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8月

行事予定

1（火）夏期1期S②

学外1期S②

2（水）夏期1期S③

学外1期S③

手続期間
単位認定試験（筆記）第3回申込開始
（〜8/15）

「東洋通信」参照ページ
P.9

3（木）夏期2期S①
4（金）夏期2期S②
夏期2期S③

5（土）窓口・電話取扱停止
6（日）
7（月）窓口・電話取扱停止（事務室休業）
8（火）窓口・電話取扱停止（事務室休業）
9（水）窓口・電話取扱停止（事務室休業）
10（木）窓口・電話取扱停止（事務室休業）
11（金）山の日
12（土）窓口・電話取扱停止（事務室休業）
13（日）
14（月）窓口・電話取扱停止（事務室休業）
15（火）窓口・電話取扱停止（事務室休業）

単位認定試験（筆記）第3回申込締切

16（水）
春学期単位認定試験（論文）提出期限
P.30、31
（〜16：45必着）
科目等履修生
（後期生）
出願開始
（〜9/6）

17（木）夏期3期S①

春学期単位認定試験（論文）申請受付
停止期間（〜9/30）
単位認定試験（筆記）第3回受験票出力
可能日

18（金）夏期3期S②
夏期3期S③

19（土）窓口・電話取扱停止
単位認定試験（筆記）第3回

20（日）窓口・電話取扱停止
21（月）夏期4期S①
22（火）夏期4期S②
23（水）夏期4期S③
24（木）夏期5期S①
夏期5期S②

25（金）窓口・電話取扱停止
夏期5期S③

26（土）窓口・電話取扱停止
27（日）
28（月）
29（火）
30（水）
31（木）

3

Ｓはスクーリングを表します

9月

行事予定

手続期間

「東洋通信」参照ページ

1（金）窓口・電話取扱停止（事務室休業）
2（土）窓口・電話取扱停止（事務室休業）
3（日）
後期生（正科生）休学手続・復学手続
（〜9/28）

4（月）

P.21

5（火）
6（水）

科目等履修生（後期生）出願締切

7（木）
8（金）
9（土）窓口・電話取扱停止（事務室休業）
10（日）
11（月）
12（火）
13（水）
14（木）
15（金）
学位記授与式・卒業式

16（土）窓口・電話取扱停止

10：30〜

P.8

17（日）
18（月）敬老の日
19（火）
20（水）
21（木）
22（金）
23（土）秋分の日

通学課程（通年S）授業実施

24（日）
25（月）
26（火）
27（水）
28（木）

後期生（正科生）休学手続・復学手続
締切

29（金）
30（土）
Ｓはスクーリングを表します
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10月

行事予定

手続期間

「東洋通信」参照ページ

1（日）

単位認定試験（筆記）第4回申込開始
P.9
（〜10/14）
後期生
（正科生）
履修登録期間
（〜10/5） P.28
2018年9月卒業予定者卒業論文題目 P.6
登録申請開始（〜10/16）

2（月）

後期生（正科生）学費納入期間
（〜10/16）

P.21

3（火）
4（水）
5（木）

後期生（正科生）履修登録締切

6（金）
7（土）
8（日）
9（月）体育の日

通学課程（通年S）授業実施

10（火）
11（水）
12（木）
13（金）
14（土）

単位認定試験（筆記）第4回申込締切

15（日）
後期生（正科生）学費納入締切
2018年9月卒業予定者卒業論文題目
登録申請締切

16（月）
17（火）

単位認定試験（筆記）第4回受験票出力
可能日

18（水）
19（木）
20（金）

第3回メディア授業申込開始
（〜10/30）

21（土）単位認定試験（筆記）第4回

10月号掲載予定

22（日）
23（月）
24（火）
土曜3期S申込開始（〜10/31）
日曜2期S申込開始（〜10/31）

25（水）

10月号掲載予定
10月号掲載予定

26（木）
27（金）
後期新入生オリエンテーション 第1回
10：30〜12：30
28（土）「介護等体験」登録説明会 14：00〜15：00
学習の進め方・リポートの書き方説明会②
13：30〜15：00

10月号掲載予定

29（日）
30（月）

第3回メディア授業申込締切

31（火）

土曜3期S申込締切
日曜2期S申込締切
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Ｓはスクーリングを表します

卒業論文題目登録申請について 後期正科生対象【再掲】
卒業論文題目登録申請について

後期生のうち、下記の条件を満たす学生は、2018年９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９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９月に卒業の意思がある後期生
・2017年９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９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10月１日（日）０：00 〜10月16日（月）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、2017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資料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７月24日（月）〜９月15日（金）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９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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2017年9月学位記授与式・卒業式
地方２期スクーリング
（秋田）

通信教育部では、2017年９月16日に新たな卒業生を送り出します。
つきましては、通信教育部学位記授与式・卒業式を下記のとおり挙行しますので、お知ら
せいたします。
１．日

時：2017年９月16日（土） 10：30〜（開式）
（列席者は10分前には着席してください）

２．場

所：本学白山キャンパス

6203教室（６号館２階）

※詳細は卒業決定通知にてお知らせします
※卒業判定の日程の都合上、卒業単位充足者発表は2017年９月上旬にToyoNet-Gのお知
らせで通知し、卒業予定者への卒業決定通知は、追って発送いたします。
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単位認定試験（筆記）第3回・第4回
単位認定試験（筆記）第３回・第４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
№
１

申請期間

第３回

第４回

８月１日（火）〜８月15日（火）

10月１日（日）〜10月14日（土）

８月18日（金）から可能

10月18日（水）から可能

８月20日（日）

10月21日（土）

２ 受験票出力
３

実施日

４

集合時間

12：40
（時間厳守）

◇開催地・会場
開催地

東
※１

京

会

場

所在地

本学白山キャンパス※1 東京都文京区白山5−28−20

電

話

03−3945−7348

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。

※２

著しく申請者が少ない場合は中止することがあります。

◇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3回・第4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

図書館司書科目
担当教員名

Y700191010 現代日本文学Ａ

早川

芳枝

Y700201010 現代日本文学Ｂ

早川

芳枝

Y705098020 英語Ⅲ①

ジェイムズ ダニエル ショート

Y705099020 英語Ⅲ②

高波

幸代

Y706131010 スポーツ健康科学講義 谷釜

尋徳

文学部専門科目
授業コード

科目名

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

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

授業コード

科目名

担当教員名

Y719601010 図書館情報資源概論 大塚奈奈絵
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
Y742211010
Y742221010
Y741541010
Y741551010
Y740061010
Y742231010
Y742241010
Y741561010
Y741571010
Y741351010
Y741101010
Y742151010
Y742161010
Y741481010
Y741491010
Y740081020
Y741661010
Y741671010
Y741281010
Y740091010
Y741681010
Y741691010
Y741291010
Y740101010
Y741701010
Y741711010
Y741301010
Y740111020
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（債権各論）Ａ
民法Ⅳ（債権各論）Ｂ
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（親族・相続）Ａ
民法Ⅴ
（親族・相続）
Ｂ
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
（各論）
Ａ
刑法Ⅱ
（各論）
Ｂ
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）
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
大坂 恵里
大坂 恵里
中村
恵
中村
恵
中村
恵
中村
恵
中村
恵
中村
恵
武藤 眞朗
武藤 眞朗
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
田中 政美
田中 政美

単位認定試験
（筆記）第3回・第4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. 9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。交通機関等の遅延により、遅刻し
て入室した場合でも時間延長や別室受験は認めない。受験に際しては時間に余裕をもっ
てのぞむこと。
・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。ただし、繰り上げ時限の受験は認めない。
・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
等の使用は不可）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の学習における不正行為に対する
取扱基準に則り、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3回・第4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

●東京メトロ千代田線「千駄木」駅15分

北線
トロ南
東京メ

都
営
三
田
線

東洋大前
ファミリーマート

三井住友
銀行

8号館

10号館
9号館

８号館２Ｆ
通信教育課
（事務室）
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単位認定試験
（筆記）第3回
第３回
（８月20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

英語Ⅲ①

ショート

重点的学習範囲

「補陀落渡海記」を読み、次の2点について考えをまとめておいてくださ
い。
テキスト・
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とで、
教材プリント
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。

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。

不可

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Ⅲ②

髙波

テキスト

・テキスト（Different Realities）のChapter5、8から出題します。
・英単語の意味を各章から【10題】ずつ、英文訳を各章から【3題】ずつ
出題します。
・テキストのみ、持ち込み可とします。辞書、自筆ノート、プリント類の
持ち込みは不可です。
・教科書への書き込みは可能。必要と思われる情報
（単語の意味や英文訳）
は、事前に手書きで記入しておきましょう。

スポーツ健康科学講義

谷釜

不可

テキスト『教養としての体育原理』129〜131ページをよく読んで、
「勝
利至上主義」について整理しておいてください。

日本文学文化概説A②
石田

すべて可

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。

古典文法A

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。

田貝

不可

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

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。

作家作品研究
（中古）B
作家作品研究
〈中古〉

大野（祐）

すべて可

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。
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。
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単位認定試験（筆記）第3回
第３回
（８月20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

作家作品研究
（近現代）
A

谷崎潤一郎『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、以下の二点について、それぞれまとめましょう。
そのとき、お遊さまや春琴について、好ましくない点まで語られているこ
とに留意しましょう。テキストを熟読することが第一ですが、先行文献に
当たり、そこからヒントを探すこともできます。シラバスにある参考文献
を探してみてください。本文は、できるだけ『谷崎潤一郎全集』
（中央公論
社）にある旧仮名遣いのテキストで読んでください。
①『蘆刈』のお遊さまは、どのように語られているか。誰が、誰に、どの
ような状況で語っているかに留意。
②『春琴抄』の春琴は、どのように語られているか。誰が、誰に、どのよ
うな状況で語っているか、また書かれているか、に留意。

作家作品研究
（近現代）
B

まず、泉鏡花『草迷宮』をしっかり読みましょう。できるだけ『鏡花全集』
（岩波書店）で読んで下さい。
『草迷宮』は、語り手が変化してゆきますか
ら、そこに注意しながら、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、主人公の葉越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探
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

すべて可

（1）
谷崎潤一郎『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、以下の二点について、それぞれまとめましょ
う。そのとき、お遊さまや春琴について、好ましくない点まで語られてい
ることに留意しましょう。テキストを熟読することが第一ですが、先行文
献に当たり、そこからヒントを探すこともできます。シラバスにある参考
文献を探してみてください。本文は、できるだけ『谷崎潤一郎全集』
（中央
公論社）にある旧仮名遣いのテキストで読んでください。
①『蘆刈』のお遊さまは、どのように語られているか。誰が、誰に、どの
ような状況で語っているかに留意。
②『春琴抄』の春琴は、どのように語られているか。誰が、誰に、どのよ
うな状況で語っているか、また書かれているか、に留意。
（2）まず、泉鏡花『草迷宮』をしっかり読みましょう。できるだけ『鏡花
全集』
（岩波書店）で読んで下さい。
『草迷宮』は語り手が変化しますから、
そこに注意しながら、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、主人公の葉越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探して
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〉

日本の伝統行事A
久野

すべて可

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、
「正月行事」について理解を深めてください。その観点から、あ
なたの家や地域の年末から年始にかけての行事食である「年取り膳・ 雑
煮・おせち料理・七草がゆ」を記録してみましょう。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。持ち込みはすべて可です。

日本の伝統行事B

テキスト『年中行事読本』夏・秋の巻、及び『シラバス』にあげた参考
書・事典などで、
「盆行事・彼岸行事」について理解を深めてください。そ
の観点から、「盆行事・彼岸行事」と「先祖（死者）」とのかかわりを捉え
てみましょう。自家の事例や、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。持ち込みはすべて可です。

日本の古典籍A

『書誌学入門』39ページから47ページを特に重点的に勉強しておいてく
ださい。用語は必ず暗記し、それぞれの語の意味も理解しておいてくださ
い。変体がな読解もテストに出します。字母も覚えるとともに、簡単な漢
字も読めるように普段から勉強しておいてください。変体がなの問題は田
代・山中・和田編『変体がなで読む日本の古典』
（新典社、2016年）から
出題します。

和田

日本の古典籍B

不可

『書誌学入門』144ページから156ページを特に重点的に勉強しておいて
ください。用語は必ず暗記し、それぞれの語の意味も理解しておいてくだ
さい。変体がな読解もテストに出します。字母も覚えるとともに、簡単な
漢字も読めるように普段から勉強しておいてください。変体がなの問題は
田代・山中・和田編『変体がなで読む日本の古典』
（新典社、2016年）か
ら出題します。
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単位認定試験
（筆記）第3回
科

目

名

担当教員名 試験場への持込

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
域の正月行事・小正月行事・節分行事の実際を捉えてください。行事を準
備から実施にいたるまで、できるだけ聞き書きで調べましょう。都道府県
史・市区町村史の民俗編でも調べましょう。資料の持ち込みはすべて可と
します。

日本民俗学A

久野

すべて可

大塚

不可

日本民俗学B

図書館情報資源概論

憲法A
憲法B

重点的学習範囲

テキスト『日本民俗学』第二部三章「生業」
（p94〜p118）を読み、民俗
学が研究対象とする「生業」について理解してください。その観点から、
伝統的な農作業
（稲作・畑作）
・漁法・狩猟法や、さまざまなものづくりの
職人の仕事についてのいずれかを実態的に捉えてください。職人は、会社
やお店・家で技術を伝えている方と捉えれば、たくさんいます。自分の身
の回りに事例があれば調べて記録し、都道府県史・市区町村史の民俗編を
参照しましょう。資料の持ち込みはすべて可とします。
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。
基本的人権から2問出題。2017年度のリポートの課題からは出題しない。

名雪

指定六法

統治機構（天皇を除く）から2問出題。2017年度のリポートの課題からは
出題しない。

憲法

基本的人権から2問出題。2017年度のリポートの課題からは出題しない。

民法Ⅰ
（総則）A
民法Ⅰ部
（総則）A

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。

民法Ⅰ
（総則）B
民法Ⅰ部
（総則）B

小林（秀）

指定六法

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。

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

刑法上の因果関係
小坂

不可

刑法Ⅰ部
（総論）

売買契約の手付について十分に勉強しておいてください。
大坂

指定六法

民法Ⅳ部
（債権各論）

民法Ⅴ部
（親族・相続）
民法Ⅴ部
（身分法）

責任無能力者の監督者責任について十分に勉強しておいてください。
売買契約の手付について十分に勉強しておいてください。

民法Ⅴ
（親族・相続）A
民法Ⅴ部
（親族・相続）A
民法Ⅴ
（親族・相続）B
民法Ⅴ部
（親族・相続）B

構成要件的事実の錯誤（具体的事実の錯誤）
刑法上の因果関係

民法Ⅳ
（債権各論）A
民法Ⅳ部
（債権各論）A
民法Ⅳ
（債権各論）B
民法Ⅳ部
（債権各論）B

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。

裁判離婚に関する事例問題を出します。

中村（恵）

指定六法

相続財産に関する事例問題を出します。

裁判離婚に関する事例問題を出します。

15

単位認定試験（筆記）第3回
第３回
（８月20日実施分）
科

目

名

担当教員名 試験場への持込

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

監禁罪
武藤

指定六法

刑法Ⅱ部
（各論）

商法総則・商行為法

名板貸の法律問題
遠藤（喜）

指定六法

会社法A

会社法

課題1に対応
堀口

指定六法

手形法・小切手法A

手形法・小切手法

課題1〜2について十分に復習をしておくこと。
井上

指定六法

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。

商法Ⅲ部
（手形・小切手法）

社会地歴指導法Ⅰ

田中

社会地歴指導法Ⅱ

課題1に対応
課題1に対応

商法Ⅱ部
（会社法）

手形法・小切手法B

名板貸の法律問題
名板貸の法律問題

商法Ⅰ部
（総則・商行為）

会社法B

財産犯における「占有」概念
監禁罪

商法総則
商行為法

重点的学習範囲

すべて可

○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。
○社会系教科・科目の授業づくりでのポイントを学習しなさい。授業教科
書の第5章も参考になります。
○『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。
〇現行の『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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単位認定試験
（筆記）第4回
第４回
（10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

英語Ⅲ①

ショート

重点的学習範囲

「Kの昇天」と「補陀落渡海記」を次の観点から読み直し、考えをまとめて
おいてください。
テキスト・
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とで、
教材プリント
異界を共有している人物は誰か。
②その異界がどのような場であるかが分からない状況でも、異界の共有は
可能であるか。

テキスト

「西班牙犬の家」を読み、次の2点について考えをまとめておいてくださ
い。
①この作品における異界と日常世界を隔てる境界と、それを超える際のき
っかけは何でしょうか。
②この林の中にある不思議な家が、ある種の異界として定義できる理由に
は何が考えられますか。

不可

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Ⅲ②

髙波

テキスト

・テキスト（Different Realities）のChapter6、7から出題します。
・英単語の意味を各章から【10題】ずつ、英文訳を各章から【3題】ずつ
出題します。
・テキストのみ、持ち込み可とします。辞書、自筆ノート、プリント類の
持ち込みは不可です。
・教科書への書き込みは可能。必要と思われる情報
（単語の意味や英文訳）
は、事前に手書きで記入しておきましょう。

スポーツ健康科学講義

谷釜

不可

テキスト『教養としての体育原理』132〜134ページをよく読んで、
「オ
リンピズム」について整理しておいてください。また、昨今のオリンピッ
クのニュースにも目を配っておいてください。

日本文学文化概説A②
石田

すべて可

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。

古典文法A

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。

田貝

不可

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

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。

作家作品研究
（中古）B
作家作品研究
〈中古〉

大野（祐）

すべて可

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。
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。
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単位認定試験（筆記）第4回
第４回
（10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

作家作品研究
（近現代）
A

谷崎潤一郎が昭和8年に発表した随筆「陰翳礼讃」を、できるだけ『谷崎
潤一郎全集』
（中央公論社）から探して読みましょう。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。こうした作品を書いた時期を、谷崎潤一郎の「古
典回帰時代」と呼んでいます。
「陰翳礼讃」は谷崎の古典回帰時代の美学と
も結びつけて考えられています。古典回帰の時代の谷崎がそれまでとどう
違うのか考えるため、「刺青」でデビューしてから「痴人の愛」までの谷
崎の仕事とその傾向を調べておいてください。
『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から、参考にしてくだ
さい。

作家作品研究
（近現代）
B

① 泉鏡花『草迷宮』には「稲生物怪録」
（いのうもののけろく・いのうぶ
っかいろく）
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、『草迷宮』をしっかり読んだ上で、考えておきまし
ょう。
「稲生物怪録絵巻」
（『日本民俗資料集成 第8巻』三一書房、1988
年）なども参考にしてください。
② 泉鏡花『草迷宮』には夢幻能
（むげんのう）
に類似した構造があると言
われている。どうしてそのように言われるのか。夢幻能について調べ、
『草迷宮』をそれにあてはめて考えてみましょう。野口武彦「泉鏡花の
人と作品」
（『鑑賞日本現代文学3 泉鏡花』角川書店、1982年）、観世
寿夫「夢幻能と中世の心」
（『国文学解釈と鑑賞』
（特集・夢）、1977年8
月）などを参考にしてください。
なお『草迷宮』は、できるだけ『鏡花全集』
（岩波書店）で、旧仮名遣いの
テキストで読んでください。

宮内

すべて可

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、できるだけ『谷
崎潤一郎全集』
（中央公論社）から探して読みましょう。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。こうした作品を書いた時期を、谷崎潤
一郎の「古典回帰時代」と呼んでいます。
「陰翳礼讃」は谷崎の古典回帰
時代の美学とも結びつけて考えられています。古典回帰の時代の谷崎が
それまでとどう違うのか考えるため、「刺青」でデビューしてから「痴
人の愛」までの谷崎の仕事とその傾向を調べておいてください。
『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か
ら、参考にしてください。
② 泉鏡花『草迷宮』には「稲生物怪録」
（いのうもののけろく・いのうぶ
っかいろく）
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、『草迷宮』をしっかり読んだ上で、考えておきまし
ょう。
「稲生物怪録絵巻」
（『日本民俗資料集成 第8巻』三一書房、1988
年）などを参考にしてください。
③ 泉鏡花『草迷宮』には夢幻能
（むげんのう）
に類似した構造があると言
われている。どうしてそのように言われるのか。夢幻能について調べ、
『草迷宮』をそれにあてはめて考えてみましょう。野口武彦「泉鏡花の
人と作品」
（『鑑賞日本現代文学3 泉鏡花』角川書店、1982年）、観世
寿夫「夢幻能と中世の心」
（『国文学解釈と鑑賞』1977年8月）などを参
考にしてください。
なお『草迷宮』は、できるだけ『鏡花全集』
（岩波書店）で、旧仮名遣いの
テキストで読んでください。

日本の伝統行事A

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、
「節分行事」の「豆まき」
「鬼」
「厄落とし」について理解を深め
てください。その観点から、現在の「節分行事」を捉えてみましょう。都
道府県史・市区町村史の民俗編で調べてノートにまとめましょう。持ち込
みはすべて可です。
久野

日本の伝統行事B

すべて可

テキスト『年中行事読本』夏の巻、及び事典などによって、富士山の山開
きをはじめとして、各地の山の山開き
（開山祭）
について理解を深めてくだ
さい。山に神霊がやどり信仰の対象となった山を霊山といい、山岳信仰の
山開きが行われました。また、信仰とはかかわりない登山の山も山開きが
行われます。身近な山の山開きの事例について調べましょう。山岳信仰・
登山・ハイキングに関する本や都道府県史・市区町村史の民俗編で調べて
ノートにまとめましょう。持ち込みはすべて可です。
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単位認定試験
（筆記）第4回
科

目

名

担当教員名 試験場への持込

日本の古典籍A

和田

不可

重点的学習範囲
『書誌学入門』48ページから61ページを特に重点的に勉強しておいてく
ださい。用語は必ず暗記し、それぞれの語の意味も理解しておいてくださ
い。変体がな読解もテストに出します。字母も覚えるとともに、簡単な漢
字も読めるように普段から勉強しておいてください。変体がなの問題は田
代・山中・和田編『変体がなで読む日本の古典』
（新典社、2016年）から
出題します。

日本の古典籍B

『書誌学入門』157ページから162ページを特に重点的に勉強しておいて
ください。用語は必ず暗記し、それぞれの語の意味も理解しておいてくだ
さい。変体がな読解もテストに出します。字母も覚えるとともに、簡単な
漢字も読めるように普段から勉強しておいてください。変体がなの問題は
田代・山中・和田編『変体がなで読む日本の古典』
（新典社、2016年）か
ら出題します。

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、
「民
間信仰」について理解してください。その中で、特に「俗信」について理
解を深め、都道府県史・市区町村史の民俗編などを調べて、その地域の
「俗信・占い・民間医療・まじない・妖怪」などの事例を集めておきまし
ょう。自分や家族が知っている「俗信・まじない・占い」も集めてみまし
ょう。資料の持ち込みはすべて可とします。

久野

すべて可

大塚

不可

日本民俗学B

図書館情報資源概論

憲法A
憲法B

テキスト『日本民俗学』第二部四章
（p119〜p138）
を読み、民俗学が研
究対象とする「衣食住」について理解してください。その観点から、はれ
着・ふだん着・仕事着、はれの食・ふだんの食について、または、住まい
の間取りと各部屋の家具の配置と部屋の使い方について捉えてください。
自分の身の回りから調べて記録し、都道府県史・市区町村史の民俗編を参
照しましょう。資料の持ち込みはすべて可とします。
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。
基本的人権から2問出題。2017年度のリポートの課題からは出題しない。

名雪

指定六法

統治機構（天皇を除く）から2問出題。2017年度のリポートの課題からは
出題しない。

憲法

基礎的人権から2問出題。2017年度のリポートの課題からは出題しない。

民法Ⅰ
（総則）A
民法Ⅰ部
（総則）A

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。

民法Ⅰ
（総則）B
民法Ⅰ部
（総則）B

小林（秀）

指定六法

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。

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

不真正不作為犯
小坂

不可

刑法Ⅰ部
（総論）

民法Ⅳ部
（債権各論）

異なる構成要件間の錯誤（抽象的事実の錯誤）
不真正不作為犯

民法Ⅳ
（債権各論）A
民法Ⅳ部
（債権各論）A
民法Ⅳ
（債権各論）B
民法Ⅳ部
（債権各論）B

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。

売買契約における売主の責任について十分に勉強しておいてください。
大坂

指定六法

使用者責任について十分に勉強しておいてください。
売買契約における売主の責任について十分に勉強しておいてください。
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単位認定試験（筆記）第4回
第４回
（10月21日実施分）
科

目

名

担当教員名 試験場への持込

民法Ⅴ
（親族・相続）
A
民法Ⅴ部
（親族・相続）
A
民法Ⅴ
（親族・相続）
B
民法Ⅴ部
（親族・相続）
B

離婚の効果に関する事例問題を出します。

中村（恵）

指定六法

民法Ⅴ部
（親族・相続）

遺産共有に関する事例問題を出します。

離婚の効果に関する事例問題を出します。

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

重点的学習範囲

殺人罪、自殺関与・同意殺人罪
武藤

指定六法

強盗罪、詐欺罪

刑法Ⅱ部
（各論）

殺人罪、自殺関与・同意殺人罪

商法総則

詐害的な営業譲渡に関する問題

商行為法
商法総則・商行為法

遠藤（喜）

指定六法

詐害的な営業譲渡に関する問題

商法Ⅰ部
（総則・商行為）
会社法A
会社法B
会社法

課題2に対応
堀口

指定六法

手形法・小切手法A

手形法・小切手法

課題2に対応
課題2に対応

商法Ⅱ部
（会社法）

手形法・小切手法B

詐害的な営業譲渡に関する問題

課題1〜2について十分に復習をしておくこと。
井上

指定六法

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。

商法Ⅲ部
（手形・小切手法）

社会地歴指導法Ⅰ

○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章が参考になります。
○わが国の戦後
（1945年以降）
の中学校・高等学校の社会系教科・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。
○『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、各分野の内容を学習しなさい。リポート課題2が参考になります。

社会地歴指導法Ⅱ

○授業の方法には、講義以外にも様々な方法が考案されています。また学
習指導要領でも知識・概念とともに技能の習得が重視されており、言語
活動の充実を含めて生徒が主体的に学習に取り組むことが目指されてい
ます。それぞれの授業方法について、授業の進め方、授業のねらい、実
施上の注意点を学習しなさい。
○高等学校地理歴史科の地理、世界史、日本史から1科目を選び、教科書
や参考書を参照して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
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
さい。また東京都教育委員会のホームページから各都立高校のホームペ
ージを検索すると、年間授業計画
（シラバス）
が掲載されています。参考
にしてください。

田中

すべて可
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正科生の在籍手続について（休学手続・休学からの復学手続を含む） 後期生対象
後期生
（10月入学生）
は2017年10月１日から新年度が始まります。引き続き在籍するた
めには、下記の手続が必要となります。
◆学費の納入について
学費の振込用紙は2017年９月末頃に大学から送付します。振込用紙に印字されている金
額を期間内に納入してください。
学費内訳

振込期間

2017年10月2日（月）〜10月16日（月）厳守

新２〜新４年生

授業料

100,000円

原級生

授業料

80,000円

休学する場合

休学料

20,000円

＊振込期間に学費を納入しなかった学生は、東洋大学通信教育部学則第28条により除籍とな
ります。
◆学生証裏面シールの更新について
学生証の有効期限は2017年10月15日までです。通信教育課から学生証裏面シールを９
月下旬に送付しますので、貼りかえてください。学生証裏面シールの有効期限が切れた学生
証は無効となり、単位認定試験受験・スクーリング受講・図書館の利用ができません。また、
通学定期・学割等の購入にも利用できません。
◆休学手続について

手続期間

2017年 9月4日（月）〜 9月28日（木）必着

振込期間

2017年10月2日（月）〜10月16日（月）厳守

休学を希望する学生は下記２点を手続期間内に通信教育課へ送付してください。休学用の
振込用紙
（金額20,000円）
が送付されますので、その振込用紙を使用してください。
休学中は、リポート提出、スクーリング受講などの一切の学習ができません。
また、休学は在学中２回（２年間）が限度となります。
必

１

２

要

書

類

等

「休学願」
（今月号P. 23に綴じ込まれています）
※本人と保証人（大学に届け出ている方）の署名・別々の印影での捺印が必要
※保証人の署名・捺印は未成年者以外の方も必ず記入が必要
※保証人はToyoNet-G「学生メニュー」→「個人情報管理」内「保証人情報照会」
より確認可能
返信用封筒（長３〈縦23.5cm×横12cm〉サイズ）
宛名明記（「様」をつけること）、82円分切手貼付

※学生証自体の送付は不要です。
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◆休学からの復学手続について

手続期間

2017年 9月4日（月）〜 9月28日（木）必着

振込期間

2017年10月2日（月）〜10月16日（月）厳守

2016年度に休学し、2017年度復学を希望する学生は下記２点をまとめて手続期間内に
通信教育課へ送付してください。９月末頃に学費の振込用紙を送付しますので振込期間内に
納入してください。
2016年度に休学した学生は、復学手続を行わなければ、2017年度に学習することはで
きません。
必

１

２

要

書

類

等

「復学願」
（対象者には８月下旬に送付します）
※本人と保証人（大学に届け出ている方）の署名・別々の印影での捺印が必要
※保証人の署名・捺印は未成年者以外の方も必ず記入が必要
※保証人はToyoNet-G「学生メニュー」→「個人情報管理」内「保証人情報照会」
より確認可能
返信用封筒
（長３〈縦23.5cm×横12cm〉サイズ）
宛名明記
（
「様」をつけること）、82円分切手貼付

※学生証自体の送付は不要です。
◆在籍手続についての注意
○一旦納入された学費は、返還できませんので注意してください。
○休学・復学許可書
（手続期間中に受付した申請が対象）
については、11月中旬に送付しま
す。
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２０１７年

休

学

月

日

願（後期生用）

東洋大学長 殿
学部・学科
学籍番号

学部

学科

7

在学中
学

・

休学中

年

年

フリガナ
㊞
氏

名
携帯電話など連絡先

（

）

保 証 人
氏
名

㊞

各自署名・捺印するこ
と（印鑑は異なる印影
のものを使用）
保証人については大学
に届け出ている保証人
と同一者であること。

キ リ ト リ 線

（※未成年者以外の方も
保証人の署名・捺印は必要）

私は、以下の理由により、2017年度（2017年10月1日〜2018年9月30日まで）
休学したく、許可されますようお願いいたします。
休学の理由

１．家庭の事情のため

２．勤務の都合のため

○をつけること

３．病気療養のため

４．ケガ治療のため

５．経済的事情のため

６．進路再考のため

７．その他

通信教育部学則

第26条第 2 項

休学の期間は、在学年数に算入しない。ただし、通算２年を限度とする。
〔必要書類等〕
「休学願」に返信用封筒（長3〈縦23.5cm×横12cm〉サイズ、宛名明記、82円分の切手貼付）
を同封の上、送付してください。
※
「休学願」の受付後、休学料（20,000円）の振込用紙を送付しますので、期日までに納
入してください。
大学記入欄

事務室受付

学籍担当

学費担当

委員会審議

教授会審議

決

裁

東洋大学

学籍

退学手続について 後期生対象


手続期間

2017年9月4日（月）〜10月16日（月）必着

事情により、退学を希望する学生は下記３点をまとめて手続期間内に通信教育課へ送付し
てください。
必

要

書

類

等

「退学願」
※通信教育課程ホームページの「申請・届出」内にある本学通信教育課程指定書
式の「退学願」を使用してください。
※本人と保証人（大学に届け出ている方）の署名・別々の印影での捺印が必要
※保証人の署名・捺印は未成年者以外の方も必ず記入が必要
※保証人はToyoNet-G「学生メニュー」→「個人情報管理」内「保証人情報照会」
より確認可能

１

２

学生証（必ず返却してください）

３

返信用封筒（長３〈縦23.5cm×横12cm〉サイズ）
宛名明記（「様」をつけること）、82円分切手貼付

〈注意〉
○書類を郵送する際は紛失等に備え、
「特定記録郵便」を利用してください。
○退学許可書（手続期間中に受付した申請が対象）については、11月中旬に送付します。
○振込期間内に学費の納入がなく、「退学願」を提出しない場合は、除籍となります。

在学年限超過に伴う除籍について 後期生対象
次の表１に該当する後期生で2017年９月に卒業できない学生は、2017年９月30日付
で在学年限超過で除籍となります。この場合は、いかなる理由があっても、在学年限の延長
はできません。
表１
学籍番号の年度

これまでの休学期間

①

07

なし

②

06

１年

③

05

２年

◆除籍時に単位修得に至らなかった履修途中の科目の学習履歴は、すべて無効となります。
◆対象者には、９月下旬に通知書を郵送します。
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科目等履修生の登録期間終了について 後期科目等履修生対象
2017年９月30日で科目等履修生の登録期間は終了します。
終了後、科目等履修生証を「特定記録郵便」にて速やかに通信教育課まで返却してくださ
い。※通信教育課窓口での返却も可能です。
返却期限：2017年10月６日（金）
＊次年度も科目等履修生の登録を希望する場合は、次の項目を確認してください。
・登録期間終了日
（2017年９月30日）
までにToyoNet-G「学生メニュー」の「学習
状況」 で、 自身の学習履歴を必ず確認してください。2017年10月１日以降は
ToyoNet-Gにログインできなくなります。

科目等履修生で改めて次年度の登録を希望する場合 後期科目等履修生対象
下記の要領で改めて次年度の登録手続が必要です。
対

象：2017年10月１日以降も改めて登録を希望する方

出願期限：2017年９月６日（水）
（当日消印有効）
出願方法：インターネット出願
「2017年度募集要項」に基づいて、東洋大学通信教育課程2017年度イン

ターネット出願ガイダンスを熟読の上、出願してください。
募集要項の入手方法：通信教育課程入学案内サイト（http://www.toyo.ac.jp/site/
tsushin/）から「2017年度募集要項」をダウンロードすること
ができます。
注意：2016年度単位修得に至らなかった科目のリポート合格やスクーリング合格な
どの学習履歴は引き継がれませんので、ご注意ください。
な
 お、2018年度以降は科目等履修生の募集を行わないため、2017年度
（10
月登録）が最後の募集となります。
（2018年度以降は正科生の募集も行いませ
ん。
）
計画的に学習を進めてください。
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科目等履修生の証明書発行時の注意について 科目等履修生対象
2012年度より科目等履修生の適用カリキュラムが変更になったことに伴い、下記対象者
の該当証明書は、２枚での発行となります。
＊対象者

登
 録期間が2011年度と2012年度にまたがる科目等履修生

＊該当する証明書

「成績・単位修得証明書」および「学力に関する証明書」

・登録期間が上記以外の方は、１枚の証明書にて発行が可能です。
・登録期間を十分確認し、お申し込みください。
下記のような科目等履修生は２枚での証明書発行となります。
【例】登録期間：2008〜2013年度
・
「成績・単位修得証明書」
2008〜2011年度分… ……………………………１枚（手数料300円）
2012〜2013年度分… ……………………………１枚（手数料300円）
合計２枚（手数料合計600円）
・
「学力に関する証明書」
2008〜2011年度分… ……………………………１枚（手数料300円）
2012〜2013年度分… ……………………………１枚（手数料300円）
合計２枚（手数料合計600円）
※手数料は郵便局発行の定額小為替のみの取り扱いとなります（現金・切手不可）。
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予告 履修登録について 後期正科生対象
履修登録は、ToyoNet-Gを利用した手続になります。
手続方法はToyoNet-G「各種資料」掲載の『ToyoNet-G利用ガイドブック』
「 履修登録を
行う
（通信教育課程）」のページを確認してください。
１．履修登録期間
2017年10月１日（日）〜５日（木）
※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。
※夜間・履修登録期間後半などはアクセスが集中しやすいため、時間に余裕をもって履修登
録を行ってください。
２．履修登録単位数
上限20単位
（年２回）
※後期生は年度途中の入学であり、確定しているスケジュールが翌年の３月までであること
から、科目選択に不明なことが多い中で履修登録を行うこととなります。そのため、履修
登録については10月と４月の２回に分割してそれぞれ上限20単位ずつ登録を行います。
３．対象学年
後期正科生１〜４年生（原級生を除く）
※原級生の方は新規履修登録できません（諸資格科目は除く）。
４．継続履修
やむなく、前年度に履修登録した科目で前年度内に単位の修得まで至らなかった場合は「継
続履修」として自動的に科目が登録され、引き続き学習ができます
（テキストが変更になって
も、配本はありませんので各自でご用意ください）。
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５．追加履修科目
次の
（１）
〜
（３）に該当する科目は「追加履修科目」です。
追加履修科目は、今回の履修登録上限単位数の20単位には含まれず、テキスト配本もあり
ません。
（１）卒業要件に含まれない教職科目を履修する場合
（２）編入学・転入学生が編入学・転入学年より低学年次配当の必修科目を履修する場合
・2016年度入学学年別

低学年次配当科目一覧

2016年度２年次編入学・転入学生
（2017年度より３年次）

2016年度３年次編入学・転入学生
（2017年度より４年次）

基礎ゼミナール

基礎ゼミナール
日本文学文化概説Ａ・Ｂ
日本語概説Ａ・Ｂ

文学部

法学概論
憲法A
憲法B
刑法Ⅰ部
（総論）
A
刑法Ⅰ部
（総論）
B
民法Ⅰ部
（総則）
A
民法Ⅰ部
（総則）
B

法学部

（３）法学部の学生が、図書館司書科目・学校図書館司書教諭科目を履修する場合
６．履修科目変更について
履修登録済みの科目について、以下の場合のみ同科目の別コースへ変更することが可能で
す
（履修登録期間中に限る）。手続方法等詳細は、９月下旬に送付する「履修の手引き」を参
照してください。
（１）演習・実習科目のスクーリングに参加できないことによる科目変更
（２）学習方法をメディア授業に変更：日本文学文化概説A・B、日本文学文化特講《古典》Ａ
日本文学文化特講《古典》Ｂ、日本語学特講Ｂ
ただし、変更前のコースで学習した学習履歴は無効となり、変更後のコースのテキストが
変更前のコースの配付済のテキストと異なる場合、そのテキストの変更は自己負担になりま
す。予めご了承ください。
７．受講条件対象科目について
受講条件のある「卒業論文」・「教育実習」・「教職実践演習」は通信教育課で確認のうえ、
履修登録します。
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各種期限について
●リポートについて
１）リポート課題の有効期間
申請および受付期間

受付締切

申請および受付停止期間

2017年10月１日〜
2018年１月15日

2018年１月15日（月）
16時45分

2018年１月16日〜３月31日

●メディア授業について
１）メディア授業の受講期限
受講期間
・第３回
・第４回

注意事項

2017年11月８日〜12月２日
2017年12月15日〜2018年１月８日

単位認定試験の受験が必要な科目
の受験申請は、メディア授業の合
格後に手続できます。

●単位認定試験
（論文）について
申請および受付期間

受付締切

申請および受付停止期間

2017年
４月１日〜８月17日

2017年８月17日（木）
16時45分

2017年８月18日〜９月30日

2017年10月１日〜
2018年２月13日

2018年２月13日（火）
16時45分

2018年２月14日〜３月31日

※単位認定試験
（論文）
の解答期限は問題出力日より40日間ですが、申請が遅い場合は40日
間が確保されず、上記期限までとなります。提出期限以降は一切受付できません。
●年度内の単位修得を必要とする場合の受講および受験期限
対象者

スクーリング受講後
スクーリング試験
単位認定試験（筆記）
単位認定試験（論文・筆記）
受験科目単位修得締切
受験締切
受験必要科目受講締切

2017年９月卒業・単
位修得予定者
夏期５期
土曜２期
2017年８月20日
2017年９月修了科目 （８月26日終了分まで）（７月29日終了分まで）
等履修生
2018年３月卒業・単
位修得予定者
転部・転科試験受験予
冬期１期
冬期１期
定者
（１月８日終了分まで） （１月８日終了分まで）
2018年３月修了科目
等履修生
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春学期の単位認定試験（論文）の申請および提出期限について
春学期の単位認定試験（論文）の申請および提出期限は、下記のとおりです。
◆単位認定試験（論文）申請・提出期限：2017年８月17日（木）16：45【必着／厳守】
※消印有効ではありませんので、ご注意ください。
※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. 30「各種期限について」もしくは、６月号P. 47「2017年９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」
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」
※P . 32の「８月事務室休業期間中の「単位認定試験（論文）」受付について」もあわせて確
認してください。
上記、提出期限以降の単位認定試験（論文）申請・提出については以下のとおりです。
■前期
（４月入学／登録）：正科生および科目等履修生の方■
2017年10月１日より単位認定試験（論文）の受験申請が可能となります。
なお、2017年８月17日までに提出できなかった試験の申請および解答については無効
となりますので、2017年10月１日以降に改めて受験申請から行ってください
（試験問題
は受験ごとに変更になることがあります）
。
■後期
（10月入学）：正科生の方■
2
 017年度の「在籍手続」
（10月２日〜）
完了後、単位認定試験
（論文）
の受験申請が可能と
なります。
「在籍手続」の詳細は、P.

21「正科生の在籍手続について（休学手続・休学からの復学手
続を含む）
」を確認してください。
なお、2017年８月17日までに提出できなかった試験の申請および解答については無効
となりますので、
「在籍手続」の完了後に改めて受験申請から行ってください（試験問題は
受験ごとに変更になることがあります）
。
■後期
（10月登録）：科目等履修生の方■
2017年９月30日をもって登録期間が終了となります。
そのため、2017年８月18日以降は単位認定試験（論文）の申請・提出はできません。
引き続き学習を希望する場合は、2017年度10月登録生として改めて出願してください
（P. 26参照）。
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。
31

教務

8月事務室休業期間中の「単位認定試験（論文）」受付について
P. 40でお知らせのとおり、2017年８月５日（土）～15日（火）は事務室休業（窓口・電話
取扱停止日）
となりますので、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）を除き、事務室休業日も利用可能です。
◇事務室休業期間中
（８月５日（土）
～８月15日（火））に到着した単位認定試験（論文）
2017年８月16日（水）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。
（春学期の提出期限８月17日
（木）
については必着ですので、ご注意ください。P. 31参照）
【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８月17日
（木）
11：00までには変更になります。
 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。
※「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）」において、
「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、８月18日以降は９月30日まで受付停止期間となり、受験申請もできません
（後期
（10月入学）
の正科生の方は「在籍手続」完了後から受験申請可能）
ので、ご注意ください
（詳細はP. 31参照）。
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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【再掲】
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。
（2017年度より質疑応答用紙の順番が変更になりました。）
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. 36を参照）
。
№

添付内容等

1

表紙

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

2 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

3

・ToyoNet-G「お知らせ」内「教務関係」
・用紙サイズ以外の原稿用紙の指定なし
より指定の解答用紙を片面印刷で出力（※
・市販のA４判用紙（片面印刷）に20字×20
③）。HPからも出力可。用紙は白黒出力
行で作成
カラー出力両方可。
・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
の指示による（※②）
用不可、全科目共通
・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
（※④）
（※④）

原稿用紙

添付しない（※①）

・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）
4 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
5 添削指導用紙

・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）
・年齢、職業の記入欄あり、必ず記入する
こと

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（※⑤）

※①：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。
※②：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
※③：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。
※④：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。
※⑤：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。
※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。
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成績の確認について
ToyoNet-G「学生メニュー」の「学習状況」で、自身の学習履歴が確認できます。
学習を進めながら、随時、履歴の確認をしてください。
＊学習状況の内容に関して質問がある場合は、返信用封筒（宛名明記・切手貼付）、学生証の
コピーを同封のうえ、質問用紙にて問い合わせてください。電話での質問には応じられま
せんので、ご注意ください。

「司書教諭修了証書」申請について 後期生対象
「司書教諭修了証書」大学一括申請（申請手数料600円）の申込受付を下記のとおり行いま
す。ただし、編入学生・科目等履修生は、個人申請が必要となりますので申込できません
（2017年９月本学通信教育課程卒業見込者および本学通信教育課程卒業生は大学一括申請が
可能な場合がありますので、通信教育課に問い合わせてください）。
なお、大学一括申請した場合の「司書教諭修了証書」の交付は、2019年５月中旬頃とな
ります。
１．申請資格
・司書教諭の資格に必要な単位（５科目10単位）が修得済であること。
・教育職員免許状の取得または2018年５月末までに「教育職員免許状授与証明書」の
発行を受けられる見込であること。
２．手続について
上記申請資格がある者で大学一括申請を希望する学生は、次ページの「司書教諭修了証書
申請書」をＡ４判に拡大してコピーし、必要事項を明記のうえ、返信用封筒
（長３定形封筒に
宛名明記・242円切手貼付）
を同封し、2017年９月８日
（金）
〜９月15日
（金）
必着で通信教
育課宛に申し込んでください。
なお、申請者には2018年６月頃に申請手続および手数料納入について、お知らせいたし
ます。
３．個人申請について
文部科学省の官報での告示後、文部科学大臣委託学校に所定書類を提出（講習書類参加）す
ることで修了証書が授与されます。
詳細は文部科学省ホームページの告示「学校図書館司書教諭実施要領」に掲載されていま
す。
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司 書 教 諭 修 了 証 書 申 請 書
本

電話番号
携帯電話
メールアドレス

都・道

籍

府・県
〒

現住所

−

（
（

@

）
）

都・道
府・県

ふりがな
氏 名

男 ・ 女
昭和
平成

生年月日

年

月

日

学

歴

学部
昭和 ・ 平成

卒業時学籍番号

学科
年

月

7

日卒業(見込)

東 洋 大 学 長 殿
文部科学省より司書教諭修了証書の交付を受けたく申請の手続をお願いいたします。
2017年

（2017年度在籍の所属を記入）
学部

所属

学

科

日

学 籍 番 号

7

通信

卒
業
後
の
住
所 〒
(修 了 証 書 送 付 先 ・ 帰 省 先)
現住所と同じ場合、
「同上」と記入

月

−

都・道
府・県

電話番号

（

）

携帯電話

（

）

教育職員免許状の有無

有 ・ 無（平成

年

月 取得予定）

卒 業 後 の 進 路

司書教諭 ・ 教諭 ・ 司書 ・その他（

）

※修了証書受渡（2019年5月頃を予定）までの間に、上記記入事項が変更となる場合は、
早急に通信教育課まで届け出てください。（TEL：03-3945-7348 E-mail：mltsukyo@toyo.jp）
※Ａ4に拡大コピーをし、記入してください。
35

教務

卒業要件の充足と卒業の時期について【再掲】
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。

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【再掲】
通信教育部には、みなさんが日頃の学習において疑問に思ったこと、不安に感じたことな
どに適切な助言・回答をしてくれるティーチングアシスタント（以下TAと略します）が文・
法学部に在籍しています。下記の在室曜日・時間に電話、メール、ファックス等により相談
の予約を入れることにより、通信教育課（TEL 03-3945-7348）窓口において各学部担
当TAが対応いたします。質問・相談がある場合には大いに活用してください。
ただし、曜日・時間帯によっては予約が集中することもありますので、よく確認してくだ
さい。
曜日

在室時間帯

担当TA氏名

月

14：00〜15：00

菅原 麻衣

火

11：00〜12：00

始澤 真純

水

─

法学部

相談がある場合は、事前に問い合わせてください

木

─

文学部

相談がある場合は、事前に問い合わせてください

金

11：00〜12：00

土

11：00〜12：00

スガワラ

シ ザワ

オ ザキ

尾崎
スズ キ

マ

イ

マ スミ

リ

エ コ

利恵子
タカユキ

鈴木 崇之

担当学部・分野
文学部

法学部

古典文学文化科目 近現代文学文化科目 基盤教育科目

法律専門科目 基盤教育科目

文学部 図書館司書科目 教職科目
法学部

法律専門科目

〈TAへの連絡方法〉
Eメール：mltsukyo@toyo.jp
TEL：03−3945−7348 FAX：03−3945−7584
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GPA算出に伴う履修登録科目の取り消しについて
2014年度の１年次入学生よりGPA（Grade Point Average）制度を導入しています。
GPAとは、授業科目ごとの成績に対して、グレード・ポイントを付与し、この１単位あた
りの平均を算出したもので、学生の学習到達度をはかる指標として国内外の大学で広く使わ
れています。
以下の対象に該当し、学習しない科目がある場合は、３年次の学年末のみ履修の取り消し
が可能です。
対 象 者：2014年度の１年次後期入学生
2015年度の２年次後期入学生
2016年度の３年次後期入学生
手続期間：2017年９月11日（月）〜15日（金）
詳細や注意事項については、対象者のみ、９月上旬にToyoNet-Gの「お知らせ」にて配信
いたします。

GPA制度の改定について
2017年度よりGPA制度におけるグレード・ポイントが以下のとおり変更になりました。
対象となる科目、評価、計算式については、変更はございません。
Ｓ：4.3
Ａ：4.0
Ｂ：3.0
Ｃ：2.0
Ｄ：1.0
＊：0.0

ＧＰＡ＝

（Ｓの修得単位数×4.3）＋（Ａの修得単位数×4.0）＋（Ｂの修得単位数×3.0）＋
（Ｃの修得単位数×2.0）＋（Ｄの修得単位数×1.0）＋（＊の修得単位数×0.0）
総履修登録単位数
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科目担当教員の変更および休講科目について（2018年４月〜）
【重要】
下記科目については、2018年４月より休講措置が取られる科目および担当教員が変更に
なる科目があります
（2017年７月６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・学習している学生は、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
科目名
（2004〜2007年度 （2008〜2011年度 （2012〜2015年度 （2016〜2017年度
入学生）
入学生）
入学生）
入学生・科目等履修生）

日本語学特講A

日本語学特講A

日本語学特講A

日本語学特講ⅠA

日本語学特講B

日本語学特講B

日本語学特講B

日本語学特講ⅠB

2017年度
担当教員名

木村

一

【担当教員の変更】
科目名
科目名
科目名
科目名
（2004〜2007年度 （2008〜2011年度 （2012〜2015年度 （2016〜2017年度
入学生）
入学生）
入学生）
入学生・科目等履修生）

法学

法学

日本語史

日本語史

憲法

憲法

労働法

労働法

（含む日本国憲法２単位） （含む日本国憲法２単位）

日本国憲法

日本国憲法

日本語史A

日本語史A

日本語史B

日本語史B

憲法A

憲法A

憲法B

憲法B

雇用関係法A

雇用関係法A

雇用関係法B

雇用関係法B

2017年度
担当教員名

武市

周作

中山

緑朗

名雪

健二

鎌田

耕一

科目等履修生の履修について 科目等履修生対象 前期生対象
科目等履修生
（前期生）について、変更届の提出をもって履修登録科目およびコースの変更
を認める措置をとることにいたします（この場合も配本は行いません）。
この場合、変更前の科目の学習履歴は無効となります。
また、科目の追加や削除はできませんのでご注意ください。
・科目変更手続期間：2017年９月25日（月）〜28日（木）
※詳細や注意事項については、９月中旬にToyoNet-Gの「お知らせ」にて配信します。
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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）
…………通信教育部ホームページの「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
（氏名・戸籍変
更の場合は戸籍抄本も同封）。
◇科目等履修生：
全ての変更………通信教育部ホームページの「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・戸籍変更の場合は戸籍抄本も同
封）
。
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。
なお、大学からの送付物の発送予定
（2017年９〜10月）
は、下表のとおりです
（在学生の
み、教職課程履修者等の個別送付分は除く）。
「変更届」を提出することが必要な学生は、確
実に送付物の受取りができるよう、９月上旬までに手続を完了してください。
各種資料等

対

象

発送予定日程

学費振込用紙
正科生（後期生のみ）

一括送付書類

９月末

（履修の手引き、学生証裏面シール等）

正科生

『東洋通信』10月号

科目等履修生（前期生）

『学生生活ハンドブック』配付停止について 正科生対象
正科生対象に配付しておりました『学生生活ハンドブック』は、2018年度から配付停止
となりました。通年スクーリング等、年間行事はToyoNet-Gおよび『東洋通信』で確認して
ください。
39

その他

通信教育課8月・9月の窓口・電話取扱日および取扱時間について
８月・９月の通信教育課
（８号館２階）
の窓口・電話取扱日及び取扱時間は以下のとおりです。
学割や各種証明書の発行等は日程に余裕を持って申請してください。
※『東洋通信』４月号の年間行事予定表
（P. 76）
および６月号P. ６の記載内容から一部変更
になっておりますので、ご注意ください。
8月
〔通信教育課〕窓口・電話取扱時間
8月 1日〜 4日

火〜金

9：30〜12：45、14：00〜16：45

8月 5日〜15日

土〜火

closed

8月16日〜18日

水〜金

9：30〜12：45、14：00〜16：45

8月19日・20日

土・日

closed

8月21日〜24日

月〜木

9：30〜12：45、14：00〜16：45

8月25日〜27日

金〜日

closed

8月28日〜31日

月〜木

9：30〜12：45、14：00〜16：45

単位認定試験（論文）の「提出締切日」がこの期間にあたっている場合は、P. 32をあわせてご確認
ください。

9月
〔通信教育課〕窓口・電話取扱時間
9月 1日〜 3日

金〜日

closed

9月 4日〜 8日

月〜金

9：30〜12：45、14：00〜16：45

9月 9日・10日

土・日

closed

9月11日〜15日

月〜金

9：30〜12：45、14：00〜16：45

9月16日〜18日

土〜月

closed

9月19日〜22日

火〜金

9：30〜12：45、14：00〜16：45

9月23日・24日

土・日

closed

9月25日〜29日

月〜金

9：30〜12：45、14：00〜16：45

9月30日

土

9：30〜12：45
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「第31回 法学部長杯争奪法律討論会」開催と立論者募集のお知らせ
法学部学生対象
本学法学部学生が同一テーマについて研究発表し、意見を交換することによってリーガル
マインドを培うことを趣旨とした「法学部長杯争奪法律討論会」を下記の要領で開催します
ので、奮って参加してください。
なお、質問者は申込不要ですが、立論発表者は下記【立論者募集要項】の①〜⑦にしたが
って申し込んでください。
記
【開 催 要 領】
１．開催日時
平成29年10月26日（木） 13：00〜16：10
２．会
場
５号館地下２階 井上円了ホール
３．討論課題
憲法分野
出題者
宮原 均 教授
※課題は次ページ参照
４．討論方法
立論者よりそれぞれ10分ずつ発表した後、参加者からの質問を受け付
けし、討論を行う。
５．表
彰
［立論の部］ ３位まで入賞とし、賞状・賞品を贈呈する。
また、優勝者には法学部長杯を贈呈する。
［質問の部］ ３位まで入賞とし、賞状・賞品を贈呈する。
※
 質問者は申込不要。当日会場で質問する。但し、立論
者は質問の部の表彰対象としない。
【立論者募集要項】
①募集人数
６名
（応募者多数の場合は、書類選考をして立論者を決定します）
②募集対象者
本学法学部学生（第１部・第２部および通信教育部生、学年不問）
③提出書類
申込書＋レジュメ
A４×１枚 横書き 10.5ポイント。書式は自由
とする。レジュメのファイル名は「第31回法律討論会レジュメ
（●●●
●（氏名））」とする。
（添付ファイルの形式は原則としてワードとする。）
④申 込 先
申
 込用紙に記入の上、レジュメと一緒に下記アドレスへメールで申し込
むこと。 申込提出メールアドレス
mlhou＠toyo.jp
⑤受付期間
平成29年９月22日（金）〜25日（月）
⑥立論者の選考
ａ）受 付期間に応募者が６名を超えた場合には、 提出されるレジュメ
（A４×１枚）
によって立論者を予備選考して、９月29日
（金）
に立論
者を発表する。
ｂ）受付期間に応募者が６名に達しない場合には、先着順で６名に達する
まで延長する。
（最終受付は９月27日（水）17：00までとする。）
⑦そ の 他
授
 業の出席振替措置は行いませんが、立論希望者は法学部教務課窓口で
相談してください。
※開催要領や立論者募集要項に変更等がある場合はToyoNet-Gおよび法学部掲示板等でお知
らせします。
ToyoNet-Gで募集要項・申込用紙のダウンロード、
および法律討論会の案内を見ることができます。
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《第31回法律討論会 課題》
出題分野：憲法分野 出題教員：宮原

均

教授

Ａ刑務所においては、在監者がヒゲを生やすことは、医療上の理由がある場合以外は、
禁止されていた。その主な理由は、逃亡及び凶器等の持込みを防止することであった。
Ａの在監者Ｂは、Ｃ宗教を真に信仰していたが、Ｃによれば、ヒゲに手を入れること
は原則として許されず、例外としてこれが認められる場合にも、1㎝未満とすることは
できなかった。そこで、Ｂは、Ｄ所長に対して、1㎝のヒゲをのばすことを認めるよう
申し入れたが拒否され、逆に、ヒゲをすべて剃るように命令された。
Ｂは、この命令が憲法20条によって保障されている信教の自由を侵害するとし、そ
の取消しを求めて訴えを提起した。
この請求が認容されるかどうか、裁判所による審査基準を踏まえて検討せよ。
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東洋大学能楽鑑賞教室のご案内
１．日

時

2017年10月７日（土）

２．場

所

東洋大学

３．内

容

能楽鑑賞教室

開場

14：30

開
 演

15：00

（終演予定は18：00頃）
白山キャンパス５号館

B２F

井上円了ホール

Workshop
能『殺生石』
狂言『佐渡狐』
４．出

演

観世銕之丞（九世）

野村万之丞

＊東洋大学通学課程の授業として開催される行事を一般開放するものです。申込による事前
の席の確保はできませんので、ご了承ください。
【問い合わせ】 文学部教務課
メールアドレス

bungaku01@toyo.jp
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TAのしおり
漢和辞典を使ってみよう
はじめまして、文学部TAの尾崎です。国語の教育職員免許状を取得するために欠かせない
「漢文」ですが、どう取り組めばいいのか分からない、といった悩みを持っていらっしゃる方
が多いようですので、今回は漢文や漢和辞典のお話をしようかと思います。
１：漢文について
中学、高校では国語という教科の中で学習する漢文ですが、日本語？それとも中国語なの
でしょうか。通信教育課程の科目名「中国の古典」が表しているとおり、古代中国人によっ
て書かれた文章は「中国文言文」と言えるでしょう。
しかし、日本人は中国から伝来した文章を「漢文訓読法」を使って読解するという方法を
編み出しました。また漢字から「平仮名」
「片仮名」という表記法も生み出し、現在我々は
「漢字仮名交じり文」を利用するに至っています。
（注１）
このような、漢字と切り離せない日本語成立の過程を考えると、漢文学習は様々な時代の
日本語や日本文化の理解を深めるのに役立つと言えるでしょう。そのため、基礎となる中国
古典の良質な文章に取り組むことは、とても有意義なことです。
現在の日本語と中国語は「漢字」を利用していますが、文法体系も字体も異なります。そ
の上同じ漢字の表記であっても、全く同じものを指し示しているとは限りません。私が10年
ほど前に中国・南京に滞在していた時、中国人の友人と「黄色い柑橘」の絵を見ながら漢字
で「柚子」と書き、お互い同じ果物を考えていると思っていました。ところが後日現地の露
店で中国の「柚子」を見た時の正直な感想は「大きい、このどっしり感、柚子ではない、文
旦だ。
」でした。改めて中国人の友人に「日本の柚子は、握りこぶし程度の大きさだ。」と告
げると、大変驚いていました。大きさも味も全く異なる果物であったのです。
『中国語大辞典』
（注２）
で「柚子」を調べると「ザボン；果実はʻ柚子ʼ
〔ザボン〕、またʻ文旦ʼ
〔ブンタン〕」と
出てきました。風土の違う国同士とはいえ、一つの漢字の表すものの違いには驚かされまし
た。
２：漢和辞典の使い方
漢文を読むのに適している辞典には、たとえば『全訳
佐藤進・濱口富士雄編
塚忠編
光編

角川書店

学研教育出版

三省堂

漢辞海』
（第４版

2017年）、
『新字源』
（改訂版

1994年）、
『漢字源』
（改訂第５版

戸川芳郎監修

小川環樹・西田太一郎・赤

藤堂明保・杉本昭・竹田晃・加納喜

2011年）
といったものがあります。文法事項などの解説が使いやすい

ものを選んで利用するといいでしょう。
そして、これらのコンパクトな辞典を使っても、意味が上手く探せなかった場合には大型
の辞典である『大漢和辞典』全15巻
（修訂第２版
大修館書店

諸橋轍次著

蒲田正・米山寅太郎修訂

2000年）を使ってみましょう。

また、人物・書籍の説明や学術用語について調べたい時には、
『中国学芸大辞典』
（近藤春夫
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大修館書店

1978年）を利用するのも良いでしょう。

漢和辞典の引き方で代表的なものには「部首索引」
「音訓索引」
「総画索引」があります。ど
の引き方で調べても目的の漢字にたどり着くことができます。まずは調べる漢字の何を知っ
ているかを考えてみてください。
誰しも、正確な部首がわからなかったり、画数の数え方が間違った場合や、歴史的仮名遣
いから音訓をうまく探せなかったりという、苦い経験があるかと思います。自分の得意な検
索方法でうまく探せなかった時は、その方法にこだわらず、違う索引で再度検索してみてく
ださい。気持ちの切り替えが大切です。
それでは、先ほどお話ししました「柚」という漢字を調べて見ましょう。今回は『全訳
漢辞海』を使用してみました。
まず部首索引で引いてみましょう。部首「木部」は４画の項目にあります。該当のページ
から「木部」が始まり、部首を除いた部分の画数が少ない順から並んでいます。
「柚」の場合
「由」が５画となります。順に探していきましょう。
次に音訓索引では「ユウ・ユ・チク・ジク」の音から引くことができ、索引から直接「柚」
の文字までたどり着けます。
最後に総画索引（部首も含めた画数）では「９画」の項目にあります。項目内では画数の少
ない部首の順で並んでいます。
「木部」は４画ですので、まずは「木部」を探し、その次は
「木部」の中での画数順にならんでいますので順に探していきましょう。
さて「柚子」を調べた結果ですが「ミカン科の常緑高木。果実は食用になり、果皮からは
芳香油をとる。ゆず。」と出てきました。これでは、大きさが分からないため『大漢和辞典』
を引いてみました。
『大漢和辞典』の「柚子」の項目には、
「ゆず。」とあり、その後に出典・引用例として「『桂
海虞衡志』志果」をあげ、「およそ瓜のようである。」という記載があることを紹介していま
す。この瓜がどんな大きさかは分かりませんが、握りこぶしほどの大きさということはなさ
そうです。
その他の検字法には「四角号碼検字法（しかくごうまけんじほう）」という方法があり『大
漢和辞典』に採用されています。
『中国学芸大辞典』によると「王雲五が民国十四年（一九二
五）
発表した新検字法で、その後改良を加えて四十七年完成した。漢字の筆形を十種に分け、
それぞれに番号（号碼）を定めて、漢字の左上・右上・左下・右下の順序にその四隅（四角）の
番号をよんで行くことにより、漢字を四桁の数字にあらわし、数字の順序に並べて、数字に
よって漢字を検索するもの。
」とあります。滅多に使うことはないと思いますが、知識として
知っておくと良いでしょう。
３：課題の取り組み方
さて、実際にリポートや試験の課題に取り組む際には、漢和辞典で一つ一つの文字の意味
を調べ、文法解釈の疑問を解決しながら、自分なりに意味をつかんでいくことが大切です。
シラバスに載っている参考文献の解釈を丁寧に比較検討し、それを手掛かりにして、課題に
取り組んでいく必要があります。
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先人の研究成果を参考にしていると、自分がどのように書いても「剽窃」なのではないの？
そんな疑問が芽生えるかもしれません。解釈した意味が違えば訓読も現代語訳も変わってき
ます。参考文献の解釈は「万能な答え」ではありません。自分で訓読や解釈をおこなうと、
上手く意味をつなぐことができない、そんな壁にぶつかるでしょう。漢文は外国語なのです、
美しい日本語に置き換えられないこともあります。その時こそが参考文献の出番です。複数
の参考文献を比較検討し、解釈がどうしてそうなっているのか考えることで理解を深めまし
ょう。
参考文献
（注１）
『漢字伝来』大島正二


岩波書店

2006年

『古典日本語の世界─漢字がつくる日本』東京大学教養学部国文・漢文学部会編
東京大学出版会

2007年

（注２）
『中国語大辞典』大東文化大学中国語大辞典編纂室編

角川書店

1994年

（文学部TA
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東洋大学補助教材
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随 筆
「 言 語 景 観 」か ら み え る も の

グローバル化の波の中で大都市の言語景観が変わりつつある。
「言語景観」とは、公共道路

標識、広告板、街路名、地名、商業的店舗、看板、政府建造物の標識などをさす。東京では

２０２０年の五輪・パラリンピックを控えて多言語化が進んでいく様相が顕著である。

ある地域の言語景観の変化や地域間の異なりなどから、日本、そして東京の社会の諸相が

見えてくる。ことばと社会の繋がりを考える私の専門領域では近年、言語景観の研究が盛ん

になってきた。言語景観は目にとまりやすい対象でもあるため、授業の一環として調査する
のにも適している。

大学の近くにある巣鴨の地蔵通り商店街と、原宿の竹下通り商店街の言語景観を学生たち

と調査したことがある。周知の通り、地蔵通りは「おばあちゃんの原宿」と称され、高年層
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％）が漢字のみ、原宿では１０６件

─2─

に人気のショッピング街である。入り口付近には下着やちゃんちゃんこなど、あらゆるもの

を赤で揃えたお店があってギョッとしたりするが、ほとんどの生活用品や食料品がそろう庶

民的な街である。一方原宿の竹下通りは、人をかき分けていくほどの若者の数で埋め尽くさ

れ、両側にはファッションや小物などの店が連なる人気スポットである。

両者を様々な視点で観察したのだが、ここでは店名の表記についての調査結果を紹介しよ

う。井上
（２００９）
は、日本の言語景観の歴史的発達段階を大まかに４段階に分け、第１段

階
（〜１９４５年）
＝漢字優勢タイプ、第２段階
（〜１９７０年代）
＝片仮名優勢タイプ、第３

件（

40

％）
がアルファベットのみの表記で、他の表記組み合わせに比べて圧倒的に多かっ

72

段階
（〜１９９０年代）
＝アルファベット優勢タイプ、（２０００年以降）
＝アルファベット＋他

件
（

言語タイプとした。巣鴨の店名は１８０件のうち
中

46

50
40

に比較的片仮名が多いのは、現在第２段階に近い

ところにいるともいえそうだ。これらの表記差の

違いは必然的に、それぞれの街の雰囲気の違いを

形づくる大きな要素となっている。このほかスト

リートマップ、ポップやチラシの表現、店内の品

揃え、道路や営業時間の違いなど、様々な側面に

両者の特徴は現れていた。学生たちが若者独特の
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た
（図１）
。巣鴨は第１段階、原宿は第３段階にあることがわかる。平仮名のみの表記は断然

図1. 原宿と巣鴨の言語表記

巣鴨が多いが、漢字＋片仮名あるいは片仮名のみの表記は両者にかなり使われている。巣鴨

文学部教授

視覚や嗅覚を駆使して、楽しみつつ精力的に調査

出身：福岡県

原宿店舗数（%）
巣鴨店舗数（%）

30
20
10
0

を続けていたのが印象的だった。身近な物事から

ことばと社会の関係を考えるいい経験になったよ

うだ。私はこれに味をしめ、今年も言語景観調査

社会言語学

を行おうと目論んでいる。

専攻：日本語学・

こ
かず
やけ
み

和 子

漢＋平＋片＋ア
平＋片＋ア
漢＋平＋ア
漢＋平＋ア
漢＋平＋片
片＋ア
平＋ア
漢＋ア
漢＋片
漢＋平
アのみ
片のみ
平のみ
漢のみ

三 宅

原宿の看板例
巣鴨の看板例

学 習 室
「情報メディアの活用」の授業がめざすもの
─「学び方を学ぶ！」

木

戸

裕

私は、図書館司書教諭の資格を取得するための科目である「情報メディアの活用」の非
常勤講師を務めている。せっかくの機会を与えていただいたので、日頃授業でお話してい
ることをいくつか文章にしてまとめてみた。
［問題解決と情報メディアの活用］
まず私は、この科目は、さまざまな問題を多様な情報メディアを活用することにより解
決する、その仕方をできるだけ幅広い角度から学習する、問題解決学習であると捉えてい
る。
図1：問題とは？

では問題とは何か。 問題とは、「目
標、あるべき姿」と、「現状、実際の
姿」との間にある「ギャップ」である。
したがってそのギャップを埋める作業

目標・あるべき姿
問題＝ギャップ

埋める作業＝問題解決

が「問題解決」ということになる
（図 1
を参照）。

現状・実際の姿
（出典）柴山他（２008）p.1２.

たとえば、会社員が、来年からアメ
リカに赴任することになった。アメリカで商談できる英語力を身に付けなければならない。
そのために会社からは、TOEICで₇50点をとるよう言われた。しかし現状はというと500点
である。この場合、現状の500点を、目標の₇50点に引き上げることが問題解決学習である。
［問題解決の手順とPDCAサイクル］
それでは、問題の解決のためにどんな手順を踏むのか？

一般に、次のようなプロセス

をたどる（柴山他（２008））。
①問題が生じる、問題が見つかる。②解決目標を定める。③資料・情報を収集する。④
問題の原因を分析し、どうしたらよいかを考える。⑤実行する。
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われわれはこの過程で、さまざまな情報メディアを大いに活用することになる。その際、
もうひとつ重要なことは、実行した結果を評価し、次のステップにつなげていくという作
業である。
図2：PDCAサイクル

以上のプロセスは、生産管理などで使
われるPDCAサイクル（P：Plan, 計画／
D：Do, 実施／C：Check, 評価／A：Action,
改善）でもある（図 ２ を参照）。
［学習の階段］
問題解決学習には、
「学習の階段」とい
うものがある（図 ３ を参照）。それはまず
断片的な情報を入手することから始まる。

（出典）筆者作成

続いて断片的に知り得たことを、他の断

図3：学習の階段

片とつなぎ合わせて体系性をもつ知識へ
と高める。そうなってはじめて対象を理
解できたことになる。しかし理解できた
だけではまだ十分でない。知識を実際の
場面で活用できる「知恵」
（wisdom）を身
に付けて、はじめて学習が完結したこと
になる。
要するに目ざされているのは、学習の
成果を運用できるようになることである。

（出典）山本他（2010）p.64.

学習指導要領のいう「生きる力」とは、
「知識の運用能力をもつこと」と言い換えることも
できよう（山本他（2010））。
［OECDのコンピテンシーの概念］
PISA（生徒の学習到達度調査）の成績が話題になるとき、関連してOECD
（経済協力開発
機構）
のいう「コンピテンシー」の概念がよく引き合いに出される。それは、単なる知識や
技能にとどまらず、様々なリソースを活用して、特定の文脈のなかで複雑な要求
（課題）
に
対応することができる能力を意味している。これは「学習の階段」で言えば、
「知恵」に相
当することになろう。
コンピテンシーのなかでも、特定の専門家ではなくすべての個人にとって必要なキーと
なる能力を「キー・コンピテンシー」という。具体的には、キー・コンピテンシーには次
の ３ つのカテゴリーがあるとされる
（OECD, The Definition and Selection of Key Competencies
を参考にした文部科学省作成資料を参照）。
①社会・文化的、技術的ツールを相互作用的に活用する能力
（個人と社会との相互関係）
②多様な社会グループにおける人間関係形成能力
（自己と他者との相互関係）
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③自律的に行動する能力（個人の自律性と主体性）
現代は、知識が社会の発展を主導する「知識基盤社会」と呼ばれている。情報に価値が
見出される時代である。変化の激しい、先行き不透明な時代にあって、どんな状況が起こ
っても、それに柔軟に対応できるキー・コンピテンシーが求められる。
「ICTの積極的活用」
情報通信技術（ICT）の急速な発展・普及は、大学教育にも新しい可能性をもたらしてい
る。コンピュータは記憶媒体に大量の情報を蓄積しており、われわれは必要に応じて求め
る情報を瞬時に検索して、取り出すことができる
（安原他
（2008）
）
。
皆さんは、東洋大学附属図書館の「するっとTRiTON」
（https://login.stri.toyo.ac.jp/login）
を、ぜひとも活用していただきたい。そこから多数の有用なデータベースに、無料でいつ
でも、どこからでもアクセスできる。たとえば、
「聞蔵ビジュアル」
（朝日）
、
「毎日Newsパ
ック」
（毎日）、
「ヨミダス歴史館」
（読売）
を使うと、三大紙の明治時代からの記事検索ができ
る。
そのほか「ジャパンナレッジLib」が有益である。これは、約50種類の辞・事典、叢書、
雑誌が同時に検索できる国内最大級のサイトである。たとえばそのなかには『新編日本古
典文学全集』
（小学館）も入っており、全88巻（263作品、総数43,000ページ）の全文検索が可
能である。
「いとをかし」と入力すれば、日本の古典文学で「いとをかし」という言葉が、
どの作品のどこに出てくるかを瞬時に教えてくれる。
国会図書館のデータベースも役に立つ。たとえば次のサイトを使いこなせると便利であ
る。
・国立国会図書館サーチ（全国の図書館等が提供する資料を統合的に検索したいとき）
・国立国会図書館デジタルコレクション
（国会図書館で収集・保存しているデジタル資料を
検索・閲覧するとき）
・リサーチ・ナビ（資料の内容やテーマごとの調べ方を検索するとき）
・レファレンス協同データベース
（全国の図書館におけるレファレンス事例や、調べ方マニ
ュアルなどを検索するとき）
［論文と感想文の違い］
「感想文・作文」と「レポート・論文」の違いについても、まとめておこう
（表 １ を参照）
。
表1：感想文・作文とレポート・論文の違い
種類

内容

特徴

感想文・作文

自分の意見や体験、感情を述べるもの

主観的

レポート・論文

何かの問題について、資料を収集し、事実に基づいて論理的に
分析・証明するもの

客観的

（出典）東北大学（2009）p.15.
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「フランス料理はおいしい」という場合、
「感想文・作文」では、自分がおいしいと思え
ば、人がどう言おうと、自分の感じたままを書けばよい。しかし「レポート・論文」の場
合は、なぜフランス料理がおいしいのかを、論理的に分析し、証明できなければならない。
前者は主観的でよいが、後者は客観的でなければならない。さまざまな情報メディアを駆
使して、「おいしい」ということが証明されなければならない。
［図書館の果たす役割］
図書館で求められている情報は「典拠のある知」
（cognitive authority）
である。それは「い
つ、どこで、誰が」言っているのか、その典拠をエビデンスにもとづいて明らかにできる
情報源である。図書館が提供するサービスが、信頼性を欠いた情報源に依存するようにな
ると、図書館はその社会的役割を果たしえなくなる。国民の「知る権利」
、
「情報へのアク
セス権」を保障するのが、まさしく図書館である。
トランプ米大統領が誕生してアメリカで流行語となった言葉が二つある。
「オルタナティ
ブ・ファクト（もうひとつの事実）」と「フェイク
（ウソの）
ニュース」である。何が正しい
のか分からなくなってしまった観のある今の時代にあって、われわれは一つひとつの情報
それ自体のもつ本質について、批判的に深く考えることができる能力を養っていかなけれ
ばならない。その手助けをしてくれるところが図書館でなければならない。
［大学で何を学ぶか］
『ドイツ国民に告ぐ』で有名な哲学者のフィヒテは、次のように言っている。
「われわれが学問を学ぶのは、一生涯いつでも試験にそなえて、学んだことをそのまま言
えるようにしておくためではない。そうではなくて、学んだことを人生の来たるべき場合
に応用するためであり、したがって学んだことをひとつの働きに変えるためである。学ん
だことをただ繰り返すのではなく、学んだことから、また学んだことを使って、何か別の
ことを作り出すためである。したがって究極の目的は、単なる知識ではなくて、知識を駆
使する技法にある」
（フィヒテ著・梅根悟訳『ベルリンに創立予定の、科学アカデミーと緊
密に結びついた、高等教授施設の演繹的プラン』から）
。
フィヒテの言っていることは、今の言葉に直せば「アクティブ・ラーニング」の考え方
とも共通しているように思われる。
「知識を駆使する技法」を学ぶことが、「情報メディア
の活用」の授業の目的であり、それは大学の授業全般についてもあてはまるであろう。
【参照文献】
・山本順一・気谷陽子編著『情報メディアの活用』改訂新版，放送大学教育振興会，2010.
・柴山盛生・遠山紘司・東千秋編著『問題発見と解決の技法』放送大学教育振興会，2008.
・安原義仁・大塚豊・羽田貴史編著『大学と社会』放送大学教育振興会，2008.
・東北大学附属図書館『東北大学生のための情報探索の基礎知識』2009.

─きど
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ゆたか・文学部非常勤講師─

学 習 室

清

水

宏

こうしたことにもかかわらず、わが国では、
「判例」というも

るといえよう。

評価を与えられているものと思われ、こうした見解にも一理あ

﹁判例の位置付けに注意！﹂

法学部の専門科目のレポートや論文試験では、問題文には明
示されていないが、法解釈を行う場合の当然の前提として、最
高裁判所の確定判例に代表される「判例」というものを検討す

律内容を一定の約束事に従って文章化し、これを法とする制定

この「判例」というものにつき、わが国は、法の意図する規

は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例）
と相

判決に最高裁判所の判例
（これがない場合にあっては、大審院又

重視されている。たとえば、民事訴訟法三一八条一項では、
「原

のに一定の敬意が払われ、解釈においてもその結論がある意味

法主義を採用しているのであって、裁判例として公にされたも

反する判断がある事件」であることを上告受理申し立て理由と

ることが必要となる場合がある。

のを法とみる判例法主義は採用してはいないとされている。つ

こうした理解や制度の根底には、制定法主義を採用する諸国

している。このことは、民事訴訟法三三七条二項により許可抗

力な解釈方法の一つであって、それを絶対視するべきではない

における法典編纂の実態は、判例の集積を体系的に整理して条

まり、判例は法源ではないとされるのである。そしてさらに、

との声もある。実際に先生方は、レポート等の採点において、

文化したという実質があり、制定法主義を採用する国といえど

告の抗告理由ともされている。

たとえ判例に真っ向から異を唱えることとなるような結論とな

も、判例に大きく依存していることがあるものと指摘できよう。

判例といえども、見方によれば、特定の条文の文言に関する有

る見解であっても、説得力を持って論理展開されていれば高い
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の下の平等に適うと共に、法適用の結果に対する予測可能性を

また、同一の問題については基本的に同様の判断をするのが法

の多くはネガティブなものである。すなわち、代理による契約

がら、その意義を好意的に解釈するものもなくはないが、評価

張なくして裁判所は認定することはできないというものである。

締結という事実は法律要件に直接該当する事実である主要事実

そこで、繰り返しになるが、解釈論の展開に際して判例を引

その上で最高裁がこのような結論を出したのは、仮に破棄差戻

確保することに資するとする法的安定性の要請が働いていると

用した検討が必要的なものとして行われるのである。その際、

しをしたとしても、差戻審で敗訴当事者が「代理による契約締

である以上、弁論主義の第一テーゼの適用により、当事者の主

判例百選のような判例集やテキストに引用・掲載されている「判

結」という事実を主張するだけで逆転勝訴できるため、審級を

もいえよう。

例」をそのまま利用することが手っ取り早いのかもしれないが、

こうしたことを受けて、司法研修所でも、弁論主義に基づく事

節約するためではないか、などの指摘がなされている。さらに、

たとえば、民事訴訟法における重要な理論的問題である弁論

実の主張に関する講義では、反面教師的にこの判決を紹介して

そういうわけで、繰り返しになるが、
「判例」をレポート等で

この判例は、多くのテキストや判例集に引用・掲載されてお

てが判例集に掲載されるわけではない。まさに、先例として意

毎日のように多くの判決がなされているのであって、そのすべ
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学問に携わる者の常として疑ってみていただきたい。

主義に関して、最判昭和三三年七月八日民集一二巻 号一七四

主）
間の黒砂糖売買に関する斡旋契約に基づく斡旋料の支払いを

引用する場合には、その判例が本当に先例として重視されるべ

いるとの話もあるほどである。

求める訴訟で、裁判所が当事者のいずれも主張しない代理人に

きものなのか、また、自分の論述とマッチしたものであるのか

それでは、
「判例」を見極めるためにはどうすればよいであろ

よる契約の締結という事実を認定したことの当否が問題となっ

当事者本人によつてなされたか、代理人によつてなされたかは、

うか、いくつかポイントを指摘しておこう。まずは、最高裁判

をしっかりと検討してから行うべきである。

その法律効果に変りはないのであるから、原判決がＸとＹ代理

所判例集などの公式判例集に登載されているものであるか否か

り、私も授業において必ずといってよいほど取り上げる素材で

味のあるものだけが選ばれて掲載されているのであるから、商

に着目してもらいたい。最高裁判所を始め、多くの裁判所では

ある。その点だけをみれば、まさに重要判例である。しかしな

主義に反するところはな」いと判示した。

人Ａとの間に本件契約がなされた旨判示したからといつて弁論

たものであった。これについて最高裁は、
「斡旋料支払の特約が

〇頁という有名な判例がある。この事件は、Ｘ
（斡旋者）
・Ｙ
（買

11

業誌にしか掲載されていないものとは少しばかり重要度が違う

それから、何よりも重要なこととして、当該事案の事実関係

ート等の作成を行っていることは十分に推測できることである。

をしっかりと分析した上でそれとの論理関係に注意しながら判

つぎに、公式判例集に掲載されているものについても、重要

そのため、判例を検討するといっても、判旨の部分を読むだけ、

と考えてよいであろう。ただし、判決が言い渡されてから公式

度に違いがある点を認識する必要がある。公式判例集に掲載さ

判旨の結論を読むだけ、場合によっては判例六法の記事やテキ

旨を検討してほしい。通信教育課程に在籍する皆さんは、仕事

れている判決にも、たとえば、解釈論上の争点に決着をつける

ストに引用された趣旨を読むだけにとどまることがあるかもし

判例集に掲載されるまでには少し時間がかかるので、最新の判

ことになるようなものもあれば、珍しい事例だから今後の参考

れない。しかしながら、それでは、判例を理解して引用したこ

等で忙しい中で何とか勉強する時間を創り出し、その中でレポ

に供するというニュアンスで掲載されているものもあるのであ

とにはならないのである。判例を理解することは、裁判官の判

決については、これだけで判断するのは早計でもある。

る。これについては、たとえば、法曹時報に掲載されている最

断における思考過程を理解することである。結論をちょっと見

な法令判断をするのではなく、具体的事件の解決に際して必要

高裁判所判例解説などの裁判所調査官や裁判官が書いた評釈に

さらに、たとえば、最高裁判所で解釈論上の問題に決着をつ

な限度で法の解釈・適用を行うものである以上、法適用の前提

ただけで、そこに至る論理的な思考の流れがすべてわかるほど

けるような判決が出たとしても、その後の下級審の動向も見て

となる事実関係の理解なくして、そこに込められた論理を理解

その判決の意義についてコメントが書かれることがあるので、

おく必要がある。すなわち、最高裁判所の判決後は、下級審も

することはできないのである。したがって、面倒でも、まずは

簡単なものではないであろう。また、わが国の裁判所は抽象的

それになびくように同様の事件で同旨の判断を繰り返すことが

関係図でも書きながら事実関係をしっかりと理解し、次いで判

それを参考にして判断するべきであろう。

ある。そうした場合は、確定判例として重視することができよ

学問の発展に疑問は不可欠である。多くの文献で確定判例と

旨との論理関係を理解するようにするべきである。

異なる判決や、抜け道を探すような判決がなされることがある。

され、学会の支配的な見解とされるものであっても、批判的検

う。これに対して、最高裁判所の判決後も、下級審ではそれと

そうした場合は、
「判例」としての射程を狭いものとしてとらえ

ひろし・法学部教授─

討を行う態度を忘れないでいただきたい。

─しみず

たり、あるいは、当該事件限りでの判断として評価した方が良
いかもしれない。
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学 習 室
言葉に無頓着であってはいけない

栗

原

久

１ ．高校入試の問題から
中学校社会科の先生方を対象に、主に金融経済にかかわる授業のあり方について、講演
することがある。その際、実際に出題された高校入試問題を取り上げて、
「この問題を授業
するとしたらどうすべきか」、お話しするようにしている。どの教科であっても、中学校の
先生にとって、高校入試問題は気になるものなのである。
最近の入試問題は、暗記しているだけでは解答できない、つまり、答えを出すのに思考
力や判断力を要する良問が多い。一方、
「この問題は、これでいいのかなぁ」と疑問を持っ
てしまう問題もある。
「問題が問題ではないか」という疑問である。
例えば、毎年、各県で、次のような問題が出されている
（ここでは、2015年度山梨県公立
高校入試問題を参照。一部改変。https://resemom.jp/feature/public-highschool-exam/
yamanashi/）。
太郎さんは、資料集の中に、下のグラフが掲載されているのを見つけました。グラ
フのとなりの文章は、このグラフをもとに、需要と供給と価格の関係についてまとめ
たものです。
文章中の空欄、
（①）
〜
（③）
に当てはまる語句の組み合わせとして正しいものを、選択
肢ア〜エの中から一つ選びなさい。
９ 月、10月のみかんの価格が前の月に比べて下落しているのは、
（①）が（②）
したためだと考えられる。11月、12月に入荷量が増加しているのに価格があま
り下落していないのは、（③）が（②）したためだと考えられる。
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おろし うり

甲府市地方卸売市場のみかんの入荷量と価格の変化
入荷量
（t）

1200

価格
（円、
kg）

900

ア
イ

600

400

②減少

③供給量
はん れい

800

①需要量

300

②増加

③供給量

凡例
入荷量
価格

①需要量

ウ

①供給量

②減少

③需要量
エ

①供給量

②増加

③需要量
0

8月

0
9月
10月
11月
12月
（平成25年度甲府市
「市場年報」
より作成）

正解は、エである。おそらく、受験生は、比較的容易に、答えられたのではないか。公
民的分野の教科書の多くには、取り上げられている産品は違っても、似たような「入荷量
と価格の変化」のグラフが掲載されている。授業では、先生から何らかの解説があったは
ずである。
ところで、この問題、何か気になったところはないだろうか。筆者は、用語の使い方に
疑問を持った。問題文の冒頭では、「需要と供給」と書かれているが、選択肢では「需要
量」
「供給量」と表記されている。この点である。とはいっても、おそらく、ほとんどの受
験生は、こんなことは気にとめなかったと思う。
しかし、ミクロ経済学のテキストを読めば、需要量と需要、供給量と供給については、
おおよそ次のように区別して説明がなされている。例えば、
「需要量」については、
「買い
手が買いたいと思い、かつ買うことのできる財の量」のことであり、「他の条件が一定な
ら」、価格が下がれば一般の財に対する需要量は増える。
それでは、価格以外の「他の条件」が変われば、どうなるか。例えば、トマトにダイエ
ット効果があることが、テレビのワイドショーで取り上げられたとしよう。この場合、お
そらくトマトの需要が増える。需要量ではない、需要である。中学校の教科書に載ってい
る需給曲線で説明するなら、この状況は、需要曲線の右側への移動で示せる。
供給量と供給も、同じである。供給量は、価格以外の他の条件が一定の場合に、
「売り手
が売りたいと思い、かつ売ることができる財の量のこと」である。トマト栽培の技術が進
歩したとすれば、市場では、トマトの供給が増える。この状況は、供給曲線の右への移動
で描ける。
（N.G.マンキュー『マンキュー経済学Ⅰミクロ編』東洋経済新報社、2000年、を
参照）
どうやら、この入試問題の作成者は、需要量（供給量）
と需要
（供給）
の違いについて、あ
まり意識していなかったようである。あるいは、大学で経済学を学ぶのとは違う、中学校
─ 13 ─

での学習の成果を評価する入試問題なのだから、ミクロ経済学のテキストにあるような明
確な区別は必要ないと判断したのだろうか。
２ ．小学校社会科教科書にあるあいまい語
今度は、小学校である。
小学校第 ５ 学年の社会科では、
「国土の様子」
「農業や水産業」
「工業生産」
「情報産業や情
報化した社会の様子」が学習される。このうち、
「農業や水産業」では、
「米作りのさかん
な地域」の特徴が学ばれる。教科書でしばしば取り上げられるのは、山形県庄内平野であ
る。
ところで、『広辞苑』によれは、「さかん」という語には、「勢いの強いさま」
「繁栄して
いるさま」
「活力のあるさま」
「しきりに行うさま」の意味があるという。それでは、
「米作
りのさかんな地域」といったときの「さかん」は、どの意味なのだろうか。米の作付面積
の広さか、米作に従事している人の数か、生産量か出荷額か。なんとも、あいまいな言葉
である。教科書の執筆者は、どんな意味で「さかん」を使っているのか。
他にもある。ある教科書には、「みんなの願いと政治の働き」
（第 ６ 学年）
という節がある
が、この「みんな」とは誰のことか。また、
「日本とつながりの深い国について調べてみよ
う」
（第 ６ 学年）という節もあるが、「つながりの深い」というのはどのような意味か。貿易
額か、旅行者数か、それとも、安全保障上の関係か。いずれにしても、わかりにくい言葉
である。
（片上宗二『社会科教師のための「言語力」研究』風間書房、2013年、を参照）
３ ．気になる言葉
学生が提出するレポートや卒業論文などを読んでも、言葉の使い方が気になることがあ
る。いくつかの例をあげよう。
①わかったつもりのカタカナ語
「アクティブ・ラーニング」
「ルーブリック」
「ファカルティ・ディベロップメント」
。例を
あげればきりがないが、カタカナ語が氾濫している。困ったものだ。たしかに、日本語に
すると、むしろ意味がわかりにくくなる言葉もある。しかし、わざわざカタカナ語を使わ
なくても、日本語を使えばよりわかりやすくなるのでは、と思うこともある。カタカナ語
が出てきたら、日本語にしてみよう。日本語できちんと説明できないのなら、そのカタカ
ナ語は、意味が不明確であると考えたい。
②わかったつもりの日本語
「生きる力」
「確かな学力」
「深い学び」。例をあげればきりがないが、意味のわかりにくい
日本語が氾濫している。困ったものだ。例えば、
「生きる力」を外国語訳したら、どうなる
のだろう。外国語に訳しにくい言葉は、意味不明なことが多い。
しかし、教育学系の卒業論文を書くとき、意味が不明確でも、これらの用語を使わない
─ 12 ─

と書けないということもあろう。では、どうするか。一つの考えは、例えば、
「深い学び」
に対して、
「浅い学び」を対置してみることである。
「深い学び」は定義しにくくても、
「浅
い学び」の事例を挙げることはできる。生徒が「浅い学び」にとどまってしまうのはなぜ
か、それを検討することで、「深い学び」とは何か具体的に考えることができる。
③あいまいさを生む受動態
「大学の授業でも、アクティブ・ラーニングを取り入れることが必要であると言われてい
る」。卒業論文などでこのような文を見つけると、すぐに次のようにたずねるようにしてい
る。
「『言われている』と書いてあるけど、誰が言っているの。教えて」
。
「…と言われている」と書くと、なんとなく文が書けてしまう。
「世間で、そう『言われ
ている』のです」。これでは、あいまいだ。誰が、いつ、どの論文の中で、そのように言っ
ているのか、明確に書くようにしたい。そのためには、できるだけ受動態で書くのを避け
たほうがよい。
他にも、気になる表現がある。例えば、
「国民のための教育改革が求められている」とい
った言い方だ。論文の締めなどに使いがちであるが、そもそも「国民」とは誰のことなの
か、あいまいである。一国内には、年配者もいれば、若者もいる。資産家もいれば、資産
の乏しい人もいる。思想信条も支持政党も、さまざまである。それを十把一絡げに「国民」
などとしてしまったら、この文はほとんど意味のないことになってしまう。
言葉に無頓着であってはいけない。これは、筆者自身への戒めである。
─くりはら
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ひさし・文学部教授─

文
狂言にみる茶の文化

利休以前の茶

論

一

中世武家社会における茶の湯の流行は、鎌倉期以後において空
間の同一性の保持、一座に寄合うという集団性により成り立ち、

原

田

香

織

も首肯できる。建武元年
（一三三四）
という年は鎌倉幕府滅亡後の

後醍醐天皇に拠る建武の親政が始まる年であるが、画期の時代と

しての性質が色濃く、自由狼藉世界としてえせ連歌会と鎌倉幕府

鎌倉釣に有鹿と 都はいとど倍増す

滅亡の端緒となった田楽の隆盛があり、さらに
茶香十炷の寄合も

と、十種類の嗅ぎ茶の銘柄と十炷の香の銘柄を当てる遊戯が流行

一方で或る種の位相による団結性を示すという政治的な機能性を
もちつつ展開していく。茶寄合は一方では、乱世という社会現象

しており、その浮薄さを批判している。
された事項で、

その遊戯性の具体的内容は建武三年『建武式目』第二条で禁止

を反映した賭事等の遊興性、もう一方では茶・香・連歌会等の風
流韻事という性質を示す。
明庵栄西（一一四一〜一二一五）が『喫茶養生記』を将軍実朝に

女色に耽好し、博奕の業に及ぶこと、此の外、又或は茶寄

合と号し、或は連歌会と称し、莫大の賭に及ぶ、その費あげ

献呈し
（『東鑑』建保二年二月条）、茶の効用が喧伝されて、その後
における儀礼としての茶礼ならびに禅林喫茶文化の広がりにより、

て計ふるにたへがたきものか

り、南北朝に続く時代には背景になお博奕の流行があったといえ

という賭事を含む内容である。これは建武年間特有の現象でもあ

中世社会において喫茶は儀礼性・権威性と共に、一般庶民諸相に
普及していく。
茶の流行の一端は、例えば有名な『二条河原書落書』の例から
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る。

其陰ニ幔ヲ引曲彔ヲ立雙テ、百味ノ珍膳ヲ調ヘ百服ノ本非ヲ

飮テ、懸物如山積上タリ。猿樂優士一タビ回テ鸞ノ翅ヲ翻シ、

白拍子倡家濃ニ春鴬ノ舌ヲ暢レバ、坐中ノ人人大口・小袖ヲ

博奕と賭物に関していえば、
『徒然草』第八九段の「奥山に描ま
たといふものありて」という勘違いによる失敗談では夜更けての

と、茶勝負として百服の本非の茶を飮んで賭事をしたという。さ

解テ抛與フ。

歌の賭物取りて、扇・小箱」を持っていたことがわかる。また世

らに当時の芸能者たち、猿樂優士もその宴に控えており褒美に預

連歌会の帰りに猫又
（実は飼い犬）
に襲われた法師の話があるが「連
阿弥の『風姿花伝』でも「好色・博奕・大酒。三重戒、是古人の

能楽においても『風姿花伝』の記述をみると立合勝負は技芸に

かっている。その熱中ぶりは「一城ノ人皆狂ゼルガ如シ」という

方『太平記』（日本古典文学大系本）において茶の記事は散見する

おいて座の勝ち負けを決定していた。当然勝利者には小袖等褒美

掟なり」といい、博奕は通常囲碁・點・双六などをさし更に観阿

が、百服茶などは、合戦の間の時間をつぶすためにあり、また酒

の品を授ける。これが競合する座との勝負であった。茶の湯・連

類のものであった。

や茶は進物の品として贅沢品であり、田楽・連歌会・茶会・酒宴

歌会・香道・華道・水墨画と画讃などは競い合う文化で、空間を

弥は鶯を飼うこと（声音の競合いをする博奕）
も禁止していた。一

は遊宴遊戯として華美なものとして扱われている。

をしている。また巻第三十九「諸大名護道朝事付道譽大原野花會

茶勝負の行事がありこれは華美であり多様であった。南北朝時代

おける茶礼の儀式化があると同時に、他方、南北朝期においては、

創出することを重視した室町時代に流行した文化現象といえる。

事」の貞治五年（一三六六）三月四日大原野の花見の記事には茶の

の茶の湯の状況については『喫茶往来』の記述がある。この流れ

佐々木道誉の華美な茶会は『太平記』巻第三十三「公家武家榮

賭け事の様が描かれている。將軍の御所での道朝花下の遊宴に対

の中で狂言における茶は、茶道宗家が確立される千利休以前の茶

こうした茶寄合における茶の文化的な在り方は、一方で禅林に

抗した佐々木道譽は、あえて京中の名士を揃えて大原野の花の本

寄合「茶の湯」と「茶くらべ」の諸相を伝えるものといえる。茶

枯易地事」で、賭物の多さで非難されているが、茶会の後で博奕

の宴を催した。この歴史的事実はバサラ将軍としての華美・華麗

寄合とは、基本的には茶会という寄合であり、連歌会と同様、行

事自体、表向きは茶を嗜む会なのであった。一方で賭け事等が連

な行動として喧伝され有名であるが、茶の湯については、
竹筧ニ甘泉ヲ分テ、石𣇄ニ茶ノ湯ヲ立置タリ。松籟聲ヲ讓テ

動することはあるものの、茶・連歌・香などの遊びにおいて、常

軌を逸した狂乱性は狂言においては描写されず、茶会の流行のみ

芳甘春濃ナレバ、一椀ノ中ニ天仙ヲモ得ツベシ。
とあり、茶の湯の優雅な雰囲気と清浄さを伝える。しかしながら、

を伝える。本稿では狂言における茶の文化を見ていこう。

（１）

その裏側では、人目を避けるかのように幕幔を引いて、
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時代背景としては周知のとおり、千利休以前の時代の茶の流行
について、正徹（一三八一─一四五九）
は『正徹物語』第九二段に
（２）

おいて、歌人を茶の湯をたしなむ人に譬えて説明している箇所が
ある。
「茶の数寄」 とは「茶の具足をきれいにして、 建盞・ 天目・ 茶
釜・水差などの色〳〵の茶の具足を、心の及ぶ程たしなみ持ちた
る人」という。
「茶飲み」とは、
別而茶の具をばいはず、いづくにても十服茶などをよく呑
みて、宇治茶ならば、三番茶也、時分は三月一日わたりにし
たる茶なりとも飮み、栂尾にては、是はとばたの薗とも是は
さがざまの薗とも飮みしるやうにて、其所の茶と前山名金吾

道具類を嗜むという風流の域にまで達した「茶の数奇」という三

狂言における茶

段階があった。
二

さて、狂言の曲目において「茶」という語句の用例がある作品

『餅酒』
…路地でお茶となり申そうものを

は以下の通りである。
脇狂言

『煎物』
…祇園の会の茶屋の座

『福部の神
（勤入）
』…茶筌召せ
大名狂言 『萩大名』
…茶臼の挽木

『文蔵』
…昆布に山椒、よい茶

小名狂言 『止動方角』
…茶比べにいく

とは本非茶勝負と本茶非茶を当てる勝負が、後に四種十服茶、十

すなわち茶の産地などを知るのに長じた者である。この十服茶

『寝音曲』
…茶臼は挽木にもまるる
（歌謡）

『しびり』
…お茶の御酒の

『あかがり』
…茶の湯へいく

『縄綯』
…茶・湯・水の所望

種茶と呼ばれ三種一客という四種類の茶を十服飲み、銘柄を飲み

『木六駄』
…茶屋

などの樣に飮みしるを茶呑みといふ也。

当てる茶勝負である。

鬼山伏 『法師が母』
…茶を飲み

鬼山伏 『禰宜山伏』
…茶屋

鬼山伏 『清水』
…茶の湯の水汲み

『千切木』
…連歌・茶の掛軸

『右近左近』
…左近殿の茶

『箕被』
…茶なりとおまそうぞ

『鱸包丁』
…茶のたて方
女狂言

「茶食らひ」は、茶の良しあしは関係なく単に多く茶を飲む人物
である。
茶くらいといふは、大茶椀にてひくつにても吉き茶にても、
茶といへば呑みゐて、更に茶の善惡をも知らず、おほく呑み
ゐたるは、茶くらひなり。
以上、正徹によれば茶の流行により茶を嗜む人には、ただ多く
喫茶するだけの単なる飲茶、茶の銘柄を当てる茶勝負の「茶飲み」
、
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出家座頭 『お茶の水』…晴れの茶の客

出家座頭 『泣尼』…なんとお茶なりと

出家座頭 『布施無経』…なんとお茶でも

出家座頭 『地蔵舞』…茶の一服

出家座頭 『薩摩守』…茶屋

鬼山伏 『通円』…茶のたて死 茶筅・茶碗・茶杓

せん」とある。

言本では「野中のし水」という題名であり、
「ちん客ある。茶の湯

力在る縁

安時代において『日本霊異記』
「雷の憙を得て生ま令めし子の強き

局は声で悪事が露見してしまうという話である。この元興寺は平

汲みに行くのは不本意なので、清水の鬼に化けて主人を脅すが結

ば、元興寺とやらが出る」と鬼が出るという噂話をして、毎度水

第三」に見える奈良の元興寺に出る鬼をさす。天正狂

出家座頭 『花折』…茶臼は挽木にもまるる
（歌謡）

集狂言 『磁石』…茶の湯の道具

集狂言 『茶壺』…本の茶 非の茶

集狂言 『子盗人』…茶の道具

八撥』
）
、「 北 野 神 社 参 詣 」（『 福 部 の 神 勤 入 』）
、「 道 具 比 べ 」（『 粟 田

蔵』
）
、
「御普請」（
『三本の柱』
）、「御年貢」（
『佐渡狐』
）、
「新市」（『鍋

して、天下泰平の御代であれば可能な「御参会」（
『末広がり』
・
『文

ござれば」という設定である
（『止動方角』
・
『清水』
）
。同様の例と

狂言の作品背景としての茶の湯は「天下治り、めでたい御代で

集狂言 『三人方輪』…茶を挽くまね

口』
）
、「相撲の會」（
『蚊相撲』
）、「富士参詣」（
『富士松』
）
、「物見遊

出家座頭 『悪太郎』…湯をくれい、茶をくれい

集狂言 『花子』…湯も茶も取つて

一方中世における茶の湯の流行を示す描写として「茶くらべ」

山」（
『茫々頭』
）
、
「立花の會」（『真奪』）
となっている。茶の湯は天下

（チャノユ）
茶をたてるための湯をわかし
茶の湯とは、
「 Chanoyu
て、それを飲む支度をする所」と『日葡辞書』にはあるが、客人

がある。茶比べとは、茶の寄合で茶の銘柄を当てたり、或は茶の

集狂言 『釣狐』…昆布に山椒、よい茶

を招いて抹茶をたてて持て成す参会である。
『清水』は鬼山伏狂言

優劣を決めるというもので、当時流行した。狂言の作品中で「茶

天下治まりめでたい御代でござれば、この間のあなたこな

出て、

くらべにいく」という設定が『止動方角』である。はじめに主が

太平と繋がる概念である。

であり、お茶の湯という用例がある。
天下治まりめでたい御代なれば、この間のあなたこなたの
（３）

と天下泰平を寿ぎ、自邸での茶の湯の催しの準備へと場面は展開

たのお茶の湯はおびただしい事でござる。それに付き、某も

お茶の湯は、何とおびただしいことではないか。
する。さらに「茶は水がせんじゃ」と茶葉だけにこだわるのでは

今日は山一つあなたへ茶くらべに参りまするが、
と茶の湯の盛会を語る。

なく、茶の湯のために水を汲むという。
「柳の水か醒が井か、また
は野中の清水か」といい、太郎冠者は「七つ下がって清水へ參れ
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することから、和歌連歌などを詠む文化的な能力をもつ。
「初心講」

は連歌会の初心者の会である。また茶の湯について、連歌会と連

また茶は生活必需品というわけではないが流行しているため、
本狂言の設定においては、この主人は茶比べのために太郎冠者を

また茶の点て方についての具体的な描写は、狂言『鱸包丁』に

動することが多くあった。

級にとっては重要であるが、遣わされた太郎冠者が「イヤまこと

ある。こちらはシテ伯父が仕方語りで、鱸をご馳走するという架

遣わして「茶・刀・馬」を伯父に借りにいく。この三点は武家階
に茶も持たいで、茶くらべなどはいらぬものでござる」と主人の

空の話を進め、鱸の料理・酒・極上の茶について語るが、持て成

したいが鱸も虫が食べてしまい無いと話が終わる。この中で語ら

本末転倒ぶりを非難する。
また「総じて茶の湯などというものは、刻限の極まったものじ

れる茶の効用としては酒の酔い覚ましであり「濃茶」に触れる。

それならば、當世樣にざっと取ってしもうて、大酒

ゃ」と、茶の湯の時間が決まった時刻で始められることもわかる。

伯父

の上では、濃茶がよい物ではないか。 甥 醉を醒まいてよい

これらの道具類については無論富裕層に属する伯父は快く「茶・
刀・馬」を貸すが、馬に癖があるという設定であり、馬が暴れた

物でござる。

この濃茶とは抹茶の一種であり遮光された老樹の新芽を使う。濃

時に呪文を唱えると鎮まる。
『止動方角』 自体の眼目は、「寂連童
子六萬菩薩静まりたまえ止動方角」という馬を鎮めるための呪文

茶は宇治の木幡産が名産地とされる。

わごりょはどれからどれまでも仕合わせな人じゃ。

びの頭を營めとあって、極を三袋貰うた、うち一袋挽かせて

お知りゃるとおり、宇治邊に知音を持った者なれば、このた

伯父

『鱸包丁』では、さらに茶の話は続く。

を利用して、主人への日頃の憂さを仕返しする点に眼目があり、

茶の湯・連歌・料理・酒

分を越えた持て成しに茶が含まれその点を批判している。
三

茶の湯自体は参会が主たる目的であり、狂言における茶の湯は

うものは、むつかしいものじゃによって、ここかしこへ氣をつけ

詠ませるという趣向である。主人は太郎冠者に「さて茶の湯とい

品も同様に茶の湯に行く設定で、川を渡る際に太郎冠者に和歌を

などが連動する。茶の湯の作法については『あかがり』という作

と讃えられ、 宇治七名園（森・ 祝井・ 宇文字・ 川下・ 奥ノ山・ 朝

来の伝統をもち「宇治は当代近来の御賞翫」（一条兼良『尺素往来』）

本茶と言われた栂尾茶から地位を上げ、室町時代足利将軍義満以

の場合には貴人の茶会に仕える茶の師匠の役割である。宇治茶は、

この頭は、茶頭であり禅宗寺院では茶の湯を司る役であるが、こ

おいた。

て、よう覺ゆるようにせい」と注意をしている。つまり茶の湯の

日・琵琶）
が成立し、そこから隆盛する。ここに出てくる極は精選

茶会そのものが単独で存在するのではなく、酒宴・飲食・連歌会

作法を覚えよということで、太郎冠者は「初心講」へいって推参
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された極上の宇治茶で、それを知人から三袋もらい、一袋を茶臼
で挽かせて抹茶にするという設定である。さらに、茶の湯の点て

いう展開であるが、喫茶の流行の一端を伝える内容である。

一方、本茶・非茶についてであるが、茶の祖と言われた明庵栄

れば、湯は奧の間に、りんりんとたぎってある。あれへ同道

そなたのお知りゃるとおり、つねづね茶の湯に好くことな

茶と明確に書かれているのは、狂言『茶壺』である。内容は中国

廃して、宇治茶に取って代わられる）
。この著名な栂尾産の茶が本

本茶として珍重される
（本茶の地位は室町時代中期には栂尾産が荒

西より茶の種を送られた高山寺の明恵上人の植えた栂尾産の茶が

して、
「いざお點てそい」、と申そうが、茶は亭主の役なれば、

地方一の法師である主人が常に茶を愛好し非の茶を点てていたが、

方として、話が続く。

茶の湯もとにおし直り、湯七分に泡八分、ほうほうむくむく

狂言ではこの本茶の栂尾産の高級品を詰めた茶壺をめぐり、す

一族の寄合のために庫裏をもち本茶栂尾に茶を求めに行くという

茶の湯のお湯の温度は「りんりんとたぎってある」ことから沸

っぱ
（詐欺師）
と持ち主との攻防が描かれ、目代が仲裁に入るが判

やわやわと、昔樣の中高猫の腹立てたごとく、きっと點てな

騰した湯であり、それを湯七分に泡八分、つまり茶杓で湯を少な

断がつかず「論じる者は中より取れ」と茶壺を持ち去ってしまう

設定である。

目にとり茶筌で「ほうほうむくむくやわやわ」と泡立てている。

という内容である。つまり、すっぱだけではなく目代までも本茶

いて申そう。

また、伯父は褒め言葉としては「最前の鱸の庖丁のお手もと、今

の茶壺を狙い奪うほど、本茶には価値があったということになる。

（４）

またお茶の湯のお手前、とこうすぐれてみごとそうにござる」と

天正狂言本では「茶くり」という題名である。

さらば、我が主殿、中国一のほう者にて、非の茶を点てん

甥に教えるが、このお点前とは、茶の作法として茶を点て、炉や
風炉に炭を入れる美的な所作である。つまり茶を点てる所作自体

て、兵庫を立ちて二日に、栂尾にも着きしかば、峰の坊、谷

事なり。一族の寄合に、本の茶を点てんと、多くの代を使ふ

歴史的には永享九年（一四三七）十月二十一日、茶湯所が二か所

の坊、中にも名をしけるは、閼伽井坊の穂先を、十斤ばかり

は芸能的な視覚美が求められ、その伝統は室町時代に始まる。
しつらえられ、点前が披露された（『室町殿行幸御餝記』
）
。これは

買いとつて、五万貫の壺に入れ、

本茶・非茶という設定等は『茶壺』とほぼ同様であり、栂尾茶

室町幕府六代将軍足利義教が後花園天皇を饗応した後に、赤松貞
村が水干・折烏帽子姿で台子点前を披露したとされる
（
『南方録』
）
。

の知名度を伝えている。本茶を愛好する風潮は、必ずしも贅沢品

を求めた競合のためだけではないことがわかる。

また茶については能『頼政』のパロディともいえる夢幻能形式
の狂言『通円』は、宇治橋の通円という茶坊主が大勢の修行者に
茶を振舞う内に茶碗も茶杓も割れてしまい茶の点て死にをすると
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著名な産があり、筑前国遠賀川山鹿庄芦屋津
（現福岡県遠賀郡芦屋

茶の湯の会においては重要視されていた。当然千利休以前から茶

茶道具とは、実用性だけではなく審美性も重んじられたため、

倉時代）
、
「蘆屋七宝文真形釜」（南北朝時代）
、
「蘆屋霰地楓鹿図真

図真形釜」二点
（鎌倉時代・南北朝時代）
や「蘆屋無地真形釜」（鎌

鎌倉から室町時代には隆盛し、現存する重要文化財は「蘆屋浜松

町）
産の茶釜であり真形の形で装飾的であり華麗な印象を与える。

道具は存在する。茶道具は鎌倉時代において臨済宗の僧侶南浦紹

形釜」（南北朝時代）
、
「蘆屋霰地真形釜」（室町時代）
、「蘆屋楓流水

鑑識対象としての茶道具

明（一二三五〜一三〇八）等により、茶碗のみならず風炉、釜、杓

鶏図真形釜」（室町時代）
、
「蘆屋松梅図真形釜」永正二十年
（一五一

四

立、建水、蓋置、水指等も持ち帰られたとされる。また留学僧の

ただしこの高麗茶碗についての言及であるが、高麗茶碗は唐物

七）
等八点ある。鎌倉時代からの伝統のある工芸品といえる。

物文化の重視によって李朝、南宋などの名品が多く入っている。

茶器愛好以降であり、天文六年
（一五三七年）『松屋会記』が初出と

みならず五山制度による禅宗文化の隆盛ならびに足利将軍家の唐
利休と同時代において茶道具が急に出現したわけではなく、風爐・

され「当世は高麗茶碗、瀬戸茶碗、今焼茶碗」（
『山上宗二記』
）
と天
朝鮮時代
（十五〜十六世紀）
がある。

正年間において流行している。こちらも重文「大井戸茶碗銘有楽」

釜・茶碗・茶入などはそれ以前の品々が確認できる。
狂言『子盗人』は、博奕に負けて一文無しになった男が道具好
きの有徳人の屋敷へ盗みに入るという内容だが、その道具を見て

伝来であるし、水指は南宋時代のものが現存する。水指自体は重

茶入は唐物茶入が珍重されたが、現存する重文の南宋の「唐物

茶の湯の道具。風爐・釜・茶碗、茶入・水さし・水こぼし、

要文化財には桃山時代から江戸時代のものが多いが、茶釜に水を

いる間に赤子に気づき、それをあやしている間に屋敷の者に気づ

火箸・羽箒。さてもさても結構な道具じゃ。ハハア、あの釜

足したり茶筌などを洗う水を蓄えておく道具であり装飾的である。

肩衝茶入
（北野）
」や「唐物肩衝茶入〈銘松屋〉
」は足利義政からの

はさだめて蘆屋であろう。またこの茶碗は疑いもない高麗と

重文「水指」（青海・備前〉は武野紹鴎（一五〇二─五五）
所持が、

かれ逃げていくという話である。有徳人の屋敷の道具類には、

見ゆる。さてまたこの茶入の、姿形のしおらしさ。これは何

水こぼしは「こぼし、水翻、水覆」であり、茶道具「建水」の

尾張徳川家に伝来している。

と茶道具の描写がある。ここにある風爐は、茶の湯で釜の湯を沸

ことで、茶碗を濯いだ湯水をこぼす容器である。また、台詞の火

を一色取っても、いっかどの元手になることじゃ。
かすための火にかける火鉢状の道具であり、歴史は古く陸羽の『茶

箸は炭を次ぐ道具であり、羽箒は、茶道具の炭道具の中でも、清

めに用いるもので華やかな印象を与える。

経』に初出がある。
また「さだめて蘆屋であろう」という釜には芦屋釜といわれる
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んじゃ、茶の湯の道具。風爐・釜・茶碗、茶入・水さし・水こぼ

狂言『磁石』にも、坂本の市見物をしている場面で「これはな

平癒をしたという伝承がある。これは『王服茶筌由来記』（九五一）

皇時代に観音菩薩に疫病調伏を祈願し空也上人が茶を点てて病気

『空也上人絵詞伝』では、村上天
鐘や袋を叩いて茶筌売りをした。

（５）

し」等、茶道具一揃いの面白さを伝える。
茶の葉をひいて抹茶とするときに使う石臼であるが、狂言『萩大

により、茶筌を売る。鉢叩き自体について空也上人を祖としてい

狂言『福部の神勤入』は仏教的な内容を踏まえた軽快な鉢叩歌

に記されている。

名』では、梅の古木を「そこから切て茶臼の挽木にはするな」と

ると説いたのは文亀元年
（一五〇一）『七十一番職人歌合』第四十九

また現在はあまり用いられない道具に茶臼がある。茶臼とは、

注意する場面が出てくるが、これも茶文化の広がりによる。また

ただしここに茶筌が入るのは十六世紀のことで『洛中洛外図』

図において「鉢叩の祖は空也といへり。鹿角も此道具といへり」

面白の、花の都や、筆に書くも及ばじ。東には祇園清水落ち

においては、茶筌をさした竹を肩に担いで歩く鉢叩きの姿が描か

茶臼と挽木は狂言小謡としては、
『寝音曲』で太郎冠者の謡に出て

来る瀧の、音羽の嵐に地主の桜は散りぢり。西は法輪、嵯峨

れている。この姿が画図として伝承していき、日本画や茶の湯の

とある。

のおん寺、回らば回れ、水車の輪の、臨川堰の、川波。川柳

茶碗にも描かれるようになる。さて空也像と言えば、鹿の角を持

くるが、これは『放下僧』の小謡と同じである。

は水にもまるる、ふくらら雀は、竹にもまるる、

鎌倉時代の六波羅光寺の空也像（康勝作）
が著名だが、狂言におい

ち胸に金鼓をかけて、
「南無阿弥陀仏」の六字の仏を口から唱える

げにまこと、忘れたりとよ、こきりこは放下に、もまるる、

ては阿弥陀聖の勧進供養において茶筌売りと合体化していくので

都の牛は、車にもまるる、茶臼は挽き木にもまるる、
こきりこのふたつの竹の、代々を重ねてうち治まりたる御代

ある。

治まれる、都の春の

かな。

鉢叩乙
（サガリハ）
治まれる、 鉢叩乙・皆々

鉢叩、叩きつれたる一節を、茶筌召せと囃さん、コノ茶筌召

この箇所では花の都と桜の描写から水の輪へ展開し「─は─に
揉まるる」という形を繰り返し、茶臼が茶臼を回すための「挽き

せと囃さん。

この茶筌売りは、鉢叩き歌を基にして、踊念仏で瓢箪を叩く僧

木」と共に謡に出てくる。
また茶道具としての茶筌は、抹茶を立てる際のある種の象徴的

また以下、狂言の台詞には「会津」が出てくるが、実際福島県

の姿と関係があるが、踊念仏は阿弥陀信仰である。

は「茶筅」の表記がある。茶筌が狂言『福部の神勤入』（大蔵流）
・

の会津若松の八葉寺は『福島県名勝旧跡抄』にもある通り空也創

な道具と言える。茶筅・茶筌と表記する。中国の『大観茶論』に
『鉢叩き』（和泉流）に使用されるのは、空也上人の念仏宗であり、
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建の寺であり、伊達政宗の会津侵攻以前において焼き討ちになる
よき光ぞと影頼む、 鉢叩甲・乙・皆々 世の光ぞと、頼

前には、由緒ある寺院として栄えていた。狂言『鉢叩き』にも、
鉢叩甲

む、茶のきょうの佛のキョヒョン、御寺たつふねキョヒョン。

筌」と終わるのである。この箇所は能『山姥』を踏まえているが、

「なもうだ」は南無阿弥陀仏の音変化であり、聖の姿が茶筌売りの

風物詩として定着して描かれている。

鹽路の風の寒き山家に、 でいどうと打ち鳴らいて、 三

吹く時は、ヒョヒョラヒョン。 鉢叩甲 イヤア、 鉢叩甲・乙・

であり、連歌会に出没する一言居士の嫌われ者という設定で、連

女狂言『千切木』には掛軸についての言及がある。千切木は諺

書院造り

皆々

歌の宗匠に対して花入れ・掛物・料理を問題にするが、連歌会や

五

界を家と走りめぐる、鉢叩がせいぜい肩にかけて、後生を願

茶の湯の会では掛け軸などが空間を司る点で問題になっていたこ

會津の里は陸奧にあり、瓢箪ふくべに緒を付けて、折々風の

わば、などか佛にならざらんキョヒョン。

かしきことども、我らがようなる愚痴・無智・鈍なる者は、思い

含・方等・般若、法華涅槃・法相・律宗なんどと言える、小むつ

念仏だけではなく「それ一代教主、釋迦如來の、佛法は華嚴・阿

ぎ、
「後生＝仏」といった仏法的な教えを説く場面である。さらに

食べてから、主人の秘蔵の掛物や台天目を壊す。主人が帰宅する

守番をする従者の太郎冠者・次郎冠者はそれが黒砂糖と知り全て

人に鳥兜の毒薬である附子の壺に近寄らぬよう命じられたが、留

狂言の『附子』という著名な笑話から明らかである。内容は、主

この掛軸が書院作りの空間の中で重要視されていたのは、大名

とがわかる。

も寄らず」と教えを示す。しかしながら「ただ一念は念佛なりけ

や、相撲を取るうちに秘蔵の宝を壊したから死んで詫びようと思

この場面では、瓢箪に緒をつけて、茶筌をさした竹を肩にかつ

り。思えば浮世は夢の世ぞかし。榮華はこれ皆春の花、名利の心

い附子を食べたが、死なれぬ命であると言い訳する。
『沙石集』巻

七第十六話「慳貪者事」
・同巻八第十一話「稚児ノ飴クヒタル事」

を止むべし」と念仏を称賛する。
また、鉢叩きの描写は、

にある説話が狂言『附子』の出典と考えられている。

居る。二人の者不審して見る。砂糖を皆食う。さて絵讃天目

たんたんからりころりと、打ち鳴らいて願う後生は、

あなたの門ではヒョ、 鉢叩甲 こなたの門ではタン、 鉢叩甲・
乙・皆々

とあるが、結局は茶筌売りとして終結する。
「茶筌召せ、佛法あれ

打ち壊す。泣ひて居る。坊主来て、これを見て尋ぬる。台詞。

一 坊主一人出て、二人呼び出す。余所へ行くとて留守におく。
奥の間に附子がある。開けて見て死するなと言ふ。尤もとて

ば世法あり、煩惱あれば菩提あり、柳は緑花は紅のいろいろなれ

一口食へども死なれもせず、二口食へども死なれもせず、

茶筌召せ

ば、急いで後生を願うべし。なもうだ、はるいた、はっぱいと茶
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層であり黒砂糖を惜しむ「不慳貪戒」の業があり、毒薬の附子と

完成させ、作品は終結する。仏教的な戒律からすれば主人は富裕

を作り上げ、秘蔵の品を破壊することにより自らの虚偽の物語を

『附子』では、主人の虚偽の体系の中で、従者はより壮大な虚偽

そめでたけれ。拍子止め。（『天正狂言本』
「ふすさたう」
）

三口四口五口六口、十口ばかり舐り食へども、死なれぬ事こ

を利用した唐物趣味の座敷飾り、茶碗類を載せる。

伝来の軸、茶碗等の鑑賞・鑑識などに関する秘伝書であり、それ

学図書館蔵本が原本に近いとされる。
『君台観左右帳記』とは中国

数種類があるが能阿弥奥書の群書類従本と、相阿弥奥書の東北大

て活躍したが、
『君台観左右帳記』を執筆した。原本はなく写本は

一）
は、書画道具類の鑑定や、連歌、香道、座敷飾などの名人とし

代において足利将軍家に仕えた同朋衆の能阿弥
（一三九七〜一四七

碗であり、貴人の飾り用に愛好された品である。

『附子』に登場する天目茶碗は台天目、つまり台に載せた天目茶

いう虚偽の罪により「不妄語戒」を破っており、一方従者は同じ
く「不妄語戒」と附子をつまみ食いするという「不偸盗戒」を破
っている。仏教的には「慳貪」の罪は五百生餓鬼道に堕ちるとい

じ

らん

ゆ

この天目茶碗とは宋の時代の茶の名産地天目山産の茶道具で、

も

う罰があり、また従者に対して主人が試されている戒律は「不瞋

このは

鎌倉時代から禅宗の隆盛により日常使いだけではなく数々の名品
の ぎめ

恚戒」つまり怒らないことでもあり、従者の悪行悪戯によって持

はいかつぎ

が日本にも現在伝えられる。天目茶碗は、現存する曜変天目・油
てき

戒し救済が暗示されるという禅問答のようでもある。

山禅の影響により、禅僧に求められた教養として水墨画と漢詩の

飾りは茶の湯の流行が背景としてあり、秘蔵の天目茶碗があるこ

の軸物をもつということはこの主人の住居は書院造であり、座敷

滴天目・灰 被 天目・禾目天目、木葉天目、文字天目、鸞天目等、

讃が流行するが、和泉流狂言台本では掛軸は「お掛物は墨絵の牧

とによって『附子』の主人は裕福な階層に属していることがわか

さてここで注目したいのは、
『附子』の作品背景でもあり鍵語と

谿和尚の墨絵の観音ぢやといふて、御秘蔵されたお掛物」と明確

る。室町時代の茶の文化が、一方で書院造の飾りとして足利将軍

美術品としての価値が高い。すなわち、和泉流の台本にある牧谿

に指定がある。この牧谿とは周知の通り宋代の水墨画家であり、

義政と東山御物に代表される唐物を中心とした審美的な装飾文化

なっている秘蔵の絵讃と天目茶碗である。絵讃は鎌倉時代より五

室町時代には非常に珍重され日本で愛好された画家である。室町

を背景として存在することが狂言からも確認できた。

と言った場合には、喫茶文化が日常的な広がりを見せていたこと

以上、狂言における茶の文化について辿ったが、「茶なりとも」

おわりに

将軍足利義満は牧谿の瀟湘八景図巻を掛物に仕立て直した七点が
あり、煙寺晩鐘図（畠山記念館蔵）等が現存する。これらも含めて
牧谿の絵は多数あり「観音猿鶴図」（大徳寺蔵）
等国宝三点、また伝
牧谿も含めると重要文化財は九点である。
牧谿の墨絵の観音図は白衣観音などが流行したが、一方室町時
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階級だけではなく富裕層から一般層まで喫茶が広がる一方で、多

が確認できる。侘茶や茶道宗家が確立する以前の茶文化は、僧侶

茶道具類の審美性、茶筅のもつ宗教性、書院の茶、書院作りなど

られるような天下泰平の茶の湯の参会、茶の銘柄、水の重要性、

ら広がり、その味の善悪や茶勝負などの武家階級から、狂言に見

一九六〇年九月

一九六六年三月、権藤芳一氏「狂言に

岩波書店）に拠る。

学院大学紀要』第一〇集
（二〇一五）参照。

─はらだ

かおり・文学部教授─

（５）坂本要氏「踊り念仏の種々相（１）─空也及び空也系聖について─」（『筑波

狂言『天正狂言本』参照。本文には筆者が送り仮名、濁点、漢字を施した。

引叢刊 平成十年二月）。法政大学能楽研究所能楽資料デジタルアーカイブ六

『天正狂言本』は、内山弘氏『天正狂言本 本文・総索引・研究』（笠間索
（４）

参照した。

主に用いた。 また適宜、 大蔵虎明本、 和泉流『狂言六義』
、『天正狂言本』を

（３）本文の参照や引用は、大蔵流山本東本『狂言集』（日本古典文学大系本）を

系

『正徹物語』の引用は、久松潜一氏他『歌論 能楽論集』（日本古典文学大
（２）

お茶談儀抄考」（
『二松學舍大学論集』等参照。

あらわれた茶の湯」一〜四（
『茶道雑誌』 一九六九年、 松田存氏「猿楽能狂言

茶」
『東京学芸大学研究報告』十七号

（１） 狂言と茶の文化に関する先行研究は、 杉森美代子氏「狂言にあらわれた

注

中世から近世初頭において多大な影響があったことがわかった。

様な喫茶文化が林立していたことがわかる。
茶屋は室町時代から寺院文化を中心に、茶を提供する空間であ
った。
『禰宜山伏』
・
『薩摩守』
・
『木六駄』等が狂言の舞台となって
いる。また『七十一番職人歌合』二十四番においては、僧形の茶
売人が描かれており、抹茶売りである。
一服一銭
濃茶の御茶を召し候へ
これは縫笠で覆面姿の茶売人「煎じ物売 おせんじ物〳〵」と番
えられている。
茶売りはさらに早い時期に確認でき、例えば東寺において参拝
者に「一服一銭」 で茶湯一杯を供する歴史があり、『東寺百合文
書』（京都府立京都学歴彩館所蔵）
応永十年
（一四〇三）
四月「南大門
前一服一銭茶売人道覚等連署条々請文」と文書が残り、茶売人と
喫茶の文化が広がりがわかる。応永十一年茶売人たちは火災が原
因で東寺周辺から追放されるが、すぐに条件付きで茶売りを再開
している。応永十八年までの一連の文書によれば東寺と茶売人と
の関係は続くことがわかる。寺院内への出入りの禁止や道具類を
預からない、南大門内外掃除や遊女などに接客させない等条件が
あった。
このように、中世文化における茶は、まず基本として禅林から
寺院と仏教文化を基盤に広がった喫茶文化が存在し、修行の眠気
さましという必要性や健康維持の養生という観点から僧侶階級か
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