掲示板
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掲示板は、学習に関する留意点や事務手続をお知らせするページです。
毎号必ず目を通してください。
なお、通信教育部ホームページ
（http://www.toyo.ac.jp/site/tsukyo/）にも、
『東洋通信』を掲載しています。
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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.48

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.48

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.14
P.30

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.9

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）

P.48

（〜16：00まで）

28（水）

4

3月

行事予定

手続期間
正科生（前期生）休学手続・復学手続
（〜3/27）

1（木）

「東洋通信」参照ページ
P.22・23

2（金）
3（土）
4（日）白山キャンパス内への入構禁止期間（〜3/6）

P.48

5（月）
6（火）

（〜17：00まで）

7（水）
8（木）
9（金）
10（土）2018年度教育実習参加者事前面接

P.42

11（日）
12（月）
13（火）
14（水）「介護等体験」事前指導会

13：00〜17：00

P.13
ToyoNet-Gにて2018年度シラバス・ P.35、P.37
年間スクーリング日程公開（予定）

15（木）
16（金）
17（土）
18（日）
19（月）
20（火）
21（水）春分の日
22（木）
学位記授与式・卒業式 10：00〜（日本武道館）
時間未定（白山キャンパス）
窓口・電話取扱停止

P.12

23（金）卒業証書授与

24（土）事務室休業（全学休業）

P.48

25（日）
26（月）
正科生（前期生）休学手続・復学手続締
切

27（火）
28（水）
29（木）
30（金）
31（土）

5

4月

行事予定

1（日）
2（月）

手続期間
履修登録期間（〜4/5）
通年スクーリング対象科目公開日
（4/1〜）
卒業論文題目登録申請（〜4/16）

「東洋通信」参照ページ
P.38
P.41
P.10

正科生
（前期生）
学費納入期間
（〜4/16） P.22・23

3（火）
4（水）
5（木）

履修登録締切

6（金）
7（土）
8（日）
9（月）通学課程（通年S）春学期授業開始
10（火）
11（水）
12（木）
13（金）
14（土）
15（日）
16（月）

正科生（前期生）学費納入締切
卒業論文題目登録申請締切

17（火）
18（水）
19（木）
20（金）
21（土）
22（日）
23（月）
24（火）
25（水）
26（木）
27（金）
28（土）
29（日）昭和の日
30（月）振替休日
Ｓはスクーリングを表します
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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

2
 018年３月７日（水）〜３月30日（金）
※日・祝日および３月23日
（金）
の窓口・電話取扱停止日、３月24日
（土）
の全学休業日を除く

２．受付時間

月〜金
土

9：30〜12：45
9：30〜12：45

14：00〜16：45

※
３．相談申込受付期間
2018年２月13日（火）〜３月３日（土）
※３月３日（土）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
7

個別学習相談会（期間開催）
のお知らせ
2018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
8

mltsukyo@toyo.jp

卒業論文説明会・指導会 前期正科生対象【再掲】
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）

参加方法

文学部：1308教室

法学部：1310教室 （1号館3階）

上記日時に教室に入室してください（事前申込は不要です）。

＊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、ToyoNet-Gのお知らせに
掲出する資料を参照してください。
＊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・指導会配布資料につ
いて」をよく読み、必ず資料を確認してください。
＊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【再掲】
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。
●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確認し、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・指導会配布資料について
卒業論文説明会・指導会に参加できない学生は、ToyoNet-Gのお知らせに資料を２月
19日以降に掲出するので確認してください。卒業論文提出時に必要な書類も掲出して
いますので、2017年度以前に説明会・指導会に参加した学生であっても必ず今年度の
資料を参照してください。

10

卒業論文題目登録申請について
●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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2018年3月学位記授与式・卒業式、証書授与
日時：2018年３月23日
（金） 10：00

開式（15分前までに入場のこと）

場所：日本武道館
（千代田区北の丸公園）
学位記授与式・

地下鉄

都営新宿線、東京メトロ東西線・半蔵門線「九段下」徒歩５分

卒

地下鉄

都営三田線・新宿線、東京メトロ半蔵門線「神保町」徒歩10分

業

式

※入場の際には学生証が必要ですので、忘れずに携帯してください。

※当日は大変混み合いますので時間に余裕をもって入場してください。
日時：2018年３月23日
（金） 時間未定
場所：東洋大学白山キャンパス
証

書

授

与

開始時間・会場は、ToyoNet-Gの「お知らせ
（教務関係）
」にてお知らせします。
※証書授与の会場については変更となる場合がありますので、当日、キャンパ
ス入口
（警備室の掲示）
または通信教育課前の掲示板を確認してください。
※今回より通学課程と合同で実施します。

2018年３月学位記授与式・卒業式、証書授与については上記のとおりです。
卒業単位充足者発表は３月上旬にToyoNet-Gの「お知らせ
（教務関係）」にて掲示します。
ToyoNet-Gメニュー「履修・授業照会」内「履修登録確認表
（通信）」ページにある「卒業
判定」欄は、卒業式直前まで反映できませんので、上記「お知らせ（教務関係）」で確認をし
てください。
卒業決定者
（卒業論文提出者で卒業単位充足者）
には、３月中旬までに別途卒業決定通知を郵
送します。

日本武道館案内図
至新宿

中

市ヶ谷

線

至高田馬場

下

地

中等教育

学校 文

鉄
線

宿

新

日本武道館
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九段下

清水門・竹橋駅
（東西線）

九段会館

田安門

東京

メト

ロ半

蔵門

線

至大手町

至御茶ノ水

営

区立九段

飯田橋

東京
メ
ト
ロ東
西線

都

靖国神社

央

（東京メトロ有楽町線・南北線・
都営地下鉄大江戸線）

2018年度「介護等体験」事前指導会 体験対象者のみ
2018年度「介護等体験」に参加を希望する者は、
「介護等体験」事前指導会に必ず参加し
てください。
以下の実施日に参加ができなかった場合、2018年度の介護等体験には参加することがで
きなくなりますので、ご注意ください。
月

日

2018年３月14日（水）

時

間

13：00〜17：00（予定）

対象者
場

所

内

容

2017年10月28日
（土）
実施の「介護等体験」登録説明会参加者のみ
白山キャンパス
（対象者には、２月上旬にToyoNet-Gの「お知らせ
（教
務関係）」にて通知します。）
・
「介護等体験」参加にあたる諸手続説明（＊詳細は対象者に通知）
・全学合同オリエンテーション
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単位認定試験（筆記）第8回【再掲】
単位認定試験（筆記）第8回

単位認定試験
（筆記）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８回

１

申請期間

2018年１月30日（火）〜２月13日（火）

２

受験票出力

2018年２月16日（金）から可能

３

試験日

2018年２月18日（日）

４

集合時間

12：40
（時間厳守）

５

開催地

東

京

◇開催地・会場
開催地

東
※１

京

会

場

本学白山キャンパス

所在地

東京都文京区白山5−28−20

電

話

03−3945−7348

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

※２

著しく申請者が少ない場合は中止することがあります。

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

〔注〕
「ToyoNet-G」で行う「単位認定試験（筆記）」の申請は、システムメンテナンス時
（毎週木曜 21：30〜23：30）を除き、通信教育課休業日も利用可能です。
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単位認定試験
（筆記）第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
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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

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8回
◇試験時間割
１時限目
１科目受験者

13：00〜14：00

２科目受験者

13：00〜14：00

２時限目
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.14の図を参照））を必ず持参し、机上に提示する。
・試験開始後20分までに入室しないと受験資格を失う。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）
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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
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
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

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
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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学籍
正科生の在籍手続について（休学手続・休学からの復学手続を含む） 前期正科生対象
前期生
（４月入学生）
は2018年４月１日から新年度が始まります。引き続き在籍するため
には、下記の手続が必要となります。
◆学費の納入について
学費の振込用紙は2018年３月末頃に大学から送付します。振込用紙に印字されている金
額を期間内に納入してください。
学費内訳

振込期間

2018年４月２日（月）〜４月16日（月）厳守

新２〜新４年生

授業料

100,000円

原級生

授業料

80,000円

休学する場合

休学料

20,000円

＊振込期間に学費を納入しなかった学生は、東洋大学通信教育部学則第28条により除籍とな
ります。
◆学生証裏面シールの更新について
学生証の有効期限は2018年４月15日までです。通信教育課から学生証裏面シールを３
月下旬に送付しますので、貼りかえてください。学生証裏面シールの有効期限の切れた学生
証は無効となり、単位認定試験受験・スクーリング受講・図書館の利用ができません。また、
通学定期・学割等の購入にも利用できません。
◆休学手続について

手続期間

2018年３月１日（木）〜３月27日（火）必着

振込期間

2018年４月２日（月）〜４月16日（月）厳守

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

１

２

要

書

類

等

「休学願」
（今月号P. 27に綴じ込まれています）
※本人と保証人（大学に届け出ている方）の署名・別々の印影での捺印が必要
※保証人の署名・捺印は未成年者以外の方も必ず記入が必要
※保証人はToyoNet-G「学生メニュー」→「個人情報管理」内「保証人情報照会」
より確認可能
返信用封筒
（長３〈縦23.5ｃｍ×横12ｃｍ〉サイズ）
宛名明記
（
「様」をつけること）、82円分切手貼付

※学生証自体の送付は不要です。
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学籍
◆休学からの復学手続について

手続期間 2018年３月１日（木）〜３月27日（火）必着
振込期間 2018年４月２日（月）〜４月16日（月）厳守
2017年度に休学し、2018年度復学を希望する学生は下記２点をまとめて手続期間内に
通信教育課へ送付してください。３月末頃に学費の振込用紙を送付しますので振込期間内に
納入してください。
2017年度に休学した学生は、復学手続を行わなければ、2018年度に学習することはで
きません。
必

１

２

要

書

類

等

「復学願」
（対象者には２月下旬に送付します）
※本人と保証人（大学に届け出ている方）の署名・別々の印影での捺印が必要
※保証人の署名・捺印は未成年者以外の方も必ず記入が必要
※保証人はToyoNet-G「学生メニュー」→「個人情報管理」内「保証人情報照会」
より確認可能
返信用封筒（長３〈縦23.5ｃｍ×横12ｃｍ〉サイズ）
宛名明記（「様」をつけること）、82円分切手貼付

※学生証自体の送付は不要です。
◆在籍手続についての注意
○一旦納入された学費は、返還できませんので注意してください。
○休学・復学許可書については、
６月中旬に送付します。
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学籍

退学手続について 正科生対象
事情により、2018年３月付での退学を希望する学生は、下記の手続期間内に通信教育課
へ必要書類３点を送付してください。
前期生
（４月入学）
の方と後期生
（10月入学）
の方では、手続期間および退学日の取扱いが異
なりますのでご注意ください。
◇前期生
（４月入学）の方◇
手続期間

2018年３月１日（木）〜2018年４月16日（月）【必着】

退学日の取扱い

2018年３月31日付

退学許可書の発送

６月中旬（予定）

注意事項

上記の提出期間中に「退学願」等の提出がなく、2018年度の
学費未納の場合は、2018年３月31日付の除籍となります。

◇後期生
（10月入学）の方◇
手続期間

2018年１月24日（水）〜2018年２月23日（金）【必着】

退学日の取扱い

３月上旬

退学許可書の発送

４月上旬（予定）

注意事項

１）後期生の場合は2017年度途中の退学という取扱いの関係
上、2018年３月31日付の退学はできません。
２）「退学願」を上記提出期間以降に提出した場合は、2018年

５月付の退学となります。
３）他大学への転入学を検討している場合、二重学籍や在学年
数など他大学での出願資格にかかわる場合がありますので、
上記の注意事項１）と２）について注意してください。

◇必要書類 ３点◇
書類の発送にあたっては郵便事故などに備え、特定記録郵便・簡易書留・レターパックな
ど追跡可能な方法で郵送してください。
必

１

要

書

類

等

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

２

学生証
（必ず返却してください）

３

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

【重要】在学可能年数の確認について 全正科生対象
正科生の方は、通信教育部学則第12条に基づき、在学できる年数が定められています。正
科生が在学できる年数は休学期間を除き、入学を許可された年次から起算して、１年次入学
生は10年間、２年次入学生は９年間、３年次入学生は８年間、４年次再入学生は７年間で
す。今一度、ご自身の在学可能年数を確認し、計画的に学習を進めてください。

在学年限超過に伴う除籍について 前期正科生対象
次の表１に該当する前期生で2018年３月に卒業できない学生は、2018年３月31日付
で在学年限超過で除籍となります。この場合は、いかなる理由があっても、在学年限の延長
はできません。
表１
学籍番号の年度
（学籍番号５・６桁目）

これまでの休学期間

①

08

なし

②

07

１年

③

06

２年

◆除籍時に単位修得に至らなかった履修途中の科目の学習履歴は、すべて無効となります。
◆対象者には、３月中旬に通知書を郵送します。

科目等履修生の登録期間終了について 前期科目等履修生対象
2018年３月31日で科目等履修生の登録期間は終了します。
終了後、科目等履修生証を「特定記録郵便」にて速やかに通信教育課まで返却してくださ
い。※通信教育課窓口での返却も可能です。
返却期限：2018年４月６日（金）
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学籍

科目等履修生の証明書発行時の注意について 科目等履修生対象
2012年度より科目等履修生の適用カリキュラムが変更になったことに伴い、下記対象者
の該当証明書は、２枚での発行となります。
＊対象者

登
 録期間が2011年度と2012年度にまたがる科目等履修生

＊該当する証明書

「成績・単位修得証明書」および「学力に関する証明書」

・登録期間が上記以外の方は、１枚の証明書にて発行が可能です。
・登録期間を十分確認し、お申し込みください。
下記のような科目等履修生は２枚での証明書発行となります。
【例】登録期間：2008〜2013年度
・
「成績・単位修得証明書」
2008〜2011年度分… ……………………………１枚（手数料300円）
2012〜2013年度分… ……………………………１枚（手数料300円）
合計２枚（手数料合計600円）
・
「学力に関する証明書」
2008〜2011年度分… ……………………………１枚（手数料300円）
2012〜2013年度分… ……………………………１枚（手数料300円）
合計２枚（手数料合計600円）
※手数料は郵便局発行の定額小為替のみの取り扱いとなります（現金・切手不可）。

26

2018年

休

学

月

日

願（前期生用）

東洋大学長 殿
学部・学科
学籍番号

学部

学科

7

在学中
学

・

休学中

年

年

フリガナ
㊞
氏

名
携帯電話など連絡先

（

）

保 証 人
氏
名

㊞

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

キ リ ト リ 線

（※未成年者以外の方も
保証人の署名・捺印は必要）

私は、以下の理由により、2018年度（2018年4月1日〜2019年3月31日まで）
休学したく、許可されますようお願いいたします。
休学の理由

１．家庭の事情のため

２．勤務の都合のため

○をつけること

３．病気療養のため

４．ケガ治療のため

５．経済的事情のため

６．進路再考のため

７．その他

通信教育部学則

第26条第 2 項

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

事務室受付

学籍担当

学費担当

委員会審議

教授会審議

決

裁

東洋大学

教務
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、手続きおよび学習をしてください。
※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「秋学期の単位認定試験（論文）の申請および提出期限について」、「リポー
ト・単位認定試験
（論文）
提出時の体裁について」、P. 35「リポート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。
学習方法

各種期限

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

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。）
※正科生・科目等履修生の後期生はP. 35〜36「リポート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。
○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2018年３月31
日で無効になりますのでご注意ください。

リポート・単位認定試験（論文）の窓口直接持参および
郵送による到着からデータ反映されるまで
通常、土曜日の窓口開室の時間中
（９：30〜12：45）
にリポートおよび単位認定試験
（論
文）
を直接持参または郵送等にて到着した場合、ToyoNet-Gへのデータ反映は、翌週の月曜
日以降の窓口開室時間の処理になります
（ToyoNet-Gでの受付日はデータ反映日になります）。
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秋学期の単位認定試験（論文）の申請および提出期限について
秋学期の単位認定試験（論文）の申請および提出期限は、下記のとおりです。
◆単位認定試験
（論文）申請・提出期限：2018年２月13日（火）16：45【必着／厳守】
※消印有効ではありませんので、ご注意ください。
※各種学習方法の期限詳細については、次の内容を確認してください。
１）P . 29「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、期限以降の単位認定試験（論文）申請・提出については以下のとおりです。
■前期
（４月入学）
：正科生の方■
2018年度の「在籍手続」
（４月２日〜）完了後、単位認定試験（論文）の受験申請が可能と
なります。
「在籍手続」の詳細は、P.

22「正科生の在籍手続について（休学手続・休学からの復学手
続を含む）
」を確認してください。
なお、2018年２月13日までに提出できなかった試験の申請および解答については無効
となりますので、
「在籍手続」の完了後に改めて受験申請から行ってください（試験問題は
受験ごとに変更になることがあります）
。
■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２月14日
（水）
以降は単位認定試験
（論文）
の申請・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
履歴は無効に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日より単位認定試験（論文）の受験申請が可能となります。
なお、2018年２月14日までに提出できなかった試験の申請および解答については無効
となりますので、2018年４月１日以降に改めて受験申請から行ってください
（試験問題は
受験ごとに変更になることがあります）
。
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リポート・単位認定試験（論文）提出時の体裁について【再掲】
リポート・単位認定試験（論文）の提出にあたっては、それぞれ下表の№１〜６を揃えて、
過不足なく体裁を整えるよう注意してください。なお、詳細については『履修要覧』もあわ
せて確認してください。
（2017年度より質疑応答用紙の順番が変更になりました。）
また、原稿用紙の使い方や引用のしかた、注の記入方法などについて不明点がある場合は、
提出する前にTAに相談してください
（TAの学習相談および在室時間についてはP. 49を参照）
。
№

添付内容等

1

表紙

リポート

単位認定試験
（論文）

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

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

2 質疑応答用紙

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

3

・ToyoNet-G「お知らせ」内「教務関係」
・用紙サイズ以外の原稿用紙の指定なし
より指定の解答用紙を片面印刷で出力（※
・市販のA４判用紙（片面印刷）に20字×20
③）。HPからも出力可。用紙は白黒出力
行で作成
カラー出力両方可。
・ワープロ使用の可・不可は科目担当教員
・縦使用縦書きで手書きのみ⇒ワープロ使
の指示による（※②）
用不可、全科目共通
・鉛筆及び消せるボールペンの使用は不可
・鉛筆及び消せるボールペンの使用は不可
（※④）
（※④）

原稿用紙

添付しない（※①）

・上記「原稿用紙」
（解答用紙）と共に出力さ
・ToyoNet-G「お知らせ」内「教務関係」 れる用紙を添付
（末尾ページ）
4 参考文献用紙
より出力し添付
・年齢、職業の記入欄あり、必ず記入する
こと
・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（※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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単位認定試験の受験について【重要】
所定のリポート課題やスクーリング学習、メディア授業を合格すると単位認定試験（筆記
または論文）の受験資格が得られ、この単位認定試験に合格することでその科目の単位を修
得できます（単位認定方法が「スクーリング試験」の科目を除く）が、単位認定試験を受験
しないままにしている方が見受けられます。学習効果の観点からも、また下記「2018年４
月以降の休講・閉講科目および担当者変更科目について」に記載があるとおり、今後休講・
閉講・担当者変更も予定されておりますので、各学習の合格後は、速やかに単位認定試験（筆
記または論文）を受験してください。閉講後の科目は単位認定試験の受験ができなくなり、
学習履歴（リポート・スクーリング・メディア授業の合格）も無効となりますので十分注意
してください。

2018年４月以降の休講・閉講科目および担当者変更科目について【重要】
【再掲※一部加筆
修正あり】
以下は、2018年４月以降、休講・閉講措置が取られる科目および担当者変更科目の一覧
表です。該当科目を履修中の場合は、計画的に単位修得してください。
なお、今後追加される科目が出た場合および変更があった場合は、適宜ToyoNet-G等でも
お知らせいたします。
また、閉講
（予定）の科目については、該当年の状況により判断します。
【休講科目】
（2018年４月〜2019年３月）
科目名

科目名

科目名

日本語学特講A
日本語学特講B

日本語学特講A
日本語学特講B

租税法

租税法

科目名

2017年度
担当教員名

（2004〜2007年度 （2008〜2011年度 （2012〜2015年度 （2016〜2017年度
入学生・科目等履修生）
入学生）
入学生）
入学生）

日本語学特講A 日本語学特講ⅠA
日本語学特講B 日本語学特講ⅠB
租税法A
租税法A
租税法B
租税法B

木村

一

高野

幸大

【担当者の変更並びに開講期限のある科目】
（基盤教育科目・共通総合科目）
科

目

名

英語ⅡB
情報化社会と人間
地理学A
地理学B
日本国憲法
地誌学A
地誌学B

担当教員名
渋谷

章

冨樫 慎一
小俣 利男
小俣 利男
武市

周作

川久保篤志
川久保篤志

担当者変更・開講期限
2018年4月から休講

備

考

実習科目「英語Ⅱ
（中級会
話）
②」と同内容

2019年4月から担当者変更
2019年4月から担当者変更
2019年4月から担当者変更
2018年4月から2019年3月 法学（含む日本国憲法2単
まで担当者変更
位）
（前）
または
（後）
と同内容
2018年4月から2019年3月
まで担当者変更
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（日本文学文化学科専門科目）
科 目 名
担当教員名

担当者変更・開講期限

作家作品研究（近世）A

谷地

快一

作家作品研究（近世）B

谷地

快一

日本語史Ａ
日本語史Ｂ

中山
中山

緑朗
緑朗

日本語学演習Ⅱ②

高梨

信博

2019年4月から閉講
（予定）

日本語学演習Ⅲ②

高梨

信博

2019年4月から閉講
（予定）

比較文学文化ゼミナールⅠ

朝比奈美知子

「日本語史」
（前）
と同内容

2018年4月から担当者変更

「日本語史」
（後）
と同内容

2020年4月から閉講
（予定）

大野

寿子

2020年4月から閉講
（予定）

比較文学文化ゼミナールⅢ

大野

寿子

2020年4月から閉講
（予定）

古典文学文化ゼミナールⅡ②

中山

尚夫

2020年4月から閉講
（予定）

古典文学文化ゼミナールⅢ②

中山

尚夫

2020年4月から閉講
（予定）

近現代文学文化ゼミナールⅡ①

山崎

甲一

2020年4月から閉講
（予定）

近現代文学文化ゼミナールⅢ①

山崎

甲一

2020年4月から閉講
（予定）

近世日本文学史A
近世日本文学史B

中山
中山

尚夫
尚夫

2020年4月から担当者変更

近現代文学文化特講ⅠA

山崎

甲一

2020年4月から担当者変更

近現代文学文化特講ⅠB

山崎

甲一

2020年4月から担当者変更

日本文学文化概説A②
日本文学文化概説B②

石田
石田

仁志
仁志

2020年4月から閉講
（予定）

朝比奈美知子

比較文学文化特講ⅠB

朝比奈美知子

ドイツ語圏文学文化と日本A
ドイツ語圏文学文化と日本B
図書館情報資源特論
情報メディアの活用
日本語概説A②
日本語概説B②
日本文学文化概説A①
日本文学文化概説B①
導入ゼミナール（文学部）

大野 寿子
大野 寿子
木戸
裕
木戸
裕
三宅 和子
三宅 和子
河地
修
河地
修
河地
修

考

2018年4月から担当者変更

比較文学文化ゼミナールⅡ

比較文学文化特講ⅠA

備

「作家作品研究（近世）」
2019年4月から閉講
（予定）
（前）
と同内容
「作家作品研究（近世）」
2019年4月から閉講
（予定）
（後）
と同内容

演習科目「日本語学ゼミ
ナールⅡ②」と同内容
演習科目「日本語学ゼミ
ナールⅢ②」と同内容
演習科目「比較文学文化
演習Ⅰ」と同内容
演習科目「比較文学文化
演習Ⅱ」と同内容
演習科目「比較文学文化
演習Ⅲ」と同内容
演習科目「古典文学文化
演習Ⅱ②」と同内容
演習科目「古典文学文化
演習Ⅲ②」と同内容
演習科目「近現代文学文
化演習Ⅱ①」と同内容
演習科目「近現代文学文
化演習Ⅲ①」と同内容

2020年4月から担当者変更
「日本文学文化特講《近現
代》A①」と同内容
「日本文学文化特講《近現
代》B①」と同内容

2020年4月から閉講
（予定）
「比較文学文化特講A」と
同内容
「比較文学文化特講B」と
2020年4月から閉講
（予定）
同内容
2020年4月から閉講
（予定）

2020年4月から閉講
（予定）
2020年4月から閉講
（予定）
2020年4月から閉講
（予定）
2020年4月から閉講
（予定）
2021年4月から閉講
（予定）
2021年4月から閉講
（予定）
2021年4月から閉講
（予定）
2021年4月から閉講
（予定）
2021年4月から閉講
（予定）
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※「日本文学文化概説Ａ・Ｂ」
「日本語概説Ａ・Ｂ」
「基礎ゼミナール」
（「基礎演習」）
「導入ゼ
ミナール」
（入学年度によっては共通総合科目内で必修）は「必修科目」で学科の専門教育
において基礎を成す科目です。したがって、学年配当でも１・２年次に学習すべきものと
して定められています。１・２年次の人は現在履修中と思いますが、この科目群は卒業要
件として必須ですから、まずはこの科目群の科目の学習を進めて確実に単位を修得してく
ださい。また、３・４年次の人で単位未修得の場合はこの科目群の単位修得を優先してく
ださい。
（法律学科専門科目）
科

目

名

担当教員名

担当者変更・開講期限

備

考

憲法A

名雪

健二

2018年4月から担当者変更

「憲法」
（前）
と同内容

憲法B

名雪

健二

2018年4月から担当者変更

「憲法」
（後）
と同内容

雇用関係法A

鎌田

耕一

2019年4月から担当者変更※ 「労働法」
（前）
と同内容

雇用関係法B

鎌田

耕一

2019年4月から担当者変更※ 「労働法」
（後）
と同内容

商法総則

遠藤

喜佳

2019年4月から担当者変更

「商法総則・商行為法」
（前）
と同内容

商行為法

遠藤

喜佳

2019年4月から担当者変更

「商法総則・商行為法」
（後）
と同内容

倒産法A

櫻本

正樹

2018年4月から2019年3月
まで担当者変更

倒産法（前）と同内容

倒産法B

櫻本

正樹

2018年4月から2019年3月
まで担当者変更

倒産法（後）と同内容

※担当教員の開講期限が変更となったため、下線部を修正いたしました。
（教職科目）
科

目

名

担当教員名

担当者変更・開講期限

教職概論

遠藤

茂

2021年4月から担当者変更

国語科指導法Ⅱ

川合

正

2018年4月から担当者変更

社会・地歴指導法Ⅰ

田中

政美※

2019年4月から担当者変更※

社会・地歴指導法Ⅱ

田中

政美※

2019年4月から担当者変更※

社会・公民指導法Ⅰ

遠藤

茂※

2021年4月から担当者変更※

社会・公民指導法Ⅱ

遠藤

茂※

2021年4月から担当者変更※

国語科教育論Ⅰ

川合

正

2020年4月から担当者変更

国語科教育論Ⅱ

川合

正

2020年4月から担当者変更

国語科指導法Ⅰ

永田

正博

2021年4月から担当者変更

備

考

「国語科教育論」と同内容

※『東洋通信』2017年10月号の記載に誤りがあったため、
「担当教員名」および「担当者
変更・開講期限」欄の表記を下線部のとおり修正いたしました。
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科目担当教員変更に伴うテキストの配付について 後期正科生対象
科目担当教員の変更に伴う後任教員の確定は、３月になります。それに付随して、後任教
員が指定するテキストの確定も３月になります。テキストが変更になった場合、後期生
（正科
生）
につきましては学習の年度途中となるため、新テキストを、５月に大学より配付
（無償）
い
たします。ただし、 2017年10月に新規で履修登録した科目

が対象です。

2018年度『シラバス』について【重要】
2018年度『シラバス』については、ToyoNet-Gの学生メニューの「シラバス・教員プ
ロフィール」を参照してください
（３月中旬に公開予定）。
通信教育部ホームページでの2018年度『シラバス』の公開はありません。

リポート提出上の注意事項について 正科生・科目等履修生（後期生）対象
2018年１月16日
（火）
〜３月31日
（土）
まではリポート提出停止期間ですが、この期間を
利用して新たに学習計画を立て、４月からのリポート提出に向けて準備することができます。
この期間の学習方法として、テキストを精読したり参考文献を調査、情報収集を行うなどし
ておくことをお勧めします。
１．４月からのリポート提出の際の注意
 2018年４月１日以降は、 2018年度『シラバス』
（詳細は上記「2018年度『シラバ
ス』
について」参照）にもとづく学習となります。
 そのため、開講年度が「2017」と表示されたリポート表紙が添付されている場合は
内容が2017年度と変更のない科目であっても受付不可として返送します。2018年４
月１日以降に改めてリポート申請のうえ、開講年度が「2018」と表示されたリポート
表紙を添付して提出してください。
■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、P.

22「正科生の在籍手続について（休学手続・休学から
の復学手続を含む）」を確認してください。
な
 お、2018年４月１日以降は2018年度『シラバス』のリポート課題に基づく学習とな
るため、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。


（次ページに続く）
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■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。
そのため、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。
※『シラバス』の有効期限は、４月から３月までの１年間となっています。このため、
後期生は４月より新しい『シラバス』による学習に切り替わります。上記注意事項
については、十分ご注意ください。

２．不合格リポート再提出の際の注意 
 一度、不合格になったリポートの課題を再提出する際には、原則として 直前回の不合
格リポート一式
（表紙・本文・添削指導用紙など全て）を添付 する必要があります。
 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、あわせてホチキス
止めをしてください。この添付がないリポートは受付できませんので、返却いたします。
 「継続履修」で学習している科目が、2017年度までの『シラバス』によるリポート課
題において不合格となった場合、再提出は2018年度の課題内容に基づいて作成したリ
ポートとなります。ただし、この場合も直前回の不合格リポートの添付は必須です。
 『履修要覧』に記載の「不合格リポートの再提出」のページをあらためてご確認くださ
い。
３．リポートのコピー保管について
 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こと、および不慮の郵便事
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。

成績の確認について
ToyoNet-G「学生メニュー」の「学習状況」で、自身の学習履歴が確認できます。
学習を進めながら、随時、履歴の確認をしてください。
＊学習状況の内容に関して質問がある場合は、返信用封筒（宛名明記・切手貼付）、学生証の
コピーを同封のうえ、質問用紙にて問い合わせてください。電話での質問には応じられま
せんので、ご注意ください。
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2018年度年間スクーリング日程 【重要】
2018年度開講予定のスクーリング日程は、３月中旬より、ToyoNet-Gで公開いたしま
す
（通信教育部ホームページでの公開はありません。）

GPA算出に伴う履修登録科目の取り消しについて 前期正科生対象
2014年度の１年次入学生よりGPA（Grade Point Average）制度を導入しています。
GPAとは、授業科目ごとの成績に対して、グレード・ポイントを付与し、この１単位あた
りの平均を算出したもので、学生の学習到達度をはかる指標として国内外の大学で広く使わ
れています。
以下の対象に該当し、学習しない科目がある場合は、３年次の学年末のみ履修の取り消し
が可能です。
対 象 者：2015年度の１年次前期入学生
2016年度の２年次前期入学生
2017年度の３年次前期入学生
手続期間：2018年３月12日（月）〜16日（金）
詳細や注意事項については、対象者のみ、３月上旬にToyoNet-Gの「お知らせ」にて配信
いたします。

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

ＧＰＡ＝

（Ｓの修得単位数×4.3）＋（Ａの修得単位数×4.0）＋（Ｂの修得単位数×3.0）＋
（Ｃの修得単位数×2.0）＋（Ｄの修得単位数×1.0）＋（＊の修得単位数×0.0）
総履修登録単位数
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予告 履修登録について 正科生対象
履修登録は、ToyoNet-Gを利用した手続になります。
手続方法はToyoNet-G「各種資料」掲載の『ToyoNet-G利用ガイドブック』
「 履修登録を
行う
（通信教育課程）」のページを確認してください。
１．履修登録期間
・2018年４月１日
（日）〜４月５日
（木）
※ToyoNet-Gは、毎週木曜日の21：30〜23：30に定期メンテナンスを実施するため利
用できません。予めご了承ください。
※夜間・履修登録期間後半などはアクセスが集中しやすいため、時間に余裕をもって履修登
録を行ってください。
２．履修登録単位数
前期生

上限40単位

前期生の履修登録は４月のみで40単位登録を行います。
後期生

上限20単位（年２回）

後期生は年度途中の入学であり、確定しているスケジュールが翌年の３月までであること
から、科目選択に不明なことが多い中で履修登録を行うこととなります。そのため、履修登
録については10月と４月の２回に分割してそれぞれ上限20単位ずつ登録を行います。
３．対象学年
１〜新４年生
※原級生の方は新規履修登録できません（諸資格科目は除く）。
４．継続履修
やむなく、前年度に履修登録した科目で前年度内に単位の修得まで至らなかった場合は「継
続履修」として自動的に科目が登録され、引き続き学習ができます
（テキストが変更になって
も、配本はありませんので各自でご用意ください）。


《次ページにつづく》
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５．追加履修科目
次の
（１）
〜
（３）に該当する科目は「追加履修科目」です。
追加履修科目は、今回の履修登録上限単位数の20単位には含まれず、テキスト配本もあり
ません。
（１）卒業要件に含まれない教職科目を履修する場合
（２）編入学・転入学生が編入学・転入学年より低学年次配当の必修科目を履修する場合
・2017年度入学学年別

低学年次配当科目一覧

2017年度２年次編入学・転入学生
（2018年度より３年次）

2017年度３年次編入学・転入学生
（2018年度より４年次）

基礎ゼミナール

基礎ゼミナール
日本文学文化概説Ａ・Ｂ
日本語概説Ａ・Ｂ

文学部

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

法学部

（３）法学部の学生が、図書館司書科目・学校図書館司書教諭科目を履修する場合
６．履修科目変更について
履修登録済みの科目について、以下の場合のみ同科目の別コースへ変更することが可能で
す
（履修登録期間中に限る）。手続方法等詳細は、３月下旬に送付する「履修の手引き」を参
照してください。
（１）演習・実習科目のスクーリングに参加できないことによる科目変更
（２）学習方法をメディア授業に変更：日本文学文化概説A・B、日本文学文化特講《古典》Ａ
日本文学文化特講《古典》Ｂ、日本語学特講Ｂ
ただし、変更前のコースで学習した学習履歴は無効となり、変更後のコースのテキストが
変更前のコースの配付済のテキストと異なる場合、そのテキストの変更は自己負担になりま
す。予めご了承ください。
７．受講条件対象科目について
受講条件のある「卒業論文」・「教育実習」・「教職実践演習」は通信教育課で確認のうえ、
履修登録します。
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科目等履修生の履修について 後期科目等履修生対象
科目等履修生
（後期生）については、年度途中の登録であり、出願手続時に科目の登録を行
っている関係から、分割登録はせず、変更届の提出をもって履修登録科目およびコースの変
更を認める措置をとることにいたします（この場合も配本は行いません）。
この場合、変更前の科目の学習履歴は無効となります。
また、科目の追加や削除はできませんのでご注意ください。
・科目変更手続期間：2018年４月１日（日）〜５日（木）
※詳細や注意事項については、３月下旬にToyoNet-Gの「お知らせ」にて配信します。

卒業要件の充足と卒業の時期について 【再掲】
原則として、前期生
（４月入学生）
は３月卒業、後期生
（10月入学生）
は９月卒業ですが、卒
業の時期に、単位修得が不足して卒業要件が満たされない場合、卒業は見送られます。その
後は前期生・後期生に関係なく、卒業要件単位を充足した直近の９月または３月に卒業とな
ります。
教育実習や資格取得の関係で、翌年や半年先の在籍を希望する学生は、その時期に卒業要
件を充足するように、学習計画を立ててください。卒業要件を充足した状態で卒業を見送る
ことはできません。
【例】
前期生で、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。

公示
通信教育部学則第76条および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
第３条第１項第３号
（オ）により下記の通り処分する。
記
一、処分事由
平成29年度リポート課題および単位認定試験（論文）における不正行為
一、処分内容及び被処分者
【無期停学】

法学部法律学科通信教育課程

一名



平成29年11月21日



東洋大学通信教育部
40

教務

2018年度通年スクーリングの受講について
正科生・通年スクーリング受講希望者対象
正科生は通年スクーリングとして、通学課程（文学部第１部・第２部、法学部第２部）の授
業をその学年配当にしたがって受講することができます。
◇履修条件
認定卒業単位
卒業までの
正科生以外
学部 履修課程 履修
履修可能単位 学籍番号の入学年度 学籍番号の入学年度
の履修
08以降の学生
00〜07の学生
文
法

第１部

○

30単位

第２部

○

30単位

第１部

×

第２部

○

◇申請登録期間

１部、２部
合わせて40単位

１部、２部
合わせて30単位

×
×
×

40単位

40単位

同左

×

2018年４月１日（日）〜４月５日（木）

◇申請登録手続
１〜新４年生……４月１日よりToyoNet-Gの「お知らせ」に通年スクーリング対象科目を
公開します。それに基づいて、各自ToyoNet-Gにて申請登録を行ってく
ださい（「学務システムToyoNet-G利用ガイドブック」参照）。
原級生……………原級生は新規履修登録ができないため、ToyoNet-Gからの申請登録はで
きません。通信教育課程で履修している科目を通年スクーリング科目の
受講に変更する場合のみ対象となります。
手
 続方法につきましては、別途ToyoNet-Gの「お知らせ」に掲載しま
す。また、４月１日よりToyoNet-Gの「お知らせ」に通年スクーリング
対象科目等を公開します。
なお、受講にあたっては以下の注意事項を確認してください。
■注意事項
① 通信教育課程で履修している科目を通年スクーリング科目の受講に変更する場合は、別
途申請が必要です。詳細は４月１日より公開のToyoNet-Gの「お知らせ」で確認してくだ
さい。
 ただし、変更に伴って、これまで通信教育課程で学習したリポート・スクーリング等の
合格履歴はすべて削除されますので、十分検討のうえ申請をしてください。
② 通学課程の授業を受講する制度ですので、通学課程の学生による履修登録が最優先され、
科目ごとの定員に達した場合は履修できない場合があります。
③

テキストの配本はありませんので、各自で準備してください。
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2018年度教育実習参加者事前面接について
2018年度教育実習参加要件を満たした学生（2018年度「教育実習許可願」提出者）は、
下記「教育実習参加の要件チェックリスト」を再度確認するとともに、下記日程で行われる
教育実習参加のための事前面接に必ず参加してください。この面接では教職に就きたい理由
を聴取し、人物的に派遣が可能であるかを判断するものです。
なお、面接対象者および実施要領は、２月下旬にToyoNet-Gの「お知らせ」および文書で
通知します。
月

日

2018年３月10日（土）

時

間

12：00集合（14：00終了を予定）

場

所

白山キャンパス 1
 704教室（１号館７階）
「教育実習参加の要件チェックリスト」

該当する項目の□にチェックを入れること
以下の項目すべてにチェックが入らない場合は教育実習に参加できない
□2018年３月末までに卒業に必要な単位数を98単位以上（共通総合科目28単位以上、専
門科目62単位以上）修得済みであること（大学既卒者を除く）
□2018年３月末までに、教職に関する科目のうち「教職概論」
「教育基礎論Ⅰ・Ⅱ」
「教育心
（※）
理学」
「生徒指導論
（進路指導を含む）
」
「教育相談」
「当該科目の教科指導法Ⅰ・Ⅱ 」
「教育
実習事前指導」
「教科教育論（中学校での実習の場合のみ）」を修得済みであること
□2018年３月末までに、教科に関する科目を中学校は28単位の３/４以上（21単位）、高
校は32単位の３/４以上（24単位）
修得済みであること
□教育実習の趣旨をよく理解していること
□教職に就く意思がある者
□教壇に立って授業を行うに必要な学力を有していること
□教育実習先の指導教員の指示のもとに、実習生としてふさわしい行動のとれる者
□2018年４月中に健康診断を受診することができること
□受け入れ校の正常な教育活動を妨げる恐れのない者
□伝染の恐れがある疾患もしくは教育実習を行ううえで妨げとなる精神障害がない者
□今後、ガイダンス・説明会などが実施される場合、すべてに参加できる者
□今後、必要になる手続を期日内に不備なく行うことのできる者
□2018年３月末までに、本学教育実習参加要件を満たさない場合は、2018年度の教育実
習を辞退することを了解している
□その他、大学
（または実習校）の判断で教育実習（派遣手続を含む）が中止となる場合、その
指示に従える者
（※）
2012年度以降の入学で、教育実習参加を希望する学生については、出身大学等で既に
取得希望の指導法
（中学校普通免許状取得希望の場合は加えて教科教育論に相当する科目
の単位）
を修得済であっても、本学で「取得希望の教科指導法」
（中学校普通免許状取得希
望者の場合は加えて「教科教育論」）を履修・修得することが必要です。
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教員免許状の取得希望調査の実施について 正科生対象【重要】
【調査の主旨】
通信教育課程では、学生募集停止に伴い、教職課程認定を取り下げることになります。
これにより、教職に関する科目の開講は2023年３月31日（2022年度）までの予定です。
ついては、学生のみなさんの教職課程修得予定を調査いたします。
なお、この調査により、教職科目履修者一覧に氏名を登載しますので、必ず回答を通信教
育課に提出してください。
この調査に回答しない場合には、今後、教職科目を履修できない場合がありますので、注
意してください。
提出期間：2018（平成30）年３月１日（木）〜３月31日（土） 必着
提出方法：郵送

・メール添付（mltsukyo@toyo.jp） ・窓口提出

のいずれか

次ページ
（P. 44〜45）
の「教員免許状の取得希望調査」を見開きでコピー
をとり、回答用紙として記入してください。
提 出 先：東洋大学通信教育課（白山キャンパス８号館２階）
なお、2019年度より、以下の条件・措置が加わりますので、ご確認ください。
【教育実習参加手続（内諾）条件】
（2019年度

参加手続（内諾）より）

教育実習に参加する為には、教育実習前年度の４月〜５月に実習予定校へ教育実習の受入
を依頼し、大学に教育実習参加の手続をすることになっています。
教育実習参加手続（内諾）条件として、以下の「教職に関する科目」の単位をすべて修得済
みであることとしますので、ご注意ください。
【2016年度１年次入学生および2017年度１・２年次入学生】
「教職概論」

「教育基礎論」
「教育制度論」
「教育心理学」
「教育課程総論」
「生徒指導論
（進路指
導論を含む）」
「教育相談」
【上記入学生以外】
「教職概論」

「教育基礎論Ⅰ・Ⅱ」
「教育心理学」
「生徒指導論（進路指導を含む）」
「教育相談」
および中学校での教育実習（教育実習Ⅰ）の場合は、各教科の「教科教育論」
【教育実習辞退に関わる措置】
教育実習参加手続（内諾）後、単位取得不足等で教育実習に参加することができず、辞退と
なった場合、実習校ならびに他の学生に多大な迷惑がかかります。よって、2019年度以降、
教育実習を辞退した場合、理由のいかんに関わらず、本学では参加手続を含めて再度の教育
実習を行うことはできませんので、ご注意ください。
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提出日

年

月

日

学籍番号

教員免許状の取得希望調査

学年

年

氏名
質問１．取得希望について、当てはまるものを○で囲んでください。
①学習目的：卒業と教員免許状の取得
教員免許状の取得のみ
②希望免許状の種類： 中学国語 高校国語 高校書道 中学社会 高校地歴

高校公民

質問２．教員免許状の取得方法について、当てはまるものを○で囲んでください。
免許法５条別表第１適用
他教科免許状
隣接学校種免許状
質問３．単位修得状況と履修計画の調査
現在の学習状況と今後の履修計画を確認します。下表の該当欄に○を記入してください。
（2016年度１年次入学生および2017年度１・２年次入学生）
月
日現在の
単位修得状況学習計画
条の６

66

修得済

修得予定
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

他大学にて
修得済

日本国憲法
体

育

外国語コミュニケーション
情報機器の操作
教職概論
教育基礎論
教育制度論
教育心理学
教育課程総論
科教育論Ⅰ

教職に関する科目

科教育論Ⅱ
科指導法Ⅰ
科指導法Ⅱ
科指導法Ⅰ
科指導法Ⅱ
道徳教育論
特別活動の理論と方法
教育方法論（情報機器及び教材の活用を含む）
生徒指導論
（進路指導論を含む）
教育相談
教育実習Ⅰ
（事前・事後指導を含む）
教育実習Ⅱ
（事前・事後指導を含む）
教職実践演習
（中・高）
教科に関する科目

※新規に教職課程科目の学習を始めようとする場合も2022年度までに修得完了するように計画す
ること。
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（前ページの入学生以外）
月
日現在の
単位修得状況学習計画
条の６

66

修得済

修得予定
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

他大学にて
修得済

日本国憲法
体

育

外国語コミュニケーション
情報機器の操作
教職概論
教育基礎論Ⅰ
教育制度論Ⅱ
教育心理学
科教育論
科指導法Ⅰ

教職に関する科目

科指導法Ⅱ
科指導法Ⅰ
科指導法Ⅱ
道徳教育の研究
特別活動の研究
教育方法研究（情報機器及び教材の活用を含む）
生徒指導論
（進路指導を含む）
教育相談
教育実習Ⅰ
（事前・事後指導を含む）
教育実習Ⅱ
（事前・事後指導を含む）
総合演習
教職実践演習
（中・高）
教科に関する科目

質問４．教員免許状は、いつ頃の取得を予定していますか？当てはまるものを○で囲んでください。
2018年度

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度以降本学以外で
取得する

質問５．介護等体験は、いつ頃の参加を予定していますか？当てはまるものを○で囲んでください。
参加済み

2018年度参加予定

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度
以

上

ご回答、ありがとうございました

東洋大学通信教育課
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2018年度の「教職実践演習」の履修について
「教職実践演習」は、2018年度「シラバス」でお知らせするとおり、東洋大学通信教育課
程の教育実習に参加していることが受講要件となっております。
2018年度教育実習参加者は、2018年３月10日（土）に行われる事前面接の際に受講の
詳細をお知らせします。

教職課程認定の取り下げについて
東洋大学通信教育課程では、2018年度からの入学者募集停止に伴い、教職課程認定を取
り下げることになります。
在学中の正科生は引き続き中学校教諭免許状・高等学校免許状を取得することができます。
ただし、５年後の2023年３月31日をもって、中学校教諭・高等学校教諭の教職課程が終
了
（授業科目を閉講）しますので、「教職に関する科目」の授業科目は受講できません。
目的を可能な限り早期に達成するため、学習を進めてください。
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その他

登録情報の変更について
氏名・住所・電話番号・勤務先・保証人など、既に登録している事項に変更が生じた場合
は次の方法で変更手続をしてください。正科生と科目等履修生では手続方法が異なります。
◇正科生：
①住所・電話番号・勤務先の変更……………ToyoNet-Gより変更してください。
②上記以外の変更
（氏名・保証人の変更等）
…………通信教育部ホームページの「申請・届出」
内にある「変更届」に記入し、学生証のコピーを同封の上、お送りください
（氏名・戸籍変
更の場合は戸籍抄本も同封）。
◇科目等履修生：
全ての変更………通信教育部ホームページの「申請・届出」内にある「変更届」に記入し、
科目等履修生証のコピーを同封の上、お送りください
（氏名・戸籍変更の場合は戸籍抄本も同
封）
。
氏名・住所・電話番号はもちろんのこと、勤務先・保証人項目などについても正確な届出
がなされなかった場合、個人への連絡等に支障をきたす場合がありますので、必ず届け出て
ください。また、住所変更の際は、郵便局への「転居届」提出も必ず行ってください。
なお、大学からの送付物の発送予定（2018年３〜４月）は、下表のとおりです（在学生の
み、教職課程履修者等の個別送付分は除く）。
「変更届」を提出することが必要な学生は、確
実に送付物の受取りができるよう、３月上旬までに手続を完了してください。
各種資料等

対

象

学費振込用紙

正科生（前期生のみ）

一括送付書類

正科生

発送予定日程

３月末

（履修の手引き、学生証裏面シール等） （ただし、学生証裏面シールは前期生のみ）

『学生生活ハンドブック』配付停止について 正科生対象
正科生対象に配付しておりました『学生生活ハンドブック』は、2018年度から作成しな
いことになりました。通年スクーリング等、年間行事はToyoNet-Gおよび『東洋通信』で確
認してください。
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証明書申請の定額小為替について
証明書発行申請の際に必要な定額小為替は、発行日から４ヵ月以内のものを使用してくだ
さい。
また、受取人住所・氏名（おところ・おなまえ欄を含む）や裏面の委任欄などは記入する必
要はありません。何も記入せず、そのまま送付してください。
発行日から４ヵ月以上経過したものおよび記入のあるものは、受付できず、返却いたします。

白山キャンパスの入構禁止期間および3月の通信教育課
事務室の窓口業務取扱時間・休業日のお知らせ
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】
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。

3/23
（金）
は学位記授与式・卒業式のため、窓口・電話取扱を停止いたします。また、3/24
（土）
は全学休業につき、事務室は休業いたします。
上記および祝日を除き、窓口業務取扱時間は、次のとおりです。
月〜金

９：30〜12：45、14：00〜16：45

土

９：30〜12：45（３月24日を除く）

【図書館からのお知らせ】前期生の４年生
（原級生含む）
の
春季特別長期貸出利用上の注意について
前期生の４年生
（原級生含む）は、修得単位数に関わらず「３月卒業予定者」とみなされま
す。
図書館の春季休暇に伴う長期貸出を利用する場合は、返却期限日は2018年３月９日
（金）
となりますのでご注意ください（貸出延長を行った場合は2018年３月23日）。
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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

水

─

木

15：00〜16：00

金

11：00〜12：00

土

担当TA氏名
スガワラ

マ イ

麻衣

シ ザワ

マ スミ

真純

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

─

10：00〜11：00
11：00〜12：00

セキ

関

オ ザキ

アキ コ

明子
リ エ

コ

尾崎 利恵子
ジョ

ズイセイ

スズ キ

タカユキ

徐

鈴木

瑞静
崇之

文学部
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

法学部

法律専門科目

基盤教育科目

※上記は2018年３月31日までのTAの学習相談および在室時間です。
2018年４月以降については改めてお知らせします。
〈TAへの連絡方法〉 E
 メール：mltsukyo@toyo.jp
TEL：03−3945−7348
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FAX：03−3945−7584

教職科目

TAのしおり
学習効果を高めるための学習相談の活用法
Ⅰ．はじめに
寒さがひときわ厳しくなってまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。法学部TA
の始澤でございます。通信教育課程のリポート学習においては、学習の取り組み方や書き方
等不安なこともあるかと思います。そのような学生の皆様のために、本学では学習相談制度
を設けております。リポート受付期間も終わり、次年度に向けて新たな気持ちで学習に取り
掛かろうとしている方・不合格となってしまったリポートにお悩みの方・卒業論文提出を検
討している方などなど、ぜひ学習相談をご利用ください。

Ⅱ．学習相談の利用方法
学習相談を利用する場合は、①通信教育課事務室での面談、②Eメール、③郵送またはFAX、
④電話、による４つの方法がございます。
（１）直接通信教育課事務室での面談（事前要予約）
TAが直接面談により質問にお答えします。その場合は使用している学習ノート・添削済み
リポート・卒業論文下書き等、質問に関係する資料をお持ちください。それらを見ながらお
話を伺うことができますので、理解も深まるかと思われます。
『東洋通信』に各TAの在室曜
日と時間が掲載されていますので、科目により、相談を希望するTAの在室曜日・時間を確認
し、電話・Eメール等で事前にご予約ください。
（２）Eメール
Eメールによる相談や質問は、学習相談受付用のメールアドレス
（mltsukyo@toyo.jp）
に、
質問の内容と共に返信用メールアドレス（受信拒否設定をしていないメールアドレス）を明記
の上、送信してください。内容を確認後、折り返しEメールにて回答いたします。なお、回
答には時間を要する場合もあることをあらかじめご承知おきください。
（３）郵送またはFAX
本学通信教育部ホームページの「申請・届出」から質問用紙を印刷し、必要事項を記入し
て、通信教育課まで郵送またはFAX
（03－3945－7584）
でお送りください。担当TAが内
容を確認し、回答いたします。郵送で回答を希望する場合は、必ず住所・宛名を明記した返
信用封筒（82円分の切手を貼付）を同封してください。FAXでの回答を希望する場合は、返
信用のFAX番号を記載してください。
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（４）電話
（事前要予約）
電話での相談を希望される場合は、相談希望のTAの在室曜日・時間を確認の上、あらかじ
め予約をしてから通信教育課にお電話ください
（03−3945－7348）。TAが電話にて対応
します。例えば事前に相談をしたい科目の添削済みリポートや卒業論文の下書き等のコピー
をメールや郵送でこちらに送付していただければ、TAも同じ資料を見ながら相談を受けるこ
とができますので、直接面談に近い形式で相談を受けることができます。
Ⅲ．学習相談を利用する場合の注意点
（１）予約をいれましょう（通信教育課での面談・電話の場合）
学習相談は先着順で受け付けておりますので、必ず事前に予約をしてください。例外的に、
『東洋通信』に掲載している在室曜日・時間外であっても、日時を調整の上対応できる場合も
ございますので、予約の際にご相談ください。
学習相談は時期により相談者が増えることがあります。殊に履修登録時期や、卒業論文提
出が迫ると相談も多くなります。そのため、回答も順番待ちとなることがあります。質問に
対する調査・考察が必要になることもありますので、相談内容やタイミングによっては、数
日～１週間程お待ちいただく場合もあります。そのため、リポートの提出締切近くや卒業論
文の提出に向けて時間の余裕がない、ということにならないように、早めにご相談ください。
（２）相談内容に関する資料・メモ等をお送りください
学習相談を希望する際は、いずれの相談方法の場合でも、必ず相談に関する資料をこちら
へお送りください。例えば不合格リポートについてEメールで相談を希望する場合は、そのE
メールに不合格リポートのデータを添付してください。このように、資料をあらかじめ提示
していただければ、TAはその資料をもとに具体的アドバイスが可能になります。なお、卒業
論文等具体的に学習が進んでいない場合については、メモや箇条書きのような形でもかまい
ません。
（３）回答することができない相談・質問
以下の質問や問い合わせ等、相談の内容によっては、その性質上、回答することができな
いものがあります。
①未提出リポートに対する質問
一度も作成したことのないリポート・完成前のリポート課題に関する内容については回答
することができません。リポート提出前に、
「どのように課題に解答すればよいのかわからな
い」
・
「提出前に不備がないかチェックしてほしい」等の相談には応じられません。
②課題の解答に直結するような内容の質問
不合格になったリポート課題に関し、直接解答につながるような内容の質問を寄せられる
ことがありますが、これについても、TAと共に課題を考えたり、こちらから模範解答や解答
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例を示すこともできかねます。
「どのような著作・論文を使用すればよいか」
・
「どのように資
料を探せばよいか」
・
「どのような判例を引用すればよいか」、という質問に回答することもで
きません。その検索過程こそが学習の重要なものであるためです。自身で解答を導き出すこ
とが重要です。
③単位認定試験に関する質問
単位認定試験は、その科目の学習の集大成であり、この科目を合格し単位修得するために
必要な知識が身についているか、必要な資料を収集して分析し、自説を示すことができてい
るかを確認するための「試験」です。そのため、「単位認定試験への取り組み方がわからな
い」
・
「なぜ不合格になったのか解説してほしい」等の質問についてもお答えすることができ
ませんのでご了承ください。
④スクーリング・メディア授業の内容に関する質問
スクーリングやメディア授業の内容に関しては、担当教員に直接お問い合わせください。
Ⅳ．結びにかえて
今回は学習相談についてご紹介しました。先生方と直接お会いすることの難しい通信教育
課程の学生さんについて、我々TAは、先生と皆様とを繋ぐ橋渡し役になれればと思っており
ます。学習が思ったように進まず不安を抱えていたり、わからないことがありましたら、ぜ
ひ早めに解消すべく、ぜひ学習相談をお試しください。


（法学部TA
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始澤真純）

東洋通信

東洋大学補助教材
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随 筆

「 学 問 の 根 」

それほど長くない年月を法学に携わって来つつ、私とは異なる分野の思考と出会ってきた。

法学の世界では一事不再理、ルールに基づく思考、手続の適正、明瞭な責任の所在、事実確

認など、通常の生活でも「当たり前」と考えられることが、何の疑問も躊躇も無く引っ繰り

返されることの出会いでもあった。それは個人の資質と云うよりも、明らかに法学的思考・

知識の欠落を原因とする場合が多い。が、法学が優れている・優位である、ということを云
いたいのでは無い。

翻って、私自身は他分野の思考方法や傾注するポイントなどを熟知しているか、あるいは

知識や経験を有しているかといえば、全くといって良いほど否定的な回答になる。むしろ、

そのようなことに興味を持たないで生きてきたという方が適切であろう。不遜な言ではある

が、博覧強記・博学多才でない限り多くの学者は私と同様なのでは無いだろうか。

ところで、私はいつも地元の喫茶店でアメリカン・コーヒーとナポリタン・スパゲッティ

を注文する。両者を同時にテーブルに持ってくるように念押しする。スパゲッティが来ると

すかさずタバスコを酸味が香る位に多めにふりかけ、一口賞味する。口内でトマトと若干の

オリーブオイルとタバスコの酸味と辛味が渾然一体となって鼻腔まで拡がり、パンチの効い

た味になった瞬間に何も加えないアメリカン・コーヒーを流し込む、と一気に化学反応が繰

り返され、これまでに無い混沌の中にも賞味に値する味が醸し出され、私の脳がそれを美味

しいと感じつつ、完食の時を迎える。私にとって新しい味の創造である。これが可能なのは、

スパゲッティ、コーヒー、タバスコといった、単独で完成しているものの組み合わせである

故に、だらしのない混沌で無く、多少配分を間違えても一つのしっかりした軸のある渾然性
が保たれるからだろう。

法学には、法解釈・判例研究・法の一般原則などの伝統的に定まった方法が確立している。
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それでも学説の根本的な土台、根拠あるいは思想は何だろうか、この裁判官はどうしてこの

ような考えをもってこの判決に至ったのか、その根拠のさらに大本は何だろうか、この法学

者は統計や社会調査結果、新聞などを読んでいるのだろうか、といった学問としての深い部

分についていつも疑問が出てくる。しかし法律論文を読んでもこの回答に行き当たったこと

は滅多に無い。ふと他分野の人たちを思い浮かべると、彼らも法学者に対して同じ思いを持

っているのでは無いだろうか。彼らの分野にも確立した思考や方法があり、法学者なんて法

学的思考や一般原則など訳の分からないことを当たり前のように云っている理解不能な生物
に映っているかもしれない。

さい とう

ひろし

専攻

国際法

出身

埼玉県
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ならば皆同じでは無いか。そうならば、スパゲッティやコーヒー、タバスコと同じではな

いか。それぞれが確立しているならば、一緒にしたら面白だろうに。その方法は、それぞれ

の分野の人が、意識的に他分野の思考や方法を積極的に学び、すぐに役立たなくても良いの

で、とりあえず自分の分野に取り込む努力を試みることであろう。多くの失敗もあるが素晴

らしい味を作り出せるかもしれない。この創造が学問だと思う。こんなことを思っていると、

大学構内の人たちが皆、食材に見えてきた。健康のために減量しなければならないが、学問

法学部教授

に減量は必要ない、飽食の世界なのだから。これで学問の根が張り巡らされれば、どれほど

洋

の美味しい果実が出来るのだろう。

齋 藤

学 習 室

はじめに

美知子

比較文学文化を論じるための手続き
朝比奈

ート作成にあたっても参考にするとよいでしょう。

文化特講」のレポート作成の際に留意すべき点について述べて

悩みを抱えている学生も多いと思います。ここでは、
「比較文学

んだことがなかったため、論述の手続きがわからない、という

めばよいかわからない、文学研究というものにこれまで取り組

れるものです。ただ、比較に興味はあるが、どのように取り組

文化を自分自身の視点で見るためのよいきっかけを提供してく

らは、かならずしも比較を専門としない学生にとっても、日本

あり、それ自体比較研究の対象とできるものです。さらにそれ

名著を取り上げています。これらは比較文化研究の優れた例で

は、作品名のみよりも、著者名を入れて検索するほうが、多様

図書を探すこと自体も、重要な要素です。参考文献を探す際に

げてみましょう。特講という専門性の高い授業であることから、

図書館コンソーシアム」など、他の図書館にも検索の範囲を広

には、東洋大学の図書館が加入している「山手線沿線私立大学

ていても貸し出し中である図書もありますが、そのような場合

することができます。稀に本学の図書館にない図書、所蔵され

名な日本論ですので、大学などの図書館でも比較的手軽に参照

手続きを覚えてください。課題として挙げた図書はきわめて有

まず、自分が扱おうとする資料をきちんと手に入れるという

事前準備

いきたいと思います。ここで述べることは、比較分野に限らず、

な情報に触れられます。

「比較文学文化特講」では、外国人によって書かれた日本論の

文学・文化研究に広く通じる事項ですので、今後他分野のレポ
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のに役立ちます。また、作品の中から一つ章を選んで書くよう

課題の対象となっている著者を日本論の歴史の中に位置づける

の概要、その歴史的背景などをつかんでおきましょう。それは、

レポートに取り組む際には、教科書を一読し、著名な日本論

うなものとして見ているか、ということを課題図書そのものか

るか、バルトが『記号の国』全体で日本という異文化をどのよ

べ、まずは、ロラン・バルトがすき焼きをどのように論じてい

自分の感想にあたる内容は最後の五分の一ぐらいのところで述

レポートは、自分自身の言葉で建物を作っていくように、全

ら把握することが重要です。

文学研究の基本は何よりもまず、自分が扱おうとする作品を

体と部分の役割を考えながら構成します。ここでは、課題とな

になっている場合も、作品全体を読む必要があります。

自分自身の眼で丹念に読むことです。私は、ゼミナール
（演習）

る作品の中から一つの章を選んでまとめた上で感想を書く場合

論の構成

に参加する学生には、常日頃から作品に線を引きながら読むこ

の書き方について紹介します。

作品を読む

とを勧めています
（図書館の図書には線は引けませんので、附箋

四〇〇字程度

一

序論

を入れておき、 内容のメモを取ることになります）
。 この作業
は、のちにレポートを書く際に引用する箇所を見極めるために

の『記号の国』の中のすき焼きの章を扱うときに自分自身の団

ケースがしばしば見受けられます。たとえば、ロラン・バルト

しまい、肝心の著者の文章から問題意識が離れてしまっている

験や身の回りのできごと、あるいは他分野で得た知識を並べて

ても、その作品の骨子に挑戦するというよりも、自分自身の経

分の勉強のプロセスの中で踏まえておくべきことです。とく

く場合、提出するレポートに含めるか否かにかかわらず、自

す。ただし、これらの点は、ある著者についてレポートを書

の著者紹介は、レポートの分量により省略する場合もありま

体の分量を考え、あまり長くなりすぎないようにします。こ

〇場合
 により、それに続いて、著者の生涯や文学・文化史上の
位置、主な作品についての紹介を加えてもよいでしょう。全

〇まず
 、レポートのテーマ、それを選んだ理由などを自分の言
葉で書きます。

らんの経験を述べ、鍋料理が日本人の和をつくるのに役立って

に外国人の日本論においては、著者の置かれた時代や経験が

大変重要な作業です。

いると論じてあるようなケースです。そうした内容をレポート

作品自体と密接にかかわっていますので、書かない場合も自

学生のレポートを採点していると、せっかく作品を読んでい

の中に盛りこむこと自体は必ずしも悪いことではありませんが、
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してください。

分自身のメモは残し、それを踏まえてレポートを書くように

を自分の言葉であらためてまとめつつ分析します。

ジが伝わります。引用
（あるいは具体例の紹介）
をしたら、それ

この部分は、テーマに沿った小区分をいくつか積み重ねるこ

強する過程で興味深い研究論文などを見つけた場合、それを引

なお、レポートには作品そのものの具体例が不可欠ですが、勉

本論は、この小区分を積み重ねることで構成されていきます。

とによって作ります。まず、作品を読む際に線を引いたところ

用しながら小区分を構成する場合もあります。小区分を積み重

一五〇〇字〜一八〇〇字程度

をピックアップします。そのうえで、内容が共通するものをま

ねる際には、具体的、基本的なものから、重要で複雑なテーマ

本論

とめ、グループに大別します
（グループの数は、このレポートの

へと発展するように工夫するとよいでしょう。

二

場合、二つないし三つが標準でしょう）
。そのそれぞれが、レポ

ください。これが、課題図書の理解に関するまとめとなります。

最後に、ひとことで、課題となった日本論の特徴をまとめて

小区分は、作品からピックアップした具体例を中心に、以下

その上で、残りのスペースを使って、課題図書を読んだ自分の

ートの本論の中の小区分となります。

のような形を標準として構成します。この手続きは、著者の言

四〇〇字程度

感想を書きます。
自分自身の感想

葉を自分自身で解釈していることを示すプロセスです。

三

ここでは、自分の日常の感覚や経験に照らして考えたことを

とを新たな角度に展開させるような問題意識をここで提示して

○扱う内容（小区分のテーマ）を自分の言葉で導入
○作品からの具体例（引用あるいはキーワードを用いたまと
め）

もかまいません。

自由に述べてかまいません。場合により、レポートで書いたこ

○具体例に対する自分の分析

かまいません。あるいは、作品に書かれた問題意識を自分の言

キーワードが繰り返し出てくる場合には、短い引用を並べても

講」では、何よりも外国人によって書かれた多様な日本論を理

いうことがポイントになります。というのも、
「比較文学文化特

日本論を自分自身の眼で読み、その内容を把握しながら書くと

以上で簡単に紹介したとおり、課題のレポートでは、著者の

葉でまとめてしまってもかまいませんが、その場合も、キーワ

解することが重要だからです。また、それらの日本論は文化論

具体例の紹介は、五行程度の引用により行ってもよいですし、

ードだけでも作品から直接引用すると、作品そのもののイメー

─6─

のお手本ですから、それらを通して論述の在り方を学ぶという
要素もあります。このレポートは、日本という文化について今
まで自分が知らなかった知識や物の見方を知り、自分自身の教
養を高めることが大きな目的となります。そのためにまずは、

─あさひな みちこ・文学部教授─

著者の書いたものに根気よく丁寧に付き合うことが重要になっ
てくるのです。
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学 習 室

林

民法改正法へのいざない
（総則編）
小

秀

年

第１９３回国会で平成 年５月 日に成立し同年６月２日に公

れた第１８９回国会に提出され、５年に及ぶ継続審議を経て、

済を取り巻く環境は大いに変化してきたのである。取引の量が

まま現在に至っている。それに引き換え、日本の社会そして経

２１年間実質的な改正は行われず、概ね制定当時の規定がその

増大したことに加え、取引の内容が複雑化し高度化するととも

布された（「民法の一部を改正する法律
（平成 年法律

下、民法改正法という）。民法改正法の施行期日は、一部を除き

これらに対応するために、裁判実務では民法の規定を解釈し

に、情報伝達の手段も大幅に発展するなど、その変化はだれも

間は公布後１〜２年が一般的であるが、民法改正法は民法のう

適用して判例を蓄積しており、学説においても解釈論が展開さ

「公布の日から起算して３年を超えない範囲内において政令で定

ち債権関係の規定を全般的に見直すものであり、国民生活に広

れてきたのである。しかし、規定からは必ずしも読み取ること

が予測することはできなかったであろう。

く影響を与えることから、３年という長期間が確保されたので

年

が難しい解釈もあり、専門家でない国民一般にとっては分かり

づらい民法ということもあったのである。そこで、平成

10

ある。法務省の説明によると、施行期日は平成 （２０２０）
年

める日から施行する」となっている
（附則１条）
。法律の施行期

44

26

１月１日または４月１日を目途としている。

32

21
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民法改正の背景と審議経過および改正の要点

民法のうち債権関係の規定は、明治 年に公布されて以来１

号）
」以

29

はじめに
31

「民法の一部を改正する法律案」は、平成 年３月 日に行わ
27

29

29

ついで改正前
（現行法

➡）
・改正後
（改正法 ⇨）
の法の解釈や

適用を略説することにより、民法改正法を理解するための一助

日、法務大臣から法制審議会に対して民法
（債権関係）
改正

の諮問がなされたのである。諮問内容は、
「民事基本法典である

になればと思われる。

月

民法のうち債権関係の規定について、同法制定以来の社会・経

第二節

第二章

意思能力

人

済の変化への対応を図り、国民一般に分かりやすいものとする

約に関する規定を中心に見直しを行う必要があると思われるの

第三条の二

等の観点から、国民の日常生活や経済活動にかかわりの深い契

で、その要綱を示されたい」というものであった。この諮問を

を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
〈新設〉

➡現行
 法では「意思能力」に関する規定はない。人が契約など
の法律行為を行った場合、その契約に拘束されるのは自らの

法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力

受けて法制審議会民法（債権関係）部会は、 回に及ぶ開催がな

る観点からの改正と、国民一般に民法が分かりやすいものとす

意思に基づいて締結したからである。したがって、正常な意

されたのである。具体的には、社会・経済の変化への対応を図

る観点からの改正である。前者としては、短期消滅時効の特例

は正常な意思決定に基づくものではないことから無効として

思決定能力
（意思能力）
が備わっていなければ、その法律行為

証意思確認手続きの創設、および、取引ルールの透明性向上
（例

日民録 輯７０６頁）
。

しない等の改正。危険負担について、履行拒絶権の制度への変

るが、判断能力が低下した高齢者のすべてがこの制度を利用

⇨近時
 において、判断能力が減退した高齢者を取り巻く財産取
引上の問題が多発しており、成年後見制度等による保護もあ

年５月

いる
（大判明治

更等の改正。）などであり、後者は意思能力を有しない当事者が

することを望むことは非現実的であることから、民法改正法

民法改正法により新設されたあるいは改正された総則編にお

法律行為をすることの意味を理解する能力とする見解があり、

と主張する成年後見制度との連続性を肯定する見解と、その

ならば意思能力について、意思能力とは事理弁識能力をいう

条の２）
、意思能力の定義については明文化していない。なぜ

行った法律行為を無効とする明文化、賃貸借契約終了時におけ

11

では、意思能力を有しない法律行為について明文化したが
（３

11

ける条文を本稿で概説する。解説の構成は、新条文を掲載し、

新設または改正された条文の解説

準の明示等の改正。解除について、債務者の帰責事由を要件と

えば、債務不履行による損害賠償について、帰責事由の判断基

廃止、法定利率の引下げ・利率変動制の導入、公証人による保

99

る賃借人の敷金返還請求権等の明文化などである。

38
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28

照準を合わせているのである。ちなみに、成年被後見人の法

の一般的な属性に照準を合わせ、後者は「その法律行為」に

合意形成することができなかったのである。なお、前者は人

も考慮して無効となることが認められてきている。

れを相手方が利用したという成立過程の事情
（＝主観的要素）

だけでなく、他者が窮迫、軽率または無経験等の状態で、こ

されていたが、判例によれば法律行為の内容
（＝客観的要素）

⇨成立要件について、最近の下級審裁判例では、判断能力の低
下を考慮するものもあるなど
（大阪高判平成 年８月 日判時

律行為のうち、日用品の購入その他日常生活に関する行為に
ついては取消すことができる行為とはしないとされている
（９
条ただし書）。立案担当者によれば、この規定は、成年被後見

２０７３号 頁）
、公序良俗違反の判断に法律行為の内容のみ

25

でなく、成立過程の事情も含めるとされるに及んでいる。そ

項を削除しこの規定に替えて、無記名

にした（５２０条の ）。

第九〇条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効
とする。

意思表示は、表意者がその真意ではないことを知っ

基本的に維持している。

第九三条

てしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを

知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効と

前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三

する。
２

又は善良の風俗」に反するという抽象的な一般条項であり、

の真意を知り、又は知ることができたときは」
、その意思表示

➡意思表示は、心裡留保による場合であってもその効力は妨げ

られず、有効である
（ 条本文）
。ただし、相手方が「表意者

者に対抗することができない。
〈新設〉

どのような場合に無効になるかは判例の蓄積によっている。

は無効である
（同条ただし書）。規定では、相手方が表意者の

「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とす
➡現行
 法は、
る法律行為は、無効とする。」である。成立要件は「公の秩序

目的とする」を削除するとともに、一般条項としての意義を

という理解を前提に立案されているからである。

力を有しなかったとき」が追加されている
（ 条の２）
。

のことから、民法改正法では、現行法の一部である「事項を

人が意思能力を有しなかった場合は、その行為は無効である

21

本条を受けて、意思表示の受領能力の規定において「意思能

36

公序良俗の内容は、国家秩序や社会秩序に関することに限定

93
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98

第八六条 ３無記名債権は、動産とみなす。
〈削除〉
⇨民法改正法は、 条
3

証券に「第二款（記名式所持人払証券）
の規定」を準用すること

86

20

条２項を類推適用して判断していたが、善意の第

心裡留保の表意者と新たに登場した第三者との間で、心裡留

を相手方が知っている場合でもよいと解されている
（学説）
。

必要はなく、表意者の行う意思表示が内心の意思を欠くこと

めに代理行為をした場合について 条但書を援用していたが
（最

代理人や法人の代表者が権限を濫用して自己の利益を図るた

した。

三者には心裡留保の無効を対抗することができないと明文化

について

保による意思表示の無効を対抗することができるのであろうか。

判昭和 年４月 日民集 巻 号６９７頁）
、民法改正法１０７

「真意を知り」としているが、何が真意であるかを知っている

民法 条２項・ 条３項と異なり本条は、新たに法律上利害関

94

14

93

条以降は、

意者の帰責性が大きいことは明らかである。このことから心裡

表意者の内心の意思を認識することは通常困難であるから、表

ないことを知って意思表示を行っているのに対して、第三者は、

心裡留保の表意者は、表示行為に対応する内心の効果意思が

ることになろう。

意者と第三者のどちらに帰責性が大きいかという利益衡量によ

潮見佳男、北居

潮見佳男「民法
（債権関係）
改正法の概要」平成二九年 きんざい

平成二九年

大村敦志、道垣内弘人編「解説

minji06_001070000.html
市販されている文献としては、

法務省「民法の一部を改正する法律」



弘文堂

商事法務

きんざい

─こばやし ひでとし・法学部教授─

改正債権法」平成二九年
など多数あります。

務解説

日本弁護士連合会・民法
（債権関係）
部会バックアップチーム「実

改正債権法」平成二九年

功 他編著「 Before/After民法改正」平成二

民法
（債権法）
改正のポイント」

www.moj.go.jp/MINJI/

留保の表意者は通謀虚偽表示の表意者と同様に真意でないこと

九年

有斐閣

を知って相手方に意思表示したのであり、そのことを前提に現

山野目章夫「新しい債権法を読みとく」平成二九年

護する見解が一般的である。

⇨民法改正法は、 条１項ただし書で、従来の一般的な解釈を
明文化した。また、２項を新設して、従来は第三者との関係
93

弘文堂

れた事情を知らない第三者との間では第三者を保護すべきであ

債権法研究会
（編）「詳説

95

ることから、 条２項を類推適用して第三者が善意の場合に保

件は何であろうか。第三者が保護される場合の判断基準は、表

条で代理権の濫用についての規定が新設された。
〈

21

係を有するに至った第三者の保護について規定していない。そ

20

紙面の都合からスクーリングなどで紹介する予定です。〉

42

こで、第三者は保護されないのか、保護されるとした場合の要

96

94
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94

論

文
「貫之の梅」考
─百人一首の近世的展開
大
えだ

内

瑞

恵

長谷寺より「貫之の梅」三枝をいただき、
「歌を
（狂歌を詠んで

ください）
」とあったのでということで詠まれた狂歌である。

この「貫之の梅」は現在も長谷寺にある。しかし、貫之が詠ん

はじめに
紀貫之は『古今和歌集』の撰者の一人、
『土佐日記』の作者、三

だ「ふるさと」は長谷寺参詣の途中で泊まる旧都
（奈良）
であろう

つまり、貫之歌の解釈には時代的変遷があり、近世においては、

と近年論じられており、稿者もそう思う。

十六歌仙の一人として知られる平安時代の歌人である。紀貫之の
「人はいさ心もしらずふるさとは花ぞ昔の香ににほにける」という
春歌上四二、 以下『古今集』 とす

長谷寺の「貫之の梅」という名所が成立していたということであ

歌は、『古今和歌集』（巻第一

る）に入集しているが、『百人一首』に入ったことにより広く知ら

る。

『百人一首』を読解するときには、次の視点を考える必要があろ

れた歌と言えるだろう。
ところで、享保十四年
（一七二九）
に刊行された狂歌集『家つと』

う。

①原作者はどのような情況・意図で歌を詠んだのか。

に貫之の歌を踏まえた狂歌が入集している。
梅

百人一首』は定家の解釈に重点をおいた注

②勅撰集においてどのように解釈されたのか。
島津忠夫氏の『新版

（注１）

はつせ山小池の寺中より貫之の梅三枝〈タ〉給り歌を
ニホ

③定家
（鎌倉初期）
はどのような解釈で和歌・歌人を撰んだのか。
カ

とありければ
コンイ

梅はいかゞ思ふもしらず御懇意は初瀬山々香に匂ひけり

─ 12 ─

月夜に梅花ををりてと人のいひければ、をるとてよめる

る

『百人一首』の撰者が、古来幾変転化の後、今日では、解説

釈書である。そのはしがきには次のように記される。
でも触れるように、藤原定家と見て、ほぼ誤りないものと
四〇

はるのよ梅花をよめる

る

みつね

月夜にはそれとも見えず梅花かをたづねてぞしるべかりけ

されるにいたっているが、本書では、その新しい定説の上
に立って、定家撰という立場から、現代語訳も鑑賞も施し
たことである。原作者の詠作意図よりは、定家がどう解釈

はつせにまうづるごとにやどりける人の家にひさしくや

春の夜のやみはあやなし梅花色こそ見えねかやはかくるる

従って通説と異なる点も多く、時には定家の誤解と見られ

どらで、ほどへてのちにいたれりければ、かの家のある

四一

る点もそのままに現代語訳を施しているが、それらは、す

じかくさだかになむやどりはあるといひいだして侍りけ

し、どう評価していたかに重点を置こうとするのである。

べて語釈または参考でその旨をことわっておいたので特に

つらゆき

人はいさ心もしらずふるさとは花ぞ昔のかににほひける

れば、そこにたてりけるむめの花ををりてよめる
四二

伊勢
水のほとりに梅花さけりけるをよめる 
春ごとにながるる河を花と見てをられぬ水に袖やぬれなむ

になっている。

歌が三首続き、四二番の「花ぞ昔のかににほひける」という並び

ねかやはかくるる」と、
〈梅の花はよく見えずとも香りでわかる〉

「梅花にほふ」
「それとも見えず梅花かをたづねて」
「色こそ見え

四三

一首取り出してよまれる場合には注意してほしい。
「原作者の詠作意図」と「定家」の視点が必ずしも同じではない
という指摘は、近世における注釈書のありようにも通じることで
ある。
本稿は、その上で近世における紀貫之とその「人はいさ」歌が
どのように享受されたかを「貫之の梅」から見ようというもので
ある。
「ふるさと」とは

この歌は、初瀬
（長谷寺）に参詣するたびに、泊まっていた人の

家に長らく泊まらず、しばらくして行ったところ、その家の主人

まず、紀貫之の「人はいさ心もしらずふるさとは花ぞ昔の香に
にほひける」とはどういう歌であるのか。

が「このようにしっかり宿はありますよ」と言いかけましたので、

（注２）

つらゆき
くらぶ山にてよめる 
梅花にほふ春べはくらぶ山やみにこゆれどしるくぞ有りけ

せんが、古里は、この宿の梅は昔のまま変わらずに香り咲いてい

そこにあった梅の花を折って、
「人
（あなたの）
の心はさあわかりま

『古今集』第一 春歌上
三九
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てもできず、袖だけが濡れてしまうのだろうかというもの。香で

るたびに、流れに映る花の影を、本当の花かと思い手折ろうとし

次の伊勢の歌は、水辺に咲く梅の花を詠んだ歌で、毎年春が来

（中略）
中世の人々が心に抱いた王朝の美の映像」である。初瀬に

の懐旧の情は深い詠嘆をともなって春の日にたゆとうてゆく……

た時の「悠久の自然と有限な人間とを対比する心が生まれ、作者

いて、井上氏が着目したところは詞書に記された場をはずしてみ

あいさつがこめられているとも見られよう」と記す。この歌につ

はなく「春ごとに」と毎年の春を詠む歌であり、
「はつせにまうづ

こだわらず、
「また「ふるさと」は、初瀬に行く途次の「奈良」の

ますよ」と詠んだというもの。

るごとに」
「ふるさとは花ぞ昔の」に続いて時間を意識させる配置

中宿りとも
（吉海・島津著参照）
」と鑑賞の末尾に記されている。

「諸注、昔なじみの所
島津忠夫氏は「ふるさと」を奈良とする。

（注５）

である。
（注３）

『貫之集』では、家の主の返歌が残る。

と解して、長谷を考えてきたが、平安の都人全体にとっての「ふ

（注６）

むかしはせにまうづとてやどりしたりし人の、久しう

るさと」は「古りにし奈良の都」であった」として、渡辺輝道氏
（注７）

よらでいきたりければ、たまさかになむ人の家はある

と吉海直人氏の論をあげる。

ふるさととなりにしならのみやこにも色はかはらず花はき
けり

渡辺氏は、
『古今集』（春下・平城天皇）のこの歌を提示しつつ次

九〇

ならのみかどの御うた

といひ出したりしかば、そこなりしむめの花ををりて
いるとて
八一四 人はいさ心もしらず故郷の花ぞむかしのかににほひける
返し
八一五 花だにもおなじ心に咲くものをうゑたる人の心しらなん

のようにまとめる。

平城天皇歌が和歌史に与えた影響は大きい。そしてさらに

久しく訪れなかったことを言われて「人
（あなたの）
の心はさあわ
かりませんが、古里は、この宿の梅は昔のまま変わらずに香り咲

その奥には、

あをによしならの都は咲く花のにほふがごとく今盛りな

いていますよ」と答えた貫之に対して、
「花ですら昔と同じに咲く
のに、どうしてその変わらない花を植えた人
（わたし）
の心を知ら

るのである。

を代表とする「咲く花のにほふ」ならの都歌群が控えてい

（万葉集・巻三・三三一・小野老朝臣）

り


ないのでしょう」と宿の主は返したということである。
さて、貫之の歌に出る「ふるさと」とはどこか。
（注４）

谷寺へ参った折、かつてのなじみの家を訪れると」
「ふるさとの自

紀貫之の「人はいさ」歌は、その系列の中で捉え直してみ

（奈良県）
の初瀬にある長
井上宗雄氏は「作者が久しぶりに大和
然は美しい、という初瀬へのなつかしさを秘めた、初瀬の人への

─ 14 ─

るべきではないかと考える。
吉海氏は

の講義の記録が『百人一首御講釈聞書』であり、講義を聴聞した

後西院や飛鳥井雅章などにより作られた聞書はそれぞれの門人に

書写されていった。堂上における古今伝受の一環に『百人一首』

一方、地下では延宝六年
（一六七八）
細川幽斎の『百人一首抄
（幽

「故郷」について、『古今集』四二番の詞書では単になじみ
い。歌の内容からすれば「故郷・花・匂ふ」は、むしろ奈

斎抄）
』 に菱川師宣の挿絵を付した『百人一首像讃抄』 が刊行さ

は組み込まれている。

良の都のイメージである（屏風歌の可能性もある）
。ところ

れ、天和三年
（一六八三）
、元禄五年
（一六九二）
と板を重ねて広ま

の宿とあるだけで、必ずしも初瀬に限定できるものではな

が伝記考証ではこれを一等資料にして、初瀬を貫之の生ま

った。以降、契沖『百人一首改観抄』
、賀茂真淵『うひまなび』な

紀貫之〈先祖不見。木工頭土佐守御書所領
（預）
。〉

天理図書館蔵『百人一首聞書』

（注８）

では、貫之歌はどのように記されたのか。

ど国学者らによる注釈が行われていく。

れ育った故郷と積極的に認定しているのである。
とする。
従来、
「人はいさ」歌の「ふるさと」は初瀬
（長谷寺）
と解釈され
てきたが、近年の研究により、初瀬に行く途次の「奈良」と理解
すべきであろう。

哥の面まてには其心めつらしからす。事書ニ曰初瀬に詣け

人は伊佐心も知す古郷の花そ昔のかにゝほひける

解釈を確認すべきであろう。どのようにして、貫之と初瀬のイメ

る度ことにやとり馴たる家に久にまからてある時にまかり

しかし、当該歌の近世における受容を考えるためには、従前の
ージがつながっていったのか。

けれはあるし「かくさたかになむ宿りはあり」と云けれは

『百人一首』は、鎌倉時代に成立し、室町時代以降徐々に広まっ

簡単に整理しておこう。

といへとも人の心はいさしらす此梅の花は昔のことくに向

はへんせす今迄待たると云詞をうちすてさたかにしてあり

なれたる所に久しくこねは根
（恨）
て人の心こそ替たれ共我

そこにありける梅を折て読りと云々。此主の言心はやとり

ていった。
『百人一首』注釈書の最初期のものと目される『百人一

と前の詞に門答したる所実に粉骨の作也。はつせを古郷と

『百人一首』の変遷

首宗祇抄』（文明十年〈一四七八〉奥書）
は奥書によると連歌師宗祇

まず、
『古今集』の詞書を記し、歌の意味を記す。贈答歌である

云事は推略天王の都なれは也。この花は梅なり。

やがて江戸時代初期には後陽成院が『百人一首抄』を著し、寛

ところを「粉骨の作」とみるところは、この歌が当意即妙のやり

が東常縁から聞いた教えをもとに記したという。
文元年（一六六一）に後水尾院は『百人一首』の講義を行った。こ
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とりであることを評価したものであろう。
「はつせを古郷と云事は

世から近世の頃、貫之の宿坊と伝承される場所が特定されている。

「今ノ世ニ泊瀬横田ノ坊ト云ハ貫之か宿坊也と云伝たり」と、中
（注 （

推略天王の都なれは也。」の「推略天王」とは「雄略天皇」のこと

祐海の『百人一首師説抄』では貫之申し子説が登場する。

はつせのあさくらのみや

紀貫之

或説紀ノ文幹ノ子ト云々。文幹大和泊瀬観音ニ月参リ申

天慶比在世。大内記。後従五位上土佐守。御書所

で、泊瀬 朝 倉 宮 は初瀬と推定されたことによる。
（注９）

京都大学中院文庫本『百人一首聞書』には次の頭注がある。
どりたる時前ノ宿坊のかたより恨おこせたる時梅ノ枝を折

シ子ニ参籠シケルニ経ヲ一巻玉ハルト夢ニミテ貫之ヲ生

預。

て読ル歌也。

ニ童名内教坊ト号スト云々。詞書ニ人ノ家とハ貫之師匠

ケル。扨貫之モ長谷ヘ月参シケルト言説有。可尋之。故

細川幽斎の注を見てみよう。
（

の浄尊法橋也。古今混乱義ニアリ。紀ノ氏寺河内国西方

（注

哥のなかにも余情かきりなき者也。此古郷といふはやとりつけた
る所をさして云也」と評価する。
「前かき家集には少かはれり。古

（

郷は久しくなりたる所と心得也」と古郷の意味が、地名ではなく
なっている。
（注

後水尾院の『百人一首抄』にもこの話は記されている。

（注 （

院号紀寺。

「貫之
永青文庫蔵『百人一首注』では『古今集』の詞書を記し、

毎年の宿坊なれば故郷トいへり。

貫之伯瀬（泊瀬）へ年まいりをしたるに或時宿坊をかへてや

（注

或秘抄ニ云、貫之ハ長谷寺ノ観音ノ申子也。故ニ長谷寺ニ

月コトニマウツル也。父紀文幹〈私云、此事不審、奥ニモ

夢ニ経ヲ給ハルト見テ後、貫之ヲ生リ。経ヲ給ハル故ニ内

注ス〉男子ノナキコトヲ歎テ、泊瀬ノ寺ニマウテケル時、

木工権頭従五位上御書所預」と紀貫之の童名が記される。
（

教坊ト童名ヲ云リ。人ノ家トハ浄尊法橋ノ家也ト云々。又

（注

『紀氏系図』に貫之の童名を「内教坊阿古久曾」とあるから広ま
注釈には「貫之宿坊に中絶して来りたるをあるし恨て如此やと

淑光・文幹、此分也。貫之系図トハ事外相違也。貫之ハ持

カヘリテ疑心也。初瀬ハ雄略天皇ノ都也。文幹ハ紀長谷雄・

或秘抄ニ、心カハラヌ我ヲ恨ルハ、其方ノ心ノ変スルカト

りはかはらぬといへり」と宿坊説が登場する。また「余情かきり

行男、系図歴然也。

後水尾院は諸説を集めつつ、系図などを検証し間違いを指摘する

が、ここでは、そのまま「或秘抄ニ云、貫之ハ長谷寺ノ観音ノ申

はいさゝか心かはれり。もとやとりつけたる所をさして云也。
」と
いう。
（

子也。故ニ長谷寺ニ月コトニマウツル也。
」と書き記している。た

（注

一華堂切臨の『切臨抄』は諸本から注を継承していて興味深い。

（注
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（注

（注

彰考館蔵『百人一首（幽斎抄）』では「童名阿古久曽云々玄蕃頭

（注

なき哥也」とやはり余情を重視する。さらに「故郷と云も常のに

ったのだろう。

（注

るを、あるしうらみて、かくのことくのやとりはかはらぬ

らゆき詞をなをして入たり。貫之宿坊に中断してきたりた

紀の長谷雄と云物は、はせの観音の利生を蒙た子細があつ

と歌はの字つよくあたるこゝろ有。つらゆき久しくおとつ

だし、『聞書』では
たによつて、はせの観音を信した。此文幹か子しやと云説

れねは、あるじの心をいかゞとうたがひなから、はなはむ

かくもあれ、梅の匂ひをたのむと立り。然といへとも、人

なれは、長谷雄のためには彦じや。貫之もはつせに度々参
と、紀貫之ではなく、紀長谷雄の話をしている。紀長谷雄と長谷

はいさといひてふるさとを思ふ心あり。よせいかきりなき

かしの香に匂ひたるよし也。よく古郷を思ひ入て人はとも

寺観音については、
『長谷寺験記』に記されている。紀貫之の父が

歌也。いさといふを近代不知と云るに連歌なとにもちゆ。

『百人一首像讃抄』紀貫之

し。下にをく事はいかゝと宗長なともいひしとなり。又古

文幹という誤解があり、そこから長谷雄に繋がり、申し子伝承が
（

いさはかならすしらすとかくる詞也。連歌にも中には有へ

詣したそうな。

（注 （

（注

間違って継承されたものであろう。
（注

紀文幹

春霞たてるを見れば荒玉の年は山よりこゆるなりけり

承平四年中宮の賀し侍りける時の屏風のうた

ちなみに紀文幹は『拾遺和歌集』に一首だけ入集している人物
である。

二

さて、地下に流布した『百人一首像讃抄』はどうであろう。（句
読点は稿者による）
系図友則の所に見えたり。ある説に紀文幹が子云々。童名
阿古久曽云々。玄蕃頭 木工権頭 従五位上御書所預り
この歌の注 詞書にはつせにまふでつることにやとりける
人の家に、ひさしくやとらでほどへてのちにいたりけれは、
かの家にあるし、かくさだかになんやとりはありといひ出
して侍りけれは、そこにたてりける梅の花をおりてよめる
とあり。貫之家集にはむかしはつせにとあり。古今にはつ
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（注

右に、左に歌意図
（梅の花を手に宿の主へ近づく貴族の姿）
が描か

描かれている人物は宿坊の僧侶とも見えない男性である。

郷といふも常にはいいさる心かはりもはやとりつきたる所
匂ひけるそとうた

さて、この歌は男性に贈られたものであったろうか。

れている。

かはしき下の句也

現代では、女性に向けて詠まれた歌と考えたほうがよいだろう。

をさしていふ也。祇注に人の心はしらす花はむかしの香に
紀友則（系図）
と有。よくよく思

片桐洋一氏は「言ひ出だして」の用例から「簾の中にいる女が

（注 （

慮すべし。
注釈の内容はこれ

を出迎えるために、外に出ているはずであって、屋内から対応す

長谷の宿の主も女と考えるべきであろう。主が男であれば、貫之

外にいる男に言葉を伝えるのがふつうであることを思えば、この
まで見てきた内容

しかし、菱川師宣の描いた絵は、まさに「貫之を出迎えるため

るとは考えられない」とする。

ない。うつむき加

に、外に出ている」情景であり、江戸時代当時の人々の解釈を示

を大きくは変わら
減の歌仙図が下段

すようで興味深い。
「貫之の梅」

（注 （

そこで、冒頭にあげた狂歌にかえってみよう。
『家つと』（享保十四年刊）
梅

コンイ

カ

ニホ

はつせ山小池の寺中より貫之の梅三枝〈タ〉給り歌を
とありけれは

梅はいかゝ思ふもしらず御懇意は初瀬山々香に匂ひけり

狂歌の作者鯛屋貞柳は、永田氏。通称善八。号は油煙斎、鳩杖

子、珍菓亭など。大坂雛屋町にあった菓子舗鯛屋の主人であるが、

父貞因は俳諧をよくし、弟は浄瑠璃作者紀海音。狂歌は豊蔵坊信
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（注

（注

ここを小池坊とよぶのは、天正一一年専誉の入山以来、前

（ママ）

海に学び、その歌は狂歌撰集『後撰夷曲集』に十代で入集し、元

住の根来寺の小池坊にちなんでよんだものである。

月十五日の条に次の文がある。（一部読みやすく書き下した）

二
醍醐寺三宝院の義演の『義演准后日記』慶長六年（一六〇一）

（注 （

小池坊とは、建物の名前であると同時に、専誉の号である。

祿〜享保期（一六八八〜一七三六）の上方狂歌壇の第一人者でもあ
った。承応三年（一六五四）生、享保十九年
（一七三四）
没。
その貞柳には『百人一首』を本歌とした狂歌
わが宿は御堂の辰巳しかも角よう売れますと人はいふな

御迎に罷出了。先年一見の時は半作なり。今度は悉く周備、

泊瀬寺へ未刻著了。……（中略）
泊瀬寺観音直に参詣、小池

が伝わるほか、宮中に菓子を納めた時にも望まれて狂歌を詠んで
（

舞台は清水の如し。先年根来寺滅亡の時より、小池居住也。

（注

いる（『狂歌貞柳伝』）。この時期の狂歌というものは、贈答の折り

昔の僧は在家なり。仍て大納言
（豊臣秀長）
の時より真言宗

さて「梅はいかゝ」歌も、当然、紀貫之の「人はいさ」を本歌
とした狂歌である。

事も知らざる体にて六坊として奉行せらる也。今夜小池坊
に一宿了。

義演は小池坊
（専誉）
に迎えられ、宿泊した。以前来たときはまだ

（

小池坊は、むかし紀州根来寺にありしに、天正十一
（（ママ）
）

また、時代は下るが寛政三年（一七九一）刊『大和名所図会』長

（注

初瀬山一面に梅の香りが広がるように、しみじみと感じたことで
ニホ

建築途中であったが、今や清水寺のように整っていたようである。
カ

（本歌） 人はいさ心もしらずふるさとは花ぞ昔の香ににほにける
梅と人を対比し、本歌の「人の心はわからない」を「梅はどう思

年、秀吉公根来寺破却の後、寺僧諸国に流浪し、智積院は

が、明治四四年の大火で焼失、大正一三年
（一九二四）
に再

大講堂は寛文七年（一六六七）徳川家綱によって改築された

れていったということである。

〇四）
五月五日、七十五歳で没する。以後、長谷寺小池坊は継承さ

五八八）
長谷寺に入り、小池坊を再興した。専誉は慶長九年
（一六

来寺小池坊で修学していた専誉は、高野山を経て、天正十六年
（一

天正十三年
（一五八五）、紀州根来寺は豊臣秀吉により炎上、根

谷寺の稿には次のように記されている。

うかわからない」と読み換え、梅の花の送り主の気持ちはよくわ
（注 （

京都に建、小池坊は此地に造立す。これ講堂と号す。

（注

かると御礼を述べた歌である。

（狂歌） 梅はいかゝ思ふもしらず御懇意は初瀬山々香に匂ひけり

コンイ

すよの意。

梅はどのように思うか知りませんが、貴方の親切なお気持ちは

六坊再興也。彼在家は二王門の外へ出られ了。今に観音の

に挨拶として詠まれたものも多い。

り

（注

興された。これが本坊で、護摩堂・書院・庫裏などもある。

歴史地名大系』には次のようにまとめられている。

送り主の「はつせ山小池の寺中」とは長谷寺小池坊のこと。
『日本

（注
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（注

（注

（

本居宣長が明和九年
（一七七二）
に旅したときに記した『菅笠日

僧侶には見えない。

している。また、天文五年（一五三六）
の火災によって全ての建物

記』に「貫之の軒端の梅」と「雲井坂」が登場する。（傍線、濁点

長谷寺は天慶七年（九四四）火災により、堂塔・仏像が灰燼に帰
が炎上し、衰微していた。義演が訪れた慶長六年
（一六〇一）
はち

句読点は稿者による）

さて御堂にまゐらんとていでたつ。まづ門を入て、くれは

ょうど、専誉が長谷寺に移り、寺院が整えられていった時期であ
ろう。貞柳が小池坊とつきあいがあったのは専誉没後のことであ

しをのぼらんとする所に、たがことかはしらねど、だうみ

ここで、再び『大和名所図会』を見てみると、長谷寺の全体図の

て見え給へる。人もをがめば、われもふしをがむ。

かゝげたるほどにて、いと大きなる本尊の、きらきらしう

ふとかや。かくて御堂にまゐりつきたるに、をりしも御帳

ほこらなンど、ならびたてり。こゝより上を、雲ゐ坂とい

所に、貫之の軒端の梅といふもあり。又蔵王堂産霊の神の

やうの塔とて、右の方にあり。やゝのぼりて、ひぢをるゝ

る。
とすると、
「貫之の梅」も恐らくこの頃植えられた、または復活
したものであろうか。
前出の『大和名所図会』には「貫之の梅」として、次の絵と解
説がある。（句読点は稿者による）
（画賛） 古今 はつせにて梅を
人はいさ心もしらす古郷は花そむかしの香に匂ひける
宿からん花に暮なは貫之の 素堂

中に、
「貫之の梅」が描かれている。

長谷寺が何度も焼亡にあっていることは前述の通りであるが、

「貫之梅」
〈長谷寺回廊の中ほとにあり〉 紀貫之幼少のとき初瀬
に住ける伯父の雲井坊浄真の方にて学文し、十四五歳にて都へ上

近世に復興していくうちに注釈をもとに新たな名所を作り出して

（

り、朝庭へ仕へそののゝち雲井坊へ参られしに幼少の時植置し梅

（注

いった結果がこの「貫之の梅」であろう。

天保四年
（一八三三）
に刊行された、尾崎雅嘉『百人一首一夕話』
は次のように断じている。

貫之童名を内教坊阿古屎といひたる由河海抄に記され、また歌

仙伝といふ書に貫之の父望行子なかりしかば初瀬の観音に詣でて

子を祈られしに、夢中に経一巻を賜はると見てその妻懐姙してま

うけたる子なり。それ故貫之も成人の後初瀬へ月詣でせられし事
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（注

の枝を折て斯定宿在と浄真申されて梅を見せ給ふ時
〈古今〉
人はいさ心もしらず古郷は花そむかしの香に匂ひける 貫之
〈貫之家集〉
花たにもおなし色香に咲ものを植けん人の心しらなん 浄真
ここでは叔父雲井坊浄真が登場するが、絵を見ると、どう見ても

（注

にて、その由はこの百首の中の人はいさ心も知らずといふ歌の事

「皆後世の推量」とわかっていても、
「人はいさ」歌は愛され、

さまざまな想像をかき立てていった。

ちなみに、現在もこの「貫之の梅」は長谷寺にある。

書に、初瀬に詣づるごとに宿りける家に久しく宿らでなど書ける
にて知るべしなどいひ、またその坊の名を雲井坊といひしなどい

ところで、注釈にたびたび出てきた貫之の童名「あこくそ」だ

（

がある。
『蕉翁句集草稿』に「此句は風麦

（注

あこくその心もしらず梅の花

が、芭蕉の句に

ふ説々は、皆後世の推量にて拠り所確かならぬ事共なり。

（貫之の梅と初瀬寺全体図）

子にて兼日会に句を乞ハれし時の吟也」と

注記される。貞享五年（一六八八）のこの作

は、幼少の頃からの友達である風麦を意識

して貫之の童名とされる「あこくそ」を詠

み込んだ句である。貫之は「人はいさ」と

詠んだが、そんな心も知らず、故郷の人々

も変わらずに温かく、梅の花は咲き続けて

いるというもの。
『三冊子』に「切字なくて

も切る句有」るものの、その分別が難しい

という話でこの九はあげられている。ある

意味絶妙な組み合わせと言えるだろう。
まとめ

和歌研究は日々に進展している。貫之の

「人はいさ」歌は、

①なぜこの歌を定家は『百人一首』撰んだ
のか。
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（注

（貫之の梅）

（

近世における当該歌の享受という点を考えるとき、間違ってい

ようと当時はこのように読んで、議論し合うことから考証学につ

②「ふるさと」とは初瀬か
奈良か
ながったともいえる。

いつ頃どのような仮説
（伝承）
が生じたのか。間違いと断じるこ

③宿の主は男性か女性か
ほかにも漢詩文との影響関

角川書店）

となく積み重ね整理するのも考証学のおもしろさと言えるだろう。

島津忠夫氏『新版

《注》
１

角川書店）底本、定家自筆本系統伊達家旧

前出。島津忠夫氏『新版

百人一首』（平成十一年

井上宗雄氏『百人一首を楽しくよむ』（平成十五年

角川書店）

笠間書院）

角川書店）
４

渡辺輝道氏「空間─みやこ・ふるさと─」
『小倉百人一首の言語空間』（平成

世界思想社）

５

世界思想社）

吉海直人氏『百人一首の新考察』（平成五年

元年
７

百人一首経厚抄

百人一首切臨抄』（平成十一年

続群書類従完成会）
田尻嘉信氏編『百人一首注釈書叢刊

『群書類従』第五輯
（昭和三十五年

和泉

百人一首注・百人一首（幽斎抄）
』（平成

百人一首聞書（天理本・京大本）
』（平成七年

有吉保・ 位藤邦生・ 長谷完治・ 赤瀬知子編『百人一首注釈書叢刊
首頼常聞書

８

荒木尚氏編『百人一首注釈書叢刊

右に同じ。

和泉書院）
９

和泉書院）
右に同じ。

三年

百人一

６

３ 『新編国歌大観』（平成三年

蔵本による。番号は国歌大観番号。

２ 『新編国歌大観』（昭和五十八年

百人一首』（平成十一年

係、貫之伝のことなどさま
ざまな問題点をはらみつつ、
順次論じられてきた。
前述の通り、この歌は初
瀬の途次、奈良の女性に対
し詠まれた歌と解釈するこ
とができる。しかし、片桐洋一氏の屏風歌というイメージも興味

『古今集』 の詞書の束縛から解放し、 一首の独立した詠歌
（注

（独詠）として中世的再解釈を行ったと考えたい。

い「餘情妖艶の体」として評価したのである。
中世には中世の読みがあったように、近世には近世の読み方があ
る。
「余情」というキーワードから、さまざまな想像が膨らんだとも

泉紀子氏・乾安代氏編『百人一首注釈書叢刊 百人一首師説抄』（平成五年

書院）
和泉書院）
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深い。

（

菊池仁氏も藤岡氏と安東次男氏の論をあげつつ、

（注

「人はいさ」歌は

①の問題として、吉海氏は、藤岡忠美氏の論
（注 ）
をあげつつ、
27

定家は、業平や小町に繋がるこの歌を、貫之としては珍し

（注

言えるだろう。観光名所「貫之の梅」はそうして生じた近世的楽
しみの一つである。

10

13 12 11

14

（注

島津忠夫氏・田中隆裕氏編『百人一首注釈書叢刊

（平成六年 和泉書院）
『新編国歌大観』（昭和五十八年 角川書店）

『百人一首像讃抄』国 文 学 研 究 資 料 館 蔵

後水尾天皇百人一首抄』

https://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/200007761
片桐洋一氏『古今和歌集全評釈』（平成十年 講談社）

『狂歌大観』（昭和五十八年 明治書院）

「狂歌貞柳伝」
『三井文庫論叢』十三号（昭和五十四年 三井文庫）

岩波文庫）

義演准后日記』（昭和五十九年 続群書類従完成会）

『日本地名大系』（平成十六年 平凡社）

『史料纂集 古記録編

『大和名所図会』国文 学 研 究 資 料 館 蔵

https://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/200000654/viewer/1
『菅笠日記』国文学研 究 資 料 館 蔵

http://base1.nijl.ac.jp/infolib/meta_pub/CsvSearch.cgi
『本居宣長全集』第十八巻（平成二年 筑摩書房）
古川久校訂『百人一首一夕話』（昭和四十七年 岩波書店
発句編』（昭和五十二年 集英社）

藤岡忠美氏「貫之の贈答歌と屏風歌─「人はいさ心もしらず……」の一首

『俳文学大系 芭蕉集

筑摩書房

菊池仁氏「百人一首に採られた古今集歌」
『国学院大大学院文学研究科論集』

をめぐって」
『文学』第四十三巻八号（昭和五十年 岩波書店）

安東次男氏『百首通見』（昭和四十八年 集英社、平成一四年

四号（昭和五十二年）
ちくま学芸文庫）

─おおうち みずえ・文学部非常勤講師─
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論

はじめに

文

水

宏

「破産管財人を原告とする訴訟における
被告訴訟代理人の訴訟行為と弁護士法二五条一号」
清

破産手続開始決定により、破産者が当該財産に対する管理処分権

１

をはく奪されることで当該訴訟の当事者適格を失うこととなり、

務者は、自ら所有する一切の財産に対する管理処分権をはく奪さ

〇条）
こととなる。そこで、破産管財人が、中断した当該訴訟を受

礎とする当該訴訟の当事者適格を破産管財人が取得する
（破産法八

。そ
訴訟追行ができなくなるため、中断する
（破産法四四条一項）

れ、原則として、当該財産は破産財団を構成することとなる
（破産

け継ぐことができる
（破産法四四条二項前段）。この点、中断した

経済的に困窮し、支払い不能または債務超過といった破産原因

法三四条一項）。そして、破産財団を管理および処分する権利は破

訴訟を受け継ぐことは破産管財人の義務ではないが、とはいえ、

して、当該財産の管理処分権が専属することによって、それを基

産管財人に専属することとなる（破産法七八条一項）
。こうした破

一方当事者の破産という偶然の事情により相手方のそれまでの訴

のある債務者に対して、破産手続開始決定がなされると、当該債

産手続開始決定の効力は、破産者に関わる実体的法律関係にのみ

訟追行を無駄にさせるべきでもない。したがって、相手方当事者

して、係属中の破産者を当事者とする訴訟手続の中断と、破産管

破産手続開始決定が手続的法律関係に影響を及ぼす一つの例と

きず、また、従前の不利な訴訟状態の承継も拒否できないと解さ

後段）
、この場合、破産管財人は受継ぎ申立てを拒絶することはで

も受け継ぎ申立てをすることが認められており
（破産法四四条二項

２

ならず、手続的法律関係にも影響を及ぼすこととなる。

財人による当該訴訟の受継ぎがある（破産法四四条）
。すなわち、

れている。

３

破産手続開始決定前に係属していた破産者を当事者とする訴訟は、
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このようにして、破産者から訴訟を受け継いで当事者となった
５

に過ぎず、原則として、当事者に実質的な変更はないものと解す

両者は法的に同視できる立場にあるものと解される。すなわち、

連して、当事者を基準とする様々な法的効果が結び付くところ、

こうした破産管財人が引き継いだ訴訟の当事者の法的地位に関

る。

破産管財人の第三者との関係における法的地位に関しては、一般

そうしたものの一つとして、訴訟代理人の行為が双方代理的なも

破産管財人と、従前の当事者であった破産者の関係については、

に、①破産者と同視できる地位、②破産債権者の利益代表者とし

のであった場合の取り扱いをどうするかという問題がある。これ

律関係の内容が変更されることを受忍させられる理由もない。そ

によって、破産手続前から継続している自己と破産者との間の法

また、相手方当事者は、破産者の破産という自己と無関係の事情

れた管理処分権が破産管財人に専属することになったためであり、

いとして当該再生手続は廃止決定を受け、当該判断が確定した。

を依頼した。しかし当該再生手続の係属中に、再生の見込みがな

再生債務者は、弁護士Ｙを代理人として選任し、再生手続の追行

てられ、再生手続開始決定に基づき、民事再生手続が開始された。

経済的に窮境に陥った債務者Ａについて民事再生手続が申し立

６

ての地位、③破産法その他の法理によって与えられた特別の地位

について、具体例を基に検討してみよう。

４

の三つがあるとされる。そして上述のように、破産管財人が当事

こで、法の規定により形式的には破産者から破産管財人へと当事

その後、Ａは破産手続開始決定を受け、弁護士Ｘが破産管財人に

【設例】

者が変更されるものの、両者は上記①に該当する、すなわち法的

選任された。破産手続の係属中、Ｘは、従前からＡと取引のあっ

者となったのは、破産手続開始決定によって破産者からはく奪さ

に同視できる地位にあるものと解される。したがって、破産管財

この設例のＹがＢの訴訟代理人として行った訴訟行為について

たＢに対して、否認の請求を訴訟上行使して金員の支払いを求め

ができた法律上の地位は、破産管財人に対しても主張することが

検討するに、まずもって相手方当事者となるのは、形式的にみれ

人が相手方に対して主張できる法律上の地位は、破産者が主張し

できる。訴訟との関係では、破産者がもはや提出できなくなった

ば、民事再生手続においては再生債務者Ａであったのに対し、否

た。これに対して、Ｂは、Ｙを訴訟代理人として応訴した。

攻撃防御方法を破産管財人は提出できないし、また、攻撃防御方

認権に係る訴訟では破産管財人Ｘである。また、ＹがＡから依頼

えた範囲に限られ、また、相手方が破産者に対して主張すること

法の提出に関する手続上の義務
（民事訴訟法一六四条、一七四条な

を受けていた事件はＡの民事再生手続であるが、Ｂの訴訟代理人

以上述べてきたように、破産手続開始決定によって、破産者と

「相手方の協議を受けて賛助し、またはその依頼を承諾した事件」

となった事件はＡの破産手続である。したがって、この場合に、

７

ど参照）も履行しなければならなくなる。
破産管財人の交代が行われるが、これはあくまでも形式的なもの
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（弁護士法二五条一号）に抵触するかが問題となる。

となっているＸと、否認権を行使される被告本人であるＢとは、

まさに利害が対立している関係にあるといえる。また、Ｂの訴訟

定められていないが、懲戒の原因となる
（弁護士法五六条）
。この

げられている。弁護士法には同条項に違反した場合の罰則は特に

助し、またはその依頼を承諾した事件」（弁護士法二五条一号）
が挙

定めており、その一つとして、上述の「相手方の協議を受けて賛

弁護士法二五条においては、弁護士が職務を行い得ない事件を

被っていることになり、これによってむしろ不当に利益を得てい

いうことに鑑みれば、Ａは当該法律関係によって財産的な損失を

の関係について検討するに、否認されるような法律関係にあると

は否認権の行使に関する訴訟における当事者であるべきＡとＢと

民事再生手続に関する依頼を受けて承諾していた。さらに、本来

はないが、上述のようにＸと同視される法的地位にあるＡからは

代理人Ｙは、破産管財人Ｘから事件に関する依頼を受けたわけで

ような定めが置かれた趣旨としては、弁護士が一旦ある者からの

るＢとの関係は、当該法律関係の成立時点においては事実上円満

弁護士法二五条の要件

依頼を受ける等を行った事件について職務を行うことが、先に当

な関係にあったとしても、法律上の利害が相反する関係にあると

二

該弁護士を信頼して依頼等を行った相手方の信頼を損なうことに

いえる。以上により、設例のＢは弁護士法二五条一項にいわゆる

「相手方」に該当するものと解する。

方」とは、民事、刑事の事件を問わず、同一事案における事実関

諾しただけではこれに該当しないとされる。上記設例において、

る申し込みに対する承諾を意味し、協議を受けることの依頼を承

この点、上述の設例を検討するに、まず、現在係属している否

としての同一性の判断に際しては、相反する利益の有無、言い換

その相手方との間において同一」でなければならない。この事件
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なり、また、弁護士の品位を失墜させることにつながるため、こ
８

れを未然に防止する点にあるとされる。

係について利害の対立する状態にある当事者をいうものとされる。

ＹはＡから民事再生事件における代理を依頼され、再生債務者の

次いで、
「依頼を承諾したこと」については、事件の受任を求め

そして、この「利害の対立」とは、
「現に相反する利害を持つ当事

代理人となっていることに鑑みれば、
「依頼を承諾した」ものと解

こうしたことを前提として、 要件を検討するに、 まず、「相手

者間において或法律行為をなす場合、或は一定の紛争を前提とす

する。

認権行使に係る訴訟との関係で考えれば、否認権を行使すること

えれば、訴訟物の同一性や手続の同質性だけによるのではなく、

９

る法律上の利害相反する当事者を指す」とされ、実質的なものを

で破産財団の維持・増殖を図り、破産債権者の利益を増大させる

さらに、問題とされている弁護士の関与した「事件が当事者と

12

その基礎をなす紛争の実体を同一とみるべきかどうかによって決

10

ことを職務とする破産管財人であり、当該訴訟における原告本人

いうとされる 。

11

手続と、清算型倒産処理手続である破産手続
（の派生手続である否

ないかとも思われる。特に、再建型倒産処理手続である民事再生

代理人となっていることに鑑みれば、事件の同一性がないのでは

産手続に関する否認権行使に係る訴訟事件においてＹがＢの訴訟

のはＡの民事再生事件であり、当該再生手続の廃止後に、Ａの破

すべきであるとされる。設例では、当初Ｙが訴訟代理人となった

例のケースについては、弁護士法二五条一号に違反するものと解

同一」という要件も肯定することができる。以上により、上記設

できる。したがって、
「事件が当事者とその相手方との間において

する取扱いがなされており、両手続には同一性を肯定することが

れた民事再生手続とそれから移行した破産手続との一体性を確保

当に関する調整も行われている。これらの点に鑑みると、廃止さ

受けた額を控除した額とする
（民事再生法一九〇条三項）
など、配

の場合には、否認および相殺禁止の基準となる破産手続開始申立

れる（民事再生法二五二条四項）。さらには、職権による牽連破産

する民事再生手続において共益債権とされたものが財団債権とさ

項）。また、そのようにして開始された破産手続においては、先行

事件について破産手続開始決定がなされる
（民事再生法二五〇条一

再生債務者に破産原因のあるときは、裁判所の職権によって当該

により、再生手続がその目的を達せずに終了した場合において、

ことを目的とするところ、本人の信頼に背き、当事者の不公平を

位の確保を図り、もって業務の公正さに対する国民の信頼を得る

に、相手方に不公平となるような職務執行を禁止して弁護士の品

当事者の信頼を裏切る行為を禁止してその利益を保護するととも

させないことが必要である。弁護士法二五条は、上述したように、

から排除し、訴訟代理人としての活動によってこれ以上の違反を

で、双方代理的な立場にある場合に、まずは、当該弁護士を訴訟

ある訴訟の訴訟代理人弁護士が、弁護士法二五条一号との関係

弁護士法二五条に違反する訴訟行為の効果

時の判断については、民事再生手続開始申立時をもって基準とす

醸成するような職務執行を排除できないのでは、司法運営上も問

三

することができる。

認権行使に係る訴訟）とでは、異なるものとみることもできよう。
しかしながら、両事件の基礎にあるのはいずれもＸの倒産処理
という問題である。そして、民事再生手続と破産手続との間では、
民事再生手続から破産手続へと移行する牽連破産が認められてい

ることになる（民事再生法二五二条一項柱書）
。その上、債権の届

題である。そこで、弁護士が弁護士法二五条に違反して現に係属

弁護士法二五条違反に該当する弁護士の排除

け出に関しても、民事再生手続における届け出をもって破産手続

中の訴訟について訴訟代理人として職務を行っている場合、当該

１

におけるものとして、改めての届け出を要しないとの決定をする

弁護士を訴訟手続から排除することが認められるべきである。

る。この牽連破産に関しては、たとえば、再生手続廃止決定など

ことができる（民事再生法二五三条一項）
。加えて、破産債権の額
については、従前の再生手続において、再生計画に従って弁済を

14

そして、排除の方法に関しては、双方代理という問題の重大性

16

15
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13

さらに、弁護士法二五条に違反した場合、当該弁護士を訴訟代

保することを目的とするものと解し、本人の許諾の有無にかかわ

よって訴訟代理人となっている弁護士を排除するからには、合理

理人に選任したことは無効となるとし、当該弁護士の訴訟行為は

に鑑みれば、当事者の指摘によって即座にかつ当然に排除するべ

的な根拠がなければ、当事者の弁論権や当該弁護士の職業上の利

無権代理行為に該当するものの、本人の追認によって無効が治癒

らず、無効とする見解である。

益を害することになる。したがって、裁判所の職権または当事者

されて有効となり得るとする見解（追認説）
もある。

きではないかとも考えられないではないが、当事者からの委任に

の申立てに基づき、訴訟の進行に重大な影響を与える手続的事項
であることに鑑み、決定によって判断するべきであると解する。

るとしつつ、禁反言の法理または責問権の喪失を根拠に瑕疵の治

加えて、弁護士法二五条に違反する訴訟行為は原則として有効

こうした学説の状況との関連で実務の対応についても整理して

（２）判例

癒を認める見解
（異議説・相対的無効説）
もある。

であるが、相手方当事者が異議を申し出た場合には無効となり得

２ 弁護士法二五条に違反した弁護士が排除されるまでに当該弁
護士によって行われていた訴訟行為の効力
（１）学説
このように、弁護士法二五条に違反している弁護士を当該訴訟
から排除したとしても、それまでに行われた訴訟行為の効力をど

護士法二五条は弁護士に対する職務上の訓示規定にとどまり、そ

訟行為の評価についてまでは定めを置いていない。そのため、弁

律を定めるものであり、弁護士活動の一つである訴訟における訴

この点、弁護士法は弁護士の使命及び職務に関する基本的な規

それあると否とを問わず絶対に禁止したるものとするなど、絶対

事者の許諾あるとあるいはこれらのものに不測の損害を加うるお

の許諾の有無を問わず無効と判断し、また、委任の終了なると当

旧々弁護士法一四条に違反してなされた訴訟参加について、本人

大審院時代の判例は、当初、現行の弁護士法二五条に相当する

おく。

の違反は弁護士に対する懲戒の原因とはなるが、訴訟法上または

的無効説に立つことを明らかにしていた。

のように評価するかという問題も生じる。

22

実体法上の効果には影響がないとする見解
（有効説）
がある。この

23

18

見解では、当事者の一方の受ける実質的な不利益は双方代理や公

精神に照らして常に絶対的に無効であるとする見解（絶対的無効

これとは反対に、弁護士法二五条に違反する職務行為は同条の

参加人双方を代理する行為は無効であるが、その後の審理の更新

完全な効力を有するものとするものや、同条に違反し参加人・被

任された弁護士による訴訟上の和解について、本人の追認により

もっとも、これと並行して、旧々弁護士法一四条に違反して選

25

に際して適法な訴訟代理人が従前の弁論結果を陳述したときは、

序良俗違反に該当する場合に救済されれば十分であるとする。

26

24

27

19
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21

17

説）
もある。すなわち、本条は弁護士の職務の公正および品位を確

20

追認がなされたものとして有効になるとするものなど追認説に立

法二五条一号の規定に違反するものと認めたうえで、
「職務上行い

また、最高裁の時代になると、第二小法廷では、和解契約を即

例は、先例として絶対的無効説に立った大審院時代の判例を先例

ほかない」として、絶対的無効説に立つ判断も示された。この判

えない行為に基いて作成されたものであるから、無効と解するの

決和解にする委託を受認した弁護士が、その後当該和解調書の無

として引用しており、絶対的無効説を維持するようにもみえた。

つものもあった。

効確認請求事件において、今度は相手方を代理した事件について、

弁護士による訴訟代理の制度を定めた法意にも副わない結果を招

被らしめ、かえつて同条の立法目的に背馳し、ひいては訴訟法が

を信頼してこれに訴訟行為を委任した当事者をして不測の損害を

れないばかりでなく、もしこれを無効とするときは、当該弁護士

同条違反の訴訟行為を無効とすることが必ずしも必要とは解せら

益の保護とを目的とするところ、その立法目的達成のためには、

ある。けだし、同条の規定は、弁護士の品位の保持と当事者の利

てその無効を主張することは許されないものと解するのが相当で

に至り当該行為が弁護士法の禁止規定に違反することを理由とし

述べなかつたときは、訴訟法上完全に効力を生じ、相手方は後日

が、同条違反の訴訟行為であつても、相手方がもし何らの異議を

除を求めることができるものと解すべきことはむしろ当然である

は、相手方はこれにつき異議を述べ、裁判所に対しその行為の排

「弁護士が訴訟手続において同条違反の行為を行おうとするとき

後も、最高裁はこの判決を踏襲しており、判例として確立された

て、異議説を採用することを明らかにして判例を統一した。その

排除を求めることができるものと解するのが相当である。
」 とし

手方たる当事者は、これに異議を述べ、裁判所に対しその行為の

なければならない。従つて、同条違反の訴訟行為については、相

的の一である相手方たる一方の当事者の保護に欠くるものと言わ

影響を及ぼさず、完全に有効なものとすることは、同条立法の目

これを懲戒の原因とするに止め、その訴訟行為の効力には何らの

護士をして懲戒に服せしめることは、固より当然であるが、単に

のとおりであるから、弁護士の遵守すべき職務規定に違背した弁

品位の保持と当事者の保護とを目的とするものであることは前述

一二六六頁）
大法廷判決において、
「思うに、前記法条は弁護士の

た。そこで、最高裁は、昭和三八年一〇月三〇日
（民集一七巻九号

方に矛盾があるため、大法廷としてこれを統一する必要性が生じ

このように、最高裁の第二小法廷と第三小法廷とで、その考え

31

30

来するおそれがあるからである」と判示して、異議説を採用する
ことを明らかにした 。

者の代理人として弁済契約を成立させた後、当該契約を公正証書
にするに際して債務者側の代理人となった事案について、弁護士

33

32

きか検討する。

これら、学説および判例の状況に鑑みていかなる基準によるべ

（３）検討

ものとみることができよう。

34
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28

もっとも、その後、第三小法廷においては、弁護士が手形債権

29

その信頼した弁護士が他方の訴訟代理人として訴訟行為をするの

なりそうであれば無効を主張して手続を覆滅させるという濫用的

二五条違反を指摘せずに手続を進行させておいて、不利な結果と

て、無効ではあるが追認を許すという規律では、わざと弁護士法

を座視するほかないことになり、また、本人の救済も結局損害賠

な訴訟戦術として用いられるおそれもあり妥当ではない。

まず、有効説については、最初の依頼者である相手方当事者は、

償しかないのでは、当事者の利益保護として不十分である。さら
には、弁護士に対する懲戒制度が十分に機能しているとは言いづ

事者からの異議の申立てを認めることで、弁護士法違反の問題を

これらに対して、異議説は、弁護士法二五条違反であるとの当

も手続を最初からやり直さなければならなくなるし、害の少ない

特に、訴訟行為が無効となる結果、相手方は勝訴していたとして

る相手方当事者の利益保護が犠牲になるという点で問題がある。

品位の保持を強調するところ、そのために同じく同条の趣旨であ

つぎに、絶対的無効説は弁護士法二五条の趣旨として弁護士の

よって自らの利益を害されたと判断する場合には当該弁護士の当

わち、各当事者は弁護士の弁護士法二五条一号に違反する行為に

要請を調和させることができる点で優れているといえよう。すな

者の利益、さらにはそれらと訴訟手続の安定・訴訟経済の確保の

行に当たらせた当事者の利益とそれによって不利益を受ける当事

的な代理人であるという側面、そして、弁護士を信用して訴訟追

無効としうるとする点で、弁護士の職務の公正ないし公益性と私

らい現状に鑑みても妥当ではない。その上、そもそも相手方の弁
る。

放置せず、違反したとされる訴訟代理人弁護士による訴訟行為を

44

護士に弁護士法違反があってもこれを排除できないのは問題であ

36

行為もすべて無効とするのでは、手続の安定・円滑を害するおそ

37

あればそもそも弁護士法二五条一号違反が成立しなくなり、弁護

うとしている点は評価できる。しかしながら、当事者の許諾さえ

は追認によって有効とする余地を認めることで妥当な調整を図ろ

さらに、追認説は原則として無効としながらも、一定の場合に

訴訟経済を図ることも可能である。

については、異議を差し控えることで、もって訴訟手続の安定と

利益を害するとも、弁護士の品位を貶めるとまではいえないもの

に対して、違反による利益侵害の程度が軽微であるなど当事者の

た訴訟行為を無効とする裁判を求めることもできる。そしてこれ

該訴訟手続からの排除を求めるだけではなく、その弁護士の行っ

45

39

士の品位の保持という観点から問題がないわけではない。また、

れがあり、妥当ではない 。

40

追認制度の趣旨に照らして問題である。そして、無権代理という

者であるのに、後で依頼した当事者が追認すると有効となる点も

同号違反で利益を害されるのは先に協議または依頼を行った当事

裁判所は当事者からの異議申立てに理由があれば、当該訴訟行為

は当該訴訟行為を排除する旨の裁判を求める申立権が認められ、

われていた訴訟行為の効果については、異議説に従い、当事者に

以上により、弁護士法二五条一号に違反する弁護士によって行

41

構成も相手方の利益が置き去りにされ、公平とは言えない。加え

43

42
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35

38

異議説を前提とした課題の検討

を無効とすることができるものと解する。
３

効となり、いずれの当事者も異議を述べなければ原則として有効
となるものと解する。

異議の法的性質をどう考えるべきかという課題が指摘されている。

の異議によって訴訟行為が無効となるのか、さらには、そもそも

判ができるとする異議説を採用するとしても、なぜ、当事者から

行為について当事者からの異議があれば、裁判所は無効とする裁

以上述べた通り、弁護士法二五条一号に違反してなされた訴訟

くなる。弁護士の訴訟関与の可否や訴訟行為の有効性は手続事項

る控訴となり、当該弁護士の訴訟関与の可否を速かに確定できな

条）
によるとするならば、これによる不服申立ては終局判決に対す

るとの見解もある。 しかしながら、 中間判決（民事訴訟法二四五

の無効が中間の争いに該当するとして、中間判決によるべきであ

については、弁護士法二五条違反に関する異議に基づく訴訟行為

そして、当事者の異議申立てによって行われる裁判手続の性質

この点については、弁護士法二五条一号は、弁護士の品位の保

（１）法的性質

48

持を趣旨の一つとするという点では公益的側面を持つものの、そ

既述のように決定手続によるべきであると解する。

であり、本案の問題とは独立にかつ迅速に処理されるべきであり、

問権（民事訴訟法九〇条）の一種ととらえ、違反する弁護士によっ

って、弁護士法二五条違反を理由とする異議を民事訴訟法上の責

ある訴訟行為の排除を求める場合と同様であると解する。したが

に訴訟手続における任意法規違反について責問権を行使して瑕疵

当該訴訟行為を無効と判断することを求めるという構図は、まさ

う当事者の意思を異議という方法によって明らかにし、裁判所に

反する弁護士の行った訴訟行為を許さず、その修正を求めるとい

は任意規定と同様にみることができる。その上で、弁護士法に違

事者の意思を尊重した適用がなされるべきであって、その文脈で

法九〇条参照）のある責問権の一種として構成することに鑑みて

い。遅滞なく行使しなければ喪失してしまうという性質
（民事訴訟

るような濫用的な異議を許容することになりかねず、妥当ではな

自己に不利な判決が出るや否や、控訴審において異議を申し立て

かしながら、弁護士法二五条違反を知りながら放置しておいて、

審口頭弁論終結時までならいつでもできるとする見解もある。し

違背と異なる重大な瑕疵を主張するものであることからは、事実

ことができることに鑑みれば、また、この異議は単なる訴訟手続

審口頭弁論終結時まで適時提出主義の下に自由に攻撃防御を行う

そして、異議を申し立てうる時期については、当事者は、事実

（２）異議を述べうる時期

て行われた訴訟行為を一種の瑕疵ある訴訟行為として、当事者に

も、違反の事実を知り又は知ることができたときは、遅滞なく異

50

は異議によりその排斥を求める申立権があるもとし、いずれかの

ば、絶対的に遵守を必要とする強行規定であるというよりは、当

れと並んで当事者の利益保護をも趣旨の一つとすることに鑑みれ

49

議を申し立てなければ、異議申立権を喪失するものと解すべきで
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46

当事者が異議を述べ、裁判において理由があると判断されれば無

51

47

ある。

それから、上述のように、この異議の裁判は決定手続でなされ

で述べてきたように、そうした訴訟行為を排除することがまさに

を認め、過去の訴訟行為が無効とされうるかについては、これま

れるとしても問題はないであろう。これに対して、異議に遡及効

議を通じてそこから将来に向かって行われる訴訟行為が無効とさ

反のある弁護士は基本的に訴訟から排除されるであろうから、異

については、異議が申し立てられる場合、当該弁護士法二五条違

過去の訴訟行為とに分けて考えることができる。将来の訴訟行為

ては、異議が申し立てられた時点を基準として将来の訴訟行為と

さらに、そもそも異議の対象はどの訴訟行為かという点につい

訟手続から排除するという点で類似するこの異議の手続に対する

いることに鑑みれば、訴訟主体に準じる者である訴訟代理人を訴

判に関する不服申立方法として即時抗告によることが定められて

体を排除する除斥・忌避
（民事訴訟法二三条・二四条）
ではその裁

られていると解することができる。また、訴訟手続から訴訟の主

その判断内容についてもできるだけ早期に確定させることが求め

なければならないとされる責問権の一種であることに鑑みれば、

れないわけではない。しかしながら、この異議は遅滞なく行使し

手続であることから通常の最初の抗告によるべきであると考えら

し立てが認められるべきかも問題となる。この点について、決定

ることになるが、裁判所の決定に対して、いかなる種類の不服申

異議説の目的であるとみることができるため、異議者に懈怠がな

不服申立てとしては、即時抗告によるべきものと解される。

（３）異議による無効の対象となる訴訟行為

かった以上、裁判所は遡って過去になされた訴訟行為を無効とす

断効等（民法一四九条参照）の関係で相手方当事者は不測の損害を

の提起まで無効となることが考えられ、訴え提起にかかる時効中

された訴訟行為が無効であるとされるならば、訴えの提起や上訴

もっとも、このように異議を通して弁護士法違反状態で既にな

く本人の代理人となる
（民法一〇七条二項）
のであり、また、自己

することも考えられる。確かに復代理人は代理人の代理人ではな

四条参照）
、弁護士法二五条一号に違反している状態を免れようと

ては、やむを得ない事由があるとして復代理人を選任し
（民法一〇

なお、弁護士法二五条に違反することが予想される弁護士とし

（５）復代理人の選任

被るおそれがある。そこで、訴え提起等をした方の当事者本人の

の依頼者の相手方から直接依頼を受けたわけでもないことから、

ることができるものと解する。

保護のために、訴訟行為の追完（民事訴訟法九七条）
の規定の類推

がら、任意代理人の委託を受けて選任された復代理人について、

これによって形式的には弁護士法二五条一号には違反しないとし

る。

適用を認め、弁護士法二五条違反のある弁護士に代理された当事

56

53

て訴訟行為を有効に行うことができるとも考えられる。しかしな

54

者は、改めて適法に訴えの提起等を行うことができるものと解す

57

代理人はその選任および監督に責任を持つ
（民事訴訟法一〇五条一
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52

（４）不服申立て

55

項）
ことや代理人の代理権消滅によって復代理人の代理権も消滅す
ることに鑑みれば、復代理人は代理人の活動の一部を担うもので
あるといえ、実質的には一体のものとみることができる。したが

訴訟手続の中断に関する民事訴訟法一二四条は、 たとえば、 当事者の死亡

等による中断の場合に、 相続人等に受継ぎを義務付けているが、 破産法四四

２

条では、
「受け継ぐことができる」として、義務とはしていない。これは、破

産管財人が当該訴訟の目的物を破産財団から放棄する可能性もあり、 その場

合には当該目的物の管理処分権を回復した破産者が訴訟を受け継ぐべきであ

ると考えられるため、 訴訟の追行に利益を有する者が受継ぎ申立てをすれば

って、弁護士法に違反している弁護士からの委託により選任され
た弁護士が訴訟復代理人として行う訴訟行為も、異議申立ての対

よいと考えてのことである。 伊藤＝岡＝田原＝林＝松下＝森前掲注一・ 三四

伊藤＝岡＝田原＝林＝松下＝森前掲注一・ 三四二頁、 伊藤・ 前掲注一・ 四

４

もっとも、 破産管財人としての地位に基づく固有の攻撃防御方法の提出が

伊藤前掲注一・三二六－三二九頁、中島前掲注一・二一八－二二一頁など。

文堂、二〇一二年）
二六八頁など。

〇三頁、中島前掲注一・二七九－二八〇頁、加藤哲夫『破産法［第六版］
』（弘

３

一頁注一〇。

象となり、裁判所は異議に理由がある場合には当該訴訟復代理人

むすびにかえて

およびその行った訴訟行為を排斥することができるものと解する。
四

５

許されることは当然であるとされる。伊藤前掲注一・四〇三頁

これについては、 最判平成二九年一〇月五日裁判所時報一六八五号二一頁
７

最判昭和三八年一〇月三〇日民集一七巻九号一二六六頁。 なお、 弁護士法

もちろん、上述したように両者は実質的に同視できる法的地位にある。

を参考にした。

６

８

にこれら趣旨のいずれに該当する、 または、 重点を置くかを把握しようとし

公正の確保、 ③弁護士の品位の保持にあるとされ、 判例は、 二五条各号ごと

二五条の立法趣旨としては、 ①当事者の利益の保護、 ②弁護士の職務執行の

破産者が訴訟代理人を選任している場合であっても、 訴訟代理人がいる場

ているものとされる。日本弁護士連合会調査室編『条解弁護士法』（弘文堂、

日弁連前掲注八・一八五頁、高中前掲注九・一二〇頁。
日弁連前掲注八・一九四頁。

青森地判昭和四〇年一〇月九日判タ一八七号一八五頁。 日弁連前掲注八・
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以上により、牽連破産事件における破産管財人を原告とする訴
訟における被告訴訟代理人弁護士が、移行前の民事再生手続に関
与していた場合には、破産管財人は当該訴訟代理人弁護士の訴訟
手続からの排除およびそれまでになされた訴訟行為の無効を裁判
所に申し立てることができるものと解する。

１

合に中断しないものとする民事訴訟法一二四条二項のような定めがなされて

〈注〉

おらず、 当該訴訟は中断することになる。 これは、 破産者が管理処分権をは

日弁連前掲注八・一八五頁、高中正彦『弁護士法概説第四版』（三省堂、二

二〇〇七年）
一八二頁。

水戸地中間判昭和三四年五月二七日訟月五巻一〇号一三六五頁。

〇一二年）
一二〇頁など。

９

く奪されることから、訴訟代理人がそれを代理行使できなくなることに加え、
破産者と破産管財人の利害が相反する可能性のあることに鑑みてのことであ
る。 なお、 当該訴訟代理権は、 民法六五三条により消滅することになる。 伊
藤眞＝岡正晶＝田原睦夫＝林道晴＝松下淳一＝森宏司『条解破産法』（弘文堂、
二〇一〇年）
三四一頁、伊藤眞『破産法・民事再生法［第三版］（有斐閣、二〇
一四年）四〇一頁、中島弘雅『体系倒産法Ⅰ』（中央経済社、二〇〇七年）二七
九頁など。

13 12 11 10

弁護士法二五条一項が問題となる事案と、 一方の訴訟代理人弁護士が相手

一九五頁、高中前掲注九 ・ 一 二 三 頁 。
方当事者の代理人となる事案とは厳密には異なる。 後者の場合であれば、 双
方代理の禁止を定める民法一〇八条と適用法条が競合することがある。 たと
えば、 一方の訴訟代理人が訴訟上の和解に関して両当事者を代理して和解成
立の意思表示を行うような場合が挙げられ、 本人である両当事者からの追認
がなければ、 当該訴訟行為は無効となる。 伊藤眞「弁護士と当事者」 上田徹
一郎＝福永有利編『講座民事訴訟③当事者』（弘文堂、一九八四年）
一三二－一
三三頁、同「弁護士による代理（１）－双方代理」新堂幸司＝青山善充＝高橋
宏志編『民事訴訟法判例百選Ⅰ』（有斐閣、 一九九二年）一一九頁、 椎橋邦夫
「弁護士による代理－双方代理」伊藤眞＝高橋宏志＝高田裕成編『民事訴訟法
上田徹一郎＝井上治典編『注釈民事訴訟法
（２）
』（有斐閣、一九九二年）
三四

判例百選［第三版］』（有斐閣、二〇〇三年）五四－五五頁など。

山木戸克己「弁護士法違反と訴訟法上の効果」同『民事訴訟法論集』（有斐

六頁〔中島弘雅〕。
閣、一九九〇年）一六七頁、上田＝井上編前掲注一五・三四六頁〔中島〕
、新
堂幸司『新民事訴訴訟法第五版』（弘文堂、二〇一一年）
一六八頁、賀集唱＝松
本博之＝加藤新太郎編『基本法コンメンタール民事訴訟法１［第三版追補版］
』
堂幸司＝竹下守夫＝高橋宏志＝加藤新太郎＝上原敏夫＝高田裕成『条解民事

（日本評論社、二〇一二年）
一五四頁〔加藤新太郎〕
、兼子一原著・松浦馨＝新
訴訟法〔第二版〕』（弘文堂、二〇一一年）二八九頁〔新堂幸司＝高橋宏志＝高
田裕成〕。
なお、 職権により弁護士が排除される場合、 当事者による過去の訴訟行為

に対する異議申立ての機会が失われるおそれがあるため、 裁判所は釈明権を
行使して、 まずは当事者に異議申し立てをするべきかを尋ねるのが適切であ
る。 高橋宏志『重点講義民事訴訟法上〔第二版補訂版〕
』（有斐閣、 二〇一三
年）二二九頁注二二。
山木戸前掲注一六・一六七頁、上田＝井上編前掲注一五・三四六頁〔中島〕
。

兼子一『判例民事訴訟法』（弘文堂、一九五〇年）
四一一頁、兼子一『新修民

事訴訟法体系』（酒井書店、 一九五四年）一二六頁、 日弁連前掲注八・ 二一八
頁。

佐々木吉男「双方代理人と訴訟代理の効力」 我妻栄編集代表『民事訴訟法

判例百選』（有斐閣、一九六五年）
五〇頁、吉川大二郎「訴訟代理における双方

代理の禁止」民商一六巻六号六六八頁など。

中島弘道『日本民事訴訟法第一編』（松華堂、一九三四年）
三六七頁など。

兼子原著・ 松浦＝新堂＝竹下＝高橋＝加藤＝上原＝高田前掲注一六・ 二八

九頁〔新堂＝高橋＝高田〕
、新堂前掲注一六・一六九頁、青山善充「弁護士法

二五条違反と訴訟法上の効果」 ジュリ五〇〇号三二〇頁、 秋山幹男＝伊藤眞

＝加藤新太郎＝高田裕成＝福田剛久＝山本和彦『コンメンタール民事訴訟法

Ⅰ［第二版］
』（日本評論社、二〇〇六年）五二八頁、伊藤眞『民事訴訟法［第

五版］
』（有斐閣、二〇一六年）
一五七－一五八頁、高橋前掲注一七・二二七頁、

賀集＝松本＝加藤編前掲注一六・一五四－一五五頁〔加藤〕
、手賀寛「弁護士

による代理－弁護士法二五条違反」 高橋宏志＝高田裕成＝畑瑞穂編『民事訴

訟法判例百選［第五版］
』（有斐閣、二〇一五年）
四七頁など。

判例の変遷については、 萩澤清彦「弁護士と訴訟行為」 民訴雑誌一四号一

七五－一九九頁、 青山前掲注二二・ 三一五－三一九頁、 日弁連前掲注八・ 二

一二－二一八頁などに詳しく整理・分析がなされている。

大判昭和七年六月一八日民集一一巻一一七六号。

大判昭和八年四月一二日新聞三五五三号一〇頁。

その他の絶対的無効説に立つものとして、 大判昭和一四年八月一二日民集

一八巻九〇三頁、 大判昭和一六年五月二〇日法学一一巻九八頁などがある。

なお、 これらの判例の内、 代理人の訴訟行為の効果を相手方が争っていたも

のについては、 実質的に異議説に近いものとする評価もある。 伊藤講座前掲

大判昭和一三年一二月一九日民集一七巻二四八二号。

注一四・一三三頁。

大判昭和一五年一二月二四日民集一九巻二四〇二号。

最判昭和三〇年一二月一六日民集九巻一四号二〇一三頁。

最判昭和三二年一二月二四日民集一一巻一四号二三六三頁。
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大判昭和九年一一月二二日民集一三巻二二三一頁および上述の大判昭和一

四年八月一二日民集一八 巻 九 〇 三 頁 。

四四年二月一三日民集二三巻二号三二八頁、 そして、 上述した最判平成二九
青山前掲注一六・ 三一八頁、 日弁連前掲注八・ 二一六頁、 上田＝井上編前

年一〇月五日裁判所時報一六八五号二一頁など参照。
掲注一五・三四七頁〔中島〕、賀集＝松本＝加藤編前掲注一六・一五五頁〔加

青山前掲注二二・ 三一九頁。 なお、 この点については、 弁護士会の懲戒制

頁、高中前掲注九・一三 四 頁 な ど 。
青山同上。

青山前掲注二二・ 三一九頁、 伊藤前掲注二二・ 一五七頁、 高中前掲注九・

高橋前掲注一七・ 二二六頁、 兼子原著・ 松浦＝新堂＝竹下＝高橋＝加藤＝

一三四頁。

高橋前掲注一七・二二七頁。

九頁〔新堂＝高橋＝高田

よる代理－双方代理」 高橋宏志＝高田裕成＝畑瑞穂編『民事訴訟法判例百選

青山前掲注二二・ 三二〇頁、 山木戸前掲注一六・ 一七一頁、 日弁連前掲注

［第四版］
』（有斐閣、二〇一〇年）四七頁。

もちろん、 公益的側面があることに照らせば、 当事者の合意によってこの

八・二一七頁など。

青山前掲注二二・ 三二〇頁、 高中前掲注九・ 一三五頁、 手賀前掲注二二・

条項を完全に排除することまでは認められないと解する。

東京地判昭和四一年六月二九日判時四六二号三頁。

四七頁など。

青山前掲注二二・三二一頁、山木戸前掲注一六・一七一頁、高中前掲注九・
萩澤前掲注二三・二一〇頁など。

一三五－一三六頁など。

六・ 一七〇頁、 伊藤講座前掲注一四・ 一三四－一三五頁、 伊藤前掲注二二・

＝加藤＝上原＝高田前掲注一六・二八九頁〔新堂＝高橋＝高田〕
、三谷前掲注
伊藤講座前掲注一四・一三五頁。

四五・四七頁、手賀前掲注二二・四七頁など。

青山前掲注二二・ 三二〇頁、 伊藤講座前掲注一四・ 一三五頁、 高橋前掲注

一七・ 二二九頁注二二、 高中前掲注九・ 一三五頁、 手賀前掲注二二・ 四七頁

など。 ただし、 禁反言の法理から異議を述べることが認められない場合もあ

るとの指摘がある。新堂前掲注一六・一七〇頁。

青山前掲注二二・ 三二一頁、 山木戸前掲注一六・ 一七一頁、 三谷前掲注四

青山前掲注二二・ 三二〇－三二一頁、 山木戸前掲注一六・ 一七一－一七二

頁、高橋前掲注一七・二二九頁注二二、高中前掲注九・一三五頁など。

兼子原著・ 松浦＝新堂＝竹下＝高橋＝加藤＝上原＝高田前掲注一六・ 二八

上田＝井上編同上〔中島〕、伊藤前掲注二二・一五七－一五八頁、高橋前掲

注一七・二二六－二二七 頁 。

上田＝井上編前掲注一五・三四七頁〔中島〕
。

上原＝高田前掲注一六・二八九頁〔新堂＝高橋＝高田〕
。

青山前掲注二二・ 三二〇頁、 山木戸前掲注一六・ 一七一頁、 新堂前掲注一

一五八頁、 高橋前掲注一七・ 二二七頁、 兼子原著・ 松浦＝新堂＝竹下＝高橋

高橋前掲注一七・二二 六 頁 。

度は機能していないわけではないとの反論もある。 日弁連前掲注八・ 二一八

山木戸前掲注一六・一六九、伊藤前掲注二二・一五七頁。

藤〕など。

上田＝井上編前掲注一五・三四七頁〔中島〕
、賀集＝松本＝加藤編前掲注一

六・一五五頁〔加藤〕
。なお、高中前掲注九・一三五頁、三谷忠之「弁護士に

たとえば、 最判昭和四二年三月二三日民集二一巻二号四一九頁、 最判昭和

立ち差戻しを求める石坂修一裁判官の反対意見が付されている。

効説に立つべきであるとする横田正俊裁判官の補足意見、 そして、 無効説に

禁反言によって無効を主張できないとする山田作之助裁判官の補足意見、 有

見、当然無効となるとしながらも、原審まで何らの申し立てもない場合には、

許容したことになるとして違法が補正されるとする奥野健一裁判官の補足意

なお、 本判決には、 弁護士法二五条に違反する訴訟行為は原則として無効

としながら、 異議が述べられなければ、 相手方当事者は黙示的にその異議を

45 44
46

47

48

50 49

52 51

54 53

55

56

─ 35 ─

31
32
33
34
37 36 35
39 38
40
42 41
43

上述した設例の参考にした最判平成二九年一〇月五日裁判所時報一六八五

五・四七頁など。
号二一頁は訴訟復代理人が選任されていた事案であった。

【付記】この場をお借りして、本年度をもってご退職される鎌田耕
一教授および名雪健二教授に対しまして、これまで賜りました学

─しみず ひろし・法学部教授─

恩に感謝致しますと共に、今後の一層の御活躍をお祈り申し上げ
ます。
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