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みずから学びを志した初心を忘れずに
通信教育部長

千

艘

秋

男

東洋大学通信教育課程に進学された皆さん、ご入学おめでとうご
ざいます。通信教育部を代表してお慶びを申し上げます。
明治の半ば、哲学者・井上円了の理念に基づいた本学の前身「私
立哲学館」創立の翌年にはすでに、現在の通信教育のさきがけとも言える「館外生制度」が
設けられ、
「哲学館講義録」の刊行配布がなされています。本学はその開学以来の伝統を受け
継ぎ、日常的に大学キャンパスへ足を運ぶことが難しい方々にも学ぶ機会を積極的に与える
ことを目的として、昭和39年本学に通信教育課程が正式に設置されました。昨年度にはそれ
から数えること半世紀、つまり50周年という記念すべき節目を迎えることができました。本
学の通信教育課程は長い伝統に甘んじることなく、常にその内容の充実と、皆さんの学ぼう
とする意欲を支援するための様々な革新を続けております。
新入生の皆さんの多くは、単位を取得し、晴れて卒業の日を迎えることを最大の目的にさ
れていることと思います。ですがそれは、日頃の地道な努力の積み上げのうえの、最終的な
結果としてもたらされるものです。大学での学習は高等学校よりも一層選択の幅が多く、皆
さんそれぞれの判断で何を学ぶかを考えつつ意識化し、学習の全体を組み立ててゆかなくて
はならないものでもあります。実際の学習では、履修する科目が狙いとしている目的をきち
んと把握し、それをリポート等で的確に表現することが重要になります。その点では、高等
学校までとは異なる大学での学習にむけて着実な一歩を踏み出すためにも、新入生の皆さん
は積極的に新入生オリエンテーションにご参加ください。そこでは通信教育学習の基本とな
るリポート作成のための資料の集め方や、スクーリングへの準備や参加方法など、実際の学
習への取り組み方をより具体的に説明しています。
皆さんの学習の要となる「シラバス」では、各科目の基本的な考え方を詳説し、各科目の
担当教員は内容の改良を毎年続けています。またTA制度を導入し、皆さんの学習に対する
基本的な疑問や誤りを逐次確認し、時には電話やメールなどでの質問や面談形式での学習相
談にも対応するなど、様々な形でフォローを行っております。
このように学習面では担当教員とTA、履修や各種手続きなど事務全般については通信教
育課の職員が積極的に皆さんを支援して参ります。そういった機会を利用し、大きな目的と
目の前の学習の目的とを明確に意識し、常にご自分の学びの位置を確認しつつ、学習を進め
てください。
つまり、あくまでも学ぶ主役は学生の皆さんおのおのです。大学で学びたい、と願われた
初心をどうぞ忘れぬよう学習の試行と修練を重ね、われわれとともに学んで参りましょう。
一つ一つの単位を取得する学習を積み重ねると同時に、新たに大学で学んだことを踏まえ、
最終的にどのような学びを重ねてゆくのか、そしてまた目的を達成するための大きい視野を
もち、やがては見事に希望された成果を挙げられることを期待しております。
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ToyoNet-Gほかwebサービスの利用について 新入生対象
履修登録やリポート提出の申請、単位認定試験やスクーリングの申請等は、
「ToyoNet-G」
という学務システムを使用します。その他、次のサービスが使用できます。
これらを使用するためのIDとパスワードは、入学時に送付された「東洋大学情報システム
利用通知書」に記載されていますので、活用してください。
①ToyoNet-G（全員利用可能）
ToyoNet-Gは、学習を支援するシステムで、自宅や大学のパソコンからインターネット経
由で利用します。次の申請や確認に使用してください。
〔履修登録

（正科生のみ）、シラバスや教員プロフィールの閲覧、プリント教材のダウンロー
ド、リポート申請、リポート表紙印刷、単位認定試験やスクーリングの申請、卒業論文題
目申請（正科生のみ）、リポート等の採点状況や成績の確認、各種お知らせの確認、住所変
更
（正科生のみ）等〕
東洋大学ホームページ
（http://www.toyo.ac.jp/）下段の ToyoNet-G をクリックして
IDとパスワードを入力してください。
②ToyoNetメール（正科生のみ）
正科生全員にメールアドレスが付与されます。東洋大学ホームページ（http://www.toyo.
ac.jp/）
下段の ToyoNet をクリックしてToyoNetホームページ（http://www.toyo.
ac.jp/site/toyonet/）
を開き、左側の ToyoNetメールログイン をクリックしてください。
③ToyoNet-ACE（全員利用可能）
主にメディア授業で使用します。
上 記ToyoNetホームページ（http://www.toyo.ac.jp/site/toyonet/）の左側の
ToyoNet-ACEログイン をクリックしてください。
④ＰＣ教室アカウント（全員利用可能）
東洋大学のＰＣ教室が使用できます。教室のパソコンを起動し、IDとパスワードを入力し
てください。
ToyoNet-G（学務システム）を利用するには、パソコンが必要です。パソコンをお持ちでな
い方は、こちらをご利用ください。
（※PC教室の開室日・開室時間は上記ToyoNetホーム
ページでご確認ください。）
⑤学内無線LANアカウント（全員利用可能）
学内に各自のノートパソコンを持ち込み、東洋大学ネットワークを経由してインターネッ
ト接続ができます。利用の際は、各自のノートパソコンに設定が必要です。利用するノー
トパソコンは各自でご用意ください。
設定方法は、下記「東洋大学情報システム利用ガイドブック」をご覧ください。
●「東洋大学情報システム利用ガイドブック」について
上記のwebサービスのマニュアル「東洋大学情報システム利用ガイドブック」は、東洋大
学ホームページ
（http://www.toyo.ac.jp/）下段の ToyoNet をクリックし、出た画面
の左下「各種ダウンロード」の「各種手引・マニュアル」をクリックします。
「東洋大学情
報システム利用ガイドブック」を選択し、IDとパスワードを入力することで閲覧できます。
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学習の進め方・リポートの書き方説明会 第4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

2015年11月７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
 にてお知らせいたします。 （教務関係）」

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10月30日（金）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4回



2015年

月

日提出

「学習の進め方・リポートの書き方説明会」
（11/7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

（

）

11月７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。
＊10月30日
（金）
（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
東洋大学通信教育課
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「教育実習」参加事前説明会 後期生希望者対象
2017年度に教育実習への参加を希望する学生（後期生）を対象とした「教育実習」参加の
ためのスケジュールや諸手続の概略について、下記のとおり説明会を開催します。
「教育実習」参加事前説明会への参加は任意です。
なお、前期生対象の説明会は2016年５月頃を予定しており、同様の内容となります。
日

時

2015年11月７日（土） 13：00〜14：00

場

所

白山キャンパス

対

象

※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。

2017年度に教育実習への参加を希望する
3・4年生および科目等履修生（※）

（※）科目等履修生での教育実習参加は本学通信教育課程卒業生のみ可能。
※当日出席できない学生で、説明会資料を希望する学生は、封筒に「教育実習参加事
前説明会資料請求」と記載のうえ、返信用封筒（角２、140円切手貼付、宛名記入）
を入れて通信教育課まで送付してください。
資料は通信教育課窓口でも配布しています。

「介護等体験」登録説明会 体験希望者対象【重要】
2016年度介護等体験に参加を希望する学生は必ず出席してください。この登録説明会は
「介護等体験」参加のための必須の説明会です。
日

時

2015年11月７日（土） 14：00〜14：30

場

所

白山キャンパス

対

象

2016年度「介護等体験」参加希望者

※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。

詳細はP.70〜73をご参照ください。
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2015年度単位認定試験（筆記）第5回～第9回
◇2015年度の単位認定試験（筆記）は、下記の要領で実施します。
１．筆記試験実施科目は、下記のとおりです。下記科目以外は論文試験となります。
◇実施科目
共通総合科目
授業コード

図書館司書科目
科目名

担当教員名

授業コード

科目名

担当教員名

Y705098020 英語Ⅲ①

ジェイムズ ダニエル ショート

Y719601010 図書館情報資源概論 大塚

敏夫

Y705099020 英語Ⅲ②

高波

幸代

Y719191010 図書館資料論

敏夫

Y700191010 現代日本文学Ａ

早川

芳枝

Y700201010 現代日本文学Ｂ

早川

芳枝

Y706131010 スポーツ健康科学講義 金田

英子

文学部専門科目
授業コード

大塚

法学部専門科目
科目名

担当教員名

Y715022010 日本文学文化概説Ａ② 石田

仁志

Y715032010 日本文学文化概説Ｂ② 石田

仁志

Y716241010 古典文法Ａ

田貝

和子

Y716251010 古典文法Ｂ

田貝

和子

Y715261010 古典文法

田貝

和子

Y715141010 古代日本文学史Ａ

池原

陽斉

Y715151010 古代日本文学史Ｂ

池原

陽斉

Y716501010 作家作品研究（中古）Ａ 大野

祐子

Y716511010 作家作品研究（中古）Ｂ 大野

祐子

Y715371010 作家作品研究〈中古〉 大野

祐子

Y716561010 作家作品研究（近現代）Ａ 宮内

淳子

Y716571010 作家作品研究（近現代）Ｂ 宮内

淳子

Y715401010 作家作品研究〈近現代〉 宮内

淳子

Y715411010 日本の伝統行事Ａ

久野

俊彦

Y715421010 日本の伝統行事Ｂ

久野

俊彦

Y715661010 日本民俗学Ａ

久野

俊彦

Y715671010 日本民俗学Ｂ

久野

俊彦

Y709591010 国語科指導法Ⅱ

笠井

正信

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
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科目名
憲法Ａ
憲法Ｂ
憲法
刑法Ⅰ部
（総論）
Ａ
刑法Ⅰ部
（総論）
Ｂ
刑法Ⅰ部
（総論）
民法Ⅰ部
（総則）
Ａ
民法Ⅰ部
（総則）
Ｂ
民法Ⅰ部
（総則）
刑法Ⅱ部
（各論）
Ａ
刑法Ⅱ部
（各論）
Ｂ
刑法Ⅱ部
（各論）
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）
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
社会地歴指導法Ⅰ
社会地歴指導法Ⅱ

担当教員名
名雪 健二
名雪 健二
名雪 健二
小坂
亮
小坂
亮
小坂
亮
小林 秀年
小林 秀年
小林 秀年
武藤 眞朗
武藤 眞朗
武藤 眞朗
芦野 訓和
芦野 訓和
芦野 訓和
中村
恵
中村
恵
中村
恵
中村
恵
遠藤 喜佳
遠藤 喜佳
遠藤 喜佳
遠藤 喜佳
堀口
勝
堀口
勝
堀口
勝
堀口
勝
井上 貴也
井上 貴也
井上 貴也
井上 貴也
多田 英明
多田 英明
多田 英明
田中 政美
田中 政美

2015年度単位認定試験
（筆記）第5回～第9回
２．筆記試験の実施回数・実施月日・会場
第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

実施月日

2015年
11月27日
（金） 12月19日
（土）
10月24日（土）

2016年
1月30日
（土）

2016年
2月21日
（日）

受験申請
期間

10月3日（土）〜 11月4日
（水）
〜 11月28日
（土）
〜
10月17日（土） 11月18日
（水） 12月12日
（土）

1月7日
（木）
〜
1月21日
（木）

1月31日
（日）
〜
2月14日
（日）

東京・仙台・名古屋

東京

会場

東京

東京

東京

◇単位認定試験（筆記）受験票は、原則として試験の３日前より出力可能です。
３．試験時間割
第５、７〜９回
１時限目

２時限目

１科目受験者

13：00〜14：00

──

２科目受験者

13：00〜14：00

14：20〜15：20

１時限目

２時限目

１科目受験者

18：00〜19：00

──

２科目受験者

18：00〜19：00

19：20〜20：20

第６回

◇実施に当たっての詳細については、その都度『東洋通信』に掲示します。
４．集合時間
※
試験会場へは12：40までに入室すること（時間厳守）
。

試験実施にあたり、注意事項を説明します。
※ただし、第６回については17：40までに入室すること（時間厳守）。
５．受験条件
○４単位科目
①所定のリポート課題を４通提出し、そのいずれも合格していること。
②所定のリポート課題を２通提出、スクーリング（またはメディア授業）を１回受講し、
いずれも合格していること。
③所定のスクーリング（またはメディア授業）を２回（前半部・後半部各１回）受講し、い
ずれも合格していること。
○２単位科目
①所定のリポート課題を２通提出し、いずれも合格していること。
②所定のスクーリング（またはメディア授業）を１回受講し、合格していること。
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単位認定試験
（筆記）第5回
第５回（10月24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

現代日本文学A
早川

試験範囲は課題1及び2で学んだ部分全てとなります。試験問題の多くが
課題の設問と同じ、もしくは類似した問いとなるため、課題で勉強したと
ころを何度も復習して試験に臨んで下さい。
・テキスト（DifferentRealities）のChapter9,10から出題します。
・分からない単語が無いよう、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）。

「水月」を読み次の二点について自分の考えをまとめておいてください。①
京子は「前の夫」との間で鏡を媒介にした異界を共有していたが、時間の
テキスト・
流れの中で（新婚時代〜死後）その異界はどのように変化をしていったか。
教材プリント ②京子と「後の夫」との間には何らかの異界の共有があったかどうか。特
に②については意見が分かれる問題かもしれません。テキストを読んで自
分の考えをあらかじめ固めておきましょう。
「狐」は動物の登場を契機として異界が立ち現れる場面が複数登場します。
テキスト・
動物と異界の関わりに着目し、どの動物の行動が異界の出現に関与してい
教材プリント
るかまとめておいてください。

現代日本文学B

スポーツ健康科学講義

重点的学習範囲

金田

不可

教科書の第九章から出題します。文中で言及されている文学テクスト、作
家、用語、事項について自分で調べ、しっかりと内容を理解しておいてく
ださい。特に「日本主義」「日本的浪漫」という用語についてはしっかり
と勉強しておくように。

日本文学文化概説A②
石田
日本文学文化概説B②

テキスト・
自筆ノート・
教材プリント 教科書の第十三章から出題します。文中で言及されている文学テクスト、
作家、用語、事項について自分で調べ、しっかりと内容を理解しておいて
ください。特に美術と文学作品との関係について自分の考えをまとめてお
くように。

古典文法A
田貝

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

不可

設問は大きく四題にわかれています。具体的には（一）詞と辞（二）文節の相
互関係（三）単語の分類（四）用言の活用の種類と活用形です。
テキストを良く理解し、〔課題〕はもとより、本文中の例題も文節・単語
に分け、品詞や用法を確認すると良いでしょう。

古典文法B

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

古典文法

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

田貝

古代日本文学史A
池原
古代日本文学史B

作家作品研究（中古）A
大野
作家作品研究（中古）B

不可

指定テキスト（『日本古典文学史』）の10〜48ページ（第一章）が試験範囲で
す。左記の物が持込可ですが、事前に該当範囲を確認してください。とく
に、『古事記』と『万葉集』に関する問題を中心に出題します。事前の予
習を怠らないでください。

テキスト・
自筆ノート・
教材プリント・
指定テキスト（『日本古典文学史』）の50〜96ページ（第二章）が試験範囲で
採点済リポート
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。
試験問題は、リポート課題、スクーリングの講義内容から出題されます。
テキストを通読し、シラバスの解説などもよく理解しておいてください。
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
布プリントは持ち込み可とします。

テキスト・
自筆ノート・
教材プリント 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よく理解しておいてください。
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
布プリントは持ち込み可とします。
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単位認定試験
（筆記）第5回
第５回
（10月24日実施分）
科

目

名

作家作品研究
〈中古〉

担当教員名 試験場への持込

大野

作家作品研究
（近現代）A

試験問題は、リポート課題、スクーリングの講義内容から出題されます。
テキスト・
テキストを通読し、シラバスの解説などもよく理解しておいてください。
自筆ノート・
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
教材プリント
布プリントは持ち込み可とします。

テキスト・
自筆ノート

谷崎潤一郎の作品、『吉野葛』『蘆刈』『春琴抄』を読んでください。谷崎
潤一郎が、『吉野葛』『蘆刈』『春琴抄』を書いた時代について、谷崎潤一
郎の伝記を調べ、谷崎がどのような状況で書いたのか、調べてください。
また、日本史の本で、これが発表された昭和6年から8年の政治・経済等
の時代背景を調べてください。作家の伝記や、時代背景から、作品の成立
と関係がありそうなことを取り上げて、その関連について考えておいてく
ださい。シラバスにあげた参考文献も利用してください。

テキスト・
自筆ノート

泉鏡花『春昼・春昼後刻』をしっかり読みましょう。この中には、漢詩文
や日本の古典が頻繁に引用されています。それらをよく調べ、それぞれど
のような効果をもたらしているか、考えておきましょう。『シラバス』に
あげた参考文献を読むと、理解を深める手助けとなるはずです。

テキスト・
自筆ノート

①谷崎潤一郎の作品、『吉野葛』『蘆刈』『春琴抄』を読んでください。谷
崎潤一郎が、『吉野葛』『蘆刈』『春琴抄』を書いた時代について、谷崎
潤一郎の伝記を調べ、谷崎がどのような状況で書いたのか、調べてくだ
さい。また、日本史の本で、これが発表された昭和6年から8年の政治・
経済等の時代背景を調べてください。作家の伝記や、時代背景から、作
品の成立と関係がありそうなことを取り上げて、その関連について考え
ておいてください。シラバスにあげた参考文献も利用してください。
②泉鏡花『春昼・春昼後刻』をしっかり読みましょう。この中には、漢詩
文や日本の古典が頻繁に引用されています。それらをよく調べ、それぞ
れどのような効果をもたらしているか、考えておきましょう。『シラバ
ス』にあげた参考文献を読むと、理解を深める手助けとなるはずです。

宮内

作家作品研究
（近現代）B

作家作品研究
〈近現代〉

宮内

重点的学習範囲

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、1月15日前後の「小正月行事」について理解を深めてくださ
い。その観点から、
「小正月行事」
（道祖神祭り・どんど焼き・さぎちょう・
まゆ玉など）を捉えてください。都道府県史・市区町村史の民俗編で調べ
てノートにまとめましょう。事前に調べたノートの持ち込みは可です。

日本の伝統行事A
久野

自筆ノート

日本の伝統行事B

テキスト『年中行事読本』夏の巻における「夏越祓」「祇園祭」など、及
び『シラバス』にあげた参考書・事典などで、夏までの半年間の「けがれ
や災厄を祓う行事」について理解を深めてください。その観点から、あな
たの地域の「茅（ち）の輪くぐり」などの行事を捉えてみましょう。都道府
県史・市区町村史の民俗編で、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。

日本民俗学A

テキスト『日本民俗学』の第二部七章「芸能」
（p181〜p192）を読み、
「民
俗芸能」について理解してください。その中で、神楽・田楽・風流（ふり
ゅう）に相当する具体的な事例を、都道府県史・市区町村史の民俗編や民
俗芸能の書物にあたって調べ、把握しておいてください。資料の持ち込み
はすべて可とします。

久野

全て可

日本民俗学B

国語科指導法Ⅱ

笠井

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〕に記した各点
をしっかりと理解し習熟しておくこと。持込可とするテキストは以下の2
テキスト
冊。
（右記の二冊）
・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（文部科学省
検定済教科書）

図書館情報資源概論
大塚
図書館資料論

テキスト『日本民俗学』第三部一・二・三章（p193〜p243）を読み、民
俗学が研究対象とする「口承文芸」の種類（p199〜p202）について理解
してください。その観点から、なぞ・ことわざ・民謡・語り物を捉えてく
ださい。身近な「なぞ・ことわざ・民謡」を再確認しておいてください。
資料の持ち込みはすべて可とします。

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
いて下さい。図書館の各業務（資料の収集と蓄積・保管・評価のプロセス
やメディア変換など）についても整理し、理解しておいて下さい。日本の
商業出版と流通についてもまとめておいて下さい。
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単位認定試験
（筆記）第5回
科

目

名

憲法A
憲法B
憲法
刑法Ⅰ部（総論）A
刑法Ⅰ部（総論）B
刑法Ⅰ部（総論）

担当教員名 試験場への持込
名雪

指定六法

名雪

指定六法

小坂

不可

小坂

不可

民法Ⅰ部（総則）A
小林（秀）

指定六法

小林（秀）

指定六法

武藤

指定六法

武藤

指定六法

民法Ⅰ部（総則）B
民法Ⅰ部（総則）
刑法Ⅱ部（各論）A
刑法Ⅱ部（各論）B
刑法Ⅱ部（各論）

民法Ⅳ部（債権各論）A
芦野

指定六法

民法Ⅴ部（親族・相続）A

芦野

指定六法

中村

指定六法

民法Ⅴ部（親族・相続）B
民法Ⅴ部（親族・相続）
民法Ⅴ部（身分法）
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）

基本的人権から2問出題。
統治機構から2問出題。
基本的人権から1問出題。統治機構から1問出題。
可罰的違法性
違法性の錯誤
違法性の錯誤
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。
暴行罪、傷害罪
財産犯（財産罪）の客体
2問中1問選択
1.殺人罪、自殺関与・同意殺人罪
2.文書偽造罪
契約成立段階での責任をめぐる問題、特に契約締結上の過失について勉強
してください。その際には、関連する判例・学説について、意義・理論的
根拠・要件・効果・結論などを学び、具体的事案に即して考えられるよう
にしてください。
契約責任と不法行為責任について勉強してください。その際には、要件お
よび効果についてどのような点が異なるかを判例や学説を通じて学び、事
案に即して考えられるようにしてください。

民法Ⅳ部（債権各論）B

民法Ⅳ部（債権各論）

重点的学習範囲

契約成立段階での責任をめぐる問題、特に契約締結上の過失について勉強
してください。その際には、関連する判例・学説について、意義・理論的
根拠・要件・効果・結論などを学び、具体的事案に即して考えられるよう
にしてください。
・実親子関係（実子）に関する事例問題を出します。
（生殖補助医療により生
まれた子については除外します。）
・遺言相続に関する事例問題を出します。

中村

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

・実親子関係（実子）に関する事例問題を出します。
（生殖補助医療により生
まれた子については除外します。）
商人と商行為に関する問題
基本的商行為に関する問題
商人と商行為に関する問題
課題1に対応
課題1に対応
課題1に対応
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単位認定試験
（筆記）第5回
第５回
（10月24日実施分）
科

目

名

担当教員名 試験場への持込

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

課題1から課題2について十分に復習をしておくこと。

井上

指定六法

井上

指定六法

多田

テキスト・
指定六法

多田

テキスト・
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

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（学校の在り方）を学習しなさい。
（例 江戸時代と明治時代の教育制度の違いについて）
また、近代国家が社会系の教科（地理・歴史・公民）に期待した役割につ
いても学習すること。
○『中学校学習指導要領解説 社会編』又は『高等学校学習指導要領解説
地理歴史編』を参照して、今回の改訂を実施した時代認識と改訂の考
え方及び社会科・地理歴史科・公民科に関する改訂の基本的な方針につ
いて学習しなさい。
○『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、各科目の目標及び内容構成を学習しなさい。

社会地歴指導法Ⅰ
田中

社会地歴指導法Ⅱ

重点的学習範囲

課題1から課題2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。
私的独占の禁止、不当な取引制限の禁止に関する事例問題
不公正な取引方法の禁止（19条）に関する事例問題

○授業の方法には、講義以外にも様々な方法が考案されています。各授業
方法について、①授業の進め方、②授業のねらい、③実施上の注意点を
テキスト・
学習しなさい。教科書の第5章も参考になります。
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
や学習参考書を参照して授業の計画が立てられるように、その科目の章
立てや内容の構成をよくまとめておきなさい。
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単位認定試験
（筆記）第6回
第６回（11月27日実施分） 担当教員による学習上のアドバイス
科

目

名

担当教員名 試験場への持込

重点的学習範囲

英語Ⅲ①

ショート

不可

試験範囲は課題1及び2で学んだ部分全てとなります。試験問題の多くが
課題の設問と同じ、もしくは類似した問いとなるため、課題で勉強したと
ころを何度も復習して試験に臨んで下さい。

英語Ⅲ②

髙波

テキスト・
自筆ノート

・テキスト（DifferentRealities）のChapter11,12から出題します。
・分からない単語が無いよう、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）。

現代日本文学A
早川

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

現代日本文学B
スポーツ健康科学講義

次の2つの観点から「へんろう宿」を読み直して考えをまとめておいてく
テキスト・
ださい。①この作品における異界がどこであるか（むろん1つとは限りませ
教材プリント ん）。②作品中に現れる異界と語り手たちが語る物語はどのような関係に
あるか。

金田

不可

教科書の第十章から出題します。文中で言及されている文学テクスト、作
家、用語、事項について自分で調べ、しっかりと内容を理解しておいてく
ださい。とくに「相関文化」とはどのような歴史的背景から説明できるか、
考えてください。

日本文学文化概説A②
石田
日本文学文化概説B②

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。とくに「曖昧性」や「テクスト」「脱構築」という用語の意味
するところについて、よく考えてください。

古典文法A
田貝

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

不可

設問は大きく四題にわかれています。具体的には（一）詞と辞（二）文節の相
互関係（三）単語の分類（四）用言の活用の種類と活用形です。
テキストを良く理解し、〔課題〕はもとより、本文中の例題も文節・単語
に分け、品詞や用法を確認すると良いでしょう。

古典文法B

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

古典文法

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

田貝

古代日本文学史A
池原
古代日本文学史B

作家作品研究（中古）A
大野
作家作品研究（中古）B

作家作品研究〈中古〉

大野

不可

指定テキスト（『日本古典文学史』）の10〜48ページ（第一章）が試験範囲で
す。左記の物が持込可ですが、事前に該当範囲を確認してください。とく
に、『古事記』と『万葉集』に関する問題を中心に出題します。事前の予
習を怠らないでください。

テキスト・
自筆ノート・
教材プリント・
指定テキスト（『日本古典文学史』）の50〜96ページ（第二章）が試験範囲で
採点済リポート
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。
試験問題は、リポート課題、スクーリングの講義内容から出題されます。
テキストを通読し、シラバスの解説などもよく理解しておいてください。
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
布プリントは持ち込み可とします。

テキスト・
自筆ノート・
教材プリント 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よく理解しておいてください。
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
布プリントは持ち込み可とします。
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・
テキストを通読し、シラバスの解説などもよく理解しておいてください。
自筆ノート・
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
教材プリント
布プリントは持ち込み可とします。
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単位認定試験
（筆記）第6回
第６回
（11月27日実施分）
科

目

名

担当教員名 試験場への持込

テキスト・
自筆ノート

作家作品研究
（近現代）A
宮内

テキスト・
自筆ノート

作家作品研究
（近現代）B

作家作品研究
〈近現代〉

宮内

テキスト・
自筆ノート

重点的学習範囲
①『吉野葛』には、作中に、古典文学や古典芸能が多く取りこまれていま
す。どのような古典文学・古典芸能が入り込んでいるか、また、それぞれ
どのような効果をもたらしているか、考えておきましょう。②『蘆刈』
『春
琴抄』は、ともに近代の小説とは違う文体を目指しています。昭和4年に
書かれた谷崎の、日本語表現をめぐる随筆「現代口語文の欠点について」
も参考にしながら、谷崎がどのような問題意識をもって、
『蘆刈』
『春琴抄』
のような文体を生み出したのか、考えてみましょう。「現代口語文の欠点
について」は谷崎潤一郎全集に入っています。
『春昼・春昼後刻』を熟読し、その語りの特質について考えましょう。近
代小説の約束事だけでは読み切れない小説です。古典文学とのつながりに
おいて考えることが必要となります。シラバスにあげた参考文献を読んで
みてください。
①『吉野葛』には、作中に、古典文学や古典芸能が多く取りこまれていま
す。どのような古典文学・古典芸能が入り込んでいるか、また、それぞれ
どのような効果をもたらしているか、考えておきましょう。②『蘆刈』
『春
琴抄』は、ともに近代の小説とは違う文体を目指しています。昭和4年に
書かれた谷崎の、日本語表現をめぐる随筆「現代口語文の欠点について」
も参考にしながら、谷崎がどのような問題意識をもって、
『蘆刈』
『春琴抄』
のような文体を生み出したのか、考えてみましょう。「現代口語文の欠点
について」は谷崎潤一郎全集に入っています。③『春昼・春昼後刻』を熟
読し、その語りの特質について考えましょう。近代小説の約束事だけでは
読み切れない小説です。古典文学とのつながりにおいて考えることが必要
となります。シラバスにあげた参考文献を読んでみてください。
テキスト『年中行事読本』冬の巻、及び『シラバス』にあげた参考書・事
典などで、現在の「節分行事」のもとになった「追儺（ついな）」「鬼やら
い」と呼ばれた行事について調べて理解を深めてください。
「鬼やらい」は
平安時代から鎌倉時代に行われた宮中行事です。テキストでは不十分なの
で、図書館で調べましょう。都道府県史・市区町村史の民俗編で調べてノ
ートにまとめましょう。事前に調べたノートの持ち込みは可です。

日本の伝統行事A

久野

自筆ノート

日本の伝統行事B

テキスト『年中行事読本』夏の巻、及び『シラバス』にあげた参考書・事
典などで、祭礼における山車（ダシ）・屋台（ヤタイ）・山（置きヤマ・曳き
ヤマ）・囃子（ハヤシ）など、祭礼にともなう装飾的な出し物について調べ
て理解を深めてください。その観点から、「山車・屋台・ヤマ」が出る祭
りの事例を一つ調べましょう。あなたの都道府県内またはその周辺の事例
を捉えてみましょう。都道府県史・市区町村史の民俗編で、行事の事例を
調べてノートにまとめましょう。事前に調べたノートの持ち込みは可です。

日本民俗学A

テキスト『日本民俗学』の第二部五章「年中行事」
（p139〜p158）を読
み、年中行事について理解してください。その観点から、あなたの家や地
域の盆行事・彼岸の実際を捉え、祖先の霊魂に対する考え方を探ってくだ
さい。都道府県史・市区町村史の民俗編で調べましょう。資料の持ち込み
はすべて可とします。
久野

全て可

日本民俗学B

国語科指導法Ⅱ

笠井

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〕に記した各点
をしっかりと理解し習熟しておくこと。持込可とするテキストは以下の2
テキスト
冊。
（右記の二冊）
・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（文部科学省
検定済教科書）

図書館情報資源概論
大塚
図書館資料論

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。

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
いて下さい。図書館の各業務（資料の収集と蓄積・保管・評価のプロセス
やメディア変換など）についても整理し、理解しておいて下さい。日本の
商業出版と流通についてもまとめておいて下さい。
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単位認定試験
（筆記）第6回
科

目

名

憲法A
憲法B
憲法
刑法Ⅰ部（総論）A
刑法Ⅰ部（総論）B
刑法Ⅰ部（総論）

担当教員名 試験場への持込
名雪

指定六法

名雪

指定六法

小坂

不可

小坂

不可

民法Ⅰ部（総則）A
小林（秀）

指定六法

小林（秀）

指定六法

武藤

指定六法

武藤

指定六法

民法Ⅰ部（総則）B
民法Ⅰ部（総則）
刑法Ⅱ部（各論）A
刑法Ⅱ部（各論）B
刑法Ⅱ部（各論）

芦野

指定六法

芦野

指定六法

中村

指定六法

民法Ⅳ部（債権各論）B

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

統治機構から2問出題。
基本的人権から1問出題。統治機構から1問出題。
法令による行為
実行の着手
実行の着手
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。
殺人罪、自殺関与・同意殺人罪
文書偽造罪
2問中1問選択
1.殺人罪、自殺関与・同意殺人罪
2.詐欺罪、強盗罪
契約の解除について勉強してください。その際には、意義・理論的根拠・
要件・効果およびそれらの解釈をめぐる判例や学説について学び、具体的
事案に即して考えられるようにしてください。

民法Ⅳ部（債権各論）A

民法Ⅳ部（債権各論）

重点的学習範囲
基本的人権から2問出題。

不法行為における損害賠償の過失相殺について勉強してください。その際
には、意義・理論的根拠・要件・効果などについて学び、判例・学説にお
ける解釈上の争いについて学ぶことにより、事案に即して考えられるよう
にしてください。
契約の解除について勉強してください。その際には、意義・理論的根拠・
要件・効果およびそれらの解釈をめぐる判例や学説について学び、具体的
事案に即して考えられるようにしてください。
・実親子関係（実子）に関する事例問題を出します。
（生殖補助医療により生
まれた子については除外します。）
・遺言相続に関する事例問題を出します。

中村

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

・実親子関係（実子）に関する事例問題を出します。
（生殖補助医療により生
まれた子については除外します。）
商事売買に関する問題
商事代理に関する問題
商事売買に関する問題
課題2に対応
課題2に対応
課題2に対応
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単位認定試験
（筆記）第6回
第６回
（11月27日実施分）
科

目

名

担当教員名 試験場への持込

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

指定六法

課題1から課題2について十分に復習をしておくこと。

指定六法

課題1から課題2について十分に復習をしておくこと。

井上

指定六法

課題1から課題4について十分に復習をしておくこと。

多田

テキスト・
指定六法

多田

テキスト・
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

テキスト・
自筆ノート

○総合的な「社会科」がアメリカで成立した過程と教科内容も学習しなさ
い。また、戦後のわが国が総合的な「社会科」を採用した時代背景や理
由についても学習しなさい。
○教科書と参考文献をもとに、学校教育における教育課程の意義を学習し
なさい。
○わが国の戦後の学習指導要領の変遷を、時代の背景と教育施策の変遷を
含めて学習しなさい。
○わが国の戦後の社会系教科・科目の変遷を学習しなさい。

井上

社会地歴指導法Ⅰ
田中

社会地歴指導法Ⅱ

重点的学習範囲

私的独占の禁止、不当な取引制限の禁止に関する事例問題
不公正な取引方法の禁止（19条）に関する事例問題

○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
の中から1科目を選択して、自分が授業する場合の1時間分の学習指導
テキスト・
案を板書内容も含めて考えなさい。
自筆ノート・
○教科書の第7章を参考にして学習指導案の作成について学習しなさい。
定規
○授業を組み立てるには教材が必要です。授業での教材の役割や教材の持
つ意味について考えをまとめておいてください。
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単位認定試験
（筆記）第7回
第７回（12月19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

現代日本文学A
早川
現代日本文学B

スポーツ健康科学講義

金田

日本文学文化概説B②

・テキスト（DifferentRealities）のChapter3,12から出題します。
・分からない単語が無いよう、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）。

「猫町」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旅
テキスト・
とは日常生活空間から非日常の空間（異界）への移行や越境と捉えることが
教材プリント できるものであるが、この作品に登場する「旅」にはどのようなものがあ
るか。②それぞれの旅をするにあたっての手段や条件は何か。
不可

テキストの第2章、第3章と第7章、第8章を中心に、復習をしておいて下
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
家、用語、事項について自分で調べ、しっかりと内容を理解しておいてく
ださい。特に文学者の留学と近代化の関係については自分の考えをまとめ
ておくように。

テキスト・
自筆ノート・
教材プリント 教科書の第十二章から出題します。文中で言及されている文学テクスト、
作家、用語、事項について自分で調べ、しっかりと内容を理解しておいて
ください。特に「ジェンダー」という用語の意味、その視点から見た場合
の近代学文学史の問題点について、自分の考えをまとめておくように。

古典文法A
田貝

試験範囲は課題1及び2で学んだ部分全てとなります。試験問題の多くが
課題の設問と同じ、もしくは類似した問いとなるため、課題で勉強したと
ころを何度も復習して試験に臨んで下さい。

「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
テキスト・
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
教材プリント 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。

日本文学文化概説A②
石田

重点的学習範囲

不可

設問は大きく四題にわかれています。具体的には（一）詞と辞（二）文節の相
互関係（三）単語の分類（四）用言の活用の種類と活用形です。
テキストを良く理解し、〔課題〕はもとより、本文中の例題も文節・単語
に分け、品詞や用法を確認すると良いでしょう。

古典文法B

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

古典文法

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

田貝

古代日本文学史A
池原
古代日本文学史B

作家作品研究（中古）A
大野
作家作品研究（中古）B

不可

指定テキスト（『日本古典文学史』）の10〜48ページ（第一章）が試験範囲で
す。左記の物が持込可ですが、事前に該当範囲を確認してください。とく
に、『古事記』と『万葉集』に関する問題を中心に出題します。事前の予
習を怠らないでください。

テキスト・
自筆ノート・
教材プリント・
指定テキスト（『日本古典文学史』）の50〜96ページ（第二章）が試験範囲で
採点済リポート
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。
試験問題は、リポート課題、スクーリングの講義内容から出題されます。
テキストを通読し、シラバスの解説などもよく理解しておいてください。
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
布プリントは持ち込み可とします。

テキスト・
自筆ノート・
教材プリント 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よく理解しておいてください。
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
布プリントは持ち込み可とします。
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単位認定試験
（筆記）第7回
第７回
（12月19日実施分）
科

目

名

作家作品研究
〈中古〉

担当教員名 試験場への持込
大野

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・
テキストを通読し、シラバスの解説などもよく理解しておいてください。
自筆ノート・
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
教材プリント
布プリントは持ち込み可とします。

宮内

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

宮内

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

作家作品研究
（近現代）A

作家作品研究
（近現代）B

作家作品研究
〈近現代〉

重点的学習範囲

テキスト・
自筆ノート

日本の伝統行事A
久野

自筆ノート

テキスト『年中行事読本』春の巻、及び『シラバス』にあげた参考書・事
典などで、三月節供「ひな祭り」または五月節供「端午の節供」について
調べて理解を深めてください。節供（「節句」は借字）は年中行事であり、子
どもの初節供のように、人生儀礼でもあります。雛人形飾りを見歩く町の
祭りであるところもあります。節供をとおして、人々が結ぶ親類などの社
会関係にも注目してください。地方・地域の節供について、図書館の都道
府県史・市区町村史の民俗編で調べてノートにまとめましょう。事前に調
べたノートの持ち込みは可です。

日本の伝統行事B

テキスト『年中行事読本』夏の巻、及び『シラバス』にあげた参考書・事
典などで、田植えに関する民間伝承（早乙女・田植唄・サナブリ・田楽・
田の神など）について調べて理解を深めてください。その観点から、農作
業としての田植えだけでなく、農耕儀礼としての「田植え」について考え
てみましょう。都道府県史・市区町村史の民俗編で、行事の事例を調べて
ノートにまとめましょう。事前に調べたノートの持ち込みは可です。

日本民俗学A

テキスト『日本民俗学』の第一部五章「日本民俗学の課題」
（p34〜p49）
を読み、民俗学における「比較研究の方法」
（重出立証法・周圏論など）に
ついて理解してください。テキストだけでは不足なので、民俗学辞典や民
俗学の概説書で調べましょう。資料の持ち込みはすべて可とします。
久野

全て可

日本民俗学B

国語科指導法Ⅱ

図書館情報資源概論
図書館資料論

笠井

大塚

テキスト『日本民俗学』第三部四章（p244〜p271）を読み、民俗学が研
究対象とする「昔話」について理解してください。その観点から、日本の
昔話の意義を捉えてください。また、現代において、生活している土地の
話し言葉（方言）で昔話（民話）を語ったり、本の昔話を読み聞かせする意義
について考えてください。資料の持ち込みはすべて可とします。

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〕に記した各点
をしっかりと理解し習熟しておくこと。持込可とするテキストは以下の2
テキスト
冊。
（右記の二冊）
・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（文部科学省
検定済教科書）
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
いて下さい。図書館の各業務（資料の収集と蓄積・保管・評価のプロセス
やメディア変換など）についても整理し、理解しておいて下さい。日本の
商業出版と流通についてもまとめておいて下さい。

28

単位認定試験
（筆記）第7回
科

目

名

担当教員名 試験場への持込

憲法A
憲法B
憲法
刑法Ⅰ部（総論）A
刑法Ⅰ部（総論）B
刑法Ⅰ部（総論）

名雪

指定六法

名雪

指定六法

小坂

不可

小坂

不可

民法Ⅰ部（総則）A
小林（秀）

指定六法

小林（秀）

指定六法

武藤

指定六法

武藤

指定六法

民法Ⅰ部（総則）B
民法Ⅰ部（総則）
刑法Ⅱ部（各論）A
刑法Ⅱ部（各論）B
刑法Ⅱ部（各論）

芦野

指定六法

芦野

指定六法

中村

指定六法

中村

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

民法Ⅳ部（債権各論）B

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

統治機構から2問出題。
基本的人権から1問出題。統治機構から1問出題。
正当防衛
不能犯
不能犯
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。
逮捕・監禁罪
財産犯（財産罪）の客体
2問中1問選択
1.暴行罪、傷害罪
2.財産犯（財産罪）の客体
売買契約の瑕疵担保責任について勉強してください。その際には、意義・
理論的根拠・要件・効果、さらには解釈をめぐる判例や学説について学び、
具体的事案に即して考えられるようにしてください。

民法Ⅳ部（債権各論）A

民法Ⅳ部（債権各論）

重点的学習範囲
基本的人権から2問出題。

不法行為における損害賠償の期間制限について勉強してください。その際
には、意義・理論的根拠・要件・効果などについて学び、さらには判例・
学説における解釈上の争いについて学ぶことにより、事案に即して考えら
れるようにしてください。
売買契約の瑕疵担保責任について勉強してください。その際には、意義・
理論的根拠・要件・効果、さらには解釈をめぐる判例や学説について学び、
具体的事案に即して考えられるようにしてください。
・養親子関係（養子）に関する事例問題を出します。
・法定相続に関する事例問題を出します。
・養親子関係（養子）に関する事例問題を出します。
匿名組合に関する問題
匿名組合に関する問題
匿名組合に関する問題
課題1に対応
課題1に対応
課題3に対応
課題1から課題2について十分に復習をしておくこと。
課題1から課題2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。
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単位認定試験
（筆記）第7回
第７回
（12月19日実施分）
科

目

名

経済法A
経済法B
経済法

担当教員名 試験場への持込

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

多田

テキスト・
指定六法

多田

テキスト・
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

テキスト・
自筆ノート

○教科書と参考文献をもとに教育課程の2つの基本的な考え方（経験主義、
系統主義）について学習しなさい。
○わが国の戦後（1945年以降）の中学校、高等学校の社会系教科・科目の
変遷を学習しなさい。
○『中学校学習指導要領解説 社会編』を参照して、改訂の趣旨、改訂の
要点、各分野の目標及び内容構成を学習しなさい。

テキスト・
自筆ノート

○教科書の第5章を学習しなさい。
○『中学校学習指導要領解説 社会編』、
『高等学校学習指導要領解説 地
理歴史編』を参照して、教科の目標、改訂の基本方針を学習しなさい。
また社会系の教科・科目の授業形態についても学習してください。
○現行の『中学校学習指導要録』『高等学校指導要録』について、学習評
価に関する評価基準や特色を学習しなさい。文部科学省のホームページ
や参考書を活用してください。

社会地歴指導法Ⅰ

田中
社会地歴指導法Ⅱ

重点的学習範囲

不公正な取引方法の禁止（19条）に関する事例問題
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単位認定試験
（筆記）第5回・第6回・第7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５回

10月24日（土） 10：30〜11：30

・学習相談申込期間：10月２日（金）〜10月16日（金）
会

場

東京会場
（白山キャンパス）
・学習相談日時：第６回

対応教員〔専攻〕
深川

対応教員の担当科目

裕佳

法学概論

〔民法（財産法）〕
11月27日（金） 16：00〜17：00

・学習相談申込期間：11月６日（金）〜11月20日（金）
会

場

東京会場
（白山キャンパス）
・学習相談日時：第７回

対応教員〔専攻〕
深川

対応教員の担当科目

裕佳

法学概論

〔民法（財産法）〕
12月19日（土） 10：30〜11：30

・学習相談申込期間：11月28日（土）〜12月12日（土）
会

場

対応教員〔専攻〕

対応教員の担当科目
比較文学文化演習Ⅰ

東京会場
（白山キャンパス）

朝比奈

美知子

〔比較文学文化〕

比較文学文化特講ⅠＡ
比較文学文化特講ⅠＢ
比較文学文化特講Ａ
比較文学文化特講Ｂ
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単位認定試験
（筆記）第5回・第6回・第7回
2015年
希望の日程に
○をつける

第5回

10/24（土）

第6回

月

11/27
（金）

第7回

日

提出

12/19
（土）

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、FAXにて送信してください。【FAX：03（3945）7584】
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科目担当者の変更について（韓国文化事情B）
今年度、
「韓国文化事情Ｂ」
（金蘭美先生担当）は、後期（10月１日）から担当教員が変更とな
ります。シラバス、授業内容、テキスト等については変更はありません。ただし、スクーリ
ング
（連休２期（11月21日・22日・23日））は、新担当教員がおこないます。
また、「韓国文化事情Ａ」については、担当教員の変更はありません。
韓国文化事情Ｂ
【現行担当教員】 金

蘭美

先生

⇒ 【新担当教員】 李
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勇九

先生

学外4期スクーリング
（金沢
（石川）
）

学外4期スクーリング（金沢（石川））について 文学部学生対象
学外４期スクーリング（金沢（石川））を下記の要領で実施します。受講希望者は学習内容す
べてをToyoNet-G「シラバス・教員プロフィール」で確認し、下記の要領にしたがって申込
手続をしてください。
後期生の受講希望者は、在籍手続（P.52参照）およびToyoNet-Gで履修登録の手続（P.55
参照）が済んでいることが条件です。
◇開講日程

11月21日（土）・22日（日）・23日（月・祝）

◇開講科目
単位

科目名

スクーリング
区分

作家作品研究
（近世）
Ａ

2

全体部

作家作品研究
〈近世〉

4

前半部

◇会

場

谷地

◇授業日程

2時限

10：30〜
12：00

12：10〜
13：40
授

業

授

業

11/23（月・祝）

授

業

授

業

13：40〜
14：40
昼休み
（60分）
昼

食

3時限

4時限

14：40〜
16：10

16：20〜
17：50

授

業

授

業

授

業

10

分）

10

分）

オリエンテー
ション・授業
業

◇申込期間

FAX：076－224－8788

休憩
（

1時限

授

員

1〜3 8004115391 Y715391010

開始時間は10：30からです（※建物に入構できるのは10：00から）。

11/22（日）

◇定

1〜3 8004316541 Y716541010

11月21日（土） 10：20（厳守） 現地集合

休憩
（

11/21（土）

授業コード

石川県金沢市武蔵町14－31

TEL：076－224－6340
合

快一

スクーリング
コード

ITビジネスプラザ武蔵 【めいてつ・エムザ武蔵スタジオ通り下堤町エレベータ４階】
〒920–0855

◇集

配当
学年

教員名

授

業

授

業

授業終了後、
解散

総計20名
（先着順）
10月20日（火）～10月26日（月） 期日厳守

◇手続方法
ToyoNet-Gでスクーリング申請を行い、スクーリング受講票を出力してください。
（P.36の図参照）
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週末3期スクーリング

週末３期スクーリングについて
週末３期スクーリングを下記の要領で実施します。 受講希望者は学習内容すべてを
ToyoNet-G「シラバス・教員プロフィール」で確認し、下記の要領にしたがって申込手続を
してください。
後期生の受講希望者は、在籍手続（P.52参照）およびToyoNet-Gで履修登録の手続（P.55
参照）が済んでいることが条件です。
◇開講日程

11月28日（土）・29日（日）・12月５日（土）

◇開講科目
単位

科目名

スクーリング
区分

倫理学Ｂ

２

全体部

古典文学文化特講ⅣＢ

２

全体部

日本文学文化特講《古典》Ｂ③ ２

全体部

情報サービス演習Ｂ②注1）

１

全体部

レファレンスサービス演習・情報検索演習②注1）注2） ２

後半部

書道科指導法Ⅰ

全体部

２

配当
学年

教員名

スクーリング
コード

授業コード

中根

弘之 １〜４ 7003300081 Y700081010

大内

瑞恵

吉岡

敦子

樋口

咲子

３〜４ 7003316391 Y716391010
３〜４ 7003315313 Y715313010
１〜４ 7003419592 Y719592010
２〜４ 7003119222 Y719222010
３

7003309601 Y709601010

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

◇授業時間

９：00〜16：15
（１時限
３時限

9：00〜10：30、２時限

13：00〜14：30、４時限

10：40〜12：10、


14：45〜16：15）

なお、４時限目終了後に、当日の理解度確認テスト等の自主学習があります。
担当教員の指示に従ってください。
※2015年度より４時限目以降の授業時間帯が変更になりました。
◇開 講 地

東洋大学

白山キャンパス

※教室は、受講者宛に11月25日（水）よりToyoNet-Gの「お知らせ（教務関係）」
に掲出します。
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週末3期スクーリング
◇申込期間

11月10日（火）～11月16日（月） 期日厳守

◇手続方法
ToyoNet-Gでスクーリング申請を行いスクーリング受講票を出力してください。
（P.36の図参照）
◇注意事項
１．スクーリングは３日間の終日にわたる集中授業の全時間に出席が必要です。
２．スクーリング受講票は、11月18日（水）より出力可能です。
受講許可は、受講票の出力をもって有効となります。
３．入学年度のカリキュラムによって受講科目の名称が変わります。
受講申込においては、ToyoNet-G「履修登録確認表（通信）」より履修登録科目を
確認のうえ、間違いのないように申し込んでください。
４．申込手続を行っていない場合は、いかなる理由があっても受講できません。また、
申込期間終了後の受講申込については受付できませんので、余裕を持って申込手
続を行ってください。
５．手続後の科目変更は、いかなる理由があってもできません。
６．履修登録をしていない科目は、受講できません。
７．学生食堂は営業していない場合がありますので、昼食は各自で用意してください。
◇会場案内図
東洋大学白山キャンパスの地図

P.18を参照してください。
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週末4期スクーリング

週末４期スクーリングについて
週末４期スクーリングを下記の要領で実施します。 受講希望者は学習内容すべてを
ToyoNet-G「シラバス・教員プロフィール」で確認し、下記の要領にしたがって申込手続を
してください。
後期生の受講希望者は、在籍手続（P.52参照）およびToyoNet-Gで履修登録の手続（P.55
参照）が済んでいることが条件です。
◇開講日程

12月12日（土）・19日（土）・20日（日）

◇開講科目
単位

科目名

スクーリング
区分

日本文学文化概説Ｂ②

２

全体部

基礎ゼミナール④

２

全体部

基礎演習④

２

全体部

作家作品研究
（中古）
Ｂ

２

全体部

作家作品研究〈中古〉

４

後半部

日本の伝統芸能Ａ

２

全体部

日本の伝統芸能
（能・狂言）

２

全体部

情報資源組織演習Ａ②注1）

１

全体部

資料組織演習②注1）注2）

２

前半部

国際政治学B

２

全体部

国際政治学

４

後半部

国際政治史

４

後半部

国際私法Ｂ

２

全体部

国際私法

４

後半部

経済法Ｂ

２

全体部

経済法

４

後半部

書道科指導法Ⅱ

２

全体部

教員名

配当
学年

スクーリング
コード

授業コード

石田

仁志 １〜２ 7004315032 Y715032010

野呂

芳信

大野

祐子

原田

香織

深水

浩司

１

7004316214 Y716214010

１

7004315014 Y715014010

１〜３ 7004316511 Y716511010
１〜３ 7004215371 Y715371010
１〜４ 7004316621 Y716621010
１〜４ 7004315491 Y715491010
１〜４ 7004419622 Y719622010
２〜４ 7004119232 Y719232010
1〜4 7004341831 Y741831010

上田

知亮 3〜4 7004241321 Y741321010
3〜4 7004241241 Y741241010

徐

瑞静

多田

英明

樋口

咲子

２〜４ 7004341891 Y741891010
３〜４ 7004241231 Y741231020
３〜４ 7004342011 Y742011010
３〜４ 7004241161 Y741161010
３

7004309611 Y709611010

注１）P Cにログインするために、ID・パスワードが書かれた「東洋大学情報システム利用通知書」を使用しますの
で、当日必ず持参してください。
注２）正科生：学籍番号の入学年度が“99”以前および“08”〜“11”に適用（2012年３月以前より在籍者）
・単位修得には、冬期１期の「資料組織演習②」
（後半部）の受講も必要です。
・「資料組織演習②」の受講には、次の条件があります。
⇒スクーリング申込時までに「資料組織概説」のすべてのリポートまたはメディア授業に合格していること。
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週末4期スクーリング
◇授業時間

９：00〜16：15
（１時限
３時限

9：00〜10：30、２時限

13：00〜14：30、４時限

10：40〜12：10、


14：45〜16：15）

なお、４時限目終了後に、当日の理解度確認テスト等の自主学習があります。
担当教員の指示に従ってください。
※2015年度より４時限目以降の授業時間帯が変更になりました。
◇開 講 地

東洋大学

白山キャンパス

※教室は、受講者宛に12月９日（水）よりToyoNet-Gの「お知らせ（教務関係）」
に掲出します。
◇申込期間

11月24日（火）～11月30日（月） 期日厳守

◇手続方法
ToyoNet-Gでスクーリング申請を行いスクーリング受講票を出力してください。
（P.36の図参照）
◇注意事項
１．スクーリングは３日間の終日にわたる集中授業の全時間に出席が必要です。
２．スクーリング受講票は、12月２日（水）より出力可能です。
受講許可は、受講票の出力をもって有効となります。
３．入学年度のカリキュラムによって受講科目の名称が変わります。
受講申込においては、ToyoNet-G「履修登録確認表（通信）」より履修登録科目を
確認のうえ、間違いのないように申し込んでください。
４．申込手続を行っていない場合は、いかなる理由があっても受講できません。また、
申込期間終了後の受講申込については受付できませんので、余裕を持って申込手
続を行ってください。
５．手続後の科目変更は、いかなる理由があってもできません。
６．履修登録をしていない科目は、受講できません。
７．学生食堂は営業していない場合がありますので、昼食は各自で用意してください。
◇会場案内図
東洋大学白山キャンパスの地図

P.18を参照してください。
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スクーリング

勤務先への「面接授業出席依頼状」発行について 正科生対象
スクーリング（面接授業）の受講を希望するに当たって、勤務先に「面接授業出席依頼状」
の提出が必要な場合は、各職場に対して「面接授業出席依頼状」を発行します（無料）。
希望者は、下記見本を参考に、「面接授業出席依頼状発行願」を提出してください。
面接授業出席依頼状発行に必要なもの
１．「面接授業出席依頼状発行願」
（各自で作成）
２．返信用封筒 （82円切手貼付・宛名明記）
面接授業出席依頼状発行願

見本
2015年○月○日
面接授業出席依頼状発行願

東洋大学長

殿
学籍番号
学生氏名

受講予定科目名
種
別

７○○○○○○○○○
東
洋子
㊞

○○○○○
連休○期・週末○期
学外○期・冬期○期
（※いずれかを明記）

受

講 期 間
11／○・○・○
下記宛てに「面接授業出席依頼状」を提出したいので、発行をお願いいたします。
記
提出先機関所在地
提出先機関名
役職名・氏名

〒112－8606
東京都文京区白山×－×－×
東洋商事株式会社
社長
東田 洋一郎
以

Ａ４サイズ

縦使用

横書き

〔依頼状についての注意〕
①勤務先に提出する必要がある場合のみ、申し込んでください。
②提出先機関名および役職名は楷書で正確に記入してください。
③返信用封筒の宛名は、本人宛で明記してください。
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上

スクーリング

パソコン教室での飲食禁止について
スクーリング開講科目のうち、以下の科目はパソコン教室で授業を行います。パソコン教
室内は精密機器が配置されていますので、飲食は一切禁止いたします。
開

講

期

科

連休２期
（11月21日・22日・23日）

目

名

員

名

情報サービス演習A②
レファレンスサービス演習・
情報検索演習②（前半部）

情報サービス演習B②
週末３期
（11月28日・29日・12月５日） レファレンスサービス演習・
情報検索演習②（後半部）
週末４期
（12月12日・19日・20日）

教

情報資源組織演習A②
資料組織演習②（前半部）

吉岡

敦子

吉岡

敦子

深水

浩司

「東洋大学情報システム利用通知書」を使用するスクーリングについて
パソコン教室を使用するスクーリング科目（上表参照）では、パソコンにログインするため
に、ID・パスワードが書かれた「東洋大学情報システム利用通知書」を使用しますので、当
日必ず持参してください。紛失等で再発行が必要な場合はP.80〜81の「情報システム利用
通知書の再発行について」を確認してください。

災害等によるスクーリングの対応について
台風や大地震等の災害により、大学がスクーリングを中止する等の判断をした場合は、通
信教育課程のホームページに掲載します。電話取扱時間外などでは、電話による回答はおこ
ないません。通信教育課程のホームページで確認してください。
・通信教育課程ホームページ

http://www.toyo.ac.jp/site/tsukyo/
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スクーリング

スクーリング時の緊急連絡シートの携行について
スクーリング受講中、体調に異常をきたされた際、応急措置やご親族等へ緊急連絡させて
いただくためのものです。下記の「緊急連絡シート」のコピーに必要事項を記入し、スクー
リング中携行し、必要時に、すぐに取り出せるようにしてください。
また、本シートはスクーリング授業時も配布されます。
「緊急連絡シート」下記注意事項を
よくお読みください。

緊急連絡シート（コピーしてご使用下さい）
１． 学 部 ・ 学 科 ・ 学 年

学部

リ

ガ

ナ

２． 氏
３． 生

年

月

４． 年
５． 緊

名



日

西暦

年

連

絡

先

月

日

歳

齢
急

年

7

学 籍 番 号（1 0 桁）
フ

学科

TEL

（

）


（スクーリングに参加していることを知っていること）

緊 急 連 絡 者 氏 名
６． 血
７． 持

液
病

な



型

RH

ど



８． か か り つ け 病 院 な ど

続柄
型

病院名
TEL

９． 常

飲

薬

な

ど

（

）




【注意事項】
①本シート提出により、得られた個人情報は、スクーリング受講中の緊急時にのみ使用し、スクーリング終了後は大
学が責任をもって処分いたします。また、他のいかなる目的の利用にも供しません。
②自身のスクーリング参加を緊急連絡先等に知らせておいてください。
③持病等があって通院中の学生や体調に不安を抱える学生は、医師に相談し、参加を決めてください。
④医務室には医師は常駐していませんので、診察、薬の処方・譲渡はできません。服用薬（常備薬等）を必要とする場
合は事前に自身で用意してください。
⑤万一に備えて保険証を携行してください。
⑥本シートは個人情報が記載されていますので、管理には十分注意してください。

※症状等所見欄（ここには何も書かないこと）
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2015年度メディア授業（第3回・第4回）について
メディア授業とは、録画された授業を視聴することで学習する授業形態です。本学通信教
育課程のメディア授業は、１科目につき12回の講義をパソコン等※1からインターネットで視
聴し、学習の進度に合わせて３種類の理解度確認テストを受験します。
メディア授業は、事前に履修登録（科目等履修生は出願時の科目登録）した科目のみ受講で
きます。正科生は卒業に必要なスクーリング単位のうち10単位までメディア授業により修得
した単位で代えることができます。
※１：WiFi環境があれば、スマートフォンでも視聴可能です。
１．受講期間について
2015年度の開講期間は次のとおりです。各回で１科目ずつ受講できます。
・第３回

11月13日～12月７日 

・第４回

12月15日～2016年１月８日

２．申込から単位認定まで
（１）申請について
 ToyoNet-Gの「スクーリング申請」から申請します。申請期間は、その都度『東洋通
信』でお知らせします。受講許可された場合は、受講許可書をToyoNet-Gで確認できま
す。
（２）受講について
 申請者には受講開始の３日前に、ToyoNet-Gの「お知らせ
（教務関係）
」に受講方法を配
信しますので確認して、受講期間内に受講してください。全12講義中、４講義ごとにオン
ライン上
（ToyoNet-ACE）で理解度確認テストを受けてください。また、質疑応答もオン
ライン上のディスカッションボード（掲示板）で行います。受講期間の終了日までに授業動
画の視聴と理解度確認テストを受験してください。
①受講の流れ（授業支援システム「ToyoNet-ACE」にログインして受講します）
・授業動画第１回〜４回を視聴後、理解度確認テスト１を受験する（60点以上で合格）。
・授業動画第５回〜８回を視聴後、理解度確認テスト２を受験する（60点以上で合格）。
・授業動画第９回〜12回を視聴後、理解度確認テスト３を受験する（60点以上で合格）。
②理解度確認テストについて
 理解度確認テストは、テスト１〜３を受験し、全てが60点以上で合格となります。各理
解度確認テストは、受験後すぐに自動採点され、得点を確認できます。合格点に達しない
場合は再度（再試験は２回まで）受験できます。
（３）

合否および単位認定について
 メディア授業の合否（Ｐ：合格、Ｆ：不合格、＊：評価対象外）は、受講期間終了から約
10日後にToyoNet-Gで確認でき、合格すれば単位認定試験の受験許可が得られ、その後
受験する単位認定試験に合格することで単位修得となります。メディア授業の合格だけで
は、単位修得となりませんので、ご注意ください（「導入ゼミナール（文学部）・（法学部）」
を除く）
。
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2015年度メディア授業
（第3回・第4回）
について
３．開講科目一覧
科目の分野

科目名

担当者

導入ゼミナール（文学部）

河地

修

導入ゼミナール（法学部）

齋藤

洋

細川

重男

朝倉

輝一

小泉

京美

大内

瑞恵

早川

芳枝

河地

修

田貝

和子

日本史A②
日本史Ｂ②
共通総合科目

備考

哲学A
日本の詩歌Ａ
日本の詩歌Ｂ
百人一首の文化史Ａ
百人一首の文化史Ｂ
現代日本文学A
日本文学文化概説Ａ①
日本文学文化概説Ｂ①
古典文法A
古典文法（前半部）
古典文法Ｂ
古典文法（後半部）

古典文法Ｂと同内容

現代語文法A
現代語文法（前半部）
古典文学文化特講ⅢB
日本文学文化特講《古典》B②
古典文学文化特講ⅣＡ
文学部専門科目

古典文法Aと同内容

日本文学文化特講《古典》A③
日本の方言Ｂ
日本語学特講B②

高橋

圭子

櫻井

利佳

大内

瑞恵

吉田

雅子

現代語文法Aと同内容

古典文学文化特講ⅢBと同内容

古典文学文化特講ⅣＡと同内容

日本の方言Ｂと同内容

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

中国の古典
（文学）
と同内容

鈴木

望

中国の古典
（文学）
と同内容

中国の古典〈唐詩選・論語〉
（後半部）

中国の古典
（思想）
と同内容

中国の古典《論語》

中国の古典
（思想）
と同内容

王朝文化論A
王朝文化論B
国語科教育論
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河地

修

川合

正

2015年度メディア授業
（第3回・第4回）
について
科目の分野

科目名

担当者

備考

憲法A
憲法（前半部）

名雪

憲法B

健二

憲法（後半部）

憲法Bと同内容

刑法Ⅰ部（総論）A
刑法Ⅰ部（総論）
（前半部）
民事訴訟法A
法学部専門科目

憲法Aと同内容

民事訴訟法（前半部）

小坂

亮

清水

宏

沼田

良

刑法Ⅰ部
（総論）
Aと同内容

民事訴訟法Aと同内容

行政学A
行政学（前半部）
行政学B
行政学（後半部）

行政学Aと同内容

行政学Bと同内容

国際法A
国際法（前半部）

齋藤

国際法B

洋

国際法（後半部）
教職に関する科目

国際法Bと同内容

教育心理学
生徒指導論（進路指導を含む）

七郎

池谷美衣子

図書館概論

白岩

一彦

図書館情報技術論

鴇田

拓哉

深水

浩司

中村

規子

兼松

芳之

冨永

貴公

深水

浩司

木戸

裕

中村

規子

村井

信彦

稲井

達也

村井

信彦

図書館経営論
図書館サービス概論
図書館サービス論
情報サービス論
情報サービス概説
児童サービス論
情報資源組織論
資料組織概説
図書館情報資源特論
専門資料論
図書・図書館史
図書及び図書館史
学校経営と学校図書館
学校図書館司書
教諭関連科目

澤田

生涯学習概論

図書館制度・経営論

司書関連科目

国際法Aと同内容

学校図書館メディアの構成
学習指導と学校図書館
読書と豊かな人間性
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図書館制度・経営論と同内容

図書館サービス概論と同内容

情報サービス論と同内容

情報資源組織論と同内容

図書館情報資源特論と同内容

図書・図書館史と同内容

第3回・第4回メディア授業の受講申し込みについて
◇注意事項
①インターネットに接続するためのプロバイダ料金及び接続料は各自の負担となります。ま
た、料金プランは使い放題の定額制が便利です。
②申込できる科目は、各回ごとに１科目です。
③入学年度のカリキュラムによって受講科目の名称が変わります。
受講申込においては、ToyoNet-G「履修登録確認表（通信）」より履修登録科目を確認のう
え、間違いのないように申し込んでください。
④申込手続を行っていない場合は、いかなる理由があっても受講できません。また、申込期
間終了後の受講申込については受付できませんので、余裕を持って申込手続を行ってくだ
さい。
⑤手続後の科目変更は、いかなる理由があってもできません。
⑥履修登録をしていない科目は、受講できません。
⑦「ToyoNet-ACE」にログインするために、
「東洋大学情報システム利用通知書」に記載の
IDとパスワードが必要です。紛失等で「東洋大学情報システム利用通知書」の再発行が必
要な場合はP.80〜81の「情報システム利用通知書の再発行について」を確認してくださ
い。
⑧イヤホン・ヘッドホンで視聴する場合は、音量を確認してから装着しましょう。再生前に
装着すると、音量設定が大音量になっていた場合、騒音性難聴等により耳を傷める可能性
がありますので、ご注意ください。
⑨収録動画は実際の東洋大学の教室などで収録している関係上、雑音が混じることがありま
すが故障ではありません。
⑩授業動画がぼやけているように感じることがありますが故障ではありません。
⑪メディア授業を受講している学生は、担当教員に対してToyoNet-ACE上のディスカッシ
ョンボード（掲示板）で質疑応答ができます。教員からの応答は１週間程度要します。質疑
を書き込んだ学生の氏名は受講者間に公開されますのでご了承ください。また、書き込み
においては他者の誹謗中傷等、掲示板上の秩序を乱すことのないよう、節度ある対応をお
願いします。
⑫受講期間を過ぎると理解度確認テストを受けられなくなりますので、受講期間の開始日と
終了日を忘れないよう、十分ご注意ください。
⑬視聴者が集中するとサーバーに負荷がかかり、繋がりにくくなる可能性があります。特に
受講期間の後半は、視聴者が集中しますので、早めの受講を心がけてください。
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学籍
正科生の在籍手続について（休学手続・休学からの復学手続を含む） 後期在校生対象
後期生（10月入学生）は10月１日から新年度が始まります。引き続き在籍するためには、
下記の手続が必要です。
◆学費の納入について
学費の振込用紙は９月末頃に大学から送付します。振込用紙に印字されている金額を期限
内に納入してください。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ありません。
「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

10月１日（木）～10月15日（木）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学則第28条により除籍
となります。
＊「履修登録手続」は在籍手続（学費納入）前でも可能ですが、リポート申請〔含む表紙の出
力〕
・スクーリング申請・メディア授業申請・単位認定試験（論文・筆記）の申請等について
は在籍手続（学費納入）および「履修登録手続」完了後から可能となります。
なお、学費の納入についての情報がToyoNet-Gへ反映されるまでには一両日かかります。
ご了承ください。
◆休学手続について

振込期間

10月１日（木）～10月15日（木）厳守

『東洋通信』８月号でお知らせのとおり、手続期間（９月１日（火）
〜９月28日（月））に「休
学願」など必要書類を送付した学生には、休学用の振込用紙（金額：20,000円）を送付して
います。休学用の振込用紙を使用し、上記の振込期間内に振込をしてください。
※「休学願」の送付時期によっては、上記の授業料100,000円（または80,000円）の振込
用紙と休学料20,000円の振込用紙の２枚が到着する場合がありますが、休学手続をした
場合は必ず休学料の振込用紙で納入してください。
※手続
（
「休学願」の提出）期間は９月に終了しました。未手続で休学を希望する学生は至急、
通信教育課へ問い合わせてください。
◆休学からの復学手続について

振込期間

10月１日（木）～10月15日（木）厳守

９月末頃に送付された振込用紙を使用し、上記の振込期間内に振込をしてください。
納入金額
（授業料）は新２〜新４年生は100,000円、原級生は80,000円です。
※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。
（次ページに続く）
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学籍
※復学には「復学願」などの提出が必要です（９月に受付終了・『東洋通信』８月号参照）。
学費の納入のみでは復学できませんので、注意してください。
※「復学願」を未提出で復学を希望する学生は至急、通信教育課へ問い合わせてください。
◆◆在籍手続についての注意◆◆
＊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学則第28条により除籍
となります。
○一旦納入された学費は、返還できませんので注意してください。
○休学・復学許可書（手続期間中に受付した申請が対象）については、11月中旬に送付しま
す。

退学手続について 後期在校生対象


手続期間

９月１日（火）～10月15日（木）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。
○９月中旬以降に「退学願」を送付した場合は、発送手配の都合により学費の振込用紙が
送付されますが、振込はせず破棄してください。
また、上記のとおり「特定記録郵便」などで到着状況を確認するようにしてください。
○退学許可書（手続期間中に受付した申請が対象）については、11月中旬に送付します。
○振込期間内に学費の納入がなく、「退学願」を提出しない場合は、除籍となります。
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学籍

学生証裏面シールの更新について 後期在校生対象
学生証の有効期限は2015年10月15日までです。学生証裏面シールは９月下旬に送付し
ますので、貼りかえてください。学生証裏面シールの有効期限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。

在学年限超過に伴う退学について 前期正科生対象
次の表１に該当する前期生で2016年３月に卒業できない学生は、2016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

06

なし

②

05

１年

③

04

２年

◆退学時に単位認定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。

在学年限および在学年限超過に伴う再入学について 正科生対象
正科生が、卒業に必要な単位を修得するために在学できる年数は、休学期間を除き、10年
となっています。退学または除籍となった場合、再入学をする場合の在学年数は、10年から
再入学までの通常の在学の年数を控除した年数となります。
再入学に関しては、東洋大学通信教育部学則により、2014年４月以降の入学者（再入学
者・転部転科者を含む）は、在学年限超過に伴う再入学はできませんので、ご注意ください。
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履修登録について

後期正科生対象 【重要】

正科生（後期生）の履修登録期間は、10月１日（木）～７日（水）です。 この期間に、必ず
ToyoNet-Gで履修登録手続を行ってください。
なお、毎週木曜21：30〜23：30の間、ToyoNet-Gのシステムメンテナンスが実施さ
れます。その間は利用できませんのでご注意ください。
履修登録は新１〜新４年生が対象です。
原級生は新規履修登録できません（諸資格科目は除く）。
履修登録後の科目の追加・取消・変更はできませんので、ご注意ください。
履修登録の方法は、
『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。
 正科生（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になります。そのため、
履修登録は10月と４月の２回に分割して実施します。
年間での履修上限単位数は40単位で、10月と４月の履修登録期間にはそれぞれ20単位
履修登録が可能です。
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⑦

⑧

⑨

⑩
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◇シラバスの見方
履修登録前、リポート作成前、スクーリング受講前、メディア授業受講前に確認するシラ
バスの該当箇所は以下のとおりです。
・履修登録前にチェックすべき箇所
① ② ③ ④ ⑦ ⑧ ⑪－C
・リポート作成前にチェックすべき箇所
⑤ ⑥ ⑪－A ⑪－B ⑪－C ⑪－D
・スクーリングの前にチェックすべき箇所
② ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫
・メディア授業受講前にチェックすべき箇所
② ⑩ ⑫

⑫

①：科目名（コース番号）
科目によってはコース番号（①、②など）があるので、特に履修登録などの際には注意して
ください。コース番号が異なると、担当教員、内容が異なることがあります。
②：スクーリング
スクーリングの開講時期やメディア授業の開講について記載されています。スクーリング
やメディア授業の受講を希望する場合は、履修登録時に受講可能かどうか確認しておきまし
ょう。
なお、スクーリングやメディア授業の受講には、所定の申込期間内に別途受講申請が必要
です。
スクーリングやメディア授業が開講されていない科目は、空欄になっています。
③：単位認定方法
単位認定に必要な試験方法が記載されています。
試験には、単位認定試験（論文）、単位認定試験（筆記）、スクーリング試験の３種類があり
ます。
④：学習の内容、学修到達目標
この科目から学ぶべきことや、学習の目的や内容、到達すべき目標が記載されています。
⑤：リポート課題への取り組み方
リポート課題を解答するうえでの方向性や、参考文献の扱い方などが記載されています。
熟読してからリポート課題に取り組むようにしましょう。
⑥：リポート学習参考文献
リポート課題を解答するうえで必要な参考文献の一部がまとめられています。必ずしも挙
げられている全てに目を通す必要はありません。また、挙げられていないものを参考にする
こともあるでしょう。いずれにせよ、複数の資料に目を通して、先行研究同士を比較するの
がよいでしょう。
⑦：スクーリング学習スケジュール・スクーリング学習講義内容
スクーリング授業のスケジュール、授業の各時限の講義テーマが記載されています。この
科目で学ぶべきこと、学習する内容を確認し、それを意識しながら授業を受けましょう。
⑧：スクーリング学習予習事項・スクーリング学習参考文献
スクーリング授業を受けるにあたって、予習しておくべきことが記載されています。その
際、ここに挙げられている参考文献が役に立つことでしょう。しっかり予習をして授業に望
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めば、理解度もさらに向上すると思われます。
⑨：スクーリング学習備考
スクーリング授業を受けるにあたって、必要なものや、注意事項などが記載されています。
しっかり確認して、忘れ物のないようにしましょう。
⑩：メディア授業講義内容
メディア授業の各回の講義テーマが記載されています。学習する内容を確認しておきまし
ょう。
⑪：リポート課題
リポート作成上の必要事項、注意事項が記載されています。
⑪－A：書式
 原稿用紙の使い方が指定されています。これを間違えると評価対象外になることもあ
るので気をつけましょう。
「横使用」というのは原稿用紙が横長になるように、
「縦使用」
というのは縦長になるように使用することで、そこに「横書き」もしくは「縦書き」で
書くように、この欄で指定されています。
⑪－B：ワープロ使用の可否
 リポートを作成する上で、ワープロ（パソコン）の使用の可否が記載されています。使
用不可の場合はワープロ（パソコン）が使えないので、消えないインクのペンやボールペ
ンを使用し、手書きで作成してください。鉛筆やシャープペンシル、消せるボールペン
の使用は禁止です。
⑪－C：課題内容
 リポートを作成する上で最も重要な課題内容が記載されています。熟読して、自分の
作成するリポートが課題内容からずれていないか、問いに対してしっかり答えられてい
るか、確認しながら課題に取り組みましょう。また、履修登録時の科目選択やスクーリ
ング受講前の予習の参考にもなりますので、必ず目を通しておいてください。
⑪－D：同時提出可否
 リポートを同時提出できるかどうかが記載されています。２単位科目を例にあげると、
同時提出「可」の場合、課題１のリポートを提出して、その合否が出る前に課題２のリ
ポートも提出できます。同時提出「不可」の場合、課題１のリポートが合格しなければ
課題２のリポートの提出ができません。なお、同時提出「可」であっても、課題は学習
効果を高めるよう段階的に出題されているため、できる限り同時提出は避けたほうがよ
いでしょう。
⑫：プリント教材
プリント教材がある場合は、こちらからダウンロードができます。

リポート表紙、参考文献・添削指導・質疑応答用紙の出力について
リポート表紙は、リポート完成後にToyoNet-Gから出力してください。
また、リポートは、表紙出力後１週間以内に通信教育課に送付するようにしてください。
なお、①参考文献、添削指導用紙②質疑応答用紙を、通信教育課程ホームページ「学習方
法」もしくはToyoNet-G「お知らせ（教務関係）」から出力しリポートに添付してください。
（②質疑応答用紙は担当教員に質問がある場合のみ添付のこと）
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リポート・単位認定試験
（論文）
提出用封筒について
リポート・単位認定試験（論文）提出用封筒は、往復封筒です。
リポート返却の際に提出された封筒とは違う封筒で戻ってくる場合がありますので、封筒
にはくれぐれも氏名・住所・学籍番号などを記載しないでください。
また、リポートを封入する際には、封筒に書かれた説明をよく確認してください。
リポート・単位認定試験（論文）提出用封筒が不足した場合は、下記申請用紙をコピーして
必要事項を記入し、定形封筒にて郵送してください。また、申請用紙は通信教育課程ホーム
ページの「申請・届出」メニューからも出力できます。申請書の郵送にあたっては、
「切手貼
付欄」に25円分の切手を忘れずに貼付してください（この申請書が大学から提出用封筒を送
付する際に宛名ラベルの役割を果たします）。
なお、通信教育課窓口で受け取る場合は、申請書の提出は不要です。
キ リ ト リ 線

リポート・単位認定試験（論文）提出用封筒申請書
切手
貼付欄
（25円分）

文部科学省認可通信教育
第

四
〒

種

郵

便

物

－

住所
フリガナ

様

名前

※様は消さないでください
学籍番号

7

電話番号

（

）

〈１度の申請につき５枚〉 切手貼付欄に25円分貼付
東洋大学通信教育課
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2015年度使用テキストについて 後期生対象
テキストは、１〜新４年生が「履修登録手続にて新規履修した」科目についてのみ配本し
ます。
各学科の教育課程表にない科目（教職科目・法学部生が司書科目などを履修する場合）およ
び、編・転入学生の低学年次配当科目は配本対象となりませんので、ブックサービスやお近
くの書店などを利用し、各自で入手してください。
1.

テキストの種類
テキストは大別すると次の３種類があります。使用するテキスト名はToyoNet-Gの「シ
ラバス・教員プロフィール」でお知らせします。
①市販教材

出版社が出版し、一般書店に流通している書籍を教材としたもの

②印刷教材

通信教育部が独自で作成したもの

③プリント教材





科目担当教員がオリジナルで作成したもの

→下記５参照
→下記６参照

２．担当教員の変更等にともない、前年度からテキストが変更になっていることがあります。
ToyoNet-G「シラバス・教員プロフィール」で、必ず確認してください。
３．原級生への配本は行いません。
４．通信教育課でのテキスト販売は行いませんので、紛失または「継続履修」科目のテキス
ト入手を希望する場合は、ブックサービスを利用するか、最寄りの書店で購入してくだ
さい。
５．印刷教材もブックサービスで取り扱っています。通信教育課では取り扱っていませんの
でご注意ください。
６．プリント教材は、ToyoNet-Gの「シラバス・教員プロフィール」の下部【添付ファイル】
に掲載されています。各自で出力してください。
７．下記の科目は同一テキストを使用するため複数科目履修してもテキストを複数配本しま
せん。
・書道Ⅰ〜Ⅳ
・Ａ・Ｂが設定されている２単位の科目で、同一テキストを使用している場合
例）
地誌学Ａ・Ｂ、百人一首の文化史Ａ・Ｂ等
・その他、科目名が異なっていても、同一テキストを使用している場合
 スクーリング当日に通信教育課の窓口でテキスト購入を希望する学生がいますが、上
記４のとおり通信教育課では購入できませんので、必要な場合は各自で事前に購入して
ください。
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テキスト配本の外部委託について 後期生対象
「履修登録」に基づき、配本となるテキスト教材は外部委託先から送付いたします。
〈テキスト配本・ブックサービスに関するお知らせ〉
【テキスト配本について】
（正科生対象）
履修登録に基づき、配本となるテキスト教材はテキスト配本業者より送付いたします。テ
キスト配本に関するお問い合わせは、下記〈申込・お問い合わせ先〉までご連絡ください。
※通信教育課ではテキストの販売は行いません。
・2015年10月の履修登録者は到着は11月初旬となります。
・上記期間内に発送ができない場合には、テキスト配本業者よりご連絡いたします。
・上記期間を過ぎても、配本が遅れる旨の連絡もない場合には、お手数ですが下記お問い合
わせ先までご連絡ください。
・2015年10月配本テキストに関する問い合わせはテキスト到着後、10日以内に限ります。
到着後必ずテキストを確認してください。期日を過ぎての確認漏れによるテキスト交換、
訂正等には応じられません。
・各学科の教育課程表にない科目（低学年次配当科目・教職科目・法学部生が図書館司書資格
科目などを履修する場合）は配本対象になりません。ブックサービス（下記参照）などを利用
し、各自で入手してください。
【ブックサービスについて】
「シラバス」に指定されている市販教材・印刷教材は、ブックサービスを利用して購入する
ことができます。
〈申込方法〉発注書に下記項目を明記し、E-Mail・郵送・FAXのいずれかでお申込ください。
（発注書は、ToyoNet-Gの「お知らせ」内「ブックサービスでの購入方法」または、本学通
信教育課程ホームページ「履修登録手続関係」メニュー内「テキスト配本」からダウンロー
ドしてください。）
①学籍番号、②氏名、③携帯TEL、④TEL、⑤FAX、⑥E-Mail、⑦郵便番号、⑧住所、
⑨科目名、⑩書名、⑪出版社、⑫冊数
・ブックサービスで教材を注文した場合、送料は有料（着払）となります。
・市販教材は定価（税込）の10%引きにて販売いたします。
・市販教材のブックサービスをご希望の方は、上記申込方法にてお申込ください。ご入金確
認後発送いたします。振込口座は、申込後、テキスト配本業者よりご連絡いたします。
・印刷教材が必要な場合には、入金確認後発送いたします。送料は有料（着払）となります。
・プリント教材はToyoNet-G内「シラバス・教員プロフィール」から出力できます。
・学科教育課程表にない科目（教職科目・法学部生が図書館司書資格科目などを履修する場
合）、編・転入学の低学年次配当科目はテキスト配本対象になりません。ブックサービスな
どを利用し、各自で入手してください。
・科目等履修生はテキスト配本がありません。ブックサービスなどを利用し、各自で入手し
てください。なお、受付は10月９日（金）からとなります。
〈申込・お問い合わせ先〉 〒
 160－0005 東京都新宿区愛住町19－16 富士ビル５F
三省堂書店 東京営業所 通信教育テキスト係
営業時間：平日９：00〜17：20（土日祝日を除く）
TEL03－3352－1881 FAX03－3352－2342
mail t-shibuya@mail.books-sanseido.co.jp
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東洋大学通信教育課程学生等の学習（リポート・試験・スクー
リング・メディア授業）における不正行為に対する取扱要綱
平成26年４月１日より、
「通信教育課程学生の受験中の不正行為に対する取扱要綱」を改
定して、
「東洋大学通信教育課程学生等の学習（リポート・試験・スクーリング・メディア授
業）
における不正行為に対する取扱要綱」が改正されました。
受験中の不正行為のみならず、最近のリポート・試験・スクーリング等にまで不正行為が
見受けられる状況の中で、試験に限定せず、通信教育の学習活動全般を含めた、不正行為に
対する要綱となりますので、確認のうえ、学習に励んでください。
１．不正行為者に対する懲戒の種類
① 譴責
② 停学３ヶ月
③ 無期停学
２．懲戒とその対象となる不正行為
（１）譴責の対象となる行為
① 持ち込みが認められているものの貸借
② 故意に他人の答案またはリポートを見る行為、もしくは、故意に他人に答案また
はリポートを見せる行為、ならびに、インターネット等を利用した同様の行為
③ 教職員からの注意等を無視した行為
④ 他の答案またはリポートと類似する箇所が多数認められる等、本人以外が作成に
関わったことが強く推定される答案またはリポートの提出
⑤ その他、前各号の一つに準ずる行為
（２）停学３ヶ月の対象となる行為
① 答
 案用紙またはリポートを交換する行為
（インターネット上で公開する行為も含む）
② 他人に答案またはリポートを筆写させる行為
③ 単位認定試験及びそれに準ずる場合に、許可されていないもの（カンニングペーパ
ー及びそれに類するもの）を持ち込むこと
④ 書き込みを許可されていない持ち込み許可教材、机上、手掌等へ書き込みをして
の受験、またはこれに準ずる行為
⑤ 教職員・実習先指導員等からの注意に対する暴言
⑥ その他、前各号の一つに準ずる行為
（３）無期停学の対象となる行為
① 替玉受験・替玉受講
② 他人の答案またはリポートを筆写することによる答案またはリポートの作成
③ 教職員・実習先指導員等に対する暴言・暴力行為
④ その他、前各号の一つに準ずる極めて悪質な行為
３．懲戒処分の種類の変更（加重及び軽減）
（１）不正行為を２回以上行った者であって、不正行為の態様が著しく悪質な場合は、懲戒
処分の種類を変更（加重）することができる。
（２）不正行為が偶発的かつ軽微なものであって、改悛の情が顕著であると認められる場合
は、懲戒処分の種類を変更（軽減）することができる。
（３）２．
（１）各号に該当する行為であっても、譴責が相当でないと認めるときは、譴責に
代えて、厳重注意等の相当な指導に留めることができる。
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４．不正行為の認定
 通信教育委員会は、不正行為をした、または不正行為に関与したと疑われる者から事情
を聴取し、弁明の機会を与えたうえで議決により最終的な事実の認定を行うものとする。
５．懲戒に伴う措置
（１）懲戒の種類に伴う措置は、次のとおりとする。
① 譴責または停学の対象となる不正行為のあった科目については、当該科目の履修
を無効とする。
② 停学の期間中はリポート提出・スクーリング・メディア授業受講並びに単位認定
試験（筆記・論文）受験・外部での実習のすべてを認めない。
（２）停学期間は、当該学部で処分を決定した日（教授会議決日）の翌日から算定する。
（３）決定した懲戒内容については、不正行為者が所属する学部の学部長が、本人及び保証
人と面接のうえ通達する。
（４）停学期間中は、不正行為者に対してその所属する学部が教育的指導を行う。
（５）不正行為発生日から懲戒処分決定までの間のリポート提出・スクーリング受講・メデ
ィア授業受講並びに単位認定試験（筆記・論文）受験の扱いは、処分決定をもって扱う
ものとする。
（６）１．③無期停学の期間並びに３．懲戒処分の種類の変更については、通信教育委員会
の審議により決定するものとする。
（７）５．
（１）〜（６）に係り、通信教育委員会は、審議の結果について不正行為者が所属す
る当該学部教授会の承認を得るものとする。
６．科目等履修生についても本要綱を適用し、正科生と同等の処分とする。
７．不服申立て
（１）不正行為の指摘を受けた学生は、その日から１週間以内に通信教育部へ文書による不
服申し立てをすることができる。
（２）不服申し立てがあった場合、当該学部の通信教育委員は、事実を調査のうえ報告書を
作成する。なお、報告書作成にあたり、必要に応じて不服を申し立てた学生等及び当
該教職員等関係者から事情を聞くことができる。
（３）通信教育課程の当該学科長は、不服申し立て書、調査報告書を通信教育委員会に提出
し、その懲戒についての審議を依頼する。
（４）通信教育委員会が不服申し立て者の懲戒を決定した場合は、「５．懲戒に伴う措置」
が適用される。
（５）通
 信教育委員会が、不服申し立てが正当であると判断した場合は、懲戒処分は行わない。
８．この要綱の改正は、通信教育委員会の議を経て、通信教育課程を置く学部教授会の承認
を得るものとする。
附 則
１ この要綱は、平成24年４月１日から施行する。
２ 三部間聴講制度における聴講生の懲戒処分については、通学課程学生に対しては本要綱
を適用し、通信教育課程学生に対しては「受験中の不正行為者に対する処分基準」
（通学
課程）を適用する。
附 則
この要綱は、平成26年４月１日から施行する。

69

教職
2016年度「介護等体験」参加について 体験希望者対象 【重要】
2016年度「介護等体験」に参加を希望する者は、P.71の「2016年度「介護等体験」
参加の事前申請手続について」を熟読し、下記「介護等体験」登録説明会に必ず参加してく
ださい。
なお、今回の「介護等体験」登録説明会と2016年４月に行われる「介護等体験」事前指
導会の両方に参加することが、「介護等体験」においては必須となります。

「介護等体験」登録説明会・事前指導会のいずれかでも欠席の場合、2016年度
の「介護等体験」には参加できません。
１．
「介護等体験」登録説明会
日時：2015年11月７日（土） 14：00〜14：30
場所：白山キャンパス（教室は後日ToyoNet-Gのお知らせ「教務関係」にてお知らせ
いたします）
内容：「介護等体験」参加にあたる心構え
登録手続説明
参加手続書類の配布（※当日参加者のみ配布）
持物：P.72の「介護等体験参加要件チェックリスト」・P.73の「介護等体験許可願」

（参考）
「介護等体験」事前指導会
日時：2016年４月上旬（予定） 13：00〜18：00
場所：白 山キャンパス （詳細は11月７日の「介護等体験」登録説明会参加者のみ
ToyoNet-Gのお知らせに送付）
内容：「介護等体験」参加に当たる諸手続説明
全学合同オリエンテーション
詳細は「介護等体験」登録説明会にて連絡します。
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2016年度「介護等体験」参加の事前申請手続について 体験希望者対象 【重要】
１．対象者
 2016年度に正科生３年次以上の学生および科目等履修生（本学通信教育課程卒業者の
み）
。
２．対象となる免許状
中学校１種普通免許状（国語・社会）を取得する場合に必要となります。
３．手続など
 Ｐ.70の「2016年度「介護等体験」参加について」を確認してください。P.72「介
護等体験参加要件チェックリスト」とP.73「介護等体験許可願」を記入の上、登録説
明会・事前指導会に必ず参加して今後の手続を確認してください。
４．
「介護等体験」実施期間
 2016年５月下旬頃から2017年１月末までの合計７日間
（原則として特別支援学校で２日間、社会福祉施設で５日間）
※体験期日・曜日については、教育委員会と社会福祉協議会より指定されることにな
るので原則変更はできません。注意してください。
５．体験内容
 介護、介助のほか、障がいを持つ方等の話し相手、散歩の付添いなどの交流体験、あ
るいは清掃や洗濯といった、受入施設の職員に必要とされる業務の補助など、
「介護等体
験」を行う方の知識・技能の程度、受入施設の種類、業務内容・状況等に応じ、幅広い
体験が想定されています。
６．体験地
 東京都内の学校・施設での「介護等体験」となります。
 東京都以外での体験は、その受入れや条件が東京都とは異なるため、本学からの派遣
が困難な場合が多々見受けられます。
７．注意事項
（１）科目等履修生の「介護等体験」は、受付していません。
※本学通信教育課程卒業の科目等履修生は、事前に通信教育課に相談してくださ
い。
（２）下記に該当する方は、「介護等体験」の必要はありません。
①小学校・中学校１種または２種の免許状を所有している方
②保健師、助産師、看護師、准看護師、特別支援学校教員、理学療法士、作業療
法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士のいずれかの免許資格を有してい
る方
③身体障がい者（１級〜６級）
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教職

「介護等体験参加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、「介護等体験」に参加できません。
（不明な点は通信教育課事務室へ提出前に問い合わせること）

□「介護等体験」の趣旨をよく理解していること
□中学校教諭免許状の取得希望者であること
□小学校・中学校１種または２種の免許状を有していないこと
□介護に関する専門的な知識を有すると認められる資格を有していないこと
（例：保健師・助産師・看護師・准看護師・特別支援学校教諭免許所持者・理学療
法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・義肢装具士免許所持者）
□身体上（身体障がい者１級〜６級）・精神上の障がいにより「介護等体験」を行う
ことが困難な者でないこと
□今後予定される説明会・指導会にすべて参加できる者
□今後必要になる手続を指定期日内に行うことのできる者
□来年度も継続して本学通信教育課程に在籍する者
□その他、大学の判断で「介護等体験」
（派遣手続を含む）の中止をするなどがある場
合、その指示に従える者
上記チェックリストに相違ありません。

学籍番号

氏

名

７

㊞

「介護等体験許可願」とともに、11月７日（土）の説明会で提出してください。
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A4に拡大コピーしてください

その他
（１）スクーリング受講
（２）単位認定試験（筆記）受験
（３）図書館利用
（４）通信教育部にかかわる行事（入学式、卒業式など）への出席
（５）その他、学校が修学上適当と認めた見学又は行事への参加
〈注意〉
○学割を使用する際は、学生証を必ず携帯してください。

白山キャンパスの教室番号表示について
白山キャンパスの教室番号は下記のとおり表示されています。スクーリングや単位認定試
験を受講・受験する際に役立ててください。スクーリングおよび試験等で使用する教室は、
諸行事実施の当日、キャンパス入口
（警備室の掲示）
や通信教育課前の掲示板でお知らせします。
《例》
①白山キャンパス

1

1312教室

号館名を表す

3

階層を表す
１号館３階の12番教室を表す
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1

2

教室番号を表す

その他

2015年度通信教育課程年間行事予定表（2015.10～2016.3）
■通信教育課程
年
月
日
曜日
行
事
予
定
10月1日〜7日 木〜水 平成28年9月卒業予定者卒業論文題目登録申請期間
後期新入生オリエンテーション第1回
10：30〜12：30
10月3日
土
学習の進め方・リポートの書き方説明会③
13：30〜15：00
10月24日
土
単位認定試験
（筆記）⑤
10月30日
金
大学祭
（準備日） 通年スクーリング授業休講
10月31日
土
大学祭
通年スクーリング授業休講
11月1日
日
大学祭
11月2日
月
大学祭
（整理日） 通年スクーリング授業休講
後期生入学式
10：00〜
後期新入生オリエンテーション第2回
10：30〜12：30
11月7日
土 「教育実習」参加事前説明会
13：00〜14：00
「介護等体験」登録説明会
14：00〜14：30
学習の進め方・リポートの書き方説明会④
13：30〜15：00
11月27日
金
単位認定試験
（筆記）⑥
12月9日
水
平成28年3月卒業予定者卒業論文提出締切
＊16：45厳守
12月13日
日
転部・転科試験
12月19日
土
単位認定試験
（筆記）⑦
12月23日 水・祝 事務室休業
（〜1月3日）
2016年1月4日
月
事務室業務取扱開始
1月30日
土
単位認定試験
（筆記）⑧
※地方会場（仙台・名古屋）予定
2月20日
土
卒業論文説明会・指導会（前期生）
10：00〜12：30
2月21日
日
単位認定試験
（筆記）⑨
3月12日
土
教育実習派遣に関わる事前面接（12：00〜（予定））
学位記授与式・卒業式
10：00〜（日本武道館）
3月23日
水
卒業証書授与式
13：30〜（白山キャンパス）
■通学課程
年

月
日
10月12日
10月30日〜11月2日
11月3日
11月7日
11月23日
12月22日
12月24日
2016年1月4日
1月5日
1月19日
1月20日
1月21日〜27日
1月28日〜2月4日
2月5日

曜日
月・祝
金〜月
火・祝
土
月・祝
火
木
月
火
火
水
木〜水
木〜木
金

主 要 行 事
授業実施
（体育の日）
大学祭期間・授業休講
月曜日振替授業（文化の日）
授業実施
（哲学堂祭）
授業実施
（勤労感謝の日）
12月授業終了
冬季休暇開始
冬季休暇終了
授業再開
金曜日振替授業
土曜日振替授業、秋学期授業終了
秋学期定期試験期間
補講
（2/4
（木）は月曜日振替補講）
春季休暇開始

予

定

☆行事予定については、変更になる場合もありますので、随時、補助教材『東洋通信』等で
確認してください。
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秋学期の通年スクーリングについて 通年スクーリング受講者対象
10月12日（月・祝）・11月23日（月・祝）については、平常どおり授業を行います。
10月30日（金）〜11月２日（月）は、大学祭（準備日・整理日を含む）のため、通年スクー
リングは休講です。
11月３日（火・祝）は月曜日振替授業、１月19日（火）は金曜日振替授業、１月20日（水）
は土曜日振替授業を行いますのでご注意ください。

『東洋通信』の発行回数について
『東洋通信』は下記のように年６回、発行月（隔月刊行）初めには届くように、入学時に登録
した現住所宛に郵送します。
『東洋通信』には重要なお知らせが掲載されております。記載事
項を見逃さないようにしてください。
『東洋通信』が発行月の５日を過ぎても届かない場合には、速やかに通信教育課まで連絡し
てください。また、改姓した場合は、必ず「変更届」※1で通信教育課に届出を行ってくださ
い。住所変更した場合は、必ずToyoNet-Gにて変更を申請※2するとともに、郵便局に「転居
届」を提出してください。
※１ 「変更届」は、通信教育課程ホームページの「申請・届出」メニューより用紙をプリン

トアウトしてください。
※２

科目等履修生については、全ての変更を「変更届」にて行ってください。
１

２

３

４

５

６

４月号

６月号

８月号

10月号

12月号

２月号

事務取扱時間について
窓口・電話
午

前

月〜金

９：30〜12：45

土

９：30〜12：45

午

後

14：00〜16：45

＊上記事務取扱時間以外は、取扱いしません。
＊日曜・祝日・大学の休業日はスクーリング、単位認定試験（筆記）等が実施される日を除き、
通信教育課も休業します。
（年末・年始の休業はP.84参照）
＊土・日・祝日に白山キャンパスでスクーリングが開講される場合は、
下記のとおり事務の取
扱いを行います。
窓口・電話

９：30〜12：45

＊上記事務取扱時間以外は、取扱いしません。
＊変更がある場合は補助教材『東洋通信』または通信教育課程ホームページでお知らせします。
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リポート・単位認定試験（論文）の夜間・休日の受付について
通信教育課（８号館１階）の正面カウンター下部にリポート・単位認定試験（論文）等の夜間・
休日提出が可能な受付ポストを設置してあります。
通信教育課の窓口受付時間外に提出をする場合にはポストを利用してください。
なお、23時を過ぎると８号館が閉門となりますので、ご注意ください。

就職活動支援について
就職・キャリア支援部では、年間を通じて、就職活動支援セミナーや各種実力養成講座等
を実施し、学生の就職活動支援を行っています。開催日時や内容は就職・キャリア支援部ホ
ームページで確認の上、希望者は参加して下さい。
就職支援室の利用案内〔場所：６号館１階〕
就職・キャリア支援部内の就職支援室には、民間企業、公務員の専門相談員が常駐してお
り、年間を通じて個別相談を受け付けています。また、企業からの求人票や各種公務員採用
試験の願書、Ｕターン就職情報や就職関連図書等の資料も設置し、就職活動生を支援してい
ます。
就職支援室の利用時間
月
９：30 〜 17：45
火〜金
９：30 〜 19：45
土
９：30 〜 12：45
※利用時間は、学生長期休暇期間等では変更になる場合があります。詳しくは就職・キャリ
ア支援部ホームページで確認してください。
担当部署：就職・キャリア支援部
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TA（ティーチングアシスタント）の学習相談および在室時間について
通信教育課程には、皆さんが日頃の学習において疑問に思ったこと、不安に感じたことな
どに適切なアドバイス・回答をしてくれるティーチングアシスタント（以下TAと略す）が文・
法両学部に在籍しています。質問・相談があるときにはTAによる学習相談制度を大いに活用
してください。
下記の在室曜日・時間帯には各々のTAが必ず通信教育課に待機しています。
また、在室日以外でも、対応可能な場合もありますので、必ず事前に連絡を取ってくださ
い。連絡方法は電話、メール、FAXのいずれでも可能です。ただし、時間帯によっては相談
が集中することも予想されます。あらかじめ、ご承知おきください。
曜日

在室時間帯

担当TA氏名

月

11：00〜12：00

始澤 真純

火

14：00〜15：00

水

 ９：30〜10：30

木

10：30〜12：00

金

14：00〜15：00

シ ザワ

ニシモト

マ スミ

カ

ナ

西元

加那

ウメモト

ヒト ミ

ヤマガタ

カツヨシ

梅本

山形

サイトウ

齊藤

一美
勝義
リヨウ

諒

担当学部分野
法学部

法律専門科目

共通総合科目担当

法学部

法律専門科目

共通総合科目担当

文学部

近現代文学文化担当

法学部

教職科目担当

文学部

古典文学文化

《TAへの連絡方法》
Ｅメール：mltsukyo＠toyo.jp
TEL：03－3945－7348

FAX：03－3945－7584
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司書科目担当

その他

情報システム利用通知書の再発行について
ToyoNet-G・ToyoNet-ACEなどの統合ID、初期パスワードが記載された「情報システム
利用通知書」の再発行は、情報システム課窓口にて行うことができますが、遠方などで来校
が難しい場合は下記手続きにて郵送での対応が可能です。
なお、発行には１週間程度かかりますので余裕を持って手続きを行ってください。
また、スクーリングや筆記試験などの申込直前に「情報システム利用通知書」の再発行手
続きを行うと、申込期限までに再発行が間に合わない場合があります。
「情報システム利用通知書」がお手元にあるか今一度確認し、紛失しないよう大切に保管し
てください。
〈手続方法〉
■下記の４点を大学までご送付ください。
（１）情報システム利用通知書

再発行願（次頁をコピーして使用してください。）

（２）学生証のコピー（学籍番号と氏名を確認します。）※
（３）本人確認が可能なもの（免許証など）のコピー（本人確認をします。）※
（４）返送先の住所を記入した返信用封筒（82円分の切手貼付）
※
（２）
と
（３）は並べて１枚のコピーで結構です。
なお、本人確認用にご提供いただいた個人情報は、他の目的では使用いたしません。
■送付先
〒112−8606

東京都文京区白山５−28−20 東洋大学情報システム課

封筒に「情報システム利用通知書

メール担当宛

再発行依頼」と明記ください。

本人確認手続き後に返信用封筒に「情報システム利用通知書」を入れて返送いたします。
郵送および再発行処理にかかる時間（１週間程度）を考慮し、余裕をもって再発行の依頼をし
てください。

80

その他

通信教育課への質問について
履修・諸資格・授業等に関することで何か不明なことがある場合、まず、配付された『履
修要覧』
、
『東洋通信』
、ToyoNet-Gの「シラバス・教員プロフィール」等を熟読・確認し、
それでも解決できないときに質問をしてください。
電話での質問に対しては学生ひとりひとりの状況を瞬時に把握し、対処することは困難で
す。また、電話での質問は、受け取る側の解釈が異なり、後に深刻なトラブルに発展する可
能性があります。緊急の場合を除き、なるべく電話での質問はご遠慮ください。
責任ある回答をするために「質問用紙」による質問をお願いします。
簡単な質問には下記メール等でも受付・回答します。ただし、返送には時間や日数を要す
る場合もあります。
また、履修状況や成績等に関しての問い合わせには個人情報の保護のため書面での取扱い
のみに限らせていただきます。
★質問をするには…
『質問用紙』を使って次の要領で質問してください。
１．東洋大学通信教育課程ホームページ「申請・届出」メニューに掲載の「質
問用紙」を印刷して使用してください。
（１科目につき１枚の「質問用紙」を使用してください。）
２．質問事項は、具体的に質問事項を記載する。：どこがわからないのか、何
をたずねたいのかを整理して詳しく書いてください。
３．
「返信用封筒」１枚と「返信用切手（82円分）」を同封し、通信教育課宛
てに郵送してください。
質問受付用メールアドレス：mltsukyo@toyo.jp

証明書申請の定額小為替について 【再掲】
証明書発行申請の際に必要な定額小為替は、発行日から４ヵ月以内のものを使用してくだ
さい。
また、受取人住所・氏名（おところ・おなまえ欄を含む）や裏面の委任欄などは記入する必
要はありません。何も記入せず、そのまま送付してください。
発行日から４ヵ月以上経過したものおよび記入のあるものは、受付できず、返却いたします。
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2016年度転部・転科試験について 前期生対象
2015年12月13日
（日）
に実施される通信教育課程から通学課程（第１部・第２部）への転
部・転科試験については、通信教育課（８号館１Ｆ）前にて掲示いたします。また、過去の試
験問題を閲覧することができます。
なお、後期生および科目等履修生（特修コース）、特修生から正科生となった学生の受験資
格はありません。
■対象学年および志願条件■
（１） １年次から２年次への転部・転科
１年次終了時に卒業単位32単位以上の修得が見込まれる者
（２） ２年次から３年次への転部・転科
２年次終了時に卒業単位62単位以上の修得が見込まれる者
※休学中の学生は出願できません。
※転部転科先の認定単位により、同一学年になる場合があります。
※複数学部・学科への出願はできません。
※学部・学科によっては募集を行いません。詳細は通信教育課前の掲示にて確認してくだ
さい。
場
掲

期

間

通信教育課（８号館１Ｆ）前

2015年10月１日（木）〜

過去問題閲覧※１

通信教育課

窓口

2015年10月１日（木）〜
12月12日（土）

試験要項・志願書配布※２

通信教育課

窓口

2015年10月26日（月）〜
11月20日（金）

出願期間

通信教育課

窓口

2015年11月９日（月）〜
11月20日（金）

※１

示

所

過去問題の閲覧は窓口取扱時間内となります。必ず学生証を持参してください。
過去問題のコピー、携帯電話・デジタルカメラ等での写真撮影はできません。

※２

転部・転科を希望する学生で試験要項・志願書配布を郵送で希望する方は、任意の
Ａ４用紙に「転部・転科試験実施要項希望」および「学部・学科、学籍番号、学年、
氏名、志望学部・学科」を明記のうえ、140円分の切手を同封し、通信教育課宛に申
し込んでください。
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年末・年始事務室休業のお知らせ
事務室休業期間

2015年12月23日（水・祝）〜2016年１月３日（日）

年内の郵便物、窓口等での受付は、下記日程の到着分までといたします。
証明書発行申請、その他申請…………………12月18日（金） 到着分まで
リポート受付、単位認定試験（論文）受付……12月21日（月） 到着分まで
その他、返信の必要なものは、余裕をもって申請手続をしてください。内容によっては、
年明けの返信・回答となる場合がありますので、注意してください。したがって、上記期限
を過ぎて到着した郵便物等の取扱いについては、１月４日（月）以降となります。

年末・年始事務室休業期間中の「単位認定試験（論文）」受付について
上記のとおり、2015年12月23日
（水・祝）
〜2016年１月３日（日）は事務室休業となり
ます。
ついては、この期間中に到着した「単位認定試験（論文）」の受付についてお知らせします。
〔注〕
「ToyoNet-G」で行う「単位認定試験（論文）申請」はシステムメンテナンス時（毎週木
曜21：30〜23：30）を除き、事務室休業日も利用可能です。
◇事務室休業期間中
（2015年12月23日（水・祝）～2016年１月３日（日））に到着した単位
認定試験
（論文）について
2016年１月４日（月）
より、消印が「提出締切日」内であるかを確認のうえ順次、受け付
けします。
（秋学期の提出期限2016年２月16日

（火）については16：45必着ですので、ご注意くだ
さい。P.65参照）
【注意事項】
「提出締切日」が事務室休業中にあたっている「単位認定試験（論文）」は、次の点に注意し
てください。
休業期間中に論文試験が提出（投函）された場合（※）であっても、
「ToyoNet-G」の「単位
認定試験
（論文）情報一覧」では「提出締切日」の翌日より、受付完了まで以下のように表示
されます。
「単位認定試験（論文）情報一覧」
⇒ 「状態」欄：「申請不備」 ⇒ 「備考」欄：不備内容「期限切れ」
その際は、再度の受験申請は絶対に行わず「受付済」となるのをお待ちください。遅くと
も１月５日
（火）中には変更になります。
※「提出締切日」までに提出（投函）できなかった場合は、再度、受験申請のうえ再受験をし
てください（試験問題は受験のたびに変更になることがあります）。
 なお、消印が「提出締切日」を経過している場合は、いかなる理由があっても受け付け
ることはできません。提出締切期限には余裕をもって投函するようにしてください。
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学生のみなさんへ
─ 無許可での勧誘活動やビラ等の配布は禁止されています。
─
スクーリングや学習説明会等の諸行事の開催時に、学生、教職員に対する勧誘活動やパン
フ、冊子等を配布する行為は禁止されています。
実際に、学生や教職員が勧誘を受けた旨の苦情が通信教育課に寄せられており、正常な学
習環境を維持できなくなることにもつながりかねません。
今後、もし不審な勧誘、パンフ・冊子等の配布を「受けた・見た」方は、通信教育課また
は学生支援課までご連絡ください。
特に、以下に示す例のような勧誘行為にあった場合は、毅然とした態度で「NO」と言い
ましょう。
【例】
・学内で親しげに接触し、学外で会おうと言うので会うことにした。
↓
・学外で話していると、友人も来たので同席しても良いかと言われ、断ると気分を害され
ると思い許した。
↓
・その同席した友人と二人がかりで、数時間にわたり延々と強力な勧誘行為に遭った。

─「詐欺・悪徳商法、強引な勧誘」等に注意してください‼─
現在、電話・手紙・メールを利用した詐欺・悪徳商法が多発しています。これらの犯罪件
数は毎年増加の一途を辿っており、その一方で警察の検挙率は低くなっているという矛盾が
あります。これは、インターネット等の急速な普及に伴う個人情報の不用意な流出等、社会
全般が詐欺行為をしやすい環境を作り出していることを裏付けるものです。手口はますます
巧妙になるため、一般の方々ではなかなか嘘が見破れないのが実態です。
【詐欺・悪徳商法の一例には、次のようなものがあります】
内職商法：簡単な仕事で高額手当がもらえるなどと偽り、登録料を請求したり、道具・教
材を売り付ける。
資格商法：国家資格や実在しない資格等の講習と称して高額費用を騙し取る。
催眠商法：無料商品をエサに集会所等に呼び出し、会場で大げさなアジテイト（扇動演説）
や説明をして購買意欲を掻き立てるように誘導し（一種の催眠）、高額商品の購
入や契約を結ばせる。
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ネガティブ・オプション（送り付け商法）：注文をしていない商品等を勝手に送り付け、一
方的に法外な金額を請求する。
かたり商法・点検商法：公的機関等を装って義務付けられているなどと、偽って商品を売
り付ける。
【強引な勧誘には次のようなものもあります】
実態不明の宗教団体：一部の宗教団体で路上や電話等により、強引に勧誘して入会させた
後、宗教行事に強制的に参加させ、高価な印鑑や宝飾品を購入させる。退会しようとし
て届を出しても容易に受理せず、退会を認めない。
内容不明なサークル、セミナー：大学内外で“勉強会”と称して巧みにやさしい言葉で勧
誘する。勧誘者が年齢的に同世代であるため、安心して個人情報等を教えてしまい、の
がれることができなくなってしまう。退会しようとすると暴力を振い、大けがをさせる。
この他にもさまざまな手口でみなさんを騙そうとしている集団が後を絶ちません。そこで、
被害に遭わないためには日頃から犯罪手口をよく認識し、おかしいと感じたら身元を確認する
ものの提示を求めたり、内容をよく確認して不用意に即決してその場で契約を結ばない等の防
止・防御対策を考えておく必要があります。ご家族や友人等とも協力して対処してください。
また、大学事務室を装い、電話等により学生の個人情報を聞き出す被害も増えています。
事務室ではそのような連絡は一切行っておりませんので注意してください。不安や疑問が生
じた場合には必ず大学に問い合わせるなどして、事実確認をしてください。
被害に遭った場合はすぐに、最寄りの警察、消費者センターまたは学生相談室へ連絡して
ください。
◆相談窓口：白山キャンパス学生相談室（６号館１Ｆ）
開室時間

TEL

03－3945－7265

月〜金

９：30〜13：00

14：00〜20：30

土

９：30〜12：45

17：30〜20：00
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「哲学堂祭」開催のご案内
本学創立者井上円了博士は、本学の前身の哲学館時代より、古今東西の有数の哲学者の中
から釈迦、孔子、ソクラテス、カントの４人を『四聖』として崇め、これを祀る『哲学祭』
を行ってきました。博士没後、その遺言に基づき今日の『哲学堂祭』の行事の中に継承され、
毎年11月第１土曜日に挙行しています。
今年は、
『釈迦』を祀る年にあたり、釈迦に関する講演会を開催します。会場の哲学堂公園
は、博士の考案による数々のユニークなスポットで構成されています。
この機会に一度お出かけになってはみてはいかがでしょうか。
開催年月日

2015年11月７日（土）

墓

10：00〜蓮華寺（中野区江古田）

前

祭



…新青梅街道を挟んで哲学堂公園向かい側

哲

学

祭

10：40〜哲学堂公園内の四聖堂（中野区松ヶ丘）

講

演

会

11：00〜哲学堂公園内の宇宙館（中野区松ヶ丘）

※参加者には、博士の遺言により甘酒、珈琲、紅茶が振舞われます。
主なアクセス（バス）
JR中野駅から「池袋駅」「池袋駅西口」行きで「哲学堂」下車
JR中野駅から「中村橋」
「江古田の森」
「練馬駅」
「丸山営業所」行きで「哲学堂下」下車
JR池袋駅西口から「中野駅」「中野駅北口」行きで「哲学堂東」下車
JR池袋駅東口から「江古田二丁目」「練馬車庫前」行きで「哲学堂」下車
JR目白駅から「江古田二丁目」「練馬車庫前」行きで「哲学堂」下車
問い合わせ先：エクステンション課
TEL
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03－3945－7637
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東洋大学文学部伝統文化講座（11/14）のご案内 申込不要
王朝文学と歌舞伎舞踊
─
“須磨”を舞台にした物語の真相を探る─
テーマⅠ：流浪の地、“須磨”

〜在原行平と光源氏の物語〜

テーマⅡ：歌舞伎舞踊の鑑賞
〜長唄「汐汲」〜
解説：花柳 京
立方：花柳 輔幸奈
長唄：杵屋勝乃夫社中
囃子：望月太左衛社中
後見：花柳 寿美蔵
かつら：㈱大澤
衣装：松竹衣装
小道具：松竹小道具
進行・解説：河地修

資料：石澤伯子

【日時】 平
 成27年11月14日（土）

来場自由（無料）

14時45分〜16時15分 （開場
【会場】 東
 洋大学

白山キャンパス

14時15分）

５号館

井上円了ホール

【問合せ先】
東洋大学文学部日本文学文化学科 河地研究室
〒112-8606

東京都文京区白山5-28-20

☎03-3945-7367

o-kawaji@toyo.jp
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東洋大学文学部伝統文化講座（12/5）のご案内 申込不要
王朝文学に描かれた管絃と舞
─貴族の家の音楽教育─
テーマⅠ：管絃の「遊び」（貴族の邸の小音楽会）
テーマⅡ：姫君たちの音楽教育 （『源氏物語』橋姫の巻）
テーマⅢ：音楽の家の芸の伝承 （足柄山の秘曲伝授）
テーマⅣ：貴族の子弟の舞の稽古 （『大鏡』『栄花物語』の童舞）
出演
石川

高（雅楽演奏家

和琴・笙）

五月女

愛（雅楽演奏家

舞）

中村かほる（雅楽演奏家

琵琶・舞）

中村

筝・篳篥）

仁美（雅楽演奏家

宮田まゆみ（雅楽演奏家

笙）

八木

千暁（雅楽演奏家

横笛・唱歌）

荒井

雄三（美術史家

七絃琴）

解説
石田百合子（古典文学研究家）
【日時】 平
 成27年12月５日（土）
14時45分〜16時15分 （開場
【会場】 東
 洋大学

白山キャンパス

14時15分）

５号館

【問合せ先】
東洋大学文学部日本文学文化学科
〒112-8606

河地研究室

東京都文京区白山5-28-20

☎03-3945-7367

o-kawaji@toyo.jp
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来場自由（無料）

井上円了ホール

郵送等による図書館利用について
す
（注.送料自己負担）
。但し、下記の資料は、資料が傷む恐れがあるため郵送や宅配便での返
却はできません。直接図書館にご返却ください。
●バーコードラベルの貼られていない資料（未製本雑誌）
●視聴覚資料（DVD・CD・ビデオ・カセット等）
●CD－ROM等付資料
発送に際しては下記の点に注意してください。
１．輸送中に資料が濡れたり、傷まないよう、ビニールやエアパッキン等を使って梱包
してください。
２．封筒または箱のおもてに、中身が返却本であることが分かるように注記してくださ
い。
３．宅配便、ゆうパック、書留小包等を利用して、送付記録が手元に残るようにしてく
ださい。
４．氏名・学籍番号・冊数を記載した紙を本にはさんでください。
宛先は、（５）申込み宛先／問い合わせ（P.92）をご確認ください。
（３）文献複写郵送サービス
本学図書館所蔵の資料および他機関（他大学等）図書館所蔵の資料について、文献複写依頼
を受付し、複写資料を本人の大学登録住所宛に郵送いたします。
文献複写依頼はOPACから申込できます。
■利用申請
初めての利用の際、利用申請手続きが必要です。
【別紙２】通信用 文献複写・現物貸借利用申請書（P.94）に必要事項を記入し、FAXま
たは郵送でお申込ください。ホームページ（http://www.toyo.ac.jp/site/library/tsukyo.
html）に掲載の書式に入力の上、メール添付でもお申込できます。
宛先は、（５）申込み宛先／問い合わせ（P.92）をご確認ください。
文献複写・現物貸借の利用申請手続きは、来館の上カウンターでもお手続きできます。
■文献複写申込方法
●文献複写はOPACから申込できます。操作方法はOPACのオンラインヘルプをご参照
ください。
●複写資料が届くまでに通常２週間程度かかりますので、余裕を持って申込ください。
●到着、料金のお知らせは、原則としてOPACにログイン後のメニューの「ILL依頼状
況照会」にて行います。料金については、次のとおりとなります。
（１）学内資料…１枚40円＋送料（図書館から本人あての送料）
（２）学外資料…依頼先の機関からの請求料金＋送料（図書館から本人あての送料）
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郵送等による図書館利用について
●支払方法は、必ずゆうちょ銀行の青色の払込用紙（口座番号

00160－3－190459）

を使用して通常払込をご利用ください。記入方法は【別紙４】払込用紙記入例（P.96）
をご参照ください。払込手数料は、自己負担となります。
●複写資料は入金確認後に郵送いたします。入金の確認には早くても２〜３日かかりま
す。
●学内資料は、自宅受取のみです。他機関（他大学等）図書館の資料は自宅受取か、大学
図書館に出向いて受取か、選択できます。どちらで受取るかを、申込画面のご要望欄
に必ず入力してください（例

自宅で受取希望、白山図書館で受取希望等）。

■文献複写郵送サービスのキャンセル
OPACにログイン後のメニューの「ILL依頼状況照会」にてキャンセルできます。ただ
し、申込受理、処理中、到着の状態からのキャンセルはできません。
（４）紹介状郵送サービス
本学図書館に所蔵していない資料について、他機関（他大学等）図書館の資料を閲覧したい
場合に、希望の他機関（他大学等）図書館に問い合わせ確認後、紹介状を発行いたします。紹
介状を持参の上、閲覧希望の他機関を直接訪問することで当該資料を閲覧することができま
す。
紹介状は、申込者本人の大学登録住所宛に郵送いたします。
なお、紹介状の郵送は、相手の図書館に問い合わせ確認後になります。確認に時間を要し
ますので、閲覧希望日まで２週間程度の余裕を持ってお申込ください。
■紹介状郵送サービスの申込方法
【別紙３】他機関利用のための紹介状申請書（P.95）に、必要事項を記入し、FAXまたは
郵送でお申込ください。ホームページ（http://www.toyo.ac.jp/site/library/tsukyo.
html）
に掲載の書式に入力の上、メール添付でもお申込できます。
宛先は、下記の（５）申込み宛先／問い合わせをご確認ください。
■紹介状郵送サービスのキャンセル
原則的にキャンセルできません。但し、他大学図書館に行くことができなくなった場合
には必ず本学図書館へ電話連絡してください。
（５）申込み宛先／問い合わせ
〒112－8606

東京都文京区白山５－28－20

FAX：03－3945－7330

東洋大学附属白山図書館

TEL：03－3945－7328

メールアドレス：mletsuran@toyo.jp
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随 筆

手 で 見 る 展 覧 会

おもしろい展覧会に行ってきた。会場は渋谷区にあるギャラリーＴＯＭ。ここは児童劇作

家であった村山亜土とその奥様が、視覚に障害をもつひとにもアート楽しんでもらおうとつ

くった施設である。閑静な住宅街にひっそりと建つその小さなギャラリーは、盲学校の子ど

もたちの作品や触察本など、触覚にこだわった企画展を積極的に開催することでも知られて
いる。

今回のテーマは「手で見るイメージ」
。
「箱の中に、触れることを通して楽しむ作品をつく

る」というお題に、内外の建築家や造形作家が挑戦するユニークな企画である。会場に入る

と、一辺がちょうど肩幅ほどの立方体の箱がいくつも展示されていた。大きさはどれも同じ

ようだが、木や布など、その材質はさまざまだ。いずれの作品にも穴があいている。どうや

らそこに手を入れて、触感から広がるイメージを楽しもうという仕掛けらしい。

さっそく手近な作品に手を差し入れてみた。頭では平気だと分かっていても、暗い穴に手

を入れるのはちょっと緊張する。しばらくさまよった指先に、ふんわりとした柔らかな物体

が触れた。小麦粉のような粉。でも少し違う。どこかで触ったことがあるような…。記憶を

たどりながら手を引き上げてみると、指先には白い灰のようなものがついていた。その瞬間、

幼いころに祖母の家で火鉢をいたずらしたことを思い出した。すがた形はあるものの、つか

んでもつかんでも指をすり抜け逃げていく。その感触が面白くて、繰り返し握っては楽しん

だものだった。音や匂いをきっかけに過去の出来事を思い出すことはよくあることだ。しか
し、このように指先と記憶がつながる経験は新鮮であった。

そのほかにも、重さや音など、指先や掌を通して様々なイメージが立ち上がるしかけが施
された作品があって、存分に触覚の冒険を楽しんだ。

会場を出たあとも、なお指先にかすかな感触が残っているような気がして、思わず手を握
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ったり開いたりしてみた。そういえば少しまえ、盲目の男女の淡い恋を描いた映画、
「イマジ

ン」を見た後に、妙に街の音に敏感になっている自分がいたことを思い出す。おそらく普段
使わない感覚が活性化するのだろう。

世はまさに視覚の時代である。ものの本によれば、昨今のわたしたちは、外界をとらえる

際の約八割を視覚に依存しているという。きっとわたしも知らぬ間に視覚先行の文化にどっ

ぷりとつかっているのに違いない。しかし、考えてみればそれはあたかも透明なガラスケー

スの中から世界を眺めているようなもので、実に頼りない状況である。高村光太郎は『触覚

の世界』という小さなエッセイの中で、
「私にとって此の世界は触覚である」と述べ、人が青

俊 之

きた ざわ

とし

美術教育

出身

東京都
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いという空を「キメが細かい」と評し、かつてイタリアの寺院で聴いたオルガンの音を「足

の裏から聞いた」と回顧した。身体を通して捉えるこうした世界像は、表層部をそぎ落とし、

対象の本質的な構造に迫ろうとする彼の一連の作品に通じるものであり、わたしたちにたし
かな生の実感と喜びを再認識させてくれる。

次々に提供されるバーチャルな刺激に乗っかりつつも、どこかで不安を覚えてしまうわた

したち。
「眼の前に広がる風景は、ちゃんと立体的に映っているのだろうか？」
。そんなこと

専攻

をぼんやりと考えながら、わたしは駅に向かう坂道をどんどんと踏みしめた。

文学部准教授

ゆき

北 澤

学 習 室
現代文学を論じるために

ただし、
〈好きこそものの上手なれ〉とは簡単にいかないとこ

介

りわけ現在活躍中の作家と、近年発表されたその作品に関心を

ろが、研究する、すなわち何かを論じるときには、どうしても

亮

持っている方も多いと思います。私たちが生きている社会、文

出てきます（もちろん〈好き〉の感情は、みずから学習するう

本

化においては、たいへん多様な文学ジャンルが形成されており、

えで最も大切にするべき要素です）
。まずは、現代文学を研究す

山

それぞれに魅力的で、問題意識を刺激する作品が刻々と生み出

る際に特有の「簡単にいかないところ」を、近代文学を対象に

なっています。

されています。知と感性へダイレクトに響くそれらの作品は、

する場合と比較しながら考えてみましょう（ここでは、
「近代文

日本文学文化を学ぶみなさんの中には、現代の日本文学、と

私たちの社会的好奇心や学問的探究心を駆り立てて止むことが

学」を通常の範囲から大きく広げて、明治期から昭和期後半を

指すアバウトな括りとして用います。物故した作家の作品で、

ありません。
そこから、同時代の作家、作品を、みずからの研究対象とし

一九八〇年より前に発表されたもの、ぐらいにイメージしてく

近代作家の文学活動については、自分が中心に取り上げたい

て選びたくなるのも自然なことと言えます。正確なデータはあ

で同時代文学を取り上げる学生は飛躍的に増えたものと思いま

作品以外で、どのような代表作があるのか、事典等で少し調べ

ださい）
。

す。ちなみに、日本近代文学を専門とする研究論文や学会発表

ればわかります。それらの作品を一読してみることで、研究す

りませんが、おそらくこの一〇年ほどの間に、大学の卒業論文

でも、現代の文学作品を対象とするものが多く見られるように
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くは、個人全集・選集などが編まれています。そこでは、自分

るための心がまえができてくるはずです。また、近代作家の多

①同じ作家が書いた他の作品を読む

すので、参考にしてください）。

す（もちろん近代文学を対象とする場合にも多く当てはまりま

あまりにも自明なことのように思えますが、意外とここで尻

が作品を論じるうえで読んでおくべき他のテキスト、たとえば、
同じ時期に発表された作品や類似する主題を描いた作品、自作

込みしてしまう人が多いようです。一つの作品に強い魅力を感

うした読書を労多くして益なしと感じてしまうなら、研究対象

に直接言及した文章や自身の思想、文学観を記した評論類、創

また、研究を進めるうえで欠かせないのが、対象とする作家・

を変えたほうがよいでしょう。何から読むか迷った場合は、デ

じたのであれば、ぜひ別の作品も積極的に読んでみましょう。

作品・テーマに関する先行研究の調査と整理です。図書館の資

ビュー作から順を追って触れてみたり、
（月並みですが）各種文

作の背景が窺える作家の書簡、日記などを、ひとまず見渡すこ

料検索や論文データベースを使用すれば、近代作家・作品の研

学賞を受賞した作品から当たってみるなどしてみてください。

とりわけ、長編作品にも臆せず当たってほしいと思います。こ

究書や研究論文が数多くヒットするはずです。著名な文学作品

②同じテーマ、ジャンルの作品（別の作家によるもの）を読む

とができるでしょう。

になると、その作品の研究史をまとめた文献もあります。先行

取り上げたい作品と同じテーマ（題材）を描いたもので、比

のかを考慮し、当該ジャンルにおいて同じテーマを持つ作品を

研究からは、作品を論じるために必須の知見や観点が学べると

これら二点は、近代文学研究の入り口にして基盤をなすもの

探してみるとよいでしょう（文学ジャンルに応じた各種のガイ

較的近い時期に発表された作品を読んでみましょう。その際、

と言えますが、同時代文学を対象とする際には、いずれも存在

ドブックが参考になるはずです）
。作家の枠組みではなく、テー

ともに、自分なりの調査、考察を展開するヒントが得られるで

していなかったり、容易に判断できなかったりすることがほと

マ（題材）の観点で研究を進める道も想定しておきたいところ

研究対象となる作品が、ひとまず何のジャンルに括られている

んどです。そのため、現代の作家、作品を取り上げたくても、

です。

しょう。

何から手をつければよいかわからず、あきらめてしまう人も多

現代作家、作品を論じるうえで最大の難点は、参考とする先

③同時代評および自作解説の調査と整理

になるのは、何とももったいない。そこで以下、現代文学を論

行研究が少ない、もしくはほとんどないところです。当該作家

いように感じます。しかし、せっかくの興味が満たされぬまま

じるための具体的な取り組み方について挙げてみたいと思いま
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ろからはじめるとよいでしょう。

はずです。研究する際は、これらの言説を丹念に収集するとこ

ん。その他、自作の内容に触れた作家の発言なども引っかかる

品分析のヒントとなる文章、記事が含まれているかもしれませ

名、作品名で検索してみてください。検索結果のなかには、作

る各種データベースを利用して、一般雑誌や新聞の記事を作家

評のたぐいです。たとえば、東洋大学図書館ホームページにあ

合、考察の手がかりとなるのが、一般雑誌などに掲載された書

目ぼしいものが見当たらないことが多いでしょう。そうした場

の名を冠した研究書はもとより、学術論文のデータベースでも、

⑥同時代社会・文化の諸問題、および他の学問領域を参照する

ので、参考になると思います。

代までの作品）
。批評理論の援用を意識した内容となっています

四年六月）が刊行されています（対象は一九四五年から七〇年

学トレーニング

五号）で紹介した学習用図書の続編として、
『大学生のための文

ちなみに、以前本誌「学習室」欄（二〇一三年、第五〇巻第四・

特集などがあるので、意欲さえあれば自分でも学べるはずです。

もしれませんが、優れた入門書類や用語辞典、国文学系雑誌の

きたいものです。
「理論」というと取っ付きにくく感じられるか

も、文学理論・批評理論の基本的な知識や考え方は踏まえてお

予想以上の収穫と楽しみがあるはずです）
。

書店で単行本を手に取り、目次を確認してみましょう（きっと

けでは行き当たらないこともあります。実際に図書館や大規模

は容易ですが、直接参考となるような評論類は、ネット検索だ

てほしいと思います。該当するジャンルの研究書を見つけるの

ょう。加えて、現代文学を対象とする批評・評論にも手を広げ

て、それが属するジャンルの研究書をじっくりと読んでみまし

対象の作家、作品が直接取り上げられているものは当然とし

して、他の学問領域へと学習の幅を広げてみてください。人文

文献の言説を引証するとよいでしょう。また、問題の所在に即

作品内容を現実の問題に照らし合わせる際は、新聞雑誌ほか諸

一般論で現代社会・文化の諸問題を概括してしまうことです。

ります。このとき気をつけなければならないのは、思い込みや

文化のなかに作品を位置づけ、その意義を考えてみる必要があ

悪のレベルでない価値判断をくだすには、私たちが生きる社会・

的に何らかの〈評価〉をともなうことになります。主観的な好

現代文学の作品を取り上げ、論じることは、それだけで必然

現代編』
（河野龍也ほか編著、三省堂、二〇一

④当該ジャンルの研究書や現代文学に関する評論を読む

⑤文学理論・批評理論の観点を取り入れる

教育学……──から社会科学、さらには自然科学に至るまで、

諸科学──哲学、社会学、歴史学、芸術学、宗教学、心理学、

同時代作品を論じる場合は、議論の枠組みをみずから定める必

対象作品と考え合わせるに有効な知見を探索してみましょう。

先行研究で理論的な分析が示されてきた作品ならばともかく、

要があります。自分の考えを概念化し、また相対化するために
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以上の作業は、必ずしもすべて取り組まなければならないと
いうものではありません。いくつかを重点的に突き詰め、得た
ものを組み合わせることで、現代文学がみずからの手で論じら
れるようになるでしょう。

─やまもと りょうすけ・文学部教授─
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学 習 室

はじめに

藤

喜

佳

せますが、経済上の損益は委託者である本人に帰属しており、

身が取引相手に対して売主又は買主となって売買契約を成立さ

五五一条以下に規定があります。問屋の法律関係では、問屋自

遠

『イギ
 リスにおける商事法の発展 
─手形が紙幣となるまで─』を読んで

法律の制度を考える時に、歴史的に二つの制度が緊密な関係

ロジャーズの著作は、商法分野における問屋と為替手形との関

有益な指針を得ることができます。ジェイムズ・スティーヴン・

役割が明確になり、現行の法律制度の規定を解釈する場合にも

的支払義務を負うものです（手形法二八条一項）。では、なぜ支

名によりこの支払委託を引受けると、引受人として手形の最終

手形金の支払いを委託する形式の証券であり、支払人が引受署

他方で、手形法において学ぶ為替手形は、振出人が支払人に

法律上の代理関係との違いがよく説明されるところです。

係性について、商業の歴史的な文献研究をベースに大変興味あ

払いの名宛人である者が、為替手形の振出人の依頼によりその

を有している場合があります。このことを理解すると両制度の

る内容を含んでおり、その一端を本稿で明らかにしたいと思い

手形金の支払いに応じるのでしょうか？

先ず、為替手形利用の典型的なケースは次のような例です。

次のように述べています。

がどのようなものなのかについて、ロジャーズは歴史を追って

人と支払人となる者との間に存在する特定の関係（資金関係）

この為替手形の振出

ます。
一．問屋と為替手形との関係
商行為法で扱う問屋（といや）については、自己の名をもっ
て、他人の計算で、物品の販売や買入を行う取次商として商法
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甲地にいるＡが甲地のＢから金銭を借りて商品を購入し、その
Aʼ

商品を乙地にいる に送付して販売させ、その販売代金から乙

Aʼ

地にいる に返金させます。為替手形には「乙地の 様、乙地

Bʼ

で 様に、─０００の金額をお支払いください。甲地のＡより」
と記載されており、ＡからＢに手形が渡され、それがＢから

Bʼ

Aʼ

当たります。

イギリスの毛織物の商取引においてミドルマンとして活躍し

たのが、このファクターです。一四世紀以降、イギリスは毛織

物の原料の生産・供給国から完成品の輸出国に変わりました。

テム）といわれます。商品を輸出する業者Ａは、輸出先にいる

な貿易取引の方法は、コミッション・システム（委託販売シス

支払いを求めるのです。このように為替手形が使われる典型的

販売台帳の作成、代金の取立てを行い、そして委託者から手数

ターは委託者の名を明らかにせずに自己の名で商品を販売し、

クチャラー）などから商品の販売を委託されましたが、ファク

活動の拠点となりました。ファクターは手工業者（マニュファ

）は一三九
ロンドンのブラックウェル・ホール（ Blackwell Hall
七年に毛織物の販売センターとなり、それ以降ファクター達の

ファクター （委託販売者）に商品の販売を委託します。ファ

に送付され、 はその手形を満期まで保有して、満期時に に

Bʼ

したが、商品の供給者（サプライヤー）には、このような長期

料を徴収していました。当時の輸出取引では買主側が長期の信

代金は、ファクターの手元に輸出業者の売上げとして蓄積され

の商品供給信用に応ずる資力はありませんでした。そこでファ

クターは、自己の名をもって、他人の計算で（輸出業者の勘定

ていきます。輸出業者Ａは、この売上げを利用するために、フ

クターが、一方で買主側には商品供給信用を与え、他方で商品

用販売を求め、一年以上もの長い延払いの取引が行われていま

ァクター を支払人とする為替手形を作成して振り出します。

で）委託された商品の販売を行います。その結果、商品の販売

Aʼ

の形式は、委託販売システムの業者とファクターとの関係に対

このようにある者が別の者に支払いを依頼するという為替手形

供給者に対する金融は、現金ではなく、手形の引受けによるも

の供給者には前払い金融を行ったのです。ファクターの商品の

ーの引受けた為替手形を、銀行などの金融機関で割り引いて現

為替手形に引受けをしました。クライアントは、このファクタ

ファクターのもとで成立した後に、クライアントの振り出した

クライアントの在庫商品について買い注文があって売買契約が

イアントからの販売委託を受け商品の引渡しがなされ、または

のが常でした。つまりファクターは、商品の供給者であるクラ

ファクター（ factor
）は、
「代理人、問屋、仲買人、代理商等」
に訳されていますが、日本の商法の用語では問屋（といや）に

二．ファクターの役割

分の仕組みだったといわれています。

応したものであり、委託販売システムと為替手形の利用は不可

Aʼ
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Bʼ

金化し、運転資金に充てたとされます。
（田邊光政『ファクタリ

するための手段でしかなく、為替手形の振出人であるＢは、Ａ

れました。一七世紀前半までは、手形は為替取引の契約を実行

金銭交付者であるＡに対して存在しているとされました。

から百ポンドを受け取ったから法的な責任があり、Ｂの義務は

ングの基礎知識』商事法務研究会 昭和五四年八月刊参照）
三．為替取引から為替手形へ

れて流通することはほとんどありませんでしたが、一七世紀中

一七世紀初頭までは為替手形が原因関係の取引当事者の手を離

が確立したとされます。

在する債権債務とは別に、執行可能な法的義務を負担すること

裏書きする者に、為替手形が振り出された原因関係の取引に存

しかし一七世紀後半、為替手形を振り出す者、引受ける者、

葉に手形は転々譲渡されるようになりました。ロジャーズは、

「第一の場所にいるＢは、同地のＣに対する百ポンドの債務を

一七世紀に為替手形の使用方法は大きく変化したとされます。

一七世紀半ば以前の時期を為替取引の時代、それ以後を為替手

弁済するために、Ｂが第二の場所でＹに販売させた商品代金の

預託分を資金にして、Ｙを支払人とする百ポンドの為替手形を

形の時代と区分しています。
為替とは、二つの支払い、二つの場所、四人の人間により行

一の場所でＢは、第二の場所のＹに預けていた百ポンドのお金

い、又はＸに百ポンドのお金を預けたいと思った。他方で、第

に対してＢは手形を与えたわけではありません。ＢはＣへの債

第二の場所へ送金するためにＢに金銭を渡した者（前例一のＡ）

この場合ＢはＣから金銭の交付を受けていません。すなわち

振り出してＣに渡す。Ｃはその手形に裏書きしてＤに渡し、Ｄ

を、第一の場所で受け取りたいと思った。そこで第一の場所で

務弁済のために、第二の場所に預託されているＢ自身の資金を

われる取引です。

ＡはＢに百ポンドのお金を渡し、ＢはＹに手紙（為替手形）を

使うために為替手形を振り出したのです。為替手形それ自体を

も裏書きしてＥに渡す。
」
〔例二〕

書いて、第二の場所でＹに預けていた百ポンドをＸに支払うよ

中心に、手形当事者の権利と義務が問題とされるようになりま

「 第 一 の 場 所 で Ａ は、 第 二 の 場 所 の Ｘ に 百 ポ ン ド を 送 金 し た

うに指示した。」
〔例一〕

富な代替物となった…我々は紙を食べ、飲み、紙に頼って暮ら

した。
「紙は今や商業取引において偉大な通貨となり、現金の豊

Ａと金銭受領者であるＢ、そして第二の場所にいる金銭返済者

している」

この取引の当事者は、第一の場所にいる金銭交付者（送金者）

Ｙとその受取人Ｘです。しかしこの取引の中心はＡとＢであり、
為替は、金銭交付者Ａと金銭受領者Ｂとの間の契約であるとさ
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おわりに
商人が自分に支払われるべき資金を、どうして別の地域に居
る者の手元に持つようになったのか、そしてその資金を使う方
法として為替手形の利用がどのように発達していったのか、商
業実務の歴史的な関連性についてのロジャーズの調査と分析は、
現行の法律制度に至る長い道程を分かりやすく我々に示すもの
といえます。本書『イギリスにおける商事法の発展─手形が紙
幣となるまで─』弘文堂（平成二三年一月刊）の原タイトルは、
であり、
The Early History of the Law of Bills and Notes, 1995
著者はジェイムズ・スティーヴン・ロジャーズ（ James Steven
）、訳者は川分圭子氏です。川分氏の優れた訳出により、
Rogers
労せずしてこの学問的な成果に触れることが可能となったこと
は至上の賜物といえるでしょう。

─えんどう きよし・法学部教授─

─ 11 ─

はじめに

論

文

美知子

The Life and Opinions of Tristram Shandy,

朝比奈

ロレンス・スターン『トリストラム・シャンディ』
における放浪と脱線的エクリチュール

１

シャンディの生涯と意見

第一、二巻はたちまち評判になり、この牧師は社交界の寵児とな

』は、一七五九年から六七年にかけて出版された全九巻
Gentleman
（最終巻は未完になっている）の書物である。一七五九年にまずヨ

のまま、次々と頭に浮かぶ言葉やイメージを追う、観念の放浪と

った。さらにこの作品は、のちに書かれた脱線旅行記『感傷旅行

文学における放浪ということを考えたときまず思いつくのは、

呼ぶべきものがある。十八世紀にイギリスの牧師ロレンス・スタ

ークで出版され翌一七六〇年にロンドンで販売されたこの書物の

ーンが書いた『トリストラム・シャンディ』はそうした観念の放

』とともに国境を超え
A Sentimental Journal through France and Italy
てさまざまな国で翻訳され、大成功を博す。両作品はフランスで

実際に作者が経験した旅や散策の記録だろう。一方、肉体は不動

浪の可能性を拓いた作品である。実際この作品はのちにフランス

もいち早く翻訳され、同時代あるいは後代の文学者に重要な影響

フラヌール

で一つの潮流を形成することになる遊歩者の文学に大きな影響を

を与えることになる。

一）がある。この研究に依拠してまとめれば、スターンの二作品

（一九一
ランスにおけるロレンス・スターンの影響に関する研究』

２

ス・ブラウン・バートンにより発表された研究論文『十八世紀フ

十八世紀フランスにおけるスターンの受容についてはフランシ

与えることになる。以下ではこの作品について、遊歩の霊感との
関連の観点から検討しよう。
『トリストラム・シャンディ』の刊行とフランスにおける反響
『トリストラム・シャンディ』、正しくは『紳士トリストラム・
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は当時のコスモポリティスム的な傾向に乗って、フランスでもす

はさらに十九世紀の遊歩者の文学へと波及していくのである。

知れないものがある。そして、この二人を通じてスターンの影響

脱線文学

ぐさま大きな反響を呼んだ。
『トリストラム・シャンディ』につい
て言えば、一七七六年にフレネによる二巻本の翻訳がはじめて出
版されて以来、十八世紀の間に三人の訳者による翻訳が発表され

フランスにおける以上のような受容の状況を踏まえた上で、こ

その題名が標榜するとおりこの作品は一種の自伝の体裁を取っ

ている。その後も相次いでさまざまな翻訳が出版され、バートン

全集がビュイソン社（ロンドンならびにパリ）から出版された。

ている。ヨーク出身の紳士トリストラム・シャンディは、自分の

の作品の遊歩の霊感について考察しよう。まずは作品の内容を簡

全集版もまた、以後版を重ねることになる。つけ加えれば、一八

半生の回想という企てを表明して著作を始めるが、
「自分にかかわ

の論文が発表された一九一一年までの間に刊行された翻訳は二十

三二年にはウォルター・スコットの評伝を付した英語版がパリの

ることは始めから終わりまであらゆる秘密を知らされねば落ち着

単にまとめよう。

ボードリ社から出版されている。全集も含むこうした多数の翻訳

五にも及ぶ。さらに、一七八七年にはスターンの作品の仏語版の

の存在は、この作品のフランスにおける反響がいかに大きなもの

）読者をも満足させるべく、トリ
かない」
（第一巻第四章
ICR p.7
ストラムは記憶に浮かび上がるあらゆる詳細を記述しようとする。

このことは、フランスにおいてこの作品がいかに創作意欲を掻き

ばそれらの多くは模倣の域を出ないものであったと言えるものの、

の類似作品が多数出版されたことを明らかにしている。彼によれ

ランスでの紹介から間もない一七七〇年代から、
『トリストラム』

翻訳ばかりではない。バートンは、詳細な文献調査をもとにフ

に物語には主人公の父ウォルター・シャンディと叔父のトウビー・

また第三巻第二十章には唐突に「作者自序」が挿入される。さら

るのはようやく全九巻のうちの第三巻になってからのことである。

トリストラムの誕生に至る背景が延々と語られ、主人公が誕生す

語られ、脱線を重ねる。たとえば書物の一巻から二巻にかけては

その結果、物語は次々と浮かび上がる観念の溢出に任せるままに

であったかを如実に示している。

立てるものであったかを証立てている。

ィドロである。この二人については場所を改めて論じる必要があ

バートンがとくに注目したのはグザヴィエ・ド・メーストルとデ

れ、肝心の物語はいっこうに進まないし、多方向からの脱線のお

たできごとや状況、彼らの脳裏をよぎった逸話がたびたび挿入さ

トリストラムに同行しその成長を見守っているが、彼らが遭遇し

シャンディ、そしてトウビーの部下トリム伍長がつねに登場して

るが、放浪（歩くこと、あるいは馬車で移動すること）と文学的

かげで物語のゆくえは見当もつかない。これはまさに支離滅裂な

十八世紀フランスの作家でスターンの影響を受けた作家のうち、

言説の関係について『トリストラム』が両者に与えた影響は測り
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てみてもその行動に宿命がつきまとい痛ましい生を辿ることを余

という大理石様の墨流しの絵（第三巻第三六章）
、どんな行動をし

表現する図画（第六巻第四〇章）、この著作そのものの象徴である

逸脱する要素を持っている。そこには物語の進行を直線や曲線で

さらにこの作品は、視覚的側面から見ても書物の既成概念から

がら過去と現在を自由に往還することを通じて「自叙伝」の目的

支離滅裂に見えるトリストラムの話が、鮮明な印象を再生させな

において語りとアイデンティティの問題を分析した章を設け一見

されているのである。伊藤誓氏は『スターン文学のコンテクスト』

導きの糸が、期待されるべき大枠としてつねに緩やかな形で保持

重なる脱線にもかかわらず、トリストラムの生涯というひとつの

て登場して語りの場に安定性をもたらすと同時に、あらゆる脱線

儀なくされた人間（牧師ヨリック）に対する哀悼の念を表明する

であるところの自己同一性の再認識を果たしていることを指摘し

作品であるが、その支離滅裂さは間違いなく作者スターンによっ

かのような黒塗りのページ（第一巻第一一章）
、物語そのものの内

ている。さらに伊藤氏は、スターンが因果性を過去にむかって投

を広い意味でトリストラムの生涯に結びつけている。つまり、度

容を読者に委ねようとするかのような白紙のページ（第九巻第一

射することを通じて、偶然性と不連続性に依存し絶えまなく更新

て意志的に遂行されているものである。

八・一九章）などが配置され、同作品の翻訳者朱牟田夏雄氏の表

されるものとしての現在に「かたち」と「意味」を与えているの
４

現を借りれば「形式だけからいっても思いつくかぎりの奇抜さを

だ、としている。

また、翻訳者朱牟田氏は『トリストラム・シャンデイ』につい

脱線により一時中断された話がしばしばあとになって再開される

えるが、作品において一貫性への配慮が存在しないわけではない。

離滅裂であらゆる秩序の無化を志向する作品であるかのように見

このように『トリストラム・シャンディ』は一見したところ支

連合の糸に導かれて語り手の頭に生起する。
『トリストラム・シャ

であるように見えるが、語りの実際の地平においては、何らかの

連続する挿話や観念は、一見すると物語の骨子から逸脱するもの

その脱線が十分に自然で、十分に面白い」と述べる。語りの中で

ことはめったになく」
、また脱線だとわかっていながら「一面では

３

とり入れて、読者を唖然とさせることを目標とするかの如く」で
ある。

て、
「話の局面は絶えず目まぐるしく変転するとはいえ、話の移り

こともあるが、そのことは語りの中に言説の連続性や細部の連関

ンディ』の語りは、予告された筋道を揺るがせながら、別の複数

かわりに不自然な感じ、あるいはギクシャクした感じがともなう

への意識が存在することを物語っている。またこの作品には主人

の隘路のごとき脇道を出現させ、それによって強いられる紆余曲

脱線と前進

公兼語り手のトリストラムと彼を見守る主要人物（父ウォルター・

折を重ねつつも確実に進められていくのである。

５

シャンディ、叔父トウビー、その部下トリム伍長）が終始一貫し
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」な動きと「前進的 progressive
」な動きという二
線的 digressive
つの動きに言及している（第一巻第二二章）
。彼が目指すのは、こ

をきくと、避けようもなくもう一つのことが頭に浮かばずに

ら、ついには私の母親は、先ほどお話した時計が巻かれる音

第一巻第二二章においてスターンはみずからの物語における「脱

の二つの本来相反する動きが持ちこまれ、しかも融合しているよ

いられない、その逆もまた同じ、ということになってしまっ

本来お互いに何の脈絡もない観念どうしの不運な結びつきか

うな作品を書くことである。

ここでスターンは、件の受胎の経緯そのものを「本来お互いに何

）
ICR p.9

成的な部分とがたえず交差しあうような組み立てにし、脱線

の脈絡もない観念同士の不運な連合の結果」に帰している。主人

たのです。
（第一巻第四章

的な動きと前進的な動きとを一つの車輪の中にもうひとつの

公の人生の始まりはまさに、以後の主人公の生とそれを語る言説

それゆえ私は、この書物の最初から、作品の主たる部分と偶

車輪が組みこまれるごとくに交錯させつつ入れ込み、そうす

の偶成的な展開を予告するものである。
『トリストラム・シャンデ

の意味についてスターンは以下のように述べる。

さて、みずからの作品において脱線的言説を展開していくこと

て編まれていく生の記録なのである。

の巡り合わせの作用のもとに見出され結ばれる関係性の連続とし

ィ』に語られるのは、あらかじめ規定された道筋をもたず、偶然

ることで物語の装置全体がつねに進んでいくようにしてきま
した。（第一巻第二二章

）
ICR pp.58-59

スターンは前進と脱線というこの二つの動きの調和をつねに意識
している。
『トリストラム・シャンディ』はその二つの力が絶妙の
組み合わせで絡み合い調和する「脱線術としての妙技」
（第一巻第

らんなさい──それは脱線といっしょに書物を持ち去ってし

脱線は異論の余地なく日光です。──それは読書の生命であ

まず、この脱線に十七世紀の哲学者ロックが『人間知性論』で

まうことと同じです。──残るのは各ページを支配する一つ

）が実現された作品であるというのである。
二二章
ICR p.57
だがそもそもスターンが『トリストラム・シャンディ』におい

唱えた「観念連合」の影響があることはすでに指摘されている。

づきの冷たい永遠の冬です。今度は脱線をふたたび作者に返

り真髄です。──ちなみにこの書物から脱線を取り去ってご

実際ロックの影響については作中で度重ねて言及されている。以

してごらんなさい──作者は花婿のごとく進み出て──祝福

て脱線を遂行する意味はどこにあるのだろうか。

下は第一巻第四章において語られる主人公兼語り手トリストラム

を送り、多彩な変化をもたらし、本に対する興味をひと時た

６

の受胎の経緯についての説明である。
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りとも失わせることがないでしょう。
（第一巻第二二章
ICR

そこでは、カレー、モントルイユ、パリ、リヨンなどフランスの

さまざまな街での旅が語られる。この巻は、ひとつの興味深い旅

ンディ』における放浪と脱線的言説の関係性についての、あるい

）
p.58.
ここにおいてスターンはまず脱線を読者の側から捉えながらその

は文学において脱線を遂行することの意味についての示唆を含ん

行記として読むことができるばかりでなく、
『トリストラム・シャ
効用を説いている。脱線のない文学は冷たく無味乾燥で、読者を
でいる。
反旅行記として書かれている。

ところで逆説的なことながら、このフランス滞在記はひとつの

退屈させる。脱線こそが読む楽しみを提供し書物に生彩を添える
ものである、と彼は述べている。しかも彼は、脱線の効用を読者
による受容の面ばかりでなく、作者自身の創作の観点から捉えよ

腕の見せどころはすべて、この脱線を巧みに按配しながら操

ことではないだろう」──しかし私はこう考えます。── 町

たがります。
「この町について少しばかり記しておくのも悪い

うとしている。

って、読者にとっての利益だけでなく、作者にとっての利益

のほうから何の関わりも持とうとしてこないのに、静かに通

「さて、カレーを立ち去る前に」旅の作家はこんなふうに書き

ももたらすようにしていくことにあります。
（第一巻第二二章

り過ぎて町をそっとしておかず、描くということだけのため

にペンを引っ張り出そうなんて、とんでもない話です。なぜ

）
ICR p.58.
ここでスターンは、脱線の遂行が創作の利益になるようにすべき

なら、それらについて、駆け足で走りながら書いた連中が書

に通りすがりに見たあばら家の一軒一軒を振り返りそのたび
であると述べている。ここにおいて脱線は、作者の想像力そのも

いたことから判断するに、
［中略］そうした駆け足作家の中の

）
ICR pp.387-388

スターンはここで、訪れた土地での見聞を綴るという常套的な旅

からです。
（第七巻第四章

で、書くべきことのすべてを書かなかったような者はいない

るゆると歩を進めながらわざわざ靴を濡らすこともない状態

誰一人として、自分の敷地（持っていればの話ですが）でゆ

のに生彩を与え、言説を豊かにするものとして捉えられている。
放浪の言説
さて、スターンの脱線文学と放浪はいかなる関わりを見せるの
だろうか。一七六五年一月に刊行された第七巻はフランス旅行記
を成している。これは作者が転地療養のために一七六二年から六
四年にかけて滞在したフランスでの経験をもとに書かれた巻で、
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たことを書かずに、自分の家にいても書けるような記述に終始し

を語ることを標榜しながら、実はほんとうの意味で見たり体験し

行記のあり方を痛烈に批判する。作家たちは皆、見聞きしたこと

観念連合があるのである。

の中の放浪の原動力として、偶発的な連関によって織りなされる

人間の頭の中だけを巡るものとしての放浪である。そしてその頭

イロのことを知らないと同じように、カレーのことを知らない」

ーの街の旅を標榜しながら、語り手は、自分は「今の瞬間に大カ

それゆえ、彼はあえて反旅行記的語りの遂行を宣言する。カレ

た印象が反映されていることは事実である。しかしながら、作品

）と述べている。 つまり、第七巻
た」
（第七巻第二八章
ICR p.43
で展開される物語は、写実的記録とは明らかに異なるものである。

おいて「別々の二度の旅行の分をいっしょに合わせて進行してき

たとえば第二八章においてスターンは、このフランス旅行記に

）と公言しさえする。さらに別の場所
（第七巻第四章
ICR. p.388
では、フォンテーヌブロー、サンス、ジョワニー、オーセール、

として提示された旅行記は、実際に辿られた道順や時系列の枠に

ている。

ディジョン、マコン、あるいはリヨンといった街の名を挙げなが

従う記録ではない。そこでは、旅によって見聞されたものやその

もちろん、そこには、フランスにおける実際の旅でスターンが得

ら、自分は、それらについて一言でも語るのと同じように、月世

ある意味でこの奇態な反旅行記は、つねに活動状態にある精神

印象と、その想起の過程で意識に上ってきた観念や挿話が観念の

）と述べる。旅の記録とは慣習に従った類型的な記述とは別
p.409
ものであるはずであり、そこに定式はない。旅とはつねに未知の

の放浪の記録であるともいえる。第七巻で語られる主人公兼語り

界の市場町の話をすることもできるだろう（第七巻第二六章

こととの遭遇である。何よりも、旅の記録を企てるスターンの精

手のフランス旅行の在り方は、そうした精神の運動としての観念

実際に足で歩き馬車に揺られながら偶然に出会うものを拾う行為

しかもこの旅行記の記述は、反旅行記として書かれた言説が、

結びつきの赴くままに綴られていくのである。

神は、踏破された場所を写実的に時系列に沿って描くという精神

連合の動きと密接な関わりを示している。

ICR.

とは無縁で、実際に踏破した場所の記憶と、突然頭に浮かぶイメ
ージの間を縦横無尽に闊歩するのである。
スターンは、第七巻第一四章において、一オランダ・マイルの

たしかにこの作品で語られる歩き方、あるいは旅のし方は、作

に多くの霊感を得ているものであることを示している。

述べたレッシウスを引き、レッシウスの時代にすでに想像しうる

品の書き方と密接に繋がっている。主人公兼語り手トリストラム

広さがあれば八千億の魂を容れて余りあるほどの余地があろうと
かぎり小さなものであった世界は、現在はさらに小さく、五〇年

ピードが遅くなるなどという不平を聞くのは大嫌い」だと述べて

は、第七巻第二〇章において「パリではイギリスに比べて旅のス

）
。こ
ののちには消滅してしまうだろうとさえ述べる（ ICR p.397
こでスターンが思いを巡らせるのは、空間を移動することなしに
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も路上でわが身にふりかかるままに受け取って、先に進む」
（第七

とを自認し、それゆえ、
「けっしてひやかしたりせず、よいも悪い

起こして総括的な評価を下したりは絶対にしない」人間であるこ

ラムは、自身が「人間についても物事についても、かんしゃくを

い る（ 第 七 巻 第 二 〇 章
）。また、第八章でフランスの
ICR p.403
馬車の度重なる故障に見舞われた経験について語る際、トリスト

の土地ならいるのかもしれませんが── （第八巻第一章

ることもなしに、植え続けることができる人間などいるでし

広げた両脚が外にはみ出たり何かの雑多な脱線に陥ったりす

禁欲的に距離をおいて、冷静に、批判的に、規範に従って、

けペチコートのすきまが縫い合わされていないような場合は

ても、
［中略］ キャベツをひとつひとつまっすぐに、とりわ

キャベツを等間隔にまっすぐに植えていくような無味乾燥な歩き

ICR

地や方法があらかじめ決められた旅を強制されるということに向

方は受け入れ難いのだ。ここにおいて語られる気まぐれな旅の称

）
p.435

ょうか。──氷の国か霧の国、あるいは私の知っているほか

たとえこれまでに存在したキャベツ栽培の最良の名人であっ

）のだと述べている。
巻第八章
ICR p.392
また第三四〜三五章においては、国王の直轄地を旅する者はあ
らかじめ通行料を支払うべしと主張するフランスの役人に対する

けられている。人間の移り気に税をかけるというような強制は、

揚は、第一巻において表明された脱線の称揚と対応している。自

トリストラムの反論が繰り広げられる。彼の反論の矛先は、目的

自由の国イギリスにはありえないことであり、自然の掟にも理性

身の中に訪れるさまざまな観念のおもむくままに脱線を重ねるこ

とは、さまざまな場所をみずからの移り気にまかせて旅すること

の掟にも、福音書にも反するものだ、とトリストラムは主張する。
旅程の押しつけは受け入れがたい。旅とはつねに気まぐれな精神

に比せられる。その自由を奪われることは、極北の地において精

７

神が凍りつくことに例えられるのである。

のおもむくままに自由に進められるべきものなのである。
第八巻の冒頭で前巻のフランス旅行を総括しながらトリストラ

このフランス旅行記において、脱線的エクリチュールと偶然の

野、この親切な太陽の下では、人間の判断力は一歩ごとに想

浮かれまわってブドウの取り入れを祝っているこの陽気な平

今この瞬間、生きとし生けるものが笛にバイオリンに踊りに

筋道とは異なるところから突然意識に立ち上ってくるという意味

も外在的な（あるいは、内在的なものであっても、既知の思考の

「想像力の奇襲」に言及している。脱線も偶然に従う旅も、いずれ

る。スターンはここで、周囲の陽気な風景によってもたらされる

ムは以下のように述べる。

像力の奇襲を受けるのです。直線に関してこの本のいろいろ

において外在的だと感じられる）刺激に触発されたもの、外在的

巡り合わせに従う旅の間の一つの根本的な共通点が浮き彫りにな

なところで言ってきたことにたてつくわけではありませんが、
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に与えられるものの受容を積み重ねるものとして捉えられている

の示唆、外在的なものの受容に支えられた想像力の在り方の示唆

間の中の運動に支えられた気ままな放浪と脱線的言説の間の関連

ところでスターンはフランス旅行記において精神と肉体、運動

運動と静止、精神と肉体

という点に要約できる。

ということである。
スターンは、以下のように述べる。
旅とは何と都合のよいものでしょう！ ただ人を興奮させる
ことだけが欠点です。（第七巻第一一章

と静止について語っている。これらは、スターンの中の放浪の想

像力の根幹をなす二つの側面であるが、それらは互いに対立する

）
ICR, p.395

旅とはそこに述べられているとおり、歩くにつれて遭遇するもの

前述のようにスターンはフランス旅行記において反旅行記の立

要素を含んでいる。スターン自身その対立をつねに意識しながら

進めていくという行為は、なりゆきにまかせて歩きながら遭遇す

場を表明し、人間は自室を一切出ることなく、つまりいかなる肉

の刺激による興奮の連続である。一方、既成の枠組みにとらわれ

るものを受け止める旅に似ている。旅とはトリストラムが語ると

体の運動もなしに、想像力の動きのみで世界の各地をさまよい旅

創作を行っている。

おり、
「かんしゃくを起こして総括的な評価を下したりは決してせ

の記録を成すことができると述べていた。そうした旅において重

ず観念連合にしたがって意識に浮上することを追いながら物語を

ず」、
「よいも悪いも路上でわが身にふりかかるままに受け取って、

要なのはもっぱら精神であって、肉体は必要ないとも言える。

人間の判断力が「一歩ごとに想像力の奇襲を受けるというありさ

いる馬車の九〇倍もの速力で突っ走らせてしまう場合、
「真

人間の性急な願いが思考ばかりを先走らせて、本人の乗って

ところが、その一方で彼は、運動そのものに魅せられてもいる。

先に進む」こと（第七巻第八章）、つまり、外界からもたらされる
刺激をわが身にふりかかるままに受容することなのである。脱線

ま」なのだ。その奇襲にさらされる者は必然的に横道にそれたり

実」には災難です。そして、その人間の心の中の失望を吐き

的エクリチュールもまた然りである。それは、つねに動いている

雑多な妄想へと脱線したりという事態に見舞われるのである。第

出される馬車なり、馬車の装具にも災難です。
（第七巻第八章

スターンは、思考ばかりが先走る旅を否定し、人間が歩いたり馬

）
ICR, p.392

七巻に語られる巡り合わせへの従属としての旅は、観念連合に導
かれた脱線的言説の遂行の象徴となっているのである。
このように、
『トリストラム・シャンディ』が遊歩の想像力にも
たらした霊感とは、意識の中の放浪ということの存在の示唆、空
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の中に旅の「真実」を見ている。その真実とは、歩いたり馬車に

車に乗ることによって刻々に体験する動きそのものや遭遇するも

らです。
（第七巻第一三章

た筋肉のせいで、あらぬ方向に引っ張っていかれてしまうか

た主教と私がそうであったように、時に弛緩し時に張りすぎ

しかも、スターンの旅の文学あるいは意識の放浪は、単に外界

るのだ。スターンがフランス旅行記において表明した反旅行記的

それゆえ、すぐれた思考をするためには肉体を捨象する必要があ

）
ICR, p.396

揺られたりという運動であり、外界との出会いによってもたらさ

の刺激の受容のみに帰せられる単純なものではなく、つねに、彼

な立場の根底には、一方ではここに述べられているような精神重

れるものの感覚である。

の精神と外界（と感じられるもの）の、あるいは彼の精神と外界

視主義がある。

ところで私は（たいへんやせっぽちですので）違う意見を持

する。

ところがその一方でスターンは、この見解に対する反論を提示

からの刺激を受容する肉体の感覚との緊張のうえに成り立ってい
る。第七巻第一三章において提示される運動としての旅に関する
自問自答は、スターンにおける二つの力の問題を端的に表わして
じった「神よ彼らを車輪のごとくならしめたまえ」という言葉を

っています。大いに動き続けていることはそれだけ生気に

いる。一方でスターンは旧約聖書、詩篇第八三篇、第一三節をも
用いて、イギリス人の大陸旅行に代表されるようなせかせかとし

としていること、あるいはノロノロと進むことは、すなわち

れていること、それだけ喜びを感ずることであり、──じっ

の主教を務めたホール（一五七四〜一六五六）の言葉を引きなが

死であり地獄に落ちることだと思うのです。── （第七巻第

た旅の精神に批判を加える。そして、エクセターおよびノリッジ
ら、
「動いてばかりいることは、
［中略］それだけ不安をもたらす。

一三章

）
ICR, p.396

同じ類推から、じっとしていればいるだけ、天国にいることにな
る」
（第七巻第一三章

さらに彼は、すぐれた思考のために肉体を脱却すべしと述べた直

私はあの「すぐれた思考をするためには肉体を脱却すべし」

尺度自体も所詮はわれわれのその時その時の食欲の調子、消化の

）と述べる。彼は以下のように
ICR , p.392

と主張したピタゴラス派の人たちが大好きです。
［中略］ 肉

）と述
具合が決める尺度ではないか」
（第七巻第一三章
ICR p.396
べて、人間が一般に理性と呼ぶものも、あるいは天の尺度、すな

も述べる。

体の中にとどまるかぎりは人間は正しい思考はできません。

わち肉体を脱却したところにある神の尺度と呼ばれるものすらも、

後に、実は「理性といってもその半分は感覚の作用であり、天の

それはどうしても固有の体液の作用で判断力が盲にされ、ま

─ 20 ─

れるのだ、ということを力説する。こうした考え方は、人間の知

人間によって感得されるにあたっては人間の肉体的条件に左右さ
られるのである。

ての脱線の力には、理性の破綻を招く要素が潜んでいるとも考え

繋がるものであるとされている。人間精神の生気を生むものとし

スターンの脱線的言説とは、そうした二面性を持つ狂騒的想像

性の基礎に感覚があるとしたロックの考えかたと重なるものを持
っていることも指摘しておこう。

というのも、その感覚こそが人間が生きていることの証明であり、

いうものを捨象することができないのだと述べているのである。

他方では人間が生き考えるということにおいては肉体的な感覚と

ディドロと合わせてこれらの作家についても、紙面を改めて論ず

ることはそのことと無縁ではないだろう。十八世紀のグザヴィエ、

エ、そしてとりわけネルヴァルがスターンから深い霊感を得てい

こともできるかもしれない。十九世紀になってノディエ、ゴーチ

力を引き出し、みずからの理性と対峙させる試みであったと言う

人間が思考と呼ぶものもそこに立脚するものであるからだ。それ

ることにしたい。

つまりスターンは、一方で精神による意識の統御を夢見ながら、

ゆえ彼は、時としてあらぬ方向に人間を引っ張っていく感覚にあ

注

えて身を委ねつつ自らの思考を働かせようとする。
旅についてスターンが述べていることは、実はこのことと同様

本論では以下のテクストを参照した。 Laurence Sterne, The

Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman, Edited with an

１

人間の精神は、実際に街を歩いているときでも、自室で観念上の

である。旅とは文字通り不断の「刺激」である。その中において
旅をしているときでも、判断力が「一歩ごとに想像力の奇襲を受

Introduction and Notes by Ian Campbell Ross, Oxford Univer“ Oxford World
 s Classics
” , Revised edition, 2009.
引
sity Press,

断力にひたすら従属する直線的思考の冷たさの対極にあって、愛

牟田夏雄訳、岩波文庫、昭和四四年。引用箇所の訳、スターン

の略語に添えて同書のページ数を記載。邦訳
用する際には ICR
ロレンス・スターン『トリストラム・シャンディ』
（上中下）朱

ける」という事態に直面する。それは、ある意味で外部の刺激の

想のよい太陽の下で陽気な平野を闊歩する自由と生命力を作家に

の生涯、および『トリストラム・シャンディ』刊行の経緯につ

圧政に翻弄されることであるが、それこそが、冷静で批判的な判

与えるものなのである。つまり、それこそが作家の精神に新鮮な

いては両版を参考にした。

versité, Hachette, 1911.

２
Francis Brown Barton, Étude sur l’influence de Laurence Sterne
en France au dix-huitième siècle, Thèse pour le doctorat
d uni-

生気を与えるものなのである。
他方、この想像力の奇襲は、スターン自身が述懐しているとお
り、予期せぬところから精神を不意打ちにするものでもある。実
はスターンが影響を受けたロックにおいても、観念連合が狂気に
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昭和四四年、 p.12.
伊藤誓『スターン文学のコンテクスト』
、法政大学出版局、一

３ 『トリストラム・シャンディ』朱牟田夏雄訳、岩波文庫、上、
４
伊藤氏の著作はスターンのテクストをさま
九九五年、 pp.3-28.
ざまな角度から分析すると同時に、スターン研究の動向につい
ても紹介しており、参考にさせていただいた。
５ 前掲書、
p.14.
ジョン・ロック『人間知性論』
（全四巻）大槻春彦訳、岩波文

６
庫、一九七二〜七七年参照。観念連合について書かれているの
は、第二巻第三三章。ジョナサン・ラムは『スターン文学と複
合原理』において、ロックの影響を踏まえつつ、
「感覚」と「観
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念」は互いに沿う語に作用しあうという観点からスターンとデ
イヴィッド・ハートリーの思想との類縁性を指摘している。 Voir
: Jonathan Lamb, Sterne's fiction and the double principle, Cam“ Cambridge studies in eighteenthbridge University Press,
” , 1989
（ ch.3
“ Associacentury English literature and thought
”
） .
tionnism
自由の希求は『トリストラム・シャンディ』において重要な

─あさひな みちこ・文学部教授─

気まぐれきわまりない曲線を描いてみせる。

由を謳歌するものとしての独身状態を礼讃し、指揮棒を使って

テーマをなしている。第九巻第四章において、トリム伍長は自

7

論

文
「違法性の承継」に関する一考察
──行政行為の特殊な効力論との関連で
髙

木

英

行

の違法性を──通常その取消訴訟の出訴期間が徒過した段階での

釈問題である。最判平成二一年一二月一七日 （民集六三巻一〇号二六

──「後続行政行為」取消訴訟の中で主張しうるか否かという解

行政行為 （行政処分）はたとえ違法であっても、原則として、取

三一頁：
「二一年最判」
）は、最高裁として初めて違法性の承継を正面

一．はじめに

消訴訟を通じて取消されない限りにおいては有効であり続ける （行

から「肯定」した。

１

。行政法総論で言う「行政行為の
政事件訴訟法［以下「行訴法」］三条）

２

4

4

4

4

学説では、違法性の承継が例外的に肯定されるための判断基準

4

公定力」であり、行政救済法で言う「取消訴訟の排他的管轄」で

4

を中心に、議論が活発に展開してきている。他方で違法性の承継

4

ある。また取消訴訟は、原則として、違法な行政行為を受けたこ

３

が原則として否定される論拠に関しては、さほど議論が深められ
4

とを知った日から六カ月以内に提起せねばならず、それを過ぎる

4

・不可争力 （出訴期間）両概念についての再検討
公定力 （排他的管轄）

4

てきていない。そこで本稿では、違法性の承継が原則として否定

かかる行政行為の「特殊な効力」としての公定力・不可争力、

、遮断効果説 （三）
、不可争
の余地を模索する。以下公定力説 （二）

4

。同じく「行政行為の不可争力」
と も は や 争 え な い （行 訴 法 一 四 条 ）

される論拠に着目して考察し、またこの考察を手掛かりとして、

ないしは、取消訴訟の「制度的効果」としての排他的管轄・出訴

力説 （四）と学説展開を検討する。これら一連の検討を通じて、公

4

であり、「取消訴訟の出訴期間」である。

」・「不可争力 （出訴期間）
」と記
期 間 （ 以 下 適 宜「 公 定 力 （ 排 他 的 管 轄 ）

・不可争力 （出訴期間）に共通する「遮断効」のあ
定力 （排他的管轄）

４

す）に関わって、「違法性の承継」問題がある。
「先行行政行為」
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。
の研究課題を指摘する （五）

りようを浮き彫りにする。さいごに若干の概念整理を試み、今後

という二元的裁判所制度 （大日本帝国憲法六一条）並びに出訴事項の

概念と射程が異なる。また美濃部説は、司法裁判所・行政裁判所

二．公定力説
伝統的に違法性の承継否定の論拠として公定力が挙げられてき
た。本章では戦前戦後のこの公定力説の推移を検討する。

制限列挙主義 （行政裁判法一五条、明治二三年法律一〇六号、行政庁ノ違法

処分ニ関スル行政裁判ノ件）の下での議論であって、今日の違法性の

承継論と前提も異なる。
（二）戦後

関連するとしても、各個の行為が独立にその効果を生ずる場合」

数個の行為が各々別個の目的を有し、たとえその効果において相

の結合によってその目的たる特定の法律的効果を発生する場合と、

「数個の行為が相連続して一の手続をなし、そ
美濃部達吉氏は、

まで、一応、適法の推定を受け、相手方はもちろん、第三者も国

為が違法の行為であるに拘らず、権限ある機関による取消のある

「行政行
全体の構造」に求める。その性質の中でも「公定力」は、

為」と定義し、私法行為と比較したその性質を「実定行政法秩序

使として、人民に対し、具体的な事実に関し法律的規制をなす行

田中二郎氏は、行政行為を、
「行政庁が、法に基き、公権力の行

を区別し、前者では違法性の承継を認めるべきだが、後者では「そ

家機関も、その効力を否定することを得ない効力」である。

（一）戦前

の行為［髙木注：後行行為］自身の適法性を争いうるにとどまり、

５

11

11

行為］の違法なることをもって、行政訴訟の理由となしうべきも

の適法性を審理する権限なく、したがって他の行為［同注：前行

ているものであるから、行政裁判所もその行為［同注：前行行為］

その他の行為［同注：前行行為］は公定力をもって効力が確定し

法性の承継を認めるべきであり、各行為がそれぞれ一応別個の法

画の決定と買収処分、滞納処分としての財産の差押と公売処分等々）には、違

結合して一の法律的効果の発生をめざしている場合 （例えば買収計

他方で違法性の承継につきいわく。
「相連続する二以上の行為が

会における歳入出予算の議決とこれに必要な町村税の賦課、租税賦課と租税の

律的効果の発生を目的とする独立の行為である場合 （例えば町村議

ここで美濃部説は、今日の違法性の承継に係る通説的判断基準

滞納処分との間）には、先行行為の違法性の承継は認められないと

６

８

（以下「同一性基準」）を提示する一方、原則否定の論拠として公定力
７

0

。
解すべきであろう」

0

0

0

0

0

0

0

0

0

９

このように田中説は、美濃部説の同一性基準を踏襲する一方、

0

づく「適法性の推定」の考えを媒介に、行政行為のみならずそれ
0

原則否定の論拠に関しては詳らかではない。美濃部説同様「公定

0

「国家意思の優越性」とそれに基
を持ち出す。ただし美濃部氏は、

のではない。」として、違法性の承継を否定する。

11

以外の行政庁の活動にも公定力を認めるのだから、今日の公定力

11

11
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11
11

11

力」を念頭に置くと推察されるが、そうだとすると両説間での公

本章では同説の展開を検討する。

しつつ登場してきたのが、小早川光郎氏の「遮断効果」説である。

小早川氏は、
「本案の請求・抗弁またはその先決問題について、

（一）公定力と遮断効果

定力の用語法や説明の相違、また戦前戦後の裁判制度の相違──
二元的裁判所制度を廃止する日本国憲法七六条や、出訴事項に関
し一般概括主義を採用する行政事件訴訟特例法の制定等──を踏
まえ、いかなる議論の相違が生じうるのか疑問も浮かぶ。

行政庁がすでに行政行為 （確認行為）により、または行政行為をな
以上美濃部説から田中説へと学説の継承過程を中心に、違法性

しうるか」を「行政行為の『遮断効果』
」問題と呼び、その具体例

ても、当事者および裁判所が、それと異なる主張および判断をな

す前提として認定判断を下している場合に、右行為の取消がなく

の承継否定の論拠としての公定力説の展開をみてきたが、今日で

として違法性の承継問題を挙げ、
「実体法上の先決関係の有無」と

の論拠として不可争力 （出訴期間）と公定力 （排他的管轄）との関係

違法性の主張までも禁じられるのかとともに、違法性の承継否定

分の公定力に反する。」と指摘する。しかし問題は、公定力により

の効果を、許可取消処分の取消訴訟において争うことは、先行処

られない限り、取消争訟期間を過ぎた営業停止処分の適法性とそ

ることの意味である。また兼子仁氏は、
「
『違法性の承継』が認め

「実質的に」否定され
されてしまう」と指摘する。しかし問題は、

違法性が後続行為に承継され、先行処分の公定力が実質的に否定

効果をも認めることに合理性の認められる場合があり、また、現

ほかに、そこで行政庁によって下された認定判断についての遮断

般に「行政行為には、その具体的効果の通用力としての公定力の

断効果が課税処分に結びつけられている」結果と解すべきで、一

用せしめる公定力とは別個の、課税要件の存否の主張に関する遮

いということは、課税処分の本来の効果をのちの訴訟において通

おいて課税要件の誤認が原則として滞納処分の違法事由にならな

また違法性の承継否定の論拠につき、
「滞納処分に対する訴訟に

おいて先行処分の違法性を主張することが遮断されないとすると、

「手続法的な考慮」に基づく判断基準を提示する。

「後続処分に
も同説は根強い。例えば櫻井敬子＝橋本博之両氏は、

（三）小括

22

在通用している解釈論でも、このような遮断効果の承認されてい

22

をどのように考えるかである。以下これらの点にも留意し、公定
力説以外の学説を検討していく。
三．遮断効果説

」と指摘する。
る場合がある。

果に見出す。そして同説は、
「取消訴訟手続の排他性」が「行政行

するとともに、違法性の承継否定の論拠も公定力ではなく遮断効

このように小早川説は、同一性基準とは異なる判断基準を提示

22
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22

11

違法性の承継否定の論拠として、公定力説の課題点を明らかに

22

22

11

選択」が採られている結果にある。

あっても「課税要件不存在の主張をもはや許さないとする政策的

を考慮して、滞納処分取消訴訟においては」
、実体法上先決関係が

は、
「課税要件の存否に関する争の早期確定と滞納処分手続の安定

張する。例えば課税処分につき違法性の承継が認められない理由

それぞれの場合の関係法規の解釈によって決せられるべき」と主

いかなる種類の請求・抗弁との関係で遮断効果が認められるかは、

見地から判断されるべき」で、「いかなる種類の行政行為につき、

を払いつつ、行政上の必要と権利救済の要請との機能的な調和の

断効果の有無は「現行取消訴訟手続の制度的な仕組に対して考慮

為の遮断効果の一般的承認をも帰結する」論理必然性はなく、遮

を取り出し、それを「遮断効果」として新たに構成し直した点に

て、公定力に従属して論じられてきた違法主張に関わる問題部分

かくして小早川説の意義は、従来「公定力の範囲」の問題とし

しめるか否かは、もとよりことばの問題というべき」と指摘する。

識したうえで、この遮断効果をも公定力の内容ないし効果に含ま

類ごとに検討していく必要があると考える。そのような区別を認

は別個のものとして観念し、その有無および範囲を先決問題の種

能的にそれを補うものとしての行政行為の遮断効果を、公定力と

通用力以上のものではないことを明確にすると同時に、他方、機

られている公定力が、行政行為の厳密な意味における法律効果の

以上の分析を踏まえ同氏は、
「一方で、学説判例上一般的に認め

こうして同氏は、「取消訴訟手続の排他性」に由来する公定力
と、関係法規をも踏まえ「個別的に追求していくことが必要」な

あると言えよう。次節では小早川説を受けた学説展開をみていく。
（二）公定力の概念規定

為の実体法的効果の通用の有無が先決問題となるすべての訴訟に

とにほかならず、その意味で、いかなる行政行為であれ、当該行

あらゆる主張──当該行為を違法とする主張──が妨げられるこ

定が妨げられるということは、当該行為の要件の欠如についての

「ある行政行為の効果の通用の否
者が重なる余地を認めていわく。

行為の遮断効果もその限度では包括的に承認されている」と、両

の通用力としての公定力の存在が一般的に肯定される以上、行政

必要な限りで先決問題判断として先行行為の効果を否定すること」

面的にすぎる」とし、違法性の承継問題が、
「裁判所が本案判決に

の理解の余地を指摘する。しかし同氏はこの限定的な理解を「表

とらえ方によっては、取消訴訟の排他的管轄の問題ではない」と

場合の問題であるとなると、違法性の承継の問題は、その内容の

した上で、
「取消訴訟の排他的管轄が行政行為の法効果を取り消す

する場合か行政行為を違法と認定する場合をも含むか」問題提起

高野修氏は、取消訴訟の排他的管轄が「行政行為の効力を否定

行訴法の解釈問題であるとする。

対する関係で、遮断効果を認められることにほかならない。問題

「行政行為の実体法的効果
遮断効果とを区別する。ただし同氏は、

33

「をも取消訴訟の排他的管轄の範囲に含ませるのか否か」といった

られるか否かにある。」
33

22
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22

22

は、右の限度を越えて遮断効果がそれ以外の訴訟に対しても認め

33

22

って『遮断効果』を導き出す」考えと分析する。

た『本来の法効果』に限定し、必要な場合に関係法規の解釈によ

公定力のかかる範囲を個別の行政行為ごとに解釈によって得られ

ながるあらゆる違法性の主張が遮断される」見解で、
「行政行為の

立場のように窺えるが、そうではなく、法効果の通用の否定につ

は法効果の否定か違法性主張かの議論について、法効果の否定の

その上で同氏は、小早川説が、
「排他的管轄に留保されているの

。
理由が認められる」

、それなりの合理的な
とにも （右の理論的関係が明確にされている限り）

の排他性』の効果一般を広く含めた広義の公定力概念を用いるこ

点を置く限り、右のような最狭義の公定力概念と並び、
『取消制度

とさしあたっての共通性を持つことは疑い無いから、この点に重

判断によるのであって、この点において右の最狭義の公定力概念

の国家機関等は一応尊重するのが合理的である、という実践的な

取消制度の排他性の効果に関しては、「
『公定力』とは別の名称を

全く独自の法現象」と指摘する。そこでこの場合に問題となる、

継」は「『公定力』の『限界』ないし『例外』ではなく、理論的に

「違法性の承
の効果を否定する権能」に関わる概念と解する限り、

つぎに藤田宙靖氏は、公定力を「正規の取消手続外で行政行為

注：課税処分に係る不当利得返還請求が認められないこと］を狭

近時小早川氏も関連していわく。
「筆者は、かつて、これ［髙木

を再び公定力概念へ統合する議論も展開されてきている。そして

を明らかにする一方、狭義・広義等の概念規定を通じて遮断効果

意味での公定力と違法主張を認めない意味での遮断効果との区別

かくして小早川説を受け学説では、法効果の取消しを阻害する

0

与える必要が生じ」るが、小早川説は「行政行為の遮断効果」と

義の〝公定力〟とは別の〝遮断効果〟の問題であるとし、それに

（三）規律＝拘束的言明

」
して語ることは可能であり、本稿もこの用語法によっている。

33

0

いう言葉を与えるとする。そして藤田氏も、
「行政行為をめぐる

ついて一定の考察を加えたことがある。」
、
「本稿においても、課税

0

様々な法的効果についてその相互の理論的な関係をできる限り明

0

処分の〝遮断効果〟に関するそこでの考察が前提とされている。

0

確にするため」、
「『公定力』の概念に関してもその輪郭をできるだ

0

ただし、用語としては、それを広い意味での〝公定力〟の問題と

提案する。
「ⅰ）行政行為の違法性一般でなく、効果の有権的認定のみに関

0

け明確にした方が望ましい。」との問題意識に立ち、以下の整理を

33

解釈論上認められる理由は、行政庁の事実認定・法的判断等を他

ないような『取消制度の排他性』の効果の場合でも、それらが法

しておく必要がある」。「但し、この意味での公定力概念には入ら

囲内でのもの、という、最狭義の公定力概念を、一応明確に確立

棄禁止」要請と、その言明の内容と矛盾する行動を取ってはなら

といっても、正当な理由なくその言明を取り消してはならない「破

関係のある私人を拘束する「言明」と理解する。ただし「拘束」

さて太田匡彦氏は、行政行為の「規律」を、関係行政庁や利害

わる概念であって、かつ、ⅱ）行政行為の実体法的効果が及ぶ範

33
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33

33

33

ない「逸脱禁止」要請とがある。前者は「なされた規律の存続」
、
後者は「なされた規律の内容」に関わる要請で、両者は「関連す

（四）小括

以上本章では、違法性の承継否定の論拠をめぐって遮断効果説

力 （規律力）によって実現されると考え、公定力により保障される

る方がより精緻な分析が可能となるとして、
「逸脱禁止要請は拘束

と「取消訴訟の排他的管轄に基礎づけられる公定力」とを区別す

組み」によりその拘束が基礎づけられる「規律力または拘束力」

「行政行為を予定する法的仕
せず公定力から基礎づけてきたとし、

同氏は、従来学説が「規律＝拘束的言明」につき両要請を区別

きる問題ではないというのが現在の学説の共通の理解である。ま

の有無は公定力 （取消訴訟の排他的管轄ともいわれる。）によって説明で

を否定するのでもその取消しを求めるのでもない。違法性の承継

おいて原告が主張するのは先行処分の違法性にすぎず、その効力

「確かに後続処分取消訴訟に
瞰した上での次の指摘が参考になる。

二一年最判の調査官解説における、倉地康弘氏による、学説を俯

として浮き彫りになった。そしてこの点を考えるに当たっては、

を中心に検討したが、その中で〈公定力との関係〉理解が問題点

べき要請を、行政行為それ自体の存続、すなわち破棄禁止要請の

た、公定力が根拠になるとすれば違法性の承継は一切否定される

るものの一応は別個」という。

実現に限定することで、両者を明確に区別し独立に考えるべき」
と主張する。

はずであり、一定の範囲で承継を肯定する田中基準［髙木注：同

なる部分があるようにも思われるが、この点に関しては行政行為

果の覆滅を遮断する作用、すなわち小早川説で言う公定力、また

ここでは、公定力という用語でもって、前の下線部分では法効

一性基準］と矛盾する。
」

による「規律」の意義と相俟って今後の検討課題としたい。とも

藤田説で言う最狭義の公定力が、後の下線部分では違法主張を遮

以上両要請論は、公定力と遮断効果をめぐる議論とも内容上重

あれ両要請論を踏まえ、違法性の承継をいかに論ずるのかについ

ている。」とする一方、具体的にその原因を「取消訴訟の排他的管

を伴う取消争訟手続の利用が強制されている点にその原因を持っ

行する行政処分の効力を否定するための手段として出訴期間制限

「違法性の承継の問題は、先
もっとも同氏執筆の別の文献では、

ような不明確さの一因は、これまでの学説の展開にもあるように

に立つ前の下線部分とは異なる概念なのだろうか。もっともこの

公定力観を念頭に置くもので、その限りで現在の学説の到達水準

あるいは後の下線部分では、
「適法性の推定」を前提とする旧来の

う広義の公定力が念頭に置かれているということなのだろうか。

断する作用、すなわち小早川説で言う遮断効果、また藤田説で言

轄 （公定力）の拡張の問題と理解するか、出訴期間制限 （不可争力）

44

思われる。

て、太田氏は「他日を期す」として考察を留保している。

44

確かに、公定力と遮断効果の関係について、小早川説以降、概

44

44
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44

44

の問題として理解するかについて争いがあるが」
、
「本稿は立ち入
らない。」としている。

44

33

44

44

違法性の承継否定の論拠について、両要請論との関連での検討は

を超えて十分に議論されてきたのか疑問がある。また太田説では、

の形式的な概念規定──ありていに言えば「ことばの問題」──

定力の一部として遮断効果が位置づけられるのか、狭義・広義等

公定力と不可争力との関係のように並立しうるのか、それとも公

念的な明確化が進んできた。しかしそれでも、両関係について、

」とする。
われることになる。

を設けて、早期に法律関係の確定を図ろうとした法の趣旨が損な

納処分の段階で攻撃できるとなれば、課税処分に不服申立て間等

なるだけのことである。要するに、課税処分の違法性を後続の滞

不服申立期間ないし出訴期間が適用されるから、不可争の状況に

先行処分に公定力が認められるからではなく、先行の課税処分に

昧であった。もっとも筆者は、後者の ‘ 公定力か不可争力かの曖

さておき、少なくとも公定力に帰するか不可争力に帰するかが曖

公定力の問題とは区別される」としつつも、違法性の承継を認め

法性の問題であって、処分の効力そのものの問題ではないから、

「違法性の承継の問題は、あくまで処分の違
また神橋一彦氏も、

44

昧さの中にこそ、前者の、公定力と遮断効果との違い、を理解す

55

55

係に着目しつつ、さらに検討を進める。なお以下、法効果の取消

そこで以下では、
「公定力」、
「遮断効果」
、
「不可争力」の相互関

消す義務 （不整合処分取消義務）が生じるとも解されるので、やはり

の拘束力を通じ先行処分を行なった行政庁に同処分を職権で取り

になるし、また最終的に後行処分が取り消された場合、取消判決

ると実質的には先行処分について生じている不可争力を覆す結果

しの遮断に係る効力を「効力覆滅遮断効」
、それを超えて論じられ

先行処分は無意味になる、その限りで「公定力と概念的に区別さ

れるとしても、全く無関係ともいえない。
」と指摘し、
「違法性の

するという意味をもつが、他方において、出訴期間 （不可争力）の

承継を認めることは、一方において、私人の権利救済の途を拡大

違法性の承継否定の論拠として、今日不可争力説が多数説と解

目的とされた行政上の法関係の早期安定の要請を犠牲にする」と

うかという問題は、論理的に考えれば、公定力の問題ではない。

宮崎良夫氏は、
「課税処分の違法性が滞納処分に承継されるかど

である。すなわち、後行行為の取消訴訟においては不可争力を生

政事件訴訟法のシステムから、概括的に説明承認されるべきもの

行為の遮断効果は、取消訴訟の排他的管轄と出訴期間を定めた行

る小早川説に疑問を呈し、
「違法性の承継を否定する意味での行政

さらに岡田春男氏は、遮断効果の有無を行政行為ごとに判断す

指摘する。

してよいだろう。本章では同説を検討し、公定力説ないし遮断効

四．不可争力説

る違法主張の遮断に係る効力を「違法主張遮断効」と言及する。

る「鍵」があるのではないかと考える。

55

先行の課税処分の違法性が後続の滞納処分に承継されないのは、

（一）学説の状況

果説との内在的関連を分析する。

55
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55

早期確定に奉仕せしめるために出訴期間を制限した取消訴訟制度

の承継を遮断するという手続法上の政策的選択は、行政法関係の

じた先行行為の違法の主張をもはや許さない、換言すれば違法性

不可争力の存在にもかかわらず、それが絶対に許されないものと

うのではなく、ただその違法性を主張し、争うだけであるならば、

その上で、
「国民が不可争力の生じた行政行為の取消しを求めて争

の効力を争うことを許さないとする力にほかならない。
」とする。

はいえない。違法性の承継が問題になるのはまさにこの場面であ

を採択した行政事件訴訟法において、包括的に決定されている」
という。

る。
」と指摘する。

する法理と考えられる。」、また違法性の承継は「行政過程におい

を実効的に争い得ない場合に、先行処分の （形式的）存続力を制限

続を十分整備しておらず、私人が先行処分の段階で処分の違法性

性の承継は、法律が先行処分の性質に相応しい行政手続や争訟手

は違法性の承継を認めるべき」と指摘する。山本隆司氏も、
「違法

が、先行処分について通常人には争うことが期待しにくい場合に

脱するから許されない （例：課税処分と滞納処分の間）のが原則である

処分の段階で先行処分の違法性を争うのは、出訴期間の制限を潜

すべきと言えるのに、出訴期間が徒過しているのであれば、後行

妥当ではない。
」と指摘する。両説では、ほんらい不可争力は効力

〝出訴期間制限の効果が緩和されている〟という言い方は必ずしも

の〝不可争力〟を、当然に生み出すものではない。したがって、

の訴訟 （ここでは後行処分の取消訴訟）での主張を遮断するというまで

訴訟で主張されえた瑕疵ないし違法事由についてはそれ以外の他

りでの〝不可争力〟を生み出すものではあるが、当該処分の取消

は当該処分［髙木注：先行行為］の取消しを求めえないという限

も、
「しかし、現行法上の出訴期間制度は、もともと、期間経過後

係る出訴期間の制限効果が緩和されているように見えるとしつつ

また小早川光郎氏も、違法性の承継を認めることで先行行為に

「先行処分について通常人なら訴訟を起こ
加えて阿部泰隆氏も、

て行政行為の不可争力ないし取消訴訟の出訴期間制限をどれだけ

覆滅を遮断するだけで、違法主張の遮断までをも含むものではな

不可争力なるものは、決して当該行政行為の適法性を確定するも

「行政行為に一般的に承認されている
論がある。市原昌三郎氏は、

ところで不可争力説が前提とする、不可争力の内容について議

きであるとの立論が判例上も学説上も多々見受けられる。
」とした

ものではない、との理由で、事業認定の違法性の承継を肯定すべ

ぎず、事業認定に存在する違法が存在しないという効果を有する

は、単にそれ自体に対して出訴できないという効果を有するにす

「出訴期間を徒過したとしても、それ
これに対し福井秀夫氏は、

66

いことが前提とされている。

66

のではなく、ただ単に、行政行為の相手方その他の利害関係人の

（二）不可争力の内容

強く及ぼすかという問題の一種」として、不可争力説を示唆する。

66

55

55

上で、
「しかしながら、実体上存在した違法が出訴期間の徒過によ

66
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55

側で、通常の争訟手段によっては、当該行為の取消しを求めてそ

55

55

わせないこととするとの立法的選択の結果なのである。
」と指摘す

るかもしれないにも拘らず、一定期間経過後は手続的にそれを争

出訴期間の徒過による不可争力の発生とは、実体上違法が存在す

って存在しなくなるわけではないことは、当然のことであって、

摘されている点 （神橋説と大沼説）にも留意すべきである。

が損なわれうることが、公定力・不可争力いずれに関わっても指

断効を認めないと「取消判決の拘束力」を通じて効力覆滅遮断効

力のみならず不可争力をめぐっても成立しうる。また違法主張遮

る。いわば不可争力は、効力覆滅の遮断だけではなく、違法主張

おいて先行行為の違法を主張できるとするにとどまるからである。
」

訴期間経過後に認めるのではなく、後行行為の取消訴訟の内容に

争力に直接抵触するわけではない。先行行為自体の取消訴訟を出

また大沼洋一氏も、違法性の承継を認めても「先行行為の不可

力の効果として承継が否定されるならば不可争力が生じた場合に

この趣旨に反する結果になるからというのである。ただ、不可争

趣旨で不可争力が認められているのに違法性の承継を肯定すると

力 （取消訴訟の出訴期間制限）である。行政処分の早期の安定を図る

市原・小早川説が不可争力を《効力覆滅遮断効》とみなし、そ

はやはり承継は全面的に否定されるはずであり、そのような場合

消訴訟には、拘束力 （行訴法三三条一項）が生じるので、後行行為の

れでもっては違法性の承継を「原則否定」しえないとするのに対

としつつも、
「だが、先行行為の違法を後行行為の取消訴訟で主張

取消訴訟で先行行為の違法が認定されると、行政庁は先行行為を

し、倉地説は不可争力を《違法主張遮断効》とみなし、それでも

であっても承継を肯定する事例があるというのであれば一貫しな

取消、変更せざるを得ないことになる。そうすると、実質的には、

っては違法性の承継を「例外肯定」しえないとして、福井説を押

できるとすると、実質上、先行行為の取消訴訟の本案を後行行為

違法性の承継を認めることは、先行行為の不可争力を没却させる

がなくもない。とはいえ同氏の公定力に係る先の指摘と不可争力

が浮き彫りになろう。

て、違法主張遮断効が公定力・不可争力を通じて問題となること

に係るここでの指摘とを併せると、違法性の承継否定の論拠とし

66

その「例外」を認める法理なのだから、倉地氏の指摘には違和感

し進めた議論をする。もっとも違法性の承継は、何らかの論拠で

い。この辺りの学説の説明には不明瞭なところが残る。
」

否定される理由として現在の学説が挙げるのは先行処分の不可争

「違法性の承継が
ここで再び倉地康弘氏の指摘を参考にしよう。

66

の取消訴訟の本案の中でなすことができることになる。また、取

の遮断までをも含むとの理解であろう。

66

おそれがないとはいえない。」と指摘する。この点「公定力」との
関連での先の神橋説が想起されよう。
（三）小括

る。その限りで効力覆滅遮断効と違法主張遮断効の区別は、公定

、違法主張遮断効も含め解するか （福井説）で議論があ
原・小早川説）

以上不可争力といっても、効力覆滅遮断効に限定し解するか （市

66
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66

五．むすびにかえて

」と「不可争力 （出訴期間）
」という一
果論は、
「公定力 （排他的管轄）

つの概念軸を通してだけではなく、
「効力覆滅遮断効」と「違法主

きない。これに対し遮断効果説は、違法主張遮断効の「受け皿」

と解したとき、その概念でもっては違法主張遮断効までも把握で

しかしこの説には、公定力概念が効力覆滅遮断効のみを含意する

まず公定力説であるが、戦前戦後を通じ根強く支持されている。

法主張遮断効」から説明していくことが妥当なように思われる。

設定そのものに限界があり、むしろ後者の概念軸に立脚して「違

」か「不可争力 （出訴期間）
」かを問う、従来からの問題
（排他的管轄）

承継否定の論拠について、前者の概念軸に立脚した上で「公定力

要があるのではないか。そしてこの点を踏まえるなら、違法性の

張遮断効」という別の概念軸を通しても自覚的に議論していく必

を用意するため、公定力とは別概念としての遮断効果を持ち出す。

また以上の限りで、従来からの「遮断効果」説も再定位していく

違法性の承継否定の論拠に関する本稿の考察結果をまとめよう。

しかしこの説では、遮断効果が不可争力のように公定力とは独立

必要があろう。
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引用に当たり適宜字体や漢字を改めた（以下同じ）
。
この同一性基準には批判も多い。例えば櫻井敬子・橋本博之『行政法［第

四版］
』
（ 弘 文 堂、 二 〇 一 三 年 ） 九 五 頁 や、 阿 部 泰 隆「 収 用 と 補 償 の 諸 問 題

６

５

注
１ 東京都建築安全条例に基づく建築物への「安全認定」につき、その違法性
（接道義務違反）を周辺住民が「建築確認」取消訴訟の中で主張することが認
められた。本判決の意義につき、倉地康弘「判批」最判解説民平成二一年度
（下）九六八頁等参照。
２ 石森久宏「違法性の承継」法教三八三号（二〇一二年）四頁以下等参照。
３ 芝池義一『行政救済法講義［第三版］
』
（有斐閣、二〇〇六年）七二頁は、
「違法性の承継の前提となっているのは、違法性の不承継の原則である。
」と
指摘する。
４ 本稿の内容は、既に拙稿「行政行為の遮断効」洋法五七巻三号（二〇一四
年）三七頁以下で、まとまった形で論じている。本稿は、これを適宜要約し
再構成したものであり、関連学説等の詳細な議論は、この拙稿を参照された
い。また本稿で挙げる参照文献も必要最小限度のものにとどめ、詳細はやは
りこの拙稿にゆだねたい。
美濃部達吉『日本行政法上巻』
（有斐閣、一九三六年）九四〇頁以下参照。

して位置づけられるのか、公定力の一部として位置づけられるの
か曖昧である。他方で今日では不可争力説が多数を占める。ただ
しこの説でも、公定力説を受けた遮断効果説同様、違法主張遮断
効を念頭に置く説明がなされてきている。
このように両遮断効は公定力・不可争力を通じ《横断的に》問
題となる。この点を踏まえると、仮説的にではあるが、次のよう
」と
に整理しうるのではないか。すなわち「公定力 （排他的管轄）
」は、それぞれ「成分」として「効力覆滅遮
「不可争力 （出訴期間）
断効」と「違法主張遮断効」とを含む。ただし両遮断効は、もっ
ぱら、取消訴訟以外の【訴訟類型】との関係では《公定力 （排他的
0

》として、また取消訴訟提起の【タイミング】との関係では
管轄）
0

》として問題となる。換言すれば、公定力で
《不可争力 （出訴期間）
0

あれ不可争力であれ「成分」は同じ【両遮断効】なのであって、
0

違いはそれが展開する「向き」にすぎない。
したがって行政行為の特殊な効力論ないし取消訴訟の制度的効
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（上）」自研六二巻一一号（一九八六年）一八頁等参照。
７ 美濃部・前掲注（５）二五八頁以下も参照。
８ 宮 崎 良 夫『 行 政 争 訟 と 行 政 法 学 〔 増 補 版 〕
』
（弘文堂、二〇〇四年）二六二
頁等参照。
９ 例えば美濃部・前掲注（５）八六頁以下参照。
行政訴訟実務研究会編『自治体法務サポート行政訴訟の実務』
（第一法規、
二〇〇四年、加除式）六九〇頁以下脚注（１２２ｂ）
（太田匡彦）参照。
例えば小早川光郎『行政法上』
（弘文堂、一九九九年）二九一頁や宮崎・前
掲注（８）二一九頁参照 。
仲野武志「判批」自研八七巻一号（二〇一一年）一五一頁参照。
田中二郎『行政法総論 』
（有斐閣、一九五七年）二六二頁。
田中・前掲注（ ）二 七 二 頁 以 下 参 照 。
田中・前掲注（ ）三二一頁以下。同二七六頁も参照。
田中・前掲注（ ）三二五頁脚注（二）参照。同『新版行政法上巻［全訂
第二版］』
（弘文堂、一九七四年）三二七頁以下も参照。他方で、伊地知大介
「租税行政行為に於ける公定力と違法性の承継」税法学一八五号（一九六六
年 ） 一 〇 頁 以 下、 松 下 一 成 「 土 地 収 用 に お け る 違 法 性 の 承 継 」 地 方 財 務 六 二
二号（二〇〇六年）一二〇頁以下、山内一夫『行政行為論講義』
（成文堂、一
九七三年）一四九頁注（ 二 ） 等 も 参 照 。
こ の 踏 襲 を 批 判 す る、 福 井 秀 夫 「 土 地 収 用 法 に よ る 事 業 認 定 の 違 法 性 の 承
継」成田頼明先生古稀記念論文集『政策実現と行政法』
（有斐閣、一九九八年）
二五七頁以下等参照。
山内一夫『行政行為論講義』
（成文堂、一九七三年）一五〇頁以下、司法研
修所編『改訂行政事件訴訟の一般的問題に関する実務的研究』
（法曹会、二〇
〇〇年）一八六頁、植村 栄 治 『 行 政 法 教 室 』
（有斐閣、二〇〇〇年）七六頁、
西川知一郎『行政関係訴訟』
（青林書院、二〇〇九年）一三〇頁（石田明彦）
、

櫻井敬子・橋本博之『行政法［第四版］』
（弘文堂、二〇一三年）九四頁。

二九頁等も参照。

宇賀克也『行政法概説Ⅰ［第五版］』
（有斐閣、二〇一三年）三四三頁以下、小
幡純子「行政訴訟の変容とこれからの行政法」法教四〇〇号（二〇一三年）

13 13 13

兼子仁「許可制行政処分の公定力と刑事訴訟等」自研八九巻七号（二〇一

三年）一二頁。

小早川光郎「先決問題と行政行為」田中二郎先生古稀記念論文集『公法の
理論上巻』
（有斐閣、一九七六年）三七一頁以下参照。
小早川・前掲注（ ）三八四頁以下参照。
小早川・前掲注（ ）三八七頁参照。同『行政法下Ⅱ』
（弘文堂、二〇〇五
年）一八六頁以下も参照。
小早川・前掲注（ ）三八八頁。
小早川・前掲注（ ）三九二頁。
小早川・前掲注（ ）三九四頁参照。
小 早 川・ 前 掲 注（ ） 三 八 八 頁 参 照。 同 三 九 二 頁、 小 早 川 下 Ⅱ・ 前 掲 注
（ ）一八八頁も参照。
小早川・前掲注（ ）三九四頁参照。
小早川・前掲注（ ）三九五頁脚注（８）参照。
小早川・前掲注（ ）三九七頁も参照。
小早川・前掲注（ ）四〇四頁。
高野修「違法性承継問題について」岩大ＡＬ六五号（一九九九年）一九〇
頁以下参照。
高野ＡＬ・前掲注（ ）一九三頁参照。その上で同一九四頁は、小早川説
によると、
「違法性がつながるか否か（先決関係があるか否か）に関しても、
遮断されるか否かに関してもすべて個別的場合ごとの解釈問題に帰すること
になってしまう」と指摘する。
藤田宙靖『行政法Ⅰ（総論）
［第 四 版改 訂版 ］
』
（青林書院、二〇〇五年）二
一七頁以下参照（強調は原文。以下同じ）
。同二一二頁以下も参照。
藤田・前掲注（ ）二一九頁（強調は原文）
。関連して病院病床数削減勧告
事件（最判平成一七年一〇月二五日：判時一九二〇号三二頁）の藤田宙靖裁
判官補足意見の、
「取消訴訟の排他的管轄に伴う遮断効」との言及も参照。倉
地・前掲注（１）九八二頁以下（注３）も参照。さらに藤田宙靖『行政法総
21 21

32

川光郎編『改正行政事件訴訟法研究』
（有斐閣、二〇〇五年）九一頁以下（中

川丈久発言）
、大沼洋一「違法性の承継をめぐる最近の動向と若干の検討」駿

小早川光郎「課税処分と国家賠償」藤田宙靖博士東北大学退職記念論文集

河台二六巻二号（二〇一三年）一七一頁以下等も参照。
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論』
（青林書院、二〇一三年）二二一頁以下も参照。
山村恒年『行政過程と行政訴訟』
（信山社、一九九五年）二九頁以下、小早
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『行政法の思考様式』
（青林書院、二〇〇八年）四三四頁注（１）参照。同『行
政法上』
（弘文堂、一九九九年）二九七頁や、小早川下Ⅱ・前掲注（ ）一八
八頁も参照。
太 田 匡 彦「 行 政 行 為 」 公 法 六 七 号 （ 二 〇 〇 五 年 ）
【太田「公法」
】二三七頁
以下参照。
太田「公法」・前掲注（ ）二四〇頁以下参照。
すなわち「『有効なものとして取り扱われる』という要素に『行政行為に拘
束される』ことも含めて考えてきた」のであって、これは「行政行為への拘
束が、公定力の反射として理解されてきたことを意味する。
」太田「公法」
・
前掲注（ ）二四一頁参 照 。
太田「公法」・前掲注（ ）二四二頁。
太田「公法」・前掲注（ ）二四三頁参照。
『実務』・前掲注（ ）六八〇頁（太田）参照。
『実務』・前掲注（ ）六九一頁脚注（１２３）
（太田）参照。
倉地・前掲注（１）九七〇頁以下（原文中の出典表記等は省略、下線は筆
者）。
関連して遮断効果概念につき小早川・前掲注（ ）三九五頁脚注（８）も
参照。
美濃部・前掲注（５）八八〇頁や田中・前掲注（ ）三二一頁以下等参照。
また最判昭和三九年一〇月二九日（民集一八巻八号一八〇九頁）も参照。
宮崎・前掲注（８）二 八 八 頁 等 参 照 。
塩野宏『行政法Ⅰ［第五版補訂版］』
（有斐閣、二〇一三年）一四七、一五
四頁等参照。
例えば小早川・前掲注（ ）三九七頁によれば、遮断効果も、公定力同様、
「取消訴訟手続の排他性」に根拠づけることを示唆するわけで、
「遮断効果を
も公定力の内容ないし効果に含ましめるか否かは、もとよりことばの問題」
（同四〇四頁）との指摘と併せて考えると、公定力と遮断効果との違いが不明
確であるように思われる 。
23

〇頁以下も参照。

関 連 し て 大 浜 啓 吉『 行 政 法 総 論 ［ 第 三 版 ］
』
（岩波書店、二〇一二年）二九

10 10

倉地・前掲注（１）九 七 一 頁 等 参 照 。

神橋一彦『行政救済法』
（信山社、二〇一二年）一八八頁参照（原文中の強
調は省略）
。
岡田春男『行政法理の研究』
（大学教育出版、二〇〇八年）九五頁。
阿部泰隆『行政法解釈学Ⅱ』
（有斐閣、二〇〇九年）一七八頁参照（原文中
の強調は省略）
。同論文・前掲注（６）二〇頁も参照。
山本隆司「訴訟類型・行政行為・法関係」民商一三〇巻四・五号（二〇〇
四年）六五一頁。
山本隆司『判例から探究する行政法』
（有斐閣、二〇一二年）一八六頁。
藤田晴子「行政処分における違法性の承継（三・完）
」自研二七巻四号（一
九五一年）七一頁、福井・前掲注（ ）二七九頁以下、大久保規子「判批」
法セ五五巻七号（二〇一〇年）一一九頁、田村泰俊「東京都建築安全条例上
の『認定』と行政訴訟での違法性の承継」明学九〇号（二〇一一年）一一六
頁以下、内山忠明「判批」判評六二一号（二〇一〇年）一七二頁、下井康史
「演習：行政法」法教三六二号（二〇一〇年）一三六頁、森田寛二「行政行為
の『特殊な効力』
」雄川一郎ほか編『現代行政法大系二巻』
（有斐閣、一九八
四年）一二五頁注（ ）
、原田尚彦『行政法要論［全訂第七版補訂二版］
』
（学
陽書房、二〇一二年）一八六頁以下、倉地・前掲注（１）九八三頁以下（注
４）
、木村琢磨『プラクティス行政法』
（信山社、二〇一〇年）二三五頁、由
喜門眞治「違法性承継論の動向」関西ロー六号（二〇一一年）八三頁、中原
茂樹『基本行政法』
（日本評論社、二〇一三年）三三四頁等も参照。
金子芳雄『行政法上巻』
（法学書院、一九七四年）一三一頁以下参照（市原
昌三郎）
。
同旨、藤田晴子「行政処分における違法性の承継（一）」自研二六巻一〇号
（一九五〇年）三一頁、伊地知・前掲注（ ）一一頁以下、山田幸男ほか編
『演習行政法（上）
』
（青林書院新社、一九七九年）一八六頁（市原昌三郎）、松
下・前掲注（ ）一一九頁並びに一二一頁以下、南博方ほか編『条解行政事
件訴訟法［第三版補訂版］
』
（弘文堂、二〇〇九年）三八一頁以下（伊藤清隆）、
『実務』
・前掲注（ ）五二六頁（野口）等。
17

16

）一八八頁以下（原文中の参照は省略）。

17

）二六四頁以下参照。

）一七三頁以下も参照。

）一七三頁。
ただし大沼・前掲注（

大沼・前掲注（

福井・前掲注（

小早川下Ⅱ・前掲注（

10

36 17

38

宮崎・前掲注（８）二 九 九 頁 以 下 。
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「取消判決の拘束力」を介在させない同旨の議論として、塩野・前掲注（ ）
一四八頁、
『実務』
・前掲注（ ）六八〇頁（太田）
、岡田・前掲注（ ）九三
頁以下等も参照。
倉地・前掲注（１）九七一頁（原文中の参照等は省略）
。
阿部論文・前掲注（６ ） 一 九 頁 も 参 照 。
10

55

49

─たかぎ ひでゆき・法学部准教授─
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