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11月

行事予定

手続期間

1（金）大学祭（準備日）
2（土）大学祭

哲学堂祭

3（日）大学祭

文化の日

4（月）大学祭（整理日）

「東洋通信」参照ページ

第3回メディア授業申込締切

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〜
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（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

単位認定試験（筆記）第6回申込締切

P.5
P.29
P.30
P.6

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）

週末2期S申込開始（〜11/25）

P.15

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）授業実施

24（日）日曜3期S②
25（月）

週末2期S申込締切

26（火）
27（水）

第4回メディア授業申込開始（〜12/6） P.21

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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12月

行事予定

手続期間
単位認定試験（筆記）第7回申込開始
（〜12/15）

1（日）日曜3期S③

「東洋通信」参照ページ
P.7

2（月）
3（火）

連休3期S申込開始（〜12/9）

P.17

4（水）
5（木）
6（金）

第4回メディア授業申込締切

7（土）週末2期S①
8（日）2014年度転部・転科試験
9（月）

連休3期S申込締切
2014年3月卒業予定者卒業論文提出
締切 16：00厳守

10（火）
11（水）
12（木）
13（金）
14（土）週末2期S②
15（日）週末2期S③

単位認定試験（筆記）第7回申込締切

16（月）
17（火）

冬期1期S申込開始（〜12/23）

P.19

18（水）
19（木）
20（金）第4回メディア授業受講期間（〜1/13）
21（土）連休3期S①
22（日）単位認定試験（筆記）第7回
連休3期S③

連休3期S②

天皇誕生日

23（月）通学課程（通年スクーリング）授業実施

冬期1期S申込締切

通学課程
（通年スクーリング）秋学期授業終了

24（火）事務室業務取扱終了
25（水）事務室休業（〜1/5）
26（木）
27（金）
28（土）
29（日）
30（月）
31（火）
Ｓはスクーリングを表します
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後期新入生入学式 新入生対象
通信教育部では、後期新入生の入学式を下記のとおり挙行しますので、ご出席ください。

日

時

場

所

2013年11月９日（土）
10：00〜（開始10分前までにはご着席ください）
白山キャンパス

６号館２Ｆ

6204教室

終了後、後期新入生オリエンテーション第２回を開催します。

後期新入生オリエンテーション 第２回 新入生対象
後期新入生オリエンテーション第２回を下記のとおり開催します。学習に必要な履修登録
やリポート学習の進め方、諸手続およびポイントなどについて説明します。
オリエンテーションには必ずしも参加しなくても、大学からの配布物を熟読し理解すれば
学習には支障ありませんが、参加することにより教職員、ＴＡからの学習指導および図書館
利用に関する説明を直接受けることができます。
これからの学習に役立ちますので、積極的に参加することをお勧めします。
なお、内容は前期新入生オリエンテーション第１回、第２回、後期新入生オリエンテーション
第１回と同じです。参加できなかった方や再度参加したいという方も是非ご参加ください。

日

時

場

所

2013年11月９日（土）
10：30（入学式終了後）〜12：30（予定）
白山キャンパス

６号館２Ｆ

6204教室

＊会場が変更となる場合がありますので、当日、キャンパス入口掲示で確認してください。
＊事前申込不要です。
＊16：00から学友会主催の新入生歓迎懇談会が開催されます。是非、参加してください
（申込不要、参加費無料）。前期新入生の皆さんも参加できます。
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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 【再掲】
「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〔６号館２Ｆ〕
（文学部）
6205教室〔６号館２Ｆ〕
（法学部）

３．持参物

筆記用具

メモ

『演習・卒論の手引き』
（文学部正科生のみ）
『学習の手引』
（法学部正科生のみ）

「教育実習」参加事前説明会 後期生希望者対象
2015年度教育実習に参加を希望する学生（後期生）対象に、事前説明会を開催いたします。
なお、2014年５月頃にも前期生対象として同様の説明会を予定しています。
詳細はP. 29をご参照ください。

「介護等体験」登録説明会 体験希望者対象【重要】
2014年度介護等体験に参加を希望する学生は必ず出席してください。この登録説明会は
介護体験参加のための必須の説明会です。
詳細はP. 29〜30をご参照ください。
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単位認定試験（筆記）第７回 全学生対象
単位認定試験（筆記）第７回を下記の要領で実施します。
◇実施日

12月22日（日）

◇開催地・会場
開催地
東

京

会

場

所在地

本学白山キャンパス

電

東京都文京区白山5－28－20

話

03−3945−7348

◇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

祐枝

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

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

Y740101010 商法Ⅱ部
（会社法） 堀口

勝

Y715401010 作家作品研究〈近現代〉 早川

芳枝

Y741291010 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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単位認定試験（筆記）
（第7回）
◇受験申請手続期間

12月１日（日）〜12月15日（日）

◇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12月18日（水）から出力が可能です。

◇注意事項
『東洋通信』10月号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。
◇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
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３時限目

15：40〜16：40

単位認定試験
（筆記）
（第7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）

9

単位認定試験（筆記）
（第7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

英語Ⅲ①

ショート

不可

英語Ⅲ②

髙波

テキスト・
自筆ノート

スポーツ健康科学講義

金田

不可

重点的学習範囲
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。
・テキスト（Different Realities）のChapter1、6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。
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。
太宰治の「魚服記」と岡本かの子の「川」を読み、以下の点について考え
をまとめておいてください。
①それぞれの作品で女性が子どもから大人になる過程がどのように表現さ
れているか。
②成長にともない、異界とのかかわり方にどのような変化が起きているか。

現代日本文学A
早川

テキスト

現代日本文学B

「押絵と旅する男」では、覗きからくりという〈異界〉との関わりが恐怖
とともに語られていますが、何が恐怖を呼び起こすポイントになっている
かを考察しておいてください。また、われわれは普段様々な方法で〈異界〉
を覗くこと／〈異界〉へ越境すること（または〈異界〉から帰還すること）
を体験していますが、自身の経験を踏まえて〈異界〉との関わりが恐怖を
呼び起こす際の特徴や共通点についても考えておいてください。

現代日本文学

「押絵と旅する男」では、覗きからくりという〈異界〉との関わりが恐怖
とともに語られていますが、何が恐怖を呼び起こすポイントになっている
かを考察しておいてください。また、われわれは普段様々な方法で〈異界〉
を覗くこと／〈異界〉へ越境すること（または〈異界〉から帰還すること）
を体験していますが、自身の経験を踏まえて〈異界〉との関わりが恐怖を
呼び起こす際の特徴や共通点についても考えておいてください。

早川

テキスト

教科書の第八章から出題します。文中で言及されている文学テクスト、作
家、用語、事項について自分で調べ、しっかりと内容を理解しておいてく
ださい。特に文学者の留学と近代化の関係については自分の考えをまとめ
ておくように。

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 教科書の第十二章から出題します。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「ジェンダー」という用語の意味、その視点から見た場合
の近代学文学史の問題点について、自分の考えをまとめておくように。
教科書の第八章から出題します。文中で言及されている文学テクスト、作
テキスト・
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
自筆ノート・
ださい。特に文学者の留学と近代化の関係については自分の考えをまとめ
教材プリント
ておくように。
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。左記の物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A
池原
古代日本文学史B

古代日本文学史

池原

テキスト・
自筆ノート・
教材プリント・ 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）
添削済リポート が試験範囲です。左記の物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』編纂までの和歌史と『古今
和歌集』自体、また『源氏物語』前後の物語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。
テキスト・
自筆ノート・
教材プリント・
添削済リポート

古典文法A
田貝
古典文法B

不可

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。左記の物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。主な出題範囲は、『万葉集』から『古今和
歌集』に至るまでの和歌史に関してです。また、
『古事記』や『源氏物語』
のような散文作品についても出題しますので、以上の範囲を脚注も含めて
熟読してきてください。
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。
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。
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単位認定試験
（筆記）
（第7回）
科

目

名

古典文法・
日本語文法

担当教員名 試験場への持込

田貝

不可

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

作家作品研究
（近現代）A
早川

全て可

早川

全て可

作家作品研究
（近現代）B
作家作品研究
（近現代）・
近現代日本文学講読

日本の伝統行事A
久野

テキスト・
自筆ノート

重点的学習範囲
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。
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。
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「浦島さん」といわゆる御伽草子の「浦島太郎」を読み返し、結末
の老いの扱いと解釈について考えをまとめておいてください。
芥川龍之介「地獄変」を読み、堀川の大殿様が良秀の娘を焼き殺した理由
について、見解をまとめておいてください。
芥川龍之介「地獄変」を読み、堀川の大殿様が良秀の娘を焼き殺した理由
について、見解をまとめておいてください。
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「神楽」の芸能とそれが行われる行事について調べて理解
を深めてください。「神楽」は、地方・地域によって、さまざまな種類や
様態があります。神楽によって神と人がどのように関わるか考えましょう。
地方・地域の神楽について、図書館の都道府県史・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。

日本の伝統行事B

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、田植えに関する民間伝承（早乙女・田植唄・サナブリ・田楽・田
の神など）について調べて理解を深めてください。その観点から、農作業
としての田植えだけでなく、農耕儀礼としての「田植え」について考えて
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。

日本の伝統行事

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、「夏祭り・祭礼行事」について理解を深めてください。その観点
から、あなたの地域の祭礼、または見聞した一つの祭礼を捉えてみましょ
う。新しい祭りも調べる対象に含みます。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。

久野

テキスト・
自筆ノート

テキスト『日本民俗学』の第一部五章「日本民俗学の課題」
（p34〜p49）
を読み、民俗学における「比較研究の方法」
（重出立証法・周圏論など）に
ついて理解してください。テキストだけでは不足なので、民俗学辞典や民
俗学の概説書で調べましょう。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」について理解してください。その観点から、日本の
昔話の意義を捉えてください。また、現代において、生活している土地の
話し言葉（方言）で昔話（民話）を語ったり、本の昔話を読み聞かせする意義
について考えてください。資料の持ち込みはすべて可とします。

日本民俗学

久野

全て可

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

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。
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単位認定試験（筆記）
（第7回）
科

目

名

担当教員名 試験場への持込

重点的学習範囲

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。

図書館情報資源概論・
図書館資料論

大塚

不可

テキスト全体より幅広く出題します。図書館情報資源の特質やその生産と
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

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

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。

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

契約責任と不法行為責任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
1．暴行罪・傷害罪
2．財産犯（財産罪）の客体

「商法総則・商行為法」
・
商法Ⅰ部
（総則・商行為）

遠藤

指定六法

問屋について

会社法
商法Ⅱ部
（会社法）

堀口

指定六法

課題3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

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

社会地歴指導法Ⅰ
田中（政）

テキスト・
自筆ノート

社会地歴指導法Ⅱ

テキスト・
社会科指導法Ⅰ
（地歴） 田中（政）
自筆ノート

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。

正当防衛の成立要件
不能犯
不能犯
出題範囲（1問必答）：殺人罪、同意殺人・自殺関与罪
出題範囲（1問必答）：財産犯総論、窃盗罪（とくに、「死者の占有」）

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
著作権の制限について理解しておくこと。
○近世までの学校と比較して、国民国家としての近代国家が必要とした教
育制度を学習しなさい。社会系の教科に期待された役割についても学習す
ること。
○わが国では社会系の教科は総合的な「社会科」であった。総合的な「社
会科」について学習しなさい。
○明治時代から戦前（第二次世界大戦）までのわが国の教育制度（学校制度）
について学習しなさい。
○『中学校学習指導要領解説 社会編』、
『高等学校学習指導要領解説 地
理歴史編』を参照して、改定の基本方針、教科の目標などを学習しなさ
い。
○教科書の第5章及び第6章を学習しなさい。
○参考文献「中等社会科の理論と実践」の第1章〜第4章を学習しなさい。
○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。
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単位認定試験
（筆記）
（第7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７回

12月22日（日） 10：30～11：30

・学習相談申込期間：12月１日（日）〜12月13日（金）
会

場

東京会場
（白山キャンパス）

対応教員（専攻）
田中 雅敏
（ドイツ語学・言語学）
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単位認定試験（筆記）
第7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】
14

提出

スクーリング 全学生対象
週末２期スクーリングについて
週末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。
◇開講日程

12月７日（土）・14日（土）・15日（日）

◇開講科目
教員名

日本国憲法
法学(含日本国憲法2単位)
（前）
日本語概説Ｂ②
日本語概説②
（後）
現代語文法Ｂ
現代語文法
（後）
日本文学文化特講《古典》Ｂ③
近世日本文学文化特講
（後）
情報サービス演習Ｂ②

単位

スクーリング名

宮原

均

三宅

和子

高橋

圭子

大内

瑞恵

木戸

裕

後藤

武秀

注1）

レファレンスサービス演習・情報検索演習②（後）注1）、注2）
法思想史Ａ
法思想史
（前）

配当
学年

スクーリング
コード

授業コード

2 1〜4 7002300471 Y700471010
4 1〜4 7002102011 Y702011010
2 1〜4 7002315052 Y715052010
4 1〜2 7002214022 Y714022010
2 2〜4 7002316271 Y716271010
4 2〜4 7002215271 Y715271010
2 3〜4 7002315313 Y715313010
4 3〜4 7002214361 Y714361010
1 1〜4 7002319592 Y719592010
2 2〜4 7002219222 Y719222010
2 1〜4 7002341801 Y741801010
4 3〜4 7002141031 Y741031010

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『東洋通信』10月号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、日曜３期の「レファレンスサービス演習・情報検索演習②
（前）
」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。

◇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

◇申込期間

11月19日（火）〜11月25日（月） 期日厳守
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週末2期スクーリング
◇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、11月27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。
◇会場案内図
東洋大学白山キャンパスの地図は、P. ９を参照してください。
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連休3期スクーリング

連休３期スクーリングについて
連休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。
◇開講日程

12月21日（土）・22日（日）・23日（月）

◇開講科目

コンピュータ・リテラシィ③注1）

教員名
富澤

浩樹

作家作品研究
（上代）
Ｂ
作家作品研究〈上代〉
（後）

日本文学文化特講《古典》Ｂ②
中世日本文学文化特講
（後）
情報資源組織演習Ａ②注1）
資料組織演習②
（前）注1）、注2）
会社法
（後）
商法Ⅱ部
（会社法）
（後）
国語科指導法Ⅱ
国語科指導法
（後）
社会地歴指導法Ⅱ
社会科指導法Ⅰ
（地歴）
（後）

配当
学年

スクーリング
コード

授業コード

2 1〜4 1003304013 Y704013010
2 1〜4 1003316491 Y716491010

菊地

義裕

日本文学史特講Ａ
（後）
韓国文化事情Ｂ

単位

スクーリング名

4 1〜4 1003215361 Y715361010
4 3〜4 1003214401 Y714401010

金

蘭美

櫻井

利佳

深水

浩司

堀口

勝

幸田

国広

田中

政美

2 1〜4 1003315931 Y715931010
2 3〜4 1003315312 Y715312010
4 3〜4 1003214351 Y714351010
1 1〜4 1003319622 Y719622010
2 2〜4 1003119232 Y719232010
4 3〜4 1003241291 Y741291010
4 3〜4 1003240101 Y740101010
2 3〜4 1003209591 Y709591010
4

3

1003209481 Y709481010

2 3〜4 1003309631 Y709631010
4

3

1003209491 Y709491010

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『東洋通信』10月号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、冬期１期の「資料組織演習②
（後）
」の受講も必要です。
・「資料組織演習②（前）・（後）」の受講には、次の条件があります。
スクーリング受講申込時までに、「資料組織概説」のすべてのリポート課題に合格していること。
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連休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

12月３日（火）〜12月９日（月） 期日厳守

◇手続方法
T
 oyoNet-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.16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、12月11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.９を参照してください。

18

冬期1期スクーリング

冬期１期スクーリングについて
冬期１期スクーリングを下記の要領で実施します。受講希望者は学習内容すべてを『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。
◇開講日程

１月11日（土）・12日（日）・13日（月）

◇開講科目
教員名

地誌学Ｂ

川久保篤志

日本文学文化概説Ｂ②

石田

日本文学文化概説②
（後）

仁志

日本語学演習Ⅱ③

単位

スクーリング名

配当
学年

スクーリング
コード

授業コード

2 1〜4 5001313561 Y713561010
2 1〜4 5001315032 Y715032010
4 1〜2 5001214012 Y714012010
2 3〜4 5001315093 Y715093010

日本語学演習Ⅲ③

木村

日本語学演習ⅡＡ②

一

日本語学演習ⅡＢ②
比較文学文化演習Ⅱ

大野

比較文学文化演習Ⅲ

寿子

中国の古典
（哲学）

2

4

5001314133 Y714133010

2

3

5001314072 Y714072010

2

3

5001314082 Y714082010

2 3〜4 5001315131 Y715131010
2

4

5001315251 Y715251010

2 1〜4 5001316771 Y716771010

中国の古典〈史記・孟子〉
（後）

山口るみ子

中国の古典《孟子》
漢文講読Ⅱ
（後）

4 2〜4 5001215951 Y715951010
2 2〜4 5001215731 Y715731010
4 3〜4 5001214521 Y714521010

映像文化論Ｂ
日本文学文化特講《近現代》Ｂ②
情報資源組織演習Ｂ②

岡田

秀則

深水

浩司

齋藤

洋

注1）

資料組織演習②
（後）

注1）
、
注2）

国際法Ａ
国際法
（前）
教育方法研究（情報機器の活用を含む）②

注1）

教育方法研究（情報機器の活用を含む）②

注1）

教職実践演習
（中・高）
②

長谷川勝久
下田

好行

2 1〜4 5001316691 Y716691010
2 3〜4 5001315332 Y715332010
1 1〜4 5001319632 Y719632010
2 2〜4 5001219232 Y719232010
2 2〜4 5001341861 Y741861010
4 3〜4 5001241221 Y741221010
2 3〜4 5001309312 Y709312010
2 3〜4 500130931A Y709312020
2

4

受講可能となる学生には通信教育部
より個別に連絡いたします

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『東洋通信』10月号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、連休３期の「資料組織演習②
（前）
」の受講も必要です。
・「資料組織演習②（前）・（後）」の受講には、次の条件があります。
スクーリング受講申込時までに、「資料組織概説」のすべてのリポート課題に合格していること。
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冬期1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

12月17日（火）〜12月23日（月） 期日厳守

◇手続方法
T
 oyoNet-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.16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、１月６日（月）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.９を参照してください。
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第４回メディア授業の受講申し込みについて 全学生対象
第4回メディア授業の受講申し込みについて
第４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、以下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. 23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４回

2013年12月20日（金）
～2014年１月13日（月・祝）

＊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：11月27日（水）
～12月６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。
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4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4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（受講環境等については、次頁参照）。
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。
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4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4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 前期生対象
在学年限超過に伴う退学について
次の表１に該当する前期生で2014年３月に卒業ができない学生は、2014年３月31日
付で在学年限超過退学となります。この場合は、いかなる理由があっても、在学年限の延長
はできません。
表１
学籍番号の年度

これまでの休学期間

①

04

なし

②

03

１年

③

02

２年

◆退学時に単位認定に至らなかった履修途中の科目の学習履歴は、すべて無効となります。
◆対象者には、３月中旬に通知をします。
◆在学年限超過に伴う退学後、引き続き学業の継続を希望する場合は、再入学を申請する
ことができます。
※手続方法の詳細については、通知書と共に送付する再入学手続書類を確認してください。
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教務・諸資格
学生証裏面シールの更新について 後期生対象
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
ている書類に同封されていますので、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。

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

リポート表紙、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【再掲】
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・諸資格

2014年３月までに単位修得を必要とする場合の学習別実施期限について 全学生対象
2014年３月までに単位修得を希望する場合、各種学習別の手続きは以下のとおりです。
それぞれの申請・提出期限を確認し、手続きをしてください。
※特に、2014年３月卒業予定者、2014年教育実習の参加要件取得希望者、科目等履修生
（前期生）
は十分注意してください。
学習方法
リポート提出

スクーリング

メディア授業

各種期限

注意事項

2014年１月14日（火）
16：45必着分まで
左記の結果確認後、 単位認定
2014年１月11日（土）〜
試験を受験する場合、最終の単
2014年１月13日（月・祝）
位認定試験申請に間に合うよう
【冬期１期受講分まで】
ToyoNet-Gで申請してくださ
2013年12月20日（金）〜 い。
2014年１月13日（月・祝）
【第４回受講分まで】

単位認定試験
（筆記）受験

2014年２月16日（日）
【第９回受験分まで】

単位認定試験
（論文）提出

2014年２月15日（土）
12：45必着分まで

解答期限は問題出力日より40日
間ですが、受験申請が遅い場合
でも提出期限は左記のとおりで
す。

〔注意〕
○リポート・単位認定試験（論文）は、ToyoNet-Gの申請を期限内に手続きしていても、リポ
ート、論文が期限までに未到着の場合、すべて無効となります。
○リポート受付停止期間

2014年１月15日（水）〜３月31日（月）

（受付停止期間中に届いたリポートは、事務室で保管できないため返送いたします。）
○単位認定試験
（論文）申請・受付停止期間

2014年２月16日（日）〜３月31日（月）

○科目等履修生の履修期間は単年度（１年間）です。履修して単位取得できなかった科目の学
習履歴
（リポート・スクーリング・メディア授業の合格）は、前期生の場合３月31日で無効
になりますのでご注意ください。
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教職
「教育実習」参加事前説明会について

後期生希望者対象

2015年度に教育実習への参加を希望する学生（後期生）を対象とした「教育実習」参加の
ためのスケジュールや諸手続の概略について、下記のとおり説明会を開催します。
希望者は出席してください。
なお、前期生対象の説明会は2014年５月頃を予定しており、同様の内容となります。
日

時

2013年11月９日（土） 13：00〜13：30

場

所

白山キャンパス

対

象

3・4年生および科目等履修生（※）

６号館２F

6203教室

（※）
本学通信教育課程卒業生のみ。

2014年度「介護等体験」参加の事前申請手続について 体験希望者対象 【重要】
１．対象者
2014年度に正科生３年次以上の学生。
２．対象となる免許状
中学校１種普通免許状（国語・社会）を取得する場合に必要となります。
３．手続など
 Ｐ. 30の“2014年度「介護等体験」参加について”を参照し、登録説明会・事前指
導会に必ず参加して今後の手続を確認してください。
４．
「介護等体験」実施期間
 2014年５月下旬頃から2015年１月末までの合計７日間（原則として特別支援学校
で２日間、社会福祉施設で５日間） ※体験期日・曜日については、教育委員会と社会福
祉協議会より指定されることになるので原則変更はできません。注意してください。
５．体験内容
 介護、介助のほか、障がいを持つ方等の話し相手、散歩の付添いなどの交流体験、あ
るいは清掃や洗濯といった、受入施設の職員に必要とされる業務の補助など、
「介護等体
験」を行う方の知識・技能の程度、受入施設の種類、業務内容・状況等に応じ、幅広い
体験が想定されています。
６．体験地
 東京都内の学校・施設での「介護等体験」となります。
 東京都以外での体験は、その受入れや条件が東京都とは異なるため、本学からの派遣
が困難な場合が多々見受けられます。
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教職
７．注意事項
（１）科目等履修生の「介護等体験」は、受付していません。
※本学通信教育課程卒業の科目等履修生は、事前に事務室に相談してください。
（２）下記に該当する方は、「介護等体験」の必要はありません。
①小学校・中学校１種または２種の免許状を所有している方
②保健師、助産師、看護師、准看護師、特別支援学校教員、理学療法士、作業療
法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士のいずれかの免許資格を有してい
る方
③身体障がい者（１級〜６級）

2014年度「介護等体験」参加について
2014年度「介護等体験」への参加を希望する者は、P. 31「介護等体験参加要件チェッ
クリスト」とP. 32「介護等体験許可願」を記入のうえ、2013年11月９日（土）に行われる
「介護等体験」登録説明会に参加してください。
なお、2014年度「介護等体験」参加のためには、以下の「介護等体験」登録説明会およ
び「介護等体験」事前指導会に必ず参加しなければなりません。
この「介護等体験」登録説明会・事前指導会に参加しなかった場合、2014年の「介護等
体験」には派遣できません。
2013年11月９日
（土） 14：00〜14：30 「介護等体験」登録説明会
東洋大学白山キャンパス

６号館２F

6203教室

内容 「介護等体験」参加にあたる心構え
事務手続説明
参加手続書類の配布（※当日参加者にのみ配布します）
介護等体験許可願、介護等体験参加要件チェックリストの提出
2014年４月上旬を予定

13：00〜18：00（予定）「介護等体験」事前指導会

東洋大学白山キャンパス

詳細はToyoNet-Gのお知らせ「教務関係」フォルダ内
にお送りします。
（11月９日の「介護等体験」登録説明
会参加者のみ）

内容 「介護等体験」参加にあたる諸手続
通学課程との合同オリエンテーション
上記それぞれの行事に必ず参加してください。
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教職

「介護等体験参加要件チェックリスト」
該当する項目の□にチェックを入れること。
以下の項目すべてにチェックが入らない場合は、「介護等体験」に参加できない。
（不明な点は通信教育課事務室へ提出前に問い合わせること）

□「介護等体験」の趣旨をよく理解していること
□中学校教諭免許状の取得希望者であること
□小学校・中学校１種または２種の免許状を有していないこと
□介護に関する専門的な知識を有すると認められる資格を有していないこと
（例：保健師・助産師・看護師・准看護師・特別支援学校教諭免許所持者・理学療
法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・義肢装具士免許所持者）
□身体上
（身体障がい者１級〜６級）・精神上の障がいにより「介護等体験」を行う
ことが困難な者でないこと
□今後予定される説明会・指導会にすべて参加できる者
□今後必要になる手続を指定期日内に行うことのできる者
□来年度も継続して本学通信教育課程に在籍する者
□その他、大学の判断で「介護等体験」
（派遣手続を含む）の中止をするなどがある場
合、その指示に従える者
上記チェックリストに相違ありません。

学籍番号

氏

名

７

㊞

「介護等体験許可願」とともに、11月９日（土）の説明会で提出してください。
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A4に拡大コピーしてください

教職
２０１３
2013年11月9日（土）の
第1回介護等体験登録説明会で提出

※東京都以外の道府県を希望する場合は、2013年11月9日
（土）
の第1回介護等体験登録説
明会で相談してください（実習受入れ方法や条件が異なるため、本学からの派遣が困難
な場合が多々見受けられますので極力東京都での実習となることをご理解ください）
。

注意事項
1．2013年11月9日（土）
に行なわれる第1回介護等体験登録説明会に必ず参加し、この許可願
を提出すること。
また、つづく4月に開催される第2回介護等体験事前指導会
（全学オリエンテーション含む）
にも出席しなければ介護等体験には参加できない。介護等体験は授業ではないので、こ
の2回の説明会に参加することを義務付けています。
2．あわせて補助教材『東洋通信』に実習参加の注意などが記載されるので注意すること。
教育職員免許法に規定される「介護等体験」の経験が1998年4月1日以降にある学生は、下欄
に記入すること。

A4に拡大コピーしてください
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その他
2014年度転部・転科試験について 前期生対象 【再掲】
2013年12月８日（日）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）

出願期間

通信教育課事務室

窓口

2013年11月５日（火）〜
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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その他

日本学生支援機構奨学生の募集について 正科生で冬期スクーリング受講者のみ対象
正科生のうち、冬期スクーリング受講者を対象に奨学生を募集します。奨学金貸与希望者
は、期間内に願書を請求・送付してください。
なお、日本学生支援機構からの正式な文書により内容が確定しますので、下記内容は変更
になる可能性があります。ご注意ください。
●奨学金の出願の条件（以下のすべてを満たすもの）
○正科生

１〜４年生（原級生は出願できません）

○2013年の冬期スクーリングを受講する者
○人物・学力に優れ、健康な学生
以下に該当する学生は出願対象外です。
・四年制大学卒業生で、大学在学時に日本育英会の奨学金の貸与を受けた者
・２年次に編入学した短期大学卒業生で、短大在学時に日本育英会奨学金の貸与を受け
た者
（ただし、入学の翌年以降に出願することができる）
・2013年夏期スクーリングで奨学金の貸与を受けた者
●貸与金額
○第一種奨学金
（無利子）
８万8千円
○第二種奨学金
（有利子）
３万円、５万円、８万円、10万円の中からいずれか一つの金額を選択
○第一種・第二種併用型（併用貸与）
●返済に当たっての保証人の選出
○人的保証の場合、保証人と連帯保証人の実印および印鑑登録証明が必要になります。
○機関保証の場合、貸与額から一定額の保証料を差し引き、保証に充てる制度です。
●願書の入手方法と配布期間
○入手方法
「奨学金願書希望」と大きく明記したＡ４用紙に、学籍番号・氏名・住所・電話番号・希

望貸与種別・返済に関して

１．連帯保証人を選任か

２．機関保証に加入するかを記

入し、返信用切手140円分を同封の上、送付してください。
○配布期間
（厳守）
11月15日
（金）〜11月30日（土）
●願書の提出期間
（厳守）
11月20日
（水）
〜12月５日（木）
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2013年９月期卒業生卒業論文題目一覧
2013年９月21日に学位記授与式・卒業式および証書授与式が挙行されました。
通信教育課程からは文学部３名、法学部１名が晴れて卒業生となりました。
卒業論文題目は下表のとおりです。
文学部

日本文学文化学科
卒業論文題目

指導・審査教員

謡曲と万葉集の引歌に関する考察

原田

香織

やなせたかし研究

石田

仁志

公共図書館における電子書籍貸し出しの現状と展望

鴇田

拓哉

法学部

法律学科
卒業論文題目

指導・審査教員

生殖補助医療によって生まれた子の法的地位

中村

恵

証明書申請の定額小為替について 全学生対象
証明書発行申請の際に必要な定額小為替は、発行日から４ヵ月以内のものを使用してくだ
さい。
また、受取人住所・氏名（おところ・おなまえ欄を含む）や裏面の委任欄などは記入する必
要はありません。何も記入せず、そのまま送付してください。
発行日から４ヵ月以上経過したものおよび記入のあるものは、受付不可のため、返却いた
します。
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年末・年始事務室休業のお知らせ 全学生対象
事務室休業期間

2013年12月25日（水）〜2014年１月５日（日）

年内の郵便物、窓口等での受付は、下記日程の到着分までといたします。
証明書発行申請、その他申請…………………12月14日（土） 到着分まで
リポート受付、単位認定試験（論文）受付……12月20日（金） 到着分まで
その他、返信の必要なものは、余裕をもって申請手続をしてください。内容によっては、
年明けの返信・回答となる場合がありますので、注意してください。したがって、上記期限
を過ぎて到着した郵便物等の取扱いについては、１月６日（月）以降となります。
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郵送等による図書館利用について
本学図書館では、通信教育課程在籍の学生（正科生・科目等履修生）を対象に、以下のサー
ビスを提供しています。
（１）図書郵送貸出サービス
本学図書館所蔵の資料で、貸出可能な図書を、郵送（着払い）で貸出いたします。
■貸出条件
●貸出冊数：15冊以内（現在貸出中の冊数を含む）。
●貸出期間：４週間（科目等履修生は２週間）。往復の郵送期間も貸出期間に含めます。
■貸出対象資料
【郵送貸出サービス可能な資料】
●白山図書館および他キャンパス図書館で「書架」にある図書
●OPACで予約を付けて資料状態が「受取待」になった図書
【郵送貸出サービス対象外の資料】
●雑誌・参考図書・視聴覚資料・CD−ROM等付図書
OPACで予約を付けて資料状態が「受取待」になった図書を、郵送貸出で利用したい場合
は、OPACで「受取待」になったことを確認した時点で申込してください。「受取待」の有
効期限は７日間です。有効期限までに申込されれば、郵送貸出いたします。申込に基づき、
図書館から本人の大学登録住所宛に着払いで郵送いたします。なお、申込時には資料状態が
「書架」であっても、申込受理時に「貸出中」になった場合はこのサービスの対象といたしま
せんので、予めご承知おきください。
■図書郵送貸出サービスの申込方法
【別紙１】図書郵送貸出サービス申請書
（P. 40）に、必要事項を記入し、FAXまたは郵送で
お申込みください。ホームページに掲載の書式に入力の上、メール添付でもお申込できます。
宛先は、
（５）申込み宛先／問い合わせ（P. 39）をご確認ください。
■図書郵送貸出サービスのキャンセル
図書館から発送するまでは、キャンセル可能です。OPACで予約を付けたものは、資料状
態が「配送依頼中」
「返却待」に限り、予約取消が可能です。そのほかについては、問い合わ
せ先TELに連絡し、キャンセルを申し出てください。その際には、名前、学籍番号、資料名
を申し出てください。発送後のキャンセルはできません。電話受付時間は開館時間内です。
（２）郵送・宅配便での資料の返却
図書館で借りた資料を郵送もしくは宅配便を利用して貸出館あてに返却することができま
す
（注.送料自己負担）
。但し、下記の資料は、資料が傷む恐れがあるため郵送や宅配便での返
却はできません。直接図書館にご返却ください。
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●バーコードラベルの貼られていない資料（未製本雑誌）
●視聴覚資料
（DVD・CD・ビデオ・カセット等）
●CD−ROM等付資料
発送に際しては下記の点に注意してください。
１．輸送中に資料が濡れたり、傷まないよう、ビニールやエアパッキン等を使って梱包し
てください。
２．封筒または箱のおもてに、中身が返却本であることが分かるように注記してください。
３．ゆうメール等、送付記録が手元に残るサービスをご利用ください。
４．氏名・学籍番号・冊数を記載した紙を本にはさんでください。
宛先は、
（５）申込み宛先／問い合わせ（P. 39）をご確認ください。
（３）文献複写郵送サービス
本学図書館所蔵の資料および他機関（他大学等）図書館所蔵の資料について、文献複写依頼
を受付し、複写資料を本人の大学登録住所宛に郵送いたします。
文献複写依頼はOPACから申込できます。
■利用申請
初めての利用の際、利用申請手続きが必要です。
【別紙２】通信用文献複写・現物貸借利用申請書（P. 41）に必要事項を記入し、FAXまたは
郵送でお申込ください。ホームページに掲載の書式に入力の上、メール添付でもお申込でき
ます。
宛先は、
（５）申込み宛先／問い合わせ（P. 39）をご確認ください。
文献複写・現物貸借の利用申請手続きは、来館の上カウンターでもお手続きできます。
■文献複写申込方法
●文献複写はOPACから申込できます。操作方法はOPACのオンラインヘルプをご参照く
ださい。
●複写資料が届くまでに通常２週間程度かかりますので、余裕を持って申込ください。
●到着、料金のお知らせは、原則としてOPACにログイン後のメニューの「ILL依頼状況
照会」にて行います。料金については、次のとおりとなります。
（１）学内資料…１枚40円＋送料（図書館から本人あての送料）
（２）学外資料…依頼先の機関からの請求料金＋送料（図書館から本人あての送料）
●支払方法は、必ずゆうちょ銀行の青色の払込用紙（口座番号

00160−3−190459）

を使用して通常払込をご利用ください。記入方法は【別紙４】払込用紙記入例（P. 43）
をご参照ください。払込手数料は、自己負担となります。
●複写資料は入金確認後に郵送いたします。入金の確認には早くても２〜３日かかります。
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●学内資料は、自宅受取のみです。他機関（他大学等）図書館の資料は自宅受取か、大学図
書館に出向いて受取か、選択できます。どちらで受取るかを、依頼画面のコメント欄に
必ず入力してください（例

自宅で受取希望、白山図書館で受取希望等）。

■文献複写郵送サービスのキャンセル
OPACにログイン後のメニューの「ILL依頼状況照会」にてキャンセルできます。ただし、
申込受理、処理中、到着の状態からのキャンセルはできません。
（４）紹介状郵送サービス
本学図書館に所蔵していない資料について、他機関（他大学等）図書館の資料を閲覧したい
場合に、希望の他機関（他大学等）図書館に問い合わせ確認後、紹介状を発行いたします。紹
介状を持参の上、閲覧希望の他機関を直接訪問することで当該資料を閲覧することができま
す。
紹介状は、申込者本人の大学登録住所宛に郵送いたします。
なお、紹介状の郵送は、相手の図書館に問い合わせ確認後になります。確認に時間を要し
ますので、閲覧希望日まで２週間程度の余裕を持ってお申込ください。
■紹介状郵送サービスの申込方法
【別紙３】他機関利用のための紹介状申請書（P. 42）に、必要事項を記入し、FAXまたは郵
送でお申込ください。ホームページに掲載の書式に入力の上、メール添付でもお申込できま
す。
宛先は、下記の
（５）申込み宛先／問い合わせをご確認ください。
■紹介状郵送サービスのキャンセル
原則的にキャンセルできません。但し、他大学図書館に行くことができなくなった場合に
は必ず本学図書館へ電話連絡してください。
（５）申込み宛先／問い合わせ
〒112−8606

東京都文京区白山５−28−２

FAX：03−3945−7330

東洋大学附属白山図書館

TEL：03−3945−7328

メールアドレス：mletsuran@toyo.jp
参照URL：http://www.toyo.ac.jp/site/library/tsukyo.html
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郵送等による図書館利用について
図書郵送貸出�ー��申請書
（通信教育課程

※太枠内をご記入ください。

年

月

日

ふりがな：

（ユーザ ID）
連絡先

郵送申込用）

申請日：20

学籍番号

【���】

氏名
TEL：
（

）

－

：
FAX：
（

）

－

E-Mail：

以下に貸出希

��東洋大学図書館の ��A� で資料の所�を��してください。

望図書をご記

貸出できるのは資料状態が「書架」の図書だけです。雑誌は貸出できません。

入ください。

なお申込時とこちらの処理時とでは時間差があるため状態が変わることがあり

事務処理欄

※貸出上限計 15 冊

ます。処理時に書架にない図書はご送付できませんので予めご了承ください。

↓

1

2

タイトル

利用可能□

著者名

貸出中

請求記号

所在不明□

：

資料番号

タイトル

利用可能□

著者名

貸出中

請求記号

3

：

：

：

所在不明□

資料番号

利用可能□

著者名

貸出中

：

：

□

所在不明□

資料番号

タイトル

利用可能□
貸出中

著者名
請求記号

5

□

タイトル

請求記号

4

□

：

：

□

所在不明□

資料番号

タイトル

利用可能□

著者名

貸出中

請求記号

：

：

□

所在不明□

資料番号

【申込み宛先】
〒112-8606

東京都文京区白山 5-28-20

FAX：03-3945-7330

東洋大学白山図書館

閲覧係

行

E-Mail：mletsuran@toyo.jp

※以下、事務処理欄
受付日

月

日

貸出処理

合計

冊

月

通信欄
返却期限日

※返却処理はこちらに届いてからいたします。
郵送での返却の場合は余裕を持って発送してください。
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◆◆通信用 文献複写・現物貸借利用申請書◆◆ 【別紙２】
太線枠内をご記入ください。
申込日

20

年

月

日

学籍番号

ふりがな

氏名
※利用登録の申込により、申込が受理され次第 OPAC からの文献複写・現物貸借の申込
が可能となります。

～利用に関して～
■複写資料が届くまでに通常 2 週間程度かかりますので、余裕を持ってお申込ください。
■料金については、次のとおりとなります。詳しくは OPAC の「ILL 依頼状況照会」で確認
してください。
1. 学内資料・・・1 枚 40 円＋送料（図書館から本人あての送料）
2. 学外資料・・・依頼先の機関からの請求料金＋送料（図書館から本人あての送料）
■到着、料金のお知らせは、原則として OPAC の「ILL 依頼状況照会」にて行います。
支払方法は、必ずゆうちょ銀行の青色の払込用紙（口座番号

00160-3-190459）を使

用して通常払込をご利用ください。なお、払込手数料は、自己負担となります。
■複写資料は入金確認後に郵送いたします。入金の確認に早くて 2～3 日かかります。
■学内資料は、自宅受取のみです。
■他機関（他大学等）図書館の資料は自宅受取か、大学図書館に出向いて受取か、選択で
きます。どちらで受取るかを、依頼画面のコメント欄に必ず入力してください（例
宅で受取希望、白山図書館で受取希望等）。
【申込み宛先】
〒112-8606

東京都文京区白山 5-28-20

FAX：03-3945-7330

東洋大学白山図書館

E-Mail：mletsuran@toyo.jp

※以下、事務処理欄
処理日

月

日

処理者

T004⇒T003

処理内容
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行

自
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�機関利用の��の紹介状申請書
（通信教育課程
※太枠内をご記入ください。

郵送申込用）
申請日：20

学籍番号

【���】
年

月

）

－

日

ふりがな：

（ユーザ ID）

氏名
TEL：
（

連絡先

）

－

：
FAX：
（

E-Mail：

利用希望図書館
機関名※1
利用希望日
※1

第１希望（

月

日）

第２希望（

月

日）

お探しの資料がどの機関に所蔵されているかは東洋大学 OPAC や CiNii Books（http://ci.nii.ac.jp/books/）な

どでご確認ください。

※以下に利用希望資料をご記

必須記入項目

入ください。

図書：タイトル・著者名・出版社・出版年
雑誌：タイトル・出版社・巻号・年

利用希望資料①

タイトル

□

図書

著者名

□

雑誌

出版社

出版年/月

どちらかにチェック

巻号

ISBN/ISSN※2

利用希望資料②

タイトル

□

図書

著者名

□

雑誌

出版社

出版年/月

どちらかにチェック

巻号

ISBN/ISSN※2

利用希望資料③

タイトル

□

図書

著者名

□

雑誌

出版社

出版年/月

巻号

ISBN/ISSN※2

どちらかにチェック

※2

図書、逐次刊行物の国際標準番号

【申込み宛先】
〒112-8606

東京都文京区白山 5-28-20

FAX：03-3945-7330

以下、事務処理欄
調査依頼

東洋大学白山図書館

行

E-Mail：mletsuran@toyo.jp

処理日

処理者

／

備考欄
紹介状発送

閲覧係

／
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祝・2013年9月期卒業 全学生対象
通信教育部長祝辞
「活哲学」への旅立ちに向けて


通信教育部長  沼

田

良

本日、晴れて卒業という栄誉を手に入れられた皆さん、本当におめでとうございます。通
信教育部を代表して、心からお祝いを申し上げます。この日を迎えるまでには、実にさまざ
まな艱難辛苦がおありだったことと推察します。それらを克服されて卒業にたどり着かれた
皆さんに、深甚なる敬意を表します。
通信教育課程は「いつでも・どこでも」大学教育を受けられるということが最大の特色で
す。通信教育こそがより多くの人々に大学教育を提供する課程であり、ここに創立者・井上
円了博士の建学の精神が直截に具現されています。皆さんはまさにそうした向学心の赴く結
果として、大学の通信教育という困難な道を選ばれました。そして今、見事にそのゴールを
極められたのであります。
ゴールと申しましたが、しかしそれは同時に新しい旅立ちの時かもしれません。かつて作
家の司馬遼太郎が、人は死の直前にこそ人生のなかで最も賢い状態になっているのだと断じ
ました。生涯を通じて学び続けることの意義を、司馬さんらしく分かり易く指摘した名言だ
と信じます。
思えば２年半前の３月11日。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。遅々として進まぬ復興や除染、そして事故後の汚染水管理。
さらにはエネルギー供給、景気低迷、雇用不安、東北地方での過疎化、国際的な金融・財政
危機など、いま日本はさまざまな難問に直面しています。
こうした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。東洋大学は、哲学をすべての学びの基礎とする「哲学の
大学」であります。
そもそも哲学とは真理を追い求める営みであり、物事の本質について正しく考え、その筋
道を的確に弁えることであります。学祖である井上円了先生は晩年に、ご自分の哲学を、生
きた哲学であり同時に活かされる哲学だとして「活哲学」と名付けられました。1917年（大
正６年）
に刊行された『奮闘哲学』と題する最後の著作のなかでのことです。
「余の活哲学は向下門に重（き）を置き、哲学は人生を向上する学という以上は、風俗改良を
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もって自ら任ずべきが当然である。しかしてこの要は有害を除きて有益をとり、死的を廃し
て活動を興し、道徳的活動世界を実現して、宇宙の精神に包有せる真善美の光景を社会国家
の上に開眼するに外ならぬ。」
本学の通信教育課程において学問を修められた皆さんは、必ずや、この困難な時代を正し
く生き抜くことができるでしょう。ゴールを極められた今こそ、
「活哲学」にもとづく生涯学
習への旅立ちです。どうか堂々と胸を張って、これからの人生を歩んでいただきたいと切望
します。今後のご健闘に期待するとともに、人生の旅路が幸多きものであるよう心から祈念
し、門出へのはなむけの言葉といたします。本日はまことにおめでとうございました。


2013年９月21日
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学生代表謝辞


通信教育課程卒業生代表

武

内

敏

子

本日ここに東洋大学を卒業するにあたり、文学部通信教育課程三名、法学部通信教育課程
一名、計四名の卒業生を代表し、謝辞を述べさせて頂きます。
本日は厳粛かつ心に残る式典を挙行して頂き誠に有難うございます。またご多忙の中、大
学関係者の皆様のご出席を賜り厚く御礼申し上げます。
空は高く、ここちよい秋風に心安らぐこの佳き日に卒業を迎えることが出来ましたことは、
私達にとりまして感慨無量の喜びでございます。
私達は、年齢も職業も入学の動機も様々ですが、皆一様に大学教育の場で学びたいという
高い志を立て、期待と不安を胸にこの東洋大学に入学致しました。通信教育故に自学自習の
難しさ、孤独感や挫折感も味わいました。また仕事や家事と勉学の両立に心を砕き様々な困
難を乗り越えて本日卒業の栄誉を賜りました。
これも偏にご指導下さいました先生方を始め通信教育に携わって頂いた皆様のご尽力の賜
物と、あらためて心より厚く御礼申し上げます。
私達卒業生の誰もが、時間を捻出して出席したスクーリングに深い感慨を抱いております。
先生方の熱意あふれる直接講義は学ぶ事の厳しさと、知ることの喜びを肌で感じ、目標達成
のための大きな原動力となりました。また同じ志を持つ友との出会いは、折れそうな心を奮
い立たせてくれました。
私は平成一七年に東洋大学に入学致しました。当時、専業主婦だった私は子育ても終り、
家事の合間に書道や俳句などを楽しんでおりましたが、次第にもの足りなさを感じるように
なり、もっと深く学びたいという気持ちが強くなってまいりました。そのような時、東洋大
学の通信教育案内の中に書道の科目を見つけて一念発起致しました。入学するにあたり、今
は亡き私の恩師が常日頃口にされていた「恥をかくことを恐れていては何もできないよ」と
いう言葉を励みに、たとえ何年かかろうとも必ず卒業すると自分自身に誓いました。
リポートを仕上げる苦労は通信生誰もが同じです。図書館に通い、参考書を何冊も広げ「一
行の文」の意味を捉えるのに何日も考え抜いた事を思い出します。けれども様々な文学作品
や、関連資料などを読み込んでいくうちに、点であった知識が線で繋がり始め、さらに広が
っていくと、苦しみは喜びに変わり深い感動となって返ってまいりました。それは次の学習
へ向かう大きな力となりました。
「哲学をすべての学びの基礎とする」本学で学ぶ中、様々な知識を得るとともに「自ら考え
る力」を培って頂きました。そしてその「考える力」は物事の本質を正しく究めるところま
で掘り下げてこそ真の力を発揮することを理解するに至りました。
今全ての人々が二年半前の東日本大震災からの一日も早い復興を願っております。そして
福島原発の汚染水処理問題が少しでも早く解決に向かうことを願うばかりです。
複雑さを増す現代社会に生きる私達にとって「自ら正しく考える力」こそ、困難を乗り越
え明日への希望に繋ぐことが出来るのではないでしょうか。
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私達は本日卒業し、明日からはそれぞれの目標に向かって歩き始めます。東洋大学の卒業
生としての誇りを大切に、多くの学んだものを今後、職場や地域社会・家庭において活かし
ていきたいと思っております。私は中断していた書道に新しい気持ちでチャレンジ致します。
最後になりましたが、今日までご指導下さいました先生方、大学生活を支えて下さった事
務局の皆様のご健勝とご多幸、並びに東洋大学の益々のご発展を祈念いたしまして私達卒業
生の謝辞とさせて頂きます。
本日は誠に有難うございました。
2013年９月21日
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（順不同
卒業生のことば
（2013年9月期卒業）

敬称略）

※卒業生４名がメッセージを寄せてくださいました。
３年次編入しましたが、卒業に休学を含めて９年間もかかってし
まいました。それでもあきらめなかったのは、学問できる喜び、そ
して多くの方の支えがあったからです。これからは、大学で学んだ
こと、経験したことを社会で生かしていければと思います。
お世話になった先生方、職員の方々、スクーリングで一緒になっ
た皆様、卒業論文をご指導いただいた鴇田先生に、心よりお礼申し
上げます。

小

峰

早

智

卒業の日を迎え嬉しさと同時にようやく勉学に区切りをつけるこ
とができ安堵しています。単位取得には幾つかの高いハードルを越
えなければなりませんが、それに対応して大学はきちんとサポート
体制を整えてくれています。特に充実したスクーリングは何よりも
勉学意欲をかき立ててくれました。先生方の熱意ある講義に夢中で
ペンを走らせ、言葉を交わさなくとも勉学に励む友の姿に勇気をも
らいました。支えて下さった皆様に感謝致します。

武

内

敏

子

歩みは遅かったものの、学習を継続したことで卒業の日を迎える
ことができました。継続することの大切さを改めて実感しています。

高

橋

朱

実

卒論を御指導くださいました石田先生をはじめ、諸先生方、TAの
関様、事務室の皆様、学友達に心から感謝を申し上げます。
やりたい事や学びたい事は沢山あります。
引き続き、前向きに充実した日々を過ごしていこうと思います。

この度、漸く卒業が叶いました。一番の思い出は妊娠中に通った
夏のスクーリングでしょうか？当時、ご協力頂きました先生方、事
務局の方々のお陰で、その後無事に出産もでき、安堵したのを今で
も懐かしく思い出します。その後の子育てと学問の両立はとても大
変でしたが、家族や友人の支えもあり、何とか諦めずに続けること
ができました。
最後に、卒業論文では中村先生に大変お世話になりました。心よ
り御礼申し上げます。
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ご卒業おめでとうございます
2013年９月21日、学位記授与式・卒業式が行われました。
通信教育部では、文学部３名、法学部１名が晴れて卒業となりました。

卒業生と恩師
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TAのしおり
六法の利用法について
（法律学科編）
はじめに
東洋大学通信教育部に在籍している皆さん、こんにちは。法学部TAの廖海濤と申します。
担当している科目は私法・共通総合です。今後ともよろしくお願いいたします。
さて、皆さんがリポートを書く際、テキストはもちろん、参考文献などたくさんの資料を
熟読しなければなりません。そのほかに法学領域に関するリポートを書く際には、
「六法」を
引かなければいけません。六法は法学リポートを作成する際に欠かせないものです。この重
要性を喚起するために、今月のTAのしおりは、六法の利用法について取りあげる次第です。
１．六法とはどんなものか
日本は「成文法」の国です。つまり、法案は法を定める権限のある機関における所定手続
きによって確定され、国会の審議を経て法律として制定されます。通常は、法律が、公布の
日から起算して二十日を経過した日から施行しますが、ただし、法律でこれと異なる施行期
日を定めたときは、その定めによります（法の適用に関する通則法第２条）。
国語辞典は、主要な法律などを掲載している法令集を「六法」と定義しています。この用
みつくり りん しょう

語が最初に使われたのは、箕作麟 祥 博士訳『仏蘭西法律書』
（明治６年発行）のはしがきであ
ると思われます。同書は、ナポレオン法典に収められている民法典・商法典・刑法典・民事
訴訟法典・刑事訴訟法典の五つの法典のほかに、憲法も収めており、それ以外のものは入っ
ていません。ここでは、「六」は数字を表わし、「法」は強制力を伴う社会規範を意味してい
ます。
「六法」は法令集の総称として使用されているのです。
したがって、六法が六つの法を集成しているものであると考えることは正しくありません。
「六法」は、
『六法全書』ともいわれ、成文法の代表としている憲法や国会で制定されている
民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法のほかにも、基本となるべき様々な法を集めて
います。つまり、六法とは広範囲にわたって法規などを収めた書物であり、また特定の分野
に関連する法令が収録されている『教育六法』『知的財産権六法』『スポーツ六法』『保育六
法』
『医事法六法』などとして編纂されるものもあります。法の分野ごとに、法令集に収めら
れる法律の種類や数も異なってしまうわけです。
ただ、六法「全書」といっても、法律や政令・省令などの下級法規がすべて収められてい
るわけではありません。総務省行政管理局が提供しているデータをみると、平成25年９月１
日までに官報掲載されている法令は、憲法および法律が1,894件、政令などが2,438件、府
令・省令が3,552件と、合わせて7,884件あります。初学者がそのすべての法規集をそろ
える必要性はほとんどないのですが、法律を勉強するためには、主要な法律の条文を調べる
道具として、
「六法」が欠かせないものなのです。
一般の六法は、複数の出版社から様々なものが刊行されています。主なものは有斐閣、岩
波書店、三省堂が刊行している六法です。初学者にとっては、特段の理由もしくは授業など
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での指定がない限り、上記の出版社から出版されている小型六法（『ポケット六法』、『岩波基
本六法』
、
『ディリー六法』）を購入するのがよいでしょう。また、六法のなかには、主要な条
文について重要な判例が収録されている判例付き六法もあります。
代表的な判例六法としては、収録法令396件、判例付き法令42件、収録判例数約12,800
件の『有斐閣判例六法Professional』があり、またおよそ同等の法令と判例を収録する、よ
り小型なものとして『有斐閣判例六法』、『岩波判例セレクト六法』、『模範小六法』などがあ
り、法令と判例の収録数の調整に、それぞれの特色がみられます。
なお、大学の定期試験の際、六法の持ち込みが認められている場合でも、通常は判例付き
六法の持ち込みは制限されています。そのため、スクーリングの時には携行しやすい小型六
法、また各自の予習・復習のためには判例付き六法を備えておくことをお薦めします。
２．六法の利用法
冒頭で既に述べたように、日本は成文法の国家ですので、法律は文字により条文化されて、
法典にはその基本的な法令が収録されます。法学リポートを作成する際には、法律条文に照
らして法的論点を論述するので、リポート課題についてどのような法的論点があるのかを学
習する際には、その法的根拠となる条文を参照することが必要です。また「判例付き六法」
には、収録されている法令のほか、条文ごとに判例の要旨が載っており、掲載されている当
該判例について詳しく調べるのに役立ちます。
とりわけ、法律を使って事件を処理する仕事を目指している皆さんは、六法を使いこなす
必要があります。しかし、すべての条文を覚えることは事実上不可能ですし、また条文の文
言を覚えたとしても法を理解したとは言えません。すなわち法を学ぶことは、条文を丸ごと
暗記することではなく、法的思考力を身につけることが大切です。法的思考力とは、法解釈
力および事実認定力です。条文を解釈・適用でき、事件を処理できるということが六法を使
いこなすということです。
具体例を挙げれば、民法の第３条第１項は「私権の享有は、出生に始まる。」と規定してお
ります。ここで「私権の享有」とは、私法上の権利義務の主体となる資格である人（自然人）
の権利能力の始期を定めています。しかし、胎児については、同項で胎児には権利能力がな
いとなっていますが、胎児の損害賠償請求権（民法721条）や胎児の相続権（第886条１項）
等については、出生前に遡って権利能力が認められる場合があります。
法的議論を学習するには、教科書・参考書などを読む際に、そこに引用されている条文を
六法にあたって、全文を読むことが必要です。これはかなり煩わしい作業ですが、条文を正
しく理解するためには欠かせないことです。そして、可能であれば、判例六法により条文末
尾の判例を参照し、個々の判例のなかで、その条文がどのような場合に適用されているのか
を理解することで、法的思考力を養うことができるのです。
参考文献
武藤節義「六法利用法」
『東洋大学法学部

法学部サブテキスト』
（東洋大学法学部、2005年

３月）
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武藤眞朗ほか『法を学ぶパートナー（補訂版）』
（成文堂、2009年12月）
『六法の使い方・読み方』
（有斐閣、2012年10月）
『法律用語辞典
（第４版）』
（有斐閣、2012年６月）


（法学部TA
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海濤）

学友会からのお知らせ
〈白山キャンパス図書館見学会〉へのお誘い
通学生と違って通信教育部学生は図書館を利用するチャンスが少なく、資料の探し方や配
架場所、貸し出し手続きのほか、パソコンの利用法や、係りの皆さんの活動など図書館のし
くみについて、よく分からないことがあると思います。改めて図書館のことについてもっと
勉強してみませんか。
また、９月28日に実施した〈協定大学の図書館見学会〉と関連して、協定大学との図書館
相互利用などの制度についてもお知らせしたいと思います。
ぜひ図書館を更に活用されて論文作成や勉強のために、新入生、在学生、４年生問わずご
参加ください。
記
１．日

時：2013年11月30日（土）13：00～16：00

２．集合場所：２号館１階コンコース（図書館入口）
３．見学箇所：２号館図書館
４．ご 指 導：先輩諸氏
５．会

費：無

料

６．申

込：〒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
○あなたの氏名、学籍番号、連絡方法（電話、FAX、E-Mailなど）をご記入
の上、ハガキ、FAXまたはメールでお申し込みください。
○申込み締切り＊：11月28日（木）消印有効（メール29日（金）午後12時まで）
＊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。
（人数把握のために出欠をとるものです。ご了承ください）
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随 想

映 画 で 哲 学 を ⁈

これまで「オアシス」欄で二回、映画の具体的なシーンを紹介しながら「映画にも文法構

造がある」ことを示してきた。要約すると、映画の各シーンで描かれているのは象徴であり、

意味であること、それゆえ映画という作品の目的やテーマを読み解く方法があるということ

である。また、映画に示されている哲学を平易に解説する本が出版されていることも紹介し

た。さて、今回は映画と哲学の関係にもう少し踏み込んでみたい。

一例として、ケネス・ブラナーが監督・主演し、ロバート・デ・ニーロが「巨人」役で出

演している映画「フランケンシュタイン」
（一九九四年）を取り上げてみよう。多くの人が抱

いているイメージとは異なって、
「フランケンシュタイン」とは体長２メートルを超す「巨

人」を作った若き医者・科学者の名である。その彼がいくつかの死体をつなぎ合わせて蘇ら

せた大男は最後まで名前が与えられることがないため、ここでは「巨人」と呼ぶことにする。

「巨人」は、フランケンシュタインの研究室から外に飛び出すとその醜さと大きさゆえに周

囲から迫害を受けたため、ある農家の納屋に逃げ込む。彼はその納屋に隠れながら次第に言

葉を覚え、自我に目覚め、他者への思いやりを示す一方で、怒りや復讐の感情をもつように

もなる。その「巨人」が自分の〝創造者〟であるフランケンシュタインに会い、
「自分をなぜ

生んだ」
「自分はいったい何者なのだ」と問いただすシーンがある。フランケンシュタインは

それに答えることができない。また、映画ラスト近く、息を引き取ったフランケンシュタイ

ンの傍で泣く「巨人」が「なぜ泣くのか」と問われ、
「俺の父親だった。名前もつけてくれな

かった」と答えるシーンがある。ポイントになるシーンのみをあげているので観ていない人

にはわかりにくいかもしれないが、少なくともこの映画が単にモンスターが暴れまわるだけ
の映画ではないことはわかっていただけると思う。
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では、この映画で「巨人」とは何の象徴なのだろうか。ずばり、人間である。
「巨人」とフ

ランケンシュタインとの関係も人間と創造者（息子と父）との関係そのものである。その意

味で「巨人」は我々を写す鏡なのだ。
「巨人」と我々に共通する本質的特徴は、生まれてきた

くて生まれてきたわけではないし、その外見から才能に至るまで自分で選択したものは何も

ないという点にある。自分ではコントロールできない力（遺伝情報や環境）によって作られ

ているということ、自分のことをほとんどあるいは全く知らない環境の中に投げ出される点

も同じだ。一言で言うと「内なる物語」と「外からの物語」の葛藤という不条理の中に投げ

出されているのである。さらに、他者からの「承認」によって、はじめて自分のアイデンテ

輝 一

あさ くら

こう

哲学

出身

愛知県
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ィティをもつことができるのも共通している。

このように、
「巨人」の意味を問うことで、この映画では「実存（主義）
」や「承認」とい

う哲学の問題が描かれていることがわかる。あるいは、不死と医療を含む科学・技術の問題

として読み解くことも可能だが、ここでは割愛せざるをえなかった。

映画は、言葉で示せば難解な概念が視覚的な像に置き換えられ、感覚的にとらえやすくな

専攻

っている表現方法なのだということを伝えることができていれば幸いである。

法学部准教授

いち

朝 倉

１

オアシス

原

久

日付朝刊）によれば、有権者の ％はインターネ

年齢別の投票率と選挙結果への影響力

ットの情報を参考にしなかったという。

調査（７月

を５ポイントほど下回った。何しろ、日本経済新聞の緊急世論

栗

若者の低投票率と社会
（公民）科の授業

回参議院議員通常選挙が終わった。結果は、事前の予想

ネット選挙解禁と投票率
第

２

なるであろうが、ここでは、第

回衆議院総選挙（投票日２０

ット選挙運動が解禁されたことである。ホームページやブログ、

るい選挙推進協会）
。

もっとも投票率が高い年代は 〜 歳、 ・２％である（全

46

69

歳は

・３％、

〜

歳は ・３％にとどまる。

29

・１％であるから、 代の投票率は 歳

80

〜

体の投票率は ・１％）。やはり、投票率が低いのは若い世代で

65

25

た。動画中継サイトで、候補者の街頭演説を自宅で見ることも

１２年 月 日）のデータで年齢別投票率を確認しておこう（明

やがて、今回の参院選についても年齢別の投票率が明らかに

86

77

40

20

ある。

歳以上の投票率は

35

48

できた。

16

60

24

ネット選挙の解禁で、若者が選挙に関心を持つようになり、

12

20

以上の人たちより低いのである。

80

投票率の向上につながる。選挙前には、この点が期待された。
結果はどうだったか。本稿執筆現在、年齢別の投票率はわか
らないが、全体の投票率は ・６％、前回参院選（２０１０年）
52
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24

フェイスブックなどを活用して、選挙運動ができるようになっ

今回の選挙で特徴的だったのは、何といっても、インターネ

とになった。

通り、自公の勝利、これでいわゆる「ねじれ」は解消されるこ

23

ちなみに、 〜

歳の日本人人口は約６１７万人、 〜
65

歳

69

は７８２万人である。人口の多い 代後半は投票率も高く、人

24

口の少ない 代前半は投票率も低い。投票者数は「人口×投票

60

率」であるから、当然、選挙結果への影響力は高齢者のほうが

政治家の目の向くところ

強い。
３
政治家は、一般に、次の選挙で当選することをめざして行動

心を高めさせ、彼らの投票率を上げることが求められる。

このため、模擬投票の実施など、いくつかの試みが行われる

ようになっている。神奈川県では、今回の参院選に合わせ、県

内の全県立高校が参加する模擬投票が行われた。参加生徒数は、

約４万２千人である。生徒は、事前に選挙制度や各政党の政策

などを学んだ後に、投票を実施している。

これまで、中学校や高等学校の社会（公民）科では、一般に、

民主主義の理念と関わらせながら選挙の授業が行われてきた。

これは、当然、必要なことではある。

しかし、
「だれがコストを負担し、だれが利益を得るのか」
、

する。当選するには、票が必要であるから、当然、政治家の目
は選挙結果への影響力が強い高齢者のほうを向く。その結果、

この問題に日々攻防を繰り広げているのが現実の政治である。

選挙を損得の問題から考えさせる

る。
４

それでは、政治家の目を若い世代へ向けさせるにはどうする
か。言うまでもなく、何らかの方法で、若い世代の政治への関

うになるからであろう。

─くりはら

ひさし・文学部教授─

選挙結果にともなう得失について、多くの人が切実に感じるよ

年齢が高まるにつれて、投票率は上がる傾向にある。これは、

要ではないか。

を、つまり、損得の問題から投票の意義を考えさせる授業も必

これに最終的な決着をつけるのは、やはり選挙である。この点

高齢者に負担を求めるような（高齢者が不利益を被るような）
政策は、避けられるようになる。
たとえば、年金は、物価が上がれば給付額を増やし、下がれ
ば減らすのが、基本的なルールである。しかし、２０００年代
以降のデフレ下でも年金額の引き下げは実施されず、
「もらいす
ぎ年金」の問題が生じた（２０１３年 月から減額実施予定）
。
10
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20

20

〜 歳の医療費については、本来、２割の窓口負担である。
74

しかし、実際には、特例で１割に据え置かれたままになってい

70

オアシス
「津山洋学資料館」
井

上

貴

也

封した。水陸の交通の要地でもあった鶴山（つるやま）を選ん

明治維新以後、明治政府は日本の近代化を図る一環として、

地は、江戸時代に築かれた城下町の町割りを基盤としている。

は、この「鶴山」を改めたとのこと。現在の津山市の中心市街

で城を築き、そのまわりに町を築き上げた。
「津山」という地名

近代的な法制度の確立をめざし、外国法を継受した。特にドイ

また、津山市は戦災を受けていないため、現在でも津山城跡を

はじめに

ツ法やフランス法の影響が顕著である。今回は、日本の近代法

はじめとした古い町並みなどの江戸時代の歴史遺産が多く残さ

一

制度の整備に尽力した人々を追って中国地方の山間の町、岡山

れているのも特徴である。

年の廃城令により天守・櫓などの建物が破却されてしまい、現

津山城は櫓の多い城で有名であったが、一八七三（明治六）

県津山市を訪れてみた。
津山の歴史

一八七一（明治四）年、廃藩置県により、津山は津山県の県

二

勝利し、当時、美作（みまさか）を支配していた備前の宇喜多

庁所在地となったが、一八七六（明治九）年、岡山県に編入さ

在では、天守台・石垣を残すのみとなってしまった。

氏は西軍に属していたため、秀家が八丈島に流され、宇喜多氏

れ、現在に至る。

一六〇〇（慶長五）年、関ヶ原の戦いで、東軍の徳川家康が

は滅亡した。その後、一六〇三（慶長八）年に信濃川中島の海
津城主だった森忠政が一八万六五〇〇石を与えられこの地に入
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している。この地方の先人たちの偉業を後世に伝えるために、

の総称をさす。わが国は江

移植・研究された西洋学術

「洋学」とは、江戸時代に

※

真１）
。

って津山洋学を理解できるように工夫した展示となっていた（写

本の近代化と津山の洋学者」という三つのテーマで、時代に沿

「人体に隠された科学への扉」
、
「世界へと開かれていく眼」、
「日

戸時代、鎖国をしており、

線で一〇分、西新町バス停下車徒歩２分。開館時間：午前九時

津山洋学資料館 岡山県津山市西新町五

海外からの文化の流入は厳

〜午後五時まで（入館は午後四時三〇分まで）
。入館料：三〇〇

究の大家を藩医として登用していた。この二つの家は学術・文

江戸末期の津山藩では、宇田川玄随・箕作阮甫という洋学研

）に、自然法・国際法・憲法学、
ィセリング（ Simon Vissering
経済学、統計学などを学んだ。四年後に帰国し、その講義録を

ぶ。一八六二年に、西周とオランダに留学しライデン大学のフ

三

しき規制されていた。しか

円（一般）
。

法学の発展に貢献した津山の洋学者

津田真道（つだ・まみち）
（一八二九年 ─一九〇三年）

美作国津山藩上之町で生まれた。一八五〇（嘉永三）年に江

１

四

URL http://www.tsuyama-yougaku.jp/top.html

アクセス：ＪＲ津山線津山駅より東循環ごんごバス南廻り

し、鎖国中も主にオランダ
からもたらされていた書物
を通して、新しい科学知識
の吸収が進められていて（蘭
学）
、このような学問の基盤
が開国・維新後の日本の急

化・外交などの幅広い分野で多大な業績を残しており、彼らを

一八六六（慶応二）年に『泰西国法論』と題し四冊、訳出した。

戸に出て箕作阮甫と伊東玄朴に蘭学を、佐久間象山に兵学を学

慕って入門した美作出身者は、洋学を通して社会に貢献した者

これは日本初の西洋法学の紹介となる。

速な近代化を支えた。

が数多くいる。

に参画した。一八六九（明治二）年、人身売買禁止を建議した。

明治維新後は新政府の司法省に出仕して「新律綱領」の編纂

である。建物は「津山洋学五峰（宇田川玄真・箕作阮甫・津田

福澤諭吉、森有礼、西周、中村正直、加藤弘之、西村茂樹ら

津山洋学史料館は、二〇一〇年にリニューアルされた資料館

真道・宇田川玄随・宇田川榕菴）」をモチーフに五角形の形状を
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之町にあり、今は家はなく草むらであったが、生家跡の案内板

説を寄稿した。真道の生家も、資料館から徒歩一〇分ほどの上

と明六社を結成し、啓蒙活動に努めた。
「明六雑誌」に多くの論

ら採用し、
「動産」
、
「不動産」、
「治罪法」
、
「義務相殺」といった

麟祥は、
「権利」
、
「義務」という訳語を中国語訳の万国公法か

おわりに

─いのうえ たかや・法学部教授─

津山洋学資料館編「洋学資料館」一〇号（二〇一三年六月）
。

津山洋学資料館編『素晴らしき津山洋学の足跡』
（二〇〇四年）
。

津山の洋学 ─』
（二〇一〇年）
。

津山洋学資料館編『津山洋学資料館常設展示図録 ─資料が語る

【参考文献】

これからも法学に関する資料館を紹介してゆきたい。

かされた。

町民レベルまで浸透していた洋学の裾野の広さにあたらめて驚

に筆写された蘭文の文法書や医学書が見つかったとのことで、

いを馳せてみた。津山市内の民家の襖の下張りから、幕末ごろ

なった今、静かな中国地方の山間の町で洋学を志した人々の思

インターネットを用いれば海外の法制度を入手できるように

五

任している。

八九（明治二二）年和仏法律学校（現、法政大学）の校長に就

（国家の根本の法）
訳語を新規に創作した。また、 Constitution
を「憲法」と訳したのも箕作麟祥であるといわれている。一八

箕作麟祥（みつくり・ あきよし）
（一八四六年 ─一八九七

が掲げられていた。

２
年）

江戸生まれ。父・箕作省吾が若くして亡くなったため祖父・
阮甫に育てられた。箕作家を家督相続した。一八六七（慶應三）
年、徳川昭武一行に随行し、パリ万博に派遣された。
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学 習 室

古典文法テキスト
『国文法
（日本古典文法論）
』と文法理解

子

であることに気づくようになります。読むごとに「なるほど！」

和

「古典文法」では、小林芳規著『国文法（日本古典文法論）
』

と思い、文法の理解が深まります。このテキストの良さに少し

貝

というテキストを使用しています。これは、通信教育部の印刷

でも気づいたなら、文法に対する理解ができている、というこ

田

教材で、書店で購入することはできません。

このテキストは、小林先生が東洋大学にいらっしゃった時、内

れていますが、その昔、東洋大学の先生でいらっしゃいました。

て書かれています。ですから、同じ文字なのにもかかわらず別

ではありません。古典作品を読むために必要な文法知識につい

「はしがき」にある通り、新しい文法学説を提示したテキスト

とになるかもしれません。

部テキストとしてお作りになったものです。東洋大学通信教育

の品詞・用法である場合など、わかりにくい違いも例文を多く

著者の小林芳規先生は、学界では広島大学の先生として知ら

部「文法」のテキストとして長年使用しています。前任の短期

と、一文だけの単文であることが多いのですが、かなり長い文

用いて解説しています。このテキストの特徴として、多くの用

テキストを開いたことのある方は、非常に難解に感じること

も用例として載っていますので、前後文脈を把握しながら理解

大学教授でいらした宮田裕行先生もお使いで、引き継いだ時に、

でしょう。最近のテキストや参考書はわかりやすく出来ている

を深めることができます。つまり、文法を学びながら、実際に

例が掲載されていることが挙げられます。一般的な文法書です

ものが多いですから、余計に難しく感じるかもしれません。し

古典作品を読み進める練習もできる、ということです。
「古文を

同じように使わせていただくことになりました。

かし、文法がわかるようになると、非常に良くできたテキスト
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読むための文法」を学ぶのに最適なテキストなのです。また、
試験問題を作成する際にも好都合で、文節、単語に分ける問題
や用言を見つける問題など、比較的長い文を使用する必要があ

テキストには「作業手順」として の手順が挙げられていま

すが、その中の主要な部分のみピックアップします。

まず、１、文を文節に分解します。これは、古文を読むため

詞「なし」の文節に分かれます。次に、２、前後の文節との関

の第一の手順ですから問題なく分解できることを望みます。
「何

テキストの中で、特に難しく感じるのは「文節の相互関係」

係を考えます。
「あからさまに」と「聖教の」の文節は切れま

る問題の時に、テキスト内にある文を使うことができています。

の部分かもしれません。ここを巻末「学習指導書」の用例（テ

す。それから「見れば」と「何と」の文節、
「なく」と「前後

となく」の部分が文節に分かれるというのは、気づきにくいか

キスト巻末九頁）
「あからさまに聖教の一句を見れば何となく前

の」の文節も切ります。続けて読んでみると、違和感のあるも

他の問題もすべて、単位認定試験に出題する問題は、テキスト

後の文も見ゆ。」を使って説明します。巻末「学習指導書」は、

のは、区切ると考えて良いでしょう。大切なのは、前の一文節

もしれません。名詞「何」に格助詞「と」がついた文節と形容

おそらくは指導のための手引きのようなものであったと思われ

との関係、後ろの一文節との関係というように、一文節ずつの

内の文を使用しています。

ます。どの単元においても、こちらも併せて参考にすると、理

主語
被修飾

最後に、この二つの連文節をつなげ、一つの文にします。

文節がつながり、
「何となく前後の文も見ゆ」がつながります。

わかります。これで、
「あからさまに聖教の一句を見れば」の連

みると、
「あからさまに見る」と「見れば」の文節に係ることが

れの連文節の一番下の文節「見れば」
「なく」
「見ゆ」につなげて

詞の連用形ですので、どの用言に係るのかを考えます。それぞ

業をこの四つの連文節間で行います。
「あからさまに」は形容動

連文節が成立します。その後、９、に書いてある通り、同じ作

「聖教の一句を見れば」
「何となく」
「前後の文も見ゆ」の四つの

関係を考えるということです。その作業が終わったら、文節内

被接続

連体

被修飾

解が深まるでしょう。
「文節の相互関係」では最終的に、次の形

被修飾

連用

部の連文節を上からつなげます。これにより、
「あからさまに」

接続
被修飾語
被修飾語
連用

述語

式を求めます。

連用修飾語
連用修飾語
連体修飾語 被修飾語

あからさまに−聖教の−一句を−見れば−何と−なく−前後の−文も−見ゆ
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10

「一句」
「文」という体言を中心とした文節であり、上の文節の

語・被修飾語の関係」では、下の文節が「一句を」
「文も」と、

それぞれの文節の関係を角の部分に記入します。
「連体修飾

ながら目で追っていきます。少し引っかかる部分では、じっく

みてください。眺めるのではなく、ゆっくりと、文節に区切り

文法の学習がある程度進んだなら、ぜひ好きな古文を読んで

かずこ・文学部非常勤講師─

りと文法知識を最大限活用して考えてみてください。

─たがい

一番下に連体格助詞「の」があります。
「連用修飾語・被修飾語
の関係」では、下の（連）文節の一番下が「見れば」
「なく」
「見
ゆ」と用言であり、上の文節は連用形「あからさまに」
、副詞的
用法「何となく」、また、上の文節の一番下に連用格助詞「を」
「と」があります。「前後の文も」と「見ゆ」の関係は、上の連
文節「前後の文も」の一番下の「も」から「主語・述語の関係」
と考えます。これは、格関係を表す助詞（例えば「が」など）
が何もない部分に係助詞「も」が入り込んだのですが、単独で
係 助 詞「 は 」
「も」
「こそ」などがある場合は「主語・述語の関
係」と考えて良いでしょう。最後に「あからさまに聖教の一句
を見れば」と「何となく前後の文も見ゆ」の連文節の関係は、
上の連文節の一番下に接続助詞「ば」がありますから、
「接続・
被接続の関係」となります。接続助詞「て」や「と」なども良
く用いられます。
「何となく前後の文も見ゆ」の部分は、関係を
示す用語を省略して記載しましたが、この程度の省略であれば、
試験においてなさっても構いません。以上の作業により、文節
の関係がすべて明らかとなった一つの文が完成するのです。
この作業をすることによって、文法的に正しく古文を読むこ
とができるようになります。文法理解は、
「正確な読み」につな
がるのです。
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学 習 室
連帯債務における相互保証
理論とは何か
深

川

裕

佳

₁ ．はじめに
本稿では、連帯債務の絶対的効力について、連帯債務の構造を相互保証理論に基づいて
説明する。連帯債務の特徴は、①連帯債務者の数に相当する独立した複数の債務の存在と、
②各連帯債務者の負う全部の給付義務の存在、そして、③連帯債務間に存在する主観的共
同目的による結合にあると説明される。一般には、①に関連して、保証債務とは異なって、
連帯債務にはそれぞれの債務の間に主従関係がないということ、また、③に基づいて、連
帯債務者の一人に生じた事由が他の債務者に影響を及ぼすという絶対的効力事由が広範に
認められることが説明される。
ところが、②連帯債務者各自が全部給付義務を負いつつも、その一人の給付によって連
帯債務者全員が債務を免れるということは、連帯債務の基本的な内容であるにもかかわら
ず、①主従関係のない独立した連帯債務を連帯債務者各自が負担するということからは説
明が困難であり、また、たとえ③主観的な共同目的で結びついているという説明をもって
しても、連帯債務のこの基本的な内容を明らかにするのに十分ではない。そこで、理論的
にこのような問題を解決することができるのが、連帯債務の法的性質を説明する「相互保
証理論」である。

₂ ．相互保証理論の基本的考え方
連帯債務においては、連帯債務者の一人が自己の負担部分を超過して弁済をした場合に、
その超過弁済を他の連帯債務者に求償することができるが（民法44２条）
、このような求償
の発生は、当該連帯債務者が自己の債務ではなく、他の連帯債務者の債務を弁済したから
であると理解できる。言い換えれば、個々の連帯債務は、当該連帯債務を負う連帯債務者
─ 15 ─

が最終的に負担すべき割合（負担部分）と、それを超過して弁済した場合に求償できる割
合（保証部分）とから成り立っているのである。そして、この保証部分は、補充性がない
ことから、連帯保証債務として理解される。このように、主たる債務に相当する負担部分
と、連帯保証債務である保証部分の組合せによって連帯債務を理解する点が、相互保証理
論と通説的な理解（連帯債務者は各自独立した債務を負い、その間には、主従関係が存在
しない）との大きな違いである。連帯債務は負担部分（主たる債務に相当）と保証部分（連
帯保証債務に相当）により構成されることが理解できれば、絶対的効力事由を保証部分（連
帯保証債務）の附従性によって説明することが可能になる。
以下では、次のような例を利用して考えていくことにしよう。
［例 １ ］Y １ （負担部分300）、Y ２ （負担部分200）
、Y ３ （負担部分100）が X に600の連帯
債務を負っている。
このような四者間の関係を相互保証理論に沿って図に示せば、以下のようになる。下図
は、連帯債務者それぞれの債務を棒グラフで示すものであるが、①④⑦が負担部分、それ
以外の②③⑤⑥⑧⑨が保証部分となっていて、連帯債務すべてが負担部分と保証部分とか
ら成り立っていることを示している。たとえば、Y １ についてみれば、その連帯債務600は、
①自己（Y １ ）の負担部分300、ならびに、他の連帯債務者の負担部分を保証する義務、す
（⑦ Y ３ の負担部分100を
なわち、（④ Y ２ の負担部分200を担保する）②保証部分、および、
担保する）③保証部分100から成り立つ。
③ Y ３ の保証部分100

⑥ Y ３ の保証部分100

⑨ Y ２ の保証部分200

② Y ２ の保証部分200

⑤ Y １ の保証部分300

⑧ Y １ の保証部分300

① Y １ の負担部分300

④ Y ２ の負担部分200

⑦ Y ３ の負担部分100

Y１

連帯債務600

Y２
図

連帯債務600

Y３

連帯債務600

相互保証理論による連帯債務の理解

３ ．連帯債務の免除
［例 ２ ］前述の例 １ において、X が Y １ に対して、債務全額の免除の意思を表示した。Y １
の免除の意思表示は、どのような効力を生じさせるだろうか。
民法437条には、つぎのような規定がある。
第437条（連帯債務者の一人に対する免除）連帯債務者の一人に対してした債務の免除
は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、そ
の効力を生ずる。
このような負担部分についての絶対的効力はどのように理解できるだろうか。
上記の相互保証理論の図を用いれば簡単である。まず、① Y １ の負担部分300は免除によ
り消滅し、これに従たる保証部分、すなわち、⑤ Y １ のために Y ２ の負担する保証部分およ
び⑧ Y １ のために Y ３ の負担する保証部分が保証債務の附従性によって消滅する。これに加
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えて、全額の免除を受けた Y １ は、自己の負担部分のみならず保証債務も免除された（連帯
の免除）のであり、② Y ２ の保証部分200および③ Y ３ の保証部分100は消滅する。この場合、
保証部分が消滅しても、主たる債務に相当する負担部分は消滅しないことに注意すべきで
ある。そこで、最終的な帰結として、Y １ の連帯債務 ０ 、Y ２ の連帯債務300（④負担部分200
および⑥保証部分100）、Y ３ の連帯債務300（⑦負担部分100および⑨保証部分200）となる。
③ Y ３ の保証部分100

⑥ Y ３ の保証部分100

⑨ Y ２ の保証部分200

② Y ２ の保証部分200

⑤ Y １ の保証部分300

⑧ Y １ の保証部分300

① Y １ の負担部分300

④ Y ２ の負担部分200

⑦ Y ３ の負担部分100

Y１

連帯債務600

Y２

連帯債務600

Y３

連帯債務600

［例 ３ ］前述の例 １ において、X が Y １ に対して、450万円の債務免除の意思を表示した。
このような一部免除の意思表示はどのような効力を生じるだろうか。
連帯債務の担保機能を重視すれば、連帯債務者の一人への一部免除は、他の連帯債務者
にできるだけ影響を及ぼさない方が債権者に有利である。このような考えに立てば、Y １ の
連帯債務のうち、保証部分から免除により消滅すると考えることになる。すなわち、相互
保証理論の図②200および③100からまず消滅し、免除残額の150については、①負担部分の
一部分を消滅させる。そこで、この150の範囲についてだけ、Y ２ および Y ３ に対して絶対的
効力を有することになる（保証部分への優先的充当説）
。結果として、Y １ の連帯債務150
（①負担部分150、②＋③保証部分 ０ ）、Y ２ の連帯債務450（④負担部分200、⑤保証部分150
＋⑥保証部分100）、Y ３ の連帯債務450（⑦負担部分100、⑧保証部分150＋⑨保証部分200）
となる（下図）。
③ Y３の保証部分100

⑥ Y３の保証部分100

⑨ Y２の保証部分200

② Y２の保証部分200

⑤ Y１の保証部分300

⑧ Y１の保証部分300

① Y１の負担部分300

④ Y２の負担部分200

⑦ Y３の負担部分100

Y１

連帯債務600

Y２ 連帯債務600

Y３

連帯債務600

これに対して、連帯債務者が免除の利益を最大限享受するとすれば、免除は、①負担部
分300をまず消滅させ、その範囲で絶対的効力が生じ、さらに、免除残額（150）において
保証部分である②および③を消滅させると考えることになる（全面的縮減説）
。これは、絶
対的効力を最大限に認める考え方である。結果として、Y １ の連帯債務150（①負担部分 ０ 、
、Y ３ の連帯債
②＋③保証部分150）、Y ２ の連帯債務300（④負担部分200、⑥保証部分100）
務300（⑦負担部分100、⑨保証部分200）となる（下図）
。
③ Y３の保証部分100

⑥ Y３の保証部分100

⑨ Y２の保証部分200

② Y２の保証部分200

⑤ Y１の保証部分300

⑧ Y１の保証部分300

① Y１の負担部分300

④ Y２の負担部分200

⑦ Y３の負担部分100

Y１

連帯債務600

Y２ 連帯債務600

Y３

連帯債務600

判例は、これら二つの考え方とは異なって、全部免除があった場合に比例した割合で、
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免除の絶対的効力が生じると考える。すなわち、全部免除があった場合に比例した割合
450

3

3

、この額において、絶対
（ 600 ＝ 4 ）において、① Y １ の負担部分が消滅し（300× 4 ＝225）
的効力が生じる。免除残額（450−225＝225）は、その範囲で、さらに、保証部分②および

③を消滅させる。先に挙げた相互保証理論の図を利用すれば、次のように、より簡単に説
明できる。一部免除は、全部免除があった場合に比例した割合でその効力が生じるのだか
ら、下の図のように、Y １ の連帯債務を縦方向にだけ消滅させればよい。その際は、負担部
分の消滅によって、それを担保する保証部分が消滅することに注意しよう。結果として、
、Y ２ の連帯債務375（④負担部分
Y １ の連帯債務150（①負担部分75、②＋③保証部分75）
200、⑥保証部分100＋⑤保証部分75）、Y ３ の連帯債務375（⑦負担部分100、⑨保証部分200
＋⑧保証部分75）となる。
③ Y ３ の保証部分100

⑥ Y ３ の保証部分100

⑨ Y ２ の保証部分200

② Y ２ の保証部分200

⑤ Y １ の保証部分300

⑧ Y １ の保証部分300

① Y １ の負担部分300

④ Y ２ の負担部分200

⑦ Y ３ の負担部分100

Y１

連帯債務600

Y２

連帯債務600

Y３

連帯債務600

４ ．おわりに
相互保証理論による説明に対しては、学説において批判も存在する。しかし、相互保証
理論を理解しておくことは、連帯債務の絶対的効力を考えるのに便利である。連帯債務の
絶対的効力事由を単に暗記するのではなく、なぜそのようになるのかということを考えて
その内容を理解するために、本稿のような図を活用して実際に教科書などに挙げられてい
る問題を検討していただきたい。
参考文献：浜上則雄「連帯債務の本質と免除」法学セミナー200号（1972年）102−106頁
加賀山茂『契約法講義』
（日本評論社、2007年）358−387頁
─ふかがわ
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『発心集』
「佐国花ヲ愛シテ蝶ト成事」付円宗寺八講考

一、本文

としての完成度が高いうえ、長明の仏教観、芸道観、人生観が多

であるとされている。
『方丈記』ほどの知名度はないが、説話文学

本については、翻刻は数種あるものの、未だ作品全体の本文の解

れる慶安四年版本である。これに対し「異本」とされる神宮文庫

発心集』に収められた本文であろう。この底本は「流布本」とさ

注２

現在入手しやすい『発心集』は、新潮日本古典集成『方丈記・

彩に披瀝される魅力的な作品である。
『説話文学辞典』の項目執筆

釈を行った研究・注釈書は出ていない。そこで本節ではまず神宮

『発心集』は鴨長明（一一五五〜一二一六）が著した仏教説話集

者志村有弘氏は「長明の心の遍歴を知る上においては重要な意味

文庫本の本文および校異を掲載し、慶安四年版本との異同につい

ついては、
『発心集〈異本〉
』
（古典文庫）に提示された「校異」を

注１

を持つ」ことを認め、「『方丈記』と比較しても六か所にわたる同

て特に検討を要する点を挙げる。なお、同一系統の素行文庫本に

小稿では『発心集』巻一─八「佐国花ヲ愛シテ蝶ト成事」読解

確認したところ、異同は捨て仮名、送り仮名の有無のみであった

注３

文といってよい箇所」がある点を指摘している。
の基礎作業として、本文を検討した上で、
「円宗寺の八講」につい

ため、ここでは取り上げない。また『史籍集覧』二三収載の平仮

注４

て考察する。

名本は慶安四年版本と同系統であり、本話では解釈上問題となる
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（四十六）

（四十七）

ニ洒キ侍ルトゾ語リケル。亦六波羅寺ニ 住僧アリ。仏性房

（五十二）

（五十四）

（五十一）

点は特にないと判断したため、これも対象外とした。神宮文庫本

ト言ヒケル者 年来道心深カリケレド橘ノ木ヲ愛シケル聊カ

（五十三）

（五十六）

（五十）

の本文に傍線を付し、本文の後にまとめて慶安四年版本の異同を

執心ニヨリテ蛇ト成テ彼ノ木ノ本ニ 住ミケル。委クハ伝ニ
（五十五）

（四十九）

示した。なお、振り仮名は後世に付加された可能性が高いため、

有リ。加様ニ人ニ知ラルヽホトノ執心ハ希ナリ。都ヘテ一念

（四十八）

翻字は割愛した。以下、神宮文庫本は（神）
、慶安四年版本は（慶）

ノ妄執ニヨリテ悪身ヲ受ケン事ハ果テ疑ヒ无シ。誠ニ恐レテ
モ恐ルヘキ事也。
○慶安四年版本校異

ヒ

と表記する。
神宮文庫蔵本 本文
佐国花ヲ愛シテ蝶ト成事

（一「
） ニ時マツ程」 （二（
） ナシ） （三「
） 且ク立入タリケルガカクテ

（一）

或人円宗寺ノ八講ト言事ニ詣リタリケル時ニ待程良久シカリ

） ナ シ ） （ 五（
） ナ シ ） （ 六「
） 木共ウヘテウヘニ」 （七）
其 」 （四（

（五）

（九）

（十三）

（十八）

（二十七）

（二十三）

（四）

ケレハ其アタリ近キ人ノ家ヲナン借テ其家ヲ見レハサモアル

「水」 （八（
） ナシ） （九「
） タリケリ」 （十「
） 見ヘタリ殊」 （十一）

（八）

（十）

（七）

（三）

ヘキ様ニ作レル家ノ最ト広クモアラヌ庭ニ前栽ヲエモイハズ

「事」 （十二「
） 様ノ」 （十三「
） ヘテ」 （十四「
） 出デヽ此事ヲ」 （十五）

（十七）

（十一）
（十二）

（二）

植テカリ屋ノ構ヘヲシツヽ聊カ籠ヲ組カケタリ。色々ノ花数

「リ」 （十六「
） ジノ」 （十七「
） 是ハ」 （十八「
） 非」 （十九「
） 心」 （二

（六）

ヲ尽シテ 錦 ヲウチヲヽエルガ如ク見ル枝ニ様々ナル蝶イクラ

） リ」 （二十二「
） ヲノレ」 （二十三「
） ル」 （二十
十（
） ナシ） （二十一「

ニシキ

ト モ 无 ク 遊 ヒ ア ヘ リ。 其 様 有 難 ク 覚 エ ケ レ バ 態 ト 主 ヲ 喚
（十五）

（二十六）

（十九）

） フカク花」 （二十六「
） 折」 （二十七「
） テ」 （二十
四「
） 彼」 （二十五「

（十四）

（二十二）

（十六）

出シテ問フ 。主シ 云様。是 等閑ノ事ニモ侍 ス。思フ所 有

） 且ハ」 （三十「
） 其心ザシヲバ」 （三十一）
八「
） ビ侍リキ」 （二十九「

（二十一）

（二十五）

作レリ。

（三十一）

「ニモ」 （三十二（
） ナシ） （三十三「
） 国」 （三十四「
） ナムド」 （三十

ハ佐国ト申シテ人ニ知レタリシ博士

（二十）

テナ ン植テ侍ル 。我
（二十四）

（三十）

ノ子ニテ侍リシガ父世ニ侍シ時花 ヲ興シテ時 ニツケツヽ
（二十九）

） 会」 （三十七「
） シク侍シ」 （三十八「
） ルト見
五「
） ツレバ」 （三十六「

（二十八）

是ヲ玩アソブヨリ外ノ事ハ侍ズ。シカレバ其 詩モ

） ヲ」 （四十「
） レ」 （四十一「
） 唯花」 （四十二「
） 侍レ
タル」 （三十九「

（三十四）

（三十三）

年 六十余歳 見レトモ未タ ス飽。他生ニモ定メテ花ヲ愛ス

） アマツラ」 （四十四「
） ナムド」 （四十五（
） ナシ） （四
バ」 （四十三「

（三十二）

ル人タラン。ナド作リ置テ侍レハ自ラ生死ノ余 執ニモヤ罷

） 幸仙」 （四十八「
） 者ハ」 （四十九「
） ルガ」 （五
十六「
） ノ」 （四十七「

（三十七）

（四十）

（四十三） （四十四）

（三十六）

リ成リケント疑ヒシ程ニ在ル者ノ夢ニ蝶ニ成テ侍リシ由

） 彼」 （五十二「
） ニゾ」 （五十三（
） ナシ） （五十
十（
） ナシ） （五十一「

（三十九）

レ
（三十五）

シ見ヘタルト語リ侍シカバ罪ミ深ク覚テ然ハ若シ是レ等ニモ

） 一々ニ」 （五十六「
） ル」
四「
） 念々」 （五十五「
（四十二）

（四十五）

（四十一）

（三十八）

ヤ迷ヒ侍ラントテ心ノ及程植ヘテ侍ル也。其レニトリテ花

計ハ猶不 飽
カヤ思ヒ給ハントヲモヒテ甘蔗蜜ナドヲ朝タ 毎
レ

─ 17 ─

（籠）の用例をみると、

名語記〔１２７５〕四「このころ流浪の行人のせなかに負た

○異同について
「庭ニ前栽ヲエモイハズ植テ」が（慶）では「庭前栽ヲ
（六）（神）

る籠をかこおひとなつけたり、かこ如何。かはくらの反、こ

対の前を南に向かって流されるが、その遣水の上流から向か

に散見する。寝殿造系庭園では、北方から導かれる遣水が東

第宅の前庭に植えられた樹木をいい、
「坪前栽」の描写は史料

である。同書「こ【籠】
」の項目は「竹や植物の蔓（つる）、針金

らすると、名語記の著者経尊は「籠」を「こ」と読んでいたはず

も引用の名語記では「かこ如何」
「こは籠也」としているところか

（カゴ）
は籠也。蔵籠也」
、日葡辞書〔１６０３〜０４〕
「 Cago
とあり、
「籠」を「カゴ」とよむ用例は一二七五年まで降る。しか

注５

ヱモイハズ木共ウヘテ」であるが、前栽については、
『平安時代史

って右側、寝殿前庭寄りあたりに、高木や中木を植えず、草

などで編んだ器物の総称。かご」として『日本書紀』以来の用例

事典』に次のように説明されている。

花を主として栽培した区域が前栽で、その間ところどころに

を載せ、平安時代以降は「伏籠」の意味が加わっている。語源と

コム（籠）の義。ケ（笥）に通じるか〔東雅・大言海〕
。

小松などの低木を交えることはあるが、いかにも自然の花畠
前栽と呼ぶ地方が多い。平安後期から鎌倉初期ごろに京都の

ほか、数種が掲げられており、
「こ【籠】
」と「こむ【籠】
」は同

しては、

公家衆ではそう呼んでいたようである。平安後期にまとめら

源であるとの指摘がある。ほかに同書「かご」には山口県豊浦郡

の趣に造られることが多い。
（中略）西日本では庭園のことを

れ、巻末にのち京極良経の署名のある庭園の伝書は、今では

対して（神）には不自然なところがない。

共」と重複し、庭の意であれば直前の「庭」と重複する。これに

たことになる。しかし、
（慶）は「前栽」を樹木の意にとると「木

体を指す場合とがあって、長明の生存時にはどちらの用法もあっ

（項目執筆 森蘊）
栽秘（訓）抄』として出てくる。 
すると「前栽」は大きく分けて、前庭の低木を指す場合と、庭自

祈願すること」がある。古訓は「コ、コム、コモル、メグル、ノ

る、内に入って守る、籠城する、こもり、神社・仏閣に宿泊して

なかに含まれてゐる、家中に居て出ない、仏閣に止宿して記念す

竹製の器具」
、日本の用法で「こもる、しのぶ、かくれる、ものの

軸、こめる、かねすべる、包括する、草の名、しめる、うるほふ、

「かご、えびら、車の
また、
『大漢和辞典』の「籠」の意では、

の方言として「かやぶきの棟を巻く二つ折りのわら」を指すとあ

（七）・（八）（神）
「 籠 ヲ 組 カ ケ タ リ 」 は、 仮 屋 に 籠 を 組 ん で 掛 け 渡

「籠」
ルナリ、オグラシ」とあり、元来カゴを指す字でありながら、

『作庭記』として知られているが、
『本朝書籍目録』には『前

す。仮屋は仮に作った家、小屋。
「籠」は本文には「カゴ」の振り

を「こ、かご」とよみ、いわゆる器を指すだけでなく、日本では

注７

注６

り、
「籠ヲ組カケタリ」に通じるか。

仮名があるが、『日本国語大辞典』第二版（小学館）の「かご」
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健説）、コムはコメ（籠目）の義（名言通）とされる（
『日本国語

（現代は「こめる」）であり、その語源は「コ（濃）の義（大島正

の言葉がこの意味にあたる。この「こもる」の他動詞は「こむ」

「こもる、めぐる」等の意味をも持っていた。
「参籠、籠城」など

（慶）
「水ヲカケタリケリ」は当然「花」に対してであり、一応意

「仮屋の構えを作ったところに、籠を組み掛けてあった」となる。

風よけ、寒さよけができる温室のようなものと考えられようか。

って、ここは現代語としてのカゴよりも少し広義に捉え、日よけ、

化されている。するとやはり庭を眺めた瞬間に目に映ったままの

味は通じるが、直前の「仮屋」との関係が希薄である。加えて、

いとくだ、竹竿、木の枝、かご、竹かご。

情景を伝える段階であるこの部分は、仮屋の説明である方がふさ

大辞典』）。この「籠目」、すなわち「うちひもなど竹籠の目のよう
・筳
まこも、しとね。古訓はコモ、クミ、クミク。

わしい。

描写は遠景から徐々に庭の前栽→仮屋→花→花に遊ぶ蝶へと焦点

・蔣
まこも。（むしろを編むのに用いる）
。かみつぐさ。わが国

に編んだもの」から連想される語をみると、

・菰
こ

ことが可能であり、
「如ク、見ル枝毎ニ」あるいは「如ク見ヘタ

難い。双方を併せてみると（慶）の「殊」を「毎」に読みかえる

「見ル枝」
、
（慶）
「見ヘタリ殊」ともにやや意味が通り
（十）（神）

・箛

むしろ、たかむしろ、座席、しきもの。古訓はムシロ、シ

ではこも、むしろの意味に用いる。古訓はコモ。
・筵
・藉

むしろ、おおきなむしろ。古訓はおほきなり

たがやす、かりる、かす、しきもの。

（二十六）（慶）
「折ニツケ」が正しい。

名で「トコロ」とあった「ト」の写し誤りか。

（十九）（慶）
「思フ心」は意味の重複。
（神）
「所」とあるべき。仮

リ。枝毎ニ」と解しては如何か。

・蓆

すすめる、そなえる、たてまつる、そなえもの、しく、し

キモノ、ホビコル、ナガムシロ、スダレ。

・薦

意味上は「歳」の方が適切。佐国の漢詩が元となってい
（三十三）

（四十二）（慶）息子が死後の父の感情を自己の体験のように「ア

きもの、いたる、よもぎの一種、こも、しきりに。古訓はコモ、

といった「むしろ、しきもの、こも」などは「籠」との関連が深

カズ侍レバ」とするのは不自然。
（神）
「猶飽カズヤ思ヒ給ハン」と

る。ただし「回」とあるべきか（後述）。

く、また「菰」の草書体と「籠」の草書体の近似性なども考慮す

推し量る表現が良い。

クサ、ノブ、フサク、アク、コモフサ、タテマツル、ススム、

ると、「菰」の誤写の可能性も思い浮かぶが、本文の「組カケタ

（五十一）（神）
（慶）形容動詞「聊カナル」などとあるべきか。

（三十六）（神）
「余執」
。
（慶）
「会執」の用例は見当たらない。

リ」という接続を考えると「組籠」の語がある通り、やはり「籠」

（五十四）「念々」は一つ一つの思いを指す。ここは二つの逸話と

ムシロ、カサス（ヌ）。

とあるべきである。対して「菰」は「編む」ものである。したが
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も「花」への執着、
「橘の木」への執着を主題としているため、た

円宗寺の八講は例年一二月に行われるものであるから、
『発心集』

しかし本話の「八講」について問題視するものもある。すなわち

・法華八講。ここは北京三会（
「天台三会」とも）の一つで、延

る。

にあるような、花が咲き乱れる光景にはなり得ないとの指摘であ

だ一つの執心、一心に思うことを指す「一念」がふさわしい。
こうして比較すると、善本とは言えないながら、これまであま
り顧みられなかった神宮文庫本の重要性も考慮する必要があるこ
とが分かる。

久四年に勅命により円宗寺ではじめられた法華会をさす。
『法

華経』八巻を講讃する行事。十二月二十五日より五日間行わ

＊円宗寺の法華会は年末なので花の季節と合わない。が、こ

二、円宗寺の八講とは
本話の冒頭に「或人円宗寺ノ八講ト言事ニ詣リタリケル」とあ

の地は、その昔、清原夏野が営んだ山荘の花園にちなんで「花

れたが、文永五年（一二六八）頃に絶えたらしい。
り、
「或人」の体験として本話が語られるのであるが、この季節は

園」の名があり、その点ではこの話に似つかわしい。

（新潮日本古典集成 頭注）

・円宗寺の八講は、延久四年（一〇七二）十月二十五日、後三

いつなのであろうか。円宗寺は後三条天皇の御願寺で、もともと
慶供養の式「円明寺供養式〈後改円宗寺〉
」が『朝野群載』巻二に

条天皇の勅命により始められたもので、その時の講師表白が

円明寺という名称であったことは有名である。源経信が作った落
残り、その末尾には「延久二年十二月二十六日壬午供養之後改号

く講師をつとめた三井寺の頼増のために代作したものと思わ

現存する（
『表白集』巻十）。作者は大江佐国であり、おそら

八講というと、平安鎌倉時代の文学作品に著名なのは、やはり

れる。その本文中に「始行春講最勝之妙文、祈国家於万年、

円宗寺」とある。
法華八講である。梁瀬一雄も本話の脚注で法華八講であると解説

注９

秋演法華之実語、救群類於六趣之御願。」とあるように、
『発

心集』に言う八講とは、春に催される最勝会である。

している。
円宗寺は後三条天皇が延久二年（西暦一〇七〇年）に御創建
になった寺で、山城国葛野郡花園村にあった。南都の三会に

寺の立地がもと「花園」であるという由来からの連想によって解

（佐藤道生氏）

新潮日本古典集成の解説は、八講と花の季節との矛盾を、円宗

勝の二会は此の寺で行はれたが、中世以後廃寺となり、会も

消しようとする。また佐藤氏の論では佐国は円宗寺最勝会の表白

対して、北京の三会（法華・最勝・大乗）があり、法華・最
中絶した。ここに云ふのは法華八講のことであらう。
（
『鴨長

を作ったことに加えて、春に最勝会を行ったことから、本話の「八

注８

明全集校注』）
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講」は最勝会を指すと考証されている。

から鴨長明生存の時期の円宗寺の法会開催の記録を確認してみた

表は、古記録上にみえる円宗寺の法会を表記別に提示したもの

ところ、次のような結果が得られた（稿末付表参照）。

会でも可能性はあることになるか。確かに、佐国が最勝講の表白

である。①は記録中の表記が「法華（花）会」とあるもの、②は

無論ただ「八講」としかないのであるから、法華会でも、最勝
の作者となったこと、その表白に「始行春講最勝之妙文」
「秋演法

円宗寺では佐国存命時以降も『国史大辞典』の記載の通り、恒

「最勝会」
、③は「
（御）八講」と表記されるもの、④「修正」
、⑤

が咲いているといえば通常は春を思い浮かべるものであり、春に

例の法華会、最勝会が行われていた。ただし、法華会は辞典の記

華之実語」とあることからすると、春は最勝講会であり、八講の

円宗寺の八講があるのであれば、そちらを比定しようと思うのは

述の通り一二月中旬であるが、最勝会の方は五月ではなく、この

「修二月」
、⑥その他、である。

当然のことである。しかし一方で、梁瀬が注釈したように、八講

時代には二月中旬であったことが、今回の調査で判った。つまり

これが円宗寺の法会について一般に知られる所であり、これま

かけている。ここからはまだ花は盛りではない様子が窺える。す

二月、いたずらに時が流れていくが、草や花の香はどうかと気に
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説話を連想しやすい。仮に最勝会の表白との関係がなくても、花

といえば法華八講であるという可能性を考慮しなくても良いのだ

最勝会はたしかに春の行事であったのである。

注

「円宗寺」
ろうか。念のため、辞典類を確認すると、
『国史大辞典』

花は説話本文「錦ヲウチヲヽエルガ如ク」という程に咲き乱れ、

しかし最勝講の開催が例年二月中旬であるとなると、この時に

当寺では延久四年十月より最勝・法華両会を勅修。のち最勝

蝶が飛び交うような情景は果たしてあり得るのだろうか。佐国の

項の後半では次のようにある。
会は毎年五月十九日より、法華会は十二月二十五日より、各

詩をみても、花の詩が見えるのは主に三月以降である。佐国の「閏

での注釈、考証の理解と大きな差はない。ただし、最勝会の開催

ると一二月の法華会よりは、たしかに最勝会の方が花はあろうが、

余二月漸蹉跎景物芳菲又若何」
（「春日独居詠」
）という句では、閏

はここには「毎年五月十九日」とあり、この解説が事実であると

実はもう一つ、増えた法会があったことが判った。表③にあた

やはりいま一つ、説話の情景との一致が感じられない。

ではなく冬ということになるが、これは表白の文言であるから、

「今日円宗寺例御八講終〔始ヵ〕也」とあり、
「例」としているか

るが、実際の開始はもっと早かったはずである。この日の記述に

るものである。表では寛治六年（一〇九二）五月五日が最初であ

そこで、常識はさておき、改めて古記録によって、佐国存命時

はこれ以上のことは分からない。

春と秋とを対比する修辞と解するべきか。いずれにしろ、辞典で

すると、厳密には季節は春ではなく夏である。同様に法華会も秋

会として尊重された。

五日間行われる例となり、法勝寺大乗会と併せ、天台宗の三

注注

九六）五月七日条の記載から判る。すなわち「今日後三条院御国

あったのである。そして増えた事情は、
『中右記』永長元年（一〇

らである。つまり、五月初旬に「恒例」として行った法華八講が

切なのであろう。

や常識に囚われず、やはり史料を一つ一つあたってみることが大

鴨長明の姿勢や編纂意図の解明につながるはずである。思い込み

こうした些細な事実の解明を積み重ねることが、
『発心集』編者

であった。これらの表記の別は、日記の記主が変わっても混同し

場合には、円宗寺についてはすべて五月初旬の国忌としての法会

勝会」との表記に固定されている。そして、③「八講」と云った

されているということである。同様に、二月の法会はみな②「最

一二月下旬の恒例の法会は①「法華（花）会」という表記に限定

の名称の表記別にまとめたものであるが、ここから分かることは、

指摘すべきは、名称の問題である。先にも触れた通り、表は法会

にあたり、花盛りというには二月よりはずっと相応しい。加えて

「国」は「回」と字体の近似による誤写と推察される。するとつま

てみると、
（神）一文字目の「年」は蛇足であり、また（慶）の

後もきっと花を愛する人となるに違いない）である。原拠が判っ

きたが、まだこれで十分だと思ったことはない。生まれ変わった

年未飽花」
（わたしは年老いてすでに六十余回の春を重ね花を見て

花
人 逐
に収められた佐国の句「六十余回看未 レ飽 他生定作 愛
二
レ
一

注では「出典未詳」としているが、原拠は『新撰朗詠集』の「花」

定メテ花ヲ愛スル人タラン」については、新潮日本古典集成の頭

） 年六十余歳見レトモ未タ飽カス。他生ニモ
ところで、（三十三「

三、詩句

忌、依例円宗寺有御八講」という文言であるが、円宗寺は後三条
天皇の御願寺であったところから、後三条天皇（一〇三四〜一〇
七三）が崩じた五月七日の国忌に合わせて円宗寺で法華八講を行

ていないから、
「円宗寺の八講」と言えば当時の人にとっては五月

り、この佐国の話全体が、朗詠として人口に膾炙したであろう句

したがって、この時「錦を覆ったように」花が咲き蝶が舞うのは

の、後三条天皇の国忌として五月の初めに行われた八講であった。

いるから、これについては佐国の誤りとは言えない。さらに同書

との意にも用いる」とされ、
『白氏文集』以来の用例を紹介されて

によれば「
「多生」と混同されて輪廻して何度も生死を繰り返すこ

注注
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うようになっていたのである。季節は夏であるが、現在の六月頃

の国忌としての八講であったのである。よってこの点については

を元として、それが説話化したものということができそうである。

注

次のように結論する。

可能なのである。つまり大事なことは、当話については『発心集』

には「
『柿本講式』
「 就 中 或 所 に 云、 花 を 愛 す れ ば 蝶 と 成 て 春 の 野

なお、
「他生」については、柳澤良一氏の『新撰朗詠集全注釈』

が現実離れした記述をしたと考える必要がなくなったという点で

に飛、水を愛すれば、魚と成て秋の淵に遊といへり。しかのみな

注

ある。

すなわち、説話の「八講」は、いわゆる北京三会の一つとは別

注注

窺われる。

のまま和歌に詠み変えたものであり、この朗詠の影響の大きさが

ける」等を余説に挙げられている。特に西行の歌は佐国の句をそ

みけるに〉春ごとの花に心をなぐさめてむそぢあまりの年をへに

るべし」や、西行の家集『山家集（聞書集）
』
「
〈花の歌十首人々よ

るがごとくなり。是等の執心にこたへば、先霊の出離も疑おほか

であったかと言えば、前掲の新潮日本古典集成の注にもある通り、

言として享受されていった。すると、何故説話の場が円宗寺八講

ろうか。その一方でこの句は『柿本講式』のような形で法会の文

の視点で捉え直し、説話として仕立て直したとは考えられないだ

生源は「或人」で、この人物が仏教者であり、佐国の句を仏教者

る。この点に着目すると、以下は想像の域を出ないが、説話の発

しかしそうであれば、佐国の男子の名がないのが不自然にみえ

はないことになるから、少なくとも長明が創作した話であると考

『新撰朗詠集』の成立については一一三五年以前との説があり、

当地が「花園」で、その花盛りの時期に行われる「八講」が、花

らず彼佐国が「多生にも定て花を愛する人たらん」といひ、大輔

遅くとも撰者藤原基俊の没年一一四二年には成立している。つま

を愛した佐国の逸話として最もふさわしい空間と時間であったか

えるべき要素はないようである。

り、長明が生まれる一〇年以上前には世に出ていたと考えられる。

らということになるのかも知れない。

が「雲となりなん世なりともたちはかくさじ秋の夜の月とちかへ

ということは、
「六十余回…」の句は、長明に影響を与えた人物で

注

あり、
『発心集』の中にも説話を取り込んでいる西行が和歌に詠み
直した句であり、あるいは長明の音楽の師である中原有安が誦し

本〉
』簗瀬一雄編、古典文庫、一九七二年六月、
『鴨長明全集』

底本は神宮文庫本の影印であり、翻刻に際して『発心集〈異

一九七六年一〇月

新潮日本古典集成『方丈記・発心集』三木紀人校注、新潮社、

一九七八年第五版

１『説話文学辞典』長野嘗一編、東京堂出版、一九六九年初版、

３

２

たであろう朗詠の句である。長明にはことさら印象深い句であっ
たのではなかろうか。
おわりに
あるじ

大曾根章介、久保田淳編、貴重本刊行会、二〇〇〇年五月を

当話の「 主 」は「佐国ト申シテ人ニ知レタリシ博士ノ子」と名
乗っている。佐国には通国、家国、敦国、政国らの子が知られて

４ 『史籍集覧』近藤瓶城編、近藤出版部、一九〇七年再版

参照した。

〇才とある）であり、長明が生まれた一一五五年の四三年ほど前

５ 『平安時代史事典』古代学協会・古代学研究所編、角川書店、

いる。嫡子通国の没年は一一一二年（『中右記』五月二二日条、六
と考えると、この間に「或人」が入れば事実として不可能な話で
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一九九四年四月
６ 『大漢和辞典』諸橋轍次著、大修館書店、修訂版第一刷、一九
三五年六月
７ 『類聚名義抄』正宗敦夫編、風間書房、一九五四年五月
８ 『校注鴨長明全集』簗瀬一雄編、風間書房、一九六四年六月
佐藤道生「大江佐国、花を愛し蝶となること─佐国伝の考察

11

９
─」
『国語と国文学』六八巻一一号、東京大学国語国文学会、
一九九一年一一月
『国史大辞典』国史大辞典編集委員会編、吉川弘文館、一九七

九〜九七年
柳澤良一『新撰朗詠集全注釈』新典社、二〇一一年二月（底

本は梅沢彦太郎旧蔵鎌倉末期写本、東京国立博物館現蔵、重
に同じ。

要文化財）
注

─さくらい りか・文学部非常勤講師─
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10
11
12

付表

円宗寺の法会

①「法華会・法花会」
和暦
寛治2閏10.24
寛治4.12.19
寛治6.12.14
寛治6.12.22
寛治7.12.16
寛治7.12.21

西暦
1088
1090
1092
1092
1093
1093

嘉保1.12.20

1094

嘉保1.12.22

1094

嘉保1.12.26
嘉保2.12.16

1094
1095

嘉保2.12.21

1095

嘉保2.12.25
永長1.12.24
承徳1.12.20
承徳2.12.18
承徳2.12.20
康和4.12.20
康和4.12.21
康和5.12.17
康和5.12.19
長治1.12.25
長治2.12.29
嘉承1.12.17
嘉承1.12.21
天仁2.11.26
天仁2.11.26
天永3.11.25
正治1.12月
正治2.12月
建仁1.12月
建仁2.12月

1095
1096
1097
1098
1098
1102
1102
1103
1103
1104
1105
1106
1106
1109
1109
1112
1199
1200
1201
1202

建永1.12.20

1206

建永1.12.24

1206

承元2.12.15

1208

承元2.12.18
承久1.12月

1208
1219

本文・出典
円宗寺法華会始、例十二月有此事
自今日円宗寺法花会初也
被定申円宗寺法華会僧名
御仏名初、并円宗寺法華会始〈上卿左兵衛督、右少弁有信〉
治部卿・左大弁於仗座定申円宗寺法花会僧名〈来二十一日云々〉
円宗寺法花会初、上卿右衛門督公実、右少弁有信行事
先於仗座有円宗寺法花会定、左少弁有信書僧名、江中納言為上卿、日時勘問
〈来二十三日者〉
今日円宗寺法花会始也、
〈五个日、
〉
、上卿江中納言、行事左少丞有信、講師増
珍闍梨
今日法花会終者
定申円宗寺法花会僧名
今日円宗寺法花会始、行事左少弁有信、上卿治部卿通俊卿、今年竪義二人、
去年無竪義、仍有二人也
今日円宗寺法花会終也、牛一之後退出
今日円宗寺法花会始也、〈上卿治部卿、行事左少弁有信〉
今日被行円宗寺法花会、〈治部卿・権右中弁行之、講師永清〉
左衛門督卿被定申円宗寺法華会僧名・日時
円宗寺法花会始云々、〈五个日〉
今夕有円宗寺法華会僧名定、上卿藤中納言仲実卿、右中弁長忠朝臣行事
今日円宗寺法華会始也
被定申円宗寺法華会之僧名等
円宗寺法華会始云々
今日円宗寺法華会始、上卿藤中納言、行事右中弁長忠朝臣、当日定僧名
円宗寺法華会結願
被定申円宗寺法華会僧名、来二十一日者
今日円宗寺法華会始、上卿新中納言顕通卿、行事右中弁長忠
円宗寺法華会僧名定也
円宗寺法華会僧名定也《殿暦》
今夜円宗寺御八講初也、上卿新藤中納言《殿暦》
〈今月事〉円宗寺法花会《猪隈関白記》
〈今月事〉円宗寺法花会《猪隈関白記》
〈今月事〉円宗寺法花会《猪隈関白記》
〈今月事〉円宗寺法花会《猪隈関白記》
今日円宗寺法華会始之、上卿新中納言親経（中略）行事弁左少弁盛経持来之、
披見了返給《猪隈関白記》
外記持来円宗寺法花会見参〈入筥〉見了返給《猪隈関白記》
右少弁宣房持来円宗寺法花会日時・僧名（中略）上卿右衛門督隆衡卿云々、
法花会今月十八日《猪隈関白記》
今日円宗寺法花会始云々《猪隈関白記》
〈今月事〉円宗寺法花会〈五日〉
《猪隈関白記》

②「最勝会」
応徳2.2.19
寛治5.2.16
寛治6.2.15
寛治6.2.19
寛治6.2.21
寛治7.2.16

1085
1091
1092
1092
1092
1093

寛治7.2.19

1093

最勝（円宗寺）会始了、上治部卿伊房（藤原）
《後二条師通》
円宗寺最勝会僧名定
中納言殿被定円宗寺来〔十〕九日最勝会僧名
今日円宗寺最勝会初〈右少弁重資、当講慶源〉
円宗寺最勝八講、行事外記義資也《後二条師通》
定申円宗寺来十九日最勝会僧名
円宗寺最勝会始、上卿右衛門督公実卿、行事右少弁有信、当講斉尊闍梨〈薗
城寺、従今日五ケ日、式日也〉
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嘉保1.3.5

1094

嘉保1.3.29

1094

嘉保2.2.15

1095

嘉保2.2.19
永長1.2.15
承徳1.2.9
承徳1.2.19
康和4.2.14

1095
1096
1097
1097
1102

康和4.2.19

1102

康和5.2.14
康和5.2.14
康和5.2.19
長治1.2.18
長治1.2.22
長治2.2.19
長治2.2.20
長治2.12.30
嘉承1.2.19
嘉承1.2.17
嘉承1.2.19
天仁1.2.17
永久3.2.18
永久3.2.21
永久4.2.14
永久5.2.19
元永2.2.19
元永2.2.20
正治2.2.19
建仁1.2.19
建仁2.2.19
建仁3.2.19
建永1.11.27

1103
1103
1103
1104
1104
1105
1105
1105
1106
1106
1106
1108
1115
1115
1116
1117
1119
1119
1200
1201
1202
1203
1206

承元2.10.23

1208

貞応1.2.19

1222

被定申円宗寺最勝会僧名
今日円宗寺最勝会被始行、上卿左兵衛督（右衛門督ヵ）
、権左中弁行事、当講
延暦寺永順者、去二月式日延引、今日被行也、五ヶ日
右衛門督公実卿参仗座、定申来十九日円宗寺最勝会僧名〈本寺上卿江中納言
有所労辞退者〉
今日円宗寺最勝会初、
〈上卿右衛門督、弁有信〉
被定申円宗寺最勝会僧名、
〈来十五〔九ヵ〕日、〉行事左少弁有信
民部卿被定申円宗寺最勝会僧名
今日円宗寺最勝会始、上卿治部卿通俊、権弁重資勤之
被定申来十九日円宗寺最勝会僧名
今日円宗寺最勝会始、上卿大宮権大夫、
〈季、
〉行事右中弁時範朝臣、講師山
賢豪阿闍梨
今夕帥中納言参仗座、被定申円宗寺最勝会僧名云々
未刻許外記来云、円宗寺最勝会僧名之定也《殿暦》
今日円宗寺最勝会始也、講師園城寺仁証、上卿帥中納言、行事右中弁長忠
左兵衛督・源宰相参仗座、被定申円宗寺明日最勝会僧〔名脱カ〕
左少弁顕隆俄従今朝所労、右少弁俊信為円宗寺最勝会行事、今朝参彼寺了
今日円宗寺最勝会始、当日早旦藤中納言仲実卿参仗座、定僧名
外〔記〕円宗寺最勝会見参持来《殿暦》
今夜被下講師（円宗寺最勝会）宣旨《殿暦》
今日円宗寺最勝会始也《殿暦》
被定申来十九日円宗寺最勝会僧名
今日円宗寺最勝会始、上卿右衛門督、行事右中（弁）長忠
円宗寺最勝会僧名定《殿暦》
円宗寺最勝会定也《殿暦》
為隆参円宗寺、是最勝会行事弁也《殿暦》
円宗寺最勝会定、上卿帥中納言《殿暦》
今日円宗寺最勝会云々〈上卿源中納言〉
《殿暦》
治部卿能俊卿参左仗座、定申円宗寺最勝会僧名云々《九条家歴世記録》
右大史重基持来円宗寺最勝会僧名《九条家歴世記録》
円宗寺最勝会始〈五日〉
《猪隈関白記》
円宗寺最勝会始〈五日〉
《猪隈関白記》
円宗寺最勝会始〈五日〉
《猪隈関白記》
円宗寺最勝会始〈五日〉
《猪隈関白記》
左少弁盛経持来円宗寺最勝会日時・僧名等〈入筥〉見了返給《猪隈関白記》
右少弁宣房持来円宗寺最〔勝〕講会日時・僧名等、依私神事不披見返給之、
自今日被行云々、上卿新源中納言雅親卿云々《猪隈関白記》
円宗寺最勝会始〈五日〉
《猪隈関白記》

③「八講」
寛治6.5.5
寛治6.5.7
寛治6.5.8
嘉保1.5.4
嘉保1.5.6

1092
1092
1092
1094
1094

嘉保2.5.7

1095

永長1.5.7

1096

永長1.5.6
康和3.5.7
長治1.5.6
（長治2.5.7）
天永2.5.7
永久2.5.7

1096
1101
1104
1105
1111
1114

今日円宗寺例御八講終〔始ヵ〕也、上卿左兵衛督、左少弁為房
後三条院御国忌也、為上皇御諷誦使右馬頭兼実朝臣向彼寺云々
御八講了
今日円宗寺御八講始、行事右少弁有信
未時許八講結願
江中納言返報云、此間円宗寺御八講上卿也、就中今日後三条院御国忌講筵之
間（以下略）
今日後三条院御国忌、依例円宗寺有御八講、上卿治部卿、左少弁有信行事、
明日結願也〈去五日始之〉
円宗寺昨日御八講、講師三人之外不参《後二条師通》
午時〔刻〕許円宗寺御八講見参持来《殿暦》
早旦外記為友〔倫〕円宗寺御八講見参持来《殿暦》
（後三条院御国忌、円宗寺御念仏依例被修、上卿源中納言）
円宗寺御八講始也、上卿新藤中納言宗忠、弁実光、
《殿暦》
今日円宗寺八講云々、此間円宗〔寺〕見参持来、
《殿暦》
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正治1.5.5
正治2.5.5
建仁1.5.5
建仁2.5.5
建仁3.5.5
建永1.5.9
承久1.5.5
貞応1.5.5

1199
1200
1201
1202
1203
1206
1219
1222

円宗寺御八講始〈四日〉
《猪隈関白記》
円宗寺御八講始〈四日〉
《猪隈関白記》
円宗寺御八講始〈四日〉
《猪隈関白記》
円宗寺御八講始〈四日〉
《猪隈関白記》
円宗寺御八講始〈四日〉
《猪隈関白記》
外記持来円宗寺御八講見参〈入筥〉見了返給《猪隈関白記》
円宗寺御八講始〈四日〉
《猪隈関白記》
円宗寺御八講始〈四日〉
《猪隈関白記》

1092
1093
1094
1094
1096
1097
1100
1102
1103
1104
1105
1106

円宗寺上卿別当、〈俊〉
御斎会行事右少弁有信、并円宗寺修正兼勤之云々、円宗寺上卿大納言殿
円宗寺修正、行事右少弁有信、上卿藤中納言〈基（忠）
〉
円宗寺上卿藤中納言基忠卿也
治部卿奉円宗寺修正事被参者
円宗寺修正、上卿新中納言経実卿、
〈依治部卿所労也〉
外記基時（惟宗）持来円宗寺之見参、
《修正見参等持来》
《殿暦》
円宗寺修正、上卿大宮権大夫、
〈季〉
円宗寺修正、上卿帥中納言、
〈季、
〉行事右中弁長忠朝臣
円宗寺上卿源中納言、〈国信〉
円宗寺修正、上卿藤中納言、
〈仲〉
円宗寺、上卿左衛門督・行事右中弁云々

1094

今日円宗寺修二月也、上卿藤中納言（基忠）
、弁基綱朝臣云々

1102
1103
1104
1106
1106

円宗寺潅頂堂被行結縁潅頂
覚行法親王依可被行結縁潅頂也
今日円宗寺恒例結縁潅頂被行
又御等身百体延命像於円宗寺金堂供養、法印賢暹為道〔導〕
今日太上皇於円宗寺金堂供養丈六五大尊像

④「修正」
寛治6.1.8
寛治7.1.8
嘉保1.1.8
嘉保1.1.11
永長1.1.8
承徳1.1.8
康和2.1.10
康和4.1.8
康和5.1.8
長治1.1.8
長治2.1.8
嘉承1.1.8
⑤「修二月」
嘉保1.2.27
⑥その他
康和4.11.9
康和5.12.6
長治1.12.12
嘉承1.2.27
嘉承1.6.22

＊大江佐国存命時から鴨長明存命時にかけての、円宗寺の法会を故記録から抽出し、法会名の表記別に分け
て年代順に記載した。本文末に出典を示した。出典表記のないものは『中右記』である。
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はじめに

学

灯
下請代金支払遅延等防止法

改めて注目されている。

田

英

明

請取引における不適切な行為を包括的に規制する下請法の役割が

法の規制対象行為と同一のものもあり、本法の施行を契機に、下

措置法が施行されることとなった。本法の規制対象行為は、下請

多

──消費税転嫁対策特別措置法を契機とする役割の再検討

１

本年（二〇一三年）六月五日、消費税転嫁対策特別措置法が参
議院本会議において可決、成立した。本法については、二〇一四

格の値引きを求めることによる消費増税分の転嫁禁止にあること

大規模小売事業者が、取引上立場の弱い納入業者に商品の納入価

れていた。しかしながら、本法本来の目的が、小売事業者、特に

費税還元セール」を禁止する法案である点を強調する形で報道さ

（一条）
。下請法は、既に五〇有余年の歴史を有する法律ではある

益を保護し、国民経済の健全な発達に寄与することを目的とする

業者に対する取引を公正なものとすることにより下請事業者の利

下請代金の支払遅延等を防止することにより、親事業者の下請事

独占禁止法の特別法として一九五六年に制定されたものであり、

下請法は、独占禁止法による下請取引の規制の限界を補うべく、

は看過されがちである。かかる行為は、既存の法律である独占禁

が、新聞報道等における下請法違反事件は、価格カルテル、入札

年四月に予定されている消費増税に際し、小売業者が企画する「消

止法、および下請法（下請代金支払遅延等防止。なお、本稿で引

談合等の独占禁止法違反事件の陰に隠れがちである。しかしなが

３

用する条文は断りのない限り、本法のものとする。
）により禁止す

ら、二〇一二年度において、公正取引委員会が新規に着手した下

２

ることも可能である。しかしながら、消費増税による増税分の転

請法違反被疑事件は、四八七〇件に上っていることからも明らか

４

嫁をより円滑、適正に実施すべく、本年一〇月に消費税転嫁特別

─ 28 ─

行為を規制する下請法の重要性は独占禁止法に勝るとも劣らない

下請代金の減額等の下請取引における問題は深刻であり、かかる

なように、我が国においては、依然として下請代金の支払遅延、

である。また、下請法に違反した親事業者に対して命じられる勧

定する必要があるため、迅速かつ効果的な規制を行うことは困難

る親事業者の優越的地位に加え、当該行為の不当性等を個別に認

よる優越的地位の濫用として規制するためには、下請関係におけ

以下、本稿では、下請法により規制される行為概観したのち（第

額の場合であれば、減額分の返還措置が執られることとなるが、

告の中では、原状回復措置（七条二項）が求められ、下請代金減

７

ものと言えよう。
一章）、近時の下請法違反事例を見た上で（第二章）
、下請法につ

下請事業者に対する救済措置として直接的なものであり、実効性

れる。

越的地位の濫用規制によらず、下請法による規制の意義が認めら

も高いものであるといえる。これらの点に、独占禁止法による優

いて若干の検討を行うこととしたい（第三章）
。
一．下請法の概要
（一）独占禁止法との関係
下請関係において、親事業者が下請事業者に対して不利な取扱

条件の設定・変更・実施（同項ハ）、④取引の相手方の役員選任へ

③商品の受領拒絶・返品、取引の対価の支払遅延・減額等の取引

イ）、②金銭、役務その他の経済上の利益の提供要請（同項ロ）
、

①取引と関係のない商品・役務の購入要請（独占禁止法二条五項

法」の一つとして位置づけられており、具体的な濫用行為として、

る。独占禁止法において、優越的地位の濫用は、
「不公正な取引方

独占禁止法の下、
「優越的地位の濫用」として規制することもでき

独占禁止法の特別法として一九五六年に下請法が制定されるに至

出、下請代金の減額といった問題が深刻化していたことを受け、

における当時の実態として、下請代金の支払遅延、長期手形の振

下請取引の問題に対処する考えでいた。しかしながら、下請取引

ど、優越的地位の濫用規制導入当初は、独占禁止法の運用により

に「下請代金の不当な支払遅延に関する認定基準」を公表するな

正により導入された。その後、公正取引委員会は、翌一九五四年

優越的地位の濫用に対する規制は、一九五三年の独占禁止法改

（二）下請法制定の背景

の不当干渉（一般指定一三項）が規定されている。二〇〇九年の

った。同法は、次の（三）で見るように、独占禁止法による規制

いや不利益を強要する、いわゆる「下請いじめ」とされる行為は、

独占禁止法改正により、優越的地位の濫用については、当該行為

よりも、迅速かつ効果的に下請事業者の保護を図ることに主眼が

８

を継続した事業者に対し、違反行為の相手方との間における取引

置かれ、同法の適用対象となる事業者（親事業者）を資本金とい

５

額の一％の課徴金が賦課されることとなった（独占禁止法二〇条

う基準により明確化し、原則として違法となる親事業者による違

６

の六）。しかしながら、下請取引に見られる問題行為を親事業者に
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反行為の類型を法定するとともに、下請取引の発注内容を書面で

物品の販売業者・製造業者が、他の事業者に物品の製造や加工を

報成果物作成委託、役務提供委託の四類型である。製造委託とは、

９

明確にすることを親事業者に義務づけている。

委託することをいう（二条一項）
。具体的には、①物品の販売を営

む事業者（親事業者）が、その物品や部品などの製造を下請業者

者）が、その物品や部品などの製造を下請業者に委託する場合、

（三）下請法の適用対象となる取引
下請法の適用対象となる親事業者と下請事業者の関係は、それ

③物品の修理を営む事業者（親事業者）が、修理用の部品の製造

に委託する場合、②物品の製造を請け負う事業者（元請、親事業

ぞれの資本金額により、画一的に決定される。製造委託、修理委

などを下請以外社に委託する場合、④自己の使用する物品を製造

（１）親事業者と下請事業者

託、一部の情報成果物作成委託（プログラム作成委託）
・役務提供

修理委託とは、物品の修理業者が修理を他の事業者に委託する

している事業者（親事業者）が、その物品や部品の製造を社外（下

資本金額額が三億円以下の法人事業者に対し業務委託をする場合、

こと、また自己で使用する物品の修理の一部を他の事業者に委託

委託（運送、物品の倉庫管理、情報処理）
（以下、製造委託等とす

また②資本金額が一〇〇〇万円を超え三億円以下の法人事業者が、

することをいう（同条二項）
。具体的には、①部品の修理を請け負

請事業者）に委託する場合がある。

個人または資本金額が一〇〇〇万円以下の法人事業者に対し業務

う事業者（親事業者）が、下請事業者に修理を委託する場合、②

情報成果物作成委託とは、ソフトウエア、コンテンツ等の情報
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る。）の場合、①資本金が三億円を超える法人事業者が、個人又は

委託をする場合に、それぞれ前者が親事業者、後者が下請事業者

情報処理を除く）の場合は、①資本金額が五〇〇〇万円を超える

成果物の提供や作成を営む事業者が、他の事業者にその作成作業

自己の使用する物品の修理を行っている事業者が、下請事業者に

法人事業者が、個人または資本金額が五〇〇〇万円以下の法人事

を委託することをいう（同条三項）。具体的には、①情報成果物の

となる（二条七項一号、二号）。また、情報成果物作成委託（プロ

業者に対し業務委託をする場合、②資本金額が一〇〇〇万円を超

販売等を行う事業者（親事業者）が、情報成果物の作成を下請事

修理の一部を委託する場合がある。

え五〇〇〇万円以下の法人事業者が、個人または資本金額が一〇

業者に委託する場合、②情報成果物の作成を請け負う事業者（元

グラム作成委託を除く）、役務提供委託（運送、物品の倉庫管理、

〇〇万円以下の法人事業者に対し業務委託をする場合に、それぞ

請、親事業者）が、情報成果物の作成に関する作業を下請事業者

業者（親事業者）が、情報成果物の作成を社外に委託する場合が

に委託する場合、③自己の使用する情報成果物を作成している事

れ前者が親事業者、後者が下請事業者となる（同項三号、四号）
。
（２）対象となる下請取引

下請法の適用対象となる下請取引は、製造委託、修理委託、情

11

（同条四項）。具体的には、役務の提供を営む事業者（親事業者）

の提供の行為の全部又は一部を他の事業者に委託することをいう

役務提供委託とは、事業者が業として行う提供の目的たる役務

またはやり直しをさせた場合の内容及び理由、⑦下請代金額及び

及び給付を受領した日、⑥下請事業者の給付内容について、変更

給付の受領期日及び場所、⑤下請事業者から受領した給付の内容

し業務委託をした日、③下請事業者の給付内容、④下請事業者の

られており、①下請事業者の名称、②親事業者が下請事業者に対

が、役務の全部または一部を下請事業者に委託する場合等がある。

支払期日及び額に変更があった場合の増減額及び理由、⑧支払っ

ある。

（３）親事業者の義務

た下請代金の額、支払った日及び支払手段期、⑨手形を交付する

息の額及び遅延利息を支払った日等である。

場合の手形の金額及び満期、⑩遅延利息を支払った場合の遅延利

（ア）発注書面の交付義務
親事業者は、発注に際して発注書面を直ちに下請事業者に交付
する義務を負う（三条）。具体的な記載事項は、
「下請代金支払遅
ており、①親事業者及び下請事業者の名称、②親事業者が下請事

きは、下請事業者に対し、物品等の受領日から起算して六〇日を

親事業者は、下請代金をその支払期日までに支払わなかったと

（エ）支払遅延利息の支払義務

業者に対し業務委託をした日、③下請事業者の給付内容、④下請

経過した日から実際に支払をする日までの期間について、その日

延等防止法第三条の書面の記載事項等に関する規則」に定められ

事業者の給付の受領期日及び場所、⑤下請代金の額及び支払期日、

数に応じ当該未払金額に年率一四．六％を乗じた額の遅延利息を

より禁止される。

下請事業者に責任がないのに受領を拒むことは、四条一項一号に

下請事業者が、委託された給付の目的物を納入してきた場合、

（ア）受領拒否

（４）親事業者の禁止行為

支払う義務を負う。

⑥手形を交付する場合の手形の金額及び満期等である。
（イ）支払期日の指定義務
親事業者は、下請事業者との合意により、下請代金の支払期日
について、物品等の受領日から起算して六〇日以内のできる限り
短い期間内で定める義務を負う（二条一項）
。
（ウ）取引記録の書類の作成・保存義務
親事業者は、下請事業者に対し製造委託、修理委託、情報成果
の額等について記載した書類を作成し、二年間保存する義務を負

までに下請代金を全額支払わないことは、四条一項二号により禁

物品等を受領した日から起算して六〇日以内に定めた支払期日

（イ）下請代金の支払遅延

う（五条）。具体的な記載事項は、「下請代金支払遅延等防止法第

止される。

物作成委託又は役務提供委託をした場合は給付の内容、下請代金

五条の書類又は電磁的記録の作成及び保存に関する規則」に定め
11
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11

発注時に決定した下請代金を下請事業者の責に帰すべき理由が

有償で支給している場合に、下請事業者の責任に帰すべき理由が

下請事業者の給付に必要な半製品、部品、付属品又は原材料を

（ク）有償支給原材料等の対価の早期決済

ないにもかかわらず発注後に減額することは、四条一項三号によ

ないにもかかわらず、当該有償支給原材料等を用いて製造又は修

（ウ）下請代金の減額

り禁止される。

理した物品の下請代金の支払期日より早い時期に当該原材料等の

ることは、四条二項三号により禁止される。

の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害す

下請事業者に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上

（コ）不当な経済上の利益の提供要請

号により禁止される。

一般の金融機関で割引困難な手形を交付することは、四条二項二

請事業者に対し下請代金を手形で支払う場合、支払期日までに

（ケ）割引困難な手形の交付

たりすることは、四条二項一号により禁止される。

対価を下請事業者に支払わせたり、下請代金から控除（相殺）し

（エ）不当返品
下請事業者から納入された物品等を受領した後に、下請事業者
に責任がないにもかかわらず、受領後に返品することは、四条一
項四号により禁止される。
（オ）買いたたき
発注に際して下請代金額を決定するときに、発注した内容と同
種または類似の給付の内容に対して通常支払われる対価に比べて
著しく低い額を不当に定めることは、四条一項五号により禁止さ
れる。
（カ）物の購入強制・役務の利用強制
下請事業者に注文した給付の内容を維持するためなどの正当な

下請事業者に責任がないのに、発注の取消、発注内容の変更、

（サ）不当な給付内容の変更、やり直し

事業者に購入させたり、サービス等を強制的に下請事業者に利用

受領後のやり直しにより下請事業者の利益を不当に害することは、

理由がないのに、自己の指定する製品・原材料等を強制的に下請
させて対価を支払わせたりすることは、四条一項六号により禁止

四条二項四号により禁止される。
（５）違反行為に対する措置

される。
（キ）報復措置
中小企業庁に知らせたことを理由として、当該下請事業者との取

処分ではない行政指導であり、法的拘束力はない。しかしながら、

公正取引委員会による親事業者に対する勧告（七条）は、行政

（ア）勧告

引数量を減じたり、取引を停止したり、その他不利益な取扱いを

勧告を受けた親事業者が勧告に従った場合には、当該勧告に係る

下請事業者が親事業者の下請法違反行為を公正取引委員会又は

することは、四条一項七号により禁止される。
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より禁止される行為を対象とし、違反行為の差止め、原状回復措

置が講じられることはないとされている（八条）
。勧告は、四条に

行為については、独占禁止法上の優越的地位の濫用として法的措

ため必要な措置をとるべきことを勧告する（七条三項）
。

項四号）を対象とし、速やかにその下請事業者の利益を保護する

の提供要請（同項三号）
、④給付内容の変更・給付のやり直し（同

てを公表してきている。これにより、下請法違反事件に対する社

たことにより、公正取引委員会は二〇〇四年四月以降、勧告の全

いたが（旧七条四項）、二〇〇三年改正法により同条項が削除され

勧告に従わない場合にのみ、違反の事実を公表することとされて

法施行以前の二〇〇四年三月までは、勧告を受けた親会社が当該

も五〇万円以下の罰金に処するほか（一一条）
、法人の代表者、法

ほか、九条に定める報告・検査に関する違反を行った者について

その他の従業者には五〇万円以下の罰金に処する（一〇条）
。この

書類・電磁的記録を作成した親事業者の代表者、代理人、使用人

による書類・電子記録を作成・保存しなかった場合、また虚偽の

三条一項の規定による書面を交付しない場合、また五条の規定

（イ）罰則

会的関心が高められ、下請法の内容が広く社会に認知される効果

人・人の代理人・使用人その他の従業者が、その法人・人の業務

（一）日本生活協同組合連合会に対する勧告・指導

び引き取り、③については下請代金の額を引き上げ、④について

製造を下請事業者に委託しているところ、二〇一〇年九月から二

日本生活協同組合連合会（以下、日本生協連）は、食料品等の

─ 33 ─

置、不利益補填措置が命じられる。なお、二〇〇三年下請法改正

ともに、積極的な事件処理や勧告事件の報道により、下請事業者

に関し一〇条・一一条の違反行為を行ったときには、行為者に加

を勧告する（七条一項）。原状回復措置については、①下請代金の

（１）勧告の概要

二．近時の下請法違反事例

条）
。

え、当該法人・人に対しても五〇万円以下の罰金に処する（一二

の下請法に対する理解の浸透にも寄与することが期待される。

違反行為の差し止めは、①受領拒否（四条一項一号）
、②支払遅
延（同項二号）、③報復措置（同項七号）を対象とする。①につい
ては下請事業者の給付を受領し、②については下請代金及び遅延

減額（四条一項三号）、②返品（同項四号）
、③買いたたき（同項

（ア）事実

利息を支払い、③については不利益な取扱いをやめるべきこと等

五号）、④購入・利用強制（同項六号）を対象とし、①については

は購入させた物を引き取るべきこと等を勧告する（七条二項）
。不

〇一二年一〇月にかけて、以下の行為による金額を下請代金の額

①下請代金の減額

利益補填措置については、①有償支給原材料等の早期決済（四条

から差し引き、または別途支払わせることにより、下請事業者四

減じた額を支払い、②については下請事業者の給付に係る物を再

二項一号）、②割引困難手形の交付（同項二号）
、③経済上の利益

11

11

11

減額していた。

四九名に支払うべき下請代金総額二五億六三三一万七八六三円を

対し総額四八四万四九二〇円であった。

条件としていた。返品分の下請代金相当額は、下請事業者六名に

変更した商品の値下げ販売を行う際、会員に対する納入価格

が、商品の値下げ販売を行う際、または新規の商品・仕様を

下請事業者に対して二〇一〇年九月から二〇一二年四月までの間

を確保するため、下請事業者に対し一定額を負担するよう要請し、

日本生協連は、自らの商品開発のために実施するテストの費用

③不当な経済上の利益の提供要請

を一時的に引き下げるため、下請事業者に対し当該会員に対

に当該金額を提供させることにより当該下請事業者の利益を不当

︲日本生協連は、会員たる消費生活協同組合等（以下、会員）

する納入数量、または当該下請事業者からの仕入数量に一定

に害していた。提供させていた金額は、下請事業者二四名に対し
（イ）日本生協連の対応

総額二六二万一八八九円であった。

額を乗じて得た額を負担するよう要請していた。
︲日本生協連は、下請事業者に対し、
「仕入割戻し」として、仕
入数量に一定額を乗じて得た額又は下請代金の額に一定率を

減額した金額を返還（
（ア）①に対応）、②二〇一一年二月から二

日本生協連は、下請事業者に対し、①二〇一二年九月一八日、

︲日本生協連は、個々の会員からの発注数量を事前に下請事業

〇一二年八月までの間、再び引き取ることができる物を再び引き

乗じて得た額を負担するよう要請していた。
者に連絡する場合があるところ、下請事業者に対し、会員に

取り、並びに当該再び引き取った物及び再び引き取ることができ

ない物の下請代金相当額を支払った（（ア）②に対応）
、③二〇一

対する納入数量を記載した書面のファクシミリによる送信枚
数に一定額を乗じて得た額を負担するよう要請していた。

二年九月一八日、提供させた金額を返還（
（ア）③に対応）。
（２）指導の概要

︲日本生協連は、自らが作成する販促物の作成費用、および会
員が実施する店舗間の売上高を競うコンテストの賞品費用を

（ア）事実

日本生協連は、食料品等の製造を下請事業者に委託していると

確保するため、下請事業者に対し一定額を負担するよう要請
していた。

月から二〇一二年一〇月までの間に、会員による販売期間が終了

日本生協連は、下請事業者の給付を受領した後、二〇一〇年九

の間において、下請事業者より給付を受領してから六〇日以内に

ていた。しかしながら、二〇一〇年九月から二〇一二年七月まで

〇日から一二〇日後にそれぞれ下請代金を支払う支払制度を採っ

ころ、一部の商品を除き、毎月二〇日を納品締切とし、締切後四

した際の在庫商品を下請事業者に引き取らせ、返品した商品につ

下請代金を支払っておらず、支払遅延が生じていた。当該行為に

②不当返品

いては、原則として次の販売期間の開始時に再納品させることを
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よる遅延利息の額は、下請事業者四五二名に対し総額一三億二三
三四万九七五五円であった。
（イ）日本生協連の対応
日本生協連は、二〇一二年七月までに支払遅延を解消し、下請
事業者に対し同年九月一八日、遅延利息を支払った。
（二）株式会社チヨダに対する勧告について
（１）事実

代金相当額は、総額五〇四六万二九三〇円であった。

（ウ）不当な経済上の利益の提供要請

チヨダは、自社の商品の広告宣伝のための費用を確保するため、

下請事業者三名に対し、提供させる費用の算出根拠等金銭の提供

とそれによって得られる下請事業者の利益との関係を事前に明ら

かにすることなく、
「広告協賛金」として一定額を負担するよう要

請し、二〇〇九年四月から二〇一一年六月までの間に、総額一九
三六万五九五円を提供させていた。

チヨダは、靴等の製造を下請事業者に委託しているが、二〇〇

月二四日及び同年一二月二一日に返還し（
（１）
（ア）に対応）、②

チヨダは、下請事業者に対し、①減額した金額を二〇一一年三

（２）チヨダの対応

九年一二月から二〇一一年五月までの間、下請事業者に対し、①

返品した物を二〇一一年八月一七日までに再び引き取り（同（イ）

（ア）下請代金の減額

「歩引」として下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するこ

に対応）
、③提供させた金額を二〇一一年一二月二一日に返還した

三．検討

（同（ウ）に対応）
。

と、②「事務手数料」として下請代金の額に一定率を乗じて得た
額及び一定額を負担すること、③自社が実施する店舗間の売上高
を競うコンクールの賞金を確保するため一定額を負担すること、
④自社が作成する社内向けの製品カタログの作成費用を確保する

（一）下請法違反事件の概観

二〇一二年度において、公正取引委員会が新規に着手した下請

ために一定額を負担することを要請し、当該金額の全て、または
いずれかの額を下請代金の額から差し引くことにより、下請事業

法違反被疑事件は四八七〇件であり、このうち、書面調査により

職権探知したものは四八一九件、下請事業者からの申告によるも

同期間において、自社の店舗を改装若しくは閉店する際又は販売

チヨダは、下請事業者一八名に対し、給付を受領した後、上記

三二四件、三八三五件、四五〇九件、四五五四件であり、下請法

年度において新規に着手した下請法違反被疑事件は、それぞれ三

あった。二〇〇八年度、二〇〇九年度、二〇一〇年度、二〇一一

のは五〇件、中小企業庁長官からの措置請求によるものは一件で

期間が終了した際の在庫商品を引き取らせており、返品分の下請

（イ）不当返品

代金の額から減じていた。

者二〇名に対し、総額一億二〇八万九一三七円を支払うべき下請

11
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11

う増加は見られず、ほぼ横ばいの状況である。指導件数は、二〇

〇八年度、二〇〇九年度、二〇一〇年度、二〇一一年度において

違反被疑事件は年々増加傾向にある。
下請取引においては、親事業者の下請法違反行為により下請事

は、それぞれ二九四九件、三五九〇件、四二二六件、四三二六件

二〇一二年度において、勧告または指導が行われた違反行為等

業者が不利益を受けている場合であっても、下請事業者からの自

対象として定期的に書面調査を実施している。二〇一二年度にお

を行為類型別にみると、手続規定（三条・五条）違反は四八一一

であったが、指導件数については着手した事件数の増加に対応し

いては、資本金額または出資総額が一〇〇〇万円超の親事業者三

件であり、このうち三条違反は三九八七件、五条違反は八二四件

発的な情報提供が期待しにくいのが実態である。このため、公正

万八七八一名及びその下請事業者二一万四〇四二名を対象に調査

であった。また、実体規定（四条各項）違反は、二二一八件であ

て、増加の一途を辿っている。

を実施したが、上述のとおり、書面調査により職権探知したもの

り、このうち下請代金の支払遅延が一二五〇件、下請代金の減額

取引委員会は、親事業者及びこれらと取引している下請事業者を

は四八一九件に上っており、下請法違反被疑事件をあぶり出す上

が二八四件、割引困難手形の交付が二四六件であった。

下請法については、二〇〇三年改正により、従来の製造委託、

て勧告を行い、四五五〇件について指導の措置を採った。勧告を

は違反のおそれのある行為があると認め、このうち一六件につい

下請法違反被疑事件を処理し、四五五〇件について違反行為また

他方、公正取引委員会は二〇一二年度において、四八八二件の

請法違反被疑事件は二七一〇件、勧告は四件、警告は二五八四件

警告は一三五七件であったが、二〇〇四年においては、新規の下

いては、新規の下請法違反被疑事件は一四〇九件、勧告は八件、

る。その結果、下請法違反被疑事件についても、二〇〇三年にお

アな競争環境を整備することが重要な課題とされていたことがあ
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で、書面調査が大きな役割を果たしている。公正取引委員会は、
書面調査の実施に際し、情報源が親事業者に知られることのない

修理委託に加え、情報成果物作成委託、役務提供委託についても、

サービス化、ＩＴ化、規制緩和の進展等の環境変化により、サー

ように秘密を厳守していること、書面調査等を情報源として多く
った不利益の原状回復の状況を調査票に記載することにより、下

ビス分野における委託取引も増加していることから、サービス分

規制対象とされることとなった。その背景には、経済のソフト化・

請事業者が親事業者の行為に関する情報を提供しやすい環境の整

野における委託取引の公正化を図り、中小企業が活躍できるフェ

の下請法違反行為の是正措置を採っていること、下請事業者が被

備に努めている。

行った件数は、二〇〇八年度、二〇〇九年度、二〇一〇年度、二

となり、下請法違反被疑事件と警告の件数は、ほぼ倍増している。

件であったが、新規に着手した下請法違反被疑事件数の増加に伴

〇一一年度においては、それぞれ一五件、一五件、一五件、一八

11

においては、組織的に下請法違反が行われていたことが看取でき

し、また行為類型も多岐に亘るものであることから、日本生協連

ける下請法違反行為は、全国における消費生活協同組合を対象と

ほか、下請代金の支払遅延に対しては指導が行われた。本件にお

返品、③不当な経済上の利益の提供要請に対して勧告が行われた

日本生協連に対する件については、①下請代金の減額、②不当

引委員会による勧告の行われた典型的な下請法違反事例である。

第二章で取り上げた二つの事例は、二〇一二年において公正取

するのは困難であると思われるが、違反行為の抑止のため、親事

年四〇〇〇件を越える事件数があり、全て違反事件の詳細を公表

であり、勧告のような抑止効果は望めない。指導については、近

意味を有するものであるが、漠然とした事件数が公表されるのみ

還等）が執られることにより、下請事業者に対する救済としては

導については、勧告の場合と同様、原状回復措置（減額金額の返

よる下請法違反行為の抑止効果も期待される。しかしながら、指

取引委員会による公表が伴うため、違反事実が報道されることに

う構造的な問題である。勧告の対象となる事件については、公正

下請法違反の問題は、親会社が下請事業者の弱みにつけ込むとい

る。本件勧告において、日本生協連は、今後、下請法違反行為が

業者の社名と違反事実の概要（該当する下請法の法条）だけでも

法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じる

組合連合会に対する件と同様に、自社の発注担当者に対する下請

③不当な経済上の利益の提供要請が行われており、日本生活協同

引の関係から、この程度であれば問題ないであろう、あるいは、

法に関する知識を欠いているほか、下請事業者とのこれまでの取

深刻である。その背景には、業務を委託する親事業者の側に下請

辿っており、依然として我が国における下請取引における問題は

っても受け入れざるを得ないという弱い立場に置かれているが、

取引の継続を考えると、親事業者からの要請が理不尽なものであ

指導対象となる事件も増加してきている。下請事業者は、今後の

下請法違反事件は、年々増加の一途を辿っており、それに伴い

の下、小売事業者である親事業者は、小売価格を抑える上で最も

する中、業界を問わず価格競争が激化している。このような状況

済の下、消費者も低価格に慣れており、またさらなる低価格志向

るものと思われる。また、根本的な問題として、長引くデフレ経

22
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（二）近時の事例

行われることのないように、発注担当者に対する下請法の研修を

公表することがあっても良いのではないかと思われる。
おわりに

行うなど自らの体制の整備のために必要な措置を講じるとともに、
当該措置の内容を自らの役員及び職員に周知徹底することが求め
られている。

とともに、その内容を自社の役員及び従業員に周知徹底すること

この程度であれば受け入れてもらえるであろう、という意識があ

先に見たとおり、下請法違反事件は全体としては増加の一途を

が求められている。

チヨダに対する件についても、①下請代金の減額、②不当返品、

22

勧告を受けた違反事業者として名を連ねているが、改めて業務を

く、その他の事例において、著名な大企業も公正取引委員会から

このような行為は、本稿で触れた二つの事例に留まるものではな

の減額をはじめとする無理難題を押しつけるということもあろう。

簡便な手段として、納入業者である下請事業者に対し、下請代金

を参照されたい。

とに応えるものである。詳細については、同委員会ウェブサイト

係者から同法により禁止される行為の具体化が求められていたこ

は、消費税転嫁特措法の施行に先立ち、大規模小売事業者等の関

独占禁止法及び下請法上の考え方」を公表した。本ガイドライン

税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法、

〔二〇一三年九月二〇日脱稿〕

委託する親事業社側の法令遵守の意識が問われている。
消費税転嫁特別措置法は、本年一〇月から施行される予定であ
る。同法は、大規模小売事業者等（スーパー、百貨店等）が、自
の転嫁を拒否する行為（いわゆる「買いたたき」
）
、消費税の転嫁

第四一号）
。 同 法 の 概 要 は、 公 正 取 引 委 員 会 ウ ェ ブ サ イ ト

阻害する行為の是正等に関する特別措置法（平成二五年法律

消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を

に応じることとの引換えに購入強制、役務の利用強制、不当な利

（ http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h25/jun/

１

益提供の強制を行う行為等を禁止するものである。本法が施行さ

己に継続して商品または役務を供給する事業者等に対し、消費税

れることとなったのは、一九九七年四月に消費税が三％から現行

昭和三一年法律第一二〇号。

２
３

年四月一四日法律第五四号）
。

）参照。
tenkataisakuhouan.html
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二二

の五％に引き上げられた際にも、大規模小売事業者が納入業者に
対し、消費増税分の転嫁を拒否するケースが相次いだことによる
ものである。

公正取引委員会「平成二四年度における下請法の運用状況及

び企業取引の公正化への取組」
（二〇一二年五月二二日）
。

４

の行為を行った事業者等に対し、報告徴収・立入検査を行い、違

５ 「不公正な取引方法」昭和五七年六月一八日公正取引委員会告

消費税転嫁特別措置法の下、公正取引委員会は、買いたたき等
反行為を防止・是正するために必要な指導助言を行うほか、速や

平成二一年六月一〇日法律第五一号。

示第一五号。
６

かに消費税の適正な転嫁に応じること等の必要な措置をとるよう
勧告し、その旨を公表することとされている。このため、公正取

岸井大太郎ほか『経済法

平成二一年六月一〇日法律第五一号。

二九〇頁（川島富士雄執筆）
（有斐閣、二〇一年）
。

独占禁止法と競争政策〔第七版〕
』

７
８

─ 38 ─

22

引委員会は約一二〇名、併せて中小企業庁も約四七〇名の人員を
また、公正取引委員会は本年九月一〇日、ガイドライン「消費

増やす予定である。

22

９
九章。
前掲注一五。

─ただ ひであき・法学部准教授─

www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h25/sep/tenkaGLkouhyou.
）上に公表されている。
html

本ガイドラインは、公正取引委員会ウェブサイト（ http://

二〇一三年七月一五日付「日本経済新聞」朝刊。

前掲注一六。

25 24 23 22

長澤哲也『優越的地位の濫用規制と下請法の解説と分析』
（商
事法務、二〇一一年）八〜一〇頁。
公正取引委員会作成パンフレット「知るほどなるほど下請法」

（ http://www.jftc.go.jp/houdou/panfu.files/sitaukepamph1
）。本パンフレットの五〜八頁には、製造委託、修理
302.pdf
委託、情報成果物作成委託、役務提供委託それぞれの場合の
具体的な例が説明されている。
昭和六〇年公正取引委員会規則第三号。

昭和六〇年公正取引委員会規則第四号。

平成一五年六月一八日法律第八七号。

前掲注九・二九三頁。

二〇一二年九月一五日公正取引委員会公表文。

二〇一二年一月一三日公正取引委員会公表文。

本節における統計については、二〇一二年度分については、

前掲注四に拠るものであり、二〇〇八〜二〇一一年度分につ
いては、公正取引委員会『公正取引委員会年次報告』平成二
〇〜二三年度版の下請法に関する章に拠るものである。
「平成二四年度における下請法の運用状況及び企業取引の公正

化への取組について」公正取引第七五三号五〇頁（公正取引
協会、二〇一三年）。
公正取引委員会『平成一五年度公正取引委員会年次報告』第

一一章。
同上。

公正取引委員会『平成一六年度公正取引委員会年次報告』第
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