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6月

行事予定

手続期間

「東洋通信」参照ページ

1（日）
2014年9月卒業予定者卒業論文提出
開始（〜6/11）

2（月）
3（火）
4（水）
5（木）
学祖祭

事務室休業

P.47

6（金）通学課程（通年スクーリング）授業実施
7（土）
8（日）日曜1期S①
9（月）
10（火）
11（水）

2014年9月卒業予定者卒業論文提出
締切 16：45厳守
第2回メディア授業申込開始（〜6/20） P.37

12（木）
13（金）
14（土）土曜1期S①

単位認定試験（筆記）第2回申込受付
締切

15（日）日曜1期S②
16（月）
17（火）

週末1期S申込開始（〜6/23）

P.18

18（水）
19（木）
20（金）

第2回メディア授業申込締切

単位認定試験
（筆記）第2回

21（土）土曜1期S②
22（日）日曜1期S③
23（月）

週末1期S申込締切

24（火）

連休2期S申込開始（〜6/30）

25（水）

単位認定試験（筆記）第3回申込開始
（〜7/9）

P.20
P.7

26（木）
27（金）
28（土）土曜1期S③
29（日）
30（月）

連休2期S申込締切

Ｓはスクーリングを表します
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7月

行事予定

手続期間
夏期1〜10期S申込開始（〜7/8）
学外1・2期S申込開始（〜7/8）

1（火）

「東洋通信」参照ページ
P.22
P.31、33

2（水）
3（木）
4（金）
5（土）週末1期S①
6（日）週末1期S②
7（月）
8（火）

夏期1〜10期S申込締切
学外1・2期S申込締切

9（水）

単位認定試験（筆記）第3回申込受付
締切

10（木）
11（金）
12（土）週末1期S③
13（日）
14（月）
15（火）
16（水）
17（木）
18（金）

春学期リポート提出締切（〜16：45）

19（土）連休2期S①

春学期リポート受付停止期間（〜9/30）

単位認定試験（筆記）第3回

20（日）連休2期S②
連休2期S③

21（月）海の日
22（火）
23（水）

24（木）夏期1期S①
25（金）夏期1期S②
夏期1期S③

26（土）通信教育部設置50周年記念シンポジウム

P.52

27（日）夏期2期S①
28（月）夏期2期S②
29（火）夏期2期S③
30（水）夏期3期S①
31（木）夏期3期S②
Ｓはスクーリングを表します
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8月

行事予定

手続期間

「東洋通信」参照ページ

1（金）夏期3期S③
2（土）夏期4期S①
単位認定試験（筆記）第4回申込開始
（〜8/17）

3（日）夏期4期S②

8月号掲載予定

4（月）夏期4期S③
5（火）夏期5期S①
6（水）夏期5期S②
7（木）夏期5期S③
8（金）夏期6期S①

学外1期S①

9（土）夏期6期S②

学外1期S②

10（日）夏期6期S③

学外1期S③

11（月）窓口業務停止（事務室休業）
12（火）窓口業務停止（事務室休業）
13（水）窓口業務停止（事務室休業）
14（木）窓口業務停止（事務室休業）
15（金）窓口業務停止（事務室休業）
16（土）窓口業務停止（事務室休業）
17（日）窓口業務停止（事務室休業）

単位認定試験（筆記）第4回申込締切

18（月）夏期7期S①
19（火）夏期7期S②
20（水）夏期7期S③

春学期単位認定試験（論文）提出期限
（〜16：45）

21（木）夏期8期S①

春学期単位認定試験（論文）申請受付
停止期間（〜9/30）

22（金）夏期8期S②
23（土）夏期8期S③
24（日）単位認定試験（筆記）第4回
25（月）夏期9期S①

学外2期S①

26（火）夏期9期S②

学外2期S②

27（水）夏期9期S③

学外2期S③

28（木）夏期10期S①
29（金）夏期10期S②
夏期10期S③

30（土）卒業論文指導会・説明会（後期）9：30〜12：00
31（日）
Ｓはスクーリングを表します
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単位認定試験（筆記）第3回
単位認定試験（筆記）第３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３回

１

申請期間

６月25日（水）〜７月９日（水）

２

受験票出力

７月16日（水）から可能

３

実施日

※1
７月20日（日）

４

集合時間

12：40（時間厳守）

※１ 連
 休２期（７月19日・20日・
21日）
スクーリングを受講す
る方は第３回単位認定試験
（筆
記）を受験できません。

◇開催地・会場
開催地

東

京

仙

台

京

都

※２

会

場

所在地

本学白山キャンパス※2 東京都文京区白山5－28－20
ショーケー本館

仙台市青葉区五橋2−11−1

電

話

03−3945−7348
022−266−2784

㈱AIVICK（アイヴィック） 京都市南区八条町416 グロリアス八条6F 075−634−9123

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、通信教育課前掲示板に掲出します。

◇受験申請手続
ToyoNet-Gで申請手続をおこなってください。
○筆記試験申請方法
（ToyoNet-G）
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単位認定試験（筆記）第3回
◇実施科目
共通総合科目
授業コード

図書館司書科目
科目名

担当教員名

授業コード

科目名

Y705098020 英語Ⅲ①

ジェイムズ ダニエル ショート

Y719121010 児童サービス論

Y705099020 英語Ⅲ②

高波

Y719571010 児童サービス論

幸代

Y719551010 図書館サービス概論

Y700191010 現代日本文学Ａ
Y700201010 現代日本文学Ｂ

早川

芳枝

Y719601010 図書館情報資源概論

Y701141010 現代日本文学
Y706131010 スポーツ健康科学講義 金田

英子

Y719191010 図書館資料論

島谷

祐枝

島谷

祐枝

大塚奈奈絵

法学部専門科目

文学部専門科目
授業コード

Y719171010 図書館サービス論

担当教員名

科目名

担当教員名

Y715022010 日本文学文化概説Ａ
Y715032010 日本文学文化概説Ｂ 石田

仁志

Y714012010 日本文学文化概説
Y716241010 古典文法Ａ
Y716251010 古典文法Ｂ
Y715261010 古典文法

田貝

和子

池原

陽斉

大野

祐子

宮内

淳子

久野

俊彦

久野

俊彦

幸田

国広

Y714211010 日本語文法
Y715141010 古代日本文学史Ａ
Y715151010 古代日本文学史Ｂ
Y714161010 古代日本文学史
Y716501010 作家作品研究（中古）Ａ
Y716511010 作家作品研究（中古）Ｂ
Y715371010 作家作品研究〈中古〉
Y714221010 古代日本文学講読
Y716561010 作家作品研究（近現代）Ａ
Y716571010 作家作品研究（近現代）Ｂ
Y715401010 作家作品研究〈近現代〉
Y714251010 近現代日本文学講読
Y715411010 日本の伝統行事Ａ
Y715421010 日本の伝統行事Ｂ
Y714311010 日本の伝統行事
Y715661010 日本民俗学Ａ
Y715671010 日本民俗学Ｂ
Y713251010 日本民俗学
Y709591010 国語科指導法Ⅱ
Y709481010 国語科指導法

授業コード
Y741421010
Y741431010
Y740021010
Y741441010
Y741451010
Y740071020
Y741461010
Y741471010
Y740031010
Y741481010
Y741491010
Y740081020
Y741541010
Y741551010
Y740061010
Y741561010
Y741571010
Y741351010
Y741101010
Y741661010
Y741671010
Y741281010
Y740091010
Y741681010
Y741691010
Y741291010
Y740101010
Y741701010
Y741711010
Y741301010
Y740111020
Y742001010
Y742011010
Y741161010
Y709621010
Y709631010
Y709491010
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科目名
担当教員名
憲法Ａ
憲法Ｂ
名雪 健二
憲法
刑法Ⅰ部
（総論）
Ａ
刑法Ⅰ部
（総論）
Ｂ 小坂
亮
刑法Ⅰ部
（総論）
民法Ⅰ部
（総則）
Ａ
民法Ⅰ部
（総則）
Ｂ 小林 秀年
民法Ⅰ部
（総則）
刑法Ⅱ部
（各論）
Ａ
刑法Ⅱ部
（各論）
Ｂ 武藤 眞朗
刑法Ⅱ部
（各論）
民法Ⅳ部（債権各論）Ａ
民法Ⅳ部（債権各論）Ｂ 大坂 恵里
民法Ⅳ部
（債権各論）
民法Ⅴ部（親族・相続）Ａ
民法Ⅴ部（親族・相続）Ｂ
中村
恵
民法Ⅴ部（親族・相続）
民法Ⅴ部
（身分法）
商法総則
商行為法
遠藤 喜佳
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
堀口
勝
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
井上 貴也
手形法・小切手法
商法Ⅲ部（手形・小切手法）
経済法Ａ
経済法Ｂ
多田 英明
経済法
社会地歴指導法Ⅰ
社会地歴指導法Ⅱ 田中 政美
社会科指導法Ⅰ（地歴）

単位認定試験
（筆記）第3回
◇試験時間割
１科目受験者
２科目受験者
３科目受験者

１時限目
13：00〜14：00
13：00〜14：00
13：00〜14：00

２時限目

３時限目

14：20〜15：20
14：20〜15：20

15：40〜16：40

◇注意事項
受験前
・１回の申請で受験できるのは、３科目までです。
・試験会場での受験申請受付はできません。必ず、所定の申請期間内にToyoNet-Gにて
諸手続を済ませること。
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.７の図を参照））を必ず持参し、机上に提示する。
・試験開始後20分までに入室しないと受験資格を失う。また開始後30分を経過したら退
出できる。
・中途退出した場合、当該試験時間内の再入室は認めない。
・２科目以上の受験者で、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から受験を許可する。
・解答に必要なもの以外は机上に置かず、カバン等の中に入れること。
・試験実施中、携帯電話、PHS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で学籍番号・氏名
を記入する。解答は、鉛筆書きでもよい。
・受験会場への持込が許可されているものの学生間での貸し借りは不正行為とみなす。
・不正行為を行った場合は、東洋大学通信教育課程学生等の学習における不正行為に対す
る取扱要綱に則り、処分する。
○持ち込み可の試験について
 テキスト・プリント教材・自筆ノート等は、現行の科目担当教員が指定しているものに
限ります。
○【法学部対象】 単位認定試験（筆記）における六法の貸出について（重要）
 単位認定試験（筆記）において、法学部専門科目については、大学から貸出される六法を
用いて解答することになっています。大学貸出六法は、『ポケット六法』
（有斐閣）です。個
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単位認定試験（筆記）第3回
人で所有の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。
◇会場案内図

東洋大学 白山キャンパス

〒112–8606 東京都文京区白山5–28–20
アクセス

至巣鴨

千石
駅

●都営地下鉄三田線「白山」駅5分

本駒込2

●東京メトロ南北線「本駒込」駅5分
●東京メトロ千代田線「千駄木」駅15分

り
本郷通

千石駅前

東洋大前

北線
トロ南
東京メ

都
営
三
田
線

ampm

三井住友
銀行

125周年記念館
（8号館）

1F

通信教育課（事務室）

125周年記念館（８号館）
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単位認定試験
（筆記）
（第3回）
◇地方試験会場案内
仙台

ショーケー本館

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

【アクセス】
①仙台市地下鉄 五橋駅下車
「南１番」出口から徒歩１分
②タクシー 仙台駅から５分

京都

㈱AIVICK（アイヴィック）

住所：京都市南区八条町416 グロリアス八条6F
TEL：（075）634−9123 FAX：（075）634−9124

【アクセス】
JR、近鉄、地下鉄京都駅八条口より徒歩10分
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単位認定試験（筆記）第3回
第３回
（７月20日実施分） 担当教員による学習上のアドバイス
科

目

名

担当教員名 試験場への持込

英語Ⅲ①

ショート

不可

英語Ⅲ②

髙波

テキスト・
自筆ノート

スポーツ健康科学講義

金田

不可

早川

テキスト

早川

テキスト

現代日本文学Ｂ

石田
日本文学文化概説Ｂ②

石田

古代日本文学史Ａ
池原
古代日本文学史Ｂ

古代日本文学史

テキストの第2章、第3章と第7章、第8章を中心に、復習をしておいてく
ださい。

池原

太宰治の「魚服記」とその「解説」を読んで次のことを整理しておいてく
ださい。①スワにとって日常世界の外部（異界）にいる存在は何か。②それ
らはスワの成長に従ってスワとの関わりをどのように変化させているか。

テキスト・
自筆ノート・
教材プリント 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。特に「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。
教科書の第八章から出題します。文中で言及されている文学テクスト、作
テキスト・
家、用語、事項について自分で調べ、しっかりと内容を理解しておいてく
自筆ノート・
ださい。特に文学者の留学と近代化の関係については自分の考えをまとめ
教材プリント
ておくように。
指定テキスト
（『日本古典文学史』）の10〜48ページ（第一章）が試験範囲で
す。左記の物が持込可ですが、事前に該当範囲を確認してください。とく
に、『古事記』と『万葉集』に関する問題を中心に出題します。事前の予
習を怠らないでください。

テキスト・
自筆ノート・
教材プリント・
指定テキスト
（『日本古典文学史』）の50〜96ページ（第二章）が試験範囲で
添削済リポート
す。左記の物が持込可ですが、事前に該当範囲を確認してください。とく
に、
『古今和歌集』編纂までの和歌史と『古今和歌集』自体、また『源氏
物語』前後の物語に関して出題します。事前の予習を怠らないでください。
テキスト・
自筆ノート・
教材プリント・
添削済リポート

古典文法Ａ
田貝

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

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。特に「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Ａ②

日本文学文化概説②

・テキスト（Different Realities）のChapter5、6から出題します。
・わからない単語がないよう、辞書でしっかり調べておきましょう。
・英文訳も出題します（各Chapterから3題ずつ）。
※テキストと自筆ノートのみ、持ち込み可とします。

太宰治の「魚服記」とその「解説」を読んで次のことを整理しておいてく
ださい。①スワにとって日常世界の外部（異界）にいる存在は何か。②それ
らはスワの成長に従ってスワとの関わりをどのように変化させているか。

現代日本文学Ａ

現代日本文学

重点的学習範囲
試験範囲は課題1及び2で学んだ部分すべてとなります。試験問題の多く
が課題の設問と同じ、もしくは類似した問いとなるため、課題で勉強した
ところを何度も復習して試験に臨んでください。

不可

指定テキスト
（『日本古典文学史』）の10〜96ページ（第一章・第二章）が試
験範囲です。左記の物が持込可ですが、事前に該当範囲を確認してくださ
い。とくに、『古事記』、『万葉集』、『古今和歌集』、『源氏物語』とその前
後に関して出題します。事前の予習を怠らないでください。
設問は大きく四題にわかれています。具体的には（一）詞と辞（二）文節の相
互関係（三）単語の分類（四）用言の活用の種類と活用形です。
テキストを良く理解し、〔課題〕はもとより、本文中の例題も文節・単語
に分け、品詞や用法を確認すると良いでしょう。

古典文法Ｂ

設問は大きく四題にわかれています。具体的には（一）詞と辞（二）文節の相
互関係（三）単語の分類（四）辞の種類と用法、活用形です。
文法は理解の積み重ねで成り立っています。ですから古典文法Aの範囲も
含まれていますので、十分注意してください。

古典文法
日本語文法

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

田貝

不可
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科

目

名

担当教員名 試験場への持込

作家作品研究
（中古）Ａ
大野

テキスト・
自筆ノート

重点的学習範囲
試験問題はリポート課題、スクーリングの講義内容から出題されます。テ
キストを通読し、シラバスの解説などもすみずみまでよく理解してノート
にまとめておいてください。なお、添削済みのリポートおよびリポートの
採点文、スクーリング時の配布プリントは自筆ノートに添付する形であれ
ば持ち込んでかまいませんが、その他の参考書などのコピーは持ち込み不
可とします。

作家作品研究
（中古）Ｂ

試験問題はリポート課題、スクーリングの講義内容から出題されます。テ
キストを通読し、シラバスの解説などもすみずみまでよく理解してノート
にまとめておいてください。なお、添削済みのリポートおよびリポートの
採点文、スクーリング時の配布プリントは自筆ノートに添付する形であれ
ば持ち込んでかまいませんが、その他の参考書などのコピーは持ち込み不
可とします。

作家作品研究
〈中古〉
古代日本文学講読

試験問題はリポート課題、スクーリングの講義内容から出題されます。テ
キストを通読し、シラバスの解説などもすみずみまでよく理解してノート
にまとめておいてください。なお、添削済みのリポートおよびリポートの
採点文、スクーリング時の配布プリントは自筆ノートに添付する形であれ
ば持ち込んでかまいませんが、その他の参考書などのコピーは持ち込み不
可とします。

大野

テキスト・
自筆ノート

宮内

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

作家作品研究
（近現代）Ａ

作家作品研究
（近現代）Ｂ

作家作品研究
〈近現代〉
近現代日本文学講読

宮内

テキスト・
自筆ノート

日本の伝統行事Ａ
久野

自筆ノート

①『蘆刈』『春琴抄』は、語りに特質がある小説です。その特質を考える
にあたって、それぞれ、女性主人公がどのように描き出されているかに注
目してみましょう。誰が、どのように女性主人公のことを語っているかに
注目して分析し、以下のABの二点を、それぞれまとめましょう。
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、
主人公の葉越明が鞠歌を探している理由、探す方法、今後、明は鞠歌を聴
けるのか、という三点について答えられるようにまとめておいてください。
テキスト『伝承歳時記』冬の章、及び『シラバス』にあげた参考書・事典
などで、「正月行事」について理解を深めてください。その観点から、あ
なたの家や地域の年末から年始にかけての食べ物である「年取り膳・雑
煮・おせち料理・七草がゆ」を記録してみましょう。都道府県史・市区町
村史の民俗編で調べてノートにまとめましょう。事前に調べたノートの持
ち込みは可です。

日本の伝統行事Ｂ

テキスト『伝承歳時記』秋の章、及び『シラバス』にあげた参考書・事典
などで、「盆行事・彼岸行事」について理解を深めてください。その観点
から、「盆行事・彼岸行事」と「先祖（死者）」とのかかわりを捉えてみま
しょう。自家の事例や、都道府県史・市区町村史の民俗編で、行事の事例
を調べてノートにまとめましょう。事前に調べたノートの持ち込みは可で
す。

日本の伝統行事

テキスト『伝承歳時記』冬の章、及び『シラバス』にあげた参考書・事典
などで、「正月行事」について理解を深めてください。その観点から、あ
なたの家や地域の年末から年始にかけての食べ物である「年取り膳・雑
煮・おせち料理・七草がゆ」を捉えてみましょう。都道府県史・市区町村
史の民俗編で調べてノートにまとめましょう。事前に調べたノートの持ち
込みは可です。

久野

自筆ノート
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科

目

名

担当教員名 試験場への持込

日本民俗学Ａ
久野

全て可

重点的学習範囲
テキスト『日本民俗学』の第二部五章「年中行事」
（p139〜p158）を読
み、年中行事について理解してください。その観点から、あなたの家や地
域の正月行事・小正月行事・節分行事の実際を捉えてください。行事を準
備から実施にいたるまで、できるだけ聞き書きで調べましょう。都道府県
史・市区町村史の民俗編でも調べましょう。資料の持ち込みはすべて可と
します。

日本民俗学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」について理解してください。その観点から、
伝統的な農作業（特に稲作）・漁法や、さまざまな職人の仕事についてのい
ずれかを実態的に捉えてください。自分の身の回りに事例があれば調べて
記録し、都道府県史・市区町村史の民俗編を参照しましょう。資料の持ち
込みはすべて可とします。

日本民俗学

久野

全て可

テキスト『日本民俗学』第二部二章（p71〜p93）を読み、民俗学が研究対
象とする「通過儀礼（人生儀礼）」について理解してください。その観点か
ら、①出産・誕生儀礼、②成人・婚姻儀礼、③葬送・死後供養儀礼のいず
れかの実態を、あなたの見聞や経験から捉えてください。経験や見聞が少
ない場合は、都道府県史・市区町村史の民俗編を参照しましょう。資料の
持ち込みはすべて可とします。

児童サービス論

島谷

不可

テキスト全体より、主にサービスの種類と内容の理解に関して出題します。
児童サービスで行われる特色のあるサービスについて、実施の際の注意点
も含めて確認しておいてください。

図書館サービス概論・
図書館サービス論

島谷

不可

テキスト全体より、主にサービスの種類と内容の理解に関して出題します。
公共図書館では地域により行われているサービス内容に違いがありますが、
なぜそういうことが起こっているのかについても理解を深めておいてくだ
さい。

図書館情報資源概論・
図書館資料論

大塚

不可

テキスト全体より幅広く出題します。図書館情報資源の特性をまとめてお
いてください。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）についても整理し、理解しておいてください。日
本の商業出版と流通についてもまとめておいてください。

幸田

テキスト
（二種）

今年度のリポート課題、スクーリングの学習内容をよく復習しておくこと。
特に、教材研究については〔リポート課題への取り組み方〕に記した諸点
をしっかり理解・習熟しておくこと。
持ち込み可とするテキストは、以下の2冊。
・田近・鳴島編著『中学校・高等学校国語科教育法研究』東洋館出版社
・長沼行太郎他編『新編国語総合 言葉の世界へ』教育出版

名雪

指定六法

名雪

指定六法

国語科指導法Ⅱ
国語科指導法
憲法Ａ
憲法Ｂ
憲法
民法Ⅰ部
（総則）
Ａ
小林(秀）

指定六法

小林(秀）

指定六法

大坂

指定六法

大坂

指定六法

中村

不可

中村

不可

小坂

不可

小坂

不可

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

基本的人権から2問出題
統治機構（天皇を除く）から2問出題
基本的人権から1問出題

統治機構（天皇を除く）から1問出題

課題を中心に復習し、あわせてテキスト（p.1〜p.156）を熟読しておくこ
と。
課題を中心に復習し、あわせてテキスト（p.157〜p.260）を熟読しておく
こと。
課題を中心に復習し、あわせてテキストを熟読しておくこと。
担保責任について十分に勉強しておいてください。
損害賠償請求権の期間制限について十分に勉強しておいてください。
担保責任について十分に勉強しておいてください。
離婚の成立に関する事例問題を出します。
無権代理と相続に関する事例問題を出します。
離婚の成立に関する事例問題を出します。
因果関係
構成要件的事実の錯誤
構成要件的事実の錯誤
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科

目

名

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

担当教員名 試験場への持込

出題範囲（1問必答）：殺人罪、同意殺人・自殺関与罪

武藤

指定六法

武藤

指定六法

出題範囲：2問中1問選択
1．逮捕監禁罪
2．財産犯（財産罪）の客体

指定六法

テキスト第1編第3章〜25頁まで

指定六法

テキスト第2編第1章81〜83頁

遠藤

指定六法

テキスト第1編第3章〜25頁まで

堀口

指定六法

堀口

指定六法

井上

指定六法

井上

指定六法

多田

テキスト

多田

テキスト

遠藤

テキスト・
自筆ノート

社会地歴指導法Ⅰ
田中

出題範囲（1問必答）：詐欺罪、強盗罪

課題1に対応
課題1に対応
課題3に対応
リポート課題について十分に復習をしておくこと。
リポート課題について十分に復習をしておくこと。
リポート課題について十分に復習をしておくこと。
不公正な取引方法の禁止（19条）に関する事例問題
私的独占の禁止、不当な取引制限の禁止に関する事例問題
不公正な取引方法の禁止（19条）に関する事例問題
○教科書と参考文献をもとに教育課程の基礎について学習しなさい。
○わが国の戦後（1945年以降）の中学校・高等学校の社会科系教科の変遷
を学習しなさい。
○『中学校学習指導要領解説 社会編』を参照して、改定の趣旨、改定の
要点、各分野の目標及び内容を学習しなさい。

○教科書の第5章及び参考文献「中等社会科の理論と実践」を学習しなさ
テキスト・
い。
自筆ノート・
○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
定規
や参考書を参照して、科目の章立てや構成をよくまとめておきなさい。

社会地歴指導法Ⅱ

社会科指導法Ⅰ
（地歴）

重点的学習範囲

田中

テキスト・
自筆ノート

○教科書と参考文献をもとに教育課程の基礎について学習しなさい。
○わが国の戦後（1945年以降）の中学校・高等学校の社会科系教科の変遷
を学習しなさい。
○『中学校学習指導要領解説 社会編』を参照して、改定の趣旨、改定の
要点、各分野の目標及び内容を学習しなさい。
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単位認定試験（筆記）第2回・第3回

教員による学習相談
単位認定試験
（筆記）実施当日、各試験会場にて下記の試験監督教員による学習相談を受け
付けます。
この相談は日頃学習をおこなう上で疑問や不安に思っていること等を試験監督担当の各学
部教員と個別に相談することができます。相談希望者は、必ず受験申請期間内に通信教育課
に電話
（TEL 03−3945−7348）、メール（メールアドレス mltsukyo@toyo.jp）等で申込
みをするとともに、次頁の「学習相談申込書」をFAX
（03−3945−7584）してください。
当該会場における事前相談申請者がいない場合および単位認定試験受験者がいない場合に
は学習相談は実施しませんので、あらかじめご承知おきください。
なお、実施の有無については、試験日の１週間前に通信教育課に電話、メールにてお問い
合わせください。
・第２回

６月21日（土） 10：30～11：30

・学習相談申込期間：６月２日（月）〜６月14日（土）
会

場

東京会場
（白山キャンパス）
・第３回

対応教員（専攻）
川久保

対応教員の担当科目

篤志

地誌学Ａ

（人文地理学）

地誌学Ｂ

７月20日（日） 10：30～11：30

・学習相談申込期間：６月25日（水）〜７月９日（水）
会

場

東京会場
（白山キャンパス）
仙台会場
（ショーケー本館）
京都会場
（AIVICK）

対応教員（専攻）
岡崎

友子

（日本語学）
松田

正照

（刑事訴訟法）
深川

裕佳

（民法）

対応教員の担当科目
日本語概説Ａ①
日本語概説Ｂ①
日本語概説①
刑事訴訟法Ａ
刑事訴訟法Ｂ
刑事訴訟法
法学概論

16

単位認定試験
（筆記）第2回・第3回
2014年

月

○をつける

日

提出

第２回

6/21
（土）

第３回

7/20
（日）

学習相談申込書
学部・学科
氏

学部

名

7

学籍番号（10ケタ）
現

学科

住

所

〒

電話番号（日中連絡がつく番号）
メールアドレス（ある場合）
相談希望会場

会

場

相談内容
（学習に関する相談事項を具体的に書いてください）

※A４サイズに拡大コピーをし、記入後、ファックスにて送信してください。
【FAX：03（3945）7584】
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スクーリング
週末１期スクーリングについて
週末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

７月５日（土）・６日（日）・12日（土）

◇開講科目
単位

科目名
近現代文学文化特講ⅠA

スクーリング
区分

2

全体部

日本文学文化特講≪近現代≫A① 2

全体部

近現代日本文学文化特講 4

前半部

作家作品研究
（中世）
A

2

全体部

作家作品研究
〈中世〉

4

前半部

中世日本文学講読

4

前半部

日本の伝統芸能A

2

全体部

日本の伝統芸能《能・狂言》 2

全体部

日本の伝統芸能

前半部

◇授業時間

4

９：00〜16：10
（1時限
3時限

教員名

配当
学年

スクーリング
コード

授業コード

3〜4 7001316401 Y716401010
山崎

甲一 3〜4 7001315321 Y715321010
3〜4 7001114371 Y714371010
1〜3 7001316521 Y716521010

櫻井

利佳 1〜3 7001115381 Y715381010
1〜2 7001114231 Y714231010
1〜4 7001316621 Y716621010

原田

香織 1〜4 7001315491 Y715491010
1〜2 7001114301 Y714301010

９：00〜10：30、２時限

13：00〜14：30、４時限

10：40〜12：10、

14：40〜16：10）

なお、４時限目終了後に、当日の理解度確認テスト等の自主学習があります。
担当教員の指示に従ってください。
◇開 講 地

東洋大学

白山キャンパス

※教室は、受講者宛に７月１日（火）よりToyoNet-Gの「お知らせ（教務関係）」
に掲出します。
◇申込期間

６月17日（火）〜６月23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）
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週末1期スクーリング
◇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、６月25日（水）より出力可能です。
受講許可は、受講票の出力をもって有効となります。
３．入学年度のカリキュラムによって受講科目の名称が変わります。
受講申込においては、ToyoNet-G「履修登録確認表（通信）」より履修登録科目を
確認のうえ、間違いのないように申し込んでください。
４．申込手続をおこなっていない場合は、いかなる理由があっても受講できません。
５．手続後の科目変更は、いかなる理由があってもできません。
６．履修登録をしていない科目は、受講できません。
７．学生食堂は営業していない場合がありますので、昼食は各自で用意してください。
◇会場案内図
東洋大学白山キャンパスの地図

P.10を参照してください。
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連休2期スクーリング

連休2期スクーリングについて
連休２期スクーリングを下記の要領で実施します。 受講希望者は学習内容すべてを
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

７月19日（土）・20日（日）・21日（月・祝）

科目名
基礎ゼミナール②
基礎演習②
日本文学基礎演習②
古典文法A
古典文法
日本語文法
日本語学特講ⅠB
日本語学特講B①
日本語学特講
近現代文学文化特講ⅠB
日本文学文化特講≪近現代≫B①
近現代日本文学文化特講
中国の古典
（歴史）
中国の古典〈史記・孟子〉
中国の古典
《史記》
漢文講読Ⅱ
書道ⅣA
書道Ⅳ
書道Ⅳ
創作書道②
創作書道A②
情報サービス演習A①注1）
レファレンスサービス演習・情報検索演習① 注1）、注2）
国際法A
国際法
民法Ⅳ部
（債権各論）
A
民法Ⅳ部
（債権各論）

単位

◇開講科目

2
2
2
2
4
4
2
2
4
2
2
4
2
4
2
4
1
2
2
2
2
1
2
2
4
2
4

スクーリング
区分
全体部
全体部
全体部
全体部
前半部
前半部
全体部
全体部
後半部
全体部
全体部
後半部
全体部
前半部
全体部
前半部
全体部
全体部
全体部
全体部
全体部
全体部
前半部
全体部
前半部
全体部
前半部

教員名
原田

香織

田貝

和子

木村

一

山崎

甲一

山口るみ子

蓮見

行廣

吉岡

敦子

齋藤

洋

大坂

恵里

配当
学年
1
1
1
2〜4
2〜4
1〜2
3〜4
3〜4
3〜4
3〜4
3〜4
3〜4
1〜4
2〜4
2〜4
3〜4
3〜4
3〜4
3〜4
4
3〜4
1〜4
2〜4
2〜4
3〜4
3〜4
3〜4

スクーリング
コード
1002316212
1002315012
1002314032
1002316241
1002115261
1002114211
1002316291
1002315291
1002214381
1002316411
1002315331
1002214371
1002316761
1002115951
1002315721
1002114521
1002416841
1002314561
100231456A
1002315782
1002316862
1002419581
1002119221
1002341861
1002141221
1002341541
1002140061

授業コード
Y716212010
Y715012010
Y714032010
Y716241010
Y715261010
Y714211010
Y716291010
Y715291010
Y714381010
Y716411010
Y715331010
Y714371010
Y716761010
Y715951010
Y715721010
Y714521010
Y716841010
Y714561010
Y714561020
Y715782010
Y716862010
Y719581010
Y719221010
Y741861010
Y741221010
Y741541010
Y740061010

注１）P Cにログインするために、ID・パスワードが書かれた「東洋大学情報システム利用通知書」を使用しますの
で、当日必ず持参してください。
注２）正科生：学籍番号の入学年度が“99”以前および“08”〜“11”に適用（2012年３月以前より在籍者）
・単位修得には、夏期１期の「レファレンスサービス演習・情報検索演習①」
（ 後 半 部 ）の受講も必要です。
・「レファレンスサービス演習・情報検索演習①」の受講には以下２点の条件があります。
１）前年度までに「図書館概論」「情報サービス概説」の単位を修得済であること。
２）スクーリング申込時に「専門資料論」のすべてのリポートまたはメディア授業に合格していること。
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連休2期スクーリング
◇授業時間

９：00〜16：10
（１時限
３時限

9：00〜10：30、２時限

13：00〜14：30、４時限

10：40〜12：10、

14：40〜16：10）

なお、４時限目終了後に、当日の理解度確認テスト等の自主学習があります。
担当教員の指示に従ってください。
◇開 講 地

東洋大学

白山キャンパス

※教室は、受講者宛に７月15日（火）よりToyoNet-Gの「お知らせ（教務関係）」
に掲出します。
◇申込期間

６月24日（火）〜６月30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。
（P.18の図参照）
◇注意事項
１．スクーリングは３日間の終日にわたる集中授業の全時間に出席が必要です。
そのため、連休２期（７月19日・20日・21日）スクーリングを受講する方は第
３回単位認定試験（筆記）
（７月20日実施）を受験できません。
２．スクーリング受講票は、７月２日（水）より出力可能です。
受講許可は、受講票の出力をもって有効となります。
３．入学年度のカリキュラムによって受講科目の名称が変わります。
受講申込においては、ToyoNet-G「履修登録確認表（通信）」より履修登録科目を
確認のうえ、間違いのないように申し込んでください。
４．申込手続をおこなっていない場合は、いかなる理由があっても受講できません。
５．手続後の科目変更は、いかなる理由があってもできません。
６．履修登録をしていない科目は、受講できません。
７．学生食堂は営業していない場合がありますので、昼食は各自で用意してください。
◇会場案内図
東洋大学白山キャンパスの地図

P.10を参照してください。

21

夏期スクーリング

夏期１〜10期スクーリングについて
夏期１〜10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。
なお、2014年９月卒業予定者、2014年９月修了の科目等履修生は下記のとおり受講期
限がありますので注意してください。
○単位認定試験の受験が必要な科目…夏期２期（7/29終了分）まで
○スクーリング試験で単位修得となる科目
（演習、実技など）
…夏期10期
（8/30終了分）
まで
※ただし書道は夏期６期まで
◇開講日程および開講科目
1期

単 スクーリング
区分
位

科目名

7月
スポーツ健康科学実技AB 注1）
24日
（木）
25日
（金） スポーツ健康科学実技A② 注1）
26日
（土）
スポーツ健康科学実技B② 注1）

教員名

配当
学年

スクーリング
コード

授業コード

1〜4

4001406221

Y706221010

1〜4

4001306112

Y706112010

1〜4

4001306122

Y706122010

1〜2

4001315042

Y715042010

1〜2

4001114022

Y714022010

1〜3

4001316541

Y716541010

1〜3

4001115391

Y715391010

1〜2

4001114241

Y714241010

1〜4

4001316701

Y716701010

3〜4

4001315323

Y715323010

1

全体部

2

全体部

2

全体部

日本語概説A②

2

全体部

日本語概説②

4

前半部

作家作品研究
（近世）A

2

全体部

作家作品研究
〈近世〉

4

前半部

近世日本文学講読

4

前半部

マンガ文化論A

2

全体部

日本文学文化特講《近現代》A③

2

全体部

中国の古典
（哲学）

2

全体部

1〜4

4001316771

Y716771010

中国の古典
〈史記・孟子〉

4

後半部

2〜4

4001215951

Y715951010

中国の古典
《孟子》

2

全体部

2〜4

4001315731

Y715731010

漢文講読Ⅱ

4

後半部

3〜4

4001214521

Y714521010

書道ⅢA

1

全体部

2

4001416821

Y716821010

2

全体部

3〜4

4001316861

Y716861010

1

全体部

1〜4

4001419591

Y719591010

2

後半部

2〜4

4001219221

Y719221010

創作書道A①
情報サービス演習B①

注2）

レファレンスサービス演習・情報検索演習①

注2）、注3）

塩田

三宅

谷地

原田

徹

和子

快一

央男

山口るみ子

大倉

英和

吉岡

敦子

注１）スポーツ健康科学実技AB・A②・B②は白山キャンパスではなく、東洋大学総合スポーツセンター（P. 30参照）
で行います。
注２）P Cにログインするために、ID・パスワードが書かれた「東洋大学情報システム利用通知書」を使用しますの
で、必ず持参してください。
注３）正科生：学籍番号の入学年度が“99”以前および“08”〜“11”に適用（2012年３月以前より在籍者）
・単位修得には、連休２期の「レファレンスサービス演習・情報検索演習①」
（前半部）の受講も必要です。
・「レファレンスサービス演習・情報検索演習①」の受講には以下２点の条件があります。
１）前年度までに「図書館概論」「情報サービス概説」の単位を修得済であること。
２）スクーリング申込時に「専門資料論」のすべてのリポートまたはメディア授業に合格していること。
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夏期スクーリング
2期

単 スクーリング
区分
位

科目名

7月
英語ⅠAB
27日
（日）
28日
（月） 英語ⅠA（初級会話）②
29日
（火）
日本文学文化概説A②

1

全体部

2

全体部

2

全体部

日本文学文化概説②

4

前半部

中世日本文学史B

2

全体部

中世日本文学史

4

後半部

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

韓国文化事情A

2

全体部

書道Ⅲ

2

全体部

書道Ⅲ

2

全体部

創作書道①

2

全体部

刑法Ⅰ部（総論）A

2

全体部

刑法Ⅰ部（総論）

4

前半部

刑法Ⅱ部（各論）A

2

全体部

4

前半部

2

全体部

刑法Ⅱ部（各論）
教職実践演習（中・高）①

3期

注1）

単 スクーリング
位
区分

科目名

英語ⅠBB
7月
30日
（水）
31日
（木） 英語ⅠB（初級会話）②
8月
1日
（金） スポーツ健康科学実技BA

1

全体部

2

全体部

1

全体部

スポーツ健康科学実技A③

注2）

2

全体部

スポーツ健康科学実技B③

注2）

2

全体部

近現代日本文学史A

2

全体部

近現代日本文学史

4

前半部

中国文学文化と日本B

2

全体部

中国文学文化と日本

4

後半部

書道ⅡA（調和体）

1

教育実習事前指導②

0

注2）

教員名
信岡

朝子

石田

仁志

和田

琢磨

岡田

秀則

金

蘭美

枝元

朗

小坂

亮

武藤

眞朗

栗原

久

教員名
川崎美佐子

角南

俊介

配当
学年

スクーリング
コード

授業コード

1〜4

4002405321

Y705321010

1〜4

4002305212

Y705212010

1〜2

4002315022

Y715022010

1〜2

4002114012

Y714012010

1〜3

4002315171

Y715171010

1〜2

4002214171

Y714171010

1〜4

4002316681

Y716681010

3〜4

4002315322

Y715322010

1〜4

4002315921

Y715921010

3〜4

4002314551

Y714551010

3〜4

400231455A

Y714551020

4

4002315781

Y715781010

1

4002341441

Y741441010

1

4002140071

Y740071020

2〜4

4002341481

Y741481010

2

4002140081

Y740081020

4

4002309661

Y709661010

配当
学年

スクーリング
コード

授業コード

1〜4

4003405341

Y705341010

1〜4

4003305222

Y705222010

1〜4

4003406231

Y706231010

1〜4

4003306113

Y706113010

1〜4

4003306123

Y706123010

1〜3

4003315201

Y715201010

1〜2

4003114191

Y714191010

1〜4

4003315911

Y715911010

1〜4

4003214291

Y714291010

野呂

芳信

有澤

晶子

全体部

大橋

修一

2

4003416801

Y716801010

全体部

永田

正博

3

4003309542

Y709542010

注１）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。
注２）スポーツ健康科学実技BA・A③・B③は白山キャンパスではなく、東洋大学総合スポーツセンター
（P. 30参照）で行います。
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夏期スクーリング
4期

単 スクーリング
位
区分

科目名

8月
地理学A
2日
（土）
地理学
3日
（日）
4日
（月） 比較文学文化演習Ⅱ

2

全体部

4

前半部

2

全体部

比較文学文化演習Ⅲ

2

全体部

古代日本文学史A

2

全体部

古代日本文学史

4

前半部

日本の方言A

2

全体部

日本語学特講A②

2

全体部

書道ⅠA
（楷書）②

1

全体部

書道Ⅰ
（楷書・行書）①

2

全体部

1

全体部

2

前半部

民法Ⅰ部
（総則）B

2

全体部

民法Ⅰ部
（総則）

4

後半部

教育基礎論Ⅰ

2

全体部

教育基礎論

4

前半部

情報資源組織演習A①
資料組織演習①

注1）

注1）
、
注2）

教育方法研究（情報機器の活用を含む）①

注1）

2

全体部

教育方法研究（情報機器の活用を含む）①

注1）

2

全体部

5期

教員名
小俣
大野
池原
吉田
蓮見
深水
小林
藤本

8月
外国史A
5日
（火）
外国史
6日
（水）
7日
（木） 地誌学A
スポーツ健康科学実技AA

注3）

2

全体部

4

前半部

2

全体部

1

全体部

寿子
陽斉
雅子
行廣
浩司
秀年
典裕

長谷川勝久

単 スクーリング
区分
位

科目名

利男

教員名
今村

労

川久保篤志

配当
学年

スクーリング
コード

授業コード

1〜4

4004300451

Y700451010

1〜4

4004140351

Y740351020

3

4004315131

Y715131010

4

4004315251

Y715251010

1〜3

4004315141

Y715141010

1〜2

4004114161

Y714161010

1〜4

4004316641

Y716641010

3〜4

4004315282

Y715282010

1

4004416782

Y716782010

1

4004314531

Y714531010

1〜4

4004419621

Y719621010

2〜4

4004119231

Y719231010

1

4004341471

Y741471010

1

4004240031

Y740031010

1

4002309061

Y709061010

1

4002109011

Y709011010

3

4004309311

Y709311010

3

400430931A

Y709311020

配当
学年

スクーリング
コード

授業コード

1〜4

4005300051

Y700051010

1〜4

4005109421

Y709421010

1〜4

4005313551

Y713551010

1〜4

4005406211

Y706211010

スポーツ健康科学実技A①

注3）

2

全体部

1〜4

4005306111

Y706111010

スポーツ健康科学実技B①

注3）

2

全体部

1〜4

4005306121

Y706121010

日本文学文化概説A①

2

全体部

1〜2

4005315021

Y715021010

日本文学文化概説①

4

前半部

1〜2

4005114011

Y714011010

日本語史A

2

全体部

2〜4

4005316221

Y716221010

日本語史

4

前半部

1〜2

4005114201

Y714201010

書道Ⅱ

2

全体部

1〜2

4005414541

Y714541010

書道Ⅱ

2

全体部

2

400541454A

Y714541020

1〜4

4005319301

Y719301010

西村

河地
中山

忍

修
緑朗

喜入裕基子

情報メディアの活用

注1）

2

全体部

情報メディアの活用

注1）

2

全体部

2〜4

400531930A

Y719301020

民法Ⅱ部
（物権）A

2

全体部

2〜4

4005341501

Y741501010

民法Ⅱ部
（物権）

4

前半部

2

4005141341

Y741341010

民法Ⅱ部
（物権法）

4

前半部

2

4005140041

Y740041010

民法Ⅱ部
（物権法）

4

前半部

2

400514004A

Y740041020

刑事政策A

2

全体部

1〜4

4005341841

Y741841010

刑事政策

4

前半部

1

4005141201

Y741201010

木戸

太矢

宮崎

裕

一彦

英生

注１）この科目では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）正科生：学籍番号の入学年度が“99”以前および“08”〜“11”に適用（2012年３月以前より在籍者）
・単位修得には、夏期９期の「資料組織演習①」
（後半部）の受講も必要です。
・「資料組織演習①」の受講には、次の条件があります。
スクーリング申込時に「資料組織概説」のすべてのリポートまたはメディア授業に合格していること。
注３）スポーツ健康科学実技AA・A①・B①は白山キャンパスではなく、東洋大学総合スポーツセンター（P. 30参照）
で行います。
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夏期スクーリング
6期

科目名

単 スクーリング
区分
位

8月
自然科学概論B①
8日
（金）
9日
（土） 自然科学概論①
10日
（日）

2

全体部

4

後半部

哲学B

2

全体部

哲学概説

4

後半部

英語ⅠBA

1

全体部

英語ⅠB（初級会話）①

2

全体部

日本語概説A①

2

全体部

日本語概説①

4

前半部

日本語学演習Ⅰ

2

全体部

古典文法B

2

全体部

古典文法

4

後半部

日本語文法

4

後半部

英語圏文学文化と日本A

2

全体部

英語圏文学文化と日本

4

前半部

日本の美術A

2

全体部

日本美術文化史A

2

全体部

日本の美術

4

前半部

書道ⅠA③

1

全体部

書道Ⅰ②

2

全体部

刑事訴訟法A

2

全体部

刑事訴訟法

4

前半部

国語科指導法Ⅰ

2

全体部

国語科指導法

4

前半部

25

教員名

橘

敏雄

朝倉

輝一

大島

省子

岡崎

友子

阿久澤

田貝

甲田

藤澤

忠

和子

亜樹

紫

蓮見

行廣

松田

正照

永田

正博

配当
学年

スクーリング
コード

授業コード

1〜4

4006300021

Y700021010

1〜4

4006203101

Y703101010

1〜4

4006300101

Y700101010

1〜4

4006211071

Y711071010

1〜4

4006405331

Y705331010

1〜4

4006305221

Y705221010

1〜2

4006315041

Y715041010

1〜2

4006114021

Y714021010

2

4006314041

Y714041010

2〜4

4006316251

Y716251010

2〜4

4006215261

Y715261010

1〜2

4006214211

Y714211010

1〜4

4006315841

Y715841010

1〜4

4006114261

Y714261010

1〜4

4006316661

Y716661010

1〜4

4006315431

Y715431010

1〜2

4006114321

Y714321010

1

4006416783

Y716783010

1

4006314532

Y714532010

3〜4

4006341581

Y741581010

3〜4

4006140181

Y740181020

3

4006309581

Y709581010

3

4006109481

Y709481010

夏期スクーリング
7期

科目名

8月
西欧文学A
18日
（月）
19日
（火） 西欧文学
20日
（水）

単 スクーリング
区分
位

教員名

配当
学年

スクーリング
コード

授業コード

1〜4

4007300211

Y700211010

1〜4

4007101151

Y701151010

1〜4

4007405351

Y705351010

1〜4

4007305231

Y705231010

1〜4

4007304011

Y704011010

2

4007315061

Y715061010

1〜3

4007316561

Y716561010

1〜2

4007115401

Y715401010

2

全体部

4

前半部

英語ⅡA

1

全体部

英語Ⅱ
（中級会話）①

2

全体部

コンピュータ・リテラシィ① 注1）

2

全体部

上松恵理子

比較文学文化演習Ⅰ

2

全体部

滝沢

作家作品研究
（近現代）A

2

全体部

作家作品研究
〈近現代〉

4

前半部

近現代日本文学講読

4

前半部

1〜4

4007114251

Y714251010

フランス語圏文学文化と日本B

2

全体部

1〜4

4007315891

Y715891010

フランス語圏文学文化と日本

4

後半部

1〜4

400721428A

Y714281020

仏語圏文学文化と日本

4

後半部

1〜2

4007214281

Y714281010

日本の美術B

2

全体部

1〜4

4007316671

Y716671010

日本美術文化史B

2

全体部

1〜4

4007315441

Y715441010

日本の美術

4

後半部

1〜2

4007214321

Y714321010

古典文学文化特講ⅢB

2

全体部

3〜4

4007316371

Y716371010

日本文学文化特講《古典》B②

2

全体部

3〜4

4007315312

Y715312010

中世日本文学文化特講

4

後半部

3〜4

4007214351

Y714351010

書道ⅣB

1

全体部

3〜4

4007416851

Y716851010

創作書道B②

2

全体部

3〜4

4007316872

Y716872010

憲法B

2

全体部

1

4007341431

Y741431010

憲法

4

後半部

1

4007240021

Y740021010

民法Ⅲ部
（債権総論）A

2

全体部

2〜4

4007341521

Y741521010

民法Ⅲ部
（債権総論）

4

前半部

3

4007140051

Y740051020

民法Ⅴ部
（親族・相続）A

2

全体部

2〜4

4007341561

Y741561010

民法Ⅴ部
（親族・相続）

4

前半部

3〜4

4007141351

Y741351010

民法Ⅴ部
（身分法）

4

前半部

3〜4

4007141101

Y741101010

田野

武夫

大島

省子

宮内

明子

淳子

宇田川和夫

藤澤

櫻井

紫

利佳

枝元

朗

名雪

健二

山下りえ子

中村

恵

注１）この科目では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。
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夏期スクーリング
8期

単 スクーリング
位
区分

科目名

8月
政治学A
21日
（木）
政治学
22日
（金）
23日
（土） 英語ⅡB

教員名

配当
学年

スクーリング
コード

授業コード

1〜4

4008300331

Y700331010

1〜4

4008102021

Y702021010

1〜4

4008405361

Y705361010

1〜4

4008305232

Y705232010

3

4008315092

Y715092010

4

4008314132

Y714132010

3

4008314081

Y714081010

2

4008416811

Y716811010

3〜4

4008341701

Y741701010

3〜4

4008141301

Y741301010

2

全体部

4

前半部

1

全体部

英語Ⅱ（中級会話）②

2

全体部

日本語学演習Ⅱ②

2

全体部

日本語学演習Ⅲ②

2

全体部

日本語学演習ⅡB①

2

全体部

書道ⅡB（行書）

1

全体部

手形法・小切手法A

2

全体部

手形法・小切手法

4

前半部

商法Ⅲ部（手形・小切手法）

4

前半部

3〜4

4008140111

Y740111020

法制史（西洋）A

2

全体部

1〜4

4008341781

Y741781010

法制史（西洋）

4

前半部

3〜4

4008141081

Y741081010

社会公民指導法Ⅱ

2

全体部

3

4008309651

Y709651010

社会科指導法Ⅱ（公民）

4

後半部

3

4008209501

Y709501010

配当
学年

スクーリング
コード

授業コード

1〜2

4009315051

Y715051010

1〜2

4009214021

Y714021010

1

4009316213

Y716213010

1

4009315013

Y715013010

9期

単 スクーリング
位
区分

科目名

8月
日本語概説B①
25日
（月）
日本語概説①
26日
（火）
27日
（水） 基礎ゼミナール③

竹島
大島

高梨
大橋
井上

守屋

博之
省子

信博
修一
貴也

治善

遠藤

茂

教員名

2

全体部

4

後半部

2

全体部

基礎演習③

2

全体部

日本文学基礎演習③

2

全体部

1

4009314033

Y714033010

近現代文学文化演習Ⅱ②

2

全体部

3

4009315112

Y715112010

近現代文学文化演習Ⅲ②

2

全体部

4

4009314152

Y714152010

近現代文学文化演習ⅡB①

2

全体部

3

4009314121

Y714121010

日本語史B

2

全体部

2〜4

4009316231

Y716231010

日本語史

4

後半部

2〜4

4009214201

Y714201010

作家作品研究（上代）B

2

全体部

1〜3

4009316491

Y716491010

作家作品研究〈上代〉

4

後半部

1〜3

4009215361

Y715361010

日本文学史特講A

4

後半部

3〜4

4009214401

Y714401010

中国の古典（文学）

2

全体部

1〜4

4009316741

Y716741010

中国の古典〈唐詩選・論語〉

4

前半部

1〜2

4009115941

Y715941010

中国の古典《唐詩選》

2

全体部

1〜2

4009315701

Y715701010

漢文講読Ⅰ

4

前半部

1〜2

4009114511

Y714511010

1

全体部

1〜4

4009419631

Y719631010

2

後半部

2〜4

4009219231

Y719231010

行政法ⅠA

2

全体部

2〜4

4009341621

Y741621010

行政法

4

前半部

3〜4

4009156391

Y756391010

書道科指導法Ⅰ

2

全体部

3

4009309601

Y709601010

書道科指導法

4

前半部

3

4009109511

Y709511010

情報資源組織演習B①
資料組織演習①

注1）

注1）
、
注2）

岡崎

山本

石田

中山

菊地

鈴木

深水
高木
樋口

友子

亮介

仁志

緑朗

義裕

望

浩司
英行
咲子

注１）この科目では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）正科生：学籍番号の入学年度が“99”以前および“08”〜“11”に適用（2012年３月以前より在籍者）
・単位修得には、夏期4期の「資料組織演習①」
（前半部）の受講も必要です。
・「資料組織演習①」の受講には、次の条件があります。
スクーリング申込時に「資料組織概説」のすべてのリポートまたはメディア授業に合格していること。
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夏期スクーリング
単
位

スクーリング
区分

2

全体部

4

後半部

近現代日本文学史B

2

全体部

近現代日本文学史

4

後半部

作家作品研究
（近現代）B

2

全体部

作家作品研究
〈近現代〉

4

後半部

近現代日本文学講読

4

中国の古典
（思想）

配当
学年

スクーリング
コード

授業コード

1〜3

4010315191

Y715191010

1〜2

4010214181

Y714181010

1〜3

4010315211

Y715211010

1〜2

4010214191

Y714191010

1〜3

4010316571

Y716571010

1〜3

4010215401

Y715401010

後半部

1〜2

4010214251

Y714251010

2

全体部

1〜4

4010316751

Y716751010

中国の古典
〈唐詩選・論語〉

4

後半部

1〜2

4010215941

Y715941010

中国の古典
《論語》

2

全体部

1〜2

4010315711

Y715711010

漢文講読Ⅰ

4

後半部

1〜2

4010214511

Y714511010

法制史
（日本）
B

2

全体部

1〜4

4010341771

Y741771010

法制史
（日本）

4

後半部

1

4010241091

Y741091010

書道科指導法Ⅱ

2

全体部

3

4010309611

Y709611010

書道科指導法

4

後半部

3

4010209511

Y709511010

教育実習事前指導①

0

全体部

3

4010309541

Y709541010

国際私法A

2

全体部

2〜4

4010341881

Y741881010

国際私法

4

前半部

3〜4

4010141231

Y741231020

10期

科目名

8月
近世日本文学史B
28日
（木）
29日
（金） 近世日本文学史
30日
（土）

教員名

中山

尚夫

野呂

芳信

宮内

鈴木

淳子

望

後藤

武秀

樋口

咲子

太巻

光俊

徐

瑞静
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夏期スクーリング
◇授業時間

９：00〜16：10
（1時限
3時限

９：00〜10：30、２時限

13：00〜14：30、４時限

10：40〜12：10、

14：40〜16：10）

なお、４時限目終了後に、当日の理解度確認テスト等の自主学習があります。
担当教員の指示に従ってください。
◇開 講 地

東洋大学

白山キャンパス・総合スポーツセンター（P. 30の地図）

◇申込期間

７月１日（火）〜７月８日（火） 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。
（P.18の図参照）
◇注意事項
１．スクーリング受講票は、７月17日（木）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。
２．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。
３．申込手続をおこなっていない場合は、いかなる理由があっても受講できません。
４．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。
５．履修登録をしていない科目は、受講できません。
６．夏期スクーリングは第１期〜第10期までを申込期間内に申し込んでください。申
込期間終了後の追加申込はできませんので、ご注意ください。
７．
「スポーツ健康科学実技AB・A②・B②」、
「スポーツ健康科学実技BＡ・Ａ③・Ｂ
③」、
「スポーツ健康科学実技AA・A①・B①」を受講する学生は、当日下記のも
のを持参し、９：00までに東洋大学総合スポーツセンター
（次頁案内図参照）へ集
合してください。
・運動靴
・運動しやすい服装、帽子
・健康保険証
・健康診断書（スクーリング開始日の６ヵ月以内に受診したもの

コピー可）

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。
９．後期生の受講希望者へ
 書道を除き、夏期１〜10期に開講されるスクーリング試験で単位修得になる科
目については、2013年度修得の成績として取り扱いします。
 書道については、下記の期に開講される科目のみ、2013年度に修得した成績
として取り扱います。
２期

書道Ⅲ

４期

書道Ⅰ①

５期

書道Ⅱ

６期

書道Ⅰ②
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夏期スクーリング
10．通年スクーリングを受講している学生へ《重要》
 春学期試験の日程が７月25日
（金）〜７月31日（木）となっており、通信教育部
の夏期１〜３期スクーリングの日程と重複していますので、十分注意のうえ申込
をしてください。
（特に２単位科目を通年スクーリングで学習している場合）夏期
スクーリング申込後に日程が重複していることが判明した場合は、通学課程の試
験を優先してください。
◇会場案内図
東洋大学白山キャンパスの地図は、P.10を参照してください。

東洋大学総合スポーツセンター

〒174−0053

東京都板橋区清水町92−1
アクセス
都営地下鉄三田線
「板橋本町駅」

東洋大学総合スポーツセンター

A 2 出口より 7 分
バス停留所（

）の案内

※詳細は、東洋大学ホ
ームページの「交通
アクセス」をご覧く
ださい。

集合場所

（アリーナ棟1階アリーナ）の案内
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学外1期スクーリング
（大阪）

学外1期スクーリング
（大阪）
について

文学部学生対象

学外１期スクーリング（大阪）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

８月８日（金）・９日（土）・10日（日）

◇開講科目
単位

科目名

スクーリング
区分

配当
学年

教員名

スクーリング
コード

授業コード

近世日本文学史Ａ

2

全体部

中山

尚夫 1〜3 6001315181 Y715181010

近世日本文学史

4

前半部

中山

尚夫 1〜2 6001114181 Y714181010

◇会

場

大阪ガーデンパレス

４階

405号室

大阪市淀川区西宮原1−3−35
TEL：06−6396−6211
◇集

合

８月８日（金） 9：30（厳守） 現地集合

◇授業日程

8/8（金）

1時限

2時限

9：30〜
11：00

11：10〜
12：40

オリエンテー
ション・授業

休
憩

授

業

8/9（土）

授

業

授

業

8/10（日）

授

業

授

業

◇定

員

◇申込期間

12：40〜
13：40
昼休み
昼

食

3時限

4時限

13：40〜
15：10

15：20〜
16：50

授

業

授

業

授

業

休
憩

授

業

授

業

授業終了後、
解散

総計20名
（先着順）
７月１日（火）〜７月８日（火） 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。
（P.18の図参照）
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学外1期スクーリング
（大阪）
◇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、７月17日（木）より出力可能です。
受講許可は、受講票の出力をもって有効となります。
３．入学年度のカリキュラムによって受講科目の名称が変わります。
受講申込においては、ToyoNet-G「履修登録確認表（通信）」より履修登録科目を
確認のうえ、間違いのないように申し込んでください。
４．申込手続をおこなっていない場合は、いかなる理由があっても受講できません。
５．手続後の科目変更は、いかなる理由があってもできません。
６．履修登録をしていない科目は、受講できません。
◇会場案内図

大阪ガーデンパレス

住所：大阪市淀川区西宮原1−３−35
TEL：06（6396）6211
※大阪ガーデンパレスシャトルバ
スのご案内
◇地下鉄御堂筋線をご利用の場合
地下鉄ホームA・B階段を降り、
改札口を出て右へ、②号出口階段
を降りてすぐ左側です。
（梅田方面
からは最前部、千里方面からは最
後部の車両が便利です。）
徒歩の場合④号出口より約８分
◇新幹線・東海道本線をご利用の
場合
3階中央改札口を出て右へ約
300M直進し、西口を出て右へ自
動車専用道路沿いに直進、約50M
先右側の連絡階段を降り、地下鉄
②号出口階段を降りてすぐ左側で
す。
徒歩の場合西口より約10分
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学外2期スクーリング
（京都）

学外2期スクーリング
（京都）
について

文学部学生対象

学外２期スクーリング（京都）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

８月25日（月）・26日（火）・27日（水）

◇開講科目
単位

科目名

スクーリング
区分

配当
学年

教員名

スクーリング
コード

授業コード

日本文学文化概説Ｂ①

2

全体部

河地

修 1〜2 6002315031 Y715031010

日本文学文化概説①

4

後半部

河地

修 1〜2 6002214011 Y714011010

◇会

場 【第１日目（実地踏査）】
京都総合観光案内所（京なび）
京都駅ビル２階

南北自由通路沿い

TEL：075−343−0548

【第２〜３日目】
キャンパスプラザ京都
〒600−8216

京都市下京区西洞院通塩小路下る

TEL：075−353−9111
◇集

合

９：30（厳守） 現地集合

◇授業日程

8/25（月）

1時限

2時限

9：30〜
11：00

11：10〜
12：40

オリエンテー
ション・授業

休
憩

授

業

8/26（火）

授

業

授

業

8/27（水）

授

業

授

業

◇定

員

◇申込期間

12：40〜
13：40
昼休み
昼

食

3時限

4時限

13：40〜
15：10

15：20〜
16：50

授

業

授

業

授

業

休
憩

授

業

授

業

授業終了後、
解散

総計30名
（先着順）
７月１日（火）〜７月８日（火） 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。
（P.18の図参照）
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学外2期スクーリング
（京都）
◇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、７月17日（木）より出力可能です。
受講許可は、受講票の出力をもって有効となります。
３．入学年度のカリキュラムによって受講科目の名称が変わります。
受講申込においては、ToyoNet-G「履修登録確認表（通信）」より履修登録科目を
確認のうえ、間違いのないように申し込んでください。
４．申込手続をおこなっていない場合は、いかなる理由があっても受講できません。
５．手続後の科目変更は、いかなる理由があってもできません。
６．履修登録をしていない科目は、受講できません。
◇会場案内図

京都総合観光案内所（京なび）

キャンパスプラザ京都

住所：京都駅ビル２階 南北自由通路沿い
TEL：075（343）0548

住所：〒600−8216 京都市下京区西洞院通塩小路下る
TEL：075−353−9111

34

スクーリング

パソコン教室での飲食禁止について
連休２期および夏期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

連休２期
（７月19日〜７月21日）

夏期１期
（７月24日〜７月26日）

目

情報サービス演習A①
レファレンスサービス演習・情報
検索演習①（前半部）
情報サービス演習B①
レファレンスサービス演習・情報
検索演習①（後半部）
情報資源組織演習A①

夏期４期
（８月２日〜８月４日）

資料組織演習①（前半部）

教

員

名

吉岡

敦子

吉岡

敦子

深水

浩司

教育方法研究①

長谷川勝久

夏期５期
（８月５日〜８月７日）

情報メディアの活用

木戸

夏期７期
（８月18日〜８月20日）

コンピュータ・リテラシィ①

上松恵理子

夏期９期
（８月25日〜８月27日）

情報資源組織演習B①
資料組織演習①（後半部）

深水

裕

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』４月号P. 80〜81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
信教育課程のホームページに掲載します。電話取扱時間外など、電話では回答いたしかねま
すので、ホームページでご確認くださいますよう、お願いします。
・通信教育課程ホームページ

http://www.toyo.ac.jp/site/tsukyo/

「コンピュータ・リテラシィ③」を履修している方へ
2014年度は「コンピュータ・リテラシィ③」が休講となっています。
「コンピュータ・リ
テラシィ③」を履修している方で、夏期７期の「コンピュータ・リテラシィ①」の受講を希
望する場合、６月20日（金）までにToyoNet-Gのお知らせを確認してください。
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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 籍 番 号（1 0 桁）
フ

リ

ガ

年

月

４． 年
５． 緊

連

年

7

名



日

西暦

年

絡

先

月

日

才

齢
急

学科

ナ

２． 氏
３． 生

学部

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
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第2回メディア授業の受講申し込みについて
第2回メディア授業の受講申し込みについて
第２回メディア授業を下記の要領で実施します。受講希望者は学習内容を「シラバス」で
確認し、以下の要領に従って申し込みをしてください。
なお、申し込みに際しては『東洋通信』４月号P. 48の「2014年度メディア授業につい
て」及び後記P. 40の「◇注意事項」を熟読の上、手続をしてください。
◇メディア授業受講期間等
第２回

2014年７月１日（火）
～７月25日（金）

ToyoNet-ACEから受講します。詳細は、申請者のみ６月28日（土）にToyoNet-Gの「お
知らせ
（教務関係）」に掲出します。授業動画は、インターネット配信です。
◇申込期間：６月11日（水）
～６月20日（金）
◇対象者：正科生・科目等履修生
◇申し込み方法
メディア授業は、ToyoNet-Gの「スクーリング申請」から申し込みをしてください。
○メディア授業申請方法
（ToyoNet-G）
①ToyoNet-Gの学生メニューより、
「スクーリング申請」をクリックします。
②希望するメディア授業を選択し、申請します。
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第2回メディア授業の受講申し込みについて
◇メディア授業科目 申し込みは１科目のみ
科目の分野

科目名

担当者

備考

導入ゼミナール（文学部）

河地

修

導入ゼミナール（法学部）

齋藤

洋

細川

重男

日本史A②
日本史②（前半部）
日本史Ｂ②
日本史②（後半部）
共通総合科目

日本史A②と同内容

日本史Ｂ②と同内容

百人一首の文化史Ａ
百人一首の文化史（前半部）
百人一首の文化史Ｂ

大内

瑞恵

百人一首の文化史（後半部）

百人一首の文化史Ａと同内容

百人一首の文化史Ｂと同内容

日本の詩歌Ａ
日本の詩歌（前半部）

小泉

日本の詩歌Ｂ

京美

日本の詩歌（後半部）

日本の詩歌Ａと同内容

日本の詩歌Ｂと同内容

日本文学文化概説Ａ①
日本文学文化概説①（前半部）
日本文学文化概説Ｂ①

河地

修

日本文学文化概説①（後半部）

日本文学文化概説Ａ①と同内容

日本文学文化概説Ｂ①と同内容

古典文法A
古典文法（前半部）

田貝

古典文法Ｂ

和子

古典文法（後半部）

古典文法Ｂと同内容

古典文学文化特講ⅣＡ
日本文学文化特講《古典》Ａ③
文学部専門科目

古典文法Aと同内容

日本の方言Ｂ
日本語学特講B②

大内

瑞恵

吉田

雅子

古典文学文化特講ⅣＡと同内容

日本の方言Ｂと同内容

中国の古典（文学）
中国の古典〈唐詩選･論語〉
（前半部）
中国の古典《唐詩選》

中国の古典
（文学）
と同内容

鈴木

中国の古典(思想)

望

中国の古典
（文学）
と同内容

中国の古典〈唐詩選･論語〉
（後半部）

中国の古典(思想)と同内容

中国の古典《論語》

中国の古典(思想)と同内容

王朝文化論A
王朝文化論（前半部）
国語科教育論
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河地

修

川合

正

王朝文化論Ａと同内容

第2回メディア授業の受講申し込みについて
科目の分野

科目名

担当者

備考

憲法A
憲法（前半部）

名雪

憲法B

健二

憲法（後半部）
法学部専門科目

憲法Aと同内容

憲法Bと同内容

行政学B
行政学（後半部）

沼田

良

齋藤

洋

行政学Bと同内容

国際法A
国際法（前半部）
国際法B
国際法（後半部）
教職に関する科目

国際法Bと同内容

教育心理学
生徒指導論（進路指導を含む）

七郎

池谷美衣子

図書館概論

白岩

一彦

図書館情報技術論

鴇田

拓哉

深水

浩司

島谷

祐枝

兼松

芳之

島谷

祐枝

図書館経営論
図書館サービス概論
図書館サービス論
情報サービス論
情報サービス概説
児童サービス論
図書館情報資源概論

大塚奈奈絵

図書館資料論
情報資源組織論
資料組織概説
図書館情報資源特論
専門資料論
図書・図書館史
図書及び図書館史
学校経営と学校図書館
学校図書館司書
教諭関連科目

澤田

生涯学習概論

図書館制度・経営論

司書関連科目

国際法Aと同内容

学校図書館メディアの構成
学習指導と学校図書館
読書と豊かな人間性
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深水

浩司

木戸

裕

中村

規子

村井

信彦

稲井

達也

村井

信彦

図書館制度・経営論と同内容

図書館サービス概論と同内容

情報サービス論と同内容

図書館情報資源概論と同内容

情報資源組織論と同内容

図書館情報資源特論と同内容

図書・図書館史と同内容

第2回メディア授業の受講申し込みについて
◇注意事項
①インターネットに接続するためのプロバイダ料金及び接続料は各自の負担となります。ま
た、料金プランは使い放題の定額制にしてください。
②今回申込できる科目は１科目です。
③入学年度のカリキュラムによって受講科目の名称が変わります。
受講申込においては、ToyoNet-G「履修登録確認表（通信）」より履修登録科目を確認のう
え、間違いのないように申し込んでください。
④申込手続をおこなっていない場合は、いかなる理由があっても受講できません。
⑤手続後の科目変更は、いかなる理由があってもできません。
⑥履修登録をしていない科目は、受講できません。
⑦「ToyoNet-ACE」にログインするために、
「東洋大学情報システム利用通知書」に記載の
IDとパスワードが必要です。紛失等で「東洋大学情報システム利用通知書」の再発行が必
要な場合は『東洋通信』４月号P. 80〜81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。
⑧収録動画は実際の東洋大学の教室などで収録している関係上、雑音が混じることがありま
すが故障ではありません。
⑨授業動画がぼやけているように感じることがありますが故障ではありません。
⑩メディア授業を受講している学生は、担当教員に対してToyoNet-ACE上のディスカッシ
ョンボード
（掲示板）で質疑応答ができます。教員からの応答は１週間程度要します。質疑
を書き込んだ学生の氏名は受講者間に公開されますのでご了承ください。また、書き込み
においては他者の誹謗中傷等、掲示板上の秩序を乱すことのないよう、節度ある対応をお
願いします。
⑪これまでのmicroSDカードを使用した視聴方法から、インターネット配信方式に変更しま
した。2013年度までは、microSDカードが自宅に届くことで受講開始日の注意喚起とな
っておりましたが、今後は届くものがありませんので、受講期間（特に開始日）には十分ご
注意ください。
⑫視聴者が集中するとサーバーに負荷がかかり、繋がりにくくなる可能性があります。特に
受講期間の後半は、視聴者が集中しますので、早めの受講をお勧めします。
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教務
2014年９月までに単位修得を必要とする場合の学習別期限について
2014年９月までに単位修得を希望する場合、各種学習別の手続きは以下のとおりです。
それぞれの申請・提出期限を確認し、手続きをしてください。
※特に、2014年９月卒業予定者、科目等履修生（後期生）は十分注意してください。
学習方法

各種期限

注意事項

2014年７月18日（金）

リポート提出

16：45必着分まで
【第２回受講分まで】

単位認定

左記の結果確認後、単位認定試験
に進める場合、最終の単位認定試

７月25日（金） 験申請に間に合うようToyoNet-G
で受験申請してください。
【夏期２期受講分まで】

試験
（筆記・

2014年７月27日（日）〜

論文）
科目



メディア授業

スクーリング

2014年７月１日（火）〜

スクーリング
試験科目

７月29日（火）
【夏期10期受講分まで】

2014年８月28日（木）〜


８月30日（土）

書道科目は夏期６期（８/８〜10）
受講分までが対象。

【第４回受験分まで】

単位認定試験
（筆記）
受験

2014年８月24日（日）
2014年８月20日（水）

単位認定試験
（論文）
提出

16：45必着分まで

回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
左記提出期限どおりです。

〔注意〕
○リポート・単位認定試験（論文）は、ToyoNet-Gの申請のみで現物が期限までに未到着の場
合、すべて無効となります。
○リポート受付停止期間

2014年７月19日（土）〜９月30日（火）

○単位認定試験（論文）申請・受付停止期間

2014年８月21日（木）〜９月30日（火）

○受付停止期間中に届いたリポートおよび単位認定試験の論文は、事務室で保管できないた
め返送いたします。
○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、後期生の場合９月30日で無効
になりますのでご注意ください。
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テキストが変更になった科目について【重要】
下表の科目は、出版社の都合で品切れ・重版未定となりました。
つきましては、代替の図書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、継続履修登録の方で紛失等で持っていない場合にはあらためて購入するようにしてく
ださい。ブックサービス（※）を利用して購入することもできます。
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利用できます。
※ブックサービス：詳細は補助教材『東洋通信』4月号のP. 64「■テキスト配本の外部委
託について」を参照してください。
2014年度
№

科目名

担当教員

テキスト変更一覧

現行書名

変更書名等

『鉄塔王国の恐怖』
『江戸川乱歩全集第17巻
江戸川乱歩
久 化人幻戯』
少年探偵ポプラ文庫クラ
江戸川乱歩 光文社文庫
シック

1 近現代文学文化演習Ⅰ

百瀬

古典文学文化演習Ⅱ②
2 古典文学文化演習Ⅲ②
古典文学文化演習ⅡA②

校注古典叢書
千艘秋男 『とはずがたり』
次田香澄著 明治書院

古典文学文化演習Ⅱ③
3 古典文学文化演習Ⅲ③
古典文学文化演習ⅡB①

『西鶴選集好色五人女［翻
プリント教材（pdf）とし
中山尚夫 刻］
』
て「シラバス」に掲載
おうふう 水田潤編

近現代文学文化演習Ⅱ①
4 近現代文学文化演習Ⅲ①
近現代文学文化演習ⅡA①

5

比較文学文化演習Ⅱ
比較文学文化演習Ⅲ

日本の伝統行事A
6 日本の伝統行事B
日本の伝統行事

7

王朝文化論B
王朝文化論

国際私法A
8 国際私法B
国際私法

山崎甲一

ポプラ社 9784591109618

9784787908063

『文鳥・夢十夜・永日小品』『文鳥・夢十夜』
夏目漱石 角川文庫
夏目漱石 新潮文庫

新潮社

9784101010182

『漱石人生論集』
『漱石文明論集』
夏目漱石 講談社文芸文庫 三好行雄編

岩波書店 9784003111109

使用しない

『年中行事読本：日本の四
季を愉しむ歳時ごよみ』 創元社
岡田芳朗・松井吉昭

9784422230344

『源氏物語の鑑賞と基礎知 『源氏物語の風景：王朝時
吉川
修 識№17 空蝉』
代の都の暮らし』
弘文館
池浩三・倉田実他 至文堂 朧谷 寿

9784642054720

久野俊彦

徐

ISBN

新典社

『長靴をはいた牡猫』
大野寿子 ティーク（大畑末吉訳）
岩波文庫

河地

『校注とはずがたり』
新典社校注叢書
松村雄二

出版社

『伝承歳時記』
小池淳一 飯塚書店

『国際私法概論（第５版）』
木棚照一、松岡博、
『国際私法入門』
瑞静
渡辺惺之共著
澤木敬郎/道垣内正人
有斐閣
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有斐閣

9784641112797

教務

2014年9月卒業予定者の卒業総合面接について 後期生対象
卒業論文の提出締切は、2014年６月11日（水）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口頭試問のことをいいます。
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2014年７月中で、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、６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、2014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、2014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2014年９月に卒業となります。
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教職・諸資格
2015年度教育実習内諾書類の送付について 2015年度教育実習参加者対象
５月31日までに教育実習許可願を提出し、教育実習の履修（参加）要件を満たす見込みがあ
る学生には、大学より７月中旬に内諾書類を送付します。
内諾書類が届き次第、下記手続を行ってください。
１．大学より内諾書類を受け取り後、実習希望校の指定する日程にスーツ等、社会人に準じ
た格好で出向き、必要書類をもって受け入れを改めてお願いしてください（７月中旬〜９
月中旬まで）
。
２．2015年３月末までに教育実習参加要件を満たすよう、学習の各種期限（『東洋通信』４
月号P. 69参照）
に注意して学習をすすめてください。2015年３月末までに教育実習参
加要件を満たした学生には教育実習事前面接のお知らせをお送りします（2015年３月７
日
（土）
を予定）
。
【注意事項】
内諾書類について、提出書類の不備や、教育実習参加要件の必要単位数に対して不足が著
しく多い学生に連絡し、内諾書類の発送を遅らせることがあります。
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2014年度教育職員免許状一括事前申請について 前期生対象【重要】
2015年３月教育職員免許状取得見込者で、大学による一括事前申請を希望する学生は、
下記の要領で申込を行ってください。
●対象者
本学通信教育課程に正科生１年次から前期生として入学し、卒業見込である学生。
※本学
（通信教育課程・通学課程）を卒業して、正科生へ編入学あるいは科目等履修生と
して在籍している学生は、一括事前申請が可能な場合がありますので、事務室へお問
い合わせください。
※編入学生、科目等履修生、後期生は教育職員免許状に必要な単位を修得後、個人での
教員免許状申請となります。申請方法等は、住民票をおいている都道府県の教育委員
会
（現職教員は勤務先の都道府県の教育委員会）で確認してください。
●申請の要件
①2015年３月末までに、教育職員免許状申請に必要な科目・単位をすべて修得見込み
であり、教育実習についても修了していること。
②「中学校教諭１種普通免許状」取得希望の学生は、
「介護等体験」が終了し、実施施設
等から証明書の交付を受けていること。
③今年度教員採用試験を受験しているか、教職に就く意思のある学生。
●申込方法
A４判用紙に、学部・学科、学籍番号、氏名、申請教科（例：中学校１種国語・高等学校
１種国語）を明記のうえ、通信教育課へ提出してください。
●申込期限

８月８日（金）必着

●提出方法

郵送または通信教育課窓口持参

●免許状受取時期

2015年３月末
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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、2014年４月１日以降免許状を取得す
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、140円切手を添えて通信教育課まで提出してください。
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奨学金貸与申請者へ 前・後期生希望者対象
『東洋通信』４月号でお知らせの夏期スクーリング受講者対象の日本学生支援機構奨学金貸
与のための願書申請は、５月31日（土）で締め切りました。
奨学金貸与を申請していて、事情により夏期スクーリングの受講が不可能になった場合、
７月10日
（木）までにすみやかに通信教育課に電話にて連絡してください。奨学金貸与の申請
を取り下げます。

証明書申請の定額小為替について
証明書発行申請の際に必要な定額小為替は、発行日から４ヵ月以内のものを使用してくだ
さい。
また、受取人住所・氏名（おところ・おなまえ欄を含む）や裏面の委任欄などは記入する必
要はありません。 何も記入せず、そのまま送付してください。
発行日から４ヵ月以上経過したものおよび記入のあるものは受付できませんので返却いた
します。

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、
学生証のコピーを同封の上、お送りください。
氏名・住所・電話番号はもちろんのこと、勤務先・保証人項目などについても正確な届出
がなされなかった場合、
『東洋通信』発送、個人への連絡等に支障をきたす場合がありますの
で、必ず届け出てください。また、住所変更の際は、郵便局への「転居届」提出も必ず行っ
てください。

事務室休業のお知らせ
６月６日
（金）は学祖祭のため、事務室休業となりますのでご注意ください。
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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
通信教育課程には皆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
に適切なアドバイス・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。
原則として下記の在室曜日・時間帯に電話、メール、ＦＡＸ等により相談の予約を入れれ
ば、通信教育課の窓口において各学部担当の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、時間帯によっては相談が集中することも予想されま
すので、予め、ご承知おきください。
曜日

在室時間帯

TA氏名

担当分野

月

15：00～16：00

門脇

邦夫

法学部

公法・共通総合科目担当

火

14：00～16：00

大山

直樹

法学部

私法・共通総合科目担当

水

14：00～15：00

関

明子

文学部 古典・近世散文・国語学・比較文学文化担当

木

10：00～12：00

山形

勝義

法学部

金

14：00～15：00

齊藤

諒

教職科目担当

文学部 近世韻文・近現代文学文化・司書科目・書道担当

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

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・６号館および甫水会館で行います。1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。
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白山キャンパスにおけるスクーリング・単位認定試験
（筆記）
の会場について
白山キャンパスの教室番号は下記のとおり表示されています。スクーリングや単位認定試
験（筆記）等で使用する教室は、当日、大学受付（各門警備室）や８号館1Ｆ通信教育課前に掲
示等でお知らせいたしますので、必ず確認してください。
《例》
①白山キャンパス

1

1312教室

3

階層を表す

号館名を表す

1

2

教室番号を表す

１号館３階の12番教室を表す
②甫水会館

204会議室

甫水会館

2

建物名を表す

階層を表す

0

4

会議室番号を表す

甫水会館２階の04会議室を表す

学生食堂のご案内
白山キャンパスには下記のとおり学生食堂があります。スクーリング等の際は、ご利用く
ださい。
３号館Ｂ１Ｆ、６号館Ｂ１Ｆ、２号館16Ｆ、８号館１Ｆ・Ｂ１Ｆ、４号館１Ｆ
※学生休暇中［８月８日（金）〜９月20日
（土）］については、一部店舗のみの営業になりま
す。また、日曜日は休業です。詳細については、６号館１Ｆに掲示してある学食カレン
ダーまたはホームページ（ＨＯＭＥ→学生生活→学生生活支援→学生食堂・カフェテリア
→白山キャンパス）を参照してください。
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2014年3月期卒業生卒業論文題目一覧
2014年３月23日に学位記授与式・卒業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30名、法学部５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・審査教員は下記のとおりです。
文学部日本文学文化学科
卒業論文題目

指導・審査教員

翻訳文に現れるジェンダー表現

三宅

和子

連歌の研究

谷地

快一

谷川俊太郎研究

野呂

芳信

浮世絵と江戸文学

中山

尚夫

黄表紙研究

中山

尚夫

室町文化研究

千艘

秋男

能楽の研究

原田

香織

謡曲と万葉集の引歌に関する考察

原田

香織

樋口一葉論

石田

仁志

浅草の文学文化研究

和田

博文

和田

琢磨

江戸時代の絵画研究

中山

尚夫

万葉の雪

菊地

義裕

東国の歌と生活

菊地

義裕

ことば遊びにおける日本語

木村

一

谷崎潤一郎論

和田

博文

日本語教育研究

三宅

和子

京極為兼研究

千艘

秋男

『今昔物語集』と『宇治拾遺物語』の違いについて

日本とフランスにおける政治文化の比較

朝比奈美知子

大伴家持と防人歌

菊地

義裕

千艘

秋男

石田

仁志

石田

仁志

国会会議録の表記

木村

一

風景画浮世絵研究

中山

尚夫

オノマトペの考察

岡崎

友子

トーマス・マン研究

大野

寿子

源氏物語研究

河地

修

「竹取物語絵巻」の研究
村上春樹研究
『痴人の愛』の人物研究
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法学部法律学科
卒業論文題目

指導・審査教員

少年犯罪と少年法改正

武藤

眞朗

共同不法行為の成立要件と効果について

大坂

恵里

プライバシー権の権利性

名雪

健二

臓器移植をめぐる法的な問題

武藤

眞朗

マンションの建替えと合意形成

太矢

一彦
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東洋大学通信教育部設置50周年記念行事のお知らせ
１．シンポジウム「〜通信教育の可能性を考える〜」の開催
日

時：2014年７月26日（土）13：30〜15：45

場

所：125記念ホール（白山キャンパス８号館７階）

■プログラム
◎第１部

基調講演

「大学通信教育の変容、そして未来へ」
鈴木
◎第２部
テ

ー

克夫

氏（桜美林大学教授・専門分野：遠隔高等教育）

パネルディスカッション
マ：通信教育の可能性を考える

キーワード：①ICTと通信教育

②生涯学習と通信教育

③国際化と通信教育

パネリスト：鈴木

克夫

氏（同上）

岩永

雅也

氏（放送大学教授・専門分野：教育社会学）

矢口

悦子 （東洋大学文学部教授・社会貢献センター所長・専門分野：

社会教育学）

コーディネーター：河地

修（東洋大学文学部教授・専門分野：日本古典文学）

■参加申込方法
Eメールにて氏名を記載のうえお申し込みください。
（締切：７月17日（木））
E-mail：mltsukyo@toyo.jp

２．企画展示「東洋大学の通信教育
期

〜50年のあゆみ」の開催

間：2014年６月16日（月）〜８月29日（金）
※開館日の詳細は、井上円了記念博物館のホームページでご確認ください。

会

場：井上円了記念博物館（５号館１階）

開館時間：平日９：30〜16：45、土曜９：30〜12：45
東洋大学の通信教育の原点である『哲学館講義録』をはじめ、現在に至るまでの
資料や写真を展示しております。
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入学説明会のご案内
2014年度後期生（10月生）を募集します（８月１日より受付開始）。
大学の通信教育で学ぼうとしている方々のために、本学主催の入学説明会ならびに私立大
学通信教育協会主催合同入学説明会（他大学の通信教育部と合同）を開催します。
入場はご自由ですので、皆さんの知人・友人で通信教育に関心のある方、入学を希望して
いる方がいらっしゃいましたら、この機会を利用されるようお勧めください。
なお、説明会には事務室職員が出向し、在学生の履修上の質問・相談等をお受けいたしま
す。在学生の方もこの機会に会場へお越しください。

本学主催入学説明会
下記はオープンキャンパス等にて通信教育課程のコーナーを設置して説明会を行います。
地

区

月日・時間

会

場

6月22日（日）
10：00〜15：20
東

京

7月21日（月・祝）
11：00〜15：00
8月23日（土）
11：00〜15：00

アクセス
都営三田線
白山駅 徒歩5分

東洋大学白山キャンパス

9月13日（土）
11：00〜15：00

東京メトロ南北線
本駒込駅 徒歩5分
文京区白山5−28−20

ホームページにも掲載しています。
URL http://www.toyo.ac.jp/site/tsukyo/index.html

私立大学通信教育協会主催合同入学説明会
地

区

月日・時間

会

場

アクセス

名古屋

8月23日（土）
12：00〜17：00

愛知県産業労働センター8F

JR名古屋駅 徒歩3分
名古屋市中村区名駅4−4−38

大

阪

8月24日（日）
11：00〜16：00

梅田スカイビルタワーウエスト10F

JR大阪駅・梅田駅 徒歩7分
大阪市北区大淀中1−1−30

東

京

8月30日（土）
12：00〜17：00

新宿エルタワー30F

JR新宿駅西口 徒歩3分
新宿区西新宿1−6−1
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通信教育部長祝辞
「活哲学」への旅立ち


通信教育部長

沼

田

良

早くも桜の便りが届くこの陽春に、晴れて卒業という栄誉を手に入れられた皆さん、本当
におめでとうございます。通信教育部を代表して、心からお祝いを申し上げます。この日を
迎えるまでには、実にさまざまな艱難辛苦がおありだったことと推察します。それらを一つ
ひとつ克服されて卒業にたどり着かれた皆さんに、深甚なる敬意を表します。
学祖である井上円了先生は晩年に、ご自分の哲学を、生きた哲学であり同時に活かされる
哲学だとして「活哲学」と名付けられました。1917年（大正６年）に刊行された『奮闘哲学』
と題する最後の著作のなかでのことです。
「余の活哲学は向下門に重（き）を置き、哲学は人生を向上する学という以上は、風俗改良を
もって自ら任ずべきが当然である。しかしてこの要は有害を除きて有益をとり、死的を廃し
て活動を興し、道徳的活動世界を実現して、宇宙の精神に包有せる真善美の光景を社会国家
の上に開眼するに外ならぬ。」
思えば、３年前の３月11日午後２時46分。一瞬にして大震災・津波の災禍と、それによ
る原発事故の放射能汚染が東日本を襲いました。ある研究によれば、この被災地における惨
状は、ゆるやかに進行する人口減少やインフラの老朽化などとして、これから20年後、30
年後に日本全国で起こることなのだといいます。近未来のわが国の負の姿が一瞬のうちに影
絵のように現出したわけであり、その意味でも東日本大震災は決して他人事ではありません。
それでは、これらの諸課題を乗り越え、東日本の復興、そして日本再生のためどのように
役立つか。ふたたび活力ある日本に建て直すために、この社会の中で自分に何ができるのか。
一人ひとりがこのことを考え、東洋大学で学んだ者として「活哲学」の立ち位置を定めてい
ただきたいと思います。
未曾有の大惨事を目の当たりにすると、生命のはかなさ、人知の矮小さ、科学技術の稚拙
さなどが身にしみます。ただし、問題の解決と災害の復興を図るには、やはり人間の理性的
な思考と行動に寄るしかありません。根底にあるべきものは哲学する心です。まさに、本学
の建学の精神である「諸学の基礎は哲学にあり」なのです。
ヒストリカル・ディスロケーション（historical dislocation）という英語の言葉がありま
54

祝・2014年3月期卒業
す。連続すべき歴史の関節が外れ、史的な脱臼によって不連続な混乱状態になることをさし
ます。そうした非日常のただなかにおいて、いま私たちは傍観者としてではなく、当事者と
して問題の解決に向けて哲学し行動することが大切です。
歴史を振り返っても、常に人類は難題に立ち向かってきました。もとより成果ばかりを残
せたわけではありません。哲学を基礎とするこの東洋大学で主体的に学び続けた皆さんが、
失敗を恐れずに試行を重ねながら、試練を越えて成果をあげられることを強く期待していま
す。
今こそ、この「活哲学」にもとづく生涯学習の旅立ちが始まったのです。皆さんのこれか
らのご健闘に期待するとともに、人生の旅路が幸多きものであるよう心から祈念し、旅立つ
門出のはなむけとします。本日はまことにおめでとうございました。
2014年３月23日
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学生代表謝辞
通信教育課程卒業生代表

本日の卒業にあたり、通信教育課程

中

畠

綾

子

文学部30名、法学部５名、計35名の卒業生を代表

して、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。
春の香りが漂うこの良き日に、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、はかり知れないほど大きな喜びであります。そして、この日を迎えることができました
のも、偏にご指導くださいました先生方をはじめ、事務局の皆様のおかげと深く感謝してお
ります。
私たちは、年齢も職業も入学の動機も違っておりました。皆、仕事や家事の時間を必死に
やりくりしながら、この東洋大学通信教育課程で学び、卒業を成し遂げることを目標にして
共に励んでまいりました。
私は５年前の平成21年４月に入学いたしました。入学当初は学習方法が分からず、また仕
事と勉強の両立が想像していた以上に難しかったこともあり、１年目の取得単位はわずか数
単位でした。１年で数単位しか取れないのでは、卒業までの124単位がはるか遠くに感じら
れ、焦り、悩み、諦めそうになったこともありました。２年目からは、まず大学での勉強の
仕方を学ぼうと、積極的にスクーリングへ参加したことから変わりました。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、どの授業も興味深く、また考えさせられ、深
く心に残るものばかりでした。講義してくださったことの一つ一つが、卒業論文を書くにあ
たって、重要なヒントとなり、また道筋にもなりました。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。
スクーリングでは、多くの学友と知り合うことができました。年齢も職業も様々な学友達
とお互いに刺激しあうことで、学習意欲を高めあうことができ、学生生活はとても楽しく充
実したものとなりました。学友がいたからこそ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。私が今、この場に立つことができるのは、共に困難を乗り越えて
きたかけがえのない、素晴らしい仲間と出会うことができたおかげだと思っております。
本日の卒業を迎え、私たちはそれぞれ新たな道を歩んでいきます。東洋大学で学んだこと
に自信と誇りを持ち、ここで得た深い知識と教養を存分に生かし、更なる飛躍を目指してい
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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。
2014年３月23日
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ご卒業おめでとうございます
2014年３月23日、学位記授与式が行われました。
通信教育部では、文学部30名、法学部５名が晴れて卒業となりました。

文学部卒業生と教員
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法学部卒業生と教員
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（順不同
卒業生のことば
（2014年3月期卒業）

敬称略）

フルタイムの仕事をしながらの学業は困難を極め、かたつむりのよう
な学習を積み重ねました。論文試験やリポートで失敗をすると、ひどい

片

山

みどり

挫折感を味わい意欲を失いそうにもなりました。しかし、石田先生のご
指導のもと、卒業論文を完成し、合格を頂いたときは必ず卒業しようと
決め、郷里に帰って残りの単位を全て取得しました。学友からの温かい
メールにも励まされ、卒業資格を得て、念願の日本語教師として新たな
スタートを切ります。

私は２年で卒業という目標を立て、３年次に編入学しました。ひとり
で課題に取り組むことは易しいことではありませんでしたが、先生方の
丁寧な添削とスクーリング授業のお陰で、なんとか目標を達成すること
ができました。特に先生方の熱心な講義を実際に聞けたことは、学ぶこ

波木井

優

子

との楽しさを知り、モチベーションを保つのに大きく繋がりました。
今後も一生学ぶ姿勢を忘れずに、新たな一歩を踏み出したいと思いま
す。

長い歳月がかかりましたが、こうして卒業の日を迎えることができて
大変嬉しく思います。もう勉強しなくていいんだという解放感がある一
方で、どこか名残惜しい気持ちでいっぱいです。リポートや論文が書け
ず悩み苦しんだ事も、緊張した演習の発表も、今は楽しかった学生生活
の思い出のひとつとなりました。こうした充実した学生生活を送れたの
も、先生方はじめ私に関わって下さったみなさんのおかげです。ありが
とうございました。

百

瀬

玲

子

スクーリングが楽しかった大学生活でした。通信での勉強は孤独に陥
りがちですが、スクーリングに参加することで、先生に疑問点を直接ぶ
つけたり、ふだんの生活では出会わないような方に出会ったり、情報交
換もできます。在学生の方は、積極的にスクーリングに参加されること
をお勧めします。
最後に、卒論を御指導いただいた木村先生を初め、諸先生方、事務の
方、学友の方には大変お世話になりました。ありがとうございました。
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卒業の日を迎えることができ、とても嬉しく思います。先生方には、
スクーリングでの熱心な講義により、文学を学ぶ楽しさや奥深さに気付

小笠原富美子

かせて頂きました。悪戦苦闘したリポート、論文課題では、丁寧な添削
やご指導を頂いたことで、多くのことを学びました。
最後に、卒論でご指導を頂きました中山先生、事務室の皆様、スクー
リングで知り合った学友の方々、本当に有難うございました。そして支
えてくれた家族に心から感謝します。

在学期限をフルにいかしたこの10年間は、私自身を成長させてくれた
貴重な期間であったと思います。在学期間が長かったので、スクーリン
グで知り合った方々は次々と変わっていき、１人取り残された気分にな
った反面、多くの方々と知り合うことができたことは、私の宝物です。

大

和

壽

美

また、卒業論文の指導を引き受けて下さいました谷地先生に、最後まで
御心配をおかけし恐縮しております。まことに有り難うございました。

４年で卒業出来たことを大変嬉しく思います。仕事と主婦と大学生の
３足のわらじは一見大変そうに思われますが、私は楽しく過ごすことが

山

本

澄

子

出来ました。卒業論文では、中山尚夫教授にご指導を頂き、TAの関明子
先生には、いつも相談に乗って頂き大変心強く思いました。諸先生方、
事務室の方々、学友の皆様、そして大切な家族に感謝しています。本当
にありがとうございました。心よりお礼申し上げます。

卒業に際して、卒業論文をご指導くださいました原田香織先生、スク
ーリングやリポート学習でお世話になりました諸先生方、サポートして
くれた家族、共に学んだ皆様、事務局の皆様に心より感謝申し上げます。
私にとって作品を味わい、調べ、考え、書くことは非常に楽しいもので
した。特に、卒業論文では取材旅行に出掛けるなど充実した時間を過ご
すことができました。東洋大学で文学文化を学び、卒業できることを嬉
しく思います。

坂
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本日長年の夢が叶い卒業の日を迎えることが出来ました。１年次は思
うように論文が書けず、不安な日々を過ごしていました。不安が解消さ
れたのは、学友の励ましと事務局や先生方のご支援のお陰と感謝してい
ます。
今後は、予てから興味のあった源氏物語の研究を進めたいと思います。
また４月からは、地域の生活支援員の仕事に就く予定です。通信で学ん
だ経験を生かし、新しいことに挑戦してゆくつもりです。お世話になり

小

山

真知子

ました。

入学当初は卒業できるとは思いもしませんでしたが、スクーリングを
受講した時、それぞれの人が真剣に取り組んでいる姿を見て、自分の目
標が決まったようでした。
卒業まで辿りつくことができたことはスクーリング、学友会を通じて
多くの仲間ができ、そして刺激を受け、また、先生方の適切なご指導、
仲間達との交流により知識の向上をはかることができたことであり、こ
の経験は今後の人生の財産になると信じています。

田

村

和

昭

過ぎてしまえばあっという間の10年間でした。仕事と学業を両立させ
る事は決して簡単ではありませんでしたが、学ぶことが楽しく新しい発
見が継続の原動力となりました。また、ひとつの事を為しとげたことで、
大きな自信に繋がったように思います。共に励まし合った学友との出会
いも大きな宝となりました。今日まで支えてくれた川戸さん、卒論をご
指導下さいました三宅先生には心から感謝申し上げます。

赤石澤

美

樹

入学して早くも６年が経ち、卒業を迎え充実感と共に一抹の寂しさを
感じております。
スクーリングでの諸先生方の講義は魅力あふれる時間であり、リポー
ト・論文提出は自主的に学ぶという貴重な経験でした。
最後の１年間は卒業論文に集中し今までで最も勉強した忘れられない
年となりました。
卒論のご指導をいただいた菊地先生に心より感謝申し上げます。そし
て支えてくださったすべての皆様、ありがとうございました。

63

薄

井

靖

子

祝・2014年3月期卒業
まず初めに、お世話になった教職員の皆さま、そして共に学んだ皆さ
んに心からの感謝を申し上げます。私は３学年まで２部生として在学し

宮

崎

瑠

璃

ておりましたが、４学年に進級をする時期頃から体調を崩してしまい、
１年間の休学を挟み、通信学部へと転部をさせていただきました。健康
状態への葛藤や、新しい環境への不安もありましたが、温かく支えてく
ださる皆さまのおかげで卒業を迎えることができました。本当にありが
とうございました。

好きという単純な動機から、もう少し古典の世界を知りたいという思
いで東洋大学に入学をしました。知るということの素晴らしさ、楽しさ
と同時にそれを自分の言葉で表現することの喜び、難しさを知った学生
生活でした。
図書館の厖大な蔵書に驚いたこと、多くの学友と知り合い語り合った

中

村

弘

子

こと等忘れられない思い出を胸に卒業します。
卒論を御指導してくださいました和田先生はじめ諸先生方ありがとう
ございました。

たくさんの素晴らしい仲間達に出会えたおかげで、無事に卒業するこ
とができました。入学当初は論文試験の3000字にも苦労していた私が、

中

畠

綾

子

まさか卒業論文を書き上げ、大学を卒業できるとは、夢にも思っていま
せんでした。卒業という大きな目標を達成できたことは、とても大きな
自信となりました。卒業できたことで新たな道が開かれたように感じて
います。ご指導くださった先生方、本当にありがとうございました。

このたび、こうして卒業を迎えられたのはお世話になった先生、共に
励まし合った友人のおかげだと思っています。本当にありがとうござい
ました。大変な時もありますが、在学生のみなさん、頑張って下さい。

斎

藤

進

定年退職後に改めて日本の古典について勉強しようと思い、３年次に

藤

野

武

久

編入させて頂きました。若干寄り道をして７年かかっての卒業となりま
したが、スクーリングやリポートなどを通して多くのことを学ぶことが
できました。卒業論文のご指導を頂きました千艘秋男先生を初め、お世
話になりました先生方や事務室の皆様に心より厚く御礼申し上げます。
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卒業論文をご指導くださいました中山先生に、厚く御礼申し上げます。
事務室や図書館の皆様、TA、学友、家族に心より感謝いたします。東洋

原

田

富

江

大学で学んだ年月を振り返ると、スクーリングでは、先生の一言一句を
懸命に筆記したこと、どのようにしたら論理的な文章が書けるようにな
るのか悩んだこと、最終論文提出日の予期せぬ大雪などなどが、懐しく、
また鮮やかに蘇ってきます。ありがとうございました。

「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず」。学内に多く
の人が行きかう光景は、新しい学期を迎えてもきっと変わることはない
でしょう。その中にもう自分の姿は無いのだと思うと、卒業の大きな喜
びと、相反する寂しさとが交錯します。３部間聴講やスクーリングなど
での先生や友人との素晴らしい出会いと、いつも支えてくれた家族に深
く感謝いたします。苦しい時が何度もありましたがふり返ると、楽しく
充実した４年間でした。

亀

谷

良

枝

再入学後の卒業です。卒業したい一心で諦めずにがんばりました。夢
が叶い嬉しいです。
私の心に残るのは、スクーリングでした。年齢・性別も職業も関係な

園

田

靖

子

く対等に学び議論する環境は、とても得難い体験でしたし、人とのふれ
あいも心底楽しめた場所でもありました。11年間は充実していたと思っ
ています。
お世話になりました先生方、学友達、事務室の皆様、卒論をご指導い
ただきました河地先生に心から御礼申し上げます。

東洋大学に入学したのは５年前の春でした。世界や文化のことをより
理解したいという思いで社会人になって大学に入ることを決めました。
通信制は学び手の高い自主性が求められ決して簡単ではありませんでし
たが、なんとか卒業まで辿りつくことが出来ました。社会人入学は日本
ではまだ主流ではないですが、目的を持って学ぶことは社会人として役
立つことが多くありました。学びの場を広く提供してくださった大学に
心から感謝します。

許
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卒業式及び学位授与式に出席した。居ずまいも美しい同期生に誇らし

土

屋

知

恵

さを覚えた。学びに真摯に向きあい、これからも自ら学び、考える哲学
の祖の教えを胸に社会に役立つ者として成長していきたい。

仕事や育児に追われ、学習が進まない時期がありました。そこで心を
入れ替えて、年間の単位修得計画を立てて効率よく学習すること、リポ
ートは期限を決めてまず「出してみる」ことを心がけました。そのリポ
ートを丁寧に添削していただいたとき、先生方には有り難い気持ちでい
っぱいでした。また私の勉強時間を作ってくれた家族の協力にも感謝で
す。この経験を、今後は「学ぶ」ことを始めたばかりの我が子にも伝え
ていきたいです。

貝

田

美穂子

卒業の日を迎えることができ、大変嬉しく思っています。

信

太

ひとみ

先生方、通信教育部の方々、大変お世話になりました。
また、スクーリングで出会い助けていただいた学生の皆様にも感謝申
し上げます。
様々な文学、文化を知ることができ、充実した４年間になりました。

卒業にあたり諸先生、事務室、スクーリングで出会った学友に心から
お礼申し上げます。先日学友と鎌倉を歩きながら中世の文学・文化の思
いを語りつつ、通信教育を受講する上での喜びや困難について、時間を
忘れるまで語り合いました。これも東洋大通信課程の賜物と思っており

山

岸

邦

子

ます。在学中、通信方法がデジタル化し、成績の確認方法など戸惑うこ
ともありましたが、利点も沢山あります。通信課程の今後の発展を願っ
ております。

当初の計画よりも長く在籍してしまいましたが、どうにか卒業の日を
迎えることができました。先生方、事務局の方、そしてスクーリングで
ご一緒した皆様のおかげで、有意義な時を過ごすことができました。あ

植

野

伸

子

りがとうございました。
在学中には震災や私事で、勉強が進まない時もありました。在校生の
皆様、
「やれる時にやれることを少しずつでもやる」ことを心がけ、卒業
を目ざしてください。
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大学で日本文学について学びたい─。高校時代の夢を叶えたくて東洋
大学の通信教育課程に入学したのが12年前のこと。以来、サラリーマン

横

山

雄

一

をやりながらこつこつと単位を積み重ね、ようやく卒業することができ
ました。先生方、卒論をご指導頂いた石田先生、そして大切な家族には
感謝の気持ちでいっぱいです。大学で学んだことを仕事や実生活で生か
せるよう、これからも頑張りたいと思います。ありがとうございました。

私の卒論は「竹取物語絵巻の研究」でした。長野県諏訪市博物館に所
蔵される３巻の美しい絵巻物です。江戸時代に作られ、中秋の名月の時
期に一般公開されました。美しい絵と堪能な詞書きに魅了され、詳しい
ことが判っていないこの絵巻を様々な観点から究明してみました。ご指

矢

嶋

康

代

導頂きました千艘秋男教授には大変お世話になりました。併せて優秀賞
を頂きましたことで地元のお役に立てたことを嬉しく思い、感謝申し上
げます。

入学から６年、やっと卒業することができました。リポートや試験が
なかなか合格せず悩んだこともありましたが、今となってみればそれも
良い思い出です。考えてみれば、私がこの大学で学んだことの一番の収
穫は、法律の知識も然ることながら、困難を克服し初志を貫徹したとい
う経験なのかもしれません。
なお、末筆となりましたが、特に有意義なご指導をしていただきまし
た国際法の齋藤洋先生に厚く御礼を申し上げます。

宮

崎

洋

介

法学を学ぶため、東洋大学に入学してからの４年間は、仕事と学生の
両立が辛かったです。連休と夏休みはスクーリングに出席し、平日は毎
日深夜までリポートを書いていました。そんな中で、スクーリング後の
飲み会、最終日に先生とみんなで打ち上げを行ったこと、学友会の活動
など沢山の思い出ができました。先生方や学友に励まされ大学生活を楽
しく過ごせたことに「感謝」の一言です。ありがとうございました。
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定年退職後、家族の介護を経ての入学でしたので学業について行ける
か心配でしたが何とか５年で卒業することができました。仲良くして頂
いた学友、素晴らしい授業をして下さった先生方、お世話になった事務
の方々には感謝の気持ちでいっぱいです。また、卒論執筆にあたりどの
分野の先生にご指導頂いたら良いのかさえ分からず、相談に乗って頂い
た山下先生、直接ご指導頂いた武藤先生にはこの場をお借りして心から
お礼申し上げます。

齊

藤

里

子

長い道のりではありましたが諦めなくて本当に良かった！振り返れば
学ぶ喜びと苦しさを知った学生生活でした。苦しい時は仲間に助けられ
ました。仲間が居たから頑張れた、仲間が居てくれたおかげで卒業の日
を迎えることができたと思っています。仲間に感謝‼また、大変お忙し

川

口

直

美

い中、卒論をご指導くださいました武藤先生はじめ多くの先生方、事務
局の皆様、大変お世話になりました。この場をお借り致しましてお礼申
し上げます。

学生生活を振り返ると、リポートや単位認定試験で何度も不合格を頂
く科目もあり、くじけそうになったかと思えば、１回で合格を頂きやる

石

川

博

規

気がでたりと、何とか今日の日を迎えることができました。
卒業にあたり卒論をご指導して下さいました大坂先生、リポート添削・
スクーリング等でお世話になった先生方、事務局の方々に厚く御礼を申
し上げます。
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TAのしおり
〜 教育職員免許状取得希望の方へ 〜
教育実習にむけての注意点と教職につくために
求められるもの
（教員の心がまえ）
１．はじめに
東洋大学通信教育部に在籍している皆さん、こんにちは。教職科目担当TA（ティーチング
アシスタント）の山形勝義と申します。
今回は、これから教育実習を控える学生さんへの注意点と教職につくために求められる役
割
（教員の心がまえ）について、お話をしたいと思っております。
２．教育実習にむけて
教育実習は、教育職員免許状取得のための必修科目です。教育実習では、大学で学んだ教
育に関する知識・技術を教育の現場で実際に行い、教育実習校の教職員の指導を受けながら、
先生と呼ばれる立場で経験することになります。皆さん一人ひとりが先生と呼ばれますので、
自覚と責任のある行動をしましょう。実習校では、他大学からの実習生と比較されたうえで、
本学の学生として評価されることもありますので、しっかり心得ておく必要があります。
さて、教育実習の実施までには、数多くの手続きや教育実習参加条件を満たす必要があり
ます。実際の事務手続については、
「東洋通信」の教育実習事務手続きの掲示がないか確認を
し、各自で責任を持って行いましょう。また、単位不足によって参加条件を満たしていない、
事務手続きが完了しておらず、教育実習に参加できないということがないように、以下の点
を注意しながら、リポート学習をしっかりと進めて行きましょう。
（１）教育実習を予定している学生は参加条件を満たす
①３年次修了までに卒業に必要な98単位以上を修得する。
・98単位以上修得とは、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。
＊すでに学士を有している方は、上記の限りではない。
②教職に関する科目の単位を修得する。
・３年次修了までに「教職概論」
、
「教育基礎論Ⅰ」、
「教育基礎論Ⅱ」、
「教育心理学」、
「生
徒指導論（進路指導を含む）」、「教育相談」、「教育実習事前指導」をすべて修得済みで
あること。
③実習予定の教科の「○○科指導法」を修得する。
・
「○○科指導法Ⅰ・Ⅱ」を修得済みであること。
・中学校での実習の場合は、実習予定教科の「○○科教育論」を修得済みであること。
＊他大学からの編入学生で既に取得を希望する科目の指導法に相当する科目を修得済み
でも、本学で単位を修得する必要があります。
④中学校での教育実習（「教育実習Ⅰ」）の場合、教科に関する科目28単位の３/４（21単位）
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以上、高等学校での教育実習
（
「教育実習Ⅱ」）の場合、教科に関する科目32単位の３/４
（24単位）
以上の単位を修得する。
（２）教育実習校への依頼について
教育実習校の確保については、原則として本人が出身校などへ依頼する自己開拓の方法で
行います。そのため、基本的に教育実習は母校での実習となります。母校が廃校、現在の住
居地から遠い等で母校以外での実習を希望される場合であっても、大学が受け入れ先を斡旋
することはありませんので気をつけてください。各自で受け入れを開拓し、内諾を得ること
が必要となります。実習校によっては、受け入れ実習生の定員に達したことで、来年は受け
入れる予定がない等の諸事情が起きる可能性がありますので、事前に受け入れ可能か確認し
ましょう。また、各市町村の教育委員会や母校以外の学校に問い合わせをする場合には、そ
の事情を説明できるようにしましょう。
３．教職につくために求められるもの（教員の心がまえ）
教職科目を履修のみなさんは、将来、教員として就く際に、何を目指して教育を行い、ど
のような人間を育てるのかと考えることがあるでしょう。根本の教育目的とは、教育基本法
第１条にあるように、
「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者
として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない」
と謳われています。そして、教育目標としては、第２条において「教育は、その目的を実現
するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする」
となっています。その掲げる目標とは、①幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度
を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。②個人の価値を尊
重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び
生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。③正義と責任、男女の平等、自他
の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、そ
の発展に寄与する態度を養うこと。④生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する
態度を養うこと。⑤伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛すると
ともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うことです。上記が具体
的な目標内容となります。
つまり、教育の目的とは、人を育てることであり、心身ともに健康な国民の育成をするこ
と、そして目標
（①〜⑤）を達成できるように努めることです。教員としては、教育を受ける
人に対し、担当の科目の教養の知識・技能を身につけさせることが優先される傾向がありま
すが、重要であるのは、集団生活や社会の中で生きていく為に必要な術を身につけさせるこ
とが理想であると思われます。
さらに、学校は、教員次第（As is the teacher, so is the school）といわれることもあ
り、教育を受ける人に対する教育効果は教員によって大きく左右されます。そのため、教員
は、学校教育の中心的役割を担っています。その教員の役割は大きく二分されていて、①人
間形成への援助者
（人間担当）としての役割、②知識・技能の伝達者（教科担当）としての役割
があります。この２つの役割を果たす責務があると言われています。そして、教員は、
「生き
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る力
（知・徳・体）」＝知（基礎的な知識・技能を習得し、それらを活用し自ら考え、判断し、
表現することにより、様々な問題に積極的に対応し解決する力）・徳（自らを律しつつ、他人
とともに協調し、他人を思いやる心や感動する心などの豊かな人間性）・体（たくましく生き
るための健康や体力）
の調和的発達を図りながら人間形成を目指し、バランスの取れた役割・
伝達が必要となるでしょう。
４．おわりに
教職科目を履修されている皆さんは、教育実習にむけて、参加条件である教職科目の単位
を修得する、事務手続きや実習校への内諾を受ける等、作業はたくさんあるかと思いますが、
焦ることのない様に、事務手続きの確認をし、計画性をもってリポート学習を行ってくださ
い。勝手な自己判断による行動や手続き漏れで教育実習に参加できない等が起こらないよう
にしましょう。そして、無事に教育職員免許を取得して、教員として就く際には、教育の目
的、目標、役割を忘れずに、大学で得た経験と知識などを糧にして、自信を持って教育の現
場で活躍して頂きたいと思っております。
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山形勝義）

学友会からのお知らせ
〈白山キャンパス図書館見学会〉へのお誘い
通学生と違って通信教育部学生は図書館を利用するチャンスが少なく、蔵書場所、図書借
り出し方法、パソコンの利用法や、係りの皆さんの活動など図書館のしくみについて、よく
分からないことがあると思います。改めて図書館のことについてもっと勉強してみませんか。
昨年出席された方は、「図書館関係でパソコンの利用の仕方がこれほどあると思わなかっ
た」
、
「参考になった」、「入学し始め頃か年度の早めに受講したかった」などの評価を得て、
今年度は早めに計画しました。さらに年度の中盤には、協定大学図書館見学会、国会図書館
見学会なども併せて企画しますので、ご考慮ください。
ぜひ図書館を更に活用されて論文作成や勉強のために、新入生、在学生、法学部、文学部
を問わず奮ってご参加ください。
記
１．日

時：2014年６月14日（土）13：00〜16：30

２．集合場所：白山キャンパス２号館１階コンコース（図書館入口）
３．見学箇所：２号館図書館
４．ご 指 導：図書館員
５．申

込：〒134－0087
高
 比良

毅

東京都江戸川区清新町１－１－36－604

宛て F
 AX：03－5675－2354
（電話と同番なので、そのままFAXボタンをON）
E-Mail：t-takahira@mtf.biglobe.ne.jp

○あなたの氏名、学籍番号、連絡方法（電話、FAX、E-Mailなど）をご記入
の上、ハガキ、ＦＡＸまたはメールでお申し込みください。
○申込み締切り＊：６月12日（木）消印有効（メール13日（金）午後12時まで）
＊注：締切りは上記でも当日申込みできます。ぜひご参加ください。
（人数把握のために出欠をとるものです。ご了承ください）
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〈文学愛好会のお誘い〉
来る７月５日（土）、平山三男先生（元文学部非常勤講師）のご指導のもと今年度初めての文
学愛好会ゼミを下記開催いたします。
「雪国」は言うまでもなく、川端康成の代表作。
「雪国」の講義は５回目ですが、初めての方もどうぞ遠慮なさらずご出席ください。
途中からでも、常に新しい講義として理解できますし、遡って解説してくださいます。
在学生、卒業生、法学部、文学部を問わず広く受入れています。川端康成を読んでみたい
方、興味ある方、お誘い合わせてのご参加をお待ちしています。
記
１．日

時：2014年７月５日（土）15：00〜17：00

２．場

所：東洋大学甫水会館（当日場所を掲載します）

３．愛好会：「雪国」を読む
新潮文庫

第５回

平成21年６月15日142刷『雪国』を使用。

４．指導講師：平山三男先生
５．参 加 費：500円
６．希

望：初参加の方で、興味がある方は、
「雪国」新潮文庫版をご購入か、借用され
た上、読んできておいて下さい。但しご購入をなされなくても、文庫を持
参されなくても当日の資料は準備しますのでご心配なく。
（強制ではありま
せん。ご一読されるほうがより理解しやすくなりますので。）

７．懇 親 会：ゼミ終了後、希望者で外部にて懇親会を行います（懇親費は各自負担・例年
お一人2,500円程度）
８．申 込 み：〒134－0087
高比良

毅

東京都江戸川区清新町１－１－36－604

宛て F
 AX：03－5675－2354
（電話と同番なので、そのままFAXボタンをON）
E-Mail：t-takahira@mtf.biglobe.ne.jp

○住所、氏名、学籍番号、連絡方法（電話、FAX、E-Mailなど）をご記入の
上、ハガキ、FAXまたはメールでお申し込みください。
○申込み締切り＊：７月３日（木）消印有効（メール４日（金）午前まで）
＊注：締切りは上記でも当日申込みもできます。ぜひご参加ください。
（人数把握のため出欠をとるだけです。ご了承ください）
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随 想
真理がわれらを自由にする

大学教員に転身して 年になるが、わたしの前職は国立国会図書館（ National Diet Library
）
の調査員であった。この図書館はわが国で唯一、二つの性格を合わせ持つユニークな存在で
ある。

年に公布された国立国会図書館法がある。同法は、
23

昭和

年２月９日法律第五号）

一言に集約されている。諸君はこの精神を体現して職務に精励してほしい、と。公務員研修

無知によって二度と戦争を起こさないために、この図書館は設立され、その精神が前文の

ち新入職員にたいして概要、このように訓示した。

もなく深い感銘を受けた。入館当時の副館長は酒井悌という方であった。かれは、わたした

そして新人研修で初めてこの言葉に接した。このときの衝撃はいまも忘れられない。とてつ

わたしは大学院在籍中に同館の採用試験に合格し、院生を続けながら図書館員になった。

ある。金森は日本国憲法制定時の憲法担当国務大臣でもあった。

ない。ちなみにこの銘文を揮毫したのは、初代館長で著名な憲法学者であった金森徳次郎で

この言葉は、東京本館の目録ホールの上部に刻まれているので馴染みの方がいるかもしれ

ず総ての国民なのである。

こその民主化であり平和だろう。つまり、真理が自由する「われら」とは、議員にとどまら

国会議員が情報を持つだけで実現するはずもない。広く国民が情報を共有し、真理を究めて

館の設立の理念であり、同館の二つの性格を統合する言葉と言ってよい。民主化も平和も、

ここで取り上げたいのは「真理がわれらを自由にする」というフレーズだ。国立国会図書

法前文

の民主化と世界平和とに寄与することを使命として、ここに設立される。」
（国立国会図書館

「国立国会図書館は、真理がわれらを自由にするという確信に立って、憲法の誓約する日本

教育基本法と並んで前文を持つ数少ない法律である。その前文は次のとおり。

さらには単独の設置法として、昭和

）であり、国立の中央館、図書館の図書
性格の一つは、国民の図書館（
National
Library
）であり、立
館、資料検索の最後の拠り所である。他の一つは、国会の図書館（ Diet Library
法補佐機能、国政調査機能、議会制民主主義の支柱ということである。

15

の訓示としては異例な内容だったろう。
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資料によれば、この前文を加筆起草したのは羽仁五郎である。当時の羽仁は参議院の図書
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節の「真理はあなたたちを自

館運営委員長をしていた。ドイツ留学中に見たフライブルク大学の銘文を典拠にしている、
ヘー

という。その銘文は、新約聖書「ヨハネによる福音書」８章
った。

ヒ ュ マ ー ス

由にする」
（Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΥΜΑΣ）に由来するものであ

そして今のわたしには、
「真理がわれらを自由にする」という言葉は、東洋大学建学の精神

である「諸学の基礎は哲学にあり」と通底する理念であると思えてならない。ポイントは哲

学＝真理なのだろう。つまりそれは、哲学によって真理を探究し、迷信や偏見、差別、蒙昧

から自由になる。そして、そのことを通してのみわたしたち国民は真に民主化と平和を実現

できる。人が生きていく上で大切にされてきたもので、今、見失われつつあるものでもある。

基礎に有るべき哲学をふまえて、その大切なものに気付き学ぶ、と。

参考文献：稲村徹元、高木浩子「
『真理がわれらを自由にする』文献考」
（
『参考書誌研究』
Ｐ１〜７）

35

この原稿の執筆時点は２０１４年３月現在です。この年度末でわたしは通信教育部長

号、１９８９年２月
付記

出身

北海道
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の任期終了となります。今後は一教員として通信教育部を支えていくつもりです。２年間お

法学部教授

世話になりありがとうございました。

行政学

地方自治論
専攻

まこと
た
ぬま

良
沼 田

学 習 室
英語と日本語の身体感覚
──様々な辞書・辞典に触れる
信

岡

朝

子

I was thrown into a cell and the sentry assured, as he turned the key on me, that my
head would be cut off in the morning.1
この英文は、ある英語教科書に掲載されたエクササイズからの抜粋である。この文をあな
たならどのように訳すだろうか。特に、下線部にある head という語は、基本的な単語ゆえ
に意味が分からないと感じる者はほとんどいないであろう。ではこの head に、通常多くの
人が head の訳語として記憶している「頭」という日本語をあてるどうなるか。
「私は独房
に放り込まれた。見張り番が鍵をかける際に、朝には間違いなく私の頭は切り落とされる
であろうと言った」。かなり違和感を感じる文ではないだろうか。
ここで head という単語の意味を少し整理しておきたい。試みに『ジーニアス英和辞書
２
のおおよその辞意をまとめると以下のよう
第四版』
（大修館書店）に示される head（名詞）

になる。
【head】名 ①頭、首《首（neck）から上の部分をさす》
、首の長さ、
（人の頭の）肖像
（画）

②頭脳、理性、分別、（実際的）才能

の）長、頭（かしら）

④先端、
（列などの）先頭、
（ページ、リストの）上

部

⑤（硬貨の）表

部

⑦（地位、能力上の）人、
（家畜の）頭数

見出し

③［通常 the〜］
（部局など

⑥頭状のもの、
（くぎなどの）頭、
（吹き出物の）頭
⑧項目、題目、
（新聞の）

…⑪（音）
（打楽器の）打面、ヘッド、
（音符の）玉の部分（……）

特に①の内容から、head という語は、日本語でいう「頭」と「首」という二つの語の意を
含む単語であることが伺える。
『日本国語大辞典

精選版』
（小学館）によると、
「頭（あた

─7─

ま）」の意味は、「①動物の、四肢・触角などとは別に、胴体から前方あるいは上方に突き
出た部分。主に、首から上の部分」などとある。それに対して「首（くび）
」は、
「①脊椎
動物の頭と胴をつなぐ細くなっている部分」とあり、さらに「④①を含めて、そこから上
の部分。あたま」などとされる。このように日本語の「首」は、いわゆる「頸部」という
意味の他に、頸部の先につながる「頭部」もその意味に含み得る。
小林祐子編著『しぐさの英語表現辞典』
（新装版、研究社）は、主に身体の部位に関する
語彙の、英語と日本語における意味の重なりやずれを詳細に説明した好著である。その
head についての解説を見てみると、head と「頭」は、互いに意味が重なり合う語である
一方、完全にイコールな言葉同士でもないことが見えてくる。すなわち英語の head が指し
示すのは、「脳および顔の道具一切を含む人体の一部」である。それに対し日本語の「頭」
は、由来としては、針灸点の急所であるひよめき３を指す語として始まり、その後、前頂部
の中心から頭頂部へと意味範囲が拡大し、最終的に頭部全体に使われるようになったとさ
れる。この時、日本語の頭、首とも、多くの場合「容貌を示す顔が視点に入っていない」
のが特徴となる。すなわち日本語では、目、鼻、口が「頭」に付属するとは見ないが、英
語では、face を含めてこれらのパーツも head の付属物として捉える。よって英語では、小
林氏によると、face の動きとして捉えられる文のほとんどが、ほぼ意味を変えることなく
headに置き換え可能であり、bury one’s head in someone’s chest（相手の胸に顔を埋める）
などといった表現が成り立つ４。この場合 head を「頭」と訳すと、日本語としてやはり違
和感のある文になってしまう。
ここでようやく冒頭で示した英文に戻るとしよう。すなわち、例文の下線部 head は、上
記の内容から、
「頭」ではなく「首」と訳した方が、日本語としてより自然な文になりそう
である。よって「…朝には間違いなく私の首ははねられるであろうと言った」などの表現
の方がより適切と考えられるのである。
こうした英語と日本語の間にある意味のずれは、また別の角度からも検証出来る。例え
ば、英単語の意味を、日本語への単純な置き換えで表現する英和辞典とは異なり、英語話
者の感覚を平易な英文による解説や例文で説明する英語学習者用の辞典
（Advanced Learner’s
English Dictionary）というものがある。Collins、Oxford、Longman などの有名出版社か
らそれぞれ刊行されているが、ここでは Collins の Cobuild for Advanced Learner’s English
Dictionary における head を取り上げてみる。
head

① Your head is the top part of your body, which has your eyes, mouth, and
brain in it.

先の小林氏の説明にもあったように、ここでも、人間の身体において最も高い位置にあり、
目、口、鼻といった顔のパーツと脳を含む部位全体が head であるとの説明がされている。
─6─

これにさらに次のような説明が続く。
②
 You can use head to refer your mind and your mental abilities. ③ The head of a
line of people or vehicles is the front of it, or the first person or vehicle in the line.
… ⑥＝ top The head of something is the highest or top part of it.
ここでは、日本語と英語の意味がかなり重なり合うことが伺える。例えば②のように、日
本語でも「頭」は、身体的部位のみならず、その中に格納される「脳」
、すなわちその対象
の能力を示す言葉でもある。あるいは③については、
「列の頭」というように、英語同様、
何かの先頭や先端、頂点を示す言葉としても「頭」は使われる。
一方、英語の head には、日本語と多少異なるニュアンスを伝える用法も見受けられる。
例えば、上記⑥の例文として以下のようなものが挙げられている。
［…the head of the stairs
…］
［Every day a different name was placed at the head of the chart.］このように、階段
の最上段、あるいは表や本のページ、便箋などの上部を指す場合にも head が使われること
がある。この場合、例えば日本語で「ページの頭」というと、該当ページに記載された文
の冒頭を示すと解釈されがちなのに対し、英語の head of a page は、紙としてのページ、
あるいは印刷物の上部を示すことになる。こうして見ると日本語の「頭」という言葉は、
どちらかというと、首のような「細い」形状の先にある、ある程度先端が明確なものをイ
メージしているのに対し、英語の場合意味がより抽象化されて、平面や階層状のものの上
部も head で表現し得るということが言えそうである。
こうした英語の意味の広がりについて、より細かなニュアンスを知りたい場合に、いわ
ゆる英語学習者用ではない英英辞典を引くこともおすすめである。例として Oxford Dictionary
of English での head を見てみよう。
head 1. the upper part of the human body, or the front or upper part of the body of
an animal, typically separated from the rest of the body by a neck, and containing
the brain, mouth, and sense organs.
ここまでは、これまでの head についての説明とほぼ同様である。この続きは次のようにな
る。
2. a thing resembling a head either in form or in relation to a whole, in particular:
-the cutting, striking, or operational end of a tool, weapon, or mechanism.
-the flattened or knobbed end of a nail, pin, screw, or match.（…）
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このように、首と頭という身体の形状が抽象化され、ねじや釘といった頭状の形態を持つ
対象全般に head が使われることが記される。さらに以下のように続く。
3. the front, forward, or upper part or end of something, in particular,
-the upper end of a table or bed
-the upper horizontal part of a window frame or door frame.
-the flat end of a cask or drum.
-the front of a queue or procession.
-the top of a page.
-short for HEADLINE.
-the top of a flight of stairs or steps.
-the foam on top of a glass of beer, or the cream on the top of milk.
-the source of a river or stream…
このように、とくに頭状でなくとも、平面や四角い形状のものを含めた、あらゆる対象の
「前部」あるいは「上部」
「端」を示す用語として head は機能し、例として様々なものがあ
げられている。先述した本のページや階段の上部、列の先頭といった用法の他に、テーブ
ルやベッドの端、窓やドア枠の上部、樽や太鼓の平らな面、ビールの泡や牛乳に浮いたク
リーム層、川や水路の水源など、その意味の広がりは実に様々である。
このように、いわゆる一般的な英和辞典だけでなく、国語辞典、英英辞典、あるいは特
定の英語表現について編まれた辞典などを複数引くことで、英語と日本語との間にある言
葉のニュアンスのより微細な差異を掴むことが可能となる。そして、こうした多様な辞書・
辞典を見比べる作業の積み重ねが、日本語的感覚に惑わされない、自然な英語的感覚を習
得することにつながるのである。今日からあなたも是非、手もとにある、あるいは図書館
に所蔵されている色々な辞典に触れてみて欲しい。そこには英語と日本語の異なる意味世
界を知るための鍵が、実に豊かに散りばめられているのである。
注
１  高橋潔編『ショート・ショート・ストーリーズ』郁文堂、1990年、56頁。下線引用者。
２  headには、名詞の他に動詞（自動詞、他動詞）
、形容詞としての用法があるが、今回は
誌面の都合上、名詞のみを扱うものとする。
３

新生児の頭蓋で骨がまだしっかりと接合していない部分のこと。泉門。

４

小林祐子編著『しぐさの英語表現辞典

新装版』
（研究社、2008年）
、446頁。
─のぶおか
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学 習 室
台湾における聘金の慣習
後

藤

武

秀

というよりもむしろ身価金としての性質を有するのではないか

台湾の慣習に見られる聘金の性質

という議論が日本統治時代から見られた。
二

台湾領有初期に台湾の慣習を収集することを目的の一つとし

の時にも女性側に残金が支払われなければならないので、女性

たるが、延べ払いのマフルの場合は、夫が死亡したときや離婚

名である。聘金に関する質問項目はさほど多くないが、聘金の

質問者は司法部内の者であり、回答者は台北県参事の台湾人５

の有識者によって組織された慣習諮問会の筆記を見てみよう。

まず、台湾において一般に聘金を渡す慣例があるかという質
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はじめに
婚姻に際して相手方に一定の金銭を提供する習慣は、世界の

い。日本では、結納金がこれに当たるが、それは女家側が嫁入

て結成された台湾慣習研究会の雑誌である「台湾慣習記事」に

様々な地域に存在する。しかし、その意義は決して一様ではな

するに際して嫁入り道具を準備する一助とする意味合いが強い

は、聘金に関する問答が収められている。明治

年に司法部内

であろう。イスラーム諸国では、マフル（婚資金）がこれに当

を尊重し女性の生活を保障する資金としての意味合いが強い。

性質に関連すると思われる質問と回答があるので以下に見てみ

を求めたり子女を買得したりするときにも相手方に交付する金

問に対して、次のように回答している。
「婚姻の場合には一般に

よう。

銭を意味していることからも推測できるように、日本の結納金

の提供が行われる。これを聘金と呼ぶ。聘金という言葉は、妾

台湾においても、婚姻に際して男家側から女家側に対し金銭

34

するも、中流以下にては女家に於て前以て幾何かの聘金を要す

聘金を要す。上流社会にありては其額は男家の定むる処に任か

と、かなり高額の回答があることや（
「台湾慣習記事」８号

社会で２００から４００円、下流社会で１００から２００円位

と云ふことを定め、男家に通ずるなり。
」
（
「台湾慣習記事」８号
頁）

抔と云ひて立派なる文字にして、品物を贈る替りに遣はす金に

も、之れは否らず、其金は聘金と云ひ、聘の文字は貴人を聘す

ように回答している。「妻を娶るは金を出して買う如き観ある

金を取つて女を嫁せしむ」と回答しているが、他の８人は次の

女を嫁せしむるに金を取らず、却て嫁費を要するも下流社会は

問に対し、２人の台湾人は「上下に区別す、上流社会に於ては

行あるが如し、此の慣行は上下通じて行はれ居るや」という質

は、
「本島に於ては従来妻は事実上相当の貨金を以て買収する慣

慣研究会が台北地方法院事務嘱託の台湾人に質問した問答録で

また、同年に台北地方法院の有志によって組織された有志旧

ヲ得タルモノニアラス、台湾ニ於ケル聘金モ尚我邦ニ於ケル結

定ニ依ルノ故ヲ以テ直ニ之ヲ女子ノ身価ナリト解スルハ未其当

私法』においても、
「聘金トシテ金銭ヲ授受シ且其額ハ両家ノ協

臨時台湾旧慣調査会において慣習を収録して成立した『台湾

人身売買の身価金ではないかという疑問があったのであろう。

わけではない。
）などから、日本内地出身者の意識の中に聘金は

際には当事者の共諾があり、親の一方的意思で婚姻が行われた

テ不可ナキカ如シ」
（２７８頁）という記述があることから、実

ヲ要シ其意思ヲ確メテ後嫁娶ヲ決スルヲ本則ト為スモノト認メ

上ハ父母ノ命令ニ出ルト雖モ実質上ハ尚当事者タル子女ノ共諾

ことがあること（
『台湾私法第２巻下』２７５頁。但し、
「表面

納ト同シク礼物トシテ授受スルヲ本則トス」
（第２巻下２９７頁）

以上の慣習に関する記述から判断すると、台湾の婚姻に際し

と記している。

以上の慣習採集を見ると、質問者である日本内地出身の法務

ては聘金を授受することが慣例となっており、聘金自体は身価

聘金は誰の所有となるか

男家側から渡される聘金は、嫁入りする女子本人の所有に属

三

関係者は台湾の婚姻に際して渡される聘金は身価金ではないか

額がその当時においては上流社会で４００から８００円、中流

身価金ではなく、礼式の一種であるというものである。聘金の

婚姻に際しては聘金と称する金銭の授受が行われるが、決して

金ではなく礼物の一種と解されていたと見てよいであろう。

頁）

併し要するに上下通じて貨金を要す」
（
「台湾慣習記事」９号

して、一の礼式なり、上流社会にては聘金と云はず聘礼と云ふ、

れること、さらには当事者の意思に関わりなく婚姻が成立する

頁）
、台湾では公認された身分である妾を娶る時にも聘金が渡さ

41

という疑問を持ちながら質問している。これに対する回答は、

34
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40

用に使用するものであったが、
「現今下流社会は全く女家の利得

あろうか。慣習諮問会の質疑では、昔は聘金は婚儀に要する費

するのか、それとも女家の誰かの所有に属するのか、いずれで

も大きく、婚姻の未成立や離婚の場合にその返還を求める訴え

身価金という疑念がつきまとっていた聘金であることから金額

本稿では、聘金の性質と聘金の受領主体について見てきた。

頁）とあることから、裁判所は聘金は嫁入する女子

に検討することとしたい。

が相当発生している。これら裁判における問題については次回

について明記していないが、大正７年の控訴審判決に「旧慣ニ
依レハ婚姻ノ予約ヲ為シタル男女ノ一方カ死亡スルトキハ其婚
姻ノ予約ハ自然ニ解消シ、女家ハ聘財ヲ男家ニ返還スルノ義務

年

ナク」
（台湾総督府財務局『本島人ノ親族及相続ニ関スル判例集』
昭和

もっとも、女家の父母なのか女家そのものなのかについては明
言していない。離婚の場合に、聘金の返還を求める訴訟が行わ
れており、裁判所は聘金の返還請求はできないという判断を示
しているが（大正６年控訴審判決、前掲書 頁）
、誰が請求権を

結びにかえて

行使しようとしたかは明らかではない。
四

16

─ごとう たけひで・法学部教授─

頁）と回答している。これに

に帰す」
（「台湾慣習記事」８号

号 頁以下）と回答している。
『台湾私法』は、聘金の所有主体

して、聘金は父母に於て受くるが至当なり」
（
「台湾慣習記事」９

の」と回答し、あるいは「聘礼は父母に対して為すべきものに

補助という考え方は誤解であり、
「聘礼は父母に於て受くべきも

る費用の補助であるとするが、他の者は、聘金が婚儀の費用の

対し、旧慣研究会の質疑では、１人の回答は聘金は婚儀に要す

41

の所有に帰属するのではなく、女家に帰属すると考えていた。

18
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34
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一、はじめに

「昔話の伝播と伝播者」 ─その前史─

弘 中

奈緒美

コンパクトに纏めたものである。そのため、これらには前掲の

節と同様の記述があり、さらに、
『昔話の伝承世界─その歴史的

話 の 発 見 ─ 日 本 昔 話 入 門 ─ 』 で は、
「第三章 昔話の変容」の

述べなさい」というものである。テキストである武田正氏著『昔

い。これは、武田氏が歴史的な流れについて詳しく説明してい

ずれにおいても、いささか理解しにくい感があることは否めな

田書院、平成十三年）にも、一部重なる箇所がある。ただ、い

展開と伝播─』
（岩田書院、平成八年）
、
『昔話の語りと変容』
（岩

「一 昔話の伝播」
「二 昔話の運び屋─伝播者⑴」
「三 説教師・

ないためである（武田氏にとっては、
「当たり前」のことだった

「日本の昔話Ｂ」の課題２は、「昔話の伝播と伝播者について

瞽女─伝播者⑵」が相当する。したがって、この課題に取り組

からであろう）
。

二、
「鷲の育て児」譚と「猿神退治」譚

む場合、まずこれらの節を読むことになる。だが、一節と二節
の記述には少々理解しにくい部分があり、受講者の中には混乱
を来す方もいらっしゃるので、説明を加えたいと思う。

いる。この話の初出は『日本霊異記』で、
『今昔物語集』にも同

昔話の伝播」では、
「鷲の育て児」譚が取り上げられて

著者が先行して出版した専門書、『日本昔話の伝承構造』
（名著

系統の話が載っている。両者においては、主人公は女の子であ

「一

出版、平成四年）や『昔話の現象学─語り手と聞き手のつくる

る。しかし、鎌倉時代の『沙石集』や『元亨釈書』などでは、

ちなみに、平成七年に第１刷が発行された当テキストは、同

昔話世界─』
（岩田書院、平成五年）などの内容を、一般向けに

─ 11 ─

のは、仏教の流布とともに広まったのであろう──以上が、
「鷲

たり、良弁や日蓮であったりし、後者の高僧伝になっているも

良弁が主人公となっている。昔話では、主人公は女の子であっ

う「説話」は、口承でも書承でも伝えられるうちに変化を来し

いく。子どもが鷲にさらわれ、後年、親との再会を果たすとい

き写して伝えること）という形でも、伝えられるようになって

話に基づいていよう。いったん書籍に記載された話は、書承（書

た。著名な僧侶を主人公とする型が、生まれたのである。この

の育て児」に関する記述の取意である。
ここで注意を要するのは、右掲の書に載る話は「昔話」では

ある。そうした伝承のあり方が成立したのは、室町時代頃であ

の作法を伴うという形で口伝えされてきた話が、
「昔話」なので

各地のイエやムラで、年長者から年少者に向けて、時には特有

も含みこんでいる。つまり、原則として発端句や結句を持ち、

「昔話」という言葉は、話そのものだけでなく、伝承のあり方を

広い意味で言えば、「昔話」は「説話」の一種である。だが、

た。一方で、女の子を主人公とする型も、民間で語り継がれ続

イエやムラで、その話を「昔話」として語り伝えるようになっ

色を施し、利用した。そうした説教を聞いた庶民が話を覚え、

をした。その際、民間に伝わる話や書籍に載る話に仏教的な脚

れらの宗教者は、仏教の教えを人々に伝えるために、説教など

侶などの宗教者によって、布教活動が行われたからである。そ

教であった仏教が日本に広く流布・定着するに至ったのは、僧

変化を生んだのは、僧侶たちであったと想像できる。外来の宗

ったと考えられている。したがって、昔話の研究者は、この点

けて「昔話」になった。いずれの型の場合も、
「昔話」化したの

なく、「説話」であるということだ。

を明確に意識し、それよりも古い時代の資料に見られる話を「昔

同節ではまた、
「猿神退治」譚も取り上げられている。紙幅の

は、室町時代かそれ以降のことである。

いるように、鎌倉時代の『宇治拾遺物語』に「昔話「瘤取り爺」
」

都合で詳細は略すが、武田氏は、この話を広めた存在として「唱

話」とは呼ばない。たとえば、
「一 昔話の伝播」にも記されて

の類話が収められているが、それはあくまでも「昔話「瘤取り

「唱聞師」はまた「声聞師」などとも表記され、社会的に低位

聞師」を想定している。

し、昔話の専門家でない研究者の中には、これをも「昔話」と

に位置づけられていた「下級宗教者」の一種である。その実態

爺」に似た説話」であって、「昔話」ではないのである。しか

称する人がいる。そのため、参考文献を読む際には、
「昔話」と

は時代や地域によって一様ではなく、説明は難しいが、簡単に

（１）

いう言葉が正しい意味で使われているかどうかを意識する必要

述べるならば、呪術的な雑芸能──たとえば、占い・経読み・

曲舞・千秋萬歳など──を行った人々である。武田氏は、僧侶

（２）

がある。
『日本霊異記』の当該話は、恐らくは、口頭で伝承されていた
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代以降のこととし、それ以前に活動していた、仏教系とは限ら

が積極的に庶民に交わって説教を行うようになったのを鎌倉時

が下るにつれて、宗教と芸能との距離は開いていったが、古い

唱導文芸に関わった人々は、宗教者であり芸人であった。時代

彼らの中には、宗教の世界から離れて芸人化したグループも

時代においては、両者は一体のものだったのである。

聞師が携わった雑芸能の中には古代に遡るものもあるが、彼ら

いた。代表的なのが、
『平家物語』を語る平家琵琶の法師と、瞽

ない宗教者を「唱聞師」と称しているようである。確かに、唱

が最も活躍したのは中世期なので、武田氏の用語の使い方は、

女である。

話を吸い上げ、書承説話を取り入れ、時には、他の寺社の霊験

唱導者たちは、様々なものに材を求めた。民間で口承される

やや不適切だと言わざるをえない。
三、唱導文芸から昔話へ

譚を己のところの話に作り替えることもした。そして、数多く

昔話の運び屋─伝播者⑴」では、仏教が昔話に与えた影

「二

の説話や語り物などが庶民の間に広められ、その中には、
「昔

的には純粋な仏教とは限らず、神道や民間信仰をも含む、雑多

を説教で語ったというのも、唱導文芸の事例の一つである。
「猿

とができるのである。前節で述べた、僧侶が「鷲の育て児」譚

つまり、唱導文芸を、昔話の前史に位置するものと捉えるこ

話」として伝承されるようになったものもあった。

響の大きさについて、述べられている。
人々に宗教的な教えを広めるために行われた文芸を、
「唱導文
（ ３）

なものである。唱導文芸に携わった宗教関係者には、多数のグ

神退治」譚の場合、
「唱聞師」と考えるのは難しいが、神道系の

「唱導」という言葉は仏教に由来するが、宗教
芸」と総称する。

ループがあった。正式な資格を持つ僧侶のほか、神職や山伏、

「 昔 話 」 世 界 が 成 立 し て か ら は、 宗 教 者 が 民 間 の 昔 話 を 吸 収

唱導者が関与していた可能性は高い。

る。彼らは各地の寺社に所属し、その寺社にまつわる縁起や霊

し、それを唱導文芸化することも起こったであろう。また、近

念仏聖・念仏比丘尼、琵琶法師、瞽女、声聞師などが挙げられ

験譚を語ったり、唄を唄ったり、様々な芸能を行ったりした。

世・近代に、琵琶法師の後胤たる座頭や瞽女が昔話を語ったこ

テキストおよび参考文献を読む際には、取り上げられている

それは寺社の信仰を広めるためであるとともに、聴衆からの布

こうした人々の活動は古代から行われていたが（もちろん、そ

事例と説明が、昔話についてのことなのか、昔話前史について

とは、資料的にも明らかである。

れぞれのグループが辿った歴史は一様ではない）
、活発化したの

のことなのか、ご留意頂きたい。

施を集めて寺社の経営と自らの生活とを支えるためであった。

は中世になってからである。中には形ばかりの宗教者もいたが、
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四、結びにかえて
武田正氏は、平成二十五年十二月三十一日に、八十三歳で亡
くなられた。教育と昔話研究に捧げた人生でいらっしゃった。
大勢の生徒・学生をお育てになり、昔話の伝承者を愛し、伝承
者に愛され、たくさんの御著書を御出版になった。同氏のおか
げで、我々は、すでに失われてしまった昔話伝承の実態などの、
多くのことを知ることができるのである。この場をお借りして、
武田正氏に、心より御礼申し上げたい。

注
（１）言うまでもなく、これは差別的な見方である。かつては、
庶民に親しく交わる宗教者は、社会的な地位が低いと見なさ
れていた。
（小林茂ほか編『部落史用語辞典』
、柏書
（２）熱田公「声聞師」
房、昭和六十年、一六一〜一六四頁）参照。
（３）唱導文芸に関する書籍や論稿は非常に多数あり、枚挙に暇
がない。数点だけ挙げておく。関山和夫『説教の歴史的研究』

聖と民衆』
（ 名 著 出 版、 昭 和 六 十 一 年 ）
、関山和夫

（法蔵館、昭和四十八年）、萩原龍夫・真野俊和編『仏教民俗
学 大 系２

『説教の歴史─仏教と話芸─』
（白水Ｕブックス、白水社、平
成四年）。また、事典の項目としては、関山和夫「唱導」
（日
本古典文学大辞典編集委員会編『日本古典文学大辞典』第三

巻、岩波書店、昭和五十九年、三六七・三六八頁）
、小林美和

「唱導文芸」
（ 稲 田 浩 二 ほ か 編『
〔縮刷版〕日本昔話事典』、弘

なおみ・文学部非常勤講師─

文堂、平成六年、四五八頁）などがある。

─ひろなか
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論

はじめに

文
猫の聞いた謡
─夏目漱石と能─

謡曲、謡、能は明治時代から大正時代にかけてある種の文化人

原

田

そら宗盛だと吹き出す位である。

香

織

（１）

（
『吾輩は猫である』
）

これは、夏目漱石（一八六七─一九一六）の処女作で初出は、

またあるときはヷイオリンなどをブー〳〵鳴らしたりするが

けの英文をかいたり時によると弓に凝つたり、謡を習つたり、

とゝぎすへ投書をしたり新体詩を明星へ出したり間違ひだら

事もないが、何にでもよく手を出したがる。俳句をやつてほ

敗した話をし様。元来此主人は何といつて人に勝れて出来る

我儘で思ひ出したから一寸吾輩の家の主人がこの我儘で失

れは平の宗盛にて候」は『熊野』の冒頭文で、ワキの名のりであ

意味は厠、雪隠、御不浄、要するにトイレである。主人が謡う「こ

の様相を示している。
「後架」とは禅寺の用語で洗面所をさすが、

イオリンなど明治時代当時の洋の東西が入り混じった新旧の文化

石自身である。引用箇所は『ホトトギス』
・
『明星』
・英文・謡・バ

である珍野苦沙弥の趣味を語った部分である。主人のモデルは漱

飼い猫である「吾輩」の視点から、家の主人で中学校の英語教師

『ホトトギス』一九〇五（明治三八）年一月〜八月に連載された。

気の毒な事にはどれもこれも物になつて居らん。その癖やり

る。
『熊野』は「熊野松風は米の飯」といわれ、明治時代当時から

の記号として機能していた。

出すと胃弱の癖にいやに熱心だ。後架の中で謡をうたつて、

の人気曲であった。桜の花盛り、宗盛と優美な熊野のやりとりの

や

近所で後架先生と渾名をつけられて居るにも関せず一向平気

妙に眼目があるが、主人はトイレでその冒頭一文のみを繰り返す。

ゆ

なもので矢張是は平の宗盛にて候を繰返して居る。皆んなが
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（２）

された描写となっている。一風景としての謡について、実は漱石

この箇所は猫の視点を通した主人の謡に対して戯画化・揶揄化

『東北』
・
『高砂』
・
『女郎花』と続く。その後断続的に、大正五年ま

十年『熊坂』
・
『箙』
・
『杜若』・
『忠度』、三十二年『鉢木』
・
『翁』
・

母』
・
『経政』
・
『巴』
・
『羅生門』
・
『景清』
・
『摂待』
・
『熊野』、明治三

『実盛』
・
『砧』を典拠とした句、翌年の『松風』
・『安宅』
・『西王

は深い造詣があった。謡は漱石の小説、俳句、漢詩などの題材に

で謡に関係する俳句は作られる。当時は能を題材とした俳句を作

「後架宗盛」とは謡を始めたころの漱石の綽名であった。

能楽

るのが、ひとつの流行でもあった。無論、日常的に能を鑑賞した

もなっている。早く栗林貞一氏『漱石と謡曲』
（昭和二六年
選書

り謡曲の内容に精通していなければ、俳句を吟じることはできな

檜書店）が漱石と謡曲との関係について述べているが、漱

石の教養としての謡曲は意外にも大きな部分を占めている。本稿
い。

謡

五句

家中哉

五右衛門風呂に う

流な姿を句にしたものである。また明治三十年四月には、

なる客」とあり、朧月夜に五衛門風呂に入り謡をうなる客人の風

時代と重なる。明治二十九年三月「朧の夜

また漱石には、
「謡」そのものに関する俳句がある。これは熊本

では能、謡、詞章をめぐり、夏目漱石の文字へ与えた影響と謡と
の関係性について論じる。
一
漱石と能との関係については、『吾輩は猫である』以前に始ま
る。能の詞章でもある謡曲に関する俳句は、より早い時期に題材

小謡はやる
謡うて来たり

謡ひ聲

春の夜を
隣より

碌を離れし

時雨かな

として取り入れられており、生涯の交流をもつ正岡子規（一八六
七─一九〇二）と出会った翌年の一八九〇（明治二三）年東京帝

肌寒み

子は鼓うつ

夏の月

国大学英文科入学の年に、

謡師の

白雲や 山又山を 這ひ回り （山姥）

桜に灯ともして

年）によれば、一八九六（明治二九）年に熊本第五高等学校の英

実は漱石の謡の歴史は長い。漱石の「稽古の歴史」
（明治四十四

であるという情景、謡師の子供は冬の時雨の音のように鼓をうつ

肌寒く聞こえてくるのは藩のお抱えを離れ碌が無くなった謡の声

をする情景、夏の月の下に隣の家から謡いながら此方に来た情景、

とある。この五句はそれぞれ、春の夜に家中で藩士のように小謡

謡ふものは

誰ぞ

と能『山姥』そのままの俳句を作り、以後断続的に能を題材とし
（３）

語教師として赴任しており、その間に謡を始めている。この時期

時雨のなかの情景、謡っているのは、誰なのか、桜の下燈をとも

ている 。

における漱石の謡曲関係の俳句は、明治二十八年から増え、
『菊慈

している情景という内容である。春夏秋冬、謡に熱中する姿、謡

（４）

童』・『頼政』・『頼政』・『松虫』・『橋弁慶』
・
『恋重荷』
・
『正尊』
・
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分を支えた重要な一要素といえる。シェイクスピア劇を能でやっ

石独自のものである。謡曲は漱石文学にとって、その根幹的な部

謡の稽古の姿が俳句になる。漱石は情景を文学的空間として捉

たら面白かろうという発想も漱石の言であるが、現代の英語能や

の風景を俳句にしている。
える視点をもつ作家である。当時の熊本の能界は、喜多流の基盤

実際に夏目漱石は、本格的にワキ方下懸り宝生流十世宗家の宝

りゅーとぴあ能楽堂（新潟）から世界へ発信されたシェイクスピ

漱石の謡の稽古は熊本時代から、留学によって一時中断したも

生新（一八七〇─一九四四）に謡を習っていたことは著名である。

をもち、熊本藩お抱え能楽師の家柄で旧家の友枝家があり、金春

のの、亡くなる大正五年までつづく。文部省の命令による漱石の

その端緒は、朝日新聞社に入社し『虞美人草』執筆の頃、一九〇

ア劇はその流れにある。

英国留学は、一九〇〇（明治三三）年から一九〇三年である。フ

七（明治四十）年七月十六日（火）高浜虚子（一八七四─一九五

流の桜間家と共に明治時代の能楽復興に寄与している。

ランス、パリからの夏目鏡宛書簡（明治三三年十月二十三日）に

五六日前一寸何を考へたか謡をやりました。一昨日東洋城

九）宛書簡に次のようにある。

更不覚ヲ後悔致候」と謡の稽古ではなくフランス語の勉強をすれ

が来た時は滅茶々々に師五番謡ひました。ことによつたら謡

おいては、
「此位ナラ謡ヲヤラズニ仏語ヲ勉強スレバ善カツタト今
ば良かったと後悔している程であるから、漱石は謡に相当熱心に

を再興しやうと思ひます。いゝ先生はないでせうか。人物の

（５）

いゝ先生か。芸のいゝ先生か。どつちでも我慢する。両者揃

取り組んでいたことが予測される。
しかし帰国後の帝国大学での講義をまとめた「文学論」におい

学とシェイクスピア文学とを比較して、以下のように述べている。

寛』が一人鬼界が島に取り残される例を挙げて、漱石は、謡曲文

松山時代に漱石から英語を習い、その後交流が続くが、能楽、謡

謡を唸っている。松根東洋城は、宇和島藩家老の名門の家柄で、

漱石は弟子で俳人の松根東洋城（一八七八─一九六四）と共に

へば奮発する。虞美人草はいやになつた。

然れどもよく人事を配するに感覚的材料を以てし、極めて

曲に親しみ、それを題材とした俳句が多くある。漱石の日記には

ては、『藤戸』のシテがわが子を亡くし激しく訴える場面と、
『俊

切実なる自然の風景を点綴して数奇の運命を詩化する点に於

能評論家として有名な坂元雪鳥（一八七九─一九三八）は、東

共に謡う様子が散見する。

ものあり。余は以て是を観るに沙翁の例は知を満足するの点

京朝日新聞社に師の夏目漱石を斡旋し、同新聞の能評を担当、能

て、一種特有の調和を保てるは頗る吾人の興味を惹くに足る
に於て謡曲の例に優り、謡曲の例は情を動かすの点に於て沙

楽普及につとめた。
『坂元雪鳥能評全集』
（一九四三）がある。こ

のように漱石を取り巻く謡の環境は、その後の能に関わる一流の

翁に優るが如し。
という。シェイクスピアと能とを知と情から比較する視点は、漱

─ 17 ─

であるが、この頃は明治・大正時代を通して知識人階級に共通す

潮であるのか、漱石が文化人を牽引したのか、両者の関係は複雑

文学者・文化人に連なる。時代が謡に思想や教養をみたという思

の話は漱石が謡初心者で謡が下手であった頃の思い出である。

年の元日のことを書いた」という謡の様子が描写されている。こ

明治四二年正月に『朝日新聞』に掲載されている。内実は「一昨

明治四十年八月四日高浜虚子宛書簡には「僕も御指定の教師に

やはり能をやるからその必要があるんでしょうと聞いたら、

て旧式にきまつている。あなたは黒紋付を持つていますが、

虚子が車で来た。これは黒い羽織に黒い紋付を着て、極め

従つて謡の稽古を致し大に時勢を後ろへ進歩したい」とあり、八

虚子が、ええそうですと答えた。そうして、一つ謡いません

る「謡」の時代でもあった。

月十八日書簡には「松本金太郎君はどこにゐますか」
、
「謡の道に

かと云い出した。自分は謡つてもようござんすと応じた。

漱石は、同年中に熊本時代以来、謡の稽古を再開するに至る。

うが無勢力で、大鼓の迫力に「自分の声は威嚇される度によろよ

大鼓をうち、漱石は『羽衣』のクセ「春霞たなびきにけり」を謡

結局、漱石と虚子は二人で『東北』を謡い、続いて高浜虚子は

それから二人して東北と云うものを謡った。

かけては千里を遠しとする不熱心ものであります」
、
「金太郎君へ
入門の手続きはどうしますか月謝はいくらですか」と相談してい
（６）

最終的に虚子の紹介によって漱石は宝生新に入門する。宝生新に

ろする。そうして小さくなる。しばらくすると聞いていたものが

る。また十月八日では「宝生の件は御急ぎに及ばず」とする。

よる初稽古が始まるのは、明治四十年十一月八日金曜日のことで、

くすくす笑い出した」という。結局虚子が自分で鼓を打ち、めで

周知の通り、高浜虚子とは明治二五年虚子が十五歳のときに正

たく謡いおさめたという。

渋川玄耳宛書簡には「小生今金曜夜八時頃より愈御隣を騒がせる
稽古を宝生新にたのむ筈に候もし御覚召もあらば聊か蛮音を弄せ
られては如何。尤もあまり遠方故強てとは不申稽古日は毎金曜夜

人、小説家として活躍して名高いが、鎌倉転居後は、鎌倉能楽堂

岡子規の家で漱石と出会い、以後交流が続いている。虚子は、俳

漱石の師となる宝生新は、ワキ方の名家に生まれ、梅若万三郎

を建て、新作能『鉄門』
（メーテル・リンクの戯曲『タンタジール

八時頃に候」とある。
とともに初代芸術院会員になったほどの名人で天性の美貌と才能、

の死』の翻案）を作るなど、能界においても大いに活躍した。

能楽研究者として『能楽盛衰記』の大著を著すなど能楽が近代化

成に力をそそぎ、能楽会理事として能楽振興の功労者であるが、

八─一九三四）である。池内は雑誌『能楽』を発行し囃子方の育

実は高浜虚子の実兄は、能界では大変有名な池内信嘉（一八五

美声をもつ。しかし素人稽古に対しては、緩やかな気持ちで臨ん
だ逸話が多い。
二
当時は謡が流行していた。夏目漱石『永日小品』の「元日」は
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する画期の時に、現代における能楽の位置を決定づける活躍をし
た。高浜虚子が漱石に与えた影響は大きい。霞宝会をめぐって漱
石との交流もあった。

時期には能を愛好する多様な活動をしている。

東北大学付属図書館「漱石文庫」には、漱石の使った刊本『下

掛寶生流謡本』
（嘉永六年再版明治十六年板権免）四二冊ならびに、

楽全書』第六巻 東京創元社）において、法政大学の表章教授と

上彌生子は「思い出さまざま夏目漱石と謡」
（昭和五六年八月『能

について「非常に色気のある謡い方」
（『宝生新自伝』
）といい、野

いて謡に関係する書は、荒川源兵衛『下懸内旅本謡』二巻二冊（貞

が、これらの謡本はかなりの分量である。その他、漱石文庫にお

されている。謡本には傍線が引かれ、簡単な書き込み程度である

大正六年）三七冊と、もう一組寶生新校訂の同謡本三六冊が所蔵

明治四四年〜

対談をしているが、
『清経』のツレ「なに身を投げ空しくなり給ひ

享四年）の刊本がある。漾虚碧堂図書・埜田畊印・漱石ノ印記と

刊本で寶生新校訂『下掛寶生流謡本』
（江島伊兵衛

たるとかや」の部分のくだりが隣室から聞こえてきたという。立

朱筆書き入れがある。また矢田八太郎選寶生九郎校『寶生流小謡

漱石の謡は、実際にはどの程度であったか。師の宝生新は漱石

派な声で感心していると、それは代稽古の先生の声で、続く夏目

集』
（明治二八年

江島伊兵衛）がある。

漱石の謡は、
「めえー」という山羊のような声」であり「声はお悪

一九〇九（明治四二）年は漱石の謡への興味が頂点に達した年

といえる。漱石は、この年に実に積極的に謡をこなしており、そ

くはないのですが、少し甘ったるい間延びした謡でしたね」とい
う。これは有名な話である。

明治四二年三月には「十一日夜、虚子と土車を謡ふ」
、
「十二日

の様子が日記に散見する。

草平である。漱石山脈の初期には森田の他に、小宮豊隆、鈴木三

「花月」の恋は寝られぬと云ふ所を謡ふ。なかなか出来ず。あれは

『永日小品』の「元日」で最初に「どつと吹きだした」のは森田
重吉、寺田寅彦、野上豊一郎、松根東洋城、坂元雪鳥等がいる。

昔の俗謡なるべし」とあり、続く十四日の日には

昨夜風を冒して赤坂に東洋城を訪ふ。野上臼川、山崎楽堂、

その中で宝生新の稽古を受けたのは、安倍能成、野上豊一郎、小
宮豊隆である。交流は盛んにあった。漱石が一日中謡う日もあっ

観世、楽堂は喜多、臼川と余はワキ宝生也。従つて滅茶苦茶

東洋城及び余四人にて桜川、舟弁慶、清経を謡ふ。東洋城は
豊隆、東洋城とまる。朝三人で蝉丸を謡ふ。ひるから草紙

也。臼川五位鷺のごとき声を出す。楽堂の声はふるへたり。

た。
洗を謡ふ。晩には一人で花月を謡ふ。
（明治四十二年七月十六

野上臼川とは英文学者野上豊一郎（一八八三─一九五〇）であ

と絶好調である。

漱石は共に謡い、或いは謡会に出席して謡い、また寺田寅彦の

る。野上彌生子の夫君であり、漱石の弟子の一人でもあるが、海

日）
送別会には謡会を催したり、寺田を誘い能を見に行くなど、この
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大学総長として活躍したが、没後、野上記念法政大学能楽研究所

るなど、国内外において能の研究と普及につとめた。晩年は法政

ード・ショーの来日の際にも桜間金太郎（弓川）の『巴』を見せ

また七月十一日小宮豊隆宛書簡には、
「一寸御願あり病気中に謡本

食後には花月をうたつた。是で悪くなれば自業自得也」とある。

て書見してゐたら眠くなつたから富士太鼓をうたつた。夫から晩

明治四十三年、六月胃腸病院に通いつつ「帰つて長椅子に倚つ

いく。この謡の稽古が中断されるのは、病気のためである。

が作られた。野上にも著作は多く『能の研究』など多くの研究書

の揃つたのを綴ぢて置きたいと思ふ。宅へ行つて調べて五冊づゝ

外へ能を紹介するなど、能楽研究者としての一面をもつ。バーナ

能楽書

や解説書、また能に関する俳句集『能百句』
（昭和二二年
また山﨑楽堂（一八八五─一九四四）は、能の研究・評論家と

『松風』も、まとまるなら綴じようとしている。しかしながら漱石

くれ給へ」とあり、表紙を揃えてまとめ、宝生新から借りた謡本

かり綴になつてゐる奴を相馬屋か何処かへ持つて行つて綴さして

して著名であった。喜多流の謡をたしなみ、また葛野流大鼓もな

は、明治四三年八月、生死の境をさまよった「修善寺の大患」に

林）がある。

らっていて、また建築家でもある。梅若能舞台、戦災で焼失した

よって、謡に対する思いを一時中断せざるを得なかった。

として名高く、相婿である夏目漱石の妻鏡子の妹と結婚しており、

披露宴で鈴木禎次（一八七〇─一九四一）と会う。鈴木は建築家

病気が一段落したころ、明治四四年五月九日の日記では、婚礼

細川家能舞台（富士見町）や、染井能楽堂の設計などで知られる。
漱石の謡と謡仲間の環境は、当代の一流を集め、また次世代の
能楽界を創造する集団で、非常によく整っていたといえる。
さて、明治四二年の宝生新から受けた漱石の謡の稽古は、日記

私は観世黒雪の書いた謡本を百冊持つてます、珍らしい黒

親戚付き合いがある。

日）、『綾鼓』
（三十一日・四月七日）、『碪』
（十六日）
、
『花筐』
（六

い雪の様だと云ふので賜つた名です、秀忠公の時代でした。

に よ れ ば『 花 月 』
（三月十九日）、『大原御幸』
・
『雲雀山』
（二十四
月九日）、『三井寺』
（同二十三日）、『実盛』
（七月十四日）と続く。

弁慶』、
『望月』、
『清経』
（漱石シテ）、
『七騎落』
、
『三山』
、
『紅葉狩』

日、
「皆々初心」
「天下斯の如く幼稚なる謡会なし」としつつも『船

黒雪と改めた。その後、家康に許されて復帰するが、元和初期に

観世左近身愛であり、慶長十五年五月二二日に高野山に出奔して

この観世黒雪とは、秀吉・家康に仕えた能役者で観世宗家九世

夫を見ると今の謡ではわからない所がよくわかります。

をしている。同年五月二十八日には、謡会で『桜川』
（漱石シテ）
、

黒雪本百番を出している。この謡本の所持はかなり専門的といえ

また、西神田の倶楽部の謡会においては、明治四二年三月二六

『紅葉狩』、
『関原与一』、
『猩々』、
『融』をしている。稽古の初期か

る。

この時、鈴木禎次は謡を披露するが、漱石は「禎次さんの謡は

ら一、二年くらいたって番数をこなせるころが、謡の稽古では一
番楽しさを感じる時期であり、このころ漱石は熱心に謡を続けて
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しつかりしてゐるが声がメタリツクで蓄音機に似た処がある」と

ないことに対して不平を述べている。謡自体はやはり唸り声に対

と梅若六郎に対する批評をしており、謡の詞章の内容が聞き取れ

初期の名作『草枕』は一九〇六（明治三九）年に『新小説』に

能、謡曲の使い方がある。

こうした細部の描写としての謡とは別に、作品構造にかかわる

する奇異の念があろう。

評している。
回復後、明治四四年六月七日には、漱石は宝生新に『隅田川』
の語りを習い、十六日には南明倶楽部（神田）での謡会にも参加
して、通常の生活が続く。十一月二十五日には、
『盛久』をならい
『頼政』を復習している。

発表され、熊本県玉名市小天温泉が舞台であるが、作品が「能」

漱石の文学には謡曲が出てくる。登場人物の行動の点景として

を見たら、浮世小路の何軒目に狭苦しく暮した時とは違うだ

どうせ非人情をしに出掛けた旅だから、そのつもりで人間

と深くかかわる。

描写されるのは、本稿の冒頭部に挙げた『吾輩は猫である』の珍

ろう。よし全く人情を離れる事が出来んでも、せめて御能拝

三

野苦沙弥、また『坊っちゃん』の主人公は、

情はある。七騎落でも、墨田川でも泣かぬとは保証が出来ん。

見の時くらいは淡い心持ちにはなれそうなものだ。能にも人

けて、わざと分からなくする術だらう。あんなものを毎晩飽

しかしあれは情三分芸七分で見せるわざだ。我らが能から享

謡といふものは読んでわかる所を、やに六づかしい節をつ
きずに唸る爺さんの気がしれない。おれは謡所の騒ぎぢやな

出てくるのではない。そのままの上へ芸術という着物を何枚

けるありがた味は下界の人情をよくそのままに写す手際から

と、夜になると変な声で謡う下宿の爺さんの謡に閉口する。この

も着せて、世の中にあるまじき悠長な振舞をするからである。

い。
箇所は謡の唸り声に対する揶揄でもある。松山は、高浜虚子の故

と、旅中に出逢う人間を能の仕組と能役者の所作に見立てたらど

「非人情」は、主人公の視点が「しばらくこの旅中に起る出来事

謡そのものは音曲として聴覚的要素であるから、音に対する好

うだろう。まるで人情を棄てる訳には行くまいが、根が詩的に出

郷でもあり、ワキ方の下懸り宝生流の盛んな場所でもあった。
悪がはっきり分かれる。後年の明治四五年五月二十三日の日記に

来た旅だから、非人情のやりついでに、なるべく節倹してそこま

二三年前宝生の舞台で高砂を見た事がある。その時これは

の姥に見立てるのは、能舞台への憧憬ともいえる。

では漕ぎつけたいものだ」という。また、茶店の婆さんを『高砂』

は、
霞宝会。六郎の隅田川。モガ〳〵何を云つてゐるか分から
なものなし是を含蓄と心得るのは沙汰の
ず。斯んな irritating
限りなり。然し謡を外にして末段の所作は面白かつた。
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の向い合うた姿勢が今でも眼につく。余の席からは婆さんの

五六歩来て、そろりと後向になって、婆さんと向い合う。そ

うつくしい活人画だと思った。箒を担いだ爺さんが橋懸りを

る。だから二人静。謡曲に静の霊が二人して舞ふと云ふ事が

「覚えて置くがいゝ。面白い花だ。白い穂が屹度二本宛出

「例の二人静？例にも何にも今迄聞いた事がないですね」

と『二人静』の相舞についていう。紙幅の関係で詳細を述べるの

ある。知つてゐるかね」

時に、その表情はぴしゃりと心のカメラへ焼き付いてしまつ

は別稿に譲るが、漱石文学では、他にも謡や能に関する言及はあ

顔がほとんど真むきに見えたから、ああうつくしいと思った
た。茶店の婆さんの顔はこの写真に血を通わしたほど似てい

り、
『彼岸過迄』や『行人』など影響は大きい。また漱石の漢詩に

も謡曲独自の詞章が利用されている点は、注目すべきであろう。

（７）

る。
『高砂』は『古今和歌集』と『万葉集』を聖代の記号として背景

漱石文学はあまりにも多様な思想的土壌の上に成り立っている

が、その中で能楽が与えた影響は表層的な引用だけに限らず、作

とした、夫婦愛であるが、それは相生の松に収斂される。宝生能
楽堂の舞台観能での漱石の記憶が重なった場面でもある。

品内部にもある。近代文学の一思潮として純文学のなかに能楽文

化圏、謡曲文化圏ともいうべき層が濃密に出来上がっていく時代

また、謡を再開する明治四十年当時執筆中であった『虞美人草』
の中にも、謡の場面や能に関する事項が出てくる。その場面は、

の一現象が垣間見られるともいえよう。

も影響がみられるが、問題はあった。実際に漱石は、宝生新の稽

このように謡に熱心に打ちこんだ漱石であり、また彼の作品に

四

表現として謡曲詞章の意味を背景とした本歌取り的な、重層的で
不思議な効果をあげている。
「そら謡曲の船弁慶にもあるだろう。─かように候ものは、
西塔の傍に住居する武蔵坊弁慶にて候─弁慶は西塔におつた
のだ」

日記には「曇。新来らず、午後清嘯会へ出向く」
、十七日には「朝

古時間の不規則に不満を募らせていた。明治四二年三月十二日の

唐木の机に唐刻の法帖を乗せて厚い坐布団の上に、信濃の

起きると真白に雪が積つてゐる。厚さ三寸ばかり、午少し前やむ。

と『船弁慶』は、引用されているし、
国に立つ煙、立つ煙と、大きな腹の中から鉢の木を謡つてい

宝生新例によつて来らず」
、同十九日「新今日も来らず、錦町の清

嘯会迄出掛けて行く」
、四月十四日には「今日は新に碪をならはう

る。謎の女はしだいに近づいてくる。
と、
『鉢の木』を引用している。また、細い花を見てその名を尋ね

と思ふ」と漱石が待っていたにもかかわらず、十五日「昨日新不

参」
、十六日「新又不来。尾上に張良のカタを教へる為の由。清嘯

る場面では、
「是が例の二人静だ」
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家として多忙を極めていたため時間が守れなかったことによる。

た」とある通り、宝生新は出稽古をたびたび休んだ。宝生新が宗

会へ行く。「碪」を出す。これをやるんですかといつて笑つてゐ

いた。

昭和と後年に至るまで名人として活躍した宝生新に魅力を感じて

老女物の『鸚鵡小町』
、漱石の鑑識眼は確かであり、明治・大正・

で、明治維新によって危機的な状況にあった能楽界を牽引した。

断り「小生近日稽古を廃し此種の会合には当分出ない積り故葵上

とである。四月十九日野上豊一郎宛の書簡には、謡会への招待を

漱石が最終的に謡いをやめるのは、漱石の没する大正五年のこ

一方漱石は素人筋の出稽古であるにもかかわらず、
『砧』のような
難解な曲はこの時期には稽古させないのが通例であるが、新はそ
の点寛容であった。
漱石はついに府中中野に住む宝生新に「今後御来車に及ばず」
稽古を断る」とある。新は分からぬままに二十五日、人力車を漱

内にては碌な事は出来ず已めた方が得策と存候。其上近来○

考へて見るに謡は一人前になるには時間足らず今許す時間

の役割はどうか他に御選定を願ひ度候」とあり、続いて、

石の家の玄関につけて弁解をし「ところで今日は何をお謡いしま

○といふ男の軽薄な態度が甚だ嫌になり候故已めるのは丁度

という断り状を出す。五月二四日付日記には「新不規則故手紙で

しょうか」と座についたという。再び稽古は続いた。同日の日記

良き時機と思ひつき遂に断行致し候。

と、宝生新との決別を示す。新の弟子の古鍛治は、漱石に謹厳実

には、
新来。色々忙がしかつた事情を話す。其上借金に連印をし

直な指導をし、漱石に気に入られていたが、このころの謡への嫌

漱石の『明暗』百十六にも、背景として謡いに対する苛立ちが描

た為執達吏に強制執行をやられたといふ。以来可成ズボラは
とある。結局、弟子による代稽古をはさみながら、続いていくの

写される。作家の心情がそのまま作品に表現されたものとみて良

悪感は、長年培った稽古に対するある種の自己否定ともとれるが、

である。宝生新の代稽古は、新の内弟子の古鍛冶剛や、九世宗家

いであろう。

やらぬという約束で又教はる事にする。

金五郎の弟子尾上始太郎（一八六三─一九二四）が当たっていた。
霞宝会へ行く湯谷の女つれと鉢の木のしてつれを謡はせら

くで誰かが遣つてゐる、彼の最も嫌な謡の声が、不快に彼の

より姿を見せなかつた。津田は面白くなかつた。先刻から近

お延は中々来なかつた。お延以上に待たれる吉川婦人は固

れる。九郎の鸚鵡小町を聞く。どこがうまいか一寸分らず。

耳を刺戟した。彼の記憶にある謡曲指南といふ細長い看板が

宝生新に対する評価も一定しており、明治四十四年十二月九日、

少なくとも面白味がなかつた。之に反して新のワキは壮大雄

急に思ひ出された。それは洗濯屋の筋向ふに当る二階建の家

であつた。二階が稽古をする座敷になつてゐると見えて、距

抜の感を禁じえなかつた。
とある。宝生九郎（一八三七─一九一七）は、明治三名人の一人
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離の割に声の方が無暗に大きく響いた。他が勝手に遣つてゐ
るものを止めさせる権利を何処にも見出し得ない彼は、彼の

『ほとゝぎす』時代から謡や謡曲は漱石と共にあり、正岡子規、

起するその種の感情に障るものである。確かに、謡は流派の違い

ら響く謡の声の記事が散見するが、愛憎の感情か、謡とは声が想

謡の声が不愉快な思い出を引き起こす。漱石の日記にも近所か

の作品のテーマと象徴性の問題、思想がその言葉のままにつぶさ

ぜになって思想化していく過程や、あるいは和漢混交の文体、能

であったといえる。謡曲独自の文体、すなわち知と感情とが綯交

漱石と謡の関係は、漱石の表現性、自己の外部へと繋がる一回路

高浜虚子との交流からその文学をある意味で開花させていくが、

もあり好悪もあるため、能の愛好家であっても、不満が出る。鑑

に表現を得て型によって具象化されるということの影響は大きい。

不平を何うする事も出来なかつた。

賞眼が鍛えられることにより批評は多くなる。芸術とはそういう

石」）としているものの、天才的なワキ方能役者としておおらかな

宝生新は後年「衷心慚愧の念に耐えない」
（宝生新自伝「夏目漱

な謡曲の詞章だけではなく、能楽の舞台から型や音曲面なども含

かけての能の継続に寄与しているといえる。以上、能楽が文学的

得ている点でも重要といえる。意外なほど、明治時代から戦前に

また、漱石の謡は漱石山脈においてなお後世へと繋がる人材を

宗家と、晩年の漱石の屹立は、病気ゆえのことか、いずれにせよ、

めて、夏目漱石とその門下に広がっていることを確認した。

ものであろう。

宝生新が漱石の文学に与えた影響は見逃しがたく、謡を習う事、

注

謡仲間との交流、謡会など漱石にとって有形無形の財産を与えた
ことになる。最終的には晩年まで謡の稽古を続けたことになる。

「ホトトギス」一九〇五（明治
（１）夏目漱石の処女作。初出は、

「き
（３）明治三五年、留学中に子規の訃報を受けた追悼の句は、

一参照。

」
『漱石全集』月報十
（２）神谷豊太郎「宗盛の素読と獅子狗（下）

（岩波書店）に拠る。

三八）年一月〜八月の連載。本文の引用は『漱石全集』第一巻

明治四五年六月十日条には、
新曰く最初舞台に出る時は見物の顔も自身の所作も分らず
夢中にて下る。段々度数重なるにつけ見所にゐる人の顔やら
様子やらが明瞭になる。けれども同時に彼等の動作に囚はれ
る。最後には明瞭に見えながら丸で彼等が眼中になくなる。
新は常に臆病を自白す。地震で屋根へ飛び出したり窓から飛

りぎりすの昔をしのび帰るべし」と能『弱法師』の世界である。

他 （岩波書店

び下りた話をする男であるが、舞台の上では大抵の雷があつ

謡曲俳句

本文の俳句については「夏目漱石
『漱石全集』第十五巻）に拠る。

ても平気なりと語れり。
という宝生新の舞台での体験が語られ、人間的な面白さが伝わる。
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（４）本文は夏目金之助『漱石全集』第二五巻 別冊上 （一九九
六年五月 岩波書店）に拠る。なお「稽古の歴史」の初出は明
治四四年十一月一日『能楽』である。
「稽古の歴史」は談話であ
り、
「下懸り宝生派には俳人が沢山居る、然う考へて此流の謡を
聞いて見ると、気の為か何となく俳味を帯びて何処か変つた趣
がある」という記者による。
（５）本文の書簡の引用は、夏目金之助『漱石全集』第二三巻 書
簡中 （一九九六年七月 岩波書店）
。
（６）本文の日記類の引用は、夏目金之助『漱石全集』第二十巻
日記・断簡下 （一九九六年七月 岩波書店）に拠る。
『草枕』と能」
（７）漱石と文学との関係については、古川久氏「
（『宝生』二三巻四号 一九七四年四月）や、増田正造氏『能と
近代文学』第六章「夏目漱石の謡と作品」
（一九九〇年十一月
平凡社）がある。また清水孝純氏「能的空間としての『虞美人
草』」
（『福岡大学日本語日本文学』第三巻 一九九三年十月）
、帆
足正規氏「〈講演〉 漱石をめぐる人々と能」
（
『武蔵野大学能楽
資料センター紀要』第十六号 二〇〇五年三月）がある。また、
馬場あき子氏・日置俊次氏・西野春雄氏〈鼎談〉
「漱石と能─新
作能〈草枕〉をめぐって」
（『能楽研究』三〇 二〇〇六年六月）
、
星田良光氏「「こゝろ」のモデルは〝明治の心〟
（上）─〝友情〟
を結んだ俳句と〝能楽〟」上・下『宝生』第五六巻八号第九号
（二〇〇七年八月・九月）がある。
─はらだ かおり・文学部教授─
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論

一、はじめに

文
１

川

芳

枝

この自然主義的小説と物語的な小説という境界区分は、
『熊野

の境界をまたいで成立した作品である。

線が形成する二項対立」でしかなく、たとえば「葺き籠り」はこ

ているように、こうした枠組みは「歴史構築的に産出された境界

早

〈物語〉の敗北 ─中上健次「ヨウレボシ」と「勝浦」

それは私には、宙空に浮いた一つの国の出来事だ、と子供じ
みた漫画の世界や洋物の芝居の話として考えなければ身がも
作品冒頭に据えられた血を吐くような呻き。それはあたかも自

（物語）の引用と「枯木灘」の
シ」を例に挙げるなら、
『太平記』

ば個々の作品内における色分けにおいても機能しない。
「ヨウレボ

集』所収の個々の作品を分類する上で有効ではない。さらに言え

分の作品を現実が「一等酷い形で」襲ったことを、作家中上健次

作品世界の出来事（言うまでもなく自然主義的私小説に属する）
、

たない事だった。
（「ヨウレボシ」、
『群像』一九八〇年一二月）

自身が嘆いているかのようである。むろん中上は（当然論者も）

それらに対する言及という三つの層が混在しているからである。

５

それが作品というテキスト空間の中での一種のポーズであること

『熊野集』は一見すると、「鬼の話」などのように徹頭徹尾物語的

なぜ「ヨウレボシ」はあえてこのような形態を取っているのか。

を読み過ごしてよい理由とはならない。

な虚構空間としての作品と、その対極ともいえる「鴉」のような

は理解している。とはいえ、それを承知していることがこの一文
『熊野集』は柄谷行人に端を発する先行論において、自然主義的

自然主義的私小説が混在する作品集である。その中で「ヨウレボ

２

小説と物語的な小説の枠組みを脱構築するものとして捉えられて
４

シ」が両方の要素を持ち、それらに対するメタ言及的部分も存在

３

きた。しかしながら渡邊英理が「媒介者の使命」において指摘し
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いて物語および小説が「事実」の前に「敗北」していく様を分析

収の「ヨウレボシ」と「勝浦」を取り上げる。
「ヨウレボシ」にお

よって語るという形式で実演されている。本稿では『熊野集』所

っては、
「ヨウレボシ」で浮き彫りにされた物語の敗北を、物語に

意図された作品であるからに他ならない。そして「勝浦」にいた

び小説が「事実」の前に敗北していく様を描いている─描こうと

結論めいたことを先に述べるならば、
「ヨウレボシ」は物語およ

ーヨークのゲットウがニューヨークと対の位置になるように、

支えるのがゲットウでありスラムであり路地であるが、ニュ

や村が産みだし、さらに町が町である事、村が村である事を

なくなる。どこの国でも、町なり村なりが存在して、その町

を否定したいからだと思うのだった。時に新宮が嫌でたまら

を書きつづける事とは何よりも熊野の新宮という現実の場所

びあがっていた地図がかき消えてしまうが、時々、私は路地

路地にいて路地を考えると私の中で嘘のようにそれまで浮か

それは「石橋」の次にあげる部分に端的に表現されている。

し、それが「勝浦」でどのように利用されているかを明らかにし

私の路地も新宮と対の位置になる。

する理由は何か。

たい。

中上にとって〈路地〉を描くということは、いわば現実の新宮

に登場する人物や事件に対する言及を含んだ短篇を、複数収録し

そもそも『熊野集』という作品集自体が、中上の作品や作品中

いる。つまり、先の「石橋」の引用部を援用するなら、現実の新

れに重なり合いながらもずれをもった虚構の空間と関係を描いて

現実の新宮と中上健次自身を取り巻く関係性を基礎としつつ、そ

に対する否定の作業でもある。秋幸三部作と呼ばれる作品群は、

ている。たとえば「桜川」と「 石 橋 」には浜村龍造のモデルで

宮とそこで繰り広げられる関係性に対する「否」のあらわれでも

二、「ヨウレボシ」─父の〈物語〉と母の〈物語〉

ある中上の実父について言及があるし、
「石橋」ではいわゆる秋幸

ある。

しやつきょう

三部作に登場する「モン」のモデル、ヒデ姉さんが登場する。

収録作品中では「ヨウレボシ」が初めてである。小説と現実は違

その内容と現実に起きた出来事を対比しているのは、
『熊野集』の

日ジャーナル』一九七七年七月）には「紀伊半島、紀州とは今ひ

思想といっていい。たとえば「紀州─木の国・根の国物語」
（
『朝

を背負わされた場所である。この認識は中上の多くの作品を貫く

また新宮という町が町として機能するために、路地は新宮の影

う。それは今さら断る必要もないほど当たり前のことである。そ

とつの国である気がする。まさに神武以来の敗れ続けてきた闇に

だが実際に「枯木灘」や「岬」といった自身の作品名を出して、

れにもかかわらず、
「事実は一等酷い形で物語の主人公秋幸を襲う

沈んだ国である」と、すでにその片鱗が窺える。

つまり天皇のもとにヤマトという都が成立するにあたり、排除

６

と思った」とあるのは、新宮を舞台に作品を書くという行為が中
上にとって特殊な位置を占めているからに他ならない。たとえば
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が熊野なのである。そしてその相似形の縮小版が新宮における〈路

されたり征服されたりしたものが押し込められた場所、それこそ

が父親で私が子だとは、物語の度がすぎる。

信じ当人が信じ私が信じた物語にすぎないのに、さらにソレ

子、呼ばわりされる。ソレが私の実の男親だというのは人が

確かに当人たちや周囲の者たちが親子関係を認めていようと、

地〉だ。これを中上は「逆さまの国家」と呼ぶが、要するに一定

このような意図と目的のもとに作られた架空のトポスと、そこ

父と子として過ごしてきた時期が皆無であるなら、それは確かに

わが身が悲しくなったのは、私が「枯木灘」という私生児竹

で繰り広げられる物語が、現実によってある意味で裏切られる、

ある種の〈物語〉としてしか実感できないだろう。親子関係があ

の秩序を形成するために排除されたもの、それをもって構成され

凌駕されてしまったことは大きな苦悩をもたらした。現実を否定

り、場合によっては父と子としてともに暮らしていたかもしれな

原秋幸と浜村龍造なる蝿の王の物語を書いてしまった身であ

するために書いた作品が、現実によって否定される。いうなれば

いという、架空の「お話」である。中上は「物語の系譜」におい

た架空のトポスと言い換えてもいいだろう。ある秩序のもとに形

現実からのしっぺ返しである。とはいえ、そのような特異な状況

て、
「子に則して親を語れば親は出所来歴の定かでない凶暴な者と

るからだった。

さえ、「ヨウレボシ」という作品に昇華し、さらに「ヨウレボシ」

なり、親に則して子を語れば子は小さなやはり来歴の定かでない

成された存在を、対象化するための戦略基地とも呼びうるものだ。

発表後の（主に身内からの）否定的反響さえ「鴉」に描いてしま

者となる」と述べている。つまり子どもにとって親とはマレビト

と同等の存在であり、親の生い立ち・来歴などは子にとってはブ

７

う。まさに小説家としての業を背負いきってしまっているような
態度である。

て中上健次ときわめて近い人物として造形された「私」という語

設定し、
「物語」を書いた中上健次その人しか存在はしない。よっ

とはいえ「秋幸」は実在しない。当然ながら秋幸を主人公として

実父に何らかの要求を突きつけたわけではない。だが、
「親」であ

る。
「私」の側は少なくとも「私」が書いた「物語」を持ち出して

「子」扱いされること。それを「物語の度が過ぎる」と断言してい

実 質 的 な 親 子 関 係 な ど な か っ た の に も か か わ ら ず、 実 父 か ら

ラックボックスなのである。

り手が、
「ヨウレボシ」で語る内容を確認することになる。まずは

る実父は、
「私」にとってはブラックボックスである父と子という

さて、いかなる〈事実〉が「物語の主人公秋幸」を襲ったのか。

じめに「物語」という言葉が呼び起こされているのは、浜村龍造

〈物語〉を利用する。そして、それを拒否できない（と考えてしま

というのも「枯木灘」の中で秋幸が半ば無自覚のまま起した

う）弱みが「私」の側には存在する。

のモデルである実父について言及しているくだりである。
実の男親、いや、こう書くにも妙に粘りつくようでうっとう
しくなる私の憎しみの根源、嫌悪や差別の根源たるソレに、
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撲殺とは母系社会の中での母の領域への侵犯、遠近法の攪乱

龍造という父なる存在には傷一つついていない。それにもかかわ

いわば母系社会における骨肉の争いを描いたのであって、浜村

殺し合いを演じていると理解するべきなのである。

ともなるから、浜村龍造は無疵なままだった。しかし私は「枯

らず、
「枯木灘」を書いた「私」は「何事かをしでかしたように錯

対浜村龍造への侵犯行為、異母妹さと子との近親姦、秀雄の

木灘」で何事かをしでかしたように錯覚して、
（中略）頼まれ

覚」したのである。ここで起きているのは〈物語〉対〈物語〉の

せめぎ合いであり、実父の持ち出す「父と子」という〈物語〉の

事をききもした。
つまり「私」は自分が書いた「物語」において実父に酷い仕打
語っているのである。ここで母系社会というキーワードを用いて

だけではない。あたかも「枯木灘」の「後日篇」のような事件が

むろん「私」が苦悩しているのは実の父の厚かましい振る舞い

前に「枯木灘」を書いた「私」が敗北しているのである。

いることをいま少し分析するならば、父の血でつながった者同士

起きているのである。もっとも衝撃的な事件は、
「芳子の娘園美が

ちをしたという負い目から、現実における実父の要求を飲んだと

ではなく、父は異なっても母の血が同じ者たちが一族として暮ら

臨月で、相手が、美智子の離婚した夫、あさみの男親五郎で、す

でに二人は新宮の方に一言の報せもせず園美が六月の腹の時に名

している社会を指している。
異母姉妹とは婚姻可能であり、異母兄弟とはしばしば財や権力

ているし、第二代綏靖天皇は即位前に異母兄と戦っている。この

本書紀』の物語に頻出するテーマでもある。大国主は兄弟と争っ

た夫と再婚したことになる。美智子とその夫の五郎との間にあさ

り姪に当たる。二人はいとこ同士であり、園美はいとこの離婚し

園美も美智子も「秋幸」
（つまり「私」）にとって姉の娘、つま

古屋の者らだけで内祝をやった」というものだろう。

問題は『源氏物語』
（およびそれが書かれた時代）においても健在

みという娘がおり、あさみが五郎を恋しがって戻ってくることを

をめぐって対立する。それは古代日本、とりわけ『古事記』や『日

であり、
（建前上は）同じ桐壺帝の息子である光源氏・朱雀帝・冷

期待しているのにもかかわらずである。この事件を「私」は「嘘

８

泉帝（および彼らの背後にいる者たち）が皇位をめぐる綱引きを

のようだと見えるほど芳子と娘の園美は常軌をいっしている」と

断じている。しかし一方で母権制という視点から次のような分析

演じている。
母親が違うとうことは、背景となる一族が異なるのであり、一

私は「枯木灘」という物語が物語であるゆえ、現実の内側か

も行っている。

社会という文脈で解釈する場合、同じ父の血を引く者同士が、近

ら壊されたと思ってその果に出て来たものを考える事にした。

族対一族の争いである。よって「枯木灘」で描かれた事件を母系
親姦を行って同士討ちしているとはならない。異なる母の血を引

（中略）芳子と園美は母系家族から母権制の徹底化の方へ動く

ママ

き、それ故に異なる一族に属する者同士が肉体関係を持ったり、
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事でこの社会の制度の根幹をなす一夫一婦制から一歩、踏み

審級に位置する存在として描いておきながら、
「現実の内側から壊

ともいえよう。秋幸の実父浜村龍造を「枯木灘」において最高の

先の章では父の〈物語〉が母の〈物語〉によって破壊されたと

三、
「勝浦」─男の〈物語〉と女の〈物語〉

れてしまったのである。

された」のだ。つまり父の〈物語〉が母の〈物語〉によって壊さ

越えてしまったという問題の立て方だった。
この母方のいとこの夫と婚姻関係を結ぶという出来事を「私」
は「母権制の徹底化」と捉えている。つまり文化人類学上の仮説
である母権制から一夫一婦制への流れとは、完全に逆行するとい
だが、型やモデルケースに当てはまらない事例など多数存在する。

述べたが、このことは中上の後期作品にかなり色濃く表れてくる

うことである。真実は小説よりも奇なりとは言い古されたたとえ
ゆえに「私」が拘泥するのは、決して自分が目撃した事例が型は

浜村龍造の矮小化が行われ、最後には自死するに至る。要するに、

問題である。秋幸三部作の最後を飾る『地の果て至上の時』では

エレクトラという戯曲にひかれて書いた「岬」だったが、い

父の〈物語〉がここで一旦終わりを迎えることになる。

ずれだということではない。
ま眼の前にある事から「岬」を読解しなおしてみれば娘らが

その一方で、オリュウノオバの語りが全篇を貫く『千年の愉楽』

や、
「紀伊物語」
「軽蔑」など女の語りによる〈物語〉が増えてい

を秋幸の異母妹（後に「枯木灘」でさと子として登場する）の側

っていく。しかし男たちの〈物語〉もそこに物語性を付与してい

弟愛的連帯関係にある男たちの〈物語〉も書き継がれるようにな

敗北し、取り込まれていくという作品が多数発表されている。本
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母を殺さずに性の力で凌駕するという事である。
そう「私」の考察が向かう先はあくまで自分が書いた「物語」

「奇蹟」など父ではない、兄
く。またそれと並行して「日輪の翼」

から読み直すことである。結果的に彼女が異母兄と関係を持った

るのはオバたちであったり、語り手の一人としてオリュウノオバ

９

（作品）との関わりのみである。ここで述べられているのは、
「岬」

ことを（彼女には秋幸が兄であるとの認識はなかったが）
、娘の側

が関与していたりと、女の力が見え隠れする。

書き下ろし作品である『地の果て至上の時』が刊行される前後

が母権制の徹底化に動いた─つまり性の力で母を凌駕したと読み
解いている。いとこの夫と婚姻関係を結ぶことも、異母兄と関係

に、女の力、女の〈物語〉の前に男あるいは父の側の〈物語〉が

父権制─父を同じくする者たちを一族とみなし、その中で権力

章で取り上げる「勝浦」もまさにそのような立場で分析できる作

を結ぶことも、父権制の否定と判断されているのである。
や財物が継承される制度は、ここではまったく機能していない。

この「勝浦」は構成や語りの方法などが複雑なのにも関わらず、

品である。

は「父を同じくするものを一族とみなす」という〈物語〉の否定

そもそも母権制の反対概念であるから当然ではあるが、このこと

11

店をたたむ半年ほど前、
（中略）女にむかって何を思いついた

降には、八兵衛が役者と見まごう程の色男であること、西陣の染

示されている。続いて八兵衛とトヨが青岸渡寺を目指して湯治の

のか、役者より役者らしい顔に生れて来たが女子の着物をつ

非常に尻切れとんぼな印象を与える奇妙な作品である。まず冒頭

旅に出たことを述べ、どのようないきさつで二人で旅に出たのか

くるのが天からさずかった仕事に思えて来た、と言い、自分

物屋の旦那で四十を過ぎても浮いた噂が絶えないことが語られる。

を推測する。そしてそれを「記録する者は残していずただ唐突に

が着るのだったら無理だが女御が来てくれるのでたとえ老い

で、
「都が京から東の方へ移され久しく忘れていた戦で血なまぐさ

八兵衛が見事な燃えるような緋色の纐纈染めの反物を所持してい

さらばえ体がくちても楽しみが続くと言った。女は八兵衛の

問題はそれ以降、店をたたむ半年前の話である。

て巡査に捕まったとあるだけである。今に残っているわずかの記

言った言葉にうまを合わしながらも何を言っているのか見当

くなった頃」と語っており、明治初頭を舞台としていることが明

録から可能な限り類推してみれば」と、語り手の存在を印象づけ

がつかなかった。八兵衛は（中略）寒さがこたえ疲れが出た

おなご

て語り起こされる。

ことになる。そして引用部以後が語り手の類推したことであるは

旅に出て、八兵衛が巡査に捕まったことが記録されていたという

めにあるということである。それはこの後に「いつの日かこうや

（つまりハンセン病）にかかっており、やがて体が朽ちていくさだ

ここで八兵衛が暗にほのめかそうとしているのは、自分が業病

のか抜けるように肌が白くなったとつぶやいた。

ずだ。しかしこの語り手の語りは最終的に女の〈物語〉の内に回

って並みの旅の者と一緒に宿にとめてもらえず石を投げつけられ

つまりこの「勝浦」は冒頭を見る限り、八兵衛とトヨの親子が

収されてしまい、この短篇自体が非常に中途半端に終わるように

追い出される日が必ず来る」と八兵衛が考えていることや、トヨ

の足の赤い腫れ物、八兵衛に起こる突然の脱毛の描写から推測で

見える。
またそもそもこの作品は〈物語〉のもととなりうる多くのモチ

中でしっかり展開することなく無効化されてしまうのである。前

ている。端的に言うなら、八兵衛の背負う二つの〈物語〉が作品

成していくことなく、宙に浮いたままの状態で幕を閉じてしまっ

やむしろ、モチーフがちりばめられながらそれらが〈物語〉を構

番の一番札所のある那智の青岸渡寺を詣でがてら」の湯治の旅で

たく理解されない。八兵衛が娘とともに赴いたのは「西国三十三

負う業病にかかって湯治の旅に出るという〈物語〉は、女にまっ

言っているのか見当がつかなかった」とあるように、八兵衛が背

しかし「女は八兵衛の言った言葉にうまを合わしながらも何を

きる。

置きが長くなったが、その八兵衛の〈物語〉について検証したい。

あり、
「何人もよみがえったという噂のある温泉」を目指してい

ーフを有しているのだが、それらが効果的に使われていない。い

まず冒頭の語り手による「類推してみれば」という語り出し以
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湯の峰温泉で復活を遂げた「小栗判官」の〈物語〉を背負ってい

た。つまり八兵衛は地獄から業病を患った状態で蘇生し、本宮の

勝浦にたどり着いた八兵衛は、浜そばに住む元女郞で荒くれ者の

布を血の深く輝きのある緋色に染めあげる」決心をする。そして

「西陣の染物屋の意地で醜く歪んで死んだトヨの身にまとっていた

妾をしている女のもとに身を寄せるが、この女もまた八兵衛の業

ると推定されるのである。
ところが、この彼が背負っている〈物語〉はことごとく女たち

八兵衛はこの女のもとに身を寄せているのに、この女に対して

病には気づかない。この女は不可解な言動で八兵衛を戸惑わせる

朝になって宿の内儀から勧められ浜に行き戻って来て見ると

酷く冷淡である。女が「八兵衛が五年前に描いた模様の着物」を

に無視されてしまう。あえて下世話な言い方をするなら、あっさ

井戸の水汲みをしているトヨの足首を見て気づいたと言って

着ていることから、勝手に「由緒ある御人のような気がした」の

のだが、そのことについては後述する。

内儀は赤い大きな花のような脹れものを指さし、その宿の近

だが、女の経歴を聞いて「心持ち不満を抱」くようになる。一方

りと「スルー」されてしまうのである。

辺をうろつき廻っている自警の男らに黙っているから荷物を

れを共有する。浜そばに住む女によい染料があったかと問われて

勝浦の浜で八兵衛が声をかけた生娘は、八兵衛の秘密を知り、そ

ここで宿の内儀はあくまで八兵衛の娘トヨが業病であると気づ

「ろくなものはない」と答えていた八兵衛は、この生娘を見いだし

とになるのだが、これが冒頭で述べられている「纐纈染め」の反

そしてトヨの死と同時に、八兵衛はもう一つの物語を背負うこ

るしかないと言うと、娘は八兵衛の術に陥ってしまったよう

たのだと言い、娘にこの病に治るのには娘の生肝をもってす

が当ったのか分からぬが体が溶けていく病にかかってしまっ

彼女は血染めの布の染料として利用されることになる。娘が一つ

娘が八兵衛の業病にかかった男という〈物語〉を受け入れると、

11
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持って宿から出て行ってくれと言い、
いているのであって、八兵衛その人が病にかかっているとは気づ

いてこの娘とともに勝浦を出る。トヨがそうであったように、こ

た時に「やっと染物の材料のいいのが手に入りそうだ」といいお

警の男らには黙っている」と温情を見せている。八兵衛の業病持

の娘は八兵衛の布を染める染料とされてしまうのである。

いていない。娘の病気を理由に宿から追い出している。しかも「自
ちの男、「小栗判官」という〈物語〉には気づかず、踏み込まな

物である。纐纈染めとは本来、奈良時代に存在した絞り染めの一

にこの自分でよいというのならと言い（中略）
、生肝なりなん

八兵衛は、初めて本当の事を言うが前世の因縁なのか何の罰

種であるが、文学上のモチーフとしては血染めの布の代名詞とし

なり取って下さいと言う。

い。

て登場することがある。

れ物だらけになったトヨの体に巻き付ける。そしてトヨの死後、

ここでもその例に漏れず、八兵衛は未染色の絹の反物を全身脹

11

女は男振りの輝く八兵衛が自分に声を掛け家に来ると夢を見

女は八兵衛に出会った当時、不思議な言動をしていた。

語〉に強制的に回収されてしまうのである。八兵衛は娘の首を絞

ていたし、今も現世の人ではないように輝いてみえると言い

の〈物語〉を信じたがために、当初は予想さえしなかった別の〈物
めて殺害し、その血で反物を染める。そして「その深く輝くよう

何日でも気のすむまで居てくれとうなずく。

まるですべてをあらかじめ理解していたかのように八兵衛を家

な緋色に染め上げた絹の反物二本に絞りが炎のように入り、そこ
に柔らかい桃色がかった花のような模様が浮き上がってくるのを

れた者は、八兵衛が描く反物に取り込まれてしまったといいかえ

められた。八兵衛の持つ〈物語〉を信じた者、
〈物語〉の毒に冒さ

男という〈物語〉を信じた娘を犠牲にして、
「深く輝く緋色」に染

業病に冒されて死んだトヨを包んだ布は、八兵衛の業病持ちの

理解できないものを見聞きする力を持っているようだが、この女

その声に眠れずいつも夢を見る」という言動がある。八兵衛には

「浜で明け方に空から馬に乗った侍らが駆けて来て勝鬨をあげる、

は窺えない。この女は決して予知夢を見るだけではないらしく、

あるだけで、八兵衛がこれ以上のことを女に聞こうとしている様

に迎え入れている。これに対して「八兵衛は奇妙な気がした」と

られるかもしれない。勝浦浜そばに住む女に対する不満とは、自

の〈物語〉に八兵衛は踏み込まない。
「不思議な事を言う」と思う

見た」のであった。

分にふさわしくない（ろくな染料ではない）という思いの表れだ

しかし、この奇妙な会話の後に一旦女と別れ、娘を殺して反物

のみである。

の数々を描き、それが八兵衛にこそ似合うような華やかさだった

を緋色に染め終えてこの女の元に戻ると、事態は一変する。いや、

ろう。それは「脳裡には西陣で自分が図柄を決めて染め上げた布
事に気づいて皮肉なものだと苦笑するのだった」と、八兵衛自身

ある意味では八兵衛の油断から女の〈物語〉に乗ってしまったと

は「ふうんと相槌を打ち、丁度いいとつぶやく」までになってい

魔物が出ると噂してまわるので気味が悪い」という女に、八兵衛

捉えることができるかもしれない。
「他所ではこのごろ鬼が出る、

が回想していることからも裏付けられよう。
四、おわりに
八兵衛の〈物語〉を信じた娘は、八兵衛の描く反物（あるいは

いたからに他ならない。しかし、ことはそれで終わらない。完成

もなおさず「八兵衛にこそ似合うような華やかさ」を娘が備えて

る。藤沢は「小栗判官」で地獄に落ちた小栗を助ける大空上人が

八兵衛は「さる高貴な御方に頼まれて藤沢まで運ぶ」と女に告げ

そして暗がりの中で発光する布を女に見つけられてしまうと、

る。

した血染めの反物二つを持って、八兵衛は勝浦の浜そばに戻って

いる遊行寺のある場所で、ここから小栗は熊野の湯の峰温泉まで

血染めの布という〈物語〉）に取り込まれてしまった。それはとり

くる。元女郞で、荒くれ者の妾をしている女の元にである。この
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車に乗せられて運ばれていく。八兵衛がどのような意図で藤沢と

ことが不可能になってしまったのである。

女の〈物語〉の中に回収されることで、敗北を喫して語り続ける
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のみが知り、見聞きすることのできる〈物語〉の中に回収されて

など、失敗した国生み神話（ヒルコ）を描くことで、
「路地」が

「路地」の始祖を蓮池に子どもを沈めてしまった夫婦と想定する

たとえば、
「日輪の翼」
（
『新潮』一九八四年一月・三月）では

しまった。しかし女の側の〈物語〉に敗北を喫したのは、八兵衛

現実の日本とは反転した（逆さまの）国家として表象されてい

６

のみではない。「今に残っているわずかの記録から可能な限り類

る。

八兵衛が有し、二人の娘たちを巻き込んだ〈物語〉は、結局女

推」することで八兵衛と女の〈物語〉を語ってきた語り手もまた、
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おそらく『地の果て至上の時』以前に「鳳仙花」という母フ

を狙った反乱物語は異母兄弟間の争いを描くことが多い。

即位前紀は『日本書紀』にのみ見られる話である。一般に皇位

大国主の説話は『古事記』にのみ見られる話で、一方の綏靖

九月）

７ 「 物 語 の 系 譜 ８ ─ 折 口 信 夫（ 下 の Ⅱ ）
」
（
『国文学』一九八三年
８

９
サの〈物語〉を書いたことも大きく影響を与えている可能性は
高い。
たとえばオリュウノオバの絶対的な語りの視点で描かれる『千

年の愉楽』収録作品や「勝浦」と同時期に発表された「重力の
都」
（『新潮』一九八一年一月）など。
血染めの布というモチーフは、おそらく日本においては慈覚

大師円仁の入唐求法説話が嚆矢となる。
『今昔物語集』巻一一の
第一一話と『宇治拾遺物語』巻一三の第一〇話にほぼ同内容の
説話が見える。人里離れた長者の屋敷で人を逆さに吊して血を
搾り取って、血染めの布を製造している。その纐纈城と呼ばれ
る城から円仁は仏法の加護で脱出に成功する。国枝史郎「神州
纐纈城」
（『苦楽』一九一五年一月〜九一六年一〇月）もこのモ
で触れた国枝史郎「神州纐纈城」では纐纈城の主は「奔

チーフを利用している。
注

るモチーフが見受けられる。

う薬が作られているなど、
「勝浦」と「神州纐纈城」には共通す

面をかぶっている。また人の臓器を原料とする「五臟丸」とい

馬性癩患」という「悪病」を患っているために皮膚が崩れ、仮

10

─はやかわ

よしえ・文学部非常勤講師─
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論

１．はじめに

文
処分性拡大の「副作用」問題
髙

木

英

行

判所はこの種の行為として、基本的には「公権力の主体たる国ま

たは公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の

。そしてこれは行政法総論で言う「行政行
集一八巻八号一八〇九頁）

権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認めら

。行政救済法によれば「取消訴訟の排他的
法［以下「行訴法」］三条）

。このことから伝統的
為」を指すとされてきた （以下「処分性公式」）

行政行為 （行政処分）はたとえ違法であっても、原則として、取

管轄」であり、行政法総論によれば「行政行為の公定力」である。

に裁判所は、行政行為に当たらない行政活動に関しては、市民か

れているもの」を念頭に置いてきた （最判昭和三九年一〇月二九日：民

また取消訴訟は、原則として、違法な行政行為を受けたことを知

ら取消訴訟が提起されても、処分性を欠くとして不適法としてき

消訴訟を通じて取消されない限り有効であり続ける （行政事件訴訟

った日から六カ月以内に提起しなければならず、この期間を過ぎ

た。

２

ないような行政活動に関してまでも、
「仕組み解釈」を通じて広く

１

だが近年最高裁は、従来の考え方からすれば行政行為に当たら

。行政救
るとその行政行為につきもはや争いえない （行訴法一四条）
済法によれば「取消訴訟の出訴期間」であり、行政法総論によれ
ば「行政行為の不可争力」である。

訟の排他的管轄や出訴期間も拡大する、その結果市民に「不測の

処分性を認める動向にある。しかし処分性拡大に伴って、取消訴

となる行政活動の定義である。法律上「行政庁の処分その他公権

不利益」という〝副作用〟が生ずるとの懸念が強く示されてきて

さて「処分性」のある行政活動、換言すれば「取消訴訟の対象」
力の行使に当たる行為」（行訴法三条二項）と規定されているが、裁
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りこの問題が〝顕在化〟し、判例動向への賛否を越え、喫緊の問

題としては指摘されてきた。しかし今日、
「処分性拡大判例」によ

〝潜在的な〟問
対的行政処分論等（以下「両拡大論」）──をめぐっても、

稿でみたように、従来からの処分性拡大論 ──形式的行政処分論や相

いる。この副作用問題 ──以下「管轄拡大問題」──については、前

「処分の標準装備を原則として認め、違法性の承継という操作を含

的処分に至る純粋に手続の一環を構成する」周辺部分の場合には、

一方で処分性拡大判例でも争われてきた各種通知のように、
「定型

辺部分を二種に区別し、処分の標準装備の作動のあり方を論ずる。

ときどのような問題が派生するのかという問題意識から、その周

た「周辺 （フリンジ）部分」を取消訴訟制度に取り込む処理をした

３

題としてその対応策の提示が求められている。にもかかわらず、

めて、事柄の性格上作動させるには親しまないものをはずすとい

きている、処分性を拡大しても取消訴訟の排他的管轄は適用しな

方の一端を模索する。以下２では、学説を通じて広く提案されて

そうすることで、処分性拡大判例動向を踏まえた行政救済のあり

そこで本稿では、この管轄拡大問題に対象を絞って考察する。

して取り上げる限りの処分であって、標準装備は連動しないとす

こでこの負担を免れるため、その周辺部分は、
「取消訴訟の対象と

せることは、相手方市民・行政庁双方にとって負担が大きい。そ

政指導」と性格づけられている場合に、処分の標準装備を作動さ

これに対して医療法勧告事件のように、周辺部分が法律上「行

４

管轄拡大問題に関しては、学説上これまでまとまった形での研究

う操作も可能である。
」

いとの議論 ──以下「排他的管轄『不適用』論」──を紹介する。３に

ることになる。
」ただしこの扱いは、
「制度としての取消訴訟の運

７

がみられない。

おいてそれらの学説を横断的に考察し、４において私見の「均衡

用とはまったく異なるものであって、取消訴訟制度が正面から予

５

という諸要素」、さらには同じ「処分」文言の使用を通じた行政手

行為の取消判決という判決手続のほか、公定力、不可争力の付与

まず塩野宏氏は、取消訴訟制度が「処分の違法性の確認、違法

との関係で取消訴訟の途を開くとしても、処分に連動する制度的

能な救済方法がある場合にはそれにより、ない場合には当該事案

塩野氏は、周辺部分に関しては、
「差止訴訟、確認訴訟など利用可

がないときの便法と説明する以外にない。
」と指摘する。かくして

「仮にこれを認めるとしても、それは実効的救済のため、他に方法

訴訟制度を含む行政制度の根幹を揺るがすことになる。
」として、

定しているものとはいえないし、これを安易に認めることは取消

解釈」を提示する。そして５において今後の課題を述べる。
２． 排他的管轄「拡大」論
（１）処分の標準装備

続法や行政不服審査法の規定の適用によって構成されていること

効果を働かせないとする」
。

６

を指して、
「処分の標準装備」と呼んでいる。その上で同氏は、処
分概念の中核領域 ──「定型的行政処分及び定型的実力行使」──からみ
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（２）排他的管轄と出訴期間
８

「ある行政作用について処分性が認められれ
つぎに亘理格氏は、

合理的とは考えられないから、特段の事情がない限りある程度カ

テゴリカルに「正当な理由」に該当すると判断することも解釈論

「通常人に対して、『処分』として認定可能な行政作用が行われた

して判断されるべき」だからである。すなわち両制度の適用は、

く、訴訟を提起することとなる者が置かれた客観的状況をも考慮

及び出訴期間の適用は、法制度上の建前を考慮するばかりではな

るべき制度であるとは言えない」とする。なぜなら、
「排他的管轄

的効果であると考えられるが、かと言って、常に厳格に適用され

した上で、両制度は「処分性が認められた場合に通常生じる制度

訟の場合は、出訴期間の制限が及ぶと解される可能性がある。
」と

きこと。抗告訴訟も一面、確認訴訟としての性格を有する点を想

された訴えであっても柔軟に出訴要件を満たすものとして扱うべ

型は本質的に共通ないし同質なのであるから、いずれの形で提起

判断ないし認定行為の適法性に変わりない、その限りで両訴訟類

担させるべきではないこと。いずれの訴訟類型の審判対象も行政

になっている現状下、その選択の不備の不利益を訴訟当事者に負

社会的利害関係が複雑化し、訴訟類型選択が通常人にとって困難

との問題意識のもと、併用的構成を裏付ける以下三点を指摘する。

さらに亘理氏は、
「抗告訴訟と当事者訴訟の連携」をはかるべき

として説得力があるという。

時点で取消訴訟を直ちに提起しなければ、自己の権利利益の保護

起すべきこと。

から抵触する法解釈はできないものの、
「正当な理由」条項にも着

しては、行訴法上明文規定 （一四条）がある関係で、それと真っ向

ことにも、法解釈として説得力があるという。また出訴期間に関

的状況への配慮という現実的考慮によってその適用を免れさせる

明示された原則でないので、通常人たる当該私人が置かれた客観

以上を踏まえ亘理氏は、排他的管轄に関しては行訴法の規定上

る具体的な規律であり、こうした規律に法的安定性を持たせるた

律を根拠にして一方的に責任を負って定める、私人一般を拘束す

プローチを提唱する。それによると、
「行政行為は、行政機関が法

機関の他種の行為と比較しながら、分節・分析して理解する」ア

行政行為が行政手続の中で果たす具体的な機能に着目して、行政

的な公定力観念にこだわらずに、行政行為の法的性質・法効果を、

「伝統
つぎに山本隆司氏は、管轄拡大問題を考えるに当たって、
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ば、当該行政作用には抗告訴訟の排他的管轄が及び、また取消訴

を確保し得ないと判断することを要求することに、当該通常人が
置かれた客観的状況に照らして合理性を認め得るかにより、決す

（３）行政行為と取消訴訟

目すべきとする。例えばいずれも処分性が認められた二項道路一

めに、私人からの異議に期間制限を設けるのに適合した行為と見

べき」という。

括指定や医療法勧告の場合、通常人に対しその時点で取消訴訟を

られる。
」

９

提起しなければ自己の権利保護を確保しえないと要求することが

11

には、取消訴訟手続に関する特則のうち、当該行為の法的性質に

取消訴訟の対象を行政行為以外の行政機関の行為に拡張する場合

た、訴訟手続に関する特則の束として、理解されよう。そして、

び法的安定性を志向する規律という行政行為の法的性質に対応し

になろう。」として、いわく。「取消訴訟制度は、法的明確性およ

管轄の観念にこだわらずに、より分節的・分析的に理解すること

このように行政行為を再定義すると、
「取消訴訟手続も、排他的

者訴訟による救済〉の可能性をも認める。

て、先行行為・後続行政処分の途中期間における、別途の〈当事

れれば、先行行為の違法確認訴訟を提起できると解される。」とし

期間においては、訴えの利益が当該事案に即して具体的に認めら

行行為の取消訴訟の出訴期間が終了してから後の行政行為までの

て可能と解される。
」として、
〈違法性の承継〉を認める。また「先

行行為 （本件でいえば、勧告）の違法性を主張することが、原則とし

処分）の取消訴訟において、最終決定として処分性の認められる先

（４）訴訟類型選択に係る判例政策

適合しないものは、適用を制限することになろう。取消訴訟に関
する行訴法の規定を絶対視するのではなく、取消訴訟の対象とな
る行為を実体法・手続法上規律する法律の解釈として、取消訴訟

「具体的な紛争状況において、行政決定の
つぎに橋本博之氏は、

手続保障をカテゴリカルに私人に及ぼす趣旨で処分性が認められ

置づけられる行政決定については、あらかじめ行政行為と同様の

力・拘束力を持つ行政行為の要件 （の一部）に関する最終決定と位

力・拘束力がそれ自体に認められていないが、行政手続上、規律

以上を踏まえ医療法勧告事件を挙げつつ論ずる。
「法律上、規律

不利益を与える回答をするという手続上の仕組みがある場合」に

することが望ましい」とし、とりわけ「国民からの要求に行政が

の利益保護の必要性という観点から『仕組み解釈』を行って判定

考えられる場合には、処分性の有無につき行政手続的にみた原告

事後的司法審査によって救済を求めることが一応合理的であると

一方で医療法勧告事件のように、法律上「行政指導」とされる

は、
「原告の手続的利益へのマイナスの影響があれば処分性を肯定

と解される。出訴期間を制限して法的安定性を創出するのであれ

通知や勧告について、
「柔軟な『仕組み解釈』により事実上の影響

るとしても、出訴期間を制限して法的安定性を創出する根拠およ

ば、段階的な行政行為の制度を法律で定めるべきであり、法律が

を取り込んで処分と構成した場合」、その処分に「当然付着する手

するのに十分と解すべき」と主張する。

そうした制度を定めていない以上、出訴期間を制限する根拠およ

義務、取消訴訟の利用強制」が生じることも認めるべきとする。

続的仕組み・手続的効果」としての、
「行政手続上の仕組み、教示

かくして山本氏は、医療法勧告に出訴期間が適用されないこと

またそうであるがゆえに、
「行政実務の側では、通知や勧告が、関

び趣旨を法律から読み取ることはできない。
」

び趣旨は、基本的に当該行政決定に関する法律に含まれていない、

に関する行訴法の適用を制限することになる。
」

11

を前提に、
「結局、後の行政行為 （本件でいえば、保険医療機関指定拒否
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11

連する法的仕組みの全体の中で処分であるかを明確にする必要性

考えるべきである。根拠規範の解釈により処分を発見し、その上

このように橋本説は、
「実体法上、適正手続原理に資する事前・

で抗告訴訟という括りの中でしか争えないというドグマティクに

しかし以上の〈処分性純化論〉は、
「あくまで抗告訴訟の中の事

事後の行政手続を整備するという文脈」での処分性純化論を主張

が生じるので、立法政策上、これらの行為形式に対し、行政手続

後的救済手続である取消訴訟・無効確認訴訟に限定した上での」

する一方、訴訟類型の選択については、
「処分性を前提とする抗告

縛られるのではなく、訴訟類型の選択は、訴訟手続の多元化・多

議論であって、
「抗告訴訟の多元化、抗告訴訟と当事者訴訟との重

訴訟と、そうでない当事者訴訟・民事訴訟とを相互排他的に振り

上の位置を明確にすることが喫緊の課題となる。
」この立法的整備

層化という与件は、別に考えなければならない。
」すなわち行訴法

分けなければならないとする考え方」を転換して、
「原告の救済の

層化に対応した、個別具体の事案に適応した司法的救済を実現す

改正後の「行政訴訟類型の多元化・多層化という状況下では、そ

便宜から機能的に解釈すれば良」く、
「もっぱら個別具体の事案に

の必要性からすると、処分性拡大判例を「前提としてもなお、手

れぞれの訴訟類型を相互排他的と考え、並行訴訟性を否定した解

つき適切な救済を可とする観点からの判例政策の問題ととらえる

るための判例政策上の問題と考えればよい。
」

釈をするべきではなく、個別の紛争ごとの救済の必要性に応じて

べき」とする。

を用いることが紛争解決上合理的であり、争訟のタイミングとし

生じる形成的な法律関係の変動を、形成的に争うもの （取消訴訟等）

複合的・重層的に考えることこそ重要である。行政決定によって

ようとする方向性について、両者を排他的にとらえるのではなく、

する紛争に着目し、国民の権利利益の側から訴訟類型を再構築し

しようとする方向性と、法律関係という側面から行政決定に起因

を整備し、手続的防御を通して当該行政決定につき適法性を担保

いう重大な例外的取扱いを、
「便法」により正当化する議論展開に

は取消訴訟制度を含む行政制度の根幹を揺るがすことになる。
」と

法」と議論するにとどまっている。とりわけ、
「安易に認めること

ていないし、そうでない周辺部分に関しても権利救済のための「便

準装備」を作動させない理由は、
「事柄の性格」を越えて議論され

至る純粋に手続の一環を構成する」周辺部分に関して「処分の標

があまり明確でないように思われる。というのも、
「定型的処分に

まず塩野説であるが、排他的管轄「不適用」を正当化する論拠

３．若干の検討

て適切と考えられるのであれば、それを用いればよいというだけ

は違和感を覚える。

─ 40 ─

続法的に構成された処分性概念の純化が図られるべき」とする。

これらを重層的に利用可能なものと解すべきである。
」として、い
わく。

の問題なのであり、その他の訴訟類型の並行提起可能性は別個に

「行政決定について、事前・事後の手続的コントロールの仕組み

11

4

4

4

4

4

4

4

むしろそのような重大な例外的取扱いを、
「仮に」とはいえ塩野
4

る。その前提として同条項のカテゴリカルな解釈が可能との理解

ろん原田説等はそれを能動的に正当化するに対し塩野説は受動的に正当化する

て見られた「救済の便宜」論と、共通の基盤に立っている ──もち

してしまっている点で、原田説等の「形式的行政処分」論におい

法」論は、排他的管轄「不適用」を不明確な論拠でもって正当化

要があるのではないか。うがった見方ではあるが、塩野説の「便

的にまた法解釈論的に、その正当化につき議論を尽くしていく必

大問題への対応策として、裁判所のアドホックな判断を前提とす

ゴリカルな解釈問題からもたらされうる、カテゴリカルな管轄拡

しうるのだろうか。少なくとも処分性という （判例からすれば）カテ

うるとしても、実際問題、各裁判所を通じてその種の解釈が実現

たものである。また仮にその種のカテゴリカルな解釈が認められ

斟酌して判断される、その限りでは〈衡平〉的観点から設けられ

というのも「正当な理由」条項は、そもそも個別具体的事情を

のようだが、検討の余地があるのではないかと思われる。

という姿勢の相違はあるが──ように思われる。

説としても「認める」のであれば、そうであればこそ、法原理論

11

とはいえ処分性拡大の「補充性」を厳格に解釈する塩野説の趣

る「正当な理由」条項を活用する議論には、問題解決の方法論と

の多様化の重要性──を考慮する立場とみることもできよう。そして

「処分の標準装備」の重要性 ──それとともに行訴法改正による訴訟類型

そに、安易に流れる処分性拡大判例の問題性を鋭く自覚し、また

確立した法理であるのにもかかわらずそれを適用しないというの

れが確立した法理であることを踏まえる必要があるのではないか。

上明確な根拠がない点を挙げる。しかしそうはいっても、今日そ

また亘理氏は、排他的管轄が適用されない理由として、行訴法

して限界があるように思われる。

この面からすれば、塩野説は、
「取消訴訟の排他的管轄」に内在す

であれば、やはりそのことを正当化するに足りる相応の解釈論的

裏付けが必要であろう。確かに同氏は、
「抗告訴訟と当事者訴訟の

ンスのとれた正当化論であり、早くから同様の姿勢で取り組んで

別しつつ解釈論を提示する。法原理論的にも法解釈論的にもバラ

「抗告訴訟の排他的管轄」と「取消訴訟の出訴期間」とで論点を区

れる。

いことの解釈論的裏付けについては、なお明確でないように思わ

標準装備」として認められるべきはずの排他的管轄が適用されな

用的構成を裏付ける説得力ある議論を展開する。しかし「処分の

連携」の問題意識のもと、訴訟類型の理論的相対性の観点から併

いた阿部説 （相対的行政処分論）の到達水準を進めるものであろう。

つぎに亘理説は、予測可能性の保護という原理的要請を踏まえ、

しているといえよう。

る「法的安定性の保護」の原理的要請に配慮した法解釈論を展開

旨を踏まえれば、
「便法」という形でしか理由づけられないことこ

11

11

11

しかし疑問の余地もないではない。例えば亘理氏は、出訴期間に

明確性および法的安定性を志向する規律という行政行為の法的性

つぎに山本説は、
「行政行為」と「取消訴訟」について、
「法的

22

関して「正当な理由」条項を通じ対応すべきとの趣旨のようであ
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11

質」を踏まえ再定義し、管轄拡大問題に迫る。先の亘理説が、
〈行

脈では、
【原告市民の裁判的救済】を重視しつつ、訴訟類型選択に

して「取消訴訟の利用強制」を認める。これに対し訴訟類型の文

確かに、処分性を拡大しても「処分の標準装備」の作動を前提

政訴訟〉を提起しようとする〝通常人〟の観点を引き合いに、
「予

比で言えば、法原理論的にも法解釈論的にも〈対蹠的な〉論理構

とする議論は、現行法解釈として自然である。行訴法改正の趣旨

係る〈判例政策論〉を唱えるのだが、その前提として「訴訟類型

成をするものとみられ、注目すべき議論である。また「法的安定

を踏まえた併用的構成も立法動向に根差している。さらに処分性

測可能性の保護」の要請から、排他的管轄「不適用」論を導き出

性の保護」の要請に着目する点で塩野説の方向性とも共通するよ

純化論に立ちつつも、
「手続的利益の侵害」のメルクマールのもと

の並行提起可能性」を認める （裏返せば「取消訴訟の利用強制」を否定

うに思われるところ、
「処分の標準装備」をめぐる解釈論的検討を

処分性拡大の余地を認める点で、処分性拡大判例を説明する一つ

すのに対し、山本説は〈行政行為〉を規定しようとする〝立法者〟

進める点で、塩野説よりも突っ込んだ論証を行うものと言えよう。

の視点を提示するのみならず、抗告訴訟とりわけ取消訴訟の活用

。すなわち橋本説は、管轄拡大問題に関して、両文脈により
する）

もっとも先行行為・後続行為の途中期間における当事者訴訟の

ニーズにも配慮するものとも言えよう。全体として橋本説は、
「法

の観点を引き合いに、
「法的安定性の保護」の要請から、排他的管

提起を認める山本説に対して、
「あえて勧告に処分性を認めなくと

的安定性の保護」の要請と「予測可能性の保護」の要請との調和

。
排他的管轄の適用・不適用を異ならしめる （以下「切り離し論」）

も、当初から、取消訴訟以外の適切な訴訟を行えばよい」との塩

を目指す、明瞭な論理構成であるように見受けられる。

轄「不適用」論を導き出す。その意味で山本説は、亘理説との対

〝ありうる〟原告の訴訟活動を起点に考え
野氏からの批判がある。

シンプルで過不足のない対応策を議論していく必要性が、示唆さ

要性が、また塩野批判からは、管轄拡大問題につきできるかぎり

という二つの対応策を想定されうる状況に応じて議論していく必

からは、管轄拡大問題につき「違法性の承継」と「併用的構成」

とで、議論がかみ合っていないように思われる。とはいえ山本説

る山本説と、
〝あるべき〟裁判所の訴訟選択を起点に考える塩野説

なかんずく「処分権主義」（民訴法二四六条、行訴法七条）を前提とす

、
の自由選択〉として併用的構成を提案してきた。「当事者主義」

を含め、これまで多くの排他的管轄「不適用」論では、
〈原告市民

立ちうるのか、検討の余地があるのではないか。この点両拡大論

所の判例政策 （という名の選択）にゆだねるとの議論がどこまで成り

もっとも訴訟類型の選択を救済方法の選択ということで、裁判

22

22

るなら、裁判所の選択権限を介在させる橋本説よりも、原告の自

さらに橋本説は、行政手続の文脈では、
【行政決定の立法的統
制】を重視しつつ、
〈処分性純化論〉を唱えるのだが、その前提と

22

22

22

己決定を基準とした従来型の議論のほうが自然なようにも思われ
る。

22
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22

れているようにも思われる。

22

る〟という問題意識からすれば、塩野批判にも説得力があると思

〝裁判所を統制す
かなる訴訟類型を裁判所は選択すべきかという、

からすればすれ違いがあるかもしれないが、どのような場合にい

ことをも考慮せねばならない。判例の積み重ねを重視する橋本説

の道筋をつけることが学説の課題」との塩野氏からの批判がある

また橋本説に対しては、そうした裁判所の判例政策に「ひとつ

が求められる。

応じどのように認めていくかの論証過程について、さらなる展開

なぐ論証過程、さらに違法性の承継と併用的構成とを係争事案に

排他的管轄「不適用」論と違法性の承継または併用的構成とをつ

おいても、排他的管轄「不適用」そのものを裏付ける論証過程、

いまだ十分に論じられていないように思われる。また法解釈面に

うにも見受けられる。仮にそうであるとするなら、現に取消訴訟

述がないことから推察すると、あるいはそれを否定する趣旨のよ

的に認める旨の記述があること、
「違法性の承継」を認める旨の記

い。もっとも、医療法勧告につき「取消訴訟の利用強制」を明示

加えて橋本説は、
「違法性の承継」を認めるか否かが定かではな

ずしも説得力あるものと受け止められてこなかったという解釈論

排他的管轄を「不適用」とする両拡大論以来の試みに関して、必

ではないか。その理由として、処分性を拡大したのに取消訴訟の

が、行訴法を踏まえた現実的な解釈との前提に立つ必要があるの

として「取消訴訟の排他的管轄」をも認めざるをえないというの

はいえ、係争行為につき処分性を認める以上、その付随的な帰結

思うに、出発点として、
「仕組み解釈」により拡大されるものと

において「違法性の承継」を求めて争っている ──にもかかわらず裁

レベルでの「反省」を踏まえねばならないほかにも、塩野説や山

う。

判所からそれを拒絶される──原告市民に不利益が生じないのかなど、

33

22

さらに検討する余地があるように思われる。

安定性の保護」という原理的要請についても無視できないからで

本説が論ずるように、取消訴訟の排他的管轄の背景にある「法的

33

も、管轄拡大問題の重要性からすれば、法原理面からも法解釈面

いる。両拡大論より一歩進んだ展開である。しかしそうは言って

排他的管轄「不適用」をめぐりさまざまな論理構成を試みてきて

断的に検討し、到達水準と課題点を検討してきた。総じて学説は

以上、取消訴訟の排他的管轄「不適用」論を主張する各説を横

官の広い裁量判断に依存する解釈論は好ましくない。また阿部説

対応策として、例えば「正当な理由」条項の活用といった、裁判

う原理的要請に基づく何らかの対応策が必要である。ただしこの

認できない。したがって、原告市民の「予測可能性の保護」とい

釈によって市民に対し「不測の不利益」が生じる実際的帰結は容

とはいえ両拡大論以来懸念されてきたように、処分性の拡大解

ある。

からも、なお突き詰めて検討する余地があるのではないか。例え

が提案してきたように、
「訴えの変更」を促す「積極的釈明」等と

４．均衡解釈

33

ば学説では、排他的管轄「不適用」をめぐる法原理的な正当化が

33

─ 43 ─

33

33

だけ避けるべきであろう。

的にその実現の帰趨を裁判所に丸投げするおそれがあり、できる

な理由でもって排他的管轄「不適用」論を正当化するのは、結果

らに塩野説のように、
「事柄の性格」や「便法」といったあいまい

問題解決のあり方としてあまり望ましくないように思われる。さ

介在させる解釈論も、〝裁判所に対する統制〟の観点からすると、

いう形での、裁判所の認定判断 （民訴法一四三条四項）や訴訟指揮を

していく姿勢が必要であろう。

れゆえ両原理的要請の調和を目指した明瞭な解釈論的構成を模索

的安定性の保護」の要請をも踏まえねばならないからである。そ

対応策を考えるに当たっては、取消訴訟の排他的管轄がもつ、
「法

た〟議論を導き出すのは早計である。なぜなら管轄拡大問題への

轄を「不適用」にすべき〉という、従来から見られる〝割り切っ

測可能性の保護の要請が損なわれうるので、取消訴訟の排他的管

されるのならば、少なくとも、
「法律による行政」という行政法原

以上のことから、
〈仕組み解釈〉を通じて処分性が〝拡大解釈〟

憲法原理から導いた上で、排他的管轄「不適用」論を積極的に提

理からの対応的要請 （すなわち予測可能性の保護の要請）に基づき、そ

もっとも予測可能性の保護の要請を「裁判を受ける権利」等の
唱する阿部説についても検討の余地がある。確かに、管轄拡大問

の拡大と「反比例」して、「取消訴訟の排他的管轄」が〝縮小解

4

題の「人権侵害」性を直視した議論として、明瞭な論理構成では

4

釈〟されねばならないという〈均衡解釈〉の必要性が、規範的に
4

ある。しかしこの種の憲法へとダイレクトに結びつく議論がどこ

4

演繹できるのではないだろうか。ここで注意すべきなのは、規範
4

まで裁判所によって受け入れられるのか、現実的に考えて疑問が

解釈」に過ぎない点である。その意味で、取消訴訟の排他的管轄

4

的に演繹できるのは一律「不適用」ではなく、あくまでも「縮小

しては、このような形で憲法原理からの「外在的」な正当化を試

がもつ「法的安定性の保護」の要請についても、解釈論の中で何

4

ある。それゆえ「予測可能性の保護」の要請に基づく対応策に関
みていく ──ことも必要であるがそれ──のみならず、できるかぎり行

くべきである。もっともこのように「法律による行政」に基づく

ずもってこの行政法の〈原理原則〉から内在的に正当化されてい

ろうか。したがって「予測可能性の保護」の要請に関しては、ま

の不変の原則たる「法律による行政」の〝核心的部分〟ではなか

との関係、またいかなる場合にどちらの対応策を採るのが合理的

適用」論につき、その「不適用」論と違法性の承継・併用的構成

を縮小する必要性を提唱した。しかし先に、学説の排他的管轄「不

に遡って、均衡解釈という考えかたを通じて、排他的管轄の縛り

以上前章では処分性拡大に対して、法律による行政の原理原則

５．むすびにかえて

この原理的要請を踏まえた上で、
〈処分性が拡大される場合には予

訟の提起を含め）を自己決定できる〟というのは、わがくに行政法

ひるがえって、〝法律を信頼して市民がみずからの活動 （行政訴

らかの形で反映させる余地を規範的に含んでいなければならない。

33

政法原理からの「内在的」な正当化を試みていく必要があろう。
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33

なのかに関して、いまだ十分議論が展開されていないことを指摘
した。そしてこれら課題点は、現在の私見の均衡解釈の課題点と
してもそのままあてはまる。そこで解決の方向性である。結論か
0

0

0

0

0

0

0

0

0

ら先に言えば、均衡解釈の内容は、次に挙げるように、管轄拡大
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

問題に関わって原告市民が直面する典型的な事案類型の相違に応
じてそれぞれ別異に考えるべきである。
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

一方で、法律規定を信頼し、先行行為には処分性がないと原告
市民が解釈して、
〈後続行政処分の取消訴訟〉段階ではじめて先行
行為の「違法性」を主張したところ、裁判所が「仕組み解釈」に
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注
１ 「仕組み解釈」論については橋本博之『行政判例と仕組み解釈』
（弘文堂、二
〇〇九年）
【橋本書】一頁以下等参照。
２ 二項道路一括指定事件（最判平成一四年一月一七日：民集五六巻一号一頁）
、
労災就学援護費不支給決定事件（最判平成一五年九月四日：判時一八四一号
八九頁）
、登録免許税拒否通知事件（最判平成一七年四月一四日：民集五九巻
三号四九一頁）
、食品衛生法違反通知事件（最判平成一六年四月二六日：民集
五八巻四号九八九頁）
、病院開設中止勧告事件（最判平成一七年七月一五日：
民集五九巻六号一六六一頁）、病院病床数削減勧告事件（最判平成一七年一〇
月二五日：判時一九二〇号三二頁）
【両事件併せ「医療法勧告事件」】
、土地区
画整理事業計画決定事件（最判平成二〇年九月一〇日：民集六二巻八号二〇
二九頁）
、保育所廃止条例事件（最判平成二一年一一月二六日：民集六三巻九
号二一二四頁）
、有害物質使用特定施設使用廃止通知事件（最判平成二四年二
月三日：民集六六巻二号一四八頁）。
３ 「シンポジウム」公法七一号（二〇〇九年）二一五頁以下（高木光発言）、
神橋一彦『行政救済法』
（信山社、二〇一二年）九六頁以下、芝池義一『行政
救済法講義［第三版］
』
（有斐閣、二〇〇六年）三一頁以下等参照。
４ 拙稿「処分性拡大論について」東洋通信五〇巻一・二号（二〇一四年）二
七頁以下参照。
５ 本稿の内容は既に拙稿「処分性の拡大と取消訴訟の排他的管轄」洋法五七
巻一号（二〇一三年）五一頁以下でまとまった形で論じている。本稿はこれ
を適宜要約し再構成したものであり、関連学説等の詳細な議論はこの拙稿を
参照されたい。また本稿で挙げる参照文献も必要最小限度とし、詳細はやは
りこの拙稿にゆだねる。また本稿は拙稿・前掲注（４）の続編の位置付けで
もあるので、この前稿を踏まえた議論をしている。併せて参照されたい。
塩野宏『行政法Ⅱ［第五版補訂版］
』
（有斐閣、二〇一三年）
【塩野『救済法』
】
６

亘理格「行政訴訟の理論」公法七一号（二〇〇九年）七六頁以下参照。

前掲注（２）参照。
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よって先行行為の処分性を認めてしまった場合が考えられる。他
4

方で、法律規定を信頼し、係争行為につき処分性がないと原告市
民が解釈して、〈別途の当事者訴訟〉を通じて係争行為の「違法

4

4

性」につき争おうとしたところ、裁判所が「仕組み解釈」によっ
4

て係争行為の処分性を認めてしまった場合が考えられる。
4

結論として、前者の場合には「取消訴訟の出訴期間」の縮小解
4

4

釈を認め、後続行政処分の取消訴法を通じて違法性を争わせ、ま
4

た後者の場合には「取消訴訟 （厳密には抗告訴訟）の排他的管轄」の
4

縮小解釈を認め、別途の当事者訴訟を通じて係争行為の違法性を

争わせることによって対処すべきというのが私見である。ただ詳

７

一一九頁以下参照。同『行政法概念の諸相』
（有斐閣、二〇一一年）
【塩野『諸
相』
】一五頁以下も参照。
８

前掲注（２）参照。

山本隆司『判例から探究する行政法』
（有斐閣、二〇一二年）三六二頁以下

９

10

細な論証に関しては本稿では論じつくせないので、別稿を参照し
ていただきたい。

33

参照。
食 品 衛 生 法 違 反 通 知 事 件（ 前 掲 注（２） 参 照 ） に つ き、 山 本 書・ 前 掲 注
（ ）三四四頁も参照。
橋本書・前掲注（１） 八 九 頁 以 下 参 照 。
関連して橋本書・前掲注（１）二〇七頁以下や同「平成一六年行政事件訴
訟 法 改 正 後 の 課 題 」 自 研 八 六 巻 九 号（ 二 〇 一 〇 年 ）
【橋本「課題」
】九頁以下
も参照。
この点拙稿・前掲注（４）三〇頁以下参照。もっとも塩野『諸相』
・前掲注
（６）二二頁は、周辺領域の処理に当たっては、
「 周辺領 域の洞 察」 が必要 で
あり、
「救済の理念とか事務処理の都合ということだけで処理してよいもので
はない。」などとも論じている。
この点拙稿・前掲注（４）三五頁以下参照。
前 掲 注（２） の 中 の、 病 院 病 床 数 削 減 勧 告 事 件 の 藤 田 宙 靖 裁 判 官 補 足 意 見
並びに土地区画整理事業計画決定事件の近藤崇晴裁判官補足意見等も参照。
小早川光郎編『改正行政事件訴訟法研究』ジュリ増刊（二〇〇五年）
【
『改
正研究』】五三頁（村田斉志発言）や松永邦男ほか編著『Ｑ＆Ａ改正行政事件
訴訟法』
（ぎょうせい、二 〇 〇 五 年 ）
【『Ｑ＆Ａ』
】一一七頁等参照。
なお原告市民が訴訟類型選択を誤った場合の「正当な理由」条項の適用の
可否については、
『改正研究』
・前掲注（ ）五六頁以下でも議論されている。
結論として裁判所の個別事案での判断によりけりとの印象を受ける。
司法研修所編『改訂行政事件訴訟の一般的問題に関する実務的研究』
（法曹
会、二〇〇〇年）
【『研究』】一六頁等参照。
もっとも亘理格「行訴法改正と裁判実務」ジュリ一三一〇号（二〇〇六年）
九頁では、
「取消訴訟の排他性という制約を伴った行政行為の概念は、今日で
も維持するに値する」としつつも、
「処分性の承認と取消訴訟の排他性及び出
訴期間の制限の適用とを切り離す形式的行政処分論の立場」を支持している
（関連して「シンポジウム」公法七一号（二〇〇九年）二一六頁（亘理格発
言）も参照）。その理由として、「取消訴訟の排他性は、取消訴訟に相応しい
17

組み合わせ等によって処分性が認められるべきである種々の行政決定にまで、

認 め ら れ る べ き で あ っ て、 狭 義 の 行 政 行 為 に は 該 当 し な い が 関 連 諸 制 度 と の

定型的な行為として法律上想定された行政決定すなわち行政行為に限定して

10

これを及ぼすべきではない」ことを挙げる。その上で、医療法勧告事件に関

しては、同勧告取消訴訟の選択肢のみならず、同勧告後の保険医療機関指定
拒否処分に係る取消訴訟の中で、同勧告の違法性を主張しえなければ、
「実効
的権利救済の理念を組み込んだ裁判を受ける権利の保障の趣旨に反する」と
指摘する。
塩野『救済法』
・前掲注（６）一二二頁脚注（５）参照。関連して同二六五
頁や同『諸相』
・前掲注（６）一八頁も参照。
関連して神橋・前掲注（３）二八三頁以下も参照。
橋本書・前掲注（１）七五頁以下、八六頁、八八頁参照。ただし同九〇頁
以下も参照。
なお橋本「課題」
・前掲注（ ）一〇頁、一五頁以下の、抗告訴訟、当事者
訴訟へのそれぞれの論評を併せて参照。また橋本博之ほか「行政事件訴訟法
改正五年後見直しの課題」自研八六巻一〇号（二〇一〇年）一〇頁以下（橋
本博之発言）も参照。
この議論を推し進め「立法」化しようとしたものが、行訴法改正時に日本
弁護士連合会より提案され、実現しなかった「是正訴訟」制度であろう。日
弁連編『使える行政訴訟へ』
（日本評論社、二〇〇三年）等参照。
例えば白藤博行「
『国民の権利利益の実効的救済』にかかる行政判例と学説
の相剋」渡辺洋三先生追悼論集『日本社会と法律学』
（日本評論社、二〇〇九
年）二一九頁以下参照。
ただし行政訴訟固有の事情を無視し、民事訴訟における処分権主義の発想
を貫くことに関して、阿部泰隆『行政法解釈学Ⅱ』
（有斐閣、二〇〇九年）
【阿
部『解釈学』
】七二頁は、
「民事法帝国主義的発想」として強く批判する。さ
らに処分権主義をそのまま行政訴訟に貫徹することに対する疑問として、司
法制度改革推進本部行政訴訟検討会第一一回議事録の水野武夫委員の発言も
参照。なお行訴法改正のため設けられたこの行政訴訟検討会の審議の中では、
処分性の拡大問題、さらにはそれに伴う「取消訴訟の排他的管轄」拡大問題
について、非常に有益な議論が展開されている。それゆえ本稿でも適宜同会
議議事録（※）を参照し、その際の出典表記は「回数」のみを挙げる。

※ http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/05gyouseisosyou.html
もちろん処分権主義を前提としつつも、行政訴訟の特殊性（公益性や当事
者間の構造的な実力格差等）を念頭に置いて、裁判所の訴訟指揮権（訴えの
変更を促す積極的釈明や請求の趣旨の善解等）に期待することもありえよう。
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阿部泰隆『行政訴訟改革論』
（有斐閣、一九九三年）六〇頁、同『行政救済の
実効性』
（弘文堂、一九八五年）三五頁以下、同「行政訴訟の新しいしくみの
提案」自正五三巻八号（二〇〇二年）二〇頁以下等参照。
塩野『救済法』
・前掲注（６）一二三頁脚注（６）参照。ただし橋本書・前
掲注（１）九三頁以下参 照 。
なお塩野『救済法』
・前掲注（６）同一一九頁は、行訴法改正の訴訟類型の
多様化を通じて、「取消訴訟の拒絶が救済の拒絶に結びつくという固定観念」
は除去されたとする一方で、
「訴訟類型間の垣根が完全に取り払われたと見る
のは適切でない。」と指摘する。
もっとも裁判所の訴訟運営の観点からしても、請求の趣旨の特定・訴訟類
型 の 選 択 に 関 し て は、 釈 明 権 の 行 使 を 通 じ て で き る だ け 原 告 の 不 利 益 に な ら
ないように善処するが、最終的には処分権主義に基づき原告の自己決定・自
己責任で行ってほしいという議論もありえよう。一一回・前掲注（ ）の市
村陽典委員の関連各発言参照。関連して「パネルディスカッション」
『使える
行政訴訟へ』・前掲注（ ）一二四頁以下の議論も参照。
ちなみに橋本書・前掲注（１）六六頁は、二項道路一括指定事件を素材に、
一括指定につき処分性を肯定すると、それにつき「取消訴訟の利用強制（排
他性）」が生じ、その後になされる「建築主事の回答」のタイミングを捉えた
何 ら か の 訴 え に お い て、 一 括 指 定 の 違 法 性 の 主 張 が 遮 断 さ れ る こ と に な る と
「一応考えられる」と指 摘 し て い る 。
例えば阿部『解釈学』・前掲注（ ）一一四頁参照。
例えば山本和彦・高橋滋「行政事件訴訟法：民事訴訟法との対話」宇賀克
也ほか編『対話で学ぶ行政法』
（有斐閣、二〇〇三年）一五八頁（高橋滋発言）
は、形式的行政処分論につき、「行訴法の体系的理解からは無理があり」
、処
分性が認められる以上は出訴期間も排他的管轄も及ぶと指摘する。もっとも
人見剛「行政事件訴訟法改正と行政救済法の課題」法時七九巻九号（二〇〇
27

27

七年）一〇頁以下も参照 。
例えば前掲注（ ）の九回・小早川光郎委員、一七回・深山卓也委員の関

25

回・ 前 掲 注（

）の法的安定性の要請をめぐる議論のやりとり、同二三回の

七六巻一号（二〇〇四年）一一三頁の民訴法からの議論も参照。併せて一八

連 発 言 の ほ か、 山 本 和 彦 「 民 事 訴 訟 法 理 論 か ら 見 た 行 政 訴 訟 改 革 論 議 」 法 時

27

水野武夫委員の関連発言も参照。さらに北村和生「行政訴訟制度改革と訴訟

27

─たかぎ ひでゆき・法学部准教授─
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類型論」法時七六巻一号（二〇〇四年）一〇〇頁以下も参照。
例えば訴えの変更三要件のうち、
「著しく訴訟手続を遅延させない」要件
が、原告市民にとって不利に解釈運用されないか懸念がある。関連して南博
方ほか編『条解行政事件訴訟法［第三版補正版］』
（弘文堂、二〇〇九年）四
二七頁（市村陽典）参照。
この点拙稿・前掲注（４）三二頁以下参照。
なお山本書・前掲注（ ）三八五頁や高橋滋「行政訴訟をめぐる裁判例の
動向と課題」曹時五九巻八号（二〇〇七年）一三頁以下参照。
拙稿・前掲注（５）七六頁以下参照。
10
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