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掲示板　2011年　9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。

� 行事予定
� 卒業論文説明会・指導会 後期生対象 【再掲】
� 2011年９月学位記授与式・卒業式
� 後期新入生オリエンテーション第１回 新入生対象
� 学習の進め方・リポートの書き方説明会　第３回 全学生対象
� 単位認定試験（筆記）第３回 全学生対象
� 教員による学習相談 全学生対象
� 学籍 後期生対象

� 正科生の在籍手続について
� 退学手続について
� 在学年限超過に伴う退学について【再掲】
� 科目等履修生・科目別履修生（後期生）の登録期間修了について
� 科目等履修生・科目別履修生（後期生）で改めて次年度の登録手続を希望する場合
� 科目等履修生の単位修得証明書発行について
� 特修生（後期生）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（後期生）で学習の継続を希望する場合

� 教務
� リポート提出・スクーリング受講・単位認定試験（筆記・論文）の期限について 前期生対象
� 「司書教諭修了証書」申請について 後期生対象
� 成績通知書の送付について 後期生対象
� 本学へ入学する前に修得した単位の認定について 1年次入学の正科生対象
� 放送大学において修得した科目の単位認定について 後期１年次入学の正科生対象
� 卒業論文題目登録申請について 後期生のみ対象 【再掲】
� 履修登録時の追加履修手続について 後期生対象

� その他
� 東洋大学能楽鑑賞教室─Noh Workshop 全学生対象 【再掲】
� 自然災害に遭われた皆様へ　被災支援および見舞金について 全学生対象
� 登録情報の変更について 全学生対象
� ノートテイカー・手話通訳のボランティア募集について 全学生対象
� 正科生（後期生）の図書館利用について 後期生対象
� 「第25回　法学部長杯争奪法律討論会」開催と立論者募集のお知らせ 法学部学生対象
� 生涯学習センター（エクステンション課）から秋期公開講座のご案内 全学生対象
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9月 行事予定 手続期間 「東洋通信」参照ページ
1（木）

2（金）事務室休業

3（土）入学説明会（新宿）

4（日）入学説明会（札幌・福岡）

5（月）

6（火）

7（水）事務室休業

8（木）

9（金）事務室休業

10（土）卒業論文説明会・指導会（後期）10：30〜12：30 P.5

11（日）

12（月）

13（火）

14（水）事務室休業

15（木） 後期生（科目等履修生・特修生・科目別
履修生）１次出願締切

16（金）事務室休業

17（土）連休３期S①　地方３期S（京都・酒田・名古屋）①

18（日）連休３期S②　地方３期S（京都・酒田・名古屋）②

19（月）連休３期S③　地方３期S（京都・酒田・名古屋）③敬老の日

20（火）

21（水）事務室休業 能楽鑑賞教室申込締切 P.27

22（木）

23（金）秋分の日

24（土）学位記授与式・卒業式　10：00〜 P.5

25（日）

26（月） 後期生追加履修申請受付期間（〜10/7）

27（火）

28（水）事務室休業

29（木） 単位認定試験（筆記）第３回申込受付開
始（〜10/７）

P.8

30（金）事務室休業 2012年９月卒業予定者卒業論文題目
登録申請締切（消印有効）

P.24

Ｓはスクーリングを表します
※月・火・木・土および連休３期Sの窓口取扱時間は8：30〜12：50となります。
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Ｓはスクーリングを表します

10月 行事予定 手続期間 『東洋通信」参照ページ

1（土）

後期新入生オリエンテーション第１回
10：30〜13：00
学習の進め方・リポートの書き方説明会③
14：00〜15：00
能楽鑑賞教室　15：00〜

2（日）

3（月）
法律討論会立論者募集（〜10/７）
後期生学費納入・在籍手続期間（〜10/17）
後期生（正科生）履修登録期間（10/20）
追加履修料納入期間（〜10/17）

P.31

4（火）
5（水）
6（木）

7（金）
単位認定試験（筆記）第３回申込受付締切
土曜４期Ｓ・日曜４期Ｓ受講申込開始
後期生追加履修申請締切

8（土） 2011年３月卒業予定者卒業論文中間
報告提出締切

9（日）
10（月）体育の日　　通学課程平常授業

11（火）
12（水）
13（木）

14（金）
土曜４期Ｓ・日曜４期Ｓ受講申込締切
後期生（科目等履修生・特修生・科目別
履修生）２次出願締切

15（土）
16（日）

17（月） 後期生学費納入・在籍手続締切
追加履修料納入締切

18（火）
19（水）
20（木） 後期生（正科生）「履修登録」提出締切 10月号掲載予定

21（金）
22（土）
23（日）単位認定試験（筆記）③　　教員による学習相談

24（月）
25（火）
26（水）
27（木）第25回法学部長杯争奪法律討論会　13：00〜

28（金）
29（土）土曜４期Ｓ①

30（日）日曜４期Ｓ①

31（月）
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卒業論文説明会・指導会　　　　　【再掲】

2011年９月学位記授与式・卒業式

　下記のとおり卒業論文説明会・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。

記

１．日　時　　2011年９月10日（土）
２．時　間　　10：30〜12：30（予定）
３．場　所　　白山キャンパス甫水会館２Ｆ　201会議室
４．対　象　　2012年９月卒業予定者（後期生）
　　　　　　　＊�2013年３月卒業予定者（前期生）も参考として�

参加することができます。
あわせてP.23の「卒業論文題目登録申請について」を熟読してください。

　通信教育部では、９月24日に新たな卒業生を送り出します。
　つきましては、通信教育部学位記授与式・卒業式を下記のとおり挙行しますので、お知ら
せいたします。

１．日　時：９月24日（土）　10：30〜（開式）
　　　　　　（列席者は10分前には着席してください）
２．場　所：白山キャンパス２号館16F　スカイホール

＊卒業祝賀会（学友会主催）
１．日　時：９月24日（土）　12：00〜
２．場　所：甫水会館２F　202会議室

※�卒業判定の日程の都合上、卒業予定者への卒業決定通知は、９月中旬の発送となります。
ご了承ください。

後期生対象
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後期新入生オリエンテーション第１回を下記のとおり開催します。大学での学習に必要な
履修登録やリポート学習の進め方、学習を始める際の諸手続および学習上のポイントなどに
ついて、説明します。
オリエンテーションは必ずしも参加しなくても、大学からの配布物を熟読し理解すれば学
習には支障ありませんが、参加することにより教職員からの学習指導および図書館利用の説
明が直接受けられます。
これからの学習に役立ちますので、積極的に参加することをお勧めします。
なお、内容は前期新入生オリエンテーション第１回、第２回と同じです。参加できなかっ
た方および再度参加したいという方も是非ご参加ください。

１．日　時：10月１日（土）　10：30〜12：30
２．会　場：白山キャンパス　5B12教室［５号館B1F］（予定）

＊�会場が変更となる場合がありますので、当日、キャンパス入口掲示も確認してください。
＊事前申込不要です。
＊�後期新入生入学式および後期新入生オリエンテーション第２回は、11月1２日（土）を予
定しています。（詳細は『東洋通信』11月号でお知らせします）

　　後期新入生入学式　　　　　　　　　　　　11月12日（土）　10：00〜
　　後期新入生オリエンテーション第２回　　　11月12日（土）　10：30〜

後期新入生オリエンテーション　第１回 新入生対象
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学習の進め方・リポートの書き方説明会　第３回

「入学したけれどなかなかリポートが書けない」「リポートの書き方の基本的なことから知
りたい」��「学習に行き詰ってしまったのでなんとかしたい」「学習が今まで進まなかったが心
機一転リポートを提出したい」等のご要望にお応えするため、下記の日程で学習の進め方・
リポートの書き方説明会（講義形式、事前予約制）を開催いたします。
原稿用紙の使い方等、基本的なことから説明し、質問も受け付けます。この機会に今まで

聞きづらかった疑問点を解決して、今後のリポート作成に役立ててください。

記

　１．日　時　　　10月１日（土）　14：00〜15：30
　２．場　所　　　白山キャンパス　1101教室〔1号館1Ｆ〕（文学部）
　　　　　　　　　　　　　　　　　1201教室〔1号館2Ｆ〕（法学部）
　３．持参物　　　筆記用具　メモ
　　　　　　　　　『演習・卒論の手引き』（文学部正科生のみ）

説明会に参加を希望される方は、P.40綴じ込みの参加申込票に必要事項を記入のうえ、
FAXまたは郵送（窓口持参可）にて９月17日（土）（必着）までにお申込ください。

＊�リポートを作成するうえで、現在気になっている点がありましたら、合わせてご連絡く
ださい。

　　　FAX　03－3945－7584
　　　〒112－8606　�東京都文京区白山５－28－20�

東洋大学通信教育課

全学生対象
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　単位認定試験（筆記）第３回を下記の要領で実施します。
◇実施日　　10月23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
福　島 コラッセふくしま 福島県福島市三河南町1－20 024－525－4089
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

◇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３回 全学生対象
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単位認定試験（筆記）（第３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　　９月29日（木）〜10月７日（金）　必着
◇受験申請手続
１．Ｐ.16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』４月号P.10「2011年度単位認定試験（筆記）（第１回〜第６回）」を確認して
ください。

４．�後期生の受験希望者は、受験申請手続期間内に在籍手続および「履修登録届」の提出を
おこなってください。

◇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３回）

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

◇会場案内図
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単位認定試験（筆記）（第３回）
◇地方試験会場案内

福島　コラッセふくしま　住所：福島県福島市三河南町1－20TEL：024－525－4089

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
●�JR福島駅（東北新幹線、東北本線、奥
羽本線）西口より徒歩３分

●�東北自動車道　福島西IC、飯坂ICか
ら車で約15分

●駐車場
　�コラッセふくしま有料駐車場利用可
　�（30分まで無料、以降30分毎100
円※共通駐車サービス券が使用可能）

　�近隣に有料駐車場（民間）あり（30分
100円〜150円）

 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３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及び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Chapter5〜6から出題します。
・分からない単語がないよう辞書で調べておきましょう。
・英文訳も出題します（各chapter3題ずつ）。
※テキストと自筆ノートのみ、持ち込み可とします。

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。

現代日本文学A

早川 テキスト

「狐憑」においてシャクに憑いた憑きものと、それによってシャクが語っ
た内容を整理しておいてください。またどこまでが憑きものによる語りで、
どこからがシャク自身による語りか自分自身の考えをまとめておいてくだ
さい。

現代日本文学B

「押絵と旅する男」では、覗きからくりという〈異界〉との関わりが恐怖
ともに語られているが、何が恐怖を呼び起こすポイントになっているかを
考察しておいてください。また、われわれは普段様々な方法で〈異界〉を
覗くこと／〈異界〉へ越境すること（または〈異界〉から帰還すること）を
体験しているが、自身の経験を踏まえて〈異界〉との関わりが恐怖を呼び
起こす際の特徴や共通点についても考えておいてください。

現代日本文学 早川 テキスト
「狐憑」においてシャクに憑いた憑きものと、それによってシャクが語っ
た内容を整理しておいてください。またどこまでが憑きものによる語りで、
どこからがシャク自身による語りか自分自身の考えをまとめておいてくだ
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 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：伝統文化の再生における異国からの認知/自国の発見
ポイント：「日本文化の神髄」「茶の本」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：女性文化の構築における女性存在の認識
ポイント：「女であること」「女坂」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：相関文化の変容における文化統制／占領・解放／パリアフリー
ポイント：「日本の橋」「占領の二重構造」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

狂歌の歴史やこの文芸そのものについて予習してください。
近世日本文学史B 狂歌の歴史やこの文芸そのものについて予習してください。

近世日本文学史 中山（尚） すべて可
近世日本文学史全般について時代や社会の流れの中で文学・文化の流れも
理解するように努めてください。従って江戸時代の政治的・社会的出来事
についても事前によく予習をしておくことが肝要です。

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）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

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、「正月行事」について理解を深めてください。その観点から、
あなたの家や地域の年末から年始にかけての食べ物である「年取り膳・雑
煮・おせち料理・七草がゆ」を捉えてみましょう。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
トの持ち込みは可です。

日本の伝統行事B

テキスト『伝承歳時記』秋の章、及び『学習のしおり』にあげた参考書・
事典などで、「盆行事・彼岸行事」について理解を深めてください。その
観点から、「盆行事・彼岸行事」と「先祖」とのかかわりを捉えてみまし
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３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』冬の章、及び『学習のしおり』にあげた参考書・
事典などで、「正月行事」について理解を深めてください。その観点から、
あなたの家や地域の年末から年始にかけての食べ物である「年取り膳・雑
煮・おせち料理・七草がゆ」を捉えてみましょう。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
域の正月行事・小正月行事・節分行事の実際を捉えてください。自治体史
の民俗編でも調べましょう。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』第二部三章「生業」（p94〜118）を読み、民俗学
が研究対象とする「生業」について理解してください。その観点から、伝
統的な農作業（特に稲作）・漁法や、さまざまな職人の仕事についてのいず
れかを実態的に捉えてください。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 久野 すべて可

テキスト『日本民俗学』第二部二章（p71〜p93）を読み、民俗学が研究対
象とする「通過儀礼（人生儀礼）」について理解してください。その観点か
ら、①出産・誕生儀礼、②成人・婚姻儀礼、③葬送・死後供養儀礼のいず
れかの実態を、あなたの見聞や経験から捉えてください。経験や見聞が少
ない場合は、自治体史の民俗編や冠婚葬祭の本で調べましょう。資料の持
ち込み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に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と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理解しておくこと。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
基本的人権から1問。
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1〜4およびその関連事項を中心に復習してください。

民法Ⅱ部 太矢 不可 物権変動に関する論点

民法Ⅲ部 山下 指定六法 債務不履行に対する救済

民法Ⅳ部 大坂 指定六法 課題1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 離婚のところから出題します。

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（共同正犯・間接正犯・狭義の共犯）
罪数

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詐欺罪、強盗罪

商法総則・商行為法
商法Ⅰ部 遠藤 指定六法 営業譲渡の分野

会社法
商法Ⅱ部 堀口 指定六法 課題3に対応

商法Ⅲ部 井上 指定六法 課題1〜課題4について十分に復習をしておくこと。

経済法 多田 テキスト・
指定六法

私的独占の禁止（3条前段）、不当な取引制限の禁止（3条後段）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 著作権法全範囲　教科書PP.195〜223
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単位認定試験（筆記）（第３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。
　相談希望者は必ず受験申請期間内に事務室に電話で申込をしてください。
　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。（実施の有無については、事務室にお問い合わせください。）

第３回　10月23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 沼田　良先生 「行政学」担当（行政学専攻）

福島会場 北澤俊之先生 「教育実習Ⅰ・Ⅱ」担当（美術教育学専攻）

名古屋会場 深川裕佳先生 「法学演習②」「法律演習②」担当（財産法専攻）

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３回
2011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３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。

23 10 23

キ　リ　ト　リ
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正科生の在籍手続について

学籍

　後期生（10月入学生）は10月１日から新年度が始まります。引き続き在籍するためには、
下記の手続が必要となります。
◆学費の納入について
　学費納入通知書は９月29日（木）に成績通知書と一緒に事務室から送付されます。振込用紙
に印字されている金額を期限内に納入してください。
学費内訳（含む学友会費）� 振込期間　10月３日（月）〜10月17日（月）厳守

２〜４年生 授業料 70,000円 学友会費 1,000円

原級生 再学料 50,000円 学友会費 1,000円

＊ 振込期限までに学費を納入しなかった学生は、東洋大学通信教育部規程第28条により除籍
となります。

◆学生証裏面シールの更新について� 更新期間　10月３日（月）〜10月17日（月）消印有効
　学生証の有効期限は2011年10月15日までです。2011年度の学費を期日までに納入後、
下記２点をまとめて更新期間内に事務室へ送付し、学生証裏面シールの更新手続を行ってく
ださい。学生証裏面シールの有効期限の切れた学生証は無効となり、単位認定試験受験・ス
クーリング受講・図書館の利用ができません。また、通学定期・学割等の購入にも利用でき
ません。なお、80円分の切手を貼付した長３定形返信用封筒（宛名明記）を必ず使用してくだ
さい（窓口で手続する場合は不要）。

必　要　書　類　等

１ 学費納入通知書兼振込金連絡書

２ 返信用封筒（長３〈縦23.5ｃｍ×横12ｃｍ〉サイズ）
宛名明記（「様」をつけること）、80円分切手貼付

※学生証自体の送付は不要です。
◆休学手続について� 振込・手続期間　10月３日（月）〜10月17日（月）必着
　休学を希望する学生は下記３点をまとめて期限内に事務室へ送付してください。
　休学中は、リポート提出、スクーリング受講を含む一切の学習ができません。

必　要　書　類　等

１ 「休学願」（今月号巻頭に綴じ込まれています）
※本人と保証人の署名・別々の印影での捺印が必要

２ 学費納入通知書兼振込金連絡書（各自金額を20,000円に訂正して納入）

３ 返信用封筒（長３〈縦23.5ｃｍ×横12ｃｍ〉サイズ）
宛名明記（「様」をつけること）、80円分切手貼付

※学生証自体の送付は不要です。

後期生対象
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◆休学からの復学手続について� 振込・手続期間　10月３日（月）〜10月17日（月）必着
　2010年度休学し、2011年度復学を希望する学生は下記３点をまとめて期限内に事務室
へ送付してください。

必　要　書　類　等

１ 「復学願」（学費振込用紙に同封します）
※本人と保証人の署名・別々の印影での捺印が必要

２ 学費納入通知書兼振込金連絡書

３ 返信用封筒（長３〈縦23.5ｃｍ×横12ｃｍ〉サイズ）
宛名明記（「様」をつけること）、80円分切手貼付

※学生証自体の送付は不要です。

〈注意〉
　○一旦納入された学費は、返還できませんので注意してください。
　○�休学・復学許可書（手続期間中に受付した申請が対象）については、11月中旬に送付しま
す。

　○�2010年度休学した学生は、復学手続を行わなければ、2011年度学習することはでき
ません。

� 手続期間　９月１日（木）〜10月17日（月）必着
　事情により、退学を希望する学生は下記３点をまとめて期限内に事務室へ送付してくださ
い。

必　要　書　類　等

１ 「退学願」（本人と保証人の署名・別々の印影での捺印が必要）

２ 学生証（必ず返却してください）

３ 返信用封筒（長３〈縦23.5ｃｍ×横12ｃｍ〉サイズ）
宛名明記（「様」をつけること）、80円分切手貼付

〈注意〉
　○�書類を郵送する際は紛失等に備え、「特定記録郵便」を利用してください。
　○退学許可書（手続期間中に受付した申請が対象）については、11月中旬に送付します。
　○振込期間内に学費の納入がなく、「退学願」を提出しない場合は、除籍となります。

退学手続について
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　次の表に該当し、９月卒業ができなかった学生（後期生）は、2011年９月30日付で在学
年限超過退学となります。

学籍番号の年度 これまでの休学期間

① 01 なし

② 00 １年

③ 99 ２年

◆退学時に単位認定に至らなかった履修途中の科目の学習履歴は、すべて無効となります。
◆対象者には、９月中旬までに通知します。
◆�在学年限超過に伴う退学後、引き続き学業の継続を希望する場合は、審査のうえ再入学す
ることができます。

※ 手続方法の詳細については、通知書と共に送付する再入学手続書類を確認してください。

　2011年９月30日で科目等履修生・科目別履修生（後期生）の登録期間は修了します。
　速やかに事務室まで科目等履修生証、科目別履修生証を「特定記録郵便」にて返却してく
ださい。

　　返却期限：2011年10月15日（土）
　　＊学習の継続を希望する場合は、下記項目を確認してください。

　下記の要領で改めて次年度の登録手続が必要です。
　　対象：2011年10月１日以降も改めて登録手続を希望する方
　　期限：2011年10月14日（金）（当日消印有効）
　　願書の入手方法：�HP（http://www.toyo.ac.jp/tsukyo）から「2011年度入学要項」等

をダウンロードしてください。
　　出願方法：�『2011年度入学要項』に基づいて、東洋大学通信教育課程2011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：�10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９月15日（木）ま

でに完了してください。
　　　　　※�2011年８月15日を過ぎて単位認定試験（論文）を提出した場合も、2011年

度の改めての出願手続および科目の履修が必要です。

在学年限超過に伴う退学について【再掲】

科目等履修生・科目別履修生（後期生）の登録期間修了について

科目等履修生・科目別履修生（後期生）で改めて次年度の登録手続を希望する場合
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　科目等履修生で単位修得証明書が必要な場合は、各種申込用紙に綴られている「証明書発
行願」にて申請してください。
　「証明書発行願」は、東洋大学通信教育課程ＨＰからもダウンロードできます。

　

　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８月中旬発送済です。詳細は必要書類と共に発送し
た「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、学習が修了していない場合は最長３年まで継続を認め
ます。学習が修了せず、2011年10月１日以降も引き続き学習を希望する場合は、継続登
録手続が必要です。
　継続登録手続に必要な書類は特修生全員に８月中旬発送済です。詳細は必要書類と共に発
送した「特修生継続方法について」を確認してください。
　なお、次年度以降この制度において変更が生じる予定です。詳しくはこの『東洋通信』上
で適宜発表していきます。

科目等履修生の単位修得証明書発行について

特修生（後期生）で学習の継続を希望する場合

特修生（後期生）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
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リポート提出・スクーリング受講・単位認定試験（筆記・論文）の期限について 前期生対象

●リポートについて
2012年３月末までに単位修得を必要とする場合のリポートの提出期限

提出期限 注意事項 留意事項

2011年11月30日
（必着）

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

左記提出期限を過ぎてもリポートの提出
は受け付けしますが、下記年度内単位認
定試験が受験できない場合があります。

※�2011年４月科目等履修生登録者：2012年度カリキュラム変更にともない、2012年３
月末までに単位修得に至らなかった科目のスクーリングの合格は原則として継続されず、
あらためてリポート学習またはスクーリング学習が必要となります。

●スクーリングについて
2012年３月末までに単位修得を必要とする場合のスクーリング受講期限

受講期限
注意事項単位認定試験の

受験が必要な科目
スクーリング試験で
単位修得となる科目

土・日５期まで
（12/17.18終了分）

連休４期まで
（１/９終了分）

単位認定試験の受験が必要な科目の試験申請は、「結果
通知書」受け取り後の申請となります。

※�2011年４月科目等履修生登録者：2012年度カリキュラム変更にともない、2012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の合格は原則として継続されず、あら
ためてリポート学習またはスクーリング学習が必要となります。

●単位認定試験について
2012年３月末までに単位修得を必要とする場合の受験および提出期限

単位認定試験（筆記）
受験

単位認定試験（論文）
提出期限 注意事項

2012年１月22日 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
出期限は左記のとおりです。

※�2011年４月科目等履修生登録者：2012年カリキュラム変更にともない、上記提出期限
を過ぎての単位認定試験受験および提出をすることはできません。

■対象学生
　①2012年３月卒業または単位修得予定の正科生
　②2011年12月転部・転科受験予定の正科生
　③2012年３月修了の科目等履修生
　④2012年３月修了予定の特修生
　⑤2012年度教育実習参加予定の正科生・科目等履修生
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成績通知書の送付について 後期生対象

　　「司書教諭修了証書」大学一括申請（申請手数料600円）の申込受付を下記のとおり行い
ます。ただし、編入学生・科目等履修生は、文部科学省へ個人申請が必要となりますので申
込できません（2011年９月本学卒業見込者および本学卒業生は大学一括申請可能な場合があ
りますので、事務室に問い合わせてください）。
　なお、大学一括申請した場合の「司書教諭修了証書」の交付は、2013年５月中旬頃とな
ります。
１．申請資格
　　・司書教諭の資格に必要な単位（５科目10単位）が修得済であること。
　　・�教育職員免許状の取得または2012年５月末までに「教育職員免許状授与証明書」の

発行を受けられる見込であること。
２．手続について
　上記申請資格がある者で大学一括申請を希望する学生は、Ｐ.41の「司書教諭修了証書申
請書」をＡ４版に拡大してコピーし、必要事項を明記のうえ、80円切手と宛名シール１枚
（住所・氏名明記）を同封し、2011年９月20日（火）〜９月27日（火）必着で事務室宛に申し
込んでください。
　なお、申請者には2012年６月頃に申請手続および手数料納入について、お知らせいたし
ます。

１．正科生および継続手続を行った特修生（後期生）
　学費納入通知書に成績通知書および成績単位修得集計表を同封して送付します（９月29日
発送予定）。
　なお、この成績通知書に記載されている成績は、2011年９月９日（金）事務室到着分まで
のものです（2010年度分までの成績）。９月10日（土）以降、事務室に到着した成績につい
ては記載されません。
２．科目等履修生（後期生）
　科目等履修生（後期生）には、希望者に限り、成績通知書を送付します。希望者は以下の期
間内に事務室宛てに申請してください。申請期間外および申請書類が不足している場合は受
付できません。
　なお、成績通知書は学習の履歴を記載したものであり、証明書とは異なりますのでご注意
ください。
　また、この成績通知書に記載されている成績は、2011年９月９日（金）事務室到着分まで
のものです（2010年度分の成績）。９月10日（土）以降、事務室に到着した成績については
記載されません。
申請期間：2011年10月1日（土）〜10月14日（金）　消印有効

「司書教諭修了証書」申請について 後期生対象
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申請書類：１．任意のＡ4用紙に以下を記載すること
　　　　　　　・2010年度成績通知書送付希望
　　　　　　　・学籍番号および氏名
　　　　　２．返信用封筒（長３〈縦23.5cm×横12cm〉サイズ）
　　　　　　　・宛名明記（「様」をつけること）、380円切手貼付
＊�成績通知書の内容に関して質問がある場合は、成績通知書のコピーと返信用封筒（宛名明
記・切手貼付）を同封のうえ、質問用紙にて問い合わせてください。電話での質問には応じ
られませんので、ご注意ください。

　以下の条件に合致する本学入学前に修得した単位がある場合、審査のうえ、教育上有益と
認められる場合は、卒業要件中、共通総合科目として最大30単位まで認定を受けることが可
能です。
　単位認定の審査を希望する学生は、下記の対象・条件に照らし合わせて期間内に申請して
ください。なお、この制度に該当する方は、主として大学中退または短期大学中退で正科生
として１年次に入学された方となります。
　　対　　象：学籍番号の入学年度が“00”〜“10”の学生（１年次入学の正科生のみ）
　　条　　件：以下の２点をすべて満たすこと
　　　　　　　１．本学入学前に修得した単位であること
　　　　　２．�本学または短期大学において履修した授業科目について修得した単位である

こと
申請期間：2011年９月12日（月）〜９月22日（木）　必着
申請方法：�以下の書類を長３定形封筒に、80円切手を貼付、宛名明記の上、事務室まで郵送

してください。
　　　　　１．入学前の既修単位認定申請書
　　　　　２．当該大学・短期大学の成績証明書
注　　意：審査の結果、単位の認定が受けられない場合があります。
　　　　　単位認定は2011年10月１日修得として認定されます。
　　　　　「入学前の既修単位認定申請書」は事前に事務室へご請求ください。
　　　　　�請求方法は、「入学前の既修単位認定申請書」希望とＡ４用紙に明記し、長３定形

返信用封筒に住所・氏名を明記、80円切手を貼付し、送付してください。

本学へ入学する前に修得した単位の認定について 1年次入学の正科生対象
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　以下の条件に合致する科目がある場合、審査の上、教育上有益と認められる場合は、卒業
要件中、共通総合科目として最大30単位まで認定を受けることが可能です。
　単位認定の審査を希望する学生は、下記の対象・条件に照らし合わせて期間内に申請して
ください。なお、この制度は編入学・転入学での入学者は除きます。
対　　象：学籍番号の入学年度が“00”〜“10”の学生（１年次入学の正科生のみ）
条　　件：放送大学の選科履修生または科目等履修生として修得した単位であること
申請期間：2011年９月12日（月）〜９月22日（水）　必着
申請方法：�以下の書類を長３定形封筒に、80円切手を貼付、宛名明記の上、事務室まで郵送

してください。
　　　　　１．放送大学において修得した科目の認定申請書
　　　　　２．当該大学の成績証明書
注　　意：審査の結果、単位の認定が受けられない場合があります。
　　　　　単位認定は2011年10月１日修得として認定されます。
　　　　　�「放送大学において修得した科目の認定申請書」は事前に事務室へご請求くださ

い。
　　　　　�請求方法は、「放送大学において修得した科目の単位認定申請書」希望とＡ４用紙

に明記し、長３定形返信用封筒に住所・氏名を明記、80円切手を貼付し、送付し
てください。

放送大学において修得した科目の単位認定について 後期1年次入学の正科生対象

後期生のうち、2011年9月30日（金）までに下記の条件を満たす学生は、2012年9月卒
業に向けて、卒業論文題目登録の申請を必ず行ってください。

●卒業論文題目登録申請の条件
卒業必要単位（124単位）の内、98単位以上を修得（修得見込みを含む）していること
�残りの単位を2012年8月15日（予定）までに提出の単位認定試験（論文）または2012年7
月実施予定の単位認定試験（筆記）にて修得見込みの者

卒業論文題目登録申請について 後期生のみ対象 【再掲】

　なお、この手続を所定の期日までに行わない場合、2012年9月の卒業に向けた卒業論
文の執筆ができなくなるので、注意してください。
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●申請方法（２段階で申請します）
ステップ１　「卒業論文題目登録申請書」と卒業論文説明会の資料を請求する。
　　　　　　・140円切手
　　　　　　・宛名シール〔住所・氏名（「様」を必ずつけること）・学籍番号記入済み〕　１枚
　　　　　　＊なお、ステップ１については９月10日（土）に実施する
　　　　　　　�卒業論文説明会（白山キャンパス・10：30より）で配布しますので、参加者

は請求不要です。

　　　　　　

※受領後、速やかに指導を希望する教員へ連絡を取り、必ず「内諾」を得て
　ください。

ステップ２　「卒業論文題目登録申請書」に必要事項を記入の上、特定記録郵便にて送付する。
　　　　　　・140円切手
　　　　　　・宛名シール〔住所・氏名（「様」を必ずつけること）・学籍番号記入済み〕　１枚
　　　　　　・定額小為替　4,000円分（発行後４ヵ月以内）
　　　　　　＊申請期間　2011年９月13日（火）〜９月30日（金）　消印有効

注意：�申請時に提出された定額小為替は卒業論文題目登録ができなかった場合でも返金する
ことができません。

　　：�過去に提出された卒業論文の一部を事務室で保管しています。閲覧希望の方は窓口に
お申し出ください。
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履修登録時の追加履修手続について
　後期生で、今年度新規に追加履修料納入対象科目を履修登録する学生は、事前に追加履修
手続が必要です。下記の要領で手続を行ってください。　なお、手続を行う前に『ガイドブッ
ク』等で追加履修手続対象科目の確認を行ってください。

●追加履修手続の対象
　１．卒業要件に含まれない教職科目を新規履修する場合
　２．編入生が編入学年よりも低学年配当の必修科目を新規履修する場合
　３．法学部の学生が、図書館司書科目・司書教諭科目を新規履修する場合
　４．�学籍番号の入学年度が2003年以前の文学部の学生が、図書館司書科目・司書教諭科

目を新規履修する場合

●申請方法（２段階で申請します）
　ステップ１　「追加履修料振込用紙」を請求する。
　　　　　　　必要書類　①追加履修料納入対象科目登録申請願（以下、記入例参照）
　　　　　　　　　　　　②返信用80円切手
　　　　　　　　　　　　③宛名シール１枚（住所・氏名・学籍番号記入）
　　　　　　　申請期間　在校生：2011年９月26日（月）〜10月７日（金）

　①申請願記入例　任意のＡ４用紙（縦型で作成）に下記の要領で記載してください。

追加履修料納入対象科目登録申請願
申請日：2011年○月○日

学籍番号　７〇〇〇〇〇〇〇〇〇　　　　　氏名　〇〇〇　〇〇〇

昼間の連絡先ＴＥＬ　　（　　　　　　　　　　）　

2011年度下記の追加履修料納入対象科目を新規履修したく、申請いたします。

登録希望科目　←　（追加履修手続対象科目のみ記載のこと）
　１．〇〇〇〇〇〇〇〇　　　２．〇〇〇〇〇〇〇〇　　　３．〇〇〇〇〇〇〇〇

合計　〇科目〇単位　

　ステップ２　追加履修料を振り込む
　　�　事務室から送付された　「追加履修料振込用紙」の金額を銀行で振り込む。振込後に、
ハガキを送付する。

　　　　　　　振込期間　在校生：2011年10月３日（月）〜10月17日（月）

後期生対象
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その他

東洋大学能楽鑑賞教室─Noh Workshop 【再掲】全学生対象

その他

　日本を代表する古典芸能であり、「世界無形文化遺産」にも認定された能楽、その美学
と魅力を知る。

　１．日　時　　2011年10月１日（土）　　開場　14：30　　開演　15：00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（終演予定は17：30頃）
　２．場　所　　東洋大学　白山キャンパス５号館　B２F　井上円了ホール
　３．内　容　　能楽鑑賞教室（銕仙会）
　　　　　　　　　平曲の世界
　　　　　　　　　　①楽琵琶　秘曲復曲演奏－「啄木」・「楊真操」
　　　　　　　　　　②『平家物語』より－「祇園精舎」　薩摩琵琶による演奏
　　　　　　　　　　③能の美学－能装束着付実演（学生モデル）
　　　　　　　　　　④囃子の美学－囃子の魅力
　　　　　　　　　　⑤能の劇構造（ドラマツルギー）－『頼政』と『平家物語』
　　　　　　　　　　⑥能『頼政』
　　　　　　　　　　⑦質疑応答
　４．出　演　　観世銕之丞　　岩佐鶴丈

　＊�日本の文化を学ぶ古典芸能鑑賞の授業です。服装は学生らしい節度あるものを心がけて
ください。

　＊時間には余裕をもってご入場ください。
　＊友人等との同伴も可能です。
　＊申込後に改めて受講許可書は発行いたしません。
　＊�座席数の関係で申込締切以前でも定員オーバーになった場合にはお断りすることがあり
ますので、ご承知おきください。

鑑賞希望の方は「能楽鑑賞教室　申込希望」と明記し、下記要領でお申し込みください。
　　　　　　　　　　・必要事項　　学籍番号　氏名　＊同伴者がいる場合は、その人数
　　　　　　　　　　・申込締切　　2011年９月21日（水）
　　　　　　　　　　・申込方法　　ハガキ　FAX　E-mail
　　　　　　　　　　　〒112－8606　�東京都文京区白山５－28－20�

東洋大学　通信教育部�
能楽鑑賞教室　申込係

　　　　　　　　　　　FAX　03－3945－7584
　　　　　　　　　　　E-mail　mltsukyo@toyo.jp
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その他

自然災害に遭われた皆様へ　被災支援および見舞金について 全学生対象
　被災された学生の皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
　本学では支援を決定した自然災害による災害救助法適用地域の被災世帯学生に対して、納
付金（入学金・授業料等）の減免措置を行います。支援対象は、自然災害により保護者等家計
支持者死亡・長期入院、同宅全壊・半壊・一部損壊・床上浸水等の場合（床下浸水や家財破損
等は対象外）となります。申請には公的機関が発行する被災証明書が必要です。
　被災された方は、至急、通信教育課事務室（TEL�03－3945－7348）にご相談ください。

【支援措置を行っている自然災害】� 2011年８月１日現在

東日本大震災（2011年３月11日）による被災 受付終了（要相談）

７月28日からの大雨（2011年７月）による被害（新潟県新潟市、
三条市、柏崎市、小千谷市、加茂市、十日町市、五泉市、魚沼市、
南魚沼市、南蒲原郡田上町、東蒲原郡阿賀町、長岡市、見附市、
上越市、阿賀野市、福島県喜多方市、南会津郡只見町、南会津郡
桧枝岐村、南会津郡南会津町、耶麻郡西会津町、河沼郡会津坂下
町、河沼郡柳津町、大沼郡三島町、大沼郡金山町）

受付中

※�また、日本学生支援機構の緊急・応急奨学金（貸与型）の申請も受け付けています。希望さ
れる方は、日本学生支援機構ホームページ（http://www.jasso.go.jp/index.html）にて条
件等をご確認ください。

【見舞金の給付について】
　通信教育部の在学生に対して、以下の項目に該当する場合は、見舞金を給付します。

負傷見舞金
負傷により、１ヶ月以上入院・加療を必要とする場合給付します。学研
災保険と併用可（別途手続きが必要です）

被災見舞金
保護者宅・下宿先が、風・水・震・火災等に遭った場合、その程度によ
り給付します。公的機関が発行する被災証明書が必要です。
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　氏名・住所・電話番号・勤務先・保証人など、すでに登録されている事項に変更が生じた
場合は『各種申込用紙』にある「変更届」に必ず学生証のコピーを添付し、提出してくださ
い。
　氏名・住所・電話番号はもちろんのこと、勤務先・保証人項目などについても正確な届出
がなされなかった場合、『東洋通信』発送、個人への連絡等に支障をきたす場合がありますの
で、必ず届け出てください。また、住所変更の際は、郵便局への「転居届」提出も必ず行っ
てください。

　通信教育課程在籍の学生で聴覚障がいの方々がいます。短時間でも結構ですので、スクー
リング授業やオリエンテーション等で、ボランティアをしていただける方がいましたら、通
信教育課事務室（ＴEＬ03-3945-7348）までご連絡ください。
　皆様の心温かいご協力をお願いいたします。

　９月24日卒業の学生は、本学図書館の図書および雑誌の最終返却期限が９月24日（土）ま
でとなります。
　また、入学年度が2007年度以前の学生（後期生）も上記と同じ扱いです。
　ただし、今後も本学学生として継続の意志があり、学費納入以前で図書館資料の貸出を希
望する学生には、図書館１Ｆカウンターに学生証を提示することにより、９月24日までの貸
出期限を９月30日（金）までに延長することを認めます。
　なお当該資料の最終貸出期限は９月30日（金）までであり、10月以降の貸出は新しい学生
証で改めて行ってください。

　　　《参考》　　　学籍番号　７１４００７２００１
　　　　　　　　　　　　　　入学年度「2007」

登録情報の変更について

正科生（後期生）の図書館利用について

ノートテイカー・手話通訳のボランティア募集について

全学生対象

全学生対象

後期生対象
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その他

　本学法学部学生が同一テーマについて研究発表し、意見を交換することによってリーガル
マインドを培うことを趣旨とした、「法学部長杯争奪法律討論会」を下記の要領で開催します
ので、奮って参加してください。
　なお、質問者は申込不要ですが、立論発表者は下記６〜10の要領にしたがって申し込んで
ください。

記
【開　催　要　領】
１．開催日時　　　　2011年10月27日（木）　13：00〜16：10
２．会　　場　　　　５号館B２F　井上円了ホール
３．討論課題　　　　憲法分野
　　　　　　　　　　出題者　　宮原　均　教授　　　　※課題は次ページ参照
４．討論方法　　　　�立論者よりそれぞれ10分ずつ発表した後、参加者からの質問を受け付

け、討論を行う。
５．表　　彰　　　　［立論の部］　３位まで入賞とし、賞状・賞品を贈呈する。
　　　　　　　　　　　　　　　　また、優勝者には法学部長杯を贈呈する。
　　　　　　　　　　［質問の部］　３位まで入賞とし、賞状・賞品を贈呈する。
　　　　　　　　　　　　　　　　�（質問者は申込不要。当日、自由に質問できる。ただし、

立論者は質問の部の表彰対象としない）
【立論者募集要項】
６．募集人数　　　　６名　　　※申込先着順にて受付いたします。
７．募集対象者　　　本学法学部学生（第１部・第２部および通信教育部学生、学年不問）
８．申 込 先　　　　申込用紙に所定事項を記入のうえ、下記窓口に申し込むこと。
　　　　　　　　　　　法学部教務課（６号館１F）
９．受付期間　　　　2011年10月３日（月）〜10月７日（金）
10．そ の 他　　　　�立論申込者へは後日、当日の集合時間・場所等を連絡します。また、

立論申込者は立論内容のレジュメをデータ（Ｍicrosoft�Word）にて
1,000字以内（要約）をCD-Rもしくはフロッピーディスクにて10月
14日（金）までに法学部教務課（６号館１F）へ提出してください。

　　　　　　　　　　�授業の出席振替措置は行いませんが、立論希望者は窓口で相談してく
ださい。

「第25回 法学部長杯争奪法律討論会」開催と立論者募集のお知らせ
法学部学生対象

（キリトリセン）
出　　　場　　　申　　　込　　　書 NO.　　　　　

私は、第25回法学部長杯争奪法律討論会の立論の部に出場することを申し込みます。

１部
２部

通信教育部
法学部 法律 学科 �学 年 �　　年 �学籍番号 7 4

������������������������������� フリガナ

住 所

〒

TEL　　　　　（　　　　　）
携帯　　　　　（　　　　　）

氏　　名

【受　付】　2011年　　　　月　　　　日（　　）　　　　時　　　　分
※�申込書に記載された内容は、法律討論会の開催および事後の広報（優勝者・入賞者のお知らせな
ど）に使用し、それ以外の目的では使用いたしません。

※このページをＡ4に拡大コピーし、使用してください。
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その他
　開催要領、立論者募集要項に変更等がある場合はＷeb情報システム、法学部掲示板等でお
知らせします。

　各申込先窓口にて募集要領配布中！

　法学部ホームページでも募集要領のダウンロード、および法律討論会の案内を見ることが
できます。

www.toyo.ac.jp/law/

《第25回法律討論会 課題》
出題分野：憲法分野　　出題教員：宮原　均　教授

　Ａは、Ｂ市立小学校に音楽科目担当の教諭として赴任した。Ｂ市立学校では、４月の
入学式において、「君が代」斉唱を計画し、Ｃ校長は、Ａに対してピアノによる伴奏を依
頼した。
　Ａは、「君が代」は「日の丸」とともに第二次大戦中、日本によるアジア侵略のシンボ
ルであり、これを入学式で斉唱することは児童の教育上、ふさわしくないと考え、Ｃ校
長からの再三の依頼にもかかわらずこれを拒否していた。当日、Ａは、ピアノの前に座
ったまま「君が代」の伴奏をしなかったため、会場が一時騒然となったが、急遽伴奏な
しで斉唱を行い、事なきを得た。
　事態を重く見た教育委員会は、Ａを免職処分としたが、Ａは、この処分を不服として、
取消訴訟を提起した。
　この請求が認容されるかどうか、討論せよ。
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生涯学習センター（エクステンション課）から秋期公開講座のご案内

生涯学習センター（エクステンション課）から秋期公開講座のご案内 全学生対象
　秋期公開講座がスタートします。講座の詳しい内容などは、東洋大学の公開講座のホーム
ページ（http://www.toyo.ac.jp/manabi/koza/）またはパンフレットをご覧ください。
　エクステンション講座（有料）についてはホームページからもお申し込みができます。
　ご希望の方には、パンフレットを無料で送付いたします。また、通信教育課・エクステン
ション課の事務室でもパンフレットを配布しております。

　　　■パンフレット請求はこちら
　　　　東洋大学　生涯学習センター（エクステンション課）
　　　　http://www.toyo.ac.jp/manabi/koza/
　　　　Tel：03－3945－7635　Fax：03－3945－7601

◆学術講演会（無料）
テーマ名・講師名 会場 開催日 時間

本当の「豊かさ」とは？

　講師：小路口　聡（東洋大学文学部教授）

白山
キャンパス 11/17（木） 15：30〜17：00

（90分）

妖怪学者円了　宿敵勢揃い

　講師：菊地　章太（東洋大学ライフデザイン学部教授）

白山
キャンパス 11/30（水） 14：40〜16：10

（90分）
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生涯学習センター（エクステンション課）から秋期公開講座のご案内
◆市民大学講座（無料）

朝霞キャンパス市民大学講座

建築遺産入門編〜奈良とローマ〜
　　10/22（土）・10/29（土）　　全２回
　　13：30〜15：00（90分）　　定員：100名　　会場：朝霞キャンパス
　　講師：内田　祥士（東洋大学ライフデザイン学部教授）
　　　　　櫻井　義夫（東洋大学ライフデザイン学部教授）

第１回　10/22　「奈良」� 内田　祥士
第２回　10/29　「ローマ」� 櫻井　義夫

川越キャンパス市民大学講座

心の健康のためのストレス対処法
　　11/12（土）〜12/10（土）　毎週土曜日　※11/26を除く　　全４回
　　15：00〜17：00（120分）　　定員：100名　　会場：川越キャンパス
　　講師：加藤　千恵子（総合情報学部准教授）
　　　　　渋谷　英雄（ピースマインド・イープ株式会社　国際EAP研究センター副センター長）

第１回　11/12　「ストレスとその測定」� 加藤　千恵子
第２回　11/19　「認知行動療法」� 渋谷　英雄
第３回　12/� 3　「ノンバーバルによるストレス解消法」� 加藤　千恵子
第４回　12/10　「ポジティブ力をつける心理学」� 渋谷　英雄

板倉キャンパス市民大学講座

シニア世代の健康体力づくり講座
　　10/15（土）〜10/22（土）　毎週土曜日　　全２回
　　10：00〜12：00（120分）　　定員：150名　　会場：板倉キャンパス
　　講師：佐藤　征夫（東洋大学名誉教授）
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生涯学習センター（エクステンション課）から秋期公開講座のご案内
◆エクステンション講座A（有料）　会場：白山キャンパス

講座名・講師名 時間 回数 受講料（税込）

『源氏物語』全巻を読む
─「梅枝」・「藤裏葉」巻─
　10/17（月）〜12/５（月）　毎週月曜日

　講師　河地　修（東洋大学文学部教授）

18：30〜20：30
（120分）

全８回
12,000円
（全８回分）

百人一首を通読する
　10/18（火）〜11/22（火）　毎週火曜日

　講師　新藤　協三（元東洋大学文学部教授）

10：30〜12：30
（120分）

全６回
９,000円
（全６回分）

恋─愛の日本文学
─現代への架橋─
　10/21（金）〜11/25（金）
　※11/４を除く　毎週金曜日

　講師　竹内　清己（東洋大学文学部教授）

10：30〜12：00
（90分）

全５回
７,500円
（全５回分）

書道実技講座
名筆に学ぶ─顔真卿の筆法を学ぶ─
　10/21（金）〜11/25（金）
　※11/4を除く　毎週金曜日

　講師　蓮見　行廣（東洋大学文学部教授）

18：10〜20：25
（135分）

全５回
15,000円
（全５回分）

◆エクステンション講座B（有料）　会場：白山キャンパス

東洋思想への誘い─インド哲学・仏教のエッセンスを探る─
　　10/８（土）〜10/29（土）　毎週土曜日　　全４回
　　10：30〜12：00（90分）　　受講料2,000円（全４回分）

第１回　10/� 8　「初期仏教の死生観」� 岩井　昌悟（東洋大学文学部准教授）
第２回　10/15　「中国仏教の臨終行儀」� 伊吹　敦（東洋大学文学部教授）
第３回　10/22　「韓国仏教の宗教活動」� 佐藤　厚（東洋大学文学部非常勤講師）
第４回　10/29　「仏教者の終末期医療への取り組み─命・共生を考える─」
� 戸松　義晴（東洋大学文学部非常勤講師）
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生涯学習センター（エクステンション課）から秋期公開講座のご案内

死生学の諸相─死とは最後まで、絶望に屈せず生ききることにほかならない─
　　10/８（土）〜11/26（土）　毎週土曜日　　※10/15、10/29、11/５を除く　　全５回
　　15：00〜17：00（120分）　　受講料2,500円（全５回分）

第１回　10/� 8　「生命倫理学の現在と死生学」� 中里　巧（東洋大学文学部教授）
第２回　10/22　�「養生法や自然療法にみる生きがい�

─進藤義晴・東城百合子・秋月辰一郎から─」�
� 中里　巧（東洋大学文学部教授）

第３回　11/12　「現代社会の軋轢と生きがい」� 山舘　順（サレジオ工業高等専門学校准教授）
第４回　11/19　「日本人の死生観と生きがい」� 山舘　順（サレジオ工業高等専門学校准教授）
第５回　11/26　�「絶望に屈しない生きがいを求めて�

─中村久子・本田美奈子・マザーテレサの事例から─」�
� 中里　巧（東洋大学文学部教授）

共に生きる、人を結ぶ、地域を繋ぐ─共生思想から共生再生・創造へ─
　　10/19（水）〜11/16（水）　毎週水曜日　　※11/２を除く　　全４回
　　16：30〜18：00（90分）　　受講料2,000円（全４回分）

第１回　10/19　「人間存在の現代的問題と共生思想の意義、そして理念の具現化の課題」
� 青木　辰司（東洋大学社会学部教授）
第２回　10/26　「都市における人間と環境の共生─新たな関係性を実践の地平から考える」
� 千葉　美佐子（NPO法人「幸まちづくり研究会」代表）
第３回　11/� 9　「人間と環境の共生─自然環境資源をどう活かし、どう守るのか」
� 鈴江　恵子（NPO法人「バードライフ・アジア」事務局長）
第４回　11/16　「文化共生の意義と課題─多様な文化をどのように理解し活かしあうか？」
� 長津　一史（東洋大学社会学部准教授）

世界の中のドイツ、日本の中のドイツ─経済・文化の視点から─
　　10/29（土）〜11/26（土）　毎週土曜日　※11/５を除く　　全４回
　　13：30〜15：00（90分）　　受講料2,000円（全４回分）

第１回　10/29　「EUの財政危機とドイツ─通貨の番人の役割─」
� 川野　祐司（東洋大学経済学部准教授）
第２回　11/12　「ドイツのエネルギー政策」� 半谷　俊彦（和光大学経済経営学部教授）
第３回　11/19　「日本に亡命した二人のドイツ人─ブルーノ・タウトとカール・レヴィット」
� 斎藤　佑史（東洋大学経済学部教授）
� ライナ・シュルツァ（井上円了記念学術センター客員研究員）
第４回　11/26　「茂吉のドイツ体験─歌集『遠遊』と『遍歴』を味わう」
� 三浦　安子（東洋大学名誉教授）

論語の智恵に学ぶ
　　10/27（木）〜11/24（木）　毎週木曜日　※11/３を除く　　全４回
　　14：40〜16：10（90分）　　受講料2,000円（全４回分）

第１回　10/27　「学習と学問」� 吉田　公平（東洋大学文学部教授）
第２回　11/10　「仁：人間にとって最も大切なもの」� 小路口　聡（東洋大学文学部教授）
第３回　11/17　「孔子と天」� 山田　利明（東洋大学文学部教授）
第４回　11/24　「孔子の人間評論」� 吉田　公平（東洋大学文学部教授）
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入学説明会のご案内
2011年度後期生（10月生）を募集します（８月１日より受付開始）。
大学の通信教育で学ぼうとしている方々のために、私立大学通信教育協会主催合同入学説

明会（他大学の通信教育部と合同）を開催します。
入場はご自由ですので、皆さんの知人・友人で通信教育に関心のある方、入学を希望して

いる方がいらっしゃいましたら、この機会を利用されるようお勧めください。
なお、説明会には事務室職員が出向し、在学生の履修上の質問・相談等をお受けいたしま

す。在学生の方もこの機会に会場へお越しください。

地　区 月日・時間 会　　場 アクセス

東　京 ９月３日（土）
12：00〜17：00

新宿エルタワー30F
サンスカイルーム

JR新宿駅西口徒歩3分
新宿区西新宿1－6－1

札　幌 ９月４日（日）
11：00〜16：00

アスティ45ビル4F
アスティホール

JR札幌駅徒歩5分
札幌市中央区北4条西5丁目

福　岡 ９月４日（日）
11：00〜16：00

エルガーラホール8F
エルガーラホール

西鉄福岡駅徒歩2分
地下鉄天神駅徒歩5分
福岡市中央区天神1－4－2

私立大学通信教育協会主催合同入学説明会

トピックス　　　　　【再掲】全学生対象
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T.A.のしおり

図書館を利用しましょう 
─日本文学文化学科編─

はじめに

こんにちは。通信教育部T.A.（ティーチング・アシスタント）の松川です。
みなさんが大学の授業やリポート作成において、もっともよく使う場所が図書館といえる
でしょう。とくに通信教育課程の皆様は日頃から図書館をよく利用されていると思うので、
こと細かく説明を必要とはしていないかもしれません。しかし、ここではより身近に図書館
を感じて利用してもらおうと、筆を執りました。

１　図書館においての図書の分類

通常、一般の図書館では、以下のような分類がなされています。
０総記、１哲学、２歴史、３社会科学、４自然科学、５技術・工学、６産業、７芸術・美
術、８言語、９文学
これは日本十進分類法（NDC）と呼ばれるものです。これを細かく分類すると、たとえば
010は図書館学というように、枝分かれになっています。この分類を覚えているだけでも、
どこに、何の本が並んでいるのかわかるので図書を探す際には便利です。
特に日本文学文化学科では、８の言語と９の文学を主に使います。

２　OPAC（オーパック）を利用してみましょう

OPACとは、たとえば東洋大学ならば付属図書館所有の図書を、各市町村立図書館ならば
各々の館蔵図書を検索できるシステムのことです。
ここでは主に東洋大学の例をあげます。館蔵の図書をキーワード、書名などから検索でき
ます。検索以外にも本学図書館では図書の予約・取り寄せ・貸出状況の確認、貸出延長など
ができます。自宅からでもアクセス可能なので、自宅のパソコンからでも検索できます。

３　レファレンスブースを活用しよう

いろいろ調べてみたけれど、必要な図書が見つからない。そんなときはレファレンスカウ
ンターの職員に聞いてみましょう。図書館は図書が並んでいるだけではありません。相談も
できます。レファレンスカウンターで必要な図書などについて、確認してみて下さい。

４　マイクロフィルムを知っていますか？

明治・大正・昭和の新聞がフィルム化されたものが保存されています。学生であればこの
資料を自由に閲覧することができます。
図書館員に学生証を提示し、必要な手続きを取った後、閲覧したい年月日と新聞を指定し
て下さい。図書館員が書庫から資料を取り出してくれます。
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T.A.のしおり
資料閲覧の際には、専用の映写機を用います。使い方がわからない時は、マイクロフィル

ムや機材を壊さないためにも遠慮しないで係の人に聞いてみましょう。
では、なぜこのような資料が必要なのでしょうか。それは演習などに備えてレジュメを作

る際、初出紙を掲載することが求められるからです。とくに近代の小説や評論、自叙伝は新
聞に連載されているものが多くあります。
スクーリングなどで大学を訪れた際には、ぜひ図書館に立ち寄り、マイクロフィルムの操

作も体験してみましょう。

５　学術雑誌を探したいとき

学術雑誌を見つけたい。こんなときはパソコンで雑誌記事索引（MAGAZINEPLUS：マガ
ジンプラス）を利用すると便利です。
たとえば『室生犀星研究』という雑誌があるとします。自分が必要とする論文を探すとき、

この「マガジンプラス」を活用することで、すぐに検索ができます。
『室生犀星研究』を検索すると、「○○件ヒットしました」という情報がでてきます。実際
に内容を見ると、創刊号から最新号までの論文のタイトル・著書・掲載年・月号数等が出て
きます。必要に応じてコピーをし、OPACで予約をします。
ここでの予約というのは、『室生犀星研究』は大学の図書館にはありません。なので予約を

する必要があります。予約というよりも複写依頼と言ったほうが正確かもしれません。依頼
ができたら図書が届くまで待ちましょう。

６　本学図書館蔵以外の図書を探したいとき

もし欲しい資料が山手線コンソーシアムの協力大学図書館にあることがわかった場合には、
直接各大学に行ってみて下さい。学生証の提示で入館、利用することができます。場合によ
っては利用に際して、東洋大学の図書館からの紹介状が必要な場合もあります。あらかじめ
確認をしておいて下さい。利用については各大学の係の指示にしたがって下さい。
詳しくは本学図書館ホームページ、通信教育生の利用を参照して下さい。

７　グループ学習室を利用しよう

スクーリングで仲間ができたり、演習でグループを作り発表しなければならない時、お互
い討議をしながら研究をしなければならないことがあるでしょう。しかし、図書館内での私
語は厳禁です。そのようなときに活用できるのが「グループ学習室」です。
メインカウンターで予約手続きを取ったのち、グループ学習室は利用できます。ここなら

大声を出さない程度なら、人に迷惑をかけずに議論ができます。
おわりに
以上、簡単ではありますが、図書館のことについて触れてみました。皆さんも大いに活用

して下さい。
� （文学部T.A.　松川　秀人）
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� 2011年　　月　　日提出

「学習の進め方・リポートの書き方説明会」（10／１実施）参加申込票

氏
（フリ　ガナ）

名　　　　　　　　　　　　　　　学籍番号（10桁）

入学年度（西暦）　　　　　　　　年　　　学部・学科　　　　　　学部　　　　　　　　　学科

電話番号（自宅・携帯電話）　　　　　　　　（　　　　　）　　　　　　　

ＦＡＸ番号　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　）　　　　　　　

10月１日（土）実施の「学習の進め方・リポートの書き方説明会」に参加します。

＊　　　　　　　　　　＊　　　　　　　　　　　＊

　参加を希望される方のうち、学習を進めるうえで疑問に思っていることや質問してみたいと思っ
ていること、あるいは科目の内容や履修順序について知りたいと思っていることがあれば、下欄に
記入してください。ただし、単位の履修方法や履修状況に関する質問については、別途、電話・
FAX・メール・質問票・窓口等を通じて、お問い合わせください。

　《リポート学習の状況確認》　　※A〜Cに○印をつけ、必要事項を記入してください。
　A．これまで、リポートの作成にまったくとりかかったことがない。
　B．リポートの作成にとりかかったが、一度も提出したことがない。
　C．リポートを（　　　）通程度提出したことがある。
　A・Bの理由：�
　�

　 《具体的な科目等に対する質問》　質問がある方は下欄に記してください。ただし、課題の内容に
関する質問は、過去にリポートを一度以上提出している方に限ります。また、単位認定試験（筆
記・論文）に関する質問には回答できません。
　　科目名「　　　　　　　　　　」：�
　　�
　　科目名「　　　　　　　　　　」：�
　　�

　 《その他》　学習を進めるうえで困っていること、相談したいこと、意見や感想等があれば、具体
的にお書きください。
　�
　�
　�

　説明会への参加をお申込みいただき、ありがとうございました。説明会の席上でお目にかかれま
すのを楽しみにしております。
　＊本票をコピーのうえ、FAX・郵送するか、あるいは窓口へ持参してください。
　＊�９月17日（土）（必着）までにご提出いただいた質問には、T.�A.（ティーチング・アシスタント）

が当日会場にて回答をお渡しいたします。
� 東洋大学通信教育部

7
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司書教諭 ・ 教諭 ・ 司書 ・その他（　　　　　）卒　業　後　の　進　路

有　・　無（平成　　　年　　　月 取得予定）教育職員免許状の有無

（　　　　　　）

（　　　　　　）携帯電話

電話番号

都・道
府・県

〒　　　　－　　　　　卒 　 業 　 後 　 の 　 住 　 所
(修了証書送付先・帰省先)
現住所と同じ場合、「同上」と記入

通信 

学　籍　番　号学　　科所属学部

（2010年度在籍の所属を記入）
2011年　　　月　　　日

文部科学省より司書教諭修了証書の交付を受けたく申請の手続をお願いいたします。
東　洋　大　学　長　殿

卒業時学籍番号

昭和 ・ 平成　　　 年　　 　月　　 　日卒業 (見込 )

学部　　　　　　　　　　　　　　　学科

学　　　　　　歴

昭和　　　　 年　　　 　月　　　 　日生年月日

男　・　女氏　名

ふりがな

都・道
府・県

〒　　　　－
現住所

　（　　　　　）
　（　　　　　）

電話番号
携帯電話

都・道
府・県

本　　籍

司　書　教　諭　修　了　証　書　申　請　書

※修了証書受渡（2013年 5月頃を予定）までの間に、上記記入事項が変更となる場合は、
　早急に通信教育課事務室まで届け出てください。（TEL03-3945-7348）
※Ａ4に拡大コピーをし、記入してください。

7

7
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学友会からのお知らせ

〈文学講演会のお誘い〉
　来る10月２日（日）、河地　修先生による講演会を下記開催いたします。ぜひ、お誘い合わ
せの上、学部を超えてご出席ください。

　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：平成23年10月２日（日）　15：30〜17：30
　　　　　　　引き続き懇親会：17：30〜19：00
　２．場　所：東洋大学甫水会館（教室は当日掲示します）
　３．講演会：文学講演会
　　　【演題】　『源氏物語』を愉しむ─「玉鬘物語」の場合─
　　　【要旨】　�「玉鬘物語」は、後半生を迎えた光源氏の“オトコ”としての最後の「恋愛ば

なし」である。そして「玉鬘物語」は、中年男の“ロマンと性愛”について、
その世界を見事に描き切った。こういう世界は、中年の男にとってひそやか
な愉しみに違いないが、しかし、紫式部には、これをどうしても語らなけれ
ばならない理由があったのだ。老若男女そのすべてを読者の対象とする『源
氏物語』はあくまでも愉しい。しかし、同時に恐ろしい。

　４．会　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
　　○�あなたの氏名、学籍番号、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＊：９月30日（金）消印有効（メール１日午前まで）
　　＊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。
　　　（人数把握のためだけ出欠をとるものです。ご了承ください）

� 以上　


