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12月

行事予定

手続期間

「東洋通信」参照ページ

1（木）
2（金）
単位認定試験（筆記）第6回申込開始
（〜12/17）

3（土）週末3期S③

P.11

4（日）
5（月）
6（火）

第4回メディア授業申込締切

10月号P.44参照

7（水）
8（木）
9（金）
週末4期S①

10（土）白山キャンパス内への入構禁止期間（22：00〜）
11（日）2017年度転部・転科試験

P.8

（〜15：00まで）
2017年3月卒業予定者卒業論文提出
締切 16：45厳守（必着）

12（月）
13（火）
14（水）
15（木）

冬期1期S申込開始（〜12/21）

P.28

16（金）第4回メディア授業受講期間（〜1/9）
17（土）週末4期S②

単位認定試験（筆記）第6回申込締切

週末4期S③

18（日）窓口・電話取扱停止
19（月）
20（火）

単位認定試験（筆記）第6回受験票出力
可能日

21（水）

冬期1期S申込締切

22（木）
単位認定試験（筆記）第6回

23（金）天皇誕生日

冬期1期S受講票出力可能日

通学課程（通年S）授業実施

24（土）
25（日）
26（月）事務室年内業務取扱終了
事務室休業（〜1/5）

27（火）ToyoNet-G利用停止期間（〜12/30）

P.44

28（水）
29（木）
30（金）ToyoNet-G利用停止期間

Ｓはスクーリングを表します

31（土）
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Ｓはスクーリングを表します

1月

行事予定

1（日）事務室休業（〜1／5）

手続期間

「東洋通信」参照ページ

元日

2（月）
3（火）
単位認定試験（筆記）第7回申込開始
（〜1/14）

4（水）

P.11

5（木）
6（金）事務室業務取扱再開
7（土）冬期1期S①
8（日）冬期1期S②
冬期1期S③

成人の日

9（月）窓口・電話取扱停止
10（火）
11（水）
12（木）
13（金）
14（土）

秋学期リポート提出締切
16：45必着

P.35、36

秋学期リポート受付停止期間
（〜3/31）
単位認定試験（筆記）第7回申込締切

15（日）
16（月）
17（火）
18（水）

単位認定試験（筆記）第7回受験票出力
可能日

19（木）
20（金）
21（土）単位認定試験（筆記）第7回
22（日）
23（月）
24（火）
25（水）
26（木）
27（金）
28（土）
29（日）
30（月）

単位認定試験（筆記）第8回申込開始
（〜2/13）

31（火）白山キャンパス内への入構禁止期間（22：00〜）

P.11
P.8

Ｓはスクーリングを表します

4

2月

行事予定

手続期間

1（水）白山キャンパス内への入構禁止（〜16：00まで）

「東洋通信」参照ページ
P.8

2（木）
3（金）
4（土）
5（日）
6（月）
7（火）白山キャンパス内への入構禁止期間（〜2/11）

P.8

8（水）
9（木）
10（金）
11（土）建国記念の日

（〜18：00まで）

12（日）
13（月）

単位認定試験（筆記）第8回申込締切

14（火）
15（水）
16（木）

秋学期単位認定試験（論文）提出締切
16：45必着
単位認定試験（筆記）第8回受験票出力
可能日

17（金）

秋学期単位認定試験（論文）申請受付
停止期間（〜3/31）

P.35

18（土）
19（日）単位認定試験（筆記）第8回
20（月）
21（火）
22（水）
23（木）
24（金）
25（土）卒業論文説明会・指導会（前期）10：00〜12：30

P.8

26（日）白山キャンパス内への入構禁止期間（〜2/27）

P.8

27（月）

（〜16：00まで）

28（火）
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個別学習相談会（期間開催）のお知らせ 正科生対象
個別学習相談会（期間開催）
のお知らせ

─学習が進まず、単位がなかなか修得できずに困っている方へ─
正科生のみなさん、毎日の学習は進んでいらっしゃいますか。自学自習による通信教育で
はなかなかはかどらないと困っている方、誰に相談すればよいかわからず、ひとりで悩んで
いる方もいらっしゃるでしょう。そこで、通信教育部では文学部・法学部のＴＡ
（ティーチン
グアシスタント）
が中心となり、学習を進めるときの参考となるよう個別学習相談会を開催い
たします。正科生を対象に学習全般にわたり、学習上で困っていることがあればどんなこと
でも相談を受け付けます。
申込手続きは、次ページの申込書に必要事項を記入の上、通信教育課宛てにメールまたは
ファックスにて送付・予約してください。
今回は、下記期間に開催いたします。時間に余裕のあるときに大学へ来て、是非、個別学
習相談を受けてください。また、都合で来校できないなどの場合には電話、メール等でも相
談できます。各学部TAが、みなさん一人ひとりに見合った学習方法がみつかるよう一緒に解
決策をさぐり、学習がはかどるよう支援してまいります。
ぜひ積極的に相談を受けて不安を取り除いてください。
記
１．開催期間

2016年12月６日（火）〜12月20日（火）

２．受付時間

月〜金
9：30〜12：45
土
9：30〜12：45
※日・祝日を除く

14：00〜16：45

※
３．相談申込受付期間
2016年12月２日（金）〜12月12日（月）
※12月６日
（火）
以降に申込をされる場合は、相談希望日を申し込み日から２日後以降
の日に指定してください。ただし、日程調整をさせていただく場合もあります。

【個別相談時の注意点】
個別相談を受けるにあたり、現在学習がどれだけ進んでいるか、学習の進捗状況がわかる
学習計画表、あるいは科目ごとに作成しているノート、資料等がありましたら持参してく
ださい。

【連絡先】

通信教育課 学習相談受付係
ＴＥＬ 03−3945−7348
ＦＡＸ 03−3945−7584
メールアドレス mltsukyo@toyo.jp
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個別学習相談会
（期間開催）
のお知らせ
2016年

月

日申込

個別学習相談申込書
下記のとおり、個別学習相談を受けるため、相談申込いたします。

氏

名

学籍番号
学部学科

７
学部

メールアドレス

学科
＠

電話番号（携帯電話等）

（

）

相談方法

通信教育課へ来室・電話・メール

相談希望日

第１希望：

月

日（

）

時

分

第２希望：

月

日（

）

時

分

（メールによる相談
の場合は記入不要）

※○をつける

相談内容（学習に関して相談したい事項を具体的に書いてください。
電話、メールでの相談を希望する場合も本申込書に記入してください）

東洋大学通信教育課
ＴＥＬ 03−3945−7348
ＦＡＸ 03−3945−7584
メールアドレス
7

mltsukyo@toyo.jp

2017年度入学試験実施に伴う白山キャンパス内への入構禁止について
下記の期間は通学課程の入学試験実施に伴い、白山キャンパス内への入構が禁止されてい
ます。単位認定試験
（論文）や各種提出物は通信教育課窓口で受付できませんので、郵送にて
提出してください。
【入構禁止期間】
・2016年12/10（土）22：00〜12/11（日）15：00
・2017年 1/31（火）22：00〜 2/ 1（水）16：00
・2017年 2/ 7（火） 0：00〜 2/11（土・祝）18：00
・2017年 2/26（日） 0：00〜 2/27（月）16：00
・2017年 3/ 4（土） 0：00〜 3/ 6（月）17：00

卒業論文説明会・指導会 前期生対象
卒業論文説明会・指導会を開催します。
卒業論文の作成から提出までの手続や注意事項などの事務説明のほか、各学部教員からの
執筆にあたっての心構えならびにTAによる諸注意を含めた作成指導を行います。
卒業論文申請を予定している方は、積極的に参加してください。
〈参考〉卒業論文題目登録申請の条件
2016年度内
（2017年３月31日
（金）
まで）
に卒業必要単位
（124単位）
の内、84単位以上
を修得済であること
●卒業論文説明会・指導会
月

日

2017年２月25日（土）

時

間

10：00〜12：30（予定）

場

所

白山キャンパス

対

象

2018年３月卒業予定者（前期生）

※教室はToyoNet-Gのお知らせ
「教務関係」
にてお知らせします。

＊以前に卒業論文説明会・指導会に参加した学生で、2018年３月卒業予定者として卒業論
文の題目申請をする予定の学生は、改めて説明会に参加するか、P. 10「●請求方法」の
手続にて資料を請求してください。
＊説明会に出席できない学生は、次ページ下段の「◆卒業論文説明会・指導会配布資料の請
求について」をよく読み、必ず資料を入手してください。
＊2018年９月卒業予定者（後期生）も参考として参加することができます。
＊会場が当日変更となる場合には通信教育課前の掲示板にてお知らせします。
あわせて次ページの「卒業論文題目登録申請について」を熟読してください。
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卒業論文題目登録申請について 前期正科生対象
前期生のうち、下記の条件を満たす学生は、2018年３月卒業に向けて、卒業論文題目登
録の申請を必ず行ってください。
この手続を所定の期日までに行わない場合、2018年３月の卒業に向けた卒業論文の
執筆ができなくなるので、注意してください。
●卒業論文題目登録申請の条件
・2018年３月に卒業の意思がある前期生であること
・2017年３月末までに卒業必要単位（124単位）の内、84単位以上を修得していること
・2018年３月末までにスクーリングでの卒業要件単位を修得できている、または修得の
見込があること
・題目登録申請期間までに、卒業論文の指導を希望する教員に内諾を取っていること
（教員
との連絡方法は、卒業論文説明会・指導会配布資料を参照）
●卒業論文題目登録申請方法
卒業論文題目登録は、ToyoNet-Gで行います。
手続方法は卒業論文説明会・指導会配布資料を参照してください。
（説明会・指導会に参加できない学生は、次ページの方法に従い資料請求してください）
●申請期間
2017年４月１日（土）0：00〜４月15日（土）23：59
※ToyoNet-Gは、毎週木曜日の21：30〜23：30に定期メンテナンスを実施するため、
利用できません。予めご了承ください。
●卒業論文題目登録申請に関する注意事項
卒業論文題目登録申請を行う学生は、予め卒業論文説明会・指導会に参加するか、卒業論
文説明会・指導会配布資料を請求し熟読してください。
※以前に卒業論文の題目登録申請を行い、提出に至らなかった学生が、2017年度卒業論
文作成にとりかかるためには、改めて今年度の資料を入手し、教員への内諾・卒業論文
題目登録申請を行うことが必要です。
◆卒業論文説明会・指導会配布資料の請求について
卒業論文説明会・指導会に参加できない学生は、次ページの手続にて資料を請求してく
ださい。卒業論文提出時に必要な書類も同封していますので、2016年度以前に説明会・
指導会に参加した学生であっても必ず今年度のものを入手してください。
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卒業論文題目登録申請について
●請求方法
以下を同封し通信教育課に提出してください。
・任意のＡ４用紙に、学部学科、学籍番号、氏名、
「卒業論文説明会・指導会配布資料送付
希望」と明記したもの
・返信用封筒
（角２封筒、郵便番号・住所・氏名記載済）
※文学部：205円分の切手、法学部：140円分の切手を貼付してください。
請求期間：2017年２月27日（月）〜３月15日（水）必着
※資料は上記請求期間に窓口でも配布しております。
●その他
※過去に提出された卒業論文の一部を通信教育課で保管しています。閲覧希望の方は窓口に
申し出てください。
※卒業の条件として、卒業に必要な単位（124単位）のうち、30単位分（２年次編入生は23
単位、３年次編入生は15単位）
のスクーリング単位が必要ですので、未充足の卒業予定者
は、2018年３月末までにスクーリング単位が満たせるよう、計画的にスクーリングを受
講してください。
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単位認定試験（筆記）第6回・第7回・第8回
単位認定試験（筆記）第６回・第７回・第８回を下記の要領で実施します。
◇申請から実施までのスケジュール
№

第６回

第７回

第８回

１

申請期間

12月３日（土）〜
12月17日（土）

（水）〜
2017年１月４日

（月）
〜
2017年１月30日

２

受験票出力

12月20日（火）
から可能

（水）
2017年１月18日

（木）
2017年２月16日

３

試験日

12月23日（金・祝）

（土）
2017年１月21日

（日）
2017年２月19日

４

集合時間

５

開催地

１月14日（土）

から可能

２月13日（月）

から可能

12：40
（時間厳守）
東

京

東京・仙台・大阪

東

京

◇開催地・会場
開催地

会

場

所在地

電

話

東

京

本学白山キャンパス

東京都文京区白山5−28−20

03−3945−7348

仙

台

ショーケー本館

仙台市青葉区五橋2−11−1

022−266−2784

大

阪

新大阪丸ビル別館

大阪市東淀川区東中島1−18−22 06−6325−1302

※１

※1

試験教室は、受験者宛に試験実施日の約５日前よりToyoNet-Gの「お知らせ
（教務関係）
」に
掲出します。学内では、キャンパス入口
（警備室の掲示）
及び通信教育課前掲示板に掲出します。

◇受験申請手続
ToyoNet-Gで申請手続を行ってください。
筆記試験申請方法
（ToyoNet-G）

〔注〕
「ToyoNet-G」で行う「単位認定試験（筆記）」の申請は、システムメンテナンス時
（毎週木曜 21：30〜23：30）を除き、通信教育課休業日も利用可能です。
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単位認定試験（筆記）第6回・第7回・第8回
◇実施科目
基盤教育科目・共通総合科目
授業コード

科目名

Y700191010 現代日本文学A
Y700201010 現代日本文学B
Y705098020 英語Ⅲ①
Y705099020 英語Ⅲ②

図書館司書科目
担当教員名
早川

芳枝

早川

芳枝

高波

幸代
英子

文学部専門科目
科目名

科目名

担当教員名

ジェイムズ ダニエル ショート

Y706131010 スポーツ健康科学講義 金田

授業コード

授業コード

Y719601010 図書館情報資源概論 大塚奈奈絵

担当教員名

Y715022010 日本文学文化概説A② 石田

仁志

Y715032010 日本文学文化概説B② 石田

仁志

Y715141010 古代日本文学史A

池原

陽斉

Y715151010 古代日本文学史B

池原

陽斉

Y716241010 古典文法A

田貝

和子

Y716251010 古典文法B

田貝

和子

Y715261010 古典文法

田貝

和子

Y716501010 作家作品研究（中古）A 大野

祐子

Y716511010 作家作品研究（中古）B 大野

祐子

〈中古〉 大野
Y715371010 作家作品研究

祐子

Y716561010 作家作品研究（近現代）A 宮内

淳子

Y716571010 作家作品研究（近現代）B 宮内

淳子

Y715401010 作家作品研究〈近現代〉 宮内

淳子

Y715411010 日本の伝統行事A

久野

俊彦

Y715421010 日本の伝統行事B

久野

俊彦

Y715641010 日本の古典籍A

和田

琢磨

Y715651010 日本の古典籍B

和田

琢磨

Y715661010 日本民俗学A

久野

俊彦

Y715671010 日本民俗学B

久野

俊彦

Y709591010 国語科指導法Ⅱ

大貫

眞弘

法学部専門科目
授業コード
Y741421010
Y741431010
Y740021010
Y742131010
Y742141010
Y741461010
Y741471010
Y740031010
Y742111010
Y742121010
Y741441010
Y741451010
Y740071020
Y741541010
Y741551010
Y740061010
Y741561010
Y741571010
Y741351010
Y741101010
Y741481010
Y741491010
Y740081020
Y741661010
Y741671010
Y741281010
Y740091010
Y741681010
Y741691010
Y741291010
Y740101010
Y741701010
Y741711010
Y741301010
Y740111020
Y742001010
Y742011010
Y741161010
Y709621010
Y709631010
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科目名
憲法A
憲法B
憲法
民法Ⅰ
（総則）
A
民法Ⅰ
（総則）
B
民法Ⅰ部
（総則）
A
民法Ⅰ部
（総則）
B
民法Ⅰ部
（総則）
刑法Ⅰ
（総論）
A
刑法Ⅰ
（総論）
B
刑法Ⅰ部
（総論）
A
刑法Ⅰ部
（総論）
B
刑法Ⅰ部
（総論）
民法Ⅳ部（債権各論）A
民法Ⅳ部（債権各論）B
民法Ⅳ部
（債権各論）
民法Ⅴ部（親族・相続）A
民法Ⅴ部（親族・相続）B
民法Ⅴ部（親族・相続）
民法Ⅴ部
（身分法）
刑法Ⅱ部
（各論）
A
刑法Ⅱ部
（各論）
B
刑法Ⅱ部
（各論）
商法総則
商行為法
商法総則・商行為法
商法Ⅰ部（総則・商行為）
会社法A
会社法B
会社法
商法Ⅱ部
（会社法）
手形法・小切手法A
手形法・小切手法B
手形法・小切手法
商法Ⅲ部（手形・小切手法）
経済法A
経済法B
経済法
社会地歴指導法Ⅰ
社会地歴指導法Ⅱ

担当教員名
名雪 健二
名雪 健二
名雪 健二
小林 秀年
小林 秀年
小林 秀年
小林 秀年
小林 秀年
小坂
亮
小坂
亮
小坂
亮
小坂
亮
小坂
亮
大坂 恵里
大坂 恵里
大坂 恵里
中村
恵
中村
恵
中村
恵
中村
恵
武藤 眞朗
武藤 眞朗
武藤 眞朗
遠藤 喜佳
遠藤 喜佳
遠藤 喜佳
遠藤 喜佳
堀口
勝
堀口
勝
堀口
勝
堀口
勝
井上 貴也
井上 貴也
井上 貴也
井上 貴也
多田 英明
多田 英明
多田 英明
田中 政美
田中 政美

単位認定試験
（筆記）第6回・第7回・第8回
◇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

◇注意事項
受験時
・受験会場内ではすべて試験監督の指示に従うこと。
・
「学生証」
（または「科目等履修生証」）、「単位認定試験（筆記）受験票」
（ToyoNet-Gより
各自で出力（P. 11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。
・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のみ受験を許可する。
・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、スマートフォン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
（消せるボールペン
の使用は不可）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、東洋大学通信教育課程学生等の学習における不正行為に対す
る取扱要綱に則り、処分する。
○持ち込み可の試験について
 テキスト・プリント教材・自筆ノート等は、現行の科目担当教員が指定しているものに
限ります。
○【法学部対象】 単位認定試験（筆記）における六法の貸出について（重要）
 単位認定試験（筆記）において、法学部専門科目については、当日、受験会場にて貸出さ
れる六法を用いて解答することになっています。指定六法
（大学貸出六法）
は、
『ポケット六
法』
（有斐閣）です。個人で所有する六法は試験中に使用できませんのでご注意ください。
※貸出された六法に書き込みを行うことは不正行為となるので、絶対に行わないこと。
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単位認定試験（筆記）第6回・第7回・第8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

●都営地下鉄三田線「千石」駅7分
●東京メトロ南北線「本駒込」駅5分

り
本郷通

千石駅前

東洋大前

北線
トロ南
東京メ

都
営
三
田
線

●東京メトロ千代田線「千駄木」駅15分

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・第7回・第8回
◇地方試験会場案内【第７回のみ】
仙台

ショーケー本館

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

【アクセス】
●仙台市地下鉄 五橋駅下車
「南１番」出口から徒歩１分
●タクシー 仙台駅から５分

大阪

新大阪丸ビル別館

住所：大阪市東淀川区東中島1−18−22
TEL：06−6325−1302

【アクセス】
●JR新大阪駅東口より徒歩2分
●地下鉄御堂筋線新大阪駅⑤、⑥番改札出口より徒歩8分
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単位認定試験（筆記）第6回
第６回
（12月23日実施分） 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

現代日本文学A
早川（芳）
現代日本文学B

テキスト

太宰治の「魚服記」とその「解説」を読んで次のことを整理しておいてく
ださい。①スワにとって日常世界の外部
（異界）
にいる存在は何か。②それ
らはスワの成長に従ってスワとの関わりをどのように変化させているか。
試験範囲は課題1及び2で学んだ部分全てとなります。試験問題の多くが
課題の設問と同じ、もしくは類似した問いとなるため、課題で勉強したと
ころを何度も復習して試験に臨んで下さい。

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

日本文学文化概説A②
石田

重点的学習範囲

次の2つの観点から「へんろう宿」を読み直して考えをまとめておいてく
テキスト・
ださい。①この作品における異界がどこであるか
（むろん1つとは限りませ
教材プリント ん）
。②作品中に現れる異界と語り手たちが語る物語はどのような関係に
あるか。

すべて可

・テキスト（Different Realities）のChapter6、12から出題します。
・分からない単語が無いよう、辞書でしっかり調べておきましょう。
・英文訳も出題します（各Chapterから3題ずつ）。
テキスト『健康・スポーツ科学講義 第2版』の第2章、および第8章〜第
11章を中心に、復習をして下さい。
なお、平成28年度よりテキストを変更していますが、もし以前のテキス
ト（『健康・スポーツ科学の基礎』を、すでに持っている場合は、第2章、
第3章と第7章、第8章を中心に、復習をして下さい。
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。とくに「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B②

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。とくに「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。

古代日本文学史A

指定テキスト
（
『日本古典文学史』）
の10〜48ページ
（第一章）
が試験範囲で
す。左記の物が持込可ですが、事前に該当範囲を確認してください。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。事前の予
習を怠らないでください。

池原
古代日本文学史B

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』）
の50〜96ページ
（第二章）
が試験範囲で
採点済リポート
す。左記の物が持込可ですが、事前に該当範囲を確認してください。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。事前の予習を怠らないでください。

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

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

作家作品研究
（中古）
A

作家作品研究
（中古）
B

田貝

不可

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よく理解しておいてください。
なお、添削済みのリポートおよびリポートの採点文、スクーリング時の配
布プリントは持ち込み可とします。

テキスト・
大野（祐） 自筆ノート・
教材プリント 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よく理解しておいてください。
なお、添削済みのリポートおよびリポートの採点文、スクーリング時の配
布プリントは持ち込み可とします。
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単位認定試験
（筆記）第6回
科

目

名

作家作品研究
〈中古〉

担当教員名 試験場への持込

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・
テキストを通読し、シラバスの解説などもよく理解しておいてください。
大野（祐） 自筆ノート・
なお、添削済みのリポートおよびリポートの採点文、スクーリング時の配
教材プリント
布プリントは持ち込み可とします。

作家作品研究
（近現代）A
宮内

①『吉野葛』には、作中に、古典文学や古典芸能が多く取りこまれていま
す。どのような古典文学・古典芸能が入り込んでいるか、また、それぞれ
どのような効果をもたらしているか、考えておきましょう。
②『蘆刈』
『春琴抄』は、ともに近代の小説とは違う文体を目指していま
す。昭和4年に書かれた谷崎の、日本語表現をめぐる随筆「現代口語文の
欠点について」も参考にしながら、谷崎がどのような問題意識をもって、
テキスト・
『蘆刈』
『春琴抄』のような文体を生み出したのか、考えてみましょう。
「現
自筆ノート
代口語文の欠点について」は谷崎潤一郎全集に入っています。

作家作品研究
（近現代）B

『春昼・春昼後刻』を熟読し、その語りの特質について考えましょう。近
代小説の約束事だけでは読み切れない小説です。古典文学とのつながりに
おいて考えることが必要となります。シラバスにあげた参考文献を読んで
みてください。

作家作品研究
〈近現代〉

①『吉野葛』には、作中に、古典文学や古典芸能が多く取りこまれていま
す。どのような古典文学・古典芸能が入り込んでいるか、また、それぞれ
どのような効果をもたらしているか、考えておきましょう。
②『蘆刈』
『春琴抄』は、ともに近代の小説とは違う文体を目指していま
す。昭和4年に書かれた谷崎の、日本語表現をめぐる随筆「現代口語文の
テキスト・ 欠点について」も参考にしながら、谷崎がどのような問題意識をもって、
自筆ノート 『蘆刈』
『春琴抄』のような文体を生み出したのか、考えてみましょう。
「現
代口語文の欠点について」は谷崎潤一郎全集に入っています。
③『春昼・春昼後刻』を熟読し、その語りの特質について考えましょう。
近代小説の約束事だけでは読み切れない小説です。古典文学とのつながり
において考えることが必要となります。シラバスにあげた参考文献を読ん
でみてください。

宮内

テキスト『年中行事読本』冬の巻、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）」
「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。

日本の伝統行事A

久野

自筆ノート

日本の伝統行事B

テキスト『年中行事読本』夏の巻、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。

日本の古典籍A

教科書『書誌学入門』の62頁から85頁までの範囲を中心に、知識問題を
出します。ゴシック体になっている重要語を中心にしっかりと勉強してお
いてください。用語は暗記するだけでなく、説明もできるようにしておい
てください。また、くずし字の問題を出しますので、基本的な文字は読め
るようにしておいてください。こちらは、翻字と字母を尋ねる問題を出し
ます。

和田（琢）
日本の古典籍B

不可

教科書『書誌学入門』の163頁から186頁までの範囲を中心に、知識問
題を出します。ゴシック体になっている重要語を中心にしっかりと勉強し
ておいてください。用語は暗記するだけでなく、説明もできるようにして
おいてください。また、くずし字の問題を出しますので、基本的な文字は
読めるようにしておいてください。こちらは、翻字と字母を尋ねる問題を
出します。

17

単位認定試験（筆記）第6回
第６回
（12月23日実施分）
科

目

名

担当教員名 試験場への持込

重点的学習範囲
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。

国語科指導法Ⅱ

大貫

テキスト
（二種）

今年度のリポート課題、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〕に記した各点
をしっかりと理解し習熟しておくこと。持込可とするテキストは以下の2
冊。
・田近・鳴島編著『中学校・高等学校 国語科教育法研究』東洋館出版社
・長沼行太郎他編『新編国語総合 言葉の世界へ』教育出版（文部科学省
検定済教科書）

図書館情報資源概論

大塚（奈）

不可

テキスト全体より幅広く出題します。テキストの図書館情報資源の特質を
まとめておいて下さい。図書館の各業務（資料の収集と蓄積・保管、評価
のプロセスやメディア変換など）、出版についての基本的な知識について
も整理しておいて下さい。

名雪

指定六法

名雪

指定六法

憲法A
憲法B
憲法
民法Ⅰ
（総則）
A
民法Ⅰ部
（総則）
A
民法Ⅰ
（総則）
B
民法Ⅰ部
（総則）
B
民法Ⅰ部
（総則）
刑法Ⅰ
（総論）
A
刑法Ⅰ部
（総論）
A
刑法Ⅰ
（総論）
B
刑法Ⅰ部
（総論）
B
刑法Ⅰ部
（総論）
民法Ⅳ部
（債権各論）
A
民法Ⅳ部
（債権各論）
B
民法Ⅳ部
（債権各論）
民法Ⅴ部
（親族・相続）
A

小林（秀）

指定六法

小林（秀）

指定六法

小坂

不可

民法Ⅴ部
（身分法）
刑法Ⅱ部
（各論）
A
刑法Ⅱ部
（各論）
B
刑法Ⅱ部
（各論）

統治機構（国会、裁判所）から2問出題。
基本的人権（人身の自由、社会権）から2問出題。
課題を中心に復習し、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。
課題を中心に復習し、あわせてテキスト
（p.1〜p.156）
を熟読しておくこ
と。
法令による行為
実行の着手

小坂

不可

大坂

指定六法

大坂

指定六法

中村（恵）

指定六法

民法Ⅴ部
（親族・相続）
B
民法Ⅴ部
（親族・相続）

基本的人権（人身の自由、社会権）から2問出題。

法令による行為
賃貸借について十分に勉強しておいてください。
使用者責任について十分に勉強しておいてください。
使用者責任について十分に勉強しておいてください。
実親子関係
（実子）
に関する事例問題を出します。
（生殖補助医療により生ま
れた子については除外します。）
遺言相続に関する事例問題を出します。

中村（恵）

指定六法

武藤

指定六法

武藤

指定六法

実親子関係
（実子）
に関する事例問題を出します。
（生殖補助医療により生ま
れた子については除外します。）
暴行罪、傷害罪
詐欺罪、強盗罪
暴行罪、傷害罪
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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

商法総則
商行為法
「商法総則・商行為法」
商法Ⅰ部
（総則・商行為）
会社法A
会社法B
会社法
商法Ⅱ部
（会社法）
手形法・小切手法A
手形法・小切手法B
手形法・小切手法
商法Ⅲ部
（手形・小切手法）
経済法A
経済法B
経済法

遠藤（喜）

指定六法

遠藤（喜 ）

指定六法

堀口

指定六法

堀口

指定六法

井上

指定六法

井上

指定六法

多田

指定六法

多田

指定六法

社会地歴指導法Ⅰ

商事売買に関する問題
商事売買に関する問題
商事売買に関する問題
課題2に対応
課題2に対応
課題2に対応
課題1〜2について十分に復習をしておくこと。
課題1〜2について十分に復習をしておくこと。
課題1〜2について十分に復習をしておくこと。
私的独占の禁止、不当な取引制限の禁止に関する事例問題
不公正な取引方法の禁止（19条）に関する事例問題
私的独占の禁止、不当な取引制限の禁止に関する事例問題

テキスト・
自筆ノート

○総合的な「社会科」がアメリカで成立した過程と教科内容を学習しなさ
い。また、戦後のわが国が総合的な「社会科」を採用した時代背景や理
由についても学習しなさい。教科書の第3章及びリポート課題1が参考
になります。
○学校教育における教育課程の意義を学習しなさい。教科書の第2章及び
参考文献序章、第5章が参考になります。
○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。参考文献の第2章及びリポート課題1が参考にな
ります。
○わが国の戦後の社会系の教科・科目の変遷を学習しなさい。教科書の第
3章とリポート課題1が参考になります。

テキスト・
自筆ノート

○教科書の第5章を学習しなさい。
○『中学校学習指導要領解説 社会科編』、
『高等学校学習指導要領解説
地理歴史編』を参照して、改訂の基本方針、教科の目標などを学習しな
さい。また社会系の教科・科目の授業形態についても学習してください。
学習指導要領解説及び教科書や参考文献の実践事例が参考になります。
○現行の『中学校生徒指導要録』、
『高等学校生徒指導要録』について、学
習評価に関する評価基準や特色を学習しなさい。教科書の第17章及び
文部科学省のホームページ、社会地歴指導法Ⅰの参考文献の第6章が参
考になります。

田中

社会地歴指導法Ⅱ

重点的学習範囲
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単位認定試験（筆記）第7回
第７回
（１月21日実施分） 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

現代日本文学A
早川（芳）
現代日本文学B

テキスト

「押絵と旅する男」を読み、次の点について考えをまとめておいてくださ
い。この作品は「私」という語り手が、汽車内で出会った男と、その男が
語った物語について回想する形式を持っています。この男にとっての〈異
界〉とはどこ
（何）
でしょうか。年月の経過で〈異界〉はどのように変化・
変遷しているでしょうか。
試験範囲は課題1及び2で学んだ部分全てとなります。試験問題の多くが
課題の設問と同じ、もしくは類似した問いとなるため、課題で勉強したと
ころを何度も復習して試験に臨んで下さい。

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

重点的学習範囲

「補陀落渡海記」を次の観点から読み直し、考えをまとめておいてくださ
テキスト・
い。①同じ異界の存在を信じる、あるいは異界に対して共通認識を持つこ
教材プリント とで、異界を共有している人物は誰か。②補陀落渡海をしない一般の人々
にとって補陀落に渡海する僧はどのような存在として捉えられているか。

金田

不可

日本文学文化概説A②
石田

すべて可

・テキスト（Different Realities）のChapter1、9から出題します。
・分からない単語が無いよう、辞書でしっかり調べておきましょう。
・英文訳も出題します（各Chapterから3題ずつ）。
テキスト『健康・スポーツ科学講義 第2版』の第2章、および第8章〜第
11章を中心に、復習をして下さい。
なお、平成28年度よりテキストを変更していますが、もし以前のテキス
ト（『健康・スポーツ科学の基礎』）を、すでに持っている場合は、第2章、
第3章と第7章、第8章を中心に、復習をして下さい。
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B②

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。

古代日本文学史A

指定テキスト
（
『日本古典文学史』）
の10〜48ページ
（第一章）
が試験範囲で
す。左記の物が持込可ですが、事前に該当範囲を確認してください。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。事前の予
習を怠らないでください。

池原
古代日本文学史B

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』）
の50〜96ページ
（第二章）
が試験範囲で
採点済リポート
す。左記の物が持込可ですが、事前に該当範囲を確認してください。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。事前の予習を怠らないでください。

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

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

作家作品研究
（中古）
A

作家作品研究
（中古）
B

田貝

不可

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よく理解しておいてください。
なお、添削済みのリポートおよびリポートの採点文、スクーリング時の配
布プリントは持ち込み可とします。

テキスト・
大野（祐） 自筆ノート・
教材プリント 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よく理解しておいてください。
なお、添削済みのリポートおよびリポートの採点文、スクーリング時の配
布プリントは持ち込み可とします。
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単位認定試験
（筆記）第7回
科

目

名

作家作品研究
〈中古〉

担当教員名 試験場への持込

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・
テキストを通読し、シラバスの解説などもよく理解しておいてください。
大野（祐） 自筆ノート・
なお、添削済みのリポートおよびリポートの採点文、スクーリング時の配
教材プリント
布プリントは持ち込み可とします。

宮内

『蘆刈』
『春琴抄』は、語りに特質がある小説です。その特質を考えるにあ
たって、それぞれ、女性主人公がどのように描き出されているかに注目し
てみましょう。誰が、どのように女性主人公のことを語っているかに注目
して分析し、以下の二点を、それぞれまとめましょう。
①『蘆刈』のお遊さまは、どのように語られているか。
テキスト・ ②『春琴抄』の春琴は、どのように語られているか。
自筆ノート
まず、泉鏡花『草迷宮』をしっかり読みましょう。登場人物の整理、時間
の経緯の整理、また舞台となった土地がどこで、主人公の明はどう放浪し
てきたか、といった内容の把握をしっかり行ってください。その上で、主
人公の明が毬歌をさがしている理由、探す方法、今後、明は毬歌を聴ける
のか、という三点について答えられるようにまとめておいてください。

宮内

①『蘆刈』
『春琴抄』は、語りに特質がある小説です。その特質を考えるに
あたって、それぞれ、女性主人公がどのように描き出されているかに注
目してみましょう。誰が、どのように女性主人公のことを語っているか
に注目して分析し、以下の二点を、それぞれまとめましょう。
・『蘆刈』のお遊さまは、どのように語られているか。
・『春琴抄』の春琴は、どのように語られているか。
②まず、泉鏡花『草迷宮』をしっかり読みましょう。登場人物の整理、時
間の経緯の整理、また舞台となった土地がどこで、主人公の明はどう放
浪してきたか、といった内容の把握をしっかり行ってください。その上
で、主人公の明が毬歌をさがしている理由、探す方法、今後、明は毬歌
を聴けるのか、という三点について答えられるようにまとめておいてく
ださい。

作家作品研究
（近現代）A

作家作品研究
（近現代）B

作家作品研究
〈近現代〉

重点的学習範囲

テキスト・
自筆ノート

日本の伝統行事A
久野

自筆ノート

テキスト『年中行事読本』春の巻、及び『シラバス』にあげた参考書・事
典などで、三月節供「ひな祭り」または五月節供「端午の節供」について
調べて理解を深めてください。節供
（「節句」は借字）
は年中行事であり、子
どもの初節供のように、人生儀礼でもあります。雛人形飾りを見歩く町の
祭りであるところもあります。節供をとおして、人々が結ぶ親類などの社
会関係にも注目してください。地方・地域の節供について、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『年中行事読本』夏の巻、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。

日本の古典籍A

教科書『書誌学入門』の86頁から115頁までの範囲を中心に、知識問題
を出します。ゴシック体になっている重要語を中心にしっかりと勉強して
おいてください。用語は暗記するだけでなく、説明もできるようにしてお
いてください。また、くずし字の問題を出しますので、基本的な文字は読
めるようにしておいてください。こちらは、翻字と字母を尋ねる問題を出
します。

和田（琢）

不可

日本の古典籍B

教科書『書誌学入門』の187頁から221頁までの範囲を中心に、知識問
題を出します。用語は暗記するだけでなく、説明もできるようにしておい
てください。また、くずし字の問題を出しますので、基本的な文字は読め
るようにしておいてください。こちらは、翻字と字母を尋ねる問題を出し
ます。

日本民俗学A

テキスト『日本民俗学』の第二部六章の「俗信」
（p174〜p181）
を読み、
「妖怪」について理解してください。妖怪に関する本はたくさんあります
ので、具体的事例を知っておきましょう。民俗学では「妖怪について語る
こと・聞くこと・読むこと」
「妖怪を描くこと（描かれた妖怪を見ること）」
を研究の対象としています。そうした人々の妖怪に対する行動にどんな意
味をみいだせるでしょうか。資料の持ち込みはすべて可とします。

久野
日本民俗学B

全て可

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）
を語ることや、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。
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単位認定試験（筆記）第7回
第７回
（１月21日実施分）
科

目

名

担当教員名 試験場への持込

重点的学習範囲

国語科指導法Ⅱ

大貫

テキスト
（二種）

今年度のリポート課題、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〕に記した各点
をしっかりと理解し習熟しておくこと。持込可とするテキストは以下の2
冊。
・田近・鳴島編著『中学校・高等学校 国語科教育法研究』東洋館出版社
・長沼行太郎他編『新編国語総合 言葉の世界へ』教育出版（文部科学省
検定済教科書）

図書館情報資源概論

大塚（奈）

不可

テキスト全体より幅広く出題します。テキストの図書館情報資源の特質を
まとめておいて下さい。図書館の各業務（資料の収集と蓄積・保管、評価
のプロセスやメディア変換など）、出版についての基本的な知識について
も整理しておいて下さい。

名雪

指定六法

名雪

指定六法

憲法A
憲法B
憲法
民法Ⅰ
（総則）
A
民法Ⅰ部
（総則）
A
民法Ⅰ
（総則）
B
民法Ⅰ部
（総則）
B
民法Ⅰ部
（総則）
刑法Ⅰ
（総論）
A
刑法Ⅰ部
（総論）
A
刑法Ⅰ
（総論）
B
刑法Ⅰ部
（総論）
B
刑法Ⅰ部
（総論）
民法Ⅳ部
（債権各論）
A
民法Ⅳ部
（債権各論）
B
民法Ⅳ部
（債権各論）
民法Ⅴ部
（親族・相続）
A
民法Ⅴ部
（親族・相続）
B
民法Ⅴ部
（親族・相続）
民法Ⅴ部
（身分法）
刑法Ⅱ部
（各論）
A
刑法Ⅱ部
（各論）
B
刑法Ⅱ部
（各論）
商法総則
商行為法
「商法総則・商行為法」
商法Ⅰ部
（総則・商行為）
会社法A
会社法B

小林（秀）

指定六法

小林（秀）

指定六法

小坂

不可

基本的人権（人権総論、精神的自由）から2問出題。
統治機構（国会、内閣）から2問出題。
基本的人権（人権総論、精神的自由）から2問出題。
課題を中心に復習し、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。
課題を中心に復習し、あわせてテキスト
（p.1〜p.156）
を熟読しておくこ
と。
正当防衛の成立要件
不能犯における危険の判断基準

小坂

不可

大坂

指定六法

大坂

指定六法

中村（恵）

指定六法

中村（恵）

指定六法

武藤

指定六法

武藤

指定六法

遠藤（喜）

指定六法

遠藤（喜）

指定六法

堀口

指定六法

正当防衛の成立要件
役務提供型契約全般、とくに請負について十分に勉強しておいてください。
生活妨害について十分に勉強しておいてください。
生活妨害について十分に勉強しておいてください。
養親子関係（養子）に関する事例問題を出します。
法定相続に関する事例問題を出します。
養親子関係（養子）に関する事例問題を出します。
逮捕・監禁罪
財産犯（財産罪）の客体
逮捕・監禁罪
匿名組合の法律関係
匿名組合の法律関係
匿名組合の法律関係
課題1に対応
課題1に対応
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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

会社法
商法Ⅱ部
（会社法）
手形法・小切手法A
手形法・小切手法B
手形法・小切手法
商法Ⅲ部
（手形・小切手法）
経済法A
経済法B
経済法

堀口

指定六法

井上

指定六法

井上

指定六法

多田

指定六法

多田

指定六法

テキスト・
自筆ノート

社会地歴指導法Ⅰ

田中

社会地歴指導法Ⅱ

重点的学習範囲
課題1に対応
課題1〜2について十分に復習をしておくこと。
課題1〜2について十分に復習をしておくこと。
課題1〜2について十分に復習をしておくこと。
事業者団体に関する事例問題
不公正な取引方法の禁止（19条）に関する事例問題
事業者団体に関する事例問題
○教育課程の2つの基本的な考え方（経験主義、系統主義）について学習し
なさい。参考文献の第2章、第4章、教科書の第5章が参考になります。
○『中学校学習指導要領解説 社会編』又は『高等学校学習指導要領解説
地理歴史編』を参照して、今回の改訂を実施した時代認識と改訂の考え
方、及び社会科・地理歴史科に関する改訂の基本的な方針について学習
しなさい。教科書の第4章及びリポート課題1・課題2が参考になりま
す。
○『中学校学習指導要領解説 社会編』を参照して、改訂の趣旨、改訂の
要点、各分野の目標及び内容を学習しなさい。リポート課題2が参考に
なります。

○中学校社会科の1分野又は高等学校地理歴史科の地理、世界史、日本史
からの1科目を選択して、自分が授業をする場合の1時間分の学習指導
案を板書内容も含めて考えなさい。教科書の第7章及びリポート課題2
テキスト・
が参考になります。
自筆ノート・
○教科書の第7章を参考にして学習しなさい。
定規
○授業を組み立てるには教材が必要です。授業での教材の役割や教材の持
つ意味について学習し、どのようにして教材を作るか考えをまとめてお
いてください。
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単位認定試験（筆記）第8回
第８回
（２月19日実施分） 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

現代日本文学A
早川（芳）
現代日本文学B

テキスト

泉鏡花の「龍潭譚」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。
主人公「われ
（千里）」が異界へと赴く時と、異界からこちら側へ戻る時に
どのような境界が設定されていますか。これは場所だけとは限りません。
作品の流れに沿って、何が境界を飛び越える契機となっているかを考えて
おいてください。
試験範囲は課題1及び2で学んだ部分全てとなります。試験問題の多くが
課題の設問と同じ、もしくは類似した問いとなるため、課題で勉強したと
ころを何度も復習して試験に臨んで下さい。

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

日本文学文化概説A②
石田

重点的学習範囲

「水月」を読み次の二点について自分の考えをまとめておいてください。①
京子は「前の夫」との間で鏡を媒介にした異界を共有していたが、時間の
テキスト・
流れの中で（新婚時代〜死後）その異界はどのように変化をしていったか。
教材プリント ②京子と「後の夫」との間には何らかの異界の共有があったかどうか。特
に②については意見が分かれる問題かもしれません。テキストを読んで自
分の考えをあらかじめ固めておきましょう。

すべて可

・テキスト（Different Realities）のChapter2、10から出題します。
・分からない単語が無いよう、辞書でしっかり調べておきましょう。
・英文訳も出題します（各Chapterから3題ずつ）。
テキスト『健康・スポーツ科学講義 第2版』の第2章、および第8章〜第
11章を中心に、復習をして下さい。
なお、平成28年度よりテキストを変更していますが、もし以前のテキス
ト（『健康・スポーツ科学の基礎』）を、すでに持っている場合は、第2章、
第3章と第7章、第8章を中心に、復習をして下さい。
教科書の第九章から出題します。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「日本主義」
「日本的浪漫」という用語についてはしっかりと
勉強しておくように。

日本文学文化概説B②

教科書の第十三章から出題します。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。特に美術と文学作品との関係について自分の考えをまとめてお
くように。

古代日本文学史A

指定テキスト
（
『日本古典文学史』）
の10〜48ページ
（第一章）
が試験範囲で
す。左記の物が持込可ですが、事前に該当範囲を確認してください。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。事前の予
習を怠らないでください。

池原
古代日本文学史B

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』）
の50〜96ページ
（第二章）
が試験範囲で
採点済リポート
す。左記の物が持込可ですが、事前に該当範囲を確認してください。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。事前の予習を怠らないでください。

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

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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科

目

名

担当教員名 試験場への持込

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よく理解しておいてください。
なお、添削済みのリポートおよびリポートの採点文、スクーリング時の配
布プリントは持ち込み可とします。

作家作品研究
（中古）A

作家作品研究
（中古）B

作家作品研究
〈中古〉

重点的学習範囲

テキスト・
大野（祐） 自筆ノート・
教材プリント 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よく理解しておいてください。
なお、添削済みのリポートおよびリポートの採点文、スクーリング時の配
布プリントは持ち込み可とします。
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・
テキストを通読し、シラバスの解説などもよく理解しておいてください。
大野（祐） 自筆ノート・
なお、添削済みのリポートおよびリポートの採点文、スクーリング時の配
教材プリント
布プリントは持ち込み可とします。

作家作品研究
（近現代）A
宮内

テキスト・
自筆ノート

谷崎潤一郎が昭和8年に発表した随筆「陰翳礼讃」を読みましょう。その
上で、ここで示された美学が、
『吉野葛』
『蘆刈』
『春琴抄』の世界とどうつ
ながっているか、考えておいてください。
「陰翳礼讃」は、谷崎潤一郎全集
に入っています。
『鑑賞日本現代文学8 谷崎潤一郎』
（角川書店、1982年）
にも解説があります。

作家作品研究
（近現代）B

『草迷宮』には「稲生物怪録」の妖怪話や、子産石の伝説、毬歌などが織
り込まれている。その効果について、考えておきましょう。

作家作品研究
〈近現代〉

①谷崎潤一郎が昭和8年に発表した随筆「陰翳礼讃」を読みましょう。そ
の上で、ここで示された美学が、
『吉野葛』
『蘆刈』
『春琴抄』の世界とど
うつながっているか、考えておいてください。
「陰翳礼讃」は、谷崎潤一
郎全集に入っています。
『鑑賞日本現代文学8 谷崎潤一郎』
（角川書店、
1982年）にも解説があります。
②『草迷宮』には「稲生物怪録」の妖怪話や、子産石の伝説、毬歌などが
織り込まれている。その効果について、考えておきましょう。

宮内

テキスト・
自筆ノート

日本の伝統行事A
久野

自筆ノート

テキスト『年中行事読本』春の巻、及び『シラバス』にあげた参考書・事
典などで、
「花見」の行事について調べて理解を深めてください。4月・5
月に行なう野遊び・ハイキング・遠足などの野外での遊楽もふくめて、春
に花や緑を見に出かけることの意味を考えましょう。民俗学・年中行事の
辞典で調べましょう。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。

日本の伝統行事B

テキスト『年中行事読本』夏の巻、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。

日本の古典籍A

教科書『書誌学入門』の86頁から115頁までの範囲を中心に、知識問題
を出します。ゴシック体になっている重要語を中心にしっかりと勉強して
おいてください。用語は暗記するだけでなく、説明もできるようにしてお
いてください。また、くずし字の問題を出しますので、基本的な文字は読
めるようにしておいてください。こちらは、翻字と字母を尋ねる問題を出
します。

和田（琢）

不可

日本の古典籍B

教科書『書誌学入門』の187頁から221頁までの範囲を中心に、知識問
題を出します。用語は暗記するだけでなく、説明もできるようにしておい
てください。また、くずし字の問題を出しますので、基本的な文字は読め
るようにしておいてください。こちらは、翻字と字母を尋ねる問題を出し
ます。

日本民俗学A

テキスト『日本民俗学』の第二部六章「信仰」
（p159〜p180）
を読み、
「氏
神信仰」について理解してください。その中で、家で祀る神
（屋敷神）、同
族で祀る神
（同族神）、ムラ
（マチ）
で祀る神
（村氏神）
について理解を深めて
ください。民俗学辞典で調べて概要を理解し、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「氏神信仰」の事例を集めておきましょ
う。資料の持ち込みはすべて可とします。

久野
日本民俗学B

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、師匠・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。
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単位認定試験（筆記）第8回
第８回
（２月19日実施分）
科

目

名

担当教員名 試験場への持込

重点的学習範囲

国語科指導法Ⅱ

大貫

テキスト
（二種）

今年度のリポート課題、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〕に記した各点
をしっかりと理解し習熟しておくこと。持込可とするテキストは以下の2
冊。
・田近・鳴島編著『中学校・高等学校 国語科教育法研究』東洋館出版社
・長沼行太郎他編『新編国語総合 言葉の世界へ』教育出版（文部科学省
検定済教科書）

図書館情報資源概論

大塚（奈）

不可

テキスト全体より幅広く出題します。テキストの図書館情報資源の特質を
まとめておいて下さい。図書館の各業務（資料の収集と蓄積・保管、評価
のプロセスやメディア変換など）、出版についての基本的な知識について
も整理しておいて下さい。

名雪

指定六法

名雪

指定六法

憲法A
憲法B
憲法
民法Ⅰ
（総則）
A
民法Ⅰ部
（総則）
A
民法Ⅰ
（総則）
B
民法Ⅰ部
（総則）
B
民法Ⅰ部
（総則）
刑法Ⅰ
（総論）
A
刑法Ⅰ部
（総論）
A
刑法Ⅰ
（総論）
B
刑法Ⅰ部
（総論）
B
刑法Ⅰ部
（総論）
民法Ⅳ部
（債権各論）
A

小林（秀）

指定六法

小林（秀）

指定六法

小坂

不可

民法Ⅴ部
（親族・相続）
A
民法Ⅴ部
（親族・相続）
B
民法Ⅴ部
（親族・相続）
民法Ⅴ部
（身分法）
刑法Ⅱ部
（各論）
A
刑法Ⅱ部
（各論）
B
刑法Ⅱ部
（各論）
商法総則
商行為法
「商法総則・商行為法」
商法Ⅰ部
（総則・商行為）
会社法A
会社法B

統治機構（国会、裁判所）から2問出題。
基本的人権（精神的自由、人身の自由）から2問出題。
課題を中心に復習し、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。
課題を中心に復習し、あわせてテキスト
（p.1〜p.156）
を熟読しておくこ
と。
緊急避難の法的性格
共謀共同正犯

小坂

不可

大坂

指定六法

民法Ⅳ部
（債権各論）
B
民法Ⅳ部
（債権各論）

基本的人権（精神的自由、人身の自由）から2問出題。

緊急避難の法的性格
役務提供型契約全般、とくに委任契約について十分に勉強しておいてくだ
さい。
不当利得について十分に勉強しておいてください。

大坂

指定六法

中村（恵）

指定六法

中村（恵）

指定六法

武藤

指定六法

武藤

指定六法

遠藤（喜）

指定六法

遠藤（喜）

指定六法

堀口

指定六法

不当利得について十分に勉強しておいてください。
親権に関する事例問題を出します。
（法定）相続人に関する事例問題を出します。
親権に関する事例問題を出します。
殺人罪、同意殺人・自殺関与罪
詐欺罪、強盗罪
殺人罪、同意殺人・自殺関与罪
問屋に関する問題
問屋に関する問題
問屋に関する問題
課題2に対応
課題2に対応
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単位認定試験
（筆記）第8回
科

目

名

担当教員名 試験場への持込

会社法
商法Ⅱ部
（会社法）
手形法・小切手法A
手形法・小切手法B
手形法・小切手法
商法Ⅲ部
（手形・小切手法）
経済法A
経済法B
経済法

堀口

指定六法

井上

指定六法

井上

指定六法

多田

指定六法

多田

指定六法

テキスト・
自筆ノート

社会地歴指導法Ⅰ

田中

社会地歴指導法Ⅱ

重点的学習範囲
課題2に対応
課題1〜2について十分に復習をしておくこと。
課題1〜2について十分に復習をしておくこと。
課題1〜2について十分に復習をしておくこと。
私的独占の禁止、不当な取引制限の禁止に関する事例問題
不公正な取引方法の禁止（19条）に関する事例問題
私的独占の禁止、不当な取引制限の禁止に関する事例問題
○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。
（例 江戸時代と明治時代の教育制度の違い）
また近代国家が社会系の教科に期待した役割についても学習しなさい。
◯学校教育における教育課程の意義を学習しなさい。教科書の第2章及び
参考文献序章、第5章が参考になります。
◯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。参考文献の第2章及びリポート課題1が参考にな
ります。
◯わが国の戦後の社会系の教科・科目の変遷を学習しなさい。教科書の第
3章とリポート課題1が参考になります。

○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1年間の授業の計画が立てられるよう、その科目の
章立てや内容の構成をよくまとめておきなさい。
年間授業計画には、「教科・科目名」
「単位数」のほか、「学習目標」…生
徒を指導する上での学習の目標や学修到達基準、
「学習方法」…主な授業
方法及び学習方法、
「月ごとに単元及び学習内容、指導上の留意点」、
「評
価の観点と方法」が記載されるのが標準形です。教科書の第7章「学習
テキスト・
指導案の作成」及びリポート課題1「単元の指導計画」を参考にして下
自筆ノート・
さい。
定規
○授業を組み立てるには教材が必要です。授業での教材の役割や教材の持
つ意味について学習し、どのようにして教材を作るか考えをまとめてお
いてください。
○現行の『中学校生徒指導要録』、
『高等学校生徒指導要録』について、学
習評価に関する評価基準や特色を学習しなさい。教科書の第17章及び
文部科学省のホームページ、社会地歴指導法Ⅰの参考文献の第6章が参
考になります。
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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
ToyoNet-G「シラバス・教員プロフィール」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

2017年１月７日（土）
・８日（日）・９日（月・祝）

◇開講科目
単位

科目名

スクーリング
区分

教員名

配当 スクーリング
学年
コード

授業コード

2

全体部

川久保篤志 1〜4 5001313561 Y713561010

スポーツ健康科学実技BA 注1） 1

全体部

1〜4 5001406231 Y706231010

スポーツ健康科学実技BB 注1） 1

全体部

1〜4 5001406241 Y706241010

スポーツ健康科学実技A③ 注1） 2

全体部

スポーツ健康科学実技A④ 注1） 2

全体部

スポーツ健康科学実技B③ 注1） 2

全体部

1〜4 5001306123 Y706123010

スポーツ健康科学実技B④ 注1） 2

全体部

1〜4 5001306124 Y706124010

コンピュータ・リテラシィ② 注2） 2

全体部

上松恵理子 1〜4 5001304012 Y704012010

日本語学演習Ⅱ③

2

全体部

日本語学演習Ⅲ③

2

全体部

書道ⅡB

1

情報資源組織演習B② 注2）

地誌学B

谷釜

尋徳

1〜4 5001306113 Y706113010
1〜4 5001306114 Y706114010

3

5001315093 Y715093010

4

5001314133 Y714133010

2

5001416811 Y716811010

木村

一

全体部

大橋

修一

1

全体部

深水

浩司 1〜4 5001419632 Y719632010

法思想史A

2

全体部

法思想史

4

前半部

後藤

武秀

教育方法研究（情報機器の活用を含む）② 注2） 2

全体部

教育方法研究（情報機器の活用を含む）② 注2） 2

全体部

教職実践演習
（中・高）
② 注3） 2

全体部

長谷川勝久
下田

好行

1〜4 5001341801 Y741801010
3〜4 5001141031 Y741031010
3

5001309312 Y709312010

3

500130931A Y709312020

4

5001309662 Y709662010

注1）スポーツ健康科学実技BA・BB・A③・A④・B③・B④は白山キャンパスではなく、東洋大学総合スポーツセ
ンター（P. 30参照）で行います。
注2）P Cに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」を使用しますの
で、当日必ず持参してください。
注3）受講者には、4月末に受講許可の通知をToyoNet-Gのお知らせに配信しています。受講許可者以外の受講はで
きません。
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冬期1期スクーリング
◇授業時間
授業時間
時限

授業時間

９：00〜17：50
時限

授業時間

１

9：00〜10：30

４

14：40〜16：10

２

10：40〜12：10

５

16：20〜17：50

３

13：00〜14：30

※2016年度より授業時間帯が変更になりました。
◇開 講 地

東洋大学

白山キャンパス（P. 14）・総合スポーツセンター（P. 30）の地図

※教室は、受講者宛に１月５日
（木）
よりToyoNet-Gの「お知らせ
（教務関係）」
に掲出します。
◇申込期間

12月15日（木）〜12月21日（水） 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。
スクーリング申請方法
（ToyoNet-G）
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、
希望するスクーリングを申請します。
②「スクーリング情報一覧」をクリックし、
スクーリング受講票を印刷します。
（「◇注意事項２.」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23日
（金・祝）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．申込手続を行っていない場合は、いかなる理由があっても受講できません。また、
申込期間終了後の受講申込については受付できませんので、余裕をもって申込手
続を行ってください。
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．履修登録をしていない科目およびインターネット出願時に登録していない科目は、
受講できません。
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冬期1期スクーリング
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BA・BB・A③・Ａ④・B③・Ｂ④」を受講する学生は、当

日下記のものを持参し、９：00までに東洋大学総合スポーツセンター（下記案内
図参照）
へ集合してください。
・運動靴、運動しやすい服装、帽子
・健康保険証
・健康診断書（スクーリング開始日の６ヵ月以内に受診したもの

コピー可）

◇会場案内図
東洋大学白山キャンパスの地図はP. 14を参照してください。

東洋大学総合スポーツセンター

〒174−0053

東京都板橋区清水町92−1
アクセス
都営地下鉄三田線
「板橋本町駅」

東洋大学総合スポーツセンター

A 2 出口より 7 分
バス停留所
（

）
の案内

※詳細は、東洋大学ホ
ームページの「交通
アクセス」をご覧く
ださい。

集合場所

（アリーナ棟1階アリーナ）の案内
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スクーリング

パソコン教室での飲食禁止について
スクーリング開講科目のうち、以下の科目はパソコン教室で授業を行います。パソコン教
室内は精密機器が配置されていますので、飲食は一切禁止いたします。
開講期

科

冬期１期
（１月７日・８日・９日）

目

教

員

名

コンピュータ・リテラシィ②

上松恵理子

情報資源組織演習Ｂ②

深水

教育方法研究（情報機器の活用を含む）②

長谷川勝久

浩司

「東洋大学情報システム利用通知書」を使用するスクーリングについて
パソコン教室を使用するスクーリング科目（上表参照）では、パソコンにログインするため
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」を使用しますので、当
日必ず持参してください。紛失等で再発行が必要な場合は東洋通信10月号P. 68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。

災害等によるスクーリングの対応について
台風や大地震等の災害により、大学がスクーリングを中止する等の判断をした場合は、通
信教育部のホームページに掲載しますので、ホームページで確認してください。
・通信教育部ホームページ

http://www.toyo.ac.jp/site/tsukyo/
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スクーリング

スクーリング時の緊急連絡シートの携行について
スクーリング受講中、体調に異常をきたされた際、応急措置やご親族等へ緊急連絡させて
いただくためのものです。下記の「緊急連絡シート」のコピーに必要事項を記入し、スクー
リング中携行し、必要時に、すぐに取り出せるようにしてください。
また、本シートはスクーリング授業時も配布されます。
「緊急連絡シート」下記【注意事項】
をよくお読みください。

緊急連絡シート（コピーしてご使用下さい）
１． 学 部 ・ 学 科 ・ 学 年

学部

リ

ガ

ナ

２． 氏
３． 生

年

月

４． 年
５． 緊

名



日

西暦

年

連

絡

先

月

日

歳

齢
急

年

7

学 籍 番 号（ 1 0 桁 ）
フ

学科

TEL

（

）


（スクーリングに参加していることを知っていること）

緊 急 連 絡 者 氏 名
６． 血
７． 持

液
病

な



型

RH

ど



８． か か り つ け 病 院 な ど

続柄
型

病院名
TEL

９． 常

飲

薬

な

ど

（

）




【注意事項】
①本シート提出により、得られた個人情報は、スクーリング受講中の緊急時にのみ使用し、スクーリング終了後は大
学が責任をもって処分いたします。また、他のいかなる目的の利用にも供しません。
②自身のスクーリング参加を緊急連絡先等に知らせておいてください。
③持病等があって通院中の学生や体調に不安を抱える学生は、医師に相談し、参加を決めてください。
④医務室には医師は常駐していませんので、診察、薬の処方・譲渡はできません。服用薬（常備薬等）を必要とする場
合は事前に自身で用意してください。
⑤万一に備えて保険証を携行してください。
⑥本シートは個人情報が記載されていますので、管理には十分注意してください。

※症状等所見欄
（ここには何も書かないこと）
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教務

教務

「やめましょう、インターネット等からの剽窃（盗用）行為！」
─リポート課題・単位認定試験答案作成にはご注意ください─
以前からも絶対におこなわないよう注意喚起しておりますが、リポートや単位認定試験を
作成する際、特にインターネット等のwebサイトから関連する記事を拾い出してきて、コピ
ー・アンド・ペースト（切り貼り）行為をおこなってあたかも自分の意見・考えであるかのよ
うに答案を作成するケースが最近、目立って増えてきました。これは懲戒にあたる行為、い
わゆる「不正行為」です。実際におこなっている方は、それが懲戒にあたる行為だとは思っ
ていないことが非常に重大で深刻な問題です。
通信教育課程においてはこれらの不正行為に関する取扱要綱があり、抵触すると「東洋大
学通信教育部学則第76条」および不正行為に対する取扱要綱
（『東洋通信』2016年10月号
P. 55〜56）
により、「懲戒処分」となります。
テキストや多数の参考文献・資料と格闘しながら、自分自身のことばで文案を練り、論旨
を展開させてリポートや単位認定試験の答案をコツコツ作成していくよりもキーワードにな
るような関連する単語、フレーズを検索すれば難なく解答に近い文書を探し出すことができ、
前後の文脈も適当に継ぎはぎして完成させていく方がはるかに簡単でお手軽な行為です。け
れども、それは自分の言葉で考え、論旨を展開させたことにはなりません。あくまでも他人
の意見、考えを寄せ集めただけです。
そのような行為をおこなっているとしたら、直ちにやめましょう。
そうはいっても、なかなか自分では気がつかないかもしれません。もし、少しでもリポー
トの書き方や参考文献の引用方法などの不明な点、あるいは「疑わしいが自分ではよくわか
らない」
、「これって剽窃にあたるのだろうか」など疑問があれば、TAに相談してください
（TAの在室時間は、P. 42を参照してください）。
みなさんご自身の力で試練を乗り越えてこそ、真の学習成果が得られ、学力がついたとい
えるのです。一見すると遠回りのように思えますが、実はそれこそが言い古されてはおりま
すが目標に向かって一歩、一歩近づいていく学問の「王道」なのです。ちょっとの手間を惜
しんではいけません。
みなさんの学習努力に期待しています。
なお、次ページにも剽窃に関する記事が掲載されています。合わせて、ご確認ください。


通信教育部
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リポートおよび単位認定試験における不正行為について【再掲】
ひょう せ つ

〜「剽窃（盗用）
」は不正行為です〜
◆リポート・単位認定試験（論文）上の「剽窃（盗用）」とは…
以下のような行為を「剽窃（ひょうせつ）」あるいは「盗用」といいます。
 他人の著作や先行論文、インターネットで検索したＷｅｂサイトなどの文章を「引用」
の適切な形式に従わずに使用する。
 他人の著作物等の文章を適宜「引用」して、自説と比較したり考察の裏付けにしたりす
ることは、リポートや単位認定試験（論文）の執筆において大事な要素です。しかし、その
まま写す
（コピーアンドペースト）、または一部を書き換えて、出典を明記せずにあたかも
それが自分の主張であるかのように表現することは「剽窃（盗用）」にあたります。
◎知らないうちに「剽窃（盗用）」行為をしている。
 意図的な「剽窃（盗用）」が不正行為にあたることはいうまでもありません。しかし、
適切な形式による「引用」をしなかったために、故意でなくとも知らず知らずのうちに
「剽窃
（盗用）
」を行ってしまう場合もあります。あらぬ誤解を招かないためにも、
「引用」
した文章にはきちんと出典を明示し、自分自身の文章との区別をはっきりつけることが
大切です。
◎他人の文章を「剽窃」する行為はもちろんのこと、自分が書いたリポートや単位認定
試験
（論文）
を他人に見せることも不正行為にあたります。また、他人にリポートを書
かせること、他人の代わりにリポートを書くことも不正行為です。
◆単位認定試験
（筆記）上の不正行為
単位認定試験
（筆記）受験時の以下の行為は、不正行為として処罰されます。
＊他人の答案を見る・自分の答案を見せる
＊持ち込みが認められていない物の持ち込み
＊持ち込みが認められている物の貸借
＊試験時に貸し出す「六法」への書き込み
＊替玉受験

など

◆不正行為をすると…
以上のような不正行為が発覚した場合には、東洋大学通信教育部学則第76条及び、不正行
為に対する取扱要綱（
『東洋通信』2016年10月号P. 55〜56参照）に則り懲戒処分されま
す。
リポートの書き方や参考文献の引用方法などの不明点があれば、事前にＴＡに相談してく
ださい（ＴＡの在室時間は、P. 42でご確認ください）。自分自身の力で試練を乗り越えてこ
そ、学習の成果を得ることができます。目標に向かって着実に学習を進めていきましょう。
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2017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【再掲】
2017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、2017年３月卒業予定者、2017年度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。
※次ページ以降の「秋学期のリポート提出期限について」、「リポート・単位認定試験（論文）
提出時の体裁について」、
「リポートおよび単位認定試験
（論文）
提出上の注意事項について」
もあわせて確認してください。体裁に不備がある場合は、受付することができませんので
ご注意ください。
学習方法
リポート提出

各種期限
2017年１月12日（木）
16：45必着分まで

スクーリング

2017年１月７日（土）〜
2017年１月９日（月・祝）
【冬期１期受講分まで】

メディア授業

2016年12月16日（金）〜
2017年１月９日（月・祝）
【第４回受講分まで】

単位認定試験（筆記）受験

2017年２月19日（日）
【第８回受験分まで】

単位認定試験（論文）提出

2017年２月16日（木）
16：45必着分まで

注意事項

左記の結果確認後、 単位認定
試験を受験する場合、最終の単
位認定試験申請に間に合うよう
ToyoNet-Gで申請してくださ
い。

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

2017年１月13日（金）〜３月31日（金）

（受付停止期間中に届いたリポートは、通信教育課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

2017年２月17日（金）〜３月31日（金）

○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。
○あわせてP. 44「白山キャンパス停電に伴うネットワーク利用およびシステムの停止につ
いて」も確認のうえ、学習を行ってください。
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秋学期のリポート提出期限について
秋学期のリポート提出期限は、下記のとおりです。
◆リポート提出期限：2017年１月12日（木）16：45【必着／厳守】
※各種学習方法の期限詳細については、次の内容を確認してください。
１）P . 35「2017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」も
しくは、４月号P. 50「2016年度の各種期限について」
２）通信教育部ホームページ「シラバス」→「▽資料」項目「学年暦カレンダー」
上記リポート提出期限以降の、リポート申請・提出については以下のとおりです。
■前期
（４月入学）
：正科生の方■
2017年度の「在籍手続」
（４月１日〜）完了後、リポート申請・受付が可能となります。
「在籍手続」の詳細については、『東洋通信』２月号でお知らせいたします。
なお、2017年４月以降は2017年度「シラバス」のリポート課題での学習となります。
2017年度「シラバス」は３月より通信教育部ホームページで公開予定です。
2017年１月12日（木）までに提出できなかったリポートの申請と提出用表紙は無効とな
りますので、４月１日以降に改めて「リポート申請」手続きと提出用表紙の出力・添付が
必要です。
■前期
（４月登録）
：科目等履修生の方■
2017年３月31日をもって登録期間が終了となります。
そのため、2017年１月13日（金）以降のリポート申請・提出はできません。
引き続き学習を希望する場合は、2017年４月登録生として改めて出願してください。
なお、単位修得に至らなかった科目のリポート・スクーリングおよびメディア授業合格の
履歴は引き継がれませんのでご注意ください。
■後期
（10月入学／登録）：正科生および科目等履修生の方■
2017年４月１日よりリポート申請・受付が可能となります。
ただし、年度単位
（４月〜３月）
で「シラバス」が更新となりますので、2017年４月以降
は2017年度「シラバス」のリポート課題での学習となります。
2017年度「シラバス」は３月より通信教育部のホームページで公開予定です。
2017年１月12日（木）までに提出できなかったリポートの申請と提出用表紙は無効とな
りますので、改めて「リポート申請」手続きと提出用表紙の出力・添付が必要です。
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リポート・単位認定試験（論文）提出時の体裁について
リポート・単位認定試験（論文）の提出にあたっては、それぞれ下表の№１〜６を揃えて、
過不足なく体裁を整えるよう注意してください。なお、詳細については『履修要覧』もあわ
せて確認してください。
また、原稿用紙の使い方や引用のしかた、注の記入方法などについて不明点がある場合は、
提出する前にTAに相談してください
（TAの学習相談および在室時間についてはP. 42を参照）
。
№
1

2

添付内容等
表紙

原稿用紙

リポート

単位認定試験
（論文）

・ToyoNet-G「学生メニュー」
→「リポート申請」後
「リポート情報一覧」より印刷

・ToyoNet-G「学生メニュー」
→「単位認定試験
（論文）
申請」後
「単位認定試験（論文）情報一覧」より印刷

・ToyoNet-G「お知らせ」内「教務関係」
より指定の解答用紙を片面印刷で出力（※
・用紙サイズ以外の原稿用紙の指定なし
②）。HPからも出力可。用紙は白黒出力
・市販のA４判用紙（片面印刷）に20字×20
カラー出力両方可。
行で作成
・ワープロ使用の可・不可は科目担当教員 ・縦使用縦書きで手書きのみ⇒ワープロ使
用不可、全科目共通（ただし「情報サービ
の指示による（※①）
ス論」を除く）
・鉛筆及び消せるボールペンの使用は不可
・鉛筆及び消せるボールペンの使用は不可
（※③）
（※③）

・上記「原稿用紙」
（解答用紙）と共に出力さ
・ToyoNet-G「お知らせ」内「教務関係」 れる用紙を添付
（末尾ページ）
3 参考文献用紙
より出力し添付
・年齢、職業の記入欄あり、必ず記入する
こと
・上記「参考文献用紙」と共に出力される
用紙を添付（２ページ目）
4 添削指導用紙
・年齢、職業の記入欄あり、必ず記入する
こと
5 質疑応答用紙

・担当教員に質問がある場合のみ
ToyoNet-G「お知らせ」内「教務関係」
より出力し添付

6

・不合格になった課題の再提出の場合
【必須】
⇒直前回の不合格リポート一式（表紙・本
文・添削指導用紙などを含む全て）を添付
（※⑥）

その他

添付しない（※④）
添付しない（※⑤）

※①：ToyoNet-G「シラバス・教員プロフィール」の【リポート課題
（Report exercise）】内「ワ
ープロ使用可否」欄参照。
ワープロ使用可の場合：
「可」と表記、ワープロ使用不可の場合：「不可」と表記
※②：指定の解答用紙以外の用紙を使用した場合には受け付けない。
※③：鉛筆または消せるボールペン等を使用すると改ざんされるおそれがあるため、使用した形跡
がみられる場合は、受付をせず、返却する（リポートの場合）。
なお、単位認定試験（論文）は返却しない。あらためて消えないボールペン、ペン等を使用し
て書き直すこと。
※④：解答用紙は返却しないため、添削指導は行わない。試験結果はToyoNet-Gの「学習状況」な
どで確認すること。
※⑤：試験問題に関わる質問は、内容のいかんに関わらず一切受け付けない。
※⑥：不合格リポートの添付がない場合は上表の体裁不備とみなし、受付せずに返却する。
添付する際は、再提出するリポートの下に直前回の不合格リポート一式を重ねてホチキス止
めすること。

37

教務

リポートおよび単位認定試験（論文）提出上の注意事項について
 次に提出する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に
備えて、作成したリポートおよび単位認定試験（論文）は、必ずコピーをとり、手元に保管
してください。

2017年3月卒業予定者の卒業総合面接試験について 前期生対象
卒業論文の提出締切は、2016年12月12日
（月）
です。卒業論文提出後は、卒業総合面接
試験を必ず受けなければなりません。
卒業総合面接試験とは、①卒業論文そのものに関する口頭試問

②当該学部を卒業する学

力を有するかどうかの試問を指します。
面接では、卒業論文指導教員が皆さんの提出した卒業論文を中心に試問し、審査すること
になっています。どこから質問されても要旨を簡明に答えられるように準備をしておいてく
ださい。面接日には、卒業論文の下書き
（コピー）、執筆に使用した資料・文献も2、3持参す
るとよいでしょう。
面接日は2017年１月10日
（火）
〜１月20日
（金）
の間で、審査教員が指定した日となりま
す。指定された日時の変更はできませんのでご注意ください。面接日・時間・場所等の詳細
については、12月下旬までに対象者に郵送にて通知します。

卒業要件の充足と卒業の時期について
原則として、前期生（４月入学生）は３月卒業、後期生（10月入学生）は９月卒業ですが、
卒業の時期に、単位修得が不足して卒業要件が満たされない場合、卒業は見送られます。そ
の後は前期生・後期生に関係なく、卒業要件単位を充足した直近の９月または３月に卒業と
なります。
教育実習や資格取得の関係で、翌年や半年先の在籍を希望する学生は、その時期に卒業要
件を充足するように、学習計画を立ててください。卒業要件を充足した状態で卒業を見送る
ことはできません。
【例】
前期生で、2017年３月の卒業を目指し、卒業論文の単位は修得したが、卒業要件単位数
が２単位足りずに卒業できなかった。その後、2017年６月に不足していた２単位を修得し
た。
→この場合、前期生であっても2017年９月に卒業となります。
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テキストが変更された科目について【重要】
下表の科目は、出版社の都合で品切れ・重版未定となりました。
つきましては、代替の図書・プリント教材が指定されています。配本受領に際して確認し
てください。今年度、
（後期）
新規履修登録をした方で、現在未配本の場合には該当テキストを
お送りいたします。
該当科目を履修中で、紛失等で持っていない方は、あらためて購入するようにしてくださ
い。ブックサービス（※）を利用して購入することができます。
なお、以前に配本された旧テキストでもリポート課題を解答する場合に使用することがで
きます。
※ブックサービス：詳細は補助教材『東洋通信』10月号のＰ. 54「テキスト配本の外部
委託について（後期生対象）」の項を参照してください。
2016年度後期テキスト変更一覧
科目名

担当教員名

現行テキスト

新テキスト

備

考

日本語概説Ａ①

岡崎

友子

『概説日本語学

改訂版』

プリント教材

シラバス最下欄にデータ
があります。各自、出力
して使用してください。

日本語概説Ｂ①

岡崎

友子

『概説日本語学

改訂版』

プリント教材

シラバス最下欄にデータ
があります。各自、出力
して使用してください。

日本語史Ａ

中山

綠朗

『概説日本語学

改訂版』

『日本語と日本語教育の
ための日本語学入門』
宮地 裕 編 明治書院

日本語史Ｂ

中山

綠朗

『概説日本語学

改訂版』

『日本語と日本語教育の
ための日本語学入門』
宮地 裕 編 明治書院

日本語史

中山

綠朗

『概説日本語学

改訂版』

『日本語と日本語教育の
ための日本語学入門』
宮地 裕 編 明治書院

国語科指導法Ⅰ

永田

正博

『新たな時代を拓く中
学校・ 高等学校国語
科教育研究』
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科目担当教員の変更、休講科目について（2017年４月〜）
【重要】
下記科目については、2017年４月より科目担当教員が変更、あるいは休講措置がとられ
ることになります
（2016年10月20日現在）。そのことにより、リポート課題やテキスト等
が変更となることもあります。つきましては、該当科目を履修している学生はできるだけ早
く単位修得してください（語学・実技・演習・実習科目は除く）。
【休講科目】
科目名
科目名
科目名
（2004〜2007年度（2008〜2011年度（2012〜2015年度
入学生）
入学生）
入学生・科目等履修生）

科目名
（2016年度
入学生）

比較文学文化史Ａ

比較文学文化史Ａ

比較文学文化概説Ａ

比較文学文化概説Ａ

比較文学文化史Ｂ

比較文学文化史Ｂ

比較文学文化概説Ｂ

比較文学文化概説Ｂ

2016年度
担当教員名
信岡

朝子

【担当教員の変更】
科目名
科目名
科目名
（2004〜2007年度（2008〜2011年度（2012〜2015年度
入学生）
入学生）
入学生・科目等履修生）

科目名
（2016年度
入学生）

古代日本文学史Ａ

古代日本文学史Ａ

古代日本文学史Ａ

古代日本文学史Ａ

古代日本文学史Ｂ

古代日本文学史Ｂ

古代日本文学史Ｂ

古代日本文学史Ｂ

日本出版文化史Ａ

日本出版文化史Ａ

出版文化事情Ａ

出版文化事情Ａ

日本出版文化史Ｂ

日本出版文化史Ｂ

出版文化事情Ｂ

出版文化事情Ｂ

図書館情報技術論

2016年度
担当教員名
池原

陽斉

和田

博文

図書館情報技術論

大塚

敏夫

情報サービス概説

情報サービス概説

情報サービス論

情報サービス論

兼松

芳之

読書と豊かな人間性

読書と豊かな人間性

読書と豊かな人間性

読書と豊かな人間性

村井

信彦

学校経営と学校図書館 学校経営と学校図書館 学校経営と学校図書館 学校経営と学校図書館

村井

信彦

書道科指導法Ⅰ

書道科指導法Ⅰ

書道科指導法Ⅰ

書道科指導法Ⅰ

樋口

咲子

書道科指導法Ⅱ

書道科指導法Ⅱ

書道科指導法Ⅱ

書道科指導法Ⅱ

樋口

咲子

※通信教育課程の学習方法では学習できません。
【担当教員の変更】
（第２部通年スクーリングのみで開講）

科目名
科目名
科目名
（2004〜2007年度（2008〜2011年度（2012〜2015年度
入学生）
入学生）
入学生・科目等履修生）
経済法

経済法

科目名
（2016年度
入学生）

経済法Ａ

経済法Ａ

経済法Ｂ

経済法Ｂ
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2016年度
担当教員名
多田

英明

教職・諸資格
教職パスポートの申請について（教員免許状の取得を希望される方へ）
【重要】
教職課程ではこれまでの「総合演習」 にかわり４年次に必修科目として「教職実践演習
（中・高）
」が開講されています。
「教職実践演習
（中・高）」では、教員免許状を取得するまでの学びの記録を行う『教職パス
ポート』を使用します。
『教職パスポート』は、教職課程の継続的・系統的な学びの流れを記録し、活用するための
ものであり、
「教職実践演習
（中・高）
」ではこの『教職パスポート』の所持・活用が履修条件
となります。
教員免許状の取得を希望し、「教職実践演習（中・高）」の履修を予定している学生は必ず
『教職パスポート』取得申請を行ってください。
「教職実践演習（中・高）」は『教職パスポー
ト』がないと受講できません。
なお、
「教職実践演習
（中・高）
」の受講は東洋大学通信教育課程の教育実習に参加している
こと
（秋実習含む）が要件になっています。
※これまで「総合演習」を修得していない学生で、2016年４月１日以降教員免許状を取
得する場合は、「教職実践演習（中・高）」の履修が必要になります。
対象者については下記方法に従い、『教職パスポート』を申請してください。
教員免許状を取得する上で重要なものとなりますので、紛失や破損のないように自己管理
を徹底してください。
【申請対象者】
教員免許状の取得を希望し、これまで「総合演習」を修得していない学生で、
『教職パスポー
ト』を所持していない者
【申請手順】
任意のA４用紙に「教職パスポート希望」と題し、学部・学科・氏名・学籍番号・日中連絡
先を記入の上、205円切手を添えて通信教育課まで郵送してください。
（通信教育課窓口にて受取の場合は、切手不要です。）
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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の変更について
『東洋通信』2016年８月号P. 39に掲載した「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」に変更がありましたので、ご確認ください。
2016年度


曜日

在室時間帯

TA在室日

担当TA氏名
スガワラ

マ

イ

2016年12月１日改正
担当学部分野

文学部 古
 典文学文化科目、司書科目、基盤教育・
共通総合科目、教職科目

月

14：00〜15：00 菅原

火

11：00〜12：00 始澤

水

14：00〜15：00 梅本

木

15：00〜16：00 西元

金

11：00〜12：00 尾崎利恵子 文学部

土

11：00〜12：00 文または法 ※学習相談等がある場合は、事前に問い合わせてください。

麻衣

シ ザワ

マ スミ

真純

ウメモト

ヒト ミ

一美

ニシモト

カ

ナ

エ

コ

法学部 法
 律専門科目、基盤教育・共通総合科目、
教職科目
文学部 近
 現代文学文化科目、司書科目、基盤教育・
共通総合科目

加那 法学部 法
 律専門科目、基盤教育・共通総合科目

オ ザキ リ

教職科目、司書科目

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

スクーリング実施日の通信教育課窓口・電話取扱の停止日について【再掲】
下記該当スクーリング実施日において窓口取扱・電話等の対応を停止いたしますので、ご
注意ください。
開講期

スクーリング日程

窓口・電話取扱停止日

週末4期

12月10日(土)

12月17日(土)

12月18日(日)

12月18日(日)

冬期1期

2017年
1月7日(土)

2017年
1月8日(日)

2017年
1月9日(月・祝)

2017年
1月9日(月・祝)

※網掛けされている日がスクーリング実施日の窓口・電話取扱停止日になります。
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白山キャンパスの通学路案内
スクーリングは主に1号館・５号館・６号館で行います。1号館・５号館へは正門
（東門）
を
利用し、６号館へは西門を利用してください。白山キャンパス周辺は、住宅街です。近隣住
民の生活環境に迷惑にならないように、十分に配慮してください。歩行中の喫煙は、環境の
美化面および安全面からも社会問題となっています。喫煙は学内の指定された喫煙場所を利
用してください。
また、吸殻のポイ捨ては勿論のこと、空き缶やペットボトルなどのごみ等の投げ捨てもや
めましょう。キャンパス周辺における違法な駐車・駐輪は、近隣および通行人の方々に迷惑
となるばかりでなく危険を伴います。自動車・オートバイ・自転車による通学は禁止です。

白山キャンパスにおけるスクーリング・単位認定試験
（筆記）の会場表示について
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（筆記）等で使用する教室は、当日、大学受付（各門警備室）や８号館1階通信教育課前に掲
示等でお知らせいたしますので、必ず確認してください。
《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

証明書申請の定額小為替について
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、受付できず、返却いたしま
す。
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登録情報の変更について
氏名・住所・電話番号・勤務先・保証人など、既に登録している事項に変更が生じた場合
は次の方法で変更手続をしてください。正科生と科目等履修生では手続方法が異なります。
◇正科生：
①住所・電話番号・勤務先の変更……………ToyoNet-Gより変更してください。
②上記以外の変更
（氏名・保証人の変更等）…………通信教育課程ホームページの「申請・届
出」内にある「変更届」に記入し、学生証のコピーを同封の上、お送りください。
◇科目等履修生：
全ての変更………通信教育課程ホームページの「申請・届出」内にある「変更届」に記入し、
科目等履修生証のコピーを同封の上、お送りください。
氏名・住所・電話番号はもちろんのこと、勤務先・保証人項目などについても正確な届出
がなされなかった場合、
『東洋通信』発送、個人への連絡等に支障をきたす場合がありますの
で、必ず届け出てください。また、住所変更の際は、郵便局への「転居届」提出も必ず行っ
てください。

白山キャンパス停電に伴うネットワーク利用およびシステムの停止について
白山キャンパスの法定停電に伴い、以下の日程でネットワークおよび各システムの利用が
停止となります。
2016年12月27日（火）〜12月28日（水）終日利用停止
○停止するサービス
・ToyoNet-G（12/29・12/30もメンテナンスにより利用できないため、利用停止期間は
12/27〜12/30です。）
・本学ホームページ
（図書館OPACを含む）
・白山PC教室利用・全学PC教室プリンタ印刷不可
※ToyoNet-ACEは利用可能ですが、本学ホームページからのアクセスができません。
メディア授業等でToyoNet-ACEを使用する場合は、下記URLからアクセスしてください。
https://www.ace.toyo.ac.jp/
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年末・年始事務室休業のお知らせ【再掲】
事務室休業期間

2016年12月27日（火）〜2017年１月５日（木）

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21日（水） 到着分まで
リポート受付、単位認定試験（論文）受付……12月22日（木） 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。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（金）以降となりますので、注意してください。

年末・年始事務室休業期間中の「単位認定試験（論文）」受付について【再掲】
上記のとおり、2016年12月27日
（火）
～2017年１月５日
（木）
は事務室休業となります。
ついては、この期間中に到着した「単位認定試験
（論文）」の受付についてお知らせします。
〔注〕
「ToyoNet-G」で行う「単位認定試験

（論文）申請」はシステムメンテナンス時（毎週木
曜21：30～23：30）および白山キャンパス停電に伴うシステムの停止時（P. 44）を
除き、事務室休業日も利用可能です。
◇事務室休業期間中
（2016年12月27日
（火）
〜2017年１月５日
（木））
に到着した単位認定
試験
（論文）
について
2017年１月６日
（金）
より、消印が「提出締切日」内であるかを確認のうえ順次、受け付
けします。
（秋学期の提出期限2017年２月16日

（木）
については16：45必着ですので、ご注意くだ
さい。P. 35参照）
【注意事項】
「提出締切日」が事務室休業中にあたっている「単位認定試験
（論文）」は、次の点に注意し
てください。
休業期間中に論文試験が提出
（投函）
された場合
（※）
であっても、
「ToyoNet-G」の「単位
認定試験
（論文）情報一覧」では「提出締切日」の翌日より、受付完了まで以下のように表示
されます。
「単位認定試験（論文）情報一覧」
⇒ 「状態」欄：「申請不備」 ⇒ 「備考」欄：不備内容「期限切れ」
その際は、再度の受験申請は絶対に行わず「受付済」となるのをお待ちください。遅くと
も１月６日
（金）中には変更になります。
※「提出締切日」までに提出（投函）できなかった場合は、再度、受験申請のうえ再受験をし
てください
（試験問題は受験のたびに変更になることがあります）。
 なお、消印が「提出締切日」を経過している場合は、いかなる理由があっても受け付け
ることはできません。提出締切期限には余裕をもって投函するようにしてください。
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2016年9月期卒業生卒業論文題目一覧
2016年９月17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15名、法学部２名が晴れて卒業生となりました。
卒業された皆さんの卒業論文の題目および指導・審査教員は下表のとおりです。
文学部

日本文学文化学科
卒業論文題目

澁澤龍彦論

指導・審査教員

─物語に紡がれた少女たち─

和田

博文

山本

亮介

谷地

快一

岡崎

友子

千艘

秋男

「国語科の課題」 ─「生きる力」と国語科教育─

坂詰

力治

『十六夜日記』研究

千艘

秋男

紀貫之研究

山中

悠希

空海の書 『風信帖』と『久隔帖』をめぐって

蓮見

行廣

日本文化における相撲の研究

原田

香織

山中

悠希

岡崎

友子

『平家物語』研究

和田

琢磨

『源氏物語』朝顔の姫君論

山中

悠希

中山

尚夫

少年犯罪と現代小説
『野ざらし紀行』研究
役割語の研究

─伊勢の条にみる西行の影─

─文末表現における女性語の変遷─

『宇治拾遺物語』研究

─「鬼に瘤取らるる事」をめぐりて─

─栃木山を中心に─

『源氏物語』における美的語彙研究
オノマトペ研究 新聞とユーザー投稿型Webサイトにおけるオノマトペ研究
─「もちもち」
「もっちり」
「もちっ」を中心に─

本阿弥光悦研究
法学部

─書画の融合─

法律学科
卒業論文題目

精神障害と安全配慮義務

指導・審査教員

─職場のメンタルヘルス─

確定拠出年金制度に関する日本の法制度の実態と改善点
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鎌田

耕一

堀口

勝

トピックス
大学院文学研究科《日本文学文化専攻》
※通学制について
本学は、11学部を擁する総合大学にふさわしく、12研究科からなる大学院を設置してい
ます。文学部に相応する大学院を文学研究科と称し、日本文学文化学科に連携する専攻とし
て、日本文学文化専攻（白山キャンパス・セメスタ昼間開講・通学制）が設置されています。
学部までの学問に加えて、さらに研鑽を積み研究者としての志を果たそうとする人、大学
院でなければ取得できない上級の教員免許状（専修免許状※一種免許状取得者に限る）取得を
目指す人、生涯にわたる研究や学習で、自己開発、自己向上を目指す人等、その進学動機は
様々ですが、少人数による徹底的な研究、教育を、教授と院生とが膝を突き合わせ一体とな
って実践しています。

大学院
文学部

分

文学研究科

※通学制
日本文学文化専攻（博士前期課程）

野

近現代文学文化

指

日本語学（古典語）

導

学位取得

近世文学文化

究

中世文学文化

学位論文

研

中古文学文化

入学者選抜（※学内推薦・一般・社会人・外国人留学生）

日本文学文化学科・その他

上代文学文化

日本語学（現代語）
隣接領域科目
比較文学文化科目

専修免許状取得
※一種免許状取得者に限る

※学内推薦について
成績基準：在学生…評定4.5以上
（３年次までの成績）
卒業生…評定4.5以上・卒論ＳまたはＡ
成績確認：12/ 5～12/19
出願期間： 1/ 6～  1/12
試 験 日： 2/18
詳細は、大学院教務課
（８号館４階）
に問い合わせてください。
TEL：03−3945−7250
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祝・2016年9月期卒業
通信教育部長祝辞
通信教育部長

清

水

宏

卒業生の皆さん、この度は、ご卒業誠におめでとうございます。
通信教育課程におきましては、スクーリングやメディア授業もありますが、基本的には自
学自習を必要とし、リポートに加えて単位認定試験も課されており、単位取得が難しいとさ
れるところ、所定の課程を修められ、晴れてこの日を迎えられた皆様に対しまして、心より
お祝いを申し上げますと共に、深く敬意を表させていただきます。
通信教育課程では、 既に９月卒業の伝統が積み重ねられているところ、 本学法学部では
2012年度カリキュラムからセメスター制度に移行しまして、今年初めての９月卒業生を送
り出しています。また、文学部では2016年度からセメスター制度を導入しており、４年後
には９月卒業生を送り出すことになろうかと思います。
「学問」というものは、時と場所を選
ばないものであるということに鑑みますと、学問というものの本質に忠実であるという点で、
通学課程もようやく、通信教育課程に追いついてきたといってもよいのかと思われるところ
であります。
さて、私が学生時代に読んだ漫画の中に、
「マスター・キートン」という題名のものがあり
ました。これは、イギリス空軍特殊部隊所属という経歴を持つ保険会社の調査員を主人公と
するものですが、その中で主人公の大学時代の恩師に関するエピソードが心に残っておりま
すので紹介させていただきます。それは、第二次世界大戦下のロンドンが舞台で、主人公の
恩師が講師として勤務していた夜間大学が、ドイツ軍の空襲を受け、校舎が破壊された後の
シーンでした。瓦礫の中で学生が、これでは授業は無理だというのに対して、その恩師は、
「諸君、今こそ勉強すべき時だ」と宣言し、続けて、
「あと15分はある。敵の狙いは、この攻
撃で英国民の向上心をくじくことだ。ここで私達が勉強を放棄したら、それこそヒトラーの
思うツボだ。今こそ学び、新たな文明を築くべきです。」と述べたのです。
学ぶということは、自分を向上させるためであることは言うまでもありませんが、同時に、
私達が所属するコミュニティをより良いものにすることにも貢献することになるのです。皆
さんが本日学士号を取得されたのは、皆さんのためだけではなく、同時に、皆さんの所属す
る家族、職場、地域、国家をより良いものとすることに大きく貢献するものなのです。その
文脈で、私達の所属するコミュニティの興隆は、まさに皆さんの学びに負うところがあるの
です。
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どうか皆さん、今日この日、自らを誇りに思って頂きたいと思います。その上で、皆さん
自身をさらに向上させ、皆さんの所属するコミュニティをより良いものとするために、これ
からも学び続けてください。
最後に、皆さんのような素晴らしい卒業生を送り出すことができましたことを誇りに思い
ますと共に、そのことを通じまして、東洋大学通信教育課程にこの栄誉ある機会を与えて頂
きましたことを皆さんに心より感謝申し上げまして、私からのはなむけの言葉とさせていた
だきます。
2016年９月17日
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学生代表謝辞
通信教育課程卒業生代表

星

野

和

江

本日の卒業にあたり、通信教育課程、文学部15名、法学部２名、計17名の卒業生を代表
し、謝辞を述べさせていただきます。
本日は、厳粛かつ心に残る式典を挙行していただきまして、誠にありがとうございます。
また、ご多忙の中、大学関係者皆様のご臨席を賜り、卒業生一同、心より厚く御礼申し上げ
ます。
爽やかな秋風の吹く、この佳き日に卒業を迎えることができましたことは、私たちにとり
まして感慨無量の喜びでございます。そして、今日を迎えることができましたのは、偏にご
指導くださいました先生方をはじめ、ＴＡの方々や、事務局の皆様のサポートのおかげによ
るものと、深く感謝申し上げます。
私たちは、入学の動機や目的も異なり、年齢や職業もさまざまですが、この東洋大学通信
教育課程で学びたいという志のもと、共に学業に励んでまいりました。
入学直後には、大学で学べるということがうれしく、リポートや論文提出用の15円分の切
手を、はりきって大量購入いたしました。ところが、独り学習の難しさに、どのように取り
組めばよいのかわからず、焦る日々が過ぎるばかり。しかし、１年目に設定されている「基
礎演習」のスクーリングに出席したとき、同じように不安に感じながらも頑張る他の学生た
ちの姿を見、先生の厳しくも真摯なご指導を受け、通信教育課程とは、たった独りきりでの
学習ではないのだと知ることができました。
その後も、スクーリングには積極的に参加いたしました。演習科目では、一つの作品に対
し、さまざまな切り口からの考察を聞くことができました。ものごとは、見方を変えれば違
う事柄が見えてくるのだと学びました。また、東洋大学では３部間聴講制度があり、通年ス
クーリングとして通学課程の受講ができるため、会社の仕事を終えた後、若い学生たちに混
じって学ぶこともできました。2012年にはメディア学習がはじまりました。自宅で先生の
ご講義を受けることができるというのは、通信課程の学生にとって喜ばしいことでした。
リポート学習や、論文形式の単位認定試験には、文献探しや文章構成など、毎回目一杯時
間を掛け、最後まで悩みながら書いていました。書き上げて封をして、切手を貼るときには
いつも、入学当初のうれしい気持ちを思い出しました。そして、良い評価をいただけると、
全力でやって良かったという喜びから、自信につながり、次への意欲となりました。
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私は、この卒業の日を迎えるまでに、入学から９年半もかかってしまいました。しかし、
とても充実した年月だったと思っています。事情により、高校卒業時には諦めていた、大学
に通ってみたいという思いを、遂げることができました。東洋大学入学時に抱いた、卒業し
たいという希望も叶えました。大学で学ばなければ絶対手に取ることはなかったであろう本
も、たくさん読みました。文献の読み方、論文の書き方、美術鑑賞の仕方、ものの見方、考
え方、多くのことを教えていただきました。
そして、今日まで頑張ることができたのは、共に学業に励んできた学友と、素晴らしい先
生方に出会うことができたおかげと思っております。また、学習することを応援してくださ
った方々や、入学を勧め、家事がおろそかになることも多かった中、いつも励ましてくれた、
家族の協力があったからこそと感謝しております。
私たちは本日卒業を迎え、東洋大学での学業を修了し、それぞれの道を歩むことになりま
す。しかし、これからも生涯、学びは続くことでしょう。この東洋大学通信教育課程で、学
問をし、卒業したことに自信と誇りを持ち、今後の人生に、その知識と教養を生かしていき
たいと思っております。
最後になりましたが、今日までご指導くださいました先生方やＴＡの方々、大学生活を支
えてくださいました事務局の皆様の、ご健勝とご多幸を、そして、東洋大学の益々のご発展
を祈念いたしまして、私たち卒業生の謝辞とさせていただきます。
本日は誠にありがとうございました。
2016年９月17日
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（順不同
卒業生のことば（2016年9月期卒業）

敬称略）

※卒業生15名がメッセージを寄せてくださいました。
まずもって、卒論をご指導いただいた和田先生をはじめ、講義等
にてお世話になりました諸先生方、幾度となく窮地を救っていただ

大

橋

信太郎

いた事務室、TAの皆さまに心より感謝申し上げます。そして、とも
に学んだ学友の皆さまがよい成果を得られるよう祈っております。
リポートや論文など、大学にはずいぶんたくさんの文章を提出し
てきましたが、それもこの一文をもって最後になるのかと思うと感
慨深く、どこか淋しいような心持でおります。

私が東洋大学で勉強をするようになったのは、ちょうど10年前で
す。母の勧めで始めた大学生活でした。仕事と勉強の両立は大変で、
論文試験も初めはなかなか受からず、何度もくじけそうになりまし
た。しかし、スクーリングで出会った仲間に支えられ、なんとか卒
業することができました。１人での勉強は厳しいですが、仲間と一

園

田

樹

里

緒なら乗り越えられるということを大学生活を通して私は学ぶこと
ができました。

卒業にあたり、卒業論文をご指導頂きました岡崎先生を始め、こ
れまでお世話になりました諸先生方に感謝を申し上げます。仕事と

倉

田

静

学業の両立は想像以上に大変なものでしたが、恵まれた環境で好き
なことに向き合えたとても贅沢な時間でもありました。途中諦めそ
うになった時もありましたが、年齢も職業も異なる友人達との出会
いはかけがいのないものであり、学習を進める上でも大きな励みと
なりました。
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長いことかかりましたが、無事卒業することができました。卒業
論文を指導してくださった千艘先生をはじめ、諸先生方、事務局の

星

野

和

江

皆様、家族にも、感謝を申し上げます。ありがとうございました。
東洋大学では、学問の楽しさを学びました。今後の人生でもきっ
と役立つことでしょう。卒業は、少しさびしくもありますが、前を
向いて歩いて行きたいと思います。皆さんも、大学生を楽しみなが
ら頑張ってください。

短大から編入をして、予定していた何倍もの時間がかかっての卒
業となりました。
仕事をしながらのリポート提出は、とても大変なものでした。途
中で諦めてしまいそうになった事もありましたが、スクーリングで
出会った友人や、事務室のスタッフさんが支えて下さったお陰で卒

糠

信

多香子

業までたどり着く事が出来ました。
長い間、たくさんの方にお世話になり、本当にありがとうござい
ました。

長い学生生活でした。幾度となく挫折しましたが初心を貫き、自
分が豊かになったことは誇りです。しかしその陰には夫・友・先生

齊

藤

幸

子

の温かい励ましがありました。感謝申し上げます。勉強は地元の大
学の図書館でしていましたが、最後の論文試験の時に熊本が大地震
に見舞われ、大学の図書館も閉鎖されてしまい困惑しましたが、卒
業を迎えることができました。有難うございました。東洋大学のま
すますの発展をお祈り致します。
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古典と書道を学びたく８年前に入学しました。熊本と東京の往復
距離は地球１、２周分となりましたが、スクーリングでの学友との
出会いや素晴らしい授業を受ける事ができたことは、とても幸せな

右

田

聖

美

時間でした。
今年４月の熊本地震では、卒論執筆が１ヶ月中断しピンチになり
ました。しかし、今卒業できることは大変感慨深く、これも今まで
支えてくれた家族を始め、学友、通信教育課の皆様のお陰です。心
から感謝申し上げます。

私の学生生活は20年余り、入学時、
「大学のために仕事は休まな
い」と長い年月を覚悟しました。振り返ると、大学のシステムの変
更に戸惑い、青森からのスクーリングは夜行バスや新幹線の利用と
共に台風との睨み合いでした。夜行バスで朝青森に着き、その足で
医療機関の窓口に立つ、異次元の世界から一瞬に現実に戻る。懐し
い、そして先生方や学友との出会いは、学業のみならず生き方をも
学びました。心よりお礼申し上げます。

葛

西

セキ子

学生生活を振り返ると、白山キャンパス通いや地方スクーリング
（仙台・大阪・金沢）など、楽しい思い出ばかりが蘇ってきます。私
の場合は仕事と学業との両立が課題でしたが、東洋大学の諸制度を
駆使する事により、乗り越えることが出来ました。
最後になりますが、卒論のご指導を頂いた原田香織先生並びに久
野俊彦先生を始めとして、在学中にご指導くださった諸先生方に、
この場をお借りしまして感謝申し上げます。

印

出

隆

之
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2013年に３年次に編入し、３年かけてようやく卒業の日を迎え
ることができました。初めのうちはリポートの課題を進めるのに戸

杉

本

美

華

惑い、単位を取っていけるのかどうか不安でしたが、次第に慣れ、
楽しんで勉強を進めることができました。先生方にはリポートの内
容に関して詳細なご指摘、アドバイスをいただき、熱心なご指導に
とても感謝いたしております。ありがとうございました。

仕事との両立は思った以上に大変でしたが、焦りや不安を分かち
合い励まし合った学友の存在は本当に力になりました。入学当初は
ただ卒業することだけを目標としていましたが、次第に様々な分野
に興味が広がり、学問の楽しさ・深さをあらためて知ることができ

前

田

有紀子

ました。今後も、いつまでも好奇心を失わず、生涯学び続けたいと
思います。

高校卒業上がりで入学した私にとって、様々な年齢・ご職業の方々
と共に励んだ通信教育課程での時間は、本当に刺激的なものでした。

加

藤

絵

未

お仕事をされながら貴重なお休みの時間を割いて、また、遠方から
いらっしゃって講義に臨む姿に、日々奮い立たされました。
４年半、東洋大学で学んだ知識や立振舞は、社会人になった今、
心強い糧となっています。出会い、お世話になった方一人ひとりに、
感謝申し上げます。
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なんとか卒業にたどり着くことができました。最初はリポートの
書き方がわからず、課題を見て茫然とするだけでした。やっと書け
ても、誤字脱字が多すぎて採点されずに戻ってきたこともありまし

新

藤

素

子

た。しかし、スクーリングで出会った学友や、様々な経歴の先生方
から、学問の道は一つではないことを実感し、勉強に励むことがで
きました。同志の仲間、先生方、両親、職場の皆、私を支えてくれ
たすべての人に心から感謝しています。

無事に卒業を迎える事ができ、とても嬉しく思っています。長い
ようで短かった学生生活で、ようやく還暦前に卒業となりました。
その間多くの方々にお世話になりました。
卒論を御指導下さった先生、事務室の方、TAの方、PC室の方、
学友、友人、そして何より家族の協力のおかげだと思っています。
皆様、本当にありがとうございました。
東洋大学で学べた事に深く感謝し、これからの実生活に活かして
いきたいと思います。

岩

澤

京

子

この度、卒業の日を迎えることができ、大変嬉しく思います。４
年で卒業することを目指していましたが、週６日働きながら勉強す

木

本

和可子

るのは難しく、自学自習の厳しさを痛感いたしました。結果的に在
学年数は７年にも渡りましたが、優しい友人や、卒論を指導頂いた
鎌田先生との出会い等、価値ある大切な経験や思い出もできました。
最後に、鎌田耕一先生をはじめとする諸先生方、通信教育課の皆様、
学友の皆様に心から感謝申し上げます。
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ご卒業おめでとうございます
2016年９月17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15名、法学部２名が晴れて卒業となりました。

卒業生と教員・TA
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原稿用紙の使い方
こんにちは。法学部TAの西元です。今回は、原稿用紙の使い方についてご案内いたしま
す。自分の認識が正しいのかどうか、使い方に自信がない人はもちろん、みなさんぜひ確認
してみてください。
１．はじめに
原稿用紙とは、文章を書くための用紙のことです。タテ20字×ヨコ20行の400字詰め原
稿用紙と、タテ20字×ヨコ10行の200字詰め原稿用紙（ペラ）があり、前者が一般的です。
東洋大学通信教育課程でも、原稿用紙を用いたリポートの提出がありますので、使用したこ
とのある人も多いかもしれません。
Wordを使う場合でも、
「ページレイアウト」→「原稿用紙設定」から設定すれば、原稿用
紙の体裁で文章を書くことができます。

２．マス目の使い方
①

本文の書き始めや、改行して新しい段落にする場合は、１マスあけて書きます。
句読点
（
「。」や「、」）は、文字と同じように、１マスに１つ書きます。位置は、縦書きの
場合マス目の右上、横書きの場合マス目の左下です。句読点は、行のはじめに書くこと
はできません。句読点が行の最後にきて下にマス目がない場合には、最後のマス目に文
字といっしょに、もしくは欄外に書きます。
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感
 嘆符
（！）
、疑問符（？）も１マス使って書きます。一方で、ダッシュ（──）やリーダー
（……）
は２マス使います。
② 小さな「っ」
「ゃ」
「ゅ」
「ょ」は、ふつうの文字と同じように、１マスに１文字書きます。
位置は、縦書きの場合はマス目の右側、横書きの場合はマス目の下側です。

か
 ぎかっこ
（
「

」）は、会話や語句を引用するとき、語句の意味を限ったり、強調したり

するときに使い、二重かぎ（『

』）は、かぎかっこの中でさらにかぎかっこを使う必要が

あるとき、書名などを表すときに使います。会話文の書き始めは、原則として行を変え
ます。
③ 縦
 書き原稿の場合は漢数字（一、二、三…）、横書き原稿の場合は英数字（１、２、３…）
を使うのが原則です。漢数字の場合、
「十・千・万・億」のような位を表す漢字を入れて
表記しても構いません。英数字の場合、２文字以上ならば、１マスに２文字ずつ入れま
す。
④ ア
 ルファベットは、縦書きの場合、原則として大文字は１マスに１文字、小文字は１マ
スに２文字を横書きで入れます。ただし、略称など、大文字が続く言葉は１マスに１文
字ずつ書くとよいでしょう。
横
 書きの場合は、原則は縦書きのときと同じですが、アルファベット、算用数字などに
注意しましょう。アルファベットは、大文字は１マスずつ、小文字は２文字で１マス使
います。算用数字は２ケタ以上の場合、２文字で１マスが基本です。
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３．引用の仕方
文章を引用する場合には、短いものはそのままかぎかっこ
（「

」）
をつけて文中に入れます。

引用文の最後の句点は打たないように注意してください。長い引用文を挿入する場合は、改
行し、文頭を２マスあけて書くようにします。必要に応じて１行あけて書いても構いません。
いずれも、読み手が引用文だとわかるようにするための工夫です。
また、必ず出典を示すようにしてください。本文中でも脚注でも構いません。

４．おわりに
さて、原稿用紙の基本的な使い方については以上です。いかがでしたか。
これに加えて、リポートや単位認定試験
（論文）
を書く際に意識して欲しいこととして、
「小
見出しをつける」ということがあります。ちょうどこのTAのしおりでいうところの、１. は
じめに、２. マス目の使い方……の部分です。これがあることによって、
「ポイントをしっか
りと理解しているかどうか」や「どのような構成の文章なのか」が、読み手にぐんと伝わり
やすくなります。
論文やリポートを評価するにあたり、その内容はもちろんですが、形式的な体裁も重要な
要素となります。それでは、ひきつづき学習がんばってください。


（法学部TA
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随 筆
パリ国際大学都市
（CIUP）
──平和への願い

現在（二〇一六年十一月）
、私は一年間の海外特別研究のために、パリ市の南端（ 区）に

ある CitéInternationale Uuniversitaire de Paris
（ＣＩＵＰ、パリ国際大学都市）の中の Maison

に滞在しています。横光利一をはじめ一九二〇年〜四五年までの戦
des Provinces de France

間期の日本人のパリ体験の足跡を調査し、日仏文化交流について研究しています。また、来

年度に開催を計画している国際シンポジウムの準備も進めています。

ところでこのＣＩＵＰは、第一次世界大戦後の一九二五年に、世界中の若者が共に生活し

て学ぶことで平和な世界を築く一助になってほしいという願いのもとによって設立された国

際交流のための施設です。以来、九〇年に亙って延べ四十五万人がここで学び、二〇一六年

現在、四〇の居館に世界一二七ヵ国一二〇〇〇人（年間延べ）の人々が暮らしています。私

が住む Provinces
館も一九三三年建設です。藤田嗣治の壁画が二枚あることでも有名な日本館

は一九二九年、豪商の薩摩治郎八が私費を投じて建設して寄贈したものです。各館とも特徴

あるデザインで、ＣＩＵＰの中央に位置する国際館は荘厳なバロック様式の建物、日本館は

切妻造の城のようで異彩を放っていますし、ブラジル館やスイス館はル・コルビジェの設計

です。建築そのものが異文化交流を体現していると言えます。また、ＣＩＵＰでは毎月のよ

うにどこかの館でイベント（音楽会や映画上映、絵画展、演劇などなど）が開かれていて（年

間延べ一〇〇〇回）
、国境を越えて多くの人々が交流しています。私もデンマーク館やアルゼ

ンチン館などで開かれた音楽会に行き、日本人のピアニストの演奏やアルゼンチンの民族音

楽、ジャズを聴きました。小澤征爾さんもＣＩＵＰで暮した一人です。

一九三六年三月二八日に横光利一がパリに来た時、すでにこのＣＩＵＰがあったのだと思

うと、歴史の時空を超えたかのような心の震えさえ感じます。私は横光と同じ晩春から初夏

のパリを経験しました。しかし彼は七月二四日にパリを発ち、ヒトラー政権の下で開催され
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14

CIUP国際館

Provinces館

藤田嗣治壁画

たベルリン五輪を取材して八月二五日に下関に帰国しています。ベルリンの次が幻の東京五

輪だったことを考えますと、次の二〇二〇年が東京というのは何かのめぐりあわせかとも思

えますが、今は横光の知らなかったパリの秋から冬を体験しています。

しかし、ヨーロッパは現在ＩＳのテロ攻撃にさらされています。昨年一月のパリのシャル

リー・エブド社の襲撃、十一月のパリでの大規模なテロに続いて、今年三月にはブリュッセ

ル、七月一四日の革命記念日（ 14 Juillet
）にはニースでもテロがあり、フランスは現在も非

常事態宣言を敷いています。中心街の至る所に自動小銃を構えた軍人が立ち、人が多く集ま

る建物の入口では必ず荷物チェックを受けます。しかしそれでもパリでは雑多な人種や階層

いし

ひと

し
だ

文学部教授

専攻

日本文学研究

出身

東京都
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の人々、大勢の旅行者が行き交い、公園のベンチやカフェのテラスではコーヒーやワインを

万人もの人がパブリックビューを楽しんでいま

飲みながら談笑していますし、サッカーのヨーロッパ選手権（ EURO2016
）では１ヶ月間エ
ッフェル塔下のシャン・ド・マルスに連日

に小説「旅愁」を発表し始めた一九三七年には日中戦争が勃発し、その二年後にはドイツの

した。日常を守ることこそがテロに屈しないためことの証なのだと思えます。横光が帰国後

10

ポーランド侵攻によって第二次世界大戦が起こっています。平和への願いから生れたＣＩＵ

仁 志

Ｐでの生活を通じて、国際交流、教育、そして平和の意味を私は今深く考えています。

石 田

学 習 室
『おくのほそ道』読解の手引き
─風流佳人もあれかしと
谷

地

快

こもかぶ

一

ことが記されている。この茣蓙が薦被りと呼ばれた乞食のそれ

のほそ道』草加の章に「奥羽長途の行脚只かりそめに思ひたち

まず芭蕉の旅支度について述べる。この行脚について、
『おく

き心掛け」であると書き、そのために「去年の旅より魚類肴味

『発心集』
）という教えに倣って「やつし〳〵て、薦をかぶるべ

回の旅は増賀聖の「一鉢の境界、 乞食の身こそ尊けれ」
（長明

であることは、同年一月ころの宗七（推定）宛芭蕉書簡に、今

て」とあり、
「只身すがらにと出立ち侍るを」とあって、周到な

口に払ひ捨て」て暮らしているという記事に明らかである。コ

薦かぶるべき心掛け

準備のない、身体一つのみすぼらしい旅を望んだものの、実際

ジキは物乞いだが、コツジキは仏道修行である。日光山の章に

かうみ

には寝具（紙子）
・浴衣・雨具・墨筆類の用意と、辞退できない

あるごとく、芭蕉は「桑門の乞食順礼ごときの人」であった。

宗七宛書簡にいう「去年の旅」とは尾張の越人を伴った『更

道の風雅の乞食

餞別などは拒めず、道中の苦労の種となったと記される。元禄
二年二月十六日付、宗七・宗無宛芭蕉書簡によれば、墨筆類の
中には食事に事欠く場合に句文などを売って銭に替えるための
短冊百枚、乞食僧さながら托鉢して米や銭を施してもらうため

科紀行』の旅で、その世俗を超脱した体験を、再び『おくのほ

こつじき

の食器と杖、そしておきまりの檜笠と茶の羽織が含まれていた

そ道』行脚で実践すべく、
「よき道連れ、堅固の修行、道の風雅

の乞食尋ね出だし、隣庵に朝夕語り候て、此の僧にさそはれ、

ようである。
実は右の書簡にもう一つ、雨天の対策として茣蓙を持参する
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今年もわらぢにて年を暮らし申すべしと、うれしくたのもしく、

そのまま芭蕉庵近くの長屋に住みつき、その作品や行状を芭蕉

家でこれに該当しない。それは前年に芭蕉を慕って深川を訪ね、

この「よき道連れ」
「道の風雅の乞食」とは誰か。曽良は神道

〈漠然とした何か〉だが、とりつかれた結果として平静を失うわ

ある。それらが「物につきて心をくるはせ」た。この「物」は

答えは深川出庵の章にあげる「そぞろ神」であり「道祖神」で

では芭蕉をこうした乞食行脚に誘ったものは何であろうか。

旅に誘うモノ

から称賛されていた路通で、この乞食僧と旅してこそ尊い行脚

けだから、つまるところ『笈の小文』冒頭の「百骸九竅の中に

あたゝかなるを待ちわびてゐ申し候」と喜んでいる。

が体現できると期待していたが、周知の通り旅の直前に曽良へ

物あり。かりに名付けて風羅坊といふ」の「物」に等しく、風

羅坊という名にふさわしい傷つきやすい「心」の総体といって

と変更された。
変更された理由については今も謎のままである。ただ、この

よい。

その傷はおそらく「水上の淡消えん日までの命も心せはしく」

変更が室の八島の縁起を饒舌に語る曽良を生み、日光山の章の
「旅立つ暁、髪を剃りて墨染にさまをかえ」という志を描かせた

ろ、何につながれ何にもつれむ」
（先掲、宗七・宗無宛）、
「残生

（先掲、 宗七宛 ）
、「住み果てぬ世の中、 行くところ、 帰るとこ

る土地の神社名の抄録と歌枕メモを用意していた神道家の曽良

旅立ちの義は落梧へつぶさに申し進じ候」
（同年三月二十三日付、

ことは間違いない。それらは『おくのほそ道』で訪問を予定す

ならではの展開であった。

李晨宛）という諦観であり、
〈いつまでもこの世に生きられるも

出立日は千住の章に「弥生も末の七日」
、つまり三月二十七日

もの木曽路を伴ひ、 桟 のあやうきいのち、姨捨のなぐさみが

との暮らしからも得られない欠落感で、
「去秋は越人といふしれ

のか〉という無常観にほかなるまい。それは親しい江戸の知友

とある。当初は「三月節句過ぎ早々」
（同年二月十五日付、桐葉

たき所、きぬた・引板の音、しゝを追ふすがた、あはれも見つ

旅立ちの日

宛）であったようだが、同 行 の変更その他の事情で延期を余儀

くして（中略）
、 年は明けても猶旅の心地やまず」
（先掲、 宗七

た

かけはし

なくされ、「此の二十六日、 江上を立ち出で候」
（元禄二年三月

宛）という旅でしか癒やされない性格のものであった。
『更科紀

ひ

二十三日付、落梧宛）と変更され、翌朝の「明ぼのゝ空朧々」

行』のことである。

どうぎよう

たる中を舟で出立したのであろう。
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行脚の目的地

と評された草刈る農夫、殺生石・遊行柳の章で芭蕉に「短冊得

いささ

させよ」と句を求めて「やさしき事を望み侍るものかな」と芭

蕉を感動させた馬子、宮城野の章で「 聊 か心ある者と聞きて知

に『おくのほそ道』で「耳にふれていまだめに見ぬさかひ」
（草

神が風羅坊にどのようにとりつくかを教える好例として、さら

に映える田はどんなであろうかと慕われる〉という意。そぞろ

「田毎の月」を眺めたが、新年を迎えると、和歌伝統にない初日

これは元禄二年の歳旦吟で、〈昨秋の旅で、 和歌に詠まれた

一笑、さらに須賀川の相楽等窮や、最上川で芭蕉に「このたび

る名のほのぼの聞こえて、世に知る人も侍りし」と悼んだ小杉

金沢の章で早世して逢うことは叶わなかったが、
「此の道にすけ

ひて、さすがに旅の情をも知りたれば」と描かれた鈴木清風、

「かれは富めるものなれども、志いやしからず。都にも折々かよ

て其の実を顕はす」と称えられた画工加右衛門、尾花沢の章で

芭蕉（真蹟懐紙）

加の章） とあこがれ、「春立てる霞の空に白河の関こえん」
（深

の風流爰に至れり」 と言わしめた俳人たちなど、『おくのほそ

元日は田毎の日こそこひしけれ

川出庵）、「松嶋の月先づ心にかかりて」
（同） といい、「このた

道』に描かれる人物の多くは、芭蕉の創造による風流佳人、風

る人」となったが、果たして「風流のしれもの」で、
「爰に至り

び松しま、象潟の眺め共にせん」
（日光山）とはずむ心に通うこ

雅を解する人々であった。去来は『俳諧問答』で「故翁奥羽の

其角先生書」
）と書いて、「不易流行」や「軽み」の境地を匂わ

行脚より都へ越えたまひける、 当門の俳諧すでに一変す」
（
「贈

ここ

とを理解したい。
『おくのほそ道』執筆の目的

せているが、それは『おくのほそ道』の創造と無関係ではない
だろう。

こうして芭蕉は「みちのく三越路の風流佳人もあれかしとの
みに候」
（同年三月二十三日付、落梧宛）と念じて旅に出た。そ

《参考文献》

今栄蔵著『芭蕉年譜大成』平成六年六月 角川書店

れは「俳諧の外は心頭にかけず、句のほかは口にとなへず、儒
仏神道の弁口、共にいたづら事と閉口々々」
（元禄元年十二月五

今栄蔵著『芭蕉書簡大成』 平成十七年十月 角川書店

─たにち よしかず・文学部教授─

田中善信著『全釈芭蕉書簡集』平成十七年十一月 新典社

日付、其角宛）という厳しさに裏打ちされた願いであった。
その努力は実を結び、芭蕉は長い文化史で粗野な扱いを受け
てきたみちのくに、風流佳人を発見し、創造することに成功し
た。那須野の章で「野夫といへどもさすがに情しらぬには非ず」
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学 習 室

はじめに

田

英

子

健康づくりのための「適度な運動」とは？
金

『運動処方』という言葉がある。処方とは、
「１．物事を処理

する方法。処法。てだて。２．医師が患者の病状に応じて、薬

う言われても、何をどうしてよいのかわからない。とりあえず、

動は、もともとの個人的な行動体力差が大きすぎるので一概に

味する。薬剤の量は個々人の体重に合わせて配合されるが、運

の調合と服用法を指示すること。
」
（デジタル大辞泉より） を意

ジョギングシューズと万歩計を買ってはみたものの、１万歩が

は決めることができない。それが〝適度さ〟をより不明瞭なも

「塩分を控え、適度に運動をして下さい。
」かかりつけ医にそ

予想以上に多い歩数であることを知り挫折してしまった、とい

一般に、運動負荷条件は、
（１）運動強度、
（２）運動時間、

のにしている。

く運動をしない人にとっては、週１回の運動を自分に課すだけ

（３）運動の頻度を基本とし、それに（４）運動期間の条件が入

あるいは運動嫌いな人、普段まった

でもストレスがたまってしまうであろう。
「適度な運動」とは、

ればより望ましいとされている。日常的に運動をしている人は、

う経験はないだろうか？

実に曖昧な表現である。そこで今回は、この「適度な運動」に

今一度自分の一週間の運動量をこの条件に当てはめてみると、

件に基づいて記述されていることが多い。

て、さまざまな運動に関するガイドラインも、この運動負荷条

自分なりの〝適度な運動〟の内容が見えてくるであろう。そし

１

ついて、考えてみたい。
運動をするときに考慮すべきこと（運動負荷条件）
本題に入る前に、確認をしておこう。
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２、３

身体活動に関する世界勧告
ＷＨＯ（世界保健機関）は、非感染症（例えば、心臓血管病、
がん、慢性肺疾患、糖尿病など）のリスクを下げるため、 Global
（ 2011
）の中
Recommendation on Physical Activity for Health
で、年齢を５〜 歳の小児期、 〜 歳の成人期、 歳以上の

という表記で、
「中程度の」
原文を見ると、 moderate-intensity
とも訳せるが、いずれにせよ〝頑張り過ぎない程度〟と理解で
きる。
４、５

運動プログラムのガイドライン

アメリカスポーツ医学会のガイドライン（２００６）では、

大筋群（＝大胸筋・広背筋・大腿四頭筋などの大きな筋肉）

一般的運動方法に関して、次のように示している。

ーキング、ダンス、庭作業、ハイキング、水泳などのレジャー

の ％ないしは ％の強度で、 〜 分間、週に３〜５回行う。

のダイナミックな運動を、最大心拍数（２２０－年齢で推定）

でいる。

例えば、年齢

歳の場合、最大心拍数は２２０－ ＝１８０

60

％の負荷をかけるとすると、１８０×０・ ＝

分の活発な強さの有酸素身体活動をしなければならない。また

る。これは、おしゃべりをしながら、ジョギングする感覚に近

１１７、すなわち１分間の脈拍が１１７拍程度の運動強度とな

さらなる健康効果のためには、成人は適度な強さの有酸素身体
活動を一週間当たり３００分に増やすか、一週間当たり１５０

秒を６倍したり、

秒を４倍したりして１分間に換算する。

もっとも現在では、リスト型脈拍計が広く使用されている。

〜

回など）を週に２〜３回行う。

20

分の活発な強さの有酸素身体活動を実行するか、あるいは適度

種目の運動を、最大努力もしく

（２）筋力の向上を目的とする場合

、

15

と活発な強さの活動を等しい組合せで行う。筋肉を強くする活

すべての大筋群を含む８〜

10

は、その２〜３回手前の強さで、１セット３〜 回（３〜５、
８〜

12

動は、一週間当たり２日以上、主要筋肉群を含んで行われなけ

15

30

10

ればならない、としている。
ここで気になるのが、「適度な強さの…」という表現である。

っては 秒以上になると脈拍が回復してしまう場合があるので、

は、適度と活発な強さの活動を等しく組合せてもよい。有酸素

65

例えば、 〜

20

い。なお、運動時の脈拍を確認するときは、運動負荷条件によ

になる。もし

40 65

65

歳の成人は、一週間に少なくとも１５０分の

や、徒歩や自転車による移動、仕事、家事、遊びなどをも含ん

高齢期に区分し、それぞれの推奨身体活動量を示している。こ

65

（１）全身持久力（心肺系）の向上を目的とする場合

64

こでいう「身体活動」とは、スポーツはもとより、例えばウォ

18

適度な強さの有酸素身体活動か、または一週間に少なくとも

40

55

10

10
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17

64

活動は少なくとも 分間は連続して実行しなければならない。

75

18

いっぽう

歳未満に対しては、
「身体活動（生活活動・運動）

が生活習慣病等及び生活機能低下のリスクを低減する効果につ

（３）柔軟性の向上を目的とする場合
すべての大筋群を含む静的なストレッチを、痛みのない可動

いて十分な科学的根拠がないため、現段階では定量的な基準を

域ギリギリの緊張まで、 〜
回、できれば週に５〜７回行う。

６

このガイドラインでは、このように年齢をグループ分けせず、
体力に応じた運動量を設定している。
健康づくりのための身体活動基準２０１３
日本の厚生労働省は、ライフステージに応じた健康づくりの
ための身体活動として、「健康づくりのための運動基準２００
６」を改訂し、
「健康づくりのための身体活動基準２０１３」を

設定しない。
」としている。加えて 歳と 歳が同じ〝ライフス

秒を２〜４回、週に最低２〜３

18

テージ〟に区分されていることや、

歳以上の基準の科学的根

拠が４論文のシステマティックレビュー（＝関連論文を集め、

その内容をまとめて評価すること）であることを考慮すると、

さらなる研究データの蓄積に歳月を待たなければならないと言
えよう。
むすびにかえて

ためのガイドラインを列挙してきた。近年では、週にどのくら

これまで世界、アメリカ、そして日本が掲げる健康づくりの

ここでの「身体活動」とは、安静にしている状態よりも多く

いの運動量が「適度な」に相当するのかに着目した研究もある。

７

のエネルギーを消費するすべての動作を指し、日常生活におけ

心には、どこか異様な光景に映った。しかし、毎朝同じ時間に

し、その光景を外国人が不思議そうに見つめていた。早朝の都

っている。そのうちに観光客までもが隅の方で体操に参加しだ

通勤途中の人も、音楽に合わせ腕を回しながら足早に駅に向か

していた人たちが立ち止まって体を動かしている。スーツ姿の

らラジオ体操の音楽が聞こえてきた。早朝ジョギングや散歩を

ある日、朝６時半に上野公園を通りかかると、スピーカーか

うに感じる。ここに、その一例を挙げよう。

しかし個人的には、健康づくりはもっと身近なところにあるよ
歳に対しては歩行またはそれ

康づくりとして策定されているのも特徴の一つと言える。

いなかったが、２０１３年度版ではライフステージに応じた健

と定めている。旧基準では 歳以上の高齢者の基準は示されて

ては、強度を問わず、身体活動（生活活動と運動）を毎日 分

続可能にすることを目標に設定している。また 歳以上に対し

動を毎日 分、性・年代別に示した強度での運動を約３分間継

と同等以上の身体活動を毎日 分、息が弾み汗をかく程度の運

区分している。その上で、 〜

る生活活動動作と体力の維持・向上を目的とした運動の２つに

策定・公表している。
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起床し、朝陽を浴びながら体を動かす。帰宅後の朝食は、さぞ
美味しいだろう。そこに参加している多くの人たちは、たんに
運動をするのではなく、このようにして１日の生活リズムを整
えている。中には親しげに声をかけあう常連さんたちも多数い
た。もちろん、これだけでは先に述べた運動量を満たしてはい
ない。しかし「適度な」という言葉の中には、
「運動をしなけれ
ばならない」というストレスをなくして、楽しく続けるという
意味も含まれている。
３日坊主も 回続けば１カ月！ ガイドラインは参考程度と
し、まずは自分流の健康づくりを探すことから始めるのが良策
なのかもしれない。
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学 習 室
再び、映画と哲学の関係について

輝

一

動と時間の連関からなっています。ここでは、運動とはさしあ

倉

四年ほど前に本通信で映画と哲学の関係について触れたこと

たり「ある物体の一定時間内における空間内の位置の移動」を

朝

があります（二〇一二年十一月号「学習室」等を参照）
。映画の

において静止しており、その瞬間の継起（連続）が運動である

指すとしましょう。その場合、物体は無限に分割された各瞬間

という作品のテーマを文法構造のように読み解く方法があるこ

というとらえ方があります。そう考えると、運動とは私たちの

各シーンで描かれているのは象徴・意味であり、それゆえ映画

と、特に映画の中で描かれていることが実は哲学的テーマと深

単なる錯覚であり、運動なるものはそもそも実在しない、とい

映画とは、長いフィルムに一コマずつプリントされたネガが

く関係しているということを、ある映画作品（ロバート・デ・

ケンシュタイン」一九八四年公開）の具体的なシーンをあげて、

一秒二四コマの等速度でスクリーンに映写されたものを、私た

うことになります。これを映画に当てはめてみましょう。

ごく簡単に紹介しました。また、最近ではいわゆる「英雄神話」

ちがあたかも一連の連続した運動として知覚していることから

ニーロが巨人役で出演しているケネス・ブラナー監督「フラン

物語の構造を枠組みに使った映画が増えていることも簡単に示

成り立っています。現在はデジタル化されていますが、基本的

す。そして、これは「飛ぶ矢は飛ばない」などで有名な古代ギ

らし合わせると、運動の錯覚説は合理的な説明のようにみえま

には変わりありません。この事実と先の運動の理解の仕方を照

しました。
さて、今回は映画と哲学の関係にもう少し深く、本格的に踏
み込んでみたいと思います。
まず、映画の基本について確認しておきましょう。映画は運

─ 11 ─

リシャのゼノンのパラドクスと同じロジックになります。ただ

るいはイメージという問題が生じます。

ンを人差し指で押すという動作）のでしょうか。ここに観念あ

私たちは、スクリーンを見て単なる錯覚を起こしているので

し、ここではゼノンのパラドクスそのものを取り上げようとい
うわけではなく、私たちが通常使ういわゆる「イメージ」とい

たとえば、いわゆる動物愛護法にみられる「動物は命あるもの

る生命体も機械じかけの物体にすぎないわけです（この問題は、

が実在するということになります。この立場に立てば、あらゆ

では精神とまったく関わることなく存在する物理的空間に物体

関わりのないいわば純粋な精神が非物体的な観念を有し、他方

に遡ることができます。その立場では、一方では物体とは一切

う、ゆえにわれあり」で有名なデカルトのいわゆる心身二元論

映画と関連して、 運動は錯覚なのかという問題は、「われ思

り。この映像は本稿執筆時Ｙｏｕ Ｔｕｂｅで視聴することがで

列車の到着 」
、 ジョルジュ・ サドゥール著『世界映画全史』 よ

あります（一八九六年リヨンで公開された「ラ・シオタ駅への

左手前に向かって一直線にホームに入ってくる、というものが

れませんが）に、蒸気機関車があたかもスクリーンの右奥から

期の映画（というよりも短い映像といったほうがいいのかもし

応用が映画の始まりだったと一般的に認められています。最初

かの短いショットを組み合わて物語のように構成するといった

み出された写真技術を使って現実の運動を再現したり、いくつ

しょうか。たしかに、映画史をひも解けば、一九世紀前半に生

である」という定義あるいは動物の権利についての議論につな

きた）
。その映像を見た観客は列車が自分に向かって飛び込んで

う言葉に関わります。

がっていますし、また、現在の高度な技術によって作製（？）

て一笑に付すことができるでしょうか。私たちは現在でも、デ

くるように感じてパニックになり（錯覚して？）
、逃げ出したと

では、人間という心身を備えた（とされる？）存在について

ジタル処理された３Ｄ（３次元）映画をみている際、矢がこち

された人間そっくりに動くロボットに心はあるかという問題群

はどうでしょうか。なぜ空間内の物体、たとえば飛び立つ宇宙

らに向かって飛んでくると思わず身体をのけぞらせていません

いう有名なエピソードが残っています。これを単なる錯覚とし

船ロケット（の映像）が神経系（物質）を通じて非物質的な精

か。そしてそれをまさに「リアル」だとして楽しんでいません

につながっていますが、ここでは先に進みましょう。
）

神の中に非物質的なロケットの運動の観念を作り上げることが

また、ある人物の顔だけがスクリーンにアップで写され、そ

か。

射のボタンを押すと）意志すると、なぜ精神とは全く別物であ

の人物が大きく目と口を大きく開けて、スクリーンには映って

できるのでしょうか。しかも、非物質的な精神が（ロケット発

るはずの物体としての身体が動く（目の前のロケット発射ボタ

─ 12 ─

いない何かを見ている 秒程度のショットがあるとしましょう。

るのか、または何かに恐怖を感じているのか、さらには身に迫

私たちはその人物が何を見ているのか、あるいは何に驚いてい

教えているのです。

より大きな、そして複雑な問題系のなかに私たちがいることを

いるのです。すなわち、
「リアル」とは何かという問題まで含む

ともに、それら諸ネットワーク全体のイメージをつくりあげて

る危険に直面して怯えているのか、さまざまに想像をめぐらし

秒という

された運動（ロケットの発射や人物の表情の変化）は私たちに

してこのドゥルーズの定義を考え合わせると、スクリーンに写

の出来事を写したシーンの組み合わせからなっていること、そ

ています。映画が数秒から数分程度で展開されるひとまとまり

再現するシステム」
（Ｇ．ドゥルーズ『シネマ』より）と定義し

学者は、映画を「運動を任意の瞬間に連関させることによって

ことは先に述べましたが、それを踏まえてドゥルーズという哲

映画の基本は「連続する映像のスクリーンへの投影」である

羅列としての印象を語るものでさえなくなり、
「運動」のかなた

のように、映画をみるという行為は、もはや瞬間のイメージの

わば思考するイメージへと変換されていくことになります。こ

らイメージへと橋渡しされ抽象的なイメージをつくりあげ、い

たちの中に記憶として地層のように積み重ねられ、イメージか

したらどうでしょうか。このとき、個々の心的イメージは、私

から２時間（これが一般的な映画の標準的な時間です）続くと

び起こす映像が組み合わさって、一定の時間、たとえば数十分

ごく短いものでした。では、こうした個々の心的イメージを呼

先に示した蒸気機関車の駅への到着の映像は、約

ある心的イメージを呼び起こす、ということは言えそうです。

に求めざるをえない問題圏へと私たちを誘うのです。このとき、

はしないでしょうか。

映像がスクリーン上のたんなる光と影の乱舞にすぎないものか

─あさくら こういち・法学部教授─

私たちはまさに「哲学する」ことを始めているのです。

50

ら、意味のある一連の記号の組み合わせ、あるいは象徴として
私たちに一連のイメージを提供するのです。
こうなると、映画をみるという行為は、スクリーンに写され
た映像の知覚を運動に連関させるという問題、つまり単なる錯
覚なのか、運動は実在するのかという問題だけではすまなくな
ってきます。さらにいえば、私たちのこの行為は、ある映像を
観念へと変換させるというだけでなく、シーンの組み合わせに
よって個々のイメージの諸連関のネットワークをつくりだすと
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10

はじめに

論

文

朝比奈美知子

犬が吠えたり、女が叫び声を上げたり、酔っ払いがふらつい

の項目には以下のような記述がある。

ピエール・ラルース『十九世紀万有大事典』の「フラヌール」

持つ特権性はどこからくるものだろうか。

それでは、パリという都市がフラヌールの形成と存続に対して

フラヌールの空間としてのパリの諸相

十九世紀に出現した類型であるフラヌール（目的もなしにぶら
ぶらと街を歩く人間）は、一八三〇年ごろからパリ風景に欠かせ
ない要素となっていく。逆の面から言えば、フラヌールという類
文壇にはフラヌールをテーマにした書物や断章が多数現れるが、

ただけで大勢の野次馬が集まってくるパリには、フラヌリー

型にとってはパリという都市空間が不可欠であった。十九世紀の
それらにおいてもパリという空間が持つ特権性が強調されている。

が支配するこの街は、奇妙なコントラストにより、無為な者、

の数え切れない形と理由がある。生と交通と比類のない活動
フラヌールはどこにでも生まれることができるが、生きられ

怠惰な者、野次馬がもっとも多く見られる街なのだ。
［中略］

１

るのはパリだけである。（『百一の書』

さま消えてしまう。カフェから集会所へ、鉄道から大通りへ

地方においてはフラヌリーは、糧とするものがないのですぐ
フラヌールはまちがいなく、広大な都市それも間違いなくパ

と散歩をしてしまうと、フラヌールはみずからの地平がかな

２

）
リの出身者にして住人である。（『フランス人の自画像』

─ 14 ─

り限られたものであることに気づく。馬術場の馬のように同

実際、フラヌリーが流行した時代のパリは、多様性をきわめ、

う。本物のフラヌールを見つけることができる場所は、パリ

くことへと駆り立てる。十八世紀末にルポルタージュを文学ジャ

そしてたしかに、その多様性と活気、変化は、人間を都市を歩

日々目まぐるしく変貌する都市であった。

以外ほとんどない。この大都市をおいて、無為な者や野次馬

ンルとして確立したセバスチャン・メルシエは『タブロー・ド・

じ円の中をぐるぐる回っているうちに彼はじきに疲れてしま

に対して変化に富みながら一銭もかからない気晴らしを与え

パリ』の「序文」の冒頭において、パリの無際限の大きさ、途方

活動が途絶えることなく、絶えず変化を観察することのできる空

動、変化である。フラヌールにとっては、生と交通と比類のない

なる二つのタイプの記述がなされている。その一つは多様性、活

ここには、フラヌリーの誕生と存続の要件について、性質の異

性はほとんどない」とも述べている。彼の記述は、都市を歩きま

スに富んでいるので、今年の描写と来年の描写が同様である可能

おいてメルシエは「この都市の風俗は、きわめて多様なニュアン

る。また、同書のしめくくりとなる第十一巻最終章「わが脚」に

つくすこの都市の力、そしてその慣習のたえまない変化に言及す

３

られるところはない。

間が不可欠だ。
「地方においてはフラヌリーは、糧とするものがな

わるという行為の根底に、都市の変化と多様性があることを端的

もない豊かさ、恥知らずな贅沢や、あらゆるものを吸い寄せ食い

いのですぐさま消えてしまう」という表現に含まれる糧とはまさ

に示唆しているのである。

あり、まさに、この二つの相反するとも言える要素の奇妙なコン

な者、野次馬を許容し、なおかつ彼らに気晴らしを提供する街で

る。つまり、パリは「変化に富みながら」同時に無為な者、怠惰

おいては、それに反する要素としての無為に対する言及が見出せ

は、ルーヴルの解体工事のほか、シャトー・ドー、リヴォリ通り、

ぬ執着が顕著に現れている。ここにおいてフラヌールのボノム氏

いく都市のあらゆる詳細を確認し記述することに対する並々なら

のフラヌールあるいはボノム氏』においても、日ごとに変わって

フラヌールという存在が登場する最初期の作品である『サロン

４

に、そうした変化と活動と多様性にほかならない。他方、ここに

トラストが、パリをフラヌールにとっての特権的なトポスとして

あるいはヴァンドーム広場で進められるさまざまな工事の進捗状

小倉孝誠氏は、十九世紀の挿絵入り新聞『イリュストラシオン』

き留める。

や書店の日々変化する陳列棚などを一つひとつ観察し、詳細に書

況、新たに現れた記念建造物、さらにはパッサージュに並ぶ商店

いると述べられているのである。
本論では、その第一の要素である活動、多様性、変化とそれに
対するフラヌールの視線について検討を加えよう。
多様性、運動、変化とフラヌリー

─ 15 ─

諸相を読み解く三巻からなる大著のうちの一巻『十九世紀フラン

紙に現れた多種多様な記事の分析を通じて十九世紀のフランスの

たごとく都市という形になった人間性全体であるこの都市を、

世界の首都、驚異の中の驚異、人類の文明のすべて、前述し

八五二年から五三年にかけて刊行され評判となったパリ概観的書

記述することに対する著者テクシエの意欲が如実に表れている。

ここには、生きて動く多様きわまりないものとしての都市像を

８

先達たちの書いたものよりもわれわれの筆によってよく知っ

愛・恐怖・群衆』において、同時代に流行を見たパリ概観的

ス

ていただけたとすれば幸いである。

５

書物に関する章を設け（第七章「パリの自画像の系譜」
）
、
「変化と

物、エドモン・テクシエ著『タブロー・ド・パリ』に触れている。

小倉氏はさらにテクシエの『タブロー』について『イリュストラ

運動」という角度からパリを見ている。その論の中で小倉氏は一

その題名が示すように、同書は、十八世紀末に書かれたメルシエ

シオン』紙の記者フレミーが書いた書評を紹介している。

６

の『タブロー・ド・パリ』を意識した著作で、メルシエのパリ絵

の多様性において余すところなく描いた一大絵巻である。 その

劇場、市場など多様な空間を網羅しながらパリの風景と風俗をそ

ないのが真実だとすれば、パリの肖像は絶えず描きなおされ

と、様相を変えるこの都パリほど流動的で、定めないものは

われらが古き良き都、かくも若々しく、日々その変貌と、姿

巻と同様、パリ中心部に並ぶ国会や裁判所などから学校、大通、

「序 」 に お い て テ ク シ エ は パ リ を「人 間 た ち と 、 興 味 と 、 モ ー ド

るべきだと言えないだろうか。今日の画家が、明日の画家で

あると自負できるだろうか。窓辺に身を置けば、毎日のよう

と、創意と、波乱への尽きせぬ情熱と、数えきれない流行と、気
まぐれのごとく突然もたらされる変化と、自然に負けないほど多

に巨大な界隈や、真新しい街並みが眼の前に聳え立ち、さら

７

あらゆる種類の産業である。ひとことで言えば、われわれが

創意工夫の才のある人間たちによる創意工夫の才が炸裂する

たちが目指したのは、
「記念碑や美術館や公共建造物をいわば考古

ランスの首都を特徴づける原理」であり、パリ概観的書物の著者

この引用に依拠しながら小倉氏は、
「変化と運動、それこそがフ

新しく、興味深いものになるだろう。

９

するのではないか。したがって、パリに関する書物はつねに

にはさまざまな産業や人々や住民が新たに生まれるのを目に

種多様な諸性格の大海」と呼んでいる。さらに同じ序で彼は次の
ようにも述べる。
この比類なきパリが持っているものとは、そこに登場するき

研究し、鉛筆やペンで素早く書きとめたそうしたすべての多

学的に記述することではなく、パリの生と風俗を運動の相のもと

わめて特徴的な人間たち、無数の独創的な類型、地上で最も

様きわまりないものどもの数えきれないほどの多様性である。
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に描くこと」、「パリ空間を構成する諸要素を生気のないカタログ
としてまとめあげることではなく、それらを多様性と活力の源泉

パリの風貌を描く興味も、それを追うことに見出されるのだ。

小倉氏は前掲書においてさらに改革期から十九世紀前半にかけ

かれているゆえに、読まないほうがよいが、それは都市の生理学

表紙から饐えたにおいがする本と同じぐらい時代遅れのことが書

ような古い本は、虫が食い、ダニに腐蝕され、黄ばんだ羊皮紙の

る。ゴーチエは、その「序」の中で、出版されてから一年も経つ

六）にテオフィル・ゴーチエが寄せた「序」にも明確に表れてい

リ概観的書物として編まれた『十九世紀のパリとパリ人』
（一八五

ガヴァルニなどといった著名な文学者、芸術家らによる共著のパ

は、アレクサンドル・デュマ、アルセーヌ・ウーセー、挿絵画家

の作家、詩人においてパリ歩きの原動力となっている。そのこと

たしかに、パリの変化と運動、多様性への興味と共感は、多く

理想的な社会の実現にむけた一歩となるべきものなのである。文

人間の進歩に対する信頼を常に失わない。都市の観察と記録は、

していくさまに「野蛮人に対する戦い」を見ている。メルシエは

が大きな関心の一つとなっているが、彼は古く汚い街並みが変貌

共通するものである。彼の『タブロー』においてはパリの住環境

る。実は、この見解は、十八世紀末のパリを描いたメルシエにも

がその完成へと向かう必然的な歩み」すなわち「進歩」を見てい

い、無知と誤りに対する知識と真実の闘い」
、あるいは「人間精神

リが辿った歴史を概観しながら、そこに「未開に対する文明の闘

の根底に流れる理念の存在が示唆されている。デュロールは、パ

の歴史』を引用している。そこにおいては、変化と運動への関心

型が最も流行した時代に出現しているのだが、そこにおいてはし
14
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て活躍した歴史家デュロール著『市民的、物質的、精神的なパリ

についても人間の生理学についても同じであると述べて、新しい

明化、進歩は近代フランスを支える理念となる。第二帝政におい

ゴーチエによれば、パリは、
「つねに新しい主題を提供する尽き

ばしば、フラヌールの消滅やそれを誘発する都市風景の変容につ

の特徴が見出される。それらの論はいずれもフラヌールという類

一方、一八三〇年代ごろから現れるフラヌール論には、ひとつ

反近代としてのフラヌリー

とになるのである。

はこの理念を掲げつつ、首都の街並みを劇的に変貌させていくこ

て断行されたパリ大改造においても、ナポレオン三世とオスマン

17

16

15

として描き出すこと」だったと述べている。

ものへの興味を示している。その上で彼はパリの魅力について以
下のように述べる。

つぼは、なんという素晴らしい光景を提供してくれることだ

までの活動の旋風、世界の果てからでも煙が見える沸騰のる

この街の人々がつねに陽気でしかもよく働く様、この貪欲な

11

10

せぬ鉱脈」で、それを特徴づけるのは、生気と軽さと速さである。

ろう 。

12

13

いての言及がなされている。
『フランス人の自画像』に寄稿したラ

ドルフ・テプフェールは、以下のように述べている。

この類型のイメージの開拓者として複数の引用がなされているロ

そこ［＝フラヌリーの小道］を一度も通ったことがない人間

クロワは「フランス国民の性格におけるこの愛すべき軽快な類型
［＝フラヌール］」が「日々失われている」と語る。
『フラヌールの生理学』の著者ルイ・ユアールは、パリという都

を想像してみたまえ。それはどんな人物だろう、またどんな

わたって繰り広げられた正真正銘無料の見世物を提供してい

喜びが奪われていく。まずゲテ通りからバスティーユまでに

しかしながら、毎年、彼［＝フラヌール］のもっとも大切な

ンチェスター行の蒸気船のように、生まれてから死ぬまで走

生の坂道を降りる馬鹿者である。それは、リヴァプール発マ

見回すことも、それを超える高処に身を投じることもなく人

も詩心もなく、止まることも横道にそれることも、あたりを

市の変容がフラヌリーの楽しみを奪っていると述べる。

たパレードが廃止されてしまった。深い憂鬱の日にはとりわ

り続ける自動人形のようなものだ。

人物になるだろうか。ただひたすら物質的で実証的で、思想

けこの「無料」という言葉が不幸なフラヌールに微笑みかけ、

らゆる変装をして、妻や小僧に囲まれながらビールを飲み、

売人や退職した商人が、立派な国民軍かそれと似たようなあ

いてくれる。［中略］ そしてついには、サン＝ドニ通りの商

景である。周知のとおりイギリスは十九世紀においてヨーロッパ

述においてパリと好対照をなすのが、近代都市ロンドンの生活風

に必要なものとして称揚しているのだが、フラヌールをめぐる記

テプフェールはフラヌリーを、豊かな精神を持った人間の形成

その憂鬱を晴らし、時に彼についてまわる黒い心配を取り除

保守的で徳のある人物の精神を十分に引き立てることができ

全体の工業化の先頭を走った国であり、その首都ロンドンは、近

代化先進国イギリスの栄光と陰を映し出すヨーロッパ随一の巨大

「機械」や「自動人形」あるいはリヴァプールとマンチェスターの

都市であった。テプフェールは、フラヌリーを知らない人間を、
このようにユアールは、
「都市の美化」のためにかつての庶民の

間を蒸気船に乗って往復し続ける人間に譬えている。そのことに

そうした画一的な生の対極にある生のありようとしてフラヌリー

な生を無意志的に送る人間を生み出す近代工業社会の歪を批判し、

楽しみが次々と奪われていくことを嘆いている。彼らにおいては

されてしまった 。

る辻楽師の音楽の魅力に酔いしれた、あの小テラスも取り壊

20

よって彼は、近代都市の中で意思や個性を喪失し、単調で画一的

ものに対する喪の行為となる。
一方『十九世紀万有大事典』の「フラヌリー」の項目において
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18

フラヌリーは、時として失われゆくものに対する惜別や失われし

19

「実証」、
「進歩」という語は、近代化・工業化へプロセスを進めよ

いう一都市にとどまらない。引用において彼が用いている「物質」
、

を提示しようとする。テプフェールの批判の的は単にロンドンと

代においてフラヌリーを志向する者は、いわば「アヴァンセラー

仕事のひとつの形」と化している。訪問者によれば、そうした時

ーはもはや「快楽ではなく、一種の管理的な職務、普遍的な役所

互の交渉もなく、ただ行き過ぎる。そうした街においてフラヌリ

うした楽しい生活の奥義［＝フラヌールの奥義］を失ってしまう

うとするヨーロッパ世界全体のスローガンともいうべき語である。

二十世紀の評論家エドモン・ジャルーは「最後のフラヌール」

初めての時代になるだろう」という予感である。ところが、その

ジュ族かモヒカン族」つまり、滅びゆくことを運命づけられた種

と題するエッセーを書いている。それは、ジャルーに限りなく近

ようにしてフラヌリーの消滅を嘆いた訪問者自身が、話が終わる

テプフェールは、それらの盲目的な追求が人間精神の自由と自立

い語り手の家を訪れた一人の訪問者の話という体裁で進められる。

と時計を見て慌て、会話への謝意を残してそそくさと立ち去る。

族である。訪問者の頭をよぎるのは「我々の時代はおそらく、そ

その訪問者は、少しの間パリを離れたあとに帰ってくるたびに、

エドモン・ジャルーは、この対談形式の風刺的エッセーを通して、

性を奪う疎外要因になることを示唆しているのである。

街の熱気を帯びた性格とそこを走りまわる人間たちの苦痛を湛え

巨大化する近代都市においてつねに速さを求められる人間たちが、

され、肘でつかれ、投げ出され、右に持っていかれたり左に持っ

野次馬も今は失われた。
「奔流」と化した人波に飛び込めば、転が

うを示唆している。たとえばテプフェールは、フラヌリーを実践

開すると同時に、その消失を生む近代の進行とは別の生のありよ

フラヌールの擁護者たちは、この類型の消滅に関する言説を展

フラヌリーの意味

に出すのである。

自由やゆとりを失い互いに没交渉になっていく疎外状態を明るみ

た表情に衝撃を受けるという。
彼がパリにおいて見るのは、フラヌリーの終焉である。パリは、
「運動の猛威」に曝されている。人々は不安を湛えた表情で、休み
なく急ぎ、何かを追いかけている。かつてゆっくりと歩道を歩き、

ていかれたりと翻弄されるのみである。時計を見ず予定もなしに

することで「精神は自らを知るために立ち止まり、他者の借りも

いたるところで立ち止まり、人波に優しさと静かさを与えていた

家を出て偶然まかせに放浪するということが、今や叶えがたい望

威」、「奔流」という言葉で表現された速さである。速さに支配さ

訪問者によって描かれるパリの風貌の特徴は、まず「運動の猛

路の謎』
、
『解体されるパリ』といった作品を編み、パリに頻発す

るエドゥアール・フルニエはパリの随所を歩きながら『パリの街

述べる。十九世紀後半に活躍した博学のフラヌールとして知られ

のから成り立つ生をやめて、自分自身の生を歩むようになる」と

れる街の人間は、生気を失い、不安に掻き立てられ、ゆとりも相

みになっている。

22
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21

首都の失われた記憶を辿ろうとする。彼は、眼前の風景を見なが

そればかりでなく彼は歩くことを通して中世や古代にまで遡って

街の記憶を自らの作品によって留めることに意味を見出している。

哀悼の表明となる。一方著者は、解体によって変容しようとする

都市を歩き観察し報告するということが失われゆくものに対する

る建物の解体や古い街並みの喪失を記録する。そこにおいては、

ラヌリーが新たな芸術の霊感をもたらすことを示唆している。彼

だということが認識されていることである。またジャルーは、フ

のは、フラヌリーが理性の統制からの解放を意識的に企てる行為

逃れる狂人や酔っ払いについていく」という言葉から示唆される

りすることのできる自由を求める。さらに、
「理性から勝ち誇って

の霊感に従うのみ、何の理由もなく右に曲がったり左に曲がった

そして彼は、
「もっとも贅沢で不条理で、無用のもの」を探し求め

はみずからの気まぐれのみに従って右に曲がったり左に曲がった

一方エドモン・ジャルーは、先に引用したエッセーの中でフラ

拾うことから「もっともバロック的な混合ともっとも気を紛らわ

ら過去の失われた風景を探す。現代空間を歩く行為が過去の時を

ヌールの消滅を嘆きながら、フラヌール的感性を持った人間が求

せる連想」が生まれることを期待する。フラヌリーを通して生ま

りするような無意図性から生まれる芸術の可能性を求めている。

める生のありようを描いてみせる。その生活とは、
「何もすること

れる奇異な混合や連想が理性の枠を超えて想像力の世界を新たに

求める時間的冒険となるのである。

がない状態」で起き、朝食を取るかわりにアウグスツス時代のロ

拓いてゆくことを、彼は予感しているのである。

＊ ＊ ＊

以上のように、フラヌリーが孕む緩慢、自由、無為・無用性、

＊

の中では「もっとも贅沢で不条理で、無用のもの」を買うだけの

理性への反抗は、変貌する都市の諸相への飽くことない好奇心の

＊

ーマやエリザベス時代のロンドンに思いを馳せ、必要がないのに
外出し、
「右に曲がったり左に曲がったりすることそのものが本質

金があると想像し、オブジェのとり合わせが「もっともバロック

表れであると同時に、文明化、進歩の理念のもとで効率化を推し

的に詩的な行為」であるかのように霊感に従って歩く生活だ。店

的な混合ともっとも気を紛らわせる連想」をなしている競売の広

家・詩人たちは、パリの近代的都市への変貌を体験的に生きた。

進める近代工業化社会への一種のアンチテーゼをなすものである

ジャルーはフラヌールの描写を通じて、まず勤勉や有為性、効

目まぐるしい変貌の中を歩く彼らにおいては、歩くことがつねに

告を注意深く読み、
「理性から勝ち誇って逃れる狂人や酔っぱらい

率の制約からの解放を求めようとする。フラヌールはまず、何も

変化──新たなものの誕生と古きものの喪失──の直接的な体験

ことがわかる。十九世紀のパリにおいてフラヌリーを遂行する作

することがない状態からみずからの生を始める。彼の前にはあら

となる。それゆえ彼らの散歩は時代との対峙にもなり自己観照に

のいうことを信心深く聞く」。

かじめ決められたいかなる予定も義務もない。彼はただみずから
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もなる。さらに、予定、有用性、そして理性の枠からの解放を志
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はじめに

文

韓国の環境汚染被害対策に関する取り組み
李

芝

妍

汚染事故が発生していた。それだけでなく、経済協力開発機構（Ｏ

ＥＣＤ）が発表した「大気汚染による経済的な結果」によると、

性の高い生活環境を追求するようになり、その結果、産業革命と

予測不可能の環境汚染が発生した場合、被害救済のための法的

り、本格的に環境問題への解決策について議論するようになった。

Ⅰ

韓国で大気汚染が続く場合、２０６０年には韓国の早期死亡者数

急速な工業化により著しい経済発展をなしたが、自然修復性をは

手段としては、不法行為法と個別的な環境保護法、相隣関係法な

がＯＥＣＤ加入国の中で最も多くなると予想されていることもあ

るかに超す自然汚染が深刻な問題となった。そして、世界的に地

どがある。

自然環境をベースとして文明を発展させてきた人類は益々利便

球温暖化、大気汚染や化学物質による自然環境の汚染などの環境

て、環境責任保険を根幹とする環境責任法を導入するようになっ

韓国政府は迅速かつ適切な環境汚染被害救済のための対策とし

特に、飛躍的な産業発展によって急成長した韓国では、高度の

た。そして、環境問題を生じさせる恐れのある企業に対して環境

破壊問題に注目するようになった。
経済成長の裏側に深刻な環境問題が潜んでいた。実際、韓国では

なお、韓国では広義の汚染損害に対して保険加入を義務化する

責任保険への加入を義務化するようになった。

ノール汚染事故（１９９１年）、泰安原油流出汚染事故（２００７

ものとして、原子力損害賠償保障法による原子力損害賠償責任保

１９７０年代から度々環境汚染事故が発生しており、洛東江フェ
年）、亀尾フッ化水素酸漏出事故（２０１２年）など、続いて環境
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１

険と油流汚染損害賠償保障法が代表的である。
アメリカとドイツなどでは、１９７０年代から環境賠償責任が
導入されており、それは事後的な対応を行う制度として、原状回

日本における環境汚染対策の参考になることが目的である。

環境汚染被害賠償責任及び被害救済に関する法律の制定

韓国では、環境部（ＭＯＥ）を中心として「環境汚染被害賠償

Ⅱ

より社会的費用の削減を実現できるようになるし、個人や企業お

責任及び被害救済に関する法律」
（以下、被害救済法という）が２

復と損失統制の機能を有する財務的な対策の一つである。これに
よび国家の被害負担削減ことになるので、持続生存と成長を保障

日に法律第１２９４９号として制定され、２０１

０１４年

日本においては、企業の業務に起因して発生した第三者の身体

賠償責任を明確にし、被害者の立証負担を軽減するなど、実効的

６年１月１日から施行された。この法律は環境汚染被害に対する

月

する一つの手段であるともいえるだろう。
障害・財物損壊についての損害賠償責任を補償する企業賠償責任

な被害救済制度を確立することによって、環境汚染被害から迅速

かつ公正に被害者を救済することを目的としている（１条）
。

この被害救済法は、環境汚染が発生した場合、直ちにその被害

賠償を行うことによって被害者を迅速に救済できるように、環境

汚染を引き起こすリスクの高い施設を対象として、環境汚染保険

リスクに応じた保険料が高額に上った場合、保険料の支払いに耐

つとなるだろう。しかし、保険の引受に伴う事前調査によって、

なる。ただし、該当企業の故意または重大な過失や法令違反のた

生じさせた企業としては、倒産せずに持続的に経営できるように

そして、環境汚染保険に加入することにより、環境汚染事故を

への加入が義務付けられている。

えられない事業者が多数発生し、結局のところ無保険事業者が増
２

に対して、被害証明を容易にできる因果関係の推定方法も定めて

また、この法律は汚染物質の長期間の蓄積による慢性的な被害

給するようにした。

被害への賠償が不可能な場合は、国が被害者にその救済給付を支

直接責任を負う。また、誰が環境を汚染させたか特定できなくて

めに環境汚染事故が発生したときは、保険処理は行われず企業が

保険の付保を強制することはその積極的な普及に有効な手段の一

ＥＩＬ保険が普及していない日本においては、一定の企業に同

な状況であると思われる。

は免責事由となっている。従って、環境汚染対策としては不十分

）
（以下、ＣＧＬ保険という）
保険（ Commercial General Liability
が普及されているが、突発的かつ偶然な事故を除いて、汚染事故

31

加し、ＥＩＬ保険の所期した機能は期待できなくなるとの指摘も
ある。
そこで、本稿は、環境汚染事故が発生した場合、その被害者を
迅速に救済し、企業の持続可能な経営を確保できるように支援す
る韓国の環境汚染被害賠償責任および被害救済に関する法律と環
境責任保険に強制的に加入させる取組みについて紹介することで、
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12

いる。

３．賠償責任限度の設定（被害救済法７条）

事業主は、２千億ウォンの範囲で施設の規模及び被害結果など

なお、被害救済法は、第１章総則（第１条〜第５条）
、第２章環
境汚染被害賠償（第６条〜第 条）、第３章環境汚染被害賠償のた

を勘案し、大統領令で定める賠償責任限度内で賠償責任を負う。

用できない。

えるなど法令を遵守していなかった場合などには、その限度は適

被害を発生させた施設の設置・運営に関連し、排出許容基準を超

しかし、事業主に被害発生に対する故意・重過失があった場合や、

めの保険加入等（第 条〜第 条）、第４章環境汚染被害救済（第
条）
、第６章罰則（第

３

５

洋環境管理法上の特定の海洋施設及びその他大統領令が定める施

済法では建設廃棄物処理施設、残留性有機汚染物質排出施設、海

騒音・振動排出施設、悪臭排出施設を対象としていたが、被害救

設、有害化学物質営業者及び危害管理計画書提出対象取扱施設、

施設、廃棄物処理施設、家畜糞尿排出施設、土壌汚染管理対象施

生したものと推定すると定めた。ただし、被害が全面的に他の原

相当な蓋然性がある場合には、その施設により環境汚染被害が発

法は、環境責任対象施設が被害発生の原因を提供したとみられる

行われていなかった。そこで、因果関係の推定について被害救済

害者が立証しなければならなかったので、被害者の救済が充分に

従来の環境汚染事故は、排出物質と汚染事故との因果関係を被

４．因果関係の推定（被害救済法９条）

設などもその適用対象として拡大した。従って、広範囲にわたり、

因により発生したとみる事情がある場合に限り、上記推定は排除

されることになる。そして、蓋然性があるかどうかは、施設の稼

度、気象条件、被害発生の時間と場所、被害の様相とその他被害

４

環境責任対象施設の設置及び運営過程で発生する環境汚染によ

発生に影響を与えた事情などを考慮して判断するように定めてら

働過程、使用された設備、投入または排出された物質の種類と濃

り他人に被害が発生した場合、当該事業主は過失の有無を問わず、

れている。

一方、施設が適法に運営されている場合、すなわち施設の運営

その被害を賠償しなければならない。ただし、その被害が天災地

２．事業主の環境汚染被害の無過失責任（被害救済法６条）

環境汚染の防止とその事故発生後の対策ができるようになった。

従来は大気汚染物質排出施設、廃水排出施設・廃水無放流排出

１．環境責任対象施設の範囲の拡大（被害救済法３条）

以下では、その主な内容について検討する。

46

22 16

条〜第 条）、第５章補則（第 条〜第
38

17

条〜第 条）、附則と構成されている。

49 37

変、その他不可抗力の事由により発生した場合を除く。

管理基準を遵守して運営上の障害がない場合には、因果関係の推
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定から排除しようという議論もあったが、最終的にその内容は反
とする保険である。

賠償金を補償するとともに、汚染の除去・浄化費用も補償の対象

の損壊、法律上の企業の損害賠償責任などをてん補する保険とし

を対象として、それによって生じた近隣住民の身体に傷害や財物

ス・修理、その他環境リスクがある作業全般などを請け負う業者

解体、ＰＣＢ等取扱作業、タンク・機械設備の据付・メンテナン

具体的に、ＥＩＬ保険は土壌汚染浄化、汚染拡散防止、建設・

映されていない。従って、因果関係の推定を覆すためには、事業
主が被害について全面的に他の原因から生じたと判断できる事情
を立証しなければならない。
６

５．被害者の情報請求権（被害救済法 条）
被害者は施設が環境汚染被害の発生原因を提供したという相当

ＥＩＬ保険を付保することによって、企業は広範囲の環境損害

て、高い環境汚染レベルによって汚染浄化命令が下された場合に

覧を請求することが可能である。上記の情報には、施設の稼働過

に対する賠償資力を確保でき、被害者救済と汚染の早期解決に資

な蓋然性があることを立証するために、必要に応じて当該施設の

程、使用された設備、排出された物質の種類と濃度などが含まれ

することとなる。さらに、広範囲の環境汚染リスクを引受けるこ

その汚染浄化にかかる費用などもてん補する。

る。さらに、環境部長官は被害者の申請により、環境汚染被害救

ととなる保険会社によって、事前調査（書類による調査、現地調

事業者に「相当な蓋然性」の立証に関連する情報の提供または閲

済政策審議委員会の審議を経て情報提供または閲覧命令を発する

査）がなされることとなり、当該調査は、第三者による外部の環

２．環境責任保険契約の当事者

機能を有している。

確保できるので、被害者を迅速・確実に救済できる被害者保護の

ＥＩＬ保険は被害者に対する確実な賠償が可能となる資金力が

機能を有するという社会的意義を有するのである。

７

ＩＬ保険は事後的な損害の補償機能とならんで、企業の環境保全

境監査的な性格を有するものと位置づけられる。このように、Ｅ

ことができ、事業者がこれに応じない場合、裁判所は情報に対す

環境責任保険の強制加入

る被害者の主張を真実として認めることができる。
Ⅲ

１．環境責任保険契約の意義
環境汚染賠償責任保険とは、環境汚染事故が発生した場合、当
該企業が被害者に対して支払うべき損害賠償金や汚染の浄化費用

９

条）と保険者（被害救済法 条）で

８

環境責任保険契約の当事者は環境責任保険への加入が強制され
る保険契約者（被害救済法

18

などを保険給付金でてん補する保険である。すなわち、ＥＩＬ保
険は汚染事故による第三者の身体障害・財物損壊についての損害

17
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15

は２千万ウォン以下の罰金に処すると被害救済法 条は定めてい

る事業者であり、環境責任保険に加入することで、環境汚染被害

制している。また、環境部長官は環境責任保険などに加入しない

る。このような定めによって、直接に環境責任保険への加入を強

ある。保険契約者は被害救済法 条が定める施設を設置・運営す
が発生した場合、被害者に対する被害をこの保険によって補償で

まま、施設を設置・運営した事業者に６ヵ月以内の期間を定めて、

４．被害救済対策（被害救済法

きるようになる。すなわち、事故リスクが高い事業所、有害な化

11

該当施設の営業停止を命じられると定めた。

47

学物質を取り扱う事業所や汚染物質を多量に排出する事業所など
が保険契約者である。なお、環境責任保険の加入が強制される施
設は、特定大気有害物質、特定水質有害物質などを排出する施設

条・ 条）

21

14

保険事業に対する約定を締結しなければならない。そして、環境

保険者は、委員会の審議を経て、環境部長官との間で環境責任

いる。そして、保険金などの支払請求権は譲渡または差押、担保

債権者に優先して弁済を受けられる権利である先取特権を定めて

５．保険加入金額を超過する被害者の保護

環境部長官は環境汚染被害を被った被害者が、環境汚染者を特

定できない場合とか経済的な能力がない場合、賠償責任限度額を

超過した場合に環境汚染被害の全部または一部の賠償を受けられ

担金の基準を定めることができる。

環境部長官は事業者が環境汚染被害を減らす努力を増進するた

３．環境責任保険の運営・管理（被害救済法 条）

できる。

をより適切に分散するために必要である場合、保険事業団を構成

の対象として提供できない。

被害者は被害賠償の請求において、保険金などに対してほかの

13

部長官は環境責任保険などの事業を効率的に運営し、そのリスク

で、環境責任対象施設よりは範囲が狭い。

12

20

めの給付を受けられる。そして、環境汚染被害補償基金から支給

の加入証明書を提出しなければならない。そして、環境責任保険

し、事業者は該当施設を認可・許可する機関に環境責任保険など

を行う場合、環境責任保険の加入状況を確認しなければならない

を負う施設の認可・許可する機関は該当施設に対して認可・許可

る金額を設定する予定である。この点について、環境部の関係者

対しても、扱う危険物質の量など、具体的な状況に応じて、異な

政令で規定する方針である。そして、事業主が負担する保険料に

億ウォンに設定しており、制限額は施設の規模などを勘案して、

すなわち、環境責任保険は事業者の賠償責任の制限を２０００

される。

に加入すべき事業者が加入していない場合、２年以下の懲役また

事業者に環境責任保険の強制加入を履行させるため、その義務

15

なかった場合に被害者またはその遺族に環境汚染被害の補償のた

10

めに、委員会の審議を得て環境責任保険に対する事業者の自己負

19
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17

は、
「危険物の規模が小さい事業所の場合、法令に最低加入金額な

化費用の負担を軽減するために保険商品とか履行保証証券などが

主が予防および復旧費用を負担するようにしたので、事業主の浄

そして、ＥＵにおいても、２００４年に環境賠償責任指針（ EC

解決しようとした保険会社の取り組みにあると言われている。

険が発展した背景としては、環境保険に内在する課題を積極的に

環境賠償責任保険商品が存在する。このようにアメリカで環境保

開発されることになった。そして、現在、アメリカでは７種類の

どを指定する必要がある」と説明した。
６．政府の再保険事業
政府は環境責任保険に関する再保険事業を行うことができ、保
険会社などからの保険料は環境汚染事故の被害救済基金の財源に
充てられる。

）を導入し、環境汚染に対する
Environmental Liability Directive
汚染者負担の原則に基づき、環境破壊を引き起こす企業に対して、

そして、ＥＵ加入国に対して２００７年までに該当指針を自国法

おわりに
韓国では、上記の環境汚染被害賠償責任及び被害救済に関する

化するように推進し、その被害賠償のための財政的手段として責

Ⅳ

法律の制定により、環境責任保険への加入が義務付けられている

任保険のなど導入を各国政府の裁量に任せている状況である。

環境破壊予防および事後措置のための経済的責任を負わせている。

事業主は２０１６年６月 日までにその保険に加入しなければな

率は上がったものの、２０１６年度国家主要事業の執行点検・評

月の２か月間にわたり、加入猶予期間を設けった。従って、加入

述べる見解がある。すなわち、
「その需要側の問題は、①契約前に

側）と保険を提供する保険会社側（供給側）で理論的に整理して

い状況であるが、その理由について保険を購入する企業側（需要

日本においても環境保険があるものの、あまり普及はされてな

価報告書によると、環境責任保険の加入義務の対象である１万７

行われる第三者審査手続きに汚染源データの提示が必要、②事前

る汚染事故の予防およびその事後措置のために、
「資源保存と復旧

る。しかし、アメリカでは１９７６年に将来的に発生可能性のあ

予測するのが不能であるため、その商品化が難しいと言われてい

環境リスクに対する保険制度は、環境汚染の発生頻度や規模を

供給者側の問題として、①汚染可能性の高い企業ほど保険を希望

ク認識の甘さ、⑦ヘッジコストの高さ、などが考えられる。一方、

に伴う被害想定の困難さと企業の過少認識、⑥経営層に環境リス

保険金支払い時に大きな企業負担の存在、⑤環境リスクの顕在化

で保険会社の環境モニターを継続、④高額保険料にかかわらず、

の監査手続きに大きな時間、③保険契約締結後も企業の費用負担

）
」を制定し、事業
法（ Resource Conservation and Recovery Act

入の状況である。

５９７ヶ所の施設の中で ・９％である４３９２ヶ所がまだ未加

らないことになった。しかし、加入率が低かったため、７月と８

30

24

─ 28 ─

16

する「逆選択」と保険に加入によりリスク圧縮インセンティブが

１．
「大気環境保全法」第２条第

う。

号に基づく大気汚染物質排出施設

「 水質及び水生態系保全に関する法律」第２条第 号・第 号による廃水
２．
排出施設または排水無放流排出施設

低下する「モラルハザード」との存在、②環境汚染事例が少ない
ため、リスクに見合う保険料の算定が困難、③再保険の引受け手
の不在、④環境汚染発生時における加害者や被害者を特定するに
要する膨大な時間と手間、⑤後述する徐々に生じた汚染事故（残
留性リスク）のリスク評価の困難さ、⑥環境汚染に関する法令の

「 廃棄物管理法」第２条第８号による廃棄物処理施設として同法第 条第
３．
３項 の 規 定 に よ り 、 廃 棄 物 処 理 業 者 が 設 置 し た 施 設 及 び 同 法 第 条 第２項
の規定による承認又は申告対象施設

25

「 建設廃棄物のリサイクル促進に関する法律」第２条第 号による建設廃
４．

29

棄物処理施設（
「建設廃棄物のリサイクル促進に関する法律」第 条の２第

２項の規定による一時的保管場所を含む）

「 家畜糞尿の管理及び利用に関する法律」第２条第３号による排出施設と
５．
して同法第 条の規定による許可又は申告対象施設

13

」
改変に伴う補償範囲の変化、などが考えられる。
このような状況の中、隣国である韓国が環境汚染被害に対して
積極的に取り組んでいることは、日本において刺激の一つになる
ことを期待している。環境汚染事故の発生は環境保全の側面だけ
でなく、環境汚染発生の復旧の側面でも大変重要であるので、環
境責任保険への強制加入を積極的に導入すべきであると思われる。

11

16

６．
「土壌環境保全法」第２条第３号の規定による土壌汚染管理対象施設

の規定による有害化学物質の販売をする者及び同法第

条の規定によるた

「 化学物質管理法」第２条第 号に基づく取り扱い施設として同法第 条
７．

８．
「騒音・振動管理法」第２条第３号の規定による騒音・振動排出施設

．
「 海洋環境管理法」第２条第 号による海洋施設の中で、大統領令で定め
る施設

９．
「残留性有機汚染物質管理法」第２条第２号の規定による排出施設

めに管理計画書を提出しなければならない者の取扱い施設

41

題として認識されており、その問題に事前・事後的な対策に関心

最近、日本においても環境汚染が地球環境を破壊する重大な問

10

．その他大統領令で定める施設

らない。

②環境
 汚染の被害が、その施設の運営中断前の状況により発生した場合には、
その施設を運営していた事業主が、 第 １項の規定により賠償しなければな

ない。

争・内乱・暴動または天災、その他の不可抗力による場合は、この限りで

①施設の設置・運営に関連して、環境汚染の被害が発生したときは、当該施
設の事業主がその被害を賠償しなければならない。 ただし、 その被害が戦

第６条（事業主の環境汚染被害に対する無過失責任）

17

─ 29 ─

11

11

が高まりつつあるので、環境汚染賠償責任についてより詳細な検

４

10

11

討が行われる必要があると思われる。
注
１ アメリカにおける環境汚染賠償責任保険については、赤堀勝彦「環境保険
の現状と今後の課題」長崎県立大学論集 巻３号 〜 頁（２００５年 月）
を参照願う。

12

27

11

17

38

黒川哲志「環境保険を利用した規制手法」帝塚山法学６号１９６頁（２０

35

この法律の適用対象となる施設は、 次の各号のいずれかに該当する施設をい

３ 第３条（適用対象）

０２年３月）

２

39

⑥第１項・第２項及び第５項の規定により情報を提供していたり閲覧した者
は、 その情報をその目的とは異なる使用したり、 他の人に提供するなど、

不当な目的のために使ってはいけない。

７
第

吉川栄一『企業環境法（第２版）』２４２頁（上智大学出版、２００５年）

⑦第１項から第５項までの規定による情報の提供や閲覧請求の手続その他必
要な事項は、環境部令で定める。
８

条（環境責任保険の加入義務など）

②第１
 項の規定による相当な可能性があるかどうかは、施設の操作プロセス、
使用された設備、投入または排出された物質の種類と濃度、気象条件、被

ばならない。

①次の各号の施設を設置・運営する事業者は、環境責任保険に加入しなけれ

１．第３条第１号による施設として、特定の大気有害物質を排出する施設

２．第
 ３条第２号の規定による施設として、特定の水質有害物質を排出する施

３．第３条第３号の規定による施設として指定廃棄物処理施設

設

には、第１項の規定による推定は排除される。

４．第３条第６号による施設として、大統領令で定める施設
号に該当する施設

２．環境責任保険が開発・運用されていない場合、

１．環境責任保険に加入を断られる場合

ない。

部令で定めるところにより、 運営機関との保証契約を締結しなければなら

②第１項の規定による事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合、環境

定める施設

７．そ
 の他の環境汚染の被害を誘発する危険性が高い施設として、大統領令で

６．第３条第

５．第３条第７号による施設として、大統領令で定める施設

第 条（情報請求権）

３項 の 規 定 に よ る 事 業 主 の 責 務 を 尽 く し た と い う事 実 を 証 明 し て い る 場 合

す べ て 遵 守 し 、 環 境 汚 染 の 被 害 を 予 防 す る た め に 努 力 す る な ど 、 第４ 条 第

③環境汚染被害が他の原因により発生したか、事業主が大統領令で定める環
境汚染被害の発生の原因に関連する環境・ 安全関係法令及び許認可条件を

事情などを考慮して判 断 す る 。

害 発 生 の 時 間 と 場 所、 被 害 の 様 相 と そ の ほ か の 被 害 が 発 生 に 影 響 を 与 え た

る。

①施設が環境汚染の被害発生の原因を提供したものと見るべきかなりの蓋然
性があるときは、 その施設により環境汚染の被害が発生したものと推定す

５ 被害救済法９条（因果 関 係 の 推 定 ）

６

①この法律による被害賠償請求権の成立とその範囲を確定するために必要な
場 合、 被 害 者 は 、 当 該 施 設 の 事 業 者 に 第 ９ 条 第 ２ 項 に 関 連 し た 情 報 の 提 供
や閲覧を請求すること が で き る 。
②この法律による被害賠償請求を受けた事業者は、被害者の被害賠償や他の
事 業 者 に 対 す る 求 償 権 の 範 囲 を 確 定 す る た め に 、 他 の 事 業 者 に 第 ９条 第２
項に関連した情報の提供や閲覧を請求することができる。
③第１項及び第２項の規定による情報提供や閲覧請求を受けた者は、その情
報を提供したり、閲覧させなければならない。
④第１項及び第２項の規定による被害者及び事業者は、営業上の秘密などを
理由に情報提供や閲覧が拒否された場合には、 環境部長官に情報提供また

３．環
 境責任保険の契約条件などが著しく公平性を失った場合など、環境部令
で定める場合

③第１項の規定による事業者は、環境責任保険に加入したり、保証契約を締
結した後でなければ施設を設置・運営することができない。

は閲覧コマンドを申請 す る こ と が で き る 。
⑤第４項の規定による申請があったときは、環境部長官は、第 条の規定に
よる環境汚染被害救済政策委員会の審議を経て、 情報提供または閲覧コマ

で定める。

④環境責任保険の保障契約金額、保障範囲、その他必要な事項は、大統領令

─ 30 ─

17

ンドかどうかを決定し、 その決定に応じて、 事業者への情報提供をさせた
り、閲覧させたりするように命じることができる。

16

10

15

９ 第 条（保険者）
①保険者は、委員会の審議を経て、環境部長官と環境責任保険事業の約定を
締結しなければならな い 。

日前から

日前までの期間と

日前から

30

日前までの期間に、 それ

10

２．事業者が従来の保険者との再契約を締結した場合

下同じ。）機関は、当該施設の許認可をする場合は、この法律に基づく基準

条 第 ２項の 規定 によ り環 境部 長官 か ら環 境
44
条（罰則）

１．第
 条第６項又は第 条に違反して他の人に情報を漏洩や提供したり、不

下の罰金に処する。

②次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役又は１千万ウォン以

①虚偽その他の不正な方法で救済給付を受けた者は、２年以下の懲役又は２
千万ウォン以下の罰金に処する。

第

⑥保険者は、環境責任保険の会計を他の会計と区分して会計処理することに
より、損益関係を明確にしなければならない。

しなければならない。

責任保険の加入や解約などの管理業務を委託を受けた関係専門機関に通知

その事実を許認可機関又は第

⑤保険者は、環境責任保険に加入しなければならする事業者が、環境責任保
険契約を締結したり、 解除した場合には、 環境部令で定める方法により、

た め に 必 要 な 場 合、 複 数 の 保 険 者 が 共 同 で 責 任 を 負 う 環 境 責 任 保 険 事 業 団

る場合を除き、契約の締結を拒否することができない。

条 第 １項 の 規 定 に よ る 環 境 へ の 責 任 保 険 の 契 約 を締 結す る こ と

④事業者が環境汚染の被害を発生させる可能性が高い場合など、大統領令で
定 め る 事 由 に 該 当 す る 場 合、 第 ３ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 多 数 の 保 険 者 が
共同で第

が で き る 。 こ の 場 合、 保 険 者 は 、 事 業 者 に 共 同 契 約 の 手 続 き や 保 険 料 の 案
内をしなければならな い 。
⑤保険事業団を構成する場合には、代表保険者を選定しなければならない。
⑥第１項の規定による環境への責任保険事業の約定を締結するために必要な
事 項、 保 険 事 業 団 の 構 成 及 び 第 ５ 項 の 規 定 に よ る 代 表 保 険 者 の 選 定 等 に 必
条（環境責任保険 の 運 営 ・ 管 理 ）

要な事項は、環境部令 で 定 め る 。
第

①環境部長官は、事業者の環境汚染被害低減の努力を促進するために委員会
の審議を経て、 環境責任保険の事業者の自己負担金の基準を定めることが
できる。
②第 条第１項の規定による施設の許認可（登録・届出及び変更を含む。以
に適した環境責任保険に加入するかどうかまたは保証契約を締結するかど
うかを確認しなければ な ら な い 。
③第 条第１項の規定による施設の事業者は、当該施設の許認可機関に環境
責任保険の加入証明書を提出しなければならない。

条（行政処分等）

①環境部長官は、第 条第３項に違反して施設を設置・運営した事業者に、
６ヶ月以内の期間を定めて当該施設の営業停止を命ずることができる。

第

２．第
 条に違反して、環境責任保険に加入していないか、または保証契約を
締結してない事業者

当な目的のために利用した者

45

③保険者は、第 条第１項の規定による事業者が環境責任保険に加入しよう
とするときには操業を停止している場合など、 大統領令で定める事由があ

３．事業者が他の保険者との新たな契約を締結した事実を知った場合、

１．保険期間が１ヶ月以内の契約の場合

次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。

ぞれ、 その契約が終わるという事実を通知しなければならない。 ただし、

日の
30

条（保険金の一部の前払い）

③第１項の規定による行政処分の基準は、大統領令で定める。
第

①被害者は、保険者に保険金の支払いを直接請求することができる

.

②第１項の規定による行政処分の効果は、当該施設の譲受人に承継される。

17

17

④保険者は、環境責任保険の契約を締結している事業者には、その契約終了

11

17

（以下「保険事業団」という。）を構成することができる。

②環境部長官は、環境責任保険の事業を効果的に運営し、リスクを分散する

75

47

15

17

43
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19
17

17

12

13

10

２項の事由で、 被害者に救済給付を支給した運営機関は、 当該事業者に第
条（再保険事業）

７条の規定による賠償責任限度と支払った救済給付の範囲で求償できる。
第

７号１７６頁。

１．環
 境汚染の被害に対して第 条第１項の規定による環境への責任保険契約
または保証契約が成立していないか、または失効した場合、

る。

る場合には、 被害者等の申請に基づいて救済給付を前払いすることができ

２．第７条の規定による賠償責任限度額を超過した場合、
②第１項の規定にかかわらず、環境部長官は、次の各号のいずれかに該当す

１．環
 境汚染被害の原因を提供した者を知ることができない場合、またはその
存否が明らかにせず、又は無資力である場合

給付」という。）を支給することができる。

「被害者等」という。）に、環境汚染被害の救済のための給与（以下「救済

17

２．第
 条第２項の規定にかかわらず、保険者が保険金の一部を前払いしない
場合

17

３．その他、環境部長官が必要と認める場合
③救済給付の種類と限度額などの救済給付に必要な事項は、大統領令で定め
る。
④事業者が賠償する責任がある環境汚染の被害に対して第１項第１号又は第

─イ ジヨン・法学部准教授─

久保英也「日本における環境保険の普及に向けた提案」生命保険論集１６

④環境部長官は、第１項及び第２項の規定による再保険事業および約定締結
に関する事項を運営機関に委託することができる。

③再保険料、再保険金、再保険者の選定など再保険事業の運営に必要な事項
は、大統領令で定める。

②環境部長官は、再保険に加入しようとする保険者と再保険契約を締結しな
ければならない。

①政府は、環境責任保険に関する再保険事業を行うことができる。

22

②第１項の規定による請求の日から、大統領令で定める期間が経過したとき
は、支給する保険金が決定される前であっても、被害者の請求がある場合、
保険者は、 被害者に保険者が推定した保険金の一部を前払いしなければな
らない。
③第２項の規定による前払に関する基準は、環境部令で定める。
第 条（被害賠償請求 権 の 優 先 弁 済 等 ）

16

①環境部長官は、被害者が次の各号のいずれかに該当する事由に環境汚染被
害の全部または一部を賠償されない場合には、被害者又はその遺族（以下

第 条（環境汚染被害 救 済 ）

②この法律に基づく保険金の支払い請求権は譲渡または差押、担保として提
供することはできない 。

①被害者は、被害賠償の請求において、保険金について、他の債権者に優先
して弁済を受ける権利 が あ る 。

21

23

20
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