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毎月必ず目を通してください。
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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

11月 行事予定 手続期間 『東洋通信」参照ページ
1（火）

2（水）

3（木）大学祭　文化の日

4（金）大学祭 土曜５期Ｓ・日曜５期Ｓ受講申込受付
開始 P.17・P.20

5（土）大学祭　哲学堂祭　土曜４期Ｓ②

6（日）大学祭（整理日）　　日曜４期Ｓ②

7（月）

8（火）

9（水）

10（木）

11（金） 土曜５期Ｓ・日曜５期Ｓ受講申込受付
締切

12（土）

後期生入学式　10：00〜
後期新入生オリエンテーション第２回
10：30〜12：30
「介護等体験」事前説明会　13：00〜14：00
「教育実習」参加事前説明会（後期３・４年生対象）
13：00〜14：00
学習の進め方・リポートの書き方説明会第４回
14:00〜15：30
土曜４期Ｓ③

13（日）日曜４期Ｓ③

14（月）

15（火）

16（水）

17（木）

18（金） 単位認定試験（筆記）第４回申込受付開始 P.7

19（土）

20（日）

21（月）

22（火）

23（水）創立記念日・勤労感謝の日通学課程平常授業

24（木）

25（金） 単位認定試験（筆記）第４回申込受付締切

26（土）土曜５期Ｓ① P.16

27（日）日曜５期Ｓ① P.20

28（月）

29（火）

30（水）
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Ｓはスクーリングを表します

12月 行事予定 手続期間 『東洋通信」参照ページ

1（木） 冬期１期Ｓ・冬期２期Ｓ受講申込受付
開始 P.22・P.24

2（金）

3（土）土曜５期Ｓ②

4（日）日曜５期Ｓ②

5（月）

6（火）

7（水）

8（木） 冬期１期Ｓ・冬期２期Ｓ受講申込受付
締切

9（金） 連休４期Ｓ・地方４期Ｓ（新潟）受講申
込受付開始 P.26・P.28

10（土）

11（日）単位認定試験（筆記）第４回　　教員による学習相談

12（月） 2011年３月卒業予定者卒業論文提出
締切　16：00厳守

13（火）

14（水）

15（木）

16（金） 連休４期Ｓ・地方４期Ｓ（新潟）受講申
込受付締切

17（土）土曜５期Ｓ③ P.16

18（日）日曜５期Ｓ③ P.20

19（月）

20（火）

21（水）

22（木）

23（金）冬期１期Ｓ①　　天皇誕生日 P.22

24（土）冬期１期Ｓ②　2012年度転部・転科試験

25（日）冬期１期Ｓ③

26（月）冬期２期Ｓ① P.24

27（火）冬期２期Ｓ②

28（水）冬期２期Ｓ③　事務室業務取扱終了

29（木）事務室休業（〜1／4）

30（金）

31（土）



5

後期新入生入学式

　通信教育部では、後期新入生の入学式を下記のとおり挙行しますので、ご出席ください。

日　時
2011年11月12日（土）
10：00〜（開始10分前までにはご着席ください）

場　所 白山キャンパス　６号館２Ｆ　6204教室

　　　終了後、後期新入生オリエンテーション第２回を開催します。

後期新入生オリエンテーション 第２回
後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。学習に必要な履修登録

やリポート学習の進め方、諸手続およびポイントなどについて説明します。
オリエンテーションに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、Ｔ.Ａ. からの学習指導および図書
館利用に関する説明を直接受けることができます。また、16：00から新入生歓迎懇談会を
開催し、その場で皆さんからの学習や学生生活に関する相談を教職員、Ｔ.Ａ. が個別にお受
けするコーナーも設けています。
これからの学習に役立ちますので、積極的に参加することをお勧めします。
なお、内容は前期新入生オリエンテーション第１回、第２回、後期新入生オリエンテーション

第１回と同じです。参加できなかった方や再度参加したいという方も是非ご参加ください。

日　時
2011年11月12日（土）
10：30（入学式終了後）〜12：30（予定）

場　所 白山キャンパス　６号館２Ｆ　6204教室

＊ 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で確認してください。
＊事前申込不要です。
＊16：00から学友会主催の新入生歓迎懇談会が開催されます。是非、参加してください。
　（申込不要、参加費無料）前期新入生の皆さんも参加できます。

新入生対象

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４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」 「諸事情があって今まで学習が
滞っていたが、心機一転、学習を再開してリポートを提出したい」等のご要望にお応えする
ため、下記の日程で学習の進め方・リポートの書き方説明会（講義形式　事前予約制）を開催
いたします。
原稿用紙の使い方等、基本的なことから説明し、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。

日　時 11月12日（土）　14：00〜15：30

場　所
文学部 　6204教室（６号館２Ｆ）
法学部　 6208教室（６号館２Ｆ）

持参物
筆記用具、メモ
「演習・卒論の手引き」（文学部正科生のみ）

説明会に参加を希望される方は、P. 60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11月４日（金）必着までにお申込ください。
＊ リポートを作成するうえで、現在気になっている点がありましたら、合わせてご連絡 
ください。
　　　　　　　FAX 03－3945－7584
　　　　　　　〒112－8606　 東京都文京区白山５－28－20　東洋大学通信教育課

「教育実習」参加事前説明会

2013年度教育実習に参加を希望する学生（後期生）対象に、事前説明会を開催いたします。
ただし、2012年度介護体験の参加予定者は、介護体験の説明会に参加してください（2012
年５月頃前期生対象の説明会を予定していますので、希望者は参加してください）。
詳細はＰ. 39をご参照ください。

後期生希望者対象

全学生対象

2012年度介護体験に参加を希望する学生は必ず出席してください。この事前説明会は介
護体験参加のための必須の説明会です。11月12日実施（土曜４期）のスクーリング参加者は
スクーリング受講を優先してください。その場合は事前に通信教育課へ連絡を入れてください。
詳細はＰ. 40をご参照ください。

「介護等体験」事前説明会 体験希望者対象
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　単位認定試験（筆記）第４回を下記の要領で実施します。
◇実施日　　12月11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
札　幌 札幌創成高等学校 札幌市北区北29条2丁目－1 011－726－5507
大　阪 大阪ガーデンパレス 大阪市淀川区西宮原1－3－35 06－6396－6211
長　野 長野県農協ビル 長野市大字南長野北石堂町1177－3 026－236－3600

◇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、特修生

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 日本文学文化概説A① 河地 憲法 名雪
現代日本文学Ｂ 早川 日本文学文化概説B① 河地 民法Ⅰ部 小林（秀）

スポーツ健康科学講義 金田 日本文学文化概説A② 竹内 民法Ⅱ部 太矢
英語Ⅲ① J・D・ショート 日本文学文化概説B② 竹内 民法Ⅲ部 山下
英語Ⅲ② 髙波 近世日本文学史A 中山（尚） 民法Ⅳ部 大坂

近世日本文学史B 中山（尚） 民法Ⅴ部 中村
古典文法 田貝 刑法Ⅰ部 伊藤

作家作品研究〈中古〉 河地 刑法Ⅱ部 武藤
作家作品研究〈近世〉 谷地 商法総則・商行為法 遠藤
日本の伝統行事A 久野 会社法 堀口
日本の伝統行事B 久野 手形法・小切手法 井上
日本民俗学A 久野 経済法 多田
日本民俗学B 久野 国際私法 笠原
生涯学習概論 島谷 知的財産権法 曽我
児童サービス論 島谷
図書館サービス論 島谷
図書館資料論 島谷
国語科指導法Ⅱ 幸田

■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 日本文学文化概説A① 河地 憲法 名雪
現代日本文学Ｂ 早川 日本文学文化概説B① 河地 民法Ⅰ部 小林（秀）

スポーツ健康科学講義 金田 日本文学文化概説A② 竹内 民法Ⅱ部 太矢
英語Ⅲ① J・D・ショート 日本文学文化概説B② 竹内 民法Ⅲ部 山下
英語Ⅲ② 髙波 近世日本文学史A 中山（尚） 民法Ⅳ部 大坂

近世日本文学史B 中山（尚） 民法Ⅴ部 中村
古典文法 田貝 刑法Ⅰ部 伊藤

作家作品研究〈中古〉 河地 刑法Ⅱ部 武藤
作家作品研究〈近世〉 谷地 商法Ⅰ部 遠藤
日本の伝統行事A 久野 商法Ⅱ部 堀口
日本の伝統行事B 久野 商法Ⅲ部 井上
日本民俗学A 久野 経済法 多田
日本民俗学B 久野 国際私法 笠原
生涯学習概論 島谷 知的財産権法 曽我
児童サービス論 島谷
図書館サービス論 島谷
図書館資料論 島谷
国語科指導法Ⅱ 幸田

単位認定試験（筆記） 第４回 全学生対象
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単位認定試験（筆記）（第４回）
■対象学生：学籍番号の入学年度が“00”〜“03”の正科生および科目等履修生

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 早川 日本文学文化概説① 河地 憲法 名雪

スポーツ健康科学講義 金田 日本文学文化概説② 竹内 民法Ⅰ部 小林（秀）
英語Ⅲ① J・D・ショート 近世日本文学史 中山（尚） 民法Ⅱ部 太矢
英語Ⅲ② 髙波 日本語文法 田貝 民法Ⅲ部 山下

古代日本文学講読 河地 民法Ⅳ部 大坂
近世日本文学講読 谷地 民法Ⅴ部 中村
日本の伝統行事 久野 刑法Ⅰ部 伊藤
日本民俗学 久野 刑法Ⅱ部 武藤

文・法学部共通 国語科指導法 幸田 商法Ⅰ部 遠藤
図書館司書科目 担当教員名 商法Ⅱ部 堀口
生涯学習概論 島谷 商法Ⅲ部 井上
児童サービス論 島谷 経済法 多田
図書館サービス論 島谷 国際私法 笠原
図書館資料論 島谷 知的財産権法 曽我

◇受験申請手続期間　　11月18日（金）〜11月25日（金）　必着
◇受験申請手続
１．Ｐ.15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。
３． １科目につき400円分の定額小為替を同封し、必ず封筒の表に「筆記試験申請」と明記
してください。（定額小為替には、受取人住所・氏名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、そのまま同封してください。）

◇注意事項
 　 『東洋通信』10月号P.８「2011年度単位認定試験（筆記）（第３回〜第６回）」を確認して
ください。
◇試験時間割

１時限目 ２時限目 ３時限目
１科目受験者 12：00〜13：00
２科目受験者 12：00〜13：00 13：10〜14：10
３科目受験者 12：00〜13：00 13：10〜14：10 14：20〜15：20
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単位認定試験（筆記）（第４回）
◇地方試験会場案内

●地下鉄南北線／北34条駅下車　徒歩約６分
●地下鉄南北線／北24条駅下車　徒歩約８分
●中央バス／北30条西５丁目下車　徒歩約４分
●中央バス／運輸支局下車　徒歩約２分

 

札幌　札幌創成高等学校　住所：札幌市北区北29条2丁目－1TEL：011－726－5507
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単位認定試験（筆記）（第４回）

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

長野　長野県農協ビル　住所：長野市大字南長野北石堂町1177－3TEL：026（236）3600

※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

●JR長野駅から徒歩約10分
●上信越道　長野インターから車で約30分
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単位認定試験（筆記）（第４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 J・D・ショート 不可
試験範囲は課題１および２で学んだ部分すべてとなります。試験問題の多
くが課題の設問と同じ、もしくは類似した問いとなるため、課題で勉強し
たところを何度も復習して試験に臨んでください。

英語Ⅲ② 髙波 テキスト・
自筆ノート

・テキスト（Different Realities）のchapter７、８から出題します。
・分からない単語がないよう辞書でしっかり調べておきましょう。
・英文訳も出題します（各chapter３題ずつ）。
※テキストと自筆ノートのみ、持ち込み可とします。

スポーツ健康科学講義 金田 不可 テキストの第２章、第３章と第７章、第８章を中心に、復習をしておいて
ください。

現代日本文学Ａ

早川 テキスト

「補陀落渡海記」をよみ、祐信・正慶・日誉にとって補陀落がどのような
場所であったか、それぞれが渡海を決行するにあたり補陀落はどのような
役割を果たしているかを考察しておいてください。

現代日本文学Ｂ
「西班牙犬の家」の特に雑木林の中の不思議な家に至る経緯を読み直し、異
界と日常世界を隔てる境界と、越境する際のきっかけについて考察してお
いてください。

現代日本文学 早川 テキスト
「西班牙犬の家」の特に雑木林の中の不思議な家に至る経緯を読み直し、異
界と日常世界を隔てる境界と、越境する際のきっかけ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よく理解しておくこと。

日本文学文化概説B① リポート課題、スクーリングの学習内容をよく理解しておくこと。

日本文学文化概説① 河地 すべて可 リポート課題、スクーリングの学習内容をよく理解しておくこと。

日本文学文化概説A②

竹内 テキスト・
自筆ノート

範囲：伝統文化の再生における日本主義と日本的浪漫
ポイント：「真善美日本」「みだれ髪」の本文を精読（抜粋部分はむろん、全
体であることがのぞましい）し、概説との関連を考察すること。

日本文学文化概説B②
範囲：女性文化の構築における女性像の形象
ポイント：「或る女」「伸子」の本文を精読（抜粋部分に限定せず、全体で
あることがのぞましい）し、概説との関連を考察すること。

日本文学文化概説② 竹内 テキスト・
自筆ノート

範囲：女性文化の構築における女性解放/フェミニズム/ジェンダー
ポイント：「にごりえ」「原始女性は太陽だった」の本文を精読（抜粋部分
に限定せず、全体であることがのぞましい）し、概説との関連を考察する
こと。

近世日本文学史A
中山（尚） すべて可

近世の滑稽（笑い）の文学・文化について学習してください。

近世日本文学史B 近世の滑稽（笑い）の文学・文化について学習してください。

近世日本文学史 中山（尚） すべて可 近世の出版について版元名を含めて学習してください。

古典文法
日本語文法 田貝 不可

設問は大きく五題にわかれています。具体的には（一）詞と辞　（二）文節の
相互関係　（三）単語の分類　（四）用言の活用の種類と活用形　（五）辞の種
類と用法、活用形です。テキストをよく理解し、〔課題〕はもとより、本
文中の例題も文節・単語にわけ、品詞や用法を確認するとよいでしょう。

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よく理解しておくこと。

作家作品研究〈近世〉
近世日本文学講読 谷地 テキスト・

自筆ノート

試験問題は講義内容に示されている課題（１〜４）に適応している。それは
すべて『おくのほそ道』の特色を明らかにする目的で書かれたものである。
受験に際しては、与えられた解答用紙の八割以上の行数を埋めること。な
お、テキストと自筆ノートの持ち込みを許しているので、参考図書の中に
述べられている主張と、自分の意見とを混同しないよう注意しなさい。

日本の伝統行事A

久野 テキスト・
自筆ノート

テキスト『伝承歳時記』冬の章、および『学習のしおり』にあげた参考
書・事典などで、「節分行事」の「豆まき」や「鬼」について理解を深め
てください。その観点から、現在の「節分行事」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。

日本の伝統行事B

テキスト『伝承歳時記』夏の章、およ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。霊場や寺院巡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。

日本の伝統行事 久野 テキスト・
自筆ノート

テキスト『伝承歳時記』秋の章、および『学習のしおり』に挙げた参考
書・事典などで、「盆行事・彼岸行事」について理解を深めてください。そ
の観点から、「盆行事・彼岸行事」と「先祖」とのかかわりを捉えてみま
しょう。都道府県・市区町村史の民俗編で、行事の事例を調べてノートに
まとめましょう。事前に調べたノートとテキストの持ち込みは可です。

◇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４回）

日本民俗学A

久野 すべて可

テキスト『日本民俗学』の第二部六章「信仰」（p159〜p180）を読み、「民
間信仰」について理解してください。その中で、特に「俗信」について理
解を深め、自治体史の民俗編などを調べて、その地域の「俗信・占い・民
間医療・妖怪」などの事例を集めておきましょう。ご自身や家族が知って
いる「俗信・占い」も集めてみましょう。資料の持ち込みはすべて可とし
ます。

日本民俗学B

テキスト『日本民俗学』第二部四章（p119〜p138）を読み、民俗学が研
究対象とする「衣食住」について理解してください。その観点から、晴れ
着・普段着・仕事着、晴れの食・普段の食について、または、住まいの間
取りと各部屋の使い方についてのいずれかを捉えてください。自治体史の
民俗編で調べましょう。資料の持ち込みはすべて可とします。

日本民俗学 久野 すべて可

テキスト『日本民俗学』第二部三章「生業」（p94〜p118）を読み、民俗
学が研究対象とする「生業」について理解してください。その観点から、
伝統的な農作業（特に稲作）・漁法や、さまざまな職人の仕事についてのい
ずれかを実態的に捉えてください。自治体史の民俗編で調べましょう。資
料の持ち込みはすべて可とします。

生涯学習概論 島谷 不可
図書館には様々なサービスがありますが、生涯学習支援という観点からど
のようなサービスを活用することに注目が集まっているのかを再認識して
おいてください。テキストで取り上げられたサービスを中心に、なぜその
サービスが生涯学習支援となるのかを問います。

児童サービス論 島谷 不可
テキスト全体より、主にサービスの種類と内容の理解に関して出題します。
児童サービスで行われる特色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。

図書館資料論 島谷 不可
テキスト全体より、出題します。資料の種類とその特徴についてまとめて
おいてください。資料の収集や保存のサイクル（流れ）についても理解して
おいてください。

国語科指導法Ⅱ
国語科指導法 幸田 テキスト

（二種）
リポート課題、スクーリングの学習内容をよく復習しておくこと。その際、
教材研究については〔リポート課題への取り組み方〕に記した諸点をしっ
かり理解しておくこと。

憲法 名雪 指定六法
基本的人権から１問。
統治機構（天皇を除く）から１問。
なお2011年度の課題からは出題しない。

民法Ⅰ部 小林（秀） 指定六法 課題１〜４およびその関連事項を中心に復習してください。

民法Ⅱ部 太矢 不可 抵当権に関する論点

民法Ⅲ部 山下 指定六法 債務不履行責任

民法Ⅳ部 大坂 指定六法 課題２について復習しておいてください。

民法Ⅴ部 中村 指定六法 実子のところから出題します。

刑法Ⅰ部 伊藤 指定六法 刑法の基本原理（刑罰制度・罪刑法定主義）
構成要件該当性（構成要件の意義・犯罪の分類・因果関係・不作為）

刑法Ⅱ部 武藤 指定六法
２問中１問選択
Ａ殺人罪、同意殺人・自殺関与罪
Ｂ財産犯総論、窃盗罪（とくに「死者の占有」）

商法総則・商行為法
商法Ⅰ部 遠藤 指定六法 テキスト27頁〜45頁の範囲

会社法
商法Ⅱ部 堀口 指定六法 課題４に対応

手形法・小切手法
商法Ⅲ部 井上 指定六法 課題１から課題４について十分に復習をしておくこと。

経済法 多田 テキスト・
指定六法

私的独占の禁止（３条前段）、不当な取引制限の禁止（３条後段）に関する事
例問題

国際私法 笠原 指定六法 総論から出題する。

知的財産権法 曽我 不可 特許法全範囲　教科書pp.11〜107
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単位認定試験（筆記）（第４回）

　筆記試験当日、各試験会場にて下記の試験監督者による学習相談を受け付けます。
この相談は、日頃コミュニケーションが不足しがちな学生の皆さんとの交流の場でもありま
す。
　学生同士、もしくは通信教育に興味をお持ちの方などお誘いあわせのうえ、お気軽にご参
加ください。
　相談希望者は必ず受験申請期間内に事務室に電話で申込をしてください。
　なお、当該会場における試験申請者がいない場合、学習相談は実施しませんので、予めご
承知おきください。（実施の有無については、事務室にお問い合わせください。）

第４回　12月11日（日）　10：00〜11：00

会　　場 対応教員 対応教員の担当科目（専攻）

東京会場 野呂　芳信 「近現代日本文学史A/B」担当（日本近代詩専攻）

札幌会場 木村　　一 「日本語概説A/B」「日本語学特講A/B」担当（日本語学専攻）

大阪会場 今井　　上 「日本文学文化と風土A/B」担当（平安朝文学専攻）

長野会場 北澤　俊之 「教育実習Ⅰ/Ⅱ」担当（美術教育学専攻）

教員による学習相談 全学生対象
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単位認定試験（筆記）第４回
2011年　　　月　　　日提出

学部・学科 学部 　　　　　　　　　　　　学科　　　
氏　　　名

学籍番号（10ケタ） 　　　7
現　住　所 〒

電話番号（日中連絡がつく番号）
メールアドレス（ある場合）

相談希望会場 会　場　　　　　　　　
相談内容（学習に関する相談事項を具体的に書いてください）

※A４に拡大コピーをし、記入してください。

学習相談申込書
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単位認定試験（筆記）（第４回）
受験する科目が筆記試験による科目であるか『学習のしおり』で確認の上、申請してください。

単位認定試験（筆記）申請書

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

（注）１科目につき400円の定額小為替を同封し
　　 て封書で送ること。

　送付の際の必要書類
　　申請科目数×400円分の定額小為替

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。
＊定額小為替の同封がない申請書は受付できま
　せん。
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。

23 12 11

キ　リ　ト　リ
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土曜５期スクーリング

土曜５期スクーリングについて

『知的財産権法』のスクーリングについて

　土曜５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『学習
のしおり』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。
　後期（新入生）の受講希望者は、申込締切日（必着）までに必ず「履修登録届」を提出をして
ください。
◇開講日程　11月26日（土）・12月３日（土）・17日（土）
◇開講科目

※１　土曜５期開講の「レファレンスサービス演習・情報検索演習②」を受講するには、
■正科生の場合：
　・受講の前年度までに「図書館概論」「情報サービス概説」の単位を取得していること。
　・ スクーリングの申込までに「専門資料論」のリポート課題（課題１・２とも）に合格していること。
■科目等履修生の場合：
　・ 受講の前年度までに「図書館概論」「情報サービス概説」「専門資料論」の単位を修得していること。

※２　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”の正科生に適用
　　　Ｃカリキュラム＝　　　　　〃　　　　　“04”〜“07”の正科生に適用
　　　Ｂカリキュラム＝　　　　　〃　　　　　“ 00”〜“03”の正科生および科目等履修生、科目別履

修生に適用

　「知的財産権法」についてはすでに地方１期スクーリングを実施しましたが、冬期１期（12
月23日（金）〜12月25日（日））においても開講いたします。つきましては、受講方法等は
Ｐ. 22の「冬期１期スクーリングについて」 全学生対象 を参照してください。

科目名 教員名
カリキュラム（※２） 単

位
配当
学年

スクーリング
コードＤ Ｃ Ｂ

法学（含日本国憲法２単位） 宮原　均 ○ ○ ○ 4 1〜4 302001

スポーツ健康科学実技Ａ④
谷釜尋徳

○ ○ ○ 2 1〜4 306114

スポーツ健康科学実技Ｂ④ ○ ○ ○ 2 1〜4 306124

作家作品研究〈中世〉（後）
櫻井利佳

○ ○ 4 1〜3 215381

中世日本文学講読（後） ○ 4 1・2 214231

レファレンスサービス演習・
情報検索演習②　※１

吉岡敦子
○ ○ 2 2〜4 319222

レファレンスサービス演習・
情報検索演習②　※１ ○ 2 319222

スクーリング

全学生対象

法学部学生対象



17

土曜５期スクーリング
◇授業時間　 ９：30〜16：50（１時限　9：30〜11：00、２時限　11：10〜12：40、 

３時限　13：40〜15：10、４時限　15：20〜16：50）
◇開 講 地　 東洋大学　白山キャンパス 

「スポーツ健康科学実技Ａ・Ｂ④」は総合スポーツセンター（P.19の地図参照）
◇受 講 料　10,000円（受講できる科目は１科目のみです。）
◇申込期間　11月４日（金）〜11月11日（金）　振込厳守
◇手続方法

１．本誌綴じ込みの指定振込用紙に必要事項を記入し、受講料を振込。
２． 銀行窓口で振込後、収納印が押されたことを確認し、振込金連絡書（ハガキの部
分）に50円切手を貼って郵送。

＊11月11日（金）　消印有効〔事務室窓口受付も可　11月11日（金）16：45まで〕
＊上記２点が完了しないと受講できません。

◇注意事項
１． 本誌綴じ込みの指定振込用紙以外は使用できません。（ATM、ネットバンキング等
の銀行窓口以外からの振込不可）

２．振込後、振込金連絡書（ハガキ）の事務室到着をもって手続完了となります。
３． 振込金連絡書は、11月11日（金）の消印まで有効です。11月12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：７１４０１１１００１
　　　　　　　　　入学年度「２０１１」
　　＊�ただし、科目等履修生・科目別履修生は「Ｂカリキュラム（学籍番号の入学年度

が“00”〜“03”の正科生および科目等履修生、科目別履修生）」の欄を参照
してください。

６． 手続後の科目変更および振込後の返金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Ａ④・Ｂ④を受講する学生は、当日下記のものを持参し、
９：30までに東洋大学総合スポーツセンター（アリーナ棟１階アリーナ）へ集合し
てください。（P.19案内図参照）

　　　　・運動靴（「館内用」と「グラウンド用」の２種類を用意のこと）
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土曜５期スクーリング
　　　　・運動に適した服装
　　　　・筆記用具
　　　　・飲み物やタオルの準備
　　　　・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． 白山キャンパス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。また、総合スポーツセンターには学生食堂がありません。

10． スクーリングで使用するテキストの購入については、『東洋通信』2011年10月
号Ｐ. 28を参照してください。（後期新入生を除く）
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土曜５期スクーリング

東洋大学総合スポーツセンター　〒174－0053　東京都板橋区清水町92－1

◇会場案内図

アクセス
都営地下鉄三田線
「板橋本町駅」
A 2出口より 7分

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

東洋大学�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

東洋大学総合スポーツセンター

集合場所
（アリーナ棟1階アリーナ）の案内
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日曜５期スクーリング

日曜５期スクーリングについて
　日曜５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『学習
のしおり』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。
　後期（新入生）の受講希望者は、申込締切日（必着）までに必ず「履修登録届」を提出をして
ください。
◇開講日程　11月27日（日）・12月４日（日）・18日（日）
◇開講科目

◇授業時間　 ９：30〜16：50（１時限　9：30〜11：00、２時限　11：10〜12：40、 
３時限　13：40〜15：10、４時限　15：20〜16：50）

◇開 講 地　東洋大学　白山キャンパス
◇受 講 料　10,000円（受講できる科目は１科目のみです。）
◇申込期間　11月４日（金）〜11月11日（金）　振込厳守
◇手続方法

１．本誌綴じ込みの指定振込用紙に必要事項を記入し、受講料を振込。
２． 銀行窓口で振込後、収納印が押されたことを確認し、振込金連絡書（ハガキの部
分）に50円切手を貼って郵送。

＊11月11日（金）　消印有効〔事務室窓口受付も可　11月11日（金）16：45まで〕
＊上記２点が完了しないと受講できません。

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Ｄ Ｃ Ｂ

倫理学B
小坂田英之

○ ○ 2 1〜4 300081

倫理学概説（後） ○ 4 1〜4 211061

政治学 竹島博之 ○ ○ ○ 4 1〜4 302021

韓国文化事情B 金　蘭美 ○ 2 1〜4 315931

※　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”の正科生に適用
　　Ｃカリキュラム＝　　　　　〃　　　　　“04”〜“07”の正科生に適用
　　Ｂカリキュラム＝　　　　　〃　　　　　“ 00”〜“03”の正科生および科目等履修生、科目別履修

生に適用

全学生対象
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日曜５期スクーリング
◇注意事項

１． 本誌綴じ込みの指定振込用紙以外は使用できません。（ATM、ネットバンキング等
の銀行窓口以外からの振込不可）

２．振込後、振込金連絡書（ハガキ）の事務室到着をもって手続完了となります。
３． 振込金連絡書は、11月11日（金）の消印まで有効です。11月12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：７１４０１１１００１
　　　　　　　　　入学年度「２０１１」
　　＊�ただし、科目等履修生・科目別履修生は「Ｂカリキュラム（学籍番号の入学年度

が“00”〜“03”の正科生および科目等履修生、科目別履修生）」の欄を参照
してください。

６． 手続後の科目変更および振込後の返金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。
９． スクーリングで使用するテキストの購入については、『東洋通信』2011年10月
号Ｐ. 28を参照してください。（後期新入生を除く）

◇会場案内図
　東洋大学白山キャンパスの地図　P.19を参照してください。
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冬期１期スクーリング

冬期１期スクーリングについて
　冬期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『学習
のしおり』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　12月23日（金）・24日（土）・25日（日）
◇開講科目

科目名 担当教員名
カリキュラム（※２）

単位 配当
学年

スクーリング
コードD C B

コンピュータ・リテラシィ③ 富澤浩樹 ○ ○ ○ 2 1〜4 304013

日本文学文化概説Ｂ②
竹内清己

○ ○ 2 1・2 315032

日本文学文化概説②（後） ○ 4 1・2 214012

日本語概説Ｂ①
木村　一

○ ○ 2 1・2 315051

日本語概説①（後） ○ 4 1・2 214021

日本語学演習Ⅱ②

高梨信博

○ ○ 2 3 315092

日本語学演習Ⅲ② ○ ○ 2 4 314132

日本語学演習ⅡB① ○ 2 3 314081

日本文学文化特講≪古典≫Ｂ③
大内瑞恵

○ ○ 2 3・4 315313

近世日本文学文化特講（後） ○ 4 3・4 214361

書道Ⅰ③
大橋修一

○ ○ 2 1 319013

書道Ⅰ③ ○ 2 1・2 319013

総合演習②　※1 石渡延男 ○ ○ ○ 2 4 309572

民法Ⅳ部（債権各論）（後） 大坂恵里 ○ ○ ○ 4 3・4 240061

知的財産権法 曽我一正 ○ ○ ○ 4 3・4 341191

全学生対象

※１　�「総合演習」の開講は、2013（平成25）年３月31日までとなります。受講希望者は、2013（平成
25）年３月31日までに受講してください。

　　　 なお、「総合演習」を未修得で2013（平成25）年４月１日以降に教員免許状を取得する場合は、「教
職実践演習（中・高）」の履修が必要となります。

※２　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”の正科生に適用
　　　Ｃカリキュラム＝　　　　　〃　　　　　“04”〜“07”の正科生に適用
　　　Ｂカリキュラム＝　　　　　〃　　　　　“ 00”〜“03”の正科生および科目等履修生、科目別履

修生に適用

◇授業時間　９：30〜16：50（1時限　９：30〜11：00、
　　　　　　２時限　11：10〜12：40、3時限　13：40〜15：10、
　　　　　　４時限　15：20〜16：50）
◇開 講 地　東洋大学　白山キャンパス
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冬期１期スクーリング
◇受 講 料　10,000円（受講できる科目は１科目のみです。）
◇申込期間　12月１日（木）〜12月８日（木）　振込厳守
◇手続方法

１．本誌綴じ込みの指定振込用紙に必要事項を記入し、受講料を振込。
２． 銀行窓口で振込後、収納印が押されたことを確認し、振込金連絡書（ハガキの部
分）に50円切手を貼って郵送。

＊12月８日（木）　消印有効〔事務室窓口受付も可　12月８日（木）16：45まで〕
＊上記２点が完了しないと受講できません。

◇注意事項
１． 本誌綴じ込みの指定振込用紙以外は使用できません。（ATM、ネットバンキング等
の銀行窓口以外からの振込不可）

２．振込後、振込金連絡書（ハガキ）の事務室到着をもって手続完了となります。
３． 振込金連絡書は、12月８日（木）の消印まで有効です。12月９日（金）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：７１４０１１１００１
　　　　　　　　　入学年度「２０１１」
　　＊�ただし、科目等履修生・科目別履修生は「Ｂカリキュラム（学籍番号の入学年度

が“00”〜“03”の正科生および科目等履修生、科目別履修生）」の欄を参照
してください。

６． 手続後の科目変更および振込後の返金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． スクーリングで使用するテキストの購入については、『東洋通信』2011年10月
号P. 28を参照してください。（後期新入生を除く）

◇会場案内図
　東洋大学白山キャンパスの地図　P.19を参照してください。



24

冬期２期スクーリング

冬期２期スクーリングについて
　冬期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『学習
のしおり』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　12月26日（月）・27日（火）・28日（水）
◇開講科目

科目名 担当教員名
カリキュラム（※）

単位 配当
学年

スクーリング
コードD C B

近世日本文学史Ｂ
中山尚夫

○ ○ 2 1・2 315191

近世日本文学史（後） ○ 4 1・2 214181

作家作品研究〈中古〉（後）
河地修

○ ○ 4 1〜3 215371

古代日本文学講読（後） ○ 4 1・2 214221

教育実習事前指導② 永田正博 ○ ○ ○ 0 3 309542

※　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”の正科生に適用
　　Ｃカリキュラム＝　　　　　〃　　　　　“04”〜“07”の正科生に適用
　　Ｂカリキュラム＝　　　　　〃　　　　　“ 00”〜“03”の正科生および科目等履修生、科目別履修

生に適用

◇授業時間　９：30〜16：50（1時限　９：30〜11：00、
　　　　　　２時限　11：10〜12：40、3時限　13：40〜15：10、
　　　　　　４時限　15：20〜16：50）
◇開 講 地　東洋大学　白山キャンパス
◇受 講 料　10,000円（受講できる科目は１科目のみです。）
◇申込期間　12月１日（木）〜12月８日（木）　振込厳守
◇手続方法

１．本誌綴じ込みの指定振込用紙に必要事項を記入し、受講料を振込。
２． 銀行窓口で振込後、収納印が押されたことを確認し、振込金連絡書（ハガキの部
分）に50円切手を貼って郵送。

＊12月８日（木）　消印有効〔事務室窓口受付も可　12月８日（木）16：45まで〕
＊上記２点が完了しないと受講できません。

◇注意事項
１． 本誌綴じ込みの指定振込用紙以外は使用できません。（ATM、ネットバンキング等
の銀行窓口以外からの振込不可）

２．振込後、振込金連絡書（ハガキ）の事務室到着をもって手続完了となります。
３． 振込金連絡書は、12月８日（木）の消印まで有効です。12月９日（金）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。
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冬期２期スクーリング
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：７１４０１１１００１
　　　　　　　　　入学年度「２０１１」
　　＊�ただし、科目等履修生・科目別履修生は「Ｂカリキュラム（学籍番号の入学年度

が“00”〜“03”の正科生および科目等履修生、科目別履修生）」の欄を参照
してください。

６． 手続後の科目変更および振込後の返金はいかなる理由があってもできません。
７． 「履修登録届」に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ませんので、昼食は各自で用意してください。
９． スクーリングで使用するテキストの購入については、『東洋通信』2011年10月
号P. 28を参照してください。（後期新入生を除く）

◇会場案内図
　東洋大学白山キャンパスの地図　P.19を参照してください。
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連休４期スクーリング

連休４期スクーリングについて
　連休４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『学習
のしおり』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　2012年１月７日（土）・８日（日）・９日（月）
◇開講科目

科目名 教員名
カリキュラム（※２） 単

位
配当
学年

スクーリング
コードＤ Ｃ B

比較文学文化演習Ⅰ　 大野寿子 ○ ○ 2 2 315061

中国の古典〈史記・孟子〉（後）

山口るみ子

○ 4 2〜4 215951

中国の古典≪孟子≫ ○ 2 2〜4 315731

漢文講読Ⅱ（後） ○ 4 3・4 214521

国語科指導法Ⅱ
幸田国広

○ ○ 2 3 309591

国語科指導法（後） ○ 4 3 209481

資料組織演習②　※１ 吉岡敦子 ○ ○ ○ 2 2〜4 319232

※１　連休４期開講の「資料組織演習②」を受講するには
　　　■ 正科生の場合、スクーリングの申込までに「資料組織概説」のリポート課題（課題１・２とも）に合

格していること。
　　　■科目等履修生の場合、受講の前年度までに「資料組織概説」の単位を修得していること。
※２　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”の正科生に適用
　　　Ｃカリキュラム＝　　　　　〃　　　　　“04”〜“07”の正科生に適用
　　　Ｂカリキュラム＝　　　　　〃　　　　　“ 00”〜“03”の正科生および科目等履修生、科目別履

修生に適用

全学生対象

◇授業時間　９：30〜16：50（1時限　９：30〜11：00、
　　　　　　２時限　11：10〜12：40、3時限　13：40〜15：10、
　　　　　　４時限　15：20〜16：50）
◇開 講 地　東洋大学　白山キャンパス
◇受 講 料　10,000円（受講できる科目は１科目のみです。）
◇申込期間　12月９日（金）〜12月16日（金）　振込厳守
◇手続方法

１．本誌綴じ込みの指定振込用紙に必要事項を記入し、受講料を振込。
２． 銀行窓口で振込後、収納印が押されたことを確認し、振込金連絡書（ハガキの部
分）に50円切手を貼って郵送。

＊12月16日（金）　消印有効〔事務室窓口受付も可　12月16日（金）16：45まで〕
＊上記２点が完了しないと受講できません。
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連休４期スクーリング
◇注意事項

１． 本誌綴じ込みの指定振込用紙以外は使用できません。（ATM、ネットバンキング等
の銀行窓口以外からの振込不可）

２．振込後、振込金連絡書（ハガキ）の事務室到着をもって手続完了となります。
３． 振込金連絡書は、12月16日（金）の消印まで有効です。12月17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：７１４０１１１００１
　　　　　　　　　入学年度「２０１１」
　　＊�ただし、科目等履修生・科目別履修生は「Ｂカリキュラム（学籍番号の入学年度

が“00”〜“03”の正科生および科目等履修生、科目別履修生）」の欄を参照
してください。

６． 手続後の科目変更および振込後の返金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。
９． スクーリングで使用するテキストの購入については、『東洋通信』2011年10月
号P. 28を参照してください。（後期新入生を除く）

◇会場案内図
　東洋大学白山キャンパスの地図　P.19を参照してください。
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地方４期スクーリング（新潟）

地方４期スクーリング（新潟）について
　地方４期スクーリング（新潟）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
『学習のしおり』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　2012年１月７日（土）・８日（日）・９日（月）
◇開講科目

◇会　　場　新潟市生涯学習センター（「クロスパルにいがた」内）
　　　　　　〒951－8055　新潟市礎町通３ノ町2086
　　　　　　TEL：025－224－2088　FAX：025－223－4572
◇集　　合　2012年１月７日（土）　9：30（厳守）　現地集合
◇授業日程

法学部学生対象

◇受 講 料　10,000円（受講できる科目は１科目のみです。）
◇定　　員　総計30名
◇申込期間　12月９日（金）〜12月16日（金）　振込厳守
◇手続方法

１．本誌綴じ込みの指定振込用紙に必要事項を記入し、受講料を振込。
２． 銀行窓口で振込後、収納印が押されたことを確認し、振込金連絡書（ハガキの部
分）に50円切手を貼って郵送。

＊12月16日（金）　消印有効〔事務室窓口受付も可　12月16日（金）16：45まで〕
＊上記２点が完了しないと受講できません。

◇注意事項
１． 本誌綴じ込みの指定振込用紙以外は使用できません。（ATM、ネットバンキング等
の銀行窓口以外からの振込不可）

２．振込後、振込金連絡書（ハガキ）の事務室到着をもって手続完了となります。

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Ｄ Ｃ B

法思想史 後藤武秀 ○ ○ ○ 4 3・4 341031

※　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”の正科生に適用
　　Ｃカリキュラム＝　　　　　〃　　　　　“04”〜“07”の正科生に適用
　　Ｂカリキュラム＝　　　　　〃　　　　　“ 00”〜“03”の正科生および科目等履修生、科目別履修

生に適用

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

1/7（土） オリエンテー
ション・授業 授　業 授　業 授　業

1/8（日） 授　業 授　業 授　業 授　業
1/9（月） 授　業 授　業 授　業 授業終了後、解散
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地方４期スクーリング（新潟）

アクセス
ＪＲ：�新潟駅万代口より�

徒歩20分程度
バス：�古町方面行き、�

「礎町」または�
「本町」下車、�
徒歩3〜5分

JR新潟駅

新潟市生涯学習センター（「クロスパルにいがた」内）

３． 振込金連絡書は、12月16日（金）の消印まで有効です。12月17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：７１４０１１１００１
　　　　　　　　　入学年度「２０１１」
　　＊�ただし、科目等履修生・科目別履修生は「Ｂカリキュラム（学籍番号の入学年度

が“00”〜“03”の正科生および科目等履修生、科目別履修生）」の欄を参照
してください。

６． 手続後の科目変更および振込後の返金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． スクーリングで使用するテキストの購入については、『東洋通信』2011年10月
号P. 28を参照してください。（後期新入生を除く）

◇会場案内図　
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2012（平成24）年度からの変更事項

重要なお知らせ

１．2012年度からの各種変更について　
　2012（平成24）年４月より、新カリキュラムの開始、メディア授業の開始、通信教育課
程の各種手続きのwebでのオンライン化（2012年10月稼働予定）などが予定されています。
　このことにより、学習スタイルの多様化、学習進度の確認や各種手続の迅速化、厳密化な
どが図られ、学習をする上でのメリットが向上する予定です。
　これに伴い、正科生・科目等履修生・科目別履修生・特修生の学費が改定される予定です。
詳細は、順次お知らせいたしますので確認ください。

２．学習パターンの一部取りやめについて（４単位科目）
　４単位科目におけるスクーリング（全体部）は［リポート１・２・３・４］の全体の内容に
対応する２単位分のスクーリングであり、下記のパターン５・６、特例パターンの学習が可
能でしたが、2012（平成24）年４月より４単位科目におけるスクーリング（全体部）は（前半
部）または（後半部）でのスクーリングとなります。
　つきましては、下記のパターン５・６、特例パターンでの学習はなくなりますので、学習
途中の場合は、2012年３月末までの単位修得を目指してください。

［学習パターン（４単位科目）］

３．科目等履修生・科目別履修生のカリキュラム（教育課程表）の変更について
　2012（平成24）年度より、科目等履修生・科目別履修生のカリキュラム（教育課程表）が

全学生対象

全学生対象

　（Ａ）  「特例パターン」は、授業科目によって認められる科目と、認められない科目がある
ので、『学習のしおり』で確認すること。

　（Ｂ）  「特例パターン」での学習が認められる科目の場合、その授業内容は同一となること
があるので承知しておくこと。
■の部分は、2012年３月までとなります。

スクーリング受講（全体部）スクーリング受講（全体部）特例パターン

スクーリング受講（全体部）リポート学習［課題１・２］パターン６

リポート学習［課題３・４］スクーリング受講（全体部）パターン５

スクーリング受講（後半部）リポート学習［課題１・２］パターン４

リポート学習［課題３・４］スクーリング受講（前半部）パターン３

スクーリング受講（後半部）スクーリング受講（前半部）パターン２

リポート学習［課題１・２・３・４］パターン１

＋

＋

＋

＋

＋

＋

単

　位

　認

　定

　試

　験

合

　
　
　
　
　
　
　
　
　格

単

　
　位

　
　修

　
　得
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重要なお知らせ
変更されます。このことにより、履修する科目・単位数・教員免許状取得要件などが変更と
なることがあります。
　また、2012（平成24）年度からは、科目等履修生・科目別履修生の2011年度まで継続
履修している科目の学習履歴（リポートおよびスクーリングの合格）は継続されません。

　つきましては、2011年度に履修した科目は、2011年度内［2011年４月登録者：
2012年３月末まで、2011年10月登録者：2012年９月末まで］の単位修得を目指
してください。
　なお、単位修得に必要なリポート提出期限、スクーリング受講期限、単位認定試験（筆
記・論文）の受験期限については４月登録者（前期生）は、P.�37を参照してください。ま
た、10月登録者（後期生）は2012年度『学習のしおり』（2012年３月配付）を参照して
ください。

　カリキュラムの詳細は、『2012（平成24）年度入学案内・入学要項（2011年12月末完成
予定）』でお知らせします。
　【科目等履修生・科目別履修生の2012（平成24）年度カリキュラム適用時期】
　（１） ４月登録者（前期生）　2012（平成24）年４月１日
　（２） 10月登録者（後期生）　2012（平成24）年10月１日

４．市販教材の配本について
　2012（平成24）年度に予定している教育課程表（カリキュラム）変更（上記３．）に合わせ、
2012（平成24）年度より、科目等履修生・科目別履修生・特修生の市販教材の配本は行い
ませんのでご注意ください。
　また、正科生の学科教育課程表にない科目（教職科目や法学部の司書科目など）についても、
市販教材の配本は行いませんのでご注意ください。

５．卒業論文題目登録申請の基準の変更について
　2012（平成24）年度より、卒業論文題目登録申請の基準が変わります。
　基準は、98単位以上修得済み（見込み）　　を　　84単位修得済み　　へ変更します。
　このことにより、卒業論文題目登録申請の基準が明確化し、各自の学習計画が立てやすく
なります。

６．卒業申請手続の廃止について
　2012（平成24）年度より、卒業申請手続は廃止されます。
　このことにより、卒業論文合格者が改めて卒業に向けての手続は不要となり、卒業単位が
充足すれば自動的に卒業となります。

　なお、上記の項目以外にも変更を予定していることが多くあります。決定次第
『東洋通信』上で発表していきます。

全学生対象

正科生対象

正科生対象
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重要なお知らせ

１．図書館司書資格要件の変更について
　「図書館法施行規則の一部を改正する省令」（以下、改正省令と呼称）が2012（平成24）年
４月から施行されることにともない、同時に本学開講の履修科目および単位数が変更されま
す。このことにより、以下の対応となりますので、履修にあたっては十分に注意してくださ
い。
　（１） 正科生
　　 　改正省令後の科目の変更はありません。現行省令における本学開講科目（13科目26単
位）をすべて修得し、卒業すること。

　　 　卒業できなかった場合は、下記（２）の科目等履修生と同様の対応となりますので、ご
注意ください。

　（２） 科目等履修生
　　 　2011（平成23）年度については、現行省令における本学開講科目（13科目26単位）
で履修すること。また、2012（平成24）年度からは改正省令後の本学開講科目で履修
すること。

　　 　2012（平成24）年４月以降に図書館司書資格を取得する場合は、2011（平成23）年
度までに修得された科目を改正省令後の新科目に読み替えて、現行の本学開講科目と改
正省令後の本学開講科目と合わせての資格取得となります。

　　 　履修開始の時期によって、履修内容・方法が異なりますので、以下の内容を確認して
ください。

　　 　なお、2012（平成24）年度から変更となる本学開講科目は、『2012（平成24）年度
入学案内・入学要項』でお知らせします。

■2011年４月科目等履修生登録者（前期生）
　①2012（平成24）年３月末までの資格取得を目指す場合
　　 　2011（平成23）年度内（2012年３月末まで）に、現行省令における本学開講科目（13
科目26単位）をすべて修得してください。

　②2012（平成24）年４月以降の資格取得を目指す場合
　　 　2012（平成24）年４月からは2011（平成23）年度までに修得した科目を改正省令後
の本学開講科目に読み替え、不足している科目を履修します。

　　 　つきましては、2011年度に履修した科目は、2011年度内（2012年３月末まで）の
単位修得を目指してください。

全学生対象

教職・諸資格
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重要なお知らせ
●2012（平成24）年３月末までに単位を修得する場合の各種期限（前期生）

提出・受講・受験期限 注意事項

リポート提出期限（※） 2011年11月30日
（必着）

左記提出期限までにリポートを提出すれ
ば、下記年度内単位認定試験申請に間に
合うよう、結果を返送します。

スクーリング受講期限 連休４期
（１/９終了分）

単位認定試験（筆記）
受験期限 2012年１月22日

単位認定試験（論文）
提出期限

2012年２月15日
（16：45必着）

通常、答案の提出期間は問題送付日より
40日間となりますが、単位認定試験（論
文）の申請が遅い場合でも提出期限は左記
の通りです。

※ リポート提出期限を過ぎてもリポートの提出は受付しますが、上記年度内単位認定試験が
受験できない場合があります。

※2012年３月末までに単位修得に至らなかった科目のリポート合格は継続されません。

■2011年10月科目等履修生登録者（後期生）
　①2012（平成24）年３月31日までの資格取得を目指す場合
　　 　2012（平成24）年３月31日までに、現行省令における本学開講科目（13科目26単
位）をすべて修得してください。

●2012（平成24）年３月31日までに単位を修得する場合の各種期限（後期生）
提出・受講・受験期限 注意事項

リポート提出期限（※） 2012年１月６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 連休４期
（１/９終了分）

単位認定試験（筆記）
受験期限 2012年３月11日

単位認定試験（論文）
提出期限

2012年３月９日
（16：45必着）

通常、答案の提出期間は問題送付日より
40日間となりますが、単位認定試験（論
文）の申請が遅い場合でも提出期限は左記
の通りです。

※ リポート提出期限を過ぎてもリポートの提出は受付しますが、上記単位認定試験が受験で
きない場合があります。

　②2012（平成24）年９月30日までの資格取得を目指す場合
　　 　現行省令における本学開講科目（13科目26単位）のほかに2012（平成24）年４月に
１科目２単位の必修科目を追加履修する必要があります（対象者には2012年３月に振込
用紙を別途送付します）。

　　　各種提出期限等は、2012年度『学習のしおり』で確認してください。



34

重要なお知らせ
　③2012（平成24）年10月以降の資格取得を目指す場合
　　 　2011（平成23）年度までに修得した科目を改正省令後の本学開講科目に読み替え、不
足している科目を履修します。

　　 　つきましては、2011年度に履修した科目は、2011年度内（2012年９月末まで）の
単位修得を目指してください。

　　　各種提出期限等は、2012年度『学習のしおり』で確認してください。

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

　「教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令」が2009（平成21）年４月１日から施行
されました。この改正で教育職員免許状に係る所要資格を得るために修得が必要な「教職に
関する科目」として、「教職実践演習」が新設され、2010（平成22）年度の１年次入学者よ
り適用されています。
　この「教職実践演習」は、2010（平成22）年度１年次入学生が４年生となる2013（平成
25）年度実施とされていることから、2013（平成25）年３月31日までは、「経過措置」が
設けられています。
　このことにより、本学では2013（平成25）年３月31日まで「教職に関する科目」として
「総合演習」を開講します。教員免許状取得を目指す2011年度３・４年生の学生は、2013
（平成25）年３月31日までに「総合演習」を履修・合格してください。 2013（平成25）年
３月31日までに「総合演習」を修得した場合は、2013（平成25）年度より開設される「教
職実践演習」を改めて履修する必要はありません。ただし、2013（平成25）年３月31日ま
でに「総合演習」未修得の場合は、2013（平成25）年４月１日以降に「教職実践演習」の
履修が必要となりますのでご留意ください。

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

　次の表１に該当する前期生で2012年３月に卒業ができない学生は、2012年３月31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。
◆在学年限超過対象者には、３月中旬に通知します。
◆ 在学年限超過に伴う退学後、引き続き学業の継続を希望する場合は、再入学することがで
きます。（＊次の記載を参照してください。）

　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
入学を許可します。再入学手続の詳細は、３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。

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

◆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、認定単位が修得済単位より減少する場合があります。

　表１

期　　　限
リポート提出 2011年11月30日（水）　【必着】

単位認定試験（論文）提出 2012年  2月15日（水）　16：45　【必着】
単位認定試験（筆記）受験 2012年  1月22日（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

土・日曜５期スクーリングまで（11月
17・18日終了分）

スクーリング試験で
単位修得となる科目

連休４期スクーリングﾞまで（１月９日終
了分）

　※上記期限内に学習を終え、単位認定試験に合格した場合、単位の認定となります。
　※ 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。

前期生対象
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学籍
　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 再入学年次
31単位以下 １年次
32単位以上62単位未満 ２年次
62単位以上96単位未満 ３年次
96単位以上 ４年次
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教務・諸資格

後期生対象
　学生証裏面シールの有効期限が「2011年10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。

学生証裏面シールの更新について

　次の課題の学習を進めるにあたっての参考とするため、また不慮の郵便事故等に備えて作
成したリポート〔含む単位認定試験（論文）〕はコピーをとり、必ず手元に保管してください。

リポート提出上の注意事項について 全学生対象

リポート提出・スクーリング受講・単位認定試験（筆記・論文）の期限について
■対象学生
　①2012年３月卒業または単位修得予定の正科生
　②2011年12月転部・転科試験受験予定の正科生
　③2012年３月修了の科目等履修生
　④2012年３月修了予定の特修生
　⑤2012年度教育実習参加予定の正科生・科目等履修生

前期生対象

●リポートについて
2012年３月末までに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 留意事項

2011年11月30日
（必着）

左記提出期限までにリポートを提出す
れば、下記年度内単位認定試験申請に
間に合うよう結果を返送します。

左記提出期限を過ぎてもリポートの提出
は受け付けしますが、下記年度内単位認
定試験が受験できない場合があります。

※ 2011年４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、2012年３
月末までに単位修得に至らなかった科目の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。
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●スクーリングについて
2012年３月末までに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

土・日５期まで
（12/17.18終了分）

連休４期まで
（１/９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
通知書」受け取り後の申請となります。

※ 2011年４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、2012年３
月末までに単位修得に至らなかった科目のリポート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。

●単位認定試験について
2012年３月末までに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１月22日 2012年２月15日
（16：45必着）

通常、答案の提出期間は問題送付日より40日間となり
ますが、単位認定試験（論文）の申請が遅い場合でも提
出期限は左記のとおりです。

※ 2011年４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、上記提出期
限を過ぎての単位認定試験受験および提出をすることはできません。

■３部間聴講で通信教育課程の科目を受講している通学課程の学生

事
項
・
期
限

リポート提出期限 2011年11月30日（水）　【必着】

単位認定試験（論文）提出期限 2012年 1月31日（火）　16：45【必着】

単位認定試験（筆記）受験 2012年 1月22日（日）　受験・合格分まで認定

※ ３部間聴講の通学課程学生の上記リポート、単位認定試験（論文）の提出期限はともに厳守
です。期限を過ぎての提出は一切受付できません。
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「教育実習」参加事前説明会について

2012年度「介護等体験」参加の事前申請手続について

教職

2013年度に教育実習への参加を希望する学生（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開催します。
希望者は出席してください。
なお、2012年度介護体験の参加予定者は、介護体験の説明会に参加してください（前期生

対象の説明会を2012年５月頃を予定していますので、希望者は参加してください）。

日　　時 2011年11月12日（土）　13：00〜14：00

場　　所 白山キャンパス　６号館２F　6212教室

対　　象 3・4年生および科目等履修生

１．対象者
　　　2012年度に正科生３年次以上の学生。
２．対象となる免許状
　　　中学校１種普通免許状（国語・社会）を取得する場合に必要となります。
３．手続など
　　 　Ｐ.40の“2012年度「介護等体験」参加について”を参照し、説明会・指導会に必
ず参加して今後の手続を確認してください。

４．「介護等体験」実施期間
　　 　2012年５月下旬頃から2013年１月末までの合計７日間（原則として特別支援学校
で２日間、社会福祉施設で５日間）　※体験期日・曜日については、教育委員会と社会福
祉協議会より指定されることになるので原則変更はできません。注意してください。

５．体験内容
　　 　介護、介助のほか、障がいを持つ方等の話し相手、散歩の付添いなどの交流体験、あ
るいは清掃や洗濯といった、受入施設の職員に必要とされる業務の補助など、「介護等体
験」を行う方の知識・技能の程度、受入施設の種類、業務内容・状況等に応じ、幅広い
体験が想定されています。

６．体験地
　　 　東京都内の学校・施設での「介護等体験」となります。
　　 　東京都以外での体験は、その受入れや条件が東京都とは異なるため、本学からの派遣
が困難な場合が多々見受けられます。

後期生希望者対象

体験希望者対象 【重要】
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７．注意事項
　　　（１） 科目等履修生の「介護等体験」は、受付していません。
　　　※ 本学通信教育課程並びに通学課程卒業の科目等履修生は、事前に事務室に相談して

ください。
　　　（２） 下記に該当する方は、「介護等体験」の必要はありません。
　　　　　 ①小学校・中学校１種または２種の免許状を所有している方
　　　　　 ② 保健師、助産師、看護師、准看護師、特別支援学校教員、理学療法士、作業療

法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士のいずれかの免許資格を有してい
る方

　　　　　 ③身体障がい者（１級〜６級）

2012年度「介護等体験」参加について

　2012年度「介護等体験」への参加を希望する者は、P.41「介護等体験参加要件チェッ
クリスト」と事前に配布している「各種申込用紙」に綴じ込まれた「介護等体験許可願」を
記入のうえ、2012年11月12日（土）に行われる「介護等体験」事前説明会に参加してくだ
さい。
　なお、2012年度「介護等体験」参加のためには、以下の「介護等体験」事前説明会およ
び「介護等体験」事前指導会に必ず参加しなければなりません。
　この「介護等体験」事前説明会・指導会に参加しなかった場合、2012年の「介護等体験」
には派遣できません。

2011年11月12日（土）　13：00〜14：00　「介護等体験」事前説明会
　　　　　東洋大学白山キャンパス　６号館２F　6203教室
　　　　　内容　「介護等体験」参加にあたる心構え
　　　　　　　　事務手続説明
　　　　　　　　「介護等体験」許可願、介護等体験参加要件チェックストの提出

2012年４月上旬を予定　13：00〜18：00（予定）　「介護等体験」事前指導会
　　　　　東洋大学白山キャンパス　詳細は「東洋通信」2012年３月号でお知らせします。
　　　　　内容　「介護等体験」参加にあたる諸手続
　　　　　　　　通学課程との合同オリエンテーション

上記それぞれの行事に必ず参加してください。
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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、「介護等体験」に参加できない。

（不明な点は通信教育課事務室へ提出前に問い合わせること）

□「介護等体験」の趣旨をよく理解していること

□中学校教諭免許状の取得希望者であること

□小学校・中学校１種または２種の免許状を有していないこと

□介護に関する専門的な知識を有すると認められる資格を有していないこと

　（例： 保健師・助産師・看護師・准看護師・特別支援学校教諭免許所持者・理学療

法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・義肢装具士免許所持者）

□ 身体上（身体障がい者１級〜６級）・精神上の障がいにより「介護等体験」を行う

ことが困難な者でないこと

□今後予定される説明会・指導会にすべて参加できる者

□今後必要になる手続を指定期日内に行うことのできる者

□来年度も継続して本学通信教育課程に在籍する者

□ その他、大学の判断で「介護等体験」（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

　　　　　　　　上記チェックリストに相違ありません。

　　　　　　　　　　　　　　　　学籍番号　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

「介護等体験参加要件チェックリスト」

「介護等体験許可願」とともに、11月12日（土）の説明会で提出してください。

A4に拡大してください
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２０１１

A4に拡大してください
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ドナルド・キーン先生　東洋大学名誉博士授与記念
東洋大学文学部伝統文化講座のご案内 全学生対象

その他

　東洋大学文学部伝統文化講座を下記のとおり開催いたします。日本文学文化の音楽世界に
是非ご参加ください。
　当日の14：00から、円了ホールにて、このたび、日本国への帰化永住を表明された本学
学術顧問、コロンビア大学名誉教授、ドナルド・キーン先生への、東洋大学名誉博士の称号
授与式が行われます。また、キーン先生の記念講演の題目は、「王朝の美意識」です。
　授与式・記念講演・伝統文化講座とも、入場は自由、無料です。
　土曜日の開催ですので、通信生も積極的にご参加ください。一般の方の来場も歓迎します。

　１．月　　日　　　11月26日（土）
　２．会　　場　　　東洋大学　白山キャンパス５号館Ｂ２Ｆ　井上円了ホール
　３．内　　容　　　舞は駿河舞　弾くものは琵琶─清少納言と音楽─
　　　　　　演　奏
　　　　　　　　石川　高　　（雅楽演奏家　笙・和琴）
　　　　　　　　中村　かほる（雅楽演奏家　琵琶）
　　　　　　　　中村　仁美　（雅楽演奏家　篳篥・筝）
　　　　　　　　八木　千暁　（雅楽演奏家　笛）
　　　　　　　　鈴木　絵里　（雅楽演奏家　舞）
　　　　　　解　説
　　　　　　　　石田　百合子
　４．入場料　　　　無　料
　５．タイムスケジュール
　　　　　　13：40　開場
　　　　　　14：00　授与式
　　　　　　14：10　ドナルド・キーン先生記念講演「王朝の美意識」
　　　　　　14：40　開演（伝統文化講座）
　　　　　　16：10　終了予定
　　　　　　＊申込不要です。
　　　　　　＊時間には余裕を持ってご入場ください。
　　　　　　＊友人等との同伴も可能です。

　【問い合わせ先】
　　　　　　〒112－8606　東京都文京区白山５－28－20
　　　　　　東洋大学文学部日本文学文化学科　河地研究室
　　　　　　TEL：03－3945－7367
　　　　　　E-mail： o-kawaji@toyo.jp

開演にさきだち、ドナルド・キーン先生への東洋大学名誉博士の称号授与式を行います。

13:40　開場
14:00　授与式
14:10　記念講演「王朝の美意識」
14:40　開演（伝統文化講座）
16:10　終了予定
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【問合せ先】
　東洋大学文学部日本文学文化学科
　河地研究室
　　　 　東京都文京区白山5-28-20

【交通】
　都営地下鉄三田線白山駅徒歩6分
　東京メトロ南北線本駒込駅徒歩6分
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■日時　2011年11月26日 (土 )
	 	 	 14：00～（開場 13：40）
■会場　井上円了ホール　（東洋大学白山キャンパス井上記念館B2F）

東洋大学文学部伝統文化講座
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2012年度転部・転科試験について 前期生対象
　通信教育課程から通学課程（第１部・第２部）への転部・転科試験を下記の要領で実施しま
す。
　なお、後期生および特修生から正科生となった学生の受験資格はありません。

１．対象学年および志願条件
　　（1）  １年次から２年次への転部・転科 

１年次終了時に卒業単位32単位以上の修得が見込まれる者
　　（2）  ２年次から３年次への転部・転科 

２年次終了時に卒業単位62単位以上の修得が見込まれる者

　　※転部・転科先の認定単位により、同一学年になる場合があります。
　　※複数学部、学科への出願はできません。
　　※ 学部・学科によっては募集を行いません。詳細は通信教育課事務室前の掲示板にて確

認してください。

２．手続について
　転部・転科を希望する学生で上記の条件に該当する方へ、志願書と実施要項を配布します。
郵送を希望する方は、任意のA4用紙に「転部・転科試験実施要項希望」および「学部・学
科、学籍番号、学年、氏名、志望学部・学科」を明記のうえ、140円分の切手と宛名シール
１枚（宛名明記）を同封し、事務室宛に申し込んでください。

〈実施要項配布受付期間〉
2011年11月10日（木）〜11月30日（水）

─── 実施要項（抜粋） ───

出願期間　　2011年11月21日（月）〜11月30日（水）（窓口取扱時間内）
受 験 料　　10,000円　※受験料納入後の返還はいたしません。
試験日時　　2011年12月24日（金）　９：40　集合
試験会場　　①白山キャンパス　（文・経済・経営・法学部希望者）
　　　　　　②白山第２キャンパス　（国際地域学部希望者）
　　　　　　③川越キャンパス　（理工学部希望者）
試験科目［昨年度参考］
　　　　　　◆文学部日本文学文化学科……古典講読・国文学史・面接
　　　　　　　※文学部は学科によって試験科目が異なります。
　　　　　　◆法学部……英語・論文・面接
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学　　費　　転部・転科先の学年と同様になります。
　　　　　　（その他諸経費の別途徴収があります）

　　　　　　※ 過去の試験問題を閲覧することができます（コピー・携帯電話・デジタルカメ
ラ等での写真撮影は不可）。

　　　　　　場所：通信教育課事務室（甫水会館１Ｆ）
　　　　　　期間：2011年12月10日（土）まで（窓口取扱時間内）

　正科生のうち、冬期スクーリング受講者を対象に奨学生を募集します。奨学金貸与希望者
は、期間内に願書を請求・送付してください。
　なお、日本学生支援機構からの正式な文書により内容が確定しますので、下記内容は変更
になる可能性があります。ご注意ください。

●奨学金の出願の条件（以下のすべてを満たすもの）
　○正科生
　○冬期スクーリングを受講する者
　○人物・学力に優れ、健康な学生
　　以下に該当する学生は出願対象外です。
　　・四年制大学卒業生で、大学在学時に日本育英会の奨学金の貸与を受けた者
　　・ ２年次に編入学した短期大学卒業生で、短大在学時に日本育英会奨学金の貸与を受け

た者（ただし、入学の翌年以降に出願することができる）
　　・2011年夏期スクーリングで奨学金の貸与を受けた者

●貸与金額
　○第１種奨学金（無利子）
　　面接授業を受講する年度について　８万8千円
　○第２種奨学金（有利子）
　　３万円、５万円、８万円、10万円の中から希望月額を選択できる
　　＊併用貸与あり。

●返済に当たっての保証人の選出
　○人的保証の場合、保証人と連帯保証人の実印および印鑑登録証明が必要になります。
　○ 機関保証の場合、貸与額から一定額の保証料を差し引き、保証に当てる制度で、日本学
生支援機構からはこちらの保証制度を勧められています。

日本学生支援機構奨学生の募集について 正科生で冬期スクーリング受講者のみ対象（予定）
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●願書の入手方法と配布期間
　○入手方法
　　 「奨学金願書希望」と大きく明記したＡ４用紙に、学籍番号・氏名・住所・電話番号・希
望貸与種別・返済に関して1.連帯保証人を選任か　２．機関保証に加入するかを記入し、
宛名シール（住所・氏名・学籍番号明記）１枚・返信用切手140円分を同封の上、送付し
てください。

　○配布期間（厳守）
　　11月１日（火）〜11月８日（火）

●願書の提出期間（厳守）
　11月14日（月）〜11月18日（金）

2011年９月期卒業生卒業論文題目一覧
　　2011年９月24日に学位記授与式・卒業式および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６名が晴れて卒業生となりました。
　　卒業論文題目および指導・審査教員は下表のとおりです。

文学部　日本文学文化学科

卒　業　論　文　題　目 指導・審査教員
蔦屋重三郎研究 中山　尚夫
谷崎潤一郎作品研究 山崎　甲一
源氏物語研究 今井　　上
『とはずがたり』研究一三人の男性を中心に 髙城　功夫
『赤毛のアン』の空想：翻訳の異なりがみせる世界 三宅　和子
歌舞伎舞踊芸論〜板東三津五郎家の舞踊藝〜 有澤　晶子
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試験申請・証明書申請の定額小為替について

年末・年始事務室休業のお知らせ

　単位認定試験（筆記・論文）申請や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、受付不可のため、返却いた
します。

　事務室休業期間　2011年12月29日（木）〜2012年１月４日（水）

　年内の郵便物、窓口等での受付は、下記日程の到着分までといたします。

　証明書発行申請…………………12月16日（金）　到着分まで
　リポート受付、その他申請……12月19日（月）　到着分まで

　その他、返信の必要なものは、余裕をもって申請手続をしてください。内容によっては、
年明けの返信・回答となる場合がありますので、注意してください。したがって、12月20
日（火）以降に到着した郵便物等の取扱いについては、１月５日（木）以降となります。

全学生対象
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本日、晴れて卒業という栄誉を手に入れられたみなさん、ご卒業おめでとうございます。
通信教育部を代表いたしまして、心よりお祝い申し上げます。

正規の大学教育として、本学に通信教育課程が設置されたのは、1964年のことでありま
すが、その原点は、本学の前身、私立哲学館が創立された1887年の翌年、キャンパスに恒
常的に通学することが困難な全国の方々に「哲学館講義録」を送付した、いわゆる館外生制
度でございます。そういう意味では、みなさんがご卒業になったこの通信教育課程は、まさ
に東洋大学建学の精神を具現したものと言うことができるのです。

さて、みなさんの卒業式は、９月という秋の季節に挙行されました。これは今回ご卒業に
なられたほとんどのみなさんが、後期入学、いわゆる秋入学ということであって、このこと
も通信教育課程らしい特色なのではないかと思っております。
よく言われますように、通信教育課程は「いつでも、どこでも」大学教育が受けられると
いうことが最大の特色なのでございますが、このことは、具体的には入学が春４月に限らず、
向学心のあるところに、大学入学の道が開かれているということなのでございまして、みな
さんはまさにそうした向学心の赴く結果としての大学入学という道を選ばれたのでありまし
た。そして、今、みごとに、そのゴールを極められたのであります。
今、「ゴール」という言葉を使いましたが、あるいは、この「ゴール」という言葉は正しい
ものではないのかもしれません。たしかに、卒業というゴールに到着はされたのであります
が、しかし、それは同時に「船出」ということでもあるのです。すなわちみなさんは、今、
新しい旅立ちの時を迎えられたと言うことができます。

「生涯学習」という言葉がございます。人は、生涯を通じて学習をしていかねばならないと
いう真理でございますが、この「学習」という言葉は「学ぶ」と「習う」という漢字から構
成されています。この中でも、「学ぶ」ということは、自らが主体的に学ぶということなので
あって、「教える」ということではございません。すなわち、「教える」のが「教育」であり、
それが今まで在籍しておられた大学教育というものでありました。つまり、「学習」という言
葉が「教育」と決定的に異なるところがこの点なのでありまして、「学習」とは、自らが、自
発的主体的に学んでいかなければならないのであります。このような意味で、今、みなさん
は、まさに「生涯学習」の道へと旅立たれたのであります。これまでの大学生活の中で獲得
されたものは、その「生涯学習」の道を歩くにあたって、大きな力となってくれるはずです。
どうか勇気と自信を持って、歩いて行っていただきたいと思います。

  通信教育部長　　河　地　　　修

祝・2011年9月期卒業

通信教育部長祝辞

全学生対象
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言うまでもなく、現代社会には様々な問題が山積しています。たとえば、現在これほどま

で価値観が多種多様な時代も、これまでの人類史上なかつたことでしょう。そういう意味で
は、現代社会は、我々にとっては、なかなか生きることが難しい時代ということになるので
ありますが、しかし、だからこそ、学問というものが必要となってくるのではないかと思い
ます。
東洋大学は、「哲学の大学」であります。「哲学」とは、真理を考究することであり、あり

ていに言えば、正しく物事の本質について考え、正しく物事の筋道を考えることであります。
本学で学問を修められたみなさんは、必ずや、この混迷の時代を正しく生き抜くことができ
るでありましょう。どうか堂々と、胸を張って、これからの人生を歩んでいっていただきた
いと思います。みなさんはその力をしっかりと育まれたのであります。

繰り返しますが、今こそ、生涯学習の旅立ちが始まったのです。みなさんのこれからのご
健闘を期待するとともに、みなさんの人生がどうか幸せでありますよう祈念いたし、お祝い
の言葉といたします。
  2011年９月24日
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  通信教育課程卒業生代表　來　島　恵美子

本日ここに東洋大学を卒業するにあたり、通学課程経済学部38名、経営学部33名、通信
教育課程文学部６名、計77名の卒業生を代表し、謝辞を述べさせていただきます。
爽やかな風に秋桜が揺れる今日の良き日、私たちは卒業式を迎えることができました。こ
れも偏に、諸先生方の懇切丁寧なご指導、事務局の方々の暖かい支えの賜物と、心より感謝
致しております。
私の学びました通信教育課程は、入学の動機や年齢・職業など様々ですが、皆一様に学問
に対する高い志を持ち、ここ東洋大学に入学致しました。しかし、通信教育ゆえの自学自習
の難しさ、仕事と勉学の両立の厳しさなどに、孤独感や挫折感を味わったことは共通のこと
と思います。
この壁を乗り越えることが出来たのは、先生方の熱心な心のこもったご指導のおかげでし
た。また、スクーリングで学友となった仲間がいたことも大きな励みとなり、大切な財産と
なっております。
スクーリングでは、直接講義を受けられることが有難く、その内容に感動致しました。翌
日の演習の準備で徹夜に近い日もあり、通学時間の少ない学友をうらやましく思った事も今
ではなつかしい思い出です。また、東洋大学では多くの科目に３部間聴講制度が導入され、
若い通学生と一緒に授業を受けた事もたいへん良い経験でした。そして、卒業論文作成時は
毎日真夜中までパソコンと格闘しましたが、完成したときの感激はひとしおでした。
今年、わが国は未曾有の大惨事に見舞われました。社会も混沌としています。世界に目を
向けても、金融危機やテロ、自然災害など厳しい現実をつきつけられています。現在このよ
うな環境に生きるわれわれは、大学教育で学んだ「自ら考える」姿勢を根底に、東洋大学の
学びを通じて培ってきた「あきらめずに頑張り続ける」ことで、困難に立ち向かっていきた
いと思います。そして、もちろん「学び」はここで終わりではなく、一生続けていきたいと
思っております。
最後になりましたが、諸先生方、事務局の皆様のご健勝を、そして東洋大学のますますの
ご発展をお祈り申し上げ、われわれ卒業生の謝辞とさせていただきます。
本日は本当にありがとうございました。
  2011年９月24日

学生代表答辞
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本日　卒業の日を迎える事ができて感無量です。７年間の学生々

活は、自由にのびのびと学習できました。

卒論をご指導いただいた中山尚夫先生はじめ諸先生方、事務局の

皆様、学友、家族に感謝の気持でいっぱいです。この体験を基礎に

生涯にわたって学び続けていきたいと思います。

通信教育は自分との戦いだと理解して入学したつもりでしたが、

それでも、レポート作成の集中力が続かなかったり、投げ出してし

まいたくなることもありました。しかし、応援してくれる家族や学

友に背中を押され、こうして卒業という日を迎えることができまし

た。

家族や学友、卒業論文において丁寧なご指導を頂きました山崎先

生をはじめ諸先生方、陰に陽に支えて下さった全ての方に感謝いた

します。

卒業に際し、卒論を親身にご指導くださった今井先生をはじめ、

諸先生方、事務室の皆様に心より御礼申し上げます。また、本学図

書館からは、これまで70冊を超える図書を迅速に郵送して頂き、心

より感謝しています。

５年間の大学生活では、学ぶ喜びを実感するものでした。その間、

たくさんの素敵な友人の支えにも恵まれました。これからも目標を

持って、じっくりと学び続けて行こうと考えています。

卒業生のことば（2011年9月期卒業）　　　　　　

坂　上　勝　榮

大　里　綾　佳

深　田　かほる

（順不同　敬称略）

　　※６名中５名がメッセージを寄せてくださいました。
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通信教育なら両親の介護をしながらでも出来るだろうと思い、勉

強を始めました。スクーリングなど登校も多く、いつもヒヤヒヤし

ながらでしたが、無事卒業することが出来ました。これも先生方、

事務の方々、そして学友の温かさ、励ましに助けられたからだと思

います。皆様、本当にありがとうございました。そして、両親にも

感謝します。

図書館司書取得を目標に編入学しましたが、学生生活は自分の時

間をほとんどとることができずに、大変な毎日でした。しかし、卒

業論文が仕上がった時の達成感は、今後の励みになったと思います。

卒論をご指導いただいた高城先生をはじめ諸先生方、事務室の皆

様、心よりお礼申し上げます。

來　島　恵美子

生　沼　静　美
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祝・2011年9月期卒業

ご卒業おめでとうございます

　2011年９月24日、学位記授与式・卒業式が行われました。
　通信教育部では、文学部６名が晴れて卒業となりました。

晴れ姿の卒業生と恩師
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祝・2011年9月期卒業

卒業生代表謝辞
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T.A.のしおり

はじめに
こんにちは、通信教育部T.A.（ティーチング・アシスタント）の門脇です。
先日、2012年９月卒業を予定する後期生の方を対象として、卒業論文説明会・指導会が

開催されました。後期生の方は、既に卒論のテーマを提出している頃と思いますが、研究を
進める中でテーマの方向性が多少変わっていく可能性もあります。今回は、後期生や次回以
降申し込みを希望されている方に卒論のスタートであると同時にゴールとも言える「卒論の
テーマをどのように発見（ないし設定）するか」という点を中心に紹介いたしたいと思います。

１.　卒論の目標
ところで、卒論とは、どのようなものでしょうか。普段作成しているリポートとどのよう

な点が違うのかという疑問が出てくるかもしれません。簡単に言えば、リポートは予め問題
が設定されているのに対し、卒論は問題それ自体を設定することが求められている点で異な
ります。そして、これが卒論の最大の課題です。その過程において、情報収集能力、分析力、
論文構成力の習得が求められていると言えますが、そこで求められる最終的な力は、テーマ
を発見する力であると言えます。それには、テーマを発見する方法を知らなければなりませ
ん。次に、その方法をご紹介いたします。

２.　テーマを発見する方法
初めて、テーマを設定しようとする場合、どんな法分野に興味があるかが判然としなかっ

たり、テーマが大きすぎたり小さすぎたりすることがあります。その原因の一つには、どの
ようなことが教科書等で論点となっているかについての知識が不足していることが挙げられ
ます。この点については、法分野ごとの教科書の目次を読むだけでもすぐに見える点であり、
論点項目を更に読み進め、本文中で引用されている文献を芋蔓式に辿っていけば、何が問題
となっているかが学説や判例を通して複数見えてきます。しかしながら、教科書の目次に書
かれている論点をそのまま卒論のテーマとして設定することは、多くの場合、テーマとして
大きすぎることがあります。従って、更にテーマを絞ることが必要となっていきます。もっ
とも、テーマの大小に関する基準は、明確でありません。その最終的な判断については、指
導教員となる先生との相談の中で決めていくこととなります。
そのような相談を前提としながら、テーマを発見し、更に絞る方法には例えば次のような

方法があります。それは、新聞、雑誌などのジャーナリスティックな情報媒体を手始めに参
考にすることです。というのは、教科書や専門雑誌の論文は、理論的問題を扱うことを重視
した情報媒体です。つまり、事象の原因や影響（結果）を記述し、説明することを中心として
おり、現実に起こった事象の概要についての記述を中心としていません。従って、法学論文
として編集される前のジャーナリスティックな媒体は、抽象化された法学上の論点への興味

卒論の目標─テーマを発見する力と方法の習得─
（法律学科編）
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を喚起する、予備作業として必要となります。これは、既に興味のある法分野や論点が特定
できている場合でも有効です。その理由は、次のようなものです。
例えば、ある事件を巡って、解釈問題が発生し、次に様々な学説が主張され、最重要判例
によって一応の終息をみたとして、その後、暫く経って社会や人々の意識に変化が生じ、当
該判例が時代に合わなくなってきた場合、当該判例を再検討するという形で様々な学説が主
張され始めます。このような形態の問題を扱う場合には、最初に判例と解釈（根拠を含む）を
示し、それに対する様々な学説を整理して、根拠および長所・短所を検討し、最後に特定の
解釈を示すという記述になります。この種の問題を扱う場合には、事実概要を説明する必要
が生じるため、ジャーナリズムの資料を扱う作業が記述を行う上で必要となるからです。あ
るいは、既にテーマを具体的に設定した後に、先生との相談の中で、テーマの大小が問題と
なった場合にもこの作業は有効な方法です。つまり、当該論点が大きすぎるとの指摘は、具
体的な事件を対象とし、議論の範囲を限定した上で、当該論点に関する見解を述べるという
内容になっていないことが原因になっている可能性があるのです。
従って、ジャーナリスティックな情報媒体を参照することは、テーマ設定にあたって、教
科書や論文を参照するのと同じくらい重要なのです。尚、具体的にこれら情報媒体の調べ方
に関する技術的説明は、本学図書館のHPや図書館で配布されている図書館活用ガイドをご
参照いただければと思います。

まとめにかえて
以上のように、テーマを発見する方法は、多くのジャーナリスティックな情報媒体を参照
するという単純ですが、骨の折れる作業であると言えます。
最後に、テーマの設定に際して、注意する点がいくつかあります。それは、設定するテー
マが自分の置かれている環境、時間、費用の面で実現可能かどうかを考慮に入れることです。
あまり実現しやすいからという理由だけで、テーマを設定することは、望ましいものではあ
りませんが、この点は、考慮にいれる必要があります。その意味で、設定するテーマは、興
味が持てるだけでなく、社会や学問にとってどのような意義があるのかについてもまた意識
する必要があります。つまり、客観性に欠け、主観的すぎる問題は、望ましくないというこ
とです。
最後に、先生のチェックを必ず受ける必要があるのは、あまりに新し過ぎる問題で、事件
内容がリアルタイムで変化する、今後の方向性を予測するような研究です。これは、実現可
能性の問題で、特に注意が必要ですので、先生との相談を密にして下さい。
また、卒論の作業を始めるに当たっては、以下の参考文献を参照することをお勧めします。
齋藤（2011）については、通信教育部窓口にて配布しており、法学論文を書くにあたっての
法的思考のプロセスが細かく説明されております。武藤（2009）については、法学概論の指
定テキストにもなっており、法学論文を作成する上で必要な事項がまとめられています（例え
ば、形式的な内容ではデータベース検索や出典の表示方法などです）。高橋（2010）について
は、論文一般の書き方のノウハウなどが解説されていますが、書店などで自分に合ったもの
を一冊入手すると、基本的な点で行き詰まらずに効率的に作業を進めていくことができます。
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ご参照ください。
卒論は、学習成果の集大成を披露する場であり、苦労も多いですが、書き終えた後の達成

感と成果として残る一篇の論文は、きっと自分にとって価値あるものとなると思いますので、
あきらめずに頑張ってください。

参考文献
齋藤洋『法学部通信教育課程2011年度オリエンテーション』（2011年）17p.
高橋みどり編『大学生のための「論文」執筆の手引』（秀和システム、2010年）287p.
武藤眞朗・太矢一彦・多田英明・宮木康博『法を学ぶパートナー』（成文堂、補訂版、2009
年）239p.

（法学部T.A.　門脇　邦夫）
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地方３期スクーリング（酒田）「作品作家研究〈近世〉」に参加して

学生からの投稿

� 文学部　日本文学文化学科２年　　荻原　貴美

芭蕉の『おくのほそ道』は何を伝えようとしているのか。その答えに近づくために、私達
は日本海に面した酒田を目指しました。スクーリングを導いて下さるのは谷地快一先生、学
び舎は酒田総合文化センター中央公民館です。野分の足音が遠く南の島に聞こえる９月17・
18・19日の三日間は、芭蕉所縁の地探訪と講義という充実した内容の授業となりました。
生憎の小雨は寺の木々の緑をかえって生き生きと写し、落ち着きをもたらしてくれます。参
加した学生は、男七名、女十四名の総勢二十一名。出身も四国、関東、青森と多彩ですが、
芭蕉の生み出した世界を勉強したいという気持ちに変わりはありません。谷地先生の、熱意
ある、しかし肩の凝らない授業は、私達を芭蕉の世界に引き込んでいきます。
授業はリポート課題３、４に対応して行われました。そのひとつは、芭蕉が強く影響を受
けた、西行について学び、芭蕉の目指した仏道の世界へ考察の眼を広げて行くこと、さらに
二つ目は、芭蕉の俳諧の世界の骨格を学ぶため、連句について基礎的理解を深め、それによ
って『おくのほそ道』の構想を探ろうというものです。
初日はオリエンテーションと講義の後、街に向かいます。酒田の豪商であった旧鐙屋を経
て、近くにある不玉の居宅跡を訪れます。芭蕉は鶴岡逗留の後、船でこの酒田に下ります。
芭蕉を迎えた淵庵不玉は伊東玄順という庄内藩の医者でした。側道に面して佇む「不玉宅跡」
と彫られた石碑は一見素っ気なくも感じられますが、「温海山や吹浦かけて夕涼み」と詠じた
芭蕉と不玉の交わりを思い起こさせます。芭蕉の世界を慕い、愛し、仏道を求める心を理解
しようとする人々が、こうした遠国にもいたことに思いを馳せ、感慨を覚えました。
小雨の中を次に訪れたのは日和山公園です。芭蕉の「暑き日を海にいれたり最上川」の句
碑がまず迎えてくれます。日本海に呑み込まれてゆく夕日を車窓からながめて酒田に入った
私は、この句の大きさと深さに胸を打たれます。蕪村や子規など酒田を訪れた文人たちの碑
も鑑賞してまわる中で、句碑について谷地先生から興味深い講義がありました。それは句碑
の歴史を遡ればお墓であるということでした。敬慕する人の墓が遠くてお参りが叶わないと
き、本墓の代わりに碑を建て、その人を偲ぶのです。それを詣で墓とか詣り墓といい、芭蕉
の句碑が全国にあるのは、門人たちが師の偉業を称えて、句碑を建て供養し、句会などを催
して偲んだのだといいます。今まで何気なく読んだり眺めたりしていた碑が、人の深い思い
をその背景に留めて、今に伝えていたことを学びました。石碑には文字だけではなく、時間
や人々の思いも刻されていたのでした。実際に歩きながら、訪れ、学ぶことの大切さを知り
ました。
二日目は西行について学びます。芭蕉が『おくのほそ道』に託したのは、歌枕を訪ねて詩
歌の伝統を遡る空間的な旅だけでなく、西行の追体験をすることにより、仏道と向き合う旅
でもありました。授業は西行の匂いのする箇所に注目しながら、芭蕉の内なる西行をみてゆ
きます。「……上野・谷中の花の梢、またいつかはと心ぼそし。むつまじきかぎりは宵よりつ
どいて、船に乗りて送る。（中略）前途三千里のおもひ胸にふさがりて、幻のちまたに離別の泪
をそゝぐ」。　仏道の世界観が見えてくる「千住」のくだりです。「西行は和歌により仏道を表
現する人生を生きた歌僧であり、和歌即陀羅尼を求めたひとであった。とするなら、芭蕉は
出家こそしなかったが、俳諧という文芸を確立し、高めていく中で、西行の生き方を俤にし
て俳諧即陀羅尼という世界を生きたということになる」と語られ、谷地先生の講義は佳境に
入ります。芭蕉の西行への思いは深く、「ことし元禄二とせにや……」（草加）には、西行が亡
くなった五百回忌の年だという祈りが内包されている。「芭蕉の句文は、削られ、研ぎ澄まさ
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れているので、文字の上に出てこない、隠された思いを読み取ることが重要である」という
先生の講義は、近世の文章の難しさと魅力を説くものになりました。　授業はさらに西行の面
影と仏道への思いをさぐってゆきます。
　願はくは花の下にて春死なむそのきさらぎの望月のころ　西行
　閑さや岩にしみ入る蝉の声　→心澄みゆく仏道体験
　田一枚植えて立ち去る柳かな　→西行敬慕の念
　終宵嵐に波をはこばせて月をたれたる汐越の松　　　　　西行
仏道の世界を和歌に託した西行の歌のなんと華やかなことでしょう。都人であった西行に

内在するものがそうさせるのでしょうか。まさに命の華やぎを感じさせます。
さて、最終日は連句の歴史と様式の基礎を学んだ後、連句の実践に挑戦しました。人が言

葉で繋がり、交わりながら、言葉の持つ音韻とリズムでひとつの世界を作っていく面白さを
実感しました。

　発句　日和山翁碑のほほに秋の雨　　　　久子
　脇　　松の葉先にとまる露玉　　　　　　佳子
　第三　初孫の生まれて月の雲はれて　　　弘子
　　四　朝日の中に犬はりこ揺る　　　　　佳子
　　五　春を待つ酒田の稲穂なつかしく　　恵美子
　　六　囲炉裏とろとろ五平餅食ふ　　　　敏子

『おくのほそ道』冒頭の「月日は百代の過客にして、行きかふ年も又旅人也」にある「行き
かふ」は、逢って別れるのが人生であり、別れの中に次の再生が内包され、人間の交わりの
中に真実が見出されるという芭蕉の哲学を象徴する言葉でした。連句の世界は芭蕉にその哲
学を気付かせたのです。
漂泊の人生を送り、俳諧の中に身を置きながら、仏道を求めた芭蕉の人生。今を生きる私

達に、日常の漂泊も又芭蕉と同じ時間を生きることなのだと伝えているのではないでしょう
か。
谷地先生の密度の濃い授業に、共に参加した二十一の仲間達、親睦会で活躍した幹事の

方々、先生のお人柄を慕って、昨年同様、特別参加された先輩達、すべての方々と「行きか
ふ」ときを共有出来たことに感謝したいと思います。
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� 2011年　　月　　日提出

「学習の進め方・リポートの書き方説明会」（11／12実施）参加申込票

氏
（フリ　ガナ）

名　　　　　　　　　　　　　　　学籍番号（10桁）

入学年度（西暦）　　　　　　　　年　　　学部・学科　　　　　　学部　　　　　　　　　学科

電話番号（自宅・携帯電話）　　　　　　　　（　　　　　）　　　　　　　

ＦＡＸ番号　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　）　　　　　　　

11月11日（土）実施の「学習の進め方・リポートの書き方説明会」に参加します。

＊　　　　　　　　　　＊　　　　　　　　　　　＊

　参加を希望される方のうち、学習を進めるうえで疑問に思っていることや質問してみたいと思っ
ていること、あるいは科目の内容や履修順序について知りたいと思っていることがあれば、下欄に
記入してください。ただし、単位の履修方法や履修状況に関する質問については、別途、電話・
FAX・メール・質問票・窓口等を通じて、お問い合わせください。

　《リポート学習の状況確認》　　※A〜Cに○印をつけ、必要事項を記入してください。
　A．これまで、リポートの作成にまったくとりかかったことがない。
　B．リポートの作成にとりかかったが、一度も提出したことがない。
　C．リポートを（　　　）通程度提出したことがある。
　A・Bの理由：�
　�

　�《具体的な科目等に対する質問》　質問がある方は下欄に記してください。ただし、課題の内容に
関する質問は、過去にリポートを一度以上提出している方に限ります。また、単位認定試験（筆
記・論文）に関する質問には回答できません。
　　科目名「　　　　　　　　　　」：�
　　�
　　科目名「　　　　　　　　　　」：�
　　�

　�《その他》　学習を進めるうえで困っていること、相談したいこと、意見や感想等があれば、具体
的にお書きください。
　�
　�
　�

　説明会への参加をお申込みいただき、ありがとうございました。説明会の席上でお目にかかれま
すのを楽しみにしております。
　＊本票をコピーのうえ、FAX・郵送するか、あるいは窓口へ持参してください。
　＊11月７日（月）（必着）までにご提出いただいた質問には、T.�A.（ティーチング・アシスタント）
が当日会場にて回答をお渡しいたします。
� 東洋大学通信教育部

7
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学友会からのお知らせ

〈後期新入生歓迎会のお誘い〉

〈文学散歩へのお誘い〉

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』（11月12日（土）14：00〜15：30）終了後、下記の通り『新入生歓迎会』を下記のと
おり開催いたします。
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23年11月12日（土）16：00〜18：30
２．場　所：白山キャンパス　甫水会館　２階201会議室
３．目　的：�新入生同士、先生、Ｔ.Ａ.先輩などと懇談を行って、交流を図り、学習の進め

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

４．参加費：無　料
� 以上

今年度秋の文学散歩を企画いたしました。先輩たちも参加します。
ご指導は恒例の平山先生です。東京の昭和を訪ね、永井荷風「日陰の花」の匂いを嗅ぎ、

川端康成新婚時代旧宅、お琴の宮城道雄旧宅を訪ねます。この文学散歩は「みどころ」とい
うより「昭和の匂いと肌触り」のある町を歩くことにあります。三島が亡くなった市ヶ谷も
近い。河童坂を下りて新宿へ出る人がいてもいいでしょう…
〜秋の一日、昭和を胸に吸い込み、神楽坂まで歩きましょう〜
文学部の方も、法学部の方もどうぞお誘い合わせのうえ、奮ってご参加ください。
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記

１．日　　時：�2011年11月26日（土）13：30集合　─２時間40〜50分間散策─
　　　　　　　＊雨天決行
２．集合場所：JR市ヶ谷駅、四谷側（都営地下鉄　市ヶ谷駅Ａ１出口より徒歩１分）
　　　　　　　（東京メトロ丸の内・南北線　市ヶ谷駅４番より徒歩１分）
３．見学場所：市ヶ谷駅→川端康成新婚時の旧居跡→宮城道雄旧居跡→神楽坂駅着
４．ご 指 導：平山　三男先生
５．会　　費：講習費は無料・入場料などは個人負担
６．そ の 他：散歩後は、希望者で懇親会を行います。
７．申　　込：〒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＊：11月24日（木）消印有効（メール25日午前まで）
＊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

市ヶ谷駅地図

矢印：
　集合場所：�JR一階改札口

（四谷側）
� （地下鉄４番口近く）
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〈法学講演会のお誘い〉
来る12月３日（土）甫水会館会議室にて、民法・民事法がご専門の法学部教授

山下りえ子先生による講演会を行います。
人生において大切なことは、健康、幸福、そして金銭的な余裕。しかし、長引く不況など

により、努力や工夫をしていても、不幸にしていつ何どき、借金をしなければ生活もできな
いほどの貧困に陥るかもわからない不安定な世の中です。昨今、消費者債務とか、多重債務
などという言葉がよくきかれます。現在、数百万人に近い方が、借金返済が困難な状況にあ
るといわれます。
そこで今回、この消費者債務の実態と、その解決法について、皆さんと一緒に考えてみた

いと思います。
法学部、文学部を問わず、多数の方のご参加をお待ちしております。
講演会終了後には、懇親会も予定しております。奮ってご参加ください。

記

１．日　時：12月３日（土）　14:00〜16:00（懇親会16：00〜18：00）
２．会　場：東洋大学　甫水会館（教室は当日掲示します）
３．演　題：「消費者債務とその解決法を考える」
４．講　師：山下　りえ子先生
５．会　費：無　料
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＊：12月１日（木）消印有効（メール２日午前まで）
＊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
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〈臨時総会についてのご案内〉
秋もようやく深まってまいり、大震災からまだ完全には脱却できていない東日本の方々に
はさぞかしご苦労の多いこととお察しします。
さて、このたび、下記のとおり臨時総会を開催いたします。

記

１．日　時：平成23年12月10日（土）13：00〜
２．場　所：甫水会館（当日会場を掲示）
３．内　容：イ．学友会会費徴収方法の変更
　　　　　　ロ．平成23年度の事業進捗、決算報告準備
　　　　　　ハ．平成24年度事業計画の変更点討議
　　　　　　ニ．その他
� 以上


