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10月入学の皆様へ

東洋大学学長

竹

村

牧

男

東洋大学の通信教育課程に入学された皆さん、ご入学おめでとうございます。通信教育課程にお
いて学ぶことには、幾多の困難が横たわっていると思いますが、ぜひそれらの困難に打克って、所
期の目的を達成されますことを祈っています。
大学において、さまざまな分野および専門分野の研究成果を学び、自らも関心に従い研究してい
ける素地を作って、以後、生涯にわたって学び続けていくことは、このかけがえのない人生にとっ
て、大変、悦ばしいことだと思います。このたびの入学を機に、今後の人生において関心のある分
野、興味を惹かれる分野、究明したいと思う領域について、どこまでも学び続けていく土台を着実
に築いてほしいと思います。
東洋大学は、哲学者の井上円了博士が、明治20（1887）年に創設した「私立哲学館」に由来する大
学です。円了博士は、哲学は諸学を統括する、もっとも根本的な学問であり、
「知」の開発には最適
であると考えました。また、哲学を学ぶことは「哲学すること」を学ぶことなのであり、
「思想の練
磨」すなわち考察のトレーニングを行うことだと説きました。哲学というものの意義について、
『哲
学早わかり』には、①知力を練磨すること、②思想を遠大にすること、③情操を高尚にすること、
④人心を安定すること、の４点をあげています。私は、皆さんが今後、文学や法学を学ぶとしても、
単にそれらの分野における知識を増やすだけでなく、哲学的探究をも基盤におきながら、これら４
点の実現をめざして学習に取り組んでほしいと思います。
学問の世界は、社会の現実とどこか遊離していると思われるかもしれません。しかし学問的に研
ぎ澄まされたものの見方・考え方を通して現実世界を見るとき、世界の見方がまるで違ってきて、
自分の人生そのものも変わってしまうことさえあるかもしれません。そのくらい、学問の力は深く
鋭利なものがあるものです。それは学問が、生活や社会の現実を批判的に分析し、掘り下げ、より
深い真実に根ざした言葉をつむぐからでしょう。これらを虚心に学ぶ時、私たちはより豊かで意義
深い、真実に迫った人生を送ることができます。
円了博士は、古今東西の哲学者の思想を研究し、その帰するところ、
「人生の目的は活動に外なら
ぬ」と自得し、哲学の目的も「人生を向上するに外ならぬ」と知ったといいます。それ以来、生涯
にわたって活動主義に立ったのでした。
「活動はこれ天の理なり、勇進はこれ天の意なり、奮闘はこ
れ天の命なり」とその立場をまとめています（
『奮闘哲学』
）
。皆さんもこの創立者の言葉を深く味わ
われて、年齢にとらわれることなく、どこまでも前に進むように学問に取り組まれ、勇進・奮闘し
ていかれることを期待しています。皆さんのご健闘を、ひとえに祈念申し上げます。
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当事者として哲学し、

問題解決能力を身につけよう
─秋季に入学された皆さんへ─
通信教育部長

沼

田

良

この秋季に東洋大学の通信教育課程に進学された皆さん。ご入学おめでとうございます。通信教
育部を代表してお慶びを申し上げ、心より歓迎いたします。こうして皆さんをお迎えできたことは、
私たちの大きな喜びです。
本学は、建学の当初から創設者・井上円了の理念にもとづき、学習するための資金と時間に余裕
のない人々（「余資なく、優暇なき者」
）
のために、
「館外生制度」を設置しました。具体的には「哲学
館講義録」を刊行・配布して、さまざまな事情で通学できない人々への教育を実施してきました。
これは今日の通信教育の先駆けとなるものであり、この精神にもとづく諸活動はわが国社会の近
代化にたいして一定の貢献をしてきたと信じます。こうした本学の歴史をいま一度確認しながら、
私たち通信教育部は今後とも、多様な人々に学習の機会を提供することによって社会に貢献してい
く所存です。
思えば、２年半前の３月11日午後２時46分。一瞬にして大震災・津波の災禍と、それによる原発
事故の放射能汚染が東日本を襲いました。さらにはエネルギー供給、景気低迷、雇用不安、就職難、
東北地方での過疎化、遅々として進まぬ復旧や除染、そして国際的な金融・財政危機など、いま日
本は国の存立に関わるほどの諸課題と苦闘しています。
ある研究によれば、この被災地における惨状は、ゆるやかに進行する人口減少やインフラの老朽
化などとして、これから10年後、20年後の全国各地に避けようもなく降りかかってくる災厄なのだ
ともいいます。近未来のわが国の負の姿が一瞬のうちに地獄絵のように現出したわけであり、その
意味でも東日本大震災は決して他人事ではありません。
それでは、これらの難局を乗り越え、東日本の復興、そして日本再生のためどのように役立つか。
ふたたび活力ある日本に建て直すために、この社会の中で自分に何ができるのか。一人ひとりがこ
のことを真剣に考え、今日から東洋大学の学生としての立ち位置を定めていただきたいと思います。
未曾有の大惨事を目の当たりにすると、生命のはかなさ、人知の矮小さ、科学技術の稚拙さなど
が身にしみます。ただし、難問の解決と災害の復興を図るには、やはり人間の理性的な思考と行動
に寄るしかありません。根底にあるべきものは哲学する心です。まさに、本学の建学の精神である
「諸学の基礎は哲学にあり」なのです。
ヒストリカル・ディスロケーション
（historical dislocation）という英語の言葉があります。連続す
べき歴史の関節が外れ、史的な脱臼によって不連続な混乱状態になることをさします。そうした非
日常のただなかにおいて、いま私たちは傍観者としてではなく、当事者として問題の解決に向けて
哲学し行動することが大切です。
歴史を振り返っても、常に人類は難題に立ち向かってきました。もとより成果ばかりを残せたわ
けではありません。それだからこそ新入生の皆さんが、哲学を基礎とするこの東洋大学で主体的に
学び続け、失敗を恐れずに試行を重ねながら、試練を越えて成果をあげられることを強く期待して
います。ともに学びましょう。
─ぬまたまこと・法学部教授─
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10月

行事予定

手続期間

「東洋通信」参照ページ

後期生（科目等履修生）2次出願締切
後期生学費納入期間（〜10/15）
P.34
後期生（正科生）履修登録期間（〜10/8） P.36
2014年9月卒業予定者卒業論文題目
登録申請開始（〜10/8）

1（火）
2（水）
3（木）
4（金）
後期新入生オリエンテーション第1回
10：00〜12：00

P.7

5（土）学習の進め方・リポートの書き方説明会第3回

P.7

13：00〜14：30

単位認定試験（筆記）第5回申込開始
（〜10/20）

6（日）

P.13

7（月）
後期生（正科生）履修登録締切
2014年9月卒業予定者卒業論文題目
登録申請締切

8（火）
9（水）
10（木）
11（金）
12（土）
13（日）
14（月）体育の日

通学課程（通年スクーリング）平常授業

15（火）

後期生学費納入締切

16（水）
17（木）
18（金）
19（土）
20（日）

単位認定試験（筆記）第5回申込締切

21（月）
22（火）

日曜3期S申込開始（〜10/28）

23（水）

第3回メディア授業申込開始（〜11/1） P.29

24（木）法律討論会

P.21

13：00〜

25（金）
単位認定試験（筆記）第6回申込開始
（〜11/9）

26（土）

P.14

27（日）単位認定試験（筆記）第5回
28（月）

日曜3期S申込締切

29（火）

土曜2期S申込開始（〜11/4）

P.23

30（水）
31（木）
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Ｓはスクーリングを表します

11月

行事予定

1（金）大学祭（準備日）

「東洋通信」参照ページ

哲学堂祭

3（日）大学祭

文化の日

第3回メディア授業申込締切

2（土）大学祭

4（月）大学祭（整理日）

手続期間

P.52

振替休日

土曜2期S申込締切

5（火）
6（水）
7（木）
8（金）
後期生入学式 10：00〜
単位認定試験（筆記）第6回申込締切
後期新入生オリエンテーション第2回
10：30〜12：30
「教育実習」参加事前説明会第2回（後期3年生対象）
9（土）13：00〜13：30
「介護等体験」登録説明会 14：00〜14：30
学習の進め方・リポートの書き方説明会第4回
13：30〜15：00

P.7
P.7
P.40
P.9

10（日）日曜3期S①
11（月）
12（火）
13（水）
14（木）
15（金）
16（土）単位認定試験（筆記）第6回

土曜2期S①

17（日）
18（月）
19（火）
20（水）
21（木）
22（金）
土曜2期S②

23（土）勤労感謝の日

創立記念日

通学課程
（通年スクーリング）平常授業

24（日）日曜3期S②
25（月）
26（火）
27（水）
28（木）
29（金）
30（土）土曜2期S③
Ｓはスクーリングを表します
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各種説明会
下記のとおり各種説明会を開催します。それぞれ内容・月日・時間・場所・対象者欄を熟
読のうえ、各自、積極的に参加してください。
説 明 会 内 容

月日・時間

①後期新入生オリエンテーション
第１回
10月５日
（土）
履
 修手続に関する説明や図書館利 10：00〜12：00
用に関する説明をします。

場

所

白山キャンパス
５Ｂ12教室

対象者
○後期新入生・在学生
〈自由参加〉

②学習の進め方・リポートの書き方
白山キャンパス
説明会第３回
10月５日
（土）
○新入生・在学生
6204教室
（文学部）
リ
 ポートの作成方法など学習方法 13：00〜14：30
〈自由参加〉
6205教室
（法学部）
に関する説明をします。
③後期新入生オリエンテーション
第２回
11月９日
（土）
＊詳細については11月号に記載し 10：30〜12：30
ます。
④「教育実習」参加事前説明会
第２回
「教育実習」参加のためのスケジュ

11月９日
（土）
ールや諸手続の概略などを説明し 13：00〜13：30
ます。
⑤「介護等体験」登録説明会
11月９日
（土）
「介護等体験」参加にあたる諸手続

14：00〜14：30
を説明します。

白山キャンパス
6204教室

○後期新入生・在学生
〈自由参加〉

白山キャンパス
6203教室

○後期３・４年生
2014年度「介護等体
験」に参加予定の学生
は、下記⑤「介護等体
験」登録説明会にも参
加してください。

白山キャンパス
6203教室

2013年度に「介護等
体験」に参加予定の学
生（必須）。

⑥学習の進め方・リポートの書き方
白山キャンパス
11月９日
（土）
○新入生・在学生
説明会第４回
6204教室
（文学部）
13：30〜15：00
〈自由参加〉
＊詳細についてはP.９参照。
6205教室
（法学部）

・会場は変更となる場合がありますので、当日の掲示（正門受付等）も確認してください。
・④「教育実習」参加事前説明会は、2015年度「教育実習」に参加を希望する学生対象と
なります。2014年５月にも同様の説明会を開催する予定です。
・⑤「介護等体験」登録説明会は、2014年度に「介護等体験」へ参加する学生対象となり
ます。この説明会に出席することは介護等体験参加の必須条件の１つとなりますので、必
ず出席してください。
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ToyoNet-G他webサービスの利用について 新入生対象
□□□□□
履修登録やリポート提出の申請、単位認定試験やスクーリングの申請等は、
「ToyoNet-G」
という学務システムを使用します。その他、次のサービスが使用できます。
これらを使用するためのIDとパスワードは、入学時に送付された「東洋大学情報システム
利用通知書」に記載されていますので、活用してください。
①ToyoNet-G
（全員利用可能）
ToyoNet-Gは、学習を支援するシステムで、自宅や大学のパソコンからインターネット経
由で利用します。次の申請や確認に使用してください。
東洋大学ホームページ
（http://www.toyo.ac.jp/）下段の ToyoNet-G をクリックして
IDとパスワードを入力してください。
〔履修登録、リポート申請、リポート表紙印刷、単位認定試験やスクーリングの申請、卒業

論文題目申請、住所変更、リポート等の採点状況や成績の確認等〕
②ToyoNetメール
（正科生のみ）
正科生全員にメールアドレスが付与されます。ToyoNetホームページ（http://www.
toyonet.toyo.ac.jp/）の左側の ログイン をクリックしてください。
③ToyoNet-ACE
（全員利用可能）
主にメディア授業に関連する資料の配布などで使用します。
東洋大学ホームページ（http://www.toyo.ac.jp/）下段の ToyoNet か（ToyoNetホーム
ページ
（http://www.toyonet.toyo.ac.jp/）の左側の ログイン をクリックしてくださ
い。
④ＰＣ教室アカウント（全員利用可能）
東洋大学のＰＣ教室が使用できます。教室のパソコンを起動し、IDとパスワードを入力し
てください。
ToyoNet-G
（学務システム）を利用するには、パソコンが必要です。パソコンをお持ちでな
い方は、こちらをご利用ください。
（※PC教室の開室日・開室時間は上記ToyoNetホーム
ページでご確認ください。）
⑤学内無線LANアカウント（全員利用可能）
学内に各自のノートパソコンを持ち込み、東洋大学ネットワークを経由してインターネッ
ト接続ができます。利用の際は、各自のノートパソコンに設定が必要です。利用するノー
トパソコンは各自でご用意ください。
設定方法は、下記「東洋大学情報システム利用ガイドブック」をご覧ください。
●「東洋大学情報システム利用ガイドブック」について
上記のwebサービスのマニュアル「東洋大学情報システム利用ガイドブック」は、東洋大
学ホームページ
（http://www.toyo.ac.jp/）
下段の ToyoNet をクリックし、出た画面
の左下「各種ダウンロード」のガイドブックをクリックします。
「東洋大学情報システム利
用ガイドブック」を選択し、IDとパスワードを入力することで閲覧できます。
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学習の進め方・リポートの書き方説明会 第４回 全学生対象
「入学したけれどなかなかリポートが書けない」「リポートの書き方の基本的なことから知
りたい」  「学習に行き詰まってしまったのでなんとかしたい」
「学習が今まで進まなかったが
心機一転リポートを提出したい」等のご要望にお応えするため、下記の日程で学習の進め方・
リポートの書き方説明会（講義形式）を開催いたします。
原稿用紙の使い方等、基本的なことから説明し、質問も受け付けます。この機会に今まで
聞きづらかった疑問点を解決して、今後のリポート作成に役立ててください。
記
１．日

時

11月９日（土） 13：30〜15：00

２．場

所

白山キャンパス 6204教室（文学部）
（予定）
6205教室（法学部）
（予定）

３．持参物

筆記用具

メモ

『演習・卒論の手引き』
（文学部正科生のみ）
説明会に参加を希望される方は、P.10綴じ込みの参加申込票に必要事項を記入のうえ、
FAXまたは郵送（窓口持参可）にて10月30日（水）
（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
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学習の進め方・リポートの書き方説明会

第4回



2013年

月

日提出

「学習の進め方・リポートの書き方説明会」
（11／９実施）参加申込票
（フリ

学籍番号
（10桁） 7

ガナ）

氏 名

入学年度
（西暦）

年

電話番号
（自宅・携帯電話）
メールアドレス

学部・学科
（

学部

学科

）

@

ＦＡＸ番号

（

）

11月９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。
＊10月30日
（水）
（必着）
までにご提出いただいた質問には、TA（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。
FAX：03−3945−7584

東洋大学通信教育部
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2013年度単位認定試験（筆記）
（第5回～第9回） 全学生対象
◇2013年度の単位認定試験（筆記）は、下記の要領で実施します。
１．筆記試験実施科目は、下記のとおりです。下記以外は論文試験となります。
◇実施科目
共通総合科目
授業コード

図書館司書科目
科目名

担当教員名

授業コード

科目名

担当教員名

Y705098020 英語Ⅲ①

J・D・ショート

Y719121010 児童サービス論

島谷

Y705099020 英語Ⅲ②

高波

幸代

Y719571010 児童サービス論

島谷

祐枝

Y701141010 現代日本文学

早川

芳枝

Y719551010 図書館サービス概論 島谷

祐枝

Y700191010 現代日本文学Ａ

早川

芳枝

Y719171010 図書館サービス論

祐枝

Y700201010 現代日本文学Ｂ

早川

芳枝

Y719601010 図書館情報資源概論 大塚奈奈絵

Y706131010 スポーツ健康科学講義 金田

英子

Y719191010 図書館資料論

文学部専門科目
授業コード

島谷

祐枝

大塚奈奈絵

法学部専門科目
科目名

担当教員名

授業コード

科目名

担当教員名

Y714251010 近現代日本文学講読 早川

芳枝

Y741291010 会社法

堀口

勝

Y715401010 作家作品研究〈近現代〉 早川

芳枝

Y740101010 商法Ⅱ部
（会社法） 堀口

勝

Y716561010 作家作品研究（近現代）Ａ 早川

芳枝

Y741161010 経済法

多田

英明

Y716571010 作家作品研究（近現代）Ｂ 早川

芳枝

Y740071020 刑法Ⅰ部
（総論）

小坂

亮

Y709481010 国語科指導法

幸田

国広

Y741441010 刑法Ⅰ部
（総論）
Ａ

小坂

亮

Y709591010 国語科指導法Ⅱ

幸田

国広

Y741451010 刑法Ⅰ部
（総論）
Ｂ

小坂

亮

Y714221010 古代日本文学講読

古田

正幸

Y740081020 刑法Ⅱ部
（各論）

武藤

眞朗

Y715371010 作家作品研究〈中古〉古田

正幸

Y741481010 刑法Ⅱ部
（各論）
Ａ

武藤

眞朗

Y716510090 作家作品研究（中古）Ａ 古田

正幸

Y741491010 刑法Ⅱ部
（各論）
Ｂ

武藤

眞朗

Y716511010 作家作品研究（中古）Ｂ 古田

正幸

Y740021010 憲法

名雪

健二

Y714161010 古代日本文学史

池原

陽斉

Y741421010 憲法Ａ

名雪

健二

Y715141010 古代日本文学史Ａ

池原

陽斉

Y741431010 憲法Ｂ

名雪

健二

Y715151010 古代日本文学史Ｂ

池原

陽斉

Y709491010 社会科指導法Ⅰ（地歴） 田中

政美

Y715261010 古典文法

田貝

和子

Y709621010 社会地歴指導法Ⅰ

田中

政美

Y716241010 古典文法Ａ

田貝

和子

Y709631010 社会地歴指導法Ⅱ

田中

政美

Y716251010 古典文法Ｂ

田貝

和子

Y740091010 商法Ⅰ部（総則・商行為） 遠藤

喜佳

Y714211010 日本語文法

田貝

和子

Y741281010 商法総則・商行為法 遠藤

喜佳

Y714012010 日本文学文化概説② 石田

仁志

Y740111020 商法Ⅲ部（手形・小切手法） 井上

貴也

Y715022010 日本文学文化概説Ａ② 石田

仁志

Y741301010 手形法・小切手法

井上

貴也

Y715032010 日本文学文化概説Ｂ② 石田

仁志

Y741191020 知的財産権法

盛岡

一夫

Y714311010 日本の伝統行事

久野

俊彦

Y740031010 民法Ⅰ部
（総則）

小林

秀年

Y715411010 日本の伝統行事Ａ

久野

俊彦

Y741461010 民法Ⅰ部
（総則）
Ａ

小林

秀年

Y715421010 日本の伝統行事Ｂ

久野

俊彦

Y741471010 民法Ⅰ部
（総則）
Ｂ

小林

秀年

Y713251010 日本民俗学

久野

俊彦

Y740061010 民法Ⅳ部（債権各論） 大坂

恵里

Y715661010 日本民俗学Ａ

久野

俊彦

Y715671010 日本民俗学Ｂ

久野

俊彦
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2013年度単位認定試験
（筆記）
（第5回～第9回）
２．筆記試験の実施回数・実施月日・会場
第５回
実施月日

第６回

第７回

10月27日（日） 11月16日（土） 12月22日
（日）

第８回

第９回

１月18日
（土）

平成26年
２月16日
（日）

（日）
〜 12月28日
（土）
〜 １月26日
（日）
〜
受験申請 10月６日（日）〜 10月26日（土）〜 12月１日
（日） １月11日
（土）
２月９日
（日）
期間（予定） 10月20日（日） 11月９日（土） 12月15日
会場

東京

東京

東京

東京・大阪・
名古屋・仙台・
札幌・福岡

東京

※単位認定試験
（筆記）受験票は、原則として試験の５日前より出力可能です。
３．試験時間割
１時限目

２時限目

１科目受験者

13：00〜14：00

２科目受験者

13：00〜14：00

14：20〜15：20

３科目受験者

13：00〜14：00

14：20〜15：20

３時限目

15：40〜16：40

※実施に当たっての詳細については、その都度『東洋通信』に掲出します。
４．集合時間
試験会場へは12：40までに入室すること（時間厳守）。
試験実施にあたり、注意事項を説明します。
５．受験資格
４単位科目
①所定のリポート課題を４通提出し、そのいずれも合格通知を受けていること。
②所定のリポート課題を２通提出、スクーリング（またはメディア授業）を１回受講し、
そのいずれも合格通知を受けていること。
③所定のスクーリング（またはメディア授業）を２回受講し、そのいずれも合格通知を受
けていること。
２単位科目
①所定のリポート課題を２通提出し、そのいずれも合格通知を受けていること。
②所定のスクーリング（またはメディア授業）を１回受講し、合格通知を受けていること。
６．受験前の注意事項
・１回の申請で受験できるのは、３科目まで。
・試験会場での受験申請受付はできません。必ず、所定の申請期間内にToyoNet-G（学
務システム）
にて諸手続を済ませること。
７．受験時の注意事項
・受験会場内ではすべて監督の指示に従うこと。
・学生証・
「単位認定試験
（筆記）
受験票」
（ToyoNet-Gより各自で出力（P.14の図を参照））
を必ず持参し、机上に提示する。
・試験開始後20分までに入室しないと受験資格を失う。また開始後30分を経過したら
退出できる。
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2013年度単位認定試験
（筆記）
（第5回～第9回）
・中途退出した場合、当該試験時間内の再入室は認めない。
・２科目以上の受験者で、１時限目を欠席した場合、２時限目の試験は「受験票」の２
時限目に表示されている科目から受験を許可する。
・解答に必要なもの以外は机上に置かず、カバン等の中に入れること。
・試験実施中、携帯電話、PHS等の電源は必ず切ること。また、これらを時計の代わり
として使用することも禁止する。
・受験会場での電子機器（電子辞書、電子図書、ポケットコンピュータ等）の使用は認め
ない。
・解答用紙の所定欄に、万年筆またはボールペンの黒かブルーブラックで学籍番号・氏
名を記入する。解答は、鉛筆書きでもよい。
・受験会場への持込が許可されているものの学生間での貸し借りは不正行為とみなす。
・不正行為を行った場合は、東洋大学通信教育部規程第76条に則り、処分する。
・法学部専門科目の試験で、指定六法使用可の場合は、次のもののみ許可する。ただし、
メモ書き等書き込みのないものに限る。
岩波書店

『基本六法』

有斐閣

『六法全書』・『セレクト六法』・『ポケット六法』

法曹会

『司法試験用六法』

三省堂

『新六法』・『デイリー六法』

第一法規

『新司法試験用六法』

※単位認定試験（筆記）第５回の受験手続について（補足）
単位認定試験（筆記）第５回の受験手続については、補助教材『東洋通信』９月号（P.８～
P.13）
に掲載されています。
手続期間
（10月６日〜10月20日）等に注意して手続を行ってください。
ToyoNet-Gでの単位認定試験
（筆記）
受験申請方法は、P.1４の図を参照してください。単
位認定試験
（筆記）受験票は10月23日（水）より出力が可能です。
なお、後期生（正科生）の受験希望者は、手続期間内に在籍手続（P. 34参照）をおこなって
ください。
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単位認定試験（筆記）第6回 全学生対象
単位認定試験
（筆記）第６回を下記の要領で実施します。
◇実施日

11月16日（土）

◇開催地・会場
開催地
東

京

会

場

本学白山キャンパス

所在地
東京都文京区白山5－28－20

電

話

03−3945−7348

◇実施科目
P.11「2013年度単位認定試験（筆記）
（第５回〜第９回）を確認してください。」
◇受験申請手続期間

10月26日（土）
〜11月9日（土）

◇受験申請手続
ToyoNet-G
（学務システム）で申請手続をおこなってください。
※ToyoNet-Gでの申請方法は、DVD「東洋大学通信教育課程システムガイド」および下
図を確認してください。

※１ 単位認定試験（筆記）
受験票は11月13日（水）から出力が可能です。
◇注意事項
１

P.11「2013年度単位認定試験（筆記）
（第５回〜第９回）」を確認してください。

２ 後
 期生
（正科生）の受験希望者は、在籍手続（P. 34参照）をおこなってください。
◇試験時間割
P.12「３．試験時間割」を確認してください。
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単位認定試験
（筆記）
（第6回）
◇会場案内図

東洋大学 白山キャンパス

〒112–8606 東京都文京区白山5–28–20
アクセス

至巣鴨

千石
駅

●都営地下鉄三田線「白山」駅5分

本駒込2

●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

り
本郷通

千石駅前

北線
トロ南
東京メ

都
営
三
田
線

東洋大前

ampm

三井住友
銀行

125周年記念館
（8号館）

1F

通信教育課（事務室）

125周年記念館（８号館）
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単位認定試験（筆記）
（第6回）
◇担当教員による学習上のアドバイス
科

目

名

担当教員名 試験場への持込

重点的学習範囲

英語Ⅲ①

ショート

不可

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

英語Ⅲ②

髙波

テキスト・
自筆ノート

・テキスト（Different Realities）のChapter11、12から出題します。
・わ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Chapterから3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。

すべて可

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

テキスト

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

テキスト

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

現代日本文学Ａ
早川
現代日本文学Ｂ

現代日本文学

早川

教科書の第十章から出題します。文中で言及されている文学テクスト、作
家、用語、事項について自分で調べ、しっかりと内容を理解しておいてく
ださい。特に「相関文化」とはどのような歴史的背景から説明できるか、
考えてください。

日本文学文化概説Ａ②
石田
日本文学文化概説Ｂ②

日本文学文化概説②

石田

テキスト・
自筆ノート・
教材プリント 教科書の第十四章から出題します。文中で言及されている文学テクスト、
作家、用語、事項について自分で調べ、しっかりと内容を理解しておいて
ください。特に「曖昧性」や「テクスト」「脱構築」という用語の意味す
るところについて、よく考えてください。
教科書の第十四章から出題します。文中で言及されている文学テクスト、
テキスト・
作家、用語、事項について自分で調べ、しっかりと内容を理解しておいて
自筆ノート・
ください。特に「曖昧性」や「テクスト」「脱構築」という用語の意味す
教材プリント
るところについて、よく考えてください。

古代日本文学史Ａ
池原

テキスト・
自筆ノート

指定テキスト（
『日本古典文学史』双文社出版）の10〜48ページ（第一章）
が試験範囲です。テキストと自筆ノートを持込可としていますが、事前に
該当範囲をよく確認してください。とくに、『古事記』と『万葉集』に関
する問題を中心に出題しますので、この二つの作品に関する個所を、脚注
も含めて熟読してきてください。

古代日本文学史Ｂ

指定テキスト（
『日本古典文学史』双文社出版）の50〜96ページ（第二章）
が試験範囲です。テキストと自筆ノートを持込可としていますが、事前に
該当範囲をよく確認してください。とくに、
『古今和歌集』と『源氏物語』
前後の物語史に関して出題しますので、以上の個所について、脚注も含め
て熟読してきてください。

古代日本文学史

指定テキスト
（
『日本古典文学史』双文社出版）の10〜96ページ（第一章・
第二章）が試験範囲です。テキストと自筆ノートを持込可としていますが、
事前に該当範囲をよく確認してください。出題範囲は、上代の散文（『古事
記』
）から中古の物語への流れと、『万葉集』、『古今和歌集』という古代文
学を代表する二つの歌集についてです。とくに、
『古事記』、
『万葉集』、
『古
今和歌集』、『源氏物語』について、脚注も含めて熟読してきてください。

池原

テキスト・
自筆ノート

古典文法Ａ
田貝

不可

設問は大きく四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。

古典文法Ｂ

設問は大きく四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）辞の種類と用法、活用形です。
文法は理解の積み重ねで成り立っています。ですから古典文法Aの範囲も
含まれていますので、十分注意してください。

古典文法・
日本語文法

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。

田貝

不可
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単位認定試験
（筆記）
（第6回）
科

目

名

担当教員名 試験場への持込

作家作品研究
（中古）Ａ
古田

テキスト・
自筆ノート

古田

テキスト・
自筆ノート

作家作品研究
（中古）Ｂ

作家作品研究
〈中古〉・
古代日本文学講読

早川

全て可

早川

全て可

作家作品研究
（近現代）Ｂ

日本の伝統行事Ａ

久野

テキスト・
自筆ノート

久野

テキスト・
自筆ノート

日本の伝統行事Ｂ

日本の伝統行事

試験問題はリポート課題、スクーリングの講義内容から出題されます。テ
キストを通読し、シラバスの解説などもすみずみまでよく理解してノート
にまとめておいてください。なお、添削済みのリポートおよびリポートの
採点文、スクーリング時の参考資料は持ち込んでかまいませんが、その他
の参考書などのコピーは持ち込み不可とします。
試験問題はリポート課題、スクーリングの講義内容から出題されます。テ
キストを通読し、シラバスの解説などもすみずみまでよく理解してノート
にまとめておいてください。なお、添削済みのリポートおよびリポートの
採点文、スクーリング時の参考資料は持ち込んでかまいませんが、その他
の参考書などのコピーは持ち込み不可とします。
太宰治が「お伽草紙」の中に「桃太郎」を加えなかったのはなぜか。執筆
当時の日本の状況を整理しておいてください。

作家作品研究
（近現代）Ａ

作家作品研究
（近現代）・
近現代日本文学講読

重点的学習範囲
試験問題はリポート課題、スクーリングの講義内容から出題されます。テ
キストを通読し、シラバスの解説などもすみずみまでよく理解してノート
にまとめておいてください。なお、添削済みのリポートおよびリポートの
採点文、スクーリング時の参考資料は持ち込んでかまいませんが、その他
の参考書などのコピーは持ち込み不可とします。

芥川龍之介「地獄変」について次の二点の見解をまとめておいてください。
①この作品は誰が語り手となっているか。②この語り手にストーリーを語
らせることで作品にどのような効果を生み出しているか。
太宰治が「お伽草紙」の中に「桃太郎」を加えなかったのはなぜか。執筆
当時の日本の状況を整理しておいてください。
テキスト『伝承歳時記』冬の章、及び『シラバス』にあげた参考書・事典
などで、現在の「節分行事」のもとになった「追儺（ついな）」または「鬼
やらい」と呼ばれた行事について調べて理解を深めてください。「鬼やら
い」は平安時代から鎌倉時代に行われた宮中行事です。テキストでは不十
分なので、図書館で調べましょう。都道府県史・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の持ち込みは可です。
テキスト『伝承歳時記』夏の章、及び『シラバス』にあげた参考書・事典
などで、祭礼における山車（ダシ）・屋台（ヤタイ）・山（置きヤマ・曳きヤ
マ）・囃子（ハヤシ）など、祭礼にともなう装飾的な出し物について調べて
理解を深めてください。その観点から、「山車・屋台・ヤマ」が出る祭り
の事例を一つ調べましょう。あなたの都道府県内またはその周辺の事例を
捉えてみましょう。都道府県史・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の持ち込みは可です。
テキスト『伝承歳時記』秋の章、及び『シラバス』にあげた参考書・事典
などで、盆行事にともなう精霊（ショウリョウ）・先祖霊について理解を深
めてください。その観点から、盆の精霊迎え・精霊送りの事例を調べまし
ょう。都道府県史・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の持ち込みは可です。
テキスト『日本民俗学』の第二部五章「年中行事」
（p139〜p158）を読
み、年中行事について理解してください。その観点から、あなたの家や地
域の盆行事・彼岸の実際を捉え、祖先の霊魂に対する考え方を探ってくだ
さい。都道府県史・市区町村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Ａ
久野

全て可

日本民俗学Ｂ

テキスト『日本民俗学』第三部四章（p244〜p271）を読み、民俗学が研
究対象とする「昔話と伝説」について理解してください。その観点から、
あなたの身近な地域の伝説、または日本のいずれかの地の伝説について捉
えてください。文学や歴史と伝説との関連で捉えても興味深いです。伝説
があることで、地域の過去や歴史がどのように捉えられるかという伝説の
役割も考えてみましょう。資料の持ち込みはすべて可とします。

日本民俗学

久野

全て可

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

児童サービス論

島谷

不可

テキスト全体より、主にサービスの種類と内容の理解に関して出題します。
児童サービスで行われる特色のあるサービスについて、実施の際の注意点
も含めて確認しておいてください。

図書館サービス概論・
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内容に違いがありますが、
なぜそういうことが起こっているのかについても理解を深めておいてくだ
さい。
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単位認定試験（筆記）
（第6回）
科

目

名

担当教員名 試験場への持込

重点的学習範囲

大塚

不可

テキスト全体より幅広く出題します。図書館情報資源の特質やその生産と
流通についてまとめておいてください。図書館の各業務（図書館情報資源
の収集と蓄積・保管、評価のプロセスやメディア変換など）についても整
理し、理解しておいてください。

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、
教材研究については〔リポート課題への取り組み方〕に記した諸点をしっ
かり理解・習熟しておくこと。

名雪

指定六法

名雪

指定六法

小林(秀）

指定六法

民法Ⅰ部(総則）

小林(秀）

指定六法

課題1〜課題4を中心に復習し、あわせてテキストを熟読しておくこと。

民法Ⅳ部
（債権各論）

大坂

指定六法

請負について十分に勉強しておいてください。

小坂

不可

小坂

不可

武藤

指定六法

刑法Ⅱ部
（各論）

武藤

指定六法

出題範囲：2問中1問選択
Ⅰ. 殺人罪、自殺関与・同意殺人罪
Ⅱ. 財産犯総論、窃盗罪（とくに、「死者の占有」）

「商法総則・商行為法」
・
商法Ⅰ部
（総則・商行為）

遠藤

指定六法

代理商について

会社法
商法Ⅱ部
（会社法）

堀口

指定六法

課題2に対応

「手形法・小切手法」
商法Ⅲ部
（手形・小切手法）

井上

指定六法

課題1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

知的財産権法

盛岡

指定六法

図書館情報資源概論・
図書館資料論
国語科指導法Ⅱ
国語科指導法
憲法Ａ
憲法Ｂ
憲法

基本的人権から2問出題。2013年度のリポートの課題からは出題しない。

民法Ⅰ部
（総則）
Ａ
民法Ⅰ部
（総則）
Ｂ

刑法Ⅰ部
（総論）
Ａ
刑法Ⅰ部
（総論）
Ｂ
刑法Ⅰ部
（総論）
刑法Ⅱ部
（各論）
Ａ
刑法Ⅱ部
（各論）
Ｂ

統治機構
（天皇を除く）から2問出題。2013年度のリポートの課題からは
出題しない。
基本的人権から1問出題。統治機構（天皇を除く）から1問出題。
2013年度のリポートの課題からは出題しない。
課題1と課題2を中心に復習し、あわせてテキスト（p.1〜p.156）を熟読
しておくこと。
課題1と課題2を中心に復習し、あわせてテキスト（p.157〜p.260）を熟
読しておくこと。

法令による行為
実行の着手（学説と判例）
法令による行為
出題範囲（1問必答）：逮捕監禁罪
出題範囲（1問必答）：詐欺罪、強盗罪

私的独占の禁止、不当な取引制限の禁止、事業者団体に対する規制に関す
る事例問題
著作者の権利について理解しておくこと。

テキスト・
自筆ノート

○教科書と参考文献をもとに教育課程の基礎について学習しなさい。
○わが国の戦後（1945年以降）の中学校・高等学校の社会科系教科の変遷
を学習しなさい。
○『中学校学習指導要領解説 社会編』を参照して、改定の趣旨、改定の
要点、各分野の目標及び内容を学習しなさい。

社会地歴指導法Ⅱ

テキスト・
自筆ノート

○教科書の第5章及び参考文献「中等社会科の理論と実践」を学習しなさ
い。
○高等学校地理歴史科の地理、世界史、日本史から1科目を選び、教科書
や参考書を参照して、科目の章立てや構成をよくまとめておきなさい。

社会科指導法Ⅰ
（地歴）

テキスト・
自筆ノート

○わが国の戦後（1945年以降）の教育制度の変遷について、時代の背景と
教育行政の変化も含めて学習しなさい。
○わが国の戦後の学習指導要領の変遷を、時代の背景と教育施策の変遷を
含めて学習しなさい。
○わが国の戦後の社会系教科の変遷を学習しなさい。

社会地歴指導法Ⅰ
田中

田中
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単位認定試験
（筆記）
（第6回）

教員による学習相談 全学生対象
単位認定試験（筆記）実施当日、各試験会場にて下記の試験監督教員による学習相談を受け
付けます。
この相談は日頃学習をおこなう上で疑問や不安に思っていること等を試験監督担当の各学
部教員と個別で相談することができます。相談希望者は、必ず受験申請期間内に通信教育課
事務室に電話
（TEL 03−3945−7348）、メール（メールアドレス mltsukyo@toyo.jp）等
で申込みをするとともに、次頁の「学習相談申込書」を事務室にFAX（03（3945）7584）
してください。
当該会場における事前相談申請者がいない場合および単位認定試験受験者がいない場合に
は学習相談は実施しませんので、あらかじめご承知おきください。
なお、実施の有無については、試験日の１週間前に通信教育課事務室に電話、メールにて
お問い合わせください。
・第６回

11月16日（土） 10：30～11：30

・学習相談申込期間：10月26日（土）〜11月９日（土）
会

場

東京会場
（白山キャンパス）

対応教員（専攻）

大野 寿子
（ドイツ文学）
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通信教育課程での担当科目
比較文学文化演習Ⅱ
比較文学文化演習Ⅲ
独語圏文学文化と日本
ドイツ語圏文学文化と日本
ドイツ語圏文学文化と日本Ａ
ドイツ語圏文学文化と日本Ｂ

単位認定試験（筆記）
第6回
2013年

月

日

学習相談申込書
学部・学科
氏

学部

名

7

学籍番号
（10ケタ）
現

学科

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サイズに拡大コピーをし、記入後、FAXしてください。【FAX：03（3945）7584】
20

提出

スクーリング
日曜３期スクーリングについて 全学生対象
日曜３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『シラ
バス』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。
後期生の受講希望者は、在籍手続
（P. 34参照）およびToyoNet-Gで履修登録の手続（P. 36
参照）
をおこなっている必要があります。
◇開講日程

11月10日（日）・24日（日）・12月１日（日）

◇開講科目
教員名

基礎ゼミナール①
基礎演習①

古代日本文学史
（後）

谷地

快一

スクーリング
コード

授業コード

2 1〜4 3003315011 Y715011010
2

池原

陽斉

作家作品研究
（中古）
B
作家作品研究〈中古〉
（後）

配当
学年

2 1〜4 3003316211 Y716211010

日本文学基礎演習①
古代日本文学史B

単位

スクーリング名

1

3003314031 Y714031010

2 1〜3 3003315151 Y715151010
4 1〜2 3003214161 Y714161010
2 1〜3 3003316511 Y716511010

古田

正幸

4 1〜3 3003215371 Y715371010

古代日本文学講読
（後）

4 1〜2 3003214221 Y714221010

比較文学文化史B

2 1〜4 3003315481 Y715481010

比較文学文化概説B

信岡

朝子

比較文学文化概論
（後）
情報サービス演習A②注1）
レファレンスサービス演習・情報検索演習②（前）注1）、注2）
行政学B
行政学
（後）

2 1〜4 3003316591 Y716591010
4 1〜2 3003214331 Y714331010

木戸

裕

沼田

良

1 1〜4 3003319582 Y719582010
2 2〜4 3003119222 Y719222010
2 1〜4 3003341751 Y741751010
4 3〜4 3003241211 Y741211020

注１）この科目ではログインするために、ID・パスワードが書かれた「東洋大学情報システム利用通知書
（ア
カウントシート）」を使用しますので、当日必ず持参してください。万が一、紛失などのために、再
発行が必要な場合はP. 48の「情報システム利用通知書の再発行について」を確認してください。
注２）正科生：学籍番号の入学年度が“99”以前および
“08”〜“11”
に適用
（2012年３月以前より在籍者）
・単位修得には、週末２期の「レファレンスサービス演習・情報検索演習②
（後）
」の受講も必要です。
・「レファレンスサービス演習・情報検索演習②
（前）
・
（後）
」の受講には以下２点の条件があります。
１）前年度までに「図書館概論」「情報サービス概説」の単位を修得済であること。
２）スクーリング受講申込時までに、
「専門資料論」のすべてのリポート課題に合格していること。

21

日曜3期スクーリング
◇授業時間 ９：00〜16：10
（１時限
３時限

9：00〜10：30、２時限

13：00〜14：30、４時限

10：40〜12：10、


14：40〜16：10）

なお、４時限目終了後に、当日の理解度確認テスト等の自主学習があります。
担当教員の指示に従ってください。
◇開 講 地

東洋大学

白山キャンパス

◇申込期間

10月22日（火）
〜10月28日（月） 期日厳守

◇手続方法
ToyoNet-Gでスクーリング申請を行い、スクーリング受講票を出力してください。

◇注意事項
１．スクーリングは３日間の終日にわたる集中授業の全時間に出席が必要です。
２．スクーリング受講票は、10月30日
（水）より出力可能です。受講許可は、受講票
の出力をもって有効となります。
３．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、ToyoNet-G「履修登録確認表（通信）」より履修登録科目を確認のうえ、間
違いのないように申し込んでください。
４．申込手続をおこなっていない場合は、いかなる理由があっても受講できません。
５．手続後の科目変更は、いかなる理由があってもできません。
６．履修登録手続していない科目や履修登録手続が終了していない場合は、受講でき
ません。
７．学生食堂は営業していない場合がありますので、昼食は各自で用意してください。
◇会場案内図
東洋大学白山キャンパスの地図は、P.15を参照してください。
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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 全学生対象
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『シラ
バス』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。
後期生の受講希望者は、在籍手続
（P. 34参照）およびToyoNet-Gで履修登録の手続（P. 36
参照）
をおこなっている必要があります。
◇開講日程

11月16日（土）・23日（土）・30日（土）

◇開講科目

倫理学B
倫理学概説
（後）

単位

スクーリング名

教員名

小坂田英之

スポーツ健康科学実技AB
スポーツ健康科学実技A②

配当
学年

スクーリング
コード

授業コード

2 1〜4 2002300081 Y700081010
4 1〜4 2002211061 Y711061010
1 1〜4 2002306221 Y706221010

塩田

徹 2 1〜4 2002306112 Y706112010

スポーツ健康科学実技B②

2 1〜4 2002306122 Y706122010

基礎ゼミナール②

2 1〜4 2002316212 Y716212010

基礎演習②

原田

香織 2 1〜4 2002315012 Y715012010

日本文学基礎演習②
中世日本文学史B
中世日本文学史（後）

2
和田

琢磨

作家作品研究
（中世）B
作家作品研究〈中世〉
（後）

1

2002314032 Y714032010

2 1〜4 2002315171 Y715171010

4 1〜2 2002214171 Y714171010
2 1〜4 2002316531 Y716531010

櫻井

利佳 4 1〜4 2002215381 Y715381010

中世日本文学講読（後）

4 3〜4 2002214231 Y714231010

作家作品研究
（近現代）B

2 1〜4 2002316571 Y716571010

作家作品研究〈近現代〉
（後）

早川

芳枝 4 1〜4 2002215401 Y715401010

近現代日本文学講読（後）
日本文学文化特講《古典》B①
古代日本文学文化特講（後）
憲法B
憲法
（後）

4 3〜4 2002214251 Y714251010

上安

広治

名雪

健二

2 3〜4 2002315311 Y715311010
4 3〜4 2002214341 Y714341010
2 1〜4 2002341431 Y741431010
4 1〜4 2002240021 Y740021010

注）スポーツ健康科学実技ＡＢ・Ａ②・Ｂ②は白山キャンパスではなく、朝霞キャンパス総
合体育館アリーナ（P. 25参照）で行います。
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土曜2期スクーリング
◇授業時間

９：00〜16：10
（1時限
3時限

９：00〜10：30、２時限

13：00〜14：30、４時限

10：40〜12：10、

14：40〜16：10）

なお、４時限目終了時に、当日の理解度確認テスト等の自主学習があります。
担当教員の指示に従ってください。
◇開 講 地

東洋大学

白山キャンパス・朝霞キャンパス総合体育館（P. 25の地図参照）

◇申込期間

10月29日（火）
〜11月４日（月） 期日厳守

◇手続方法
ToyoNet-Gでスクーリング申請を行いスクーリング受講票を出力してください。
（P. 22の図参照）
◇注意事項
１．スクーリングは３日間の終日にわたる集中授業の全時間に出席が必要です。
２．スクーリング受講票は、11月６日（水）より出力可能です。受講許可は、受講票の
出力をもって有効となります。
３．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、ToyoNet-G「履修登録確認表（通信）」より履修登録科目を確認のうえ、間
違いのないように申し込んでください。
４．申込手続をおこなっていない場合は、いかなる理由があっても受講できません。
５．手続後の科目変更は、いかなる理由があってもできません。
６．履修登録手続をしていない科目や履修登録手続が終了していない場合は、受講で
きません。
７．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。
８．
「スポーツ健康科学実技AB・A②・B②」を受講する学生は、当日下記のものを持
参し、９：00までに朝霞キャンパス総合体育館アリーナ
（P. 25案内図参照）へ集
合してください。
〈持ち物〉
運動靴、運動しやすい服装・帽子、健康保険証、健康診断書（※１）
※１：健康診断書について
（１）スクーリング開始日の６ヶ月以内に医療機関で受診したもの（コピー可）
（２）必要検査項目
身
 長／体重／視力（左右、眼鏡などを使用の場合は矯正視力）／聴力（左右）
／既往症
（ある場合は病名など）／身体状況（日常の生活、スクーリングの受
講、体育実技等に支障があると思われる障害（言語・視力・聴力・運動機能
など）がある場合は、記載を受けてください。）
（３）医療機関の住所、施設名および押印のあるもの（医師の個人印でも可）
（４）指
 定の書式はありません。上記の条件を満たした健康診断書の発行を医療
機関より受けてください。
（東洋大学通信教育課ホームページ「履修要覧」→
「2013年度入学生用履修要覧」P.101に書式見本を掲載しています。）
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土曜2期スクーリング
◇会場案内図
東洋大学白山キャンパスの地図はP.15を参照してください。

朝霞キャンパス略図
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スクーリング

勤務先への「面接授業出席依頼状」発行について 正科生対象
スクーリング（面接授業）の受講を希望するに当たって、勤務先に「面接授業出席依頼状」
の提出が必要な場合は、各職場に対して「面接授業出席依頼状」を発行します。
（無料）
希望者は、下記見本を参考に、「面接授業出席依頼状発行願」を提出してください。
面接授業出席依頼状発行に必要なもの
１．
「面接授業出席依頼状発行願」
（各自で作成）
２．返信用封筒 （80円切手貼付・宛名明記）
面接授業出席依頼状発行願

見本
2013年○月○日
面接授業出席依頼状発行願

東洋大学長

殿
学籍番号
学生氏名

受講予定科目名
種
別

７○○○○○○○○
東
洋子
㊞

○○○○○○○
連休○期・土曜○期・日曜○期
週末○期・地方○期・冬期○期
（※いずれかを明記）

受 講 期 間
11／○・○・○
下記宛てに「面接授業出席依頼状」を提出したいので、発行をお願いいたします。
記
提出先機関所在地
提出先機関名
役職名・氏名

〒112－8606
東京都文京区白山×－×－×
東洋商事株式会社
（例）社長
東田 洋一郎
以

Ａ４サイズ

縦使用

横書き

〔依頼状についての注意〕
①勤務先に提出する必要がある場合のみ、申し込んでください。
②提出先機関名および役職名は楷書で正確に記入してください。
③返信用封筒の宛名は、本人宛で明記してください。
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2013年度メディア授業（第３回〜第４回）について 全学生対象
2013年度メディア授業
（第3回〜第4回）
について
本学通信教育課程のメディア授業は、microSDカードを25日間貸出し、ワンセグ携帯電
話やワンセグTVなど、ワンセグ録画が可能な機器（一部の機器では再生できない場合があり
ます）
で授業動画を視聴する学習形態です。
メディア授業は、事前に履修登録（科目等履修生は出願時の科目登録）した科目のみ受講で
きます。正科生は卒業に必要なスクーリング単位のうち10単位まではメディア授業により修
得した単位で代えることができます。
１．開講期間について
2013年度の開講期間は次のとおりです。各回で１科目ずつ受講できます。
・第３回

11月15日～12月９日

・第４回

12月20日～１月13日

２．申込から単位認定まで
①申請について
ToyoNet-Gの「スクーリング申請」から申請します。申請期間は、その都度『東洋通信』
でお知らせします。受講許可された場合は、受講許可書をToyoNet-Gで確認できます。
②受講について
受講開始日に合わせて大学から授業動画の入ったmicroSDカードを送付しますので、受講
してください。全12講義中、４講義ごとにオンライン上（ToyoNet-ACE）で理解度確認テ
ストを受けてください。また、質疑応答もオンライン上で行います。受講期間の終了日ま
でにmicroSDカードを返却してください。
③合否および単位認定について
メディア授業の合否は、開講期間終了後、教員の採点が終了（開講期間終了から約１〜２週
間）
するとToyoNet-Gで確認でき、合格すれば単位認定試験の受験許可が得られます。単
位認定試験に合格することで単位修得となります。メディア授業の合否だけでは、単位認
定となりませんので、ご注意ください（「導入ゼミナール（文学部）・（法学部）」を除く）。
３．受講環境について
このメディア授業はmicroSDHCカードへのワンセグ録画再生機能のある携帯電話やスマ
ートフォンを想定しています。受講環境等の詳細はP. 32または本学ホームページをご確認
ください。
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2013年度メディア授業
（第3回〜第4回）
について
４．開講予定科目一覧
科目の分野

共通総合科目

文学部専門科目

科目名

単位数

担当者

備考

日本史A②

２

細川

重男

日本史②
（前半部）
と同じ

日本史Ｂ②

２

細川

重男

日本史②
（後半部）
と同じ

日本の詩歌Ａ

２

小泉

京美

日本の詩歌（前半部）と同じ

日本の詩歌Ｂ

２

小泉

京美

日本の詩歌（後半部）と同じ

百人一首の文化史Ａ

２

大内

瑞恵

百人一首の文化史
（前半部）
と同じ

百人一首の文化史Ｂ

２

大内

瑞恵

百人一首の文化史
（後半部）
と同じ

導入ゼミナール（文学部）

２

河地

修

導入ゼミナール（法学部）

２

齋藤
宮原

洋
均

日本文学文化概説Ａ①

２

河地

修

日本文学文化概説①（前半
部）
と同じ

日本文学文化概説Ｂ①

２

河地

修

日本文学文化概説①（後半
部）
と同じ

古典文法A

２

田貝

和子

古典文法
（前半部）
と同じ

古典文法Ｂ

２

田貝

和子

古典文法
（後半部）
と同じ

国語科教育論

２

川合

正

教育心理学

２

澤田

七郎

生徒指導論（進路指導を含む）

２

澤田

七郎

生涯学習概論

２

池谷美衣子

図書館概論

２

白岩

一彦

図書館情報技術論

２

鴇田

拓哉

図書館制度・経営論

２

深水

浩司

図書館経営論と同じ

図書館サービス概論

２

島谷

祐枝

図書館サービス論と同じ

情報サービス論

２

兼松

芳之

児童サービス論

２

島谷

祐枝

図書館情報資源概論

２

大塚奈奈絵

図書館資料論と同じ

情報資源組織論

２

深水

浩司

資料組織概説と同じ

図書館情報資源特論

２

木戸

裕

図書・図書館史

２

中村

規子

学校経営と学校図書館

２

村井

信彦

学校図書館司書

学校図書館メディアの構成

２

稲井

達也

教諭関連科目

学習指導と学校図書館

２

稲井

達也

読書と豊かな人間性

２

村井

信彦

教職に関する科目

司書関連科目
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専門資料論と同じ
図書及び図書館史と同じ

第3回メディア授業の受講申し込みについて 全学生対象
第3回メディア授業の受講申し込みについて
第３回メディア授業を下記の要領で実施します。受講希望者は学習内容をToyoNet-Gのシ
ラバスで確認し、次頁の要領に従って申し込みをしてください。
なお、申し込みに際してはP. 31の注意事項を熟読の上、手続をしてください。
◇メディア授業受講期間
第３回

2013年11月15日（金）
～12月９日（月）

＊１科目の受講が可能です
初日から視聴できるように郵送しますが、郵便事情により多少遅れることがありますので
ご了解ください。
◇申込期間：10月23日（水）～11月1日（金）
◇対象者：正科生・科目等履修生
◇申し込み方法
メディア授業は、ToyoNet-Gの「スクーリング申請」から申し込みをしてください。
後期生の受講希望者は、在籍手続
（P. 34参照）およびToyoNet-Gで履修登録の手続（P. 36
参照）
をおこなっている必要があります。
メディア授業申請方法

①ToyoNet-Gの学生メニューより、「スクー
リング申請」をクリックします。
②希望するメディア授業を選択し、申請し
ます。
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第3回メディア授業の受講申し込みについて
◇メディア授業科目 申し込みは１科目のみ

共通総合科目

日本文学文化概説Ａ①
日本文学文化概説①
（前半部）
日本文学文化概説Ｂ①
日本文学文化概説①
（後半部）
古典文法A
古典文法
（前半部）
古典文法Ｂ
古典文法
（後半部）
国語科教育論

合併 合併 合併 合併

文学部専門科目

科目名
日本史A②
日本史②
（前半部）
日本史Ｂ②
日本史②
（後半部）
日本の詩歌Ａ
日本の詩歌
（前半部）
日本の詩歌Ｂ
日本の詩歌
（後半部）
百人一首の文化史Ａ
百人一首の文化史
（前半部）
百人一首の文化史Ｂ
百人一首の文化史
（後半部）
導入ゼミナール
（文学部）
導入ゼミナール
（法学部）

合併 合併 合併 合併 合併 合併

科目の分野

担当者

備考

細川

重男

細川

重男

小泉

京美

小泉

京美

大内

瑞恵

大内

瑞恵

河地
齋藤

修
洋

河地

修

河地

修

田貝

和子

田貝

和子

川合

正
七郎
七郎

教育心理学
生徒指導論
（進路指導を含む）

澤田
澤田

池谷美衣子
白岩 一彦
鴇田 拓哉

司書関連科目

生涯学習概論
図書館概論
図書館情報技術論
図書館制度・経営論
図書館経営論
図書館サービス概論
図書館サービス論
情報サービス論
児童サービス論
図書館情報資源概論
図書館資料論
情報資源組織論
資料組織概説
図書館情報資源特論
専門資料論
図書・図書館史
図書及び図書館史

合併 合併 合併 合併

学校図書館司書
教諭関連科目

合併 合併

教職に関する科目

学校経営と学校図書館
学校図書館メディアの構成
学習指導と学校図書館
読書と豊かな人間性
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深水

浩司

島谷

祐枝

兼松
島谷

芳之
祐枝

大塚奈奈絵
深水

浩司

木戸

裕

中村

規子

村井
稲井
稲井
村井

信彦
達也
達也
信彦

日本史A②と同内容
日本史Ｂ②と同内容
日本の詩歌Ａと同内容
日本の詩歌Ｂと同内容
百人一首の文化史Ａと同内容
百人一首の文化史Ｂと同内容

日本文学文化概説Ａ①と同内容
日本文学文化概説Ｂ①と同内容
古典文法Ａと同内容
古典文法Ｂと同内容

図書館制度・経営論と同内容
図書館サービス概論と同内容

図書館情報資源概論と同内容
情報資源組織論と同内容
図書館情報資源特論と同内容
図書・図書館史と同内容

第3回メディア授業の受講申し込みについて
◇受講方法
１．受講環境は各自で整えてください（詳細な環境はP. 32参照）。
２．
「ToyoNet-Ace」というシステムで、担当教員との質疑応答や資料のダウンロードが
可能です
（
「ToyoNet-Ace」は受講開始初日から利用できます）。また、４回の講義ご
とに設定されている理解度確認テストもこのシステムを使用します。
「ToyoNet-Ace」
にログインするために、
「東洋大学情報システム利用通知書（アカウントシート）」に記
載のIDとパスワードが必要です。
万が一、紛失などのために「東洋大学情報システム利用通知書」の再発行が必要な場
合はP. 48の「情報システム利用通知書の再発行について」を確認してください。
３．受講終了後、速やかにmicroSDカードを返却日までに返却（返信用封筒に120円切手
を貼付のこと）してください。
４．理解度確認テストの結果をもとに、改めて合否を判定し、受講終了日から約２週間後
にToyoNet-Gで通知（Ｐ：合格、Ｆ：不合格、＊：評価対象外）します。
５．合格後に単位認定試験の申込をしてください。

◇注意事項
１．今回申込できる科目は１科目です。
２．事前に履修登録をした科目のみ申込が可能です。
３．microSDカードの返送先は、東洋大学通信教育課ではなく、外部委託業者となっ
ておりますので、同封される返信用封筒を使用して郵送してください。
４．万一、視聴期間内にmicroSDカードが返却されない場合は以降のメディア授業の
聴講を認めませんのでご注意ください。
５．収録動画は実際の東洋大学の教室などで収録している関係上、雑音が混じること
がありますが故障ではありません。
６．動画の視聴は3.5インチから４インチ程度の画面での視聴に最適化されている関
係上、ワンセグTVやPCでの視聴はぼやけているように感じることがありますが
故障ではありません。
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第3回メディア授業の受講申し込みについて
◇受講環境等

授業動画の視聴に必要な推奨環境
●ワンセグ携帯電話とワンセグスマートフォンでの視聴環境
①ワンセグ放送の録画・再生機能があること
②microSDカードスロットを備えていること
③microSDHCカード対応であること
一部の機種ではコンテンツが再生できない場合があります
●ワンセグTVでの視聴環境
①ワンセグ放送の録画・再生機能があること
②著作権保護機能
（CPRM対応）microSDカードスロットを備えていること
③microSDHCカード対応であること
一部の機種ではコンテンツが再生できない場合があります
●PC
（windowsのみ）での視聴環境
①「デジダビ
（デジタル放送をSDカードにダビングしてPCで再生するソフト）＊」の動作
ができる環境であること
②著作権保護機能
（CPRM対応）SDカードスロットを実装または外付けできること
③microSD→SDカードアダプターがあること
＊「デジダビ（デジタル放送をSDカードにダビングしてPCで再生するソフト）
」は㈱サイバーフロントが
販売しているソフトウェアです（ダウンロード版3150円、パッケージ版5250円）

※2014年度のメディア授業配信は、microSDカードの配布でなく、インターネット配信
方式に変更する予定です。

「ToyoNet-Ace」に必要な推奨環境
●インターネットに接続されたPC等の環境を整備してください
●資料の印刷のためにはプリンタをご用意ください
●PDFについて
PDFを表示するにはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方は、各自ダウンロード（無償）してください。
PDFを印刷する際はAdobe Reader8.1.0以上を必ず利用してください。
☆「ToyoNet-Ace」の利用は東洋大学HP下部分、学内向けシステム「ToyoNet」のバナ
ーからアクセスしてください。利用のマニュアルなどがあります（マニュアルの利用は
「ToyoNet-Ace」のID/パスワードが必要です）。
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第3回メディア授業の申し込みについて

◇動画の再生方法
●ワンセグ携帯電話やスマートフォンでの再生方法の例
（参考）
docomoの一例

auの一例

SoftBankの一例

メニュー

メニュー

メニュー

↓

↓

↓

データBOX

microSD

データフォルダ

↓

↓
SDビデオフォルダ

ワンセグ

↓

↓

EZテレビ

↓
TV
↓

ビデオ

（またはTV録画番組）

ビデオ

↓

↓

↓

視聴

視聴

視聴

上記再生方法はあくまでも一例であり、機種やアプリによって再生方法は異なります
（詳しくは各機種のマニュアル等をご参考ください）

●デジダビ（PC）での再生方法
microSDカード挿入
↓
デジダビ起動
↓
メディアの認識
↓
視聴
注意：CPRM対応のカードスロ
ットに入れてください
SD再生設定は「ワンセグ画質」
を選択してください

●ワンセグTV等（ワンセグ付カーナビなど）での再生方法
各機種のマニュアルをご参考ください
（ワンセグ録画の再生方法など）

注意！
このメディア授業はmicroSDHCカードへ
のワンセグ録画再生機能のある携帯電話やス
マートフォンを想定していますので、残念な
がらそれらに対応していないiPhoneやスマ
ートフォンでは再生できません。
またワンセグ録画再生に対応する携帯電話な
どでも古い機種では再生できない場合があり
ますのでご注意ください。
「デジダビ」はWindowsPCのみで起動でき
ます（要求スペックは販売元ホームページ等
で確認してください）
。
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学籍 後期生対象 【再掲】
正科生の在籍手続について（休学手続・休学からの復学手続を含む）
後期生（10月入学生）は10月１日から新年度が始まります。引き続き在籍するためには、
下記の手続が必要となります。
◆学費の納入について
学費の振込用紙は９月末頃に大学から送付します。振込用紙に印字されている金額を期限
内に納入してください。今年度より、振込後に振込用紙の一部を事務室に送付する必要はな
くなりました。
〈学費内訳〉


振込期間

10月１日（火）〜10月15日（火）厳守

新２〜４年生

授業料

100,000円

原級生

再学料

80,000円

休学する場合

休学料

20,000円

＊振込期限までに学費を納入しなかった学生は、東洋大学通信教育部規程第28条により除籍
となります。
＊「履修登録手続」は在籍手続（学費納入）前でも可能ですが、リポート申請〔含む表紙の出
力〕
・スクーリング申請・単位認定試験（論文・筆記）の申請等については在籍手続（学費納
入）
および「履修登録手続」完了後から可能となります。
◆学生証裏面シールの更新について
学生証の有効期限は2013年10月15日までです。学生証裏面シールは９月下旬に送付し
ていますので、貼りかえてください。学生証裏面シールの有効期限の切れた学生証は無効と
なり、単位認定試験受験・スクーリング受講・図書館の利用ができません。また、通学定期・
学割等の購入にも利用できません。
◆休学手続について

振込期間

10月１日（火）〜10月15日（火）厳守

『東洋通信』９月号でお知らせのとおり、手続期間（９月２日（月）
～９月26日（木））に「休
学願」など必要書類を送付した学生には、休学用の振込用紙（金額：20,000円）を送付して
います。
休学用の振込用紙を使用し、上記の振込期間内に振込をしてください。
※「休学願」の送付時期によっては、上記の授業料100,000円（または再学料80,000円）
の振込用紙と休学料20,000円の振込用紙の２枚が到着する場合がありますが、休学手続
をした場合は必ず休学料の振込用紙で納入してください。
※手続期間
（
「休学願」の提出）は９月に終了しました。未手続で休学を希望する学生は至急、
通信教育課へ問い合わせてください。
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学籍
◆休学からの復学手続について

振込期間

10月１日（火）〜10月15日（火）厳守

９月末頃に送付された振込用紙を使用し、上記の振込期間内に振込をしてください。
納入金額は２～４年生は授業料100,000円、原級生は再学料80,000円です。
※2012年度に休学した学生は、復学手続を行わなければ、2013年度に学習することはで
きません。
※復学には「復学願」などの提出が必要です（９月に受付終了・『東洋通信』９月号参照）。
学費の納入のみでは復学できませんので、注意してください。
※「復学願」を未提出で復学を希望する学生は至急、通信教育課へ問い合わせてください。
◆◆在籍手続についての注意◆◆
＊振込期限までに学費を納入しなかった学生は、東洋大学通信教育部規程第28条により除籍
となります。
○一旦納入された学費は、返還できませんので注意してください。
○休学・復学許可書（手続期間中に受付した申請が対象）については、11月中旬に送付しま
す。

退学手続について


手続期間

9月２日（月）〜10月15日（火）必着

事情により、退学を希望する学生は下記３点をまとめて手続期間内に事務室へ送付してく
ださい。
必
１

要

書

類

等

「退学願」
（本人と保証人の署名・別々の印影での捺印が必要）
※通信教育課程ホームページの「各種申込の方法」内にある本学指定書式の「退
学願」を使用してください。

２

学生証（必ず返却してください）

３

返信用封筒（長３〈縦23.5ｃｍ×横12ｃｍ〉サイズ）
宛名明記（「様」をつけること）、80円分切手貼付

〈注意〉
○書類を郵送する際は紛失等に備え、
「特定記録郵便」を利用してください。
○「退学願」を送付した時期によっては発送手配の都合上、学費の振込用紙が送付される
場合がありますが、振込はせず破棄してください。
○退学許可書（手続期間中に受付した申請が対象）については、11月中旬に送付します。
○振込期間内に学費の納入がなく、「退学願」を提出しない場合は、除籍となります。
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教務
履修登録について 【重要】 後期生対象
◆正科生
（後期生）
正科生
（後期生）
の履修登録期間は、10月１日（火）〜８日（火）です。この期間に、必ず履修
登録手続を行ってください。
※対象者は、１〜４年生です。原級生は除きます。
※昨年度休学をしていた方は、履修登録を行う前に、休学からの復学手続（P. 35参照）を
行う必要があります。
学費を納入しても履修登録手続を行わなければ、東洋大学通信教育部規程第28条により
除籍 となりますのでご注意ください。
履修登録の方法は、
『学務システムToyoNet-G利用ガイドブック』のP.19をご覧ください。
 大学の行事やスクーリング等、入学時に確定しているスケジュールが３月までであるこ
とから、後期生の履修登録は、科目選択に不明なことがある中で行う必要があります。こ
のため、正科生
（後期生）の履修登録は、10月と４月の２回に分けて行います。
 年間での履修制限単位数は40単位で、10月と４月にそれぞれ20単位が最大履修登録
単位となります。
履修登録後の変更はできませんので、ご注意ください。
テキストについては、履修登録科目に合わせて配本を開始します。

リポート表紙、参考文献・添削指導・質疑応答用紙の出力について 全学生対象
リポート表紙は、リポート完成後にToyoNet-Gから出力してください。
また、リポートは、表紙出力後１週間以内に事務局に送付するようにしてください。
なお、①参考文献用紙、添削指導用紙②質疑応答用紙を、ToyoNet-Gから出力しリポート
に添付してください。
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教務

リポート・単位認定試験（論文）提出用封筒について 全学生対象
リポート・単位認定試験（論文）提出用封筒は、往復封筒です。
リポート返却の際に提出された封筒とは違う封筒で戻ってくる場合がありますので、封筒
にはくれぐれも氏名・住所・学籍番号などを記載しないでください。
また、リポートを封入する際には、封筒に書かれた説明をよく確認してください。
リポート・単位認定試験（論文）提出用封筒が不足した場合に、下記申請用紙をコピーして
必要事項を記入し、郵送してください。また、申請用紙は通信教育部ホームページ（http://
www.toyo.ac.jp/tsukyo/）から出力もできます。郵送で申請する場合は、返信用の切手を
忘れずに貼付してください。なお、通信教育課窓口で受け取る場合は、申請書の提出は不要
です。

キ リ ト リ 線

リポート・単位認定試験（論文）提出用封筒申請書
切手
貼付欄
（25円分）

文部科学省認可通信教育
第

四
〒

種

郵

便

物

−

住所
フリガナ

様

名前

※様は消さないでください
学籍番号

7

電話番号

（

）

〈１度の申請につき５枚〉 切手貼付欄に25円分貼付
東洋大学通信教育部
37

教務

リポート同時提出不可科目について 全学生対象
リポート同時提出不可科目とは、リポート課題１を作成・提出し、そのリポートが合格し
なければ課題２のリポートの提出ができない科目のことです。
ただし、リポート事務室受付日から６週間経過しても担当教員からリポートが返却されな
い場合は、次の課題を提出してもかまいません
（例外となる科目もあります。詳しくは『シラ
バス』で確認してください）。
2013年度版『シラバス』の「リポート同時提出不可科目一覧」を確認し、学習をすすめ
るにあたり、十分注意してください。

リポート提出上の注意事項について 全学生対象
不合格リポートの再提出に関する注意
一度不合格になった課題のリポートを再提出する際は、原則として前回（直前）の不合格リ
ポートおよび添削指導欄の添付が求められています。前回（直前）の不合格リポートの上に再
提出リポートを提出用表紙ごと必ずホッチキス止めし、添付して提出してください。
「継続履修」で学習している科目の場合、前年度版の『シラバス』によるリポート課題の添
削において不合格となった場合であっても、再提出の際は2013年度版の課題内容に基づく
リポート作成を行ってください。

卒業論文中間報告書について（2014年３月卒業予定者） 前期生のみ対象
2014年３月卒業予定者の卒業論文中間報告書の提出期限は10月５日（土）までとなって
います。期日厳守の上、卒業論文指導教員宛に直接または郵送で提出してください。
通信教育課事務室を通さず、直接指導教員へ提出してください。
なお、書式などは事前に卒業論文指導教員に確認をしてください。
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教職・諸資格
重要なお知らせ

図書館司書資格要件の変更について【重要】
【再掲】
「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年４月から施
行されたことにともない、同時に本学開講の履修科目および単位数が変更されました。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
（2011年度以前入学生）
 改正省令後の科目の変更はありません。現在学習している改正省令前の本学開講科目
（13科目26単位）をすべて修得し、卒業すること。
※スクーリング必修科目受講時の注意
 2012年３月以前より在籍している学生は、
『資料組織演習』
（２単位）を修得するた
めには、『資料組織演習（前）』と『資料組織演習（後）』のスクーリングを両方受講し、
合格する必要があります。同様に『レファレンスサービス演習・情報検索演習』
（２単
位）
を修得するためには、『レファレンスサービス演習・情報検索演習（前）』と『レフ
ァレンスサービス演習・情報検索演習（後）』のスクーリング両方を受講し、合格する
必要があります。
（２）科目等履修生
■2012年10月・2013年４月以降に図書館司書資格科目の学習を始めた場合
学習科目の読み替えなどは不要です。
出願時に登録した科目（2012年度開講科目）の単位を修得してください。

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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2014年度「介護等体験」登録説明会の開催について
2014年度「介護等体験」に参加を希望する者は、
「東洋通信」11月号に掲載される「参
加要件チェックリスト」と「介護等体験許可願」を予め記入の上、2013年11月9日（土）に
開催される「介護等体験」登録説明会に必ず参加し、提出してください。
なお、今回の「介護等体験」登録説明会と2014年４月に行われる「介護等体験」事前指
導会の両方に参加することが、「介護等体験」においては必須となります。
１．
「介護等体験」登録説明会
2013年11月９日（土）
東洋大学

14：00～14：30

白山キャンパス （詳細は11月号でお知らせします）

内容 「介護等体験」参加にあたる心構え
登録手続説明
●『東洋通信』11月号に掲載される「介護等体験参加要件チェックリスト」・「介護等
体験許可願」を予め記入の上、持参してください。

２．
「介護等体験」事前指導会
2014年４月初旬（予定）
東洋大学

13：00～18：00

白山キャンパス （詳細は『東洋通信』３月号でお知らせします）

内容 「介護等体験」参加に当たる諸手続説明
全学合同オリエンテーション

40

テキスト 後期生対象
2013年度使用テキストについて
テキストは、新１〜４年生が「履修登録手続にて新規履修した」科目についてのみ配本し
ます。
学科教育課程表にない科目（教職科目・低学年次配当科目・法学部生が司書科目などを履修
する場合）
は配本対象となりませんので、ブックサービスやお近くの書店などを利用し、各自
で入手してください。
1.

テキストの種類
テキストは大別すると次の３種類があります。使用するテキスト名はToyoNet-Gの「シ
ラバス」でお知らせします。
①市販教材

出版社が出版し、一般書店に流通している書籍を教材としたもの

②印刷教材

通信教育部が独自で作成したもの

③プリント教材

科目担当教員がオリジナルで作成したもの

２．担当教員の変更等にともない、前年度からテキストが変更になっていることがあります。
2013年度版『シラバス』で、必ず確認してください。
３．原級生への配本は行いません。
４．事務室でのテキスト販売は行いませんので、紛失または「継続履修」科目のテキスト入
手を希望する場合は、ブックサービスを利用するか、最寄りの書店で購入してください。
５．印刷教材もブックサービスで取り扱っています。事務室では取り扱っていませんのでご
注意ください。
６．プリント教材は、ToyoNet-Gの「シラバス・教員プロフィール」から、出力してくださ
い。
７．下記の科目は同一テキストを使用するため、いずれかの科目を前年度以前に履修した場
合、配本しません。
・書道Ⅰ〜Ⅳ
・Ａ・Ｂが設定されている２単位の科目で、同一テキストを使用している場合
例）
地誌学Ａ・Ｂ、百人一首の文化史Ａ・Ｂ等。
・その他、科目名が異なっていても、同一テキストを使用している場合
 なお、スクーリング当日に事務室の窓口でテキスト購入を希望する学生がいますが、
上記４. のとおり事務室では購入できませんので、必要な場合は各自で事前に購入し
てください。
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テキスト配本の外部委託について
「履修登録」に基づき、配本となるテキスト教材は外部委託先から送付いたします。
〈テキスト配本・ブックサービスに関するお知らせ〉
【テキスト配本について】
（正科生対象）
履修登録に基づき、配本となるテキスト教材はテキスト配本業者より送付いたします。テ
キスト配本に関するお問い合わせは、下記〈申込・お問い合わせ先〉までご連絡ください。
※通信教育課事務室ではテキストの販売は行いません。
・履修登録期間終了後、２〜３週間程度で発送いたします。
・上記期間内に発送ができない場合には、テキスト配本業者よりご連絡差しあげます。
・上記期間を過ぎても、配本が遅れる旨の連絡もない場合には、お手数ですが下記お問い合
わせ先までご連絡ください。
・学科教育課程表にない科目（低学年次配当科目・教職科目・法学部生が図書館司書資格科目
などを履修する場合）は配本対象になりません。ブックサービス（下記参照）などを利用し、
各自で入手してください。
【ブックサービスについて】
『シラバス』に指定されている市販教材は、ブックサービスを利用して購入することができ
ます。
〈申込方法〉発注書に下記項目を明記し、E-Mail・郵送・FAXのいずれかでお申込ください。
（発注書は、ToyoNet-Gのお知らせ「ブックサービスでの購入方法」からダウンロードして
ください。
）
①学籍番号、②氏名、③携帯TEL、④TEL、⑤FAX、⑥E-Mail、⑦郵便番号、⑧住所、
⑨科目名、⑩書名、⑪出版社、⑫冊数
・ブックサービスで教材を注文した場合、送料は有料（着払）となります。
・市販教材は定価
（税込）の10%引きにて販売いたします。
・市販教材のブックサービスをご希望の方は、上記申込方法にてお申込ください。ご入金確
認後発送いたします。振込口座は、申込後、テキスト配本業者よりご連絡差し上げます。
・印刷教材が必要な場合には、着払にて発送いたします。
・プリント教材はToyoNet-G内『シラバス・教員プロフィール』から出力できます。
・学科教育課程表にない科目（低学年次配当科目・教職科目・法学部生が図書館司書資格科目
などを履修する場合）はテキスト配本対象になりません。ブックサービスなどを利用し、各
自で入手してください。
・科目等履修生はテキスト配本がありません。ブックサービスなどを利用し、各自で入手し
てください。
〈申込・お問い合わせ先〉
〒160−0005 東京都新宿区愛住町19−16 富士ビル５F
三省堂書店 東京営業所 通信教育テキスト係
TEL 03−3352−1881 FAX 03−3352−2342
mail a-kido@mail.books-sanseido.co.jp
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その他
「通学区間データ登録届」提出・通学定期券の購入について 正科生対象
スクーリング出席、図書館利用など学習に関する目的で通学する際に通学定期券を購入す
る場合は、
「通学証明書」が必要です。希望者は下記２点をまとめて定期券購入予定日の２週
間前までに事務室へ送付してください。
「通学区間データ登録届」に基づき、「通学証明書」
を発行します。
必要書類等
１
２

「通学証明書交付願」 ※本人の署名・捺印が必要
返信用封筒〔宛名明記
（
「様」をつけること）、80円分切手貼付〕

※「通学証明書交付願」
・
「通学区間データ登録届」は通信教育部ホームページの「各種申込の
方法」内にある「各種申込用紙（PDF）」からダウンロードしてください。
〈注意〉
○通学区間の登録がない場合、
「通学証明書」を発行できません。未登録の場合は「通学区
間データ登録届」も併せて提出してください。
○データ登録区間以外の「通学証明書」は発行できません。
○通学区間は、現住所の最寄駅から大学（白山キャンパス）までの最短区間です。
○一度通学区間の登録をすれば、登録内容（現住所・氏名・通学区間など）に変更が発生し
ない限り再度提出する必要はありません。
○購入できる通学定期券は１ヵ月間のみです。

学生旅客運賃割引証
（学割）
の交付について 正科生対象
スクーリング、教育実習、単位認定試験（筆記）受験など学習の目的でＪＲ（鉄道、バス、船
舶）を利用する場合、学生旅客運賃割引証（学割）が使用できます。
（乗車区間が100㎞を超え
る場合に限り、運賃が２割引きになります。）
下記２点をまとめて乗車日の２週間前までに事務室へ送付してください。
必要書類等
１
２

「学割証交付願」 ※本人の署名・捺印が必要
返信用封筒〔宛名明記
（
「様」をつけること）、80円分切手貼付〕

〈学割証の発行が受けられる事例〉
学割証は、修学上の経済的負担を軽減し、学校教育の振興に寄与することを目的として、
実施される制度であるので、以下の目的をもって旅行する必要があると認められる場合に限
り、発行することができる。
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その他
（１）休暇、所用による帰省
（２）実験実習並びに通信による教育を行う学校の面接授業及び試験などの正課の教育活動
（３）学校が認めた特別活動又は体育・文化に関する正課外の教育活動
（４）就職又は進学のための受験等
（５）学校が修学上適当と認めた見学又は行事への参加
（６）傷病の治療その他修学上支障となる問題の処理
（７）保護者の旅行への随行
〈注意〉
○学割を使用する際は、学生証を必ず携帯してください。

白山キャンパスの教室番号表示について
白山キャンパスの教室番号は下記のとおり表示されています。スクーリングや単位認定試
験を受講・受験する際に役立ててください。スクーリングおよび試験等で使用する教室は、
諸行事実施の当日、大学正門などに掲示でお知らせします。
《例》
①白山キャンパス

1

1312教室

号館名を表す

3

階層を表す

1

2

教室番号を表す

１号館３階の12番教室を表す
②甫水会館

204会議室

甫水会館

2

建物名を表す

階層を表す
甫水会館２階の04会議室を表す
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0

4

会議室番号を表す

その他

2013年度通信教育部年間行事予定表（2013.10〜2014.3）
■通信教育課程
年
月
日

曜日

■通学課程
年
月
日
10月14日
11月1〜4日
11月23日
12月23日
12月24日
2014年1月4日
1月6日
1月21日
1月22〜28日
1月29〜2月5日
2月6日

曜日
月・祝
金〜月
土・祝
月・祝
火
土
月
火
水〜火
水〜水
木

行
事
予
定
後期新入生オリエンテーション第1回
10：00〜12：00
10月5日
土
学習の進め方・リポートの書き方説明会第3回 13：00〜14：30
10月27日
日
単位認定試験
（筆記）第5回
11月1日
金
大学祭
（準備日）
11月2日
土
大学祭
哲学堂祭
11月3日
日
大学祭
11月4日 月・祝 大学祭
（整理日）
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
11月9日
土
教育実習参加事前説明会第2回（後期3年生対象） 13：00〜13：30
介護等体験登録説明会
14：00〜14：30
学習の進め方・リポートの書き方説明会第4回 13：30〜15：00
11月16日
土
単位認定試験
（筆記）第6回
11月23日 土・祝 創立記念日
12月8日
日
転部・転科試験
（白山）
12月10日
火
平成26年3月卒業予定者卒業論文提出締切
＊16：00厳守
12月22日
日
単位認定試験
（筆記）第7回
12月24日
火
事務室業務取扱終了
2014年1月6日
月
事務室業務取扱開始
1月18日
土
単位認定試験
（筆記）第8回
1月25日
土
入学説明会
11：00〜15：00
2月16日
日
単位認定試験
（筆記）第9回
※全国
2月22日
土
卒業論文説明会・指導会（前期）
9：30〜12：00
3月8日
土
教育実習派遣に関わる事前面接
学位記授与式・卒業式
10：00〜（日本武道館）
3月23日
日
卒業証書授与式
13：30〜（白山キャンパス）
主 要 行 事 予
（体育の日）
授業実施
大学祭期間・授業休講
（創立記念日・勤労感謝の日）授業実施
授業実施・秋学期授業終了
冬季休暇開始
冬季休暇終了
授業再開
金曜振替授業・秋学期授業終了
秋学期定期試験
補講
春季休暇開始

定

☆行事予定については、一部変更になる場合もありますので、随時、補助教材『東洋通信』
で確認してください。
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その他

秋学期の授業について 通年スクーリング受講者対象
10月14日
（月・祝）
・11月23日
（土・祝）
および12月23日（月・祝）については、平常ど
おり授業を行います。

『東洋通信』の発行回数について
『東洋通信』は下記のように年10回、発行月初めには届くように、入学時に登録した現住
所宛に郵送します。
『東洋通信』には重要なお知らせが掲載されております。記載事項を見逃
さないようにしてください。
『東洋通信』が発行月の５日を過ぎても届かない場合には、速やかに事務室まで連絡してく
ださい。また、改姓した場合は、必ず「変更届」で事務室に届出をおこなってください。住
所変更した場合は、必ずToyoNet-Gにて変更を登録するとともに、郵便局に「転居届」を提
出してください。
１

２

４月号

５月号

３

４

５

６

７

８

９

10

６月号 7・8月号 ９月号 10月号 11月号 12月号 1・2月号 ３月号

就職活動支援について
就職・キャリア支援部では、年間を通じて、就職活動支援セミナーや各種実力養成講座等
を実施し、学生の就職活動支援を行っています。開催日時や内容は就職・キャリア支援部HP
で確認の上、希望者は参加して下さい。
就職支援室の利用案内〔場所：６号館１階〕
就職・キャリア支援部内の就職支援室には、民間企業、公務員、教員それぞれの専門相談
員が常駐しており、年間を通じて個別相談を受け付けています。また、企業からの求人票や
各種公務員採用試験の願書、Ｕターン就職情報や就職関連図書等の資料も設置し、就職活動
生を支援しています。
就職支援室の利用時間
月

９：30

～

17：45

火～金

９：30

～

19：45

土

９：30

～

12：45

※利用時間は、学生長期休暇期間等では変更になる場合があります。詳しくは就職・キャリ
ア支援部HPで確認してください。
担当部署：就職・キャリア支援部
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その他

事務取扱時間について
窓
午
月〜金

前

口
午

後

午

電

話

前

午

後

９：30〜12：45 14：00〜16：45 ９：30〜12：45 14：00〜16：45

土

９：30〜12：45

９：30〜12：45

＊上記事務取扱時間以外は、窓口・電話とも取扱いしません。
＊日曜・祝日・大学の休業日はスクーリング、単位認定試験（筆記）等が実施される日を除き、
通信教育課事務室も休業します。
＊白山キャンパスでスクーリングが開講される場合は、
下記のとおり事務の取扱いを行います。
スクーリング開講時（白山キャンパス）
窓

口

９：00〜12：45

電

話

９：30〜12：45

＊上記事務取扱時間以外は、電話の対応はいたしません。
＊変更がある場合は補助教材『東洋通信』でお知らせします。

ＴＡ（ティーチング・アシスタント）の学習相談および在室時間
通信教育課程には皆さんが日頃の学習において疑問に思ったこと、不安に感じたことなど
に適切なアドバイス・回答をしてくれるティーチング・アシスタント（以下ＴＡと略します）
が文・法学部に在籍しています。
原則として下記の在室曜日・時間帯に電話、メール、ＦＡＸ等により相談の予約を入れれ
ば、通信教育課事務室の窓口において各学部担当のＴＡが対応いたします。質問、相談があ
る場合には大いに活用してください。ただし、時間帯によっては相談が集中することも予想
されますので、予め、ご承知おきください。
曜日

時間帯

担

月

11：00〜12：30

火

14：00〜15：00

廖海濤
（法学部

水

15：00〜17：00

長瀬真理子
（教職科目担当）

木

14：00〜15：00

門脇邦夫
（法学部

金

11：00〜12：30

関明子
（文学部

当

T

A

上代〜中世文学文化・近世散文・日本語学・比較

文学文化・国語教育担当）

齊藤諒
（文学部

私法・共通総合科目担当）

公法・共通総合科目担当）

近世韻文・近現代文学文化・書道・図書館司書資

格科目担当）

〈TAへの連絡方法〉
Eメール：mltsukyo@toyo.jp
TEL：03−3945−7348
FAX：03−3945−7584
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その他

情報システム利用通知書の再発行について 【再掲】
ToyoNet-G・ToyoNet-ACEなどの統合ID、初期パスワードが記載された「情報システム
利用通知書」の再発行は、情報システム課窓口にて行うことができますが、遠方などで来校
が難しい場合は下記手続きにて郵送での対応が可能です。
なお、発行には１週間程度かかりますので余裕を持って手続きを行ってください。
また、スクーリングや筆記試験などの申込直前に「情報システム利用通知書」の再発行手
続きを行うと、申込期限までに再発行が間に合わない場合がございます。
「情報システム利用通知書」がお手元にあるか今一度確認し、紛失しないよう大切に保管し
てください。
〈手続方法〉
■下記の４点を大学までご送付ください。
（１）情報システム利用通知書

再発行願（次頁をコピーして使用してください。）

（２）学生証のコピー（学籍番号と氏名を確認します。）※
（３）本人確認が可能なもの（免許証など）のコピー（本人確認をします。）※
（４）返送先の住所を記入した返信用封筒（80円切手貼付）
※
（２）
と
（３）
は並べて１枚のコピーで結構です。
なお、本人確認用にご提供いただいた個人情報は、他の目的では使用いたしません。
■送付先
〒112−8606

東京都文京区白山５−28−20

封筒に「情報システム利用通知書

東洋大学情報システム課

メール担当宛

再発行依頼」と明記ください。

本人確認手続き後に返信用封筒に「情報システム利用通知書」を入れて返送いたします。
郵送および再発行処理にかかる時間（１週間程度）を考慮し、余裕をもって再発行の依頼をし
てください。
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「詐欺・悪徳商法、強引な勧誘」等に注意してください‼
現在、電話・手紙・メールを利用した詐欺・悪徳商法が多発しています。これらの犯罪件
数は毎年増加の一途を辿っており、その一方で警察の検挙率は低くなっているという矛盾が
あります。これは、インターネット等の急速な普及に伴う個人情報の不用意な流出等、社会
全般が詐欺行為をしやすい環境を作り出していることを裏付けるものです。手口はますます
巧妙になるため、一般の方々ではなかなか嘘が見破れないのが実態です。
【詐欺・悪徳商法の一例には、次のようなものがあります】
内職商法：簡単な仕事で高額手当がもらえるなどと偽り、登録料を請求したり、道具・教
材を売り付ける。
資格商法：国家資格や実在しない資格等の講習と称して高額費用を騙し取る。
催眠商法：無料商品をエサに集会所等に呼び出し、会場で大げさなアジテイト（扇動演説）
や説明をして購買意欲を掻き立てるように誘導し（一種の催眠）、高額商品の購入や契約
を結ばせる。
ネガティブ・オプション（送り付け商法）
：注文をしていない商品等を勝手に送り付け、一
方的に法外な金額を請求する。
かたり商法・点検商法：公的機関等を装って義務付けられているなどと、偽って商品を売
り付ける。
【強引な勧誘には次のようなものもあります】
実態不明の宗教団体：一部の宗教団体で路上や電話等により、強引に勧誘して入会させた
後、宗教行事に強制的に参加させ、高価な印鑑や宝飾品を購入させる。退会しようとし
て届を出しても容易に受理せず、退会を認めない。
内容不明なサークル、セミナー：大学内外で“勉強会”と称して巧みにやさしい言葉で勧
誘する。勧誘者が年齢的に同世代であるため、安心して個人情報等を教えてしまい、の
がれることができなくなってしまう。退会しようとすると暴力を振い、大けがをさせる。
この他にもさまざまな手口でみなさんを騙そうとしている集団が後を絶ちません。そこで、
被害に遭わないためには日頃から犯罪手口をよく認識し、おかしいと感じたら身元を確認する
ものの提示を求めたり、内容をよく確認して不用意に即決してその場で契約を結ばない等の防
止・防御対策を考えておく必要があります。ご家族や友人等とも協力して対処してください。
また、大学事務室を装い、電話等により学生の個人情報を聞き出す被害も増えています。
事務室ではそのような連絡は一切行っておりませんので注意してください。不安や疑問が生
じた場合には必ず大学に問い合わせるなどして、事実確認をしてください。
被害に遭った場合はすぐに、最寄りの警察、消費者センターまたは学生相談室へ連絡して
ください。
◆相談窓口：白山キャンパス学生相談室（６号館１Ｆ） TEL 03－3945－7265
開室時間

月〜金
土

９：30〜13：00
９：30〜12：45
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14：00〜20：30
17：30〜20：00
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2014年度転部・転科試験について 前期生対象
2013年12月８日（日）
（ライフデザイン学部のみ12月24日（火）実施）に実施される通信
教育課程から通学課程（第１部・第２部）への転部・転科試験については、通信教育課事務室
（８号館１Ｆ）
前にて掲示いたします。また、過去の試験問題を閲覧することができます。
なお、後期生および科目等履修生（特修コース）、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。
■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
※休学中の学生は出願できません。
※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にて確認し
てください。
場
掲

示

所

期

通信教育課事務室
（８号館１Ｆ）
前

間

2013年10月１日（火）〜

過去問題閲覧※１

通信教育課事務室

窓口

2013年10月１日（火）〜
12月７日（土）

試験要項・志願書配布※２

通信教育課事務室

窓口

2013年10月21日（月）〜
11月15日（金）

※１

過去問題の閲覧は窓口取扱時間内となります。必ず学生証を持参してください。
過去問題のコピー、携帯電話・デジタルカメラ等での写真撮影はできません。

※２

転部・転科を希望する学生で試験要項・志願書配布を郵送で希望する方は、任意のＡ
４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円分の切手を同封し、事務室宛に申し込ん
でください。
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「哲学堂祭」開催のご案内 全学生対象
本学創立者井上円了博士は、本学の前身の哲学館時代より、古今東西の有数の哲学者の中
から釈迦、孔子、ソクラテス、カントの４人を『四聖』として崇め、これを祀る『哲学祭』
を行ってきました。博士没後、その遺言に基づき今日の『哲学堂祭』の行事の中に継承され、
毎年11月第１土曜日に挙行しています。
今年は、
『ソクラテス』を祀る年にあたり、ソクラテスに関する講演会を開催します。会場
の哲学堂公園は、博士の考案による数々のユニークなスポットで構成されています。
この機会に一度お出かけになってはみてはいかがでしょうか。
開催年月日

2013年11月２日（土）

墓

前

祭

10：00〜蓮華寺（中野区江古田）

哲

学

祭

10：40〜哲学堂公園内の四聖堂（中野区松ヶ丘）

講

演

会

11：00〜哲学堂公園内の宇宙館（中野区松ヶ丘）



…新青梅街道を挟んで哲学堂公園向かい側

※参加者には、博士の遺言により甘酒、珈琲、紅茶が振舞われます。
主なアクセス
（バス）
JR中野駅から「池袋駅」「池袋駅西口」行きで「哲学堂」下車
JR中野駅から「中村橋」
「江古田の森」
「練馬駅」
「丸山営業所」行きで「哲学堂下」下車
JR池袋駅西口から「中野駅」「中野駅北口」行きで「哲学堂東」下車
JR池袋駅東口から「江古田二丁目」「練馬車庫前」行きで「哲学堂」下車
JR目白駅から「江古田二丁目」「練馬車庫前」行きで「哲学堂」下車
担当部署：エクステンション課
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東洋大学文学部伝統文化講座（11/9）のご案内 全学生対象 申込不要
今回は、新潟月潟村を発祥とする郷土芸能「越後獅子」を取り上げ、歌舞伎舞踊を中心に、
日本文化史における「越後獅子」の諸相を検討します。
【内容】

越後獅子の文化誌
─郷土芸能から歌舞伎舞踊まで─
テーマⅠ
文化史における越後獅子
・越後獅子の唄
・月潟村の越後獅子
・江戸文化の越後獅子
テーマⅡ
歌舞伎舞踊・長唄の世界
・小道具
（指導：花柳京）
─学生ワークショップ─
・楽器
（解説：杵屋勝乃夫）
テーマⅢ
歌舞伎舞踊「越後獅子」の鑑賞

《江戸職人歌合》

・演目解説、指導：花柳京
踊り：花柳京平
演奏：杵屋勝乃夫社中／望月太左衛門社中

解説：久野俊彦・中山尚夫・河地修
資料：石澤伯子
【日時】 平成25年11月９日（土）

【問合せ先】

14：40〜16：10

東洋大学文学部日本文学文化学科

（開場14：10）

河地研究室

【会場】 東洋大学白山キャンパス

〒112︲8606

井上円了ホール
来場は自由、一般にも開放します
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東京都文京区白山5︲28︲20

☎03︲3945︲7367

o-kawaji@toyo.jp

トピックス
大学院（日本文学文化専攻）
進学のすすめ
─学内推薦入試が始まります─
東洋大学大学院文学研究科国文学専攻は、平成26年４月から名称を日本文学文化専攻に変
更されます
（文部科学省届出済）。それに伴い、通信教育部の４年生（卒業予定者）と卒業生を
対象として、学内推薦入試が始まります。
学内推薦入試とは出願基準に照らして、通信教育部における成績等を確認の上、面接の結
果によって合否を判定するものです。
上代・中古・中世・近世に及ぶ古典から、近現代の文学文化、日本語学に至るまで、皆さ
んの向学心を奥行きのある研究へと導きます。
なお、成績等確認期間は限られていますので、詳細は大学院教務課（８号館４階）にお問い
合わせください。
・入学定員：前期課程10名
・授業形態：昼間開講（通年制）
・キャンパス：白山
・専修免許状：高校
（国語）／中学（国語）
・学位：前期課程

修士（文学）

・問い合わせ先：大学院教務課
TEL

03−3945−7250

URL

http://www.toyo.ac.jp/site/gs/
平成25年10月１日
東洋大学大学院国文学専攻
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2013年度図書館開館日程表（10月〜3月）
2013年度図書館開館日程表
（10月〜3月）

〈白山図書館〉
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2013年度図書館開館日程表
（10月〜3月）

〈川越図書館〉
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2013年度図書館開館日程表
（10月〜3月）

〈朝霞図書館〉
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2013年度図書館開館日程表
（10月〜3月）

〈板倉図書館〉
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書いてあることはほんの一部
～想像力をはたらかせて読む～
（国文学科・日本文学文化科編）
文芸とは、言語表現による芸術を指すことばです。小説・随筆・詩・漢詩・和歌…実に文
芸の種類はさまざまですが、どのような作品であるにせよ、ことばだけで何もかもを表現し
きれるかというと、それは難しいことでしょう。特に音節数に制限のある和歌・俳諧・川柳
などは、少ないことばで読む（聞く）側の想像力を喚起しなければ、実に小さな世界しか描け
ないことになります。
そこで、いかに自然に受け手の想像力を目覚めさせるかが創り手の腕の見せどころとなる
のですが、ぼんやりと文字どおりの受け止め方しかしてくれない受け手が相手では、造り手
も悲しくなろうというものです。今回は少し、想像力をはたらかせて読むことを考えてみま
しょう。
素材は川柳です。読んで想像（妄想）しやすいように「男女の仲」について詠まれた作品を
選びました。
１．出会い
「愛想のよいをほれられたと思ひ」 柳８
にこにこと愛想のよいのは客商売の女性でしょうか。今も昔もサービス業の女性はにこや
かなものです。現代ならば、まさかスマイル０円のハンバーガーショップで「この女性は俺
のことを！」などとは思わないでしょうが、昔は純情な男性が多かったのでしょうか。
しかし、もちろん江戸中そんな純情青年ばかりではなかったようです。
「江戸中に

おのしばつかり女だよ」 柳16

「おのし」は「おぬし」です。これを意訳するとこうなります。「なるほど、江戸は広い。
いろんなやつがいるさ。でもな、この広い江戸の中でも俺にとっちゃお前ひとりが女だよ。
他の女なんて、ただ女の形をしてるってだけさ」うーん、強烈な口説き文句です。こうやっ
て男女の仲は深くなっていくのですね。悪い男でなければいいのですが…。
「仕合は

三世の縁を

二世にする」

柳35

「見初める」と言っても、必ずしも本人が結婚相手を見初めるとは限りません。現代でも
「是非息子の嫁に！」と親御さんが盛り上がってしまうケースもありますが、この川柳の場合
は「娘の婿に！」ということらしいです。
親子は現世だけの縁、夫婦は現世・来世の二世の縁、そして主従は前世・現世・来世と三
世の縁と言われています。三世の縁、つまり主従の縁だった二人が、めぐり合わせによって
夫婦の縁を結ぶ相手になった。つまり主人（たいていは雇用主）の家に婿養子に入った、現代
で言うところの逆玉です。単に仕合（めぐり合わせ）としか表現されていないので、主人であ
る父親にその仕事ぶりを認められてのことか、それとも娘にその男ぶりに惚れ込まれてのこ
とかはわかりません。たぶん両方でしょうが、どちらのウエイトが高かったのかは、想像（妄
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想）
してください。
２．結婚
現代と違って、昔は花嫁が持参金を持ってくる習慣がありました。
「それでは金持ちの娘し
か結婚できないんじゃ…」などと余計な心配をする向きもあるでしょうが、例外のない規則
はないのです。持参金も嫁入り道具も何も持たない裸嫁というのも、もちろんありました。
「真っ裸

顔の道具はよく揃い」

柳75

「いもじまで先から出来る美しさ」

柳22

人柄が気に入られて「うちの嫁に！」ということもあったでしょうが、やはり器量望みで
玉の輿に乗るというのが多かったのでしょう。嫁入り道具は何もないけれど、顔の道具は─
涼しげな目元、通った鼻筋、花のような唇─実によく揃っている、見事なものだという一句。
あるいは、箪笥や長持を持ってこないどころか嫁入り先から衣装など揃えて届けてくれるほ
どの美女もいたようで、紋付や小袖のみならず下着（いもじ＝湯もじ）まで揃えて贈ってくれ
るとは余程惚れ込まれたのでしょう。男性が下着にまで気が回るとは思えませんから、贈っ
てくれたのは未来の姑でしょうか。許婚のみならず、その家族までがうっとりするほどの女
性、会ってみたいですね。
しかし、世の中魅力的な女性ばかりではありません。
「金を貰ふに娵がついて来る」 柳14
何とも気の毒な言われようです。「金はほしいが、この嫁は…」とお金がメインの扱いで
す。
さらに男性の方が、金持ちや美男であればもっと話は複雑になります。
「迷うまいものか

持参と裸也」 柳18

持参金付きだがぱっとしない娘か、それとも何も付録は付かない美女か、選べる立場の男
性ならばさぞや迷うところでしょう。贅沢を言えない立場の人から見れば羨ましい限りです。
さて、どう結論を出すのか…。
３．浮気
縁あって結ばれたはずなのに、何年かたつうちに騒ぎ出すのが浮気の虫というものです。
しかし、現代と違って概ね相手は遊女、江戸では吉原の女性たちでした。
「女房に土手で逢ったは百年目」

柳５

土手とは吉原土手のことです。何か口実を付けて家を出てきたのでしょうが、こんなとこ
ろで見つかっては言い訳無用、さぞや慌てたことでしょう。
言い訳と言えば、実は吉原は隠れた桜の名所だったので、
「花見に行って来るよ。いやいや
女は関係ないって、ほら見ねえ、桜の季節じゃないか」と嘘を吐いて出掛けるご亭主もいま
した。
「女房の知恵は花見に子をつける」 柳10
「おや花見かい、いいねえ。天気もいいし、ゲン坊も連れてっておくれな。さあ、ゲン坊お
父ちゃんといいとこにお出かけだよ」と、こんな感じですか。まさか子連れでは上がれませ
んよね。もし店に上がったとしても
「あねさんが

たんといたよと

尻をわり」 柳15
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とおとなほど上手に嘘を吐いてはくれません。
「朝帰り

行く時ほどの知恵は出ず」 柳６

吉原に出掛けるだけなら何とかごまかすこともできるでしょうが、つい楽しくてか酒を過
ごしてか、朝までいてしまった場合何と言い訳するのやら。そもそも出掛ける時に嘘を吐い
ているのでしょうから、どうやって辻褄を合せたものか、さぞ大変だったでしょう。終いに
は嘘を吐くのも面倒になり開き直るご亭主もいました。
「こわい顔したとてたかが女房なり」 柳15
「へっ、別にお役人や閻魔大王じゃねえや。女房が怒ったってどうってこたあねえや」
そうですかねえ。怒った女性は怖いですよ。
でも、怒るのは惚れていればこそなのです。
「むなぐらをとったほうからなみだぐみ」 川柳万句合

宝暦

八枚目

鶴

気の強いおかみさんが「あんたって人は！」とご亭主のむなぐらをつかんで怒ったのでし
ょう。でも、怒りながら泣いています。どうでもいい夫なら怒りはしません。早く仲直りし
たほうがいいでしょう。
だいたい遊女に真実の恋など求めるのは野暮というものです。
「北国は行くほど寒くなるところ」 川柳万句合

明和

七枚目

梅

北国は「ほっこく」と読みます。吉原が江戸城の北にあるのでこう呼ばれます。大金持ち
ならいざ知らず、多少の金持ち程度では次第に懐は寂しくなります。そうなれば金の切れ目
は縁の切れ目、もはや優しい笑顔など期待できません。
４．離縁
さらに悪い状況としては離縁というのもあります。
「去り状を書くと

入り婿

おん出され」

柳10

江戸時代は男社会だから、亭主の勝手で女房を追いだせたと勘違いしている向きも多いの
ですが、それはとんでもない話です。役所へ離婚届を出すわけではありませんから、去り状
はそのまま元女房が持っているわけです。いわば「再婚許可証」は女性の方が持っていって
しまうのです。だから、相手によく納得させた上、仲人や親戚など証人になってくれる人々
の前で渡さないと後が怖いです。元亭主が再婚したのを見すまして「私、去り状貰ってませ
ん！」と騒ぎ立てたらどうなるでしょう。
逆に去り状さえあれば、女性はいつでも再婚できますから、女房の親戚一同が出来の悪い
亭主に詰め寄って去り状を書かせ、さっさと生家に連れ戻してしまう…などということもあ
ったようですし、婿養子ならもちろん追い出されてしまいます。仮に円満離婚であっても、
持参金は返さなければいけません。
しかし、縁あって夫婦になった二人、末永く添い遂げてほしいものです。
「去り状を子がしゃぶったで

反故になり」 柳54

書いた去り状を、赤ん坊がしゃぶってぐしゃぐしゃにしてしまったので「しょうがねえや」
と離縁をあきらめた、という意味です。でも本当に別れたいならもう一度書けばいいだけの
こと。本心では別れたくなかったのでしょう。勢いで「離縁だ！」と叫んでしまい、どうや
って振り上げた拳を収めるかと困っていたら、子どもが去り状をしゃぶり出した…。きっと
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TAのしおり
子どもが大きくなるころには笑い話になるでしょう。
さて、妄想力は高まりましたか？字面だけを追っていたら、事実に近づけないこともある
のです。妄想と言うと抵抗があるかもしれませんが、「行間を読む」「想像力を膨らませる」
と言えば納得してもらえるでしょう。その情景を生き生きと頭の中に描けた時、それが「読
めた」と言うことなのです。
（引用した川柳の「柳」は『誹風柳多留』を、数字は第何篇かを示す）
《川柳関連資料》
下山弘『川柳江戸の四季－祭り・祝い・信仰・遊び』 中央公論社（1997年４月）
渡辺信一郎『江戸のおしゃべり－川柳に見る男と女』 平凡社（2000年１月）
渡辺信一郎『江戸バレ句戀の色直し』

集英社（2000年９月）

国文学解釈と鑑賞別冊『江戸川柳を読む』

至文堂（2001年２月）

渡辺信一郎『江戸の化粧－川柳で知る女の文化』 平凡社（2002年６月）
江口孝夫『もじりとやじり－光る批判精神』 勉誠出版（2002年12月）
若林力『江戸川柳で愉しむ中国の故事』 大修館書店（2005年10月）
小栗清吾『はじめての江戸川柳－「なるほど」と「ニヤリ」を楽しむ』 平凡社（2012年１月）
（文学部TA
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関

明子）

学友会からのお知らせ
〈新入生歓迎会
（第一回・第二回合同）
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９日
（土）15：30）終了後、下記の通り『新入生歓迎会』を開催いたします。
今回は、第一回説明会（10月５日（土）
）
・第二回（11月９日（土））の合同懇親歓迎会です。
第一回説明会に出席された方も歓迎会にぜひ出席してください。また、前期生の方も記名さ
えしていただけば、ご出席いただけます。
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ＴＡ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：2013年11月９日（土） 15：30～18：00

２．場

所：白山キャンパス

３．目

的：新入生同士、先生、ＴＡ先輩などと懇談を行って、交流を図り、学習の進め

甫水会館２階201会議室

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。
今回は、第一回・第二回合同です。前期に入学された方もぜひ出席されてく
ださい。
４．参加費：無

料

注：あらかじめ申し込みの必要はありません。
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〈文学愛好会のお誘い〉
来る10月27日
（日）
、文学部・平山三男先生のご指導のもと第８回目の文学愛好会ゼミを
下記開催いたします。
「雪国」は言うまでもなく、川端康成の代表作。
第四回目は「雪国」
（新潮文庫版）全体を味読されます。「雪国」は川端文学で中心の作品で
す。初めての方もどうぞ遠慮なさらないでご参加ください。ただし、初出（初めて原稿を発
表）に近い出版の新潮文庫の『雪国』を予め、購入されるか図書館でご一読されておくことを
お願いします。途中からでも、常に新しい講義として理解できますし、遡って解説してくだ
さいます。
卒業生の方々、文学部、法学部を問わず広く受入れます。誘い合ってご参加ください。
記
１．日

時：2013年10月27日（日）15：00〜17：00

２．場

所：東洋大学甫水会館（２階201会議室）

３．愛 好 会：
「雪国」を読む

第４回。新潮文庫『雪国』を使用

４．指導講師：平山三男先生
５．懇 親 会：ゼミ終了後、希望者により外部で懇親会を行います（懇親費は各自負担）
６．参 加 費：500円（ただし、年間パスポートを取得していただいた方は無料）
７．申 込 み：〒134－0087
高比良

毅

宛て

東京都江戸川区清新町1－1－36－604
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
○住所、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＊：10月26日（土）消印有効（メール27日（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。
（人数把握のため出欠をとるだけです。ご了承ください）

64

〈国立国会図書館見学会のお誘い〉
在学生の皆さまには、夏期スクーリングのあと今月から新学期にはいり、ますます論文制
作、土、日曜スクーリング等で多忙になりご苦労さまです。
つきましては、あらたに４年生になられた学友会のみなさまの卒業論文作成や３年生以下
の一般論文作成に、十分お役に立つに違いない日本最大の『国立国会図書館』
（東京本館、関
西館等支部機関のもの含め950万冊の蔵書、新聞・雑誌2600万部）を、説明付きで『正式
見学』してみませんか。土、日曜ではありませんが、皆さまお誘い合わせの上、ぜひご参加
ください。お待ちしております。また、地方の方も図書借出しに便利な「登録者利用者カー
ド」
（３年有効）を作りませんか。
記
１．名
２．日

称：国立国会図書館（東京本館）見学
時：2013年11月15日（金）13：00～16：20
・集合・登録利用者カード制作：13：00～14：25（新館口より）
・正式見学：14：25～16：20（南口より）
・内容：・案内ビデオ視聴 ＊・館内見学 ・新館書庫見学
（13：00集合）付近
３．集合場所：国立国会図書館・利用者入口
注意１：館の中に入ってしまわないこと（入館手続きしないでください）
４．目
的：①論文制作、論文試験、スクーリング試験のための資料調査
②日本にて出版された全蔵書の目録を調べるため
③【登録利用者カード＝地方から図書を借りるとき簡単・当日入館カード
作りのとき迅速、便宜】の新規作成。
５．参 加 費：無料
（ただし、学友会年間パスポートを提示ください。未だお持ちでない方
は、当日お支払いも可能。
（在学生・科目等履修生＝1000円、新入生
（２・３年編入生も）＝2000円）
注意２：すでに【登録利用者カード】をお持ちの方も、昨年からシステム
が変わり、昨年以前に作った方は作り替える必要があります。必
ず学生証（裏の住所欄は必ず記入しておくこと）又は運転免許証、
住基カード、保険証のいずれかをご持参ください。
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、所属学部学科をご記入の上、ハガキ、FAXま
たはメールでお申し込みください。 ＊2
○申込み締切り：11月13日（水）消印有効（メール12日（木）午前迄）
＊ ：国立国会図書館・利用者入口、南口については次ページ別紙を参照
＊２：締切りは上記でも当日現場申込みできます。ぜひご参加ください。
（人数把握のため出欠をとるものです。）
○申込み締切り人員：15名程度
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『国立国会図書館』交通手段・アクセス
周辺地図

所在地／電話
〒100−8924

千代田区永田町1−10−1

電話：03−3581−2331（代表）

交通案内
〈東京メトロ〉
路線名

最寄り駅

出口の番号
（地図上の位置）

出口からの時間

● 有楽町線

「永田町駅」

２番出口（Ａ）

徒歩約５分

「永田町駅」

３番出口（B）

徒歩約８分

「国会議事堂前駅」

１番出口（Ｃ）

徒歩約12分

路線名

停留所

停留所の位置
（地図上の位置）

停留所からの時間

橋63系統

「国会議事堂前」

（Ｄ）

徒歩約５分

● 半蔵門線
● 南 北 線
● 千代田線
● 丸の内線
〈都営バス〉

66

東洋通信

東洋大学補助教材



2013年

第50巻

第7号

Contents

【随

想】

「お飾り」……………………………………………… 北

澤

俊

之… 2

─中国書道データベース「書法」………………… 大

塚

奈奈絵… 4

消費税転嫁法案と独占禁止法……………………… 多

田

英

明… 6

「ハングル」の学習方法について… ………………… 金

蘭

美… 8

保険法と保険業法…………………………………… 李

芝

妍…12

原

陽

斉…15

田

正

照…33

【オアシス】
書道とデジタルライブラリー

【学 習 室】

【学

灯】

『萬葉集』巻二・大津皇子相聞歌群の資料性
─物語性との相克─……………………………… 池
現行犯逮捕における「逮捕の必要性」
──東京高裁平成21年１月20日判決の妥当性─… 松

─1─

随 想

ある民間教育団体のお世話役を仰せつかった。小さな所帯だが歴史ある団体だ。実質的な

運営は若い人たちがやってくれるので、
「お飾り」のような立場でいいという。だが、とても

そんな柄ではない。
「お飾り」とは、それ相応の者がどっしりと構えてこそ「お飾り」といえ

るのだ。しかし年齢順ということだから仕方ない。少々気が重かったが引き受けた。ありが

たいことにやる気のあるスタッフが集まってくれた。おかげでどうにか幸先のいいスタート

を切ることができた。それが今からちょうど二年前のことである。

会の主な仕事は、講師を招いての月例研究会と、年に一度開催する研究大会の企画・運営

である。それらのほとんどはベテランのメンバーが中心となって落ち度なく進められた。私

はといえば、そんな彼らに対して「ありがとう。そのように進めてください」と言うばかり。

そう、まさに言葉通りの「お飾り」の立場に、私は胡坐をかいていたのであった。

ところが活動も二年めに入ろうとする頃、スタッフの雰囲気に変化が生じ始めた。役員会

の出席率が落ちてきたのである。殊に若いスタッフが休みがちであった。忙しい彼らのこと

だから、時には都合がつかないこともあるだろう。そんなふうにのんびり構えていたが、さ
すがにそれが続くと心配になってきた。

そこで私は若いスタッフたちに連絡を入れ、話を聞いてみた。彼らは自分の仕事が滞って

いることをただ恐縮するばかりであったが、話をする中で、私はこれまで彼らの仕事に対し

てきちんと向き合ってこなかったことに気がついた。
「こらからは若い人をどんどん表に出そ

う」などと、もっともらしい提言をしていたが、実際にはメインである研究会の企画・運営

に意識が向くばかりで、縁の下でいつも黙って支えてくれる若いスタッフの頑張りを理解し
ようとしなかった。

膨大な録音テープと格闘してまとめてくれた記録に対して、私はねぎらいの言葉の一つも

かけてあげただろうか。私のように原稿が遅い先輩に督促もできず、睡眠時間を削ってニュ

ースを編集してくれたことに対してはどうだろう。そんなことを反省していたら、いつも懇

─2─

り」
飾
「お

親会を盛り上げてくれる彼や、控えめだけど新しい角度から意見を言ってくれる彼女たちの

姿が次々と脳裏に浮かんできた。みんなそれぞれの立場でベストを尽くしてくれている。遅

きに失した感はあるが、私はここにきてようやくスタッフのありがたみを自分の内に噛みし
めることができた。
※

「今度のシンポジュウムでは、ロール紙にリアルタイムに絵や言葉で記録をするのはどうで

しょう」
「後で参加者が付箋紙に書いた意見や感想を自由に貼ることもできますね」
「あっ、私

その記録係やりたいです」
「今度の懇親会の余興は、私たち有志でフラダンスを踊ろうと思っ

ています。先生もいかがですか」
。これらは若いスタッフたちの発言をスケッチしたものだ。

俊 之

きた ざわ

とし

美術教育

出身

東京都

─3─

研究大会に向けて開かれた役員会の一コマである。

先に述べた私の意識の変化がスタッフたちにどう伝わったのかは定かでない。しかし、そ

のことをきっかけに、私自身のものの見方は確実に変化した。今まで見えていなかった、彼
らの誠実でひた向きな姿が映ることが何よりも嬉しい。

私がフラダンスを踊る光景はとても想像できないが、私たちスタッフの最後の仕事となる

専攻

今度の研究大会は、楽しく充実したものになるに違いない。

文学部准教授

ゆき

北 澤

オアシス
書道とデジタルライブラリー
大

─中国書道データベース「書法」

昨年の十一月、出張で中国のいくつかの図書館を訪問する機

塚

奈奈絵

（ China-America
学図書館による共同プロジェクト CADAL
）として開始された。この第一期の
Digital Academic Library

（二〇〇三年〜二〇〇六年八月）には、中国国内の大
CADAL
学図書館等十六館が参加し、百万冊以上の資料をデジタル化し

会があった。出張の主な目的は、中国国家図書館と国立国会図

交流の終了後、北京や杭州、上海の図書館を訪問し、主として

て、著作権が切れたものをインターネット上で公開した。デジ

書館の第三十一回の業務交流に参加することであったが、業務

デジタル化の状況等について説明を受けた。その中に、日本で

（ Chinese Academic Digital Associative
CADAL

万冊の資料をデジタル化し、終了した。二〇一三年からは第三

スエーデン、ドイツからも大学図書館等が参加して、約百五〇

）として、中国国内だけで六十九の大学図書館が参加
Library
し、その他にインド、米国、英国、カナダ、タイ、エジプト、

を倍増し、

第二期（二〇〇九年〜二〇一二年五月）では中国政府が予算

籍などであった。

〇万冊で、中国語資料の内訳は、近現代の図書、博士論文、古

タル化の対象となったのは、中国語資料五〇万冊、英語資料五

Chinese Academic Digital

はあまり知られていない大学図書館の国際的なデジタルライブ
ラリープロジェクト

（
CADAL

）があり、デジタル化したデータを活用し
Associative Library
た サ ー ビ ス の 一 つ と し て「書 法」
（中 国 書 道 デ ー タ ベ ー ス ：

プロジェクト
CADAL

）がインターネット上で
CADAL Chinese Calligraphy Service
提供されているので、紹介してみたい。
１．

プロジェクトは、中国と米国の資金提供により、大
CADAL
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のことであった。今のところ、日本からの参加館はないという

期を開始する予定で、我々が訪問した時には参加館を募集中と

や名刺を作るなど、応用範囲は色々考えられる。

ができる。それを利用して、既成の書体とは一味違った年賀状

る。デジタル化した合計約二五〇万冊の六〇パーセントは著作

は、浙江大学に管理センターが置かれ、その下に五
CADAL
つのグループを設置して運営している分散型プロジェクトであ

自動添削してくれるサービスも提供されている。このサービス

や、指定された画面上のマス目にマウスで漢字を書くと、赤で

さらに、書道の初心者向けの機能として、文字を選ぶと運筆

権が残っているため、プロジェクトの加入館でしか利用できな

のアプリも用意されていて、デモンストレーションで
には iPad
は、
「このアプリは、うちの子の習字のけいこにとても役立って

ことで、少々残念に感じられた。

いが、著作権がないもの（古典籍と一部の英語資料）はインタ

いる。ありがとう。
」などという書込みが紹介されていた。

あり、著作権の壁もあって、デジタル画像のテキスト化を含め

ルライブラリーのシステムでは、検索と表示の機能が一般的で

日本の図書館でもデジタル化が盛んであるが、通常のデジタ

の様子が動画で示されて、筆使いを学ぶことができるサービス

ーネットに提供されていて、一般の利用が可能である。
）
２．「書法」
（ CADAL Chinese Calligraphy Service
がインターネット上に提供しているサービスの一つ
CADAL

た活用も、あまり進んではいない。自宅で古い資料をインター

他に、王羲之などの著名な書家の書いた文字を偏や旁に分解し、

文字の形からどの資料に掲載されているのかを検索する機能の

一〇、七三七文字の漢字画像のデータベースである。作品名や

が収集した約千点の書籍から、九〇〇人
「書法」は、 CADAL
以上の書家の四、三八〇作品の漢字画像を解析して作成した一

をはじめとする様々な領域の研究者の協力によって開発された

している。おそらくは、大学図書館のスタッフに加えて、書道

別の文字を生成する機能や、初心者向けの教育機能として活用

して、漢字の部首のデータベースを形成し、これを利用して、

一方、
「書法」では、著作権のない古籍のデジタル画像を解析

ネットで閲覧できるのは便利だが、活用が論じられる場合にも、

それらを組み合わせて別の文字を自動生成する機能が提供され

大学ならではのシステムと思われるが、
「本」にこだわらない発

）がある。
に「書法」（
CADAL
Chinese
Calligraphy
Service
（参照 2013.6.25
）
）
http://www.cadal.zju.edu.cn/Calligraphy/,

（

ていて興味を引いた。現存する王羲之の書体はあまり多くない

想がとても新鮮に感じられた。

─おおつか ななえ・文学部非常勤講師─

電子的な「本」として活用する以外の発想はあまりみられない。

のだが、この機能を使うと、名前などを王羲之風の書体で作成
し、それをイメージ画像としてダウンロードして利用すること

─5─

オアシス
消費税転嫁法案と独占禁止法
多

田

英

明

を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律、平成二四

連法（社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革

を与える行為を「優越的地位の濫用」と規定し（同法二条九項

が、その地位を利用して相手方に不当に種々の経済的な不利益

独占禁止法は、取引上の地位が相手方に優越している事業者

る「下請いじめ」として、独占禁止法（私的独占の禁止及び公

年法律第六八号）が昨年八月に成立したことを受けて政府が提

五号）
、
「不公正な取引方法」の一つとして禁止する（一九条）。

去る六月五日、いわゆる「消費税転嫁特別措置法」
（消費税の

出したものであるが、審議中から「消費税還元セール禁止法」

納入業者の中には、取引の全部または重要な部分を特定の大規

正取引の確保に関する法律、昭和二二年法律第五四号）
、および

として広く耳目を集め、流通業界を中心に事業者の自由な価格

模小売事業者依存している者も多い。たとえば、近時の事例で

円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行

設定に対する過剰な介入であるとの批判の声も寄せられていた。

ある「山陽マルナカに対する件」においては、岡山県の区域に

独占禁止法の特別法である下請法（下請代金支払遅延等防止法、

しかしながら、本法本来の目的が、小売事業者、特に大規模

本店を置く百貨店及び総合スーパー最大手の山陽マルナカが、

為の是正等に関する特別措置法、平成二五年法律第四一号）が

小売事業者による、取引上の立場の弱い納入業者に商品の納入

事業経営上同社との取引に大きく依存している納入業者に対し、

昭和三一年法律第一二〇号）により禁止されている。

価格の値引きを求めることで消費増税分を転嫁することの禁止

従業員の派遣、新規開店宣伝費用等の負担、販売期限切れ食品

参議院本会議において可決、成立した。本法案は、消費増税関

にあることは看過されがちである。このような行為は、いわゆ
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の返品、納入商品に対する支払代金の減額等の種々の不利益を
押 し つ け た こ と が 優 越 的 地 位 の 濫 用 と 認 定 さ れ（平 成 二 三 年

（四）報復行為

公正取引委員会は、右の行為を行った特定事業者等に対し、

特定供給事業者が公正取引委員会等に転嫁拒否等の行為
に該当する事実を知らせたことを理由として、取引の数量

消費税転嫁特別措置法は、独占禁止法、および下請法の特例

報告徴収・立入検査を行い、違反行為を防止・是正するために

（措）第五号）、併せて二億二二一六万円の課徴金の納付が命じ

を定めるものであり、特定事業者（①大規模小売事業者、②特

必要な指導助言を行うほか、速やかに消費税の適正な転嫁に応

を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること

定供給事業者から継続して商品又は役務の供給を受ける法人事

じること等の必要な措置をとるよう勧告し、その旨を公表する

られている（平成二三年（納）第八七号）
。

業者）が、特定供給事業者（①大規模小売事業者に継続して商

こととされている。

現行の五％に引上げられた際にも、納入業者が消費税引上げ分

消費税転嫁特別措置法は、一九九七年に消費税率が三％から

品又は役務を供給する事業者、②資本金等の額が三億円以下で
ある事業者、③個人事業者）に対して行う次の行為を禁止する。
（一）減額・買いたたき
・商品又は役務の対価の額を事後的に減額することにより、

だことを受けて制定されたものである。我が国独占禁止法の下、

を価格に転嫁できず、負担を肩代わりさせられた事例が相次い

・ 商品又は役務の対価の額を通常支払われる対価に比べて

優越的地位の濫用行為は、行き過ぎた安売りを規制する「不当

消費税の転嫁を拒否すること

低く定めることにより、消費税の転嫁を拒否すること

廉売行為」に次いで問題となる事例の多い行為類型であり、大

─ただ

ひであき・法学部准教授─

入業者の間において正常な取引が行われることを期待したい。

の時限立法であるが、本法がなくても、大規模小売事業者と納

である。消費税転嫁特別措置法は、二〇一七年三月三一日まで

規模小売事業者と納入業者の間の力関係に由来する根深い問題

（二）購入強制、役務の利用強制、不当な利益提供の強制
・消費税の転嫁に応じることと引換えに商品を購入させ、
又は役務を利用させること
・消費税の転嫁に応じることと引換えに金銭、役務その他
の経済上の利益を提供させること
（三）税抜き価格での交渉の拒否
商品又は役務の対価に係る交渉において消費税抜き価格
を用いる旨の申し出を拒むこと
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学 習 室
「ハングル」の学習方法について
金

蘭

美

誰にでも「読める」
「書ける」ように工夫された文字です。今回

私は必ず韓国語を教えるときに「ハングルとは何でしょうか」

る方を対象としているので初めての方は少し難しいかもしれま

ようと思います。ハングルを勉強し始めた方や、少し経験のあ

はそのハングルの仕組みや、文字の覚え方をみなさんに紹介し

と問いかけることから始めます。
「韓国語」を勉強するための最

せんが、読んでもらってハングルに興味を持っていただけるき

１．はじめに─「ハングル」とは

初の段階としてまず文字を学ぶわけですが、そのハングルにつ

っかけとなれば嬉しいです。

れており、母音は「天・地・人」を基に、子音は口や舌などの

「ハングル」は母音と子音を組み合わせて表記するように作ら

２．ハングルの仕組み

いて知っておくことがとても大事だと思っているからです。ハ
ングルは「ハン」＋「グル」が組み合わさったことばで、
「ハ
ン」とは「大きな」
「偉大な」
「ひとつの」という意味を、
「グル」
は「文字」という意味を持っています。
ハングル文字が作られる前は中国の漢字が使われていました

きができず困っている人が大勢いました。ハングルはそのよう

らを組み合わせて母音はできています。例えば、「ㅣ」＋「・」

母音の「天」は「・」
、地は「ㅡ」
、人は「ㅣ」を表し、それ

発音器官の形をかたどって作られました。

な状況を解決するために朝鮮王朝４代目の王様である世宗大王

は「ㅏ」になり、
「ㅡ」＋「・」は「ㅜ」という文字になりま

が、当時の百姓たちにとってはとても難しかったため、読み書

によって創製されました（１４４３年）
。このようにハングルは
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ㅗ

ㅛ

ㅜ

す。自分の体を文字に見立てて覚えると楽しく覚えることがで

ㅕ

す。このような組み合わせでハングルの母音には基本母音とさ
ㅓ

きます。①は縦棒を基準に考えると、
「ㅏㅑ」は横棒が右の方に

個（ㅏ ㅑ

［ɔ］

［yɔ］

［o］

［yo］

ㅙ

ㅚ

ㅝ

ㅞ

ㅟ

ㅠ

ㅡ

ㅣ

ㅒ

ㅔ

［m］
［ɯ］
［kʰ］ ［e］
［i］
［p］
［ye］

ㅢ ）があります。

［ɯi］

）」、③「唇音」
（ㅁ

・ㅂ

とがわかると思います。体を垂直にして、
「ㅏㅑ」は右側に右手

は縦棒が上の方に一本→二本、
「ㅜㅠ」は下の方に一本→二本の

・ㄹ

）、④「歯音（ㅅ ・ㅈ ・ㅊ ）
」
、⑤「喉音（ㅇ［無音］
・ㅎ

順になっています。横棒をイメージしながら両手を縦棒に見立

・ㅌ

）」の５種類で、 個の基本子音があります。それに濃音と呼

てて上の方に一本→二本、下の方に一本→二本の順に伸ばして

ばれる子音「ㄲ 」
「ㄸ 」
「ㅃ 」
「ㅆ 」
「ㅉ

［ˀʧ］

個になります。組み合わせは①子音＋母音と、②子音＋母音

［ˀs］

＋子音の２種類があり、特に②の最後の子音のことを「パッチ

表現してみてください。ここまでを整理すると、
「右」
「左」
「上」

水平に広げ、
「ㅣ」は両手を合わせて垂直になるように伸ばして

み合わせて表記できる文字は１万通り以上になります。ハング

あり、二つの子音からできています。これらの子音と母音を組

11

水平に）
「縦」
（両手を挙げ垂直に）のようになります。

までを練習します。
「ㅏ」→「ㅠ」の順に口の大きさや形が変化

発音の仕方にもコツがあります。まず「ㅏㅑ ㅓㅕ ㅗㅛ ㅜㅠ」

ませんが、どうすればこれらの母音と子音を早く覚えることが

ㅛ ㅜ ㅠ 」 ③「 ㅡ ㅣ 」 の 三 つ に 分 け て 覚 え る こ と を お 勧 め し ま

「ㅛ」を繰り返し練習してみてください。また、
「ㅜ」は日本語

ので、鏡をみながら「ㅏ」→「ㅓ」→「ㅗ」
、
「ㅑ」→「ㅕ」→

は「ㅑ」と「ㅛ」の中間です。
「ㅓㅕ」は日本語にはない母音な

と「ㅗ」の中間であることに気付くと思います。同じく「ㅕ」

音するようにします。そうすると「ㅓ」は口の大きさが「ㅏ」

に行くにしたがってだんだん小さくし、口を前に突き出して発

することを意識してください。口の大きさは「ㅏ」から「ㅠ」

まず、基本母音の場合は 個の母音を①「ㅏㅑ ㅓㅕ」②「ㅗ

基本母音─体を動かして楽しく覚えましょう

３．ハングルの覚え方

います。

できるのでしょうか。次はそのコツをいくつか紹介したいと思

ルの読み書きのためにはかなりの数の文字を覚えなければなり

「下」の順に片手（一本）→両手（二本）
、最後に「横」
（両手を

ム」と呼びます。ハングルにはこのパッチム専用の子音が 個

覚えてみてください。最後は③「ㅡㅣ」ですが、
「ㅡ」は両手を

」を合わせると

・ㄷ

→左手、
「ㅓㅕ」は左側に左手→右手の順番に伸ばして文字をイ

ㅘ

［wi］

、②「舌
子音は音が出る場所によって①「牙音」
（ㄱ ・ㅋ ）
音」
（ㄴ

［t］

ㅖ

［we］

一本→二本、
「ㅓㅕ」は左の方に一本→二本の順になっているこ

）と、

れる

［ya］

［wɔ］

メージしながら覚えましょう。②は横棒を基準に考え、
「ㅗㅛ」

［we］

・ㅍ

［n］ ［wa］

母音にさらに母音を組み合わせた合成母音 個（ㅐ

［a］

［we］

［ˀk］
14 ［s］
［tʰ］
［ˀt］
［ʧ］
［l］
［ˀp］
［ʧʰ］

10

─9─

［u］
11
［yu］

［k］

［e］

14

［ye］

［h］
［pʰ］

19
3.1

の「ウ」より口を突き出すようにして練習します。最後に「ㅡ」

基本子音─ 似ているもの同士を関連付けて覚えましょう

基本子音の場合、形が似ている文字同士をまとめて覚えると覚

最後に子音の覚え方についてアドバイスしたいと思います。

ましょう。強く引っ張る必要はありません。うまくいかない場
えやすいです。

まず、
「ㄱ 」と「ㅋ 」を見てください。発音記号の違いは

」と「ㅌ

」、「ㅂ

」と「ㅍ

」
、「ㅈ

［pʰ］

」と

［ʧ］

ですが、これは「息をたくさん吐いてください」という印で

す。また、
「ㄷ

［p］

の仕方が異なる子音のペアなので関連付けておくと覚えやすく

「ㅊ 」も同様です。これらは発音する場所は同じですが、発音

［t］

鏡を見て、口の大きさや形を意識しながら練習してみてくださ
い。

合成母音─母音と母音の音を合わせて覚えましょう

［ʧʰ］

「ㅣ」の順に速く発音すれば合成母音の発音になります。ただ

い の で す。「 ㅝ 」 は「 ㅜ 」 →「 ㅓ 」 の 順 に、
「 ㅟ 」 は「 ㅜ 」 →

ことです。例えば、
「ㅘ」は「ㅗ」→「ㅏ」の順に早く言えばい

れほど難しくありません。コツは母音をそれぞれ速く発音する

高い音を出すことである程度激音らしく発音することが可能に

とです。激音は日本語にはない子音ですので練習が必要ですが、

音の注意点としては

に気付くと思います。これらは激音と呼ばれる子音ですが、発

なります。文字の形を見ると

がない子音（平音）より高く発音するこ

が付いている方が画数多いこと

「ㅐ
し、
「ㅐㅒ ㅔㅖ」と「ㅚ」は別に覚えなくてはなりません。

［ʰ］

母音と子音の覚え方について述べました。簡単にまとめている

うになると楽しさが倍増します。

速く「ㅗ 」→「ㅣ 」の順に発音しても「ㅚ 」にはならな

担は少なくなると思います。

のでわかりにくいところもあると思いますが、テキストや参考

ここまで、韓国語の文字であるハングルの成り立ちや仕組み、

４．終わりに

なります。

た「ㅚ」は「ㅗ」と「ㅣ」からなる母音ですが、これはいくら

言えば異なる音ですが、あまり区別する必要もありません。ま

たもので、発音はすべて日本語の「エ」で大丈夫です。厳密に

ㅒ ㅔㅖ」は「ㅏㅑ ㅓㅕ」のそれぞれに「ㅣ」が組み合わさっ

基本母音がきちんとできていれば合成母音を覚えることはそ

［k］

合は、上下の歯をくっつけたまま「ㅏ」を発音してもいいです。

は、文字の形と同様に口を横に少し引っ張るようにして発音し

3.3
［ʰ］

いので別に覚えるしかありません。しかし、これらを除くと母

［we］

書などを見ながら覚えてみてください。
「ハングル」は読めるよ

［i］

音を順番に速く読めば合成母音の発音ができるので、覚える負

［o］

─ 10 ─

［kʰ］

［tʰ］

［ʰ］

3.2

《参考文献》
長渡陽一（２００９）
『韓国語の発音と抑揚トレーニング』アルク

─キム ランミ・文学部非常勤講師─

─ 11 ─

学 習 室
保険法と保険業法
李

芝

妍

同の財源から一定額の金銭（保険金）の支払を受ける制度である。

すなわち、保険制度とは、同種のリスクを有する多数の経済主

クという。そのリスクを移転する対策の一つが保険制度である。

的損失を被る可能性が常に潜んでおり、その発生可能性をリス

害、交通事故、火事、病気、怪我、盗難など）によって、経済

私たちの日常生活の中には、様々な出来事（例えば、自然災

保険の普及を図るための制度、保険内容を定めた法律）
、自動車

民事手続法、保険業法、地震保険に関する法律（家計向け地震

（商品の販売方法や契約条項についての消費者保護を図る法律）
、

に関しての重要事項説明の徹底などを図る法律）、消費者契約法

ては、保険法、商法、民法、金融商品販売法（金融商品の販売

約を通じて運営されており、この保険制度に関連する法律とし

保険制度は、保険者と保険契約者を契約当事者とする保険契

体（保険契約者）が一定の金銭（保険料）を報酬として保険者

損害賠償保障法（自動車賠償責任保険の内容や制度を定めた法

₁．はじめに

に支払い、保険契約者が有するリスクを保険者に移転する経済

るものとして保険約款があり、保険契約においては保険約款の

律）などがある。そして、法令ではないが、保険契約を規律す

保険法では保険の定義規定はないが、一般的に、同様の危険

規定が優先的に適用され、その解釈基準として保険契約法の規

的制度である。

にさらされた多数の経済主体（保険契約者）が一定の金銭（保

定が適用されることになっている。

以下、上記法律の中でよく混同される保険法と保険業法につ

険料）を拠出して共同の財源を形成し、各経済主体が現実に不
測な事態（保険事故）による経済的な損失が発生した場合、共

─ 12 ─

いて簡単に紹介する。

金受取人の介入権に関する規定（ 条〜 条、 条〜 条）
）の

89

91

保険法は、保険契約に関する一般的なルールを定めた法律と

険契約といえる場合の共済契約）への直接適用、傷害疾病保険

な内容も現代に合ったものに改めた）
、共済契約（その実質が保

タカナ文語体の条文をひらがな口語体に改めた上、法の実質的

新設などが行われた。そして、外形的な側面では、現代語化（カ

62

して、明治 年に制定・施行された後、明治 年に一部改正さ

２．保険法

60

等に関する規定の新設など、保険契約者等の利益確保のために

険契約の内容について権利・義務や効果などを定めている。従

保険契約に関する大きな特徴としては、情報の非対称性とモ

って、保険法は民事基本法として保険契約者と保険会社の間の

から質問応答義務へ変更され、保険契約者は、重要事項のうち

ラルハザードがある。すなわち、保険の目的となる対象に関す

ている。この保険法は保険契約者等の保護をその基本コンセプ

保険会社から告知を求められた事項のみ告知すればよい（４条、

る情報は明らかに保険契約者あるいは被保険者に多く偏在して

保険契約に関する規律するものである。

条）、保険募集人による告知の妨害や不告知の教唆があった場

おり、保険商品の具体的な情報は保険会社あるいは募集人など

合は、保険会社は解除できない（ 条第２項、

84

81

条、
）
、片面的強行規定（保

21

いる。そして、保険契約を締結すると、保険契約者は保険者に

対して保険料（危険負担の対価）を払い、もし保険事故が発生
41

49

53

65

契約外の第三者との法律関係を規律する規定（例えば、責任保

する可能性（モラルハザード）がある。従って、このような問

意に事故を招致したり、保険事故への注意力が散漫になったり

比べ、高額な保険給付（保険金）を受けることになるため、故

険契約者等に不利になる特約を定めることを許さないとしたも
36

条）導入、モラル・リスクの防止、保険

33

険における被害者の保険金請求権に対する先取特権に関する規

条・ 条・

26

94

題を解決するために、保険法は様々な規律をしている。

条・

したら、保険者は保険金を支払うことになるが、小額保険料に

受取人の変更ルールの整備（ 条

保険金の支払時期についての規定の新設（ 条、 条）
、保険金

28

87

の、７条・ 条・ 条・ 条・ 条・ 条・ 条・ 条・ 条・

67

に多く偏在しているので、情報の面で両者は非対称性を有して

条第２項）
）
、

トとしており、告知についてのルールの整備（自発的申告義務

22

保険法は保険契約に関する私法としての法的性質を有し、保

れただけで、約１００年近く実質的な改正がなかった。従来は

56

年６月６日公布）が制定され、平成 年４月１日に施行され

20

20

ら独立して、単行法としての保険法（平成 年法律

号。平成

大々的な見直しが行われた。

44

商法の中で保険契約を規定していたが、平成 年５月に商法か

32

12

82

定（ 条）、生命保険契約・傷害疾病定額保険契約における保険

78

22
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20
66
70

３．保険業法
４．おわりに

ら権限を委任された金融庁長官）が保険事業の監督および規制

る。そして、この保険業法に則り内閣総理大臣（またはこれか

業法（平成７年法律第１０５号、平成８年４月１日施行）であ

どを図るため、平成７年に全面的改正が行われたのがこの保険

きく変化したことに対応して保険監督を現代化し、規制緩和な

れた後、大きな改正がなかったが、保険業法取り巻く環境が大

款によるか否かを自由に決定した上、もし保険約款によるとし

が契約内容を保険約款として予め作成し、保険契約者が保険約

って、保険契約内容は定型化する必要がある。そこで、保険者

同種の危険から保険契約者を集団的に保護する必要がある。従

契約は多数の加入者を相手に契約を締結することになるため、

については約款で様々な規定を定めることが可能である。保険

事者間の意思や約定が尊重されるが、保険契約の基本的な部分

保険契約は、基本的に契約自由の原則に従い、保険契約の当

を行っている。保険業法以外の保険監督に関する法律としては、

た場合、保険約款に基づいて保険契約が締結されることになっ

ている。この保険約款は保険者が一方的に作成するため、契約

最後に、保険法は契約当事者間における契約ルールについて

内容の理解の面から非対称性が生じるが、保険約款は監督官庁

しての法的性質を有する。すなわち、保険業法は保険会社に対

定めるものであるのに対し、保険業法は保険会社に対する監督

保険業法は、保険会社の業務の健全かつ適切な運営及び保険

する監督（免許内容、業務内容の規制、罰則等）について定め

（免許の内容、業務の内容の規制、罰則等）について定めるもの

の認可等による事前チェックを受けることでその内容的公正を

ており、具体的には、保険会社の組織、業務範囲などのほか、

であるので、両者はその対象や役割などが異なるものとして理

募集の公正を確保し、顧客の保護を図ることを目的としており、

保険募集に関する規制を定めており、保険募集を行える者、募

解できる。なお、共済については、農業協同組合法、消費生活

確保しているので、その拘束力は認められている。

集上の禁止行為、クーリングオフなどの規定が設けられている。

協同組合法等が協同組合に対する監督について定めている。

─い じよん・法部准教授─

そして、保険業法には、罰則規定もあり、社会情勢に応じて機

そのための規制を定めた法律であり、保険業を規制する公法と

がある。

損害保険料率算定単団体に関する法律（昭和 年法律１９３号）

保険業法は、明治 年に制定され、昭和 年に大改正が行わ
14

23

動的に見直しができるといった点で、消費者保護を適時適切に
行えるといった特徴もある。
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33

学

灯

原

『萬葉集』巻二・大津皇子相聞歌群の資料性
─物語性との相克─
池

陽

斉

たうたで、通例「春柳 葛城山に 立つ雲の 立ちても居ても 妹を

しそ思ふ」と訓む。活用語尾、助辞の表記を一切排しており、三

いはその直前あたりの編者が大伴家持であることはまず確実とし

『萬葉集』は一回的に編纂された歌集ではない。最終段階、ある

るが、日本語文の復元は容易である。萬葉歌の表記はこの両極端

表記されている。意字表記でないため意味をとるのにやや難渋す

不可能な体裁といえる。対して、後者は三十一文字の萬葉仮名で

はじめに

ても、それ以前の段階でこの歌集が複数の編者の手をくぐってお

のはざまで、訓表記・仮名表記が混用され、揺れうごいていると

十一文字という制約がなければ、日本語文を復元することはまず

り、かなりの長期にわたって資料蒐集と編纂がなされたことは疑

いうのが実情といっていい。

本稿の目的は、この事実にもとづき、巻二相聞部の一〇五〜一

端的な例をあげて事実を確認するにとどめる。

説書などにもおおく指摘されることであるので、いまはもっとも

（２）

らも『萬葉集』の資料的性格を指摘することは容易であるが、概

ることを如実にものがたっている。また、そのほかの内部徴証か

このような表記の差異は、
『萬葉集』があまたの資料の集積であ

いの余地がない。
そのことを端的にしめすのは、以下のような種々相をしめすう
（１）

たの表記である。
（巻十一・二四五三）
春楊 葛山 發雲 立座 妹念 
余能奈可波 牟奈之伎母乃等 志流等伎子 伊与余麻須万須 加
（巻五・七九三）
奈之可利家理 
前者は『萬葉集』中もっともすくない字数 （十文字）で表記され

─ 15 ─

一〇番歌 （以下では相聞歌群と略す）の歌群の性格を検討することに
ある。相聞歌群は、大来 （大伯）皇女・大津皇子という天武天皇子
女を中心に展開され、いかにも物語的な構成をもつことでしられ

ツ

モリガ ウラニ

の

ラムと

ハ

マサシ ク

シリテ

ワガ フ タ リ ネ

シ

大津皇子竊婚 二石川女郎 一時津守連通占 二露其事 皇
子御歌
一
一首 未 レ詳
オホブネの

⑤大船之 津守之占尓 将 告登波 益為久知而 我二人宿之
レ

カルカヤの

ツカの

アヒダモ

アレワスレめヤ

女郎字曰大名兒也

日並皇子尊贈賜石川女郎御歌一首
ヲチカタノ ヘ ニ

ている。この構成を阪下圭八は「藤原朝宮廷歌宴における大津皇

⑥大名兒 彼方野邊尓 苅草乃 束之間毛 吾忘目八

姉のもとを訪れたのは、題詞の「竊下」という文言からみて、
『日

皇子の帰京を見送る際の大来皇女の作。大津が伊勢斎宮であった

オホナ コ

子事件受容の姿」が反映された結果とみる。一種のうた物語が『萬

まずは、歌群の概略を簡単に確認しておく。①・②は、弟大津

（３）

葉集』にとりこまれたとの見方で、細部に幾許かの差異をふくむ
（４）

しかし、相聞歌群にうた物語が反映しているという通説は、
『萬

本書紀』朱鳥元年 （六八六）十月二日条の謀反事件に関係するもの

ものの、大筋でこの方向を支持するむきはかなりおおい。
葉集』が資料の集積であるという側面と齟齬する点がすくなくな

つぎの③・④は大津と、異母兄草壁 （日並）皇子の侍女であった

。
とおもわれる （詳細後述）

いてはいくつかの先行研究もあるので、これらの指摘に導かれな

石川郎女が「竊婚」した際の贈答歌、⑤はその「竊婚」を占いに

いようにおもわれる。相聞歌群が資料の集積とみられることにつ
がら、現存『萬葉集』の構成から、どこまで物語的性格をいいう

い贈答歌であるが、⑤の題詞の「竊」という文言が事態を不穏な

（５）

③・④はこの二首の表現だけをみれば、とくに不審な点などな

た郎女に対する草壁の贈歌である。

よって白日のもとにさらした津守通の詠歌、⑥は大津皇子に靡い

歌群の概要と研究目的

るものなのか、本稿ではその点を追究したい。
一

アキヤマヲ

一

一
イモマツと

アレタチヌ

アガタチヌ

レ シ

シ ヅクニ

ヒとリコユラム

アカトきツユニ

イカニカキミガ

サ ヨ フけテ

アシヒ き

ヤマの

シ ヅク ニ

ナラマシものヲ

るライバルであったとおぼしく、そのふたりが郎女を争うという

（７）

大津皇子と草壁皇子は天武政権下において、皇太子の座をめぐ

看取しやすい歌群といっていい。

君が草壁皇子であることがあきらかにされる。③〜⑥は物語性を

によって露見させたのが⑤のうたで、さらに⑥において郎女の夫

つとに土橋寛が指摘するとおりである。そして、その密通を占い

（６）

ものとしている。
『萬葉集』において「竊」のあとに「婚」のよう

二
ヤルと

まずは、巻二・一〇五〜一一〇番歌までを以下に引用する。
ヤマとヘ

な恋愛に関することばがくる場合、密通の意が看取されることは

コ ヲ

大津皇子竊下 於伊勢神宮 上来時大伯皇女御作歌二首
ワガセ

ユキスぎカタキ

之
①吾勢祜乎 倭 邊遣登 佐夜深而 鶏鳴露尓 吾立所 霑
レ
フ タ リ イけど

二
シ ヅクニ

レヌ ヤマの

②二人行杼 去過難寸 秋山乎 如何君之 獨 越武
ヤマの

大津皇子贈 石川郎女 御歌一首
アシヒ き の

レ
キミガ ヌレケ ム

石川郎女奉 和歌一首
ヲ マツと

の

山之四附二
③足日木乃 山之四付二 妹待跡 吾立所 沾
レ
ア

④吾乎待跡 君之沾計武 足日木能 山之四付二 成益物乎
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歌群の構図は、興趣を引きたてられる内容といっていい。
ただし、この排列は歴史事実に即するものではない。相聞歌群
は「藤原宮御宇天皇」、つまり持統天皇の時代のうたとして排列さ
れているが、この位置づけが不審であることは、賀茂真淵が以下

託であるかどうかは別に検討すべきことがらであろう。本稿では

あくまで『萬葉集』の排列にどこまで物語性を看取しえるのかと
いう点を問題にする。

さて、先にひいた真淵の言は、相聞歌群が配置された箇所に資

料操作の痕跡があるとの指摘であるが、資料操作に関しては、歌

群内部にもその徴証のあることがくりかえし指摘されている。つ

にのべるとおりであろう。
ハ
五年九月九日に崩ましぬ、さて大津皇子、此時皇
天武天皇 十

相聞歌群の資料性

ぎにはその徴証を検討し、虚構性を是非をみなおしたい。
二

太子にそむき給ふ事、其十月二日にあらはれて、三日にうし
なはれ給へりき、此九月九日より十月二日まで、わづかに廿
日ばかりのほどに、大事をおぼし立ながら、伊勢へ下り給ふ

「わづかに廿日ばかりのほどに」、
「伊勢へ下り給ふ暇も」
、
「石川

にあたる。なお、大津・大来の関係歌に関しては、挽歌群四首 （一

」などがそれ
と、①の「勢祜」
、
「鶏鳴露」、③・④の「四付 （四附）

まずは、相聞歌群に特異な表記が散見することを確認しておく

郎女をめし給ふ」暇もなかったはずだというのは、正当な見解で

六三〜一六六番歌）にも特異な表記例のあることが小谷博泰によって
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暇もあらじ、且大御喪の間といひ、かの事おぼすほどに石川
（８）

あろう。つづけて真淵は、この歌群は天武天皇在世時に詠まれた

指摘されているが、ここでは挽歌群には踏みこまず、相聞歌群の

郎女をめし給ふべくもあらず……

ものであり、それが大津皇子刑死という大事件に引きつけられる

みを検討対象とする。

（ （

形で持統朝の標目におさめられたと推断している。この歌群の一

祜」については、佐佐木隆が「祜」に幸いの意があることから、

さて、右の三例はいずれも集中の孤例で、とくに①のうち、
「勢

この歌群の一切が虚構、つまり詠歌自体が仮託である可能性に

それを意識した表記であり、弟の旅の安全を記念する一首の内容
（ （

関しては、③・④・⑥の表現に即して品田悦一が徴証をみいだし

にふさわしい用字と指摘する。

（

また「鶏鳴露」も『玉台新詠』などに想をえた漢語意識のつよ

（（

たが、それぞれ別個の材料によることを示唆しよう。

（

恋のうたであり、姉から弟への詠歌として仮託された作とみとめ
（

い表記であろうと橋本達雄がのべており、独自色のつよいことが

（

がたいことは別に論じたことがある。⑤にいくらか問題をのこす

（（

看取される。このような特異な表記の存在は、歌群所収のうたう

（９）

がたいと指摘している。また、①・②が類型性のつよいまったき

切を虚構とみないかぎりにおいては、妥当な見解である。

（（

が、相聞歌群の大半は仮託歌と解すべき必然を缺く。
とまれ、歌群に物語的構成が看取されることと、うた自体が仮

（（

える石川郎女であるが、彼女の名が③・④では「郎女」
、⑤・⑥で

聞歌群の資料性はより明確になる。たとえば、③〜⑥の題詞にみ

さらに、歌群内部における表記の差異に目をむけることで、相

なじ使いわけがあることはたしかなので、歌群が複数資料の集積

のような顕著な傾向をみいだすことはできない。しかし、ニとお

一方のトについては、
「登」も「跡」も巻二に散見するので、ニ

（ （

二の題詞には「……時……作歌」という基本形式があり、この形

さらに注意すべきは、題詞の書式の差異である。中西進は、巻

であることを示唆する材料であるとはいえよう。

（

は「女郎」と相違することは尾崎富義などが指摘するとおりで、
（

ほとんどの諸本にこの異同がみとめられる。
「郎女」と「女郎」は『萬葉集』内部でかなり厳密に書きわけら

式とそれ以外に題詞を区分することで、巻二の編纂過程を推定し

（

では「二」、「跡」が専用されていて例外がない。
とりわけ、助詞ニを「二」で表記する例は巻二にはほかに四例
（八八、九七、一二二、二一七）しかなく、
「尓」とくらべて一般性を缺

くことは福沢が指摘するとおりである。
しかも、八八、一二二、二一七番歌が「尓」との変字で利用さ
ない例であるのに対し、③・④は三箇所すべてを「二」で表記す

右のとおり、相聞歌群はＡ〜Ｄの四組に分類できる。すると、

（

この排列は、ことなる四種の資料からそれぞれうたを採取し、現

（

品田が相聞歌群について「巻二の編纂以前に一括されていた形

） 二」のみで統一され
る。福沢が「（巻二にうたには助詞ニが─ 稿者注「

Ｄ、⑥ （非定型題詞・助詞「尓」・女郎）

Ｃ、⑤ （「……時……作歌」型題詞・助詞「尓」、「登」・女郎）

Ｂ、③・④ （非定型題詞・助詞「二」、「跡」・郎女）

Ａ、①・② （「……時……作歌」型題詞・助詞「尓」、「登」）

聞歌群にはつぎのような分布が指摘しうる。

女／女郎の差異、助詞のことなりという点を総合してみると、相

さて、右の題詞形式による分類と、ここまでのべてきた石川郎

差異をしめすことを確認するにとどめる。

そこまでは踏みこまず、題詞の形式のことなりが、資料の出自の

るいはそれ以降に増補された可能性にまで言及するが、本稿では

なお、中西はこの区分にもとづいて、巻二が奈良時代末期、あ

（（

在の形にならべた結果と考えるのが妥当だろう。

れる例、九七、一一七番歌が一首中に助詞ニが一度しか使用され

（ （

れており、両者の混淆がここにしかみえないことは、
『全註釋』や

ている。この区分にしたがえば、相聞歌群は「……時……作歌」

（

（

差異について確認しておきたい。両氏のいうとおり、この二種の

つぎに、橋本、福沢健によって提示された助詞ニ・トの表記の

れる。

だろう。③・④と⑤・⑥は、別の資料から採取されたうたとみら

（

「資料のままに掲記し
山田英雄に指摘がある。この混淆の原因は、

型の①・②・⑤と、それ以外の③・④・⑥とに分類できる。

（（

（『全註釋』
）ためと考えていい
たためにかやうな形を採るに至つた」

（（

助詞の表記については、①・⑤・⑥では「尓」
、
「登」が、③・④

（（

ている例はない」というとおり、当該歌群のニの表記には顕著な
区分が確認できる。

（（
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（（

跡は認められない」と指摘するとおり、意味あり気なうた物語的

しかであろう。Ａ・Ｂの詠歌時期は、おおくの先行研究が一致し

以上、この姉弟の面会事情が穏健ならざるものであったことはた

（ （

（あるいは巻二）の編纂段階においてはじめて企図
排列は、
『萬葉集』

─
てみとめるとおり、朱鳥元年の大津皇子謀反事件の直前である

（

されたものであり、それ以前から存在するうた物語の形態を投影

ないしは直前と設定されている
─ ことは疑いない。対して、さき

（

しているわけではない。相聞歌群に「藤原朝宮廷歌宴における大
（

に真淵の言をひいて確認したとおり、Ｃ〜Ｄはあきらかに天武天

（

津皇子事件受容の姿」というような、過度な物語的要素を看取す

皇在世時の作とみとめられる。

常識的に考えても、
『日本書紀』朱鳥元年条にみえる天武天皇の

葬儀がとりおこなわれている慌ただしいさなか、いかに「性頗放

ここまで、相聞歌群の排列がうた物語を反映するものではない

主催者である草壁皇子が、ふたりのあいだに横やりを入れるなど

と贈答を交わしているとは考えがたい。ましてや、父帝の葬儀の

蕩」（『懐風藻』大津皇子伝）といわれる大津皇子とはいえ、石川郎女
ことを確認してきた。意味あり気な排列は『萬葉集』編纂段階で

この認定は、現実に右のような事態があったと考えず、相聞歌

大来皇女による弟をおもう独詠歌であるのに対して、Ｂ〜Ｄは大

を看取できるのかという点である。相聞歌群を鳥瞰すると、Ａが

それでは、つぎに問題となるのは現行の排列にどこまで物語性

あくまでこの歌群を持統朝に詠まれた作品として位置づけている

相聞歌群が持統朝の標目下に排されているということは、編者は

な排列は、
『萬葉集』編者によってなされたものである。そして、

いのではないか。すでに確認したように、相聞歌群の意味あり気

群がおおく物語的虚構をふくむとしても、さほど事情は変わらな

津皇子と草壁皇子による石川郎女をめぐる恋あらそいの歌群であ

と考えねばならない。
『萬葉集』の排列は、相聞歌群を天武朝の物

語として位置づけることを拒否しているのである。

すると、結局『萬葉集』は、持統称制のごく初期、つまりは大

津皇子が処刑されるまでのわずかな時間のあいだに詠まれた作品

（

（

として、相聞歌群を位置づけているということになる。しかし、

（

岡田精司がいうように、伊勢神宮への訪問が即謀反にむすびつ

てはいないという点である。

主題のズレをふくむだけではなく、ひとつの時間の流れをえがい

さらに注意すべきは、このＡ・ＢからＣ〜Ｄへというつづきが、

り、主題にズレがみとめられる。

ことになる。

物語的性格をみいだすことは、悪くいえば想像にすぎないという

ということも、ほとんどありえない事態というべきだろう。

歌集における物語性という問題

（（

の仕業であり、現行『萬葉集』に紙背に徹すような目をむけて、

三

ることはむずかしいのではないだろうか。

（（

天武崩御の朱鳥元年九月九日から十月二日というわずか二十日程

（

（（
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（（

くかどうかは断定しえないにしても、①の題詞に「竊下」とある
（（

度の期間は、
「大津皇子謀反物語」とでもいうべき話が展開された
とすると、あまりにもみじかい。
『古事記』や『日本書紀』の物語
群などと比較しても、かなり特異であるようにおもわれる。

（

（

ては、相聞歌群と地つづきとみるのが一般的である。

しかし、相聞歌群と挽歌群を一足跳びに結びつけ、ひとつの物

語とみることは、
『萬葉集』という作品の訓み方として果たして適

たがって読んでいけば、まず大津の謀反事件に直結する、大来皇

取することはむずかしいようにおもわれる。この歌群を排列にし

伯海」で生まれたことにもとづく （『日本書紀』斉明七年〔六六一〕正

が、挽歌群では「大来」とあることである。この皇女の名は「大

まず気をつけるべきは、相聞歌群では「大伯」皇女とある表記

切といえるだろうか。

女による伊勢神宮訪問時の二首 （Ａ）があり、そのあとに石川郎女

月条）から、相聞歌群の表記が正当とも考えられるが、志貴皇子を

恋のやりとりへとつづくこの展開は、どうみても物語としての脈

しかし、謀反とかかわる伊勢神宮訪問のあとに、郎女をめぐる

表記は決して単一ではなく、表記のことなりは、相聞・挽歌の両

る場合があったと考えていいだろう。前近代における人名の漢字

六八〕二月）とも表記することなどをおもえば、いずれにも書かれ

「志貴」（『萬葉集』巻二・二三〇題詞）とも「施基」（『書紀』天智七年〔六

絡にとぼしく、緊迫感を缺くきらいがある。神宮訪問後の大津を

歌群がことなる資料に依拠したことを示唆している。

（ （

めぐる環境は、そんな呑気なものではないだろう。

（Ｃ・Ｄ）という順序になる。

との贈答歌 （Ｂ）およびそれに附随する津守通と草壁皇子の詠歌

さらに相聞歌群の内部徴証にてらしても、一貫した物語性を看

（（

句を折りこんで互いに挑発し合う呼吸は相聞贈答歌本来のもので

表現に照らしても、「「あしひきの山のしづく」という共通の辞

非にかかわって、注目されてよい事態ではないだろうか。

歌群が相聞部と挽歌部にとられているという事実は、物語性の是

そして、従来あまり指摘されていないが、そもそもこの二種の
（

う。Ａからのつづきとして読む場合、弟を見送る姉の二首と比し

「まさしく知りて我がふたり寝し」という宣言も太平楽にすぎよ

るように、Ｂに謀反事件を看取させるような緊迫感はない。Ｃの

津皇子物語」のモチーフに想定されるヤマトタケルに関する記紀

貫した脈絡がとぼしいことを示唆している。たとえば、よく「大

りはなしてうたを載せていること自体、大津皇子関係歌全体に一

まず巻二が、相聞部と挽歌部、つまりは恋と死という主題を切

（

あり、仮託を思わせる要素は特に認められない」と品田が指摘す

て、Ｃ・Ｄの内容は、緊張の弛緩がいちじるしい。Ｂ→Ｃ→Ｄ→

（

『萬葉集』とのあいだに
記紀は散文の物語 （歴史）であるから、

語の数々を例にとってもおなじことである。

（

ており、両者を裁断などしていない。それは記紀における反乱物

の物語を例にとれば、タケルの恋と死は一連の脈絡として描かれ

さらに気をつけるべきは、挽歌部との関係である。いまその細
部には立ち入らないが、大来皇女が弟大津の死を悼む四首で構成
されており、従来大津皇子関係歌に物語性をみとめる諸論におい

（（
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（（

Ａとつづく方が、よほど物語的な展開といえるだろう。

（（

心で、
『萬葉集』はあくまで歌集なのである。いかに記紀、とりわ

相違があるのは当然といえば当然なのだが、この点がまさしく肝

ても、おなじ方向を意図してはいないとおもわれる。

歌という区別と物語の作成は、両立しないとまではいえないとし

で、物語的脈絡は減殺されたと考えられるからである。相聞・挽

かりに、本稿の見方とは逆に、個々のうたに仮託性がみとめら

（

に、おなじ文脈として読むべき物語であるとしても、両者の相違

─ ⑤などはその可能性をなしとはできない─ 、そ
れるとしても

（

け『古事記』がおおく歌謡をまじえ、あるいは散文と歌謡を並行
は明白である。
『萬葉集』が恋や死といったテーマを基準にうたを

れがそのまま相聞歌群の物語性に直結するわけではない。結局、

（

しかも、相聞歌群と挽歌群のあいだには、四十余首のうたうた

それが相聞部と挽歌部へ別々に載録されたという見方によってし

する諸論は、
『萬葉集』編纂以前から「大津皇子物語」が存在し、

（

（

選別している歌集であるという時点で、それらのテーマを複合す

相聞歌群をふくめた大津皇子関係歌群をある種のうた物語と推定

（

る物語とは異質のものと考えるべきではないだろうか。
が載録されているのである。この歌群間の距離は、両者をひとつ

しかし、
『萬葉集』編纂以前にこれらのうたうたが一括してまと

か立ちゆかないのではないだろうか。

とりわけ、現存写本のうちとくに書写年代のふるい桂宮本、藍

められていた痕跡がみいだしがたい以上、大津皇子関係歌群に過

づきの物語として読むことを拒否するようにおもわれる。
紙本が巻子本であることなどから、
『萬葉集』の原形は巻子本であ
（

度の物語性をみいだすべきではあるまい。

（

（

（

ことは疑えないが、相聞歌群の構成から引き出せる物語要素はこ

Ｂ〜Ｄが二皇子による郎女をめぐる恋あらそいを意図している

ったと目されていることに注意したい。歌集は巻子本、物語類は
（ （

冊子本というおおまかな区分が日本の古典作品にあることも考慮
すれば、蓋然性はたかいとおもわれる。

こまでであって、この歌群に「王権をめぐる闘争譚」というよう

（

その巻子本は、一度にひらける範囲にかぎりがあり、同時に二

な性格や、
「記紀の天皇、皇統を受け継ぐ皇子像」を草壁に附与す

（

箇所をひらくこともむずかしい形態であるから、冊子本と比較し

る意図などをみいだすことはできないようにおもわれる。

（ （

おわりに

『萬葉集』の編纂という面からみても、この点は重要である。こ

のべてきた。この結論は、大筋としてはつぎに引く『私注』の見

津皇子関係歌群には過度の物語的要素を期待しえないことを縷々

ここまで稿者は、相聞歌群への資料性と歌群構成に着目し、大

（（

の歌集が相聞・挽歌という、うたの性格を分類基準に選んだ時点

するほかなかったのではないか。

と考えられる。相聞歌群は相聞歌群、挽歌群は挽歌群として把握

ひとつの物語として読むことがきわめてむずかしい環境にあった

すくなくとも巻子本『萬葉集』をみたひとは、この二種の歌群を

（（
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（（

（（

（（

て、複数箇所を同時に読むには不向きといっていい。とすれば、

（（

（（

（（

解とかさなるものである。
此の二首の如きもさうした事情で製作年代を明らかにせず、
ただ大津皇子の事に関するので、その謀反のこと没年が持統
天皇の御代の初めであるので、便宜上他の皇子関係の歌と共
に此所に収録したと見るべきであろう。
もちろん、右の「便宜上他の皇子関係の歌と共に此所に収録し
た」との理解をそのまま継承するつもりはない。Ｂ〜Ｄに連作的
意図をみとめるべきこと、すでにのべたとおりである。
しかし、大津皇子関係歌をヤマトタケル物語の延長戦上におい
たり、反乱物語の末流として位置づけることで、朱鳥元年の大津

注

版』
（塙書房・二〇〇
（１）『萬葉集』の引用は木下正俊校訂『萬葉集 CD-ROM
一）による。ただし、
『新校注』などを参照し、適宜訓みなどをあらため
た場合もある。

（２） 櫻井満・小野寛編『上代文学研究事典』
（おうふう・一九九六）などを参
照のこと。

（３） 阪下圭八「皇子・皇女の相聞」
（『初期万葉』平凡社・一九七八、初出一
九七一）

（
『萬葉集講座』第
（４） 都倉義孝「大津皇子とその周辺─ 畏怖と哀惜と─ 」

五巻・有精堂・一九七三）
、居駒永幸「大津皇子・大伯皇女と伊勢・大

和」
（
『万葉の歌人と風土』雄山閣・一九九一）など。
一巻・和泉書院・一九九九）

（５） 品田悦一「大津皇子・大伯皇女の歌」
（『セミナー万葉の歌人と作品』第

（日本放送出版協会・一九七八）
（６） 土橋寛『万葉開眼 上』

（７） 篠川賢「草壁皇子と大津皇子」
（『飛鳥の王朝と王統譜』吉川弘文館・二

〇〇一）
。天武十二年に大津皇子が「始聴朝政」したという著名な記事が

あり、氏によれば、この用語は大津が皇太子格として遇されたことをし
めすという。

（８） 井上豊編『賀茂真淵全集』第五巻（続群書類聚完成会・一九八五）

） 橋本達雄「大津皇子・大伯皇女の詩歌」
（
『万葉集の作品と歌風』笠間書

どうか、やや疑問がある。

五番歌（執筆者は佐佐木隆）
。ただし、「枯」とする諸本もあり、確例か

）『セミナー万葉の歌人と作品』第十二巻（和泉書院・二〇〇五）中の一〇

院・一九九九、初出一九八八）

） 小谷博泰「巻一・巻二の用字と表記」
（
『上代文学と木簡の研究』和泉書

（
『東洋大学大学院紀要』第四十四集・二〇〇八）

） 拙稿「大伯皇女の歌二首─ 一〇五・一〇六番歌の類型性を中心に─ 」

点には踏みこまない。

（９） 前掲５。前掲４都倉のように、うた自体を仮託とみる説もあるが、この
（
（
（

（
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皇子謀反事件を語る物語と把握しようしたりとする見方にも、や
や行きすぎがあるようにおもわれる。
既述のとおり、相聞歌群は複数の資料の集積である。七世紀後
半に、Ａ〜Ｄに相当するような物語が存在し、
『萬葉集』がその結
果を反映しているわけではない。そして、相聞・挽歌という、う
たの性格にもとづく分類がなされた巻二の構造、時間軸に即さな
い歌群の排列は、過度な物語性を捨象して読むべきことを示唆し
ているのではないだろうか。
大津皇子を軸とした、ゆるやかな連作的意図をもつ歌群──そ
れが、相聞歌群の実態であるようにおもわれる。③〜⑥に顕著で
あるように、恋の物語的世界を意図した連作であることはたしか
であろうが、そこに記紀の物語世界への志向や、その残影をみい
だすことはできないようにおもわれる。

10

11

12

13

（

院・一九九一、初出 一 九 八 〇 ）
） 尾 崎 富 義「 巻 二 相 聞 歌 と そ の 配 列 」
（『万葉集を学ぶ』第二集・有斐閣・
一九七七）
が誤写されやすい書体の本であることは、小川靖彦「書物としての萬葉

（ ） 金澤本のみ⑤も「郎女」とするが、誤写だろう（
『注釋』
）
。なお、金澤本
・金沢本萬葉集を通じ
集古写本─ 新しい本文研究に向けて（「継色紙」
（『萬葉語文研究』第七集・二〇一一）を参照のこと。
て）─ 」
一九九九、初出一九 八 九 ）

（ ） 山田英雄「万葉集の女郎・郎女・大嬢・娘子」
（
『万葉集覚書』岩波書店・

一九八九）

（ ） 前掲 、福沢健「大津皇子歌群の形成」
（『國學院雑誌』第九十巻第一号・

（
『中西進万葉論集』第六
） 中西進「感愛の誕生─ 万葉集巻二の形成─ 」

（ ） 前掲 福沢
（

巻・講談社・一九九五、初出一九六六）。なお、影山尚之「聖武天皇「東
国行幸時歌群」の形成」
（『解釈』第三十八巻第八号・一九九二）になら
って、題詞を「〜作歌」型と「〜歌」型に分類しても、論旨におおきな
影響はない。
（ ） 前掲５

（
（
（

（
（
（
（

（

（

（

） 大津の謀反に関する記事が天武十五年九月二十四日と持統称制元年十月

（

（中央公論新社・一九
お、 森 博 達『 日 本 書 紀 の 謎 を 解 く 述 作 者 は 誰 か 』
九九）によれば、天武紀と持統紀は編纂者、編纂時期をことにするから、
この重複は単なる編集ミスとも考えられる。
） 前掲５

の物語とみなしている。

） 前掲３、４などでとりあげた諸論は、いずれも相聞部と挽歌部をひとつ

（国書刊行会・二〇〇六）などを
） 角田文衛『日本の女性名 歴史的展望』
参照のこと。

解釈と教材の研究』第二十五巻第十四

） 反乱物語については、基本的に吉井巌「王家の書、古事記に反権力の物
語が多いのはなぜか」
（
『國文學

号・一九八〇）
、榎本福寿「反乱、そのあり方と時代」
（
『古事記研究大系』

第八巻・高科書店・一九九三）の認定と定義にならうので、これらを参
照のこと。

学出版会・一九八三、初出一九七八）

） 神野志隆光「歌謡物語論序説」
（
『古事記の達成 その論理と方法』東京大

葉学史の研究（初版二刷）
』おうふう・二〇〇八、初出二〇〇四）など。

（
『萬
） 小川「巻子本から冊子本へ─ 冊子本萬葉集のページネション─ 」

二〇〇九）など。

） 加藤昌嘉「作り物語のエレメント」
（
『國語と國文學』第八十六巻第五号・

） こころみに手元に存した『冠纓神社蔵重要文化財天治本萬葉集』
（勉誠

社・一九八三）をひらくと、一度に視界に入る行数は精々二十行程度で

ある。短歌を二行書きとすれば、一度に読めるのはせいぜい短歌十首く
らいだろう。

） 大津皇子関係歌全体を実作歌と把握する前掲５も、⑤は論じあぐねてお

り、この一首はとくに問題がおおい。津守通という詠み手自身の虚構性
福沢

もふくめて、このうたについては後考を期したい。
） 前掲

） 前掲３

） 新谷正雄「皇太子草壁の歌」
（
『東京大学国文学論集』第三号・二〇〇八）

房・一九七六〜七七）
、
『新校注』は井手至・毛利正守『新校注萬葉集』
（和泉
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26
27
28

『全註釋』は武田祐吉『萬葉集全註釋 増訂版』
（角川
※文中で引用したうち、

書店・一九五六〜五七）
、
『私注』は土屋文明『萬葉集私注 新訂版』
（筑摩書

二日に重出する点は問題であるが、いまは処刑にちかい日をとった。な

楓社・一九七一）

（
『萬葉作家の世界』桜
） 川口常孝「あかときつゆ─ 大津皇子の生涯─ 」

（『上代文学』第六十三号・一九八九）

） 岡田精司「古代文学における伊勢神宮─ 皇子の参宮伝承を中心に─ 」

（ ） 前掲３
（
（
（

（

17

13

17

29

30

31

32

33

36 35 34

14
15

16

17

19 18

22 21 20

23
24
25

書院・二〇〇八）、
『注釋』は澤瀉久孝『萬葉集注釋』
（中央公論社・一九五七
〜六二）をそれぞれさす。略称は慣行にならった。

─いけはら あきよし・文学部非常勤講師─
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現行犯逮捕における「逮捕の必要性」

──東京高裁平成21年1月20日判決の妥当性─

松

田

正

照
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検討
１

原審と控訴審の判断の相違

２

本判決の妥当性

はじめに
刑事訴訟法は、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わつた者を現行犯人」
（212条 １ 項）

とし、憲法は、
「現行犯として逮捕される場合を除いては」として、現行犯逮捕を令状主義
の例外としている（憲法33条）。これを受けて、刑訴法は、
「現行犯人は、何人でも、逮捕
状なくしてこれを逮捕することができる」
（213条）としている。このように、現行犯人を
無令状で逮捕することができるとされているのは、犯人と犯罪とが逮捕者にとって明白で
あるため（嫌疑の明白性）、誤認逮捕のおそれがなく、司法的抑制を働かせる必要がないか
らである。
他方で、通常逮捕の場合は、
「逮捕の理由」──罪を犯したことを疑うに足りる相当な理
由（嫌疑の相当性）──のほかに（刑訴法199条 １ 項）
、明文で、
「逮捕の必要性」──「罪
証隠滅のおそれ」または「逃亡のおそれ」──がその適法性の要件とされている（刑訴法
199条 ２ 項但書、刑訴規則143条の ３ ）1。緊急逮捕の場合も、刑訴法211条により通常逮捕の
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規定が準用されるため、同様である。しかし、現行犯逮捕については、
「逮捕の必要性」に
「逮捕の必要性」がその適法
関する明文の規定はない2。そのため、現行犯逮捕の場合も、
性の要件となるのかについて、裁判例および学説において争いがあった3。
他方で、現行犯逮捕の場合にも、
「逮捕の必要性」が要求されるとしても、具体的にどの
ような基準によって、その必要性の有無が判断されるのかについては明らかではない。
そこで、本稿では、現行犯逮捕における「逮捕の必要性」をめぐるこれまでの裁判例の
状況と学説についてみたうえで、東京高裁平成21年 １ 月20日判決4（以下、本判決とする）
の妥当性の検討を通じ、現行犯逮捕における「逮捕の必要性」の判断根拠についてみてみ
たい。
Ⅱ

従来の裁判例の状況
現行犯逮捕における「逮捕の必要性」の有無は、道路交通法違反事件において争われる

ことが多く5、以下で紹介する裁判例は、いずれも道路交通法違反事件に関するものである。
最初の裁判例は、大森簡判昭和40年 ４ 月 ５ 日下刑集 ７ 巻 ４ 号596頁である。そこでは、刑
訴規則143条の ３ の趣旨は「現行犯人逮捕の必要性を判定する規範としても準用せられるべ
き」であるとして、「罪証隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」がないと認められるときは、
逮捕の必要はないとするのが相当であるとした。
しかし、控訴審判決である東京高判昭和41年 １ 月27日下刑集 ８ 巻 １ 号11頁は、原判決を
破棄し、①現行犯人の逮捕についてはその必要性に関する規定がないこと、②現行犯につ
いては犯罪の明白性ゆえに無令状で逮捕が認められていること、および③刑訴法217条によ
り軽微な犯罪についても一定の場合に現行犯逮捕が認められていることから、
「現行犯逮捕
については、逮捕の必要性の有無を問題にする余地はない」とした。さらに、同判決は、
仮に逮捕の必要性が問題になりうるとしても、その程度は刑訴規則143条の ３ の規定よりも
はるかに緩やかに解すべきであるとしている6。
しかし、その後、地裁レヴェルで、現行犯逮捕についても、
「逮捕の必要性」を要件とす
るべきであるとするものが現れてきた7。高裁レヴェルでは、大阪高判昭和60年12月18日判
時1201号93頁8が、「現行犯逮捕も人の身体の自由を拘束する強制処分であるから、その要
件はできる限り厳格に解すべきであって、通常逮捕の場合と同様、逮捕の必要性をその要
件と解するのが相当である」として、「逮捕の必要性」
、すなわち「罪証隠滅のおそれ」ま
たは「逃亡のおそれ」が、現行犯逮捕の適法性の要件となるとした。
上記大阪高裁判決以降は、現行犯逮捕についても「逮捕の必要性」を要件とすることで、
固まっている9,10。
Ⅲ

学説の状況
学説では、現行犯逮捕については「逮捕の必要性」を不要とする見解（消極説）と必要
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とする見解（積極説）に分かれ、さらに積極説のなかで、その論拠をめぐって見解が分か
れている。
消極説としては、上記東京高判昭和41年 １ 月27日を支持し、刑訴法199条 ２ 項但書、刑訴
規則143条の ３ の準用を否定して、「現行犯の場合には、引渡しを受けた司法官憲が、もし
逮捕の必要がないとみれば、直ちに釈放すべきことを期待するほかない」とする見解があ
る11。
しかし、積極説の側からは上記東京高裁判決に対して次のような批判がある。すなわち、
「明文規定の不存在や現行法の構造といった文理解釈に論拠を求めており、形式的判断の域
を出ない」12、刑訴法217条は現行犯逮捕の必要性を要しないことの根拠にはならず、むし
ろこれを積極に解する手がかりを提供するものである13、さらに、私人による場合は、必
要性判断が必ずしも容易でないというにすぎず、必要性判断を不要とする根拠にはならな
いと14。
現在では、積極説が通説化しているが、前述のとおり、その論拠については一致をみて
いない。まず、現行犯逮捕の場合は、逮捕の必要性が推定されているため、一般的には特
に考慮する必要はないとする見解15や、そもそも現行犯逮捕の概念は犯人を発見して直ち
に逮捕しなければ、犯人の氏名・住所等身柄特定関係が不分明となり逃亡または罪証隠滅
のおそれがあり、本来的に逮捕の必要性が前提となっているとする見解16がある。これら
の見解によれば、明らかに逮捕の必要性がないと認められるような推定を覆す事情がある
場合にのみ、現行犯逮捕することができないということになり17、運用上は消極説に近い
といえよう。
これに対し、現行犯逮捕は、憲法33条の規定する令状主義の例外である以上、その例外
はなるべく厳格に解釈すべきであるとして、現行犯逮捕の場合にも刑訴規則143条の ３ の準
用を認める見解18がある。この点で、現行犯逮捕は、犯罪の状況に合わせて便宜的に認め
られているのであって、人身の自由を侵害する行為である点では、通常逮捕と性質上の差
異はないとし、そのため、現行犯逮捕の場合にも、憲法上の要請として比例原則が適用さ
れるべきであって、その具体化が刑訴規則143条の ３ であるという見解も示されている19。
さらに、刑訴規則143条の ３ の準用を否定したうえで、刑訴法217条を根拠に、現行犯逮
捕についても「逮捕の必要性」を要件とする見解がある。すなわち、そこでは、217条は
「軽微事件については、……一般的な逮捕の要件中、罪証隠滅のおそれをもってする逮捕は
許さず、逃亡のおそれ……をもってする逮捕のみを認めたと解さざるを得ないと思われる。
そうすると、逆に一般事件の現行犯逮捕については、一般原則にもどって、罪証隠滅又は
逃亡のおそれがなければならず、またそれで足りる」20とされている。
Ⅳ

東京高裁平成21年 １ 月20日判決

１

事案の概要
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Ｘ（原告・被控訴人）は、平成18年 ５ 月25日午後 ２ 時25分ころ、普通乗用自動車を運転
していたところ、その付近において速度違反取締りを行っていた甲警察署の警察官は、本
件車両が法定速度時速60キロメートルを23キロメートル超える83キロメートルで走行して
いることをレーダー式車両速度測定装置で確認し、Ｘに停止を指示し、付近の空き地に誘
導・駐車させた。同所において、Ｘは、取調べにあたった警察官の求めに応じ、運転免許
証を提示し、自宅の電話番号を申告した。警察官がＸに対し、交通事件原票（いわゆる交
通反則切符）に署名したうえ、これを受領するように求めたが、Ｘは署名も受け取りも拒
否した。
その後、警察官はＸに対し、最高速度違反現認書を示し、確認と指印を求めたが、Ｘは
指印を拒否した。その直後、Ｘは現行犯逮捕され、手錠をかけられ、パトカーの後部座席
に乗車させられ、甲警察署に連行された。同日午後 ３ 時過ぎ、同警察署において、Ｘは警
察官の求めに応じ、車検証を提出した後、取調室において弁解録取を受け、その際弁護人
を選任する旨告げて連絡を依頼し、同日午後 ４ 時過ぎ、同警察署の留置場に留置された。
同日夜、依頼を受けた弁護士がＸとの接見に訪れ、同日午後10時42分ころ、Ｘを釈放する
よう要求する文書を警察官に提出した。翌 ５ 月26日午後 ４ 時ころ、Ｘは釈放された。
Ｘは、上記現行犯逮捕は被疑事実および「逮捕の必要性」を欠く違法な逮捕であり、ま
た、それに続く留置も必要性を欠く違法なものであったとして、国家賠償法 １ 条に基づき、
損害賠償を求めた。
原審（新潟地裁高田支判平成20年 ５ 月 ８ 日判タ1275号122頁）は、現行犯逮捕において
も、「逮捕の必要性」が必要であるとしたうえで、Ｘには、
「罪証隠滅のおそれ」も「逃亡
のおそれ」もなかったとして、本件現行犯逮捕は違法であり、それに続く留置も違法であ
るとした。
２

判決の要旨
原判決破棄。
まず、本判決は、現行犯逮捕の場合にも「逮捕の必要性」がその適法性の要件とされる

のかにつき、以下のように判断した。
「逮捕状の請求を受けた裁判官が逮捕状を発するに当たり、刑事訴訟法199条 ２ 項ただし
書においては、
『明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
』と規定し、
刑事訴訟規則143条の ３ は、更にその趣旨を詳細に規定しており、逮捕状による逮捕の場合
には、被疑者が逃亡するおそれや罪証を隠滅するおそれ等の逮捕の必要性の存在を要する
ものと解される」。
「一方、現行犯逮捕に関しては、刑事訴訟法213条には逮捕の必要性の要件は定められて
いないところ、現行犯逮捕は令状主義の例外として認められるものではあるが、現行犯人
性さえ認められれば無制限に逮捕できると解することは相当でなく、現行犯逮捕も逮捕の
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一類型として、令状による逮捕の場合と同様に、逮捕の必要性を要するものと解すべきで
ある。そして、この場合の逮捕の必要性とは、具体的には、令状による逮捕の類型と同様
に、被疑者が逃亡するおそれ又は罪証を隠滅するおそれが存在することを指すと解すべき
である」。
以上のように、本判決は、現行犯逮捕の場合も、
「逮捕の必要性」がその適法性の要件と
なるとしたうえで、本件事案における「逮捕の必要性」の有無につき以下のように判断し
た。
「そもそも速度測定結果記録書は、測定対象となる車両が送受信装置（検出部）から発射
された電波ビーム内を通過したときに、その測定結果として、データ受信部に接続された
印字部から『測定時分』と『測定速度』が印字された小さな紙片がプリントアウトされる
だけであって、警察官（記録係）がこの紙片に『測定年月日』および『測定車両番号』を
書き込む必要があり、測定対象となる車両が自動的に記録されるものではないことが認め
られる」。
「そうだとすると、被疑者本人がこの紙片のプリント部分と警察官によって書かれた部分
を確認して割印しない場合には、被疑者本人の運転車両が本件レーダー計測箇所を通過し、
それによって得られた測定速度が速度測定結果記録書に印字されていることを結びつける
証拠は、監視現認係、記録係および停止係の警察官らという当該取締りを実施する立場の
者の供述によるしかないことになる」。
「さらに、被疑者およびその同乗者が、それぞれ違反日時における車両の走行速度につい
て測定結果と異なる供述をし、又は他に同時に並行して走行していた車両の存在を主張し、
警察官による被疑車両の特定の信用性を疑わしめる供述をした場合には、裁判においては、
その測定方法の正確性や被疑車両の特定方法の正確性等を慎重に審理しなければならない
ことは当然であって、本件においても、被控訴人が同乗者である妻と共に走行速度を否認
した場合、捜査の過程や公判審理において慎重に検討を行う必要が生じることが予想され
る」。
「本件経過によれば、警察官らが被控訴人の速度違反を現認しているにもかかわらず、被
控訴人は取調べの前から一貫して速度違反の事実を否認し、認めないので裁判にして欲し
いと述べ、警察官からの再三の説得にもかかわらず交通反則切符への署名と受領を拒み、
最高速度違反現認書の確認とそれへの指印も拒否したなど捜査に対し極めて非協力的であ
り、被控訴人の妻も速度違反の事実については否定的に答えていたことなどの状況が存在
したというのであるから、……〔警察官〕が、この状況を踏まえて、被控訴人の後日の捜
査当局等への出頭の可能性を危ぶみ、また、捜査の過程や公判審理が紛糾する可能性があ
るとして、被控訴人には逃亡のおそれと罪証隠滅のおそれがあると判断したことについて
は、刑事訴訟法上違法であるということはできない」
。
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Ⅴ

検討

１

原審と控訴審の判断の相違
原審は、
「逮捕は基本的人権として尊重されるべき人の身体の自由に対する重大な侵害で

あるから、その要件は厳格に解すべき」であるとし、現行犯逮捕についても、
「逮捕の必要
性」、すなわち「罪証隠滅のおそれ」または「逃亡のおそれ」がその適法性要件となるとし
た。本判決も同様に、現行犯逮捕も「逮捕の一類型」であるので、現行犯逮捕についても、
「逮捕の必要性」すなわち「罪証隠滅のおそれ」または「逃亡のおそれ」がその適法性要件
となるとした。この点で、原審も本判決も、近時の裁判例の傾向に沿ったものといえよう。
しかし、原審と本判決とでは、本事案における「罪証隠滅のおそれ」および「逃亡のお
それ」の有無については異なる判断となった。
まず、原審は、
「罪証隠滅のおそれ」について、次のように判断した。すなわち、速度超
過の事実は、警察官の現認および速度測定装置によって、十分立証可能であり、Ｘの同乗
者が車両の走行速度について、測定結果と異なる供述をしたとしても違反者とその妻とい
う関係からみて、その信用性は乏しく、そのような供述により、機械的に正確性が担保さ
れている測定結果を覆すことはできず、Ｘが妻と口裏を合わせて走行速度を否認する方法
により罪証隠滅を図ることは不可能であると。
さらに、車両特定の正確性について、原審は、担当警察官の認識の正確性の問題である
としたうえで、次のよう判断した。すなわち、その正確性に関する証拠は警察官の供述し
かないのであるから、Ｘがこの点につき罪証を隠滅するには、その警察官に直接働きかけ
るしかなく、自ら速度測定装置を操作していないＸが同乗者と口裏を合わせて測定された
のは自車ではないと述べても意味がないと。
これに対し、本判決は、Ｘやその同乗者が口裏合わせをして、車両の走行速度について
測定結果と異なる供述をしたりすることによる、速度違反を現認した警察官らの供述の信
用性への影響に言及して、「捜査の過程や公判審理が紛糾する可能性」があるとした。
このように、速度測定結果記録書とＸらの違反事実を否認する供述に対する評価が異な
ったことにより、原審と控訴審とで、
「罪証隠滅のおそれ」について判断が分かれたのだと
思われる。
そして、
「逃亡のおそれ」については、原審は、Ｘは、車両を停止させ、運転免許証を提
示し、取調べにも応じて、警察官は、Ｘの氏名・生年月日・本籍・住所・職業・自宅電話
番号を把握したのであって、事案の内容、原告の態度、警察官においてＸの身上を把握し
ていたこと等に照らせば、本件現行犯逮捕当時、Ｘに具体的な逃亡のおそれがなかったこ
とは明らかであるとした。
他方で、本判決は、運転免許証は提示されたものの、交通反則切符への署名と受領の拒
否や最高速度違反現認書の確認とそれへの指印の拒否など、捜査に対するＸの非協力的な
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態度から、「後日の捜査当局等への出頭の可能性」が危ぶまれるとし、
「逃亡のおそれ」が
あるとした。
このように、原審は現場の警察官がＸの身上を把握していたことから「逃亡のおそれ」
を否定したのに対し、本判決は、捜査に対するＸの非協力的態度から「逃亡のおそれ」を
認めたのである。
２

本判決の妥当性
現行犯逮捕は強制処分であるが、令状主義の例外とされていることからすると、やはり

その運用は厳格になされるべきである。したがって、現行犯逮捕の場合も、通常逮捕の場
合と同様に、
「逮捕の必要性」がその適法性の要件となると解すべきである。この点で、本
判決が、従来の裁判例と同様に、現行犯逮捕の場合も、
「逮捕の必要性」がその適法性の要
件となるとした点は是認できる。
しかし、本判決は、具体的にどのような事情があれば、
「逮捕の必要性」が認められるの
かについては明確な判断をしていない。この点については、通常逮捕の必要性に関する刑
「被疑者の年齢及び境遇
訴規則143条の ３ に照らして判断するべきであろう21。すなわち、
並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし」
、逃亡または罪証隠滅のおそれがあ
るかどうかを判断することになる。
たしかに、現行犯逮捕の場合は、通常逮捕の場合と異なり、逮捕現場において、即時的・
動態的に「逮捕の必要性」を判断せざるを得ないが22、積極説のうちで、現行犯逮捕の場
合は逮捕の必要性が推定されているという見解や本来的に逮捕の必要性が前提となってい
るという見解では、現行犯逮捕の場合にも、
「逮捕の必要性」を要求する意味が失われてし
まう。
以上のことを踏まえて、本判決の妥当性を検討してみたい。本判決が、Ｘにつき、
「罪証
隠滅のおそれ」があるとした点は是認できよう。
「罪証隠滅のおそれ」とは「証拠に対する
不正な働きかけを行い、公判を紛糾させたり、ひいては終局的判断を誤らせたりするおそ
れ」と解され、
「証拠に対する不正な働きかけ」には、新たな証拠を作出することも含まれ
る24。
本事案では、刑訴規則143条の ３ の「諸般の事情」として、Ｘが速度測定結果記録書の確
認とそれへの割印を拒否し、同乗者とともに測定結果と異なる供述をしていたことが認め
られる。このことからすると、
「証拠に対する不正な働きかけ」があるといえ、終局的判断
を誤らせるおそれがあると考えられる。
しかし、本判決が、「逃亡のおそれ」まであるとした点は疑問である。本判決は、
「逃亡
のおそれ」について、Ｘの捜査への非協力的な態度から捜査機関等への不出頭の可能性に
言及し、「逃亡のおそれ」があるとした25。
「逃亡のおそれ」とは、被疑者や被告人の所在が不明となる可能性があることである26。
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Ｘが捜査への協力を拒否した事情を「諸般の事情」として「逃亡のおそれ」を認めること
は問題があろう27。起訴前の身柄拘束は被疑者を将来公判廷へ出頭させるために行われる
のであり、捜査に協力させるために行うのではない28。そうであれば、本件の場合では、警
察官は運転免許証の提示により、Ｘの所在を把握することができたのであり、所在不明と
なるおそれはなく、「逃亡のおそれ」はないといえよう29。
このように、本判決は、現行犯逮捕における「逮捕の必要性」の具体的な判断について
事例集積的な意義があるが、Ｘに「逃亡のおそれ」があるとした点では、疑問である。
１

刑事訴訟規則143条の ３ は、「逮捕状の請求を受けた裁判官は、……被疑者が逃亡するおそれがなく、か
つ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなけれ
ばならない」と規定しており、この条文の反対解釈として、
「逃亡のおそれ」または「罪証隠滅のおそれ」
が逮捕の必要性の内容と解されている。

２

この点で、犯罪捜査規範219条は、交通法令違反事件に対する特則として、
「交通法令違反事件の捜査を
行うに当たつては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であつても、逃亡その他の特別の事
情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない」としている。

３

この点について最高裁の判断はない。

４

判例集未登載。本判決の評釈として、高倉新喜「現行犯逮捕およびその後の留置が違法ではないとされ
た事例」速報判例解説 ５ 号（2009年）181頁がある。なお、原審の評釈として、斎藤司「現行犯逮捕の場合
においても、具体的な逮捕の必要性が要件となるとされた事例」速報判例解説 ４ 号（2009年）159頁がある。

５

河上和雄ほか編『大コンメンタール刑事訴訟法・第 ４ 巻』
（青林書院、2012年）514頁〔渡辺咲子〕参照。

６

この点で、同判決は、運転免許証の不提示により、被告人の氏名および住所が明らかでなかったことか
ら、交通刑事事件の迅速適正な処理の建前、交通事犯の発生状況、およびその取締り、取調べの状況を併
せ考えれば、逮捕の必要性は否定できないとしている。

７

福岡地小倉支判昭和59年 ３ 月19日判時1114号81頁、前橋地判昭和60年 ３ 月14日判時1161号171頁。後述の
大阪高裁判決後のものとして、福岡地久留米支判昭和61年 ５ 月28日判時1209号99頁、東京地八王子支判昭
和63年 ８ 月31日判時1298号130頁など参照。

８

この判決の評釈として、新屋達之「現行犯逮捕（ ２ ）──必要性」松尾浩也＝井上正仁編『刑事訴訟法
判例百選〔第 ７ 版〕』
（有斐閣、1996年）30頁、梅田豊「現行犯逮捕（ ２ ）──必要性」井上正仁ほか編『刑
事訴訟法判例百選〔第 ８ 版〕』
（有斐閣、2005年）30頁、滝沢誠「現行犯逮捕（ ２ ）──必要性」
『刑事訴訟
法判例百選〔第 ９ 版〕』
（有斐閣、2011年）30頁がある。

９

梅田豊・前掲注（ ８ ）31頁。ほかに、高裁レヴェルで、現行犯逮捕の場合も「逮捕の必要性」が要件と
なる旨示したものとして、福岡高判昭和63年 ４ 月12日判時1288号89頁、広島高判平成 ２ 年10月25日判タ752
号74頁参照。

10
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