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掲示板　2011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（日）連休１期S③・地方１期S③

2（月）事務室休業

3（火）憲法記念日　連休２期S①・地方２期S①

4（水）みどりの日　連休２期S②・地方２期S②

5（木）こどもの日　連休２期S③・地方２期S③

6（金）
7（土）
8（日）

9（月） 日本学生支援機構奨学生願書提出開始
（〜5/13）

10（火）
11（水）
12（木） 土曜2期S・日曜2期S申込開始

13（金）
単位認定試験（筆記）第1回申込開始
（〜5/16）
日本学生支援機構奨学生願書提出締切

14（土）

土曜１期S①
前期新入生オリエンテーション　第２回
10：30〜12：30
教育実習参加事前説明会（前期３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２回　
14：00〜15：30

15（日）日曜１期S①

16（月）
17（火）
18（水）
19（木） 土曜2期S・日曜2期S申込締切

20（金） 単位認定試験（筆記）第1回申込締切

21（土）土曜１期S②

22（日）日曜１期S②

23（月）
24（火）
25（水）
26（木）
27（金）
28（土）土曜１期S③

29（日）日曜１期S③

30（月）
31（火）
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6月 行事予定 手続期間 「東洋通信」参照ページ

1（水） 2011年9月卒業予定者卒業論文提出
開始（〜6／10）

2（木）
3（金）
4（土）
5（日）単位認定試験（筆記）①

6（月）学祖祭（授業あり）

7（火）
8（水）
9（木）

10（金） 2011年9月卒業予定者卒業論文提出
締切　16：00　厳守

11（土）土曜2期S①

12（日）日曜2期S①

13（月）
14（火）
15（水）
16（木）
17（金）
18（土）土曜2期S②

19（日）日曜2期S②

20（月）
21（火）
22（水）
23（木）
24（金）
25（土）土曜2期S③

26（日）日曜2期S③

27（月）
28（火）
29（水）
30（木）

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14日（土）　10：30〜12：15
２．会　場　　　白山キャンパス　6313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、『ガイドブック』か『学習のしおり』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14日（土）　14：00〜15：30
　２．場　所　　　白山キャンパス　6313教室〔６号館３階〕（文学部）
　　　　　　　　　　　　　　　　　6307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６日（金）までにお申込ください。

＊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１回を下記の要領で実施します。
◇実施日　　６月5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
仙　台 ショーケー本館 仙台市青葉区五橋２－11－１ 022－266－2784
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
福　岡 福岡ガーデンパレス 福岡市中央区天神４－８－15 092－713－1112

◇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（前期生）、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１回 全学生対象
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単位認定試験（筆記）（第1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

■対象学生：学籍番号の入学年度が“99”以前の正科生（後期生）
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
文学⑤ 早川 国文学研究法① 河地 憲法 名雪
体育講義 金田 国文学研究法② 竹内 民法一部 小林（秀）
英語Ⅲ J・D・ショート 国文学史Ⅱ② 中山（尚） 民法ニ部 太矢
英語Ⅳ 髙波 国文法 田貝 民法三部 山下

国文講読Ⅰ 河地 民法四部 大坂
国文講読Ⅱ② 谷地 民法五部 中村
有職故実 久野 刑法一部 伊藤
日本民俗学 久野 刑法ニ部 武藤

文・法学部共通 商法一部 遠藤
図書館司書科目 担当教員名 教職に関する専門科目 担当教員名 商法ニ部 堀口
生涯学習概論 島谷 国語科教育法（※） 幸田 商法三部 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　　５月13日（金）〜５月20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』４月号P.10「2011年度単位認定試験（筆記）（第１回〜第６回）」を確認して
ください。
　（※）は４月号に未掲載でした。ご注意ください。
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単位認定試験（筆記）（第1回）
◇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

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1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

※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

 

仙台　ショーケー本館　住所：仙台市青葉区五橋二丁目11－１TEL（022）266－2784　FAX（022）227－8620

【交通手段】
　①仙台市地下鉄　五橋駅下車
　　「南１番」出口から徒歩１分
　②タクシー　仙台駅から５分

◇地方試験会場案内
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単位認定試験（筆記）（第1回）

地下鉄を利用の場合

タクシーを利用の場合　福岡空港より　約30分
　　　　　　　　　　　JR博多駅より　約10分
バスを利用の場合　　　天神バスセンターより　徒歩10分

福岡　�福岡ガーデンパレス�
住所：〒810-0001　福岡県福岡市中央区天神4－8－15（天神バスセンターより徒歩10分）
TEL：092（713）1112　　FAX：092（714）0510
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単位認定試験（筆記）（第1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及び課題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Ⅲ

英語Ⅲ②
髙波 テキスト・

自筆ノート
・テキスト（Different�Realities）のChapter　1,2から出題します。
・分からない単語が無いよう、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）英語Ⅳ

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

い。体育講義

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、次の二作品について「語り」と
〈異界〉、あるいは〈異界〉が現出するに際して「語り」が果たす機能とい
う観点から考察しておいてください。井伏鱒二「へんろう宿」、中島敦「狐
憑」

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、郊外において現出する〈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
文学⑤ 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「語り」と
〈異界〉、あるいは〈異界〉現出に際して「語り」が果たす機能という観点
から考察しておいてください。井伏鱒二「へんろう宿」、中島敦「狐憑」

日本文学文化概説A①
河地 すべて可

リポート課題、スクーリングの学習内容を確認すること。
日本文学文化概説B① リポート課題、スクーリングの学習内容を確認すること。
日本文学文化概説①
国文学研究法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

竹内 テキスト・
自筆ノート

範囲：西欧文化の摂取における文学文化の変革　ポイント：「小説神髄」
「歌よみに与ふる書」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B②
範囲：地域文化の展開における場所と地形　ポイント：「ある崖上の感情」
「武蔵野夫人」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
国文学研究法② 竹内 テキスト・

自筆ノート
範囲：西欧文化の摂取における開化と留学　ポイント：「文明論之概略」
「舞姫」の本文を精読（抜粋部分はむろん、さらに全体を読むことがのぞま
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

近世日本文学史のうち、前期上方町人文学文化の時代を中心に学習してく
ださい。リポート課題の1、2に相当する箇所を中心に学習してください。

近世日本文学史B 近世日本文学史のうち、中期以降の江戸庶民文学文化の時代を中心に学習
してください。リポート課題の3、4に相当する箇所が主となります。

近世日本文学史
国文学史Ⅱ② 中山（尚） すべて可

近世の文学文化全般にかかわる事柄について記述してもらいますので、例
えば遊里、浮世絵、板元など文学と深いつながりのある文化についても文
学との関係の中で学習しておく必要があります。また、近世文学史の各ジ
ャンルについても基本的流れは知っておくといいでしょう。

古典文法
日本語文法
国文法

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

作家作品研究〈中古〉
古代日本文学講読
国文講読Ⅰ

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〉
近世日本文学講読
国文講読Ⅱ②

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課されたものである。
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満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』序章を読み、『学習のしおり』にあげた行事の啓
蒙書・しきたり本・参考書で、日本中に共通しておこなわれている「年中
行事」についての概略を説明できるようにしてください。行事の細かなや
り方は地域によって異なりますが、おおまかに行事の存在として捉えてく
ださい。行事の啓蒙書・しきたり本・参考書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『学習のしおり』にあげた参考書・
事典などで、「盆行事」について理解を深めてください。その観点から、日
本で共通に行われている「盆行事」の概略を捉えてみましょう。行事の啓
蒙書・しきたり本・参考書や都道府県・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。

◇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1回）

日本の伝統行事・
有職故実 久野 テキスト・

自筆ノート

テキスト『伝承歳時記』序章を読み、『学習のしおり』にあげた行事の啓
蒙書・しきたり本・参考書で、日本中に共通しておこなわれている「年中
行事」についての概略を説明できるようにしてください。行事の細かなや
り方は地域によって異なりますが、おおまかに行事の存在として捉えてく
ださい。行事の啓蒙書・しきたり本・参考書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」の一・二・三章
（p.1〜p.24）を読み、「日本民俗学の成立と展開」について理解してくだ
さい。あわせて、柳田国男『遠野物語』（角川・集英社・岩波・新潮の各社
文庫）を読んで、日本民俗学の成立に果たした役割を考えてください。資
料の持ち込みはすべて可です。

日本民俗学B

テキスト『日本民俗学』第二部一章（p.61〜p.70）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
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です。

日本民俗学 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、変遷してきた「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
べて可です。

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確認して
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
国語科教育法

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。特に、教材研究は〔リポート課題への取り組み方〕に記した諸点に留意すること。

憲法 名雪 指定六法 人権総論から1問出題。　　統治機構（天皇を除く）から1問出題。
民法Ⅰ部
民法一部 小林（秀） 指定六法 課題1〜4を中心に復習してください。

民法Ⅱ部
民法ニ部 太矢 指定六法 物権変動に関する論点

民法Ⅲ部
民法三部 山下 指定六法 債権の効力（強制履行・損害賠償）

民法Ⅳ部
民法四部 大坂 指定六法 課題1〜4について復習しておいてください。

民法Ⅴ部
民法五部 中村 指定六法 松川正毅著『民法　親族・相続〔第2版〕』（2008年、有斐閣）のPART2

　相続法　第1章　法定相続
刑法Ⅰ部
刑法一部 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
刑法ニ部 武藤 指定六法 A暴行罪、傷害罪　　　B窃盗罪、強盗罪

商法総則・商行為法
商法Ⅰ部
商法一部

遠藤 指定六法 会社、商人、商行為の関係について

会社法
商法Ⅱ部
商法ニ部

堀口 指定六法 課題1に対応

手形法・小切手法
商法Ⅲ部
商法三部

井上 指定六法 課題1〜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 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 不可 盛岡一夫著　「知的財産法概説（第5版）」pp.11〜pp.108
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単位認定試験（筆記）（第1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付ます。
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１回　６月５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 有澤　晶子先生
「中国文学文化と日本Ａ」、「中国文学文化と日本Ｂ」、「中
国文学文化と日本」（中国文学専攻）

仙台会場 木村　　一先生
「日本語概説A」、「日本語概説B」、「日本語概説」「日本語
学演習Ⅱ」、「日本語学演習Ⅲ」、「日本語学特講A」、「日本
語特講B」、「日本語学特講」（日本語学専攻）

大阪会場 深川　裕佳先生 「法学演習②」「法律演習②」（財産法専攻）

福岡会場 堀口　　勝先生 「会社法」、「商法Ⅱ部」担当（会社法専攻）

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1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 6 5

キ　リ　ト　リ
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土曜２期スクーリング

土曜２期スクーリングについて
　土曜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『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。
　前期生の受講希望者は、申込締切日（必着）までに必ず「履修登録届」を事務室に提出して
ください。
◇開講日程　６月11日（土）・18日（土）・25日（土）
◇開講科目

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　５月12日（木）〜５月19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。
＊５月19日（木）　消印有効〔事務室窓口受付も可　５月19日（木）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 Ａ

西欧文学Ａ

村田奈保

○ ○ 2 1〜4 300211

西欧文学（前） ○ 4 1〜4 301151

文学⑧（前） ○ 4 1・2 301078

古典文学文化演習Ⅰ 鈴木美弥 ○ ○ ○ 2 2 314051

韓国文化事情A 金　蘭美 ○ 2 1〜4 315921

経済法（前） 多田英明 ○ ○ ○ ○ 4 3・4 141161

※　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
　　Ａカリキュラム＝　　　　　〃　　　　　“�99”以前の正科生（後期生）のみに適用

スクーリング
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土曜２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、５月19日（月）の消印まで有効です。５月20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．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４月号
Ｐ.17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『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。
　前期生の受講希望者は、申込締切日（必着）までに必ず「履修登録届」を事務室に提出して
ください。
◇開講日程　６月12日（日）・19日（日）・26日（日）
◇開講科目

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　朝霞キャンパス（案内図P.20）・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　５月12日（木）〜５月19日（木）　振込厳守

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Ｄ Ｃ Ｂ Ａ

英語ⅠＡ（初級会話）①

名倉秀人

○ ○ ○ 2 1〜4 305211
英語Ⅰ① ○ 2 1・2 305001
英語Ⅱ① ○ 2 1・2 305031
英語Ⅲ① ○ 2 1・2 305091
英語Ⅳ① ○ 2 1・2 305131
スポーツ健康科学実技Ａ②

塩田　徹
○ ○ ○ 2 1〜4 306112

スポーツ健康科学実技Ｂ② ○ ○ ○ 2 1〜4 306122
体育実技② ○ 2 1・2 306074
基礎演習①

谷地快一
○ ○ 2 1 315011

日本文学基礎演習① ○ 2 1 314031
基礎演習④

野呂芳信
○ ○ 2 1 315014

日本文学基礎演習④ ○ 2 1 314034
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
刑法Ⅰ部（総論）（前）

伊藤　渉
○ ○ ○ 4 1 140071

刑法一部（総論）（前） ○ 4 2 140071

※　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
　　Ａカリキュラム＝　　　　　〃　　　　　“�99”以前の正科生（後期生）のみに適用
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日曜２期スクーリング
◇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。
＊５月19日（木）　消印有効〔事務室窓口受付も可　５月19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、５月19日（木）の消印まで有効です。５月20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．�スポーツ健康科学実技Ａ②・Ｂ②および体育実技②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。
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４月号
Ｐ.17を参照してください。



20

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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学籍

次の表１に該当する後期生で2011年９月に卒業できない学生は、2011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 01 なし
② 00 １年
③ 99 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。）

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。
　表１

期　　　限
リポート提出 2011年５月31日　【必着】

単位認定試験（論文）提出 2011年８月15日　16：45　【必着】
単位認定試験（筆記）受験 2011年７月３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１期スクーリングまで（５月28・
29日終了分）

スクーリング試験で
単位修得となる科目

夏期10期スクーリングﾞまで（８月28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、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。

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
　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2011
年８月12日までに論文試験を提出（筆記試験は７月実施分まで）し、卒業要件の単位修得見込
であれば、この卒業申請の手続をすることで、卒業判定の審査の対象となります。
申請期間は2011年６月１日（水）〜６月４日（土）を予定しています。申請方法の詳細は、

『東洋通信』６月号に掲載しますので確認してください。

学生証裏面シールの有効期限が「2011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2011年９月卒業申請手続について

「履修登録届」の提出について

英語・演習科目再登録手続について

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

前期生対象
「履修登録届」を提出していない正科生は、2011年５月27日（金）（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、テキストの配本を受けられないばかりでな
く、今年度一切の学習をすることができませんので注意してください。

2010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、2011年５月11日（水）（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、2010年度履修登録時のテキストを配本いたします。

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 留意事項

2011年９月卒業・
単位修得予定者
2011年９月修了予定
科目等履修生
2011年９月修了予定
特修生

2011年５月31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。

左記提出期限を過ぎて
提出されたリポートは
受付しますが、次年度
の継続履修予定者とし
ての受付となります。

●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

2011年９月卒業・
単位修得予定者
2011年９月修了予定
科目等履修生
2011年９月修了予定
特修生

土・日曜１期まで
（５/28・29終了分）

夏期10期まで
（８／28終了分）
ただし、書道は
夏期４期まで

左記受講期限を過ぎて
受講する場合は、次年
度の継続履修予定者と
なります。

●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

2011年９月卒業・
単位修得予定者
2011年９月修了予定
科目等履修生
2011年９月修了予定
特修生

2011年７月３日 2011年８月15日
（16：45必着）

左記提出期限は、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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教職

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　　2011（平成23）年５月14日（土）　13：00〜14：00
２．場　　所　　6313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

2012（平成24）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.27）」の該当する項目の□にチェックを入れ、
2012（平成24）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、2012
（平成24）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、『ガイドブック』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」の追加履修手続き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、氏名を記入のうえ、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
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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.27）」を通信教育課
事務室へ提出する

　　●�2011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。

【2012（平成24）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 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、下記単位認定試験申請
に間に合うよう結果を返送しま
す。

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、下記単位
認定試験が受験できない場合があ
ります。

●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

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。

●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

2012年１月22日 2012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（2012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（2012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（2012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
□��2012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、2012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

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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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『ガイドブック』、『学習のしおり』、『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

学習のしおり・ガイドブックCD-ROMの使用方法について

全学生対象

　2011年度『学習のしおり』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「学習のしおり・ガイドブック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）　�表示されたウインドウより“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。以下、次頁の画面展開図（例）を参考にしてください。
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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『学習のしおり』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

「こちらのファイルを
クリックしてください
.html」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 15：00〜17：00 長瀬真理子（教職科目担当）

火 11：00〜12：30 松川　秀人（文学部　近現代文学文化・司書科目担当）

水 15：00〜17：00 李　　秀文（法学部　公法・私法・共通総合科目担当）

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

金 15：00〜17：00 大山　直樹（法学部　公法・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（月）に、蓮華寺（中野区江古田1－６
－４）で学祖祭（93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〉�2011年７月１日（金）〜８月26日（金）

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３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

2011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25名、法学部７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。

2010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

『とはずがたり』研究 髙　城　功　夫

江戸戯作における食べ物 中　山　尚　夫

「ちょっと」にみる配慮とその効果 三　宅　和　子

武士道の研究 中　山　尚　夫

位相語の研究 坂　詰　力　治

夏目漱石研究 山　崎　甲　一

日本語の表現 木　村　　　一

式亭三馬研究 中　山　尚　夫

万葉集の吉野讃歌 菊　地　義　裕

『源氏物語』六条院の春・夏・秋・冬 河　地　　　修

歌舞伎研究 中　山　尚　夫

年少者への日本語教育に関する事例研究 三　宅　和　子

樋口一葉『たけくらべ』研究 石　田　仁　志

小林一茶研究 中　山　尚　夫

明治の出版文化 和　田　博　文

陰陽座の歌詞の特徴 野　呂　芳　信

『源氏物語』研究 河　地　　　修

芭蕉の紀行論 谷　地　快　一

小川未明研究 山　崎　甲　一

顔真卿　人と書 三　宅　高　司

石坂洋次郎研究 竹　内　清　己
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その他

法学部法律学科

卒業論文題目 指導・審査教員

「共有物の分割」─共有林の分割請求について─ 小　林　秀　年

食の安全性と消費者保護に関する考察 多　田　英　明

業務委託契約と請負労働者の権利義務 鎌　田　耕　一

「裁判員裁判における量刑判断」 宮　木　康　博

報道の自由 名　雪　健　二

わが国の事業再生ADRに関する研究 山　下　りえ子
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その他

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。
2010年度は、通信教育課程から２名の方が受賞しました。
３月17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　　　１名
　　受賞者　　　　　大塚　奈奈絵　（2011年３月　卒業）
　　卒業論文題目　　「明治の出版文化
　　　　　　　　　　 ─文学・文化分野の単行書を中心として─」
　　主査教員　　　　和田　博文　教授

　●法学部法律学科　　　　　　　１名
　　受賞者　　　　　井口　麻里　　（2011年３月　卒業）
　　卒業論文題目　　「食の安全性と消費者保護に関する考察」
　　主査教員　　　　多田　英明　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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東洋大学学長　竹　村　牧　男

博士課程、修士課程を修了される皆さん、そして学部の課程を卒業される皆さん、本日は
本当におめでとうございます。皆さんが勉学に励まれ、学位授与の所定の要件を満たされて、
本日ここに、博士の学位記、修士の学位記、学士の卒業証書・学位記を得られましたことに、
深く敬意を表するものです。保護者の皆さん、ご家族の皆さんにも心よりお祝い申し上げま
すとともに、これまでのご支援・ご協力に深く感謝申し上げます。
例年ですと、日本武道館において式典を挙行するわけですが、本年度はすでにご存知のよ

うに、東北地方太平洋沖地震による想像を絶する被災状況の中で、諸般の事情を勘案し、式
典を中止せざるを得ませんでした。皆さんが残念に思う気持ちは痛いほどわかりますが、こ
の苦渋の判断をご理解いただきたいと思います。と同時に、皆さんとともに、大震災により
亡くなられた方々に謹んで哀悼の意を表し、ご冥福をお祈りし、また被災された方々および
地域の、一日も早い回復・正常化を心よりお祈りしたいと思います。この事態は、未曾有の
国難と呼んでよいと思いますが、日本人の沈着・賢明な行動と不撓不屈の意志をもって、必
ずや乗り越えられるものと信じています。
「諸学の基礎は哲学にあり」を建学の精神にかかげる東洋大学で育った皆さんは、どの研究
科・学部を問わず、なんらかの意味で、哲学することを学んでいただいたものと思います。
哲学するということは、常識や流行、先入観や偏見にとらわれず、物事の本質について深く
考えるということです。皆さんも大学を巣立っていくにあたって、あるいはこの大震災下の
状況の中で社会の中でどのような役割を担う存在となるべきか、深く自己に問い、考えたこ
とでしょう。そこに、皆さん一人ひとりの哲学があるわけです。また、それぞれの分野で学
んだ学問が、社会全体、人類全体にとってどのような意味を持っているのか、そのことを深
く問い、了解していくことも哲学そのものです。まことに「諸学の基礎は哲学にあり」です。
大震災の直後から、世界中の国々・地域から、日本に支援の申し出をいただきました。人

間には誰にでも、他社の困苦を座視するには「しのびない心」が具わっているのだと思いま
す。私どもは、国内外の励ましに応え、国の復興・再建に一致協力して立ち上がることにし
ましょう。皆さんにはそれぞれの持ち場において、このことに留意しつつ新たな生活を送る
よう願っています。また今後社会に出てさまざまな局面に出会うことと思いますが、自分が
社会の一角において携わっていることが、社会全体にとってどういう意味を有しているのか、
常に問い続けていただきたい、生涯にわたり哲学的思索を磨き、深めていただきたいと思い
ます。
井上円了先生は、次のようなことを言っています。「山はその高きをもって貴

とうと

しとせず、
植林の用

よう

有
あ

るをもって貴しとなす。川はその大
だい

なるをもって貴しとせず、灌漑の用有るをも
って貴しとなす。学はその深きをもって貴しとせず、利民の用有るをもって貴しとなす。識

しき

はその博
ひろ

きをもって貴しとせず、済
さい

世
せい

の用有るをもって貴しとなす」。つまり「山は高いから

2011年3月期卒業

平成22年度学位記・卒業証書授与式にあたって

全学生対象
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2011年3月期卒業
貴いのではなく、森林を載せて里を益するから貴いように、河は大きいから貴いのではなく、
田畑をめぐって潤すから貴いように、学問も深いから貴いのではなく、人々のためになると
き貴いのであり、知識は多いから貴いのではなく、世を救うはたらきがあるとき貴いのだ」
というのです（『奮闘哲学』）。
皆さん、創立者・井上円了先生のこうした言葉をかみしめ、これからも、自己の哲学を持
ち、知性も徳性も兼ね備えた、まさに独立自活する立派な社会人となって、困窮した方々の
ことを忘れず、少しでも他者の力となり、またより公正で豊かな未来社会を自ら築いていっ
てください。と同時に、東洋大学で学んだことに誇りを持って、卒業後も東洋大学との絆を
断ち切ることなく、いつまでも母校・東洋大学を応援してください。東洋大学のさらなる発
展に、ご支援・ご協力ください。どうぞよろしくお願い申し上げます。
最後に、今、東洋大学を巣立つ皆さんの背中を押すにあたって、皆さんが親しんだ東洋大
学応援歌第二番の歌詞をここにかかげ、私の贈る言葉としたいと思います。

薫風誘う学園に、聞け先哲のつよき励まし
英知の眉を今あげて、ゆずらぬ気

き

魄
はく

示す時、
栄えの勝

かち

閧
どき

われらが上に、東洋、東洋、われらが東洋

皆さんの今後のますますのご健勝とご活躍とを、ひとえにお祈り申し上げます。

平成23年３月23日
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2011年3月期卒業

力強く、そして、正しく生き抜こう─祝辞に代えて
� 通信教育部長　河　地　　　修

ここに晴れて卒業の栄誉に浴されたみなさんに、通信教育部を代表し、心から敬意を表さ
せていただきます。

言うまでもなく、「通信教育」とは、さまざまな事情により、恒常的にキャンパスに通学す
ることが困難な方々に、正規の大学教育を提供するものであり、ここにおられる大多数の方々
もまた、「優暇なき」状況の中で、勉学に励まれたことと推察いたします。
今、「優暇なき」という言葉を用いましたが、学祖井上円了先生は、明治20年（1887年）

本学の前身である私立哲学館を開設されました。そして、円了先生は、その建学の精神の一
つとして、「余資なく優暇なき人々」のために教育を提供するということを掲げられたのであ
ります。そして、円了先生は、翌明治21年（1888年）その精神を実践されました。すなわ
ち、館外員制度を設置し、大学キャンパスに通えない全国の人々に「哲学館講義録」を配布
されたのでありました。まさに、通信教育の嚆矢でありました。
円了先生の根本理念は、一言で言えば、学問の開放にあったと、私は思います。限られた

一部エリートのためにのみ、学問はあるのではない、それは、広く万民が共有するものでな
くてはならない、という真理であります。そして、この場合の学問の根本中核に、円了先生
は、「哲学」を掲げられたのでありました。

円了先生の言葉の中に、「護国愛理」という言葉がございます。国を護ることは、理を愛す
ることであり、理を愛することが、国を護ることである、ということであります。この場合
の「理」こそ「哲学」ということであり、物事を正しく見つめ、物事の本質を究め、物事の
在り方を正しく考究する力の育成が、なによりも大切であると、説かれたのであります。混
迷を深める現代社会において、我々には、物事の皮相に惑わされることなく、常に、真理を
見抜いていく力というものが、求められているのでございます。
どうか、これまでの懸命なる御努力で獲得された学問─「哲学する力」─「真理を考究す

る力」によって、これからの人生を、正しく歩んでいただきたいと念願します。みなさんが、
正しく力強く人生を歩まれることが、まさに、円了先生の言われる「護国愛理」の「護国」
─すなわち「国を護る」ということなのではないでしょうか。

さて、今月３月11日の午後、東北地方を中心に、未曾有の大地震が発生し、その直後に起
こった大津波によって、多くの尊い人命、家屋、財産、地域社会までもが一瞬にして失われ
ました。まことに傷ましいことであります。このように、多くの方々の命が一瞬にして奪わ

通信教育部長祝辞
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れた、という現実を目の当たりにするとともに、一方で、今、我々もまた、現実として、こ
こに確かに生きている、否、生かされている、という思いを強く持たざるを得ません。
生かされている我々には、とにもかくにも、与えられた、この限りある生を、力強く、そ
して、あくまでも、正しく生きていくことが、使命として求められている、と申せましょう。

どうかみなさん、力強く、正しく、懸命に、生きていただきたい。みなさんが獲得された
学問は、これからの新たなる人生の旅路に、必ずや、勇気と希望と、そして大きな力を与え
てくれるはずであります。
繰り返します。みなさんは、円了先生が作られたこの東洋大学に学び、通信教育という、
困難な条件下においても、その強靭なる意思を貫かれ、堂々と卒業をされました。どうかこ
のことを、一生の誇りにしていただきたい。

これからのみなさんのご健闘を心からお祈りいたし、ご卒業の祝辞に代えさせていただき
ます。

2011年３月23日
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� 通信教育課程卒業生代表　　井　口　麻　里

本日東洋大学を卒業するにあたり通信教育課程文学部25名、法学部７名、計32名の卒業
生を代表し、謝辞を述べさせていただきます。
本日は、大学関係の皆様のご出席を賜り、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、心より感謝申し上げます。この日を無事迎えることができましたことを、格別
な思いで噛みしめております。
過日発生した東北・関東大地震は日本に大きな爪痕を残しました。被災者の皆様に心から

お見舞いを申し上げるとともに、亡くなられた方々の御霊に、哀悼の意を表します。
私たちは初めて経験する大災害に戸惑い、深い悲しみと先の見えない不安感に包まれてい

ます。
このようなときこそ、学生生活で培った助け合いの精神で、この危機を乗り越えていかな

ければならないと思います。私たちが力を合わせれば、日本は見事に復興できると信じてお
ります。
私たち、通信教育課程の学生は、年齢も目標も経験も様々です。多くは仕事を持ち、家庭

での様々な立場や役割もあり、日常をこなしています。年間を通じて一度しかないスクーリ
ングには、会社の忙しい時期と重ならないよう祈るような気持ちを持ちながら、年間計画を
立てました。スクーリングは、先生方と直接お会いでき、直に講義を受けられる貴重な時間
です。スクーリングに出席するたびに、一人では難しく感じていた学習を、最後までやり遂
げようという、初心を貫く意欲を刺激されました。
今日という日を迎えるまで、私は十年もの歳月をかけました。思い起こせば、十年前の今

頃、通信教育というシステムを知り、期待を胸に入学を決意いたしました。この小さな勇気
が、大きな一歩となり、たくさんの経験と大きな自信をもたらしてくれました。
通信教育では、学習計画を管理するのも自分だげであり、順調なことばかりではありませ

んでした。リポートを何度も返され、試験に落ち続けたときは、諦めようかという思いに駆
られることもありました。しかしながら、先生方の温かい御指導や、事務局の方々の激励が
あり、最後まで諦めずに、粘り強く継続できたからこそ、この達成感と充実感を得ることが
できたのだと思います。東洋大学で培ったこの経験により、これから先の多くの困難にも断
固として立ち向かっていけるものと確信しております。
また、学友との交流も大きな糧となりました。幅広い年齢と様々な専門分野に基づいて、

貴重な経験・知識を交換でき、規定の履修に止まらず、発見することの感動、理解し合うこ
との楽しさを味わうことができました。

学生代表答辞
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私たちは本日卒業し、明日からは様々な道を歩み始めます。ここ東洋大学で学んだことを
心に刻み、それぞれの道を全うしてゆく所存です。これまで私たちを指導して下さった先生
方、事務局の方々、学友、家族に心より感謝を申し上げ、さらなる一歩を踏み出して参りま
す。
東洋大学通信教育課程の発展と諸先生方や事務局の皆様、在学生の皆様のご健勝を祈念い
たしまして、謝辞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。

2011年３月23日
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ご卒業おめでとうございます

2011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25名、法学部7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（2011年３月期卒業）（順不同　敬称略）

入学から17年が過ぎていました。当時は４日間のスクーリングで
あり、休みがなかなか取れないことと、レポート作成が進まず卒業
要件の124単位が遥か彼方に感じ、気が遠くなりそうであったこと
を思い出します。
４回目のスクーリングが仕事の都合で出席できなかったこともあ

りました。ああ、新幹線時代が、単位が、悔しい思い出もありまし
た。
ご指導いただいた先生方や、出会えた友人に感謝します。ありが

とうございました。

卒業は共に学んだ２人の友のおかげだ。同じ志を持ち一緒に入学
した友。スクーリングで知り合い、励まし合った友。
卒業はスクーリングのおかげでもある。土日、夏期、通年等充実
したシステムで学べたことは大きい。
卒業はまた、多忙な折、急な質問や依頼に応じてくれた三宅先生
のおかげだ。
すべてに感謝し、この日を迎える。
最後に、事務室の榊原さんに感謝します。

卒業を迎える事ができ、感無量です。卒論をご指導下さった宮木
先生を初めに、諸先生方に感謝してます。思い返せば、子育てとの
両立や遠方からのスクーリングの参加は困難をも伴いましたが、共
に学んだ友人の励ましと家族の支えがあり、なんとか卒業という目
標にこぎつける事ができました。
東洋で得た知識と学友の出逢いを今後も忘れることなく大切にし

ていきたいと思います。７年間お世話になり、ありがとうございま
した。
※�卒業証書授与式出席できなくて残念でしたが、この場を借りてお
世話になった皆様にお礼を申し上げたいと思います。ありがとう
ございました。

佐　藤　栄　一

山　本　聡　子

大　石　文　枝
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卒業式の通知のあった日は、東北関東大震災の直後だった。被災
地の中学生達が「ガンバロウ　命あることを喜ぼう」と元気な字で
書いて、体育館の壁に張っているところをテレビで放映していた。
自分の小ささを吹き飛ばす感動を覚えた。卒業は課題からの解放で
あり、淋しさもある。「命あることを喜べる日々」を待たねばと思
う。「次なるもの」への出発にしたい。御指導戴いた先生方、そして
事務室の方々、ありがとうございました。

この学校で卒業できたことを大変嬉しく思っています。最終年度
には、教育実習に行くこともできました。実習が終わった後も部活
動の指導や授業など、度々生徒さんと会う機会があり、思い出の多
い学生生活となりました。中でも一番幸せなことは、やはり、この
学校で知り合うことのできた友達や先生がたとの出会いでした。卒
業しても、ここで築いた関係を大切にしていきたいと思っておりま
す。どうもありがとうございました。

この一年は仕事が超多忙であることがわかっていながら、行ける
所まで突っ走る！心意気で鎌田先生に指導教員になっていただくよ
うお願いしたことが遠い昔のようです。学士入学であるという心の
隙か、長く在籍した割に勉労に励んだのは、異動で勤務地が近くな
ったこの３年でした。親が病気をし、仕事上の責任が重くなる年齢
にもなりましたが、物事を成し遂げられるか否かは気持ちひとつに
かかっているということを今強く思います。

ありがとうございました。スクーリングは必要最低限しか参加し
ませんでしたが、それが多少残念です。今年法学部を卒業しました
が、何年か後に文学部への入学を検討しています。そのときはよろ
しくお願い致します。

横　川　邦　子

中　澤　惠　子

小　澤　　　恵

松　下　広　史
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勇気をふり絞って入学した大学生活は忙しくはありましたが、楽

しく充実した日々でした。会社の人達の白い目を横目に通ったスク
ーリング、通年では授業時間に間に合わせるために、毎日、特急で
通った授業もありました。悩んだり苦しんだりした中で支えてくれ
た学友、ご指導下さった先生たち、スクーリングで知り合ったテニ
スサークルの面々、そして事務局の方々に感謝しております。本当
にありがとうございました。

「文学に参っちゃって下さい。」初めてのスクーリングでの今は退
官された中嶋先生の言葉です。この言葉通りすばらしい日々を送る
ことが出来たのは、一重に諸先生方の心のこもった丁寧なリポート
添削と、講義での熱意あるご指導のお陰に他なりません。そして最
後にこの日を迎えるにあたり、事務局、家族他支えて下さった多く
の方々、中でも卒論を親身にご指導下さった山崎先生に心から感謝
申し上げます。本当に有難うございました。

卒業にあたり、ご指導いただきました先生方、お世話になりまし
た事務室の皆様、そして多くの学友に心から感謝申し上げます。
東洋大学通信教育で学べたことは、今の私の大きな力になってい

ます。
わかる嬉しさと同時にわからない怖さや、情けなさを痛感したス

クーリングは、貴重な体験であり、それらすべてが財産となりまし
た。ここでの「学び」を糧として、これからも一歩、一歩、進んで
いきます。

試験のための勉強が嫌いで、こんな勉強しないで学校生活が送れ
たらさぞや、楽しかろうにと子どもの頃よく思ったものです。
そんな願いが五十代になって叶えられたのは本当に幸せだったと
思います。お世話になった先生方、職員のみなさん、お友達の皆様
にお礼を申し上げると同時に、学びたいものが通信教育で学べる“制
度”にも感謝したいと思います。
　孫祝うふなか　国難の中　卒業す　久子

小　関　智　子

小　薬　智　代

仁井田　朱　実

千　輪　久　子
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日本語教師という夢を叶えるため、３年生に編入してから仕事と
両立して６年かけてようやく卒業を迎えることができました。諦め
ることなく今日この日を迎えることができたのも、多くのみなさん
に支えていただいたからであるとおもっています。卒論で御指導下
さった坂詰先生をはじめ、諸先生方、事務室の皆様、温かく見守っ
てくれた家族と友人たちに心から感謝しています。ありがとうござ
いました。

「保護者席はコチラですよ」と学生の保護者と間違えられた日本武
道館での入学式から３年。今日こうして卒業を迎えられたことを大
変嬉しく思います。
２年次に編入学したその年は勉強方法が全く分からず、取得単位
数はゼロ。真剣に退学を考えたこともありましたが、家族や事務局
の皆さんの支えもあって３年で卒業することができたことに感謝し
ています。今後は大学院でさらに研究にまい進していきます。

５年かかりましたが、ようやく卒業です。昼間勤務しながらの学
習は、想像していたのよりもはるかに厳しいものでした。家族が支
えてくれたからこそ、今日という日が迎えられました。第一に家族
に感謝しています。
学生としての学習は本日で終了となりますが、生涯学習を胸に、
探求心を忘れず、これからも新しいことにチャレンジをしていきた
いです。

卒業を迎え、感謝の気持ちで一杯です。導かれるように東洋大学
に入学。古典文学を深く学びたい一心でした。どの科目も、心に残
る奥深き内容と感動の詰まったものでした。
良き師、かけがえのない学友との出会い。大学で得た財産は計り
知れません。今後は、科目等履修生として目標に向け学び続けます。
卒論を御指導して下さいました河地先生をはじめ、諸先生方、事
務室の皆様、支えてくれた学友、家族に心より感謝を申し上げます。

佐　藤　典　子

菅　　　雪　衣

市　川　奈緒美

美濃島　千　鶴
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卒業にあたり、ご指導をいただいた先生方、温かさと勇気をくれ

た友人達、励ましてくれた家族、事務局をはじめ、お世話になった
すべての方々に心より感謝申し上げます。学ぶことの楽しさを知り、
多くの思い出を作って卒業できることは大きな喜びです。自分の中
に学び続けたいという意志を確認し、四月からは通信制の大学院に
進学することにいたしました。東洋大学での学びを基礎に、これか
らも勉学に励みたいと思います。

名残惜しいですが、これで卒業です。当初６年計画で入学しまし
たが、主婦業に加え２種類の副業と趣味と学業に取り組む日々は想
像以上に大変でした。苦しさから抜け出したい一心で単位修得に励
んだ気がしましす。リポートや論文に苦しみ悩んだ時、支えてくれ
たのは苦労を共にする学友達でした。苦しみはいつの間にか学ぶ楽
しみに変わっていき、４年で卒業を迎えることができました。改め
て先生方、事務の方、学友、家族に感謝します。

一人で何でもやっていけるようになりたくて選んだ通信大学の道
でしたが、予想に反して多くの人に助けられた学生生活でした。ス
クーリングではもちろんのこと、一人でレポートに向かっていると
きも、共に学ぶ仲間いなければ、決してここまでたどり着けません
でした。この四年間に出会った方々に、感謝の気持ちでいっぱいで
す。

大震災による悲惨な現実と人々の苦難に思いを致すとき、素直に
卒業を喜ぶ状況になくここでは感謝の気持だけをお伝えします。
思えば基礎演習から卒論まで担当して頂いた谷地快一教授をはじ
め、教職員の皆様のご指導・ご支援と、学友の皆様の励ましにより
今日を迎えたこと、誠に有り難く存じます。
『おくのほそ道』の塩竈・松島をはじめ各地の光景が蘇り、人々の
安楽な暮らしが復興されることを祈って、今回卒業の証とします。

大　塚　奈奈絵

佐　原　郁　美

久保田　幸　子

丹　野　宏　美
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六年間かかりました。
一、二年次の頃はレポートも進まず、どーなることやら、と思っ
ていましたが、続けてみるもんですね。いつのまにか卒業まで辿り
着いてしまいました。
一人っきりのレポート学習は大変でしたが、今思うととても貴重
で意味のある時間でした。通信教育部で学んで良かったです。
これ以上ないくらい嬉しい今!!

この度、ようやく卒業できました。目指した頂上は遠かったが、
多くの学友と苦楽を共にし、時には卒業生達の応援に勇気をもらい、
マイペースで前進した。そして最後の胸突き八丁目、何度も落ちか
けたが、その都度卒論指導教員の小林秀年教授に助けられ、遂に山
登りを達成しました。皆さん本当に有難うございました。
在校生の皆さんに一言。絶対に諦めては駄目です。歩みを止めな
ければ、必ず頂上は見えてきますから。頑張って下さい。

まず、東北関東大震災の被災者の皆様にお見舞申し上げます。平
泉での地方スクーリングの途次、松島からの塩釜、アヤメが満開の
多賀城を見学してきたので被災地の映像を信じられない気持ちで見
ております。
非常時ではありますが卒業を迎えられた事を幸せに思っています。
スランプもありましたが充実した６年間でした。卒業論文をご指導
下さいました菊地先生をはじめ諸先生、事務室の皆様、学友、家族
にお礼を申し上げます。

生来の丈夫さと鈍感な性格が継続学習には向いていたのか、それ
とも逆に時間がかかり過ぎたのかは判断できませんが、卒業の時を
迎えてほっとしています。お世話になりました先生方、事務局の
方々、学友会の役員の方々、どうもありがとうございます。
スクーリングでは仲間との出会いが刺激や励みになりました。
Ｔ.Ａ.の記事が載るなど益々充実している「東洋通信」や「学習のし
おり」、図書館が助けになりました。

松　田　一　輝

西　村　通　子

小　崎　昭　夫

佐々木　光　子
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振り返ると、五年間という大学生活は、今後の人生の基盤となる

ような出来事の連続でした。在学中に就職し、社会人として働くこ
との大変さを痛感している毎日ですが、東洋大学の通信制で学んだ
ことを誇りとし、その力を存分に発揮して、日々努力して参ります。
先生方、学友の皆さん、卒業論文の作成を快く了解して下さった

陰陽座の皆さんをはじめ、私と関わった全ての人に、心から感謝い
たします。

卒業に６年かかりましたがスクーリング、通年、そしてたくさん
の学友とのめぐり逢い、充実した楽しい６年間でした。
卒論をご指導いただいた中山尚夫先生はじめ諸先生方、サポート
して下さった事務室の皆様、いつも励まして下さった学友の皆様に
心より感謝申し上げます。

学友に支えられての10年間でした。
この年月は、私の生涯の宝物です。
東洋大学で学んだことを誇りに思いながら、歩んで行こうと思っ

ています。

学位の取得を目標にして入学しました。今その目標を達成できた
ことを非常にうれしく感じています。また、４年間を振り返ってみ
ると、仕事との両立ができず学習が滞ったり思うように進まず焦る
こともありましたが、自分のペースで学べていました。スクーリン
グも楽しんでいました。我慢強く学習を続け、卒業までたどり着け
たことは私の自信になると思います。

越　後　翔　太

木　村　里恵子

土　屋　和　子

喜　多　亜　紀
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2011年３月期卒業
卒業の日を迎えることができ、大変嬉しく思っています。何度も
挫折しそうになりましたが、最後まで諦めず継続できたからこそ、
この達成感と充実感を得られたと思います。試験勉強やレポート作
成に追われた日々も、振り返れば良い思い出です。卒業できたこと
は、これからの人生の大きな自信となりました。支えてくださった
先生方、事務局の方々、友人、家族に感謝を申し上げます。

無事に卒業することができ、大変嬉しく思います。
一人で学習を進めることは、容易なことではありませんでした。
しかし、スクーリングで出会った、年齢や職業の異なるたくさんの
方から刺激を受けたおかげだで、卒業まで辿り着けました。
今まで支えてくれた家族・友人・職場の方々に、感謝の気持ちで
いっぱいです。

短大卒業後、大学卒業と図書司書を目指し本学に入学しました。
初めは勉強の進め方が分からずリポート提出に苦労しました。この
まま勉強を続けていけるか不安な毎日でした。そんな時先生や友人、
家族が私を支えてくれました。最後まで諦めずに卒業できたのはそ
の支えがあったからです。卒論が出来た時の達成感も忘れられませ
ん。石田先生には心から感謝しています。四年間支えて下さった先
生、友人達本当に有難うございました。

予定より長く、六年という時間がかかってしまいましたが、無事
卒業できることを本当に嬉しく思います。リポート、卒論などはと
ても苦労しましたが、先生方のご指導の元、多くの事を学ぶことが
できました。スクーリングでは幅広い年代の方々とも交流すること
ができ、貴重な経験となりました。お世話になった先生をはじめ皆
様に心よりお礼申し上げます。どうもありがとうございました。

井　口　麻　里

伊　藤　有　沙

佐々木　麻　衣

松　井　早　織
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〜視野を広げて学習を進めてみよう─学説の理解を通して（1）─〜 
（法律学科編）

１．はじめに
皆さん、こんにちは。法学部ティーチング・アシスタントの大山直樹と申します。今回は、

法学部の皆さんを対象とした内容として、主に学説の理解の仕方についてお話ししたいと思
います。学説の理解を通して、より視野を広げて学習を進めてみると学習がより効果的なも
のとなってくるでしょう。また、学説を通して視野を広げてみることで、科目を問わず法律
学の学習には不可欠であり、かつ卒業論文の執筆等においても重要になるものである、法律
的観点に立った物事の考え方をより深く身に着けることができるようになるかと思われます。

２．学説とは何か
法律学の学習を進めるに当たり、どの科目においても学説の対立している箇所が至るとこ

ろにあるということは、テキストを読み進めたり、リポート課題に取り組んでみると必然的
に理解できることかと思います。「法学概論」の科目では法解釈の方法について学ぶことにな
りますが、この法解釈の方法にも様々なものがあり、解釈の方法が異なればそこから導き出
される結論も異なるものになりえる場合があるため、同じ条文でも何通りもの解釈が成り立
ち、また解釈の違いによりその条文がどのような効果をもたらすのかも当然異なってくる場
合があります。
このように、法律学における学説とは、一言で言うならば法律上の問題となっているある

特定の物事に対して、法律上どのような解釈や論理構成が成り立ち、その物事がどのような
法律上の性質を有し、その結果、どのような結論が導き出せるのかというような点に関して、
学者が見解を述べたものといえます。

３．通説の立場と新たな学説の誕生
学説の対立している箇所を学習するに当たり、最初はいわゆる通説といわれる立場の見解

を十分に理解し、実際に皆さんがリポート課題や卒業論文の作成等において具体的な問題を
検討するにあたっても、これに従って検討することが望ましいと、しばしばいわれています。
確かに、通説というものはそれぞれの分野における権威ある学者の見解によるものが多く、
解釈の面においても無理のない自然な論理構成をとっており、その意味で合理的な結論を導
き出せ、妥当な結論を得られるものといえるものが少なくありません。いわば法律を理解す
るに当たり、条文の解釈と運用の基本となる見解であり、実際に訴訟が提起されればそれゆ
え通説の立場に基づいた判決が出されることが多いため、この意味でも通説の内容を十分に
理解することは非常に重要です。
しかしながら、近年では、通説の立場というものが必ずしも適切な見解ではないというこ

とが様々なところで認識されるようになりつつあるのもまた事実です。特に民法においては、
その起源を紀元前の頃にまで遡ることができる非常に古いものであり、我が国の民法の場合

T.A.のしおり
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T.A.のしおり
も、その起源は古代ローマ法にまで遡ることができ、この古代ローマ法がドイツ・フランス
等に継受され、主にドイツ民法典の主要部分を抜粋するような形態で明治時代に我が国に導
入されたものといえます。明治31年の施行以来、部分的な改正は何度か行われ、大規模な改
正としては第二次世界大戦後における家族法分野の全面改正、近年では成年後見制度の改正、
条文の現代語化、またごく最近では法人制度の改正等が行われ、現在では債権法分野の全面
改正の動向が生じていますが、現在のところ、特に財産法分野においては基本的な内容とし
ては施行以来大きく変化した点は極めて少ないといえるでしょう。
このように100年以上前につくられた条文がほとんどそのまま残っている一方で、社会状
況は時代の流れにより目まぐるしく変わり、100年前とは比較にならぬほど変化しているこ
とは誰も否定できないものといえます。このように社会状況そのものが特に近年著しく変化
していることを考えてみると、実際の問題を検討する上で、これまでいわれてきた通説の立
場では妥当な結論となりえない場合があるということが考えられうるわけです。特に民法や
商法などの民事法においては、その重要な役割として当事者間に紛争が生じた場合の公平か
つ妥当な紛争解決を図るというものがあるため、いくら通説が重要であるといっても、結果
として当事者間の公平かつ妥当な紛争解決が図れないようでは、法律の有する重要な機能が
果たされてないことになってしまいます。

４．通説以外の学説にも目を向けてみよう
このような状況においては、通説の見解に目を据えつつ、その他の学説にまで目を向けて
みることが重要になります。特に民法の分野においては、やはりその歴史の古さゆえに実際
の社会状況との乖離が目立つようになり、様々な点でその修正を迫られてきました。特に重
要と考えられるものについては、特別法の制定等で立法措置が講じられ、立法的に解決され
たものも少なくありませんが、このような方法は大変な手間と時間を要するものであり、容
易には対応できないのが事実でしょう。そこで、現行の法律の枠組みの中での対応が必要と
なってくることが多いわけですが、このために、従来の通説の見解について再検討すること
により、その解釈や論理構成を少々改めたり、あるいは異なる観点から検討してみることで
より妥当な解決が図れるのではないかということで、新たな学説が次々と生み出されてきま
した。通説を唱えた学者は確かに権威ある先生方が多いですが、人間は誰しも、間違いの全
く存在しない完璧な存在ではないわけですから、これまでの通説的な見解の問題点をよく検
証しなおしてみることで新たな発見を生み、より妥当な方向性を見出せることも十分あり得
るわけであり、特に卒業論文の執筆にあたっては、このような、これまでの問題点を指摘す
ることができ、これをいかにしたら解決することができるのかという点を具体的に述べるこ
とができる、独創性のある論文というものは高い評価が得られるものです。
そこで、まずは平常の学習においても、できる限り通説の立場以外の学説にも目を向け、
より広い視野に立って学習を深めてみることが重要となってくると思います。紙面の都合上、
今回は具体例を取り上げて説明することができませんでしたので、次回からはいくつか具体
例を示して、今回お話しした点について具体的に説明していきたいと思います。

（法学部T.A.　大山　直樹）
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学友会からのお知らせ
〈文学散歩へのお誘い〉

　今年度二度目の文学散歩を企画いたしました。先輩たちも参加します。
　ご指導は恒例の高城先生です。アジサイの頃の半日を、珍しい海からの岩屋見物を計画、
また鎌倉長谷大仏、極楽寺には散策して、先生の解説のもと訪ねます。
　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。

記

１．日　　時：2011年６月12日（日）10：00　雨天決行
２．集合場所：江ノ島電鉄藤沢駅改札口（江ノ電の１日フリー乗車券を購入ください。）
３．見学コース：�江の島…船で外から岩屋をみます。（本邦初公開！珍しいので、是非ご参加

ください）
　　　　　　　　�→稲村ケ崎→極楽寺→阿仏尼旧居跡→長谷寺（山の斜面のアジサイが見ごろ

です）→大仏→鎌倉で解散
４．ご指導：高城功夫先生
５．会　費：昼食代＋拝観料＋交通費
　　　　　　・昼食………………………1500円位。
　　　　　　・入館料・クルーズ………800円位。
　　　　　　・交通費……………………�藤沢まで往路運賃・鎌倉から復路運賃・江ノ電一日

フリー乗車券（580円）。
６．その他：・「寅さん」のロケ地「江の島亭」での食事を予定しております。
　　　　　　・歩きやすい靴でお願いいたします。
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＊：６月10日（金）消印有効（メール11日（土）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）


