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掲示板　2012年　5月号
掲示板は、学習に関する留意点や事務手続をお知らせするページです。
毎月必ず目を通してください。
なお、通信教育課程ホームページ（http://www.toyo.ac.jp/tsukyo/）にも、
掲示板を掲載しています。
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Ｓはスクーリングを表します

5月 行事予定 手続期間 「東洋通信」参照ページ

1（火） メディア授業申込受付開始
単位認定試験（筆記）第2回申込受付開始

2（水）

3（木）憲法記念日　　連休１期S③

4（金）みどりの日　　連休２期S①

5（土）こどもの日　　連休２期S②

6（日）連休２期S③

7（月）

8（火）

9（水）

10（木）

11（金） 土曜１期・日曜２期S申込開始

12（土）

前期新入生オリエンテーション　第２回
10：30〜13：00
「教育実習」参加事前説明会　第１回
13：00〜14：00
学習の進め方・リポートの書き方説明会　第２回
14：00〜15：30

P.5

P.32

P.6

13（日）日曜１期S①

14（月） メディア授業申込受付締切（必着）
「履修登録届」提出締切

15（火） 単位認定試験（筆記）第2回申込受付締切

16（水）

17（木）

18（金） 土曜１期・日曜２期S申込締切

19（土）

20（日）日曜１期S②

21（月）

22（火）

23（水）

24（木）

25（金）

26（土）

27（日）単位認定試験（筆記）第２回　　日曜１期S③

28（月）

29（火）

30（水）

31（木）
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6月 行事予定 手続期間 「東洋通信」参照ページ

1（金）
2012年９月卒業予定者卒業論文提出
開始（〜6/8）
週末１期Ｓ申込開始

2（土）

3（日）

4（月）

5（火）

6（水）学祖祭（授業あり）　事務室休業

7（木）

8（金）
2012年９月卒業予定者卒業論文提出
締切16：00厳守
週末１期Ｓ申込締切

9（土）土曜１期Ｓ①

10（日）日曜２期Ｓ①

11（月）

12（火）

13（水）

14（木）

15（金）

16（土）土曜１期Ｓ②

17（日）日曜２期Ｓ②

18（月）

19（火）

20（水）

21（木）

22（金）

23（土）土曜１期Ｓ③

24（日）単位認定試験（筆記）　第３回　日曜２期Ｓ③

25（月）

26（火）

27（水）

28（木）

29（金）

30（土）週末１期Ｓ①

Ｓはスクーリングを表します
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前期新入生オリエンテーション第２回を下記のとおり開催します。大学での学習に必要な
履修登録やリポート学習の進め方、学習を始める際の諸手続および学習上のポイントなどに
ついて、説明します。
オリエンテーションは必ずしも参加しなくても、大学からの配布物を熟読し理解すれば学

習には支障ありませんが、参加することにより教職員からの学習指導および図書館利用の説
明が直接受けられます。
これからの学習に役立ちますので、積極的に参加することをお勧めします。
なお、内容は第１回と同じです。第１回に参加した方で再度参加したいという方も是非ご

参加ください。

１．日　時　　　５月12日（土）　10：30〜13：00
２．会　場　　　白山キャンパス　6312教室（６号館３階）

＊�会場が変更となる場合がありますので、当日、キャンパス入口掲示も確認してください。
＊事前申込不要です。
＊事前確認として、『履修要覧』か『講義要項』に目を通しておいてください。

前期新入生オリエンテーション　第２回 新入生対象
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学習の進め方・リポートの書き方説明会　第２回

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

記

　１．日　時　　　５月12日（土）　14：00〜15：30
　２．場　所　　　白山キャンパス　6312教室〔６号館３階〕（文学部）
　　　　　　　　　　　　　　　　　6311教室〔６号館３階〕（法学部）
　３．持参物　　　筆記用具　メモ
　　　　　　　　　「演習・卒論の手引き」（文学部正科生のみ）

説明会に参加を希望される方は、『東洋通信』４月号綴じ込みの事前アンケート用紙に必要
事項を記入のうえ、FAXまたは郵送（窓口持参可）にて５月５日（土）必着でお申込ください。

＊会場が変更となる場合がありますので、当日、キャンパス入口掲示も確認してください。
＊�リポートを作成する上で、現在気になっている点がありましたら、合わせてご連絡くだ
さい。

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

東洋大学通信教育課

全学生対象
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　単位認定試験（筆記）第２回を下記の要領で実施します。
◇実施日　第２回　５月27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“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

■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

単位認定試験（筆記） 第2回 全学生対象



8

単位認定試験（筆記）（第2回）
■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

■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

◇受験申請手続期間　第２回　５月１日（火）〜５月15日（火）　必着
◇受験申請手続
１．P.13にある所定の申請用紙を使用して申請してください。
　　“申請用紙”以外では受付いたしません。
２．申請用紙の必要事項は、もれなく記入してください。
◇注意事項
�　�『東洋通信』４月号P.12「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2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

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2回）

科　目　名 担当教員名 試験場への持込 重点的学習範囲

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

英語Ⅲ② 髙波 テキスト
自筆ノート

・テキスト（DifferentRealities）Chapter3,Chapter4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

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」が果たす機能とうい
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」。

現代日本文学Ｂ

テキストに掲載されている作品のうち、佐藤春夫「西班牙犬の家」と萩原
朔太郎「猫町」では、郊外において出現する〈異界〉としての家と都市空
間の中で体験される〈異界〉が描かれています。これらの〈異界〉と旅行
や散歩といった移動が〈異界〉とどのように関わるかに着目して考察して
おいてください。

現代日本文学 早川 すべて可
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
現実世界を結びつけています。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。

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 すべて可

テキスト『日本文学文化概説』第8章〜第10章を出題範囲とします。リポ
ート課題および提出したリポートをもう一度よく読み直し、自分なりの考
えをまとめられるように準備してください。

日本文学文化概説Ｂ②
テキスト『日本文学文化概説』第11章〜第14章を出題範囲とします。リ
ポート課題および提出したリポートをもう一度よく読み直し、自分なりの
考えをまとめられるように準備してください。

日本文学文化概説② 石田 すべて可
テキスト『日本文学文化概説』第8章〜第14章を出題範囲とします。リポ
ート課題および提出したリポートをもう一度よく読み直し、自分なりの考
えをまとめられるように準備してください。

近世日本文学史Ａ

中山（尚） すべて可

近世中期まで（1700年代）の小説史や芸能史について特にしっかり学習を
して下さい。具体的に学ぶことが大切です。

近世日本文学史Ｂ
近世後期の江戸文学文化に大きな影響を与えた時代背景について、又近世
町人文化に多大な影響力を持った板元について、それぞれ具体的に学習し
て下さい。

近世日本文学史 中山（尚） すべて可 近世中期まで（1700年代）の小説史や芸能史について特にしっかり学習を
して下さい。具体的に学ぶことが大切です。

古典文法
日本語文法 田貝 不可

設問は大きく五題にわかれています。具体的には（一）詞と辞　（二）文節の
相互関係　（三）単語の分類　（四）用言の活用の種類と活用形　（五）辞の種
類と用法、活用刑です。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。

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

作家作品研究（近世）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。

◇担当教員による学習上のアドバイス
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作家作品研究〈近世〉・
近世日本文学購読 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。

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。

作家作品研究〈近現代〉・
　近現代日本文学購読 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。

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、「正月行事」について理解を深めてください。その観点から、あ
なたの家の「正月飾り」や「お供え餅」について記録してみましょう。都
道府県・市区町村史の民俗編で調べてノートにまとめましょう。事前に調
べたノートとテキストの持ち込みは可です。

日本の伝統行事Ｂ

テキスト『伝承歳時記』秋の章、及び『講義要項』にあげた参考書・事典
などで、「盆行事」（盆迎え・盆棚・初盆・盆見舞い・盆送り・盆踊りなど）
について理解を深めてください。その観点から、あなたの地域の「盆行事」
を記録してみましょう。都道府県・市区町村史の民俗編で、いくつかの行
事の事例を調べてノートにまとめましょう。事前に調べたノートとテキス
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、及び『講義要項』にあげた参考書・事典
などで、「正月行事」について理解を深めてください。その観点から、あ
なたの家の「正月飾り」や「お供え餅」を捉えてみましょう。都道府県・
市区町村史の民俗編で調べてノートにまとめましょう。事前に調べたノー
トとテキストの持ち込みは可です。

日本民俗学Ａ

久野 すべて可

テキスト『日本民俗学』の第一部「日本民俗学の立場」の五・六章（p34
〜p60）を読み、民俗の範囲と分類、柳田国男による「常民」の概念につ
いて理解してください。あわせて、公立図書館で、身近な自治体史（都道
府県史、市区町村史）の民俗編から、民俗資料の分類と記述の実際を確認
してください。目次をコピーしておくとよいでしょう。資料の持ち込みは
すべて可とします。

日本民俗学Ｂ

テキスト『日本民俗学』第二部二章（p71〜p93）を読み、民俗学が研究対
象とする「通過儀礼（人生儀礼）」について理解してください。その観点か
ら、①出産・誕生儀礼、②成人・婚姻儀礼、③葬送・死後供養儀礼のいず
れかの実態を、あなたの見聞や経験から捉えてください。親族からの聞書
きをして記録しましょう。経験や見聞が少ない場合は、自治体史の民俗編
や冠婚葬祭の本で調べましょう。資料の持ち込みはすべて可とします。

日本民俗学 久野 すべて可

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

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
極的に利用して下さい。

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
もふくめて確認しておいてください。
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図書館サービス論・
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。

図書館情報資料概論・
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
やデジタル化など）についても整理し、理解しておいて下さい。

国語科指導法Ⅱ
幸田 テキスト（二冊）

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。特に、
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・習熟しておくこと。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、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、リポートの課題からは出題しない。

憲法 名雪 指定六法
1）基本的人権から1問出題。
2）統治機構（天皇を除く）から1問出題。
なお、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（物権法）
民法Ⅱ部（物権） 太矢 指定六法 抵当権に関する問題

民法Ⅲ部（債権総論） 山下 指定六法 履行・不履行
民法Ⅳ部（債権各論） 大坂 指定六法 課題1〜4に対応
民法Ⅴ部（親族・相続）・
　民法Ⅴ部（身分法） 中村 指定六法 離婚の成立と効果について、復習しておいて下さい。事例問題を出します。

刑法Ⅰ部（総論）Ａ 小坂 指定六法

出題範囲は指定テキストのはじめから違法論までですが、具体的には、ま
ず専門用語の定義・周辺知識を確実に把握し、次に、そこにはいかなる論
点が含まれているかを押さえて、その論点について刑法学ではどのような
考え方（学説）が展開されているかを理解してください、。そのうえで、テ
キストの各項目のおわりに掲載されている自習問題を利用して、以上の内
容をしっかり消化できているか、また、自分で説明することができるかを
よく理解してください。そして、これまでの学習から得た知識を実際に事
例に応用できるよう、テキスト中に出てきた事例・判例について自分なら
どの立場に立ちどう考えるかを表現する練習をしてください。

刑法Ⅰ部（総論）Ｂ 小坂 指定六法

出題範囲は指定テキストの責任論から最後までですが、具体的には、まず
専門用語の定義・周辺知識を確実に把握し、次に、そこにはいかなる論点
が含まれているかを押さえて、その論点について刑法学ではどのような考
え方（学説）が展開されているかを理解してください、。そのうえで、テキ
ストの各項目のおわりに掲載されている自習問題を利用して、以上の内容
をしっかり消化できているか、また、自分で説明することができるかをよ
く確認してください。そして、これまでの学習から得た知識を実際に事例
に応用できるよう、テキスト中に出てきた事例・判例について自分ならど
の立場に立ちどう考えるかを表現する練習をしてください。

刑法Ⅰ部（総論） 小坂 指定六法

出題範囲は指定テキストですが、具体的には、まず専門用語の定義・周辺
知識を確実に把握し、次に、そこにはいかなる論点が含まれているかを押
さえて、その論点について刑法学ではどのような考え方（学説）が展開され
ているかを理解してください、。そのうえで、テキストの各項目のおわり
に掲載されている自習問題を利用して、以上の内容をしっかり消化できて
いるか、また、自分で説明することができるかをよく確認してください。
そして、これまでの学習から得た知識を実際に事例に応用できるよう、テ
キスト中に出てきた事例・判例について自分ならどの立場に立ちどう考え
るかを表現する練習をしてください。

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　財産犯総論、窃盗罪（とくに、「死者の占有」）

「商法総則・商行為法」・
商法Ⅰ部（総則・商行為） 遠藤 指定六法 商業登記の効力

会社法・
商法Ⅱ部（会社法） 堀口 指定六法 課題2に対応

手形法・小切手法・商法
Ⅲ部（手形・小切手法） 井上 指定六法 課題1〜課題4について十分に復習しておくこと。

経済法 多田 テキスト・
指定六法 不公正な取引方法の禁止（19条）に関する事例問題

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 教科書pp.179-194の不正競争防止法。



13

単位認定試験（筆記）（第2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○をすること）
〈４単位科目〉
　１.　リポート課題４通がすべて合格。
　２.　リポート課題２通とスクーリングが合格。
　３.　スクーリングを２回受講し、合格。
〈２単位科目〉
　１.　リポート課題２通がすべて合格。
　２.　スクーリングを１回受講し、合格。
２科目

３科目

科目名

科目名

担当教員名

担当教員名

申請理由（必ず○をすること）
〈４単位科目〉
　１.　リポート課題４通がすべて合格。
　２.　リポート課題２通とスクーリングが合格。
　３.　スクーリングを２回受講し、合格。
〈２単位科目〉
　１.　リポート課題２通がすべて合格。
　２.　スクーリングを１回受講し、合格。

申請理由（必ず○をすること）
〈４単位科目〉
　１.　リポート課題４通がすべて合格。
　２.　リポート課題２通とスクーリングが合格。
　３.　スクーリングを２回受講し、合格。
〈２単位科目〉
　１.　リポート課題２通がすべて合格。
　２.　スクーリングを１回受講し、合格。

＊コースが複数ある科目は、コース番号も記入
　すること。

必ず『東洋通信』で申請期間を確認し、その
期間内に申請してください。
期間外の申請は受付できません。

No.

7

※コピーして使用してください。

24 5 27

第２回　単位認定試験（筆記）申請書

キ　リ　ト　リ
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土曜１期スクーリング

スクーリングの増コースについて

土曜１期スクーリングについて

　「情報メディアの活用」（木戸裕先生担当）は、すでにお知らせしている開講期（日曜４期12/
９、16、23）とは別に夏期３期（８/５（日）〜７（火））にも開講することになりました。受講
を希望する場合は、開講期に注意して申込手続をおこなってください。
・夏期３期（８/５（日）〜７（火））開講：情報メディアの活用①
・日曜４期（12/９、16、23）開講：情報メディアの活用②

　土曜１期スクーリングを下記の要領で実施します。受講希望者は学習内容すべてを『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。
　前期生の受講希望者は、申込期間までに必ず「履修登録届」を事務室に提出してください。
◇開講日程　６月９日（土）・16日（土）・23日（土）
◇開講科目

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

中世日本文学史Ａ
千艘　秋男

○ 2 1〜3 315161
中世日本文学史Ａ ○ ○ 2 1・2 315161
中世日本文学史（前） ○ 4 1・2 314171
古典文学文化演習Ⅰ 鈴木　美弥 ○ ○ ○ 2 2 314051
作家作品研究（上代）A

渡部　　修
○ 2 1〜3 316481

作家作品研究〈上代〉（前） ○ ○ 4 1〜3 115361
日本文学史特講Ａ（前） ○ 4 3・4 114401
書道ⅠＡ① 喜入裕基子 ○ 1 1 316781
情報サービス演習A①

吉岡　敦子
○ ○注1 1 1〜4 319581

レファレンスサービス演習・情報検索演習① ○注2 ○ ○ 2 2〜4 319221
経済法（前） 多田　英明 ○ ○ ○ 4 3・4 141161
商法総則・商行為法（前）

遠藤　喜佳
○ 4 2 141281

商法Ⅰ部（総則・商行為）（前） ○ ○ 4 2 140091
法学演習③

平澤　　修
○ 2 3・4 341313

法律演習③ ○ ○ 2 3・4 341273

※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”の正科生および2011年度科目等履修生（後期）に適用

注１） �正科生：2012年４月　２・３年次編入学者（図書館司書資格取得希望者）適用
　　　科目等履修生【前期】：「情報サービス演習A①」を受講のこと
注２） 正科生：学籍番号の入学年度が“99”以前および“08”〜“11”に適用（2012年４月以前入学者）
　　　科目等履修生【後期】：「レファレンスサービス演習・情報検索演習①」を受講のこと

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

３時限　13：00〜14：30、４時限　14：40〜16：10）
◇開 講 地　東洋大学　白山キャンパス
◇申込期間　５月11日（金）〜５月18日（金）　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。
＊５月18日（金）　消印有効〔事務室窓口受付も可　５月18日（金）16：45まで〕
＊上記手続が完了しないと受講できません。

◇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。
３．�「スクーリング受講申込用紙」は、５月18日（金）の消印まで有効です。５月19日

（土）以降の消印の場合は、いかなる理由があっても受付できません。
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”の正科生および科目等履修生」の欄を参照してくださ
い。

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。

８．学生食堂は営業していない場合がありますので、昼食は各自で用意してください。

◇会場案内図
　東洋大学白山キャンパスの地図　P.�９を参照してください。
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日曜２期スクーリング

日曜２期スクーリングについて
　日曜２期スクーリングを下記の要領で実施します。受講希望者は学習内容すべてを『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。
　前期生の受講希望者は、申込期間までに必ず「履修登録届」を事務室に提出してください。
◇開講日程　６月10日（日）・17日（日）・24日（日）
◇開講科目

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

スポーツ健康科学実技ＡＢ【朝霞】
塩田　　徹

○ 1 1〜4 306221
スポーツ健康科学実技Ａ②【朝霞】 ○ ○ ○ 2 1〜4 306112
スポーツ健康科学実技Ｂ②【朝霞】 ○ ○ ○ 2 1〜4 306122
英語ⅠAA（初級会話）①

名倉　秀人
○ 1 1〜4 305311

英語ⅠA（初級会話）① ○ ○ ○ 2 1〜4 305211
基礎ゼミナール①

谷地　快一
○ 2 1 316211

基礎演習① ○ ○ 2 1 315011
日本文学基礎演習① ○ 2 1 314031
近現代文学文化演習Ⅱ③

尾崎　るみ
○ ○ 2 3 315113

近現代文学文化演習Ⅲ③ ○ ○ ○ 2 4 314153
近現代文学文化演習ⅡA・B② ○ 2 3 314111
作家作品研究（中古）A

河地　　修
○ 2 1〜3 316501

作家作品研究〈中古〉（前） ○ ○ 4 1〜3 115371
古代日本文学講読（前） ○ 4 1・2 114221
韓国文化事情A 金　　蘭美 ○ ○ 2 1〜4 315921
日本文学文化特講《古典》A①

上安　広治
○ ○ 2 3・4 315301

古代日本文学文化特講（前） ○ 4 3・4 114341
書道ⅠA③

蓮見　行廣
○ 1 1 316783

書道Ⅰ① 2 1 319011
書道Ⅰ① ○ 2 1・2 319011
情報資源組織演習B①

島谷　祐枝
○ ○注1 1 1〜4 319631

資料組織演習① ○注2 ○ ○ 2 2〜4 319231

※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”の正科生および2011年度科目等履修生（後期）に適用

注１） 正科生：2012年４月　２・３年次編入学者（図書館司書資格取得希望者）適用
　　　科目等履修生【前期】：「情報資源組織演習B①」を受講のこと
注２） 正科生：学籍番号の入学年度が“99”以前および“08”〜“11”に適用（2012年４月以前入学者）
　　　科目等履修生【後期】：「資料組織演習①」を受講のこと
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日曜２期スクーリング
◇授業時間　�９：00〜16：10（１時限　9：00〜10：30、２時限　10：40〜12：10、�

３時限　13：00〜14：30、４時限　14：40〜16：10）
◇開 講 地　東洋大学　白山キャンパス
◇申込期間　５月11日（金）〜５月18日（金）　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。
＊５月18日（金）　消印有効〔事務室窓口受付も可　５月18日（金）16：45まで〕
＊上記手続が完了しないと受講できません。

◇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。
３．�「スクーリング受講申込用紙」は、５月18日（金）の消印まで有効です。５月19日

（土）以降の消印の場合は、いかなる理由があっても受付できません。
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”の正科生および科目等履修生」の欄を参照してくださ
い。

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。

８．�スポーツ健康科学実技ＡＢ・Ａ②・Ｂ②を受講する学生は、当日下記のものを持
参し、９：30までに朝霞キャンパス総合体育館アリーナへ集合してください。

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

◇会場案内図
　東洋大学白山キャンパスの地図　P.�９を参照してください。
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日曜２期スクーリング
◇会場案内図
　朝霞キャンパス略図
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週末１期スクーリング

週末１期スクーリングについて
　週末１期スクーリングを下記の要領で実施します。受講希望者は学習内容すべてを『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。
　前期生の受講希望者は、申込期間までに必ず「履修登録届」を事務室に提出してください。
◇開講日程　６月30日（土）・７月１日（日）・７日（土）
◇開講科目

◇授業時間　�９：00〜16：10（１時限　9：00〜10：30、２時限　10：40〜12：10、�
３時限　13：00〜14：30、４時限　14：40〜16：10）

◇開 講 地　東洋大学　白山キャンパス
◇申込期間　６月１日（金）〜６月８日（金）　期日厳守

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

近現代文学文化演習Ⅰ 百瀬　　久 ○ ○ ○ 2 2 314061

比較文学文化演習Ⅰ 朝比奈美知子 ○ ○ 2 2 315061

日本の伝統芸能A

原田　香織

○ 2 1〜4 316621

日本の伝統芸能（能・狂言） ○ ○ 2 1〜4 315491

日本の伝統芸能（前） ○ 4 1・2 114301

書道ⅠＢ② 大倉　英和 ○ 1 1 316792

法学演習①
李　　芝妍

○ 2 3・4 341311

法律演習① ○ ○ 2 3・4 341271

法学演習②
深川　裕佳

○ 2 3・4 341312

法律演習② ○ ○ 2 3・4 341272

※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”の正科生および2011年度科目等履修生（後期）に適用
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週末１期スクーリング
◇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。
＊６月８日（金）　消印有効〔事務室窓口受付も可　６月８日（金）16：45まで〕
＊上記手続が完了しないと受講できません。

◇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。
３．�「スクーリング受講申込用紙」は、６月８日（木）の消印まで有効です。６月９日
（土）以降の消印の場合は、いかなる理由があっても受付できません。

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”の正科生および科目等履修生」の欄を参照してくださ
い。

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。

８．学生食堂は営業していない場合がありますので、昼食は各自で用意してください。

◇会場案内図
　東洋大学白山キャンパスの地図　P.�９を参照してください。
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メディア授業の申し込みについて
　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「講義要項」で確認し、
下記の要領に従って申し込みをしてください。
　なお、申し込みに際しては注意事項を熟読の上、申し込みをしてください。

◇メディア授業受講日程と期間
　第１回　2012年� 6月� 1日（金）〜� 6月25日（月）
　第２回　2012年� 7月� 6日（金）〜� 7月30日（月）
　第３回　2012年12月� 1日（土）〜12月25日（火）
　第４回　2013年� 1月11日（金）〜� 2月� 4日（月）
　＊各日程で１科目の受講が可能です
　�各日程の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 ○ ○ ○ ○

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

図書館情報資料論 ○ ○ ○ 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 ○ ○ ○ ○

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

メディア授業の申し込みについて 前期生（春学期生）対象

合
併

合
併

合
併

合
併

合
併

合
併

合
併
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メディア授業の申し込みについて

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”の正科生および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”の正科生および2011年度科目等履修生（後期）に適用

◇申込期間（前期（春学期）入学生のみ対象）　後期（秋学期）生は11月に申込予定

　５月１日（火）〜５月14日（月）必着
　上記期日を過ぎての申込はできません（申込後の変更もできません）
◇申し込み方法
　P.�25の「メディア授業申込書」に必要事項を記入の上、申込期間内に郵送ください
　上記手続きが完了しないと受講はできません
◇受講方法
　１．受講環境は自身で整えてください（詳細な環境は後述）。
　２．�申込に対して、受講順を大学側で割り振りし、授業動画を収録した「microSDカー

ド」と「ToyoNet-Ace」のID/パスワードを記載した「アカウントシート（授業で使う
資料などのダウンロードや理解度確認テストを受けるために必要）」をお送りします。

　　　☆「ToyoNet-Ace」の別途の申込は不要です。
　３．�受講期間内に、視聴を完了しmicroSDカードを返却してください。同じく受講期間内

に各科目４コマごとに設定されている理解度確認テストを「ToyoNet-Ace」で受け
てください。

　４．�受講終了後、速やかにmicroSDカードは受講期間最終日までに返却（返却時に送料が
かかります）してください。

　５．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
　６．合格後に単位認定試験の申込をしてください
　７．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．申込は最大４科目までとなります。
　２．科目の受講時期と受講順は選べません（大学側で割り振ります）。
　３．microSDカードの発送・回収は外部委託業者にて行う予定です。
　４．事前に履修登録をした科目のみ申込が可能です
　５．�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。

合
併

合
併
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メディア授業の申し込みについて
◇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）

注意：�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

　　：�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

　「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AdobeReader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」のところ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）。メディア授業受講開始後に確認してください。



24

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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科目の分野 科目名 担当者 申込欄(○を記入) 備考

司書関連

生涯学習概論 池谷美衣子 1

図書館概論 白岩一彦 2

図書館情報技術論 鴇田拓哉 3 新法対象科目（対象者注意）

図書館制度・経営論 深水浩司 4 図書館経営論と同じ

図書館サービス概論 島谷祐枝 5 図書館サービス論と同じ

情報サービス論 兼松芳之 6

児童サービス論 島谷祐枝 7

図書館情報資源概論 大塚奈奈絵 8 図書館情報資料論と同じ

情報資源組織論 深水浩司 9 資料組織概説と同じ

図書館情報資源特論 木戸裕 10 専門資料論と同じ

図書・図書館史 中村規子 11 図書及び図書館史と同じ

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 12

学校図書館メディアの構成 稲井達也 13

学習指導と学校図書館 稲井達也 14

読書と豊かな人間性 村井信彦 15

共通総合 日本史A② 細川重男 16 日本史②(前半部)と同じ

文学部専門

日本文学文化概説Ａ① 河地修 17 日本文学文化概説①（前半部）と同じ

日本文学文化概説B① 河地修 18 日本文学文化概説①（後半部）と同じ

古典文法(前半部) 田貝和子 19 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 20

○の合計　　　　　つ

メディア授業申込書(前期(春学期)入学生のみ)
学部　　　　　　　　　　　　学科 学　年 年・科目等履修生

※学年を記入するか、該当するものを○で囲んでください

学籍番号
（10ケタ） 7 氏　名

住　　所
〒 携帯

電話番号等 （　　　　　　）　　　　　　

申込手続期間
（厳守） 5/1（火）〜5/14（月）必着　手続期間を厳守してください。期間以外は一切受付いたしません。

注意事項　１．申込は最大４科目までです。
　　　　　２．申込後の追加・削除・変更はできません。
　　　　　３．手続き期間を厳守してください。
　　　　　４．科目の受講時期や順番は大学で割り振ります。
　　　　　５．視聴環境は自身で整えてください。
　　　　　６．視聴機器等の操作方法の問い合わせはご遠慮ください。

※この申込書を郵便で送ってください。 宛先： 〒112-8606　東京都文京区白山5-28-20 
東洋大学通信教育課

←�□に申込み科目の合計
(4つ以内)を記入して
ください

キ
　
リ
　
ト
　
リ

⬇

➡申込む科目の番号を○で囲んでください
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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、経過借置として、2012年10月の再入学については、適応外とします。

在学年限超過により退学した者が、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。再入学手続方法の詳細については、９月中旬に通知書と共に送付
する再入学手続書類を確認してください。
◆再入学時の単位認定に関する注意
　１．単位認定について
　　　�　再入学時に退学時の修得済単位を認定します。ただし再入学時の教育課程表が適用

となりますので、認定単位が修得単位より減少する場合があります。

学籍

在学年限超過に伴う退学について

在学年限超過により退学した者の再入学手続について

後期生対象
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学籍
　表１

期　　　限
リポート提出 2012年７月20日　【必着】

単位認定試験（論文）提出 2012年８月20日　16：45　【必着】
単位認定試験（筆記）受験 2012年８月26日　受験・合格分まで認定

スクーリング受講

単位認定試験（論文・
筆記）が必要な科目

夏期４期スクーリングまで（８月10日終
了分）

スクーリング試験で
単位修得となる科目

夏期９期スクーリングﾞまで（９月１日終
了分）ただし書道は夏期４期まで

　※�上記期限内に学習を終え、単位認定試験に合格した場合、在学期間内の単位修得となり
ます。

　※�退学時点で単位認定試験に合格していない科目のリポート・スクーリング学習はすべて
無効となり、課題を最初から学習することになります。

　２．再入学時の学年について
　　　　修得済単位のうち、再入学時に認定できる単位数によって学年が決定します。
　表２

単位認定数 再入学年
31単位以下 １年
32〜62単位未満 ２年
62〜96単位未満 ３年
96単位以上 ４年
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教務

すでに卒業論文を提出し、卒業総合面接試験に合格しているが、卒業必要単位数が不足し
ているため卒業が延期になっている学生（前期生・後期生とも）は残りの単位について2012
年８月20日までに論文試験を提出（筆記試験は８月実施分まで）し、卒業要件の単位修得見込
であれば、卒業判定の審査の対象となります。

学生証裏面シールの有効期限が「2012年４月15日まで」のままになっている学生は、下
記の要領で至急学生証裏面シールの更新手続を行ってください。有効期限の切れた学生証の
ままでは、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・学割等の利用もできません。
至急、下記２点をまとめて事務室へ送付してください。

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（宛名明記、80円分切手貼付）

　※学生証裏面シールの有効期限の切れた学生証は無効です。

教務

卒業延期者の2012年９月卒業申請手続について ４年生対象

学生証裏面シールの更新について 前期生対象

「履修登録届」の提出について 前期生対象
「履修登録届」を提出していない正科生は、2012年５月14日（月）（必着）までに必ず提出
してください。「履修登録届」を提出しない場合、東洋大学通信教育部規程第28条第１項第
３号により、修学の意志が無いとみなし、除籍となりますので期間内に必ず提出をしてくだ
さい。

2011年度履修登録時に英語・演習科目を「新規履修」し、英語・演習科目の再登録手続
きをおこなっていない学生は、2012年５月14日（月）（必着）までに補助教材『東洋通信』４
月号（P.�48）に従って手続きしてください。
手続きをしなかった場合は、2011年度履修登録時の科目についてテキストを配本いたし

ます。

英語・演習科目再登録手続について 後期生対象
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教務

●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

2012年９月卒業・
単位修得予定者
2012年９月修了予定
科目等履修生

2012年７月20日（必着）
左記提出期限までにリポートを提出
すれば、下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

2012年９月卒業・
単位修得予定者
2012年９月修了予定
科目等履修生

夏期４期まで
（8／10終了分）

夏期９期まで
（9／1終了分）
ただし、書道は
夏期４期まで

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
１） 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

2012年９月卒業・
単位修得予定者
2012年９月修了予定
科目等履修生

2012年８月26日 2012年８月20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。

リポート課題・単位認定試験（筆記・論文）等の期限について 後期生対象
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教務

教員プロフィールについて
下記教員のプロフィールが『講義要項』に未掲載でしたので掲載いたします。

村井　信彦（非常勤）
自宅住所：〒136-0076　東京都江東区南砂２－30－１－409
自宅TEL：03－3647－5085
E-mail：houen@aqua.plala.or.jp

【専攻、専門分野、学位、所属学会等】
専門分野：中世日記・物語文学、近世俳諧、近代文学、国語教育、教育原理
所属：絵画芸術研究会

【著書、論文、研究テーマ等】
著書「村井信彦初期評論集『かいまみ論』」（六花社）　詩集『蝋の目』（六花社）　『芭蕉・蕪村・
一茶名句集』（朋友出版）、『日本文学史辞典「中古和歌」』（角川書店）、『要解漢和新辞典』（共
著：清水書院）等。
論文「明月記ノオト」（絵画芸術研究会）等。

【自己紹介・学生へのメッセージ】
趣味：弓道（錬士五段）。
メッセージ：我が国の伝統文化や習慣を尊重し、日本語の美しさを愛する心を持つ学生の存
在に期待します。日本人としての自我に誇りを持ち、国際社会にあって活躍できる人物が、
本学からますます輩出することを願っています。長年、国語教育に携わった経験を、授業内
容にわかりやすく展開します。

『講義要項』掲載の下記教員プロフィールに誤りがありましたので訂正いたします。

　川久保篤志先生【誤】非常勤　→　【正】教授
　今井　　上先生【誤】講師　　→　【正】准教授

関係者のみなさまには大変ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申しあげます。
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2012（平成24）年度に教育実習への参加を希望する学生（前期生・後期生）を対象とした
「教育実習」参加のためのスケジュールや諸手続の概略について、下記のとおり説明会を行い
ます。希望者は出席してください。

記

１．日　　時　　2012（平成24）年５月12日（土）　13：00〜14：00
２．場　　所　　6309教室（６号館３階）
３．対　　象　　３・４年生および科目等履修生

教職

「教育実習」参加事前説明会について

2013（平成25）年度「教育実習」参加手続について
「教育実習参加の要件チェックリスト（P.�34）」の該当する項目の□にチェックを入れ、
2013（平成25）年３月末までに教育実習の履修（参加）条件を満たす見込みの学生は、2013
（平成25）年度教育実習参加に向けて、下記手続を行ってください。
なお、教育実習については、『履修要覧』の「教育実習について」を熟読してください。

　 ５月中　 各自出身校等に来年度の教育実習受け入れを依頼【内諾】

●取得希望免許状の学校種によって必要な実習期間が異なる。
　中学校および中学・高校を併せての免許状取得希望者： 最低３週間　 

（教育実習Ⅰ）
　高等学校のみの免許状取得希望者：２週間　（教育実習Ⅱ）
　①実習校の都合で３週間実習となった場合は、実習校の意向に従うこと。
　　※「教育実習Ⅱ」の追加履修登録者は通信教育課へ連絡すること。
　②�将来的に中学校免許状取得を考えている場合は、３週間実習でお願いする
こと（２週間実習では要件を満たさないため、再度大学に在籍し教育実習を
行う必要がある）。

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

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

前・後期生希望者対象



33

教職

　 ６月30日まで　　（内諾の結果を踏まえ、大学に手続をする期間）

　　 「教育実習許可願」および「教育実習参加の要件チェックリスト（P. 34）」を通信教育課
事務室へ提出する。

　　●�2012年度配付の『各種申込用紙』にある「教育実習許可願」を使用すること。
　　●�宛名シール（住所・氏名・学籍番号明記）１枚と140円切手を添付。

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

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

２．�「教育実習許可願」および「教育実習参加要件チェックリスト」を通信教育課に提出す
る。

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

【2013（平成25）年３月末までに単位修得するための各種期限】
●リポートの提出期限

提出期限 注意事項

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、下記単位認定試験申請に間
に合うよう結果を返送します。

●スクーリング受講期限
受講期限

注意事項単位認定試験の受験が
必要な科目　　　　　

スクーリング試験で
単位修得となる科目

冬期１期（1／14終了分まで）
単位認定試験の受験が必要な科目の
試験申請は、「結果通知書」受け取り
後の申請となります。

●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
５月１日〜５月14日

2012年� 6月� 1日〜� 6月25日
2012年� 7月� 6日〜� 7月30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２月23日 2013年２月15日
（16：45必着）

通常、単位認定試験（論文）の提出期
間は問題送付日より40日間となりま
すが、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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教職
「教育実習参加の要件チェックリスト」

該当する項目の□にチェックを入れること

以下の項目すべてにチェックが入らない場合は教育実習に参加できない
（不明な点は提出前に通信教育課事務室に問い合わせること）

□�３年次終了（2013年３月末）までに卒業に必要な単位を98単位以上（共通28以上、専門
62以上）修得済であること（大学既卒者を除く）
□�３年次終了（2013年３月末）までに、教職に関する科目のうち「教職概論」、「教育基礎論
Ⅰ・Ⅱまたは教育基礎論」、「教育心理学」、「生徒指導論」、「教育相談」、「実習科目の教科
指導法Ⅰ・Ⅱまたは実習科目の教科指導法（※）」、「教育実習事前指導」、「教科教育論（中学
校での実習の場合のみ）」を修得済であること
□�３年次終了（2013年３月末）までに、教科に関する科目を中学校は28単位の３/４以上、
高校は32単位の３/４以上修得済であること
□教育実習の趣旨をよく理解していること
□教職に就く意思がある者
□教壇に立って授業を行うに必要な学力を有していること
□教育実習先の指導教員の指示のもとに、実習生としてふさわしい行動のとれる者
□来年度健康診断を受診（４月中）することができること
□受け入れ校の正常な教育活動を妨げる恐れがある者でないこと
□�伝染の恐れがある疾患若しくは教育実習を行う上で妨げとなる精神障害がある者でないこ
と
□今後、ガイダンス・説明会などが実施される場合、すべてに参加できる者
□今後、必要になる手続を期日内に不備なく行うことのできる者
□��2013年３月末まで��に、本学教育実習参加要件を満たさない場合は、2013年度の実習
を辞退できる者
□�その他、大学（または実習校）の判断で教育実習（派遣手続を含む）の中止をするなどがある
場合、その指示に従える者

（※）�2012年度以降の入学で、教育実習参加を希望する学生については、出身大学等で既に取得希望の指導
法（中学校普通免許状取得希望の場合は加えて教科教育論に相当する科目の単位）を修得済であっても、
本学で「取得希望の教科指導法」（中学校普通免許状取得希望者の場合は加えて「教科教育論」）を履修・
修得することが必要です。

上記チェックリストに相違ありません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学籍番号　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

Ａ４に拡大コピーし、使用してください
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その他

新年度ということもあり、電話による問い合わせが多くなっています。
電話での質問に対しては学生ひとりひとりの状況を瞬時に把握し、対処することは困難で

す。
責任ある回答をするために書面による質問をお願いしています。
配付された『履修要覧』、『講義要項』、『東洋通信』等を熟読し、それでも解決できないと

きに質問をしてください。簡単な質問には下記メール等でも受付・回答します。ただし、返
送には時間がかかる場合もあります。
また、履修状況や成績等に関しての問い合わせには個人情報の保護のため書面での取扱い

のみに限らせていただきます。電話での質問は後に質問者の解釈が異なり、深刻なトラブル
になったとしても事務室では責任を負いかねますので、ご注意ください。

　
★質問をするには…
　『質問用紙』を使って次の要領で質問してください。
　１．『各種申込用紙』にある「質問用紙」をコピーして使用してください。
　　　（１科目につき１枚の「質問用紙」を使用してください。）
　２．�具体的に質問事項を記載する。：どこがわからないのか、何をたずねた

いのかを整理して詳しく書いてください。
　３．�「返信用封筒」もしくは「宛名シール」１枚と「返信用切手（80円分）」

を同封し、事務室宛て郵送してください。

　質問受付用メールアドレス：mltsukyo@toyo.jp

その他

電話での質問について

講義要項・履修要覧CD-ROMの使用方法について

全学生対象

　2012年度『講義要項』は、CD-ROMにて配付しています。質問が寄せられましたので、
あらためて使用方法をまとめました。参照してください。
使用方法（Windows�PCでの操作例）
　（１）　�パソコンに「講義要項・履修要覧CD-ROM」をセットしてください。デスクトップ

上にCD-ROMのウィンドウが開かない場合は、マイコンピュータよりCD-ROMを
セットしたドライブを選び、起動してください。

　（２）　�以下、次頁の画面展開図（例）を参考にしてください。Machintosh�PCをお使いの
場合は“こちらのファイルをクリックしてください（.html）”をダブルクリックして
ください。



36

その他

まずはじめに入学種別（入学年度）を
選んでください。

左側にメニューがでます。
（入学種別（入学年度）によって画面が
異なりますので注意してください。）
科目名で検索したい場合は、
「科目名総索引（50音順）」
をクリック。

50音順に科目名が出てきます。
その中から見たい科目を
クリックしてください。

（注） なお、内容の閲覧にはAdobe Reader
（※無料）が必要です。
下記URLよりダウンロード後インストールし
てください。
http://www.adobe.com/jp/downloads/
同内容の『講義要項』は
東洋大学通信教育部ホームページでも
閲覧できます。
http://www.toyo.ac.jp/tsukyo/

入学種別（入学年度）
をクリック

⎧
｜
⎨
｜
⎩

⎧
｜
⎨
｜
⎩

各項目をクリック

⎧
｜
｜
⎨
｜
｜
⎩

科目名を
クリック
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その他

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

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

連絡いただくことがあります。予めご承知おきください。

曜日 時間帯 担　当　T.　A.

月
14：00〜15：00 李秀文（法学部　私法・共通総合科目担当）

15：00〜17：00 長瀬真理子（教職科目担当）

火 11：00〜12：30 大村達郎（文学部　上代〜中世文学文化・日本語学・国語教育担当）

水
11：00〜12：30 関明子（文学部　近世〜近現代文学文化・比較文学文化・司書科目担当）

14：00〜15：00 門脇邦夫（法学部　公法・共通総合科目担当）

金 15：00〜17：00 大山直樹（法学部　私法・共通総合科目担当）

本学創立者井上円了博士の祥月命日にあたる６月6日（水）に、蓮華寺（中野区江古田1－６
－４）で学祖祭（94回忌）を実施いたします。（本堂での式典と墓参は参加自由です。）
準備の都合上、出席される方は、エクステンション課までご連絡ください。

エクステンション課　　TEL　03－3945－7637

T.A.（ティーチング・アシスタント）の在室時間のお知らせ

学祖祭について
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その他

『東洋通信』10月号表紙の投稿写真を募集します。（たとえばわが町の風景等）
採用された方には記念品（本学オリジナル図書カード1,000円分）を贈呈しますので、奮っ
てご応募ください。表紙の投稿写真募集は、年２回（10月号、３月号）を予定しています。
応募の際には下記２点をまとめて事務室に送付してください。

〈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

〈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。

〈応募先〉
　〒112–8606　�東京都文京区白山５–28–20�

　東洋大学通信教育課�
　　『東洋通信』編集係

〈問い合わせ先〉　　03–3945–7348

※選考結果については、作品応募者全員にご連絡いたします。
※採用写真はトリミングする場合があります。

『東洋通信』10月号表紙の投稿写真募集について
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その他

2012年３月23日に学位授与式・卒業証書授与式が挙行されました。
通信教育課程からは文学部22名、法学部８名が晴れて卒業生となりました。
卒業された皆さんの卒業論文の題目および指導・審査教員は下記のとおりです。

2012年３月期卒業生卒業論文題目一覧

文学部日本文学文化学科
卒業論文題目 指導・審査教員

『江戸艶気樺焼』研究 中山　尚夫
松本清張研究 山崎　甲一
西鶴と近松 中山　尚夫
『落窪物語』の研究 河地　　修
山東京伝研究 中山　尚夫
あて字研究 木村　　一
「万葉びとと自然」 菊地　義裕
日本語教育研究 三宅　和子
『源氏物語』研究 河地　　修
江戸川乱歩研究 野呂　芳信
太宰治研究 山崎　甲一
「松尾芭蕉論」旅の目的はなにか 谷地　快一
歌川國芳の武者絵にみる江戸っ子の粋 中山　尚夫
小野道風の研究 蓮見　行廣
敬語史研究 木村　　一
図書館情報学 吉岡　敦子
有吉佐和子研究 山崎　甲一
井原西鶴研究 中山　尚夫

法学部法律学科
卒業論文題目 指導・審査教員

国際法と国内法の優先順位 齋藤　　洋
休職制度について　私傷病休職を中心に 鎌田　耕一
成年後見制度 小林　秀年
現代社会における名誉毀損について 武藤　眞朗
独占禁止法の研究 多田　英明
報道と人権 李　　芝妍
薬物犯罪に対する刑事政策 武藤　眞朗
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東洋大学校友会では、1971年より学生研究奨励基金を設け、毎年２月末に研究奨励賞受
賞者を決定しています。
2011年度は、通信教育課程から１名の方が受賞しました。
３月22日（木）に授与式が行われ、受賞者には賞状と副賞５万円が授与されました。

受賞者は下記のとおりです。

　●文学部日本文学文化学科　　　該当者なし
　　
　●法学部法律学科　　　　　　　１名
　　受賞者　　　　　岡田　康博　（2012年３月　卒業）
　　卒業論文題目　　「薬物犯罪に対する刑事政策」
　　主査教員　　　　武藤　眞朗　准教授

� 以　上　

校友会学生研究奨励賞受賞者について
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東洋大学創立125周年記念事業　図書館特別展示のお知らせ

存在の謎に挑む　哲学者・井上円了
開期：2012年５月30日（水）〜６月５日（火）〈入場無料〉
　　　９：00〜21：00（初日は10：00会場、最終日は16：00閉場）
会場：丸善　丸の内本店（丸の内OAZO）４階ギャラリー

　井上円了は東洋大学の前身となる哲学館を創立し、教育機会を広げるため、今日で言う通
信教育を実施したほか、全国巡回講演や海外視察を精力的に行うなど、独自の教育活動を展
開し、民衆教育に後半生を捧げた。
　哲学館の創立にあたっては、幕臣として江戸無血開城の任を果たしたことで有名な勝海舟、
東京大学初代総理となった加藤弘之、真宗大谷派の僧侶寺田福寿等多くの後援者の存在があ
った。この特別展示では、円了と勝海舟の親交を物語る勝海舟から寄贈された文殊菩薩像や
岡田三郎助画井上円了の肖像など通常展示されない貴重な資料が展示される。

〈展示構成〉
■第１章　学祖井上円了の目指したもの　─哲学と教育に捧げた生涯─
■第２章　不思議庵主人・円了　─迷信打破の黎明─
■第３章　東洋大学の「知」の資産　─貴重古典籍への誘い─

★展示物一部紹介★

百人一首図巻　明治時代
文殊菩薩像
井上円了旧蔵（勝海舟寄贈）

カント著
純粋理性批判（初版）1781年
実践理性批判（初版）1788年
判断力批判（初版）1790年
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講演会　〈聴講無料・要事前申込・先着順（定員各80名）〉

2012年６月３日（日）
丸善丸の内本店（丸の内OAZO）３階　日経セミナールーム
　13：00〜14：00　講演Ａ　�「井上円了と勝海舟─時代を創った男たち」�

三浦節夫ライフデザイン学部教授
　15：00〜16：00　講演Ｂ　�「百人一首の裾野のひろがり」�

神作光一名誉教授

お申込み方法
　＊４月２日（月）より受付を開始します。定員に達した時点で締め切ります。
　＊�聴講希望講演名（講演A・講演B）、氏名（ふりがな）、住所、電話番号をご記入のうえ、�

下記１〜３のいずれかの方法でお申し込みください。
　＊受講決定者には受講証（はがき）を郵送いたします。
　　１．E-mail� mltoyo125kouen@toyo.jp
　　２．はがき� 〒112-8606　東京都文京区白山５-28-20　東洋大学図書館特別展示講演会係
　　３．FAX� 03-3945-7332　東洋大学図書館特別展示講演会係

お問い合わせ先
　東洋大学附属図書館http://www.toyo.ac.jp/library/　　TEL.03-3945-7318
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「哲学」を持って生きていこう
� 通信教育部長　河　地　　　修

本日晴れて卒業という栄誉を手に入れられたみなさん、本当におめでとうございます。

本学の通信教育部の大きな特色の一つとして、通学課程と同質の教育を提供する、という
ものがございます。その証として、今みなさんが受け取られた卒業証書には、あえて通信教
育という名称は用いられておりません。そのことが残念だという方も例年いらっしゃるので
すが、本学においては、「一部」も「二部」も「通信教育」も、実は、それぞれの学部学科に
おける学びの手段の区別に過ぎないのでありまして、みなさんは、所属された当該学科の教
育課程を修得され、その結果としての学士号が、この度見事に授与された、そういうことな
のでございます。

ご承知の通り、本学の創立者井上円了先生は、「余資なく優暇なき人々」への学問の提供と
いうことで、本学の前身「私立哲学館」を創設されましたが、それは、ありていに言えば、
学問は一部の特別な人々にのみ独占されるものではなく、広く万民に提供されなければなら
ないという精神に基づいているのでございます。

そういう意味では、時間的にも物理的にも、大きな制約を伴う通信教育課程に学んだみな
さんは、まさに、本学建学の精神の真っただ中において、その成果を修められたということ
ができましょう。あらためて、そのご努力に対し、深く敬意を表したいと思う次第でござい
ます。

言うまでもなく、みなさんは、東洋大学において所定の期間、学ばれました。文学部も法
学部も、むろん他大学に多く設置されている学問分野であります。そういう中で、みなさん
は、この東洋大学で学ばれたことの意味を、よくよく考えていただきたいと思います。円了
先生は、明治20年（1887）、近代国家へと日本が大きく成長していく時期において、実用
的な分野ではなく、「哲学」を専門として教授する「私立哲学館」を創設いたしました。そう
いう意味では、やはり、本学は「哲学の大学」と申せましょう。
「諸学の基礎は哲学にあり」と言われるように、あらゆる分野において、哲学的思考は求め
られるわけであります。どのような分野におきましても、どうか、物事を正しく考えるとい
う姿勢を堅持していただきたいと思います。

円了先生の言葉の中に、「護国愛理」というものがございます。「国を護る」「理を愛する」

通信教育部長祝辞

祝・2012年3月期卒業 全学生対象
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ということでございますが、「国」とは、「国家」でもいい、あるいは、我々が拠って立つ「社
会」や「地域」と置き換えてもよろしい。そして「愛理」の「理」とは、むろん「哲学」で
あります。
円了先生は、「国を護ること」と「理（哲学）を愛すること」とは、同一一体であるというこ
とを明確に述べられたわけであります。「理＝哲学」が国を護る根幹であり「哲学」が失われ
ては国を護ることができないという、それは明確な教えでありました。あの第二次世界大戦
の大きな悲劇は、まさにこのことを証明して見せた結末でもありました。

みなさん、どうか正しく物事を考える「愛理の精神」・「哲学する心」を忘れないでいただ
きたいと思います。

ちょうど、昨年のこの時期、東日本大震災により、多くの人々の命が瞬時に失われ、寄っ
て立つ社会、家族の絆も失われました。
私は、その時、とにかく生かされている我々は懸命に生きていこう、と述べました。苦し
くとも、生かされている限り、人は生きてゆかねばなりません。そして、その営為は、「正し
く生きる」ということでなければいけません。
「哲学」を持って生きていかねばならないということです。

この東洋大学に学び、この度見事に卒業されたことを誇りとして、正しく、力強く、勇気
を持って、人生を生きていただきたいと念願します。

皆さんのご卒業を心から祝するとともに、新たなる旅立ちにエールを送らせていただきま
す。

平成24年３月23日
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� 通信教育課程卒業生代表　情　野　由　希

本日ここに東洋大学を卒業するにあたり、通信教育課程文学部22名、法学部８名、計30
名の卒業生を代表し、謝辞を述べさせていただきます。
先程は、厳粛なる卒業式を挙行していただきまして、心より感謝しております。更には、

ご多忙の中、大学関係者様のご出席を賜り、ここ甫水会館におきまして証書授与式を挙行し
ていただき、誠に有難く厚く御礼を申し上げます。
草木の芽吹き始めたこの穏やかな春の日に、晴れて卒業を迎えることができ、私たち卒業

生一同、感慨無量の喜びをかみしめております。そして、この日を迎えられたことは、支え
てくださった先生方や事務局の皆様のおかげと感謝しております。
私たち、通信教育課程の学生は、入学を志した年齢も目標もそれまでの経験も様々であり、

大学の学習過程も、それぞれのペースで行ってきました。しかし、その根底にあったものは、
なにかをやりとげたいという気持ちであったと思います。そしてその志を胸に、卒業生の多
くは、仕事や家庭などの様々な立場や役割を持つ日常と、大学の勉強を両立させていきまし
た。
入学した当初は、リポート一つ書き上げるにも相当の時間を費やし、予定を調整しながら

参加したスクーリングでは、限られた時間の中でもできるだけ多くのものを吸収しようとい
う気持ちで授業に取り組みました。夏期スクーリングでは、夏期休暇をすべて費やしても、
かけがえのない、学ぶことへの喜びが溢れていました。そして、それらの学習の励みになっ
たものは、諸先生方の熱意溢れるご指導であり、学生白身の自ら考えるカを育てていただい
たことに大変感謝しております。
また、事務局やＴ.Ａ.の皆様には、困ったことやわからないことがあった時に、丁寧かつ迅

速に対応していただき、安心して学習できるなど、どれだけお世話になったかわかりません。
学友会の皆様にも折に触れ、先生方や他の学友たちと支流を深められる行事などを企画・実
行していただき、より充実した学生生活を送らせていただいたことに、感謝しております。
また、スクーリングで知り会った学友たちとは、グループ学習や連絡先などの交換を通し

て、情敵交換やプライベートでの吏流を深めることができるなど、同じ東洋大学の通信教育
課程で学ぶ者として、お互いに支え合えたのではないかと感じています。むしろ、通信教育
という学習方法であったからこそ、積極的に交流を深めることができたことは、私たちの大
きな財産になったと思います。
私事ではございますが、今から五年前に、東洋大学に入学を志した時は、期待と不安の気

持ちがいっぱいでした。長年の夢であった大学で日本文学を学ぶという喜びはひとしおでし
たが、今まで通信教育といった学習方法が長続きしなかったことや、一人で大学生活を送る
という不安が大きかったのです。
しかし、大学に入学して、新入生歓迎会の席で暖かく迎えていただき、初めてのスクーリ

学生代表答辞
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ングでは、先生や先輩方の暖かい人柄に触れ、学友も増えていきました。それは、まるで、
通信教育課程といいつつも、大学と深く関わって、学生生活を送っているという体験を私に
与えてくれました。そして、自宅で学習を続けている時も、支え合える学生生活を感じさせ
てくれました。一人で大学生活を送るという弧独感はほとんど感じられなくなり、多くの恩
師や、学友といった仲間に囲まれた充実した学生生活を送る事ができました。
このような学生生活で得た支え合うカは、昨年発生した東日本大震災から復興しつつある
この時期に、必要不可欠な原動力であると思います。あの時の混乱から１年が経ち、支え合
えるというカを持って、新しい旅立ちを迎えられることに大きな喜びを感じております。
私たちは、本日ここに東洋大学を卒業し、様々な目標に向かって、歩み始めます。東洋大
学で学び得たものは、これからの私たちを導いてくれる大きなカとなるでしょう。これまで、
私たちを指導し、支え続けてくださった諸先生方や、事務局や学友会の皆様、学友たちに感
謝し、それぞれの新しい道を歩んでいきます。
最後になりましたが、東洋大学通信教育課程の益々のご発展と、諸先生方や事務局の皆様、
在校生の皆様のご多幸とご健勝を祈念いたしまして、謝辞の言葉とさせていただきます。
本日は誠にありがとうございました。

� 2012年３月23日
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ご卒業おめでとうございます

2012年3月23日、学位記授与式が行われました。
通信教育部では、文学部22名、法学部８名が晴れて卒業となりました。

文学部卒業生と恩師
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法学部卒業生と恩師
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卒業生のことば（2012年３月期卒業）（順不同　敬称略）
大学を卒業できることは、うれしくもあり淋しくもあることです。卒
業を目指し、単位数を数えながら過ごした大学生生活でした。
通学課程と同じ授業をうけることができる３部間聴講制度は本当にす
ばらしいと思います。私もできる限り通年スクーリングを受講し、大学
生生活を楽しみました。
楽しい授業をしてくださった先生方、励ましあった友人達本当にあり
がとうございました。

この４年間、思いのほか充実した大学生活を過ごせました。英語のス
クーリングの自己紹介時に急に一人一芸を披露する流れになり福山雅治
の曲をアカペラで歌ったこと、あるスクーリング時にココスでランチと
ビールを奢ってもらったこと、卒論説明会の帰りに東京ドームシティに
寄って男二人で沢山の乗り物にのったこと、テニスサークルもどきの活
動で川越キャンパスでテニスしたこと等が思い返されます。これらは、多
くの方々との出会いによる賜物だと思います。出会えた全ての方々に感
謝申し上げます。ありがとうございました。最後に在学中の皆様へ。通
信学習は孤独で完遂することは困難な面があります。多くの人と関わり
を持ち、情報を共有して、学習を有利に進めていってください。また、学
習以外に付随する目的を持ち、総合的に楽しく有意義な時間を過ごして
ください。

生涯学習の為、不安と好奇心を抱きながらの入学でしたが、卒業迄辿
れた事は貴重な体験と喜びになりました。今後は培った学びを基礎に興
味が湧いた歴史等を観賞したり訪ねる楽しみと、心にゆとりを持つ事が
出来ました。又、スクーリング・科目の豊富な通年・システム化された
図書館を利用させて戴く等、卒論を指導戴いた谷地先生初め、諸先生方
有難うございます。事務局の方々にはサポートくださってお礼申し上げ
ます。

入学してから卒業まで、すごくあっという間だったような気がします。
在学中は、仕事と勉強の両立が大変でした。しかし、オンとオフの切替
えを行うことで、どちらもこなすことができました。また、筆記試験も
大変でした。試験には教科書類を持ち込めない科目もあったので、必死
で勉強したのが忘れられません。そして、卒論では李芝妍先生に忙しい
中大変お世話になりました。最後に私の学生生活を支えてくれた方々に
感謝します。

吉　池　佐智子

下　畑　ツ　タ

岡　田　康　博

村　上　鋭　一
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この六年間のことが懐かしく思い出されます。スクーリングでは多く
の方たちと出会い、親切にして頂きました。専業主婦だった私は演習の
度に緊張し、倒れそうでしたが、この経験は私を成長させてくれました。
そしてスクーリングや添削で御指導頂きました先生方、長い間どうも有
難うございました。添削の言葉には励まされました。文学部で学んだ内
容は未知の世界を広げ、今後の私の心の拠り所となりました。心より御
礼を申し上げます。

「法律を体系的に学びたい」これは、私の入学志望理由です。こうして
無事に卒業を迎えることができましたが、この目的は志半ばというとこ
ろです。しかし、漠然としていた法律というタンスの引き出しには「ラ
ベル」を貼り整理することができました。これらを体系的に結び付ける
ための学習は今後も続けたいと思っています。先生方ならびに勉強や遊
びにお付き合いくださった学友の皆様方には本当に感謝しています。あ
りがとうございました。

東洋大学で学んだ歳月は私の人生で掛替えのないものとなりました。し
かし、一方では東日本大震災に見舞われた日本でもありました。一日で
も早く以前の日本へ復興できることが最大の課題です。さて、若い学生
に交じり多くの私と同じ世代の人々が学ぶ姿は時にはくじけそうになる
私の励みとなり、また、能楽堂の舞台観賞は体で実感できる教材でした。
日本文学を景色だけでなく本当に学ばせて頂きましたことに大変感謝申
し上げます。

東洋大の箱根駅伝の活躍に励まされた４年間でした。昨年秋には、肉
親が旅立ちました。その時に卒論担当の吉岡先生から「目の前の事に精
一杯取り組むように」と背中を押していただいて、辛い時期をしのいで、
卒業を迎えることができました。これからは仕事や日々の生活の中での
課題解決のために図書館を活用して、マイリポートを仕上げていきます。
先生方、事務の方々、スク友の皆さん、素敵な出会いをありがとうご
ざいました。

関　川　英　樹

久　保　明　子

矢　野　由　美

妹　尾　友　子
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卒業にあたり五年かかりましたが、充実した日々を送れたと思います。
卒論のご指導をいただいた武藤先生をはじめとした先生方、事務室のみ
なさまには大変お世話になりました。この場を借りて改めてお礼申し上
げます。

ずっと大学で学びたいと思っていましたが、仕事や年齢の為に迷って
いました。最初の一歩が踏み出せなかった私は、家人の後押しもあり、５
年前に東洋大学の門をたたきました。入学後は、先生方からたくさんの
ことを教えていただき、事務局の皆様や学友には、何かとお世話になり、
感謝の気持ちで一杯です。最後に、卒業論文で大変お世話になった多田
英明先生、ありがとう御座いました。

卒論指導教員の中山先生はじめ、藤澤先生、スクーリング、通学一部・
二部の諸先生方、更に事務方の皆様に心から感謝し、御礼申し上げます。
勿論机を並べて共に学んだ学友たちにも。テレビ観戦での「柏原君らの
駅伝」など、東洋大生として大いに第二の青春を楽しむこともできまし
た。困難な環境で勉学に励んでいる仲間たちよ、焦らず、しかしチャン
スは逃さず、決して諦めないように。自省の言として、一度限りの人生
は短い。

法律を基礎から学びたいと考え入学しました。振り返ると、通年スク
ーリング、名古屋での地方スクーリングが思い出深いです。
卒業論文は大変でしたが、鎌田先生のご指導のおかげで完成させるこ
とが出来ました。自分でも「よく頑張れたな」と思います。
そして、東洋大学に入学したから出会えた素晴らしい仲間達に感謝し
ます。この出会いがなければ、卒業までたどり着けなかったと思います。

長 谷 川　　稔

石　田　誠一郎

清　水　直　子

西　村　和　訓
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卒業の日を迎えることが出来て、とても嬉しく思います。ここまで続
けてこられたのは、共に励まし合い、楽しい時間を過した友人や、家族
のおかげです。卒業は、終わりではなく、始まりだと考え、これからも
様々なことに興味を持ち勉強していきたいと思います。
最後になりましたが、卒論をご指導くださった木村先生を始め、諸先
生方、事務局の皆様に心より感謝申し上げます。

長くかかりましたが、古代から現代まで多くの科目を履修できて良か
ったですが、内実は順風とはいかず、リポート、論文作成に悪戦苦闘の
日々が続き、じっくりと最終まで行き着くことができました。印象とし
て地方スクーリングの思い出が深く、大震災から一年を経て、特に松島
や塩釜、多賀城の歌枕の地が気になり、一日も早い復興を願い、卒業に
あたってお世話になった先生方と事務室の皆様にお礼を申し上げます。通
信教育に感謝！

東洋大学の通信教育課程で、自分で課題の意図をとらえ、学び、答え
を出すという訓練をじっくり行うことができました。この経験を今後も
生かしていきたいと思います。

目標を三年と決め、文学部と教職課程を履修し、この度、卒業を迎え
ることができました。通年スクーリングでは、若い学生と肩を並べて活
気ある授業に参加し、とても充実した時を過ごすことができました。
この三年間で学んだことを礎に、生涯学び続ける姿勢を持ち続けたい
と思います。
恩師の皆様、本当にありがとうございました。そして、いつも丁寧に
対応して下さった事務の方々にも心より感謝申し上げます。

小　野　修　司

三　宅　真　弓

佐　藤　聖　子

青　木　恵　子



53

祝・2012年３月期卒業
大学で文学を学ぶことは長年の夢であり、入学してからは、毎日が充
実していました。
学習を通して「発見していくこと」の楽しさももちろんですが、学校
内外で支えてくださった方々との出会いが何よりの財産です。
卒論を指導してくださった山崎先生をはじめ、俳句の楽しさを教えて
くださった谷地先生や研究会の皆様、諸先生方に感謝しています。また、
常に支えてくれた学友や、家族にも心から感謝を申し上げたいと思いま
す。

法律の知識の必要性を強く感じ、再び本大学で学ばせていただきまし
た。私にとってどの教科も手強く「わからなくなったら、最初に立ち戻
る」の繰り返しの４年間でした。
スクーリングはすべてのご講義が印象深く、私の財産となっておりま
す。卒論指導の小林秀年先生はじめ諸先生、お世話になった方々に心よ
りお礼申し上げます。
諸々の事情の中、学業に励むお仲間の無事のご卒業をお祈り申し上げ
ております。

働きながらの大学生活は、本当に大変でした。辛い事も沢山ありまし
たが、先生方の熱心な指導と通信の事務局の方達の親身なサポートで卒
業をむかえる事ができました。感謝の気持ちでいっぱいです。
４月からは、地元の静岡県立大学大学院に入学します。経営情報イノ
ベーション研究科でコールセンターの研究をする予定です。再び働きな
がらの大学生活ですが東洋大学での経験をいかしがんばります。

2005年に入学し、永かったような短かかったような充実した大学生
活でした。
この間に職場が変わったり色々ありましたが、家族や友人など色々な
人達にささえられ、卒業できました。
これで終わりではなく、また新たに何かに挑戦していきたいと思いま
す。

椎　名　美知子

情　野　由　希

宇田川　祐　美

今　村　真　理
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祝・2012年３月期卒業
卒業出来たのは、丁寧にご指導くださった中山先生、はげましあいな
がら頑張ってきた友人のおかげです。ありがとうございました。時間は
作りだすものということを感じた学生生活でした。

卒業の日を迎えることが出来て大変嬉しく思います。授業はどの科目
も深く心を動かされた日々でした。
卒業にあたり、卒論をご指導くださった野呂芳信先生、授業でお世話
になった諸先生方、心から感謝申し上げます。そして、支えてくれ、心
が折れそうになった時応援してくれた先輩学友又学友の皆さんありがと
うございました。

大学で学ぶことを志してから、この４年間は緊張感と充実感に満ちた
日々でした。レポートや単位認定試験論文の合否に一喜一憂し、スクー
リングでは共に学ぶ通信生の皆さんに何度励まされたことか知れません。
それ故、卒業を迎えることができる達成感と感慨はひとしおのものです。
大学で初めて自分で考え答えを出すという学びの喜びを知りました。ご
指導いただいた先生方および出会った通信生の皆さんに感謝の気持ちで
一杯です。

定年退職後、入学して７年の歳月が過ぎていました。若い頃から日本
文学に興味を持っていましたので、卒業は感無量の思いです。
スクーリングに参加して、若い人や諸先輩の人々との邂逅、そして皆
さんの真摯に勉強する姿に感銘しました。また東洋の先生方は個性豊か
な先生が多く楽しい授業でした。
特に卒論のご指導をして下さった中山尚夫先生の懇切丁寧なお心遣い
に感謝申し上げます。卒業後も文学を楽しみたいと思います。

佐　藤　由貴子

内　山　志津子

梅　本　一　美

鈴　木　仁　志
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祝・2012年３月期卒業
東洋大学で学んだことは、今まで勉強してきた何よりも楽しいもので
した。卒論をご指導くださった河地先生をはじめ、諸先生方に深く感謝
いたします。また、大学でできた友人たち、家族、会社の上司や同僚な
ど、たくさんの方々が支えてくれたお陰で無事に卒業を迎えることがで
きました。お世話になったすべての方々に改めてお礼を申し上げます。
これからも楽しみながら勉強を続けていこうと考えています。

長い間には様々な困難に出会い、悩むこともありました。それでも大
学をやめるなど思いもよらないことで、むしろ学ぶことが困難を乗り越
える心の支えになりました。私は学問において真実を追究することによ
り、人生に指針を得たように思います。
卒論を担当して下さった山崎先生始め先生方の温かいご指導、事務局
の方々の丁寧なサポートと学友の協力なしにこの日を迎えることはでき
ませんでした。心より感謝致します。

私は入学時、生涯教育の一環として学び始めたため卒業を意識してい
なかったのですが、スクーリングで出会った仲間達や先生方の励ましに
よって、このたび卒業という節目を迎えられたことが心から嬉しく感謝
の気持ちでいっぱいです。東洋大学では学ぶことのおもしろさを実感し、
様々な課題に取り組む中でそれまで知り得なかった未知の世界に触れた
りと、とても充実した日々を送らせてもらうことができました。

３年生に編入したにも関わらず、思いがけず８年もいることになって
しまった（笑）大学生活でしたが、先生方はじめ事務局のみなさんには大
変お世話になりました。また、先に卒業した友人達の応援、そして卒論
執筆の際には満足に夕食も作れなかったにも関わらず応援してくれた旦
那さまにも感謝です。
通信教育で勉強を続けていくのは大変なことです。でも必ずゴールは
あります。どうぞ在校生の皆さんも諦めず、がんばって下さい。

佐久間　陽　子

木　村　明　美

宮　崎　博　美

川　崎　さつき



56

T.A.のしおり

リポート作成のポイント（法学部編）

はじめに
「T.A.のしおり」では、我々T.A.（ティーチング・アシスタント）が、日頃、皆さんのリポー
トに接する中で、各自学習を進めていく上で注意した方が良い点、より良いリポートを作成
するために心掛けた方が良い点、リポート課題に関する様々な情報を得るために有益である
と思われる事項等を、毎号、法学部・文学部別にお伝えしたいと思います。
今回は、法学部の新入生の皆さんを対象として、法律科目（特に憲法、民法、刑法、商法、
訴訟法等の法解釈学）に関するリポート作成の一般的な手順についてまとめてみましたので、
今後、リポート課題を作成される際の参考にしてみてください。

ポイント①　「講義要項」の「リポート課題への取り組み方」を熟読する
最初に、取り組む課題について、「講義要項」で確認し、特に「リポート課題への取り組み
方」の項目をよく読んでください。ここには、担当教員から、リポート課題に取り組む上で
特に留意すべき点や作成上のポイント、どのような点に焦点を当ててリポートを作成すれば
よいか、などの点が具体的に示されており、担当教員から、課題に取り組む上での大きなヒ
ントが与えられているものといえます。
不合格となったリポートの中には、講義要項に記載されたこれらの内容を十分理解せずに
取り組まれたと思われるものが多く見受けられますので、まずは講義要項を熟読し、その内
容を理解するように努めてください。

ポイント②　テキストを精読する
次に、実際に学習を進めリポートを作成する作業に入るわけですが、まずは各科目の指定
テキストを精読し、重要な個所に線を引いたり、ノートにまとめてみるなどして、書かれて
いる内容を十分に理解するようにしましょう。これが最初の段階での基本となる学習になり
ます。
なお、テキストを読む際には、課題に関連する部分は勿論ですが、最初に一度全体を通し
て読んでみるようにしましょう。一見、課題とは関係ないと思われる部分にも、リポート作
成の際のヒントとなることが書かれていることもありますし、その科目でどのような内容を
学習するのかといった全体像がつかめることにもなります。
不合格リポートの中には、テキストが十分に読み込まれておらず、基本的な内容がよく理
解できていないと思われるものが散見されますので、テキストの内容を十分理解できるよう
になるまで、しっかりと学習をしてください。
リポート学習は独学で進めていくことになりますので、一冊の指定テキストのみではその
内容がよく理解できない場合もあるかと思います。「講義要項」の参考文献欄に記載されてい
る、担当教員推薦の参考文献もあわせて読んでみるようにしてください。また、テキストの
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「脚注」に取り上げられている文献や、図書館等で課題に関連する文献等を自分で探して読ん
でみるということも是非とも行ってみてください。そうすることで、より理解度が高まり学
習の効果が上がるとともに、リポート作成力も向上します。

ポイント③　課題における論点を挙げる
以上のように学習を進め、テキストや参考文献、判例集等を参照しながら、当該課題で問

われている「論点」を探り、それを指摘したうえで、該当する条文を挙げます。また、複数
の論点が存在する場合には、その整理が必要となります。リポート課題には字数制限があり
ますので、規定の字数内で収まるよう、重要な論点から要領よくまとめるようにしましょう。

ポイント④　論点に関する学説・判例を挙げる
次に、当該論点に関する学説や判例を提示します。
「学説」とは、当該論点に関する、法学者の専門的な知識に基づく見解のことであり、法学
者が当該論点をどのように理解・解釈しているのかということを示しているものです。一つ
の論点について、多くの法学者によって様々な学説が展開されていることも少なくありませ
ん。まず、指定テキスト等で挙げられている各学説を分析・紹介することからはじめ、でき
ればそれらの学説を唱えている法学者の文献を直接参照してみると、それぞれの学説をさら
に深く理解することができます。密度の濃い学習をするためにも、図書館等を活用して、是
非とも多くの文献を参照してみてください。
次に「判例」の取り上げ方についてですが、当該論点について裁判所が過去にいかなる判

断をしたのかを指摘・分析する必要があります。特に重要かつ代表的な判例はテキストに掲
載されており、これについてはその内容を確実に理解しなければなりません。それ以外にも、
代表的な判例集として、各種『判例百選』シリーズ（有斐閣）や、インターネット上のデータ
ベース（本学図書館にて利用可能）を利用して検索する方法があります。
判例を引用した際には、必ず本文中に裁判名、判決年月日、掲載誌を記載する必要があり

ます。一般的には以下のような略称を使用して記載します。

例）　最高裁判所大法廷が昭和48年12月11日に出した判決で、最高裁判所刑事判例集27
巻11号1536頁に記載されている場合。
　⇒最大判昭和48年12月11日刑集27巻11号1536頁。

なお、学説・判例の取り上げ方については、２つのパターンがあり、１つは学説→判例の
順に記述するパターン、もう１つは判例→学説の順に記述するパターンとなります。どちら
のパターンで記述するかは、課題の内容によって異なります。詳細は、今年度新入生で正科
生の方はお手元に「学習の手引」が配布されているかと思われますので、そちらの22頁以下
をあわせて参照して確認してみてください。（科目等履修生の方は同じ資料を窓口で配布して
おりますのでお問い合わせください。）
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ポイント⑤　結論を述べる
上記の作業（学説・判例の分析）の結果、どのような学説・判例の立場をとるのが妥当であ
るのか、どのような結論となるのかを明確に示してください。本文の末尾には、末尾である
ことがわかるよう、「以上」とつけるようにしてください。

ポイント⑥　参考文献欄を記入する
リポートを作成する上で参照した文献を参考文献欄に記入します。参考文献欄の記入がな
いものが見受けられますが、「本当に文献を読んだ上で課題に取り組んだのだろうか」との疑
念を抱かせることになりますし、引用元を示さずに他人の文献を使用することは知的財産権
の侵害等、重大な問題が発生する恐れもありますので、参照した文献は必ず参考文献欄に記
載するようにしてください。

ポイント⑦　返却後は、添削指導欄に目を通す
リポートが返却されたら、合格・不合格にかかわらず、「添削指導欄」に目を通すようにし
ましょう。添削指導欄には、担当教員から当該リポートで気付いた点や今後の学習のアドバ
イス等が記入されています。不合格になった場合は、添削指導欄で指摘された点を見直し、
その内容を改善し再提出する必要があります。合格の場合も、今後の学習に向けて有用な情
報が記載されている場合があり、これも学習を進めるうえでの大きなヒントとなりますので、
必ず目を通し、今後の学習に生かすようにしていきましょう。

おわりに
以上、リポート学習の基本的なポイントを提示しましたが、これらはあくまでもリポート
作成の一般例であり、具体的な内容は科目や課題の内容、担当教員の方針等により異なって
くる場合があります。正科生の方はお手元にあります「学習の手引」により具体的な作成例
も記載されていますので、そちらもあわせて参照してみてください。また、各科目の担当教
員から作成方法について具体的な指導や指示がある場合は、それに沿って作成するようにし
てください。

� （法学部T.A.　大山直樹）
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学友会からのお知らせ

　皆さま、ご入学おめでとうございます。
　つきましては、新入生同士などと親睦を図るため、『学習の進め方・リポートの書き方説明
会』（５月12日（土）14：00〜15：30）終了後、下記の通り『新入生歓迎会』を甫水会館２
Ｆ202会議室で開催いたします。
　通信教育課程学生の場合、スクーリング以外にお互いに顔を合わせることが、あまりあり
ません。この新入生歓迎会で、皆さまがどんな学習をしているかお互いに話し合ったり、出
席される先生、学習相談等をされるＴ.Ａ.や先輩に勉強方法などを伺って、これからの学生生
活をより楽しく、意義深いものにしようではありませんか。
　ささやかですが飲み物、食べ物も準備しております。同級生もお誘い合わせの上ぜひご出
席ください。

記

１．日　時：平成24年５月12日（土）16：00〜18：30
２．場　所：白山キャンパス　甫水会館　２Ｆ　202会議室
３．目　的：�新入生同士、先生、Ｔ.Ａ.先輩などと懇談を行って、交流を図り、学習の進め

方、スクーリング受講、在宅学習の方法など情報交換して、勉学意欲を高めま
しょう。

４．参加費：無　料
以　上

　社会生活にははっきりとした答えのない問題が多数あり、それに対して、私たちはどれだ
け合理的に判断し、行動しているでしょうか。他の人々の判断と行動をまず学び、それらを
組み合わせて自らも考え、判断して行動し誰かに感謝されたとき、初めて幸福感を味わうこ
とができます。
　移り変わる社会のなかで、学問を学ぶことは、自分らしく生きて幸福感を味わうために大
切なことであるといえます。法律・法制度は私たち一人ひとりのためのものであると共に社
会の発展のために存在するものであり、それらを学ぶことはとても興味深く大切なことです。
そこで、今回は、医療に関する法の総称であり、医療に関する医療法および医師に関する医
師法等をその中核とする医事法の基礎知識を皆さんと一緒に学んでみたいと思います。
法学部、文学部を問わずお誘い合わせの上、多数のご参加をお待ちしております。

記

１．日　時：５月26日（土）　15：00〜17：00
２．会　場：東洋大学甫水会館２階201会議室
３．演　題：「社会生活と医事法の基礎知識」

〈新入生歓迎会のお誘い〉

〈法学講演会へのお誘い〉
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〈文学散歩へのお誘い〉

４．講　師：高木　武　法学部名誉教授
５．参加費：�無料（ただし、年会費を未だ納めておられない方で、「年間パスポート」をお持

ちでない方は受付で会費を申し受けます。）
６．申込み：〒134－0087　東京都江戸川区清新町１－１－36－604
　　　　　　高比良　毅　宛て　FAX：03－5675－2354
　　　　　　　　　　　　　　　（電話と同番なので、そのままFAXボタンをON）
　　　　　　　　　　　　　　　E-Mail：t-takahira@mtf.biglobe.ne.jp
　　　　　　○あなたの氏名、学籍番号、連絡方法（電話、FAX、E-Mailなど）
　　　　　　　をご記入の上、ハガキ、FAXまたはメールでお申し込みください。
　　　　　　○申込み締切り＊：５月25日（木）消印有効（メール25日夜まで）
　　　　　　　＊注：締切りは上記でも当日申込みできます。ぜひご参加ください。
　　　　　　　　　　（人数把握のためだけ出欠をとるものです。ご了承ください）

以　上

　今年度２度目の文学散歩を企画いたします。先輩たちも参加します。
　白山から小石川後楽園まで、先生と共に樋口一葉、芭蕉庵をたずねて初夏の半日、文学の
散歩をいたしましょう。
　法学部、文学部の皆さま、お友達と共に奮ってご参加ください。

１．日　　時：平成24年６月10日（日）　10：00集合（雨天決行）
２．集合場所：東洋大学井上円了記念館前
３．行　　程：東洋大学→鶏声の井記念碑→大田南畝の墓→白山神社
　　　　　　　→樋口一葉終焉の地→護国寺（目白台方面）→関口芭蕉庵
　　　　　　　→小石川後楽園→飯田橋解散（４：30頃）
４．講　　師：未定
５．費　　用：実費・昼食代＋小石川後楽園入園料
　　　　　　　�昼食は文京シビック　椿山荘スカイレストラン会席弁当（予約で\3,000円予

約をしないと3,500円なので予約をします。）当日集めます。
６．そ の 他：①歩きますので、履きなれた靴でお出かけください。
　　　　　　　②年齢の分かる物を何かご持参されると後楽園の入場料が割引されます。
　　　　　　　③終了後、自由参加の懇親会を行います。
７．申 込 み：〆切りは５月30日厳守（弁当の申込みのため）
　　　　　　　〒134－0087　東京都江戸川区清新町１－１－36－604
　　　　　　　高比良　毅　宛て　FAX：03－5675－2354
　　　　　　　　　　　　　　　　（電話と同番なので、そのままFAXボタンをON）
　　　　　　　　　　　　　　　　E-Mail：t-takahira@mtf.biglobe.ne.jp
　　　　　　　○あなたの氏名、学籍番号、連絡方法（電話、FAX、E-Mailなど）
　　　　　　　　をご記入の上、ハガキ、FAXまたはメールでお申し込みください。
　　　　　　　○申込み締切り＊：５月30日（水）消印有効（メール５月30日午後まで）
　　　　　　　＊注：�締切りは上記でも当日申込みできますが、弁当は注文できませんので、

ご了承ください。従ってできるだけ、上記期日通りにお申し込み願い
ます。ぜひご参加ください。

　　　　　　　　　　（人数把握のためだけ出欠をとるものです。ご了承ください）
以　上
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学友会からのお願い

★新入生正科生、★２・３年編入生の皆さま、
学友会の会費を振り込んでくださるようお願いします。

　登録・年会費合せて￥2,000です。次ページの「払込取扱票」にて、郵便局で振込みをお
願いします。（今年から、学友会費は学校が徴収せず、会自らの徴収となりました。）
　次のような事業をしています。先生・みんなとコミュニケーションを図るため不可
欠なイベントです。皆さまの会費がこれらの事業を支えます。よろしくご考慮願
います。
No. 月　　日 行　　事 場　　所
１ ４月７日（土） 新入生歓迎会（前期第一回） 甫水会館
２ ４月15日（日） 学友会総会 甫水会館

３ ４月22日（日） 文学散歩（文学部先生の帯同・指導） 横浜
（みなとみらい〜中華街）

４ ５月12日（土） 新入生歓迎会（前期第二回） 甫水会館
５ ５月26日（土） 法学講演会（法学部先生講演） 甫水会館
６ ６月10日（日） 文学散歩（文学部先生等の帯同・指導） 東洋大
７ ７月７日（土） 文学愛好会（文学部先生のゼミ） 甫水会館
８ ７月28日（土） 夏期スクーリング懇親会（会員飲食会） ４号館東洋食堂
９ ９月中＊ 文学講演会（文学部先生講演） 甫水会館

10 ９月15・16日（土・日）＊ 法学研修会（法学部先生の研修会） 東洋大鴨川
セミナーハウス

11 ９月22日（土） 卒業祝賀会（後期）（食事懇親会） 甫水会館
12 10月６日（土） 新入生歓迎会（後期第一回）（同上） 甫水会館
13 10月中旬＊ 文学愛好会（文学部先生によるゼミ） 甫水会館
14 10月下旬＊ 国会or裁判所見学（先輩たちの誘導） 国会or裁判所＊２

15 11月10日（土） 新入生歓迎会（後期第二回） 甫水会館
16 11月中旬＊ 国会図書館見学（先輩たちの誘導） 国会図書館
17 11月下旬＊ 文学散歩（文学部先生帯同・指導） 未定＊２

18 12月中旬 法学講演会（法学部先生の講演） 甫水会館

19 12月22日（土） 冬期スクーリング懇親会
（クリスマス・パーテイ）（飲食懇親） ４号館東洋食堂

20 １月中旬＊ 文学愛好会（文学部先生によるゼミ） 甫水会館
21 ３月23日（土） 卒業祝賀会（前期）（食事懇親会） 甫水会館

◎ご注意：これらの講演会・ゼミは単位取得と関係ありません。

＊：日にちが確定していないものは、後日決定の上周知。
＊２：出席人数または担当教授により場所が確定します。決定後、別途「東洋通信」に掲載。

◎�★在校生　★再入学生　★科目等履修生の皆さまも、まだ年会費をお納め頂いてい
ない方は、４月号と次頁以降に綴じ込みの「払込取扱票」（￥1,000）にて、ご送金の程よ
ろしくお願いします。

以　上




