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６月

行事予定

手続期間

1（土）

2013年9月卒業予定者卒業論文提出
開始（〜6/7）

2（日）

単位認定試験（筆記）第2回
申込受付締切

『東洋通信」参照ページ

3（月）
4（火）
5（水）
6（木）学祖祭（通年スクーリングは授業実施）

事務室休業

P.36
2013年9月卒業予定者卒業論文提出
締切 16：00厳守

7（金）
8（土）土曜1期S①
9（日）単位認定試験（筆記）第2回

日曜2期S①

10（月）

2013年9月卒業予定者卒論提出締切16：00厳守

11（火）

週末1期S申込開始（〜6/17）

12（水）
単位認定試験（筆記）第3回
P.5
申込開始（〜6/27）
第2回メディア授業申込開始（〜6/22） P.27

13（木）
14（金）
15（土）土曜1期S②
16（日）日曜2期S②
17（月）

週末1期S申込締切

18（火）
19（水）
20（木）
21（金）
22（土）土曜1期S③

第2回メディア授業申込締切

23（日）日曜2期S③
24（月）
25（火）

連休2期S申込開始（〜7/1）

P.24

26（水）
27（木）

単位認定試験（筆記）第3回申込締切

28（金）
29（土）週末1期S①
30（日）週末1期S②
Ｓはスクーリングを表します
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7月

行事予定

1（月）

手続期間
夏期S申込開始（〜7/8）
連休2期S申込締切

「東洋通信」参照ページ
P.15

2（火）
3（水）
4（木）
5（金）
6（土）週末1期S③
7（日）単位認定試験（筆記）第3回
8（月）

夏期S申込締切

9（火）
10（水）
11（木）
12（金）
13（土）連休2期S①
14（日）連休2期S②
連休2期S③

15（月）海の日
16（火）
17（水）
18（木）
19（金）
20（土）
21（日）
22（月）
23（火）
24（水）

25（木）夏期1期S①
26（金）夏期1期S②

単位認定試験（筆記）第4回申込開始
（〜8/9）

27（土）夏期1期S③
28（日）夏期2期S①
29（月）夏期2期S②
30（火）夏期2期S③
31（水）夏期3期S①
Ｓはスクーリングを表します

4

単位認定試験（筆記）第３回 全学生対象
単位認定試験（筆記）第３回を下記の要領で実施します。
◇実施日

７月７日（日）

◇開催地・会場
開催地
東 京
大 阪
名古屋
仙 台
札 幌
福 岡

会 場
本学白山キャンパス
大阪ガーデンパレス
愛知県青年会館
ショーケー本館
札幌創成高等学校
都久志会館

所在地
東京都文京区白山5－28－20
大阪市淀川区西宮原１－３－35
愛知県名古屋市中区栄１－18－８
仙台市青葉区五橋５－11－１
札幌市北区北29条２丁目－１
福岡市中央区天神４－８－10

電 話
03−3945−7348
06－6396－6211
052－221－6001
022－266－2784
011－726－5507
092－741－3335

◇実施科目
共通総合科目
授業コード
Y705098020
Y705099020
Y701141010
Y700191010
Y700201010
Y706131010

図書館司書科目
科目名
英語Ⅲ①
英語Ⅲ②
現代日本文学
現代日本文学Ａ
現代日本文学Ｂ
スポーツ健康科学講義

担当教員名
J・D・ショート
高波 幸代
早川 芳枝
早川 芳枝
早川 芳枝
金田 英子

文学部専門科目
授業コード
Y714251010
Y715401010
Y716561010
Y716571010
Y709481010
Y709591010
Y714221010
Y715371010
Y716510090
Y716511010
Y714161010
Y715141010
Y715151010
Y715261010
Y716241010
Y716251010
Y714211010
Y714012010
Y715022010
Y715032010
Y714311010
Y715411010
Y715421010
Y713251010
Y715661010
Y715671010

授業コード
Y719121010
Y719571010
Y719551010
Y719171010
Y719601010
Y719191010

科目名
児童サービス論
児童サービス論
図書館サービス概論
図書館サービス論
図書館情報資源概論
図書館資料論

担当教員名
島谷 祐枝
島谷 祐枝
島谷 祐枝
島谷 祐枝
大塚奈奈絵
大塚奈奈絵

法学部専門科目
科目名
担当教員名
近現代日本文学講読 早川 芳枝
作家作品研究〈近現代〉 早川 芳枝
作家作品研究（近現代）Ａ 早川 芳枝
作家作品研究（近現代）Ｂ 早川 芳枝
国語科指導法
幸田 国広
国語科指導法Ⅱ
幸田 国広
古代日本文学講読 古田 正幸
作家作品研究〈中古〉古田 正幸
作家作品研究（中古）Ａ 古田 正幸
作家作品研究（中古）Ｂ 古田 正幸
古代日本文学史
池原 陽斉
古代日本文学史Ａ 池原 陽斉
古代日本文学史Ｂ 池原 陽斉
古典文法
田貝 和子
古典文法Ａ
田貝 和子
古典文法Ｂ
田貝 和子
日本語文法
田貝 和子
日本文学文化概説② 石田 仁志
日本文学文化概説Ａ② 石田 仁志
日本文学文化概説Ｂ② 石田 仁志
日本の伝統行事
久野 俊彦
日本の伝統行事Ａ 久野 俊彦
日本の伝統行事Ｂ 久野 俊彦
日本民俗学
久野 俊彦
日本民俗学Ａ
久野 俊彦
日本民俗学Ｂ
久野 俊彦
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授業コード
Y740101010
Y741291010
Y741161010
Y740071020
Y741441010
Y741451010
Y740081020
Y741481010
Y741491010
Y740021010
Y741421010
Y741431010
Y709491010
Y709621010
Y709631010
Y740091010
Y741281010
Y740111020
Y741301010
Y741191020
Y740031010
Y741461010
Y741471010
Y740061010

科目名
担当教員名
商法Ⅱ部
（会社法） 堀口
勝
会社法
堀口
勝
経済法
多田 英明
刑法Ⅰ部
（総論）
小坂
亮
刑法Ⅰ部
（総論）
Ａ 小坂
亮
刑法Ⅰ部
（総論）
Ｂ 小坂
亮
刑法Ⅱ部
（各論）
武藤 眞朗
刑法Ⅱ部
（各論）
Ａ 武藤 眞朗
刑法Ⅱ部
（各論）
Ｂ 武藤 眞朗
憲法
名雪 健二
憲法Ａ
名雪 健二
憲法Ｂ
名雪 健二
社会科指導法Ⅰ（地歴） 田中 政美
社会地歴指導法Ⅰ 田中 政美
社会地歴指導法Ⅱ 田中 政美
商法Ⅰ部（総則・商行為） 遠藤 喜佳
商法総則・商行為法 遠藤 喜佳
商法Ⅲ部（手形・小切手法） 井上 貴也
手形法・小切手法 井上 貴也
知的財産権法
盛岡 一夫
民法Ⅰ部
（総則）
小林 秀年
民法Ⅰ部
（総則）
Ａ 小林 秀年
民法Ⅰ部
（総則）
Ｂ 小林 秀年
民法Ⅳ部（債権各論） 大坂 恵里

単位認定試験（筆記）
（第3回）
◇受験申請手続期間

６月13日（木）〜６月27日（木）

◇受験申請手続
ToyoNet-G
（学務システム）で申請手続をおこなってください。
※ToyoNet-Gでの申請方法は、DVD「東洋大学通信教育課程システムガイド」および下
図を確認してください。

※１

単位認定試験（筆記）受験票は７月３日（水）から出力が可能です。

◇注意事項
『東洋通信』４月号P.11「2013年度単位認定試験（筆記）
（第１回〜第９回）」を確認してください。
◇試験時間割
１科目受験者
２科目受験者
３科目受験者

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

２時限目

３時限目

14：20〜15：20
14：20〜15：20

15：40〜16：40
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単位認定試験
（筆記）
（第3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

●東京メトロ南北線「本駒込」駅5分
●東京メトロ千代田線「千駄木」駅15分

り
本郷通

千石駅前

北線
トロ南
東京メ

都
営
三
田
線

東洋大前

ampm

三井住友
銀行

125周年記念館
（8号館）

1F

通信教育課（事務室）

125周年記念館（８号館）

◇地方試験会場案内
大阪

大阪ガーデンパレス

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

7

単位認定試験（筆記）
（第3回）
名古屋

㈶愛知県青年会館

アクセス
●タクシー
●市バス
●地下鉄

仙台

住所：愛知県名古屋市中区栄1−18−8
TEL：052−221−6001

JR名古屋駅より約5分
名鉄向かい20乗車 納屋橋下車
→リッチモンドホテル角 南へ250m
「伏見駅」下車 7番口 西へ300m
→旧名宝会館角 南へ250m

ショーケー本館

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

【交通手段】
①仙台市地下鉄 五橋駅下車
「南１番」出口から徒歩１分
②タクシー 仙台駅から５分
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単位認定試験
（筆記）
（第3回）
札幌

札幌創成高等学校

住所：札幌市北区北29条2丁目−1
TEL：011−726−5507
●地下鉄南北線／北34条駅下車 徒歩約６分
●地下鉄南北線／北24条駅下車 徒歩約８分
●中央バス／北30条西５丁目下車 徒歩約４分
●中央バス／運輸支局下車 徒歩約２分

福岡

都久志会館
住所：〒810−8583 福岡市中央区天神４−８−10
TEL：092−741−3335 FAX：092−781−2348

●地下鉄 天神駅下車徒歩約８分
●車
（高速道路） 都市高速天神北ランプから約５分
●バス JR博多駅交通センター１F２番のりばから
行先番号
（２）
（32）、天神郵便局前下車徒歩約３分
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単位認定試験（筆記）
（第3回）
◇担当教員による学習上のアドバイス
科

目

名

担当教員名 試験場への持込

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

英語Ⅲ①

ショート

不可

英語Ⅲ②

髙波

テキスト・
自筆ノート

スポーツ健康科学講義

金田

不可

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

テキスト

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

テキスト

「押絵と旅する男」では、覗きからくりという〈異界〉との関わりが恐怖
とともに語られていますが、何が恐怖を呼び起こすポイントになっている
かを考察しておいてください。また、われわれは普段様々な方法で〈異界〉
を覗くこと／〈異界〉へ越境すること（または〈異界〉から帰還すること）
を体験していますが、自身の経験を踏まえて〈異界〉との関わりが恐怖を
呼び起こす際の特徴や共通点についても考えておいてください。

テキスト

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

現代日本文学A
早川
現代日本文学B

現代日本文学

早川

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

日本文学文化概説A②
石田
日本文学文化概説B②

日本文学文化概説②

石田

テキスト・
自筆ノート・
教材プリント 教科書の第十四章から出題します。文中で言及されている文学テクスト、
作家、用語、事項について自分で調べ、しっかりと内容を理解しておいて
ください。特に「曖昧性」や「テクスト」「脱構築」という用語の意味す
るところについて、よく考えてください。
教科書の第九章から出題します。文中で言及されている文学テクスト、作
テキスト・
家、用語、事項について自分で調べ、しっかりと内容を理解しておいてく
自筆ノート・
ださい。特に「日本主義」「日本的浪漫」という用語についてはしっかり
教材プリント
と勉強しておくように。

古代日本文学史A
テキスト・
自筆ノート

池原

指定テキスト（『日本古典文学史』双文社出版）の10〜96ページ（第一章・
第二章）が試験範囲です。テキストと自筆ノートを持込可としていますが、
テキスト・ 事前に該当範囲をよく確認してください。主な出題範囲は、『万葉集』か
自筆ノート ら『古今和歌集』に至るまでの和歌史に関してです。また、『古事記』や
『源氏物語』のような散文作品についても出題しますので、以上の範囲を
脚注も含めて熟読してきてください。

古典文法A
田貝
古典文法B

指定テキスト（『日本古典文学史』双文社出版）の10〜48ページ（第一章）
が試験範囲です。テキストと自筆ノートを持込可としていますが、事前に
該当範囲をよく確認してください。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ので、この二つの作品に関する個所を、脚注
も含めて熟読してきてください。

池原
古代日本文学史B

古代日本文学史

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

不可

指定テキスト（『日本古典文学史』双文社出版）の50〜96ページ（第二章）
が試験範囲です。テキストと自筆ノートを持込可としていますが、事前に
該当範囲をよく確認してください。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
ますので、以上の個所について、脚注も含めて熟読してきてください。

設問は大きく四題にわかれています。具体的には（一）詞と辞（二）文節の相
互関係（三）単語の分類（四）用言の活用の種類と活用形です。
テキストを良く理解し、〔課題〕はもとより、本文中の例題も文節・単語
に分け、品詞や用法を確認すると良いでしょう。
設問は大きく四題にわかれています。具体的には（一）詞と辞（二）文節の相
互関係（三）単語の分類（四）辞の種類と用法、活用形です。
文法は理解の積み重ねで成り立っています。ですから古典文法Aの範囲も
含まれていますので、十分注意してください。
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単位認定試験
（筆記）
（第3回）
科

目

名

古典文法・
日本語文法

担当教員名 試験場への持込

田貝

不可

作家作品研究
（中古）A
古田

テキスト・
自筆ノート

古田

テキスト・
自筆ノート

作家作品研究
（中古）B
作家作品研究〈中古〉・
古代日本文学講読

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。
試験問題はリポート課題、スクーリングの講義内容から出題されます。テ
キストを通読し、シラバスの解説などもすみずみまでよく理解してノート
にまとめておいてください。
試験問題はリポート課題、スクーリングの講義内容から出題されます。テ
キストを通読し、シラバスの解説などもすみずみまでよく理解してノート
にまとめておいてください。
試験問題はリポート課題、スクーリングの講義内容から出題されます。テ
キストを通読し、シラバスの解説などもすみずみまでよく理解してノート
にまとめておいてください。
太宰治が「お伽草紙」の中に「桃太郎」を加えなかったのはなぜか。執筆
当時の日本の状況を整理しておいてください。

作家作品研究
（近現代）A
早川

全て可

早川

全て可

作家作品研究
（近現代）B
作家作品研究
〈近現代〉・
近現代日本文学講読

重点的学習範囲

日本の伝統行事A
久野

テキスト・
自筆ノート

芥川龍之介「地獄変」について次の二点の見解をまとめておいてください。
①この作品は誰が語り手となっているか。②この語り手にストーリーを語
らせることで作品にどのような効果を生み出しているか。
太宰治が「お伽草紙」の中に「桃太郎」を加えなかったのはなぜか。執筆
当時の日本の状況を整理しておいてください。
テキスト『伝承歳時記』冬の章、及び『シラバス』にあげた参考書・事典
などで、「正月行事」について理解を深めてください。その観点から、あ
なたの家や地域の年末から年始にかけての食べ物である「年取り膳・雑
煮・おせち料理・七草がゆ」を記録してみましょう。都道府県史・市区町
村史の民俗編で調べてノートにまとめましょう。事前に調べたノートの持
ち込みは可です。

日本の伝統行事B

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

日本の伝統行事

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

久野

テキスト・
自筆ノート

日本民俗学A
久野

全て可

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

日本民俗学B

テキスト『日本民俗学』第二部三章「生業」
（p94〜p118）を読み、民俗
学が研究対象とする「生業」について理解してください。その観点から、
伝統的な農作業（特に稲作）・漁法や、さまざまな職人の仕事についてのい
ずれかを実態的に捉えてください。自分の身の回りに事例があれば調べて
記録し、都道府県史・市区町村史の民俗編を参照しましょう。資料の持ち
込みはすべて可とします。

日本民俗学

久野

全て可

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

児童サービス論

島谷

不可

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

重点的学習範囲

図書館サービス概論・
図書館サービス論

島谷

不可

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

図書館情報資源概論・
図書館資料論

大塚

不可

テキスト全体より幅広く出題します。図書館情報資源の特質やその生産と
流通について、まとめておいてください。図書館の各業務（図書館情報資
源の収集と蓄積・保管、評価のプロセスやメディア変換など）についても
整理し、理解しておいてください。

幸田

テキスト
（二種）

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。その際、
教材研究については、〔リポート課題への取り組み方〕に記した諸点をし
っかり理解しておくこと。

名雪

指定六法

名雪

指定六法

国語科指導法Ⅱ
国語科指導法
憲法A
憲法B
憲法

基本的人権から2問出題。2013年度のリポートの課題からは出題しない。

民法Ⅰ部
（総則）
A

統治機構（天皇を除く）から2問出題。2013年度のリポートの課題からは
出題しない。
基本的人権から1問出題。
統治機構（天皇を除く）から1問出題。
2013年度のリポートの課題からは出題しない。
課題1と課題2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。

小林（秀）

指定六法

民法Ⅰ部
（総則）

小林（秀）

指定六法

課題1〜課題4を中心に復習し、あわせてテキストを熟読しておくこと。

民法Ⅳ部
（債権各論）

大坂

指定六法

売買契約における手付について十分に勉強しておいてください。

小坂

不可

小坂

不可

武藤

指定六法

刑法Ⅱ部
（各論）

武藤

指定六法

2問中1問選択
Ⅰ.逮捕監禁罪
Ⅱ.財産犯総論、窃盗罪（とくに、「死者の占有」）

「商法総則・商行為法」
・
商法Ⅰ部
（総則・商行為）

遠藤

指定六法

商業登記について

会社法
商法Ⅱ部
（会社法）

堀口

指定六法

課題3に対応

「手形法・小切手法」
商法Ⅲ部
（手形・小切手法）

井上

指定六法

課題1から課題4について十分に復習をしておくこと。

経済法

多田

テキスト・
指定六法

知的財産権法

盛岡

指定六法

民法Ⅰ部
（総則）
B

刑法Ⅰ部
（総論）
A
刑法Ⅰ部
（総論）
B
刑法Ⅰ部
（総論）
刑法Ⅱ部
（各論）
A
刑法Ⅱ部
（各論）
B

課題1と課題2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。

因果関係
構成要件的事実の錯誤
構成要件的事実の錯誤
出題範囲（1問必答）：逮捕監禁罪
出題範囲（1問必答）：詐欺罪、強盗罪

私的独占の禁止（3条前段）、不当な取引制限の禁止（3条後段）に関する事
例問題
出願公開について理解しておくこと。

テキスト・
自筆ノート

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

社会地歴指導法Ⅱ

テキスト・
自筆ノート

○教科書の第5章を学習しなさい。
○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
や参考書を参照して、科目の章立てや構成をよくまとめておきなさい。

社会科指導法Ⅰ
（地歴）

テキスト・
自筆ノート

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

社会地歴指導法Ⅰ
田中

田中
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単位認定試験
（筆記）
（第3回）

教員による学習相談 全学生対象
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
部教員と個別で相談することができます。相談希望者は、必ず受験申請期間内に通信教育課
事務室に電話
（TEL 03−3945−7348）、メール（メールアドレス mltsukyo@toyo.jp）等
で申込みをするとともに、次頁の「学習相談申込書」を事務室に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事務室に電話、メールにて
お問い合わせください。
・第３回

７月７日（日） 10：30～11：30

・学習相談申込期間：６月13日（木）〜６月27日（木）
会

場

東京会場
（白山キャンパス）

対応教員（専攻）
齋藤 洋
（国際法学）

大阪会場
小坂 亮
（大阪ガーデンパレス） （刑法・刑法学説史）
名古屋会場
（愛知県青年会館）

通信教育課程での担当科目
導入ゼミナール（法学部）
国際法
国際法Ａ
国際法Ｂ
刑法Ⅰ部（総論）
刑法Ⅰ部（総論）Ａ
刑法Ⅰ部（総論）Ｂ

田中 雅敏
（ドイツ語学・言語学）

仙台会場
（ショーケー本館）

三宅 和子
（日本語学）

日本語概説②
日本語概説Ａ②
日本語概説Ｂ②
比較言語文化論
比較言語文化論Ａ
比較言語文化論Ｂ

札幌会場
（札幌創成高等学校）

和田 琢磨
（日本中世文学）

中世日本文学史
中世日本文学史Ａ
中世日本文学史Ｂ

福岡会場
（都久志会館）

大野 寿子
（ドイツ文学）
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比較文学文化演習Ⅱ
比較文学文化演習Ⅲ
独語圏文学文化と日本
ドイツ語圏文学文化と日本
ドイツ語圏文学文化と日本Ａ
ドイツ語圏文学文化と日本Ｂ

単位認定試験（筆記）
第3回
2013年

月

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してください。【FAX：03（3945）7584】
14

提出

スクーリング 全学生対象
夏期１〜10期スクーリングについて
夏期１〜10期スクーリングを下記の要領で実施します。受講希望者は学習内容すべてを
『シラバス』で確認し、下記の要領にしたがって申込手続をしてください。
なお、2013年９月卒業予定者、2013年９月修了の科目等履修生は下記のとおり受講期
限がありますので注意してください。
○単位認定試験の受験が必要な科目…夏期２期（7/30終了分）まで
○スクーリング試験で単位修得となる科目
（演習、実技など）…夏期10期（8/30終了分）まで
※ただし書道は夏期５期まで
◇開講日程および開講科目
1期

スクーリング名

7月
英語ⅠＡＢ
25日（木）
英語ⅠＡ（初級会話）②
26日（金）
27日（土） 日本文学文化概説Ａ②
日本文学文化概説②（前）
中国文学文化と日本Ｂ
中国文学文化と日本（後）
マンガ文化論Ａ
日本文学文化特講《近現代》Ａ③

教員名
信岡

朝子

石田

仁志

有澤

晶子

原田

央男

配当
学年

スクーリング
コード

1

1〜4

4001305321

Y705321010

2

1〜4

4001305212

Y705212010

2

1〜2

4001315022

Y715022010
Y714012010

授業コード

4

1〜2

4001114012

2

1〜4

4001315911

Y715911010

4

1〜3

4001214291

Y714291010

2

1〜4

4001316701

Y716701010

2

3〜4

4001315323

Y715323010

書道ⅢＡ①

1

2

4001316821

Y716821010

書道Ⅲ

2

3〜4

400131455A

Y714551020

2

3〜4

4001314551

Y714551010

2

4

4001315781

Y715781010

4

3〜4

4001141261

Y741261010

書道Ⅲ①

枝元

朗

高野

幸大

創作書道①
租税法（前）

2期

単
位

スクーリング名

7月
英語ⅠＢＢ
28日（日）
英語ⅠＢ（初級会話）②
29日（月）
30日（火） 日本語概説Ａ②
日本語概説②（前）

教員名
川崎美佐子
三宅

和子

作家作品研究（中世）Ａ
作家作品研究〈中世〉
（前）

櫻井

利佳

中世日本文学講読（前）
書道ⅢＢ
刑法Ⅰ部（総論）Ａ
刑法Ⅰ部（総論）
（前）
刑法Ⅱ部（各論）Ｂ
刑法Ⅱ部（各論）
（後）
教育基礎論Ⅰ
教育基礎論（前）

大倉

英和

小坂

亮

武藤

眞朗

藤本

典裕
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単
位

配当
学年

スクーリング
コード

授業コード

1

1〜4

4002305341

Y705341010

2

1〜4

4002305222

Y705222010

2

1〜2

4002315042

Y715042010

4

1〜2

4002114022

Y714022010

2

1〜3

4002316521

Y716521010

4

1〜3

4002115381

Y715381010

4

1〜2

4002114231

Y714231010

1

2

4002316831

Y716831010

2

1

4002341441

Y741441010

4

1

4002140071

Y740071020

2

2〜4

4002341491

Y741491010

4

2

4002240081

Y740081020

2

1

4002309061

Y709061010

4

1

4002109011

Y709011010

夏期スクーリング
3期

スクーリング名

教員名

7月
書道ⅡＡ①
31日（水）
8月
書道Ⅱ
1日（木）
2日（金）
書道Ⅱ①

4期

蓮見

スクーリング名

行廣

教員名

8月
哲学Ｂ
3日（土）
4日（日） 哲学概説（後）
5日（月）
スポーツ健康科学実技ＡＡ 注1）
スポーツ健康科学実技Ａ①

注1）

スポーツ健康科学実技Ｂ①

注1）

朝倉

西村

輝一

忍

古典文学文化演習Ⅱ④
古典文学文化演習Ⅲ④

今井

上

古典文学文化演習ⅡＢ②
近現代日本文学史Ａ
近現代日本文学史（前）
日本の方言Ａ
日本語学特講A②

野呂

芳信

吉田

雅子

ドイツ語圏文学文化と日本Ａ
ドイツ語圏文学文化と日本（前）

大野

寿子

独語圏文学文化と日本（前）
書道Ⅳ②
書道Ⅳ②
情報資源組織演習Ａ①
資料組織演習①（前）

注2）

民事執行法（前）
刑事政策Ｂ
刑事政策（後）
教育方法研究（情報機器の活用を含む）①

注3）

教育方法研究（情報機器の活用を含む）①

注3）

蓮見

行廣

深水

浩司

櫻本

正樹

宮崎

英生

長谷川勝久

単
位

配当
学年

スクーリング
コード

授業コード

1

2

4003316801

Y716801010

2

2

400331454A

Y714541020

2

2

4003314541

Y714541010

単
位

配当
学年

スクーリング
コード

授業コード

2

1〜4

4004300101

Y700101010

4

1〜4

4004211071

Y711071010

1

1〜4

4004306211

Y706211010

2

1〜4

4004306111

Y706111010

2

1〜4

4004306121

Y706121010

2

3

4004315104

Y715104010

2

4

4004314144

Y714144010

2

3

4004314102

Y714102010

2

1〜2

4004315201

Y715201010

4

1〜2

4004114191

Y714191010

2

1〜4

4004316641

Y716641010

2

3〜4

4004315282

Y715282010

2

1〜4

4004315861

Y715861010

4

1〜3

400411427A

Y714271020

4

1〜2

4004114271

Y714271010

2

3〜4

4004314562

Y714562010

2

3〜4

400431456A

Y714562020

1

1〜4

4004319621

Y719621010

2

2〜4

4004119231

Y719231010

4

3〜4

4004141121

Y741121020

2

1〜4

4004341851

Y741851010

4

2

4004241201

Y741201010

2

3

4004309311

Y709311010

2

3

400430931A

Y709311020

注１）スポーツ健康科学実技ＡＡ・Ａ①・Ｂ①は白山キャンパスではなく、東洋大学総合スポーツセンター
（P. 23参照）で行います。
注２）正科生：学籍番号の入学年度が“99”以前および“08”
〜
“11”
に適用
（2012年３月以前より在籍者）
・単位修得には、夏期８期の「資料組織演習①（後）
」の受講も必要です。
・「資料組織演習①（前）・（後）」の受講には、次の条件があります。
スクーリング受講申込時までに、「資料組織概説」のすべてのリポート課題に合格していること。
注３）この科目ではログインするために、ID・パスワードが書かれた「東洋大学情報システム利用通知書
（ア
カウントシート）」を使用しますので、当日必ず持参してください。
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夏期スクーリング
5期

スクーリング名

8月
外国史Ｂ
8日（木）
9日（金） 外国史（後）
10日（土）
英語ⅠＢＡ
英語ⅠＢ（初級会話）①
コンピュータ・リテラシィ② 注1）
日本語概説Ａ①
日本語概説①（前）
英語圏文学文化と日本Ｂ
英語圏文学文化と日本（後）
日本語史Ａ
日本語史（前）

教員名
今村

労

大島

省子

富澤

浩樹

岡崎

友子

甲田

亜樹

中山

綠朗

日本の美術Ａ
日本美術文化史Ａ

藤澤

紫

日本の美術（前）
書道ⅠＡ①
書道Ⅰ①
刑事訴訟法（前）

蓮見

行廣

松田

正照

民法Ⅴ部（親族・相続）Ａ
民法Ⅴ部（親族・相続）
（前）

中村

恵

民法Ⅴ部（身分法）
（前）
労働法（前）
国語科指導法Ⅰ
国語科指導法（前）

鎌田

耕一

永田

正博

単
位

配当
学年

スクーリング
コード

授業コード

2

1〜4

4005300061

Y700061010

4

1〜4

4005209421

Y709421010

1

1〜4

4005305331

Y705331010

2

1〜4

4005305221

Y705221010

2

1〜4

4005304012

Y704012010

2

1〜2

4005315041

Y715041010

4

1〜2

4005114021

Y714021010

2

1〜4

4005315851

Y715851010

4

1〜3

4005214261

Y714261010

2

2〜4

4005316221

Y716221010

4

2〜4

4005114201

Y714201010

2

1〜4

4005316661

Y716661010

2

1〜4

4005315431

Y715431010

4

1〜2

4005114321

Y714321010

1

1

4005116781

Y716781010

2

1

4005314531

Y714531010

4

3〜4

4005140181

Y740181020

2

2〜4

4005341561

Y741561010

4

3〜4

4005141351

Y741351010

4

3〜4

4005141101

Y741101010

4

3〜4

4005141181

Y741181010

2

3

4005309581

Y709581010

4

3

400510948A

Y709481010

注１）この科目ではログインするために、ID・パスワードが書かれた「東洋大学情報システム利用通知書
（ア
カウントシート）」を使用しますので、当日必ず持参してください。
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夏期スクーリング
6期

スクーリング名

8月
自然科学概論Ｂ①
16日（金）
自然科学概論①（後）
17日（土）
18日（日） 西欧文学Ａ
西欧文学（前）

単
位

教員名
橘

敏雄

田野

武夫

日本語学演習Ⅱ②
日本語学演習Ⅲ②

高梨

信博

日本語学演習ⅡＢ①
古代日本文学史A
古代日本文学史（前）

池原

陽斉

スクーリング
コード

授業コード

2

1〜4

4006300021

Y700021010

4

1〜4

4006203101

Y703101010
Y700211010

2

1〜4

4006300211

4

1〜4

4006101151

Y701151010

2

3

4006315092

Y715092010

2

4

4006314132

Y714132010

2

3

4006314081

Y714081010

2

1〜3

4006315141

Y715141010
Y714161010

4

1〜2

4006114161

フランス語圏文学文化と日本Ａ

2

1〜4

4006315881

Y715881010

フランス語圏文学文化と日本（前） 宇田川和夫

4

1〜3

400611428A

Y714281020

仏語圏文学文化と日本（前）

4

1〜2

4006114281

Y714281010

日本の美術Ｂ

2

1〜4

4006316671

Y716671010

日本美術文化史Ｂ

藤澤

紫

日本の美術（後）
書道ⅡＢ

大橋

修一

木戸

裕

民法Ⅳ部（債権各論）
（後）

大坂

教育実習事前指導②

永田

情報メディアの活用

スクーリング名

8月
作家作品研究（上代）Ａ
19日（月）
作家作品研究〈上代〉
（前）
20日（火）
21日（水） 日本文学史特講Ａ（前）

1〜4

4006315441

Y715441010

1〜2

4006214321

Y714321010

1

2

4006316811

Y716811010

2

1〜4

4006319301

Y719301010

2〜4

400631930A

Y719301020

恵里

4

3〜4

4006240061

Y740061010

正博

0

3〜4

4006309542

Y709542010

単
位

配当
学年

スクーリング
コード

授業コード

教員名

菊地

2
4

2

注1）

情報メディアの活用 注1）

7期

配当
学年

義裕

2

1〜3

4007316481

Y716481010

4

1〜3

4007115361

Y715361010
Y714401010

4

3〜4

4007314401

中国の古典（文学）

2

1〜4

4007316741

Y716741010

中国の古典〈唐詩選・論語〉
（前）

4

1〜2

4007115941

Y715941010

中国の古典≪唐詩選≫

鈴木

望

漢文講読Ⅰ（前）
マンガ文化論Ｂ
日本文学文化特講≪近現代≫Ｂ③
民法Ⅲ部（債権総論）Ａ
民法Ⅲ部（債権総論）
（前）
行政法ⅠＡ
行政法（前）
書道科指導法Ⅰ
書道科指導法（前）
社会公民指導法Ⅱ
社会科指導法Ⅱ（公民）
（後）

原田

央男

山下りえ子
高木

英行

枝元

朗

遠藤

茂

2

1〜2

4007315701

Y715701010

4

1〜2

4007114511

Y714511010

2

1〜4

4007316711

Y716711010
Y715333010

2

3〜4

4007315333

2

2〜4

4007341521

Y741521010

4

3〜4

4007140051

Y740051020

2

2〜4

4007341621

Y741621010

4

3〜4

4007156391

Y756391010

2

3

4007309601

Y709601010

4

3

4007109511

Y709511010

2

3

4007309651

Y709651010

4

3

4007209501

Y709501010

注１）この科目ではログインするために、ID・パスワードが書かれた「東洋大学情報システム利用通知書
（ア
カウントシート）」を使用しますので、当日必ず持参してください。
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夏期スクーリング
8期

スクーリング名

8月
英語ⅡＡ
22日（木）
英語Ⅱ（中級会話）①
23日（金）
24日（土） 日本語学演習Ⅰ

教員名
大島

省子

阿久澤

忠

古典文法Ｂ
古典文法（後）

田貝

和子

単
位

配当
学年

スクーリング
コード

1

1〜4

4008305351

Y705351010

2

1〜4

4008305231

Y705231010

授業コード

2

2

4008314041

Y714041010

2

2〜4

4008316251

Y716251010

4

2〜4

4008215261

Y715261010
Y714211010

日本語文法（後）

4

1〜2

4008214211

中国の古典（思想）

2

1〜4

4008316751

Y716751010

中国の古典〈唐詩選・論語〉
（後）

4

1〜2

4008215941

Y715941010

中国の古典≪論語≫

鈴木

望

2

1〜2

4008315711

Y715711010

漢文講読Ⅰ（後）

4

1〜2

4008214511

Y714511010

中国の古典（歴史）

2

1〜4

4008316761

Y716761010

中国の古典〈史記・孟子〉
（前）

4

2〜4

4008115951

Y715951010

2

2〜4

4008315721

Y715721010

漢文講読Ⅱ（前）

4

3〜4

4008114521

Y714521010

情報資源組織演習Ｂ①

1

1〜4

4008319631

Y719631010

2

2〜4

4008219231

Y719231010

2

1

4008341461

Y741461010

4

1

4008140031

Y740031010

2

1〜4

4008341781

Y741781010

中国の古典≪史記≫

資料組織演習①（後）注1）
民法Ⅰ部（総則）Ａ
民法Ⅰ部（総則）
（前）
法制史（西洋）Ａ
法制史（西洋）
（前）
書道科指導法Ⅱ
書道科指導法（後）

山口るみ子

深水

浩司

小林

秀年

守屋

治善

枝元

朗

4

3〜4

4008141081

Y741081010

2

3

4008309611

Y709611010

4

3

4008209511

Y709511010

注１）正科生：学籍番号の入学年度が“99”以前および
“08”
〜
“11”
に適用
（2012年３月以前より在籍者）
・単位修得には、夏期４期の「資料組織演習①
（前）
」の受講も必要です。
・「資料組織演習①（前）・（後）」の受講には、次の条件があります。
スクーリング受講申込時までに、「資料組織概説」のすべてのリポート課題に合格していること。
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夏期スクーリング
9期

スクーリング名

8月
近世日本文学史Ｂ
25日（日）
近世日本文学史（後）
26日（月）
27日（火） 日本語史Ｂ
日本語史（後）
映像文化論Ａ
日本文学文化特講≪近現代≫Ａ②
情報サービス演習Ａ①
レファレンスサービス演習・情報検索演習①（前）注1）
書道ⅠＡ②

単
位

教員名
中山

尚夫

中山

綠朗

岡田
木戸

秀則
裕

喜入裕基子

英米法Ｂ
英米法（後）

スクーリング
コード

授業コード

2

1〜3

4009315191

Y715191010

4

1〜2

4009214181

Y714181010
Y716231010

2

2〜4

4009316231

4

2〜4

4009214201

Y714201010

2

1〜4

4009316681

Y716681010

2

3〜4

4009315322

Y715322010

1

1〜4

4009319581

Y719581010

2

2〜4

4009119221

Y719221010

1

1

4009316782

Y716782010

2

2〜4

4009341911

Y741911010

2

4009241381

Y741381010

今井

雅子

4
4

2

4009240331

Y740331010

栗原

久

2

4

4009309661

Y709661010

外国法（英米法）
（後）
教職実践演習（中・高）①

配当
学年

注１）正科生：学籍番号の入学年度が“99”以前および“08”
〜
“11”
に適用
（2012年３月以前より在籍者）
・単位修得には、夏期10期の「レファレンスサービス演習・情報検索演習①
（後）
」の受講も必要です。
・「レファレンスサービス演習・情報検索演習①（前）
・
（後）
」の受講には以下２点の条件があります。
１）前年度までに「図書館概論」「情報サービス概説」の単位を修得済であること。
２）スクーリング受講申込時までに、
「専門資料論」のすべてのリポート課題に合格していること。
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夏期スクーリング
単
位

配当
学年

スクーリング
コード

授業コード

1

1〜4

4010305361

Y705361010

2

1〜4

4010305232

Y705232010

2

1〜4

4010300331

Y700331010

4

1〜4

4010102021

Y702021010

2

1〜2

4010315051

Y715051010

4

1〜2

4010214021

Y714021010

2

1

4010316213

Y716213010

2

1

4010315013

Y715013010

日本文学基礎演習③

2

1

4010314033

Y714033010

近現代文学文化演習Ⅱ②

2

3

4010315112

Y715112010

2

4

4010314152

Y714152010

2

3

4010314121

Y714121010

2

1〜3

4010315211

Y715211010

4

1〜2

4010214191

Y714191010

2

1〜4

4010316651

Y716651010

2

3〜4

4010315292

Y715292010

1

1

4010316791

Y716791010

1

1〜4

4010319591

Y719591010

2

2〜4

4010219221

Y719221010

4

3〜4

4010141301

Y741301010

4

3〜4

4010140111

Y740111020

0

3〜4

4010309541

Y709541010

10期

スクーリング名

8月
英語ⅡＢ
28日（水）
29日（木） 英語Ⅱ（中級会話）②
30日（金）
政治学Ａ
政治学（前）
日本語概説Ｂ①
日本語概説①（後）

教員名
大島

省子

竹島

博之

岡崎

友子

基礎ゼミナール③
基礎演習③

近現代文学文化演習Ⅲ②

山本

石田

亮介

仁志

近現代文学文化演習ⅡＢ①
近現代日本文学史Ｂ
近現代日本文学史（後）
日本の方言Ｂ
日本語学特講B②
書道ⅠＢ
情報サービス演習Ｂ①
レファレンスサービス演習・情報検索演習①（後）注1）
手形法・小切手法（前）
商法Ⅲ部（手形・小切手法）
（前）
教育実習事前指導①

野呂

芳信

吉田

雅子

喜入裕基子
木戸

裕

井上

貴也

太巻

光俊

注１）正科生：学籍番号の入学年度が“99”以前および
“08”
〜
“11”
に適用
（2012年３月以前より在籍者）
・単位修得には、夏期９期の「レファレンスサービス演習・情報検索演習①
（前）
」の受講も必要です。
・「レファレンスサービス演習・情報検索演習①
（前）
・
（後）
」の受講には以下２点の条件があります。
１）前年度までに「図書館概論」「情報サービス概説」の単位を修得済であること。
２）スクーリング受講申込時までに、
「専門資料論」のすべてのリポート課題に合格していること。
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夏期スクーリング
◇授業時間

９：00〜16：10
（1時限
3時限

９：00〜10：30、２時限

13：00〜14：30、４時限

10：40〜12：10、

14：40〜16：10）

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

東洋大学

白山キャンパス・総合スポーツセンター（P. 23の地図）

◇申込期間

７月１日（月）〜７月８日（月） 期日厳守

◇手続方法
ToyoNet-Gでスクーリング申請を行い、スクーリング受講票を出力してください。
●スクーリング申請方法

◇注意事項
１．スクーリング受講票は、７月17日（水）より出力可能です。受講許可は、受講票の
出力をもって有効となります。
２．入学年度のカリキュラムによって受講科目の名称が変わります。受講申込におい
ては、ToyoNet-G「履修登録確認表（通信）」より履修登録科目を確認のうえ、間
違いのないように申し込んでください。
３．申込手続をおこなっていない場合は、いかなる理由があっても受講できません。
４．手続後の科目変更は、いかなる理由があってもできません。
５．履修登録手続をしていない科目や履修登録手続が終了していない場合は、受講で
きません。
６．夏期スクーリングは第１期〜第10期までを申込期間内に申し込んでください。申
込期間終了後の追加申込はできませんので、ご注意ください。
７．
「スポーツ健康科学実技ＡＡ・Ａ①・Ｂ①」を受講する学生は、当日下記のものを
持参し、９：00までに東洋大学総合スポーツセンターへ集合してください。
（下記
案内図参照）
・運動靴
・運動しやすい服装、帽子
・健康保険証
・健康診断書（スクーリング開始日の６ヵ月以内に受診したもの

コピー可）

８．学生食堂は営業していない場合がありますので、昼食は各自で用意してください。
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夏期スクーリング
９．後期生の受講希望者へ
 書道を除き、夏期１〜10期に開講されるスクーリング試験で単位修得になる科
目については、2012年度修得の成績として取り扱いします。
 書道については、下記の期に開講される科目のみ、2012年度に修得した成績
として取り扱います。
１期

書道Ⅲ

３期

書道Ⅱ

４期

書道Ⅳ②

５期

書道Ⅰ

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

◇会場案内図
東洋大学白山キャンパスの地図は、P. ７を参照してください。

東洋大学総合スポーツセンター

〒174−0053

東京都板橋区清水町92−1
アクセス
都営地下鉄三田線
「板橋本町駅」

東洋大学総合スポーツセンター

A 2 出口より 7 分
バス停留所（

）の案内

※詳細は、東洋大学ホ
ームページの「交通
アクセス」をご覧く
ださい。

集合場所

（アリーナ棟1階アリーナ）の案内
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連休2期スクーリング

連休２期スクーリングについて
連休２期スクーリングを下記の要領で実施します。受講希望者は学習内容すべてを『シラ
バス』で確認し、下記の要領にしたがって申込手続をしてください。
◇開講日程

７月13日（土）・14日（日）・15日（月）

◇開講科目

比較文学文化演習Ⅰ
日本文学文化特講《近現代》Ｂ①
近現代日本文学文化特講
（後）
韓国文化事情Ａ

単位

スクーリング名

教員名
朝比奈美知子
山崎

甲一

金

蘭美

古典文学文化演習Ⅱ①
古典文学文化演習Ⅲ①

菊地

義裕

古典文学文化演習ⅡＡ①
日本語学特講A①
日本語学特講
（前）
書道ⅢＡ②
法学概論
法学概論
（前）
経済法
（前）

木村

一

大倉

英和

芦野

訓和

多田

英明

2

配当
学年
2

スクーリング
コード

授業コード

1002315061 Y715061010

2 3〜4 1002315331 Y715331010
4 3〜4 1002214371 Y714371010
2 1〜4 1002315921 Y715921010
2

3

1002315101 Y715101010

2

4

1002314141 Y714141010

2

3

1002314091 Y714091010

2 3〜4 1002315281 Y715281010
4 3〜4 1002114381 Y714381010
1

2

1002316822 Y716822010

2

1

1002141411 Y741411010

4

1

1002141251 Y741251010

4 3〜4 1002141161 Y741161010
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連休2期スクーリング
◇授業時間 ９：00〜16：10
（１時限
３時限

9：00〜10：30、２時限

13：00〜14：30、４時限

10：40〜12：10、


14：40〜16：10）

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

東洋大学

白山キャンパス

◇申込期間

６月25日（火）〜７月１日（月） 期日厳守

◇手続方法
ToyoNet-Gでスクーリング申請を行いスクーリング受講票を出力してください。
（P. 22の図参照）
◇注意事項
１．スクーリングは３日間の終日にわたる集中授業の全時間に出席が必要です。
２．スクーリング受講票は、７月３日（水）より出力可能です。受講許可は、受講票の
出力をもって有効となります。
３．入学年度のカリキュラムによって受講科目の名称が変わります。受講申込におい
ては、ToyoNet-G「履修登録確認表（通信）」より履修登録科目を確認のうえ、間
違いのないように申し込んでください。
４．申込手続をおこなっていない場合は、いかなる理由があっても受講できません。
５．手続後の科目変更は、いかなる理由があってもできません。
６．履修登録手続していない科目や履修登録手続が終了していない場合は、受講でき
ません。
７．学生食堂は営業していない場合がありますので、昼食は各自で用意してください。
◇会場案内図
東洋大学白山キャンパスの地図は、P. ７を参照してください。
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スクーリング

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

緊急連絡シート（コピーしてご使用下さい）
１． 学 籍 番 号（1 0 桁）

7

２． 氏

名



３． カ

ナ

氏

名



４． 生

年

月

日

西暦

５． 年

齢

６． 緊 急 連 絡 先 電 話 番 号
７． 連 絡 先 と の 続 柄
続柄
液

日

才
TEL

（

）


（スクーリングに参加していることを知っている方）

病

な

型

RH

ど



10． か か り つ け 病 院 な ど

型

病院名
TEL

11． 常

月

氏名

８． 血
９． 持

年

飲

薬

な

ど



12． 保 険 証 の 番 号



注意事項
①自身のスクーリング参加を緊急連絡先に知らせて
おいてください
②持病などがある場合には、主治医に事前に相談し
てください
③万一に備えて保険証を携行してください

（

）


④このシートは事前に提出する必要はありません
⑤このシートはスクーリング中携行し、必要時に、
すぐに取り出せるようにしてください
⑥このシートの管理には十分注意してください
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第2回メディア授業の受講申し込みについて 全学生対象
第2回メディア授業の受講申し込みについて
第２回メディア授業を下記の要領で実施します。受講希望者は学習内容をToyoNet-Gのシ
ラバスで確認し、次頁の要領に従って申し込みをしてください。
なお、申し込みに際してはP. 29の注意事項を熟読の上、申し込みをしてください。
◇メディア授業受講期間
第２回 2013年 ７月６日（土）
～７月30日（火）
＊１科目の受講が可能です
初日から視聴できるように郵送しますが、郵便事情により多少遅れることがありますので
ご了解ください。
◇メディア授業科目 申し込みは１科目のみ

合併
合併
合併
合併
合併
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合併

教育心理学
生徒指導論
（進路指導を含む）

合併

教職に関する科目

合併

文学部専門科目

日本文学文化概説Ａ①
日本文学文化概説①
（前半部）
日本文学文化概説Ｂ①
日本文学文化概説①
（後半部）
古典文法A
古典文法
（前半部）
古典文法Ｂ
古典文法
（後半部）
国語科教育論

合併

共通総合科目

科目名
日本史A②
日本史②
（前半部）
日本史Ｂ②
日本史②
（後半部）
日本の詩歌Ａ
日本の詩歌
（前半部）
日本の詩歌Ｂ
日本の詩歌
（後半部）
百人一首の文化史Ａ
百人一首の文化史
（前半部）
百人一首の文化史Ｂ
百人一首の文化史
（後半部）
導入ゼミナール
（文学部）
導入ゼミナール
（法学部）

合併

科目の分野

担当者

備考

細川

重男

細川

重男

小泉

京美

小泉

京美

大内

瑞恵

大内

瑞恵

河地
齋藤

修
洋

河地

修

河地

修

田貝

和子

田貝

和子

川合

正

澤田
澤田

七郎
七郎

日本史A②と同内容
日本史Ｂ②と同内容
日本の詩歌Ａと同内容
日本の詩歌Ｂと同内容
百人一首の文化史Ａと同内容
百人一首の文化史Ｂと同内容

古典文法Ａと同内容
古典文法Ｂと同内容

第2回メディア授業の受講申し込みについて

合併
合併
合併
合併
合併

学校図書館司書
教諭関連科目

合併

司書関連科目

生涯学習概論
図書館概論
図書館情報技術論
図書館制度・経営論
図書館経営論
図書館サービス概論
図書館サービス論
情報サービス論
児童サービス論
図書館情報資源概論
図書館資料論
情報資源組織論
資料組織概説
図書館情報資源特論
専門資料論
図書・図書館史
図書及び図書館史
学校経営と学校図書館
学校図書館メディアの構成
学習指導と学校図書館
読書と豊かな人間性

池谷美衣子
白岩 一彦
鴇田 拓哉
深水

浩司

島谷

祐枝

兼松
島谷

芳之
祐枝

大塚奈奈絵
深水

浩司

木戸

裕

中村

規子

村井
稲井
稲井
村井

信彦
達也
達也
信彦

図書館制度・経営論と同内容
図書館サービス概論と同内容

図書館情報資源概論と同内容
情報資源組織論と同内容
図書館情報資源特論と同内容
図書・図書館史と同内容

◇申込期間
６月13日
（木）
～６月22日（土）
◇対象者
正科生・科目等履修生
◇申し込み方法
メディア授業は、ToyoNet-Gの「スクーリング申請」から申込をしてください。
メディア授業申請方法

①ToyoNet-Gの学生メニューより、「スクー
リング申請」をクリックします。
②希望するメディア授業を選択し、申請し
ます。
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第2回メディア授業の受講申し込みについて
◇受講方法
１．受講環境は各自で整えてください（詳細な環境はP. 30参照）。
２．
「ToyoNet-Ace」というシステムで、担当教員との質疑応答や資料のダウンロードが
可能です
（
「ToyoNet-Ace」は受講開始初日から利用できます）。また、４回の講義ご
とに設定されている理解度確認テストもこのシステムを使用します。
「ToyoNet-Ace」
にログインするために、東洋大学情報システム利用通知書（アカウントシート）に記載
のIDとパスワードが必要です。
３．受講終了後、速やかにmicroSDカードを返却日までに返却（返信用封筒に120円切手
を貼付のこと）してください。
４．理解度確認テストの結果をもとに、改めて合否を判定し、受講終了日から約２週間後
にToyoNet-Gで通知します。
５．合格後に単位認定試験の申込をしてください。

◇注意事項
１．今回申込できる科目は１科目です。
２．事前に履修登録をした科目のみ申込が可能です。
３．microSDカードの返送先は、東洋大学通信教育課ではなく、外部委託業者となっ
ておりますので、同封される返信用封筒を使用して郵送してください。
４．万一、視聴期間内にmicroSDカードが返却されない場合は以降のメディア授業の
聴講を認めませんのでご注意ください。
５．収録動画は実際の東洋大学の教室などで収録している関係上、雑音が混じること
がありますが故障ではありません。
６．動画の視聴は3.5インチから４インチ程度の画面での視聴に最適化されている関
係上、ワンセグTVやPCでの視聴はぼやけているように感じることがありますが
故障ではありません。
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第2回メディア授業の受講申し込みについて
◇受講環境等

授業動画の視聴に必要な推奨環境
●ワンセグ携帯電話とワンセグスマートフォンでの視聴環境
①ワンセグ放送の録画・再生機能があること
②microSDカードスロットを備えていること
③microSDHCカード対応であること
一部の機種ではコンテンツが再生できない場合があります
●ワンセグTVでの視聴環境
①ワンセグ放送の録画・再生機能があること
②著作権保護機能
（CPRM対応）microSDカードスロットを備えていること
③microSDHCカード対応であること
一部の機種ではコンテンツが再生できない場合があります
●PC
（windowsのみ）での視聴環境
①「デジダビ
（デジタル放送をSDカードにダビングしてPCで再生するソフト）＊」の動作
ができる環境であること
②著作権保護機能
（CPRM対応）SDカードスロットを実装または外付けできること
③microSD→SDカードアダプターがあること
＊「デジダビ（デジタル放送をSDカードにダビングしてPCで再生するソフト）
」は㈱サイバーフロントが
販売しているソフトウェアです（ダウンロード版3150円、パッケージ版5250円）

「ToyoNet-Ace」に必要な推奨環境
●インターネットに接続されたPC等の環境を整備してください
●資料の印刷のためにはプリンタをご用意ください
●PDFについて
PDFを表示するにはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方は、各自ダウンロード（無償）してください。
PDFを印刷する際はAdobe Reader8.1.0以上を必ず利用してください。
☆「ToyoNet-Ace」の利用は東洋大学HP下部分、学内向けシステム「ToyoNet」のバナ
ーからアクセスしてください。利用のマニュアルなどがあります（マニュアルの利用は
「ToyoNet-Ace」のID/パスワードが必要です）。
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第2回メディア授業の申し込みについて

◇動画の再生方法
●ワンセグ携帯電話やスマートフォンでの再生方法の例
（参考）
docomoの一例

auの一例

SoftBankの一例

メニュー

メニュー

メニュー

↓

↓

↓

データBOX

microSD

データフォルダ

↓

↓
SDビデオフォルダ

ワンセグ

↓

↓

EZテレビ

↓
TV
↓

ビデオ

（またはTV録画番組）

ビデオ

↓

↓

↓

視聴

視聴

視聴

上記再生方法はあくまでも一例であり、機種やアプリによって再生方法は異なります
（詳しくは各機種のマニュアル等をご参考ください）

●デジダビ（PC）での再生方法
microSDカード挿入
↓
デジダビ起動
↓
メディアの認識
↓
視聴
注意：CPRM対応のカードスロ
ットに入れてください
SD再生設定は「ワンセグ画質」
を選択してください

●ワンセグTV等（ワンセグ付カーナビなど）での再生方法
各機種のマニュアルをご参考ください
（ワンセグ録画の再生方法など）

注意！
このメディア授業はmicroSDHCカードへ
のワンセグ録画再生機能のある携帯電話やス
マートフォンを想定していますので、残念な
がらそれらに対応していないiPhoneやスマ
ートフォンでは再生できません。
またワンセグ録画再生に対応する携帯電話な
どでも古い機種では再生できない場合があり
ますのでご注意ください。
「デジダビ」はWindowsPCのみで起動でき
ます（要求スペックは販売元ホームページ等
で確認してください）
。
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学籍 後期生対象 【再掲】
在学年限超過に伴う退学について
次の表１に該当する後期生で2013年９月に卒業できない学生は、2013年９月30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

03

なし

②

02

１年

③

01

２年

◆退学時に単位認定に至らなかった履修途中の科目の学習履歴は、すべて無効となります。
◆対象者には、９月中旬に通知をします。
◆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。
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教務
各 種期限について
■対象学生：後期生（前期生は、P. 34を参照）
●リポートについて
該当年度内の単位修得を必要とする場合のリポートの提出期限

2013年９月卒業・
単位修得予定者
2013年９月修了予定
科目等履修生

提出期限

注意事項

2013年７月20日

左記提出期限までにリポートを提出す
れば、下記単位認定試験申請に間に合
うよう、結果を返送します。
なお、2013年10月以降も在籍する学
生（前期生・後期生とも）で、左記受付
停止期間を過ぎて到着したリポートに
ついては、受付できませんので返送し
ます。

12：45（必着）
リポート受付停止期間（７月21日
〜９月30日）
がありますので注意
してください。

※前期生も７月21日（日）〜９月30日（月）は、リポート受付停止期間です。
●スクーリングについて
該当年度内の単位修得を必要とする場合のスクーリング受講期限
受講期限

2013年９月卒業・
単位修得予定者
2013年９月修了予定
科目等履修生

単位認定試験の
受験が必要な科目

スクーリング試験で
単位修得となる科目

注意事項

夏期２期まで
（7／30終了分）

夏期10期まで
（8／30終了分）
ただし、書道は
夏期５期まで

単位認定試験の受験が
必要な科目の受験申請
は、スクーリングの合
格後に手続できます。

●メディア授業について
メディア授業の受講期限

2013年９月卒業・
単位修得予定者
2013年９月修了予定
科目等履修生

受講期限

注意事項

第２回まで
（2013年７月６日〜７月30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。

●単位認定試験について
該当年度内の単位修得を必要とする場合の受験および提出期限
単位認定試験
（筆記）
受験
2013年９月卒業・
単位修得予定者
2013年９月修了予定
科目等履修生

2013年８月18日

単位認定試験（論文）
提出期限

注意事項

2013年８月20日 単位認定試験（論文）につ
いて、解答期限は問題出
（16：45必着）
※８月21日〜９月30日 力日より40日間ですが、
は申請・受付ともに一切 申請が遅い場合でも左記
行うことができません。期限どおりです。

※前期生も８月21日
（水）
〜９月30日
（月）は単位認定試験（論文）の申請・受付停止期間です。
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教務
■対象学生：前期生
（後期生は、P. 33を参照）
●リポートについて
該当年度内の単位修得を必要とする場合のリポートの提出期限
提出期限
2014年３月卒業・
単位修得予定者
転部・転科試験受験予定者
2014年３月修了予定
科目等履修生

注意事項

2014年１月14日
16：45（必着）

左記提出期限までにリポートを提出
すれば、下記単位認定試験申請に間
に合うよう、結果を返送します（予
定）
。

※７月21日
（日）
〜９月30日（月）はリポート受付停止期間となりますのでご注意ください。
●スクーリングについて
該当年度内の単位修得を必要とする場合のスクーリング受講期限
受講期限
単位認定試験の
受験が必要な科目
2014年３月卒業・
単位修得予定者
転部・転科試験受験予定者
2014年３月修了予定
科目等履修生

スクーリング試験で
単位修得となる科目

注意事項

単位認定試験の受験が
必要な科目の受験申請
は、スクーリングの合
格後に手続できます。

冬期１期まで
（1／13終了分）

●メディア授業について
メディア授業の受講期限（予定）
学習申込期間

受講期間

注意事項

2014年３月卒業・
単位修得予定者
転部・転科試験受験予定者
2014年３月修了予定
科目等履修生

第４回
（2013年12月20日
〜2014年１月13日）まで

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。

●単位認定試験について
該当年度内の単位修得を必要とする場合の受験および提出期限
単位認定試験
（筆記）
受験
2014年３月卒業・
単位修得予定者
転部・転科試験受験予定者
2014年３月修了予定
科目等履修生

2014年２月16日

単位認定試験（論文）
提出期限

注意事項

2014年２月15日
（12：45必着）

単位認定試験（論文）に
ついて、解答期限は問題
出力日より40日間です
が、申請が遅い場合でも
左記期限どおりです。

※８月21日
（水）
〜９月30日（月）
は単位認定試験（論文）の申請・受付停止期間となりますの
でご注意ください。
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教職 前・後期生希望者対象 【再掲】
教職

2014
（平成26）
年度「教育実習」参加手続について
2014
（平成26）年３月末までに教育実習の履修（参加）条件を満たす見込みの学生は、2014
（平成26）
年度教育実習参加に向けて、下記手続を行ってください。
なお、教育実習については、『履修要覧』の「教育実習について」を熟読してください。
５月11日に開催されました教育実習参加事前説明会に参加しなかった学生は、ToyoNet-G
の「お知らせ」で公開しました資料を必ず確認してください。
５月中

各自出身校等に来年度の教育実習受け入れを依頼【内諾】
（【内諾手続】１．参照）

●取得希望免許状の学校種によって必要な実習期間が異なる。
中学校および中学・高校を併せての免許状取得希望者：最低３週間 （教育実習Ⅰ）
高等学校のみの免許状取得希望者：２週間 （教育実習Ⅱ）
①実習校の都合で３週間実習となった場合は、実習校の意向に従うこと。
※「教育実習Ⅱ」の追加履修登録者は通信教育課へ連絡すること。
②将来的に中学校免許状取得を考えている場合は、３週間実習でお願いすること（２週
間実習では要件を満たさないため、再度大学に在籍し教育実習を行う必要がある）。
●東京都公立中学校での教育実習を希望する場合は、任意のＡ４用紙に「東京都公立中
学校での教育実習希望」、学籍番号、氏名を記入し、80円切手を貼付した返信用封筒
を同封のうえ、内諾手続き前に通信教育課へ提出すること。
●実習校は各自で開拓し内諾を得ること（大学では斡旋しない）。ただし、学校勤務者（教諭・
講師・事務職員・介助員等で学校に勤務されている方）の勤務校での実習はできません。
６月30日まで 【必着】
（内諾の結果を踏まえ、大学に手続をする期間）
（【内諾手続】２．参照）
①
 「教育実習許可願」、②「教育実習参加の要件チェックリスト（『東洋通信』５月号P. 32
〜33）
」をA3に拡大コピーして記入したもの、③140円切手１枚を通信教育課事務室
へ提出する（郵送可）。
●①については、通信教育課程ホームページの「各種申込の方法」内の『各種申込用紙』
にある「教育実習許可願」を使用すること。
（コピー）をあわせて提出すること。
●他大学からの編入生は、実習教科の「学力に関する証明書」
【内諾手続】
１．
「教育実習許可願」の記載内容を確認し、実習希望校に受け入れをお願いしたい旨を電話
で伝える
（口頭での内諾をいただく）。
また、後日大学からの内諾書類をもって一度挨拶に伺いたい旨を伝える。学校によって
は面接等を実施する場合がある。
２．
「教育実習許可願」および「教育実習参加の要件チェックリスト」を通信教育課に提出す
る。
（到着から約１週間以内に内諾書類を送付いたします）
３．大学から内諾書類受け取り後、学校の指定する日程にスーツ等、社会人に準じた格好で
出向き、必要書類をもって受け入れを改めてお願いする。
2014（平成26）
年３月末までに単位修得するための各種期限は、
『東洋通信』５月号P. 31
を参照してください。
35

その他
奨学金貸与申請者へ 前・後期生希望者対象
夏期スクーリング受講者対象の日本学生支援機構奨学金貸与申請は、５月31日（金）で締め
切りました。奨学金貸与を申請していて、事情により夏期スクーリングの受講が不可能にな
った場合、６月28日（金）までにすみやかに事務室宛に電話にて連絡してください。
奨学金貸与の申請を取り下げます。

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

登録情報の変更について 全学生対象
氏名・住所・電話番号・勤務先・保証人など、既に登録され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。
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…………通信教育課程ホームページの「各種申込の方法」内にある「各種
申込用紙」の変更届に記入し、学生証のコピーを同封の上、お送りください。
氏名・住所・電話番号はもちろんのこと、勤務先・保証人項目などについても正確な届出
がなされなかった場合、
『東洋通信』の発送、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。

学祖祭について 全学生対象 【再掲】
本学創立者井上円了博士の祥月命日にあたる６月6日（木）に、蓮華寺（中野区江古田１－６
－４）
で学祖祭
（95回忌）を実施いたします。
（本堂での式典と墓参は参加自由です。）
準備の都合上、出席される方は、エクステンション課までご連絡ください。
なお、６月６日
（木）の事務室は休業となりますのでご注意ください。
エクステンション課

TEL

03−3945−7637
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その他

ＴＡ（ティーチング・アシスタント）の学習相談および在室時間
通信教育課程には皆さんが日頃の学習において疑問に思ったこと、不安に感じたことなど
に適切なアドバイス・回答をしてくれるティーチング・アシスタント（以下ＴＡと略します）
が文・法学部に在籍しています。
原則として下記の在室曜日・時間帯に電話、メール、ＦＡＸ等により相談の予約を入れれ
ば、通信教育課事務室の窓口において各学部担当のＴＡが対応いたします。質問、相談があ
る場合には大いに活用してください。ただし、時間帯によっては相談が集中することも予想
されますので、予め、ご承知おきください。
曜日

時間帯

担

月

11：00〜12：30

関明子（文学部 上代〜中世文学文化・近世散文・日本語学・国語教育担当）

火

14：00〜15：00

廖海濤
（法学部

水

15：00〜17：00

長瀬真理子
（教職科目担当）

木

14：00〜15：00

門脇邦夫
（法学部

金

11：00〜12：30

齊藤諒（文学部 近世韻文・近現代文学文化・比較文学文化・司書科目担当）

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

37

当

T

A

私法・共通総合科目担当）

公法・共通総合科目担当）

その他

メディア授業に関する学習アンケート概要
平成24年度に開講いたしましたメディア授業について、今後のさらなる発展のため以下の
とおりアンケートを実施いたしました。集約結果は以下のとおりです。ご協力いただき、誠
にありがとうございました。
対象者：2012年度メディア授業第１回〜４回申込者310名
回答者：うち99名
（回収率約31%）
アンケート方法：Web入力式
■1. あなたの所属を教えてください。
4. 科目等履修生（10月登録）
10.1%
3. 科目等履修生（4月登録）
22.3%

1. 正科生
（4月入学）
52.4%

2. 正科生（10月入学）
15.2%
■2. メディア授業を利用したのははじめてですか。
0

10

20

30

40

50

60

70

80

100%

89.9

1. はじめて

2. 以前も利用したことがある

90

10.1

■3. メディア授業を視聴するために使用している機器はどういったものですか
0

10

20

30

2.0
24.3

3. パソコン（デジダビ・SDカードアダプター含む）
4. その他
5. 用意できなかった

50

60

70

80%
70.7

1. ワンセグ携帯電話（スマートフォン含）
2. ワンセグTV機器（ポータブルTVなど）

40

1.0
2.0

38

その他
■4. 今回視聴に使用している機器の調達について教えてください。
0

10

20

30

1. メディア授業を視聴するため新たに購入・入手した

40

50

60

70

80%

28.3

2. 以前から所有していた機器で視聴した

68.7

3. その他

3.0

■5. メディア授業を申込んだ理由で最もあてはまるものを教えてください
0

5

10

15

20

25

30

35

40%

1. 動画で授業を受けられることに興味があったから

38.5

2. 仕事や家事などの隙間の時間に
学習しようと思ったから

20.2

3. スクーリングに行く時間がなく、メディア授業で
スクーリング単位を修得したいと思ったから

11.1

4. リポートでの学習が進まず、メディア授業での
単位修得を目指したから

22.2

5. 学習方法が簡単だと思ったから

4.0

3. その他

4.0

■6. メディア授業の視聴ペースについて教えてください。
0

5

10

1. 期間中、前半に集中して視聴した

25

30

35

40%

35.4

3. 全期間を通して前半・後半にかたよる
ことなく計画的に視聴できた

39

20

25.1

2. 期間の後半に集中して視聴した

4. 視聴できなかった（理由をご記入ください）
（■11.の質問に進みます）

15

33.3

6.1

その他
■7. メディア授業の視聴頻度について教えてください。
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50%

44.4

1. 週に1〜3回ほど視聴した
29.3

2. 週に4〜6回ほど視聴した
20.2

3. 毎日視聴した
6.1

無回答

■8. メディア授業を視聴するシチュエーションを教えてください。
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90%

80.8

1. 自宅での自由時間や就寝前などに視聴した
9.1

2. 通勤・通学などの移動途中に視聴した
3. 職場・学校など仕事や授業の合間に視聴した

2.0

4. その他

1.0
7.1

無回答

■9. メディア授業の視聴期間（約25日間）について教えてください
0

10

20

30

40

50
52.5

1. 丁度いい
31.3

2. 短い
6.1

3. 長い
4. わからない

60%

4.0
6.1

無回答

■10. メディア授業の講義内容(動画内容)は満足ですか
0

5

10

15

20

35

40

45

44.4

2. 満足している
13.1

3. 普通
5.1

4. やや不満足である

無回答

30
27.3

1. とても満足している

5. 不満足である

25

2.0
8.1

40

50%

その他
■11. 理解度確認テストの難易度について教えてください
0

10

20

30

40

50

60

70

80%

13.1

1. 難しい

69.7

2. 普通
11.1

3. 易しい
6.1

4. 受験していないのでわからない

■12. ToyoNet-Ace（メディア授業を受講の際に使用するインターネット上の学習ページ）について教えてください
0

10

20

30

40

50

60%

25.2

1. 使いやすい

57.6

2. 普通
3. 使いにくい

10.1
7.1

4. 使用していないのでわからない

■13. メディア授業を今後も利用したいですか
0

10

20

19.2

2. 必要があれば利用したい

4. あまり利用したいとは思わない

40

50

60

70

80
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その他
■14. その他お気づきの点がございましたらご記入ください。
・レポート学習はなかなか進まないので、どんどんメディア授業を活用したい。
・自宅に居ながら、実際に講義を受けているようで非常によかったです。
・実際に授業を受けるような感覚で学習できたため理解もしやすく、リポート学習よりも捗りました。
・テキストを読んで一人で学習するよりも、先生から教えていただく方が理解できると感じた。
・メディア授業は重要な点等が分かりやすく、リポート学習に比べ楽しく理解ができ、とてもよかったと思
います。
・自主学習より、メディア授業のほうが、ずっと理解できて大変よかった。
・働きながら学習する者にとって、通学できない分、動画の授業はありがたく、襟を正して受講しました。
独学で課題に取り組む学習（リポート）に比べ、先生のお話から今後の動向が見えたり、受講後も広く深い
考察ができるなど有意義でした。
・生涯学習概論の池谷美衣子先生の授業は毎回とてもわかりやすく、楽しんで受講できました。生の授業が
受けられないことを残念に思いました。
・日本史Ａのメディア授業を受けたが、日本史Ｂもメディア授業を開講してほしい。細川重男先生授業（日
本史Ａ）がとてもわかりやすくためになった。日本史Ｂでも細川重男先生のメディア授業を受けたい。是
非開講してほしい。
・対面方式の授業のように受講者の気分転換を図ったり集中を高めたりするための雑談などを入れる必要が
ない分、授業内容が濃いように感じました。
・できれば、期間中に受けられるメディア授業は一教科だけでなく、二～三教科あるとより捗るかと思いま
す。
・単位認定試験のために復習や再確認をしたいので、SDカードの返却期限にもう少し余裕があると助かり
ます。
・前半・後半の２回を２ヶ月続けてというより、１ヶ月空けて頂けると助かります。
・１科目にＡ・Ｂあるものは両方ともメディア授業を組んでいただきたいと希望します。
・理解度テストの出題範囲が、規定より先の内容のものが出題されていて解けなかったが、その後引き続き
視聴したら、その先の回の内容であることが分かった。
・今回のようなワンセグ利用とPCでの視聴の両方が可能であればなおいいと思いました。
（類似意見３件）
・回数
（年４回）を増やして欲しい。
（類似意見５件）
・携帯から視聴した場合、音量をＭＡＸにしても聞き取りづらく、イヤホン購入に至った。イヤホンでは適
度な音量で視聴できた。
・現状の日数を変えないなら、カード返送の締め切り日を郵便局の消印日にしてほしい。
（類似意見２件）
・視聴できる携帯電話・スマホの機種を詳しく教えていただきたいです。または視聴できる条件を詳しく教
えていただければ、それを携帯電話会社に伝えて視聴できる携帯・スマホを紹介してもらえるので。
・繰り返しもう一度勉強したいときに、メディアがないと学習できなかったので不便であった。
・理解度確認テストの公開を長くしてほしい。
・40日の論文作成期間は、必ず保障して頂けるよう望みます。そのためにも、小テスト回答後は、期間終了
を待たずに各自のペースで論文課題に取り組める仕組みを望みます。
・もらさず聴こうとノートを取りながらメディア授業を受けています。聞き漏らすと何度も繰り返しますの
でかなりの時間がかかります。
・最後のメディア授業（図書館情報資源概論）だけ手持ちの機器で視聴できませんでした。家族の持っている
他の機器では視聴できました。繊細なメディアなので、小さな故障などが起きやすいのかな、と思います。
・講義の形態が単調過ぎる。もっとメディアを活用した創意あるものにしてほしい。
・科目等履修生は、前半の受講でないと１年間で学習を終えることが難しいと思います。
・スクーリングと違い、聞き逃してしまったところを何度も繰り返し視聴できるところが大変重宝していま
す。スマートフォンの画面を見ているため、なるべく板書を大きく書いていただけるとありがたいです。

42

その他
・登録期間や手続きなどの情報をToyoNet-Gにもアップしていただけると大変助かります。事務室に問合せ
したところ、
「東洋通信に載っていますので、それ以外には載せていません。
」とのことでしたが、いつも
東洋通信を携行しているわけではありません。せっかくメディア授業と銘打っているわけですから、イン
ターネットメディア上でいろいろな情報が確認出来る様にしていただくと、受講のしやすさは向上すると
思います。
・リアルな授業に近づける意図なのかもしれませんが、先生が板書の書き消しをしている時間がちょっと無
駄に思えます。編集でカットするなどの配慮はできないものでしょうか。
・小テストに解説があればもっといい。資料には、不足資料もあったので、チェック体制があるとよい。
・放送大学の講義などに比べると、まだこなれていない感じがあったが
（手作り感があった…）
、通信の学生
にとってとても有用な手段だと思うので、今後の一層の発展に期待しています。
・先生に質問したが、回答がなく終わってしまった。したがって、今もその回答が大変気になります。先生
にウェブ上で質問できる制度は大変良い制度だと思うので、しっかり運用されるようお願いいたします。
・もっとメディア授業の科目数を増やしていただきたいです。
（類似意見12件）
・24年度４科目メディア授業を申し込んだが、仕事やスクーリング、論文試験などの他の用事と重なると見
きれないことがあり、２科目しか終了できなかった。時期が選べるとよいと思う。
・合格点を取っているのならば、回答後すぐに論文の課題を取得できるようになるといいと思いました。
・合否判定の連絡をもっと早くしてほしいです。
・ある授業は、板書をしながらまるで本当の授業のようにやってくれるので、ノートを取りながら全部観ま
したが、黒板も使わず先生が喋っているだけの授業もあり、プリントに書いてあること以上の内容を喋る
訳でもなく、退屈で見続けるのが苦痛なものもありました。
・コマ数が思ったより多くかなりの集中して学習しないと合格点に届かない内容である。単位取得には程遠
いと思った。
・音声がちょっと悪く、巻き戻して聞き直しても聞き取れないところがあった。
（類似意見８件）
・一科目だけ音が悪く聞きづらかったが、新しいものを送り直してもらう時間もなさそうだったので、その
まま聞いた。
・画面が小さいので、先生が板書する範囲が狭く、見にくい事があった。
・資料をダウンロードするよう指示があったので、ダウンロードしたら白紙だったため、その部分の講義は
資料がないため、わけがわからず困った。前の回を受講した方も同じだったようで、質問していたが先生
の回答がなかった。今後、このようなことのないようにしていただきたい。
・視聴していて気になったのは黒板の字がとても読みにくいことです。視聴する画面が小さいからなど色々
な理由はありますが、何度か見直しても分からない箇所がありました。ホワイトボードに黒い字ならいい
のにな、と思います。
・使用しているスマートフォンにはワンセグ機能がついていないので友人に借りたが、再生できない機種だ
ったため受講ができなかった。
・携帯の画面用との事ですが、できればパソコン使用にしていただけると嬉しいです。
・メディアの再生に制限があり、ハードの選択に苦慮した。
・携帯のワンセグ視聴ができなくて、自宅だけになってしまったのが残念だった。
（類似意見９件）
・デジダビを購入したが、ガードで使えず、携帯を買った。
（類似意見１件）
・自分もですが携帯が非対応だと言う人にスクーリングで多く会ったので、無理だとは思いますが別の形式
になればいいなと願っています。
・なぜmicroSDになさったのでしょうか？ＤＶＤなど他のメディアの方が対応機種が多く、汎用的です。今
後はもっと対応機種の多いメディアを採用ください。
この他にも、たくさんのご意見をいただきました。ご回答いただいた皆様、ありがとうございました。ご
意見はこれからのメディア授業運営の参考にさせていただきます。
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教育実習までの注意点
〜リポート学習と実習校について〜
（１）はじめに
こんにちは。教職科目担当TA（ティーチング・アシスタント）の長瀬です。
今回は、これから教育実習を考えている方へ向け、確認事項や注意点について述べたいと
思います。
その前に、ご連絡があります。
「東洋通信」５月号p.30-33にて教育実習事務手続きの掲示がありました。
2014
（平成26）
年３月末までに教育実習の履修
（参加）条件を満たす見込みがあり、2014
（平成26）
年度の教育実習を予定している学生は、参加手続の締め切りが６月30日までとな
っています。提出書類や事務局の開室時間等にご注意ください。
（２）教育実習に進むためのチェックポイント
教育実習は、大学で学んだ教育原理や技術をもとに、教育実習校（中学校・高等学校）での
実習を通じ、教育の意味や学校教育の全領域について学習するものです。教職科目の中で、
最も大変な、しかし代え難い学習になると思われます。
しかし残念なことに、毎年教育実習に参加できない学生が少なくありません。その原因と
しては、単位不足のケースが最も目立ちます。その結果、実習校の内諾が取れ、事務手続き
もほぼ完了しているのにも関わらず、辞退せざるを得なくなるというものです。
こういった場合、
「来年、もう一度同じ学校に実習を頼んでも大丈夫か？」という質問を学
生側から受けることがあります。確実なことは申し上げられませんが、
「心象は良くない」と
思われます。内諾を出し、次年度受け入れのために準備を進めていた実習校からの信頼を損
ねることですので、リポートの提出・単位認定試験の学習計画は、慎重に行ってください。
特に年度末にまとめて提出されたものの中には、焦りのためか、問題文を良く読まず問題
に正対していないもの、リポートの提出形式を全く無視しているもの、教科書やインターネ
ットの情報を丸写しなものもありました。
「実習に参加予定なので合格させて」や「○年で実
習をし、卒業する予定だった。不合格だと困る」といった懇願の私信が添付されていること
もあります。
こういったことがないよう、以下の点を確認し、きちんとリポート学習の計画を立てまし
ょう。
①３年次終了までに卒業に必要な単位を98単位以上（共通28単位以上、専門62単位以上）
修得済である。
（注）
既に学士を有しているものは、この限りではない。
②教職に関する科目の単位
（
「教職概論」
、
「教育基礎論Ⅰ」、
「教育基礎論Ⅱ」、
「教育心理学」、
「生徒指導論
（進路指導を含む）」、
「教育相談」、
「教育実習事前指導」）すべてを３年次終了まで
に修得済みであること。
③実習予定の教科の「指導法Ⅰ・Ⅱ」を修得済みであること。また、中学校での実習の場
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合は、実習予定教科の「教科教育論」
（
「教育実習Ⅰ」または「教育実習Ⅱ」に参加する前年度
までに追加履修登録が必要）が加えて必要となる。
（※詳しくは『東洋通信』５月号p.32〜33のチェックリスト参照）。
（３）教育実習までのリポート学習について
まずリポート学習の計画を立てることについて述べましたが、これは「３年次入学した。
今年で不足単位を全部取り、来年実習に行きたい」と希望される学生からの相談をよく受け
るためです。それぞれに人生設計がまずあるのでしょうが、リポート学習のスケジュールと
教育実習のスケジュールを一年で両方進めなければなりません。
一ヶ月にどれだけ学習を進めることができるのか、リポートを書き上げられるかは、体調
の具合や仕事、家庭の状況等々、個人差があります。それ以外の要素として見落とされがち
なものが、事務局に届いたリポートの処理にかかる時間についてです。まず、リポートは郵
便を使うため、年末年始の郵便局の繁忙期では到着が遅れる可能性もあります。また、事務
局の閉室日やリポート停止期間等もあるため、返送に時間が掛かるときもあります。こうい
った期間も念頭に、無理のない学習スケジュールを立てるようにしましょう。
リポートの処理状況等は、学務システム「ToyoNet-G」にて確認できますのでご覧くださ
い。
（４）教育実習校について
基本的に、教育実習は母校での実習となります。母校以外での実習を希望される場合（母校
が廃校になっている、現在の住居地からは遠い等）であっても、大学が受け入れ先を斡旋はい
たしません。各自で受け入れ先を開拓し、内諾を得ることが原則となっています。
また、学校勤務者（教諭・講師・事務職員・介助員等で学校に勤務されている方）の勤務校
での実習はできません。
実習校によっては、母校とする学生を中心とするところや、早々に受け入れ定員に達して
しまうところ、
「○○年は受け入れる予定がない」と決めているところ等、それぞれ事情を抱
えている場合もあります。
また、受け入れ校にとって、教育実習生の受け入れは本来の学校業務以外のものであるた
め、善意によるところが大きいものです。実習をお願いする際は、必ず事前に受け入れ可能
かどうかを電話等で確認して下さい。先方が母校の場合、卒業年や３年時の担任名を聞かれ
ることもありますので、答えられるようしておきましょう。母校以外の学校に問い合わせる
場合は、その事情を説明できるようにしましょう。
なお、実習時期は各実習校によって異なるため、
「履修要覧」P.82のスケジュール表はあ
くまでもモデルケースです。実習時期は承諾書等を各自必ず確認してください。
（５）おわりに
実習期間中は勤務という形で行われるため、教職以外の活動をする余裕はほぼなくなりま
す。教職科目は教員免許を取得し、教員として活躍するために単位を取っている方が殆どだ
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と思われます。限られた時間での学習は大変でしょうが、焦ることなく確実に学習と手続き
の準備をしましょう。大学のリポート学習で得た知識と経験、努力は、教育実習の際に自信
へと確実に繋がります。
（教職科目担当TA
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長瀬真理子）

学友会からのお知らせ
〈文学愛好会のお誘い〉
来る７月６日（土）、文学部・平山三男先生のご指導のもと第７回目の文学愛好会ゼミを下
記開催いたします。
「雪国」は言うまでもなく、川端康成の代表作。第三回目は「雪国」
（新潮文庫版）全体の半
分の辺りから味読されます。
「雪国」の講義は３回目ですが、初めての方もどうぞ遠慮なさらないでください。
途中からでも、常に新しい講義として理解できますし、遡って解説してくださいます。卒
業生の方々、法学部、文学部を問わず広く受入れます。誘い合ってご参加ください。
記
１．日

時：平成25年７月６日（土）15：00〜17：00

２．場

所：東洋大学甫水会館（当日場所を掲載します）

３．愛好会：「雪国」を読む

第３回。新潮文庫『雪国』を使用

４．指導講師：平山三男先生
５．懇親会：ゼミ終了後、希望者で外部で懇親会を行います（懇親費は各自負担）
６．参加費：無料（ただし、年間パスポートのない方は、￥1,000または￥2,000で
会員登録料を払って頂き、パスポートを取得していただきます。）
７．申込み：〒134－0087
高比良

毅

宛て

東京都江戸川区清新町１－１－36－604
FAX：03－5675－2354
（電話と同番なので、そのままFAXボタンをON）
E-Mail：t-takahira@mtf.biglobe.ne.jp

○住所、氏名、学籍番号、連絡方法（電話、FAX、E-Mailなど）をご記入の上、
ハガキ、FAXまたはメールでお申し込みください。
○申込み締切り＊：７月４日（木）消印有効（メール５日（金）午前まで）
＊注：締切りは上記でも当日申込みできます。ぜひご参加ください。
（人数把握のため出欠をとるだけです。ご了承ください）
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〈学生からの投稿〉
お花見文学散歩に参加して


花澤

和美（日本文学文化学科

３年）

４月６日
（土）
、関東ではお昼頃から、嵐に見舞われるとの予報の中、緊張しながら文学散
歩に初参加しました。私達の期待とは異なり、桜の姿は都心から殆ど消えかけていましたが、
それもまた良し。緑の葉の中でちらちら華やぐ桜色が逆に愛らしく、なかなか風流でした。
まずは青山霊園の入り口で簡単にお昼を済ませ、雨の降らないうちにお散歩スタート！著
名な方たちのお墓を訪ねながら、講師の平山先生がとてもわかりやすく、音楽を奏でるよう
な話し方で説明してくださり、聞き入ってしまいました。私はまだ文学の知識があまりない
ため、何を聞いても新鮮でした。先輩方も各々違う知識の箱を開いては情報を共有してくだ
さり、大変ためになりました。新入生を迎えてくださる先輩方の器の大きさのおかげで、私
の抱いていた緊張はあっという間にどこかに飛んでいってしまいました。
運悪く、予報通り雨も降り始め、足元も悪くなってきたので早々にお散歩は切り上げ、懇
親会へと移りました。そこでもお話しははずみ、とても楽しい時間を過ごしました。
帰宅後、宮本百合子の墓前で平山先生にお聞きしたことを、文学好きの母に話すと、私の
祖父が百合子の夫である宮本顕治の裁判を聞きに行った際、祖父が見たことを話してくれま
した。
「宮本顕治は極悪人のような形相で出てきたが、聴衆のほうに目をやると、あるところで一
瞬目が止まり、表情が一転して少年のような笑顔を見せた。そこには女性が居て、顔は見え
なかったが、多分宮本百合子だったのだろう。」
私は、自分が見て聞いてきたものと、祖父が見たものがどこかでつながったことを感じ、
とてもうれしくなりました。
自分ひとりの力で多くを学ぶのは大変な苦労ですが、知っている方達から直接教えていた
だくのは、ひとつの勉強法です。いつかは私が、説明できる立場になれたらいいなぁ。と思
います。
知ることは楽しいです！そして同じ興味を持つ人達とお話するのはもっと楽しいです！！
今後も出来るだけ、イベントに参加して知識の引き出しを増やしていきたいです。
［解説］
お花見文学散歩： 2013年４月６日
（土） 外苑駅～青山霊園一帯
文学部の平山三男先生以下通信学生など合計13名が、銀座線『外苑前』に13：30集合、青
山霊園を散策、葉桜にはなりましたが花を求め、明治の足跡を探しました。寄稿文にある宮本
百合子、森有礼初代文部大臣、副島種臣
（佐賀、外務橋・内務大臣）
、忠犬ハチ公等の墓所を訪
ねましたが、途中から昨11月の『文学散歩』同様雨に見舞われ、秋山兄弟墓所
（坂の上の雲＝
司馬遼太郎）への訪問は叶いませんでした。しかし散策には十分時間が取れましたので、皆さん
にとって新鮮な体験のようで満足の行く一日ではなかったでしょうか。
（学友会）
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2013.4.6
お花見文学散歩
『青山霊園』にて

平山三男先生と
会員の平岡佳子さん

忠犬ハチ公のお墓
今でも絶えない線香と花のお供え
「写真提供：文学部

日本文学文化学科
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4年

高比良

毅」

随 想

津 波 の 向 こ う 側

東日本大震災から約１カ月後、本学でも藤井敏信先生（国際地域学部）をリーダーとする

「東日本大震災復興問題対策チーム」が立ち上がった。大学からの復興支援活動は、早期のう

学部

学科ともなると、公私ともに被災地と呼ばれる地域

ちに支援する地域に拠点を置き、当該地域の政府関係機関と協定を結ぶことが多い。しかし
本学の場合は少し違っていた。

44

た。当初は のグループが立ち上がった。専門が異なる各グループは臨機応変に再編成され、

る分野で個々に活動し、それを繋げるといったネットワーク型プロジェクトの形式がとられ

げた活動を目指すのが理想である。したがって、まずは小グループを結成し自分の得意とす

ならば、これまでの研究が実践として活かされるよう各々の専門知識を復興支援活動につな

に、さまざまなネットワークを持っている。また「教員」という立場で復興問題に取り組む

11

メンバーを固定せず必要に応じて、学外研究者や学生など、さまざまな人が参加できる体制

がとられた。各グループが柔軟に活動を行うことで、全体が発展していくことを狙ってのこ

年と長年にわたり地域の人々と近い距離で関わりながら継続していこうという決意があ

とである。その根底には、復興支援活動を一時的なものとするのではなく、これから先、５
年

何回も東北に足を運んでいるうちに、２００４年

月のスマトラ島沖地震で津波被害を受

わざわざ海岸まで見に行き、そのことが被害を拡大させた。高い建物はほとんどなく、避難

の正確な人数を知らない。津波を体験したことのない村人は、今までになく潮が引いたので、

ンマーからの漁業労働者が多く、タイ人と同じくらい亡くなったと言われているが、誰もそ

に面したパンガー県だった（死者４，１６３人、行方不明者２，１１３人）
。その地域はミャ

で被害が最も大きかったのは、観光地で有名なプーケット島ではなく、実はその北の海岸線

けた人たちが今はどうしているのかが気になりだし、現地を訪れることにした。当時タイ国

12
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12

った。もちろん、この活動は現在も継続している。
［詳細は、本学のホームページにて］

10

するには、ひたすら内陸に逃げ走るしかなかった。しかし、波は内陸５キロに達したという。

タクアパ郡の中学校を訪れると、津波から８年たった今も、行方不明になった生徒のプロフ

名近い僧侶がいて、生涯をかけて津波で命を失った人たちの供養にあたるのだと聞かさ

ィールが写真入りで１枚ずつファイルに丁寧に保管されていた。津波後に改修された寺院に
は
れた。

スマトラ島沖大地震発生後のニュースでは、南部の被災地では親を失った津波孤児が３０

０人に上っていると厚生省が発表している。さらに当時のスラキアット外相は、被災地の病

院で子どもが人身売買業者にさらわれたとの報告を受けていることを明らかにした。そのよ

うな混沌とする中、プラティープ財団というＮＰＯ団体が、パンガー県ムアン区にいち早く

孤児院を設立し、津波孤児の救済にあたった。その後、津波孤児のほとんどは成人し施設を

離れたが、施設そものもは孤児院として今でも慈善事業を継続していて 名の子どもたちが

たちの過去の心の痛みを取り除いてあげることはできない。しかし、幸せな将来を手に入れ

ったものや悲しみというものは、決して埋め合わせられるものではない。私たちは、子ども

生活をしている。その孤児院に勤務している友人が言った。
「子どもたちの苦しみ、津波で失

75

ることができるよう手助けしてあげることはできる」と。そこには、今も過去の悲しみをそ

英 子

かね

えい

法学部准教授

専攻

国際学校保健

出身

愛知県

っと心の奥に封印し、一途に前を見て生きる人たちの姿が笑顔とともにあった。

金 田

こ
だ
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20

昨年夏、数年のブランクを経て久々にアメリカ合衆国を訪問

であったトマス・ジェファソンの六千五百冊ほどの個人蔵書を

焼失してしまう。その損失を補うべく、第三代アメリカ大統領

オアシス
知の殿堂、アメリカ議会図書館

し た。 目 的 は、 首 都 ワ シ ン ト ン Ｄ．Ｃ．に あ る 米 議 会 図 書 館

内で刊行されたあらゆる書籍や逐次刊行物の他に、写真、映画、

子

）での研究資料調査である。アメリカ関
（ Library of Congress
連の研究に携わる人間であれば、誰もが一度は利用しているは

地図、音楽、版画、絵画、手書き文書なども所蔵され、また英

朝

ずの図書館ではあるが、諸々の事情から、実際に訪問し資料を

語以外の四百六十カ国語の文献群も所蔵するなど、その総資料

岡

閲覧するのは今回が初めてであった。わずか一週間ほどの滞在

数は一億五千万を越えるとも言われ、蔵書数、予算規模、職員

信

であり、図書館の開館時間なども合わせると、かなり限られた

数の全てにおいて世界最大規模を誇る図書館となっている。

の文献を集めた図書室として始まった議会図書館は、米英戦争

領期に設立されたのである。もともと、一八〇〇年に立法関連

の国会図書館の方が、この議会図書館をモデルとして戦後の占

位置づけにある。より正確には、一九四八年に設立された日本

この議会図書館は、日本で言う国立国会図書館とほぼ同様の

の神々をかたどったブロンズ像が置かれ、大理石の柱が立ち並

石造りの建物のメイン・エントランスには、噴水やローマ神話

る図書館の建物というイメージからはかなりかけ離れている。

ン館は「首都の代表的建築」の一つに数えられ、日本のいわゆ

ダムス館という三つの建物で構成される。最も古いジェファソ

その議会図書館は現在、ジェファソン館、マディソン館、ア

核に、以後、その規模を徐々に拡大してきた。今日では、米国

時間の調査となったが、様々な意味で貴重な経験となった。

時にその三千冊ほどのコレクションをイギリスとの戦闘の中で
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えに現在も街全体のシルエットは低く、広がりを持つものに保

九一〇年の法改正以後、高層の建物の建築が実質制限され、ゆ

メリカのパリ」であることを目指した。そうした目的から、一

く構造を有し、低層の建物と見通しの良い街路で構成された「ア

設計されたこの都市は、環状交差路から四方に街路が伸びてい

もと一九世紀初頭にフランスの建築家によって計画都市として

に点在するのがワシントンＤ．Ｃ．の街並みの特徴である。もと

や国会議事堂のような、白亜の巨大低層建造物がいたるところ

高層ビル群に覆い尽くされた東京とは異なり、ホワイトハウス

全米の他の主要都市と比べてもかなり個性的である。例えば、

である。そもそもワシントンＤ．Ｃ．
という都市の建築の様相は、

び、まるでヨーロッパのオペラハウスのような美しい概観なの

いるカウンターを中心に、木製のつやつやした図書閲覧者用の

観光客は眺めることができる。そこから見える様子は、職員の

様子を、中から見て天井付近の壁から少し見下ろすような形で

ガラス張りの一角から、メイン・リーディング・ルーム室内の

ム（閲覧室）内の観覧である。グレイト・ホールに設けられた

ジェファソン館の中心、すなわちメイン・リーディング・ルー

中でも、定時に出発する図書館ツアーのハイライトの一つが、

段で観光客に開放されたエリアを自由に行き来することになる。

覆われた巨大な広間に圧倒される。その後、エレベーターや階

に入った来館者は、まずグレイト・ホールと呼ばれる大理石で

ェファソン館である。セキュリティ・チェックを通って建物内

に訪れるのは、かつて本館と呼ばれた百年以上の歴史を誇るジ

机が丸く幾重にも並べられ、八角形に形作られた部屋の周囲に

を象徴する八体の彫刻がそれぞれ据えられ、また柱と柱の間に

たれている。ただしその代償として、首都を利用する人々の居

議会図書館に話を戻すと、まず日本の国会図書館との大きな

わたされたバルコニーには、各理念を象徴する偉人のブロンズ

は、巨大な大理石の柱が八本立っている。高い天井を支える柱

違いは、ここがワシントンＤ．Ｃ．有数の観光スポットとして機

像が二体ずつ、計一六体設置されている。柱の間を埋める壁は

住区域が周辺に大きく広がり、毎朝の自動車による通勤ラッシ

能しているという点である。国内外から大勢の観光客がひっき

アーチ状にデザインされており、アーチの上部には、自然光を

の上部には、哲学、芸術、歴史、商業、宗教、科学、法律、詩

りなしに訪れ、旅行者向けのガイドツアーや、貴重書の展示会

取り入れるためのステンドグラスが取り付けられている。圧巻

ュが深刻化するという別の問題も生み出しているのだが。

等が随時開かれている。土産店も品数豊富で、こちらも旅行者

はそのさらに上にある巨大な丸天井で、細部に至るまでモザイ

に、見る者は天井に吸い込まれるかのような錯覚を覚えるほど

ク状の見事な彩色と彫刻が施され、その文様の繊細さと複雑さ

たちに人気が高い。
先述のように、議会図書館はジェファソン館、マディソン館、
アダムス館という三つの建物から構成されるが、観光客らが主
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である。

にフリーズするという難点はある。このあたりはアメリカらし

ディソン館に行かなくてはならない。レジストレーション・ル

度ジェファソン館を離れ、ＩＤカードを発行する部署があるマ

国籍を問わず誰でも入ることができる。中に入るにはまず、一

室には、高校生以上の写真付きＩＤを所有している者であれば、

の問題点もあった。議会図書館は、日本の国会図書館同様、一

すら見続ける日々が始まる。ただし、利用に際してはいくつか

がら、静かで広々とした歴史的建造物の中で、見たい本をひた

る図書館の内部に入り込み、美しい天井や壁の装飾を見上げな

こうして、全米で出版された刊行物すべてを所蔵するとされ

いご愛嬌というところだろうか。

ームで申請書と共にパスポートを提示すれば、写真撮影の後、

部のセクションを除いて基本的に閉架式であり、コンピュータ

ところでこのメイン・リーディング・ルーム、すなわち閲覧

一五分ほどでＩＤカードが発行される。あとは、地下トンネル

二時間近くも待たされたあげく、
「棚になかった」というスリッ

ー上でリクエストした本を係員に搬出してもらい、それを館内

閲覧室には、一日のうち最初に入室する時だけ、受付でＩＤ

プのみが返ってきて、落胆したことも数回あった。このような

でつながっているジェファソン館に戻り、地下のクロークに荷

カードを提示し名簿にサインしなくてはならない。あとは、カ

巨大図書館の中では、資料の物理的管理もなかなか大変なよう

で閲覧するというシステムを取る。ほとんどの本は、時間をか

ードさえあれば基本的にほぼフリーパスである。閲覧室の向か

である。またアメリカの他の場所と同様、空調の効きすぎた寒

物をすべて預け、ビニール袋に筆記具や貴重品を入れて、エレ

いには巨大なコンピュータールームがあり、そこで図書館内の

い室内にはまいった。特に、閲覧室の片隅にある薄暗く狭い複

けさえすれば最終的に見ることができたが、中には、請求して

資料の所蔵調査や請求ができるほか、全米の主要データベース

写室は、人目を気にせず自由にコピーができるが、まるで冷蔵

ベーターで閲覧室入口がある一階に上がるのみである。

のほとんど全てを利用することができる。アメリカ国内でも、

そうした問題はいくつかあったが、閲覧室で本を眺める作業

庫の中のように寒く、ガタガタ震えながらコピー機のボタンを

ここまで網羅的に様々なデータベースが見放題、印刷もダウン

に疲れ、ふと顔を上げて室内の見事な装飾や彫刻に目をやると、

一般的な大学図書館では、データベースの定期購読に莫大な費

ロードもし放題、という環境を得ることは難しい。ただし、設

文献をひたすら読みあさるという、研究者の宿命とも言える地

必死に押し続けたものだ。

置されているコンピューターの型が少し古いためか、画像資料

味な、そして時に単調で絶望的にすらなる作業が、図書館の存

用がかかるため、よほど予算規模の大きい図書館でない限り、

など重めのデータをダウンロードしようとすると、かなり頻繁
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在自体に祝福されているかのような、不思議な暖かさに包まれ
たものだ。ヨーロッパにひけをとらない、素晴らしい知の殿堂
がアメリカにもあることを証明せんがために造られた議会図書
館だが、資料の保管庫としては一見不必要にも思える装飾の数々
に、私は何より、学ぼうとする者を尊重し、歓迎し、敬意を持
って迎え入れようとする姿勢のようなものを感じたのである。
そうしたある種の慰め、もしくは励ましのようなものを勝手に
読み取りながら、閲覧室内の古びた、つやつやした重厚な机の
前で、心密かに感動していた。

─のぶおか あさこ・文学部講師─
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である。第２次大戦当時は東京府の職員を務めていた。１９４
３年（昭和 年）７月１日に、東京府が東京市を吸収して東京

田

年も前のことだ。

良

員教授、国際東アジア研究センター名誉所長などを歴任され、

もある。都庁を退職した後は都立大学教授、ハーバード大学客

た。ごく内輪の会で、先生はこの白面の後進にたいしても丁寧

そして、個人的に主宰されていた勉強会に参加する機会を得

）か
渋谷区長はメイヤー（ Mayor

紹介された。もう

連載し始めてもいた。その担当編集者の計らいで初めて先生に

者ながら、地方自治関係の月刊誌に署名入りで「資料紹介」を

私は当時、国立国会図書館の調査員だった。駆け出しの研究

晩年の先生にお目にかかるチャンスがあった。

の星」であり続けている。ご縁があって学長の最終任期のころ、

攻されていた。私にとっては、地方自治の分野において「導き

高名な都市社会学者であったが、当然ながら地方自治論も専

本学教授・学長になられた。

沼

磯村英一と自治憲章（ホームルール・チャーター）

代）にわたって東

１９６９年（昭和 年）から１９８２年（昭和 年）までの
年余にも及ぶ。

57

年譜によれば、先生は１９０３年（明治 年）の東京生まれ

10

洋大学の学長を務められた。学長在任期間は、中断をはさんで

31

36
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オアシス

晩年の先生とのご縁

29

磯村英一先生は、４期（第 代、第 〜
26

都の幹部としてヒトラーやマッカーサーと握手したとの伝説

30

44

都となったが、この都制施行に際して渋谷区長に配属された。

18

（？）指導者という印象であった。教員になってからの私は、こ

に接してくださった。厳しさと優しさを併せ持つ、遠くて近い

った離れ業だろう。

が、決してメイヤーではなかった。彼我の制度の差を逆手にと

配置される行政職にすぎない。したがって、名称はそれらしい

日本の地方自治の発展可能性を大きく制約してしまったという

「憲章」が現行憲法の「条例」にすり替わったことが、その後に

二つ目は日本国憲法制定時の話である。ポイントは、草案の

条例ではなく憲章を

のときの磯村スタイルを手本にしてきた。
勉強会で先生が語ってくださった座談のなかで、強く記憶に
残っていることが二つある。一つは渋谷区長時代のこと、もう
一つは日本国憲法制定のことである。ともに終戦直後の混乱期
での出来事であり、アメリカ地方自治に精通した先生らしいエ
ピソードだ。
まず一つ目は渋谷区長時代の話である。ある日、占領軍が渋

た。

う。リーダー格の男が居丈高に「お前は何者だ」と問いただし

きた彼らは、ガムを噛みながら全員が銃をかまえていた、とい

は原文である。

を作成する権利」が住民の権利として盛り込まれていた。以下

その第８章には初めて「地方自治」が規定され、第

は、１９４６年（昭和 年）２月 日に新憲法草
GHQ/SCAP
案を日本国政府に提示した。いわゆるマッカーサー草案である。

laws as the diet may enact.

─9─

指摘だ。

）
そのとき先生は、ある機転を利かせて「私はメイヤー（ Mayor
だ」と答えた。すると、それを聞いた軍人たちは態度を一変さ

chapter viii

（連合国軍最高司令官
谷区役所に乗り込んできた。 GHQ/SCAP
総司令部）の兵士たちである。回想によれば、区長室に入って

せ、慌てて銃を捧げ筒に変え最敬礼したという。アメリカ地方

article lxxxvii.

条「憲章

自治の文脈でのメイヤーとは、住民の公選によって就任する自

the inhabitants of metropolitan areas, cities and towns shall be

87

government and to frame their own charters within such

local government

治体の代表者（市長）である。メイヤーの背後には多数の民意

時の渋谷区長はまだ公選職ではない。都の職員が異動によって

てくれ」と言い残して帰った。先生の「機転」とはこうだ。当

その後は穏やかなやりとりになり、
「必要なものは何でも言っ

secure in their right to manage their property, affairs and

12

がある。民意を背負う者にたいする最敬礼だったのだ。

21

この箇所は、二週間後（２月 日）の臨時閣議で配布された

要するに、草案においてわが国の歴史では画期的な住民自治

第八章

よる条例制定の規定にすげ替えられ、それが今日に至っている

りえたはずのものが、現行憲法としてはごく平板な団体自治に

による自治憲章（ホームルール・チャーター）の根拠規定とな

第八十七条「首都地方、市及町ノ住民ハ彼等ノ財産、事務及政

のである。チャーターの意義については、テキスト（
『ホーンブ

「外務省仮訳」では以下のとおり。

治ヲ処理シ並ニ国会ノ制定スル法律ノ範囲内ニ於テ彼等自身ノ

ック基礎行政学』
）の私のコラム「地方自治の原風景？」を参照

地方政治

憲章ヲ作成スル権利ヲ奪ハルルコト無カルヘシ」

してほしい。

日本の地方自治を「３割自治」と揶揄することが続いている

ご遺志を継ぐべく、この憲章を現代日本で実現する有力なツー

着目してほしいのは、この草案 条の主語が「住民」である
）
点だ。何よりもこの規定は、住民が自前の「憲章（ charters
を作成する」ことになっている。つまり奪われることのない住

ルとして、上位規範たる自治基本条例の活用策を考えている。

─ぬまた まこと・法学部教授─

が、その原因のひとつはこの点にあるだろう。いま私は先生の

民の権利として、自治体の設立文書となる自治憲章を制定する
ことが構想されていたのである。
しかし後に日本政府との交渉の過程で、この主語は「住民」
から「地方公共団体」にすり替わり、さらに「憲章を作成する」
ことは「条例を制定する」 ことに縮減してしまった。
「時期尚
早」を理由にして、住民自治は団体自治に、憲章作成は条例制
定に、格下げ（！）になったのである。

現行憲法の規定は次のとおり。
［日本国憲法］第 条「地方公共団体は、その財産を管理し、事

条例を制定することができる。」
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26

87

務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で

94

学 習 室

井

上

さてしかし、何といってもこうした皮肉な男女の、あるいは

刹那、命を落としてしまう正妻葵上──。

る子を生み、夫婦の間に深い信頼関係が生まれはじめた、その

今

『源氏物語』第二部の世界への招待

次のような誤解している人はいませんか？あらゆる技芸に優
れた、美貌の持ち主にして、生まれも天皇の子として申し分の
ない光源氏が、様々な女君たちと恋に明けくれるさまを描いた、

けではありません。
『源氏物語』は、そのはじめから、思うにま

その実、この物語は、そうした楽天的な世界を描いているわ

巻桐壺から、第三三巻藤裏葉においては、こうした誤解や、心

光源氏が准太上天皇という至尊の地位につくまでを描く、第一

おもに第二部と呼ばれる物語が、幕を開けてからのことです。

人と人との関係が、正面から描き出されるようになったのは、

かせぬ、あるいは結ばれてしまったが故に、かえって苦しまな

のすれ違いの問題それ自体が、十分に主題化することはありま

優雅な王朝絵巻──それが『源氏物語』だ、と。

ければならない男女の皮肉な関係や、心のすれ違いを、くりか

せんでした。今回は、普段各自で学習を進めている皆さんの参

考に供すべく、源氏物語の第二部と呼ばれる世界が、どのよう

えし描いてゆきます。
そういわれると、次のような男女の関係を思い起こす人もい

密のそれとして、晴れて夫婦となることはついになかった藤壺。

『源氏物語』の第三四巻若菜上から、第四一巻幻までを、
『源

＊

な点に特徴を有する物語かを、紹介してみましょう。

源氏とのたった一度の逢瀬を夢とかみしめつつも、人妻たる自

氏物語』の第二部と呼ぶことが、今日広く行われています（詳

るでしょう。光源氏との間に子までなしながら、その関係は秘

らの立場を思って源氏との関係を閉ざした空蝉。夕霧と呼ばれ

─ 11 ─

化した物語でした。冒頭部分にそくして見ていきましょう。

は、今言ったように、人と人との、皮肉な心のすれ違いを主題

し く は 前 回 の「 学 習 室 」 を 参 考 に し て く だ さ い ）
。そしてそれ

紫上がいるのですから。光源氏が、朱雀院との対話の中で、で

です。なにせ彼には、長の年月をともに過ごしてきた最愛の人、

がに光源氏も、そう簡単に首を縦にふることは、なかったはず

つまり「後ろ見」という言葉は、そのように「配偶者」を意

は私が「後ろ見」をお引き受けいたしましょうと言った時、ま

となってくれるよう依頼します。光源氏も、病がちの兄たって

味することも、
「世話役」や「後見人」を意味することもある、

若菜上巻の物語は、新たに女三宮という人物を登場させると

の願いを、むげに断ることもできず、女三宮の「後ろ見」を引

曖昧な言い回しにほかならず、朱雀院も、光源氏も、その思惑

ず第一にそれは「後見役」の意味、
「親代わりの世話役」を、お

き受けます。朱雀院は光源氏こそ最も信頼に足る人物であると

はおよそかけ離れているにもかかわらず、
「後ろ見」という言葉

ころから始まります。彼女は光源氏の兄、朱雀院の鍾愛の娘で

心から信じ、源氏もまた兄朱雀の思いをかなえてやりたいと願

一つを媒介に、互いに心を通わせあい、合意に至ったかのよう

引き受けしましょうということだったはずです。

った。ここにあるのは、互いを信じ、思いやりあう兄弟の姿で

な錯覚だけを、共有してしまうのです。

した。出家をこころざす朱雀院は、源氏に、女三宮の「後ろ見」

あるといってよいでしょう。がすでにそこに、微妙な心のすれ

の人物であるといった時、それは、限りなく「配偶者」とか、

朱雀院が、光源氏に、あなたこそわが娘の「後ろ見」に最適

ろ見」に対して不満の意を明確に示し、源氏は源氏で、なぜそ

朱雀院は、我が娘が十分な待遇を受けていないと光源氏の「後

た女三宮が、幸せな結末を招き寄せるはずがありません。後に

そのように行き違いをはらんだまま、源氏のもとにやってき

「夫」に近い意味で用いられていました。朱雀院は、源氏に、わ

のように言い募られねばならないのかと、院の心を理解するこ

違いが起きていることを見逃すわけにはいきません。

が娘を見守り、支えてくれる「後ろ見」＝「夫」たることを望

心の懸隔が生まれてしまうのです。というよりも、物語は、そ

とができません。あれだけ思いやりに満ち、心通わせ合ってい

例えば、次のように考えてみましょう。もし仮に朱雀院が、

うした心と心、両者の思惑が微妙にすれ違ってゆくように、そ

んだのです。が、そうした院の思いが、光源氏に十分に通じて

光源氏に対して、自身の願望を、もっと直接的に──つまり、

のはじめから「後ろ見」という、どのような意味にも取れる言

たかに見えた兄弟の間には、まったく皮肉なかたちで、大きな

最愛の、わが女三宮の配偶者となってほしいとでも──語って

葉をあえて使っているわけですね。

いたかとなると、話は別です。

いたとしたら、光源氏はそれを、ひき受けたでしょうか。さす

─ 12 ─

います。が、右に述べたようなことが、第二部と呼ばれる物語

物語は、一口に要約できないほど長大で複雑な世界を形成して

菜上巻の冒頭部分に過ぎず、第二部と呼ばれる正篇世界後半の

な構図を繰り返し描き出してゆきます。ここに紹介したのは若

話だけが独り歩きして、心と心が絶望的にすれ違ってゆく皮肉

深く思いあっている、あるいはそう信じているのに、言葉や会

第四〇巻

第三九巻

第三八巻

第三七巻

第三六巻

第三五巻

第三四巻

幻

御法

夕霧

鈴虫

横笛

柏木

若菜下

若菜上

『源氏物語』第二部

に登場する人間関係の、そこここに息づいていることに、物語

第四一巻

『源氏物語』第二部は、このように、その人たち同士は互いに

を実際にひも解いた人は、すぐに気づくでしょう。
『源氏物語』第二部は、従来言われてきたような「女の不幸」
を描くことを、あるいはそれだけを主題にした物語なのではな
く、誤解、すれ違い、言葉のあいまいさ──それらのことども
を、さまざまの人間関係を通じて描き出そうとした物語なので
はないか。以下に掲げる第二部の巻々は、そうした視点から改
めて読み直してみる必要があるように思われます。

巻名リスト

─いまい たかし・文学部准教授─
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学 習 室
電子手形について
井

上

貴

也

（２）

たい。電子債権とは、二〇〇八年に施行された電子記録債権法に

の金融機関をネットワークで結び、電子債権の情報を一元的に

んさいネット」というサービスを始めた。これは、全国四九一

代わる決済方法としてペーパーレスの電子債権を取り扱う「で

全国銀行協会は、二〇一三年二月一八日、手形や売掛債権に

合にはＡ社の口座からＣ社の口座へと自動送金されるという仕

を購入し、その代金を払うために電子債権をＣ社に譲渡した場

口座に自動送金される。次頁の図のようにＢ社がＣ社から部品

ネットやファクスで支払期日や金額を登録しておけば、Ｂ社の

社から物品を購入し、その代金を支払う場合、Ａ社はインター

よって導入された制度である。あるメーカーＡ社が下請業者Ｂ

管理するサービスである。電子債権は現物の手形に比べて管理

組みである。従来の手形や振り込みに代わる決済手段の一つと

はじめに

の費用も節約でき、現金化しやすいというメリットを持ってい

して考案された。手形の場合は、紙媒体のため紛失のリスクや

一

る。二月一八日時点では約一万六七〇〇社が利用登録を済ませ、

印紙税が必要となる。また、債権譲渡の場合は、対抗要件（通

（１）

中小企業の資金繰り対策にも役立つとの期待もあるようである。

一部債権をＹ社、一部債権のみを残債権をＸ社というように分

である。さらに、電子債権を受け取った企業は、債権を分割し、

債権を利用した場合にはこのようなデメリットが払拭されるの

知または承諾）の煩雑さや、二重譲渡のリスクが生ずる。電子

電子債権

そこで、本稿では、電子手形の仕組みについて概観したい。
二

電子手形を説明する前提として電子債権について触れておき

─ 14 ─

②譲渡記録請求

窓口金融機関
甲銀行

窓口金融機関
乙信用組合

割譲渡したり、現金化することも可能となるのである。

これまでは、三大メガバンク（三菱ＵＦＪフィナンシャル・

グループ、みずほフィナンシャルグループ、三井住友フィナン

シャルグループ）が独自に電子債権の記録機関をつくってサー

ビスを展開し、利用の拡大を図ってきた。

電子記録債権の導入により、企業間の決済で手形や売掛債権

に代わるペーパーレスの電子債権の利用が急速に拡大してきた。
（ ３）

利用企業は二〇一二年一〇月末に約五万社で、債権残高は１兆

電子手形

円を超えたと報じられた。
三

ある大手企業Ａ社が部品メーカーＢ社から製品を買い入れ、

代金を決済する場合、その場で現金を遣り取りせず、後日の支

払いを約束する手形を渡すか、一定期間後に代金を振り込むの

⇒

が一般的である。その場合、Ｂ社はＡ社が振り出した手形を銀

行に持ち込み、現金を受け取とるという流れになっている。

電子債権の記録機関を運営する三大メガバンクが主に大企業

向けのサービスとして力を入れてきた結果、紙の手形の利用は
半減したとのこと。

このような流れを受けて、地方銀行や信用金庫なども参加す

る全国規模で、メガバンクの垣根を越えたシステムとして全国

銀行協会が電子債権記録機関「でんさいネット」を構築し、提

供を開始した。
「でんさいネット」は全国一三〇〇金融機関を通
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③支払等記録
②譲渡記録
①発生記録

部品販売・納入
物品販売・納入

窓口金融機関
丙信用金庫
①発生記録請求

支払債務

納入業社
（孫請業社）
納入企業
（下請業社）
Ｂ社
支払債務
支払企業
（メーカー）
Ａ社

分割可能

電子記録債権のしくみ
図

③期日に送金
電子債権記録機関

※甲銀行、乙信用組合、丙信用金庫が電子債権記録機関に参加していることが必要。

使いやすくなり、一気に普及が進むものと考えられている。企

みであり、いまは電子債権を利用していない地方の中小企業も

⑤印紙税の課税対象外でること、⑥盗難・紛失リスクが回避可

軽減される、②手形の保管・管理が軽減される、③郵送代不要、

支払企業側のメリットとしては、①発行手続等に係る事務が

融資などの提案をしやすくなるとのメリットもある。

業がモノやサービスの支払いに手形を利用しているのは日本、

能が挙げられる。商品納入業者側のメリットとしては、①受取・

じ電子債権の発生や譲渡などのデータを一元的に管理するしく

韓国、中国など主にアジアの国・地域であり、日本政府は将来
（４）

しかし、利用者の立場からは、中小企業の場合はシステムに

列挙できる。

（印紙代不要）
、⑥盗難・紛失リスクの回避が可能であることを

可能である、④支払期日当日に資金化が可能、⑤受取証が不要

集金不要、②取立・割引の持込も不要、③譲渡・割引が分割が

でんさいネット

アジア諸国へ電子決済システムの輸出を探っている。
四
「でんさいネット」は、株式会社全銀電子債権ネットワークに
より運営される全国規模の電子債権の記録機関である。株主は

金融機関の関心事は、目下のところ、利用手数料を幾らに設

ない、利用手数料が金融機関ごとによって異なる、従来の三大

も金融機関とでんさいネット契約を締結していないと利用でき

接続するためのネットワーク接続の維持管理費用、取引先企業

定するかであり、各金融機関は、早期に企業を囲い込み手数料

メガバンクが構築した独自システムとでんさいシステムの両シ

一全国銀行協会が一〇〇％出資をしている。

を収益源にするため、なるべく利用手数料を抑えようと競って

ステムが併存すること、ネットワークセキュリティーのリスク

おわりに

きた法的問題点もあることにも着目して欲しい。

ぶことによって、紙媒体である手形を電子化したことで克服で

ることになるが、電子記録債権法、でんさいネットを併せて学

手形法・小切手法を学習する過程で、様々な裁判例を勉強す

五

等のデメリットも存在することも忘れてはならない。

いる。
主な手数料は、①企業が電子債権を登録する際にかかる「発
生記録手数料」、②企業が電子債権を他社に譲渡する際の「譲渡
手数料」、③最終的に企業の口座に代金が振り込まれる際の「入
金手数料」がある。メガバンクはそれぞれ四〇〇～五〇〇円程
（ ５）

度に設定している 。
電子債権は手形に代わる決済手段として普及が見込まれてい
る。金融機関としては企業から電子債権の決済口座に指定して
もらえば、手数料収入を得られる。企業の資金の流れを把握し、

─ 16 ─

（１）日本経済新聞二〇一三年二月一九日、朝刊四頁。
（２）平成十九年六月二十七日法律第百二号。
（３）日本経済新聞二〇一二年一一月二七日、朝刊一頁。
（４）日本経済新聞二〇一三年二月一一日、朝刊五頁。
（５）日本経済新聞二〇一三年二月一九日、地方経済面近畿Ｂ。
─いのうえ たかや・法学部教授─
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膾炙したものである結果、作品に対する享受者層の作品解釈が先

に存在し、固定的な観念が先行して流布している場合もある。ま

た、古典的な作品に新たな発見をする場合には、役者その人のも

幕府公認の「書上」に認定されている。現行曲は詞章だけではな

行曲（約二五〇曲）は室町時代にほぼ作られており、江戸時代に

明治・大正・昭和・平成と長い歳月を継いできたが、実は能の現

１謡本は残っているが公認の謡本に組み入れられたことのない曲。

次のとおりである。

みもある。これは現在、演じられない能の作品群であり、それは

近年盛んに復曲の試みがなされつつあるが、番外曲という枠組

つ魅力である場合が多い。

く節付、型付けも含めて総合的に再生される側面の強い芸術とな

２明治以後に現行曲から外された曲。

二〇一三年は世阿弥生誕六五〇年に当たる。能は室町・江戸・

っている。つまり、現行曲は作品形態として、様式的にも詞章的

３謡本のみが作られて上演の形跡のない曲。

能役者に演じられることによって、型などの伝統が緩やかに年月

などに特殊性や限定性があるものが多い。番外曲は、現行曲や新

この番外曲は作品としての完成度の問題や、作品の思想や趣向

（１）

にも視覚的にも音曲面からも長い伝統をもち、その結果、様々な
を経て練られ、演出が工夫されることによる結果、完成形となっ

作能についての諸問題を考える際の資料となる。

一方、新作能とは新しく生みだされた作品を指すが、能の場合

ている。しかし一方で制約は多い。
再生芸術という枠組みによって、よく演じられる作品は人口に
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下から解放され、格式や伝統、宗教性・思想性・慣習・古典語と

年前、明治維新以後に作られた作品群を指す。すなわち幕藩体制

には伝統芸能としての歴史が長いため、新作能の括りは約一四五

作〉 新作能についての覚え書」
（『楽劇学』十七

近年では、羽田昶氏「
〈講演〉第一七回大会公開講演会〈楽劇と新

年六月が詳細であり、新作能の歴史および位置づけをなしている。

月）
・同氏「新作能の百年（２）
」
『能楽研究』第三〇号

二〇一〇年三月）

（２）

二〇〇六

は異なる自由な試みがある。

なぜ今新作能が問われているのか。それは、古典芸能としての

がある。

などの型付、囃子方の手付が施された、実際に上演できる形式を

能だけではなく、新たな能を創作することへの意義であり、能存

本稿で扱うのは、台本に節付けされて謡本となり、所作、作舞
もつ総合芸術としての新作能である。詞章のみ台本は新作能とし

世阿弥は「花ト、面白キト、メヅラシキト、コレ三ツハ同ジ心

続への意識である。

ことで舞台芸術として完全な姿となり、演じられることによって、

ナリ」という。この花の理は一方で伝統性がもつ側面への警鐘が

てさまざまな可能性を内包しているが、能そのものは演じられる
聴覚的な響きによって逆説的に「読む能」としての可能性が広が

いう発想は、伝統を突き崩す力を内包するために、扱いが難しく

今、古典芸能の存続意義が見直されている。開かれた古典芸能と

権威化、古びたものの再生と閉塞化、硬直化という側面がある。

能への拒絶感さえ生じている。弊害として孤高性、内実を伴わぬ

ある。伝統を保持するあまり、観客層に敷居が高いと感じさせ、

新作能

るのである。
一

新作能は数量的には多い。三五〇曲以上と言われる。明治以後

ある。新作能への提言は、能勢朝次氏は「能の新作に就て」
（
『宝

氏「明治以後新作能・新作狂言一覧（追補）
」
（一九八一年八月）が

一覧」一九八〇年五月と、
『能楽全書』六巻に西野春雄氏・松本雍

し現代社会において、それ以上にめまぐるしく文化や文明の伝統

第二次世界大戦である。歴史上の能の三大危機といわれる。しか

生き延びた能にとって、最大の危機は実は明治維新、関東大震災、

世阿弥生誕六五〇年の歴史からいえば、応仁の乱や戦国時代を

なろうが、今後重要な鍵となろう。

生』一九四一年八月号）において、新作能推進論を提唱している。

的なる基盤の瓦壊ははっきりと起こっている。ＩＴ革命後の生活

に作られた新作能については『能楽全書』三巻「明治以後新作能

ま た、 片 山 博 通「 新 作 能 に つ い て 」
（『文学』三一巻一号一九六三

諸問題が、能役者自身の存在を含めて明確にある。それは能が伝

様式の変化、日本人気質の変化等、平成の時代が根本的に抱える

新作能の本格的な研究は、西野春雄氏「新作能の百年（１）─

統的にもつ価値観を知る享受者層が世代的に激減しているからで

年一月）等、新作能についての意見が提出されている。
一九〇四年〜二〇〇四年」
（『能楽研究』第二九号 二〇〇五年五
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きたＮＨＫなど放映の質が異なってきたことにもよる。享受者へ

あり、また一方で古典芸能を一括りとみなし、古典芸能を扱って

評判が芳しくなく、家元の死と共に元の形に戻されたといういき

改訂することが不可能であった。明和改正謡本などの例のように、

ている。言葉の問題は非常に大きい。謡を習う層のために言葉は

新作能は、以下二種類に分類できる。

鍵を握っていることは確かである。

現行曲を完成形と見た場合には、新作能がさまざまな創作上の

氏物語の訳本、谷崎源氏、与謝野源氏のようにはなりにくい。

出来ないわけではないが、家元制度や演者の問題があるため、源

さつもある。現行曲を改正して、現代文的な文語文にすることは、

の対応によるテレビ局の取組の質的変化である。
古典芸能そのものの価値と、それを支える享受者の存在は、現
在多様化している。
一方で三島由紀夫の『近代能楽集』の舞台化は蜷川幸夫や三輪
明宏などによりなされ、世界に能という存在を知らしめた功績が
ある。また平成に入ってから〈現代能楽集〉と銘打ったシリーズ
が、世田谷パブリックシアターで和泉流狂言師野村万斎が芸術監
センなど海外作品を別の演出家、新劇役者によっても演じている。

急理論など構成を踏襲し、能のシテ方・ワキ方・囃子方・狂言方

古典能の手法、すなわち世阿弥が完成した夢幻能の方法や序破

（１）古典能の踏襲としての新作能

これらの広がりは、能の作品を典拠にした現代劇やそこから想を

をその役籍の枠組みの中で生かした新しい作品であり、作舞、節

督として行われており、これとは別に、同名でチェーホフやイプ

得た作品群、またりゅーとぴあ能楽堂シェイクスピアシリーズな

ということで素材を日本の古典文学や作品、日本文学的な普遍的

付けなども役者が行う。それは新作ではあるが、日本の伝統芸能

宣伝に役だっている。しかしながらこれらは、能役者や囃子方が

な題材に得て、詞章もシテのことばは、古文あるいは文語文的な

どあり、それは能の可能性に広がりを与え、能そのものの存在の
入らず、どちらかといえば新作能の範疇ではなく、能と他ジャン

典雅な文体にして、詩的な性質をもたせる。あるいは切組能など

の手法を取り入れる。音曲も工夫はあるが伝統的な囃子方が作曲

ルとのコラボレーションの領域に入るものであろう。
一方、能の様式の系列にある英語能は、新作能としての可能性

「能」を構成する基本的な諸要素を取り入れ、能ということばか

する。

能の現行曲には、確かに完成された古典として典雅で優美な作

らイメージできる諸項目を自由に含むことにより創作された新作

を秘めている。こちらはまさに英語能という独立したジャンルと

品も多く思想的に優れたものも含むが、六〇〇年もの歳月が経過

能である。すなわち能面、装束、能役者の身体、型、能舞台のも

（２）古典能の枠組みから自由に創作された新作能

したため、つづれ錦と呼ばれる詞章は、掛詞、縁語が多用されて

つ象徴的な性質、能の囃子方の音曲性などを随時利用しつつ、そ

いえる。

いて意味がとりにくく、その点が戯曲としての最大の難点となっ
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る。作品は文語文的な典雅な文章であるが、必ずしも古語を用い

こに所作、舞などが入るが、能の技法にないものを含む場合があ

と新作能運動」
（
『喜多』一九八七年五月）に詳しい。

請によって作られた。この経緯については、喜多編集部「実先生

は、喜多実の「大海の海ともいうべきものを舞いたい」という要

人』や、白い袂を翻して舞う鶴の精の清新な姿を描いた『鶴』な

徳太子の霊である。東大寺の二月堂の修二会に取材した『青衣女

て、聖徳太子の崇高な教えを描いたものであり、後場のシテは聖

土岐善麿の第一作『夢殿』
（一九四〇）は、法隆寺の夢殿におい

るとは限らない。能の役籍に所属する役者だけではなく、他ジャ
ンルの役者や音楽・合唱など他の演劇的・音楽的な要素が入り込
むことも可能である。
新作能の場合には、作者は作品世界の全体像、物語性やイメー
役者による型付け、節付け、囃子方による作曲等様々な演劇的な

九六〇年）は、パウロ伝の宗教的な世界に、平和、荘厳さを示す。

また、キリスト教を題材とした作品もある。『使徒パウロ』
（一

どがある。

要素が入ってくる。その視覚的・聴覚的な魅力に負う部分も大き

また『復活』
（一九六三）は、マグダラのマリアが前シテであり、

ジなどをもとに能の詞章を台本として作る。謡のための作曲、能

い。つまり新作能が生み出されるためには、多くの要素が必要と

ゴルゴダの丘での磔刑とキリストの復活を告げる。中入後、海で

役籍の問題

昭和から平成にかけても、注目すべき新作能は多くある。堂本

二

歓喜の祝福をするというものである。

漁をするペテロがツレとして現れ、後ジテのキリストと対話して

なる。
しかし、あらゆる芸術作品と同様に、必要なのは芸術的な動機
であり美学である。また世代、位相も関係し誰に見せるか、とい
う見せる対象、観客層の問題もある。ここに古典芸能としての難
しさもある。宣伝的な要素はなく、単純に眼や耳を喜ばせ、瞬時
る。つまり新作能を作ることは、台本を書く作者一人の問題では

正樹『空海』
、瀬戸内寂聴『夢の浮橋』
、水原紫宛・山本東次郎『ジ

に忘れ去られる消費的なものではないということだけは確かであ
なく、演出も含め、それを実現化して演じる役者が揃わなければ

ゼル』
、
『紅天女』等、最近では梅原毅のスーパー能『世阿弥』ま

実は、能そのものがもつ美的な性質は、救済性、倫理性、思想

ならず、多くの過程を経なければならない。これはある種の挑戦
たとえば（１）の例として、土岐善麿（一八八五─一九八〇）

性、品位、暗示性に鎧われながらも、能役者のもつ資質「花」に

で登場している。

は新作能十六番を作っている。そのほとんどは喜多実（一九〇〇

も関わってくる。先に能役者が存在して、その役者のイメージか

となる。

─一九八六）によって演じられている。九五〇年初演の『実朝』
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ら創作された新作能もある。梅若実だけではなく、梅若六郎（玄

また囃子方に他の楽器ピアノ、パイプオルガン等の音楽が入る

ことには作品の調和性が保たれれば何の問題ない。

囃子方以外の音曲の上演も可能性としてはあろうが、囃子方が

祥）、観世寿夫、観世榮夫等新作能の上演に積極的にかかわる能役
者もおり、それは古典芸能の現行曲とは異なり、新たな詞章、新

いることによって能独自の緊張した対立空間を生む醍醐味がある。

笛・小鼓・大鼓・太鼓の抵抗感のある音、或いは夢幻の闇を呼び

たな型付け、新たな作舞、新たな曲ということで、さらなる挑戦
新作能を上演する場合には、表現形態の問題から、なるべく能

起こす奇妙な感覚を与える原初的な響きは能の独自のものである

やはり能の真骨頂ともいうべき囃子方の音曲性は必要となろう。

役者（シテ方のみならずワキ方・囃子方・狂言方を含む）を中心

から、この特徴を生かす必要がある。

ともいえる。

に構成することが望ましい。そこが基盤となって新作能の範疇が

由な枠組みがある。新作能に加わる新劇の役者、歌舞伎役者、オ

無論そこには本来的な能の持ちうる可能性を広げるために、自

く、統一的な作曲家、あるいは編曲担当者が必要となる場合もあ

加わることもあるので、そこはそれぞれの役籍の作曲だけではな

も可能であるが、ただし、笛・小鼓・大鼓・太鼓に、別の楽器が

また、掛け声も同様に必要となる。合図を別の方法で取ること

ペラ歌手、バレリーナ等舞台関係の他ジャンルの役者が入っての

る。

明確化する。

華やかなる競演は可能である。新作能『ジゼル』は、バレエ作品

花供養など、もともと花道の伝統は室町時代からあり、特に違和

ォーマンスとして立花等が入る場合もあるが、これは『半蔀』立

者となった場合には、声の張りなど、統一感は必要となる。パフ

イなどの場合も同様であり、それぞれの役籍を超えて新作能の役

質感の統一など工夫は必要となる。これは、能のシテ・ワキ・ア

な役者が入り込んだ際には、作品内において、謡や発声など音の

する場合と、まったく新作の能面を作る場合とがある。新作の能

の場合には、従来ある能面を使用し、鬘などで異なるものを導入

能面が無ければ能らしさ、能という記号性がなくなるが、新作能

の問題）として自由度が低くなる。能面をどのように扱うのか、

る。能面をかけると能役者の視界は遮られ、あるいは発声（呼吸

縛られるのは得策とはいえない。シテ方の装束、能面の問題もあ

比、狂言方の動きなどの制限や構成などを完全に踏襲し、それに

ただ従来の能の手法のシテ方（シテと地謡）、ワキ方の動きや対

感はない。円形劇場「札幌メディアパーク・スピカ」での能・狂

面の場合でも、従来の能面を基本としてそこから微妙に発展させ

を典拠として最初からホール用として作られている。ただ、様々

言シリーズは、
「いけばな」とのコラボレーションによる「幽玄と

た形で、能面らしさは保持されていることが多い。

能のもつ品位という問題も重要である。これは同じ古典芸能で

花」の世界であり、二〇〇七年最終公演となった草月流宗家勅使
河原茜が花いけをし、観世喜正他が能『土蜘蛛』を演じた。
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様式から現代化していくときに、何が「能」の本質的な様式かと

揮されることが、新作能における課題ともなるだろう。世阿弥の

といわれる世阿弥の能の美は、新作能の場合にも何らかの形で発

位」の最初の正花、これらは世阿弥の美学を示している。幽玄美

る能の美的位を示した。「上三花」の妙花・寵深花・閑花、
「中三

世阿弥が『九位』において、役者の魅力「花」の美しさをめぐ

身体と能の動きの直線的な力学の彼方に髣髴されるものである。

歌舞伎との差異化は最も重要な要素であろう。それらは能役者の

表現の角度がもつ、危うい官能性、扇情的な表現は存在しない。

あっても歌舞伎のもつ艶やかさとは一線を画する。歌舞伎の身体

合せ、能面を戦闘シーンにおいて新作面としているだけで、読者

う。また、エヴァンゲリオンの能といえば、部分的に従来曲を組

品である。この漫画を知る世代にとっては、興味深い内容であろ

ずえ原作の「ガラスの仮面」劇中劇「紅天女」を能舞台化した作

の企画監修作品である『紅天女』は、少女漫画の人気作・美内す

とによって、興味が開かれる可能性がある。例えば、国立能楽堂

わかるので、逆に現行の能の仕舞、詞章、舞をそこに流用するこ

題材を扱っている場合には、それらを支持する世代はあらすじが

出典が、アニメ等も含めて若い世代のサブカルチャー的に有名な

著名な作品を、新作能に当て嵌めることも可能である。新作能の

れの世代に相応する新作能の作品群がまた必要となる。従来ある

層である若者世代の興味を惹く。それは文化の壁を越えて行く契

いう問題にもなる。
装束は能装束中心となろうが、その組合せ、色彩などは必ずし

作ることもあろうが、
『ショパンの能』のスカーフなど、従来の装

あるいは着用法にこそ新しさが求められよう。無論新たに装束を

な色彩の新作能はあっても良いであろう。従来的な視点からいえ

例えば義経物や『猩々』だけではなく、能にも童話や児童文学的

少なくとも文学ジャンルに童話や児童文学が存在するように、

機となる。

束に現代風な要素を足すことが効果的であることも多い。また鬘

ば、その部分は狂言が担っていたともいえるが、小学生のための

も伝統に縛られる必要はない。むしろ、装束のコーディネート、

や鬘帯などは、作品によって、自由度が高い。持ち物にも変化が

よりは、作り能で、牛若丸など所謂義経・弁慶の童話的な作品、

能教室といった場合には、長い現行曲を部分的に改変する可能性

作り物は、従来あるものだけではなく、能の持つ簡素な雰囲気

勧善懲悪的な作品の方が遥かにわかりやすいだろう。児童のため

あっても良い。扇などもそれぞれ工夫ができる部分でもある。
を出したり、霊界など異界的な雰囲気やさまざまな可能性がある

の新作能も悪くは無い。

作の作舞の披露も面白い試みとなろう。

現代音楽共に能の動きに当て嵌めやすいので、仕舞のかわりに新

また例えば、作舞であるが、クラシック音楽は、近代の音楽、

が、能舞台の本質的にもつ厳粛で、清浄な雰囲気が出ていること
がのぞましい。実際には、大きなホール能だけではなく、教会や
神社などでも上演可能である空間が作られる。
能そのものが、あらゆる世代を対象とするのであれば、それぞ
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若き伊藤道郎という舞踊家が関わっている。翻訳もさることなが

ら、伊藤道郎がリサイタルで日本公演をした際に、日本へと入っ

を越えて受容される可能性が高い。実際に、清新な印象を与える。

古典文学の背景にある思想性や慣習性から自由である点で、世代

海外作品の翻案は、新作能のなかで特殊であるが、所謂日本の

え、前シテを老人にし、後シテを老人の霊とした。ツレは鷹姫（鷹

作能『鷹の泉』を作る。舞台設定もアイルランドから波斯国にか

横道萬里雄氏が、イェイツの作品を能の形式に翻案した形での新

て既に詳述したので、ここでは簡略に述べるにとどめる。最初に

海外作品の翻案の方向性─コラボレーション

芸術的で完成度の高い作品もある。

演した。この時は岩のコロスは無く、地謡は従来の形の地謡とし

三

一八六二─
モーリス・メーテルリンク（ Maurice Maeterlinck
一九四九）は、ノーベル賞作家であるが、詩人・劇作家・随筆家

てあり、鷹姫は一畳台の上の作り物の中にいる。ワキは能の形式

（３）

てくる。この『鷹姫』については、筆者は『東洋学研究』におい

でもある。
「死と生命の意味」をめぐる主題をもつ『青い鳥』が有

のために、空賦麟の立回りなどはない。

の精霊）であり、ワキは空賦麟である。一九四九年、喜多実が初

名であるが、宿命論と神秘主義など象徴的な技法を用いている。

を超えようとする野心作であり、成功を収めた作品となる。さら

さらに横道満里雄氏はこの作品を再び作り変えて、全く新しい

一八九四）の
の戯曲『タンタジールの死』
（ La Mort de Tintagiles
翻案能であり、のち『善光寺詣』と改名される。テキストは、田

に『鷹姫』は、観世寿夫を中心とする世阿弥座で一九七二年の海

メーテルリンクに着目した俳人の高浜虚子（一八七四─一九五

中允編『未刊謡曲集」続九（一九九二年古典文庫）に能楽本（活

外公演、デンマーク、イタリア、ユーゴスラビアでも公演されて

様式の新作能『鷹姫』とする。この作品は、観世寿夫が作曲作舞

字本・初演）と楽堂本（金春流節付本・再演）
、
『善光寺詣』
（観世

いる。新作能のなかでは、最多の公演数である。

九）が、一九一六年（大正五年）正月、鎌倉能楽堂で試演した『鉄

流節付）が収録されている。

）は、フラン
ポール・クローデル（ Paul-Louis-Charles Claudel
スの劇作家・詩人・駐日フランス大使という外交官として有名で

で一九六七年に銕仙会で初演となり、鷹姫が観世寿夫、空賦麟は

）はア
ウイリアム・バトラー・イェイツ（ William Butler Yeats
イルランドのノーベル賞作家である。イェイツは、能の様式とケ

景あるいは二重の影』
・
『薔薇の名─長谷寺の牡丹』などもある。

門』から海外作品の翻案が始まる。これはメーテル・リンク原作

）など
ルト神話から構想を得て『鷹の井戸』
（ At The Hawk's Well
の四編の舞踊劇を創作するにいたる。一九一六年四月出版を前に

これらは観世榮夫という役者によって演じられた。

あるが、ポール・クローデル原作、渡邊守章の新作能『内濠十二

野村万作、老人が観世静夫によって上演された。本作は、能の枠

ロンドンで上演され、好評を博した。この作品の成立については
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主題として生と死を扱うこと、あるいは幻想的な雰囲気、象徴的

翻案能には、やはり原作が独自にもつテーマ性の問題もある。

ェイクスピア能も存在する。しかし、英語能を初めとして現在、

れにより能ハムレット・能オセロ・能マクベス・能リア王等、シ

出などの工夫、能役者による改作などを経て、今後の新作能とし

これらの潮流は形成期にあるといえよう。日本人の能役者による

つまり、簡単に読み解けない深い問題意識が作品内に隠されて

て定着化を期待するものである。シェイクスピアの原作に負けな

作品、不条理劇、神秘主義など、妖精や精霊や心霊的な霊界の問

いる場合には、特に能のもつ様式性が適合するといえるのではな

いシェイクスピア能を作るということである。他にも西洋の詩劇

型付けなどがあり、基本的には外国人による能である。現在これ

いか。哲学的な問題を含む作品、戯曲、世界的な名作を能の形に

を能にする等、様々な試みがなされている。世界で、日本人能役

題も含めて、原作が能のもつ本質的な問題意識に通う場合には、

するのは、芸術性の問題、国際的な視野から考えても、かなり面

者以外の演者が能を演じるのも、グローバル化の一潮流であり、

らは流動期にあり固定化しているわけではないので、さらなる演

白い試みになろう。ノーベル賞受賞作家が一つのスタンダードな

一方で外側から見た日本古典芸能、日本文化の見直しともなり得

特に能の様式性が際立って効果的である。

基準になりそうであるが、日本のノーベル賞作家も含めて、国際

社会問題を扱った新作能

るのである。
四

的な視点から海外文学作品の水準にある作品を新作能化する場合
の有効性は高い。作品を読む際には、難解であっても、それを戯
曲化し、さらに演劇化し、そして能とした時の問題提起、印象は

詣が深く、現代社会に対する警告を表現するために能の形式を借

また異なるはずである。
現在、一方の潮流として英語能がある。台本が英語で示され、

りて新作能を創った。多田富雄の作品については、土屋恵一郎氏

免疫学者の多田富雄（一九三四─二〇一〇）は、能に対する造
能の技法を用いる作品である。リチャード・エマート氏の「シア

『望恨歌』
」
（
『国文学』五〇─七、二〇〇五年七月）に言及がある。

多田富雄の歌と能─新作能『無明の井』

）」はアメリカで結成されツアーを果
ター能楽（ Theatre Nohgaku
たしている。これらの活動に対する研究は今後の課題となろう。

現代社会において代表的な新作能である。
『多田富雄新作能全集』

「特集：能─歴史と身体

また、上田（宗片）邦義氏による台本が英語である「能シェイ

藤原書店）では、医療のかかえる人間の尊厳

や、戦争中の強制連行などの人権問題、無差別に大量殺戮を可能

（二〇一二年四月

既に古典劇としての位置を占め、どのような演出をも受け入れる

とする核兵器等、現代的課題に即した新作能全八作品とさらに未

クスピア・グループ」もある。実はシェイクスピア作品は世界で
土壌が世界に広がっている。演出が多様化しているのである。そ
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命脈をつなぐ仕事に赴かせる。毒により息絶えようとする二人は、

婚し、再び来る世はこの穢土より、日月と星のある限り甦らんこ

上演の二作『生死の川──高瀬舟考』と『蜘蛛族の逆襲──子供
多田富雄の新作能は、一九八九年の第一作心臓移植と脳死問題

とを祈って舞い、声なき浜を荘厳する。不知火とは、闇夜に漁火

後の世に夫婦の仲を約す。菩薩が呼んだ中国の楽祖が、二人を祝

を扱った『無明の井』から始まる。これは、ニューヨークタイム

により無数の光が明滅する幻想的な蜃気楼のことである。

能の試み』と小謡を収録している。

スで紹介され、一九九三年ニューヨークのジャパンソサイテーか

例えば、三・一一、東日本大震災とそれに伴う原発問題につい

生と死の問題、人類や地球にとって、本当に何が必要とされて

を願うアインシュタインがシテの『一石仙人』
、被爆六〇年を迎え

て、データや情報は事実を押さえる上で重要であるが、復興がな

ら始まり、クリーブランド、ピッツバーグなど臓器移植の盛んな

た二〇〇五年秋に広島・東京・京都で上演された原爆忌の夕暮れ

かなか進まぬ現状のもとで、風化されゆく意識や被災地の人々の

いるのかという視点は重要であり、地球規模での環境問題は新作

に被爆体験を語り広島への鎮魂を込めた『原爆忌』
、また長崎の浦

心情の問題をどう扱うのか。生と死との間にある暗黒面をも含む

地を巡演し、好評を博した。また、第二次大戦中の日本による韓

上天主堂で上演された『長崎の聖母』は、被爆した長崎の復活と

現代社会の諸問題を、問いかける視点が重要なのではないか。こ

能の領域に適合する。

再生を描き、第二次世界大戦の戦禍を描いた『沖縄残月記』
、横浜

れは、多面的に必要なことで、文学や芸能がなしうる事柄である。

国人強制連行事件に取材した『望恨歌』
、核保有の否定と世界平和

市民参加型の新作能戦災と復興を描いた『横浜三時空』
、白洲正子

震災の被害者が同時代におり、あまりの生々しい深刻な問題性の

福島問題については、震災による犠牲者への追悼の念を込めて

没後追悼能『花供養』が最晩年の作品である。地球全体への視点

石牟礼道子（一九二七〜）はその問題意識の高さなどから後代

新作能が模索されている。フランスのエクス・アン・プロヴァン

ために議論の俎上に上りにくいテーマについて、能で問いかける

の日本文学史に名が刻まれる作家のひとりであるが、石牟礼道子

スに住む役者・演出家のアレキサンダー・フェラン氏は能の形式

も含め、第二次世界大戦の戦禍と世界平和を願った一連の新作能

の新作能『不知火』は、環境破壊、自然破壊、水俣病をテーマと

による詩劇『供養』を発表し、自身の能管も交えて、フランス語

ことは、有効性が高い。

した作品である。内容は、死の海と化した九州の不知火海に、人

による詩の朗読会を同地の劇場で二〇一二年八月に行った。新作

の意義は大きい。

が作り出した様々な毒が山と海を覆い、生類は命脈を絶たれよう

能としての準備が進められている。

同じテーマで、ポーランドのヤドヴィガ・ロドヴィッチ‐チェ

としている。隠亡の尉（じつは来世に顕れる菩薩）が竜神に命じ、
海霊の宮の斎女の不知火（姉）と竜神の王子常若（弟）に生類の
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──犠牲者追悼の夕べ」というテーマであり、ヤドヴィガ氏と能

一二年三月に行った。それは、
「ふくしま および ホロコースト

能『鎮魂』のためのプレリュードとして能形式による詩劇を二〇

ホフスカ作の新作能『鎮魂』
（二〇一三年上演予定）がある。新作

だろう。現代の問題も再認識される。

在り方が意識され、現行曲の完成度など再認識される部分も多い

共に重要である。新作能によって、それぞれの役籍や能の構成の

意識や取り扱いに新見が加わり、生命力が吹きこまれる。復曲と

古典的現行曲を意識し再検討することができ、現行の古典曲への

在し、古典文学に対する理解、クラシック音楽に対する理解、あ

どうしてするのか」等、筆者に率直な疑問をぶつけてくる人も存

る。実際に大人世代であっても、
「あんなつまらないものの研究を

を広げ得る。能は現代の問題と常に相互的に繋がっているのであ

く、子供世代から、青少年世代へと能の享受層の世代を広げ、幅

また新作能によって、従来の現行曲を見る大人世代だけではな

の演出家笠井賢一氏とピーター・マックミラン氏の朗読で行われ
た。能管の響きは藤田流宗家藤田六郎兵衛師による。海外からの
視点として、こうした提言がなされている。
まとめ
新作能は、古典的な現行作品と同様に、公演される必要がある。

るいは歌舞伎に対する理解はあっても、能に対する理解があると

能は、日本文化の伝統を保持する強力な生命力を保っている。

新作能は作られたものの、公演がほぼ一度限りという作品も多く
らず、近代の名作もあるはずで、価値ある作品の保存記録を創る

落ち着いた静寂と瞑想的な空間、「間」による空白を生みだす力、

は限らないのが現状である。

ことによって、伝えられる部分は大きい。そうした能のサロンと

能役者の動き、囃子方の響き、それらは根源的な想像力を生みだ

あり、なかなかその生命を保ちがたい。しかし世阿弥の作品に限

しての文化圏が必要となろう。

一一震災による犠牲者へのまなざし、ジャーナリストさえ入れな

体が招く問題解決方法が期待される。哲学的な問題も含めて、三・

しかし、一人ひとりの小さな意識は必要なのである。意識の集合

現在、国立能楽堂が主催する新作能は、発売当日であっても即完

が創られることによって、新たな価値ある扉を開くことになろう。

らされているが、能の世界は伝統保持だけではなく、今後新作能

ＩＴ革命時代以後の芸術に対する価値観の凄まじい変化がもた

すまさに秘密の空間といえるのではないか。

いほどの戦闘地区、テロも含めた戦禍、また地球の環境保全とい

売となってしまうほどの人気である。新しさは、それが残るかど

死と生の問題は重い。大きな問題は解決しがたくさえ見える。

う大きな課題、人類という視点が必要とされる今、新作能によっ

うかは別の問題として、常に時代に斬り込む生命力、大いなる力
であることを忘れてはいけない。

て問い直す可能性は大きい。
実際には新作能があればこそ、作品を作る過程において、常に
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注
（１）能に
 は世阿弥関係の作品が多い。世阿弥関係というのは世阿
弥による古作の能の改作やまた世阿弥作品、息子元雅の作
品、その様式性にならった金春禅竹の作品等をさす。これら
の幽玄的な色調を帯びた作品群は、観世小次郎信光など室町
後期の先品になると、随所、多人数の登場する歌舞伎的な要
素を帯びてくる。
（２）西野
 春雄氏の一連の御研究を参照。二〇一二年フランスのオ
ルレアン市で行われた喜多流の能楽師、狩野琇鵬作の「ジャ
ンヌ・ダルク」の能の能本構成なども担当している。
（
『東洋学研究』第五〇
（３）拙稿
 「往還する詩劇─能『鷹姫』考」
号、二〇一三年三月）参照。
─はらだ かおり・文学部教授─
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日本統治時期台湾における笞刑の採用と適用
後

秀

三か条からなっているが、第三条に「此刑罰令ニ正条ナキ所為ト

雖モ帝国陸海軍刑法及普通刑法ニ正条アルモノハ之ヲ罰スルコト

刑罰令、陸海軍刑法、内地の刑法が刑事事件の適用法であった。

ヲ得」と定めており、したがって、台湾統治の初期においては本
一八九五（明治二八）年の日清条約により台湾を領有した日本

刑罰については、第四条に、死刑、懲役、罰金、没収を規定し

台湾ニ於ケル犯罪処断ノ件

府は次のような緊急律令第四号を発布した。

民政に移行した後、一八九六（明治二九）年八月一四日、総督

ている。

は、現地の支配を確立するために軍政を敷き軍事統治を行った。
台湾全土の軍事鎮圧が一段落した一八九六（明治二九）年四月、
軍政から民政に移行し、本格的な台湾経営が開始した。
治安維持の重要な装置である刑事法については、軍政時期初期
督諭告の形で発布した。本例は全四か条からなるきわめて簡単な

台湾ニ於ケル犯罪ハ帝国刑法ニ依リ之ヲ処断ス、但其条項中台湾

の一八九五（明治二八）年七月六日、台湾人民軍事犯処分例を総
法令であり、軍に抗敵する者を死刑にするなど過酷を極めており、

住民ニ適用シ難キモノハ別ニ定ムル所ニ依ル

ここに言う帝国刑法とは内地の刑法であるので、本律令により

手続きについても、軍法会議または台湾総督府民政局が行うこと
を定めているだけである（同例第三条）
。その後、同年一一月一七
日に、日令により台湾住民刑罰令が発布された。本刑罰令は全四
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あり、没収が付加刑である。台湾においてもこれらの刑罰が適用

刑法では、刑罰は死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料が主刑で

台湾では原則的に内地の刑法が適用されることとなった。内地の

留、禁錮に処すれば、彼らは平素自分が住んでいる小家よりは綺

べき見込みはない。さりとて罰金に代うるに体刑をもってし、拘

一円の罰金は、彼らにとっては大金であれば、とうてい上納しう

事であるのみならず、むしろ有害無益である。何となれば五十銭、

あるくらいである。…中略…杖は藤の鞭をもって同じく犯罪者の

された。ところが、一九〇四（明治三七）年、台湾特殊の事情に

笞刑は、律令下における刑罰であり、近代日本においては、明

臀部を叩く、これは笞に比して随分酷刑であるが、すこぶる有効

麗な部屋で遊んでウマいものが食べられるから、喜んで入獄する。

治初期の仮刑律と新律綱領において規定された刑罰である。しか

として、英国は東洋各地の植民地にはこの種の治罪法を実施して

対処するために、これら以外の刑罰を実施した。それが笞刑であ

し、一八八二（明治一五）年刑法以降、日本内地では実施された

」当時台湾の民度がそれほど高くなかったかどうかは別とし
いる。

はなはだしきにいたっては、監獄に入らんがために泥棒する奴が

ことがない。それにも拘わらず台湾において実施されたのである

て、罰金納付が困難であったことは想像がつくところであり、ま

る。

から、賛否両論があったことは予想されるところである。本稿に

た収監が逆効果であるかどうかも判断が困難であるが、イギリス

２

おいては、笞刑採用に至る事情、及び台湾における笞刑がどのよ

が植民地において笞刑を採用していることが台湾における議論の

にやはり鞭で打つようにしなければならぬ」と話したことが記さ

「当時台湾のような民度の低い未開地では、即決裁判で、昔のまま

として、後藤新平伝に、イギリスのエジプト総督クロマー卿が、

笞刑は、後藤新平民政長官の時に採用された。採用に至る理由

細に論じているので、それを見てみよう。彼は論文の冒頭におい

処分例発布に就て」と題する論文を発表し、笞刑採用の理由を詳

府法務課長は、一九〇四（明治三七）年二月、
「台湾の罰金及笞刑

笞刑実施の理由を詳細に説明する必要があった。手島兵次郎総督

とした。しかしながら、笞刑に対しては反対論も相当あったので、

１

うなものであったかを検討することとしたい。

契機となったことは確かである。

後藤新平民政長官は、鈴木宗言覆審法院長を各国の植民地に派

れている。さらに、次のようにも記している。
「インド、南支那お

て、笞刑は「学理上並に実際上十分実行するの価値あることで殊

笞刑採用に至る事情

よび台湾のごとき民度低く、剽悍にしてしかも盗癖に富む下級賤

に台湾の如き所には最も適切の刑罰方法」であると述べ、学理上

二

民の多い地方にあっては、違警罪のごとき軽微の犯罪にいたって

の見解、イギリス植民地の例、実際上の見解、土地の事情につい

３

遣して実情を調査せしめ、その建言を容れて笞刑を採用すること

は、これを文明諸邦に行われる刑法によって律することは不可能
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て順次論じる。
学理上の観点について、彼は次のような見解を示す。今日、我
が国などで行われている微罪に対する短期自由刑（禁錮）には弊
害がある。すなわち、多数の犯罪者を一場に集めるので、彼らの

み、床張さえもなく、土間に裸足で起臥しているので、監獄に収

監すればむしろ美食にありつけ安心して住めるというのでなんら
苦痛を感じない。
４

以上のような観点から笞刑の採用は何ら問題なくむしろ効果的

まうおそれがある。これを防止するために施行猶予などの方法が

ては二つを挙げることができる。第一は、台湾人は罰金刑を科し

以上に見たところを総合して整理すると、笞刑採用の理由とし

であるとする。

あるが、これは台湾では直ちに実施することはできない。結局、

ても納付が困難であり、さらにその日常生活よりも監獄のほうが

間で犯罪情報交換の場となり、軽犯罪者を狡猾な悪漢に変えてし

笞刑を採用すれば、犯罪者を家族と分離せしめる時間が少なく、

ないということである。第二に、収監者の増加は総督府財政に大

快適な生活環境であることから収監しても刑罰としての効果は少

イギリスの植民地の例については、オーストラリア、ニュージ

きな負担をもたらすので、軽微な犯罪については収監するよりも

家族の生計維持も可能である、とその利点を説明する。
ーランド、香港などの事例を述べ、すべての植民地において笞刑

笞刑で済ませたほうがよいというものである。

上に見たような理由から、一九〇四（明治三七）年一月、罰金

罰金及笞刑処分例の内容

る。台湾では、明治三六年度に刑罰に関する費用は五〇余万円を

及笞刑処分例が律令第一号として発布された。その内容は以下の

三

が採用されていることを例示する。さらに、イギリス本国、オラ
ンダ領東インド、ノルウェーなどの諸地域についても笞刑が行わ
れていることを紹介する。

要しており、三七年度は六五万円の予算を計上している。笞刑を

とおりである。

実際上の見解として、刑罰執行のために要する費用を問題とす

実施すれば経常費で二割、すなわち一〇万円を削減することがで

第一条

ヲ得

主刑三月以下ノ重禁錮ノ刑ニ処スヘキ本島人及清国人ノ
犯罪ニ付テハ其ノ情状ニ依リ罰金又ハ笞刑ニ処スルコト

き、監房増築の必要もなくなるとする。
土地の事情につては、まず、台湾において日本統治以前に笞刑
が行われており、また台湾に渡来する清国人は本国においては笞

主刑又ハ附加刑ノ罰金百円以下ノ刑ニ処スヘキ本島人及
清国人ノ犯罪ニ付テハ被告人左ノ一ニ該ルトキハ其ノ情
第二条

彼らには違和感はないとする。さらに、収監の効果については、

状ニ依リ笞刑ニ処スルコトヲ得

刑が行われているので、今台湾において笞刑を実施したとしても
次のように論じる。すなわち、台湾人の多くは土でできた家に住
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二

一
無資産ナリト認メタルトキ

本島人ニ一定ノ住所ヲ有セサルトキ

モノト認ムルトキハ三月以内猶予スルコトヲ得、其ノ猶

笞刑ニ処セラレタル者身体ノ健康之ヲ受クルニ堪ヘ難キ

予三日ヲ超エ猶執行ニ堪ヘ難キモノト認ムルトキハ笞刑

第十一条 笞刑ノ執行ハ監獄ニ於テ秘密ニ之ヲ行フ、但シ即決官
署ニ於テ言渡シタル笞刑ハ其ノ官署ニ於テ執行ス

ノ執行ヲ免ス

第四条 主刑又ハ附加刑ノ罰金百円以下又ハ科料ニ処セラレタル
本島人及清国人ニシテ之ヲ完納セサル者ハ其ノ情状ニ依

第三条 拘留又ハ科料ノ刑ニ処スヘキ本島人及清国人ノ犯罪ニ付
テハ其ノ情状ニ依リ笞刑ニ処スルコトヲ得

リ笞刑ニ換フルコトヲ得、但シ笞刑執行中未タ執行セサ

第十二条 本令ニ規定スルモノノ外必要ナル規定ハ台湾総督之ヲ
定ム

ル笞数ニ相当スル罰金又ハ科料ヲ納メタルトキハ笞刑ヲ

本例の趣旨は、本島人と称される日本統治開始以前から台湾に

附則

第五条 本令ニ依リ罰金若ハ笞刑ニ処シ又ハ罰金若ハ科料ヲ笞刑
ニ換フル場合ニ於テハ一日ヲ一円ニ一日若ハ一円ヲ笞一

居住していた人と清国人に対して笞刑を行うというものである。

免ス

ニ計算ス、其一円ニ満タサルモノト雖猶笞一ニ計算ス、

日本内地から台湾に渡来した日本内地人はその対象ではない。換

本令ノ施行期日ハ台湾総督之ヲ定ム

但笞ハ五ヲ下ルコトヲ得ス

笞刑を科すことのできる行為者は次のとおりである。主刑三月

言すれば、台湾に日本内地の刑法を実施する原則を採用しながら

第七条 笞刑ハ満十六歳以上満六十歳以下ノ男子ニアラサレハ之
ヲ科スルコトヲ得ス

金百円以下の刑に処せられる者で一定の住所を有しない者又は無

第六条 笞ハ臀ニ鞭ス

第八条 笞刑ハ笞二十五以下ニ在リテハ之ヲ一回ニ執行シ其ノ以
上ニ在リテハ笞数二十五ヲ増ス毎ニ一回ヲ加フ、笞数二

資産と認められた者（第二条）、拘留又は科料の刑に処せられる者

り、罰金、科料の金銭刑または収監を選択することもできる。

に鞭打つ（第六、七、八条）
。もっとも、笞刑は選択刑の一つであ

六〇歳以下の男子のみに対して科せられ、一回につき二五を臀部

者でこれを完納できない者である（第四条）
。笞刑は一六歳以上、

（第三条）
、主刑又は附加刑の罰金百円以下又は科料に処せられた

以下の重禁錮の刑に処せられる者（第一条）
、主刑又は附加刑の罰

も、刑罰については台湾独自の方式を採用するというものである。

十五ニ満タサルモノ亦同シ、笞刑ハ一日一回ヲ超ユルコ
トヲ得ス
第九条 笞刑ノ言渡確定シタル者ハ之ヲ監獄又ハ即決官署ニ拘置
ス、執行ノ猶予ヲ得タル者ニ付テハ前項ノ規定ニ依ラサ
ルコトヲ得
第十条 笞刑ノ言渡確定シタルトキハ速ニ之ヲ執行スヘシ、但シ
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このような内容からなる罰金及笞刑処分例であるが、具体的な
執行方法については詳細に定めてはいない。そこで、総督府は、

れた笞杖の作成方法を参考にしたのではないかと思われる。新律

綱領の笞杖は、次のように記されている。

凡笞ハ。竹片ヲ以テ之ヲ為クリ。疎節ヲ削去ス。大頭濶サ曲尺
七分。厚サ二分五厘。小頭。濶サ四分二厘。厚サ大頭ニ同シ。

府令第三七号で「明治三十七年律令第一号罰金及笞刑処分例ハ明
治三十七年五月一日ヨリ之ヲ施行ス」とし、同時に、罰金及笞刑

長サ一尺八寸。麻ヲ以テ。豎ニ之ヲ裹ミ。大頭ハ。断余ヲ。片

シ。白色韋長サ五寸ナルヲ以テ其小頭ヲ包ム。外圍。大頭。二

処分例施行細則（府令第三十八号）、笞刑執行心得（内訓第十一

それによると、受刑者の健康については、執行前に医師が受刑

寸三分。小頭。一寸五分。打決スル者ハ。其小頭ヲ執リ。表面

頭ニ一寸二分ヲ剰シ。小頭ハ。六分ヲ余シ。貫銭撚ヲ以テ。密

者の身体を検査し、健康上笞刑を受けることが困難であると判断

ニテ。臀腰ヲ交打ス。

号）、笞刑執行ニ関スル注意事項（民政長官通達）を発し、処分の

した時は執行を猶予することとし（施行細則第二条、なお、医師

明治以降、笞刑が正規の刑罰として採用されたのは仮刑律と新

ニ其外ヲ平帖横纏シ。一纏毎トニ。脊ニ交結シテ。一条稜ヲ成

の検査を受けることができないときは立会官吏の認定による）
、ま

律綱領であり、しかも新律綱領は一八八一（明治一四）年末まで

具体的方法を定めた。

た執行中に受刑者の身体健康に著しい危害があると認めたときは

適用されたので、台湾において笞刑を実施する際にはこれを参考

にした可能性が高いとみてよいであろう。実際、台湾において笞

執行を停止し、必要ならば執行を猶予する（施行細則第三条）
。
笞刑に用いる笞については、施行細則第十二条に次のように記

分ヲ剰シ麻糸ヲ以テ密ニ其ノ外部ヲ横纏シ一纏毎ニ背部ニ交結

以テ縦ニ之ヲ裹ミ笞頭ハ断余ヲ片頭ニ一寸二分ヲ剰シ笞柄ハ六

笞刑執行ノ用ニ供スル笞ハ長サ一尺八寸厚サ二分五厘濶サ笞頭
七分笞柄四分五厘ニシテ竹片ヲ以テ之ヲ作リ疎節ヲ削除シ麻ヲ

新竹台中嘉義及台南及鳳山各監獄及支監へ出張せしめ各庁及監獄

錦見某と云ふ看守外一名を招聘し同人を法務課員と共に台北宜蘭

岡山広島各県に於て明治十四年頃之が執行に従事した経験のある

後経験者を物色せる結果曾て内地に於て笞杖制度が認められた頃

刑を実施する際に、次のような記事が残されている。

シテ以テ一条稜ヲ成シ長サ五寸布片ヲ以テ其ノ笞柄ヲ包ミ外径

の巡査看守及巡査補等二百五十余名に対し笞の製法及其の執行方

されている。

ハ笞頭二寸三分笞柄一寸五分トス

法を講習せしめたのである。
わち、

執行の仕方については、執行心得に詳しく書かれている。すな

５

其の執行の熟否は刑の効果に甲乙を来す憂もあり当局はこの前

簡単に言えば剣道の竹刀のような竹に麻布を巻いたものが笞杖
である。
この規定は、明治初期の刑事法である新律綱領の獄具図に記さ
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第一条 笞刑ハ受刑者ノ両手ヲ左右ニ展開シテ刑監上ニ伏臥セシ
メ両腕関節部及両脚ニ窄帯ヲ施シ之ヲ執行スルモノトス

て実施されることになる。連日執行するのが原則であるが、便宜

に鞭打つ。一日当たりの鞭打数は、二五回と制限されており（処

分例第八条）
、これ以上の笞数を科する場合は、二日以上にわたっ

五条によると、臀部を鞭打つときは原則として左右の臀部を交互

第二条 笞刑執者ハ右手ニ笞ヲ携ヘ之ヲ垂下シテ受刑者ノ左側ニ
進ミ其ノ腕ヲ延長シテ笞頭ノ受刑者右臀ニ接触スルコト

上隔日に行うこともできる（施行細則第十条）。

笞刑は、きわめて厳酷な刑罰の印象を受けるが、執行時には受

約三寸ノ距離ニ於テ位置ヲ定メ同時ニ左足ヲ約一歩後ロ
ヘ引キ其ノ足尖ヲ外側ニ向ケ左手ハ肘ヲ軽ク張リ拇指ヲ

刑者の健康に対して一定の配慮が見られる。すなわち、注意事項

食後一時間以上ヲ経テ執行スヘシ

背ロニシテ（執行者帯剣ノ場合ハ左手ニ剣柄ヲ握リ）之
一

引キ打又ハ横打ヲ為スヘカラス

には、
五

打決過度ノ為メ受刑者ノ皮膚ヲ損傷セサル様注意スヘシ

刑場ニ飲水ヲ供ヘ置キ随時受刑者ニ与フルコトヲ得

であろうか。次に、具体的な事例を見てみよう。

際の笞刑は受刑者に対してどのような苦痛と効果をもたらしたの

受刑者の健康に配慮する規定が認められはするが、はたして実

とあるからである。

九

七 執行三回以上ニ亘ル者ニ対シテハ其ノ執行始ヨリ厳ニ過キ
サル様注意スヘシ

六

ヲ曉骨ノ側方ニ当テ体ノ重ミヲ右膝ニ托シテ稍前方ニ傾
クノ姿勢ヲ為スヘシ
第三条 笞ノ鞭下ハ笞刑執行者自ラ笞ノ裏面ヲ頭上ニ接スルノ度
ニ於テ上方ヨリ表面ニテ受刑者ノ右臀ニ対シ一鞭毎ニ自
ラ発声シテ笞数ヲ算シツツ之ヲ連行スヘシ
第四条 受刑者ノ左臀ニ対シ鞭ヲ加フルトキハ第二条及第三条ノ
方法ニ依リ受刑者ハ右側ヨリ之ヲ行フヘシ
第五条 笞刑執行二回以上ニ亘ルモノニ対シテハ毎回左臀右臀ノ
一方ヲ交互ニ執行スヘシ
第六条 笞刑執行一回限リノ者ニ対シテハ其笞数ヲ折半シテ左右
ノ臀ニ執行スヘシ
笞数ヲ折半シ能ハサルトキハ最ニ奇数ヲ執行スヘシ

笞刑執行の実態

台湾北部で初めて笞刑が執行された時の模様が台湾日日新聞に

四

受刑者は、刑監上に伏臥させられるが（第一条）
、執行心得第一

掲載されている。笞刑が執行されたのは、一九〇四（明治三七）

第七条 受刑者ノ一方ノ臀ニ異常アリテ執行ニ差支アルトキハ之
ヲ他ノ一方ノミニ執行スルコトヲ得
号によると、その際に莚を敷き、その上に伏臥させられる。そし

年五月一五日であった。五一歳の曾某なる者が阿片令違反により

６

て、両手両足を拘束されたうえで、臀部に笞刑を加えられる。第
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Ｃは、笞七十を科せられた者である。彼は、帰宅後臀部が腫れ、

苦痛がはなはだしく、ほとんど病人のようになり一か月間は仕事

笞二十の即決言渡しを受け、一五日午前一一時に刑の執行が開始
された。高齢である上に阿片吸引者でもあることから医師は特に
ができなかった。

由を失い、苦痛がはなはだしく、職業に就くことができない。

Ｄは、笞六十を科せられた苦力である。帰宅後は全く身体の自

綿密に健康状態を診察し、受刑に差し支えないと判断した。定め
られた通りの刑盤上に受刑者が俯きに臥せられ、執刑者である巡
査補が笞刑を執行したが、慣れていないために力があまり入らな

Ｅは、笞五十を科せられた苦力である。彼は帰宅後受刑を恥じ

Ｆは、笞四五を科せられた苦力である。彼は、受刑の翌日から

かったようで、受刑者はあまり苦痛を感じたようではなく、執行

る。一つは、新竹の事例であり、鄭某は阿片令に違反し無許可で

局部が腫れて苦痛がはなはだしく、歩行もままならず、食欲は減

て謹慎していたが、かなりの苦痛であったようで、四〇日間は業

阿片を吸引したために笞三十に処された。今一つは、台北郊外の

退して床に就いていた。局部の内部が腐食したので医師の治療を

終了後局部を冷却して放免したところ徒歩で帰宅したというもの

深坑の事例であり、周某は他人が取得した阿片許可鑑札を利用し

受け、一か月後にようやく快方に向かったが、皮膚がそぎ取られ

務に就くことができなかった。

て無許可で阿片を吸引したために笞三十に処されたというもので

ているので今なお疼痛を感じている。

である。同紙には、他に、二件、笞刑処分の事例が掲載されてい

ある。これらの事例では、執行の様子は書かれていない。

Ｇは、笞四十を科せられた鍛冶業である。彼は、受刑の翌日か

ら局部が腫れ、食欲減退、苦痛も甚だしく用便も不自由で、五、

このような実施初期におけるあまり苦痛のない事例は稀であり、
一般にはかなりの苦痛を伴ったようである。笞刑実施後四か月ほ

これらの例は、いずれも笞刑がかなり苦痛であり、かつ帰宅後

六日床に就いていたが、二週間後には完全に回復した。

り、そのいくつかが『台湾総督府警察沿革誌』に記されているの

相当な期間正業に就くことができないほどであったが、同様の数

どを経た九月に総督府は笞刑の執行状況を台湾各地に照会してお
で、見てみよう。まず、笞刑がどの程度の身体的苦痛をもたらす

の笞刑を受けてもそれほどの身体的被害が及んでいない事例も見

Ｉは、笞四五を科せられた苦力である。彼は、帰宅後三日間は

できた。

はだしかったが、帰宅後数日を経て直ちに業務に従事することが

Ｈは、笞五十を科せられた洗金業である。受刑時の苦痛ははな

られる。

のか、そして執行後の状況はどうかについて見てみよう。
Ａは、笞七五を科せられた雑貨商である。笞刑による苦痛がは
なはだしく、帰宅後一五日間歩行することができなかった。
Ｂは、同様に笞七五を科せられた茶商である。彼は、帰宅後疾
病を起こすようなことはなかったが、苦痛がはなはだしく、本人
は受刑を恥じ入り実際の心情を語らなかった。
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７

歩行が自由でなく、苦痛も甚だしかった。

おいて、笞刑を言渡し、かつ執行した者の数は、一五三三件であ

であるが、ＦとＩを比較してみると、同数の笞刑を科されても、

であり、すべて軽罪である。庁では一三三件であり、これもすべ

次に、罰金を笞刑に換えて執行した者の数は、法院では二八件

った。内訳は、軽罪が一三八一件、違警罪が一五二件である。

Ｆの場合は局部が腐食して一か月ほど不自由を来しているが、Ｉ

て軽罪である。科料を笞刑に換えて執行した者の数は、法院では

これらの者に共通しているのは苦痛がはなはだしいということ

の場合は数日の歩行困難でしかない。笞刑は、執行者によって力

〇件、庁では一一件であり、すべて違警例である。

二四件が笞刑処分を科されており、庁では二九九二件が笞刑の言

また、翌年の一九〇五（明治三八）年においては、法院で一四

８

の入れ具合が異なるので、同じ数の執行数であってもこのような
差異が生じたのであろう。
他方、笞刑と収監とどちらがよいかという点についても質問さ

れた者が二〇六件、科料を笞刑に換えて執行された者が五件ある。

９

い渡しを受けて執行されており、他に罰金を笞刑に換えて執行さ

Ａは、笞刑を受けるよりも六か月くらい服役したほうが楽であ

罰金、科料を笞刑に換えた例は、それほど多くないと考えてよい

れたようであり、いくつかの回答がある。
ると言う。Ｃも重禁錮の刑を受けるほうが楽であると言う。Ｄは、

であろう。

他方、笞刑実施による収監者数の減少については、次のような

た。すべて軽罪に対して適用されており、違警罪に適用されたも

において笞刑を言渡し、かつ執行した者の数は、七四八件であっ

一九〇四（明治三七）年五月から一二月までの八か月間に法院

あり、その後もほぼ一〇パーセント以上で推移している。一九一

刑処分者は四四一六人であったので、およそ一一パーセント強で

〇五（明治三八）年では、処刑者総数は三五九一七人であり、笞

次に、処刑者全体に占める笞刑処分者の割合については、一九
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以前に二回重禁錮の服役経験があるが、今回笞刑を受けて、その
苦痛は入獄の比ではないと言う。これに対して、Ｈは、笞刑のほ

記録がある。

在監人数の一日当たり平均数は、前年の一九〇三（明治三六）

うが受刑後労働できるので家計に及ぼす影響が少なく、長期間収
監される苦痛に比べれば笞刑の苦痛のほうが軽微であると言う。

年五月では四一七七人であったが、実施後の一九〇四（明治三七）

では四二二七人が三四七八人となり、七三六人減少した。もっと

また、Ｉは、受刑時の苦痛はあるが、短期間で執行が終わるので
このような笞刑であるが、はたしてどの程度の件数が行われた

も減少の大きかったのは八月で、四二八六人が三二八〇人となり、

年五月には三六一九人となり、五五八人減少した。同じく、六月

のであろうか。
『台湾総督府統計書』に基づいて実施後の状況を見

九〇六人減少している。

収監されるよりもよいと言う。

てみよう。

のはなかった。他方、行政機関である庁（管内の警察を含む）に

11

一（明治四四）年には、一三パーセントになっている。
以上に検討したところから、次のように言えるであろう。笞刑
は、法院においても庁においても共に実施されているが、特に庁

設の予算が承認されたこともあって、台湾でも一九二一（大正一

〇）年四月二八日、律令第七号「罰金及笞刑処分例廃止」が発布

１ 笞刑反対論の代表は内務省監獄局長の職にあった小河滋次郎
である。笞刑を巡る賛否両論については別の機会に検討した

され、同年五月一日より廃止された。

納ができないという見解は、一部の事例を誇張したものであり、

い。なお、笞刑に関する研究として、梅森直之「変奏する統

における実施数が法院よりも多くなっている。罰金、科料を笞刑

実態と乖離した見解と考えることができるのではないであろうか。

治ー二〇世紀初頭における台湾と韓国の刑罰・治安機構ー」

に換えた例はそれほど多くなく、採用理由に謳われた台湾人は金

他方、笞刑を受けた者が処刑者全体の一〇パーセント以上を占

鶴見
（藤原書店復刻版二〇〇五年）一
 祐輔『正伝後藤新平３』
九九頁以下、
『台湾総督府警察沿革誌（四）
』九〇一頁以下。

下がある。

『岩波講座「帝国」日本の学知第一巻』二〇〇六年、四三頁以
２

めることから、在監者数は確実に減少しており、監獄経費の削減
という採用理由は一定の効果を上げたものと思われる。
結びに代えて

４ 『台湾総督府警察沿革誌（四）』九一〇頁以下。

五

以上において、日本統治時期の台湾における笞刑採用の理由及

５ 『台湾総督府警察沿革誌（四）』九百六頁以下。

３ 『台湾総督府警察沿革誌（四）』九〇二頁。
びその適用について概観してきた。日本内地にはすでに存在しな

台湾日日新聞一九〇四（明治三七）年五月一七日。なお、曾
某の執行に関する記事は『台湾総督府警察沿革誌（四）』九三
６

上が笞刑を科されるようになった。笞刑の多用はその後も続き、

一頁にも掲載されている。

くなった笞刑であるが、台湾では処刑者全体の一〇パーセント以
実施後一〇年以上を経た一九一六（大正五）年には、法院で五五

正八）年、田健治郎が初の文官総督として着任すると、内地法と

の数を庁では一三三件と記したが、この数字は『台湾総督府

『台湾総督府
８ 『台湾総督府第八統計書上』二四八、二九八頁、

警察沿革誌（四）
』九〇八頁。罰金を笞刑に換えて執行した者

７ 『台湾総督府警察沿革誌（四）』九三二頁。

の矛盾解消が検討されるようになった。台湾の笞刑を模して笞刑

第八統計書上』に基づくもので、
『台湾総督府警察沿革誌（四）
』

六八件、庁で六二二七件の多数を数えるようになった。

を採用していた朝鮮において一九二〇（大正九）年四月にいち早

は一三六件とする。

しかし、内地延長主義を提唱する原敬内閣において一九一九（大

く笞刑が廃止されたこともあり、また、笞刑廃止に伴う監獄新増
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11

９ 『台湾総督府第九統計書上』三五五、四〇九頁。
『台湾総督府警察沿革誌（四）』九一〇頁。

『台湾総督府第二〇統計書上』二六九、二九〇頁。
─ごとう たけひで・法学部教授─

─ 38 ─

尾立茂「罰金及笞刑処分例に就て」台法月報九巻一号五一頁。
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