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掲示板　2012年　1・2月号
掲示板は、学習に関する留意点や事務手続をお知らせするページです。
毎月必ず目を通してください。
なお、通信教育課程ホームページ（http://www.toyo.ac.jp/tsukyo/）にも、
掲示板を掲載しています。
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� その他 全学生対象
�  Ｔ.Ａ.（ティーチング・アシスタント）の在室時間のお知らせ【再掲】
� 学習相談のご案内
�  2011年度秋学期試験時間割表（通学課程）配付について  通年スクーリング受講者対象
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Ｓはスクーリングを表します

１月 行事予定 手続期間 『東洋通信」参照ページ
1（日）事務室休業（～1／4）　元日

2（月）

3（火）

4（水）

5（木）事務室業務取扱再開

6（金） 単位認定試験（筆記）第５回申込受付
締切　 12月号P.5

7（土）連休４期Ｓ①　地方４期Ｓ① 11月号P.26

8（日）連休４期Ｓ②　地方４期Ｓ②

9（月）連休４期Ｓ③　地方４期Ｓ③　　成人の日

10（火）

11（水）

12（木）

13（金）

14（土）

15（日）

16（月）

17（火）

18（水）

19（木）

20（金）

21（土）

22（日）単位認定試験（筆記）第５回　　教員による学習相談 12月号P.5・P.12

23（月）

24（火）

25（水）

26（木）

27（金）

28（土）

29（日）

30（月）

31（火）
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Ｓはスクーリングを表します

2月 行事予定 手続期間 『東洋通信」参照ページ
1（水）

2（木）

3（金）

4（土）

5（日）

6（月）

7（火）

8（水）

9（木）

10（金）

11（土）

12（日）

13（月）

14（火）

15（水）

16（木）

17（金） 単位認定試験（筆記）第６回申込受付
開始　 P.6

18（土）

19（日）

20（月）

21（火）

22（水）

23（木）

24（金） 単位認定試験（筆記）第６回申込受付
締切　

25（土）

26（日）

27（月）

28（火）

29（水）
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卒業論文説明会・指導会

　卒業論文説明会・指導会を開催します。
　卒業論文の作成から提出までの手続や注意事項などの事務説明のほか、各学部教員からの
執筆にあたっての心構えや諸注意を含めた作成指導をT.A.より行います。
　論文申請を予定している方は、積極的に参加してください。

月　日 2012年３月10日（土）

時　間 10：30～12：30（予定）

場　所 白山キャンパス甫水会館（予定）

対　象 2013年３月卒業予定者（前期生）

＊�2013年９月卒業予定者（後期生）も参考として�
参加することができます。

前期生対象
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　単位認定試験（筆記）第６回を下記の要領で実施します。
◇実施日　　３月11日（日）
◇開催地・会場

開催地 会　場 所在地 電　話
東　京 本学白山キャンパス 東京都文京区白山５－28－20 03－3945－7348

◇実施科目
■対象学生：学籍番号の入学年度が“08”〜“11”の正科生および“99”以前の正科生、特修生

共通総合科目 担当教員名 文学部専門科目 担当教員名 法学部専門科目 担当教員名
現代日本文学Ａ 早川 日本文学文化概説A① 河地 憲法 名雪
現代日本文学Ｂ 早川 日本文学文化概説B① 河地 民法Ⅰ部 小林（秀）

スポーツ健康科学講義 金田 日本文学文化概説A② 竹内 民法Ⅱ部 太矢
英語Ⅲ① J・D・ショート 日本文学文化概説B② 竹内 民法Ⅲ部 山下
英語Ⅲ② 髙波 近世日本文学史A 中山（尚） 民法Ⅳ部 大坂

近世日本文学史B 中山（尚） 民法Ⅴ部 中村
古典文法 田貝 刑法Ⅰ部 伊藤

作家作品研究〈中古〉 河地 刑法Ⅱ部 武藤
作家作品研究〈近世〉 谷地 商法総則・商行為法 遠藤
日本の伝統行事A 久野 会社法 堀口
日本の伝統行事B 久野 手形法・小切手法 井上
日本民俗学A 久野 経済法 多田
日本民俗学B 久野 国際私法 笠原
生涯学習概論 島谷 知的財産権法 曽我
児童サービス論 島谷
図書館サービス論 島谷
図書館資料論 島谷
国語科指導法Ⅱ 幸田

■対象学生：学籍番号の入学年度が“04”〜“07”の正科生
共通総合科目 担当教員名 文学部専門科目 担当教員名 法学部専門科目 担当教員名
現代日本文学Ａ 早川 日本文学文化概説A① 河地 憲法 名雪
現代日本文学Ｂ 早川 日本文学文化概説B① 河地 民法Ⅰ部 小林（秀）

スポーツ健康科学講義 金田 日本文学文化概説A② 竹内 民法Ⅱ部 太矢
英語Ⅲ① J・D・ショート 日本文学文化概説B② 竹内 民法Ⅲ部 山下
英語Ⅲ② 髙波 近世日本文学史A 中山（尚） 民法Ⅳ部 大坂

近世日本文学史B 中山（尚） 民法Ⅴ部 中村
古典文法 田貝 刑法Ⅰ部 伊藤

作家作品研究〈中古〉 河地 刑法Ⅱ部 武藤
作家作品研究〈近世〉 谷地 商法Ⅰ部 遠藤
日本の伝統行事A 久野 商法Ⅱ部 堀口
日本の伝統行事B 久野 商法Ⅲ部 井上
日本民俗学A 久野 経済法 多田
日本民俗学B 久野 国際私法 笠原
生涯学習概論 島谷 知的財産権法 曽我
児童サービス論 島谷
図書館サービス論 島谷
図書館資料論 島谷
国語科指導法Ⅱ 幸田

単位認定試験（筆記） 第６回 全学生対象
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単位認定試験（筆記）（第６回）
■対象学生：学籍番号の入学年度が“00”〜“03”の正科生および科目等履修生

共通総合科目 担当教員名 文学部専門科目 担当教員名 法学部専門科目 担当教員名
現代日本文学 早川 日本文学文化概説① 河地 憲法 名雪

スポーツ健康科学講義 金田 日本文学文化概説② 竹内 民法Ⅰ部 小林（秀）
英語Ⅲ① J・D・ショート 近世日本文学史 中山（尚） 民法Ⅱ部 太矢
英語Ⅲ② 髙波 日本語文法 田貝 民法Ⅲ部 山下

古代日本文学講読 河地 民法Ⅳ部 大坂
近世日本文学講読 谷地 民法Ⅴ部 中村
日本の伝統行事 久野 刑法Ⅰ部 伊藤
日本民俗学 久野 刑法Ⅱ部 武藤

文・法学部共通 国語科指導法 幸田 商法Ⅰ部 遠藤
図書館司書科目 担当教員名 商法Ⅱ部 堀口
生涯学習概論 島谷 商法Ⅲ部 井上
児童サービス論 島谷 経済法 多田
図書館サービス論 島谷 国際私法 笠原
図書館資料論 島谷 知的財産権法 曽我

◇受験申請手続期間　　２月17日（金）～２月24日（金）　必着
◇受験申請手続
１．Ｐ.13にある所定の申請用紙を使用して申請してください。
　　“申請用紙”以外では受付いたしません。
２．申請用紙の必要事項は、もれなく記入してください。
３．�１科目につき400円分の定額小為替を同封し、必ず封筒の表に「筆記試験申請」と明記

してください。（定額小為替には、受取人住所・氏名や裏面の委任欄などは記入する必要
はありません。何も記入せず、そのまま同封してください。）

◇注意事項
�　�『東洋通信』10月号P.８「2011年度単位認定試験（筆記）（第３回～第６回）」を確認して
ください。

◇試験時間割
１時限目 ２時限目 ３時限目

１科目受験者 12：00～13：00
２科目受験者 12：00～13：00 13：10～14：10
３科目受験者 12：00～13：00 13：10～14：10 14：20～15：20
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単位認定試験（筆記）（第６回）
◇会場案内図

東洋大学 白山キャンパス　〒112–8606 東京都文京区白山5–28–20

千石駅

本駒込2

千石駅前

至巣鴨

都営三田線

東
京
メ
ト
ロ
南
北
線

本
郷
通
り

三
井
住
友

銀
行

ampm

白山第2キャンパス

東洋大前

学生動線

アクセス
●都営地下鉄三田線「白山」駅5分
●東京メトロ南北線「本駒込」駅5分
●東京メトロ千代田線「千駄木」駅15分

1F 通信教育課（事務室）

甫水会館
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単位認定試験（筆記）（第６回）

科　目　名 担当教員名 試験場への持込 重点的学習範囲

英語Ⅲ① ショート 不可�
試験範囲は課題1および2で学んだ部分全てとなります。試験問題の多くが課題の
設問と同じ、もしくは類似した問いとなるため、課題で勉強したところを何度も
復習して試験に臨んでください。

英語Ⅲ② 髙波 テキスト・
自筆ノート

テキスト（Different�Realities）のChapter11、12から出題します。
○分からない単語がないよう、辞書でしっかり調べておきましょう。）
○英文訳も出題します（各Chapterから3題）

スポーツ健康科学講義 金田 不可 テキストの第2章、第3章と第7章、第8章を中心に復習をしておいてください。

現代日本文学A

早川 テキスト

「瓶詰の地獄」を次の観点から読み直しておいてください。我々読者にとって、太
郎の手紙で窺い知ることができる兄妹たちの物語はある種の異界であるが、兄妹
たちにとっての異界とは何であるか。その異界は時間の経過によってどのような
ものとしてとらえ直されていくか。
※特に時間の経過にそって自分の考えをまとめておいてください。

現代日本文学B
「狐」を以下の観点から読み、自分の考えをまとめておいてください。作品中には
崖などの境界や、狐のように異界から侵入してくる存在がいます。こうした境界
上に存在するもの（あるいは二つの世界を行き来しているもの）として何が登場し
ているか、それは何と何を区切る境界として機能しているか。

現代日本文学 早川 テキスト
「狐」を以下の観点から読み、自分の考えをまとめておいてください。作品中には
崖などの境界や、狐のように異界から侵入してくる存在がいます。こうした境界
上に存在するもの（あるいは二つの世界を行き来しているもの）として何が登場し
ているか、それは何と何を区切る境界として機能しているか。

日本文学文化概説A①
河地 すべて可

リポート課題、スクーリングの学習内容を確認すること。

日本文学文化概説B① リポート課題、スクーリングの学習内容を確認すること。

日本文学文化概説① 河地 すべて可 リポート課題、スクーリングの学習内容を確認すること。

日本文学文化概説A②

竹内 テキスト・
自筆ノート

範囲：相関文化の変容における大都市/マスメディア/異文化相関
ポイント：「痴人の愛」「浅草紅団」の本文を精読（抜粋部分はむろん、全体である
ことがのぞましいし、）概説との関連を考察すること。

日本文学文化概説B②
範囲：文学文化の脱構築におけるテクスト空間
ポイント：「様々なる意匠」「文学テクスト入門」の本文を精読（抜粋部分はむろん、
全体であることがのぞましいし、）概説との関連を考察すること。

日本文学文化概説② 竹内 テキスト・
自筆ノート

範囲：文学文化の脱構築におけるテクスト空間
ポイント：「田園の憂鬱」「或る阿保の一生」の本文を精読（抜粋部分に限定せず、
全体であることがのぞましいし、）概説との関連を考察すること。

近世日本文学史A
中山（尚） すべて可

近世前期および俳諧についての出題です。今日ではやや印象の薄いジャンルです
が、よく調べてください。

近世日本文学史B 近世中後期の庶民文化の流れです。

近世日本文学史 中山（尚） すべて可 いずれも近世文学に非常に大きな影響を与えた事例を問うています。それぞれの
正しい把握と文学との関連を考えることが必要です。

古典文法
日本語文法 田貝 不可

設問は大きく五題にわかれています。具体的には（一）　詩と辞　（二）　文節の相
互関係　（三）　単語の分類　（四）　用言の活用の種類と活用形　（五）　辞の種類
と用法、活用形です。　テキストを良く理解し、〔課題〕はもとより、本文中の例
題も文節・単語に分け、品詞や用法を確認すると良いでしょう。

作家作品研究〈中古〉
古代日本文学講読 河地 すべて可 リポート課題、スクーリングの学習内容を確認すること。

作家作品研究〈近世〉
近世日本文学講読 谷地

テキスト・
自筆ノート・
教材プリント

試験問題は講義内容に示されている課題（1～4）に適応している。それはすべて『お
くのほそ道』の特色を明らかにする目的で課されたものである。受験に際しては、
与えられた解答用紙の八割以上の行数を埋めること。なお、テキストと自筆ノー
トの持ち込みを許しているので、参考図書の中に述べられている主張と、自分の
意見とを混同しないよう注意しなさい。

日本の伝統行事A

久野 テキスト・
自筆ノート

テキスト『伝承歳時記』冬の章、及び『学習のしおり』にあげた参考書・事典な
どで、現在の「節分行事」およびそのもとになった「追儺（ついな）」または「鬼
やらい」と呼ばれた行事について調べて理解を深めてください。「追儺」「鬼やら
い」は平安時代から行われた宮中行事です。テキストでは不十分なので、図書館
で調べましょう。都道府県、地区町村史の民俗編で、節分行事について調べてノ
ートにまとめましょう。事前に調べたノートとテキストの持ち込みは可です。

日本の伝統行事B

テキスト『伝承歳時記夏の章、及び『学習のしおり』にあげた参考書・事典など
で、祭礼における鉾（ホコ）・山車（ダシ）・屋台（ヤタイ）・ヤマ（置きヤマ・曳きヤ
マ）・囃子（ハヤシ）など、祭礼にともなう装飾的な出し物について調べて理解を深
めてください。その観点から、一つの「鉾・山車・屋台・ヤマ」が出る祭りの事
例を調べましょう。あなたの都道府県内またはその周辺の事例を捉えてみましょ
う。都道府県・市区町村史の民俗編で、行事の事例を調べてノートにまとめまし
ょう。事前に調べたノートとテキストの持ち込みは可です。

◇担当教員による学習上のアドバイス
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単位認定試験（筆記）（第６回）

日本の伝統行事 久野 テキスト・
ノート

テキスト『伝承歳時記』夏の章、及び『学習のしおり』にあげた参考書・事典な
どで、「夏祭り・祭礼行事」について理解を深めてください。その観点から、あな
たの地域の祭礼または見聞した祭礼を捉えてみましょう。新しい「○○まつり」も
調べる対象に含みます。都道府県・市区町村史の民俗編で、行事の事例を調べて
ノートにまとめましょう。事前に調べたノートとテキストの持ち込みは可です。

日本民俗学A

久野 すべて可

テキスト『日本民俗学』の第二部五章「年中行事」（p139～p158）を読み、年中
行事について理解してください。その観点から、あなたの家や地域の盆行事・彼
岸の実際を捉え、祖先の霊魂に対する考え方を探ってください。自治体史の民俗
編で調べましょう。資料の持ち込みはすべて可とします。

日本民俗学B
テキスト『日本民俗学』第三部四章（p244～p271）を読み、民俗学が研究対象と
する「昔話と伝説」について理解してください。その観点から、あなた身近な地
域の伝説、または日本のいずれかの地の伝説について捉えてください。文学や歴
史と伝説との関連で捉えても興味深いです。資料の持ち込みはすべて可とします。

日本民俗学 久野 すべて可

テキスト『日本民俗学』第三部四章（p244～p271）を読み、民俗学が研究対象と
する「昔話と伝説」について理解してください。その観点から、あなたの身近な
地域の伝説、または日本のいずれかの地の伝説について捉えてください。文学や
歴史と伝説との関連で捉えても興味深いです。伝説があることで、地域の過去や
歴史がどのように捉えられるかという伝説の役割も考えてみましょう。

生涯学習概論 島谷 不可
図書館には様々なサービスがありますが、生涯学習支援という観点からどのよう
なサービスを活用することに注目が集まっているのかを再確認しておいてくださ
い。テキストで取り上げられたサービスを中心に、なぜそのサービスが生涯学習
支援となるのかを問います。

児童サービス論 島谷 不可
テキスト全体より、主にサービスの種類と内容の理解に関して出題します。児童
サービスで行われる特色のあるサービスについて、実施の際の注意点も含めて確
認しておいてください。

図書館サービス論 島谷 不可
テキスト全体より、主にサービスの種類と内容の理解に関して出題します。公共
図書館では地域により行われているサービスに違いがありますが、なぜそういう
ことが起こっているのかについても理解を深めておいてください。

図書館資料論 島谷 不可 テキスト全体より出題します。資料の種類とその特徴についてまとめておいてく
ださい。資料の収集や保存のサイクル（流れ）についても理解しておいてください。

国語科指導法Ⅱ・
国語科指導法 幸田 テキスト（二種）

リポート課題、スクーリングの学習内容をよく復習しておくこと。その際、教材
研究については、〔リポート課題への取り組み方〕に記した諸点をしっかり理解し
ておくこと。

憲法 名雪 指定六法 1.基本的人権から1問　2.統治機構（天皇を除く）から1問
なお、2011年度の課題から出題しない。

民法Ⅰ部 小林（秀） 指定六法 課題1～課題4を中心にしっかりと復習してください。

民法Ⅱ部 太矢 指定六法 抵当権

民法Ⅲ部 山下 指定六法 保証　多数当事者の債権債務関係　

民法Ⅳ部 大坂 指定六法 課題4について復習しておいてください。

民法Ⅴ部 中村 指定六法 実親子関係と養親子関係について、勉強しておいてください。

刑法Ⅰ部 伊藤 指定六法
未遂（実行の着手・不能犯・中止犯）
共犯（正犯と共犯の関係・共同正犯の本質・共犯の従属性・共犯成立の限界）
罪数　刑法の適用範囲（時間的限界・場所的限界）

刑法Ⅱ部 武藤 指定六法
2問中1問選択
A.�暴行罪、傷害罪
B.�財産犯（財産罪）の客体

商法総則・商行為法
商法Ⅰ部 遠藤 指定六法 物品運送人の法的責任について

会社法
商法Ⅱ部 堀口 指定六法 課題2に対応

手形法・小切手法
商法Ⅲ部 井上 指定六法 課題1から課題4について十分に復習しておくこと。

経済法 多田 テキスト・
指定六法 不公正な取引方法の禁止（19条）に関する事例問題

国際私法 笠原 指定六法 総論から出題する。

知的財産権法 曽我 不可 盛岡一夫著「知的財産法概説（第5版）」法学書院　P195～224
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単位認定試験（筆記）（第６回）

　筆記試験当日、各試験会場にて下記の試験監督者による学習相談を受け付けます。
この相談は、日頃コミュニケーションが不足しがちな学生の皆さんとの交流の場でもありま
す。
　学生同士、もしくは通信教育に興味をお持ちの方などお誘いあわせのうえ、お気軽にご参
加ください。
　相談希望者は受験申請期間内（２月17日（金）〜２月24日（金））に次ページ（P.12）の「学
習相談申込書」を事務室へ提出してください。
　なお、当該会場における試験申請者がいない場合、学習相談は実施しませんので、予めご
承知おきください。

第６回　３月11日（日）　10：00～11：00

会　　場 対応教員 対応教員の担当科目（専攻）

東京会場 齋藤　　洋 国際法（国際法専攻）

教員による学習相談 全学生対象
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単位認定試験（筆記）第６回
2012年　　　月　　　日提出

学部・学科 学部 　　　　　　　　　　　　学科　　　
氏　　　名

学籍番号（10ケタ） 　　　7
現　住　所 〒

電話番号（日中連絡がつく番号）
メールアドレス（ある場合）

相談希望会場 会　場　　　　　　　　
相談内容（学習に関する相談事項を具体的に書いてください）

※A４に拡大コピーをし、記入してください。

学習相談申込書
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単位認定試験（筆記）（第６回）
受験する科目が筆記試験による科目であるか『学習のしおり』で確認の上、申請してください。

単位認定試験（筆記）申請書

学籍番号

氏 名

日中連絡先

受 験
年 月 日

試験会場

申 請
年 月 日

３科目まで受験できます。

１科目

科目名
担当教員名

平成　　 　 年 　    　月　    　日

平成　　 　 年 　    　月　    　日

試験会場

自宅・勤務先・携帯
T E L           （　　　    　　）

＊いずれかに○をすること

（注）１科目につき400円の定額小為替を同封し
　　 て封書で送ること。

　送付の際の必要書類
　　申請科目数×400円分の定額小為替

申請理由（必ず○をすること）
〈４単位科目〉
　１.　リポート課題４通がすべて合格。
　２.　リポート課題２通とスクーリングが合格。
　３.　スクーリングを２回受講し、合格。
〈２単位科目〉
　１.　リポート課題２通がすべて合格。
　２.　スクーリングを１回受講し、合格。
２科目

３科目

科目名

科目名

担当教員名

担当教員名

申請理由（必ず○をすること）
〈４単位科目〉
　１.　リポート課題４通がすべて合格。
　２.　リポート課題２通とスクーリングが合格。
　３.　スクーリングを２回受講し、合格。
〈２単位科目〉
　１.　リポート課題２通がすべて合格。
　２.　スクーリングを１回受講し、合格。

申請理由（必ず○をすること）
〈４単位科目〉
　１.　リポート課題４通がすべて合格。
　２.　リポート課題２通とスクーリングが合格。
　３.　スクーリングを２回受講し、合格。
〈２単位科目〉
　１.　リポート課題２通がすべて合格。
　２.　スクーリングを１回受講し、合格。

＊コースが複数ある科目は、コース番号も記入
　すること。
＊定額小為替の同封がない申請書は受付できま
　せん。
必ず『東洋通信』で申請期間を確認し、その
期間内に申請してください。
期間外の申請は受付できません。

No.

7

※コピーして使用してください。

24 3 11

キ　リ　ト　リ
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2012（平成24）年度からの変更事項

１．学費について  全学生対象
●2012年度授業料・再学料・聴講料

種　別 項　目 現　行 変更後（2012年4月から）
正科生（新２年生） 授業料 70,000円 100,000円
正科生（新３年生） 授業料 70,000円 100,000円
正科生（新４年生） 授業料 70,000円 100,000円

正科生
（在学５年目以上（原級生）） 再学料（授業料） 50,000円  80,000円

科目等履修生 聴講料（１単位） � 2,500円   4,500円
　※�後期生については、2012（平成24）年10月の納入額より変更となりますが、2012（平

成24）年４月より、下記各種納付金の個別徴収は行いません。
●�2012年度個別徴収を行わない納付金（上記2012年度授業料・再学料・聴講料に包括さ
れる納付金）

種　別 項　目 現　行 変更後（2012年4月から）
正科生

科目等履修生
2011年後期登録のみ

（科目別履修生、特修生）

単位認定試験料（１科目） � � �400円

徴収しない
スクーリング料（１期） 10,000円

通年スクーリング料（１単位） 10,000円
追加履修料（１単位） � 2,500円
卒業論文審査料 � 4,000円

２．学習について（2011年12月１日現在確定分）  全学生対象
対　象 項　目 2012年４月から

正科生

スクーリングの開講 全体部の廃止（学習パターンの特例廃止を含む）

テキストの配本
卒業するための学科教育課程表にない科目（教職科目・法
学部の司書科目など）は各自で入手してください（本学作
成の印刷教材の入手方法は別途お知らせします）

各学科専門科目「総合演習」
（教職に関する科目）の開講

2013（平成25）年３月31日以降、廃止（2013（平成25）
年３月31日までに「総合演習」未修得で2013（平成25）
年４月以降、教員免許取得希望者は、「教職実践演習」が
必要となります。）

卒業論文題目登録申請の基準 98単位以上修得済み（見込み）
→84単位修得済み

卒業申請手続き 廃止

履修手続 所定の期日内に行わなかった場合除籍となります

科目等履修生

スクーリングの開講 全体部の廃止

教育課程表（カリキュラム） 新教育課程表（カリキュラム）へ変更（※）

学習履歴（リポートおよびス
クーリングの合格）の継続 廃止

テキストの配本 各自で入手してください（本学作成の印刷教材の入手方法
は登録許可時にお知らせします）

図書館司書資格要件 2012（平成24）年４月から改正法適用（資格開講科目の
変更）

重要なお知らせ【再掲】

【改訂】
　今後も変更事項を順次掲載していきますので、よく確認してください。
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重要なお知らせ
　※新カリキュラムの詳細は、『2012（平成24）年度募集要項』でお知らせします。
　　�新教育課程表（カリキュラム）適用時期は、４月登録者（前期生）：2012（平成24）年４

月１日、10月登録者（後期生）：2012（平成24）年10月１日となります。
　�
３．科目別履修生・特修生の科目等履修生への包括  科目別履修生・特修生対象
　�　科目別履修生および特修生は、2012（平成24）年４月から科目等履修生に包括されま
す。2012年度からの聴講料・学習については「科目等履修生」の欄を参照してください。

　�　なお、2011年度10月登録の科目別履修生・特修生は、2012（平成24）年10月から
となります。

現　行 変更後（2012年４月から）
科目別履修生 科目等履修生（一般履修コース）

特修生 科目等履修生（特修コース）

４．各種手続きについて  全学生対象
　�　2012（平成24）年10月から下記の各種手続きがＷｅｂ上で可能となることを目指して
います。詳細は、改めてお知らせいたします。

　�　なお、2012（平成24）年４月から2012（平成24）年９月までは、従来通り（郵送等）の
手続きとなる予定です。

　●Web上でおこなう各種手続き一覧（2012年10月（予定））

内　　容

Ｗｅｂ上でおこなう
各種手続きの一例
（予定）

・履修登録手続き
・スクーリング受講申請
・単位認定試験（筆記）受験申請
・リポート表紙の出力
・卒業論文中表紙（許可書）の出力　　など

詳細は改めてお知らせします。

５．スケジュール  全学生対象
　�　2012年４月からの各種スケジュールは従来の日程から変更となります。詳細は改めて
お知らせいたします。

６．学籍について
　�　正科生が、卒業に必要な単位を修得するために在学できる年数は、休学期間を除き、10
年となっています。退学または除籍となった場合、再入学をする場合の在学年数は、10年
から再入学までの通常の在学の年数を控除した年数となります。 このことにより、在学年
限超過にともなう再入学はできなくなりますので、ご注意ください。

　　なお、経過借置として、2012年４月または10月の再入学については、適応外とします。
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重要なお知らせ

１．図書館司書資格要件の変更について  全学生対象
　�　「図書館法施行規則の一部を改正する省令」（以下、改正省令と呼称）が2012（平成24）
年４月から施行されることにともない、同時に本学開講の履修科目および単位数が変更さ
れます。このことにより、以下の対応となりますので、履修にあたっては十分に注意して
ください。

身　分 必要な条件 変更点

正科生

改正省令後の科目の変更なし。現
行省令における本学開講科目（13
科目26単位）をすべて修得し、卒
業すること。

「レファレンスサービス演習・情報
検索演習」および「資料組織演習」
のスクーリングは２期の受講が必
要。（※１）
卒業できなかった場合は、下記の
科目等履修生と同様の対応。

科目等履修生

2011年度については、現行省令
における本学開講科目（13科目26
単位）で履修すること。

2012年度からは改正省令後の本
学開講科目で履修すること。

2012年３月31日までに司書資格
を取得（本学開講科目13科目26単
位の修得）できず、2012年４月以
降に図書館司書資格を取得する場
合。

2011年度までに修得された科目
を改正省令後の新科目に読み替え
て、現行の本学開講科目と改正省
令後の本学開講科目と合わせての
資格取得となる。

　※１　�「レファレンスサービス演習・情報検索演習」および「資料組織演習」のスクーリン
グはこれまで１期として開講しておりましたが、２期（１期３日間）での開講となり
ます。スクーリングの日程等につきましては2012年度『講義要項』（旧学習のしお
り）にて確認してください。

　※２　�2012（平成24）年度から変更となる本学開講科目は、『2012（平成24）年度募集
要項』でお知らせします。

　【科目等履修生（前期）】

身　分 期　　限 条　　件

科目等履修生
前期生

2012年３月末までの司書資格取
得を目指す場合

2011年度内（2012年３月末ま
で）に、現行省令における本学開講
科目（13科目26単位）をすべて修
得すること。

2012年３月末までに司書資格を
取得（本学開講科目13科目26単位
の修得）できず、2012年４月以降
に図書館司書資格取得を目指す場
合。

2011年度に履修した科目は、
2011年度内（2012年３月末ま
で）の単位修得を目指すこと。
2012年４月からは2011年度ま
でに修得した科目を改正省令後の
本学開講科目に読み替え、不足し
ている科目を履修すること。

諸資格
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重要なお知らせ
　　

　●2012年３月末までに単位を修得する場合の各種期限（前期生）

提出・受講・受験期限 注意事項

リポート提出期限（※） 2011年11月30日
（終了しました）

左記提出期限までにリポートを提
出すれば、下記年度内単位修得認
定試験申請に間に合うよう、結果
を返送します。

スクーリング受講期限 連休４期
（１/９終了分）

単位認定試験（筆記）
受験期限 2012年１月22日

単位認定試験（論文）
提出期限

2012年２月15日
（16：45必着）

通常、答案の提出期間は問題送付
日より40日間となりますが、単位
認定試験（論文）の申請が遅い場合
でも提出期限は左記の通りです。

　※�①リポート提出期限を過ぎてもリポートの提出は受付しますが、上記年度内単位認定試
験が受験できない場合があります。

　※�②2012年３月末までに単位修得に至らなかった科目のリポート合格は、無効となりま
す。

　※③単位認定試験（筆記・論文）は、上記期限以降の受験・提出はできません。

　【科目等履修生（後期）】

身　分 期　　限 条　　件 備　　考

科目等履修生
後期生

2012年３月31日までの
司書資格取得を目指す場合
（※１）

2012年３月31日までに、
現行省令における本学開講
科目（13科目26単位）をす
べて修得すること。

2012年３月末までに司書
資格を取得（本学開講科目
13科目26単位の修得）でき
ず、2012年９月末までに
司書資格取得を目指す場合

現行省令における本学開講
科目（13科目26単位）のほ
かに、2012年４月から１
科目２単位の必修科目を追
加履修する必要あり（対象者
には別途送付）。

各種提出期限等
は、2012年『講
義要項』（旧学習
のしおり）で確
認すること。

2012年９月末までに司書
資格を取得（本学開講科目
13科目26単位の修得）でき
ず、2012年10月以降に
司書資格取得を目指す場合

2011年度に履修した科目
は、2011年度内（2012
年９月末まで）の単位修得を
目指すこと。
2012年10月以降は、
2011年度までに修得した
科目を改正省令後の本学開
講科目に読み替え、不足し
ている科目を履修する。

各種提出期限等
は、2012年『講
義要項』（旧学習
のしおり）で確
認すること。

　※１　2012年３月31日までに単位を修得する場合の各種期限（後期生）



18

重要なお知らせ

提出・受講・受験期限 注意事項

リポート提出期限（※）
2012年１月６日

（必着）

左記提出期限までにリポートを提
出すれば、下記年度内単位修得認
定試験申請に間に合うよう、結果
を返送します。

スクーリング受講期限
連休４期

（１/９終了分）
単位認定試験（筆記）

受験期限
2012年３月11日

単位認定試験（論文）
提出期限

2012年３月９日
（16：45必着）

通常、答案の提出期間は問題送付
日より40日間となりますが、単位
認定試験（論文）の申請が遅い場合
でも提出期限は左記の通りです。

　※�リポート提出期限を過ぎてもリポートの提出は受付しますが、上記単位認定試験が受験
できない場合があります。

2012（平成24）年４月施行の改正省令について【注意点】
１．1科目２単位の必修科目が追加されます。
２．�「専門資料論」は、選択科目への読み替えとなります。改正省令後の選択科目は２科

目必要ですが、「専門資料論」を修得している場合にはそれに充当し、１科目に減ず
ることができます。
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重要なお知らせ

2012（平成24）年度から始まるメディア授業について
東洋大学通信教育課程では、学祖井上円了の掲げた「余資なき、優暇なき者のための教育」

という理念に基づきメディア授業をスタートします（このメディア授業は東洋大学創立125
周年記念事業の一環としての取り組みでもあります）。
この新しく始まるメディア授業で目指したものは「いつでも・どこでも・だれでも」の実

現です。
従来メディア授業はPCで授業動画を見て…というものが主流でした。
残念ながら現在主流の方式では、PCやインターネットの環境がないと授業の視聴ができな

いなどの欠点もありましたが、東洋大学で導入するメディア授業は、そうした欠点を補うべ
く「microSDカード」を用いた画期的な方式を採用します。これは、授業動画が格納されて
いる「microSDカード」を一定期間貸し出しし、視聴後返却するという方法です。
この方式ではワンセグ携帯電話やポータブルワンセグTVなど、ワンセグ録画ができる多く

の機器で授業動画を視聴することが可能になります（一部機器では対応しない場合がありま
す）。授業動画はmicroSDに格納されているので、視聴には通信料はかかりません。
そして、動画の視聴に合わせての資料や理解度確認テスト、授業の理解を深めていくディ

スカッションボードは、ToyoNet-Aceという本学が導入している学習管理システムで行う
予定です（こちらはインターネットを介してPC等で行います）。

このようにこのメディア授業の視聴は、通勤電車の中や仕事のお昼休み、ベットの中など
シチュエーションを選びません。

そうです、みなさんのワンセグ携帯電話等が教室になるのです。

通信教育で学びたい多くの社会人のみなさんのニーズにこたえるために、満を持してメデ
ィア授業がスタートします。

また、気になる受講費用は学祖の意思を受け継ぎ、スクーリングなどと同様、別途徴収は
行いません。

目下、次年度からスタートするためにさまざまな準備に取り掛かっています。具体的な科
目名や運用方法、運用開始時期などは改めてお知らせいたしますので、今しばらくお待ちく
ださい。
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　下記の要領で改めて次年度の登録手続が必要です。
　　対象：2012年４月１日以降も改めて登録手続を希望する方
　　期限：2012年４月18日（水）（当日消印有効）
　　願書の入手方法：�HP（http://www.toyo.ac.jp/tsukyo）から「2012年度募集要項」等

をダウンロードしてください。あわせて、東洋大学通信教育課程2012
年度インターネット出願ガイダンスを熟読の上、出願してください。

　　注意：�４・５月開始のスクーリング受講を希望する場合、この出願手続は３月９日（金）
までに完了してください。

　　※�2012年４月よりカリキュラムが変更され、配本は行いません。市販教材の入手方法
は登録許可時にお知らせします。

　共通総合科目の人間探究分野16単位を修得し、正科生への入学を希望する特修生は正科生
入学資格審査の申請手続が必要です。
　申請手続に必要な書類は特修生全員に２月中旬発送予定です。詳細は必要書類と共に発送
する「正科生入学資格審査申請方法について」を確認してください。

　特修生の学習期間は１年間ですが、学習が修了せず正科生入学資格を得るまで単位が取り
きれず、来年度も改めて登録手続を希望する場合は、改めて科目等履修生（特修コース）とし
て、登録手続が必要です。なお一科目あたりの聴講料も変更されます。また、過去の単位取
得に至っていない学習履歴は継続されませんのでご注意ください。
　下記の要領で改めて次年度の登録手続が必要です。
　　対象：2012年４月１日以降も改めて登録手続を希望する方
　　期限：2012年４月18日（水）（当日消印有効）
　　願書の入手方法：�HP（http://www.toyo.ac.jp/tsukyo）から「2012年度入学要項」等

をダウンロードしてください。あわせて、東洋大学通信教育課程2012
年度インターネット出願ガイダンスを熟読の上、出願してください。

　　注意：�４・５月開始のスクーリング受講を希望する場合、この出願手続は３月９日（金）
までに完了してください。

　　※�2012年４月よりカリキュラムが変更され、配本は行いません。市販教材の入手方法
は登録許可時にお知らせします。

科目等履修生で改めて次年度の登録手続を希望する場合

特修生（前期生）で入学資格認定に必要な単位を修得し、正科生入学を希望する場合

特修生（前期生）で継続の登録手続を希望する場合

前期生対象
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　卒業論文の提出は、2011年12月12日（月）で締切りました。卒業論文提出後は、卒業総
合面接試験を必ず受けなければなりません。
　卒業総合面接試験とは、①卒業論文そのものに関する口頭試問　②当該学部を卒業する学
力を有するかどうかの試問をいいます。
　面接では、卒業論文指導教員が皆さんの提出した卒業論文を中心に試問し、審査すること
になっています。どこから質問されても要旨を簡明に答えられるように準備をしておいてく
ださい。面接日には、卒業論文の下書き（コピー）、執筆に使用した資料・文献も２、３持参
するとよいでしょう。
　面接日は2012年１月５日（木）～１月27日（金）の間で、審査教員が指定した日となりま
す。指定された日時の変更はできませんのでご注意ください。面接日・時間・場所等の詳細
については、12月下旬頃に対象者に郵送にて通知しています。

　すでに卒業論文を提出し卒業総合面接試験に合格しているが、卒業必要単位数が不足して
いるため卒業が延期になっている学生（前期生・後期生とも）は残りの単位について2012年
２月15日までに論文試験を提出（筆記試験は１月実施分まで）し、卒業要件の単位修得見込で
あれば、この卒業申請の手続をすることで、卒業判定の審査の対象となります ので、下記の
要領で卒業申請書を事務室へ必ず提出してください。
　送付については「特定記録郵便」を利用してください。
　なお、判定の結果は３月中旬に通知します。
　※�提出した定額小為替および書類は、判定の結果、卒業が認められない場合でも返却しま

せん。

　　　申請期間：2012年１月31日（火）〜２月３日（金）　必着
　　　必要書類：①卒業申請書（書式は『東洋通信』P.�22参照　Ａ４にて作成）
　　　　　　　　　�学部・学科、学籍番号、氏名（戸籍に記載のとおり）、生年月日を楷書で

記入
　　　　　　　　②卒業申請料　定額小為替　2,000円分
　　　　　　　　③240円切手、宛名シール　各１枚
　　　　　　　　④住民票記載事項証明（住民票も可）

※�2011年12月１日～12月12日に卒業論文を提出した学生は、卒業論文提出を以て卒業
申請と扱いますので、改めて申請する必要はありません。

※「卒業申請書」はP.�22の書式をＡ４に拡大コピーのうえ、必要事項を記入してください。

2012年3月卒業予定者の卒業総合面接について

卒業延期者の2012年3月卒業申請手続について

前期生対象

4年生対象
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〈卒業申請書様式〉　Ａ4に拡大コピーしてください
2012年３月卒業用（※すべて楷書で丁寧に記入）
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リポート課題・単位認定試験（筆記・論文）の期限について【再掲】
★次に該当する方の期限は、下表のとおりです。
学生の区分 入学期 条　　　件 事　　　項 期　　　限

正科生

前期

2012年3月卒業予定
単位認定試験（論文）提出 2012年2月15日（水）　16：45　必着

単位認定試験（筆記）受験 2012年1月22日（日）実施分まで

2012年度転部・転科試験受験予定
単位認定試験（論文）提出 2012年2月15日（水）　16：45　必着

単位認定試験（筆記）受験 2012年1月22日（日）実施分まで

2012年3月末までに教員免許・教育実
習の要件・諸資格取得等のため、単位修
得を必要とする（＊1）

単位認定試験（論文）提出 2012年2月15日（水）　16：45　必着

単位認定試験（筆記）受験 2012年1月22日（日）実施分まで

2011年度が在学年限最終年度
単位認定試験（論文）提出 2012年2月15日（水）　16：45　必着

単位認定試験（筆記）受験 2012年1月22日（日）実施分まで

2011年度『学習のしおり』の内容に伴
う期限（＊1）

リポート提出 2012年3月� 9日（金）　16：45　必着

単位認定試験（論文）申請 2012年3月� 9日（金）まで受験申請可

単位認定試験（論文）提出 2012年3月26日（月）　16：45　必着

単位認定試験（筆記）受験 2012年3月11日（日）実施分まで

後期

2012年3月末までに教員免許取得・教
育実習の要件等のため、単位修得を必要
とする

単位認定試験（論文）提出 2012年2月15日（水）　16：45　必着

単位認定試験（筆記）受験 2012年1月22日（日）実施分まで

2011年度『学習のしおり』の内容に伴
う期限

リポート提出 2012年3月26日（月）　16：45　必着

単位認定試験（論文）申請 2012年3月26日（月）まで受験申請可

単位認定試験（論文）提出 2012年3月26日（月）　16：45　必着

単位認定試験（筆記）受験 2012年3月11日（日）実施分まで

科目等
履修生

前期 2012年3月修了（＊2）
単位認定試験（論文）提出 2012年2月15日（水）　16：45　必着

単位認定試験（筆記）受験 2012年1月22日（日）実施分まで

後期

2012年3月末までに教員免許・教育実
習取得等のため、単位修得を必要とする

単位認定試験（論文）提出 2012年2月15日（水）　16：45　必着

単位認定試験（筆記）受験 2012年1月22日（日）実施分まで

2012年3月31日までに図書館司書資
格取得予定

単位認定試験（論文）提出 2012年3月� 9日（金）　16：45　必着

単位認定試験（筆記）受験 2012年3月11日（日）実施分まで

2011年度『学習のしおり』の内容に伴
う期限

リポート提出 2012年3月26日（月）　16：45　必着

単位認定試験（論文）申請 2012年3月26日（月）まで受験申請可

単位認定試験（論文）提出 2012年3月26日（月）　16：45　必着

単位認定試験（筆記）受験 2012年3月11日（日）実施分まで

特修生 前期 2012年3月修了
単位認定試験（論文）提出 2012年2月15日（水）　16：45　必着

単位認定試験（筆記）受験 2012年1月22日（日）実施分まで

特修生 後期 2011年度『学習のしおり』の内容に伴
う期限

リポート提出 2012年3月26日（月）　16：45　必着

単位認定試験（論文）申請 2012年3月26日（月）まで受験申請可

単位認定試験（論文）提出 2012年3月26日（月）　16：45　必着

単位認定試験（筆記）受験 2012年3月11日（日）　16：45　必着

科目別
履修生

前期 2011年度『学習のしおり』の内容に伴う期限 リポート提出 2012年3月� 9日（金）　16：45　必着

後期 2011年度『学習のしおり』の内容に伴う期限 リポート提出 2012年3月26日（月）　16：45　必着

通学課程
学生 3部間聴講で通信教育課程の科目受講

単位認定試験（論文）提出 2012年1月31日（火）実施分まで

単位認定試験（筆記）受験 2012年1月22日（日）実施分まで

●上記スケジュールは2011年度のものであり、2012年４月以降は大幅に変更になる予定です。
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１．リポート提出の際の注意
　　�　提出用表紙に、今年度版『学習のしおり』の当該課題部分のコピーが貼付してあるこ

とを確認してください。
　　�　前年度までの『学習のしおり』の課題が貼付されていた場合は、内容が前年度と変更

のない科目であっても受付不可として返送しますので、正しい内容に訂正して再提出し
てください。

　　　※�『学習のしおり』の有効期限は、４月から３月までの１年間となっています。この
ため、後期生は年度途中で新しい『講義要項（旧『学習のしおり』）』（2012年４月か
ら、名称変更）による学習に切り替わります。上記注意事項については、十分ご注意
ください。

　　　　�2011年度『学習のしおり』の最初のページ「『学習のしおり』の重要事項２　年度
の考え方」を参照してください。

２．不合格リポート再提出の際の注意
　　�　一度不合格になった課題のリポートを再提出する際には、原則として直前の不合格リ

ポートおよび添削指導欄の添付が求められています。

リポート提出上の注意事項について 全学生対象

（注意事項）

１．単位認定試験（論文）について  全学生対象
　　�通常、単位認定試験（論文）の答案の提出期間は問題送付日より起算して40日間となりますが、

申請が遅い場合でも提出期限は上記のとおりとなります。
　　�また、正科生（前期生）が、2012年2月15日（水）以降に単位認定試験（論文）を提出した場合は、

2012年度の成績となり、2012年度在学手続きおよび履修登録後の結果返送となります（＊1）。
２．リポート提出および単位認定試験（論文）の申請について
　　�正科 生（前期生）：2012年3月10日～2012年3月31日までリポート提出および単位認定試験

（論文）の申請を停止いたします。
　　　　なお、次回の受付開始は、2012年度の在学手続きおよび「履修登録届」提出後となります。
　　�正科 生・科目等履修生・科目別履修生（後期生）：2012年3月27日～2012年3月31日までリ

ポート提出および単位認定試験（論文）の申請を停止いたします。
　　�　　�なお、次回の受付開始は、2012年4月1日より、2012年度『講義要項（旧『学習のしお

り』）』にもとづく学習となります。
３．�科目等履修生（前期生）の単位認定試験（筆記・論文）の期限について（＊2）

　　・単位認定試験（論文）提出：2012年２月15日（水）16：45（必着）
　　・単位認定試験（筆記）：2012年１月22日（日）実施分
　　上記期限以降の単位認定試験（筆記・論文）の受験・提出はできません。
　　�なお、上記期限までに提出できなかった（または結果が不合格であった）科目の学習履歴（リポー

トおよびスクーリングの合格）は、無効になります。
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　学籍番号の「入学年度」が“00”～“11”の学生に適用している学科教育課程表の「共
通総合科目」内の「放送大学・専門学校科目」を受講する方法についてお知らせします。本
学に在学しながら、この制度による受講を希望する学生は、次にあげる受講条件や手続方法
等に注意して取り組んでください。

１．適用対象学生
　　2000年度以降入学生（正科生）で、該当する課程表に

共通総合科目 放送大学科目・専門学校科目　～30 の表記がある学生
２．受講対象科目等
　　（1） 放送大学の場合　放送大学科目等履修生に在籍し、修得した単位を対象とする。
　　　　【資料請求先】放送大学修学指導課　http://www.u-air.ac.jp/
　　　　〒261-8586　千葉市美浜区若葉２－11
　　　　TEL�043－276－5111（代表）
　　（2） 専門学校の場合　次の条件を満たした学校における学習結果であること。

放送大学・専門学校科目の受講について

　　�　直前の不合格リポートのみ今回のリポート提出用表紙に一緒につけて提出してくださ
い。これが添付されていないリポートは受付できませんので、返却いたします。

　　�　なお、不合格リポート、再提出リポートの両方に当該課題部分のコピーを貼付してく
ださい。

　　�　「継続履修」で学習している科目が、前年度までの『学習のしおり』によるリポート課
題において不合格となった場合、再提出は2011年度の課題内容に基づいて作成したリ
ポートとなります。

　　　『ガイドブック』に記載の「不合格リポートの再提出」の項を今一度ご確認ください。

３．「リポート受付通知書」について
　　�　「リポート受付通知書」の送付を希望する場合は、表面に宛名、裏面に科目名・課題番

号・提出日を記入後、50円切手を貼付してください。50円切手の貼付がない場合は、
「リポート受付通知書」は発送しません。

４．リポートコピーの保管について
　　�　次に提出する課題の学習を進めるにあたっての参考とすること、および不慮の郵便事

故に備えて、作成したリポート〔含単位認定試験（論文）〕は、必ずコピーをとり、手元
に保管してください。
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　以下の科目について、2012（平成24）年４月より科目担当者が変更となります。（2011
年12月15日現在）テキスト、リポート課題の内容、単位認定試験の方法・内容等すべてにわ
たって変更の可能性があります。該当する科目を履修している学生は、今年度中〔2012（平
成24）年３月31日まで〕に単位修得を目指してください。

科目担当教員の変更について（2012年４月〜）

　　　　①専修学校の専門課程のうち、修業年限が２年以上であること。
　　　　②�文部科学省認可を受けた教育課程の修了に必要な総授業時数が1700時間以上で

あり、その成績が試験により評価されたものであること。
　　　　③�その学習内容が、大学教育に相当する水準を有するものと本学が認めたものであ

ること。
３．受講手続
　学生自らが受講申請に必要な資料等を放送大学ないし専門学校から取り寄せ、その大学（学
校）が定めるところにより学生自ら受講手続を行うこと。
４．学習結果の単位認定申請
　放送大学あるいは専門学校において学習した結果、合格した科目の単位について、本学の
単位認定を希望する学生は、次により単位認定を申請することができる。
（1） �所定の単位認定申請書に「単位修得証明書」（単位数もしくは授業時間数明記のもの）を添

えて、当該年度末までに通信教育課事務室に届け出ること。
（2） 認定単位数の上限は「放送大学科目・専門学校科目」の単位をあわせて30単位とする。
（3） �編入学・転入学の学生で、入学時に「放送大学科目・専門学校科目」または「一括認定

科目」として既に認定された科目は、この制度による単位認定の対象とはならない。
５．その他
（1） この制度の学習に係る学費等は、すべて学生の負担とする。
（2） �本学入学以前にこの制度に合致した単位を修得済みの学生で、単位認定を希望する者は、

審査の対象となるので、所定の単位認定申請書を提出することができる。
　　ただし、編入学時等に認定された科目は除かれる。
（3） その他、不明な点・疑問点は通信教育課事務室へ問い合わせること。

全学生対象【改訂】

科目名・入学年度
（00～03）
含科目等履修生

科目名・入学年度
（04～07）

科目名・入学年度
（08～11）
含特修生

2011年度
担当教員名

地誌学
地誌学A 地誌学A 原　　啓介

地誌学B 地誌学B 原　　啓介

日本文学文化概説
日本文学文化概説A② 日本文学文化概説A② 竹内　清己

日本文学文化概説B② 日本文学文化概説B② 竹内　清己

日本語概説①
日本語概説A① 日本語概説A① 木村　　一

日本語概説B① 日本語概説B① 木村　　一
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　12月号にて「日本出版文化史Ａ（２単位）・日本出版文化史Ｂ（２単位）・日本出版文化史
（４単位）」（和田博文先生担当）が2012（平成24）年度は休講となる旨、お知らせいたしまし
たが、次年度も開講されます。引き続き学習を継続してください。

休講科目の取り消しについて

作家作品研究〈上代〉 作家作品研究〈上代〉 作家作品研究〈上代〉 菊地　義裕

近現代文化論A 近現代文化論A 近現代文化論A 石田　仁志

近現代文化論B 近現代文化論B 近現代文化論B 石田　仁志

万葉文化論A 万葉文化論A 万葉文化論A 菊地　義裕

万葉文化論B 万葉文化論B 万葉文化論B 菊地　義裕

生涯学習概論 生涯学習概論 生涯学習概論 島谷　祐枝

図書館概論 図書館概論 図書館概論 髙野　光代

図書及び図書館史 図書及び図書館史 図書及び図書館史 吉岡　敦子

情報サービス概説 情報サービス概説 情報サービス概説 髙野　光代

専門資料論 専門資料論 専門資料論 吉岡　敦子

読書と豊かな人間性 読書と豊かな人間性 読書と豊かな人間性 吉岡　敦子

学習指導と学校図書館 学習指導と学校図書館 学習指導と学校図書館 吉岡　敦子

学校経営と学校図書館 学校経営と学校図書館 学校経営と学校図書館 吉岡　敦子

学校図書館メディアの構成 学校図書館メディアの構成 学校図書館メディアの構成 吉岡　敦子

情報メディアの活用 情報メディアの活用 情報メディアの活用 髙野　光代

刑事訴訟法 刑事訴訟法 刑事訴訟法 平澤　　修

民事執行法 民事執行法 民事執行法 佐藤　優希

社会科指導法Ⅱ（公民）
社会・公民指導法Ⅰ 社会・公民指導法Ⅰ 小貫　　仁

社会・公民指導法Ⅱ 社会・公民指導法Ⅱ 小貫　　仁

［訂正］12月号で「民事訴訟法」と記載しておりましたが、正しくは「民事執行法」です。
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2012（平成24）年度教育実習参加者事前面接について

教職

　2012（平成24）年度教育実習への参加を希望する学生（2011年度「教育実習許可願」提
出者）は、下記「教育実習参加の要件チェックリスト」を再度確認するとともに、下記日程で
行われる教育実習参加のための事前面接に必ず参加してください。 この面接では教職に就き
たい理由を聴取し、人物的に派遣が可能であるかを判断するものです。
　なお、面接の実施要領は、３月初旬に通知します。

月　日 2012（平成24）年３月10日（土）

時　間 12：45集合（15：00終了を予定）

場　所 白山キャンパス

「教育実習参加の要件チェックリスト」

該当する項目の□にチェックを入れること
以下の項目すべてにチェックが入らない場合は教育実習に参加できない

□�2012（平成24）年３月末までに卒業に必要な単位数を98単位以上（共通総合科目28単位
以上、専門科目62単位以上）修得済みであること（大学既卒者を除く）

□�2012（平成24）年３月末までに、教職に関する科目のうち「教職概論」「教育基礎論Ⅰ・
Ⅱまたは教育基礎論」「教育心理学」「生徒指導論」「教育相談」「当該科目の教科指導法Ⅰ・
Ⅱまたは当該科目の教科指導法」「事前指導」「教科教育論（中学校での実習の場合のみ）」
を修得済みであること

□�2012（平成24）年３月末までに、教科に関する科目を中学校は28単位の３/４以上、高
校は32単位の３/４以上修得済みであること

□教育実習の趣旨をよく理解していること
□教職に就く意思がある者
□教壇に立って授業を行うに必要な学力を有していること
□教育実習先の指導教員の指示のもとに、実習生としてふさわしい行動のとれる者
□2012（平成24）年度健康診断を受診（４月中）することができること
□受け入れ校の正常な教育活動を妨げる恐れがある者でないこと
□�伝染の恐れがある疾患若しくは教育実習を行ううえで妨げとなる精神障害がある者でない
こと

□今後、ガイダンス・説明会などが実施される場合、すべてに参加できる者
□今後、必要になる手続を期日内に不備なく行うことのできる者
□�2012（平成24）年３月末までに、本学教育実習参加要件を満たさない場合は、2012年
度の実習を辞退できる者

□�その他、大学（または実習校）の判断で教育実習（派遣手続を含む）の中止をするなどがある
場合、その指示に従える者
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学習相談のご案内
　札幌・仙台・横浜・新潟・名古屋・大阪・福岡の各合同入学説明会場にて事務職員が学習
相談に応じます。日頃、学習の進め方、各科目の履修方法等、疑問や不安に思っていること
を気軽にご相談ください。
　なお、教職相談がある場合には通信教育課事務室（TEL�03－3945－7348）まで事前に
ご連絡ください。日時・会場等は、P.�32「2012年度入学説明会のご案内」でご確認くだ
さい。

　通信教育課程には皆さんが日頃の学習において疑問に思ったこと、不安に感じたことなど
に適切なアドバイス・回答をしてくれるティーチング・アシスタント（以下Ｔ.Ａ.と略します）
が文・法学部に在籍しています。
　原則として下記の在室曜日・時間帯に電話、メール、ＦＡＸ等により相談の予約を入れれ
ば、通信教育課事務室の窓口において各学部担当のＴ.Ａ.が対応いたします。質問、相談があ
る場合には、大いに活用してください。ただし、時間帯によっては相談が集中することも予
想されますので、予めご承知おきください。

曜日 時間帯 担当Ｔ.Ａ.

月
13：00～14：00 李　秀文（法学部　私法・共通総合科目担当）

15：00～17：00 長瀬真理子（教職科目担当）

火 11：00～12：30 大村　達郎（�文学部　上代～近世文学文化・日本語学・国語教育担当）

水 13：00～14：00 門脇　邦夫（法学部　公法・共通総合科目担当）

木 11：00～12：30 松川　秀人（�文学部　近現代文学文化・比較文学文化・司書科目担当）

金 15：00～17：00 大山　直樹（法学部　私法・共通総合科目担当）

Ｔ.Ａ.（ティーチング・アシスタント）の在室時間のお知らせ【再掲】

全学生対象
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『東洋通信』2012年３月号表紙の投稿写真募集について
　『東洋通信』2012年３月号表紙の投稿写真を募集しています。（たとえばわが町の風景等）�
　採用された方には記念品（本学オリジナル図書カード１,000円分）を贈呈しますので、奮っ
てご応募ください。表紙の投稿写真募集は、年２回（３月号、10月号）を予定しています。
　応募の際には下記２点をまとめて事務室に送付してください。

〈応募期間〉2011年12月１日（木）～2012年１月18日（水）［必着］

応募書類
１ 学籍番号、氏名、連絡先を明記した任意の用紙（Ａ４）

２
現像した写真およびデータ（デジタルカメラ使用の場合）
※タテ17ｃｍ以内、ヨコ13ｃｍ以内のもの

〈応募の際の注意〉
　　①応募は１人につき１枚までです。
　　②応募写真は、本人が撮影したもので未発表のものに限ります。
　　③第三者が撮影したものに修整を加えたものは、応募できません。
　　④採用されたものについての著作権は、東洋大学に帰属します。

〈応募先〉
　　〒112–8606　東京都文京区白山５－28－20
　　　　　　　　　　　　東洋大学通信教育課
　　　　　　　　　　　　　『東洋通信』編集係

〈問い合わせ先〉　03－3945－7348

※選考結果については、作品応募者全員にご連絡いたします。
※採用写真はトリミングする場合があります。

【再掲】

2011年度秋学期試験時間割表（通学課程）配付について

　通学課程の秋学期試験時間割表は、通信教育課事務室にて配布します。通年スクーリング
を受講している学生は、下記配布期間内に試験時間割表を入手の上、受験してください。
　または通信教育課程のHPでも公開いたします。

〔配布期間〕
　2012年１月11日（木）～２月３日（金）

通年スクーリング受講者対象
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アンケート調査へのご協力のお願い
在校生の皆さま、東洋大学では、今後の通信教育課程の改革のためにアンケート調査を行

いたいと思います。
お手数ではございますが、下記URLまたは２次元バーコードによりアンケートにお答えい

ただけますと幸いです。

アンケート内容：通信制大学院について
回答期間：2012年１月10日～１月31日
対象：全学生

アンケートURL
https;//reas2.code.ouj.ac.jp/cgi-bin/WebObjects/REAS?t=19504

こちらのQRコードからも回答できます。

このアンケートで収集した個人情報には、個人を特定しない統計資料等の作成以外は用いま
せん。
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2012年度入学説明会のご案内
　東洋大学では下記により2012年度入学（４月・10月）に向けた説明会を行います。通信
教育課程の仕組み・学習内容・教員免許状や諸資格取得方法等についての説明・ご相談に応
じますので、お気軽にお越しください。
　なお、入場は無料で事前申込も不要です。時間内に直接会場へお越しください。
　ホームページにも記載しています。
　URL　http://www.toyo.ac.jp/tsukyo/

◆東洋大学主催（会場＝文京区白山）
開催月日（曜） 時　　間 会場所在地 アクセス

★１月28日（土） 11：00～15：00

文京区白山５－28－20

都営地下鉄三田線「白山」駅下車
東京メトロ南北線「本駒込」駅下車
いずれも徒歩５分
JR山手線「巣鴨」駅より都営バス５分
「東洋大学前」下車すぐ

★３月27日（火） 10：00～15：30
●６月17日（日） 10：00～15：30
●７月15日（日） 11：00～15：00
●７月16日（月） 11：00～15：00
●８月17日（金） 11：00～15：00
●８月18日（土） 11：00～15：00

★：学び“LIVE”模擬授業にて、通信教育課程のコーナーを設置して説明会を行う予定です。
●：オープンキャンパスにて、通信教育課程のコーナーを設置して説明会を行う予定です。
上記以外においても事前にご連絡いただければ、事務室にて随時ご相談に応じます。（土・日・
祝日を除く）

◆１月28日（土）について
　開催場所・内容・説明者等

場　　所 内　　　容 説明者等

５号館１Fラウンジ

学部・学科の説明や学習に関する相談 教員、T.A.
教職・諸資格関係の説明や相談 教員、職員
入学等に関する全般的な相談 職員
【配布物】
『入学案内』『現代百人一首』（2011年版）
【閲覧資料等】
学部、大学院、科目等履修生関係募集要項
公開講座関係資料
【アンケート】

５号館１F5102教室
大学紹介のビデオ上映
テキスト、使用教材等の展示
卒業論文の模範例紹介（寄贈現物）

＊�それぞれの日程の内容やプログラム等は、実施月の初旬頃に東洋大学通信教育課程�
ホームページで公開予定です。

全学生対象
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◆合同入学説明会（私立大学通信教育協会主催）

開催月日（曜） 時　間 会　場　名 会　場　所　在　地

【東京会場】

２月� 5日（日） 11：00～16：00 有楽町国際フォーラム 千代田区丸の内３－５－１

２月18日（土） 12：00～17：00 新宿エルタワー
サンスカイルーム

新宿区西新宿１－６－１
新宿エルタワー30F

【札幌会場】

２月25日（土） 12：00～17：00
会議研修施設ACU 札幌市中央区北４条西５丁目

アスティ45ビル４F
２月26日（日） 11：00～16：00

【仙台会場】

２月４日（土） 12：00～17：00 仙台市情報・産業プラザ
（ネ！ットU）

仙台市青葉区中央１－３－１
アエル５F

【横浜会場】

２月４日（土） 12：00～17：00 新都市ホール 横浜市西区高島２－18－１
横浜新都市ビル（そごう）９F

【新潟会場】

２月19日（日） 11：00～16：00 朱鷺メッセ 新潟市中央区万代島６－１

【名古屋会場】

２月11日（土） 12：00～17：00
愛知県産業労働センター 名古屋市中村区名駅４－４－38

愛知県産業労働センター７F　展示場
２月26日（日） 11：00～16：00

【大阪会場】

２月12日（日） 11：00～16：00
梅田スカイビルタワーウエスト 大阪市北区大淀中１－１－30

梅田スカイビルタワーウエスト10F
２月25日（土） 12：00～17：00

【福岡会場】

２月11日（土） 12：00～17：00
エルガーラホール 福岡市中央区天神１－４－２

エルガーラホール８F
２月12日（日） 11：00～16：00
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１．はじめに
通信教育部に在籍の学生の皆さん、こんにちは。Ｔ.Ａ.（ティーチング・アシスタント）の大

村です。
今回の「Ｔ.Ａ.のしおり」は、国文学科・日本文学文化学科の学生の皆さん向けに、私自身

の文化財調査の経験をもとにしたためてみました。具体的には、江戸時代の出版文化資料の
版木資料（群）を例にあげてみます。皆さんが研究対象である資料（群）に向き合ったときに、
資料そのものをじっくりと分析し、それとともに多くの参考文献を活用することによって、
さまざまな取り組み方があることを知っていただきたいのです。普段の学習に際してだけで
なく、いずれ取り組むはずの卒業論文作成のときに参考になればと考えてのことです。

さて、ここで取りあげる版木資料は、東京都内の港区白金２丁目に所在する寺院松秀寺（時
宗）に所蔵されているものです。江戸時代後期から明治時代初頭にかけて作成されたと推定さ
れるものであり、震災や戦災を免れ32点ほどが伝えられています（注１）。材は桜の板で、そ
のほとんどが両面にわたって刻まれています。

資料の内容をおおまかに分類してみますと、時宗寺院としての活動をうかがわせる資料と、
江戸時代中・後期に江戸庶民の間で熱狂的に信じられた「はやり神」（注２）の一つである日限
地蔵（ひぎりじぞう）関係資料、その他の３とおりに分けることができます。ここでとくに注
目されるのは日限地蔵関係資料であり、その由来と利益とを説く略縁起「日限地蔵尊略縁記」
と、かつて寺で出していたらしい「腹調丸」という民間薬の包紙、御札、３体の地蔵と２体
の童子を描いた御影、おみくじ（９番〜100番）、「仏説延命地蔵菩薩経」の経文など、実に
さまざまなものが残されていました。

国立国会図書館所蔵の『旧幕府引継書』「寺社書上」によれば、松秀寺は、その前身は武州
多摩郡下高井戸村（現、杉並区）に所在した常光寺にあたり、宝暦２年（1752）に現在地に移
り、のちに寺号を改めたと伝えられています。そして、江戸時代には遊行上人の道場（宿寺）
として栄えたといいます。松秀寺の御本尊は阿弥陀如来なのですが、周辺の住民の方々から
は「ヒギリサン（日限さん）」の名で親しまれています。これは日限地蔵の信仰の方が人々に
馴染みがあったためのようです。なお、ここで取りあげた地蔵尊像と版木資料（群）は、現在、
非公開とされています。

２．日限地蔵の略縁起─文学研究の資料として─
それでは、江戸時代中・後期に多くの庶民の信仰を集めた日限地蔵の由来と利益とはどの

ようなものであったのか見ていきましょう。少々長くなりますが、以下に全文を翻刻してお
きます（翻刻にあたっては、仮名遣い・清濁は原文のまま。２文字繰り返し記号は漢字や仮名
とし、旧字・異体字は通行字体に改めたほか、適宜、句読点・カギ括弧を施した。○番号は

版木資料から読み取れること
─出版文化資料から、文学研究・民俗学研究へ─

（国文学科・日本文学文化学科編）
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筆者補。）
　　日限地蔵尊略縁記
抑、当山に安置し奉る三体地蔵尊を、日限願満延命地蔵尊と称し奉る。由来を尋奉るに、往
昔天正の年、奥州会津の太守芦名盛氏公へ、ある夜夢中に御告ありて、城中芦沼の泥中より
出現し給ふ尊像なり。（①）
于時、会津四郡の中、疫病悉く流行して、死する人数を知らず。萬民これを歎き悲しむ折か
ら、何国ともなく三人の御僧来たりて、日ゞ四郡を廻り、病家毎に御守護符を授与し給ふ今

は御護符と言ふ。尚、「病の軽重にしたがひ、或は三日又は五日七日と日限を誓約し精進して、地
蔵菩薩の御名を唱べし」とねんごろに教たまへる故、日限を込、心願するに疫病悉く平癒す。
其中に、拾二歳の女子と七歳の男子と兄弟して、三人の御僧へすがり、大に歎きかなしみて
願ひけるは、「我等父母あり。父は大熱にて悩乱し、母は昨夜子を生す。産後血乱して狂気の
如くくるしみ居候まヽ、あわれ御慈悲を以て、両親の病苦を御救たまへ」と歎きけれは、三
人の御僧仰に、「汝等父母の病を休めんと思はヾ、今日より七日の間精進して、地蔵尊の御名
号を唱よ。尚、麻宁を所持あるや否や」、「これなし」と言ふ。其時、彼僧庭前に出給ひて、
何やら御蒔なさる。則、麻宁生え、是を以て麻宁となして、彼病人の痛所□くゝり候処、七
日の中に全快し、親子悦事大方ならず今に麻宁を生へる村を麻宁村と言ふ也。都て、諸病人別しては、
産前産後、婦の腹帯になして、平産平癒の御利益然なり今は御腹帯と言ふ。又は加持麻宁と言ふ也。彼
僧のをしえの通り、諸病ことごとく満足するを不思議に思ひ、「御僧方は何国の何寺の御僧に
てましまし候や」とたづねけれと、「我は若松西光寺の地蔵なり」と仰のしたより消失たまへ
は、諸人奇異の思ひをなし、其後、西光寺へ詣て拝し奉るに、尊像の御手に麻宁をかけてあ
りければ、いよいよ此尊像の御利益ありがたく、感応肝に銘じ落涙して、拝しける。（②）
此事、御城中市中国中に流布して、ますます参詣の老若群集せり。もろもろの立願、日限の
通り満足ならずといふ事なし。夫より日限願満延命地蔵大菩薩と称し、今に盛んなり。（③）

［（数文字削取）］六月、衆生結縁のために、東都両国回向院にて開帳。夫より深川六軒堀と申
所に開扉、居住す。折から、赤坂　御殿より　御信仰のあまり、昇殿之儀奉蒙仰、すなはち
当寺開山朝辰上人、地蔵尊を守護奉り、御帰の後御帰依、弥増御立願御満足、霊験の事共は
記録に厳然たり。（④）
其後、帰国之儀伺処仰に、御当地に留置度御事にて、すなはち一宇御建立被仰付、永く御祈
願所御取立也。今怠慢なき事なり。其時より、諸侯方并諸家の御帰依、年年に相増り、参詣
の老若男女歳々たり。満願の幟は道場に満り。そのほか霊験の事ともは繁きをおそれて是を
略す。（⑤）
一　去ル巳年、類焼之砌、一宇不残焼失に相成候へども、尊像は恙なく出給ふ。其頃、地蔵
尊の御告に依て、当山十五代住僧置継、間もなく普請成就致し、嘉永元年七月、遊行上人の
宿寺も相済し、毎年十八日には百万遍称会あり。同二酉年八月より、大数珠建立の志願主あ
りて、同三戌年四月出来に相成候得は、各々方現当両益のため、御参詣の程希い候。（⑥）
　　于時、嘉永三年庚戌年再刻　　　　　　　　白金　　　本寿院松秀寺
地蔵尊御作は徳一大師の御作なり。又　弘法大師の御作なりと言ふ。未不分明。（⑦）
　一般に略縁起というのは、寺社の沿革とともに、寺院の本尊や什宝・神社の御神体などが
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いかにありがたい存在であるかを説きながら、人々にどのような利益をもたらすかを記した
寺社の案内パンフレットを指します。江戸時代には、寺社の出開帳・居開帳の際に頒布され
ました。松秀寺の略縁起の内容を、先に翻刻で示した○番号のまとまりごとに整理してみま
すと、以下のようになります。
　　①地蔵の名とその由来の概要。
　　②日限地蔵の由来譚とその利益（地蔵説話の一例）。
　　③会津若松西光寺の賑わい。
　　④江戸市中での地蔵尊の出開帳とその評判。
　　⑤地蔵尊像が松秀寺に安置された経緯と松秀寺の賑わい
　　⑥版木の再刻時期直近の松秀寺の寺院活動。
　　⑦版木の再刻時期明示と地蔵尊像の作者の伝承。
　文学研究の立場から、日限地蔵の略縁起で注目されるのは、①の「由来の概要」と②の「地
蔵説話」とが示されている箇所です。その部分を要約してみますと、
　　 奥州会津の太守芦名盛氏の夢にお告げがあり、日限地蔵の尊像が城の沼の中から現われ

た。ある年、会津四郡で疫病が流行し、大勢の人が苦しんでいたところ、貴僧が御符を
配り、日数を限って地蔵菩薩に祈願すれば疫病から逃れられると説いて歩いた。そのお
かげで、人々の病はたちまち治り、人々がお礼を申し出ると、自身が会津若松西光寺の
地蔵であることを明かして、消えてしまった

というのです。『今昔物語集』や『地蔵菩薩霊験記』などの説話集において、類話そのものを
確認することはできませんが、夢のお告げを通じて地蔵自身の存在を示したり、地蔵菩薩が
貴僧の姿を借りて人々を済度して歩いたりするという内容は、しばしば散見されるところで
す。

ところで、先に示した日限地蔵の略縁起には、別に写本が２本伝えられています。ひとつ
は松秀寺から江戸幕府に提出された「寺社書上」（『旧幕府引継書』）に添付されたもので、他の
ひとつは『御府内備考』続篇に収められたものです。これらはいずれも江戸幕府に提出され
たものですが、「嘉永三年庚戌年再刻」とする版木資料に先だって記されたものです。一般
に、略縁起の「略」というのは、他に記すべき由来譚や利益譚がさまざまあって、そういっ
たものを漏れなく記した「本縁起」に対して用いられた語で、簡略に述べたものという意味
を表わしています。しかし時折、「本縁起」がないままに「略縁起」と称しているものがあり
ました。松秀寺の略縁起の場合もこれに相当し、２つの写本と版木資料の内容に大差はあり
ません。⑤の文末に、「霊験の事ともは繁きをおそれて是を略す」と記していますが、実際の
ところは、とりたてて書き立てるほどのものでなかったか、あるいは細々と記すのが面倒で
あったのかもしれません。これなども「略縁起」特有の決まり文句でした。なお、当然のこ
とながら、２つの写本に④〜⑦についての記述はありません。

３．日限地蔵の信仰─民俗学研究の立場から─
先の略縁起に記された松秀寺の日限地蔵については、本学附属図書館円了文庫所蔵の『江

戸神仏願懸重宝記』（文化11年〈1814〉刊）に、次のような記述を確認することができます
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（引用にあたっては、適宜句読点を付した）（注３）。

　　　○日限地蔵
　 白金三鈷坂下遊行寺に安置する所の地蔵菩薩を日限地蔵といふ。諸人何ことによらず願

かけするにすミやかに其日数をなして、いつ何日までとかたく願こめするに、仏力応護
うたかひなし。世に日限地蔵といふ。日本橋西かし町にも有。

この記述で注目されるのは、略縁起の②の記述で確認した内容と同様に、日数を定めて願か
けをするならば地蔵の加護のもと間違いなく叶う、と説かれている点です。

同様の記述は、江戸時代の代表的な地誌である『江戸名所図会』（天保７年〈1836〉刊）に
も、

　 延命地蔵尊（当寺に安置す。徳一大師の作にして頗る霊験あり。祈願あるに輩日数を定め
これを念ず。故に道俗日限地蔵尊と称せり。常に詣人絶えず。）

とあり、日数を限って願えば叶うとされ、多くの参詣者を集めていたことがうかがえます。
ところで、松秀寺の日限地蔵をもともと所蔵していた会津若松西光寺は、今も昔も日限地

蔵の信仰でよく知られた寺であったようです。「日限地蔵尊略縁記」の③④で説かれているよ
うに、幾度となく江戸で出開帳を行なっており、『武江年表』の寛延元年（1748）の条や、天
明３年（1783）四月朔日の条にも記されています。今日でもなお、松秀寺の略縁起と同じ、
①「城の沼中から出現したこと」と、②「日限地蔵の由来譚とその利益」とが伝説として語
られていて、人々の信仰を集めています。

日限地蔵尊像への信仰は、会津若松西光寺のものが端緒になったわけですが、その後、説
話や尊像（分身）までもが松秀寺から各地に広がっていきました。関東近県から九州地方にか
けてまで伝播が確認されていますし（注４）、近年確認されたものだけでも、埼玉県川越市新
富町西雲寺、長野県立科町細谷日限地蔵尊のお堂、兵庫県明石市法音寺、福岡県朝倉市秋月
日限地蔵院などもあげられ、実に広範な地域に伝播していっています。

略縁起の⑤に記された松秀寺の賑わいは、その後どうなったのかを確認しておきましょう。
『東都歳事記』（天保９年〈1839〉刊）によれば、江戸御府内の他の著名な地蔵とともに地蔵
参りと並び称されていたらしく、毎月24日には居開帳が行われていました。明治年間の松秀
寺の様子は「新撰東京名所図会」34編（『風俗画報』246号、明治35年２月刊）に詳しく、居
開帳の記事こそは見えないものの、門前の石地蔵の周辺に無数の報賽幟が納められていたと
記されており、当時にあっては依然として多くの崇敬者がいたことがうかがえます。そして
戦争を経て、昭和40年代までは本堂内の本尊脇に安置されていたそうですが、本堂の改築工
事にともない、厨子に納めたことから、以来開帳を行っていないそうです。

ところで、日限地蔵のおみくじ版木には興味深いデータを確認することができます。それ
は、おみくじ版木を刻むにあたって、人々から喜捨を募ったとみられ、おみくじの一番一番
に願主の居住地・職業・氏名が刻まれています。願主の居住地の分布は、松秀寺周辺だけで
なく、東は本所、西は渋谷、南は大崎坂下、北は本郷・本郷加賀ヤシキという具合に、旧江
戸府中一帯にまで広がりを見せています。製作年代は定かではありませんが、居住地地名の
一部に、慣行としての地名呼称が残った場合を想定しておくべきものがあることから、江戸
時代末期から明治時代初頭のごく短い時期に製作されたと推定されます。一方、願主の職業
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には、武士や商人、職人、宗教者から一般庶民にまでわたっており、さまざまな階層の者た
ちに支持されていたことがうかがえます。そのような者たちの間に、何らかの地域的なまと
まりや親戚縁者等の関係を見出すこともできますが、講などの組織の名称は認めることがで
きず、むしろ個人名が多く掲げられています。このことは、日限地蔵が主として個人による
信仰に支えられていたと考えられます。つまり、おみくじに刻まれたこれらのデータは、製
作された当時の日限地蔵の信仰圏を示してくれているのです。

４．おわりに
以上見てきましたように、いずれも日限地蔵関係の版木資料（群）をもとに、片や文学研究

へ、片や民俗学研究へと入口までたどってみました。いくらか説明が簡略に過ぎたかもしれ
ませんが、今回指摘した事柄以上に詳細に検討されねばならない問題点もあるのは事実です。

今後皆さんも、学習や研究を通じて、ある一つの事物からさまざまな視点で物事を考えて
いくことがあると思います。そのための綿密な資料調査と思考訓練とを積み重ねていってい
ただきたいと思います。

　　（注 １） 拙稿「松秀寺所蔵版木資料調査報告」（『港区文化財調査集録』第４集、47頁〜
66頁、港区教育委員会、1998年３月）、および拙稿「白金松秀寺の日限地蔵尊の
信仰と版木資料」（『港区立港郷土資料館だより』第35号、６頁、港区立港郷土資料
館、1997年11月）。

　　（注 ２） 「はやり神」の概要と種々相については、宮田登『近世の流行神』（評論社、1972
年１月）、もしくはのちに改版増補された同氏『江戸のはやり神（ちくま学芸文庫）』

（筑摩書房、1995年７月）を参照されたい。
　　（注 ３） 引用にあたっては、影印本である萬寿亭正二〔著〕大島建彦〔編〕『江戸神仏願

懸重宝記』（国書刊行会、1987年11月）を使用した。
　　（注 ４） 長沢利明「日限地蔵の信仰─東京都港区白金松秀寺─」（『西郊民俗』第166号、

１頁〜13頁、西郊民俗談話会、1999年３月）。石川純一郎「御利益地蔵の信仰と
縁起・伝説」（『地蔵の世界』、時事通信社、1995年）。

（文学部Ｔ.Ａ.　大村　達郎）
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学友会からのお知らせ

髙城功夫先生と歩く
「江ノ島散歩」体験…文学散歩

　2011年６月12日（日）10：00〜17；30
　江ノ電藤沢駅〜鎌倉駅
　出席者　39名
　主催：通信教育部学友会

記事：阿部ルミ子（日本文学部文化学科４年生）

◇東京からわずか一時間の旅
東京からわずか１時間で着く江ノ島、交通は新宿から小田急線またはJRの湘南ラインを利

用する。いずれも藤沢駅で江ノ電に乗り換えていくことができる。
早速、江ノ電に乗り民家のすぐわきをかすめて、湘南江の島駅で下車。駅から徒歩10分で

江ノ島に到着した。
髙城先生の文学散歩のコースは以下の通り。
江ノ島→稲村ガ崎→阿仏尼旧居跡→長谷寺（長谷寺で解散）→鎌倉で文学ミーティング

江ノ島に来たのは、私自身は30年ぶりで、いつもは江ノ島を横目に車で通り過ぎるだけで
あった。江ノ島の散策は１時間もあれば終るものと考えていたが、３時間近く費やすほど見
所があるものであった。
ここには、タイムスリップしたかのような昭和の雰囲気の残るお土産屋街、古くは鎌倉時

代の面影と海をみれば若者がサーフィンを楽しんでいる姿が同時に味わえる不思議な処であ
る。
海の守護神である女神を祀った辺津宮、中津宮、奥津宮の総称である江ノ島神社。辺津宮

の境内の泰安殿には、源頼朝による寄進とされる八臂弁財天と日本三大弁財天のひとつとし
て一般に裸弁天と呼ばれる妙音弁財天が安置されている。
と語りつくすと終りがないのでこのへんで・・・

かろやかに歩く髙城先生を追い、まがりくねった道々に歴史が見え隠れ、くまなく時間を

使い、らいねんは・・・とういう期待と夕暮れあじさいを惜しみ帰路へ

・・・・・・・・・・・か・ま・く・ら　
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江ノ電一日フリー乗車券：580円を利用して安上がり
藤沢～江の島～途中３回乗降～鎌倉……10：00スタートするも長谷寺で「あじさい」
拝観時間終了まで30分すれすれとなる。　　　ご注意！　旅は時間をタップリと

葛飾北斎・富嶽三十六景にみる相州江の島より
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〈法学講演会のお誘い〉
去る12月３日は、都合により山下りえ子先生の講義が、上中三二先生による「成年後見人

制度の実務」に代わりましたが、来る３月17日には、山下先生による講演会が実現します。
先生は、民法・民事法がご専門です。人生において大切なことは、健康、幸福そして経済。

借金をしなければ生活もできないほどの貧困に陥るかもしれない不安定な世の中です。昨今、
消費者債務とか、多重債務などという言葉がよく聴かれます。現在、数百万人に近い方が、
借金返済が困難な状況にあるといわれます。
そこで今回、この消費者債務の実態と、その解決法について、皆さんと一緒に考えてみた

いと思います。
法学、文学を問わず、多数の方のご参加をお待ちしております。
講演会終了後には、懇親会も予定しております。奮ってご参加ください。

記

１．日　時：2012年３月17日（土）　14：00～16：00（懇親会16：00～18：00）
２．場　所：東洋大学甫水会館（教室は当日掲示します）
３．演　題：「消費者債務とその解決法を考える」
４．講　師：山下　りえ子先生
５．会　費：無　料（講演料及び懇親会費）
６．申込み：〒134－0087　東京都江戸川区清新町１－１－36－604
　　　　　　高比良　毅　宛て
　　　　　　・FAX：03－5675－2354
　　　　　　　（電話と同番なので、そのままFAXボタンをON）
　　　　　　・E-Mail：t-takahira@mtf.biglobe.ne.jp
　　　　　　○�あなたの住所、氏名、連絡方法（電話、FAX、E-Mailなど）をご記入の上、

ハガキ、FAXまたはメールでお申し込みください。
　　　　　　○申込み締切り＊：３月15日（木）消印有効（メール16日午後９時まで）
　　　　　　　＊注：締切りは上記でも当日申込みできます。ぜひご参加ください。
　　　　　　　　（人数把握のため出欠をとるものです。ご了承ください）
� 以上


