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12月

行事予定

手続期間

「東洋通信」参照ページ

1（火）
2（水）

週末4期S受講票出力可能日

3（木）
4（金）

第4回メディア授業申込締切

10月号P.49参照

5（土）週末3期S③
6（日）
7（月）
8（火）
2016年3月卒業予定者卒業論文提出
締切 16：45厳守（必着）

9（水）
10（木）
11（金）
週末4期S①

12（土）白山キャンパス内への入構禁止期間（22：00〜）
13（日）2016年度転部・転科試験

単位認定試験（筆記）第7回申込締切

P.8

（15：00まで）

14（月）
15（火）第4回メディア授業受講期間（〜1/8）

冬期1期S申込開始（〜12/21）

16（水）

単位認定試験（筆記）第7回受験票出力
可能日

P.30

17（木）
18（金）
単位認定試験（筆記）第7回

19（土）週末4期S②
20（日）週末4期S③
21（月）

冬期1期S申込締切

22（火）事務室業務取扱終了
天皇誕生日

23（水）事務室休業（〜1/3）

冬期1期S受講票出力可能日

24（木）
25（金）
26（土）
27（日）
28（月）
29（火）
30（水）
31（木）
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Ｓはスクーリングを表します

1月

行事予定

1（金）事務室休業（〜1／3）

手続期間

「東洋通信」参照ページ

元日

2（土）
3（日）
4（月）事務室業務取扱再開
5（火）
6（水）
単位認定試験（筆記）第8回申込開始
（〜1/21）

7（木）

P.11

8（金）
9（土）冬期1期S①
10（日）冬期1期S②
11（月）冬期1期S③

成人の日

12（火）
13（水）
14（木）

秋学期リポート提出締切
16：45必着

P.37、38

秋学期リポート受付停止期間
（〜3/31）

15（金）
16（土）
17（日）
18（月）
19（火）
20（水）
21（木）

単位認定試験（筆記）第8回申込締切

22（金）
23（土）
24（日）
25（月）
26（火）

単位認定試験（筆記）第8回受験票出力
可能日

27（水）
28（木）
29（金）
単位認定試験
（筆記）第8回

30（土）白山キャンパス内への入構禁止期間（22：00〜）
31（日）

P.8
単位認定試験（筆記）第9回申込開始
（〜2/14）

P.11

Ｓはスクーリングを表します
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2月

行事予定

手続期間

1（月）白山キャンパス内への入構禁止期間（〜16：00まで）

「東洋通信」参照ページ
P.8

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

P.8

7（日）
8（月）
9（火）
10（水）
11（木）建国記念の日

（〜17：00まで）

12（金）
13（土）
14（日）

単位認定試験（筆記）第9回申込締切

15（月）
16（火）

秋学期単位認定試験（論文）提出締切
16：45必着

17（水）

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

P.37

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

P.8

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

（〜16：00まで）

28（日）
29（月）
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P.8

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

2015年12月７日（月）〜12月21日（月）

２．受付時間

月〜金
9：30〜12：45
土
9：30〜12：45
※日・祝日を除く

14：00〜16：45

※
３．相談申込受付期間
2015年12月１日（火）〜12月11日（金）
※12月７日
（月）以降に申込をされる場合は、相談希望日を申し込み日から２日後以降
の日に指定してください。ただし、日程調整をさせていただく場合もあります。

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

【連絡先】


通信教育課

学習相談受付係

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

個別学習相談会
（期間開催）
のお知らせ
2015年

月

日申込

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

氏

名

学籍番号
学部学科

７
学部

学科

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

相談方法

（

）

第１希望：

月

日（

）

時

分

第２希望：

月

日（

）

時

分

通信教育課へ来室・電話・メール

※○をつける

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

東洋大学通信教育課
ＴＥＬ 03−3945−7348
ＦＡＸ 03−3945−7584
メールアドレス
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2016年度入学試験実施に伴う白山キャンパス内への入構禁止について
下記の期間は通学課程の入学試験実施に伴い、白山キャンパス内への入構が禁止されてい
ます。単位認定試験
（論文）や各種提出物は通信教育課窓口で受付できませんので、郵送にて
提出してください。
【入構禁止期間】
・2015年12/12（土）22：00〜12/13（日）15：00
・2016年 1/30（土）22：00〜 2/ 1（月）16：00
・2016年 2/ 6（土） 0：00〜 2/11（木・祝）17：00
・2016年 2/26（金） 0：00〜 2/27（土）16：00
・2016年 3/ 4（金） 0：00〜 3/ 6（日）17：00

卒業論文説明会・指導会 前期生対象
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３月31日（木）まで）に卒業必要単位（124単位）のうち、84単位以
上を修得済であること
●卒業論文説明会・指導会
月

日

2016年２月20日（土）

時

間

10：00〜12：30（予定）

場

所

白山キャンパス

対

象

2017年３月卒業予定者（前期生）

※教室はToyoNet-Gのお知らせ
「教務関係」
にてお知らせします。

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

◆卒業論文説明会・指導会配布資料の請求について
卒業論文説明会・指導会に参加できない学生は、次ページの手続にて資料を請求してく
ださい。卒業論文提出時に必要な書類も同封していますので、2015年度以前に説明会・
指導会に参加した学生であっても必ず今年度のものを入手してください。
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卒業論文題目登録申請について
●請求方法
以下を同封し通信教育課に提出してください。
・任意のＡ４用紙に、学部学科、学籍番号、氏名、
「卒業論文説明会・指導会配布資料送付
希望」と明記したもの
・返信用封筒
（角２封筒、郵便番号・住所・氏名記載済）
※文学部：205円切手、法学部：140円分の切手を貼付してください。
請求期間：2016年２月19日
（金）〜３月15日
（火）必着
※資料は上記請求期間に窓口でも配布しております。
●その他
※過去に提出された卒業論文の一部を通信教育課で保管しています。閲覧希望の方は窓口に
申し出てください。
※卒業の条件として、卒業に必要な単位（124単位）のうち、30単位分（２年次編入生は23
単位、３年次編入生は15単位）のスクーリング単位が必要ですので、未充足の卒業予定者
は、2017年３月末までにスクーリング単位が満たせるよう、計画的にスクーリングを受
講してください。
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単位認定試験（筆記）第7回・第8回・第9回
単位認定試験（筆記）第７回・第８回・第９回を下記の要領で実施します。
◇申請から実施までのスケジュール
№

第７回

第８回

第９回

（木）〜 2016年１月31日（日）〜
11月28日（土）〜
2016年１月７日
１月21日（木） 
２月14日（日）

12月12日（土） 

１

申請期間

２

受験票出力

12月16日（水）
から可能

（火）
2016年１月26日

（水）
2016年２月17日

から可能

から可能

３

試験日

12月19日（土）

（土）
2016年１月30日

（日）
2016年２月21日

４

集合時間

５

開催地

12：40（時間厳守）
東

京

東京・仙台・名古屋

東

京

◇開催地・会場
開催地

会

場

所在地

電

話

東

京

本学白山キャンパス

東京都文京区白山5−28−20

03−3945−7348

仙

台

ショーケー本館

仙台市青葉区五橋2−11−1

022−266−2784

㈶愛知県青年会館

名古屋市中区栄1−18−8

052−221−6001

名古屋
※１

※1

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7回・第8回・第9回
◇実施科目
共通総合科目
授業コード

図書館司書科目
科目名

担当教員名

授業コード

科目名

担当教員名

Y705098020 英語Ⅲ①

ジェイムズ ダニエル ショート

Y719601010 図書館情報資源概論 大塚

敏夫

Y705099020 英語Ⅲ②

高波

幸代

Y719191010 図書館資料論

敏夫

Y700191010 現代日本文学Ａ

早川

芳枝

Y700201010 現代日本文学Ｂ

早川

芳枝

Y706131010 スポーツ健康科学講義 金田

英子

文学部専門科目
授業コード

大塚

法学部専門科目
科目名

担当教員名

Y715022010 日本文学文化概説Ａ② 石田

仁志

Y715032010 日本文学文化概説Ｂ② 石田

仁志

Y716241010 古典文法Ａ

田貝

和子

Y716251010 古典文法Ｂ

田貝

和子

Y715261010 古典文法

田貝

和子

Y715141010 古代日本文学史Ａ

池原

陽斉

Y715151010 古代日本文学史Ｂ

池原

陽斉

Y716501010 作家作品研究（中古）Ａ 大野

祐子

Y716511010 作家作品研究（中古）Ｂ 大野

祐子

Y715371010 作家作品研究〈中古〉 大野

祐子

Y716561010 作家作品研究（近現代）Ａ 宮内

淳子

Y716571010 作家作品研究（近現代）Ｂ 宮内

淳子

Y715401010 作家作品研究〈近現代〉 宮内

淳子

Y715411010 日本の伝統行事Ａ

久野

俊彦

Y715421010 日本の伝統行事Ｂ

久野

俊彦

Y715661010 日本民俗学Ａ

久野

俊彦

Y715671010 日本民俗学Ｂ

久野

俊彦

Y709591010 国語科指導法Ⅱ

笠井

正信

授業コード
Y741421010
Y741431010
Y740021010
Y741441010
Y741451010
Y740071020
Y741461010
Y741471010
Y740031010
Y741481010
Y741491010
Y740081020
Y741541010
Y741551010
Y740061010
Y741561010
Y741571010
Y741351010
Y741101010
Y741661010
Y741671010
Y741281010
Y740091010
Y741681010
Y741691010
Y741291010
Y740101010
Y741701010
Y741711010
Y741301010
Y740111020
Y742001010
Y742011010
Y741161010
Y709621010
Y709631010
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科目名
憲法Ａ
憲法Ｂ
憲法
刑法Ⅰ部
（総論）
Ａ
刑法Ⅰ部
（総論）
Ｂ
刑法Ⅰ部
（総論）
民法Ⅰ部
（総則）
Ａ
民法Ⅰ部
（総則）
Ｂ
民法Ⅰ部
（総則）
刑法Ⅱ部
（各論）
Ａ
刑法Ⅱ部
（各論）
Ｂ
刑法Ⅱ部
（各論）
民法Ⅳ部（債権各論）Ａ
民法Ⅳ部（債権各論）Ｂ
民法Ⅳ部（債権各論）
民法Ⅴ部（親族・相続）Ａ
民法Ⅴ部（親族・相続）Ｂ
民法Ⅴ部（親族・相続）
民法Ⅴ部
（身分法）
商法総則
商行為法
商法総則・商行為法
商法Ⅰ部（総則・商行為）
会社法Ａ
会社法Ｂ
会社法
商法Ⅱ部
（会社法）
手形法・小切手法Ａ
手形法・小切手法Ｂ
手形法・小切手法
商法Ⅲ部（手形・小切手法）
経済法Ａ
経済法Ｂ
経済法
社会地歴指導法Ⅰ
社会地歴指導法Ⅱ

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

単位認定試験
（筆記）第7回・第8回・第9回
◇試験時間割
１時限目

２時限目

１科目受験者

13：00〜14：00

──

２科目受験者

13：00〜14：00

14：20〜15：20

◇注意事項
受験時
・受験会場内ではすべて試験監督の指示に従うこと。
・
「学生証」
（または「科目等履修生証」）、「単位認定試験（筆記）受験票」
（ToyoNet-Gより
各自で出力
（P. 11の図を参照））を必ず持参し、机上に提示する。
・試験開始後20分までに入室しないと受験資格を失う。また開始後30分を経過したら退
出できる。
・中途退出した場合、当該試験時間内の再入室は認めない。
・２科目の受験者で、１時限目を欠席した場合、２時限目の試験は「受験票」の２時限目
に表示されている科目の受験を許可する。
・解答に必要なもの以外は机上に置かず、カバン等の中に入れること。
・試験実施中、携帯電話、スマートフォン等の電源は必ず切ること。また、これらを時計
の代わりとして使用することも禁止する。
・受験会場での電子機器（電子辞書、電子図書、ポケットコンピュータ等）の使用は認めない。
・解答用紙の所定欄に、万年筆またはボールペンの消えないインクの黒かブルーブラック
で学籍番号・氏名を記入する。解答は、鉛筆書きでもよい。
・受験会場への持込が許可されているものの学生間での貸し借りは不正行為とみなす。
・不正行為を行った場合は、
「東洋大学通信教育課程学生等の学習における不正行為に対す
る取扱要綱」に則り、処分する。
○持ち込み可の試験について
 テキスト・プリント教材・自筆ノート等は、現行の科目担当教員が指定しているものに
限ります。
○【法学部対象】 単位認定試験（筆記）における六法の貸出について（重要）
 単位認定試験
（筆記）において、法学部専門科目については、大学から貸出される六法を
用いて解答することになっています。大学貸出六法は、『ポケット六法』
（有斐閣）です。個
人で所有する六法は試験中に使用できませんのでご注意ください。
※貸出された六法に書き込みを行うことは不正行為となるので、絶対に行わないこと。
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単位認定試験（筆記）第7回・第8回・第9回
◇会場案内図

東洋大学 白山キャンパス

〒112–8606 東京都文京区白山5–28–20
アクセス

至巣鴨

千石
駅

●都営地下鉄三田線「白山」駅5分

本駒込2

●都営地下鉄三田線「千石」駅7分
●東京メトロ南北線「本駒込」駅5分

り
本郷通

千石駅前

東洋大前

北線
トロ南
東京メ

都
営
三
田
線

●東京メトロ千代田線「千駄木」駅15分

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7回・第8回・第9回
◇地方試験会場案内【第８回のみ】
仙台

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

【アクセス】
●仙台市地下鉄 五橋駅下車
「南１番」出口から徒歩１分
●タクシー 仙台駅から５分

名古屋

㈶愛知県青年会館

住所：名古屋市中区栄1−18−8
TEL：052−221−6001

【アクセス】
●タクシー JR名古屋駅より約5分
●市バス
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
●地下鉄
「伏見駅」下車 7番口 西へ300m
→旧名宝会館角 南へ250m
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単位認定試験（筆記）第7回
第７回
（12月19日実施分） 担当教員による学習上のアドバイス
科

目

名

担当教員名 試験場への持込

英語Ⅲ①

ショート

不可

英語Ⅲ②

髙波

テキスト・
自筆ノート

現代日本文学A
早川
現代日本文学B

スポーツ健康科学講義

金田

日本文学文化概説B②

不可

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

不可

田貝

不可

古典文法B

池原
古代日本文学史B

作家作品研究
（中古）
A
大野
作家作品研究
（中古）
B

テキストの第2章、第3章と第7章、第8章を中心に、復習をしておいて下
さい。
教科書の第八章から出題します。文中で言及されている文学テクスト、作
家、用語、事項について自分で調べ、しっかりと内容を理解しておいてく
ださい。特に文学者の留学と近代化の関係については自分の考えをまとめ
ておくように。

田貝

古代日本文学史A

・テキスト（Different Realities）のChapter 3, 12から出題します。
・分からない単語が無いよう、辞書でしっかり調べておきましょう。
・英文訳も出題します（各Chapterから3題ずつ）。

「猫町」を次の観点から読み直し、考えをまとめておいてください。①旅
テキスト・
とは日常生活空間から非日常の空間（異界）への移行や越境と捉えることが
教材プリント できるものであるが、この作品に登場する「旅」にはどのようなものがあ
るか。②それぞれの旅をするにあたっての手段や条件は何か。

古典文法A

古典文法

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

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

日本文学文化概説A②
石田

重点的学習範囲

設問は大きく四題にわかれています。具体的には（一）詞と辞（二）文節の相
互関係（三）単語の分類（四）用言の活用の種類と活用形です。
テキストを良く理解し、〔課題〕はもとより、本文中の例題も文節・単語
に分け、品詞や用法を確認すると良いでしょう。
設問は大きく四題にわかれています。具体的には（一）詞と辞（二）文節の相
互関係（三）単語の分類（四）辞の種類と用法、活用形です。
文法は理解の積み重ねで成り立っています。ですから古典文法Aの範囲も
含まれていますので、十分注意してください。
設問は大きく五題にわかれています。具体的には（一）詞と辞（二）文節の相
互関係（三）単語の分類（四）用言の活用の種類と活用形（五）辞の種類と用法、
活用形です。
テキストを良く理解し、〔課題〕はもとより、本文中の例題も文節・単語
に分け、品詞や用法を確認すると良いでしょう。
指定テキスト
（『日本古典文学史』）の10〜48ページ（第一章）が試験範囲で
す。左記の物が持込可ですが、事前に該当範囲を確認してください。とく
に、『古事記』と『万葉集』に関する問題を中心に出題します。事前の予
習を怠らないでください。

テキスト・
自筆ノート・
教材プリント・
指定テキスト
（『日本古典文学史』）の50〜96ページ（第二章）が試験範囲で
採点済リポート
す。左記の物が持込可ですが、事前に該当範囲を確認してください。とく
に、
『古今和歌集』編纂までの和歌史と『古今和歌集』自体、また『源氏
物語』前後の物語に関して出題します。事前の予習を怠らないでください。
試験問題は、リポート課題、スクーリングの講義内容から出題されます。
テキストを通読し、シラバスの解説などもよく理解しておいてください。
なお、添削済みのリポートおよびリポートの採点文、スクーリング時の配
布プリントは持ち込み可とします。

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

16

単位認定試験
（筆記）第7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。

宮内

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

宮内

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

作家作品研究
（近現代）A

作家作品研究
（近現代）B

作家作品研究
〈近現代〉

重点的学習範囲

テキスト・
自筆ノート

日本の伝統行事A
久野

自筆ノート

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

日本の伝統行事B

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

日本民俗学A

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

全て可

日本民俗学B

国語科指導法Ⅱ

図書館情報資源概論
図書館資料論

笠井

大塚

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

今年度のリポート課題、スクーリングの学習内容をよく復習しておくこと。
特に、教材研究については〔リポート課題への取り組み方〕に記した各点
をしっかりと理解し習熟しておくこと。持込可とするテキストは以下の2
テキスト
冊。
（右記の二冊）
・田近・鳴島編著『中学校・高等学校 国語科教育法研究』東洋館出版社
・長沼行太郎他編『新編国語総合 言葉の世界へ』教育出版（文部科学省
検定済教科書）
不可

テキスト全体より幅広く出題します。図書館情報資源の特性をまとめてお
いて下さい。図書館の各業務（資料の収集と蓄積・保管・評価のプロセス
やメディア変換など）についても整理し、理解しておいて下さい。日本の
商業出版と流通についてもまとめておいて下さい。
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単位認定試験（筆記）第7回
第７回
（12月19日実施分）
科

目

名

担当教員名 試験場への持込

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

名雪

指定六法

名雪

指定六法

小坂

不可

小坂

不可

民法Ⅰ部
（総則）
A
小林（秀）

指定六法

小林（秀）

指定六法

武藤

指定六法

武藤

指定六法

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

芦野

指定六法

芦野

指定六法

中村

指定六法

中村

指定六法

遠藤

指定六法

遠藤

指定六法

堀口

指定六法

堀口

指定六法

井上

指定六法

井上

指定六法

民法Ⅳ部
（債権各論）
B

民法Ⅴ部
（親族・相続）
A
民法Ⅴ部
（親族・相続）
B
民法Ⅴ部
（親族・相続）
民法Ⅴ部
（身分法）
商法総則
商行為法
商法総則・商行為法
商法Ⅰ部
（総則・商行為）
会社法A
会社法B
会社法
商法Ⅱ部
（会社法）
手形法・小切手法A
手形法・小切手法B
手形法・小切手法
商法Ⅲ部
（手形・小切手法）

基本的人権から2問出題。
統治機構から2問出題。
基本的人権から1問出題。統治機構から1問出題。
正当防衛
不能犯
不能犯
課題を中心に復習し、あわせてテキスト（p.1〜p.156）を熟読しておくこ
と。
課題を中心に復習し、あわせてテキスト（p.157〜p.260）を熟読しておく
こと。
課題を中心に復習し、あわせてテキストを熟読しておくこと。
逮捕・監禁罪
財産犯（財産罪）の客体
2問中1問選択
1.暴行罪、傷害罪
2.財産犯（財産罪）の客体
売買契約の瑕疵担保責任について勉強してください。その際には、意義・
理論的根拠・要件・効果、さらには解釈をめぐる判例や学説について学び、
具体的事案に即して考えられるようにしてください。

民法Ⅳ部
（債権各論）
A

民法Ⅳ部
（債権各論）

重点的学習範囲

不法行為における損害賠償の期間制限について勉強してください。その際
には、意義・理論的根拠・要件・効果などについて学び、さらには判例・
学説における解釈上の争いについて学ぶことにより、事案に即して考えら
れるようにしてください。
売買契約の瑕疵担保責任について勉強してください。その際には、意義・
理論的根拠・要件・効果、さらには解釈をめぐる判例や学説について学び、
具体的事案に即して考えられるようにしてください。
・養親子関係（養子）に関する事例問題を出します。
・法定相続に関する事例問題を出します。
・養親子関係（養子）に関する事例問題を出します。
匿名組合に関する問題
匿名組合に関する問題
匿名組合に関する問題
課題1に対応
課題1に対応
課題3に対応
課題1から課題2について十分に復習をしておくこと。
課題1から課題2について十分に復習をしておくこと。
課題1から課題4について十分に復習をしておくこと。
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単位認定試験
（筆記）第7回
科

目

名

経済法A
経済法B
経済法

担当教員名 試験場への持込

私的独占の禁止、不当な取引制限の禁止に関する事例問題

多田

テキスト・
指定六法

多田

テキスト・
指定六法

不公正な取引方法の禁止（19条）に関する事例問題

テキスト・
自筆ノート

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

テキスト・
自筆ノート

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

社会地歴指導法Ⅰ

田中
社会地歴指導法Ⅱ

重点的学習範囲

不公正な取引方法の禁止（19条）に関する事例問題
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単位認定試験（筆記）第8回
第８回
（１月30日実施分） 担当教員による学習上のアドバイス
科

目

名

担当教員名 試験場への持込

英語Ⅲ①

ショート

不可

英語Ⅲ②

髙波

テキスト・
自筆ノート

現代日本文学A
早川
現代日本文学B

スポーツ健康科学講義

金田

日本文学文化概説B②

・テキスト（Different Realities）のChapter 5, 8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）。

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。
テキスト・
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
教材プリント 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。
不可

テキストの第2章、第3章と第7章、第8章を中心に、復習をしておいて下
さい。
教科書の第九章から出題します。文中で言及されている文学テクスト、作
家、用語、事項について自分で調べ、しっかりと内容を理解しておいてく
ださい。特に「日本主義」「日本的浪漫」という用語についてはしっかり
と勉強しておくように。

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

古典文法A
田貝

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。

「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
テキスト・
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〉
教材プリント 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。

日本文学文化概説A②
石田

重点的学習範囲

不可

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

古典文法B

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

古典文法

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

田貝

古代日本文学史A
池原
古代日本文学史B

作家作品研究
（中古）
A
大野
作家作品研究
（中古）
B

不可

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

テキスト・
自筆ノート・
教材プリント・
指定テキスト
（『日本古典文学史』）の50〜96ページ（第二章）が試験範囲で
採点済リポート
す。左記の物が持込可ですが、事前に該当範囲を確認してください。とく
に、
『古今和歌集』編纂までの和歌史と『古今和歌集』自体、また『源氏
物語』前後の物語に関して出題します。事前の予習を怠らないでください。
試験問題は、リポート課題、スクーリングの講義内容から出題されます。
テキストを通読し、シラバスの解説などもよく理解しておいてください。
なお、添削済みのリポートおよびリポートの採点文、スクーリング時の配
布プリントは持ち込み可とします。

テキスト・
自筆ノート・
教材プリント 試験問題は、リポート課題、スクーリングの講義内容から出題されます。
テキストを通読し、シラバスの解説などもよく理解しておいてください。
なお、添削済みのリポートおよびリポートの採点文、スクーリング時の配
布プリントは持ち込み可とします。
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単位認定試験
（筆記）第8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

重点的学習範囲

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

作家作品研究
（近現代）A

宮内

テキスト・
自筆ノート

作家作品研究
（近現代）B

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、考えておきましょう。
②『春昼』
『春昼後刻』
『草迷宮』は、泉鏡花が一時期住んだ土地と深い関
わりを持っています。その土地とは、どこですか。また、作品にその土
地がどのように取り入れられているか、
『春昼』
『春昼後刻』
『草迷宮』の
どれかひとつでもよいし、すべてでもよいので、具体的に作品を取り上
げて説明してください。

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。
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、考えておきましょう。
③『春昼』
『春昼後刻』
『草迷宮』は、泉鏡花が一時期住んだ土地と深い関
わりを持っています。その土地とは、どこですか。また、作品にその土
地がどのように取り入れられているか、
『春昼』
『春昼後刻』
『草迷宮』の
どれかひとつでもよいし、すべてでもよいので、具体的に作品を取り上
げて説明してください。

宮内

テキスト・
自筆ノート

日本の伝統行事A
久野

自筆ノート

テキスト『年中行事読本』春の巻、及び『シラバス』にあげた参考書・事
典などで、
「花見」の行事について調べて理解を深めてください。4月・5
月に行なう野遊び・ハイキング・遠足などの野外での遊楽もふくめて、春
に花や緑を見に出かけることの意味を考えましょう。民俗学・年中行事の
辞典で調べましょう。都道府県史・市区町村史の民俗編で調べてノートに
まとめましょう。事前に調べたノートの持ち込みは可です。

日本の伝統行事B

テキスト『年中行事読本』夏の巻、及び『シラバス』にあげた参考書・事
典などで、盆行事にともなう精霊（ショウリョウ）・先祖霊について理解を
深めてください。その観点から、盆の精霊迎え・精霊送りの事例を調べま
しょう。都道府県史・市区町村史の民俗編で、行事の事例を調べてノート
にまとめましょう。事前に調べたノートの持ち込みは可です。

日本民俗学A

テキスト『日本民俗学』の第二部六章「信仰」
（p159〜p180）を読み、
「氏
神信仰」について理解してください。その中で、家で祀る神（屋敷神）、同
族で祀る神（同族神）、ムラ（マチ）で祀る神（村氏神）について理解を深めて
ください。民俗学辞典で調べて概要を理解し、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「氏神信仰」の事例を集めておきましょ
う。資料の持ち込みはすべて可とします。

久野

全て可

日本民俗学B

国語科指導法Ⅱ

図書館情報資源概論
図書館資料論

笠井

大塚

テキスト『日本民俗学』第二部三章「生業」
（p94〜p118）を読み、民俗
学が研究対象とする「生業」における技術の伝承について理解してくださ
い。その観点から、私達の職業やしごとにおいて、親や先輩からどのよう
に「わざ」
（技量や技術）が伝達されたか。自分の身の回りの事例で記録し
ましょう。都道府県史・市区町村史の民俗編も参照しましょう。資料の持
ち込みはすべて可とします。

今年度のリポート課題、スクーリングの学習内容をよく復習しておくこと。
特に、教材研究については〔リポート課題への取り組み方〕に記した各点
をしっかりと理解し習熟しておくこと。持込可とするテキストは以下の2
テキスト
冊。
（右記の二冊）
・田近・鳴島編著『中学校・高等学校 国語科教育法研究』東洋館出版社
・長沼行太郎他編『新編国語総合 言葉の世界へ』教育出版（文部科学省
検定済教科書）
不可

テキスト全体より幅広く出題します。図書館情報資源の特性をまとめてお
いて下さい。図書館の各業務（資料の収集と蓄積・保管・評価のプロセス
やメディア変換など）についても整理し、理解しておいて下さい。日本の
商業出版と流通についてもまとめておいて下さい。
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単位認定試験（筆記）第8回
第８回
（１月30日実施分）
科

目

名

担当教員名 試験場への持込

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

名雪

指定六法

名雪

指定六法

小坂

不可

小坂

不可

民法Ⅰ部
（総則）
A
小林（秀）

指定六法

小林（秀）

指定六法

武藤

指定六法

武藤

指定六法

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

芦野

指定六法

芦野

指定六法

中村

指定六法

中村

指定六法

遠藤

指定六法

遠藤

指定六法

堀口

指定六法

堀口

指定六法

井上

指定六法

井上

指定六法

民法Ⅳ部
（債権各論）
B

民法Ⅴ部
（親族・相続）
A
民法Ⅴ部
（親族・相続）
B
民法Ⅴ部
（親族・相続）
民法Ⅴ部
（身分法）
商法総則
商行為法
商法総則・商行為法
商法Ⅰ部
（総則・商行為）
会社法A
会社法B
会社法
商法Ⅱ部
（会社法）
手形法・小切手法A
手形法・小切手法B
手形法・小切手法
商法Ⅲ部
（手形・小切手法）

基本的人権から2問出題。
統治機構から2問出題。
基本的人権から1問出題。統治機構から1問出題。
緊急避難
中止犯
緊急避難
課題を中心に復習し、あわせてテキスト（p.1〜p.156）を熟読しておくこ
と。
課題を中心に復習し、あわせてテキスト（p.157〜p.260）を熟読しておく
こと。
課題を中心に復習し、あわせてテキストを熟読しておくこと。
殺人罪、自殺関与・同意殺人罪
詐欺罪、強盗罪
2問中1問選択
1. 殺人罪、自殺関与・同意殺人罪
2. 財産犯（財産罪）の客体
請負契約の危険負担と担保責任について勉強してください。その際には、
意義・理論的根拠・要件・効果、さらには解釈をめぐる判例や学説につい
ても学び、具体的事案に即して考えられるようにしてください。

民法Ⅳ部
（債権各論）
A

民法Ⅳ部
（債権各論）

重点的学習範囲

不法行為における責任無能力者の監督者責任について勉強してください。
その際には、意義・理論的根拠・要件・効果などについて学び、判例・学
説における解釈上の争いについて学ぶことにより、事案に即して考えられ
るようにしてください。
請負契約の危険負担と担保責任について勉強してください。その際には、
意義・理論的根拠・要件・効果、さらには解釈をめぐる判例や学説につい
ても学び、具体的事案に即して考えられるようにしてください。
・親権に関する事例問題を出します。
・（法定）相続人に関する事例問題を出します。
・親権に関する事例問題を出します。
問屋に関する問題
取次に関する問題
問屋に関する問題
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。
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単位認定試験
（筆記）第8回
科

目

名

経済法A
経済法B
経済法

担当教員名 試験場への持込

事業者団体に関する事例問題

多田

テキスト・
指定六法

多田

テキスト・
指定六法

不公正な取引方法の禁止（19条）に関する事例問題

テキスト・
自筆ノート

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

テキスト・
自筆ノート
定規

○中学校社会科の1分野又は高等学校地理歴史科の地理、世界史、日本史
の中から1科目を選択して、自分が授業する場合の1時間分の学習指導
案を板書内容も含めて考えなさい。
○教科書の第7章を参考にして学習指導案の作成について学習しなさい。
○授業を組み立てるには教材が必要です。授業での教材の役割や教材の持
つ意味について考えをまとめておいてください。

社会地歴指導法Ⅰ
田中

社会地歴指導法Ⅱ

重点的学習範囲

不公正な取引方法の禁止（19条）に関する事例問題

23

単位認定試験（筆記）第9回
第９回
（２月21日実施分） 担当教員による学習上のアドバイス
科

目

名

担当教員名 試験場への持込

英語Ⅲ①

ショート

不可

英語Ⅲ②

髙波

テキスト・
自筆ノート

現代日本文学A
早川
現代日本文学B

スポーツ健康科学講義

金田

日本文学文化概説B②

・テキスト（Different Realities）のChapter 7, 9から出題します。
・分からない単語が無いよう、辞書でしっかり調べておきましょう。
・英文訳も出題します（各Chapterから3題ずつ）

テキスト・
教材プリント

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

不可

テキストの第2章、第3章と第7章、第8章を中心に、復習をしておいて下
さい。
教科書の第十章から出題します。文中で言及されている文学テクスト、作
家、用語、事項について自分で調べ、しっかりと内容を理解しておいてく
ださい。とくに「相関文化」とはどのような歴史的背景から説明できるか、
考えてください。

テキスト・
自筆ノート・
教材プリント 教科書の第十四章から出題します。文中で言及されている文学テクスト、
作家、用語、事項について自分で調べ、しっかりと内容を理解しておいて
ください。とくに「曖昧性」や「テクスト」「脱構築」という用語の意味
するところについて、よく考えてください。

古典文法A
田貝

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

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

日本文学文化概説A②
石田

重点的学習範囲

不可

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

古典文法B

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

古典文法

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

田貝

古代日本文学史A
池原
古代日本文学史B

作家作品研究
（中古）
A
大野
作家作品研究
（中古）
B

不可

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

テキスト・
自筆ノート・
教材プリント・
指定テキスト
（『日本古典文学史』）の50〜96ページ（第二章）が試験範囲で
採点済リポート
す。左記の物が持込可ですが、事前に該当範囲を確認してください。とく
に、
『古今和歌集』編纂までの和歌史と『古今和歌集』自体、また『源氏
物語』前後の物語に関して出題します。事前の予習を怠らないでください。
試験問題は、リポート課題、スクーリングの講義内容から出題されます。
テキストを通読し、シラバスの解説などもよく理解しておいてください。
なお、添削済みのリポートおよびリポートの採点文、スクーリング時の配
布プリントは持ち込み可とします。

テキスト・
自筆ノート・
教材プリント 試験問題は、リポート課題、スクーリングの講義内容から出題されます。
テキストを通読し、シラバスの解説などもよく理解しておいてください。
なお、添削済みのリポートおよびリポートの採点文、スクーリング時の配
布プリントは持ち込み可とします。
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単位認定試験
（筆記）第9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

作家作品研究
（近現代）A
宮内

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。
『吉野葛』『蘆刈』『春琴抄』を読んでください。谷崎潤一郎が、『吉野葛』
『蘆刈』
『春琴抄』を書いた時代について、谷崎潤一郎の伝記を調べ、谷崎
がどのような状況で書いたのか、調べてください。また、日本史の本で、
これが発表された昭和6年から8年の政治・経済等の時代背景を調べてく
ださい。作家の伝記や、時代背景から、作品の成立と関係がありそうなこ
テキスト・
とを取り上げて、その関連について考えておいてください。
自筆ノート
『草迷宮』には夢幻能のような構想が見て取れる、とされています。どう
してそのように言われるのか。夢幻能について調べ、『草迷宮』をそれに
あてはめて考えてみましょう。シラバスにあげた参考文献も活用してくだ
さい。

作家作品研究
（近現代）B

作家作品研究
〈近現代〉

重点的学習範囲

宮内

テキスト・
自筆ノート

日本の伝統行事A
久野

自筆ノート

①『吉野葛』『蘆刈』『春琴抄』を読んでください。谷崎潤一郎が、『吉野
葛』
『蘆刈』
『春琴抄』を書いた時代について、谷崎潤一郎の伝記を調べ、
谷崎がどのような状況で書いたのか、調べてください。また、日本史の
本で、これが発表された昭和6年から8年の政治・経済等の時代背景を
調べてください。作家の伝記や、時代背景から、作品の成立と関係があ
りそうなことを取り上げて、その関連について考えておいてください。
②『草迷宮』には夢幻能のような構想が見て取れる、とされています。ど
うしてそのように言われるのか。夢幻能について調べ、『草迷宮』をそ
れにあてはめて考えてみましょう。シラバスにあげた参考文献も活用し
てください。
テキスト『年中行事読本』冬の巻、及び『シラバス』にあげた参考書・事
典などで、「初詣」について理解を深めてください。その観点から、あな
たの家や地域での初詣について捉えてみましょう。観光的に訪れる寺社参
詣も学習対象に含みます。現代のわれわれが、初詣に行って、参拝・お
札・縁起もの・おみくじなどに対してどんなことをして、どんな意味を与
えているかを客観的に捉えてノートにまとめましょう。事前に調べたノー
トの持ち込みは可です。

日本の伝統行事B

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

日本民俗学A

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

久野

全て可

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

日本民俗学B

国語科指導法Ⅱ

図書館情報資源概論
図書館資料論
憲法A
憲法B

笠井

今年度のリポート課題、スクーリングの学習内容をよく復習しておくこと。
特に、教材研究については〔リポート課題への取り組み方〕に記した各点
をしっかりと理解し習熟しておくこと。持込可とするテキストは以下の2
テキスト
冊。
（右記の二冊）
・田近・鳴島編著『中学校・高等学校 国語科教育法研究』東洋館出版社
・長沼行太郎他編『新編国語総合 言葉の世界へ』教育出版（文部科学省
検定済教科書）

大塚

不可

名雪

指定六法

テキスト全体より幅広く出題します。図書館情報資源の特性をまとめてお
いて下さい。図書館の各業務（資料の収集と蓄積・保管・評価のプロセス
やメディア変換など）についても整理し、理解しておいて下さい。日本の
商業出版と流通についてもまとめておいて下さい。
基本的人権から2問出題。
統治機構から2問出題。
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単位認定試験（筆記）第9回
第９回
（２月21日実施分）
科

目

名

担当教員名 試験場への持込

憲法
刑法Ⅰ部
（総論）
A
刑法Ⅰ部
（総論）
B
刑法Ⅰ部
（総論）

名雪

指定六法

小坂

不可

小坂

不可

民法Ⅰ部
（総則）
A
小林（秀）

指定六法

小林（秀）

指定六法

武藤

指定六法

武藤

指定六法

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

民法Ⅳ部
（債権各論）
A
芦野

指定六法

芦野

指定六法

中村

指定六法

中村

指定六法

遠藤

指定六法

遠藤

指定六法

堀口

指定六法

堀口

指定六法

井上

指定六法

井上

指定六法

民法Ⅳ部
（債権各論）
B

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

重点的学習範囲
基本的人権から1問出題。統治機構から1問出題。
被害者の同意
共謀共同正犯
共謀共同正犯
課題を中心に復習し、あわせてテキスト（p.1〜p.156）を熟読しておくこ
と。
課題を中心に復習し、あわせてテキスト（p.157〜p.260）を熟読しておく
こと。
課題を中心に復習し、あわせてテキストを熟読しておくこと。
暴行罪、傷害罪
財産犯総論、窃盗罪（特に、「死者の占有」）
2問中1問選択
1. 逮捕・監禁罪
2. 詐欺罪、強盗罪
賃貸借契約における無断転貸における解除とその制限について勉強してく
ださい。その際には、意義・理論的根拠・要件・効果などについて学び、
判例・学説における解釈上の争いについて学ぶことにより、事案に即して
考えられるようにしてください。
不法行為の責任追及の期間制限（民法724条）について勉強してください。
その際には、期間の性質、起算点について、関連する判例・学説について、
意義・理論的根拠・要件・効果・結論などを学び、具体的事案に即して考
えられるようにしてください。
不法行為の責任追及の期間制限（民法724条）について勉強してください。
その際には、期間の性質、起算点について、関連する判例・学説について、
意義・理論的根拠・要件・効果・結論などを学び、具体的事案に即して考
えられるようにしてください。
・親権に関する事例問題を出します。
・（法定）相続人に関する事例問題を出します。
・親権に関する事例問題を出します。
物品運送に関する問題
荷為替に関する問題
物品運送に関する問題
課題1に対応
課題1に対応
課題1に対応
課題1から課題2について十分に復習をしておくこと。
課題1から課題2について十分に復習をしておくこと。
課題1から課題4について十分に復習をしておくこと。
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単位認定試験
（筆記）第9回
科

目

名

経済法A
経済法B
経済法

担当教員名 試験場への持込

私的独占の禁止、不当な取引制限の禁止に関する事例問題

多田

テキスト・
指定六法

多田

テキスト・
指定六法

不公正な取引方法の禁止（19条）に関する事例問題

テキスト・
自筆ノート

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

テキスト・
自筆ノート
定規

○授業の方法には、講義以外にも様々な方法が考案されています。各授業
方法について、①授業の進め方、②授業のねらい、③実施上の注意点を
学習しなさい。教科書の第5章も参考になります。
○高等学校地理歴史科の地理、世界史、日本史から1科目を選び、教科書
や学習参考書を参照して授業の計画が立てられるように、その科目の章
立てや内容の構成をよくまとめておきなさい。

社会地歴指導法Ⅰ
田中

社会地歴指導法Ⅱ

重点的学習範囲

不公正な取引方法の禁止（19条）に関する事例問題
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単位認定試験（筆記）第7回・第8回・第9回

教員による学習相談
単位認定試験
（筆記）実施当日、各試験会場にて下記の試験監督教員による学習相談を受け
付けます。
この相談は日頃学習をおこなう上で疑問や不安に思っていること等を試験監督担当の各学
部教員と個別に相談することができます。相談希望者は、必ず下記学習相談申込期間内に通
信教育課に次頁の「学習相談申込書」をFAX（03−3945−7584）してください。
当該会場における事前相談申請者がいない場合および単位認定試験受験者がいない場合に
は学習相談は実施しませんので、あらかじめご承知おきください。
なお、実施の有無については、試験日の１週間前に通信教育課に電話もしくはメールにて
お問い合わせください。
・学習相談日時：第７回 12月19日（土） 10：30～11：30
・学習相談申込期間：11月28日（土）〜12月12日（土）
会

場

東京会場
（白山キャンパス）

対応教員〔専攻〕

対応教員の担当科目

朝比奈 美知子
〔比較文学文化〕

比較文学文化演習Ⅰ
比較文学文化特講ⅠＡ
比較文学文化特講ⅠＢ
比較文学文化特講Ａ
比較文学文化特講Ｂ

・学習相談日時：第８回 2016年１月30日（土） 10：30～11：30
・学習相談申込期間：１月１日（金・祝）〜１月15日（金）
会

場

対応教員〔専攻〕

東京会場
（白山キャンパス）

朝倉 輝一
〔哲学〕

仙台会場
（ショーケー本館）

松田 正照
〔刑事訴訟法〕

名古屋会場
（㈶愛知県青年会館）

山本 亮介
〔日本近現代文学〕

対応教員の担当科目
哲学Ａ
哲学Ｂ
刑事訴訟法Ａ
刑事訴訟法Ｂ
刑事訴訟法
近現代文化論Ａ
近現代文化論Ｂ
基礎ゼミナール③
基礎演習③

・学習相談日時：第９回 2016年２月21日（日） 10：30～11：30
・学習相談申込期間：１月26日（火）〜２月８日（月）
会

場

東京会場
（白山キャンパス）

対応教員〔専攻〕

対応教員の担当科目

山中 悠希
〔中古散文〕

古典文学文化演習Ⅱ④
古典文学文化演習Ⅲ④
日本文学文化と風土Ａ
日本文学文化と風土Ｂ
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単位認定試験
（筆記）第7回・第8回・第9回
年
いずれかの希望の
日程に○をつける

第7回

12/19（土）

第8回

1/30
（土）

月

日

提出

第9回

2/21
（日）

学習相談申込書
学部・学科
氏

学部

名

7

学籍番号（10ケタ）
現

学科

住

所

〒

電話番号（日中連絡がつく番号）
メールアドレス（ある場合）
相談希望会場

会

場

相談内容
（学習に関する相談事項を具体的に書いてください）

※A４サイズに拡大コピーをし、記入後、FAXにて送信してください。【FAX：03（3945）7584】
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スクーリング
冬期１期スクーリングについて
冬期１期スクーリングを下記の要領で実施します。 受講希望者は学習内容すべてを
ToyoNet-G「シラバス・教員プロフィール」で確認し、下記の要領にしたがって申込手続を
してください。
◇開講日程

2016年１月９日（土）・10日（日）・11日（月・祝）

◇開講科目
単位

科目名

スクーリング
区分

教員名

配当 スクーリング
学年
コード

授業コード

2

全体部

川久保篤志 1〜4 5001313561 Y713561010

1

全体部

1〜4 5001406241 Y706241010

スポーツ健康科学実技A④ 注1） 2

全体部

スポーツ健康科学実技B④

2

全体部

1〜4 5001306124 Y706124010

コンピュータ・リテラシィ② 注2） 2

全体部

上松恵理子 1〜4 5001304012 Y704012010

基礎ゼミナール②

2

全体部

2

全体部

1

全体部

2

後半部

法制史
（日本）
A

2

全体部

法制史
（日本）

4

前半部

国際法B

2

全体部

国際法

4

後半部

知的財産権法B

2

全体部

知的財産権法

4

後半部

国語科指導法Ⅱ

2

全体部

教育方法研究（情報機器の活用を含む）② 注2） 2

全体部

教育方法研究（情報機器の活用を含む）②

2

全体部

2

全体部

地誌学B
スポーツ健康科学実技BB

注1）

注1）

基礎演習②
情報資源組織演習B②
資料組織演習②

注2）

注2）注3）

注2）

教職実践演習
（中・高）
② 注4）

谷釜

尋徳 1〜4 5001306114 Y706114010

1

5001316212 Y716212010

1

5001315012 Y715012010

原田

香織

深水

浩司

後藤

武秀

齋藤

洋

安藤

和宏

笠井

正信 3〜4 5001309591 Y709591010

長谷川勝久
下田

好行

1〜4 5001419632 Y719632010
2〜4 5001219232 Y719232010
1〜4 5001341761 Y741761010
1

5001141091 Y741091010

2〜4 5001341871 Y741871010
3〜4 5001241221 Y741221010
3〜4 5001341931 Y741931010
3〜4 5001241191 Y741191020
3

5001309312 Y709312010

3

500130931A Y709312020

4

5001309662 Y709662010

注１）スポーツ健康科学実技BB・A④・B④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. 32参照）
で行います。
注２）P Cにログインするために、ID・パスワードが書かれた「東洋大学情報システム利用通知書」を使用しますの
で、当日必ず持参してください。
注３）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、週末4期の「資料組織演習②」
（前半部）を受講している必要があります。
・「資料組織演習②」の受講には、次の条件があります。
⇒スクーリング申込時までに「資料組織概説」のすべてのリポートまたはメディア授業に合格していること。
注４）受講者には、４月末に受講許可の通知をToyoNet-Gのお知らせに配信しています。
受講許可者以外の受講はできません。
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冬期1期スクーリング
◇授業時間

９：00〜16：15（1時限
3時限

９：00〜10：30、２時限

13：00〜14：30、４時限

10：40〜12：10、

14：45〜16：15）

なお、４時限目終了時に、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。
※2015年度より４時限目以降の授業時間帯が変更になりました。
◇開 講 地

東洋大学

白山キャンパス（P.14）・総合スポーツセンター（P.32）の地図

※教室は、受講者宛に１月６日（水）よりToyoNet-Gの「お知らせ（教務関係）」
に掲出します。
◇申込期間

12月15日（火）〜12月21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
（ToyoNet-G）
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、
希望するスクーリングを申請します。
②「スクーリング情報一覧」をクリックし、
スクーリング受講票を印刷します。
（「◇注意事項２.」参照）

◇注意事項
１．スクーリングは３日間の終日にわたる集中授業の全時間に出席が必要です。
２．スクーリング受講票は、12月23日（水・祝）より出力可能です。
受講許可は、受講票の出力をもって有効となります。
３．入学年度のカリキュラムによって受講科目の名称が変わります。
受講申込においては、ToyoNet-G「履修登録確認表（通信）」より履修登録科目を
確認のうえ、間違いのないように申し込んでください。
４．申込手続を行っていない場合は、いかなる理由があっても受講できません。また、
申込期間終了後の受講申込については受付できませんので、余裕をもって申込手
続を行ってください。
５．手続後の科目変更は、いかなる理由があってもできません。
６．履修登録をしていない科目は、受講できません。

31

冬期1期スクーリング
７．
「スポーツ健康科学実技ＢＢ・Ａ④・Ｂ④」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
（下記案内図参照）へ集合し
てください。
・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。
◇会場案内図
東洋大学白山キャンパスの地図はP. 14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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スクーリング

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

科

目

コンピュータ・リテラシィ②
冬期１期
（１月９日・10日・11日）

情報資源組織演習Ｂ②
資料組織演習②（後半部）
教育方法研究（情報機器の活用を含む）②

教

員

名

上松恵理子
深水

浩司

長谷川勝久

「東洋大学情報システム利用通知書」を使用するスクーリングについて
パソコン教室を使用するスクーリング科目（上表参照）では、パソコンにログインするため
に、ID・パスワードが書かれた「東洋大学情報システム利用通知書」を使用しますので、当
日必ず持参してください。紛失等で再発行が必要な場合は東洋通信10月号P. 80〜81の「情
報システム利用通知書の再発行について」を確認してください。

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

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

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

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

学部

リ

ガ

ナ

２． 氏
３． 生

年

月

４． 年
５． 緊

名



日

西暦

年

連

絡

先

月

日

歳

齢
急

年

7

学 籍 番 号（1 0 桁）
フ

学科

TEL

（

）


（スクーリングに参加していることを知っていること）

緊 急 連 絡 者 氏 名
６． 血
７． 持

液
病

な



型

RH

ど



８． か か り つ け 病 院 な ど

続柄
型

病院名
TEL

９． 常

飲

薬

な

ど

（

）




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

※症状等所見欄
（ここには何も書かないこと）
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重要なお知らせ【再掲】
重要なお知らせ

図書館司書資格科目の閉講について 2004～2011年度カリキュラム履修生対象
2012年４月から施行されました「図書館法施行規則の一部を改正する省令」以前の法令
に基づいて開講された本学開講科目について、通学課程の2008～2011年カリキュラムの
終了・閉講に伴い、以下の科目を2016年３月31日付けで閉講することになりました。
速やかに学習を進め、単位を修得してください。
以下の本学開講科目（13科目26単位）
をすべて修得しなければ、司書資格が無効になりま
すので、ご注意ください。
2011年度以前（改正省令前）の本学開講科目
区分

科目名

単位数

必修

生涯学習概論

2

必修

図書館概論

2

必修

図書館経営論

2

必修

図書館サービス論

2

必修

情報サービス概説

2

必修

児童サービス論

2

必修

レファレンスサービス演習・情報検索演習※

2

必修

図書館資料論

2

必修

資料組織概説

2

必修

資料組織演習※

2

必修

専門資料論

2

選択

図書及び図書館史

2

選択

コミュニケーション論

2

必要単位数合計

26単位

※スクーリング必修科目受講時の注意
・2012年３月以前より在籍している学生は、
「資料組織演習」
（２単位）を修得するためには、
「資料組織演習
（前）
」と「資料組織演習
（後）」のスクーリングを両方受講し、合格する必要
があります。
また、
「資料組織演習」を受講するには、スクーリング受講申請時までに「資料組織概
説」のすべてのリポート課題またはメディア授業に合格していなければなりません。
・
「レファレンスサービス演習・情報検索演習」
（２単位）を修得するためには、
「レファレンス
サービス演習・情報検索演習（前）」と「レファレンスサービス演習・情報検索演習（後）」
のスクーリング両方を受講し、合格する必要があります。
また、
「レファレンスサービス演習・情報検索演習」を受講するには、スクーリング受講
申請時までに「図書館概論」および「情報サービス概説」の単位を修得し、かつ「専門資
料論」のすべてのリポート課題またはメディア授業に合格していなければなりません。
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2016年3月卒業予定者の卒業総合面接試験について 前期生対象
卒業論文の提出は、2015年12月９日（水）で締め切ります。卒業論文提出後は、卒業総
合面接試験を必ず受けなければなりません。
卒業総合面接試験とは、①卒業論文そのものに関する口頭試問

②当該学部を卒業する学

力を有するかどうかの試問を指します。
面接では、卒業論文指導教員が皆さんの提出した卒業論文を中心に試問し、審査すること
になっています。どこから質問されても要旨を簡明に答えられるように準備をしておいてく
ださい。面接日には、卒業論文の下書き（コピー）、執筆に使用した資料・文献も２、３持参
するとよいでしょう。
面接日は2016年１月12日
（火）～１月30日
（土）の間で、審査教員が指定した日となりま
す。指定された日時の変更はできませんのでご注意ください。面接日・時間・場所等の詳細
については、12月下旬までに対象者に郵送にて通知しますので、ご確認ください。
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2016年3月までに単位修得を必要とする場合の学習別実施期限について【再掲】
2016年３月までに単位修得を希望する場合、各種学習別の手続きは以下のとおりです。
それぞれの申請・提出期限を確認し、手続きをしてください。
※特に、2016年３月卒業予定者、2016年度教育実習の参加要件取得希望者、科目等履修
生
（前期生）
は十分注意してください。
※次ページ以降の「秋学期のリポート提出期限について」、「リポート・単位認定試験（論文）
提出時の体裁について」、「リポート提出上の注意事項について」もあわせて確認してくだ
さい。
体裁に不備がある場合は、受付することができません。
学習方法
リポート提出
スクーリング

メディア授業

各種期限

注意事項

2016年１月13日（水）
16：45必着分まで

左記の結果確認後、 単位認定
2016年１月９日（土）〜
試験を受験する場合、最終の単
2016年１月11日（月・祝）
位認定試験申請に間に合うよう
【冬期１期受講分まで】
ToyoNet-Gで申請してくださ
2015年12月15日（火）〜 い。
2016年１月８日（金）
【第４回受講分まで】

単位認定試験（筆記）受験

2016年２月21日（日）
【第９回受験分まで】

単位認定試験（論文）提出

2016年２月16日（火）
16：45必着分まで

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

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

2016年１月14日（木）〜３月31日（木）

（受付停止期間中に届いたリポートは、通信教育課で保管できないため返送いたします。）
○単位認定試験（論文）申請・受付停止期間

2016年２月17日（水）〜３月31日（木）

○科目等履修生の履修期間は単年度（１年間）です。履修して単位取得できなかった科目の学
習履歴
（リポート・スクーリング・メディア授業の合格）は、前期生の場合３月31日で無効
になりますのでご注意ください。
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秋学期のリポート提出期限について
秋学期のリポート提出期限は、下記のとおりです。
◆リポート提出期限：2016年１月13日（水）16：45【必着／厳守】
※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 . 37「2016年３月までに単位修得を必要とする場合の学習別実施期限について」も
しくは、４月号P. 55「2015年度の各種期限について」
２）通信教育部ホームページ「シラバス」→「▽資料」項目「学年暦カレンダー」
上記リポート提出期限以降の、リポート申請・提出については以下のとおりです。
■前期
（４月入学）
：正科生の方■
2016年度の「在籍手続」
（４月１日〜）完了後、リポート申請・受付が可能となります。
「在籍手続」の詳細については、『東洋通信』２月号でお知らせいたします。
なお、2016年４月以降は2016年度「シラバス」のリポート課題での学習となります。
2016年度「シラバス」は３月より通信教育部ホームページで公開予定です。
2016年１月13日（水）までに提出できなかったリポートの申請と提出用表紙は無効とな
りますので、改めて「リポート申請」手続きと提出用表紙の出力・添付が必要です。
■前期
（４月登録）
：科目等履修生の方■
2016年３月31日をもって登録期間が終了となります。
そのため、2016年１月14日（木）以降のリポート申請・提出はできません。
引き続き学習を希望する場合は、2016年４月登録生として改めて出願してください。
なお、単位修得に至らなかった科目のリポート・スクーリングおよびメディア授業合格の
履歴は引き継がれませんのでご注意ください。
■後期
（10月入学／登録）：正科生および科目等履修生の方■
2016年４月１日よりリポート申請・受付が可能となります。
ただし、年度単位
（４月〜３月）で「シラバス」が更新となりますので、2016年４月以降
は2016年度「シラバス」のリポート課題での学習となります。
2016年度「シラバス」は３月より通信教育部のホームページで公開予定です。
2016年１月13日（水）までに提出できなかったリポートの申請と提出用表紙は無効とな
りますので、改めて「リポート申請」手続きと提出用表紙の出力・添付が必要です。
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リポート・単位認定試験
（論文）
提出時の体裁について
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. 42を参
照）
。
№

添付内容等

1

表紙

2

原稿用紙

リポート

単位認定試験
（論文）

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

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

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

3 参考文献用紙

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

4 添削指導用紙

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

添付しない（※④）

5 質疑応答用紙

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

添付しない（※⑤）

6

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

その他

※①：ToyoNet-G「シラバス・教員プロフィール」の【リポート課題（Report exercise）】内「ワ
ープロ使用可否」欄参照。
ワープロ使用可の場合：
「可」と表記、ワープロ使用不可の場合：「不可」と表記
※②：指定の解答用紙以外の用紙を使用した場合には受け付けない。
※③：鉛筆または消せるボールペン等を使用すると改ざんされるおそれがあるため、使用した形跡
がみられる場合は、受付をせず、返却する（リポートの場合）。
なお、単位認定試験（論文）は返却しない。あらためて消えないボールペン、ペン等を使用し
て書き直すこと。
※④：解答用紙は返却しないため、添削指導は行わない。試験結果はToyoNet-Gの「学習状況」な
どで確認すること。
※⑤：試験問題に関わる質問は、内容のいかんに関わらず一切受け付けない。
※⑥：不合格リポートの添付がない場合は上表の体裁不備とみなし、受付せずに返却する。
添付する際は、再提出するリポートの下に直前回の不合格リポート一式を重ねてホチキス止
めすること。
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リポートおよび単位認定試験（論文）提出上の注意事項について
次に提出する課題の学習を進めるにあたっての参考とするため、また不慮の郵便事故等に
備えて、作成したリポートおよび単位認定試験（論文）は、必ずコピーをとり、手元に保管し
てください。

テキストが変更された科目について【重要】
下表の科目は、出版社の都合で品切れ・重版未定となりました。
つきましては、代替の図書が指定されています。配本受領の際に確認してください。
今年度
（後期）
新規履修登録をした方で、現在未配本の場合には該当テキストをお送りいた
します。また、継続履修登録の方で紛失等で持っていない場合にはあらためて購入するよう
にしてください。ブックサービス（※）を利用して購入することができます。
なお、以前に配本されたテキストもリポート課題を解答する場合に使用することができま
す。
※ブックサービス：詳細は補助教材『東洋通信』10月号のP. 67「テキスト配本の外部委託
について」を参照してください。
テキスト変更一覧
科目名

担当教員名

現行テキスト

新テキスト

コンピュータ・
リテラシィ②

『例題30＋演習問題70でしっかり学ぶ
『キーワードで学ぶ最新情報トピックス』 Word/Excel/PowerPoint/標準テキス
上松恵理子
日経BP社
ト Windows8/Office2013 対応版』
定平誠 著 技術評論社

韓国文化事情A

金

蘭美 『読める書けるハングル』 国書刊行会

『最新チャレンジ！韓国語』 金順玉・
阪堂千津子 著 白水社

韓国文化事情B

李

勇九 『読める書けるハングル』 国書刊行会

『最新チャレンジ！韓国語』 金順玉・
阪堂千津子 著 白水社

刑法Ⅰ部(総論)A

小坂

亮 『口述

刑法総論』 成文堂

『新版 概説刑法Ⅰ』 中山研一
成文堂

著

刑法Ⅰ部(総論)B

小坂

亮 『口述

刑法総論』 成文堂

『新版 概説刑法Ⅰ』 中山研一
成文堂

著

刑法Ⅰ部(総論)

小坂

亮 『口述

刑法総論』 成文堂

『新版 概説刑法Ⅰ』 中山研一
成文堂

著
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教職パスポートの申請について（教員免許状の取得を希望される方へ）
【重要】
教職課程ではこれまでの「総合演習」にかわり４年次に必修科目として「教職実践演習
（中・高）
」が開講されています。
「教職実践演習
（中・高）
」では、教員免許状を取得するまでの学びの記録を行う『教職パス
ポート』を使用します。
『教職パスポート』は、教職課程の継続的・系統的な学びの流れを記録し、活用するための
ものであり、
「教職実践演習
（中・高）
」ではこの『教職パスポート』の所持・活用が履修条件
となります。
教員免許状の取得を希望し、「教職実践演習（中・高）」の履修を予定している学生は必ず
『教職パスポート』取得申請を行ってください。「教職実践演習（中・高）」は『教職パスポー
ト』がないと受講できません。
なお、
「教職実践演習（中・高）」の受講は東洋大学通信教育課程の教育実習に参加している
こと
（秋実習含む）が要件になっています。
※これまで「総合演習」を修得していない学生で、2015年４月１日以降教員免許状を取
得する場合は、「教職実践演習（中・高）」の履修が必要になります。
対象者については下記方法に従い、『教職パスポート』を申請してください。
教員免許状を取得する上で重要なものとなりますので、紛失や破損のないように自己管理
を徹底してください。
【申請対象者】
教員免許状の取得を希望し、これまで「総合演習」を修得していない学生で、
『教職パスポー
ト』を所持していない者
【申請手順】
任意のA４用紙に「教職パスポート希望」と題し、学部・学科・氏名・学籍番号・日中連絡
先を記入の上、205円切手を添えて通信教育課まで郵送してください。
（通信教育課窓口にて受取の場合は、切手不要です。）
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TA（ティーチングアシスタント）の学習相談および在室時間の変更について
法学部TAの在室曜日・時間帯が2015年11月30日から下記のとおり変更になります。学
習相談等で面談の予約をとる際などには、注意してください。
【変更前】
曜日
月

在室時間帯
11：00～12：00

火

14：00～15：00

担当TA氏名
シ ザワ

マ スミ

始澤

真純

ニシモト

カ ナ

西元

加那

担当学部分野
法学部

法律専門科目

共通総合科目担当

法学部

法律専門科目

共通総合科目担当

【変更後】
曜日
月
火
水
木
金

在室時間帯
14：00～15：00
11：00～12：00
９：30～10：30
10：30～12：00
14：00～15：00

担当TA氏名
ニシモト

カ

ナ

西元

加那

シ ザワ

マ スミ

始澤

真純

ウメモト

ヒト ミ

ヤマガタ

カツヨシ

梅本

山形

サイトウ

齊藤

一美
勝義
リヨウ

諒

担当学部分野
法学部

法律専門科目

共通総合科目担当

法学部

法律専門科目

共通総合科目担当

文学部

近現代文学文化担当

法学部

教職科目担当

文学部

古典文学文化

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

登録情報の変更について
氏名・住所・電話番号・勤務先・保証人など、既に登録している事項に変更が生じた場合
は次の方法で変更手続をしてください。正科生と科目等履修生では手続方法が異なります。
◇正科生：
①住所・電話番号・勤務先の変更……………ToyoNet-Gより変更してください。
②上記以外の変更
（氏名・保証人の変更等）…………通信教育課程ホームページの「申請・届
出」内にある「変更届」に記入し、学生証のコピーを同封の上、お送りください。
◇科目等履修生：
全ての変更………通信教育課程ホームページの「申請・届出」内にある「変更届」に記入し、
学生証のコピーを同封の上、お送りください。
氏名・住所・電話番号はもちろんのこと、勤務先・保証人項目などについても正確な届出
がなされなかった場合、
『東洋通信』発送、個人への連絡等に支障をきたす場合がありますの
で、必ず届け出てください。また、住所変更の際は、郵便局への「転居届」提出も必ず行っ
てください。
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白山キャンパスの通学路案内
スクーリングは主に1号館・５号館・６号館で行います。1号館・５号館へは正門（東門）を
利用し、６号館へは西門を利用してください。白山キャンパス周辺は、住宅街です。近隣住
民の生活環境に迷惑にならないように、十分に配慮してください。歩行中の喫煙は、環境の
美化面および安全面からも社会問題となっています。喫煙は学内の指定された喫煙場所を利
用してください。
また、吸殻のポイ捨ては勿論のこと、空き缶やペットボトルなどのごみ等の投げ捨てもや
めましょう。キャンパス周辺における違法な駐車・駐輪は、近隣および通行人の方々に迷惑
となるばかりでなく危険を伴います。自動車・オートバイ・自転車による通学は禁止です。

白山キャンパスにおけるスクーリング・単位認定試験
（筆記）
の会場表示について
白山キャンパスの教室番号は下記のとおり表示されています。スクーリングや単位認定試
験（筆記）等で使用する教室は、当日、大学受付（各門警備室）や８号館1Ｆ通信教育課前に掲
示等でお知らせいたしますので、必ず確認してください。
《例》
①白山キャンパス

1

1312教室

号館名を表す

3

階層を表す
１号館３階の12番教室を表す
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1

2

教室番号を表す

その他

白山キャンパス停電に伴うネットワーク利用およびシステムの停止について
白山キャンパスの法定停電に伴い、以下の日程でネットワークおよび各システムの利用が
停止となります。
2015年12月26日（土）〜12月27日（日）終日利用停止
○停止するサービス
・ToyoNet-G
・本学ホームページ
（図書館OPACを含む）
・白山PC教室利用・全学PC教室プリンタ印刷不可
※ToyoNet-ACEは利用可能ですが、本学ホームページからのアクセスができません。
メディア授業等でToyoNet-ACEを使用する場合は、下記URLからアクセスしてください。
https://www.ace.toyo.ac.jp/

学生食堂のご案内
白山キャンパスには下記のとおり学生食堂があります。スクーリング等の際は、ご利用く
ださい。
３号館Ｂ１Ｆ、４号館１Ｆ、６号館Ｂ１Ｆ、８号館１Ｆ・Ｂ１Ｆ
※営業時間については、６号館１Ｆに掲示してある学食カレンダーまたはホームページ
（HOME→学生生活→学生生活支援→学生食堂・カフェテリア→白山キャンパス）を参照
してください。

年末・年始事務室休業のお知らせ 【再掲】
事務室休業期間

2015年12月23日（水・祝）〜2016年１月３日（日）

年内の郵便物、窓口等での受付は、下記日程の到着分までといたします。
証明書発行申請、その他申請…………………12月18日（金） 到着分まで
リポート受付、単位認定試験（論文）受付……12月21日（月） 到着分まで
その他、返信の必要なものは、余裕をもって申請手続をしてください。内容によっては、
年明けの返信・回答となる場合がありますので、注意してください。したがって、上記期限
を過ぎて到着した郵便物等の取扱いについては、2016年１月４日（月）以降となります。
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年末・年始事務室休業期間中の「単位認定試験（論文）」受付について【再掲】
2015年12月23日（水・祝）
～2016年１月３日（日）は事務室休業です（P. 44参照）。
ついては、この期間中に到着した「単位認定試験（論文）」の受付についてお知らせします。
〔注〕
「ToyoNet-G」で行う「単位認定試験
（論文）申請」はシステムメンテナンス時（毎週木
曜21：30～23：30）を除き、事務室休業日も利用可能です。
◇事務室休業期間中
（2015年12月23日
（水・祝）〜2016年１月３日（日））に到着した単位
認定試験
（論文）について
2016年１月４日
（月）
より、消印が「提出締切日」内であるかを確認のうえ順次、受け付
けします。
（2016年２月16日

（火）
（秋学期の提出期限）については16：45必着ですので、ご注意く
ださい。P. 37参照）
【注意事項】
「単位認定試験（論文）」は、「提出締切日」が事務室休業中にあたっています。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。１月５
日
（火）
中には変更になります。
※「提出締切日」までに提出（投函）できなかった場合は、再度、受験申請のうえ再受験をし
てください
（試験問題は受験のたびに変更になることがあります）。
 なお、消印が「提出締切日」を経過している場合は、いかなる理由があっても受け付け
ません。提出締切期限には、余裕をもって投函するようにしてください。
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2015年9月期卒業生卒業論文題目一覧
2015年９月19日に学位記授与式・卒業式および証書授与式が挙行されました。
通信教育課程からは文学部９名、法学部２名が晴れて卒業生となりました。
卒業された皆さんの卒業論文の題目および指導・審査教員は下表のとおりです。
文学部

日本文学文化学科
卒業論文題目

山東京伝研究

指導・審査教員

─『心学早染草』の心学を中心に─

中山

尚夫

近世文化における道具と色

中山

尚夫

愛知県三河地方の方言について

岡崎

友子

オノマトペの研究 ─北米マンガ市場にみる英語版マンガのオノマトペの推移─

岡崎

友子

阿仏尼研究

原田

香織

万葉の梅

菊地

義裕

山崎

甲一

河地

修

菊地

義裕

夏目漱石『こころ』研究
王朝文化について

─『源氏物語』の書道観を中心に─

日並皇子挽歌の研究
法学部

─「私」と「先生」の関係について─

─律令国家形成期と人麻呂の殯宮挽歌─

法律学科
卒業論文題目

障害者と権利

指導・審査教員

─生存権が問題になった２つの最高裁判例を中心に─

危険運転致死傷罪について
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宮原

均

武藤

眞朗

トピックス
トピックス

2016年度入学説明会のご案内
東洋大学では下記のとおり2016年度入学（４月・10月）に向けた説明会を行います。通
信教育課程の仕組み・学習内容・教員免許状や諸資格取得方法等についての説明・ご相談に
応じますので、お知り合いの方で、通信教育課程の入学をご検討される方がおられましたら、
お気軽にお越しくださるようお伝えください。
なお、入場は無料で事前申込も不要です。時間内に直接会場へお越しください。
◆東洋大学主催（会場＝文京区白山）
開催月日（曜）

時

間

会場所在地

アクセス

１月30日（土） 11：00〜15：00
★３月29日（火） 10：30〜14：20
★６月12日（日） 10：30〜15：20
●７月17日（日） 11：00〜15：00
●８月20日（土） 11：00〜15：00

都営地下鉄三田線「白山」駅下車
東京メトロ南北線「本駒込」駅下車
文京区白山５－28－20 いずれも徒歩５分
JR山手線「巣鴨」駅より都営バス５分
「東洋大学前」下車すぐ

●９月10日（土） 11：00〜15：00

★：“学び”LIVE模擬授業にて、通信教育課程のコーナーを設置して説明会を行う予定です。
●：オープンキャンパスにて、通信教育課程のコーナーを設置して説明会を行う予定です。
上記以外においても事前にご連絡いただければ、通信教育課にて随時ご相談に応じます（土・
日・祝日を除く）。
＊それぞれの開催日時等は変更になる場合があります。実施月の初旬頃に以下のホームペー
ジでご確認ください。
URL

https://www.toyo.ac.jp/site/tsushin/

◆１月30日
（土）について
開催場所・内容・説明者等
場

所

内

容

学部・学科の説明や学習に関する相談
教職・諸資格関係の説明や相談
入学等に関する全般的な相談
８号館１階
通信教育課前
ロビー

【配布物】
『入学案内』、『募集要項』
【閲覧資料等】
テキスト、使用教材等の展示
卒業論文の模範例紹介（寄贈現物）
学部、大学院、科目等履修生関係募集要項
公開講座関係資料
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説明者等
教員、TA
教員、職員
職員

トピックス
◆合同入学説明会
（私立大学通信教育協会主催）
開催月日（曜）

時

間

会

場

名

会

場

所

在

地

【東京会場】
１月31日（日）

11：00〜16：00

東京国際フォーラム
ホールB7

千代田区丸の内３−５−１

２月13日（土）

12：00〜17：00

新宿エルタワー 30階
サンスカイルーム

新宿区西新宿１−６−１
新宿エルタワー30F

【横浜会場】
２月 6日（土）

12：00〜17：00

横浜新都市ビル
横浜市西区高島２−18−１
（そごう）9階 新都市ホール

【埼玉会場】
２月28日（日）

11：00〜16：00

大宮ソニックシティB1階
第１展示場

さいたま市大宮区桜木町１−７−５

12：00〜17：00

名古屋国際会議場

名古屋市熱田区熱田西町１−１

11：00〜16：00

梅田スカイビルタワー
ウエスト10階

大阪市北区大淀中１−１−30

【名古屋会場】
２月 6日（土）

【大阪会場】
２月 7日（日）
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トピックス

大学院文学研究科
《日本文学文化専攻》※通学制について
本学は、11学部を擁する総合大学にふさわしく、10研究科からなる大学院を設置してい
ます。文学部に相応する大学院を文学研究科と称し、日本文学文化学科に連携する専攻とし
て、日本文学文化専攻（白山キャンパス・セメスタ昼間開講・通学制）が設置されています。
学部までの学問に加えて、さらに研鑽を積み研究者としての志を果たそうとする人、大学
院でなければ取得できない上級の教員免許状（専修免許状※一種免許状取得者に限る）取得を
目指す人、生涯にわたる研究や学習で、自己開発、自己向上を目指す人等、その進学動機は
様々ですが、少人数による徹底的な研究、教育を、教授と院生とが膝を突き合わせ一体とな
って実践しています。

大学院
文学部

分

文学研究科

※通学制
日本文学文化専攻（博士前期課程）

野

近現代文学文化

指

日本語学（古典語）

導

学位取得

近世文学文化

究

中世文学文化

学位論文

研

中古文学文化

入学者選抜（※学内推薦・一般・社会人・外国人留学生）

日本文学文化学科・その他

上代文学文化

日本語学（現代語）
隣接領域科目
比較文学文化科目

専修免許状取得
※一種免許状取得者に限る

※学内推薦について
成績基準：在学生…評定4.5以上
（３年次までの成績）
卒業生…評定4.5以上・卒論ＳまたはＡ
成績確認：12/ 1～12/17
出願期間： 1/ 6～  1/14
試 験 日： 2/13
詳細は、大学院教務課
（８号館４階）
に問い合わせてください。
TEL：03−3945−7250
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通信教育部長祝辞


通信教育部長

千

艘

秋

男

本日は文学部長の矢口悦子先生、法学部長の櫻本正樹先生のご列席を賜り、ここに平成27
年９月期卒業生の「学位記授与式並びに卒業式」を挙行するに当たり、晴れてご卒業の栄誉
を担われた皆さまに対し、本学の通信教育に関わる教職員を代表いたしまして心からお祝い
を申し上げます。
本日は文学部日本文学文化学科９名、法学部法律学科２名の計11名の皆さまが卒業になら
れました。誠におめでとう存じます。本日を迎えるまでに、皆さまは様々なご苦労がありな
がらも、弛まぬご努力をもって見事にこの栄誉を勝ち取られたことに思いをいたし、心から
深甚なる敬意を表すものであります。
さて、学祖井上円了先生が私塾「哲学館」を創立されましたのは明治20年、今から128
年前の９月でした。その後、
「哲学館大学」から「私立東洋大学」へと、さらに戦後の新たな
学制のもとに「東洋大学」と名称が変更になってから今日まで、学祖の精神を継承しての教
育がなされているわけであります。
また、今から51年前に遡った昭和39年、本学に通信教育部が文部省から正式に認可され、
設置されました。我が国は高度経済成長期の後半に入り、昭和39年には東京で第18回オリ
ンピックが開催された年であり、本学では、22代学長の佐久間鼎先生、それから23代、24
代学長の矢野峰人こと禾積先生のもとに大学の整備がなされていた時代でした。戦後の新た
な学制のもとで文学部が昭和24年に新しいスタートを切り、翌年には経済学部、さらに昭和
30年代に法学部、社会学部、工学部が設けられ、まさに念願の通信教育部が設置されて、そ
れまで単科大学の観を呈しておりました東洋大学が、新しい総合大学に発展していく、その
ような時代でした。我が国では、本学をはじめ各大学が教育の門戸の開放へ、つまり学問の
機会のさらなる拡充に力を傾注していた時代でもありました。
学祖井上円了先生は「余資なく、有暇なき者」のために、明治20年に哲学館を創設され、
翌年には早くも「館外員制度」を布いて「講義録」を配布されました。それはまさに今日の
通信教育制度の先駆けを成すもので、現在の通信教育課程に継承されていると申せましょう。
まずは文学部国文学科、そして２年後に法学部法律学科の参加があり、２学部２学科の体制
で今日まで継続されて参りました。昨年50周年の節目を迎え、今後も我々は井上円了先生の
理念を受け継ぎ、色々な社会状況の変化に対応し、さらに色々な改革を施しつつ東洋大学の
通信教育課程を発展させていければ、と思量する次第でございます。
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そして今日でもそれを踏襲しつつ、リポートとスクーリングとを基幹としての通信教育が
展開されているわけであります。通信教育課程と通学課程とでは学び方に大きな相違点があ
ります。それは自主性・主体性が求められるということであります。日常的にキャンパスに
通う通学課程の学生と異なり「いつでも、どこでも学びうる」という学習形態のかげには、
並々ならぬご努力が必要であり、多くのご苦労とがあったことでしょう。つまり自らが自主
的に学ばないと、皆さまは学位取得と卒業という今日の栄誉を得られなかったはずです。皆
さまは、平素弛まぬ努力を重ねられ、強い意志を持続されて精進されたからこそ、本日この
栄冠を勝ち取られたものと確信いたし、重ねて衷心より敬意を表したいと存じます。
皆さまが、栄誉を担われたのはご自身のご努力の賜物であることは言うまでもないのです
が、お一人お一人事情は異なるものの、皆さまの学びを支援してくださったご家族の方をは
じめ身近な方々のご理解とご協力とがあったことでございましょう。その方々に、ぜひとも
改めて感謝のお気持ちを表していただきたいと存じます。
皆さまの今日までの学びは、井上円了先生の言う「向上門の哲学」を修得することが主で
あったかと存じますが、今後は「向下門の哲学」を思量され、実践して頂けたらと存じます。
つまり、学校教育から社会教育へ視野を拡大して頂くことであります。皆さまが修得された
学問は皆さまご自身のものでありますけれども、修得されたその高い学識や深い造詣を自ら
だけに収めておかれることなく、これからは皆さまの身近な方々、あるいは地域の、さらに
多くの方々に施していただけたらと思うのです。それは、井上円了先生の精神にも適うので
はないかと考えております。皆さまの学びは今日で終わったわけではなく、また新たな学び
が始まるのだろうと思われます。どうぞ皆さまご健康に留意されて、ますますご精進くださ
いますようお祈りいたします。そして多くの方々にも幸せをお分かちいただきたい、このよ
うに切望するところでございます。
最後になりますが、今日ご列席の皆々様のますますのご健勝とご活躍とを、また本学の通
信教育部、ひいては東洋大学のさらなる発展を祈念いたしまして、私の挨拶といたします。
本日は、ご卒業誠におめでとう存じます。
2015年９月19日
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学生代表謝辞
通信教育課程卒業生代表
本日の卒業にあたり、通信教育課程

吉

川

栄

子

文学部９名、法学部２名、計11名の卒業生を代表

し、謝辞を述べさせていただきます。
本日は厳粛かつ心に残る式典を挙行していただき、誠にありがとうございます。また、ご
多忙の中、大学関係者皆様のご出席を賜り、卒業生一同、心より厚く御礼申し上げます。
爽やかな秋空が広がるこのよき日に、卒業を迎えることができましたことは、私たちにと
りまして感慨無量の喜びであります。そして、今日を迎えることができましたのも、偏にご
指導、ご助言を下さった先生方をはじめ、事務局の皆様のおかげと感謝しております。
私たちは、入学の動機も学習目的も異なり、年齢も職業も様々でありますが、この東洋大
学通信教育課程で学び、共に励んでまいりました。
入学当初は学習方法も分からず、リポートもなかなか思うように書けず、悩み、焦り、試
行錯誤の日々が続きました。また、多くの学生は仕事などの日程を調整し、スクーリングへ
参加いたしました。先生方から直接ご指導を受けることができるスクーリングは、学習する
ことの喜びと意欲を頂けるものでありました。学習方法や取り組み方を含め、熱心にご指導
をいただきました先生方には大変感謝しております。
通信教育では受け身の学習ではなく、自ら積極的に学ぶ姿勢が必ず必要であります。学習
していく中で、継続することの重要さ、そして学習意欲を維持する難しさを痛感いたしまし
た。
私は６年前の平成21年秋、東洋大学に入学いたしました。仕事をしながらで単位取得が難
しかった２年半。視力の低下により退職した後、通年スクーリングの１限と７限に出席する
ために、朝７時前に家を出て夜11時過ぎに帰宅する日々を２年間続けました。最後の１年
は、家庭の事情や入院・手術を経て、なんとか卒業論文と教育実習の時間を捻出いたしまし
た。たくさんの経験をさせていただいたこの６年間は、充実した貴重な日々でした。卒業を
前にして、自分のためにこんなにたくさんの時間を使うことができた環境を感謝しておりま
す。また、リポート学習や卒業論文、教育実習において、一生懸命やれば必ず壁は乗り越え
られることを実感することができました。東洋大学での経験は、未熟な私にやればできると
いう自信をつけさせてくれました。本日卒業できることは言葉にならないほどの感動であり
ます。
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そしてこの卒業を迎えることができたのは、共に困難を乗り越えてきた、かけがえのない
学友と素晴らしい先生方に出会うことができたおかげだと思っております。また、学習する
ことを応援してくださった方々や家族の協力があったからこそ成し遂げられたものでありま
す。
本日、卒業を迎え、東洋大学での学業は一区切りいたします。しかし、人生は生涯学習で
あり、私たちはこれからも学習し続けるでしょう。卒業後は、それぞれの道を歩んでいきま
すが、この東洋大学で学ぶことができたことを誇りに思い、これからの新しい生活に生かし
ていきたいと思っております。
最後になりましたが、今日までご指導くださいました先生方、大学生活を支えてくださっ
た事務局の皆様の、ご健勝とご多幸を、そして、東洋大学の益々のご発展を祈念いたしまし
て、私たち卒業生の謝辞とさせていただきます。
本日は誠にありがとうございました。
2015年９月19日
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（順不同
卒業生のことば
（2015年9月期卒業）

敬称略）

※卒業生９名がメッセージを寄せてくださいました。
ようやく迎えることができた卒業。自分の腑甲斐無さに落ち込ん
だりもした。スクーリングを通じ、知り合った学友たちの励ましに

川

幡

朋

子

何度も助けられた。途中で諦め投げ出さなくてよかったと思う。自
分で始めたこと、自分の歩みで進むのが一番である。為し遂げたと
きの充実感、達成感は自分の力となる。これまでお世話頂きました
皆様に、感謝申し上げます。

はじめに、卒業論文の指導をしてくださった岡崎先生に感謝を申
し上げます。また、東洋大学の先生方および事務員の方に感謝を申
し上げます。
在学中は、長い暗いトンネルを歩いているようでしたが、いつか
光が見えることを信じ今日まで諦めずにいました。トンネルの中で

アーニイ ユリヤ

は、不安ばかりではなく、学ぶ喜びを得たことや知識を深めること
ができました。今後もこれらを糧に成長し続けたいと思います。

「君達は何も知らないんだな」ある人から言われたその言葉から、
まずは日本を知ろうと東洋大学に入りました。卒業までに７年半か
かりましたが、多種多様の知識が自分の中で繋がる喜びを知る事が
でき、良かったです。
ここに至るまでに学友や事務所の方々、諸先生方には大変お世話
になりました。本当に有り難うございました。在校生の皆様に一つ
だけ助言を送ります。
「１行だけ」でも書いてみて下さい。まずはそ

吉

田

信

子

れだけで十分です。
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こんなこともわからないのかと涙ぐんだ日々や、学友と美術館や
能楽堂に行き、時間が経つのも忘れておしゃべりしたことが懐かし

吉

川

栄

子

く思い出されます。いろいろなことに感動することができました。
東洋大学での経験はこれからの人生の指標になってくれると思いま
す。東洋大学通信教育学部生として在学できて幸せでした。先生方
をはじめすべての方々に感謝いたします。ありがとうございました。

まずもって、卒論をご指導いただきました山崎甲一先生に心より
感謝申し上げます。また、スクーリング等でご指導くださいました
諸先生方、ならびに一緒に学んだ皆さん、励ましの言葉をくださっ
た諸先輩方、大変お世話になりました。スクーリングは良い刺激と
なり、やる気を起こさせてくれました。当初の目標どおり、国語と

柴

田

甚

一

書道の教員免許を取得して卒業できたことをとてもうれしく思いま
す。皆さんも卒業目指し頑張ってください。

リポートの困難は尽きず、課題の意図に数週間を費やし、文章が
書けず宙を眺めることはざらでした。ですが挫けず諦めず時間をか
けたリポートは全ての課題へと繋がり、学習の楽しさに気付いた時、

藤

田

理

佳

卒業となっておりました。
卒業論文の指導をして下さった河地先生、教育実習時、励まして
下さった岡崎先生、スクーリング・添削指導をして下さった先生方、
いつも応援して下さった事務の方々、学友の皆様に心から感謝を申
し上げたいと思います。
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在学した３年間で、多くの人達に出会い、心が折れそうな時、勇
気づけられました。先生方、スクーリングや通年授業で仲良くなっ
た友人たち、そして学友会の方たちです。課題に行き詰まった時、
誰かに相談をすることで道が開けたと思います。入学当初、通信制
度は一人、孤独に勉強するものだと思っていましたが、そうではあ
りませんでした。知人・友人は必要です。皆さんも、是非お友達を
作って、一緒に卒業を目指してください！

花

澤

和

美

聴覚障害者という理由で入学拒否、情報保障等の問題が山積にな
っていた中で、私を受け入れてくださったのは東洋大学でした。私
が聴覚障害者であるにも関わらず、事務室の（元）芳野課長、職員の
方々から色々な配慮を頂き、卒論指導は宮原均先生が引き受けてく
ださって、一からご指導頂きました。また、ノートテイク、地元の
社会福祉協議会からの手話通訳派遣、手話通訳者の方々のご協力や
励ましに対して感謝の意を表します。

春

日

幸

三

池

田

綾

子

長く時間はかかりましたが、無事、卒業できることになりうれし
く思います。周りの方々に助けてもらいながら卒論を作成し大変で
したが、何とか出来ました。今までありがとうございました。
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ご卒業おめでとうございます
2015年９月19日、学位記授与式・卒業式が行われました。
通信教育部では、文学部９名、法学部２名が晴れて卒業となりました。

文学部卒業生と教員
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法学部卒業生と教員
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東洋大から徒歩圏博物館 お散歩気分で行けちゃいます♪
（国文学科・日本文学文化学科編）
通信教育課程の学生の皆さん、初めまして。
今年の６月下旬より、学生の皆さんの学習のお手伝いをしているTAの梅本と申します。TA
を勤め始めて半年がたち、今はようやく現在の仕事に少し慣れてきたころで、今回は初めて
『TAのしおり』を執筆することとなりました。
今年もあと１ヶ月を残すのみ、
「光陰矢の如し」とはよく言ったもので、本当に１年なんて
あっという間です。通信教育課程で学んでいる皆さんは、リポートと単位認定試験論文の執
筆に日夜忙しくお過ごしのことでしょう。なお、この時期は2016年３月卒業予定の学生さ
んにとっては、卒業論文の提出締切日が迫っているはずです。できれば早めに執筆を終えて、
製本作業にとりかかることをお勧めいたします。
さて、学習の合間に見聞を広めるために博物館や美術館へ足を運ぶ学生さんもいらっしゃ
ることと思います。本学は「パートナーシップ・キャンパスメンバー」という博物館・美術
館のメンバー制度に加入しているので、学生の皆さんは学生証を提示すれば、東京国立博物
館・東京国立美術館・国立科学博物館の常設展は無料、特別展は割引になる特典を受けられ
ます。
例えば、本学白山キャンパスからですと、本郷通りを南に進み東京大学を抜けて小一時間
歩くと上野恩賜公園にたどり着きます。ここには前述の国立博物館・美術館をはじめ、上野
の森美術館や東京都美術館などが集まっていて、日本有数の文化エリアとなっています。
凸版印刷が誇る印刷博物館
ところで、本学と同じ文京区内に「印刷博物館」という本や浮世絵などの印刷に関わる博
物館がありますが、ご存知でしょうか。本学からは徒歩（約40分）でも訪れることができま
す。ここには古いポスター、チラシ、書籍から最近の印刷物まで、バラエティーに富んだ資
料が収蔵され、展示されています。今回は書物がどのように印刷されているのかだけでなく、
出版の文化史をも紐解いているこの「印刷博物館」を紹介します。
印刷博物館は2000年に凸版印刷株式会社が、100周年記念事業の一環として設立しまし
た。建物は地上１、２階部分と地下１階の３フロアで構成されており、地下１階が主な展示
室になっています。ここでは印刷の過去・現在・未来をわかりやすく、「かんじる」「みつけ
る」
「わかる」
「つくる」という四つのキーワードに基づいて展示しています。
まず、１階のエントランスからエスカレーターで地下１階へ下り、発券カウンターで入場
券をもらいます。入場料は学生証提示で200円です。
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印刷の世界へようこそ
最初の展示は、印刷の世界へと導く「かんじる」空間の「プロローグ展示ゾーン」です。
この展示ゾーンに一歩足を踏み入れると、高さ７メートル、長さ40メートルにも及ぶ大壁面
が現れます。ここには100点以上ものさまざまな史料のレプリカ（一部は実物）が展示されて
います。この壁面上の展示物は、①前印刷─岩や骨などに記録された情報、②印刷との出会
い─印刷の黎明期、③文字を活かす─活字の登場、④色とかたちを写す─図版の登場、⑤よ
り速く、より広く─動力を得た印刷、⑥印刷の遺伝子─デジタル時代の印刷と六つのテーマ
で構成されています。
さらに、壁面の下のショーケースにはコミュニケーション・メディアに携わる人々の営み
がミニチュアで再現され、人類がつくりあげてきたメディアの数々とその行為を同時に見る
ことができます。また、通路中央には音と映像で人類のコミュニケーションの歴史を体感で
きる四つの“イド”があります。それぞれ、①絵による伝達、②漢字の誕生「象形文字」、③
変化するコミュニケーション、④コミュニケーションする生命の粒子たち、という内容が紹
介されています。
印刷と文化の関係を理解しよう
次に、総合展示室に進みます。通常は「わかる」空間の「総合展示ゾーン」で、五つのブ
ロックに分かれており、印刷と文化の関わりについて多角的に展示されています。なお、時
にはこのゾーンの一部において、印刷をテーマにしたさまざまな企画展が行われることもあ
り、
「みつける」空間の企画展示ゾーンが設置されます。企画展は年に２～３回開催されるよ
うです。
それでは、通常の総合展示について紹介しましょう。この全てのブロックには、映像と音
声による展示情報システムが設置されているので、映像を見ながら音声解説を聞くことで非
常に理解しやすくなっています。
１番目のブロックのテーマは「印刷との出会い」で、最初の印刷物は東洋では仏典、西洋
では聖書というように、人々は宗教に託す自らの想いを表現するために印刷を利用し、印刷
は宗教と強い絆で結ばれていたということがわかります。
２番目のブロックのテーマは「文字を活かす」で、文字を組んで版をつくり、紙に刷ると
いう活版印刷の起源が紹介されています。グーテンベルグの活版印刷機によって、印刷文化
は近代社会への扉をぐっと押し広げたのです。
３番目のブロックのテーマは「色とかたちを写す」で、書物の中に図版や写真などが取り
込まれ、挿絵やイラストレーションが登場し、人々はより豊かな知識を得られるようになり
ました。ここには、江戸の街角の絵草紙屋も設置され、浮世絵の製作工程が順を追って理解
できる趣向となっています。
４番目のブロックのテーマは「より速く、より広く」で、このブロックにはマシーン・オ
ンパレードといえるほど、さまざまな興味深い印刷機械が並んでいます。18世紀にイギリス
で始まった産業革命は大量生産を可能にし、印刷技術は大きく発展し、大衆の中に広まりま
した。
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このブロックでは、より本を身近に感じるために、近・現代日本の出版の流れを「ミリオ
ンセラー誕生」
「円本ブーム」
「文庫の誕生」
「戦後の雑誌ブーム」と、四つのコーナーに分け
て展示しています。
５番目のブロックのテーマは「印刷の遺伝子」です。現代の印刷はデジタルと融合し、印
刷技術の活躍範囲はどんどん広がり、水と空気以外は何にでも印刷できるのです。ここのブ
ロックでは電子部品や立体映像など、少し変わった印刷を紹介しています。
まず、ここでは、20世紀の大衆社会を支えてきた現代を代表する印刷技術である「オフセ
ット印刷」と「グラビア印刷」について理解を深められます。例えば、高品質な広告写真や、
製版現場で行われる匠の技、さらに「オフセット」と「グラビア」の両印刷で使われる輪転
機の様子も見ることができます。
次に、通常の印刷物にはないさまざまな工夫が施された特殊印刷が紹介されています。キ
ラキラと光るもの、ツルツル、ザラザラとした触感を楽しむことができ、それぞれの技術を
実例と材料サンプルを実際に触って体験することができます。
とくに、このブロックの見所は世界最小の本を目指したマイクロブックで、製作工程を記
録した映像とともに実物を拡大鏡越しに見ることができます。縦横0.75mmのマイクロブッ
クの製版には、エレクトロニクス分野の超微細製版技術が活かされ、なお、同時に紙への印
刷や製本は、職人の手仕事で行われています。職人の手仕事から電子製版技術まで、様々な
技術の結晶が、この小さな本にぎゅっとつまっていることを、展示によって必ず実感できる
でしょう。
マイ・プリント・グッズをお土産に
最後に、
「つくる」空間の印刷工房「印刷の家」があります。ここは活版印刷を中心とした
印刷技術を実際に体験することができるゾーンです。無料公開講座として、
「知るコース」と
「つくるコース」で印刷体験ができます。
「知るコース」は、毎週火曜日と水曜日の13：30～と15：30～の約20分で工房内の活
字・印刷機を見学しながら、印刷の歴史を学び、来館記念カードの簡単な印刷体験ができま
す。このコースは、開始直前申込先着10名のガイドツアーです。
一方、
「つくるコース」は活字をひろい、版を組み、印刷するところまでを体験することが
でき、自分だけの印刷物をつくる喜びを味わえます。毎週木曜日から日曜日まで15：00～
の約30分で手作りの印刷物を作り、持ち帰ることができます。季節によっては、期間限定特
別イベントのプログラムもあるので、いつ来館しても季節感あふれる体験を楽しむことがで
きると思います。このコースは開始15分前申込先着６名となっています。
これら展示ゾーンの他に、
「VRシアター」ではスーパーコンピューターを駆使した映像の
上映もありますが、こちらは土曜、日曜、土日に続く祝日のみのオープンとなっています。
平日来館の場合は見ることができませんので、ご注意ください。
お疲れ様、お帰りはこちら
帰りの出口はまた１階へ上ります。１階には、展覧会やイベントを開催する多目的ギャラ
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リーや、印刷関連の図書や雑誌を閲覧できるライブラリー・情報コーナー、および、ミュー
ジアムショップがあります。
お帰りの際お疲れの場合は、２階にレストランとカフェがありますので、休憩してからゆ
っくりご帰宅になるのもいいでしょう。
以上、簡単に印刷博物館について紹介してみました。このように学習の合間にさまざまな
博物館・美術館に足を運ぶことによって、新しい発見が得られ、何らかの学習のヒントにな
ることがあるかもしれません。また、展示物を通してより理解が深まることで、ご自身の心
に教養のエッセンスが注がれ染み渡り、精神的余裕も生まれ、きっとより素晴らしいリポー
トや単位認定試験論文の執筆に繋がるのではないでしょうか。
広報宣伝担当ではありませんが…
上野恩賜公園内の東京国立博物館では、目下来年の２月下旬まで「始皇帝と大兵馬俑」の
特別展が開催されています。バリエーション豊かな兵馬俑と始皇帝にまつわる貴重な文物が
一堂に紹介され、始皇帝が空前の規模で築きあげた永遠の世界を目にすることができます。
割り引き特典（1,200円→1,000円）を利用して、リポートと単位認定試験論文の執筆に気
持ちが詰まってしまった時の気分転換に出かけてみるのもいいでしょう。
印刷博物館：http://www/printing-museum.org/
所 在 地

〒112−8531
東京都文京区水道１丁目３番３号トッパン小石川ビル

開館時間

10時～18時（入場は17時30分まで）

休 館 日

毎週月曜日（ただし祝日の場合は翌日）

入 場 料

一

般：300円（250円）

学

生：200円（150円）

中高生：100円（50円）
小学生以下無料
（

）
内は20名以上の団体料金

＊参考資料
・
『印刷博物館

プロローグ展示ゾーンのご案内』 印刷博物館発行

・
『印刷博物館』同上


（文学部
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随 筆

一 茶 の 歳 末

みなみ も り や

もり や

東京の玄関口の一つＪＲ上野駅から常磐線に乗って、取手駅で関東鉄道常総線に乗り換え
さいりん じ

ると七つ目が 南 守谷駅、八つ目が守谷駅である。この二つの駅のほぼ中間に位置して天台宗

とし

そら

な ごり

もり や

一茶（七番日記）

の西林寺（茨城県守谷市本町）があり、次の句を刻む小林一茶碑がある。
ゆ

行く歳や空の名残を守谷まで

ま

す かがみ

「行く歳（年）
」は、時の流れに人生を重ねて自分の老いを惜しむ歌「ゆく年の惜しくもあ

（貫之・古今集・冬）以後、一年間の出来事
るかな真澄 鏡 みるかげさへに暮れぬと思へば」

を振り返る十二月の言葉。
「空の名残」は、世俗を断ち切ってあの世にゆく日が来ても、この
ほだし

世の美しい月とは別れがたいという歌「いつかわれこの世の空を隔たらんあはれあはれと月

くち

─2─

を思ひて」
（西行・山家集・羇旅）が「この世の 絆 持たらぬ身に、ただ空の名残のみぞ惜し

きと言ひしこそ、まことにさも覚えぬべけれ」
（兼好・徒然草 ）と受け継がれ、仏道修行を

を

一茶

（下略）

まつ

行くとしや空の青さに守谷まで
い

鶴老

かん

寒が入るやら松の折れ口

「空の名残を」を「空の青さに」と修正し、次のように収められている。

そのせいであろう、この句を発句とする三吟歌仙（自筆稿本『我春集』文化８成立）は、

わがはる

ると、いつしか守谷まで来ていました〉という、まことに重苦しい句作りになってしまった。

間を尻目に、古人が、この世を去るときも別れがたいと言った空の景色を惜しんで歩いてい

しり め

匂わせる詩歌の言葉、つまり本意を持つ言葉になった。したがって句意は〈歳末で多忙な世

20

やすやす

てい

つまり伝統的かつ仏道修行的な「空の名残」の世界を捨てて、発句心得の原点「当座の体、

かくろう

（宗初心抄）に戻り、時宜にかなう嘱目らし
又天気の風情など見つくろひ、安々とすべし」
ぎ ほう

さを創出させたのである。
わき く

西林寺の当時の住職義鳳上人は信州飯田（長野県飯田市）の出身で、俳号を鶴老という。

すなわち先の脇句の作者で〈手入れが悪い境内の松の枝は折れ、寺はもう寒に入ったのかと

思うほど寒く、なんとも申し訳ない〉という意の洒脱な挨拶で返した。寒は立春前の寒い三
や

ば かつゆき

十日間のことである。
しよう う

（大修館書店）によれば、一茶の友人に、鶴老同様飯田の出身で、
矢羽勝幸編『一茶大事典』

江戸に出て住吉町（人形町）に住んでいた俳人桜井 蕉 雨がいて、その紹介で西林寺を訪ねた

快 一

たに

よし
ち

俳文学

出身

北海道
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ことがわかる。それは文化七年（一八一〇）六月から同十四年（一八一七）二月まで九回ほ

どにおよび、その間、九十六泊余りも滞在しているというから、両者の親しさは推して知る
べしである。

しかし、ここに紹介した作品は両者が最初に知り合った文化七年の歳末の作で、打ち解け

るにはさらなる時間を必要とした。果たして一茶はこの年をそのまま西林寺に居座って越年。

専攻

「空の名残を」から「空の青さに」への推敲は、その間に生まれた親密さが生み出した結果か
もしれない。

文学部教授

かず

谷 地

学 習 室

・

・２

呂

芳

信

詩の舞台、才川町は前橋市の北部にあった旧町名で、製糸工

にくれて／荷車巷路に多く通る。

の北に向へる場末の窓窓／そは黒く煤にとざせよ／日はや霜

野

萩原朔太郎「才川町」を読む

詩 人・ 萩 原 朔 太 郎 に「 才 川 町 ─ 十 二 月 下 旬 ─ 」
（大
『現代詩人選集』）という短い詩がある。
『純情小曲集』
（大

他が文語詩である中にあって唯一口語的な表現の多い作品とな

場の集中していた地である。才川通りは前橋市内で一番の商店

８）中の「郷土望景詩」篇中でも最も早い時期の作品であり、

っている。また一般的には感情的な激しさの印象が強い「郷土

街であったという。

と、遠く高い景色、そして白く光る清潔な雰囲気で始まってい

さて、作品の冒頭二行は〈空に光つた山脈／それに白く雪風〉

望景詩」の中では、おとなしい印象の部類の作品でもある。本
稿ではこの「才川町」に注目し、明確な観点を定めることで作
品を分析してみる例としてみたい。
「才川町」は次のような作品である。

解けにぬかつてゐる。
〉というように、近く低い景色で、汚れて

る。
空に光つた山脈／それに白く雪風／このごろは道も悪く／
道も雪解けにぬかつてゐる。／わたしの暗い故郷の都会／な

湿った感じに書かれている。
〈道〉の語がぎこちなく繰り返され

それに対して続く三〜四行は、
〈このごろは道も悪く／道も雪

らべる町家の家並のうへに／かの火見櫓をのぞめるごとく／

ているのも、いかにも視線が低く落ちている様子を読者に感じ

やまなみ

はや松飾りせる軒をこえて／才川町こえて赤城をみる。／こ

─4─

10

14

る。そして火見櫓はさらに遠くを望むものでもある。同様に後

は現に〈わたし〉がいる低い家並みから、高い火見櫓を見てい

これは明らかに意図して対照的に表現しているのであり、し

の二行も、近くの家の松飾りのある軒という低いもの、また自

させずにはおかないだろう。

たがって本作を解釈するために有益な観点を提供しているもの

分のいる低い才川町を越え、遠く高いもの、〈赤城〉を見てい

から、遠く高いものを見ているという内容になるだろう。

る。どちらも近く低い地点としての〈わたしの暗い故郷の都会〉

と思われる。
五行目には前の三〜四行目をまとめるように〈わたしの暗い
故郷の都会〉とある。
〈わたし〉は遠く高く光る世界にいるので

じさせるのかもしれない。一部に「才川町」の詩の情景と近い

る。そうした山々の存在が、前橋の町を相対的に低いものと感

萩原朔太郎の故郷前橋市からは、赤城山や越後の山脈が見え

目的が有ることを信じてゐる〉と書いている。朔太郎は身近の

書の自註にも〈海の向うに、海を越えて、何かの意味、何かの

が、陸が、新世界が。
〉と述べている。また「海」についての同

て、
〈海を越えて、人人は向うに「ある」ことを信じてゐる。島

はなく、現に低く暗い町の中にいて、歩行をしているのである。

萩原朔太郎は『宿命』
（昭 ・９）収録の散文詩「海」におい

ものを感じさせる随筆「或る詩人の生活記録」
（昭２・６「近代

しかし、
「海」では決してその遠い世界に到達することはな

現実的な世界とは異なり、遠い世界の向うに何らかの理想世界

を越えて、過去の生活における様々の感情が、悲しく海のやう

く、むしろ〈海の印象から、人人は早い疲労を感じてしまふ。

風景」）の中にも、〈私は伐り倒された林の中から、遠く夕陽の

に漂つて居た〉という部分があり、町の家並の低さに言及して

浪が引き、また寄せてくる反復から、人生の退屈な日課を思ひ

や人生を意味づけるものの予感を描くことが多い。

いる。またその低さは、単に物理的なものではなく、詩人の感

出す〉とある。遠い世界は予感だけであり、近い現実の世界か

落ちる市街を見た。そこには低い家並があり、まつすぐの道路

情にもかかわっているように思われる。

ら人は脱出することができず、閉塞した状況から解放されるこ

並のうへに／かの火見櫓をのぞめるごとく／はや松飾りせる軒

〈わたしの暗い故郷の都会〉の中を歩行しつつも、それを越える

「才川町」における前述の六〜九行目でも、現実の身の周りの

とはないのである。

をこえて／才川町こえて赤城をみる。
〉という四行であるが、こ

高く遠い世界を空想し、望んでいるのであり、遠い山の向うに

さて、続く六〜九行の部分を見てみよう。
〈ならべる町家の家

れも内容的に前後二行ずつに分けることができよう。前の二行

─5─

14

は〈新世界〉や〈何かの意味、何かの目的〉が感じられている

る。
〉となっている。遠く高く光る世界ではなく、目の前の、低

界〉や〈何かの意味、何かの目的〉を遠くに望む〈わたし〉と

くかつ日の暮れて暗くなりつつある情景である。そこには多忙

とはいえ、前述のように「海」においてはそうした予感の実

は無関係に営まれる日常であり、
〈わたし〉はこうした目の前の

のではなかろうか。ここには閉塞した状況からの解放の願いが

現はなかった。
「才川町」の十〜十一行目は〈この北に向へる場

世界に自らの位置を得ることができず、うらぶれた気持ちでよ

な日常のあったことを思わせる荷車が多く往来している。
〈新世

末の窓窓／そは黒く煤にとざせよ〉であった。これまでの流れ

り強く閉塞感を感じる結末になっていると言えよう。

込められていよう。

からは、歩行している人が場末の建物を外から眺めているよう

末の居酒屋に行き、暮れゆく裏町の通りを眺めながら、ひとり

も凍りついた空の上で、白い越後の山脈が光つてゐた。私は場

る詩人の生活記録」には〈私の歩いて行く道の向うには、いつ

がてこの作品を含む「郷土望景詩」篇のいくつかの詩において、

明確にもっており、しかもそれが実現しない閉塞感が強い。や

が、現状を脱却して遠くを望むような、浪漫的な骨格をかなり

「才川町」はさりげなく書かれた故郷の印象詩のようである

にも思われるが、
「才川町」と類似の情景を描く既述の随筆「或

で酒を飲むことが好きであつた〉ともあるので、あるいは十行

そして出発の意志などが書かれることになるが、それらの内容

願望するものが実現しない郷土での心の渇きや、自己存在の無

そして窓は北に向いている。つまり遠く高く光る山脈の方を

の萌芽が「才川町」には含まれていると言えよう。一見他の「郷

目から場面が変わり、
〈わたし〉は居酒屋の建物の中にいて、そ

向いているはずである。外から建物を見ているにしても、建物

土望景詩」とは異色であるように感じられる作品であるが、む

意味性と孤独感、郷土の人々への執着を断ち切ろうとする決意、

の中から外を見ているにしても、その低い建物は遠く高く光る

しろこれは他の詩の発想の原型を成すものであったのかもしれ

こから窓の外の景色を眺めているのかもしれない。

世界に窓を向けている。しかしその窓は黒く煤けているのであ

ない。

─のろ よしのぶ・文学部教授─

り、山脈の方を向きつつも、
「海」の場合と同じように解放感と
いうよりは充分に遠方を見極めることのできない閉塞感の方を
強く感じさせることになるのではなかろうか。

「 才 川 町 」 の 末 尾 は〈 日 は や 霜 に く れ て ／ 荷 車 巷 路 に 多 く 通
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田

英

子

健康長寿社会の実現に向けた新概念の導入
金

■ロコモティブ・シンドローム（略称：ロコモ）

─7─

学 習 室

はじめに

した概念である。
「運動器の障害」により「要介護になる」リス

）とは、
ロコモティブ・シンドローム（ Locomotive syndrome
日本整形外科学会が、２００７年（平成 年）に、新たに提唱

たのかは定かではないが、健康長寿でありながら、ある日ポッ

クの高い状態になることで、
「運動器症候群」と表記されること

『ピンピンコロリ』という言葉がある。いつ、だれが言い出し

クリと逝ける願望を表している。今や、長野県下伊那郡の瑠璃

※この概念が提唱された当初は、ロコモの判定基準を５項目
としていたが、２００９年（平成 年） 月に改訂され、

己点検法で行う。チェックする項目は、次のとおりである。

ロコモの状態であるかどうかは、
「ロコチェック」を用い、自

もあるが、
「ロコモ」の方が一般的である。

をしなければならない。
近年、健康寿命という言葉を聞く機会が多くなってきた。
「健
康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」

①片脚立ちで靴下がはけない

現在では７項目となっている。

康長寿社会を実現させるため、ここ数年でいくつかの新しい概

②家の中でつまずいたり滑ったりする

と定義され、平均寿命や平均余命とは区別される。と同時に健

念が導入されるようになった。その一部を見ていこう。

③階段を上るのに手すりが必要である

10

この『ピンピンコロリ』を成就させるためには、健康に長生き

寺には、ピンピンコロリ地蔵が鎮座し、観光名所となっている。

19

21

④横断歩道を青信号で渡りきれない
分くらい続けて歩けない

フレイルは適切な介入により、再び健常に戻る可逆的な状態

であり、フレイルに陥った高齢者を早期発見することで、寝た

「フレイルスコア」を用い、簡単に判定できるよう開発が進め

⑤
⑥２㎏程度の買い物（１リットルの牛乳パック２個程度）を
して持ち帰るのが困難である

いる場合が多いが、現在では次の６項目となっている。

①椅子に座った状態から何にもつかまらずに立ち上がれない
②週に１回以上外出していない

られている。インターネットなどを見ると、５項目が示されて

きりにならないようにすることを目指している。

⑦家の中のやや重い仕事（掃除機の使用、布団の上げ下ろし
など）が困難である

う指摘もあり、
「立ってズボンをはくことができる」という一文

③以前に比べて歩く速度が遅くなってきた

ただし、この①に関しては、健常人でも多くができないとい

に置きかえる場合もある。

⑤５分前のことが思い出せない

④６カ月で２〜３㎏の体重減少があった

べての項目が、骨や関節、筋肉などの運動器に関係しているこ

⑥（ここ２週間）わけもなく疲れたような感じがする

これら１つでも該当すれば、ロコモの疑いがあるとする。す

とを受け、現在では移動機能の状態をチェックする「ロコモ度

判定については、各項目１点（最高６点）で、２点以上で「フ

レイル」
、１点で「プレフレイル」
（フレイル予備軍）となる。

テスト」もある。
ロコモと判定された場合は、７つのロコチェックが０（ゼロ）

今後は日本老年医学会のもとで、具体的な予防法も示される
であろう。

になることを目指し、ロコトレ（ロコモーション・トレーニン
グ）の実施が推奨されている。

■廃用症候群（生活不活発病）

がやせおとろえたり、関節の動きが悪くなる。そしてこのこと

により提唱された。
ある。１９６４年に Hirschberg
過度に安静にしたり、あまり身体を動かさなくなると、筋肉

）とは、身体の活動低下に起
廃用症候群（ Disuse syndrome
因する身体機能および精神機能の二次的障害を総称した用語で

■フレイル

を用いている。

ことで、覚えやすさを意識し、あえて「フレイル」という用語

）概念を提
介護状態に至る中間段階として、フレイル（ Frailty
唱した。高齢者の筋力や活動が低下している状態（＝虚弱）の

日本老年医学会は２０１４年（平成 年）５月、健常から要
26
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15

ますます全身の身体機能に悪影響をもたらし、最悪な状態では、

キストを指定しているが、出版された翌年には内容の一部が、

学問は、日々新しい進歩を遂げている。通信教育課程ではテ

り上げられてはいない。

寝たきりとなってしまう。東日本大震災後に避難生活を強いら

すでに古いものになってしまっている場合が少なくない。した

が、さらに活動性を低下させることになり、悪循環をきたして、

れ、生活不活発病となり、介護を必要とする人が増え続けてい

がって、多くの研究者は、論文や専門雑誌を定期的に読んだり、

血管障害の前兆かと不安になり横になった。それ以来、ふらつ

少しふらついた。脱水による頭痛であることが認識できず、脳

自覚ができず、脱水症状に陥ってしまった。帰宅後に頭痛がし、

る。体温調節が鈍っているため、体を動かし汗をかいていても

とのできるよい機会と言える。

点からも、スクーリングの受講は、最新の関連話題に触れるこ

しかし、そのためには専門知識と時間を要する。そのような観

ているのかを、自然と見極めることができるようになってくる。

によって、テキストや参考書のどの部分が〝時代遅れ〟になっ

学会などに参加して最新の情報を得ようとする。そうすること

ることからも、広く知られるようになってきた。
例えば、リハビリ教室に週１回通っている 歳の高齢者がい

くのではないか、転んでしまったら、骨折し、寝たきりになっ
てしまうのではないかと、だんだんと動くということに対し自

・後藤亮平「理学療法関連用語〜正しい意味がわかりますか？

［参考資料］

やることもないので、寝てばかりの生活が続いた。次第に体の

信をなくし家にこもることが多くなってきた。家では、とくに

機能が衰え、本当に寝たきりになってしまった。生活不活性病

（参照
joa.or.jp/jp/public/locomo/locomo_pamphlet_2015.pdf
２０１５年９月 日）
］

廃用症候群」理学療法ジャーナル ,（49）1 , p.51, 2015
・日本整形外科学会「ロコモティブシンドローム」
［ http://www.

は、いったん起こると、
「悪循環」を起こし進行していく。この
場合、本人が、実は脱水であるということを自覚し、水分補給
をし、気にせずにリハビリ教室に行ったり、買い物をするなど
して積極的に体を動かすことが大切である。しかし、思い込み
の強い高齢者の考え方を変えるのは容易ではない。
おわりに
今回紹介した内容は、健康関連のテキストでは、まだ多く取

─かねだ

えいこ・法学部准教授─

「フレイルの簡便なスクリーニング法を開発
・ Medical Tribune
へ」２０１４年７月３日
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書くということ
朝

倉

輝

一

きました。きっかけは「どのようにレポート・論文を書いてよ

ート・論文を書くために」というタイトルで寄稿させていただ

己紹介をしたことはありませんか。前もってわかっていれば、

たことはありませんか。あるいは、ちょっとした公の場での自

話は飛びますが、みなさんは結婚式などでスピーチを頼まれ

の疑問にできるだけ答えてみたいと思います。

いのかわからない」、「レポートと感想文の違いがよくわからな

それなりに対応もできる。几帳面な人なら、事前にしっかりし

昨年（２０１４年） 月号（第６号）のこのコラムに「レポ

い」と実際に訴える学生が少なからずいるからでした。その時

た下書きをして、おそらく清書までして当日に臨むでしょう。

感に浸っているか、もっとこう言えばよかったと反省している

そして、一字一句違えずに読み切り、読み終わった後には満足

は、この数年間哲学のスクーリングの最初の授業で使っている
資料を載せました。
しかし、授業で説明することを前提に作成された資料である

はわかった。だけど、あるテーマについての著者との対話だっ

あるいは、
「なるほどレポート・論文というものがどんなものか

たので皆さんには理解しづらいところがあったかもしません。

（あるいは全然）几帳面でない人が、たいした事前準備もせずに

スピーチなんて頼まれたことはありませんが）。では、それほど

ないでしょう。実際、私もそうです（若輩者なので、ほとんど

しかし、自分はそんな几帳面じゃないよ、という人も少なく

でしょう。

ていわれたって具体的に、実際にどう書けばいいんだ？！」と

話し始めたらどうなるでしょうか。かなり悲惨な状態になるこ

こと、また、字数の問題もあって簡単な説明をつけただけだっ

思われた人もいたのではないでしょうか。微力ながら今回はそ
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12

ながらどうにかこうにか終わらせるなんていう事態に直面した

って、結局思いつくまま話すことになり、冷や汗・脂汗を流し

んで、もう頭の中は真っ白になり、話自体もしどろもどろにな

いいフレーズだったのに……」と思う気持ちがさらに緊張を生

という間に忘れ、
「なんだっけ、早く思い出さなきゃ、けっこう

とは目に見えています。話し始めた途端、何を話すんだかあっ

右往左往するだけです。

がどんな方向に行こうとしているのかさえ、知ることができず、

ていきます。もしそうしなければ単なる「我流」であり、自分

んと学び、練習を積み、それを自分の血肉とすることで上達し

と言っているのではありません。スポーツや芸術は基本をきち

という前提です。だからといって、今から日本語の文法を学べ

まさに何を書いたらいいのかわからないと嘆いている人の状況

ここでちょっと立ち止まって考えてみてください。この状況、

定的なのです。だけど、しっかり準備された几帳面な人のスピ

それは、スピーチを始める「前」にあります。事前の準備が決

几帳面な人とそうでない人の決定的な違いはなんでしょうか。

ヒントは几帳面な人の場合の例にあります。スピーチの例で

と同じではないでしょうか。思いついたことを「これだ！」っ

ーチは面白くない？しかし、失敗はしていません。聴衆もスピ

ことはありませんか。

といって書き始めたはいいが、書き始めた途端、何を書こうと

きます。レポート・論文にも同じことが言えます。事前の準備

ーチ内容の主旨を理解してくれていると期待することは充分で

ピクリとも動かなくなる（今は「キーボード上の指が動かない」

にどれだけの労力をかけたか、それが決定的に重要なのです。

したか忘れてしまったり、あるいは数行も進まないうちに筆が

という方が正確でしょうか）。あとは、思いつくままにテキスト

はその論文のタイトルを尋ねるのは勿論ですが、その論文の「構

卒業論文の場合を考えてみましょう。たいていの担当の先生

ある言葉に反応して感想やそこから広がるイメージを書いてみ

成」がどうなっているか、締切のかなり早い段階でさえしきり

のページをめくっているうちに思いついたことを書いてみたり、

たりするなど、とにかくマス目を埋めて、なんとなく結論めい

それは、この「目次」あるいは「構成」が、あなたがこれか

に聞いてくるものです。もっと具体的にいうと「目次」です。

では、何が問題なのでしょうか。文章というものはたくさん

ら書こうとしているものの「設計図」だからです。設計図なし

たものを書いてはみたものの、かなり厳しいコメントが返って

読み・書けばおのずとうまくなるものだ、というのはある意味

に家を建てる人がいるでしょうか。あるいは、船や橋を作る人

なぜでしょうか。

常識です。しかし、そこに見落しがあります。それは書き方を

がいるでしょうか。設計図なしにはそもそも何もできないので

きてガッカリする。

学んでいる、つまり書き方の基本を学び、練習を積んでいれば、
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どうしたらいいか途方に暮れていたのではありませんか？ 構

げさだと思いますか？ でも、その２０００字を書き切るのに

「目次」を決めることなのです。２０００字程度のレポートに大

す。したがって、必要なことは設計図にあたる「構成」つまり

場に立って書いてみる。また、事実と判断を区別する。抽象的

とつ言葉にしてみる。さらには、自分が書く文章を読む人の立

囲が感情面も含めてどう受けとめているかを区別し、ひとつひ

言葉にしてみる、あるいは、ある事実とそれについて自分や周

えば、日常的な些細な出来事について複数の視点で見てそれを

以前、随想・学習室欄に「映画で哲学」というタイトルの文

成・目次といっても詳しいものではなくていいのです。目次な

私たちは毎日、なにかしら文章を読み・書いています。その

章を載せたことがあります。映画を観終わった後、多くの人は、

なことを論じている時は具体例を考える、具体的な出来事に接

文章を読んでわからないと人から言われるよりは、よくわかる

よかった、感動した、ビミョーと一言で済ましがちです。その

ら語句のレベルです。つまり、キーワードです。結論に至るキ

よ、あるいは言いたいことは伝わるよ、と言われればどんなに

とき、何が、どう（よかった……）？と自分（相手）に問いか

したときにはそこからどんなことが抽象できるかを考えてみる、

うれしいでしょうか。文章力は生まれつきの才能ではなく、訓

ければ、説明が始まり、対話が始まります。対話の中で、自分

ーワードをつなげていく。どうつなげていくかは、まさにあな

練によって伸ばすことができます。書く前の「思考」と「準備」
、

が何をどう理解していたのか、言葉にして始めてわかるという

などなど。こうした小さな積み重ねがあなたに「設計図」を描

これこそがあなたの言わんとしていることを相手に（レポート

こともあります。あるいは、対象となっている事柄を一段深く

た次第。どう説得力あるつなげ方をするか、考えなければなり

や論文を読む先生）しっかりと伝えるために必要なことなので

理解することができる、一種の発見があることもあります。こ

く力を身に付けさせ、ひいては文章力をつけるのです。

す。ちなみに、急なスピーチの時も、手元にある紙ナプキンな

うして、書くということは、実は自分が何者なのかを知るとい

ません。そこにオリジナリティが出ます。

どに話すキーワードを書いておき、それを見ながら話すだけで

こういち・法学部准教授─

うことであり、そのことを通じて自分を変えていくプロセスで
もあるのです。

─あさくら

も、あなたの話に対する聞き手の印象はずいぶん違うはずです。
もちろん、文章力は磨かなければなりません。テクニックも
あります。それは、学べば具体的に身につくものなのです。そ
うした啓発本を読んでみることをお勧めします。また、普段か
ら、スキマ時間にいろいろ試してみるのもいいでしょう。たと

─ 12 ─
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三越の近代化と森鴎外一家 ──デパートの幕開け

する様子が描かれている。

文

呉服店の歴史を感じさせるこの外観は、一九〇八年三月まで続

越は間口約三六メートルにわたり、奥行き約一三メートルの取り

（１）呉服店から百貨店へ １９０４─１９０８
一九〇四年一二月に三越呉服店が設立され、それまでの三井呉

払いを命じられた。そこで周辺の住宅一〇数戸を買収し、土蔵造

く。東京市が市区改正で日本橋通りを拡幅することを決定し、三
服店の営業をそのまま引き継ぐことになった。呉服店のスタッフ

三越呉服店が設立されてから、土蔵造りの建物で営業した三年

りの本館を壊して、木造ルネサンス式三階建ての洋館を新築して

ドイツのカール・アントン・フオン・ホーヘンツオルレン殿下が

余りは、三越が呉服店からデパートに脱皮していく過程だった。

にも変わりはない。三越呉服店という名称での歴史はここからス

来店したときに撮影された。一階の屋根にはまだ「三井」の屋号

設立直後の一九〇四年一二月に三越は、顧客や取引先に挨拶状を

いる。三越の外観はこのとき、呉服店から百貨店に移行したので

が見える。
『時好』一九〇四年八月号には、イギリスの『イラスト

送り、翌年一月の全国主要新聞紙に同文の広告を掲載する。これ

タートする。当時の三越の外観は、ＰＲ誌『時好』一九〇四年一

レイテッド・ロンドン・ニュース』が紹介した、三越一階の寄切

が有名なデパートメントストア宣言で、ＰＲ誌『時好』一九〇五

ある。

れ室のイラストが載っている。そこには女性たちが寄切れ（＝裁

年一月号にも掲載された。そこには「当店販売の商品は今後一層

〇月号の掲載写真で確認することができる。この写真は、九月に

ち残りの小さい布を寄せ集めたもの）や、見切り反物の品定めを
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其種類を増加し」
「米国に行はるゝデパートメント、ストーアの一

店というイメージが強かった時代を語る作品である。

は「絹布店」
（＝絹織物を商う店）と認識されている。三越＝呉服

一九〇四年〜一九〇八年の間の三越の、呉服店からデパートへ

部を実現可致候事」と記されている。また「店舗改良の目的」で
アメリカに派遣していた店員の林幸平が、
「不日調査を終りて帰朝

で顧客から化粧品を扱わないのかと問い合わせを受けていて、フ

の脱皮は、デパートメントストア宣言に記されたように、まず商

デパートメントストア宣言以前の三井呉服店時代から、呉服店

ランス・アメリカ・イギリスの香水や白粉、石鹸や歯磨を発売す

可致候間彼の国最新式の店舗改良法も追々事実に現はれ可申候」

を近代化する試みはすでに始まっていた。最大の試みの一つは、

ることにしたという。同号掲載の「新流行の舶来化粧品」で補う

品の種類の増加という形で行われた。
『時好』一九〇五年八月号に

一八九六年に行われた、座売りから陳列販売への変更である。従

と、従来はパリのピノウ商会の製品が幅を利かせていたが、最近

と、アメリカのデパートをお手本とした「改良」が行われること

来の座売りでは、客の要望に応じて、手代（＝奉公して一〇年く

になってパリのロジャー商会が優秀な品物を発売し、アメリカの

「化粧品の発売」という広告が載っている。広告によれば、それま

らいになる、番頭と丁稚の間の使用人）が土蔵から四〜五種の品

コルゲート商会なども製造販売を開始したので、各国の製品を揃

を予告した。

物を選び出し、客のもとに運んで見せていた。このやり方では、

えることにしたのである。

その翌年の一九〇六年九月には洋服部が開設された。
『時好』同

客の立場でいうと選択肢が少なく、店の立場でいうと手間と労力
がかかる。そこで三井呉服店では二階を陳列場として、呉服や太

年同月号に出た「洋服部新設」という広告は興味深い。三井呉服

る。ところがようやく洋服が、
「実用服」として認知される時代が

物（＝太い糸の綿織物や麻織物）を並べ、客が気に入る品物を探

明治三〇年代の『明星』で活躍した一人に、前田林外という詩

到来した。同じ号の「洋服の福音」で補うと、官吏の礼服や、軍

店では以前にも洋服の裁縫を行ったが、明治二九年つまり一〇年

人 が い る。 前 田 が『 文 芸 倶 楽 部 』 一 九 〇 七 年 二 月 号 に 発 表 し た

人の正装略装、学校の生徒の制服も洋服である。そこで紳士服の

せるようにしたのである。この方法は、他の呉服店にも広がって

「『もはや三越絹布店』」という詩が、翌月の『時好』に転載され

本場のロンドンから裁縫師を招聘して、
「欧米最新流行の紳士服」

前に休止したという。休止の理由は、ニーズがなかったからであ

た。詩の第二連は次のように書かれている。
「もはや三ツ越絹布店

を調製することにしたという。三越がデパートを目指した時期は、

いった。

／こゝで下りましよ、買いましよや。／絹布買ふなら、あれを買

日本で男性の洋装が一般化し始める時期と重なっていた。

一九〇七年一〇月からは靴部がスタートする。東京近辺の在住

へ。／白い綸子に紅梅よ。」。「綸子」とは、目の細かい薄い絹地
に、文様を織り出した絹織物のことである。この詩のなかで三越
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では分からないから、
『時好』に図入りで詳しく解説してある。靴

大きさに合わせて作ってくれる。もちろん寸法の取り方は、素人

の在住者は、自分で寸法を取り、その数値を三越に送ると、足の

者は、三越に赴いて足の寸法を測ってもらいオーダーした。遠方

いる。劇場や演芸会で衣裳が必要な場合は、衣裳部に申し込めば

玩具は、雑貨部の管轄だった。衣裳部では歌舞伎衣裳を調製して

な附属品がある。化粧品や小間物、靴や履物、帽子や洋傘、鞄や

商品を揃えていたのは雑貨部である。呉服や洋服には、いろいろ

森鷗外「三越」は『趣味』一九〇七年一月号に発表され、その

レンタルが可能だった。

を取ることになっていた。深編上、深ゴム、浅ゴムなどの種類の

翌月の『時好』に転載された。ちょうど三越が販売品目を、呉服

下をはいて足の形を決め、その後に足形を取り、細部の箇所寸法
選択も必要である。靴を購入するときは、形が崩れないように、

から百貨に少しずつ拡大する時期だが、鷗外の詩は呉服部を舞台

客のうちにかはゆき子来ぬ」から分かるように、この詩は「売場

使用しないときにあてがう木型も併せて購入するように、三越は
デパートが扱う百貨は、身体に直接触れる品物だけではない。

卓」にいる「わ」
、すなわち三越の店員の視座から書かれている。

としている。第一連「三越の売場卓に／わが立ちて送り迎ふる／

一九〇七年一二月には新美術部が新設された。春秋の美術展覧会

客の「かはゆき子」は、第二連に書かれているように、安価で大

勧めている。

のシーズンを除くと、一般の人々は洋画や日本画を鑑賞する機会

数年前から流行中の「元禄のはでなる模様」を見て、娘の目は

衆向きの「銘仙」
（＝絹織物）を着ている。しかしそれに似つかわ

春草・横山大観らの日本画が集められ、鑑賞だけでなく、購入も

輝いている。詩で元禄模様は、
「蘇る希臘」と対置される。
「希臘」

が少ない。
「時好彙報」
（『時好』一九〇八年一月）によると、その

できた。新美術部が編集した『三越展覧会画集』は、京都の山田

しくない「つまはづれ」
（＝身のこなし）と、
「倹【へり】下る」

芸艸堂から大判の本として、継続して刊行されている。

」
（ヘリオス、ヘーリオ
に付されたルビの「ヘルヲス」は、
「 Helios
ス）でギリシア神話の太陽神。古代文明の発祥地であるギリシア

問題を解消するため、
「常置展覧会」のスペースを確保して、表装

デパートメントストア宣言から三年。一九〇八年一月発行の『時

ほど溯らないが、一七世紀末〜一八世紀初頭の元禄時代に、女性

（＝謙遜する）目をしているので、
「わ」はどこの娘かと疑問を抱

好』に掲載した「年頭の辞」で、日比翁助は呉服以外の洋服や雑

の着物は著しく装飾化する。元禄模様は一九〇五年に三越が流行

したり額縁にはめた作品を展示したのである。岡田三郎助・黒田

貨などに販売品目を広げたことが、顧客の好評を博していると挨

させた豪華な着物だった。しかし娘は自分の好みで着物を選ぶの

いている。

拶した。この時点の営業部門は七部門で、呉服部・洋服部・雑貨

ではなく、値段で選んでいる。その「心しらひ」
（＝心づかい）を

清輝・橋本邦助・和田英作の油絵や、下村観山・橋本雅邦・菱田

部・家具部・新美術部・衣裳部・写真部。このうち最も多種類の
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を拡大していこうとしていた。

には手が届かない憧憬の対象を提示しつつ、三越は消費対象の幅

は取らずに、着物を進呈するだろうと夢想する。中流階級の女性

見て「われ」は、もし自分が経済的に裕福なら、この娘から代金

く呉服店だっただろう。小冊子の第三部は「三越呉服店見物案内」

しかし三越が最も足を運んでもらいたかったのは、博覧会ではな

いて、陳列した衣裳の見事さは、説明するまでもないと自負した。

のコースが組まれている。三越は第一会場内の八角堂に出品して

で、そこには「三越呉服店は巳に東京の名所である。否、我日本

の名所である」という言葉が含まれている。

ヨーロッパでは機械工業が発達する一八世紀後半以降に、博覧会

の浸透を目的として、文化諸領域の物品を展示する催しである。

京勧業博覧会が開催された。博覧会とは産業の振興や一般社会へ

一九〇七年三月二〇日〜六月二〇日に上野公園で、大規模な東

呉服店としての本来の商品が置かれた。しかし入店して左手のス

どの売場がある。一番〜一〇番まで、番号を付された売場には、

「帯地及金襴緞子類一切」や「友禅縮緬更紗縮緬色絹甲斐絹類」な

や「木綿物毛織物及び木綿仕立物の類」の売場があり、二階には

御案内図」が掲載されている。一階には「寄切れ見切反物売場」

（２）東京勧業博覧会と、三越の文化機能

が行われるようになる。日本では一八七一（明治四）年に湯島で

ペースは、
「履物類鞄旅行用具」
「洋傘ステツキ類」
「化粧品」など、

第三部の「三越呉服店見物案内」には、
「東京三越呉服店陳列場

開かれた物産博覧会が、博覧会の名称を冠した最初の催しとなっ

る。ただ三越が目指すデパートは、単に百貨を商う店ではない。

デパートに脱皮する過程で取り扱うようになった商品の売場であ

一九〇七年の勧業博覧会は五回目になる。三越呉服店はこの博覧

そこは多様な文化機能を併せ持つ、都市のスポットだった。

た。東京の内国勧業博覧会は一八七七年に第一回が開かれていて、
会の際に、『東京と博覧会』
（一九〇七年三月）という小冊子を発

たとえば一階には「商品飾窓」が設置され、
「休息室」も備えて

う記事は、三越のセールス・ポイントとなる八つの「美観」を紹

行した。そこには「東京が日本の縮図ならば、その東京の華を採

この小冊子は地方在住者を対象に、七日間の東京見物コースと

介する。そのうち売場は「寄切室の雑沓」と「小間物売場の花錦」

いる。二階には「休息室」と「茶室空中庵」と「食堂」がある。

して編集された。全体は三部に分かれる。第一部は「東京名所見

の二つしかない。それ以外は、
「空中庵の幽邃」
「空中庭園の眺望」

り粋を集めたるこの博覧会は、とりも直さず日本今日の縮図とも

物案内」で、エリア別にコースが提示された。三越呉服店も二日

「休憩室のピヤノ」
「陳列窓の艶麗」
「夜のイルミネーシヨン」
「食堂

その上には「空中庭園」の設備もあった。
「三越呉服店八景」とい

目の「日本橋京橋より芝まで」のエリアに組み込まれている。第

の清楚」と、売場以外の文化機能が列挙されているのである。

見得べし」と書かれている。

二部は「博覧会見物案内」で、第一会場〜第三会場を回る二日間
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ある。路に沿って萩の小柴垣をめぐらせていた。室内は四畳半大

に出ていくと、瓦を置き、松葉を敷き、飛び石を並べた通い路が

（『時好』一九〇六年三月）によると、二階の休息室からバルコン

ためだった。「三越呉服店内の別天地＝新築せられたる空中庵＝」

に来店したイギリスのアーサー・コンノート親王殿下を歓迎する

三越が空中庵という茶室を作ったのは、一九〇六年二月一一日

い日には、遠く上野の山まで望むことができた。

真でも三井物産を除くと、三階建ての建物はほぼない。天気のい

名物」になるのは、高層建築がほとんどなかったからである。写

している。眺望は二階の屋上からにすぎないが、それが「東京の

た。空中庭園には三囲稲荷神社を祀り、泉池・花壇・藤棚を設置

九〇七年五月）に、空中庭園とそこからの眺望の写真が掲載され

雑沓は何の事かは、只静けき庵室に松虫の音を聞き、風鈴時に軒

小冊子は「空中庵の幽邃」を、
「一度此室に入らんか、駿河町の

う記事が載っている。楽器の利用状況はどうだったのか。
「来客の

二ヵ月後の『時好』一九〇五年九月号に、
「休憩室のピヤノ」とい

ク音楽は少しずつ都会の人々の耳に入るようになっていた。設置

客が自由に弾けるように、二階の休息室にピアノとヴァイオリ

端を掠むるが如き趣きがあり」と紹介した。もちろんコンノート

御慰み旁弾ぜらるること、稀なりしも近頃は時々嚠喨たる美音を

で、茶道の名家松浦伯邸の庭園の、心月庵をお手本に設計してい

親王が来店したのは二月だから、イギリスで馴染みのない松虫の

弄せらるゝこと著しく増加せる様覚ゆれど、之を外人に比べて我

ンが設置されるのは一九〇五年七月である。日比谷音楽堂が開設

声や風鈴の音は聞こえていない。それでも日本という異文化を楽

国の御婦人方のピヤノを弾ぜらるゝこと割合に少きは遺憾なから

る。残花の歌を一首。
「三越の空中庵は一夜城天下の客をさろふ心

しむには、十分に興味深い空間だっただろう。空中庵は海外の貴

ずや」と、記事は結ばれる。クラシック音楽を耳にしたことはあ

されて、海軍軍楽隊や陸軍戸山学校楽隊の演奏により、クラシッ

賓が来店する際に使われている。
『時好』一九〇六年五月号に掲載

っても、演奏の経験者は、日本人では少数だった。

か」。

された写真には、座布団に座るシャム（現在のタイ）のナコンチ

「東京市中の光景を一眸の下に蒐む。正に之れ天上神仙化するの類

一九〇七年四月である。小冊子は「空中庭園の眺望」について、

が、前者は二階に、後者は屋上に設置されていた。開設したのは

空中庵と空中庭園は、共に「空中」という言葉が使われている

てあるから、西洋のクラシック音楽ではなく、日本の近世の筝曲

ピアノを弾いている。曲は「姉さんが能く琴で弾く六段」と書い

不思議に思って「応接間」に入ると中は人が一杯で、
「お嬢様」が

を上っていくと、どこからともなくピアノの音が聞こえてくる。

越呉服店）に、休息室での演奏の様子が出てくる。二階への階段

佐倉桃子「花子嬢の三越観」
（『日本の三越』一九〇七年五月、三

か。一度は上つて見るべき東京の名物」と紹介している。その二

だった。同じ筝曲でも、楽器が違えば音色は異なる。琴よりも調

ヤイシー殿下が写っている。

ヵ月後に三越が大阪支店開設紀念として出した『日本の三越』
（一
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の写真は、
『東京と博覧会』
（一九〇七年三月）に掲載されている。

橋に飲食店がないわけではないが、三越で飲食したいという声は、

三越が店内に食堂を開設するのは一九〇七年四月である。日本

人の姿が多く見られる。

このときは休息室より広い陳列場を使用しているから、専門家に

それ以前から存在していた。しのだ生「三越呉服店へ注文」
（
『時

子が「きツぱり」していたらしい。ピアノとヴァイオリンの合奏

よる演奏と推定される。

神 谷 鶴 伴「 休 憩 室 の 見 合 ひ 」
（『時好』一九〇七年七月）の「妾」

の場所ではなく、見合いの場所としての機能を備えることになる。

を運べるモダンなスポットである。おのずからそこは単なる休息

い。ゆっくりと品物を選ぶ時間がない。また子供連れで行くと、

しかし子供が学校から戻る、午後三時までに帰宅しないといけな

くい。だから早い昼食を済ませて、昼から出かけることになる。

女性客の視線で見ると、昼食が取れないので、午前中から行きに

好』一九〇六年一一月）は、そんな声を代弁したエッセイである。

は、母と一緒に三越に出かける。仲人夫婦は休息室にすでに到着

すぐに飽きるので、
「旨くつて安つて、滋養になる」ランチを提供

西洋楽器を設置した三越の休息室は、良家の子女が安心して足

していたが、見合い相手はまだ来ていない。そこで「妾」は母と

そんな声に応えて、三越は食堂を開設した。小冊子の「三越呉

する食堂が欲しい。

衣服の色合は流行にはあらねども薄葡萄色、裾模様は何んの彼の

服店見物案内」は食堂のメニューについて、
「日本食あり、寿司あ

店内を見て回る。
「御婚礼の晴衣裳には彼の繻珍地に絵緯の丸帯に
と奇を衒はんよりも却つて松竹梅など嫌味なくて、目出度き印に

り、名高い本郷藤村の日本菓子もあれば、西洋菓子の元祖たる赤

坂森永商店の出張せるあり、珈琲も飲むべし茶も喫すべく」と紹

は相応しかるべき」と思うのは、結婚を意識しているからである。
三越は見合いの日に衣裳の下見もできる便利な場所だった。

日本菓子・コーヒー・紅茶は五銭だった。同じ小冊子に掲載され

介している。日本食は五〇銭、寿司は一五銭、西洋菓子は一〇銭、

のイルミネーシヨン」は、三越のモダン・イメージを増幅してい

た食堂の写真には、白いエプロンを着て注文品を運ぶ女給さんが

小冊子の「三越呉服店八景」に選ばれた「陳列窓の艶麗」と「夜
る。小冊子のなかで、前者は「東都の花」と謳われた。後者は「不

写っている。写真の客はすべて男性で、大半は洋装である。

越』一九一一年三月）という小説がある。小説はこう始まる。
「山

森鷗外の妹の小金井喜美子に、
「旅帰、末子の病、骨牌会」
（
『三

（３）洋行と三越─欧州航路とシベリア鉄道

夜城とは之をやいふらん」と賞賛されている。都会の夜はまだ暗
闇に支配されていたので、光は輝いて見えた。
『時好』一九〇五年
八月号に、
「貴賓滞京中三越呉服店の夜景」という写真が掲載され
ている。「貴賓」とは、アメリカ陸軍のタフト卿とルーズベルト
」という電光文字を屋上に取り付けて歓
嬢。三越は「 WELCOME
迎の意を表した。七月末の来店だったので、写真には夏服の日本
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その五年後に帰国している。ドイツからの帰国というテーマは、

の四年後に帰国した。他方、良精は一八八〇年にドイツに留学し、

婚したのは一八八八年。鷗外は一八八四年にドイツに留学し、そ

色鉛筆で筋を引いて見ては待つて居た」
。喜美子が小金井良精と結

社の定期発着表を、自分の机の傍の壁に張り付けて置いたのへ、

つくに帰つて入らつしやるのだがなあ」と、末子の二郎は郵船会

洋経由だから、四十日余りも掛かる。
「シベリヤ鉄道なら、もうと

村の家では年の暮に押し詰まつて、主人が独逸から帰つた。印度

規模を拡大すれば、デパートの陳列場の光景が見えてくる。

のミニチュア版である。数個のトランクを数十個のトランクへと

いう評価が下される。家の中の土産品の陳列は、デパートの陳列

も、
「独逸人は緻密な、商業に抜目の無い性質を発揮してゐる」と

パから運ばれてくると輝いて見える。
「銭入一つ、ペン軸一本」で

みることになった。日本で同種のものを購入できても、ヨーロッ

雑貨は、憧憬の対象である。茶こしはさっそくその夜に、試して

合、その多くはドイツの品物だろう。まだ日本で普及していない

供たちは目を輝かす。兄と弟への最新式鉄時計は、音を確かめよ

ァイオリンの店の女性の美しさや、リボンの陳列方法の話に、子

姉にヴァイオリンを、妹に櫛リボンを渡すときに講釈がつく。ヴ

り出される一つ一つの紙包みに、子供たちの視線は釘付けになる。

小説に登場するヨーロッパからの土産品である。トランクから取

デパートとしての開幕期の三越を考えるうえで興味深いのは、

倍〜一〇倍の金額を付けている。対照的にドイツの出品物は技術

売店で販売する呉服は材質が粗悪だった。錦絵や玩具も国内の五

指摘する。他国からの出品物と比べると「金儲主義」が色濃く、

済みになったと日本の新聞は報道したが、レポートは事実誤認と

万国博覧会のレポートである。日本からの出品物はほとんど売約

一九〇四年九月〜一〇月）は同年四月から開かれたセントルイス

の目的で、三井は店員を欧米に派遣していた。
「滞米雑記」
（『時好』

三越呉服店の前身の三井呉服店の時代から、たとえば装飾研究

うと、手から手へ渡されていく。アルバムや人形、ネックレスや

的に優秀で、フランスの出品物は「衣服流行の極点」を感じさせ

喜美子にとって身近なものだった。

化粧道具が次々と出てくる。
「現代名家の絵画の色刷」に「流石に

る。ナショナリズムに曇らされず、日本と欧米の品物を比較する

三越呉服店の専務取締役の日比翁助は、嘱託の執行弘道と共に、

違ひますね」と嘆声が洩れる。ベルリン〜マルセイユ間の汽車の
てゐますの、流石西洋ですねえ」と感嘆の声が上がる。
「ニツケル

一九〇六年四月に横浜から備後丸でヨーロッパに向けて出発した。

視線は、呉服店が百貨店を目指すうえで不可欠だった。

の小さい丸い玉に」
「穴があいてそれに鎖が付いてゐる」品物は、

日本郵船の欧州航路が開始されてから約一〇年、備後丸も六二四

弁当の、ナイフとフォークさえ、
「こんな綺麗なのがお弁当に付い

何に使う道具なのかというクイズの種になる。紅茶用の茶こしが

七トンの船舶にすぎない。日比と執行はイギリス・ドイツ・イタ

リア・オーストリア・ベルギーなどのデパートを視察し、大西洋

まだ珍しかったからである。
洋行帰りの人の土産品とは、海外の百貨である。この小説の場
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比が感銘を受けたのはロンドンのハロッズだった。
「模範的小売大

米での視察は、三越経営に生かされることになるが、なかでも日

を渡ってアメリカのデパートを研究して、一一月に帰国した。欧

ニングやフロックコートの紋様を、豊泉は仔細に観察していた。

スの客の違いや、男女間の流行色の違い、帽子の材質や形、モー

ボタンを仕入れた。買付は視察も兼ねている。イギリスとフラン

（
『三越』一九一二年九月）によると、シカゴのマーシャルフィー

三越の取締役が視察したのはデパートだけではない。大阪支店

事実、一九〇七年に三越は、西洋のデパートの詳細な調査と買

ルド、ロンドンのハロッズ、パリのルーブルが、世界の三大デパ

商店（一）」
（『日本の三越』一九〇七年五月）は、ハロッズの外観

付が必要だとして、店員三人を渡欧させることにする。
「西伯利亜

ートだった。デパートが最も発達しているのはアメリカである。

長の中村利器太郎は一九一二年一月にシベリア鉄道で「世界漫遊」

鉄道と三越店員三名の洋行」
（『時好』一九〇七年八月）は「日用

しかしアメリカの西海岸を訪れると、
「わが師」とすべきデパート

と社長の写真を掲げ、三越はハロッズをお手本にしていきたいと

商品の総てを集めて販売する事にした」と表明したうえで、日比

がなく、中村は再びロンドンに戻った。視察対象はそれ以外に、

の途につく。
「中村取締役の欧米のデパアトメントストーア観」

が『時事新報』に発表した次のような談話を紹介している。それ

三越と取引のあるすべての問屋と製造場に及んでいる。まだ取り

表明している。

によると、アメリカのデパートの仕入係が毎年ヨーロッパに出張

扱っていない商品の製造工場も、訪問先に含まれていた。

一九一〇年四月から実施されるシベリア鉄道の欧亜連絡運輸は、

するように、流行の格安な品物を仕入れるためには、店員を派遣
する必要がある。シベリア鉄道を利用すれば、敦賀からロンドン

一九〇七年六月に敦賀からヨーロッパに買付に行った豊泉益三

日間が、一九一二年には七二日間に短縮している。その理由の一

パ出張の日程表である。旅行日数を比べると、一九〇七年の九七

視察や買付を便利にしてくれた。
「世界の距離を短縮しつゝある三

は、 そ の 翌 年 に「 欧 州 み や げ 」
（『時好』一九〇八年二月）で旅の

つは、モスクワ〜ウラジオストク間の日程で、一二日かかってい

まで一八日しかかからない。林幸平がパリ日本大使館の装飾のた

様子を書いている。ロンドンに三週間滞在した豊泉は、最新流行

た日数が九日に短縮された。また欧亜連絡運輸は、シベリア鉄道

越呉服店」
（
『三越』一九一二年九月）に興味深い日程表が掲載さ

の帽子・洋傘・ステッキ・文房具・洋服附属品を購入した。次に

と他の交通機関の連絡運輸で、接続が良くなっている。日数の短

め渡欧するので、雑貨仕入れの目的で豊泉益三を、デパート組織

訪れたパリでは、香水などの化粧品や、ネクタイ・小間物・置時

縮と反比例するように、商品の仕入れは年々「倍加、三倍加」し

れている。一九〇七年〜一九一二年までの豊泉益三の、ヨーロッ

計・銀細工を買い集めている。さらにドイツではニッケル製の小

たという。

研究の目的で浜田四郎を、併せて派遣することにしたと。

道具や玩具を仕入れ、ウイーンまで足を伸ばして革細工・カフス
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の欲望をかきたてている。欧米体験を生かしたのは、三越の専務

るいはしにくい、最新流行の衣類や装飾品、雑貨や玩具が、消費

量は異なるが、本質的な差異はない。日本では入手できない、あ

帰、末子の病、骨牌会」のトランクから取り出された土産品と、

豊泉益三がヨーロッパ各地で仕入れた品物は、小金井喜美子「旅

浸透していった。

呉服店の百貨店化に伴い、欧米の品物は少しずつ、日本の社会に

部の試験で好成績だったため、販売することにしたという。三越

充分に耐えられる革の種類を探し、アメリカのハナン社製品が靴

日本には梅雨の季節がある。三越は「湿潤はげしき気候風土」に

応」には身体性の問題だけでなく、気候の問題も含まれている。

の湯の冷めざらんため被せおくもの」だったというエピソードを

た。姪への土産に、形が珍しい頭巾を購入しようとしたら、
「茶鐺

我」には、初めて見る物が多く、用途を尋ねる必要があると述べ

ハンカチ・靴足袋・帯が飾られているが、
「外国の地を踏むまざる

（十）」
（『時好』一九〇四年五月）で、陳列ケースの中にネクタイ・

不 明 の 品 物 も 含 ま れ て い る。 見 物 左 衛 門 は「 三 井 呉 服 店 縦 覧 記

に三越の店員が海外で買い付けた舶来品の中に、一般客には用途

帰朝者の土産物は、ときに家族へのクイズの種になった。同様

まう。それで新しい着物を購入しようと、二人で三越に行くので

る。夫は葉巻の灰を、妻の袖に落として、円い焼け跡を作ってし

悪い時なら、三越へ参りますと、直つてしまひます」と答えてい

でなく、ただ「眺める」ために行くこともあり、
「すこし位気分の

に立派になつたさうだね」と尋ねる。妻は三越で買物をするだけ

る。夫は三越のことをあまり知らず、
「三井が三越になつて、非常

」とは名所旧跡のガイド。
月）という短篇小説がある。
「 cicerone
この小説では、夫を三越に案内する、妻の桜子の役割を指してい

森鷗外の妻の森志げに、
「チチエロオネ」
（
『三越』一九一一年四

（４）森志げ「チチエロオネ」と三越見物 
──仮営業場時代（１９０８─１９１４）

取締役や店員だけではない。三越で流行を研究する流行会のメン
バー、巌谷小波・黒田清輝・新渡戸稲造・森鷗外といった人々も、
ドイツやフランスやアメリカに、留学や仕事で赴いていた。三越
の呉服店から百貨店への脱却は、彼らの洋行の総体に支えられて

記している。この失敗に懲りて、それ以降は店員に質問するよう

ある。小説で二人が出かける三越は、二階建ての三越呉服店では

いる。

になったという。
体性にフィットするとは限らない。「写真器械と舶来靴の売出し」

場」
（
『時好』一九〇八年四月）によると、建物はルネサンス式の

仮営業場の外観を確認しておこう。
「新築せられたる三越仮営業

ない。一九〇八年四月に開店する仮営業場である。

（『三越』一九一三年九月）は、三越が数年前に試みた靴の輸入販

木造三階建てで、売場面積は一階〜三階を合わせて五九五坪だっ

もちろん海外で買い付けた品物が、日本人の生活スタイルや身

売で、日本の客に「相応」する靴は少なかったと述べている。
「相
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各階の売場に光が届くようになっていた。室内電気もあるので、

テンドグラスをはめこんでいる。約七〇坪のガラスからの採光で、

た。三階の八稜堂の上は明り取りの大天井で、鉄製の屋根組にス

三階の休憩室である。

ブランド・イメージを形成している。松葉が誘った「竹の間」は

一階も二階も共に、ヨーロッパの様式を取り込むことで、三越の

ランスの豪華なルイ一五世式で、貴賓の接待用に作られていた。

いろいろな「御手遊」
（おもちゃ）を見ていると、児童文学者の

雨天でも明るく、混雑時には電気扇風機が涼風を送る仕掛けにな
っている。建物内の電線を延ばすと、富士山の高さの六倍に相当

何といふ用事もないが少し遠方の親類の贈物をとゝのへやうと長

婦女がひしめく、平日でも老若ともに心も空になる所とみゆる、

うに始まる。
「三越呉服店といへば売出しの時ならば狂喜のやうに

三宅花圃である。
「三越見物」
（『三越』一九一一年四月）は次のよ

西洋風の新しい三越を舞台に作品を発表した一人が、小説家の

る。一曲を弾き終わると、日比翁助がベートーベンのソナタを所

の人が耳を澄ませていた。児童心理学者の高島平三郎の姿も見え

音響を考えて曲線にしている。
「音楽堂」の方に行くと、たくさん

ったところに、グランドピアノを一台設置していた。後方の壁は

いませんか」と声をかける。新しい三越では、正面の大階段を上

すると、再び松居松葉が「おもしろい音楽があるから入らつしや

巌谷小波や、三越の日比翁助が挨拶をする。
「竹の間」を出ようと

女をつれてゆく、這入つて右側は瓦斯木綿類などがうづ高くつま

望した。

するという。貨物の昇降には、リフトを使用していた。

れて居る、先づ其方へ足を向ける」。「瓦斯木綿」とはガス糸（ガ

時の東京の都市空間のなかで、名所の一つだったことを語ってい

森志げの小説の「チチエロオネ」というタイトルは、三越が当

で織った綿織物のこと。
『時好』一九〇八年四月には、新築三越の

る。作中の夫は、
「大学を出ると直ぐあつちへ行つて」しまったと

スの炎の中を高速度で通過させて、表面を焼いて光沢を与えた糸）
寄席切れ見切り反物室の写真が掲載されていて、女性客がひしめ

リスでもいい。洋行帰りの夫はヨーロッパで、デパートに行く機

語り、妻は「あちらには三越の様なのが幾らもあるでございませ

呉服などを一回り見て歩いた「私」が、娘と食堂に入り休憩し

会が何度もあったと想定される。にもかかわらず妻が三越のガイ

き合う混雑ぶりがよく分かる。三月に発売したばかりの三越ベー

ていると、劇作家の松居松葉が挨拶に来て、
「只今竹の間で新着の

ド役を務めるという設定は、そこが西洋体験を持つ者を案内して

うが」と応じる。
「あちら」はドイツでもいいし、フランスやイギ

御手遊を皆様で見て御出ですが、御覧になりませぬか、坪井博士

も恥ずかしくないスポットだという意識が存在することを示して

ルのポスターも写真に写っている。

が御さがしになつて御出です」と語りかける。新しい三越の休憩

いる。

二階の売場で買物をしてから、桜子のガイドがスタートする。

室は、各階に設置されていた。一階の休憩室は中世ヨーロッパの
ゴシック式で、コーナーで茶を接待している。二階の休憩室はフ
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は、三越が手掛けたパリの日本大使館の「竹の間」と同じ手法で、

いる。壁は絹で直立する竹を描いていた。この和洋折衷の休憩室

は腰羽目（＝壁の腰の部分に張った羽目板）に、煤竹を廻らせて

好い買物位では入れてくれませんの」と桜子は言う。
「竹の間」で

「この傍のが竹の間の応接所ですわ。なか〳〵この中へは、決断の

がっている。茶室・食堂・撮影場はすべて三階に設置されていた。

「あなたこゝに茶室がありますわ」と語るときは、すでに三階に上

るという一節は、まだ写真が珍しかった時代性を語っている。

意している。
「写し馴ない婦人なぞは、兎角はにかみ過る癖」があ

手の置き方や視線、口の結び方や化粧の仕方について、細かく注

一九〇七年一〇月）は、被写体になるときの姿勢や顔の向け方、

で、様々な注意が必要だった。蕉雨生「写真の話（二）
」
（『時好』

園・海浜などを用意している。ただ人々が撮影に慣れていないの

粉や香水などの化粧品を自由に使えた。写真の背景には野原・公

年前の一九〇七年四月である。
『時好』同年五月号に「三越写真部

三越が写真部を新設したのは、仮営業場が開店するちょうど一

日では、只お顔ばかり写して満足される方が少なくなり、夏なら

が非常に趣味をもつて来られたやうに心得ます。その証拠には今

「秋は写真撮影の最好時季」で、こう語っている。「近来世間の方

三越の仮営業場の時代、すなわち一九〇八年〜一九一四年の間

新設」という広告が載っている。そこに記されたように、三越は

ば夏、冬ならば冬と、何れも其時節時節の光線によつて、位置の

装飾が施されている。だから桜子の言葉通り、日常的に使用した

呉服店からデパートに脱皮していく過程で、写真部を新設した。

とりやうに御注意を遊ばすやうになりましたのは、写真界に於け

に、人々はカメラを向けられることに少しずつ慣れていった。写

技師長として柴田常吉を招聘し、元呉服店のメリットを生かして、

る一革新とも申す時代に入つたのでございませう」
。写真史では作

わけではない。さらに食堂を経て、二人は「写真室」へ足を運ん

撮影用に「元禄模様、古代衣服」の着物を備えている。前日まで

品としての写真が注目される。しかし三越のような消費の場をク

真部技師長の柴田常吉は、
『時好』一九〇九年九月号に掲載された

に予約をすれば、歌舞伎衣裳をまとって撮影してもらうこともで

ローズアップすると、人々の生活空間に家族や自分の写真が入っ

だ。

きた。

ら。これ以降、柴田のような専門家の「写真師」ではないが、ド

や印画を引き受けるようになるのは、六年後の一九一三年八月か

う時代ではない。三越が写真器械や附属品の販売を開始し、現像

間後に出来上がる写真のことである。
『三越』同年九月号の「一時

した。これは写真部で撮影して、店内で買物をしていると、一時

三越の写真部では一九一一年八月から、一時間写真の営業を開始

この時代はポートレイト撮影の技術が飛躍的に進歩している。

ていく過程が見えてくる。

イツ製やアメリカ製のカメラを持つアマチュアの写真家が、少し

間写真の好評」によると、開業当日に数十組の人々が撮影を申込

まだ一般の人々がカメラを手に、自分の好きな写真を写すとい

ずつ現れてくる。写真部は化粧室を備えていて、鏡を見ながら白
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んだ。写真が出来上がると、三越で撮影したと書いて、親戚や昔
馴染みに郵送する。東京で暮す地方出身者にとっては、近況を知
らせる手紙に添えることができる。旅行で上京した場合は、東京
の記念として長く保存できる。巌谷小波も三越で撮影して、箱根
滞在中の日比翁助に送ったことがある。
一時間写真の営業開始の二ヵ月後、一九一一年一〇月から写真
部では天然色写真をスタートさせた。
『三越』の同月号に載った広
告によると、三分間でカラー写真の撮影ができるという。ただし
一時間写真と同じく、受け取るまでに一時間が必要だった。さら
に翌年の八月になると、輪転写真が始まる。これは輪転機が大部
数の新聞を印刷するように、一時間で八〇〇枚の写真を提供する
システムである。出張サービスも行っていて、結婚式・園遊会・
祝賀会など多くの人が集まる場所で、撮影後に会場で写真を渡す
ことができた。翌月の一九一二年九月になると、ドイツから輸入
した写真機を使用して、一分間写真が開始されている。撮影され
ると寿命が縮むと噂された明治初年から約四〇年、写真は急速に
身近なものになろうとしていた。
◇本稿は、二〇一四年一〇月一八日に森鷗外記念館で行った講演
「三越の近代化と、森鷗外一家──デパートの幕開け」を元に執
筆している。
─わだ ひろふみ・文学部教授─
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論

はじめに

文
海上旅客運送人の責任と責任保険
─韓国の世越號沈沒事故を契機として─

芝

妍

修学旅行に参加していた安山市の檀園高等学校２年生の生徒３２

作業員の死者が８人という大惨事となった。特に、死者の多くが

助され、乗員・乗客の死者は２９５人、行方不明者は９人、捜索

発生した。その事故で搭乗者４７６人の中から１７２人のみが救

増えてしまった」との最終捜査結果を発表した。

救護会社の選定過程における不法行為などによって死亡者が多く

没に至った。そして、救助を行った木浦海洋警察署の対処問題、

れたし、過剰積載状態で出港した後、船員の運航過失によって沈

沈沒事故について「清海鎮海運による無理な船の増・改築が行わ

移動せずそのまま船室内に待機するように不適切な指示がなされ
ていたことである。
事故発生当時、迅速に適切な対応が行われたならば、このよう

害を被った被害者に対する清海鎮海運の損害賠償責任問題、清海

船長、船員に対する刑事処罰とその沈没事故による人的・物的損

世越號沈沒事故をめぐっては、船主である清海鎮海運の役員と

２

５人と引率教員 人の中から出ているが、その主な原因の一つは

10
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李

な大惨事は発生しなかったであろう。

事故当初から過積載とバラスト水の操作ミス、無謀な出港、船

員の倫理意識喪失、運航会社の実態問題、船長の離席と三等航海

士の経験不足（急回転）
、復元力の不足、無理な船体増築、船体検

査制度の不備、船体の故障などが主な事故原因として挙げられて

１

世越號（６８２５トンの大型旅客船）が仁川港から済州島へ向か

いた。そして、２０１４年

月６日、韓国の最高検察庁は世越號

う途中、全羅南道珍島郡の観梅島沖海上で転覆・沈没する事故が

Ⅰ

48

２０１４年４月 日午前８時 分頃、韓国の清海鎮海運所属の
16

14

鎮海運に対する責任保険者である韓国海運組合の損害てん補責任

とおのずと異なっている。要するに、海上旅客運送人は旅客に対

運送するという点において具体的な注意義務の内容は物品運送人
５

問題など、解決すべき問題が山積みである。

して発航当時、船舶が安全に航海をなしうることを担保しなけれ

ばならない（商７８６条１項、７３８条）し、特約によって船舶

世越號沈沒事故による損害額は、２０１４年５月 日に出され
た政府と韓国交通研究院（ＫＯＴＩ）の調査結果によると、推定

の不堪航により生じる損害の賠償責任から免れることはできない

３

される直接・間接的な損害額は２兆１５６２億Ｗｏｎ以上である。

（商７８６条１項、７３８条）。これが堪航能力担保義務である。

４

場合、運送の遅延により損害を生じさせた場合には、債務不履行

が運送人の過失により旅客の死亡、傷害などの損害を生じさせた

に関する規定を準用している（商７８６条１項）。海上旅客運送人

次に、海上旅客運送人の責任については陸上旅客運送人の責任

を負う。

８０条）と食料供給義務（商７７８条）など、航海に関する義務

物の無賃運送義務（商７７９条）
、乗船・発航・直航の義務（商７

特約がない限り別途の運賃を請求することはできないとする手荷

その他、旅客が契約により船内に携帯できる手荷物については、

そして、世越號は船舶保険と旅客保険に加入しており、被害者の
中には旅行者保険に加入している人もいる状況である。
本稿では、海上旅客運送人の法的責任について検討すると共に、
保険法の観点で海上旅客運送事故による被害者の救済を中心に船

海上旅客運送人の義務と責任

主責任制限の法理と責任保険について考察する。
Ⅱ

海上旅客運送契約とは、海上において船舶により旅客を運送す
ることを内容とする運送人と旅客との契約であり、その法的性質

おらず、陸上旅客運送人の責任に関する商法の規定および海上物

海上旅客運送人の責任に関する商法上の特別規定は設けられて

て注意を怠らなかったことを証明しない限り、旅客が運送のため

ている。すなわち、運送人は自己またはその使用人が運送に関し

が自ら無過失であることを立証することによって免責されるとし

による責任を負うことになるし、この責任について商法は運送人

品運送人の責任に関する商法７３８条と７３９条などを準用して

に受けた損害を賠償しなければならない（商７８６条１項、５９

は請負契約である。

いる（韓国商法７８６条、以下、商法はという。
）
。そして、実際
一般的に、運送人は善良なる管理者としての注意を払って運送

自己または履行補助者の無過失を立証しなければ、手荷物に生じ

託送手荷物に対する運送人の責任について、商法は、運送人が

０条１項）
。

品または旅客を安全かつ迅速に目的地まで運送することについて

た損害を賠償しなければならない（商５７７条）としており、そ

は旅客運送約款を多く利用している。

運送契約上の義務を負っている。しかし、旅客を安全かつ迅速に
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の損害賠償は定型化されている（商５８０条、５８１条）
。そし
て、旅客自身が管理する持込手荷物に関する旅客運送人の責任は、
月

日法律第

号）がある。

これについては船舶の所有者などの責任制限に関する法律（昭和
年

94

ついても同様である（商７８６条１項）
。そして、運送人などの過

場合でなければ責任を負わないし（商５９２条）
、海上旅客運送に

船籍港外にある船長その他の船員の指揮監督をなしえないにもか

船主に無限責任を負わせるのは非常に過酷であること、②船主は

長の有する代理権が広範囲にわたるものであるにもかかわらず、

０条）民法上の使用者責任（民７１５条）に比べ均衡を失うこと、

について過失がないにもかかわらず責任を負わせるのは（商６９

失について立証責任を負うのはその損害賠償を請求する旅客であ

６

広義の船舶所有者（以下、船主という）とは船舶の所有権を有

まうこと、④海運は平常時において国民経済の発展と密接な関係

たん事故が発生してしまった場合、その損害は巨額にのぼってし

船舶所有者（船主）の責任と責任制限

する者であり、狭義の船舶所有者とは船舶の所有権者であると同

を有し、戦争時においては国防軍事上の重要な任務を負うもので

③海上企業は他の企業と比べて危険性が特に大きく、しかもいっ

時に自ら海上活動（船舶の運航）を行う目的をもってその船舶を

もあるから、海運業の発展・助成を図るためには、まず活動主体

７

航海の用に供する者である。船主は船長その他の船員がその職務

（企業主体）の責任を制限して法律で保護しなければならない、な

する義務を負う（商６９０条）。そして、船員の選任および監督に
任は負わなければならない。すなわち、船主は無過失責任を負う

自的な類型から確認できる。例えば、日本の場合、船主は原則と

るが、海上活動の特別な危険を鑑みて船主を保護する必要がある

づく損害賠償債務については、人的無限責任を負うのが原則であ

から生じる取引上の債務および船長その他の船員の不法行為に基

このように、船舶による海上活動の主体である船主は海上活動

権者はその海産についてのみ強制執行をなしうるにすぎないとす

）を採用している。そして、ドイツは
委付主義（
Abandonsystem
船主の責任ははじめから海産に制限していて（物的有限責任）
、債

どを債権者に委任して、その責任を制限することができるという

）を採用している。その他、原則
Exekutionssystem
る執行主義（

９

との理由で古くから各国では船主の有限責任が認められている。

８

して人的無限責任を負うが、海産、すなわち船舶および運送賃な

従来から各国では船主の責任を制限しており、それは各国の独

どがある。

を行うにあたり故意または過失によって他人に加えた損害を賠償

Ⅲ

かわらず、これらの者の不法行為について、その選任および監督

そして、船主責任制限の根拠として挙げられているのは、①船

27

る。

手荷物の滅失・損傷について自己またはその使用人に過失がある

50

ことになる。

ついて船主に過失がなかったとしても被害者に対する損害賠償責

11
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11

条は特定港内における沈没物などが船舶交通を阻害する恐れ

のあるときは、港長は当該物件の所有者などに対してその除去を

法

有限責任を負い、併せて船主に海産の委付を認めるものとする船

命じることができるとし、海上交通安全法 条３項では海上保安

として船主は航海の終わりにおける海産の価額を限度とする人的
）、船主の責任を一定の法定額
価責任主義（ Werthaftungssystem

26

または、１積量トンごとに英貨８ポンドの割合による金額に制限

）
、物的損害
に制限する金額責任主義（ Summenhaftungssystem
については航海の終わる時点における船舶の価額を限度としたり、

く債権を除外している。

措置をとるべきことを命じられると定め、難破物除去責任に基づ

となっている船舶の所有者などに対して、当該船舶の除去などの

る併用主義、などがある 。

競合して上記物的損害に関する金額の配分に参加できるものとす

償が得られない場合、債権者はその残額につき、ほかの債権者と

ポンドの割合による定額に制限しているが、この金額で全部の賠

る債権および被用者の人身損害によって生じた第三者の有する債

海損の分担に基づく債権（同法４条１号）
、被用者の使用者に対す

に関する債権（船主責任制限法３条４項）、海難の救助または共同

なお、制限することのできない債権としては、旅客の旅客損害

庁長官は船舶交通の危険を防止するため、船舶交通の危険の原因

している。そして、人的損害については１積量トンごとに英貨８

33

しては、船舶所有者などもしく救助者またはその各被用者などが

船主責任制限法の規定に基づいて、その責任を制限できる者と

法律４条３項）などがある。しかし、船舶所有者などもしくは救

障法５条）
、原子力損害に基づく債権（原子力損害の賠償に関する

権（同法４条２号）
、油濁損害に基づく債権（船舶油濁損害賠償保

助者または被用者などは、制限債権が自己の故意により、または、

ある（船主責任制限法３条１項・２項）
。
船舶所有者などの責任制限主体が制限できる債権としては、①

上記の責任制限の及ぶ範囲は、船舶ごとに同一の事故から生じ

損害の発生の恐れがあることを認識しながら行った自己の無謀な

じる損害に基づく債権、⑤損害の防止・軽減措置に関する債権（同

たこれらの者に対する全ての人および物の損害に関する債権に及

人身損害または物の滅失・損傷による損害に基づく債権、②運送

法３条１項）がある。そして、救助者などの制限債権としては、

ぶものとしており（船主責任制限法６条１項）
、その責任損害額は

行為によって生じた損害に関するものであるときは、その責任を

①人身損害または物の滅失損傷による損害に基づく債権、②権利

原則として船舶のトン数に応じて所定の方法（船舶のトン数の測

品、旅客または手荷物の遅延による損害に基づく債権、③権利侵

侵害による損害に基づく債権、③損害の防止・軽減措置によって

度に関する法律４条２項）によって算定される。そして、制限債

制限することはできない（船主責任制限法３条３項）
。

生じる損害に基づく債権、④損害の防止・軽減措置に関する債権

権者はその制限債権につき、事故にかかる船舶、その属具および

害による損害に基づく債権、④損害の防止・軽減措置によって生

（同法３条２項）がある。その他、難破物除去責任について、港則
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受領していない運送賃の上に先取特権を有し、その順位は商法８

険の性質を有するが、一部の保険業者が営利目的でその危険を引

Ｐ＆Ｉ保険の場合、被保険者である船主が組合に保険金を請求

き受けている場合もある。

責任保険

条）

４２条８号の先取特権に次ぐものとされている（船主責任制限法

Ⅳ

するためには、被保険者が先に被害者に対して賠償を行う必要が

）がその保険証券に記載
Pay to be paid Clause

あり、第三の直接請求権は認められていないので、いわゆる先支
給・後補償条項（

Ｐ＆Ｉ保険が担保する危険としては、人に関する賠償責任、費

されている。

船舶保険と、海上運送される貨物の所有者などの危険をてん補す

用に関わる物、人の死傷または疾病に対する賠償責任として、①

④難民・密航者等の下船に要した費用などがある。そして、財物

る貨物保険がある。そして、船舶保険には、船舶に関連する事業

責任保険とは、被保険者が保険期間中に第三者に対して法律上

に関する賠償責任、費用に関わるものとして、①他船および他船

人命救助費、遺骸捜索費、遺骸・遺骨・遺品引渡費、および弔祭

の賠償責任を負担することになった場合、保険者が被保険者の損

上の積荷・その他財物に与えた損害に対する賠償責任、②他船お

主体（船舶所有者、船舶賃借人、定期傭船者など）の類型に応じ

害（賠償金の支払や負担する費用など）をてん補することを目的

よび他船上の積荷・その他財物に損害を与えた場合の海難救助の

費、②船長・乗組員の送還費用、③船長・乗組員の代人派遣費用、

とする保険であり、損害保険契約の一種である。この責任保険は

舶内の使用人等の所持品に対する賠償責任などがある。船骸・残

費用に対する賠償責任、③港湾施設その他の固定物、移動物、海

なお、船舶所有者または船舶賃借人に船舶の運航にともなって

骸撤去費用に関わるものとして、①他船および他船上の財物の船

被保険者を保護する機能のみならず、被害者の救済という機能も

生ずる事故などから発生する費用および責任に関しては、海上保

骸・残骸撤去費用、②対象船舶の船骸・残骸撤去費用などがある。

産物等の対象船舶外に存在する財物に関する賠償責任、④対象船

険業者による保険の引受が不可能ではないけれども、十分な付保

契約上の責任に関わるものとしては、①対象船舶が他船に曳航さ

て①１９８９年海難救助条約第

条または同等の救助契約に基づ

航式船舶のみ）などがある。最後に、海難救助に関する費用とし

もできない状況である。なお、船舶所有者などによる相互保険は、

有している。

て、物保険、費用保険、責任保険などがある。

まず、海上保険には船舶の所有者や運航者の危険をてん補する

11

れる場合の曳航契約に基づく責任、②荷役装置の使用契約責任（自
11

一般的に世界各国で行われており、その相互保険をＰ＆Ｉ（ Protecy保険という。通常、Ｐ＆Ｉ保険は船主で結
tion and Indemnit）
）がその危険を引き受けているので、相互保
成される組合（ Club

11

14
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95

任、海上汚染による損害賠償責任、残存物の除去責任、衝突損害

損害賠償責任、船員または旅客の死亡・疾病に対する損害賠償責

Ｐ＆Ｉ保険金が支払われない主なものとしては、積荷に対する

約標準書式に定めるＳＣＯＰＩＣ条項に基づく救助報酬がある。

所救助書式の特別補償に関する特約条項またはロイズ海難救助契

き負担する損害防止・軽減措置による特別補償、②日本海運集会

って加重された賠償責任、がある。

用を除く、⑧賠償責任に関して特約がある場合に、その特約によ

下請負人（その使用人を含む）について生じた賠償責任または費

て生じた賠償責任または費用。ただし、被保険者の使用人および

了する時までに被曳航物件が船列外の第三者に与えた損害につい

件」という）を曳航する場合に、曳航作業が開始された時から終

償責任、③原因のいかんを問わず、油、有害液体物質、廃棄物そ

保険船舶に乗船中ならびに乗降中の者に限る）について生じた賠

約により生じた賠償責任、②船客（運賃または料金を支払って被

就業規則、災害補償規程、雇用契約その他同種の規程もしくは契

の使用人を含む）の死傷、疾病または所持品について、労働協約、

などがある。具体的には、①被保険者の使用人および下請負人（そ

賠償責任の中で船舶保険が引受けていない責任、罰金および過料

偽に記載したため被った荷主の損害、などがある。

）
の損害、船荷証券を償還せず荷物先取保証書（ Letter of Guranty
による荷物引渡で被った荷主の損害、運送書類上に荷物明細を虚

は目的地ではない地域に入港したりすることによって被った荷主

することで被った荷主の損害、運送契約上に約定した到着港また

）
、運送契約上に約定した
故意的な不法行為（ Wilful Misconduct
船積港に運送船舶が到着できなかったり、到着が遅延となったり

なお、Ｐ＆Ｉ保険で免責とされるのは、被保険者である船主の

世越號沈沒事故に関する法的検討

世越號沈沒事故の原因として挙げられているのは、過積載運航、

１．世越號沈沒事故の原因と保険契約

Ⅴ

の他の汚濁物質の流出もしくは排出によって生じた賠償責任また
は費用。ただし、一定の場合を除く、④被保険船舶の積荷（積み
込み前及び荷卸し後を含む）その他被保険船舶が管理しもしくは
作業の対象としている財物（被保険船舶が他船に曳航もしくは押
航されまたは他船を曳航もしくは押航している場合のその船列内
の他船および他船上の財物を含む）に与えた損害について生じた
賠償責任または費用、⑤正貨、地金銀、貴金属、宝石、銀行券、
債権その他の流通証券およびその他類似の財物に与えた損害につ
いて生じた賠償責任または費用、⑥被保険船舶が被保険者の所有
に属さない場合に、被保険船舶に与えた損害について生じた賠償
責任、⑦被保険船舶が他船またはその他の財物（以下「被曳航物

）とは船舶の全部が水没する状態であり、この沈
沈没（ Sinking
没は世越號沈沒事故の直接的な原因ではない。世越號沈沒事故の

、
）、未固縛、不法改造、船舶の寿命延長、
離路（
Veer
Deviation
）不法操作、などである。
平衡装置（ Ballast

11
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11

原因が無理な増・改築および過積載であるとしたら、これは船舶

全ての損害に対して責任を負わない。従って、世越號沈沒事故の

だろう。そして、保険者は被保険危険に近因して発生していない

無理な増・改築および過積載などに近因するものであると言える

因は、偶然な事故によって沈没したのがその直接原因ではなく、

ない。しかし、先述したように、世越號の沈沒事故が発生した原

は不法行為によって生じたものであることを立証しなければなら

難によるものではなく、船舶会社もしくは船長、船員の故意また

拒絶しようとするのならば、その沈没事故が偶然な事故または災

すべき義務が発生することになる。もし、保険者が保険金請求を

没によるものであることを立証すれば、保険者には保険金を支給

舶会社は海難報告による沈没事実証明によって発生した損害が沈

その立証責任は被保険者である船舶会社が負担すべきであり、船

原因が海上保険事故の成立要件である偶然な事故（ Accident
）ま
たは災難を前提としてその船舶の沈没が発生したとするならば、

止軽減義務は全く負っていない。

みると船長と船員らは自分の身の安全のみを図っており、損害防

うとする程度の努力をすべきであったが、事故当時の状況から鑑

険契約がない場合に自分の損害を防止するために努力したであろ

実行していない。そして、被保険者である世越號は少なくとも保

が発生した当時、船長と船員らは合理的で実行可能な措置を全く

の沈没事故の後も損害拡大防止に努めていない。世越號沈没事故

それだけでなく、世越號は損害防止義務を果たしていないし、そ

加の通知と契約解除に関する韓国商法６５２条に違反している。

しかし、世越號の船主はその通知を怠っているので、危険変更増

で、船主は直ちに危険増加の通知を保険者に行うべき義務がある。

て、無理な構造変更は海上危険を著しく増加させることになるの

危険による事故ではないため、保険者は免責となるだろう。そし

ではないが、船舶構造変更と過積載などによる事故は海上固有の

に従って船舶復元性試験と船上傾斜度試験を合格しており、違法

ある。世越號の改造については、海上人命安全協約と船舶安全法

会社の明白な故意と不法行為による事故であるため、保険者は損

られており、世越號の復元力の喪失の決定的な原因が平衡水の不

）に大きく足り
けでなく、世越號が規定の平衡水（ Ballast Water
ない量の平衡水で運航していたことも沈没事故の一つとして挙げ

害保険金を支給すべき義務を負わないことになるだろう。それだ

よって、商法６５１条、６５２条、６５３条、６８０条を違反し

が明らになっている。これは、清海鎮海運の意図的な不法行為に

と証言しており、実際の調査でも一部の固縛設備がなかったこと

係者などの刑事裁判の中で、荷物の固縛設備がほとんどなかった

そして、世越號沈没事故の原因の一つとして挙げられている荷

て免責となるだろう。

22

22

22

物固縛設備の未設置については、清海鎮海運の役員と海運組合関

足であるとも言われている。この点でも、船舶会社は船舶の耐航

たことになるので、保険者は商法６９３条、６５９条１項によっ

次に、世越號の船舶構造変更に違法性があったか否かの問題で

22

22
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22

22

）を違反しているので、海上保険会社は免責と
性（ seawortiness
なるだろう 。

11

11

22

次に、世越號の離路（ Deviation
）問題であるが、離路とは逸脱
を意味するもので、船舶が定められている航路を離脱することを

今後の動向に注目する必要がある。

かをめぐっては解釈上の問題が多く残されているため、保険者の

で定められた航路を離脱した場合には、保険者は、そのときから

いては、東部火災の旅行者保険に加入しているので、傷害死亡者

その他、世越號に乗船していた檀園高等学校の学生と教師につ

うに、世越號沈没事故原因には保険金の支払義務が発生するか否

いう。韓国商法７０１条の２は、船舶が正当な事由なく保険契約
責任を負わないと定めており、船舶が損害発生前に原航路で帰っ

１人当たり１億Ｗｏｎ、治療費５００万Ｗｏｎ、外来通院治療

万Ｗ

管理に関する単純な行為によって発生した場合、商法７９５条２

の急旋回が操舵手の故意または過失ではなく、航海または船舶の

ける船客とその手荷物の損害に対する運送人の責任を規定する条

の２００２年議定書（２００２年アテネ条約）は、国際運送にお

１９７４年の船客とその手荷物の海上運送に関するアテネ条約

２．船主の責任と責任制限

ｏｎなどが支給されることになる。

万Ｗｏｎ、処方治療 万Ｗｏｎ、携帯品の破損および紛失

て来た場合にも同じであると定めている。従って、離路は離路の
意思とは関係なく実際に離路が発生した瞬間をその基準としてい
る。世越號は事故が発生する直前、急な離路をしているので、そ
の離路の発生が単純な過失であるか、あるいは外部的要因または

項に従い運送物に関する損害を賠償すべき責任を負わないことに
世越號の保険加入状況を見ると、保険価額は１１３億Ｗｏｎで
が 億Ｗｏｎ、韓国海運組合が 億Ｗｏｎを引受け
あり、 Meriz
る共同保険としての船舶保険を締結しており、それは KOREAN

日に発効された。２００２年アテネ条約

約で、２０１４年４月

故意によるものであるかについて調査する必要がある。もし、船

15

なるだろう。

20

議定書は、１９７４年のアテネ条約に比較して、船客の死傷、な

らびに船客の自動車および手荷物の滅失毀損に関する船舶の責任

に１１３億Ｗｏｎの ％に該当する 億Ｗｏｎ
RE INSURANCE
の再保険を加入していた。そして、世越號が加入した旅客に対す

入されることになった。

）のクレームに関する厳格責任規定が盛り込ま
（ shipping incident
れるとともに、強制保険と直接請求権によって請求者の保護も導

限 度 額 を 大 幅 に 引 き 上 げ る も の と な っ て い る。 ま た、 海 難 事 故

る賠償責任保険は韓国海運組合の共済商品であり、総支給金額３
００万Ｗｏｎである。そして、賠償責任保険もサムスン火災に再

億ドル未満として、死亡者１人当たりの最大補償金額は３億５０

の主な内容を選別して商法の中で国内法化している。例えば、商

韓国は２００２年アテネ条約改正議定書を批准しておらず、そ

35

33

条は責任の限度額について定めている。
33
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10

法７６９条は船舶所有者の有限責任について定めており、７７０

61

36

保険を締結しており、サムスン火災はその中の ％を KOREAN
に再再保険を締結している。しかし、上記のよ
RE INSURANCE

22

54

77

23

22

補償方式で保険金を支払う問題である。海上旅客運送事故の場合、

び費用をカバーする賠償責任保険であるＰ＆Ｉ保険の先支払・後

次に、船舶の所有者等が船舶の運航による事故等で負う責任及
ないだろう。

つ複合的であり、前代未聞の最悪の人命事故であることに違いは

悲しみをもたらした。そして、事故の直接原因はきわめて複雑か

万５００

そして、韓国商法７２４条２項は、被保険者が責任を負うべき事

険金を請求できるように組合の契約規定を改善する必要がある。

を義務化する必要があるし、人命被害者が組合に対して直接に保

法７７０条で定めた責任限度額以上のＰ＆Ｉ保険に加入すること

分でないケースが多い。従って、海上旅客運送人に対して韓国商

事故が発生した場合、海上旅客運送人が損害賠償の返済能力が十

排除問題は発生しないであろうと思われている。しかし、荷物を

の損害賠償金の総額を上回ることが予想されるので、責任制限の

となる。従って、旅客損害に対する責任制限額が旅客運送約款上

０万Ｗｏｎであるので、損害賠償金の総額は約１０３３億Ｗｏｎ

款上の旅客が死亡したときの賠償限度額は１人当たり３億５００

４４８億Ｗｏｎの責任制限額が推定される。しかし、旅客運送約

０ＳＤＲをかけて算定されるので、世越號沈没事故の場合は約２

商法上の旅客損害に対する責任制限額は旅客定員に

故によって発生した損害について、第三者である被害者が保険金

含む物的損害に対する責任制限額は約 億Ｗｏｎとなっているた

被害の多くが人命被害であり、特に世越號沈没事故のように大型

額の限度内において保険者に直接請求できると定めているので、

償請求権であり、その権利は被害者を保護するために認めた強行

の法院は、第三者の直接請求権は保険金請求権ではなく、損害賠

めるように改正する必要があると思われる。この点に関して韓国

その点を鑑みると船主の責任制限は認められる可能性があるので

る荷物の全損を意図したり、認識していたとは認められないので、

原因で生じたとしても、その行為を行った時点において沈没によ

世越號沈没事故が無理な船舶の増・改築、荷物の過積載などの

め、責任制限の排除問題が発生する可能性がある。

規定であるため、これを排除する先支給・後補償条項は無効であ

世越號惨事の被害救済および支援などのため

はなかろうか。
韓国では「４・

の特別法（法律第１３１１５号）
」が２０１５年１月 日に制定さ

韓国の世越號沈没事故は事故の発生そのものだけでなく、船長

旨を定めている。従って、政府が世越號沈没事故の被害者に損害

賠償請求権を行使することを前提として被害者に代位弁済を行う

まとめ

と船員らの多くが救助活動をせず、旅客を危険に放置したまま、

賠償を行った後、船主に対して求償権を行使し、その責任保険者

れており、その法律は国が損害賠償金の支払義務者に対して損害

28
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17

ると判示した。

Ｐ＆Ｉ保険の保険契約規定も第三者による保険金の直接請求を認

19

船長と船員らが先に脱出していたことから社会的に大きな衝撃と

Ⅵ

16

33

である韓国海運組合が直接請求権を行使できるようになるだろう。

使用していた時よりその動心が高くなっていた。そして、定員数は８０４人

舷側の貨物用ランプウェイを取り外したりするなどの改造が行われ、日本で

３年３月 日より仁川─済州間において週２往復の定期運行を開始した以来、

フ ィ ー ト コ ン テ ナ １ ５ ２個 を 積 載 可 能 な 韓 国 最 大 の ク ル ー ズ 船 と し て ２ ０ １

から９２１人に、総トン数は６，８２５トンに増加され、車両１８０台、

しかし、上記のⅤの１の世越號沈沒事故の原因と保険契約で述べ
たように、保険者は保険事故が故意的不法行為などによって発生
したとして免責を主張する可能性がある。
その他、清海鎮海運に対する損害賠償請求権の行使の側面であ
るが、損害賠償請求が認められたとしても、清海鎮海運の財政状
況から鑑みるとその弁済は厳しいのではないかと思われる。そし

事故原因調査の最終的な発表によると、世越號を改造した後の推奨貨物量

団体旅行などで多く利用されていた。
２

の上限としては９８７トンとされていたが、事故当時にはこの３・６倍とな

る３６０８トンが積載されており（車は１８０台）
、この過積載が沈没の原因
世界日報２０１４年５月

月１日にマルエーフェリーを引退した後、韓国の清海鎮海

年４月、成文堂）

当 た り 最 大 ３ 億 ５ ０ ０ ０満 Ｗ ｏ ｎ ま で の 補 償 が で き る 賠 償 責 任 保 険 に 加 入 し

中村眞澄・箱井崇史『海商法』３０９頁（平成

ていた。
５

船主責任制限制度は中世ヨロッパで慣習的に利用されていたが、１７３３

７

船長その他の船員がその職務を行うにあたり故意または過失により他人に

中村眞澄・箱井崇史『海商法』

頁（平成 年４月、成文堂）
８

い場合のみに責任を制限できるとする条件が追加された。

よる損害に拡大された。ただし、船長と船員の行為に船主の介入と認識がな

７８６年に改正を通じて責任制限の対象傷害は船長と船員のすべての行為に

と運賃を基礎として船主が責任を制限できるように許容している。以後、１

）として初めて立法
年にイギリスで船主責任法（ Liability of Shipowners Act
化された。船主責任法は船長と船員の窃盗行為による物品損害に対して船価

６

日Ａ１面。

３

世越號は船舶保険に加入しており、１１３億Ｗｏｎ規模の船体保険と１人

の１つであるとした。

一家への損害賠償請求の側面も考えられる。しかし、清海鎮海運

４

被害者の救済は何より重要な問題であるが、その救済は法的責
任をおうべき者によって優先的に行われるべきである。従って、
法的責任者への処罰を厳格に行う必要があると思われる。
なお、現在、日本においては、商法（運送・海商関係）等の改
日に決定されている状況であり、そこには運送人の責任とか

正作業が行われており、その改正に関する中間試案が平成 年３
月

責任制限に関する内容もあるので、今後の動きにも注目していく
必要がある。

注
り、２０１２年

22

は国民の税金が使われることになるだろう。

とかその関係者による損害賠償請求が十分でない場合、最終的に

て、清海鎮海運の実質オーナーである兪炳彦（ユ・ビョンオン）

20

加えた損害については、船舶所有者は当該船員の選任および監督につき相当

日民 集

巻

の注意を怠ったか否かを問わず、その賠償の責に任ずべきものであって、民

年２月

年４月、成文堂）

法７１５条の規定はこの場合に適用がない（最判昭和

頁（平成

27

１ 世越號は１９９４年６月に長崎県の林兼船渠で竣工された大型旅客船であ

19

中村眞澄・箱井崇史『海商法』

16

─ 34 ─

15

１号１３２頁）
。
９

48

27

運に売却された。その際、最上階部分船体後方に客室を増設したり、船首右

22

22

10

66

85

11

中村眞澄・箱井崇史『海商法』 頁（平成 年４月、成文堂）
、この根拠に

ついて 頁で見解を述べているので、参照願う。
海 上 保 険 で は、 長 期 の 船 舶 の 行 方 不 明 の よ う に 全 損 の 発 生 が 推 定 さ れ る が

そ の 証 明 が 困 難 で あ る 場 合 や、 船 舶 保 険 で 修 繕 が 不 能 な い し 修 繕 費 が 船 舶 の
価 額 を 超 え る 場 合 な ど に、 こ れ を 全 損 と み な し て 全 損 に 対 す る 保 険 金 の 支 払

頁（平成

年４月、成文堂）

信『保険法』４０８頁（２００５年３月、有斐閣）

を請求することができるとする委付の制度がある（商８３３条以下）
。山下友
中村眞澄・箱井崇史『 海 商 法 』 〜

山下友信『保険法』１０９頁（２００５年３月、有斐閣）

は主に船舶所有者または運航者として第三者に対して負う責任
Protection
は主に積荷の運
と船舶乗組員に対して使用者として負う責任を、 Indemnity
送人として荷主に対して負う責任を意味する。

22

Ｐ＆Ｉ保険の被保険者は船舶所有者、船舶賃借人、定期傭船者など、旅客

運送を業として行ってい る 者 で あ る 。
東京海上日動のホームページ参照。 http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/

）を意味するものであり、保険目的物に対する損失
（ proximate in efficiency
の原因が近因である場合のみに補償を行うとする海上保険の原則の一つであ
る。
韓国商法７０６条（海上保険者の免責事由）

保険者は次の損害及び費用を補償する責任を負わない。
①船舶又は運賃を保険に付した場合には、発航当時安全に航海をするのに必
要な準備をせず、又は必要な書類を備置しないことにより生じた損害
②積荷を保険に付した場合には、傭船者、送荷人又は受荷人の故意又は重大

な過失により生じた損害

）
、 Hague Rules
（１９２４）
Warranty of Seawortiness of Ship

③導船料、入港料、燈台料、検疫料、その他船舶又は積荷に関する航海中の
通常費用
条（
MIA39
３条１項

韓国商法６５２条（危険変更増加の通知及び契約解除）

①保険期間中に保険契約者又は被保険者が事故発生の危険が顕著に変更又は
増加した事実を知ったときは、遅滞なく保険者に通知しなければならない。

これを懈怠したときは、保険者は、その事実を知った日から１月内に限り
契約を解除することができる。

②保険者が第１項の危険変更増加の通知を受けたときは、１月内に保険料の
増額を請求し、又は契約を解除することができる。
韓国商法６８０条（損害防止義務）

ならない。ただし、これのために必要又は有益であった費用及び補償額が

①保険契約者及び被保険者は、損害の防止及び軽減のために努力しなければ

保険金額を超過した場合でも保険者がこれを負担する。

韓国商法６５１条（告知義務違反による契約解除）

韓国商法６５３条（保険契約者等の故意又は重過失による危険増加と契約

り知らないときは、この限りでない。

ができる。ただし、保険者が契約当時その事実を知り、又は重大な過失によ

た日から１月内に、契約を締結した日から３年内に限り契約を解除すること

保険契約当時保険契約者又は被保険者が故意又は重大な過失により重要な

事項を告知せず、又は不実の告知をしたときは、保険者は、その事実を知っ

）とは、損害と最も時間的に近接する原
近因（
Principle
of
causa
Proxima
）ではなく、損害の発生において最も効果的な原因
因（ proximate in time

と Lashing
作業を行い、固く固定して強風とか高波な
物は固縛という Shoring
どの悪天候でも荷物が破損しないようにしている。

hojin/marine_site/senpaku/senshu/
固 縛 と は、 固 く 結 ぶ と い う 意 味 で あ る 。 船 舶 と か 航 空 機 な ど に 船 積 す る 荷

（a）

22

23

韓国商法６８０条（損害防止義務）

ができる。

実を知った日から１月内に保険料の増額を請求し、又は契約を解除すること

により事故発生の危険が顕著に変更又は増加したときは、保険者は、その事

保険期間中に保険契約者、被保険者又は保険受益者の故意又は重大な過失

解除）

24

25
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①保険契約者及び被保険者は、損害の防止及び軽減のために努力しなければ
な ら な い。 た だ し、 こ れ の た め に 必 要 又 は 有 益 で あ っ た 費 用 及 び 補 償 額 が
保険金額を超過した場合でも保険者がこれを負担する。
韓国商法６９３条（海 上 保 険 者 の 責 任 ）

海 上 保 険 契 約 の 保 険 者 は、 海 上 事 業 に 関 す る 事 故 に よ り 生 じ る 損 害 を 補 償
韓国商法６５９条（保 険 者 の 免 責 事 由 ）

以外の他人の権利の侵害により生じた損害に関する債権

④第１号から第３号までの債権の原因となった損害を防止又は軽減するため
の措置に関する債権又はその措置の結果により生じた損害に関する債権
第７７０条（責任の限度額）

①船舶所有者が制限することができる責任の限度額は、次の各号の金額とす
る。

１．旅
 客の死亡又は身体の傷害による損害に関する債権に対する責任の限度額
は、その船舶の船舶検査証書に記載された旅客の定員に 万５０００計算

万７０

万３０００計 算 単 位 に 相 当 す

れぞれ乗じて得た金額を順次に加算した金額

００トンを超過した部分に対しては、毎トン当１６７計算単位をそ

０トンまでの部分に対しては、毎トン当２５０計算単位及び７００

は、毎トン当３３３計算単位、３００００トンを超過して７０００

単位、３０００トンを超過して３００００トンまでの部分に対して

超過して３０００トンまでの部分に対しては、毎トン当５００計算

５００トンを超過する船舶の場合には、가目の金額に５００トンを

가 ５００トン以下の船舶の場合には、
る金額

００計算単位に相当する金額とする。

された金額とする。ただし、３００トン未満の船舶の場合には、

２．旅
 客以外の人の死亡又は身体の傷害による損害に関する債権に対する責任
の限度額は、その船舶のトン数に従い次の各目に定めるところにより計算

ある）をかけて得た金額とする。

単位（国際通貨基金の１特別引出権に相当する金額をいう。以下、同様で

17

する責任がある。

により生じたときは、保険者は、保険金額を支払う責任がない。

①保険事故が保険契約者又は被保険者又は保険受益者の故意又は重大な過失
韓国商法７９５条（運送物に関する注意義務）

31
る。
る金額

가 ５０
 ０トン以下の船舶の場合には、

万７０００計 算 単 位 に 相 当 す

００トン未満の船舶の場合には、８３０００計算単位に相当する金額とす

３．第
 １号及び第２号以外の債権に対する責任の限度額は、その船舶のトン数
に従い次の各目に定めるところにより計算された金額とする。ただし、３

나

16

①運送人は自己又は船員、その他の船舶使用人が発運送物の受領・船積・積
付・ 運 送・ 保 管・ 揚 陸 と 引 渡 に 関 し て 注 意 を 怠 っ て い な か っ た こ と を 証 明
し な け れ ば、 運 送 物 の 滅 失 ・ 毀 損 又 は 延 着 に よ る 損 害 を 賠 償 す べ き 責 任 が

如 何 に か か わ ら ず 次 の 各 号 の 債 権 に 対 し て 第 ７ ７ ０条 の 規 定 に よ る 金 額 の 限
度でその責任を制限することができる。ただし、その債権が船舶所有者自身
の故意又は損害発生のおそれがあることを認識しながら無謀に行った作為又
は不作為により生じた損害に関するものであるときは、この限りでない。
①船舶で又は船舶の運航に直接関連して発生した人の死亡、身体の傷害又は
その船舶以外の物の滅失又は毀損により生じた損害に関する債権
②運送物、旅客又は手荷物の運送の遅延により生じた損害に関する債権
③第１号及び第２号以外に船舶の運航に直接関連して発生した契約上の権利
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ある。
②運送人は船長・海員・導船士、その他の船舶使用人の航海又は船舶の管理
に関する行為または火災により生じた運送物に関する損害を賠償すべき責
任を免れる。ただし、運送人の故意または過失による火災の場合は、この
限りでない。
万

40

韓国商法第７６９条（船舶所有者の有限責任）船舶所有者は、請求原因の

ＳＤＲに上向したし、強制保険の加入義務を課している。

事故旅客１人当たりの責任制限限度を従来の 万５０００ＳＤＲから
17

33

16

26
27
28
29
30

나
超過して３００００トンまでの部分に対しては、毎トン当１６７計

５００トンを超過する船舶の場合には、가目の金額に５００トンを
算 単 位、３ ０ ０ ０ ０ ト ン を 超 過 し て ７ ０ ０ ０ ０ ト ン ま で の 部 分 に 対
分 に 対 し て は、 毎 ト ン 当 計 算 単 位 を そ れ ぞ れ 乗 じ て 得 た 金 額 を 順

しては、毎トン当１２５計算単位及び７００００トンを超過した部
次に加算した金 額
②第１項各号の規定による各責任限度額は、船舶ごとに同じ事故で生じた各
責任限度額に対応する船舶所有者に対するすべての債権に及ぶ。
③第７６９条の規定により責任が制限される債権は、第１項各号の規定によ
る各責任限度額に対して各債権額の比率で競合する。
④第１項第２号による責任限度額が同号の債権の弁済に不足したときは、第
３号による責任限度額をその残額債権の弁済に充てる。この場合、同じ事
故で第３号の債権も発生したときは、この債権と第２号の残額債権は、第
３号による責任限度額に対して各債権額の比率で競合する。

─イ ジヨン・法学部准教授─
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