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掲示板　2011年　12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。

� 目次

� 行事予定

� 単位認定試験（筆記）　第５回 全学生対象

� 教員による学習相談 全学生対象

� 学生のみなさまへ─重要なお知らせ─

� 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

２．学習について（2011年12月１日現在確定分） 全学生対象

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

４．各種手続きについて 全学生対象

５．スケジュール 全学生対象

� 諸資格

１．図書館司書資格要件の変更について 全学生対象

� 教務 全学生対象

� リポート課題・単位認定試験（論文・筆記）の期限について

� 科目担当教員の変更について（2012年４月～）

� 休講科目について

� リポート提出上の注意事項について

� その他

� 通年スクーリングにおける休講情報の確認について 通年スクーリング受講者対象

� 年末・年始事務室休業のお知らせ 全学生対象

� 『東洋通信』2012年３月号表紙の投稿写真募集について 全学生対象

�　Ｔ.Ａ.のしおり

�　学友会からのお知らせ

目　次
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Ｓはスクーリングを表します

12月 行事予定 手続期間 『東洋通信」参照ページ

1（木） 冬期１期Ｓ・冬期２期Ｓ受講申込受付
開始 11月号参照

2（金）

3（土）土曜５期Ｓ②

4（日）日曜５期Ｓ②

5（月）

6（火）

7（水）

8（木） 冬期１期Ｓ・冬期２期Ｓ受講申込受付
締切

9（金） 連休４期Ｓ・地方４期Ｓ（新潟）受講申
込受付開始 11月号参照

10（土）

11（日）単位認定試験（筆記）第４回　　教員による学習相談

12（月） 2012年３月卒業予定者卒業論文提出
締切　16：00厳守

13（火）

14（水）

15（木）

16（金）
単位認定試験（筆記）第５回申込受付
開始
連休４期Ｓ・地方４期Ｓ（新潟）受講申
込受付締切

P.5

17（土）土曜５期Ｓ③

18（日）日曜５期Ｓ③

19（月）

20（火）

21（水）

22（木）

23（金）冬期１期Ｓ①　　天皇誕生日

24（土）冬期１期Ｓ②　2012年度転部・転科試験

25（日）冬期１期Ｓ③

26（月）冬期２期Ｓ①

27（火）冬期２期Ｓ②

28（水）冬期２期Ｓ③　事務室業務取扱終了

29（木）事務室休業（〜1／4）

30（金）

31（土）



4

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　

7（土）連休４期Ｓ①　地方４期Ｓ①

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 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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　単位認定試験（筆記）第５回を下記の要領で実施します。
◇実施日　　１月22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
仙　台 ショーケー本館 仙台市青葉区五橋５－11－１ 022－266－2784
名古屋 愛知県青年会館 愛知県名古屋市中区栄１－18－８ 052－221－6001
福　岡 都久志会館 福岡市中央区天神４－８－10 092－741－3335

◇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５回 全学生対象
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単位認定試験（筆記）（第５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　　12月16日（金）〜１月６日（金）　必着
◇受験申請手続
１．Ｐ.14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５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５回）

 

仙台　ショーケー本館　住所：仙台市青葉区五橋二丁目11－１TEL（022）266－2784　FAX（022）227－8620

【交通手段】
　①仙台市地下鉄　五橋駅下車
　　「南１番」出口から徒歩１分
　②タクシー　仙台駅から５分

◇地方試験会場案内

名古屋　㈶愛知県青年会館　住所：愛知県名古屋市中区栄1－18－8TEL：052－221－6001

 アクセス
●タクシー　JR名古屋駅より約5分
●市バス　　名鉄向かい20乗車　納屋橋下車
　　　　　　→リッチモンドホテル角　南へ250m
●地下鉄　　「伏見駅」下車　7番口　西へ300m
　　　　　　→旧名宝会館角　南へ250m
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単位認定試験（筆記）（第５回）
福岡　�都久志会館�

住所：〒810－8583　福岡市中央区天神４－８－10
TEL：092－741－3335　FAX：092－781－2348
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単位認定試験（筆記）（第５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 Ｊ・Ｄ・ショート 不可
試験範囲は課題1および2で学んだ部分すべてとなります。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chapter9、10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題ずつ）。
※テキストと自筆ノートのみ可とします。

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。体育講義

現代日本文学Ａ

早川 テキスト

岡本かの子「川」において、かの女にとって川がどのような存在であるか
考えをまとめておいてください。川は現在でも二つの世界を区切る境界の
役割を果たしていますが、特に作品中において境界としての機能とそれ以
外の機能に着目して作品を読んでおいてください。

現代日本文学Ｂ
萩原朔太郎「猫町」を以下の点から読み直しておいてください。
①第一章で取り上げられている「旅」にはどのようなものがあるか。
②�第二章で登場する動物たちは「私」と異界をどのように結び付けている
か。

現代日本文学 早川 テキスト
岡本かの子「川」において、かの女にとって川がどのような存在であるか
考えをまとめておいてください。川は現在でも二つの世界を区切る境界の
役割を果たしていますが、特に作品中において境界としての機能とそれ以
外の機能に着目して作品を読んでおいてください。

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モダニズムとマルキシズム　
ポイント：「聖家族」「中野重治詩集」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：芸術文化の連関における美術と音楽　
ポイント：「富嶽百景」「美しい村」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。

日本文学文化概説② 竹内 テキスト・
自筆ノート

範囲：芸術文化の連関における美術と音楽　
ポイント：「藤十郎の恋」「体操詩集」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

近世前期の文学史上の事柄です。いずれも今日では馴染が薄い事柄ですが、
文学史を考える上では重要です。

近世日本文学史Ｂ 近世中期の戯作の流れをよく理解してください。

近世日本文学史 中山（尚） すべて可
近世日本文学史上の重要作者とそのジャンルについて、また、この時代の
文学を考える上で重要な版元についての論述です。全般にわたりよく勉強
してください。特に散文中心です。

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）詞と辞　（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。テキストをよく理解し、〔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よいでしょう。

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、および『学習のしおり』にあげた参考
書・事典などで、1月15日前後の「小正月行事」について理解を深めてく
ださい。その観点から、「小正月」（道祖神祭り・どんど焼き・さぎちょう・
まゆ玉飾りなど）を捉えてください。都道府県・市区町村史の民俗編で調
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込は可
です。

日本の伝統行事Ｂ

テキスト『伝承歳時記』夏の章、および『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、または見聞した一つの祭礼を捉えてみ
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込は可です。

◇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５回）

日本の伝統行事 久野 テキスト・
自筆ノート

テキスト『伝承歳時記』夏の章、および事典などによって、青森県下北半
島の「恐山大祭」について理解を深め、下北の「恐山参り」について調べ
ましょう。その観点から、身近な「霊場参り・寺院巡拝」の事例を捉えて
みましょう。霊場や寺院巡拝に関する本や都道府県・市区町村史の民俗編
で、「霊場巡拝・寺院巡拝」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込は可です。

日本民俗学Ａ

久野 すべて可

テキスト『日本民俗学』の第二部七章「芸能」（p181〜p192）を読み、「民
俗芸能」について理解してください。その中で、神楽・田楽・風流（ふう
りゅう）に相当する具体的な事例の一つ、二つを、自治体史の民俗編や民
俗芸能の書物にあたって調べ、把握しておいてください。資料の持込はす
べて可とします。

日本民俗学Ｂ

テキスト『日本民俗学』第三部一・二・三章（p193〜p243）を読み、民
俗学が研究対象とする「口承文芸」の種類（p199〜p202）について理解
してください。その観点から、なぞ・ことわざ・民謡・語り物を捉えてく
ださい。身近の「なぞ・ことわざ・民謡」を再確認しておいてください。
資料の持込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』第二部四章I（p119〜p138）を読み、民俗学が研
究対象とする「衣・食・住」の分野について理解してください。その観点
から、①晴れ着・普段着・仕事着、②晴れの食・普段の食、③住まいの間
取りと各部屋の使い方（現在の住まい、それ以前の住まい）、についてのい
ずれかを捉えてください。ご自身の事例で実態を捉えてみてもよいでしょ
う。自治体史の民俗編で調べましょう。資料の持込はすべて可とします。

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認識して
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）に記した諸点をっしっ
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
年度の課題からは出題しない。

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 物件変動
民法Ⅲ部 山下 指定六法 責任財産の保全
民法Ⅳ部 大坂 指定六法 課題3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 婚姻の成立・効果について　勉強しておいてください。

刑法Ⅰ部 伊藤 指定六法
違法性（違法阻却の一般原理・正当防衛・緊急避難・正当行為・承諾によ
る行為）
責任（故意・過失・違法性の意識・責任能力・期待可能性）

刑法Ⅱ部 武藤 指定六法 2問中1問選択　A殺人罪、同意殺人・自殺関与罪　B詐欺罪、強盗罪
商法総則・商行為法

商法Ⅰ部 遠藤 指定六法 仲立・取次の法律問題について

会社法
商法Ⅱ部 堀口 指定六法 課題1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　P11〜108
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単位認定試験（筆記）（第５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（12月16日（金）〜１月６日（金））に次ページ（P.13）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５回　１月22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 谷釜　尋徳 「スポーツ健康科学実技Ａ／Ｂ」担当（スポーツ史専攻）

仙台会場 堀口　　勝 「会社法」「商法Ⅱ部」担当（金融商品取引法専攻）

名古屋会場 野呂　芳信 「近現代日本文学史Ａ／Ｂ」（日本近代詩専攻）

福岡会場 今井　　上 「日本文学文化と風土Ａ／Ｂ」担当（平安朝文学専攻）

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５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５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 1 22

キ　リ　ト　リ
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学生のみなさまへ─重要なお知らせ─

東洋大学通信教育部長
河　地　　修

　東洋大学の学祖井上円了は、職業に従事しながらも学習を続ける「余資なき優暇なき」学
生のために「社会教育」と「開かれた大学」を目指して活動を開始しました。東洋大学の前
身「哲学館」開設の翌年（1888年）より、通学が困難な学生に対し『哲学館講義録』を発行
して学習の機会を与え、いつでも学習できる場としたのです。これは、本学通信教育の原型
にあたります。
　本学通信教育課程は、1964（昭和39）年の開設以来、その学祖の精神を連綿と受け継ぎ、
今日に至っています。そしてこの度、2012（平成24）年度に創立125周年を迎えるにあた
り、在学生のみなさまにより一層の良好な学習環境を提供することといたしました。たとえ
ば、スクーリングや追加履修をもっと受講しやすくするために実質的な費用の軽減や単位認
定試験申請での定額小為替の送付などをなくす、従来郵便等でおこなっていた履修手続など
をweb化することでの簡素、迅速化、また、一部の科目でのメディア授業のスタートによる
学習機会の拡大などを実行してまいります。
　そのため、このような新しい学習環境に適合していく必要から学費の見直しを行い、2012
（平成24）年度より、「授業料の定額制」という徴収方法による学費改定を実施することとい
たしました。このことにより、学生のみなさまは前期または後期の学費納入期間に学費を納
入しさえすれば、年度中に発生する費用を気にすることなく、スクーリングや通年スクーリ
ング、メディア授業の受講、追加履修の申込、単位認定試験の受験が可能となります。
　通信教育課程はこれからも学習しやすい多様な教育機会、新しい教育の場を構築し、提供
してまいります。学生のみなさまにおかれましては、ぜひともこの趣旨をご理解いただき、
学祖井上円了の教育理念を継承していくこれからの通信教育課程の学習環境の充実・発展に
ご協力くださいますよう、お願いいたします。
　つきましては、2012（平成24）年度からの変更事項を次ページ以降に掲載いたしました
ので、ぜひお読みください。

以　　上
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学生のみなさまへ─重要なお知らせ─

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
科目別履修生

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）の市販教材（本学
印刷教材以外）の配本の廃止

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
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学生のみなさまへ─重要なお知らせ─

対　象 項　目 2012年４月から

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 市販教材（本学印刷教材以外）の配本の廃止

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）

　※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年度からの学費・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変更となる予定です。詳細は改めてお知らせい
たします。
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学生のみなさまへ─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。

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。

　※�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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学生のみなさまへ─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『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『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）
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学生のみなさまへ─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。



21

教務

★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。

リポート課題・単位認定試験（論文・筆記）の期限について

全学生対象
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教務
（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『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。

　以下の科目について、2012年４月より科目担当者が変更となります。（2011年11月15
日現在）リポート課題やテキスト等に変更の可能性がありますので、以下の科目を履修してい
る学生は、できるだけ早く単位修得をしてください。

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

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

科目担当教員の変更について（2012年４月〜）



23

教務

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

民事訴訟法 民事訴訟法 民事訴訟法 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

　下記科目は2012（平成24）年度休講になります。したがって、現在履修中の前期生は、今
年度中〔2012（平成24）年３月31日まで〕に単位修得できるようにしてください。
　ただし、前期生と後期生の履修について公平を期すため、現在履修中の後期生に対しては、
2012（平成24）年９月までリポート、単位認定試験（論文）の提出を受付けます。提出にあ
たっての詳細な日程は、2012年３月、４月号に掲載する予定です。十分注意してください。

科目名 単位 担当者 入学年度 対象者

日本出版文化史Ａ 2 和田　博文
04〜11

正科生・　　
科目等履修生日本出版文化史Ｂ 2 和田　博文

日本出版文化史 4 和田　博文 00〜03
正科生・　　
科目等履修生

休講科目について

　次の課題の学習を進めるにあたっての参考とするため、また不慮の郵便事故等に備えて、
作成したリポート〔含む単位認定試験（論文）〕は必ずコピーをとり、手元に保管してください。

リポート提出上の注意事項について
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通年スクーリングにおける休講情報の確認について

年末・年始事務室休業のお知らせ

通年スクーリング受講者対象

その他

　通年スクーリング科目の休講のついて、事前に「Web情報システム」利用を申請している
学生は自宅等で確認することができます。「Web情報システム」利用を申請していない学生
は適宜大学に設置されている休講掲示板で確認してください。

事務室休業期間　　2011年12月29日（木）〜2012年１月４日（水）

年内の郵便物、窓口等での受付は、下記日程の到着分までといたします。

証明書発行申請…………………12月16日（金）　到着分まで
リポート受付、その他申請……12月19日（月）　到着分まで

　その他、返信の必要なものは、余裕をもって申請手続をしてください。内容によって
は、年明けの返信（回答）となる場合がありますので、注意してください。したがって、
12月20日（火）以降に到着した郵便物の取扱いについては、１月５日（木）以降となりま
す。

全学生対象
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その他

『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。
　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）

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。

全学生対象
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T.A.のしおり

１．はじめに
皆さんこんにちは。法学部ティーチング・アシスタントの大山直樹です。今回は、法学部
の皆さんを対象とした内容として、前回（2011年５月号）に続き、複数の学説に目を通し、
視野を広げて学習を進めてみることの意義についてお話しいたします。前回は、まず、法律
学における学説とは何か、また、学説の対立している点については、まず通説の立場を正確
に理解することが大切であり、それを踏まえた上で、それ以外の学説にも目を向けてみるこ
との重要性をお話ししたかと思います。
そこで今回は、学説の理解や比較検討の仕方について、実際に具体例を取り上げながら、
以下に説明することとします。

２．民法95条（錯誤）─通説の立場
ここでは、皆さんが民法総則の科目を学習する上で重要な条文の一つである、民法95条を
取り上げてみましょう。民法95条は、「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、
無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張
することができない」とあります。一般に、意思表示とは、①動機、②効果意思、③表示意
思、④表示行為、の４つの過程を経て成立するとされており、このいずれかの段階で意思と
表示との食い違いを生じている状態、具体的には、内心的効果意思と表示との間に不一致が
あり、かつ表意者がこれを認識していない場合が錯誤であるとされています。
そして、これまでの通説的な見解としては、錯誤は、a,�動機の錯誤、b,�内容の錯誤、c,�表
示上の錯誤、の３種類のものがあるとされ、このうち、a,�の動機の錯誤については、原則と
して「法律行為の要素の錯誤」に該当せず、当該意思表示は原則として民法95条により無効
とはならないものとされてきました（例外として、動機が相手方に表示されれば、動機の錯誤
も無効となりうる場合があるということが判例上示されています（大判大３・12・15民録
20－1101等）。）
その理由としては、動機の錯誤は、前述したような錯誤の意義に従って考えれば、動機と
いうものは効果意思を発生させる以前の段階にあるもの、すなわち効果意思を発生させるき
っかけにすぎないものであり、実際の内心的効果意思と表示との間の食い違いはみられず、
前述のような錯誤の定義から外れるものであり、また、一般に意思表示を行う際に、意思が
形成されるにいたる過程である動機は相手方に表示されるということがなく、相手方にうか
がい知れないものであるため、表意者の単なる勘違いにすぎない動機の錯誤を無効であると
認めてしまえば取引の安全を害するものであり、表意者の保護のみが重視され相手方が思わ
ぬ損害を被る恐れがあり、このようなものまでを保護するのは妥当とはいえないことなどが
挙げられてきました。

　　　〜　視野を広げて学習を進めてみよう
─学説の理解を通して（2）─　〜　　　
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３．通説の批判と新たな学説
錯誤について伝統的な通説は以上のように唱えられてきたのが事実でありますが、このよ

うな通説的見解は必ずしも妥当ではないということが指摘されるようになります。
その理由としては、第一に、実際には動機の錯誤と内容の錯誤や表示上の錯誤とを区別す

ることが困難な場合が少なくないこと、第二に、錯誤が一番問題となりうるのは動機の錯誤
の事例であり、それのみを理由として形式的に民法95条により保護されるべき対象ではない
とするのは適切ではないと考えられること、などが挙げられます。第三に、動機の錯誤を理
由として当該意思表示を無効とすれば取引の安全を害する恐れがあるという点についても、
これは動機の錯誤に限った問題ではなく、他の錯誤においても同様に該当しうる問題である
ことなどが指摘されてきました。
そこで、錯誤の捉え方を転換するべきであるとして、動機の錯誤も内容の錯誤も表示上の

錯誤もすべて一元化して同じ錯誤の問題として捉えるべきであるとする見解が現れます。そ
して、錯誤の判断基準としては、いずれの類型のものについても、95条の文言が示すよう
に、当該法律行為の「要素」に錯誤があったか否かという点を基準とすべきである、すなわ
ち、通常人の備えている感覚で判断して、錯誤に陥っていなければ当該意思表示を行わなか
ったか否かという点を基準にして判断すべきであるとします。ただし、相手方の保護を全く
無視してよいかといえば、ただ表意者のみを保護するのみでは相手方に酷な場合も生じます
から、やはり表意者と相手方の保護のバランスを保つ必要があるとして、相手方が、表意者
が錯誤に陥っていることについて善意無過失であれば表意者は錯誤無効を主張することがで
きないと解すべきであると示されています。

４．おわりに
以上、民法95条の錯誤理論をめぐる伝統的通説とそれを批評する形で唱えられた新たな学

説について説明しましたが、いかがでしたでしょうか。かつての伝統的通説の見解が、時代
の流れとともに、今日では必ずしも妥当とはいえない状況になってくると、それにこたえる
形で、新たな学説により新たな見解が主張されてくるようになります。このような場合に、
最初は難しく感じられる場合もあるでしょうが、各科目の指定テキストや参考書等で紹介さ
れているようなものについては通説以外の学説にも目を向けてみると、より深めた学習をす
ることができ、中身の濃い、有意義な学習をすることができるようになるでしょう。そして、
通説や最重要判例の示している立場が常に妥当な見解とはいえない場合がありうるというこ
とが徐々に理解できるようになるかと思います。そして、このような問題点を克服するため
にはどのような考え方をすればよいのかということが自ずと理解できるようになるでしょう。
このようにして視野を広げて学習を進めることを継続していくことで、知識をより深めると
ともに、法的思考力を高めることもできるはずです。
今回取り上げた問題も、民法総則を学習する上では非常に重要な論点の一つであり、主要

な民法総則の教科書や体系書等では大方触れられている内容ですので、以下に示した参考文
献をはじめとして、様々な文献を読み比べて是非とも実際に確認してみてください。

（以上）
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参考文献
　・内田貴『民法Ⅰ　総則・物権総論［第４版］』（2008、東京大学出版会）
　・近江幸治『民法講義Ⅰ　民法総則［第６版］』（2008、成文堂）
　・川井健『民法概論Ⅰ（民法総則）［第４版］』（2008、有斐閣）
　・西村峯裕・久保宏之『コモンセンス民法・１　総則［第３版］』（2009、中央経済社）
　・山本敬三『民法講義Ⅰ　総則［第３版］』（2011年、有斐閣）
　�（これらの参考文献は、民法の体系書としていずれも定評あるものです。東洋大学の図書館
にすべて収蔵されていますので、是非とも一度読んでみることをおすすめします。）

（法学部T.A.　大山　直樹）
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学友会からのお知らせ

冬期スクーリング懇親会
（クリスマス・パーティ）のお誘い

今年３月11日には、東日本大震災があり大変な１年でした。今や９カ月も過ぎてもまだ復
興の途中です。少なからず皆さまもその影響を受けておられることでしょう。
この時期に大掛かりなクリスマスパーティは企画できません。しかし、皆さまはこの期に

も、ご自宅での勉学、リポート提出や冬期スクーリングによる勉学に励んでおられることで
しょう。心身ともにご負担の多い日々をお過ごしのことと拝察いたします。
ここで一息つかれて、皆さまの心をリフレッシュされてはいかがでしょうか。
つきましては、学生同士の親睦も深めるため、食事をとりながら白山キャンパス４号館地

下食堂で、ささやかながら「クリスマス・イブ・パーティ」を開催したいと存じます。
食べもののほか、飲みもの等も準備しております。皆さまお誘い合わせの上、楽しく情報

交換して親睦を図ろうではありませんか。冬期スクーリング受講中の学友会会員を含め、広
く皆さまのご参加をお待ちしています。

記

１．日　時：平成23年12月24日（土）　16：30〜18：30
２．場　所：白山キャンパス４号館地下食堂
３．目　的：�自宅で勉学されている学友会会員および冬期スクーリングに参加している学

友会員同士で学習の進め方、受講などの情報交換および懇談を行って交流を
図り勉学意欲を高めること及び多くの学友が集まることで〈共に勉強してい
る〉という共学意識を持つようにするため。

４．参加費：無　料
５．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、FAXの場合そのままFAXボタンを押します）
　　　　　　・E-Mail：t-takahira@mtf.biglobe.ne.jp
　　　　　　○�あなたの氏名、学籍番号、所属学部・学科をご記入の上、ハガキ、FAXま

たはメールでお申し込みください。
　　　　　　○申込締切り：12月22日（木）消印有効（メール23日午後迄＊）
　　　　　　　＊注：締切りは上記でも、当日申込みもできます。ぜひご参加ください。
　　　　　　　　（人数把握のためだけ、早目に出席者を確認するものです）
� 以上
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〈文学愛好会のお誘い〉
来る平成24年１月21日（土）、文学部・平山三男先生のご指導のもと第三回目の文学愛好
会ゼミを下記のとおり開催いたします。
通信教育課程の皆さまにとって、意見発表、生徒同士で討議などの経験はなかなかできな
いと思います。これからの勉学の訓練になります。また、経験豊かな卒業生の方も出席され、
意見を聞くこともできます。ぜひ、お誘い合わせの上、学部を超えてご出席ください。

記

１．日　時：平成24年１月21日（土）
　　　　　　13：30〜15：00（15：00〜17：00＝懇親会）
２．場　所：東洋大学甫水会館（当日場所を掲載します）
３．愛好会：�新潮文庫「 掌

てのひら

の小説＝川端康成著」の中の『日
ひ な た

向』『弱き器』『火に行く彼
女』を予め読んでもらって、ひとり10分発表分程度の解説・所見・意見など
を準備、発表者を決め発表、互いに討論するもの。（前回は『骨拾い』でした）

４．指導講師：平山三男先生
５．懇親会：ゼミ終了後、希望者で懇親会を行います。
６．参加費：�無料（ただし、初めてご出席の方は川端康成「掌の小説」を自費［新潮文庫・

705円］でご購入ください）
７．予　習：�申込者は予め購入された「掌の小説」の『日

ひ な た

向』『弱き器』『火に行く彼女』
を読んでおいて頂き、３項の討論準備を参照願います。

８．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：１月19日（木）消印有効（メール20日（金）21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


