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掲示板　2013年　5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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Ｓはスクーリングを表します

5月 行事予定 手続期間 『東洋通信」参照ページ

1（水）　　　　　　　　　事務所休業 日曜1期スクーリング受講票出力可能
（〜5/12）

2（木）

3（金）憲法記念日

4（土）みどりの日　　連休1期S①

5（日）こどもの日　　連休1期S②

6（月）振替休日　　　連休1期S③

7（火）
8（水）
9（木）
10（金）

11（土）

前期新入生オリエンテーション　第2回
10：30〜12：30
「教育実習」参加事前説明会
13：00〜14：00
学習の進め方・リポートの書き方説明会②
14：00〜15：30

単位認定試験（筆記）第1回
申込受付締切

P.5

P.30

P.6

12（日）日曜1期S①

13（月）
14（火）
15（水）
16（木）
17（金）
18（土）単位認定試験（筆記）第1回

19（日）日曜1期S② 単位認定試験（筆記）第2回申込開始
（〜6/2）

P.7

20（月）

21（火） 土曜1期スクーリング申込開始（〜5/27）
日曜2期スクーリング申込開始（〜5/27）

P.15
P.18

22（水）
23（木）
24（金）
25（土）
26（日）日曜1期S③

27（月）
28（火）
29（水）
30（木）
31（金）
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Ｓはスクーリングを表します

６月 行事予定 手続期間 『東洋通信」参照ページ

1（土） 2013年9月卒業予定者卒業論文提出
開始（〜6/7）

2（日） 単位認定試験（筆記）第2回
申込受付締切

3（月）
4（火）
5（水）
6（木）学祖祭（授業あり）　事務室休業 P.35

7（金） 2013年9月卒業予定者卒業論文提出
締切　16：00厳守

8（土）土曜1期S①

9（日）単位認定試験（筆記）第2回　　日曜2期S① P.7

10（月）
11（火） 週末1期スクーリング申込開始（〜6/17） P.20

12（水）
13（木）
14（金）
15（土）土曜1期S②

16（日）入学説明会①10：00〜15：00　　日曜2期S②

17（月）
18（火）
19（水）
20（木）
21（金）
22（土）土曜1期S③

23（日）日曜2期S③

24（月）
25（火）
26（水）
27（木）
28（金）
29（土）週末1期S①

30（日）週末1期S②
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前期新入生オリエンテーション第２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、内容は第１回と同じです。第１回に参加した方で再度参加したいという方も是非ご

参加ください。

１．日　時　　　５月11日（土）　10：30〜12：30
２．会　場　　　白山キャンパス　6204教室（６号館２階）

＊�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。
＊事前確認として、『履修要覧』、ToyoNet-Gの『シラバス』に目を通しておいてください。

前期新入生オリエンテーション　第２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2回

「入学して学習を始め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
なことから教わりたい」「学習に行き詰まってしまったのでなんとかしたい」「諸事情があっ
て今まで学習が滞っていたが、心機一転、学習を再開して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、個別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。

月　日 ５月11日（土）

時　間 14：00〜15：30

場　所
白山キャンパス　�6204教室［６号館２階］（文学部）�

6205教室［６号館２階］（法学部）

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）
「学習の手引」（法学部正科生のみ）

説明会に参加を希望される方は、『東洋通信』４月号P.10綴じ込みの参加申込票に必要事
項を記入のうえ、FAXまたは郵送にて５月２日（木）必着でお申込ください。（５月２日は事務
室休業の為、FAXまたは郵送してください。）

＊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。
＊�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、併せてご連絡くだ
さい。

　　　〒112－8606　�東京都文京区白山５－28－20�
　東洋大学通信教育課�
　FAX　03－3945－7584

全学生対象
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　単位認定試験（筆記）第２回を下記の要領で実施します。
◇実施日　６月９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

単位認定試験（筆記） 第２回 全学生対象

共通総合科目
授業コード 科目名 担当教員名

Y705098020 英語Ⅲ① J・D・ショート
Y705099020 英語Ⅲ② 高波　幸代
Y701141010 現代日本文学 早川　芳枝
Y700191010 現代日本文学Ａ 早川　芳枝
Y700201010 現代日本文学Ｂ 早川　芳枝
Y706131010 スポーツ健康科学講義 金田　英子

図書館司書科目
授業コード 科目名 担当教員名

Y719121010 児童サービス論 島谷　祐枝
Y719571010 児童サービス論 島谷　祐枝
Y719551010 図書館サービス概論 島谷　祐枝
Y719171010 図書館サービス論 島谷　祐枝
Y719601010 図書館情報資源概論 大塚奈奈絵
Y719191010 図書館資料論 大塚奈奈絵

文学部専門科目
授業コード 科目名 担当教員名

Y714251010 近現代日本文学講読 早川　芳枝
Y715401010 作家作品研究〈近現代〉早川　芳枝
Y716561010 作家作品研究（近現代）Ａ 早川　芳枝
Y716571010 作家作品研究（近現代）Ｂ 早川　芳枝
Y709481010 国語科指導法 幸田　国広
Y709591010 国語科指導法Ⅱ 幸田　国広
Y714221010 古代日本文学講読 古田　正幸
Y715371010 作家作品研究〈中古〉古田　正幸
Y716510090 作家作品研究（中古）Ａ 古田　正幸
Y716511010 作家作品研究（中古）Ｂ 古田　正幸
Y714161010 古代日本文学史 池原　陽斉
Y715141010 古代日本文学史Ａ 池原　陽斉
Y715151010 古代日本文学史Ｂ 池原　陽斉
Y715261010 古典文法 田貝　和子
Y716241010 古典文法Ａ 田貝　和子
Y716251010 古典文法Ｂ 田貝　和子
Y714211010 日本語文法 田貝　和子
Y714012010 日本文学文化概説② 石田　仁志
Y715022010 日本文学文化概説Ａ② 石田　仁志
Y715032010 日本文学文化概説Ｂ② 石田　仁志
Y714311010 日本の伝統行事 久野　俊彦
Y715411010 日本の伝統行事Ａ 久野　俊彦
Y715421010 日本の伝統行事Ｂ 久野　俊彦
Y713251010 日本民俗学 久野　俊彦
Y715661010 日本民俗学Ａ 久野　俊彦
Y715671010 日本民俗学Ｂ 久野　俊彦

法学部専門科目
授業コード 科目名 担当教員名

Y741291010 会社法 堀口　　勝
Y740101010 商法Ⅱ部（会社法） 堀口　　勝
Y741161010 経済法 多田　英明
Y740071020 刑法Ⅰ部（総論） 小坂　　亮
Y741441010 刑法Ⅰ部（総論）Ａ 小坂　　亮
Y741451010 刑法Ⅰ部（総論）Ｂ 小坂　　亮
Y740081020 刑法Ⅱ部（各論） 武藤　眞朗
Y741481010 刑法Ⅱ部（各論）Ａ 武藤　眞朗
Y741491010 刑法Ⅱ部（各論）Ｂ 武藤　眞朗
Y740021010 憲法 名雪　健二
Y741421010 憲法Ａ 名雪　健二
Y741431010 憲法Ｂ 名雪　健二
Y709491010 社会科指導法Ⅰ（地歴）田中　政美
Y709621010 社会地歴指導法Ⅰ 田中　政美
Y709631010 社会地歴指導法Ⅱ 田中　政美
Y740091010 商法Ⅰ部（総則・商行為） 遠藤　喜佳
Y741281010 商法総則・商行為法 遠藤　喜佳
Y740111020 商法Ⅲ部（手形・小切手法） 井上　貴也
Y741301010 手形法・小切手法 井上　貴也
Y741191020 知的財産権法 盛岡　一夫
Y740031010 民法Ⅰ部（総則） 小林　秀年
Y741461010 民法Ⅰ部（総則）Ａ 小林　秀年
Y741471010 民法Ⅰ部（総則）Ｂ 小林　秀年
Y740061010 民法Ⅳ部（債権各論）大坂　恵里
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単位認定試験（筆記）（第2回）
◇受験申請手続期間　５月19日（日）〜６月２日（日）
◇受験申請手続
　ToyoNet-G（学務システム）で申請手続をおこなってください。
　※�ToyoNet-Gでの申請方法は、DVD「東洋大学通信教育課程システムガイド」および下
図を確認してください。

◇注意事項
　『東洋通信』４月号P.11「2013年度単位認定試験（筆記）（第１回〜第９回）」を確認してください。

※１　単位認定試験（筆記）受験票は６月５日（水）から出力が可能です。

◇試験時間割
１時限目 ２時限目 ３時限目

１科目受験者 13：00〜14：00
２科目受験者 13：00〜14：00 14：20〜15：20
３科目受験者 13：00〜14：00 14：20〜15：20 15：40〜16：40
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単位認定試験（筆記）（第2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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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）

125周年記念館（８号館）

◇会場案内図
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単位認定試験（筆記）（第2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Chapter3、4から出題します。
・わ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、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

太宰治の「魚服記」と岡本かの子の「川」を読み、以下の点について考え
をまとめておいてください。①それぞれの作品で女性が子どもから大人に
なる過程がどのように表現されているか。②成長にともない、異界とのか
かわり方にどのような変化が起きているか。

現代日本文学B
川端康成「水月」と江戸川乱歩「押絵と旅する男」では現実世界と〈異界〉
を結びつけるものとして、それぞれ鏡とレンズという道具が登場します。
両作品の中でこれらが果たす機能を対比させつつ、その差異と共通する部
分を論述してください。

現代日本文学 早川 テキスト
太宰治の「魚服記」と岡本かの子の「川」を読み、以下の点について考え
をまとめておいてください。①それぞれの作品で女性が子どもから大人に
なる過程がどのように表現されているか。②成長にともない、異界とのか
かわり方にどのような変化が起きているか。

日本文学文化概説A②

石田
テキスト・　
自筆ノート・
教材プリント

教科書の第九章から出題します。文中で言及されている文学テクスト、作
家、用語、事項について自分で調べ、しっかりと内容を理解しておいてく
ださい。特に「日本主義」「日本的浪漫」という用語についてはしっかり
と勉強しておくように。

日本文学文化概説B②
教科書の第十三章から出題します。文中で言及されている文学テクスト、
作家、用語、事項について自分で調べ、しっかりと内容を理解しておいて
ください。特に美術と文学作品との関係について自分の考えをまとめてお
くように。

日本文学文化概説② 石田
テキスト・　
自筆ノート・
教材プリント

教科書の第十二章から出題します。文中で言及されている文学テクスト、
作家、用語、事項について自分で調べ、しっかりと内容を理解しておいて
ください。特に「ジェンダー」という用語の意味、その視点から見た場合
の近代学文学史の問題点について、自分の考えをまとめておくように。

古代日本文学史A

池原 テキスト・
自筆ノート

指定テキスト（『日本古典文学史』双文社出版）の10〜48ページ（第一章）
が試験範囲です。テキストと自筆ノートを持込可としていますが、事前に
該当範囲をよく確認してください。とくに、『古事記』と『万葉集』に関
する問題を中心に出題しますので、この二つの作品に関する個所を、脚注
も含めて熟読してきてください。

古代日本文学史B

指定テキスト（『日本古典文学史』双文社出版）の50〜96ページ（第二章）
が試験範囲です。テキストと自筆ノートを持込可としていますが、事前に
該当範囲をよく確認してください。とくに、『古今和歌集』と『源氏物語』
前後の物語史に関して出題しますので、以上の個所について、脚注も含め
て熟読してきてください。

古代日本文学史 池原 テキスト・
自筆ノート

指定テキスト（『日本古典文学史』双文社出版）の10〜96ページ（第一章・
第二章）が試験範囲です。テキストと自筆ノートを持込可としていますが、
事前に該当範囲をよく確認してください。出題範囲は、上代の散文（『古事
記』）から中古の物語への流れと、『万葉集』、『古今和歌集』という古代文
学を代表する二つの歌集についてです。とくに、『古事記』、『万葉集』、『古
今和歌集』、『源氏物語』について、脚注も含めて熟読してきてください。

古典文法A

田貝 不可

設問は大きく四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。

古典文法B
設問は大きく四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）辞の種類と用法、活用形です。
文法は理解の積み重ねで成り立っています。ですから古典文法Ａの範囲も
含まれていますので、十分注意してください。

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。

◇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2回）
科　目　名 担当教員名 試験場への持込 重点的学習範囲

作家作品研究（中古）A

古田 テキスト・
自筆ノート

試験問題はリポート課題、スクーリングの講義内容から出題されます。テ
キストを通読し、シラバスの解説などもすみずみまでよく理解してノート
にまとめておいてください。

作家作品研究（中古）B
試験問題はリポート課題、スクーリングの講義内容から出題されます。テ
キストを通読し、シラバスの解説などもすみずみまでよく理解してノート
にまとめておいてください。

作家作品研究〈中古〉・
古代日本文学講読　　 古田 テキスト・

自筆ノート
試験問題はリポート課題、スクーリングの講義内容から出題されます。テ
キストを通読し、シラバスの解説などもすみずみまでよく理解してノート
にまとめておいてください。

作家作品研究（近現代）A
早川 全て可

結末で浦島が年をとることをどう解釈するか、浦島伝説を収録している古
典文学と類似の漢籍に目を通してまとめておいてください。

作家作品研究（近現代）B 芥川龍之介「鼻」を読み、禅智内供が自身の鼻の大きさを気にする理由を
鼻の大きさの変化ごとにまとめておいてください。

作家作品研究（近現代）・
近現代日本文学講読　　 早川 全て可 結末で浦島が年をとることをどう解釈するか、浦島伝説を収録している古

典文学と類似の漢籍に目を通してまとめておいてください。

日本の伝統行事A

久野 自筆ノート

テキスト『伝承歳時記』冬の章、及び『シラバス』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
なたの家の「正月飾り」や「お供え餅」について記録してみましょう。都
道府県史・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『シラバス』にあげた参考書・事典
などで、「盆行事」（盆迎え・盆棚・初盆・盆見舞い・盆送り・盆踊りなど）
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「盆行事」
を記録してみましょう。都道府県史・市区町村史の民俗編で、いくつかの
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の持ち
込みは可です。

日本の伝統行事 久野 自筆ノート

テキスト『伝承歳時記』冬の章、及び『シラバス』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
なたの家の「正月飾り」や「お供え餅」を捉えてみましょう。都道府県
史・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
ノートの持ち込みは可です。

日本民俗学A

久野 全て可

テキスト『日本民俗学』の第一部「日本民俗学の立場」の五・六章（p34
〜p60）を読み、民俗の範囲と分類、柳田国男による「常民」の概念につ
いて理解してください。あわせて、公立図書館で、都道府県史、市区町村
史の民俗編から、民俗資料の分類と記述の実際を確認してください。目次
をコピーしておくとよいでしょう。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。親族からの聞き
書きをして記録しましょう。経験や見聞が少ない場合は、都道府県史・市
区町村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 全て可

テキスト『日本民俗学』第二部一章（p61〜p70）を読み、民俗学が研究対
象とする「ムラ（マチ）とイエ」について理解してください。その観点から、
あなたの近隣の「なじみがある土地（ムラ・マチ）」の自治会・組・班など
の運営組織やツキアイを捉えてください。または、あなたの家族・親族の
2・3代前からの祖父母・親子・兄弟姉妹・従兄弟姉妹の系図を聞き書き
して、親族の分布やツキアイの実態を捉えてください。資料の持ち込みは
すべて可とします。

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。

図書館サービス概論・
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内容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。

図書館情報資源概論・
図書館資料論　　　　 大塚 不可

テキスト全体より幅広く出題します。図書館情報資源の特質をまとめてお
いてください。図書館の各業務（資料の収集と蓄積・保管、評価のプロセ
スやメディア変換など）についても整理し、理解しておいてください。

国語科指導法Ⅱ
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。国語科指導法
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単位認定試験（筆記）（第2回）
科　目　名 担当教員名 試験場への持込 重点的学習範囲

憲法A
名雪 指定六法

基本的人権から2問出題。なお、2013年度のリポートの課題からは出題
しない。

憲法B 統治機構（天皇を除く）から2問出題。なお、2013年度のリポートの課題
からは出題しない。

憲法 名雪 指定六法
1）基本的人権から1問出題。
2）統治機構（天皇を除く）から1問出題。
なお、2013年度のリポートの課題からは出題しない。

民法Ⅰ部（総則）A
小林（秀） 指定六法

課題1と課題2を中心に復習し、あわせてテキスト（p.1〜p.156）を熟読し
ておくこと。

民法Ⅰ部（総則）B 課題1と課題2を中心に復習し、あわせてテキスト（p.157〜p.260）を熟
読しておくこと。

民法Ⅰ部（総則） 小林（秀） 指定六法 課題1〜課題4を中心に復習し、あわせてテキストを熟読しておくこと。

民法Ⅳ部（債権各論） 大坂 指定六法 契約の解除について十分に勉強しておいてください。

刑法Ⅰ部（総論）A
小坂 不可

類推解釈の禁止

刑法Ⅰ部（総論）B 原因において自由な行為

刑法Ⅰ部（総論） 小坂 不可 原因において自由な行為

刑法Ⅱ部（各論）A
武藤 指定六法

出題範囲（1問必答）：殺人罪、同意殺人・自殺関与罪

刑法Ⅱ部（各論）B 出題範囲（1問必答）：財産犯（財産罪）の客体

刑法Ⅱ部（各論） 武藤 指定六法
出題範囲：2問中1問選択
①殺人罪、同意殺人・自殺関与罪
②財産犯（財産罪）の客体

「商法総則・商行為法」・
商法Ⅰ部（総則・商行為） 遠藤 指定六法 商法4条、501条、502条、503条と会社法5条の関係

会社法
商法Ⅱ部（会社法） 堀口 指定六法 課題2に対応

「手形法・小切手法」
商法Ⅲ部（手形・小切手法） 井上 指定六法 課題1から課題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　 不公正な取引方法の禁止（19条）に関する事例問題

知的財産権法 盛岡 指定六法 職務発明に関する問題

社会地歴指導法Ⅰ

田中

テキスト・
自筆ノート

○�わが国の戦後（1945年以降）の教育制度の変遷について、時代の背景と
教育行政の変化も含めて学習しなさい。
○�わが国の戦後の学習指導要領の変遷を、時代の背景と教育施策の変遷を
含めて学習しなさい。
○わが国の戦後の社会系教科の変遷を学習しなさい。

社会地歴指導法Ⅱ
テキスト・　
自筆ノート・
定規　　　　

○�中学校社会科の1分野又は高等学校地理歴史科の地理、世界史、日本史
からの1科目を選択して、自分が授業をする場合の1時間分の学習指導
案を板書内容を含めて考えなさい。
○教科書の第5章を学習しなさい。

社会科指導法Ⅰ（地歴） 田中 テキスト・
自筆ノート

○�わが国の戦後（1945年以降）の教育制度の変遷について、時代の背景と
教育行政の変化も含めて学習しなさい。
○�わが国の戦後の学習指導要領の変遷を、時代の背景と教育施策の変遷を
含めて学習しなさい。
○わが国の戦後の社会系教科の変遷を学習しなさい。
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単位認定試験（筆記）（第2回）

教員による学習相談
単位認定試験（筆記）実施当日、各試験会場にて下記の試験監督教員による学習相談を受け

付けます。
この相談は日頃学習をおこなう上で疑問や不安に思っていること等を試験監督担当の各学

部教員と個別で相談することができます。相談希望者は、必ず受験申請期間内に通信教育課
事務室に電話（TEL�03－3945－7348）、メール（メールアドレス�mltsukyo@toyo.jp）等
で申込みをするとともに、次頁の「学習相談申込書」を事務室にFAX（03（3945）7584）
してください。
当該会場における事前相談申請者がいない場合および単位認定試験受験者がいない場合に

は学習相談は実施しませんので、あらかじめご承知おきください。
なお、実施の有無については、試験日の１週間前に通信教育課事務室に電話、メールにて

お問い合わせください。

・第２回　６月９日（日）　10：30〜11：30
・学習相談申込期間：５月19日（日）〜６月１日（土）

会　場 対応教員（専攻） 対応教員の担当科目

東京会場
（白山キャンパス）

谷釜　尋徳
（スポーツ史専攻）

「スポーツ健康科学実技ＢＢ」
「スポーツ健康科学実技Ａ④」
「スポーツ健康科学実技Ｂ④」

全学生対象
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単位認定試験（筆記）第2回
2013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サイズに拡大コピーをし、記入後、FAXしてください。【FAX：03（3945）7584】

学習相談申込書
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土曜1期スクーリング

土曜１期スクーリングについて
　土曜１期スクーリングを下記の要領で実施します。受講希望者は学習内容すべてを『シラ
バス』で確認し、下記の要領にしたがって申込手続をしてください。
　前期生の受講希望者は、在籍手続（『東洋通信』４月号P. 38参照）およびToyoNet-Gで履
修登録の手続（『東洋通信』４月号P. 42参照）をおこなっている必要があります。
◇開講日程　６月８日（土）・15日（土）・22日（土）
◇開講科目

スクーリング

スクーリング名 教員名 単
位
配当
学年

スクーリング
コード 授業コード

スポーツ健康科学実技ＢＡ注

角南　俊介

1 1〜4 2001306231 Y706231010

スポーツ健康科学実技Ａ③注 2 1〜4 2001306113 Y706113010

スポーツ健康科学実技Ｂ③注 2 1〜4 2001306123 Y706123010

古典文学文化演習Ⅰ 鈴木　美弥 2 2〜4 2001314051 Y714051010

古典文学文化演習Ⅱ②

千艘　秋男

2 3〜4 2001315102 Y715102010

古典文学文化演習Ⅲ② 2 4 2001314142 Y714142010

古典文学文化演習ⅡＡ② 2 3 2001314092 Y714092010

近現代文学文化演習Ⅱ①

山崎　甲一

2 3〜4 2001315111 Y715111010

近現代文学文化演習Ⅲ① 2 4 2001314151 Y714151010

近現代文学文化演習ⅡＡ① 2 3 2001314111 Y714111010

中世日本文学史Ａ
和田　琢磨

2 1〜4 2001315161 Y715161010

中世日本文学史（前） 4 1〜2 2001114171 Y714171010

作家作品研究（近現代）Ａ

早川　芳枝

2 1〜4 2001316561 Y716561010

作家作品研究〈近現代〉（前） 4 1〜4 2001115401 Y715401010

近現代日本文学講読（前） 4 3〜4 2001114251 Y714251010

日本文学文化特講《古典》Ａ③
大内　瑞恵

2 3〜4 2001315303 Y715303010

近世日本文学文化特講（前） 4 3〜4 2001114361 Y714361010

日本文学文化特講《古典》Ａ②
櫻井　利佳

2 3〜4 2001315302 Y715302010

中世日本文学文化特講（前） 4 3〜4 2001114351 Y714351010

商法総則・商行為法（前）
遠藤　喜佳

4 2〜4 2001141281 Y741281010

商法Ⅰ部（総則・商行為）（前） 4 2 2001140091 Y740091010

注） �スポーツ健康科学実技ＢＡ・Ａ③・Ｂ③は白山キャンパスではなく、東洋大学総合スポ
ーツセンター（P.17参照）で行います。

全学生対象
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土曜1期スクーリング
◇授業時間　９：00〜16：10（1時限　９：00〜10：30、２時限　10：40〜12：10、
　　　　　　3時限　13：00〜14：30、４時限　14：40〜16：10）
　　　　　　�なお、４時限目終了時に、当日の理解度確認テスト等の自主学習があります。

担当教員の指示に従ってください。
◇開 講 地　東洋大学　白山キャンパス・総合スポーツセンター（P.17の地図参照）
◇申込期間　５月21日（火）〜５月27日（月）　期日厳守
◇手続方法

ToyoNet-Gでスクーリング申請を行い、スクーリング受講票を出力してください。

◇注意事項
１．スクーリングは３日間の終日にわたる集中授業の全時間に出席が必要です。
２．�スクーリング受講票は、５月29日（水）より出力可能です。 受講許可は、受講票の
出力をもって有効となります。

３．�入学年度のカリキュラムによって受講科目の名称が変わります。受講申込におい
ては、ToyoNet-G「履修登録確認表（通信）」より履修登録科目を確認のうえ、間
違いのないように申し込んでください。

４．申込手続をおこなっていない場合は、いかなる理由があっても受講できません。
５．�手続後の科目変更は、いかなる理由があってもできません。
６．�履修登録手続をしていない科目や履修登録手続が終了していない場合は、受講で
きません。

７．�「スポーツ健康科学実技ＢＡ・Ａ③・Ｂ③」を受講する学生は、当日下記のものを
持参し、９：00までに東洋大学総合スポーツセンターへ集合してください。（下記
案内図参照）

　　　　・運動靴
　　　　・運動しやすい服装、帽子
　　　　・健康保険証
　　　　・健康診断書（スクーリング開始日の６ヵ月以内に受診したもの　コピー可）
８．学生食堂は営業していない場合がありますので、昼食は各自で用意してください。
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土曜1期スクーリング
◇会場案内図
　東洋大学白山キャンパスの地図は、P.９を参照してください。

東洋大学総合スポーツセンター　〒174－0053　東京都板橋区清水町92－1
アクセス
都営地下鉄三田線
「板橋本町駅」
A 2出口より 7分

バス停留所（　）の案内
※�詳細は、東洋大学ホ
ームページの「交通
アクセス」をご覧く
ださい。

東洋大学総合スポーツセンター

集合場所
（アリーナ棟1階アリーナ）の案内
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日曜2期スクーリング

日曜2期スクーリングについて
　日曜２期スクーリングを下記の要領で実施します。受講希望者は学習内容すべてを『シラ
バス』で確認し、下記の要領にしたがって申込手続をしてください。
　前期生の受講希望者は、在籍手続（『東洋通信』４月号P. 38参照）およびToyoNet-Gで履
修登録の手続（『東洋通信』４月号P. 42参照）をおこなっている必要があります。
◇開講日程　６月９日（日）・16日（日）・23日（日）
◇開講科目

スクーリング名 教員名 単
位
配当
学年

スクーリング
コード 授業コード

英語ⅠＡＡ（初級会話）①
名倉　秀人

1 1〜4 3002305311 Y705311010

英語ⅠＡ（初級会話）① 2 1〜4 3002305211 Y705211010

日本文学文化概説Ａ①
河地　　修

2 1〜2 3002315021 Y715021010

日本文学文化概説①（前） 4 1〜2 3002114011 Y714011010

日本文学文化特講《古典》Ａ①
上安　広治

2 3〜4 3002315301 Y715301010

古代日本文学文化特講（前） 4 3〜4 3002114341 Y714341010

書道Ⅳ①

蓮見　行廣

2 3〜4 3002314561 Y714561010

書道Ⅳ① 2 3〜4 300231456A Y714561020

創作書道② 2 4 3002315782 Y715782010

民事訴訟法（前）
清水　　宏

4 3〜4 3002140171 Y740171020

民事訴訟法（前） 4 3〜4 3002141361 Y741361010

全学生対象
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日曜2期スクーリング
◇授業時間　�９：00〜16：10（１時限　9：00〜10：30、２時限　10：40〜12：10、�

３時限　13：00〜14：30、４時限　14：40〜16：10）
　　　　　　�なお、４時限目終了後に、当日の理解度確認テスト等の自主学習があります。

担当教員の指示に従ってください。
◇開 講 地　東洋大学　白山キャンパス
◇申込期間　５月21日（火）〜５月27日（月）　期日厳守
◇手続方法

ToyoNet-Gでスクーリング申請を行いスクーリング受講票を出力してください。 
（P. 16の図参照）

◇注意事項
１．スクーリングは３日間の終日にわたる集中授業の全時間に出席が必要です。
２．�スクーリング受講票は、５月29日（水）より出力可能です。 受講許可は、受講票の
出力をもって有効となります。

３．�入学年度のカリキュラムによって受講科目の名称が変わります。受講申込におい
ては、ToyoNet-G「履修登録確認表（通信）」より履修登録科目を確認のうえ、間
違いのないように申し込んでください。

４．申込手続をおこなっていない場合は、いかなる理由があっても受講できません。
５．�手続後の科目変更は、いかなる理由があってもできません。
６．�履修登録手続していない科目や履修登録手続が終了していない場合は、受講でき
ません。

７．学生食堂は営業していない場合がありますので、昼食は各自で用意してください。
◇会場案内図
　東洋大学白山キャンパスの地図は、P.９を参照してください。
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週末1期スクーリング

週末1期スクーリングについて
　週末１期スクーリングを下記の要領で実施します。受講希望者は学習内容すべてを『シラ
バス』で確認し、下記の要領にしたがって申込手続をしてください。
　前期生の受講希望者は、在籍手続（『東洋通信』４月号P. 38参照）およびToyoNet-Gで履
修登録の手続（『東洋通信』４月号P. 42参照）をおこなっている必要があります。
◇開講日程　６月29日（土）・30日（日）・７月６日（土）
◇開講科目

スクーリング名 教員名 単
位
配当
学年

スクーリング
コード 授業コード

スポーツ健康科学実技ＢＢ注

谷釜　尋徳

1 1〜4 7001306241 Y706241010

スポーツ健康科学実技Ａ④注 2 1〜4 7001306114 Y706114010

スポーツ健康科学実技Ｂ④注 2 1〜4 7001306124 Y706124010

作家作品研究（中古）A

古田　正幸

2 1〜3 7001316501 Y716501010

作家作品研究〈中古〉（前） 4 1〜3 7001115371 Y715371010

古代日本文学講読（前） 4 1〜2 7001114221 Y714221010

日本の伝統芸能Ａ

原田　香織

2 1〜4 7001316621 Y716621010

日本の伝統芸能《能・狂言》 2 1〜4 7001115491 Y715491010

日本の伝統芸能（前） 4 1〜2 7001114301 Y714301010

日本文学文化特講《近現代》Ａ①
山崎　甲一

2 3〜4 7001315321 Y715321010

近現代日本文学文化特講（前） 4 3〜4 7001114371 Y714371010

法制史（日本）Ａ
後藤　武秀

2 1〜4 7001341761 Y741761010

法制史（日本）（前） 4 1 7001141091 Y741091010

注） �スポーツ健康科学実技ＢＢ・Ａ④・Ｂ④は白山キャンパスではなく、東洋大学総合スポ
ーツセンター（P.17参照）で行います。

全学生対象
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週末1期スクーリング
◇授業時間　�９：00〜16：10（１時限　9：00〜10：30、２時限　10：40〜12：10、�

３時限　13：00〜14：30、４時限　14：40〜16：10）
　　　　　　�なお、４時限目終了後に、当日の理解度確認テスト等の自主学習があります。

担当教員の指示に従ってください。
◇開 講 地　東洋大学　白山キャンパス・総合スポーツセンター（P.17の地図参照）
◇申込期間　６月11日（火）〜６月17日（月）　期日厳守
◇手続方法

ToyoNet-Gでスクーリング申請を行いスクーリング受講票を出力してください。 
（P. 16の図参照）

◇注意事項
１．スクーリングは３日間の終日にわたる集中授業の全時間に出席が必要です。
２．�スクーリング受講票は、６月19日（水）より出力可能です。 受講許可は、受講票の
出力をもって有効となります。

３．�入学年度のカリキュラムによって受講科目の名称が変わります。受講申込におい
ては、ToyoNet-G「履修登録確認表（通信）」より履修登録科目を確認のうえ、間
違いのないように申し込んでください。

４．申込手続をおこなっていない場合は、いかなる理由があっても受講できません。
５．�手続後の科目変更は、いかなる理由があってもできません。
６．�履修登録手続していない科目や履修登録手続が終了していない場合は、受講でき
ません。

７．�「スポーツ健康科学実技ＢＢ・Ａ④・Ｂ④」を受講する学生は、当日下記のものを
持参し、９：00までに東洋大学総合スポーツセンターへ集合してください。（下記
案内図参照）

　　　　・運動靴
　　　　・運動しやすい服装、帽子
　　　　・健康保険証
　　　　・健康診断書（スクーリング開始日の６ヵ月以内に受診したもの　コピー可）
８．学生食堂は営業していない場合がありますので、昼食は各自で用意してください。

◇会場案内図
　東洋大学白山キャンパスの地図は、P.９を参照してください。
　総合スポーツセンターの地図は、P.�17を参照してください。
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　第１回メディア授業を下記の要領で実施します。受講希望者は学習内容をToyoNet-Gのシ
ラバスで確認し、次頁の要領に従って申し込みをしてください。
　なお、申し込みに際してはP.�24の注意事項を熟読の上、申し込みをしてください。

◇メディア授業受講期間
　第１回　2013年� ６月１日（土）〜� ６月25日（火）
　＊１科目の受講が可能です
　�初日から視聴できるように郵送しますが、郵便事情により多少遅れることがありますので
ご了解ください。

第1回メディア授業の受講申し込みについて 全学生対象

◇メディア授業科目  申し込みは１科目のみ

科目の分野 科目名 担当者 備考

共通総合科目

日本史A②
細川　重男

日本史②（前半部） 日本史A②と同内容

日本史Ｂ②
細川　重男

日本史②（後半部） 日本史Ｂ②と同内容

日本の詩歌Ａ
小泉　京美

日本の詩歌（前半部） 日本の詩歌Ａと同内容

日本の詩歌Ｂ
小泉　京美

日本の詩歌（後半部） 日本の詩歌Ｂと同内容

百人一首の文化史Ａ
大内　瑞恵

百人一首の文化史（前半部） 百人一首の文化史Ａと同内容

百人一首の文化史Ｂ
大内　瑞恵

百人一首の文化史（後半部） 百人一首の文化史Ｂと同内容

導入ゼミナール（文学部） 河地　　修
導入ゼミナール（法学部） 齋藤　　洋

文学部専門科目

日本文学文化概説Ａ①
河地　　修

日本文学文化概説①（前半部）
日本文学文化概説Ｂ①

河地　　修
日本文学文化概説①（後半部）
古典文法A

田貝　和子
古典文法（前半部） 古典文法Ａと同内容

古典文法Ｂ
田貝　和子

古典文法（後半部） 古典文法Ｂと同内容

国語科教育論 川合　　正

教職に関する科目
教育心理学 澤田　七郎
生徒指導論（進路指導を含む） 澤田　七郎

合
併

合
併

合
併

合
併

合
併

合
併

合
併

合
併

合
併

合
併
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第1回メディア授業の受講申し込みについて

司書関連科目

生涯学習概論 池谷美衣子
図書館概論 白岩　一彦
図書館情報技術論 鴇田　拓哉
図書館制度・経営論

深水　浩司
図書館経営論 図書館制度・経営論と同内容

図書館サービス概論
島谷　祐枝

図書館サービス論 図書館サービス概論と同内容

情報サービス論 兼松　芳之
児童サービス論 島谷　祐枝
図書館情報資源概論

大塚奈奈絵
図書館情報資源論 図書館情報資源概論と同内容

情報資源組織論
深水　浩司

資料組織概説 情報資源組織論と同内容

図書館情報資源特論
木戸　　裕

専門資料論 図書館情報資源特論と同内容

図書・図書館史
中村　規子

図書及び図書館史 図書・図書館史と同内容

学校図書館司書
教諭関連科目

学校経営と学校図書館 村井　信彦
学校図書館メディアの構成 稲井　達也
学習指導と学校図書館 稲井　達也
読書と豊かな人間性 村井　信彦

◇申込期間
　５月９日（木）〜５月18日（土）
◇対象者
　正科生・科目等履修生
◇申し込み方法
　メディア授業は、ToyoNet-Gの「スクーリング申請」 から申込をしてください。

 
 

 
 
 
 

メディア授業申請方法 
①ToyoNet-Gの学生メニューより、「スクー
リング申請」をクリックします。

②希望するメディア授業を選択し、申請し
ます。

合
併

合
併

合
併

合
併

合
併

合
併
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第1回メディア授業の受講申し込みについて
◇受講方法
　１．受講環境は各自で整えてください（詳細な環境はP.�25参照）。
　２．�「ToyoNet-Ace」というシステムで、担当教員との質疑応答や資料のダウンロードが

可能です（「ToyoNet-Ace」は受講開始初日から利用できます）。また、４回の講義ご
とに設定されている理解度確認テストもこのシステムを使用します。「ToyoNet-Ace」
にログインするために、アカウントシートに記載のIDとパスワードが必要です。

　３．�受講終了後、速やかにmicroSDカードを返却日までに返却（返信用封筒に120円切手
を貼付のこと）してください。

　４．�理解度確認テストの結果をもとに、改めて合否を判定し、受講終了日から約２週間後
にToyoNet-Gで通知します。

　５．合格後に単位認定試験の申込をしてください。

◇注意事項
　１．今回申込できる科目は１科目です。
　２．事前に履修登録をした科目のみ申込が可能です。
　３．�microSDカードの返送先は、東洋大学通信教育課ではなく、外部委託業者となっ

ておりますので、同封される返信用封筒を使用して郵送してください。
　４．�万一、視聴期間内にmicroSDカードが返却されない場合は以降のメディア授業の

聴講を認めませんのでご注意ください。
　５．�収録動画は実際の東洋大学の教室などで収録している関係上、雑音が混じること

がありますが故障ではありません。
　６．�動画の視聴は3.5インチから４インチ程度の画面での視聴に最適化されている関

係上、ワンセグTVやPCでの視聴はぼやけているように感じることがありますが
故障ではありません。
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第1回メディア授業の受講申し込みについて
◇受講環境等
　授業動画の視聴に必要な推奨環境
●ワンセグ携帯電話とワンセグスマートフォンでの視聴環境
　①ワンセグ放送の録画・再生機能があること
　②microSDカードスロットを備えていること
　③microSDHCカード対応であること
　　一部の機種ではコンテンツが再生できない場合があります
●ワンセグTVでの視聴環境
　①ワンセグ放送の録画・再生機能があること
　②著作権保護機能（CPRM対応）microSDカードスロットを備えていること
　③microSDHCカード対応であること
　　一部の機種ではコンテンツが再生できない場合があります
●PC（windowsのみ）での視聴環境
　①�「デジダビ（デジタル放送をSDカードにダビングしてPCで再生するソフト）＊」の動作
ができる環境であること

　②著作権保護機能（CPRM対応）SDカードスロットを実装または外付けできること
　③microSD→SDカードアダプターがあること
　＊�「デジダビ（デジタル放送をSDカードにダビングしてPCで再生するソフト）」は㈱サイバーフロントが

販売しているソフトウェアです（ダウンロード版3150円、パッケージ版5250円）

　「ToyoNet-Ace」に必要な推奨環境
●インターネットに接続されたPC等の環境を整備してください
●資料の印刷のためにはプリンタをご用意ください

●PDFについて
　PDFを表示するにはAdobe�Readerが必要です。
　お持ちでない方は、各自ダウンロード（無償）してください。
　PDFを印刷する際はAdobe�Reader8.1.0以上を必ず利用してください。

☆�「ToyoNet-Ace」の利用は東洋大学HP、「ToyoNet」のバナーからアクセスしてくださ
い。利用のマニュアルなどがあります（マニュアルの利用は「ToyoNet-Ace」のID/パス
ワードが必要です）。
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第1回メディア授業の申し込みについて

◇動画の再生方法
●ワンセグ携帯電話やスマートフォンでの再生方法の例（参考）

上記再生方法はあくまでも一例であり、機種やアプリによって再生方法は異なります
（詳しくは各機種のマニュアル等をご参考ください）

注意：�CPRM対応のカードスロ
ットに入れてください

SD再生設定は「ワンセグ画質」
を選択してください

各機種のマニュアルをご参考ください
（ワンセグ録画の再生方法など）

注意！

●デジダビ（PC）での再生方法 ●ワンセグTV等（ワンセグ付カーナビなど）での再生方法

このメディア授業はmicroSDHCカードへ
のワンセグ録画再生機能のある携帯電話やス
マートフォンを想定していますので、残念な
がらそれらに対応していないiPhoneやスマ
ートフォンでは再生できません。
またワンセグ録画再生に対応する携帯電話な
どでも古い機種では再生できない場合があり
ますのでご注意ください。

「デジダビ」はWindowsPCのみで起動でき
ます（要求スペックは販売元HP等で確認し
てください）。

メニュー

↓

データBOX

↓

ワンセグ

↓

ビデオ

↓

視聴

microSDカード挿入

↓

デジダビ起動

↓

メディアの認識

↓

視聴

メニュー
↓

microSD
↓

SDビデオフォルダ
↓

EZテレビ
（またはTV録画番組）

↓
視聴

メニュー

↓

データフォルダ

↓

TV

↓

ビデオ

↓

視聴

docomoの一例 auの一例 SoftBankの一例
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学籍

次の表１に該当する後期生で2013年９月に卒業できない学生は、2013年９月30日付
で在学年限超過退学となります。この場合は、いかなる理由があっても、在学年限の延長は
できません。
表１

学籍番号の年度 これまでの休学期間
① 03 なし
② 02 １年
③ 01 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月中旬に通知をします。
◆�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、再入学を申請する
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。

学籍

在学年限超過に伴う退学について

後期生対象
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教務

各種期限について 後期生対象
●リポートについて
該当年度内の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

2013年９月卒業・
単位修得予定者
2013年９月修了予定
科目等履修生

2013年７月20日
12：45（必着）

左記提出期間までにリポートを提出
すれば、次ページ記載の年度内単位
認定試験申請に間に合うよう、結果
を返送します（予定）。

●スクーリングについて
該当年度内の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

2013年９月卒業・
単位修得予定者
2013年９月修了予定
科目等履修生

夏期２期まで
（7／30終了分）

夏期10期まで
（8／30終了分）
ただし、書道は
夏期５期まで

単位認定試験の受験が
必要な科目の受験申請
は、スクーリングの合
格後に手続できます。

●メディア授業について
１） メディア授業の受講期限

受講期限 注意事項

2013年９月卒業・
単位修得予定者
2013年９月修了予定
科目等履修生

第２回まで
（2013年７月６日〜７月30日）

単位認定試験の受験が必要な科
目の受験申請は、メディア授業
の合格後に手続できます。

●単位認定試験について
該当年度内の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

2013年９月卒業・
単位修得予定者
2013年９月修了予定
科目等履修生

2013年８月18日 2013年８月20日
（16：45必着）

単位認定試験（論文）に
ついて、解答期限は問
題出力日より40日間で
すが、申請が遅い場合
でも左記期限どおりで
す。
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教務

　学生証の有効期限は2013年４月15日までです。学生証裏面シールは３月下旬に送付し
ている「学生生活ハンドブック」に挟まれていますので、貼りかえてください。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。

学生証裏面シールの更新について 前期在校生対象
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2014（平成26）年度に教育実習への参加を希望する学生（前期生・後期生）を対象とした
「教育実習」参加のためのスケジュールや諸手続の概略について、下記のとおり説明会を行い
ます。希望者は出席してください。

記

１．日　　時　　2013（平成25）年５月11日（土）　13：00〜14：00
２．場　　所　　6207教室（６号館２階）
３．対　　象　　３・４年生

教職

「教育実習」参加事前説明会について

2014（平成26）年度「教育実習」参加手続について
「教育実習参加の要件チェックリスト（P.�32〜33）」の該当する項目の□にチェックを入
れ、2014（平成26）年３月末までに教育実習の履修（参加）条件を満たす見込みの学生は、
2014（平成26）年度教育実習参加に向けて、下記手続を行ってください。
なお、教育実習については、『履修要覧』の「教育実習について」を熟読してください。

　 ５月中　 各自出身校等に来年度の教育実習受け入れを依頼【内諾】（P.31【内諾手続】１．参照）

●取得希望免許状の学校種によって必要な実習期間が異なる。
　中学校および中学・高校を併せての免許状取得希望者： 最低３週間　（教育実習Ⅰ）
　高等学校のみの免許状取得希望者：２週間　（教育実習Ⅱ）
　①実習校の都合で３週間実習となった場合は、実習校の意向に従うこと。
　　※「教育実習Ⅱ」の追加履修登録者は通信教育課へ連絡すること。
　②�将来的に中学校免許状取得を考えている場合は、３週間実習でお願いすること（２週
間実習では要件を満たさないため、再度大学に在籍し教育実習を行う必要がある）。

● 東京都公立中学校での教育実習を希望する場合は、任意のＡ４用紙に「東京都公立中
学校での教育実習希望」、学籍番号、氏名を記入し、80円切手を貼付した返信用封筒
を同封のうえ、内諾手続き前に通信教育課へ提出すること。

● 実習校は各自で開拓し内諾を得ること（大学では斡旋しない）。ただし、学校勤務者（教
諭・講師・事務職員・介助員等で学校に勤務されている方）の勤務校での実習はできま
せん。

前・後期生希望者対象
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教職

　 ６月30日まで　　（内諾の結果を踏まえ、大学に手続をする期間）（【内諾手続】２．参照）

　　 ①「教育実習許可願」、②「教育実習参加の要件チェックリスト（P. 32〜33）」、③140
円切手１枚を通信教育課事務室へ提出する（郵送可）。

　　●�①については、通信教育課程ホームページの「各種申込の方法」内の『各種申込用紙』
にある「教育実習許可願」を使用すること。

【内諾手続】
１．�「教育実習許可願」の記載内容を確認し、実習希望校に受け入れをお願いしたい旨を電話
で伝える（口頭での内諾をいただく）。

　　�また、後日大学からの内諾書類をもって一度挨拶に伺いたい旨を伝える。学校によって
は面接等を実施する場合がある。

２．�「教育実習許可願」および「教育実習参加の要件チェックリスト」を通信教育課に提出す
る。（到着から約１週間以内に内諾書類を送付いたします）

３．�大学から内諾書類受け取り後、学校の指定する日程にスーツ等、社会人に準じた格好で
出向き、必要書類をもって受け入れを改めてお願いする。

【2014（平成26）年３月末までに単位修得するための各種期限】
●リポートの提出期限

提出期限 注意事項

2014年１月14日（必着） 左記提出期間までにリポートを提出すれば、次ページ記載の年度内単位
認定試験申請に間に合うよう、結果を返送します（予定）。

●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

冬期１期（1／13終了分まで）
単位認定試験の受験が必要な科目の
受験申請は、スクーリングの合格後
に手続できます。

●メディア授業の受講期限
受講期間 注意事項

・第４回　2013年12月20日〜2014年１月13日
単位認定試験の受験が必要な科目の
受験申請は、メディア授業の合格後
に手続できます。

●単位認定試験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

2014年２月16日 2014年２月15日
（12：45必着）

単位認定試験（論文）について、解答
期限は問題出力日より40日間です
が、申請が遅い場合でも左記期限ど
おりです。
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教職
「教育実習参加の要件チェックリスト」

各項目をよく読み、以下のあてはまる箇所の□にチェックをいれてください。
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ません。
（不明な点は提出前に通信教育課事務室に問い合わせること）

□　�①３年次終了（2014年３月末）までに卒業に必要な単位を98単位以上（共通28単位以
上、専門62単位以上）修得済であること。

　　注） 既に学士を有しているものは、この限りではない。

□　②３年次終了（2014年３月末）までに、以下の（ⅰ）〜（ⅲ）の要件を満たすこと。
（ⅰ） 教職に関する科目について
　３年次終了（2014年３月末）までに以下の科目の単位をすべて修得済みであること。
� （単位数）
チェック 参加要件科目名 備考
□ 「教職概論」（2）

□ 「教育基礎論Ⅰ」（2）
「教育基礎論Ⅱ」（2）

□ 「教育心理学」（2）
□ 「生徒指導論（進路指導を含む）」（2）
□ 「教育相談」（2）

□ 「教育実習事前指導」
「教育実習Ⅰ」または「教育実習Ⅱ」に
参加する前年度までに追加履修登録を
おこなわなければならない。

（ⅱ） 「各教科指導法」について
　３年次終了（2014年３月末）までに実習予定の教科の「指導法Ⅰ・Ⅱ」を修得済みである
こと。また、中学校での実習の場合は実習予定教科の「教科教育論」が加えて必要です。
� （単位数）
実習予定校および教科 参加要件科目名

中学校　国語 □「国語科教育論」（2）
□「国語科指導法Ⅰ・Ⅱ」各（2）

高等学校　国語 □「国語科指導法Ⅰ・Ⅱ」各（2）
高等学校　書道 □「書道科指導法Ⅰ・Ⅱ」各（2）

中学校　社会
□「社会科教育論」各（2）
□「社会・地歴指導法Ⅰ・Ⅱ」各（2）または
□「社会・公民指導法Ⅰ・Ⅱ」各（2）

高等学校　地理歴史 □「社会・地歴指導法Ⅰ・Ⅱ」各（2）
高等学校　公民 □「社会・公民指導法Ⅰ・Ⅱ」各（2）
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教職

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上記チェックリストに相違ありません。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学籍番号　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

P. 32・33をＡ３に拡大コピーし、使用してください

　＊�教育実習での実習教科（地理歴史または公民）が実習校の都合で、自分が修得した「教科
の指導法」と対応しない場合がある。その場合には通信教育課事務室に相談すること。

　＊�2012年度以降の他大学からの編入生で、出身大学で既に取得希望の指導法（中学校教育
職員免許状取得希望の場合は加えて教科教育論）に相当する科目の単位を修得済みであっ
ても、本学で「取得希望の教科指導法（中学校取得希望の場合は加えて教科教育論）」を
履修・修得することが必要。

□（ⅲ）教科に関する科目について
　本学における免許取得要件（実習予定教科）の３/４以上の単位修得が必要です。

実習予定教科 参加要件単位数
中学校　国語

21単位以上（28単位の３/４以上）
中学校　社会
高等学校　国語

24単位以上（32単位の３/４以上）
高等学校　書道
高等学校　地理歴史
高等学校　公民

■�本学へ入学する以前に、上記（ⅰ）および（ⅲ）の免許法施行規則に定める科目区分を修得し
ている場合は、「学力に関する証明書」の写しを提出し、教育実習履修条件と照らし合わ
せ、各人の状況により条件として認める。

□�４年次において、卒業に必要な科目（単位）および教育職員免許状を取得するために必要な
科目（単位）を修得し終える見込みのある者。

　注） 既に学士の学位を有しているものは、この限りではない。

□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
□来年度健康診断を受診（４月中）することができること
□受入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もしくは教育実習を行う上で妨げとなる精神障害がある者でないこと
□�2014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、2014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（派遣手続き含む）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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新年度ということもあり、電話による問い合わせが多くなっています。
電話での質問に対しては学生ひとりひとりの状況を瞬時に把握し、対処することは困難で
す。電話での質問は後に質問者の解釈が異なり、深刻なトラブルになったとしても事務室で
は責任を負いかねますので、ご注意ください。
責任ある回答をするために『質問用紙』による質問をお願いします。
配付された『履修要覧』、『東洋通信』、ToyoNet-Gの『シラバス』等を熟読し、それでも

解決できないときに質問をしてください。簡単な質問には下記メール等でも受付・回答しま
す。ただし、返送には時間や日数を要する場合もあります。
また、履修状況や成績等に関しての問い合わせには個人情報の保護のため書面での取扱い
のみに限らせていただきます。

　
★質問をするには…
　『質問用紙』を使って次の要領で質問してください。
　１．�東洋大学通信教育課ホームページ「各種申込の方法」に掲載の「質問用

紙」を印刷して使用してください。
　　　（１科目につき１枚の「質問用紙」を使用してください。）
　２．�具体的に質問事項を記載する。：どこがわからないのか、何をたずねた

いのかを整理して詳しく書いてください。
　３．�「返信用封筒」１枚と「返信用切手（80円分）」を同封し、事務室宛てに

郵送してください。

　質問受付用メールアドレス：mltsukyo@toyo.jp

その他

電話での質問について

事務室休業日のお知らせ

全学生対象

事務室休業期間（日曜・祝日を含む）　４月28日（日）〜５月３日（金）

※�５月４日（土）〜６日（月）は連休１期スクーリングのため、９：30〜12：45に窓口業務
を行います。
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その他

学生のみなさんの質問に少しでも迅速に回答するため、下記のとおりT.A.が常駐しており
ます。
また、在室時間内に電話等で予約を入れることにより、窓口で担当のT.A.が対応しますの

で、質問や相談がある場合には、ぜひご利用ください。
なお、その時間帯に電話による相談等が集中することもありますので、時間を変更してご

連絡いただくことがあります。予めご承知おきください。

曜日 時間帯 担　当　T.　A.

月 11：00〜12：30 関明子（文学部　上代〜中世文学文化・近世散文・日本語学・国語教育担当）

火 14：00〜15：00 廖海濤（法学部　私法・共通総合科目担当）

水 15：00〜17：00 長瀬真理子（教職科目担当）

木 14：00〜15：00 門脇邦夫（法学部　公法・共通総合科目担当）

金 11：00〜12：30 齊藤諒（文学部　近世韻文・近現代文学文化・比較文学文化・司書科目担当）

本学創立者井上円了博士の祥月命日にあたる６月6日（木）に、蓮華寺（中野区江古田1－６
－４）で学祖祭（95回忌）を実施いたします。（本堂での式典と墓参は参加自由です。）
準備の都合上、出席される方は、エクステンション課までご連絡ください。

エクステンション課　　TEL　03－3945－7637

T.A.（ティーチング・アシスタント）の在室時間のお知らせ

学祖祭について
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その他

『東洋通信』10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。表紙の投稿写真募集は、年２回（10月号、３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または、メール送信してください。

〈応募期間〉�2013年７月１日（月）〜８月26日（月）

応募書類

１ 写真タイトル、学籍番号、氏名、連絡先を明記した任意の用紙（Ａ４サイズ）

２
現像した写真または、写真データ（デジタルカメラ使用の場合）
※現像した写真は、タテ17ｃｍ以内、ヨコ13ｃｍ以内のもの
※写真データでの応募は、800万画素以上を推奨します。

〈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。
　⑤応募写真の返却はいたしません。

〈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。

『東洋通信』10月号表紙の投稿写真募集について
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その他

2013年３月23日に学位授与式・卒業証書授与式が挙行されました。
通信教育課程からは文学部34名、法学部11名が晴れて卒業生となりました。
卒業された皆さんの卒業論文の題目および指導・審査教員は下記のとおりです。

2013年３月期卒業生卒業論文題目一覧

文学部日本文学文化学科

卒業論文題目 指導・審査教員
近代俳句研究　─正岡子規の俳句革新─ 谷地　快一
『仮名手本忠臣蔵』研究 有澤　晶子
『万葉集』研究　─伝説歌を中心に─ 河地　　修
宮沢賢治の幻想の世界　銀河鉄道の夜を中心に 野呂　芳信
歌川国芳研究　─狂画を中心に─ 中山　尚夫
異文化コミュニケーション研究　─男女間のコミュニケーションにおける「笑い」の役割─ 三宅　和子
八百屋お七研究　─『好色五人女』と『天和笑委集』を中心に─ 中山　尚夫
外国につながる子どもへの高校入試支援を目的とした日本語文型研究 木村　　一
エロール・ル・カイン研究　─イメージの魔術師が創りだしたオリエントの世界─ 大野　寿子
井原西鶴研究 中山　尚夫
江戸の笑い研究 中山　尚夫
小堀遠州研究 中山　尚夫
蔦屋重三郎研究 中山　尚夫
堀辰雄研究 石田　仁志
自然主義の研究　─田山花袋『蒲団』を中心に─ 野呂　芳信
芥川龍之介研究　─『羅生門』に見る「生」の諸相─ 山崎　甲一
歌舞伎と京劇の研究　─隈取りと臉譜─ 有澤　晶子
西行の研究 谷地　快一
『芥川龍之介』〜童話と救済〜 山崎　甲一
『源氏物語』研究　─紫の上の人物造型─ 河地　　修
『源氏物語』研究 河地　　修
芥川龍之介研究 山崎　甲一
谷川俊太郎研究　詩と朗読の魅力　〜『ことばあそびうた』を中心に 野呂　芳信
『源氏物語』末摘花研究　─「末摘花」「蓬生」から見た、父と子の物語─ 河地　　修
『源氏物語』研究　─紫の上について─ 河地　　修
空海の書 蓮見　行廣
『とはずがたり』研究 千艘　秋男
『おくのほそ道』研究　－歌枕と旅－ 谷地　快一
加賀千代女研究 谷地　快一
司馬江漢研究 中山　尚夫
日本語における「励まし」の言語行動 三宅　和子
遊女研究 中山　尚夫
近世化粧史研究 中山　尚夫
翻訳から見た日英語の比較 三宅　和子
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法学部法律学科

卒業論文題目 指導・審査教員
粉飾決算と法的責任 堀口　　勝
日本の成年後見制度の問題点 小林　秀年
少年事件における実名報道の不法行為性 大坂　恵理
株式の法的性質 堀口　　勝
生活保護についての法律問題 宮原　　均
冷戦と日本国憲法第九条 加藤秀治郎
原発事故における放射能被害と損害賠償請求について 大坂　恵理
財産権の侵害と損失補償 名雪　健二
担保不動産収益執行の制度上の問題点について 深川　裕佳
心理的負荷による精神障害の労災認定基準の意義 鎌田　耕一
建物請負契約と新築建物の所有権の帰属 武藤　節義

東洋大学校友会では、1971年より学生研究奨励基金を設け、毎年２月末に研究奨励賞受
賞者を決定しています。
2012年度は、通信教育課程から２名の方が受賞しました。
３月21日（木）に授与式が行われ、受賞者には賞状と副賞５万円が授与されました。

受賞者は下記のとおりです。

　●文学部日本文学文化学科　１名
　　受賞者　　　　　　石松　智子（平成25年3月25日　卒業）
　　卒業論文題目　　　�翻訳から見た日英語の比較�

─謝罪表現「すみません」から見える文化的背景─
　　主査教員　　　　　三宅　和子　教授

　●法学部法律学科　１名
　　受賞者　　　　　　栗田　みどり（平成25年３月25日　卒業）
　　卒業論文題目　　　「心理的負荷による精神障害の労災認定基準の意義」
　　主査教員　　　　　鎌田　耕一　教授

� 以　上　

校友会学生研究奨励賞受賞者について
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「活哲学」への旅立ち
� 通信教育部長　沼　田　　　良

早くも桜の便りが各地から届くこの陽春に、晴れて卒業という栄誉を手に入れられた皆さ
ん、本当におめでとうございます。通信教育部を代表して、心からお祝いを申し上げます。
この日を迎えるまでには、実にさまざまな艱難辛苦がおありだったことと推察します。それ
らを一つひとつ克服されて卒業にたどり着かれた皆さんに、深甚なる敬意を表します。

通信教育課程は「いつでも・どこでも」大学教育を受けられるということが最大の特色で
す。通信教育こそがより多くの人々に大学教育を提供する課程であり、ここに創立者・井上
円了博士の建学の精神が直截に具現されています。皆さんの多くはそうした向学心の赴く結
果として大学の通信教育という困難な道を選ばれました。そして今、見事にそのゴールを極
められたのです。

たしかに皆さんは、卒業というゴールに到達されたのですが、しかしそれは同時に新たな
船出であり門出でもあるはずです。皆さんは今、新しい旅立ちの時を迎えられたと言えるで
しょう。「生涯学習」という言葉があります。人は、生涯を通じて学び続けなければならない
という真理をあらわします。学習とは、自らが自発的・主体的に取り組んでいくべきもので
す。このような意味で、皆さんは今まさに生涯学習の道へと旅立たれました。

かつて作家の司馬遼太郎が、人は死の直前にこそ人生を通じて最も賢い状態になっている
のだと断じました。まさに学び続けることの意義を、司馬さんらしく分かり易く指摘した名
言だと信じます。ちなみにわたしはこれを自分の座右の銘にしております。

思えば、２年前の３月11日午後２時46分。一瞬にして大震災・津波の災禍と、それによ
る原発事故の放射能汚染が東日本を襲いました。さらにはエネルギー供給、景気低迷、雇用
不安、就職難、東北地方での過疎化、遅々として進まぬ復旧や除染、そして国際的な金融・
財政危機など、いま日本は国の存立に関わるほどの諸課題に直面しています。

ある研究によれば、この被災地における惨状は、ゆるやかに進行する人口減少やインフラ
の老朽化などとして、これから20年後、30年後に日本全国で起こることなのだといいます。
近未来のわが国の負の姿が一瞬のうちに影絵のように現出したわけであり、その意味でも東
日本大震災は決して他人事ではありません。

通信教育部長祝辞

祝・2013年3月期卒業 全学生対象
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それでは、これらの諸課題を乗り越え、東日本の復興、そして日本再生のためどのように
役立つか。ふたたび活力ある日本に建て直すために、この社会の中で自分に何ができるのか。
一人ひとりがこのことを考え、東洋大学で学んだ者としての立ち位置を定めていただきたい
と思います。

未曾有の大惨事を目の当たりにすると、生命のはかなさ、人知の矮小さ、科学技術の稚拙
さなどが身にしみます。ただし、問題の解決と災害の復興を図るには、やはり人間の理性的
な思考と行動に寄るしかありません。根底にあるべきものは哲学する心です。まさに、本学
の建学の精神である「諸学の基礎は哲学にあり」なのです。

ヒストリカル・ディスロケーション（historical�dislocation）という英語の言葉がありま
す。連続すべき歴史の関節が外れ、史的な脱臼によって不連続な混乱状態になることをさし
ます。そうした非日常のただなかにおいて、いま私たちは傍観者としてではなく、当事者と
して問題の解決に向けて哲学し行動することが大切です。

歴史を振り返っても、常に人類は難題に立ち向かってきました。もとより成果ばかりを残
せたわけではありません。哲学を基礎とするこの東洋大学で主体的に学び続けた皆さんが、
失敗を恐れずに試行を重ねながら、試練を越えて成果をあげられることを強く期待していま
す。

必ずや皆さんは、この混迷の時代を正しく生き抜くことができるでありましょう。どうか
堂々と胸を張って、これからの人生を歩んでいっていただきたいと切望します。現に皆さん
は、その生きる力を本学の通信教育課程において育まれました。

学祖である井上円了先生は晩年に、ご自分の哲学を、生きた哲学であり同時に活かされる
哲学だとして「活哲学」と名付けられました。1917年（大正６年）に刊行された『奮闘哲学』
と題する最後の著作のなかでのことです。

「余の活哲学は向下門に重（き）を置き、哲学は人生を向上する学という以上は、風俗改良を
もって自ら任ずべきが当然である。しかしてこの要は有害を除きて有益をとり、死的を廃し
て活動を興し、道徳的活動世界を実現して、宇宙の精神に包有せる真善美の光景を社会国家
の上に開眼するに外ならぬ。」

今こそ、この「活哲学」にもとづく生涯学習の旅立ちが始まったのです。皆さんのこれか
らのご健闘に期待するとともに、人生の旅路が幸多きものであるよう心から祈念し、満開の
桜の中を旅立つ門出のはなむけとします。本日はまことにおめでとうございました。

平成25年３月23日
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通信教育課程卒業生代表　岡　野　　　渡

本日の卒業にあたり、通信教育課程　文学部34名、法学部11名、計45名の卒業生を代
表し、謝辞を述べさせていただきます。
本日は厳粛かつ心に残る式典を挙行していただき、誠に有難うございます。また、ご多忙

の中、大学関係者皆様のご出席を賜り、卒業生一同、心より厚く御礼申し上げます。

日増しに春めくこのよき日に、卒業を迎えることができましたことは、私たちにとりまし
て、はかり知れないほど大きな喜びであります。そして、この日を迎えることができました
のも、偏にご指導をくださいました先生方、事務局の皆様方のおかげと、深く感謝しており
ます。

いまさら申し上げるまでもありませんが、私たち卒業生は、東洋大学通信教育課程で学ぶ
同じ仲間であります。しかし、私たちは、あらためて思えば、入学の動機も学ぶ目的も違っ
ておりました。年齢も違いました。働きながら学ぶ学生も多くいました。こうした中、共通
の目標が、この東洋大学通信教育課程の卒業を成し遂げること。今日この日を迎えることで
した。

入学当初は、レポートもなかなか思うように書けませんでした。学習方法も悩みました。
焦り、試行錯誤の日々が続きました。

私事にはなりますが、入学と同時期の人事異動で新たな職務を命ぜられ、仕事に追われ、
その日のうちには帰れない日々が、およそ一年つづきました。おかげで一年生の時の取得単
位は、わずか10単位。２年目になると仕事の忙しさは、すこしは和らいだものの、１年目の
出遅れから、勉強の方はあきらめのようなものを感じていました。その結果、２年生でも、
６単位しかとれず、このまま続けるべきか、真剣に悩みました。

事情は異なりますが、ここにいる卒業生の誰もが、一度はこうした経験があるだろうと思
います。ただ、こうした経験が活きました。隙間の時間を見つけて学ぶという術を見つけま
した。仕事の休み時間や、家事の合間など、いつの間にか信じられないくらい効率よく時間
を作って勉強していました。それは今、私生活のあらゆる場面で活きています。通信教育と
いう学び方だから身につけられたことです。本当にうれしく思っています。

その一方で、そうしてまで勉強しようと思えたのはなぜかと振り返ると、それは、先生方
から直接ご指導を受けることができるスクーリングにあったと思います。東洋大学の学生で

学生代表答辞
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ある以上、学舎で学ぶことは、たいへん大きな喜びであり、意欲を頂けるものでありました。
そして、それは、そう思わせてくださった先生方がおられたからです。熱心にご指導いただ
いた先生方には大変感謝しております。

通信教育は一人で行う孤独なものだと思っておりました。しかし、スクーリングは多くの
学友と知り合う機会も与えてくれました。たとえ話すことはなくても、同じ教室、同じ学舎
で同じ時間を過ごすことで、共感が芽生え、人のあたたかさを感じ、癒され、不安は消え、
意欲が増しました。不思議な時間でもありました。

本日の卒業を迎えることができたのは、共に困難を乗り越えてきた、かけがえのない仲間
と、素晴らしい先生方に出会うことができ、それとともに、学習することを応援してくれた
家族の協力のおかげだと思っております。

本日の卒業を迎え、私たちは、それぞれの道を歩んでいきますが、この東洋大学で学ぶこ
とができたことを誇りに思い、学んだすべてを、活かし続けていきたいと思っております。

結びになりますが、今日までご指導くださいました先生方、大学生活を支えてくださった
事務局の皆様のご健勝とご多幸を、そして、東洋大学の益々のご発展を祈念いたしまして、
私たち卒業生の謝辞とさせていただきます。
本日は誠にありがとうございました。

2013年３月23日
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ご卒業おめでとうございます

2013年3月23日、学位記授与式が行われました。
通信教育部では、文学部34名、法学部11名が晴れて卒業となりました。

文学部卒業生と恩師
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法学部卒業生と恩師
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卒業生のことば（2013年３月期卒業）（順不同　敬称略）
今年、ようやく卒業することができ、嬉しく思っています。在学中は
先生方に大変お世話になりました。スクーリングやリポートの添削でご
指導いただいたことで、知識を得られただけでなく、学習の方法を学ぶ
ことができました。特に卒業論文では先生からテーマの絞り方や考慮す
べき視点についてご指導いただき、自分なりに考えをまとめることがで
きました。卒業後も卒論のテーマに関心を持ち続けていきたいと思って
います。

再入学で卒業という不名誉な結果ではありますが、やっと辿り着きま
した。安堵感とともに今は大変淋しい気持ちでおります。何度も挫折し
かけました。けれどもあきらめずに卒業という目標を達成したことは、今
後の人生の中で大きな自信になると感じています。
最後に、卒論で丁寧な御指導を頂きました有澤先生、リポート添削、ス
クーリング等でお世話になった先生方、通信教育課事務室の方たちに厚
く御礼を申し上げます。

ありがとうございました。河地先生をはじめとする先生方、共に勉強
してきたみんな、本当にありがとうございます。入学した時には右も左
もわからず、リポートを一つ仕上げるにも四苦八苦していました。今、そ
のリポートを見返してみると非常に残念な出来で……。少しは進歩でき
たようです。書けないと思っても資料を読み漁ること、一つでいいので
気になることを見つけることがリポートを書く助けになると思います。頑
張って下さい。

入学してから８年もたってしまいました。最初は学習の進め方もわか
らず、悩む事ばかりでした。図書館に行っても、文献を探すのに時間も
かかっていました。しかしスクーリング等で出会った先生方や級友のお
かげで単位を取れるようになりました。
スクーリングでは、単位認定試験に向けての先生のお話だけではなく、
級友の情報もとても参考になりました。今までありがとうございました。

伊　藤　博　子

伊　東　友　美

河　村　恵　子

植　竹　かおる
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「やっと終わった…」卒論面接を終えた時、思わずこんな言葉が口をつ
いて出てしまう程長く孤独な戦いでした。でもそんな私に、ふと中山尚
夫先生が「終わりじゃない、始まりだよ」とおっしゃって下さったので
す。そういえば、私は今後の自分の人生の充実のために東洋大学に入っ
たはず。苦しくて忘れていましたが、振り返れば確かにそれだけの知識
や経験は身に付けてきました。この“気付き”を自信に変えて、歩き出
そうと思います。

卒業の日を迎えることができ、大変嬉しく思っています。
仕事と学業との両立に何度も挫けそうになりましたが、最後まで諦め
ず継続できたことは自分にとって大きな自身へとつながることになりま
した。
支えて下さった先生方をはじめ、事務局の方々や友人、家族に感謝を
申し上げます。

入学当初、課題の論文で自分の考えを論理的に書く作業がとても苦痛
でした。しかし今では物事を深く考え論じる楽しさを覚え、これが大学
に入って一番の収穫となりました。これからは習得したものを糧に、ま
た、新たな目標に向かっていきたいと思います。
最後に卒論をご指導下さった中山先生をはじめ諸先生方、スクーリン
グでお世話になった学友の皆様に心から感謝を申し上げます。

卒業の日を迎えることができ、嬉しい気持ちでいっぱいです。思いが
けず、両親や仲間にも祝福され、成し遂げることができたものの大きさ
に、今さらながら、驚いています。在学中は今まであまり接点の少なか
った分野にも興味が広がり、学ぶことの楽しさをあらためて知りました。
ご指導下さった先生方、事務室の皆様、共に学んだ学生の方々に心よ
り感謝を申し上げます。ありがとうございました。

人種のるつぼNYを旅した時、日本人でありながら自国に無知な自分を
実感し「日本文化を学びたい！」と思い立ったのが入学の動機でした。
母同然だった叔母の死、大震災、仕事の両立と大変な事もありました
が奥深い日本文化を学べた事は、貴重な時間でした。
一緒に学ばせて頂いたすべての先生方、生徒の皆様、そして卒論をご
指導頂いた大野先生、本当にありがとうございました。

磯　貝　裕　美

関　根　貴和子

下　坂　裕美子

岡　部　澄　子

安　藤　句美子
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何とか無事に卒業の日を迎えることができました。拙いリポートを丁
寧に添削しご指導いただいた先生方、有難うございました。またスクー
リング授業での講義は、とても新鮮で漫然と日常生活を送っていたなら
ばとても触れることのできない世界でした。リポートや論文から解放さ
れて嬉しい反面、学生として先生方の講義を受けられなくなるのはとて
も寂しく思います。卒業しても色々なことに興味を持ち、学び続けてい
きたいと思います。

真夏の暑さや師走の寒さの中、またゴールデンウィークで行楽地に向
かう人々の姿を横目で見ながらスクーリングに通った日々が、とても懐
かしく思い出されます。
年齢も生活環境も様々な学友の学ぶ姿に刺激を受け、励まされて卒業
という日を迎えることができ感無量です。
先生方には文学を学ぶ楽しさ、奥深さに気付かせていただき感謝して
おります。最後に全面的にバックアップしてくれた夫に感謝。

卒業に六年かかりましたが、学び知ることの喜びは、興味の範囲も広
がりました。これからも、学び続ける姿勢を持ち続け、人生が豊かにな
る楽しい日々を送れる様にしたいと思っています。
卒論をご指導して下さいました中山先生をはじめ諸先生方、事務室の
皆様、そして、支えてくれた学友たちに、心から感謝します。

桜花満開の武道館での卒業式を迎えられ、とても嬉しく思います。大
学の授業はすべてが楽しく、学友にも恵まれ毎日が充実していました。特
にコンピュータ・リテラシィの授業は、その後の仕事にも生かすことが
できましたこと、この場をお借りしまして、お礼申し上げたいと思いま
す。どうもありがとうございました。
最後に、諸先生方の丁寧なご指導と事務局の皆様へ心より感謝申し上
げます。

清　家　由　実

泉　川　知恵子

荻　　　明　美

須　佐　芳　美
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大学での学生生活は、とても濃いものでした。スクーリングやリポー
ト、論文指導は今までの考え方を大きく変えるきっかけとなりました。私
が卒業することが出来たのは、周りからの支えがあって、自分が最後ま
で貫き通せたからだと思います。
ご指導していただいた先生方、事務室の方々、スクーリングでご一緒
された皆様、そして私を支えてくれた皆様、本当にありがとうございま
した。

やめたいと思うことは何度もありましたが、あきらめずに続けていた
らいつの間にか卒業が決まった、という気がします。まだ実感が湧いて
きません。
大学に入っていなければおそらく一生読まなかったであろう本をたく
さん読み、広い学問の世界を垣間見ることができました。
卒業論文の指導をしてくださった野呂先生をはじめ、これまで私の出
会ったすべての先生に感謝します。

この度、無事卒業の日を迎えることが出来ました。在学中の六年間は、
私にとって苦手な文学への挑戦でした。自分の知識の無さが逆に、授業
では得るものが多く、とても新鮮で意義あるものとなりました。これか
らは大学で学んだことを糧に、楽しみながら文学を探究していきたいと
思います。
最後に、卒業論文を御指導頂きました山崎先生をはじめ諸先生方、事
務室の皆様、学友の皆様、家族に心から感謝申し上げます。

６年前春入学して、幾度か壁がありました。それを乗り越え、厳粛な
卒業を迎えました。
その思いは、特にスクーリング授業での友との交流は、学生だという
意識向上のためにも大切な時間でありました。それに優しい諸先生方の
講義は、学業を進める上で最も励みとなり、倫理の源となりました。
卒業論文を御指導下された有澤先生はじめとして、諸先生方、事務室
の皆様、学友の皆様、家族の皆様どうも有難うございました。

小　林　　　航

岩　崎　まち子

小　林　沙　織

渡　邉　良　雄
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入学してからは試行錯誤の毎日でした。長いような短かいような六年
間でしたが、思い出してみれば楽しいことばかりでした。やれば出来る、
調べれば解かるという、学ぶ喜びのようなものを得たと思います。人生
において貴重な時間でした。
ご指導いただいた先生方、また励まし合った学友の皆さんに心より感
謝致します。

入学した当初一番苦労したのは、リポートの書き方と課題に対応した
資料を集めることでした。卒業した現在も十分に克服したとはいえない
のですが、とにかく不十分であると思っても提出することです。ねばり
強くくり返すことによって、それなりに道は開いていくと思います。卒
論の担当教授であった山崎先生やスクーリングでお世話になった各先生
方に、お礼申し上げます。通信教育部の皆様方にも、お世話になりあり
がとうございます。

私は３年次編入学をし、予定の倍かかり４年間在籍しておりましたが、
本当にあっという間だったように感じます。飽きっぽくて何でも途中で
投げ出してしまう私にとって、時間はかかったけれど、本学を卒業でき
たことは自信につながり、かけがえのない経験になりました。
卒業論文では河地先生に丁寧に指導していただきました。授業でお世
話になった先生方や共に勉強した皆様にも感謝申し上げます。本当にあ
りがとうございました。

自分のペースで勉強ができると始めた通信教育でしたが、一人で勉強
していて壁にぶつかるとついつい先送りにしてしまい、こんな事なら辞
めてしまった方がいいのではないかと何度も考えました。しかしスクー
リングで出会った方々に触発され、なんとか卒業することができました。
今は卒業という目標を達成できたことに満足しています。

短大を卒業後、３年次に編入しました。最初は勉強の仕方に戸惑い、な
かなかリポートが出せず、最終的に卒業するのに、４年かかりました。仕
事が終わった後に、職場の近くの図書館へ行き、閉館時間になると、自
宅近くの図書館でさらに参考文献を探しました。真夏の暑い日に重い本
を持って何時間も歩き、体調を崩した時もあります。今こうして卒業で
きたことをうれしく思います。また先生方には大変お世話になりました。
ありがとうございました。

髙　橋　菜　摘

向　後　朝　美

福　井　清　隆

佐　藤　　　茜

関　口　静　子
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荒れた中学校に勤務しながら「四年制の大学を卒業したい」と始めた
通信教育。「スクーリングの時に東京で芝居観られるな。」という不純な
動機もアリ。卒業までの十二年の間に脳梗塞で半身マヒとなり入院３回。
追突事故２回。部活動では北海道大会で最優秀賞を獲得し、全国へ行け
る！というタイミングで転勤。家族の理解と励ましに支えられ、やっと
卒業となった。「目標を持ち努力を続ければ、どんな状況でも夢はかな
う。」と生徒たちに教えられるのが、今はただ嬉しい。

このたびは、国語の教育職員免許状取得及び無事に卒業できましたこ
と、大変うれしく思います。スクーリング、卒業論文に関し、先生方、事
務の方々に色々と迷惑かけましてすみませんでした。今後は採用試験に
向けて勉強を進めていきます。

やっと卒業できる喜びを噛み締めております。論文の書き方がわから
ない状態から始まり、今でも三千文字の論文を自分が書いていたことに
不思議な感じがします。相談にのってくれた友人、卒業論文でお世話に
なった河地先生、事務の方など、多くの方々に感謝しております。東洋
大学の学生になれたことは、私の一生の思い出になり、このことを胸に
また新たな一歩を踏み出したいと思います。ありがとうございました。

この度は、晴れて卒業を迎えることができました。思い起こせば、一
番真剣に学んだのがこの五年間でした。特にスクーリングでは楽しみな
がら、多くの知識を得ることができ自身の考えに深みを増してくれまし
た。
スクーリングで知り合った友人、御指導をたまわった先生方、また、事
務室の方々、お世話になりました。そして、蓮見先生には、実技をもっ
て卒論の御指導を頂き誠に有り難うございました。

大学で日本文学を学びたいという長年の夢が叶った嬉しい入学式から、
五年間が瞬く間に過ぎた感じがします。リポートや論文作成に、悪戦苦
闘の日々でしたが、東洋大学で学べたことは、私にとって何物にも優る
宝物となり、充実した時間でした。
支えてくれた学友の皆様、熱意ある授業をして下さった諸先生方、事
務局の方々、多忙な中、卒論を担当して下さった千艘先生に、心より感
謝申し上げます。

荒　井　香　子

田　中　小百合

佐　藤　睦　女

佐々木　育　代

小　林　清　子
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五年間、楽しい大学生活を送れて卒業出来ることにあたり、学校関係
者そして同僚のみなさんに感謝、感謝、また、感謝です。特に、エクス
テンション部通信教育課職員の方々には、何かにつけ御世話になりまし
て、心より感謝しております。

卒業することが出来てうれしく思っています。これからも知ることの
面白さを自分なりに続けていきたいと思います。

私は、三つの夢があります。一つは世界を飛び回ること。二つ目は大
学を卒業すること。三つ目は本を出すことです。一つの「小さな勝利」の
積み重ねが二つの成功へとつながりました。卒業後は、三つ目の夢に向
って頑張ります。挫けそうになったら在学中のことを思い出して、瑞々
しい心を持ち続けて希求したいと思います。恩師の皆様、本当に有り難
うございました。そして、支えて下さった事務の方々にも心より感謝を
申し上げます。

学習は自分の成長になると考え、３年に編入を致しました。しかし、学
びは個人の成長だけではなく、深く広いつながりの中で発展し続けてい
るものであることを認識しました。先生方から返却されてくるリポート
の丁寧な添削によって、多くのことを学び、次のリポートや論文へとつ
なぐことができました。また、諸事情をかかえて学習に取り組んでいる
多くの学習者の方々の努力は素晴らしいものでした。意義深い３年間に
感謝致します。

短大から編入し、大学卒業の資格を得る目的で入学しましたが、学ぶ
楽しさという、本来の目的を超える充足感を得ることができました。目
標を持ち、進み、成し遂げる日々をおくれた東洋大学での学びは、私の
人生の財産となりました。

大　宅　ルツ子

遠　藤　洋　一

細　井　富　江

佐　藤　真　美

吉　井　由美子
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ようやく卒業することができました。スクーリングで知り合った方々
や熱心に教えて頂いた先生方、本当にお世話になりました。
リポート提出をもっと早くしておけば、次々進むことができたのにと、
わかってはいても実際はなかなか思うようにはいきませんでした。単位
が取得できない年度もあり、行き詰まることもありましたが、こうして
卒業できたことにほっとしています。ありがとうございました。

あるきっかけから法律を学びたいと思い入学を決意しました。仕事と
家事、その他諸々のことと勉強の両立は思うほど簡単ではなく長い時間
を費やしました。通信教育では、法律という学問以外に自分の時間の使
い方も学んだといえます。卒業にたどりつけたのは、先生方や職員の方々、
スクーリングで知り合った仲間の励ましと支えがあったからです。ほん
とうにありがとうございます。

今から８年前、人身事故、接触事故の２つの被害者として問題を抱え
ていました。裁判に挑むため法律の知識の必要性を強く感じ、東洋大学
に入学しました。３年間の裁判は壮絶なやり取りの繰り返しで本学で学
んだことが役にたち良い結果を勝ち取ることができました。知識に助け
られた限りです。この知識を身につけさせてくださった諸先生方には非
常に感謝しております。

卒業まで本当に長い道のりでした。リポートが再提出になったり、単
位認定試験で何度も不合格を頂く科目もあり、何度挫けそうになったか
わかりません。様々な苦労もありましたが、学友の励ましや先生方のア
ドバイスにより乗り越えられ、今日を迎えられたのが自分にとって大き
な自信につながりました。
これからも挑戦したい資格等もあり学び続けていく事を誓い、出会え
た皆様への感謝の気持としたいと思います。

武　藤　雅　子

岡　本　博　文

大　野　由　紀

中　村　裕　子
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入学してから丸七年、ようやく卒業することが出来ました。当初は、課
題の難しさやリポートの文字数の多さから単位を取ることすらままなり
ませんでした。そんな状態から卒業までにこぎつけたのは、スクーリン
グのおかげだったと思います。スクーリングには、同じように苦戦して
いる方や勉強の進んでいる方等様々な方がいてとても励みになりました
し、忘れられない体験ばかりでした。
関わった全ての方に感謝したいです。

卒業にあたり、ご指導いただきました先生方、心から感謝申し上げま
す。卒論でお世話になりました加藤秀治郎先生ありがとうございました。
授業が楽しかった角南先生、ありがとうございました。たくさんの素晴
らしい仲間達に出会え充実した学生生活でした。この経験を活かして夢
に向っていきたいと思います。

２年次編入してより５年ついに卒業を迎えることが叶い夢のようです。
アルバイトと自宅学習の両立、連日の夏期スクーリング等初めてのこと
に戸惑い体調を崩すことも度々ありました。そのような中でも先生方や
卒業生、先輩、同級生に支えられ１つ１つの課題をクリアし、卒論も大
坂先生の指導により完成できました。本当に感謝の思いでいっぱいです。
在校生の皆さんも大変なことが多いと思いますが卒業目指して地道に勉
学に励んで下さい。

東洋大学で学んだ日々は、本当に充実したものとなりました。仕事の
キャリアを積むにつれ、法律学の知識が求められる場面が多くなった私
にとって、ここで学び得た知識やリポート作成を通じて身に付けた文章
力が、今たいへん大きな支えになっています。
卒業論文をご指導くださいました名雪先生はじめ先生方、事務局のみ
なさま、スクーリングで同じ時間を過ごした学友のみなさまに、心より
感謝申し上げます。

卒論では、鎌田先生にご指導いただきました。貴重なお時間を割いて
いただき、感謝しております。仕事から直行の二部スクーリングはとて
も楽しかったです。
東洋大学の先生方、職員の皆様、本当にありがとうございました。

兵　頭　　　仁

浮　須　　　梢

栗　城　幸　博

岡　野　　　渡

栗　田　みどり
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大学進学を諦めてから20数年、学歴なんて関係ないと自分自身に言い
聞かせて生きてきました。しかし、「大学で法律を学びたい」という欲求
は抑えることができず、東洋大学の門を叩きました。単位取得は苦労し
ましたが、卒業の日を迎えることができ、今は止まっていた時計の針が
動き出し、新しい人生が始まるような清々しい気持ちです。最後に卒論
をご指導下さった深川先生に心から感謝を申し上げます。ありがとうご
ざいました。

気の遠くなるほどの時間がかかってしまいました。巣立ちの時です。恩
師の講義で培ったリーガルマインドを、行政書士として地域の方々のた
め用いられたならと願っています。現在、法定後見（成年後見３件、後見
監督１件）を受任しています。初めての公正証書遺言作成に関与した方は、
盲人でしかもガン末期。後に、遺言執行者の弟から感謝の言葉をかけら
れて、最善の答えを成したのか自問自答でした。実に、一生勉強を実感
中です。

学ぶ喜びと苦しさを知った3年間でした。とりわけ卒業論文は辛いもの
でしたが、最後はとにかく親を喜ばせたい一心で書きました。締め切り
当日、手足が震え、時間の限りと自分の限界を知り嬉しさと悔しさで涙
が出ました。このような貴重な経験は生涯の財産であり自信へとつなが
ると思います。最後に御指導下さいました諸先生方、事務室の皆様、支
えてくれた家族、友人のおかげで卒業に辿り着くことができたことに深
く感謝致します。

仕事や私生活に忙しく、何度も中断しながらの学生生活でしたが、ど
うにか卒業を迎えることが出来ました。スクーリングでの先生方の熱の
こもった講義、リポート課題での丁寧なご指導は毎回新しい発見で、本
当に楽しみながら学ぶことが出来ました。先生方や事務局の方々には長
い間、大変お世話になりました。特に卒業論文の主査教員を務めてくだ
さった三宅和子先生には丁寧にご指導頂き、深く感謝申し上げます。

松　下　正　晃

國　井　昭　男

植　田　英　子

石　松　智　子
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T.A.のしおり

データベース活用法
〜電子資料館を中心に〜

（国文学科・日本文学文化学科編）
便利な世の中になりました。重い本を開かなくても、いくつもの図書館を梯子しなくても

調べ物が可能な場合があります。資料の電子化のおかげです。
一般的に自然科学系を専門とする人々に比べると、人文科学系の人はパソコンが不得手な

ことが多いのですが、最近では国文学研究資料館でもデータベースを27も公開しています。
名付けて「電子資料館」だそうです。（http://www.nijl.ac.jp/pages/database/）
専門性が高く、学生には使いにくいデータベースもありますが、便利なものもあります。
たとえば国文学論文検索データベース（http://base1.nijl.ac.jp/~ronbun/）を使えばキー

ワードを入力して先行研究を探すことが容易にできます。どんな論文がどの雑誌に掲載され
たかわかれば、あとは大学図書館でその雑誌をみればいいのです。
あるいは古典の写本や版本が見たいのであれば、日本古典籍総合目録データベースで検索

すればどこの図書館がその本を所蔵しているかがわかります。変体仮名を読むのが得意な人
なら、たまには活字ではなく版本に目を通すのもよいでしょう。
（http://base1.nijl.ac.jp/infolib/meta_pub/KTGDefault.exe？DEF_XSL＝default
＆GRP_ID＝G0001401＆DB_ID＝G0001401KTG＆IS_TYPE＝meta＆IS_STYLE
＝default）
いや、版本や写本もいいけど自宅の近くに大きな図書館はないから…という人は、所蔵和

古書・マイクロ／デジタル目録データベースの館蔵和古書画像一覧から画像の見られるもの
を探せますし、（国文学研究資料館以外のサイトですが）早稲田大学の古典籍総合データベース
（http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/）も本を写真撮影した画像を見ることができ
ます。最近の画像はかなり鮮明ですので読むこともできます。挿絵のある資料も多いので、
変体仮名が苦手でも見ると何か発見があるかもしれません。

さて、国文学研究資料館のページの中で面白いデータベースを見つけました。蔵書印デー
タベースです。（http://base1.nijl.ac.jp/~collectors_seal/）
蔵書印とは、所有者が自分の蔵書に「これは私の書物である」と

示すために押す印です。「これ、僕の」と宣言するわけです。実際、
花岡百樹は「百樹の」という蔵書印を使用しています。何だか微笑
ましいですね。
当該データベースのトップページ右下にある「蔵書印ＤＢ検索画

面」をクリックすると、次の画面でキーワード検索ができます。特
定の人物の蔵書印を調べたいと思えば「坪内逍遥」とか「式亭三馬」
などと入力すればいいのです。江戸時代や明治期の作家に興味のあ
る人は、その作家の蔵書印を探してみるのも面白そうですね。
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T.A.のしおり
個人以外でも「徳島藩」「松平家」「北野天満宮」「開新社」のよう
に、団体や組織の名で検索することもできます。
また、印主（蔵書印の持ち主）ではなく印文（印に刻まれていること
ばの内容）に注目して調べることもできます。通常、自分の氏や号、
屋号などを蔵書印に刻むことが多いのですが、中には理由のわから
ない印文もあります。「明倫文庫」という個人文庫があるのですが、
ここの蔵書には「猫」という印文の蔵書印が押されています。猫が
好きだったのか、あるいは号の一部なのか、詳しいことはわかりませんが、ユニークです。
あるいは詳細検索画面に切り替えれば、印主や印文だけではなく、印の形状などで検索す
ることも可能です。試しに「象」で検索したら38件もヒットしました。他にも「梅」「本」
など面白い形の蔵書印がいろいろあるようですね。
しかし、面白いのはいいけれど、このデータをどうやって研究に役立てるのだろうか。そ
んな疑問が当然湧いてくると思います。
まずは、誰か印主に注目して見るのが一般的な目のつけどころですから、たとえば式亭三
馬の蔵書印を検索してみましょうか。2013年３月現在で30件登録されています。印文「式
亭」「三馬」「本町庵三馬記」「洒落斎」など。「式亭」という印はよく似たデザインのものが
２種類ありますから、三馬はこの印が好きだったのでしょうか。「洒落斎」は「しゃらくさ
い」と読むのでしょう。江戸っ子らしい号ですね。もっとデータが増えてくれば、押してあ
る本の情報と照らし合わせて、その印を使っていた年代や号の使い分けなどを考えてみるこ
とも可能になるかもしれません。
三馬の印でも「本町」と住んでいた場所を入れてある韻文のものがありました。個人情報
にこだわる現在ではとても考えられないことですが、明治期の蔵書家など住所をフルに入れ
る人もいました。坪内逍遥など、「東京牛込区大久保余丁町百拾弐番地坪内雄蔵」と住所も本
名も全て明記した印も用いています。福沢諭吉も「東京第一大区九小区三田二町目拾三番地
福沢諭吉」という印を使っていた時期があります。三田ですから慶應義塾大学の所在地でし
ょうか。それとも福沢諭吉は大学のごく近くに住んでいた時期があるのでしょうか。
あるいは、印の押された本の方に注目して考えることも面白いでしょう。同じ本にいくつ
もの印が押されていることもあります。早稲田大学所蔵の『世間胸算用』には「恵市」「京山
庵」「参河国羽田八幡宮文庫」「羽田文庫」と４つの印が押されています。「参河国羽田八幡宮
文庫」と「羽田文庫」はどちらも羽田野敬雄の蔵書印だということが判っています。「京山
庵」は山東京山（京伝の弟）の印です。「恵市」については詳細不明ですが、どうやら京山とも
羽田野とも無関係のようです。それならば、この本には、少なくても前後３人の持ち主が存
在したということになります。京山は文化・文政のころ活躍した作家ですし、羽田野は明治
まで生きていた人ですから、京山のほうが羽田野以前の持ち主でしょう。
また、誰かが熱心に集めたコレクションであっても持ち主が亡くなったら、団体が解散し
たら、どうなるでしょうか。大抵いろいろな人物に少しずつ譲られたり、売り払われてしま
ったりします。それらの散逸文庫に関しても、今後データ数が増していけば、蔵書印からか
つての全容を再現できる可能性もあります。
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T.A.のしおり
それに、本は自分で歩くはずはないのです。その移動には必ず人が介在します。プレゼン

トや形見分けで譲られる場合もあるでしょうし、間に古本屋が入って売買されることもある
でしょう。また（本来やってはいけないことですが）つい借りっぱなしになってしまった可能
性も考えられます。本がどうやって移動したか、仮説を立て検証するのも面白い研究になり
そうです。
たとえば「阿波國文庫」という蔵書印があります。徳島藩蜂須賀家の文庫です。現在では

国文学研究資料館、東京大学霞亭文庫、京都大学谷村文庫、立教大学図書館江戸川乱歩旧蔵
資料などに散らばっています。書名を並べてみると『顕注密勘』『秀歌躰大略』のような真面
目な和歌の本や、『馬夌牛刀録』のような武具の本など、武家らしい堅い内容のものが多いよ
うです。
ところが、まだ蔵書印データベースには入っていないのですが、東洋大学哲学堂文庫でも

「阿波國文庫」の印が押されている資料があります。T2030『本朝故事因縁集』です。題名
から察しがつくと思いますが、怪談話を集めた本です。今判明している蜂須賀家旧蔵の本の
中では異彩を放っています。誰が阿波國文庫に入れたのでしょうね。これから他にもこんな
傾向の本が出てくるのでしょうか。
蔵書印データベースで気になった印が、他でも出てこないか。そう、たとえば東洋大学の

蔵書の中で。そんな使い方も面白い活用法かもしれません。

� （文学部T.A.　関　明子）

掲載蔵書印解説
・蔵書印「百樹の」　　�原資料・東京大学附属図書館・霞亭文庫蔵『高野山女人堂　二番続』�

あだち三郎左衛門,中山金蔵　　（享保４年）�
典拠資料　東京大学附属図書館電子版霞亭文庫

・蔵書印「猫」　　　　原資料・明倫文庫蔵『怪談全書』林羅山（元禄11年）
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学友会からのお知らせ

〈新入生歓迎会のお誘い〉

新入生の皆さま、ご入学おめでとうございます。
つきましては、新入生同士などと親睦を図るため、『学習の進め方・リポートの書き方説明
会』（５月11日（土）14：00〜15：30）終了後、下記の通り『新入生歓迎会』を開催いたし
ます。
通信教育課程学生の場合、スクーリング以外にお互いに顔を合わせることが、あまりあり
ません。この新入生歓迎会で、皆さまがどんな学習をしているかお互いに話し合ったり、出
席される先生、学習相談等をされるＴ.Ａ.や先輩に勉強方法などを伺って、これからの学生生
活をより楽しく、意義深いものにしようではありませんか。
ささやかですが飲み物、食べ物も準備しております。同級生もお誘い合わせの上ぜひご出
席ください。

記

　１．日　時：平成25年５月11日（土）16：00〜18：30
　２．場　所：白山キャンパス　甫水会館　２階　201会議室
　３．目　的：�新入生同士、先生、Ｔ.Ａ.、先輩などと懇談を行って交流を図り、学習の進め

方、スクーリング受講、在宅学習の方法などの情報を交換して、勉学意欲を
高めましょう。

　４．参加費：無　料
� 以上


