掲示板

2015年

2月号

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

目

次

 目次
4 行事予定
 個別学習相談会
（期間開催）
のお知らせ 正科生対象
 卒業論文説明会・指導会 前期生対象 【再掲】
 卒業論文題目登録申請について 前期正科生対象 【再掲】
 2015年３月学位記授与式・卒業式、証書授与式
 学習の進め方・リポートの書き方説明会

第１回

 2015年度「介護等体験」事前指導会 体験対象者のみ
 単位認定試験
（筆記）
第９回
 教員による学習相談
 予告 2015年度からの変更事項について
 学籍
 正科生の在籍手続について
（休学手続・休学からの復学手続を含む） 前期生対象
 退学手続について 前期生対象
 在学年限超過に伴う退学について 前期生対象
 科目等履修生の登録期間終了について 前期科目等履修生対象
 科目等履修生で改めて次年度の登録を希望する場合 前期科目等履修生対象
 科目等履修生
（特修コース）
の前期生で入学資格認定に必要な単位を修得し、
正科生入学を希望する場合 前期生対象
 科目等履修生
（特修コース）
の前期生で継続の登録を希望する場合 前期生対象
 科目等履修生の証明書発行時の注意について

科目等履修生対象

 休学願
（前期生用）
 教務
 2015年３月までに単位修得を必要とする場合の学習別実施期限について【再掲】
 リポート・単位認定試験
（論文）
提出時の体裁について【再掲】
 リポート提出上の注意事項について
 科目担当教員の変更および休講科目について（2015年４月〜）
【再掲】一部追加
 科目担当教員変更に伴うテキストの配付について 後期生対象
 シラバスについて【重要】
 リポート申請・提出停止期間の学習について 正科生・科目等履修生（後期生）対象

1

目

次

 成績の確認について
 2015年度年間スクーリング日程【重要】
「司書教諭修了証書」申請について 前期生対象
 司書教諭修了証書申請書
 予告 履修登録について 正科生対象
 科目等履修生の履修について

科目等履修生対象

後期生対象

 卒業要件の充足と卒業の時期について
 2015年度通年スクーリングの受講について 正科生・通年スクーリング受講希望者対象
 教職
 2015年度教育実習参加者事前面接について
 2015年度の「教職実践演習」の履修について
 その他
 登録情報の変更について【再掲】
 白山キャンパスの入構禁止期間および３月の通信教育課事務室の窓口業務取扱
時間・休業日のお知らせ
「日本文学文化を学ぶ」プログラム各コースの修了証申請について

科目等履修生対象
 トピックス
 2014年度通信教育課程学習アンケート調査集計結果（報告）
 TAのしおり
 学友会からのお知らせ

2

目
【随

次

筆】

先生方から頂いたこと……………………………………………… 齋

藤

洋… 2（101）

【学 習 室】
筆の誕生と歴史を訪ねて…………………………………………… 蓮

見

行

廣… 4（ 99）

卒業論文を書くにあたっての倫理的配慮について……………… 金

田

英

子… 8（ 95）

貧困と教育─「子どもの貧困」に気づき、考える─…………… 藤

本

典

裕…12（ 91）

高村光太郎「雨にうたるるカテドラル」を読む………………… 野

呂

芳

信…16（ 87）

検索結果の絞り込み：ファセットブラウジング………………… 鴇

田

拓

哉…33（ 70）

坂

恵

里…34（ 69）

【論

文】

地球温暖化は公害か
──アメリカにおける温室効果ガス規制の取組み──……… 大

3

2月

行事予定
白山キャンパス内への入構禁止
22：00〜 2/1 16：00まで）

1（日）（1/31

手続期間
単位認定試験（筆記）第9回申込開始
（〜2/15）

「東洋通信」参照ページ
P.47
P.16

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

P.47

8（日）
9（月）
10（火）
11（水）建国記念の日

（〜17：00まで）

12（木）
13（金）
14（土）
15（日）

単位認定試験（筆記）第9回申込受付締
切

16（月）

秋学期単位認定試験（論文）提出締切
16：45必着

17（火）

秋学期単位認定試験（論文）申請受付
停止期間（〜3/31）

P.33

18（水）
19（木）
20（金）
21（土）卒業論文説明会・指導会（前期）10：00〜12：30

P.9

22（日）単位認定試験（筆記）第9回
23（月）
24（火）
25（水）
26（木）白山キャンパス内への入構禁止期間（〜2/27）
27（金）

P.47

（〜16：00まで）

28（土）
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3月

行事予定

手続期間

「東洋通信」参照ページ

1（日）
正科生（前期生）休学手続・復学手続
（〜3/27）
科目等履修生（前期生）１次出願開始

2（月）

P.26、27

3（火）
4（水）白山キャンパス内への入構禁止期間（〜3/6）

P.47

5（木）
6（金）

（〜17：00まで）

7（土）2015年度教育実習参加者事前面接

P.44

8（日）
9（月）

科目等履修生（前期生）1次出願締切

10（火）
11（水）
「司書教諭修了証書」申請受付開始
（〜3/20）

12（木）

P.38

13（金）
14（土）
15（日）
16（月）

科目等履修生（前期生）2次出願開始

17（火）
18（水）
19（木）
20（金）

「司書教諭修了証書」申請受付終了

21（土）春分の日
22（日）
学位記授与式・卒業式 10：00〜（日本武道館）
13：30〜（白山キャンパス）

P.12

23（月）卒業証書授与式
24（火）
25（水）
26（木）

正科生（前期生）休学手続・復学手続締
切

27（金）
28（土）事務室休業（全学休業）

P.47

29（日）
30（月）
31（火）
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4月

行事予定

手続期間
正科生（前期生）学費納入期間（〜4/15）
履修登録期間（〜4/8）
通年スクーリング対象科目公開日
（4/1〜）
卒業論文題目登録申請（〜4/8）

1（水）

「東洋通信」参照ページ
P.26
P.40
P.43
P.10

2（木）
3（金）
「介護等体験」事前指導会 13：00〜17：00
前期新入生オリエンテーション 第1回
4（土）10：30〜12：30
学習の進め方・リポートの書き方説明会①
13：30〜15：00

P.15
P.13

5（日）
6（月）入学式

10：30〜（日本武道館）

7（火）
8（水）

履修登録・卒業論文題目登録申請締切

9（木）

科目等履修生（前期生）2次出願締切

10（金）
11（土）
12（日）
13（月）
14（火）
15（水）

正科生（前期生）学費納入締切

16（木）
17（金）
18（土）
19（日）
20（月）
21（火）
22（水）
23（木）
24（金）
25（土）
26（日）
27（月）
28（火）
事務室休業

29（水）昭和の日

通学課程（通年S）授業実施

事務室休業

30（木）通学課程（通年S）授業実施
Ｓはスクーリングを表します
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個別学習相談会（期間開催）のお知らせ 正科生対象
─学習が進まず、単位がなかなか修得できずに困っている方に─
正科生のみなさん、毎日の学習は進んでいらっしゃいますか。自学自習による通信教育で
は中々はかどらないと困っている方、誰に相談すればよいかわからず、ひとりで悩んでいる
方もいらっしゃるでしょう。そこで、通信教育部では文学部・法学部のＴＡ（ティーチングア
シスタント）
が中心となり、学習を進めるときの参考となるよう個別学習相談会を開催いたし
ます。正科生を対象に学習全般にわたり、学習上で困っていることがあればなんでも相談を
受け付けます。
この個別学習相談は事前予約制です。次ページの申込書に必要事項を記入の上、通信教育
課宛てにメールまたはファックスにて送付・予約してください。
今回は、下記期間に開催いたします。時間に余裕のあるときに大学へ来て、是非、個別学
習相談を受けてください。また、都合で来校できないなどの場合には電話、メール等でも相
談できます。各学部TAが、みなさんひとりひとりに見合った学習方法がみつかるよう一緒に
解決策をさぐり、学習がはかどるよう支援してまいります。
今回は、年度末にあたり、今までの学習を振り返って確認すると同時に新年度の履修登録
に向けて新たに学習計画を立てる絶好の機会です。
遠慮はいりません。積極的に相談を受けて不安を取り除いてください。
記
１．開催期間

2015年３月９日（月）〜３月31日（火）
※日・祝日および３月28日（土）の全学休業日を除く

２．受付時間

月〜金
土

9：30〜12：45
9：30〜12：45

14：00〜16：45

※
３．相談申込受付期間
2015年２月17日（火）〜３月７日（土）
※３月７日（土）以降も申込を受付いたしますが、相談希望日を申し込み日から２日後
以降の日に指定してください。ただし、日程調整をさせていただく場合もあります。

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

通信教育課

学習相談受付係

ＴＥＬ 03−3945−7348
ＦＡＸ 03−3945−7584
メールアドレス
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mltsukyo@toyo.jp

個別学習相談会（期間開催）
のお知らせ
2015年

月

日申込

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

氏

名

学籍番号
学部学科

７
学部

学科

メールアドレス
電話番号（携帯電話等）
相談希望日
（メールによる相談
の場合は記入不要）

相談方法

（

）

第１希望：

月

日（

）

時

分

第２希望：

月

日（

）

時

分

（通信教育課へ来室・電話・メール）※○をつける。

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

東洋大学通信教育課
ＴＥＬ 03−3945−7348
ＦＡＸ 03−3945−7584
メールアドレス
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mltsukyo@toyo.jp

卒業論文説明会・指導会 前期生対象 【再掲】
卒業論文説明会・指導会を開催します。
卒業論文の作成から提出までの手続や注意事項などの事務説明のほか、各学部教員からの
執筆にあたっての心構えならびにTAによる諸注意を含めた作成指導を行います。
卒業論文申請を予定している方は、積極的に参加してください。
〈参考〉卒業論文題目登録申請の条件
2014年度内（2015年３月31日（火）まで）に卒業必要単位（124単位）の内、84単位以上
を修得済であること
●卒業論文説明会・指導会
月

日

2015年２月21日（土）

時

間

10：00〜12：30（予定）

場

所

白山キャンパス

対

象

2016年３月卒業予定者（前期生）

1307教室（１号館３Ｆ）

＊以前に卒業論文説明会・指導会に参加した学生で、2016年３月卒業予定者として卒業論
文の題目申請をする予定の学生は、改めて説明会に参加するか、P. 11の手続にて資料を
請求してください。
＊説明会に出席できない学生は、P. 10下段の「◆卒業論文説明会・指導会配布資料の請求
について」をよく読み、必ず資料を入手してください。
＊2016年９月卒業予定者（後期生）も参考として参加することができます。
＊会場が当日変更となる場合には通信教育課前の掲示板および学内の立て看板にてお知らせ
します。
あわせてP. 10の「卒業論文題目登録申請について」を熟読してください。
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卒業論文題目登録申請について 前期正科生対象【再掲】
前期生のうち、下記の条件を満たす学生は、2016年３月卒業に向けて、卒業論文題目登
録の申請を必ず行ってください。
この手続を所定の期日までに行わない場合、2016年３月の卒業に向けた卒業論文の
執筆ができなくなるので、注意してください。
●卒業論文題目登録申請の条件
・2016年３月に卒業の意思があること
・2015年３月末までに卒業必要単位（124単位）の内、84単位以上を修得していること
・2016年３月末までにスクーリングでの卒業要件単位を修得できている、または修得の
見込があること
・題目登録申請期間までに、卒業論文の指導を希望する教員に内諾を取っていること（教員
との連絡方法は、卒業論文説明会・指導会配布資料を参照）
●卒業論文題目登録申請方法
卒業論文題目登録は、ToyoNet-Gで行います。
手続方法は卒業論文説明会・指導会配布資料を参照してください。
（説明会・指導会に参加できない学生は、下記の方法に従い資料請求してください）
●申請期間
2015年４月１日
（水）0：00〜４月８日（水）23：59まで
※ToyoNet-Gは、毎週木曜日の21：30〜23：30に定期メンテナンスを実施するため、
利用できません。予めご了承ください。
【卒業論文題目登録申請に関する注意事項】
・卒業論文題目登録申請を行う学生は、予め卒業論文説明会・指導会に参加するか、卒業
論文説明会・指導会配布資料を請求し熟読してください。
※以前に卒業論文の題目登録申請を行い、提出に至らなかった学生が、2015年度卒業論
文作成にとりかかるためには、改めて教員への内諾・卒業論文題目登録申請を行うこと
が必要です。

◆卒業論文説明会・指導会配布資料の請求について
卒業論文説明会・指導会に参加できない学生は、次ページの手続にて資料を請求してく
ださい。卒業論文提出時に必要な書類も同封していますので、2014年度以前に説明会・
指導会に参加した学生であっても必ず今年度の資料を入手してください。
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卒業論文題目登録申請について
【卒業論文説明会・指導会配布資料請求方法】
以下を同封し通信教育課に提出してください。
・任意のＡ４用紙に、学部学科、学籍番号、氏名、
「卒業論文説明会・指導会配布資料送付
希望」と明記したもの
・返信用封筒（角２封筒、郵便番号・住所・氏名記載済）
※文学部：205円分の切手、法学部：140円分の切手を貼付してください。
請求期間：2015年２月20日（金）〜３月16日（月）必着
※資料は上記請求期間に窓口でも配布しております。
●その他
※過去に提出された卒業論文の一部を通信教育課で保管しています。閲覧希望の方は窓口に
申し出てください。
※卒業の条件として、卒業に必要な単位（124単位）のうち、30単位分（２年次編入生は23
単位、３年次編入生は15単位）のスクーリング単位が必要ですので、未充足の卒業予定者
は、2016年３月末までにスクーリング単位が満たせるよう、計画的にスクーリングを受
講してください。
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2015年3月学位記授与式・卒業式、証書授与式
日時：３月23日
（月） 10：00
学位記授与式・
卒

業

式

開式（15分前までに入場のこと）

場所：日本武道館
（千代田区北の丸公園）
地下鉄

都営新宿線、東京メトロ東西線・半蔵門線「九段下」徒歩１分

地下鉄

都営三田線・新宿線、東京メトロ半蔵門線「神保町」徒歩６分

※入場の際には学生証が必要ですので、忘れずに携帯してください。
日時：３月23日
（月） 13：30
証 書 授 与 式

場所：東洋大学白山キャンパス

開式
甫水会館２Ｆ

※証書授与式の会場については変更となる場合がありますので、当日、キャン
パス入口
（警備室の掲示）
および通信教育課前の掲示板も確認してください。

2015年３月学位記授与式・卒業式、証書授与式については上記のとおりです。
卒業単位充足者発表は３月上旬にToyoNet-Gのお知らせにて掲示します。
卒業決定者
（卒業論文提出者で卒業単位充足者）
には、３月中旬までに別途案内を通知します。

日本武道館案内図
至新宿

中

市ヶ谷

線

至高田馬場

学校 文

線

宿

新

鉄

下

地

中等教育

日本武道館
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九段下

清水門・竹橋駅
（東西線）

九段会館

田安門

東京

メト

ロ半

蔵門

線

至大手町

至御茶ノ水

区立九段

飯田橋

東京
メ
ト
ロ東
西線

営

都

靖国神社

央

（東京メトロ有楽町線・南北線・
都営地下鉄大江戸線）

学習の進め方・リポートの書き方説明会 第1回
「入学して学習を始めたけれどなかなかリポートが書けない」「リポートの書き方を基本的
なことから教わりたい」「学習に行き詰まってしまったのでなんとかしたい」「諸事情があっ
て今まで学習が滞っていたが、心機一転、学習を再開してリポートを提出したい」等のご要
望にお応えするため、下記の日程で学習の進め方・リポートの書き方説明会（講義形式・事前
予約制）
を開催いたします。
原稿用紙の使い方等、基本的なことから説明し、個別質問も受け付けます。この機会に今
まで聞きづらかった疑問点を解決して、今後のリポート作成に役立ててください。
月

日

４月４日（土）

時

間

13：30〜15：00

場

所

白山キャンパス
筆記用具

持参物

※教室はToyoNet-Gのお知らせ「教務関係」
 にてお知らせいたします。

メモ

『演習・卒論の手引き』
（文学部正科生のみ）
『学習の手引』
（法学部正科生のみ）

説明会に参加を希望される方は、次ページに綴じ込みの参加申込票に必要事項を記入のう
え、FAXまたは郵送にて３月25日（水）必着でお申込ください。
＊会場が変更となる場合がありますので、当日、キャンパス入口（警備室の掲示）および通
信教育課前の掲示板も確認してください。
＊リポートを作成するうえで、気になっている点がありましたら、併せてご連絡ください。
〒112－8606 東
 京都文京区白山５－28－20
東洋大学通信教育課
FAX

03－3945－7584
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学習の進め方・リポートの書き方説明会

第1回



2015年

月

日提出

「学習の進め方・リポートの書き方説明会」
（４/４実施）参加申込票
（フリ

学籍番号
（10桁） 7

ガナ）

氏 名

入学年度
（西暦）

年

電話番号
（自宅・携帯電話）
メールアドレス

学部・学科
（

学部

学科

）

@

ＦＡＸ番号

（

）

４月４日
（土）
実施の「学習の進め方・リポートの書き方説明会」に参加します。
＊

＊

＊

参加を希望される方のうち、学習を進めるうえで疑問に思っていることや質問してみたいと思っ
ていること、あるいは科目の内容や履修順序について知りたいと思っていることがあれば、下欄に
記入してください。ただし、単位の修得方法や履修状況に関する質問については、別途、質問用紙・
電話・FAX・メール・窓口等を通じて、お問い合わせください。
《リポート学習の状況確認》 ※A〜Cに○印をつけ、必要事項を記入してください。
A．これまで、リポートの作成にまったくとりかかったことがない。
B．リポートの作成にとりかかったが、一度も提出したことがない。
C．リポートを
（
）
通程度提出したことがある。
A・Bの理由：

《具体的な科目等に対する質問》

質問がある方は下欄に記してください。ただし、課題の内容に
関する質問は、過去にリポートを一度以上提出している方に限ります。また、単位認定試験（筆
記・論文）
に関する質問には回答できません。
科目名「
」
：

科目名「
」
：

《その他》

学習を進めるうえで困っていること、相談したいこと、意見や感想等があれば、具体
的にお書きください。



説明会への参加をお申込みいただき、ありがとうございました。説明会の席上でお目にかかれま
すのを楽しみにしております。
＊本票をコピーのうえ、FAX・郵送するか、あるいは窓口へ持参してください。
＊３月25日（水）
（必着）までにご提出いただいた質問には、TA（ティーチングアシスタント）が当
日会場にて回答をお渡しいたします。
FAX：03−3945−7584
東洋大学通信教育部
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2015年度「介護等体験」事前指導会 体験対象者のみ
2015年度「介護等体験」に参加を希望する者は、
「介護等体験」事前指導会に必ず参加し
てください。
月

日

４月４日（土）

時

間

13：00〜17：00

対象者
場

所

内

容

2014年11月８日（土）実施の「介護等体験」登録説明会参加者のみ
白山キャンパス
（対象者には、３月下旬にToyoNet-Gのお知らせ（教務
関係）にて通知します。）
「介護等体験」参加にあたる諸手続説明

（＊詳細は対象者に通知）
全学合同オリエンテーション
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単位認定試験（筆記）第9回
単位認定試験
（筆記）第９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９回

１

申請期間

２月１日（日）〜２月15日（日）

２

受験票出力

２月18日（水）から可能

３

実施日

２月22日（日）

４

集合時間

12：40（時間厳守）

◇開催地・会場
開催地

東
※１

京

会

場

所在地

本学白山キャンパス※1 東京都文京区白山5－28－20

電

話

03−3945−7348

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

◇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）

〔注〕
「ToyoNet-G」で行う「単位認定試験（筆記）」の申請は、システムメンテナンス時
（毎週木曜

21：30〜23：30）を除き、事務室休業日も利用可能です。
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単位認定試験
（筆記）第9回
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

幸代

Y719571010 児童サービス論

早川

芳枝

Y719171010 図書館サービス論

Y706131010 スポーツ健康科学講義 金田

英子

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

Y719601010 図書館情報資源概論

Y701141010 現代日本文学

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

Y719191010 図書館資料論

担当教員名

科目名

担当教員名

Y715022010 日本文学文化概説Ａ②
Y715032010 日本文学文化概説Ｂ② 石田

仁志

Y714012010 日本文学文化概説②
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
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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

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9回
◇試験時間割
１時限目
１科目受験者

２時限目

３時限目

13：00〜14：00

２科目受験者

13：00〜14：00

14：20〜15：20

３科目受験者

13：00〜14：00

14：20〜15：20

15：40〜16：40

◇注意事項
１．
『東洋通信』10月号P.15〜17「2014年度単位認定試験（筆記）第５回〜第９回」を
確認してください。
◇会場案内図

東洋大学 白山キャンパス

〒112–8606 東京都文京区白山5–28–20
アクセス

至巣鴨

千石
駅

●都営地下鉄三田線「白山」駅5分

本駒込2

●都営地下鉄三田線「千石」駅7分
●東京メトロ南北線「本駒込」駅5分

り
本郷通

千石駅前

東洋大前

北線
トロ南
東京メ

都
営
三
田
線

●東京メトロ千代田線「千駄木」駅15分
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9回
第９回
（２月22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

・テキスト（Different Realities）のChapter5、10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。
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。
『補陀落渡海記』を次の観点から読み直し、考えをまとめておいてくださ
い。①同じ異界の存在を信じる、あるいは異界に対して共通認識を持つこ
とで、異界を共有している人物は誰か。②補陀落渡海をしない一般の人々
にとって補陀落に渡海する僧はどのような存在として捉えられているか。

現代日本文学A
早川

テキスト

早川

テキスト

現代日本文学B

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。

「狐」と「西班牙犬の家」を読み、次の点について考えをまとめておいて
ください。
「狐」には狐の他に鶏や犬、
「西班牙犬の家」には二種類の犬が登場してい
ます。これらの動物が異界の出現および異界への越境の際に、どのような
役割を果たしているでしょうか。
「狐」と「西班牙犬の家」を読み、次の点について考えをまとめておいて
ください。
「狐」には狐の他に鶏や犬、
「西班牙犬の家」には二種類の犬が登場してい
ます。これらの動物が異界の出現および異界への越境の際に、どのような
役割を果たしているでしょうか。
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
石田
日本文学文化概説B②

日本文学文化概説②

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

池原

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
テキスト・
自筆ノート・ 習を怠らないでください。

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
古典文法B

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。
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。
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単位認定試験（筆記）第9回
第９回
（２月22日実施分）
科

目

名

担当教員名 試験場への持込

古典文法
田貝

不可

日本語文法

作家作品研究
（中古）
A
大野（祐）

テキスト・
自筆ノート

作家作品研究
（中古）
B

作家作品研究
〈中古〉
大野（祐）
古代日本文学講読

作家作品研究
（近現代）
A
宮内

テキスト・
自筆ノート

試験問題はリポート課題、スクーリングの講義内容から出題されます。テ
キストを通読し、シラバスの解説なども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。
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。

関わりを持っています。
『論集泉鏡花』
（有精堂、1987年）や『論集泉鏡花
第二集』
（有精堂、1991年）といった研究書の中の論文などを参考に、そ
の土地から作家がどのような影響を受けて作品に活かしたのか、考察して
おいてください。

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『吉野葛』
『蘆刈』
『春琴抄』は、谷崎潤一郎の「古典回帰時代」の作品
とされています。なぜ「古典回帰時代」と呼ばれたのかについて、作品
を通して考えておいてください。
『鑑賞日本現代文学8 谷崎潤一郎』
（角
川書店、1982年）をはじめとして、谷崎を論じた研究書には、大抵こ
れについての言及があります。参考にしてください。
②『春昼』
『春昼後刻』
『草迷宮』は、泉鏡花が一時期住んだある土地と深
い関わりを持っています。
『論集泉鏡花』
（有精堂、1987年）や『論集泉
鏡花第二集』
（有精堂、1991年）といった研究書の中の論文などを参考
に、その土地から作家がどのような影響を受けて作品に活かしたのか、
考察しておいてください。
テキスト『年中行事読本』冬の巻、及び『シラバス』にあげた参考書・事
典などで、
「初詣」について理解を深めてください。その観点から、あな
たの家や地域での初詣について捉えてみましょう。観光的に訪れる寺社参
詣も学習対象に含みます。現代のわれわれが、初詣に行って、参拝・お
札・縁起もの・おみくじなどに対してどんなことをして、どんな意味を与
えているかを客観的に捉え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。
テキスト『年中行事読本』夏の巻、及び『シラバス』にあげた参考書・事
典などで、盂蘭盆会（うらぼんえ）や施餓鬼会（せがきえ）などの寺院の盆行
事について調べて、寺院や仏教で説明している盆行事の由来について理解
しましょう。都道府県史・市区町村史の民俗編や、仏教関係の本で行事の
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B

日本の伝統行事

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。

『吉野葛』
『蘆刈』『春琴抄』は、谷崎潤一郎の「古典回帰時代」の作品と
されています。なぜ「古典回帰時代」と呼ばれたのかについて、作品を通
して考えておいてください。『鑑賞日本現代文学8 谷崎潤一郎』
（角川書
店、1982年）をはじめとして、谷崎を論じた研究書には、大抵これにつ
いての言及があります。参考にしてください。
テキスト・
自筆ノート 『春昼』
『春昼後刻』『草迷宮』は、泉鏡花が一時期住んだある土地と深い

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

重点的学習範囲
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。

久野

『シラバス』にあげた参考書・事典などで、日本で行われているクリスマ
ス行事について調べて理解を深めてください。クリスマスは商業と深く結
びついていますので、クリスマスを契機とした社会の動きに注目してくだ
自筆ノート
さい。また、年代にも差がありますので、年代的経験のある方はその変化
にも注目してください。これまでの経験を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。
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単位認定試験
（筆記）第9回
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』の第二部六章「俗信」
（p174〜p181）を読み、
「妖
怪」について理解してください。妖怪に関する本はたくさんありますので、
具体的事例を知っておきましょう。民俗学では「妖怪について語ること・
聞くこと・読むこと」「妖怪を描くこと（描かれた妖怪を見ること）」を研
究の対象としています。そうした人々の妖怪に対する行動にどんな意味を
みいだせるでしょうか。資料の持ち込みはすべて可とします。

日本民俗学B

テキスト『日本民俗学』第二部四章（p119〜p138）を読み、民俗学が研
究対象とする「住生活」について理解してください。その観点から、住ま
いの間取りと各部屋の家具の配置と部屋の使い方について捉えてください。
自分の身の回りから調べて記録し、都道府県史・市区町村史の民俗編を参
照しましょう。資料の持ち込みはすべて可とします。

日本民俗学

久野

全て可

テキスト『日本民俗学』第三部四章（p244〜p271）を読み、民俗学が研
究対象とする「昔話と伝説」について理解してください。その観点から、
あなたの身近な地域の伝説、または日本のいずれかの地の伝説について捉
えてください。文学や歴史と伝説との関連で捉えても興味深いです。伝説
があることで、地域の過去や歴史がどのように捉えられるかという伝説の
役割も考えてみましょう。資料の持ち込みはすべて可とします。

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。

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

指定六法

中村

指定六法

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。なお、2014年度のリポートの課題からは出題
しない。
統治機構（天皇を除く）から2問出題。なお、2014年度のリポートの課題
からは出題しない。
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。なお、2014
年度のリポートの課題からは出題しない。
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。
委任契約について十分に勉強しておいてください。
生活妨害の不法行為責任について十分に勉強しておいてください。
製造物責任について十分に勉強しておいてください。
親権から出題します。
遺言から出題します。
親権から出題します。
傷害と同意
共謀共同正犯
共謀共同正犯
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単位認定試験（筆記）第9回
第９回
（２月22日実施分）
科

目

名

担当教員名 試験場への持込

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

武藤

指定六法

武藤

指定六法

遠藤

指定六法

遠藤

指定六法

堀口

指定六法

堀口

指定六法

井上

指定六法

井上

指定六法

多田

テキスト・ 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
指定六法
不公正な取引方法の禁止（19条）に関する事例問題

多田

テキスト・
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
指定六法

社会地歴指導法Ⅰ

社会地歴指導法Ⅱ

田中

出題範囲（1問必答）：財産犯（財産罪）の客体
出題範囲：2問中1問選択
1. 暴行罪・傷害罪
2. 詐欺罪・強盗罪
テキスト第1編第7章61〜69頁
テキスト第2編第8章125〜135頁
テキスト第1編第7章61〜69頁
課題1に対応
課題1に対応
課題1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。
課題1から課題4について十分に復習をしておくこと。

テキスト・
自筆ノート

○近世までの学校と比較して、国民国家としての近代国家が必要とした教
育制度を学習しなさい。社会系の教科に期待された役割についても学習
すること。
○『中学校学習指導要領解説 社会編』を参照して、今回の改訂を実施し
た時代認識と改訂の考え方、及び社会科・地理歴史科・公民科に関する
改訂の基本的な方針について学習しなさい。
○『高等学校学習指導要領解説 地理歴史編』を参照して、改訂の趣旨、
改訂の要点、各分野の目標及び内容を学習しなさい。

テキスト・
自筆ノート・
定規

○中学校社会科の1分野又は高等学校地理歴史科の地理、世界史、日本史
からの1科目を選択して、自分が授業をする場合の1時間分の学習指導
案を板書内容も含めて考えなさい。
○教科書の第5章を学習しなさい。

田中

社会科指導法Ⅰ
（地歴）

重点的学習範囲
出題範囲（1問必答）：殺人罪・同意殺人・自殺関与罪

○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。
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単位認定試験
（筆記）第9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、必ず下記学習相談申込期間内に通
信教育課に次頁の「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もしくはメールにて
お問い合わせください。
・学習相談日時：第９回

２月22日（日） 10：30～11：30

・学習相談申込期間：１月26日（月）〜２月16日（月）
会

場

東京会場
（白山キャンパス）

対応教員（専攻）
和田

琢磨

（日本中世文学）
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対応教員の担当科目
中世日本文学史Ａ

室町文化論Ａ

中世日本文学史Ｂ

室町文化論Ｂ

中世日本文学史

室町文化論

単位認定試験（筆記）第9回
2015年

月
第9回

日

提出

2/22
（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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予告 2015年度からの変更事項について
１．単位認定試験（筆記）の受験可能科目数変更について
2014年度までは、１回の試験実施日に最大３科目まで受験可能でしたが、近年は論文試
験科目の増加により３科目受験者が少なくなったため、2015年度から最大２科目に変更し
ます。
２．単位認定試験（筆記）の地方会場の変更について
2014年度の単位認定試験（筆記）
の地方会場は、仙台と京都でしたが、2015年度は、仙
台と名古屋に変更となります。
京都会場で受験を予定されていた方にはご迷惑をおかけしますが、なにとぞ、ご理解くだ
さいますようお願いいたします。
【地方会場】
現行
仙台

2015年４月より

京都

仙台

名古屋

３．授業時間帯の変更について
スクーリングや通年スクーリングにおいて、2015年４月からの授業時間帯が次のとおり
変更となります。
現行

2015年４月〜

１時限

9：00〜10：30

9：00〜10：30

２時限

10：40〜12：10

10：40〜12：10

昼休み

12：10〜13：00

12：10〜13：00

３時限

13：00〜14：30

13：00〜14：30

４時限

14：40〜16：10

14：45〜16：15

５時限

16：20〜17：50

16：30〜18：00

６時限

18：10〜19：40

18：15〜19：45

７時限

19：50〜21：20

19：55〜21：25
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学籍
正科生の在籍手続について（休学手続・休学からの復学手続を含む） 前期生対象
前期生
（４月入学生）は４月１日から新年度が始まります。引き続き在籍するためには、下
記の手続が必要となります。
◆学費の納入について
学費の振込用紙は３月末頃に大学から送付します。振込用紙に印字されている金額を期限
内に納入してください。2013年度より、振込後に振込用紙の一部を通信教育課に送付する
必要はなくなりました。
「振込金領収書」は各自で保管してください。
学費内訳

振込期間

４月１日（水）〜４月15日（水）厳守

新２〜新４年生

授業料

100,000円

原級生

授業料

80,000円

休学する場合

休学料

20,000円

＊振込期限までに学費を納入しなかった学生は、東洋大学通信教育部規程第28条により除籍
となります。
◆学生証裏面シールの更新について
学生証の有効期限は2015年４月15日までです。通信教育課から学生証裏面シールを３
月下旬に送付しますので、貼りかえてください。学生証裏面シールの有効期限の切れた学生
証は無効となり、単位認定試験受験・スクーリング受講・図書館の利用ができません。また、
通学定期・学割等の購入にも利用できません。
◆休学手続について

手続期間

３月２日（月）〜３月27日（金）必着

振込期間

４月１日（水）〜４月15日（水）厳守

休学を希望する学生は下記２点を手続期間内に通信教育課へ送付してください。休学用の
振込用紙
（金額20,000円）
が送付されますので、その振込用紙を使用してください。
休学中は、リポート提出、スクーリング受講などの一切の学習ができません。
また、休学は在学中２回（２年間）が限度となります。
必
１

２

要

書

類

等

「休学願」
（今月号P. 31に綴じ込まれています）
※本人と保証人（大学に届け出ている方）の署名・別々の印影での捺印が必要
※保証人はToyoNet-G「学生メニュー」→「個人情報管理」内「保証人情報照会」
より確認可能
返信用封筒
（長３〈縦23.5ｃｍ×横12ｃｍ〉サイズ）
宛名明記
（
「様」をつけること）、82円分切手貼付

※学生証自体の送付は不要です。
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学籍
◆休学からの復学手続について

手続期間

３月２日（月）〜３月27日（金）必着

振込期間

４月１日（水）〜４月15日（水）厳守

2014年度休学し、2015年度復学を希望する学生は下記２点をまとめて手続期間内に通
信教育課へ送付してください。３月末頃に学費の振込用紙を送付しますので振込期間内に納
入してください。
2014年度に休学した学生は、復学手続を行わなければ、2015年度に学習することはで
きません。
必
１

要

書

類

等

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

２

※学生証自体の送付は不要です。
◆在籍手続についての注意
○一旦納入された学費は、返還できませんので注意してください。
○休学・復学許可書（手続期間中に受付した申請が対象）については、６月中旬に送付しま
す。

退学手続について 前期生対象


手続期間

３月２日（月）〜４月15日（水）必着

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

１

要

書

類

等

「退学願」
（本人と大学に届け出ている保証人の署名・別々の印影での捺印が必要）
※通 信教育課程ホームページの「申請・ 届出」内にある本学指定書式の「退学
願」を使用してください。
※保証人はToyoNet-G「学生メニュー」→「個人情報管理」内「保証人情報照会」
より確認可能

２

学生証（必ず返却してください）

３

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

〈注意〉
○書類を郵送する際は紛失等に備え、
「特定記録郵便」を利用してください。
○退学許可書（手続期間中に受付した申請が対象）については、６月中旬に送付します。
○振込期間内に学費の納入がなく、「退学願」を提出しない場合は、除籍となります。
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在学年限超過に伴う退学について 前期生対象
次の表１に該当する後期生で2015年３月に卒業できない学生は、2015年３月31日付
で在学年限超過退学となります。この場合は、いかなる理由があっても、在学年限の延長は
できません。
表１
学籍番号の年度

これまでの休学期間

①

05

なし

②

04

１年

③

03

２年

◆退学時に単位修得に至らなかった履修途中の科目の学習履歴は、すべて無効となります。
◆対象者には、３月中旬に郵送にて通知をします。
◆在学年限超過に伴う退学後、引き続き学業の継続を希望する場合は、再入学を申請する
ことができます。
※手続方法の詳細については、通知書と共に送付する再入学手続書類を確認してください。

科目等履修生の登録期間終了について 前期科目等履修生対象
2015年３月31日で科目等履修生の登録期間は終了します。
終了後、速やかに通信教育課まで科目等履修生証を「特定記録郵便」にて返却してくださ
い。
返却期限：2015年４月10日（金）
＊次年度も科目等履修生の登録を希望する場合は、次の項目を確認してください。
な
 お、次年度も登録する場合、科目等履修生証は出願書類と共にお送りいただいても
構いません。

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

象：2015年４月１日以降も改めて登録を希望する方

出願期限：2015年４月９日（木）
（当日消印有効）
募集要項の入手方法：通信教育課程入学案内サイト（http://www.toyo.ac.jp/site/
tsushin/）から「2015年度募集要項」をダウンロードまたは冊
子版を資料請求してください。
出願方法：
「2015年度募集要項」に基づいて、東洋大学通信教育課程2015年度イン
ターネット出願ガイダンスを熟読の上、出願してください。
注意：なお、2014年度単位修得に至らなかった科目のリポート合格やスクーリング
合格などの学習履歴は引き継がれませんので、ご注意ください。
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科目等履修生
（特修コース）
の前期生で入学資格認定に
必要な単位を修得し、正科生入学を希望する場合 前期生対象
共通総合科目の人間探究分野16単位を修得し、正科生への入学を希望する科目等履修生
（特修コース）
の方は正科生入学資格審査の申請手続が必要です。
申請手続に必要な書類は特修コースの方全員に２月中旬発送予定です。詳細は必要書類と
共に発送する「正科生入学資格審査申請方法について」を確認してください。

科目等履修生（特修コース）の前期生で継続の登録を希望する場合 前期生対象
科目等履修生（特修コース）の学習期間は１年間（最長で３年間）ですが、学習が修了せず正
科生入学資格を得るまで単位が取りきれず、来年度も登録手続を希望する場合は、改めて科
目等履修生
（特修コース）として、登録手続が必要です。また、過去の単位取得に至っていな
い学習履歴は継続されませんのでご注意ください。
下記の要領で改めて次年度の登録手続が必要です。
対

象：2015年４月１日以降も改めて登録を希望する方

出願期限：2015年４月９日（木）
（当日消印有効）
出願方法：通信教育課程入学案内サイト（http://www.toyo.ac.jp/site/tsushin/）から
「2015年度募集要項」および東洋大学通信教育課程2015年度インターネ
ット出願ガイダンスを熟読の上、出願してください。
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科目等履修生の証明書発行時の注意について 科目等履修生対象
2012年度より科目等履修生の適用カリキュラムが変更になったことに伴い、下記対象者
の該当証明書は、２枚での発行となります。
＊対象者

登
 録期間が2011年度と2012年度にまたがる科目等履修生

＊該当する証明書

「成績・単位修得証明書」および「学力に関する証明書」

・登録期間が上記以外の方は、１枚の証明書にて発行が可能です。
・登録期間を十分確認し、お申し込みください。
下記のような科目等履修生は２枚での証明書発行となります。
【例】登録期間：2008〜2013年度
・
「成績・単位修得証明書」
2008〜2011年度分… ……………………………１枚（手数料300円）
2012〜2013年度分… ……………………………１枚（手数料300円）
合計２枚（手数料合計600円）
・
「学力に関する証明書」
2008〜2011年度分… ……………………………１枚（手数料300円）
2012〜2013年度分… ……………………………１枚（手数料300円）
合計２枚（手数料合計600円）
※手数料は郵便局発行の定額小為替のみの取り扱いとなります（現金・切手不可）。
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２０１５年

休

学

月

日

願（前期生用）

東洋大学長 殿
学部・学科
学籍番号

学部

学科

7

在学中
学

・

休学中

年

年

フリガナ
㊞
氏

名
携帯電話など連絡先

（

）

保 証 人
氏
名

㊞

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

キ リ ト リ 線

私は、以下の理由により、2015年度（2015年4月1日〜2016年3月31日まで）
休学したく、許可されますようお願いいたします。
休学の理由

１．家庭の事情のため

２．勤務の都合のため

○をつけること

３．病気療養のため

４．ケガ治療のため

５．経済的事情のため

６．進路再考のため

７．その他

通信教育部規程

第26条 2 項

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

事務室受付

学籍担当

学費担当

委員会承認

教授会承認

東洋大学

教務
2015年3月までに単位修得を必要とする場合の学習別実施期限について【再掲】
2015年３月までに単位修得を希望する場合、各種学習別の手続きは以下のとおりです。
それぞれの申請・提出期限を確認し、手続きをしてください。
※特に、2015年３月卒業予定者、2015年教育実習の参加要件取得希望者、科目等履修生
（前期生）
は十分注意してください。
※次ページ以降の「リポート・単位認定試験（論文）提出時の体裁について」、「リポート提出
上の注意事項について」もあわせて確認してください。
体裁に不備がある場合は、受付することができません。
学習方法

各種期限

単位認定試験（筆記）受験

2015年２月22日（日）
【第９回受験分まで】

単位認定試験（論文）提出

2015年２月16日（月）
16：45必着分まで

注意事項

解答期限は問題出力日より40日
間ですが、受験申請が遅い場合
でも提出期限は左記のとおりで
す。

〔注意〕
○リポート・単位認定試験（論文）は、ToyoNet-Gの申請を期限内に手続きしていても、リポ
ート、論文が期限までに未到着の場合、すべて無効となります。
○リポート申請・受付停止期間

2015年１月15日（木）〜３月31日（火）

※受付停止期間中に届いたリポートは、通信教育課で保管できないため返送いたします。
※正科生・科目等履修生の後期生は、P. 37「リポート申請・受付停止期間の学習につい
て」もあわせて確認してください。
○単位認定試験（論文）申請・受付停止期間

2015年２月17日（火）〜３月31日（火）

○科目等履修生の履修期間は単年度（１年間）です。履修して単位取得できなかった科目の学
習履歴
（リポート・スクーリング・メディア授業の合格）は、前期生の場合３月31日で無効
になりますのでご注意ください。
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リポート・単位認定試験（論文）提出時の体裁について【再掲】
リポート・単位認定試験（論文）の提出にあたっては、それぞれ下表の№１〜６を揃えて、
過不足なく体裁を整えるよう注意してください。なお、詳細については『履修要覧』もあわ
せて確認してください。
また、原稿用紙の使い方や引用のしかた、注の記入方法などについて不明点がある場合は、
提出する前にTAに相談してください（TAの学習相談および在室時間については『東洋通信』
10月号P. 70を参照）。
№

添付内容等

1

表紙

2

原稿用紙

リポート

単位認定試験
（論文）

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

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

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

3 参考文献用紙

・上記「原稿用紙」
（解答用紙）
と共に出力さ
・ToyoNet-G「お知らせ」内「教務関係」 れる用紙を添付
（末尾ページ）
より出力し添付
・年齢、職業の記入欄あり、必ず記入する
こと

4 添削指導用紙

・上記「参考文献用紙」と共に出力される
用紙を添付（２ページ目）
・年齢、職業の記入欄あり、必ず記入する
こと

添付しない（※④）

5 質疑応答用紙

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

添付しない（※⑤）

6

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

その他

※①：ToyoNet-G「シラバス・教員プロフィール」の【リポート課題（Report exercise）】内「ワ
ープロ使用可否」欄参照。
ワープロ使用可の場合：
「可」と表記、ワープロ使用不可の場合：「不可」と表記
※②：指定の解答用紙以外の用紙を使用した場合には受け付けない。
※③：鉛筆または消せるボールペン等を使用すると改ざんされるおそれがあるため、使用した形跡
がみられる場合は、受付をせず、返却する
（リポートの場合）。
なお、単位認定試験（論文）は返却しない。あらためて消えないボールペン、ペン等を使用し
て書き直すこと。
※④：解答用紙は返却しないため、添削指導は行わない。試験結果はToyoNet-Gの「学習状況」な
どで確認すること。
※⑤：試験問題に関わる質問は、内容のいかんに関わらず一切受け付けない。
※⑥：不合格リポートの添付がない場合は上表の体裁不備とみなし、受付せずに返却する。
添付する際は、再提出するリポートの下に直前回の不合格リポート一式を重ねてホチキス止
めすること。
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リポート提出上の注意事項について
１．リポート提出の際の注意
 2015年４月１日以降は、 2015年度『シラバス』
（詳細はP. 37「シラバスについて」
参照）
にもとづく学習となります。
 そのため、開講年度が「2014」と表示されたリポート表紙が添付されている場合は
内容が2014年度と変更のない科目であっても受付不可として返送します。2015年４
月１日以降に改めてリポート申請のうえ、開講年度が「2015」と表示されたリポート
表紙を添付して提出してください
（P. 37「リポート申請・提出停止期間の学習について」
参照）
。
※『シラバス』の有効期限は、４月から３月までの１年間となっています。このため、
後期生は年度途中で新しい『シラバス』による学習に切り替わります。上記注意事
項については、十分ご注意ください。

２．不合格リポート再提出の際の注意 
 一度、不合格になったリポートの課題を再提出する際には、原則として 直前回の不合
格リポート一式（表紙・本文・添削指導用紙など全て）を添付 する必要があります。
 再提出するリポートの下に直前回の不合格リポート一式を重ねて、あわせてホチキス
止めをしてください。この添付がないリポートは受付できませんので、返却いたします。
 「継続履修」で学習している科目が、2014年度までの『シラバス』によるリポート課
題において不合格となった場合、再提出は2015年度の課題内容に基づいて作成したリ
ポートとなります。ただし、この場合も直前回の不合格リポートの添付は必須です。
 『履修要覧』に記載の「不合格リポートの再提出」のページをあらためてご確認くださ
い。
３．リポートコピーの保管について
 次に提出する課題の学習を進めるにあたっての参考とすること、および不慮の郵便事
故に備えて、作成したリポートおよび単位認定試験（論文）は、必ずコピーをとり、手元
に保管してください。
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科目担当教員の変更および休講科目について（2015年４月～）
【再掲】一部追加
下記科目について2015年４月より科目担当教員が変更または休講となります。
（2015年
１月15日現在）
それにより、リポート課題やテキスト等に変更の可能性がありますので、該当科目を履修
している学生はできるだけ早く単位修得してください
（語学・実技・演習・実習科目は除く）
。
科目名
科目名
科目名
（2000～2003年度 （2004～2007年度 （2008～2011年度
入学生）
入学生）
入学生・科目等履修生）
自然科学概論①（休講）

日本語概説②
比較文学文化特講
比較言語文化論
漢文講読Ⅱ
国語科指導法
書道史
書論

科目名
（2012年度～
入学生）

自然科学概論A①（休講） 自然科学概論A①（休講） 自然科学概論A①（休講）
自然科学概論B①（休講） 自然科学概論B①（休講） 自然科学概論B①（休講）
日本語概説Ａ②

日本語概説Ａ②

日本語概説Ａ②

日本語概説Ｂ②

日本語概説Ｂ②

日本語概説Ｂ②

比較文学文化特講Ａ

比較文学文化特講Ａ

比較文学文化特講ⅠＡ

比較文学文化特講Ｂ

比較文学文化特講Ｂ

比較文学文化特講ⅠＢ

比較言語文化論Ａ

比較言語文化論Ａ

日本語学特講ⅡＡ

比較言語文化論Ｂ

比較言語文化論Ｂ

日本語学特講ⅡＢ

中国の古典《史記》
中国の古典《孟子》

中国の古典〈史記・孟子〉

中国の古典
（歴史）
中国の古典
（哲学）

国語科指導法Ⅱ

国語科指導法Ⅱ

国語科指導法Ⅱ

書道史Ａ

書道史Ａ

書道史Ａ

書道史Ｂ

書道史Ｂ

書道史Ｂ

書論Ａ

書論Ａ

書論Ａ

書論Ｂ

書論Ｂ

書論Ｂ

児童サービス論

児童サービス論

図書館サービス論
図書館資料論

2014年度
担当教員名
橘

敏雄

三宅

和子

滝沢

明子

三宅

和子

山口るみ子
幸田

国広

蓮見

行廣

蓮見

行廣

児童サービス論

島谷

祐枝

図書館サービス論

図書館サービス概論

島谷

祐枝

図書館資料論

図書館情報資源概論

大塚奈奈絵

民法Ⅳ部（債権各論） 民法Ⅳ部（債権各論） 民法Ⅳ部（債権各論）
政治学原論

政治学原論

政治学原論

法制史（西洋）

法制史（西洋）

法制史
（西洋）

国際政治史

国際政治史

国際政治学

道徳教育の研究

道徳教育の研究

道徳教育の研究

特別活動の研究

特別活動の研究

特別活動の研究
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民法Ⅳ部
（債権各論）
Ａ
民法Ⅳ部
（債権各論）
Ｂ
政治学原論Ａ
政治学原論Ｂ
法制史
（西洋）
Ａ

大坂

恵里

加藤秀治郎
守屋

治善

竹島

博之

道徳教育の研究

福田

弘

特別活動の研究

橋本

勝

法制史
（西洋）
Ｂ
国際政治学Ａ
国際政治学Ｂ
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科目担当教員変更に伴うテキストの配付について 後期生対象
科目担当教員の変更に伴う後任教員の確定は、３月になります。それに付随して、後任教
員が指定するテキストの確定も３月になります。テキストが変更になった場合、後期生（正科
生）
につきましては学習の年度途中となるため、新テキストを、５月に大学より配付（無償）い
たします。ただし、 2014年10月に新規で履修登録した科目

が対象です。

なお、前期生（正科生、科目等履修生）および後期科目等履修生は、自費購入となります。

シラバスについて 【重要】
シラバスについては、ToyoNet-Gの学生メニューの「シラバス・教員プロフィール」を
参照してください
（３月中旬に公開予定）。
また、３月１日には、通信教育課程のホームページ（http://www.toyo.ac.jp/site/tsukyo）
で科目等履修生
（前期生）
の募集用に2015年度のシラバスが公開されます。
（ホームページに
掲載されるシラバスの内容については、一部変更の可能性がありますので、ご了承ください。）

リポート申請・提出停止期間の学習について
正科生・科目等履修生（後期生）対象
１月15日
（木）
〜３月31日
（火）
まではリポート提出停止期間です。この期間の学習方法と
して、テキストを精読したり参考文献を調査、情報収集をおこなうなどしておくことをお勧
めします。３月１日には、通信教育課程のホームページ（http://www.toyo.ac.jp/site/
tsukyo）
で科目等履修生（前期生）の募集用に2015年度のシラバスが公開されますので、新
たに学習計画を立て、４月からのリポート提出に向けて準備することができます。
（ホームペ
ージに掲載されるシラバスの内容については、一部変更の可能性がありますので、ご了承く
ださい。
）
また、３月中旬（予定）には、ToyoNet-Gにて正式に2015年度のシラバスが公開されま
す。リポートや単位認定試験（論文）の申請・表紙出力は４月１日（正科生（前期生）は学費納入
確認後）
から可能となります。

成績の確認について
ToyoNet-G「学生メニュー」の「学習状況」で、自身の学習履歴が確認できます。
学習を進めながら、随時、履歴の確認をしてください。
＊学習状況の内容に関して質問がある場合は、返信用封筒（宛名明記・切手貼付）、学生証の
コピーを同封のうえ、質問用紙にて問い合わせてください。電話での質問には応じられま
せんので、ご注意ください。
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2015年度年間スクーリング日程 【重要】
2015年度開講予定のスクーリング日程は、2015年３月１日から、通信教育課程ホーム
ページ
（http://www.toyo.ac.jp/site/tsukyo/）で公開します。

「司書教諭修了証書」申請について 前期生対象
「司書教諭修了証書」大学一括申請（申請手数料600円）の申込受付を下記のとおり行いま
す。ただし、編入学生・科目等履修生は、文部科学省へ個人申請が必要となりますので申込
できません
（2015年３月本学通信教育課程卒業見込者および本学通信教育課程卒業生は大学
一括申請が可能な場合がありますので、通信教育課に問い合わせてください）。
なお、大学一括申請した場合の「司書教諭修了証書」の交付は、2016年５月中旬頃とな
ります。
１．申請資格
・司書教諭の資格に必要な単位（５科目10単位）が修得済であること。
・教育職員免許状の取得または2015年５月末までに「教育職員免許状授与証明書」の
発行を受けられる見込であること。
２．手続について
上記申請資格がある者で大学一括申請を希望する学生は、次ページの「司書教諭修了証書
申請書」をＡ４判に拡大してコピーし、必要事項を明記のうえ、返信用封筒（長３定形封筒に
宛名明記・82円切手貼付）
を同封し、2015年３月12日（木）〜３月20日（金）必着で通信教
育課宛に申し込んでください。
なお、申請者には201５年６月頃に申請手続および手数料納入について、お知らせいたし
ます。
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司
本

書

教

諭

府・県
〒

現住所

−

了

証

書

申

電話番号
携帯電話
メールアドレス

都・道

籍

修

請

書
（
（

@

）
）

都・道
府・県

ふりがな
氏

名

男
昭和
平成

生年月日

年

月

歴

学部

卒業時学籍番号

学科
年

月

女

日

学

昭和 ・ 平成

・

7

日卒業 ( 見込 )

東 洋 大 学 長 殿
文部科学省より司書教諭修了証書の交付を受けたく申請の手続をお願いいたします。
2015 年

（2014 年度在籍の所属を記入）
学部

所属

学

科

学

籍

番

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

−

府・県
（

）

携帯電話

（

）

教育職員免許状の有無

有

卒

司書教諭 ・ 教諭 ・ 司書 ・その他（

の

号

都・道

電話番号

後

日

7

通信

業

月

進

路

・

無（平成

年

月 取得予定）
）

※修了証書受渡（2016 年 5 月頃を予定）までの間に、上記記入事項が変更となる場合は、
早急に通信教育課まで届け出てください。（TEL：03-3945-7348）
※Ａ4 に拡大コピーをし、記入してください。
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予告  履修登録について 正科生対象
履修登録は、ToyoNet-Gを利用した手続になります。
手続方法は『学務システムToyoNet-G利用ガイドブック』、
「 履修登録を行う（通信教育課
程）
」のページを確認してください。
１．履修登録期間
・４月１日
（水）
〜８日（水）
※ToyoNet-Gは、毎週木曜日の21：30〜23：30に定期メンテナンスを実施するため利
用できません。予めご了承ください。
※夜間・履修登録期間後半などはアクセスが集中しやすいため、時間に余裕をもって履修登
録をおこなってください。
２．履修登録単位数
前期生

上限40単位

前期生の履修登録は４月のみで40単位登録を行います。
後期生

上限20単位（年２回）

後期生は年度途中の入学であり、確定しているスケジュールが翌年の３月までであること
から、科目選択に不明なことが多い中で履修登録を行うこととなります。そのため、履修登
録については10月と４月の２回に分割してそれぞれ上限20単位ずつ登録を行います。
３．対象学年
新１〜新４年生
※原級生の方は新規履修登録できません（諸資格科目は除く）。
４．継続履修
やむなく、前年度に履修登録した科目で前年度内に単位の修得まで至らなかった場合は「継
続履修」として自動的に科目が登録され、引き続き学習ができます
（テキストが変更になって
も、配本はありませんので各自でご用意ください）。
５．追加履修科目
次の
（１）
〜
（５）
に該当する科目は「追加履修科目」です。
追加履修科目は、年間の新規履修登録単位の上限の40単位には含まれず、テキスト配本も
ありません。
（１）卒業要件に含まれない教職科目を履修する場合


《次頁につづく》
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（２）編入学・転入学生が編入学・転入学年より低学年次配当の必修科目を履修する場合
・2014年度入学学年別

低学年次配当科目一覧

2014年度２年次編入学・転入学生
（2015年度より３年次）

2014年度３年次編入学・転入学生
（2015年度より４年次）

基礎ゼミナール

基礎ゼミナール
日本文学文化概説Ａ・Ｂ
日本語概説Ａ・Ｂ

文学部

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

法学部

（３）2012年度以降の文学部の編入学・転入学の正科生で、図書館司書資格を自由科目（卒
業単位に含まれない）
である新法で履修する場合（2012・2013年度３年次編・転入、
2012年度２年次編・転入生対象）
（４）学籍番号の入学年度が2004年以前の文学部の学生が、図書館司書科目・学校図書館司
書教諭科目を履修する場合
（５）法学部の学生が、図書館司書科目・学校図書館司書教諭科目を履修する場合
６．履修科目変更について
履修登録済みの科目について、以下の場合のみ同科目の別コースへ変更することが可能で
す（履修登録期間中に限る）。手続方法等詳細は、３月下旬に送付する「履修登録の手引き」
を参照してください。
（１）演習・実習科目のスクーリングに参加できないことによる科目変更
（２）学習方法をメディア授業に変更：日本史A・B、日本文学文化概説A・B
日本文学文化特講《古典》Ａ、日本文学文化特講《古
典》Ｂ、日本語学特講Ｂ
（３）自然科学概論Ａ①コース、自然科学概論Ｂ①コースの休講に伴う、②コースまたは、③
コースへの変更
ただし、変更前のコースで学習した学習履歴は無効となり、変更後のコースのテキストが
変更前のコースの配付済のテキストと異なる場合、そのテキストの変更は自己負担になりま
す。予めご了承ください。
７．受講条件対象科目について
受講条件のある「卒業論文」・「教育実習」・「教職実践演習」は通信教育課で確認のうえ、
履修登録します。
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科目等履修生の履修について 科目等履修生対象 後期生対象
科目等履修生
（後期生）については年度途中の登録であり、手続時に科目の登録を行ってい
る関係から、分割登録はせず、変更届の提出をもって履修登録科目およびコースの変更を認
める措置をとることにいたします（この場合も配本は行いません）。
この場合、変更前の科目の学習履歴は無効となります。
また、科目の追加や削除はできませんのでご注意ください。
・科目変更手続期間：４月１日（水）〜８日（水）
※詳細や注意事項については、３月下旬にToyoNet-Gの「お知らせ」にて配信します。

卒業要件の充足と卒業の時期について
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
業論文提出後、修得単位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、2015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、2015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2015年９月に卒業となります。
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2015年度通年スクーリングの受講について
正科生・通年スクーリング受講希望者対象
正科生は通年スクーリングとして、通学課程（文学部第１部・第２部、法学部第２部）の授
業をその学年配当にしたがって受講することができます。
◇履修条件
学部 履修課程 履修
文
法

認定卒業単位
卒業までの
正科生以外
履修可能単位 学籍番号の入学年度 学籍番号の入学年度
の履修
08以降の学生
00〜07の学生

第１部

○

30単位

第２部

○

30単位

第１部

×

第２部

○

◇申請登録期間

１部、２部
合わせて40単位

１部、２部
合わせて30単位

×
×
×

40単位

40単位

同左

×

2015年４月１日（水）〜４月８日（水）

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

テキストの配本はありませんので、各自で準備してください。
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2015年度教育実習参加者事前面接について
2015年度教育実習参加要件を満たした学生（2015年度「教育実習許可願」提出者）は、
下記「教育実習参加の要件チェックリスト」を再度確認するとともに、下記日程で行われる
教育実習参加のための事前面接に必ず参加してください。この面接では教職に就きたい理由
を聴取し、人物的に派遣が可能であるかを判断するものです。
なお、面接対象者および実施要領は、２月下旬にToyoNet-Gの「お知らせ」および文書で
通知します。
月

日

2015年３月７日（土）

時

間

12：00集合（14：00終了を予定）

場

所

白山キャンパス

甫水会館２F

201会議室

「教育実習参加の要件チェックリスト」
該当する項目の□にチェックを入れること
以下の項目すべてにチェックが入らない場合は教育実習に参加できない
□2015年３月末までに卒業に必要な単位数を98単位以上（共通総合科目28単位以上、専
門科目62単位以上）修得済みであること（大学既卒者を除く）
□2015年３月末までに、教職に関する科目のうち「教職概論」
「教育基礎論Ⅰ・Ⅱまたは教
育基礎論」
「教育心理学」「生徒指導論」「教育相談」「当該科目の教科指導法Ⅰ・Ⅱまたは
「教育実習事前指導」
「教科教育論（中学校での実習の場合のみ）」
当該科目の教科指導法（※）」
を修得済みであること
□2015年３月末までに、教科に関する科目を中学校は28単位の３/４以上、高校は32単
位の３/４以上修得済みであること
□教育実習の趣旨をよく理解していること
□教職に就く意思がある者
□教壇に立って授業を行うに必要な学力を有していること
□教育実習先の指導教員の指示のもとに、実習生としてふさわしい行動のとれる者
□2015年４月中に健康診断を受診することができること
□受け入れ校の正常な教育活動を妨げる恐れのない者
□伝染の恐れがある疾患もしくは教育実習を行ううえで妨げとなる精神障害がない者
□今後、ガイダンス・説明会などが実施される場合、すべてに参加できる者
□今後、必要になる手続を期日内に不備なく行うことのできる者
□2015年３月末までに、本学教育実習参加要件を満たさない場合は、2015年度の教育実
習を辞退することを了解している
□その他、大学
（または実習校）の判断で教育実習（派遣手続を含む）が中止となる場合、その
指示に従える者
（※）
2014年度以降の入学で、教育実習参加を希望する学生については、出身大学等で既に
取得希望の指導法（中学校普通免許状取得希望の場合は加えて教科教育論に相当する科目
の単位）
を修得済であっても、本学で「取得希望の教科指導法」
（中学校普通免許状取得希
望者の場合は加えて「教科教育論」）を履修・修得することが必要です。
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教職

2015年度の「教職実践演習」の履修について
「教職実践演習」は、３月１日（日）に通信教育課程ホームページで公開予定の2015年度
「シラバス」でお知らせするとおり、東洋大学通信教育課程の教育実習に参加していることが
受講要件となっております。
2015年度教育実習参加者は、2015年３月７日（土）に行われる事前面接の際に受講の詳
細をお知らせします。
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その他
登録情報の変更について 【再掲】
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。
なお、大学からの送付物の発送予定（2015年３〜４月）は、下表のとおりです（在学生の
み、教職課程履修者等の個別送付分は除く）。「変更届」を提出することが必要な学生は、確
実に送付物の受取りができるよう、３月上旬までに手続を完了してください。
各種資料等

対

象

学費振込用紙

正科生（前期生のみ）

一括送付書類

正科生

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

『東洋通信』４月号

正科生
科目等履修生（後期生）
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発送予定日程

３月末

その他

白山キャンパスの入構禁止期間および3月の通信教育課
事務室の窓口業務取扱時間・休業日のお知らせ
下記の期間は通学課程の入学試験実施に伴い、白山キャンパス内への入構が禁止されてい
ます。単位認定試験（論文）や各種提出物は通信教育課窓口で受付できませんので、郵送にて
提出してください。
【入構禁止期間】
・2015年

1/31（土）22：00〜2/1（日）16：00まで

・2015年

2/7 （土） 0：00〜2/11（水・祝）17：00まで

・2015年

2/26（木） 0：00〜2/27（金）16：00まで

・2015年

3/4 （水） 0：00〜3/6 （金）17：00まで

３月28日
（土）は、全学休業につき、事務室は休業いたします。それらの期間を除き、窓口
業務取扱時間は、次のとおりです。
平日

９：30〜12：45、14：00〜16：45

土曜

９：00〜12：45（３月28日を除く）
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その他

「日本文学文化を学ぶ」プログラム各コースの修了証申請について 科目等履修生対象
下表１の「日本文学文化を学ぶ」プログラムの各コースにおいて、当該科目の単位を修得
した科目等履修生
（前期生）の方には修了証を交付しますので、下表２の申請方法に従って手
続をしてください。
表１．
「日本文学文化を学ぶ」プログラムの当該科目一覧
コース

修了証

上代文学
王朝文学
中世の文学
日本の伝統文化
江戸の文化
日本語の伝統
日本の近現代文学文化

当

該

科

目

初級

「古代日本文学史A」「作家作品研究〈上代〉」「日本の詩歌A・B」

中級

「作家作品研究〈上代〉」
「万葉文化論A・B」

初級

「古代日本文学史B」「作家作品研究〈中古〉」「百人一首の文化史A・B」

中級

「日本の古典籍A・B」
「王朝文化論A・B」

初級

「中世日本文学史B」
「作家作品研究〈中世〉」
「日本の伝統芸能《能・狂言》
・
《歌舞伎》」

中級

「日本文学文化特講《古典》A・B」
「室町文化論A・B」

初級

「中世日本文学史A・B」
「日本の昔話A・B」
「日本の伝統芸能《能・狂言》」

中級

「日本文学文化特講《古典》A・B」「日本の伝統芸能《歌舞伎》」「日本民俗学A・B」

初級

「近世日本文学史A・B」
「作家作品研究〈近世〉」
「日本の伝統芸能《歌舞伎》」

中級

「日本文学文化特講《古典》A・B」「江戸文化論A・B」「日本美術文化史B」

初級

「日本語史」「古典文法」
「日本語概説A・B」

中級

「日本語学特講A・B」
「比較言語文化論A・B」

初級

「近現代日本文学史A・B」
「作家作品研究〈近現代〉」
「現代日本文学A・B」

中級

「日本文学文化特講
《近現代》
A・B」
「近現代文化論A・B」

初級

「比較文学文化史A・B」
「西欧文学A・B」以下から１科目選択
（
「英語
圏文学文化と日本A・B」
「ドイツ語圏文学文化と日本A・B」
「フラン
ス語圏文学文化と日本A・B」
「中国文学文化と日本A・B」
）

中級

「比較文学文化特講A・B」以下から「初級コース」で履修以外の１科
目選択（「英語圏文学文化と日本A・B」
「ドイツ語圏文学文化と日本A・
B」
「フランス語圏文学文化と日本A・B」
「中国文学文化と日本A・B」）

日本と外国文学

表２．申請に当たって
対象者

2014年度に新規登録した科目等履修生

2013年度以前から登録していた科目等履修生

対象履修年度

2014年度

2003年度〜2014年度

申請期間

2015年４月１日から６月26日
（必着）

申請方法

任意の用紙に学籍番号・氏名（捺印）・学習を修了した対象プログラム名
（初級・中級の別）
を明記し、返信用封筒（宛名明記済み）と返信用切手（140円）を同封のうえ、通信教育課
事務室へ郵送してください（持参も可）。

注意事項

①「初級」および「中級」の同時申請はできますが、
「初級」の修了証を受けずに、
「中
級」の申請はできません。
※②2013年度より科目等履修生のカリキュラムが変更となり、コースと上記科目の対
応は変更となります。また、上記の理由から2013年度より科目等履修生の前年度
の学習履歴は原則として継承できませんのでご注意ください。
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トピックス
トピックス

2014年度通信教育課程学習アンケート調査集計結果（報告）
皆さんの通信教育における学習状況がどのような現状にあるかを把握し、それを今後の支
援につなげることを目的にアンケートを実施しました。集約の結果は以下のとおりです。

対象： 通信教育課程在籍
対象者数：1336名

正科生・科目等履修生

回答者数：385名
回答率：28.8％
回答期間：2014年8月2日（土）〜8月30日（土）
調査方法：夏期スクーリング期間中

紙媒体およびwebで回答

■通信教育全体に関する質問
Q1 本学入学以前に大学通信教育で学んだことはありますか？
未回答
1.6％

Q2 あなたの職業は何ですか？次から
選んでください
未回答
1.3％

その他
8.1％

ある
14.8％

無職
9.1％

会社員
23.6％
アルバイト
22.9％

ない
83.6％

教員
9.9％
公務員
5.5％

主婦
15.8％

自営業
3.9％

Q3

学習時間はどのくらいですか？
（1 日平均）
＜平日＞
4時間以上
3.9％

＜休日＞

未回答
3.6％
未回答
11.2％ 30分以下
16.9％
4時間以上
12.2％
1時間
22.1％

30分以下
32.7％

2〜3時間
25.2％

2〜3時間
37.7％

1時間
34.5％

Q4 あなたにとってどの学習方法が最も適していると思いますか？
わからない
4.2％

未回答
1.8％
リポート
14.5％

メディア授業
26.2％

スクーリング
39.5％

通年スクーリング
（通学課程）
13.8％
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トピックス
※Q4 で
「リポート」
を選択した場合のみ回答
Q5

複数の学習方法がある科目で、
リポート学習
を選ぶ理由は何ですか？

Q6

通信教育について特に不安なことは何ですか？

リポートの作成が
好きだから
13.5％
その他
21.6％
スクーリング日程の都合
が合わないため
29.7％

学習方法がわからない
13.8％

未回答
12.7％
その他
29.1％

遠隔地に在住
しているため
35.1％

履修登録他事務手続
の方法がわからない
7.8％
リポートが書けない・
不合格が続く
31.7％

単位認定試験が受からない
4.9％

■リポートに関する質問
Q7

1 通のリポートを作成するのに、
平均
どのくらいの時間がかかりますか？

Q8

リポート作成の際、どのような点が大変だと
思いますか？（複数回答可）
その他
2.3％

未回答
3.4％
その他
12.7％

約2 ヶ月間
6.5％
約1 ヶ月半
11.4％

学習時間の捻出
24.6％

約2〜3週間
37.7％

テキスト等の読み込み
21.8％

約1 ヶ月間
28.3％

Q9

参考文献は、
主にどのように手に入れて
いますか？
（複数回答可）

Q10

その他
0.9％
インターネット
17.3％
書店等で購入
13.4％
公共の図書館
36.4％

未回答
5.2％

4冊以上
51.4％

東洋大学以外の図書館
7.3％
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参考文献の収集
29.3％

リポートを 1 通作成するのに参考文献
（教科書は除く）は平均何冊読みますか？
読まない
0.3％

東洋大学の図書館
24.6％

課題の理解
21.9％

1冊
2.6％

2〜3冊
40.5％

トピックス
■スクーリングについての質問
Q11

どのスクーリングが受講しやすいですか？
（複数回答可）
わからない
1.2％

通年（通学課程）
7.4％
冬期
8.3％

Q13

未回答
2.3％

シラバスの「スクーリング
学習 予習事項」欄は
確認するが、特に
予習はしていない
25.5％

日曜
19.0％

週末
12.4％

スクーリング受講のための予習はして
いますか？
その他
7.0％

土曜
16.9％

夏期
17.2％
学外
0.6％

Q12

連休
17.2％

シラバスの「スクーリング
学習 予習事項」欄を
よく確認し、予習している
60.5％

シラバスの「スクーリング学習 予習事項」
欄の記載があることを知らなかった
4.7％

スクーリング
（白山キャンパス）
はどこから
通っていますか？
未回答
1.3％

その他
4.4％
旅館・ホテル等
宿泊施設
16.6％

自宅
77.7％

■単位認定試験
（筆記・論文）
についての質問
＜試験全般について＞
＜筆記試験について＞
Q14 筆記試験と論文試験では、
どちらが受験しや
Q15 1 日何科目の受験が適正だと思いますか？
すいですか
（自分に適していると思いますか）？
未回答
2.1％

未回答
1.6％

わからない
26.8％

わからない
21.8％

筆記試験
25.5％

3科目
22.1％

論文試験
45.7％

＜筆記試験について＞
Q16 どの日程が受験しやすいと思いますか？
（複数回答可） わからない
スクーリング
最終日終了後
9.8％
スクーリング
1日目の前日
1.3％
平日夜間
2.6％
平日昼間
4.4％

5.2％

Q17

1科目
16.4％

2科目
38.2％

どの会場が受験しやすいですか？
未回答
わからない 1.3％
1.6％

土曜午前
13.3％

札幌
1.6％

仙台
3.4％
名古屋
3.9％

土曜午後
20.8％

日曜午後
23.9％ 日曜午前
18.7％

東京（白山）
83.9％
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大阪
2.6％
福岡
1.8％

トピックス
＜論文試験について＞
Q18 論文試験の試験対策に最も役立つのは、
どの学習方法だと思いますか？
未回答
3.4％

その他
2.1％
どの方法とも
いえない
16.4％

リポート学習
27.3％

メディア授業
12.2％
スクーリング学習
38.7％

■科目の選択についての質問
Q19

シラバスで重点的に見る項目は何ですか？
（複数回答可）
シラバスは見ない その他
0.5％
0.5％
スクーリング学習
スケジュール
16.0％

成績評価の
方法・基準
6.1％

学習内容
25.9％

リポート課題
17.2％

到達目標
8.4％

リポート学習
参考文献
11.3％

リポート課題への
取り組み方
14.0％

■その他の質問
Q20

通信教育部で開催する行事で、
参加したいと
思うものを選んでください
（複数回答可）

参加したいと思わない
5.2％

Q21

その他
2.5％

読んでいない
0.6％

随筆
TAのしおり（先生の著作）
15.9％
14.4％

学習相談会
18.8％
卒業論文説明会・
指導会
30.9％

掲示板
（事務からのお知らせ）
34.0％

学習の進め方・
リポートの書き方
説明会
26.3％
TAとの個別
相談会
16.3％

Q22

補助教材
『東洋通信』
はどの媒体が
活用しやすいですか？
わからない
1.8％
必要ない
0.5％

未回答
2.1％

両方
（ウェブ・冊子体）
35.3％

補助教材『東洋通信』についておたずねします。
どんな記事を読んでいますか？（複数回答可）

学習室
（先生の論文）
16.3％

論文
（先生の論文）
18.7％

Q23 「ToyoNet-G」にはどのくらいの割合で
ログインしますか？

ウェブ
5.5％

その他
7.8%
2週間に1回
11.4%

冊子体
54.8％

1週間に1回
29.4%
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未回答
1.6%
ほぼ毎日
17.4%
2〜3日に1回
32.5%

トピックス
Q24

ToyoNet-G」
の操作方法を覚えるのに何を参考に
しましたか？
（複数回答可）
使いこなせる
人に聞いた
1.9％

使いながら覚えた
47.6％

『ToyoNet-G
利用ガイドブック』
34.3％

新入生
オリエンテーション
5.3％

東洋大学通信教育部のホームページで見る
メニューは何ですか？
（複数回答可）
ほとんど見ない
3.8％
申請・届出
16.2％

教職・司書関係
6.7％

東洋大学通信教育部のホームページは
ご覧になりますか？

ホームページが
あることを知らなかった
1.0％
ほとんど
見ない
13.2％

その他
1.3％

『東洋大学通信
教育課程
システムガイド』
9.6％

Q26

Q25

その他
0.8％

シラバス
35.4％

年間
学習方法
11.2％ スケジュール
22.2％
学部・学科紹介
3.7％
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あまり見ない
19.7％

未回答
2.1％
よく見る
14.3％

時々見る
49.6％

TAのしおり
「学習相談制度のご紹介と効果的な利用法」
１．はじめに
皆様こんにちは、法学部通信教育課程TAの大山直樹と申します。
日々の学習は順調に進んでいるでしょうか。通信教育課程では、自分でテキストを読み、
内容を理解した上でリポートを作成するといった過程をこなしていく必要があるため、時に
困難な課題に直面してしまうこともあるでしょう。一人ではどうしても解決できないような
悩みを抱えてしまうこともあるかもしれません。このような場合に備え、すでにご存知の方
も多いかも知れませんが、本学ではTAによる学習相談制度を設けております。本誌がお手元
に届くころは春休みの時期を迎えており、リポート提出停止期間に入っていることかと思い
ます。しかしながら、後期生で不合格になってしまった課題が残っている方、来年度の卒業
を目指しており、卒業論文の作成に取り組もうとしている方等、学習相談制度を活用してい
ただくとより学習を効果的に進めていくことができるかと思います。そこで今回は、学習相
談制度について詳しいご説明と、その効果的な利用法についてご紹介したいと思います。
２．TAによる学習相談
本学では、通信教育課程にTA（ティーチング・アシスタント）を配置しております。TAは、
本学の大学院生・大学院修了生が担当しており、学生の皆様からの相談や質問等に対応して
います。
具体的には、学習方法やリポートの書き方に関する基本的な説明（論述の仕方、引用の仕
方、注のつけ方、原稿用紙の使い方等）
、参考文献や資料の探し方、卒業論文の作成に関し
て、テーマの選び方や基本的な書き方、その他学習方法全般に関する質問や相談、教員によ
る添削指導の内容についての不明な点等について、皆様から寄せられた相談や質問について
必要な助言や回答を行います（『履修要覧』に「学習相談」の項目がありますので、そちらも
あわせてご参照ください）。
皆様の学習をサポートするためにTAを配置しておりますので、是非とも積極的にご活用く
ださい。
３．学習相談の方法
次に、実際に学習相談を利用する場合の方法についてご説明いたします。本学では、学習
相談は、①質問用紙を使用する、②Eメールによる相談や質問、③通信教育課事務室に来室
しての面談、④電話での対応、のいずれかの方法で対応しています。
①の質問用紙を使用した方法は、本学の通信教育課程のホームページ「申請・届出」から、
質問用紙を印刷して、必要事項
（後述）
を記入して通信教育課の事務室まで郵送またはFAXで
お送りください。事務室に到着後、担当のTAから内容を確認の上、回答します。郵送の場合
は返信用封筒
（82円分の切手を貼付）を同封し、FAXの場合は返信用のFAX番号を明記して
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ください。
②Eメールを使用しての相談や質問は、学習相談受付用のメールアドレス（mltsukyo@toyo.
jp）
に、必要事項
（後述）
、返信用メールアドレス、相談や質問の内容を明記の上、送信してく
ださい。受信を確認後、折り返しEメールにて回答しますが、携帯電話のメールアドレスで
は回答のメールを受信できない場合がありますので、受信拒否設定をしていないメールアド
レスをお知らせくださいますようお願いします。
③通信教育課事務室での面談も受け付けております。対面での個別相談は、同じ資料を見
ながら話せるなど、理解が深まりますので、是非ご活用ください。
『東洋通信』の６月号・10月号に各TAの在室曜日と時間が掲載されていますので、相談希
望のTAの在室曜日・時間を確認の上、相談内容、希望日時を事務室まで郵送、FAX、Eメー
ル、電話等で予約してください。
④電話での相談を希望される場合は、相談希望TAの在室曜日・在室時間を確認の上、事務
室までご連絡ください。TAが電話にて対応します。
４．学習相談を利用する場合の留意点
学習相談を利用する場合には、以下の点に留意するとより効果的なものとなるでしょう。
（１）事前に予約を入れる。
既にご説明しました通り、各TAはそれぞれ在室曜日と時間が設定されており、原則として
この曜日・時間帯の中であれば常時対応が可能です。しかしながら、相談は先着順で受け付
けているため、先約が入っていると在室時間内でも他の学生に対応している場合もあり、お
待ちいただくことになってしまう場合もあります。あらかじめ希望の日時を予約していただ
くと、その時間にお待たせせずに対応することが可能ですので、面談や電話での相談をご希
望の場合はできるだけ事前に予約を入れてください。
また、在室時間外であっても、予約を入れていただければ、双方の都合の良い日時を調整
の上対応できる場合もありますので、その旨をお問い合わせいただければと思います。
（２）相談事項を具体的にまとめる。
相談をする際には、学籍番号、氏名、連絡先（電話番号等）、科目名、課題番号（課題①～④
のいずれか）
、提出回数（何回目か）、を明らかにした上で、相談・質問の内容とこれまでの学
習の過程について、できるだけ具体的にまとめるようにすると効果的です。
しばしば、
「リポート・卒業論文の書き方が分からない」、
「～の意味が分からない」といっ
た、非常に抽象的な内容の質問が寄せられますが、できるだけ自分で内容を整理して、
「何が
どのように分からない」のか、それに対してこれまで「ここをこのように学習してきた」、
「自
分はこのように考えてきた」等を具体的にお知らせいただけますと、その分回答も具体的に
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なるため、学習の効果がより上がってくるものとなるでしょう。
（３）事前に相談したい内容のコピーを送る。
相談する前に、相談したい内容のコピーを事務室までお送りいただけますと、TAが事前に
目を通した上で対応することができますので、より具体的かつ中身の濃い相談をすることが
できます。不合格リポートに関する相談ならば当該不合格リポートを、卒業論文の内容につ
いてならば、現時点で自分が考えている内容等を箇条書きのような形でかまいませんので、
記述してお送りください。
（４）時間に余裕を持って行う。
学習相談は、時期や時間帯により予約が集中する場合もあります。また、内容によりまし
ては、詳しく調べてから回答する必要があるものもありますので、少々お時間をいただく場
合があります。また、TAの在室曜日・在室時間が週１回に設定されていますので、相談のタ
イミングにより、日程の調整がどうしても難しい場合、最大で１週間程度お待ちいただく場
合もございます。特に、リポート提出期間の締切間際や卒業論文の提出間際になりますと相
談が集中し、直ちに対応することが難しい場合もありますので、できるだけ余裕を持って相
談してください。
５．相談・質問にお答えすることができないもの
以上にご説明しました通り、TAによる学習相談制度では悩み事やお困りの点が生じた際に
さまざまな形で解決の方向性を示すようにしておりますが、相談の内容によっては、その性
質上、お答えすることができないものがありますことをご了承ください。
①リポートを提出する以前の段階で、その課題の内容に関する質問
通信教育課程も大学の教育を受けるものである以上、あくまで学生本人が主体となって学
習しなければなりません。最低一度は自分自身の力だけで取り組んでいただく必要があるこ
とから、提出前の段階で、その課題の内容についてはお答えすることができません。提出前
に、課題で問われていることの意味がよく分からない、あるいは課題の内容について不備が
ないか事前にTAにチェックしてほしい、等の相談には応じかねますことをご了承ください。
②課題の答えに直結するような内容の質問
不合格の課題に関して、課題の答えに直接つながるような内容の質問が寄せられることが
ありますが、これについても、答えを直接教えることは自分自身で学習したものとはいえな
くなってしまうことから原則として回答することができません。学習相談は、答えにつなが
るようなさまざまなヒントやアドバイスを差し上げることにより、問題解決への道筋を示す
ものであり、最終的には自分自身で考えて答えを導き出していただく必要があります。
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③単位認定試験に関する質問
単位認定試験は、その科目を学習した後で、学習したことがきちんと習得できているかど
うか、その成果を試すものです。これも、ご自身の力だけで取り組んでいただく必要があり
ます。
④スクーリング・メディア授業の内容に関する質問
スクーリング・メディア授業の内容に関しては、担当教員に一任されております。担当教
員に直接お問い合わせください。
６．おわりに
以上、本学の学習相談制度についてご紹介いたしました。今年度、後期生として入学され
た方はそろそろ学習に慣れてきたころでしょうか。また、来年度卒業予定の方は２月に卒業
論文説明会を控えておりますが、そろそろ卒業論文の作成について本格的に準備していかな
ければならない時期かと思います。テーマの選び方や内容等、自分ではなかなか考えや方向
性がまとまらないといった方も、是非、気軽に相談してみてください。
TAは、皆様が困難な点に直面した際に共に考え、解決の道筋を示したり、教員と学生の橋
渡し役を担っております。学習相談制度を積極的に活用して、より有意義な学習につながれ
ばとTA一同願っております。


（法学部TA
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直樹）

学友会からのお知らせ
〈前期卒業祝賀会のお誘い〉
皆さま、ご卒業おめでとうございます。
つきましては、卒業生同士などと親睦を図るため、今までの学習、受験など乗り越えた苦
労をお互いにねぎらい、ＴＡ、先生方と最後の懇談をされませんか。
卒業証書授与式のあと、ぜひお集まりください。
ささやかですが飲み物、食べ物も準備しております。皆さまお誘い合わせの上、ぜひご出
席ください。

記
１．日

時：平成27年３月23日（月）14：30〜16：30

２．場

所：白山キャンパス

３．目

的：卒業生同士、先生、ＴＡなどと懇談を行って、交流を図り、卒業しても、

甫水会館（当日掲載します）

これからのお互いのコミュニケーションをとるステップとして、語り合い、
これからの人生に役立つ懇親をおこなうもの。
４．対

象：卒業生、ＴＡ及び先生方

５．参加費：無

料



以上
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随 筆

先生方から頂いたこと

平成元年に大学院を修了して、研究者の道に入り、およそ四半世紀余が過ぎた。その間に多く
の先生方と出会い、その都度様々なことを教えられた。
最初に思い出すのは、櫻井光堂先生（駒澤大学）で、東京帝国大学文学部を卒業後、法学部に
編入、外務省条約局に勤務された後、九州大学大学院で大澤章先生（国際法の大家）に師事した
方である。私にとっては、非法学の分野を国際法学に取り入れたことで、難解な衝撃を与えて下
さった。それは現在日本と呼ばれている地域に古代国際法のような関係があったという見識の下、
古事記や日本書紀を再解釈して古代日本領土の祖型を論じた。今で言えばガダマーの歴史解釈を
実践した方である。同時にクリスチャンではない先生の教科書（国際法）は、教会法をベースに
作成されていた。これらがどこでどのように連結していたのか、スケールの大きさに幻惑・圧倒
された。
大学院博士課程で博士学位論文に苦しんでいたとき、山本草二先生（東北大学）に出会った。
それまで一面識も無かった私が学会の休憩時間にいきなり先生に論文のことについて相談すると、
「齋藤君、論文［の提出］はね、勇気と諦めだよ。」と。その一言で踏ん切りをつけ、蛮勇を持っ
て論文を提出し学位を取得できた。もし先生の一言が無ければ、未だに悩んでいたかもしれない。
今でも論文を仕上げる時、この言葉に背中を押されている。
私の拙稿（論文）をお読みになり、
「齋藤君、君の文章は無駄無く非常にすっきりと明確に書か
れているけど、そのために欠点もすぐに判るね。文章はもっとグシャグシャで良いんだよ。」と評
して下さったのは、奥原敏夫先生（国士舘大学）であった。つまり、論文は右に行ったり左に行
ったり、後戻りしたりしながら先に進むのかと思っていたら、結局は記述すべきことがきちんと
全て網羅されていないということであったと、後に気づくことになる。
経済学者であった小谷崇先生（政治経済研究所）は、私とは専門が全く異なっていたが、私が
非常勤時代に論文の掲載誌がなかなか見つからず困っていたところ、同研究所発行の『政経研究』
への自由投稿を薦めて下さった。有り難く思って書いた原稿を早速投稿したところ、非常に厳し
い査読が待ち受けており、数度にわたって加筆修正を指示された。あるとき先生とお話をしてい
たら、第三者の投稿原稿の批判をなさったことがあった。その執筆者が孫引きをしたり原文に当
たっていないことに非常に憤慨なされていた。つまり「［必要かつ主要な］言語ができないから
［当該言語の］文献は使いませんとは何ごとか。出来なければ出来る様に勉強してから原文に当た
って文献として用いるべきだろう。それが研究者だろう。」というのである。この指摘は、極めて
当然であるにも拘らず、はっきりと公言して下さる先生は非常に少ない。
その他にもウラジミール・ヴェルシェティティン先生（モスクワ大学）や金斗煥先生（韓国・
崇實大学）からは良い意味での研究者としての大らかさを、ジュリオ・イルミナーティ先生（ボ
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専攻

国際法

出身

埼玉県

ローニャ大学）からは親切さやクールな優しさ、異文化人に対するコミュニケーションの難しさ
と面白さを無言のうちに教えていただいた。
さらに「齋藤君ね〜、その根拠は何なの？」と必ず根拠としての哲学や事実の論理における意
味に言及されるのは米田富太郎先生（中央学院大学）であり、いつもその部分の勉強不足を痛感
させられる。龍澤邦彦先生（立命館大学）とお話すると、「齋藤さん、これ読んだ？あれは読ん
だ？」といって英・仏・独・伊・西・羅・露・希（古語）などの原書を手に取りながら、先生が
パリ大学で身に付けられた幅広い基礎知識（論理学、歴史学、現象学などを含む）に基づく問題
の把握の仕方を自然体で示される。その根底の広がりにいつも目を丸くしている。
その他にも院生時代にお世話になった東寿太郎先生（津田塾大学）からは「文章は横田喜三郎
先生のような文章が良いね。」とご指導を受け、論文の関係で小寺彰先生（東京大学）など、これ
まで多くの先生方と出会い、偶然かもしれないが様々な驚きと勇気と研究上の大切なことをその
都度教えていただいた。それは今も続いている。
これらの先生方に共通しているのは、学歴や学閥などとは無縁の人間関係であり、研究し、論
文を書く者のみが受け入れられるアカデミックな雰囲気である。それは非常に親切で暖かい反面、
とても厳格で真剣な世界であり人間関係である。今、学部生や院生を指導する立場になって、私
自身が果たしてどれほどのことを伝えられているのか、とても不安になることがある。先述の先
生方も、実はそうだったのかもしれない。まさに一期一会でメッセージを伝えて下さっていたの
かもしれない。ならば私自身もそうありたいと思うし、そのためにはまだまだ勉強しなければな
らないことは山ほどある。また常にメッセージに気付く状態でいなければならない。これは学者
の世界だけでなく、あらゆる世界・分野に共通のことなのだろう。ならば、もうひと頑張りしな
ければ。
※登場した先生方の所属は、現職・故人ともに当時のものに限定した。

法学部教授

ひろし
さい とう

洋
齋 藤
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見

行

廣

（筆）という文字が記されている。また、殷時代以前の彩色陶器

代（紀元前一六〇〇年頃〜前一〇二八年）の甲骨文字に「聿」

に「蒙悟」が作ったと史書には記されているが、実際には殷時

とである。筆は、中国秦時代（紀元前二二一年〜前二〇六年）

文字文化を支えてきた筆の歴史や形質を知ることは大切なこ

はっきり確認できないものも含めて五千点近く発見されている。

これは、先が尖った石「圭」に文字が書かれたもので、文字が

の晋国の遺跡から発見された春秋時代の「侯馬盟書」である。

最も古い資料は、一九六五年から翌年にかけて、山西省侯馬市

のが最も古いが、その数は少ない。本格的に文字が書写された

肉筆文字資料としては、殷時代の甲骨の破片に墨書されたも

学 習 室
筆の誕生と歴史を訪ねて
蓮

たものなのかを知ることはできない。

に幾何学文様が筆のようなもので描かれている。このことから

朱墨によって書かれていたが、どのような筆を用いていたかに

甲骨文字「聿」
（イツ・ふで）
「筆を手で持った形」

筆の原型は殷以前からあったと考えられるが、その存在は明ら

ついては、はっきりしていない。また、ほぼ同時期のものとし

筆

かにはなっていない。殷時代の甲骨文字の「聿」の文字からは、

て一九八〇年に河南省温県で発見された「温県盟書」は、玉製

もうてん

木や竹の棒などの先を尖らせただけの硬筆性のものだったのか、

の石の表面に「墨」によって文字が書かれていた。紀元前四九

いつ

それとも先の部分に獣の毛を付けたものだったのか、先を裂い

七年ころに書かれたもので四五八八片発見されている。石の表

面は硬く、文字の大きさから考えてみても硬い材料のもので書
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漢墓から筆・墨・硯・木簡のセットが発見されている。竹の軸

で長さは二十五センチ、直径三ミリで、竹の空洞部分に穂首を

かれたと考えられる。
竹に書かれた初期の例としては、一九七八年湖北省随州から

差し入れる形で、睡虎地で発見されたものと同形式であった。

し

発見された戦国時代初期の「曾侯乙墓竹簡」がある。この竹簡

し

しかし毛の部分は失われていた。

後漢時代の筆としては、甘粛省武威の磨嘴子の二号墓と四九

ま

の筆法を考察してもどのような筆が用いられていたのかは判断
できない。

墓から発見されている。形式は、前漢時代のものとほぼ同系で、

現在、確認できる最古の筆は、戦国時代の楚（？〜紀元前二

れていた。穂先の部分の形式は、長い毛を中心に外側を短い毛

軸部分には、
「史虎作」
「白馬作」と職人名のような文字が刻ま

竹の軸に穂の部分を差し入れ糸でとめ漆で固めたものであった。

二三）の遺跡から発見された「長沙筆」である。この筆は、一

で被ったもので、墨含みを良くする方法が取られており、筆の

筆の発見

九五四年六月に中国湖南省長沙左家公山の木槨墓から出土した

形式として完成していた。また、一九三〇年代に内モンゴル自

き かく

もので、約十六センチの細い竹軸の一端を裂いて、兎毫を挟み

治区居延からは木軸の筆が出土している。この「居延筆」は、

きょえん

糸で縛って漆で固められていた。出土当時、竹の筒に収められ、

紀元前七五年から前五七年ころのものと推定され、長さは約二

えん

銅製の書刀（ナイフ）と竹簡とともに発見された。書刀とは、

ふ りつ

十一センチで四つに割った木を合わせて軸とし、十四ミリの穂

ご

書き損じた時に表面の文字を削るために使われたものである。

い

を差し込んだのち外側から糸で縛り、漆で根元を固めた形式の
いつ

「聿」と表記されてきた文字に竹冠が付けられたのは、秦の始
そ

ものだった。毛の材料について東京大学で科学的な分析を行っ

ふで

皇帝時代からである。このことについては漢の「許慎」が書き
しん

たが、動物の種類を特定することはできなかった。

ふつ

筆の製造

表した『説文解字』に「楚これ聿と謂い、呉これを不律、燕こ
れ弗、秦これを筆という」とある。秦時代の筆は、一九七五年

三国時代の魏の韋誕が著した『筆墨法』には、筆の芯の部分

い たん

（秦代の法律が書かれた竹簡一一五〇点余り）とともに三本の筆

に紙や絹を巻き周囲に毛を巻く方法が記述されている。この製

に湖北省雲夢睡虎地の秦墓から発見されており、
「睡虎地秦簡」

が出土している。竹軸部分の長さは二十一センチ、直径四ミリ、

筆法は、日本にも伝えられ近年まで作り続けられてきた。

西晋時代以後は、紙の普及とともに筆は改良され、東晋時代

穂首を軸に収める形式で、現代の筆の形に近いものと言える。
前漢時代の筆としては、一九七三年に湖北省江陵鳳凰山の前
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せんひつ

の「王羲之」は鼠鬚筆を好んで用いたと伝えられている。
唐時代に入ってからは、安徽宣城で「宣筆」と呼ばれた筆が
ぞうがん

盛んに作られた。筆としての機能は精密なものとなり、陳氏・
諸葛氏などの名工が現れ、筆管部分には金や銀の象嵌を施した

が製造している店は少なくなっている。
筆の材料

り

す

いたち

てん

獣毛筆としては、馬・羊・鹿・山馬・狸・ 鼬 ・貂・狐・猫・

宋・元・明・清時代には、歙州・黔州・湖州から各地へ筆の

筆・木筆・筍筆（たけのこの皮を束ねてたたいた筆）
・藁筆・草

などの羽毛を用いたものがある。他には、人毛（胎毛）筆・竹

兎・栗鼠などがある。鳥毛筆としては、鶏・雉・鶴・孔雀・鴨

製造は広がっていった。中国では小筆には兎毛や狼毫が多く用

筆・蓮筆・棕櫚筆などがある。「剛毛筆」と言われるものは、

ものや一部分に象牙を用いたものも作られるようになった。

いられてきたが、時代とともに変化をみせ、清朝になると羊毫

馬・狸・鹿・鼬・貂などをいい、一方「柔毛筆」と言われるも

日本における筆の歴史は、
「正倉院御物天平斑竹管帽牙頭筆三

た、硬い毛と柔らかい毛を混ぜ合わせた「兼毛筆」は、最も多

のは、羊・栗鼠の毛などの柔らかい毛を用いたものをいう。ま

しゅ ろ

を用いた筆も製造されるようになった。

種（七五六）」が最も古く、他の記録としては、空海が嵯峨天皇

く作られ広く使われてきた。

近年全く製造されていない。理由は、琵琶湖の葦に生息する鼠

絵を書く「蒔絵筆」である。この筆は鼠の毛で作られているが、

まき え

近年、最も入手が困難とされる筆は、漆工芸で金泥によって

に奉献した「狸毛筆奉献表」がある。
筆の産地（中国・日本）
中国で作られている筆を「唐筆」といい、宋・元・明・清時

元」
「李鼎和」
「孝文元」などの名工が作った筆が輸入され、実際

なく、近現代の日本では、清朝末の「陳象九」
「周虎臣」
「陶正

世界から次第に離れつつあるが、文字を美しく書ける道具とし

は変わることなく製造され続けてきた。用途としては、実用の

筆の登場から永い年月を経て今日に至っているが、その形状

がいなくなったためだと言われている。

に所有している方も多い。また、筆の販売元として「上海工芸」

ては最高のものである。

代の筆の名工名は伝えられているが、作家を確認できる筆は少

といった名や販売店名が記されたものも多く輸入されてきた。
日本の筆は「和筆」と言われ、産地としては、広島県の熊野
や川尻、さらに奈良・京都・豊橋・越後なども知られている。
東京には、江戸時代から続く老舗も多いが、実際に東京の筆氏
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「温県盟書」
（墨で書かれたもの）春秋晩期

「曾侯乙墓竹簡」
（最古の竹簡）戦国初期

湖南省長沙左家公山墓出土筆と筆筒
（戦国時代中期の楚墓から出土した筆）

湖北省雲夢県出土筆と筆筒（秦時代の墓より出土した筆）

現在、日本で作られている筆

─はすみ

ゆきひろ・文学部教授─
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はじめに

田

卒業論文を書くにあたっての
倫理的配慮について
金

英

子

２年から１９７２年までアラバマ州タスキギーにおいて、非人

道的な梅毒研究を行ったという記事だった。貧しい黒人の小作

るが、卒業論文を書くにあたり、インタビュー調査やアンケー

してみた。文学部や法学部では文献資史料による研究が主とな

の研究倫理に沿って、とくに重要と思われる項目について記述

が見受けられるが、ここでは筆者の専門である保健医療分野で

来より多くなってきている。研究分野によって倫理指針に違い

の標準治療薬として確立したにもかかわらず、積極的治療を施

９４２年には単離、実用化に成功し、１９４７年までには梅毒

配偶者に感染して先天性梅毒の児が出生した。ペニシリンが１

く、患者には一度も梅毒に罹患している事を告げなかったため、

梅毒症状の追跡調査をした。被験者の多くが死亡するだけでな

無料で医療を提供すると称し、治療をしなかった場合に起こる

人男性で、梅毒の感染者３９９名と非感染者２０１名を対象に、

ト調査などの実施を計画している人は、是非とも参考にしてい

すことなく、死後には解剖も行っていた。このことが全米各地

調査・研究をする際の倫理的事項について問われることが従

ただきたい。

に報じられて間もなく、この研究は中止され「タスキギー梅毒

これは歴史的事件の氷山の一角に過ぎないが、刑務所や収容

研究」として歴史に名を残すこととなった。

１９７２年、１人のアメリカ人女性記者により人々を驚愕さ

所などでの人体実験や無作為なワクチン接種実験など、今まで

なぜ研究倫理が必要なのか

せる事件が発覚した。アメリカ連邦政府公衆衛生局が、１９３
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に数多くの非倫理的、または、倫理的妥当性の疑わしい研究が

を審査する仕組みが作られることとなった。しかし日本国内に

学的妥当性を評価し、被験者のリスクが守られているかどうか

トレポート、ＣＩＯＭＳ（国際医科学評議会）の研究ガイドラ

としては、ニュールンベルグ網領、ヘルシンキ宣言、ベルモン

保健医療分野における研究倫理の代表的な国際ガイドライン

調査・研究における倫理的配慮と留意点

おいては、まだその体制が十分に整っているとは言い難い。２

インなどが挙げられる。日本でも研究機関や大学では、これら

行われてきた。このような反省から、研究の倫理的妥当性と科

０１１年に見舞われた東日本大震災でも、その一面が浮き彫り

のガイドラインを参考にしながら、それぞれの組織で研究倫理

理規定に基づいた論文でなければ投稿しても受理されない。

規定項目を定めている。保健医療系の学会では、定められた倫

にされた。
震災・原発事故後に実施された数多くの健康調査・研究は、
被災者の大きな負担となったり、自治体との調整が十分に図ら

倫理事項について整理した。

以下に、本学での卒業論文を想定し、最低限配慮されるべき

究者間でもそのことが指摘され、発災２ヵ月後の５月、文部科

■対象者に研究目的を説明し、完全に自発性が保証された状況

れていない中で行われたりしたため現地での混乱を招いた。研

学省と厚生労働省は、各研究機関や大学などに対し、
「被災地で

参考文献参照）。通常、倫理事項については各研究分野で話し合

地における調査・研究に関する緊急声明文を発表した（詳細は、

またその際、研究協力への同意が強制されることなく、自由に

っての研究協力に関する利益、不利益を伝えた上で同意を得る。

対象者への研究の目的、方法、期待される結果と対象者にと

で研究の同意を得る

われるが、このように２省が連名で関連組織・団体に文書を出

判断できる状況でなければならない。

実施される調査・研究について」と題して、東日本大震災被災

すというのは異例のことである。

として用いてはならず、私たちは同じ人間として研究によるリ

か、または両方が、成熟していないか、または障害されている

「同意能力が不十分」とは、
「理解力」と「判断力」のいずれ

※対象者の同意能力が不十分だと判断された場合

スクから研究対象者を保護する必要がある。と同時に、調査・

場合を指す。そのような対象には、未成年者（特に子ども）
、知

未曾有の体験から得るものは多いが、ヒトを単なる研究手段

研究に携わる者は、社会からの信頼を得ることによって初めて、

的障害者、認知症患者、精神障害者なども含まれる。

今日では、未成年者の場合においても、その能力の範囲にお

普遍的な知識の累積が達成され社会への貢献につながっていく
ことを心に留めておかなければならない。
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意を求める傾向にあるが、同意能力の有無は、単に年齢など客

重要だと考えられている。そのため年齢の低い対象者からも同

いて本人の承諾を得ること、またその拒否が尊重されることが

■データ管理を厳重に行う

くてはならない。

ことがないよう、調査する側とされる側との間に信頼関係がな

が不可欠であり、そのためには開示した事実が他に漏洩される

必要がある。たとえ親権者が参加に同意しても、子どもが拒否

い言葉で説明文書を作るなど、対象者の理解を促す努力をする

未成年者から同意を得るにあたっては、対象者が理解しやす

「代諾者とともに、被験者からのインフォ ムｰド・コンセント（説
明と同意）も受けなければならない」とされている。

場合を除き、ファイル交換ソフト、スパイウェア等の影響を排

のコンピュータが完全にインターネット環境から独立している

取り扱う必要がある。コンピュータ上のデータに関しては、そ

プロテクションなどのセキュリティ対策を講じたうえで慎重に

除したうえで管理する。また、各データファイルはパスワード

個人情報を含んだデータシート、記入用紙やコンピュータフ

観的な基準を用いて判断できるものではない。参考までに「臨
床研究に関する倫理指針」では、 歳以上の未成年者からは、

した場合、その意思は尊重されなければならない。知的障害や

除できるような配慮を行う必要がある。

能力がない場合に、被験者に代わって同意することが正当と認

同意を代諾者から取得する。代諾者とは、被験者に十分な同意

それでも、対象者に同意能力が不足している場合には、説明と

対象者の場合も、基本的な考え方は未成年者の場合に準ずる。

■研究
 の利益と負担が、一定の個人や集団に偏らないようにする
対象者の選定は、公正に行われなければならない。また、調

ればならない。

納するなどして、第三者の目に触れることがないようにしなけ

研究データの物理的な管理は、施錠可能な引き出しや棚に収

ァイル等については、個人を特定できる情報（氏名など）を削

精神障害のため、理解力や判断力が不足している可能性がある

められる者（対象者の親権を行う者、配偶者、後見人、その他

査・研究は、個人的な考慮や利害関係によらず、科学的な根拠

研究倫理に関する確認事項は、厳密に言えば、調査にてデー

まとめ

と判断、および公共の利益に基づいて行われなければならない。

これに準じる者）、つまり対象者の意向を表現できる者で、いず
れも成人でなければならない。
■守秘義務（個人のプライバシー保護）を遵守する

ない。対象者の中には、プライバシーについて他に開示したく

タを収集・管理する段階と、それらを整理・分析し論文を作成

調査で知り得た対象者に関する秘密を、他に漏洩してはなら

ない場合がある。正確な情報を得るためには率直な事実の開示
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16

する段階とがある。今回は紙面に限りがあるため、前者のみに
焦点をあてた。しかも冒頭で述べたように、各研究分野によっ
て臨機応変に対応しなければならない場合もあるので、これら
がすべてではないことを補足しておきたい。
最後に、倫理的配慮に欠けた調査・研究は、自分だけのみな
らず、後に続く調査者にも影響が及ぶということも心しておき
たい。

回東大研究倫理セミナー資料（非公開）東京大学医学系

ラ
e- ニ

http://www.med.kyushu-u.ac.jp/recnet_fukuoka/

（参照２０１４年 月 日）
］
e-learning/index.html
・星野一正「タスキギー梅毒人体実験と黒人被害者への大統領

ング」
［

を 共 に 考 え る ─ 医 学・ 医 療 の 健 全 な 発 展 の た め に ─

・福岡臨床研究倫理審査委員会ネットワーク「臨床研究の倫理

15

11

15

─ 頁

─かねだ えいこ・法学部准教授─

の謝罪」
『時の法令』雅粒社、１９９８年、１５７０号、５月
号、

45

51
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［参考資料］
・第

・「 被 災 地 で 実 施 さ れ る 調 査・ 研 究 に つ い て 」
［ http://www.
（参照２０１４年
lifescience.mext.go.jp/files/pdf/n813_00.pdf
月 日）］

研究科・医学部倫理委員会、２００８
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はじめに

貧困と教育

本

典

裕

「 夏 休 み 中 に や せ る 児 童 生 徒 が、 こ こ 三 年 く ら い 増 加 し て い

権利を保障し、教育基本法第四条第一項は「教育の機会均等」

日本国憲法第二十六条第一項はすべての国民に教育を受ける

一．教育を受ける権利とその実態

困」解消に向けた取り組みはまだ緒についたばかりである。

関する大綱について」が閣議決定された。しかし「子どもの貧

藤

─「子どもの貧困」に気づき、考える─

「靴下に穴が空いている。しかも両方親指がにゅっと出ている

る。休み中は、十分な栄養がとれないためではないかと思われ

という表現をとって同旨のことを規定している。これらの規定

子どもたちが増えている。」

る。」

は国家に対して教育の保障を義務づけるものでもある。

憲法第二十六条第二項は、
「義務教育は、これを無償とする」

これは小中学校の養護教諭が実際に目にした子どもたちの姿
である。これらは保護者の怠慢や愛情不足からくるものではな

と規定し、保護者の直接的経費負担を排除して、経済的条件に

これをうけて教育基本法第五条第四項は「国又は地方公共団

く、こうした現象の背景に「貧困」があることを養護教諭の多

「子どもの貧困」が社会的に問題視されるようになり、二〇一

体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収

よる教育機会格差を解消することをめざしている。

三年六月二十六日に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」

しない」と、また義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する

くは実感し、子どもたちに寄り添おうとしている。

が制定され、二〇一四年八月二十九日には「子供の貧困対策に
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法律第一条は「義務教育諸学校の教科用図書は、無償とする」

態が大きく異なること、財政状況の悪化などを理由に受給条件

規定によって運用されている。しかし市町村によって制度の実

が引き下げられていることなど、法の命じる「必要な援助」が

と規定し、無償化の実現を図っている。
しかし現実には学校教育に直接に関わる経費（学校教育費）

多くの市町村では生活保護基準を基礎に就学援助受給基準を

実現されていない実態が多く報告されている。

どに支出される学校外活動費（補助学習費）は公立小学校では

決定している（生活保護基準の一・一倍など）が、この生活保

の多くを保護者が私的に負担している。さらに塾・家庭教師な

学校教育費の約四倍、公立中学校でも二倍以上となって家計を

護基準は二〇一三年八月、二〇一四年四月に相次いで引き下げ

年収二〇〇万円未満では二十八・二％にとどまっている。

上の家庭の四年制大学進学率が六十二・八％であるのに対し、

また年収格差は大学進学率に反映し、年収一、二〇〇万円以

にあることが明らかにされている。

全国一斉学力テストの結果分析からは、年収と得点が相関関係

家庭の経済的条件の格差は子どもの学力格差となって現れる。

三．貧困がもたらすもの

を得ない。

法の命じる奨学の措置はその実効を伴っていないと言わざる

ることが懸念されている（実施に引き下げられた例もある）
。

られたため、これに連動して就学援助受給基準が引き下げられ

圧迫している。
子どもの在学費用が大きな負担となっていることは日本政策
金融公庫の調査からも明らかで、年収二百万円以上四百万円未
満の家庭では在学費用が年収の五十七・五％を占める。
二．教育を受ける権利保障の手立て
教育を受ける権利を画餅としないためにそれを保障する手立
てが必要となる。
教育基本法第四条第三項は「国及び地方公共団体は、能力が
あるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対
して、奨学の措置を講じなければならない」と規定し、奨学金
制度や就学援助制度が創設・運用されている。
しかし奨学金制度は実質的には教育ローンとなっており、学

就学援助制度は、学校教育法第十九条の「経済的理由によつ

も調査」によれば、
「今の日本は努力すれば報われる社会だと思

している。大阪教育文化センターが実施した「第３回大阪子ど

年収格差は子どもたちの社会観や自己肯定感にも大きく影響

て、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対

いますか」との設問に「余りそうでない」
「そうでない」と回答

生の卒業後の生活を圧迫している。

しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない」との
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した子どもは中学校二年生で五十二・〇％、高校二年生では六

教育費の貧困→豊かな学習環境の欠如→学力の欠如→学習の

五．貧困の連鎖・再生産

たと思うときがあるか」との設問に「よくある」
「少しある」と

機会（進学機会など）の欠如→就労機会の欠如→所得格差の再

十六・五％にのぼった。また「生まれてこなかった方が良かっ

回答した子どもは、小学校五年生で二十七・五％、中学校二年

生産・固定化という図式が形成されている。

％となる。中途退学者のなかには、いわゆる怠学ではなく、経

現在、高校進学率は約九十七％であるが、卒業率は約八十五

生で二十五・九％、高校二年生では三十四・二％となっている。
四．生存権の保障

一方、日本の現状を見ると、学歴によって初任給や生涯賃金

済的理由で退学を余儀なくされる者が少なくない。

的な最低限度の生活を営む権利を有する」とし、つづく第二項

に大きな差がある。誤解を恐れずに言えば、就業条件が整って

日本国憲法第二十五条第一項は「すべて国民は、健康で文化

で「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及

安心して働ける職業に就き、安定した生活を営むために、高校

ての子どもたちに保障されるべき最低限の学歴となっていると

び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と国の責

憲法に規定された「健康で文化的な最低限度の生活」を営む

も言える。このことは直接的に高校中退者あるいは高校に進学

卒業は必須要件になっている。その意味では、高校卒業はすべ

ことができない状態を「絶対的貧困」と考えることができる。

できない者の生存権にかかわる問題である。

務を明記している。

こうした状況を打破し、国民の生存権を保障することが国の責

ならず、同時に働く権利が保障されていなければならない。逆

生存権保障のためには教育を受ける権利が保障されなければ

しかし貧困には「相対的貧困」というもうひとつの側面があ

に勤労の権利が実質的に保障されるためには、その基底的要件

務とされている。

り、ＯＥＣＤの統計などでは「所得の中央値の半分に満たない

として教育が保障されていなければならない。

ない。

子どもたちの生存権の侵害にもなることを自覚しなければなら

脅かされることは、現在の国民のみならず、次に生まれてくる

貧困のために教育が奪われ、勤労の機会が奪われ、生存権が

もの」とされる。相対的貧困状況は「必要な資源が不足してい
るため、その人が生きている社会の慣習や通常の状態から期待
される生活様式を共有できない状態」のことである。
国に課せられた責務は絶対的貧困にとどまらず相対的貧困を
も解消することである。

─ 14 ─

その意味で、日本国憲法第十四条（法の下の平等）
、第二十五
条（生存権）、第二十六条（教育を受ける権利）
、第二十七条（勤
労の権利）を必然的に相互に関連するものとして保障していく
ことが求められる。
おわりに
貧困と教育をめぐっていくつかのことを述べた。
「子どもの貧
困」はとりもなおさず保護者の貧困の問題であり、それはこの
国の貧困の問題である。教育・学校が直接的に貧困を解消する
ことは困難である。しかし学校で、あるいは家庭や地域社会で、
「子どもの貧困」に「気づき、考える」ことは不可能ではない。
はじめにふれた養護教諭の「気づき」や、教育費の私的負担を
軽減しようとする学校事務職員の運動など、
「気づき、考える」
動きも着実に進められている。
貧困問題の解決は、「気づき、考える」ことから始まる。

─ふじもと のりひろ・文学部教授─
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論

文

呂

芳

高村光太郎「雨にうたるるカテドラル」を読む
野

（３）

信

本稿ではこの魅力的な作品を分析し、詩人の思想や表現上の工

は発表時期に近いころの制作と思われる。

号に発表された高村光太郎の詩である。数多い光太郎の作品の中

夫などを探究してみたい。なお既述のように長大な作品であるの

「雨にうたるるカテドラル」は大正一〇年一一月の「明星」復刊
でもよく知られ、早くから〈全業績を通じて、この詩はもっとも

で、引用は全体ではなく部分とし、またスラッシュを使用して行

一

分けを詰めることとする。

高い位置におかれるものであり、作品の芸術的完成度においても
優れている。そしてこれは光太郎にとっての代表的作品であるば
かりでなく、近代詩ぜんたいの展望からいっても、また記念碑的
（１）

作品というべきものである。〉などというように非常に高く評価を

おう又吹きつのるあめかぜ。／外套の襟を立てて横しぶきの

されてきた魅力的な作品である。この詩は全体で一〇五行にもな
る長大なものであるにも関らず、決して弛緩することなく、全編

この雨にぬれながら、／あなたを見上げてゐるのはわたくし
日本人です。
（第一連冒頭）

〈第一連は〈わたくし〉の自己紹介であろう〉といわれている

（４）

です。／毎日一度はきつとここへ来るわたくしです。／あの

緊張感に満ちている。
この作品の内容は、周知のように〈明治四一年六月から四二年
（２）

三月まで滞在したパリでの体験を現在形で書いたもの〉である。
そこで制作時期と発表時期（前記のように大正一〇年一一月）と
の間に一〇年以上の差のある作品である可能性もあるが、実際に
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が、この連はたしかに〈わたくし〉の存在を中心とし、加えて〈ノ

景は、この巨大なものに翻弄される、いかにも小さなものたちの
様子であるように思われる。

たとえば〈セエヌ河の船〉は〈小狗のやう〉であるし、
〈やさし

パリのカテドラル〉、そして〈嵐〉の三者がそろ

って登場している。そして〈わたくし〉というていねいな言葉遣

いプラタンの葉〉は、
〈鷹〉に追われた小さな〈頬白の群のやう〉

オトルダム ド
いに、〈あなた〉
（大聖堂のこと）の存在に対する強い畏敬の念が

であり、
〈マロニエ〉の枝は〈むく鳥いろの葉を空に舞ひ上げ〉、

カテドラル

感じられることがここでは重要であるといえよう。

それが広場に落とされて〈木の葉の小島〉をなしている、という
ように。

たびに／むく鳥いろの葉を空に舞ひ上げます。／逆に吹きお

たのうしろのマロニエは、／ひろげた枝のあたまをもまれる

群のやう、／きらきらぱらぱら飛びまよつてゐます。／あな

岸の並木のやさしいプラタンの葉は、／鷹に追はれた頬白の

のやうに河べりに繋がれたままです。／秋の色にかがやく河

／さつきポン ヌウフから見れば、／セエヌ河の船は皆小狗

おう又吹きつのるあめかぜ。／もう朝のカフエの時刻だのに

り、その意味ではこれらはやはり人工的なものの一部と考えられ

なるよう人工的に配置され、整頓され、手なずけられた存在であ

自然的存在ではなく、都市の景観の一部として人間生活の飾りと

タン〉等と表現されるのであろう。人間の生活を脅かす暴力的な

的に整頓されている樹木であり、それだからこそ〈やさしいプラ

り、プラタン、マロニエなども、樹木とはいえ街路樹として人工

なものであるようにも思われる。船はもちろん人工的な産物であ

いるとすると、それに比して翻弄される小さなものたちは人工的

こうした条件のもと、次の第二連から本格的に作品が展開する。

ろす雨のしぶきでそれがまた／矢のやうに広場の敷石につき

るのではなかろうか。これら小さなものたちがひとたまりもなく

さらに見ていくと、巨大で暴力的な嵐が大自然の一面を表して

あたつて砕けます。／広場はいちめん、模様のやうに／流れ

翻弄される様子から、またその小さなものたちを自在に翻弄する

か

る銀の水と金茶焦茶の木の葉の小島とで一ぱいです。
（第二

嵐の存在の大きさを、背景として如実に感じることができるよう

し

連）

に描かれている。

そして毛あなにひびく土砂降の音です。／何かの吼える音き

第一連において〈巴里の果から果を吹きまくつてゐます〉
〈イイ
ル

しむ音です。／人間が声をひそめると／巴里中の人間以外の

フランスに荒れ狂つてゐるこの嵐〉とされる嵐は、自然

の巨大で強力な様子を表現していよう。そのような巨大で暴力的

ものが一斉に声を合せて叫び出しました。
（第二連）

ド

な自然に対比して、第二連において主に描写の展開されている光
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人工物や人工的に慣らされたものは巨大で暴力的な嵐に対して

ルに執拗に暴力的に挑みかかっているのであり、それはあたかも

ちに対するのと同じように、あるいはそれ以上に、嵐はカテドラ

と嵐を受け止めているようである。ほかの小さな人工的なものた
はいかにも小さく無力な存在であり、ひとたまりもなく翻弄され

〈出来ることならあなたの存在を吹き消して／もとの虚空に返さう

ドラルは〈鐘楼の柱一本でもへし折ら〉れることなく、
〈平手打の

とするかのやう〉に感じられるほどである。しかしそれでもカテ

ている。そこでは〈人間〉も無力に〈声をひそめる〉しかない。
二

グイユのばけもの〉や〈飛びかはすエルフの群〉、
〈不思議な石の

風の息吹をまともにうけて〉いるのである。この第四連は〈ガル
ここで第三・四連をみてみたい。どちらも襲いかかる暴力的な

聖徒の幾列〉など、非日常的な嵐の中で幻想的な雰囲気を醸し出

ところで、このように暴力的な嵐に対しても聳え立っているノ

えよう。

しており、どこか重厚でゴシック風な味わいのある連であるとい

嵐と、それを受けるカテドラルの様子を描いた部分を引用する。
い ぶき

パ

目つぶしの雨のつぶてに密封され、／平手打の風の息吹をま
ともにうけて、／おう眼の前に聳え立つノオトルダム ド

ートルダムのカテドラルであるが、言うまでもなくこれもまたや

〈巴里の果から果を吹きまくつてゐ〉
（第一連）る〈天然四元〉と

リ、（第三連）
おう又吹きつのるあめかぜ。／出来ることならあなたの存在

しての大自然の嵐と比較すれば、やはり小さな人工物としての存

はり人工物である。他と比較すると大きな存在であるとはいえ、
を吹き消して／もとの虚空に返さうとするかのやうなこの天

在でしかないことにもちろん変わりはないはずである。したがっ

こ くう

然四元のたけりやう。／けぶつて燐光を発する雨の乱立。／

て、前章に見てきた様々なもののように、大自然の威力に対して

らんたつ

あなたのいただきを斑らにかすめて飛ぶ雲の鱗。／鐘楼の柱

翻弄されるところがあってもおかしくはないはずであろう。

しふね

また、この人工物であるカテドラルが、第三連において以下の

物といえよう。これはなぜであろうか。

ある。暴力的な大自然の力に対しても全く動揺しない唯一の人工

ともに受け、しかも柱一本の損傷もなく〈聳え立〉っているので

しかしこのカテドラルだけは既述のように嵐の暴力的な力をま

（第四
一本でもへし折らうと執念くからみつく旋風のあふり。
連）
ノートルダムのカテドラルは、前章に見たようなほかの小さな
ものたちとは異なり、暴力的な嵐の力をまともに受けて〈聳え立〉
っている。ただ立っているのではなく、自らの存在をかけて堂々
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ように描写されているのも興味深い。

がつしりと立つカテドラル、／昔の信ある人人の手で一つづ

遠への大足場。／あなたはただ黙つて立つ、／吹きあてる嵐

つ積まれ刻まれた幾億の石のかたまり。／真理と誠実との永
おうノオトルダム、ノオトルダム、／岩のやうな山のやうな

の力をぢつと受けて立つ。／あなたは天然の力の強さを知つ

かう き

てゐる、／しかも大地のゆるがぬ限りあめかぜの跳梁に身を

鷲のやうなうづくまる獅子のやうなカテドラル、／灝気の中
かくちゆう

の暗礁、／巴里の角 柱 、

いるばかりか、ここでは〈岩〉、〈山〉、
〈鷲〉
、
〈うづくまる獅子〉

は述べられている。その内容については、筆者には旧約聖書の創

第五連においてはカテドラルがどのように建てられたかがまず

まかせる心の落着を持つてゐる。
（第五連）

などのようにすべてあたかも大きな自然的な存在であるかのよう

世記において、ノアの洪水伝説の後に語られている、バベルの塔

人工物であるはずのカテドラルは、大自然の嵐にもひるまずに

な比喩が用いられている。そしてまたこのパリを支えるような存

の伝説を比較対象として思い出させる。今ここに創世記から該当
する箇所を引用してみよう。

在だというのである。
人工物としてのカテドラルに対して大きな自然的な存在である

全地は同じ発音、同じ言葉であった。時に人々は東に移り、

かのような比喩が用いられるとき、その比喩はおそらく偶然では
なく、そこには〈毎日一度はきつとここへ来るわたくし〉にとっ

シナルの地に平野を得て、そこに住んだ。彼らは互に言った、

代りに、れんがを得、しっくいの代りに、アスファルトを得

て、このカテドラルが大自然に通じるような存在であると感じら
以上のように、大自然の嵐に比べれば小さな人工物に過ぎない

た。彼らはまた言った、
「さあ、町と塔とを建てて、その頂を

「さあ、れんがを造って、よく焼こう」。こうして彼らは石の

はずのこのカテドラルは、巨大で暴力的な嵐の中でも聳え立つこ

天に届かせよう。そしてわれわれは名を上げて、全地のおも

れ、評価されていることを暗に語っているのではなかろうか。

とができ、また大自然に通じるような存在として評価されている

てに散るのを免れよう」
。時に主は下って、人の子たちの建て

れは下って行って、そこで彼らの言葉を乱し、互に言葉が通

る事は、もはや何事もとどめ得ないであろう。さあ、われわ

ある。彼らはすでにこの事をしはじめた。彼らがしようとす

る町と塔とを見て、言われた、
「民は一つで、みな同じ言葉で

ようである。これはいったいなぜなのであろうか。
三
おう又吹きつのるあめかぜ。／その中で／八世紀間の重みに
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もてに散らされた。（「創世記」第 章１〜９節、日本聖書協

ことばを乱されたからである。主はそこから彼らを全地のお

によってその町の名はバベルと呼ばれた。主がそこで全地の

もてに散らされたので、彼らは町を建てるのをやめた。これ

じないようにしよう」。こうして主が彼らをそこから全地のお

創り上げられたものの可能性、つまり人間の中の大きな可能性が

のではなかろうか。ここには敬虔な気持ちで誠実に、心を込めて

の跳梁に身をまかせる心の落着を持つてゐる。〉ということになる

の力の強さを知つてゐる、／しかも大地のゆるがぬ限りあめかぜ

立つ、／吹きあてる嵐の力をぢつと受けて立つ。／あなたは天然

示されていることになるであろう。

ド・パリ』の作中人物クワジモトが、このカテドラルによってこ

会発行の口語訳聖書より）
この創世記の神話は、神にも到達しようとする人間の高慢な意

そ生まれたのであると書かれている。クワジモトは〈醜いむくろ

第五連はこの後、ヴィクトル・ユゴーの小説『ノートルダム・
図を具現化するのがバベルの塔であり、そして神の行為はこれを

に盛られた正義の魂、／堅靱な力、／傷くる者、打つ者、非を行

は

罰するもの、と一般的に解釈されている（なお、バベルの塔は神

はうとする者、蔑視する者／ましてけちな人の口の端を黙つて背

る。そして第六連（最終連）にはカテドラルが嵐に打たれながら

くち

が懲らしめに破壊した、と多くの場合思われているが、創世記の

にうけ／おのれを微塵にして神につかへる〉、そのような存在であ

（５）

。
記述にはそのようなことは書かれていない）
このことを、光太郎の詩のカテドラルの場合と比較してみよう。

おり、カテドラルとクワジモトの類似は明らかである。クワジモ

も〈おうかかる時黙り返つて聳え立つカテドラル〉とも書かれて

うに屹立するこの大きな人工物としての建築物は、神的存在や自

トは、決して高慢に陥らず、誠実な信心により敬虔な気持ちで建

光太郎の詩によれば、大自然の猛威に対してそれを受け止めるよ
然への冒涜とか、人間の高慢を表すものとして建築されたわけで

築されたこのカテドラルの精神そのもののようである。

第二連末尾には以下のような部分がある。

戻ってみたい。

最後になるが、
「雨にうたるるカテドラル」の第二連にもう一度

四

は決してない。むしろ反対に、それは〈昔の信ある人人の手で一
つづつ積まれ刻まれた幾億の石のかたまり〉であり、
〈真理と誠実
との永遠への大足場〉なのである。
つまりこれは誠実な信心により、敬虔な気持ちで心を込めて一
つずつ着実に積まれた石のかたまりとしての建築物なのであり、
そこには創世記の表現におけるバベルの塔の場合のような神的存
在や自然などへの高慢な対抗心などはまったく存在しない、とい
うことになるものと思われる。だからこそ〈あなたはただ黙つて
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11

なたの姿を見ないだけです。

嵐はわたくしの国日本でもこのやうです。／ただ聳え立つあ

詩集『道程』
（大３・ ）を出版し、智恵子と結婚（大３・ ）す

みを進めるにいたる。そしてそれまでの精神的な遍歴を反映した

るわたくしです。／あの日本人です。〉
（第一連）
、
〈あなたを見上

によって建築された記念碑的な存在を持つ、普遍的な文化の中心

ノートルダムのカテドラルという、誠実な人間精神と高い技術

る。

げてゐるのはわたくしです。／あの日本人です。
〉
（第三連）
、
〈酔

地として感受されるパリに比して、留学中の、また帰国後すぐの

「雨にうたるるカテドラル」には、〈毎日一度はきつとここへ来

へる者なるわたくしです。／あの日本人です。
〉
（第六連）などの

光太郎には、いかにも自分が特殊文化的な辺境の地を出身とする

しかし、この詩の〈嵐はわたくしの国日本でもこのやうです。

ね

ように、
〈わたくし〉が〈日本人〉であることが繰り返し語られて

存在であり、日本の芸術も普遍的な自然生命が欠落している、根

吉本隆明によれば、留学した〈高村に父親─息子のコンプレッ

／ただ聳え立つあなたの姿を見ないだけです。
〉という部分は、日

（７）

いる。また第三連には〈はるか遠くの国から来たわかものの胸は

付的職人芸と見えたものであろう。

クスをつきつめさせたものは、西欧と日本との眼もくらむばかり

この二行の前半部分に〈嵐はわたくしの国日本でもこのやうで

本における普遍的価値を持つ芸術の不在を嘆いたり批判したりし

すれば父光雲は憎悪すべき敵であり、しかも、光雲と自分とは、

す〉というとき、そこには西欧と日本との落差とか日本の特殊性

の文化と社会と人間意識との落差であった。ここから、ロダンを

肉親の父と子であるという宿念がうまれざるをえなかった。この

というよりも、むしろ大自然や自然の理法というものの、洋の東

ている部分というわけではないのではなかろうか。

ような宿念からは、種の問題が誕生する。高村は、ロダンは西欧

西を問わない共通性こそが意識されているはずである。

築されたからこそ結果として偉大な存在になったのであり、自然

そしてカテドラルはパリにあるから偉大なのではなかった。神

留学からの帰国後の一時期、芸術家として方向性を喪失した状態

の猛威に対しても〈聳え立つ〉ような〈心の落着〉をもつことが

あるという劣等感からも、腹背をつかれることになった〉という。

においてデカダンスに陥っていたことは広く知られている。やが

できたのであろう。そしてそのことは、大自然に通じる人間存在

的存在や自然に対して高慢にならず、敬虔かつ誠実な気持ちで建

ては自然の理法・自然の意志を発見し、また長沼智恵子との出会

の大きな可能性を示してもいるのである。

こうして西欧と日本との落差と隔絶感にさいなまれた光太郎が、

（６）

近代の嫡子であるが、自分は、どうしようもない辺彊の異人種で

芸術家とすれば、父光雲は職人であり、ロダンを芸術上の血族と

つけ

いつぱいです。〉とも書かれている。

12

いもあり、デカダンスの生活から脱却し、芸術家として新たな歩
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10

にノートルダムのカテドラルに匹敵する存在が創られていなかっ

の〈ただ聳え立つあなたの姿をみないだけです〉とは、これまで

もと、同じく人間の可能性は開かれているはずである。後半部分

日本においても、自然は同じである。したがって、同じ条件の

で、古代メソポタミアの諸都市に設けられた、多くの場合階

ルとしているといわれている。ジッグラトとは宗教建造物

象徴とされるバベルの塔は、バビロニアのジッグラトをモデ

（５）ちなみにこれは余談であるが、創世記において人間の高慢の

増補決定版』
（昭 ・８、春秋社）

段状の形をした聖塔のこと。最上部に神殿があった。
（６）
『高村光太郎

ただけであり、このような人間の可能性としては、誠実な心によ
り今後本源的な美を創作し普遍的価値を持つ芸術が実現する、と

・１）

という詩があり、自己を含めた日本および日本人に対する痛

（７）周知のように光太郎には「根付の国」
（
「スバル」明

この二行は自らを鼓舞する言葉でもあったのではなかろうか。

烈な批判をしている。また後年の「江戸の彫刻」
（
「彫刻、総

いう希望を抱かせるものである。
カテドラルの精神は光太郎の新しい歩みの精神と一致しているの

─のろ よしのぶ・文学部教授─

明治に移つた〉と批判している。

〈江戸彫刻の細工性は日本人の美意識を狭小にし変態化して

あるところの手腕力倆の方に関心が払はれ〉たものであり、

〈本源的な美そのものよりも、むしろそれを作り出す方便で

飛鳥篇』に掲載された）において、根付を含む江戸彫刻を

論」として昭和二五年十一月刊行の平凡社刊『日本の彫刻

44

45

である。

・７）

らの脱出、大正四年から九年までの寡作時期を経て、その後
の詩作の冒頭にあたる時期である。したがって作中時間と制
作時期は一〇年以上のずれがあるばかりでなく、デカダン
と、そこからの脱出を間に介しているのである。
〉との指摘
がある。
（４）角田敏郎「雨にうたるるカテドラル●高村光太郎 作品の構
造の分析」
（「國文學 解釈と教材の研究」昭 ・７）
43
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注

昭

（２）小野隆「「雨にうたるるカテドラル」
」
（
「国文学 解釈と鑑賞」

刷から引用）

（１）伊藤信吉著『現代詩の鑑賞（上）
』
（新潮社、昭 ・７、三五
50

（３）注（２）の論にも、〈制作時期は帰国後のデカダンとそこか

59

論

文

検索結果の絞り込み：ファセットブラウジング

鴇

田

拓

哉

1 ．はじめに
図書館が所蔵する資料（コレクション）を検索する際に使用している OPAC（online
public access catalog）１）を利用することで、私たちは資料を効率的かつ効果的に検索でき
るようになった。資料が多種多様化し、資料自体の量が増加している現状において、OPAC
による検索が利用者の情報探索行動に大いに役立っていることはいうまでもない。
OPAC を有効活用するために、利用者には入力する検索語を工夫することができるよう
になることのほかに、OPAC の利用方法（OPAC が備えている機能）について理解を深め
ていくことが望ましい。例えば、
「日本の歴史」と「日本史」は同じ内容を指す検索語と思
うかもしれないがそれぞれを検索語として検索した結果は一致しない。その理由について
は本論の目的から少しそれるため多くは述べない。
「OPACの検索対象となるのはタイトル
や著者名などの資料についてのデータであり、そのデータに使われていることば（英数字
も含む）にないものは検索されない」という当たり前の説明にとどめておく２）。
冒頭で「OPAC による検索が利用者の情報探索行動に大いに役立っている」と述べた。
OPAC を利用することで、換言すれば目録がコンピュータ化されたことで、利用者はカー
ド目録を使用していたときに比べて検索の手がかり（アクセス・ポイント）が豊富になっ
た。カード目録におけるアクセス・ポイントは、
「タイトル（の読み）
」
、
「著者名（の読
み）」、資料の中心的な内容である主題をことばで表した「件名」
、主題を記号で表した「分
類記号」であった。OPAC ではこれらのほかに、
「出版者」や「出版年」
、
「タイトル中に含
まれる語句」などの記録されているデータ（全体）がアクセス・ポイントになりうる。加
えて「タイトルと著者名」といった上述の項目を組み合わせた検索が可能である。さらに、
OPAC がウェブ上で利用可能になったことにより、自宅のパソコンや携帯電話等から時間
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や場所に制限されずに検索が可能になった。
そのような状況の中で、私たちは OPAC をうまく使いこなせているだろうか。Google 等
の検索エンジンを用いた検索に慣れてしまい、OPAC の利用にあたっても検索語を特に意
識しなくてもそれなりの（十分な）検索結果が得られるだろうという意識で検索をしてい
るのではないだろうか。著者自身も日ごろから検索エンジンを用いて情報検索を行ってお
り、気軽に情報を検索できるという検索エンジンの特徴を否定するつもりはない。しかし、
図書館の目録は、目録の対象となる資料についてのデータが記録される媒体がカード、CDROM、インターネット上のデータベース・サーバなどに変化しても、また、それに伴い資
料についてのデータの提供・利用形態が変化していったとしても、資料についてのデータ
を目録規則などの規則・マニュアルにしたがって作成していることに変わりはない。した
がって、図書館の目録の検索対象である作成された資料についてのデータには一定の質が
備わっているといえる。一方、検索エンジンの検索対象はウェブページそのものである。
図書館の目録の場合と違い、ウェブページについてのデータの作成（例えば、図書におけ
るタイトルや著者に該当する、ウェブページのタイトル、ウェブページの作成者）がほと
んど浸透しておらず、目録規則に相当する規則やマニュアルも充実していない。したがっ
て、ウェブページの作成者がどのようなことば・表現を用いてウェブページを作成してい
るかによって検索結果が左右される恐れもある。図書館の目録と検索エンジンについて大
まかなに整理したものを表１として示す。
表１

図書館の目録と検索エンジン

図書館の目録

検索エンジン

事例

各図書館の OPAC

Google、Yahoo など

目的

利用者が求めたい資料（について
のデータ）を提供する
⇒資料と利用者を結びつける

世界中の情報を整理し、世界中の
人々がアクセスできて使えるよう
にすること（※ Google の目的）

検索対象

質

インターネット上に存在する情報
所蔵している（提供している）資 （＝ウェブページそのもの）
※ホームページ、文書、画像、ブ
料についてのデータ
ログ等が混在している
ある程度保証されている

価値のあるものと価値がないもの
が混在している

以上のことから、上述の通り、OPACを有効活用するためにはOPACの利用方法（OPAC
が備えている機能）について理解を深めていく、つまり「OPAC という相手のことをよく
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知る」ことが望ましいといえる。これに対し、これまでに述べた「OPAC の検索対象とな
るのはタイトルや著者名などの資料についてのデータであり、そのデータに使われている
ことば（英数字も含む）にないものは検索されない」ことと「ウェブページの作成者がど
のようなことば・表現を用いてウェブページを作成しているかによって検索結果が左右さ
れる恐れもある」ことは同義であり、そのため、OPAC と検索エンジンの利用方法に違い
がないのではないか、あるいは両者の違いを意識する必要があるのかという意見もあろう。
ここで「次世代 OPAC」という用語を紹介する。次世代 OPAC とはこれまでの OPAC を
超えた機能を持っている OPAC を指す。次世代 OPAC が備えている機能の一つに、Google
等の検索エンジンのような「簡略な検索画面」があげられている。次世代 OPAC について
明確な定義はないものの、これまでの OPAC では不十分であった部分を補い展開している
という点では共通している。以下に次世代 OPAC に位置づけられる OPAC が備えている主
な機能をあげておく３）。
（ １ ）Google との検索エンジンにみられるような簡略な検索画面
（ ２ ）入力した検索語に対するスペルチェックや自動修正など
（ ３ ）入力した検索語に関連したことばの提示
（ ４ ）検索結果のランキング表示
（ ５ ）書影、目次、内容紹介など、提供する書誌情報の拡張（増強）
（ ６ ）絞り込み検索
（ ７ ）書誌情報の構造化（例：特定著作に対する版をまとめて表示）
（ ８ ）利用者による情報入力タグ、コメント、レビューなどが入力・登録可能
（ ９ ）Amazon「おすすめ」の提示のような推薦機能
（10）統合検索（複数のデータベースを一度に検索）
本論では、その中の「（ ６ ）絞り込み検索」に焦点を当てる。私たちは検索結果が膨大な
数になった際に、別の検索語を入力する（別の検索条件を指定する）ことによって、検索
結果を絞り込む作業を行っている。この際に、どのような検索語を入力するか、すなわち
どのような観点から絞り込むかを自分で工夫できるとよい。絞り込みの条件として、例え
ばタイトル中に含まれる別の語句を追加する、著者名がわかっていれば著者名で絞り込む、
出版年を指定するなどさまざまな方法が考えられる。しかし、自分で絞り込む条件が明確
でない場合もある。そのような場合に、OPAC の方で（自動的に）絞り込み検索を行って
くれるのであれば、その機能を有効活用しない手はない。
本論では、このような絞り込み検索の機能を備えた OPAC を選び、それぞれの OPAC に
おける絞り込み検索の条件について比較する。なお、サブタイトルにあげた「ファセット
ブラウジング」という用語は、「絞り込み検索による結果表示」という意味で用いる。
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2 ．ファセットブラウジングとは
この章では「ファセットブラウジング」という用語について説明する。
「絞り込み検索」
の方がわかりやすいが、最近では「ファセットブラウジング」という用語も多く用いられ
るようになってきている。
まず、ファセットの意味を確認する。ファセット（facet）という用語には「①（宝石・
カットグラスなどの）切り子面、②（物事の）一面」４）といった意味があるが、本論で使用
されるファセットは②の意味に近いと思われる。
『図書館情報学用語辞典』では “ あるクラ
スを ２ 以上の異なる区分特性によって区分したときに得られる下位クラスの総体” ５）と定義
されている。以下に、この定義に含まれる「クラス」
、
「区分特性」の説明を示すとともに、
「文学」というクラス（このクラスには「言語表現による芸術作品」という特性を備えてい
るすべてが該当する）を用いた「クラス」や「区分特性」の具体例を図 １ として示す ６）。図
１ において、区分特性「言語」によって区分した結果得られた日本文学、英米文学、フラ
ンス文学などの下位クラスの総体は「言語ファセット」
、区分特性「文学形式」によって区
分した結果得られた詩、戯曲、小説、随筆などの下位クラスの総体は「文学形式ファセッ
ト」となる。
ク ラ ス…一つあるいは複数の属性を共通に備える概念または事物の集合。何らかの特
性を適用して、さらに下位のクラス（下位クラス）に区分することができる。
区分の対象となるクラスは、文学や経済学などの主題分野である。
区分特性…クラスのメンバー（クラス内の個々の概念または事物）に共通する特性。ク
ラスを区分するための基準と捉えるとわかりやすい。

〈クラス〉

〈下位クラス〉
言語

…日本文学、英米文学、フランス文学など

文学

区分特性

文学形式
図1

下位クラスの総体

＝

ファセット

…詩、戯曲、小説、随筆など

ファセットの事例

─ 30 ─

次に、ファセットブラウジングのイメージをつかん
でもらうために、東洋大学附属図書館の OPAC を例に
あげて説明する。東洋大学附属図書館の OPAC では
「蔵書検索画面」の「ファセット」にチェックを入れて
検索を行うことによって、検索結果の表示画面の左側
に図 ２ のような内容が表示される。
図 ２ は、「ファセット」にチェックを入れ、「日本文
学」を検索語として入力した検索結果である。
「資料分
類」、
「出版年」、
「言語」別に分けられ、さらに「20192010（548）」のように該当件数の内訳も表示されてい
る。図 １ の用語を用いるのであれば、
「資料分類」
、
「出
版年」、
「言語」は「区分特性」、区分特性「出版年」内
の「2019-2010（548）」
「2009-2000（1272）」、
「1999-1990
（1570）」などは「ファセット」
（出版年ファセット）と
なる。例えば、
「2019-2010（548）」をクリックすると、
該当件数が全6073件から2010年以降に出版した資料548
件に絞り込まれる（別の検索結果一覧（548件）表示画
面に移る）。
次章では、このような機能を備えている OPAC を複
数とりあげ、それぞれのファセットブラウジングの内
容を比較する。

3 ．ファセットブラウジングの項目の比較

絞り込み検索
資料分類
図書（6032）
雑誌（41）
出版年
……………………
2019-2010（548）
2009-2000（1272）
1999-1990（1570）
1989-1980（852）
1979-1970（984）
1969-1960（348）
1959-1950（202）
1949-1940（82）
1939-1930（78）
1929-1920（89）
1919-1910（4）
1909-1900（11）
1899-1890（5）
1889-1880（1）
1879-1870（3）
言語
……………………
中国語（20）
英語（8）
ドイツ語（1）
日本語（6034）

この章では、ファセットブラウジングの機能を備え

ている OPAC の内容を比較する。ただし、比較すると 図2 ファセットブラウジングの例
（東洋大学附属図書館）
いってもファセットブラウジングの機能さらにはOPAC
全体に対して優劣をつけることが目的ではない。比較
を行い、どのような項目（区分特性）によって絞り込まれているかを把握することで、フ
ァセットブラウジングの現状を理解することが目的である。
各図書館の OPAC における絞り込みの項目一覧を表 ２ 、 ３ として館種別に示す。表 ２ 、
３ は次の点にもとづいて作成している。
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表2
図書館名

ファセットブラウジングの項目比較：大学図書館
絞り込みの項目（掲載順）

メモ

東洋大学附属図書館

・初期設定では、ファセットブラ
ウジングは行われない。検索画面
資料分類、出版年（10年ごと）、
の「ファセット」のチェックボッ
言語
クスをチェックすることで絞り込
み検索を行う。

青山学院大学図書館

データ種別、所蔵館、出版年（10
年ごと、一番近い期間は変動す
る）、著者、件名／キーワード、
出版者、言語、親書誌名、書誌
分類

・親書誌名…シリーズ名にあたる。
・書誌分類…分類記号にあたる。
・出版年…最新の期間は「20102015」となっている。

立教大学図書館

図書／雑誌、出版者、言語、出
版年（10年ごと、最新の期間は
変動する）、件名／キーワード

・出版年…最新の期間は「20102015」となっている。

京都大学図書館機構

・タグ…資料につけるキーワード。
「○○先生の授業の参考資料」と
資料種別、所蔵館、出版年（ 5
いうように自由に設定できる。利
年ごと）、タグ、件名、言語、分
用者登録したいタグを申請し、図
類、著者名、出版者／発行者
書館が登録を行うことで利用でき
る。

筑波大学附属図書館

・筑波大学図書館所蔵の図書や雑
誌のほかに、外部の電子ジャーナ
ルやデータベースなども検索対象
となる「Tulips Search」の場合
に、絞り込み検索が行われる。
・絞り込み…「本文あり」と「図
書館所蔵の文献（OPAC）」に分か
れている。
・フォーマット…ほかの図書館の
絞り込み、フォーマット、分野、
「資料分類」、「資料種別」、「デー
発行年月日（対象範囲を年・月・
タ種別」等に相当する。
日単位で自由に設定できる）、サ
・発行年月日…グラフで表現され
ブジェクト用語、本文言語、所
ており、開始／終了範囲をバーで
蔵場所
調節する、あるいは該当箇所をク
リックすることで指定できる。
・サブジェクト用語…ほかの図書
館の「件名」、
「件名／キーワード」
に該当する。
・本文言語…ほかの図書館の「言
語」に該当する。
・所蔵場所…ほかの図書館の「所
蔵館」に該当する。

東京大学附属図書館

所蔵館、データ種別、出版年（ 1 ・データ種別…ほかの図書館の
年ごと）
、著者、出版者、言語、 「資料分類」、「資料種別」、「フォ
件名／キーワード、シリーズ名 ーマット」等に相当する。
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表3
図書館名

ファセットブラウジングの項目比較：公立図書館

絞り込みの項目（掲載順）

メモ

・資料形態…ほかの図書館の「資料分類」、
「資料種別」、
「フォーマット」等に相当する。
・外部リンク…東京都立図書館、国立国会図
資料形態、件名、所蔵館、 書館、GeNii（国立情報学研究所（NII）によ
千代田区立図書館 著者名、出版年（ 1 年ご る学術情報のコンテンツ・ポータル。2014年
（東京都）
と、該当件数の多い順に 3 月31日でサービスが終了している。）への
表示）、※外部リンク
リンク。
・画面左側に資料形態、件名、所蔵館、右側
に著者名、出版年が表示されている。
※外部リンクは絞り込みの項目とはいえない。

富山市立図書館
（富山県）

・資料形態の説明は、千代田区立図書館と同
じである。
・外部リンク…富山県内図書館横断検索、国
立国会図書館、CiNii Books（NII による主に
日本国内の大学図書館等の蔵書の書誌情報・
資料形態、件名、所蔵館、
所蔵情報が検索できる総合目録データベー
著者名、出版年（ 1 年ご
ス）、Webcat Plus（NII による全国の大学図
と、該当件数の多い順に
書館（1000館）や国立国会図書館の所蔵目録、
表示）、（※外部リンク）
新刊書の書影など、本に関するさまざまな情
報を検索できるサービス）へのリンク。
・画面左側に資料形態、件名、所蔵館、右側
に著者名、出版年が表示されている。
※外部リンクは絞り込みの項目とはいえない。

・対象とした OPAC の選択にあたり、さまざまな OPAC を利用した。その中からファセッ
トブラウジングの機能を有している図書館を任意に選択した。その内訳は大学図書館 ６
館（国立： ３ 館、私立： ３ 館）、公立図書館 ２ 館（区立： １ 館、市立： １ 館）の計 ８ 館で
ある。ただし、ファセットブラウジングの機能を持たないOPACが今回対象としたOPAC
に比べて機能・利便性が劣るということではない点をあらためて述べておく。
・対象とした OPAC について、どのような項目で絞り込みがされているかについて調べる
ために、
「日本文学」、
「図書館情報学」など ５ つの検索語を用意し、それらをキーワード
の項目欄に入力して検索した。検索語によって絞り込みの項目内容に違いがみられるか
どうかを確認するために複数の検索語を用意して検索を試みたが、どの OPAC も絞り込
みの項目の内容に変化はなかった。一方、項目内の内容（下位クラス）は検索結果によ
り異なる場合もあった。
・あくまでも絞り込みの項目の内容について調べることが目的であるため、該当した件数
について考慮しない。
─ 27 ─

・説明が必要と思われる絞り込みの項目やそのほかの図書館の OPAC と異なる点などを
「メモ」欄に示す。OPAC によって項目名が異なることがある。以降の説明で出てくる項
目名は、原則として多くの図書館で使われている表現を用いることにする。
3.1

大学図書館を対象としたファセットブラウジングの項目の比較

表 ２ にあるように、
「資料の種類」、
「言語」
、
「出版年」の三つは、対象としたすべての大
学図書館に含まれている。一つ目の「資料の種類」は図書館によって「資料分類」
、
「デー
タ種別」、「資料種別」などさまざまな表現が用いられている。具体的な内容に目を向ける
と、ほとんどの図書館において「図書」、「雑誌」の二つに区分されている。この二つに加
え、該当資料によって「電子ブック」
（東洋大学附属図書館）
、
「視聴覚資料」
（青山学院大学
図書館）、「AV」
（東京大学附属図書館）が追加されている図書館もあった。京都大学図書
館機構では「図書」と「雑誌」のほかに「電子ブック」や「電子ジャーナル」
、
「学位論文」
に分けられていた。ほかの図書館でも検索結果により表示内容が異なることも考えられる。
二つ目の「言語」については、東洋大学附属図書館以外の図書館では該当件数の多い言
語から順に並べられている。東洋大学附属図書館では該当件数に関係なく「日本語」が一
番後ろに来る。ほかの検索言語を入力した結果からの推察に過ぎないが、ほかの言語も順
序が決められているように思われる。
三つ目の「出版年」は、すべての図書館において出版年の新しい順から並べられている
が、その期間は図書館によって １ 、 ５ 、10年ごとと異なる。筑波大学附属図書館では、出
版年が該当件数の折れ線グラフで示されていることで視覚的に該当件数を把握できる。ま
た、折れ線グラフ内の ２ 点を決定することで出版年の開始／終了期間を年・月・日単位で
自由に設定できる。さらに、折れ線グラフ内の １ 点を決定しても「2014年12月 １ 日以降（以
前）」といった範囲を指定することができる。このような背景には、表 ２ のメモにあるよう
に、検索対象に電子ジャーナルやデータベース内の論文（これには「本文」のほかに、論
文名や著者名、掲載雑誌名といった「論文についての情報」も含む）も検索対象としてい
ることがあげられる。
そのほかに、主題をことばで表現した「件名」や「著者名」
、
「シリーズ名」も用意して
いる図書館も見られた。学部ごとあるいはキャンパスごとに図書館があるところでは「所
蔵館」の項目も用意されている。京都大学図書館機構における「タグ」は他の図書館には
見られない項目である。
「件名」の具体的な内容は『基本件名標目表』や『国立国会図書館
基本件名標目表』のようなツールを用いて付与されたもので、それらのツールにおける表
７）
「タグ」は「○○先生の授業で紹介された図書」のように、
記となっている 。これに対し、

ツールの指示に縛られることなく、自由に設定できる。利用者の申請によって図書館が登
録する手順があるものの（現在は準備中のためタグ機能が利用できない）
、タグを利用する
ことで、例えばある授業で紹介された資料をまとめて知ることが可能となる。
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3.2

公立図書館を対象としたファセットブラウジングの項目の比較

ファセットブラウジングの機能を持つ大学図書館を探す場合に比べて、対象となる公立
図書館を探すのに時間がかかった。公立図書館の OPAC の機能としてファセットブラウジ
ングが十分浸透していないのか、あるいはもともとファセットブラウジングの機能を必要
としていないのかその理由は定かではない。
表 ３ を見ると、対象とした千代田区立図書館と富山市立図書館で用意されている絞り込
みの項目がすべて同じであることがわかる。検索結果の画面にも違いがないことから、同
じ OPAC のシステムを採用しているためと推測される。大学図書館と異なる点として、出
版年が新しい順に並べられているのではなく、該当件数の多い順に表示されていること、
大学図書館の場合は画面左側に絞り込みの項目が表示されているのに対して、公立図書館
の場合では画面の左右に絞り込みの項目が配置されていることがあげられる。しかし、こ
れらの違いは、大学図書館と公立図書館という館種の違いではなく、採用しているシステ
ムの違いによるものと思われる。
そのほかに大学図書館にはあった「言語」の項目が公立図書館２館とも用意されていない
ことも違いとしてあげることができる。その背景に、大学図書館はその大学に所属してい
る学生・教職員が教育や研究のために利用する多様な言語の資料を所蔵しているという役
割があることがあげられる。しかし、公立図書館でも日本語以外の言語の資料も所蔵して
いるため、一概にそうと言い切れない。
絞り込み項目の掲載順を見てみると、大学図書館、公立図書館に限らず、すべての図書
館で「資料の種類」が最初にあげられている。それ以降の項目の順序については「出版年」
が比較的前の方にあげられている以外に規則性を見出すことは難しい。絞り込み項目の掲
載順序と館種との関係を検討するにしても、検討材料となる事例が少ない。

4．おわりに
本論では、ファセットブラウジング機能を備えている OPAC を複数とりあげ、その内容
を比較した。表 ２ および表 ３ であげた図書館は、ファセットブラウジングの機能を有して
いる OPAC の一部の事例に過ぎない。また、今後ファセットブラウジングの機能を備えた
OPAC の導入事例が増える可能性もある。本論でとりあげられなかったからといって、決
してその OPAC が劣っているということではない。そのことについて念を押したうえで、
本論のまとめとして「（１）ファセットブラウジングにおける絞り込み項目」
、
「
（２）ファセ
ットブラウジングによる効果」の二点について述べる。
（１）ファセットブラウジングにおける絞り込みの項目
表 ２ および表 ３ にあげられている絞り込みの項目は、これまで記録されてきた資料につ
いてのデータを活用することで生まれた成果物といえる。１章で、OPACの検索対象となる
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のはタイトルや著者名などの資料についてのデータであること、カード目録の場合よりも
アクセス・ポイントが豊富になったことを OPAC への移行のメリットとしてあげた。具体
的には「出版者」や「出版年」、「タイトル中に含まれる語句」などの記録されているデー
タ（全体）が検索対象かつアクセス・ポイントになりうる。その中から、比較的コンピュ
ータ処理が行いやすい「資料の種類」、「言語」
、
「出版年」
、
「所蔵館」等のデータが絞り込
みの項目として採用されたと思われる。もしかしたらほかにも絞り込みの項目になりうる
ものがあるかもしれない。
（２）ファセットブラウジングによる効果
ファセットブラウジングは、本来であれば自分で絞り込む条件（検索語）を考えたのち
に検索を行うという作業を自動的に行ってくれるという意味で、利用者にとっては大変便
利な機能である。最後に、本論の内容を今後 OPAC 利用に活用するための方法・留意点を
あげる。
一つ目として、絞り込みの項目を日常の OPAC の利用に生かすことがあげられる。ファ
セットブラウジングがない OPAC を利用する際に、絞り込みの条件として「資料の種類」
、
「言語」、
「出版年」等を積極的に利用すればよい。ただし、これらは特に探したい資料が決
まっている、あるいは探したい資料についてすでに十分な情報を持っている場合に有効な
検索方法といえる。一方、探したい資料が特にない場合や資料についてほとんど手がかり
がない場合には十分な効果が得られない場合もあることを頭に入れておくとよい。
例えば、「近代の日本文学史」についてリポートを作成することを思い浮かべてほしい。
リポートを作成するには、その主題について書かれた資料を探して読む必要がある。おそ
らくほとんどの人が検索語として「日本文学史」
（そのほかに「日本文学」と「歴史」に分
ける方法なども考えられる）すなわち主題を検索語として入力するであろう。もし「日本
文学史」で検索して検索結果が多い場合に、どのような条件で絞り込めばよいだろうか。
答えは「近代」つまり、主題である「日本文学史」を「時代」という観点から細分化・限
定した概念で絞り込むことが有効であることは容易に想像がつく。
ここで、先ほど有効であるとした「資料の種類」
、
「言語」
、
「出版年」は今回の場合も有
効であるといえるだろうか。「資料の種類」については、
「リポートの執筆にあたっては、
近代の日本文学史について論じている論文を読むこと」といった、目を通す資料の種類が
限定されていれば有効かもしれない。しかし、そのほかのものはどうであろうか。いくら
「日本文学史」の範囲が「近代」という時代に限定されていても「出版年」が「近代」である
とはいえない。そのため、今回の場合の絞り込みの条件として設定するには無理が生じる。
このように、どのように絞り込みを行えばよいかは、検索者が置かれている状況によっ
て有効なアプローチのしかたが異なってくる。
二つ目として、ファセットブラウジングの機能の有無にかかわらず、OPAC にどのよう
な検索項目が用意されているか、検索結果の詳細表示画面（東洋大学附属図書館の OPAC
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では「図書書誌情報」が該当する）でどのような内容に対してデータが記録されているか
について関心を持つことがあげられる。ファセットブラウジングにおける絞り込みの項目
は、これまで記録されてきた資料についてのデータの内容に目を向けたものである。その
ため、どのような内容が記録されているかを知ることは、OPAC の検索対象を知ることに
つながる。OPAC を有効活用するためには、まず相手となる OPAC について知ることが大
事である。
以上、ここまでファセットブラウジングの比較を行い、さらに OPAC の効果的な利用方
法の一部について説明した。結局のところ、１章で述べている内容が本論の導入でもあり結
論でもある。本論はその内容について「ファセットブラウジング」という観点から説明を
試みていると位置づけられよう。
注・参考文献
１ ）日本語訳は「オンライン閲覧目録」で、
「OPAC」は「オパック」あるいは「オーパック」
と呼ばれている。OAPC の代わりに「資料検索システム」と称している図書館もある。
２ ）例えば、
「日本の歴史」という同じテーマについて書かれていても、タイトルは『日本
の歴史』、『日本史』、『ニホンの歴史』というように著者が好む表現が使われる。当た
り前のことであるが、検索を行う際には忘れてしまいがちである。
３）
（１）から（10）の内容は次の資料の説明を参考にしている。
渡邊隆弘 .「次世代 OPAC」への移行とこれからの目録情報 . 図書館界 . 2009, 61
（２）
,
p.146-159. http://josoken.digick.jp/meeting/article/group2008.pdf,（参照2014-12-28）
４）
“facet”. 花本金吾 , 野村恵造 , 林龍次郎編 . オーレックス英和辞典 . 旺文社 , 2008.（電子
辞書）．
５）
“ファセット”日本図書館学会用語辞典編集委員会編 . 図書館情報学用語辞典 , 第 ４ 版 ,
丸善 , 2013, p.209-210.
６ ）図 １ は次の資料の説明を参考に作成している。
“クラス”日本図書館学会用語辞典編集委員会編 . 図書館情報学用語辞典 , 第 ４ 版 , 丸
善 , 2013, p.56.
“区分特性”日本図書館学会用語辞典編集委員会編 . 図書館情報学用語辞典 , 第 ４ 版 , 丸
善 , 2013, p.55-56.
もりきよし原編 . 日本十進分類法 . 本表編 . 新訂 ９ 版 , 日本図書館協会 , 1995, 48, 418p.
７ ）例えば、
『基本件名標目表』を用いて「日本史」
、
「ねこ」
、
「洋服」に対する件名を付与
すると、それぞれ「日本─歴史」、「ねこ（猫）
」
、
「衣服」となる。
日本図書館協会件名標目委員会編 . 基本件名標目表 . 第 ４ 版 , 日本図書館協会 , 1999, 6,
874p.
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たくや・文学部助教─

一

論

はじめに

文

大気浄化法の概要
３

坂

恵

里

Carbon

）
境大気質基準（
National
Ambient
Air
Quality
Standards, NAAQS
４
。ＮＡＡＱＳの達成
を設定することを義務付けている（一〇九条）

）に対して、環
保護庁（ Environmental Protection Agency, EPA

大気浄化法（ Clean Air Act, CAA
）は、固定発生源と移動発生
源からの大気汚染物質の排出を規制している。同法は、連邦環境

二

）との闘いについて、現在に至るまでの経緯と今後の展
Pollution
望について論じるものである。

本稿は、アメリカの連邦レベルで行われてきた「炭素汚染」
（

（ 2007
）──である。アメリ
Massachusetts v. EPA, 549 U.S. 497
カでは、この判決を契機に、温室効果ガス規制が強化されてきた。

染 物 質 で あ る と 判 断 し た ア メ リ カ 合 衆 国 最 高 裁 判 所 の 判 決 ──

大

──アメリカにおける温室効果ガス規制の取組み──

地球温暖化は公害か

地球温暖化は公害か。
二〇一四年九月一〇日、東京地裁は、地球温暖化問題は「公害」
１

（ 環 境 基 本 法 二 条 三 項 ） お よ び「 公 害 に 係 る 被 害 」
（公害紛争処理
法二六条一項）に当たらないと判断した。これに先立つ二〇一一
２

年九月、環境ＮＧＯらが電力会社に対して二酸化炭素の削減を求
める調停を公害等調整委員会に申請していたが、同年一一月に申
請は却下され、二〇一二年五月、元申請人らが却下決定の取り消
しを求める訴訟を提起していた。東京地裁の判決理由は、公害等
調整委員会の判断をほぼそのまま支持する内容となった。
調停の申請人ないし訴訟の原告らが地球温暖化問題は「公害」
であると主張する際に言及してきたのは、温室効果ガスが大気汚
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大気質の顕著な悪化を防止するプログラム（ Prevention of Sig-

地域において大規模固定発生源を新設・改修しようとする者は、

ーマン・ウォーナー法案といった超党派によるキャップ・アンド・

バーマン法案や第一一〇議会（二〇〇七〜二〇〇八年）のリーバ

では、第一〇八議会（二〇〇三〜二〇〇四年）のマケイン・リー

である。
Massachusetts v. EPA

２
合衆国最高裁判決
Massachusetts v. EPA
（１）事実の概要

起した訴訟の一つが

こうした背景の下、気候変動対策に積極的な州やＮＧＯらが提

れて一定の支持も得られたが、成立には至らなかった。

トレード方式の排出量取引制度を含む気候変動対策法案が提出さ

９

）の下で、許可を得なければなら
nificant Deterioration Program
ない（ＰＳＤ許可、一六五条）。その際、申請者には、利用可能な
）
最善の排出抑制技術（ Best Available Control Technology, BACT
を採用することが義務付けられている（同）
。大規模固定発生源は
５

また、同法第五編の下で、操業許可を得なければならない（タイ

事件
Massachusetts v. EPA

トルＶ許可、五〇一〜五〇七条）。
三

「公衆の健康や福祉を危険に
ＣＡＡ二〇二条⒜⑴は、ＥＰＡが、

すると判断する、新品の自動車類または新品の自動車エンジン類

さらすと合理的に予期される大気汚染を発生させるかそれを助長

ジョージ・Ｗ・ブッシュ政権（二〇〇一〜二〇〇八年）は、気

からの大気汚染物質の排出に適用される基準を、本条に従い、規

事件の背景

候変動対策に消極的な態度を取り続けていた。しかし、それは連

則によって定める…ものとする」と規定している。

一九九九年一〇月二〇日、環境保護団体らが、ＥＰＡに対して、

邦法が優先することになる。例えば、温室効果ガスの排出源とし

する場合、合衆国憲法の最高法規条項（六条二項）に基づいて連

しかし、連邦国家であるアメリカにおいて連邦法と州法が抵触

で規則を制定することは賢明ではない、という理由から請願を棄

する権限を与えていない、②たとえ権限を有するとしても現時点

Ａは、①ＣＡＡが同庁に地球規模の気候変動に対処する規則を発

を求める規則制定の請願を行ったが、二〇〇三年九月八日、ＥＰ

二〇二条⒜⑴を根拠として、新車からの温室効果ガスの排出規制

て自動車は大きな割合を占めているが、ＣＡＡ二〇九条⒜は、連

却した。そこで、気候変動対策に積極的なマサチューセッツ州ら

７

邦以外による自動車排出ガス規制は同法によって専占されると規

がＤＣ巡回区合衆国控訴裁判所にＥＰＡの決定の審査を求めたと

６

定しているため、原則、州レベルでは自動車からの温室効果ガス

効果ガス排出量取引制度を導入したところもある。

的に推進し、後にはキャップ・アンド・トレード方式による温室

邦レベルの話である。この期間、一部の州は気候変動対策を積極

１

11

ころ、二〇〇五年七月一五日、控訴裁は、ＥＰＡの規則制定拒否

８

─ 35 ─

11

を規制することが出来なかった。連邦の立法部──合衆国議会──

11

合衆国最高裁はマサチューセッツ州らの裁量上訴を受理した。

サチューセッツ州らの訴えを棄却した。二〇〇六年六月二六日、

が二〇二条⒜⑴に基づく裁量権の適切な行使であると判断し、マ

チューセッツ州は原告適格の分析において特別に配慮される資格

州民の権原とは独立した背後にある利益を有することから、マサ

て、州は、準主権者としての能力で、州内の土地と大気すべてに

がある、という前提に立った。そのうえで、地球温暖化に伴う海

を有するか、②ＥＰＡがＣＡＡ二〇二条⒜⑴に基づいて新車から

合衆国最高裁での争点は、①原告の少なくとも一人が原告適格

果ガス規制によってある程度緩和されるであろうという理由で、

的被害の危険は遠いが現実のものであること、その危険は温室効

面上昇は同州を既に害しており、害し続けるであろうこと、壊滅

（２）合衆国最高裁での争点

の温室効果ガスの排出を規制する権限を有するか、③ＥＰＡが権

同州が原告適格を有すると判断した。
②第二の争点について

Chevron U.S.A. Inc., v. Natural Resources

合衆国最高裁判決に基づいて行政庁の広範な
Defense Council Inc.
裁量権を認めたが、規則制定の拒否は極めて限定的ではあるが司

法廷意見は、まず、

る、③ＥＰＡの規則制定拒否の理由がＣＡＡ二〇二条⒜⑴に合致

法審査の対象となる余地があると判断した。そして、温室効果ガ

した。
（３）合衆国最高裁の法廷意見の要旨
①第一の争点について
法廷意見は、現実または急迫な具体的で個別化された事実上の

11

と判断し、ＥＰＡには温室効果ガス排出について規制権限がある

スがＣＡＡの「大気汚染物質」の広範な定義に十分に当てはまる

22

チューセッツ州が原告適格を有する、②ＥＰＡが規制権限を有す

11

しない、と判断した。法廷意見は、スティーブンス裁判官が執筆

二〇〇七年四月二日、最高裁は、裁判官九人中五人が、①マサ

あった。

限を有するならば、規制制定拒否の理由が同条に合致するか、で

11

ことを認定した。

③第三の争点について

法廷意見は、ＥＰＡが規則制定を拒否したことの理由付けが不

本件では行政庁の違法な不作為に異議を申し立てる権利──を付

）を原告が証明しなければならないが、合
ること（ redressability
衆国議会によって自己の具体的な権利を保護する手続的権利──

いなければならない。ＥＰＡは、合衆国内の温室効果ガスの規制

る大気汚染を発生させるかそれを助長する」かどうかに関連して

染物質が「公衆の健康や福祉を危険にさらすと合理的に予期され

十分であると判断した。ＣＡＡは、ＥＰＡが「判断」を形成する

与された訴訟当事者は、救済可能性と急迫性に関する通常の基準

が、大統領による主要途上国との排出規制の交渉力を弱めるとか、

ことをその権限行使の条件としているが、その判断とは、大気汚

をすべて満たさなくても権利を主張することができること、そし

11
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11

11

）を受けていること、被害が被告に結びつけ
被害（
injury
in
fact
）、原告に有利な判決が被害を救済でき
られること（ traceability

22

11

出が気候変動を助長するかどうかに何の関係もなく、科学的判断

った主張をしてきたが、これらの政策的考慮は、温室効果ガス排

個々の自動車の排出規制が断片的で非効率的な方法である、とい

の健康や福祉を危険にさらすと合理的に予期される大気汚染を発

において、合衆国最高裁
既述のとおり、 Massachusetts v. EPA
は、ＥＰＡに対して、大気汚染物質である温室効果ガスが「公衆

２

を脅かす温室効果ガス汚染に寄与するという判断結果を公表した。

そのエンジンからの温室効果ガスの排出が公衆の健康および福祉

濃度が現在および将来の公衆の健康と福祉を脅かし、新車および

ーボン類、パーフルオロカーボン類、六フッ化硫黄──の大気中

ス──二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカ

二〇〇九年一二月一五日、ＥＰＡは、六種類の主要温室効果ガ

た。

生させるかそれを助長する」かどうか判断することを要求してい

危険性判断

を拒否するための正当化事由とはならないからである。
法廷意見は、ＥＰＡの行為が、専断的、恣意的で、法律に従っ
ていなかったと判断し、差戻し後、ＥＰＡは、法律上の作為また
は不作為について理由により根拠づけなければならない、と命じ

オバマ政権下の気候変動対策
オバマ政権の誕生

増産を促す法律を可決するように要請した。そして、同年一二月

炭素排出規制を課し、かつ、米国内での再生可能なエネルギーの

施政方針演説において、合衆国議会に対して、市場原理に基づく

（ Triggering Rule
）において、ＥＰＡは、
した。この「誘発規則」
自動車に関する温室効果ガス基準が施行される日には、固定発生

固定発生源に許可取得を義務付けることになるという規則を公表

二〇一〇年四月二日、ＥＰＡは、自動車の温室効果ガス基準が
22

）
）を公表し
出量に関する最終規則（
「排気管規則」
（ Tailpipe Rule

22

22
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た。
四
１

二〇〇九年一月二〇日、バラク・オバマが第四四代アメリカ合

には、第一五回気候変動枠組条約締約国会議において、二〇二〇

源もその温室効果ガス排出ポテンシャルを基準にしてＰＳＤ許可

誘発規則

年までの温室効果ガス削減目標値として、二〇〇五年比一七％減

およびタイトルＶ許可の対象となるとした。そして五月七日、Ｅ

３

を表明した。連邦環境保護庁長官に指名されたリサ・ジャクソン

ＰＡと合衆国運輸省の国家道路交通安全局（

衆国大統領に就任した。オバマ大統領は、翌二月二四日の第一回

も、就任から一年後の二〇一〇年一月にＥＰＡ職員に向けて発表

22

に関して対応策を取ることを挙げた。

22

National Highway

した「ＥＰＡの将来に向けた七つの優先事項」の筆頭に気候変動

）は、二〇一一年一月二日
Traffic Safety Administration, NHTSA
に施行される軽量自動車の企業別平均燃費および温室効果ガス排

22

22

た。
４

調整規則
）
）を
Tailoring Rule

二〇一〇年六月三日、ＥＰＡは、ＰＳＤ許可とタイトルＶ許可
を温室効果ガスに合わせる規則（「調整規則」
（
公表した。
ＰＳＤ許可もタイトルＶ許可も、それぞれに排出閾値が設定さ

三段階において排出閾値をさらに減らす可能性があることを明ら

かにし、二〇一四年四月三〇日までに小規模発生源に対しても何

らかの措置を取ることを約束した。しかし、後に、ＥＰＡは、二

〇一六年までは第二段階の排出閾値よりも削減することはしない
とする規則を公表した。

タイトルＶ許可の排出閾値は年間一〇〇トンである。しかしなが

許可の排出閾値は年間二五〇トン（施設によっては一〇〇トン）
、

いは、恣意的・専断的であったと主張して、ＣＡＡ三〇七条⒝に

関するＥＰＡの一連の行為が、ＣＡＡを不適切に解釈した、ある

連邦の気候変動対策に抵抗する産業界や州は、温室効果ガスに

５
合衆国最高裁判決
Utility Air Regulatory Group v. EPA
（１）事実の概要

ら、温室効果ガスについても同じ排出閾値を用いると、膨大な数

基づき、ＤＣ巡回区合衆国控訴裁に異議を申し立てた。それらの

れていることから、大規模施設のみが対象とされてきた。ＰＳＤ

の施設が対象となり、行政上の負担も増大する。

ン以上排出する場合、温室効果ガスについてもＢＡＣＴに従わな

２
得する必要のある発生源は、温室効果ガスを年間七万五千ＣＯ ト

象となることはないが、従来の汚染物質の排出のために許可を取

ガス排出のみを基準にしてＰＳＤ許可ないしタイトルＶ許可の対

一年一月二日から六月三〇日までの第一段階において、温室効果

五日、合衆国最高裁は、申立人らからの裁量上訴の申立てを受理

格がないとして、すべての申立てを退けた。二〇一三年一〇月一

ずれの申立人も誘発規則および調整規則について申立てを行う資

連規定に関するＥＰＡの解釈は曖昧さを残すことなく正しく、い

よび排気管規則について恣意的でも専断的でもなく、ＣＡＡの関

二〇一二年六月二六日、控訴裁は、全員一致で、危険性判断お

申立ては併合して判断されることになった。

ければならない。二〇一一年七月一日から二〇一二年六月三〇日

した。

そこで、ＥＰＡは、段階的導入アプローチを採用した。二〇一

２
ン以上排出
の第二段階において、温室効果ガスを年間十万ＣＯ ト

33

トルＶ許可の対象となり、温室効果ガス排出ポテンシャルを年間

ス排出ポテンシャルのみに基づいてＰＳＤ許可およびタイトルＶ

本件の争点は、①ＥＰＡが、ある固定発生源がその温室効果ガ

（２）合衆国最高裁での争点

２
ン以上に増やす改修を行う施設はＰＳＤ許可の対
七万五千ＣＯ ト

許可の対象となりうると判断することができるか、②ＥＰＡが、

33

象となる。さらに、ＥＰＡは、二〇一三年七月一日から始まる第

するポテンシャルを有する新規排出源は、ＰＳＤ許可およびタイ
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22

いて温室効果ガス排出を制限するよう義務付けることができると

となる固定発生源に対して、温室効果ガスに関するＢＡＣＴを用

従来の汚染物質の排出のため、どのみちＰＳＤプログラムの対象

う推定は、文脈に「容易に屈する」ものであるし、そして、制定

とはならない。ある言葉が一貫性のある使われ方をしているとい

合衆国議会の「大気汚染物質」の放蕩な使い方は、明確化の助け

意味するものがＣＡＡの広範な定義よりも明らかに狭い場合には、

法上の用語は──制定法において定義されているものでさえも──

判断することができるか、であった。
二〇一四年六月二三日、最高裁は、争点①については、裁判官

「異なる実施戦略を求める異なる制定法上の目的との関係から、異

ＥＰＡが、ＰＳＤプログラムに関してもタイトルＶプログラム

なる性格を帯びることがある」。

九人中五人が、ＥＰＡはそのように判断することができないと判
断し、争点②については、九人中七人が、ＥＰＡはそのように義
務付けることができると判断した。法廷意見はスカリア裁判官が

において、我々は、
ことを強制していない。 Massachusetts v. EPA
大気汚染物質に関するＣＡＡの広範な定義は、温室効果ガスを含

トルＶプログラムに関しても温室効果ガスを含めるよう解釈する

設計されており、そして、それを超えて拡張されることは理に合

背負うことができる比較的少数の大規模発生源に適用されるよう

よびタイトルＶプログラムが、実体的にも手続的にも重い負担を

構造や設計とは矛盾するとたびたび認めてきた。

に関しても温室効果ガスを含めるよう解釈することは許されない。

むと判示した。しかし、
「大気汚染物質」という用語がＣＡＡの運

わないということは明白である。ＥＰＡの解釈は、また、合衆国

執筆した。

用条項に現れる場合には、ＥＰＡは、通常、より狭い、内容に適

議会の明確な授権なくしてＥＰＡの規制権限を膨大かつ変革的に

（３）合衆国最高裁の法廷意見の要旨

した意味を与えてきた。そのことは、
「あらゆる大気汚染物質」の

拡張することももたらすであろうから、不合理である。

敬譲の枠組みのもとでさえ、行政庁は「合理的な解釈の
Chevron
範囲内」で活動しなければならない。ＥＰＡ自身、温室効果ガス

大規模排出者に対してＰＳＤ許可およびタイトルＶ許可を義務付

行政庁は、制定法が沈黙しているか曖昧であることで生じた隙

①第一の争点について

判決
ける条項においても紛れのない事実である。 Massachusetts
は、これら長年にわたる解釈のすべてを無効化するものではない。

間においてのみ裁量権を行使することができるのであり、常に「明

にＰＳＤ許可およびタイトルＶ許可を適用することは、ＣＡＡの

我々が「全面的で」
「包括的な」解釈を与えたＣＡＡの広範な定義

確に示された合衆国議会の意図を実行し」なければならない。法

ＣＡＡは、ＥＰＡに対して、ＰＳＤプログラムに関してもタイ

は、規制を命じるものではなく、ＣＡＡの運用条項の下でＥＰＡ

律を執行する権限は、法を運用する間に生ずる、合衆国議会によ

関連する制定法の条項を簡単に見直すと、ＰＳＤプログラムお

が規制を検討することができる多くの物質を示したものである。
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値を「調整する」権限を欠くのである。

に関して温室効果ガスを含めた解釈を合わせるために、曖昧な閾

のではない。それゆえ、ＥＰＡは、ＣＡＡの許可を誘発すること

ことがわかった明確な制定法上の用語を書きかえる権限を含むも

含むものである。しかし、そのことは、実務において機能しない

って未解決にされたままの問題を解決する権限と責務を必然的に

で書かれていることは、ＢＡＣＴの条文が狭く解釈されうるとい

いるということである。同様に、より広い制定法がより広い文脈

れていることは、必要な判断が合衆国議会によって既になされて

る」と述べている。ＢＡＣＴに関する条文がより具体的に表現さ

ＣＴが「本章のもとでの規則の対象となる各汚染物質に要求され

許可に関する文言よりもはるかに制約がある。当該条文は、ＢＡ

かないため、ＥＰＡが温室効果ガスに関してＢＡＣＴを義務付け

上訴人の中には、ＢＡＣＴは根本的に温室効果ガス規制には向

ＥＰＡの解釈が不合理だと我々を説得するほどに行政庁の権限を

することはどうしようもないほど実際的でないということはなく、

たとえ文言が明確でなくとも、温室効果ガスにＢＡＣＴを適用

うことを意味しない。

ることはできないと判示するよう我々に要請する者がいる。しか

劇的に拡大するような結果にはならない。

②第二の争点について

し、ＥＰＡのガイダンスは、ＢＡＣＴ分析が、
「炭素の回収と貯

（４）小括

２つの争点について、数の上では一勝一敗という結果になった

留」のような、エネルギー効率以外のオプションを検討すべきで
あるとも述べている。ＥＰＡは、炭素の回収がより伝統的なエン

が、合衆国内の固定発生源のうち、温室効果ガス排出ポテンシャ

である一方、八三％は温室効果ガス排出にＢＡＣＴを用いなけれ

ド・オブ・パイプのＢＡＣＴ技術と合理的に同等なものであると
さらに、エネルギー効率の改善を強いるためにＢＡＣＴを用い

ばならないことが司法によって確認されたのであるから、ＥＰＡ

ルのみでＰＳＤ許可およびタイトルＶ許可の対象となるのが三％

ることができると判断しなくても、
「際限のない」規制当局に対す

の大勝利といえよう。

限が存在する。
我々の目前にある疑問は、本来ＰＳＤ審査の対象になる発生源

大統領気候行動計画

教書演説では、合衆国議会が一丸となって気候変動に対して超党

気候変動という脅威に対応していくと述べ、翌二月一二日の一般

判決の下での制定法の許される解
の決定が、一般的に、 Chevron
釈であるかどうか、ということである。我々はそうであると結論

派の市場ベースの解決を追求することを要請しつつ、もし議会が

オバマ大統領は、二〇一三年一月二一日の二期目の就任演説で、

６

る上訴人の懸念を緩和するのに役立ちうるＢＡＣＴへの重要な制

主張しており、上訴人もそれについて争っていない。

33

する。ＢＡＣＴに関する条文の文言は、ＰＳＤ許可やタイトルＶ

33

から排出される温室効果ガスに関してＢＡＣＴを要求するＥＰＡ
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33

早急に行動しない場合には、自ら行動することを宣言した。そし
Climate

用とクリーン・エネルギー技術への投資が確保されるとする。

一つ目の柱の達成方法としては、発電所からの炭素汚染の削減

③国際規模の気候変動と戦うための国際的な取組みを主導し、
かつ、国際規模の気候変動に備えること

②合衆国内で気候変動の影響に備えること

一〇月二八日には、インディアン・カントリーと準州についても

三〇日までに行動計画を作成し、実施することになる。さらに、

る。各州は、その目標を達成するため、早ければ二〇一六年六月

二〇三〇年までに二〇〇五年比で三〇％削減する目標のもと、電

火力発電所からの温室効果ガス排出規制

今後の展望──むすびにかえて

ンド以下にすることが義務付けられる。ＥＰＡは、こうした基準

力設備は一メガワットアワーあたりの二酸化炭素排出量を千百ポ

にすること、天然ガスを燃料とする小規模タービンおよび石炭火

は一メガワットアワーあたりの二酸化炭素排出量を千ポンド以下

この提案の下では、原則、天然ガスを燃料とする大規模タービン

とする新設発電所に遵守を義務付ける炭素汚染基準案を発表した。

二〇一三年九月二〇日、ＥＰＡは、天然ガスまたは石炭を燃料

二〇一〇年の中間選挙を経て共和党が下院の多数を占めた第一一

マン・マーキー法案が下院を通過したものの上院で廃案になり、

キャップ・アンド・トレード・プログラムの導入を含むワックス

党が多数を占めた第一一一議会（二〇〇九〜二〇一〇年）では、

立法部──合衆国議会──はどうであったのか。上下両院で民主

──と、執行部──大統領府とＥＰＡ──であった。それでは、

の温暖化対策を主導してきたのは、司法部──合衆国最高裁判所

これまでの経緯から明らかなように、ここ数年、連邦レベルで

五

44

力部門からの二酸化炭素排出量の削減目標を各州に対して提案す

が筆頭に挙げられており、計画発表と同日、オバマ大統領は、Ｅ

削減目標の提案対象に含めた。

）を提案した。この計
効果ガス排出削減計画（ Clean Power Plan
画によれば、ＥＰＡは、火力発電所からの温室効果ガス排出量を

二〇一四年六月二日、ＥＰＡは、既存の火力発電所からの温室

（２）既存の火力発電所に対する規制

44

ＰＡに対して発電部門における炭素汚染基準を同年九月二〇日ま

①合衆国内における炭素汚染を削減すること

目標を維持するもので、以下の三本の柱からなっている。

）を公表した。この計画は、温室効果ガス排出量を二
Action Plan
〇二〇年までに二〇〇五年比一七％削減という二〇〇九年以来の

て、この宣言どおり、同年六月二五日、気候行動計画（

44

二議会（二〇一一〜二〇一二年）
、第一一三議会（二〇一三〜二〇

44

44
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44

44

を新設発電所に課すことによって、クリーン・テクノロジーの採

（１）新設発電所に関する炭素汚染基準

７

でに新たに提案するよう指示した。

44

一四年）では、むしろＥＰＡの温室効果ガス規制権限を弱めるた
めの法案が提出されるようになった。二〇一四年一一月四日に行
われた中間選挙では、共和党が上下両院で多数を獲得し、上院の
環境・公共事業委員会の委員長には、温暖化懐疑派のジェームス・
インホフ（オクラホマ州選出）が就任し、上院多数党院内総務に
は、石炭産業が盛んなケンタッキー州選出のミッチ・マコーネル
が就任することとなった。第一一四議会（二〇一五〜二〇一六年）

８

９

ＣＡＡ制定前から自動車排出ガス規制を行っていたカリフォルニア州だけ

は、ＥＰＡからの承認を条件に、連邦よりも厳しい自動車排出ガス基準を

設定することができる（二〇九条⒝⑴および⑵）。そして、この場合、他州

も、連邦基準ではなくカリフォルニア州基準を採用することができる（二
〇九条⒝⑶）
。
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染と闘うために、合衆国議会の気候変動対策反対派との闘いに勝
てるかどうかにかかっている。
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