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掲示板　2012年　7・8月号
掲示板は、学習に関する留意点や事務手続をお知らせするページです。
毎月必ず目を通してください。
なお、通信教育課程ホームページ（http://www.toyo.ac.jp/tsukyo/）にも、
掲示板を掲載しています。

� 行事予定
� 卒業論文説明会・指導会 後期生対象
� 単位認定試験（筆記）第５回 全学生対象
� スクーリング

� 地方1期スクーリング（村上）について 文学部学生対象
� 地方2期スクーリング（大阪）について 文学部学生対象
� 地方3期スクーリング（京都）について 文学部学生対象
� 夏期スクーリングの結果通知書送付について
� パソコン教室での飲食禁止について

� 10月より始まる予定の学務システムについて（予告）
� メディア授業受講アンケートでの意見について
� 教務

� 2012年9月卒業予定者の卒業総合面接について 後期生対象
� 卒業論文題目登録申請について 後期生対象
�  次の対象学生について単位認定可能となる単位認定試験（論文・筆記）等の有効期

限【再掲】
� 学習上の注意事項及び各種期限について 全学生対象
� 科目担当者の変更について
�  「地誌学Ｂ」のテキストについて
�  「図書館情報資源論」「専門資料論」について

� 教職【重要】
� 2012年度教育職員免許状一括事前申請について 前期生対象
� 2013年3月卒業（教育職員免許状取得）を希望している学生へ
�  教職パスポートの申請について【重要】

� その他 全学生対象
� 白山キャンパスにおけるスクーリング・単位認定試験（筆記）の会場について
� 白山キャンパスの通学路案内
� 証明書申請の定額小為替について
� 事務室休業のお知らせ
� 学生食堂のご案内

目　次
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7月 行事予定 手続期間 「東洋通信」参照ページ
1（日）週末１期Ｓ②

2（月） 単位認定試験（筆記）第４回申込開始
（〜7／17）

６月号P.12

3（火）

4（水）

5（木）

6（金）

7（土）週末１期Ｓ③

8（日）

9（月） 地方１期Ｓ（村上）・地方２期Ｓ（大阪）
受講申込開始

P.13

10（火）

11（水）

12（木）

13（金）

14（土）週末２期Ｓ①

15（日）週末２期Ｓ②

16（月）海の日

17（火）
単位認定試験（筆記）第４回申込締切
地方１期Ｓ（村上）・地方２期Ｓ（大阪）
受講申込締切

６月号P.12

18（水）

19（木）

20（金）

21（土）週末２期Ｓ③

22（日）

23（月） 地方３期Ｓ（京都）受講申込受付開始 P.17

24（火）

25（水）

26（木）

27（金）

28（土）

29（日）単位認定試験（筆記）第４回　
夏期１期Ｓ① ６月号P.12

30（月）夏期１期Ｓ② 地方３期Ｓ（京都）受講申込受付締切

31（火）夏期１期Ｓ③

Ｓはスクーリングを表します
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８月 行事予定 手続期間 「東洋通信」参照ページ
1（水）窓口業務停止（事務室休業）

2（木）夏期２期Ｓ① 単位認定試験（筆記）第５回申込開始
（〜8/16）

P.6

3（金）夏期２期Ｓ②

4（土）夏期２期Ｓ③

5（日）夏期３期Ｓ①　　　地方１期Ｓ①

6（月）夏期３期Ｓ②　　　地方１期Ｓ②

7（火）夏期３期Ｓ③　　　地方１期Ｓ③

8（水）夏期４期Ｓ①　　　地方２期Ｓ①

9（木）夏期４期Ｓ②　　　地方２期Ｓ②

10（金）夏期４期Ｓ③　　　地方２期Ｓ③

11（土）窓口業務停止（事務室休業）

12（日）窓口業務停止（事務室休業）

13（月）窓口業務停止（事務室休業）

14（火）窓口業務停止（事務室休業）

15（水）窓口業務停止（事務室休業）

16（木）夏期５期Ｓ① 単位認定試験（筆記）第５回申込締切 P.6

17（金）夏期５期Ｓ②

18（土）夏期５期Ｓ③

19（日）夏期６期Ｓ①

20（月）夏期６期Ｓ②

21（火）夏期６期Ｓ③

22（水）窓口業務停止（事務室休業）

23（木）夏期７期Ｓ①　　　地方３期Ｓ①

24（金）夏期７期Ｓ②　　　地方３期Ｓ②

25（土）卒業論文指導会・　説明会（後期）10：30〜12：30
夏期７期Ｓ③　　　地方３期Ｓ③

26（日）単位認定試験（筆記）第５回
夏期８期Ｓ①

P.6

27（月）夏期８期Ｓ②

28（火）夏期８期Ｓ③

29（水）窓口業務停止（事務室休業）

30（木）夏期９期Ｓ①

31（金）夏期９期Ｓ②

Ｓはスクーリングを表します
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卒業論文説明会・指導会

　下記のとおり卒業論文説明会・指導会を開催します。
　卒業論文の作成から提出までの手続や注意事項などの事務説明のほか、各学部教員からの
執筆にあたっての心構えや諸注意を含めた作成指導をT.A.より行います。
　論文申請を予定している方は、積極的に参加してください。

記

１．月　日　　2012年８月25日（土）
２．時　間　　10：30〜12：30（予定）
３．場　所　　白山キャンパス甫水会館（予定）
４．対　象　　2013年９月卒業予定者（後期生）
　　　　　　　＊ 2014年３月卒業予定者（前期生）も参考として 

参加することができます。
あわせてP. 22の「卒業論文題目登録申請について」を熟読ください。

※ 『講義要項』（CD−ROM）において「学習上の注意」項目の「2012年度通信教育課程行
事予定」には、「卒業論文説明会・指導会」が８月26日（日）との記載がありますが、正し
くは上記のとおり８月25日（土）です。

後期生対象
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　単位認定試験（筆記）第５回を下記の要領で実施します。
◇実施日　８月26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 

■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5回 全学生対象
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単位認定試験（筆記）（第5回）
■対象学生：学籍番号の入学年度が“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　８月２日（木）〜８月16日（木）　必着
◇受験申請手続
１．P.12にある所定の申請用紙を使用して申請してください。
　　“申請用紙”以外では受け付けることができません。
２．申請用紙の必要事項は、もれなく記入してください。
◇注意事項
 　 『東洋通信』４月号P.12〜19「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。
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単位認定試験（筆記）（第5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5回）

科　目　名 担当教員名 試験場への持込 重点的学習範囲

英語Ⅲ① ショート 不可
試験範囲は課題1および2で学んだ部分全てとなります。試験問題の多く
が課題の設問と同じ、もしくは類似した問いとなるため、課題で勉強した
ところを何度も復習して試験に臨んでください。

英語Ⅲ② 髙波 テキスト・
自筆ノート

・テキスト（Different Realities）のChapter9＆10より出題します。
・分からない単語が無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、復習をしておいて下
さい。

現代日本文学A

早川 すべて可

梶井基次郎「Kの昇天」と井上靖「補陀落渡海記」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それぞれの作品で描かれている異界はどこか。そこは登場人物たちにと
って到達可能な場所か。
②「K」と「金光坊」は異界に到達できただろうか。特に作品の「語り」
が三人称であることを踏まえて、作品自体がどう描いているかも考慮する
こと。

現代日本文学B

梶井基次郎「Kの昇天」と井上靖「補陀落渡海記」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それぞれの作品で描かれている異界はどこか。そこは登場人物たちにと
って到達可能な場所か。
②「K」と「金光坊」は異界に到達できただろうか。特に作品の「語り」
が三人称であることを踏まえて、作品自体がどう描いているかも考慮する
こと。

現代日本文学 早川 すべて可
テキストに掲載されている作品のうち、次の二作品を関連づけて「語り」
と〈異界〉、あるいは〈異界〉現出に際して「語り」が果たす機能という
観点から考察しておいてください。井伏鱒二「へんろう宿」、中島敦「狐
憑」。

日本文学文化概説A①
河地 すべて可

リポート課題、スクーリングの学習内容を確認すること。

日本文学文化概説B① リポート課題、スクーリングの学習内容を確認すること。

日本文学文化概説① 河地 すべて可 リポート課題、スクーリングの学習内容を確認すること。

日本文学文化概説A②

石田 テキスト・
自筆ノート

教科書の第八章から出題します。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

近世文学の背景となった様々な文化について学習して下さい。

近世日本文学史B 近世中後期の中国小説の影響ということについて学習して下さい。

近世日本文学史 中山（尚） すべて可 近世の文学に影響を与えた様々な文化について学習して下さい。

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〉
古代日本文学講読 河地 すべて可 リポート課題、スクーリングの学習内容を確認すること。

作家作品研究（中古）A
河地 すべて可

リポート課題、スクーリングの学習内容を確認すること。

作家作品研究（中古）B リポート課題、スクーリングの学習内容を確認すること。

◇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5回）

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下さい。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下さい。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下さい。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、及び『講義要項』にあげた参考書・事典
などで、1月15日前後の「小正月行事」について理解を深めてください。
その観点から、「小正月行事」（道祖神祭り・どんど焼き・さぎちょう・ま
ゆ玉など）を捉えてください。都道府県・市区町村史の民俗編で調べてノ
ートにまとめましょう。事前に調べたノートとテキストの持ち込みは可で
す。

日本の伝統行事B

テキスト『伝承歳時記』夏の章、及び『講義要項』にあげた参考書・事典
などで、「夏祭り・祭礼行事」について理解を深めてください。その観点
から、あなたの地域の祭礼、または見聞した一つの祭礼を捉えてみましょ
う。新しい祭りも調べる対象に含みます。祭りを行う側（氏子・運営主体）
に立って祭りを調べましょう。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。

日本の伝統行事 久野 テキスト・
自筆ノート

テキスト『伝承歳時記』夏の章、及び事典などによって、青森県下北半島
の「恐山大祭」について理解を深めてください。下北の「恐山参り」につ
いて調べましょう。その観点から、身近な「霊場参り・寺院巡拝」の事例
を捉えてみましょう。霊場や寺院礼拝に関する本や都道府県・市区町村史
の民俗編で、「霊場巡拝・寺院巡拝」の事例を調べてノートにまとめまし
ょう。事前に調べたノートとテキストの持ち込みは可です。
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単位認定試験（筆記）（第5回）

日本民俗学A

久野 すべて可

テキスト『日本民俗学』の第二部七章「芸能」（p181〜p192）を読み、「民
俗芸能」について理解してください。その中で、神楽・田楽・風流（ふり
ゅう）に相当する具体的な事例を、都道府県・市区町村史の民俗編や民俗
芸能の書物にあたって調べ、把握しておいてください。資料の持ち込みは
すべて可とします。

日本民俗学B

テキスト『日本民俗学』の第三部一・二・三章（p193〜p243）を読み、
民俗学が研究対象とする「口承文芸」の種類（p199〜p202）について理
解してください。その観点から、なぞ・ことわざ・民謡・語り物を捉えて
ください。身近な「なぞ・ことわざ・民謡」を再確認しておいてください。
資料の持ち込みはすべて可とします。

日本民俗学 久野 すべて可

テキスト『日本民俗学』の第二部四章（p119〜p138）を読み、民俗学が
研究対象とする「衣食住」について理解してください。その観点から、は
れ着・ふだん着・仕事着、はれの食・ふだんの食について、または、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を捉えてくださ
い。自家の事例を記録するか、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。

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
関連施設などで提供されている学習支援について、意識的に情報を集めて
みて下さい。生涯学習・社会教育の具体的な現状について、理解を深めて
おきましょう。

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
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。図書館サービス論

図書館情報資源概論
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
いて下さい。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、理解しておいて下さい。図書館資料論

国語科指導法Ⅱ
幸田 テキスト2冊

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。
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。
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
1）基本的人権（人権総論を除く）から1問出題。
2）統治機構（天皇を除く）から1問出題。
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および課題2を再検討するとともに、テキスト第1章・第2章そして
第3章を正しく 理解してください。

民法Ⅰ部（総則）B 課題3および課題4を再検討するとともに、テキスト第5章そして第7章を
正しく理解してください。

民法Ⅰ部（総則） 小林（秀） 指定六法 課題1〜課題4を再検討するとともに、テキストで該当箇所を正しく理解
してください。

民法Ⅱ部（物権）
太矢 指定六法 物権変動に関する問題

民法Ⅱ部（物権法）
民法Ⅲ部（債権総論） 山下 指定六法 責任財産の保全
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。

民法Ⅴ部（親族・相続）
中村 指定六法 相続法の事例問題を出します。特に、法定相続の相続人について復習して

おいて下さい。民法Ⅴ部（身分法）
刑法Ⅰ部（総論）A 小坂 不可 構成要件論
刑法Ⅰ部（総論）B 小坂 不可 因果関係の錯誤
刑法Ⅰ部（総論） 小坂 不可 故意と過失の区別
刑法Ⅱ部（各論） 武藤 指定六法 2問中1問選択　A暴行罪、傷害罪　B財産犯（財産罪）の客体

商法総則・商行為法
遠藤 指定六法 営業譲渡の問題

商法Ⅰ部（総則・商行為）
会社法

堀口 指定六法 課題1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 指定六法 知的財産法概説（盛岡）p.11〜108
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単位認定試験（筆記）（第5回）
受験する科目が筆記試験による科目であるか『講義要項』で確認の上、申請してください。

学籍番号

氏 名

日中連絡先

受 験
年 月 日

試験会場

申 請
年 月 日

３科目まで受験できます。
１科目

科目名
担当教員名

平成　　 　 年 　    　月　    　日

平成　　 　 年 　    　月　    　日

試験会場

自宅・勤務先・携帯
T E L           （　　　    　　）

＊いずれかに○をすること

申請理由（必ず○をつけてください）
〈４単位科目〉
　１.　リポート課題４通がすべて合格。
　２.　リポート課題２通とスクーリングが合格。
　３.　スクーリングを２回受講し、合格。
〈２単位科目〉
　１.　リポート課題２通がすべて合格。
　２.　スクーリングを１回受講し、合格。
　３.　メディア授業を受講し、合格。
２科目

３科目

科目名

科目名

担当教員名

担当教員名

申請理由（必ず○をつけてください）
〈４単位科目〉
　１.　リポート課題４通がすべて合格。
　２.　リポート課題２通とスクーリングが合格。
　３.　スクーリングを２回受講し、合格。
〈２単位科目〉
　１.　リポート課題２通がすべて合格。
　２.　スクーリングを１回受講し、合格。
　３.　メディア授業を受講し、合格。

申請理由（必ず○をつけてください）
〈４単位科目〉
　１.　リポート課題４通がすべて合格。
　２.　リポート課題２通とスクーリングが合格。
　３.　スクーリングを２回受講し、合格。
〈２単位科目〉
　１.　リポート課題２通がすべて合格。
　２.　スクーリングを１回受講し、合格。
　３.　メディア授業を受講し、合格。

＊コースが複数ある科目は、コース番号も記入
　すること。

必ず『東洋通信』で申請期間を確認し、その
期間内に申請してください。
期間外の申請は受け付けることができません。

No.

7

※コピーして使用してください。

24 8 26

第５回　単位認定試験（筆記）申請書

キ　リ　ト　リ
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地方１期スクーリング（村上）について
　地方１期スクーリング（村上）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

『講義要項』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。
◇開講日程　８月５日（日）・６日（月）・７日（火）
◇開講科目

◇会　　場　村上地区公民館
　　　　　　〒958−0837　新潟県村上市三之町2−33
　　　　　　TEL：0254−53−2446
◇集　　合　８月５日（日）　9：30（厳守）　現地集合
◇授業日程

文学部学生対象

科目名 教員名
カリキュラム（※） 単

位
配当
学年

スクーリング
コードE D C B

作家作品研究（近世）Ｂ

谷地　快一

○ 2 1〜3 316551

作家作品研究〈近世〉（後） ○ ○ 4 1〜3 215391

近世日本文学講読（後） ○ 4 1・2 214241

1時限

休
憩

2時限

12：40〜
13：40
昼休み

昼　食

3時限

休
憩

4時限
9：30〜
11：00

11：10〜
12：40

13：40〜
15：10

15：20〜
16：50

8/5（日） オリエンテー
ション・授業 授　業 授　業 授　業

8/6（月） 授　業 授　業 授　業 授　業
8/7（火） 授　業 授　業 授　業 授業終了後、解散

スクーリング

※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、および2012年度科目等

履修生（前期）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”の正科生および2011年度科目等履修生（後期）に適用

◇定　　員　総計30名（先着順）
◇申込期間　７月９日（月）〜７月17日（火）　期日厳守
◇手続方法

本誌綴じ込みの「スクーリング受講申込用紙」に必要事項を記入し、50円切手を貼っ
て郵送。
＊７月17日（火）　消印有効〔事務室窓口受付も可　７月17日（火）16：45まで〕
＊上記手続が完了しないと受講することができません。

◇注意事項
１． 本誌綴じ込みの「スクーリング受講申込用紙」以外は使用できません。
２．「スクーリング受講申込用紙」の事務室到着をもって手続完了となります。
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地方１期スクーリング（村上）

◇会場案内図　村上地区公民館　住所：〒958−0837　新潟県村上市三之町2−33
TEL：0254−53−2446

Copyright (C) 2012 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved. 

 

ページ新潟県村上市安良町周辺の地図



●バス：�JR村上駅前から「村上市まちなか循環バス」�
村上小学校前下車（所用時間約7分）

３． 「スクーリング受講申込用紙」は、７月17日（火）の消印まで有効です。７月18日
（水）以降の消印の場合は、受け付けることができません。

４． スクーリング受講許可通知書は、遅くとも開始日の1週間前までに届くように発
送します。受講許可は、受講許可通知書の到着をもって有効となりますので、万
一それまでに到着しない場合には必ず事務室に連絡してください。

５． 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、各自の該当するカリキュラムを確認のうえ、間違いのないように申し込ん
でください。

　　 　なお、入学年度の確認方法は、学籍番号の左から5・6桁が入学年度を表します
ので、これを確認してください。

　　　　　　例：７１４０１２１００１
　　　　　　　　　入学年度「２０１２」
　　＊ ただし、科目等履修生は「Ｄカリキュラム（学籍番号の入学年度が“99”以前

および“08”〜“11”の正科生、および2012年度科目等履修生（前期））」の
欄を参照してください。（2011年度後期科目等履修生は「Ｂカリキュラム」に
なります。）

６． 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。
７． 「履修登録届」にて登録していない科目や「履修登録届」が未提出の場合は、受講

できません。

村上地区公民館
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地方２期スクーリング（大阪）

地方２期スクーリング（大阪）について
　地方２期スクーリング（大阪）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

『講義要項』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。
◇開講日程　８月８日（水）・９日（木）・10日（金）
◇開講科目

◇会　　場　大阪ガーデンパレス
　　　　　　大阪市淀川区西宮原1−3−35
　　　　　　TEL：06−6396−6211
◇集　　合　８月８日（水）　9：30（厳守）　現地集合
◇授業日程

文学部学生対象

科目名 教員名
カリキュラム（※） 単

位
配当
学年

スクーリング
コードE D C B

近世日本文学史Ａ

中山　尚夫

○ 2 1〜3 315181

近世日本文学史Ａ ○ ○ 2 1・2 315181

近世日本文学史（前） ○ 4 1・2 114181

1時限

休
憩

2時限

12：40〜
13：40
昼休み

昼　食

3時限

休
憩

4時限
9：30〜
11：00

11：10〜
12：40

13：40〜
15：10

15：20〜
16：50

8/8（水） オリエンテー
ション・授業 授　業 授　業 授　業

8/9（木） 授　業 授　業 授　業 授　業
8/10（金） 授　業 授　業 授　業 授業終了後、解散

※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、および2012年度科目等

履修生（前期）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”の正科生および2011年度科目等履修生（後期）に適用

◇定　　員　総計30名（先着順）
◇申込期間　７月９日（月）〜７月17日（火）　期日厳守
◇手続方法

本誌綴じ込みの「スクーリング受講申込用紙」に必要事項を記入し、50円切手を貼っ
て郵送。
＊７月17日（火）　消印有効〔事務室窓口受付も可　７月17日（火）16：45まで〕
＊上記手続が完了しないと受講することができません。

◇注意事項
１． 本誌綴じ込みの「スクーリング受講申込用紙」以外は使用できません。
２．「スクーリング受講申込用紙」の事務室到着をもって手続完了となります。
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地方２期スクーリング（大阪）

◇会場案内図

３． 「スクーリング受講申込用紙」は、７月17日（火）の消印まで有効です。７月18日
（水）以降の消印の場合は、受け付けることができません。

４． スクーリング受講許可通知書は、遅くとも開始日の1週間前までに届くように発
送します。受講許可は、受講許可通知書の到着をもって有効となりますので、万
一それまでに到着しない場合には必ず事務室に連絡してください。

５． 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、各自の該当するカリキュラムを確認のうえ、間違いのないように申し込ん
でください。

　　 　なお、入学年度の確認方法は、学籍番号の左から5・6桁が入学年度を表します
ので、これを確認してください。

　　　　　　例：７１４０１２１００１
　　　　　　　　　入学年度「２０１２」
　　＊ ただし、科目等履修生は「Ｄカリキュラム（学籍番号の入学年度が“99”以前

および“08”〜“11”の正科生、および2012年度科目等履修生（前期））」の
欄を参照してください。（2011年度後期科目等履修生は「Ｂカリキュラム」に
なります。）

６． 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。
７． 「履修登録届」にて登録していない科目や「履修登録届」が未提出の場合は、受講

できません。

　　　　　　　大阪ガーデンパレス　住所：大阪市淀川区西宮原1−３−35
TEL：06（6396）6211

※ 大阪ガーデンパレスシャトルバ
スのご案内

◇ 地下鉄御堂筋線をご利用の場合
　地下鉄ホームA・B階段を降り、
改札口を出て右へ、②号出口階段
を降りてすぐ左側です。（梅田方面
からは最前部、千里方面からは最
後部の車両が便利です。）
　徒歩の場合④号出口より約８分

◇ 新幹線・東海道本線をご利用の
場合

　3階中央改札口を出て右へ約
300M直進し、西口を出て右へ自
動車専用道路沿いに直進、約50M
先右側の連絡階段を降り、地下鉄
②号出口階段を降りてすぐ左側で
す。
　徒歩の場合西口より約10分
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地方３期スクーリング（京都）

地方３期スクーリング（京都）について
　地方３期スクーリング（京都）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

『講義要項』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。
◇開講日程　８月23日（木）・24日（金）・25日（土）
◇開講科目

◇会　　場　キャンパスプラザ京都
　　　　　　〒600−8216　京都市下京区西洞院通塩小路下る
　　　　　　TEL：075−353−9111
◇集　　合　８月23日（木）　9：30（厳守）　現地集合
◇授業日程

文学部学生対象

科目名 教員名
カリキュラム（※） 単

位
配当
学年

スクーリング
コードE D C B

作家作品研究（中古）Ｂ

河地　　修

○ 2 1〜3 316511

作家作品研究〈中古〉（後） ○ ○ 4 1〜3 215371

古代日本文学講読（後） ○ 4 1・2 214221

1時限

休
憩

2時限

12：40〜
13：40
昼休み

昼　食

3時限

休
憩

4時限
9：30〜
11：00

11：10〜
12：40

13：40〜
15：10

15：20〜
16：50

8/23（木） オリエンテー
ション・授業 授　業 授　業 授　業

8/24（金） 授　業 授　業 授　業 授　業
8/25（土） 授　業 授　業 授　業 授業終了後、解散

※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、および2012年度科目等

履修生（前期）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”の正科生および2011年度科目等履修生（後期）に適用

◇定　　員　総計30名（先着順）
◇申込期間　７月23日（月）〜７月30日（月）　期日厳守
◇手続方法

本誌綴じ込みの「スクーリング受講申込用紙」に必要事項を記入し、50円切手を貼っ
て郵送。
＊７月30日（月）　消印有効〔事務室窓口受付も可　７月30日（月）16：45まで〕
＊上記手続が完了しないと受講することができません。

◇注意事項
１． 本誌綴じ込みの「スクーリング受講申込用紙」以外は使用できません。
２．「スクーリング受講申込用紙」の事務室到着をもって手続完了となります。
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地方３期スクーリング（京都）

◇会場案内図　　キャンパスプラザ京都　住所：〒600−8216　京都市下京区西洞院通塩小路下る
TEL：075−353−9111

●JR京都駅下車徒歩2分

３． 「スクーリング受講申込用紙」は、７月30日（月）の消印まで有効です。７月31日
（火）以降の消印の場合は、受け付けることができません。

４． スクーリング受講許可通知書は、遅くとも開始日の1週間前までに届くように発
送します。受講許可は、受講許可通知書の到着をもって有効となりますので、万
一それまでに到着しない場合には必ず事務室に連絡してください。

５． 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、各自の該当するカリキュラムを確認のうえ、間違いのないように申し込ん
でください。

　　 　なお、入学年度の確認方法は、学籍番号の左から5・6桁が入学年度を表します
ので、これを確認してください。

　　　　　　例：７１４０１２１００１
　　　　　　　　　入学年度「２０１２」
　　＊ ただし、科目等履修生は「Ｄカリキュラム（学籍番号の入学年度が“99”以前

および“08”〜“11”の正科生、および2012年度科目等履修生（前期））」の
欄を参照してください。（2011年度後期科目等履修生は「Ｂカリキュラム」に
なります。）

６． 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。
７． 「履修登録届」にて登録していない科目や「履修登録届」が未提出の場合は、受講

できません。
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スクーリング

夏期スクーリングの結果通知書送付について

パソコン教室での飲食禁止について

　夏期スクーリング結果通知書の発送は、９月中旬を予定しています。
＊ 書道についても、夏期１期〜４期実施分は９月中旬頃となります。

　夏期スクーリング開講科目の内、以下の科目はパソコン教室で授業を行います。パソコン
教室内は精密機器が配置されていますので、授業中の水分摂取および飲食は禁止いたします。

夏期１期　７月29日〜７月31日「コンピュータ・リテラシィ②」（富澤浩樹先生）
夏期３期　８月 5日〜８月 7日 「情報メディアの活用①」（木戸裕先生） 

「教育方法研究①」（長谷川勝久先生）
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教職
10月より始まる予定の学務システムについて（予告）

　東洋通信等でご案内していました通り、東洋大学で学ばれる皆さんの学習や学生生活を支
援するシステム「ToyoNet-G（とよねっとじー）」を10月より導入する予定です。大学のPC
教室のパソコンや自宅のパソコンから、インターネット経由で利用できます。

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。
※印刷可能となる内容については、今後変更の可能性があります。

ログイン方法
ToyoNet-Gは東洋大学のホームページ（http://www.toyo.ac.jp/）からログインします。ログインの際は、
全員配布のアカウントシートに記載されたユーザIDとパスワードが必要となります。

トップページ（予定）
ToyoNet-Gのトップページには、学生の皆さんにとって重要なお知らせなどが表示されます。
ToyoNet-Gへログインした際には、必ず確認してください。

私へのお知らせ
呼び出しや事務連絡を
確認します。

学生メニュー
履修登録や通年スクーリング
などを利用するための学生向
けメニューを表示します。

お知らせ
大学からの学生の皆さん共通のお知らせが表
示されます。タイトルをクリックすると詳細
が表示されます。また「バックナンバー」ボ
タンから過去のお知らせを参照できます。

プロフィール
プロフィールが表示されま
す。「CHECK」ボタンから
詳細を参照できます。

各種資料
ToyoNet-Gの操作マニュア
ルをダウンロードすることが
できます。
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メディア授業受講者アンケートでの意見について

メディア授業をより多くの学生に利用していただくため、第１回受講者の中から無作為に
抽出した方へアンケートを実施しました。ここでは、寄せられた意見の一部をご紹介します
ので参考にしていただき、これからも積極的に受講していただくことを希望します。

 Q１．メディア授業を受講してよかった点を教えてください（複数回答可）。 
・予想以上に画像が鮮明で、小さい携帯の画面でもまったく問題がなく視聴できる。
・板書も、画面をワイドサイズに切り替えればはっきり見える。
・先生の話し方や進行が、うまく録画授業を活用しており、メディア授業ということを忘れ

るほど集中できる。
・教室の一番前の臨場感でありながら、一時停止、中断などが自由にできる。
・一時停止ができることで、疑問点を書きとめ、その答えを意識しながら視聴できる。
・チャイムが入っていてよい。始まりのチャイムで身が引き締まり、終わりのチャイムは達

成感がある。
・受講費用が授業料に含まれている。（他、４名）
・通勤時など都合のよい時に受講できる。（他、類似意見５名）
・受講期間であれば、同じ授業を繰り返し視聴できる。
・メディア授業により補足説明がされるので、テキストだけでは理解できなかったことが、

よく理解できる。（他、類似意見２名）
・地方在住者としては、交通費・宿泊費が掛かりませんし、それらに費やす時間が節約でき

ます。（他、類似意見１名）
・分かりにくいところ、聞きにくいところをもう一度聞き直せる。（他、類似意見１名）
・好きな時間に受講でき、自分一人で進めるより理解しやすい。
・講義と同内容のものを自宅で視聴できるのは時間が有効に活用できると言う点で非常に素

晴らしいと思います。
・Toyonet-Aceを使うことにより、質問ができたり、理解度確認テストが行えたりするので

通常のレポート学習よりもよりスムーズに学習内容やその効果を確認することができてと
ても便利だと思います。

・期間が決まっているので、学習計画が立てやすい。（他、類似意見１名）
・昼間は仕事をしているため休みの日などにまとめて見ることも出来ますし、確認テストも

リラックスして出来るため落ち着いて復習出来ました。
・スマートフォンで視聴しているので、都合の良い時間、場所で受講ができ、自分のペース

で学習できる。
 Q２．これからも、メディア授業を受講したいですか。 
・はい　　21人
・いいえ　 0人
今回のアンケートではアンケート回答者全員の方から「これからもメディア授業を受講した
い」という回答をいただくことが出来ました。
また、これ以外にも改善点等のご意見をいただきましたので参考にさせていただきます。
アンケートにご協力いただいた受講者のみなさんにお礼申し上げます。
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2012年9月卒業予定者の卒業総合面接について

教務

卒業論文の提出は、2012年６月11日（月）で締め切りました。卒業論文提出後は、卒業
総合面接試験を必ず受けなければなりません。

卒業総合面接試験とは、①卒業論文そのものに関する口頭試問　②当該学部を卒業する学
力を有するかどうかの口頭試問のことをいいます。

面接では、卒業論文指導教員が皆さんの提出した卒業論文を中心に試問し、審査すること
になっています。どこから質問されても要旨を簡明に答えられるように準備をしておいてく
ださい。面接日には、卒業論文の下書き（コピー）、執筆に使用した資料・文献も2、3持参す
るとよいでしょう。

面接日は2012年７月１日（日）〜７月31日（火）の間で、審査教員が指定した日となりま
す。面接日・時間・場所等の詳細については、６月下旬までに対象者に郵送にて通知してい
ます。

後期生対象

後期生対象
　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について

　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。

●卒業論文題目登録申請の条件
　2011年度内（2012年９月30日（日））に卒業必要単位（124単位）の内、84単位以上を修
得済であること
●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）に実施する卒業論文説明会・指導

会（白山キャンパス・10：30〜）で配布しますので、参加者は請求不要です。
　　　　　　※ 資料を受領後、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
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次の対象学生について単位認定可能となる単位認定試験
（論文・筆記）等の有効期限【再掲】

●対象学生
①2012年９月卒業・単位修得予定の正科生
②2012年９月修了予定の科目等履修生

【期　限】
１．単位認定試験（論文）提出期限

　　2012年８月20日（月）　16：45必着
２．単位認定試験（筆記）受験期限

　　2012年８月26日（日）　受験
　　※ 2011年10月科目等履修生登録者：2012年度カリキュラム変更にともない、上記

期限を過ぎての単位認定試験の受験および提出をすることはできません。また2012
年９月末までに単位修得に至らなかった科目のリポート・スクーリングの合格は原則
として継続されず、あらためてリポート学習またはスクーリング学習が必要となりま
す。

３．スクーリング受講
　（１）  スクーリング試験で修了となる２単位科目：夏期９期までの合格分まで認定します

（だだし書道は夏期４期まで）。
　（２）  単位認定試験（論文・筆記）を伴う２単位科目および４単位科目は、単位認定試験に

合格した場合のみ、認定の対象となります。
【注意事項】

科目等履修生（後期）

　 上記の締め切りを過ぎての、単位認定試験（論文・筆記）の受験はできません。

正科生（前期生・後期生）、科目等履修生（前期生）

●リポート提出停止期間…2012年７月21日（土）〜10月７日（日）
　 なお、郵便事情などにより、受付停止期間を過ぎて到着したリポートについては、事務室

で一時保管し、停止期間終了後に担当の先生へ転送いたします。

　　　　　　＊申請締切　2012年10月１日（月）　消印有効
注意① 申請時に提出された書類は、卒業論文題目登録ができなかった場合でも返還すること

ができません。
　　② 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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学習上の注意事項及び各種期限について 全学生対象
１．リポート提出の際の注意

　 　提出用表紙に、2012年度『講義要項』（旧『学習のしおり』）の当該課題部分のコピー
が貼付してあることを確認してください。

　 　前年度までの『講義要項』の課題が貼付されていた場合、（内容が前年度と変更のない
科目も同様）は、受付不可として返送となりますので、注意してください。

　※ 『講義要項』の有効期限は、4月から3月までの1年間となっています。このため後期
生は年度途中で『講義要項』の有効期限が終了となり、４月から新年度の『講義要項』
による学習に切り替わりますが、上記注意事項については同様の取扱いとなっていま
す。十分ご注意ください。

　　 　2012年度　「『講義要項』の重要事項　２．年度の考え方」を参照してください。

２．不合格リポート再提出の際の注意
　 　一度不合格になった課題のリポートを再提出する際には、原則として直前の不合格リ

ポートおよび添削指導欄の添付が求められています。
　 　直前の不合格リポートを今回のリポート提出用表紙に一緒につけて提出してください。

これが添付されていないリポートは受付できませんので、返却いたします。
　 　「継続履修」で学習している科目が、前年度までの『講義要項』によるリポート課題に

おいて不合格となった場合、再提出は2012年度の課題内容に基づいて作成したリポー
トとなります。

　　『履修要覧』に記載の「不合格リポートの再提出」の項を今一度ご確認ください。

　正科生（後期生）のリポート受付開始は、2012年度の履修登録手続の完了後となります。
●単位認定試験（論文）申請・受付停止期間…2012年８月21日（火）〜10月７日（日）
　申請期間と提出受付期間の締切日が同日となっているのでご注意ください。
　正科生（後期生）の受付開始は、2012年度の履修登録手続の完了後となります。
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３．リポート課題・単位認定試験（筆記・論文）等の提出期限について
■対象学生：前期生
●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、左記単位認定試験申請に間
に合うよう、結果を返送します。

●スクーリングについて
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、「結果通知」受け取
り後に手続できます。

●メディア授業について
メディア授業の受講期限（予定）

学習申込期間 受講期間 注意事項

2012年
11月１日〜11月14日

2012年12月 1日〜12月25日
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、「結果通知」受け取
り後に手続できます。

●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（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。
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「地誌学B」のテキストについて
このたびの「地誌学B」プリント教材の発送の遅れにつきましては、ご迷惑をおかけいた

しましたことをお詫び申しあげます。
同科目は『講義要項』におきましては、テキスト掲載欄にプリント教材として「自宅学習

用の補足資料類」を事前に配布することになっておりましたが、諸般の事情から代替として
下記のテキストが指定されることになりました。

つきましては、正科生で新規履修登録されている方および科目等履修生で配本業者（東洋大
学生活協同組合）に発注請求されている方に対して同組合からテキストが発送されましたの
で、受領方ご確認ください。

なお、上記以外の科目等履修生でこれから発注請求される方については、ブックサービス
（東洋大学生活協同組合　TEL　03-3947-4607（平日　午前10時〜午後５時））を利用し
てください。

本来、科目等履修生の方はテキストはすべて自費購入とさせていただいておりますが、本
科目に関しましてはテキスト指定が大幅に遅れましたことに鑑み、今回に限り下記指定テキ
ストを無償でお送りさせていただきますので、よろしく、ご査収願います。

【テキスト名の変更】

現行） 自宅学習用の補足資料類　⇒　新） 菊地俊夫編『世界地誌シリーズ①日本』朝倉書店

「図書館情報資源特論」「専門資料論」について

科目担当者の変更について

「図書館情報資源特論」「専門資料論」（木戸裕先生担当）は、『講義要項』の「成績評価の方
法・基準」欄においてリポート課題の成績（40％）、論文試験の成績（40％）及び確認テスト
の成績（20％）と表記されておりますが、本科目は２単位科目でありますので、リポート課題
２題に解答・合格するか、メディア授業を視聴後、確認テストを受験し、合格するかのどち
らかにより、単位認定試験（論文）を受験することになります。したがって、実際の成績評価
についてはこの方法・基準の配分率によるものではありません。

◎ 2012年４月より、「人文地理学」「地理学」（各４単位）担当の教員が下記のとおり変更にな
りました。お知らせが遅くなりましたことをお詫びいたします。
 　なお、テキスト及び課題内容については『講義要項』のとおりですので、そのまま学習
をすすめてください。

旧） 小俣利男先生　　⇒　　新） 小林正夫先生

◎ 2012年６月より「西欧文学A」「西欧文学B」（各２単位）、「西欧文学」（４単位）の科目担当
教員が下記のとおり変更になりました。なお、テキスト及び課題内容の変更はありません。

旧） 村田奈保先生　　⇒　　新） 田野武夫先生
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2012年度教育職員免許状一括事前申請について
2013年３月教育職員免許状取得見込者で、大学による一括事前申請を希望する学生は、

下記の要領で申込を行ってください。
●対象者
　　本学通信教育課程に正科生１年次から前期生として入学し、卒業見込である学生。
　※ 本学（通信教育課程・通学課程）を卒業して、正科生へ編入学あるいは科目等履修生と

して在籍している学生は、一括事前申請が可能な場合がありますので、事務室へお問
い合わせください。

　※ 編入学生、科目等履修生、後期生は教育職員免許状に必要な単位を修得後、個人での
教員免許状申請となります。申請方法等は、住民票をおいている都道府県の教育委員
会（現職教員は勤務先の都道府県の教育委員会）で確認してください。

●申請の要件
　① 2013年３月末までに、教育職員免許状申請に必要な科目・単位をすべて修得見込み

であり、教育実習についても修了していること。
　② 「中学校教諭１種普通免許状」取得希望の学生は、「介護等体験」が終了し、実施施設

等から証明書の交付を受けていること。
　③今年度教員採用試験を受験しているか、教職に就く意思のある学生。
●申込方法
　 A４判用紙に、学部・学科、学籍番号、氏名、申請教科（例：中学校１種国語・高等学校 

１種国語）を明記のうえ、事務室へ提出してください。
●申込期限　　８月２日（木）必着〔郵送または事務室窓口〕
●提出方法　　郵送または事務室窓口持参

2013年３月卒業および教育職員免許状の取得を希望する学生の単位認定可能となるリポ
ート提出等の有効期限は、下表のとおりです。

2013年3月卒業（教育職員免許状取得）を希望している学生へ

種　　　類 有　　効　　期　　限
リポート提出 2013年１月21日（月）　【必着】

単位認定試験（論文）提出 2013年２月15日（金）　16：45　【必着】

メディア授業
2012年12月1日（土）〜12月25日（火）
2013年1月11日（金）〜2月4日（月）

単位認定試験（筆記）受験 2013年２月23日（土）

※ 科目等履修生についても3月修了を希望する場合、上記の日程となりますので 
注意してください。

前期生対象
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教職パスポートの申請について
教職課程ではこれまでの「総合演習」にかわり４年次に必修科目として「教職実践演習

（中・高）」が設置されることになりました。
「教職実践演習（中・高）」では、教員免許状を取得するまでの学びの記録を行う『教職パス

ポート』を使用します。
『教職パスポート』の利用目的は、教職課程の継続的・系統的な学びの流れを記録し、活用

するためのものであり「教職実践演習（中・高）」ではこの『教職パスポート』の所持・活用
が履修条件となります。
「教職実践演習（中・高）」の履修を予定している学生は必ず申請を行ってください。
※ 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、提出した履修登録届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。

【重要】
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白山キャンパスにおけるスクーリング・単位認定試験
（筆記）の会場について

白山キャンパスの通学路案内

その他

スクーリングは主に甫水会館および1号館で行います。1号館へは正門（東門）を利用してく
ださい。白山キャンパス周辺は、住宅街です。近隣住民の生活環境に迷惑にならないように、
十分に配慮してください。歩行中の喫煙は、環境の美化面および安全面からも社会問題とな
っています。喫煙は学内の指定された喫煙場所を利用してください。

また、吸殻のポイ捨ては勿論のこと、空き缶やペットボトルなどのごみ等の投げ捨てもや
めましょう。キャンパス周辺における違法な駐車・駐輪は、近隣および通行人の方々に迷惑
となるばかりでなく危険を伴います。自動車・オートバイ・自転車による通学は禁止です。

号館名を表す

号館名を表す

6

1

階数を表す

階数を表す

3

2

教室番号を表す

教室番号を表す

12

03

全学生対象

例：
①白山校舎6312番教室
　白山キャンパス

②白山校舎1203番教室
　白山キャンパス

6号館3階の12番教室を表す

1号館2階の03番教室を表す

白山キャンパスの教室番号は下記のとおり表示されています。スクーリングや単位認定試
験（筆記）等で使用する教室は、当日、大学正門（東門）や甫水会館1Ｆ通信教育課事務室前に
掲示等でお知らせいたしますので、必ず確認してください。

階数名を表す

2 04

部屋番号を表す

③甫水会館204
　甫水会館

甫水会館2階の第4会議室を表す
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その他

証明書発行申請の際に必要な定額小為替は、発行日から４ヵ月以内のものを使用してくだ
さい。

また、受取人住所・氏名（おところ・おなまえ欄を含む）や裏面の委任欄などは記入する必
要はありません。何も記入せず、そのまま送付してください。

発行日から４ヵ月以上経過したものおよび記入のあるものは、受付できず、返却いたしま
す。

８月１日（木）、11日（土）〜15日（水）、22日（水）、29日（水）は大学一斉休業のため、事
務室休業となります。

白山キャンパスには下記のとおり学生食堂があります。スクーリング等の際は、ご利用く
ださい。

３号館Ｂ１Ｆ、４号館Ｂ１Ｆ、６号館Ｂ１Ｆ、２号館16Ｆ
※ 学生休暇中［７月30日（月）〜９月30日（日）］については、一部店舗のみの営業になり

ます。詳細については、６号館１Ｆに掲示してある学食カレンダーまたはホームページ
（ＨＯＭＥ→学生生活・キャリア形成支援→学生生活サポート→学生食堂・カフェテリア
→白山キャンパス）を参照してください。

証明書申請の定額小為替について

事務室休業のお知らせ

学生食堂のご案内

『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。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してください。

〈応募期間〉 2012年７月２日（月）〜８月27日（月）

応募書類

１ 学籍番号、氏名、連絡先を明記した任意の用紙（Ａ４）

２
現像した写真およびデータ（デジタルカメラ使用の場合）
※タテ17ｃｍ以内、ヨコ13ｃｍ以内のもの

『東洋通信』10月号表紙の投稿写真募集について【再掲】
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その他
〈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提出された写真書類等は返却しません。

〈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、採用者のみ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。
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2011年度4月入学生動向調査アンケート集約結果（報告）

トピックス

　この度、2011年4月に入学した正科生が進級するに当たり、皆さんの通信教育における
学習状況がどのような現状にあるかを把握し、それを今後の支援につなげることを目的にア
ンケートを実施しました。集約の結果は以下のとおりです。
　学生の皆さんは一歩一歩着実に学習を進め、目標を達成してください。
対象：2011年度入学正科生（全学年）
対象者数：107名（昨年度：144名）
回答者数：12名（昨年度：35名）
回答率：11.2％（昨年度：24.3％）
回答期間：2012年5月26日〜6月5日

全学生対象

■学生のプロフィールに関する質問
Q1　あなたの所属学科はどちらですか？ Q2 あなたの性別はどちらですか?

■東洋大学通信教育課程の入学前と入学後の印象を教えてください
Q4　入学前と入学後の印象の違いはありますか？

法学部法律学科
16.7%

文学部日本文学文化学科
83.3%

女
83.3%

男
16.7%

10代
8.3%

20代
16.7%

30代
16.7%

40代
25.0%

50代
8.3%

60代
25.0%

70代
0.0%

A　入学後の方が良い
50.0%

B　変わらない
50.0%

C　入学後の方
が悪い
0.0%

D　無回答
0.0%

Q3　あなたの年齢層を教えてください
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トピックス
■通信教育の学び方について感じたことをお答えください

Q5　通信教育の学び方は理解できましたか？ Q6　通信教育の学び方はご自身に向いていると
　考えますか？

■「学習のしおり」について感じたことをお答えください

Q7　「学習のしおり」は読みましたか？ Q8　「学習のしおり」を通して学習内容が理解でき
ましたか？

■履修登録について感じたことをお答えください
Q9　履修登録はどうでしたか？ Q10　履修登録する科目を選ぶのにかかった時間は

どれくらいですか？

Q11　履修登録をする際の障壁は何ですか？

A　理解できた
75.0%

B　普通
16.7%

C　理解できない
8.3%

D　無回答
0.0%

A　向いている
41.7%

B　普通
41.7%

C　向いていない
16.7%

D　無回答
0.0%

A　熟読した
50.0%

B　普通
50.0%

C　読んでいない
0.0%

D　無回答
0.0%

A　理解できた
66.7%

B　普通
25.0%

C　理解できない
8.3%

D　無回答
0.0%

A　簡単
25.0%

B　普通
33.3%

C　難しい
41.7%

D　無回答
0.0%

D　無回答
0.0% A　1日以内

8.3%

B　2日～3日
33.3%C　4日以上

58.3%

D  その他
50.0%

A　障壁はない
25.0%

B　科目が選べない
16.7%

C　カリキュラムが
よく分からない
8.3%
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トピックス
■リポートを作成して感じたことをお答えください

Q12　今までリポートはどの程度作成しましたか? Q13　リポートを作成しどのように感じましたか?

Q14　課題を作成するのにかかった時間はどれ
くらいですか?

Q15　リポートを作成する際の障壁は何ですか?

Q16　今後もリポートを作成・提出したいですか? Q17　リポートの添削期間についてどのように
感じていますか？

Q18　リポートの添削内容についてどのように感じて
いますか？

D　無回答
0.0%

A　10回以上
50.0%B　5回程度

33.3%

C　ほとんど作成
していない
16.7%

D　無回答
0.0%

A　簡単
0.0%

B　普通
33.3%

C　難しい
66.7%

D　無回答
0.0%

A　1日以内
0.0%

B　2日～3日
8.3%

C　4日以上
91.7%

E　無回答
0.0%

Ａ　障壁はない
0.0%

B　時間のねん出
58.3%

C　課題の理解
33.3%

D　その他
8.3%

D  無回答
0.0%

A　積極的に作成・
提出したい
25.0%

B　必要最低限で
作成・提出したい
66.7%

C　あまり作成・
提出したくない
8.3%

D　無回答
8.3%

A　満足
0.0%

B　普通
41.7%C　不満

50.0%

D　無回答
8.3%

A　満足
0.0%

B　普通
75.0%

C　不満
16.7%
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トピックス
■スクーリングに参加して感じたことをお答えください

Q19　今までいくつのスクーリングに参加しましたか? Q20　スクーリングに参加してどのように感じましたか?

Q21　スクーリングに参加する際の障壁は何ですか?

Q23　今までいくつの単位認定試験(論文)を受験
しましたか?

Q22　今後もスクーリングに参加したいですか?

■実際に単位認定試験(論文)を受験して感じたことをお答えください

Q24　単位認定試験(論文)を受験してどのように
感じましたか?

Q25　単位認定試験(論文)を受験する際の障壁は
何ですか?

Q26　今後も単位認定試験(論文)を受験したい
ですか?

D　無回答
0.0%

A　10回以上
25.0%

B　5回程度
66.7%

C　ほとんど参加
していない
8.3%

D　無回答
0.0%

A　とてもためになった
75.0%

B　普通
16.7%

Ｃ　あまりために
ならなかった
8.3%

D　その他
16.7%

A　障壁はない
8.3%

B　時間のねん出
66.7%

C　費用のねん出
8.3%

D　無回答
0.0%

A　積極的に
参加したい
75.0%

B　必要最低限で
参加したい
25.0%

C　あまり参加したくない
0.0%

D　無回答
0.0%

A　5科目以上
58.3%

B　１～2科目程度
25.0%

C　受験していない
16.7%

D　無回答
16.7%

Ａ　簡単
0.0%

B　普通
58.3%

C　難しい
25.0%

D　無回答
8.3%

A　障壁はない
16.7%

B　時間のねん出
75.0%

C　費用のねん出
0.0%

D　無回答
8.3%

A　積極的に受験したい
41.7%

B　必要最低限で受験したい
41.7%

C　あまり受験したくない
8.3%
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トピックス
■実際に単位認定試験(筆記)を受験して感じたことをお答えください

Q27　今までいくつの単位認定試験(筆記)を受験
しましたか?

Q28　単位認定試験(筆記)を受験してどのように
感じましたか?

Q29　単位認定試験(筆記)を受験する際の障壁は
何ですか?

Q30　今後積極的に単位認定試験(筆記)を受験
したいですか?

■学習状況についてお答えください

Q31　自習の時間はありますか? Q32　リポートや試験の課題は理解できますか?

Q33　教養や専門知識・文章力はつきましたか? Q34　今後学びたい科目は決まっていますか?

D　無回答
0.0%

Ａ　５科目以上
16.7%

B　１～2科目程度
66.7%

C　受験していない
16.7%

D　無回答
16.7%

A　簡単
8.3%

B　普通
50.0%

C　難しい
25.0%

D　無回答
16.7%

A　障壁はない
16.7%

B　時間のねん出
66.7%

C　費用の
ねん出
0.0%

D　無回答
16.7%

A　積極的に受験したい
16.7%

B　必要最低限で
受験したい
58.3%

C　あまり受験
したくない
8.3%

D　無回答
0.0%

A　十分にある
8.3%

B　あまりない
75.0%

C　ほとんどない
16.7%

D　無回答
0.0%

A　理解できる
66.7%

B　あまり理解できない
16.7%

C　ほとんど理解できない
16.7%

D　無回答
0.0%

A　十分ついた
50.0%B　あまりつかなかった

41.7%

C　ほとんどつかなかった
8.3%

D　無回答
0.0%

A　決まっている
58.3%

B　検討中
33.3%

C　決まっていない
8.3%
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トピックス

Q35　リポート書き方指導会

■今後参加してみたい行事はありますか?

Q36　学習相談会

Q37　T.A.との個別相談 Q38　学友会の行事

D　無回答
0.0%

A　参加したい
16.7%

B　まだ分からない
41.7%

C　参加したくない
41.7%

D　無回答
0.0%

A　参加したい
16.7%

B　まだ分からない
58.3%

C　参加したくない
25.0%

D　無回答
0.0%

A　参加したい
33.3%

B　まだ分からない
58.3%

C　参加したくない
8.3%

D　無回答
0.0%

A　参加したい
50.0%B　まだ分からない

33.3%

C　参加したくない
16.7%
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トピックス

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、本学主催の入学説明会ならびに私立大

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

大　阪 8月25日（土）
12：00〜17：00 梅田スカイビルタワーウエスト10F JR大阪駅・梅田駅　徒歩7分

大阪市北区大淀中1−1−30

名古屋 8月26日（日）
11：00〜16：00 愛知県産業労働センター8F JR名古屋駅　徒歩3分

名古屋市中村区名駅4−4−38

東　京 9月1日（土）
12：00〜17：00 新宿エルタワー30F JR新宿駅西口　徒歩3分

新宿区西新宿区1−6−1

札　幌 9月2日（日）
11：00〜16：00 アスティ45ビル4F JR札幌駅　2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 西鉄福岡駅・地下鉄天神駅　徒歩2分

福岡市中央区天神1−4−2

地　区 月日・時間 会　　場 アクセス

東　京

7月15日（日）
11：00〜15：00

東洋大学白山キャンパス

都営三田線
白山駅徒歩5分

東京メトロ南北線
本駒込駅徒歩5分

文京区白山5−28−20

7月16日（月・祝）
11：00〜15：00

8月17日（金）
11：00〜15：00

8月18日（土）
11：00〜15：00

ホームページにも掲載しています。
URL　http://www.toyo.ac.jp/tsukyo/

私立大学通信教育協会主催合同入学説明会

本学主催入学説明会
　下記はオープンキャンパスにて通信教育課程のコーナーを設置して説明会を行います。
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2012年度図書館開館日程表（7月〜9月）

〈白山図書館〉

2012年度図書館開館日程表（7月〜9月）
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2012年度図書館開館日程表（7月〜9月）

〈白山第２キャンパス図書室〉
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2012年度図書館開館日程表（7月〜9月）

〈川越図書館〉
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2012年度図書館開館日程表（7月〜9月）

〈朝霞図書館〉
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2012年度図書館開館日程表（7月〜9月）

〈板倉図書館〉
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T.A.のしおり

古典の読解力養成の一方法
─菅江真澄の日記・紀行を手がかりに─
（国文学科・日本文学文化学科編）

T.A.のしおり

１．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。今回の「Ｔ.Ａ.のしおり」では、リポート学習やスクーリングで古典の諸作品を学習
する前に少しでも読解力を身につけ、実力不足を補うための方法を記しておこうと思います。

国文学科・日本文学文化学科に在籍している方の中には、高等学校で文法事項とともに古
典を学習しはじめて以来、ずっと苦手意識を持ち続けている方がいるかもしれません。たく
さんの古典作品をカリキュラムに組みこんでいる日本文学文化学科（国文学科）で学習するに
あたって、そのような気持ちを抱いたまま学生生活を送るのは、決して望ましいことではあ
りません。しかし、そうかといって、短期間の学習で飛躍的に読解力が身につけられるよう
な近道があるわけでもありません。やはり、どうしても一定の訓練期間が必要となります。

それでは、どのように学習を進めていけば良いのでしょうか。──もったいぶった書き方
でやきもきしているかもしれませんが──、それは、日本古典文学大系・新日本古典文学大
系（岩波書店）、日本古典文学全集・新編日本古典文学全集（小学館）、新潮日本古典集成（新潮
社）などに代表される、古典の注釈書を利用して作品を通読することです。もちろん、他の注
釈シリーズでもかまいません。著名な平安朝の物語文学の中から作品を選ぶのもよし、上代・
中古・中世・近世の時代を問わず自身が興味・関心を抱いた作品を選ぶのもよし、作品選び
は皆さん次第です。そして、作品の長短を考えずに本文を読み進め、必要に応じて注釈を参
考にしていくのです（『源氏物語』のように長大な作品の場合、適当な巻を選ぶことも可）。し
かし、このように書くと戸惑ってしまう人もいるかもしれないので、私からあえて１つの方
法を提案します。それは、江戸時代の作品、とくに日記・紀行や地誌類を読破するという方
法です。「なぜ江戸時代の作品なのか」といえば、時間軸のうえで現代に近いためであり、当
時の庶民たちのものごとのとらえ方や考え方が現代の私たちの感覚に近く、理解しやすいと
考えられるためです。

２．菅江真澄とは
江戸時代の紀行として代表的なものに、松尾芭蕉の『奧の細道』があげられます。作品を

読みながら、地図の上や実地に芭蕉の足跡をたどってみた方もいるのではないでしょうか。
芭蕉は俳諧仲間を頼って、かなりの短期間で旅をしたようですが、それとは対照的に、人生
の大半を故郷以外の地で過ごした人物がいます。信濃・出羽・奥羽・蝦夷地を旅して多くの
日記・紀行や地誌類を残した菅江真澄（すがえ・ますみ。1754年〈宝暦４〉生─1829年

〈文政12〉没）がその人です。真澄は三河国の生まれで、本名を白井秀雄、幼名を英二とい
い、後に菅江真澄を名乗りました。国学者の植田義方（うえだ・よしえ）に師事する一方で、
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T.A.のしおり
本草学も修めました。当時の知識人のバイタリティと知識欲の旺盛さがうかがわれます。な
かでも注目されるのが、訪れた先々の景物や風俗習慣（民俗・民間伝承）を、和歌をまじえた
和文と自筆の挿絵で記録している点で、今日では江戸時代における客観的な民俗記録として
高く評価されています（注１）。しかも、真澄が日記・紀行でとりあげた道筋や地名は、一部
の市街地を除いて、今日でも残っており、また真澄が訪れた家々は今でも末裔の方が生活し
ているので、簡単に足跡をたどることができます（注２）。

真澄の文章は擬古的な和文であり、高等学校で古典文法を一とおり学んでいれば難なく読
み通せる平易なものです。人によっては、そのような雅文が鼻につくというかもしれません
が、そうした文章に繰り返し触れることによって古典の苦手意識を解消し、読解力を身につ
けていくことができるのです。次に青森県の記事から具体例をいくつかあげてみます。

３．真澄の文章例
真澄は和歌やさまざまな知見を通じて各地の知友を頼り、時には新たな知遇を得ながら、

旅をしていきました。
東北地方から関東地方にかけて、シシオドリと呼ばれる民俗芸能が多く分布しています。

シシオドリとは、雄獅子２匹（雌獅子・中獅子）と雌獅子１匹から構成され、一人ひとりの舞
い手が１つの獅子頭を被り三人一組となって踊るもので、三匹獅子舞とも呼ばれています。
東北地方では主にお盆の時期に、関東地方では夏の祓いの行事や秋の豊作感謝の祭礼などの
際に、腰に太鼓を結びつけ打ち鳴らしながら演じられています。真澄は、「外浜奇勝（仮題）」
の寛政８年（1796）７月21日の条に、青森県深浦町（旧岩崎村）大間越の獅子踊を次のよう
に記録しています（注３）。

　 此夜、浦のあらおら、としごとの戯れとてつゞみうちうたひ、雌
メ シ シ

鹿、雄
オ シ シ

鹿、中
ナカ

鹿 と て、
こゝそこと舞さゞめきて夜は更たり。こは、よし世のなかの田の実よかれの、あそびの
ひとつぞかし。いねがてのあまり、志司袁登利（鹿踊）といふことを句ごとの下にすへて、

　　　あら楽し
9

　おもひはあらじ
9

　なりはひを
9

　よし世のなかと
9

　うたふなりけり
9

真澄は踊りの様子から「世のなかの田の実よかれ」と記し、大間越の獅子踊が稲の実りの豊
作祈願のために行われたものであろうと理解しています。そして、「あら楽し…」と各句末に

「ししをとり」の文字を配して、折句のような和歌修辞を用いて詠んでいます。
和歌修辞の折句といってすぐに思いおこされるのは、『伊勢物語』第９段東下りの「かきつ

ばた」を読みこんだ次の和歌でしょう（注４）。
　　　か

9

らころも　き
9

つつなれにし　つ
9

ましあれば　は
9

るばるきぬる　た
9

びをしぞおもふ
『伊勢物語』のこの和歌はさまざまな修辞を含んでおり、高等学校の古典の教材としてよくと
りあげられていますから、皆さんもご存知のことと思います。『伊勢物語』の和歌に比べ、真
澄の和歌は表現のうえでも技巧のうえでも決して上手なものではありません。しかし、その
素朴な表現から教えられることはたくさんあります。

以上の例のほかに、真澄と和歌の関わりから付け加えておきますと、天明５年（1785）８
月から10月にかけての旅では、歌枕の地を求めて歩いています（「けふのせばのの」）。皆さん
もご承知のとおり、歌枕とは和歌の題材として詠まれた諸国の名所のことですが、真澄は歌
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T.A.のしおり
枕の地を訪れるだけでなく、旅先で歌枕に詠まれた景観に思いを馳せ、古人が和歌に詠んだ
景観は自身の眼前に広がる景色と似たものであったのではないだろうか、と想像をたくまし
くしています。歌枕の地そのものだけに価値を求めるのではなく、近世的なものの受け止め
方として実に興味深いものです。

ところで、真澄は寛政４年（1792）10月と寛政５年（1793）６月に恐山を訪れています。
とくに寛政５年の訪問の際には、恐山の地蔵会（今日の夏季大祭）の様子が記されています（「奧
の浦々」６月23日の条）。それによれば、

　 廿三日　あけなば地蔵会なりけりとて、きのふよりかり小家たてて、なにくれまうけた
るに、午未の頃より村々里々の人あまた来集り、国々のすぎやう者、かなつゞみをうち、
鈴ふりまぜて、あみだ仏をとなへ、卒塔婆つかの前にはいかめしき棚を造り、薄かりし
きて、高やかのいたやの木ふたもとを左右にたてて、からほひ、なでしこ、女郎花、紫
陽花、連銭、馬形に、なゝのほとけのはたかけて、あかそなへたるに、御堂より柾仏と
て、そぎたに書きたるひともと、六文の銭にかへて、老たるわかき男女、手ごとにもち
いたり、この棚におきて水むすびあげ、あなはかな、わが花と見し孫子よ、かくこそな
り行しか。わがはらから、つまよ子と、あまたのなきたま呼びになき叫ぶ声、ねんぶち
の声、山にこたへ、こだまにひゞきぬ。（中略）くれ行ば、あまたの人々むれありき、おも
ふ人に物いひ、はくやうにかゝづらひてのゝしり、うば堂、食堂、尊宿寮、小家々々ま
でこゝらの人の入みちてければ、ふしどころなく、どよみありく声にまじりて山鳥の明
ん鳴たり。

とあり（注５）、地蔵会の際に周辺の集落から大勢の人が集まってきて、死者の供養をしてい
る様子が記されています。この記事の日取りは旧暦の６月23日にあたっていますが、今日で
は新暦の７月23日に恐山夏季大祭として行われています。近年でこそ泊りがけで死者供養に
詣でる近隣住民は少なくなりましたが、数十年前までには真澄の記述と同様に、身近な家族
を失ったことを悲しむ人々の姿が境内や宿坊のそこここに見られたそうです。

４．おわりに
真澄の著作との関わりで、私が2001年７月の調査先で経験した事柄を１つあげます。私

は青森県むつ市（旧大畑町）正津川の光主神社で例大祭の調査をしていました。正津川は霊場
恐山の北の麓に位置し、かつて恐山境内にあった姥堂が数度の洪水によって流れついた場所
としても知られています。光主神社の例大祭は、豊漁祈願の祭りであり、３台の山車が集落
の中を巡行し、神輿が海上渡御をするというものでした。そのようななか、私は早朝から深
夜までカメラとビデオカメラを担いで記録して歩いていました。昼の暑い盛りとなったころ、
地区の人々は神社の社務所に集まって祭典に臨んでいましたが、ちょっとした合間に地元の
方に身体を動かさないように注意されました。何事かと思っていると、その人は私の右肩の
あたりをぱっと押さえました。が、その瞬間、とんぼが飛び立ちました。それを見て地元の
方々は「幸せが逃げちゃったな」とつぶやきました。はじめは何のことだか判らずに、「この
辺りではそのような言い回しがあるのだろう」という程度に思っていましたが、ある時、真
澄の「けふのせばのの」を読んでいて驚きました。そこには、
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T.A.のしおり
　 農夫が田畑仕事を休んでいると、鼻からとんぼ（だんびる）が出て、辺りを飛びめぐり羽

を濡らして男の鼻の穴に入っていった。その露は酒であって農夫はそれを売って富み栄
えた（以上要旨）

という、だんびる長者の伝承が記されていたからでした。むつ市正津川での出来事は、かな
り簡素なものの、とんぼが幸福をもたらすという点で、全く同じ意味を持っていたのです。
文字情報として読み流していた民間伝承が、先の出来事の記憶とともに急に色濃く真に迫っ
て感じられました。まさに民俗は生きていたのでした。

そういうわけで、皆さんも地図と古語辞典を傍らに置いて、江戸時代の日記・紀行や地誌
類を読んでみませんか。読むべき対象は菅江真澄の著述だけにとどまりません。『江戸名所図
会』のような各地の名所図会・名所案内記や、古川古松軒の『東遊雑記』『西遊雑記』・橘南
谿の『東西遊記』・斎藤月岑の『東都歳時記』・十方庵敬順の『遊歴雑記』・赤松宗旦の『利根
川図誌』など、江戸時代の知識人たちが綴った記録類をあげることができます。きっと各地
を旅するような感覚で、身近な事物から新たな発見をしながら、古典の文章に親しんでいく
ことができるはずです。

（注 １） 内田武志・宮本常一〔編〕『菅江真澄全集』第１巻〜第12巻・別巻１、未來社、1971
年３月〜1981年９月。なお、主要作品については、菅江真澄〔著〕内田武志・宮本常一

〔編訳〕『菅江真澄遊覧記』１〜６（平凡社ライブラリー、平凡社、2000年４月〜８月）に
現代語訳が収められているので、適宜参照されたい。ただし、同書では一部の和歌が省略
されて訳出されている。

（注 ２） たとえば、各地の真澄の足跡をたどりながら、調査譚やエッセイを記したものに、安
水稔和『菅江真澄と旅する』（平凡社新書、平凡社、2011年７月）などがある。

（注３） 『菅江真澄全集』第３巻156頁、未來社、1972年７月。
（注 ４） 石田穣二〔訳注〕『新版　伊勢物語』（角川文庫）21頁、角川書店、1979年11月。な

お、引用にあたり、文字の表記を仮名にあらため、傍らに○印を付した。
（注５）『菅江真澄全集』第２巻346頁、未來社、1971年11月。

※ 本稿は、拙稿「恐山の略縁起と境内絵図」（『青森県史研究』第６号、青森県、2002年２
月）、および同「オヤママイリ（恐山参り）と刷り物」（『青森県の民俗』第５号、青森県民俗
の会、2005年６月）、同「舞いと踊り」（『新青森市史』別編３民俗、青森市、2008年３
月）の菅江真澄関連の記述をもとに、あらためて執筆したものである。

（文学部Ｔ.Ａ.　大村　達郎）
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学友会からのお知らせ

〈夏期スクーリング懇親会のお誘い〉
　皆さま、５、６月そして７月と暑いさなか、スクーリングによる勉学に励んでおられるこ
とと拝察いたします。
　つきましては、学生同士の親睦を図るため、７月末スクーリング終了後、白山キャンパス
４号館地下食堂にて下記のとおり懇親会を開催いたします。
　食べもの、飲みもの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、皆さまのご参加をお待ちしております。

記

　１、日　時：平成24年８月４日（土）スクーリング終了後〜19：00
　２、場　所：白山キャンパス４号館地下食堂
　３、目　的： ５、６月及び夏期スクーリングを続行して居られる学友会会員同士、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〉という意識を持つ
ようにするため。

　４、参加費： 500円（ただし、年会費を支払って『年間イベントパスポート』をご持参い
ただいた方は無料です。

　５、申込み：〒134−0087　東京都江戸川区清新町１−１−36−604
　　　　　　　高比良　毅　宛て
　　　　　　　ＦＡＸ：　03−5675−2354
　　　　　　　　（電話と同番なので、そのままFAXボタンをＯＮ）
　　　　　　　E-Mail：t-takahira@mtf.biglobe.ne.jp
　　　　　　○ あなたの住所、氏名、連絡方法（電話、FAX、E-Mailなど）をご記入の上、ハ

ガキ、ＦＡＸまたはメールでお申し込みください。
　　　　　　○申込み締切り＊：７月28日（土）消印有効（メール29日午前まで）
　　　　　　　＊注： パーテイ人数把握のため出欠をとるものです。多くの方々からのお申

込みをお願いします。
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さる４月15日、通信教育部学友会総会にて会則一部変更が承認されたので、下記に会則を
表す。

東洋大学通信教育部学友会会則（平成24年４月15日現在）

第１章　総　　則
第１条（名称および事務局）

 本会は東洋大学通信教育部学友会（以下本会と略す）と称し、事務局を東京都文京区白山５
丁目28番20号　東洋大学通信教育部事務室に置く。

第２条（目的）
 本会は東洋大学通信教育部に学ぶ学生相互の交流、親睦、またその自治により、学問の視
野を広め、学習効果の向上、学生生活の充実を図ることを目的とする。

第３条（会員構成）
本会の会員は東洋大学通信教育部の学生等をもって構成する。

第４条（会員の権利および義務）
本会の会員は次の権利および義務を有する。
１． 総会および本会の開催する諸行事に積極的に参加し、第２条の目的に基づく活動によ

って生ずる利益を享受する。
２．本会の活動に関するすべての記録文書、および会計簿の閲覧を要求することができる。
３．選挙権および被選挙権を有する。
４．本会の会則を遵守し、本会の発展に協力すること。
５．本会の会費として補則に定める額の会費を納入すること。
６． 本会の活動には、自己の責任において参加するものとする。また、他人の迷惑になる

行為は行ってはならない。
第５条（議決機関）

本会の最高議決機関を総会とし次のように行う。
１．定期総会は毎年一回開催する。
２． 臨時総会は役員会において臨時総会にはかるべき課題の提案があり、出席役員の３分

の２以上の賛成があった場合には、これを開催しなければならない。
３．定期および臨時総会は役員会が招集する。
４． 定期および臨時総会を開催する時は役員会において、その日時を公示しなければなら

ない。
５．総会における議決は出席者の過半数をもって成立する。
６． 会員からの臨時総会開催の要求があった場合は役員会において、臨総会開催の協議を

することができる。
第６条（総会の審議）

総会は次のことを審議決定する。
１．活動報告の承認
２．会計報告
３．活動計画の承認
４．予算案の承認
５．役員会より提案された議案
６．会員より提案された議案
７．会則の改正
８．その他、必要と認める事項

第７条（役員）
 本会に次の役員を置き、会長、副会長、書記、会計および会計監査は選挙において選出す
る。その他の役員は会長が本人の同意を得て任命する。
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１．会長　　　　　　１名
２．副会長　　　　　２名
３．書記　　　　　　１名
４．会計　　　　　　１名
５．会計監査　　　　１名
６．運営委員　　　若干名
７．地区長　　各地区１名
８．副地区長　各地区１名
９．地区委員　　　若干名

第８条（役員任務）
役員は次の任務を行う。
１．会長は本会を代表し、会務を総括する。
２．副会長は会長を補佐し、会長に不慮の事故等が生じた時は、会長の任務を代行する。
３．書記は本会における総会、役員会、その他の記録の処理を行う。
４．会計は本会における会計事務を行う。本会の現金及び、預貯金の管理を行う。
５． 会計監査は本会における会計を監査し、総会においてその結果を報告しなければなら

ない。
６． 運営委員は第２条の目的に基づき、学習相談、文化厚生、文学研修法学研修等の活動

を行う。
７．地区委員は各地区において本会の活動を行う。

第９条（役員会）
本会の執行及び、議決機関として役員会を設置する。
１．役員会は本会の執行および議決機関として本会に対して責任を負う。
２． 役員会は第２条に基づく行事などの企画議案の作成、およびその活動のための会議を

招集する。また、地区長および副地区長がいない地区での活動に努力しなければなら
ない。

３．役員会は総会において議案の提出を行うことができる。
４． 役員会は必要と認めた場合、役員以外の者を招いて助言、協力を要請することができる。
５．役員会は会長が招集する。
６．役員会は第７条に定める役員で構成される。
７．前項の規定にかかわらず、その他役員会にて必要と認めたもの。
８． 会長、副会長、書記、会計および会計監査に欠員が生じた場合は、役員会において代

行を選出することができる。
第10条（地区及び地区長）

本会は第２条の目的に基づき、次の地区長を置く。
１．北海道地区
２．東北地区
３．関東地区
４．中部地区
５．近畿地区
６．中国地区
７．四国地区
８．九州地区

第11条（地区長の任務および副地区長の任務）
各地区長はその地区において次の任務を行う。
１． 各地区において、第２条の目的に基づき活動を積極的に企画し実践すること。また、

地区における事務処理を行う。
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２．各地区における活動状況を、翌年の総会までに役員会に報告しなければならない。
３． 地区長は１項の活動を行うにあたり、役員会および学友に対し協力を要請することが

できる。
４． 副地区長は地区長を補佐し地区長に不慮の事故の生じた時は、地区長の任務を代行する。

第12条（役員の任期）
本会の役員の任期は次のとおり定める。
１． 役員の任期は原則として４月１日から翌年の３月末日までの１か年とする。ただし、

再任を妨げない。
２． 第９条８項において代行として選任された役員は前任者の残任期間とする。

第13条（各種サークルの承認と助成）
本会は第２条の目的に基づく各種サークルを承認にし、これを助成する。
１．各種サークルの承認については、役員会に一任する。
２．役員会は第２条の目的に基づく各種サークルの活動を認め、助成することができる。

第２章　会計および会計監査
第14条（会計年度）

本会の会計年度は４月１日から翌年の３月末日までとする。
第15条（財政）

本会の財政は会費、その他による。
1．予算の編成は役員会が行い、総会の承認を得なければならない。
2．会計収支報告は総会において行い『東洋通信』に掲載する。
3．会計支出については別途、細則に定める。

第３章　選挙
第16条（改選）

 会長、副会長、書記、会計、および会計監査の選挙は総会開催前に挙管理委員会を設置し、
選挙管理委員長が公示し、選挙管理委員会がこれを行う。

第17条（選挙管理委員会）
１．選挙管理委員会は総会開催前に役員会が指名するものとし、その人数は任意とする。
２． 選挙管理委員会は総会開催前に役員改選の公示をしなければならない。
　　ただし、公示の方法は任意とする。
３．選挙管理委員会は選挙の終了をもって解散する。

第４章　改正
第18条（改正の手続き）

１． 会則の改正は役員会もしくは会員が発議し、総会においてその総会出席者中３分の２
以上の賛成を必要とする。

２． 前項が採択された時は、役員会は学友会の名においてその会則をすみやかに公布しな
ければならない。

第５章　補足
第19条（会費）

 本会の会費は正科生は入会年度は２千円とし、翌年度からは年額１千円とする。なお、科
目等履修生は年額１千円とする。

第20条（効力、発効）
 本会則及びこれに付随する諸細則は、平成24年４月15日をもって発効し、同時に前会則
は効力を失う。
 以上


