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2月

行事予定

手続期間

白山キャンパス内への入構禁止期間
22：00〜2/1 16：00まで）

1（月）（1/30

「東洋通信」参照ページ
P.50

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

P.50

7（日）
8（月）
9（火）
10（水）
11（木）建国記念の日

（〜17：00まで）

12（金）
13（土）
14（日）

単位認定試験（筆記）第9回申込締切

15（月）
16（火）

秋学期単位認定試験（論文）提出締切
16：45必着

17（水）

秋学期単位認定試験（論文）申請受付
停止期間（〜3/31）
単位認定試験（筆記）第9回受験票出力
可能日

P.36

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

P.9

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

P.50

（〜16：00まで）

28（日）
29（月）
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3月

行事予定

手続期間

「東洋通信」参照ページ

正科生（前期生）休学手続・復学手続
P.27、28
（〜3/28）
科目等履修生（前期生）1次出願開始
通信教育課程ホームページにて2016 P.39、41
年度シラバス・年間スクーリング日程
公開

1（火）

2（水）
3（木）
4（金）白山キャンパス内への入構禁止期間（〜3/6）

P.50

5（土）
6（日）

（〜17：00まで）

7（月）
8（火）

科目等履修生（前期生）1次出願締切

9（水）

科目等履修生（前期生）2次出願開始

10（木）
「司書教諭修了証書」申請受付開始
（〜3/18）

11（金）
12（土）2016年度教育実習参加者事前面接

P.41、42
P.47

13（日）
14（月）
15（火）
16（水）
17（木）
18（金）

「司書教諭修了証書」申請受付終了

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

P.12

23（水）卒業証書授与式
24（木）
25（金）

26（土）事務室休業（全学休業）

P.50

27（日）
正科生（前期生）休学手続・復学手続締
切

28（月）
29（火）
30（水）
31（木）
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4月

行事予定

手続期間
正科生（前期生）学費納入期間（〜4/15）
履修登録期間（〜4/7）
通年スクーリング対象科目公開日
（4/1〜）
卒業論文題目登録申請（〜4/15）

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

「東洋通信」参照ページ
P.27
P.43
P.46
P.10

P.13
P.15

3（日）
4（月）
5（火）
6（水）入学式

10：30〜（日本武道館）

7（木）

履修登録締切

8（金）

科目等履修生(前期生）2次出願締切

9（土）
10（日）
11（月）
12（火）
13（水）
14（木）
正科生（前期生）学費納入締切
卒業論文題目登録申請締切

15（金）
16（土）
17（日）
18（月）
19（火）
20（水）
21（木）
22（金）
23（土）
24（日）
25（月）
26（火）
27（水）
28（木）
29（金）昭和の日

事務室休業

通学課程（通年S）授業実施

30（土）事務室休業

通学課程（通年S）授業実施

Ｓはスクーリングを表します
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個別学習相談会（期間開催）のお知らせ 正科生対象
─学習が進まず、単位がなかなか修得できずに困っている方へ─
正科生のみなさん、毎日の学習は進んでいらっしゃいますか。自学自習による通信教育で
は中々はかどらないと困っている方、誰に相談すればよいかわからず、ひとりで悩んでいる
方もいらっしゃるでしょう。そこで、通信教育部では文学部・法学部のＴＡ（ティーチングア
シスタント）が中心となり、学習を進めるときの参考となるよう個別学習相談会を開催いたし
ます。正科生を対象に学習全般にわたり、学習上で困っていることがあればどんなことでも
相談を受け付けます。
申込手続きは、次ページの申込書に必要事項を記入の上、通信教育課宛てにメールまたは
FAXにて送付・予約してください。
今回は、下記期間に開催いたします。時間に余裕のあるときに大学へ来て、是非、個別学
習相談を受けてください。また、都合で来校できないなどの場合には電話、メール等でも相
談できます。各学部TAが、みなさん一人ひとりに見合った学習方法がみつかるよう一緒に解
決策をさぐり、学習がはかどるよう支援してまいります。
遠慮はいりません。積極的に相談を受けて不安を取り除いてください。
記
１．開催期間

2
 016年３月７日（月）〜３月31日（木）
※日・祝日および３月26日（土）の全学休業日を除く

２．受付時間

月〜金
9：30〜12：45
土
9：30〜12：45
※日・祝日を除く

14：00〜16：45

※
３．相談申込受付期間
2016年２月16日（火）〜３月５日（土）
※３月５日（土）以降に申込をされる場合は、相談希望日を申し込み日から２日後以降
の日に指定してください。ただし、日程調整をさせていただく場合もあります。

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


通信教育課 学習相談受付係
ＴＥＬ 03−3945−7348
ＦＡＸ 03−3945−7584
メールアドレス mltsukyo@toyo.jp
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個別学習相談会
（期間開催）
のお知らせ
2016年

月

日申込

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

氏

名

学籍番号
学部学科

７
学部

学科

メールアドレス
電話番号（携帯電話等）

（

）

相談方法

通信教育課へ来室・電話・メール

相談希望日

第１希望：

月

日（

）

時

分

第２希望：

月

日（

）

時

分

（メールによる相談
の場合は記入不要）

※○をつける

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

東洋大学通信教育課
ＴＥＬ 03−3945−7348
ＦＡＸ 03−3945−7584
メールアドレス mltsukyo@toyo.jp
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卒業論文説明会・指導会 前期生対象 【再掲】
卒業論文説明会・指導会を開催します。
卒業論文の作成から提出までの手続や注意事項などの事務説明のほか、各学部教員からの
執筆にあたっての心構えならびにTAによる諸注意を含めた作成指導を行います。
卒業論文申請を予定している方は、積極的に参加してください。
〈参考〉卒業論文題目登録申請の条件
2015年度内（2016年３月31日
（木）まで）に、卒業必要単位（124単位）のうち84単位以
上を修得済であること
●卒業論文説明会・指導会
月

日

2016年２月20日（土）

時

間

10：00〜12：30（予定）

場

所

白山キャンパス

対

象

2017年３月卒業予定者（前期生）

1307教室（１号館３F）

＊以前に卒業論文説明会・指導会に参加した学生で、2017年３月卒業予定者として卒業論
文の題目申請をする予定の学生は、改めて説明会に参加するか、P.11「●請求方法」の手
続にて資料を請求してください。
＊説明会に出席できない学生は、P.10の「◆卒業論文説明会・指導会配布資料の請求につい
て」をよく読み、必ず資料を入手してください。
＊2017年９月卒業予定者（後期生）も参考として参加することができます。
＊会場については、当日変更となる場合がありますので、当日、通信教育課前の掲示板も確
認してください。
あわせてP.10の「卒業論文題目登録申請について」を熟読してください。
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卒業論文題目登録申請について 前期正科生対象 【再掲】
前期生のうち、下記の条件を満たす学生は、2017年３月卒業に向けて、卒業論文題目登
録の申請を必ず行ってください。
この手続を所定の期日までに行わない場合、2017年３月の卒業に向けた卒業論文の
執筆ができなくなるので、注意してください。
●卒業論文題目登録申請の条件
・2017年３月に卒業の意思があること
・2016年３月末までに、卒業必要単位（124単位）のうち84単位以上を修得していること
・2017年３月末までにスクーリングでの卒業要件単位を修得できている、または修得の
見込があること
・題目登録申請期間までに、卒業論文の指導を希望する教員に内諾を取っていること（教員
との連絡方法は、卒業論文説明会・指導会配布資料を参照）
●卒業論文題目登録申請方法
卒業論文題目登録は、ToyoNet-Gで行います。
手続方法は卒業論文説明会・指導会配布資料を参照してください。
（説明会・指導会に参加できない学生は、下記の方法に従い資料請求してください）
●申請期間
2016年４月１日（金）0：00〜４月15日（金）23：59
※ToyoNet-Gは、毎週木曜日の21：30〜23：30に定期メンテナンスを実施するため、
利用できません。予めご了承ください。
【卒業論文題目登録申請に関する注意事項】
・卒業論文題目登録申請を行う学生は、予め卒業論文説明会・指導会に参加するか、卒業
論文説明会・指導会配布資料を請求し熟読してください。
※以前に卒業論文の題目登録申請を行い、提出まで至らなかった学生が、2016年度卒業
論文作成にとりかかるためには、改めて教員への内諾・卒業論文題目登録申請を行うこ
とが必要です。

◆卒業論文説明会・指導会配布資料の請求について
卒業論文説明会・指導会に参加できない学生は、次ページの手続にて資料を請求してく
ださい。卒業論文提出時に必要な書類も同封していますので、2015年度以前に説明会・
指導会に参加した学生であっても必ず今年度のものを入手してください。
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卒業論文題目登録申請について
●請求方法
以下を同封し通信教育課に提出してください。
・任意のＡ４用紙に、学部学科、学籍番号、氏名、
「卒業論文説明会・指導会配布資料送付
希望」と明記したもの
・返信用封筒（角２封筒、郵便番号・住所・氏名記載済）
※文学部：205円切手、法学部：140円分の切手を貼付してください。
請求期間：2016年２月19日
（金）〜３月15日（火）必着
※資料は上記請求期間に窓口でも配布しております。
●その他
※過去に提出された卒業論文の一部を通信教育課で保管しています。閲覧希望の方は窓口に
申し出てください。
※卒業の条件として、卒業に必要な単位（124単位）のうち、30単位分（２年次編入生は23
単位、３年次編入生は15単位）のスクーリング単位が必要ですので、未充足の卒業予定者
は、2017年３月末までにスクーリング単位が満たせるよう、計画的にスクーリングを受
講してください。
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2016年3月学位記授与式・卒業式、証書授与式
日時：３月23日
（水） 10：00
学位記授与式・
卒

業

式

開式（15分前までに入場のこと）

場所：日本武道館
（千代田区北の丸公園）
地下鉄

都営新宿線、東京メトロ東西線・半蔵門線「九段下」徒歩１分

地下鉄

都営三田線・新宿線、東京メトロ半蔵門線「神保町」徒歩６分

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

場所：東洋大学白山キャンパス

開式
125記念ホール（８号館７階）

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

2016年３月学位記授与式・卒業式、証書授与式については上記のとおりです。
卒業単位充足者発表は３月上旬にToyoNet-Gの「お知らせ（教務関係）」にて掲示します。
卒業決定者
（卒業論文提出者で卒業単位充足者）
には、３月中旬までに別途案内を通知します。

日本武道館案内図
至新宿

中

市ヶ谷

線

至高田馬場

学校 文

線

宿

新

鉄

下

地

中等教育

日本武道館
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九段下

清水門・竹橋駅
（東西線）

九段会館

田安門

東京

メト

ロ半

蔵門

線

至大手町

至御茶ノ水

区立九段

飯田橋

東京
メ
ト
ロ東
西線

営

都

靖国神社

央

（東京メトロ有楽町線・南北線・
都営地下鉄大江戸線）

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

日

2016年４月２日（土）

時

間

13：30〜15：00

場

所

白山キャンパス
筆記用具

※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）
持参物

『学習の手引』
（法学部正科生のみ）
『履修要覧』
『東洋通信』
（最新号のもの）

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、あるいは通信教育課窓口に持参にて３月23日（水）必着でお申込くだ
さい。
＊会場が変更となる場合がありますので、当日、キャンパス入口（警備室の掲示）または通
信教育課前の掲示板を確認してください。
＊リポートを作成するうえで、気になっている点がありましたら、併せてご連絡ください。
〒112－8606

東京都文京区白山５－28－20
東洋大学通信教育課
FAX

03－3945－7584
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学習の進め方・リポートの書き方説明会

第1回



2016年

月

日提出

「学習の進め方・リポートの書き方説明会」
（4/2実施）参加申込票
（フリ

学籍番号（10桁） 7

ガナ）

氏 名

入学年度
（西暦）

年

電話番号
（自宅・携帯電話）
メールアドレス

学部・学科
（

学部

学科

）

@

ＦＡＸ番号

（

）

４月２日
（土）
実施の「学習の進め方・リポートの書き方説明会」に参加します。
＊

＊

＊

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

《具体的な科目等に対する質問》

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

科目名「
」
：

《その他》

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



説明会への参加をお申込みいただき、ありがとうございました。説明会の席上でお目にかかれま
すのを楽しみにしております。
＊本票をコピーのうえ、FAX・郵送するか、あるいは窓口へ持参してください。
＊３月23日（水）
（必着）までにご提出いただいた質問には、TA（ティーチングアシスタント）が
当日会場にて回答をお渡しいたします。
FAX：03−3945−7584
東洋大学通信教育課
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2016年度「介護等体験」事前指導会 体験対象者のみ
2016年度「介護等体験」に参加を希望する者は、
「介護等体験」事前指導会に必ず参加し
てください。
月

日

４月２日（土）

時

間

13：00〜17：00（予定）

対象者
場

所

内

容

2015年11月７日（土）実施の「介護等体験」登録説明会参加者のみ
白山キャンパス（対象者には、３月下旬にToyoNet-Gの「お知らせ（教
務関係）」にて通知します。）
「介護等体験」参加にあたる諸手続説明

（＊詳細は対象者に通知）
全学合同オリエンテーション
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単位認定試験（筆記）第9回【再掲】
単位認定試験（筆記）第９回を下記の要領で実施します。
◇申請から実施までのスケジュール
№

第９回

１

申請期間

１月31日（日）〜２月14日（日）

２

受験票出力

２月17日（水）から可能

３

試験日

２月21日（日）

４

集合時間

12：40（時間厳守）

５

開催地

東

京

◇開催地・会場
開催地

東
※１

京

会

場

所在地

本学白山キャンパス※1 東京都文京区白山5−28−20

電

話

03−3945−7348

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

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

〔注〕
「ToyoNet-G」で行う「単位認定試験（筆記）」の申請は、システムメンテナンス時
（毎週木曜 21：30〜23：30）を除き、通信教育課休業日も利用可能です。
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単位認定試験
（筆記）第9回
◇実施科目
共通総合科目
授業コード

図書館司書科目
科目名

担当教員名

授業コード

科目名

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
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授業コード
Y741421010
Y741431010
Y740021010
Y741441010
Y741451010
Y740071020
Y741461010
Y741471010
Y740031010
Y741481010
Y741491010
Y740081020
Y741541010
Y741551010
Y740061010
Y741561010
Y741571010
Y741351010
Y741101010
Y741661010
Y741671010
Y741281010
Y740091010
Y741681010
Y741691010
Y741291010
Y740101010
Y741701010
Y741711010
Y741301010
Y740111020
Y742001010
Y742011010
Y741161010
Y709621010
Y709631010

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

単位認定試験
（筆記）第9回
◇試験時間割
１時限目

２時限目

１科目受験者

13：00〜14：00

──

２科目受験者

13：00〜14：00

14：20〜15：20

◇注意事項
受験時
・受験会場内ではすべて試験監督の指示に従うこと。
・
「学生証」
（または「科目等履修生証」）、「単位認定試験（筆記）受験票」
（ToyoNet-Gより
各自で出力（P.16の図を参照））を必ず持参し、机上に提示する。
・試験開始後20分までに入室しないと受験資格を失う。また開始後30分を経過したら退
出できる。
・中途退出した場合、当該試験時間内の再入室は認めない。
・２科目の受験者で、１時限目を欠席した場合、２時限目の試験は「受験票」の２時限目
に表示されている科目の受験を許可する。
・解答に必要なもの以外は机上に置かず、カバン等の中に入れること。
・試験実施中、携帯電話、スマートフォン等の電源は必ず切ること。また、これらを時計
の代わりとして使用することも禁止する。
・受験会場での電子機器（電子辞書、電子図書、ポケットコンピュータ等）の使用は認めない。
・解答用紙の所定欄に、万年筆またはボールペンの消えないインクの黒かブルーブラック
で学籍番号・氏名を記入する。解答は、鉛筆書きでもよい。
・受験会場への持込が許可されているものの学生間での貸し借りは不正行為とみなす。
・不正行為を行った場合は、
「東洋大学通信教育課程学生等の学習における不正行為に対す
る取扱要綱」に則り、処分する。
○持ち込み可の試験について
 テキスト・プリント教材・自筆ノート等は、現行の科目担当教員が指定しているものに
限ります。
○【法学部対象】 単位認定試験（筆記）における六法の貸出について（重要）
 単位認定試験（筆記）において、法学部専門科目については、大学から貸出される六法を
用いて解答することになっています。大学貸出六法は、『ポケット六法』
（有斐閣）です。個
人で所有する六法は試験中に使用できませんのでご注意ください。
※貸出された六法に書き込みを行うことは不正行為となるので、絶対に行わないこと。
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単位認定試験
（筆記）第9回
◇会場案内図

東洋大学 白山キャンパス

〒112–8606 東京都文京区白山5–28–20
アクセス

至巣鴨

千石
駅

●都営地下鉄三田線「白山」駅5分

本駒込2

●都営地下鉄三田線「千石」駅7分
●東京メトロ南北線「本駒込」駅5分

り
本郷通

千石駅前

●東京メトロ千代田線「千駄木」駅15分

北線
トロ南
東京メ

都
営
三
田
線

東洋大前

三井住友
銀行

125周年記念館
（8号館）

1F

通信教育課（事務室）

125周年記念館（８号館）
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単位認定試験
（筆記）第9回
第９回
（２月21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

「西班牙犬の家」を読み、次の点について考えをまとめておいてください。
①この作品における異界と日常世界を隔てる境界と、それを超える際のき
っかけは何でしょうか。
②この林の中にある不思議な家が、ある種の異界として定義できる理由に
は何が考えられますか。

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。

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。

田貝

不可

田貝

不可

古典文法B

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

・テキスト（Different Realities）のChapter 7, 9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）

テキスト・
教材プリント

古典文法A

古典文法

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。

「Kの昇天」と「補陀落渡海記」を次の観点から読み直し、考えをまとめて
おいてください。
テキスト・
①同じ異界の存在を信じる、あるいは異界に対して共通認識を持つことで、
教材プリント
異界を共有している人物は誰か。
②その異界がどのような場であるかが分からない状況でも、異界の共有は
可能であるか。

日本文学文化概説A②
石田

重点的学習範囲

設問は大きく四題にわかれています。具体的には（一）詞と辞（二）文節の相
互関係（三）単語の分類（四）用言の活用の種類と活用形です。
テキストを良く理解し、〔課題〕はもとより、本文中の例題も文節・単語
に分け、品詞や用法を確認すると良いでしょう。
設問は大きく四題にわかれています。具体的には（一）詞と辞（二）文節の相
互関係（三）単語の分類（四）辞の種類と用法、活用形です。
文法は理解の積み重ねで成り立っています。ですから古典文法Aの範囲も
含まれていますので、十分注意してください。
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。
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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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
宮内

『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
テキスト・
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。
自筆ノート
『草迷宮』には夢幻能のような構想が見て取れる、とされています。どう
してそのように言われるのか。夢幻能について調べ、『草迷宮』をそれに
あてはめて考えてみましょう。シラバスにあげた参考文献も活用してくだ
さい。

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

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

テキスト・
自筆ノート

日本の伝統行事A
久野

自筆ノート

①『吉野葛』『蘆刈』『春琴抄』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。
②『草迷宮』には夢幻能のような構想が見て取れる、とされています。ど
うしてそのように言われるのか。夢幻能について調べ、『草迷宮』をそ
れにあてはめて考えてみましょう。シラバスにあげた参考文献も活用し
てください。
テキスト『年中行事読本』冬の巻、及び『シラバス』にあげた参考書・事
典などで、「初詣」について理解を深めてください。その観点から、あな
たの家や地域での初詣について捉えてみましょう。観光的に訪れる寺社参
詣も学習対象に含みます。現代のわれわれが、初詣に行って、参拝・お
札・縁起もの・おみくじなどに対してどんなことをして、どんな意味を与
えているかを客観的に捉えてノートにまとめましょう。事前に調べたノー
トの持ち込みは可です。

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、盂蘭盆会（うらぼんえ）や施餓鬼会（せがきえ）などの寺院の盆行
事について調べて、寺院や仏教で説明している盆行事の由来について理解
しましょう。都道府県史・市区町村史の民俗編や、仏教関係の本で行事の
事例を調べてノートにまとめましょう。事前に調べたノートの持ち込みは
可です。

日本民俗学A

テキスト『日本民俗学』の第二部六章の「俗信」
（p174〜p181）を読み、
「妖怪」について理解してください。妖怪に関する本はたくさんあります
ので、具体的事例を知っておきましょう。民俗学では「妖怪について語る
こと・聞くこと・読むこと」
「妖怪を描くこと（描かれた妖怪を見ること）」
を研究の対象としています。そうした人々の妖怪に対する行動にどんな意
味をみいだせるでしょうか。資料の持ち込みはすべて可とします。

久野

全て可

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

日本民俗学B

国語科指導法Ⅱ

図書館情報資源概論
図書館資料論
憲法A
憲法B

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）

大塚

不可

名雪

指定六法

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。
基本的人権から2問出題。
統治機構から2問出題。
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第９回
（２月21日実施分）
科

目

名

担当教員名 試験場への持込

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

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

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）

重点的学習範囲
基本的人権から1問出題。統治機構から1問出題。
被害者の同意
共謀共同正犯
共謀共同正犯
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。
暴行罪、傷害罪
財産犯総論、窃盗罪（特に、「死者の占有」）
2問中1問選択
1. 逮捕・監禁罪
2. 詐欺罪、強盗罪
賃貸借契約における無断転貸における解除とその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、
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。
不法行為の責任追及の期間制限（民法724条）について勉強してください。
その際には、期間の性質、起算点について、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。
不法行為の責任追及の期間制限（民法724条）について勉強してください。
その際には、期間の性質、起算点について、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。
・親権に関する事例問題を出します。
・（法定）相続人に関する事例問題を出します。
・親権に関する事例問題を出します。
物品運送に関する問題
荷為替に関する問題
物品運送に関する問題
課題1に対応
課題1に対応
課題1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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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
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。

テキスト・
自筆ノート
定規

○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
学習しなさい。教科書の第5章も参考になります。
○高等学校地理歴史科の地理、世界史、日本史から1科目を選び、教科書
や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。

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
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単位認定試験
（筆記）第9回

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

・学習相談日時：第９回

２月21日（日） 10：30～11：30

・学習相談申込期間：１月26日（火）〜２月８日（月）
会

場

対応教員〔専攻〕

対応教員の担当科目
古典文学文化演習Ⅱ④

東京会場
（白山キャンパス）

山中

古典文学文化演習Ⅲ④

悠希

日本文学文化と風土Ａ

〔中古散文〕

日本文学文化と風土Ｂ
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年

月
第9回

日

提出

2/21（日）

学習相談申込書
学部・学科
氏

学部

名

7

学籍番号（10ケタ）
現

学科

住

所

〒

電話番号（日中連絡がつく番号）
メールアドレス（ある場合）
相談希望会場

会

場

相談内容（学習に関する相談事項を具体的に書いてください）

※A４サイズに拡大コピーをし、記入後、FAXにて送信してください。【FAX：03（3945）7584】
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予告 2016年度からの変更事項について
授業時間帯の変更について
スクーリングにおいて、2016年４月からの授業時間帯が次のとおり変更となります。
なお、通年スクーリング（通学課程の授業）の授業時間帯は下記とは異なりますので、ご注
意ください。
現行

2016年４月〜

１時限

9：00〜10：30

9：00〜10：30

２時限

10：40〜12：10

10：40〜12：10

昼休み

12：10〜13：00

12：10〜13：00

３時限

13：00〜14：30

13：00〜14：30

４時限

14：45〜16：15

14：40〜16：10

５時限

確認テスト等の自主学習

16：20〜17：50
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学籍
学籍

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

振込期間

４月1日（金）〜４月15日（金）厳守

新２〜新４年生

授業料

100,000円

原級生

授業料

80,000円

休学する場合

休学料

20,000円

＊振込期間に学費を納入しなかった学生は、東洋大学通信教育部学則第28条により除籍とな
ります。
◆学生証裏面シールの更新について
学生証の有効期限は2016年４月15日までです。通信教育課から学生証裏面シールを３
月下旬に送付しますので、貼りかえてください。学生証裏面シールの有効期限の切れた学生
証は無効となり、単位認定試験受験・スクーリング受講・図書館の利用ができません。また、
通学定期・学割等の購入にも利用できません。
◆休学手続について

手続期間

3月1日（火）〜3月28日（月）必着

振込期間

4月1日（金）〜4月15日（金）厳守

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

１

２

要

書

類

等

「休学願」
（今月号P. 33に綴じ込まれています）
※本人と保証人（大学に届け出ている方）の署名・別々の印影での捺印が必要
※未成年者以外の方も必ず記入が必要
※保証人はToyoNet-G「学生メニュー」→「個人情報管理」内「保証人情報照会」
より確認可能
返信用封筒（長３〈縦23.5ｃｍ×横12ｃｍ〉サイズ）
宛名明記（「様」をつけること）、82円分切手貼付

※学生証自体の送付は不要です。
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学籍
◆休学からの復学手続について

手続期間

3月1日（火）〜3月28日（月）必着

振込期間

4月1日（金）〜4月15日（金）厳守

2015年度に休学し、2016年度復学を希望する学生は下記２点をまとめて手続期間内に
通信教育課へ送付してください。３月末頃に学費の振込用紙を送付しますので振込期間内に
納入してください。
2015年度に休学した学生は、復学手続を行わなければ、2016年度に学習することはで
きません。
必

１

２

要

書

類

等

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

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


手続期間

3月1日（火）〜4月15日（金）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

要

書

類

等

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

１

２

学生証（必ず返却してください）

３

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

〈注意〉
○書類を郵送する際は紛失等に備え、「特定記録郵便」を利用してください。
○退学許可書（手続期間中に受付した申請が対象）については、６月中旬に送付します。
○学費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。

在学年限超過に伴う退学について 前期生対象
次の表１に該当する後期生で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

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

29

学籍

科目等履修生の登録期間終了について 前期科目等履修生対象
2016年３月31日で科目等履修生の登録期間は終了します。
終了後、速やかに通信教育課まで科目等履修生証を「特定記録郵便」にて返却してくださ
い。通信教育課窓口での返却も可能です。
返却期限：2016年４月８日（金）
＊次年度も科目等履修生の登録を希望する場合は、次の項目を確認してください。
登
 録期間終了までにToyoNet-G「学生メニュー」の「学習状況」で、自身の学習履歴
を必ず確認してください。４月１日以降はToyoNet-Gにログインできなくなります。
な
 お、次年度も登録する場合、科目等履修生証は出願書類と共にお送りいただいても
構いません。

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

象：2016年４月１日以降も改めて登録を希望する方

出願期限：2016年４月８日（金）
（当日消印有効）
出願方法：インターネット出願
「2016年度募集要項」に基づいて、東洋大学通信教育課程2016年度イン

ターネット出願ガイダンスを熟読の上、出願してください。
募集要項の入手方法：通信教育課程入学案内サイト（http://www.toyo.ac.jp/site/
tsushin/）から「2016年度募集要項」をダウンロードまたは冊
子版を資料請求してください。
注意：2015年度単位修得に至らなかった科目のリポート合格やスクーリング合格な
どの学習履歴は引き継がれませんので、ご注意ください。
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科目等履修生
（特修コース）
の前期生で入学資格認定に
必要な単位を修得し、正科生入学を希望する場合 前期生対象
共通総合科目の人間探究分野16単位を修得し、正科生への入学を希望する科目等履修生
（特修コース）の方は正科生入学資格審査の申請手続が必要です。
申請手続に必要な書類は入学資格審査対象の方に２月中旬発送予定です。詳細は必要書類
と共に発送する「正科生入学資格審査申請方法について」を確認してください。

科目等履修生（特修コース）の前期生で継続の登録を希望する場合 前期生対象
科目等履修生（特修コース）の学習期間は１年間（最長で３年間）ですが、正科生入学資格を
得るまで単位が修得できず、来年度も登録を希望する場合は、下記の期間に手続方法につい
てお問い合わせください。また、過去の単位修得に至っていない学習履歴は継続されません
のでご注意ください。
対象：2015年度前期科目等履修生（特修コース）で2016年４月１日以降も改めて登録
を希望する方
※最終的に本学正科生として入学する意思のある方
期間：2016年２月15日（月）〜４月７日（木）
問い合わせ先：通信教育課
TEL：03−3945−7348
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学籍

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

登
 録期間が2011年度と2012年度にまたがる科目等履修生

＊該当する証明書

「成績・単位修得証明書」および「学力に関する証明書」

・登録期間が上記以外の方は、１枚の証明書にて発行が可能です。
・登録期間を十分確認し、お申し込みください。
下記のような科目等履修生は２枚での証明書発行となります。
【例】登録期間：2008〜2013年度
・
「成績・単位修得証明書」
2008〜2011年度分… ……………………………１枚（手数料300円）
2012〜2013年度分… ……………………………１枚（手数料300円）
合計２枚（手数料合計600円）
・
「学力に関する証明書」
2008〜2011年度分… ……………………………１枚（手数料300円）
2012〜2013年度分… ……………………………１枚（手数料300円）
合計２枚（手数料合計600円）
※手数料は郵便局発行の定額小為替のみの取り扱いとなります（現金・切手不可）。
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２０１６年

休

学

月

日

願（前期生用）

東洋大学長 殿
学部・学科
学籍番号

学部

学科

7

在学中
学

・

休学中

年

年

フリガナ
㊞
氏

名
携帯電話など連絡先

（

）

保 証 人
氏
名

㊞

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

キ リ ト リ 線

（※未成年者以外の方も
保証人の署名・捺印は必要）

私は、以下の理由により、2016年度（2016年4月1日〜2017年3月31日まで）
休学したく、許可されますようお願いいたします。
休学の理由

１．家庭の事情のため

２．勤務の都合のため

○をつけること

３．病気療養のため

４．ケガ治療のため

５．経済的事情のため

６．進路再考のため

７．その他

通信教育部学則

第26条第 2 項

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

事務室受付

学籍担当

学費担当

委員会承認

教授会承認

東洋大学

教務
2016年3月までに単位修得を必要とする場合の学習別実施期限について【再掲】
2016年３月までに単位修得を希望する場合、各種学習別の手続きは以下のとおりです。
それぞれの申請・提出期限を確認し、手続きおよび学習をしてください。
※特に、2016年３月卒業予定者、2016年度教育実習の参加要件取得希望者、科目等履修
生
（前期生）
は十分注意してください。
※次ページ以降の「秋学期の単位認定試験（論文）の申請および提出期限について」、「リポー
ト・単位認定試験
（論文）
提出時の体裁について」、P. 39「リポート提出上の注意事項につ
いて」もあわせて確認してください。
体裁に不備がある場合は、受付することができません。
学習方法

各種期限

単位認定試験（筆記）受験

2016年２月21日（日）
【第９回受験分まで】

単位認定試験（論文）提出

2016年２月16日（火）
16：45必着分まで

注意事項

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

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

2016年１月14日（木）〜３月31日（木）

（受付停止期間中に届いたリポートは、通信教育課で保管できないため返送いたします。）
※正科生・科目等履修生の後期生はP. 39〜40「リポート提出上の注意事項について」も
あわせて確認してください。
○単位認定試験（論文）申請・受付停止期間

2016年２月17日（水）〜３月31日（木）

○科目等履修生の履修期間は単年度（１年間）です。履修して単位取得できなかった科目の学
習履歴（リポート・スクーリング・メディア授業の合格）は、前期生の場合３月31日で無効
になりますのでご注意ください。
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秋学期の単位認定試験（論文）の申請および提出期限について
秋学期の単位認定試験（論文）の申請および提出期限は、下記のとおりです。
◆単位認定試験（論文）申請・提出期限：2016年２月16日（火）16：45【必着／厳守】
※消印有効ではありませんので、ご注意ください。
※各種学習方法の期限詳細については、次の内容を確認してください。
１）P . 35「2016年３月までに単位修得を必要とする場合の学習別実施期限について」
もしくは、４月号P.55「2015年度の各種期限について」
２）通信教育部ホームページ「シラバス」→「▽資料」項目「学年暦カレンダー」
上記、提出期限以降の単位認定試験（論文）申請・提出については以下のとおりです。
■前期
（４月入学）：正科生の方■
2
 016年度の「在籍手続」
（４月１日〜）完了後、単位認定試験（論文）の受験申請が可能と
なります。
「在籍手続」の詳細は、P.

27「正科生の在籍手続について（休学手続・休学からの復学手
続を含む）」を確認してください。
なお、2016年２月16日までに提出できなかった試験の申請および解答については無効
となりますので、「在籍手続」の完了後に改めて受験申請から行ってください（試験問題は
受験ごとに変更になることがあります）。
■前期
（４月登録）：科目等履修生の方■
2016年３月31日をもって登録期間が終了となります。
そのため、2016年２月17日
（水）
以降は単位認定試験（論文）の申請・提出はできません。
引き続き学習を希望する場合は、2016年４月登録生として改めて出願してください。
なお、単位修得に至らなかった科目のリポート・スクーリングおよびメディア授業合格の
履歴は引き継がれませんのでご注意ください。
■後期
（10月入学／登録）：正科生および科目等履修生の方■
2016年４月１日より単位認定試験（論文）の受験申請が可能となります。
なお、2016年２月16日までに提出できなかった試験の申請および解答については無効
となりますので、４月１日以降に改めて受験申請から行ってください（試験問題は受験ごと
に変更になることがあります）。
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リポート・単位認定試験（論文）提出時の体裁について【再掲】
リポート・単位認定試験（論文）の提出にあたっては、それぞれ下表の№１〜６を揃えて、
過不足なく体裁を整えるよう注意してください。なお、詳細については『履修要覧』もあわ
せて確認してください。
また、原稿用紙の使い方や引用のしかた、注の記入方法などについて不明点がある場合は、
提出する前にTAに相談してください（TAの学習相談および在室時間については『東洋通信』
12月号P. 42を参照）。
№
1

2

添付内容等
表紙

原稿用紙

リポート

単位認定試験
（論文）

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

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

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

・上記「原稿用紙」
（解答用紙）
と共に出力さ
・ToyoNet-G「お知らせ」内「教務関係」 れる用紙を添付
（末尾ページ）
3 参考文献用紙
より出力し添付
・年齢、職業の記入欄あり、必ず記入する
こと
・上記「参考文献用紙」と共に出力される
用紙を添付（２ページ目）
4 添削指導用紙
・年齢、職業の記入欄あり、必ず記入する
こと
5 質疑応答用紙

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

6

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

その他

添付しない（※④）

添付しない（※⑤）

※①：ToyoNet-G「シラバス・教員プロフィール」の【リポート課題（Report exercise）】内「ワ
ープロ使用可否」欄参照。
ワープロ使用可の場合：
「可」と表記、ワープロ使用不可の場合：「不可」と表記
※②：指定の解答用紙以外の用紙を使用した場合には受け付けない。
※③：鉛筆または消せるボールペン等を使用すると改ざんされるおそれがあるため、使用した形跡
がみられる場合は、受付をせず、返却する（リポートの場合）。
なお、単位認定試験（論文）は返却しない。あらためて消えないボールペン、ペン等を使用し
て書き直すこと。
※④：解答用紙は返却しないため、添削指導は行わない。試験結果はToyoNet-Gの「学習状況」な
どで確認すること。
※⑤：試験問題に関わる質問は、内容のいかんに関わらず一切受け付けない。
※⑥：不合格リポートの添付がない場合は上表の体裁不備とみなし、受付せずに返却する。
添付する際は、再提出するリポートの下に直前回の不合格リポート一式を重ねてホチキス止
めすること。
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科目担当教員の変更および休講科目について（2016年４月～）
下記科目について2016年４月より科目担当教員が変更または休講となります。
（2016年
12月８日現在）
それにより、リポート課題やテキスト等に変更の可能性がありますので、該当科目を履修
している学生はできるだけ早く単位修得してください
（語学・実技・演習・実習科目は除く）
。
科目名
（2004～2007年度
入学生）

科目名
（2008～2011年度
入学生・科目等履修生）

科目名
（2012年度～
入学生）

法学（含日本国憲法２単位） 法学（含日本国憲法２単位）

日本国憲法

2015年度
担当教員名
宮原

均

平林

一利

和田

琢磨

金

蘭美

千艘

秋男

大橋

修一

大橋

修一

日本語概説A②

日本語概説A②

日本語概説A②

日本語概説B②

日本語概説B②

日本語概説B②

中世日本文学史A

中世日本文学史A

中世日本文学史A

中世日本文学史B

中世日本文学史B

中世日本文学史B

韓国文化事情A

韓国文化事情A

韓国文化事情A

日本の古典籍A

日本の古典籍A

日本の古典籍A

日本の古典籍B

日本の古典籍B

日本の古典籍B

書道史Ａ

書道史Ａ

書道史Ａ

書道史Ｂ

書道史Ｂ

書道史Ｂ

書論Ａ

書論Ａ

書論Ａ

書論Ｂ

書論Ｂ

書論Ｂ

図書館情報技術論

図書館情報技術論

図書館情報技術論

鴇田

拓哉

図書館情報資源概論

図書館情報資源概論

図書館情報資源概論

大塚

敏夫

民法Ⅳ部（債権各論）

民法Ⅳ部（債権各論）

芦野

訓和

法学概論

法学概論

深川

裕佳

行政法

行政法

高木

英行

行政学

行政学

沼田

良

国語科指導法Ⅱ

国語科指導法Ⅱ

国語科指導法Ⅱ

笠井

正信

社会科教育論

社会科教育論

社会科教育論

森田

敏彦

教職概論

教職概論

教職概論

太巻

光俊

道徳教育の研究

道徳教育の研究

道徳教育論

新井

保幸

民法Ⅳ部
（債権各論）
A
民法Ⅳ部
（債権各論）
B
法学概論
行政法ⅠA
行政法ⅠB
行政学A
行政学B
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科目担当教員変更に伴うテキストの配付について 後期生対象
科目担当教員の変更に伴う後任教員の確定は、３月になります。それに付随して、後任教
員が指定するテキストの確定も３月になります。テキストが変更になった場合、後期生（正科
生）
につきましては学習の年度途中となるため、新テキストを、５月に大学より配付（無償）い
たします。ただし、 2015年10月に新規で履修登録した科目

が対象です。

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

2016年度『シラバス』について【重要】
2016年度『シラバス』については、ToyoNet-Gの学生メニューの「シラバス・教員プ
ロフィール」を参照してください
（３月中旬に公開予定）。
また、３月１日には、通信教育課程のホームページ（http://www.toyo.ac.jp/site/tsukyo）
で科目等履修生
（前期生）
の募集用に2016年度『シラバス』が公開されます。
（ホームページ
に掲載される『シラバス』の内容については、一部変更の可能性がありますので、ご了承く
ださい。）

リポート提出上の注意事項について 正科生・科目等履修生（後期生）対象
１月14日（木）
〜３月31日
（火）まではリポート提出停止期間ですが、この期間を利用して
新たに学習計画を立て、４月からのリポート提出に向けて準備することができます。この期
間の学習方法として、テキストを精読したり参考文献を調査、情報収集を行うなどしておく
ことをお勧めします。
１．４月からのリポート提出の際の注意
 2016年４月１日以降は、 2016年度『シラバス』
（詳細は上記「2016年度『シラバ
ス』について」参照）にもとづく学習となります。
 そのため、開講年度が「2015」と表示されたリポート表紙が添付されている場合は
内容が2015年度と変更のない科目であっても受付不可として返送します。2016年４
月１日以降に改めてリポート申請のうえ、開講年度が「2016」と表示されたリポート
表紙を添付して提出してください。
■前期（４月入学）：正科生の方■
2016年度の「在籍手続」
（４月１日〜）完了後、リポート申請・受付が可能となります。
「在籍手続」の詳細については、P.

27「正科生の在籍手続について（休学手続・休学から
の復学手続を含む）」を確認してください。
な
 お、2016年４月１日以降は2016年度『シラバス』のリポート課題に基づく学習とな
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るため、2016年１月13日（水）までに提出できなかったリポートの申請と提出用表紙は
無効となります。
■後期
（10月入学／登録）：正科生および科目等履修生の方■
2016年４月１日よりリポート申請・受付が可能となります。
ただし、年度単位
（４月〜３月）
で『シラバス』が更新となりますので、2016年４月以降
は2016年度『シラバス』のリポート課題での学習となります。
そのため、2016年１月13日（水）までに提出できなかったリポートの申請と提出用表紙
は無効となります。
※『シラバス』の有効期限は、４月から３月までの１年間となっています。このため、
後期生は年度途中で新しい『シラバス』による学習に切り替わります。上記注意事
項については、十分ご注意ください。

２．不合格リポート再提出の際の注意



 一度、不合格になったリポートの課題を再提出する際には、原則として 直前回の不合
格リポート一式（表紙・本文・添削指導用紙など全て）を添付 する必要があります。
 再提出するリポートの下に直前回の不合格リポート一式を重ねて、あわせてホチキス
止めをしてください。この添付がないリポートは受付できませんので、返却いたします。
 「継続履修」で学習している科目が、2015年度までの『シラバス』によるリポート課
題において不合格となった場合、再提出は2016年度の課題内容に基づいて作成したリ
ポートとなります。ただし、この場合も直前回の不合格リポートの添付は必須です。
 『履修要覧』に記載の「不合格リポートの再提出」のページをあらためてご確認くださ
い。
３．リポートコピーの保管について
 次に提出する課題の学習を進めるにあたっての参考とすること、および不慮の郵便事
故に備えて、作成したリポートおよび単位認定試験（論文）は、必ずコピーをとり、手元
に保管してください。

成績の確認について
ToyoNet-G「学生メニュー」の「学習状況」で、自身の学習履歴が確認できます。
学習を進めながら、随時、履歴の確認をしてください。
＊学習状況の内容に関して質問がある場合は、返信用封筒（宛名明記・切手貼付）、学生証の
コピーを同封のうえ、質問用紙にて問い合わせてください。電話での質問には応じられま
せんので、ご注意ください。
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2016年度年間スクーリング日程 【重要】
2016年度開講予定のスクーリング日程は、2016年３月１日から、通信教育課程ホーム
ページ（http://www.toyo.ac.jp/site/tsukyo/）で公開します。

「司書教諭修了証書」申請について 前期生対象
「司書教諭修了証書」大学一括申請（申請手数料600円）の申込受付を下記のとおり行いま
す。ただし、編入学生・科目等履修生は、文部科学省へ個人申請が必要となりますので申込
できません
（2016年３月本学通信教育課程卒業見込者および本学通信教育課程卒業生は大学
一括申請が可能な場合がありますので、通信教育課に問い合わせてください）。
なお、大学一括申請した場合の「司書教諭修了証書」の交付は、2017年５月中旬頃とな
ります。
１．申請資格
・司書教諭の資格に必要な単位（５科目10単位）が修得済であること。
・教育職員免許状の取得または2016年５月末までに「教育職員免許状授与証明書」の
発行を受けられる見込であること。
２．手続について
上記申請資格がある者で大学一括申請を希望する学生は、次ページの「司書教諭修了証書
申請書」をＡ４判に拡大してコピーし、必要事項を明記のうえ、返信用封筒（長３定形封筒に
宛名明記・82円切手貼付）
を同封し、2016年３月11日（金）〜３月18日（金）必着で通信教
育課宛に申し込んでください。
なお、申請者には2016年６月頃に申請手続および手数料納入について、お知らせいたし
ます。
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司
本

書

教

諭

府・県
〒

現住所

−

了

証

書

申

電話番号
携帯電話
メールアドレス

都・道

籍

修

請

書
（
（

@

）
）

都・道
府・県

ふりがな
氏

名

男
昭和
平成

生年月日

年

月

歴

学部

卒業時学籍番号

学科
年

月

女

日

学

昭和 ・ 平成

・

7

日卒業 ( 見込 )

東 洋 大 学 長 殿
文部科学省より司書教諭修了証書の交付を受けたく申請の手続をお願いいたします。
2016 年

（2015 年度在籍の所属を記入）
学部

所属

学

科

学

籍

番

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

−

府・県
（

）

携帯電話

（

）

教育職員免許状の有無

有

卒

司書教諭 ・ 教諭 ・ 司書 ・その他（

の

号

都・道

電話番号

後

日

7

通信

業

月

進

路

・

無（平成

年

月 取得予定）
）

※修了証書受渡（2017 年 5 月頃を予定）までの間に、上記記入事項が変更となる場合は、
早急に通信教育課まで届け出てください。（TEL：03-3945-7348）
※Ａ4 に拡大コピーをし、記入してください。
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予告  履修登録について 正科生対象
履修登録は、ToyoNet-Gを利用した手続になります。
手続方法はToyoNet-G「各種資料」掲載の『ToyoNet-G利用ガイドブック』
「 履修登録を
行う
（通信教育課程）」のページを確認してください。
１．履修登録期間
・４月１日（金）〜７日（木）
※ToyoNet-Gは、毎週木曜日の21：30〜23：30に定期メンテナンスを実施するため利
用できません。予めご了承ください。
※夜間・履修登録期間後半などはアクセスが集中しやすいため、時間に余裕をもって履修登
録を行ってください。
２．履修登録単位数
前期生

上限40単位

前期生の履修登録は４月のみで40単位登録を行います。
後期生

上限20単位（年２回）

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


《次頁につづく》
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（２）編
 入学・転入学生が編入学・転入学年より低学年次配当の必修科目を履修する場合
・2015年度入学学年別

低学年次配当科目一覧

2015年度２年次編入学・転入学生
（2016年度より３年次）

2015年度３年次編入学・転入学生
（2016年度より４年次）

基礎ゼミナール

基礎ゼミナール
日本文学文化概説Ａ・Ｂ
日本語概説Ａ・Ｂ

文学部

法学部

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

（３）2012年度以降の文学部の編入学・転入学の正科生で、図書館司書資格を自由科目（卒
業単位に含まれない）である新法科目で履修する場合（2012・2013年度３年次編・
転入、2012年度２年次編・転入生対象）
（４）法
 学部の学生が、図書館司書科目・学校図書館司書教諭科目を履修する場合
６．履修科目変更について
履修登録済みの科目について、以下の場合のみ同科目の別コースへ変更することが可能で
す（履修登録期間中に限る）。手続方法等詳細は、３月下旬に送付する「履修登録の手引き」
を参照してください。
（１）演習・実習科目のスクーリングに参加できないことによる科目変更
（２）学習方法をメディア授業に変更：日本史A・B、日本文学文化概説A・B
日本文学文化特講《古典》Ａ、日本文学文化特講《古
典》Ｂ、日本語学特講Ｂ
ただし、変更前のコースで学習した学習履歴は無効となり、変更後のコースのテキストが
変更前のコースの配付済のテキストと異なる場合、そのテキストの変更は自己負担になりま
す。予めご了承ください。
７．受講条件対象科目について
受講条件のある「卒業論文」・「教育実習」・「教職実践演習」は通信教育課で確認のうえ、
履修登録します。

44

教務

科目等履修生の履修について 科目等履修生対象 後期生対象
科目等履修生（後期生）については年度途中の登録であり、出願手続時に科目の登録を行っ
ている関係から、分割登録はせず、変更届の提出をもって履修登録科目およびコースの変更
を認める措置をとることにいたします（この場合も配本は行いません）。
この場合、変更前の科目の学習履歴は無効となります。
また、科目の追加や削除はできませんのでご注意ください。
・科目変更手続期間：４月１日（金）〜７日（木）
※詳細や注意事項については、３月下旬にToyoNet-Gの「お知らせ」にて配信します。

卒業要件の充足と卒業の時期について
原則として、前期生（４月入学生）は３月卒業、後期生（10月入学生）は９月卒業ですが、卒
業論文の時期に、単位修得が不足して卒業要件が満たされない場合、卒業は見送られます。
その後は前期生・後期生に関係なく、卒業要件単位を充足した直近の９月または３月に卒業
となります。
教育実習や資格取得の関係で、翌年や半年先の在籍を希望する学生は、その時期に卒業要
件を充足するように、学習計画を立ててください。卒業要件を充足した状態で卒業を見送る
ことはできません。
【例】
前期生で、2016年３月の卒業を目指し、卒業論文の単位は修得したが、卒業要件単位数
が２単位足りずに卒業できなかった。その後、2016年６月に不足していた２単位を修得し
た。
→この場合、前期生であっても2016年９月に卒業となります。
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2016年度通年スクーリングの受講について
正科生・通年スクーリング受講希望者対象
正科生は通年スクーリングとして、通学課程（文学部第１部・第２部、法学部第２部）の授
業をその学年配当にしたがって受講することができます。
◇履修条件
認定卒業単位
卒業までの
正科生以外
学部 履修課程 履修
履修可能単位 学籍番号の入学年度 学籍番号の入学年度
の履修
08以降の学生
00〜07の学生
文
法

第１部

○

30単位

第２部

○

第１部

×

第２部

○

◇申請登録期間

30単位

１部、２部
合わせて40単位

１部、２部
合わせて30単位

40単位

40単位

同左

×
×
×
×

2016年４月１日（金）〜４月７日（木）

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

テキストの配本はありませんので、各自で準備してください。
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2016年度教育実習参加者事前面接について
2016年度教育実習参加要件を満たした学生（2016年度「教育実習許可願」提出者）は、
下記「教育実習参加の要件チェックリスト」を再度確認するとともに、下記日程で行われる
教育実習参加のための事前面接に必ず参加してください。この面接では教職に就きたい理由
を聴取し、人物的に派遣が可能であるかを判断するものです。
なお、面接対象者および実施要領は、２月下旬にToyoNet-Gの「お知らせ」および文書で
通知します。
月

日

2016年３月12日（土）

時

間

12：00集合（14：00終了を予定）

場

所

白山キャンパス

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

「教育実習参加の要件チェックリスト」
該当する項目の□にチェックを入れること
以下の項目すべてにチェックが入らない場合は教育実習に参加できない
□2016年３月末までに卒業に必要な単位数を98単位以上（共通総合科目28単位以上、専
門科目62単位以上）修得済みであること（大学既卒者を除く）
□2016年３月末までに、教職に関する科目のうち「教職概論」
「教育基礎論Ⅰ・Ⅱまたは教
育基礎論」「教育心理学」「生徒指導論」「教育相談」「当該科目の教科指導法Ⅰ・Ⅱまたは
「教育実習事前指導」
「教科教育論（中学校での実習の場合のみ）」
当該科目の教科指導法（※）」
を修得済みであること
□2016年３月末までに、教科に関する科目を中学校は28単位の３/４以上（21単位）、高
校は32単位の３/４以上（24単位）修得済みであること
□教育実習の趣旨をよく理解していること
□教職に就く意思がある者
□教壇に立って授業を行うに必要な学力を有していること
□教育実習先の指導教員の指示のもとに、実習生としてふさわしい行動のとれる者
□2016年４月中に健康診断を受診することができること
□受け入れ校の正常な教育活動を妨げる恐れのない者
□伝染の恐れがある疾患もしくは教育実習を行ううえで妨げとなる精神障害がない者
□今後、ガイダンス・説明会などが実施される場合、すべてに参加できる者
□今後、必要になる手続を期日内に不備なく行うことのできる者
□2016年３月末までに、本学教育実習参加要件を満たさない場合は、2016年度の教育実
習を辞退することを了解している
□その他、大学（または実習校）の判断で教育実習（派遣手続を含む）が中止となる場合、その
指示に従える者
（※）
2015年度以降の入学で、教育実習参加を希望する学生については、出身大学等で既に
取得希望の指導法（中学校普通免許状取得希望の場合は加えて教科教育論に相当する科目
の単位）を修得済であっても、本学で「取得希望の教科指導法」
（中学校普通免許状取得希
望者の場合は加えて「教科教育論」）を履修・修得することが必要です。
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教職

2016年度の「教職実践演習」の履修について
「教職実践演習」は、３月１日（火）に通信教育課程ホームページで公開予定の2016年度
「シラバス」でお知らせするとおり、東洋大学通信教育課程の教育実習に参加していることが
受講要件となっております。
2016年度教育実習参加者は、2016年３月12日（土）に行われる事前面接の際に受講の
詳細をお知らせします。
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その他
その他

登録情報の変更について
氏名・住所・電話番号・勤務先・保証人など、既に登録している事項に変更が生じた場合
は次の方法で変更手続をしてください。正科生と科目等履修生では手続方法が異なります。
◇正科生：
①住所・電話番号・勤務先の変更……………ToyoNet-Gより変更してください
②上記以外の変更（氏名・保証人の変更等）…………通信教育課程ホームページの「申請・届
出」内にある「変更届」に記入し、学生証のコピーを同封の上、お送りください。
◇科目等履修生：
全ての変更………通信教育課程ホームページの「申請・届出」内にある「変更届」に記入し、
科目等履修生証のコピーを同封の上、お送りください。
氏名・住所・電話番号はもちろんのこと、勤務先・保証人項目などについても正確な届出
がなされなかった場合、
『東洋通信』発送、個人への連絡等に支障をきたす場合がありますの
で、必ず届け出てください。また、住所変更の際は、郵便局への「転居届」提出も必ず行っ
てください。
なお、大学からの送付物の発送予定（2016年３〜４月）は、下表のとおりです（在学生の
み、教職課程履修者等の個別送付分は除く）。「変更届」を提出することが必要な学生は、確
実に送付物の受取りができるよう、３月上旬までに手続を完了してください。
各種資料等

対

象

学費振込用紙

正科生（前期生のみ）

一括送付書類

正科生

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

正科生

『東洋通信』４月号

科目等履修生（後期生）
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発送予定日程

３月末

その他

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

白山キャンパスの入構禁止期間および3月の通信教育課
事務室の窓口業務取扱時間・休業日のお知らせ
下記の期間は通学課程の入学試験実施に伴い、白山キャンパス内への入構が禁止されてい
ます。単位認定試験（論文）や各種提出物は通信教育課窓口で受付できませんので、郵送にて
提出してください。
【入構禁止期間】
・2016年

1/30（土）22：00〜2/1 （月）16：00

・2016年

2/6 （土） 0：00〜2/11（木・祝）17：00

・2016年

2/26（金） 0：00〜2/27（土）16：00

・2016年

3/4 （金） 0：00〜3/6 （日）17：00

３月26日
（土）は、全学休業につき、事務室は休業いたします。その日および祝日を除き、
窓口業務取扱時間は、次のとおりです。
平日

９：30〜12：45、14：00〜16：45

土曜

９：30〜12：45（３月26日を除く）

【図書館からのお知らせ】前期生の４年生（原級生含む）の
春季特別長期貸出利用上の注意について
前期生の４年生（原級生含む）は、修得単位数に関わらず「３月卒業予定者」とみなされま
す。
図書館の春季休暇に伴う長期貸出を利用する場合は、返却期限日は2016年３月11日（金）
となりますのでご注意ください（貸出延長を行った場合は３月25日）。
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「日本文学文化を学ぶ」プログラム各コースの修了証申請について 科目等履修生対象
下表１の「日本文学文化を学ぶ」プログラムの各コースにおいて、当該科目の単位を修得
した科目等履修生（前期生）の方には修了証を交付しますので、下表２の申請方法に従って手
続をしてください。
表１．「日本文学文化を学ぶ」プログラムの当該科目一覧
コース

修了証

上代文学

王朝文学

中世の文学

日本の伝統文化

江戸の文化

日本語の伝統

日本の近現代文学文化

当

該

科

目

初級

「古代日本文学史A」「作家作品研究〈上代〉」「日本の詩歌A・B」

中級

「作家作品研究〈上代〉」
「万葉文化論A・B」

初級

「古代日本文学史B」「作家作品研究〈中古〉」「百人一首の文化史A・B」

中級

「日本の古典籍A・B」
「王朝文化論A・B」

初級

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

中級

「日本文学文化特講《古典》A・B」
「室町文化論A・B」

初級

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

中級

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

初級

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

中級

「日本文学文化特講《古典》A・B」「江戸文化論A・B」「日本美術文化史B」

初級

「日本語史」
「古典文法」
「日本語概説A・B」

中級

「日本語学特講A・B」
「比較言語文化論A・B」

初級

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

中級

「日本文学文化特講
《近現代》
A・B」
「近現代文化論A・B」

初級

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

中級

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

日本と外国文学

表２．申請にあたって
申請期間

2016年４月１日から６月24日
（必着）

申請方法

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

注意事項

「初級」および「中級」の同時申請はできますが、
「初級」の修了証を受けずに、
「中級」
の申請はできません。
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トピックス
2015年度通信教育課程学習アンケート調査集計結果（中間報告）
通信教育課程では、皆さんの通信教育における学習状況がどのような状況にあるかを把握
し、それを今後の支援につなげることを目的にアンケートを実施いたしました。回答にご協
力いただき、ありがとうございました。集計結果は以下のとおりです。
実施期間

2015年６月13日（土）〜８月８日（土）
（連休、土曜１期、日曜１期、夏期１〜６期、週末１〜２期スクーリング）

なお、夏期７期以降実施のスクーリングでおこなったアンケートの集計結果は、
2016年度前期末頃に公表の予定です。

実施科目数
回答者

文学部

60科目

法学部

15科目

文学部日本文学文化学科

正科生および科目等履修生

法学部法律学科

正科生および科目等履修生

〔文学部日本文学文化学科〕
今回通信教育課程では、はじめてスクーリングについての授業評価アンケートを実施しま
したが、文学部日本文学文化学科に関わるアンケート結果は、通信教育課程共通の項目にお
いても、学科独自の項目についても、概ね良好な結果が出ています。学科についてのアンケ
ート結果を項目別に見てみると、授業のわかりやすさ、授業運営、学習成果について、高い
評価が出ています。一方難易度については、概ねよい評価ではあるものの、ほかの項目に比
べると、低い数値が出てきています。学科独自のアンケートにおいては、授業が自身の勉強
に役立った、知識が深まったという回答が多く寄せられました。一方、学生のみなさんの勉
強時間に関する回答には、ややばらつきがありました。今回のアンケートの実施は、教員に
ついても自身の授業に対する意識化の機会になったようです。今後もデータの追跡を継続し、
結果を授業に良い形で生かしていきたいと思います。
〔法学部法律学科〕
今年度より、通信教育課程においても、スクーリングの授業アンケートを実施しました。
初めての試みのため、経年比較はできませんが、ほぼ全ての項目について３点台後半の数値
となっており、また全ての項目について全体平均よりも高い数値となっているため、受講者
からは概ね評価されているものと考えられます。
各項目を仔細にみてみると、難易度は他の項目よりも低めとなっていますが、これは通信
教育課程においては、受講者の職歴・経歴、興味関心、目的等が多様であり、全ての受講者
が満足する講義内容にするのは、困難であるためと思われます。この点は、この結果を確認
した担当教員からのコメントでも、多く指摘されていた点です。
また、集中講義という開講形態の特質上、受講期間中の予習復習は、特に連日開講のスク
ーリングについては難しいものと思われます。このため、受講者においても、シラバスを参
照の上、事前に十分な予習を行った上で、スクーリングを受講することが期待されます。
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トピックス

平成27年度春学期

授業評価アンケート集計結果（学科別）

東洋大学

学部

通信教育課程 文学部

履修者数

1,144

学科

日本文学文化学科

回答者数

922

学部

文
867

法
41

学年

1年
110

2年
64

出席状況
受講人数
の適切さ

有効回答
908
3年
215

無効回答
14

4年 その他
331
193

有効回答
913

無効回答
9

一度も欠席なし 1～2回の欠席 3～4回の欠席 5回以上欠席
857
5
37
8
多すぎる

やや多い
9

適切
87

平成27年度春学期

759

やや少ない
52

有効回答
907
少なすぎる
1

無効回答
15
有効回答
908

授業評価アンケート集計結果（学科別）

無効回答
14

東洋大学

学部

通信教育課程 法学部

履修者数

194

学科

法律学科

回答者数

157

学部

文
12

法
144

学年

1年
10

2年
12

出席状況
受講人数
の適切さ

有効回答
156
3年
63

無効回答
1

4年 その他
67
5

有効回答
157

無効回答

一度も欠席なし 1～2回の欠席 3～4回の欠席 5回以上欠席
148
0
5
4
多すぎる

やや多い
0

適切
1

125
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やや少ない
26

0
有効回答
157
少なすぎる
3

無効回答
0
有効回答
155

無効回答
2

トピックス
平成27年度春学期

授業評価アンケート集計結果（通信教育課程）

Ａ．授業のわかりやすさについて

東洋大学

Ｂ．授業運営について

1 先生の説明は、あなたにとってわかりやすかったですか。

1

シラバス(講義要項)に則した内容の授業が行われていたと
思いますか。

使用した教科書、参考書、配布資料などの教材は役に立
ちましたか。

2

先生は私語を注意するなど、受講生が講義に集中できる
環境を作っていたと思いますか。

2

3 黒板の板書は読みやすく書かれていましたか。

3 授業の開始時間、終了時間は守られていたと思いますか。

スクリーンに投影される文字や図表（パワーポイント、実物
4 投影機、ＯＨＰ等を含む)は読みやすく作成されていました
か。

4 総合的に見て、この授業の運営はどうでしたか。

5 先生の声は聞き取りやすかったですか。

6 総合的に見て、この授業はわかりやすかったですか。

通信教育課程の全体平均点
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
0.0

H27
A-1

H27
A-2

H27
A-3

H27
A-4

H27
A-5

H27
A-6

Ｃ．学習成果について

H27
B-1

H27
B-2

H27
B-3

H27
B-4

Ｄ．授業の難易度と進度について

1 あなたは講義中に熱心に受講したと思いますか。

1 授業の難易度はあなたにとって適切でしたか。

2 受講の結果、新しい知識を得ることができましたか。

2

3

受講の結果、新しいものの見方や考え方を得ることが
できましたか。

授業の進み方のペースは、あなたにとって適切でした
か。

3 総合的に見て、授業の難易度と進度は適切でしたか。

この授業へのあなた自身の取り組み、この授業から得
4 られたことなど総合的に見て、あなた自身の自己評価
はどうですか。
4.0

通信教育課程の全体平均点

3.5
3.0
2.5
2.0
0.0

H27
C-1

H27
C-2

H27
C-3

H27
C-4

H27
D-1
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H27
D-2

H27
D-3

トピックス
E. 学部独自の追加項目（文学部日本文学文化学科）
1

2

E1 この授業のシラバスを読
み、授業の目的・内容・到達
目標を理解しましたか。

理解した
58.7%

わりに
理解した
38.8%

E2 この授業のスクーリング
を受講するにあたって、自宅
での予習・復習を毎回どの程
度しましたか。

120分以上
27.5%

60分以上
120分未満
29.8%

60分未満
31.3%

自宅学習は
しなかった
10.5%

空欄
0.9%

E3 この授業のスクーリング
を受講するにあたって、自宅
での予習・復習の時間は足り
ていましたか。

足りていた
22.9%

わりに
足りていた
33.9%

あまり
足りなかった
30.9%

足りなかった
9.1%

空欄
3.2%

E4 この授業の内容を理解・
習得するために、ふだんのレ
ポート学習は役に立ちました
か。

役に立った
33.2%

わりに
役に立った
37.7%

あまり
役に立た
なかった
10.6%

役に立た
なかった
4.5%

空欄
14.0%

E5 この授業で学んだこと
は、これからレポート学習を
進めていくうえで役に立つと
思いますか。

役に立つ
62.3%

わりに
役に立つ
29.8%

あまり
役に立たない
3.2%

役に立たない
0.4%

空欄
4.3%

E6 この授業を履修すること
により、将来の進路や今後の
学習に対する興味・関心が深
まりましたか。

深まった
62.3%

わりに
深まった
29.8%
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3

4

あまり
理解しなかった
理解しなかった
0.4%
2.0%

あまり
深まらなかった
深まらなかった
0.4%
3.2%

5
空欄
0.1%

空欄
4.3%

トピックス
E. 学部独自の追加項目（法学部法律学科）
1

2

3

E1 この授業のシラバスを読
み、授業の目的・内容・到達
目標を理解しましたか。

理解した
39.1%

わりに
理解した
52.0%

E2 この授業のスクーリング
を受講するにあたって、自宅
での予習・復習を毎回どの程
度しましたか。

120分以上
24.7%

60分以上
120分未満
19.9%

60分未満
37.0%

自宅学習は
しなかった
16.4%

空欄
2.0%

E3 この授業のスクーリング
を受講するにあたって、自宅
での予習・復習の時間は足り
ていましたか。

足りていた
13.2%

わりに
足りていた
25.0%

あまり
足りなかった
37.5%

足りなかった
18.1%

空欄
6.2%

E4 この授業の内容を理解・
習得するために、ふだんのレ
ポート学習は役に立ちました
か。

役に立った
21.1%

わりに
役に立った
47.9%

あまり
役に立た
なかった
12.0%

役に立た
なかった
7.0%

空欄
12.0%

E5 この授業で学んだこと
は、これからレポート学習を
進めていくうえで役に立つと
思いますか。

役に立つ
57.6%

わりに
役に立つ
35.7%

あまり
役に立たない
4.8%

役に立たない
0.6%

空欄
1.3%

E6 この授業を履修すること
により、将来の進路や今後の
学習に対する興味・関心が深
まりましたか。

深まった
51.1%

わりに
深まった
38.0%

あまり
深まらなかった
7.6%

深まら
なかった
1.3%

空欄
2.0%

E7 貸与六法による試験実施
をする目的は、普段の学習に
おいて六法を使いこなすこと
により、法学部として身につ
けなければならない論理的思
考能力・判断力を身につけ、試
験においてもそれを確認し、併
せて厳格な試験を実施するた
めです。貸与六法による試験
実施を今後も行う必要がある
と思いますか。

大いにある
と思う
43.7%

あると思う
18.5%

どちらとも
いえない
9.2%

あるとは
思わない
6.7%

貸与六法
該当科目
ではない
21.9%

E8 貸与六法を用い試験を実
大いにつなが つながると
施することが、日ごろの学習
ると思う
思う
成果の向上につながると思い
30.6%
30.6%
ますか。

どちらとも
いえない
10.0%

つながるとは
思わない
5.9%

貸与六法
該当科目
ではない
22.9%

56

4

あまり
理解しなかった
理解しなかった
0%
8.3%

5
空欄
0.6%

TAのしおり
リポートの着手と準備行為
〜リポートを書く前に読んでください〜
１．はじめに
みなさまこんにちは。通信教育部TAの始澤と申します。暦の上では春となりましても、ま
だまだ寒い日が続いておりますがいかがお過ごしでしょうか。
学習にも慣れて一段落つき、そろそろ一年のまとめをする方も、これから来年度の提出に
向けて初めてリポートを書こうとする方もいらっしゃるかと思います。そのため今回は、リ
ポートを書くためのその準備方法と、作成方法のとっかかりのコツをご紹介させていただき
ます。
「どうしてもリポートが書けない…」という当然かつ重大なお悩みについて、あらため
てご一緒に考察したいと思います。
２．
「リポート」とは何か考える
通信教育のTAはリポートに関する質問・相談も受け付けております。その中に、「リポー
トは全く書く事ができないため質問をすることができない」・「はじめに何をすればよいのか
分からない」などの質問も頂戴しております。また、
「自分では分かっているのだが、文章に
書く事ができない」という質問もあります。学生の皆様の中には、人生で一度もリポートを
書いたことがない方もいらっしゃるかと思います。そのため、
「とりあえず何か書いてみてく
ださい」と申し上げるのですが、実際はどこから手をつけてよいのか分からないのが現状で
しょうし、返却されたリポートが高評価を得られずに落ち込むこともあるかと思います。
『履
修要覧』や『東洋通信』には、「TAはリポート課題の解答に直結する内容や、リポートを書
く前・提出前の段階での課題内容に関する質問にはお答えできない規則となっております」
とあるため、気軽に相談できない学生さんも多いかと思います。そのため、リポートを書く
にあたり、まずはじめに、「リポートとは何か」を考えてみてください。
リポートとは簡潔に述べますと、
「課題を説明するもの」もしくは「提示された課題につい
て、定義・学説・判例等を述べ、これらを検討するもの」です。自分の体験談や感想を書く
「作文」とは異なります。これまでの日本の義務教育は、感想文や作文に重点をおいているこ
とが多かったため、リポート作成の機会が極端に少なかった方は、通信教育のリポート中心
の学習に戸惑う方もいらっしゃるかと思います。リポートにおいて求められることは、与え
られた課題についての解答であり、学習の達成度を担当教員に伝えるものでもあります。大
学入学前の学習で例えますと、リポート作成に直結する科目とは、国語（問題文の中から問い
の答えを読み取る能力）や小論文（与えられた課題について具体的事例を付与しながら検討し
私見を述べる技法）が挙げられます。これらが得意だった方は、そのときの感覚を思い出して
みてください。
３．リポート作成にあたっての準備①──材料を揃える
リポートという一つの「作品」を仕上げるためには、様々な読み物が必要になります。ま
ず、シラバスです。課題及び参考文献欄と共に、各科目の「リポート課題への取り組み方」
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を必ずご覧ください。ここに、担当教員が強調したい部分やリポート作成にあたり触れてほ
しい部分が書いてあり、作成にあたっての手がかりが述べられています。リポートを書く前
にシラバスを熟読し、リポートで問われることは何なのか、解答の中心はどのようなものに
するのか、全体像を掴むことが大切です。
次に、リポートは一定の知識をもとに書くものなのでありますゆえ、書籍やデータが必要
になります。担当教員の指定するテキストに加え、参考文献を３冊以上はご用意ください。
指定されたテキストと参考文献を読みながら、ご自分でノートを作り、課題についてのポイ
ントをまとめてください。法律科目を例にあげますと、どのような学説・判例があるのか、
重要な用語の定義は何であるのか、どのような見解の対立があるのか・・・等、リポートで
書く事の軸をつくり、清書する際にはここに肉付けしていきます。科目指定のテキストや辞
書類・六法は参考文献には含まれませんので、参考文献欄にこれらを書かずとも結構です。
指定されたテキストは、学生の皆さんが読んでいることが当然と考えられているので、参考
文献に書く必要がないのです。
その次に、辞典・事典をご用意ください。どの科目に限らずとも、定義付けや論説にあた
り、専門用語以外にも使用する用語を正確に用いることが重要です。リポート内の言葉はな
んとなく使用せず、読み方や使用方法にいささかでも不安のあるものは辞書類を用い、言葉
の意味を一つ一つ確かめ、お使いください。専門用語以外にも、副詞・接続語等も正しく使
用することをわずかでも心掛けるだけでも、とても読みやすくなります。
文献以外にも、ホームページや新聞、官庁発行の各白書も有効です。パソコンのホームペ
ージの利用については、その内容は不確かであることと、消失の可能性があるために多くの
ものはお勧めできませんが、官公庁のホームページや、図書館のデータベースを利用します
と、最新の判例・法律・論文を瞬時に調べることができるので、この点においては有効かと
思われます。
４．リポート作成にあたっての準備②──参考文献・データの探し方
リポートを書くにあたりまして、参考文献収集は必須条件です。ご自分のお気に召したテ
キストを土台として書かれるのがよいです。その際にも、学説の見解の対立や他の先生の述
べる強調したい部分を知るためにも、できるだけ多くの文献に目を通してください。参考文
献欄の記入がテキストのみであったり、参考文献引用が著しく少ない場合、担当教員に注意
されることもあります。どのような参考文献を探すことができたのか、どれほど参考文献の
内容がリポートに反映され活用されているのか、というのもアピールポイントなのです。で
きるだけ多くの書籍・論文に目を通してみてください。同じ先生が書いているテキストや研
究論文を数種類読んでみるのも、その先生の考えや強調したい部分が分かりますので効果的
です。
参考文献はシラバスに記載されているものがよいのですが、それ以外を使用してはいけな
いわけではありません。また、シラバスで指定された参考文献が探せず、何を読んでよいの
かわからない場合は、テキストが掲げている参考文献を捜索する以外にも、図書館の蔵書検
索で探している用語を入力し探す、図書館のデータベース（論文・判例・法令・新聞記事の検
58

TAのしおり
索サイト等）を活用する、もしくは司書の方や書店の店員さんに探している本の内容を告げて
捜索に協力していただく、という方法もあります。本探しは大学の図書館以外にも、お近く
の市町村の図書館でも良い文献にめぐりあうことができます。
５．書いている最中には
リポート作成中には、常に問われている課題から道がそれないようにすることと、読み手
である担当教員にむけて書いていることに留意してください。課題を説明する際に具体例を
挙げるのはよいのですが、その具体例を書いているうちに問われている事例からそれて、ひ
たすら自分の挙げた例についてばかり論じてしまうと、それは担当教員の示す課題に答えら
れていないことになってしまいます。担当教員が求めている解答を示すことと、常に読む人
物のことを意識するようにしてください。自己の学習の理解を深めると共に、学んだことを
いかに相手に伝えられるかが重要です。抽象的な思考と共に、事例の検討や課題の説明等具
体的な思考が必要になります。課題に関係する事件・判例や歴史の流れをイメージしてみま
しょう。
リポート・論文提出とは、学習した範囲を自分ではどのように理解したかを担当教員に伝
えられる貴重な機会です。読みやすいリポート作成のために、句読点を効果的に使う・小見
出しを作る・段落を変える・接続語を使用する・文章を長すぎないようにする・・・等形式
を整えることが重要です。それと共に、説得力のある文に仕上げてください。自説を述べる
前に文献やデータを引用して根拠付けを行い、それらを理由として私見を述べることがよい
と思います。
６．引用についての注意──「剽窃」の禁止
リポート作成には、多くの参考文献を活用することになると思いますが、その際に注意し
ていただきたいことは「剽窃」を行わないことです。簡易な言葉で申し上げますと、
「他人の
文書の無断使用」のことであり、一般には「盗作」・「パクリ」とも称されます。リポートの
文章が、テキスト等から引用をした部分なのか、ご自身の見解なのか、読み手に分かるよう
に示すことが重要です。著作・研究論文をもとに書いた文章には、必ず註（注釈）をお付けく
ださい。その時には、①著者、②本の題名（雑誌の場合は論文タイトルと雑誌名）、③出版社、
④出版年
（
「第××版」も記入のこと）、⑤頁、の全てを記載してください。一言一句そのまま
抜き出した際は「」でくくります。出版年は元号・西暦のどちらかで統一なさってください。
どんなに僅かであっても、剽窃は絶対に見つかります。インターネットからの転用も必ず気
付かれます。剽窃は止めましょう。
剽窃を行ったリポートは高得点にならず、実力の向上にもつながりません。自己の見解を
もって、リポートを完成させてください。
７．おわりに
通信教育の学習の中心はリポート学習です。講義で先生と対面する学生と異なり、先生と
相対せずに課題を仕上げねばならない通信生の方々は、よりリポート作成が難しいと思われ
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ます。通学の学部は、講義の中で先生が重要なテキスト箇所を指示してくださいますし、重
要な箇所は熱の入った説明がなされます。しかし、通信教育課程で学んでいる方々は、ご自
分で学習し、膨大な教材の中からどの部分が大切なのか、問題とされているものは何なのか
をご自分で読み取らなければなりません。ゆえに、リポートをこなした後は、文章力・分析
力・思考力・資料収集力等様々な実力アップが期待できます。
今回はリポートに取りかかる前の留意点を中心に述べさせていただきました。なにかご参
考になれば幸いです。学習の集大成である卒業論文については、またの機会にご紹介させて
いただこうと思います。通信の学生の皆様は直接先生とお会いできることが少ないと思いま
すので、その橋渡しとして、ぜひTA相談も活用なさってみてください。皆様方の力作をお待
ちしております。


（法学部TA
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随 筆

新 暦 と 旧 暦

二月八日、今年も東アジアの社会の多くで旧暦の正月すなわち春節を迎えている。中国や

台湾では、故郷を目指して交通機関に殺到する人びとの姿がニュースでも報じられる。故郷
に帰り春節を家族で祝おうとするのである。

旧暦は農歴とも言い、月の運行に合わせた暦である。これに対して新暦はヨーロッパに起

源を有するグレゴリオ暦であり、太陽の運行に合わせている。旧暦の正月が新暦に直すと毎

年異なる日になってくるのに対して、新暦では、いわゆる一月一日が正月である。要するに、

旧暦と新暦では、同じ一月一日と言っても、実際の日にちにはズレがある。かつて旧暦の日

にちで行われていたことが、いつの間にか新暦で行われるようになり、その結果、季節に違
和感を覚えることも少なくない。

子供のころを関西で過ごした私には、赤穂浪士四十七士の江戸吉良邸討ち入りの一二月一

四日になると、どこかのチャンネルで映画を放映してくれるので、それを楽しみに見たもの

である。討ち入りの日は大雪と相場が決まっている。子供のころは、江戸すなわち東京は一

二月の中旬に大雪の降る雪国だと思っていた。ところが東京に出て暮してみると、関西と同

じで一二月中旬に大雪になることなど滅多にあるものではない。何のことはない。旧暦の一

二月一四日を新暦のその日に置き換えてテレビ映画を放映していたのである。今年なら、さ

しずめ旧暦の一二月一四日は、一月末頃であるから、大雪が降っても不思議ではない。

七夕の行事もそうである。七月七日に七夕祭りが行われ、仙台などでは街を挙げて飾り付

けをしている。七夕には、夜空に星が舞い、牽牛と織女が天空で出会うのが見られる。とこ

ろが、新暦の七月七日はまだ梅雨の真っ最中で夜空を見上げても星一つ見えないことが多い。

これも当たり前の話で、旧暦なら、七月七日は、おおよそ新暦の八月末ころであろう。その

ころなら、夜空には天の川が横たわっていよう。大都会では八月末も梅雨時も一緒で、どち
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らも星が見えないかもしれないが、少し田舎に行けば、八月末ごろともなると天の川を見る

ことができる。夜空に織りなす物語に魅入ることができようというものである。

そもそも、日本の諸行事は旧暦の日にちで行われてきた。それが、旧暦上の日にちは変え

ないで、それを新暦の日にちで行うようになってしまった。いったいどうしてそのようなこ

とになったのか、私にはわからないが、結果として季節感のない行事ばかりになってしまっ
たような気がしてならない。

それに対して、中国や台湾で生活していると、暦の上の行事が自然の移り変わりとぴった

りと対応しているのに驚かされる。春節は文字通り冬と春の境目に位置する日であり、寒い

出身

兵庫県
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冬が終わり暖かな春を迎える時である。日本で小正月と呼ばれて、微かに記憶の中にある正

月明けの行事は、これらの地域では、正月明けの儀式の日で、ランタン祭りが各地で行われ

る。今や、松の内もいったいいつからいつまでなのかもわからなくなってしまい、旧暦で行

われていた行事も姿を消してしまったかの感がある日本では、この日から本格的に春になる

と言っても、誰も信用してくれない。でも、気候は正直なもので、この日を境にと言ってい

法制史

いほど、春めいてくるのが旧暦の小正月である。今年は、二月二二日である。余談ながら、

専攻

小正月までが松の内である。

法学部教授

ひで
たけ
とう
ご

武 秀
後 藤

図書館司書資格を取得しようと思ったのかについて聞いてみた

私は図書館司書の資格取得を目指しているみなさんに、なぜ

充実させるため、また、リポートや試験の評価を意識するあま

たいと思います。ただし、紹介する方法は、あくまでも学習を

目の学習をより充実させたものにしていくための方法を紹介し

学 習 室

図書館司書資格科目の学習を充実させる
ために

いといつも思っています。その答えは「いつか図書館で働きた

りに、みなさんが大事にすべき図書館司書資格取得の目的を見

哉

い」、「図書館のことをもっと知りたい」
、
「本が好きだから」な

失うことがないようにするための心構えと思ってください。必

拓

どさまざまでしょう。もしかしたら「
（図書館司書に限らず）何

要な科目の単位が容易に取得できることを保証するものではな

田

か資格を取得したかった」といった方もいるかもしれません。

いことを断っておきます。

鴇

資格取得を目指す目的や資格に対する思いの強さに個人差があ

①指定された教材以外の文献を積極的に活用する

習に対応するテキスト（科目名がタイトルになっていることが

各科目で指定されている教材の多くは、図書館司書資格の学

るとはいえ、資格取得に向けて動き出したみなさんは、同じ条
件（必要となる科目数や学習内容）で学習を進めていくことに
なります。

育による学習は、大学に行って講義を受けることと違う難しさ

んにとって一番理解しやすいと思われるものが選ばれています。

担当の先生方が自身の考えにいちばん沿っているもの、みなさ

多いです）としていくつかの出版社から刊行されている中から、

があるでしょう（その反対に通信教育による学習ならではの利

その教材をメインとして学習を進めていくことが基本ですが、

図書館司書資格取得に限らず、リポートを中心とした通信教

点もあるはずです）。そこで、本稿ではみなさんに図書館司書科
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のとき特定の出版社のテキストでそろえたいという気持ちは抑

して、科目ごとに自分に合ったテキストを選んでください。こ

社にこだわる必要はありません。説明のわかりやすさを最優先

つながると思われます。自分に合ったテキストを探す際に出版

テキストを参考にしながら指定された教材を読むことが理解に

明のしかたも異なります。自分に合ったテキストを探し、その

とですが、出版社が違えば著者も違います。著者が違えば、説

は、別の出版社のテキストも参考にしてみましょう。当然のこ

い可能性があるなどいろいろ考えられます。そのようなときに

ない、ほかの科目を学習してからの方が内容をより理解しやす

ょう。その原因は、文章に出てくる用語を十分に理解できてい

どうしてもうまく理解できない箇所が出てくる場合もあるでし

としても、そのことが調べた図書館のサービス全体の評価につ

図書館で教材で述べられているサービスが行われていなかった

には、状況を把握することを意識してください。たとえ調べた

な発見があるかもしれません。ほかの図書館について調べる際

が住む地域の都道府県立図書館などと範囲を広げてみると新た

じられるはずです。さらに、調べる図書館を本学図書館、自分

るかどうか調べてみましょう。きっと説明内容がより身近に感

のウェブページにもアクセスして同様のサービスが行われてい

ページにアクセスするだけでなく、自分がよく利用する図書館

ビスについて説明されていたのであれば、その図書館のウェブ

考文献等で、ある図書館のウェブページで提供されているサー

しているサービスを利用できる環境が整っています。教材や参

ているサービス）を紹介することが増えています。これらのウ

ーネット上のウェブページ（インターネットを介して提供され

に、また、参照させることで説明の代わりとするためにインタ

どの分野の文献にもいえることですが、説明を補足するため

②文献で紹介されているウェブページに積極的にアクセスする

らは得られない〝生の情報〟を入手することも有効です。よく

のことを知るためには積極的に図書館に行き、ウェブページか

大学のオープンキャンパスに参加するのと同じように、図書館

験勉強を行うモチベーションを高めるために、進学を希望する

げておきます。進学後の自分に対するイメージを膨らませて受

②で述べたことと反対になりますが、とても大事なことをあ

ながるわけではないからです。

ェブページは誰でも無料で利用でき、かつ信頼のあるものがほ

利用する図書館だけでなく、隣接する地域の公立図書館や本学

えてください。別の出版社のテキストが近くの図書館では所蔵

とんどです。ですから紹介されているウェブページに積極的に

以外の大学図書館など、いろいろな図書館を訪れることで、教

③いろいろな図書館に足を運ぶ

アクセスしてみましょう。また、現在は実際に図書館に行かな

材の内容を確認（体験）でき、学習に対するモチベーションを

していない場合には、ほかの図書館でも探してみましょう。

くても、全国各地の図書館のウェブページにアクセスして提供
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ます。

き姿、図書館司書としての役割などについて考えることができ

きるとともに、図書館の存在意義やこれからの図書館のあるべ

を取得しようと思ったきっかけをあらためて思い出すことがで

とになるかもしれない場所に足を運ぶことで、図書館司書資格

ベントに参加するのも訪れるよい機会といえます。将来働くこ

まな視点から図書館を見てみましょう。図書館で開催されるイ

書館司書や職員の方々の仕事ぶり、利用者の表情など、さまざ

書架の配置といった館内のレイアウト（スペースの使い方）
、図

れている図書や雑誌等の情報資源だけでなく、閲覧スペースや

高めることができるはずです。図書館を訪れる際には、所蔵さ

しいと思っています。

機会を作ることで、図書館をより身近なものとしてとらえてほ

のほかに、図書館に関する話題について自分なりの考えを持つ

えてみてはどうでしょうか。このように、教材による学習理解

ばよいだろうか（収集対象とするかどうか）といったことも考

版しようと思ったのか）
、その手記を図書館ではどのように扱え

記が出版されたことをどう思うか（なぜ出版社はその手記を出

の加害者が書いた手記をめぐるさまざま問題について、その手

れ考えてみてください。そのほかに、社会的問題になった事件

以外にどんな作品を書いているだろうか。
」というようにあれこ

の作品にも関心が集まるかもしれない。」
「そういえば、受賞作

けばきっと受賞作の本が山積みになっていて、多くの人が買っ

に対して「ふ〜ん、そうなのか。」で終わらずに「明日書店に行

ょう。例えば「○○さんがある文学賞を受賞した」という話題

関わる話題を身近なものとして考える機会を増やすとよいでし

を持つことが大事です。特に図書館、図書、出版など図書館に

えます。ですから、日ごろから世の中のさまざまな動きに関心

ように、図書館も世の中の動きに大きく影響を受けているとい

わたしたちの生活が世の中の動きに大きく影響を受けている

（それは図書館司書資格を取得しようと思った目的と重なってい

ていくこと、資格を取得して自分の人生にどう生かしていくか

験の評価に一喜一憂せずに一つ一つの科目内容を着実に理解し

生かすことではないでしょうか。そのためには、リポートや試

く、その過程で得られた知識や経験をこれからの自分の人生に

みなさんにとっての本当のゴールは資格を取得することではな

科目の単位を取得すれば図書館司書資格は得られます。しかし、

を容易に取得するための方法ではありません。たしかに必要な

ました。繰り返しますが、今回紹介した内容は、各科目の単位

以上、私が考える学習を充実させていくための方法を紹介し

ていくだろうなぁ。」、
「その本を図書館で借りようと思ってもた

ると思います）を意識しながら学習を進めていくことが大切で

④図書館に関わる話題に関心を持つ

くさん予約が入っていてすぐには読めないかもしれない。
」
、
「何

たくや・文学部助教─
あると思っています。 

─ときた

人待ちになるかな。」
「受賞作だけでなく、その人が書いたほか
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一

学 習 室

はじめに

「私見管見」

リポートや単位認定試験の採点をしている中で気になる点が

清

水

宏

とが挙げられる。そこで、以下では、解釈論上の争点を検討す

るに際して引用されることの多い学説および判例の取扱いとの

関係で、どのように私見を提示することが望ましいかについて

なお、本稿は、リポート等の作成に関する私個人の見解であ

述べてみたい。

法学部に所属する私は、今年度民事訴訟法を担当していると

って、普遍性を有するものとはいえないことを予めお断りして

あるので、この場を借りて指摘しておきたい。

ころ、法律学のリポートまたは試験である以上、当然、法律の

学説と私見

おく。
二

学説紹介に続いて…

まず、不合格になるリポート等でも総じて真面目に課題に取

１

解釈に関わる理論的争点を含む問題を出題している。したがっ
て、採点に際しては、出題意図の把握もさることながら、当該
争点について解答者がどのような根拠に基づいて、どのように
考えた結果、どのような結論に至るのか、ということが重要な
評価ポイントとなる。すなわち、当該問題に対する「私見の提

ということで、資料漁りをするため、何でもよいから適当なこ

り組んでいることは評価したい。何を書けばよいかわからない

ところが、不合格となるリポート等の多くにみられる特徴と

とを書き、指導内容をみてはじめてまともに取り組むといった

示」が必要とされるのである。

して、この点が全くといってよいほど明らかにされていないこ
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といえよう。

ものがほとんどない点については、素晴らしい学習姿勢である

述べろと言われても土台無理な話であるとの反論がなされるか

的な新学説を述べることなど不可能である、したがって私見を

説・多数説・有力説・少数説というランク付け、さらには、
「○

説明するにとどまらず、「○○説」という講学上の名称や、通

実に多くの学説を丹念に引用されている。また、学説の内容を

ると言い換えることができる。引用した学説を検討した結果、

であれば、
「結論の妥当性を追求する」ことを求めているのであ

ものではない。
「私見」という言葉が誤解を与える表現であるの

しかしながら、ここで求めている私見の提示とはそのような

もしれない。

○大学の○○教授の提唱にかかる…」といった詳細な情報が記

どの見解が最も妥当なものとして賛成するに値するのかを考察

そして、そうしたリポート等では、解釈論上の争点に関して、

載されている。この学説の説明を読むと、採点者にはしっかり

することが必要なのである。この「私見の提示」すなわち「結

ツマ程度のものということができるかもしれない。何故かと言

と学習に取り組む姿勢が伝わり、その後の展開に期待が膨らむ

ところがその後、いきなり別の問題に話が移る、あるいは、

えば、この「私見の提示」すなわち「結論の妥当性の追求」が

論の妥当性の追求」との関連においては、学説の紹介は刺身の

結論が述べられて終わり、という事態に直面すると、文字通り

法解釈学としての法律学の要諦だからである。

て理論的対立状況の分析がなされれば、いよいよ私見が提示さ

が言われる。個人の尊重ということは、各人の見解の尊重につ

は、法律学の考え方として、
「正解は一つではない」ということ
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ことになるのである。

ずっこけてしまうのである。
「これらの内…が通説（ないしは多

条の下、個人の尊重を謳うわが国において

れ、快刀乱麻を断つが如くこの問題を処理する方法が示される

ながるわけで、いかなる見解であっても論理一貫性が肯定でき

すなわち、憲法

のだろうとわくわくしていたところ、思いっきり肩すかしをく

る限りにおいて間違いとは言えないとされるのである。そこで、

数説）である。」で終わる場合も同様である。学説の引用によっ

らうことになるのである。相撲で言うならば、時間一杯の後、

その文脈においては、一応筋の通っている学説を引用すれば、

生起する問題を解決するために資するものである必要もあるわ

ば、それでもよいのであろうが、法律学は実学であり、社会に

い。そして、法律学が趣味や教養の世界にとどまる学問であれ

立ち合いでいきなり変化されるようなもので、将にブーイング

このようなことを述べると、初学者である自分たちには独創

私見の提示

どれも正解ということでよさそうなものと思われるかもしれな

２

ものなのである。

13

味するわけではないからである。

子細に検討した結果、少数説を説得力ある論理で支持すると

けである。そうすると、ある特定の問題を解決するために、複
数の理論的に成り立ちうる「正解」の中から、可能な限り多く

いうのであれば、むしろそれが高い評価に結び付くのである。

て、敢えて通説に反対しているというわけではない（むしろ日

の者に受け入れられる妥当な結論に絞り込むことが求められる

その際、自分とは反対の見解を持つものへの対応として、相

和見的ですらある）
。ただ、少なくとも、私の所属する民事訴訟

もちろん、私はすべてにおいて少数説に立つ反骨の闘士であっ

手の見解が「誤り」であるとして排斥するのではなく、理論的

法学の世界では法律学というものをこう捉えている（と思って

のである。

に成り立ちうることを認めながらも、その抱える問題点を指摘

いる）
。
判例と私見

判例ないしは裁判例の扱いについても、似たことが言える。

三

するとともに、自分の見解によればそうした問題点を克服でき
るだけでなく、さらに良い点があることを示して、自分の見解

を示すことが私見の提示なのである。いかに説得力のある考え

多くのリポート等では、判例の事案と判旨を実に丁寧に引用さ

を納得して受け入れてもらうことが必要なのである。この過程

を提示して相手を納得させるかが、法律学で涵養されることに

また、通説だの多数説だのといったランク付けも重要ではない

り、学説の紹介は簡潔にまとめたので良いということになる。

見解に賛成するのかという点に注力をし、紙幅を割くべきであ

字数制限との関係において、自分がどういう理由でどの学説の

なお、さらに極論を述べるとするならば、リポート等では、

では、それなりの重みを認めることを否定するものではないが、

一つなのである。それが実際の事件の解決に使われるという点

そこに含まれる法律問題に関して裁判官が提示した法的見解の

もないではないが、突き詰めて言えば、特定の事件において、

おいては、先例としての判例等に事実上の特別扱いをする向き

うのであれば、不十分と評価せざるを得ないのである。実務に

れている。確かに、判例等を引用する際には、事案と判旨の関

し、通説または多数説に従わなければ評価されないわけでもな

究極的には理論的見解の一つである以上、どのような見解なの

なる法的思考力なのである。繰り返しになるが、だから、リポ

い。というのは、通説や多数説というのは、その見解に対する

かという分析を行い、他の理論的に成り立ちうる見解との比較

係を明確にすることが必須であるものの、そこで終わってしま

支持者が比較的多いことから内容の妥当性が推認できるという

において、それが妥当な見解といえるのか、という私見を提示

ート等では私見が重要なのである。

程度のものであり、それが直ちに妥当であるこということを意
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する必要があるのである。にもかかわらず、
「…が判例である。
」
で終わられると、やはり、がっくりくることになるのである。
したがって、判例等を引用した後には、その理論的な位置づ
けを分析し、結論の妥当性を追求する作業の対象とすることが

むすびにかえて

求められるのである。
四
法律学は説得の学問でもある。ただ、相手を説得するために
は、自分がその見解に納得していることが必要である。安易に
流れず、自己の信念に忠実に議論を展開することが説得力を生
み、良い論文へとつながるのである。

─しみず ひろし・法学部教授─
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学 習 室
きちんと考える難しさ
栗

原

久

ない。考えさせるためには、適切な「問い」が必要だ。だから、

授業づくりでは、児童・生徒の思考を誘発する「発問」が重要

語活動は「
『問い』
（疑問形の学習テーマ）に対して回答を行う

になる。大杉昭英（国立教育政策研究所）が述べるように、言

「言語活動の充実」。現行の学習指導要領が、各教科等の指導

活動」なのである（
『中学校社会科活用学習のファックス教材集

１ 「言語活動の充実」と問い

で重視するよう求めている学習活動である。

「分野全体を通して、習得した知識を活用して、社会的事象につ

公民的分野の場合、学習指導要領は、次のように説明している。

ところが、これが難しい。追究しがいのある問いは、簡単には

前に、まずは考えるべき問いを見つけ出さなければならない。

卒論の執筆もそうだ。考えて、その結果を文字化する作業の

公民編』明治図書、２０１０年）
。

いて考えたことを説明させたり、自分の意見をまとめさせたり

見つからない。答えを教わるのではない、問いの見つけ方を学

では、具体的に何をするのが言語活動なのか。中学校社会科

することにより、思考力、判断力、表現力等を養うこと」
。まず

ぶのが学問、こういわれる所以である。

心のある事項を入れてみるとよい。
「同じペットボトルのお茶な

＊＊なのに、＊＊が違うのはなぜか」
。＊＊の部分に、自分の関

ちなみに、問いを立てるひとつのコツは、比較である。
「同じ

は、知識や概念の確実な習得、そして、それを使って社会的事
象について考えさせる。次いで、考えたことを何らかの方法で
表出させる。
しかし、である。
「考えろ」といっても、人は考えるものでは
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のに、スーパーの店内で買うのと自販機で買うのでは値段が違

ルール化してみる

うのはなぜか」。こんな具合である。
２
ケプラーの法則やオームの法則。理科では、多くの法則を学
ぶ。
社会科では、どうか。需要・供給の法則。その他には…あま

このような推測ができるのなら、
「Ａ県でもっとも人口が多い

のはどこ」
「Ｂ県ではどこ」
「Ｃ県は…」といちいち覚える必要が
なくなる。暗記負担の軽減だ。

もちろん、お気づきの通り、「例外のないルールはない」
。静

岡県や三重県、山口県などは例外である。

では、例外があるとまずいか。よいではないか。例外の県は

なぜ例外なのか、調べたくなる。新たな問いの発見だと考えた

社会科は、雑多な知識を丸暗記するという印象が強い。丸暗

もしれないが、
「同種の恒温動物では、寒冷地に生息する動物ほ

「アレンの法則」というのがある。あまり聞いたことがないか

い。

記するのが勉強で、それを解答用紙にはき出すのがテストであ

ど、耳や尾など体の突出部分が小さい」という法則である（ア

り思い浮かばないかもしれない。

る、という印象だ。もしかしたら、大学での勉強（特に人文・

レンは、この法則を発見した動物学者）
。東北地方に住むニホン

推論は難しい

先に述べたように、
「県内でもっとも人口が多いのは、県庁所

３

でも、思い切ってルール化してみるとよい。どうだろう。

のがある。だったら、例外を恐れず、人文・社会系の学習内容

理科系の法則だって、ゆるやかな傾向性を示すにとどまるも

うの使い道』実業之日本社、２０１３年）
。

雑なのだ（山根成樹監修『学校で習った「法則・定理」ほんと

ただし、この法則、けっこう例外があるらしい。生物は、複

いう。

ザルの尾は、温暖なところに生息するサルのそれより、短いと

社会系）も、そんな風に考えている人がいるかもしれない。
そこで、学習内容のルール化を考えてみたい。ルール化でき
そうな学習内容は、ルール化して学んでみる、というものであ
る。
たとえば、青森県でもっとも人口が多いのは青森市、埼玉県
はさいたま市、茨城県は水戸市。であるなら、
「県内でもっとも
人口が多いのは、県庁所在地である」とルール化できる。当然、
広島県も、福岡県も、愛媛県も、このルールにあてはまる。
学習内容のルール化には、メリットがある。このルールを活
用した推測が可能になることである。はじめて島根県に旅行し
たとしよう。その時、松江市が県庁所在地だと知れば、ここの
人口が県内でもっとも多いと推測できる。
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推測が可能である。
「人間は死ぬ。ソクラテスは人間である。よ

ら、「金沢市は、石川県内でもっとも人口が多い」
。このような

在地である」。「金沢市は、石川県の県庁所在地である」
。だか

まうのである。なかなか推論は難しい。

なんて見たことない。だから、この結論は偽だ」と判断してし

種ができることになる。でも、チューリップを種から育てた人

ないことがある。
「確かに、理屈からいえば、チューリップには

４ 「２×２」で考える

５年ほどかかるのだという。これは、待てない。

ちなみに、種から育てると、チューリップの花が咲くまで、

ってソクラテスは死ぬ」でおなじみの、三段論法だ。
「花が咲けば、種ができる」。タンポポも、ヒマワリも、朝顔
にも、花が咲いて、種ができる。
では、チューリップはどうか。「チューリップに種はできる

休日に洗車すると、翌日、雨になることが多いと思う。経験

か」。こう聞いてみると、「種はできない」と答える人が多い。
「花が咲けば、種ができる。チューリップには花が咲く。よっ

回、降らなかったのが 回。やはり、
「洗車すると、

からだ。そこで、調べてみた。１００回洗車して、翌日が雨だ
ったのが

雨になる」傾向はあるらしい（架空の数値です）。

しかし、こう簡単に結論づけてしまってよいのか。実は、ま

ずい。洗車しなかった休日の翌日の天気と比較していないから
である。

も、チューリップの種なんて見たことない。だから、チューリ

かし、「例外のないルールはない」。球根を植えた経験はあって

車しなかった→雨が降った」との間に、それほど大差がないこ

値）
。こちらを調べてみると、「洗車した→雨が降った」と「洗

雨だったのは

そこで、調べてみた。洗車しなかった１００回の休日の翌日、

ップは例外に違いない。
「花が咲けば種ができるが、このルール

とがわかる。だとすれば、
「洗車した→雨が降った」という関係

回、降らなかったのは 回（これも、架空の数

には例外がある。チューリップは例外である。よって、チュー

は、あるといってよいのかどうか。

また、三段論法できちんと推論できたとしても、出てきた結

係に注目してしまう傾向がある。
「ナマズが騒いだから、地震が

人は、
「洗車した→雨が降った」など、あったことどうしの関

40

論が自分の経験や信念に反していると、推論の結果を受け入れ

60
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て、チューリップには種ができる」
。こうは考えないのである。
でも、ほんとうは、チューリップにも種ができる。花が咲き
終わると、めしべがふくらんで実ができ、やがてそれが割れて
種が出てくる（らしい）。
では、なぜ、三段論法を使って考えないのか。ひとつの原因
は、大前提「花が咲けば、種ができる」には、例外があると考

38

リップには種ができない」。こう考えたのである。

えてしまうことである。確かに、多くの花には種ができる。し

62

起こった」というのも、これであろう。しかし、
「洗車した→雨
が降った」の関係があるかどうか確かめるには、
「洗車しなかっ
た」ときと比べないといけない。
そこで、役に立つのが、次のような２×２の表である。これ

雨は降らなかった
38

雨が降った

を作ると、頭の中が整理できる。

洗車した
洗車しなかった
40

で考える」
『社会科教育二〇一三年十一月号』明治図書）

る可能性はあるのだ。
（栗原久「数字の視点から見るとは─具体

投票をしなくても、国政選挙が近づけば、選挙への関心が高ま

場合」の選挙への関心の高まりを比較しないといけない。模擬

この場合も、
「模擬投票を実施した場合」と「実施しなかった

しよう。

選挙への関心を高める、と結論づけた。こんな報告があったと

とする数値が得られた。だから、模擬投票の実施は、高校生の

た。模擬投票後のアンケートでは、
「選挙への関心が高まった」

国政選挙の前、ある高校の先生が、授業で模擬投票を実施し

62
─くりはら ひさし・文学部教授─
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60

論

文
近代文学のなかの浮世絵
─泉鏡花と歌川派の絵師を中心に─
藤

澤

紫

いに出されるのが彼の母、鈴の存在である。鈴は明治一五（一八

八二）年、鏡花がまだ八歳の頃に亡くなった。葛野流大鼓師であ

しまれている。鏡花が江戸の版本、とりわけ合巻本などの草双紙

に「鏡花本」
【図四、五、七】と呼ばれ、現代も多くの愛好家に親

する際にもその美意識を発揮しており、彼の初版本や作品集は俗

漫と幻想の作家」と称されている。また鏡花は自身の物語を出版

九三九）
【図一】は、その懐古的で幻想的な作風からしばしば「浪

近代文芸界に大きな軌跡を残した作家、泉鏡花（一八七三〜一

語の内容に関わる事柄に加え、鏡花の出版物の口絵や装丁といっ

するであろうことを示す論考や解説も散見する（注一）
。実際に物

モチーフが、母が嫁入り道具として持ち込んだ浮世絵版画に由来

作品に繰り返し登場する「浮世絵」や「錦絵」、
「美人画」などの

にあることは、これまでも重ねて論じられている。同様に、鏡花

歳で没している。若く美しい母の面影が鏡花の描く女性像の根底

生まれた母・鈴は、鏡花の父で彫金師であった清次と結婚し二八

１．シンポジウム「怪異の泉─鏡花 幻影の本棚」

【図二】や錦絵を愛好していたことはよく知られており、豊かな色

た装飾的な面においても、しばしば浮世絵風の意匠が用いられて

った中田猪之助（万三郎、のち豊喜と称した）の娘として江戸に

彩やこだわりの印刷技術によって形成された小さく美しい鏡花本

いる。さらに、浮世絵の流れを引く歌川派の末裔の画家たちを積

去る平成二七年一〇月一八日に、石川県金沢市内の泉鏡花記念

極的に登用していることは、注目に値する。

は、まさに「贅を極めた草双紙」のようである。
鏡花、本名鏡太郎は、明治六（一八七三）年に泉家の長男とし
て金沢下新町に生まれた。鏡花の作品を語るうえで、よく引き合
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館の主催で、金沢二一世紀美術館のホール、シアター にてシン
ポジウム「怪異の泉─鏡花 幻影の本棚」が開催された。講演者
家、アンソロジストの東雅夫氏（『幽』編集顧問）
、鏡花ゆかりの

の普及と発展を支えた木版技術「錦絵」の誕生から二五〇年目の

本シンポジウムが開催された平成二七年は、奇しくも、浮世絵

２．浮世絵と文学─錦絵誕生から近代化まで─

古書店の後継者、纐纈くり氏（神保町・大屋書房四代目）
、そして

節目にあたる年であった。江戸時代中期、明和二（一七六五）年

は、 近 代 文 学 研 究 者 の 堤 邦 彦 氏（ 京 都 精 華 大 学 教 授 ）
、文芸評論

筆者の四名が招聘され、泉鏡花記念館学芸員の穴倉玉日氏の司会

花愛好者が集った。
「怪異の泉─鏡花 幻影の本棚」展は、泉鏡花

館にて開催された同名の企画展示に関連して開催され、多くの鏡

人気のスポットとなっている。このシンポジウムは、泉鏡花記念

人物の特集や、彼が収集した江戸時代の版本類の展示が行われ、

鏡花の生家は現在泉鏡花記念館となっており、鏡花とゆかりの

る鮮やかな色彩へのオマージュが感じられる。錦絵の誕生は浮世

物、さらには海を隔てた中国の蜀江錦などの優れた工芸品が有す

誇りが表れている。同時に、西方に位置する都・京都西陣の錦織

名には、新興都市・江戸で育まれた技術に対する江戸っ子たちの

も的確に摺り重ねることが可能になった。
「吾妻（東）錦絵」の命

数の版木の角に「見当」という印を彫りこむことで、色板を何色

頃に誕生した錦絵は、錦織物のごとく美麗な版画技法の意で、複

【図一】の現存する蔵書のすべてを展示、公開する画期的な内容で

絵のメディアとしての機能の向上につながり、その普及は市場の

の下、進行した。

あった。筆者は展覧会の目玉でもある鏡花ゆかりの草双紙や錦絵

て制作に直接携わる版元、絵師、彫師、摺師ら「匠」たちの手技

拡大に大きく寄与した。それを支えたのは、
「大小」
（絵画的な略

今回のシンポジウムにおける講演やディスカッションは、浮世

であった。江戸時代の前期に誕生し、江戸庶民の娯楽品として愛

などの作品や、近代に活躍した浮世絵師とその末裔たちが、彼の

絵が近代文学に与えた影響を考える好機となった。同様に鏡花研

好された浮世絵は、錦絵の登場により鮮やかな色彩表現を得て、

暦）交換会に興じた好事家（趣味人）の豊かな発想と財力、そし

究においても、鏡花が所有していた草双紙や錦絵作品の再調査の

まさに江戸を代表する土産物「江戸絵」としても普及し、日本各

文学作品に及ぼした影響について試論を述べた（注二）
。

重要性があらためて認識される結果となった。本稿では、泉鏡花

地に知られるところとなった。

と、従来の木版技術は需要者にとっての新鮮さを失い、浮世絵も

近代になり、写真や石版画といった新たな表現媒体が普及する

とその世界に影響を与えた浮世絵師、挿絵画家の動向を切り口に、
江戸時代後期から明治期にかけて変容する浮世絵師、および木版
出版業界に関わる動向の一端に触れることとする。

衰退の途をたどる。一方で、新聞や小説などの出版物の分野にお
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21

たため、明治期に写真や石版画といった西欧の新技術が導入され

浮世絵は鑑賞用としてだけでなく、
「情報誌」としての機能も有し

いては、浮世絵師やその末裔たちによる挿絵の需要があり続けた。

五〜一九六二）が、その旗手となった。近代の画商として名をは

たどっていた浮世絵版画を憂いた浮世絵商の渡邊庄三郎（一八八

登場する。海外では高い評価を受けながら、国内では衰退の途を

進し、伝統的な木版技術の保存と近代化を目指した「新板画」が

浮世絵の中心的な主題である風俗的な表現、特に美人画、役者絵、

ても、それらに柔軟に対応しながら、身近な愛好品、また便利な
錦絵の制作工程は、版元の管理の下、絵師、彫師、摺師ら、複

風景画、花鳥画を軸に木版画制作を推し進め、当時から需要の多

せた小林文七（一八六一〜一九二三）のもとで修業した渡邉は、

数の匠たちの共同作業によって完成する。しかし、明治末頃の美

かった「輸出」用の作品制作も視野に入れた、精力的な出版活動

メディアとして活用され続けた。

術業界の動向の一部に、日本古来の分業による製作工程を工業的

をおこなった。この活動の中核をなした画工が、橋口五葉（一八

その作風から「大正の歌麿」とも称される橋口五葉は、狩野派

なものとし、これを改めようとする動きが生じる。その一つとし

七（一九〇四）年に文芸雑誌『明星』に掲載された、洋画家の山

の流れを汲む橋本雅邦に入門し、東京美術学校西洋画科を経て画

八〇〜一九二一）や伊藤深水（一八九八〜一九七二）らであり、

本鼎（一八八二〜一九四六）作「漁夫」が始まりとされる。山本

家として活動を始めた。渡邉庄三郎の依頼で、大正四（一九一五）

て、自ら描き、彫り、摺るという「自画自刻自摺」をモットーと

は、雑誌『みづゑ』の連載「版のなぐさみ」
（一九〇七〜〇八）に

年に木版画の版下絵を手掛け「浴女」を発表、錦絵期を代表する

彼らはまさに浮世絵の流れを汲む面々であった。

て西洋版画の思想を紹介、明治四〇（一九〇七）年には山本とと

美人画の名手である鈴木春信や喜多川歌麿らの作風を学び、欧米

した「創作版画」運動が推進された。一般に創作版画は、明治三

もに印刷局に勤めた経験も有する洋画家の石井柏亭（一八八二〜

人をもターゲットとした、時代に適した作風を模索した（注三）。

夏目漱石著『吾輩は猫である』
（明治三八（一九五〇）年刊）の装

一九五八）、さらに森田恒友（一八八一〜一九三三）らと美術誌
しても知られる織田一磨（一八八二〜一九五六）らとともに日本

丁を皮切りに、本稿の軸となる泉鏡花、さらには永井荷風など文

橋口五葉の重要な活動の一つに、装丁家としての活躍があった。

創作版画協会を結成する。こういった一連の動向により、彼らの

壇を代表する作家の装丁を手がけ、彼らとも深い交流を持ったこ

『方寸』を刊行、のち大正七（一九一八）年には、浮世絵研究者と

活躍は大きな注目を集めるようになった。

五葉に続いて渡邉の下で版下絵制作に励んだのが、日本画家の

とが知られる。

て「芸術性」が再検討される一方で、明治三〇年前後から昭和に

伊東深水であった。深水は明治四四（一九一一）年に、歌川派の

さて、浮世絵版画のように分業によって制作される作品に対し
かけて、従来の浮世絵出版と同様に匠の分業による作品制作を推
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動に参加、「対鏡」
（一九一六）など当代の美人風俗に取材した版

流れを汲む鏑木清方に入門し、大正五（一九一六）年に新版画運

岡芳年（一八三九〜九二）の流れを汲んでいる。

七九七〜一八六一）
、その弟子で「最後の浮世絵師」と称される月

崎英朋の二名は、江戸時代後期に活躍した浮世絵師の歌川国芳（一

→年英→ 英朋

明治期に活躍した浮世絵師の多くが、幕末期の最大勢力であっ

→重政
（三代広重）

→豊広→広重
（初代）
→重宣（二代広重）

→芳藤

→暁斎

→ 国芳 → 芳年 →水野年方→ 清方 →輝方

→二代国貞
（四代豊国）
→三代国貞

豊春→豊国→ 初代国貞（三代豊国）
→国周→周延→延一

○表一「歌川派略系図」

画を手掛け、新時代の浮世絵の世界を構築した（注四）
。
周知のように、日本近代の文学界は、美術業界とも浅からぬ関
係を持ちながら展開してきた。挿絵やカットをふんだんに採用し
た『ホトトギス』や『明星』、また後期印象派やロダンなどの西欧
の芸術を積極的に紹介した『白樺』などの文芸誌の創刊が相次ぎ、
枚挙にいとまがない。これらの社会背景をふまえ、次章で鏡花と
装丁の携わった画家たちについて、具体例を挙げて論じてみよう。
３．泉鏡花と挿絵画家─鏑木清方、鰭崎英朋、橋口五葉、小村雪岱
和本から洋式の装丁へと移行する過程で、前掲の橋口五葉を筆
頭に、小村雪岱、伊東深水、川瀬巴水などの日本画家、さらには
藤島武二をはじめとする洋画家も、口絵や装丁の分野に起用され、
公刊された鏡花の単著は、逝去の翌月刊行の『薄紅梅』を含め

れる美人画に興味を持っていたことをかんがみると、芳年の要素

安達が原一つ家の図」
【図三】の図を好み、その怪奇性や妖気あふ

た歌川派に属していることは事実であるが、鏡花が芳年の「奥州

ると、実に一〇九冊にもぼる。先述のように、物語のみならずそ

を色濃く継承し、さらに耽美的な世界を構築した清方や英朋に多

話題をさらった。

の装丁にもこだわりを持った鏡花本の口絵や装丁には、日本画、

くの作画をゆだねたことは、ごく自然な流れといえよう。

鏑木清方 橋口五葉 小

平成一八（二〇〇六）年に泉鏡花記念館にて、企画展「鏡花本

洋画の分野を問わず数々の著名な画家が携わっている。特に、鏑
木清方（一八七八〜一九七二）、鰭崎英朋（一八八一〜一九六八）
、

鰭崎英朋

装丁美の世界

４人の画人

橋口五葉、小村雪岱（一八八七〜一九四〇）の四名は、鏡花の世

村雪岱」が開催された。その際の出品作を軸に、四名の画家が携

わった鏡花作品を一覧形式に再構成したのが左の表である。

界観を深め、その一端を視覚化することに大いに貢献した。
下記の「歌川派略系図」にあるように、このうち鏑木清方、鰭
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表二「鏡花本と四人の画家」

４人の画人

鰭崎英朋

鏑木

小村雪岱』二〇〇六年）に掲載された作品を軸に、

装丁美の世界

注一・本表は、下記の文献（泉鏡花記念館・財団法人金沢文化振興財
橋口五葉

団編集・発行『鏡花本
清方

（箱・表紙）
・明治四四年一月・籾山書店刊
橋口五葉 『三味線堀』

（一八八〇〜 『銀鈴集』
（箱・表紙）
・明治四四年十月・隆文館刊

『桜草』
（箱・表紙）
・大正二年三月・文芸書院刊

『南地心中』
（箱・表紙）
・大正元年十二月・文芸書院刊

『国貞えがく』
（箱・表紙）
・明治四五年四月・春陽堂刊 【図五】

『遊行車』
（箱・表紙）
・大正二年六月・尚栄堂刊

一九二一）

代順に整理し一覧化したものである。

『乗合船』
（箱・表紙）
・大正二年十月・春陽堂刊

鏡花作品に深く関与した四名の画家が手掛けた鏡花本を、画家別、年
注二・本表掲載の作品中、複数の画家が携わった作品二点に関して

『風流線』
（表紙・口絵）
・明治三七年十二月・春陽堂刊

（一八八七〜 『鏡花選集』
（表紙・表見返し・裏見返し）・大正四年六月・春陽堂刊

小村雪岱 『日本橋』
（表紙・表見返し・裏見返し）・大正三年九月・千章館刊

（箱・表紙）
・大正二年十二月・鳳鳴社刊（口絵・鏑木清方）
※ 『恋女房』

『相合傘』
（箱・表紙・口絵）
・大正三年七月・鳳鳴社刊

『紅玉』
（カバー・表紙）
・大正二年十二月・植竹書院刊

は、頭に※印を付した。

（作品名）

鏑木清方 『三枚続』
（表紙・口絵）
・明治三五年一月・春陽堂刊

（画家）

『誓の巻』
（表紙・口絵）
・明治三九年一月・日高有倫堂刊

（一七八七〜 『田毎かゞみ』
（カバー・表紙・口絵）
・明治三六年一月・春陽堂刊
一九七三）

『紅梅集』
（表紙・表見返し・裏見返し）・大正七年一月・春陽堂刊

『由縁文庫』
（箱・表紙）
・大正五年十月・春陽堂刊

『星の歌舞伎』
（箱・表紙）
・大正五年八月・平和出版社

『式部小路』
（表紙・口絵）
・明治四十年一月・隆文館刊

『愛艸集』
（表紙・表見返し・裏見返し）・大正七年七月・春陽堂刊

一九四〇）

『高野聖』
（カバー・表紙・口絵）
・明治四一年二月・佐久良書房刊

『友染集』
（表紙）・大正八年一月・春陽堂刊

『無憂樹』
（表紙・口絵）
・明治三九年六月・日高有倫堂刊

『神鑿』
（口絵）
・明治四二年九月・文泉堂書房刊（カバー・表紙・岡

『芍薬の歌』
（表紙・表見返し・裏見返し）・大正八年三月・春陽堂刊

『銀燭集』
（表紙）・大正九年十月・春陽堂刊

野栄）

『絵本辰巳巷談』
（箱・表紙）
・大正九年十一月・春陽堂刊

『恋女房』
（口絵）
・大正二年十二月・鳳鳴社刊（箱・表紙・橋口五葉）
（口絵）
・昭和一四年十月・中央公論社刊（箱・表紙・小村
※ 『薄紅梅』

五葉）

（箱・表紙）
・昭和十四年十月・中央公論社刊（口絵・橋口
※ 『薄紅梅』

『斧琴菊』
（箱・表紙・裏表紙）
・昭和九年三月・昭和書房刊 【図七】

刊

『ゆかりのおんな櫛笥集』
（箱・表紙・口絵）・大正十年八月・春陽堂

※ 雪岱）

鰭崎英朋 『続風流線』
（袋・表紙・口絵・明治三八年八月・春陽堂刊 【図四】）
『愛火』
（表紙・口絵）
・明治三九年一二月・春陽堂刊

（一八八一〜 『伊勢の巻』
（表紙・口絵）
・明治三八年十月・春陽堂刊
一九八八）

『婦系図』前編（カバ－・表紙・口絵）・明治四一年二月・春陽堂刊
『婦系図』後編（カバ－・表紙・口絵）・明治四一年六月・春陽堂刊
『参宮日記』
（口絵）
・大正三年一月・春陽堂刊（箱・表紙・名取春仙）
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岱は大正三（一九一四）年、二七歳の折に『日本橋』の装丁で初

岱は中では最多で一三件の鏡花本に関わっていることとなる。雪

鰭崎英朋が六件、鏑木清方と橋口五葉がともに一〇件、小村雪

浮世絵風の洒脱な作風を得意としたという点で一致する。

七二五？〜七〇）への私淑が感じられる作品を多数手掛けており、

あった喜多川歌麿（一七五三？〜一八〇六）
、雪岱は鈴木春信（一

刊行された『続風流線』の口絵【図四】に描かれた水中の男女の

正初期にかけて関わっており、中でも明治三八（一九〇五）年に

日本画家として活動を始めた。鏡花本には、明治三〇年代から大

に挿絵を描いていた右田年英（一八六三〜一九二五）に入門し、

繊細で幻想的な美人画を得意とする英朋は、一七歳の時に新聞

七）
、のちの三代豊国である。浮世絵美人画の分野では、おおよそ

戸時代後期に活躍した初代歌川国貞（一七八六〜一八六五）
（注

（一九一〇）年刊『太陽』）である。ここに登場する国貞とは、江

するが、中でも最も特徴的な例が『国貞えがく』
（初出は明治一〇

た。泉鏡花の作品にも、しばしば浮世絵師の名前や作品名が登場

春（一七三五〜一八一四）を祖とする歌川派の絵師の活躍であっ

江戸後期から幕末にかけて浮世絵界を支えていたのは、歌川豊

図は、幻想的、かつ芝居の一場面を見るような迫力もあり、今も

一〇年程度で人気絵師が入れ替わる中、国貞はとりわけ長くトッ

めて鏡花本に関与し、以後のほとんどの作品を手がけている。

高い評価を得ている。

プの座にい続けた（注八）。

先述の通り幼い頃に母を亡くした泉鏡花の作品には、亡き母へ

鏑木清方は、その生涯で挿絵の芸術性を主張し続けたが、その
一環として「卓上芸術」という表現を用いている。
「壁面に掲げる

の憧憬や、母の思い出と重なる錦絵に対する特別な感情が反映さ

れていることがたびたび指摘されている。以下、鏡花作『国貞え

ものでなく、卓上に伸べてみる芸術の一形式」を指すもので、日
本古来より親しまれ愛されてきた物語絵画、とりわけ絵巻や絵草

「それでは、母親、御苦労でございます。
」
「何んの、お前。
」と

がく』
（初出『太陽』明治一〇（一九一〇）年）にもその一端が端

が、妖力を持った美女を主人公とした『高野聖』
（明治四一年二月）

納戸へ入って、戸棚から持出した風呂敷包が、その錦絵で、国

子のように文学と絵画が一体化した芸術作品の再評価を促すもの

の口絵では、物語の内容にふさわしい妖艶な女性像を描いている。

貞の画が二百余枚、虫干の時、雛祭、秋の長夜のおりおりごと

的に示されているので、ここに一部を抜粋する。

胸元に手を入れ、うつむき加減で佇む「魔性の女」は、江戸時代

に、馴染の姉様三千で、下谷の伊達者、深川の婀娜者が沢山い

ともとれる（注五）。従来、清らかな美人画で名をはせた清方だ

中期に京都で活躍した円山応挙（一七三三〜九五）の幽霊図（注

言った。
「いや、見ますまい。」と顔を背向ける。祖母は解き掛

る。祖母さんは下に置いて、「一度見さっしゃるか。
」と親父に

一方、装丁や挿絵で名をはせた五葉、雪岱は、浮世絵師への直

けた結目を、そのまま結えて、ちょいと襟を引合わせた。細い

六）を彷彿とさせる、妖しい美しさである。
接的な師事は認められないものの、五葉は浮世絵美人画の名手で
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売って金子に代えるのである、と思った。……顔馴染の濃い紅、

ぞ。」と小さな声して言聞かせた。織次は小児心にも、その絵を

離れてもの、蜘蛛男に買われさっしゃるな、二股坂へ行くまい

へ下りようとして、暗い処で、
「可哀やの、姉様たち。私が許を

作で、柳亭種彦作『偐紫田舎源氏』を登場させていることは注目

応賀作『釈迦八相倭文庫』と共に、国貞が関わった合巻本の代表

も、
「金沢もの」の集大成の「由縁の女」の中に、母ゆかりの万亭

前の作風に思いを寄せていたようである。
『国貞えがく』のほかに

鏡花は浮世絵師のなかでも、国貞、特に三代豊国を襲名する以

の典拠に気づくことができたのではないだろうか。

薄紫、雪の膚の姉様たちが、この暗夜を、すっと門を出る、……

に値する（注九）
。

半襟の半纏の袖の下に抱えて、店のはずれを板の間から、土間

と偶と寂しくなった。が、紅、白粉が何んのその、で、新撰物

画面に、手拭いで顔を拭く女性が描かれている。
「大正期の歌麿」

月・春陽堂刊）
【図五】の表紙の一部には、色紙型に切り取られた

たい。五葉が装丁や口絵を手掛けた『国貞えがく』
（明治四五年四

後の三代豊国ゆかりの図像が使用されていることを指摘しておき

絵の魅力も相まって大流行した。主人公光氏は様々な錦絵にも描

がら、江戸風の洒落を盛り込んだ内容で、国貞の芝居がかった挿

巻の先駆けとなった『田舎源氏』は、
「源氏物語」に題材をとりな

ははじめ読本を手掛け、後に合巻作者として名をはせた。長編合

原典よりも身近な「第二の源氏物語」ともなっていた。柳亭種彦

種彦の代表作『偐紫田舎源氏』
【図二】は、「源氏物語」を素地

と称された五葉らしく、瓜実顔の容貌にはわずかに歌麿の風情も

かれ、浮世絵出版界にも「源氏絵」という一ジャンルを形成した。

理書の黒表紙が、四冊並んで、目の前で、ひょい、と躍った。
」

漂うが、髪型は国貞時代のもので、初代歌川国貞の錦絵「流光六

しかし当時の大奥に取材したとの理由で幕府から絶版を命じられ、

に作られた江戸後期の合巻本で、江戸後期の庶民層に深く浸透し、

小倉庵」
【図六】などの美人画に着想を得て、一部を切り取

ここで、鏡花本には複数の錦絵由来の図案、とりわけ初代国貞、

花撰

出版半ば、三八編で幕を閉じた。御家騒動と宝の詮議という合巻

の王道を行く内容と、歌舞伎の舞台を見るような国貞の豪奢な世

り「大首絵」風に構成したものと想像される。
さらに雪岱が装丁を手掛けた『斧琴菊』
（昭和九年三月・昭和書

江戸時代後期に流行した草双紙の類は、浮世絵師の挿絵と文学

界観は、古典や耽美を好む鏡花の好みに適うものだったことは容

らいを置き、上半身裸で糠袋を手に体を洗う美人の姿が転用され

が相乗効果を生み出した代表的な例である。草双紙は江戸時代の

房刊）の裏表紙【図七】にも、国貞が三代豊国を襲名後に描いた

ている。背景や衣装の模様、たらいの形状など部分的に改変しな

小説の一分野で、通俗的な仮名書き小説に挿絵を施した出版物の

易に想像される。

がらも、主となる女性像はほぼ忠実に写されている。
「江戸名所百

総称である。庶民の代表的な娯楽品で、明治一〇年代まで刊行さ

「江戸名所百人美女 御殿山」
【図八】から、傍らに湯を張ったた

人美女」は彼の美人画の代表作であるため、鑑賞者の多くは、そ
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れていた。小ぶりな形状が特徴で、一七世紀後半頃、子ども向け

れたことはごく自然な出来事であったと思われる。

一枚摺の版画が誕生した経緯もあり、その流れが近代まで継承さ

戸の情趣を理解し、物語と絵画の在りかたに通じた優れた画家た

このように、
「挿絵の黄金時代」を象徴する洒脱な鏡花本は、江

の平易な内容の「赤本」にはじまり、黒本、青本、黄表紙、そし
て合巻へと移行した（注一〇）合巻の中には、長編のため数十か
ら百冊に及ぶ例もあった。
特に江戸時代の版本類を好んだ。状態の良い全巻揃いの美品を好

ひいては江戸後期から幕末期の一種退廃的な浮世絵の美意識が認

もつ鏡花作品の世界観の根底には、江戸から脈々と続く草双紙の、

ちによって支えられていた。また幻想的でどこか懐古的な情趣を

んで収集しており、慶應義塾図書館に鏡花が収集した蔵書が一括

められるのではないだろうか。

本稿冒頭に記したように、鏡花は自身でも数多くの蔵書を有し、

して寄贈された際に作成された覚書（注一一）には、草双紙を除

（注一：吉田昌志「泉鏡花における文と絵との交わり」
『アナホリ

く読本などの蔵書が一覧で記されている。また、鏡花の妻が所有
していたという鏡花自筆の草双紙目録（注一二）には、計八三件

ッシュ國文學』第六号春

鏡花自筆の草双紙目録によると、とりわけ鏡花が愛好した作者

ポジウム「怪異の泉─鏡花 幻影の本棚」
（於・金沢二一世紀美術

（注二：本稿は平成二七年一〇月一八日、泉鏡花記念館主催のシン

二〇一五年四月 響文社 ほか。
）

の草双紙の題名が挙がっている。
は柳亭為彦であったようだ。鏡花は『偽紫田舎源氏』全三八冊揃

館）の講演録に加筆、修正を加えたものである。当日の概要は、

北國新聞（平成二七年一〇月二〇日・朝刊）に掲載された。）

いを二種類有しており、そのうち一揃い分の表紙をはがし、六曲
一双の貼り交ぜ屏風に仕立てて愛用したことが知られている（
【図

（注三：橋口五葉の美人木版画の代表作としては、ほかに「化粧の

女」
（一九一八）
、
「髪梳ける女」
（一九二〇）などがある。
）

一】参照）。現在この屏風は、鏡花が収集した草双紙や錦絵などの
遺品と共に、慶應義塾図書館に寄贈されており、鏡花がこれら草

（注四：伊藤深水は美人画のほか、名所絵も得意とした。代表作に

（注五：清方は卓上芸術について、「会場芸術と、床の間芸術との

双紙に描かれたキャラクターを傍らに飾りながら、執筆の構想を
現代においては、鑑賞性の高い「錦絵」や一点物の「肉筆画」

他に一つの分野として新たに認識されるべきもの」とし、また「画

「近江八景」
（一九一七）などがある。
）

が浮世絵の本流と思われがちであるが、読本や合巻本などの人気

巻、画帖又は挿絵などの、壁面に掲げるものでなく、卓上に伸べ

練っていたことが想像される（注一三）
。

出版物を支えたのも、浮世絵師たちの卓越した挿絵であった。そ

てみる芸術の一形式を指して云った」と述べている。
）

（注六：藤澤紫著「浮世絵と美人─リアリズムとファンタジー─」

もそも浮世絵は、版本の挿絵から始まった。魅力的な絵を純粋に
楽しみたいという需要に応じ、次第に版本の絵画部分が独立して
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目の「渡船場」を経営する父庄兵衛の子に生まれる。姓は角田、

（注七：初代歌川国貞略伝 天明六（一七八六）年、江戸本所五ツ

嘉永期（一八四八〜一八五四）
・安政期（一八五四〜一八六〇）
・

八） 歌川豊国・歌川国貞（三代豊国）
・歌川国芳・渓斎英泉など

天 保 期（ 一 八 三 〇 〜 一 八 四 四 ） 〜 弘 化 期（ 一 八 四 四 〜 一 八 四

〇） 歌川豊国・歌川国貞・菊川英山・渓斎英泉・葛飾北斎など

名は庄蔵、後に肖造と名乗る。初代歌川豊国に入門し、五渡亭、

萬延（一八六〇〜六一）
・文久（一八六一〜六四） 三代豊国・歌

（『聚美』四号 二〇一三年 青月社）参照。
）

香蝶楼、三代豊国襲名後は一陽斎と号する。浮世絵師としては最

（注九：特に『偐紫田舎源氏』は文中にも登場するほか、国貞の挿

川国芳など。
）

た。合巻の挿絵、役者絵や美人画などの錦絵を手掛ける。合巻で

絵に描かれた場面を彷彿とさせる風俗描写が複数見られることが

も作品数が多く、広重、国芳と共に「歌川派の三羽烏」と称され
は柳亭種彦との競作が多く、共に文化一二（一八一五）年初編刊

（注一〇：これらの名称は表紙の色に由来する。合巻本は数冊を合

指摘されている。
）

化（一八〇四〜一八）末から文政期（一八一八〜三〇）にかけて

わせて綴ったことからの名称。多くは中本（縦約一八×横約一三

行の『正本製』、『偐紫田舎源氏』などで名声を得る。錦絵では文
「大当狂言之内」、
「星の霜当世風俗」、
「今風化粧鏡」などがヒット

センチメートル）で、各五丁（一〇頁）からなる。
）

出品された。
）

一九四一年四月）

一九四二年四月）

慶應義塾図書館所蔵

幻影の本棚」展（平成二七年九月）にも

─ふじさわ むらさき・文学部非常勤講師─

念館「怪異の泉─鏡花

屏風を含む五二件の遺品が出品された。また同屏風は、泉鏡花記

泉鏡花遺品展」が開催され、
『偐紫田舎源氏』の表紙を貼り交ぜた

（注一三：平成二一年一一月に「番町の家

一六巻「月報」第一九号

（注一二：長谷川覺「鏡花先生の「草双紙」目録」
『泉鏡花全集』第

報」第一四号

（注一一：長谷川覺「泉鏡花蔵書目録」
『泉鏡花全集』第三巻「月

する。弘化元（一八四四）年に豊国を襲名し二代を称したが、既
に兄弟子の豊重が二代を襲名していた為、実際は三代目であった。
最晩年に錦昇堂から出版された役者大首絵の揃物は彫、摺の完成
度も高く、集大成として名高い。）
（注八：錦絵期の浮世絵界における美人画の流れはおおよそ以下の
とおりである。
明和期（一七六四〜一七七二） 鈴木春信・勝川春章・礒田湖龍
斎など
安 永 期（ 一 七 七 二 〜 一 七 八 一 ） 〜 天 明 期（ 一 七 八 一 〜 一 七 八
九） 勝川春章・鳥居清長など
寛 政 期（ 一 七 八 九 〜 一 八 〇 一 ） 〜 享 和 期（ 一 八 〇 一 〜 一 八 〇
四） 歌川豊国・喜多川歌麿など
文 化 期（ 一 八 〇 四 〜 一 八 一 八 ） 〜 文 政 期（ 一 八 一 八 〜 一 八 三
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図一：泉鏡
『偐紫田舎源氏』表紙を貼った屏風の前で） 
 花写真（
昭和元（一九二五）年頃 泉鏡花記念館・協力

図二：初代
 歌川国貞画 『偐紫田舎源氏』初編表紙・三丁裏四丁表
国立国会図書館



泉鏡花記念館・協力

図三：月岡芳年画 「奥州安達が原一つ家の図」 東京国立博物館

図四：泉鏡花作・鰭崎英朋画 『続風流線』挿絵
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小倉庵」 全図・部分 

図五：泉鏡
 花作・橋口五葉装丁 『国貞えがく』表紙・部分
泉鏡花記念館・協力

図六：歌川
 国貞 「流光六花撰
早稲田大学演劇博物館





御殿山」 東京都立図書館

図七：泉鏡花作・小村雪岱装丁 『斧琴菊』表紙・同裏表紙
昭和書房 泉鏡花記念館・協力

図八：歌川国貞画「江戸名所百人美女
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論

文

井

上

貴

取締役の第三者に対する責任に関する一考察

二、対第三者責任

也

本稿では、事例を通して論点の整理・検討を行いたい。

条の判例は上場会社に関する裁判例も散見できるところであり、

─上場企業に関する事案を参考に─

一、はじめに
二、対第三者責任
三、上場企業に関する近時 の 裁 判 例
四、むすびにかえて

会社法四二九条は、役員等（＝取締役、会計参与、監査役、執

法として用いられてきた。取締役の責任について会社の法人格を

小企業における倒産事例において、取締役個人への責任追及の方

従来、取締役の第三者に対する責任に関する判例はいわゆる中

四二九条、とくに第一項は、中小会社が倒産して会社から債権を

第三者に生じた損害を賠償する責任を負う旨を規定する。会社法

または重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって

規定している。一項では、役員等がその職務を行うについて悪意

行役または会計監査人〔四二三条一項〕
）の第三者に対する責任を

隠れ蓑にして取締役が責任追及を免れるような事案においては、

回収できなくなった会社債権者が取締役の個人責任を追及しよう

一、はじめに

いわゆる「法人格否認の法理」の役割を果たしてきたと言っても

とする場合に用いられることが多い。会社と支配株主の法人格の
替的な機能を果たしてきた。

（１）

異別性を否定してその個人責任を追及する法人格否認の法理と代

いいであろう。
本稿では、会社法四二九条およびこれに関する最近の裁判例に
ついて考察を加えるものである。ところで、近年、会社法四二九
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において、この条文の内容は維持され、二項とされて、一項に取

年商法一七七条）という規定が設けられた。明治四四年商法改正

モ其取締役ハ第三者ニ対シ連帯シテ損害賠償ノ責ニ任ス」
（明三二

反スル行為ヲ為シタルトキハ株主総会ノ決議ニ依リタル場合ト雖

本条は、明治三二年商法制定の際に「取締役カ法令又ハ定款ニ

についていうのか、取締役・執行役の対外関係についていうのか、

のか、③本条の悪意又は重過失は、取締役・執行役の任務の懈怠

じる場合）に限られるか、それとも、直接・間接の両損害を含む

怠行為から会社が損害を被り、その結果として第三者に損害が生

三者に損害が生じる場合）に限るか、間接損害（取締役の任務慨

損害（会社の損害の有無を問わず、取締役の任務懈怠行為から第

（２）

が認められるのか等の論点がある。

（４）

④本条の責任と競合して民法の不法行為（民法七〇九条）の責任

締役の会社に対する任務懈怠の責任が規定されていた。
その後、昭和二五年改正商法は、対第三者責任に関する規定を
再び取締役の対会社責任に関する同法二六六条から独立させて二
六六条ノ三と改正された。

償ノ責ニ任ズ 重要ナル事項二付株式申込証、社債申込証、目論

アリタルトキハ其ノ取締役ハ第三者ニ対シテモ亦連帯シテ損害賠

まれるかについては争いがある。また、
「第三者」の一般的意義を

は争いはないが、
「間接損害」の場合、
「第三者」に「株主」が含

会社法四二九条一項の「第三者」に「債権者」が含まれること

１、
「第三者」の範囲について

見書、第二八一条ニ掲グル書類若ハ第二九三条ノ五ノ附属明細書

考慮しても「株主」を排除する理由がないとして、条文では「直

一項では「取締役ガ其ノ職務ヲ行フニ付悪意又ハ重大ナル過失

ニ虚偽ノ記載ヲ為シ又ハ虚偽ノ登記若ハ公告ヲ為シタルトキ亦同

学説では、
「間接損害」について「株主」を含むとする説を「株

接損害」
「間接損害」が区分されていない。

特徴としては、昭和二五年改正では、取締役の主観的責任要件

主包含説」
、一方、
「間接損害」について「株主」を含まないとす

ジ」と規定されていた。
として「悪意又ハ重大ナル過失」を規定したことである。その後

る説を「株主除外説」と分類して説明をしている。

①「株主包含説」とは、
「間接損害」の場合にも「株主」を含む

（５）

の平成一七年会社法改正で、
「会社法四二九条 役員等がその職務
を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等

と解する説である。その理由としては、株主代表訴訟によっても

（６）

は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
」と

なお回復されない場合が存在するためである。また、株主を含む

を強化するほうがその立法趣旨に沿うこと、取締役の責任免除に

（７）

規定された。本規定は、旧商法二六六条ノ三第一項（平成一七年

ほうが法文に沿った文言どおりの解釈であること、取締役の責任

会社法四二九条一項の規定による責任の性質については、①特

総株主の同意を要する旨の規定（旧商二六六条五号（会社法四二

（３）

改正前）を引き継いだ規定である。
別法定責任か、不法行為責任か、②第三者の被った損害は、直接
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四条）との矛盾がないこと、等の理由が挙げられている。
②「株主除外説」は、
「間接損害」の場合には「第三者」に「株
主」を含まないと解する考え方である。この説の論拠として、①
株主は株主代表訴訟により取締役の責任追及が可能であり、②取

そこで、Ａ社の株主であるＸは、 社及びのＡ社の取締役 ら
（９）

に対し、法令を遵守して経営をするべき義務を怠ったとして、不
法行為に基づく損害賠償を求めた。

るのは、取締役の会社に対する責任の免除に総株主の同意を必要

うことになる、③そのため会社への損害賠償を免除することにな

消滅しないため、取締役が株主と会社とに対して二重に責任を負

全株主が平等に不利益を受けた場合、株主ためには、特段の事由

る株式会社の取締役の過失により悪化して株価が下落するなど、

証券取引所などに上場され公開取引がなされている公開会社であ

Ⅹが主張した不法行為による損害賠償請求権について、
「株式が

〔裁判所の判断〕

とする規定に矛盾し、④特定の株主が早いもの勝ちに奪い取ると

がない限り、商法二六七条に定める会社に代位して取締役に対し

（８）

いう不当な結果を招くこと、が理由として挙げられ、株主を除外

損害賠償をすることを求める株主代表訴訟を提起する方法によら

２、裁判例

をすることを求める訴えを提起することはできないと解すべきで

た乳製品を喫食した消費者が食中毒を発症する事故が続発し、そ

会社及び株主に対し、二重の責任を負うことになりかねず、これ

株主に対する直接の損害賠償請求ができるとすると、取締役は、

するという関係にあること、②仮に株主代表訴訟のほかに個々の

れにより甲社ブランドの信用が低下し、 会社及びその子会社で

平成一二年六月以降、 会社（甲乳業株式会社）が製造販売し

ある。その理由は、①会社が損害を回復すれば株主の損害も回復

なければならず、直接民法七〇九条に基づき株主に対し賠償請求

すべきことが主張されてきた。

締役が株主に賠償しても会社の取締役に対する損害賠償請求権が

Y2

が極端に減少したため、経営危機に陥る事態となった。その後Ａ

になるものと偽って売却した不祥事が発覚し、その結果、売上げ

売不振対策としての救済買上制度を悪用し、対象外の牛肉も対象

上げが減少した。その後、牛海綿状脳症（ＢＳＥ）による牛肉販

肉食製品の加工製造等を業とするＡ会社の販売する食製品の売り

も反する上、会社債権者に劣後すべき株主が債権者に先んじて会

すると定めている商法二六六条五項と矛盾し、資本維持の原則に

対して負う法令違反等の責任を免れるためには総株主の同意を要

により会社に対する責任が免責されるとすると、取締役が会社に

を避けるため、取締役が株主に対し直接その損害を賠償すること

平等を生ずることになることである。以上のことを考慮して、株

社財産を取得する結果を招くことになるほか、株主相互間でも不

無価値となった。

会社は、解散し清算会社となった。これにより、Ａ会社の株式は

Y1
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Y1

〔事実の概要〕
Y1

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

代表取締役として選任されていたＹが、社長印及び自己の氏名

0

0

0

式会社の取締役の株主に対する責任については、商法二六六条が

0

0

0

のゴム印を他の代表取締役であるＡに預け、会社の業務一切をＡ

0

0

0

会社に対する責任として定め、その責任を実現させる方法として

0

0

0

に任せきりにしていたところ、Ａは、会社の資産状態が既に相当

0

0

0

商法二六七条が株主の代表訴訟等を規定したものと解すべきであ

0

0

0

悪化していることを知りながら、Ｘから鋼材を買い入れ、代表取

0

0

0

0 0

0

0

0

る。そして、その結果として、株主は、特段の事情のない限り、

0

0

0

締役Ｙ名義の約束手形を振り出したが、当該約束手形金を支払え

0

0

商法二六六条ノ三や民法七〇九条により取締役に対し直接損害賠

ず、Ｘに損害を与えたという事案である。

0

0

償請求することは認められないと解すべきである。また、株式が
0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

多数意見は、
「取締役は、会社に対して受任者として善良な管理

0

0

0

0

0

0

0

証券取引所に上場されるなどして公開され多数の株主が市場で株
0 0

0

0

0

0

0

者の注意義務を負い（商法二五四条三項、民法六四四条）
、また、

0

0 0

0 0

0

0

0

式を売買している公開会社においては、株主は、特段の事情のな

忠実義務を負う（商法二五四条ノ三）ものとされている。取締役

0

0

0

0

0

0

い限り、いつでも自由に市場において株式を処分することができ

は、右義務に違反して第三者に損害を被らせたとしても、当然に

0

0

0

0

0

るので、取締役の過失により株式会社の業績が悪化して株価が下

損害賠償の義務を負うものではない。しかし、法は、株式会社が

0

0

0

0

落しても、適時に売却することにより損失を回避ないし限定する

経済社会において重要な地位を占めていること、しかも株式会社

0

0

0

ことができるから、株主に個別に取締役に対する損害賠償請求を

の活動はその機関である取締役の職務執行に依存するものである

0

0

認める必要も少ない。もっとも、株式が公開されていない閉鎖会

ことを考慮して、第三者保護の立場から、取締役において悪意ま

0

社においては、株式を処分することは必ずしも容易ではなく、違

たは重大な過失により右義務に違反し、これによって第三者に損

0

法行為をした取締役と支配株主が同一ないし一体であるような場

害を被らせたときは、取締役の任務懈怠の行為と第三者の損害と

0

合には、実質上株主代表訴訟の遂行や勝訴判決の履行が困難であ

の問に相当の因果関係があるかぎり、会社がこれによって損害を

0

るなどその救済が期待できない場合も想定し得るから、このよう

被った結果、ひいて第三者に損害を生じた場合であると、直接第

0

な場合には、前記の特段の事情があるものとして、株主は民法七

三者が損害を被った場合であるとを問うことなく、当該取締役が

により直接第三者に損害を加えた場合に、一般不法行為の規定に

よって、その損害を賠償する義務を負うことを妨げるものではな

いが、取締役の任務懈怠により損害を受けた第三者としては、そ
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0

〇九条に基づき取締役に対し直接株価の下落による損害の賠償を

直接第三者に対し損害賠償の責に任ずべきことを規定したもので

（（

（ （

ある。…（略）…取締役がその職務を行うにつき悪意または過失

することもできると解すべきである。」と判示した。

を参照する。

会社法四二九条のリーディングケースである最高裁判所の判例

３、最高裁昭和四四年一一月二六日判決

（（

さえすれば、自己に対する加害につき悪意または過失のあること

の任務懈怠につき取締役の悪意または重大な過失を主張し立証し

とををいう。典型例としては、取締役の放漫杜撰な経営によって

損害が生じ、その結果として第二次的に第三者が損害を受けるこ

間接損害とは、取締役の任務懈怠によって、第一次的に会社に

る債権の回収が不能になったことによる損害である。取締役の放

を主張し立証するまでもなく、商法二六六条ノ三の規定により、
この判決では、先に述べた、①特別法定責任説、②間接直接両

漫経営により会社財産が減少するときは、会社との関係において

会社財産が減少して会社が倒産し、その結果として債権者が有す

損害包含説、③悪意重過失の任務懈怠説、一般不法行為競合説を

は違法と評価され、取締役の会社に対する責任（会社法四二三条

取締役に対し損害の賠償を求めることができる。
」と判示した。

とったものと理解され、その後の裁判例もこの最高裁判例の理論

一項）の問題となる。間接損害の事案においては、取締役の会社

（

（

じさせるのかまた、間接損害は、取締役による会社の利益侵害行

対する関係で違法と評価され、第三者に対する損害賠償責任を生

に対する任務懈怠は明らかであるが、さらに第三者（債権者）に

を踏襲している。
４、間接損害について
会社法四二九条一項の条文は必ずしも明確でないが、会社法四

株主の被る間接損害の救済について、会社法四二九条の対第三

為から株主が被る損害についても認められる場合がある。

務を行うについて会社に対する任務懈怠があったことが必要であ

者責任の規定によるべきではなく、株主代表訴訟を用いるべきあ

二三条一項の責任と同じく、責任の要件として、取締役がその職
る。取締役の任務は、善管注意義務（会社法三三〇条、民法六四

り、旧商法二六六条ノ三第一項〔会社四二九条一項〕の責任を否

（

四条）を払い、自己の職務を遂行することであるが、会社法三五

定する裁判例も紹介したところである。

（

五条は、とくに、取締役は、法令・定款ならびに株主総会の決議
を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならな

確かに、株主の被る間接損害の救済については、会社法四二九

５、小括

同じく、取締役が善管注意義務ないし忠実義務を尽くしてその職

条の対第三者責任の規定によるべきではなく、株主代表訴訟を用

いと規定する。取締役の任務懈怠とは、四二三条一項におけると
務を遂行することを怠ったこと（法令定款違反を含む善管注意義

社四二九条一項〕の責任を否定する裁判例も存するところである。

いるべきあり、先にも述べたとおり旧商法二六六条ノ三第一項〔会

本条一項に基づいて損害賠償の責任が追及される任務懈怠つい

しかし、株主代表訴訟制度では、株主の株式保有期間の制限、

担保提供命令、定款による単元未満株主の代表訴訟提起権の剥奪、

ては、第三者の損害の生じ方により、間接損害と直接損害に大別
されて論じられてきた。
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（（

務に違反する行為を行ったである。

（（

和解による責任の減免の可能性等の対第三者責任にはない制度が

務執行に当たると主張した。

①Ｙらの利息制限法を遵守させる任務の懈怠、②みなし弁済が成

Ｘらは、責任原因（会社法四二九条一項の要件該当性）として、

完全に回復されない場合が十分に想定されるため間接損害につい

立する体制整備に関する監視義務の懈怠、③法律的・事実的根拠

用意されている。また、株主代表訴訟制度では株主の間接損害が
ても会社法四二九条一項の適用を認める余地が十分にあると解せ

を欠く請求を顧客に対し行わないようにする社内の体制整備に関

取締役は会社に法令を遵守させることが任務に含まれるところ、

①利息制限法を遵守させる任務の懈怠を理由とする責任

する監視義務の懈怠を主張し、Ｙらはこれを争った。

られる。
なお、東京高判平成一七年一月一八日判決は、上場会社の株主
の被った間接損害について「株主除外説」を採用した。しかし、
「株主」が「間接損害」を被った場合に一般不法行為（民法七〇九
条）との競合を認めないとの見解を示している点で、前掲最大判

貸金業を営む武富士の取締役であったＹらは利息制限法および貸

金業法を武富士に遵守させることが任務の内容であった。そして、

Ｙらが取締役であった平成一六年四月の時点で、武富士の顧客に

対する制限超過部分の請求の中にみなし弁済が成立せず、貸金業

法・利息制限法に違反する状態のものがあった。しかし、その時

点で、過払金返還請求をしていない顧客に利息制限法所定の制限

利率を適用するための引き直し計算を行うには、法律上・事実上

の様々な問題があり、著しい困難があったから、Ｙらに引き直し

計算を行うべき法的義務は認められず、利息制限法を遵守させる
任務を懈怠したとはいえない。

②みなし弁済が成立する体制整備に関する監視義務の懈怠を理由
とする責任

Ｙらには引き直し計算を行うべき法的義務は認められないから、

これを前提とする貸付額の再計算措置をとるべき任務があったと
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昭四四年一月二六日とは立場が異なっている。
三、上場企業に関する近時の裁判例
最近、上場会社において取締役の対第三者責任を追及した事案

（

が散見されるようになった。以下、二つの事案を見てみる。
（

１、武富士対第三者責任事件
（１）事実の概要

額を増大させたことは、会社法四二九条の悪意・重過失による職

息請求を継続し、金銭消費貸借取引に基づいて発生する過払金の

本件は、Ｘらが、Ｙらに対し、利息制限法違反となるような利

を申し立て、同年一〇月三一日に会社更生手続開始決定がされた。

役であった者である。武富士は、平成二二年九月に会社更生手続

きた者および相続人であり、Ｙら（被告）は、武富士の代表取締

Ｘ（原告）らは、武富士との間で金銭消費貸借取引を継続して

（（

に変更することも引き直し計算を行うことが必要であり、その他

はいえない。顧客から受け取る利息を利息制限法所定の制限利率
ある。

の取締役に対し一般顧客に対する対第三者責任が問われた事案で

義務違反の有無について、消極に解したケースである。上場企業

〜

原告ら（控訴人ら）が、Ａ社の役員等であった代表取締役 およ

破産したＡ社が経営していた外国語会話教室の受講生であった

（１）事実の概要

２、ノヴァ役員責任事件

（ （

みなし弁済が成立する体制を構築・整備するためには、引き直し
計算が必要である以上、それがＹらの任務になっていたとはいえ
ない。
③顧客に対して法律的・事実的根拠を欠く請求を行わないような
社内の体制整備に関する監視義務の懈怠を理由とする責任

び取締役である被控訴人ら

に対し、①原告らとＡ社との各

法律的・事実的根拠を欠く請求か否かは、引き直し計算をしな

のような状態でなかったとしても、その後、被告らは資金流出回

て、原告らに受講契約を締結させ、②仮にＡ社の財政状態が前記

受講契約締結時において、Ａ社の財政状態は授業を継続して提供

ければ判明しないところ、当時、武富士が引き直し計算をしてい

避義務違反行為、遵法経営義務違反行為あるいはこれらの幇助行

ることを認識していたとしても、貸付元本が残っている限り、制

た事情は認められず、Ｙらがそうした認識を形成する余地はない

為により、Ａ社の経営を破たんさせたとして、被告らに対し、主

できるようなものではなく、契約を解除しても未受講分の受講料

から、法律的・事実的根拠を欠く請求を行わないよう体制を整備

位的に不法行為責任、予備的に役員等の第三者に対する責任原因

限超過部分は貸付元本に充当されるから、上記の認識だけで、制

すべき義務を負っていたとはいえない。また、引き直し計算を行

に基づき、損害賠償の支払を求めたところ、請求をいずれも棄却

を返還できない状態であるのに、被告らは企業会計原則に反する

うべき法的義務は認められないから、これを内容とする体制構築

①代表取締役

の責任

予備的請求を一部認容し、その余の控訴を棄却した事例である。

されたため、原告らが控訴した事案において、原判決を変更して

限超過部分の請求がその総額において、法律的・事実的根拠を欠

武富士が、顧客の中にみなし弁済が成立しない者が含まれてい

Y1

会計処理を行うことによりこれを隠匿し、あるいはその幇助をし

Y4

くことにはならない。

Y2

「取締役は、その職務を執行するに当たり、法令を遵守すべき義
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（（

義務も存在しない。
（２）判決の評価
本判決は、利息制限法違反の利息請求を継続した貸金業を営む
会社の取締役における法令遵守義務および体制整備に関する監視

Y1

七六七頁参照）。」

第二七〇号同一二年七月七日第二小法廷判決・民集五四巻六号一

ることも取締役の義務に属すると解される（最高裁平成八年（オ）

いて、会社が法令に違反することのないよう、当該規定を遵守す

名宛人とし、会社がその業務を行うに際して遵守すべき規定につ

務を負っており（会社法三五五条、旧商法二五四条ノ三）
、会社を

て本件解約清算規定が無効である旨の判断が示された。
」
「 は、Ａ

が相次ぎ、ついには平成一九年四月三日、本件最高裁判決によっ

取引法四九条二項一号に違反し無効であると判断する下級審判決

是正の申し入れを受け、元受講生が提起した訴訟において特定商

Ａがとっていた本件解約清算方法については、消費者団体からも

の取扱いに関するものも含まれているところ、中途解約に際して

事業者として、特定商取引法を遵守する義務を負うから、 は、

「Ａは、平成一一年一〇月以降、特定継続的役務提供取引を行う

る顧客とのトラブルの実情や、東京都による調査及び改善指導、

の代表取締役として、業務全般を掌挺しており、契約締結をめぐ

Y1

よう、法令遵守体制を構築し、必要な指示を行うべき義務を負っ

Ａの代表取締役として、Ａが同法の各規定に違反することのない

も当然認識していたと認められる。したがって、同 はＡが外国

本件解約清算方式の有効性に関する下級審判決の動向等について

「Ａは、平成一四年二月に東京都消費生活部の調査を受け、特定

為が行われないよう社内の法令遵守体制を構築すべき注意義務を

定商取引法を遵守するよう指示、指導を行うとともに、違法な行

語会話教室を開設して受講希望者と契約を締結するに当たり、特

商取引法違反行為等の指摘に基づく改善指導を受け、業務改善計

負っていたところ、上記事実経過からすると、同

は、東京都の

画書を提出し、今後の法令遵守を約束している。しかし、その後

ていたというべきである。」

Y1

を継続していたものと推記される。そのため、ついには、平成一

計画書の提出にもかかわらず、必要な是正措置を怠り、違法行為

談件数が増加を続けていたことからすると、Ａは、前記業務改善

も全国消費生活情報ネットワーク・システムに寄せられた苦情相

れるまで本件解約清算方法を改めなかったのであり、したがって、

たと認められ、また、本件最高裁判決によって無効の判断が示さ

アルや通達、指導により違法行為を指示して全社的に行わせてい

指導を受けても何らの改善策も講じないどころか、むしろマニュ

は、故意又は重過失により上記注意義務を怠ったものといわ
同

Y1

九年二月に経産省及び東京都の本件立入検査を受け、同年六月一
三日、本件業務停止処分を受けるに至ったものであり、同処分に

〜

の責任

ざるを得ない。
」
②取締役

Y4

視し、業務の執行を適正に行わせるようにするべき職責を有する

「株式会社の取締役は、代表取締役の業務執行についてこれを監

Y2

当たり、数多くの特定商取引法違反行為を指摘され、これらの違
反行為は本社の作成したマニュアルや本社からの通達・指導に基
づいて全社的に行っていたものと指摘された。
」
「また、上記の調査、処分における指摘事項の中には、中途解約

Y1
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Y1

ものであるから、取締役であった 〜

ら三名は、 の業務執行

Y4

識し得たものと考えられる」と判示し、
「 ら三名は、代表取締役

が特定商取引法違反の行為を全社的に行わせているのを

ことによりＸらに損害が生じた場合には、会社法四二九条一項、

放置し、何らの是正措置もとらなかったのであるから、重大な過

責任を負う」。
らは、名目的、形式的に取締役に就任していたに過ぎず、業

は、代表取締役として、特定商取引法を遵守するよう指示、

務は取締役会に上程された事項に限らず、代表取締役の業務執行

議題として取り上げられた形跡はない。しかし、取締役の監視義

解約清算方法の採用・維持や、その他の特定商取引法への対応が

も変わるところはない」と判断し、
「Ａの取締役会において、本件

然に負うものであり、このことはいわゆる名目的取締役について

取締役は、法令上、代表取締役の業務執行を監視すべき義務を当

監視を行う前提を欠いた立場にあったと主張したが、
「株式会社の

ある。

重過失により注意義務を怠ったとの判断がなされたことは妥当で

まで本件解約清算方法を改めなかったのであり、 が、故意又は

認められ、また、本件最高裁判決によって無効の判断が示される

や通達、指導により違法行為を指示して全社的に行わせていたと

を受けても何らの改善策も講じないどころか、むしろマニュアル

守体制を構築すべき注意義務を負っていたところ、東京都の指導

指導を行うとともに、違法な行為が行われないよう社内の法令遵

Y1

の全般に及ぶものであり、多数の受講者との間で締結する受講契

務執行に関する権限を有していなかったとして、 の業務執行の

（２）判決の評価

失による監視義務の慨怠があったといわざるを得ない」とした。

である

Y2

旧商法二六六条ノ三第一項の規定により、その損害を賠償すべき

につき監視義務を負い、故意又は重過失により監視義務を怠った

Y2

業を営む上で重要な事項であるから、これらの事項については、

法等の法令を遵守しているかどうかは、Ａが外国語会話教室の事

約の内容や新規受講者の勧誘、契約締結時の説明等が特定商取引

業務執行に関する権限を有していなかったとして、

取締役等が、名目的、形式的に取締役に就任していたに過ぎず、

取締役の監視義務の有無が論じられることが多いが、本判決では、

一般に、上場企業の場合には内部統制システム構築の観点から

の業務執行

取締役として当然関心を持って調査を行い、 の業務執行を監視

Y1

約締結の実情、受講生からの苦情やトラブルの発生等、Ａの特定

いたのであるから、日頃の業務を通じて、新規受講者の勧誘や契

部従業員として、外国語会話教室の運営に関わる業務に従事して

すべきであったということができる。また、Ｙら三名は、Ａの幹

の取締役会において、本件解約清算方法の採用・維持や、その他

ゆる名目的取締役についても変わるところはない」と判断し、
「Ａ

執行を監視すべき義務を当然に負うものであり、このことはいわ

て、裁判所は「株式会社の取締役は、法令上、代表取締役の業務

の監視を行う前提を欠いた立場にあったと主張した。それに対し

Y1

商取引法違反行為や法令遵守体制の問題点に関する事実を当然認

Y1
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Y1

Y1

Y1

Y2

の特定商取引法への対応が議題として取り上げられた形跡はない。
しかし、取締役の監視義務は取締役会に上程された事項に限らず、
代表取締役の業務執行の全般に及ぶもの」と判断しており、小規
模閉鎖会社に限らず昭和四四年最高裁判決の枠組みが上場企業に

むすびにかえて

も適用されるとした意義は大きいものと評価される。
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討を加えてきた。
「第三者」に株主が含まれるか否かについて学説
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本稿では、いわゆる上場会社取締役の対第三者責任について検
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でも対立があるところである。高裁レベルの裁判例では株主は含
まれないとの判断がなされている。しかし、担保提供制度、責任
軽減制度の観点からすると代表訴訟が認められるからといって、
直ちに会社法二四九条の責任が否定されるわけではないと考える。
最近の裁判例では、消費者からの責任追及の事案を紹介したが、
ノヴァ事件では取締役の責任が認められた意義は大きい。
上場企業の不祥事においても今後経営の適正化担保の手段とし
て第三者責任の比重が増してくるものと思われる。
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