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12月

行事予定

手続期間
単位認定試験（筆記）第6回申込開始
（〜12/15）

1（金）

「東洋通信」参照ページ
P.11

2（土）土曜4期S①
3（日）日曜2期S③
4（月）
5（火）
6（水）
7（木）
2018年3月卒業予定者卒業論文提出
締切 16：45厳守（必着）

8（金）
土曜4期S②

9（土）白山キャンパス内への入構禁止期間（21：30〜）
10（日）

P.8

（〜17：00まで）

11（月）
12（火）

冬期1期S申込開始（〜12/18）

P.27、28

13（水）
14（木）
15（金）第4回メディア授業受講期間（〜1/8）

単位認定試験（筆記）第6回申込締切

16（土）土曜4期S③
17（日）
18（月）

冬期1期S申込締切

19（火）
単位認定試験（筆記）第6回受験票出力
可能日

20（水）
21（木）
22（金）
単位認定試験（筆記）第6回

23（土）天皇誕生日

通学課程（通年S）授業実施

24（日）
25（月）事務室業務取扱終了

冬期1期S受講票出力可能日

事務室休業（〜1/4）

P.42
P.41

26（火）ToyoNet-G利用停止期間（〜12/27）
27（水）
28（木）
29（金）
30（土）
31（日）

Ｓはスクーリングを表します
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1月

行事予定

1（月）事務室休業（〜1／4）

手続期間

「東洋通信」参照ページ

元日

2（火）
3（水）
4（木）
5（金）事務室業務取扱再開

単位認定試験（筆記）第7回申込開始
P.11
（〜1/17 ※大阪会場は1/14まで）

6（土）冬期1期S①
7（日）冬期1期S②
8（月）冬期1期S③

成人の日

9（火）
10（水）
11（木）
12（金）2018年度転部・転科試験
13（土）
14（日）

単位認定試験（筆記）第7回大阪会場
申込締切

15（月）

秋学期リポート提出締切
16：45必着

16（火）
17（水）

P.33、34

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回東京会場
申込締切

18（木）
19（金）
20（土）
21（日）
22（月）
23（火）
24（水）

単位認定試験（筆記）第7回受験票出力
可能日

25（木）
26（金）
27（土）単位認定試験（筆記）第7回
28（日）
29（月）
30（火）

単位認定試験（筆記）第8回申込開始
（〜2/13）

31（水）白山キャンパス内への入構禁止期間（21：30〜）

P.11
P.8
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Ｓはスクーリングを表します

2月

行事予定

手続期間

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

P.8

8（木）
9（金）
10（土）
11（日）建国記念の日

（〜18：00まで）

12（月）振替休日
13（火）

単位認定試験（筆記）第8回申込締切
秋学期単位認定試験（論文）提出締切
16：45必着

14（水）

秋学期単位認定試験（論文）申請受付
停止期間（〜3/31）

P.11
P.33

15（木）
単位認定試験（筆記）第8回受験票出力
可能日

16（金）
17（土）
単位認定試験（筆記）第8回

18（日）卒業論文説明会・指導会（前期）9：30〜12：00

P.8

19（月）
20（火）
21（水）
22（木）
23（金）
24（土）
25（日）
26（月）白山キャンパス内への入構禁止期間（〜2/27）
27（火）

（〜16：00まで）

28（水）
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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

2017年12月５日（火）〜12月19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
2017年12月１日（金）〜12月11日（月）
※12月５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
2017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

2018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】
2017年

12/ 9（土）21：30〜12/10（日）17：00まで
1/31（水）21：30〜 2/ 1（木）16：00まで

2018年

2/ 7（水） 0：00〜 2/11（日・祝）18：00まで
2/26（月） 0：00〜 2/27（火）16：00まで
3/ 4（日） 0：00〜 3/ 6（火）17：00まで

※入構禁止解除の時間については、交通機関の遅れ等、不測の事態により変更になる場合があります。

卒業論文説明会・指導会 前期正科生対象
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
2017年度内
（2018年３月31日
（土）
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

2018年２月18日（日）

時

間

９：30〜12：00（予定）

場

所

白山キャンパス

対

象

2019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、2019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。
＊2019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、2019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、2019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
・2019年３月に卒業の意思がある前期生であること
・2018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
・2019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
2018年４月１日（日）0：00〜４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、2018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：2018年２月19日（月）〜３月31日（土）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、2019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

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

東京：
（金）〜
2018年１月５日
12月１日（金）〜
１月17日（水）
12月15日（金） 大阪：
（金）〜
2018年１月５日
１月14日（日）

第８回

（火）
〜
2018年１月30日

１

申請期間

２

受験票出力

12月20日（水）
から可能

（水）
2018年１月24日

（金）
2018年２月16日

３

試験日

12月23日（土・祝）

（土）
2018年１月27日

（日）
2018年２月18日

４

集合時間

５

開催地

から可能

２月13日（火）

から可能

12：40（時間厳守）
東

京

東京・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

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

◇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

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。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）

◇地方試験会場案内【第７回のみ】
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

現代日本文学A

担当教員名 試験場への持込

「押絵と旅する男」を読んで次の2点について考えをまとめておいてくださ
い。
①なぜ汽車で出会った老人は、「私」が双眼鏡を逆さに覗こうとした時に
テキスト・
慌てて制止したのか。理由として考えられるあらゆる可能性を考えてみ
教材プリント
てください。
②老人とその兄にとって、押絵の中という「異界」はどのような場所とし
てとらえられているか。年月の経過にも着目して考えてください。
早川（芳）

現代日本文学B

英語Ⅲ①

重点的学習範囲

ショート

テキスト

太宰治の「魚服記」と岡本かの子の「川」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それぞれの作品で女性が子どもから大人になる過程がどのように表現さ
れているか。
②成長にともない、異界とのかかわり方にどのような変化が起きているか。

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Chapter4、11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』117〜119ページをよく読んで、
「ス
ポーツとビジネス」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

作家作品研究
（近現代）
A

①谷崎潤一郎『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、それぞれが作品に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谷崎潤一郎『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、『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。

作家作品研究
（近現代）
B

泉鏡花『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

すべて可

作家作品研究
〈近現代〉

①谷崎潤一郎『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、それぞれが作品に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谷崎潤一郎『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、『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泉鏡花『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。

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、現在の「節分行事」のもとになった平安時代から室町時代の宮
中行事である「追儺
（ついな）」
「鬼やらい」について調べて理解を深めてく
ださい。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
ノートやテキストの持ち込みはすべて可です。
久野

すべて可

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、祭礼における鉾（ホコ）・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、「鉾・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やテキ
ストの持ち込みはすべて可です。

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。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

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。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6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

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

名雪

指定六法

小林（秀）

指定六法

民法Ⅰ部
（総則）
刑法Ⅰ
（総論）A
刑法Ⅰ部
（総論）A
小坂

不可

大坂

指定六法

までで

出題範囲は、テキスト 第5章 代理 から 第7章
併せて、課題1および2も検討してみてください。
貸与六法あります。

時効

までです。

出題範囲は、テキスト 第5章 代理 から 第7章
併せて、課題1および2も検討してみてください。
貸与六法あります。

時効

までです。

実行の着手

共同不法行為について十分に勉強しておいてください。
共同不法行為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。）

民法Ⅴ
（親族・相続）A
民法Ⅴ部
（親族・相続）A

民法Ⅴ部
（身分法）

法律行為

第三者による賃借権の侵害について十分に勉強しておいてください。

民法Ⅳ部
（債権各論）

民法Ⅴ部
（親族・相続）

出題範囲は、テキスト 第1章 総論 から 第4章
す。
併せて、課題1および2も検討してみてください。
貸与六法あります。

実行の着手

民法Ⅳ
（債権各論）A
民法Ⅳ部
（債権各論）A

民法Ⅴ
（親族・相続）B
民法Ⅴ部
（親族・相続）B

統治機構（国会および裁判所）からそれぞれ1問ずつ出題。

法令による行為

刑法Ⅰ部
（総論）

民法Ⅳ
（債権各論）B
民法Ⅳ部
（債権各論）B

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。

統治機構（国会および裁判所）からそれぞれ1問ずつ出題。

民法Ⅰ
（総則）A
民法Ⅰ部
（総則）A

刑法Ⅰ
（総論）B
刑法Ⅰ部
（総論）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。伝説を文学や歴史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ているかという伝
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。

基本的人権（精神的自由および人身の自由）からそれぞれ1問ずつ出題。

憲法

民法Ⅰ
（総則）B
民法Ⅰ部
（総則）B

重点的学習範囲

中村（恵）

指定六法

遺言相続に関する事例問題を出します。

遺言相続に関する事例問題を出します。
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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）
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

重点的学習範囲
暴行罪、傷害罪

武藤

指定六法

強盗罪、詐欺罪

刑法Ⅱ部
（各論）

強盗罪、詐欺罪

商法総則

代理商について

商行為法
商法総則・商行為法

遠藤（喜）

指定六法

代理商について

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1〜課題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〜課題2について十分に復習をしておくこと。
課題1〜課題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

代理商について

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7回
第７回
（１月27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

「へんろう宿」を読んで次の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つとは限りません）。
教材プリント
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。

現代日本文学A
早川（芳）
現代日本文学B

英語Ⅲ①

重点的学習範囲

ショート

テキスト

太宰治の「魚服記」とその「解説」を読んで次の2点について考えを整理
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。

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Chapter1、10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』126〜128ページをよく読んで、
「ス
ポーツとナショナリズム」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7回
第７回
（１月27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、以下の二点を、それぞれまとめましょう。語って
いる人物が複数ある場合、語り手の変化が女性主人公の見え方にどう影響
するかも考慮しましょう。
①『蘆刈』のお遊さまは、どのように語られているか。
②『春琴抄』の春琴は、どのように語られているか。

作家作品研究
（近現代）
B

まず、泉鏡花『草迷宮』を、語り手の変化に気をつけながら、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考察し、自分
の考えをまとめておいてください。

宮内

すべて可

作家作品研究
〈近現代〉

①谷崎潤一郎『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。
語っている人物が複数の場合、語り手の変化が女性主人公の見え方にど
う影響するかも考慮しましょう。
A『蘆刈』のお遊さまは、どのように語られているか。
B『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、語り手の変化に気をつけながら、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考
察し、自分の考えをまとめておいてください。

日本の伝統行事A

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）は例年の年中行事で
あるとともに、子どもの初節供では人生儀礼
（成長儀礼）
でもあります。節
供をとおして、人々が結ぶ家族・親類などの社会関係に注目してください。
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やテキストの持ち込
みはすべて可です。

久野

すべて可

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
業としての田植えとともに、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やテキストの持ち込みはすべ
て可です。

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。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

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。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7回
科

目

名

担当教員名 試験場への持込

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

名雪

指定六法

小林（秀）

指定六法

民法Ⅰ部
（総則）
刑法Ⅰ
（総論）A
刑法Ⅰ部
（総論）A
小坂

不可

大坂

指定六法

法律行為

出題範囲は、テキスト 第5章 代理 から 第7章
併せて、課題1および2も検討してみてください。
貸与六法あります。

時効

までです。

出題範囲は、テキスト 第5章 代理 から 第7章
併せて、課題1および2も検討してみてください。
貸与六法あります。

時効

までです。

不能犯における危険の判断基準

製造物責任について十分に勉強しておいてください。
製造物責任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部
（身分法）

出題範囲は、テキスト 第1章 総論 から 第4章
す。
併せて、課題1および2も検討してみてください。
貸与六法あります。

請負契約について十分に勉強しておいてください。

民法Ⅳ部
（債権各論）

民法Ⅴ部
（親族・相続）

統治機構（国会および内閣）からそれぞれ1問ずつ出題。

不能犯における危険の判断基準

民法Ⅳ
（債権各論）A
民法Ⅳ部
（債権各論）A

民法Ⅴ
（親族・相続）B
民法Ⅴ部
（親族・相続）B

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。

正当防衛の成立要件

刑法Ⅰ部
（総論）

民法Ⅳ
（債権各論）B
民法Ⅳ部
（債権各論）B

テキスト『日本民俗学』第三部四章
（p244〜p271）
を読み、民俗学が研
究対象とする「昔話」について理解してください。その観点から、日本の
昔話の意義を捉えてください。昔話を語ることを、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、本の昔話を覚えて語ったり読み聞
かせしたりすることの両方から、それぞれの意義を考えてみましょう。資
料の持ち込みはすべて可とします。

統治機構（国会および内閣）からそれぞれ1問ずつ出題。

民法Ⅰ
（総則）A
民法Ⅰ部
（総則）A

刑法Ⅰ
（総論）B
刑法Ⅰ部
（総論）B

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。

人権総論から1問出題。社会権から1問出題。

憲法

民法Ⅰ
（総則）B
民法Ⅰ部
（総則）B

重点的学習範囲

養親子関係（養子）に関する事例問題を出します。

中村（恵）

指定六法

法定相続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。
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までで

単位認定試験（筆記）第7回
第７回
（１月27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

殺人罪、同意殺人罪
武藤

指定六法

刑法Ⅱ部
（各論）

商法総則・商行為法

支配人の義務について
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に対応
課題1に対応

商法Ⅱ部
（会社法）

手形法・小切手法B

商行為の種類とその内容について
支配人の義務について

商法Ⅰ部
（総則・商行為）

会社法B

財産犯における「占有」概念
財産犯における「占有」概念

商法総則
商行為法

重点的学習範囲

課題1〜課題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〜課題2について十分に復習をしておくこと。
課題1〜課題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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単位認定試験
（筆記）第8回
第８回
（２月18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、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』150〜152ページをよく読んで、
「ス
ポーツとジェンダー」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8回
第８回
（２月18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

①『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。そうした民俗学的なものを作品に取り込んだ効果に
ついて、考えておきましょう。
②『春昼』
『春昼後刻』
『草迷宮』は、泉鏡花が一時期住んだ土地と深い関
わりを持っています。その土地とは、どこですか。また、作品にその土
地がどのように取り入れられているか、
『春昼』
『春昼後刻』
『草迷宮』の
どれかひとつでもよいし、すべてでもよいので、具体的に作品を取り上
げて説明してください。
『新編 泉鏡花集 第5巻』
（岩波書店、2004年）
巻末の解説や地図が参考になります。

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。そうした民俗学的なものを作品に取り込んだ効果に
ついて、考えておきましょう。
③『春昼』
『春昼後刻』
『草迷宮』は、泉鏡花が一時期住んだ土地と深い関
わりを持っています。その土地とは、どこですか。また、作品にその土
地がどのように取り入れられているか、
『春昼』
『春昼後刻』
『草迷宮』の
どれかひとつでもよいし、すべてでもよいので、具体的に作品を取り上
げて説明してください。
『新編 泉鏡花集 第5巻』
（岩波書店、2004年）
巻末の解説や地図が参考になります。

日本の伝統行事A

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、または集まりや宴会を行うことの意味を考え
ましょう。民俗学・年中行事の事典で調べましょう。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やテ
キストの持ち込みはすべて可です。

久野

すべて可

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、盆行事に迎え、送られる精霊
（ショウリョウ）
・先祖霊について
理解を深めて、霊魂に対する考え方
（霊魂観）
について考えましょう。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
前に調べたノートやテキストの持ち込みはすべて可です。

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。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

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。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8回
科

目

名

担当教員名 試験場への持込

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

名雪

指定六法

小林（秀）

指定六法

民法Ⅰ部
（総則）
刑法Ⅰ
（総論）A
刑法Ⅰ部
（総論）A
小坂

不可

大坂

指定六法

法律行為

出題範囲は、テキスト 第5章 代理 から 第7章
併せて、課題1および2も検討してみてください。
貸与六法あります。

時効

までです。

出題範囲は、テキスト 第5章 代理 から 第7章
併せて、課題1および2も検討してみてください。
貸与六法あります。

時効

までです。

共謀共同正犯

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。

民法Ⅴ
（親族・相続）A
民法Ⅴ部
（親族・相続）A

民法Ⅴ部
（身分法）

出題範囲は、テキスト 第1章 総論 から 第4章
す。
併せて、課題1および2も検討してみてください。
貸与六法あります。

委任契約について十分に勉強しておいてください。

民法Ⅳ部
（債権各論）

民法Ⅴ部
（親族・相続）

統治機構（国会および内閣）からそれぞれ1問ずつ出題。

共謀共同正犯

民法Ⅳ
（債権各論）A
民法Ⅳ部
（債権各論）A

民法Ⅴ
（親族・相続）B
民法Ⅴ部
（親族・相続）B

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。

緊急避難の法的性格

刑法Ⅰ部
（総論）

民法Ⅳ
（債権各論）B
民法Ⅳ部
（債権各論）B

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・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。

統治機構（国会および内閣）からそれぞれ1問ずつ出題。

民法Ⅰ
（総則）A
民法Ⅰ部
（総則）A

刑法Ⅰ
（総論）B
刑法Ⅰ部
（総論）B

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。民俗学事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。

人権総論から1問出題。精神的自由から1問出題。

憲法

民法Ⅰ
（総則）B
民法Ⅰ部
（総則）B

重点的学習範囲

親権に関する事例問題を出します。

中村（恵）

指定六法

（法定）相続人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。
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までで

単位認定試験（筆記）第8回
第８回
（２月18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

暴行罪、傷害罪
武藤

指定六法

刑法Ⅱ部
（各論）

商法総則・商行為法

商行為の代理について
遠藤（喜）

指定六法

会社法A

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1〜課題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〜課題2について十分に復習をしておくこと。
課題1〜課題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

会社の商行為について考える。
商行為の代理について

商法Ⅰ部
（総則・商行為）

会社法B

財産犯（窃盗罪）の保護法益
財産犯（窃盗罪）の保護法益

商法総則
商行為法

重点的学習範囲

すべて可

○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。
○『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・公民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。
○『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。
○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
案を考えなさい。特に授業内容に留意してください。教科書の第7章及
びリポート課題2が参考になります。
○教科書の第7章を参考にして学習しなさい。
○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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スクーリング

冬期1期スクーリング

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

2018年１月６日（土）
・７日（日）・８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
学年

スクーリング
コード

授業コード

コンピュータ・リテラシィ②注1） 2

全体部

上松恵理子 1〜4 5001304012 Y704012010

スポーツ健康科学講義

2

全体部

谷釜

尋徳 1〜4 5001306131 Y706131010

日本文学文化概説Ｂ①

2

全体部

河地

修 1〜2 5001315031 Y715031010

基礎ゼミナール④

2

全体部

基礎演習④

2

全体部

小椋

彩

日本語学演習Ⅱ③

2

全体部

日本語学演習Ⅲ③

2

全体部

木村

一

日本の美術Ｂ

2

全体部

日本美術文化史Ｂ

2

全体部

荒井

雄三

映像文化論Ａ

2

全体部

日本文学文化特講《近現代》Ａ② 2

全体部

岡田

秀則

情報資源組織演習Ｂ②注1）

1

全体部

深水

浩司 1〜4 5001419632 Y719632010

書道科指導法Ⅱ

2

全体部

津村

幸恵

教育方法研究（情報機器の活用を含む）②注1） 2

全体部

教育方法研究（情報機器の活用を含む）②注1） 2

全体部

教職実践演習
（中・高）
②注2）

全体部

2

長谷川勝久
下田

好行

1

5001316214 Y716214010

1

5001315014 Y715014010

3

5001315093 Y715093010

4

5001314133 Y714133010

1〜4 5001316671 Y716671010
1〜4 5001315441 Y715441010
1〜4 5001316681 Y716681010
3〜4 5001315322 Y715322010

3

5001309611 Y709611010

3

5001309312 Y709312010

3

500130931A Y709312020

4

5001309662 Y709662010

注1）PC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2）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

◇開 講 地

９：00〜17：50

授業時間

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

東洋大学

白山キャンパス

※教室は、受講者宛に１月３日
（水）
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12日（火）〜12月18日（月） 期日厳守

◇手続方法
ToyoNet-Gでスクーリング申請を行い、スクーリング受講票を出力してください。
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25日
（月）より出力可能です。
受講許可は、受講票の出力をもって有効となります。
３．入学年度のカリキュラムによって受講科目の名称が変わります。
受講申込においては、ToyoNet-G「履修登録確認表
（通信）」より履修登録科目を
確認のうえ、間違いのないように申し込んでください。
４．申込手続を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、余裕を持って申込手
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。
７．申込者が少ない場合は中止になることがあります。
８．学生食堂は営業していない場合がありますので、昼食は各自で用意してください。
◇会場案内図
東洋大学白山キャンパスの地図 P. 14を参照してください。
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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６日・７日・８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. 73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又は、TyoNet-Gに掲載しますので、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

「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時にはご注意ください─
以前からも絶対に行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）行為を行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。実際に行っている方は、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基準があり、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基準
（『東洋通信』2017年10月号
P. 61〜62）
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。
そのような行為を行っているとしたら、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. 39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
に対する取扱基準
（
『東洋通信』2017年10月号P. 61〜62参照）に則り懲戒処分されます。
なお、評価確定後でも剽窃が発覚した場合は、評価を取り消すこともあります。
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. 39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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2018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】
2018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、2018年３月卒業予定者、2018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
2018年１月15日（月）
16：45必着分まで

スクーリング

2018年１月６日（土）〜
2018年１月８日（月・祝）
【冬期１期受講分まで】

メディア授業

2017年12月15日（金）〜
2018年１月８日（月・祝）
【第４回受講分まで】

単位認定試験（筆記）受験

2018年２月18日（日）
【第８回受験分まで】

単位認定試験（論文）提出

2018年２月13日（火）
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

2018年１月16日（火）〜３月31日（土）

（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

2018年２月14日（水）〜３月31日（土）

○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. 41「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：2018年１月15日（月）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 . 33「2018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. 52「2017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■
2018年度の「在籍手続」
（４月２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、2018年４月以降は2018年度「シラバス」のリポート課題での学習となります。
2018年度「シラバス」は３月よりToyoNet-Gで公開予定です。
2018年１月15日（月）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２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■
2018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、2018年１月16日（火）以降のリポート申請・提出はできません。
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
履歴は無効となります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■
2018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、2018年４月以降
は2018年度「シラバス」のリポート課題での学習となります。
2018年度「シラバス」は３月よりToyoNet-Gで公開予定です。
2018年１月15日（月）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。
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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。
（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. 39を参照）
。
№
1

添付内容等
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

4 参考文献用紙

・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）
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）
5 添削指導用紙
・年齢、職業の記入欄あり、必ず記入する
こと
6

その他

添付しない（※①）

添付しない（※⑤）

・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）

※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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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。

2018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、2017年12月８日（金）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2018年１月９日（火）〜１月19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、2018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、2018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2018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・再掲】
下記科目は、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、代替の図書が指定されています。配本受領の際に確認してください。
今年度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。
また、継続履修の方で紛失等の理由により、所有していないなどの場合にはあらためて最
新版を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もできます。
なお、以前に配本されたテキストもリポート課題を解答する場合に使用することもできま
すが、ページ数、レイアウト等が異なることもありますので、ご注意ください。
※ブックサービス：詳細は補助教材『東洋通信』10月号のP. 57「■テキスト配本の外部
委託について（後期生対象）」を参照してください。
2017年度テキスト変更一覧
科目名

担当教員名

現行テキスト

新テキスト

出版文化事情Ａ

堀

ひかり

『書物の近代』紅野謙介

『物語 岩波書店百年史２「教育」の
時代』 佐藤卓己著 岩波書店

出版文化事情Ｂ

堀

ひかり

『書物の近代』紅野謙介

『物語 岩波書店百年史２「教育」の
時代』 佐藤卓己著 岩波書店

映像文化論Ａ

岡田

秀則

『1秒24コマの美』古賀重樹

『日本映画史110年』
四方田犬彦 集英社新書

図書館情報技術論

杉江

典子

『図書館情報技術論』齋藤ひ 『ライブラリー図書館情報学３ 図書
とみ他
館情報技術論』日高昇治著 学文社

教育課程総論

御手洗明佳

『学習指導要領は国民形成の
設計書─その能力観と人間
像の歴史的変遷』
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①『実践に活かす教育課程論・教育
方法論』
（改訂版） 樋口直宏／林 尚
示／牛尾直行編著 学事出版
②教職シリーズ『教育内容・方法』根
津朋実／吉江森男編著 培風館

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、2017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
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 FAX 03−3945−
7584）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

月

14：00〜15：00

菅原

火

11：00〜12：00

始澤

真純

水

15：30〜16：30

徐

ジョ

ズイセイ

木

─

文学部

金

11：00〜12：00

尾崎 利恵子

土

担当TA氏名

11：00〜12：00

スガワラ

シ ザワ

オ ザキ

スズ キ

鈴木

マ イ

麻衣
マ スミ

瑞静

リ エ

担当学部・分野
文学部

古典文学文化科目 近現代文学文化科目 基盤教育科目

法学部

法律専門科目 基盤教育科目

法学部

法律専門科目

教職科目

基盤教育科目

相談がある場合は、事前に問い合わせてください
コ

タカユキ

崇之

文学部 図書館司書科目 教職科目
法学部

法律専門科目

基盤教育科目

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

事務取扱時間について 【再掲】
窓口・電話
午

前

月〜金

９：30〜12：45

土

９：30〜12：45

午

後

14：00〜16：45

＊上記事務取扱時間以外は、取扱いしません。
＊日曜・祝日・大学の休業日等は、通信教育課も休業します
（年末・年始の休業はP. 42参照）。
＊日曜・祝日のスクーリング、単位認定試験
（筆記）
実施日の窓口事務取扱はありません。
＊上記事務取扱日・取扱時間を変更する場合は、通信教育部ホームページ・ToyoNet-G等で
お知らせします。
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2018年度以降の『東洋通信』について【再掲】
2018年度以降の『東洋通信』は、学習に関する留意点や事務手続きについての内容のみ
となり、Web
（東洋大学通信教育部ホームページhttp：//www.toyo.ac.jp/site/tsukyo/）
でお知らせする形式に変更いたします（冊子での作成・配付は行いません）。

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・３号館・５号館・６号館で行います。1号館・３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。

証明書申請の定額小為替について 【再掲】
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、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。
2017年12月26日（火）〜12月27日（水）終日利用停止
○停止するサービス
・ToyoNet-G
・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

2017年12月26日（火）〜2018年１月４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19日（火） 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（金） 到着分まで
その他、返信の必要なものは、余裕をもって申請手続をしてください。内容によっては、
年明けの返信・回答となる場合がありますので、注意してください。
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５日（金）以降となります。

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、2017年12月26日
（火）
～2018年１月４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）を除き、事務室休業日も利用可能です。
◇事務室休業期間中
（2017年12月26日
（火）
〜201８年１月４日
（木））
に到着した単位認定
試験
（論文）
について
2018年１月５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2018年２月13日

（火）
については16：45必着ですので、ご注意くだ
さい。P. 33参照）
【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５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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2017年9月期卒業生卒業論文題目一覧
2017年９月16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13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

『翁』の研究

指導・審査教員
原田

香織

日本文化における間

中山

尚夫

江戸時代女性の知恵

中山

尚夫

松尾芭蕉研究

谷地

快一

夏目漱石論

野呂

芳信

大野

寿子

菊地

義裕

山中

悠希

石田

仁志

原田

香織

夏目漱石の教師像『坊ちゃん』と『こころ』比較研究

山崎

甲一

中島敦研究 『山月記』の学校教育における価値と魅力について

山崎

甲一

夏目漱石論

山崎

甲一

絵本研究

―『草枕』における漱石の思考―
―20世紀初頭のギフトブックに見る挿絵の芸術的価値

みやびの源流
『枕草子』の研究
尾崎翠論
『宇治拾遺物語』の人物描写

法学部

―編者の価値観、笑いを中心に―

―『こころ』の倫理観

法律学科
卒業論文題目

指導・審査教員

自動車事故の厳罰化について

武藤

眞朗

成年後見制度と死後事務について

太矢

一彦
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東洋伝統文化
（TDB）
プロジェクト「落語」のご案内
伝統の話芸を本学出身の噺家さんに演じていただきます。
１．日

時

2017年12月9日（土）
14時45分開演（14時15分開場、16時15分終演予定）

２．会

場

東洋大学

白山キャンパス5号館

Ｂ2Ｆ

３．出

演

林家

時蔵（昭和47年３月文学部卒業）

柳家

寿伴（平成18年３月社会学部卒業）

井上円了ホール

林家あんこ（平成22年３月文学部卒業）
４．演

題 「饅頭こわい」…寿伴

落語

「猫と金魚」……あんこ
「新聞記事」……時蔵
「悋気の独楽」…あんこ
「居酒屋」………時蔵

RAKUGO , the traditional
Japanese art of storytelling,
is peformed by a storyteller
who is graduate of
Toyo University.
Toyo University
Traditional culture Project

日時

昭和 47 年 3 月
東洋大学文学部卒業

時蔵

平成 18 年 3 月
東洋大学社会学部卒業

柳家

寿伴

Yanagiya Juban

はなしか

伝統の話芸を本学出身の噺家さんに
演じていただきます︒ 東洋伝統文化︵ＴＤＢ︶プロジェクト

林家

Hayashiya Tokizou

平成 29 年

RAKUGO

平成 22 年 3 月
東洋大学文学部卒業

林家 あんこ

Hayashiya Anko

12 月 9 日（土）
14 時 45 分開演

（14 時 15 分開場、16 時 15 分終演予定）

Date & Time：

Saturday,9th December 2017,
2:45 p.m.-(around 4:15 p.m.)

会場
東洋大学 白山キャンパス
5 号館 Ｂ2Ｆ 井上円了ホール
Place:

INOUE ENRYO Hall , BF2,Building 5,
Hakusan Campus, Toyo University

演題
✿「饅 頭 こ わ い」 … 寿 伴
Manjuu Kowai / Juban

✿「猫 と 金 魚」 …あんこ
Neko to Kingyo / Anko

✿「新 聞 記 事」 … 時 蔵
Shinbun Kiji

/ Tokizou

✿「悋 気 の 独 楽」 …あんこ
Rinki no Koma / Anko

✿「 居

酒

Izakaya

屋」 … 時 蔵

/ Tokizou

主催：東洋大学文学部

Toyo University The Faculty of Letters

＊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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トピックス
大学院文学研究科
《日本文学文化専攻》
学内推薦について
本学は、13学部を擁する総合大学にふさわしく、13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、教授と院生とが一体となって実践してい
ます。平成30年４月入学にかかわる２月入試の学内推薦の概要を以下に案内します。
大学院

※通学制
日本文学文化専攻（博士前期課程）

野

究

学位取得

研
指
導

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
中古文学文化
中世文学文化
近世文学文化
近現代文学文化
日本語学（古典語）
日本語学（現代語）

学位論文

文学部

分

文学研究科

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

学内推薦概要（詳細は掲示等でご確認ください）
成績基準：在学生…平成25年度以前入学生：評定平均4.5以上
平成26年度以降入学生：GPA3.30以上
※平成26年度１年次入学生・平成27年度２年次入学生・
平成28年度３年次入学生

卒業生…平成25年度以前入学生：評定平均4.5以上・卒業論文の評
価Ｓ又はＡ
成績等確認期間
＊G PA導入に伴い、平成26年度以降入学の在学生は、成績等確認期間が不
要となります。ご自身で、出願基準をクリアしているか確認し、入試要項
をToyoNet-Gからダウンロードしてください。
＊卒業生および平成25年度以前入学の在学生は以下の期間に成績等確認を行
います。
平成29年12月４日
（月）～12月18日
（月）
の窓口時間内
出願期間：平成30年１月５日
（金）～１月11日
（木）
入 試 日：平成30年２月17日
（土）
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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通信教育部長祝辞

「時は移り、世は変われど」
通信教育部長

清水

宏

卒業生の皆様、この度はご卒業誠におめでとうございます。
それぞれ入学年度は異なれども、また、これまでの学業の経過や内容は異なれども、今日
という日を迎えることができましたことを心よりお喜び申し上げます。
私事で恐縮ですが、今年度から赤羽台キャンパスに新設された情報連携学部において、
「情
報と法」という講座を担当し、ビッグ・データ・ビジネス、電子商取引、インターネットに
関する法と裁判などを教えています。
ところで、良いことか悪いことかは別として、日本では一般に法律の改正に時間がかかる
傾向があるため、よくある話として、法学部の授業では、10年以上同じ講義ノートを使って
いるのではないか等という批判もないではありません（もちろん、基本となる法律自体は変わ
らなくとも、毎年新たな裁判所の判決がなされるため、毎年同じ講義内容ということは事実
上不可能ですが）
。
しかし、この「情報と法」という分野では、おそらく来年になれば、今年の講義ノートの
半分くらいは使い物にならないのではと思われるくらい、技術革新、未知の問題の発生、法
理の発展が著しい分野であると感じております。そのため、講義で知識を提供することの意
義についても考えさせられるところがあります。
もっとも、授業で教員が提供するのは単なる知識に限られません。知識は、ある意味、学
びに対するとっかかりに過ぎないものであり、皆さんに最も学んでほしいのは、それをどの
ように用いて自らの人生を豊かなものとするかということです。そして、そのために何をど
う考えるかということです。こうした学問の根本にある考え方は、時は移り、世が変われど
も、大きく変わるものではありません。たとえ授業でとっかかりとして学んだ知識は陳腐化
しても、その根底にある思考力は輝きを失わないのです。こうしたことこそが、学祖井上円
了先生の仰られた哲学教育であると思います。
卒業後は、授業を通じて新しい知識を得る機会はなくなりますが、社会から新たに獲得す
る知識を、授業で獲得した思考力を用いて、自らと社会のために役立ててください。東洋大
学で学んだことは、まさに社会に出てから役に立つのだということ世に知らしめてください。
そして、そのことを通じて東洋大学の名をさらに高めてください。皆さんにはそれができる
ものと確信し、大いに期待しています。
以上、皆様のご卒業に際しての私からのはなむけの言葉とさせていただきます。
2017年９月16日
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学生代表謝辞
通信教育課程法学部卒業生代表

島

野

洋

一

本日の卒業にあたり、通信教育課程、文学部13名、法学部２名、計15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、誠に有難うございます。また、ご多忙
の中、大学関係者皆様のご出席を賜り、卒業生一同、心より厚く御礼申し上げます。
爽やかな秋空が広がるこのよき日に、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あります。そして、この日を迎えることができましたのも、偏に
ご指導やご助力を下さった先生方をはじめ、事務局の皆様のおかげと感謝しております。
私たちは、入学の動機も学習目的も異なり、年齢も職業も様々でありますが、この東洋大
学通信教育課程で学び、成し遂げることを目標にして励んでまいりました。
入学当初は久しぶりの学生生活ということで、若い頃のように期待に胸を弾ませておりま
したが、初めてのリポートは書き方もわからず、期待から不安に変わり、試行錯誤の日々が
続きましたが、スクーリングに参加して同じ目標や悩みを持った学友との出会いと情報交換
は、後に続く学習の大きな励みになりました。また、多くの学生は仕事などの日程を調節し、
スクーリングへ参加いたしました。先生方から直接ご指導を受けることができるスクーリン
グは、先生方の人間味のある個性も知ることができ、また学習することの喜びと意欲を頂け
るものでありました。学習方法や取り組み方を含め、熱心にご指導いただいた先生方には大
変感謝しております。
通信教育では受け身の学習ではなく、自ら積極的に学ぶ姿勢が必ず必要であります。学習
していく中で、継続することの重要さ、そして学習意欲を維持する難しさを痛感いたしまし
た。そのような状況でも、孤独感を和らげてくれたのは、スクーリングなどで知り合えた多
くの学友や、相談することのできる先生方や事務局の方々がいたからこそ学習途中で挫折す
ることなく、継続して学習に取り組むことができました。それは決して一人ではなく、様々
な人達に支えられてきたという実感とともに充実感を得るものでありました。
私達の卒業する東洋大学は、素晴らしい図書館や美味しいカフェテリアも備えた学校であ
り、学業ばかりでなくトップアスリートも在籍している学校であり、テレビや新聞等で私た
ちの東洋大学や学生たちが取り上げられているときには、とても誇らしい気持ちになりまし
た。また、
「余資なく優暇なき者」へ開かれた学習機会を提供していただけたこの大学は、通
信教育だからと制限されたこともほとんどなく、全日制の学生と変わりなく国際的に活躍で
きる人材育成の支援や指導を与えていただけたことにも、感謝しております。
私は５年前の平成24年４月、東洋大学に入学いたしました。５年半という長い時間を経
て、本日卒業できることは言葉にならないほどの感動であります。
私が本日の卒業を迎えることができたのは、共に困難を乗り越えてきた、かけがえのない
学友と素晴らしい先生方に出会うことができたためだと思っております。また、学習するこ
とを応援してくれた家族の協力があったからこそ成し遂げられたものであります。
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本日の卒業を迎え、東洋大学での学業は一区切りいたします。しかし、人生は生涯学習で
あり、学習することを止めることはありません。卒業後は、それぞれの道を歩んでいきます
が、この東洋大学で学ぶことができたことを誇りに思い、これからの新しい生活に生かして
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、大学生活を支えてくださっ
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。
2017年９月16日
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（順不同
卒業生のことば（2017年９月期卒業）

敬称略）

※卒業生14名がメッセージを寄せてくださいました。
大学の集大成である卒業論文が完成した時は、達成感で今までの
苦労が吹き飛んでしまいました。そして、そこに到達する過程が大

西

井

由美子

切だということも実感致しました。
通信教育での勉強は自分との戦いでありました。友人の励ましや
家族の支えが励みとなり、やっと卒業にたどり着くことができまし
た。在学生の皆様も強い信念をもって頑張ってください。

軽い気持ちで大学へ編入しましたが、卒業までの８年間の道のり
はとても厳しいものでした。私は海外在住のため、文献集めやスク
ーリングなど不可能に思われることが沢山あり、丸３年勉強を放置
した時もありました。なのでこうして卒業できたのが夢のようです。
丁寧に学習指導をしてくださった先生方、辛いときに痛みを分かち
合った学友、そして全面的に私を支えてくれた家族に感謝いたしま
す。ありがとうございました。

五十嵐

朋

子

人生の３分の２を越えた時期に私は東洋大学の通信教育に出合う。
その後の20年間は充実した学習の場を手にする事が出来た。
仕事、家事の他にもう一筋の場の設定はかけがえのないものとな
った。
京都、奈良、吉野、北海道、新潟、郡山等の地方スクーリングの
学習は厚味のある体験であり、深い思い出を残す事が出来た。
この学習の場と時間の存在は人生の色どりと豊かさを伴って今後

大

箭

富美子

に続く事を感謝する。
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大学卒業と図書館司書資格取得を目的に入学してから８年半の月
日が経ちました。その間の子育てや仕事、そして、勉強の両立は常
に自己との闘争でしたが、ようやく、目標を達成して卒業にたどり
着くことが出来ました。最後に、卒論をご指導して下さった野呂芳

小

泉

幸

子

信先生をはじめ、各教科の先生方、事務局の皆様、これまで共に励
まし合ってきた学友の皆様に心より感謝申し上げます。

長い間、身に付けた学生証をついにお返しする日がきました。
先ずは御指導下さいました谷地快一先生をはじめとする諸先生方、
通信教育部の方々、TAの方、沢山の励ましをくれた学友に心より御
礼を申し上げます。ふり返れば、もっと勇気を持って学んでよかっ
たのだと、つくづく勿体ないことをしたと思っています。
今、ゴールを目指して駆け抜ける皆様には力いっぱいのエールを
送ります。再会まで。

鈴

木

松

江

私は３年に編入し、５年間で卒業することができました。スクー
リングは、様々な年代の方達と出会え刺激をもらい楽しいものでし
た。しかしリポートや論文には苦心しました。これは頭の格闘技で
はと思ったほどです。特に卒業論文は孤独な戦いの日々でした。そ
んなことも今では大切な思い出となりました。在校生の皆さん、あ

山

崎

ゆ

き

きらめずに目標を達成してください。
ご指導賜りました諸先生、感謝しています。

日本文化の知識を深めたいとの思いで入学。何より勉学を優先し、
自分なりの力を尽くすことを心掛けました。足掛け５年の通年スク
ーリングでは、授業での疑問点を解決するために毎回図書館へ─そ
こは先人の知慧の宝庫─どこよりも興味深い場所となりました。そ
の後の手術と体調不良で卒論を断念。次の年も担当教授の菊地先生
は快く引き受けて下さり、四苦八苦で目標の35頁を完成。無事卒業
を迎えられ、心より感謝申し上げます。

能登谷

良

枝
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祝・2017年9月期卒業
仕事と家庭を両立しながらの勉強は大変でしたが、知識を得るこ
とによって、自分の興味が広がることの面白さ、自分の考えを文章

木

原

明

美

にすることの楽しさを知ることができました。今日、ようやく卒業
を迎えることができましたが、これも丁寧かつ熱心にご指導いただ
きました先生方、そして、共に学んだ学友の皆様の存在があってこ
そだと思っています。お世話になりました皆様、心より感謝申し上
げます。ありがとうございました。

2012年４月に入学して卒業まで５年半かかりました。この間、
各科目を担当された先生方から多大なる御教授をいただき感謝申し
上げます。特に卒業論文を担当してくださった原田先生からは懇切
丁寧な御指導をいただき重ねて御礼申し上げます。大学の学習では
「学問」
、学んで問うとは何かを知ることができました。今後の人生
においても常に学ぶことを忘れずに、問題意識をもって臨む所存で
す。大変お世話になりました。

小

沢

定

信

はじめに、卒業論文をご指導頂きました山崎先生をはじめ、講義
等でお世話になりました諸先生方、事務室の皆様に感謝申し上げま

鈴

木

清

美

す。再入学後の５年間は、自分の学習に対する姿勢が手抜きするこ
となくあり続けるかを見つめ続けた日々でした。そして、気付くと
150単位修得となっていました。今後は、学習で得た知識や資格を
活かし社会貢献出来るよう頑張りたいと考えております。最後に、
皆様の卒業を心より願っています。

10年かかりました。今年卒寿を迎えた母に何よりの親孝行が間に
合いました。人生半世紀を過ぎ、複雑多様化する世界を見る指針の
ようなものが欲しくて法学部に入学しました。学問はもちろん、年
代の異なる多才な学友の方々からどれ程学ぶことが多かったことで
しょう。家庭の事情で卒論を一度取り下げた私を、２年間に渡って
温かくご指導くださった武藤教授をはじめ諸先生、事務局の皆様に
心より深く御礼申し上げます。
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祝・2017年9月期卒業
私が東洋大学に入学したのは、1972年です。卒業までの年月は、
中退帰郷、通信編入学、休学、中退、再入学、そして卒業と文字通
り紆余曲折の年月でした。この45年を経ての卒業は、さまざまな
方々のご支援のおかげだと思います。卒業論文をご指導いただいた
山崎甲一先生をはじめ、通信教育課の皆様には心より感謝申し上げ
ます。
最後に、在学生の皆さんの卒業を心より祈っています。がんばっ

冨

てください。

𠮷

弘

道

東洋大学は、
「余資なく優暇なき者」への開かれた学習の機会を提
供してくれる数少ない大学です。私は、大学が提供してくれるTOEFL

島

野

洋

一

対策、英語小論文や簿記などのクラスや、キャンパスメンバーズを
利用しての美術館見学や企業調査や判例DBも無料または格安で利
用させて頂き、とても有意義な学習生活でした。
ご指導頂きました先生方と事務局の皆様、本当にありがとうござ
いました。

人間は、悲しいことに生まれながらに平等ではありません。しか
し、変化をするためには不安や苦痛を伴いながらも、勇気と実行が
必要であることを学びました。そして、卒業論文において力不足の
私をご指導くださった山崎甲一先生をはじめ、各科目の諸先生方、
事務局の皆様には心より感謝を申し上げます。誠にありがとうござ
いました。４年という時を充実した時間にしていただきました。

佐
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祝・2017年9月期卒業

ご卒業おめでとうございます
2017年９月16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13名、法学部２名が晴れて卒業となりました。

卒業生と教員
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卒業論文を書こう～スタート地点に立つ～
（文学部編）
皆さま、こんにちは。文学部ＴＡの菅原と申します。
後期が始まって２ヶ月が経ちました。リポートやスクーリング等の学習は順調でしょうか。
正科生は卒業に向け、遅かれ早かれ卒業論文に取り掛からなくてはいけません。
入学したばかりだからまだ早い、単位を修得するのに忙しいから卒業論文のことはまだ考
えられない、題目を提出する時期が近づいてからでも十分間に合うだろう、といった意見も
あるかもしれませんが、卒業論文については早い段階から考えることをオススメします。
１．卒業論文のスタートとゴール
何故、早い段階から考えた方がいいのでしょうか。それは、スタートとゴールを自身で設
定しなくてはいけないからです。
リポートの場合を考えてみましょう。リポートは教員から課題が与えられています。あな
たはその課題を見た段階でスタート地点に立っているのです。そしてその課題を解答するこ
とがゴールにたどり着くということになります。リポートの課題によっては道が険しかった
り、ゴールがぼやけていたりすることもあります。しかし方向は分かっているので、進むべ
き方向へ進めばよいのです。万が一、道から逸れていたり、躓いてしまったりしても、教員
の指導
（添削）
によって正しい方向に修正され、進み続けることで、ゴールにたどり着くこと
ができます。
それでは、卒業論文はどうでしょうか。卒業論文のスタートはどこですか、ゴールはどこ
ですか。全員に共通した課題を与えられるリポートと違い、卒業論文のスタートとゴールは
人それぞれ違っていて明確ではありません。そしてそのスタートとゴールは教員から与えら
れるものでもありません。教員の助けによってスタートとゴールはどこかを考えることはで
きますが、決定するのは自分自身です。
そもそも卒業論文のスタートとゴールとは何でしょうか。卒業論文に取り組もうとしたと
き、最初に考えるのはタイトル（題目）やテーマ（中心とする問題）のことかと思います。タイ
トルはテーマに沿ったものを付けるので、テーマを設定する
（テーマは途中で変わることがあ
りますので、最初は仮のテーマでかまいません。）ということがスタート地点を設定するとい
うことになるでしょう。そして、ゴールはテーマを解決するということになるかと思います。
卒業論文の提出がゴールという考え方も出来ますが、今回のお話ではテーマを解決するまで
をゴールとしておきます。
テーマの設定をスタート、テーマの解決をゴールとするなら、決定したあとはそれに合っ
た研究・調査をしていけば、滞りなく進むと思ったらそう上手くいきません。スタートして
からゴールにたどり着くまで、何の困難にも当たらないことなどあるでしょうか。おそらく、
石ころ一つない舗装されたばかりの道路を進めるのは一握りの方だけでしょう。障害物によ
って進んだ道が行き止まりであったり、考えていたよりも時間がかかったりして、ゴール地
55

TAのしおり
点を変更する可能性もあります。このように予測できない事態に遭遇したとき、挽回する時
間を確保するためにも、早い段階から卒業論文について考えることをオススメするのです。
それでは、あなたのスタート地点を探してみましょう。
２．仮のスタート地点を設定（仮のテーマを決定）する
すでに明確なテーマが決定している方は研究・調査を進め、ゴールまでのプランを考えて
ください。また、明確ではないが書きたいものの方向性
（卒業論文で取り上げたい作品がある
など）
が決まっている方は、先行文献・先行研究を読んだり教員や先輩・友人に相談したりし
てテーマを明確にしてください。
卒業論文について考え始めたばかりで方向性も何も決まっていないという方は、まず卒業
論文で取り扱う作品・人物、あるいは日本語の言葉などを狭めていく必要があるかと思いま
す。今までの学習や人生で関わってきた作品などを思い浮かべてください。
では、思い浮かべたなかで一番興味がひかれるものは何ですか。
このように訊かれたときに、すぐに答えられる作品などがある場合はそれに関わるテーマ
を設定するのがよいでしょう。しかし興味の対象が複数あって、絞り切れない場合や全く興
味の対象が思い浮かばないこともあるかと思います。
興味の対象が複数あるという方は、色々なことに興味が持てるのはすばらしいことですが、
卒業論文では複数の作品の関連性が薄い場合
（例えば松尾芭蕉の『おくのほそ道』と現代語の
敬語に興味を持っているといった場合）
は設定すべきテーマが異なりますし、興味があるもの
全てを取り入れたテーマを設定するというのは難しいので、辛い決断をさせますが対象を絞
らなくてはいけません。題目の提出期限まで時間に余裕があれば複数のテーマを設定し、同
時並行で進めていって書きやすいものに絞っていくのも手かもしれませんが、先ほども書き
ましたように予測できない事態に遭遇したとき、大幅に時間をロスする可能性もありますの
で、出来る限り早い段階で卒業論文の対象を絞っていった方がよいでしょう。
全く興味の対象が思い浮かばなかったという方は、全く興味がなく縁もゆかりもないもの
を適当に選ぶのは止めてください。卒業論文は長い時間をかけて準備・作成し、完成させる
ものです。そのため、興味を持てるもの、研究・調査して少しでも面白いと思えるものでな
いと途中でやる気が削がれてしまいます。出来る限り様々な作品
（受講している科目で取り扱
う作品以外も含め）
に触れて興味があるものを探していきましょう。作品・作家などは、膨大
な数がありますので、時間がなく、多くの作品に触れることができない場合は、まずは自分
に縁がある作品から触れていくのはどうでしょうか。例えば、自分の出身地が出てくる作品
やゆかりのある作家、言葉など自身と共通点があるものは親近感が湧きますので、そのよう
なものを選んでもよいでしょう。また、どうしても一人で思い浮かばない方は誰かに相談し
てください。一人で何時間も考え込んで見つけ出せないものでも、誰かと話をすることです
んなり答えが見つけ出せるということもあるかもしれません。
さて、卒業論文で取り扱う作品などを絞れたら今度は仮のテーマを設定してください。分
野によってテーマの設定の仕方が異なりますので、まずは自身が取り扱う作品などの先行研
究を眺めて、どのようなテーマが設定されているのか、まだ残っている問題点は何かなどを
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整理してください。そして、先行研究で解明されていないことで、自身が疑問に思うことを
仮のテーマとして設定してみましょう。
これでようやく仮ではありますが、スタート地点に立つことができました。まだ仮と言う
のは、このスタート地点は自身で進めていく研究や調査、あるいは指導教員からのアドバイ
スによって若干位置を変更することがあるからです。しかし、位置を変更したからといって
取り扱う作品すら全く異なる、遠く離れたスタート地点を再設定することはまず少ないかと
思います。
（陸上競技場のトラックのレーンを変更するようなものだと考えてください。レー
ンによっては障害物が置いてあるかもしれませんが、走る方向は分かりましたね。）
そのため、
仮のスタート地点からゴールを目指してやってきた研究や調査は無駄にはならず経験となり、
新しく設定したスタート地点からゴールにたどり着くまでの助けとなるはずです。
繰り返しますが、卒業論文を書くためにはまず、自分でスタート（テーマを設定する）とゴ
ール
（テーマを解決する）を決めなくてはいけません。スタートは仮でかまいませんし、ゴー
ルもスタートの位置が変われば、それに伴い変更されます。大事なのは仮のスタート地点で
も位置につき、ゴールまでの方向を知ることです。
《参考文献》
斎藤清衛他編『国語・国文レポートと卒業論文の方法』再版
有精堂編集部編『日本古典文学

右文書院

卒論・レポートを〈書く〉』 有精堂出版

1966年
1986年

論文・レポート作成必携編集委員会編『近代文学現代文学論文・レポート作成必携』
（『別冊國
文學』改装版） 學燈社

1998年

※上記の参考文献は、本学図書館に所蔵しております。本学図書館には、上記以外にも卒業
論文に関する文献が様々所蔵されておりますので、参考にしてみてください。
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随 筆
寝台特急「サンライズエクスプレス」
トラベルダイアリー

中国・四国エリアと首都圏とを結ぶ寝台特急「サンライズ出雲・瀬戸」は、
「北斗星」
、
「カ

シオペア」
、
「トワイライトエクスプレス」といった昭和・平成を駆け抜けた寝台列車が廃止

され、
「ななつ星」や「四季島」のような高価で豪華なクルーズトレインが注目を集める二〇

一七年において、お手頃価格な唯一の寝台列車といっても過言ではない。行き先の一つが縁

結びの神様のお膝元であるからか、若い女性に大変人気があり、下りの「サンライズ出雲」

と「サンライズ瀬戸」が分岐する岡山駅では、鉄道ファンでなくとも、その珍しい分離作業
をシャッター音と共に見守りたくなるだろう。

九月二九日プレミアムフライデーの東京駅。二一時三〇分発の湘南ライナー小田原行きを

見送った九番一〇番ホームは、東海道線で帰路につくほろ酔い気分のサラリーマンと、間も

なく入線する寝台列車を待ち構える撮り鉄、旅鉄、乗り鉄で溢れていた。先頭車両停車位置

をＪＲクルーに尋ねた後、礼儀正しい撮り鉄達と共にカメラを構える九番ホームへと「サン
サンライズ

ライズエクスプレス」が入線してきた。クリーム色のボディに赤いライン、そしてヘッドの

─2─

金色文字が、まさに朝焼けの温かみを感じさせる（図１）。なんとなく女性的ともいえる、丸

みを帯びた優美な被写体を十分堪能した後、先頭車両を撮影しようと集まってくる乗客達の

流れに逆らいながら、自身の予約した個室
（車両）
へと向かった。目的は広島出張。その途中
の岡山まで、これから寝ながら旅をするのだ。

一九九八年に運行を開始した「サンライズエクスプレス」は、
「サンライズ瀬戸」（一─七号

車）
と「サンライズ出雲」（八─一四号車）
とで編成内容がまったく等しい、まるで双子が連れ

立っているかのような一四両編成の寝台列車である（図 ）
。東京と出雲市とを結ぶ「サンラ

用意されている。住宅メーカーのミサワホームとの共同開発による内装が、どの個室にも木

横になれる普通車指定席扱いの「ノビノビ座席」と、多彩なくつろぎスペースがランク別に

用Ｂ個室「サンライズツイン」
、
「シングルツイン」
、一人用Ｂ個室「シングル」や「ソロ」、

個室に洗面台やテーブル＆椅子を備えた最上ルームである。さらに、天井高めの二人
（一人）

間四二分）
で走破する。全車両二階建てを基本とし、一人用Ａ個室「シングルデラックス」が、

ライズ瀬戸」は、東京─琴平間の全八四八・三㎞を一〇時間五二分
（上りは高松─東京間九時

イズ出雲」は、全九五三・六㎞を一一時間五八分
（上りは一二時間一三分）
で駆け抜け、
「サン

2

子
寿
野
大

の温もりを感じさせるようだ。プライバシーと快適な睡眠の追及をテーマに、振動を軽減す

けられない構造となっている。それでも、車両真ん中をつらぬく廊下の左右に居並ぶ「ソロ」

るさまざまな工夫が施され、
「ノビノビ座席」以外の個室ベッドはすべて、振動の少ない線路

は、天上低めの二層構造
（上段下段）
となっている。その一四番上段個室は、スライド式の扉

朝六時を過ぎた頃には車内放送が再開され、岡山駅での双子列車の分離準備のため、七号

着する五時半頃にちょうど目覚め、身支度を始めた。

のこの駅は、人の乗降のない運行停車駅となっていたようだ。そして再び寝入り、姫路に到

か寝入ってしまったようで、目を覚ましたところは尾張一宮。名古屋から岐阜に向かう途中

を購入して「カプセル」へと戻り、車窓の夜景を肴にささやかな酒盛りをした。いつの間に

車した私は、このラウンジに併設されたソフトドリンク用自動販売機でミネラルウォーター

も椅子もすべて窓向きに固定されている（図５）。赤ワインにサラダとチーズを買い込んで乗

ロ」の居並ぶ一〇号車の奥にはラウンジが設けられており、車窓を楽しむために、テーブル

夜遅くまでにぎわう東京駅のエキチカで、 夜食や寝酒を買って乗ればよい。 ところで、「ソ

売店も車内販売もなく、楽しくくつろぎ眠りながら移動するだけの列車。飲食したければ、

にはもう、Ｂ寝台用シャワーカード完売とのアナウンスが流れた。

除けば、寝ながら移動するには十分なプライベートスペースである。横浜駅を発車するとき

のようなしつらえだ。奥行のない階段が、ヒールの高い靴では少々登りづらいという難点を

型キャリーケースがようやく収納できるスぺースとハンガーが一つ。まるでカプセルホテル

面ガラスが使用されており、車窓からの広い眺望が楽しめるようになっている。奥には、小

の上に、幅七〇センチ程のベッドが線路方向に配置されている
（図４）
。側面窓には大型の曲

の先に、大人一人がようやく通れる、幅三〇センチ程の階段が三段しつらえられ（図３）
、そ

個室である。実は、この一〇号車と三号車だけが機械を積んだ電動車であるため、階下が設

「サンライズ出雲」一〇号車Ｂ寝台個室一四番「ソロ」。
「ノビノビ座席」の次にお手頃価格な

定刻通り二二時に東京駅を出発。岡山に到着する六時二七分までお世話になる我が個室は、

方向
（線路に並行）
を向いているのである。

東京駅入線時の先頭車両

車と八号車の間の行き来ができなくなることが伝えられた。定刻通り六時二七分に岡山で下
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図1
方向幕
図2
図3 「ソロ」
（上段）
の室内階段

車した私は、分離作業が行われる場所へと急いだ。大人も子供も男性も女性も、カメラを構

えて分離作業を見守っている。通行可能だった蛇腹式の通路が切り離されて格納され、スラ

イド式の扉が閉まると、そこが「サンライズ出雲」の先頭車両と「サンライズ瀬戸」の最後

尾となる。車両下方の連結部分が作業員の旗振り合図によって解除されると、前方の「サン

ライズ瀬戸」がゆっくりと前進し、分離作業が終了する。ほんの数分の出来事だ。六時三一

分に発車する「サンライズ瀬戸」と、それを追いかけるように三分後に発車する「サンライ

ズ出雲」をホームで見送り、広島を目指して新幹線乗り場へと移動した。その日の朝食は、

0

0

「おかやま和牛肉」のすき焼き弁当と、香り高いドリップ式ホットコーヒーだった。

午前一〇時から始まる広島大学での学会には、余裕で間に合った。この日は通常のホテル

に一泊。翌一〇月一日、約二五年ぶりに再会した広大大学院
（修士）
時代の指導教官と積もる

話をして後、広島から再び岡山へと向かった。帰路もまた寝台列車で東京へ運んでもらうの

だ。二二時近くに岡山駅に到着。三番ホームの階段下あたりで「サンライズエクスプレス」

達の到着を待ち構えた。昨朝の分離作業見学の経験をふまえると、二列車の連結作業がこの

あたりで行われるはずなのだ。まず、
「サンライズ出雲」が二二時二〇分過ぎに入線した。作

業員が最後尾のヘッド部分を横にスライドさせ、 中から蛇腹式の縦長の筒を取り出した（図

６）
。連結後の通路となる部分である。そして数分の後、
「サンライズ瀬戸」が入線し停車す

ると、
「出雲」や「瀬戸」の乗客達が、連結風景を写真に収めようと集まってくる。カメラを

抱えた鉄道ファンらしき若者に、
「旗振りはこのあたりですか？」と尋ねられた。連結を指揮

する旗振りのことだろう。
「分離作業のときの記憶を辿ると、このあたりで大丈夫ですよ」と

答えると、周りの注目を一瞬浴びる結果となった。スーツにハンドバックにハイヒールの鉄

子さんがいてもいいではないか。そうこうしているうちに、
「瀬戸」の先頭車両が、大きく口

を開けてゆっくりと「出雲」へと近づいていく。
「出雲」から延びる蛇腹式の筒が「瀬戸」に

固定され、鉄製の連結部分がしっかりジョイントされて、作業が完了した。

二二時三四分に岡山駅を出発する「サンライズ瀬戸」一一号車Ａ寝台個室「シングルデラ

ックス」の二二番が、私の帰路のホテルとなった。
「トワイライト」でも「北斗星」でも幸い

なことに、Ａ寝台個室「ロイヤル」に泊まることができた。ならば「サンライズ」でも最上
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図4 「ソロ」
（上段）
のベッドと側面窓
真夜中のラウンジ
図5
岡山駅での連結作業風景
図6

の部屋に泊まれれば……という願いは叶った。扉を押し開き、フワフワ絨毯の床に足を踏み

入れると、乳白色の間接照明に照らし出された三畳程の心地よい空間が広がっていた
（図７）
。

ふつうに立てる。 そして窓辺には、 幅九〇センチ程のベッドが線路方向に置かれている（図

）。扉の正面の壁は一面鏡張りで、その下には洗面台、その横には大きめの書物机と椅子が

置かれている。シャワーもトイレもテレビもないが、そこは、木の温もり溢れるビジネスホ
テルのシングルルームそのものである。

ところで、列車の旅の楽しみは車窓の風景にもあるのだろうが、その眺め方というものが、
0

0

0

0

0

0

旅のラグジュアリー感を一層演出してくれる。それは、通常車両の座席としては決して存在

しえない可動式の椅子を、進行方向ではなく窓に向けて置き、そこに座って大きな車窓を眺

めることにあると私は考える。これで列車がくつろぎ部屋となる。風景が横へ横へと流れる

窓が、リビングの大きな壁掛けテレビのようになる。そのうちに車掌さんが、Ａ寝台専用の

アメニティセットを持ってきてくれた。中身はよくあるホテルのアメニティなのだが、
「サン
サンライズ

ライズエクスプレス」印の巾着袋がレアものなのだ
（図９）
。コレクションが増えてうれしい。

さて、この旅のクライマックスは、まさに夜明けとの出会いだろう。伊豆半島の付け根あ

たりで目が覚める。沼津あたりで夜が白む。そして熱海で陽が登り、湯河原、真鶴、早川と、

海辺の朝日を見渡した。小田原で始発の通勤電車と並走し、茅ケ崎、横浜、川崎と、月曜日

の日常へと滑り込んでゆく。東京駅到着は七時八分。山手線へと乗り換えれば、そこはもう

寿 子

おお

ひさ

文学部教授

専攻

ドイツ文学

出身

福岡県

こ
の
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8

満員の通勤電車だ。そしてそのまま職場へと向かった。

大 野

間接照明が多数使用された
「シングルデラックス」
図7
図8 「シングルデラックス」の広々とした

ベッドと車窓
 ージュのナイロン地にエンジの文字
ベ
と縛り紐のアメニティ用巾着袋
図9

学 習 室
作品読解から論文制作へ
菊

地

義

裕

卒業論文は自身の興味と関心に従って探求したい問題をテーマ

論文に取り組むときの留意点ともなります。なぜなら、作家・

れぞれのテーマを通して示した事柄は、古典文学を対象に卒業

の類型と文化の内在」（第五二巻第二号）
の各項を示しました。そ

に定め、調査と考察を重ねて自身の解答を用意するというもの

作品・文学的事象のいずれを研究対象にするにしても、古典文

大学での学びの集大成として卒業論文の制作が求められます。

です。そこで求められるのは、自身がなぜそのように考えるの

考察の結果、Ａ説に賛意を表するならば、どういう理由でその

たとえば、先行する考え方がいくつかあって、自身の精査と

論文への取り組みに際して注意してほしい事柄を提示します。

からの展開として、
「作品読解から論文制作へ」をテーマに卒業

取り組むことは困難だからです。今回は「作品読解の留意点」

学の場合は、作品の読解、表現への問いかけなしに論文制作に

説に賛成なのか、根拠を示して説明することが求められるわけ

充実した論文を制作するうえで大事になるのはテーマの選定

か、確かな根拠とそれに基づく説明です。

です。示される見解は自身の認識です。しっかりとした認識が

誌に「読解の態度」（第四五巻第七号）
、
「索引の使用」（第四六巻

これまで上代文学を対象に「作品読解の留意点」として、本

料双方において見るべき、あるいは検討すべき対象がはっきり

大事になります。問題点が具体的であれば、先行研究・本文資

事柄が具体的に問題点として定まっているかどうか、その点が

です。テーマは自身の問題意識と表裏しますから、追究したい

第八号）、
「ことばと文字」（第四七巻第四・五号）
、
「語義の理解」

するからです。

示された論文は優れた論文ということになります。

（第四八巻第四・五号）、
「素材と表現」（第四九巻第三号）
、
「表現
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か。留意すべきは、研究は作品から、あるいは作品の表現から

では、具体的な問題点はどのようにして得られるのでしょう

すのが二つの「忘る」です。

感情の機微がよく示された歌といえます。そしてその機微を示

例して自然に忘れられる、そんなものではないというのです。

精読を通して問題点を見出すということにまずは注意してくだ

従った、借り物ではない自身の問題点が見出されるはずです。

また留意点や疑問点をノートに整理していけば、自身の関心に

悲別望郷の念に彩られた防人歌の特質が見えてくるでしょうし、

このように一首の語や表現に注意して防人歌を読み進めれば、

離れることはないということです。したがって、自身が対象と
する作品を丁寧に読む、精読することが大事になります。
たとえば、
『万葉集』に収められる防人歌を見ると、駿河国の
防人の歌として次のような歌が伝わります。
忘らむて野行き山行き我来れど 我が父母は忘れせぬかも
あきのをさのおびと

かい、難波津から海路九州へと向かいました。この歌は難波津

人たちは国毎に国司に引率され、陸路「難波津」（大阪港）
へと向

地域を防備するために強制的に徴発された東国の農民です。防

んのことは忘れられないことだの意になります。防人は北九州

一首は忘れようと野行き山行き私は来たけれども、父さん母さ

関係しそうな近時の研究論文を読んでみる、といったことを行

ール・卒論の手引き』
）
に示されている論文検索の方法に従って、

れている『演習・卒論の手引き』（入学年次によっては『ゼミナ

必要があります。その際には複数の注釈書を見てみる、配布さ

それが研究対象としてふさわしいかどうか、その点を確認する

次に、精読を通していくつかの問題点が得られたとしても、

さい。

への旅の途次、あるいは難波津での感慨として受け止められま

います。それらの作業を通して、意見の異なりなど、研究の余

（巻二十・四三四四、 商 長 首 麻呂）

「忘らむて」の「て」は引用の格助詞「と」の訛りですから、

す。

りますから取り組んでもよい問題ということになります。この

地のあることが確認できれば、自身の見解が示せる可能性があ

と二回用いられることです。前者は四段動詞、後者は下二段動

見極めも大切になります。

注意されるのは、一首に「忘る」という動詞が「忘ら」
「忘れ」
詞です。同じ「忘る」でも活用の形態を異にします。そこで古

語義の違いのあることが指摘されます。右の歌に当てはめると、

四段は「意識して忘れる」、下二段は「自然と忘れる」といった

の作品すべてを対象にするというより、そのなかの一部、さら

す。古典研究の場合は、作品を対象とするとはいっても、一冊

で注目する語や語句・表現を調べるということを挙げておきま

さらにもう一つ、問題の発見・設定のために、各種の『索引』

防人は別れてきた父母のことをみずから忘れようと務めて野を

に具体的には、自身で検討したい語句や表現に注目して、その

語辞典を見ると、上代では「忘る」には両方の活用が認められ、

越え山を越えして来たことになります。しかし距離・時間に比
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ていても、その語句や表現が作品内で、あるいはその時代にお

問題点ということになります。ただし、それらをそこだけで見

その場合、検討したい研究対象の語句や表現が自身の具体的な

箇所や対象とする事柄を検討するということが多くなります。

可能になります（梅については『万葉集を知る事典』
〈東京堂出

識、引いては梅の文学の成立といった事柄を掘り下げることが

してそこから、万葉びとの梅や梅花への関心、醸成された美意

から、なぜそうなのか、という問題が立つことになります。そ

どんな語句・表現に注目するかは任意ですが、古典研究の場

版〉所収、拙稿「自然と信仰」の項参照）
。

して用例を集め整理する、そしてその傾向を把握する。そうし

合、用例の検索・検討はとても大事になります
（前掲「作品読解

いてどのように位置づけられるのか見えてきません。作品に即
た作業を通して問題を見出すことが一方では必要になってきま

の留意点」 各項参照）
。 古典作品の各種の『索引』 については

『演習・ 卒論の手引き』
『ゼミナール・ 卒論の手引き』 に記され

す。
たとえば、
『万葉集』の梅に注目すると、関係する歌は一二〇
の萩で、梅はそれに次ぐ多さです。十分卒業論文の対象になり

が大切です。準備を通して自身の関心・問題が定まったら、自

卒業論文のテーマの選定に際しては、以上述べたように準備

ていますから確認してください。

ます。そこで関係の歌を精読すると、たとえば大伴旅人が天平

身で具体的に「問題を立てる」ことになります。研究で大切な

首ほどになります。
『万葉集』で一番多くうたわれているのは秋

二年（七三〇）正月、遠く大宰府で催した「梅花の宴」の一首に

のは自身で「問題を立てる」ことです。立てなければ具体的に

進展しません。最後にこのことを提示しておきたいと思います。

は笠沙弥（満誓）の次の歌が伝わります。
青柳梅の花とを折りかざし 飲みての後は散りぬともよし

成の手引き」（第四三巻第二号）
として示しました。参考にしてく
ださい。

─きくち

よしひろ・文学部教授─

なお、論文執筆に際して留意してほしい事柄は、別に「論文作

（巻五・八二一）

梅の花を賞美する宴席で「散りぬともよし」
、散ってしまって
も構わないというのは気になる表現です。ただしこれは、
「飲み
ての後は」とあるように、皆で歓を尽くしたのちは散っても構
わないの意です。そこで「散りぬともよし」の表現を『万葉集』
の『各句索引』で調べると、用例は四例ですべて梅花を対象と
します。しかも作者不明の一例を除くと、他は宴席での歌にな
っています。こうしたあり方は用例の偏在傾向といってよいも
のです。また用例上の大きな特色といえます。特色は事実です
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学 習 室

生涯学習時代における大学での学び

慶

子

中高年で大学に入学したり、大学や大学院へ再び戻ることは、

松

本学通信教育課程のスクーリングでこれまでお会いしてきた受

今や珍しくなくなってきました。大学が身近なものになってきた

歳までであるとすると、人生１

けでは学びの絶対量が少ないでしょうし、質的にも情報が更新さ

とも多くなってきました。必要にせまられてとか、キャリアアッ

プのために、という何かしらの目的を達成するための手段として

学位取得を目指すことはもちろんありますが、学びたい、知りた

い、という気持ちが高まり、学問自体への好奇心、学ぶこと自体

の楽しみを求めている方々が増えているように感じます。

私は、高校の交換留学から本学の海外特別研究制度による客員

研究員まで、様々な形態でアメリカを中心として留学し、通算

年の海外生活を送りました。アメリカで学部の授業を担当し

ていたこともあり、教わる側、教える側、双方の経験があります。

〜

ったと言えるでしょう。もちろん、読書、会社での研修、カルチ

つの町を形成している総合大学に留学したことも、公共交通機関

また、大学関係者がキャンパス内に暮らし、そのキャンパスが一

一味違ったものではないでしょうか。
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室

講生の皆さんは、中高年の方々が多数を占められていました。そ

のです。昨今、中高年層の芸能人やスポーツ選手が大学や大学院
10

れないのみならず、個々の新たなニーズにも対応できないでしょ

に入学して学んだり、研究している姿がメディアで紹介されるこ

れで、以前、補助教材『東洋』において、
「生涯学習戦略」を投稿
。
８ -）
させていただきました（２００８年５月第 巻第２号
年時代ということを前提に中高年の知能

そこでは、人生 年、

pp.

や学習を進めるための戦略についてお話ししました。それから９

45

年後の現在、今や、人生１００年時代と言われています。
高校・大学までの学びが 〜

22

００年時代の中、その後 年の人生があります。若い時の学びだ

18

う。生涯を通しての学びが、
〝重要〟から〝不可欠〟なものへとな

12

90

80

ャーセンター等、様々な学びの形はありますが、大学での学びは

13

80

ります。その中で、アメリカの大学で学ぶ学生・院生たちの学び

識が問われ、学部と大学院の専門が一致していることが前提でし

私が日本で大学院に進学したときは、大学院の入試では専門知

す。

に対する姿勢や生活をつぶさに見てきました。特に居住型キャン

た。研究者養成機関でした。しかし、アメリカではそのころから

や自家用車で通う都市の中の通勤型総合大学での研究の経験もあ

パスの場合、彼らの 時間の生活がよくわかりました。
り、社会人学生は当たり前のことでした。アメリカで起こってい

アメリカは、私が留学する前から既に生涯学習社会となってお

ますので、初心者でも１年目でベース作りが出来るようになって

大学院１年生でその分野のいくつかの基礎科目が必修となってい

学部と大学院の専門が一致しているのは稀でした。アメリカでは

えている方々等に参考になるのではないかと思い、今回の学習室

社会人学生になるであろう若い現役大学生、そして今後留学を考

メリカ人の大学生活が、現在の日本の社会人学生、あるいは将来

る、ということもありますが。したがって、これまで見てきたア

思ってきました。日本ではそれを追い越してそれ以上熱狂的にな

ムで学んでも、より高度な研究の場を求め、修士課程を終えてか

そろっています。研究者を目指す院生は、ある大学院のプログラ

学院は必ずしも研究者養成機関ではなく、実務者向けの大学院も

だった親切なものになっていないように感じます。アメリカの大

えてきましたが、大学院のカリキュラムがアメリカのように体系

います。日本でも昨今、学部とは異なる分野への大学院進学が増

らまた同じ分野で他の格上の大学院へ入学するということも珍し

アメリカでは、高校を卒業して直ぐに大学に入学する、あるい

本と異なり、単位ごとの計算になるので、１科目につきいくら支

アメリカの大学の授業料は高額です。年間一律いくらという日

くありません。

は大学を卒業して直ぐに大学院に入学するということが当たり前

払っているのかという意識が高くなります。そのため、働きなが

アメリカではこのような状況のため、クラスメートが様々なバ

ではありません。高校卒業後に働いて進学のためのお金を稼いで

ん。あるいは、数年働いている中にある分野に興味を持つように

ックグラウンドを持つ学生、院生で構成されます。年齢や以前の

ら、１学期に１科目のみ履修するというパートタイムの学生もい

なり、学部での専攻とは別の分野への大学院へ進学する場合もあ

専攻が様々であることはもちろんのこと、多くの国から留学生が

から、あるいは大学卒業後に大学院への進学のための学費を貯め

ります。また、現在の職業と関連したより専門的な知識獲得や学

来ています。クラスに多様性があること、それは普通のことであ

ます。その場合数年かけて卒業します。

位取得のために大学院で学ぶというケースも多いですし、ある程

り、それが大学というところです。日本でも、近年留学生や社会

てからという、卒業後間をおいて進学することは珍しくありませ

進学の時期と専攻分野

でその一部を紹介したいと思います。

ることは、 年後

年後に必ず日本でもそのようになる、と常々

24

20

度年齢を重ねてから初めて大学や大学院へ進学する場合もありま

─ 10 ─

10

授業中には、学生から頻繁に質問が出ます。疑問点をクリアに

して理解を深めることに加え、 シラバスの成績評価には、

人学生が増えていますが、今後増々アメリカのような傾向になっ
ていくでしょう。

という項目が含まれることが多く、授業に活発に参
participation
加し貢献することが成績の一部になるため、積極的なクラス参加

現在受けている奨学金やローンが打ち切りになり、学業が続けら

を保つことはできません。ＧＰＡがある一定の数値を下回ると、

平均に響くため、どの科目も良い成績を取らなくては高いＧＰＡ

すからです。１つの科目の成績が履修している科目全体の成績の

れます。英語が得意でない留学生だからとか、社会人だから、と

テージが示されています。成績評価はそれに従って機械的に行わ

試験等、各々の項目について日程、締切日や成績評価のパーセン

ィングアサインメントの該当ページのみならず、課題、小テスト、

シラバスには、講義内容の項目や毎回予習してくるべきリーデ

class

成績にこだわる

れなくなったり、また在学中の大学より格下の大学への転校を余

大目に見ることはありません。受講生の多様性は上に述べたよう

をアピールする働きもあります。

儀なくされるのです。奨学金やローンを受けていなくても、高校

に当たり前であるし、留学生のほうが成績が良いということも多々

アメリカ人は成績にこだわります。ＧＰＡが人生に影響を及ぼ

卒業後に大学進学のために働いて、自分で貯めたお金で高額な授

あるのです。

今では、日本でも大学におけるオフィスアワー開設は当たり前

行列のできるオフィスアワー

業料を払っている学生が多いため、大学を辞めさせられるわけに
はいかないのです。
トが多く、１学期中に決められた単位数を取得しなければ、ビザ

ですが、アメリカではオフィスアワーには研究室の前に行列がで

留学生は、本国や企業から奨学金を得て派遣されているエリー
を維持できず、帰国せざるを得なくなります。一度入学したら卒

きます。授業でわからなかったところや、課題に取り組むにあた

と、次々と課されていく宿題をこなすことが難しくなっていくば

業まで安泰という日本の事情とは異なり、シビアな世界です。そ

履修届出期間を過ぎて実際に授業を受け始め、自分の興味とは

かりか、中間試験や期末試験に対応できなくなるからです。すな

り不明な点を、教員と１対１の対面による指導により、きちんと

違う、自分の能力に適合しない、と感じたら、その科目の履修を

わち、成績に響くのです。私も留学時代は、大いにオフィスアワ

のため、どのように成績評価されるのか、課題の締切はいつなの

取りやめたり、新たな科目を加えたり変更可能な期間が設けられ

ーを利用しました。ネイティブスピーカ─ではない留学生として

理解できるようになるためです。不明な点をそのままにしておく

ています。科目ごとに授業料を払い、またある程度の成績をキー

は、自分の理解したことが本当に正しいのか、応用や細かいとこ

か、学生はシラバスを読み込みます。

プしなければならないので、科目選びは慎重になります。
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より深い質問を用意するのは必須です。

みます。クラス内での質問が活発に行われた後の訪問となるので、

す手はありません。もちろん不明な点や質問を精査し準備して望

がスタンバイして個人的に質問に答えてくださるという機会を逃

ろは自分の考えで合っているのか、決まった時間に伺えば、先生

あえて英語学校の上級クラスを経験することで、アメリカの大学・

ように訓練されます。英語に自信のある方も、正式な留学前に、

の書
のクラスが用意されています。図書館の利用法や term paper
き方など、実際に進学してからアメリカの大学生活に対応できる

の英語学校では、上級レベルのクラスにおいて、スタディスキル

したが、パートタイムの中高年の社会人学生もいました。相談の

は熱心に訪ねてきました。受講生はほとんどが若いアメリカ人で

きます。私が学部生用の授業を担当していたときも、教え子たち

う同じ考えを持っています。従ってオフィスアワーには行列がで

リカ人を含めほとんどの学生、院生がオフィスアワーの活用とい

た、将来、大学や大学院へ戻って学ぶときに、そのスキルが活き

の研究は全く違うものになるといっても過言ではありません。ま

院において、この技術があるかないかで大学４年間や、大学院で

学することが必須でしょう。留学しない方々も日本の大学や大学

んのこと、大学の授業についていくためのスキルを備えてから留

留学を考えておられる方は、英語力や専攻分野の知識はもちろ

大学院に直ぐになじめるようになります。

内容は、もちろん講義の内容についてです。オフィスアワーは家

オフィスアワーの時間帯はシラバスに明記してあります。アメ

庭教師状態であり、１人あたりの時間は長いものになります。

の書き方は、プレゼンテーションの
ることでしょう。 Term paper
準備へ応用が利きます。

スタディスキル

と言います。大学１年生では、小論文・レポート
トは term paper
の書き方の授業が必須であり、レポートの形式や構成をしっかり

も大事なのはレポートの書き方です。アメリカでは学期末レポー

ち、大学で生き残るための学びの技術をもっています。その中で

と、勉強から離れ、週末を自由に楽しむのです。

昼までは、オフの遊びモードになります。金曜日の授業が終わる

フのメリハリがあるのです。日曜日のお昼から金曜日の午後まで

アメリカの大学生は時間の使い方が非常に上手です。オンとオ

時間管理

学びます。それをベースに４年生まで過ごしますので、他の履修

は寮で取り、終日勉学一筋です。キャンパス内はバスで移動しま

アメリカの学生はスタディスキルが身についています。すなわ

を提出します。しかし、
科目においては皆しっかりした term paper
日本では、残念ながら箇条書きのメモのようなレポートやだらだ

す。バスな何系統も用意されています。それほど広いのです。夕

食は寮へ取りに戻りますが、その後多くの学生、院生は大学のメ

居住型キャンパスでは学部生も院生も寮生活をし、朝食・夕食

勉学モードがオンになります。そして金曜日の夕方から日曜のお

らと気持ちをつづっただけの提出物も見受けられます。
アメリカの大学等に併設されている大学進学のための留学生用
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テリアがあり、時に気分転換のためコーヒーブレイクを取り、そ

い本はありませんでした。図書館の地下には軽食のとれるカフェ

ます。高層ビルの図書館は全米有数の蔵書数を誇り、手に入らな

インの図書館へ行き、図書館の自分のお気に入りの場所で勉強し

切り替え、どこででもリラックスして学ぶのがよいでしょう。

にとっても、机に向かってきちんとした姿勢で勉強という意識は

ームで勉強するほうが成績が伸びる等、言われていますが、大人

生が多数いました。最近日本でも子供がリビングやダイニングル

寮では、机があるのにも関わらず、ベッドの上で勉強している学

日曜のお昼頃からきりっとして勉強モードに入り図書館で黙々と

短く、日曜は昼からやっと開館します。日曜の朝は皆遅く起きて、

日は真夜中まで開いています。金曜の夕方から週末は開館時間が

られるため、悩みを持つ学生・院生がいます。入学が難しいアイ

す。しかし、アメリカ人学生にはある程度の成績のキープが求め

にしても学びの姿勢にしても、しっかりしているように思われま

このようにアメリカの大学生活についてみていくと、時間管理

アメリカの大学生の悩み

の後また図書館の自分のお気に入りの場所に戻って、深夜まで静
かに学習します。

リーディングアサインメントをこなすのです。このように、アメ

ビーリーグのエリート校においても、またエリート校でなくでも

それだけ、アメリカの大学は大変厳しく成績が求められます。

何歳になっても学び直しができるという機会に恵まれ、体制が整

供がいても、学習机がある家はありませんでした。宿題は皆、ダ

一部をご紹介しました。数年後には、日本の大学のクラス内も受

ここまで、アメリカの大学生・院生の生活様式についてほんの
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学生、院生の生活スタイルに合わせたように、大学図書館は平

リカの大学生・院生は時間の切り替えが見事ですし、オンとオフ

優秀な学生に囲まれてその中で授業をうける中、落第するのでは

事情は同じです。入学したのはよいが、エリートばかりが集まり

勉学が厳しいものであり、成績のため本気モードで勉強している

ないかと恐れ、カウンセリングに訪れる学生が多いのです。高校

の気持ちの切り替えも上手なのです。これは、それだけ大学での
ために、オフは羽目を外すほど遊ぶことが大事なのです。

まで優秀な成績を収めてきただけに、プレッシャーが大きいので

上で触れた大学院生用の寮の１階のエントランスにはホテルの

それにもかかわらず、もう何十年も前からアメリカは生涯学習が

す。

ような広いラウンジがあり、院生たちはそこでソファーに座って

盛んであり、みな学位取得のために大学や大学院に戻るのです。

どこででも勉強

勉強をします。 時間使用可能です。机もパソコンもなく、もっ
ぱらリーディングアサインメントをこなす場として使用されてい

っています。機会と厳しさは表裏一体です。

イニングテーブルで行っていました。また、アメリカの学部生の

たとき、ホームステイ先の家庭を含め、友人の家においても、子

ました。高校時代にオーストラリアに交換留学生として学んでい

24

間近に控えていらっしゃる方も、長い人生の中、自己投資として

留学を検討中の方がいらっしゃるでしょう。また、卒業・修了を

学・大学院在籍中の方、これから進学を考えていらっしゃる方、

取得には達成感があります。大学図書館の利用に関しては、現在

されるため、必然的に学びの姿勢が真剣になるでしょう。学位の

大学院には大学・大学院ならではの魅力があります。成績が評価

大学以外の様々な形態の生涯学習の機会がありますが、大学・

ん。

今後再び大学・大学院に戻る機会があるでしょう。アメリカ化し

はたいていの論文は電子媒体としてダウンロードできますし、書

講生の多様化が進んでいることでしょう。読者の皆さんには、大

てきている日本の大学で学ぶにあたり、彼らの方式の良いところ

したがって、本を借りに図書館へ足を運ぶということは減るでし

籍も電子媒体としてダウンロードできるものが多くなりました。

専攻分野を選ぶにあたっては、これまでの仕事をより深める目

ょうが、大学に所属する利点として、データベースへのアクセス

を参考にしていただければ幸いです。
的に加え、これまでの経歴にとらわれず興味が惹かれる新しい分

オフィスアワーに関しては、是非活用して頂きたいです。通信

権が取得できることがあげられます。

ら大学教育を受ける方は、仕事、家庭、学びのモードを切り替え

制教育の場合は難しいかもしれませんが、スクーリングの際には、

野への挑戦も視野にいれてはいかがでしょうか。仕事を持ちなが
られるような自分なりの時間割を作成し、メリハリのある時間管

積極的に担当教員へ質問をする機会とし、書面やネット上の会話

では得られない、直接的な人的交流を図りましょう。質問を用意

理をお勧めします。
大学が身近になればなるほど、入学や卒業は当たり前になり、

今回紹介したアメリカの大学生・大学院生の生活様式は、読者

することで、学んだことが整理されますので、オフィスアワーを

ってきます。したがって、大学でどのように学ぶのか学ぶ技術を

の皆さんがご自分の生活様式に照らし合わせ、参考になるところ

学位自体はそれほど問題にならなくなるでしょう。大学で何を身

知っておかなければ、在学中に十分に大学を活用することはでき

があれば、取り入れてくだされば何よりと存じます。今回お伝え

授業の一部と考え、時間割に組み込むとよいでしょう。

ません。最近はスタディスキルや大学生のためのレポートの書き

しきれなかったことについては、またの機会にお話させていただ

につけたか、そしてそれを現在どう活かしているのかが問題とな

方の本が販売されているので、入学前にそれらを読み、準備する

きたいと思います。

─むろまつ けいこ・法学部教授─

ことが重要でしょう。既にわかっているという方も、復習のため
に一読されることをお勧めします。
進学希望の大学や大学院になじみがない場合は、その大学のキ
ャンパス内で開かれる短期の公開講座やエクステンション講座で
お試しとして通学の雰囲気を経験してみるのもよいかもしれませ
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学 習 室

倉

デジタルデータ時代と
映画・歴史・哲学オタクの逆襲？
朝

輝

一

）
」と。デジタルが世界を席巻し、
「いろいろ役立つ
（ Quite a lot
あらゆる分野でデジタル化が進んでいる今こそ、文学や哲学に

先日、あるインターネットサイトで興味深い記事を読んだ。
「データ時代のリベラルアーツ」（日本語版「映画・歴史・哲学オ

代表されるリベラルアーツが必要だというのである。彼はそれ
る）
の逆襲」と呼ぶ。

：専門バカという意味もあ
を「映画・歴史・哲学オタク
（ nerds

タクの逆襲：データ時代こそ、リベラルアーツが必要である」
）
というタイトルで、著者
http://www.dhbr.net/articles/-/4984
は『ハーバード・ビジネス・レビュー』誌のＪ．
Ｍ．
オレジャー

きないのだ。自由七科とも訳されるリベラルアーツとは、古代

ここで注意しなければならないことがある。日本のいわゆる

）。私が担当する「哲学」のシラバスにも同様の趣旨のこと
age
は簡単に述べてはいたが、正直なところ干ばつの大地に恵みの

ローマ時代後半に成立した、奴隷ではなく自由人に必要な素養

ズ氏だ（原文： https://hbr.org/2017/07/liberal-arts-in-the-data-

雨が降るようで意を強くした。今後の学習の一助になればと思

と位置づけられ、中世ヨーロッパで大学が作られた際に定めら

ないものの代表格であり、
「せいぜい趣味レベルのヒマつぶしで

の役に立つの？」と。人文科学とは仕事にも人生にも役に立た

はずである。
「そんな分野を学んで
（人生に、あるいは仕事に）
何

人文系の学問に携わる者なら誰でも一度は受けた質問がある

るのではなく、基礎的な学問全般として、人文系的な知と理系

強調するということは、単に人文学的な素養だけを強調してい

学が位置づけられていた。したがって、彼がリベラルアーツを

文法と数学系の算術・幾何・天文・音楽を指す。この上位に哲

れた科目である。七科とは、言語系の修辞学・弁証法
（論理学）
・

一般教養科目とリベラルアーツを単純に重ね合わせることはで

い、ここに紹介する。

は？」というわけだ。ところが、オレジャーズ氏はこう言う。
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る時期まではデジタルやＩＴの業界に入って確たる地位を築く

の略）
以
ＥＭ（ Science, Technology, Engineering, Mathematics
外の勉学は必要ないというのが時代の趨勢である。確かに、あ

ルアーツが求められるのかを説明している。仕事や人生にＳＴ

でご覧いただきたい）
を紹介しながら、なぜデータ時代にリベラ

さて、オレジャーズ氏は３冊の本
（書名はサイトに出ているの

めくくっている。このことわざは、限られた手段しか持たない、

して世界にとって、どれほどの損失を生むかわからない」と締

常に同じアプローチで立ち向かっていたら、自分にとって、そ

れる」
。最後に、彼は「カナヅチしかもっていないと、すべての

登場人物の人生に没入させ、別人の立場からの世界を見せてく

品の開発につながる」
、あるいは「物語は、読者である私たちを

自覚できる点にある。さらに、
「バランスの取れた学習体験は人

には、ＳＴＥＭはなくてはならないものだった。むしろそれだ

あるいは、固定観念や過去の成功体験に固執することで、問題

的な知のバランスを強調しているとみたほうが正確だと思われ

けでよかったといっていいかもしれない。だが、今では多くの

の本質を正しく捉えられなくなることへの戒めとして英語圏で

の心を新しい可能性へと開き、現実の人間のニーズに応える製

情報がインターネットによって入手でき、新人でもかなり複雑

はよく使われるようだ
（最近では「確証バイアス」の例として挙

る。

なプロジェクトを動かす時代になっているという。そんな時代

げられることもあるようだ）。

ッキーの歴史学と文学、エアビーアンドビーのブライアン・チ

のジャック・マーの英語学、ユーチューブのスーザン・ウォシ

スラックのステュワート・バターフィールドの哲学、アリババ

業界で成功したトップの存在が挙げられる。ＣＥＯに限っても、

その象徴的な例として、人文系の学位を持ちながらデジタル

けた者とは、……そのほかの解答も省察に値することを知って

の見方が存在することを学ぶこと」にある。
「一般教養教育を受

の中の一節だ。簡単にまとめると、一般教養科目の意義とは「他

いるのは、アラン・ブルームの『アメリカン・マインドの終焉』

論がある。私の担当する「哲学Ａ・Ｂ」のシラバスで紹介して

実は人文系的な知と理系的な知の関係については以前から議

ものがクギに見える」ということわざを挙げ、
「あらゆる問題に

にリベラルアーツがどう関係するのだろうか。

ェスキーの美術などである。
「テクノロジーの専門家はもちろん

にあたっては共感力を高めよと教えているが、共感を訓練して

いる者のことである」（ここでいう一般教養科目とはリベラルア

オレジャーズ氏のまとめによれば、リベラルアーツを学ぶこ

くれるのは文学だけだ」と指摘している。また、よく引用され

必要だが、人間がなぜ、どのように行動するかを理解している

との核心は、
「どんなスキルを持っているかではなく、どんな考

るのはＣ．
Ｐ．
スノーの『二つの文化と科学革命』である。彼は

ーツのことである）
。オレジャーズ氏も「多くの研究分野で実務

え方を身につけているか。的を射た質問ができるか。そもそも、

人文系的な知と理系的な知のあまりの乖離とそれに基づく
（どち

人物も必要だ」というわけである。

どんな問題を解決しようとしているのかを理解しているか」を
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明するストーリーの有用性、倫理的な配慮」に着目する必要が

解明するには「意思決定に関する文化の影響、人間の行動を説

さらに、行動経済学では、人間の非合理的な行動の枠組みを

った。

らかというと文系による理系への）
誤解に警鐘を鳴らしたのであ

ス』遠見書房）
。一見相容れないようにみえるエビデンスとナラ

（参照：斉藤清二『改訂版 医療におけるナラティブとエビデン

語を協働して構築することを目指す医療」といっていいだろう

：ＮＢＭ）
だ。ＮＢＭとは「患者が主観的に体験する
Medicine
物語を全面的に尊重し、医療と患者との対話を通じて新たな物

のがナラティブ・ベイスド・メイディスン（

Narrative Based

あるとされている。今年 月行動経済学のセイラー氏がノーベ

ティブが、いわば車の両輪のように機能することではじめて医

療として成り立つという医療観が注目されている。リベラルア

ル経済学賞を受賞した。今回を含め行動経済学はこの 年間に
３度受賞対象となっていることからも「突出して注目されてい

ーツ的な要素が重要な位置を占めているのがわかるだろう。

ここまで取り上げてきた議論はすべて、科学万能論や精神論

る分野」とみて間違いないだろう。それまでの経済学は「人は
合理的な意思決定を行う」という「合理的経済人」
、常に情報を

一辺倒のような、一方の知を排他的に特権化しようとする時代

度構築し直す努力だといえる。こうした議論が起こる時、我々

完全に知って意思決定を行うという「完全情報」を前提条件と

心の動きに着目し、心理学を取り込んていることに特徴がある

は確かに「哲学する」ことを実践しているのである。アカデミ

の流れに抗して、常に「無知の知」の文脈へと立ち返り、我々

（以下の記事を参照：東洋経済オンライン「セイラーの行動経済

アカデメイアの門には「幾何学を知らざる者、この門をくぐる

していた。これを実際の人々の心理・行動に即して批判したの

。
学、異端の学問が大活躍」 http://toyokeizai.net/articles/-/193138
ダイヤモンド・オンライン「今年のノーベル経済学賞「行動経

修得を第一義に訴えているのではない。むしろ、（論理的に）
思考

の知のあり方そのものを、我々自身の理性の力によってその都

）
済学」は何が凄いのか」 http://diamond.jp/articles/-/145917
もう一つ、現代医療の領域でも同種の議論が盛んだ。医療実

することの訓練の領域としてこの幾何学が位置づけられていた

が行動経済学であるといわれている。行動経済学は実際の人の

践（診断や手術など）ではエビデンスが重視されている。今日で

ことは銘記しておくべきだろう。

─あさくら こういち・法学部教授─

べからず」と書かれていた。それは、幾何学という専門分野の

ーの語源となった古代ギリシャの哲学者プラトンが開いた学園

：
はエビデンス・ベイスド・メディスン
（ Evidence Based Medicine
ＥＢＭ）
が主流である。ＥＢＭとは「個々の臨床判断にエビデン
スというデータ等に基づく一般情報を利用する医療」を指す。
しかし、エビデンスだけでは医療実践はできない。なぜなら、
患者にはその人固有の人生があるからである。それに対応する
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はじめに

論

文
雁塔聖教序修正線についての一考察
日

向

雅

之

碑面に残ってしまったものとして、臨書する際には補正するべき

という姿勢の方もいる。この修正線論については、実際の碑面に

があり、 時代
当って考察された、 詳細な先行研究（参考文献２〜４）

（参考文
良が意図的に線を切ったり節をつけて書いたとする『切筆』

れているが、それぞれの解釈があるようで、一例を示せば、褚遂

たと手が止ってしまうことがある。先人たちの臨書は数多く残さ

る。雁塔聖教序を臨書すると、これらの不思議な線の部分で、は

うな線があるもの、線が不自然に途中太くなっているもの等であ

る。線が二本に見えるものや起筆収筆の先にすこし付け足したよ

れながらも、九成宮醴泉銘や孔子廟堂碑と比べると、どこか捉え

字の姿が全く変わってしまう。雁塔聖教序は楷書の名品に挙げら

正されたのか、長い線として修正されたのか、その選択により一

ものをあまり見る事がない。線一本であっても、短い線として修

どちらが修正後であるのか。こう言った部分について論じている

正前と修正後どちらを取って臨書するべきであるのか。そもそも

さて、これらが修正線であるとすると、実際に臨書する場合修

背景なども考慮され、修正線が残された原因にも迫っている。

である。そういった解釈に依って臨書する場合は、文字が明
献１）

どころの無さを感じるのであるが、その起因となっているのは、

雁塔聖教序を臨書する際、どう書くべきか迷う線が複数存在す

らかに不自然で誤字になりそうであっても見えるまま書くという

この不確定さによるところがあるのではないか。臨書をするとい

う視点からすると、個人の解釈にゆだねられている部分が縮小す

事であり、実際そういった姿勢で臨書をしている方も多い。
一方、それらの線はなんらかの原因により加筆した修正線で、
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思う。

上に古典臨書から多くのものを得ることができるのではないかと

ないだろうか。すると、より精緻な臨書が可能になり、今まで以

れば、これまでに無い雁塔聖教序の新しい姿が見えてくるのでは

へと読み進める。両碑が向かい合わせに置かれているため、大雁

常どおり右の行から左へと読んでいくが、序記碑は左の行から右

。序碑は通
記碑は二十行、毎行四十文字、全６４２字である（図２）

、序
序碑は二十一行、毎行四十二文字、全８２１字であり（図１）

雁塔聖教序の石質は大変良質の黒大理石で、同時代の石碑と比

塔内で見ると同一の方向へ読み進めるようになっている。

握った則天武后があると考え、褚遂良と則天武后の人間性、則天

べると状態が良い。しかし楷書の名品として今日まで数多の拓本

そこで、本稿では、修正線が残った背景に、当時実効的権力を
武后の権力拡大の推移や状況証拠を加え、
『修正線』論の再検討を

が取られてきたため、拓本による磨滅が大きく、現在は碑面にガ

招きによってこれに仕え、世民が帝位について太宗になると、そ

ある薛挙に従ったが、薛挙が李世民に滅ぼされたのちに、世民の

せっきょ

名臣褚亮である。褚亮は初め陳に仕え、隴西地方の群雄の一人で

は隋の開皇十六年に杭州銭塘に生まれる。父は唐の
褚遂良（注１）

（２）褚遂良について

出来ない状態にある。

ラスが嵌めこまれ、接近して観察したり拓を取ったりすることが

試みる。
次に、修正線を加える場合、どのような手段と要素があるのか
を考察し、雁塔聖教序の修正前、修正後を推し量る為の一つの材
料とする。最後に得られた判断材料から修正後の姿として想定で

雁塔聖教序とその修正線が残った背景

きる例を示し、臨書する際の新しい古典の姿として提案したい。
１
（１）雁塔聖教序について

れは当時国家事業として仏教を後援していたことによる。文徳皇

聖教序を撰し、当時皇太子であった李治も序記を撰し与えた。こ

父褚亮が欧陽詢の同僚でもあり、欧陽詢に可愛がられたようだ。

褚遂良は、欧陽詢より三十八歳、虞世南より三十七歳下であるが、

共に初唐の三大家にあげられる欧陽詢、虞世南との関係も深い。

の学問徳望により秦府十八学士の一人となる。その様な父を持つ

后の追善のため長安に建設された大慈恩寺の境内に、六五二年、

また、虞世南は当時の書における中心であったが、その死後、太

六四五年（貞観十九年）三蔵法師こと玄奘がインドから多くの経

大雁塔が建てられた。玄奘がインドから持ち帰った経典をここに

宗に魏徴が「褚遂良は筆を下せば遒勁、甚だ王逸少
（王羲之）の体

褚遂良であるため若い頃より書法、学問ともに優秀であった。

保管するとともに、太宗、高宗の文を褚遂良が書丹しそれを刻し

を得たり」と押し、即日召しかかえたという。

典を持ち帰り翻訳した。太宗は彼の求めに応じ、六四八年に三蔵

た二碑を置いた。これを雁塔聖教序と称する。
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図1
図2

仕えた皇帝は隋の煬帝からはじまり、太

宗、高宗と続くが、褚遂良の実力を評価し

正当に取り立てたという視点からみると、

特に太宗との関わりは重要である。太宗は

王羲之の書を溺愛し、収集の都度、欧陽詢

や虞世南らが審議の鑑定をしていたが、彼

らの死後、褚遂良にその役割を受け継がせ、

期待通り褚遂良はその真偽を弁じても誤る

ところがなかったといわれる。

また、太宗の貞観の治の代表的な功績の

一つに弘文館の設立がある。前身の機関を

修文館といい、太宗が即位して間もなく弘

文館と改めたものだが、皇帝直轄の優秀な

人材を集めた研究機関で、官僚や貴族達の

ための塾でもあった。群書二十余万巻を収

蔵し、勲賢三品以上の優秀な者を弘文館学

士という講師にし、そこに集まる官僚貴族

を相手に講義させた。褚遂良はその学士で

あり、杜如晦、房玄齢、虞世南、姚思廉、

孔穎達、許敬宗など唐の十八学士と呼ばれ

る一群に名を連ねている。貞観期の弘文館

学士たちは、太宗の政治顧問と学問・文化

問題の相談相手の役割を果たしており、太

宗の側近として統治政策や文教政策など国
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遂行したため、礼楽の任務に当たる弘文館学士は、政治的にも社

政治を推進し、礼楽・文化を文徳政治の中核に据える政治体制を

策の策定に重要な影響を及ぼしていた。それに加え、太宗は文徳

に太宗の信任が厚かったかが伺える。この際、太宗からの遺託を

の妃でもある。その長孫無忌と共に呼ばれたのであるから、如何

以降、太宗政権を支えた立役者で、妹は文徳皇后で太宗
の変（注７）

と血で血を洗う権力闘争をしていた頃からのブレーンで、玄武門

受けるとともに、この先どんな罪を犯しても褚遂良を処刑しては

会的にも非常に重要な役割を担っていた。
、諌議太夫（注３）
、 六四四年に
太宗に仕えてからは起居郎（注２）
に皇帝の傍近く仕える身となっている。つまり、欧陽詢、虞世南

の出世の武器にもなったが、太宗が崩御したのち、高宗に疎まれ、

これほどの信頼を勝ち得るほどの忠誠と清廉潔白さは、褚遂良

ならないという特権も得ている。

が亡きあとは当時のアカデミーのトップに君臨したことになる。

則天武后との確執を招いた要因にもなった。

となり、後の高宗である李治の教育係をもし、常
は黄門侍郎（注４）

に、六四九年に尚書右僕射（注６）
さらに、六四八年に中書令（注５）

ず書し、過ちもまた隠すなし」と。皇帝に対しても阿ることなく、

答えるに「史官の設けらるる、君挙すれば必ず書す。善は既に必

起居に知たり。このごろ、我が行事の善悪を記するか。
」褚遂良の

治がどの様に書かれているか気になった太宗がこう問うた。
「卿、

がある。起居郎として記録をしていた褚遂良に、自分の言動や政

く影響しているはずだ。六四二年のエピソードとし次の様なもの

ろん褚遂良の知性と努力によるものであるが、彼の人間性も大き

それほど高く無い家柄であってもここまで出世したのは、もち

達を含む一族が一緒に左遷させられ、間もなく亡くなる。この悲

月に愛州勅使となる。最後の地、愛州には褚彦甫・褚彦沖ら子供

て、三月には現在の広西チワン族自治区のあたる桂州の都督、八

二〜四度目は六五七年、現在の湖南省長沙である潭州の都督とし

義によって新しい皇帝への忠誠心を高めようとしたと考えられる。

同様、一度左遷したものを再び中央へ戻し、その恩
えた李勣（注８）

され、二年後に戻されている事から、太宗と高宗の両皇帝につか

在の陝西省にあたる同州へのものである。太宗崩御の翌年に左遷

に位置する愛州で亡くなるまで四度左遷されている。一度目は現

褚遂良は政権の中枢に居ながらも、六五八年に現在のベトナム

良い政治は当然記録するし、悪い事も当然書きます。書き換える

惨な末路は、この頃すでに皇后となった則天武后一派との権力闘

となり、政治の上でも皇帝の最側近となる。

ことなどしません。ですから良い政治をしてくださいと伝えたわ

争に敗れた結果である。

雁塔聖教序が建碑される経緯を考える上で、褚遂良の立場上、

（３）則天武后について

けである。
六四九年、太宗崩御の年、臨終間際の太宗の枕元に呼ばれたの
が長孫無忌と褚遂良である。後の高宗となる李治を支え導くよう
言い伝えたのである。長孫無忌は、太宗が兄弟の李建成、李元吉
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望は、呪いの様な思いへと変化していったのであろう。母楊氏は

な性格と卓越なる美貌を兼ね備えていた武照は、母から高いプラ

則天武后の影響力を無視して論ずる事が出来ない。この項では、

本稿では則天武后の表記を、六五五年に皇后となるまでを武照

イドと知性を受け継ぎ、楊氏は恨みを晴らす分身として一心に期

武氏一族から受ける屈辱と、自身に男子が生まれ無いという絶望

と表記し、皇后以降を武后と表記する。則天武后は歴史上女帝と

待を寄せたはずである。こうして醸成された怨念の矛先は、異母

則天武后という人物が形成された背景を順に追いながら、その人

してあまりにも有名であるが、没年齢、生まれ年については諸説

兄弟やその一族はもとより、男性優位に作られた社会や既得権益

の中で、不満と怨念を蓄積させていく。三姉妹の中で、特に勝気

存在する。ここでは武照の母楊氏の年齢から没年数を六二三年の

までへと対象を広げて行く事になる。

間的傾向を考察してみる。

（参考 文 献 ５ ）
八十三歳とする。

ある。高祖李淵に従い、成りあがっていった武士彠だが、更なる

興豪族である。武照はその武士彠の二番目の妻楊氏が生んだ子で

して兵をあげた際、それに従い武功を挙げて出世した、いわば新

武照の父、武士彠は并州文水の下級武士の出で、高祖が隋に対

み、妃となることもある。美貌を買われて宮中に入った武照であ

をするのが仕事であるが、皇帝のお眼鏡にかなえば、当然子を産

あった。宮中に入るということはもちろん皇帝の身の回りの世話

人として召される。その時の太宗は三十九歳で油の乗った時期で

六三六年、武照十四歳の時、武照の美貌が評判を呼び宮中へ才

ぶ し かく

出世を目指す上で、下級の出である事が弱みとなる。そこで名門

も武照も最期には多くの子を残しているため、機能的に子供が出

ったが、残念ながら太宗崩御の年まで何もなかったようだ。太宗

の事は対外的な戦略としてはうまくいったのかもしれないが、武

来ないということは無かったはずで、太宗に伽の相手として選択

貴族出身の楊氏を迎え武氏一族のブランドを高めようとした。こ
氏の一族内に身分の違う者が入ることによって軋轢が生まれるこ

太宗が病に倒れ、武照は出世の断念を迫られる。武照ら後宮の

されなかったと考えられる。

高さはたとえ本人が意識しなくとも立ち振る舞いにおのずと表出

者達は、太宗の女として仕えていたため、太宗が亡くなってしま

ととなった。楊氏は隋室から連なる名門の出で、そのプライドの
するものである。周囲から疎ましい存在として映り、特に武士彠

えば、皇帝の子を産み出世する見込みが無くなる。ところが一般

マが起こっている。太宗が亡ってから武照ら後宮の者は全員感業

の先妻の子である二人の異母兄、武元慶と武元爽にとって、それ
一方、楊氏は武士彠との間に三人の女子を儲けた。当初は後継

寺という寺で出家したとされている。尼として静かに太宗の位牌

的に伝えられている歴史では、太宗の没後、武照に奇跡的なドラ

ぎ候補の男子を産むまではと堪えたのかもしれない。しかし産む

を守っていると、そこへ太宗の供養の為にたまたま高宗が訪れる。

は徹底的に叩く対象となった。

たびに女子であり、次第に、理不尽な扱いを乗り越えるための希
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しているという論方である。

旦尼になり、きれいな身になっているので倫理的な問題はクリア

出すのは人の道を踏み外す問題行為である。ところが、武照は一

儒教精神が尊ばれており、
「元」であったとしても、父の女に手を

そこで武照を見初めて後宮に再び召し上げたというのだ。当時も

かりの武照から見れば、若く頼り無い皇太子の籠絡など、容易な

新たな戦略が太宗から李治への乗換えであった。二十代後半女ざ

本来ならば実行不可能な大逆転劇で、太宗が倒れた後の、武照の

に高宗の妃候補として後宮へ再び仕えることに成功する。これは

高宗と武照は太宗の死後も密かに関係を続け、武照の妊娠を期

崩御の際後宮の者が全員尼になると言う前例が無い。
〈４〉武照が

いた可能性のある寺院が武照の母の関係先であること。
〈３〉皇帝

録が曖昧であり、存在自体に疑問が残ること。
〈２〉実際に武后が

うのである。論拠として次の四点を挙げている。
〈１〉感業寺の記

せている時、見舞いに来ていた李治と既に関係が出来ていたとい

る武照に改変されている可能性があり、実は太宗がまだ病床に伏

。 人口に膾炙されている説は、 後に権力を握
している（参考文献５）

貴族、王族、長孫無忌や褚遂良ら高官達を次々と追つめていった。

武照が力を持ち、台頭し始めると、そこから王皇后を支持する

った女官の情報網を駆使しては王皇后と蕭妃を次第に孤立させた。

しながら力をつけた。高宗への取り込みを更に強め、後宮内に作

う位にいた蕭妃である。武照は王皇后と蕭妃の対立を巧みに利用

なくてはならなかったのが、皇后の王氏と、皇后に次ぐ淑妃とい

高宗には既に何人も妃がいたが、その中でも武照が特に排除し

その後、後宮に再登場した武照は、権力奪取に邁進していく。

事であっただろう。

宮中に再登場する時期と、高宗と武照の最初の子供の誕生の時期

そのやり方は巧みである。現状に不平不満を持つ者や互いに対立

この筋書きについて、氣賀澤保規氏がその著書の中で疑問を呈

が合わないということである。であれば現実はどうであったのか。

また、直接的に罠をしかける。王皇后に対しては、自分の産ま

している者達を的確に見抜いて利用する。武照の優れた能力の一

かったが、運良く太宗の跡目争いになんとか生き残り、棚ぼた式

れたばかりの長女の命を自ら奪っておき、その犯人を王皇后にし

太宗が病に倒れた時、看病のために後宮に訪れていた若き李治

に皇太子という立場になった人物である。しかも皇太子になって

たてた。高宗はこれを信じ、王皇后に高宗の怒りを買わせること

つで、太宗時代に冷や飯を食わされた者たちや、王族李氏の中で

間もない李治は、この時若干二十一歳である。父が病気と聞き、

に成功する。時間をかけながら次第に追い詰め、六五五年、王皇

に武照が目をつける。李治という男は太宗の息子の一人ではある

これまで入ることのなかった後宮で不安そうに右往左往している。

后の最大の弱みである男子を儲けられなかったことに付け入り、

も主流から外されたもの達を取り込み、外堀を埋めて行く。

そこへ年上の武照がそっと声を掛け、優しくも頼もしく案内をす

とうとう王皇后を廃位させ自身が皇后となる。

が、病弱な第九子であり、優柔不断で頼りなく、皇帝の器ではな

る。
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用意周到に計画を進めるという点で、実際はこの武皇后が誕生
る。
し し そう

勢力の抵抗があり、簡単な戦いでは無かったはずだが、勝負の前

ており、王皇后と蕭妃はほぼ幽閉状態であった。当然多くの反体

匕首です。まず鉄鞭で打ちます。それで服さなければ鉄撾をその

具があれば制御することができます。一は鉄鞭、二は鉄撾、三は

調教に苦労していたという。そこで武照は言った。
「次の三つの道

かつて、太宗が師子聰という駿馬を持っていたが荒れ馬であり、

に武皇后実現の下地は作られ、褚遂良ら高官の一部が最後の抵抗

首につきさします。それでも服さなければ匕首で喉を断ち切りま

するおよそ一年前、その頃からすでに後宮の実権は武照に握られ

を試みるが、結局時間を懸け準備をした武后が勝ったのである。

のことを哀れに思い、監禁先へ出向き二人と逢ってしまった。そ

れた。光も届かない座敷牢である。後日、優柔不断な高宗は二人

経過して、ようやく名実共に頂点に君臨した。男性社会の中で女

である。武后ほどの者であっても実権をにぎってから三十年以上

六九〇年、武后が皇帝に即位する。中国史上唯一の女帝の誕生

す。
」

の事を知った武后の仕打ちは凄まじい。王氏と蕭氏二人を鞭打ち

性が真の頂点に立つ事が如何に困難であるかが伺える。女性が男

武后が誕生して直ちに、王氏と蕭妃は奥の別院に移され監禁さ

の刑に処し、両手両足を切断し、酒の入った樽に首だけ残して放

性の上に君臨するという、その正当性を世の隅々にまで認めさせ

るのに、神から天子として選ばれ、神に一番近い存在として神性

り込み、骨の髄まで酔わせてやれと言い放ったという。
武后はその後、「垂簾の政」、「二聖政治」に象徴されるように、

ために、予め文字を書き入れた天授宝図という石ころを洛水に投

を備える必要があった。六八八年には、女帝の出現を予感させる

宗による武后の廃位計画を潰した頃から、唐室李氏そのものを弾

げ入れて、偶然を装い発見させるという茶番を演じる。また六九

握った実権をより強固なものにしていく。六六四年の上官儀と高
圧しはじめる。李氏一族の中には、その激しさにいつ殺されるか

〇年には武后オリジナル文字の則天文字を制定したり、大雲経と

いう仏の女弟子が登場する経文を、都合よく改変して全国に頒布

と気がふれてしまった者もいたようだ。
武后は自身の権力を脅かす者を次々と粛清していくが、その対
ん、従兄弟の武惟良と武懐運、実の姉韓国夫人、実の子である李

である。六八五年、武后六十二歳の時、薛懐義という怪僧が武后

武后について述べる上で、もう一点注目すべきが、男妾の存在

した。

弘も殺される。この徹底的な冷酷さは政治手段にも表れ、のちに

の元で働き出す。元は馮小宝という薬売りであるが、男性機能が

象に身内も多く含まれている。義理の兄武元慶と武元爽はもちろ

密告を奨励し拷問を専門とする酷使を設け、冤罪であろうが無か

人一倍強いという事で武后の男妾になった。宮中に出入りする体

裁上、僧としての名前が付けられたようである。彼は武后の為に

ろうが敵対分子を捕まえて拷問し根絶やしにしようとした。
武后の激しさと冷徹さを象徴する逸話として次のような物があ
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七四歳頃、張易之、張昌宗という若い兄弟が武后の男妾となる。

九月某日、武照に言われるがまま高宗が高官たちを呼びつけ、王

次のエピソードからも武照のいら立ちが垣間見える。六五五年

るが、そのほとんどが正道ではないと言え、褚遂良の生き方とは

彼らもまた増長し、クーデターをおこされ、武后退位の引き金と

皇后を廃位し、武照を皇后にすることを提案した。それに対し褚

良く働いたが、武后に寵愛されている事を笠に着て傲慢な振る舞

なった。彼らは皆悲惨な末路をたどるのであるが、身内に対して

遂良は命を懸けて反対し、床に頭を打ち付け血を流しながら訴え

対称的である。

も冷酷無慈悲な武后が並々ならぬ愛情を注いだ対象でもある。男

る。王皇后の廃位は太宗の遺託に反する事であり、そもそも王皇

いをし、最後は武后に処刑されてしまう。また、六九七年、武照

性社会を憎んだ武后が、男性をまた愛するというと一見矛盾して

后に何の落ち度もない事、仮に廃位するとしても王族でない武照

げたという。太宗の遺托を受けた褚遂良が死刑を免れる立場でい

いるが、打倒すべき男性と同じ性別の者がどこまでも従順に尽し

武后の権力闘争の歴史を俯瞰し、その謀略と実行力を形容する

る事は周知のはずであるが、思わず叫んでしまったのであろう。

が皇后になることには正当性が無い事などと主張していると、簾

と「狡賢、執拗、冷酷」であるといえる、また武后の生涯や嗜好

二人は立場や性質が水と油の様に違い、お互い全く思うようにな

てくれるのであるから、それは優越するという意味で武后の中で

等を見てみると「女性上位、既得権の奪取」を指向してきた人生

らなかったはずだ。最終的な権力闘争に勝利した武后は、褚遂良

の陰に隠れていた武照は、褚遂良を殺してしまえと金切り声を上

と言えるのではないだろうか。これらのキーワードは、そのまま

を死刑に出来ない為一族諸とも流罪のような左遷をさせた。しか

は整合性のとれた行動であったのであろう。

武后のパーソナリティを端的に表す言葉で言っても良いだろう。

し、王皇后を処刑して、更に酒樽に詰め込むような人間が、それ

ちろん、褚遂良は王皇后や唐室を保守する立場であるのに対して、

褚遂良と武后はあらゆる面で対極をなしている。男女の別はも

くのは自然な成り行きであり、本稿冒頭に指摘した雁塔聖教序に

したはずだ。そんな折、褚遂良が書丹した雁塔聖教序碑に目が行

高潔な人柄と実績、高い名声を持つ褚遂良をなんとか貶めようと

だけで留飲が下がるとはとても思えない。遠方に流されながらも、

武后は唐室から権力を奪取した。褚遂良は太宗に対する忠誠心と

見られる修正線は、武后による褚遂良の名声を貶めようとした形

（４）褚遂良・武后の確執と、雁塔聖教序への影響

謹厳実直な精神を持ち、高宗にも動じることなく諫言する人柄で

そうであるとすると、武后が雁塔聖教序に目をつけた時点では、

跡であると考えるのが自然な流れであろう。

来ない。褚遂良は武后からすれば最も厄介な敵の一人であったに

まだ石碑が完成されていないという事になる。褚遂良は六五二年、

ある。保身をせずに正論を述べ、武后等の甘言や脅しにも乗って
違いない。武后の狡猾で実行力の高い戦術は常人の域を超えてい
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ようとすれば相当日数を費やすはずで、二、三週間で完成という

能性が出てくる。しかし、重機のある現代であっても石碑を建て

かりで、修正された様な筆画群は武后の影響によるもので無い可

石碑が竣工されたとするのであれば、武照は宮中に再登場したば

十月に聖教序を、十二月にも序記を書丹している。この後直ちに

だ。原稿制作と採石運搬が時間的に重複があったかもしれないの

時間を差し引くとそれ以外の工程に五年必要であったということ

書丹の工程も異なるため、単純な比較にはならないが、原稿制作

聖教序の碑ではあるがこちらは一基。文字数も違い、集字という

真跡を元に原稿を制作するために二十年要したと言われる。同じ

ら建碑まで二十五年費やしたという。その内、懐仁が唐の秘庫の

褚遂良がどの様な原稿を書き、それがどの様な行程経て刻され

事は無い。当時はトラックも無いので、使える物もせいぜい牛や

唐代当時の石碑制作の過程を示す資料は確認出来なかったが、

たのかほとんど不明である。しかし現代の、墓石の制作の過程や

で誤差はあると思うが、それでも雁塔聖教序の建碑に最低五、六

目安として所要時間を想定してみる。雁塔聖教序と序記はそれぞ

刻字作品の制作過程を参考に鑑みると、往きつくところ石碑の最

馬や舟と言ったところであろう。恐らく年単位の時間を要したは

れ黒大理石の一枚岩で比重約２・９、寸法が縦約２５０㎝、横約

終的な完成は文字が彫られた状態であり、書丹されたものよりも、

年という感覚はそれほど大きく外れていないと思う。

１４０㎝、厚みは埋め込まれているので確認出来ないが、強度を

石刻された状態が完璧であることが重要である。完成度を高める

しろ合理的な考え方ではないだろうか。まして、雁塔聖教序は序
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ずだ。

保つために最低 ㎝と想定すると、一枚の重さ約３ｔ、二枚で約
石出来るような山が近くには無い。雁塔聖教序に使用された大理

が全八二一文字、序記が六四二文字という長文の巨大碑面である

為に原稿に修正を加えたり、刻する際に調整するという方法はむ

石の産地を調べる術は無いが、大理石の名前の由来が西安の遥か

成をしない大きさである。普通の書作品の推敲であれば何枚も完

ので、いくら褚遂良でも、それだけのものを章法と字形を一発で

巨大な石碑を建てる工程を考えてみると、運搬だけに時間を取

成するまで書くということもあるが、石刻がゴールであれば、あ

南の雲南省の大理と言う地方であることから考えても、相当遠方

られるわけではない。１、石を見つけて切り出す。２、運搬。３、

まり合理的ではないだろう。修正線による推敲は、限界まで完成

仕上げると言うのは逆に現実味が無い。何度か推敲しなければ完

原稿を書丹する。４、磨いた石に布字する。５、石を原稿通りに

れている。欧陽詢の化度寺碑や姚思辨墓誌名の刻者であり、中書

雁塔聖教序には褚遂良の名と並び、萬文韶という刻者名が刻ま

度を上げる為には、効果的な制作の一工程ではないだろうか。

似たような大きさの碑に集字聖教序がある。太宗が序を書いてか

のがあり、どんなに順調に行っても五、六年はかかりそうである。

刻す。６、石を設置する。簡単に列挙しただけでもこれだけのも

より良質な石を選んで運搬してきたであろう。

６ｔとなる。大雁塔がある西安は、見渡す限り平地で、巨石を採

30

省に置かれた専門職として隋から唐代にまでつかえたとされる。

為を指示出来るのは、武后を置いて他にいないだろう。

褚遂良を辱め、更に撰文者太宗、高宗にも泥を塗るこのような行

修正線パターンの考察

雁塔聖教序二碑の一文字一文字を観察すると数多くの修正線を

２

彼の刻したそれらの拓をみると全く修正線は入っていない。また、
褚遂良の孟法師碑や房玄齢碑など拓本として残る別作品を見ても、
全く修正線は見られない。褚遂良や萬文韶に問題があるわけでな
の名人で当時の第一人者であった。石に鑿で刻しても、筆意が失

見つける事が出来る。明らかに修正線であると分かるものもある

く雁塔聖教序だけが特別な処理をされているのだ。萬文韶は碑刻
われず、書丹した者の意図を細部まで汲み取って仕上げる事が出

が、 拓本では判別の難し

い物もある。 その場合、

来たはずなので、一級の書家も彼に依頼したのであろう。おそら
く萬文韶自身も相当書ける腕をもっており、本来ならば原稿に若

碑面写真を参考にすれば

修正線の有る無しの判断

はある程度できるだろう。

（図３）

修正線のパターンとし

ては、 筆画が並んで二本

存在する場合や、 一本の

筆線でも途中から太くな

り、 短くすべきか長くす

べきか不明な箇所や、 ま

た起筆や収筆の先が一伸

びするように補筆されて

いる場合もある。 どちら

が修正前で、 どちらが修

正後を示すものであるの
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干の修正線があったとしても、原稿をみれば刻す段階でどう仕上
げればいいのかは判断がつくはずである。ところが武皇后が誕生
し、褚遂良の左遷が言い渡された。その後に起こりうる出来事と
して次の様な物語が想定できるのではないだろうか。
権力を掌握したばかりの武后が部下達に向かって言った。
「憎き
褚遂良を貶める材料は何かないか」と。ある者が言う、
「褚遂良が
書丹した雁塔聖教序の原稿を見たところ、何か所も修正の指示が
入っておりました」。武后が言う「刻者の萬文韶に命じよ。褚遂良
は名声の如く清廉潔白の者で、その生き方に嘘偽りは無い。雁塔
聖教序の原稿にある『修正線』は修正線でない。すべて真実の線
であるから、そのまま刻せよ。お前ごときが慮って修正すること
の無いように」。使者を命令に行かせた直後、武后はこう吐き捨て
る。
「褚遂良め、忠誠を誓った太宗の顔に泥が塗れてよかったな！
永久に恥を掻き続けるがよい！」
唐室への思い入れなど微塵もない武后ならではの指示である。

図3

碑面写真では二本の筆画が
存在する。

拓本では修正線かどうか
判断が難しい。

実際に褚遂良がしたように修正線を施すという実験をし、その

いくつかの要素が考えられる。整理すると、次の６つに分類され

一口に修正すると言っても点画の状態をどの様にしたいのか、

が出現する場合があったためである。

中で修正線を施す際の何らかのルールや合理性が見えてくるか検

る。点画を①長くする、②短くする、③太くする、④細くする、

か一見しただけでは判断がつきにくい。

証してみた。

実験から得られた結果と６つの修正要素を照らし合わせると、

⑤角度を変える、⑥位置を変える。

ちに、自身の作品を添削するつもりで修正線を施してもらった。

修正の前後がわかるもの、修正した事はわかるが修正前後の判断

書道経験のある成人の方 名に古典臨書をして頂き、その後直
一人半紙一枚とし、文字数は自由、修正線の施し方も自由とした。

がつかないもの、修正自体が不可能なものがある事を確認できる。

図

図

7

正後の姿を正確に刻者に伝えるため、おそらく濃さや色が異なっ

く伝えることが難しい事がわかる。褚遂良が加えた修正線は、修

以上の実験と考察より、同色の墨では修正の前後を余すことな

Ⅳは修正後の程度が具体的に解らないので正確な修正が不可
⃝
能。

Ⅱは修正
⃝
 した事は解るが修正前後が判断できない。

⑥位置を変える…………Ⅲ

⑤角度を変える…………Ⅲ

④細くする………………×

③太くする………………Ⅲ

②短くする………………×

①長くする………………Ⅰ・Ⅲ

修正パターン……修正前後が判断可能な手段

整理すると次の様になる。

修正線を施す際の墨は同じものとした。尚、実験前に雁塔聖教序
の修正線については一切説明をしていない。
結果、修正手段に４つのパターンが見られた。
（図４）
Ⅰ、元の点画に接しないで示す。
Ⅱ、元の点画に接して示す。
（図５）

Ⅲ、線の脇に修正線の一部を重さならないよう添わせて書く。
（図
６）

図

6

14

なった。尚総合計が を超えるのは、一作品中に複数のパターン
30
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30

16

Ⅳ、文字構成する点画とは違う記号や目印を付したり、説明文を

加えて示す。
（図７ ）
図
5

出現数はそれぞれⅠが 例、Ⅱが 例、Ⅲが７例、Ⅳが５例と

4

たものを使用していたのではないだろうか。
一方、この結果から我々が拓本から修正後の姿を探る方法を考
えてみると、元の点画に接していない状態で、線を長く修正した
ものや、太くしたものであれば、修正後の姿として信用できるだ
ろう。
雁塔聖教序の拓を見る際、縦画や横画の先に接しない状態で付
された修正線があれば、そこまで伸ばした画であると解釈して良
いはずだ。臨書の際もその様な線に出会った場合は、線を不自然
に切ることなく修正線から修正線までのびやかに書いて良いと考
える。
おわりに
雁塔聖教序に現れる修正線について考察してきたが、唐代当時
の石碑の作り方なども記録がほとんどなく、状況証拠の羅列にな
ってしまった。
しかし、修正線を施す側の視点に立ったことによって、雁塔聖
教序の本来の姿にわずかながら迫ることが出来そうである。
最後に二例、修正後の姿を提示してみた。見やすいように白黒
を反転させた。拓本そのままのものと、修正前と修正後の三つの
画像が１セットである。修正前後で章法上変化もあるため、原本
に全套拓を用い、周辺の文字も画像内に残した。
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「聞」字 拓本反転

碑面

「聞」字

「聞」字

修正後

修正前
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「凡」字 拓本反転

碑面

「凡」字

「凡」字

修正後

修正前
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五九六

西暦
大業

開皇

元号

永徽
３

元

この頃、武照再び宮中に
（昭儀）
。長子李弘誕生。

同州勅使に左遷。

褚遂良、尚書右僕射となる。
六五〇
永徽

雁塔聖教序記書丹
６

褚遂良、潭州都督に左遷。

王皇后の廃位。武照、皇后となる。（褚遂良は強硬に
反対）

長孫無忌の失脚、死去。

褚遂良、愛州にて死去。

８褚遂良、愛州勅使にさせられる。

３褚遂良、桂州都督に左遷。

８

雁塔聖教序の書丹。

皇后支持派の褚遂良や長孫無忌らの関隴集団と、武照
一派の山東系との抗争激化。

褚遂良、長安に呼び戻される。

六五二

５唐の建国。
六五七

４

関連事項（数字は月）
（武照、皇后になったのち武后と記載）
褚遂良、杭州銭塘県に生まれる。

武士彠、楊氏と結婚。

六五五

六五三

年表 ─褚遂良、則天武后（武照）、雁塔聖教序関係

六一七

元
武照誕生。

４

乾封

麟徳

２

元

元

李勣の死去。

高句麗平定。

泰山で封禅を行う。

元 上官儀の武后廃位の提案つぶされる。武后の垂簾の政
本格化。

５ 「二聖
（高宗、武后）
」政治の始まり。

六六六

総章

顕慶

７李淵（高祖）、并州で決起、 長安入城。この頃、褚
遂良の父褚亮が李淵に迎えられ、 その学問徳望により

秦府十八学士の一人となる。褚遂良は鎧曹参軍
（武器の

３

管理役）となる。

６
玄武門の変。李世民の即位
（太宗）
。

武徳

六二〇

武照の父、武士彠死去。

六一八
六二三
９

六五八

９

貞観

六五九

六六八

褚遂良、諫議大夫から黄門侍郎となる。

上元

上元

２

元

３

元

皇帝を天皇、皇后を天后と改称。

集字聖教序の完成。

武后の母、栄国夫人楊氏の死去。

六八〇

永淳

調露

元

元

２

高宗崩御、太子李顕の即位（中宗）
。 武后、 皇太后とし
て摂政。

突厥の再独立。

太子李賢の廃位
（章懐太子）
、英王李哲
（顕）
が皇太子に。

六七二
六七四

六六四

六六九

虞世南死去。褚遂良、虞世南が亡くなった際魏徴に推
薦され太宗に仕える。

晋王李治の傅役を任される。

太子李承乾の反乱陰謀発覚。晋王李治、皇太子となる。

玄奘がインドより経典を持ち帰る。

六七〇

８／５李治（高宗）が聖教序記の文章を書く。

六七五

５太宗の崩御。臨終の間際、長孫無忌と褚遂良が呼ば
れ、高宗を輔導する様遺託を受ける。

六八二

弘道
照と高宗の関係が始まる。

六八三

大雁塔建立。

９褚遂良、中書令となる。

太子李弘の毒殺（孝敬皇帝）。李賢が皇太子に。北門学
士の活動開始。龍門石窟の大仏完成。

咸享

８／４太宗が聖教序の文章を書く。

六六〇

文徳皇后死去。武照、宮中に入る
（才人）
。

六二六
六三五
六三八

六三六

六四三
六四四
六四五
六四八

六四九

12

11

６太子李治の即位（高宗）
。 武照、 出家の形をとり感業
寺に入る。 尼時代から、 もしくはそれ以前から既に武

12
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10 10

13 16
10
17
22 19
23

垂拱

嗣聖
元 この頃、薛懐義（馮小宝）
、武后の男妾となる。

元 中宗の失脚（廬陵王）、予王李旦が皇帝に
（睿宗）
。
注

注６

永昌
２ 則天文字の制定。

元 新暦（周暦）の採用。

長寿
元 薛懐義を殺害。

２ 科挙の科目に「臣軌」を課す。

詔勅の実施をする尚書省の長官。当時尚書令は皇帝が兼任していた。

六二六年に起った髙祖の後継者争い。李世民が勝利し二代皇帝となる。

7

参考文献７

─ひなた

一九九三年一月

講談社学術文庫

中公新書

まさゆき・文学部非常勤講師─

中国書道文化史概説 播磨康泰
アートライフ社 二〇一五年一月

参考文献６ 「則
 天武后女性と権力」外山軍治
一九六六年四月

参考文献５ 「則
 天武后」気賀澤保規
二〇一六年十一月

参考文献４ 「唐
 褚遂良書雁塔聖教序全２冊」
荒金大琳 荒金治整理 文物出版社 二〇一〇年六月

参考文献３ 「中 国文物出版社出版後の雁塔聖教序における考察」荒金大琳 別
府大学紀要四九所収 二〇〇八年一月

別府大学紀要三四所収

参考文献２ 「雁
 塔聖教序建立の経緯」荒金信治

鶴見大学紀要第一部国語国文学編所収一九九五年三月

参考文献１ 「雁
 塔聖教の〝切筆〟」貞政研司

有能な将軍として名高い。高祖は崩御の直前、李勣を左遷し、太宗に自
分が亡なってから中央へ再び戻す様指示した。

注

六八四
２ 密告政治始まる。酷使登場。

六八五
六八六

載初

貞の反乱。唐室関係者への本格的な弾圧。

（天授聖図）」洛水から出現。琅邪王李沖・越王李
４ 「宝 図

六八九

六八八

六九〇
元 「大 雲経」の新編纂、全国に配備。９月９日、武后が皇
帝に即位し国号を周とした。（武周革命）

天授

証聖

２ 仏教優先を明示。

六九三
天冊万歳２ 通 天 宮 の 再 建 。

六九一
六九五

２ 来俊臣の処刑、酷使政治終わる。

万歳通天元 契 丹 、 河 北 侵 攻

六九六
六九七
元

元 突厥の河北侵攻。廬陵王李顕、皇太子に復位。

神功
聖暦

狄仁傑宰相として力を振るう。張易之、張昌宗兄弟登
場。

六九八

元 武后、長安へ行く（〜七〇三年）

李顕の即位（中宗）。唐朝の再興。

元 張柬
 之らのクーデターにより張兄弟誅殺。武后退位し、

３ 張兄弟派と反対派の対立激化

長安
神龍

七〇一
七〇三
七〇五

武后、上陽宮にて崩御
（八十三歳）
注１ 字は登善。五九六〜六五八年没年齢六十二歳
注２ 皇帝のそばに仕えて 記 録 す る 役 職
注３ 天子をいさめる役職
注４ 爵位の一つ
注５ 詔勅の立案をする中 書 省 の 長 官

─ 33 ─

8

論

文
取締役会と企業統治に関する最近の問題

上

貴

也

主総会の権限委譲に関する裁判例にも言及することにより、取締

井
一 はじめに

概略

取締役会

役会が擁する問題点や課題について検討を行って行きたい。

１

二

二 取締役会
三 監査等委員会 設 置 会 社
四 取締役会と株主総会との権限委譲について
五 おわりに

取締役会設置会社において重要な役割を果たす取締役会の構成、

最近のマスコミ報道では、企業不祥事が起こるたびに、企業に

り、取締役会設置会社では、株主総会の権限が、会社法で規定す

る。まず、本条で取締役会設置会社の取締役会の権限等定めてお

権限等についての基本的な定めは会社法二九五条で定められてい

とって法令遵守体制の確立、再発防止が問題となる。オリンパス

る事項および定款で定めた事項に限り決議できると定めらている。

はじめに

巨額損失事件、東芝の不適正会計事件においても企業統治のあり

そのため取締役会が会社のガバナンスにおいて果たすべき役割は、

一

方が問われてきた。

会社法は、すべての株式会社に株主総会および取締役の設置を

非取締役会設置会社の場合に比較して格段に大きくなる。

取締役会制度について概観し、また、平成二六年創設された監査

求めるが、そのほかの機関構成については、相当の自由度を認め

そこで、本稿では、コーポレートガバナンスの中心に位置する
等委員会について考察を深めるとともに、さらに、取締役会と株
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置が必須となる（会社法三二七条一項一号）
。必要的設置の場合で

ている。しかし、公開会社（会社法二条五項）
では、取締役会の設

設置会社の取締役会については、株主総会の権限との関係を含め

現行会社法では、条文表記の口語化が進められたが、取締役会

会社法三六二条一項は、取締役会はすべての取締役で組織する

てその位置付けや法解釈には基本的に大きな変更は加えられなか

あるいは監査役会の設置またはいわゆる「三委員会＋執行役」の

と定めている。取締役会は、取締役の全員で構成される会議体で

あっても、定款の定めが必要である（会社法三二六一項一号）
。ま

設置のいずれかが求められる
（会社法三二七条一項一号本文、会社

あって、本条二項に定める職務を行う会社の機関であり、その職

った。

法三二八条一項）
が、大会社
（会社法二条六項）
ではなく、しかも非

務権限は、取締役会に帰属する。取締役各人は、直接会社の機関

た、任意に設置した場合も含めて取締役会を設置すると、監査役

公開会社（定款で全株式に譲渡制限の定めがある会社）
は、会計参

な明文の定めはなかったが、取締役会がすべての取締役で組織す

平成一七年改正前商法では、取締役会の構成につき本条のよう

ている。

になるのではなく、取締役会の構成員となるにとどまると解され

歴史的経緯

与を設置すると、その例外となる（会社法三二七条二項但書）
。
２

昭和二五（一九五〇）年商法改正によりアメリカ法に倣って取締
制定の商法以来の原則であった取締役が各自会社を代表するとい

会社法三三一条四項において、取締役会設置会社の取締役は、三

取締役会の構成員となるべき取締役の員数についてであるが、

ることと理解されていた。

う原則は放棄され、取締役会制度が新たに導入されたのである。

名以上でなければならないとされていることから、取締役会を構

役会制度がわが国の会社法に導入された。明治三二
（一八九九）
年

これにより、取締役は取締役会の構成員として会社の意思決定に

取締役会は常設の機関であると解されている ⑴。 会社法の下で

成するすべての取締役の数は、三名以上でなければならない。

締役が行うものとされた。昭和二五年商法改正は、株主総会の権

は、取締役のすべてによって構成される一個の会議体が取締役会

参加するが、業務執行と会社代表は、取締役会が選任する代表取
限を万能のものから商法または定款に定めた事項のみ決議できる

監査等委員会設置会社

を構成している ⑵。
三

概略

「監査等委員会設置会社 ⑶」制度は、平成二六年改正で新しく導

１

ものへと変更したことから、取締役の権限が大幅に拡大されたこ
とに伴い、その権限行使を慎重なものとするため、取締役会とい
う会議体を構成させ、その会議により業務執行に関する意思決定
を行わせるとともに、代表取締役による業務執行を監督させるこ
とにしたのである。
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ることを選択することもできる）。

ことができる
（なお、そのような会社は指名委員会等設置会社とな

に定めることにより監査等委員会設置会社となることを選択する

入された制度である。取締役会と会計監査人を置く会社は、定款

項）
、解任には、株主総会の特別決議が必要となる
（会社三四四条

二項）
。その任期は二年で（定款による短縮不可、会社三三二条四

の取締役とは区別して、選任されなければならない
（会社三二九条

株主総会において監査等委員となる取締役は、監査等委員以外

（＝取締役会の過半数が社外取締役である場合または定款で定めた

監査等委員会に一元化するこもできる。他方、一定の条件のもと

監査役会の役割（監査）のすべてと取締役会の役割
（監督）
の一部を

ことにより、監査役設置会社・監査役会設置会社における監査役・

は社外取締役でなければならない。監査等委員会設置会社になる

会が取締役会内に設置され、そのメンバー
（監査等委員）
の過半数

会社への移行することにより先の二つ義務の適用を回避できると

会設置会社においては、監査役会設置会社から監査等委員会設置

で、特に社外取締役を一名も置いていない上場会社である監査役

の記載義務が課されることになった。公開会社である大会社の中

株主総会において説明する義務や事業報告・株主総会参考書類へ

の上場会社等には「社外取締役を置くことが相当でない理由」を

平成二六年改正により、社外取締役を一名も置いていない一定

の二第三項、会社三〇九条二項七号）。

場合）
で業務の決定権限を取締役会から取締役に大幅に委譲するこ

いうメリットがあり、企業側のニーズも大いにあるところである。

監査等委員会設置会社は、監査役は置かれないが、監査等委員

とが認められる。
現在では、大会社かつ公開会社は、監査役会設置会社、監査等委

となる社外役員
（社外監査役二名＋社外取締役一名）
が社外取締役

社に移行した場合には、監査役会設置会社であれば最低三名必要

具体的な、上場会社側のメリットとしては、監査等委員会設置会

員会設置会社または指名委員会等設置会社の三つの中から選択が

二名で足りることになる。これにより、
「社外取締役を置くことが

監査等委員会設置会社を選択するか否かは会社に任されている。

可能な法制度になっている。

相当でない理由」の株主総会での説明や事業報告・株主総会参考

書類への記載の問題も回避可能である。監査等委員の任期が二年

であることは人事の機動性の観点からもメリットがある。さらに

監査等委員会設置会社制度の創設
株式会社の機関設計として、監査役を置かず、三名人以上の取

監査役と違って独任制を採用しておらず、組織的な監査体制によ

２

締役（過半数は社外取締役）によって構成される監査等委員会を設

る運用ができるというのもメリットになっている。

締役二名以上を含む監査等委員の選任、諸内規の整備・変更等の

監査等委員会設置会社に移行するためには、定款変更、社外取

置する（会社法三二条二項など）。これに伴い、現行の「委員会設
置会社」は、「指名委員会等設置会社」に名称が変更された
（会社
法一条一二号など）。
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負担が生ずるので、監査等委員会設置会社に移行することを検討

監査委員の任期は、取締役の任期であり、選任後一年以内に終了

二条六項）
の範囲内である。

まで
（定款または株主総会決議により短縮すること可）（会社法三三

する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時

検討

する場合には、これらの負担も考慮に入れる必要がある。
３
３‐１ 監査役

会で議決権を行使できる株主の議決権の過半数であり、決議数は

解任は株主総会決議で行われる。その定足数は原則として当該総

ない（会社法三三五条三項、会社法三九〇条一項）
。監査役の選・

べてにより組織され、その半数以上は社外監査役でなければなら

二九条二項）
。任期は、二年であり
（会社法三三二条四項）
・解任は

株主総会決議でそれ以外の取締役と区別して選任される
（会社法三

ばならない
（会社法三三一条六項）監査等委員会である取締役は、

員である取締役から成り立ち、その過半数は社外取締役でなけれ

監査等委員会設置会社の監査等委員会は、三名以上の監査等委

監査等委員

原則として出席株主の議決権の過半数である（会社法三二九条一

株主総会の特別決議による
（会社法三四四条の二第三項・会社法三

３‐３

項・会社法三三九条一項・会社法三四一条）
。監査役の任期は、選

〇九条二項七号）
。

監査役会設置会社における監査役会は、三名以上の監査役のす

任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時
株主総会の終結の時までである（会社法三三六条一項）
、非公開会

問題点

監査役は従来、業務執行とは独立した立場から会社の経営をチ

３‐４

ち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸張すること

エックする機関として機能してきた。平成二六年改正により、監

社の場合は、定款で、選任後一〇年以内に終了する事業年度のう
ができる（同二項）。監査役の場合には、監査役会を構成しても、

査役の機能が社外取締役へと移行しつつあるとお盛られる。従前、

四

取締役会と株主総会との権限委譲について

⑷

事実の概要
最高裁平成二九年二月二一日決定

１

今回制度によって監査の機能が弱められるとの懸念も生ずる。

監査役に与えられてきた独任制、四年任期のメリット等が失われ、

それぞれの監査役は独任制になるところが特徴である。
３‐２ 監査委員
「指名委員会等設置会社」における監査委員会は、取締役の中か
ら取締役会決議で選定される三名以上の委員で組織され
（会社法四
〇〇条一項）、その過半数は社外取締役でなければならない
（同三
項）。監査委員の解職も取締役会決議による
（会社法四〇一条一項）
。
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本件は、相手方 （以下「相手方会社」という。
）
の代表取締役で
あった抗告人が、平成二七年九月三〇日に開催された相手方会社

0

0

0

0

0

本決定の意義

相当である ⑸。
２

代表取締役の選定・解職権限を定款の定めにより株主総会に留

の株主総会における相手方 を相手方会社の取締役に選任する旨
の決議及び代表取締役に定める旨の決議は無効であるなどと主張

保することの可否については、株主総会の権限を法令・定款所定

る。

行停止及び職務代行者選任の仮処分命令の申立てをした事案であ

Y2.

の解釈問題として学説上議論されてきた。会社法下でも、株主総

会が非万能機関とされている取締役会設置会社
（会社法二九五条二

役会を置いた場合、株主総会は、法に規定する事項及び定款で定

非公開会社（法三二七条一項一号参照）
が、その判断に基づき取締

取締役会を置くことを当然に義務付けられているものではない

職権限の株主総会への留保を一定の範囲で認めた最高裁決定であ

論点について非公開会社の事案について、代表取締役の選定・解

くことが法的に許容されるかどうかが争われた事案である、当該

開会社の定款に代表取締役の選任を株主総会で行う旨の定めを置

項）
に同様の問題が当てはまる。本件は、取締役会を設置する非公

めた事項に限り決議をすることができることとなるが
（法二九五条

学説の状況

ることに意義が認められる。

の規定はない。そして、法は取締役会をもって代表取締役の職務
執行を監督する機関と位置付けていると解されるが、取締役会設

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

取締役会設置会社の代表取締役の選定・解職権限を株主総会に

0

置会社である非公開会社において、取締役会の決議によるほか株

0

留保する定款規定の効力について、 会社法の立案担当者 ⑹は、 取

0

主総会の決議によっても代表取締役を定めることができることと

0

締役会を設置しない非公開会社（以下、
「取締役会非設置会社」と

0

しても、代表取締役の選定及び解職に関する取締役会の権限
（法三

0

いう。
）
と取締役会設置会社における株主総会の権限の差異
（会社法
0

六二条二項三号）
が否定されるものではなく、取締役会の監督権限
0

二九五条一項、二項）
が絶対的なものでないこと、会社法は株式会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

社に関する一切の事項が株主総会の権限となり得ること
（同条一項

0

0

以上によれば、取締役会設置会社である非公開会社における、
0

0

参照）
を前提に、取締役会設置会社の定款で株主総会の権限として

0

0

取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役

留保できる事項に特に制限を設けていないこと、取締役会設置会

0

の実効性を失わせるとはいえない。

３

二項）、法において、この定款で定める事項の内容を制限する明文

【決定要旨】

事項に限る旨を定めていた平成一七年改正前商法二三〇条ノ一〇

して、 相手方らに対し、 相手方 の取締役兼代表取締役の職務執

Y2

を定めることができる旨の定款の定めは有効であると解するのが
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Y1

のの、取締役会の法定権限を奪うこととなる権限専属型の定款規

るが、立案担当者は、権限重複型の定款規定の有効性を認めるも

代表取締役の選定・解職権限を株主総会に留保できると考えられ

公開会社かを問わず、定款の定めをもって、取締役会設置会社の

とすることができるとする ⑺。 この考えによれば、 公開会社か非

各会社の実情に合わせて、定款の定めにより株主総会の決議事項

社でもその実態が従来の有限会社に近いものもあると考えられ、

ては見解の相違がある。

が代表取締役の選定・解職権限を有する形の定款が有効かについ

款自治として認められているとする立場 ⑿もあり、 株主総会のみ

当該事項をなお取締役会決議でも決定できるようにすることも定

行会社法の下では、定款によって株主総会決議事項を拡大しつつ、

選定、解職権限を有する定款は無効とする立場 ⑾がある一方で、現

定款の定めは認められないとして、株主総会のみが代表取締役の

があるかどうかは、同条一項により明らかにされておらず、代表

学説では、会社法二九五条二項の「定款で定めた事項」に限定

解職を株主総会の権限とした場合に取締役会の監督機能が弱体化

事項に制限されている総会に分けた趣旨及び代表取締役等の選定・

万能の決定機関である総会と権限が法令・定款に定められている

会社法二九五条に関する解説の中で、会社法が株主総会につき

取締役の選定・解職を株主総会の権限とし得るかの問題は会社法

することがその理由とされている。

定の効力を否定するようである ⑻。

によっても明文で解決されていない。そのため旧商法と同様、解
釈問題が残されている ⑼。 会社法の立案担当者は、 取締役会設置

否定説は、旧商法下の同学説と同様、当該定款規定が取締役会

否定説と肯定説

項について、特に制限を設けていないとし、代表取締役に対する

の代表取締役に対する監督権限の裏付けを失わせ形骸化してしま

４

内部的な監督機能の一つである選解任を主として取締役会が行う

うことを主たる論拠とする。この議論は公開性の高い株式会社を

会社において、定款で株主総会の決議事項とすることができる事

のか、株主総会が行うのかも、各会社の実情に合わせて定款で定

想定され主張されている。また、会社法上は株主総会で代表取締

役を定めることのできる会社が取締役会非設置会社に限定されて

めることとして差し支えないものとし、有効説をとる。
また、会社法制定後の学説は、取締役会の代表取締役に対する

多い ⑽。 ただし、 有効説の中にも、 取締役会と株主総会の双方が

会の権限とする定款の効力について有効とする立場をとるものが

命令権
（代表取締役等の業務執行権の範囲の決定等）
が失われるわ

定・解職権が株主総会に帰属しても、それにより取締役会の監督

一方、肯定説は、旧商法下での同見解と同様、代表取締役の選

いること
（会社法三四九条三項）が否定説の論拠である。

代表取締役の選定、解職権限を有する定款は有効であるが、明文

けではないこと、取締役会は代表取締役等の解職を議題とする株

監督権限を弱めるものでないとして、代表取締役の選定を株主総

の規定のない限り、取締役会等の法律上の権限を剥奪するような
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の理論的根拠に、代表取締役が取締役会の派生機関であり、その

款の規定を無効とは解さないようである。また、否定説では、そ

主総会の招集を決定することもできることを根拠として、当該定

会社に限って、取締役会と株主総会の双方に選定権限を認める定

社において株主総会で代表取締役を定める定款について、非公開

効性を巡って会社法施行後も見解が分かれていた取締役会設置会

おわりに

めについては有効であると判示したものと解せられる。
五

論理的帰結として代表取締役の選定・解職が取締役会の固有権限
として帰属するため、これを定款によっても株主総会に留保でき
ないことを理由にあげる。

以上みてきたように、取締役会の経緯、監査当委員会、法的権

督機能の形骸化を招く恐れが生ずるとのことから権限重複型の定

公開会社に関しては、旧商法下での肯定説から、取締役会の監

機能については一定程度を代表取締役に委譲し、監査・監督機能

制度が新設されたものである。取締役会の経営の関する意思決定

査等委員会設置会社については、業務監査機能の充実化に期待し

限分配論について検討を加えてきた。平成二六年に新設された監

款規定の有効性を認めることが指摘されてきた ⒀。 会社法が公開

に重点を置くような制度設計を採用している。会計参与を設置す

検討

会社と非公開会社とで株式会社に係る規律を区分することを踏ま

るかどうかを除き、機関構造を変更する自由は認められていない。

５

えると、会社法の下では、肯定説に立つ場合でも、権限重複型の

選任・解任
（選定・解職）
権限の所在も含めて、ガバナンスのしく

みは法が定めてしまっているものとみることもできる。法定の機

定款規定の有効性について公開会社でも認める余地を残すものと
評価しうると、指摘される ⒁。

二〇一七年九月に、日産自動車が無資格の従業員に新車の検査

関間権限分配を変更する自由はなく、株主総会のみが代表取締役

の解決に必要な限度に絞って判断を示すものであり、決定の射程

をさせていた問題が発覚した、その後も、一部工場で無資格検査

なお、本決定は、取締役会設置会社である非公開会社に対象を

範囲を無闇に拡大する必要はないと考える。したがって、①公開

が続いていたことが判明した。また、政府系金融の商工組合中央

や執行役の選定・解職権限を有することは許されないと解すべき ⒂、

会社について、株主総会にも代表取締役の選定権限を認める定款

金庫が国の制度融資で不正を繰り返した問題について、ほぼ全店

限定し、取締役会と株主総会の双方に代表取締役の選定権限を認

が有効かどうか、②取締役会設置会社において、株主総会のみに

舗で不正に関わっていたことが明るみにでた。このような企業不

ことが指摘されている。

代表取締役の選定権限を認める定款が有効であるか否かについて

祥事の再発防止のために、会社法は幾たびと改正されてきたが。

める定款について有効としたものであるが、これは、本件の事案

は、本決定の射程から外れると解する。また、本決定は、その有
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今後も、今回の不祥事の対応のため、ガバナンス機能の実効性が
二〇〇七年）
。

⑾ 神作裕之「会社の機関─選択の自由と強制」商事法務一七七五号三八頁（二

（第六版）』三一六頁注五
（有斐閣、二〇一五年）。
⑿ 江頭憲治郎『会社法

〇〇六年）
。

（中央経済社、二〇〇八年）
。
⒀ 前田重行『逐条解説会社法四巻』三五頁

問われると考える。
注

◆商法一〇〇号四頁。
Watch
⒂ 三浦治「判批」判例秘書ジャーナル一〇頁（判例秘書インターネット版、二

─いのうえ たかや・法学部教授─

〇一七年）
二〇一七年一〇月二〇日にアクセス。

⒁ 中村信男「判批」新・判例解説

⑴ 取締役会が臨時の機関であるかについては、平成一七年改正前商法において
は争いがあった（大隅健一郎＝今井宏「会社法論 中（第三版）
」一九〇頁（有
斐閣、一九九二年）。
⑵ 会社法三七〇条によって、取締役会の決議の省略が認められることになった
から、構成員である取締役が現実に集まって審議・決議をする会議
（取締役会
議）
のみが取締役会とはいえないのであり、むしろ常設の取締役会という機関
は、 その活動形式として、 取締役会議を開催することもあれば、 また取締役
機関〔２〕
）
二一七頁
（商事法

会議を省略して取締役会決議をすることもあるとみる
（落合誠一「会社法三六
二条コメント」落合誠一会社法コメンタール八
務、二〇〇九年）。
⑶ 平成二六年会社法改正は、有価証券報告書提出会社で指名委員会等設置会社
以外の会社について、 社外取締役の設置を強く推奨しているため、 監査等委
員会設置会社という機関 設 計 が 導 入 さ れ た 。
一九五頁、判タ一四三六号一〇二頁、判時二三三三号一二二頁。

⑷ 最高裁平成二九年二月二一日決定民集七一巻二号一九五頁、民集七一巻二号
⑸ 傍点「、」については、筆写が付したものである。

会社法

（７）
株主総会等」商事法務一七四三号一九
⑹ 相澤哲・細川充「新会社法の解説
頁）。
⑺ 松井秀征「第二九五コメント」江頭憲治郎・中村直人編『論点体系
２』四〇五頁（第一法規、二〇一六年）。
滋「株式会社における機関権限分配法理」
『会社法の争点』九五頁
（有斐閣、二

、 森本
⑻ 江頭憲治郎『株式会社法〔第六版〕』三一五頁（有斐閣、二〇一五年）
〇〇九年）。
。
⑼ 揖斐潔『会社法大系第３巻』三五頁（青林書院、二〇〇八年）
『検証会社法』九九頁
（信山社、
⑽ 前田雅弘「意思決定権 限 の 分 配 と 定 款 自 治 」
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