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掲示板　2012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
� 10月より始まる予定の学務システムについて【再掲】【重要】
� 2012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６回 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

� 教務
� 学務システム（ToyoNet-G）導入に伴うリポートの提出について【重要】
� 学務システム（ToyoNet-G）説明会の開催について【重要】
� 学務システム（ToyoNet-G）導入に伴う履修登録時の追加履修手続について 後期生対象
� 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】

� その他
� 登録情報の変更について 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
� 通信教育課９月の窓口時間のお知らせ
� テキストの変更について
� 「第26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

目　次



2

【随　　想】

心の旅路─団藤重光先生のご逝去を悼む─… ……………… 山　下　りえ子……2（77）

【オアシス】

あんこ先生… …………………………………………………… 藤　本　典　裕……4（75）

欧州債務危機の淵源… ………………………………………… 多　田　英　明……7（72）

【学 習 室】

国際子ども図書館ホームページ活用のすすめ… …………… 尾　崎　る　み…10（69）

手形の偽造と被偽造者および偽造者の責任… ……………… 井　上　貴　也…14（65）

【学　　灯】

蕗谷虹児の詩画集─旅する少女の表象を読む─… ………… 水　谷　真　紀…18（61）

ビスマルク憲法の特色と国家機関… ………………………… 名　雪　健　二…28（51）

目　次

� 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
� トピックス 全学生対象 【再掲】

� 入学説明会のご案内
� T.A.のしおり
� 司書教諭修了証書申請書
� 学友会からのお知らせ



3

9月 行事予定 手続期間 「東洋通信」参照ページ
1（土）入学説明会（新宿） P.33

2（日）入学説明会（札幌・福岡） P.33

3（月）

4（火）

5（水）

6（木）

7（金） 後期生（科目等履修生）１次出願締切

8（土）学務システム（ToyoNet-G）説明会①　11：00〜 P.19

9（日）

10（月）

11（火）

12（水）

13（木）

14（金）

15（土）学務システム（ToyoNet-G）説明会②　11：00〜 P.19

16（日）

17（月）敬老の日

18（火）

19（水）

20（木）

21（金） 後期生（正科生）５次出願締切

22（土）学位記授与式・卒業式　10：30〜　　秋分の日 P.6

23（日）

24（月）

25（火）

26（水）

27（木） 法律討論会立論者募集

28（金）

29（土）

30（日） 2013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
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10月 行事予定 手続期間 『東洋通信」参照ページ

1（月）

単位認定試験（筆記）第６回申込開始
（〜10/12）
後期生学費納入・在籍手続期間
（〜10/15）
後期生（正科生）履修登録期間
（〜10/15）

P.10

2（火）

3（水）

4（木）

5（金）

6（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
14：00〜15：30

7（日）

8（月）体育の日　　通学課程平常授業

9（火）

10（水）

11（木）

12（金） 単位認定試験（筆記）第６回申込締切 P.10

13（土）

14（日）

15（月） 後期生学費納入・在籍手続期間締切
後期生（正科生）「履修登録」締切

16（火）

17（水）

18（木）

19（金）

20（土）

21（日）

22（月）

23（火）

24（水）

25（木）第26回法学部長杯争奪法律討論会　13：00〜

26（金）

27（土）単位認定試験（筆記）第６回

28（日）

29（月）

30（火）

31（水）
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10月より始まる予定の学務システムについて（予告）
　東洋大学通信教育課程に所属する正科生・科目等履修生の皆さま
　この東洋通信や募集要項でご案内していましたとおり、東洋大学通信教育課程での手続き
がweb対応のシステム化により、大幅に変更されます。
　このような仕組への切り替えは2012年10月からとなります。
　この仕組みは「ToyoNet-G」というシステムで、さまざまな学習上の手続きがオンライン
化されることにより簡略化・省力化・短縮化することが期待されます。
　これに伴い、下記の手続方法が変更となります。

記

主な変更点

履修登録………………………マークシート方式がwebでのオンライン手続きに変更
リポート表紙…………………各自webで申込・課題出力（青いリポート表紙は廃止）
単位認定試験（論文）問題……各自webで申込・問題出力（黄色い試験問題は廃止）
単位認定試験（筆記）申込……�各自webで申込・受験票発行（東洋通信綴込みの申込書は廃止）
スクーリング申込……………�各自webで申込・受講票発行（東洋通信綴込みの申込書（ハガキ）

は廃止）
卒業論文題目申請……………各自webで申込（郵送での申込は廃止）
住所変更………………………各自webで変更（郵送での申込は廃止）
成績表…………………………各自webで参照・出力（郵便での送付は廃止）
リポートなどの採点状況……各自webで確認
各種連絡・お知らせ…………各自webで確認
など

このシステム稼働に伴い、全員にシステム使用するためのIDパスワードを記したアカウントシート
を９月下旬にお送りします。

10月より始まる予定の学務システムについて【再掲】【重要】

準備するもの
■パソコン
ToyoNet-Gを利用するには、パソコンが必要です。以下の条件を満たすパソコンの使用を推奨します。

項目 説明
OS Microsoft�Windows�XP、Microsoft�Windows�7
CPU Intel�CORE2�DUO�1.6GHz以上
メモリ 1GB以上
Webブラウザ Microsoft�Internet�Explorer�7、Microsoft�Internet�Explorer�8
ディスプレイ 解像度XGA、WXGA

■インターネット環境
ToyoNet-Gを利用するには、通信速度10Mbps以上のインターネットに接続する環境を推奨します。

■プリンタ
リポート課題、単位認定試験（論文）問題、スクーリング受講票などを印刷することになります。
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地方２期スクーリング（秋田）
2012年９月学位記授与式・卒業式

　通信教育部では、９月22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22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：甫水会館２F　202会議室

＊卒業祝賀会（学友会主催）
１．日　時：９月22日（土）　12：00〜
２．場　所：甫水会館４F　402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６日（土）　10：30〜13：00
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10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10日（土）　10：00〜
　　後期新入生オリエンテーション第２回　　　11月10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）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６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）（予定）
　　　　　　　　　　　　　　　　　1201教室〔1号館2Ｆ〕（法学部）（予定）
　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.�８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24日（月）（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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学習の進め方・リポートの書き方説明会　第3回
� 2012年　　月　　日提出

「学習の進め方・リポートの書き方説明会」（10／6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６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24日（月）（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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　単位認定試験（筆記）第６回を下記の要領で実施します。
◇実施日　10月27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 曽我　一正
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6回 全学生対象



10

単位認定試験（筆記）（第6回）
■対象学生：学籍番号の入学年度が“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 曽我　一正
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 曽我　一正
図書館資料論 大塚奈奈絵

◇受験申請手続期間　10月１日（月）〜10月12日（金）
◇受験申請手続
　10月１日から開始する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の利用マニュアル等、詳細は９月下旬にお送りします。
◇注意事項
�　�『東洋通信』４月号P.12〜15「2012年度単位認定試験（筆記）（第１回〜第10回）」を確
認してください。
　※�なお、後期生（正科生）の受験希望者は、手続期間内に在籍手続（P.�15参照）および
ToyoNet-Gで「履修登録」の手続をおこなってください。
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単位認定試験（筆記）（第6回）
◇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

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

工事エリア

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6回）

科　目　名 担当教員名 試験場への持込 重点的学習範囲

英語Ⅲ① ショート 不可
試験範囲は課題1および2で学んだ部分すべてとなります。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Chapter　1＆3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、復習しておいてくだ
さい。

現代日本文学Ａ

早川 テキスト

川端康成「水月」では鏡が、江戸川乱歩「押絵と旅する男」においては（蜃
気楼を出現させる）「大気のレンズ」や双眼鏡といったレンズが〈異界〉と
現実世界を結び付けています。これらが作品中で果たしている具体的な機
能と、〈異界〉と愛または恋の関係について考察しておいてください。

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

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。

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、スクーリングの学習内容を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、スクーリングの学習内容を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

問（相関文化の変容）6回　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
問（文学文化の脱構築）6回　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

問（相関文化の変容）6回　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

・出版文化について調べてください。
・俳諧の歴史について調べてください。

近世日本文学史Ｂ ・出版文化について調べてください。
・歴史的事項とそれにまつわる人物について調べてください。

近世日本文学史 中山（尚） すべて可
・近世の俳諧史について調べてください。
・幕政改革について調べてください。
・狂歌について調べてください。

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、スクーリング学習についてよく理解しておくこと。

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。　回答に際しては、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　作中の人物造形を論じて、『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。　回答に際しては、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。

◇担当教員による学習上のアドバイス
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単位認定試験（筆記）（第6回）
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〉

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　作中の人物造形を論じて、『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。　回答に際しては、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〉
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全て
可です。

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全て
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全て
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、現在の「節分行事」のもとになった『追儺（ついな）』または
「鬼やらい」と呼ばれた行事について調べて理解を深めてください。「鬼や
らい」は平安時代から鎌倉時代におこなわれた宮中行事です。テキストで
は不十分なので、図書館で調べましょう。都道府県・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』夏の章、および『講義要項』にあげた参考書・事
典などで、祭礼における山車（ダシ）・屋台（ヤタイ）・山（置きヤマ・曳き
ヤマ）・囃子（ハヤシ）など、祭礼にともなう、装飾的な出し物について調
べて理解を深めてください。その観点から、「山車・屋台・ヤマ」が出る
祭りの事例を一つ調べましょう。あなたの都道府県内またはその周辺の事
例を捉えてみましょう。都道府県・市区町村史の民俗編で、行事の事例を
調べてノートにまとめましょう。事前に調べたノートとテキストの持ち込
みは可です。

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』秋の章、および『講義要項』にあげた参考書・事
典などで、盆行事にともなう精霊（ショウリョウ）・先祖霊について理解を
深めてください。その観点から、盆の精霊迎え・精霊送りの事例を調べま
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。

日本民俗学Ａ

久野 すべて可

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

日本民俗学Ｂ

テキスト『日本民俗学』第三部四章（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とらえられるかという伝説
の役割も考えてみましょう。資料の持込はすべて可とします。

日本民俗学 久野 すべて可

テキスト『日本民俗学』第二部三章「生業」（p94〜p118）を読み、民俗
学が研究対象とする「生業」における技術の伝承について理解してくださ
い。その観点から、私達の職業やしごとにおいて、親や先輩からどのよう
に「わざ」（技量や技術）が伝達されたか。自分の身の回りの事例で記録し
ましょう。都道府県・市区町村史の民俗編も参照しましょう。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

講義の中に出てきた具体的な学習支援や、あなたの暮らす地域の社会教育
関連施設などでおこなわれている学習支援など、生涯学習・社会教育の現
状について具体的な理解を深めておきましょう。論述では、あなたの意見
が根拠や十分な説明を伴って説得的に記述さているかを重視します。すべ
て持ち込みを認めています。

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。
児童サービスでおこな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。
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単位認定試験（筆記）（第6回）
科　目　名 担当教員名 試験場への持込 重点的学習範囲

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おこな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。各図書館情報資源の特質をまとめて
おいてください。出版流通システムと図書館の各業務（資料の収集や選択、
受入、蓄積と保管、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。2102年度のリポートの課題からは出題しない。
憲法Ｂ 統治機構から2問。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。統治機構から1問。2012年度のリポート課題から
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 不可 不動産物権変動に関する問題を出題します。
民法Ⅱ部（物権法）
民法Ⅲ部（債権総論） 山下 指定六法 債権の効力（履行確保）
民法Ⅳ部（債権各論） 大坂 指定六法 危険負担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

“離婚”から事例問題を出します。
民法Ⅴ部（身分法） 中村 指定六法
刑法Ⅰ部（総論）Ａ 小坂 不可 安楽死・尊厳死
刑法Ⅰ部（総論）Ｂ 小坂 不可 未遂犯
刑法Ⅰ部（総論） 小坂 不可 未遂犯
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詐欺罪、強盗罪
商法総則・商行為法

遠藤 指定六法 取次に関する問題
商法Ⅰ部（総則・商行為）

会社法
堀口 指定六法 課題2に対応

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

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 盛岡一夫　「知的財産法概説」　pp11〜108



15

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27日（木）に成績通知書と一緒に事務室から送付します。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� 振込期間　10月１日（月）〜10月15日（月）厳守

２〜４年生 授業料 100,000円

原級生 再学料 � 80,000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１日（月）〜10月15日（月）消印有効
　学生証の有効期限は2012年10月15日までです。2012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１日（月）〜10月15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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学籍
◆休学からの復学手続について� 振込・手続期間　10月１日（月）〜10月15日（月）必着
　2011年度休学し、2012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。

　○�2011年度休学した学生は、復学手続を行わなければ、2012年度学習することはでき
ません。

� 手続期間　９月１日（土）〜10月15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）（※「各種申込用紙」
に綴じ込まれています。もしくは、講義要項CD-ROM内「各種申込用紙（PDF）」
よりダウンロードしてください。）

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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学籍

　次の表１に該当する後期生で2012年９月に卒業できない学生は、2012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 02 なし
② 01 １年
③ 00 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、審査のうえ再入学
することができます。　（＊次の記載を参照してください。）

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

　なお、経過措置として、2012年10月の再入学については、適応外とします。

　2012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：2012年10月９日（火）
　　＊学習の継続を希望する場合は、次頁項目を確認してください。
　　＊科目別履修生は、2012年度から募集しておりません。

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
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学籍

　下記の要領で改めて次年度の登録手続が必要です。
　　対象：2012年10月１日以降も改めて登録を希望する方
　　期限：2012年10月15日（月）（当日消印有効）
　　願書の入手方法：�HP（http://www.toyo.ac.jp/tsukyo）から「2012年度入学要項」等

をダウンロードしてください。
　　出願方法：�『2012年度入学要項』に基づいて、東洋大学通信教育課程2012年度イン

ターネット出願ガイダンスを熟読の上、出願してください。
　　注意：�11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７日（金）まで

に完了してください。
　　　　　�　なお、2011年度単位修得に至らなかった科目のリポート合格やスクーリング

合格などの学習履歴は引きつがれませんのでご注意ください。
　　　　　

　科目等履修生で単位修得証明書が必要な場合は、「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。

科目等履修生の単位修得証明書発行について

科目等履修生で改めて次年度の登録手続を希望する場合
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教務

学務システム（ToyoNet-G）導入に伴うリポートの提出について

学務システム（ToyoNet-G）説明会の開催について

10月から始まる学務システム（ToyoNet-G）の導入システムに伴い、リポートの作成及び
提出方法について、以下のとおり変更となります。

１．変更日：10月９日（火）受付分より
　　　　　　（10月７日までは、リポート受付停止期間）

２．変更内容：①リポート用紙がB５版からA４版に変更となります。
　　　　　　　・現在作成しているレポートは、A４版にて作成をお願い致します。
　　　　　　　※�１ページにつき20字×20行（400字）の原稿用紙を使用すること等、注意

事項に変更はありません。
　　　　　　　②リポートの青い表紙は廃止です。
　　　　　　　　�各自ToyoNet-Gよりプリンタ出力したA４版の「リポート提出用表紙」と

作成したリポートを専用封筒（※）に入れて送ってください。
　　　　　　　　※専用封筒は、９月下旬にお送りします。
　　　　　　　③�参考文献記入用紙・質疑応答用紙は、ToyoNet-Gもしくは東洋大学通信

教育課程HPから出力してください。

学務システム（ToyoNet-G）の導入に先立ち、説明会を開催します。
説明会では、学務システム（ToyoNet-G）の画面を見ながら各種申請・手続方法や、リポー

ト提出方法等、10月からの変更点等を説明します。

１．対象者
　　10月以降に在籍する予定の正科生と科目等履修生

２．日時・場所
　　①９月８日（土）11：00　白山キャンパス1308教室
　　②９月15日（土）11：00　白山キャンパス1602教室
　　※①②は同じ内容です。

青いレポート表紙はいつまで使える？

　リポート受付停止期間が明ける10月９日からは、ToyoNet-GからA４版のリポート表紙
を出力してください。但し、変更期の特例として、既存のリポート表紙での提出準備ができて
いる場合のみ、次の手順で提出していただくことで、青いリポート表紙での提出を認めます。
　なお、この措置は10月31日（水）までとします。

手順
①ToyoNet-GからA４版のリポート表紙を出力し、青いリポート表紙にホチキス止めする。
②それを専用封筒（大学から９月下旬に送付予定）に入れて大学へ送付する。

【重要】

【重要】
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教務

学務システム（ToyoNet-G）導入に伴う履修登録時の追加履修手続について 後期生対象
かねてよりお知らせのとおり、2012年４月より「追加履修料」（１単位2,500円）の個別
徴収は行わず、授業料・再学料に包括されることとなりました。（『東洋通信』１・２月号14
頁参照）
この変更にともない、従来行っていた「追加履修手続」は以下のように変更となります。

【変更前】（2011年度まで）
①「追加履修料納入対象科目登録申請願」を提出し「追加履修料振込用紙」を請求。
②指定の振込用紙で納入期間内に追加履修料の振込を行う。
③追加履修手続をした科目を「履修登録届」に記入する。

⇩
【変更後】（2012年10月以降）
・事前手続は不要となり、履修登録期間（10月１日〜15日）にインターネット上
　（ToyoNet-G）で追加履修登録してください。
　※「追加履修料納入対象科目登録申請願」の提出も不要です。

●「追加履修」とされる科目
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．�編入学・転入学生が編入学年または、転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．�2012年10月以降の文学部の編入学・転入学の正科生で、図書館司書資格を自由科
目（卒業単位に含まれない）である新法で履修する場合

４．�学籍番号の入学年度が2004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（※本学での卒業が資格取得に必要です。）

５．�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（※本学での卒業
が資格取得に必要です。）

なお、「追加履修」の科目については、年間の新規履修登録単位の上限である40単位には
含まれませんので、履修登録の際はご注意ください。
また、追加履修対象科目のテキスト配本はありません。各自で入手してください（本学作成
の印刷教材の入手方法は別途お知らせします）。
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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
●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３月卒業・
単位修得予定者
転部・転科試験受験予定者
2013年３月修了予定
科目等履修生

2013年１月21日（必着）

左記提出期限までにリポートを提出
すれば、単位認定試験申請に間に合
うよう、結果をToyoNet-Gで通知し
ます。

※�講義要項CD-ROM「学習上の注意」→「『講義要項』の重要事項」でお知らせのとおり
2012年７月21日〜10月７日はリポート受付停止期間です。

●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３月卒業・
単位修得予定者
転部・転科試験受験予定者
2013年３月修了予定
科目等履修生

冬期１期まで
（1／14終了分）

単位認定試験の受験
が必要な科目の試験
申請は、ToyoNet-G
で結果確認後、手続
できます。

●メディア授業について
メディア授業の受講期限

学習申込期間 受講期間 注意事項

2012年
11月１日〜11月14日

第３回　2012年12月� 1日〜12月25日
第４回　2013年� 1月11日〜� 2月� 4日

単位認定試験の受験が必要な科
目の試験申請は、ToyoNet-Gで
結果確認後、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３月卒業・
単位修得予定者
転部・転科試験受験予定者
2013年３月修了予定
科目等履修生

2013年２月23日 2013年２月15日
（16：45必着）

左記単位認定試験（論文）提出期
限は、通常、答案の問題送付日
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。

※�講義要項CD-ROM「学習上の注意」→「『講義要項』の重要事項」でお知らせのとおり
2012年８月21日〜10月７日は単位認定試験（論文）申請・受付停止期間です。
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教務

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（2012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が可能な場合が
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、2014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2013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.�37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、2012年９月20日（木）〜９月27日（木）必着で事務室宛に申し
込んでください。
　なお、申請者には2013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（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27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、2012年９月11日（火）事務室到着分ま
でのものです（2011年度分までの成績）。９月12日（水）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、2012年９月11日（火）事務室到着分ま
でのものです（2011年度分の成績）。９月12日（水）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：2012年10月１日（月）〜10月15日（月）　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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教務
申請書類：１．任意のＡ4用紙に以下を記載すること
　　　　　　　・2011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。

＊10月からは、ToyoNet-Gで成績が確認できます。

　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”〜“11”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：2012年９月10日（月）〜９月20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2012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



24

教務

　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”〜“11”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：2012年９月10日（月）〜９月20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．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2012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、2012年9月30日（日）までに下記の条件を満たす学生は、2013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、84単位以上を修得していること
�残りの単位を2013年8月20日（予定）までに提出の単位認定試験（論文）または2013年６
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、2013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８月25日（土）に実施された
　　　　　　　�卒業論文説明会（白山キャンパス・10：30より）にて配布された資料を郵送

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
　　　　　　＊申請期間　2012年９月13日（木）〜９月28日（金）　消印有効

注意：�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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その他

　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。
　なお、10月以降は、新システム（ToyoNet-G）で住所・電話番号・勤務先の変更申請が可
能となります。

　９月22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25日（火）ま
でとなります。　また、入学年度が2008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25日までの貸
出期限を９月29日（土）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29日（土）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　７１４００８２００１
　　　　　　　　　　　　　　入学年度「200８」

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

通信教育課９月の窓口時間のお知らせ

テキストの変更について

全学生対象

後期生対象

その他

９月１日（土）〜９月29日（土）　9：30〜12：45（日曜・祝日を除く）

下記科目の使用テキストは出版社の発刊の都合上、変更になりました。つきましては、代
替テキストが指定されました。なお、配本済みの旧テキストは、従来どおり使用できます。
新たに購入する場合は新テキストを入手してください。

○『書道史Ａ』（蓮見行廣先生担当）
　　　（旧）『和漢書道史』二玄社→（新）『書の歴史』〈中国篇〉（新訂）伏見冲敬 他　二玄社　2012
○『書道史Ｂ』（蓮見行廣先生担当）
　　　（旧）『和漢書道史』二玄社→�（新）『書の歴史』〈中国篇〉（新訂）伏見冲敬 他　二玄社　2012�

（新）『中国書道史年表』玉村霽山（編）　二玄社
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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６〜12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　　　　平成24年10月25日（木）　13：00〜16：10
２．会　　場　　　　５号館地下２F　井上円了ホール
３．討論課題　　　　刑法分野
　　　　　　　　　　出題者　　小坂　亮　准教授　　　　※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　　　応募者多数の場合は選考して決定となります
７．募集対象者　　　本学法学部学生（第１部・第２部及び通信教育部学生、学年不問）
８．受付期間　　　　平成24年９月27日（木）午前９時30分〜午後８時（午後1時〜２時を除く）
９．申 込 先　　　　法学部教務課（６号館１F）
10．提出書類　　　　�申込者は申込書（必要事項を明記）＋レジュメ（A４×１枚書式自由＝選

考用→立論用には差し替え可能）を法学部教務課窓口に提出すること。
　　　　�

12．立論者の選考　　ａ）�受付当日（9/27）応募者が６名を超えた場合には、提出されるレ
ジュメA４×１枚を参考に立論者を選抜し、10月４日に立論者を
発表

　　　　　　　　　　ｂ）�受付当日に応募者が６名に達しない場合には、先着順で６名に達
するまで受付（最終受付は10/4）�

12．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
12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26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
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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法学部掲示板等でお知らせします。

　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26回法律討論会 課題》
出題分野：刑法分野　　出題教員：小坂　亮　准教授
　Ｘ（被告人）は、深夜に仕事からの帰宅途中にＡから「お前、いま俺にガンつけただろ
う。俺にけんかを売ってただで済むと思うなよ。土下座して謝れ。」などと因縁をつけら
れたが、Ａの言葉にとりあわなかったところ、Ａはナイフを取り出して襲いかかってき
たため、素手で反撃した（第１暴行）。ＸとＡがもみ合っているうちに、ナイフがＡの手
から滑り落ち下水の側溝内に落下して取れなくなったが、Ａがさらに素手で攻撃を加え
てきたことに加え、何のいわれもなく言いがかりをつけて凶器で襲いかかってきたＡに
対しＸは激しく憤っていたこともあり、ＸはさらにＡの腹部を殴打した（第２暴行）とこ
ろ、Ａは肋骨骨折および内臓損傷の傷害を負った。これによりＡは倒れて意識を失った
状態になって動かなくなったが、Ｘは、その状況を十分に意識していたにもかかわらず、
憤激のあまり、「俺をなめると痛い目にあうことが分かったか、この馬鹿野郎。」と言い
ながら数回Ａの大腿部を足げにした（第３暴行）が、Ａは何ら傷害を負うことはなかった。
Ｘは、倒れたＡを蹴って気が済んだため、攻撃をやめようと思ったが、暗がりのせいで
Ａが新たにナイフ様のものに手をかけたように見えたため、倒れているＡの頭部を思い
切り蹴ったところ（第４暴行）、これによりＡは頭部に出血を伴う外傷を負った。その後、
病院に搬送されたＡは死亡したが、死因は第２暴行に起因する傷害によるものであった。
Ｘの罪責を論ぜよ。

（キリトリセン）
出　　　場　　　申　　　込　　　書 NO.　　　　　

私は、第26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】　2012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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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
　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

◆文化公演（無料）
テーマ名・講師名 会場 開催日 時間

能の笛の演奏とお話　─無音の世界に音を聞く─

　講師：能楽笛方　藤田流十一世宗家　藤田六郎兵衛
　コーディネーター：原田　香織（東洋大学文学部教授）

白山
キャンパス 10/6（土） 14：00〜16：00

（120分）

◆学術講演会（無料）
テーマ名・講師名 会場 開催日 時間

バレエ『白鳥の湖』の歴史と現在
　─クラシックバレエ鑑賞入門─

　講師：海野　敏（東洋大学社会学部教授）

白山
キャンパス 12/８（土） 15：00〜16：30（90分）

高齢者の住まいの選び方

　講師：太矢　一彦（東洋大学法学部准教授）

白山
キャンパス 12/15（土）15：00〜16：30（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

現代社会を生きる子どもとその支援
　　11/10（土）・11/17（土）　　全２回
　　10：30〜12：00（90分）　　定員：80名　　会場：朝霞キャンパス

第１回　11/10　「乳幼児期の子どもの育ちと親支援」� 清水　玲子（東洋大学ライフデザイン学部教授）

第２回　11/17　「施設で生活する子どもたちへの支援」�小林　英義（東洋大学ライフデザイン学部教授）

清水町総合スポーツセンター市民大学講座

川越キャンパス市民大学講座

東日本大震災と市民生活の今後
　　10/13（土）〜11/17（土）　毎週土曜日　※11/３を除く　　全５回
　　14：00〜16：00（120分）　　定員：200名　　会場：川越キャンパス

第１回　10/13　「首都直下地震と市民生活」� 鈴木　崇伸（東洋大学理工学部教授）　
第２回　10/20　「砂の液状化」� 須長　　誠（東洋大学理工学部教授）　
第３回　10/27　「災害時の住民避難」� 及川　　康（東洋大学理工学部准教授）
第４回　11/10　「震災廃棄物の現状と課題」� 村野　昭人（東洋大学理工学部准教授）
第５回　11/17　「大震災からの復興と課題」� 福手　　勤（東洋大学理工学部教授）　

健康スポーツの楽しみ方
　　11/24（土）〜12/15（土）　毎週土曜日　　全４回
　　10：30〜12：00（90分）　　定員：200名　　会場：清水町総合スポーツセンター

第１回　11/24　　谷釜　尋徳（東洋大学法学部准教授）
第２回　12/� 1　　角南　俊介（東洋大学経済学部准教授）
第３回　12/� 8　　塩田　　徹（東洋大学経済学部教授）
第４回　12/15　　西村　　忍（東洋大学経営学部准教授）

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　─いつでも、どこでも、ひとりでも─
　　10/20（土）・10/27（土）　　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）

恋─愛の日本文学　─現代への架橋─
　10/11（木）〜11/22（木）
　※11/１を除く　毎週木曜日

　講師　竹内　清己（東洋大学名誉教授）

10：00〜12：00
（120分）

全６回
9,000円
（全６回分）

書道実技講座
名筆に学ぶ　─行書作品『枯

こじゅのふ
樹賦』─

　10/12（金）〜11/16（金）
　※11/２を除く　毎週金曜日

　講師　蓮見　行廣（東洋大学文学部教授）

18：15〜20：30
（135分）

全５回
15,000円
（全５回分）

『源氏物語』全巻を読む　─「若菜上」巻後半部
　10/15（月）〜12/10（月）
　※11/５を除く　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）

古代ローマを知らずしてワインを語ることなかれ
　11/24（土）〜12/15（土）　毎週土曜日

　講師　中川　良隆（元東洋大学理工学部教授）

14：00〜16：00
（120分）

全４回
６、000円
（全４回分）
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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

生命倫理学と老いの諸相
　　10/13（土）〜11/17（土）　毎週土曜日　　※11/３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　10/13　「死生学の枠組みと日本人の老いの理解」� 中里　巧（東洋大学文学部教授）
第２回　10/20　「高齢者介護─アルツハイマーの事例研究─」�中里　巧（東洋大学文学部教授）
第３回　10/27　「生命倫理と日本人の老いイメージ１」� 山舘　順（サレジオ工業高等専門学校准教授）
第４回　11/10　「生命倫理と日本人の老いイメージ２」� 山舘　順（サレジオ工業高等専門学校准教授）
第５回　11/17　「年齢を重ねていくことと人としての誇り」� 中里　巧（東洋大学文学部教授）

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─
　　11/10（土）〜12/１（土）　毎週土曜日　　全４回
　　13：00〜14：30（90分）　　受講料2,000円（全４回分）

第１回　11/10　「欧州経済におけるドイツの役割」� 川野　祐司（東洋大学経済学部准教授）
第２回　11/17　「カントのある肖像─東洋大学四聖人の一人─」�
� 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３回　11/24　「異文化体験を通してみた東西ドイツ─イェーナとマールブルク─」�
� 斎藤　佑史（東洋大学経済学部教授）
第４回　12/１　「ドイツの森の詩を味わう─翻訳をとおして日独の自然の見方を知る─」�
� 三浦　安子（東洋大学名誉教授）

日本を知る、日本人を知る　─日本文学文化から─
　　11/24（土）〜12/15（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　11/24　「“河原院”とみちのく“塩釜”─古代日本文学文化から」�
� 河地　修　（東洋大学文学部教授）
第２回　12/� 1　「伝統文化の源流を探る─中世日本文学文化から」
� 千艘　秋男　（東洋大学文学部教授）
第３回　12/� 8　「江戸の“旅”を考える─近世日本文学文化から」
� 中山　尚夫　（東洋大学文学部教授）
第４回　12/15　「近現代小説の中の“家族”─近現代日本文学文化から」
� 石田　仁志　（東洋大学文学部教授）

◆エクステンション講座B（有料）　会場：白山キャンパス

社会貢献学への 誘
いざな
い　─個々の人生と社会をさらに豊かにするために─

　　10/10（水）〜10/31（水）　毎週水曜日　　全４回
　　16：30〜18：00（90分）　　受講料2,000円（全４回分）

第１回　10/10　「社会貢献学とは何か？」� 青木　辰司（東洋大学社会学部教授）
第２回　10/17　「企業による社会貢献」� 吾妻　まり子（㈱リコーCSR室室長）
第３回　10/24　「市民がつくる社会貢献活動」� 千葉　美佐子（NPO法人「幸まちづくり研究会」代表）
第４回　10/31　「大学と社会貢献」� 萩原　なつ子（立教大学社会学部教授）
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入学説明会のご案内
2012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１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２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２日（日）
11：00〜16：00

エルガーラホール
8F　大ホール

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

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）の門脇です。
先日、卒業論文説明会・指導会が開催されましたが、今回は、卒論の申し込みを検討され
ている方に、卒論のスタートであると同時にゴールとも言える「卒論のテーマをどのように
発見（ないし設定）するかについての考え方」を中心に紹介いたしたいと思います。

１．卒論の目標

ところで、卒論とは、どのようなものでしょうか。普段作成しているリポートとどのよう
な点が違うのかという疑問が出てくるかもしれません。簡単に言えば、リポートは予め問題
が設定されているのに対し、卒論は問題それ自体を設定することが求められている点で異な
ります。そして、これが卒論の最大の課題です。その過程において、情報収集能力、分析力、
論文構成力の習得が求められていると言えますが、そこで求められる最終的な力は、テーマ
を発見する力であると言えます。これは、個人の才能や運などによるところもありますが、
テーマを発見するための考え方、つまり思考の枠組みがあり、これを習得することは、テー
マを発見するにあたって助けとなるでしょう。次に、その思考の枠組みをご紹介いたします。

２．発見のための思考の枠組み

初めて、テーマを設定しようとする場合、どんな法分野に興味があるかが判然としなかっ
たり、テーマが大きすぎたり小さすぎたりすることがあります。その原因の一つには、どの
ようなことが教科書等で論点となっているかについての知識が不足していることが挙げられ
ます。この点については、法分野ごとの教科書の目次を読むだけでもすぐに見える点であり、
論点項目を更に読み進め、本文中で引用されている文献を芋蔓式に辿っていけば、何が問題
となっているかが学説や判例を通して複数見えてきます。しかしながら、教科書の目次に書
かれている論点をそのまま卒論のテーマとして設定することは、多くの場合、テーマとして
大きすぎることがあります。従って、更にテーマを絞ることが必要となっていきます。もっ
とも、テーマの大小に関する基準は、明確でありません。その最終的な判断については、指
導教員となる先生との相談の中で決めていくこととなります。
そのような相談を前提としながら、テーマを発見し、更に絞る方法には例えば次のような
方法があります。それは、新聞、雑誌などのジャーナリスティックな情報媒体を手始めに参
考にすることです。というのは、教科書や専門雑誌の論文は、理論的問題を扱うことを重視
した情報媒体です。つまり、事象の原因や影響（結果）を記述し、説明することを中心として
おり、現実に起こった事象の概要についての記述を中心としていません。従って、法学論文

卒論のテーマを発見するための考え方
（法律学科編）
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として編集される前のジャーナリスティックな媒体は、抽象化された法学上の論点への興味
を喚起する、予備作業として必要となります。これは、既に興味のある法分野や論点が特定
できている場合でも有効です。その理由は、次のようなものです。
例えば、ある事件を巡って、解釈問題が発生し、次に様々な学説が主張され、最重要判例

によって一応の終息をみたとして、その後、暫く経って社会や人々の意識に変化が生じ、当
該判例が時代に合わなくなってきた場合、当該判例を再検討するという形で様々な学説が主
張され始めます。このような形態の問題を扱う場合には、最初に判例と解釈（根拠を含む）を
示し、それに対する様々な学説を整理して、根拠および長所・短所を検討し、最後に特定の
解釈を示すという記述になります。この種の問題を扱う場合には、事実概要を説明する必要
が生じるため、ジャーナリズムの資料を扱う作業が記述を行う上で必要となるからです。あ
るいは、既にテーマを具体的に設定した後に、先生との相談の中で、テーマの大小が問題と
なった場合にもこの作業は有効な方法です。つまり、当該論点が大きすぎるとの指摘は、具
体的な事件を対象とし、議論の範囲を限定した上で、当該論点に関する見解を述べるという
内容になっていないことが原因になっている可能性があるのです。
従って、ジャーナリスティックな情報媒体を参照することは、テーマ設定にあたって、教

科書や論文を参照するのと同じくらい重要なのです。尚、具体的にこれら情報媒体の調べ方
に関する技術的説明は、本学図書館のHPや図書館で配布されている図書館活用ガイドをご
参照いただければと思います。
しかしながら、ジャーナリズムの資料や判例・学説などを情報収集しただけでは、テーマ

設定やその大小が定まるわけではありません。それだけは、どのような情報を収集し、収集
した情報をどのように処理するかという思考の枠組みが不透明なままです。ここにテーマが
なかなか定まらない原因のひとつがあり、その予防策として、情報処理には大きく三つの方
法があることを理解する必要があります。即ち、演繹、帰納、アブダクションの三つです。
演繹は、「（１）この袋の豆はすべて白い（規則）、（２）これらの豆はこの袋の豆である（事例）、

（３）ゆえに、これらの豆は白い（結果）」。即ち、一般的な前提に基づいて、より個別的な結論
を導く方法です。帰納は、「（１）これらの豆はこの袋の豆である（事例）、（２）これらの豆は白
い（結果）、（３）ゆえに、この袋の豆はすべて白い（規則）」。即ち、観察データに基づいて一般
化を行う方法です。そして、アブダクションは、「（１）この袋の豆はすべて白い（規則）、（２）
これらの豆は白い（結果）、（３）ゆえに、これらの豆はこの袋の豆である（事例）」。即ち、観察
データを説明するための仮説を形成する方法です。
詳しい説明は、米盛（2011）を参照して頂きたいのですが、演繹は、ある前提があたえら

れているものとして、そこから結論を導くため、アブダクションのような仮説の設定という
問題は起こらず、アブダクションから演繹へと接続することはありません。しかし、アブダ
クションから帰納への接続は成立します。つまり、アブダクションが仮説形成の段階であり、
帰納が当該仮説の検証の段階であり、双方は、情報処理の方法として区別されます。これら
三つの方法を区別することは、収集した情報をどのように処理するかという問題について選
択肢を提示し、秩序を与えます。
卒論の作成は、しばしば「法的思考」による記述を重視するため、テーマ設定に関しては、
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興味やテーマ発見の才能という観点から説明されることが多いのですが、卒論の本文にあた
る「法的思考」による記述の前段階にある思考過程として、特にアブダクションがあるのだ
ということを今回、知っていただけたらと思います。

まとめにかえて

以上のように、テーマを発見するための考え方には、①多くのジャーナリスティックな情
報媒体を参照すること、②演繹、帰納、アブダクションの情報処理過程を習得・意識するこ
とが必要です。
最後に、テーマの設定に際して、注意する点がいくつかあります。それは、設定するテー
マが自分の置かれている環境、時間、費用の面で実現可能かどうかを考慮に入れることです。
あまり実現しやすいからという理由だけで、テーマを設定することは、望ましいものではあ
りませんが、この点は、考慮にいれる必要があります。その意味で、設定するテーマは、興
味が持てるだけでなく、社会や学問にとってどのような意義があるのかについてもまた意識
する必要があります。つまり、客観性に欠け、主観的すぎる問題は、望ましくないというこ
とです。
最後に、先生のチェックを必ず受ける必要があるのは、あまりに新し過ぎる問題で、事件
内容がリアルタイムで変化する、今後の方向性を予測するような研究です。これは、実現可
能性の問題で、特に注意が必要ですので、先生との相談を密にして下さい。
また、卒論の作業を始めるに当たっては、以下の参考文献を参照することをお勧めします。
本学法学部通信教育過程『学習の手引2012』は、はじめに参照する必要があり、法学論文
を書くにあたっての法的思考のプロセスが細かく説明されております。武藤（2009）につい
ては、法学概論の指定テキストにもなっており、法学論文を作成する上で必要な事項がまと
められています（例えば、形式的な内容ではデータベース検索や出典の表示方法などです）。
高橋（2010）については、論文一般の書き方のノウハウなどが解説されていますが、書店な
どで自分に合ったものを一冊入手すると、基本的な点で行き詰まらずに効率的に作業を進め
ていくことができます。ご参照ください。
卒論は、学習成果の集大成を披露する場であり、苦労も多いですが、書き終えた後の達成
感と成果として残る一篇の論文は、きっと自分にとって価値あるものとなると思いますので、
あきらめずに頑張ってください。

参考文献
高橋みどり編『大学生のための「論文」執筆の手引』（秀和システム、2010年）287p.
武藤眞朗・太矢一彦・多田英明・宮木康博『法を学ぶパートナー』（成文堂、補訂版、2009
年）239p.
米盛裕二『アブダクション─仮説と発見の論理』（勁草書房、2011年）255p.

（法学部T.A.　門脇　邦夫）
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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

（2012年度在籍の所属を記入）
2012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（2014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

〈後期卒業祝賀会のお誘い〉
皆さま、ご卒業おめでとうございます。
つきましては、卒業生同士などと親睦を図るため、今までの学習や科目修了試験など乗り越
えた苦労をお互いにねぎらい、ＴＡや先生方と懇談をされませんか。
甫水会館での証書授与式の後、ぜひお集まりください。
ささやかですが飲み物、食べ物も準備しております。皆さまお誘い合わせの上ぜひご出席く
ださい。

記

１．日　時：平成24年９月22日（土）12：00予定
２．場　所：白山キャンパス　甫水会館（当日掲載します）
３．目　的：�卒業生同士、先生、ＴＡとの懇談をとおして、交流を図り、卒業しても、こ

れからのお互いのコミュニケ─ションをとるステップとして、語り合いこれ
からの人生に役立つ懇親をおこなうもの。

４．対　象：卒業生、ＴＡ及び先生方
５．参加費：無　料
� 以上
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〈国立国会図書館見学会のお誘い〉
　在学生の皆さまには、夏期スクーリングのあと、ますます論文作成、土、日曜スクーリン
グ等で多忙のことと推察いたします。
　つきましては、あらたに４年生になられた学友会のみなさまの卒業論文作成や３年生以下
の一般論文作成に、十分お役に立つに違いない日本最大の『国立国会図書館』（東京本館、関
西館等支部機関のもの含め950万冊の蔵書、新聞・雑誌2600万部）を、説明付きで見学し
てみませんか。平日ですが、皆さまお誘い合わせの上、ぜひご参加ください。お待ちしてお
ります。

記

１．名　称：国立国会図書館（東京本館）見学
２．日　時：平成24年10月11日（木）13：00〜16：20
　　　　　　・集合・登録利用者カード制作：13：00〜14：25（新館口より）
　　　　　　・見学：14：25〜16：20（南口より）
　　　　　　・内容：案内ビデオ視聴、館内見学、新館書庫見学
３．集合場所：国立国会図書館・利用者入口（13：00集合）付近（＊１）
　　　　　　　※個人で館内に入らないこと（入館手続きしないでください）
４．目　的：①論文作成、論文試験、スクーリング試験のための資料調査
　　　　　　②日本にて出版された全蔵書の目録を調べるため
　　　　　　③�「登録利用者カード」（地方から図書を借りるとき簡単・当日入館カード作

成のとき迅速、便利）の新規作成
５．参加費：�無料（ただし、学友会年間パスポートを提示ください。まだお持ちでない方

は、当日お支払いも可能。（在学生・科目履修生＝1,000円、新入生（２・３
年編入生も）＝2,000円）

６．注意事項：�すでに「登録利用者カード】をお持ちの方も、今年からシステムが代わり
新たに作り替える必要があるため参加者全員分作成します。必ず学生証（裏
の住所欄は必ず記入しておくこと）又は運転免許証、住基カード、保健証の
いずれかをご持参ください。

７．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、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。

　○申込み締切り：10月10日（水）（メール７日（日）午前迄）（＊2）

　　（＊1）：国立国会図書館・利用者入口、南口については次ページを参照
　　（＊2）：締切りは上記でも当日申込できます。ぜひご参加ください。

　　　（人数把握のため出欠をとるものです。）
　　○申込み締切り人員：15名程度
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『国立国会図書館』交通手段・アクセス
周辺地図

所在地／電話
〒100－8924　千代田区永田町１－10－１　／　電話：03－3581－2331（代表）

交通案内

〈東京メトロ〉

路線名 最寄り駅 出口の番号
（地図上の位置） 出口からの時間

有楽町線 「永田町駅」 ２番出口（Ａ） 徒歩約５分

半蔵門線
「永田町駅」 ３番出口（B） 徒歩約８分

南北線

千代田線
「国会議事堂前駅」 １番出口（Ｃ） 徒歩約12分

丸の内線

〈都営バス〉

路線名 停留所 停留所の位置
（地図上の位置） 停留所からの時間

橋63系統 「国会議事堂前」 （Ｄ） 徒歩約５分

以上

南口
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〈学生からの投稿〉

日　時：2012年４月22日（日）11：00〜17：00
場　所：みなとみらい〜横浜赤レンガ倉庫〜氷川丸〜港の見える丘公園〜外人墓地〜元町
参加者：20名
主　催：通信教育部学友会
� 文学部　日本文学文化学科４年　田村和昭

地下鉄みなとみらい線のみなとみらい駅に集合。2004年に開業された駅周辺は、開業後
開発が進み近代的ビルが並んでいる。
『午後の曳航』が刊行されたのは1963年（昭和38年）、当時の景色とは一変しているので
はないだろうか。小説ではこの辺りを「新港埠頭はふしぎな抽象的な街だった。清潔すぎる
街路、枯れたプラタナスの並木、乏しい人通り、古風な赤レンガの倉庫や、ルネサンスまが
いの倉庫会社のビル、これらの間の引っ込み線を、古めかしい機罐車が黒煙を吐いて通った。」
と描写しているが、今では近代的な都市空間へと変貌している。赤レンガ倉庫は明治の末期
より上屋施設として輸入品の保管場所として使用されてきましたが、1989年には倉庫とし
ての役割は終わり、その後横浜市が買い取り補修工事を実施、新たな文化商業施設としてオ
ープンした。倉庫の廻りは公園になっていて家族と、恋人と、あるいは犬の散歩と、海を眺
めながら開放的な場所になり休日を楽しむ人々で賑わっている。
氷川丸では船内を見学。二等航海士として乗船していた塚崎竜二の生活が少し理解できる

ような気がする。そして題名の所以とも思われる「タグボートに曳かれた洛陽丸が船尾のほ
うから、少しずつ岸壁を離れるのを見た。」という第一部の最後の場面を思い浮かべながら船
内から外へ出ると、先ほどまでの曇り空から小雨が降り出し、まるで別れの場面を象徴する
ような天候変化であった。
小雨も一時で港を後に港の見える丘公園に向かう。この一帯幕末から明治初期にかけてフ

ランス軍が駐屯したところから「フランス山」の名があるようで、頂まで道も整備され、登
り着くと名の通り港が一望できる公園になっている。山頂一帯は大佛次郎記念館、神奈川近
代文学館などがあり、文学散歩には恰好な場所になっている。山頂近くまで車道が通じてい
て、主人公たちの自宅がある「横浜市中区山手町の谷戸坂上」はこの辺りになる。
海の眺めも見納めで公園を少し下ると外人墓地があり、斜面にある墓地をさらに下ると登

達仲間が竜二を処刑するために相談されたとされるプールがある。「六人は外人墓地下の市営
プールに、学校の帰りに集まった。（中略）プールの観覧席は、たびたび彼らのうってつけの議
場となった。」この観覧席とは、プールサイドにあるコンクリートの段になっている休憩スペ
ースで今でも残っている。
墓地の一帯を抜けると元町の商店街へ、この場所には房子が経営していた「舶来洋品店レ

〜森晴雄先生と、三島由紀夫『午後の曳航』の横浜を訪ねる〜
� 『文学散歩』報告
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ックス」のモデルになった店がある。学生にとっては手にすることができない高級品ばかり
であるが目の保養にはなったのではないだろうか。そして文学散歩のしめくくりは「南京街
へ行って、二階の小座敷のある家で、三人きりで食事をした。」とある、小説を再現したよう
な場所をみつけ、中華街にある二階の小座敷を貸切、先生の話を聞き、三人の食べた物を思
い浮かべながら飲食をして解散となった。そして外へ出ると小説の終局を向かえるかのよう
に本降りの雨となっていた。

後記：　平山先生は都合により欠席となりましたが、代わりを務めていただきました森先
生の案内により三島由紀夫の『午後の曳航』の舞台となった横浜の港を中心に散策しました。
文学の舞台となった場所を訪ねることにより小説を生で感じることができ、読んだだけでは
わからない背景が理解できるような気がしました。
参加者も年齢、人生経験の違う人たち、遠路盛岡からの参加者もありましたが、文学を愛
する心は一つ、懇親会では先生を中心に文学の話題はつきませんでした。文学散歩は文学と
直に接する機会であります。これからも多くの参加者をお待ちしています。� （終わり）

横浜港と氷川丸 元町の舶来洋品店


