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8月

行事予定

手続期間

「東洋通信」参照ページ

1（月）夏期1期S①
単位認定試験（筆記）第3回申込開始
（〜8/16）

2（火）夏期1期S②

P.12

3（水）夏期1期S③
4（木）夏期2期S①
5（金）夏期2期S②
夏期2期S③

6（土）窓口・電話取扱停止
7（日）夏期3期S①

学外1期S①

夏期3期S②

学外1期S②

夏期3期S③

学外1期S③

8（月）窓口・電話取扱停止（事務室休業）
9（火）窓口・電話取扱停止（事務室休業）
10（水）窓口・電話取扱停止（事務室休業）
窓口・電話取扱停止（事務室休業）

11（木）山の日

12（金）窓口・電話取扱停止（事務室休業）
13（土）窓口・電話取扱停止（事務室休業）
14（日）窓口・電話取扱停止（事務室休業）
15（月）窓口・電話取扱停止（事務室休業）
16（火）窓口・電話取扱停止（事務室休業）

単位認定試験（筆記）第3回申込締切

17（水）
春学期単位認定試験（論文）提出期限
P.33、34
（〜16：45必着）
単位認定試験（筆記）第3回受験票出力
可能日
科目等履修生（後期生）1次出願開始
（〜9/1）

18（木）夏期4期S①

春学期単位認定試験（論文）申請受付
停止期間（〜9/30）

19（金）夏期4期S②
夏期4期S③

20（土）窓口・電話取扱停止
21（日）単位認定試験（筆記）第3回
22（月）夏期5期S①

学外2期S①

23（火）夏期5期S②

学外2期S②

24（水）夏期5期S③

学外2期S③

25（木）夏期6期S①
26（金）夏期6期S②
夏期6期S③

27（土）窓口・電話取扱停止
卒業論文説明会・指導会（後期）10：00〜12：30

28（日）窓口・電話取扱停止

P.6

29（月）
30（火）
31（水）
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Ｓはスクーリングを表します

9月

行事予定

手続期間

1（木）

後期生（正科生）休学手続・復学手続
（〜9/28）
科目等履修生（後期生）1次出願締切

2（金）

科目等履修生（後期生）2次出願開始
（〜9/30）

「東洋通信」参照ページ
P.24

3（土）窓口・電話取扱停止（事務室休業）
4（日）
5（月）
6（火）
7（水）
8（木）
9（金）
10（土）窓口・電話取扱停止（事務室休業）
11（日）
12（月）
13（火）
14（水）
15（木）
16（金）
学位記授与式・卒業式

17（土）窓口・電話取扱停止

10：30〜

P.9

18（日）
19（月）敬老の日
20（火）
21（水）
22（木）秋分の日

通学課程（通年S）授業実施

23（金）
24（土）
25（日）
26（月）
27（火）
28（水）

後期生（正科生）休学手続・復学手続
締切

29（木）
30（金）

科目等履修生（後期生）2次出願締切

Ｓはスクーリングを表します
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10月

行事予定
後期新入生オリエンテーション
10：30〜12：30

手続期間
第1回

「東洋通信」参照ページ

後期生
（正科生）
履修登録期間
（〜10/6） P.31
2017年9月卒業予定者卒業論文題目 P.7
登録申請開始（〜10/15）
P.10

1（土）学習の進め方・リポートの書き方説明会③
13：30〜15：00

2（日）
後期生（正科生）学費納入期間
（〜10/17）

3（月）

P.24

4（火）
5（水）
6（木）

後期生（正科生）履修登録締切

7（金）
単位認定試験（筆記）第4回申込開始
（〜10/22）

8（土）

P.12

9（日）
10（月）体育の日

通学課程（通年S）授業実施

11（火）
12（水）
13（木）
14（金）
2017年9月卒業予定者卒業論文題目
登録申請締切

15（土）
16（日）
17（月）

後期生（正科生）学費納入締切

18（火）
19（水）
20（木）
21（金）
22（土）

単位認定試験（筆記）第4回申込締切

23（日）
24（月）
25（火）

週末2期S申込開始（〜10/31）

26（水）

単位認定試験（筆記）第4回受験票出力
可能日

10月号掲載予定

27（木）
28（金）

第3回メディア授業申込開始
（〜11/6） 10月号掲載予定

29（土）単位認定試験（筆記）第4回
30（日）
31（月）

週末2期S申込締切

Ｓはスクーリングを表します
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卒業論文説明会・指導会 後期正科生対象
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９月30日
（金）
まで）
に卒業必要単位
（124単位）
の内

84単位以上

を修得済であること
●卒業論文説明会・指導会
月

日

2016年８月28日（日）

時

間

10：00〜12：30（予定）

場

所

白山キャンパス

対

象

2017年９月卒業予定者（後期生）

1203教室（１号館２Ｆ）

＊以前に卒業論文説明会・指導会に参加した学生で、2017年９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. ８「●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. ７下段の「◆卒業論文説明会・指導会配布資料の請求に
ついて」をよく読み、必ず資料を入手してください。
＊2018年３月卒業予定者（前期生）も参考として参加することができます。
＊会場が当日変更となる場合には通信教育課前の掲示板にてお知らせします。
あわせてP. ７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 後期正科生対象
後期生のうち、下記の条件を満たす学生は、2017年９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９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９月に卒業の意思があること
・2016年９月末までに卒業必要単位（124単位）の内、84単位以上を修得していること
・2017年９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、次ページの方法に従い資料請求してください）
●申請期間
2016年10月１日（土）０：00 〜10月15日（土）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、提出に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、改めて今年度の資料を入手し、教員への内諾・卒業論文
題目登録申請を行うことが必要です。
◆卒業論文説明会・指導会配布資料の請求について
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、2016年度以前に説明会・
指導会に参加した学生であっても必ず今年度の資料を入手してください。
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卒業論文題目登録申請について
●請求方法
以下を同封し通信教育課に提出してください。
・任意のＡ４用紙に、学部学科、学籍番号、氏名、
「卒業論文説明会・指導会配布資料送付
希望」と明記したもの
・返信用封筒
（角２封筒、郵便番号・住所・氏名記載済）
※文学部：205円分の切手、法学部：140円分の切手を貼付してください。
請求期間：2016年８月29日（月）〜９月15日（木）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９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9月学位記授与式・卒業式
通信教育部では、2016年９月17日に新たな卒業生を送り出します。
つきましては、通信教育部学位記授与式・卒業式を下記のとおり挙行しますので、お知ら
せいたします。
１．日

時：2016年９月17日（土） 10：30〜（開式）
（列席者は10分前には着席してください）

２．場

所：本学白山キャンパス

125記念ホール（８号館７階）

※詳細は卒業決定通知にてお知らせします
※卒業判定の日程の都合上、卒業単位充足者発表は９月上旬にToyoNet-Gのお知らせで通知
し、卒業予定者への卒業決定通知は、９月中旬の発送となります。ご了承ください。
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学習の進め方・リポートの書き方説明会 第3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10月１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）」

メモ用紙

『ゼミナール・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）
『履修要覧』

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、下記までFAXまたは郵送、あるいは通信教育課窓口に持参にて９月23日（金）必着でお
申込ください。
〒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

＊会場が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。
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学習の進め方・リポートの書き方説明会


2016年

第3回

月

日提出

「学習の進め方・リポートの書き方説明会」
（10/1実施）参加申込票
フリガナ

氏 名

学籍番号（10桁）

入学年度
（西暦）

年

電話番号
（自宅・携帯電話）
メールアドレス

7

学部・学科
（

学部

学科

）

@

ＦＡＸ番号

（

）

10月１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。
＊９月23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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単位認定試験（筆記）第3回・第4回
単位認定試験
（筆記）第３回・第４回を下記の要領で実施します。
◇申請から実施までのスケジュール
№

第３回

第４回

１

申請期間

８月２日（火）〜８月16日（火）

10月８日（土）〜10月22日（土）

２

受験票出力

８月18日（木）から可能

10月26日（水）から可能

３

実施日

８月21日（日）

10月29日（土）

４

集合時間

12：40（時間厳守）

◇開催地・会場
開催地

東
※１

京

会

場

所在地

本学白山キャンパス※1 東京都文京区白山5−28−20

電

話

03−3945−7348

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

◇受験申請手続
ToyoNet-Gで申請手続を行ってください。
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3回・第4回
◇実施科目
基盤教育科目・共通総合科目
授業コード

科目名

Y700191010 現代日本文学A
Y700201010 現代日本文学B
Y705098020 英語Ⅲ①
Y705099020 英語Ⅲ②

図書館司書科目
担当教員名
早川

芳枝

早川

芳枝

高波

幸代
英子

文学部専門科目
科目名

科目名

担当教員名

ジェイムズ ダニエル ショート

Y706131010 スポーツ健康科学講義 金田

授業コード

授業コード

Y719601010 図書館情報資源概論 大塚奈奈絵

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

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

Y716241010 古典文法A

田貝

和子

Y716251010 古典文法B

田貝

和子

Y715261010 古典文法

田貝

和子

Y716501010 作家作品研究（中古）A 大野

祐子

Y716511010 作家作品研究（中古）B 大野

祐子

〈中古〉 大野
Y715371010 作家作品研究

祐子

Y716561010 作家作品研究（近現代）A 宮内

淳子

Y716571010 作家作品研究（近現代）B 宮内

淳子

Y715401010 作家作品研究〈近現代〉 宮内

淳子

Y715411010 日本の伝統行事A

久野

俊彦

Y715421010 日本の伝統行事B

久野

俊彦

Y715641010 日本の古典籍A

和田

琢磨

Y715651010 日本の古典籍B

和田

琢磨

Y715661010 日本民俗学A

久野

俊彦

Y715671010 日本民俗学B

久野

俊彦

Y709591010 国語科指導法Ⅱ

大貫

眞弘
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法学部専門科目
授業コード
Y741421010
Y741431010
Y740021010
Y742131010
Y742141010
Y741461010
Y741471010
Y740031010
Y742111010
Y742121010
Y741441010
Y741451010
Y740071020
Y741541010
Y741551010
Y740061010
Y741561010
Y741571010
Y741351010
Y741101010
Y741481010
Y741491010
Y740081020
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
民法Ⅰ
（総則）
A
民法Ⅰ
（総則）
B
民法Ⅰ部
（総則）
A
民法Ⅰ部
（総則）
B
民法Ⅰ部
（総則）
刑法Ⅰ
（総論）
A
刑法Ⅰ
（総論）
B
刑法Ⅰ部
（総論）
A
刑法Ⅰ部
（総論）
B
刑法Ⅰ部
（総論）
民法Ⅳ部（債権各論）A
民法Ⅳ部（債権各論）B
民法Ⅳ部
（債権各論）
民法Ⅴ部（親族・相続）A
民法Ⅴ部（親族・相続）B
民法Ⅴ部（親族・相続）
民法Ⅴ部
（身分法）
刑法Ⅱ部
（各論）
A
刑法Ⅱ部
（各論）
B
刑法Ⅱ部
（各論）
商法総則
商行為法
商法総則・商行為法
商法Ⅰ部（総則・商行為）
会社法A
会社法B
会社法
商法Ⅱ部
（会社法）
手形法・小切手法A
手形法・小切手法B
手形法・小切手法
商法Ⅲ部（手形・小切手法）
経済法A
経済法B
経済法
社会地歴指導法Ⅰ
社会地歴指導法Ⅱ

担当教員名
名雪 健二
名雪 健二
名雪 健二
小林 秀年
小林 秀年
小林 秀年
小林 秀年
小林 秀年
小坂
亮
小坂
亮
小坂
亮
小坂
亮
小坂
亮
大坂 恵里
大坂 恵里
大坂 恵里
中村
恵
中村
恵
中村
恵
中村
恵
武藤 眞朗
武藤 眞朗
武藤 眞朗
遠藤 喜佳
遠藤 喜佳
遠藤 喜佳
遠藤 喜佳
堀口
勝
堀口
勝
堀口
勝
堀口
勝
井上 貴也
井上 貴也
井上 貴也
井上 貴也
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3回・第4回
◇試験時間割
１時限目
１科目受験者

13：00〜14：00

２科目受験者

13：00〜14：00

２時限目
14：20〜15：20

◇注意事項
受験時
・受験会場内ではすべて試験監督の指示に従うこと。
・
「学生証」
（または「科目等履修生証」）、「単位認定試験（筆記）受験票」
（ToyoNet-Gより
各自で出力
（P.12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み受験を許可する。
・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黒かブルーブラック
（消せるボールペン
の使用は不可）
で学籍番号・氏名を記入する。解答は、鉛筆書きでもよい。
・受験会場への持込が許可されているものの学生間での貸し借りは不正行為とみなす。
・不正行為を行った場合は、東洋大学通信教育課程学生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、当日、受験会場にて貸出さ
れる六法を用いて解答することになっています。指定六法
（大学貸出六法）
は、
『ポケット六
法』
（有斐閣）
です。個人で所有する六法は試験中に使用できませんのでご注意ください。
※貸出された六法に書き込みを行うことは不正行為となるので、絶対に行わないこと。
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単位認定試験
（筆記）第3回・第4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

北線
トロ南
東京メ

都
営
三
田
線

●東京メトロ千代田線「千駄木」駅15分

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3回
第３回
（８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

現代日本文学A

早川（芳）

テキスト

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B

スポーツ健康科学講義

金田

不可

日本文学文化概説A②
石田

すべて可

日本文学文化概説B②

古代日本文学史A
池原
古代日本文学史B

重点的学習範囲
「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
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。
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。
泉鏡花の「龍潭譚」を読み、以下の点について考えをまとめておいてくだ
さい。
主人公「われ
（千里）」が異界へと赴く時と、異界からこちら側へ戻る時に
どのような境界が設定されていますか。これは場所だけとは限りません。
作品の流れに沿って、何が境界を飛び越える契機となっているかを考えて
おいてください。
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（Different Realities）のChapter3, 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『健康・スポーツ科学講義 第2版』の第2章、および第8章〜第
11章を中心に、復習をしておいて下さい。
なお、平成28年度よりテキストを変更していますが、もし以前のテキス
ト（
『健康・スポーツ科学の基礎』）を、すでに持っている場合は、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。
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。

指定テキスト（
『日本古典文学史』）の10〜48ページ（第一章）
が試験範囲で
す。左記の物が持込可ですが、事前に該当範囲を確認してください。とく
に、『古事記』と『万葉集』に関する問題を中心に出題します。事前の予
テキスト・
自筆ノート・ 習を怠らないでください。
教材プリント・ 指定テキスト（
『日本古典文学史』）の50〜96ページ（第二章）
が試験範囲で
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。

古典文法A
田貝

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

不可
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単位認定試験
（筆記）第3回
科

目

名

担当教員名 試験場への持込

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。

作家作品研究
（中古）A

作家作品研究
（中古）B

作家作品研究
〈中古〉

重点的学習範囲

テキスト・
大野（祐） 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。
大野（祐） 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。

作家作品研究
（近現代）A

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、以下の二点について、それぞれまとめましょう。そのとき、
お遊さまや春琴について、好ましくない点まで語られていることに留意し
ましょう。テキストを熟読することが第一ですが、先行文献に当たり、そ
こからヒントを探すこともできます。シラバスにある参考文献を探してみ
てください。
テキスト・
①『蘆刈』のお遊さまは、どのように語られているか。
自筆ノート
②『春琴抄』の春琴は、どのように語られているか。

作家作品研究
（近現代）B

まず、泉鏡花『草迷宮』をしっかり読みましょう。できるだけ鏡花全集（個
人全集）で読んで下さい。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探して
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〉

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、以下の二点について、それぞれまとめましょう。
そのとき、お遊さまや春琴について、好ましくない点まで語られている
ことに留意しましょう。テキストを熟読することが第一ですが、先行文
献に当たり、そこからヒントを探すこともできます。シラバスにある参
考文献を探してみてください。
（1）
『蘆刈』のお遊さまは、どのように語られているか。
（2）
『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。できるだけ鏡花全集
（個人全集）で読んで下さい。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
を探している理由、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

テキスト・
自筆ノート

日本の伝統行事A

久野

日本の伝統行事B

自筆ノート

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、
「正月行事」について理解を深めてください。その観点から、あ
なたの家や地域の年末から年始にかけての行事食である「年取り膳・雑
煮・おせち料理・七草がゆ」を記録してみましょう。都道府県史・市区町
村史の民俗編で調べてノートにまとめましょう。事前に調べたノートの持
ち込みは可です。
テキスト『年中行事読本』夏・秋の巻、及び『シラバス』にあげた参考
書・事典などで、
「盆行事・彼岸行事」について理解を深めてください。そ
の観点から、「盆行事・彼岸行事」と「先祖（死者）」のとかかわりを捉え
てみましょう。自家の事例や、都道府県史・市区町村史の民俗編で、行事
の事例を調べてノートにまとめましょう。事前に調べたノートの持ち込み
は可です。
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単位認定試験（筆記）第3回
第３回
（８月21日実施分）
科

目

名

担当教員名 試験場への持込

日本の古典籍A
和田（琢）

不可

重点的学習範囲
『書誌学入門』39ページから47ページを特に重点的に勉強しておいてく
ださい。用語は必ず暗記し、それぞれの語の意味も理解しておいてくださ
い。変体仮名読解もテストに出します。字母も覚えるとともに、簡単な漢
字も読めるように普段から勉強しておいてください。

日本の古典籍B

『書誌学入門』144ページから156ページを特に重点的に勉強しておいて
ください。用語は必ず暗記し、それぞれの語の意味も理解しておいてくだ
さい。変体仮名読解もテストに出します。字母も覚えるとともに、簡単な
漢字も読めるように普段から勉強しておいてください。

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
域の正月行事・小正月行事・節分行事の実際を捉えてください。行事を準
備から実施にいたるまで、できるだけ聞き書きで調べましょう。都道府県
史・市区町村史の民俗編でも調べましょう。資料の持ち込みはすべて可と
します。
久野

全て可

日本民俗学B

テキスト『日本民俗学』第二部三章「生業」
（p94〜p118）を読み、民俗
学が研究対象とする「生業」について理解してください。その観点から、
伝統的な農作業（稲作・畑作）・漁法・狩猟法や、さまざまなものづくりの
職人の仕事についてのいずれかを実態的に捉えてください。職人は、会社
やお店・家で技術を伝えている方と捉えれば、たくさんいます。自分の身
の回りに事例があれば調べて記録し、都道府県史・市区町村史の民俗編を
参照しましょう。資料の持ち込みはすべて可とします。

国語科指導法Ⅱ

大貫

テキスト
（二種）

今年度のリポート課題、スクーリングの学習内容をよく復習しておくこと。
特に、教材研究については〔リポート課題への取り組み方〕に記した各点
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
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（奈）

不可

テキスト全体より幅広く出題します。テキストの図書館情報資源の特質を
まとめておいて下さい。図書館の各業務（資料の収集と蓄積・保管、評価
のプロセスやメディア変換など）、出版についての基本的な知識について
も整理しておいて下さい。

名雪

指定六法

名雪

指定六法

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

基本的人権から2問出題。2016年度のリポートの課題からは出題しない。

小林（秀）

指定六法

小林（秀）

指定六法

小坂

不可

基本的人権から1問出題。統治機構（天皇を除く）から1問出題。2016年
度のリポートの課題からは出題しない。
課題を中心に復習し、あわせてテキスト（p.1〜p.156）を熟読しておくこ
と。
課題を中心に復習し、あわせてテキスト（p.157〜p.260）を熟読しておく
こと。
課題を中心に復習し、あわせてテキストを熟読しておくこと。
刑法上の因果関係
構成要件的事実の錯誤（具体的事実の錯誤）

小坂

不可

大坂

指定六法

民法Ⅳ部
（債権各論）
A
民法Ⅳ部
（債権各論）
B

統治機構（天皇を除く）から2問出題するが、とりわけ国会のところを勉強
しておくこと。2016年度のリポートの課題からは出題しない。

刑法上の因果関係
売主の瑕疵担保責任について十分に勉強しておいてください。
不法行為に基づく損害賠償請求権の期間制限について十分に勉強しておい
てください。
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単位認定試験
（筆記）第3回
科

目

名

民法Ⅳ部
（債権各論）
民法Ⅴ部
（親族・相続）A
民法Ⅴ部
（親族・相続）B
民法Ⅴ部
（親族・相続）
民法Ⅴ部
（身分法）
刑法Ⅱ部
（各論）A
刑法Ⅱ部
（各論）B
刑法Ⅱ部
（各論）
商法総則
商行為法
「商法総則・商行為法」
商法Ⅰ部
（総則・商行為）
会社法A
会社法B
会社法
商法Ⅱ部
（会社法）
手形法・小切手法A
手形法・小切手法B
手形法・小切手法
商法Ⅲ部（手形・小切手法）
経済法A
経済法B
経済法

担当教員名 試験場への持込
大坂

指定六法

中村（恵）

指定六法

中村（恵）

指定六法

武藤

指定六法

武藤

指定六法

遠藤（喜）

指定六法

遠藤（喜）

指定六法

堀口

指定六法

堀口

指定六法

井上

指定六法

井上

指定六法

多田

指定六法

多田

指定六法

社会地歴指導法Ⅰ

売主の瑕疵担保責任について十分に勉強しておいてください。
「離婚の成立」に関する事例問題を出します。
「遺産共有」に関する事例問題を出します。
「離婚の成立」に関する事例問題を出します。
暴行罪、傷害罪
財産犯における「占有」の概念
次の2範囲に関する問題のうち、1問選択
1．監禁罪
2．強盗罪、詐欺罪
商人と認められる時期について
商行為の代理
商人と認められる時期について
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。
不公正な取引方法の禁止（19条）に関する事例問題
私的独占の禁止、不当な取引制限の禁止に関する事例問題
不公正な取引方法の禁止（19条）に関する事例問題

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を学習しなさ
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。教科書の第3章及びリポート課題1が参考
になります。
○学校教育における教育課程の意義を学習しなさい。教科書の第2章及び
参考文献序章、第5章が参考になります。
○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。参考文献の第2章及びリポート課題1が参考にな
ります。
○わが国の戦後の社会系の教科・科目の変遷を学習しなさい。教科書の第
3章とリポート課題1が参考になります。

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 社会科編』、
『高等学校学習指導要領解説
地理歴史編』を参照して、改訂の基本方針、教科の目標などを学習しな
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。
学習指導要領解説及び教科書や参考文献の実践事例が参考になります。
○現行の『中学校生徒指導要録』、
『高等学校生徒指導要録』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。教科書の第17章及び
文部科学省のホームページ、社会地歴指導法Ⅰの参考文献の第6章が参
考になります。

田中

社会地歴指導法Ⅱ

重点的学習範囲
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単位認定試験（筆記）第4回
第４回
（10月29日実施分） 担当教員による学習上のアドバイス
科

目

名

担当教員名 試験場への持込

現代日本文学Ａ
早川

テキスト

「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。

現代日本文学Ｂ

英語Ⅲ①

ショート

不可

英語Ⅲ②

髙波

テキスト・
自筆ノート

スポーツ健康科学講義

重点的学習範囲
「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。
①同じ異界の存在を信じる、あるいは異界に対して共通認識を持つことで、
異界を共有している人物は誰か。②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。

金田

不可

日本文学文化概説Ａ②
石田

すべて可

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。
・テキスト（Different Realities）のChapter4, 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）。
テキスト『健康・スポーツ科学講義 第2版』の第2章、および第8章〜第
11章を中心に、復習をしておいて下さい。
なお、平成28年度よりテキストを変更していますが、もし以前のテキス
ト（『健康・スポーツ科学の基礎』を、すでに持っている場合は、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。

日本文学文化概説Ｂ②

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。

古代日本文学史Ａ

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。

池原
古代日本文学史Ｂ

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。

古典文法Ａ
田貝

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

作家作品研究
（中古）
Ａ
大野
作家作品研究
（中古）
Ｂ

不可

試験問題は、リポート課題、スクーリングの講義内容から出題されます。
テキストを通読し、シラバスの解説などもよく理解しておいてください。
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4回
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。

作家作品研究
（近現代）Ａ
宮内

重点的学習範囲

テキスト・
自筆ノート

谷崎潤一郎が昭和8年に発表した随筆「陰翳礼讃」を読みましょう。その
上で、ここで示された美学が、
『吉野葛』
『蘆刈』
『春琴抄』の世界とどうつ
ながっているか、考えておいてください。
「陰翳礼讃」は、谷崎潤一郎全集
に入っています。
『鑑賞日本現代文学8谷崎潤一郎』
（角川書店、1982年）
にも解説があります。
「陰翳礼讃」は谷崎の古典回帰時代の美学とも結びつ
けて考えられています。その際、古典回帰の時代の谷崎はその前の時期と
どう違うのか考えるため、「刺青」でデビューしてから「痴人の愛」まで
の谷崎を調べておいてください。

作家作品研究
（近現代）Ｂ

①『草迷宮』には「稲生物怪録」の妖怪話や、子産石の伝説、毬歌などが
織り込まれている。その効果について、『草迷宮』をしっかり読んだ上
で、考えておきましょう。
②『草迷宮』には夢幻能
（むげんのう）
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。

作家作品研究
〈近現代〉

①谷崎潤一郎が昭和8年に発表した随筆「陰翳礼讃」を読みましょう。そ
の上で、ここで示された美学が、
『吉野葛』
『蘆刈』
『春琴抄』の世界とど
うつながっているか、考えておいてください。
「陰翳礼讃」は、谷崎潤一
郎全集に入っています。
『鑑賞日本現代文学8谷崎潤一郎』
（角川書店、
1982年）にも解説があります。
「陰翳礼讃」は谷崎の古典回帰時代の美
学とも結びつけて考えられています。その際、古典回帰の時代の谷崎は
その前の時期とどう違うのか考えるため、「刺青」でデビューしてから
「痴人の愛」までの谷崎を調べておいてください。
②『草迷宮』には「稲生物怪録」の妖怪話や、子産石の伝説、毬歌などが
織り込まれている。その効果について、『草迷宮』をしっかり読んだ上
で、考えておきましょう。
③『草迷宮』には夢幻能
（むげんのう）
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。

宮内

テキスト・
自筆ノート

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、
「節分行事」の「豆まき」
「鬼」
「厄落とし」について理解を深め
てください。その観点から、現在の「節分行事」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
日本の伝統行事Ｂ

テキスト『年中行事読本』夏の巻、及び事典などによって、富士山の山開
きをはじめとして、各地の山の山開き
（開山祭）
について理解を深めてくだ
さい。山に神霊がやどり信仰の対象となった山を霊山といい、山岳信仰の
山開きが行われました。また、信仰とはかかわりない登山の山も山開きが
行われます。身近な山の山開きの事例について調べましょう。山岳信仰・
登山・ハイキングに関する本や都道府県史・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。

日本の古典籍Ａ

『書誌学入門』48ページから61ページを特に重点的に勉強しておいてく
ださい。用語は必ず暗記し、それぞれの語の意味も理解しておいてくださ
い。変体仮名読解もテストに出します。字母も覚えるとともに、簡単な漢
字も読めるように普段から勉強しておいてください。

和田
日本の古典籍Ｂ

自筆ノート

不可

『書誌学入門』157ページから162ページを特に重点的に勉強しておいて
ください。用語は必ず暗記し、それぞれの語の意味も理解しておいてくだ
さい。変体仮名読解もテストに出します。字母も覚えるとともに、簡単な
漢字も読めるように普段から勉強しておいてください。
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単位認定試験（筆記）第4回
第４回
（10月29日実施分）
科

目

名

担当教員名 試験場への持込

日本民俗学Ａ
久野

全て可

重点的学習範囲
テキスト『日本民俗学』の第二部六章「信仰」
（p159〜p180）
を読み、
「民
間信仰」について理解してください。その中で、特に「俗信」について理
解を深め、都道府県史・市区町村史の民俗編などを調べて、その地域の
「俗信・占い・民間医療・まじない・妖怪」などの事例を集めておきまし
ょう。自分や家族が知っている「俗信・まじない・占い」も集めてみまし
ょう。資料の持ち込みはすべて可とします。

日本民俗学Ｂ

テキスト『日本民俗学』第二部四章
（p119〜p138）
を読み、民俗学が研
究対象とする「衣食住」について理解してください。その観点から、はれ
着・ふだん着・仕事着、はれの食・ふだんの食について、または、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。

国語科指導法Ⅱ

大貫

テキスト
（二種）

今年度のリポート課題、スクーリングの学習内容をよく復習しておくこと。
特に、教材研究については〔リポート課題への取り組み方〕に記した各点
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
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（奈）

不可

テキスト全体より幅広く出題します。テキストの図書館情報資源の特質を
まとめておいて下さい。図書館の各業務（資料の収集と蓄積・保管、評価
のプロセスやメディア変換など）、出版についての基本的な知識について
も整理しておいて下さい。

名雪

指定六法

名雪

指定六法

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

基本的人権から2問出題。2016年度のリポートの課題からは出題しない。

小林（秀）

指定六法

小林（秀）

指定六法

小坂

不可

統治機構（天皇を除く）から2問出題。2016年度のリポートの課題からは
出題しない。とくに、国会と裁判所のところを勉強すること。
基本的人権から1問出題。統治機構（天皇を除く）から1問出題。2016年
度のリポートの課題からは出題しない。
課題を中心に復習し、あわせてテキスト
（p.1〜p.156）
を熟読しておくこ
と。
課題を中心に復習し、あわせてテキスト
（p.157〜p.260）
を熟読しておく
こと。
課題を中心に復習し、あわせてテキストを熟読しておくこと。
不真正不作為犯
異なる構成要件間の錯誤（抽象的事実の錯誤）

小坂

不可

大坂

指定六法

大坂

指定六法

中村

指定六法

中村

指定六法

武藤

指定六法

不真正不作為犯
賃貸借契約と第三者との関係について十分に勉強しておいてください。
一般不法行為と特殊の不法行為の違いについて勉強しておいてください。
賃貸借契約と第三者との関係について十分に勉強しておいてください。
「離婚の成立」に関する事例問題を出します。
「遺贈の効力」に関する事例問題を出します。
「離婚の成立」に関する事例問題を出します。
殺人罪、自殺関与・同意殺人罪
強盗罪、詐欺罪
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単位認定試験
（筆記）第4回
科

目

名

担当教員名 試験場への持込

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

武藤

指定六法

遠藤

指定六法

遠藤

指定六法

堀口

指定六法

堀口

指定六法

井上

指定六法

井上

指定六法

多田

指定六法

多田

指定六法

テキスト・
自筆ノート

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
次の2範囲に関する問題のうち、1問選択
1．殺人罪、自殺関与・同意殺人罪
2．強盗罪、詐欺罪
商業登記の効力
商人の諾否通知義務
商業登記の効力
課題2に対応
課題2に対応
課題4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。
不公正な取引方法の禁止（19条）に関する事例問題
私的独占の禁止、不当な取引制限の禁止に関する事例問題
不公正な取引方法の禁止（19条）に関する事例問題
○教育課程の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。参考文献の第2章、第4章、教科書の第5章が参考になります。
○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。教科書の第3章とリポート課題1が参考になりま
す。
○『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を学習しなさい。リポート課題2が参考に
なります。

○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、授業の進め方、授業のねらい、実施上の注意点を学習し
なさい。教科書の第4章及び第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
テキスト・
や参考書を参照して1年間の授業の計画が立てられるよう、その科目の
自筆ノート・
章立てや内容の構成をよくまとめておきなさい。
定規
年間授業計画には、「教科・科目名」
「単位数」のほか、「学習目標」…生徒
を指導する上での学習の目標や学修到達基準、
「学習方法」…主な授業方法
及び学習方法、「月ごとに単元及び学習内容、指導上の留意点」、「評価の
観点と方法」が記載されるのが標準形です。教科書の第7章「学習指導案
の作成」及びリポート課題1「単元の指導計画」を参考にして下さい。
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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、
下記の手続が必要となります。
◆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間
内に納入してください。
学費内訳

振込期間

10月3日（月）〜10月17日（月）厳守

新２〜新４年生

授業料

100,000円

原級生

授業料

80,000円

休学する場合

休学料

20,000円

＊振込期間に学費を納入しなかった学生は、東洋大学通信教育部学則第28条により除籍とな
ります。
◆学生証裏面シールの更新について
学生証の有効期限は2016年10月15日までです。通信教育課から学生証裏面シールを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。
◆休学手続について

手続期間

9月1日（木）〜 9月28日（水）必着

振込期間

10月3日（月）〜10月17日（月）厳守

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

１

２

要

書

類

等

「休学願」
（今月号P. 29に綴じ込まれています）
※本人と保証人（大学に届け出ている方）の署名・別々の印影での捺印が必要
※保証人の署名・捺印は未成年者以外の方も必ず記入が必要
※保証人はToyoNet-G「学生メニュー」→「個人情報管理」内「保証人情報照会」
より確認可能
返信用封筒
（長３〈縦23.5ｃｍ×横12ｃｍ〉サイズ）
宛名明記
（
「様」をつけること）、82円分切手貼付

※学生証自体の送付は不要です。
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学籍
◆休学からの復学手続について

手続期間

9月1日（木）〜 9月28日（水）必着

振込期間

10月3日（月）〜10月17日（月）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。９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８月下旬に送付します）
※本人と保証人（大学に届け出ている方）の署名・別々の印影での捺印が必要
※保証人の署名・捺印は未成年者以外の方も必ず記入が必要
※保証人はToyoNet-G「学生メニュー」→「個人情報管理」内「保証人情報照会」
より確認可能
返信用封筒（長３〈縦23.5ｃｍ×横12ｃｍ〉サイズ）
宛名明記（「様」をつけること）、82円分切手貼付

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

退学手続について 後期生対象


手続期間

9月1日（木）〜10月17日（月）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」内にある本学通信教育課程指定書
式の「退学願」を使用してください。
※本人と保証人（大学に届け出ている方）の署名・別々の印影での捺印が必要
※保証人の署名・捺印は未成年者以外の方も必ず記入が必要
※保証人はToyoNet-G「学生メニュー」→「個人情報管理」内「保証人情報照会」
より確認可能

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、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。

在学年限超過に伴う除籍について 後期生対象
次の表１に該当する後期生で2016年９月に卒業できない学生は、2016年９月30日付
で在学年限超過で除籍となります。この場合は、いかなる理由があっても、在学年限の延長
はできません。
表１
学籍番号の年度

これまでの休学期間

①

06

なし

②

05

１年

③

04

２年

◆除籍時に単位修得に至らなかった履修途中の科目の学習履歴は、すべて無効となります。
◆対象者には、９月下旬に通知書を郵送します。
◆在学年限超過に伴う除籍後、引き続き学業の継続を希望する場合は、審査のうえ再入学
を許可することがあります。再入学を希望する場合は、申請を行ってください。なお、
申請書類は、対象者に８月上旬に送付します。
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学籍

科目等履修生の登録期間終了について 後期科目等履修生対象
2016年９月30日で科目等履修生の登録期間は終了します。
終了後、科目等履修生証を「特定記録郵便」にて速やかに通信教育課まで返却してくださ
い。※通信教育課窓口での返却も可能です。
返却期限：2016年10月７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。
・登録期間終了日
（９月30日）
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。10月１日以降はToyoNet-Gにログイン
できなくなります。
・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 後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10月１日以降も改めて登録を希望する方

出願期限：2016年９月30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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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（後期生用）

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10月1日〜2017年9月30日まで）
休学したく、許可されますようお願いいたします。
休学の理由

１．家庭の事情のため

２．勤務の都合のため

○をつけること

３．病気療養のため

４．ケガ治療のため

５．経済的事情のため

６．進路再考のため

７．その他

通信教育部学則

第26条第 2 項

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

事務室受付

学籍担当

学費担当

委員会審議

教授会審議

決

裁

東洋大学

教務
予告 履修登録について 後期正科生対象
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
10月１日
（土）〜６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
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
後期正科生１〜４年生（原級生を除く）
※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
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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、９月下旬に送付する「履修の手引き」を参
照してください。
（１）演習・実習科目のスクーリングに参加できないことによる科目変更
（２）学習方法をメディア授業に変更：日本史A・B、日本文学文化概説A・B
日本文学文化特講《古典》Ａ・Ｂ、日本語学特講Ｂ
ただし、変更前のコースで学習した学習履歴は無効となり、変更後のコースのテキストが
変更前のコースの配付済のテキストと異なる場合、そのテキストの変更は自己負担になりま
す。予めご了承ください。
７．受講条件対象科目について
受講条件のある「卒業論文」・「教育実習」・「教職実践演習」は通信教育課で確認のうえ、
履修登録します。
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各種期限について
●リポートについて
１）リポート課題の有効期間
申請および受付期間

受付締切

申請および受付停止期間

2016 年 10 月１日〜
2017 年１月 12 日

2017 年１月 12 日
16 時 45 分

2017 年１月 13 日〜３月 31 日

●メディア授業について
１）メディア授業の受講期限
受講期間
・第３回
・第４回

注意事項

2016年11月14日〜12月８日
2016年12月16日〜2017年１月９日

単位認定試験の受験が必要な科目
の受験申請は、メディア授業の合
格後に手続できます。

●単位認定試験（論文）について
申請および受付期間

受付締切

申請および受付停止期間

2016 年
４月１日〜８月 18 日

2016 年８月 18 日
16 時 45 分

2016 年８月 19 日〜９月 30 日

2016 年 10 月１日〜
2017 年２月 16 日

2017 年２月 16 日
16 時 45 分

2017 年２月 17 日〜３月 31 日

※単位認定試験
（論文）
の解答期限は問題出力日より40日間ですが、申請が遅い場合は40日
間が確保されず、上記期限までとなります。提出期限以降は一切受付できません。
●年度内の単位修得を必要とする場合の受講および受験期限
対象者

スクーリング受講後
スクーリング試験
単位認定試験（筆記）
単位認定試験（論文・筆記）
受験科目単位修得締切
受験締切
受験必要科目受講締切

2016年９月卒業・単
位修得予定者
夏期６期
日曜２期
2016年８月21日
2016年９月修了科目 （８月27日終了分まで）（７月24日終了分まで）
等履修生
2017年３月卒業・単
位修得予定者
転部・転科試験受験予
冬期１期
冬期１期
定者
（１月９日終了分まで） （１月９日終了分まで）
2017年３月修了科目
等履修生
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春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
春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８月18日（木）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. 33「各種期限について」もしくは、６月号P. 42「2016年９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」
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」
※P . 35の「８月事務室休業期間中の「単位認定試験（論文）」受付について」もあわせて確
認してください。
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／登録）：正科生および科目等履修生の方■
2016年10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８月18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、10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）
。
■後期
（10月入学）
：正科生の方■
2016年度の「在籍手続」
（10月３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.

24「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８月18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）
。
■後期
（10月登録）
：科目等履修生の方■
2016年９月30日をもって登録期間が終了となります。
そのため、2016年８月18日を過ぎると単位認定試験
（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年度10月登録生として改めて出願してください
（P. 27参照）
。
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。
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8月事務室休業期間中の「単位認定試験（論文）」受付について
P. 42でお知らせのとおり、2016年８月８日（月）～16日（火）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（８月８日（月）
～16日（火））に到着した単位認定試験（論文）
2
 016年８月17日（水）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。
（春学期の提出期限８月18日
（木）
については必着ですので、ご注意ください。P. 34参照）
【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８月18日
（木）11：00までには変更になります。
 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。
※「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）」において、
「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、８月19日以降は受付停止期間となり受験申請もできません
（９月30日まで）
ので、
ご注意ください。
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リポート・単位認定試験（論文）提出時の体裁について【再掲】
リポート・単位認定試験（論文）の提出にあたっては、それぞれ下表の№１〜６を揃えて、
過不足なく体裁を整えるよう注意してください。なお、詳細については『履修要覧』もあわ
せて確認してください。
また、原稿用紙の使い方や引用のしかた、注の記入方法などについて不明点がある場合は、
提出する前にTAに相談してください
（TAの学習相談および在室時間についてはP. 39を参照）
。
№

添付内容等

1

表紙

2

原稿用紙

リポート

単位認定試験
（論文）

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

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

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

3 参考文献用紙

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

4 添削指導用紙

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

添付しない（※④）

5 質疑応答用紙

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

添付しない（※⑤）

6

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

その他

※①：ToyoNet-G「シラバス・教員プロフィール」の【リポート課題（Report exercise）】内「ワ
ープロ使用可否」欄参照。
ワープロ使用可の場合：
「可」と表記、ワープロ使用不可の場合：「不可」と表記
※②：指定の解答用紙以外の用紙を使用した場合には受け付けない。
※③：鉛筆または消せるボールペン等を使用すると改ざんされるおそれがあるため、使用した形跡
がみられる場合は、受付をせず、返却する
（リポートの場合）。
なお、単位認定試験（論文）は返却しない。あらためて消えないボールペン、ペン等を使用し
て書き直すこと。
※④：解答用紙は返却しないため、添削指導は行わない。試験結果はToyoNet-Gの「学習状況」な
どで確認すること。
※⑤：試験問題に関わる質問は、内容のいかんに関わらず一切受け付けない。
※⑥：不合格リポートの添付がない場合は上表の体裁不備とみなし、受付せずに返却する。
添付する際は、再提出するリポートの下に直前回の不合格リポート一式を重ねてホチキス止
めすること。
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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。

「司書教諭修了証書」申請について 後期生対象
「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９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、2018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2017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・242円切手貼付）
を同封し、2016年９月９日
（金）
〜９月16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2017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

（2016 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（2018 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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卒業要件の充足と卒業の時期について【再掲】
原則として、前期生（４月入学生）は３月卒業、後期生（10月入学生）は９月卒業ですが、
卒業の時期に、単位修得が不足して卒業要件が満たされない場合、卒業は見送られます。そ
の後は前期生・後期生に関係なく、卒業要件単位を充足した直近の９月または３月に卒業と
なります。
教育実習や資格取得の関係で、翌年や半年先の在籍を希望する学生は、その時期に卒業要
件を充足するように、学習計画を立ててください。卒業要件を充足した状態で卒業を見送る
ことはできません。
【例】
前期生で、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。

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の変更について
『東洋通信』2016年6月号P.53に掲載した「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」に変更がありました。既にToyoNet-Gでも６月８日にお知らせしておりま
すが、改めてご確認ください。
2016年度
曜日

在室時間帯

担当TA氏名
ニシモト

カ

TA在室日
担当学部分野

法学部

法律専門科目、基盤教育科目・共通総合科目、
教職科目

法学部

法律専門科目、基盤教育科目・共通総合科目、
教職科目

文学部

古典文学文化科目、基盤教育科目・共通総合
科目、司書科目、教職科目

ナ

法学部

法律専門科目、基盤教育科目・共通総合科目、
教職科目

タク

文学部

近代文学文化科目、基盤教育科目・共通総合
科目、司書科目、教職科目

ナ

月

14：00〜15：00 西元 加那

火

11：00〜12：00 始澤 真純

水

14：00〜15：00 梅本 一美

木

15：00〜16：00 西元 加那

金

14：00〜15：00 小田切

土

11：00〜12：00 文または法 ※学習相談等がある場合は、事前に問い合わせてください。

シ ザワ

ウメモト

マ スミ

ニシモト

ヒト ミ

オ ダ ギリ

カ

拓

※2016年6月7日改正
〈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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科目担当教員の変更、休講科目について
（2017年４月〜）
下記科目については、2017年４月より科目担当教員が変更、あるいは休講措置がとられ
ることになります。
（2016年７月１日現在） そのことにより、テキスト等が変更となること
もあります。つきましては、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。）
【休講科目】
科目名
科目名
科目名
（2004〜2007年度（2008〜2011年度（2012〜2015年度
入学生）
入学生）
入学生・科目等履修生）

科目名
（2016年度
入学生）

比較文学文化史Ａ

比較文学文化史Ａ

比較文学文化概説Ａ

比較文学文化概説Ａ

比較文学文化史Ｂ

比較文学文化史Ｂ

比較文学文化概説Ｂ

比較文学文化概説Ｂ

2016年度
担当教員名

信岡

朝子

【担当教員の変更】
（第２部通年スクーリングのみで開講）
科目名
科目名
科目名
（2004〜2007年度（2008〜2011年度（2012〜2015年度
入学生）
入学生）
入学生・科目等履修生）
経済法

経済法

科目名
（2016年度
入学生）

経済法Ａ

経済法Ａ

経済法Ｂ

経済法Ｂ

40

2016年度
担当教員名

多田

英明

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）
…………通信教育部ホームページの「申請・届出」
内にある「変更届」に記入し、学生証のコピーを同封の上、お送りください。
◇科目等履修生：
全ての変更………通信教育部ホームページの「申請・届出」内にある「変更届」に記入し、
科目等履修生証のコピーを同封の上、お送りください。
氏名・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９〜10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、９月上旬までに手続を完了してください。
各種資料等

対

象

発送予定日程

学費振込用紙
正科生（後期生のみ）

一括送付書類

９月末

（履修の手引き、学生証裏面シール等）

正科生

『東洋通信』10月号

科目等履修生（前期生）

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。
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通信教育課8月・9月の窓口・電話取扱日および取扱時間について
8月・9月の通信教育課（8号館1階）
の窓口・電話取扱日及び取扱時間は以下のとおりです。
学割や各種証明書の発行等は日程に余裕を持って申請してください。
8月
〔通信教育課〕窓口・電話取扱時間
8月1日〜5日

月〜金

9：30〜12：45、14：00〜16：45

8月6日

土

closed

8月7日

日

9：30〜12：45

8月8日〜16日

月〜火

closed

8月17日〜19日

水〜金

9：30〜12：45、14：00〜16：45

8月20日

土

closed

8月21日

日

9：30〜12：45

8月22日〜26日

月〜金

9：30〜12：45、14：00〜16：45

8月27日・28日

土・日

closed

8月29日〜31日

月〜水

9：30〜12：45、14：00〜16：45

単位認定試験（論文）の「提出締切日」がこの期間にあたっている場合は、P. 35をあわせてご確認
ください。

9月
〔通信教育課〕窓口・電話取扱時間
9月1日・2日

木・金

9：30〜12：45、14：00〜16：45

9月3日・4日

土・日

closed

9月5日〜9日

月〜金

9：30〜12：45、14：00〜16：45

9月10日・11日

土・日

closed

9月12日〜16日

月〜金

9：30〜12：45、14：00〜16：45

9月17日〜19日

土〜月

closed

9月20日・21日

火・水

9：30〜12：45、14：00〜16：45

9月22日

木

closed

9月23日

金

9：30〜12：45、14：00〜16：45

9月24日

土

9：30〜12：45

9月25日

日

closed

9月26日〜30日

月〜金

9：30〜12：45、14：00〜16：45
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「第30回 法学部長杯争奪法律討論会」開催と立論者募集のお知らせ
法学部学生対象
本学法学部学生が同一テーマについて研究発表し、意見を交換することによってリーガル
マインドを培うことを趣旨とした「法学部長杯争奪法律討論会」を下記の要領で開催します
ので、奮って参加してください。
なお、質問者は申込不要ですが、立論発表者は下記６〜12の要領にしたがって申し込んで
ください。
記
【開 催 要 領】
１．開催日時
平成28年10月20日（木） 13：00〜16：10
２．会
場
５号館地下２階 井上円了ホール
３．討論課題
民法分野
出題者
深川 裕佳 准教授
※課題は次ページ参照
４．討論方法
立論者よりそれぞれ10分ずつ発表した後、参加者からの質問を受け付
けし、討論を行う。
５．表
彰
［立論の部］ ３位まで入賞とし、賞状・賞品を贈呈する。
また、優勝者には法学部長杯を贈呈する。
［質問の部］ ３位まで入賞とし、賞状・賞品を贈呈する。
（質問者は申込不要。当日会場で質問する。ただし、立論

者は質問の部の表彰対象としない。）
【立論者募集要項】
６．募集人数
６名
（応募者多数の場合は、書類選考をして立論者を決定します）
７．募集対象者
本学法学部学生（第１部・第２部及び通信教育部学生、学年不問）
８．申 込 先
申込用紙に記入の上、レジュメと一緒に下記アドレスへメールで申し
込むこと。 申込提出メールアドレス
mlhou＠toyo.jp
９．立論者の選考
ａ）受
 付期間に応募者が６名を超えた場合には、提出されるレジュメ
（A４×１枚）
によって立論者を予備選考して、９月30日
（金）
に立
論者を発表する。
ｂ）受付期間に応募者が６名に達しない場合には、先着順で６名に達す
るまで延長する。
（最終受付は９月28日
（水）
午後５時までとする。）
10．提出書類
申込書＋レジュメ（A４×１枚 横書き 10.5ポイント。書式は自由
とする。表題は「第30回法律討論会レジュメ」として氏名を記載す
る。
）
（添付ファイルの形式は原則としてワードとする。）
11．受付期間
平成28年９月21日（水）〜26日（月）
12．そ の 他
授
 業の出席振替措置は行いませんが、立論希望者は法学部教務課窓口
で相談してください。
※開催要領、立論者募集要項に変更等がある場合はToyoNet-G、法学部掲示板等でお知らせ
します。
ToyoNet-Gで募集要項・申込用紙のダウンロード、
および法律討論会の案内を見ることができます。
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《第30回法律討論会 課題》
出題分野：民法分野 出題教員：深川

裕佳

准教授

法学部生３年のＡ（21歳）は、３限目の期末試験開始時に間に合うようにと、白山駅
の階段を勢いよく駆け上っていたところ、ちょうど階段を降りようとしていたＢ
（80歳）
に出口付近で接触し、転倒させてしまった。Ｂが「大丈夫だ」と言って一人で立ち上が
ったので、Ａは、謝って後で連絡するために携帯電話の番号を渡して、大学へと向かっ
た。
後日、Ａは、Ｂ宅に見舞いに行ったところ、Ｂは、自宅近くの病院で検査して、一週
間程度の通院治療が必要であることが分かった。そこで、Ａは、Ｂに治療費などを支払
う旨を告げたところ、Ｂは、通院が終わってから、甥のＣから改めて連絡すると答えた。
数週間後、Ａは、Ｂに頼まれたという甥Ｃから連絡を受けて、賠償について話し合う
ことになった。
「Ｂは今も腰が痛いといって寝込んでいる」
「庭にも出られなくなってひど
く落ち込んでいる」などとして、Ａは、強面
（こわおもて）
のＣから、検査・通院・治療
費や慰謝料などを含めて、50万円を支払うように求められた。先日見舞いに行った時
のＢの様子からは、そんなに高額になるとは思えなかったものの、Ａは、Ｃの強い口調
が怖くなって問い直すことができず、Ｂが高齢だったからだろうと思い直して、50万
円を支払うことを約束し、示談契約書を作成した。その際、Ａが自分にはすぐに支払う
だけの預金がないと告げると、Ｃが「父親には相談したのか」と尋ねてきたので、Ａは、
父であるＤからは「何かあったら父親である自分が出て行ってやるから、誠意をもって
自分で話し合ってくるように」と言われた旨を告げた。そこで、Ｃは、Ｄを連帯保証人
にするようにＡに求めた。Ａは、Ｄに相談することなくＤの書斎に置いてあった印鑑を
借りてきて、Ｃの用意した連帯保証契約書にＤに代わって署名・押印をして、これをＣ
に交付した。
Ｃとの交渉の二日後、偶然にＢ宅の前を通りかかったＡは、庭木の剪定をしているＢ
を見かけて、上記の50万円を支払う旨の約束に疑問を抱いた。ＡおよびＤが50万円の
支払いをまぬかれるために考えられる法的手段を挙げて、それらを主張しうるかどうか
を検討しなさい。
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社会貢献センターから秋期公開講座のご案内
10月より秋期公開講座がスタートします。講座の詳しい内容などは、９月より掲載される
東洋大学の公開講座のホームページ
（http://www.toyo.ac.jp/site/koza/）またはパンフレ
ットをご覧ください。
エクステンション講座（有料）についてはホームページからお申し込みいただいた場合のみ
受講料が割引となります（本学正科生のみ）。ご希望の方には、パンフレットを無料で送付い
たします。また、通信教育課・エクステンション課の事務室でもパンフレットを配布してお
ります。
■パンフレット請求はこちら
東洋大学社会貢献センター（エクステンション課）
http://www.toyo.ac.jp/site/koza/
Tel：03－3945－7635
【2016年度秋期公開講座
◆オープン講座（無料）

Fax：03－3945－7601

開講予定】
白
 山キャンパス

13企画、朝霞キャンパス、

川越キャンパス、板倉キャンパス
◆エクステンション講座（有料）

白山キャンパス

各１企画

４企画

※詳細は９月以降の本学ホームページ、またはパンフレットでご確認ください。
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東洋大学能楽鑑賞教室のご案内
日本を代表する古典芸能であり、「世界無形文化遺産」にも認定された能楽、その美学
と魅力を知る。
１．日

時

2016年10月１日（土）

開場

14：30

開演

15：00

（終演予定は17：30頃）
２．場

所

東洋大学

白山キャンパス５号館

３．内

容

能楽鑑賞教室

B２F

井上円了ホール

Workshop
能『通小町』
狂言『膏薬練』
４．出

演

観世銕之丞（九世）

三宅右矩

＊東洋大学文学部日本文学文化学科の通学課程の新入生教育プログラムとして開催される行
事です。申込による事前の席の確保はできませんので、ご了承ください。
【問い合わせ】 日本文学文化学科共同研究室
FAX：03－3945－7367
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学問ヲススメル〜学習相談Q＆A〜
1．はじめに
通信教育部のみなさまこんにちは。法学部TAの始澤でございます。本年も、残すところあ
と５ヶ月を切りました。スイカと塩の恋しい季節になりましたが、学習の進行具合はいかが
でございましょうか。
後期のリポート提出期間は10月１日
（土）
から始まります。今回は夏初めの企画といたしま
して、これまで学習相談で皆様から多くいただいた質問と共に、リポート作成にまつわるぜ
ひともおさえておきたいポイントをＱ＆Ａ方式でご紹介させていただきます。その上で、ど
のようにリポート作成を行っていくのがよいかを共に考えてまいりましょう。今年の夏の学
習の刺激となり、これからのリポート作成の参考にしていただければ幸いです。
2．質問Q＆A
Question

1 「リポートを書く前に『シラバスをよく読むように』といわれますが、どこ

が重要なのか分かりません。」

Answer 1 「リポート・論文の課題以外にも、

『リポート課題への取り組み方』をよく読
んでください。」
リポート及び論文試験とは、
「どこまで学習を達成したか」についてを担当教員にアピール
するものです。課題を解く前に、まず、シラバスの読み込みが必要になります。まずはじめ
に、注意事項を確認します。同時提出可・不可であるのか、パソコン使用可・不可であるか、
縦書き横書きの指定、データ・資料添付の必要性等についてよくよく確認してください。
次に、課題と共に、指定テキストと参考文献をよく読み込んでください。なお、指定テキ
ストは、リポート・論文試験の参考文献欄に記入せずともよいのです。その理由は、指定テ
キストは当然読んでおくべきもの、とされているからです。そのため、参考文献欄には、指
定テキスト以外にどのような文献を参考にしたのかを書いていくことになります。
そして、もう一つ重要な箇所は、シラバスの「リポート課題への取り組み方」の部分です。
ここには、リポート作成の為のヒントがたくさん隠されています。どのように課題を解くべ
きか、課題のどのような点に注意してリポート作成すべきか、リポートに書くべきことが載
せられています。それらにそってテキストの箇所を読み込んで資料を集めるとよいです。
そして、いよいよリポートを書く段階になりましても、シラバスを見返すことが重要にな
ります。たとえば「×××について述べなさい。」という課題であれば、課題の中で示された
語について、日本語としての意味・法的な定義をしっかりと認識しましょう。場合によって
は、リポートの本文でその語について説明することが求められます。他にも、
「○○○の事例
について検討しなさい。
」という問いについては、類似の判例を引用し、法的根拠の補足とす
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るとよいでしょう。
Question

２ 「剽窃が禁止されていることは知っていますが、何をすると剽窃になるので

すか？どうして剽窃を行ってはいけないのでしょうか？剽窃をすると、どう
なりますか？」

Answer

２ 「著作物・ホームページから文章をそのまま写した場合に出典を書かないこ

とや、著作・研究論文に書いてあったものを写すなどの行為はすべて剽窃と
みなされます。」

学習相談において、
「何をすると剽窃になるのか？」という質問を多く受けます。剽窃と知
りながら行ってしまう場合と、剽窃とは知らずに行ってしまう場合があります。剽窃が何か
分からなければ、無意識に行ってしまうこともあるかもしれません。
「芸術は模倣から始まる」
という言葉もあります。自身の技術向上や練習のため、先人の作品を参考にすることもあり
ます。しかし、それを自身のものとして発表したりすると剽窃と見なされ非難されてしまい
ます。故意の有無に関わらず、また、剽窃を疑われることがないよう、注意しなければなら
ないのです。そのためにも、何をどうすると剽窃と判断されてしまうのかしっかりと知って
おきましょう。
まずは、剽窃の意味を知ることです。辞書を引いて剽窃の意味を調べたり、インターネッ
トで検索してみましょう。例えば、辞書の剽窃の項目は「他人の文章・語句・説などを盗ん
で使うこと。
」とあります（西尾実他編『岩波

国語辞典

第５版』、岩波書店、1999年、

998頁）
。剽窃は他にも、盗作・無断転用・パクリ等の類似の言葉があります。あるいは、グ
ーグルにて「剽窃」と入れると、剽窃の意味や方法を検索することができます。たとえばあ
るサイトでは、剽窃について「意味を「［名］
（スル）他人の作品や論文を盗んで、自分のもの
として発表すること。
「他人の論文を─する」 類語： 盗作（とうさく）」 と説明しています
（http://dictionary.goo.ne.jp/jn/187932/meaning/m０u/）。具体的に申し上げますと、
「インターネットで検索したホームページの文面をそのままコピーして貼り付けること」や、
「指定テキストの課題に必要な部分をそのまま書いてしまうこと」等です。なお、一言一句写
しているわけではないので剽窃ではない、と考えるのも誤りです。殊に、リポート・論文で
は文字数が限られているため、引用をすべてつけると文字数がいっぱいになってしまうこと
を心配して、引用を控える方も多いのですが、書き方を工夫し、註を付けてください。指定
テキストを写すような形でまねして書いた際でも、担当教員はこの部分は指定テキストを写
したと気付くだろうから註は必要ないのではないか、という質問も受けます。このような場
合も、指定テキストのどの部分を参考にして書いたのか、きちんと出典を書くようにしてく
ださい。添削で注意を受けることがあります。
そして、剽窃を行った学生にどんな厳しい処分がなされるのか、盗作がどんなによくない
行為であるのかについては、『東洋通信』
（2016年４月号70頁）等に剽窃の注意や罰則が書
かれています。機会があれば、先生・TA等に、剽窃の認識を聞いてみましょう。実際に過去
には、剽窃を理由に厳しい処分を受けた学生もいます。絶対に行わないようにしましょう。
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Question
Answer

３ 「判例を読んでいる時に、『論点』というものが何か分かりません。」
３ 「論点とは、その裁判で当事者が裁判所の判断を求めている法律上の問題で

す。どのような問題について判決が出されたのか読んでみましょう。」

法律の専門科目を勉強する中で判例を読むことは非常に重要なことですが、時折、
「重要な
部分が分からない」
、
「論点を比較せよと言われるがその論点が分からない」、という相談を受
けます。論点とは、その事例の中で、法的な判断が求められている部分です。判決の「主文」
や「理由」の周辺もよく読んでみましょう。
判例を調べる際に、ジュリストだけでなく、刑集・民集・最高裁判例解説等の原典を読み
込んでください。ジュリスト等の判例解説集は長い判例を短くまとめ、重要な部分のみ書か
れています。これだけでも十分勉強になりますが、判例の原文を読み、重要な部分を見つけ
る練習をすると、判例を読み込む力がついてきます。なお、図書館のデータベース等があり
ますので、パソコンでも読むことはできます。ぜひ、原文をご覧になってください。
なお、
「このリポートにはどのような判例を使ったらいいのでしょうか？」
・
「この判例の論
点は何ですか？」という質問はリポートの答えに直結する質問ですので、お答えすることは
控えさせていただいております。
Question

４ 「ホームページはリポートや論文試験の参考にしない方がよいと聞きました。

多くの情報が検索できるのに、なぜいけないのでしょうか？使ってもいいホ
ームページはありますか？」

Answer

４ 「情報が不確かであることがあり、突然消失の危険性があるためです。東洋

大学の図書館のデータベース等がおすすめです。」

リポートは指定テキスト及び、参考文献をもとに書いていただくことが中心になりますが、
実はホームページも有効です。しかしながら、その活用は慎重に行い、信頼できるホームペ
ージをご利用になってください。歴史上の人物や出来事、各データ等、容易に検索すること
が可能ですが、その内容は、事実でない可能性もあります。誰がいつ何を根拠に作成したの
か、内容が不確かであることもあります。書籍や研究論文等は、一定の調査を基に書かれて
おり、著作自体を閲覧することも可能です。なお、リポートや論文試験において、出典が書
かれていない文やウィキペディア等を参考文献で使用することは避けてください。
なお、信頼できるホームページの一例として、図書館のデータベース
（判例・各新聞記事・
法律条文等）
、官公庁のホームページ、公開されている紀要等があります。これらは執筆者が
特定でき、消失の心配が少ないためです。なお、引用する際は、いずれのホームページであ
っても、アドレス・閲覧の日時（日付と時間）を出典として付けてください。また、新聞を参
考文献として引用する際には、日付・頁・朝刊か夕刊かをお書きくださいますようお願い致
します。
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Question

５ 「仕事が忙しくて毎日勉強ができていません。どのように学習を進めていけ

ばよいでしょうか。」

Answer

５ 「たとえ一日のうち数分でも、学習を続けることがポイントです。」

仕事をもちながら学習を続けている方は、毎日勉強時間を割くことはとても大変なことで
す。学業一本の学生でさえも、毎日勉強を続けられないことも多いのです。しかしながら、
勉強とは毎日継続していくからこそ向上していくものであり、毎日勉強を続けていかないと、
その力は落ちてしまうものです。継続は本当に力になります。実は、一日たった数分の学習
でも効果は感じられます。毎日少しずつでも研究ノートを作ったり、テキストを読んだりす
ると、知らず知らずのうちに理解できるようになります。やはり、
「継続は力なり」です。テ
キストを読み込むことが大変な場合、その科目に関する一般書や漫画であっても、参考にな
ります。電車の中で読んだり、壁に覚えたいものを貼ってみるのもよいでしょう。わたくし
も歴史の漫画や判例の漫画化されたものを多く読みました。某先生の作戦は、英単語や公式
をトイレの壁に貼ることだったそうです。
3．むすび
今回は、学習相談で多く寄せられた問題を紹介させていただきました。どれも、学習の中
で多くの人が躓く問題です。疑問が生じた場合は、遠慮なく、TAにご相談ください。疑問が
生じたということは、その問題について、一定の理解と興味が出た証拠です。とてもいい傾
向です。夏の間に、大いに力を蓄えてください。


（法学部TA
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随 筆

時を超える桃花の情

そ しゅう

とう か

う

しょう せ つ

水の都蘇 州 には、桃花塢とよぶ地名がある。唐の時代には、桃花河が流れていたらしい。

北宋の時代に異民族夏との戦いで名将ぶりを発揮し、詩も得意とした 章 楶（一〇二七〜一一

〇二）は、戦いのつかの間の憩いを求めたのか、この地に別荘を建て小高く土を盛り上げて、

桃樹を植えた。主人が留守でも桃は咲き、近隣の人を楽しませた。（『蘇州府志』清同治年間）そ
とういん

れから桃花塢と呼ばれるようになる。

さらに時をへて、明の唐寅（一四七〇〜一五二三）がこの地を居と定めて陶淵明の桃源郷

よろしく桃を植え桃花庵を作った。筆をとれば才能横溢して、だれの目にも順風満帆のはず

であった唐寅が、三十にしてついその自信が驕慢を招いた由縁か、科挙試験不正のあらぬ疑

惑が身におよび、一夜にしてすべてを失ってしまう。アウトサイダーとして生きることにし

た唐寅が、桃の花に囲まれた自分の心を遊ばせる空間をつくったのだった。三十五歳の時に
うち

その心情を詠んだ「桃花庵歌」は、一躍この地を有名にした。
しゅせん

桃花塢の裏の桃花庵、桃花庵の裏の桃花仙。
桃花仙人は桃樹をうえ、また桃花を摘み酒銭に換える。

酒醒めては花前に在りて坐し、酒に酔いてはまた来りて花下に眠る。

き っ きゅう

半ば醒め半ば酔い一日復た一日、花落ち花開き一年復た一年。
えにし

ただ願わくは老いて花と酒の間に死せん、車馬の前で鞠 躬 を願わず。（鞠躬：かしこまる）
く

ち

ひま

車塵馬足は貴者の趣き、酒盞花枝は貧賤の 縁 。（盞：さかづき）
ひ

と

ふうてん

たが

ひ

と

もし富貴を貧者と比ぶれば、彼は駆馳を得、我は間を得る。
す

別人我を笑い瘋癲と忒うも、我は他人が見ぬけぬを笑う。
見ずや五陵豪傑の墓、花無く酒無く鋤かれて田となるを。

（七言古詩『唐寅集』巻第一、中国古典文学叢書、上海古籍出版社）

富貴は身を尽くし働いて得たとしても、結局何にも残りはしない、と立身出世の俗な世間に

対して斜に構え、風流に遊び洒脱飄然の極みを謳歌している姿勢を見せている。この詩は広

く愛誦され、詩書画の世界で筆墨を自在に走らせる唐寅はもてはやされる。
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唐寅の愛した蘇州を髣髴とさせる絵巻『姑蘇繁華図』
（部分）
清・徐揚・作
（遼寧省博物館蔵）

うち

おわ

だがその一方で、唐寅は、ままならぬ生の煩悶や人生の短さ、ちっぽけな人間の営みを実
感する詞も数多く詠んでいる。
「七十詞」
人生七十は古より稀というも、我は年七十を奇となす。
なかあい

前の十年は幼少にして、後の十年は衰え老いる。

ほん ぱ

中間ただ五十年あるのみ、一半はまた夜の裏にありて過ごし了る。

算してみるにわずか二十五年世に在り、受け尽くすあまたの奔波と煩脳を。

（七言古詩『唐寅集』巻第一）

無情にも刻まれていく過ぎゆく時を明確に意識し生死を自問する。あるいはまた、
「百たび忍

あき

こ

文学部教授

専攻：中国文学

比較文学文化

─3─

ぶ歌、百たび忍ぶ歌、人生は忍ばないでいられようか？……朝にも忍び、暮れにも忍ぶ、恥

も忍び、辱めも忍ぶ、饑えをも忍び、寒さをも忍ぶ……」（「百忍歌」七言古詩）など赤裸々な心
境も吐露している。

桃花塢の桃花庵は、唐寅の亡き後、清代初期には医師の手に渡るも、その後は桃樹もなく

なり荒れ果てる。そして長い時をへて二〇〇八年から庵や石碑などを修復して唐寅園として

開園されたが、それは桃花塢を西南にかなり離れた場所に造られている。唐寅の時代のもの

にはおそらく遠く及ばないものの、桃樹に馳せる情は連綿とつづいている。

晶 子

あり さわ

唐寅の心には常に光と影が宿っている。その陰翳が深い心の淵を感じさせ、時をこえても

なお、その時々に見るものの心を引きつけてやまないのである。

有 澤

学 習 室
英単語の諸相

室

松

慶

子

英単語には様々な側面がある。本稿では、英単語についてその構造、新語形成、意味の
変化、中性化について紹介していこう。
まず、英単語の構造について考える。“ 構造 ” といえば文法構造のように、文単位におけ
る構造がまず頭に思い浮かぶであろう。例えば、文は主語＋動詞＋目的語から成る。様々
な要素が規則に従って並べられ、１つの文ができる。1 同様に、英単語にも構造がある。科
学の世界では、複雑な構造を作りあげるための最小単位を明らかにすることが基本である。
言語学では、意味の最小単位を形態素と呼び、単語は形態素をその構成要素とする。
例を見ていこう。cats という単語は、cat と -s から構成される。cat も -s も形態素であ
り、cat は「猫」、-s は複数であることを示す意味を持つ。teachers という単語では、cats
の例のように、末尾に複数を表す -s がある。さらに、teacher の部分は teach と -er に分解
できる。-er は「〜する人」を意味する。したがって、teachers は、teach-er-s のように３
つの要素から構成される。cats も teachers も名詞だが、名詞のみが内部構造を持つのでは
ない。例えば、動詞の weaken「弱める」は、weak と -en から成る。第１番目の構成要素
である weak は、
「弱い」という意味をもつ形容詞である。形態素であり、それ自体が単語
である。第２番目の要素である -en は「〜にする」という意味を持ち、動詞を作る働きをも
つ。
これらの例にみられるように、英単語を形作る要素には、単独で単語として存在できる
ものと、単独では存在できない要素がある。cat, teach, weak はそれ自体が単語として存在
できる。一方、-s、-er、-en は、他の要素に付加されることによってのみ使用される形態素
であり、接辞と呼ばれる。2
１ 構造は、線的順序と階層の両面から考えるが、本稿では線的順序のみを扱う。
 テン語、ギリシア語等の接辞や語幹に関しては、室松（2011）学習室「効果的な語彙力増強法：漢字・
２ ラ
熟語のように覚える英単語」
『東洋通信』第48巻第４・５号pp. 12-16.を参照のこと。
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接辞は、その位置により、接頭辞や接尾辞といわれる。接頭辞には、inaccurate（不正
確な）の in- や disappear（消滅する）の dis- 等がある。
また、接辞は位置による区別のみではなく、その機能でも区別され、２種類ある。１つは、
語形変化を担うものである。その接辞が付加しても、単語そのものの意味は変化しない。
例えば、cats の -s は複数形、waited の -ed は過去形、faster の -er は比較級を表す。cat も
cats も、wait も waited も、fast も faster も基本的な意味は同じである。
もう１つは、接辞によって新しい単語が形成されるものである。accurate（正確な）と
inaccurate（不正確な）では、in- がつくことによって意味が異なる。teach と teacher で
は、-er の付加によって意味が異なるばかりか、動詞が名詞になり品詞も異なる。このよう
に、接辞付加によって新語が形成されることを派生という。
派生の他に、様々な新語形成の方法がある。以下では複合、混成、逆成、短縮の４種類の
英単語の新語形成を見ていこう。
まず、複合とは、接辞ではなく単語を結合させて１つの単語を作ることである。例えば、
sunrise（日の出）、blackboard（黒板）、bittersweet（ほろ苦い）があげられる。それぞ
れ、sun ＋ rise、black ＋ board、bitter ＋ sweet である。前後の単語の品詞の組み合わせ
は様々あり、 出来上がった単語の品詞をそれらから推測することはできない。 例えば、
sunrise は、sun（名詞：太陽）＋ rise（動詞：昇る）から成り、名詞である。また、黒板
の意味である複合語 blackboard の第１強勢は black にあるが、黒い板という意味の２つの単
語からなる black board では、board に第１強勢がある。
今や複合語であったことがわからなくなった単語もある。領主を意味する load は古英語
3
また lady
では、hlāford であり、hlāf（パン）＋ ord（管理者）から成る複合語であった。

は、古英語では「パン」＋「こねる」から成る複合語であった。
混成とは、２つの単語の断片を合わせて１つの単語をつくることである。例えば、brunch
（ブランチ）は、breakfast（朝食）と lunch（昼食）から作られた。smog（スモッグ）は、
smoke（煙）と fog（霧）から作られた。
勘違いから新語が形成されることがある。ある語から接辞と類推した部分を切り取るこ
とにより新語が形成されることを逆成という。例えば、editor（編集者）から edit（編集
する）という単語が生まれたのは、editor の -or が「〜する人」を表す接尾辞と認識され
たため、これが切り取られ、edit という動詞が生まれた。edit から editor ができたわけで
はない。また、エンドウを表す pea は中英語時代 pease であった。しかし、この単語が複
数形であると誤認され、pea という綴りになった。4
短縮語は、単語の一部を切り捨てて作られた語であり、元の語と品詞や意味が変わらな
３
４

 英語に関しては、室松（2009）学習室「英語学習の要：英語の歴史の視点から」
古
『東洋通信』第46巻第６
号pp. 18-22.を参照のこと。
中英語に関しては、室松（2009）を参照のこと。
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い。また、短いままでも切り取る前の長いままでも通じる。例えば、exam（試験）
、photo
（写真）、math（数学）
、dorm（寮）は、それぞれ examination、photograph、mathematics、
dormitory の短縮形であり、後ろの部分が切り取られている。前後が切り取られている例
としては、flu がある。これは influenza（インフルエンザ）の短縮語である。前が切り取ら
れている例には、bus（バス）がある。omnibus の短縮語である。
ここまで、英単語の構造や新語形成についてみてきたが、以下では英単語の意味につい
て考える。言語は歴史とともに変化し、単語の意味も変化する。ここでは変化の方法を４種
類紹介する。意味の拡大、意味の縮小、意味の向上、意味の堕落である。
まず、意味の拡大とは、語の指示対称の領域が広くなることをいう。例えば、bird は、
古英語の時代には、「若い鳥」を意味したが、現在は「鳥」一般を指すようになっている。
同様に、plant は、
「若枝」から「植物」一般を指すようになった。意味の拡大には、一般
化の他に転移がある。leg が家具の脚に用いられたり、face が時計の文字盤、hand が時計
の針を指す例がある。
意味の縮小とは、語の指示対象の領域が狭くなることである。意味の特殊化ともいう。
例えば、deer は元来「動物」を指したが、「鹿」を指すようになった。同様に、hound は
「犬」を指していたが、
「猟犬」という意味になった。meat は「食物」を指してたが、
「肉」
を指すように変化した。
意味の向上とは、語の指示する対象についての社会的評価が上がることをいう。例えば、
knight の意味は、「召使い」から「騎士」に変化した。fond は、「愚かな」から「愛情深
い」に変化した。minister の意味は「大臣」だが、もともと「召使い」を指していた。
これと反対の変化が意味の堕落である。silly「愚かな」は、以前は「幸福な」という意
味であった。
上では、歴史的に変化してしまい、指摘されなければおそらくは気づかないような例で
ある。一方、社会に生きる私たちが現在目の当たりにしている変化は、単語の意図的な中
性化であろう。男性・女性の区別や男性優位の表現が修正されてきていることである。
人間を表す単語 man は同時に「男」を意味する単語である。地位や職業を表す単語に
man が含まれていると、男性に限定していると捉えられかねない。例えば、fireman（消
防士）、mailman（郵便集配人）、policeman（警官）である。しかし、今日の英語では、男
女両方を含む表現を用いなくてはならない。したがって、これらには順に、fire fighter、
mail carrier、police officer のような表現が用いられている。また chairman（議長）は
chairperson と変化したが、その後さらに chair となった。mankind（人類）は human
beings あるいは people に置き換えられている。
-ess のついた職業も女性であることを示すため、避けられている。actress（女優）では
なく actor（俳優）が用いられる。waitress（ウエイトレス）も同様に、これに代わり中立
的な server（給仕）が用いられている。server は男性の場合にも使用され、waiter は用い
─5─

られない。
伝統的に男性が就くことが多かった職業についた女性を指す場合、あえて woman をつ
けて woman doctor（女医）としたり、逆に male（男性の）をつけて male secretary（男
性秘書）のようにして、職業名に関して男性・女性という修飾語をつけることはほとんど
ない。その点を強調する場合のみそのような修飾語を使う。例えば、女性患者が女性の医
師を希望するときに医師が女性であるということに言及しなくてはならない場合等である。
以上のような単語の中性化や中立語に関する解説は、英和辞書や英英辞書に記載されて
いる。辞書の使用の際は、例文のみならず解説や語法を読むことが必須である。グローバ
ル化・多様化した現代、英語を使用する際には、１つの英単語の選択が重要になる。
本学習室では、英単語の様々な側面について見てきた。５ 日々の英語学習の際には、既に
知っている単語もそうでない単語についても、１つ１つの単語に注意を向けて、今回学んだ
角度から見つめてみてほしい。それが、英語力の強化につながっていく。

参考文献
Akmajian, Adrian, Richard A. Dermers, Ann K. Farmer, and Robert M. Harnish 1990.
Linguistics：An Introduction to Language and Communication. Third Edition. Cambridge,
MA: The MIT Press.
長谷川瑞穂・脇山怜

編著 1998.『英語総合研究（改訂版）
』東京：研究社

Oxford Dictionary of English. 2003. Oxford University Press.
─むろまつ

５

けいこ・法学部教授─

本学習室で取り扱わなかった英単語の他の側面については、室松（2009）、室松（2011）を参照してほし
い。
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学 習 室
統計について

長谷川

勝久

４ 年生になると、卒業論文の執筆に取りかかることになります。卒業論文では、文系で
あったとしても、テーマによっては、仮説を検証あるいは生成するためにアンケートやイ
ンタビューなどからデータを取り、それらのデータを解析する必要性が生じるかもしれま
せん。また、将来、教職を目指す人は、これからの時代に求められている新たな学力を育
成するために、指導法や教材の開発など、教職生活全体を通じて自主的に学び続けること
が求められています。自分が考えた指導法が新たな学力観に照らして鑑みたときに、学習
効果があったのかどうかなど、自ら検証していくことが必要になってくることでしょう。
そこで、これらのことを行っていくためには、統計について知っておくと便利です。教
育学科において １ 年生向けの入門ゼミで使用しているテキスト『大学生として学ぶ－教育
学入門－』
（ ７ 訂版）の中から、私が執筆した部分の内容を、本書向けに一部書き改めて以
下にご紹介致します。
（1） 教育・心理における統計の重要性
統計の本題に入る前に、次のような場面を考えてみましょう。
Ａ先生は、新しい指導法を考案して、その指導法を用いて授業を行った。Ｂ先生は、
従来の指導法で授業を行った。 １ 単元の授業が終了し、両クラス共に同じ単元テスト
を実施したら、Ａ先生のクラス35人の平均点は70点、Ｂ先生のクラス37人の平均点は
68点だった。このことから、新しい指導法は従来の指導法よりも学習効果を高める上
において有効であるといえるでしょうか。
実は、このことを考えるためには、統計に関する基礎的な知識が不可欠となります。こ
れから、皆さんが、教育・心理に関する文献を読むときには、このような例のみならず、
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必ずといってよいほど、統計データに出合うことになるでしょう。そこで、ここでは、統
計に関して基礎的なことについて式を一切使うことなく概観すると共に、さらに詳しく学
ぶための参考図書等を示します。また、調べた方が良いと思われる専門用語には、下線を
引いているので各自で調べながら学習を進めて頂ければと思います。
（2） 教育心理データの種類と性質
統計に用いる教育心理データは、
「名義尺度」
「順位尺度」
「距離尺度」
「比例尺度」の ４ つ
の水準があります。教育・心理に関する文献を読むときには、数値が、次の ４ つのどの尺
度であるかに注意しなければなりません。以下に、それぞれについて説明します。
①

名義尺度（質的データ）

分類のための尺度です。対象をいくつかに分類し、対象に対して各分類に属する符号と
しての数字を与えます。例えば、アンケートを実施する際、男性は １ 、女性は ２ などがこ
れに相当します。
②

順序尺度（質的データ）

順位づけのための尺度です。対象をある性質に関して一つの順序で並べて、その順序通
りに数字をあてはめます。例えば、
「教育測定と評価」の授業は、 1 ．興味がある 2 ．どち
らでもない
③

3 ．興味がない

などがこれに相等します。

距離（間隔）尺度（量的データ）

差の比較のための尺度です。その尺度上で、識別の間隔が等間隔であり、数値間の距離
に加法性が成立する尺度です。間隔尺度とも言われています。測定の原点と単位は任意で
す。例えば、テストの得点、摂氏、華氏等がこれに相当します。摂氏 ０ 度は、絶対的原点
ではありません。摂氏30度は摂氏15度の ２ 倍の温度であるという解釈はできないので注意
が必要です。単に15度の温度差があるということだけです。テストも ０ 点が絶対的な原点
ではないので同じようなことが言えます。例えば、数学で80点とった人は、40点の人の ２
倍の数学の学力があるとは解釈できません。単に得点の差が40点あると解釈できるだけで
す。
④

比例尺度（量的データ）

比の分析が可能な尺度です。絶対原点があり、測定単位のみが任意です。長さ、速さ、
反応時間などはこれに相当します。例えば、長さの場合であれば、測定単位は、フィート、
ヤード、メートルなど任意ですが、どの場合も ０ の原点は同じです。したがって、 ８ フィ
ートは ４ フィートの ２ 倍の長さであると解釈できます。ヤード、メートルも同様です。
データ分析をおこなう際には、用いる尺度の水準によって、統計的分析方法が異なるの
で注意が必要です。
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（3） 記述統計と推測統計
調査対象のデータを円グラフや棒グラフなどに表して特徴を捉えやすくしたり、平均や
標準偏差を算出してデータの特性を捉える統計学の分野を記述統計といいます。これに対
して、テレビの視聴率や選挙の出口調査等で当選確実の推定をするような場合に見られる
ように、一部のデータから全体の特性を予想する統計学の分野を推測統計といいます。こ
こでは、紙面の都合上、多くを説明することができませんので、統計資料を読むための記
述統計、推測統計に必要な主なキーワードを列挙しますので、各自調べてみましょう。
①

記述統計に関する主な用語
表 １ ．記述統計に関する用語
用語

尺度の水準

意味

最頻値（mode）

名義尺度以上

度数の最も多い値

中央値（median）

順序尺度以上

データを大きさの順に並べたときの中
央の値

平均（mean）

間隔尺度以上

データの総和をデータ数で割った値

範囲（range）

順序尺度以上

データの最大値と最小値の差

四分位数（quartile）

順序尺度以上

データを大きさの順に並べて、４ 等分
に区切ったときの区切りの値

分散（variance）

間隔尺度以上

偏差の ２ 乗の総和をデータ総数で割っ
た値

標準偏差（standard deviation）

間隔尺度以上

分散の平方根をとった値

歪度（skeness）

間隔尺度以上

分布の歪み具合を表す値

尖度（kurtosis）

間隔尺度以上

分布の尖り具合を表す値

表 １ で示した用語は、相対度数分布表やヒストグラムを作成することで知ることができ
ます。その他にも、クロス集計表を作成することで、 ２ 変量の値を共有するデータの度数
を調べたり、散布図を描いて ２ 変量間の相関関係について調べることがありますが、これ
も記述統計に含まれます。
＊独立係数、相関比、相関係数（ピアソンの偏差積率相関係数）はいずれも ２ 変量間の相
関関係を表す指標ですが、扱うデータが（２）で記述した ４ つのいずれの水準を扱うのかに
よって異なってくるので注意が必要です。先の ３ つがどのような水準のデータの時に用い
るのか、調べてみましょう。
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②

推測統計に関する主な用語
みなさんは、論文等を読んでいると“＊”
、
“＊＊”
、
“n.s.”などの印を目にしたことはな

いでしょうか。これらの印は、推測統計の中の“検定”の中によく出てきます。検定とは、
（１）の四角の枠で囲った問題を例に説明しますと、Ａ先生のクラスの平均点とＢ先生のク
ラスの平均点は等しいと仮定（これを帰無仮説という）して、そこから矛盾を導くことで、
Ａ先生の指導法の有効性を導こうという考え方です。このとき、帰無仮説が起こる確率を
算出し、その確率が ５ ％未満であるときに“＊”
、 １ ％未満のときに“＊＊”
、 ５ ％以上で
あるときに“n.s.（not significant）”の印を用います。それでは、どのようにしてその確率
を求めることができるのでしょうか。ここが推測統計のポイントです。このときに大切な
ことは、対象としているデータの母集団の分布はどのような分布になるかを押さえること
です。その多くの場合は、正規分布やｔ分布になっていることが多いです。この他にも、
二項分布、χ（カイ自乗）分布、Ｆ分布、ポアソン分布などがあります。これらの分布の
2

中のどれに従うかがわかれば、過去の数学者たちが既に解析をしてくれていますので、そ
の確率を求めることができるのです。ここでは、正規分布を例に簡単に解説を致しますが、
考え方は他の分布でも同じですので各自調べてみてください。
記述統計のときにヒストグラムを描いた経験があるでしょうか。教員がよく描くヒスト
グラムの例としては、クラス35人のテストの得点について、横軸にテストの得点を10段階
に区切り（階級という）、それぞれの階級に何人いるか（度数）を縦軸に取ったヒストグラ
ムがあります。このヒストグラムの縦軸を、例えば20点以上30点未満の人数は全体の何％
かに置き換えてグラフを描くと、相対度数分布グラフになります。さらに、横軸を平均が
０ 、分散が １ になるように標準化した値に変換して描き直してみます。このときの値を統
計学では統計量Tとすることが多いです。このときのグラフは、標本相対度数分布グラフ
です。ここまでは、既にある（過去の）データを扱っているので記述統計です。これを、
次のように考えてみます。テストを受けた人が何万人といて、その中から一人選んでその
人の点数を見たら85点だったので80点以上90点未満の階級に度数 １ と数える。このとき、
選んだ人の点数をＸとすると、このＸのことを確率変数といっています。以下、同様にし
て35人抽出して同様の作業を繰り返して標準化した相対度数分布グラフを描くと、記述統
計で描いたグラフとほぼ同じになります。しかし、このとき、80点以上90点未満の人は10
％であったとすると、この場合の10％は相対度数ではなく、確率になっていることがわか
るでしょうか。すなわち、グラフの長方形の面積が、その幅の点数を取る確率を表してい
るのです。これを、横軸を10点刻みではなく連続量に置き換え、縦軸を確率密度に置き換
え、無限大の資料の中からこのような作業を無限回繰り返して行った時を考え、その時の
グラフを描いてみると、正規分布になるのです。特に、平均 ０ 、分散 １ に標準化したとき
のグラフを標準正規分布といいます。このときのグラフの曲線を確率密度関数といいます。
したがって、ある人の点数を標準化して、その得点が何％の確率で出るかは、その得点か
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ら右側のグラフと横軸とで囲まれた面積を求めればわかるのです。これらのことは、ガウ
スという数学者が解析して一覧表になっていますので、そこから私たちは知ることができ
ます。ここで、これらの資料を読むときに、横軸のある １ つの値（例えばT＝ １ ）をとっ
たときの縦軸の値は確率ではないので注意が必要です。その時の縦軸の値は確率密度です。
この場合の確率はいくらになるかは、友人と議論してみてください。続けて大切なことは、
複数の資料があったとき、それぞれの資料からサンプルを取り出したときの平均、分散は
どのようになるかということです。このことが明らかになれば、複数の資料から取り出し
たデータについても検定が可能となります。これについても、各自調べておくとよいでし
ょう。
ここまでは、資料の母集団の分布の形を利用して検定をする考え方について記述しまし
たが、中には分布に依存しないものもあります。これをノン・パラメトリックの検定とい
っています。これら両者の主な検定について列挙しますので、それぞれの検定はどのよう
な分布に従うと仮定して行うのか、または分布を仮定しないのか、扱うデータは ４ つの水
準の中でどれなのかを調べて一覧表にしてみるとよいでしょう。
主な検定：スチューデントのｔ検定、ウェルチ検定、対応のあるｔ検定、Ｆ検定、χ
2

検定、対応のあるχ検定、分散分析、U-検定、サイン検定など。
2

この他にも、
“推定”という考え方があります。例えば、1000人の人がテスト受け、この
母集団の中から標本（サンプル）10人を抽出して点数を調べたら標本平均60点、標本分散
は204であったとき、母平均、母分散を予想するような場合が、統計でいう“推定”です。
推定には点推定と区間推定があり、推定の方法には、不偏推定量による推定と最尤法によ
る推定があります。詳しくは、 ３ ）、 ４ ）の文献で学習してみてください。
（4） 統計に関する文献紹介
統計に関する文献は、基礎的なものから応用的なものまで数多くあります。ここでは、
次の ３ 点を紹介します。石井（2012）、涌井（2013）では、統計に関する基礎的事項の意味
がよく理解できるように丁寧に解説されています。これから統計のことを勉強する人にお
薦めです。菅（2013）では、本節で紹介した統計について、実際にExcelを使って演習がで
きるように解説されています。また、統計解析に必要なソフトが無料でダウンロードでき
るなど、実践向きの本です。
本節で紹介できなかった多変量解析については、必要が生じた折りに、数学、心理系、
社会学系の先生に質問して参考書等を紹介していただき、各自で学習を進めて頂ければと
思います。
注
１ ）石井俊全（2012）：『意味がわかる統計学』、ベレ出版
─9─

２ ）菅民郎（2013）：『Excelで学ぶ統計解析入門Excel2013/2010対応版』
、オーム社
３ ）涌井貞美（2013）：『意味がわかる統計解析』
、ベレ出版
─はせがわ
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かつひさ・文学部教授─

論

祝言

文
神々の来臨 ─脇能における思想的多様性
原

田 香

織

高砂住吉の相生の松の謂れを『万葉集』と『古今和歌集』に譬え、

和歌の繁栄が国家泰平につながるといい、長寿の夫婦のめでたさ

を伝え、また後場では『伊勢物語』百十七段の有名な贈答歌でも

一

高砂や この浦舟に帆を上げて この浦舟に帆を上げて

ある住吉明神の和歌を配置して、和歌の神としてのシテ住吉明神

表現技巧としては、和歌の徳を根幹として換喩（メトニミー）

が天下泰平を言祝ぐというものである。

月もろともにいでしほの 波のあはぢの島影や 遠くなるを
（１）

これは応永年間に作られた世阿弥の『高砂』のワキの待ち謡の

の修辞技巧により、国家平和の象徴が松の緑の永遠性と和歌を解

の沖過ぎて はや住江に着きにけり

部分である。祝言といえば、近代の婚礼の儀においては定番とい

場において住吉明神の登場により雅楽を舞い国土安泰と繋がる構

き明かすこと、そして姥と尉という長寿の夫婦の絆が語られ、後

周知の通り、世阿弥は『三道』において『高砂』を「相老（相

造になっている。
『申楽談儀』において「なほし鰭があるなり」と

え『高砂』のこの箇所を思い浮かべる向きも多い。
生）」という古名で「近来押し出だして見えつる世上の風体の数々」

いうのは、和歌と松と夫婦という重層的イメージによる国家顕彰

つ作品群の一つであり、世阿弥の代表作である。内容は、ワキ肥

この『高砂』
（五流）は、和歌が国家泰平へとつながる構造をも

釜、蟻通」が挙げられている。

老体の代表曲として『三道』では「八幡、相老、養老、老松、塩

となっている点にあろう。なお、世阿弥自身の意識のなかでは、

（２）

のなかの一作品として、「老体」の規範曲に挙げている。

後国阿蘇神主友成が、播州高砂の浦を尋ねると、木守の尉と姥が
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軍家の何代目かという疑義が呈されるが、足利義持をさすとされ、

当御代については、表章氏や天野文雄氏の御論考があり、足利将

当御代の初めのために書きたる能なれば、秘事もなし」とある。

道より書き習ふべし。直成体は弓八幡也。曲もなく、真直成能也。

八幡』であり、『申楽談儀』においては、
「先、祝言のかゝり直成

さて、祝言の能のなかで世阿弥が基本として挙げているのは『弓

阿弥時代において、南北朝の争乱の起点が想起される。

後醍醐天皇の父である。大覚寺統の天皇の臣下という設定は、世

多天皇は、鎌倉時代の第九十一代天皇であり亀山天皇の第二子、

があったことを背景に、石清水神社参詣が行われた。因みに後宇

宇多天皇（一二六七─一三二四）の時代には、いわゆる元寇の乱

幡』では、ワキが後宇多院の臣下と設定されているが、実際の後

室の厚い尊崇を受け、伊勢神社と並び称せられている。能『弓八

和の象徴と、御祭神でもある神功皇后の征韓など男山八幡宮の縁

宮の二月初卯の神事に参詣する。シテは桑の弓、蓬の矢という平

『弓 八 幡 』
（五 流 ） の 内 容 は 、 ワ キ 後 宇 多 院 の 廷 臣 が 、 男 山 八 幡

から考えると、名前を敢えて記すことにより過去化するという大

れる傾向があるものの、同時代はあえてそれを避けるという風潮

今に仕へ奉る臣下」という朧化表現が多い。古代の天皇名は記さ

ここで気になるのは、天皇家を扱う場合に能の世界において「当

（３）

成立は「応永元年十二月義持将軍宣下」まもないころとされる。

起を語る。シテは石末社の高良神であり、清水八幡宮の徳を称え

覚寺統の統合に意味があった可能性もある。

清水」は平安時代から紀貫之などにより和歌の題材として扱われ

宮縁起』に基いているが、実は石清水八幡宮にかかわることば「石

という点について重んじていたことである。本説は『石清水八幡

生島』
）等、天皇名により想起されるものが異なる。ワキの機能が

おいてもなお憧憬の対象とされた延喜の帝（醍醐天皇）臣下（
『竹

の皇統へとつながる欽明天皇臣下（
『江野島』）
、聖代として後世に

一方、土地の縁起説、国土創生につながるような作品は、現在

（４）

るというものである。ここで重要なのはまず世阿弥が本説正しく

「男 山 」
「八幡」を詠み込んだ歌は多い。清少納言は『枕草子』第

脇能においては、より具体性を帯びている点にも注意が必要とも

さて、今谷明氏『室町の王権』
（一九九〇年）など一連の研究で

いえよう。

二八七段「神は、松の尾」において、
神は、松の尾、八幡、この国の帝にておはしましけむこそ
めでたけれ。行幸などに、名葱の花の御輿にたてまつるなど、

氏がご指摘のように、足利義満には王権簒奪計画ともよべるもの

がある。天皇家賛美が直接的に将軍家賛美へつながるように類似

いとめでたし。
と述べ、石清水八幡宮を顕彰し、応神天皇・比咩大神・神功皇后

性からの価値の移行を意識していたのが足利義満であり、この石

皇の石清水八幡宮信仰は『続千載和歌集』神祇九一九番には、

清水八幡宮に関しても、神祇歌を作成している。例えば後宇多天

をご祭神とする由緒や行幸の様子を伝えている。
石清水八幡宮は『石清水八幡宮史料叢書』や『石清水八幡宮文
書』類にあるように歴史的には、古くより王権守護の神として皇
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百首歌めされし次

この二重性は、祝福の場が石清水八幡宮という場に設定されれ

福へと機能する点で、石清水社は絶好の場であったといえる。脇

ばこそ、当御代祝福が天皇家祝福と同時にそのまま足利将軍家祝

とあり、この歌は文保二年百首歌のころに成立した作品であり石

能においては「君を守りの神国」
「此君の神徳」という語も同時に

世を思ふ我が末まもれ石清水きよき心のながれ久しく
清水八幡宮信仰と皇統の継続を祈願した歌であるが、実は父の亀

詞章には現れるが、神を称えることが皇統を称え、北朝方を支持

二

脇能

した将軍家源氏の血統を称えることになる。

山天皇も『続拾遺和歌集』巻二〇神祇一四一八番に、
石清水絶えぬ流れは身に受けつわが世の末を神にまかせむ
と皇統継続を祈念する歌を詠んでいる。これに対して興味深いこ
とには、足利義満には、

の内容としている。脇能の解説として、一例を挙げれば「国土を

脇能は、世阿弥時代においては翁の脇の猿楽として、祝言をそ

という歌がある。これは『新後拾遺和歌集』巻十九神祇一五一七

祝福し、豊穣を予福し、神社、宮寺（両部信仰の神社）の縁起を

たのむかな我みなもとの石清水流れの末を神に任せて
番に「百首歌奉りしとき 神祇」という詞書きで、下の句は意図

社）とあるように、神が登場する祝言的な内容と説明されること

語るのを主たる内容とする」
（味方健）
（
『新版能・狂言事典』平凡

義満の場合には源氏の末を神に任せているのであり、天皇家と

が多いが、現代においては、シテが神という性質から「めでたさ」

的に巧んだ類似の表現をとったといえよう。
は違う立場であるのは明らかである。足利将軍家にとっては源氏

室守護の神であることを意識した場合には、単に弓矢の神、武神

用の信仰を得ている。しかし将軍家が、石清水八幡宮に対して皇

り上げる重要な場である。確かに石清水八幡宮は皇室と武家と両

するなど、室町幕府にとっては、政治的機構の権威的な背景を創

は消失したが六代将軍義教は『石清水八幡宮御縁起絵巻』を奉納

の常套で解決できる問題ではない。これは歴代続いていき、原本

利将軍義満の和歌の表現の類似性は明らかであり、単に和歌表現

容で、祝福を込めたものであり、脇能が祝言よりに形成されてい

つまり脇能は、本説としての典拠が正しく引用され、安定した内

によき脇の申楽なりとも。祝言欠けてはかなふべからず」とある。

風体にて、する〳〵と、安くすべし。第一、祝言なるべし。いか

とやかなるが、さのみに細かになく、音曲・はたらきも大かたの

二においては「先、脇の申楽には、いかにも本説正しき事の、し

において「祝言」を重視しており、
『風姿花伝』第三問答条々・第

一方、脇能の成立当初はどうであったのか。世阿弥は能楽論書

という括りによって画一的に扱われがちである。

であることによる側面のみを捉えず、王権を意識した形式性を模

ったことが明らかである。

の氏神として石清水社への信仰を示している。しかしながら、足

倣することになる。ここに、両義性がある。
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祝言が、始発点としてあり、五音のそれぞれの音曲を謡う力があ

を「安全音」として基本に据えている点、注意が必要であろう。

上においては「祝言・幽曲・恋慕・哀傷・闌曲」のなかで、祝言

を対立的にとらえ、
「祝言」を「喜ぶ声、出る息」とした。
『五音』

『右近』
・
『西王母』
・
『呉羽』
・
『鵜祭』
・
『佐保山』
・
『玉井』
・
『絵馬』
・

『金札』
・
『岩船』
・
『江野島』
・
『久世戸』
・
『逆矛』
・
『氷室』
・
『布刈』
・

髭』
・
『源太夫』
・
『寝覚』
・
『富士山』
・
『嵐山』
・
『賀茂』
・
『竹生島』
・

『白楽天』
・
『放生川』
・
『難波』
・
『東方朔』
・
『道明寺』
・
『大社』
・
『白

『養老』
・
『淡路』
・
『志賀』・
『代主』・
『松尾』・
『御裳濯』
・『老松』
・

現行曲において脇能は、三十九曲とされる。
『高砂』
・
『弓八幡』
・

るのは、つまり「祝言ノ安全音ノ力也」ということで、そこを基

『鶴亀』
・
『輪蔵』
・
『大典』である。無論、現行曲としてあるが五流

また世阿弥は、
『音曲口伝』において「祝言」と「ばうをく」と

盤にして構築されている。

すべてに演じられているとは限らない。

このうち『大典』
（観世）は、藤代禎輔作詞、観世左近作曲であ

祝言の性質をしる一つの手がかりとして、
『申楽談儀』において
世阿弥は「祝言は、直に正しくて、面白き曲は有べからず。九位

戸時代（一八四四年）水戸藩主徳川斉昭の作であり、
『常陸国風土

り、大正天皇即位を祝福した新作能であり、明治天皇の御聖代を

一、祝言ト者、安楽音也。直ニ云タルガ、ヤス〳〵トクダ

記』に拠り、鹿島神宮を訪れた奉幣使の前に、建御雷神が現れ神

にとらば、正花風成べし」と、そのまっすぐな性質と正統性につ

リテ、治声ナルカゝリ也。此ヤスク云流シタルカゝリ〈正体

代のさまを伝える。また、現在祝言能といわれるのは、番組の最

引き継いだ御代を言祝ぐ内容となっている。また『要石』は、江

全音、天政ノ位〉ヲ、大事ニ思ウ宛テガイ、又大事也。念ロ

後にめでたい内容の演目を脇能を半能として行う形式であり、
『金

いて言及があり、また『五音曲条々』においても

ウスベシ。

通りである。現代の能において、上演回数も少なくなりがちな脇

戸時代において幕府により演目などが管理されていたのは周知の

宣下祝賀能など国家的顕彰の行事の際には、重視されていた。江

確かに室町時代から江戸時代にかけては、祝言能が、将軍即位

脇能の祝言的な性質において特異である。祝言は国家顕彰であり、

能において室町時代特有の思想として特殊とも思われる一群で、

れる『春日竜神』
『国栖』がある。また仏教の讃嘆については、脇

四番目物とされる『雨月』
（金春禅竹） や『巻絹』
、 五番目物とさ

准祝言といわれるのは、祝言的な内容でありながらも、現在は

札』や『岩船』は半能形式で演じられる。

能であるが、実は神道的な内容に収斂するだけではなく、室町文

そこには基本的に日本固有の思想である神道の内容が入るのが正

とある。祝言は基本的な要件としてある。

化の影響を受けて、国家と権力機構とを引き入れる形で多彩に思

統といえる。

ここで脇能の作品群から、脇能の題材をもとに、その基本的な

想的な導入がなされている。何を導きいれることによって、脇能
が祝言の内容となるのか。
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性質を以下の通りに分類してみる。脇能の作品が多様な題材を内
包している点が明らかである。
Ａ 日本神話─国土創生神話 伊弉諾神・伊邪那美神を語るなど
記紀神話による作品群
例『淡路』・『金札』・『逆矛』

三

紙幅に限りがあるため全体を論じることはできないが、例えば、

先の分類のＡは脇能の王道ともいえる作品であるが、これについ

今日の御祈祷なり」という詞章があり、この祈祷の

て触れていこう。脇能は翁の脇であり、
『翁』においては「天下泰
平国土安穏

で重要な要因となるが、国土を崇めるという思想は、神代の時代

内容が、祝祭の基本である。国土安穏は、天下国家を支配する上

例『高砂』・『難波』・『佐保山』・『志賀』
・
『白楽天』

の国生みを祝福することへと直結する。

例『御裳濯』・『絵馬』

天皇家の尊崇の対象である伊勢神宮への信仰を示す作品群

これが日本国家と日本人が創生される根源的始まりである。脇能

伊弉諾神・伊弉冉神が国土、現世と冥界という世界を創出する。

原初的な日本国家創生神話が語られる点に注目すれば、原初的に

まず、
『古事記』
・
『日本書紀』における記紀神話から解き明かす

武家による国家統一のための氏神の信仰

例『西王母』・『呉羽』・『東方朔』・
『鶴亀』

三国思想による異国の神の作りだす祝祭的な作品群

Ｂ 和歌顕彰─『古今和歌集』仮名序・和歌の繁栄・和歌の神住
吉明神が国家安泰につながるという作品群
Ｃ
Ｄ
Ｅ

天地開闢から始まり、天之御中主神・高御產巣日神・神產巣日神

具体的には、記紀神話において語りだされる神話的な内容は、

はこの原初的な空間を呼び起こす点に眼目がある。

縁起伝承を題材とした作品群

例『弓八幡』・『放生川』
Ｆ
寺社縁起や仏教行事などによる仏教讃嘆

の造化三神から始まり、別天津神、そして神代七代と続いており

Ｇ

脇能は、以上のように非常に多様な思想が錯綜する形でありな

つまり記紀神話において伊弉諾・伊弉冉神により日本国土が形

その最後に生まれた神が日本国土を創成する。それが、伊弉諾・

話から歌論、和歌のもつ神話的な世界、対外思想から三国思想、

成される過程において、淡路島はその最初に生み出された島であ

がら、祝言、所謂ひとつの祝賀的な空間の構築・国土への祝福と

寺院神社の縁起伝承などである。舞台上にそうした宗教的に神聖

り、記念すべき第一の国土である。
『古事記』では淡道之穂之狭別

伊弉冉神である。

な場を形成し、個々の神々の性質の違いを讃嘆することにより、

島、
『日本書紀』では淡路洲とされる。

いう方向性へと向かっている。その際に利用される題材は記紀神

国土信仰と国家安泰を予祝するのである。

その原初的な内容を語る能『淡路』は、部分的に観阿弥作であ
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ることが確認されており、『五音』上「祝言」には、

津島からワキ廷臣が神代の古跡を見るために淡路島へ参詣すると、

老翁から天地開闢の昔から伊弉諾神・伊邪那美神の二柱の国土創

神徳を崇めつつ御神田の水口に幣帛を立てる風景が見え、前シテ

【上】夫天地カイビヤクノ初メトイツパ、
（混沌未分やうやく

生神話が語られて、後シテ伊弉諾神が現れ神楽を舞い神代の時代

淡路 亡父曲（節舞）
分かれて）
〈是ヲ略ス〉

の原初的な神話空間を、当代に続くものとして雄渾に示す、とい

全体に「淡路の神代」
「神代の古蹟」
「神の代の蹟を残して」
「神

（さし・曲舞）
かゝるめでたき王子たちに、御代をゆづり葉の権現と、あら

代は遠からず」
「神の代の道直に」
「神の代の御末はあらたなりけ

うものである。

はれおはします、いざなぎいざなみの御代も、ただ今の国土

り」と神代という語が多用され、全体的に神代の昔を今に再現す

【上】天下を保ち給ふ事、すべて八十三万、六千七百余歳也。

なるべし。

るという趣向であり、伊弉諾神、伊弉冉神については、陰陽二柱
謡集『金島書』北山においても、

として重要である。世阿弥の最晩年の佐渡配流の際に書かれた小

（是ハ、祝言〆闌曲・幽曲声味有。能々念籠可有）
とある。
ここで省略されている部分は、現行曲では、陰陽五行の木火土

日神月神蛭子素戔嗚、地神五代の始めとして出現し、皇孫は日向

おのころ島から大八島を作り、紀国、伊勢志摩日向、四つの海岸、

を収めつゝ、菩提涅槃の月影、この佐渡の国や北山、毎月毎

国家を治め給へば、伊弉冊は、白山権現と示現し、北海に種

分て伊弉諾は、熊野権現とあらはれ、南山の雲に種蒔きて、

しかれば伊弉諾伊弉冊の、その神の代の今ことに、御影を

国に天降りて、地神第四火火出見の皇子が誕生するという経緯で

日の影向も、今に絶ゑせねば、国土豊かに民厚き、雲の白山

が伊弉諾で金水が伊邪那美となり、淡路の国から二柱の御神が、

ある。
える神話空間を再現することに注意が必要であろう。武家社会に

を遂げ、伝承に基づきそれを新たに語りだす一例といえよう。無

と、配流地の佐渡を祝言の謠にしている。中世神話が独自の展開

も伊弉冊も、治まる佐渡の海とかや。

おける神話空間の再創出は、正統性への顕現であり、天孫降臨と

論、
「権現」は本地垂迹思想であり、菩提涅槃とここに仏教的要素

日本国土の創成と神々の誕生、このようなある種、厳粛ともい

いう天皇家へと連なる権威性を誇示するが、天皇家讃嘆がそのま

が介在している。

話が語られる時代となるのか。それは南北朝の動乱が与えた影響

さて、 なぜ室町期において、『古事記』
『日本書紀』における神

ま権威として室町将軍家によってすり替わる、或は受け継がれる
構造になっている。
この『淡路』は現行五流で行われているが、内容は、住吉・玉
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思想を展開しており、天地開闢と天神七代から始まる神々の名と

一においては、序論として大日本（やまと）は神国であるという

示す文献として北畠親房『神皇正統記』がある。
『神皇正統記』巻

から脱出して奈良の吉野に遷宮するが、そのときの思想的根拠を

統迭立の時代が齎した結果といえる。南朝方は後醍醐天皇が京都

が大きく、所謂、皇室内部における持明院統と大覚寺統という両

意識ともいえる形で詞章に入り込んでくるのである。

な特徴が色濃い作品であっても、そこに仏教的な要素が、ほぼ無

中世において展開していくというものである。このように神道的

えているが、神仏習合の基本となった神道説が両部神道などから

想と伊勢内宮・外宮の神の習合である。作品は神が中心に讃えら

治まる世を称える。金胎両部は、両部神道の教えであり、密教思

しての天太玉神が現れ、弓矢で悪魔を射払い金胎両部の形をみせ、

能であることを指すが、謡曲においてもその影響を色濃く受けて

日本において仏教・儒教・神道の存立が矛盾しないものとして可

の存在を認めるという性質に起因するといえる。三教一致思想は、

中世日本における宗教的な思想の混在は、神道のもつ八百万神

四

その神話を語り、天照大神、天忍穂耳尊、天津彦々火瓊々杵尊、
また三種の神器についても語られる。そして、彦火々出見尊、鸕
鶿草葺不合尊と続くのである。ある意味で日本の正統を神話に求
めた時代ともいえ、それを呼び起こすために再び神話的を創り上
げていく。
たとえば、古い作品として『金札』前場のワキのサシ上歌と一
致する箇所が、『五音』上にある。以下の通りである。

えば、『代主』
（観世）は、金春禅竹の作かと言われる。内容はワ

おり、詞章の中に思想的差異性がないものとして表現される。例

【指声】夫久方ノ神代ヨリ、天地開ケシ国ノハジメ、

キ京都賀茂神社の神職が、賀茂の本社であるという奈良葛城の賀

伏見 亡父曲付
（天のしほこの直なれや、名も二柱の神爰に、八島の国を作を

茂明神に参詣して、由緒を聞くという設定である。葛城の高間山

は、胎蔵界・金剛界の両部一法門を現すという。ここには密教思

き、すべら世なれや大君の、御影のどけき時とかや、
あほによし ならの葉守りの神心、〳〵

国あこぎが浦からきた参詣の老人と、木尽くしで、対話している

ワキ桓武天皇の勅使が大宮作りのために伏見へと向かう。伊勢の

観阿弥作である可能性が高く、現行五流で行われている。内容は

理を説き、仏教的な思想を示した上で、松尾明神が神を祝福して

神は人天百王の守護神であり、和光同塵・利生方便・本地垂迹の

下が秋の紅葉の季節に、京都西山の松尾明神に参詣すると、尉が、

また、神社として崇められつつも『松尾』
（宝生）は、ワキの臣

想が入り込んでおり、シテ事代主神が現れて舞を舞う。

うちに、不思議にも空から金札が降り下ってくる。
『金札』には伏

夜神楽を舞う。

この「伏見」と題する謡は『金札』に導入された。
『金札』は、

見の誓願が書かれており、宮から金札の神、伊勢大神宮の使いと
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このように神道と仏教との関係については、本地垂迹思想によ

福の舞を舞うという様式が多いが、中世社会においては純粋な神

また、一方で神仏習合は御霊信仰をもとに菅原道真が北野天満

例えば『輪蔵』
（観世・宝生・喜多）は、観世長俊の作品である

道賛美ではなく、神仏習合などの思想により、仏教的な要素が強

り、中世の当時の民衆にとってはその差異性を意識しない事が多

が、北野天満宮で行われる輪蔵をまわす行事を霊験として示す。

く入り込んでくる点が特徴的といえよう。日本の神が仏の側面を

宮へと神格化されていく過程においては、天部に位置づけられ、

四番目物にも配置されるが、祝言という性質をもつものとして認

もつのは、源氏の氏神でもある八幡神が八幡大菩薩を名乗ること

い。脇能は基本的には末社の神々がそこに出現し縁起を語り、祝

識されたのは、当然のことながら北野天満宮の天神信仰にある。

や、謡曲詞章の随所に見られる「神といひ仏といひ唯これ水波の

御法善神となり、天神信仰は多様な形態で発展していく。

学問の神としての信仰は菅原道真の学才にあり、それらは『菅家

隔てにて」と神仏が「水波」として、その本質は同じでありなが

同じく天神信仰と仏教ということになると、本脇能ではない作

文草』
『菅家後集』等からも明らかであるが、道真が政争に巻き込
失意のうちに逝去するのは著名な話である。またその後の左大臣

品群のなかで『道明寺』
（五流）は、作者未詳で、『江談抄』・『道

ら、顕現の形に差異があることなどから明らかである。

と死後追贈され正一位太政大臣へ、そして怨霊説話が形成され天

明寺天満宮由緒』等に拠る伝承から成る。もともとの伝承でも神

まれ讒言されて大宰府左遷となり、一族は没落、その地において

神へと崇敬の対象となる。その間にも種々の伝承を生み、仏教思

仏習合の形である。

作品内容は、菅原道真の氏寺である河内国土師寺を訪れたワキ

想と天神信仰が重なる形となって思想的に展開した。天神信仰に
おいては、天満大自在天神として多くの眷属を従えているが、神

の神でもある天神信仰の上に、神仏一如観と重ねられた当時の思

蔵を回して見せる。輪蔵には五千余巻の経典を収めている。学問

童子普成・普建を伴って現れ釈迦一代説法の、火天（ツレ）が輪

『輪蔵』の内容は北野天神を訪れた僧（ワキ）に、シテ傅大士が

名の」
、
「神力も仏説も

も「神や

の本地が救済観音であるという仏教思想が示されており、こちら

テ白大夫の神が笏拍子を舞うという内容である。天神信仰と天神

り、木槵樹の木のいわれを述べ数珠を授け、天神の使者であるシ

僧（相模国尊性）に、老人が菅原道真の大宰府配流を暗示的に語

想が特徴的で、仏教の釈迦一代の説法に基づく経典賛美という当

昔神の今」と道真の悲劇を語るが、華やかな舞楽を奏し、最後に

仏習合の世界観が現れている。

時の思想が色濃い作品といえる。この作品は、有難い説法、転読

「百八の煩悩をかたどる木現樹の数珠」に全体が収斂する。天神の

同じ和光の影」とあり、クリでは「仏の

たゞこれ水波の隔てにて 神仏一如なる寺の

や経典そのものの力を賛美することにより、結果的に祝賀となっ

眷属としての白大夫の舞は神遊びの世界で有るが、一方ワキに授

仏とは

ている。
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以上、仏教的な内容が脇能として機能していたことは明らかで

が極めて強い正統性を顕示して、室町政権とつながるという混在

けられたこの木槵樹の数珠は、念仏百万遍を唱えれば、往生の志

以上、天神信仰の広がりによって、仏を讃嘆することが、安泰

する宗教観がここに立ち現われている。脇能のもつ本質的な主題

あり、翁の脇という純粋な土地の神への祝福から、日本神話から

な世界を創り上げ、翻って国家の祝福となることが確認できる。

は、室町時代当時の宗教的な影響下にある。以上、まだ種々の問

が遂げられるというもので、やはりワキ僧の出現といい、脇能と

また、 王権と仏教が介在して神道と結びつく形式がある。『白

題が残るが、脇能における神々が、様々な宗教的な装いをまとい

皇孫へとつながり、さらに仏教伝来という三国意識が働き、仏教

髭』
（観世・宝生・金春・金剛・喜多）は、別名『八景尉』といい、

つつ、なおその土地土地を祝福し、日本国家を守るという方向性

しては異色といえる。

延年風流型の作品である。天皇の霊夢によって、江州の白髭明神

について論じた。

（ぺ
（３）天野
 文雄氏『世阿弥がいた場所─能大成期の能と能役者をめぐる環境』
りかん社 二〇〇七年二月）第一章「《弓八幡》成立の時と場」参照。

書店）に拠る。

・
『音曲口伝』
・
『三道』
・
『申楽談義』の引用は、す
（２）世阿
 弥伝書『風姿花伝』
べて表章氏校注『世阿弥 禅竹』
（日本思想大系 一九七四年四月 岩波

書』
（三流抄系所説）が構想の根幹をなしている点に注目されている。

（１）謡曲
 詞章の引用は、伊藤正義氏校注『謡曲集』中（新潮日本古典集成 一
九八六年三月 新潮社 ） に拠る。 巻末の各曲解題では『古今和歌集序聞

注

へワキの勅使が向かうと、シテ白髭明神が仏教流布の地として土
地の由来を語るという内容である。
白髭明神の地は釈迦入滅後に釈尊が姿を変えて、その地を訪れ
仏法結界の地として勧請を要請される。翁は結界の地となったら
ば釣りをする場所がないと嘆くが、浄瑠璃世界の薬師如来がそこ
に出現して約束された経緯を老人が伝える。その老人こそが土地
の神で白髭明神であり、楽を舞い、ツレの天女と竜神とが相舞で
「一切衆生悉有仏性如来常住無有変易」の思想を示す。
他にも、寺社縁起と結びつく形で、仏教的な要素が入り込む脇
能がある。例えば『久世戸』
（観世・宝生）は、観世信光作で、丹

た藤原仲麻呂の乱によって廃帝とされた大炊の帝（淳仁天皇）臣下（
『絵

『金札』
）
、ま
（４）例えば能に現れるワキ古代の天皇の臣下は、桓武天皇臣下（

馬』
）
、亀山天皇臣下（
『氷室』）等がある。今後考察しなければならない問

後の国天橋立の久世戸は神代の古跡で天竺五台山の文殊菩薩を勧

題である。

かおり・文学部教授─

請したものであるが、天上から天女があらわれ、海中から龍神が

─はらだ

出現して灯火をささげる。門守の神が久世戸の由来と文殊菩薩に
ついて語るという内容である。智恩寺は日本三大文殊と呼ばれる
霊場であり、こうした寺社縁起をもとにした作品には神仏習合思
想がある。
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ドイツ連邦憲法裁判所における決定の言渡し
──規範審査を中心として──

名
１
２
３
４
５

１

雪

健

二

はじめに
憲法に違反する法律の無効宣言と遡及的無効
一部無効と規範条項を削除しない一部無効宣言
無効宣言の法的効果
おわりに

はじめに
ドイツ連邦憲法裁判所法は、手続の種類ごとに決定の言渡しを定めている。例えば、機

関争訟（１）についての決定は第67条で、具体的規範審査（２）および抽象的規範審査（３）に
ついての決定は第78条で、憲法訴願（４）についての決定は第95条で規定している。このよ
うに、決定の言渡しについて、法律上、別々に規定されているにもかかわらず、内容的に
は、決定が下される手続の種類によってではなく、決定の目的によって決まる。したがっ
て、具体的規範審査や抽象的規範審査の過程において、または憲法訴願の過程において規
範審査になっていても、すべての規範審査における決定の言渡しは同じである。
そこで、本稿では、連邦憲法裁判所が規範審査においていかなる決定の言渡しをするの
かをみていくことにする。
（１）機関争訟とは、二つの憲法機関の間の憲法から生ずる権利義務に関する争訟である（基本法第93条
第 １ 項 １ 号、連邦憲法裁判所法第13条第 ５ 号・第63条以下）
。例えば、連邦議会の早期解散に対して、
連邦議会議員がその残任期間について、議員の地位を保全するために起こす訴訟で、こうした訴訟は
純粋な意味での機関争訟である。
 機関争訟については、Klaus Schlaich/Stafan Korioth, Das Bundesverfassungsgericht, 10. Aufl., 2015,
Rdnr. 79ff.; Ernst Benda/Eckart Klein, Verfassungsprozessrecht, 3. Aufl., 2012, Rdnr. 983ff.; Christian
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Hillgruber/Christopf Goos, Verfassungsprozessrecht, 2015, 303ff.; Michael Sachs, Verfassungsprozessrecht,
2. Aufl., 2007, 250ff.; Wolfgang Löwer, Zuständigkeiten und Verfahren des Bundesverfassungsgerichts,
in: Josef Isensee/Paul Kirchhof（Hrsg.）,Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland,
Bd. III, 3. Aufl., 2005,§70 Rdnr. ８ff.; Jost Pietzcker, Organstreit, in: Peter Badura/Horst Dreier（Hrsg.）,
Festschrift 50 Jahre Bundesverfassungsgericht, Bd. I, 2001, S. 587ff.; 飯田稔「連邦機関争訟」
、畑尻
剛・工藤達郎編『ドイツの憲法裁判』第 ２ 版所収、2013年、413頁以下。
（２）具体的規範審査とは、具体的事件の決定が問題となっている規範が有効かどうかについて、事件を
取り扱っている裁判官が連邦憲法裁判所に当該規範を提示する手続である（基本法第100条第 １ 項、連
邦憲法裁判所法第13条第11号・第80条以下）
。
 具体的規範審査は基本法上重要な手続であるが、裁判官が当該規範を連邦憲法裁判所に提示するた
めには、次の ２ つの要件が必要である。すなわち、当該規範が有効であるのと無効であるのとでは決
定の仕方が違ってくるという「決定にとっての重要性」
（Entscheidungserheblichkeit）と「適用すべ
き法律を憲法違反とする裁判官の確信（richterliche Überzeugung von Verfassungswidrigkeit des
anzuwendenden Gesetzes）が必要である。これについては、拙稿「軍人の超過外地勤務手当支給の
合憲性」
、ドイツ憲法判例研究会編、
『ドイツの憲法判例III』所収、2008年、75頁以下を参照されたい。
 具体的規範審査については、Schlaich/Korioth, Rdnr. 134ff.; Benda/Klein, Rdnr. 753ff.; Hillgruber/
Goos, Rdnr. 566ff.; Sachs, Rdnr. 168ff.; Löwer,§70 Rdnr. 79ff.; Werner Heun, Normenkontrolle, in: Peter
Badura/Horst Dreier（Hrsg.）, Festschrift 50 Jahre Bundesverfassungsgericht, Bd. I, S. 621ff.; 畑尻剛
「具体的規範統制」、畑尻・工藤編、前掲書所収、372頁以下。
（３）抽象的規範審査とは、一定の憲法機関、すなわち、連邦政府、州政府、連邦議会議員の ４ 分の １ 以
上が、ある規範を審査のために提起するもので、しかも、具体的事件とは無関係に連邦憲法裁判所に
訴えを起こすことができるものである（基本法第93条第 １ 項第 ２ 号、連邦憲法裁判所法第13条第 ６ 号・
第67条以下）。
 なお、1994年10月27日と2008年10月 ８ 日の基本法の改正により、権限審査手続が追加された（基本
法第93条第 １ 項第２a号、連邦憲法裁判所法第13条第６a号・第76条以下、基本法第93条第 ２ 項、連邦憲
法裁判所法第13条第６b号・第97条）。
 抽象的規範審査については、Schlaich/Korioth, Rdnr. 123ff.; Benda/Klein, Rdnr. 662ff.; Hillgruber/
Goos, Rdnr. 491ff.; Sachs, Rdnr. 219ff.; Löwer,§70 Rdnr. 60ff.; Heun, a. a. O., S. 618ff.; 森保憲「抽象的
規範統制」、畑尻・工藤編、前掲書所収、399頁以下。
（４）憲法訴願とは、ドイツ市民の基本権が公権力によって侵害された場合に、連邦憲法裁判所に救済を
求めることができるものである（基本法第93条第 １ 項第４a号、連邦憲法裁判所法第13条第８a号・第90
条以下）
。憲法訴願は、あらゆる出訴への途を尽くした後に行うことができる。例えば、民事事件お
よび刑事事件の最終審の裁判所である連邦通常裁判所において権利の主張が認められなかった者は、
最後の残された手段として憲法訴願を用いることができる。このいわゆる市民訴訟としての憲法訴願
は、公権力による個別的・具体的な基本権侵害に対する特別の権利救済手段であって、市民がもつ最
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後の手段として極めて重要である。
 憲法訴願については、Schlaich/Korioth, Rdnr. 194ff.; Benda/Klein, Rdnr. 417ff.; Hillgruber/Goos,
Rdnr. 72ff.; Christopf Gusy, Die Verfassungsbeschwerde, in: Peter Badura/Horst Dreier（Hrsg.）
, Festschrift 50 Jahre Bundesverfassungsgericht, Bd. I, S. 641ff.; Stefan Korioth, Verfassungsgerichtliche
Verfahrensarten und Antragsbefugnis, in: Werner Heun/Christian Starck
（Hrsg.）
, Verfassungsgerichtsbarkeit im Rechtsvergleich, 2008, S. 121ff.; Rüdiger Zuck, Das Recht der Verfassungsbeschwerde, 4. Aufl., 2013, S. １ff.

２

憲法に違反する法律の無効宣言と遡及的無効
ドイツ連邦憲法裁判所が、具体的規範審査および抽象的規範審査、または法律に対する

直接・間接の憲法訴願において審査される法律が憲法に違反するという確信に至ったとき
は、当該憲法裁判所はその法律を無効と宣言する。連邦憲法裁判所法第78条第 １ 段・第82
条第 １ 項・第95条第 ３ 項第 １ 段ではそのことを規定しており、これが原則である。連邦憲
法裁判所による規範審査の決定は連邦官報に公布され、一般的に拘束力のある効果ないし
（１）
。したがって、連邦憲法裁判所が当該法律を
確定力をもつ（連邦憲法裁判所法第31条第 ２ 項）

無効と宣言したときは、その決定は遡及的に作用するので、無効の法律に基づいてなされ
たすべての裁判所の判決や命令および行政行為は法的根拠を失う。よって、例えば、後で
無効と宣言された法律に基づいて行われた選挙も法的根拠を失う（２）。
連邦憲法裁判所法第31条第 ２ 項は、憲法違反の法律が無効であるというドイツの伝統的
な見解を前提にしている（３）。それによると、裁判官は、提起されている争いを当該法律
により決定する前提として、それが存続するかどうかを審査しなければならない。という
のは、憲法に違反する無効である法律は、適用できないからであり、適用されるべきでは
ない。その点で、裁判官の審査権という言葉が用いられるが、それは具体的な事件の決定
を契機にした裁判官による付随的審査権を意味する（４）。
憲法違反の法律は、連邦憲法裁判所がいうように、基本法と一致しないので無効である
（５）。したがって、憲法違反の法律は、はじめから、遡及的に、かつ、法律上当然に無効で

ある。しかし、こうした重要な原則は、基本法にも、また、連邦憲法裁判所法にも規定さ
れているわけではない。連邦憲法裁判所法第31条第 ２ 項によれば、憲法違反の法律は、無
効ではなく基本法と一致しないものとみなされるとしている。この原則は、連邦憲法裁判
所法第78条第 １ 段にあらわれているが、基本法第100条第 １ 項第 １ 段の前提でもある。当該
規定において、裁判官は、法律の有効性の有無が問題である限り、憲法違反と考えた法律
を提示することを義務づけられる。よって、基本法第100条第 １ 項第 １ 段は、憲法違反の法
律が無効であることを前提としている（６）。そのようなことから、憲法違反の法律は無効
であることが憲法上の原則とみなされるし、みなされるべきである（７）。
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憲法違反の法律を無効とする原則は、オーストリアにおいてはない。というのは、オー
ストリアでは最初から無効という解釈は、あてはまらないからである。オーストリア憲法
第140条第 ５ 項では、憲法違反の法律は廃止されるとしている。もっとも、憲法裁判所が法
律を無効とするための18カ月を超えてはならない期間を定めない時は、廃止は告知の日に
効力を有する。そして、オーストリア憲法第140条第 ７ 項第 ２ 段では、憲法裁判所がその廃
止判決において別段何も言い渡さない限り、法律の廃止以前に実行された事実に、さらに
当該法律を適用できると命じている（８）。
ところで、憲法裁判所をもつヨーロッパの別の国における規定をみると、遡及的無効と
廃止が対立している。例えば、スペインとポルトガルは、ドイツと同じであり、イタリア
は、厳密にはオーストリアと同じわけではない。というのは、イタリアにおいては、確定
力のある判決だけが拘束力をもつからである。しかし、刑事判決においては、直ちに、執
行は停止されなければならない（９）。さらに、中部および東部ヨーロッパの憲法裁判所法
は、オーストリアにならっている。
（１）Klaus Schlaich/Stefan Korioth, Das Bundesverfassungsgericht, 10. Aufl., Rdnr. 378.
（２）Konrad Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 20. Aufl., 1999,
Rdnr. 688.
（３）Christian Starck, Auslegung und Fortbildung der Verfassung und des Verfassungsprozessrechts
durch das Verfassungsgericht, in: Otto Depenheuer u. a.,（Hrsg.）,Festschrift für Josef Isensee, 2007,
S. 222; クリスティアン・シュタルク「憲法裁判所による憲法および憲法訴訟法の解釈と形成」
、廣田
健次＝名雪健二訳、日本法学第75巻第 ２ 号、2009年、175頁。
（４）Schlaich/Korioth, Rdnr. 134.
（５） 連邦憲法裁判所は、国家賠償事件における決定主文（1982年10月19日）で、「国家賠償法は、基本
法第70条と一致しないので無効である」とした。すなわち、
「…… unvereinbar und daher nichtig」
と言っている。BVerfGE 61, 149（151）.こうした言い方ではないが、連邦憲法裁判所は、国勢調査法事
件における決定主文（1983年12月15日）で、「基本法第 １ 条第 １ 項との関係で第 ２ 条第 １ 項と一致せ
ず無効である」とした。すなわち、「…… unvereinbar und nichtig」と言っている。BVerfGE 65, １
（３）.なお、BVerfGE 67, 299; 68, 348（385）;101, 54（55）
も参照せよ。
（６）Jörn Ipsen, Die Rechtsfolgen der Verfassungswidrigkeit von Norm und Einzelakt, 1980, S. 166.
（７）Schlaich/Korioth, Rdnr. 379.
（８）Starck, a. a. O., S. 222f.; 廣田＝名雪訳、前掲、175頁。
（９）Starck, a. a. O., S. 222; 同、前掲、175頁─176頁。
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３

一部無効と規範条項を削除しない一部無効宣言
連邦憲法裁判所は、法律上の授権があるわけではないが、法律の一部無効宣言を使用し

ている。すなわち、法律のある規定、または、いくつかの規定を無効とすることは、全体
の法律を無効とするわけではなく（１）、法律の文言の削除を意味する。例えば、連邦憲法
裁判所は、1982年の国勢調査法について、個々の条項は不一致かつ無効であり、いくつか
の条項は基本法と一致したとしたが、補完の必要があり、それ以外は一致したとした（２）。
また、連邦憲法裁判所は、1896年 ８ 月18日の民法施行法第15条に対する具体的規範審査に
おいて、同条第 １ 項および第 ２ 項前段を基本法第 ３ 条第 ２ 項と一致せず無効とした（３）。さ
らに、連邦憲法裁判所は、1992年の妊婦法および家族救済法の文言における刑法第218a条
を「限り」という文章で、一部基本法と一致しないと宣言したが、その後で、この規定を
まとめて無効とした（４）。
この一部無効宣言は、場合によっては、主文において、各条、各項、各段または各段の
部分の表示により行われる。また、場合によっては、
「限り」という文章を用いて、いわゆ
る間接話法で、無効の部分を繰り返すことによって行われる（５）。
連邦憲法裁判所は、こうした一部無効宣言とは違って、規範条項を削除しない無効宣言
という方法もとる。
この規範条項を削除しない無効宣言であるが、無効と宣言された条項またはその一部は
書かれていないものとみなされる。いわゆる量的な一部無効である。しかしながら、連邦
憲法裁判所は、一致宣言における形態を無効宣言でも用いている。すなわち、
「規範条項を
（６）、または「文言に触れない無効宣言」
（７）が使われる。
削除しない量的な一部無効宣言」

そこにおいては、
「……限り、……無効」といった決定主文が使われる。例えば、連邦憲法
裁判所は、大学外郭法事件における決定主文において、
「大学外郭法第32条第 ２ 項第 １ 段第
５ 号による転部規則は、1974年冬学期までに、当時存在した転部の可能性をあてにして、
別の専攻科目を勉強し始めた学生を含めて、医学部への転部に対してもとの専攻科目を意
味ある補完をなすという条件を設ける限り、無効である」とした（８）。ここでは、法律の
文言は変更されていないが、一定の適用形態が基本法と一致しないものとした（９）。した
がって、無効のものとして切り離されることとなる。
連邦憲法裁判所の規範審査における決定主文にみられる「限り」の言い方が、増大して
いる。連邦憲法裁判所の決定主文は連邦官報に掲載されるが、その中には、憂慮すべきも
のがある。例えば、連邦憲法裁判所は、増加額の清算制度事件における決定主文で、
「1957
年の文言における民法第1376条第 ４ 項は、農業経営が初めの財産と剰余共同財産にあるな
らば、収益価額が例外なく評価基準として適用される限り、基本法第 ６ 条第 １ 項との関連
で第 ３ 条第 １ 項と一致しない。その他に、当該規定は、基本法と一致し、しかも、それが
民法第2049条第 ２ 項に関し……州法を指摘する限り、理由により基本法と一致する」とし
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た（10）。この決定主文には、「限り」の言葉が ２ 度みられ、しかも、官報の読者には手に
負えない理由への指摘がみられる。この点について、シュライヒ教授/コリオート教授によ
れば、こうした言い方の正確さとできばえのよさに裁判官は満足するであろうが、読者で
ある市民には理解しがたいであろうと指摘する（11）。さらに、理由への指摘がみられる別
のものとして、1978年 ２ 月 １ 日の連邦憲法裁判所の決定主文をあげておく。すなわち、連
邦憲法裁判所は、その決定主文において、
「1978年 ２ 月 １ 日のニーダーザクセンの漁業法第
63条第 ２ 項は、当該規定が非営業的賃貸借契約に適用できる限り、理由により基本法と一
致する」としている（12）。
規範条項を削除しない無効宣言は、実際には、憲法に矛盾しない解釈（verfassungskon（13）と一致するが、解釈上は決してそうではない。すなわち、憲法に
forme Auslegung）

矛盾しない解釈においては、一定の可能な解釈が憲法違反と宣言されるが、規範条項を削
除しない無効宣言では一定の適用事件が憲法に矛盾しない解釈の過程で、規範の適用領域
から取り除くことができない限り、憲法違反と宣言される（14）。
この規範条項を削除しない無効宣言という形態はかなり難しい問題であると指摘される
が、連邦憲法裁判所は、その決定主文においていくつかの異なった「限り」の文章を使用
している。すなわち、 １ ）
「限り」の文章をもって、一定の適用事件に限定されるという
（例えば、母性保護法第８a条第 １ 項第 ２ 号に関する決定）
（15）、 ２ ）
「限り」の文章が無効
「一致宣言」
（例えば、妊婦法および家族救済法に関する判決）
の条項部分を間接話法で示す「一部無効宣言」
（16）
、

３）
「限り」の文章の中で、規範条項において直接的表現はないが、その適用が憲法

（例えば、大学外郭法に関する
違反であるとして記述される「規範条項を削除しない無効宣言」
決定）
（17）である（18）。

（１）BVerfGE 65, 325（358）.
（２）BVerfGE 65, １（3, 71）.なお、国勢調査法の問題を取り扱ったものとして、平松毅「事項情報決定権
と国勢調査──国勢調査法一部違憲判決」──」、ドイツ憲法判例研究会編『ドイツの憲法判例』
（第
２ 版）所収、2003年、60頁以下を参照されたい。
（３）BVerfGE 63, 181.
（４）BVerfGE 88, 203.
（５）例えば、BVerfGE 26, 281
（282）;60, 162; 63, 131（132）
; 81, 156
（157, 197）
.
（６）これについて詳しくは、Kurt Vogel, Das Bundesverfassugsgericht und die übligen Verfassungsorgane,
1988, S. 218ff.
（７）Jörn Ipsen, Die Rechtsfolgen der Verfassungswidrigkeit von Norm und Einzelakt, S. 100.
（８）BVerfGE 62, 117（118f.）.加えて、BVefGE 60, 16
（17）
; 61, 291
（291f.）
; 81, 228
（229）
も参照せよ。
（９）例えば、Michael Sachs, DBV1, 1979, S. 390.
（10）BVerfGE 67, 348（349）.
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（11）Klaus Schlaich/Stefan Korioth, Das Bundesverfassungsgericht, 10. Aufl., Rdnr. 386.
（12）BVerfGE 71, 137.
（13）verfassungskonforme Auslegungについて、筆者は憲法に矛盾しない解釈と訳すが、合憲限定解釈
とも訳される。
（14）Schlaich/Korioth, Rdnr. 387. なお、規範条項を削除しない無効宣言を取り扱うことについては、批
判が強い。これについては、Schlaich/Korioth, Rdnr. 388をみよ。
（15）BVerfGE 65, 104.
（16）BVerfGE 88, 203.
（17）BVerfGE 62, 117（118f.）.
（18）Shlaich/Korioth, Rdnr. 389.

４

無効宣言の法的効果
憲法に違反するとされた法律の遡及的無効宣言からすれば、その間に当該法律に基づい

てなされたあらゆる行為は排除される。すでに述べたように、後に無効と宣言された法律
に基づいて行われた選挙も、法的根拠を失う。これが論理的帰結であるが、具体的規範審
査、抽象的規範審査、法律に対する間接の憲法訴願における無効宣言にとっては、期間が
設けられていないという点に鑑みて、この帰結は実際には存在しない。
連邦憲法裁判所法第79条第 １ 項は、後になって無効または不一致と宣言された法律に基
づく確定力ある刑事事件における判決に対して、刑事訴訟法の規定より再審手続を認めて
いる。したがって、刑事事件の判決の拘束力は直接には破棄されないが、取り消すことが
できる（１）。連邦憲法裁判所法第79条は、無効と宣言された刑法の規定に基づく判決には
適用されるが、裁判所構成法または裁判所手続法の無効の法律に基づく判決には適用され
ない（２）。そのほかに、もはや取り消すことができず、憲法訴願の対象にもならなかった
決定は関係ない（連邦憲法裁判所法第79条第 ２ 項第 １ 段）。しかし、決定がいまだ執行されていな
い限り、その執行は許されない（同条同項第 ２ 段）。そして、判決に基づく執行は、民事訴訟
法第767条により阻止することができる。さらに、連邦憲法裁判所法は、公法上の賠償請求
を含めて、不当利得による請求を認めていない（同条同項第 ４ 段）。したがって、後に無効と
宣言された法律に基づいてすでに支払われた税金は、返済されない。もっとも、納税者が
課税決定に対して、いまだ確定力のある決定がなされていないとする異議申立てをした場
合は別である（３）。
連邦憲法裁判所は、2005年12月 ６ 日の決定において、連邦憲法裁判所法第79条第 ２ 項第
１ 段・第 ２ 段、民事訴訟第法767条および連邦憲法裁判所法第79条第 ２ 項第 ４ 段から、憲法
違反により成立した公権力の取り消すことのできなかった行為は遡及的に破棄されず、ま
た、過去において取り消すことのできなかった行為から生じた不利益効果は除去されない
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が、しかしながら、他方では、憲法違反の決定を強制的に実行することから起こりうる将
来的な効果は阻止されるべきであるという一般的法的原則を導きだした（４）。
この連邦憲法裁判所法第79条第 ２ 項の硬直した規定の制限について、シュライヒ教授/コ
リオート教授は、次のようにいう。すなわち、負担を課す行政行為の根拠となる法律を無
効と宣言することによって、当該行為が初めから違法なものとして取り扱われるので、行
政行為の取消しに関する裁量規定を侵害するのではないかとし、さらに、連邦憲法裁判所
法第79条第 ２ 項が、特別法および行政手続法第48条の一般規定により制限された違法な行
政行為の公定力を、授権規範の無効という重要な問題で拡大されてはならないとしている
（５）。

連邦憲法裁判所は、法的安定性と実質的正義との対立といった緊張関係の中で、通常は
憲法違反の状態を選び、個別的事件における正義を犠牲にして決定をする（６）。シュライ
ヒ教授/コリオート教授は、連邦憲法裁判所法第79条の硬直さは法関係にとって必要ではあ
ろうとするが、多くの場合、不満が残る（７）と指摘する（８）。
（１）Hans Lechner/Rüdiger Zuck, Bundesverfassungsgesetz, 2. Aufl.,§79 Rdnr. 5.
（２）Lechner/Zuck,§79 Rdnr. ５; BVerfGE 12, 338
（341）.
（３）Klaus Schlaich/Stefan Korioth, Das Bundesverfassungsgericht, 10. Aufl., Rdnr. 391.
（４）BVerfGE 115, 51（63）.
（５）Schlaich/Korioth, Rdnr. 391.
（６）BVerfGE 53, 115（130）.
（７）Jörn Ipsen, Die Rechtsfolgen der Verfassungswidrigkeit von Norm und Einzelakt, S. 276f.; Christian
Pestalozza, Verfassungsprozeßrecht, 3. Aufl.,§20 Rdnr. 73ff.
（８）Schlaich/Korioth, Rdnr. 393.

５

おわりに
以上、連邦憲法裁判所の規範審査における決定の言渡しについてみてきた。連邦憲法裁

判所が当該法律を憲法に違反すると宣言した時は、それは遡及的に、かつ、法律上当然に
無効である。したがって、連邦憲法裁判所は、憲法に違反する法律を無効とする理論を原
則として堅持しているが、当該憲法裁判所は無効判決の遡及的効果を異なった方法で回避
しようとした。すなわち、連邦憲法裁判所は、厳格な無効理論を緩和するために、憲法違
反宣言および不一致宣言（１）をみずから創りだしてきた。1970年に連邦憲法裁判所法が改
正されて、不一致宣言も規定された（連邦憲法裁判所法第31条第 ２ 項、第97条第 １ 項）。こうした
（２）とは別に、いわゆる警告決定（Appellentscheidung）
（３）
不一致宣言（Unvereinbarerklärung）

や憲法に矛盾しない解釈もある（４）。しかし、これらは、ここで取り扱う問題ではない（５）。
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本稿では、規範審査以外の手続、例えば、機関争訟における決定の言渡しや判決に対す
る憲法訴願における決定の言渡しなどについては取り上げなかったが、これらについては、
機会があれば、稿を改めて論じてみたい。
（１）連邦憲法裁判所が、いかなる場合に、不一致宣言をするのか。シュタルク教授によると、連邦憲法
裁判所は、 １ ）規範の無効が違憲の状態をなお悪化させるような時、 ２ ）立法者が新規定に対して必
要な情報を収集するために時間を必要とする時、 ３ ）規範が不完全である時、当該規定を憲法に一致
しないと宣言＝不一宣言すると指摘する。Christian Starck, Auslegung und Fordbildung und des
Verfassungsprozessrechts durch das Verfassungsgericht, in: Otto Depenheuer u. a.,（Hrsg.）,Festschrift
für Josef Isensee, S. 223; クリスティアン・シュタルク「憲法裁判所による憲法および憲法訴訟法の解
釈と形成」、廣田健次＝名雪健二訳、日本法学第75巻第 ２ 号、176頁─177頁。
（２）不一致宣言については、Klaus Schlaich/Stefan Korioth, Das Bundesverfassungsgericht, 10. Aufl.,
Rdnr. 394ff.をみよ。
（３）いわゆる警告決定については、Schlaich/Korioth, Rdnr. 431ff.をみよ。
（４）憲法に矛盾しない解釈については、Schlaich/Korioth, Rdnr. 440ff.をみよ。
（５）なお、有沢知子「判決の手法」、畑尻剛・工藤達郎編『ドイツの憲法裁判』第 ２ 版所収、226頁以下
では、連邦憲法裁判所の不一致宣言や警告決定および合憲限定解釈（筆者は、憲法に矛盾しない解釈）、
さらに、決定の言渡しについても詳しく取り扱っている。

「付記」本稿は、比較法制研究第33号（2010年）に掲載された「ドイツ連邦憲法裁判所の決定の言渡し」の内
容を修正し、さらに、加筆したものである。これに伴って、タイトルを「ドイツ連邦憲法裁判所におけ
る決定の言渡し──規範審査を中心として──」とした。

─なゆき
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けんじ・法学部教授─

