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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

� 通信教育課事務室移転に伴う事務取扱いのお知らせ【重要】【再掲】

� 単位認定試験（筆記）　第９回 全学生対象

� 第４回メディア授業の受講申し込みについて 全学生対象

� 重要なお知らせ【再掲】

� 教職・諸資格

� 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（2013年４月～）

� 科目担当教員変更に伴うテキストの配布について

� リポート提出上の注意事項について

� その他

� 年末・年始事務室休業のお知らせ 全学生対象

� 『東洋通信』2013年３月号表紙の投稿写真募集について 全学生対象

� 図書館利用について

�　Ｔ.Ａ.のしおり

�　学友会からのお知らせ

目　次



2

目　次

【随　　想】

エクス・アン・プロヴァンスの能舞台… …………………… 原　田　香　織……2（75）

【オアシス】

200年のあゆみと未来への架け橋

　―グリム童話を考える⑨―… ……………………………… 大　野　寿　子……4（73）

古今東西、ことばは変わる… ………………………………… 田　中　雅　敏…11（66）

【学 習 室】

「草書」マニュアル……………………………………………… 枝　元　　　朗…14（63）

法源とは… ……………………………………………………… 芦　野　訓　和…18（59）

【学　　灯】

漱石の文章、作品の個性… …………………………………… 山　崎　甲　一…21（56）

税法における遡及的不利益変更… …………………………… 宮　原　　　均…32（45）



3
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（土）
事務室移転作業に伴い事務室閉室（〜12/6）
週末3期Ｓ③
第3回メディア授業受講期間（〜12/25）

単位認定試験（筆記）第8回申込開始
（〜12/15）

P.5

2（日）日曜3期Ｓ③

3（月）

4（火）

5（水）

6（木）

7（金） 第4回メディア授業申込開始
（〜12/17） P.13

8（土）土曜2期Ｓ①

9（日）日曜4期Ｓ①

10（月） 2012年3月卒業予定者卒業論文提出
締切　16時厳守

11（火）

12（水）

13（木）

14（金）

15（土）土曜2期Ｓ② 単位認定試験（筆記）第8回申込締切

16（日）日曜4期Ｓ②

17（月） 冬期1期Ｓ申込開始（〜12/24）
第4回メディア授業申込締切

18（火）

19（水）

20（木）

21（金）

22（土）単位認定試験（筆記）第8回　　土曜2期Ｓ③2013年度転部・転科試験

23（日）日曜4期Ｓ③　天皇誕生日

24（月）振替休日 冬期1期Ｓ申込締切

25（火）

26（水）事務室業務取扱終了

27（木）事務室休業（〜1/3）

28（金）

29（土）

30（日）

31（月）
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Ｓはスクーリングを表します

1月 行事予定 手続期間 『東洋通信」参照ページ
1（火）事務室休業（〜1／3）　元日

2（水）

3（木）

4（金）事務室業務取扱再開

5（土） 単位認定試験（筆記）第9回申込開始
（〜1/19）

P.6

6（日）

7（月）

8（火）

9（水）

10（木）

11（金）第4回メディア授業受講期間（〜2/4） P.13

12（土）冬期1期Ｓ①

13（日）冬期1期Ｓ②

14（月）冬期1期Ｓ③　成人の日

15（火）

16（水）

17（木）

18（金）

19（土） 単位認定試験（筆記）第9回申込締切

20（日）

21（月）

22（火）

23（水）

24（木）

25（金）

26（土）単位認定試験（筆記）第9回

27（日）

28（月）

29（火）

30（水）

31（木）
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通信教育課事務室移転に伴う事務取扱いのお知らせ【重要】【再掲】

　11月号ですでにお知らせのとおり、東洋大学創立125周年記念館（８号館）竣工にともな
い、通信教育課事務室は現在の甫水会館１階事務室から125周年記念館（８号館）１階に移転
いたします。
　つきましては、事務室移転作業のため、下記期間について窓口取扱時間と電話受付時間の
変更および事務室を閉室いたします。
　ご迷惑をおかけいたしますが、なにとぞご了承くださいますよう、お願いいたします。
なお、電話番号とFAX番号の変更はありません。

記

　１．事務室移転先　　東洋大学創立125周年記念館（８号館）１階
　　　　　　　　　　　（場所はP.９参照）
　２．移 転 期 間　　平成24年11月26日（月）〜平成24年12月６日（木）

移転期間 窓口取扱・電話受付時間

11月26日（月）〜11月30日（金） ９：30〜12：45

12月１日（土）〜12月６日（木） 取扱いたしません（事務室閉室）

　（注）�12月７日（金）から、通常業務を開始いたします。なお、日程等に変更が生じる場合
は、ホームページおよびToyoNet-Gにてお知らせいたします。

以上

1号館地下1階

甫水の森レ
ス
ト
ラ
ン 研修室

植栽

エクステンション
課

創立125周年
記念事業
事務室

ラウンジ

WC

WC
WC

WC WC

エントランスホール

エントランスプラザ

旧白山通り至水道橋 至巣鴨

通信教育課
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　単位認定試験（筆記）第９回を下記の要領で実施します。
◇実施日　１月26日（土）
◇開催地・会場
開催地 会　場 所在地 電　話
東　京 本学白山キャンパス 東京都文京区白山５－28－20 03－3945－7348

◇実施科目�
■対象学生：学籍番号の入学年度が“12”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　芳枝 日本文学文化概説Ａ① 河地　　修 憲法Ａ 名雪　健二現代日本文学B 日本文学文化概説Ｂ① 憲法Ｂ

スポーツ健康科学講義 金田　英子 日本文学文化概説Ａ② 石田　仁志 民法Ⅰ部（総論）Ａ 小林　秀年英語Ⅲ① J・D・ショート 日本文学文化概説Ｂ② 民法Ⅰ部（総論）Ｂ
英語Ⅲ② 髙波　幸代 近世日本文学史Ａ 中山　尚夫 民法Ⅱ部（物権）Ａ 太矢　一彦近世日本文学史Ｂ 民法Ⅱ部（物権）Ｂ

作家作品研究（中古）Ａ 河地　　修 刑法Ⅰ部(総論)A 小坂　　亮
作家作品研究（中古）Ｂ 刑法Ⅰ部(総論)B
作家作品研究（近世）Ａ 谷地　快一作家作品研究（近世）Ｂ
作家作品研究（近現代）Ａ 水谷　真紀作家作品研究（近現代）Ｂ
日本の伝統行事Ａ 久野　俊彦日本の伝統行事Ｂ
生涯学習概論 池谷美衣子
児童サービス論 島谷　祐枝図書館サービス概論
図書館情報資源概論 大塚奈奈絵

■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、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Ａ 早川　芳枝 日本文学文化概説Ａ① 河地　　修 憲法 名雪　健二
現代日本文学Ｂ 日本文学文化概説Ｂ① 民法Ⅰ部（総則） 小林　秀年

スポーツ健康科学講義 金田　英子 日本文学文化概説Ａ② 石田　仁志 民法Ⅱ部（物権法） 太矢　一彦
英語Ⅲ① J・D・ショート 日本文学文化概説Ｂ② 民法Ⅲ部（債権総論） 山下りえ子
英語Ⅲ② 髙波　幸代 近世日本文学史Ａ 中山　尚夫 民法Ⅳ部（債権各論） 大坂　恵里

近世日本文学史Ｂ 民法Ⅴ部（身分法） 中村　　恵
古典文法 田貝　和子 刑法Ⅰ部（総論） 小坂　　亮

作家作品研究〈中古〉 河地　　修 刑法Ⅱ部（各論） 武藤　眞朗
作家作品研究〈近世〉 谷地　快一 商法Ⅰ部（総則・商行為法） 遠藤　喜佳
作家作品研究〈近現代〉 水谷　真紀 商法Ⅱ部（会社法） 堀口　　勝
日本の伝統行事Ａ 久野　俊彦 商法Ⅲ部（手形・小切手法） 井上　貴也
日本の伝統行事Ｂ 経済法 多田　英明
日本民俗学Ａ 久野　俊彦 国際私法 笠原　俊宏
日本民俗学Ｂ 知的財産権法 盛岡　一夫
国語科指導法Ⅱ 幸田　国広
生涯学習概論 池谷美衣子
児童サービス論 島谷　祐枝図書館サービス論
図書館資料論 大塚奈奈絵

単位認定試験（筆記） 第９回 全学生対象
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単位認定試験（筆記）（第9回）
■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　芳枝 日本文学文化概説Ａ① 河地　　修 憲法 名雪　健二
現代日本文学Ｂ 日本文学文化概説Ｂ① 民法Ⅰ部（総則） 小林　秀年

スポーツ健康科学講義 金田　英子 日本文学文化概説Ａ② 石田　仁志 民法Ⅱ部（物権法） 太矢　一彦
英語Ⅲ① J・D・ショート 日本文学文化概説Ｂ② 民法Ⅲ部（債権総論） 山下りえ子
英語Ⅲ② 髙波　幸代 近世日本文学史Ａ 中山　尚夫 民法Ⅳ部（債権各論） 大坂　恵里

近世日本文学史Ｂ 民法Ⅴ部（身分法） 中村　　恵
古典文法 田貝　和子 刑法Ⅰ部（総論） 小坂　　亮

作家作品研究〈中古〉 河地　　修 刑法Ⅱ部（各論） 武藤　眞朗
作家作品研究〈近世〉 谷地　快一 商法Ⅰ部（総則・商行為） 遠藤　喜佳
作家作品研究〈近現代〉 水谷　真紀 商法Ⅱ部（会社法） 堀口　　勝
日本の伝統行事Ａ

久野　俊彦

商法Ⅲ部（手形・小切手法） 井上　貴也
日本の伝統行事Ｂ 経済法 多田　英明
日本民俗学Ａ 国際私法 笠原　俊宏
日本民俗学Ｂ 知的財産権法 盛岡　一夫
国語科指導法Ⅱ 幸田　国広
生涯学習概論 池谷美衣子
児童サービス論 島谷　祐枝図書館サービス論
図書館資料論 大塚奈奈絵

■対象学生：学籍番号の入学年度が“00”〜“03”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 早川　芳枝 日本文学文化概説① 河地　　修 憲法 名雪　健二

スポーツ健康科学講義 金田　英子 日本文学文化概説② 石田　仁志 民法Ⅰ部 小林　秀年
英語Ⅲ① J・D・ショート 近世日本文学史 中山　尚夫 民法Ⅱ部 太矢　一彦
英語Ⅲ② 髙波　幸代 日本語文法 田貝　和子 民法Ⅲ部 山下りえ子

古代日本文学講読 河地　　修 民法Ⅳ部 大坂　恵里
近世日本文学講読 谷地　快一 民法Ⅴ部 中村　　恵
近現代日本文学講読 水谷　真紀 刑法Ⅰ部 小坂　　亮
日本の伝統行事 久野　俊彦 刑法Ⅱ部 武藤　眞朗
日本民俗学 商法Ⅰ部 遠藤　喜佳

文・法学部共通 国語科指導法 幸田　国広 商法Ⅱ部 堀口　　勝
図書館司書科目 担当教員名 商法Ⅲ部 井上　貴也
生涯学習概論 池谷美衣子 経済法 多田　英明
児童サービス論 島谷　祐枝 国際私法 笠原　俊宏
図書館サービス論 知的財産権法 盛岡　一夫
図書館資料論 大塚奈奈絵
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単位認定試験（筆記）（第9回）
◇受験申請手続期間　１月５日（土）〜１月19日（土）
◇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
　１　�『東洋通信』10月号P.11「2012年度単位認定試験（筆記）（第６回〜第10回）」を確

認してください。

※１　単位認定試験（筆記）受験票は１月23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9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

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

125周年記念館
（8号館）

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



10

単位認定試験（筆記）（第9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Chapter6＆8より出題します。
・わからない単語がないように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題ずつ出題）。
※テキストと自筆ノートのみ、持込可とします。

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

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

夢野久作「瓶詰の地獄」を読んで次の観点から自分の考えをまとめておい
てください。読者の立場から見れば、瓶詰の手紙の中で語られる物語を
「異界」と捉えることができます。ではこの兄妹にとって「異界」とは何
だったのでしょうか。「異界」に行くためには物理的にも象徴的にも何ら
かの「境界」を超える必要があることをふまえて考えてみてください。

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、スクーリングについてよく理解しておくこと。
日本文学文化概説B① リポート課題、スクーリングについてよく理解しておくこと。
日本文学文化概説① 河地 すべて可 リポート課題、スクーリングについてよく理解しておくこと。

日本文学文化概説A②

石田 テキスト・
自筆ノート

教科書の第十章から出題します。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。

日本文学文化概説B②
教科書の第十四章から出題します。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。

日本文学文化概説② 石田 テキスト・
自筆ノート

教科書の第十章から出題します。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。

近世日本文学史A

中山（尚） すべて可

近世前期上方文学文化についての出題となります。
松永貞徳について
貞門俳諧・談林俳諧・蕉風俳諧について
松尾芭蕉について
近松門左衛門について
等重要な問題について、時代背景や文化の流れという観点から勉強をして
おいてください。

近世日本文学史B

近世中後期江戸市民文学文化についての出題となります。
洒落本について
黄表紙について
江戸の坂元について
等の問題を時代背景や文化の流れという観点から勉強をしておいてくださ
い。

近世日本文学史 中山（尚） すべて可

近世文学文化全体からの出題となります。
松永貞徳について
貞門俳諧・談林俳諧・蕉風俳諧について
松尾芭蕉について
近松門左衛門について
洒落本について
黄表紙について
江戸の坂元について
等の問題について、時代背景や文化の流れという観点から勉強をしておい
てください。

古典文法
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。

日本語文法

作家作品研究（中古）A
河地 すべて可

リポート課題、スクーリング学習全般について、よく理解しておくこと。
作家作品研究（中古）B リポート課題、スクーリング学習全般について、よく理解しておくこと。
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、スクーリング学習全般について、よく理解しておくこと。

◇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9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（近世）A

谷地 テキスト・
自筆ノート

単位認定試験は、すでに学習済みである課題に関する習熟度を知るための
ものです。したがって、出題は下記の二つの課題に対応します。そのいず
れか一題を任意に選んで論述します。
A　俳句と発句の違いを論じて、『おくのほそ道』の特色を述べなさい。
B　歌枕探訪の意義を論じて、『おくのほそ道』の特色を述べなさい。　解
答に際しては、テキストと手書きのノートの持ち込みを許可していますの
で、自説と先学の意見との違いを整理して臨んでください。なお、少なく
ても与えられた用紙の八割は埋めるようにしてください。

作家作品研究（近世）B

単位認定試験は、すでに学習済みである課題に関する習熟度を知るための
ものです。したがって、出題は下記の二つの課題に対応します。そのいず
れか一題を任意に選んで論述します。
A　作中の人物造型を論じて、『おくのほそ道』の特色を述べなさい。
B　作品の構想（構造・構成）論を検証して、『おくのほそ道』の特色を述べ
なさい。　解答に際しては、テキストと手書きのノートの持ち込みを許可
していますので、自説と先学の意見との違いを整理して臨んでください。
なお、少なくても与えられた用紙の八割は埋めるようにしてください。

作家作品研究〈近世〉

谷地 テキスト・
自筆ノート

単位認定試験は、すでに学習済みである課題に関する習熟度を知るための
ものです。したがって、出題は下記の四つの課題に対応します。そのいず
れか一題を任意に選んで論述します。
A　俳句と発句の違いを論じて、『おくのほそ道』の特色を述べなさい。
B　歌枕探訪の意義を論じて、『おくのほそ道』の特色を述べなさい。
C　作中の人物造型を論じて、『おくのほそ道』の特色を述べなさい。
D　作品の構想（構造・構成）論を検証して、『おくのほそ道』の特色を述べ
なさい。　解答に際しては、テキストと手書きのノートの持ち込みを許可
していますので、自説と先学の意見との違いを整理して臨んでください。
なお、少なくても与えられた用紙の八割は埋めるようにしてください。

近世日本文学講読

作家作品研究（近現代）A

水谷 すべて可

試験内容はリポート課題に対応しています。リポート課題の設問について
論述できるように復習してください。復習の際にはテキストをよく読み、
物語のあらすじを把握しましょう。特に作品舞台と女性像、語り手がどの
ように描かれているか考えてください。テキストから具体的な描写を確認
し、まとめておくとよいでしょう。テキスト、ノート類の持ち込みはすべ
て可です。

作家作品研究（近現代）B

試験内容はリポート課題に対応しています。リポート課題の設問について
論述できるように復習してください。復習の際にはテキストをよく読み、
物語のあらすじを把握しましょう。特に作品舞台と女性像、語り手がどの
ように描かれているか考えてください。テキストから具体的な描写を確認
し、まとめておくとよいでしょう。テキスト、ノート類の持ち込みはすべ
て可です。

作家作品研究〈近現代〉
近現代日本文学講読 水谷 すべて可

試験内容はリポート課題に対応しています。リポート課題の設問について
論述できるように復習してください。復習の際にはテキストをよく読み、
物語のあらすじを把握しましょう。特に作品舞台と女性像、語り手がどの
ように描かれているか考えてください。テキストから具体的な描写を確認
し、まとめておくとよいでしょう。テキスト、ノート類の持ち込みはすべ
て可です。

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『講義要項』にあげた参考書・事
典などで、「初詣」について理解を深めてください。その観点から、あな
たの家や地域での初詣について捉えてみましょう。観光的に訪れる寺社参
詣も学習対象に含みます。現代のわれわれが、初詣に行って、参拝・お
札・縁起もの・おみくじなどに対してどんなことをして、どんな意味を与
えているかを客観的に捉え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、および『講義要項』にあげた参考書・事
典などで、盂蘭盆会（うらぼんえ）や施餓鬼会（せがきえ）などの寺院の盆行
事について調べて、寺院や仏教で説明している盆行事の由来について理解
しましょう。都道府県・市区町村史の民俗編や、仏教関係の本で行事の事
例を調べてノートにまとめましょう。事前に調べたノートとテキストの持
ち込みは可です。

日本の伝統行事 久野 テキスト・
自筆ノート

テキスト『伝承歳時記』冬の章、および『講義要項』にあげた参考書・事
典などで、「初詣」について理解を深めてください。その観点から、あな
たの家や地域での初詣について捉えてみましょう。観光的に訪れる寺社参
詣も学習対象に含みます。現代のわれわれが、初詣に行って、参拝・お
札・縁起もの・おみくじなどに対してどんなことをして、どんな意味を与
えているかを客観的に捉え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』の第二部六章の「俗信」（p174〜p181）を読み、
「妖怪」について理解してください。妖怪に関する本はたくさんあります
ので、具体的事例を知っておきましょう。民俗学では「妖怪について語る
こと・聞くこと・読むこと」「妖怪を描くこと（描かれた妖怪を見ること）」
を研究の対象としています。そうした人々の妖怪に対する行動にどんな意
味をみいだせるでしょうか。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』第二部四章（p119〜p138）を読み、民俗学が研
究対象とする「住生活」について理解してください。その観点から、住ま
いの間取りと各部屋の家具の配置と部屋の使い方について捉えてください。
自分の身の回りから調べて記録し、都道府県・市区町村史の民俗編を参照
しましょう。資料の持ち込みはすべて可とします。
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単位認定試験（筆記）（第9回）
科　目　名 担当教員名 試験場への持込 重点的学習範囲

日本民俗学 久野 すべて可

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

生涯学習概論 池谷 すべて可

生涯学習社会における行政の役割を中心に学習してください。筆記試験で
は正答は1つではありません。自分の理解を自分の言葉で記述しましょう。
すべての持ち込みを認めていますので、講義の中で用いた事例や引用も積
極的に利用してください。解答用紙の7割以上を埋められるよう、準備を
すること。

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
スやデジタル化など）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

憲法A
名雪 指定六法

基本的人権から2問出題。なお、2012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、2012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 基本的人権から1問出題。統治機構（天皇を除く）から1問出題。なお、2012
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3と課題4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Ⅱ部（物権）

太矢 指定六法 物権変動に関する論点
民法Ⅱ部（物権法）
民法Ⅲ部（債権総論） 山下 指定六法 債権譲渡・債務引受
民法Ⅳ部（債権各論） 大坂 指定六法 責任無能力者の監督者の責任について十分に勉強しておいてください。
民法Ⅴ部（親族・相続）

中村 指定六法 教科書（松川正毅著『民法　親族・相続〔第3版〕』（有斐閣、2012年））の
第1章、2　婚姻（P20以下）に関連する事例問題を出します。民法Ⅴ部（身分法）

刑法Ⅰ部（総論）A 小坂 不可 過剰防衛
刑法Ⅰ部（総論）B 小坂 不可 不能犯
刑法Ⅰ部（総論） 小坂 不可 不能犯

刑法Ⅱ部（各論） 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財産犯（財産罪）の
客体

商法総則・商行為法
遠藤 指定六法 商法上に規定される留置権について

商法Ⅰ部（総則・商行為）
会社法

堀口 指定六法 課題1について十分に復習して試験に臨んでください。
商法Ⅱ部（会社法）
手形法・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。
商法Ⅲ部（手形・小切手法）

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 盛岡 すべて可 職務発明についてどのような点が法律上問題になるか、理解しておくこと。
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第４回メディア授業の受講申し込みについて
　第４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。（既に4回まで申込されてい
る方の追加申込・変更は行えません。）
　なお、申し込みに際してはP.�15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４回　2013年� 1月11日（金）〜� 2月� 4日（月）
　＊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。

◇メディア授業科目

科目の分野 科目名 担当者
カリキュラム

備考
E D C B

司書関連

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 ○ ○* 新法対象科目
○*は2012年編入・科目等

図書館制度・経営論
深水浩司

○ ○* 新法対象科目

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

○ ○* 新法対象科目

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

○ ○* 新法対象科目
○*は2012年編入・科目等

情報サービス概説 ○ ○ ○ 情報サービス論と同内容

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

○ ○* 新法対象科目
○*は2012年編入・科目等

図書館資料論 ○ ○ ○ 図書館情報資源概論と同内容

情報資源組織論
深水浩司

○ ○* 新法対象科目
○*は2012年編入・科目等

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

○ ○* 新法対象科目
○*は2012年編入・科目等

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

○ ○* 新法対象科目
○*は2012年編入・科目等

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

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 ○ ○ ○ ○

第４回メディア授業の受講申し込みについて

合
併

合
併

合
併

合
併

合
併

合
併

合
併

全学生対象

申し込みは１科目のみ



14

第４回メディア授業の受講申し込みについて

共通総合
日本史A②

細川重男
○ ○ ○

日本史②(前半部) ○ 日本史A②と同内容

文学部専門

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Ａ①と同内容

日本文学文化概説Ｂ①
河地修

○ ○ ○

日本文学文化概説①
（後半部） ○ 日本文学文化概説B①と同内容

古典文法(前半部) 田貝和子 ○ ○ ○ 古典文法Aと同内容

教職に関す
る科目 教育心理学 澤田七郎 ○ ○ ○

※Ｅカリ＝学籍番号の入学年度が“12”の正科生に適用
　Ｄカリ＝�学籍番号の入学年度が“99”以前および“08”〜“11”の正科生、2012年度科目等履修生

に適用
　Ｃカリ＝学籍番号の入学年度が“04”〜“07”の正科生に適用
　Ｂカリ＝学籍番号の入学年度が“00”〜“03”の正科生

◇申込期間
　12月７日（金）〜12月17日（月）
◇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。

合
併

合
併

合
併

 
 

 
 
 
 

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。
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第４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.�16参照）。
　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カードを受講期間最終日までに返却（返却時に送料120
円がかかります）してください。

　４．理解度確認テストの結果で合否を判定し、受講翌月の中旬頃に通知します。
　５．合格後に単位認定試験の申込をしてください。
　６．不合格の場合、再度の視聴は次年度以降になりますのでご注意ください。

◇注意事項
　１．申込できる科目は１科目です。
　２．microSDカードの発送・回収は外部委託業者が行います。
　３．事前に履修登録をした科目のみ申込が可能です。
　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．�今回の募集は、第４回のメディア授業です。今年度中に単位修得をする場合は、

合否結果の判明した日から単位認定試験（筆記）の申請（論文試験の場合は提出期
限）までの日数が少ないことをご承知置きください。

　６．�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。

　７．�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４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出来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出来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４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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１．図書館司書資格要件の変更について
　「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月から施行されたことにともない、同時に本学開講の履修科目および単位数が変更されま
した。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。
　（１） 正科生
　　�　改正省令後の科目の変更はありません。現在学習している本学開講科目（13科目26単
位）をすべて修得し、卒業すること。

　　�　13科目26単位すべて修得できずに卒業した場合、または卒業できなかった場合は、
下記（２）の科目等履修生と同様の対応となりますので、ご注意ください。

　（２） 科目等履修生
　　■�2012年４月以前より図書館司書資格科目を学習し、まだ、資格取得に至っていない

場合／2011年10月以前より図書館司書資格科目を学習し、まだ、資格取得に至っ
ていない場合

　　　2012（平成24）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（平成24）年４月以降に図書館司書資格を取得する場合は、これまでに修得さ
れた科目（2011年度以前の科目）を改正省令後の新科目（2012年度開講科目）に読み替
え、そのうえで不足している科目を履修してください。

　　�　改正省令後の新科目（2012年度開講科目）については、「本学開講科目新旧比較表（本
学開講科目読み替え表）」で確認してください。（『2012年度通信教育課程募集要項』P.33
ならびに『履修要覧』の「Ⅵ．諸資格」ページ参照）

　　■2012年４月・10月より図書館司書資格科目の学習を始める場合
　　　学習科目の読み替えなどは不要です。
　　　出願時に登録した科目（2012年度開講科目）の単位を修得してください。

全学生対象

教職・諸資格

重要なお知らせ【再掲】

2012（平成24）年４月施行の改正省令について
１．1科目２単位の必修科目が追加されます。
２．�「専門資料論」は、選択科目への読み替えとなります。改正省令後の選択科目は２科
目必要ですが、「専門資料論」を修得している場合にはそれに充当し、１科目に減ず
ることができます。
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重要なお知らせ

２．教員免許状取得要件の変更について
　「教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令」の施行とその経過措置について
　─教職に関する科目より「総合演習」が廃止され、「教職実践演習」が新設されます─

　「教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令」が2009（平成21）年４月１日から施行
されました。この改正で教育職員免許状に係る所要資格を得るために修得が必要な「教職に
関する科目」として、「教職実践演習」が新設され、2010（平成22）年度の１年次入学者よ
り適用されています。
　この「教職実践演習」は、2010（平成22）年度１年次入学生が４年生となる2013（平成
25）年度実施とされていることから、2013（平成25）年３月31日までは、「経過措置」が
設けられています。
　このことにより、本学では2013（平成25）年３月31日まで「教職に関する科目」として
「総合演習」を開講します。教員免許状取得を目指す2012年度４年生は、2013（平成25）
年３月31日までに「総合演習」を履修・合格してください。 2013（平成25）年３月31日
までに「総合演習」を修得した場合は、2013（平成25）年度より開設される「教職実践演
習」を改めて履修する必要はありません。ただし、2013（平成25）年３月31日までに「総
合演習」未修得の場合は、2013（平成25）年４月１日以降に「教職実践演習」の履修が必
要となりますのでご留意ください。
※�2013（平成25）年３月31日までに「総合演習」を修得していない学生で、2013年（平
成25）年４月１日以降免許状を取得する場合は、「教職実践演習（中・高）」の履修が必要
になります。

対象者については下記方法に従い、『教職パスポート』を申請してください。
「教職実践演習（中・高）」は『教職パスポート』がないと受講できません。
教員免許状を取得する上で重要なものとなりますので、該当者は『教職パスポート』を必

ず申請し、紛失や破損のないように自己管理を徹底してください。

【申請対象者】
・�2013（平成25）年３月31日までに「総合演習」を修得できない学生で、『教職パスポー
ト』を所持していない者（※2012年度新入生・新編入生を除く。注１）

注１） �2012年度新入生・新編入生については、履修登録内容に基づき事務室より『教職パ
スポート』を発送いたします。

【申請手順】
�任意のA４用紙に「教職パスポート希望」と題し、学部・学科・氏名・学籍番号・日中連絡
先を記入の上、140円切手と宛名シールを添えて事務室まで提出してください。
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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 対象 事項 期限

通信教育課程
正科生

前期

2013年３月卒業予定者

リポート提出

単位認定試験（論文）提出
（注意事項３参照）

単位認定試験（筆記）受験

2013年１月21日（月）
16：45　必着

2013年２月15日（金）
16：45　必着

2013年２月23日（土）
実施分まで

2013年度転部・転科試験
受験予定者
2013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
得を必要とする者
2012年度が在学年限最終
年度の者

後期

2013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
得を必要とする者

通信教育課程
科目等履修生

前期 2013年３月修了予定者　
（注意事項４参照）

後期
2013年３月末までに教員
免許・諸資格取得等のため、
単位修得を必要とする者

通学課程学生 ３部間聴講で通信教育課程
の科目受講者

リポート提出 2012年11月30日（金）
16：45　必着

単位認定試験（論文）提出
（注意事項３参照）

2013年１月31日（木）
16：45　必着

単位認定試験（筆記）受験 2013年１月26日（土）
実施分まで

学生の区分 入学期 事項 期限

通信教育課程
全学生

（注意事項
1・2参照）

前期
後期

リポート受付停止期間 2013年1月22日（火）〜3月31日（日）

単位認定試験（論文）申請・提出停止期間 2013年2月16日（土）〜3月31日（日）

（注意事項）
１．�2013年４月１日以降は2013年度『講義要項』の内容での学習となりますので、2012年度のリポー

ト課題では受け付けられません。
２．�リポート、単位認定試験（論文）の提出期限は厳守です。期限を過ぎての提出は一切受付できません。
　　�また、各受付・申請停止期間は年度更新に伴う停止です。そのため、リポート・論文を事務室で一時保
管することができません。

　　受付停止期間に届いたリポート・論文は採点せずに返送いたします。
３．単位認定試験（論文）について
　　�通常、単位認定試験（論文）の答案の提出期間は問題出力日より起算して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です。

４．�科目等履修生（前期生）の単位認定試験（筆記・論文）については、上記期限までに受験・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。

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



21

教務

　以下の科目について、2013年４月より科目担当教員が変更となります（2012年11月９
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を修得してください。

　科目担当教員の変更にともなう後任者の確定は、３月末になります。それに付随して、後
任教員が指定するテキストの確定も３月になります。後期生につきましては学習の年度途中
となるため、テキストは、４〜５月に大学より配布（無償）いたします。ただし、新規履修科
目に限ります。また、前期生（正科生、科目等履修生とも）は、自費購入となります。年度内
に学習が修了するようにしてください。

科目担当教員の変更について（2013年４月〜）

科目担当教員変更に伴うテキストの配布について

科目名・入学年度
（00〜03）

科目名・入学年度
（04〜07）

科目名・入学年度
（08〜11）
含科目等履修生

科目名・入学年度
（12〜）

2012年度
担当教員名

日本文学史特講Ａ 作家作品研究〈上代〉 作家作品研究〈上代〉
作家作品研究（上代）Ａ

渡部　　修
作家作品研究（上代）Ｂ

近現代日本文学講読 作家作品研究〈近現代〉作家作品研究〈近現代〉
作家作品研究（近現代）Ａ

水谷　真紀
作家作品研究（近現代）Ｂ

日本出版文化史
日本出版文化史Ａ 日本出版文化史Ａ 出版文化事情Ａ

百瀬　　久
日本出版文化史Ｂ 日本出版文化史Ｂ 出版文化事情Ｂ

万葉文化論
万葉文化論Ａ 万葉文化論Ａ

渡部　　修
万葉文化論Ｂ 万葉文化論Ｂ

国語科教育論 国語科教育論 国語科教育論 永田　正博

社会科指導法Ⅰ（地歴）
社会・地歴指導法Ⅰ 社会・地歴指導法Ⅰ

石渡　延男
社会・地歴指導法Ⅱ 社会・地歴指導法Ⅱ

法制史（日本） 法制史（日本） 法制史（日本）
法制史（日本）A

小宮　一夫
法制史（日本）B

国際政治史 国際政治史 国際政治学
国際政治学A

和田　修一
国際政治学B

法思想史 法思想史 法思想史
法思想史A

守屋　治善
法思想史B

　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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年末・年始事務室休業のお知らせ

その他

事務室休業期間　　2012年12月27日（木）〜2012年１月３日（木）

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、リポート受付、その他申請…12月17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18日（火）以降に到着した郵便物の取扱いについては、１月４日（金）以降となりま
す。

全学生対象
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その他

『東洋通信』2013年３月号表紙の投稿写真募集について
　『東洋通信』2013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またはメール送信してください。

〈応募期間〉2012年12月１日（土）〜2013年１月16日（水）

応募書類

１ 学籍番号、氏名、連絡先を別紙に明記してください。

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。
　　⑤応募写真は返却致しません。

〈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
　　mail：mltsukyo@toyo.jp

〈問い合わせ先〉　03－3945－7656

※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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その他

図書館利用について
　平成25年度より、白山第２キャンパスの白山第１キャンパスへの移転に伴い、白山第１キ
ャンパス図書館（以下、白山図書館）を平成25年２月22日〜３月31日迄閉館いたします。そ
れに伴い、通信教育課程在籍の学生（正科生・科目等履修生）への主なサービスを以下のとお
り一部変更させていただきます。ご不便をおかけして申し訳ございませんが、ご理解とご協
力をお願いいたします。

●閲覧について
白山図書館フロア 閲覧席（〜２/21迄） 図書資料（〜２/21迄） ２/22〜３/31
１Ｆ 利用できます 閲覧できます

閉館のため
利用できません

Ｂ１Ｆ
一部利用できないエリ
アがあります
（２/12〜２/21）

閲覧できます

Ｂ２Ｆ
利用できません
（２/12〜２/21）

電動書庫A、B、C配置資
料のみ利用できます
※２/７からB２Ｆ開架資
料の利用はできません

●ＯＰＡＣからの予約について

他キャンパス資料取り寄せ
受付締切日

白山図書館での受取希望をする場合の予約申込期限・・平成
25年２月20日迄（白山図書館での受取期限日は平成25年２
月21日迄）※ただし、川越・朝霞・板倉図書館閉館日は、図
書資料の取り寄せはできませんので、各館開館カレンダーを
ご確認ください。

●パスワード発行サービスについて

パスワード・ＩＬＬ初回登録受付締切日 平成25年２月20日必着分迄

※平成25年２月21日以降の申込分は、４月１日以降の受付となります。
※�「文献複写郵送サービス」、「図書の郵送貸出サービス」をご希望の方は、お早めにお申し
込みください。

●紹介状郵送サービスについて
他機関（他大学等）図書館への紹介状郵送
サービス申込締切日

平成25年２月20日必着分迄

※平成25年２月21日以降の申込分は、４月１日以降の受付となります。
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その他
●文献複写郵送サービスについて
他機関（他大学等）図書館の文献複写郵送
サービス申込締切日

平成25年２月20日必着分まで

※平成25年２月21日以降の申込分は４月１日以降の受付となります。

●図書の郵送貸出サービスについて
所蔵館 図書郵送貸出サービス受付締切日 注意事項

白山図書館
平成25年２月６日
申込必着分まで

※OPACで予約をつけ、OPAC資料
状態が「受取待」になったことを確
認した時点でお申込みください。

朝霞図書館
平成25年２月16日
申込必着分まで

板倉図書館
板倉保存書庫

川越図書館
平成25年２月９日
申込必着分まで

※図書郵送貸出サービス受付締切日以降の申込分は、４月１日以降の受付となります。

○予約資料（図書・雑誌）受取希望館の変更について
予約資料受取希望館を変更される方は、平成25年２月21日までに白山図書館カウンター
にてお申込みください。郵送、メール、FAXでは受付しておりません。
※平成25年２月22日以降の申込分は４月１日以降の受付となります。
※�雑誌の取り寄せは予約資料受取希望館カウンターにてお申し込みください。（ただし、平成
25年３月31日までは、白山図書館所蔵雑誌については、お取り寄せできません）

■開館カレンダー、図書館からのお知らせについては
　http://www.toyo.ac.jp/library/index_j.html　
■通信教育生の図書館利用サービス詳細については
　http://www.toyo.ac.jp/library/guide/tsukyo_j.html#03
　でご確認ください。

【各種書類送付・送信先および問い合わせ先】
◆白山図書館　　〒112－8606　東京都�文京区白山５－28－20�

東洋大学附属白山図書館　閲覧係
　　　　　　　　ＦＡＸ　03－3945－7330
　　　　　　　　ＴＥＬ　03－3945－7328
　　　　　　　　メールアドレス　　　mletsuran@toyo.jp

� 以上
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T.A.のしおり

はじめに
通信教育部に在籍の学生の皆さん、こんにちは。Ｔ.Ａ.（ティーチング・アシスタント）の大
村です。多忙な日々を送りながらも、少しずつ、しかし着実に学習を進めていることと思い
ます。これまでさまざまな課題に取り組んできたことと思いますが、今後も特定の課題やテ
ーマに沿ってリポートや単位認定試験（筆記・論文）、さらには卒業論文の執筆に取りかかる
ことになります。
今回の「Ｔ.Ａ.のしおり」では、ある特定のテーマに沿って文章をまとめる具体例として、
私の民俗調査の経験をふまえたものを提示してみたいと思います。文学を専門とする方や他
学科の学生の方々には、学習の合間の筆休めの読み物として読んでいただければ幸いです。
なお、以下の記述では、調査報告とその考察という文章上の性格から、文体を「です・ま
す調（敬体）」ではなく、「である調（常体）」に統一します。ご了承ください。

＊　　　　　　　　　　＊　　　　　　　　　　＊

１．伊仙町上面縄の餅貰い行事
伊仙町面

おも

縄
なわ

の位置と行政区分　　徳之島は、南西諸島の奄美群島に属しており、鹿児島県
から南に470㎞、沖縄県から北に130㎞の、東シナ海・太平洋上に位置している。人口は
およそ２万７千人の島である。伊仙町面縄は徳之島の南端の中央に位置し、行政区分では大
字に相当する。ときに面縄は、西に隣接する大字古里（ニシハマ・イリバァ〈西浜〉）とともに
一括りにしてとらえられることもある。
面縄は、さらに上面縄（ウェーウンノウ）と東面縄（ヒガシハマ・アガレバァ〈東浜〉）とに分
かれ、それぞれがシマ（地区・集落）としてのまとまりを持っている。そして上面縄は、タン
コウ（谷川）・サアミズ（坂水）・ソウバタ（竿畑）・アガレハンダ（東半田）（以上、上面縄東）、
ウーザト（大里）・イリハンダ（西半田）・シンニャ・ウスクドー（宇宿堂）（以上、上面縄西）と
いう８つの組に分かれている。
上記のシマのうち、2004年11月現在で餅貰い行事を行なっていたのは、上面縄だけで
あった。

餅貰い行事の名称と時期　　餅貰い行事とは、シマ在住の者のうち、大人の有志や子ども
たちがグループを作って、シマの家々を三線（三味線）や太鼓を演奏し唄を歌いながら訪れ、
餅などを貰い歩くものである。上面縄ではこの行事のことを「タネツケ」「タネブシ」「ドン
ドンブシ」「ムチムレ（餅貰い）」「イッサンサン」とさまざまに呼んでいる。行事の名称を簡
単に説明すると、「タネツケ」「タネブシ」は、奄美では一般に「種おろし」と呼ばれ、餅貰

奄美徳之島の「餅貰い行事」今昔
─豊作を感謝・祈願する稲作儀礼─
（国文学科・日本文学文化学科編）
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い行事と同時期に行なわれた稲作の作業の名称が残ったものである。ちなみに種おろしとは、
種籾を湯水に浸して発芽させる作業のことである。一方の「ドンドンブシ」は各家を訪れた
際に歌われる唄の曲名に由来し、「ムチムレ」は各家から餅や握り飯を貰うことに由来してい
る。また「イッサンサン」は伊仙町大字犬田布で行なわれている同種の行事の名であり、竹
竿や藁で作られたカカシ状の作りものを指している。この行事の際に家々を訪れ福徳をもた
らすとされる神の名を行事名としたものと考えられる。なお、上面縄では、各家を訪れる際
に門前で「イッサンサーン」と声をかけられるともいう（注１）が、カカシ状の作りものは登
場していない。
上面縄の餅貰い行事は、旧暦10月の壬（みずのえ）・癸（みずのと）の日に行われる（注２）。

また、庚申（かのえさる）の日に行なわれたという報告もある（注３）。ちょうどこのころには
ウーメと呼ばれるツワブキの花が咲き、この花の開花が行事の到来を知らせてくれるという。

餅貰い行事の概要と推移　　2004年11月に筆者が見聞した際には、小・中学生からな
る子どものグループ３組と、大人のグループ１組が各家を巡り歩いていた。
子どものグループは、２、３人で１つのグループを作って午後５時ごろから地区内を歩き

はじめる。このときに訪れる組や家はとくに決まっておらず、目についた家を適当に選んで
訪問していく。家を訪れると子どもたちは軒先に立ち、「ドンドンブシに来ました」とか、「ム
チムレに来ました」などと言って家人を呼び出し、「ドンドン節」と呼ばれる唄を歌う。主な
歌詞は以下のとおりである。

〽どんどんぶーし
　イー　やまとぅ（大和）から来ぇーたすが
　やーがて　とぅくのしまぁ（徳之島）流行て流行るな
　ハラドンドンセ　サマイトサンセ
〽どんどんぶーし
　ムチムレ（餅貰い）来ぇーたすが
　やーがて　とぅくのしまぁ（徳之島）ハァ流行るな
　ハラドンドンセ　サマイトサンセ

ドンドン節の歌詞は、戦後間もなくから1960年代までは親や地区の大人たちから教わる
ものであったが、近年では地区を学区とする小学校で地区の伝統文化を学ぶ課外活動の際な
どに教わっているという。また、上面縄の子どもだけでは参加者の人数が少ないことから、
子どもたちは餅貰い行事の行なわれていない地区在住の知人や仲の良い友人を誘っていると
いう。2004年の場合、上面縄の子どもたちに交じって、伊仙・検福・目手久などの地区か
らも子どもたちが参加していた。
唄を歌い終えると、子どもたちは立ち寄った家で菓子類や果物、ジュースなどを貰い、各

自のカバンに入れて行き、後で道端や公民館でおしゃべりをしながら飲み食いするという。
今でこそ貰うものは市販の菓子類になっているが、筆者の伯母（昭和12年生、14年生）の話
によれば、戦後間もなくまでは握り飯であったといい、のちには握り飯大の丸餅に変わった
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という。子どものグループは午後９時ごろまで家々を訪れ、多くの菓子類を貰いながら思い
思いに過ごす。
一方、大人のグループは、各自の仕事（戦後間もなくまでは蔗作・麦作・稲作農家、以降は
蔗作などの畑作農家や自営業）の終わりを見こした午後７時半ごろから集まりはじめ、主だっ
たメンバーが揃った８時ごろから地区内を歩きはじめた。大人のグループの場合、シマ全体
の家々を訪れることから、あらかじめ訪れる組の順番を決めている。2004年には、最終的
に大人のグループは20人ほどが集まり、タンコウから回りはじめ、サアミズ→ソウバタ→ウ
ーザト→アガレハンダ→イリハンダ→シンニャ→ウスクドーの順に家々を訪問した。
大人のグループは、農作業やそれぞれの仕事を終えて駆けつけた者も多く、服装はさまざ
まであるが、これらの他に、浴衣を着て手拭をかぶって仮装した者や、市販の仮面（馬の面・
当時の首相小泉純一郎の面）をかぶった者、三線を演奏する者や桶胴式のくさび締め太鼓を打
つ者、各家を訪れた際に貰った物を入れるティル（肩掛け紐のついた大きな竹製の籠）を持っ
た者が加わっていることが注目される。1960年代までは参加者は農家の者ばかりであった
ので、農作業着に手拭をかぶって仮装する者がほとんどであったといい、それに三線や太鼓、
ティルを持った者が加わっていたという。筆者の母（昭和19年生）の子どものころの回想によ
れば、参加している大人はシマの者であったにもかかわらず、手拭で顔や髪を覆っていたこ
とから、家で大人のグループを迎えても誰が誰だかわからず、異様な感じがしたという。
ドンドンブシの一団を迎える用意ができた家では、家のカーテンや窓を開け放しておき、
縁側の方から一団が入ってきても良いように部屋の明かりをつけておく。そして、大人のグ
ループがやってくると、菓子類や丸餅だけでなく、焼酎や、豚肉・昆布・厚揚げなどの入っ
た煮物、揚げ物などを振る舞ってもてなす。
大人のグループが家々の敷地に入ってくると、子どものグループと同様に「ムチムレに来
ました」とか「ドンドンブシに来ました」と言って三線や太鼓を演奏しはじめ、ドンドン節
の唄を何節か歌いながら手踊りをする。そして代表者が家人に挨拶をしながら縁側から家の
中に入り、ブツダン（仏壇）を拝む。焼酎や手料理などの振る舞いを受けて、適当な時間を見
計らって（だいたい２〜３分）家を出る。以上の内容を各家にわたって繰り返し、深夜１時ご
ろまで続けられる。
ところで、上面縄で稲作が行なわれていたのは、減反政策の影響もあって、だいたい1960
年代までであったという。また、渇水期に水不足に陥ることが多く、これを改善するべく
1973年ごろに面縄川上流に東部ダムを作ったところ、田に引くのに充分な流量が確保でき
なくなったことから、以後、上面縄から稲作は完全に失われてしまった。そのために餅貰い
行事の際にやりとりされる握り飯や餅は、収獲されたものから市販のものへ、さらには市販
の菓子類へと移り変わってしまった。

２．徳之島における餅貰い行事の特色
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場所 行事名 日時 人形 仮装 道具 唄の有無 文献

伊仙町

犬田布上組

アキムチ

旧八月戊戌 イッサンサンボ × テル（籠） ○ 徳之島採集手帳№９-71　徳富ムチムレ

イッサンサン

犬田布中組 × ○ 徳之島採集手帳№９-71　徳富

面縄

旧九月癸卯の日
旧十月 × ○ ティル（籠） ○

徳之島採集手帳№23-186　小林
目手久 アキムチ

佐弁 モチタボレ

喜念

ムチムレ 奄美群島の民俗１

古里 ムチムレ 旧十月 × ○ イボロ（小籠） ○ 奄美の文化総合的研究

徳之島町

井之川

餅貰い ○ 徳之島採集手帳№４-44　小川

秋餅
○ 奄美群島の民俗１

ドンドンブシ

白井 餅貰い ツチの日の午の日
戊または己の日 ○ 徳之島採集手帳№９-69　小川

花徳
ムチムレ

一月一六日 ○ ○
徳之島採集手帳№10-78・79　徳富

節句 徳之島採集手帳№14-131　徳富

尾母 アキムチ 旧八月戊の日 イッサンボウ ○ 徳之島採集手帳№９-41　小川

下久志 餅貰い 旧九月の
子・午・酉の日 ○ ティル（籠） ○ 徳之島採集手帳№10-94　川野

天城町 松原 ムチタボレ ○ 奄美群島の民俗１

上記の表は、徳之島の餅貰い行事に関する先行研究をもとに、「各地区の行事名」、「行事の
日時」、「人形（作りもの）の有無」、「仮装する者の有無」、「各家から貰ったものを入れる道具
の名称」、「唄の有無」、「文献」の諸項目にわたって整理したものである（注４）。この表から
うかがい知れる特色をまとめると、以下のとおりである。
まず、「各地区の行事名」には、前節で述べたものと重なるものが多いが、中には「アキム

チ」、「モチタボレ」、「節句（節供）」というものがみられる。「アキムチ」は稲の収穫期に由来
するものであり、「モチタボレ」は「餅（を）給われ」という言葉を行事名としたものである。
また「節句」とは季節の節目、一連の稲作作業の区切りを意識したものであり、「収穫された
作物そのもの」、あるいは「この時期の収穫物を神や先祖への供え物にし、これを共に食す
る」、という意がある。
「行事の日時」には、旧暦８月の戌の日、旧暦９・10月、１月16日というように、おおむ
ね３とおりの傾向が認められる（注５）。旧暦８月、旧暦９・10月というのは、いずれも７〜
８月に稲の収穫を終えた直後にあたり、餅貰い行事も豊作感謝の意味合いが強いが、それと
同時に翌年の収獲に備えて種おろしを始めることから、豊作祈願の意味もあわせ持っている。
１月16日というのは、苗の植え付け時期にあたり、地区の実情に応じて生産暦のどこを節目
として行事を行なうかの違いであり、大した問題ではないだろう。また、旧暦８月、旧暦９・
10月の間に１〜２か月もの差があることを、一方を二期作地域、他方をそうでない地域と結
びつけて考えたくなるが、古老たちの話によれば、徳之島で二期作が行なわれるようになっ
たのは昭和時代初期以降のことであるというので、それほど古くまでさかのぼることができ
ず、二期作との関わりはないと思われる。
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「人形の有無」は、徳之島西部の伊仙町犬田布上組と徳之島町尾母のみに限られ、イッサン
サンボとかイッサンボウなどと呼ばれるカカシ状の作りものが用いられているという。
「仮装する者の有無」については未報告地区があるものの、おおむね各地区で仮装した者が
多く登場していたようである。
「各家から貰ったものを入れる道具の名称」からは、奄美で代表的な民具であるテル・ティ
ルという竹製の籠が用いられていることがあげられる。なお、テル・ティルには、側面上部
の両側に肩や頭部にひっかける帯状の紐がついており、比較的多くの荷物を入れて運ぶこと
ができる。伊仙町古里のイボロというのは、これを小型化したものである。しかし、今日の
行事の際には、地区全域にわたって餅などを貰い歩くことから、こうした籠類では間に合わ
ず、軽トラックに積み替えて移動をしている。
「唄の有無」からは、前節でとりあげたものと同様の節まわしの唄であるが、各地区にさま
ざまな内容で伝えられていたことがうかがい知れる。

３．イッサンサンの位置づけ
先の第１節において、伊仙町上面縄の餅貰い行事の概要と移り変わりの様子をみてみたが、
ここでは近世地誌類における記述を確認しておきたい。
『南島雑記』にみる種おろし　　幕末に奄美大島を訪れた名越左源太（なごし・さげんた）に
よって執筆された『南島雑話』によれば、奄美大島の小見地区の種おろしに関する記述とし
て、
　A�種卸の節　倭の狂言芝居と云べきものにて、村々踊りありく。年々に其仕形はかはれ
り。皆人の妻子共なり。（注４）

とある。すなわち、種おろし行事というものは、何らかの滑稽な要素をともなって村内を踊
り歩くものであったらしく、行事の行われ方にも年を追うにつれて変化が見られたといい、
その担い手は女や子どもであったという。また、その行事の際には、
　B�鬼面（ハツブロ）　　種卸し　竹の皮を用いて作二鬼面一。村中を徘徊し村童乞レ餅。（注
５）

とあって、ハツブロと称する竹皮製の鬼面を作って身につけ、村の子どもたちは餅を貰い歩
いたことが知られる。わずかな記載からではあるが、島の別や行事の詳細はともかくとして、
先に見た面縄の餅貰い行事の概要とほぼ同じだと言ってよいだろう。

鬼面の存在と仮装　　しかし、これらの記述で、より注目されねばならないのは、Bの記
載に見られる鬼面の存在である。Aの記載にみられる「倭の狂言芝居と云べきもの」が、踊
りの滑稽さのみを指し示すのでなく、面を付けて踊ることを意味していたのならば、種おろ
し行事では仮装した者が村の家々を訪れ来ることに何らかの意義があったのだと考えなくて
はならない。
ここで再び第２節の表に目を移してみると、徳之島の餅貰い行事にはほとんどの地区で仮
装が確認できる。餅のやりとりにばかり目を奪われてしまいがちであるが、餅貰い行事に必
要不可欠なのは、この仮装を施した者たちであって、豊作を感謝・祈願を祈ってこの者たち
を歓待するのが餅貰い行事の主眼だったのではないだろうか。それは、福徳をもたらす神と
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考えられているイッサンサンの場合も同様である。

イッサンサンの昔話　　面縄では、餅貰いの行事と一三坊との関わりについて、行事由来
の昔話として、次のように語られている（注８）。
　�一坊はもともと裕福な農家に生まれた怠け者の少年であった。あるとき通りがかった田
に大きな鰻が這い回っているのを見つけたが、捕まえることができず、その日以降、毎
日のように土を起こして探した。田植えの時期が迫るが、苗が植えられてしまうと、鰻
をとることができなくなると思っていた矢先に、ようやく捕まえることができる。その
後、田植えも済み、一坊も元の生活にもどる。親から田の様子を見てくるようにいわれ、
しぶしぶ行くと、他の田の稲よりも出来栄えが優れていた。実はその田は一坊が鰻を探
した田であって、平年の三倍の収穫をあげることができた。それ以来、一坊は熱心に働
くようになり、作物は人の三倍の収獲をあげるようになったので、人々は「一三坊」と
呼ぶようになった。一三坊が親以上の暮らしをするようになったことから、一三坊のよ
うに諸作物が作れるようにと、タネブシの祭りのときに祈るようになったという。

　すなわち、怠け者が熱心に働くことによって豊作をもたらす存在へと変わったのである。
下野敏見氏の論著によれば、「恐しい姿、あるいは奇怪な格好をした者が家々をおとずれ

て、家族をおどし、あるいは祝福して、餅や銭などをもらって去るというおとずれ神は、わ
が国では青森県から沖縄県の八重山諸島に至るまで、ひろく、しかも多彩に分布している。」
といい、各地の事例を整理しながら、その出現の時期と機能を検討しておられる（注９）。も
ちろん、本稿で紹介した奄美のムチムレ行事や犬田布のイッサンボーも挙例しており、いず
れも節替りの時期に行なわれるものであって、人々は歓待し餅や銭をくれてその機嫌をとり、
退去してもらわねばならないものであると指摘している点は注目される。
これらのことから考えられるのは、福徳をもたらす神のイッサンサンは人々の仮装をより

端的に具象化したものであり、同質のものであるということである。そのような存在を迎え、
歓待し、送り出す方式というのは、広く民間のカミ祭祀のしかたに通じるものである。

４．おわりに
面縄では、昔ながらの民俗行事が数多く続けられており、そうした行事のたびに墓参りを

欠かさないといわれている。そのためもあって、地区の古老たちは口々に「面縄には行事が
たくさんあるから、他の地区に比べて墓がきれいだ」といっている。餅貰い行事もその例外
ではない。今も昔も行事に先立って朝一番に墓参りをし、先祖に豊かな生活を送っているこ
とを報告しているのである。
しかしその一方で、時代の推移にしたがって生業としての稲作自体は失われ、豊かな収穫

への感謝と祈願という稲作儀礼は形骸化してしまったが、行事の意義は、握り飯や丸餅など
の収穫物のやりとりから市販品・菓子類の授受へと方式を変えつつ、行事で訪れた者を歓待
することは続けられていたのである。
今日のように、多様な価値観のある中で、従来の姿を守りながら行事を行なっていくこと

はかなり難しいものである。そのような中、私たちは常に何のために行なっているのかと意
義を考え、見失わないことが大切である。
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（注１）山内瑠美子「上面縄の年中行事とタネブシについて」（『シマ第３号─琉球大学民俗学実
習調査報告書─』所収55頁〜67頁、琉球大学法文学部人間科学科民俗学研究室、2001
年３月）、および仲宗根千尋「上面縄の農耕儀礼と芸能─タネブシを中心に─」（同書所収
68頁〜80頁、琉球大学法文学部人間科学科民俗学研究室、2001年３月）。

（注２）前掲（注１）。
（注３）泉義正「（七）面縄の年中行事」（泉義正〔著〕・大村達郎〔編〕『鹿児島県大島郡（徳之
島）伊仙町の民俗文化─泉義正遺稿集─』所収62頁、自刊、2004年11月）。

（注４）表の作成にあたっては、主に『徳之島採集手帖─徳之島民俗の聞き取り資料─（南日本
文化研究所叢書21）』（鹿児島短期大学付属南日本文化研究所、1996年３月）を用いた。詳
細は同書の記述を参照されたい。あわせて、各地区のムチムレの唄の歌詞については、同
書から多くの知見を得たことをここに付記しておく。

（注５）徳富重成「徳之島のムチムレ行事─面縄での聞き書き─」（島尾敏雄〔編〕『奄美の文化
総合的研究』所収347頁〜358頁、財団法人法政大学出版局、1976年３月）。初出誌『奄
美郷土研究会報』第11号（奄美郷土研究会、1970年６月）。なお、徳富氏がいうところ
の「面縄」とは、その記述内容から古里地区（大字古里）を指しているので、本稿とは報告
内容が異なることをここに明示しておく。

（注６）名越左源太〔著〕・國分直一・恵良宏〔校注〕『南島雑話２─幕末奄美民俗誌─（東洋文
庫）』所収62頁下段、平凡社、1984年４月。

（注７）前掲（注６）67頁上段。
（注８）以下、泉義正「イッサンサン（一三坊）の由来」（泉義正〔著〕・大村達郎〔編〕『鹿児島
県大島郡（徳之島）伊仙町の民俗文化─泉義正遺稿集─』所収113頁、自刊、2004年11
月）からの要約。

（注９）下野敏見「おとずれ神」（大島建彦〔編〕『講座日本の民俗６　年中行事』所収173頁
〜199頁、有精堂、1978年11月）。

� （文学部Ｔ.Ａ.　大村　達郎）
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学友会からのお知らせ

スクーリング懇親会
（クリスマス・パーティ）のお誘い

東日本大震災から二年が経過しようとしています。この間、経済的に大変な一年でした。
その影響もあり、昨年は大掛かりなクリスマスパーティは企画できませんでした。
皆さまにおかれましては、リポート提出やスクーリングによる学習に励み、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、学生同士の親睦を深めるため、食事をとりながら、ささやかながら「クリ

スマス・パーティ」を開催いたしたいと存じます。
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。土曜２期スクーリングを受講中の学友会員を含め、
広く皆さまのご参加をお待ちしています。

記
１．日　時：平成24年12月22日（土）　16：30〜18：30
２．場　所：甫水会館（会場は当日掲示します）
３．目　的：�自宅で勉学されている学友会会員および土曜２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：500円　但し年間パスポートを所持している方は無料（当日提示してください）
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20日（木）消印有効＊（メール21日午後迄）
　　　　　　　　＊注：�締切りは人数把握のために、早目に出席者を確認するためのもの

ですので、当日申込みもできます。ぜひご参加ください。
� 以上


