ुऎग

௦⾲ᣵᣜ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
ᐇ⾜ጤဨ㛗ᣵᣜ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
㛤ദせ㡯࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
ࣉࣟࢢ࣒࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ࣛ
ሗಖ㞀ࡘ࠸࡚➼࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
ሙෆ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭


యϨ࣭ࢭࢵࢩࣙࣥ
 యϨ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
 ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ᨭ㛵ࡍࡿᐇ㊶ࢥࣥࢸࢫࢺ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
 ᩍ⫋ဨࡼࡿ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ᨭᐇ㊶Ⓨ⾲ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
 㛵㐃ᅋయࠊ⟃Ἴᢏ⾡Ꮫࠊᐇ⾜ጤဨᰯ࣭ᶵ㛵ࠊṇဨᏛ࣭ᶵ㛵άື⤂࣭࣭࣭࣭࣭࣭
ࢭ࣑ࢼ࣮㸯 
ᇶ♏ㅮᗙࠕᏛࡰ࠺㸟▱ࢁ࠺㸟ᨭࡢ᪉࣭࠸᪉ࠖ
࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
 ࢭ࣑ࢼ࣮㸰
ᡭヰ㏻ヂࢽ࣮ࢬᛂ࠼ࡿࡓࡵࡢࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢺయไࡢ࠶ࡾ᪉࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ᨭ㛵ࡍࡿಶู┦ㄯ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭


యϩ
య⏬ࠕ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡢࠗཧຍ࠘ࢆᨭ࠼ࡿᨭ̿ヰࡋྜ࠸ሙ㠃ࡽ⪃࠼ࡿ࣭࣭̿ࠖ


᪥ᮏ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕㧗➼ᩍ⫱ᨭࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ 3(31HW-DSDQ ⤂࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
᪥ᮏ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕㧗➼ᩍ⫱ᨭࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ 3(31HW-DSDQ ṇဨᏛ࣭ᶵ㛵⤂࣭
⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ᨭ㛵ࡍࡿᐇ㊶ࢥࣥࢸࢫࢺ  Ⓨ⾲ෆᐜ⤂࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
ᩍ⫋ဨࡼࡿ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ᨭᐇ㊶Ⓨ⾲  Ⓨ⾲ෆᐜ⤂࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
࠙ཧ⪃ࠚ๓᪥≉ู⏬࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭


ᐇ⾜ጤဨ୍ぴ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
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ਸ਼  ३থএ४क़
৫ಈपँञढथ
ᅜ❧Ꮫἲே ⟃Ἴᢏ⾡Ꮫ㛗
᪥ᮏ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕㧗➼ᩍ⫱ᨭ䝛䝑䝖䝽䞊䜽௦⾲
▼ཎ ಖᚿ
䛣䛾ᗘ䚸➨ 㻝㻡 ᅇ᪥ᮏ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕㧗➼ᩍ⫱ᨭ䝅䞁䝫䝆䜴䝮䜢䚸㜰Ꮫ䛻
䛶㛤ദ䛩䜛㐠䜃䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹ᅜ䜘䜚䛤ཧຍ䛔䛯䛰䛝䜎䛧䛯ⓙᵝ䜢ᚰ䜘䜚Ḽ㏄䛔
䛯䛧䜎䛩䚹䜎䛯䚸ඹദᰯ䛷䛒䜛㜰Ꮫ 䜻䝱䞁䝟䝇䝷䜲䝣ᗣᨭ䝉䞁䝍䞊䚸ཬ
䜃䚸༠ຊᰯ䞉༠ຊᶵ㛵䛷䛒䜛㛵すᆅ༊䛾Ꮫ䞉ᶵ㛵䛾ⓙᵝ䛻䚸ᚰ䜘䜚ᚚ♩⏦䛧ୖ
䛢䜎䛩䚹
⟃Ἴᢏ⾡Ꮫ䛜௦⾲ᖿᏛ䜢ົ䜑䜛䚸᪥ᮏ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕㧗➼ᩍ⫱ᨭ䝛䝑
䝖䝽䞊䜽㻔㻼㻱㻼㻺㼑㼠㻙㻶㼍㼜㼍㼚䠅䛿䚸㻞㻜㻜㻠 ᖺ䛻άື䜢㛤ጞ䛧䚸⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ᨭ䛻䛴䛔
䛶✚ᴟⓗ䛺ྲྀ䜚⤌䜏䜢⾜䛖ᅜ䛾Ꮫ䞉ᶵ㛵䛾༠ຊ䛾䜒䛸䚸䝜䜴䝝䜴䜢✚䜏㔜䛽䚸
ඛ㥑ⓗ䛺ྲྀ䜚⤌䜏䜢⾜䛳䛶ཧ䜚䜎䛧䛯䚹⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕䜈䛾᪥䚻䛾ᨭ䛻㛵䛩䜛ྛ
✀ᴗ䚸䛭䛧䛶ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䜔⇃ᮏᆅ㟈䛷䛾Ꮫ㛫䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢ά䛛䛧䛯ሗ
ಖ㞀ᨭ䛺䛹䜢⤒㦂䛧䛺䛜䜙䚸ᖖ䛻ᡃ䛜ᅜ䛾㞀ᐖᏛ⏕ᨭ䛾ᮍ᮶䜢ᥥ䛝䚸䝸䞊䝗
䛧䛶䛝䛯䛸⮬㈇䛧䛶䛚䜚䜎䛩䚹㻞㻜㻝㻤 ᖺᗘ䛻䛿ဨไᗘ䜢䝇䝍䞊䝖䛧䚸䛭䛾䝛䝑䝖䝽䞊
䜽䛿䚸ᅜ 㻟㻞 䛾ṇဨᏛ䞉ᶵ㛵䚸㻡㻟 䛾‽ဨᏛ䞉ᶵ㛵䚸㻞㻠㻝 ྡ䛾ಶேဨ䛻
ᗈ䛜䛳䛶䛚䜚䜎䛩䠄㻞㻜㻝㻥 ᖺ 㻤 ᭶⌧ᅾ䠅䚹
୍᪉⟃Ἴᢏ⾡Ꮫ䛿䚸⫈ぬ䚸どぬ㞀ᐖ⪅䛾䛯䜑䛾ᡃ䛜ᅜ䛷၏୍䛾㧗➼ᩍ⫱
ᶵ㛵䛸䛧䛶䚸⫋ᴗศ㔝䛷ά㌍䛩䜛ேᮦ䜢⫱ᡂ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸㞀ᐖ⪅䛾ᩍ⫱䚸ᨭ
䛻㛵䛩䜛ᐇ㊶ⓗ◊✲䜢᥎㐍䛧䛶䛝䜎䛧䛯䚹ᚋ䚸㻞㻜㻝㻠 ᖺᗘ䛻タ⨨䛥䜜䛯Ꮫ㝔ᢏ
⾡⛉Ꮫ◊✲⛉ሗ䜰䜽䝉䝅䝡䝸䝔䜱ᑓᨷ䚸㻞㻜㻞㻜 ᖺᗘධヨ䜘䜚⏘ᴗᢏ⾡Ꮫ㒊䛾᪂
㡿ᇦ䛸䛧䛶タ䛥䜜䜛䛂ᨭᢏ⾡Ꮫ䛃䛂ሗ䝕䝄䜲䞁Ꮫ䛃䜢㏻䛧䛶䚸䜎䛩䜎䛩㞀ᐖ⪅
ᨭ䚸ሗಖ㞀䛾୰᰾ⓗ䛺ᙺ䜢ᢸ䛖ேᮦ⫱ᡂ䛻ᑾຊ䛧䛶䜎䛔䜚䜎䛩䚹
䛥䛶䚸ᮏ䝅䞁䝫䝆䜴䝮䛿䚸䛂䛄ኌ䛅䛻ᐤ䜚ῧ䛖䞉䛄ཧຍ䛅䜢ᨭ䛘䜛䛃䜢య䝔䞊䝬䛻ᤣ
䛘䚸䝥䝻䜾䝷䝮䜢ᵓᡂ䛧䛶䛚䜚䜎䛩䚹㞀ᐖ⪅ᕪูゎᾘἲ䛾⾜䛻䜘䛳䛶ᨭ䛜ᗈ
䛜䜚䜢ぢ䛫䜛䛣䛭䚸䝯䝙䝳䞊ⓗ䛺ᨭ䛾ᥦ౪䛻⤊ጞ䛫䛪䚸┿䛻⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ಶ
ே䛾ኌ䛻ᐤ䜚ῧ䛔䚸ཧຍ䜢ᐇ⌧䛧䛶䛔䜛䛛䚸䛸䛔䛖どⅬ䛻❧䛱㏉䜛䜉䛝䛷䛿䛺䛔䛷
䛧䜗䛖䛛䚹䛹䛾⏬䜒䚸ཧຍ⪅ྠኈ䛾ពぢ䛜άⓎ䛻⾜䜟䜜䜛䜘䛖ᕤኵ䜢จ䜙䛧
䛶䛚䜚䚸ཧຍ䛥䜜䛯ⓙᵝ䛻䛸䛳䛶᭷ព⩏䛺୍᪥䛸䛺䜛䛣䛸䜢㢪䛳䛶䛔䜎䛩䚹
᭱ᚋ䛻䚸ᮏ䝅䞁䝫䝆䜴䝮㛤ദ䛻䛒䛯䜚䚸䛤ᚋ䛔䛯䛰䛝䜎䛧䛯ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䜢䛿䛨
䜑䛸䛩䜛ྛᶵ㛵䚸䛭䛧䛶ᐇ⾜ጤဨ䚸㛵ಀ⪅䛾ⓙᵝ䛻䚸䛣䛾ሙ䜢䜚䛶ཌ䛟ᚚ♩⏦䛧
ୖ䛢䜎䛩䚹
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ਸ਼  ३থএ४क़भ৫ಈपँञढथ
➨  ᅇ᪥ᮏ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕㧗➼ᩍ⫱ᨭࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
ᐇ⾜ጤဨ㛗
ᅜ❧Ꮫἲே 㜰Ꮫ
࢟ࣕࣥࣃࢫࣛࣇᗣᨭࢭࣥࢱ࣮㛗
Ᏺᒣ ᩄᶞ

➨  ᅇ᪥ᮏ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕㧗➼ᩍ⫱ᨭࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡀࠊ⟃Ἴᢏ⾡Ꮫࡢඹ
ദࡼࡾࠊ㜰Ꮫ࠾࠸࡚㛤ദࡉࢀࡲࡍࡇࢆኚ࠺ࢀࡋࡃᛮ࠸ࡲࡍࠋᅜ
ࡽ࠾㞟ࡲࡾ࠸ࡓࡔ࠸ࡓⓙᵝࢆᚰࡽḼ㏄࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
ᮏᏛ࠾ࡅࡿ㞀ᐖᏛ⏕ᨭࢆࡾ㏉ࡾࡲࡍࠊ ᖺⓎ㊊ࡋࡓ㌟య㞀ᐖᏛ
⏕ಟᏛຓጤဨࡀࠊ⤌⧊ࡋ࡚ࡢᨭࡢጞࡲࡾ࡛ࡍࠋࡑࡢᚋ  ᖺࡣ㞀ᐖ
Ꮫ⏕ᨭᐊࡀタ❧ࡉࢀࠊ ᖺࡣᏛ⏕ᨭࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊ ᖺ࢟ࣕࣥࣃࢫ
ࣛࣇᨭࢭࣥࢱ࣮ࢆ⤒࡚ࠊ ᖺᗘࡽ࢟ࣕࣥࣃࢫࣛࣇᗣᨭࢭࣥࢱ࣮
࡞ࡾ⌧ᅾ⮳ࡾࡲࡍࠋ
ᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢ┦ㄯᨭ㒊㛛ෆタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢡࢭࢩࣅࣜࢸᨭᐊ࡛ࡣࠊ
㌟య㞀ᐖⓎ㐩࣭⢭⚄㞀ᐖࠊࡑࢀࡒࢀࢆᑓ㛛ࡍࡿࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࢆ㓄⨨ࡋࠊ
ᑓ௵ᩍဨࡼࡿࢭࢫ࣓ࣥࢺయไࢆタࡅ࡚ࠊ㞀ᐖᏛ⏕ࡀᡤᒓࡍࡿᩍ⫱⤌⧊ࢆ
యࡋࡓ㞀ᐖᏛ⏕ᨭࢆࢧ࣏࣮ࢺࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊࢭࣥࢱ࣮ෆࡢྛ㒊㛛࣭㒊⨫
ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᅜ㝿ᩍ⫱ὶࢭࣥࢱ࣮ࠊ࢟ࣕࣜࢭࣥࢱ࣮ࠊࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ┦ㄯᐊࠊ
⏨ዪ༠ാ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮➼ࡢ㐃ᦠὀຊࡋࠊᖜᗈ࠸ᨭࢆᥦ౪ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ᅇࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࡣࠊ㸫ࠕኌࠖᐤࡾῧ࠺࣭ࠕཧຍࠖࢆᨭ࠼ࡿ㸫࠸࠺
ࢸ࣮࣐ࡢࡶࠊ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ಶࠎேᐤࡾῧࡗࡓከᵝ࡞ཧຍࢆᨭ࠼ࡿࡓࡵࡢᖜ
ᗈࡃᐇࡋࡓෆᐜࡢ⏬ࡀ‽ഛࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋཧຍ⪅ࡢⓙᵝࡼࡿάⓎ࡞㆟ㄽ࣭
ὶሗඹ᭷ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᚋࡢ㞀ᐖᏛ⏕ᨭࡢࡓࡵከࡃࡢᡂᯝࢆᣢࡕᖐࡗ
࡚࠸ࡓࡔࡅࡿࡇ☜ಙࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ᮏࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദ‽ഛ࠶ࡓࡾࠊᐇ⾜ጤဨࡋ࡚ከ࡞ࡈᑾຊࢆ࠸ࡓࡔ
࠸ࡓ⟃Ἴᢏ⾡Ꮫ㛵ಀ⪅ࡢⓙᵝ㛵すᅪྛᏛࡢᩍ⫋ဨࡢⓙᵝ῝ࡃᚚ♩⏦ࡋ
ୖࡆࡲࡍࡶࠊ㧗➼ᩍ⫱࠾ࡅࡿᚋࡢ㞀ᐖᏛ⏕ᨭࡀ୍ᒙᐇࡋࡓࡶࡢ
࡞ࡾࡲࡍࡇࢆ♳ᛕࡋ࡚ࠊࡈᣵᣜ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
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৫ಈਏඨ
ྡ

⛠  ➨  ᅇ᪥ᮏ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕㧗➼ᩍ⫱ᨭࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘


┠

ⓗ   ⟃Ἴᢏ⾡Ꮫົᒁࢆ⨨ࡃ᪥ᮏ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕㧗➼ᩍ⫱ᨭࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡ㸦3(31HW-DSDQ㸧࡛ࡣࠊ≉⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡢᨭయไࡀᐇࡋࠊ✚ᴟⓗ
࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿᏛ࣭ᶵ㛵ඹྠ࡛ࠊ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ᨭ㛵ࡍ
ࡿࣀ࢘ࣁ࢘ࢆ✚ࡳ㔜ࡡࠊඛ㥑ⓗ࡞ࡢ㛤ᣅࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡑࡋ࡚㞀ᐖ⪅ᕪ
ูゎᾘἲࡢ⾜ࢆࡣࡌࡵࡍࡿࡢໃࡢኚࢆཷࡅࠊᮏࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡣ
 ᖺᗘࡽ᪂యไࢆࢫࢱ࣮ࢺࡉࡏࠊࡼࡾᗈࡃᙉᅛ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏
ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࡣࠊᅜࡢᏛ࠾ࡅࡿ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡢᨭᐇ㊶㛵
ࡍࡿሗࢆࡍࡿࡶࠊᮏࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢάືᡂᯝࢆࡼࡾከࡃࡢ
Ꮫ࣭ᶵ㛵ᑐࡋ࡚Ⓨಙࡍࡿࡇ࡛ࠊᚋࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࠾ࡅࡿ⫈ぬ㞀ᐖᏛ
⏕ᨭయไⓎᒎᐤࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿࠋ


᪥

   ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧 㹼   ศ

      ͤ ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧 㹼 ࡣࠕ๓᪥≉ู⏬ࠖࢆᐇ



ሙ  㜰Ꮫ྿⏣࢟ࣕࣥࣃࢫࢥࣥ࣋ࣥࢩࣙࣥࢭࣥࢱ࣮
㸦㜰ᗓ྿⏣ᕷᒣ⏣ୣ 㸫㸧


ᑐ

㇟  ᅜࡢᏛ➼࡛㞀ᐖᏛ⏕ᨭࢆᢸᙜࡍࡿᩍ⫋ဨࠊཬࡧ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࠊᨭ⪅
ࡑࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࠾ࡅࡿ㞀ᐖᏛ⏕ᨭ㛵ᚰࡢ࠶ࡿ᪉ࠎ




ദ  ᪥ᮏ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕㧗➼ᩍ⫱ᨭࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦3(31HW-DSDQ㸧
ᅜ❧Ꮫἲே⟃Ἴᢏ⾡Ꮫ


ඹ

ദ  㜰Ꮫ࢟ࣕࣥࣃࢫࣛࣇᗣᨭࢭࣥࢱ࣮


༠

ຊ  㜰ᩍ⫱Ꮫ㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ಟᏛᨭ࣮࣒ࣝ
 㛵すᏛᏛ⏕┦ㄯ࣭ᨭࢭࣥࢱ࣮
 㛵すᏛ㝔ᏛᏛ⏕άືᨭᶵᵓ⥲ྜᨭࢭࣥࢱ࣮
 ி㒔ᏛᏛ⏕⥲ྜᨭࢭࣥࢱ࣮㞀ᐖᏛ⏕ᨭ࣮࣒ࣝ
 ி㒔⏘ᴗᏛ㞀ᐖᏛ⏕ᩍ⫱ᨭࢭࣥࢱ࣮
 ྠᚿ♫ᏛᏛ⏕ᨭࢭࣥࢱ࣮㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭᐊ

4




 ❧㤋Ꮫ㞀ᐖᏛ⏕ᨭᐊ
 ≉ᐃ㠀Ⴀάືἲேࡺ

ᚋ

  ᩥ㒊⛉Ꮫ┬
 ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⏕ᨭᶵᵓ㸦-$662㸧
 ୍⯡㈈ᅋἲே᪥ᮏࢁ࠺࠶㐃┕
 ♫⚟♴ἲே᪥ᮏどぬ㞀ᐖ⪅ᅋయ㐃ྜ
 ≉ᐃ㠀ႠάືἲேᏛࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒㜰
 ≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே༡㜰ᆅᇦᏛࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒
 බ┈㈈ᅋἲேᏛࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ி㒔
 ᮾிᏛ㞀ᐖ㧗➼ᩍ⫱㛵ࡍࡿࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ᙧᡂᴗ㸦3+('㸧
 ி㒔Ꮫ㧗➼ᩍ⫱ࢡࢭࢩࣅࣜࢸࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒㸦+($3㸧


ཧ ຍ ㈝  ↓ᩱ
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ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
 ᭶  ᪥㸦᪥
᪥㸧ཷ    ศ㹼

༗๓
 యϨ㸭ࢭ
ࢭࢵࢩࣙࣥ
⏬                       











































⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ᨭ㛵ࡍࡿ
ᐇ㊶ࢥࣥࢸࢫࢺ
࠙య⫱㤋ࠚ






㹼

ڦ๓༙Ⓨ⾲
㸦㹼㸧
࣭ᮾிᏛⱁᏛ
࣭༓ⴥᏛ
࣭ᕞ࣮ࣝࢸࣝᏛ㝔Ꮫ
࣭ᯇᒣᏛ
࣭ឡᏛ
࣭ᮾ⚟♴Ꮫ
࣭ᮐᖠᏛ㝔Ꮫ
࣭㛵すᏛ

ڦᚋ༙Ⓨ⾲
㸦㹼㸧
࣭㤳㒔Ꮫᮾி
࣭ᕞᏛ
࣭ᫍᏛᅬᏛ
࣭᪥ᮏ⚟♴Ꮫ
࣭ᐑᇛᩍ⫱Ꮫ
࣭ᮾᏛ
࣭ឡ▱ᩍ⫱Ꮫ
࣭㜰ᩍ⫱Ꮫ

㹼
࣏ࢫࢱ࣮ࡢࡳ㜀ぴྍ⬟

ᩍ⫋ဨࡼࡿ⫈ぬ㞀ᐖ
Ꮫ⏕ᨭᐇ㊶Ⓨ⾲
࠙య⫱㤋ࠚ





㛵㐃ᅋయάື⤂
࠙㸯㝵࢚࣍࣡య⫱㤋ࠚ



㹼

㹼
ࠓᩍ⫋ဨࡢ᪉ࡢࡳ㜀ぴྍࠔ ࠙㸯㝵࢚࣍࣡ࠚ
ڦṇဨᏛ࣭ᶵ㛵⤂

 ࣃࢿࣝᒎ♧
ͤⓎ⾲⪅ᅾᖍ㛫ࡣ
ڦᐇ⾜ጤဨᰯ࣭ᶵ㛵⤂
㹼
ࣃࢿࣝᒎ♧
ͤࡑࡢࡢ㛫ᖏࡣ
࣭㜰Ꮫ
࣏ࢫࢱ࣮ᥖ♧ࡢࡳ
࣭㜰ᩍ⫱Ꮫ

࣭㛵すᏛ

࣭㛵すᏛ㝔Ꮫ
࣭ᐑᇛᩍ⫱Ꮫ
࣭ி㒔Ꮫ
࣭⩌㤿Ꮫ
࣭ி㒔⏘ᴗᏛ
࣭⩌㤿་⒪⚟♴Ꮫ
࣭ྠᚿ♫Ꮫ
࣭ᮾிዪᏊయ⫱Ꮫ
࣭≉ᐃ㠀Ⴀάືἲேࡺ
࣭ᮾி㎰ᴗᏛ
࣭┠ⓑᏛ࣭┠ⓑᏛ▷ᮇ 
࠙య⫱㤋ࠚ
Ꮫ㒊
ڦ㛵㐃ᅋయ⤂ᒎ♧
࣭ᑠ⏣ཎ▷ᮇᏛ
࣭ᮾிᏛ㞀ᐖ㧗➼ᩍ⫱
࣭㜰ᗓ❧Ꮫ
㛵ࡍࡿࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ᙧ
࣭ᕞ࣮ࣝࢸࣝᏛ㝔Ꮫ
ᡂᴗ㸦3+('㸧
࣭ி㒔Ꮫ㧗➼ᩍ⫱ࢡࢭࢩ
ࣅࣜࢸࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒
㸦+($3㸧
࣭㜰⫈ຊ㞀ᐖ⪅༠
࣭ࢯࣀࣦ࣭ࢪࣕࣃࣥᰴᘧ♫
࣭᪥ᮏࢁ࠺Ꮫ⏕᠓ㄯ
࣭⟃Ἴᢏ⾡Ꮫ    
㹼
࣏ࢫࢱ࣮ᥖ♧ࡢࡳ
ͤࡇࡢ㛫ᖏࡣ
ᩍ⫋ဨ௨እࡢ᪉ࡶࠊ
࡚ࡢཧຍ⪅ࡀ
㜀ぴྍ⬟࡛ࡍ
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 ࠙ࠚෆࡣሙ







యϨ㸭ࢭ࣑ࢼ࣮㸯
࠙㸱㝵 㹋㹍࣮࣍ࣝࠚ
㹼
యϨ
࣭ࢥࣥࢸࢫࢺཧຍᅋయ
 ⛊ࣆ࣮ࣝ

ࢭ࣑ࢼ࣮㸰
࠙㸰㝵 ㆟ᐊ㸰ࠚ

ಶู┦ㄯ
࠙㸰㝵 ㆟ᐊ㸱ࠚ










⛣ື࣭ఇ᠁














㹼

ࢭ࣑ࢼ࣮㸯
ᇶ♏ㅮᗙ
ࠕᏛࡰ࠺㸟▱ࢁ࠺㸟ᨭࡢ
᪉࣭࠸᪉ࠖ

ྖ㸸
㎷⨾ᕹ㸦ி㒔Ꮫ㸧
ㅮᖌ㸸
ᅵᶫᜨ⨾Ꮚ㸦ྠᚿ♫Ꮫ㸧
 ⸭⏣ࡳࡺࡁ
 㸦ྠᚿ♫Ꮫ 㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕
ᨭไᗘ⏝Ꮫ⏕ 2*㸧

㹼

ࢭ࣑ࢼ࣮㸰
ࠕᡭヰ㏻ヂࢽ࣮ࢬᛂ࠼ࡿ
ࡓࡵࡢࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢺయ
ไࡢ࠶ࡾ᪉ࠖ

ྖ㸸
ⓑ⃝㯞ᘪ㸦⟃Ἴᢏ⾡Ꮫ㸧
ㅮᖌ㸸
ᯇ㷂 㸦ᐑᇛᩍ⫱Ꮫ㸧














㹼



ಶู┦ㄯ㸦 ᯟ┠㸧




㹼



ಶู┦ㄯ㸦 ᯟ┠㸧
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༗ᚋ
 యϩ                         ࠙ࠚෆࡣሙ



యϩ
࠙㸱㝵 㹋㹍࣮࣍ࣝࠚ



࣭㛤⾜



















࣭య⏬ ࣃࢿࣝࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ



ࠕ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡢࠗཧຍ࠘ࢆᨭ࠼ࡿᨭ



    ̿ヰࡋྜ࠸ሙ㠃ࡽ⪃࠼ࡿ̿ࠖ







 ྖ㸸ᮧ⏣ ῟㸦ி㒔Ꮫ㸧



 ㅮᖌ㸸୰㔝⪽Ꮚ㸦㜰Ꮫ㸧



᭷ᾏ㡰Ꮚ㸦ᒣᙧᏛ㸧



    ᑠబ㔝㈗ᜨ㸦ᒣ┴❧ࢁ࠺Ꮫᰯ㸧











࣭⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ᨭ㛵ࡍࡿᐇ㊶ࢥࣥࢸࢫࢺ  ⾲ᙲᘧ











࣭㛢ᣵᣜ



⤊
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ੲਾ৳पणःथ
ᇶᮏⓗ䛻䛩䜉䛶䛾䝥䝻䜾䝷䝮䛻ᡭヰ㏻ヂ䛺䜙䜃䛻䝟䝋䝁䞁䛻䜘䜛ᩥᏐ㏻ヂ䛜䛴䛔䛶䛔䜎䛩䛜䚸
䛂⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ᨭ䛻㛵䛩䜛ᐇ㊶䝁䞁䝔䝇䝖 㻞㻜㻝㻥䛃䜢ྵ䜐ཧຍ⪅ྠኈ䛾䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛻
䛴䛝䜎䛧䛶䛿ྛ⮬䛤㓄៖䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻌 䜎䛯䚸๓䛻⏝ᕼᮃ䛾䛚⏦䛧ฟ䛾䛒䛳䛯⏬䛻䛴䛔䛶䛿䚸䝕䝆䝍䝹䝽䜲䝲䝺䝇䛾⿵⫈ຓ䝅
䝇䝔䝮䜢䛤⏝ព䛧䛶䛚䜚䜎䛩䚹ᑓ⏝䝬䜲䜽䜢㏻䛧䛶䚸㡢ኌ䛜┤᥋⿵⫈ჾ䛻ᒆ䛟䝅䝇䝔䝮䛷䛩䚹䛤
᫂䛺Ⅼ䛜䛒䜚䜎䛧䛯䜙䚸䝇䝍䝑䝣䜎䛷䛚ኌ䛜䛡䛟䛰䛥䛔䚹㻌


୰ॣ؞फ़؞৬৹ਂଐऩन
 ሙෆ⡆᫆࡞ᩆㆤᐊࢆタࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࡢ࡛ࠊఇ᠁ࡀᚲせ࡞㝿ࡣࢫࢱࢵࣇ࠾
ኌࡅࡃࡔࡉ࠸ࠋయㄪࡀඃࢀࡎᩆㆤᐊࡢ⏝ࡀᚲせ࡞ሙྜࡶࠊ࠾㏆ࡃࡢࢫࢱࢵࣇ࠾ኌ
ࡅࡃࡔࡉ࠸ࠋ࡞࠾ࠊᛴࡢሙྜࡣ㝔ࡢࡈෆ࡞ࡾࡲࡍࠋ


಼૩ৎभৌૢपणःथ
  ⅆࡸᆅ㟈࡞⅏ᐖⓎ⏕ࡣࠊⴠࡕ╔࠸࡚㌟ࡢᏳࢆ☜ಖࡋࡓ࠶ࢫࢱࢵࣇࡢᣦ♧
ᚑࡗ࡚㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ


ઌलঅॹड़୶पणःथ
ሙෆ࡛ࡢ┿ཬࡧࣅࢹ࢜ࡢᙳࡣࡈ㐲៖ࡃࡔࡉ࠸ࠋሗ࿌ࡢࡓࡵ┿ࡀᚲせ࡞ሙྜࡣࠊ
ົᒁࡼࡾᥦ౪࠸ࡓࡋࡲࡍࡢ࡛ࠊࡈ㐃⤡ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡓࡔࡋࠕ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ᨭ㛵ࡍࡿᐇ㊶ࢥࣥࢸࢫࢺࠖ
ࠕᩍ⫋ဨࡼࡿ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ᨭ
ᐇ㊶Ⓨ⾲ࠖࠕ㛵㐃ᅋయάື⤂ࠖࡢⓎ⾲⪅ࡀࠊᡤᒓඛࡢሗ࿌➼ࡢࡓࡵࠊ⮬ࡽࡢࣈ࣮ࢫ
ཬࡧయϨཧຍᅋయ  ⛊ࣆ࣮ࣝࠊయϩ⾲ᙲᘧࢆᙳࡍࡿࡇࡣྍ⬟࡛ࡍࠋࡑࡢሙ
ྜࡶࠊࡢཧຍ⪅ࡢ㢦ࡀࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࠊࡈ㓄៖ࢆ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
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পଚপ৾ଡঐॵউ
ᮾ㛛

㜰ࣔࣀ࣮ࣞࣝ
㜰㝔๓㥐

㜰ᮏ㒊๓ࣂࢫ

ே㛫⛉Ꮫ
◊✲⛉

㹇㹁
࣮࣍ࣝ

⏕ᶵ⬟
◊✲⛉

ࢸࢽࢫ
ࢥ࣮ࢺ

㸺ࢥࣥ࣋ࣥࢩࣙࣥࢭࣥࢱ࣮㸼
 ᪥ 
๓᪥≉ู⏬
 ⥲ ͤဨࡢࡳ
Ꮫ⏕ὶ⏬ ͤ๓⏦㎸ไ
 ᪥ 
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
㸦 ཷ 㸭
㸭  యϨ
Ϩ 㸭 ࢭ ࣑ࢼ࣮㸭
㸭
ಶู┦ㄯ㸭ᐇ
ᐇ⾜ጤဨᰯ࣭ᶵ㛵ࠊṇ
ဨᏛ࣭ᶵ㛵άື⤂㸭
య
ϩ㸧

৬ை

㸺య⫱㤋㸼

 ᪥ 
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
㸦ࢥࣥࢸࢫࢺ㸭
㸭
ᩍ⫋ဨᐇ㊶Ⓨ⾲
㸭㛵㐃ᅋ
ᅋయάື
⤂㸧
㸧



㜰ᮏ㒊๓ࣂࢫࡽࡢᚐṌ࣮ࣝࢺ ᚐṌ㸱ศ
㜰ࣔࣀ࣮ࣞࣝ㜰㝔๓㥐ࡽࡢᚐṌ࣮ࣝࢺ ᚐṌ  ศ

پධ୫రૃ
پଦ઼ऋಌपऩॊ૭ચਙऋँॉऽघ؛
ถमਊভৃभൕંपथओનੳऎटऔः؛

ᩍ⫋ဨ
⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕

ᐇ㊶Ⓨ⾲

㛵㐃ᅋయ

ᨭ㛵ࡍࡿ
ࣇ࣮ࣜ
ࢫ࣮࣌ࢫ

ᐇ㊶ࢥ
ࢥࣥࢸࢫࢺ

ධཱྀ

ධཱྀ
10

άື⤂

॥থঋথ३ঙথ७থॱش

㣗ሙ


 ᪥
ᘚᙜᘬΏ
Ώ ͤ๓⏦㎸ไ

㝵ẁ
ᘬΏ
ᘚᙜᘬ

Z


 ᪥


ࣃࢿࣝᒎ♧
࣭ᐇ⾜ጤဨᰯ࣭ᶵ㛵
࣭3(31HW-DSDQ

㸯㝵
㝵ẁ
࣮࣍ࣝ
ົᡤ

◊ಟᐊ
య⫱㤋

ࣃࢿࣝ
ᒎ♧


 ᪥


๓᪥≉ู⏬㸱ͤ๓⏦㎸ไ
ࠕඛ㍮ࡽᏛࡰ࠺㸟̿Ꮫ࡛ࡢ
Ꮫࡧ࢟ࣕࣜᙧᡂ̿ࠖ

ডॖग़

㝵ẁ

ᙜ᪥ ṇဨ
⾜ጤဨ
ཷ ᐇ
ཷ
 ᪥ࡢࡳ

⥲ྜ

ཷ

㆟ᐊ㸯
㸯

(9

ࢡ࣮ࣟࢡ

㝵ẁ


 Ꮫ⏕ὶ⏬
 ᪥᮶
᮶㈱᥍ᐊ

ͤ๓⏦㎸ไ

 ᪥᮶
᮶㈱࣭ㅮᖌ
㏻ヂ⪅ཷ


 ᪥


๓᪥≉ู⏬㸰
㸰ͤ๓⏦㎸ไ
ࠕᨭᢏ⾡ࡢࡉࡽຠᯝⓗ࡞⏝
ྥࡅ࡚̿ά⏝⤂࣭⏝య
㦂ࢆ㏻ࡋ࡚̿ࠖ

㸰㝵
㝵ẁ


 ᪥


ಶู┦ㄯͤ๓⏦㎸ไ

㆟ᐊ㸱

㝵ẁ


ᗜ

(9

྿ᢤ

 ᪥

๓᪥≉ู⏬㸯ͤ๓⏦㎸ไ

྿ᢤ

ࠕࢭࢫ࣓ࣥࢺᇶ࡙࠸ࡓྜ⌮ⓗ
㓄៖ᨭࣉࣛࣥࡢసᡂࠖ


 ᪥

ࢭ࣑ࢼ࣮㸰
㸰

㆟ᐊ㸰

㝵ẁ

ࠕᡭヰ㏻ヂࢽ࣮ࢬᛂ࠼ࡿࡓࡵࡢ
ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢺయไࡢ࠶ࡾ᪉ࠖ

㝵ẁ

 ᪥
⥲ཷͤဨࡢࡳ

㸱㝵


 ᪥

 ⥲
ͤဨࡢࡳ

㝵ẁ


 ᪥ 


 యϨ

 ࢭ࣑ࢼ࣮㸯
㸯

㝵ẁ
(9

㹋㹍࣮࣍ࣝ

ࠕᇶ♏ㅮᗙࠗᏛࡰ࠺㸟▱ࢁ࠺㸟ᨭ
ࡢ᪉࣭࠸᪉࠘ࠖ

⥲

ཷ

ͤ㣧㣗⚗Ṇ



 యϩ

㝵ẁ

ࠕ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡢࠗཧຍ࠘ࢆᨭ࠼ࡿ
ᨭ̿ヰࡋྜ࠸ሙ㠃ࡽ⪃࠼ࡿ̿ࠖ

ͤయㄪⰋࡢ᪉ࡣࢫࢱࢵࣇ࠾ኌࡅࡃࡔࡉ࠸ࠋఇ᠁ᐊࡈෆࡋࡲࡍࠋ
11


㝵ẁ

ۄۂںۂ
㻌㻌
㻌㻌
㻌㻌
㻌㻌
㻌㻌
㻌㻌
㻌㻌
㻌㻌
㻌㻌
㻌㻌
㻌㻌
㻌㻌
㻌㻌
㻌㻌
㻌㻌
㻌㻌

12

؞৸৬ভ⋛
؞७ॵ३ঙথ
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৸৬ভ⋛
㛫䠖㻝
㻝㻜㻦㻜㻜䡚
䡚㻝㻜㻦㻟㻜㻌㻌 ሙ䠖䠏
䠏㝵㻌 㻹㻻 䝩䞊䝹㻌㻌

ḟ ➨
㸯㸬Ꮫࡰ࠺㸟ᴦࡋࡶ࠺㸟ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࡈㄝ᫂㸧
㸰㸬⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ᨭ㛵ࡍࡿᐇ㊶ࢥࣥࢸࢫࢺ  ཧຍᅋయ  ⛊ࣆ࣮ࣝ

ࢥࣥࢸࢫࢺཧຍᅋయ୍ぴ

࠙๓༙ࠚ
ᮾிᏛⱁᏛ㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭᐊ
༓ⴥᏛࣀ࣮ࢺࢸࢡ
ᕞ࣮ࣝࢸࣝᏛ㝔Ꮫ㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ࢧ࣏࣮ࢺ࣮࣒ࣝ
ᯇᒣᏛᏛ⏕ᨭᐊ㞀ᐖᏛ⏕ᨭᅋయ㹎㹍㹎
ឡᏛ㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭ࣎ࣛࣥࢸ
ᮾ⚟♴Ꮫ㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ࢧ࣏࣮ࢺࢳ࣮࣒
ᮐᖠᏛ㝔Ꮫࢡࢭࢩࣅࣜࢸ᥎㐍ጤဨ
㛵すᏛᏛ⏕┦ㄯ࣭ᨭࢭࣥࢱ࣮

࠙ᚋ༙ࠚ
㤳㒔Ꮫᮾிࢲࣂ࣮ࢩࢸ᥎㐍ᐊ
ᕞᏛ㞀ᐖ⪅ᨭࣆ࣭ࢧ࣏࣮ࢱ࣮
ᫍᏛᅬᏛࢡࢭࢩࣅࣜࢸᨭᐊ1RWH7DNHUV
᪥ᮏ⚟♴ᏛᏛ⏕ᨭࢭࣥࢱ࣮Ꮫ⏕ࢫࢱࢵࣇ
ᐑᇛᩍ⫱Ꮫࡋࡻ࠺ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭᐊ⫈ぬࡋࡻ࠺ࡀ࠸㒊
ᮾᏛ≉ูᨭᐊ⏝Ꮫ⏕࣭Ꮫ⏕ࢧ࣏࣮ࢱ࣮
ឡ▱ᩍ⫱Ꮫሗಖ㞀ᨭᏛ⏕ᅋయ࡚ࡃ࡚ࡃ
㜰ᩍ⫱Ꮫ㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ಟᏛᨭ࣮࣒ࣝ

14

ْٓ ْ عٓ ع
ভৃ؟পଚপ৾ িय़কথঃ५ ৬ை
ᮏࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࡣࠊᅜࡢᏛ࣭ᅋయࡀ᪥㡭ᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡿᨭࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆⓎ⾲ࡋࠊཧຍ⪅
ࡢᢞ⚊ࡼࡗ࡚ඃࢀࡓྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾲ᙲࡍࡿࢥࣥࢸࢫࢺ⏬ࢆタࡅ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋሙࡣࠊᩍ⫋ဨ࣭
Ꮫ⏕࡞  ᅋయࡢᛂເ⪅ࡀຊࢆධࢀ࡚సᡂࡋࡓ࣏ࢫࢱ࣮ࡀ୪ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ
ෆᐜࢆࡈぴ࠸ࡓࡔࡁࠊࠕࡇࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣཧ⪃࡞ࡿ㸟ࠖᛮࡗࡓⓎ⾲ᢞ⚊ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡲࡓࠊᢞ⚊⏝⣬ࡢ㠃ࢥ࣓ࣥࢺḍࢆ⏝ពࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᢞ⚊ࡉࢀࡿᅋయࡢᛂࢥ࣓ࣥࢺࢆࡈ
グධࡢୖࠊᢞ⚊ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡼ࠺ࠊ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

㠃 ᛂࢥ ࣓ࣥࢺ

ྡࡢࢇࡉ࡞ࡳۻᮐࡢ୰ᢞ⚊⏝⣬㸦㸰ᯛ㸧ࡀධࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࢆ᭩࠸࡚ࠊཧ⪃࡞ࡿ
ྲྀࡾ⤌ࡳᢞ⚊
ሙ࡛࣏ࢫࢱ࣮ࡸⓎ⾲ࢆࡈぴ࠸ࡓࡔࡁࠊࡇࢀࡣⰋ࠸㸟ᛮࡗࡓ
Ⓨ⾲ᢞ⚊ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᢞ⚊⟽ࡣሙෆࡢ㸰⟠ᡤタ⨨ࡋ࡚࠸
ࡲࡍࠋ
ۻᮏࢥࣥࢸࢫࢺ࡛ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞ほⅬࡽᢞ⚊ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
࣭ࡇࢇ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⮬ศࡢᏛ࡛ࡶᐇ⌧ࡋࡓ࠸㸟
࣭ࡐࡦ┿ఝࡋࡓ࠸ࢹࡔ㸟
ţܖٻ
Ũܖٻ
šܖٻ
࣭ᚋࡢⓎᒎࡀᴦࡋࡳ࡞ෆᐜࡔ㸟
࣭᪥㡭ࡢດຊࡀఏࢃࡗ࡚ࡃࡿ㸟
ۻⓎ⾲࠸ࡓࡔ࠸ࡓྛᅋయࡣࠊ௨ୗࡢ㈹ࢆ⏝ពࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࣭3(31HW-DSDQ ㈹
ཧຍ⪅ࡢⓙᵝྠኈ
࣭‽ 3(31HW-DSDQ ㈹
ࡼࡿ✚ᴟⓗ࡞ࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ࠾㢪
࣭ࢢࢵࢻࣉࣛࢡࢸࢫ㈹
࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
࣭ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ㈹
㸦㞀ᐖࡢ᭷↓㛵ࢃࡽࡎࠊࡍ࡚ࡢཧຍ⪅ఏࢃࡿⓎ⾲࡞ࡿࡼ࠺ᕤኵࡋ࡚࠸ࡓ㸯ᅋయ㸧
࣭᪂ே㈹㸦ࢥࣥࢸࢫࢺࡢཧຍᅇᩘࡀ㸰ᅇ௨ୗ࡛࠶ࡿᅋయࡢ࠺ࡕࠊᚋࡢάືࡢᒎ㛤
ᮇᚅࡀᐤࡏࡽࢀࠊ᭱ࡶᚓ⚊ᩘࡀከࡗࡓ㸯ᅋయ㸧
࣭ዡບ㈹

࠙๓༙ࠚ
ᮾிᏛⱁᏛ 㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭᐊ㸭༓ⴥᏛ ࣀ࣮ࢺࢸࢡ㸭ᕞ࣮ࣝࢸࣝᏛ㝔Ꮫ 㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ࢧ࣏࣮ࢺ࣮ࣝ
࣒㸭ᯇᒣᏛ Ꮫ⏕ᨭᐊ 㞀ᐖᏛ⏕ᨭᅋయ㹎㹍㹎㸭ឡᏛ 㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭ࣎ࣛࣥࢸ㸭ᮾ⚟♴Ꮫ
㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ࢧ࣏࣮ࢺࢳ࣮࣒㸭ᮐᖠᏛ㝔Ꮫ ࢡࢭࢩࣅࣜࢸ᥎㐍ጤဨ㸭㛵すᏛ Ꮫ⏕┦ㄯ࣭ᨭࢭࣥࢱ࣮
࠙ᚋ༙ࠚ
㤳㒔Ꮫᮾி ࢲࣂ࣮ࢩࢸ᥎㐍ᐊ㸭ᕞᏛ 㞀ᐖ⪅ᨭࣆ࣭ࢧ࣏࣮ࢱ࣮㸭ᫍᏛᅬᏛ ࢡࢭࢩࣅࣜ
ࢸᨭᐊ 1RWH7DNHUV㸭᪥ᮏ⚟♴Ꮫ Ꮫ⏕ᨭࢭࣥࢱ࣮ Ꮫ⏕ࢫࢱࢵࣇ㸭ᐑᇛᩍ⫱Ꮫ ࡋࡻ࠺ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭ
ᐊ ⫈ぬࡋࡻ࠺ࡀ࠸㒊㸭ᮾᏛ ≉ูᨭᐊ ⏝Ꮫ⏕࣭Ꮫ⏕ࢧ࣏࣮ࢱ࣮㸭ឡ▱ᩍ⫱Ꮫ ሗಖ㞀ᨭᏛ⏕ᅋ
య࡚ࡃ࡚ࡃ㸭㜰ᩍ⫱Ꮫ 㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ಟᏛᨭ࣮࣒ࣝ

ЍྛᅋయࡢⓎ⾲ෆᐜ⤂ࡣ  ࣮࣌ࢪ௨㝆ᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
15

ਸ਼  মലಁ૩৾েৈಉઇ੍ର३থএ४क़

ઇ৩पेॊലಁ૩৾ে੍ରৰᄷ 
             㛫㸸㹼
㹼 ᩍ⫋ဨࡢ
ࡢࡳ㜀ぴྍ⬟
ͤ 㹼
㹼 Ⓨ⾲⪅ᅾᖍ
㹼
㹼 ᩍ⫋ဨ௨እࡶ㜀ぴྍ⬟
ሙ㸸య
య⫱㤋




 ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ᨭ㛵ࢃࡿᩍ⫋ဨࢆᑐ㇟ࠊཧຍ⪅ࡳࡎࡽࡀ᪥ࠎࡢᐇ㊶ࢆⓎ⾲ࡋࠊ᪂ࡓ
࡞ᨭᐇ㊶ࡘ࡞ࡆࡿࡇࢆ┠ᣦࡋ࡚ᮏ⏬ࢆᐇࡋࡲࡍࠋᡂຌ㝈ࡽࡎᐇ㊶ୖࡢㄢ
㢟ࡸィ⏬୰ࡢ⏬➼ࡶྵࡵ࡚Ⓨ⾲ࢆ⾜࠸ࠊሗὶࡢሙ࡞ࡿࡇࢆᮇᚅࡋࡲࡍࠋ
 Ⓨ⾲ࢆ㜀ぴ࡛ࡁࡿࡢࡣࠊ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡛⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ᨭྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿᩍ⫋ဨ࡛ࡍࠋ

㸦ࡓࡔࡋࠊ   ศ㹼   ศࡣࠊ࡞ࡓ࡛ࡶ⮬⏤࣏ࢫࢱ࣮ࡢ㜀ぴࡀྍ⬟࡛ࡍࠋ
㸧


Ⓨ⾲ෆᐜཬࡧⓎ⾲⪅୍ぴ

䝍䜲䝖䝹㻌

ᶵ㛵ྡཬ䜃Ⓨ⾲⪅㻌

య㦂䜢㏻䛧䛶⪃䛘䜛ᤵᴗ⪅䛸䛧䛶䛷䛝䜛䛣䛸㻌
䡚㻲㻰 ◊ಟ䛷䛾ྲྀ䜚⤌䜏䡚㻌

ᐑᇛᩍ⫱Ꮫ㻌 䛧䜗䛖䛜䛔Ꮫ⏕ᨭᐊ㻌
㻌 ๓ཎ᫂᪥㤶㻌 ཬᕝ㯞⾰Ꮚ㻌 బ⸨ᬕ⳯㻌

ᤵᴗ䛻䛚䛡䜛ᡭヰ㏻ヂ⪅㣴ᡂ䛾ᐇ㊶ሗ࿌㻌
ᡭヰ㏻ヂ⪅㣴ᡂㅮᗙᐇ㊶䝺䝧䝹‽ᣐ䛂᪥ᮏᡭヰ䛸㻌
᪥ᮏㄒ䛾㐪䛔䜢Ꮫ䜆䊢䛃䛻䛴䛔䛶㻌

⩌㤿Ꮫ㻌
㻌 ᩍ⫱Ꮫ㒊㻌 ⬟⨾⏤ᕼᏊ㻌 㔠⃝㈗அ㻌 㻌
㻌 Ꮫ⏕ᨭ䝉䞁䝍䞊䞉ᡭヰ䝃䝫䞊䝍䞊㣴ᡂ㻌
䝥䝻䝆䜵䜽䝖ᐊ㻌 ୗᓥᜤᏊ㻌 ᕝ➃ఙဢ㻌 㻌

䜝䛖䞉㞴⫈⪅䛾ᑵປୖឤ䛨䜛ලయⓗᅔ㞴䛸㻌
ᑵປ⛣⾜ᨭ䝥䝻䜾䝷䝮䛾᳨ウ㻌

⩌㤿་⒪⚟♴Ꮫ㻌 ♫⚟♴Ꮫ㒊㻌 ┈Ꮚᚭ㻌

య⫱Ꮫ䛾ᐇᢏ⛉┠䛻䛚䛡䜛㡢ኌᩥᏐ㻌
䜰䝥䝸䞉㼕㻼㼍㼐 䛾ά⏝᪉ἲ䛾᳨ウ㻌
㻙⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶㻙㻌

ᮾிዪᏊయ⫱Ꮫ㻌 య⫱Ꮫ㒊㻌 య⫱Ꮫ⛉㻌
㻌 ụ⏣ඞᙪ䠄ᩍົ㒊ᩍົㄢ㻕㻌 ᑠ㔝⏣᱇Ꮚ㻔య᧯㻌
◊✲ᐊ㻕㻌 ᑠᯘ⚟ኴ㑻㻔ᩍົ㒊㛗䞉㐨ᚨ◊✲ᐊ㻕㻌

Ꮫ䛾ⱥㄒ⛉┠䛻䛚䛡䜛⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕㻌
ᨭ䛾ᐇ㊶ሗ࿌㻌

ᮾி㎰ᴗᏛ㻌 ᛂ⏝⏕≀⛉Ꮫ㒊㻌 ㇂ᮏెᏊ㻌

┠ⓑᏛ䛻䛚䛡䜛䝡䝕䜸ᩍᮦᏐᖥᨭ䛻㻌
㛵䛩䜛ᐇ㊶ሗ࿌㻌

┠ⓑᏛ䞉┠ⓑᏛ▷ᮇᏛ㒊㻌
㻌 Ꮫ⏕ㄢ㻌 㞀䛜䛔➼Ꮫ⏕ᨭᐊ㻌 Ⲩᮌ᭸౫㻌

⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ᨭ䛻䛚䛡䜛䜻䝱䝸䜰Ⓨ㐩ᨭ㻌
ᩍ⫋ဨ䛾䜻䝱䝸䜰Ⓨ㐩ᨭ䜢ྵ䜑䛶㻌

ᑠ⏣ཎ▷ᮇᏛ㻌 ᮡ୰ᣅኸ㻌

୰ᅜㄒ䛾ᤵᴗ䛻䛚䛡䜛ேᕤෆ⪥⏝Ꮫ⏕䛻㻌
ᑐ䛩䜛ሗಖ㞀䛻䛴䛔䛶㻌

㜰ᗓ❧Ꮫ㻌 㧗➼ᩍ⫱᥎㐍ᶵᵓ㻌 Ύཎᩥ௦㻌

㞀䛜䛔Ꮫ⏕ᨭ䛻㛵䛩䜛ᆅᇦ㛤ᨺᆺㅮ₇㻌
㛤ദ䛾ព⩏㻌
䇷ᕞ䝹䞊䝔䝹Ꮫ㝔Ꮫ䛾䠓ᖺ㛫䛾ྲྀ䜚⤌䜏䇷㻌

ᕞ࣮ࣝࢸࣝᏛ㝔Ꮫ
㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ࢧ࣏࣮ࢺጤဨబࠎᮌ㡰
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ঢ়৴੮৬ણງஂ
㛫䠖㻝
㻝㻜㻦㻠㻡䡚
䡚㻝㻞㻦㻟㻜㻌 ሙ㸸య
య⫱㤋


 Ꮫ㛫࣭㛵㐃ᶵ㛵㛫ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙧᡂ࣭άᛶᐤࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࠊ
ࢭࢵࢩࣙࣥࡢ୍⏬ࡋ࡚ࠊάື⤂㸦ᒎ♧㸧ࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋᏛ⫈ぬ㞀ᐖ⪅
ᨭ࣭ሗಖ㞀ᨭ㛵ࢃࡿᆅᇦࡢྛ✀ᅋయࡀࠊ┦άືࡢᵝᏊࢆ▱ࡾὶ
ࢆᅗࡿሙ࡞ࡿࡇࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ


ฟᒎᶵ㛵୍ぴ


ەᮾிᏛ㞀ᐖ㧗➼ᩍ⫱㛵ࡍࡿࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ᙧᡂᴗ㸦3+('㸧
ەி㒔Ꮫ㧗➼ᩍ⫱ࢡࢭࢩࣅࣜࢸࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒㸦+($3㸧
ە᪥ᮏࢁ࠺Ꮫ⏕᠓ㄯ
ࣥࣃࣕࢪ࣭ࣦࣀࢯەᰴᘧ♫ 
ەබ┈♫ᅋἲே㜰⫈ຊ㞀ᐖ⪅༠         



໒ణૼপ৾ણງஂ
㛫䠖㻝
㻝㻜㻦㻠㻡䡚
䡚㻝㻞㻦㻟㻜㻌 ሙ㸸య
య⫱㤋


 ദᰯ࡛࠶ࡿ⟃Ἴᢏ⾡Ꮫ࡛ࡣࠊሗಖ㞀࣭ᡭヰ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡞
ࢆ࣮࣮࢟࣡ࢻࠊᵝࠎ࡞᭱ඛ➃ࡢ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ᨭ
ࡢⓎᒎྥࡅࡓᴗࡶྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋࡇ࠺ࡋࡓ⟃Ἴᢏ⾡Ꮫࡢྲྀࡾ⤌
ࡳࡘ࠸࡚ࡈ⤂ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ᒎ♧ෆᐜ୍ぴ

⟃ەἼᢏ⾡Ꮫ⏘ᴗᢏ⾡Ꮫ㒊⤂
⟃ەἼᢏ⾡Ꮫᩍ⫱㛵ಀඹྠ⏝ᣐⅬᴗ⤂
⟃ەἼᢏ⾡Ꮫ㧗㐃ᦠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⤂
⟃ەἼᢏ⾡Ꮫࠕ⫈ぬ㞀ᐖ⪅ࡢࡓࡵࡢ࢟ࣕࣜࢧ࣏࣮ࢺࢭࣥࢱ࣮ࡢタ⨨ࠖ
ᴗ⤂ ͤ᪥ᮏ㈈ᅋຓᡂᴗ
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⟃ەἼᢏ⾡Ꮫ 㐲㝸ሗಖ㞀ࢩࢫࢸ࣒ࠕ77$&&DSWLRQࠖ
ᑓ⏝࢙࢘ࣈࢧࢺࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎ⏝ࣉࣜࢆ⏝ࡋࡓࢩࢫࢸ࣒࡛ࡍࠋ

⟃ەἼᢏ⾡Ꮫࠕ,6HHH7LPH/LQH ࡼࡿࣜࣝࢫ࣏࣮ࢶ࣋ࣥࢺࡢḟୡ௦
ࡢሗಖ㞀ࠖ KWWSVLVHHHLQIR 
㞀ᐖࡢ࠶ࡿ࡞ࡋ㛵ಀ࡞ࡃࢱ࣒ࣛࣥᙧᘧ࡛࠸ሗࢆᢞ✏ࠊ㏉ಙࠊ㜀ぴࡋ
࠶࠺ࡇ࡛ࠊㄡ࡛ࡶࣜࣝࢫ࣏࣮ࢶほᡓࢆᴦࡋࡳࠊឤືࢆඹ᭷࡛ࡁࡿሗಖ㞀 
ࢆᐇ⌧ࡋࡲࡍࠋ

⟃ ەἼᢏ⾡ᏛࠕㄡࡶࡀᏛࡧ࣭ᴦࡋࡵࡿ༤≀㤋ࢆ㸟ᡭヰ࢞ࢻ⫱ᡂᨭ ࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ KWWSVUHDG\IRUMSSURMHFWVPXVHXPSURMHFW 
    ࡔࢀࡶࡀࡼࡾᴦࡋࡳࠊࡼࡾᏛࡿ⛉Ꮫ⣔༤≀㤋ࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊᙜ⪅㸦⫈ぬ
㞀ࡀ࠸⪅㸧ᡭヰ࢞ࢻࡢ⫱ᡂࢆ࠾ᡭఏ࠸ࡍࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡍࠋ

⟃ ەἼᢏ⾡Ꮫ⏘ᴗᢏ⾡Ꮫ㒊ࠕ࢙࢘ࣈ࣮࣋ࢫ㐲㝸 3& ᩥᏐ㏻ヂࢩࢫࢸ࣒
FDSWL2QOLQHࠖ KWWSVFDSWLLQIRDWVXNXEDWHFKDFMS 
    㐲㝸࡛ 3& ᩥᏐ㏻ヂ㸦せ⣙➹グ㸧ࢆ࢙࢘ࣈࣈࣛ࢘ࢨࡢࡳ࡛ᐇ⌧ࡋࡲࡋࡓࠋ㡢ኌㄆ㆑
ࡸࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࡢά⏝ࡶど㔝࠸ࢀࡓḟୡ௦ࡢ㐲㝸ሗಖ㞀ࢩࢫࢸ࣒࡛ࡍࠋ

⟃ ەἼᢏ⾡ᏛᏛ㝔ᢏ⾡⛉Ꮫ◊✲⛉ࠕࢡࣛ࢘ࢻࢯ࣮ࢩࣥࢢࡼࡿᡭヰᩥ
Ꮠ㏻ヂࠖ
   ࢡࣛ࢘ࢻࢯ࣮ࢩࣥࢢࢆά⏝ࡋ࡚ㅮ₇࡞ࡢᡭヰࢆᫎീࡋ࡚ࣜࣝࢱ࣒࡛㓄ಙࡋࠊ
ᡭヰࢆᩥᏐ㏻ヂࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊࢲࣞࢡࢺ࡞ᡭヰᩥᏐ㏻ヂࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡋࡓ◊✲࡛ࡍࠋ



ৰষ৩ૅ؞ਃঢ়ણງஂ
㛫䠖㻝
㻝㻜㻦㻠㻡䡚
䡚㻝㻞㻦㻟㻜㻌 ሙ㸸㸯
㸯㝵࢚࣍࣡


ە
ە
ە
ە
ە
ە
ە
ە


㜰Ꮫ࢟ࣕࣥࣃࢫࣛࣇᗣᨭࢭࣥࢱ࣮
㜰ᩍ⫱Ꮫ㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ಟᏛᨭ࣮࣒ࣝ
㛵すᏛᏛ⏕┦ㄯ࣭ᨭࢭࣥࢱ࣮
㛵すᏛ㝔ᏛᏛ⏕άືᨭᶵᵓ⥲ྜᨭࢭࣥࢱ࣮
ி㒔ᏛᏛ⏕⥲ྜᨭࢭࣥࢱ࣮㞀ᐖᏛ⏕ᨭ࣮࣒ࣝ
ி㒔⏘ᴗᏛ㞀ᐖᏛ⏕ᩍ⫱ᨭࢭࣥࢱ࣮
ྠᚿ♫ᏛᏛ⏕ᨭࢭࣥࢱ࣮㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭᐊ
≉ᐃ㠀Ⴀάືἲேࡺ

ਫভ৩প৾؞ਃঢ়ણງஂ
㛫䠖㻝
㻝㻜㻦㻠㻡䡚
䡚㻝㻞㻦㻟㻜㻌 ሙ㸸㸯
㸯㝵࢚࣍࣡
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७ॼش
㛫䠖㻝
㻝㻜㻦㻠㻡䡚
䡚㻝㻞㻦㻜㻜㻌㻌 ሙ䠖䠏
䠏㝵㻌 㻹㻻 䝩䞊䝹㻌㻌
㻌
㻌

ᇶ♏ㅮᗙࠕᏛࡰ࠺㸟▱ࢁ࠺㸟ᨭࡢ᪉࣭࠸᪉ࠖ
㻌㻌㻌㻌㻌
⏬䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䞊䠖㻌 ᅵᶫᜨ⨾Ꮚ䠄ྠᚿ♫Ꮫ䠅㻌
㻌
ྖ

 䠖㻌 ㎷⨾ᕹ䠄ி㒔Ꮫ䠅㻌

ㅮ

ᖌ 䠖㻌 ᅵᶫᜨ⨾Ꮚ䠄ྠᚿ♫Ꮫ䠅㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ⸭⏣䜏䜖䛝䠄ྠᚿ♫Ꮫ㞀䛜䛔Ꮫ⏕ᨭไᗘ㻌 ⏝Ꮫ⏕ 㻻㻳䠅㻌
㻌
ウㄽࡢᰕ ձᏛ࡛ࡢᨭࡢᐇ㝿ࢆᢕᥱࡋࠊᨭࢆά⏝ࡍࡿ㝿ࡢ࣏ࣥࢺࢆ▱ࡿ
㸦⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕࣭㧗ᰯ⏕㸧
     ղᨭᥦ౪ࡢὶࢀࡑࡢ࣏ࣥࢺࢆᢕᥱࡍࡿ㸦ᩍ⫋ဨ㸧

⏬㊃᪨ 
Ꮫ࡛ࡢ㞀ᐖᏛ⏕ᨭࡣࠊᏛ⏕ᮏேࡀᨭ⏝ࡢ⏦ࡋฟࢆ⾜࠺ࡇࡽጞࡲࡿࠋ㧗ᰯࡲ
࡛ࡢᏛࡧ᪉ࡣࡁࡃ␗࡞ࡾࠊᏛ⏕⮬㌟ࡀࢽ࣮ࢬࢆ♧ࡋࠊ⮬ศࡗ࡚ᚲせ࡞ᨭࢆồࡵ
࡚࠸ࡃࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࡀࠊึࡵ࡚ࡢ⤒㦂࡛ࡢࡼ࠺㐍ࡵࢀࡤⰋ࠸ࡢศࡽ࡞࠸ࠊ
ࡢᡞᝨ࠸ࡢኌࡀከࡃ⪺ࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊึࡵ࡚⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࢆཷࡅධࢀࡓᏛࡢᢸᙜ⪅ࡽࡶࠊࡢࡼ࠺ᨭయไࢆᵓ
⠏ࡍࢀࡤⰋ࠸ࡢࠊࡲࡓᏛ⏕ࡢࢽ࣮ࢬࢆᘬࡁฟࡏࡤⰋ࠸ࡢศࡽ࡞࠸࠸࠺┦ㄯࢆཷࡅ
ࡿࡇࡶከ࠸ࠋࡑ࠺ࡋࡓᏛྥࡅࡓࣀ࢘ࣁ࢘ࡸά⏝ྍ⬟࡞㈨ᩱࡀࡇࡲࡵࡽࢀ࡚࠸
࡚ࠊࡢࡼ࠺ά⏝࡛ࡁࡿࡢࡘ࠸࡚ࡶࠊඹ᭷ࡉࢀࡿᶵࡣ࠶ࡲࡾከࡃ࡞࠸ࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊᮏ⏬࡛ࡣᨭ⏝ࢆᕼᮃࡍࡿᏛ⏕ࠊึࡵ࡚ᨭࢆᥦ౪ࡍࡿᩍ⫋ဨࠊᨭ
⏝ࡢὶࢀࠊᚲせ࡞ࡿ࣏ࣥࢺࡘ࠸࡚ࡑࢀࡒࢀࡢ❧ሙ࡛ඹ᭷ࡍࡿᶵࡋࡓ࠸ࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊཧຍ⪅ࡑࢀࡒࢀࡀྛᏛᡠࡗࡓᚋࠊᐇ㝿ࢡࢩࣙࣥࢆ㉳ࡇࡏࡿᚋᢲࡋࡋࡓ
࠸ࠋ

ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ
㹼 ⏬᪨ㄝ࣭᫂ㅮᖌ⤂㸦㎷㸧
㹼 ヰ㢟ᥦ౪㸦ᅵᶫ࣭⸈⏣㸧
㹼 ㈨ᩱࡢࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻά⏝᪉ἲࡢ⤂
㹼 ㉁ᛂ⟅
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ཧ⪃㈨ᩱ
࣭Ꮫࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ி㒔ࠕ㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭ㛵ࡍࡿྛ✀ࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺࡘ࠸࡚ࠖ
KWWSZZZFRQVRUWLXPRUMSSURMHFWGVVGVVIRUPDW

࣭᪥ᮏᏛ⏕ᨭᶵᵓࠕᩍ⫋ဨࡢࡓࡵࡢ㞀ᐖᏛ⏕ಟᏛᨭ࢞ࢻࠖ
KWWSVZZZMDVVRJRMSJDNXVHLWRNXEHWVXBVKLHQJXLGHBN\RX]DLJXLGHLQGH[KWPO

࣭᪥ᮏ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕㧗➼ᩍ⫱ᨭࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦3(31HW-DSDQ㸧࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
KWWSZZZSHSQHWMRUJ
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⊎⊙⊝⊒⊓⊝⊒⊋≪⊟⊘⊓⊠⊏⊜⊝⊓⊞⊣

⊎⊙⊝⊒⊓⊝⊒⊋≪⊟⊘⊓⊠⊏⊜⊝⊓⊞⊣

؇ૈ␆⏢ෝ

़≻≿ͧૈ౾ী΄Ϊࡐר੧ҡʡ⑫⑃⑨⑾⑂˽ڛ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Рࢹئל

⌽Ϊ␔⏞⌒ঀ␥⏞⌒ڇ␆˽ڛు⌎⏜ڊు⌾
ژ۲ऻΪ Ϊࡐ⏜⏤ ⌤⑊⑾⑆˽ڛΪࡐۜ˽ڛ
⌤①⌤⌤⑊⌤ ੈҢԍஆڔ
ژ۲ऻΪ⏤⏜Ϊࡐੇࡁ˽ڛ
ൖയΪࡐ⊙⊑ ᜩਲ␗␞⏥

ऻ␀⏿␖ׁרΪ␆ʛ⏜
΄Ϊࡐ␆˽ڛൖയ
ஒവ␂˽ڛѯ␙␣⏷␙␃
ஒവ␂˽ڛਃҍ⏱␣⏷␙␃
⏷⏩ܕ˽ڛԚ՛⏣␡
ڳൽ␆⑾⑸⌤
ڳൽ␆κയుృ

1

2

⊎⊙⊝⊒⊓⊝⊒⊋≪⊟⊘⊓⊠⊏⊜⊝⊓⊞⊣

⊎⊙⊝⊒⊓⊝⊒⊋≪⊟⊘⊓⊠⊏⊜⊝⊓⊞⊣

≻⌍ऻ␀⏿␖ׁרΪ␆ʛ⏜

⎝⌍⏤⏜Ϊࡐ␆˽ڛൖയ

• ०␆ࢀࡐ␇⏜␂⏜␆⌑
• ⑮⑾⑄␜ׁ۫⏤௧⏚␣␆⌑
• ۀІζۋ௰⏿ࢾ␘␆⌑
• ܘҴ␃␠⏻⏾⑴⑄⏤క␣␆⌑
• ⑴⑄⑬␇⏜␂⏜␆⌑
• ⏥⏫⏠␂⏜⏫␀ۋ௰⏿ࡺೀ⏱␣␆⌑
• ऒ␃⏥⏫⏠␂⏜ࠇ␇␁⏫␃⏜␣␆⌑
• ⌑␆⏜⏜␈␤⏱⏞␁␇⏥␀␣⏩ܕ˽ڛ
• ۢ՛/ۢ⌤⑺⑶⌤①␜ܪԙ␆ܘҴ␚⏚␣␆⌑
љ
⎝⌍⏤⏜Ϊࡐ␆˽ڛൖയ

•
•
•
•
•

֥࣡␇␁⏫⌑
␁␆␠⏞␂⌑␆␣␤␡⏩ܕ˽ڛ
⏜⏼⌑␆⏜⏜␈⏩ך
̳ਯ⏠␤␈⏜⏜␆⌑
̳⌑␆⏜⏜␈␤⏱ݞ

љ
⎞⌍ஒവ␂˽ڛѯ␙␣⏷␙␃
3

4

⊎⊙⊝⊒⊓⊝⊒⊋≪⊟⊘⊓⊠⊏⊜⊝⊓⊞⊣

⊎⊙⊝⊒⊓⊝⊒⊋≪⊟⊘⊓⊠⊏⊜⊝⊓⊞⊣

⎞⌍ஒവ␂˽ڛѯ␙␣⏷␙␃

΄۴؝ఐͦޟృ ≼≺≻⊀≾Ըךڞ

⍁ী΄Ϊࡐ⌎ࡐׁר⍂
• ேॼ␆⑪⑰⌤⑂⑲⑾ుృ␇⌑
• ؇␖⏿␁␆␠⏞␂⌑⏷⏥⏾⏩ܕ˽ڛ
⌱␥⏞Ϊׁ⏣ࠂݎேড়ׁ⌲⏣ࠂݎ
• ΄۴܊ল␇⏚␣⌑
• ী΄␃⏼⏜⏾ࡺೀ⏿⏥␣⌑
• ۋ௰␆΄␃⏼⏜⏾ࡺೀ⏿⏥␣⌑
• ܘҴ␃⏼⏜⏾०ҡʯ⏣␡ߌషઌ⏷␢࣠ॾ⏿⏥␣⌑
• ␁␆␠⏞␂ߌ␈␤⏚⏤˽ڛష⑮⏿⏥␣⌑
љ
⎟⌍⏷⏩ܕ˽ڛԚ՛⏣␡

Ϊࡐ
ऻΪ␃त⏯⏾⌽൛ਘଅ൴⌾␀⏯⏾␆
˽ڛѯ␙␣Պൖ

ऻΪ
Ϊࡐ␆߷␃ݎत⏯⏾⌊⌽൛ਘଅ൴⌾
␀⏯⏾␆ऻ⌱ߟࢾ˽ڛΪ⌲␀⏯⏾
ਃҍ⏱␣яಳ
5
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⊎⊙⊝⊒⊓⊝⊒⊋≪⊟⊘⊓⊠⊏⊜⊝⊓⊞⊣

⊎⊙⊝⊒⊓⊝⊒⊋≪⊟⊘⊓⊠⊏⊜⊝⊓⊞⊣

≾⌍⏷⏩ܕ˽ڛԚ՛⏣␡

≿⌍ஒവ␂˽ڛਃҍ⏱␣⏷␙␃

⍁ী΄Ϊࡐ⌎␐ࡐׁר⍂
⌎ࡺ⌊⑄⑾⑮⑾③⌤␡⏣ۀ␆ࡐׁרೀͥ␂␁
⏿࣠ॾ⏱␣
⌎Ϊڰ՛⏾⏜⏼␃˽ڛ␆ف␣⏩ܕΠ⏱␣
⌎Μ֍〈Ϊࢦ〈Ϊ֍␚ԛइ⏯⏾࣠ॾ⏱␣
⌎Ϊ⏯⏾⏣␡⏣␣⏫␀␜␣⏩ܕ˽ڛঘ⏿క␣
⌤⑅␚⏚␣
⌎ܞʇ␆Ϊࡐ␜ࢀࡐ␃␚Ҕඋ⏯⏾␚␡⏞
⌎҅␆␀①⑊⑄␣␤⏧⏾⏯˽ڛൡ␜ЈԂΠ⏯⏚⏞
⌎␇˽ڛੇ␆ੁঘ⏣␡⏿␚ൖയ⏿⏥␣⌒
љ
5⌍ஒവ␂˽ڛਃҍ⏱␣⏷␙␃

⍁ҡߠʯ⍂
• ⑪⑰⌤⑂⑲⑾␀␣⏷␙␃ݞ␀⏫␣⏥⏿␃ࢦڸ
⏯⏾⏢⏧
• ␁␆␠⏞␂ࡺ⌲⏣⏜␂⏥⏿⌱⏣␣⏥⏿⏤˽ڛೀ⏿⏥␣
␠⏞␃⏯⏾⏢⏧
• ˽ڛਃҍ⏱␣⏷␙␃ஒവ␂ݯග⏧⏢⏾⏯ݞ
• ʤਘ␂ী΄␃⏼⏜⏾ঀ⏧⏢⏾⏩⏼ۑ
• ী΄␃լࠇ⏧⏢⏾⏻ঀ␀⏫␣⏚⏤؝
• ऻΪ⏿ߌషଷߨ⏭␤␣߈ೌ࣑৺⏯⏾⏢⏧
⍲
⊀⌍ڳൽ␆⑾⑸⌤
⊁⌍ڳൽ␆κയుృ
7

8

⊎⊙⊝⊒⊓⊝⊒⊋≪⊟⊘⊓⊠⊏⊜⊝⊓⊞⊣

⊎⊙⊝⊒⊓⊝⊒⊋≪⊟⊘⊓⊠⊏⊜⊝⊓⊞⊣

⊀⌍ڳൽ␆⑾⑸⌤

⊁⌍ڳൽ␆κയుృ

ȍ ⊚⊏⊚⊘⊰⊿≷⊔⊬⊻⊬⊹

ȍ⊚⊏⊚⊘⊰⊿≷⊔⊬⊻⊬⊹
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Ꮫ䛻䜋䛧䛔ᡭヰ㏻ヂ䛾᮲௳䛸䛿䠛

䞉ㄒᙡ䛾ᐃ⩏䛸⏝ἲ
䞉ᑓ㛛ศ㔝䛾▱㆑ୡ⏺

䠉⡿ᅜ䛾ᡭヰ㏻ヂ㣴ᡂ䛾⤂䛸䛒䜟䛫䛶䠉

䠏䠊䛭䛾䛾ᡭヰ⾲⌧ᢏ⾡
䠘ᐇ㊶⦅䠚
䠐䠊ᡭヰ㏻ヂ䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥
䞉ᶍᨃㅮ⩏䛾⪺䛝ྲྀ䜚㏻ヂ
䞉ಶ䚻䛾ヂฟ⾲⌧䜢䝍䝤䝺䝑䝖䛷㘓䞉┦䝁䝯䞁䝖䞉ホ౯

25
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䛂ၥ䛖䠉⟅䛘䜛䛃䛾ゝㄒάື

13

Ꮫ䛻䛚䛡䜛ᡭヰ㏻ヂ䛾᮲௳

≀䛻ᑐ䛩䜛ᢈุⓗ᳨ウ䞉ၥ㢟Ⓨぢ䠉ゎỴ䛾άື
᪥ᖖ⏕ά䛷䛿䛒䜎䜚䛭䛾䜘䛖䛻ㄒ䜛䠄ၥ䛖䠅䛣䛸䛜䛺䛔䚹
䛂ᡭヰ䛜ୖ㐩䛧䛯䚹䜝䛖⪅䛸䛯䛟䛥䜣ヰ䛧䛯䛾䛜䜘䛛䛳䛯䚹䛃
≀䊻䛭䛾⤖ᯝ
≀䊻䛭䛾ཎᅉ䠄⫼ᬒ䠅
㧗➼ᩍ⫱䛷䛿䛭䛾䜘䛖䛻ㄒ䜛䠄ၥ䛖䠅䛣䛸䜢せồ䛩䜛䚹
≀䋻䛭䛾⤖ᯝ䋻䛭䛾ព䛡䠄ᚰⓗᛂ䠅
䋻䛭䛾☜䛛䜙䛧䛥䠄ጇᙜᛶ䠅䛾ྫྷ䋻௬ㄝ䛾ᢳฟ…
≀䋻䛭䛾ཎᅉ䠄⫼ᬒ䠅 䋻䛭䛾☜䛛䜙䛧䛥䠄ಙ㢗ᛶ䠅
䋻௬ㄝ䛾ᢳฟ䋻௬ㄝ䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍㞟䋻᳨ド…
ᐇ䛸᥎ 䚸ᐇ䛸䝁䝯䞁䝖䜢༊ู䛩䜛䛂䛣䛸䜀䛃䛻䜒ᩄឤ䚹
䠄䠍䠅୍⯡ⓗᐇ䛛䚸ヰ⪅䛾ᙇ䛛䚸⪅䛾ពぢ䛛
䠄䠎䠅ᐇ䛻䛴䛔䛶ពぢ䜢㏙䜉䜛䛸䛝

䝜䞊䝇䜲䞊䝇䝍䞁Ꮫ䛾䛛䜙
䠘䝸䝔䝷䝅䞊䠚
䞉ᛮ⪃䞉ㄆ▱䛸῝䛟⤖䜃䛴䛔䛯ゝㄒᢏ⾡
䞉ᡭヰ䜒᪥ᮏㄒ䜒㧗➼ᩍ⫱䝺䝧䝹䛷ゝㄒ㐠⏝
䛷䛝䜛䛛䚹
䠘ᑓ㛛▱㆑䠚
䞉⮬ศ䛾䛳䛶䛔䜛ゝㄒ䛷⌮ゎ䛷䛝䛺䛔䜒䛾
䛿䚸㏻ヂ䜒䛷䛝䛺䛔䚹

䠄

ㄽ⌮ⓗ䛻⪃䛘䜛䛸䛔䛖䛣䛸

15

䠅䞉䞉䞉䛸ᛮ䜟䜜䜛䠄

䠅䞉䞉䞉䛸ゝ䛘䜛䠄

䠅䞉䞉䞉䛸♧၀䛥䜜䜛

ゝㄒάື䛸䝕䜱䝇䝁䞊䝇䠄ㄯヰ䠅ᵓ㐀

䛂ㄽ⌮䝖䝺䞊䝙䞁䜾䠍䠌䠍㢟䠄㔝▮ⱱᶞⴭ䠅䛃䜘䜚

16

᪥ᖖヰ䞉ㅮ₇ㅮヰ䛾䝕䜱䝇䝁䞊䝇ᵓ㐀䛿⡆₩䛛䛴ᰂ㌾䚹
䞉᪥ᖖヰ䛷䛾ㄒ䜚䛾ሙྜ
䠖⮬ศ䛾⤒㦂䜢ㄒ䜛
䝔䞊䝬䊻୍㐃䛾䊻⤖ᮎ䊻ᚰⓗᛂ
䞉ᕷẸබ㛤ㅮ₇䞉ㅮヰ䛾ሙྜ
䝔䞊䝬䊻䊻⤖ᮎ䞉ᚰⓗᛂ䊻ព䛵䛡䞉ᙇ

ၥ䠏䠐
㐺ษ䛺᥋⥆⾲⌧䜢⏝䛔䛶䚸䛂䐟䚸䕕䚸䐠䛃䛸䛔䛖ᩥ❶䜢
స䜚䚸䛭䛾᥋⥆㛵ಀ䜢᥋⥆ㄒ䛷⾲䛫䚹䛯䛰䛧䚸ෆᐜ䜢
ኚ䛘䛺䛔⛬ᗘ䛻ᩥ䛿㐺ᙜ䛻ኚ᭦䛧䛶䜘䛔䚹
䐟᪥䛾ᕧ䛺䜸䝣䜱䝇䞉䝡䝹䛾୰䛷䛿䚸ィ䜢ぢ䛺䛔
㝈䜚䚸ኪ䛺䛾䛛䛺䛾䛛䛩䜙ศ䛛䜙䛺䛔䜘䛖䛺≧ἣ䛻
䛺䛳䛶䛔䜛䚹

Ꮫ䜔Ꮫ䛾䝕䜱䝇䝁䞊䝇ᵓ㐀䛿⦓ᐦ䛛䛴ሀᐇ䚹
䞉Ꮫ䜔Ꮫ䛻䛚䛡䜛ㅮ⩏䞉ㄽᩥⓎ⾲䛾ሙྜ
䝔䞊䝬䋻⫼ᬒ䋻௬ㄝ䛾ᥦ♧䋻
䋻௬ㄝ䛾᳨ド䋻⪃ᐹ䋻ᚋ䛾ㄢ㢟

䐠㟁ⅉ䛿䚸䛯䜣䛻ග䛸䛔䛖䛣䛸䛰䛡䛷䛺䛟䚸ேᕤⓗ✵㛫䛾
୰䛻䛒䛳䛶㛫䛾ឤぬ䜢⤌䜏䛘䜛䜒䛾䛸䛺䛳䛯䛸䜒
ゝ䛘䜛䚹

䝕䜱䝇䝁䞊䝇ᵓ㐀䛾ᢕᥱ䛸㏻ヂ

14

17

ᡭヰ㏻ヂ⪅䛸䛧䛶ఱ䜢䛩䜉䛝䛛

ᡭヰ㏻ヂ䛾⌧≧
䖃Ꮫ⏕䛿䞉䞉䞉
ㅮ⩏➼䛷䚸⦓ᐦ䛛䛴ሀᐇ䛺䝕䜱䝇䝁䞊䝇ᵓ㐀䜢⩦ᚓ䛩䜛
䛣䛸䛷䚸㆟ㄽ䛾ᒎ㛤䜢ண 䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䜛䚹
ㄽ⌮୍㈏ᛶ䜔ᩥෆ䛾㇟ྠኈ䛾㛵ಀ䛻䜒ᩄឤ䛻䛺䜛䚹

18

䠍䠊ゝㄒᢏ⾡䜢⩦ᚓ䛩䜛䚹⮬䜙ၥ䛔Ꮫ䜆άື䜢ᐇ㊶䛧䜘䛖䚹
䕿ㄽ⌮䞉௬ㄝⓗᛮ⪃䛾ᇶ♏䜢㧗䜑䜛カ⦎䜢⾜䛖䚹
䛂ㄽ⌮ⓗ䛻⪃䛘䜛ຊ䜢ᘬ䛝ฟ䛩䛃 ୕᳃䜖䜚䛛 ୍ኌ♫ 䠍䠑䠌䠌
䛂ㄽ⌮䝖䝺䞊䝙䞁䜾䠍䠌䠍㢟䛃 㔝▮ⱱᶞ ⏘ᴗᅗ᭩ 䠎㻘䠍䠌䠌

䕿㏻ヂ⪅ྠኈ䛷ㄽ⌮ⓗ䞉௬ㄝⓗ䛺ゝㄒ⾲⌧άື䜢⾜䛖䚹

䠊ᙇ䜢⪺䛔䛶䚸䛭䛾᰿ᣐ䛿䠛䛭䛾☜䛛䛥䛿䠛䛸⪃䛘䜛䜘䛖䛻䚹

䠖䝺䝫䞊䝖సᡂ䞉䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁䞉䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁
䕿ㅮ⩏䜢ᢸᙜ䛩䜛⪅䛾㓄ᕸ㈨ᩱ䜢✚ᴟⓗ䛻ά⏝䛩䜛䚹
䝟䝽䞊䝫䜲䞁䝖䛺䜙䚸䝇䝷䜲䝗ෆ䛾ᵓᡂ䜔䝇䝷䜲䝗ྠኈ䛾⤌䜏
ྜ䜟䛫䛛䜙ㄽ⌮ᒎ㛤䜢᥎ 䛧䛯䜚䝇䝷䜲䝗䛾ᅗ⤮䛛䜙䛔䛛䛻
㻯㻸䛺䛹䛷ヂฟ⾲⌧䛷䛝䜛䛛䜢᳨ウ䛷䛝䜛䚹

䖃ᡭヰ㏻ヂ⪅䛾ሙྜ䞉䞉䞉
䝕䜱䝇䝁䞊䝇ᵓ㐀䛻័䜜䛺䛯䜑䚸䛭䛾䚻䛾௨ᚋ
䛾ᒎ㛤䜔㇟ྠኈ䛾㛵ಀᵓ㐀䜢ᢕᥱ䛧䛻䛟䛟䛺䜛䚹䛭䛾
䛯䜑䛂⪺䛝⁀䜑䛃䛜ቑ䛘䛯䜚ෆᐜ䛜┬␎䛥䜜䜛䚹
䖃㏻ヂ⏝⪅䛻䛸䛳䛶䞉䞉䞉
䝕䜱䝇䝁䞊䝇ᵓ㐀䜢⣽䛛䛟ᤊ䛘䚸Ꮫ䜆άື䛜ไ⣙䛥䜜䜛䚹
⮬㌟䛾䝕䜱䝇䝁䞊䝇䛾ሗ䛜⪺䛝ᡭ䛻ఏ䜟䜚䛻䛟䛟䛺䜛䚹

䠎䠊䛭䛾ゝㄒᢏ⾡䜢㐠⏝䛩䜛ᡭヰ⾲⌧䜢㌟䛻䛴䛡䜘䛖䚹
䕿ㄽ⌮䞉௬ㄝⓗᛮ⪃䜢♧䛩ᡭヰ⾲⌧ᢏ⾡䜢㌟䛻䛴䛡䜛䚹

26

ᡭヰ⾲⌧ᢏ⾡䐟䠉ᩥἲ⦅䠉
ᡭヰ⾲⌧

ᩥ䛾㢟䜢♧䛩䚹

䕕ヰ㢟
䕕䝸䝣䜯䝺䞁䝅䝱䝹䞉䝅䝣䝖

ྃ䞉⠇䞉ᩥ䛾༊ษ䜚䜢♧䛩䚹

䕕䛖䛺䛪䛝
ˠ䛖䛺䛪䛝䛾䛝䛥䜔ᅇᩘ䜒ㄯヰ䛾ὶ䜜
䜔ᒣሙ䜢ᤊ䛘䜛㔜せ䛺ሗ

ྃ䞉⠇ྠኈ䛾ㄽ⌮㛵ಀ䜢♧䛩䚹

䕕᥋⥆⾲⌧䛾᫂♧
䕕ಟ㎡ၥ⾲⌧
䕕ᛂ⾲⌧䛾ᆺ䛾ά⏝

ᐇ䛸ពぢ䛾༊ู䜢♧䛩䚹

䕕䝸䝣䜯䝺䞁䝅䝱䝹䞉䝅䝣䝖

ᙇ䜔᥎

䕕⾲䛾ᙉᙅ
䠄┠䛾ᙉ䛥䞉ཱྀ䛾㛤㛢䛺䛹䠅

䛾ᙉᙅ䜢♧䛩䚹

ᩥෆ䛾㇟ྠኈ䛾㛵ಀ䜢♧䛩䚹

20

䝜䞊䝇䜲䞊䝇䝍䞁Ꮫ䛻䛚䛡䜛
♫ゝㄒᏛ䛾▱ぢ䜢ά⏝䛧䛯㏻ヂ㣴ᡂẁ㝵
䐟ヰⓗ㏻ヂ䠖୍ᑐ୍ヰ䛾䝺䝧䝹䛷㏻ヂྍ⬟
Interpreting Inquiry Texts
䐠≀ㄒⓗ㏻ヂ䠖⣔ิⓗ䛻䜎䛸䜎䜚䛾䛒䜛ෆᐜ䛷㏻ヂ
Interpreting Narrative Texts
䐡ㄝ᫂ⓗ㏻ヂ䠖ㄽ⌮ⓗ䛺ㄯヰᵓ㐀䛷㏻ヂ
Interpreting Expository Texts
䐢ㄝᚓⓗ㏻ヂ䠖ヰ⪅䛾⦓ᐦ䛺ㄽ⌮䞉䝰䝎䝸䝔䜱䜒㏻ヂ
Interpreting Persuasive Texts

䕕㇟䛾✵㛫ⓗ㓄⨨
ˠ㓄⨨⠊ᅖ䜢ᗈ䛟䚹ᶓ䛛䜙䛾㓄⨨䜒᭷ຠ䚹
䕕ᩥ⬦䜔㇟䛾ᴫᛕ䛻䛒䛳䛯ព㢮㎡

ᑓ㛛ศ㔝䛾▱㆑

21

22

ᡭヰ⾲⌧ᢏ⾡䐠 䠉ㄒᙡ⦅䠉

ᑓ㛛ศ㔝䛾䛂䛣䛸䜀䛃䛻䛿⊂⮬䛾▱㆑య⣔䛜䛒䜛䚹
䞉ㄒᙡ䛾ᐃ⩏䛸⏝ἲ
ㄒᙡ䛸ᡭヰ⾲⌧䛸䛾㛵ಀ䛷䛿䚸䠍ᑐ䠍ⓗᑐᛂ䛷䛿䛺䛟䚸
䛭䛾ㄒᙡ䛾ᐃ⩏䛸⏝ἲ䜢㋃䜎䛘䛯⾲⌧䜢⪃䛘䜛䛣䛸䚹

ෆᐜ

ᑓ㛛⏝ㄒ䜢♧䛩䚹

䜻䞊䝽䞊䝗䛷䛒䜛䛣䛸䜢♧䛩䚹

ᡭヰ⾲⌧ᢏ⾡䐡 䠉㡢㡩䞉ㄯヰ⦅䠉
ᡭヰ⾲⌧

ㄯヰ䛾ὶ䜜䜔ᒣሙ䜢♧䛩䚹
䠘ㄝᚓⓗ㏻ヂ䠚

䕕䝺䝣䜯䝺䞁䝅䝱䝹䞉䝅䝣䝖
䕕䛖䛺䛪䛝
䕕ᡭᣦືస䛾㐠ື䛾ᑠ䠄ἲ䞉䝮䞊䝗䠅

㏻ヂ䝭䝇䜔ෆᐜ䛾ಟṇ䜢♧䛩䚹

䕕ᡴᾘ䛾㠀ᡭᣦືస䠄⡆₩䛻䠅

䕕ᣦᕪ䛧䜔ヰ㢟䛻䜘䜛ᙉㄪ
䕕䝸䝣䝺䞁䝅䝱䝹䞉䝅䝣䝖

23

ㄯヰ䛾䝸䝈䝮䜢⥔ᣢ䛩䜛䚹

䕕ព㢮㎡䛾ᡭᆺ䜔ືస䝟䝍䞁䜢ቑ䜔䛩
䕕ᣦᩥᏐ䛾ከ⏝䛿䛷䛝䜛䛰䛡ᢚ䛘䜛

䞉ᑓ㛛ศ㔝䛾▱㆑ୡ⏺
䛂⫼ᬒ▱㆑䛃䛰䛡䛷䛺䛟䛂ヰ⪅䛾ᛮ䜔ㄆ㆑䛃䜒䚹
ヰ⪅䛾ᡭヰ䜔᪥ᮏㄒ䛷䛾䛂ㄒ䜚䛃䛾≉ᚩ䜒ศᯒ䛩䜛䚹
䞉ᡴ䛱ྜ䜟䛫䛷䛿䚸䛒䜙䛩䛨䠄せ⣙䠅䛰䛡䛷䛺䛟䚸ㄽ⌮䞉
ᵓ㐀䞉ㄒᙡ䛾ᐃ⩏䜔⏝ἲ䜒䛷䛝䜛䛰䛡☜ㄆ䚹

䕕㢌䜔ୖ༙㌟䛾䝤䝺䛿䛚䛥䛘䜛䠄䝜䜲䝈䠅
䕕ど⥺᪉ྥ䜢ⓗ☜䛻㓄ศ䚹
䈜䜆䜜䛪Ὃ䛜䛪䠄䝜䜲䝈䠅
䈜䝺䝣䜯䝺䞁䝅䝱䝹䞉䝅䝣䝖䛸䛧䛶䛾ど⥺䠛
䛭䜜䛸䜒㏻ヂ⪅⮬㌟䛾㏞䛔䛾ど⥺䠛
䕕ᡭヰᮏ᮶䛾ᢿ䠄䝰䞊䝷䠅䛾⥔ᣢ
䕕ㄒ䞉ྃ䛾༊ษ䜚䛷㛫䜢ධ䜜䛺䛔

ᡭヰ⾲⌧
䕕ᐃ⩏䛸⏝ἲ䜢䛚䛥䛘䛯ㄒᙡ䛾㑅ᢥ

䠖䛂⚾䛯䛱䛿䚸㞀ᐖ䛾䛒䜛䛚Ꮚ䛥䜣䛾䚻้䚻䛸ኚ䛩䜛⾜ື
䛾ほᐹ䛛䜙䚸䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾ᙧᡂ䛻䛴䛺䛜䜛⣒ཱྀ䜢᥈
䛧䛰䛧䚸䛚Ꮚ䛥䜣䛸䛾䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾ᡂ❧䚸䛥䜙䛻䛿ᒎ
㛤䜈䛸㐍䜑䛶䛔䛟䛯䜑䛾≧ἣᕤస䜢䚸௬ㄝ䛸᳨ド䜢⧞䜚㏉䛧
䛶ᐇ㊶䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹䛃

ෆᐜ

ᡭヰ㏻ヂ叏ᢏ⾡⩦ᚓ叁厳又友厱
ゝㄒᢏ⾡咁呁吝呀后呎咂叏㉁ⓗ友ྥୖ
口⪃厪叇厦召䟿

ෆᐜ

19

27

ਸ਼  মലಁ૩৾েৈಉઇ੍ର३থএ४क़

ലಁ૩৾ে੍ରपঢ়घॊશৼ
㛫䠖㻝
㻝㻞㻦㻦㻜㻜䡚
䡚㻝㻟㻦㻦㻜㻡㻌 ሙ䠖䠎
䠎㝵㻌㻌 ㆟ᐊ䠏㻌㻌
㻌


ᑐᛂࡍࡿෆᐜ㸸
3(31HW-DSDQ ࡛ᐇࡋ࡚࠸ࡿ┦ㄯᑐᛂᴗ࡛ࡢᑐᛂෆᐜ‽ࡌࡿ௨ୗࡢෆᐜ
࣭Ꮫ࠾ࡅࡿ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡢᨭ㛵ࡍࡿࡇ
㸦ᤵᴗࡸᏛ⏕ά࡛ࡢ㓄៖ࠊሗಖ㞀ᨭࠊᨭᢏ⾡ࡢᑟධࠊ⿵⫈┦ㄯ➼㸧
࣭ᨭయไࡢᵓ⠏㛵ࡍࡿࡇ
㸦ධᏛヨ㦂࡛ࡢᑐᛂࠊᩍ⫋ဨ◊ಟࠊᨭ⪅㣴ᡂࠊᏛෆ⤌⧊ࡢᩚഛࠊᏛእࡢ㐃ᦠ➼㸧
࣭ࡑࡢࠊ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡢᨭ㛵ࡍࡿࡇ

┦ㄯဨ㸸3(31HW-DSDQ ┦ㄯᑐᛂᴗጤဨࠊṇဨᏛ࣭ᶵ㛵ᩍ⫋ဨ 

ᐃဨ㸸 ⤌㸦๓⏦㎸ไ㸧
 
ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ㸸
   ศ㹼   ศ㸯ᯟ┠㸦 ⤌ࡲ࡛㸧
   ศ㹼   ศఇ᠁࣭ධࢀ᭰࠼
   ศ㹼   ศ ᯟ┠㸦 ⤌ࡲ࡛㸧

ࡑࡢ㸸
࣭ᚲせᛂࡌྛ┦ㄯࣈ࣮ࢫሗಖ㞀ࢆ㓄⨨ࡋࡲࡍࠋ
 ࣭๓⏦㎸ࡢ࡞࠸᪉࡛ࠊᚋูࡢᶵ┦ㄯࡋࡓ࠸ࡇࡀ࠶ࡿ᪉ࡣࠊ
  ಶู┦ㄯሙෆࡢཷ࠾㉺ࡋࡃࡔࡉ࠸ࠋ

28

৸৬ভ⋜

29

ਸ਼  মലಁ૩৾েৈಉઇ੍ର३থএ४क़

৸৬ভ੫
㛫䠖㻝
㻝㻟㻦㻟
㻟㻜䡚㻝㻡㻦㻟㻜㻌㻌 ሙ䠖䠏
䠏㝵㻌 㻹㻻 䝩䞊䝹㻌㻌
㻌
㻌

⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡢࠗཧຍ࠘ࢆᨭ࠼ࡿᨭ
̿ヰࡋྜ࠸ሙ㠃ࡽ⪃࠼ࡿ̿㻌
㻌
㻌 ྖ  䠖㻌 ᮧ⏣㻌 ῟䠄ி㒔Ꮫ㻌 Ꮫ⏕⥲ྜᨭ䝉䞁䝍䞊䠅㻌
ㅮ ᖌ 䠖㻌 ୰㔝⪽Ꮚ䠄㜰Ꮫ㻌 䜻䝱䞁䝟䝇䝷䜲䝣ᗣᨭ䝉䞁䝍䞊䠅㻌
᭷ᾏ㡰Ꮚ䠄ᒣᙧᏛ㻌 㞀䛜䛔Ꮫ⏕ᨭ䝉䞁䝍䞊䠅㻌
ᑠబ㔝㈗ᜨ䠄ᒣ┴❧䜝䛖Ꮫᰯ䠅㻌 㻌
㻌
㻌㻌
ウㄽ䛾ᰕ㻌㻌

䐟⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕䛾䛂ཧຍ䛃䜢㜼ᐖ䛧䛶䛔䜛せᅉ䜔䛭䛾䛾ᚰ⌮≧ἣ䜢⌮ゎ䛩䜛㻌
䐠⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕䛾䛂ཧຍ䛃䜢ᨭ䛘䜛ᨭ䛾䛒䜚᪉䛸䛿㻌

㻌
⏬㊃᪨㻌
㞀ᐖ⪅ᕪูゎᾘἲࡢ⾜ᚋࠊྛ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࠾࠸࡚ࡶࠊ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡢྜ⌮ⓗ㓄៖
ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊྜ⌮ⓗ㓄៖ࡀᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊ⫈ぬ㞀ᐖ
Ꮫ⏕ࡀㅮ⩏➼࡛ࡢ㆟ㄽࡸヰࡋྜ࠸࠸ࡗࡓࠊ㞟ᅋ࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠕཧຍࠖࡋ
ࡃ࠸≧ἣࡀ⏕ࡌࠊ⤖ᯝࡸ⤖ᮎࡔࡅࢆ▱ࡿࠊ࠸࠺ࡇࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ⪺ࡇ࠼ࡿࠊ⪺ࡇ࠼࡞
࠸㛵ࢃࡽࡎࠊ♫ࡢ୍ᵓᡂဨࡋ࡚ࠊ㆟ㄽࢆ⤒ࡓ≀ࡢỴᐃࣉࣟࢭࢫཧ⏬ࡍࡿ⤒㦂ࡣ
㠀ᖖ㔜せ࡛࠶ࡾࠊ≉♫ฟࡿ๓ࡢᏛ⏕௦ࡑࡢ⤒㦂ࢆ✚ࢇ࡛࠾ࡃࡇࡀࠊࡑࡢᚋ
ࡢ♫⏕άࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࢀࡀᐇ⌧ࡋ࡚ࡣࡌࡵ࡚ࠊ⫈ぬ㞀ᐖ
Ꮫ⏕ࡶࠕᖹ➼ࠖ࡞❧ሙ❧࡚ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ㻌
ࡑࡇ࡛ᮏ⏬࡛ࡣࠊ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡢࠕཧຍࠖࢆ㜼ᐖࡋ࡚࠸ࡿせᅉࡸࡑࡢࡢᚰ⌮≧ἣ
ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࡶࠊ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡀᏳᚰࡋ࡚ࠕཧຍ࡛ࠖࡁࡿࡓࡵࡢᨭࡢ࠶ࡾ᪉
ࡘ࠸࡚ࠊලయࢆᥦ♧ࡋ࡞ࡀࡽ㆟ㄽࢆࢃࡋࡓ࠸ࠋ
ྜ⌮ⓗ㓄៖ࢆᥦ౪ࡍࡿࡔࡅ␃ࡲࡽࡎࠊ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕୍ேࡦࡾࡀ┤㠃ࡍࡿ≀⌮ⓗ㸭ᚰ
⌮ⓗ࡞ࣂࣜࢆໟᣓⓗ࡞ほⅬ࡛ᤊ࠼ࡓᨭࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠊ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ሙࢆඹ᭷ࡍ
ࡿࡍ࡚ࡢ᪉ࠎぢࡘࡵ┤ࡋ࡚ࡶࡽ࠺୍ຓ࡞ࢀࡤ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

30

㻌

䛆ㅮᖌ⤂䛇㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

ᮧ⏣ ῟Ặ  㸦ி㒔Ꮫ Ꮫ⏕⥲ྜᨭࢭࣥࢱ࣮ ᩍᤵ㸧
㻌

㻌

㻞㻜㻜㻣 ᖺ䜘䜚ி㒔Ꮫ䛻䛚䛡䜛㞀ᐖᏛ⏕ᨭ䛻ᚑ䛧䚸⤌⧊ⓗ䛺ᨭ

㻌

యไ䛾ᵓ⠏䜔ྜ⌮ⓗ㓄៖䛾ᥦ౪䛻㛵䛩䜛䝅䝇䝔䝮䛾ᵓ⠏䜢ᢸ

㻌

䛖䚹⌧ᅾ䚸ྠᏛ䛻䛚䛔䛶㞀ᐖᏛ⏕ᨭ䝹䞊䝮䛾䝏䞊䝣䝁䞊䝕䜱

㻌

䝛䞊䝍䞊䜢ᢸ䛖୍᪉䚸䛂㧗➼ᩍ⫱䜰䜽䝉䝅䝡䝸䝔䜱䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮

㻌

䠄㻴㻱㻭㻼䠅䛃䛾䝕䜱䝺䜽䝍䞊䜢වົ䚹ᅜ㧗➼ᩍ⫱㞀ᐖᏛ⏕ᨭ༠㆟

㻌
㻌
㻌

䠄㻭㻴㻱㻭㻰㻌 㻶㻭㻼㻭㻺䠅䛺䛹䛷ᑐእⓗ䛺άື䜒ᢸ䛔䛴䛴䚸᪥䚻䚸Ꮫ䛻
䛚䛡䜛㞀ᐖᏛ⏕ᨭ䛾䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䞊䛸䛧䛶ᚑ䛩䜛ᐇ㊶ᐙ䚹㻌

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

୰㔝 ⪽ᏊẶ 㸦㜰Ꮫ ࢟ࣕࣥࣃࢫࣛࣇᗣᨭࢭࣥࢱ࣮ ㅮᖌ㸧

༤ኈ䠄ᚰ㌟㞀ᐖᏛ䠅䞉Ꮫᰯᚰ⌮ኈ䚹⫈ぬ㞀ᐖඣ䞉⪅ᨭ䛻㛵䛩䜛ⴭ
᭩䞉ㄽᩥከᩘ䚹᭱᪂䛾◊✲ᡂᯝ䛿䚸䛂䜸䞁䝷䜲䞁Ꮫ⾡ᡭヰ㏻ヂᩍᮦ
㞟䛃䠄㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼟㼘㻙㼕㼚㼠㼑㼞㼜㼞㼑㼠㼕㼚㼓㻚㼛㼞㼓㻛䠅䛷බ㛤䚹㻡 ṓ䛾䛻ኻ⫈䚹㜰
Ꮫ䛷㌟య㞀ᐖᏛ⏕ᨭ⯡䛻䛴䛔䛶䝬䝛䝆䝯䞁䝖䜢⾜䛔䚸㒊ᒁయ
䛾ྜ⌮ⓗ㓄៖䛾ᥦ౪䜢䝃䝫䞊䝖䛧䛶䛔䜛䚹䜎䛯䚸㞀ᐖ䜢䜒䛴ᙜ⪅
ྠኈ䛸䛧䛶䚸䛱䜗䛳䛸䛧䛯ᝎ䜏䜒ඹ᭷䛧䛺䛜䜙䚸㞀ᐖᏛ⏕䛜⮬ศ⮬㌟
䛾ຊ䛷ᨭ䜔⎔ቃ䜢䜘䜚䜘䛔䜒䛾䛻ኚ䛘䛶䛔䛡䜛䜘䛖䛺䝃䝫䞊䝖䛸
㛵䜟䜚䜢ษ䛻䛧䛶䛔䜛䚹㻌

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

31

ਸ਼  মലಁ૩৾েৈಉઇ੍ର३থএ४क़

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

᭷ᾏ 㡰ᏊẶ 㸦ᒣᙧᏛ 㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭࢭࣥࢱ࣮ ᩍᤵ㸧

㻌

㻌

㻌

⟃ἼᏛᏛ㝔ே㛫⥲ྜ⛉Ꮫ◊✲⛉༤ኈᚋᮇㄢ⛬ಟ䚸༤ኈ

㻌

䠄㞀ᐖ⛉Ꮫ䠅㻌

㻌

Ꮫ⏕௦䛻ྠᏛᖺ䛾⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕䜔ඛ㍮䛸ฟ䛳䛯䛣䛸䛜䛝䛳䛛

㻌

䛡䛷ሗಖ㞀ᨭ䛾ୡ⏺䛻ධ䜛䚹⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ᨭ䜾䝹䞊䝥䛾䝇

㻌

䝍䝑䝣䛸䛧䛶άື䛧ጞ䜑䛯䛸䛝䛻䚸ᡭヰ䛜䜟䛛䜙䛪䝭䞊䝔䜱䞁䜾䛻䛟

㻌

䛴䛔䛶䛔䛡䛺䛔⤒㦂䜢䛧䛯䛣䛸䛷䚸ᬑẁே䜔ඛ㍮䛜ឤ䛨䛶䛔䛯䛷

㻌

䛒䜝䛖እឤ䜢③ឤ䛧䚸䛂ሙ䛾ཧຍ䜢┿䛻ᨭ䛘䜛ᨭ⪅䛃䛻䛺䜛䛣䛸

㻌

䜢ᙉ䛟Ỵព䚹㻞㻜㻝㻞 ᖺ䛛䜙⟃ἼᏛ㞀ᐖᏛ⏕ᨭᐊᑓ௵ᩍဨ䛸䛧䛶

㻌㻌

ົ䛧䚸⌧ᅾ䛿ᒣᙧᏛ㞀䛜䛔Ꮫ⏕ᨭ䝉䞁䝍䞊䛻䛶䚸䛥䜎䛦䜎䛺
㞀䛜䛔Ꮫ⏕䛾ពᛮ䜢⫱䛶⾲᫂䛩䜛䛣䛸䛸ᤵᴗཧຍ䛾ಖ㞀䜢䝃䝫䞊
䝖䛧䛶䛔䜛䚹㻌

ᑠబ㔝 ㈗ᜨẶ 㸦ᒣ┴❧ࢁ࠺Ꮫᰯ ᩍㅍ㸧

ᐑᇛᩍ⫱Ꮫ༞ᴗࠊྠᏛᏛ㝔ಟ
㻞 ṓ㡭⫈ぬ㞀ᐖ䛸ุ᫂䚸ᗂඣᮇ䛻ゝㄒカ⦎䛻㏻䛔䛺䛜䜙ᆅᇦ䛾ᗂ
⛶ᅬ䛻㏻䛖䚹ᆅᇦ䛾ᑠᏛᰯ䚸୰Ꮫᰯ䚸⚾❧䛾㧗ᰯ䛻㏻䛔䚸Ꮫ䛻
ධ䛳䛶䛛䜙ᡭヰ䜢ぬ䛘䚸ሗಖ㞀䛻ฟ䛖䚹Ꮫ௦Ꮫෆࡢ
᭷ᚿᅋయࠕሗಖ㞀ࡢ࡛ࠖࣀ࣮ࢺࢸࢡࡢ⏝࠾ࡼࡧ㐠Ⴀ
㸦ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࠊ⦎⩦࣭┬ࡢ㐠Ⴀ➼㸧ࠊࠕᐑᇛ┴⫈ぬ
㞀ᐖᏛ⏕ࡢࠖࡸࠕᐑᇛ┴࣭ྎᕷ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ሗಖ㞀ᨭ
ࢭࣥࢱ࣮㸦⌧ࡳࡸࡂ '6&㸧
࡚ࠖົᒁ࡞ࡢάືࢆ⾜ࡗࡓࠋ

32

মലಁ૩৾ে
ৈಉઇ੍ରॿॵॺডشॡ
3(31HW-DSDQ 
ງஂ

33

聴覚障害学生支援に関わる相談対応事業

大学全体の支援体制引き上げ

PEPNet-Japan では、全国の大学から寄せられる聴覚障害学生支

全国の大学で、より高いスタンダードでの合理的配慮の提供が

援に関わる相談に対し、全国的な大学・機関間のネットワーク

なされていくよう、基盤の構築を図っています。

と正会員大学・機関の持つ支援ノウハウを活かし、対応しま

正会員大学・機関間の

す。聴覚障害学生への合理的配慮の提供や支援体制構築等に関

情報交換会を開催する

する資料提供、情報提供、講師等の派遣・紹介、個別事例への

ほか、正会員大学・機

助言などを行います。

関のリードによって各
地域の情報交換会等が

相談内容の例

開催されるよう促進し

支援体制づくりや支援の

ています。

具体的な方法について
アドバイスがほしい
他大学での支援の事例を知りたい
支援に関する資料やテキスト、文献を入手したい

PEPNet-Japanの活動

FD/SD 研修会や支援者養成講座の講師を派遣してほしい

成果を広く発信する

支援技術（遠隔情報保障など）の導入をサポートしてほしい

とともに、全国の大
ご利用いただける方

学の支援実践につい

主な対象：大学等の高等教育機関で障害学生への支援・教育に

て情報交換をするこ

携わる教職員の方

とを目的に、毎年１

その他、聴覚障害学生（進学予定者も含む）、支援関係者、保

回シンポジウムを開

護者等からのご相談もお受けします。

催しています。

対応体制
相談内容や大学の状況に応じ、以下のような対応を行います。
（※印は PEPNet-Japan 正会員大学・機関が協力）
PEPNet-Japan 事務局や相談対応事業委員からの助言提供

DVDシリーズ｢Access!

資料の提供 （PEPNet-Japan 発行の教材は無償）

聴覚障害学生支援」を

関連機関等の紹介・ネットワーク形成のサポート

はじめとする多様な

研修内容に応じた講師の派遣・紹介※

教材を作成し、全国

見学受け入れや事例提供を行う大学の紹介※

の大学・機関関係者

支援技術に関する訪問指導や運用上の助言提供※

等、ご希望の方に広
く配布しています。

聴覚障害学生支援MAP
（PEPなび）
の運営
全国の高等教育機関における聴覚障害学生支援の情報を掲載する
データベースで、各大学の支援状況や支援事例を共有すること
ができます。

る多彩な情報をウェブサイトで発信しています。

ノートテイク

(登録制、一部は自由に閲覧可能）
URL：http://pepnavi.net

作成した教材をはじめ、聴覚障害学生支援に関わ

ノートテイク

URL：http://www.pepnet-j.org/

ノートテイク
ノートテイク

(右のQRコードからご覧いただけます）

(下のQRコードからご覧いただけます）
ノートテイク

Twitterアカウントの運用
PEPNet-Japanで取り組んでいる事業の様子やイベ
ントのお知らせ、成果物のご案内をしています。
PEPNet-Japan公式アカウント：
@PEPNet̲Japan
（右のQRコードからフォローできます）
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聴覚障害学生サポートブック
―18 歳から学ぶ合理的配慮―

―PEPNet-Japan TipSheet集
（改訂版）

聴覚障害学生や高校生が、
「障
害者差別解消法」や大学につ
いて知り、書き込み式のワー
クを通して自らのニーズを整
理し伝えることで、一歩前に
踏み出すための冊子です。

聴覚障害や情報保障の基本的
な知識に加え、障害者差別解
消法に関わるトピックを追加
した支援関係者必読の冊子。
Webでリーフレット版も公開
しています。

聴覚障害学生の意思表明支援のために
―合理的配慮につなげる支援のあり方

聴覚障害学生の意思表明をど
のように促し、支えているか、
支援担当教職員のインタビュー
結果などをまとめています。
(2016年度モデル事例構築事
業主幹：関東聴覚障害学生サ
ポートセンター）
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遠隔情報保障実践マニュアル・事業成果報告書
遠隔情報保障支援の導入に関わ
る手順や多様な活用事例を紹介
したマニュアルと、研修会報告
を含む４年間の事業報告書。基
礎知識から将来像まで網羅した
２冊です。

東北地区／熊本地区大学支援プロジェクト
2011年に発生した東日本大震災の際
には、被災地域の聴覚障害学生の安
否確認に協力しました。授業開始後
は、全国から遠隔でパソコンノート
テイクを提供する試みを実施し、13
の連携大学から4大学約20名の聴覚障
害学生に対し、のべ約300コマへ支援
を行いました。また、2016年に発生した熊本地震の際には、
全国4大学（うち2大学は東北地区で支援を利用）から被災地の
聴覚障害学生に対し、遠隔情報保障支援を提供しました。

大学教職員のための地域通訳依頼ハンドブック

モデル事例の構築と成果発信

―よりよい連携を目指して

これまで取り組み事例が少
な か ったり支 援 が 困 難 で
あった分野を取り上げ、新
たな支援事例の創出を図っ
てきました。これまでの成
果は事例集やハンドブック
等にまとめ発信しています。

大学での情報保障（手話通訳・文字通
訳）を地域通訳に依頼する際に活用で
きるハンドブック。地域通訳者の養成
方法や依頼手順のほか、関係者との連
携のあり方等を詳細に記載しています。
(2013・2014年度モデル事例構築
事業 主幹：みやぎDSC）

学生同士がつながる支援コミュニティづくり

各種研修会の開催

―支援学生の「主体性」を引き出すマネジメント

これまでの活動で得た知見
や作成教材をもとに、聴覚
障害学生支援に関わる研修
プログラムを開発し、モデル
研修会を開催してきました｡
例）障害学生支援教職員研修会
聴覚障害学生支援技術講習会
聴覚障害学生エンパワメント研修会 ほか

支援学生がより主体的に活動
し、支援の質向上や支援組織の
発展的な運営に貢献するための
事例集。具体的な実践例を多数
収録しています。
(2013・2014年度モデル事例構
築事業 主幹：みやぎDSC）

地域ネットワークの形成支援

聴覚障害学生のエンパワメント事例集

近隣の大学の支援担当者が集ま
り共同で研修会を企画する機会
を通じて、地域ネットワークの
形成をサポートしてきました。
2012年度 関西地区・東北地区
2013年度 北海道地区
2014年度 東海地区
2015年度 沖縄地区

聴 覚 障 害 学 生が 自 ら 周 囲 の
人々に働きかけ、必要な支援
を 生 み 出 す 「エ ン パ ワ メ ン
ト」に関して、基本的な概念
や大学で取り組むことのでき
るさまざまな実践について紹
介しています。
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運営体制
PEPNet-Japanは2018年度から新たな体制となり、より幅広い大学・機関及び個人の方に参画していただける組織となり
ました。シンポジウムや教材の提供など、従来通りすべての方にご参加・利用いただけるものもありますが、会員にな
るとより密な情報提供・情報交換が可能になります。ぜひご入会ください。

PEPNet-Japan 組織図

会員種別

総会

⑴正会員大学・機関

本会の最高意思決定機関。

聴覚障害学生支援の体制を有し聴覚障害学生支援の実績のあ
る大学、または聴覚障害学生支援を主たる活動目的とし、大

代表

【代表幹事大学】
事務局。代表と運営委員を選出。

学の支援体制構築に貢献した実績のある機関。
※正会員大学・機関は全国の大学等に向けた支援ノウハウの発

【正会員大学・機関】

運営委員会

総会での議決権あり。

信など、PEPNet-Japanの活動に貢献する役割を担います｡

活動方針等について
協議を行う。

【幹事大学・機関】

⑵準会員大学・機関

正会員大学・機関から選出される。
運営委員を 1 名ずつ選出。

聴覚障害学生支援の情報を得たい、または聴覚障害学生支援
に関心のある大学、大学内の組織、または機関。
⑶個人会員

【準会員大学・機関】

【有識者】

総会へのオブザーバー参加が可能。

聴覚障害当事者等の有識者。
代表が指名する。

聴覚障害学生支援の情報を得たい、または聴覚障害学生支援
【個人会員】

に関心のある個人。

総会へのオブザーバー参加が可能。

会員になると…
メールによる情報配信サービス 正会員 準会員 個人会員
会員の方を対象に、聴覚障害学生支援に関する情報をお届けするサービスです。事務局または登録者の方からお寄せいただいた情報
をメールで配信します。
情報交換のためのメーリングリストへの参加 正会員 準会員
※正会員または準会員の大学に所属する教職員限定
聴覚障害学生支援に関する情報交換や意見交換ができるメーリングリストを運営しています。登録者の方が直接投稿でき、他大学の方
とのやり取りや最新情報の共有にご活用いただけます｡
情報交換会への参加 正会員
正会員大学・機関の方々を参加対象とした情報交換会を年に 3 回開催します。聴覚障害学生支援に関するトピックについて情報交換
や事例報告を行います。
イベントや成果物の先行案内（詳細は会員種別や内容に応じて決定）
PEPNet-Japan が主催する各種イベントの案内や成果物発行のお知らせを、一般案内に先行してお届けします。正会員大学・機関には
優先申込のご案内をする場合があります。

入会方法
入会申込の方法は、会員種別ごとに異なります。詳しくはPEPNet-Japanウェブサイトでご確認ください。

情報交換会
情報交換ML
への参加 （教職員限定）

入会単位

情報配信
サービス

正会員
大学・機関

大学等の高等教育機関（部署単位は
不可）、関連機関・団体

◯

◯

準会員
大学・機関

大学等の高等教育機関および部署・
組織、関連機関・団体

◯

◯

個人会員

個

人

シンポジウム等の
案内

成果物

事業への
参加

総会
議決権

幹事大学・機関
への立候補

○
大学等の
教職員のみ

◎
優先参加の可能性あり。
対象条件のあるものを除く

先行
配布

◯
中心的に
参加可

◯

◯

×

○
大学等の
教職員のみ

◯
対象条件の
あるものを除く

先行
案内

×
原則と
して不可

×

×

×

×

◯
対象条件の
あるものを除く

一般
案内

×
原則と
して不可

×

×
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正会員大学・機関
日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク（PEPNet-Japan）は、全国の正会員大学・機関と
共に聴覚障害学生支援のパイオニアとして、聴覚障害学生のニーズに寄り添い、時代に横たわる
さまざまな課題に取り組みながら、新たな事例やノウハウを生み出し、発信していくことを使命
としています。 あわせて全国の大学における聴覚障害学生支援の実態に目を向け、そこから学び
を得るとともに、支援が行き届いていない大学における支援体制を引き上げていくことが、我々
の責務であることを自認しています。これらのミッションを達成し、よりよい支援体制を1つで
も多くの大学等に広げていくため、「高めあう」「ともに学ぶ」「協働する」「発信する」を
キーワードに活動を展開しています。
2019年4月現在、32大学・機関に正会員としてご登録頂いております。各大学の取り組みは、
聴覚障害学生支援MAP（PEPなび：http://pepnavi.net ）に詳しく掲載されています。
札幌学院大学★

みやぎDSC★
聴覚障がい学生と支援学生、教
職員が協力して支援者養成や手
話学習、啓発活動に取り組んで
います。教職員は聴覚障がい学
生や支援学生の相談にも対応し
ています。
（担当：アクセシビリティ推進委員会）

北海道大学

群馬大学★
本学では、すべての学生が公平
に学ぶ機会を得られるよう、利
用学生との相談を通して、必要
な支援を行っています。また、
支援学生の養成や理解啓発にも
力を入れています。
(担当：アクセシビリティ支援室)

文字通訳および手話通訳による
情報保障、専任スタッフと障害
別専門教員によるサポートを提
供しています。また、PCテイク
や手話通訳に関する講習等を行
い支援力向上に努めています。
（担当：障害学生サポートルーム）

北星学園大学

東京大学
臨床心理士、CSW等との面談を
経て、支援を必要とする学生一
人一人に合わせた合理的配慮に
基づく支援を決定しています。
情報保障支援学生の育成や他部
署との連携も行っています。
(担当：アクセシビリティ支援室)

宮城教育大学★

早稲田大学★

利用学生のニーズに応じて手書き
やPCを主としたノートテイクを行
い、音声認識通訳等の情報保障
にも積極的に取り組んでいます。
また、学生が中心となり練習会や
各種交流会等を実施し、学生と共
に支援体制を作っています。
(担当：しょうがい学生支援室)
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障がい学生支援室と学部・研究
科が連携して、ノートテイク、
P C 通訳、手話通訳など、修学
に必要な支援を行っています。
障がいに関する授業の実施など
の理解啓発、新しい支援技術の
導入にも取り組んでいます。
（担当：障がい学生支援室）

立教大学

静岡福祉大学
立教大学は、しょうがいの有無
にかかわらず、学生が相互に学
び合い共に支え合う、開かれた
キャンパスを目指します。授業
の支援、サポート学生の育成、
講座などを行っています。
(担当：しょうがい学生支援室)

日本社会事業大学★

（担当：学生支援総合センター）

名古屋大学

聴覚障害当事者の社会福祉従事
者の育成を図っています。支援
にあたっては学生の自己擁護力
と支援活用力の向上を最も大切
にしています。支援学生も未来
のソーシャルワーカーとして役
立つ経験をしています。
（担当：聴覚障害者大学教育
支援プロジェクト）

障害学生支援室では、障害学生
への合理的配慮、教職員へのコ
ンサルテーション、施設設備・
システム・制度のユニバーサル
デザイン化を推進するため学内
連携等に取り組んでいます。
（担当：障害学生支援室）

関東聴覚障害学生サポートセンター★

愛知教育大学★

放送大学★

日本福祉大学★
放送大学では現在テレビの授業
番組（放送時間の約50％）が字幕
化されています。今後、さらに
字幕率を向上させていきます。
また、
新しくラジオの授業番組の
インターネット配信に字幕を付与
する取り組みを行っております。

千葉大学

同志社大学★
本学では学生支援課が中心とな
り、障害学生の支援体制の整備
を行っており、聴覚障害学生に
対してはノートテイク会の学生
と連携し、主にパソコンテイク
による支援を行っております。
（担当：学生支援課）

静岡大学

愛知教育大学では、学生が中心
となって、パソコンテイクを主
に支援を行っています。毎日昼
休みに開く練習会を兼ねた交流
会に加え、遠隔システムを利用
した連携練習などを行って、よ
りよい支援を目指しています。
（担当：修学支援室)

2015年度より学生支援センター
として、障害をオープンにして
いない学生も含め、様々な困り
感のある学生、配慮が必要と思
われる学生を包括的に支援して
います。すべての学生が共に学
び成長することを目指しています。
（担当：学生支援センター）

障がいのある学生が、他の学生
と等しい条件で学生生活を送れ
るよう、約250名のスタッフが
講義保障（PC通訳・NT）を中
心に様々な支援を行っていま
す。学外からのPC通訳要請にも
可能な範囲で応じています。
（担当：障がい学生支援室)

京都大学
身体障害・発達障害・精神障害
があるために修学上の困難を感
じている学生に、専任教員が相
談に応じ、特性やニーズに合わ
せて必要な支援や配慮の提供を
コーディネートしています。
（担当：障害学生支援室
（修学サポート室）
)

障害学生支援ルームでは、聴覚
障害のある学生の個々の状況や
ニーズ、授業の内容・方法等の
環境的要因をふまえて、様々な
形（各種通訳、機器の使用等）
で情報保障を行っています。
（担当：障害学生支援ルーム)
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京都産業大学

愛媛大学★
2017年5月に「教職員対応ガイド
ライン」を制定し、障害のある
学生が学ぶことのできる環境を
整え、教育の機会均等の提供と
ともに、障害者差別解消に向け
て、全学的に取り組んでいます｡
(担当：障害学生教育支援センター)

特定非営利活動法人ゆに

松山大学

京都を中心に支援者派遣や養
成、交流会、学生・教職員から
の相談受付などをしています。
学外の支援者として、広く聴覚
障害学生のための環境整備をで
きるようお手伝いをしています｡
（担当：事務局)

松山大学では、学生支援室を中
心に、授業や学生生活の支援に
関する相談を受け付け、指導教
授や関係各部署と連携を取り、
障がい学生等に必要な支援の
コーディネートを行います。
（担当：学生部学生支援室)

大阪大学★

福岡教育大学

2015年8月1日に障害学生支援室
は更なる支援の充実を図るため
障害学生支援センターとして発
足しました。学生への教育及び
学生生活の支援の他、各種講習
会・研修会の開催や、他大学生
との連携を行っています。
（担当：障害学生支援センター）

全学的な修学支援体制のもと、
合理的配慮として情報保障の提
供等を行っています。支援の質
を含め、聴覚障害学生が自分に
必要な環境を整備できるような
支援を重視しています。
（担当：キャンパスライフ健康支援センター）

大阪教育大学★

関西学院大学★

九州大学

2012年度から「障がい学生修学
支援ルーム」を設置し、教員・事
務スタッフが相談・支援にあ
たっています。支援学生と連携
し手話・ノートテイク・パソコ
ンテイクなどニーズに応じた支
援を行っています。
（担当：障がい学生修学支援ルーム）

本学では障害の有無に関わらず
学生の個性と能力を発揮できる
修学環境整備をしています。PC
テイク等の支援提供や人材育成
を通し、全学でインクルーシブ
な環境作りを目指しています。
(担当：インクルージョン支援推進室)

九州ルーテル学院大学

総合支援センターは、障がい学
生支援を全学的に行う相談窓口
としての機能を持ち、4名のコー
ディネーターが学部と連携し支
援にあたっています。ノートテ
イク、映像の字幕付け等、情報
保障を提供しています。
（担当：キャンパス自立支援室）

感恩奉仕の精神の下、一人ひと
りの学生のニーズを大切にした
支援を行っています。聴覚障が
い学生支援では、PCテイクや補
聴機器による情報保障の他、手
話サロンを開催しています。
(担当：障がい学生サポートルーム)

広島女学院大学

筑波技術大学★★
聴覚障がい学生のキャンパスラ
イフを、講義保障を中心に、教
務課・学生課・支援室は連携し
てサポートしています。PCテイ
クを行う支援学生の養成にも積
極的に取り組んでいます。
(担当：障がい学生高等教育支援室)
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（2019年4月現在

聴覚・視覚障害学生を対象とし
た日本で唯一の高等教育機関
で、天久保キャンパスには200
名以上の聴覚障害学生が学んで
います。また、障害者の高等教
育を進める全国共同利用拠点に
も指定されています。
（担当：障害者高等教育研究支援センター）

★は幹事大学・機関

★★は代表幹事大学）

PEPNet-Japan 正会員大学・機関

運営委員会
代表

札幌学院大学★

石原保志

筑波技術大学・学長

北海道大学

運営委員

北星学園大学

井坂行男

大阪教育大学教育学部・教授

宮城教育大学★

三好茂樹

筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター・教授

みやぎDSC★

藤野友紀

札幌学院大学人文学部・准教授

群馬大学★

松﨑

宮城教育大学教育学部・准教授／みやぎ DSC・代表

丈

金澤貴之

東京大学
早稲田大学★

群馬大学教育学部・教授

立教大学

斉藤くるみ 日本社会事業大学・教授
山本

篤

日本社会事業大学★

関東聴覚障害学生サポートセンター・代表

関東聴覚障害学生サポートセンター★

志磨村早紀 早稲田大学スチューデントダイバーシティセンター

放送大学★

・障がい学生支援コーディネーター

千葉大学

広瀬洋子

放送大学・教授

静岡大学

太田知啓

愛知教育大学なんでも相談室・学務部長

静岡福祉大学

末盛

日本福祉大学学生支援センター・センター長

名古屋大学

慶

阪田真己子 同志社大学学生支援センター・障がい学生支援室長

愛知教育大学★

中野聡子

大阪大学キャンパスライフ健康支援センター・講師

日本福祉大学★

松岡克尚

関西学院大学人間福祉学部・教授

同志社大学★

加藤哲則

愛媛大学教育学部・准教授

佐藤正幸

筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター・センター長

白澤麻弓

筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター・准教授

京都大学
京都産業大学
特定非営利活動法人ゆに
大阪大学★
大阪教育大学★
関西学院大学★
広島女学院大学

事務局

愛媛大学★
事務局長
白澤麻弓

松山大学
筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター・准教授

福岡教育大学

事務局長補佐

九州大学

萩原彩子

九州ルーテル学院大学

筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター・助教

筑波技術大学★★

事業コーディネーター
磯田恭子

筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター・助教
★は幹事大学・機関

中島亜紀子 筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター・助教
石野麻衣子 筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター・特任研究員
事務局員
三好茂樹

筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター・教授

松久保大作 筑波技術大学聴覚障害系支援課・課長
河野純大

筑波技術大学産業技術学部産業情報学科・准教授
http://www.pepnet-j.org/

事務補佐員
吉田未来

筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター・技術補佐員

関戸美音

筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター・技術補佐員

（2019 年 8月現在）
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★★は代表幹事大学
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΄Ϊࡐۜ˽ڛ
ⅽↁⅲ⅍ⅵⅯⅹↃↁⅽ℻ⅾↀⅽↄⅽↁↂ
℻ⅼⅯⅵⅽↇⅯ℺Ↄ℻Ⅿⅱ℻ⅸⅾ
Ⅱⅳⅺℭℽ⅂ℿ℺⅄ⅅⅆ℺⅁⅄⅂⅃

Ϊڰ՛

͑ڰ
ⅼↇↃↃↁⅷ⅍Ⅿⅲⅻ℻ⅼⅯⅵⅽↇⅯ℺Ↄ
℻Ⅿⅱ℻ⅸⅾ
Ⅱⅳⅺℭℽ⅂ℿ℺⅄ⅅⅆ℺⅂⅄⅃⅂

Õ
Ġì

͑ڰ
Ⅱⅳⅺℭℽ⅂⅁℺ℿ⅀ⅅ℺⅁⅁⅃⅁ℼ⅁⅁⅃⅂
⅓ⅎⅥℭℽ⅂⅁℺ℿ⅀⅄℺ℿℽℿ⅁ℭ

ɞঀҡʡऻΪ
ࡷঈԋप

ℾ⅃ℹ⅂ℽℽಾ

ⅶↂↂⅾⅇℼℼⅵⅯⅹↃↁⅽ℻ⅾↀⅽↄⅽↁↂ℻ⅼⅯⅵⅽↇⅯ℺Ↄ℻Ⅿⅱ℻
ⅸⅾℼⅽↁⅲℼ

⅕⅝

:̠;΄Ϊࡐۜ˽ڛ
*ķŤŏĽ+
ↁↇⅽↃⅵⅯⅷ℺ↁ⅍Ⅿⅲⅰ℻ↁⅶⅷↈↃⅽⅹⅯ
℻Ⅿⅱ℻ⅸⅾ
:ள΄;ޚΪࡐۜ˽ڛ
*äĐæĎ+
ↁↇⅽↃⅵⅯⅷ℺ⅶ⅍Ⅿⅲⅰ℻ↁⅶⅷↈↃⅽⅹⅯ
℻Ⅿⅱ℻ⅸⅾ

Ϊࡐ

g⅁⅃⅁℺ⅅ⅃ℽℾ
ɞঀՑಾխ̤ࢁږӔෑা

ঁكݨ

Ϊࡐ˽ڛĿŷŃ ΄Ϊࡐۜ˽ڛ

ऻΪ

ऻΪ

Ϊࡐ

ૈ౾ऻڥΪ

⅁ℹℽℽℽಾ

ࡷঈԋप

g⅁⅁ⅅ℺ⅅ⅂⅁ℿ
ɞঀՑϒढ़ږʞźढ़াֳै

ঁكݨ

ûĤøē࣠ॾۜ

०ݮ

ⅶↂↂⅾↁⅇℼℼↅↅↅ℻Ⅿⅷⅱⅶⅷ℺ⅳⅲↃ℻Ⅿⅱ℻ⅸⅾℼ
ⅱⅯⅻⅾↃↁℼↁↃⅾⅾⅽↀↂℼↁↃⅾⅾⅽↀↂ℻ⅶↂⅻⅺ
΄Ϊࡐ
˽ڛ

ûĤøē࣠ॾۜ
ⅵⅯⅹↃↁⅳⅷↁⅶⅷⅳⅼℿ⅍ⅻ℻ⅯↃⅳⅱⅱ
℻Ⅿⅷⅱⅶⅷ℺ⅳⅲↃ℻Ⅿⅱ℻ⅸⅾ
Ⅱⅳⅺℭℽ⅂⅃⅃℺ℿ⅃℺ℿ⅃⅄⅄

Ϊڰ՛

͑ڰ
Ⅱⅳⅺℭℽ⅂⅃⅃℺ℿ⅃℺ℿℿℽℿ

⅕⅝

Õ
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ڦऻΪ

Ϊࡐ

⅂ℹ⅀ℽℽಾ

g⅁⅄ℽ℺ℿ⅂⅀ℾ
ɞঀՑঀओӾஆளা̒ਲ
Ϊࡐ˽ڛĿŷŃ
ⅶↂↂⅾⅇℼℼↅↅↅ℻ⅼ℺ⅴↃⅹↃↁⅶⅷ℻Ⅿⅱ℻ⅸⅾℼ
ↁⅶⅷⅳⅼⅱⅳⅼↂⅳↀℼⅷⅼⅲⅳↆ℻ⅶↂⅻ
΄Ϊࡐ
˽ڛ

Ϊࡐ˽ڛĿŷŃ
Ⅱⅳⅺℭℽ⅂⅃ⅆ℺ⅅ⅄℺ℿ⅁⅀ℿ
ↁↃⅾⅾⅽↀↂ⅍ⅻⅺ℻ⅼ℺ⅴↃⅹↃↁⅶⅷ
℻Ⅿⅱ℻ⅸⅾ

Ϊڰ՛

Ϊֳష͑
Ⅱⅳⅺ ℽ⅂⅃ⅆ℺ⅅ⅄℺ℿℿℾℿ

ژ۲ऻΪ
ࡷঈԋप

ڦऻΪ

Ϊࡐ

ҌੂऻΪ
ℿⅅℹⅆ⅀ℿಾ

ࡷঈԋप

g⅃ℽℿ℺ⅅ⅂ⅅℽ
ҌੂூҌੂ߁ږҌӔ؇ࢆݎড়ʾЍਗ਼

ঁكݨ
०ݮ
⅕⅝

ঁكݨ

ÝÕΪࡐۜ˽ڛ

०ݮ

ⅶↂↂⅾⅇℼℼⅱⅶⅯⅺⅺⅳⅼⅵⅳⅲ℻ⅲⅽↁⅶⅷↁⅶⅯ℻Ⅿⅱ℻ⅸⅾℼ

΄Ϊࡐ
˽ڛ
Õ
Ġì

Ϊڰ՛

⅕⅝

Ҍਲఙׁঁ
ÝÕΪࡐۜ˽ڛ
Ⅱⅳⅺℭℽ⅄⅄⅁℺⅃⅂℺⅄⅁ℾℾ
ⅸↂ℺ⅱⅯↀⅳ⅍ⅻⅯⅷⅺ℻ⅲⅽↁⅶⅷↁⅶⅯ
℻Ⅿⅱ℻ⅸⅾ
؇ঁׁࢆݎ
ÝÕΪࡐۜ˽ڛ
Ⅱⅳⅺ ℽ⅄⅂℺ℿ⅂ℾ℺⅀ℿ⅄⅀
ⅸⅷ℺ⅱⅯↀⅳ⅍ⅻⅯⅷⅺ℻ⅲⅽↁⅶⅷↁⅶⅯ
℻Ⅿⅱ℻ⅸⅾ

Õ
Ġì

ঁكݨ
०ݮ
⅕⅝

ڦऻΪ

ℿ⅀ℹℽℽℽಾ

g⅃ℽ⅃℺ⅅ⅂ℽℾ
ҌੂூҌੂږҌӔіਲ౾া
΄Ϊࡐ˽ڛůŤ
ⅶↂↂⅾↁⅇℼℼↅↅↅ℻ⅵↁↁⅱ℻ⅹↇⅽↂⅽ℺Ↄ℻Ⅿⅱ℻ⅸⅾℼ
ↁↃⅾⅾⅽↀↂℼ

΄Ϊࡐ
˽ڛ

Ϊࡐࣣ˽ڛĿŷŃ
΄Ϊࡐ˽ڛůŤ
Ⅱⅳⅺℭℽ⅄⅂℺⅄⅂⅀℺ℿ⅀ℾ⅄
ↁ℺ↁⅷⅳⅼ⅍ⅻⅯⅷⅺ℻Ⅿⅲⅻ℻ⅹↇⅽↂⅽↃ
℻Ⅿⅱ℻ⅸⅾ

Ϊڰ՛

ҡʡࠞࠄΪࡐ˽ڛ
ڰЛ़͑͜ڰʤί
Ⅱⅳⅺ ℽ⅄⅂℺⅄⅂⅀℺ℿ⅂ℿℾℹℿ⅂ℿℿ

Ϊࡐ

ऻऻىΪ

ℾ⅀ℹⅅℽℽಾ

ࡷঈԋप

g⅃ℽ⅀℺ⅅ⅂⅂⅂
ҌੂூҌੂږ౮Ӕ߁͠౾ٵ

ঁكݨ

΄Ϊࡐҡʡ˽ڛĿŷŃ

०ݮ

ⅶↂↂⅾↁⅇℼℼↅↅↅ℻⅘ↇⅽↂⅽ℺ↁↃ℻Ⅿⅱ℻ⅸⅾℼ
ⅱⅯⅻⅾↃↁⅺⅷⅴⅳℼⅽↁⅭↁↃⅾⅾⅽↀↂℼⅷⅼⅲⅳↆ℻ⅶↂⅻⅺ

΄Ϊࡐ
˽ڛ

΄Ϊࡐҡʡ˽ڛ
ĿŷŃ
Ⅱⅳⅺℭℽ⅄⅂℺⅄ℽ⅂℺ℾⅆⅅℾ
ↁⅶⅽⅵⅯⅷ℺ↁↃⅾⅾⅽↀↂ⅍ↁↂⅯↀ
℻ⅹↇⅽↂⅽ℺ↁↃ℻Ⅿⅱ℻ⅸⅾ

Ϊڰ՛

ΪĿŷŃ
Ⅱⅳⅺ ℽ⅄⅂℺⅄ℽ⅂℺ℾ⅁⅀⅄
ⅷⅼⅴⅽ℺Ⅿⅲⅻ⅍ↁↂⅯↀ
℻ⅹↇⅽↂⅽ℺ↁↃ℻Ⅿⅱ℻ⅸⅾ
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Ϊࡐ

ΪĿŷŃ
Ⅱⅳⅺℭℽ⅄⅂℺ℿ⅂ℾ℺⅀ℿℾℽ
ⅸⅷ℺ⅼↇↃⅵⅹ⅍ⅻⅯⅷⅺ℻ⅲⅽↁⅶⅷↁⅶⅯ
℻Ⅿⅱ℻ⅸⅾ

ҌੂټҴऻΪ
ࡷঈԋप

ऻΪ
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ऻΪ

Ϊࡐ

ℿ⅁ℹ⅀⅁ⅅಾ

g⅂⅃⅂℺ℽⅅ⅄ℾ
ऻىூࠛਲٵږਲѤ=
ıŧŷŕĽŭĨřԼֵ˽ڛĿŷŃ
ⅶↂↂⅾↁⅇℼℼⅶⅯⅱⅱ℻ⅽↁⅯⅹⅯ℺Ↄ℻Ⅿⅱ℻ⅸⅾℼⅸⅯℼ

΄Ϊࡐ
˽ڛ

ıŧŷŕĽŭĨř
Լֵ˽ڛĿŷŃ
࣠ॾ˽ڛ೧
Ⅱⅳⅺℭℽ⅃℺⅃ⅅ⅂ℽ℺⅃ℾℽ⅄
ⅱⅯⅻⅾↃↁⅺⅷⅴⅳⅹⅳⅼⅹⅽↃ℺Ⅿⅱↁ
⅍ⅽⅴⅴⅷⅱⅳ℻ⅽↁⅯⅹⅯ℺Ↄ℻Ⅿⅱ℻ⅸⅾ

ऻىҡʡऻΪ
ࡷঈԋप
ঁكݨ
०ݮ
⅕⅝

ऻΪ

Ϊࡐ

ЈࡖΪʷऻΪ

⅁ℹⅅℽℽಾ

ࡷঈԋप

g⅂ⅅℿ℺ⅅ⅂ⅅℿ
ऻىூଚ՞ږɨźѤ⅁ব⅃ⅆⅅℾ
ÝÕΪࡐܢΪ˽ڛůŤ
ⅶↂↂⅾↁⅇℼℼⅽↁⅯⅹⅯ℺ⅹↇⅽⅷⅹↃ℻Ⅿⅱ℻ⅸⅾℼⅱⅯⅻⅾↃↁℼ
ⅵⅯⅹↃↁⅳⅷℼↁⅷⅳⅼↀⅽⅽⅻℼ

΄Ϊࡐ
˽ڛ
Õ
Ġì
Ϊڰ՛

ঁكݨ
०ݮ
⅕⅝

ڦऻΪ

०ݮ

ࣣ˽ڛĿŷŃıŧŷŕĽۋۜ˽ڛ

ÝÕΪࡐܢΪ˽ڛ
ůŤ
Ⅱⅳⅺℭℽ⅄ℿ℺ⅆ⅄ⅅ℺⅀⅁⅄ⅆ
ↁⅷⅳⅼↀⅽⅽⅻ⅍ⅰↃↀ℻ⅽↁⅯⅹⅯ℺
ⅹↇⅽⅷⅹↃ℻Ⅿⅱ℻ⅸⅾ

Ϊࡐ

Õ
Ġì

ࡷঈԋप

g⅄⅀ℿ℺ℽℽ⅃⅀
ֳՑֳږਗ਼Ӕѻਲਗ਼⅁℺ℾ⅀℺ℾ

ঁكݨ

ÝÕΪࡐר੧ҡʡۜ˽ڛ

०ݮ

ⅶↂↂⅾↁⅇℼℼↅↅↅ℻ⅶⅸↃ℻Ⅿⅱ℻ⅸⅾℼⅺⅷⅴⅳℼⅳↁↂⅯⅰⅺⅷↁ
ⅶⅻⅳⅼↂℼⅶⅯⅼⅲⅷⅱⅯⅾ℻ⅾⅶⅾ

΄Ϊࡐ
˽ڛ

Ϊڰ՛

͑ڰ
Ⅱⅳⅺℭℽⅅℿ℺ℿℿⅅ℺ⅅ⅀⅃⅂
ⅼↇↃↁⅶⅷ⅍ⅵⅯⅷⅼⅳↁ℻ⅶⅸↃ℻Ⅿⅱ
℻ⅸⅾ

Õ
Ġì

https://www.kwansei.ac.jp/students/
students_m_004599.html

ÝÕ
Ϊࡐ˽ڛ

Ϊࡐκ˽ڛЯ׃
ࣣ˽ڛĿŷŃ
ıŧŷŕĽۋۜ˽ڛ
*ࡖѪ߁ĵ՞ࡖѪࡓො
ıŧŷŕĽ+
Ⅱⅳⅺℭℽ⅄ⅆⅅ℺⅂⅁℺⅄ℽ⅀⅁
ⅸⅷↀⅷↂↁↃ℺ⅼↃⅱ⅍ⅹↅⅯⅼↁⅳⅷ
℻Ⅿⅱ℻ⅸⅾ
*ߺյٲਲıŧŷŕĽ+
Ⅱⅳⅺ ℽ⅄ⅆ℺⅂⅃⅂℺⅄ⅆℽ⅀
ⅸⅷↀⅷↂↁↃ℺ⅹↁⅱ⅍ⅹↅⅯⅼↁⅳⅷ
℻Ⅿⅱ℻ⅸⅾ

Ϊڰ՛

ࡴऻרइĿŷŃ͑ڰ
Ⅱⅳⅺℭℽ⅄ⅆⅅ℺⅂⅁℺⅃ℾ⅀⅂

ɞऻΪ

ℾℹ⅁ℽℽಾ

ÝÕΪࡐר੧ҡʡ
ۜ˽ڛ
Ⅱⅳⅺℭℽⅅℿ℺ℿℿⅅ℺ℽ⅀ⅅ⅃
ℵहண+
ↁⅶⅽⅸⅷⅻↃ⅍ⅵⅯⅷⅼⅳↁ℻ⅶⅸↃ℻Ⅿⅱ
℻ⅸⅾ

ℿ⅁ℹⅅℽℽಾ

g⅃⅃ℿ℺ⅅ⅂ℽℾ
ఀճՑࡖѪ߁ږĵ՞ʤা=

ֳݵΪʷऻΪ
ࡷঈԋप

Ϊࡐ

ঁكݨ

⅕⅝

͑ڰ
Ⅱⅳⅺℭℽ⅄ℿ℺ⅆ⅄ⅅ℺⅀⅀ℿ⅁
ⅼↇↃↁⅶⅷⅹⅯ⅍ⅰↃↀ℻ⅽↁⅯⅹⅯ℺
ⅹↇⅽⅷⅹↃ℻Ⅿⅱ℻ⅸⅾℭ

ڦऻΪ
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Õ
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ऻΪ

Ϊࡐ

ⅆℹ⅀⅁ℾಾ

g⅄ⅆℽ℺ⅅ⅂⅄⅄
ɞՑږٵޚҌা
ŔŮĦřŮࠞࠄۜ
ⅶↂↂⅾⅇℼℼⅰⅴↀⅳⅳ℻ⅽⅴⅴⅷⅱⅳ℻ⅳⅶⅷⅻⅳ℺Ↄ℻Ⅿⅱ℻ⅸⅾℼ

΄Ϊࡐ
˽ڛ

ŔŮĦřŮࠞࠄۜ
Ⅱⅳⅺℼ⅓Ⅿↆℭℽⅅⅆ℺ⅆℿ⅄℺ⅅℾℾ⅁
ⅰⅴↀⅳⅳ⅍ↁↂↃ℻ⅳⅶⅷⅻⅳ℺Ↄ℻Ⅿⅱ
℻ⅸⅾ

ऻٵޚΪ
ࡷঈԋप
ঁكݨ
०ݮ
⅕⅝

ڦऻΪ

Ϊࡐ

̠ҡʡऻΪ
⅂ℹ⅄ℽℽಾ

ࡷঈԋप

g⅄ⅆℽ℺ⅅ⅂⅄ⅅ
ɞՑږٵޚҌা⅁ঁℿ

०ݮ

ⅶↂↂⅾↁⅇℼℼↅↅↅ℻ⅻⅯↂↁↃↇⅯⅻⅯ℺Ↄ℻Ⅿⅱ℻ⅸⅾℼ
ⅺⅷⅴⅳℼↁⅶⅷⅳⅼℼↁⅶⅷⅳⅼ℺ⅲↁ℺ↁↃⅾⅾⅽↀↂℼ
΄Ϊࡐ
˽ڛ

ΪࡐΪࡐۜ˽ڛ
ⅻↃ℺ⅵⅯⅹↁↃⅾ
⅍ⅻⅯↂↁↃↇⅯⅻⅯ℺Ↄ℻ⅸⅾ
Ⅱⅳⅺℭℽⅅⅆ℺ⅆℿ⅃℺ⅅℿℾℿ

Ϊڰ՛

Ϊֳష͑
ⅻↃ℺ⅼↇↃↁⅷ
⅍ⅻⅯↂↁↃↇⅯⅻⅯ℺Ↄ℻ⅸⅾ
Ⅱⅳⅺℭℽⅅⅆ℺ⅆℿ⅃℺⅄ℾ⅀ⅆ
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ঁكݨ
०ݮ
⅕⅝

ऻΪ

Ϊࡐ

ⅶↂↂⅾⅇℼℼↅↅℾ℻ⅴↃⅹↃⅽⅹⅯ℺ⅳⅲↃ℻Ⅿⅱ℻ⅸⅾℼↁⅶⅷⅳⅼℼ

΄Ϊࡐ
˽ڛ

΄Ϊࡐ˽ڛĿŷŃ
Ⅱⅳⅺ ℽⅆ⅁ℽ℺⅄ℿ℺⅃ℽ⅃ℿ
ⅱↁⅲ℺ↁↂⅯⅴⅴ
⅍ⅴↃⅹↃⅽⅹⅯ℺ⅳⅲↃ℻Ⅿⅱ℻ⅸⅾ

Ϊڰ՛

͑ڰ
Ⅱⅳⅺℭℽⅆ⅁ℽ℺⅀⅂℺ℾℿ⅀⅂
ⅼↇↃↁⅶⅷ
⅍ⅴↃⅹↃⅽⅹⅯ℺ⅳⅲↃ℻Ⅿⅱ℻ⅸⅾ

ӑܡůŊů
ΪʷऻΪ
ℾⅆℹℽℽℽಾ

ࡷঈԋप

gⅅℾⅆ℺ℽ⅀ⅆ⅂
̠Ց̠ࡖږӔ՝̠⅄⅁⅁

ঁكݨ

ıŧŷŕĽŭĨřԼֵ˽ڛĿŷŃ
Ĩŷĳůļūŷۜࠄࠞ˽ڛ

०ݮ

ⅶↂↂⅾⅇℼℼↅↅↅ℻ⅱⅶⅱ℻ⅹↇↃↁⅶↃ℺Ↄ℻Ⅿⅱ℻ⅸⅾℼↅⅳⅰⅾⅯⅵⅳℼ
ⅽↀⅵⅯⅼⅷↈⅯↂⅷⅽⅼℼⅰⅯↀↀⅷⅳↀⅴↀⅳⅳ℻ⅶↂⅻⅺ

΄Ϊࡐ
˽ڛ

Ĩŷĳůļūŷۜࠄࠞ˽ڛ
Ⅱⅳⅺℭℽⅆℿ℺ⅅℽℿ℺⅂ⅅ⅂ⅆ
⅓Ⅿↆ ℽⅆℿ℺ⅅℽℿ℺⅂ⅅⅆ⅂ℭ
ⅷⅼⅱⅺↃↁⅷⅽⅼ⅍ⅱⅶⅱ℻ⅹↇↃↁⅶↃ℺Ↄ℻Ⅿⅱ℻ⅸⅾ

Ϊڰ՛

ℵℾℶʤڰℵլఐΪඋՉ؞ℶ
ℵΪಳ͑ڰ़ڰʤԂℶ
ⅼↇↃↁⅶⅷⅹⅳⅼℾ⅍ⅸⅷⅻↃ℻ⅹↇↃↁⅶↃ℺Ↄ℻Ⅿⅱ
℻ⅸⅾ
ℵℿℶऻΪڰĿŷŃڰ՛а
ࠇڦݵڔ൭Ϊࡐف
ķĽڰ
ℵΪಳ͑ڰ़ڰિԂℶ
ⅼↇↃↁⅶⅷⅹⅳⅼℿ⅍ⅸⅷⅻↃ℻ⅹↇↃↁⅶↃ℺Ↄ℻Ⅿⅱ
℻ⅸⅾ
ℵ⅀ℶⅎ⅜ڰȡȢࠞ࢜ڰ
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※一般の人（オープンユニバーシティ、科目履修生、学会、オープンキャンパス）にも対応可
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㹼)' ◊ಟ࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ㹼

ᐑᇛᩍ⫱Ꮫ ࡋࡻ࠺ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭᐊ
๓ཎ᫂᪥㤶  ཬᕝ㯞⾰Ꮚ  బ⸨ᬕ⳯

ᮏᏛ࡛ࡣᖹᡂ  ᖺᗘࡽࠊᏛෆࡢ )' ◊ಟࢆ⏬࣭㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡿ┠ᶆ࣭ホ౯ᐊ࠸࠺
㒊⨫ඹദ࡛ᖺ  ᅇࡋࡻ࠺ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭࢆࢸ࣮࣐ࡋࡓ )' ◊ಟࢆ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ
ᩘᖺࡣⓎ㐩ࡋࡻ࠺ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿᏛ⏕ࡢᨭࢆࢸ࣮࣐ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡿࡇࡀከࡗࡓࡀࠊ
㏆ᖺࠊᅾ⡠ࡍࡿ⫈ぬࡋࡻ࠺ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿᏛ⏕ࡢᨭࡶࠊᏛ⏕ࡀồࡵࡿᨭࡀࣀ࣮ࢺࢸࢡ
ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⫈ぬ⿵ൾࢩࢫࢸ࣒ࡸ㡢ኌㄆ㆑ࣉࣜࡢά⏝࡞ከᵝࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊ
ᖺᗘࡣ⫈ぬࡋࡻ࠺ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿᏛ⏕ࡢᨭࢆࢸ࣮࣐ )' ◊ಟࢆᐇࡍࡿࡇࡋࡓࠋ

㸯㸬ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡘ࠸࡚
⏬ࡋࡓලయⓗ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡘ࠸࡚ࡣࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡇᩘᖺࡢ )' ◊ಟ࡛ࡣࠊᩍ⫋ဨྠኈ᳨࡛ウࢆ⾜࠺࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉᙧᘧࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ
ẖᖺ⾜ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢ㛫ࡀᩍ⫋ဨྠኈ࡛ࠊㅮ⩏➼࠾࠸࡚ࡋࡻ࠺ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿᏛ⏕
㓄៖ࢆ⾜࠺㝿ⱞ៖ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡸᕤኵࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡞ࢆඹ᭷ࡍࡿⰋ࠸ᶵ࡞ࡗ࡚
࠸ࡓᵝᏊࡶࡳࡽࢀࡓࡓࡵࠊᖺᗘࡶᩍ⫋ဨྠኈ᳨࡛ウࢆ⾜࠺㛫ࢆྲྀࡾධࢀࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࡋࡓࠋ
࣭⌧ᅾᮏᏛ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ⫈ぬࡋࡻ࠺ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭ㸦ࣀ࣮ࢺࢸࢡࠊࣃࢯࢥࣥࣀ࣮ࢺࢸ
ࢡࠊ⫈ぬ⿵⫈ᶵჾࡢ⏝ࠊ㡢ኌㄆ㆑㏻ヂࠊ㐲㝸㏻ヂ㸧ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂
࣭ࣃࢯࢥࣥࣀ࣮ࢺࢸࢡయ㦂ࠊ⫈ぬࡋࡻ࠺ࡀ࠸Ꮫ⏕ఝయ㦂
࣭ᤵᴗ⪅ࡋ࡚࡛ࡁࡿࡇ➼ࡘ࠸᳨࡚ウࠊពぢ
࣭⫈ぬࡋࡻ࠺ࡀ࠸Ꮫ⏕㸦 ྡ㸧ࡼࡾయ㦂ㄯ
࣭⫈ぬࡋࡻ࠺ࡀ࠸㒊㛗㸦⫈ぬࡋࡻ࠺ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿᩍဨ㸧ࡼࡾࡲࡵ
࣭㉁ᛂ⟅㸦⫈ぬࡋࡻ࠺ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭࡘ࠸࡚࣭ࡋࡻ࠺ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭ⯡ࡘ࠸࡚㸧
 ୖグࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊᡭヰ㏻ヂࠊࣃࢯࢥࣥࣀ࣮ࢺࢸࢡࢆ‽ഛࡍࡿࠋࣃࢯࢥࣥࣀ࣮ࢺࢸ
ࢡࡣࠊᐇ㝿ㅮ⩏࡛ᨭ࠶ࡓࡗ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡀ⾜࠺ࠋ

㸰㸬ᮇᚅࡉࢀࡿຠᯝࡘ࠸࡚
 ᅇࡣㅮ⩏⫈ぬࡋࡻ࠺ࡀ࠸Ꮫ⏕ࡸࣀ࣮ࢺࢸ࣮࢝ࡀᅔࡿ≧ἣ㸦⣬㈨ᩱࡢ㓄ᕸࡀ࡞࠸ࠊ
ࣀ࣮ࢺࢸ࣮࢝ᩍဨࡀヰࡋࡅࡿ➼㸧ࢆྲྀࡾධࢀࡓᶍᨃᤵᴗࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ୰࡛ᐇ㝿⫈
ぬࡋࡻ࠺ࡀ࠸Ꮫ⏕ࡢఝయ㦂ࡸࣃࢯࢥࣥࣀ࣮ࢺࢸࢡࡢయ㦂ࢆᩍ⫋ဨࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋࡇࢀ
ࡼࡾࠊㅮ⩏ࡢ୰࡛⫈ぬࡋࡻ࠺ࡀ࠸Ꮫ⏕ࡀࢇ࡞ࡇᅔࡗ࡚࠸ࡿࡢࠊࡲࡓ㏫ࢇ࡞
㓄៖ࡀᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆ⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࢀࡤ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊሗಖ㞀ࡔࡅ࡛
ࡣ⿵࠸ࡁࢀ࡞࠸ⅬẼ࠸࡚ࡶࡽ࠼ࢀࡤ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢୖ࡛ࠊᤵᴗ⪅ࡋ࡚ఱ
ࡀ࡛ࡁࡿࡢࠊఱࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࡢࢆࡼࡾᐇឤࢆᣢࡗ࡚⪃࠼࡚ࡶࡽ࠺ᶵࡋࡓ
࠸ࠋࡲࡓࠊࣃࢯࢥࣥࣀ࣮ࢺࢸࢡࡢయ㦂ࡶࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡛ࠊࣀ࣮ࢺࢸ࣮࢝ഃࡢኚࡉ
ࡶ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊࣀ࣮ࢺࢸ࣮࢝ࡀሗಖ㞀ࢆࡋࡸࡍ࠸⎔ቃࢆసࡿ㸦ࡘࡲࡾࡣࡼࡾከ
ࡃࡢሗࢆ⫈ぬࡋࡻ࠺ࡀ࠸Ꮫ⏕ࡀᚓࡽࢀࡿ⎔ቃࢆసࡿ㸧ࡇࡘ࠸࡚ࡶẼࡁࢆᣢࡗ࡚࠸
ࡓࡔࡅࢀࡤ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᐇ㝿⫈ぬࡋࡻ࠺ࡀ࠸Ꮫ⏕ࡢヰࢆ⪺ࡃࡇ࡛ࠊᬑẁࡢ
ᤵᴗࡔࡅ࡛ࡣ☜ㄆࡋࡁࢀ࡞࠸Ꮫ⏕ࡢᚰ➼ࡘ࠸࡚ࡶ⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿᶵ࡞ࡿࡢ࡛
ࡣ࡞࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
㸦ᐇ㝿ࡢ )' ◊ಟᐇࡢᵝᏊࠊཧຍ⪅ࡢᛂ➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜ᪥Ⓨ⾲ࢆ⾜࠺ࠋ
㸧
ၥ࠸ྜࢃࡏඛ ᐑᇛᩍ⫱Ꮫࡋࡻ࠺ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭᐊ 
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ᤵᴗ࠾ࡅࡿᡭヰ㏻ヂ⪅㣴ᡂࡢᐇ㊶ሗ࿌
ᡭヰ㏻ヂ⪅㣴ᡂㅮᗙᐇ㊶ࣞ࣋ࣝ‽ᣐࠕ᪥ᮏᡭヰ᪥ᮏㄒࡢ㐪࠸ࢆᏛࡪϪࠖࡘ࠸࡚
⩌㤿Ꮫ  ᩍ⫱Ꮫ㒊  Ꮫ⏕ᨭࢭࣥࢱ࣮࣭ᡭヰࢧ࣏࣮ࢱ࣮㣴ᡂࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᐊ
ᕝ➃ఙဢ    㔠⃝㈗அ 
⬟⨾⏤ᕼᏊ    ୗᓥᜤᏊ 
㸯ࠊࡣࡌࡵ㸸⛉┠㛤ㅮࡢ⫼ᬒ
ᮏᏛ࡛ࡣࠊ ᖺᗘࡼࡾ᪥ᮏ㈈ᅋຓᡂࡼࡿࠕᏛ⾡ᡭヰ㏻ヂᑐᛂࡋࡓᑓ㛛ᨭ⪅㣴
ᡂᴗࠖࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᚑ᮶ࠊᡭヰዊဨ㣴ᡂㅮᗙࡽᡭヰ㏻ヂ⪅㣴ᡂㅮᗙࡢཷㅮಟ
ࡲ࡛  ᖺ௨ୖᚲせࡔࡀࠊᮏᴗ࠾ࡅࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣࠊࡑࡢᮇ㛫ࢆ  ᖺ༙▷⦰ࡍࡿ
ࡇࢆヨࡳ࡚࠸ࡿࠋᙜヱᤵᴗࡣࠊᖺᗘ  ᖺ㛫࡛ᡭヰ㏻ヂ⪅㣴ᡂㅮᗙᇶ♏࣭ᐇ㊶┦ᙜࣞ
࣋ࣝࡢᡭヰࢆ⩦ᚓࡋࡓᏛ⏕ࡀࠊᖺᗘ๓ᮇཷㅮࡋࡓ⛉┠࡛࠶ࡿࠋ
㸰ࠊࠕ᪥ᮏㄒ᪥ᮏᡭヰࡢ㐪࠸ࢆᏛࡪϪࠖᴫせ
㸯㸧฿㐩┠ᶆ㸸ྛ㒔㐨ᗓ┴ᚲ㡲ᴗࡢᡭヰ㏻ヂ⪅㣴ᡂㅮᗙୖ⣭ࣞ࣋ࣝࡢෆᐜࢆ⩦ᚓࡍࡿࠋ
㸰㸧ᙧᘧ㸸₇⩦㸦ᡭヰ⾲⌧࣭ᡭヰ㏻ヂᐇᢏࢆྵࡴ㸧
㸱㸧ᒚಟⓏ㘓⪅㸸 ྡ㸦࡚ᩍ⫱Ꮫ㒊ᅾ⡠ࠋ࠺ࡕ  ྡࡣ㞀ᐖඣᩍ⫱ᑓᨷ㸧
㸲㸧ᥦฟㄢ㢟㸸㐌  ᅇ㸦2-7 ᅇࠊ2-7 ሗ࿌᭩  ᅇࠊ2-7 ᩥᏐ⯆ࡋ  ᅇࠊ2-7 㘓  ᅇࠊ
ㄞࡳྲྀࡾ㏻ヂ  ᅇࠊ⪺ࡁྲྀࡾ㏻ヂ  ᅇ㸧
㸳㸧ᤵᴗ࠾ࡼࡧㄢ㢟ᥦฟࡢᕤኵ㸸
࣭2-7 ࡢ㏻ヂື⏬࠾ࡼࡧ 2-7 ሗ࿌᭩ࢆඖࠊ᪤⩦㡯ࡢ☜ㄆ࠾ࡼࡧᐃ╔
࣭ᤵᴗෆࡢయࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡ࡛ࠊ2-7 ࢆ㏻ࡌ࡚ᚓࡽࢀࡓẼࡁࢆඹ᭷
࣭ᤵᴗෆ࡛ಶูࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࡢ㛫ࢆタࡅࠊ࡛ࡁ࡚࠸ࡿⅬࡸᨵၿ࡛ࡁࡓⅬࢆ᫂♧
࣭Ꮫ⏕ྠኈ᳨࡛ウࡢຊࢆ㣴࠺ࡓࡵࠊ2-7 ⤊ྠ⾜⪅ྠኈ࡛ࡢࡾ㏉ࡾࢆಁࡍ
㸱ࠊᤵᴗᢸᙜᩍဨ࠾ࡼࡧ」ᩘࡢ◊✲ဨ㸦ࢁ࠺࣭⫈⪅㸧ࡼࡿㄢ㢟ࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡ
Ꮫ⏕ࡽᥦฟࡉࢀࡓㄢ㢟ࡣࠊᤵᴗᢸᙜᩍဨࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᐊົࡢࢁ࠺࣭
⫈◊✲ဨࡶࢳ࢙ࢵࢡࡋࡓࠋᏛ⏕ᑐࡋ࡚ࡣࠊ㐺ᐅࢥ࣓ࣥࢺࡋ࡚ࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࡍࡿࡇ
࡛ࠊᡭヰ㏻ヂᢏ⾡ࡢᨵၿࢆᅗࡗࡓࠋ
࠙Ꮫ⏕ࡢࢥ࣓ࣥࢺࠚ
࣭ಶูࡢⒷ㸸ᡭヰ⾲ฟࡢࣇ࣮࣒ࣞࢧࢬ࣭㢔ࡁࡸ㢦ࡢഴࡁ࣭㡢㡩 100 ࡢ⧅ࡀࡾࠊ➼
࣭㡢㡩࢚࣮ࣛ㸸㛫㐪࠸ࡸࡍ࠸㡢㡩㸦ᡭᆺ࣭⨨࣭ືࡁ࣭ᡭࡢࡦࡽࡢྥࡁ㸧ࡢᣦ
࣭ᡭヰ᪥ᮏㄒࡢ⩻ヂ㸦ពࡢ➼౯㸧㸸ྰᐃ⾲⌧ࡢ࠸ศࡅЍࢼ㸦Ꮡᅾࡢྰᐃ㸧
ࢼ㸦ពᛮࡢྰᐃ㸧ࢳ࢞࢘➼ࡢ࠸ศࡅࡢ☜ㄆ
࣭㏻ヂ⪅ࡋ࡚ࡢ❧ࡕࡿ⯙࠸㸸ࠕ┠ࡢ๓ࢆᶓษࡽࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࠖЍ㏻ヂ⎔ቃࡢᩚ
ഛ࣭ᤵᴗᢸᙜᩍဨࡽཷㅮᏛ⏕ࡢᗘࢼ࢘ࣥࢫࡼࡿ⌮ゎಁ㐍
㸲ࠊ㛵㐃ㅮᗙࠕᡭヰ㏻ヂኈヨ㦂ᑐ⟇ㅮᗙࠖࡢ㛤ㅮ
ᡭヰ㏻ヂኈヨ㦂ࢆཷ㦂ࡍࡿᏛ⏕ᑐࡋ࡚ࠊ⮬Ꮫࡢಁࡋࡢࡓࡵᡭヰ㏻ヂኈ᳨ᐃヨ㦂ᑐ⟇
ヨ㦂ᑐ⟇ㅮᗙ㸦  ᅇ㸧ࢆ㛤ㅮࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊᐇᢏヨ㦂ࡢᑐ⟇ࡋ࡚ࠊಶูㄢ㢟ࡢタᐃ
࠾ࡼࡧࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࠙ᴫせࠚ
࣭Ꮫ⛉ヨ㦂࣭ᐇᢏヨ㦂ࡢຮᙉ᪉ἲ
࣭*RRJOH'ULYH ࢆά⏝ࡋࡓㄢ㢟ᥦฟ࠾ࡼࡧಶูࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡ
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ࢁ࠺࣭㞴⫈⪅ࡢᑵປୖឤࡌࡿලయⓗᅔ㞴ᑵປ⛣⾜
ᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᳨ウ

⩌㤿་⒪⚟♴Ꮫ
┈Ꮚ ᚭ

㸯㸬ࡣࡌࡵ
㏆ᖺࠊࢁ࠺࣭㞴⫈ᚑᴗဨࡢປാ⎔ቃࡣᚑ᮶ࡢᕤሙ࡞࡛ࡢົࡽࡼࡾ」㞧࡞ពᛮ㏻ࡀ
ồࡵࡽࢀࡿົ⫋ኚࢃࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋࢁ࠺࣭㞴⫈ᚑᴗဨࡢᑵປ≧ἣ࡛ࡢᅔ㞴せᅉࡘ࠸࡚
ࡣࠊ⫈⪅ᚑᴗဨࢁ࠺࣭㞴⫈ᚑᴗဨࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᅔ㞴ࡣゎỴࡉࢀ࡚࠸ࡿᵝᏊࡣぢࡽ
ࢀ࡞࠸≧ἣ㸦Ỉ㔝 D㸪Ỉ㔝 E㸧ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ┈Ꮚ㸦㸧࡛ࡣࠊࡑࡢᅔ㞴ࡀ
⏕ࡌࡿ≧ἣࡈࡢࢁ࠺࣭㞴⫈⪅ࡓࡕࡢⓎヰࢆඖࠊᑵປ⛣⾜ᮇ࡚㓄៖ࡢ౫㢗᪉ἲࡸ⮬㌟ࡢ
㞀ᐖ≉ᛶ㛵ࡍࡿカ⦎ࡢᚲせࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡋࡋࠊᑵປ⛣⾜ᨭᴗᡤ࠾ࡅࡿどぬ࣭⫈ぬ
ゝㄒ㞀ᐖᨭయไຍ⟬ࡢྲྀᚓ⋡ࡀ  ᖺࡢẁ㝵࡛ 㸣㸦ཌ⏕ປാ┬㸪㸧࡛࠶ࡿࡇ
ࢆ㚷ࡳ࡚ࡶࠊᙼࡽࡢᨭࢽ࣮ࢬᑐᛂࡋࡓカ⦎ࡣᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
ᚑࡗ࡚ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊᑵປ⛣⾜ᨭࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࢁ࠺࣭㞴⫈⪅ᑐࡋ࡚ࠊᙼࡽࡀカ⦎ࢆཷ
ࡅࡿୖ࡛ᮃࡲࡋ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿカ⦎ෆᐜ࣭⎔ቃࡘ࠸࡚㉁ⓗ᳨ウࡍࡿࡇ࡛ࠊࢁ࠺࣭㞴⫈
⪅ᑐᛂࡋࡓᑵປ⛣⾜ᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨྥࡅࡓ♧၀ࢆᚓࡿࠋ
㸰㸬᪉ἲ
㸯㸧ㄪᰝᑐ㇟⪅㸸ࢁ࠺࣭㞴⫈⪅ࢆᑐ㇟ࡍࡿᑵປ⛣⾜ᨭᴗᡤ㸿ᅾ⡠ࡋࠊᑵປ⤒㦂ࢆ᭷
ࡍࡿ⏝⪅ 7 ྡ
2㸧ㄪᰝ᪉ἲ㸸༙ᵓ㐀㠃᥋ἲࢆ⏝࠸ࠊྛㄪᰝᑐ㇟⪅㸯㛫⛬ᗘᐇࡋࡓࠋ
3㸧ㄪᰝෆᐜ㸸┈Ꮚ㸦2019㸧ࢆඖࠕ㓄៖ࡢ౫㢗᪉ἲࠖ
ࠕᑵປᨭဨồࡵࡿせ௳ࠖ࡞
4㸧ศᯒ᪉ἲ㸸బ⸨㸦2008㸧ࡢᐃᛶⓗࢥ࣮ࢹࣥࢢࡢᡭἲ‽ࡌ࡚ศᯒࢆᐇࡋࡓࠋ
5㸧⌮ⓗ㓄៖㸸ᮏ◊✲ࡢ༠ຊࡣ௵ពࡋࠊᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࡣᮏ◊✲ࡢࡳ⏝ࡋࠊಶே
ࡀ≉ᐃࡉࢀ࡞࠸ࡇࢆㄝ᫂ࡋࠊᐇࡋࡓࠋ
㸱㸬⤖ᯝ
1㸧ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢᒓᛶ㸸Ⰻ⪥⫈ຊࡢᖹᆒࡣ㹂ࢆ㝖ࡁࠊ100dB ௨ୖࡢ㔜ᗘ㞴⫈࡛࠶ࡗࡓࠋࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ᪉ἲࡣࠊ㹀௨እࡣࢺ࣮ࢱ࣭ࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡗࡓࠋ
2㸧࢝ࢸࢦࣜࡢศ㢮㸸ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ㸰ࡘࡢ࢝ࢸࢦࣜ㸶ࡘࡢࣛ࣋ࣝศ㢮ࡉࢀࡓࠋ
㸲㸬⪃ᐹ
カ⦎ෆᐜࡘ࠸࡚ࡣࠊ㸺᪥ᮏㄒᩥ❶ࡢᏛ⩦>ࡸ㸺≉Ꮚ♫㞀ᐖ⪅ᯟ࡛ࡢᐇ⩦㸼࡞ࡢ
ᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛵ࡍࡿⓎヰࡀᚓࡽࢀࡓࠋຍ࠼࡚ࠊ㸺ࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥᙧᘧࡢカ⦎㸼ࡸ㸺
㞀ᐖ㛤♧ࡢ᪉ἲࡘ࠸࡚ࡢカ⦎㸼࡛ࡣࠊࢁ࠺࣭㞴⫈⪅ࡢࡳ࡛カ⦎ࢆ⾜࠺ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡢ㞀
ᐖࡢ࠶ࡿ⏝⪅ࡢேඹカ⦎ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࡢ᭷⏝ᛶࡘ࠸࡚ࡶ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
カ⦎⎔ቃ࣭యไࡘ࠸࡚ࡣࠊ<ᡭヰࢆ࠼ࡿ⫋ဨࡢ㓄⨨㸼ࡸ<ື⏬ࢆ⏝࠸ࡓᐉఏ㸼࡛ࡣࠊ
ᡭヰࢆ⏝࠸ࡓᐉఏࡸ┦ㄯᑐᛂ࡞ࡢ㓄៖ࢆ⾜࠺ᚲせࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡑࡢୖ࡛ࠊカ⦎୰ࡢᑵ
ປᚋࡢ⎔ቃࢆព㆑ࡋࡓୖ࡛ࠊカ⦎యᑐࡋ࡚ࡣᡭヰࡢά⏝ࢆᕼᮃࡋ࡞࠸࠸࠺Ⓨヰࡶᚓ
ࡽࢀࡓࠋຍ࠼࡚ࠊ㡢ࡢࡁࡉࡢព㆑࡛ࡣࠊ㦁㡢ィ࡞ࢆቨタ⨨ࡍࡿ࡞ࡢᕤኵࢆࡍࡿࡇ
࡛ࠊព㆑ࡘ࡞ࡀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸ࡗࡓⓎヰࡶ♧ࡉࢀࡓࠋ
ᚋࡣࡇࢀࡽࢆຠᯝⓗຓせ⣲ࡋ࡚ᩚ⌮ࡋࠊᑵປ⛣⾜ᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨࢆ⾜࠺ࡇ
࡛ࠊᑵປ⛣⾜ᨭᴗᡤࡢ㛵ಀ⪅㛫࠾ࡅࡿㄆ㆑ࡢඹ᭷ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

ၥ࠸ྜࢃࡏඛ㸸┈Ꮚ
 ᚭ PDVKLNR#VKRNHQJJDNXHQDFMS
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య⫱Ꮫࡢᐇᢏ⛉┠࠾ࡅࡿ㡢ኌᩥᏐࣉ࣭ࣜL3DG ࡢ
ά⏝᪉ἲࡢ᳨ウ
⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࢆᑐ㇟ࡋ࡚
ᮾிዪᏊయ⫱Ꮫ య⫱Ꮫ㒊య⫱Ꮫ⛉
ụ⏣ඞᙪ ᩍົ㒊ᩍົㄢ ࠊ ᑠ㔝⏣᱇Ꮚ య᧯◊✲ᐊ ࠊ ᑠᯘ⚟ኴ㑻 ᩍົ㒊㛗࣭㐨ᚨ◊✲ᐊ
ࡣࡌࡵ
ᮏᏛࡣ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡀᅾ⡠ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᐇᢏ⛉┠ࡢᤵᴗ࡛ࡣࣀ࣮ࢺࢸࢡ➼ࡢሗಖ㞀ࡣ
⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ⌧≧ࡢᐇᢏᤵᴗࡣࠊᩍဨࡸྠࡌᤵᴗࢆཷㅮࡋ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡢ㌟ࡾ➼㢗ࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡋࡋࠊయ⫱Ꮫࡢᐇᢏ⛉┠ࡣࠊᏛ⏕⮬㌟ࡢ➇ᢏ⬟ຊࡢྥୖࠊᣦᑟ⪅ࢆ⫱ᡂࡍࡿ࠸࠺
ᣦᑟ⬟ຊྥୖࢆ࡞┠ⓗࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊᩍဨࡽᤵᴗෆ࡛ఏ࠼ࡽࢀࡿືస࣏ࣥࢺࡸ
ᣦᑟ࣏ࣥࢺࡢㄝ᫂ࡢ㔜せᛶࡣ㧗࠸ࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ᑐࡋ࡚ࡶࡇࢀࡽࡢሗ
ࢆࡑࡢሙ࡛ఏ࠼ࡽࢀࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋࡇࡢ⌮⏤ࡋ࡚ࡣࠊࡑࡢሙ࡛ືసࡢಟṇ➼ࡀ࡛ࡁࡿྍ
⬟ᛶࡀ㧗ࡲࡾࠊྠᣦᑟࡍࡿ࣏ࣥࢺࡢ⌮ゎࡶ㧗ࡲࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋ
㏆ᖺࠊ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡢㅮ⩏⣔⛉┠ࡢࢧ࣏࣮ࢺࡢ୍ࡘࡋ࡚㡢ኌㄆ㆑ࣉࣜ L3DG ࡀά⏝ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࢆయ⫱Ꮫࡢᐇᢏ⛉┠ࡢᤵᴗ࡛ᐇ㝿⏝࠸࡚ࠊ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ᑐࡋ࡚ࡢࡼ࠺
ࡍࢀࡤሗࡀఏࢃࡾࡸࡍࡃ࡞ࡿࡢࢆࠊ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕࠾ࡼࡧᤵᴗᢸᙜᩍဨࡽ࣓ࣜࢵࢺ࣭ࢹ
࣓ࣜࢵࢺ࣭ᥦ➼ࢆ⪺ࡁࠊά⏝᪉ἲࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ᐇෆᐜ
 ⿕㦂⪅࠾ࡼࡧᤵᴗ⛉┠㸸ᮏᏛ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕  ྡ యࡘࡃࡾ㐠ື
 ᅇࡢᤵᴗෆ࡛ᐇ
 ᪉ἲ㸸
    ᐇᢏᢸᙜᩍဨࡣ㡢ኌㄆ㆑ࣉࣜᑓ⏝࣐ࢡ ᰴᘧ♫ࢻࣂࣥࢫࢺ࣭࣓ࢹ〇 $PL9RLFH
)URQW:7 ࢆ╔ࡋࠊ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡣ㡢ኌㄆ㆑ࣉࣜ 6KDPURFN 5HFRUGV ᰴᘧ♫〇 8'
ࢺ࣮ࢡ ࢆࣥࢫࢺ࣮ࣝࡋࡓ L3DG $SSOH ♫〇 ࢆᣢࡕࠊᩍဨࡢኌࡀᩥᏐࡉࢀࡓ L3DG ࢆ⿵
ຓࡋ࡚ぢ࡞ࡀࡽᤵᴗࢆཷࡅࡿࠋᤵᴗᚋࠊ㡢ኌㄆ㆑ࣉࣜ L3DG ࢆ⏝ࡋ࡚ឤࡌࡓ࣓ࣜࢵ
ࢺ࣭ࢹ࣓ࣜࢵࢺ࣭ᥦࢆᏛ⏕࠾ࡼࡧᐇᢏᢸᙜᩍဨࡼࡾ⪺ࡃࠋ
⤖ᯝ
 Ꮫ⏕ࡽࡢᅇ⟅
ձ࡞࣓ࣜࢵࢺ
࣭ᩍဨࡢㄝ᫂ࡀ࠶ࡿ⛬ᗘṇ☜ᩥᏐࡋࡓሙྜࡣࠊᩍဨࡢ㊥㞳ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ⌮ゎࡍࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ղ࡞ࢹ࣓ࣜࢵࢺ
 
࣭ㄗኚࡀከࡃ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡀከࡗࡓࠋ
 
࣭L3DG ࡢ㔜㔞ࡀ࠶ࡾࠊᣢࡕ㐠ࡧࡀኚࡔࡗࡓࠋ
 ᢸᙜᩍဨࡽࡢᅇ⟅
ձព㆑ࡋ࡚⾜ࡗࡓࡇ
   ࣭ᐇᢏᢸᙜᩍဨࡀࡑࡢᤵᴗ࡛㔜せ࡞ሗࢆࠊᤵᴗෑ㢌ᩥᏐኚࢆព㆑ࡋ࡞ࡀࡽㄝ᫂ࡋࠊ
ࡑࡢᚋࠊືసࢆྵࡵࡓᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ
  ղᤵᴗෆࡢ L3DG ࡢタ⨨ሙᡤࡢᥦ
   ࣭ࢥ࣮ࢺࡢࡼ࠺ࢫ࣮࣌ࢫࢆ⏝ࡍࡿሙ㠃࡛ࡣࠊᏛ⏕ࡀ L3DG ࡢᣢࡕ㐠ࡧࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵࠊ
L3DG ࢆ୕⬮╔ࡋࠊࢥ࣮ࢺࡢᕥྑ⨨ࡃⰋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
   ࣭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢱ࣮ࢆ⏝ࡋቨࡁࡃ 8' ࢺ࣮ࢡࡢ⏬㠃ࢆᢞᙳࡍࡿⰋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡲࡵ
ᅇࡣࠊᐇᢏ⛉┠ᢸᙜᩍဨࡀᩥᏐኚࢆព㆑ࡋ࡞ࡀࡽㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡛ࠊ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ሗ
ࡀఏࢃࡿሙ㠃ࡣ࠶ࡗࡓࠋᚋࠊ㡢ኌᩥᏐࣉࣜࡢኚ⢭ᗘࡢྥୖࢆᮇᚅࡋ࡞ࡀࡽࠊࡉࡽከ
ࡃࡢᐇᢏ⛉┠ࡢᤵᴗ࡛ࡇࢀࡽࢆ⏝ࡋࠊᩍဨࡸᏛ⏕ࡼࡾឤࡸᥦࢆ⪺ࡁᨵၿࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀࠊ
ᚲせࡔᛮࢃࢀࡿࠋ
ၥ࠸ྜࢃࡏඛ
ᮾிዪᏊయ⫱Ꮫ ᩍົ㒊ᩍົㄢ 7(/㸸 )$;㸸
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Ꮫࡢⱥㄒ⛉┠࠾ࡅࡿ
⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ᨭࡢᐇ㊶ሗ࿌

ᮾி㎰ᴗᏛ ᛂ⏝⏕≀⛉Ꮫ㒊 እᅜㄒ◊✲ᐊ㸦ⱥㄒ㸧ຓᩍ
㇂ᮏెᏊ

ᮏᏛ㒊࡛ࡣࠊⱥㄒࢆ ࣭ ᖺ⏕ࡢᚲಟ⛉┠タᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊ⩦⇍ᗘᛂࡌࡓࢡࣛࢫ࠾࠸
࡚ࠊ࣮ࣜࢹࣥࢢࣜࢫࢽࣥࢢࢆ୰ᚰᤵᴗࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡀධᏛࡋࡓࡇࢆࡁࡗࡅࡋࠊᮏᏛ㒊࡛ࡣࠊ ᖺᗘࡼࡾ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕
ᨭྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡀࠊᏛ⏕ࡀ‶㊊࡛ࡁࡿ࡛ࣞ࣋ࣝᨭࢆ⾜࠺ࡇࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞ࡃࠊ≉
ⱥㄒ࡞ࡢㄒᏛ⛉┠࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ≉Ṧᛶࡺ࠼ࠊࡢ⛉┠ࡼࡾࡶಟᏛᨭࡀ㞴ࡋ࠸ࡼ
࠺ᛮࢃࢀࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊⱥㄒ⛉┠࠾࠸࡚ࡶࠊᩍဨഃࡢᕤኵࡼࡗ࡚ࠊ⫈ぬ㞀ᐖᏛ
⏕ᑐࡋ࡚ࠊࡢᏛ⏕ྠࠊࡰྠ㔞ࡢሗࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋᮏⓎ⾲࡛
ࡣࠊ ᖺᗘⓎ⾲⪅ࡀᢸᙜࡋࡓᮏᏛ㒊ࡢᚲಟⱥㄒ⛉┠ࡢᤵᴗෆ࡛ᐇ㊶ࡋࠊᡂຌࡋࡓ᪉ἲ
ࢆ⤂ࡍࡿࠋ

㸺 ࡘࡢ࣏ࣥࢺ㸼
࣭ྠࡌࢡࣛࢫࡢᏛ⏕ࡢ⌮ゎ༠ຊ
   ୍⥴ᤵᴗࢆཷࡅࡿ࠶ࡓࡾࠊ≉ู࡞ᨭࡀᚲせ࡞Ꮫ⏕ࡀ࠸ࡿࡇࢆࢡࣛࢫဨࡀ
⌮ゎࡋࠊᏛ⏕ࡀ࠸༠ຊࡋྜ࠼ࡿయไࢆࡘࡃࡿ
࣭ሗಖ㞀ࡢᚭᗏ
ࠕᚋ࡛࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊᤵᴗ୰ࡢࠕࠖ▱ࡾࡓ࠸ࠊ⌮ゎࡋࡓ࠸࠸࠺Ẽᣢࡕᛂ࠼ࡿ
࣭2+&㸦᭩⏬࣓࢝ࣛ㸧ࡀ࠶ࢀࡤࠊࣀ࣮ࢺࢸ࣮࢝ࡣせ
   ⪥ࡽᚓࡽࢀ࡞࠸ሗࡣࠊ┠ࡽᚓࡿ
㔜せ࡞ሗࡣᚲࡎᩥᏐࡋࠊ☜ᐇሗࢆᥦ౪ࡍࡿࡼ࠺ᚭᗏࡍࡿ

㸺࣮ࣜࢹࣥࢢ࡛ࡢᕤኵ㸼
࣭ண⩦ࢆ๓ᥦᤵᴗࢆ㐍ࡵࡿ
࣭2+& ࡢά⏝
ᚲせ࡞ሗࡣࡍ࡚ࢫࢡ࣮ࣜࣥᫎࡋฟࡍ
 ᩥࡎࡘⱥᩥࡑࡢヂࢆࢫࢡ࣮ࣜࣥᫎࡋฟࡋࠊᩥἲ㡯࡞ࡣࠊᚲせᛂࡌ࡚ࠊ
ࡑࡢሙ࡛ㄝ᫂ࡋ࡞ࡀࡽ㉥࣌ࣥ➼࡛᭩ࡁ㎸ࡴ

㸺ࣜࢫࢽࣥࢢ࡛ࡢᕤኵ㸼
࣭ࢫࢡࣜࣉࢺ࣮࢝ࢻࡢά⏝
   72(,& ᙧᘧࡢࣜࢫࢽࣥࢢᩍᮦࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ ၥࡎࡘࡢࢫࢡࣜࣉࢺ㸦㡢ኌ࡛⪺
ࡇ࠼ࡿෆᐜࢆᩥᏐ࠾ࡇࡋࡓࡶࡢ㸧ࢆ࣮࢝ࢻ㈞ࡾࡅࠊၥ㢟ᩘศࡢࢫࢡࣜࣉࢺ࢝
࣮ࢻࢆ๓సᡂࡍࡿ
   ၥ㢟ࡈࢫࢡࣜࣉࢺ࣮࢝ࢻࢆ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ΏࡋࠊࡢᏛ⏕ྠࡌࢱ࣑ࣥࢢ࡛
ၥ㢟ࢆゎ࠸࡚ࡶࡽ࠺
࣭ࣜࢫࢽࣥࢢࡣせ㸽ࣜࢫࢽࣥࢢၥ㢟ྲྀࡾ⤌ࡴព⩏
   ࡢᏛ⏕ࡀ⪺ࡃࢫࣆ࣮ࢻ࡛ࢫࢡࣜࣉࢺࢆㄞࡴカ⦎ࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾࠊ㏿ㄞຊࢆᙉ
࡛ࡁࡿ
࣭2+& ࡢά⏝
   ᇶᮏⓗ࡞࠸᪉ࡣ࣮ࣜࢹࣥࢢྠᵝ
ၥ࠸ྜࢃࡏඛ
ᮾி㎰ᴗᏛ ᛂ⏝⏕≀⛉Ꮫ㒊 እᅜㄒ◊✲ᐊ㸦ⱥㄒ㸧ຓᩍ
㇂ᮏెᏊ 㐃⤡ඛ㸦HPDLO\W#QRGDLDFMS㸧
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┠ⓑᏛ࠾ࡅࡿࣅࢹ࢜ᩍᮦᏐᖥᨭ㛵ࡍࡿ
ᐇ㊶ሗ࿌
┠ⓑᏛ࣭┠ⓑᏛ▷ᮇᏛ㒊 Ꮫ⏕ㄢ 㞀ࡀ࠸➼Ꮫ⏕ᨭᐊ
Ⲩᮌ ᭸౫
㸯ࠊࡣࡌࡵ
⌧ᅾ┠ⓑᏛ࡛ࡣࠊ ྡࡢ⫈ぬ㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕㸦ࣀ࣮ࢺࢸࢡ࡞ࡢᨭᕼᮃ⪅㸧ࡀᅾ⡠ࡋ࡚
࠾ࡾࠊ࡞࡛ࡶሗࡸ࣓ࢹᏛࢆᑓᨷࡍࡿᏛ⏕ࡀከࡃࠊᤵᴗෆ࡛ど⫈ぬᩍᮦࢆ⏝ࡍࡿ
㢖ᗘࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏᏛ࡛ࡣᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾࠊࣅࢹ࢜ᩍᮦᏐᖥࡢᨭࢆᏛ⏕ࢧ࣏࣮
ࢺࢫࢱࢵࣇࡢຊࢆࡾ࡞ࡀࡽ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ᪥ᮏᏛ⏕ᨭᶵᵓࡢࠕᏛࠊ▷ᮇᏛ࠾ࡼࡧ
㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ࠾ࡅࡿ㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏛ⏕ࡢಟᏛᨭ㛵ࡍࡿᐇែㄪᰝࠖ⤖ᯝሗ࿌ࢆࡳࡿࠊ
Ꮠᖥᨭࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡣ㠀ᖖᑡ࡞࠸ࠋ
㸦ᖹᡂ  ᖺᗘࡣ㞀ᐖᏛ⏕ᅾ⡠Ꮫ
ᰯᩘ  ᰯࡢ࠺ࡕ  ᰯࡀᐇ㸧
ࡑࡇ࡛ᮏⓎ⾲࡛ࡣࠊ┠ⓑᏛ࡛ࡢᏐᖥᨭࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡸᕤኵⅬ࡞ࢆ⤂ࡋࠊ⫈ぬ㞀
ࡀ࠸Ꮫ⏕ࡢሗಖ㞀ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡃࡓࡵࡢ୍ຓ࡞ࢀࡤ⪃࠼ࡿࠋ
㸰ࠊᏐ
Ꮠᖥື⏬సᡂࡽ⏝ᙜ᪥ࡲ࡛ࡢὶࢀ
ғ ऎኬ༶ဴੱࡿ֊ࡕጘ

Ғ ੱࡿַ֭ಌቝᆋ֭೮ཐ

ੱࡿษിՔᎩიבಏౄ

ॺၾੱධࡿؕ
֦ૡಘ

ྐॲඏփॺภ֭
ఓฺ֖֥փॺऎ
ੱࡿ֭ؒ؞ַ
בვᆑ

ҕ೨ဴ႘

Ҕ ؠחॺיภַఢ֭ࡕጘ

၌बƣ௺ภሑሓƤĩྫྷƿŷƿƳƎ
༽փ၌बӡ㕱㕰ᇀ࿘ဗӢ

Ҧ ဨࢬ

֦ց ֯ӻ ಐᄖ
Ӽ ಐ࿘ဗ֭ఢ

ҧ ඏƁŹॺภƣ
ଭ 2% Ɯ௺ภ

㸱ࠊ⌧
⌧≧
Ꮠᖥᨭ㛤ጞึᖺᗘࡣ౫㢗ᩘࡀఙࡧࡎࠊ⫈ぬ㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ࡸࣀ࣮ࢺࢸ࣮࢝ࡽࡶࠊ 
ࣅࢹ࢜ᩍᮦࡢᏐᖥࡀ࡞ࡃᤵᴗ୰ⱞປࡋࡓ᪨ࢆከࠎ⪺࠸࡚࠸ࡓࡀࠊᩍဨྥࡅᏐᖥࡅ
㛵ࡍࡿㅮ⩦ࢆ㔜ࡡ࡚㛤ദࡋࡓࡾࠊ⫈ぬ㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ࡢධᏛࡀỴࡲࡗࡓᏛ⛉ࡣࠊධᏛ๓ࡢ
ࠊఇࡳᮇ㛫ࡽཷὀࢆཷࡅࡅࡿࡇࡼࡾࠊ㏆ᖺࡣ౫㢗ᩘࡀ᱁ẁఙࡧ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ
≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ

࠙ၥ࠸ྜࢃࡏඛ
ඛࠚ
┠ⓑᏛᏛ⏕ㄢ㞀ࡀ࠸➼Ꮫ⏕ᨭᐊ ᢸᙜ Ⲩᮌ ᭸౫㸦7(/㸸㸧
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⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ᨭ࠾ࡅࡿ࢟ࣕࣜⓎ㐩ᨭ
ᩍ⫋ဨࡢ࢟ࣕࣜⓎ㐩ᨭࢆྵࡵ࡚

ᑠ⏣ཎ▷ᮇᏛ
ᮡ୰ᣅኸ
㸯㸬࢟ࣕࣜⓎ㐩ࡢ⌮ゎㄗゎ
 ㏆ᖺࠊ⫈ぬ㞀ᐖ⪅ࡢᑵປ㛵ࡍࡿ⤫ィࡀ⾲ฟࡋࡘࡘ࠶ࡾࠊࡇࢀࡲ࡛㆑⪅ࡢ㛫࡛⤒㦂ⓗ
ㄒࡽࢀ࡚࠸ࡓⱝᖺ⫈ぬ㞀ᐖ⪅ࡢᐃ╔⋡ࡢపࡉࡸࠊ᪩ᮇ㞳⫋ࡢ⌧≧ࡀᐇドⓗ᫂ࡽࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࢆ♫ࡢฟཱྀᤊ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊୖ㏙ࡋࡓ≧ἣࡢゎᾘࡣࠊᗈ⩏
ࡢ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ᨭࡢ⠊ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡁႚ⥭ࡢㄢ㢟ࡶ࠸࠼ࡿࠋᮏ✏࠾࠸࡚ࡣࠊ
ࡑ࠺ࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳࢆ࢟ࣕࣜⓎ㐩ᨭ⥲⛠ࡍࡿࠋ
 ࢟ࣕࣜⓎ㐩ࡢᴫᛕࡣࠕே⎔ቃࡢ┦స⏝ࡢ⤖ᯝࠖ
ࠕ㛫ࡢὶࢀࠖ
ࠕ✵㛫ⓗᗈࡀࡾࠖ
ࠕಶ
ูᛶࠖ࠸࠺㸲Ⅼࢆෆໟࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽࡣ⊂❧ࡏࡎ┦㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢟ࣕࣜⓎ㐩
ᨭࡣࢃࡀᅜࡢ⫈ぬ㞀ᐖඣᩍ⫱࠾࠸࡚ࠊࡋࡤࡋࡤ⫋ᴗカ⦎ࡸࠊᑵᴗࡢ㓄៖せㄳࡢ᪉␎
ࡢ⋓ᚓㄗゎࡉࢀࡀࡕ࡛࠶ࡾࠊᮏேࡀࠕ࠺࠶ࡾࡓ࠸ࠖ⮬ᕫྫྷࡢᶵࢆᣢࡘࡇࡢᚲ
せᛶࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠶ࡲࡾゐࢀࡽࢀ࡚ࡇ࡞ࡗࡓࠋ࢟ࣕࣜࡣ⫋ᴗ(occu pa t ion )ࡸ⫋ົ(job)
ྠ⩏࡛ࡣ࡞ࡃ 1)ࠊ࢟ࣕࣜⓎ㐩ᨭ࠾ࡅࡿ Wor k ࡣࠊࡑࡢⅬࡢࠕㄢᴗࠖࢆពࡋ࡚࠾
ࡾࠊᏛ⏕ࡋ࡚ࡢ Wor k ࡣ⮬㌟ࡀᑗ᮶࡞ࡾࡓ࠸ጼࢆ⪃࠼ࠕᏛᴗࠖດࡵࡿࡇࡶゝ࠼ࡿࠋ
 ⫈ぬ㞀ᐖ⪅ࡣࡢ㞀ᐖ✀ẚࡋ࡚✚ᴟⓗ᥇⏝ࡉࢀ࡚ࡁࡓ⤒⦋ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢᐇࡣ᥇⏝
ഃࡢ⌮ゎ㊊ࡀࡁࡃ㸰㸧ࠊ᥇⏝ᚋၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡓ㝿ࡢⴠ⫹ࡢᖜࡶ࠶ࡿ࠸࠺ࠋࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥࡢㄢ㢟ࡢࠕࡸࡾࡀ࠸ࡀ࡞࠸࣭ᚲせࡉࢀ࡞࠸ࠖࡇࡶ㞳⫋ࡢᅉ࡞ࡗ࡚࠸
ࡿ㸱㸧ࡇࢆ㚷ࡳࢀࡤࠊᑵ⫋άືࡢࡓࡵࡢ࣐ࢼ࣮ࡸᩥ❶ࡢసἲࡣ↓ㄽ㔜せ࡛࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᏛ
⏕ࡢ⮬ᕫྫྷࡢᶵࡢฟࡘ࠸࡚ࡶ┠ࢆྥࡅࡿࡁ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋ
㸰㸬ᩍ⫋ဨࡶ࢟ࣕࣜⓎ㐩ࡍࡿ
࢟ࣕࣜⓎ㐩ࡣᙜ⪅ࡢࡳồࡵࡽࢀࡀࡕ࡛࠶ࡿࡀࠊᙼࡽᙳ㡪ࢆ࠼ࡿᩍ⫋ဨࡇࡑᇵ
࠺ࡁࡶゝ࠼ࡿࠋࣞࣔࣥࢻ࣭࣮ࣦ࣮࢝ࡢ࢚ࢵࢭ I didn 't kn ow a n yt h in g bu t I
kn ew I didn 't kn ow a n yt h in g.㸦⚾ࡣఱࡶ▱ࡽ࡞࠸ࡀࠊࡑࡢࡇࢆ⚾ࡣ▱ࡗ࡚࠸ࡿ㸧࠸࠺
୍⠇ࡀ࠶ࡿࠋࡓ࠼ᩍ⫋ဨ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ⮬㌟ࡢ᮶ࡋ᪉ࡀ೫ࡾ࡞࠸ゝ࠼ࡿேࡣᑡ࡞࠸࡛࠶
ࢁ࠺ࠋᣦᑟⓗ❧ሙࡼࡾ୍ᵝࠕࡑࡢࡸࡾ᪉ࡣࡔࡵࠖゝ࠺ࡇࡣᐜ᫆࠸ࡀࠊ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕
ࢆ⫈⪅♫ᑐࡍࡿ᮶ゼ⪅ᤊ࠼ࢀࡤࠊᙼࡽࡢಶูᛶࠊᅛ᭷ࡢ⫼ᬒᑐࡍࡿ⌮ゎඹឤ
ࢆḞ࠸ࡓᣦࡣᨭ࠶ࡓࡽ࡞࠸ࠋࡑࢀࡣ㞀ᐖᙜ⪅ࡢᩍ⫋ဨ࠾࠸࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ࡾࠊ⮬
ศ࡛ࡁࡓࡇࡀᏛ⏕ࡶྍ⬟࡞ࡢࠊᛮ࠸ࢆ㥅ࡏࡿࡇࡶࡦࡘࡢ࢟ࣕࣜⓎ㐩࡛࠶ࡿࠋ
㸱㸬㌿ࡀࡿ▼ⱏࡣ⏕࠼࡞࠸㸽ኻᩋᏛⓗ㞧⪃
࡛ࡣ⤖ᒁࠊ࠺ࡋࡓࡽ࠸࠸ࡢ㸦࠸࠺ኌࡀࡁࡇ࠼ࡿ㸧ࠋࡑࡇ࡛ࠊᅇࡣᙜ⪅࡛ࡶ࠶ࡿ
➹⪅ࡼࡿᩍ⫱ᐇ㊶ࡢ⤂ࠊࡑࢀᑐࡍࡿᙜ⪅◊✲ⓗ࡞⪃ᐹࢆ࣏ࢫࢱ࣮ヲ㏙ࡉࡏ࡚
㡬ࡃࡇࡋࡓࠋRole ࣔࢹࣝ࡞ࡽࡠ Roll ࣔࢹࣝ㸦ࢀࡶࠊ㏣ᚑࡋࡓ࠸࠸࠺Ẽᣢࡕࡶႏ㉳
ࡉࢀ࡞࠸ࡀࠊ࡞ࢇ࡞ࡃᚰ␃ࡵ࡚࠾ࡁࡓ࠸㸧ࡀ♫ࢆᗘ㌿ࡀࡿ⤒㦂ࡢゝㄒࡇࡑࠊ
ಶูᛶࡺࡓ࡞⫈ぬ㞀ᐖ⪅ࡢ⌮ゎࠊ࿘ᅖࢆྵࡵࡓ࢟ࣕࣜⓎ㐩ࡗ࡚ཧ⪃㈨ᩱ࡞ࡽ࡞
࠸…⪃࠼ࡿࠋࡇࡢ㡭ࠕ㞀ᐖ㛵ಀ࡞࠸ᡤ࡛ࡼࡃᩍ࠼ࡽࢀࡲࡍࡡാࡅࡲࡍࡡࠖ࠸࠺ࡼ
࠺࡞ኌࢆ㡬ࡃࡀࠊᐇ㝿ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞⎔ቃ࠾࠸࡚ᑵປࡋ࡚࠸ࡿ⫈ぬ㞀ᐖ⪅ࡀࢇ࡛࠶
ࡿࠋࡴࡋࢁࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᡤឤࡀฟࡿࡇ⮬యࡀࠊ⫈ぬ㞀ᐖᩍ⫱ࡢ࠸ࢃ࠸࠶ࡿ⪅ࡀ༷ࡗ
࡚ࠊᐇࡋࡓ㓄៖ࢆ๓ᥦࡋࡓ࢞ࣛࣃࢦࢫ⠢ࡶࡾࡘࡘ࠶ࡿࡇࡢドࡶ▱ࢀ࡞࠸ࠋ࠶ࡿ
࠸ࡣࠊྛ⮬ࡀࠕㄡࡶ▱ࡽ࡞࠸ࡸࡾࡓࠖࢆᶍ⣴ࡍࡿດຊࡶᚲせ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
㸲㸬ᩥ⊩
 Ώ㎶୕ᯞᏊ  ᪂∧࢟ࣕࣜࡢᚰ⌮Ꮫ̿࢟ࣕࣜᨭࡢⓎ㐩ⓗࣉ࣮ࣟࢳ㸬ࢼ࢝ࢽࢩࣖฟ∧㸬
 ᡞ⏣㔜ኸ  2XWUHDFKMS ᖺḟሗ࿌㸫⫈ぬ㞀ᐖඣ⪅ࡢ࢟ࣕࣜⓎ㐩ᨭ㸬
 ᮡ୰ᣅኸ  㞴⫈⪅ࡢ♫⏕ά࠾ࡅࡿ㞀ᐖ⌮ゎࡢಁ㐍㛵ࡍࡿ◊✲㸬 ᖺᗘ➲ᕝ⛉Ꮫ◊✲ຓᡂሗ࿌᭩㸬

 ၥ࠸ྜࢃࡏඛ
ᮡ୰ᣅኸ WVXJLQDNDW#RGDZDUDDFMS
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㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭ㛵ࡍࡿᆅᇦ㛤ᨺᆺㅮ₇㛤ദࡢព⩏
̿ᕞ࣮ࣝࢸࣝᏛ㝔Ꮫࡢ㸵ᖺ㛫ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ̿

ᕞ࣮ࣝࢸࣝᏛ㝔Ꮫ 㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ࢧ࣏࣮ࢺጤဨ
బࠎᮌ㡰

㸯 ┠ⓗ᪉ἲ
 ᮏᏛࡣࠊ ᖺᗘ௨㝆ࠊ㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭ㛵ࡍࡿᑓ㛛㒊⨫ࡢタ⨨ࠊᅜࡢືྥ㛵ࡍࡿሗ㞟ࠊ
ᨭయไࡢᩚഛྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࠋࡇࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊ ᖺᗘࡽࠊᮏᏛᩍ⫋ဨᆅᇦࡢ
㛵ಀ⪅ࡢ㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭ㛵ࡍࡿ⌮ゎၨⓎࢆ┠ⓗࡋࡓࠕ㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ࡢಟᏛᨭ㛵ࡍࡿㅮ₇ࠖ
㸦௨
ୗࠊㅮ₇㸧ࢆ㛤ദࡋ࡚ࡁࡓࠋㅮ₇ࡣࠊ⇃ᮏᆅ㟈ࡢ࠶ࡗࡓ  ᖺᗘࢆ㝖ࡁࠊィ㸴ᅇ㛤ദࡉࢀࡓࠋᮏ
Ⓨ⾲ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛㛤ദࡋࡓㅮ₇ࢆࡾ㏉ࡾࠊᏛࡀᆅᇦ㛤ᨺࡋ࡚㛤ദࡍࡿㅮ₇ࡢࡼ࠺࡞ព
⩏ࡀ࠶ࡿࡢࢆࠊྛᅇࡢࢸ࣮࣐ࠊཧຍ⪅ࠊᐇ᪉ἲ㸦ㅮ₇ࠊࣃࢿࣝࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠊ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵ
ࣉ➼㸧
ࠊሗಖ㞀ࠊᚋࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝࡢศᯒࢆ㏻ࡌ࡚᫂ࡽࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᚋࡢㅮ₇㛤ദࡸ
㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭ㛵ࡍࡿ⌮ゎၨⓎࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
㸰 ྛᅇࡢ㛤ദࢸ࣮࣐ࠊᐇ᪉ἲࠊᑐ㇟⪅ࠊሗಖ㞀
 ㅮ₇ࡣࠊ⾲㸯ᩚ⌮ࡋࡓࡼ࠺ࠊ㒊࡛ᵓᡂࡉࢀ㸦༗ᚋ㸯㹼㸲༙㸧
ࠊ୍㒊ࡣᇶㄪ࡞ࡿㅮ₇ࠊ
㒊ࡣㅮ₇ࠊࣃࢿࣝࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠊ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡼࡾᐇࡋ࡚ࡁࡓࠋ2017 ᖺ
ࡽࡣࠊయࢸ࣮࣐ࢆタᐃࡋࠊ୍ࠊ㒊ࡢ㛵㐃ᛶࢆࡶࡓࡏࡿࡼ࠺ࡋࠊ2019 ᖺࡣࠊཧຍ⪅ࡢ᪥ࠎࡢྲྀࡾ
⤌ࡳࢆࡾ㏉ࡽࢀࡿࡼ࠺ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࢆ⾜ࡗࡓࠋᅇࢆ㔜ࡡࡿẖࠊࡼࡾලయⓗ࡛ࠊ᪥ࠎࡢᨭࡘ
࡞ࡀࡿෆᐜ࡞ࡗ࡚ࡁࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ཧຍ⪅ࢆᖺḟ᥎⛣࡛ࡳࢀࡤࠊ293 ே(2013 ᖺ)ࠊ228 ே(2014 ᖺ)ࠊ173 ே(2015 ᖺ)ࠊ103 ே(2017 ᖺ)ࠊ
75 ே(2018 ᖺ)ࠊ91 ே(2019 ᖺ)ῶᑡഴྥ࠶ࡿࠋ㛤ദᙜึࡣࠊ≉ูᨭᏛᰯᩍㅍචチ≧ࡢᩍ⫋ᒚಟ
⪅ཧຍࢆ⩏ົ࡙ࡅ࡚࠸ࡓࡇࡶ࠶ࡿࡀࠊึᖺᗘࡢࣥࣃࢡࢺࡣࡁࡃࠊࣥࢣ࣮ࢺᅇ⟅ࡢ࠶ࡗࡓᆅ
ᇦࡽࡢཧຍ⪅ࡀ 101 ே࡛࠶ࡗࡓ(34.5%)ࠋෆヂࡣࠊᏛᰯ㛵ಀ⪅ 58 ேࠊ⚟♴㛵ಀ⪅ 9 ேࠊᏛ㛵ಀ⪅
18 ேࠊᏛ⏕ 3 ேࠊ୍⯡ 13 ே(㧗ᰯ⏕ࠊಖㆤ⪅➼ྵࡴ㸧࡛࠶ࡾࠊ㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭᑐࡍࡿ㛵ᚰࡢ㧗ࡉࢆ
❚࠼ࡿࠋ࡞࠾ࠊ2019 ᖺࡢᆅᇦࡽࡢཧຍ⪅ࡣ 47 ྡ(51.6%)࡛ࠊ㒔ෆࡢᏛ⫋ဨࢆྵࡴ┴እࡽࡢཧ
ຍ⪅ࡶ࠶ࡗࡓࠋ
 ᆅᇦࡢᡭヰ㏻ヂ⪅ࠊせ⣙➹グ⪅ὴ㐵ᴗࢆ⏝ࡋ࡚ሗಖ㞀ࢆ‽ഛࡋࠊẖᅇࠊ⫈ぬ㞀ࡀ࠸⪅ࢆྵࡴ
㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿᙜ⪅ࠊ㧗ᰯ⏕➼ࡢཧຍࡀ࠶ࡿࠋ
⾲㸯 ㅮ₇ࡢࢸ࣮࣐ᐇ᪉ἲࡢኚ㑄
ᖺ᭶

➨㸯㒊
࠙ㅮ₇ࠚ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿᏛ⏕ࡢಟᏛᨭ㛵ࡍࡿ
    ᳨ウሗ࿌ ➨୍ḟࡲࡵ 
࠙ㅮ₇ࠚ
ࠕ㺳㺤㺨㺼㺎㺙㺷㺡㺼㺙㺼㺐㺻ࢆࡵࡊࡋ࡚ࠖ
   㸫ࢃࡀࡲࡲࡶ࠾ࡏࡗ࠸ࡶᙺ❧ࡘ

➨㸰㒊
࠙ㅮ₇ࠚ

ࠕ࠶࣭࣭ࡉ࣭ࡓ࣭࡞࡛ࠖᏛ㝔⾜ࡃ
࠙ࣃࢿࣝࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠚ

 㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿᏛ⏕ࡢಟᏛᨭࢆ⪃࠼ࡿ
࠙㺨㺽㺦㺷㺡㺼㺆㺛㺔㺍㺚㺌㺻ࠚᮏ┴ཬࡧᕞࡢᏛ࠾ࡅࡿ㞀ࡀ
 ࠙ㅮ₇ࠚ㞀ᐖ⪅ᕪูゎᾘἲྜ⌮ⓗ㓄៖
࠸ࡢ࠶ࡿᏛ⏕ࡢಟᏛᨭࡢ⌧≧ㄢ㢟
㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭࡀฟࡍࡿࠕ౯್ࠖ
࠙ㅮ₇ࠚ㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭࡀ㧗ࡵࡿᏛࡢࠕ౯್ࠖ̿ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕ㞀ᐖ

࠙Ꮫ⏕⏬㺚㺻㺬㺽㺚㺼㺑㺯ࠚ
ࡢ࠶ࡿᏛ⏕ࡢಟᏛᨭ㛵ࡍࡿಟᏛᨭ㛵ࡍࡿ᳨ウሗ࿌᭩ ➨
 ⚾ࡓࡕࡀ⏕ࡳฟࡍࠕ౯್ࠖ̿⮬❧ࡢጼඹ⏕♫̿
ḟࡲࡵ ࠖࢆᇶ̿
㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭࡢᆅᇦࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢྍ⬟ᛶ
 ࠙ㅮ₇ࠚ㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭࡢᆅᇦࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀ⏕ࡳฟࡍࡶࡢ  ࠙㺨㺽㺦㺷㺡㺼㺆㺛㺔㺍㺚㺌㺻ࠚ
  ̿㛵す㞀ᐖᏛ⏕ᨭᢸᙜ⪅᠓ㄯࡢྲྀࡾ⤌ࡳ̿
 ⇃ᮏࡢ㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭࡢᆅᇦࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢྍ⬟ᛶ
ྜ⌮ⓗ㓄៖ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ
 ࠙ㅮ₇ࠚྜ⌮ⓗ㓄៖ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ
࠙㺺㺎㺖㺚㺌㺍㺪㺽ࠚྜ⌮ⓗ㓄៖ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡼ࠺
࠙ࡲࡵࠚヰࡋྜࡗࡓࡇࡢඹ᭷ㅮᖌࡽࡢຓゝࠊࡲࡵ
  ̿ࢩࣛࣂࢫࠊᤵᴗタィࠊࢡࢭࢩࣅࣜࢸ̿

㸱 ᚋࣥࢣ࣮ࢺࡳࡿㅮ₇ࡢព⩏ㄢ㢟
 ㅮ₇ࡢព⩏ࡣࠊ  㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭ㛵ࡍࡿሗᥦ౪ࠊ  ᪥ࠎࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢࣜࣇ࣮࣑ࣞࣥࢢࠊ 
ᆅᇦࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙧᡂࡢ୕Ⅼ㞟⣙࡛ࡁࡿࠋ࠼ࡤ  ࡛ࡣࠊᗂ࣭ᑠ࣭୰࣭㧗ࡢᩍ⫱㛵ಀ⪅ᨭࡸ
ྜ⌮ⓗ㓄៖ࡢ⪃࠼᪉ࢆඹ᭷࡛ࡁࡿᶵ࡞ࡗ࡚ࡁࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ  ࡛ࡣࠊㅮ₇ࡣ⇃ᮏ┴ෆࡢᏛ
㛫ࡢ㐃ᦠᙉࡶ㛵ಀࡋࡓࠋ ᖺࡢㅮ₇ᚋࠊ⇃ᮏᏛᏛ⏕ᨭᐊࡢᐃᮇὶࡀࢫࢱ࣮ࢺࡋࠊ
ᖺ  ᭶ࡽᏛ⏕┦ࡢὶࡶጞࡲࡗࡓࠋᚋࡶࠊ㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭ㛵ࡍࡿᐇ㊶▱ࢆᆅᇦࡢ㛵ಀᶵ㛵
ඹ᭷ࡋࠊ㐃ᦠࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡃࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋࢸู࣮࣐ࡢ◊ಟ➼ࡢ㛤ദࡶ୍ࡘ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ၥ࠸ྜࢃࡏඛ 㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ࢧ࣏࣮ࢺ࣮࣒ࣝ 㸦7(/ࠊHPDLOVXSSRUW#NOFDFMS㸧
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્શ੫ ਏ
๓᪥≉ู⏬ࡣࠊ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕ᨭ㛵ࢃࡿࢺࣆࢵࢡࢫࢆྲྀࡾୖࡆࠊࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ
ࡸ࣮࣡ࢡࢆ㏻ࡌ࡚ྛࢸ࣮࣐ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡶࠊཧຍ⪅ྠኈࡢሗࢆ⾜࠸ࠊྛ
Ꮫ➼࠾ࡅࡿᨭࡢᐇⓎᒎᐤࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿࠋ

᪥㸸 ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧 㹼
ሙ㸸㜰Ꮫ྿⏣࢟ࣕࣥࣃࢫࢥࣥ࣋ࣥࢩࣙࣥࢭࣥࢱ࣮㸦㜰ᗓ྿⏣ᕷᒣ⏣ୣ 㸫㸧



ᑐ㇟

ࢱࢺࣝ㸭ᴫせ㸭ㅮᖌ

ᐃဨ

࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ
ࠕࢭࢫ࣓ࣥࢺᇶ࡙࠸ࡓྜ⌮ⓗ㓄៖
ᨭࣉࣛࣥࡢసᡂࠖ
⫈ぬ㝈ࡽࡎ㞀ᐖᏛ⏕ᨭࡢࢭࢫ࣓ࣥࢺ
ཬࡧᨭィ⏬సᡂ࠾ࡅࡿᇶᮏⓗ࡞⪃࠼
᪉࣭᪉㔪ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ࠺࠼࡛ࠊ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕
ࡢࢭࢫ࣓ࣥࢺ࣭ᨭィ⏬సᡂ࠾ࡅࡿ࣏
ࣥࢺࡘ࠸࡚ࠊヰ㢟ᥦ౪ࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊᯫ
✵ࢆࡶࡋࡓࢭࢫ࣓ࣥࢺࡸᨭィ
⏬ࢆ᳨ウࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࢆ⾜࠺ࠋ

ྖ㸸୰㔝⪽Ꮚ㸦㜰Ꮫ㸧
㸯

ᩍ⫋ဨ

ㅮᖌ㸸ㄶゼ⤮㔛Ꮚ㸦㜰Ꮫ㸧
   ụ㇂⯟㸦ᒸᒣᏛ㸧
   㔠⃝㈗அ㸦⩌㤿Ꮫ㸧
ࢢ࣮ࣝࣉࣇࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮㸸
   ᮃ᭶┤ே㸦㜰Ꮫ㸧
⸨ཎ㝯ᏹ㸦㛵すᏛ㸧
   ⏕㔝 ⲁ㸦㛵すᏛ㝔Ꮫ㸧
⬥ᆏ⣪ᕹ㸦ி㒔⏘ᴗᏛ㸧
   ୰ὠ┿⨾㸦ᮾிᏛ㸧
๓ཎ᫂᪥㤶㸦ᐑᇛᩍ⫱Ꮫ㸧
   ⸨㔝⣖㸦ᮐᖠᏛ㝔Ꮫ㸧
⯞㉺㧗ᶞ㸦ி㒔Ꮫ㸧
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㸲㸳ྡ



ᑐ㇟

ࢱࢺࣝ㸭ᴫせ㸭ㅮᖌ

ᐃဨ

ࠕᨭᢏ⾡ࡢࡉࡽຠᯝⓗ࡞⏝ྥࡅ࡚
̿ά⏝⤂࣭⏝య㦂ࢆ㏻ࡋ࡚̿ࠖ
㐲㝸ሗಖ㞀ᢏ⾡ࡸ㡢ኌㄆ㆑ᢏ⾡ࠊᫎീᩍᮦ
ࡢᏐᖥᤄධ࡞ࡢᨭᢏ⾡ࢆά⏝
ࡍࡿࡓࡵࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࢆඹ᭷ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗ
ࡋ࡚ࠊᡂຌࡸኻᩋࠊྛᏛ࡛సᡂ
㸰

ᩍ⫋ဨ

ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࣐ࢽࣗࣝ➼ࡶཧ↷ࡋ࡞ࡀࡽࠊ㐠

Ꮫ⏕

⏝ࡢ࣏ࣥࢺࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡃࠋ

ࡑࡢ



㸴㸮ྡ

ྖ㸸ᴋ ᩗኴ㸦㜰Ꮫ㸧
   ௰වஂ▱ᯞ㸦ி㒔⏘ᴗᏛ㸧
ㅮᖌ㸸୕ዲⱱᶞ㸦⟃Ἴᢏ⾡Ꮫ㸧
   ኴ⏣⌶☻㸦ឡᏛ㸧
   ᒸ⏣Ꮥ㸦᫂Ꮫ㝔Ꮫ㸧

ࠕඛ㍮ࡽᏛࡰ࠺㸟
̿Ꮫ࡛ࡢᏛࡧ࢟ࣕࣜᙧᡂ̿ࠖ
⫈ぬ㞀ᐖࡢ࠶ࡿ♫ேࡢඛ㍮ࡸ⌧ᙺࡢ⫈ぬ
㞀ᐖᏛ⏕ࡽࠊ⤒㦂ࡸᛮ࠸ࠊ⏕ࡁ᪉ࡘ࠸࡚
ヰࢆ⪺ࡃᶵࢆタࡅࠊࡑࢀࢆࡶ⮬㌟ࡢ
࢟ࣕࣜࣉࣛࣥࢆලయⓗᥥ࠸࡚࠸ࡃ࣮࣡
㸱

ᩍ⫋ဨ

ࢡࢩࣙࢵࣉࢆᐇࡍࡿࠋ

Ꮫ⏕



ࡑࡢ

⏬ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮㸸

㸴㸮ྡ
᪥ୗ㒊㝯๎㸦ྠᚿ♫Ꮫ㸧

ྖ㸸㜰⏣┿ᕫᏊ㸦ྠᚿ♫Ꮫ㸧
ㅮᖌ㸸ᘅ⏣႐
㸦බ┈♫ᅋἲே㜰⫈ຊ㞀ᐖ⪅༠㸧
ᚿ☻ᮧ᪩⣖㸦ඖ᪩✄⏣Ꮫ㸧
℈ᯇ㸦㛵すᏛ㝔ᏛᏛ⏕㸧
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➨  ᅇ᪥ᮏ⫈ぬ㞀ᐖᏛ⏕㧗➼ᩍ⫱ᨭࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ ᐇ⾜ጤဨ
㛗

⟃Ἴᢏ⾡Ꮫ

Ꮫ㛗

▼ཎ ಖᚿ

ᐇ⾜ጤဨ㛗

㜰Ꮫ

࢟ࣕࣥࣃࢫࣛࣇᗣᨭࢭࣥࢱ࣮ ࢭࣥࢱ࣮㛗

Ᏺᒣ ᩄᶞ

ᐇ⾜ጤဨ㛗 㜰Ꮫ

࢟ࣕࣥࣃࢫࣛࣇᗣᨭࢭࣥࢱ࣮ ┦ㄯᨭ㒊㛛㛗 ኴย ಇஅ

ົᒁ㛗

⟃Ἴᢏ⾡Ꮫ

㞀ᐖ⪅㧗➼ᩍ⫱◊✲ᨭࢭࣥࢱ࣮

ⓑ⃝ 㯞ᘪ

ᖿ

⟃Ἴᢏ⾡Ꮫ

㞀ᐖ⪅㧗➼ᩍ⫱◊✲ᨭࢭࣥࢱ࣮

ⴗཎ ᙬᏊ

⟃Ἴᢏ⾡Ꮫ

㞀ᐖ⪅㧗➼ᩍ⫱◊✲ᨭࢭࣥࢱ࣮

୰ᓥ ள⣖Ꮚ

⟃Ἴᢏ⾡Ꮫ

㞀ᐖ⪅㧗➼ᩍ⫱◊✲ᨭࢭࣥࢱ࣮

☾⏣ ᜤᏊ

㜰Ꮫ

࢟ࣕࣥࣃࢫࣛࣇᗣᨭࢭࣥࢱ࣮

ᮃ᭶ ┤ே

㜰Ꮫ

࢟ࣕࣥࣃࢫࣛࣇᗣᨭࢭࣥࢱ࣮

୰㔝 ⪽Ꮚ

㜰Ꮫ

࢟ࣕࣥࣃࢫࣛࣇᗣᨭࢭࣥࢱ࣮

ᴋ ᩗኴ

㜰Ꮫ

࢟ࣕࣥࣃࢫࣛࣇᗣᨭࢭࣥࢱ࣮

⸨ᮏ ᐩ⨾ᯞ

㜰ᩍ⫱Ꮫ

ᩍ⫱Ꮫ㒊

ᆏ ⾜⏨

㛵すᏛ

Ꮫ⏕┦ㄯ࣭ᨭࢭࣥࢱ࣮

⸨ཎ 㝯ᏹ

㛵すᏛ㝔Ꮫ

Ꮫ⏕άືᨭᶵᵓ⥲ྜᨭࢭࣥࢱ࣮

⸨⏣ ᮃ

㛵すᏛ㝔Ꮫ

Ꮫ⏕άືᨭᶵᵓ⥲ྜᨭࢭࣥࢱ࣮

⏕㔝 ⲁ

ி㒔Ꮫ

Ꮫ⏕⥲ྜᨭࢭࣥࢱ࣮㞀ᐖᏛ⏕ᨭ࣮࣒ࣝ
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