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教員養成系大学の特徴を活かした
リベラル・アーツ型教育の展開
2012 年度プロジェクト活動報告書

国立大学法人 愛知教育大学 教育創造開発機構
大学教育研究センター リベラル・アーツ教育部門

はじめに
「リベラル」
（liberal）の基本は「自由な」という意味ですが、それは、
「フリー」
（free）
の「自由」とは異なります。
「フリー」は「バリアフリー」というように、空間的・物理的
制約からの解放を意味します。社会的・政治的な次元で「フリー」
（解放）を民衆が主張し、
国と時代によっては、それは多大な犠牲と引き換えに実現されてきた歴史があります。そ
の「フリー」の運動を担う参加主体一人一人の中には、自由希求の意識があります。この
自由な自己を求める状態、これが「リベラル」の原点です。
そして「リベラル・アーツ」
（自由学芸）とは、人間としての自由な自己を追究するため
の諸学芸を指しており、それらが、個人主義の思想が展開してきた欧米諸国の大学教育で
早くから重要視されてきたのは、もっともなことだと言えます。
17 世紀のフランスの哲学者パスカルが、人間は「ひとくきの葦」に過ぎず、自然の中で
最も弱い存在であるとしながらも、人間はその自然を含む宇宙よりも「尊い」と述べまし
た。なぜなら、人間はおのれを知り、宇宙に対しておのれが向き合うこと自体を知ってい
るから、としたことはよく知られています。
＊伊藤邦武『物語

哲学の歴史』中央公論新書を参考にしました。

ここには、自分がどこから来て、ここで何をしようとするのか、そしてどこへ行こうと
するのかを、自分の力で確かめ、探ろうとする人間の自由な営みを讃える考え方が潜んで
います。その営みには、不安もつきまとうが、一つ一つ未知のことが明らかになる感動も
あります。宇宙から観ると微弱な自分が、空間と時間の座標軸を生き抜きながら自分の位
置を知り、自分にとっての様々な他者を知り、自分にとって何を為すべきかを知るように
なる。
この人生のあらゆる局面に、リベラルの要素が内在し、現れ、展開していくのです。誰
の人生にもその可能性があります。しかし、それは、自然には顕現しません。
「プラトンの
洞窟のたとえ」にあるように、人が洞窟の壁に向かったままでこれが現実だと見ている状
態を外の光によって照らし、それは自己の影であり、真の自己の姿、すなわち世界と向き
合って初めて自由な自己となる道を知らせることが必要です。これが「リベラル・アーツ」
の教育の本質です。
「洞窟の影」を疑い自己とは本当は何者なのかを追究する姿勢が、「批判的思考」です。
シンポジウム講演者の安藤輝次氏（関西大学教授）がこのことについて貴重な示唆を与え
てくださいました。すなわち、批判的思考 critical thinking は「批判的」と言うものの、
その中身は、ものごとの中核を捉える思考、中核的思考ということであり、ある事柄や側

面を関連づけて物事の本質に迫るのが本来の批判的思考である、ということです。
すなわち、批判的であるとは、自己を取り巻く世界の諸事象に対して、自分の力で自由
に向き合い、地位や権威にとらわれずに自由に問いかけ、自由にその中に入り込んで「見
えないもの」を読み取り「見える」ものに変えていく意味で、リベラルな主体性と表裏一
体なのです。
このようにリベラルであるがゆえに批判的に物事に向き合い、その本質に迫る。批判的
であればこそ、リベラルな境地を築き出せる。この相互作用を通じて、私たちは、あの宇
宙から観ると取るに足らない微粒の存在でありながらも、偉大な観察者・行為者として、
自然と社会の諸事象の法則性・規則性を認識していくことができます。例えば、宇宙・物
質の世界を「素粒子」という概念で捉えて、その全体像を明らかにしようとしています。
また例えば、社会的には、自由に振る舞う個人の人格と他の人格との関係を「法」という
概念で思想化し、その概念を内面化する思考運動を通じて、私たちは、生きるか死ぬかと
いう直接的な自然状態を脱して（止揚して）、平和な市民社会を構成し、維持しています。
現代にあっても、批判的思考とリベラルな精神が育む、誠実で主体的な、基本的学修能
力は、学生達がどのような進路を選ぼうとも必要なものであり、むしろそれを意識的に身
に付けることで、このドラスティックに展開する時代の中を過たずに、多様な人々と共生・
協力して、生き抜いていくことができるのです。その意味では、リベラル・アーツ型教育
は、現代のあらゆる場面で求められるリーダー的立場に立つ人の素養を育成するものであ
ると言えるでしょう。
教員養成を主軸に教養教育を重視する本学としては、こうしたリベラル・アーツ型教育
を柱として教養教育の総合的な改善に取り組むことの意義は大きいと思います。
2012 年度のプロジェクト活動を推進してくださった関係教員の皆様、研究員の方、そし
て運営面でご尽力いただいた事務局の方々にお礼を申します。
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Ⅰ

リベラル・アーツプロジェクトの目指すもの

プロジェクトの目的と概要
田村 建一
本プロジェクト「教員養成系大学の特徴を活かしたリベラル・アーツ型教育の展開」は、
文部科学省特別経費「幅広い職業人の養成や教養教育機能の充実」に採択された４年計画
のプロジェクトであり、今年度はその 2 年目に当たる。
『愛知教育大学憲章』
（本学 HP のトップページからダウンロード可能）の中で「学部教
育においては教養教育を重視」することが記されていることからもわかるように、本学で
は、卒業生が教育現場をはじめとする様々な職業生活においてつねに広い視野に立ち、事
に応じて総合的な判断ができるだけの資質と能力をもつために、専門分野とは別に幅広く
深い教養を身に付けることを教育目標に掲げている。
ただし、大学生が身に付けるべき教養の概念が昨今変わりつつある。これから社会に出
ていく世代の人たちには、高度に複雑化し多くの要素が入り組んだ未知の問題に対処する
能力がこれまで以上に求められている。彼らに必要なのは、既存の知識をたくさん学ぶこ
とではなく、いくつかの分野における基礎知識を学びながら自分の力でそれを拡大し応用
する技術である。
本プロジェクトの目的は、リベラル・アーツ型教育の理念に沿って教養教育を再構築し
つつ、そうした技術を獲得するための教育方法を探究することである。リベラル・アーツ
教育とは、総合的で汎領域的な問題追求能力の獲得を目指す教育方法であり、その本場で
あるアメリカ合衆国においては 4 年間の学士課程を通して行われる。
本プロジェクトでは、
教員養成系大学における教養教育というカリキュラム上の制約の中でその理念を活かした
教育プログラムをどのように構成すべきか、そしてそれをどのように運用することが効果
的かを探りたいと考える。
本学では 2013（平成 25）年度から新しい教養科目のカリキュラム（全 12 単位）が導入
されるが、その中の半分（6 単位）はリベラル・アーツ科目として位置づけられており、
４つの分野（市民リテラシー、科学リテラシー、多文化リテラシー、ものづくりリテラシ
ー）から学生は 3 つの分野を選択して履修する。これらは、それぞれの分野のある特定の
領域を学びながらジェネリック・スキルを身に付けることを教育目標にしている。ジェネ
リック・スキルが獲得されれば、学生は自律的学習を通して同じ分野の他の領域へ、さら
に分野を超えたテーマへと関心を広げ、既習の知識を新しい知識に結び付けていくことで、
より広い視野に立って物事を見ることができるようになるであろう。卒業後もそうした学
びを続けていける学生を世に送り出すことが、大学に課せられた使命の一つであると考え
る。
本プロジェクトが本年度に行った活動の一覧は次項に記載されるとおりである。その中
で最も大きな行事としては、昨年度に引き続いて開催された公開シンポジウム「リベラル・
アーツ型教育の展開 2012」が挙げられる。このシンポジウムは、昨年度の議論を発展させ
る形で、教養教育の内容、方法、そして評価の仕方について、さまざまな立場の話題提供
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のもと、意見交換をすることを目的に開催した。学外から関西大学の安藤輝次教授に基調
講演として教養教育における学習成果とその評価をめぐるアメリカの一大学の取り組みに
ついて報告をしていただいた。さらにリベラル・アーツ科目を担当する予定の 4 名の教員
が、「市民リテラシー」「多文化リテラシー」「科学リテラシー」「ものづくりリテラシー」
のそれぞれのカテゴリーでどのような授業を展開することができるか、ジェネリック・ス
キルの教育の可能性を視野に入れて報告し、フロアも含めて討議した。教養教育の質的転
換を図る取り組みは、本学に限らず多くの大学が進めていることもあり、学外に開かれた
形で開催したことは意義があったと考える。なお、シンポジウムに関しては、本報告書と
は別にシンポジウム報告書『教員養成系大学におけるリベラル・アーツ―教養教育の内容・
方法・評価のあり方を考える―』が刊行されるので、ぜひこちらも併せて読んでいただき
たい。
シンポジウムのほか、次年度から始まる新教養科目に向けて FD を企画し、担当予定者
の授業構想をもとに意見交換等の場を設けた。さらに、リベラル・アーツ科目のカリキュ
ラムおよび教育方法の研究の一環として、各種セミナーとワークショップ（リベラル・ア
ーツ Edu セミナー、リベラル・アーツ Edu ワークショップ、ものづくりリテラシーセミ
ナー、科学リテラシーセミナー）をそれぞれ複数回開催した。FD、セミナー、ワークショ
ップの実施内容については、「Ⅱリベラル・アーツ型教育の探究」にて報告する。
これらを通じて提起された問題や意見は、「Ⅲリベラル・アーツ型教育の構築に向けて」
に含まれるリテラシーおよびジェネリック・スキルの研究に、さまざまに反映されている。
そこでは、新教養科目の 4 つのリテラシーには、それぞれどのような内容が含まれうるの
か、学生がより良く学ぶため各リテラシーがいかに関連し合うべきか、どのようなジェネ
リック・スキルの教育が有効なのか、この 3 点を中心とする研究・調査内容を報告する。
また、東海大地震等の将来の大災害発生を見据え、本学における総合的な防災教育の構
築を目指して、昨年度の終わりに、東日本大震災で被災した岩手県の学校で聞き取り調査
を実施した。今回はその第二弾として、震災時に教育現場にどのような事態が発生し、教
職員がそれにどう対処したのかという点を中心に、調査内容を報告する。
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2012 年度活動一覧

○2012 年 6 月 22 日（金）
第 1 回リベラル・アーツ科学リテラシーセミナー
DVD 上映会「2001 年宇宙の旅」―宇宙をめぐる過去／現在／未来―
○2012 年 6 月 29 日（金）
第 1 回リベラル・アーツものづくりリテラシーセミナー
「ものづくり

のまえ」

山本 高之 氏（美術作家）
○2012 年 7 月 6 日（金）
第 2 回リベラル・アーツ科学リテラシーセミナー
DVD 上映会「ミクロの決死圏」―人体のコズモロジー―
○2012 年 7 月 13 日（金）
リベラル・アーツ Edu ワークショップ
「クリティカルシンキングを活かした問題解決の技法」
中 井 俊 樹 氏（名古屋大学高等教育研究センター准教授）
久保田 祐歌 氏（愛知教育大学大学教育研究センター研究員）
○2012 年 7 月 13 日（金）
第 1 回新教養科目 FD
「科学リテラシーと多文化リテラシーの教育内容及び方法について」
菅沼 教生 氏（愛知教育大学理科教育講座教授）
川口 直巳 氏（愛知教育大学日本語教育講座助教）
○2012 年 7 月 18 日（水）
第 1 回リベラル・アーツ Edu セミナー
「リテラシーとは何か－『批判的リテラシー』概念を手がかりにして－」
竹川 慎哉 氏（愛知教育大学学校教育講座講師）
○2012 年 7 月 20 日（金）
第 3 回リベラル・アーツ科学リテラシーセミナー
DVD 上映会「バック・トゥ・ザ・フューチャー」―「IF～」の世界を支える科学―
○2012 年 10 月 12 日（金）
第 4 回リベラル・アーツ科学リテラシーセミナー
DVD 上映会「日本沈没」―震災空間の地球科学―
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○2012 年 10 月 27 日（土）
「リベラル・アーツ型教育の展開」シンポジウム 2012
「教員養成系大学におけるリベラル・アーツ―教養教育の内容・方法・評価のあり方
を考える―」
○2012 年 11 月 5 日（月）
第 2 回新教養科目 FD
「市民リテラシーとものづくりリテラシーの教育内容及び方法について」
前田 勉 氏（愛知教育大学社会科教育講座教授）
太田 弘一 氏（愛知教育大学技術教育講座教授）
鎌田 敏之 氏（愛知教育大学技術教育講座准教授）
○2012 年 11 月 30 日（金）
第 2 回リベラル・アーツものづくりリテラシーセミナー
「エレン・リチャーズが今の世に伝えるもの：その思想と高等教育カリキュラムの可能性」
住田 和子 氏（元北海道教育大学教授）
○2012 年 12 月 14 日（金）
第 3 回リベラル・アーツものづくりリテラシーセミナー
「ものづくりと言語表現の接点」
中村 秀 氏（国立福井工業高等専門学校准教授）
○2013 年 2 月 22 日（金）
第 2 回リベラル・アーツ Edu セミナー
「ジェネリック・スキルの教育方法：授業実践報告に基づく検討」
藤木 大介 氏（愛知教育大学学校教育講座講師）
上田 崇仁 氏（愛知教育大学日本語教育講座准教授）
○2013 年 3 月 14 日（木）
平成 24 年度全学 FD
「新教養科目の理念と授業内容」
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Ⅱ

リベラル・アーツ型教育の探究

「リベラル・アーツ型教育の展開」シンポジウム 2012
久保田

祐歌

１．企画の趣旨
平成 23 年度より、文科省特別経費（幅広い職業人の養成や教養教育機能の充実）プロ
ジェクト「教員養成系大学の特徴を活かしたリベラル・アーツ型教育の展開」を推進して
いる。本取り組みにおいては、教員養成カリキュラムの一定の制約条件の下でも実現可能
な教育体系を共通教育として構築し、教員養成系大学固有のリベラル・アーツ型教育の在
り方を提示することを目的としている。昨年度は、
「教員養成系大学におけるリベラル・ア
ーツ―教養教育の在り方を考える―」をテーマにシンポジウムを開催して教養教育（リベ
ラル・アーツ型教育）の理念を検討し、教員養成に特化した教養教育はありえないという
結論に到達した。本年度は、課題として残された、学生が教育目標を達成したかをどのよ
うに判断するのかという成績評価の問題を踏まえ、La 科目の学修領域である「市民」「多
文化」「科学」「ものづくり」の４つのリテラシーにおいて、教育内容を検討する機会とし
て、シンポジウムを企画した。加えて、４つのリテラシーの教育内容と共に、ジェネリッ
ク・スキルを育成する教育方法についても検討し、共有化を図るための機会とした。
２．開催概要
タイトル：教員養成系大学におけるリベラル・アーツ
―教養教育の内容・方法・評価のあり方を考える―
開催日時：平成 24 年 10 月 27 日（土）13：00～17：00
場所：ウインクあいち（愛知県産業労働センター）
構成：
第一部では、安藤輝次氏（関西大学教授）に、基調講演として「学習成果を重視した
教養教育とその評価―アルバーノ大学の事例をもとに」をテーマに、教員が教えたカリ
キュラムではなく、学生が学んだカリキュラムを中心に置いた教育を行う、米国のリベ
ラル・アーツカレッジのアルバーノ大学の事例に基づきご講演頂いた。
第二部では、パネル・ディスカッション「新たな教養教育カリキュラム『４つのリテ
ラシー』とジェネリック・スキルの検討」では、各４つのリテラシーを担当予定の教員4
名に、2013年度後期から実施される授業の構想について報告頂いた。4名の学内教員の報
告の前に、ジェネリック・スキルの教育に関するアンケートの結果を挟み、本学の現況
を示した。「市民リテラシー」は、渡邉英幸氏（社会科教育講座）、「多文化リテラシ
ー」は嶺崎寛子氏（社会科教育講座）、「科学リテラシー」は加藤淳太郎氏（理科教育
講座）、「ものづくりリテラシー」は佐々木雅浩氏（美術教育講座）に教育内容、方法、
評価という三つの観点からご報告頂き、会場全体でディスカッションを行った。
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３．主な論点
４つのリテラシーからの 4 名の報告者の提示する課題と共に、講演者の安藤輝次氏から
頂いたコメントの概要を以下に順に記す。
渡邉氏（「市民リテラシー」）は、授業で用いる文献の選択と学生への提供の方法につい
て、関連する文献の多さから生じる困難と、60 名以上の受講生をどのようにグループ分け
して活動させるのかという授業運営、成績評価とコミュニケーションの困難を指摘された。
加えて、教育内容という点で、厳密性と分かり易さとの緊張関係があること、教養科目で
も専門に基づいた厳密さを希求すべきと考えると、教員がカバーできる専門領域に限界が
あり、学生も各分野の個別的な知識を無限に吸収することは難しいという指摘がなされた。
理想的には、普遍的な問題関心や普遍的なスキルの習得と専門的・個別的な研究課題とが
共鳴関係になるような状況が望ましいことが示された。
嶺崎氏（「多文化リテラシー」）は、受けがよい授業と学生が身になる授業とを区別し、
常にこの二つが緊張関係にあるため、学生の受けがよくかつ身になる授業を実現すること
が必要であること、当事者意識を持たせることの重要性を指摘された。その他、自律的学
習を評価する仕組みとして、自己評価及び受講生同士の相互評価を成績評価に取り入れる
という提案と共に、評価基準を明確化することの重要性が示された。学生同士で相互評価
させることのメリットとしては、他者にフィードバックする経験を持つことで自分の学び
が促進されること、授業への参画意識を持たせることができること、加えて、教員にとっ
ての負担の軽減という点でも利点があることが示された。
加藤氏（「科学リテラシー」）は、教養教育が学生にとっては、ノルマであり単に卒業に
必要な単位として捉えられ、受講時の希望として、単位の取得のしやすさを優先してしま
うのではないかという危惧と共に、単位の取得が難しくても興味のある授業であればそれ
なりの充実感を学生が味わえるので、優しく手厚くするという方法が果たして正しいのか
という教養教育の内容に関する疑問が提示された。
佐々木氏（「ものづくりリテラシー」）は、成績評価に関する問題として、授業で学生に
課す課題は、作品評価のためのものではないので、作品がよい、美しいかどうかというこ
とで評価できないこと、
「ものづくり」として考えると正解がないため評価が難しいという
問題点が指摘されると共に、論理的思考と問題解決に焦点をあてレポート課題を学生に課
すことで評価が可能になるのではないかという解決策が提示された。
以上の報告について、安藤輝次氏からは、（１）批判的思考という用語の捉え方、（２）
教員が教えたカリキュラムではなく学生が学んだカリキュラムという視点、
（３）４つのリ
テラシーにおけるリテラシーの位置づけ、という三つの点からコメント頂いた。
（１）批判的思考という用語の捉え方に関するコメントは、パネル・ディスカッション
の報告者が、４つのリテラシーの授業で育成したいジェネリック・スキルとしての「批判
的思考（プロジェクトでは「クリティカルシンキング」と表記）」を「批判する」という意
味で用いていたことに関連している。批判的思考の意味は、前提を見破る、関連づける、
視点を移して考えるということであり、批判的思考の意味を整理する必要性を指摘頂いた。
（２）教員が教えたカリキュラムではなく学生が学んだカリキュラムという視点につい

－10－

ては、学生がどのように学んだかを重視した「学んだカリキュラム（Learned Curriculum）」
が現在重視すべき考え方であること、アルバーノ大学では学生が学んだ内容を確認するた
めのテストの方法にバリエーションをもたせた上で基準を設けていること、さらに、学生
が学んだことと教師が教えたこととのずれに教師の目を向けさせることで、教え手として
の学びが生まれることを示唆頂いた。
（３）４つのリテラシーにおけるリテラシーの位置づけについては、OECD（経済協力
開発機構）の提示する三つのコンピテンシー（「相互作用的に道具を用いる」「異質な集団
で交流する」
「自律的に活動する」）の定義やリテラシー概念が普及するもととなった PISA
の定義に目を向け、愛教大なりの理論づけを行う必要があることを指摘頂いた。
【「リベラル・アーツ型教育の展開」シンポジウム 2012 ポスター】

※シンポジウムの詳細な記録については、別冊の報告書『「リベラル・アーツ型教育の展開」シンポジ
ウム 2012 教員養成系大学におけるリベラル・アーツ』として、2013 年 2 月に発行した。
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新教養科目 FD
大澤 秀介
【開催趣旨】
平成 25 年度から実施に移される新教養科目、特に４つのリテラシー科目の趣旨を全学
に説明し、教育内容、教育方法を全学的に検討するために担当者の講演を主とする FD 集
会を開催した。ここでは、二回に分けて開催された FD 集会の模様とその成果を報告する。
第１回新教養科目 FD の実施状況は以下のとおりである。
日時：7 月 13 日（金）16：40～17：40
場所：本部棟 3 階第 5 会議室
テーマ：科学リテラシーと多文化リテラシーの教育内容および方法について
話題提供者と発表題目：
菅沼 教生（理科教育講座）科学リテラシーをいかに教えるか、教育内容、教育方法
川口 直巳（日本語教育講座）
多文化リテラシー「日本社会における外国人労働者とその背景」
上記の二氏が、構想中の授業内容とその目的について説明した。以下はそれぞれの発表
内容の一端である。まず菅沼氏は、担当予定科目である科学リテラシー「生物の共生」に
おいては、何を教えるかではなく、何ができるようになるかを留意して、以下の二点を重
視するという。第一に、生物に見られる共生を学ぶことで、科学に対する興味、関心を深
め、科学的なものの見方を身につける。次に、共生現象を体系的に理解し、それぞれを関
連付けることで、生命を多様性と共通性という観点から、読み解く力を身につける。これ
らは図らずも、本プロジェクトが提起する科学リテラシーの定義と説明に極めて近いもの
である。そのうえ、生命の多様性と共通性を読み解くという視点は、他のリテラシーにお
いても重視される多様性と共通性の理解に大いに貢献する。
次に川口氏は、担当予定科目である多文化リテラシー「日本社会における外国人労働者
とその背景」について、以下のように述べた。この授業の目標は、日本で働く様々な外国
人労働者の実態を知り、彼らがどのような問題を抱えているか、また、日本企業が外国人
労働者にどんなものを求めているかを知ることである。この目標の実現のために、氏はま
ず「日本で働く外国労働者」について、学生がどのようなイメージが持っているかを自由
に述べさせることから始めるという。その後、統計に基づいた労働の実態や企業の要求、
外国人の就労が日本社会にとって持つ意味と問題点等を考察させ、その改善案を探るとい
う。これらもまた、本プロジェクトが設定する目標、すなわち外国人の状況への関心と理
解を得させるという目標、および市民リテラシーにも通じるグローバル経済の理解という
点で、リテラシー科目の趣旨をよく実現するものである。
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第２回

新教養科目 FD
田村 建一

第２回新教養科目 FD の実施状況は以下のとおりである。
日時：11 月 5 日（月）16：40～18：10
場所：本部棟 3 階第 5 会議室
テーマ：市民リテラシーとものづくりリテラシーの教育内容および方法について
話題提供者と発表題目：
前田 勉（社会科教育講座）
「教養」と「市民リテラシー」―「ナショナリズムを考える」―
太田 弘一（技術教育講座）「ものづくりリテラシー」授業に向けての課題整理
鎌田 敏之（技術教育講座）ものづくりリテラシーと情報技術教育
上記の三氏が、構想中の授業内容とその目的について説明した。以下はそれぞれの発表
内容の一端である。まず、前田勉氏は、例えば福沢諭吉等の古典を読み、その内容につい
て他者と論じ合うことを通して自己を相対化し、市民としての「政治的教養」を身に付け
ることを目指す授業について紹介した。前田氏は江戸時代の藩校等における会読という形
式による知識獲得に関する本を刊行されたばかりであるが（『江戸の読書会―会読の思想史』
平凡社選書）
、儒教の読書人の学び方にはリベラル・アーツの理念に通じる面があることが
示され、授業への応用の可能性を探りたいとのことであった。
太田弘一氏ははじめに、
「ものづくり」は、生産的な労働を含んでいることから、労働か
らの自由を想定する「リベラル・アーツ」に果たして含まれうるのかという問題提起をし、
「ものづくりリテラシー」の授業を開始するにあたり、
「リベラル・アーツ」および「リテ
ラシー」の概念を広義なものとして捉え、改めて理論化する必要性を示した。そのうえで、
どのように米や肉が作られるのか、また環境保全型農業技術とは何か、ということを体験
を通して学び、さらにディスカッションを通して深く考える授業の構想を紹介した。
鎌田敏之氏は、例えばスコラ哲学をはじめとする先人たちが築き上げてきた論理的思考
の基礎の上に現代のプログラミングが成り立つことなど、思想史を軸に置いた情報科学入
門の可能性について論じた。
参加者数は話題提供者も含めて 32 名であったが、参加者の間で活発な質疑応答が行わ
れ、予定の時間（60 分）を 30 分超過して会は終了した。

－13－

2012 年度リベラル・アーツ Edu セミナー
久保田

祐歌

○第１回開催報告
タイトル：リテラシーとは何か―批判的リテラシーを手がかりにして―
講演者：竹川

慎哉

氏（愛知教育大学学校教育講座

講師）

日時：平成 24 年 7 月 18 日（水）13：45～15：15（90 分）
場所：第二人文棟１階 日本語教育第 1 演習室
趣旨：「批判的リテラシー」概念（単なる読み書きの能力ではなく、「ことばの獲得を社
会的、文化的実践として、さらには、政治性や権力関係の文脈において理解する
もの」）を参考にすることで、より豊かなリテラシー概念の構築を目指す。そのた
めの議論の機会を設ける。

ポスター：
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＜実施報告＞
7 月 18 日（水）に、「リテラシーとは何か―『批判的リテラシー概念』を手がかりにし
て」をテーマとし、セミナーを開催した。新たな教養教育カリキュラムの教育目標である
「４つのリテラシー」概念を検討することを目的とし、『批判的リテラシーの教育』（明石
書店、2010 年）の著者である竹川慎哉氏（本学学校教育講座講師）による講演が行われた。
ポスト産業社会における「新しい能力」としてのリテラシーが要請されるようになった背
景や、
「リテラシー」とは何かは、社会的、文化的、政治的に規定されること等が示された。
続けて、批判的リテラシーとは、自己と世界との関係を批判的に読み解く行為であるこ
とが説明され、「４つのリテラシー」のうち、「多文化」「科学」「市民」について批判的リ
テラシーの視座からの問いが示された。
最後に、教員養成系大学の特徴を活かしたリベラル・アーツ型教育として、教師の教養
とそれに基づいて遂行される教師のリテラシーのモデル化が必要であるとの問題提起がな
された。ディスカッションでは、特に「ものづくりリテラシー」をどのように捉えるかに
ついて活発な議論が行われた。以下はその主な論点であり、これらについては今後も検討
を進めて行くこととなった。
z

科学はリテラシーそのものであり記号や言語で表現できるが、ものづくりは実践や労
働、生産活動であるという点で異なる。本質的に他のリテラシーとは異なるものを同
じ「リテラシー」の概念に入れることができるのか。

z

ものづくりをした経験や体験を言語化・意識化することがものづくりリテラシーとみ
なすことができるのではないか。

z

ものづくりという場合に、実際にものをつくるだけではなく、どういう世界をつくり
だすのかという意識としての「ものづくりリテラシー」を考えることができるのでは
ないか。

○第２回開催報告
タイトル：ジェネリック・スキルの教育方法―授業実践報告に基づく検討―
講演者：藤木大介 氏（学校教育講座
上田崇仁 氏（日本語教育講座

講師）
准教授）

日時：平成 25 年 2 月 22 日（金）13：30～15：30（120 分）
場所：第二人文棟１階 日本語教育第 1 演習室
趣旨：授業でジェネリック・スキルを育成する教育方法について、本学教員の報告に基
づいて検討する。
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ポスター：

＜実施報告＞
2 月 22 日（金）に、
「ジェネリック・スキルの教育方法－授業実践報告に基づく検討－」
をテーマとするセミナーを開催した。ジェネリック・スキルの教育方法について検討する
ことを趣旨に、本学教員の藤木大介講師（学校教育講座）
、上田崇仁准教授（日本語教育講
座）に授業実践を報告頂いた。導入として、LA プロジェクトから、ジェネリック・スキ
ルの教育目標や課題を提示した。
藤木氏は「こころとからだ セミナー」において、多人数授業で学生をアクティブに受講
させる方法として、毎回「理解」「知識」「教える」等のテーマについて調べさせ、小グル
ープで意見交換しプレゼン資料を作らせ、秀逸な資料をピックアップし発表させるという
方法を、学生のプレゼン資料と共に紹介された。
上田氏は「国際社会と日本 セミナー」において、
「国民性より個性が大きいことを知る」
ということを教育目標の一つとし、留学生とほぼ１対１で話させ、同国の人は同じ意見を
持つかを確認させるという方法を述べられた。受講学生の反応も感想レポートの抜粋資料
で紹介された。
ディスカッションでは、物事に対する疑問をもてない学生にいかに疑問をもたせるかと
いう問いを巡り参加者間で活発な議論が行われ、ジェネリック・スキル育成の根本課題を
様々な角度から共有する機会となった。
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2012 年度リベラル・アーツ Edu ワークショップ
【職員対象】「クリティカルシンキングを活かした問題解決の技法」
久保田

祐歌

○概要
日時：2012 年 7 月 13 日（金）13：00～15：00（120 分）
場所：本部棟 3 階第 5 会議室
対象：本学職員 15 名前後
※特に、教務課、学生支援課、キャリア支援課、情報図書課等で、学生の応対を
要する業務を担当されている方（その他の部署の方も参加可）。
参加者：18 名
内容：業務を行っていく上で生じる問題・課題に対して、クリティカルシンキング（情
報を十分に吟味し判断する思考）を活かして原因を探り、解決策を見出すための
方法を具体例に基づいて学ぶ。
講師：中井

俊樹（名古屋大学高等教育研究センター 准教授）

久保田 祐歌（愛知教育大学教育創造開発機構大学教育研究センター 研究員）

○プログラム
０．リベラル・アーツプロジェクトの趣旨（プロジェクト責任者大澤氏）
１．問題解決に必要なクリティカルシンキングとは何か
２．大学職員の職能開発が必要とされる背景
３．クリティカルシンキングを活かした問題解決の技法を学ぶ
・ロジックツリーで問題原因を探る
・ロジックツリーで解決策を見つける
・三角ロジックで解決策を示す
４．まとめ・質疑応答

－17－

○参加者アンケート結果
１－１．ワークショップの満足度

ワークショップ
満足度
5) 満足
4
3) どちらでもない
2
1) 不満足

1 )不満足
5%

2
0%

5 ) 満足
22%

3 ) ど ち ら でも
ない
17%

4
56%

１－２．ワークショップ満足度についての回答理由（自由記述）
【満足度 5】
z

いろいろ考えるきっかけになって良かった。問題が起こるととかく感情的な面が大き
くなってしまうが、分類して冷静に考えることで対応する方も大人の対応がとれるの
だと感じた。理不尽さは残ってしまうけどいろいろ考えるべきが職員なのかなと気づ
けた。

z

今まで知らなかった考え方や発想方法を教えてもらえたので参加できてよかったです。

z

考え方の枠組みとして参考になった部分が非常に多くあった為。

z

普段大学業務全体を考える機会が少ないので参考となりました。

【満足度 4】
z

内容はオーソドックスなものであったが、参加者の知識にばらつきがありスムーズに
ワークがすすまなかった。ワークの時間がもう少し長いと良かった。

z

ワークショップ形式はあまりないので、いいと思いました。

z

どの業務でも利用できそうなクリティカルシンキングを学ぶことができたから。ワー
クショップもあり、具体的に CT のやり方を学べたから。

z

とても内容のあるワークショップでした。（ただ、そのためか、少し時間が足りなく、
急いでいる感じがしました。）

z

一つの事案問題において多くの見方があることがわかりました。

z

問題解決へのプロセスを学ぶことができた。

z

時間が少し短く感じた。
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z

問題を色々な切り口で考えることを学んだ。

z

普段の仕事でもそういう住み分けをする機会も多く興味深かった。

【満足度 3：どちらでもない】
z

１方向だけでなく、様々な角度からもれなく原因・事項を考えていく手法として勉強
になりました。これが業務や普段の生活にどう役立たせられるかが明確になったら、
もっと良かったです。

z

MECE やロジックツリーなど新しい概念を教わったのは良かったが、その実践力がま
だ身に付いていないから。

z

事例によっては役に立つのもあった。

【不満足 1】
z

１つの技法としてはいいが、確実性がない。現場では、即対応しなければならない。
考える時間はない。

２－２．問題解決の技法を今後の業務に活かすことができそうか。

今後の業務に
活用できそうか

e) 0%

d) 0%

c) 11%
a) 28%

a）非常に活用できそう
b）少しは活用できそう
c）どちらとも言えない
d）あまり活用出来なさそう

b) 61%

e）全く活用できなさそう

２－２．今後の業務の活用についての回答理由（自由記述）
【a)非常に活用できそう】
z

冷静に考えたい時に思い出して活用したい。ただ、時間がかかりそう・・・。

z

問題の原因を分析し、解決策を考え、さらに実行するため、他人を説得するという手
法はどの業務にも応用できると思うから。

z

様々な可能性を考えて、そこから解決策を導き出すことをこれまではあまり意識して
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いなかったのですが、今回、学ぶことが出来て良かったです。
z

長くなりがちな会議等でも、方向性を示すことで短縮させることができそうだと感じ
た為。

z

問題に対して小さく切り分け考えることは身につけて役立てたいと思います。

【b)少しは活用できそう】
z

解決技法の基本的知識に差があるためまずはそのこと自体を学ぶ機会を増やすことか
ら始めないと議論にならない現状がある。

z

問題の原因をもれなく挙げるという点では役に立つと思いますが、解決策（の実行）
までたどりつくのは難しいと思いました。

z

活用できる方法なのだとは思うが、実際に具体的にどうやったら活用できるのか分か
らない。

z

一つの問題についての解決に至るまでの過程を考えることで解決として出した回答に
より深い認識、確信をもてるため。

z

今後、何か問題が起きた時に頭に浮かぶかもしれない。

z

あまりみんなで話しあって決めていく場面がないが、あつまって決めていければ、よ
りよい職場になっていくのだろうと感じた。

z

今まであまり考えていなかったこともあり参考になりそうだから。

z

多角的な方向から考える事をしてみようと思います。

z

実際はグレーな部分も多く、分けないほうが効率よく進むケースもあったりするので。
ホントはあまりよくないのであるが・・・。基本的には白黒つける方向でやってはい
ます。

z

自分の業務に置きかえて問題解決ができそうである。

【c)どちらともいえない】
z

ツリーを作ることが、問題解決に結びつかないと思ってしまいました。例えば、教務
課がガイダンスをどんなに良くしても言ってくる人は居るんです。でも、想定問答集
を作る時は良いなと思います。
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３．今後、発展的な内容のワークショップ（グループワーク中心）の開催を希望するか。

発展的なワークショップ
開催の希望
a)希望する
b)どちらとも言えない

c) 希望しない
6%

b) ど ちら とも
言えない
17%

c)希望しない
a ) 希望す る
77%

４．ワークショップの感想（自由記述）
z

自分の思考のくせにとらわれず様々なフレームワークを知ることで解決方法（選択肢）
を広く見つけられる様になりたいと思いました。もっとじっくりと課題にとりくめる
スケジュールだとありがたかったです。

z

実際に使えるか使えないかは経験によると思う。効果的であるならば、身につけるべ
きだと思う。個人的には問題解決の方法も大事だけど、いかに問題に気づくかも重要
だと感じる。問題を素直にとらえられる力と感覚を養っていきたい。

z

最後の事例は、実際に起こる内容だったので、いろいろな課の人が考える機会があっ
たことはよかったと思いました。

z

やはりディスカッションをするのは非常に魅力的だと感じた。

z

内容は、基本的なことから実践的なことまで幅広く、学ぶことができ、とても勉強に
なりました。どうもありがとうございました。ただ、もう少しじっくりと考える時間
があると理解や考えもより深まったのではないかと思い、少しもったいなかったかな
とも思いました。

z

１人だと考えつかないことでも、グループで話し合うことでまとまったので、またグ
ループで学びたいです。

z

グループで一つの問題を意見を出し合いながら解決していくことも大切だということ
がわかりました。ありがとうございました。

z

本日は、大変参考になる講演を聞くことができありがたく思いました。

z

ワークショップは全体的に楽しかった。もう少し理解を深めて、ワークショップをで
きると良いと思う。

z

ケース１の A さんなどの名前か資格名か D などの成績なのかわかりにくいので、名前
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のつけ方は別のにした方がよいのではないでしょうか？
z

講義だけでなく、実際にグループワークをすることで他人の意見なども聞けて良かっ
た。

z

少し時間が短いかもと思います。

z

演習系のものはいいと思います。

z

はじめてのことで、はじめはどぎまぎしました。もう少し時間があればよかったと思
った。

z

わがままな意見にはこの技法は対応できない。研究分析としては進めても良いが、い
かに職場に活用できるかが肝心。

z

言葉が少し難しくわかりづらかった。→国語能力の問題？かもですが。

z

大学職員としての取り組み方に大変参考になりました。
【ワークショップアンケート用紙】
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ものづくりリテラシーセミナー
長谷川

詩織

１．開催趣旨
本セミナーは、La 科目を構成する「ものづくりリテラシー」の定義、および、カリキュ
ラムの可能性を研究することを目的に開催した。とくに、
「ものづくり」を通じて、どのよ
うなリテラシーを獲得することができるのか、さまざまな分野に属する芸術家・研究者と
意見交換をする場として企画をした。本年度は、以下の 3 人の研究・創作活動に従事する
講師をお招きしてご講演いただいた。
２．実施報告
第 1 回ものづくりリテラシーセミナー
講演タイトル：「ものづくり

のまえ」

講演者：山本高之氏（美術作家）
日時：平成 24 年 6 月 29 日（金）16 時 45 分～18 時 45 分
対象：本学教職員、学生、一般
場所：第一共通棟 207 講義室
山本高之氏は、子供たちが創作活動をする過程で見せる表情や戸惑いを記録したユニー
クな映像作品を発表、国際的に活躍するアーティストである。
講演では、山本氏が発表してきた映像作品の紹介とともに、その製作プロセスの解説が
行われた。作品の持つ多様な意味の組み合わせを読み解く作業の中で、学生には多くのこ
とを学んで欲しいとのことだ。プロジェクトメンバーに加え、美術系の教員・学生も参加、
興味深い点があれば直接に意見交換が行われるなど、活発な雰囲気の講演会となった。創
作活動を通じて子供たちのどのような可能性が引き出されるのか、そこで大人がいかなる
役割を担い得るのか、参加者から多くの質問が出された。
加えて今回の講演会は、本学には、教員は勿論のこと、多岐に渡る領域で活躍できる人
材を輩出する教育的土壌があることを再確認する機会となった。それをどのように生かす
ことができるのか、それぞれの専門分野の立場を踏まえたアイデアが参加者から出された。
①講演内容（要約）
教育現場に「ものづくり」を導入する場合、作るのは生徒で、教えるのは大人であるが、
それを逆転することが可能である。ワークショップに参加した子供たちが、想像でアイデ
アを提案する。それを、ボランティアとして参加している大人（中学生～年配者）が、ダ
ンボールなど身近にある素材を使って具体化する。具体例となるのが「どんなじごくへい
くのかな」、
「きみのみらいをおしえます」の 2 作品である。この 2 作品において、子供た
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ちのアイデアを形にするのは大人である。日常生活のなかで子供たちは、既存の価値体系
のなかで、怒られたり叱られたりする。その経験を通じて、何が良いことで何が悪いこと
なのかを学んでいく。ここで子供たちは、自由にアイデアを出すだけではなく、各自が指
示を出す立場になる。そうすることで、自分の価値に基づき何かを伝えること自体に含ま
れるリスクを引き受ける。既存の価値体系に疑問を投げかけるのみならず、価値の創出者・
伝達者になることの重みを感じさせる、これが作品づくりの戦略のひとつである。
形にならない何かをとどめることも、ものづくりの一端をなす。その具体例となるのが、
「どうぶつたちのいっしゅうかん」の実践である。これは、
「みんな違って、みんないいを
実践するとどうなるのか？」という疑問から出発した作品である。当時の勤め先である小
学校では、
「朝の歌」が歌われていた。そのひとつがロシア民謡の「一週間」である。それ
は、一週間まったく仕事をしないという歌で、当初は朝の歌として違和感を持った。だが、
新しい歌詞を子供たちに考えさせたら面白いのではないかと思い、その実践を記録するこ
とで作品とした。子供たちは動物園で、３０分～４０分ほど動物の様子をグループで観察
する。動物たちがどのような一週間を過ごすのかを歌詞にしてメロディーにのせる。この
ようなプロセスで、それぞれの「みんな違って、みんないい」を表現させた。同作品の制
作を通じて、子供たちに学んで欲しかったことは、教員に褒められるためではなく自分で
考えて行動することの大切さである。そのため、最初は教員のふりをしているが、少しず
つ、その存在を消していくことを心がけた。
②質疑応答（要約）
全体討議のなかで、議論の中心のひとつとなったのが、
「つくる」という行為と、他の分
野との関連についてである。山本氏は、複数のものを組み合わせることで気持ちや現状を
表現するアートは、複数の見方を組み合わることで世界を見るリベラル・アーツと似てい
ると指摘した。算数、歴史、音楽などが間に入ることで、世界を一歩引いて見ることがで
きる。このように「距離」を持って世界を見ることがリベラル・アーツであるとすれば、
それはアートと重なり合うように思えるとのことである。
数学や理科を理解するためには、法則を覚えるだけではなく、感覚や想像力を磨く必要
がある。そこで、山本氏のように、何でもいいよと自由にやらせることも、リベラル・ア
ーツ型教育の土台となるという指摘が参加者から出た。加えて、創造的な活動に関わらせ
るにあたり、年齢によって期待できる効果が異なるため、大学生の場合は同じようにはい
かないという指摘もあった。参加者の多くは、大学生には同じような方法は通用しないと
いう見方を持っていた。一方、可能性を引き出す契機になるという意見も出された。
大学生の年齢になると、自然にアイデアが出てくることが少なくなり、そのまま教員に
なることで、同様の子供が再生産される。そのため、「もの」にこだわらずに、「つくる」
ことを大学で実践するべきであるとする意見が参加者より出された。それを踏まえて、山
本氏は、教員が受け持つ子供の数は極めて多いことから、教育大学の現場が変わることで、
子供を取り巻く環境の大きな変化が期待できるとした。
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第 2 回ものづくりリテラシーセミナー
講演タイトル：
「エレン・リチャーズが今の世に伝えるもの―その思想と高等教育カリキュラムの可能性」
講演者：住田和子氏（元北海道教育大学教授）
指定討論者：太田弘一氏（技術教育講座教授）
日時：平成 24 年 11 月 30 日（金）16 時 50 分～19 時 00 分
対象：本学教職員、学生
場所：第二人文棟日本語教育演習室Ⅰ（105 講義室）
住田和子氏による講演会「エレン・リチャーズが今の世に伝えるもの―その思想と高等
教育カリキュラムの可能性―」を開催、公衆衛生学の確立とその教育に尽力した化学者エ
レン・リチャーズの思想を踏まえて、高等教育カリキュラムの可能性についてお話頂いた。
共同体という環境において人間はどのように振る舞うべきか、生活の手段としての道具
をいかに操るべきか、自覚と責任、そして限界を教えることの重要性を、リチャーズの 1910
年の著書『ユーセニクス（Euthenics）』を通じて示された。普遍的な価値として、健康、責
任、予防、安全に関わる問題を抽出、多様な視点を包括する枠組みのひとつとして「いの
ちに及ぼす影響」を強調された。さらに、多様な視点の統合モデルを研究することで、学
びの主役である学生に配慮したカリキュラムを作ることが必須であると指摘された。
太田弘一教授（技術教育講座）は、STS 教育を基礎とする問題提起は農学の立場として
も共感できるとしたうえで、La 科目の「ものづくりリテラシー」を定義する際には、科学
から自立した技術論をいかに定位させるかが問題となると述べた。その他、様々な立場か
ら意見が出され、「ものづくりリテラシー」の可能性を改めて実感する機会となった。
①講演内容（要約）
エレン・リチャーズは、複数の科学を統合するにあたり、人間の健康や幸福の追求を哲
学に、それに役立つ科学のあり方を提唱、ヒューマンエコロジー（Human Ecology）を打
ち出した化学者である。リチャーズは『ユーセニクス』（1910）で、人間は有機的な自然、
共同体（コミュニティ）という環境の一部であることを示した。リチャーズの「ホームエ
コノミクス（Home Economics）」の出発点は、同時代のアメリカで自明のものとなった社
会問題にある。20 世紀転換期のアメリカでは、移民問題、カロリー問題、エネルギー問題
など、生活に関わる多くの問題が浮かび上がっていた。その背景には、経済格差による貧
困の問題があった。貧困者は教育を受けることが難しく、基本的な知識を持つ機会がない
ため、問題はさらに深刻化した。そこで、これらの用語すら知らない人々に、知識をどの
ように伝授するのかが、リチャーズの教育者としての活動の根底にあった。
当時のアメリカでは、貧困、病気、犯罪などの社会問題の本質は、遺伝に起因するもの
であるとし、移民の排斥を推し進める気運が高まっていた。リチャーズが強調したのが、
環境を単なる自然ではなく人間社会を含むひとつの総体として捉え、人為的な環境が人間
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に与える影響を理解することである。20 世紀転換期、科学に関する知識は、大学の研究室
のなかに限定され、大衆に開かれていなかった。さらに、各分野がばらばらに存在してお
り、相互に関わりあうことがなかった。生活改善を理念に諸科学を有機的につなぐリチャ
ーズの取り組みは、1892 年の『ボストン・デイリー・グローブ（Boston Daily Globe）』に
おいて「新しい科学（New Science）
」と表現され、学際科学の提唱者として紹介された。
科学の成果が学術的に正しくても、その選択が適切であったのかどうかは、別の問題で
あることは、近年の原発問題からも明らかである。道具は手段であり、それを操るのは人
間である。道具を扱うことは、自覚と責任が伴う社会的な行為である。人間は、生態系も
しくはエコシステムのなかで生活を俯瞰する力を身に付けるべきである。そうして初めて、
「生命に及ぼす影響」に配慮することができるからである。そこでリチャーズが、自身の
理念の中心に据えたのが、生活の「シンプリシティ（simplicity）」の実現である。この理念
は、単なる物的な環境改善ではなく、簡素な生活を通して精神を開放し、より恒久的なテ
ーマに関心を持つことを志向する。リチャーズが追及した恒久的テーマのひとつが、社会
の持続可能性である。持続可能な社会を実現するには、その限界を知ることが不可避であ
る。環境教育は、単なる自然教育、単なる理科教育ではない。人間に関わるものとして、
関係性、全体性、統合性を理解することで、環境を理解したと言える。
つながりや関連が見えないと全体は見えてこない。そのため、大学のカリキュラムを考
える際には、学生がいかに統合できるのかを配慮する必要がある。カリキュラムを設計す
るとき、中心に据えるべきは教育価値である。時代に応じて必要な知識は変化するが、教
育価値は時代に左右されない普遍性を持つべきである。統合の主人公は、学び手である学
生である。学生が統合を実現できるようなカリキュラムを整備することが、今日の大学に
課せられた社会的責任である。リチャーズは、１世紀前に、以上のような問題を提起した。
②質疑応答（要約）：指定討論者 太田弘一（技術教育講座教授）
応用化学のあり方、学問分野の統合を含めて、理念を重視して人間のあり方を考える考
えに非常に共感を持つ。そのうえで、２点、感想を述べる。
ひとつは、基礎と応用の関係である。科学は、基礎があって初めて応用が成り立つ。
『歴
史における科学』のなかで J.D.バナールは、応用科学は改良をもたらし、基礎科学は革命
をもたらす、ゆえに基礎科学がより重要であるとする科学論を展開している。例えば農学
も、応用科学であることから、基礎科学の下に位置づけられがちである。そこで、基礎科
学を前提としない技術の研究として、技術論という見方が生まれた。
「ユーセニスク（優境
学）」は、人間の生活から出発する科学である。それゆえ、基礎科学に従属しない技術論と
つながる可能性を感じた。教養教育の方向性を考えるとき、応用面を含めた技術学を考慮
する必要性を感じている。技術学それ自体が、まだ一般化されていないが、
「ユーセニクス」
あるいは「ヒューマンエコロジー」と関連するという思いを強く持った。
もうひとつが、STS（科学・技術・社会）の見地から、社会との関わりをどう学ばせるの
かという問題である。原発の今後は、選挙も含めて、社会の体制に深く関わる問題である。
それを扱う場として、教養教育が適しているのか否かは、改めて検討する必要を感じる。
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第 3 回ものづくりリテラシーセミナー
講演タイトル：「ものづくりと言語表現の接点」
講演者：中村秀氏（国立福井工業高等専門学校准教授）
指定討論者：鎌田敏之氏（技術教育講座准教授）
日時：平成 24 年 12 月 14 日（金）16 時 40 分～18 時 10 分
対象：本学教職員、学生
場所：第二人文棟日本語教育演習室Ⅰ（105 講義室）
国立福井高専准教授の中村秀氏による講演会「ものづくりと言語表現の接点」を開催、
ものづくり教育における国語の役割についてお話頂いた。高専では、一般科目のコマ数が
限られている。そのため、一般教養と周縁技能（専門教養：ものづくり・技術教育、英語、
テクニカルライティングなど）と両方を、いかに効率よく習得させるかが課題となる。そ
こで、教養を身に付けながら周縁技能を習得できるように、どのような実践をしているの
かを、国語の授業を主な事例に紹介していただいた。
中村氏はものづくり教育について、技術の知識のみならず、発想力や想像力を養い得る
自由さを伴うべきであり、同時に一般科目も、緩やかな発想で構築する必要があると指摘
された。質疑応答では、鎌田敏之准教授（技術教育講座）を中心に、La（リベラル・アー
ツ）科目を構築する際、どこまでを「ものづくり」として包括できるのか、教養教育のた
めに本学の多岐に渡る専門をいかに生かせるのか、具体的に議論する場となった。
①講演内容（要約）
高専では、専門科目からは「周縁技能」の習得が、一般科目からは「一般教養」の習得
が求められる。だが、専門科目と一般科目は、完全に切り離された存在ではないと考えて
いる。そこで、
「一般教養」と「周縁技能」を弁別したうえで統合することを、授業および
（福井高専の）プロジェクトを通じて試みている。
高専は、学習指導要領の縛りがないため、授業だけではなく、指導過程それ自体も、実
験的に取り組むことができる。そこで、
「一般教養」と「周縁技能」を統合することを、国
語の授業を通じて試みてきた。その一例となるのが「文の時間を測ろう」である。文章が
どれだけの時間を表しているのかを、グラフにしたり表にしたりエクセルで解析したりす
る。文章の数値化は、国語に対する意欲が低い工業系の学生の関心を引き付ける契機とな
る。また、文章を書くことが出来ない学生の力を引き出すために、マニュアルの文章を書
く作業を取り入れている。電子機器や機械ではなく、無意味なマニュアルを書かせるため、
学生は自由な発想で、かつ細かい観察や分析をすることが求められる。そのため、文章を
書くのが苦手な学生が書く作業に没頭するなど、効果が見られる授業のひとつである。
文章を書くにあたり、とくに意識させるのが、
「描写」と「説明」という対立概念である。
1 年生には物語的文章、2 年生には随想的文章、3 年生には論理的文章を書かせる。1 年生
が取り組むのは、グループによるリレー小説である。どんな登場人物を登場させるのか、
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いかなるストーリーにするのか、みんなで議論をしながら書かせる。2 年生になると、
『枕
草子』のような随想的文章を書かせる。ここでは、単にストーリーを組み立てるだけでは
なく、自分の考えや感性を出していくようにする。3 年生で、論理的文章、いわゆる論文
を書かせる。この段階で、学生は、自分の意見に基づく文章を書くことになる。
レポートを書く力を身に付けるため、
「描写」だけで文章を書く課題を与えている。この
とき学生は、意見や感想は書かずに、事実だけを抽出して書かねばならない。採点は、
「描
写」をしているか否かを基準に行う。小学校や中学校で書く作文のほとんどは感想文であ
る。だが、専門教育では、実験の手順や結果が出るまでのプロセスなど、事実を記しなが
らレポートを執筆する。そこで、
「描写」と「説明」との間にある違いを意識化させ、最終
的に、論文を書いたりマニュアルを書いたりする力に結びつくように配慮している。
テクニカルライティングのような周縁技術のみならず、古典文学も、ものづくりに必要
な創造性を学ぶ題材となる。
『枕草子』の第一段「春はあけぼの」は、一般的な見解に譲歩
しながら、独自の見解を押し出していく。このような構成は、論文を書くときの基本形で
ある。さらに、既知の成果をもとにして、未知の知見を積み上げ、新たな地平を開いてい
く『枕草子』の文章表現は、ものづくりの本質に通じるものである。
ものづくり教育は、「技術者教育」あるいは「技術教育」に相当するが、「ものづくり」
と和語で書かれていることに意味がある。ものづくり教育は、
「この範囲まで」と限定する
べきものではなく、曖昧な境界、揺らぎのような自由さを含むことを意図している。もの
づくり教育に、技術的な知識や理論の習得だけではなく、発想力や想像力、自己創出を含
めた創造を含めていくことを、
（福井高専の）プロジェクトを通じて試みた。このとき、細
胞が代謝しながら、外部に働きかけると同時に自らもシステムとして成長していく「オー
トポイエーシス（autopoiesis）」という生物学の概念を取り入れた。一般科目の内実も、も
っと緩やかな発想で構築していくべきである。そして、学生の自己創出を助けるために、
もっとも大事なのが、
「自由」と「ボーダレス」と両方を保証することであると考えている。
②質疑応答（要約）
質疑応答で、まず指摘されたのが、創造的な課題に対して、どのように評価をすればい
いのかという問題である。創造的な行為を数値化すると、大事な部分が見落とされる危険
性がある。この問題について中村氏は、数値化できない部分を評価したい気持ちが絶えず
あることを前提に、高専は技術者の養成をミッションとするため、教養科目と専門科目と、
どちらの要請に基づき決定するべきかという問題に直面するとした。そのため現段階では、
課題や状況に応じて、学生の学びの過程を踏まえながら、評価をしていると述べた。
加えて「物質的なものづくり」と「人間的なものつくり」との間に、どのような差異を
見出しているのかという質問が出された。それに対して中村氏は、形あるものを組み立て
る「物質的なものづくり」に対して、音楽、詩、絵、小説などの創造行為を「人間的なも
のつくり」に区分したと述べた。言語はものづくりのアナロジーとなり得るため、物理的
な制約により実際にものづくりが出来なくても、言語活動を効果的に取り入れることで、
作る心の共通部分を養う、あるいは味わうことができるのではないかと指摘された。
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科学リテラシーセミナー
長谷川

詩織

１．開催概要
本セミナーは、学生に映画鑑賞をする場を提供することで、自然科学に対する関心を高
めてもらうこと、および、プロジェクトの科学リテラシーに関する研究を進めることを目
的に開催した。学生が映画のどのような点に関心を持ったのか、あるいは、理解できなか
ったのかを把握し、プロジェクトのリテラシー研究（定義およびリテラシー・マップ作成）
に反映させることを想定して企画をした。映画を上映する前に、プロジェクトメンバーの
高橋真聡教授（理科教育講座）が、映画に登場する自然現象について簡単な説明を行い、
自然科学の見地から映画を見るポイントを示した。そして、上映後に、どのようなことに
関心を持ったのかなど、コメント・シートに記入をしてもらう流れとした。
２．実施報告
第１回科学リテラシーセミナー
内容：宇宙をめぐる過去／現在／未来『2001 年宇宙の旅』DVD 上映会
日時：平成 24 年 6 月 22 日（金）17 時～19 時 30 分
対象：本学教職員・学生
場所：自然科学棟 538 教室
映画『2001 年宇宙の旅』
（1968）は、1969 年のアポロ 11 号の月面着陸の一年前に公開
された作品である。そこで、映画の宇宙再現と実際の見え方の違いなど、授業で得た知識
と照らし合わせながら、映画鑑賞をすることを参加者に促した。
伝染病、人口、技術（とくにコンピューター）など、現在の世界を取り巻く問題も多く
含まれており、参加者はそれぞれの見地から関心を深めていた。映画の物語構造は極めて
難解で、一度の鑑賞で全ての真意を解き明かすことは困難であったことから、上映後にみ
んなでディスカッションを行うなど積極的な姿勢が見られた。参加者の関心の方向性を探
るためにコメント・シートを作成、上映後に記入・提出をしてもらった。
宇宙開発技術

スペースコロニーが 45 年ほど前に考えられていた点

宇宙開発技術

コンピューターが感情を持って動いていた点

人口知能技術

HAL の論理記憶端子／HAL が異常行動を起こした理由

人間・生命

宇宙という人の理解を超える事象を考え触れることで人は何を感じるのか

環境・生命

人が地球に生かされている点／将来の人間と機械の関係人類の可能性／生命の神秘
（コメント・シートより抜粋）
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第 2 回科学リテラシーセミナー
内容：人体のコズモロジー『ミクロの決死圏』DVD 上映会
日時：平成 24 年 7 月 6 日（金）17 時～19 時
対象：本学教職員・学生
場所：自然科学棟 538 教室
『ミクロの決死圏』（1966 年）は、物質の縮
小技術を使って人間が人体のなかに侵入、脳内
出血の治療を完了するまでの過程を描いたＳＦ
映画である。当時の最新の情報を活用して人体
の内部を再現しているため、人体模型や人体解
剖図では得られない血液や細胞の動きの迫力を
感じ取ることができる。そこで、自分が持って
いるイメージと映画の再現との間にある違いを
意識して鑑賞するように促した。
上映後に記入してもらったコメント・シート
によると、参加者はとくに、映画で再現された
血液の形や色に驚きを感じたようである。自然
科学の「現象」が、映画に登場することに対し
て、一定の関心が示された。だが、その描き方
が正しい描写であるのか、問い直す姿勢が見ら
れたとは言い難い。映画のフィクション性を意
識し、描写に対して疑うことで、自ら調べるな

『ミクロの決死圏』のコメント・ペーパー

ど能動的な学習につなげる必要性を感じた。
人体

血液が様々な色で表現されていた点が意外だった

人体

赤血球が赤いのは分かるのだが、静脈と動脈でこれほど色が違うのかと感じた

縮小技術

小さくなることができるのなら反対に大きくすることもできるのではないかと思った

物語

女の人が抗体に襲われて苦しんでいる様子

物語

早く逃げようとした人が白血球に食べられてしまった点
（コメント・シートより抜粋）

第 3 回科学リテラシーセミナー
内容：「ＩＦ～」の世界を支える科学『バック・トゥ・ザ・フューチャー』DVD 上映会
日時：平成 24 年 7 月 20 日（金）17 時～19 時 30 分
対象：本学教職員・学生
場所：第二人文棟 109 教室
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『バック・トゥ・ザ・フューチャー』
（1985 年）は、1955 年にタイム・スリップした青
年マーティと高校生の父母との交流を描いたアメリカ映画である。映画に登場する科学的
視点として、タイム・スリップの論理に注意をして鑑賞をすることを事前に促した。
コメント・シートによると参加者は、プルトニウムをエネルギーとした点、落雷を次元
移転装置の電力とした点に関心が向かったようである。文系の学生の参加を促すために、
会場を第二人文棟で行ったが、参加者は全て理系の学生であった。自然科学に対する関心
を高めるという本セミナーの趣旨を鑑みると、文系学生の関心を引き付けるための工夫が
いっそう必要とされると感じた。
熱力学

プルトニウムをエネルギーにするという視点

自然エネルギー

落雷を次元移転装置の電力としたところ

技術開発

2015 年まであと 3 年だが車はいつ空を飛ぶのか

技術開発

昔の SF 映画で、すでに携帯電話を予言していた点
（コメント・シートより抜粋）

第４回科学リテラシーセミナー
内容：震災空間の地球科学『日本沈没』（2006）DVD 上映会
日時：平成 24 年 10 月 12 日（金）17 時～19 時 30 分
対象：本学教職員・学生
場所：自然科学棟 538 教室
『日本沈没』は、1973 年に小松左京により書かれた小説の映画化で、今回は 2006 年版
を上映した。地殻変動により日本が沈没するという結果が、地球物理学者の調査により明
らかにされ、その後、火山噴火や地震が続けて起こったため、日本人は外国に脱出をする
ことを余儀なくされる。同作品では、気象の変化や地震のメカニズム、観測に基づく地震
予知、沈没を免れる方法が、地球科学を専門とする物理学者を通じて語られる。それらを
通じて、自然現象の物理法則および防災の必要性について学ぶことができる。
日本沈没という究極の状況を背景
に、
「愛国」
「自己犠牲」
「忠誠」等の
理念が、主人公が決断をするプロセ
スに凝縮されている。そのため、同
作品を教材とする場合、単に自然現
象を学ぶだけではなく、映画の物語
上の特性について、各自、考えても
らうことも必要であると感じた。
『日本沈没』の告知ポスター
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Ⅲ

リベラル・アーツ型教育の構築に向けて

リベラル・アーツ型教養科目（La）の背景と概要
背景：市民教育（citizenship education）としてのリベラル・アーツ型教養教育
本プロジェクトは「リベラル・アーツ型の教養教育」（以下、La 科目）を探求するにあ
たり、前年度は米国のリベラル・アーツ・カレッジで行なわれている教育、特にすべての
専攻の学生に共通の「一般教育」の理念について調査した。その結果、本学における La
科目を市民、多文化、科学、ものづくりの「４つのリテラシー」に区分した。そして、
「８
つのジェネリック・スキルの育成」を目指した教育方法を重視するに至った。それらを踏
まえて本年度は、La 科目の原則をより具体に示すことで、教員養成系大学の特性を活かし
た、本学のリベラル・アーツ型教育の構築に向けた研究を深めることを目標とした。ここ
ではまず、La 科目を構想するに至った背景を確認する。次に、各科目カテゴリーの教育内
容と教育目標について述べる。そして、その意義と可能性について示す。
本プロジェクトは、「民主主義社会を支える良き市民（good citizen）」1を育成するため
の教育を、La 科目を通じて実現するべきであると考える。本学は、教員養成系大学である
ことから、学生の大部分は教員を目指している。教員の役割は、未来の市民である子供た
ちを育成することにある。良き教員であるためには、第一に、主権者としての良き市民で
あることが求められる。それゆえ、教員養成系大学において、良き市民とはどうあるべき
かを絶えず考え、自らを振り返り、その理想像を追求しながら行動に移す姿勢を持つ人材
を育成することが、とりわけ重要である。そのとき、広い視野を持って状況を見渡し、地
球規模の問題に自覚的に取り組む力、複雑に絡み合った事象を読み解き、異なる考えや価
値観を調停しながら、問題を解決する力を持つことが不可欠である。このような力を備え
た人材が、
「民主主義社会を支える良き市民」であると考え、そのような市民を育成するた
めに、どのようなカリキュラムが理想的であるのか、いかなる教育方法が有効であるのか、
プロジェクトを通じて研究を進めている。
本プロジェクトは、
「民主主義社会を支える良き市民」を、主に３つの観点からとらえて
いる。
（１）社会に潜む課題を発見し、それを解決するために主体的に取り組むことができ
る、主権者としての自立性を備えた市民。
（２）社会の問題を解決するために、互いに連携
し協働できる市民。
（３）現状に問題があれば、それをより良くするための想像力あるいは
構想力を持つ市民。以上の 3 つの観点を総括すると、現状の問題について適切に対応し、
未来の理想的な姿を構想し、実現に向けて行動できる主権者が、
「民主主義社会を支える良
き市民」である。
民主主義社会の構成員として市民は、個人の利益や理想を追求しながら、同時に公共社
会に参画することが望まれる。経済やメディアのグローバル化に伴い、市民が参画する公
共社会は、国境を超えた地球規模のものとなり、国内的な問題として限定することはもは

1 この概念およびこの節全体の内容は、平成 22 年（2010 年）日本学術会議回答「大学教育の分野別質保証の在り方

について」第二部「学士課程の教養教育の在り方について」を参考にしている。また La 科目の構想は、全体として、
本学における従前の教養教育の理念を継承したものでもある。
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や不可能である。雇用形態のグローバル化は、人的な移動も促した。その結果、異なる文
化や価値観を持つ人々が国内に流入し、多文化状況が進展した。そのような状況下、公共
社会は、複数の価値観が共存できる、誰に対しても開かれている場であることがとりわけ
重要となる。排除される危険がない場であって初めて、立場や背景が異なるもの同士が、
社会の問題について議論をし、個人の価値観を尊重しながら、共生するための方向性を探
ることが可能となる。
個人の自立性を認め、平等意識に基づいて共生できる社会を実現するためには、「批判」
が健全に機能する必要がある。ここで「批判」とは、単に他者の間違いを指摘し考えを否
定することではなく、ものごとを鵜呑みにせず自明性を疑い、知的に誠実に吟味すること
を意味する。さまざまな情報が氾濫するなか、批判する力を持ち、メディアの情報を鵜呑
みにするのではなく、情報の性質や精度を多角的に吟味し、複眼的に物事を見ることがま
すます重要になってきている。そこで求められるのが、先入観や専門的な知識のみに依拠
することなく、情報の性質を見比べ正しさを判断し、さまざまな立場の違いを理解し、価
値観を調停しながら、共有可能な方向性を思考できる市民の育成である。このような視点
を持つことで、本来の意味での批判力が発揮され、建設的な議論のうえに、よりよい社会
を築くことができる。
個々の差異を認め、対等な関係を築きながら、問題の解決を図ることができる人材とな
るには、自らの考えを絶対視することなく、物事を複眼的に見る力を持つことが不可避で
ある。どのような問題が地球規模で生じているのか、考え方の違いの背景にいかなる歴史
があるのか、衝突を解決するためにどのような方法が有効なのかを学んでいる必要がある。
自分の専門に限定されない、さまざまな研究領域の基本的な知識やアプローチ方法を知る
ことは、学術的な知見に基づいた複眼的な視点を獲得するための出発点となる。それゆえ
La 科目を構成する「４つのリテラシー」は、研究領域（ディシプリン）よりもむしろ、問
題の所在あるいは対象へのアプローチ方法の違いにより区分されることが望まれる。
「４つ
のリテラシー」から 3 つを横断的に履修することで、異なる研究領域の問題意識やアプロ
ーチに触れることができる。複眼的な視点を獲得し、多様な立場や価値観を相対化できる
力を身に付けた、「民主主義を支える良き市民」を育成するための基礎を作ることが、La
科目の目標である。
概要：４つのリテラシーとジェネリック・スキルの教育
まず、平成 25 年度から実施される新教養科目における位置づけについて述べる。本プ
ロジェクトが関わる新教養科目の改編は、共通科目全体の改編の一部をなす。共通科目改
編の趣旨は、スリム化、精選化である。単位数全体として 29 単位から 25 単位に縮減され
る。それとともに、初年次演習が新規に導入され、従来教養科目と分類されてきたものか
ら、憲法が独立し、新教養科目は 6 科目 12 単位の選択必修科目となる。この新教養科目
は、「リベラル・アーツ科目」（La 科目）と、その他の 3 科目からなる。La 科目は４つの
リテラシー科目（学生はそのうち 3 科目 6 単位を選択する）からなる。その他の 3 科目は
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「基本概念」
（Lb と略称する）、「現代的課題」（Lc と略称する）、「感性創造」（Ld と略称
する）にカテゴリー分けされる。以下、La 科目が目指す「４つのリテラシー」と「ジェネ
リック・スキルの教育」について説明をする。
４つのリテラシーの教育：
新教養科目において構想されている市民教育としての La 科目は、以下に示すポンチ絵
のように、大きく重なり合った二つの部分からなっている。

※平成 25 年度から実施される新教養科目は、７つの科目カテゴリー（上記以外は「基本概念」「現
代的課題」
「感性創造」）で構成されている。本来は、７つの科目カテゴリーを想定して初年次教育
から専門教育に至る流れを図式化する必要があるが、ここでは、La 科目に限定している。

まず、La 科目の大枠となるのが、「良き市民のためのリテラシー（literacy for good
citizen）」である。その構成要素となるのが、「４つのリテラシー」である。これは、「市
民リテラシー（civic literacy）」「多文化リテラシー（multicultural literacy）」「科学リテ
ラシー（science literacy）」
「ものづくりリテラシー（manufacturing and craft literacy）」
の４つにカテゴリー化されている。それらは、それぞれ独立したものではなく、部分的に
重なり合っていると想定する。
「リテラシー」を字義通りに解釈すると「識字」を意味する。
だが、ここで使われる「リテラシー」の意味は拡張的なものである。その背景にあるのが、
経済協力開発機構（OECD）が組織したプロジェクト PISA（Programme for International
Student Assessment「生徒の学習到達度調査」
）の取り組みである。PISA は、生徒の学
習到達度調査において、
「読解リテラシー」
「数学的リテラシー」
「科学的リテラシー」の三
つを提示し、「リテラシー」という用語を、「評価しようとする分野の知識、技能、能力
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が幅広い概念であることを表す」ために用いている2。本プロジェクトにおいても、一般市
民として現代社会のさまざまな問題に対応するために必要な一定の分野の基本的な「知識」、
「思考」、「概念」を「リテラシー」と見なし、幅広くとらえている。
そこで重要となるのが、「４つのリテラシー」の教育における「ジェネリック・スキル
（generic skills）」の育成である。
「ジェネリック・スキル」とは「大学生としての知的活
動だけでなく、社会及び職業生活を生き抜くためにも必要とされる汎用的技能」を意味す
る。その中には、思考及び表現などの自己に関わる能力だけでなく、対話力やチームワー
クなどの対人的なスキルも含まれる。本プロジェクトでは、８つのジェネリック・スキル
の要素を分類して提示する。この８つのジェネリック・スキルは、
「民主主義社会を支える
良き市民」に不可欠の能力でもある。大学においてこれらのスキルは、学問領域に即した
授業における学習を通して涵養され、異なる知識や対象へのアプローチを認識し相対化す
るための力となる。また、学問領域の特性に応じて、コミュニケーション力、対話力など
の対人的能力も育みうる。さらに、アクティブ・ラーニングの手法を取り入れることで、
課題解決力、チームワークなどの協働的なスキルを伸ばすことも期待できる。こうしたジ
ェネリック・スキルの涵養は、初年次教育でのスタディ・スキルの修得などを土台とし、
教養教育、専門教育における学生の発展的な成長を導きうる。
次に、
「４つのリテラシー」が、どのような問題意識のもと区分されているのか、各リテ
ラシーでいかなる知識や方法を身に付けることができるのか、その概要を述べる。
市民リテラシー（Civic Literacy）：
市民リテラシー（civic literacy）は、
「良き市民のためのリテラシー」と重なり合う要素
が強いが、完全に同義ではない。ここで、とくに力点が置かれるのが、市民社会の構成員
としての活動の基盤となる、政治、経済、法律などの社会科学的なリテラシーである。現
在の社会が直面している問題を、政治、経済、法律の観点から読み解き、社会に潜んでい
る課題を発見するのみならず、その解決策を思い描く構想力を身に付ける。社会の仕組み
を説明するための概念や用語を知り、問題を解決するための手がかりを学ぶ。持続可能な
社会の実現に向けて、実際に行動に移すことができるような、知見や関心を養うための基
礎を作る。
多文化リテラシー(Multicultural Literacy)：
グローバル化した市民社会で求められるのは、個人の文化的背景や価値観を理解し、そ
れを尊重しながら、文化間で摩擦が生じたときに調停する力を持つことである。誰に対し
ても等しく「開かれていること」とは、健全な市民社会を営むための前提である。グロー
バル化に伴い、異なる文化や価値観を持つ人と、共に生活をしたり協同したりする機会が
増えた。そのような状況下、市民は主権者として、自らの文化的なバイアスから逃れ、さ
まざまな立場から物事を見る力を持つことが求められる。そのとき、
「自己」を客観的に見

2 PISA のリテラシーは、並行する OECD のプロジェクト「DeSeCo（Definition

＆ Selection of Competencies ;
Theoretical & Conceptual Foundations コンピテンシーの定義と選択：その理論的・概念的基礎）」において提示され
る「キー・コンピテンシー」の一部をなす。
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ると同時に、
「他者」を理解し受け入れる資質が必要となる。そのために必要な知識と方法
を習得することで、異なる文化や価値観を否定することなく共生できる健全な市民社会の
構築が促される。
科学リテラシー(Science Literacy)：
現代社会は、高度な技術に依存しており、もはやそれなしの生活を考えることはできな
い。しかし、近年の大地震や原発事故は、科学技術に依存していた社会の限界を露呈させ、
社会にとっての科学技術を改めて考える必要性を喚起した。そこで求められるのが、自然
界がどのような仕組みにより成立しているのか、そこで人間がいかに関与しているのか、
一度、自然科学の基礎に立ち返り再考することである。人間が生活をする地球の歴史や諸
現象のメカニズムを、自然科学の知見を通じて学ぶことは、科学と社会との関わりを理解
するための基礎となる。
ものづくりリテラシー(Manufacturing and Craft Literacy)：
リベラル・アーツの語源を辿ると、古代ギリシアの「労働からの自由」を獲得した非奴
隷たる市民という理想に行き着く。一方、ものづくりは、労働と不可分に結びついている。
そのため、一見すると、労働からの自由を謳うリベラル・アーツの理想と相容れない。し
かしながら、ものをつくる行為を通じて、その基礎的な概念や技能を学ぶことは、労働の
根源的意味を問い直すのみならず、生産、消費、流通など複雑化した社会を理解すること
を助ける。すでに習得している知識を、経験を通じて確認し、それを具体的な知識に高め
ていく。ものづくりのエッセンスを言語化する力を身に付けることは、生活の基礎から社
会の全体像を理解し、自らを取り巻く複雑な社会を読み解くための基礎となる。
ジェネリック・スキルの教育(Generic Skills)：
それぞれの学問分野の語彙や知識を学んでも、それを応用する力を身に付けていなけれ
ば、日常生活や職業生活のなかで活かすことは難しい。そこで本プロジェクトは、La 科目
を支える教育方法として、８つのジェネリック・スキルの育成を重視する。これら８つは
一人の人間の中で統合されており明確に分かたれるものではないが、それぞれのスキルの
育成を意識化できるように便宜上分類している。
ジェネリック・スキルの育成を重視する教育においては、学生が単に知識を記憶するの
ではなく、自ら考え、行動することを促すアクティブ・ラーニングの手法を取り入れた授
業が望まれる。従来型の教育では、教員が自らの専門を一方的に教授する知識伝授が主だ
ったが、ジェネリック・スキルの涵養を促す授業においては、学生が何を学び、その結果、
何ができるようになったのかという学習成果を重視する。La 科目では、学生が各リテラシ
ーの授業でカテゴリーに即した内容や思考方法を学習する中で、ものごとを鵜呑みにせず
情報を吟味し、自ら問題を発見し、その解決に向けて主体的に取り組むことを促すジェネ
リック・スキルの育成を促す授業方法を推奨する。学生は、アクティブ・ラーニング型の
授業で知識を真に吸収することで、理想的な市民社会の実現に向けて積極的に参画する基
礎を構成しうる。
（LA プロジェクト）
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市民リテラシー（civic literacy）
定義
市民リテラシーとは、法的・経済的・政治的に高度に発達した社会において、市民とし
て責任を持って生きるために必要な基本的情報・概念・技能を知り、主権者として自ら
の属する社会に積極的に参画し、変えてゆくことができる知識・能力のことである。

説明：「市民リテラシー」を通じて学ぶこと
「リベラル・アーツ型の教養教育」
（以下、La 科目）における 4 つのリテラシーは、す
べて「良き市民であるためのリテラシー（literacy for good citizen）」を身に付けることを
目標としている。そのなかで、主権者として、自ら属する社会の維持と改良に積極的に参
画するために必要な知識・能力を、
「市民リテラシー（civic literacy）」と位置付けている。
現代社会は、法的・経済的・政治的に高度に発達しており、社会の仕組みや問題を理解
することが困難になっている。社会の仕組みや働きを抜きにして、生活をすることはでき
ない。個人の権利を最大限に尊重し、同時に、社会が持続的に発展をするために、社会の
仕組みと衝突の原理を理解することが不可欠である。
持続可能な社会を実現するために、市民は主権者として、自覚を持って社会に参画する
ことが望まれる。そこで、社会の複雑さを読み解くための知識と、内在する問題を発見し
解決する能力を身に付ける必要がある。そこで特化するのが、政治、経済、法律など社会
科学領域の知識である。さらに、社会に参画し問題を解決するためのノウハウを含む。そ
うすることで、現状を変えて行くために、どのような手段をとることができるのか、同時
に考えることができる。
具体的には、民主主義という統治理念、および、国民を主権者とする統治原理について
知る。現行の政治制度を確認し、どのようなメカニズムで運営されているのかを学ぶ。単
に知識として知るだけではなく、現状の制度についての問題点に気付くことが重要である。
そこで政治がどのように動き、どのような政党がいかなる主張をしてきたのか、政治運動
の動向も含めて歴史的に見ていく。社会を動かす複数の価値観を理解し、それらを相対化
することで、自らの考えを育むことにつながる。
経済の原理および法則を学ぶことは、グローバルな経済活動のなかで日本がいかなる立
場にあるのか、国際化された企業の経済活動が、どのような恩恵をもたらし同時に格差を
助長したのか、改めて考えるきっかけとなる。制度のあり方について問い直す姿勢を持つ
ことで、ジェンダーやルーツに起因するさまざまな差別に気づき、自らを取り巻くバイア
スを意識できるようになる。
法律、非営利活動、ボランティアの可能性を探ることで、問題を解決するための手段を
見極め、よりよい方向に是正するために働きかける力が育まれる。社会の仕組みを歴史的
に見たり、国家間で違いを比較したりすることで、自らが属する社会がどのようなメカニ
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ズムで成り立っているのか、客観的に見直すことができる。それは、市民は主権者として、
どのような選択・行動ができるのかを判断し、解決に向けて行動をするための土壌となる。

背景：なぜ「市民リテラシー」が求められるのか？
本学の La 科目は、
「良き市民」を育成するための「リテラシーとジェネリック・スキル
の教育」に重点を置いている。この構想の背景にあるのが、東欧革命以降の先進国で発達
した「市民社会（civil society）」の理念である。ここで言う「市民社会」とは、ドイツの
社会哲学者ユルゲン・ハーバーマスの言葉を借りれば、政治システムとしての国家（官僚
制）と経済システムとしての経済社会（企業・市場）と両方から相対的に独立した、生活
世界としての第三の領域を指す。「討議（deliberation）」を通じて公共の合意を形成し、
国家と経済と両方のシステムに一定の影響を与えることが、市民社会の存在意義である。
現代の私たちの生活は、政治、経済、法律、教育、福祉など、多くの制度によって支え
られている。そのため市民は、主権者として、政治の動向を国際関係も含めて理解するこ
とが望まれる。経済のグローバル化は、日本のみならず世界に波及的な影響を与える。そ
のため、国際的な視野を持って、経済のメカニズムを知ることが不可欠である。社会保障
のあり方は、少子高齢化や経済格差など、身近な問題に引き付けて考えるきっかけとなる。
地球規模の環境破壊は、私たちの生活にさまざまに影響を与える。そのため、これらの問
題の所在を理解し、その複雑な絡み合いを読み解く力が、今後いっそう必要となる。
日本では、
「市民社会」への意識がまだまだ低いと言われがちであるが、市民参加型の活
動を通じて社会のあり方に対して異議申し立てをしたり、住民投票等を通じて政策決定の
プロセスに参与したりする機会が着実に増えている。それゆえ学生は、大学から社会に出
たとき、意思決定に迫られる状況にさまざまに直面する。それにも関わらず、問題意識を
持ち適切に判断をするために必要な知識と、それを応用する能力を養う機会を十分に得て
いないのが現状である。
社会の公共的課題に対して、立場や背景の異なる他者と連帯しつつ問題に取り組む姿勢
と行動力を備えた「良き市民」を育成することは、大学の教養教育の使命のひとつである。
異なる立場にある者と討議をしながら意見を調停し、少数派の意見を排除することなく、
合意を形成する力を身に着けるために、さまざまな文化や価値観に触れる機会が多い大学
は最適の場である。そこで、社会の仕組みを知り、問題解決の方法を学ぶ「市民リテラシ
ー」が一定の役割を担うと考える。
目標：
・民主政治の歴史と、そこでの日本の位置を、相対的に知っている。
【知識】
・経済の仕組みをグローバルな視座で見渡し、恩恵と格差を複眼的に把握できる。
【理解】
・現行の政治制度の仕組みや動向を知り、その問題点とあるべき姿を提示できる。
【技能】
・日本社会に潜む不平等に気づき、それを是正しようとする態度を持つ。【態度】
（LA プロジェクト）
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多文化リテラシー（Multicultural Literacy）
定義
多文化リテラシーとは、国籍・エスニシティ・ジェンダー・宗教・地域などの相違に根
差す「他者」の価値観とその背景にある歴史や文化を学びつつ、「自己」の価値観の根
底を問い直し客観的に捉えることのできる能力を指す。

説明：「多文化リテラシー」を通じて学ぶこと
社会のグローバル化が進み、国境を越えた移動が頻繁に見られる現代において、異なる
価値観や文化、そしてそれに基づく行動様式をもつ人々が、居住地や職場など同じ共同体
の中で暮らしたり仕事をしたりする機会が増えている。そのような状況下、平等意識に基
づき価値観や文化の違いを尊重しながら共生をするために、「他者」を理解することの重要
性が高まっている。
ここで「他者」というとき、外国人に限定するのではなく、より拡張的に用いている。
日本国内でも、地域にはそれぞれ固有の伝統があり、都市部に目を向けると、地方とは異
なる生活スタイルや人間関係が営まれている。男女の社会的な位置をさまざまに規定する
ジェンダー規範、さらに人間関係の築き方やメディア環境に対する世代間の差異を理解す
ることも不可欠である。日本／外国という二項対立にとらわれることなく、社会に潜むさ
まざまな差異を理解して初めて、「他者」を理解したことになる。
文化的背景が異なる者同士が互いを理解し合うためには、例えば相手が外国人である場
合、ただその国の言語や文化をたくさん知ればいいというわけではない。重要なことは、
日常的な行動の背景にはどのような価値観があるのか、それがいかなる歴史的な経緯を経
て形成されたのかを併せて理解することである。例えば、家族が持つ意味や、学校で受け
てきた教育内容、ジェンダー規範や宗教を含めた死生観など、価値観を形成する諸要素を、
相手の立場に立って理解することが重要である。そうすることで、私たち（たとえば日本
人）がどのように見られているのか、客観的に捉え直すことができる。
このような観点から、異なる文化について学び、その背景を分析する力を身に付けなが
ら、「自己」の価値観や行動様式を問い直し、それを多様な文化のなかに位置づける。最終
的に、「他者」を理解する方法を学ぶことで、文化の違いからくる摩擦の原因を認識し、コ
ミュニケーションを通じた解決を目指す態度を身に付けることが、多文化リテラシーの目
標である。

背景：なぜ「多文化リテラシー」が求められるのか？
社会のグローバル化を象徴する出来事の一つが、ケネディ大統領暗殺事件である。1963
年のアメリカで起こったこの事件はすぐに日本のテレビで報道され、メディアを通じた国
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境の消滅を予感させた。今日では、国境を超えた移動や定住は珍しいことではなく、また、
インターネットを通して海外在住者とコミュニケーションをすることは勿論、海外から情
報を入手することも容易となった。その結果、近所の小学校よりも、外国の小学校の年間
行事のほうが詳しく分かるという事態もありうるのである。
グローバルな視座から文化を理解するとき、国家や民族の差異に由来する、ジェンダー
規範の違いに直面することも少なくない。どのような宗教や伝統に基づいているのかで、
男女の関係性、役割、地位が異なり、それが衣装や儀式など文化様式に反映する。日本の
地域を見ても、方言のように言語体系が違うだけではなく、継承されている伝統や価値観
が異なる。世代に応じて、体験している出来事や価値観が違うため、会話が十分に成立し
ないこともある。自分では当たり前であると思っても、立場が変わるとそれが通用しない、
あるいは非常識となり、それが思わぬ衝突の原因となる。
そのため、事象を表面的に知るだけではなく、
「自己」と「他者」の違いを理解し、それ
をグローバルな視野で捉え直すこと、すなわち背景にある文化や価値観に配慮する姿勢が
大切となる。メディア報道が必ずしも中立的である保証はなく、また、不確実な情報がイ
ンターネット上で氾濫している。情報がグローバル化するに従い、外国の事情をより的確
に理解することが、ますます求められる。地域紛争や国内の文化摩擦の背景にどのような
要因があるのか、いかなる認識の違いが生み出されているのか、それらが私たちの生活に
どう関わっているのか、情報を適切に収集する必要がある。書かれている内容を理解する
ためには、資料や文献を読解する力、メディアの情報を読み解く力が不可欠である。
本学が位置する愛知県は、県単位としては日本語指導を必要とする外国籍児童生徒の数
がもっとも多く、特にブラジル出身の人たちが数多く住んでいるため、公園や公共施設に
行くと、ポルトガル語の案内表示がある。このような環境は、私たちに文化の違いや国家
間の関係に関心を抱き、表面的な知識を超えて深く理解する機会を提供してくれる。本学
の学生は、将来、学校現場を始めとする職場や居住地域で、多文化共生社会の実現に貢献
することが強く期待されている。そのため、身近な問題に引き付けながら「他者」を理解
し「自己」を問い直す姿勢を身に付けることは、大きな意義を持つ。
目標：
・身近にいる外国人が置かれている状況に関心を抱き、彼ら・彼女らの行動様式や価値
観と、その背景にある歴史や文化を知っている。【知識】
・外国やエスニックな文化に対する自己のイメージや、メディアを通じて得た断片的な
情報に疑いを持ち、信憑性に基づいて文化の差異を把握できる。【理解】
・特定の文化、例えば外国やエスニックな文化に関わる情報を、学術的な手段を通して
収集し、それらを比較分析する学習方法を身に付ける。【技能】
・地域、ジェンダー、世代の相違に由来する価値観の違いを理解し、適切にコミュニケ
ーションを図ろうとする態度を持つ。【態度】
（LA プロジェクト）
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科学リテラシー（Science Literacy）
定義
科学リテラシーとは、自然科学分野における基本的現象を認識し、その検証のための実
験・推論の方法論を身に付けた上で、事象や情報を科学的知識・手法により分析し、客
観的立場から解釈し体系化する能力のことである。

説明：「科学リテラシー」を通じて学ぶこと
自然科学とは、自然界における観測可能な対象を取り上げ、その法則性から自然の成り
立ちについて理解を深める学問である。自然科学の学びにおいては、先人たちが自然現象
をどのように理解したのかを知り、そこから導き出された基本原理や概念を理解したり批
評したりできるようになることが重要となる。また、身近な自然現象を、自ら適切な手続
きを踏んで観察・観測し、そこで得られたデータを客観的に分析・統合する力を身に付け
ることも重要である。この科学のリテラシーに立脚してこそ、多様で複雑な自然の姿、宇
宙の大局的構造、物質の微視的構造等について、正確な描像を得ることができるようにな
る。科学分野の基本的知識の習得と、それに裏付けられた正しい論理的思考の実践により、
未知の新たな問題に対しても自己矛盾の無い推論（あるいは予想）が立てられる。
自然科学で学ぶべき項目・意義としては、具体的には以下のものが挙げられよう。地球
上では気象変化や地震など様々な自然現象が生じているが、そのなかで多様な生命がいか
に生存し、今日どのような問題に直面しているのか知ることができる。宇宙の大局的構造
を理解することで、宇宙がどのように生まれ今日に至るのか、人間を含む生命の起源、地
球の現在、そして未来について考えることができる。物質の構造を微視的な観点で学んだ
り、数式を用いて理解したりすることで、日常とは異なる方法で身近な現象を捉え直すこ
とができる。遺伝子やナノテクノロジーに関する知識を通じて、そこで基本原理がどのよ
うに応用されているのかを知ることができる。これらを通じ、将来的な活用可能性を予想
し、起こり得る問題を事前に見つけ出すことさえできる。
自然科学の探求手法の特徴には「定量性」「再現性」「整合性」があるが、その方法論は
個人や社会の活動における評価や意思決定に際しても有用である。自然を対象としての観
察・実験・分析する力は、主観的で曖昧な情報を排除しながら、より客観的な評価に近づ
くことに寄与する。また、理論の整合性を見極める力を備えることで、科学と「疑似科学」
との間にある境界を意識化し、正しく疑う姿勢が身に付く。今日、社会のあり方や政策の
方向性を巡って、市民レベルで判断することが求められることも少なくないが、メディア
環境の複雑化により情報が氾濫し、それらを的確に取捨選択し判断の材料を揃えることが
困難になっている。そこで、主観と客観を区別して仮定の妥当性を見極め、そこから正し
い論理を発見する自然科学の方法は、社会に参画するために必要な手段ともなる。
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背景：なぜ「科学リテラシー」が求められるのか？
科学技術は、生活や社会を豊かにしてきた。ところが近年、科学技術が急激に高度化し
たことで、その原点を見極めることが難しくなっている。科学技術は、短期的融通や経済
的理由などから長期的視点が欠け、結果として自然科学の知見に立ち返ることを忘れがち
である。さらには、
“自然”そのものに目を向ける機会すら激減してしまった。人類は自然
界の一つの構成物に過ぎないのに、地球環境破壊という人類存続に関わる根幹的な問題す
ら生みだしている。例えば、地球温暖化や異常気象は、産業の発展に伴う燃料利用や森林
破壊により引き起こされた。原子力発電は、社会の利便性を増したが、同時に、エネルギ
ー問題や環境汚染など生活に与える影響を浮かび上がらせた。農薬や放射能などの食料汚
染、遺伝子組換え食品の流通は、人体の安全性に関わる問題を喚起する。遺伝子技術の発
達は、人命の救済に寄与する一方、尊厳および権利に関わる生命倫理や安全性の問題を見
極める必要性を促す。
このような状況下、自然科学の基礎を学び、そこで得た知見をもとに今日の高度技術社
会に立ち返ることが不可欠である。現代社会の多様化した諸問題の大部分は、様々な領域
の複雑な絡み合いの下で発現する。それ故に、問題解決のためには、科学や技術に関わる
分野の統合・融合がとりわけ重要となる。そして、人間の生活に関わる科学の問題に精通
し、それを未来の市民に正確に伝えることができる人材育成が急務となる。自然科学の知
見は、生活や社会を豊かにするツールとなるのみならず、身近な問題に対する関心を広げ
ることにも寄与する。さらに、自己の存在とルーツを宇宙レベルで再確認することは、複
雑化する現代社会において、自己の価値観を創出し、さまざまに問い直すことにつながる。
地球上の変化を総合的に理解することが求められる今日、自然科学の知識と方法とを習得
することは、未来の市民育成を担う教員を目指す学生にとって大きな意味を持つと考える。
目標：
・自然現象に対する関心と基本的な知識を持ち、そこから自己の課題を設定することが
できる。【知識】
・自ら仮説を立ち上げ、科学的な検証を通じて評価をしながら、妥当な結論に導くこと
ができる。【理解】
・自然現象のメカニズムを、文章や図表などを用いて、他人に明確に説明することがで
きる。【技能】
・科学技術社会に根差す問題を、客観的な立場から認識し、自分の見解を持つことがで
きる。【態度】
（LA プロジェクト）
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ものづくりリテラシー（manufacturing and craft literacy）
定義
ものづくりリテラシーとは、ものをつくるという人間の根源的な活動を意識的に振り返
えりながら、現代社会におけるものづくりの意義を広義に理解し、その問題点を発見し
つつ、未来の生活のあり方を構想するために必要な知識・能力のことである。

説明：「ものづくりリテラシー」を通じて学ぶこと
人間が生きていくために、食料、衣服、住居は、欠かすことができない存在である。こ
こでは、人間が生活を営む上で不可欠な、ものをつくる活動を、包括して「ものづくり」
と呼ぶ。生活必需品に加えて、工芸品など芸術作品をつくる行為も、より快適な生活の創
造に寄与するという意味で、
「広義のものづくり」に含んでいる。私たちは、実際にものを
つくる体験をすることで、創意工夫をすることの大切さ、社会におけるものづくりの役割
を理解する。そして、身近なものに対する関心を深めながら、同時に現代社会に潜む問題
点を発見し、どのように改善できるのか構想する力を身に付ける。
一般に、製造業とその生産プロセスと、それを支える日本の伝統や精神を包括して、
「も
のづくり」という言葉が使われる。高度な生産活動の恩恵により、私たちの生活は便利に
なり、日本の産業的な可能性が広がった。しかし、環境破壊など、生産活動の拡大がもた
らすリスクも同時に指摘されている。リスクに対する認識が、自然エネルギーの活用、エ
コカーの実用化など、ものづくりに新たな地平をもたらす。そのような背景も踏まえつつ、
実際に何かをつくることで、自分の生活を「意識的に振り返り」、自分の行動や判断を倫理
的に強化する姿勢を身に付けることを、「ものづくりリテラシー」では重視する。
「ものづくり」は、多くの人にとっては、身近な活動ではなく、その印象は抽象的であ
る。そこで、ものをつくる行為を、人間が社会を形成していくプロセスの出発点と捉える。
道具を作る、食料を生産する、衣服を作る、これらの活動を通じて、人間の身体および材
料や機械に対する洞察を深める。そして、目的、素材、制作、輸送、貯蔵、購買に至る一
連のプロセスを、自分の生活に引きつけて考察する。布や食品など材料の変化を観察する。
自然の法則を利用して、日用品などを作り、実験のプロセスを意識しながら活動をする。
それらを通じて、何を作りたいのかを決定し、その完成に向けて目標を設定し、問題を把
握し改良を重ねる方法を身に付ける。さらに芸術活動は、身近なものを使ってより快適な
生活を実現するために、創意工夫をするための感性を磨くことに寄与する。
ものをつくる行為は、既知の知識を思い出しながら、ものを完成させるために応用する
機会ともなる。ものをつくるプロセスを通じて、どのような「もの」に囲まれて身近な生
活が成り立っているのか、生活のなかにいかなる問題があり、それをいかに改善できるの
か、環境問題などのリスクも含めて問い直すことになる。諸物や材料を直に扱うことを通
じて、グローバルな経済メカニズムと、自分自身が被る影響と両方を踏まえて、高度なも
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のづくりと人間との関係を再認識し、未来のあり方を構想する契機となる。

背景：なぜ「ものづくりリテラシー」が必要なのか？
「ものづくり」に関連する活動は、今日では、多かれ少なかれ企業化・組織化され、生
産から消費に至るプロセスはグローバル化している。例えば「クール・ジャパン（Cool
Japan）」という言葉は、当初、海外における日本のアニメーションやデジタルコンテンツ
を再評価する際に使われたが、徐々に「ものづくり」を通じて培われた伝統、技術、信頼
等を含むようになる。
「ものづくり」は、日本の技術力や文化を海外に向けて発信し、企業
が海外進出するための足掛かりとして、重要な位置を占めるに至った。
「ものづくり」がグ
ローバルに評価される一方、生活を維持するために必要なものの大部分を、海外からの輸
入に依存している日本社会の現状もある。生産工程の機械化や工場の海外進出は、ものづ
くりの大部分を生活から乖離させる。そのため、何らかの形でその活動に関わらない限り、
つくる工程を自分の眼で見たり、材料に触れたり、つくる体験をすることは難しい。その
結果、
「もの」は生産物ではなく「消費」あるいは「使用」の対象となる。材料はどのよう
な性質を持っているのか、誰がどのように作っているのか、具体的に考えることが少なく
なる。それは、間接的には、労働に対する意味を考える機会の減少にもつながる。
日本を含め世界はいま、経済の発展を妨げることなく、環境を保全しつつエネルギーを
確保するという、矛盾するミッションが課せられている。これらの課題は、衣食住など生
活の基本活動と密接に結びついており、問題が解決されないと将来的に社会は多大な影響
を被ることが予想される。そのため、つくる行為を通じて、人間にとって本当に必要なも
のは何かを考え、環境に与える影響を理解することは重要な意味を持つ。そして、豊かな
感性と創意工夫は、限界をよりよく解決するために適切な行動を選択する基礎となる。
今日、初等中等教育でも、自然と触れ合い豊かな感性を育むために、体験的な学習に力
点を置く「ものづくり教育」が重視されている。La 科目は、高等教育における教養教育の
一環である。そのため、ただ自らの手先を使って実際につくるだけではなく、その体験を
通じて、つくることが持つ意味を明確に概念化し、他者に説明することができて初めて、
リテラシーを身に付けたと考える。教員は、未来の市民である子供たちの教育に携わる立
場である。教える側の知識が抽象的であると、子供たちと物事との間にある距離はさらに
広がる。それゆえ教員志望者にとって、ものづくりを通じて身近な問題について思考を深
め、それを言語化する力を身に付けることは、
「ひとづくり」の担い手として不可欠である。
目標：
・衣食住に関わる実践を通じて、その人類史的な意味を知っている。
【知識】
・グローバルな視座から、「ものづくり」の位置を捉え直すことができる。【理解】
・「ものづくり」を通じて得た知識や感性を、他者に伝えることができる。【技能】
・生活や自然環境に対して、環境倫理的観点から考察を加えることができる。【態度】
（LA プロジェクト）
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「リテラシー・マップ」の作成と活用への提言
長谷川

詩織

１．リテラシー・マップ作成趣旨
学生は、1 年後期から 2 年後期にかけて、La 科目を構成する４つのリテラシーから３つ
を選択して横断的に履修する。教員養成系大学において、教育職員免許法に規定された教
育大学のカリキュラム編成のもと、学生が履修する科目数は膨大である。そのため、教養
科目にあてる学習時間は相対的に少なくなる。それゆえ、授業の効果を最大限に高めるこ
とができるカリキュラムを開発することは不可避である。教養の全体と相互関係を把握し
分析をすることで、ディシプリンの違いを超えて、どのような学びが実現するのか、その
可能性を示すことが、リテラシー・マップ作成（資料１～５）の趣旨である。
２．活用の目標
①新教養科目を担当する教員の FD における活用。
②新教養科目に関わる職員の参照資料としての活用。
③新教養科目を履修する学生の学習支援としての活用。
３．用語を選定する際の基準
①配置されている用語は、実際に開講される講義の内容を説明するものではない。
②配置されている用語は、授業を通じて広がる知識の「あらゆる可能性」である。
③配置されている用語は、固定的なものではなく、必要に応じて入れ替え可能である。
※リテラシー・マップは、実際に開講される授業の内容と重なる箇所もあるが、科目名を直接に言い表しているわけではない。開講
科目や講義内容は、年度ごとに変わる。さらに、教室の外で接しうる知識や事象も、時代の情勢に応じて変容する。「ノウハウ（手
続き）」や技芸も、経験により培われた、言語化できない知識と見なすことができる。そのため、「科目」と「その周囲」との間にあ
る関係は、文脈、関心、方法に応じて、絶えず変容する流動的なものと想定する。

４．作成スケジュール：下書き～インタビューの実施
下書きを作成後、教員インタビューを通
じて、マップに配置した用語を確認し、①
授業を通じて、
「どのような知識を提供して
いる」、あるいは、「したいと考えている」
のか、②授業内容が、日常生活の事象とど
のように結びつき、応用できる可能性があ
るのか、③どのような「つながり」をリテ
ラシー間に持たせることができるのか、以
上の３点を中心にお話いただき、用語の追
加・修正を行った。確認作業の協力者は以
【図１】マップ作成のスケジュール
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下の通りである。
[市民リテラシー] 渡邉英幸氏（社会科教育講座）
[多文化シテラシー] 上田崇仁氏（日本語教育講座）
[多文化シテラシー] 嶺崎寛子氏（社会科教育講座）
[科学リテラシー] 伊東正人氏（理科教育講座）…主に物理
[科学リテラシー] 加藤淳太郎氏（理科教育講座）…主に生物
[科学リテラシー] 戸田茂氏（理科教育講座）…主に地学
[科学リテラシー] 日野和之氏（理科教育講座）…主に化学
[ものづくりリテラシー] 佐々木雅浩氏（美術教育講座）
加えて、中野博文氏（理科教育講座）より科学リテラシーに「分析」を加えること、11 月
5 日（月）の新教養科目 FD にて、話題提供者の太田弘一氏（技術教育講座）より、もの
づくりリテラシーに「労働」を加えることを提案いただき、それぞれ修正を施した。
５．分岐方法
マップに配置する用語に加えて、
各リテラシーからどのように分岐
させるか、その法則について検討を
行った。採用する分岐の法則によっ
て、配置する用語の選び方、知識の
広がり方が変わってくる。年度初め
から、試行的に複数の方法でマップ
を作成してきた。そのうえで現段階
では、右のスライドで示す方法を採
用している【図２】。

【図２】「リベラル・アーツ型の展開」シンポジウム 2012 のパネル・ディスカッシ
ョン趣旨説明スライドから転用。

■分岐１「知識の枠組み」
さまざまな知見を包括する、
「ものの見方」に相当する用語を、分岐１に配置している。
Globalism, Diversity, Innovation など、多岐に渡る分野を包括できる用語をあてている。例
えば、最初の分岐で Globalism という用語を入れ、次の分岐にて、経済、政治、文化、教
育など、異なる分野に属する知識や事象を入れている。分岐１の用語を英語としている
理由は、英語と日本語とでニュアンスの違いがあるからである（例：
「生命」とするのか
「ライフ」とするのかで生じる含意の違い）。
■分岐２「授業の分野に即したテーマ」
分岐２では、授業で取り扱われるテーマに等しいレベルの用語を配置する。具体的に
は、権利、人種問題、国際紛争、伝統、種分化、道具など、分岐１よりも具体的である
が、個々の事例を示すまでには至らない用語を配置している。分岐１と分岐３の橋渡し
となるように、分岐２の用語を選定する。分岐２の用語は、ひとつのリテラシーに固定
されるものではなく、別のリテラシーにも関わる。特定の場所に配置されていたとして
も、４つのリテラシー間における交換可能性を絶えず含んでいると想定する。
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■分岐３「日常生活と接合しうる事象」
日常生活で学生が接しうる用語・事象を配置したのが分岐３である。さらに分岐して、
より具体的な用語を、補足的に配置している箇所もある。また、部分的に、エスノセン
トリズム（自文化中心主義）、植民地主義、ジェンダーなど、分岐１の「知識の枠組み」
に近い用語を意図的に入れている。ものの「見方」の転換に働きかける用語を、恣意的
に配置、事象を相対化したり、思考を脱構築したりできるようにする。
現在のマップについては、マップ本体（資料１）、およびリテラシーごとのチャイルドマッ
プ（資料２～５）を参照のこと。
６．リテラシー間のつながり
学生は、1 年後期、2 年前期、2 年後期に、各リテラシーから授業をひとつ選択する。学
生により履修パターンが異なり授業内容も変わる。そのため、どのように科目を選択する
のかで、授業から得られる効果が変わる。そこで、La 科目の履修プロセス、ディシプリン
間の接合や差異に由来する意味の「ズレ」あるいは「衝突」を配慮する必要が生じてくる。
図に示すように、La 科目を横断するな
かで、①ディシプリンを超えて接合する
情報、②ディシプリンの差異ゆえに衝突
する情報、③日常生活で応用される情報
の存在を想定することができる【図３】。
La 科目を横断するなかで学生は、関心に
応じて、複数の「つながり」を見出すこ
とが出来る。そして、３つの科目がもっ
とも有機的に結びついたとき、それは学
生にとって、もっとも強化されたリテラ

【図３】履修プロセスにおける知識・情報の「接合」「衝突」「応用」

シーとなる。
重要なことは、学生が選択した３つの La 科目を通じて、いかにリテラシーの獲得を保
証するかにある。その可能性を考察するために、La 科目の横断を通じてどのような学びが
実現するのか、ひとつの流れに包括することで模擬的に再現した。それが「Diversity をキ
ーワードとするリテラシー間のつながり」と題するマップである（資料６）。
右に示すのは、２人の学生が同じ科目
を履修したときに生じる、学びのプロセ
スの違いを試行的に示したものである。
ポンチ絵が示すように、授業を通じて教
員は、さまざまな種類の知識や情報を提
示する【図４】。学生は、提示された知識
や情報を、各自の関心に応じて、拾い上
げていく。そのとき、同じことに着目す
ることもあれば、着目点が全く異なるこ
ともある。あるいは、同じことに対して、
【図４】学生の学びのプロセスのイメージ
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別々の解釈をしたり、異なる捉え方をしたりする。学生が、どのような履修をするかによ
り、知識や情報に対する注目の仕方は変わる。授業内容が同じでも、学生が「学んだこと」
は、ヴァリエーションを伴いあらわれる。それを念頭にカリキュラムを編成し、授業が行
われる必要がある。
７．４つの履修シミュレーション
次に示すのが、「Diversity をキーワードとするリテラシー間のつながり」
（資料６）を、
より具体的に説明するものである。これは、各リテラシーのつながりおよび学生の学びの
可能性を探るために作成したシミュレーションである。そのため、実際に開講される授業
内容を想定しているわけではないことを予めお断りする。

４つの履修シミュレーション

ものづくり：環境と
技術

①「多様性」に力点を置くつながり

多文化：地域と言語

②「共生」に力点を置くつながり

科学：生物の多
様性と進化

市民：マイノリ
ティと法律

科学：日本列島の
ものづくり：地
域づくりと文化
政策

成り立ち

多文化：世界の宗教

③「ローカリティ」に力点を置くつながり

④「エスニシティ」に力点を置くつながり

※全体の詳細は[資料６]を参照のこと

①「多様性」に力点を置くつながり：「市民」→「科学」→「ものづくり」（資料６：右上）
【市民：マイノリティと法律】
「マイノリティ」の社会的な地位の変容について、多様性を保証する法制定・改正を視点に、歴史
的に振り返る。具体的には、人種排斥を容認するジム・クロウ法から公民権法制定に至るまでの流れ、
あるいは、移民の入国を規制もしくは緩和する法制定などを含むことができる。価値観・社会情勢の
変化のなかで、法制定がどのような役割を担ったのかを考えることができる。それは、世界史で学ん
だ事象を、法制定を論点に、改めて捉えなおす契機ともなる。
【科学：生物の多様性と進化】
生物学で多様性は、個体、種、生態系のヴァリエーションを指し、進化と並行して生じる段階を意
味する。生物の進化の過程における、遺伝形質の変化、環境の変化、分布のありようを、生物圏にお
ける生存競争と依存形態のエコシステムも含めて学ぶ。気候の変化に伴う種の絶滅の問題を、環境問
題の観点から捉え直す、あるいは、ダーウィンの自然選択説が、社会進化論のなかで応用され優生学
の土壌となる、歴史学の視点に結びつけることも可能である。
【ものづくり：環境と技術】
生物の多様性の保全について、環境保護技術を論点に思考を深める。自然再生技術、リサイクル技
術、自然エネルギー技術について、地域開発や経済開発を視点に考える。身近な不用品を使ったリメ
ーク、生ごみ堆肥作りなど、実技を取り入れることもできる。ワシントン条約のような法制定、法的
な拘束力がない行動計画など、国際的な動向を視野に、持続可能社会を実現するために、未来はどう
あるべきか、自分が何をできるかを考えることができる。
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「つながり」の可能性
①のテーマは「法律」「生物」「技術」に属する。「マイノリティ」を問題の出発点とすることで、
各テーマから、多様性をめぐる事象や問題を抽出できる。各テーマには、多様性を保全するための法
制定の問題が含まれている。そのため、一定の連続性が保たれている。さらに、授業で得た知識を、
実技を通じて身近な問題に引き付けて再考することができる。多様性という用語の意味が、ディシプ
リンに応じてどのように変化するのか、相対化しながら考えることができる。
②「共生」に力点を置くつながり：「市民」→「科学」→「多文化」（資料６：右下）
【市民：マイノリティと法律】
共生社会を実現するために、現代の日本では、いかなる法制定・改正の問題に直面しているのかを
学ぶ。欧米諸国では、差別化することで平等な社会の実現を図る優遇措置アファーマティヴ・アクシ
ョンが浸透している。だが、日本では法律違反となる可能性がある。ジェンダーに即して言えば、男
女共同参画社会基本法が射程に入る。また、不妊治療、性的マイノリティ等の問題など、法整備が不
十分な領域を学ぶことは、当事者の立場を理解し、将来の共生のあり方を構想する機会となる。
【科学：生物の多様性と進化】
生物多様性のなかでも、とくにエコシステムにおける「共生」に力点を置く。生物は、捕食—被食
関係、競争関係、共生関係、寄生関係など複数の種間関係の絡み合いのなかで進化してきた。その組
み合わせは、地球上に多様にある生物圏により、変化を伴いあらわれる。それを、有機肥料ができる
メカニズム、植物と細菌の共生、寄生虫の人体に与える影響など、身近な問題に結びつける。それは、
共生と寄生との間にある境界を、生活のなかで考察する機会となる。
【多文化：地域と言語】
「共生」という用語は、生物では“symbiosis”、人文社会科学系では“coexistence”あるいは“live
together”と、相当する英語も含意も異なる。それを踏まえて、共生社会の課題について、地域の外国
人教育を中心に考える。外国人居住者が多い愛知県の地域的特性を生かし、不就学児童、日本語教育
支援、就職支援等の問題を具体的に扱う。移民・難民の現状を踏まえ、共生社会実現のために解決す
るべき国際法の問題を、グローバルな視点で考えることができる。
「つながり」の可能性
②のテーマは、「法律」「生物」「教育」と研究領域が異なるが、関心の方向が「多様性」のなかで
も「共生」に向かう例である。法制度の変容、生物の種間関係、地域社会の具体的な問題を横断する。
それにより、共生という用語・考え方に内在する複雑さを理解できる。また、国家の制度（法律）、
ミクロな世界（生物）、地域社会（教育）と視野を変えて「共生」を考察することで、同一のキーワ
ードのもと、ものの見方の転換を図ることができる。

③「ローカリティ」に力点を置くつながり：「市民」→「ものづくり」→「科学」（資料６：左上）
【市民：マイノリティと法律】
日本の外国人居住者に視点を移し、「マイノリティ」が置かれている現状について、身近な事例を
集めながら考える。地方参政、義務教育、労働・福祉に関連する法律の問題点を、地域と外国人居住
者との関わり合いから考える。グローバル化が進むなか、地域の国際化のあり方について、複数の立
場に立って考えることができる。人権保障、納税、選挙権など、権利と義務に関わる問題と照らし合
わせながら、日本の将来的な方向性を構想し、それを議論することができる。
【ものづくり：地域づくりと文化政策】
地域開発と芸術、景観と生活、観光ビジネスと伝統など、地域づくりと経済、文化、生活との間に
ある絡み合いについて考える。具体的には、在来工法、アートプロジェクト、文化財保護等について、
経済的な視点を組み込みながら学ぶ。フィールドワークを通じて調査をしたり、景観に配慮した作品
を作ったり、体験的な学習を取り入れたりする。それにより、地域が人間の生活にどう関わり合い、
どのような問題が発生しうるのか、身近な事例を通じて捉えなおすことができる。
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【科学：日本列島の成り立ち】
地殻変動や火山活動など自然現象を通じて、日本列島の成り立ちと風土の差異について関心を深め
る。地球の測量方法や地震、気象、潮流発生のメカニズムを、物理学を視点にして学ぶ。作物、住居、
衣服、儀式など、地域に固有の文化と自然現象を結びつける。あるいは、地球温暖化やオゾン層破壊
などの環境破壊と、開発・都市化をつなげることも可能である。それは、自然現象と自然災害との間
にある違いを理解し、防災に対する意識を高めることにもつながる。
「つながり」の可能性
③のテーマは、「法律」「地域開発」「地学」に属しており、いずれも「ローカリティ」に関連する
問題が組み込まれている。地域の構成員の特性に応じて、「マイノリティ」と「マジョリティ」の力
学は変わる。地域づくりも、その伝統や特性に応じて、開発の方向性が変わる。自然現象は、特定の
地域の人間の生活様式に多大な影響を与える。身近な問題を出発点にして、地球科学を学ぶことで、
自然科学分野に馴染がない人でも、思考を深めやすくなる。

④「エスニシティ」に力点を置くつながり：
「市民」→「ものづくり」→「多文化」
（資料６：左下）
【市民：マイノリティと法律】
ここで示すのは、グローバル化に伴い生じる、国内外のエスニックな問題に力点を置いたつながり
である。地域紛争の多発により移民や難民が増加する。移民・難民の背景の多様化に伴い、国際法は
どのようにあるべきか、将来的な視野も踏まえて考えることができる。同時に、民族内で継承されて
いる「法」のメカニズムを理解することも必須である。西欧的な法律とは異なる、宗教や伝統に根差
した「法」を、「モダン/プリミティヴ」の二項対立を超えて思考する契機となる。
【ものづくり：地域づくりと文化政策】
③は地域開発をテーマの中心に据えたが、④で力点を置くのはエスニックな文化である。エスニッ
クタウンは、特色ある地域づくりの一端を担う。そこでは、日本に居ながら、外国に固有のものづく
り（衣装、料理、建築、民芸品、芸能など）に接することができる。在日外国人など、文化や言語の
差異による差別と主流社会からの周縁化の歴史を、同時に学ぶ機会ともなる。各国のエスニックタウ
ン事情に視野を広げ、日本の事例との共通点と差異を考えることもできる。
【多文化：世界の宗教】
エスニシティを定義する要素は複数ある。そのひとつが宗教である。世界 3 大宗教（キリスト教、
仏教、イスラム教）について、歴史的・文化人類学的視座から知る。それにより、風習や価値観の違
いを具体的に学ぶことができる。宗教が生み出した文化（建築、芸術、儀式、祭りなど）に関心を広
げて比較する。信仰の違いに起因する価値の違いや衝突について、新興宗教、原理主義、民族紛争な
ど、近年の地域問題を含めて理解することができる。
「つながり」の可能性
エスニシティの概念は、国家、宗教、伝統、理念など、複数の要因が絡み合いのなかで生成する。
異なる領域を横断しながら、「法律」「地域開発」「宗教」に関する知識を得ることで、どのような諸
力がエスニシティを作り出すのか発展的に考察できる。また、対象とするエリアを、国家、地域、世
界と、段階を経て拡大してく。そうすることで、ミクロな視点（地域）とマクロな視点（世界）と両
方でエスニックな問題を考察し、複眼的な視点を獲得することに寄与する。

８．今後の課題
リテラシー・マップは、
「民主主義社会を支える良き市民」として身に付けるべき教養を、
マップを通じて視覚化し、それを全体的に見渡すことを目指して作成したものである。マ
ップは、文理を横断する広域な領域を対象としているため、引き続き、多岐に渡る分野の
教員の協力を仰ぎながらマップ本体の精度を上げていくことが不可欠である。リテラシー
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間のつながりを示すマップについても、同様の作業が必要となる。履修プロセスを通じて、
どのような知識の「接合」や「衝突」がありうるのか、学びの可能性を具体的に示すこと
が課題となる。学生が効果的に学ぶために、どのような履修プロセスが可能であるのか、
研究分野が異なる数名の教員の協議を通じて検討する作業が必要となる。
加えて、La 科目で身に付けたリテラシーが、４年間の学び全体のなかで、どのように生
かされるのか、具体的に考察する必要がある。他の教養科目群との性質の違いを明らかに
し、La 科目が担うべき役割を明確化する。さらに、初年次教育から専門科目に至るプロセ
スのなかに、La 科目を含む教養教育を位置づけ、どのような橋渡しができるのかを考える。
４年間の学びのなかで、どのような知識を習得し、リテラシーの獲得に結び付けることが
できるのか、知識を学年ごとに階層化して示すことが今後の課題となる。
「教員が教えたいこと」と「学生が学んだこと」は、必ずしも一致していない。それゆ
え、２つの立場の「合致」および「乖離」または「ズレ」を把握することも不可欠である。
そこで、学生がどのような学びを実現するのか、その流れを試行的に作成し、アンケート
調査等を通じて、実際の学びのプロセスを把握する。それをマップとして視覚化し、教員
および学生に試行的に活用してもらう。このように改良を重ねながら、教員と学生と双方
にとってユーザーフレンドリーな道具に進化させていく。
９．活用への提言
La 科目を構成する４つのリテラシーは、テーマの違いよりも、むしろ、ディシプリンの
差異に由来する、知識やアプローチの質的な違いが重要である。４つのリテラシーから３
つを選択し、横断的に履修することで、問題意識や方法論の違いを意識化することが適切
である。そのようなカリキュラム編成がなされることで、状況に応じて臨機応変に対応で
きる思考が身に付く。試験に向けて用語を単に暗記する、レポートを書いたら終わりにな
る、そのような単発的な学習を回避する。能動的に学ぶ態度を身に付けることで、専門科
目にスムーズに移行できるのみならず、社会でさまざまに応用できる。
内容的に接続可能な科目が並んでいれば、学生が効果的に学ぶことができるわけではな
い。ジェネリック・スキルを身に付けて初めて、ディシプリン間のアプローチの違いを認
識し、科目の横断を通じて「つながり」や「差異」を発見することができる。あらかじめ
教養を全体的に意識することも重要である。教員と学生が、教養の総体を事前に把握し、
そのなかに関心を定位させる。それにより、オムニバス形式をとらなくても、科目同士の
有機的な連携がより促進する。特定の授業内容の周囲を見渡すことで、日常生活における
知識の応用と自学自習の可能性が広がる。教養の全体と学びの可能性を把握するときに、
リテラシー・マップが一定の効果を発揮すると考える。
学生が La 科目およびその他の教養科目を履修する前に、教養を全体的に見渡し、事前
に「予習」をすることで、問題を自ら発見をしたり、自分の課題を設定したり、科目間の
共通点と差異とを意識化することが可能となる。ディシプリン間のアプローチの違いを認
識し、内容的な「つながり」や意味の「差異」を発見できるように、学生の学びを助ける
手段を確立することで、La 科目を通じて学びを最大限まで高めることができる。
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ジェネリック・スキルを育成する教育に向けた提言
久保田

祐歌

１．リベラル・アーツ型教育の一目標としてのジェネリック・スキル
本プロジェクトが提案するリベラル・アーツ型教育は、
「民主主義社会を支える良き市民
（good citizen）」の育成を目標として位置づけ、
「４つのリテラシー」の各領域における知
識、概念、思考方法と共に、
「８つのジェネリック・スキル」の涵養を目指した教育方法を
重視している。
ジェネリック・スキル（Generic Skills）とは、一般的には「大学生としての知的活動だ
けでなく、社会及び職業生活を生き抜くためにも必要とされる汎用的技能」を意味する。
2008 年の大学教育審議会答申『学士課程の構築に向けて』
（『学士力答申』）は、ジェネリ
ック・スキルを「知的活動でも職業生活や社会生活でも必要」な汎用的技能として提示し、
各専攻分野を通じて培う「学士力」
（学士課程共通の学習成果）の一部として位置づけてい
る。
『学士力答申』が、ジェネリック・スキルとして挙げているのは「コミュニケーション・
スキル」「数量的スキル」
「情報リテラシー」「論理的思考力」
「問題解決力」の５つである
が、どのようなジェネリック・スキルを教育目標とするかという点については、各大学の
特性及び理念に応じて様々な定立の仕方がありうる。
本プロジェクトの目指す、「良き市民」の育成を目標とするリベラル・アーツ型教育は、
「４つのリテラシー」の教育において、８つのジェネリック・スキルの育成を教育目標の
一つとして提示する。
【図１】8 つのジェネリック・スキルの構造
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２．リベラル・アーツ型教育で育成する８つのジェネリック・スキル
「８つのジェネリック・スキル」は、自律的学習能力を基礎とし、自己省察を主軸とす
る対自的な４つのスキル（「問題発見力」「クリティカルシンキング」「論理的思考」
「問題
解決力」）と、他者との相互作用を主軸とする対他的な３つのスキル（「コミュニケーショ
ン力」
「対話力」
「チームワーク」）に便宜上区分することができる。対自的な４つのスキル、
対他的な３つのスキルは、それぞれ下部に位置するスキルをステップとし、上部に位置す
るスキルへの発展的な育成を期待しうる。
対自的なスキル要素と対他的なスキル要素は、当然のことながら、一人の人間において
それぞれ独立に存在しているわけではない。また、言うまでもなく、８つのジェネリック・
スキルそのものも、一人の人間の中で判明に区別することはできない。しかしながら、こ
れをあえて８つの要素として区分し分類することによって、教育目標として意識化するこ
とが可能となる。
「４つのリテラシー」科目を担当する教員が、専門とする学問領域の内容
に即して育成可能なジェネリック・スキルを意識化し、授業デザインを行うことで、
「良き
市民」の育成というリベラル・アーツ型教育の目標に近づくことができる。例えば、アク
ティブ・ラーニング型の授業方法を導入し、行っている活動や行った活動を学生に振りか
えらせることで、対話力、チームワークなどの対他的スキルだけでなく、クリティカルシ
ンキングや論理的思考、問題解決力などの対自的なスキルも総合的に涵養しうる。
８つのジェネリック・スキル要素のそれぞれの内容は次のとおりである。
基礎スキル

自律的学習能力

必要に応じて自ら学ぶことができる

問題解決力

自ら判断・行動し問題解決へと導くことがで
きる

対自的
スキル

論理的思考

筋道立てて考えることができる

クリティカルシンキング

物事を鵜呑みにせず充分に吟味し、複眼的に

（批判的思考）

捉えた上で判断できる

問題発見力

問題・課題を自ら見出すことができる

チームワーク

他者と協力しチームで活動することができる

対話力

背景の異なる人の話を傾聴し、共に討議する

対他的
スキル

ことができる
コミュニケーション力

日本語で学術的な文章を読み、書き、その内
容を口頭で説明することができる

【表 1】8 つのジェネリック・スキルの項目と内容
La 科目の授業において、教員はこうした８つのジェネリック・スキルを学生が身に付け
られるように意識することで、学生は授業内容と共に、
「良き市民」として行動するための
基盤をより堅固に築くことができる。
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具体的に、授業でジェネリック・スキルの育成を目標の一つとする際には、8 つのジェ
ネリック・スキルを集約した次の 4 つの到達目標を意識するとよい。
＜ジェネリック・スキルの育成という観点での教育目標＞
（１）筋道立てて物事を考え、物事を鵜呑みにせずに複眼的に捉えて、問題を発見する
ことができる
（２）背景の異なる他者の意見を傾聴し、自己の意見を適切に表現して討議することが
できる
（３）発見した問題を必要に応じて他者と協同することで解決に導くことができる
（４）自律的に、生涯を通して自ら学び続けることができる
（１）については、ジェネリック・スキルの要素として、「論理的思考」「クリティカル
シンキング」
「問題発見力」を含む。
（２）については、
「コミュニケーション力」
「対話力」、
（３）については、
「問題解決力」
「チームワーク」を含み、
（４）は、自律的学習能力を表
している。
科目を担当する教員としては、
「市民リテラシー」
「多文化リテラシー」
「科学リテラシー」
「ものづくりリテラシー」の４つのリテラシーの領域内容に応じた教育目標を設定するこ
とが先にくる。そして、その次の、どのような授業方法によって、その目標に到達しうる
かを設計する授業デザインのプロセスにおいて、ジェネリック・スキルの育成を意識する
姿勢を持ちうる。さらに、科目内容とは別に、ジェネリック・スキルの教育目標を教員間
で共有する機会を設けることによって、専門の異なる教員同士が、互いの教育方法につい
て学び合うという方向性を拓くことができる。
３．８つのジェネリック・スキルを授業で育成する方法
ジェネリック・スキルの育成を重視する教育においては、教員が単に知識を学生に伝授
するのではなく、学生が自ら考え、行動することを促すアクティブ・ラーニング型の手法
が望まれる。それぞれの学問分野の語彙や知識を学んでも、それを応用する力を身につけ
ていなければ、日常生活や職業生活のなかで活かしていくことは難しい。ジェネリック・
スキルの育成を教育目標の一つとして意識するということは、学生が何を学び、その結果、
何ができるようになったのかという学習成果を重視するということでもある。La 科目の各
リテラシーの授業において、学生は分野に即した内容や思考方法を、アクティブ・ラーニ
ング型の手法により吸収することで、
「良き市民」として必要な、積極的に社会に参画する
ための基礎を身につけることができる。
どのような教育の方法を採用するかについては、受講学生の人数、科目の特性（教養科
目か専門科目か等）、教員の個性等に応じて異なってくるものであり、アクティブ・ラーニ
ング型の教育方法についても全ての教員が行うべき唯一の手法というものを挙げることは
できない。一般的に、現在広く用いられているアクティブ・ラーニング型の手法としては、
次の７つを挙げることができる。
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①

グループによる課題解決型学習（PBL）を行う。

②

対話型（ディスカッション型）授業を実施する。

③ ディベートを授業に取り入れる。
④ レポートやコメント・カード等を学生に課し、書くことを促す。
⑤ プレゼンテーション等を学生に課し、口頭発表を促す。
⑥

ピア・ラーニング1の手法を取り入れ、学生同士で学習をさせる。

⑦

クリッカー2を導入し、多人数授業において学生とコミュニケーションする。

これらのうち、どの手法を用いるかは、教員の志向や受講学生の人数、特徴に応じて異
なるが、本学教員対象のアンケート調査結果、ヒアリング調査結果から、本学において実
践されている方法の一例を学生の学修目標、ジェネリック・スキルと共に以下の表に示す。
学生の学修目標と教育の方法
目標（１）筋道立てて物事を考え、物事を鵜呑みにせずに複眼的
に捉えて、問題を発見することができる

ジェネリック・スキル
問題発見力

論理的思考力
方法：「新聞や映像、作品、文献等の比較をさせて、ものの見方
クリティカルシンキング
が立場によって異なること（複数の物の見方があること）
を実感させる」「教員がつっこみを入れながら映像鑑賞を
行い、多様な視点に気づかせる」
目標（２）背景の異なる他者の意見を傾聴し、自己の意見を適切
に表現して討議することができる
方法：「意見の対立する二つ以上の文章を読んだ上で討議を行わせ

コミュニケーション力
対話力

る」

目標（３）発見した問題を必要に応じて他者と協同することで解
チームワーク
決に導くことができる
方法：「テーマを与えて、各自で課題に取り組ませた上で、グル 問題解決力
ープで一つのプレゼン資料を作成・発表させる」
目標（４）自律的に、生涯を通して自ら学び続けることができる
方法：「授業で必要な知識のすべてを教えずに余白を残して学
自律的学習能力
生の好奇心を掻き立てる」「多様な社会問題があることを
学生に知らせる」
【表 2】ジェネリック・スキルと対応する学修目標及び教育方法
8 つのジェネリック・スキルのそれぞれは、別個の教育方法において育成されるのでは
なく、4 つの教育目標に基づき上記のように分類し、整理することができる。
今後は、こうした分類に基づき、ジェネリック・スキルを育成する教育方法の留意点や
科目内容と方法との関連性を、学生の学習成果としての効果にも鑑みた形で検討していく
1
2

教室で学生同士に話し合い、教え合い等をさせ、協力して学習させること。
双方向コミュニケーションツール。授業でカード端末のボタンを押すことで問題・質問
に回答させると、回答結果が瞬時に集計されパソコン画面に表示される。
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ことが課題として残る。
５．ジェネリック・スキルの発展的な育成に向けて
ジェネリック・スキルの育成は、教養教育から始まるわけではない。教養教育や専門教
育においてジェネリック・スキルを涵養していけるだけの学びの土台が初年次のうちに学
生において築かれている必要がある。この学びの土台となるのは、スタディ・スキルの獲
得や学習への意欲、さらには古典的な幅広い知識教養である。そのため、これまでも本学
で行われてきているように、初年次学生には、高校から大学への学びの転換を促し専攻す
る分野の学習へ動機づけを行い、幅広い知識への欲求を可能なかぎり高めるようにするこ
とが望ましい。現在、本学で各専攻・コースごとに実施されている初年次教育の試行では、
専門教育への橋渡しとなるような基礎的知識も教えられている。このことは、専門科目の
学習にとってだけでなく、大学でのあらゆる学習において必須となるジェネリック・スキ
ルの基礎を培う上で重要である。
初年次教育とその後に同時並行的に続く教養教育、専門教育においては、初年次教育を
土台として、学生のより発展的な成長を導き得る。学生が大学においてジェネリック・ス
キルを身につけることを教育目標とすることは、
「教員が教えたこと」よりも「学生が学ん
だこと」を重視するということである。このことは、学生の学習成果という観点からの教
養教育の捉え直しにつながるだけでなく、初年次教育、専門教育を通じた学士課程教育全
体の目標を、より明確な形で学生に示すことにもつながってくる。これにより、学生は自
分に足りない能力を自覚することで、より自律的で主体的に学ぶ意欲をもつことができる
だろう。

－66－

ジェネリック・スキルの教育に関する教員調査の概要
久保田

祐歌

１．調査の目的
愛知教育大学では、大学改革推進委員会第 3 専門委員会を中心に、共通科目改革の実現
に向けた作業を進めてきている。リベラル・アーツプロジェクトにおいては、La から Ld
までの教養科目のうちの、La 科目において、
「市民」
「多文化」
「科学」
「ものづくり」の４
つのリテラシーと 8 つのジェネリック・ スキルの教育に焦点を当てた新しい教養教育の
中身と方法について昨年度から検討を行ってきている。
特に、良き市民の育成を目指す４つのリテラシー科目においては、学生のジェネリック・
スキルを育成する教育方法が目標達成の重要な要素となる。授業における内容上の教育目
標と共に、科目を超えて他の授業でも用いることができる論理的思考、クリティカルシン
キング、問題発見力などの 8 つの汎用的な能力の獲得もまた、教育の目標となりうる。知
識基盤社会と言われる現代においては、これまでとは異なる状況で知識や情報をいかに応
用し活用するかが重要な課題となる。大学生が身につけるジェネリック・スキルは、大学
の授業における活用に限らず、広く日常生活や職業生活においても活かすことを期待され
ているのである。
「ジェネリック・スキル」という言葉自体は、2000 年以降日本の高等教育界において盛
んに用いられるようになったものだが、それぞれのスキル要素については程度の差こそあ
れ、従来から授業においてその育成が目指されてきた。教育方法については、教員主体か
ら学生主体へという教授学習観の転換に伴い、アクティブ・ラーニングの様々な手法が開
発されてきている。新しい教養教育においては、ジェネリック・スキルの教育目標の明確
化と共に、その目的を達成するに相応しい教育方法の導入も合わせて検討していく必要が
ある。
本学においてジェネリック・スキルの教育を推進する上で、まず現状を把握することを
目的とし、以下の三つの問い（現行の教育の状況・方法、学生の状況・特徴及び育成した
いジェネリック・スキル、ジェネリック・スキルの育成に伴う困難）の明確化を図った。
その方法としては、教員アンケート調査及びヒアリング調査を採用した。
（１）現行の授業の中で、どのようなジェネリック・スキルがどのような教育方法に
おいて育成されているのか
（２）現在の学生の状況に鑑み、どのようなジェネリック・スキルが教育目標となり
うるのか
（３）ジェネリック・スキルの教育を行う上での課題は何か
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２．調査研究の方法
ジェネリック・スキルの教育に関するアンケート調査及びヒアリング調査の概要は以下
のとおりである。
＜アンケート調査実施概要＞
【実施期間】：2012 年 8 月から 9 月
【方

法】
：E メールによるアンケート調査票の送付、回収

【対

象】：本学専任教員 250 名

【回 収 率】：20 パーセント（49 名）
※本アンケート調査の集計結果については、2012 年 10 月 27 日に開催された「リベラ
ル・アーツ型教育の展開」シンポジウム 2012 で報告を行った（2013 年 2 月発行の別
冊報告書『「リベラル・アーツ型教育の展開」シンポジウム 2012 教員養成系大学にお
けるリベラル・アーツ』
、46 頁～59 頁に集計結果資料が掲載されている）。
＜ヒアリング調査実施概要＞
【実施期間】：2012 年 12 月から 2013 年 1 月
【方

法】
：9 つの回答項目に基づき、60～90 分程度のヒアリングを実施し、調査
者が回答票にまとめたものを対象者に確認・修正頂いた。

【対

象】
：本学専任教員 10 名（以下実施名順に記載）
舩尾

日出志教授

（社会科教育講座）

上田 崇仁准教授 （日本語教育講座）
竹川 慎哉講師

（学校教育講座）

嶺崎

寛子講師

（社会科教育講座）

藤木

大介講師

（学校教育講座）

橋本

剛准教授

（音楽教育講座）

佐々木雅浩准教授 （美術教育講座）
久野

弘幸准教授 （生活科教育講座）

加藤

淳太郎准教授（理科教育講座）

鎌田

敏之准教授

（技術教育講座）

※ヒアリング調査に先立ち、2012 年 10 月に予備調査として、山根真理教授（家政教育
講座）、北野浩章准教授（日本語教育講座）、國府華子准教授（音楽教育講座）、宮川貴
彦准教授（理科教育講座）の 4 名の先生方に聞きとり調査を行い、本調査の項目立て
等に反映した。始めにご協力頂いた 4 名の先生方並びに本調査にご協力頂いた 10 名
の先生方に厚く感謝申し上げる。
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【参考資料】
：ヒアリングに際しては、アンケート調査の際に使用した項目（並び順を
ヒアリング実施時に修正）及び選択肢を用いたので以下に明記する。
＜ジェネリック・スキルの教育に関するヒアリング調査参照項目＞
○8 つのジェネリック・スキル
１．論理的思考

筋道立てて考えることができる

２．クリティカルシンキング

物事を鵜呑みにせず情報を十分に吟味し判断で

（批判的思考）

きる

３．問題発見力

問題・課題を自ら見出すことができる

４．問題解決力

自ら判断・行動し問題解決へと導くことができる

５．コミュニケーション力

日本語で読み、書き、聞き、話すことができる

６．対話力

背景の異なる人と対話することができる

７．チームワーク

他者と協力しチームで活動することができる

８．自律的学習能力

必要に応じて自ら学ぶことができる

○ジェネリック・スキルの教育方法（選択肢）
１．グループによる課題解決型学習（PBL）を行う。
２．対話型（ディスカッション型）授業を実施する。
３．ディベートを授業に取り入れる。
４．レポートやコメント・カード等を学生に課し、書くことを促す。
５．プレゼンテーション等を学生に課し、口頭発表を促す。
６．ピア・ラーニングの手法を取り入れ、学生同士で学習をさせる。
７．クリッカー（※）を導入し、多人数授業において学生とコミュニケーション
する。
※双方向コミュニケーションツール。学生にカード端末のボタンを押すことで問題・質
問に回答させると、回答結果が瞬時に集計されパソコン画面に表示されます。

○ジェネリック・スキルの教育を行う上での困難（選択肢）
１．自分の授業にとって効果的な方法が何か分からない。
２．具体的な手法・工夫の仕方が分からない。
３．1 クラスの学生数が多すぎる。
４．授業準備の時間が足りない。
５．授業準備のための資金が足りない。
６．組織的な支援（FD 等）が足りない。
３．調査結果概要
ジェネリック・スキル教育のアンケート調査については、回答数が 30 パーセントを切
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ることから、決定的なデータとして使用できないことをあらかじめお断りする。以下では、
ヒアリング調査から得られた知見を中心に記す。
ヒアリング調査においては、対象者の担当授業（大学院も含む）について紹介頂きなが
ら教育方法についてうかがう手順で進めた。教育方法として多く挙げられたのは、
「学生に
問いかける」「グループでレジュメを作成し発表して議論を行わせる」「ドキュメンタリや
教材を見せて多角的な視点で考えさせる」「学生に事前学習をさせる」「学生に書かせなが
ら議論させる」など、アクティブ・ラーニング型の手法であった。
項目 2 の、最近の学生の特徴及び傾向としては、とにかく真面目で素直であるというこ
とが挙げられ、その裏面としてクリティカルシンキングの欠如が指摘された。マナー違反
や責任感の薄さを指摘する声もあった。また以前と比べて、経験の蓄積が薄くなっている
との指摘もあった（アンケートでも同様の指摘がなされている）。
こうした点を踏まえた項目 3 の養成したい学生像としては、「問う習慣の身についた学
生」「他者の状況を想像できる学生」や「本を読んで文献で跡付けられる学生」「道徳心、
公徳心のある学生」「自分で判断して行動に移せる学生」「人に相談できる学生」等が挙げ
られた。
項目 4 のジェネリック・スキルの教育に対する考え方、すなわち、プロジェクトの提示
する８つのジェネリック・スキルを育成することの重要性という点においては、限られた
調査結果の範囲内ではあるが、概ね合意が得られている。専門的な見地からの指摘として
は、グローバル社会におけるコンピテンシーモデルとしての「ジェネリック・スキル」概
念を使用する際には愛教大なりの戦略が必要であること、ジェネリック・スキルの育成に
おいては学びの文脈が軽視されがちとなる問題が存することが挙げられた。ジェネリッ
ク・スキルの育成以前の問題点として、古典的な知識教養が学生に欠如しているため、ま
ず知識を補わなければ他者と深い対話ができないという点が課題として挙げられた。また、
ジェネリック・スキルを教育目標とするという方向性においては、教員の担当科目や学生
の状況によっても育成するスキルは異なってくるので、一律にスキル目標を定めない方が
よいとの指摘がなされた。
項目 5 の「リテラシー」に関する考え方については、リテラシー概念を学生に分かりや
すく示すことに加えて、学生の履修パターンが学生の自主性を制限しない形であるとよい
こと、４つのリテラシーが重なりをもつとすると、受講の際に学生が同じ内容の授業を履
修する恐れがあることが指摘された。とりわけ、
「ものづくりリテラシー」は、本学の特性
が表れた概念であるという感想が多く聞かれ、その概念の意味づけとしては、工業的、産
業的な側面を強調するのではなく、人間本来の営みとしての幅広い意味で捉えることが本
学に相応しいと言う意見を頂いた。
項目 6 の育成したいジェネリック・スキルについては、アンケート結果においても上位
となっていた問題発見力、問題解決力、クリティカルシンキング、コミュニケーション力、
自律的学習能力が挙げられた。その他、クリティカルシンキングに創造性も含めた「創造
的課題解決力」育成の必要性も指摘された。
項目 7 のジェネリック・スキルの教育方法については、対話型授業（対話力）
、三つの
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言語の新聞紙を読み比べさせる方法（クリティカルシンキング）、学生に書くことを促す（論
理的思考、クリティカルシンキング）
、学生へのフィードバックの重視、ディスカッション
やプレゼンをさせる（コミュニケーション力、チームワーク）
、つっこみをしながらの映像
鑑賞（クリティカルシンキング）、卒論指導で対話を行い課題に対するフィードバックを行
う（論理的思考、クリティカルシンキング）、色々な社会問題を学生に知らせるようにする
（自律的学習能力）等が挙げられた。
項目 8 のジェネリック・スキル教育を行う上での困難については、授業準備の時間が不
足する、クラスの人数が多い（グループ学習をさせにくい）、図書館の蔵書数が少ないこと
等挙げられた。その他、グループワークでフリーライドせずに主体的に学生が取り組まな
いという困難、自律的学習能力を育成する上では、授業で教員が全てを教えず余白を残し
て学生に学ぶ意欲を起こさせることの大切さが指摘された（これが「困難」であるのは、
一般的に教員は伝えたい気持ちが強いので余白を残すのが難しいため）。
項目 9 の初年次・教養教育・専門教育におけるジェネリック・スキル教育の連関につい
ては、教養教育に限らず、学士課程教育を通して、授業の進め方や課題の出し方次第で学
生のジェネリック・スキルを育成できること、まず初年次の段階で学びのスキルや基礎的
な知識や教養を身につける必要があること、専門教育の中では、育成を意識せずともジェ
ネリック・スキルが自然と身についてくるようになっていることが指摘された。その他、
専門教育の中で自分に欠けている知識があることに気づいてこそ、教養教育が身につくの
ではないか、という教養教育へのモチベーションおよび教養教育と専門教育の位置づけに
関する論点も提起された。
リベラル・アーツプロジェクトとしては、これらの調査結果を踏まえて、８つのジェネ
リック・スキルの項目内容の見直しや構造化を行ってきた。今後は、教育方法について、
学生の学習成果との関連から、どういった手法を具体的にどのように用いると学生の学習
にとって効果的であるかという観点から調査を行うことが課題となってくると思われる。
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ߣࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦ߇⥄ὼߦߢ߈ࠆޕᢎᏧ߇ࠍ⠨߃ࠆ
ࠃ߁ߦߣ⸒ࠊߥߊߡ߽߇ᶋ߆߱ߩ߇ℂᗐޕ3 ᐕ↢ߦߥࠆ
ߣࠣ࡞ࡊߢޔ4 ᐕߦߥࠆߣࠣ࡞ࡊߢߪߥߊ߽ߢੱ৻ޔ
߁ߎߣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߥࠆޕ

㧔㧝㧕⥵የ ᣣᔒ ᢎ㧔ੱᢥ␠ળ⑼ቇ♽␠ળ⑼ᢎ⢒⻠ᐳ / 25 ᐕൕ㧕2012.12/10 ታᣉ
㗄  ⋡
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ቇ╙ޟߪߦߚࠆߢޠੑᄖ࿖⺆⊛ߥ߽ߩ߇ޠᔅⷐߛߣᕁߞ
ߡࠆ╙ޕੑᄖ࿖⺆ࠍᔅୃߦߔߴ߈ߩߚߩߘޕᢎຬࠍჇ߿
ߔᔅⷐ߇ࠆޕ

 ̪6 ߟߩ㗄⋡ࠍෳᾖ
9. ೋᐕᰴᢎ㙃ᢎ⢒ኾ㐷ᢎ 
ޟࠍ┙ߡࠆޠᢎ⢒ࠍ⛯ߌࠆߎߣ߇㊀ⷐޕ
⢒ߦ߅ߌࠆࠫࠚࡀ࠶
ࠢࠬࠠ࡞ᢎ⢒ߩㅪ㑐
10.ߘߩઁ
⥄ಽߪᢎ⑼ᢎ⢒߇ኾ㐷ߢᢎຬ㙃ᚑ♽ߩᢎຬߛ߇ޔᄢቇ߇ޟᄢ

ࠃ㧕
ޕળߩቇ⠌߽ࠃ߇࠹ࠠࠬ࠻ࠍ⺒ߎߣࠍシⷞߒߥ
㧔ᣣᧄੱߪવ⛔⊛ߦߎߩࠃ߁ߦቇࠎߢ߈ߚ㧕ޕ
ኻဳᬺ㧔୶ޟℂቇߩ⻉㗴ޠ㧕
⺖ޔ㗴ࠍ⺖ߒߡࡊࡦ
㧔ޟ᳃⑼ᢎ⢒ C1ޠ㧕ޕ
ᬺߢቇ↢߇㛳ߊߎߣ߇ߢ߈ࠇ߫ᦨ㜞ޕ
8. ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ᢎ⢒ ᬺḰߩᤨ㑆߇⿷ࠅߥޕ
ࠍⴕ߁ߢߩ࿎㔍
ജߩ߃㧔ᔃりߩஜᐽ߇ᄢಾ㧕ޕ

 ̪8 ߟߩࠬࠠ࡞߆ࠄㆬᛯ
7.ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߩᢎ⢒ ߇ࠍ↢ࠃ߁ߥᬺ߇ᄢ㧔⸃ࠍ⋡ᜰߔߣᤃ
ᣇᴺ
ߦߥࠆ㧕ޕ
 ̪7 ߟߩ㗄⋡ࠍෳᾖ
╙ੑᄖ࿖⺆ࠍߒߞ߆ࠅߣりߦߟߌࠆᬺ߇ᄢಾ㧔⧷⺆ߢ߽

ᗲᢎᄢ↢ߪ࠹ࠪ㧔⼂ሼ㧕ࠍりߦߟߌߡࠆ㧔ᓐࠄ߇
ߎࠇࠍりߦߟߌߡߥߣߔࠆߣ࿎ࠆ㧕ޕ
ᣂߒᔨ߆ࠄޔᣂߒᢎ⢒߇ᆎ߹ࠆ႐ว߇ࠆ࠹ޟޕ
ࠪߦߎߘޔ߽ࠅࠃ⪲⸒߁ߣޠⓍߺߍࠆ߽ߩ߇ᄢޕ
6.⢒ᚑߒߚࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬ ࠍ┙ߡࠆߎߣߜࠊߥߔޔ㗴⊒߇ᄢߟߪ߃╵ޕ
ࠠ࡞
߆ࠄߥߊߡ߽⛯ߌࠆߎߣ߇㊀ⷐޕ

⢒ߦኻߔࠆ⠨߃ᣇ
5.ߦޠࠪ࠹ޟ㑐ߔࠆ⠨߃
ᣇ

⍮ߦ㘫߃ߡࠆᗵߓߢ߿ࠆ᳇߇ࠅޔ⠨߃ࠆ⊒ޔࠆߴ⺞ޔ
ߔࠆߎߣߦ⚛⋥ߦ༑߮ࠍᗵߓߡࠆޕ
⊒㆐㓚ኂߩะߩࠆቇ↢߿ࠕࠬࡍ࡞ࠟ∝⟲ߩቇ↢ޔ
ቇ⠌㓚ኂ㧔シᐲ㧕ߩะߩࠆቇ↢߽߹ࠇߦࠆߜ߁ߩߎޕ
ߩᄙߊߪኻᔕ߇น⢻ߥ߽ߩߣ⸒߃ࠆޕ
ᦨㄭߩቇ↢߇ᤄߩቇ↢ߣ㆑߁ߩߪ╙ޔੑᄖ࿖⺆ߦኻߔࠆᗧ
⼂ޕ25 ᐕ೨ߪත⺰ࠍᦠߊ㓙ߪᔅߕේౖࠍ⺒ߣ߁ᒻߩේ
ౖਥ⟵ߛߞߚ㧔છߒߚߣ߈ߩቇ↢ 4 ੱߪ࠼ࠗ࠷⺆ᢥ₂ࠍ⺒
ࠎߢߚ㧕╙ߪޕੑᄖ࿖⺆ߥߤߣࠎߢ߽ߥߣ߁ᗵߓߦޔ
␠ળⅣႺᢎ⢒ⅣႺ߇ᄌൻߒߡࠆޕ
3. 㙃ᚑߒߚቇ↢
᳃ᢎ⢒ߩℂᗐࠍߒߡࠆቇ↢ޕ
ࠍ┙ߡࠄࠇࠆ㧔߁⠌ᘠߩりߦߟߚ㧕ቇ↢ޕ
⧷⺆એᄖߩ⸒⺆ࠍ৻ߟりߦߟߌߩߘޔਛߢቇࠍቇࠎߢ᰼
ߒ㧔ේౖߢ⺒ߣߓߞߊࠅ⠨߃ࠆߩߢޔ⍴ᢥ┨ߢ߽ᷓߊ
⺒⥄ޔಽߩᔃߦೞߺㄟࠆ㧕ޕ
4㧚ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߩᢎ ߎ߁ߒߚᔨࠍ․ߦᗧ⼂ߒߚࠅ⠨߃ߚࠅߒߚߎߣߪߥޕ

〔資料〕ヒアリング調査回答票

－73－

ࡅࠕࡦࠣౝኈ

ᄢቇ㒮↢㧔ዊቇᩞ⸵ขᓧࠦࠬ㧕ኻ⽎ߦ✚ޟวṶ⠌ⴕࠍޠ
ߞߡࠆ㧔ᤓᐕᐲ߹ߢߪቇㇱߩ 3 ᐕ↢ࠍኻ⽎ߣߔࠆ⑼⋡ޕᢎຬ
⸵ࠍขࠆߩߦᔅⷐߥ⑼⋡ߩߚޔᐕᐲߩߺ․ߢ㐿⻠㧕 ޕ
⇐ቇ↢ߦߪන߇ߥᬺߛ߇⇐ޔቇ↢ኻ⽎ߩᣣᧄ⺆ߩ
⻠ᬺࠍቇㇱߩ 4 ᐕ↢ߩޟᣣᧄ⺆ᢎ⢒Ṷ⠌㧝ޠ߮ޟᣣᧄ⺆ᢎ
⢒Ṷ⠌㧞ߩޠᬺߣߒߡฃ⻠↢ߣ৻✜ߦᜂᒰߒߡࠆޕἫᧁ
㊄ߩㅳ 3 ࿁ᬺߢޔἫᦐ ࠍᦐᧁޔ4 ᐕ↢߇ᜂᒰޔ㊄ᦐᣣ㧝㒢ߦ
↰వ↢߇ᜂᒰߒޔᖱႎࠍᒁ߈⛮߉ߢⴕߞߡࠆࠦ৻ੱ৻ޕ
ࡑߩᬺࠍ 3㨪4 ࿁ߋࠄᜂᒰߔࠆޕ㊄ᦐᣣߩᬺߢ⋭ળࠍߒ
ߡࠆޕ
೨ᦼߪޔ
ޟ࿖㓙␠ળߣᣣᧄ ዷ㐿㧝ޠ㧔6 ฬߩᢎຬߢᜂᒰ㧕ޟޔᣣ
ᧄ⺆ᢎ⢒ታ⠌Τޔޠ
ޟ࿖㓙␠ળߣᣣᧄ ࡒ࠽ޔޠ
ޟᣣᧄ⺆ᢎ⢒Ṷ
⠌Σޟޔޠᣣᧄ⺆ᢎ⢒ቇ㐷ߩޠᬺࠍᜂᒰߒߡࠆޕ
ᓟᦼߪޔ
ޟᣣᧄ⺆ᢎᴺޠ
ޟᣣᧄ⺆ᢎ⢒ታ⠌Σޠ
ޟᣣᧄ⺆ᢎ⢒ታ
〣Ṷ⠌Σޟޔޠᣣᧄ⺆ᢎ⢒Ṷ⠌Τߩޠᬺࠍᜂᒰߒߡࠆޕ
1. ᜂᒰᬺߦ߅ߌࠆᢎ⢒ 
ޟ࿖㓙␠ળߣᣣᧄ ዷ㐿㧝ߩޠᬺߪ 2 ࿁ಽᜂᒰߒޔኾ㐷ߣߔ
ᣇᴺ
ࠆᚢ೨ߩᣣᧄ⺆ᢎ⢒ߦ㑐ߔࠆࠍߒߡࠆޕቇ↢ߦታ㓙ߦࠊ
ࠇߡߚᦺ㞲ߩᢎ⑼ᦠࠍߖޔㅢᏱޔᣣᧄ⺆߇ᒝߐࠇߚߣ
߁৻ᢥߢ⚳ࠊࠆ߇ታ㓙ߪߤ߁ߛߞߚߩ߆ߣ߁ߎߣࠍ⠨߃ߐߖ
ߡࠆޕ
ޟ࿖㓙␠ળߣᣣᧄ ࡒ࠽ޔߪޠᢎຬ㙃ᚑ⺖⒟ߩቇ↢߇ᄙᢙ
ࠍභࠆࠄ߆ࠕࠫࠕޕᣣᧄߪߤ߁ࠄࠇߡߚߩ߆ࠍ⠨߃ߐߖ
ࠆߚߦޔᢎ⑼ᦠޔᣣᧄߩ⛔ᴦਅߩᦺ㞲ߢࠄࠇߚᤋ↹ޔᵹⴕ
ޔᚢᓟߐࠇߚ࠼ࠠࡘࡔࡦ࠲ࠍߖߡࠆޕᚢ೨ᣣᧄߩ
ⴕὑ߇ߩᣣᧄߦߤ߁ᓇ㗀ߒߡࠆ߆㧔บḧߦ߅ߡઍ㑆ߢ
⸒⪲߇ㅢߓߥ߈⟎ߢࡦࡂࠨޔࠅߦߐࠇߚᣣᧄੱᅚᕈ╬㧕
ࠍ⠨߃ߐߖޔ
ޟ᳇ߠ߈ߩࡐ࠻ޕࠆߡߒ⺖ࠍޠਛ࿖ੱ߇ޔᄖ
࿖ੱ߇ߣ߇ࠎߐ࡚࠙࠴ޔ߇ࠎߐࡓࠠޔߊߥߪߢࠅߊߊ߁ߣޔ
߁ࠃ߁ߦޔੱฬߢߩኻ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߦ⇐ޔቇ↢ߣߩኻ
ߩᤨ㑆ࠍ⸳ߌߡࠆޕቇ↢ߦ߅㗴ࠍߒߥޘ⦡ޔ࿖ߩੱߣߛߌ
ߢߥߊޔᣣᧄੱߣ߽ࠈࠈߣ⥄↱ߦߒߡ߽ࠄ߁㧔ᢎຬ㙃ᚑ
ߩቇ↢ߪೋߡᄖ࿖ߩੱߣࠍߔࠆߣ߁ੱ߇ᄙ㧕ޕᴦᤨઍ
ߩ⇐ቇ↢ߪ߁߁ߤޔ㘑ߦᣣᧄࠍߺߚߩ߆ޔᚢ೨ߪߤ߁ߥߩ߆ޔ
ߣ߁ߩࠍߎߩࠃ߁ߥᒻߢቇ↢ߪቇ⠌ߒߡࠆޕᗲᢎᄢߢߒ߆
ߢ߈ߥᬺߣߒߡޔᒰᤨߩታ㓙ߩᢎ⑼ᦠޔᒰᤨߩᤋ↹ࠍߖ
ߚࠅߒߡࠆޕ

ޟᣣᧄ⺆ᢎ⢒ቇ㐷ߪޠᣣᧄ⺆ᢎ⢒ࠦࠬߩᔅୃ⑼⋡ߛ߇ࠝޔ
ࡊࡦ⑼⋡ߢ߽ࠆޕᐕ 150 ੱⷙᮨߛߞߚ߇ 60 ੱߦߒࡐޔ
࠻ᷝߒළߢ߈ࠆࠃ߁ߦߒߚޕ㛎⊛ߥౝኈߣߒߡ␜ߔߣ
⥝ࠍ߽ߟ߇ℂ⺰⊛ߦឭ␜ߔࠆߣㅌዮߔࠆቇ↢߇ࠆߣ߁ޔ
ℂ⺰ߣታ〣㑆ߩ⪾⮮߇ࠆޕᣣᧄ⺆ᢎ⢒ࠍߒߚቇ↢ߦߩߤޔ
ࠃ߁ߥ႐㕙ߢᣣᧄ⺆߇ᢎ߃ࠄࠇߥ߁ࠃߩߤޔቇ⠌⠪߇ߡߤޔ
ߩࠃ߁ߥੱ߇ᢎ⢒⠪ߦߥߞߡࠆ߆ࠍᄙⷺ⊛ߥⷞὐߢ⠨߃ߐ
ߖߩߘޔᓟߢޔߦߤߩࠃ߁ߥᢎ߃ᣇ߇ࠃ߆ࠍߒߡࠆޕ

0㧚ᜂᒰᬺߩⷐ

㗄  ⋡
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ኾ㐷⑼⋡ߪޔ
ޟᣣᧄ⺆ᢎ⢒ታ⠌Σޠ
㧔2 ᐕᓟᦼ㧕ޔ
ޟᣣᧄ⺆ᢎ⢒ታ
⠌Τޠ
㧔3 ᐕ೨ᦼ㧕ࠍᜂᒰߒߡࠆޕ
ޟታ⠌Τ ߢޠ3 ᐕ↢ߪ⇐ቇ↢
ߦታ㓙ߦᣣᧄ⺆ࠍᢎ߃ࠆޕ
ޟታ⠌ΣߩߚߩߘޔߪߢޠḰߣߒ
ߡᢎ߃ᣇࠍᬺߩਛߢീᒝߔࠆޕቇ⠌⠪ߣᢎᏧߩᓎഀߦಽ߆ࠇ
ߡߩᮨᡆᬺࠍ੍ቯޕᢎ᩺ߩ┙ߡᣇޔᢎ᧚ߩࠅᣇߥߤౕ⊛
ߦࠍߒߡࠆޕ
ޟታ⠌Τޔߢޠቇ↢ߪᧄᒰߩᬺߢታ⠌ࠍⴕ߁ߩߢ✕ᒛߔࠆޕ
ታ㓙ߩᬺ߹ߢߦᢎ᩺ߩᜰዉࠍ 2 ࿁ⴕߞߡࠆޕ20 ੱߩቇ↢ᢙ
ߥߩߢޔੑੱߢඨಽߕߟߒߡ 1 ࠦࡑࠍᜂᒰߒߡࠆޕ15 ࿁ߩ߁
ߜ 10 ࿁ࠍታ⠌ߣߒޔᱷࠅࠍࠝࠛࡦ࠹࡚ࠪࡦޔ⋭ળߦߡ
ߡࠆޕ

ޟᣣᧄ⺆ᢎᴺޔߪޠᄖ࿖⺆ᢎᴺߩࠍᲤ࿁৻ߟߕߟⴕ߁ࠆ
⻠⟵ဳᬺޕᰴ࿁ߩᬺౝኈࠍવ߃ߡቇ↢ߦ೨ߦ⺞ߴߡߎߐ
ߖޔᒰᣣߪቇ↢߇⺞ߴߡߎߥ߆ߞߚߎߣࠍߩਛᔃߦߒߡࠆޕ
ᧄࠍ⺒ࠎߢಽ߆ࠆߎߣߪᬺߢ⺑ߖߕ߆ᦠ߇⺑⸃߆ߒⴕ৻ޔ
ࠇߡߥߣߎࠈࠍ 40 ಽ߆ߌߡ⺑ߒߡࠆޕ
2. ᦨㄭߩቇ↢ߩ․ᓽะ છᒰೋߩቇ↢ߣ⇣ߥࠅޔᶏᄖߦࠃ߁ߣߔࠆ㧔1 ᐕනߢ⇐
ቇޔዞ⡯వࠍតߔ㧕ቇ↢߇ዋߥ⥄ޕಽߩᄞࠃࠅ߽⼔⠪ߩᏗ
ᦸࠍ㊀ⷞߒߡࠆะ߇ࠆ ߩޕ2 ᐕ↢ߪߛ߇ޔ3ޔ4 ᐕ↢
ߪ․ߦߎ߁ߒߚะ߇ࠆޕ
ቇ↢ߩᬺࠍฃߌࠆ᭽ሶߪએ೨ࠃࠅ߽߹ߓߦߥߞߡ߅ࠅޔ
ࡐ࠻ߩ✦ಾࠅࠍߞߡឭߒߡࠆޔߒ߆ߒޕᬺߩᢎ
᩺ࠍࠆߣ߁ഃㅧ⊛ߥᵴേߪ⧰ᚻߢޔᱜ⸃߿ෳ⠨ᦠࠍߡᒻ
ߩࠆ߽ߩߪࠆ߇ࠝࠫ࠽࠹ࠖ߇ߥࠃ߁ߦᗵߓࠆޕ
ᣣᧄ⺆ᢎ⢒ߩቇ↢ߪ⇐ޔቇ↢ߩ࠴ࡘ࠲╬ߢᶏᄖߩੱߣߩ
ᵹ߇ࠆ߇ޔᢎຬ㙃ᚑߩቇ↢ߪࠆ⒟ᐲߩᦼ㑆ࠍ߽ߞߡᶏᄖ
ߩੱߣធ⸅ߔࠆߎߣ߇ዋߥޕ
ᣣᧄᢥൻߦߟߡᄖ࿖⺆ߢߔࠃ߁ߦ⸒ࠊࠇߡ߽ޔࠍ⺑
ߒߡࠃ߆ᒰߩߟ߆ߥቇ↢߇Ⴧ߃ߡ߈ߚߚ⸒߇ࠇߎޕ
ߌࠇߤ߽⸒⪲߇ಽ߆ࠄߥ߇ߩ߁ߣޔᤄߩቇ↢ߩޔቇ↢ߪ
ߖࠆߌࠇߤ߽ࠍߒߡࠃ߆ಽ߆ࠄߥޕ
3. 㙃ᚑߒߚቇ↢
ߤࠎߥੱߢ߽ኈᆫߦߪ㆑߇ࠆ߇⥄ޔಽߣߩ㆑ࠍଔ୯್
ᢿߦ⚿߮ઃߌߥߢ᰼ߒޕ㆑ߦ᳇ߠߊߩߪࠃ߇ߦࠇߘޔ
ଔ୯ߠߌࠍߒߡ᰼ߒߊߪߥޕ࿖᳃Ꮕࠃࠅ߽ੱᏅ߇ᄢ߈ߩ
ߢޔੱߣߒߡᶏᄖߩੱߣធߒߡ᰼ߒޕ
⍮ࠄߥߎߣ߇ᄙߊࠆߩߦ⦟ޟᖡࠍޠㅦᢿߔࠆߩߪ
㗴⥄ޕಽ߇ߤ߁߁ࠬ࠲ࡦࠬࠍߣࠆߩߢࠇޔᢎຬߦߥࠆߩߢ
ࠇ߫․ߦߘ߁ߒߚߎߣߪᘕߴ߈ޕ
ࡑࠗࡁ࠹ࠖߦߥࠆ⚻㛎ࠍߒߡ᰼ߒޕ߇࿎ࠆ߆ࠃߩߤޔ
߁ߥਇ߇ࠆ߆╬⥄ޔಽ߇ࡑࠗࡁ࠹ࠖߦߥࠆߎߣ߇ߤ߁
߁ߎߣ߆ࠍಽ߆ࠅޔᗐߢ߈ࠆੱ㑆ߦߥߞߡ᰼ߒ㧔ゞߔߩ
ੱࠍߡ߆ߒ࠲ࡌࠛޔ⒖േᚻᲑ߇ߥߊߡߩߘޟ႐ᚲ߳⒖
േߔࠆߩ߇ᄢᄌߘ߁ߛߣޠᕁ߁ᤨߗߥߪߢޔ㒢ࠄࠇߚ႐ᚲߦߒ
߆ࠛࡌ࠲߇ߥߩ߆ߣ߁ߎߣ߇㊀ⷐ㧕ޕ
ኾߣߒߡᣣᧄ⺆ᢎ⢒ߩኾ㐷⊛⍮⼂߇ࠆቇ↢ޔᢎຬᔒᦸߩ
ቇ↢ߦ߽ᄙᢥൻℂ⸃߿⸒⺆ᢎ⢒ߩೋᱠ⊛ߥ⍮⼂߇߶ߒޕ
4㧚ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ ᦠ߆ࠇߚ㧤ߟߩࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߪߤࠇ߽㊀ⷐߢりߦߟ
ߩᢎ⢒ߦኻߔࠆ⠨߃ᣇ
ߌߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ
ᢎ㙃ᢎ⢒ߪᭂߡ㊀ⷐޕᄢቇᢎ⢒ߢቇࠍߔࠆߩߪ㊀ⷐߛ߇ޔ
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ߘࠇࠍࠬ࠲࠻ߔࠆߚߩ⍮⼂㊂߇߹ࠅߦ߽ዋߥޕฎౖ⊛
⍮⼂ోࠍⷡ߃ࠆߎߣ߽ᔅⷐߢߚߒ߁ߘޔ⍮⼂ߩၮ⋚߇ߞߡ
ߎߘࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞߇ᵴ߈ߡߊࠆޕᄖ࿖ߩᣇߣߒߡ
ࠆߣ߈ߦޔᄢቇߩߺࠍතᬺߒߚᣇߢ߽ᢎ㙃⍮⊛ߥጀ߇ಽෘޕ
ઁᣇޔᣣᧄߢߪޔၮ⋚ߦߒߡࠆ⍮⼂߇⭯ߊߥߞߡ߈ߡߡޔ
⍮⼂߆ࠄᐢ߇ࠆㅪᗐ߇ߢ߈ߥ㧔ᤄߩ߅╉⇟⚵ߪࠞࡦޔ
ࡦߩṶ⺑ߥߤผታࠍ߽ߓߞߚ߽ߩࠍ㗴ߦߒߡߚ߇ߩޔቇ
↢ߪ╉߃ࠆߩߛࠈ߁߆㧫㧕
ޕᶏᄖߩᣇߩ⥄࿖ߩ㗴ߢࠇ߫৻ᣇ
⊛ߦ⡞ߊߛߌߢࠃ߇߿⺆ࡦ࠹ޔṽᢥߩ⚛㙃߇ߥߣಽ߆ࠄ
ߥࠍߐࠇࠆߣߘߎߢ߇ㅢߓߥ߹߹⚳ࠊߞߡߒ߹߁ޕ
5.ߦޠࠪ࠹ޟ㑐ߔࠆ ቇ↢ߦߤߩࠃ߁ߦጁୃߐߖࠆߩ߆ߣ߁ⷰὐ߆ࠄޔ㧠ߟߩ
⠨߃ᣇ
࠹ࠪߦߔߞ߬ࠅಾࠇࠆߩ߆߇᳇ߦߥߞߡࠆޕ㧠ߟߩ࠹
ࠪߩಾࠅᣇߪ㕙⊕߇ޔ㊀ߥࠅ߇ࠆߣቇ↢߇ጁୃߒߦߊ
ޕ㧠ߟߩ࠹ࠪ߆ࠄ৻ߟߕߟጁୃߒߥߐߣ⸒߁႐วߦޔ
࠹ࠪߦ㊀ߥࠅ߇ࠆߣߔࠆߣޔቇ↢ߪหߓౝኈߩᬺࠍ
ฃߌࠆߎߣߦߥߞߡߒ߹߁ߩߢߪߥ߆ޕᣂߒᢎ㙃⑼⋡ࠍᜂ
ᒰߔࠆᢎຬ߇ᬺౝኈࠍߒวߞߡߡࠆࠊߌߢߪߥߣ
ߔࠆߣޔหߓ࠹ࡑࠍ⇣ߥࠆ࠹ࠪߩᬺߢߔ႐ว߽
ࠆߒޔㅒ߽ࠅ߁ࠆޕᤄߩੱޟᢥ␠ળ⥄ὼߪޠᲧセ⊛ߦ㊀
ߥࠆߎߣߥߊߔߞ߬ࠅಾࠇࠆޕ
ߘߩ㕙␠ߩ╬ߓޔળ㗴ࠍᛒ߁ᤨ߽ޔᢎ⢒ቇޔᔃℂቇޔ
ᱧผቇ␠ޔળቇޔ㓚ኂߩߥߤⷺߥޘ⦡ޔᐲ߆ࠄߡߌࠆߣ
㕙⊕ޕቇ↢ߦ㧠ߟߩ࠹ࠪࠍឭ␜ߔࠆߎߣߢߚߒ߁ߎޔ
㗴ߩಽߌᣇ߇ࠆߣ߁ಾࠅญࠍ␜ߖࠆߣ߁ߩߪޔᄢቇߩ
৻ߟߩᢎ⢒ᣇᴺߢࠅ߁ࠆޕ
ጁୃࡕ࠺࡞ࠍ␜ߔߣቇ↢ߐࠎ߇߹ߨߡߒ߹⥄ޔಽߩቇ߮߇
ߥߊߥࠆߩߢߪߥ߆ߣ߁ෂᗋ߇ࠆޕ
ᢎ㙃ࠍりߦߟߌࠆߦߪ⦡ߥޘᬺࠍጁୃߒߡ᰼ߒ߇ࡖࠠޔ
࠶ࡊޔතᬺⷐઙߩ㑐ଥߢጁୃߢ߈ߥน⢻ᕈ߇ࠆޕቇ↢߇
⥄ಽߩ㑐ᔃߩࠆ߽ߩࠍጁୃߔࠆߣหᤨߦਁޔㆉߥߊጁୃߐߖ
ߚߣ߁ߎߣࠍਔ┙ߐߖࠆᔅⷐ߇ࠆߩߢᄢᄌߢߪߥ߆ޕ
ߩޠࠪ࠹ޟಽߢ⸒߁ߣޔ
ޟ㗔ၞߢޠಽߢ߈ࠆߣࠃ
߇ޟޔᕈ⾰ޕ߆ߥߪߢߩࠆߊߡߞߑ߹߇ޠ
6. ⢒ ᚑ ߒ ߚ  ࠫ ࠚ ࡀ  ࠶ ࠢ࠹ࠖࠞ࡞ࠪࡦࠠࡦࠣ߇ᄢಾߊࠃޕቇ↢ߦߔߩߪ⥄ޔಽ
ࠢࠬࠠ࡞
߇ߡࠆޔធߒߡࠆᖱႎ߇Ᏹߦᱜߒߣߪ߆߉ࠄߥߣ
 ̪8 ߟߩࠬࠠ࡞߆ࠄㆬᛯ
߁ߎߣޕ
࠴ࡓࡢࠢߪߩቇ↢ߪࠆࡦ࡚ࠪࠤ࠾ࡘࡒࠦޕജߪޔ
ᢎຬߦᔅⷐߥߩߢޔᢎຬࠍ⋡ᜰߔቇ↢ߢߎࠇ߇߭ߤߊഠࠆ߽ߩ
ߪߎߥޕ
7.ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߩ ࠢ࠹ࠖࠞ࡞ࠪࡦࠠࡦࠣߦߟߡߪޔᣣᧄ⺆ޔ⺆⧷ޔㄉᦠ߇
ᢎ⢒ᣇᴺ
ࠇ߫ಽ߆ࠆ⸒⺆ߩਃߟߢߩߘޔᣣߩࡀ࠶࠻ߩᣂ⡞㧔࠙ࠜ
 ̪7 ߟߩ㗄⋡ࠍෳᾖ
࡞ࠬ࠻࠻ࠫࡖ࠽࡞ੱޔ᳃ᣣႎᦺޔ㞲ᣣႎ╬㧕ࠍᲧߴߐ
ߖߡࠆޔߣࠆߔ߁ߘޕᣣᧄߢ㗴ߦߥߞߡࠆ⸥߇ᛒࠊࠇ
ߕޔᣣᧄߢ㗴ߦߥߞߡߥߎߣ߇ᛒࠊࠇߡࠆߎߣߦቇ↢
߇᳇ߠߊߎߣ߇ߢ߈ࠆߚ߹ޕหߓ㗴ߢ߽㆑߁ಾࠅญߢޔ㆑߁
⺰⺞ߢႎߐࠇߡࠆߎߣߦ᳇ߠߊߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
ࠢ࠹ࠖࠞ࡞ࠪࡦࠠࡦࠣߦ㑐ㅪߒߡޔ࠲ࡦࡔࡘࠠ࠼ޔᚢ೨
ߩᤋ↹ࠍߖࠆ႐วߦߔߩߪޔ
ޟᤋߢߚޔߦ߈ߣ߁⸒ߣޠ
ߤࠇߛߌߩੱ㑆ߩᚻ߇ߞߡࠆᖱႎߥߩ߆ࠍ⠨߃ࠆᔅⷐ߇
10.ߘߩઁ

9. ೋᐕᰴᢎ㙃ᢎ⢒ኾ㐷
ᢎ⢒ߦ߅ߌࠆࠫࠚࡀ
࠶ࠢࠬࠠ࡞ᢎ⢒ߩㅪ㑐

8. ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ᢎ
⢒ࠍⴕ߁ߢߩ࿎㔍
 ̪6 ߟߩ㗄⋡ࠍෳᾖ

ࠆߣ߁ߎߣޕᓇ⠪߇ࠍ㍳↹ߔࠆ߆ࠍㆬᛯߒ✬ޔ㓸ᬺߩ
ߣ߈ߦࠞ࠶࠻ߐࠇߡࠆࠪࡦ߇ࠆޔߦࠄߐޕቇ↢߇ⷡ߃ߡ
ࠆࠪࡦߣⷡ߃ߡߥࠪࡦ߇ࠆޕട߃ߡޔવ߃ߚߣ
ᕁ߁ᖱႎߣવ߃ߚߣᕁࠊߥᖱႎ߇ࠆߚߒ߁ߎޕㆬࠍ⚻
ߚᖱႎࠍߒߡࠆߎߣߦ⥄ⷡ⊛ߦߥࠆᔅⷐ߇ࠆޕ
ࡐ࠻߿ࠦࡔࡦ࠻ࠞ࠼㧔ᬺߩޟ᳇ߠ߈ߩࡐ࠻ޠ
㧕ࠍ
ቇ↢ߦ⺖ߒߡࠆޕㅢᏱឭߐࠇࠆߩߪ A4 ߩ㕙ߛߌ⸥ߐࠇ
ߚ߽ߩߛ߇ޔ㐳ߣ߈ߪ A4 ߩⵣߦ߱ޕ
࠺ࠖࡌ࠻߿࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪࡦဳߪ⧰ᚻߥߩߢⴕߞߡߥޕ
ࡊࡦࠍߐߖࠆᬺߪቇ↢ᢙߩ㑐ଥⴕ߃ߥޕ
ࠢ࠶ࠞߩ↪ߦ⥝߇ࠆޕᬺߩߘߩᣣߦߔߋࠕࡦࠤ
࠻ߩ⚿ᨐࠍᤋߢ߈ࠆߩߪଢޕᬺߩዉㇱߢ߁ߩߪ㕙
⊕㧔᧪ᐕᐲ೨ᦼߩ 60 ੱߩᬺߢ↪ࠍᏗᦸ㧕ޕ
࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪࡦ߿࠺ࠖࡌ࠻ߪࠃߣᕁ߁߇⥄ޔಽ߇ߘ߁
ߒߚᬺࠍฃߌߡ߈ߡߥߚౕޔ⊛ߥᚻᴺޔᎿᄦߩᣇ
߇ಽ߆ࠄߥޕ
৻ࠢࠬߩቇ↢ᢙ߇ᄙ ࠬࠢ৻ޕ30 ੱߩ႐วࠍࡦࡊޔ
ߐߖࠆߩߦ㗴߇↢ߓࠆޕ
ળ⼏߇ᄙߊᬺḰߩᤨ㑆߇ਇ⿷ޕᑼᬺߩḰߪޔ
⥄ಽߛߌߢേߌߥߩߢ㔍ߒ⺖࠻ࡐޕ㗴ߪ⺒ߩߦᤨ㑆
߇߆߆ࠆޕ
⾗㊄ߦߟߡਇḩߪߥ߇ޔᬺߦᔅⷐߥ⾗ᢱࠍ৻ㅳ㑆೨ߦ
⾼ߢ߈ࠆߣࠃ㧔㗔ᦠߣᬌຠߢߔߋߦ⾈߃ࠆߣࠃ㧕ޕ
ᢎ⢒ᣇᴺߦ㑐ߔࠆീᒝળ㧔FD㧕߇ࠆߣࠅ߇ߚޕળ⼏╬
⦡ߥޘㇺวߢෳടߢ߈ߥߎߣ߇ᄙߩߢޔDVD ߦߡ⾉
ߔࠆߣࠃߩߢߪߥ߆ޕౠሶߩᒻߢࠄࠇࠆߩ߽ࠃޕ
ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߪ㊀ⷐߛ߇ߩߘޔ⢛᥊ߣߥࠆ⍮⼂ࠍ㜞
ᩞ߹ߢߪߊߒ߽ޔᄢቇ৻ᐕᰴߦߒߞ߆ࠅߟߌߡ߅߆ߥߣߒࠎ
ߤࠆޕ⒟ᐲ⍮⼂߇ߞߡߎߘ߆߅߆ߒ߁ࠃߺߡߴ⺞ޔ
ߣ߁᳇ᜬߜ߇ࠆޕ
ฦᜂᒰߩవ↢ߩኾ㐷⑼⋡ߢ߽ޔᬺߩㅴᣇ⺖ޔ㗴ߩߒᣇ
ᰴ╙ߢޔቇ↢ߪࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ࠍりߦߟߌࠄࠇࠆޕ
ᐕᐲ߹ߢᣣᧄ⺆ᢎ⢒⻠ᐳߢೋᐕᰴᢎ⢒ࠍᜂᒰߒޔ᳓ᦐᣣߩ 1
ᤨ߆ࠄ 5 ᤨޔ6 ᤨ߹ߢ㓸߹ߞߡࠍߔࠆߣ߁ᵴേࠍⴕߞߡ
ࠆ⻠ޕᐳౝߢߪೋᐕᰴᢎ⢒ߢⴕ߁ౝኈߦኻߒߡࠈࠈߥ⠨߃
ᣇ߇ࠆޕኾ㐷ߩᣣᧄ⺆ᢎ⢒ߩ㐷⊛ߥ߽ߩࠍⴕ߃߫ࠃ߆ߣ
߁ߣߦߢߔޔ㐷ߩᬺ߇ࠅߘߎߢೋᐕᰴᢎ⢒⊛ߥߎߣ߇
ߐࠇߡࠆޕᄢቇ↢ߦᔅⷐߥ⍮⼂ࠍ 15 ࿁ߩᬺߢቇ߫ߖࠆߣ
߁ߩߪℂ⸃ߢ߈ࠆ߇ޔኾ㐷ߦࠇߥߌࠇߤ߽ᄢቇߩᬺߣ
߁ߩߪ⟎ߠߌ߇㔍ߒޕઍቇ⧓⺖⒟ߣᢎຬ㙃ᚑ⺖⒟ߢಽߌ
ߡ⛔৻⊛ߥೋᐕᰴᢎ⢒ࠍⴕ߁ߣ߁ߎߣߪࠅ߁ࠆ߇ߢ⁁ޔ
ߪ⻠ᐳߦ৻છߐࠇߡߒ߹ߞߡࠆޕ
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0㧚ᜂᒰᬺߩⷐ

㗄  ⋡

ኾ㐷⑼⋡ߩᜂᒰ߇ᄙߊޔᢎ㙃⑼⋡ߪᖱႎߩߺࠍᜂᒰޕ
ޟቇ⠌ᜰዉ⹏ଔṶ⠌ޔߪޠᢎ⢒ቇߩᢎ⢒⑼ቇㆬୃߩᢎ⢒
ቇጁୃࡕ࠺࡞ะߌߩᬺߢᢥ₂⾼⺒߇ਛᔃޕฃ⻠ቇ↢ߪ 3 ᐕ
↢ 7 ฬޕቇ⠌ᜰዉ߿⹏ଔߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ⺰ᢥࠍߒߞ߆ࠅߣℂ⸃
ߒℂ⺰⊛ߥࡑ࠶ࡇࡦࠣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ၮᧄ⊛ߥౝኈߩቇ⠌ࠍ
ㅴߡࠆޕኾ㐷Ṷ⠌ߪࡒᒻᑼߥߩߢ⊒ޔ⠪ࠍ߈ߡベ
⇟ߢᜰቯߒߚᢥ₂ߦߟߡႎ๔ߒోޔຬߢᬌ⸛ߒߡࠆޕᢎ
⢒ᣇᴺޔቇജ⥄߇ࠪ࠹ޔಽߩ⎇ⓥಽ㊁ߛ߇ࠪ࠹ޔ
⺰ߪᬺߢ⋥ធᛒࠊߕޔቇജ⺰╬ߩᢥ₂ࠍ⺒ࠎߢࠆ㧔࠹
ࡑߪᲤᐕᄌ߃ࠆ㧕
ޕ
೨ᦼߩޟᢎ⢒ߩᣇᴺߣᛛⴚޠ㧔E ⑼⋡㧕ߪࠆࠁࠊޔᢎ⢒
ᣇᴺቇߩᬺޕਃಽߩ৻ߪޔዊਛቇᩞߩᬺࠍࠆ㓙ߩᢎ⢒
ᣇᴺߦߟߡ⁁ߩ㗴ࠍߟߌࠄࠇࠆࠃ߁ߥᛕ್⊛ߥⷞ
ὐ߇࠹ࡑ߁߽ޕਃಽߩ৻ߢߪޔᢎ⢒ౝኈޔᢎ᧚ࠍߤߩࠃ߁
ߦࠆ߆ߣ߁ℂ⺰⊛ߥㇱಽࠍߒߞ߆ࠅߐ߃ࠄࠇࠆࠃ߁
ߦߒߡࠆޕᱷࠅߩਃಽߩ৻ߢߪޔዊࠣ࡞ࡊනߩห
ᬺߢᬺߩ᭴ᗐࠍᚑߔࠆᤨ㑆ޕ
ᓟᦼߪޟᖱႎᢎ⢒㐷Τࠍޠቇᩞᢎ⢒⻠ᐳᔃℂቇߩዊ᎑వ
↢ߣᜂᒰޕฃ⻠ߔࠆߩߪᢎ⢒ቇߩ 1 ᐕ↢⚂ 33 ฬߣ࠼ࡢޕ
ࠛࠢ࡞ߩᛛ⢻ࠍ⺖㗴ࠍߒߥ߇ࠄㅴߡࠆޕዊ᎑వ↢߇
ࠛࠢ࡞ࠍ⥄ޔಽ߇ࡢ࠼ࠍᢎ߃ޔዊਛቇᩞߢᢎຬ߇ᚑߔ
ࠆࠃ߁ߥᢥ㕙ࠍࠄߖߚࠅߩ࠻ࠬ࠹ޔὐᢙࠍ⛔⸘ಣℂߔࠆࠃ
߁ߥ⺖㗴ࠍߔޕᬺߪోߡᢎຬੑੱ߇ෳടߒޔਥᜂᒰߣቇ
↢߳ߩࠨࡐ࠻ᓎߣߦᓎഀಽᜂߒߡㅴߡࠆ
ޟᢎᏧ⺰ߪޠᢎ⡯ߩᗧ⟵ߦ㑐ߔࠆ⑼⋡ߢ 1 ᐕ↢߇ኻ⽎ޕ
ઍߩቇᩞߢᢎຬߢࠆߎߣߩߟࠄߐߣᭉߒߐߩਔᣇࠍࠆ
ߎߣࠍ࠹ࡑߦߒߡࠆޕ1 ᐕ↢ߪᢎᏧߦߎ߇ࠇߛߌࠍᜬ
ߞߡߊࠆߩߢޔቇ↢߇ᣢᚑᔨࠍߣࠄ߃⋥ߔߣ߁ߎߣࠍ߽
߁৻ߟߩᩇߣߒߡࠆޕᢎ⢒ߩታᘒࠍㆊᐲߦℂᗐൻߔࠆቇ↢
߇ᄙߩߢߚߒ߁ߘࠎߚߞޔ⠨߃ࠍ፣ߐߥߣߩቇᩞ
႐ߩ㗴ߪ߃ߡߎߥޕ፣ߒߚߢ߽߁৻ᐲߤߩࠃ߁ߥᢎ
Ꮷࠍឬߊߩ߆ࠍ⠨߃ߡߊౝኈߦߒࠃ߁ߣᔃ߇ߌߡࠆޕ
ޟᢎᏧ⺰ߩޠᬺߪࡊ࡞ࠣޔᵴേ߇ߒߦߊౝኈߩᬺ
ߥߩߢޔᚲᦠࠍ࠻ࠪࠢࡢޔߖߐࠍࡦ࡚ࠪ࠶ࠞࠬࠖ࠺ߢޘ
߆ߖߡߒวࠊߖࠆߣ߁ᒻ㧔࿕ቯ⊛ߥࠣ࡞ࡊ᭴ᚑߢߪߥ
㧕ߦ࠲࠺ޕၮߠߡ⠨߃ࠆߎߣ߇ᄢಾߥߩߢߥޘ⦡ޔታ
࠺࠲ࠍߥࠆߴߊߍߡ⠨߃ߐߖࠆߎߣࠍᗧ⼂ߒߡࠆ
㧔ᬺߢᢎ⑼ᦠߪᜰቯߒߡߥ㧕ޕᬺౝႎ๔ߪޔᬺߢ
ᦠ߆ߖߚ߽ߩߦၮߠ߈ߒวࠊߖࠆ⹏ޕଔߪႎ๔ߩ᧪ౕ
วޔ᳓Ḱޔᵴേ⊛ߦⴕߞߡࠆ߆ߢ್ᢿߒߡࠆޕ
ޟᢎ⢒ౝኈ⺰ޔߪޠ3ޔ4 ᐕ↢ኻ⽎ߩᬺߢቇ↢ᢙߪ⚂ 50
ฬޕታ〣⊛ߥ࠹ࡑࠍߣࠅߍᢎ⢒ౝኈߩ㗴ࠍ⠨߃ࠆ
ᬺޕߩዊਛߩቇ⠌ᜰዉⷐ㗔ߦߟߡࡆ࡚ࠫࡦࠍ⥄ಽߥࠅ
ߦ߽ߟߣ߁ߎߣࠍ࠹ࡑߦߒߡࠆᦨޕೋߩᣇߩ࿁ߢߪޔ

ࡅࠕࡦࠣౝኈ
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ࡅࠕࡦࠣ⺞ᩏ࿁╵

ቇ⠌ᜰዉⷐ㗔ߦᦠߡࠆߎߣ߇␠ળ⊛ߥⷞὐߢߺࠆߣߤ
ߩࠃ߁ߥᗧࠍ߽ߞߡࠆߩ߆ࠍߺߚࠅߪࠆޔቇᩞߦ
ࠆߣᢎ⢒ߩౝኈߪ⑼ቇ⊛ߦቴⷰ⊛ߢࠆߣᕁ߇ߜߛ߇ޔන
ߦᢎ⢒⊛ߥⷰὐߛߌߢߥߊߥޘ⦡ޔᴦ⊛ᢥൻ⊛ⷐ࿃߇߆
ࠄߺߞߡᢎ⢒ౝኈ߇ߢ߈ߡࠆߣ߁ᛕ್⊛ⷞὐߢ⠨߃
ࠆߎߣࠍ೨ඨߢⴕޔฦᢎ⑼ߢߩౕ⊛ߥౝኈࠍขࠅߍߟ
ߟౕޔ⊛ߥᢎ⢒ౝኈࠍᬌ⸛ߒߡࠆޕ
1. ᜂᒰᬺߦ߅ߌࠆᢎ⢒ᣇᴺ
ᜂᒰߩᬺߪᢎᏧߩౕ⊛ߥᢎ⢒ᵴേߦ㑐ࠊࠆ߽ߩ߇ᄙ
ߩߢߊߴࠆߥޔቇ↢߇ઁߩቇ↢ߩᜬߟ⦡ⷞߥޘὐߦ⸅ࠇߥ߇
ࠄࠆ࠹ࡑߦߟߡ⠨߃ߡ߽ࠄ߁ߚߦࠣ࡞ࡊࠍᵴ↪
ߔࠆߎߣࠍᄢಾߦߒߡࠆޕE ㆬߪㆬᛯ⑼⋡ߢੱᢙ߇ᄙߊߥ
ࠆߚޟޔᢎᏧ⺰ߪޠౝኈޔቇ↢㑆ߩᵴേߪ߹ࠅⓍᭂ⊛
ߦขࠅࠇߡߥޕE ⑼⋡ߢߪᦨೋߦዊࠣ࡞ࡊࠍߞߡ
ᵴേߔࠆߣ߁ߎߣࠍᄙߊขࠅࠇࠆޕᢎຬ߇ሶଏࠍኻ⽎ߣ
ߔࠆ႐㕙ࠍ⠨߃ࠆࠃ߁ߥ⑼⋡ߪߩઁޔቇ↢ߣ⠨߃ߡᬌ⸛ߔࠆ
ᵴേࠍ⚵ߺㄟޕቇᩞ႐ߢߒߣ⊝ޔวᬌ⸛ߔࠆߎߣߪ
ᒰߚࠅ೨ߥߩߢޔᬺߢ߽⦡ߥޘ⠨߃߿⍮ߦ⸅ࠇࠆߎߣࠍ
ᄢಾߦߒߡࠆޕ
ߔߛߌߦߥࠆߣቴⷰ⊛ߦ⠨߃ࠍኻ⽎ൻߢ߈ߥߩߢࡢޔ
ࠢࠪ࠻ࠍߞߡ⠨߃ࠍᦠ߈ߒߒޔวࠍߐߖߡ
ࠆޕၮᧄ⊛ߦᦠ߈ߥ߇ࠄ⼏⺰ߐߖࠆߩ߇ᦨㄭߩ৻ߟߩࠬ࠲ࠗ
࡞ߢޔቇ↢ߪᦠߡ⠨߃ࠍᢛℂߒߦࠇߘޔၮߠ߈⼏⺰ߦෳട
ߔࠆޕ
⑼⋡ߩᕈ⾰ߦࠃߞߡ߇ࡦ࡚ࠪ࠶ࠞࠬࠖ࠺ޔㆡߒߚ߽ߩߣㆡ
ߐߥ߽ߩ߇ࠅޔᔅߕߒ߽࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪࡦࠍߔࠇ߫ᷓߊ
⠨߃ࠆߣ߁ࠊߌߢߪߥ㧔ℂ⸃ߒߡࠆࠊߌߢ߽ߥ㧕⻠
⟵ߩᒻᑼߢㅴࠆ႐วౕ߽ޔ⊛ߥ㗴߆ࠄዉߒ╭┙ߡ
ߡߒߡߊߣಽ߆ߞߡߊࠇࠆᔕ߽ࠆߩߢߩ⋡⑼ޔᕈ⾰
ߦࠃߞߡಽߌࠆ⟵⻠ޔߒ߆ߒޕᒻᑼߛߌߦߥࠄߥࠃ߁ߦޔ
ౕ⊛ߥࠍ↪ߡዉߔࠆߣ߁ߎߣ߽ⴕ߁ޕ
2. ᦨㄭߩቇ↢ߩ․ᓽะ
⺒ࠎߛߎߣࠍ߽ߣߦ⠨߃ࠄࠇߥߣ߁ශ⽎߇ᒝޕ
⥄ಽߩ⚻㛎߿⍮ߞߡࠆߎߣߣᾖࠄߒߡᛕ್⊛ߦ‛ࠍ⠨
߃ࠆߣ߁ജ߇ᒙޕኻ⽎ൻߒߡ⠨߃ࠆߎߣ߇ߢ߈ߕ⥄ޔಽ
ߩ⺒ࠎߛ߽ߩ⚻ޔߩ߽ߚޔ㛎߇ోߡߦߥߞߡߘߎ߆ࠄ⣕ߒ
߈ࠇߥቇ↢߇ᄙࠃ߁ߦᗵߓࠆࠆࠇߐࠫࡔࠗߦ⊛⥸৻ޕ
ᢎᏧߣሶߤ߽ߩ㑐ଥࠍ⚵ߺᦧ߃ࠆᗧ⼂ࠍᜬߟᔅⷐ߇ࠆޕ
3. 㙃ᚑߒߚቇ↢
⥄ಽ߇⠨߃ࠆᢎᏧߪޔࠫࡔࠗߩߢ߹ޔᣢሽߩ⠨߃ࠍߕ
ࠄߒߡ⠨߃ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆੱޕቇ↢ߦߪޔᛕ್⊛ߦኻ⽎ൻߒ
ߡߟ߈ߪߥߒߡࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆੱߦߥߞߡ᰼ߒޕ᰼ࠍ⸒
߃߫ޔ⠨߃ᣇߩߕࠇ߇ߞߚߣ߈ߦ⥄ޔಽ߇߅߆ߒߣᕁ
ߞߚߎߣߦߟߡ␠߇ࠇߘޔળߩਛߢߤߩࠃ߁ߦ⠨߃ࠄࠇߡ
߈ߚߩ߆ޔవੱߚߜ߇ߤ߁⠨߃ߚߩ߆ߣ߁ߎߣࠍ߈ߜࠎߣ
ᧄࠍ⺒ߺᢥ₂ߢ〔ઃߌࠄࠇࠆࠃ߁ߦߥߞߡ᰼ߒޕ
ᢎᏧߦߪ␠ળ⑼ቇ⊛ߥ⍮߇ᔅⷐߛߣ⠨߃ߡࠆᦠߦᧄޕ
ߡࠆ߽ߩ߇ోߡߢߪߥ߇ߦᧄޔၮߠߡ⠨߃ߡߊߎ
ߣߪၮᧄ⊛ߥ⚛㙃ޕቇ↢ߦߪޔၮᧄ⊛ߦᧄࠍ⺒ߎߣࠍᄢಾ
ߦߒߡ߽ࠄߚޕ
4㧚ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߩᢎ⢒ ⣕ᢥ⣂ൻߐࠇߡࠬࠠ࡞ߩߺ߇ߣࠅߚߡߡᢎ߃ࠄࠇߡߊߣ
ߦኻߔࠆ⠨߃ᣇ
߁ะ߇ᒝࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞߿ࠬࠠ࡞ᢎ⢒ߪၮᧄ⊛
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ߦ㗴ᦨޕㄭߩࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߩ⺰ߓࠄࠇᣇߪࠇߘޔ
ߦኻᔕߔࠆቇ⠌ߪߒ߆ߓ߆ߢࠆߣ߁߰߁ߦቯဳൻߐࠇ
ߡࠆࠆޕ⒳ߩ࠹ࡑߦᴪߞߚᵴേࠍߔࠆਛߦߒߣ⚛ⷐޔ
ߡߎ߁߁߽ߩ߇ࠆߣ⠨߃ࠆߎߣߪߢ߈ࠆ߇ߣ࡞ࠠࠬޔᢎ
⢒ߩᣇᴺࠍኻᔕߐߖࠆߴ߈ߢߥߣ⠨߃ࠆޕ
ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߩᢎ⢒ࠍోุቯߔࠆࠊߌߢߪߥޕ
߆ߩᵴേࠍ⠨߃ࠆߣ߈ߩⷞὐߣߒߡߪᔅⷐߦߥࠆߩߢޔቇ
↢ߦቇ߮ߩ߈ߞ߆ߌߣߥࠆⷐ⚛ߣߒߡࠬࠠ࡞ࠍቇ߫ߖࠆߎ
ߣߪߞߡ߽ࠃߩ࡞ࠠࠬࠢ࠶ࡀࠚࠫޔߒ߆ߒޕ⢒ᚑ߇
⋡⊛ൻߐࠇࠆߎߣߦߪุቯ⊛ߡߒߣࡓࠞ࠻࠙ࠕޕቇ↢ߦりߦ
ઃߊߎߣߪᔅⷐߢࠆߒޔᒰὼりߦઃߡߊࠆޕ
ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ࠍߪ߿ࠅߩ⸒⪲ߣߒߡ↪ߔࠆߎߣ
ߪߢ߈ࠆ߇ޔᚢ⇛⊛ߦߤ߁ୟߒߡߊ߆ߣ߁ߎߣߦߟ
ߡߪޔᗲᢎᄢߥࠅߩޔฦవ↢ߥࠅߩᗧߠߌ߇ߞߡ߽ࠃ
⊒ߩ࡞ࠠࠬࠢ࠶ࡀࠚࠫߩߣ߽ߣ߽ޔߒ߆ߒޕᗐߪߘ߁
ߢߪߥߊ࡞ࡃࡠࠣޔൻߒߡߊߣᚲዻߒߡࠆ႐ᚲߛߌߢ
ߪߘߩੱߩࠢࠝ࠹ࠖ߇ࠊ߆ࠄߥߩߢޔ᳢↪⊛น⢻ߥࠬࠠ
࡞ߣߒߡ⥄ಽ߇ߤࠇߛߌ߽ߞߡࠆߩ߆ࠍੱߩጁᱧߣߒ
ߡ⠨߃ߐߖߡߊߚߩ৻ߟߩ⠨߃ᣇߣߒߡߡ߈ߡࠆޕ
ߎ߁ߒߚࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߩ߽ߣ߽ߣߩ⠨߃ᣇߦߪዋߒ
ᵈᗧࠍะߌߥ߇ࠄߞߡ߆ߥߌࠇ߫ߥࠄߥߌࠊࠅߣޕᢎ
Ꮷࠍ⢒ߡࠆߎߣࠍࡔࠗࡦߦߒߡࠆᄢቇߥߩߢޔ߽ࠣࡠ
ࡃ࡞⚻ᷣߩߥ߆ߩࠦࡦࡇ࠹ࡦࠪࡕ࠺࡞ࠍណ↪ߔࠆᔅⷐߪ
ߥޕ
ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦࠍⴕ߁ߥ߆ߦߪ⺰ℂ⊛ᕁ⠨ޔኻജޔ
ࠢ࠹ࠖࠞ࡞ࠪࡦࠠࡦࠣߥߤߩࠬࠠ࡞߇ⶄว⊛ߦ߹ࠇࠆޕ
ߘߩߥ߆ߢࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦ⢻ജߛߌࠍ᷹ቯߔࠆߎߣߪ
㔍ߒ߇ੱޕ߆ࠍⴕ߁႐วߩⷞὐߣߒߡࠢ࠶ࡀࠚࠫޔ
ࠬࠠ࡞ࠍ✚วൻߒߡ⋡ᜰߒߡߊߣ߁ߎߣ߿ޔߦޘᒻᚑ
ߒߡߊߣ߁ߎߣ߇ജὐߣߒߡߪߞߡ߽ࠃ߇ߙࠇߘޔ
ࠇߩജࠍߦขࠅߔߎߣߪߢ߈ߥޕขࠅߖߥ߽ߩ
ߪ⹏ଔߢ߈ߥޕ
ขࠅߍࠆ࠻ࡇ࠶ࠢޔࡑ࠹ޔቇߩ㗔ၞߦ㑐ࠊߞߡ⋡ᮡ
ߪ⸳ቯߐࠇࠆ␠߫߃ߣߚޕળ⑼ቇߩਛߢᛕ್⊛ߦ⠨߃ࠆߎߣ
ߣޔᢎ⢒ቇㇱߩਛ⥄ޔὼ⑼ቇߩਛߢᛕ್⊛ߦ⠨߃ࠆߣ߁ߩ
ߪኻ⽎߽⠨߃ᣇ߽߅ߘࠄߊ⇣ߥࠆޕኻ⽎㗔ၞߦ߅ߡޘ
ߩࠬࠠ࡞ߪߐࠄߦౕൻߐࠇࠆߩߢޔᛕ್⊛ᕁ⠨߽ߘߩኻ⽎
ߦࠃߞߡ⇣ߥࠆޕ
ࠣࡠࡃ࡞␠ળߩਛߢ↢ᵴߒߡߊߢࠠࠬߩ߆ߓ߆ߒޔ
࡞߇ᔅⷐߢࠆߣ߁⚵ߺ┙ߡᣇࠍ OECD ߩ DeSeCo ߪߒ
ߡ߅ࠅੱ߈ߴࠆޔ㑆ޔࠅ߇࡞࠺ࡕޔᔅⷐߥⷐ⚛ߣߒߡ
ߎ߁ߒߚࠬࠠ࡞߇ᔅⷐߢࠆߣ⸒ߞߡࠆޔ߫߃ޕ8 ߟߩ
ࠬࠠ࡞ࠍࠊߖߡߘࠇߙࠇࠍቇࠎߢߊߣࠢ࠶ࡀࠚࠫޔ
ࠬࠠ࡞ߣ߁ᄢቇߢ߽␠ળߢ߽↢⥸৻ޔᵴߩߥ߆ߢ߽ㅢ↪ᕈ
ߔࠆ᳢↪⊛ߥജ߇りߦઃߊࠊߌߢߪߥޕᢥ⣂ߩਛߢౕൻ
ߐࠇࠆߩߢޔ᭽ߥޘᢥ⣂ߢหߓࠃ߁ߦߪ߃ߥߪ࡞ࠠࠬޕ
ౕ⊛ߦ‛ߦ㑐ࠊࠆߢᔅⷐߛ߇ࠍ࡞ࠠࠬޔ₪ᓧߔⴕޔ
ࠆߢߪࠆߡࠇࠊ߇࡞ࠠࠬޔᢥ⣂ޔ₪ᓧߔࠆᢥ⣂߿ߘࠇ
ࠍᡰ߃ࠆ⍮⼂߇㊀ⷐߚߒ߁ߎޕቇ߮ߩᢥ⣂ࠍᜬߜޔ߆ࠍ₪
9. ೋᐕᰴᢎ㙃ᢎ⢒ኾ㐷ᢎ⢒
ߦ߅ߌࠆࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ
࡞ᢎ⢒ߩㅪ㑐

8. ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ᢎ⢒ࠍ
ⴕ߁ߢߩ࿎㔍
̪6 ߟߩ㗄⋡ࠍෳᾖ

7.ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߩᢎ⢒
ᣇᴺ̪7 ߟߩ㗄⋡ࠍෳᾖ

6.⢒ᚑߒߚࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬ
ࠠ࡞̪8 ߟ߆ࠄㆬᛯ

5.ߦޠࠪ࠹ޟ㑐ߔࠆ⠨߃
ᣇ

ᓧߔࠆᢥ⣂ߢࠊࠇߚࠅᦝޔᣂߐࠇߚࠅߔࠆߩ߇ࠬࠠ࡞ౕޕ
⊛ߥᢥ⣂ߩਛߢࠅߚߒⴕࠍ࡞ࠠࠬޔᒻᚑߒߡߊߎߣߪ
ߢ߈ࠆߒޕ߈ߴߔޔ
␠ળߩਛߢ᳢↪น⢻ߥ߽ߩࠍᜰቯߔࠆߎߣߩ㗴߇ࠆޕ
8 ߟߩࠬࠠ࡞ࠍ㓊ߥߊߟߌࠇ߫␠ળߩਛߢߤࠎߥ⡯ᬺߦዞ
ߡ᳢߽↪⊛ߢࠆߩ߆ߣ߁ߣ⛘ኻߘ߁ߢߪߥߩߥࠇߘޕ
ߦߤ߁ߒߡࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߣ⸒߃ࠆߩ߆ߣ߁ߎߣޕ
ߎߩࠃ߁ߦ⠨߃ߥ⺰ℂߢޔᢎ㙃ᢎ⢒ߣ߁߽ߩߩ⋡⊛ࠍ⠨
߃ࠆਛߢޔᛛ⢻ࠬࠠ࡞ࠍ⟎ߠߌࠆߎߣ߇㊀ⷐޕ
4 ߟߩ࠹ࠪ߇ߞߡࠍࠇߘޔᡰ߃ࠆ߽ߩߣߒߡࠫࠚ
ࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞߇ࠆߣ߁ߩ߇ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߩࠗࡔࠫ
ߢࠆߥࠄ߫߇࡞ࠠࠬߣࠪ࠹ޔಽ㔌⊛ߣ⸒߃ࠆޕᛕ್
⊛࠹ࠪߩ⠨߃ᣇߢ߁ߣߪ࡞ࠠࠬޔਇⷐߢߪߥߊ‛ޔ
ࠍ⠨߃ࠆߢߪᔅⷐߢߥ߁ࠃߩߤࠍࠇߎޔᢥ⣂ߢ߁ߩ
߆ޔᢥ⣂ᕈߦߤߩࠃ߁ߥ㗴߇ࠆߩ߆ࠍ⠨߃ߡߊߎߣ߇
㊀ⷐߣߥࠆࠍ⼂ޕᡰ߃ࠆ⍮⼂ߣಽᨆߒߡߊߚߩࠬࠠ
࡞ߡߒߘޔᛕ್⊛ߥᘒᐲߎࠇࠄਃ৻ߩᵴേߣߒߡ࠹
ࠪࠍ⠨߃ߡⴕ߈ߚߣᕁߞߡࠆޕ
ౕ⊛ߥቇ⠌ߩ႐㕙ߢߪޔᒰὼ⺰ℂ⊛ߥ⺒ߺขࠅ⢻ജߩ࠻
࠾ࡦࠣࠍㇱಽ⊛ߦⴕ߁ߣ߁ߎߣ߽ᒰὼߢߡߊࠆ࠹ޕ
ࠪࠍ₪ᓧߒߡߊߣ߁ߣ߈ߪ࠹ߡߞ߇࡞ࠠࠬޔ
ࠪ߇ߟߊߩߢߪߥߊߩࠬࡠࡊޔਛߢ₪ᓧߒߡߊ߽ߩߣ
ᝒ߃ࠆޔࠅ߇࡞ࠠࠬޕၮ␆ቇ⠌߇ߞߡ࠹ࠪࠍ₪ᓧ
ߔࠆߣ߁ߎߣߢߪߥߩࠪ࠹ޕቯ⟵ߣߒߡޔᢥ⣂ߣ
ࠬࠠ࡞ࠍࠎߢࠆߣ߁ߎߣߢޔᲑ㓏⺰⊛ߢߪߥޕ
߃߫ߩࠪ࠹ߩࠗࡈࡠ࠙ࡄޔ⠨߃ᣇߪࡢޔ
࠼ࠍ⺒ߎߣߪࡢ࡞࠼ࠍ⺒ߎߣߢࠆߣ߁߽ߩࡢޕ
࠼ࠍ⺒ࠎߢ⇇߇⺒ࠆࠊߌߢߪߥߊ⺒ࠍ⪲⸒ޔਛߦߔߢ
ߦߘߎߦᛕ್⊛⼂߇⊒↢ߔࠆߎߣࠍᗧߔࠆߟ৻ࠍ⪲⸒ޕ
ᜬߟߎߣߪၮ␆ߩၮ␆ߦᕁ߃ࠆ߇ࠍࠇߘޔℂ⸃ߔࠆߣ߁ߎ
ߣߪߘߩၮ␆ߩਛߢࠆ⒳ߩ࠹ࠪࠍⴕߒߡߊߣ
߁ߎߣࠍ⪲⸒ޕℂ⸃ߒߥ߇ࠄ࠹ࠪࠍ₪ᓧߒߡࠆޕ
ၮ␆ࠍቇ߮ࠬࠠ࡞ࠍቇࠎߢ࠹ࠪࠍᒻᚑߔࠆߣ߁⊒
ᗐߣߪ⇣ߥࠆޕ
8 ߟߩࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ࠍ৻ߟߩ✚ߣߺߥߔߣߔޔ
ߴߡ⢒ᚑߒߚߣ⸒߃ࠆޕ
ቇ↢ߦᦠ߆ߖࠆߎߣߪᄢಾߥߩߢࠍߣߎߊᦠޔଦߔࠃ߁ߦ
ߒߡࠆޕ
৻ࠢࠬߩቇ↢ᢙ߇ᄙߔ߉ࠆޕ60 ੱߩᬺߢࠣ࡞ࡊࠍ
ࠆ㓙ޔ6 ੱ 10 ⃰ߦߥࠆ߇ోߡߩ⃰ߦ⊒ߐߖࠆߩߪ㔍ߒ႐
ว߇ࠆޕ
ኾ㐷ᢎ⢒ߦࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ࠍ⟎ߠߌࠆߩߪ⺰ℂ⊛ߦ
߅߆ߒޕኾ㐷ᢎ⢒ߢࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ࠍᗧ⼂ߔࠆࠃ߁
ߦߐߖࠆߩߪ㔍ߒޕኾ㐷ᢎ⢒ࠍ߈ߞߜࠅߣ߿ߞߡߚࠄࠫ
ࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߪりߦߟߡࠆߪߕߥߩߢ߁߁ߎޔ
ߎߣߪ߃ߡ⸒߁ᔅⷐ߇ߥޕ
4 ᐕ㑆ߢቇࠎߛ߽ߩߩ৻ㇱߣߒߡߘߩ㆐ᚑࠍࠫࠚࡀ࠶
ࠢࠬࠠ࡞ߢ᷹ࠆߩߪࠃ߇ޔ4 ᐕ㑆ߩᚑᨐ߇ࠫࠚࡀ࠶ࠢ
ࠬࠠ࡞ߛߌߢ᷹ࠄࠇࠆߣߒߚࠄኾ㐷ᢎ⢒ߩᗧ߇ߥߊߥࠆޕ
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ࡅࠕࡦࠣౝኈ

೨ᦼߪᢎ㙃⑼⋡ߩޟ࿖㓙␠ળߣᣣᧄ ࡒ࠽ࠍޠᜂᒰޕ10
ฬߩฃ⻠ቇ↢ߪ␠ޔળੱ⚻㛎ߩࠆቇ↢߽߅ࠅࡃࠛ࠹ࠖߦ
ንࠎߢߚޕ
ઁߦޔઍቇ⧓⺖⒟࿖㓙ᢥൻࠦࠬ㧔ࠕࠫࠕᢥൻጁୃࡕ࠺
࡞㧕ߩኾ㐷⑼⋡␠ࠕࠫࠕޟળผࠍޠᜂᒰޕ3 ᐕ↢߇ኻ⽎ߢฃ⻠
ቇ↢ߪޔ12㨪13 ฬޕ
ᓟᦼߪޔ
␠ޟળቇၮ␆Ṷ⠌ߩޠᬺࠍਛ╭వ↢ߣหߢᜂᒰޕ
2 ᐕ↢ߩᔅୃ⑼⋡ߢ⚻ޔᷣቇޔᴺᓞቇᴦቇ␠ޔળቇੱ㘃
ቇߩߤࠇࠍኾ㐷ᢎ⢒㧔ත⺰ߩ࠹ࡑ㧕ߣߒߡㆬᛯߔࠆ߆ࠍ್
ᢿߔࠆߚߦߩࠄࠇߎޔၮ␆ࠍቇ߱ᬺࠍቇ↢ߪฃ⻠ߔࠆߎ
ߣߦߥߞߡࠆޕṶ⠌ᒻᑼߢޔฃ⻠ቇ↢ᢙߪ 27 ฬޕ1 ࿁⋡ߩ
ᬺߪਛ╭వ↢ߣੑੱߢⴕޔ9 ࿁߆ࠄ 15 ࿁⋡߹ߢߩᬺࠍ
ᜂᒰޕ
ޟቬᢎߩ⻉㗴␠ߪޠળኾߩᢎ⑼ኾ⑼⋡߆ߟਛቇ␠ળ
㜞ᩞ᳃ߩ⸵⑼⋡ືޕቇጁୃࡕ࠺࡞ߩቇ↢߇ᄙߊ ⸘ޔ12 ฬ
߇ฃ⻠ޕ
␠ߣ࠳ࡦࠚࠫޟળ⟵⻠ߪޠᒻᑼߢ 68 ฬߩቇ↢߇ฃ⻠ޕ
ઍቇ⧓⺖⒟ߩㅧᒻᢥൻޔ࿖㓙ᢥൻߩቇ↢߇ඨޘޕ
㧔⡬⻠↢߽
ෳട㧕ޕ

ޟᲧセᢥൻ⺰ޔߪޠ೨ඨߩ 8 ࿁ಽࠍᜂᒰ㧔ᓟඨߪᄢỈవ↢߇
ᜂᒰ㧕ޕ1 ᐕ↢ߩ࿖㓙ᢥൻࠦࠬߩቇ↢ 80 ฬ߇ฃ⻠ޕ
1. ᜂᒰᬺߦ߅ߌࠆᢎ⢒ᣇᴺ ో⥸⊛ߦࠣ࡞ࡊࡢࠢࠍ㊀ⷞߒࠍࡄࡍ࠻ࡦࡔࠦޔᵴ
↪ޕ
ޟ࿖㓙␠ળߣᣣᧄ ࡒ࠽ߩ⟵⻠ߪߢޠᓟቇ↢ߦ⊒ࠍߐ
ߖߡߚޕᚻߦࡊࡦߒޔ㔍ߒ⺰ᢥࠍ⺖㗴ߦᜰቯߒߡ
߽ޔᓐࠄߥࠅߦ⺒ࠎߢߊࠆߥߤജ߇㜞ޕ

␠ࠕࠫࠕޟળผ⟵⻠ޔߪߢޠᒻᑼߢࡓࠬࠗޔߩᱧผߩ
ዷ㐿ߦߟߡ⻠⟵ࠍߒߚᓟ⺰ޔᢥ⻠⺒ࠍⴕߞߚޕ⇇ผࠍฃ
㛎ߒߡߞߡ߈ߚቇ↢߇߹ࠅ߅ࠄߕޔቇ↢ߩ⍮⼂ਇ⿷߇⋡
┙ߞߚߚ⻠⟵ᒻᑼ߆ࠄ⺰ᢥ⾼⺒ߦಾࠅᦧ߃ߚޕ࿖᳃࿖ኅߩ
ᔨߦࡈࠜࠞࠬߒ⺰ޔᢥࠍోຬߢ⺒ࠎߢᜂᒰㇱಽࠍฦ⥄ߢ
⺞ߴߡߊࠆߣ߁ᒻࠍߣߞߚޕቇ↢ߦߪ߈ᦠߩ࠻ࡐޔᣇޔ
⺰ᢥ⻠⺒ߩߚߤߩࠃ߁ߥㄉᦠࠍ⺞ߴߚࠄࠃ߆߁ࠃߩߤޔ
ߥ⠨ౕ㘃߇ᔅⷐ߆ࠍ⺑ߒߚߛ߹ޔߪߡߒߣ⑳ޕᡷༀߩ
߇ࠆᬺߣᝒ߃ߡࠆޕ
ᓟᦼߩ␠ޟળቇၮ␆Ṷ⠌ߩޠᬺߪޔ㐷ᦠࠍ࠹ࠠࠬ࠻ᜰ
ቯߒޔቇ↢ߦᝄࠅಽߌߡ 1 ┨ࠍ 2ޔ3 ੱߢᜂᒰߐߖ⊒ߡߴ⺞ޔ
ߐߖࠆᒻߢㅴߡࠆޕ1 ࿁ߩᬺߢ 2 ┨߆ࠄ 3 ┨ಽㅴޕ
߹ߥ߮ࡀ࠶࠻ࠍᵴ↪ߒޔᬺ⾗ᢱࠍ PDF ߦߒߡタߖߡࠆޕ
⪺ᮭߩ㗴߽ࠆߩߢ৻ੱ৻ޔㇱ࠳࠙ࡦࡠ࠼ߒ߆ࠄޔ
ߓ⺒ࠎߢᬺߦ⥃ࠃ߁ߦવ߃ߡࠆޕනߦ⊒ߔࠆߛߌ
ߢ⚳ࠊࠄߥࠃ߁߿ࡄࠠࡓࠗ࠲ޔมળࠍቇ↢ߦᜂᒰߐߖ
ߡࠆޔߡߖ߹⚵ࠍࠕࡍޕ1 ┨ߩ⊒ߩ࠲ࠗࡓࡑࡀࠫࡔࡦ࠻ࠍ
10 ┨ߩࠣ࡞ࡊ߇ᜂᒰߔࠆߣ߁ᒻᑼ㧔25 ಽߢ⊒ޔ5 ಽ⾰
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⇼ᔕ╵㧕ޕㅢᏱߪ 2 ┨㧔2 ࠣ࡞ࡊ㧕߇⊒ࠍߒޔᱷࠅ 10 ಽ
ߢౝኈ߿⠨ౕ㘃ߦߟߡߩࠦࡔࡦ࠻ࠍߒߡࠆޕ1 ࿁ߩᬺߢ
3 ┨ಽㅴᬺᣣ㧔2 ࿁㧕ߪࡔࠦ߿ࠢ࠶ࡃ࠼ࠖࡈߩߣߏ┨ޔ
ࡦ࠻ࠍᢥᦠൻߒ߹ߥ߮ࡀ࠶࠻ߦタߖ߇ߢ߹⺒ࠍࠇߘޔᬺ
ߢࠆߣోຬߦવ߃ߡࠆޕ

ޟቬᢎߩ⻉㗴ޔߪޠၮᧄ⊛ߦ⻠⟵ᒻᑼߪ࠻ࠬࠠ࠹ޕᜰቯߒ
ߡࠆ߇ޔᬺߪࠗࡉߥߩߢᾲᔃߥቇ↢ߦࡈࠜࠞࠬߒߡ
ⴕߞߡࠆޕቇ↢߇㘻߈ߥࠃ߁Ꮏᄦߒ⾰ޔ߿Ꮌ࿁ࠍߔࠆޕ
␞ߩ᭽ሶࠍߺߖߚࠅࡦࠩࠕޔ㧔␞߳ߩ߮ដߌ㧕ࠍ⡞
߆ߖߚࠅߥߤⷞ⡬ⷡᢎ᧚߽↪ߒߡࠆޕቬᢎߦߟߡᕁ߁
ߎߣޔᗵߓࠆߎߣߥߤࠍࡑ࠹ޔߡቇ↢ߦ⚂ 20 ಽߢ⊒
ࠍߐߖࠆ੍ቯޕ
ޟᲧセᢥൻ⺰ޔߪޠᲤ࿁ 15 ಽ߶ߤᤨ㑆ࠍขࠅࡢࡊ࡞ࠣޔ
ࠢࠍߐߖߡࠆߦࡊ࡞ࠣޕಽߌ⺖ޔ㗴ࠍਈ߃ߦࠇߘޔኻ
ߒߡࡈࠖ࠼ࡃ࠶ࠢߔࠆߣ߁ᒻᑼ㧔ࠣ࡞ࡊߪᲤ࿁ᣂߚߦ
ࠆ㧕
߫߃ޕᲣ⺆ੱญ߇৻⇟ᄙ࿖ࡌࠬ࠻ 5 ࠍ࿁╵ߐߖߚࠅ
ߥߤޕ10 ಽࠍ⠨߃ࠆᤨ㑆ߦߒޔ㤥᧼ߦࠍᦠ߈ߦࠇߘޔቇ↢
ߦᦠ߈ㄟ߹ߖߡ╵߃วࠊߖࠍߔࠆࠍࠇߎޕዉߣߒߡ࿁߆
߿ࠆߣቇ↢߇Ბޕࠆ߈ߢ߇ࠅ߹ߣ߹ޔߺߓߥߣޘ1 ᐕ↢ߩᓟᦼ
ߢ㆐ࠍߟߊࠄߥߣߌߥߣ߁ᗧ⼂߽ࠆߩ߆߽ߒࠇ
ߥߒޕว߇ߎࠄߥࠣ࡞ࡊߦߪޔมળᦠ⸥ࠍ
ࠆࠃ߁ᜰዉߒࠅ߿ߩࡦ࡚ࠪ࠶ࠞࠬࠖ࠺ޔᣇࠍᜰ␜ߔࠆޕ
࿁߽Ꮌ࿁ߒߡቇ↢ߦჿࠍ߆ߌࡊ࡞ࠣޔห჻ࠍߌߒ߆ߌߚࠅ
߽ߔࠆࠍࠢࡢࡊ࡞ࠣޕᐲ߆߿ࠆߣޔᴺ߇ߐࠇߡ
ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߥࠆߒߢࡊ࡞ࠣޕวߞߚߎߣࠍࡈࡠࠕߢ
ߔࠆߣ߁ࠃ߁ߦߥߪߢߒߥ߬ߞߖߐߪࠢࡢࡊ࡞ࠣޔ
ߊޔవߩዷ㐿ࠍࠆߩ߇㕖Ᏹߦᄢߛߣᗵߓࠆ࡞ࠣߩઁޕ
ࡊߢߤࠎߥᗧ߇ߡߊࠆߩ߆ߣ߁᳇ᜬߜࠍᜬߚߖࠆߣࠃ
ߊㅴޕ

␠ߣ࠳ࡦࠚࠫޟળޔߪߢޠᔅߕᬺᓟߦࠦࡔࡦ࠻ࡍࡄ
ࠍឭߐߖߡࠆ㧔࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪࡦࠍߔࠆߦߪࡦࠪ࠹ࠖ
ࡉߥౝኈߢࠆߚᬺౝ࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪࡦߪߒߥ㧕ޕᬺ
ౝߢᦠߚ߽ߩࠍඞฬߢߒߡࠆ߇ޔቇ↢߇ࠦࡔࡦ࠻ߩ
㧛㕖ࠍㆬߴࠆࠪࠬ࠹ࡓޕᔃᗵ߇ߥߣቇ↢ߪࠦࡔ
ࡦ࠻ࠍᦠ߆ߥߚޕ
␠ߣ࠳ࡦࠚࠫޟળޠ
ޟᲧセᢥൻ⺰ޔߪޠ
Ꮸ▤ℂߦࠞ࠼࠳ࠍ↪ޕ
␠ߣ࠳ࡦࠚࠫޟળࡈߪޠ
࠶ࠪࡘࡃ࠶ࠢ߿ઁੱߩ㛎ߢㄆߊߥࠆ႐ว߇ࠆߩߢㅌᏨ
⥄↱ߣߒߡࠆ㧔ㅌᏨᤨ㑆߹ߢߩࠦࡔࡦ࠻ࠞ࠼ࠍᦠߌ߫
Ꮸᛒ㧕
ߪ࠻ࡦࡔࠦޕജ߇ᄙߢ࠻࠶ࡀ߮ߥ߹ߪ࠻ࡦࡔࠦޕ
ࡐࠬ࠻ߐߖᦨޔૐ㒢ߩ✬㓸ࠍട߃ߚ߽ߩࠍᬺߢ㈩Ꮣߒߡ
ࠆ㧔ቇ↢ߩᗧࠍඞฬߢ⚫㧕⚿ޕᨐޔቇ↢߇⺒⠪ࠍᗧ⼂ߒߚ
ࠦࡔࡦ࠻ࠍᦠߊࠃ߁ߦߥߞߚ✬ޕ㓸ߪ↵ޔᕈᕈޔหᕈᗲߥߤ
࠹ࡑߏߣߦⴕޔਅ✢ࠍᒁ߈⦟ࠦࡔࡦ࠻ࠍᒝ⺞ߔࠆ৻ޕ
ੱߩቇ↢߇⇼ߦᕁߞߚߎߣߦޔߩቇ↢߇╵߃ࠆ႐ว߽
ࠆߩߢޔቇ↢߇ߦ᳇ߠ߈߇ࠆ✬㓸ࠍ⋡ᜰߒߡࠆ⑳ޕ
߆ࠄߪ㊀ⷐ㗄ߩߺޔ⍫ශࠍߞߡࠦࡔࡦ࠻ߒࠍߔࠆޕᲤ
࿁ߩᬺߢߎࠇࠍዉߣߒߡ 15 ಽ⒟ᐲⴕᒰᣣߩᬺߦߟ
ߥߍߡࠆޕᬺߪ⋧ᚻߞߡߩ߽ߩߥߩߢࡍ࠻ࡦࡔࠦޔ
ࡄߪቇ↢ࠍ⍮ࠆߚߦ↪࠳ࡦࠚࠫޕ᭴ㅧߩਛߢޔቇ↢
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ኻဳᬺ߿ࠆߖ߆ᦠߡ↪ࠍ࠼ࠞ࠻ࡦࡔࠦޔᣇᴺࠍข
ࠅࠇߡࠆޕᄢߥߩߪࡈࠖ࠼ࡃ࠶ࠢࠍߔࠆߎߣޕቇ߮
ࠍଦㅴߔࠆߚߦߪቇ↢߳ߩࡈࠖ࠼ࡃ࠶ࠢ߇৻⇟㊀ⷐޕ
8. ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ᢎ⢒ ࿑ᦠ㙚ߦᧄ߇ᄙߊߥߊޔᬺߢᔅⷐߥᧄ߇ਇ⿷ߒߡࠆޕ
ࠍⴕ߁ߢߩ࿎㔍
⾼ߩߚߩ੍▚ࠍઃߌߡ߽ࠄ߃ࠆߣ㔍᧪ޕᐕᐲߩᓟᦼ
 ̪6 ߟߩ㗄⋡ࠍෳᾖ
ߩᬺߢߪࡆࡉࠝࡃ࠻࡞ࠍታᣉߔࠆ੍ቯߢߣࠆߔ߁ߘޔห
ߓᧄ߇ⶄᢙౠᔅⷐߦߥࠆޕ
ቇ↢߇ߤߩᤨᦼߦᔔߒߩ߆㧔ዞᵴࡉࠢޔᵴേ╬㧕↢ޔᵴ
࠭ࡓ߇ಽ߆ࠆߣ⺖㗴ߩ⸳ቯ╬߇ߒ߿ߔߊߥࠆޕ
9. ೋᐕᰴᢎ㙃ᢎ⢒ኾ㐷ᢎ ೋᐕᰴޔᢎ㙃ᢎ⢒ޔኾ㐷ᢎ⢒ߪㅪ៤ߒߚᣇ߇ࠃޕතᬺ↢
⢒ ߦ ߅ ߌ ࠆ ࠫ ࠚ ࡀ  ࠶ ߢቇਛߦ৻࿁߽࿑ᦠ㙚ߦࠄߥ߆ߞߚߣ⸒ߞߡߚవ↢ߦ

7.ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߩᢎ⢒
ᣇᴺ
 ̪7 ߟߩ㗄⋡ࠍෳᾖ

̪8 ߟߩࠬࠠ࡞߆ࠄㆬᛯ

߇ߤߩࠃ߁ߥ⊒ᗐࠍߒߡࠆ߆߽ಽ߆ߞߡߊࠆޕቇ↢ߦ߽ࠦ
ࡔࡦ࠻ߩߪᅢ⹏ޕ
2. ᦨㄭߩቇ↢ߩ․ᓽะ
ᢥ┨ജߪޔቇᐕ߇ߦߥࠇ߫ߥࠆ߶ߤ߇ࠆߣ߁ශ⽎ޕ
ᦠ߈ߚߎߣ߇ࠇ߫㐳ߊᦠߌࠆࠃ߁ߥᢥ┨ജ߇ࠆޕ
ቇ↢ห჻ߪખ⦟ߐߘ߁ߛ߇ޔᄢߥߎߣߪߐߥߩ߆߽
ߒࠇߥޕ
ශ⽎ߣߒߡߪޔജ߇ߞߡᢥ┨ࠍᦠ߆ߖࠆߣᦠߌࠆ߇ޔ
ቇ↢ߩᏅ߇ỗߒޕቇ↢⥄りߩਛߢ߿ࠆ᳇ߦࠄ߇ࠆߩ߆
߽ߒࠇߥޕ
ᬺᄖߢߩ࠴ࡓࡢࠢࠍߒߥߣ߁ශ⽎߇ࠆࡊޕ
ࡦߩḰ߽ߦߒߡࠆ߇ޔℂ↱ߪਇޕ
㗡ߪ⦟ߣᕁ߁߇ޔ߆ߩࠆ߉ߔ⋥⚛ޕ߆ߒߥߣ߅߿߿ޔ
ᙬ⇼⊛ᛕ್⊛ߥⷞᐳ߇りߦߟߡߥශ⽎ߡߒߘޕᔔߒ
ߘ߁ޕ
3. 㙃ᚑߒߚቇ↢
ⶄᢙߩⷞᐳ߆ࠄ߽ߩࠍࠄࠇࠆੱ㑆⥄ޔಽߩ߽ߩߩᣇࠍ
⣕᭴▽ߢ߈ࠆੱ㑆⥄ޕಽߩᒰࠅ೨ࠍ⋥ߔߎߣ߇ߢ߈ࠆቇ
↢ޕᢎຬߦߥࠆቇ↢ߦߪ⋧ᚻߩ┙႐ߦ┙ߞߡ⠨߃ࠆߣ߁ᗵ
ฃᕈࠍ㙃ߞߡ߶ߒޕ
4㧚ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߩᢎ ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߣ߁ฬ೨ߪߥ߆ߞߚ߆߽ߒࠇߥ
⢒ߦኻߔࠆ⠨߃ᣇ
߇⺰ޔℂ⊛ᕁ⠨ജޔᛕ್⊛ᕁ⠨ߪᄢቇᢎ⢒ߩᗧ⟵⋡⊛ߢ
ࠅߢ߹ࠇߎޔᄢቇߢᢎ߃ࠄࠇߡ߈ߚߎߣ㧔․ߦᢥ♽ߩ႐ว㧕ޕ
ߎࠇ߹ߢⴕߞߡ߈ߚᢎ⢒ࠍࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߣฬઃߌߡޔ
ౕ⊛ߥࡂ࠙࠷ߣߒߡࡑ࠾ࡘࠕ࡞ൻߖߑࠆࠍᓧߥߊߥߞߚ
ߩ߇ᴫߛߣᕁ߁ߩߢޔ߽㊀ⷐޕ
5.ߦޠࠪ࠹ޟ㑐ߔࠆ⠨߃ 
ޔߪߩ߁ߣޠࠪ࠹ޟᏱ⼂⊛ߥ⠡⸶ߣߒߡߪ⼂ሼߢ
ᣇ
ࠅࠇߘޔએߢ߽એਅߢ߽ߥ߇ࡇࠦߥ࠴࠶ࡖࠠޕᔅⷐ
ߥߩߪಽ߆ࠆ߇ࠍࡇࠦߩߎޔ㐳ࡍࠫࠍഀߡ⺑ߒߥ
ߌࠇ߫ߥࠄߥߣߔࠆߣ↪ޔᕈߦ⇼߇↢ߓࠆޕ
ࠪ࠹ޟ
ߩ⺆↪߁ߣޠቯ⟵ࠍߔࠆߚߩ⺑ࠍᔅⷐߣߔࠆߩ
ߢࠇ߫ߥߪߢߩߥ߃⸒ߪߣࡇࠦߥ࠴࠶ࡖࠠߪࠇߘޔ
߆ࠍߔ߿ࠅ߆ࠊࠅࠃޕ⠨߃ߡ߽⦟ߣੱ⊛ߦߪᕁ
߁ޟ߫߃ޕ㗔ၞޕ╬ޠቇ↢ߦߣߞߡߩಽ߆ࠅ߿ߔߐࠍၮḰ
ߦ⠨߃ߚᣇ߇ࠃߣ⑳ߪᕁ߁ޕ

ޔߪޠࠅߊߠߩ߽ޟၞᕈ߽ᗲ⍮ᢎ⢒ᄢቇࠄߒߐ߽ߢߡߡ
ࠃޕ
6.⢒ᚑߒߚࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬ ࠢ࠹ࠖࠞ࡞ࠪࡦࠠࡦࠣߣ⥄ᓞ⊛ቇ⠌⢻ജࠍ․ߦ⢒ᚑߒߚ
ࠠ࡞
ޕ
10.ߘߩઁ

ࠢࠬࠠ࡞ᢎ⢒ߩㅪ㑐

ળߞߚ᧪ޕᐕᐲ߆ࠄߩೋᐕᰴᢎ⢒ߢߪޔฦኾࠦࠬߢ࿑
ᦠ㙚ࠟࠗ࠳ࡦࠬࠍታᣉߔࠆߎߣߦߥߞߡࠆߔߥߎޕ
㛎߇ߥߣ࿑ᦠ㙚߇ᒰߚࠅ೨ߩⓨ㑆ߦߥࠄߥߩߢߎࠇߦߪ
⾥ᚑޕ
ೋᐕᰴߢ࿑ᦠ㙚ߩሽ߿ᄢቇߩోࠍᢎ߃ߡ߽ࠄޔᢎ
㙃ᢎ⢒ߢታ㓙ߦᢥ₂ࠍߞߡࡐ࠻ࠍᦠߊߣ߁ࠃ߁ߦޔ
ೋᐕᰴࠍℂ⺰ߣߔࠇ߫ޔᢎ㙃ߪታ〣ߦ⟎ߠߌࠄࠇࠆޕᢎ㙃
ᢎ⢒ߪኾ㐷ߦߞߡ߽ߥߊߥࠄߕޔኾ㐷ߩഀว߇Ⴧ߃ࠆߣ
߁᭴ㅧߛߣ⼂ߒߡࠆޕᢎ㙃ߢᢎࠊߞߚߎߣࠍኾ㐷ߢᵴ߆
ߔߣ߁ߎߣޕ
ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߩ⒳㘃߇ 8 ߟߢߪߥߊ ߫߃ޔ4 ߟ
ߊࠄߥࠄ߫ᢎຬ߇ᕁᶋ߆ߴ߿ߔߩߢߪߪߢ⁁ޕᄙߔ
߉ࠆࠃ߁ߦᕁ߁ࡦ࡚ࠪࠤ࠾ࡘࡒࠦޕജߣኻജߩ㆑߿ޔ
㗴⊒ജߣ㗴⸃ജߩ㆑╬৻ߒߚߛߌߢߪಽ߆ࠅߦ
ߊ߁߽ޕዋߒ⺑ࠍߒߊߔࠆ߆ߩ࡞ࠠࠬޔฬ⒓ࠍᄌ߃ࠆ
߆࡞ࠠࠬޔหᔒࠍ⚵ߺวࠊߖࠄࠇࠆߣࠃޕᕁ⠨⟲ޔ㗴⟲
ߣ߁ᒻ╬ߢߩ࡞ࠠࠬޔਛߢ߹ߣ߹ࠅ߇ߟߊߣࡌ࠲ߛߣᗵ
ߓࠆޕ
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0㧚ᜂᒰᬺߩⷐ

ࡅࠕࡦࠣౝኈ

೨ᦼߩᢎ㙃⑼⋡ ߪޠ࠽ࡒ ߛࠄ߆ߣࠈߎߎޟ3 ᐕ↢⚂ 100
ฬ߇ฃ⻠ޕᒻᑼߩᬺߢᓟඨߩ 7 ࿁ࠍᜂᒰޕᢎቇ⠌ࠍ
࠹ࡑߦᲤ࿁ޟℂ⸃ޠ
ޟ⍮⼂ޠ
ޟᢎ߃ࠆޔߴ⺞ߡߟߦ╬ޠዊࠣ
࡞ࡊߢᗧ឵ߒ⾗ࡦࡊޔᢱࠍࠅ⑲ޔㅺߥ⾗ᢱࠍࡇ࠶
ࠢࠕ࠶ࡊߒޕࠆߡߖߐ⊒ޔ
ޟቇ⠌ᔃℂቇ․⺰ߪޠᄢቇ㒮ߩ⻠⟵ߛ߇ޔቇㇱᤨઍߦᢎຬ㙃
ᚑ⺖⒟ߦߥ߆ߞߚቇ↢␠ޔળੱ߽⋧ᒰᢙฃ⻠ߒߡ߅ࠅ࠲ࡔޔ
⍮ߥߤ㜞ᐲߥ࠹ࡑߪᛒ߁߇ޔౝኈߪᐔᤃߦߒߡታᣉߒߡ
ࠆޕ
ޟᢎ⢒ߩᣇᴺߣᛛⴚޔߪޠᢎ⢒ߩᣇᴺߦߟߡߩᬺߢᢎ⑼
ࠍࠊߥో⥸⊛ߥᜰዉᴺߩౝኈࠍၮᧄ⊛ߦᛒ߁ޕᔃℂቇߩ⍮
ߦၮߠߚ⸥ᙘ߿ᕁ⠨ߩࡔࠞ࠾࠭ࡓޔേᯏߠߌ(߿ࠆ᳇)ߩࡔ
ࠞ࠾࠭ࡓ╬ࠍᢎ߃ߣࠄࠇߎޔฦᢎ⑼ߣߩ㑐ଥ╬߽ߒߡࠆޕ
ߘߩઁޔᢎᴺ⹏ߣࡓࡘࠠࠞޔଔߩኻᔕߩ߽ߒߡࠆޕ
ᓟᦼߩޟᔃℂቇᣇᴺ⺰ Aޔߪޠၮ␆ታ㛎ታ⠌ߢޔฎౖ⊛ߥታ
㛎ߩㅊ⹜ࠍⶄᢙ࿁ⴕ߁ᬺౝኈޕᔃℂቇߩࠦࠬߥࠄ߫ߤߎߩ
ᄢቇߢ߽ⴕߞߡࠆࠃ߁ߥౝኈޕೋᐕᰴᢎ⢒ࠍߨࡦࡊޔ
ߩᣇ⺰࠻ࡐޔᢥߩᦠ߈ᣇ⺰ޔᢥߩ⺒ߺᣇߦߟߡ߽ᢎ
߃ߡࠆޕ
ޟቇ⠌ᔃℂቇṶ⠌Σޔߪޠᐕೋߡ㐿⻠ߒߚ㒮↢ะߌߩ
ᬺޕඨᐕ㑆ߢ⸳ߩࡑ࠹ޔቯ߆ࠄ⺰ᢥߩᛩⓂ߹ߢࠍ⥄ಽ߇㒮↢
ߦ߿ߞߡߖࠆߣ߁߽ߩޕᣣᧄ⺆ᢎ⢒ࠍኾߣߔࠆ㒮↢߽ෳ
ടߒߡࠆߩߢޔฃ⻠⠪ߩ⥝ߩㅢ㗄߆ࠄ࠹ࡑࠍߒޔ
ታ㛎ࠍ߿ࠅ⥄ޔಽ߇⺰ᢥߦߒߡࠆ㧔࠹ࡑߪޔᄢቇ↢߇ᧂ⍮
⺆ߩࠆኾ㐷⊛ᢥ┨ࠍ⺒ߣ߈ߦߤߩࠃ߁ߦផ᷹ߒߥ߇ࠄ⺒
ࠎߢࠆߩ߆㧕ޕᄢቇ㒮↢ߪ᧚ޔᢱㆬቯߢߩࠕࠗ࠺ࠖࠕ࠺ޔ
࠲㓸⸘ߩၮḰߩᬌ⸛ߥߤߩၮᧄ⊛ߥᬺࠍⴕ߁⥄ޔߡߒߘޕಽ
ߩ⎇ⓥࠍᛕ್ߐߖߡࠆޕ
ޟᓼߩᢎ⢒ߩ⎇ⓥ ߪޠ2 ᐕ↢ኻ⽎ߩᢎ⡯⑼⋡⟵⻠ޕᒻᑼߢ
ᓼߩᜰዉᴺߩ⎇ⓥߦߟߡᢎߒߡࠆޕᓼᢎ⢒ߩᱧผޔ
ᗧ⟵ޔᓼᕈߣߪ߆ࠍ೨ඨߢ߿ࠅޔᓟඨߢߪౕ⊛ߥᜰዉ⸘
↹ߩ┙ߡᣇࠍᢎ߃ߡࠆޕᓼߦߟߡ⥄⊒⊛ߦ⠨߃⛯ߌࠄࠇ
ࠆሶߤ߽ߦߥࠆߎߣ߇ᓼᢎ⢒ߩ⋡ᮡߥߩߢߥ߁ࠃߩߘޔሶߤ
߽ߚߜࠍ⢒ߡࠄࠇࠆᢎᏧߦߥࠆࠃ߁ߥᬺࠍߒߡࠆޕᓼᕈ
ߩ⊒㆐߿ᔃℂቇ⊛ߥ߽ᒰὼߒߡࠆ߇ޔഞਥ⟵⊛⠨߃ᣇߩ
ᤚ㕖ߥߤ߽ᬌ⸛ߐߖߥ߇ࠄߥߩ߃╵ޔ᳇ᜬߜᖡߐࠍᗵߓߐ
ߖࠍࠅ߱ߐំߥޘ⦡ޔቇ↢ߦ߆ߌߥ߇ࠄޔ᳇ᜬߜᖡߣᗵߓࠆ
ߩ߇╵߃ߢࠆߣታᗵߐߖߡࠆޕ
1. ᜂᒰᬺߦ߅ߌࠆᢎ⢒ᣇᴺ ⻠⟵ߪᤨ㑆ߩ▵⚂ߩߚ᧼ᦠࠍߖߕࡄࡢࡐࠗࡦ࠻ࠍ↪ߒ
⾗ᢱࠍ㈩ߞߡࠆߩ⟵⻠ޕᣇᴺߦ߽ࠃࠆ߇⾗ᢱࠍ㈩ߞߚᣇ߇ቇ
↢ߩࡄࡈࠜࡑࡦࠬ߇ߣ߁⎇ⓥ⚿ᨐ߽ࠆޕ㈩Ꮣߒߚࠬ
ࠗ࠼⾗ᢱߦߪౕޔ߿Ყ༙⺰ࠆߢߥߟޔℂࠍᦠ߆ߖߡ
ࠆޕ

ᦨޔߪߢޠ࠽ࡒ ߛࠄ߆ߣࠈߎߎޟೋߩ৻࿁ߪ⥄Ꮖ⚫ࠍ
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ⴕ⚵ߚߒ࠭ࠗࡑ࠳ࡦޔಽߌࠍᚑߒޔหߓኾߢ࿕߹ࠄ
ߥࠃ߁ߦ 7 ੱߕߟߩࠣ࡞ࡊߦಽߌߡඨᦼߩ㑆ࡔࡦࡃࠍ
࿕ቯޕㅴᣇߣߒߡߪ৻ࠍࡑ࠹ࠆޔㅳ㑆ߩ߁ߜߦฦ⥄ߢ⺞
ߴߐߖࡊ࡞ࠣޔౝߢᜬߜነߞߚ⾗ᢱࠍ߽ߣߦℂ⸃ࠍᷓߚ
ᓟޔ90 ಽߩᤨ㑆ౝߦޔA4 ↪⚕ 1 ᨎߩࡊࡦ⾗ᢱࠍࠣ࡞ࡊ
ౝߢᚑߐߖࠆޕቇ↢߇ 90 ಽ㑆ߒวߞߡࠆ㓙ߦࡊޔ
ࡦߣߒߡ⦟߽ߩޔ⍮ ࠍࡊ࡞ࠣࠆߩࠖ࠹࠽ࠫࠝޔ3
ࠣ࡞ࡊ߶ߤㆬᛯߒߡޔฦ 5 ಽߊࠄߢࡊࡦࠍߐߖࠆߣ
߁ߎߣࠍߒߡࠆ⊒ߒ↪ࠍ࠽ࡖࠠࠬࠖ࠺ࡦࡂߦߚߩߘޕ
ᤨߦቇ↢ߩឬߚࡊࡦ⾗ᢱࠍࡄࡢࡐߢߔߋߦᤋߖࠆࠃ
߁ߦߒߡࠆోࠍࠇߎޕㇱߢ 6 ࿁ታᣉޔ߫߃ޕ⍮⼂ߣߪ߆
ߣ߁⺖㗴ࠍਈ߃ࠆߣޔᵺ⌀ቬߢߩ⍮⼂ࠍ⺞ߴߡ߈ߚࠅືޔ
ቇ⊛ߥᢥ₂߆ࠄࠕࠗ࠺ࠖࠕࠍ߽ߞߡߊࠆቇ↢߽ࠆޕᢎຬࠍ⋡
ᜰߔቇ↢ߪޔ1ޔ2 ᐕᰴߩ࠹ࠠࠬ࠻ࠍ߽ߞߡ߈ߚࠅߔࠆࡊޕ
ࡦߩߚߦߪߤߩࠃ߁ߦ᭴ᚑߔࠆߣࠃߩ߆ౕޔ߇ࠆ
ߣㆬ߫ࠇ߿ߔ╬ࠍᢎ߃ߡࠆᦨޕೋߩ 1ޔ2 ࿁ߪ߫ߚ߫ߚߔ
ࠆ߇߁߹ߊߊࠃ߁ߦߥࠆࡀࡦࡑޕൻߒߥࠃ߁ߦ㜞ࡌ
࡞ߦ㆐ߔࠆដߌࠍ⠨߃ࠆߩ߇ᄢᄌߥ⒟ޕ
ቇ↢ߦߪ⹏ଔၮḰࠍ⏕ߦߒޔᬺߩ㆐⋡ᮡࠍ⏕ߦߒޔ
ࠍߒߚࠄടὐߐࠇࠆ߆ߣ߁ߎߣࠍࠄ߆ߦߒߡࠆ࡞ࠣޕ
ࡊ⸛⺰ߛߌߦߥࠆߣฦ⥄߇߿ߞߡ߈ߚߎߣ߇ࠊ߆ࠄߥߩ
ߢޔᲤ࿁⥄ಽ߇߿ߞߡ߈ߚߎߣߦߟߡߩࡒ࠾ࡐ࠻ࠍᬺ
ਛߦᦠ߆ߖߡࠆߩߘޕᓟߢߒวࠍߐߖߡࠆࠞࠬࠖ࠺ޕ
࠶࡚ࠪࡦߩߣ߈ߪᜂᒰߒߚᓎഀࠍᦠ߆ߖߡࠆ⚵ޕಽߌࠍ
ࠅ߇⺕ޔมળߢࠆ߆ޔ㗴ឭଏ⸥ޔ㍳ଥߥߤߩᓎഀࠍߡ
ࠆోޕߩ⊒ࠍ⡞ߚᓟߢᦨޔᓟߦోߩᗵᗐ߿ಽ߆ࠄߥ
߆ߞߚߎߣ߽ᦠ߆ߖߡࠆޕ
ᓟᦼޟᔃℂቇᣇᴺ⺰ Aߩޠᬺߩೋᐕᰴᢎ⢒⊛ߥౝኈߩㇱಽ
ߢߪ⺰ޔᢥߪ generic-specific ߦߥߞߡࠆޔ㗴ߣ⠨ኤߪኻ
ᔕߒߡࠆ╬ޔᔃℂቇߩ⺰ᢥߩᢥ┨᭴ㅧߣ৻⥸⊛ߥࡐ࠻ߩ
ᢥ┨᭴ㅧߦߪኻᔕ㑐ଥ߇ࠆߎߣ߿ߩࠄߋࠇߤߪࡦࡊޔ
ࡌ࡞ߩੱߦಽ߆ࠄߖࠆߚߦߖ߫ࠃߩ߆╬⺑ߒߥ߇
ࠄታ㓙ߩࡊࡦࠍߐߖߡࠆޕታ㛎ࠍߐߖߡࡐ࠻ࠍᦠ߆
ߖߚࠅߦࠇߘޔᷝࠍߒߡߒߚ߽ߩࠍౣឭߐߖߚࠅߒߡ
ࠆߩ࠻ࡐޕណὐၮḰࠍ࠴ࠚ࠶ࠢࠬ࠻ൻߒߡࠆߩߢᦨޔ
ೋߦឭߔࠆߣ߈ߦ⥄Ꮖ࠴ࠚ࠶ࠢߐߖߥ߇ࠄᦠ߆ߖ߈ߡᦠޔ
ߚ߽ߩߦߟߡߪ߹ߕቇ↢㑆ߢ⋧࠴ࠚ࠶ࠢࠍߐߖࠆ⋧ޕᚻߩ
ᜰ៰ߦࠃߞߡ⾰߇ඨᲑ㓏⒟ᐲ߇ࠆ⥄ߪߦ⊛⚳ᦨޕಽ߇࠴ࠚ࠶
ࠢߒߚ߽ߩࠍౣឭߐߖࠆ
ࠦࠬಽߌ߇ᓟᦼߢߢ߹ࠇߘޔೋᐕᰴᢎ⢒߽ኾ㐷ߩ⑼⋡߽ߥ
ߩߢ߈ᦠߩ࠻ࡐޔᣇߪޟޔឭᤨߩ↪⚕ߦߪⵣ⚕ࠍࠊ
ߥߎߣߩ╬ޠᄢቇ↢ᵴࠍㅍࠆߚߩ࠹ࠖ࠶ࡊࠬࠍᢎ߃ޔ࿑ᦠ
㙚ࠟࠗ࠳ࡦ߽ࠬ 1 ࿁ታᣉߒߡࠆޕቇ↢ߦߪࡔ࠲ߦᖱႎࠍឭଏ
ߒߡ߆ߥߣℂ⸃ߦߟߥ߇ࠄߥߩߢߢࠎ⚵ࠍ↹⸘ޔ೨ߦ⠌
ߞߚߎߣ߇ᓟߢᵴ↪ߐࠇࠆߎߣߦߟߡ␜⊛ߦ⸒ߒ࠲ࡔޔ
ߥᖱႎࠍਈ߃ࠆߎߣࠍᗧ⼂ߒߡࠆߪ߈ߣࠆߖߐࠍࡦࡊޕ
ࡊࡦߩ⺰⊛ߥ߽ߔࠆ߇⥄ޔಽ߇ᧄࠍᦨೋߦߖࠆޕ
ߎࠇߪࡊࡦߩᧄߛ߇⺰ᢥߩ⺒ߺᣇ߽ࡔ࠲⊛ߦᢎ߃ࠆౝ
ኈߦߥߞߡࠆ⺰ޕᢥߪޔ㗴⋡⊛߆ࠄޔᣇᴺ⚿ޔᨐޔ⠨ኤ
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ߥߤߩᒻᑼߩࡄ࠲ࡦ߇߹ߞߡࠆߎߣᦨߩࡦࡊޔೋߩ
ࠬࠗ࠼␜ߪ⥄↱ߦᦠߡࠆߩߢߪߥߊޔᒁ↪ߩᒻᑼߘߩ
߹߹ߩ㗅⇟ߦߥߞߡࠆ߆ࠄวࠊߖߡⷡ߃ࠆࠃ߁ߦ߰߁ߣޔ
߁ߦޔ15 ࿁ࠍ߆ߥࠅല₸⊛ߦ߿ߞߡࠆ㧔᧪ᐕᐲ߆ࠄೋᐕᰴ
⑼⋡߇ᆎ߹ࠆߩߢታ㛎ߦ㓸ਛߔࠆߎߣ߇น⢻ߦߥࠆ㧕ޕ
2. ᦨㄭߩቇ↢ߩ․ᓽะ
ᗲᢎᄢߩቇ↢ߪ⦟ߊ߽ᖡߊ߽⚛⋥ޕᄢቇߪࡃࠗ࠲࠹ࠖߩ
ࠆੱ㑆߇㓸߹ߞߡࠆᚲߣ߁⠨߃ߥߩߢߌ߾ߜߞߪߣߞ߽ޔ
ߡ߽ࠃߣᕁ߁ޕ⍮ࠅߚߎߣ߇ࠇ߫ᬺᄖߢ߽⼏⺰ࠍ߰ߞ
߆ߌߡ߈ߡߊࠇࠇ߫ࠃ߇ߘ߁ߢߪߥޕᢎຬࠍ⋡ᜰߔੱ㑆ߩ
ะߣߒߡߪ৻⥸⊛ߦ⚛⋥ߢ⌀㕙⋡ߛߣᕁ߁ߩߢޔᬺਛߦߒ
ߞ߆ࠅߣ⡞ߡߪࠆޕᗲᢎߦ߽✚วᄢቇߩࠃ߁ߥಽ㊁ߩᐢߐ
ߪࠆ߇ޔන⑼ᄢߥߩߢዊߐߊ߹ߣ߹ࠅ߇ߜ✚ޕวᄢቇߩࠃ߁
ߥࡃࠗ࠲࠹ࠖ߇߹ࠅࠄࠇߥߩ⥄⁛ߩࠇߙࠇߘޕኾ㐷⊛
․ᓽࠍࠕࡇ࡞ߒߡࠆ߇ቇ↢ߪዋߥ㧔⟤ⴚኾ╬ߪ㆑߁߆
߽ߒࠇߥ߇㧕ޕૉߒ߆ߥࠅ⸘↹⊛ߦ⻠⟵ߒߡ߅ࠅޔቇ↢߇
ߞߡߎࠄࠇࠆࠍ߹ࠅਈ߃ߡߥน⢻ᕈ߽ࠆޕᬺᓟ
ߦ⾰ࠍߔࠆቇ↢ߪߜࠄ߶ࠄࠆޕ
3. 㙃ᚑߒߚቇ↢
⺖㗴⸃ജߩࠆቇ↢ࠍ⢒ᚑߒߚޕ㗴ࠍ⊒᧪ࠆቇ↢ޔ
⊒ߒߚ㗴ࠍ⸃ߔࠆ᭽ߥޘᣇᴺࠍ⥄ಽߢ⠨߃ࠄࠇࠆቇ↢
ࠍ⢒ᚑߒߚޕᢎຬ㙃ᚑ♽ᄢቇߥߩߢ⇟৻ޔᄢߥߩߪᢎ⢒
႐ߢ⋥㕙ߔࠆ㗴ߦኻߒߡ⚻㛎ߦၮߠߚኻᔕࠍߔࠆߛߌߢ
ߥߊ߈ߜࠎߣ⥄ಽߢ⠨߃ߡ㗴ߦขࠅ⚵ߎߣ߇ߢ߈ࠆߣ
߁ߎߣࠍ⋡ᜰߒߡࠆޕㆊߩ⍮⼂ߩ〯ⷅဳߢߪߥᤨઍߦߥ
ࠅޔ⍮⼂ߛߌߢߥߊߘࠇࠍᵴ↪ߒߡ⺖㗴ࠍ⸃ߔࠆജ߽ᄢߦ
ߥߞߡࠆ㧔ᢥ⑼⋭ߩ⸒߁ࠆ߈↢ޟജߣޠหߓ㧕߇ࠇߘޕᄢቇ
߹ߢߢߢ߈ߡߥߥࠄޔᄢቇߢ߿ࠄߥߌࠇ߫ߥࠄߥߣ߁
ޕ
ቇ↢ߪ⚛⋥ߦ⡞߈ⷡ߃ࠆߎߣߪᓧᗧߛ߇ޔᵴ↪߇ߢ߈ߥ
ะߦࠆᤨޕὐߢߪᄢቇߢߎߩォ឵ࠍ࿑ࠆߩ߇ᄢቇᢎຬߩᓎ
⋡ޕᢎຬ㙃ᚑ♽ᄢቇߣߒߡߩࡦ࡚ࠪޔ⋭⊛ታ〣ኅߣ߁ᢎ
Ꮷ߽ᔨ㗡ߦࠆߩߢ⺖ޔ㗴⸃ജࠍ৻⇟ߩਛᔃᔨߣ⠨߃ߡ
ࠆޕ
4㧚ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߩᢎ ᔃℂቇ⠪ߪߎߛࠊࠆߩߢޟ߇࡞ࠠࠬࠢ࠶ࡀࠚࠫޔജߥޠ
⢒ߦኻߔࠆ⠨߃ᣇ
ߩ߆ޔ
ޟᘒᐲޔ߆ߩߥޠ
ޟะᕈޔ߆ߩߥޠ⠨߃ᆎߡߒ߹߁ᚲ
߇ࠆޕ
ᢎ㙃ᢎ⢒ߩਛߢ㕙⊕ߊขࠅ⚵ࠆ߽ߩ߇ࠇ߫ࠃੱޕᢥ⑼
ቇ⥄ޔὼ⑼ቇߥߤቇߩ㗔ၞߪ⋧ኈࠇߥ⒟⇣⾰ߢߪߥߊ⑼ޔ
ቇ⊛ᕁ⠨╬ߩㅢᕈ߇ࠆ⥸৻ޕᢎ⢒ߣኾ㐷ᢎ⢒ߩߪ৻⇟
㜞ᐲߦ⽎⊛ߥㇱಽߢߪ㑐ଥߥߩࡑ࠹ߩߟ৻ޕਛߢᄙ㕙⊛
ߦ‛ࠍ⠨߃ߚࠅࠍࠇߘޔㄝߩ‛ߦ❬ߍߡߊߎߣߢත⺰
ߦߟߥ߇ߞߡߊ⎇ࠆࠁࠊޕⓥ⠪㙃ᚑߩᄢቇߢߪߥߩߢቇ
ㇱᲑ㓏ߢࠍ෩ኒߦᝒ߃ࠆᔅⷐߪߥޕቇㇱࡌ࡞ߢ⠨߃ࠆ
ߣߪⷐޔ㜞ᩞ߹ߢߩ⦟ቯ⟵㗴⊛ߥ⺖㗴⸃߆ࠄޔਇ⦟ቯ⟵
㗴ߩ⺖㗴⸃߹ߢߤ߁ߥߛࠄ߆ߦ 4 ᐕߢࠪࡈ࠻ߒߡߊߩ߆
ߣ߁ߎߣ㧔੩ᄢߩࡒ࠽ߩࠃ߁ߥࠗࡔࠫߢ߽ࠃ㧕ޕ⍮
⊛ߥ༡ߺߩ㕙⊕ߐࠍቇ↢߇㛎ߢ߈ࠇ߫ࠃߣ߁ࠬ࠲ࡦࠬ
ߢࠃޕ
5.ߦޠࠪ࠹ޟ㑐ߔࠆ⠨߃ 
⸃ੌ߇⊝ࠍ⪲⸒߁ߣޠࠪ࠹ޟน⢻ߥࠄࠃޕ
࠹ޟ
ᣇ
ࠪࠍޠኾ㐷⊛ߦ⍮ߞߡࠆవ↢ߪޔᢎ㙃ᢎ⢒ߩᨒ⚵ߺߩਛߢ

ߦߣߎࠆࠇߐ↪߇⪲⸒߁ߣޠࠪ࠹ޟᛶ᛫߇ࠆ߆߽
ߒࠇߥޕ

ޟߡߞࠃߦ⪲⸒߁ߣޠࠪ࠹ޟᛛⴚޠ
ޟ⢻ജࠍޠᜰߔߣ
߁ߎߣߢࠇ߫ߣࠃ߽ߢࠇߘޔᕁ߁ߣޠࠪ࠹ޟޕ
߁↪⺆ߪಽ߆ࠅ߿ߔ߽ߩߢߪߥ߇ޔᣂߒᔨࠍឭߒߡ
ࠆߣℂ⸃ߐࠇ߿ߔືޔ߫߃ޕቇ⺆⸒ޔቇޔᔃℂቇߢหߓ
⸒⪲ࠍߞߡ߽ᗧ߇⇣ߥࠆ႐ว߇ࠆߩߣหߓߢޔቇ↢߇ಽ
߆ࠆࠃ߁ߥᒻߢ␜ߖࠇ߫ࠃߩߣหߓޕ
6.⢒ᚑߒߚࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬ 8 ߟߩࠬࠠ࡞߇ߘࠇߙࠇ⁛┙ߒߡࠆࠃ߁ߦߪ߃ߥޕᔃ
ࠠ࡞
ℂቇ⠪ߣߒߡߪޔᛕ್⊛ᕁ⠨ߦోㇱ߹ࠇࠆߩߢߪߥ߆ߣᕁ
 ̪8 ߟߩࠬࠠ࡞߆ࠄㆬᛯ
߃ࠆޕᛕ್⊛ᕁ⠨ߩ⎇ⓥߦ߅ߡߪޔᛕ್⊛ᕁ⠨ߩਛߦޔ㗴
⊒ജޔ㗴⸃ജ⺰ޔℂ⊛ᕁ⠨߇߹ࠇࠆߣ⸒ࠊࠇߡࠆޕ
ᛕ್⊛ᕁ⠨ߩਛߦ⋧ߪߕ߹ޔᚻߩᗧࠍᦨᄢ㒢ߦᅢᗧ⊛ߦฃߌ
ขࠅߩߘߦ߁ࠃߩߤޔࠍⴕߊࠦࡔࡦ࠻ࠍߖࠆ߆ޟ߁ߣޔᕁ
߿ࠅߩේℂࠍޠ߁ࠆߣߔࠆߣኻੱ⊛ࠬࠠ࡞ߢࠆኻജ
߽㑐ଥߒߡߊࠆޕ
8 ߟߩࠬࠠ࡞ߪ᭴ᚑᔨߣߒߡߦ⠨߃ࠆߎߣߪߢ߈ࠆ
߇ޔਗߔࠆᔨߢߪߥߩߢߪࡦ࡚ࠪࠤ࠾ࡘࡒࠦޕജߣ࠴
ࡓࡢࠢߪ߇㆑߁ߩ߆߽ߘ߽ߘޕኻജ߇ߥߌࠇ߫ࠦࡒࡘ
࠾ࠤ࡚ࠪࡦߪ㔍ߒޕ㗴⸃ജߩ೨ឭߦ⺰ℂ⊛ᕁ⠨߇ᔅⷐ
ߢࠅޔන⚐ߦਗߴࠆߛߌߢߪಽ߆ࠅߦߊߩߢߣ⛗࠴ࡦࡐޔ
ߒߡ␜ߔߣࠃߩߢߪߥ߆ߪࠇߘޕන⚐ߥᔨ߿ਅ
ᔨߩࠃ߁ߦߪߥࠄߥ᳇߇ߔࠆޕ
ޟജ㧔ࠅࠂߊ㧕ߣޠฬઃߌࠆ߆
ࠄߦߪޔ⢻ജหᔒߩ㑐ଥᕈ߇ߞߡ✚ޔߣߒߡߤߩࠃ߁ߥੱ
㑆ߥߩ߆ߣ߁߇ߥߣࠗࡔࠫߒߦߊޕ
ోㇱߩࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߩⷐ⚛ࠍࠎߢࠆ᳇߇ߔࠆߩ
ߢޔᛕ್⊛ᕁ⠨ࠍ⢒ᚑߒߚޟޕᛕ್⊛ࡔࠗߪ⪲⸒߁ߣޠ
ࠫ߇ᖡߊቇ↢߇ᛶ᛫ߔࠆߩߢޟޔഃㅧ⊛⺖㗴⸃ജߣޠࠎߢ
ࠆߦࡉࠖ࠹ࠗࠛࠢޕߩਛߩ⺖㗴ࠍ⸃ߒߡߊߣ⸒߃߫
ᩰᅢ⦟ߊ⡞ߎ߃ࠆޔߪߦߚߩߘޕᐢߊ⠨߃ߚࠅߺࠎߥߢදജ
ߒߚࠅ⦟ࠕࠗ࠺ࠖࠕ߇ߢࠆࠃ߁ߦ⸛⺰ߒߚࠅߔࠆߎߣ߇㊀
ⷐߣ⸒߁ߣ⚊ᓧߔࠆޕᛕ್⊛ᕁ⠨ࠍᐢߊቯ⟵ߔࠆߣߎ߁ߒߚᒻ
ߦߥࠆ┙⁜ࠅߥ߆ޕ႐ߣߔࠆߚ↪⺆ࠍᄌ߃ߡࠆޕ
7.ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߩᢎ⢒ ቇ↢ߦᔅⷐߦᔕߓߡ࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪࡦޔ
ࡊࡦࠍߐߖߚࠅޔ
ᣇᴺ
⥄ಽߢ⺞ߴߐߖࠆࠃ߁ߦߒߡࠆޕ
 ̪7 ߟߩ㗄⋡ࠍෳᾖ
⋡⊛߇߹ࠇ߫ᣇᴺߪᔅὼ⊛ߦ߹ߞߡߊࠆ⺰⸛߽ߢߟޕ
ߐߖࠇ߫ࠃࠊߌߢߪߥߢࠬࡃࠪޕឝߍߡࠆᢎ⢒⋡ᮡࠍ
㆐ᚑߔࠆߩߦㆡߒߚᣇᴺࠍ↪ߔߴ߈ߢߩߘޔᣇᴺࠍ㐿⊒ߒߡ
ߊᔅⷐ߇ࠆޕ
Moodle ߇߁߹ߊ߃ࠆࠃ߁ߦߥࠆߣࠃޕቇ↢ߩᘠࠇߚࠕ
ࠢࠬᣇᴺ߇៤Ꮺߛߞߚࠅߔࠆߩߢ↪ߒߦߊࡦࠗࡦࠝޕ
ࠍ↪ߒߚℂ↱ߪߡᦠࠍ࠻ࡦࡔࠦޔߒߚ߆ࠄޕᚻᦠ߈
ߩ႐วޔᚻ㑆߇߆߆ࠅߔ߉ࠆ߇ࠄߥࡦࠗࡦࠝޔหߓࠦࡔࡦ࠻
ࠍߔࠆ႐วߦࠦࡇࡍߢ߈ࠆޕቇ↢߆ࠄߩ⾰ߦߥࠆߴߊߔߋߦ
╵߃ޔቇ↢ߩ⇼ߦ╵߃ߘߎ߆ࠄ⤘ࠄ߹ߖߡⴕߊᬺ߇ߢ߈ࠇ
߫ࠃޕቇ↢ߣߩࠗࡦ࠲࡚ࠢࠪࡦ߇ࠕ࡞࠲ࠗࡓߢߢ߈ࠆߣ
ࠃ߇ޔታ⊛ߦߪ㔍ߒޕᔃℂߩኾ㐷ߩᬺߢߪቇ↢ᢙ߇
15 ੱߥߩߢࠍ࠻ࡦࡔࠦޔߔߴ߈ౝኈߩᤨߦߪߒߡࠆޕ
ࠝࡈࠗࡦߢ৻ㅳ㑆ᓟߦ࿁╵ߔࠆߎߣࠍㅒᚻߦขߞߚᎿᄦ߽
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ߒߡࠆޕᬺ౨㗡ߢవㅳߩᝄࠅࠅߣߒߡലߥࠦࡔࡦ࠻ࠍ
ขࠅߍߟߟߒ⿷ޔᒰᣣߩᬺߦߟߥߍߡࠆޕ
8. ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ᢎ⢒ ቇ↢ᢙ߇ᄙߩߢߦࠦࡔࡦ࠻ࠍߔߎߣ߇ߢ߈ߕోޔ
ࠍⴕ߁ߢߩ࿎㔍
߳ߩࠦࡔࡦ࠻ߣ߁ᒻߦߥߞߡߒ߹ߞߡࠆޕ
 ̪6 ߟߩ㗄⋡ࠍෳᾖ
ᬺḰߦᤨ㑆ࠍ߆ߌߔ߉ㆊ߉ߡࠆߩߢ߁߽ޔዋߒ⎇ⓥᤨ
㑆ߦഀߌࠆࠃ߁ߦߒߚޕᓼᢎ⢒ߦߟߡߪᗲ⍮ᢎ⢒ᄢቇߦ
⌕છߔࠆ߹ߢߪߘࠇ߶ߤ⠨߃ߚߎߣ߇ߥ߆ߞߚޕᢎቇ⠌ߦߟ
ߡߪ⥄ޔಽߩၮ␆⊛ߥ⎇ⓥߩ⍮⼂߇ၮ⋚ߣߥࠆ߇ޔᓼߩ⊒
㆐⊛ⷞὐએᄖߩౝኈࠍߟߟᡷༀߒߥ߇ࠄᬺࠍⴕߞߡ
ࠆޟޕඨᦼߩᬺࠍਃಽߢ߹ߣࠄࠇࠆߩࠄߋޠജ㊂ߢߥߌ
ࠇ߫߹ߣ߽ߥ⻠⟵ߪߢ߈ߥߣ⠨߃ࠆߩߢޔᬺ⠪ߣߒߡߩᦨ
ૐ㒢ߣ⠨߃ࠆߎߣߣታ㓙ߦ⥄ಽ߇߿ࠇߡࠆߎߣߦਵ㔌ࠍᗵ
ߓࠆߎߣ߽ࠆޕ
9. ೋᐕᰴᢎ㙃ᢎ⢒ኾ㐷ᢎ ⊒㆐⊛ߥⷰὐ߆ࠄ⸒߁ߣޔ⍮⊛ߥ⊒㆐߇߁ᄢቇࡌ࡞ߢߥ
⢒ ߦ ߅ ߌ ࠆ ࠫ ࠚ ࡀ  ࠶ ߣࠊࠁࠆᛕ್⊛ᕁ⠨߇りߦߟ߆ߥߩߢߪߥ߆ߣᕁ
ࠢࠬࠠ࡞ᢎ⢒ߩㅪ㑐
ᆎߡࠆޕᣇ⇛ࠍᢎ߃ㄟߎߣߪዊቇᩞߩ㜞ቇᐕ߆ࠄߢ߈ࠆ
߇⥄ࠍ࡞ࠠࠬࠢ࠶ࡀࠚࠫޔಽߢਥ⊛ߦߞߡߊߎߣ߇
ߢ߈ࠆߩߪ 18 ᱦએ߆ࠄߥߩߢߪߥ߆ߣ߁ߩ߇ᦨㄭߩᜬ
⺰ޔߣࠆߔ߁ߘޕᄢቇߢቇ߱ߩ߇৻⇟ࠃ࠲ࠗࡒࡦࠣߣᕁ߁ޕ
ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߣኾ㐷ᢎ⢒߇ਵ㔌ߒߡࠆߣޔᄢቇߢ
ߘߩᢎ⢒ࠍⴕ߁ᔅⷐ߇ࠆߩ߆ߣ߁ߎߣߦߥࠆ߇ޔਵ㔌ߒߡ
ߥߣ⠨߃ࠆޕኾ㐷ࠍㅢߒߡりߦߟߊߩߪࠆᗧߢࠫࠚࡀ
࠶ࠢࠬࠠ࡞ߛߣᕁ߁⥸৻ޕᢎ㙃ߩࠃ߁ߥ⍮⼂ߩㇱಽߪߛ
߇ߩ࡞ࠠࠬޔㇱಽߢ⸒߁ߣޔኾ㐷ࠍㅢߒߡりߦߟߌࠆߩ߇ߒ
ࠈല₸⊛⺖ޕ㗴߇ߥߌࠇ߫りߦߟߌߐߖߦߊ⢻ജߛߣᕁ߁ߩ
ߢޔኾ㐷ᢎ⢒ࠍᧄ᳇ߢ߿ࠇ߫⚿߇࡞ࠠࠬࠢ࠶ࡀࠚࠫޔᨐ⊛
ߦりߦߟߊࠞࠠࡘࡓߦߥࠆߪߕߛߣᕁ߁ޕ
ೋᐕᰴ߆ࠄኾ㐷ᢎ⢒߹ߢߩធ⛯ߪޔᢎ⢒ቇㇱߥߩߢᢎ⢒ߦ㑐
ࠊࠆౝኈ߆ࠄࠇ߫࠹ࡑߪߢ߽ࠃߩߘޕਛߢࡀࠚࠫޔ
࠶ࠢࠬࠠ࡞ࠍṑ㙃ߔࠇ߫ࠃޕ
10.ߘߩઁ
ੱߣߒߡ࿎ߞߡࠆߩߪޔᔅୃ⑼⋡ߩ⽶ᜂ߇㊀ߔ߉ߡޔኾ
㐷⑼⋡ࠍలታߒߚ߽ߩߦߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߥߣ߁ࠫࡦࡑ
߇Ᏹߦࠆߎߣޕත⺰ᜰዉࠍㅢߒߡ✚ߍࠍߒߡߊߩ߇ᄢ
ቇᢎ⢒ߢࠆߩߢޔත⺰ᜰዉߪน⢻ߥ㒢ࠅⴕߞߡࠆ߇ߎߘޔ
ߦ⥋ࠆ߹ߢߩቇ↢ߩኾ㐷⍮⼂߇ዋߥ߽ߘ߽ߘޕኾ㐷ߩᬺ߇
ዋߥߚߢࠅቇ↢ߩߖߢߪߥ࡞ࠠࠬࠢ࠶ࡀࠚࠫޕ
ߣ⸒ࠊࠇࠆ߽ߩࠍ✚ߍߒߡߊߚߦ߽ߩߎޔὐ߇ࠫࡦ
ࡑߣߥߞߡࠆޕੱ⊛ߦߪኾ㐷ߩࠦࡑᢙࠍჇ߿ߒߡ᰼ߒ
߇ޔᢙዋߥኾ㐷ߩᬺࠍߥࠆߴߊή㚝ߥߊല₸⊛ߦⴕ߃ࠆࠃ
߁ߦ⸘↹ࠍ✵ߞߡ⠨߃ታᣉߒߡޕࠆߡߒࡦࠗࠔࡈޔ
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1. ᜂᒰᬺߦ߅ߌࠆ
ᢎ⢒ᣇᴺ

0㧚ᜂᒰᬺߩⷐ

㗄  ⋡


ޟᖱႎᢎ⢒㐷Τࠍޠᜂᒰ㧔ᐕᐲߢ㐽⻠㧕
ޕ㖸ᭉ⑼ 1 ᐕ↢ࠍ
ኻ⽎ߦޔᭉ⼆ࠍߔࠆ࠰ࡈ࠻㧔ࡊࡦ࠻ࡒࡘࠫ࠶ࠢ㧕ߩ
ᣇࠍᢎ߃ߥ߇ࠄၮ␆⊛ߥ㖸ᭉ⢻ജࠍ㎊߃ࠆᬺࡘࡇࡦࠦޕ
࠲࠹ࠪߣߒߡޔᠲᣇᴺࠍቇ߱ߛߌߢߥߊࠃߩߤޔ
߁ߦᔕ↪ߢ߈ࠆߩ߆߽ቇ߱ޕᤋ✬㓸࠰ࡈ࠻ࠍ㚟ߒ 15 ⑽ߩ
CM ࠍᚑߔࠆ╬ޔᤋߣߩដߌวࠊߖߢ㖸ᭉࠍࠄߖޔ㖸ᭉ
ߩലᨐࠍታᗵߐߖߡࠆޕ
ੱޟᢥ⑼ቇ㐷⻠ઁޔߪޠᐳߩቇ↢ࠍኻ⽎ߣߔࠆᬺޕ㜞ᩞ
ߩᲑ㓏ߢ⟤ⴚߣ㖸ᭉߦಽ߆ࠇࠆߩߢޔ㖸ᭉࠍㆬᛯߒߥ߆ߞߚቇ
↢ߩߥ߆ߦߪޔᭉ⼆ࠍ⺒ߥ߽ߩ߽ࠆ⿷ߢ࠻࠲ࠬޕਗߺ
߇ឥߞߡ߅ࠄߕᭉ⼆ߩ⺒ߺᣇ߆ࠄᆎޔߪߦ⊛⚳ᦨޔࠍߞ
ߡ߁ߩ߇⋡ᮡޕ
S ⑼⋡ߦ߅ߡߪޔᦛߩߚߦᔅⷐߥ⍮⼂߿ᛛⴚߩ⠌ᓧࠍ
1 ᐕ↢ߩޟ㖸ᭉℂ⺰ޟ߿ޠჿቇ߁ߣޠᬺߢⴕޔ2 ᐕ↢
ߩޟᦛ⺰ߊⴕߡߒࡊ࠶ࠕࡊ࠶࠹ࠬޔߦ߁ࠃߊ⛯ߣޠᬺࠍ
ዷ㐿ߒߡࠆޕ
ቇ೨ߩቇᩞ⺑ળߢᒝ⺞ߔࠆߩߪޔ㖸ᭉߩవ↢ߦߥࠆߩߢޔ
ࡇࠕࡁ߇㘧߮ߧߌߡ߁߹ੱࠍᦸࠎߢߥߣ߁ߎߣޕሶߤ
߽ߩ೨ߢᬺࠍߔࠆੱߦᔅⷐߥ࠹ࠪ߇ࠊߞߡࠆߎ
ߣ߇ᔅⷐޕ㖸ᭉߪታᛛࠍ߁߇ޔᛛⴚ㕙ߦ߅ߌࠆቇ↢㑆ߩੱ
Ꮕ߇ᄢ߈ޕࠅߩቇ↢߇߁߹ߊ߃ߡᆔ❗ߒߡਇߦߥࠅޔ
♖⊛ߦ⪭ߜㄟࠎߢભߺ߇ߜߦߥࠆቇ↢߇ࠆޕᄢቇߩ 4 ᐕ㑆
ߢ৻↢ ീᒝߒߡ㆐ߔࠇ߫ࠃߩߢࠅޔᛛⴚᏅߪ⠨߃ߥ
ߊߡ߽ࠃߣ⸒ߞߡࠆޕ
ᜂᒰᬺߩ 16 ㅳ㑆ߩਛߛߌߢ‛ࠍ⠨߃ߡߥࠈߜ߽ޕ
ࠎߘߩᤨߘߩᤨߩ⹏ଔߪߔࠆ߇ޔቇ↢ߪ⥄ಽߩᬺߛߌߢߥ
ߊߩઁޔᬺߢቇࠎߛߎߣ߽ߡ✚ߦ⊛⚳ᦨޔേຬߒߡ႐
߿␠ળోߩਛߢᵴ߆ߔޕᚒޘᢎຬߪߘߎ߹ߢߒߚ߽ߩࠍ
߿ߞߡ߅ߚᣇ߇ࠃޕ
ቇߒߡળߞߡ  ㅳ㑆એౝߦోຬߩฬ೨ࠍⷡ߃ࠆࠃ߁ߦߒ
ߡࠆޕන⚐ߥߎߣߛ߇ฬ೨ࠍᙘ߃ߡ߽ࠄ߃ࠆߩߪ߁ࠇߒޕ
ቇ↢ߦߣߞߡ߽ታ⠌ਛߪሶߤ߽㆐ߩฬ೨ࠍⷡ߃ߥߊߡߪߥࠄ
ߥޕᄢቇߪฬᧅ߇ߥߒޔᐳᏨ߽߹ߞߡߥߒޔળ߁ߚ
߮ߦⵝ߽㜬ဳ߽㆑߁ߩߢⷡ߃ࠆߩߦᄢᄌޔ߽߆ߒޕੱᖱႎ
⼔ᴺߩᵹࠇߢ  ᐕࠃࠅቇ↢ࠞ࠼ࠍᢎຬߪ▤ℂߢ߈ߥߊ
ߥߞߚޔߢߩߥޕᬺᤨߦฬ೨ߣ㗻ߣࠍ৻⥌ߐߖࠆߒ߆ߥߊޔ
ᬺ㐿ᆎએ㒠ੑ࿁ߊࠄߢⷡ߃ࠆࠃ߁ߦ㗎ᒛߞߡࠆޕቇ↢৻
ੱ৻ੱߩࠊߕ߆ߥᄌൻ㧔㜬ဳ╬ⵝޔ㧕ߦ߽᳇ઃߡߍࠆߎ
ߣ߇ᄢޕ
⥄↱ㆊ߉ߡߣࠅߣߩߥᣓᓞߪࠗࡦࡄࠢ࠻ߦᰳߌࠆޕቇ↢
ߦߪࡕ࠴ࡈߦߎߛࠊࠆࠃ߁ߦ⸒ߞߡࠆ⸥ޔߪߣࡈ࠴ࡕޕ
ᙘߦᱷࠆࠃ߁ߥࠗࡦࡄࠢ࠻ࠍ߽ߞߚ㖸ߩᦨዋනߢ࠻ࡌޔ
ࡧࠚࡦߩ㗀ᦛ╙ 5 ⇟ߩࡕࠆ࠻ࠢࡄࡦࠗߪޠࡦ࠲࠲࠲࠲ޟ
࠴ࡈߩᅢߢࠆ߆ࠍࠇߘޔ߫ࠇ߇ࠕࠖ࠺ࠗࠕߩߟ৻ޕ

ࡅࠕࡦࠣౝኈ
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ࡅࠕࡦࠣ⺞ᩏ࿁╵

ࠃ߁ߦ߽ᐢߍࠄࠇࠆߩߢޔතᬺߒߡᢎຬߦߥߞߚߣ߈ߦ߽ޔሶ
ߤ߽㆐߆ࠄነߖࠄࠇߚ߶ࠎߩࠊߕ߆ߥࠕࠗ࠺ࠖࠕࠍᜪߍ
ߡࡕ࠴ࡈߣߒߡᓳዷ㐿ߐߖࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߦߚߩߘޕ
ߪߣߛ߁ߘ߈ߢߦࡈ࠴ࡕࠍࠇߎޔ᳇ߠߊᜰዉ⠪ߩ⢻ജ߇ᔅ
ⷐߦߥࠆࠍࠇߎޕ㙃߁ߚߩᬺࠅࠍ⋡ᜰߒߡࠆޕ
ੱޟᢥ⑼ቇ㐷ߪߢޠᭉ⼆ࠍᦠߊߎߣ߇ᦨ⚳Ბ㓏ޕᬺߢᒝ
⺞ߒߡࠆߩߪߩߘޔߊߥߪߢࠖ࠺ࡠࡔޔਅߢ㡆ߞߡࠆ㖸ޔ
ᄼߩ৻⇟ਅߦߊࠆࡌࠬࠍ⡞ߊߣ߁ߎߣޕ㖸ᭉߪ⸒⪲ߩ⺒
ߺᦠ߈ߣหߓߢޔ⡞ߊߎߣߢߢ߈ࠆࠃ߁ߦߥࠆޕࠆᤨ߽ࡔࡠ
࠺ࠖ߆ࠄߢߪߥߊ࠼ࠦޔㅴⴕ߆ࠄߞߡߌ߫᭴ㅧ⊛ߦ߽ߒ
ߞ߆ࠅߒߚ߽ߩߦߥࠆޕᄢቇߩⓨ㑆ߢߪߘߩ⦟ߐߦߟߡ৻ᱠ
〯ߺㄟࠎߢ⠨߃ࠃ߁ߣߟ߽⸒ߞߡࠆޕ⹖߇⸷߃ࠆౝኈߣ
߁⌕⌒ὐߢ߽ࠃ߇ޔᭉᦛ⊛ߦ㖸ߩ㗀߈߇⦟╬ࠍᗵߓߣ
ࠅޔࠆ㓙ߦዋߒߢ߽ᗧ⼂ߒߡࠇࠆߩ߇ࠃޕᬺߢߪ⃰ޔ
ߦಽ߆ࠇߡᦛࠍߤߩࠃ߁ߦߖࠆߩ߆ޔߩഀࠅᝄࠅޔᝄࠅઃ
ߌࠍฦ⃰ߢ⠨߃ࠆߣ߁ᒻߢⴕ߁ߚߞࠊ⚳ޕᓟߩᗵᗐᢥߦߪޔ
ߩߢ߹ࠇߘޟሶ߇ߤ߁߁ሶ߆ಽ߆ࠄߥ߆ߞߚ߇⃰ޔᵴേࠍ
ㅢߒߡㄭߠߌߚ᳇߇ߔࠆઁޟޠᢎ⑼ߩቇ↢ߐࠎߚߜߣᵹ߇࿑
ࠇߡࠃ߆ߞߚߣߚߞ߆ࠃߡߡࠇ߆ᦠ߇ߣߎ߁ߣޠᕁ߁ޕห
ߓᢎ⑼ߩቇ↢ߢ߽ੱᢙ߇ᄙߣ߅ߩߎߣ߇ಽ߆ࠄߥߎ
ߣ߽ࠆߣ߁ߎߣߢࠆޕ
㖸ᭉࠍቇ߱ߣ߁ߎߣߪޔ㖸ᭉߩᭉߒߐߛߌߢߪߥߊޔ㖸ᭉ
ࠍቇ߱⧰ߒߐ߽ቇ߱ߎߣޕ㖸ᭉߩᭉߒߐࠍሶߤ߽ߦឭଏߒߡ
ࠆੱߪࠍࠇߎ⊝ޔ⍮ߞߡࠆߣหᤨߦߣߒ⧰ࠍߐߒ⧰ߩߘޔ
ᕁࠊߥߊߔࠆⴚ߽⍮ߞߡࠆޕఝ⑲ߥṶᄼኅߢ߽߿ߪࠅ✵⠌ߪ
ᄢߛߣᦨ⚳⊛ߦߪ⸒ࠊࠇࠆ✵ߩߘޕ⠌ߩ⧰ߒߐࠍ߹ࠅ⧰ߒ
ߣᕁߞߡߥੱ߽ታߦᄙߥߌ߾ߜߊߥߒޟߪࠇߎޕ
ߦߪޔ߆ᭉߒࠆⷐ⚛߇ࠆ߽ߩ࠾࠭ࠖ࠺߁ߣޠޕ
ᤋ↹ߩޠ࠭ࡦࡇࡐࡔޟฬ⸒ߩߔߣߎࠈޕ
ቇ↢ߩ⧰ߒߐߣߒߡ⚻ޔ㛎୯߇ߥߣߎࠈߢ߿ࠄߥߌࠇ߫ߥ
ࠄߥߣ߁⧰ߒߐ߇ࠆޕᗲᢎᄢߪޔ᧪వ↢ߦߥࠆߚߩ
㙃ᚑᯏ㑐ߥߩߢޔታ㓙ߦ႐ߦߡ࿎ࠆߎߣߦߥࠄߥࠃ߁
ߦߦߜ߁ߩޔ⠌ᓧߒߡ߅ߚ߶߁߇ߣ߁ߎߣ⧰ߩߎޕ
ߒߐࠍㆱߌߡ႐ߦ┙ߟߣ⸘⧰ߒߣ߁ߎߣࠍ⍮ߞߡ⾃
ߚࠅ߹ޔߪߣߎ߁ߣߐߒ⧰ߩߎޕ㕙ߣะ߆ߞߡቇ↢ߦ
વ߃ߡߥ߇ߩ⑳ޔᬺߩਛߢߪ߆ߥࠅή⨥ᝄࠅ߇ᄙޕ
߃߫ࠅߥ߈ޔනᣓᓞߩ໒┬⻦ߥߤޔሶߤ߽ߚߜߢ߁ࠃ
߁ߥ߽ߩࠍࡊࡦ࠻ߣߒߡ㈩Ꮣߒߦࠇߎޔᄼࠍߟߌࠆߣ߁
⺖㗴ࠍߒߚࠅߔࠆޕᒰὼߥ߁ࠃߩߤޔᄼ߇ߟߊ߆ߣ߁ᖱ
ႎߪᭉ⼆߆ࠄߪᓧࠄࠇߥߢߣߎ߁ⴕࠍࠇߎޕቇ↢ߪᔕ↪ജࠍ
㙃߁ޕ႐ߢߪሶߤ߽ߦวࠊߖߡ⺞ᢛߒߚᄼ߇ᔅⷐߢ࠻ޔ㐳
⺞ࠍࡋ㐳⺞ߦਅߍࠆߥߤߩ⒖⺞ߣ߁⢻ജ߇႐ߢᦸ߹ࠇࠆޕ
㖸ᭉߩℂ⺰ߪޔవੱ㆐߇ߎࠇ߹ߢ߿ߞߡ߈ߚߎߣࠍ⛔วߒߚ
⚿⺰ࠍਗߴߚ߽ߩߢࠆߎߣ߇ᄙߩߢޔᬺߢߪℂ⺰ࠍవⴕ
ߐߖߥߥޘ⦡ߕ߹ޕ㛎ࠍߐߖߡޔታߪߎߎߦߎ߁߁ℂ⺰
߇ᕷߠߡࠆߣ߁ᓟઃߌߢᢎ߃ࠆޕ㖸ᭉߦ㑐ߒߡߪ⺰ޔℂ
⊛ᕁ⠨߇ᓟߩᣇߦߊࠆߎߣ߇ᄙࠅߪ߿ޕᗵᕈߩಽ㊁ߢ⺰ℂ߆
ࠄࠆߩߪᗧᄖߦ⿷߆ߖߦߥࠆߎߣ߇ᄙᦨޕೋߪᗵⷡછߖߢ
ࠃ߆ࠄ߆߿ࠄߖߡ⚿ߣࠆࠍߩ߽ߚߖࠄ߿ޔ᭴⺰ℂ⊛ߦߥ
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2. ᦨㄭߩቇ↢ߩ․ᓽะ

ࠆޕ⍮ࠄߕ⍮ࠄߕߩ߁ߜߦ⺰ℂ⊛ߦߥߞߡࠆ߽ߩ߇ౕ⊛ߦ
ߤࠎߥ߽ߩߢࠆ߆ࠍ⚫ߔࠆߣ߁ᵹࠇߦߥࠆޕ
ᤋ߿Ṷߦ㖸ᭉࠍઃߔᬺߦ߅ߡ৻ߟᔓࠇ߇ߜߥߎߣ
ߦޔ㖸ᭉࠍࠊߥ⦟ߐߣ߁ߎߣ߇ࠆޕ㖸ࠍߒ߹ߊࠆߛ
ߌ߇㖸ᭉߢߪߥߣ߁㖸ᭉࠍߐߥാ᳇߇ᗧᄖߦᔓࠇࠄ
ࠇ߇ߜ⧯ޕ㗃ߪ㖸ߦኻߒߡ㗎ᒛߞߡ᰼ߒ᳇ᜬߜ߇ࠆߩ
ߢޔ㖸ࠍߐߥാ᳇ࠍવ߃ࠆߩߪ⚿᭴ᓟߩᲑ㓏ޕ
৻⇟ࠃߊߥߩߪ㤩ߞߡࠆߎߣޕੱߩᕈᩰ߽ࠆߩߢߥ
ࠎߣ߽⸒߃ߥ߇ޔᢎຬߦߥࠆߩߢࠇ߫ޔ⡯႐ߢߩ㗴ὐࠍ
ߘߩㇺᐲᢎോਥછ߿ᩞ㐳వ↢ߦ⋧⺣ࠍߔࠆ⠌ᘠߪᔅⷐߦߥࠆޕ
ߩ߁ߜߦ࿎ߞߚߎߣ߇ߞߚࠄᄢቇߩవ↢ߦ⋧⺣ߔࠆ⠌ᘠ
ࠍઃߌߡ߅ߚᣇ߇႐ߢ߽࿎ࠄߥߩߢߪߥ߆ߢߎߘޕవ
↢ߩࠕ࠼ࡃࠗࠬ߇ߞߡޔߡߞ߇ࠅߣࠅ߿ޔ㗴⊒ജࠍ㙃
߁ߎߣߦߟߥ߇ࠆ⥄ޕജߢߪ㒢⇇߇ࠆޕ
㖸ᭉߪ߽ߡߒ߁ߤޔੱੱߩࡦࠬߩ㗴ߦߥߞߡߊࠆߩ
ߢࠍࠬࡦߩߘޔ㙃߁ߚߦߪߤ߁ߒߚࠄߩ߆ߣ߁ߎߣ
ߪ⋡ߦ߃ߥߩߢ㔍ߒޕᗧᄖߦޔ㖸ᭉߣߪߥࠎࠄ৻㑐ଥ
ߥߐߘ߁ߥߎߣࠍᭉߒߊ㛎ߐߖࠆߣ߁ߎߣࠍዊߐ㗃ߦ
߿ߞߚᣇ߇ࠃߣᕁ߁⼔ޔ߫߃ޕ⠪ߦㅪࠇࠄࠇߡጊ⊓ࠅߒ
ߚ╬ޕጊ⊓ࠅߢ߽ޔㆆߢ߽ߚߒ߁ߘޔᭉߒᗐ߇ᄙߌ
ࠇ߫ᄙ߶ߤࠃޕ൩⺰ᖤߒ߆ߞߚߎߣߢ߽ࠃߊੱޔ㑆ߩᩮᧄ
⊛ߦ߽ߞߡࠆ༑ᔶຟᭉߩᗵᖱࠍೝỗߔࠆࠃ߁ߥ㛎ࠍߒߡ
߈ߚቇ↢ߪ߽⼾߆ޔ߇ߛޕ㖸ᗵ⊛ߦߪࠆ⒟ᐲߚߛޔ
㨪 ᱦߊࠄߢ࿕߹ߞߡߒ߹߁ߩߢߘߎ߆ࠄᓟߩᲑ㓏ߦ
ࠆߩቇ↢ߦߪࠃ߶ߤߩ㛎ࠍߐߖߥߣᵴ߈ߡߎߥޕ
৻㔍ߒࠃ߁ߥ㖸ㅴⴕ߇ߞߚߣߒߡޔታߪߎߩ᭴ㅧࠍ
߽ߞߡࠆᦛߣ߁ߩߪߔ⚫ߦ߁ࠃ߁ߣᦛߩߣᦛߩޔ
ࠆߣߣߞ߄߅ޔᕁ߁ߣޠ߄߅ޟޕᕁࠊߖࠆ႐㕙ࠍᄙߊ߽ߟߚ
ߦߪޔᢎ߃ࠆ߽ߚߊߐࠎߩᒁࠍ߽ߚߥߣߥࠄߥޕᚒޘ
߽ᢎ߃ߥ߇ࠄീᒝߔࠆࠊߌߢߊࠄߘ߅ߪࠇߘޔቇ↢ߚߜ߽තᬺ
ߒߡవ↢ߦߥߞߚߣ߈ߦᕁ߁ߎߣޕᢎ⢒ߪޔવ߃ߥ߇ࠄߘࠇߙ
ࠇߩਛߢ᳗⛯ߒߡߊ߽ߩޕ
㖸ᭉߩቇ↢ߪ⊝⚛⋥ߢή⨥ᝄࠅߦ߽ᐔ᳇ߢޔᬺࠍ߿߇ߞ
ߡࠆቇ↢ߪߥޕା㗬㑐ଥࠍ᭴▽ߒߡߘ߁ᕁࠊࠇߥࠃ߁
ߦദജߒߡࠆߣߎࠈ߽ࠆޕ㖸ᭉߩቇ↢ߪᏨ₸߽ࠃߊఝ⑲
ߢฃ⻠ᘒᐲ߽ࠃޕ
߇ಽ߆ࠄߥߩ߆ಽ߆ࠄߥߣ߁ቇ↢߇ࠆߩ߇৻⇟
㗴ߦ․ޕℂ⺰♽ߩᬺߢߎߩࠃ߁ߦ⸒ࠊࠇޔታᛛ♽ߩᬺߢߪ
ߤߩࠃ߁ߦ✵⠌ߒߡ߆ಽ߆ࠄߥߣ⸒ࠊࠇࠆߩߘޕㇺᐲኻ
ᔕߪߒߡࠆ߇৻ޔᢧᬺߢߎ߁߁✵⠌ߩᣇࠍߒߥߐߣ
߁ߎߣߪޔੱੱߦࠃߞߡ⇣ߥࠆߩߢ⸒߁ߎߣ߇ߢ߈ߥ
ޕੱੱߢ⇣ߥࠆᖱߦߩߘޔㇺᐲᢎຬ߇ኻᔕߒߡࠆᗵ
ߓߢࠆޕ
ቇߩ⠌ᓧ߿ᬺߩᘒᐲએ೨ߩ㗴ߣߒߡޔቇౝߢߩ᥉Ბߩ
ᝄࠆ⥰ᣇ߇㗴ޕᬺᓟޔ㘶ߺ߆ߌߩࡍ࠶࠻ࡏ࠻࡞߿ࠄ߇ᢔ
ੂߒߡࠆࠇߕޕవ↢ߦߥߞߚࠄ⥄ޔಽ߇ሶߤ߽㆐ࠍᵈᗧߔ
ࠆߦ߹ࠊࠆߩߛߞߚࠄ⥄ߦߜ߁ߩޔಽߩ↢ᵴᘒᐲࠍᓞߒߚ
ᣇ߇ࠃߪࠇߎޕ㖸ᭉߩቇ↢ߚߜߛߌߢߥߊޔቇ↢ోߦ⸒ߞ
ߡ߅߈ߚߎߣ߁߇⊝ޕ႐ᚲߣߒߡ⟤ൻߦദߡ㗂߈ߚޕ

ㆇォࡑ࠽ߦߟߡ߽ߘ߁ߢޔኻ㕙ㅢⴕߩ㓙ߦ⼑ࠅว߁ߥߤޔ
ઁ⠪ߦኻߔࠆᕁ߿ࠅࠍવ߃ࠆりߦߥࠆߩߛ߆ࠄޔቇౝߢ߽᳇
ࠍઃߌߡ᰼ߒ⁁ߩ߹߹ߩߘޕᘒߢઃߌ߈ߩขࠅ❲ߢታ
⠌ߦⴕߞߡ߽ߔߋߦࡔ࠶ࠠ߇ߪ߇ࠇࠆߣ⸒ߚޕ
3. 㙃ᚑߒߚቇ↢
ቇߒߡ 4 ᐕᓟߦߪ␠ળੱߦߥࠆߩߢߘߩ⥄ⷡࠍ㜞ߡ߽ࠄ
ߚޔ╬࠻ࠗࡃ࡞ࠕޕቇᩞߩᢝᄖߩᄙ᭽ߥ႐ߢቇ↢ߪੱߣ
ߩធߒᣇࠍቇࠎߢߊߩߢⴕߩࠄ⥄ޔേࠍ㘈ߺࠆߣ߁ߎߣ߇
ߘߩ߹߹ቇ⠌ᘒᐲߦ⋥⚿ߒߡߊࠇࠇ߫ߣᕁߞߡࠆޕ
ࠅߦ᳇㈩ࠅ߇߈ߜࠎߣߢ߈ࠆቇ↢ߦߥߞߡ᰼ߒޔ߫߃ޕ
ᣂᐙ✢ߩㅢ〝ߢኻ㕙ㅢⴕߔࠆᤨߪߟߢ߽వࠍ⼑ߞߡߍࠆ
ߦߥࠅߥߐߣ߁ߎߣޕゞߪ߅ቴࠍవߦㅢߔᣇ㊎ߛߘ߁
ߛ߇߽ߢࠇߘޔߩ㇎㝷ࠍߒߥߚߦゞߐࠎࠍㅢߒߡ
ߍࠆ᳇ᜬߜ߇ᄢޕ
ߩቇ↢ߦᗧ⼂ߒߡ᰼ߒߎߣߪᓼᔃ߿ᓼᔃ᧪ޕᐕᐲએ
㒠ߩೋᐕᰴᢎ⢒ߢޔ㜞ᩞ߹ߢߩ✚ᓳ⠌ߦߡࠆߩ߽ࠃ߇߹ޔ
ߕᦨૐ㒢ߩࡑ࠽ࠍ৻ᐲ⏕ߔࠆߣ߁ࠦ࠽ࠍ⸳ߌߥ
ߣߌߥߣᕁ߁ޕ
4㧚ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߩ ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߣ߁⠨߃ᣇ߇ߞߚߣߒߡࠍࠇߘޔ
ᢎ⢒ߦኻߔࠆ⠨߃ᣇ
ߤ߁ታᛛ♽ߢࠆᚒߩޘᬺߦᵴ߆ߒߡߊ߆ߣ߁ߎߣ߇ޔ
వ↢ᣇߩᖠߺߤߎࠈߦߥࠆ⥄ޔߛߚޕὼߦᬺߢ߿ߞߡࠆߎ
ߣ߇ᗧᄖߦࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߩ⢒ᚑߦ⋥⚿ߒߡࠆߎߣ߇
ᄙߩߢࠅ߹ޔᗧ⼂ߒߥߢ߽߆߽ߒࠇߥ⚿ޕᨐ⊛ߦ
ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߩ 8 㗄⋡߇⢒ᚑߐࠇߡߊࠃ߁ߥᗵߓߦ
ߥߞߡߊࠆ⥄ޕಽߩ႐วޔᰴߩᬺߦᵴ߆ߐࠇޔᔕ↪ߒߡߊ
ߚߩၮ␆ઃߌߩਅⓍߺߣߥࠆᔅୃᬺߩᵹࠇߢ⚵ࠎߢࠆޕ
ၮ␆⊛ߥ⍮⼂ߩୃᓧ߇ߎࠇ߹ߢߩᬺߛߞߚ߇ߩߎߦߎߘޔ㧤
㗄⋡ߩ⠨߃ᣇࠍࠇㄟߪࠆޕ
ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߩᢎ⢒ߪᗧ⟵ߛ߇ޔ㖸ᭉߪታᛛ߇ਥ
ߥߩߢߦ߁ࠃߩߤޔᬺߦᶐㅘߐߖߡᵴ߆ߒߡߌࠆߩ߆ߪ
߃ߡߥߩ߇⁁ޕ㖸ᭉߩታᛛߪ․ߦᬺߢߩ࠶ࠬࡦߛߌ
ߢߪߥߊߚߞࠊ⚳߇ࡦࠬ࠶ޔᓟޔᰴߩ࠶ࠬࡦ߹ߢߦ৻ੱߢ
ߤࠇߛߌߩ✵⠌ࠍߒߡߊࠆߩ߆߇ᄢߦ․ޕቇ↢ߦ⡞߆ࠇࠆߩ
ߪ✵ޔ⠌ߩᣇ߇ಽ߆ࠄߥߣ߁ߎߣߪߦᤨߤ߭ޕ߇ࠊ
߆ࠄߥߩ߆߇ࠊ߆ࠅ߹ߖࠎߣ⸒ࠊࠇߡߒ߹߁߇ࠇߎޕᢎຬߦ
ߣߞߡ৻⇟∩ࠦࡔࡦ࠻ߢޔᜰዉߩ⽿છ߽ࠆߣ⋭ߔࠆߎ
ߣ߽ࠆߩߘޕὑߦߎߩࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞߇ᔅⷐߦߥࠆߩ
߆ߣᕁ߁ޕ
5.ߦޠࠪ࠹ޟ㑐ߔࠆ⠨ ⥄ಽߩ႐ว⇟৻ޔㄭߩߪޔ߇߁ࠈߢޠࠅߊߠߩ߽ޟ㐳
߃ᣇ
⋡ߢࠇ߫ઁߩಽ㊁ߦ߽ㅢߓ߁ࠆ߫߃ޕᦛߒߡߘࠇࠍṶᄼ
ኅߦᷰߔߣṶᄼኅߣߩ࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪࡦ߿ਥ⠪ߣߩᛂߜว
ࠊߖ߇↢߹ࠇࠆޕ㐿႐ᚲߪ߅߅ࠃߘߩᣉ⸳ߢⴕࠊࠇࠆߩ
ߢߦߎߘޔᏒ᳃ߣߒߡߩઃ߈ว߇ߤ߁ߒߡ߽↢ߓࠆޕᗲᢎᄢ
ߩቇ↢ߪᢎຬߦߥࠆߩߢޔᦛߘߩ߽ߩࠍߦߔࠆߎߣߪߥ
ߣᕁ߁߇ޔᦛߪࠢࠗࠕࡦ࠻߇ሽߒߡߘࠇߦᔕ߃ߡࠅ
ߒߡߊߣ߁ߩ߇ၮᧄߣߒߡࠆࡇߦ࠻ࡦࠕࠗࠢޕ
࠲ߦߥߞߡ㗂ߊߎߣ߇৻⇟㊀ⷐߢⷐߩߘޔ࿃ߣߒߡᄢ߈ߊੑ
ߟࠆߪߟ৻ޕຠߩ⾰ߢޔߞߚ‛߇᳇ߦߞߡ㗂ߌߚ߆ࠄ
ᰴߩଐ㗬߽ࠆߩߡߒߣੱߪߟ৻߁߽ޕㇱಽߢޔᛂߜวࠊߖ߿
ੱઃ߈ว╬߇㑐ࠊࠆޕଐ㗬⠪ߩ㗬ߺᣇߣߒߡߪޔዋߒੱ㑆ᕈ
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ߦߪ㗴߇ࠆ߇ޔຠ߇߆ࠄ㗬߽߁ߣ߁⠨߃ᣇ߽ࠇ
߫ޔຠߪ߹ߜߛ߇ࠄ߆ߛߟ߿ޔ㗬߽߁ߣ߁⠨߃ᣇ
߽ࠆޕഃࠍߔࠆੱ߽ઍ␠ળߩ৻ຬߢࠆߎߣࠍ⠨߃ߚ
ࠄޔᏒ᳃ߣߒߡߩᝄࠆ⥰߽ᔅⷐߦߥࠆޕᄙᢥൻߩਛߩࠞ࠹ࠧ
ߦ⟎ߠߌ߁ࠆ⑼ޕቇ⊛ߦ㖸ᭉࠍᬌ⸽ߔࠆߎߣ߽ࠆޕ㖸
ߩᝄേᢙ╬ߩⷰὐ߆ࠄߔࠆߣ⑼ቇ⊛ߢߪࠆޕᦛߩᣇᴺ⺰ߣ
ߒߡޔℂᢙ⊛ߥ߽ߩࠍ↪ࠆߎߣ߽ࠆޕ
6.⢒ᚑߒߚࠫࠚࡀ࠶ࠢ 㗴⸃ജߪ൩⺰ᔅⷐߢߩߘޔ೨ߦ㗴߇ࠆߎߣߦ᳇ߠߊ
ࠬࠠ࡞
㗴⊒ജ߇ᄢ⥄ޕേゞቇᩞߢߪޔ⍮್ᢿᠲߩਃᲑ
 ̪8 ߟߩࠬࠠ࡞߆ࠄㆬᛯ
㓏߇ࠆߣᢎࠊࠆߩ⋡ޕ೨ߦ㓚ኂ߇ࠆߣ᳇ߠ߆ߥߌࠇ߫ㆱߌ
ࠄࠇߥࠃ߁ߦ⇟৻ޔᄢಾߥߩߪ⍮ࠅ߹ߟޔ㗴⊒ޕ㖸ᭉ
ߢ⸒߁ߣ⊒ࠍࠕࠖ࠺ࠗࠕߩߎޔዷߐߖࠆߣࠃߊߥࠆߣ᳇ߠߊ⋡
߇ᄢޕሶߤ߽㆐߇ᜬߞߡ߈ߚࠕࠗ࠺ࠖࠕࠍ߹ߕⶋߡዋߒࠕ
࠼ࡃࠗࠬߒߡᵴ߆ߒߥ߇ࠄᚻࠍട߃ߡߊߣ߁ߎߣࠍᤚ㕖
߿ߞߡ᰼ߒޕ
㗴⊒ജߪޔṶᄼ㕙ߢߪ⥄ಽ߇ߒߚ㖸ߦኻߒߡޔ߇
㗴ߥߩ߆ߦ᳇ߠߊജߒ߽ޕ㖸߇☻ߣᕁߞߚࠄࠍࠇߎޔᨵࠄ߆
ߊߔࠆߦߪߤ߁ߒߚࠄࠃ߆ࠍ⠨߃ࠆߩ߇⸃ജޕᦛߦ㑐ߒ
ߡ⸒߃߫⥄ޔಽ߇ߞߚᦛࠍᜉනߢߡਇද㖸߇↢ߓࠆ⍍
㑆߇ࠆߦࠇߘޕวℂᕈ߇ࠆߩ߆ߤ߁߆߇ੱߩઁޔ⡞ߡ߽
ߩㇱಽߩ߭ߕߺߪ߅߆ߒ႐วޔ߇ේ࿃ߥߩ߆ࠍ߈ߜࠎߣ
᳇ઃߊജࠍࠇߘޕផᢚߒߡ⋥ߔജ߇ࠇߎޕᦛߦߣߞߡᔅⷐߥ
ⷐ⚛⥄ޕಽ߇ߞߡߒ߹ߞߚਇදߥ⁁ᴫߦ᳇ઃ߈⋥ࠍࠇߘޔ
ߔߚߩᣇᴺࠍ⍮ߞߡ߅ߊߣ߁ߎߣޕ
ࠢ࠹ࠖࠞ࡞ࠪࡦࠠࡦࠣߦ㑐ߒߡ⸒߃߫ޔᦛߩ႐㕙ߦ߅
ߡ߫ࠇߔ߁ߎߣߞ߽ࠍߎߎߩᦛߩߎޔ㕙⊕ߊߥࠆߩߢߪߥ߆
ߣᏱߦᕁ߁ߎߣߪᄢࠄ⥄ޕะߐߖࠆߚߦߪࠆޔ⒟ᐲ෩
ߒߩ⥄Ꮖ⹏ଔߩᆫࠍ߽ߞߡ߅ߊߎߣ߇ᄢߥ߁ࠃߩߎޕ᳇
ᜬߜࠍቇ↢ߦ߽߽ߞߡ᰼ߒઁߪࠇߎޕ⠪ߩຠࠍฃߌࠇߟ
ߟ߽ߘߎࠍ߽ߞߣߎ߁ߔࠇ߽߫ߞߣࠃߊߥࠆߣᕁ߁ߎߣߢ
߽ࠆޕ
ੱߣធߔࠆജߦߟߡߪޔ㖸ᭉߩ႐วޔวᄼࠍߔࠆ㑐ଥ․
ߦᔅⷐޕ
7.ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߩᢎ ࠢ࠹ࠖࠞ࡞ࠪࡦࠠࡦࠣߦ㑐ߒߡߪޔ߫߃ޔቇ↢ߣ৻✜ߦ
⢒ᣇᴺ
TV ࠍࠆ႐วߥࠎߎߢߎߎޔ㖸ᭉ߇ߞߚࠄ߽ߞߣࠃߊߥࠆ
 ̪7 ߟߩ㗄⋡ࠍෳᾖ
ߩߦߣ⸒ߥ߇ࠄ⼏⺰ߔࠆߞ⓭ޕㄟߺࠍߒߥ߇ࠄᤋຠࠍⷰ
ࠆߎߣߪቇ↢ߦ߽ࠃೝỗߦߥߞߡࠆߣᕁ߁߁߁ߘޕ㘑ߥ
‛ߩ⠨߃ᣇߢⷰߡߥ߆ߞߚߣቇ↢ߪ⸒߁ࠃ߁ߦߚߒ߁ߘޔ
㐓⾨ࠍߒߚቇ↢ߪ㐓⾨ᘒᐲ߇ᄌࠊࠆߩࠄ⥄߇ߣߎߩߎޕഃജ
ࠍ㜞ࠆߎߣߦߟߥ߇ࠆߦࠆߔⷐޕ㧘ᗧ⼂ߒߡࠕࡦ࠹࠽ࠍᒛࠆ
߆ᒛࠄߥ߆ߩ㆑ߢࠆޕ
ჿቇߪߦ࡞࡞ߥޘ⦡ޔᓥߟߟ࠹ޔ࠻࡞ࠕޔࡁࡊ࠰ޔ
ࡁ࡞߁ߣࠬࡃޔ㧠ࡄ࠻ߩᵹࠇࠍㅊ᳞ߒߡߊቇߢ⦡ޘ
ߥೣ߇ࠆߩߣࠆߔ߁ߎޔߢࠇߘޕೣߦ߭ߞ߆߆ࠆߣ
߁ߎߣࠍ⥄ಽߢតߒߡ᳇ઃߊജ߇ᔅⷐߦߥࠆޟޕჿቇߩޠ
ᬺߢߪޔ㑆㆑តߒࠥࡓࠍⴕߩߎޔᭉ⼆ߩ߅߆ߒߣߎ
ࠈߪߤߎ߆ߦߎߤޔೣ߇ࠆߩ߆ࠍ߈ߜࠎߣតߔߣ߁ߎߣ
ࠍߒߡࠆߪߩࠆߌߟޕ㔍ߒ߆ߞߚࠅߔࠆ߇ޔᓳߒ࿁߽
߿ߞߡⷐ㗔ࠍቇࠎߢߊߩ߇ᄢޕ
10.ߘߩઁ

㗡߇⦟ߣ߁⸒⪲ߪᚑ❣߇⦟ߣ߁ᗧߛߌߢߥߊ↢ޔ
߈ࠆὑߩⴚࠍߒߞ߆ࠅ߽ߜⷐ㗔ߦ㐳ߌߡࠆߣ߁ߎߣ߽ᗧ
ߔࠆ␠ޕળߢߪ⦡ߥޘᣇߣޘធߔࠆޕᬺࠍฃߌࠆߦߒߡ߽ޔ
వ↢߿৻✜ߦฃ⻠ߒߡࠆੱ㆐ߣធߒߡࠆޕᦛߩᬺߢߪ
ᤨ᛬ߦ⃰ޔಽ߆ࠇߡ⃰ߏߣߦหᬺߐߖࠆߣ߁႐㕙߽
ࠆߢ⊝ߪߦ⊛⚳ᦨޕว໒ߔࠆࠊߌߥߩߢޔᐢߊ⸒߃߫࠺ࠖࠬࠞ
࠶࡚ࠪࡦ⢻ജ߿ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦ⢻ജࠍ㙃߁ߎߣߦ߽ߥࠆ
ߣᕁ߁ޕ
8. ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ᢎ⢒ ࿎㔍ߣ߃ࠆ߶ߤߩ߽ߩߪᗵߓߡߥ߇ޔᬺࠍⴕ߁߽ߩ
ࠍⴕ߁ߢߩ࿎㔍
ߣߒߡߪޔᬺߩਛߢ 1 ߆ࠄ 10 ߹ߢ⸒ߞߡߒ߹ࠊߥߩ߽৻
 ̪6 ߟߩ㗄⋡ࠍෳᾖ
ߟߩᣇᴺ߆ߣ⠨߃ࠆޔ߫߃ޕ2 ߥࠅ 1.5 ߥࠅࠍᢓ߃ߡવ߃ߡ
߅߆ߥߢޔ⊕ࠍቢߒߡߊߎߣࠍቇ↢ߦߐߖࠆߚߦ
ߪࠍ⻘߽ߢߟ৻ޔᱷߒߡࠍߎߘޔቢߒߚߣ߁ᗧ᰼ࠍߎ
ߔࠃ߁ߦᚻߊ߽ߞߡߊߎߣ߇ᔅⷐޕᚻ߇߆ࠅ߽ਈ߃߹ޔ
ߢ⠌ᓧߒߚߎߣࠍ✚േຬߒߡᔕ↪ߔࠇ߫ዉ߈ߖࠆࠃ߁ߥߎ
ߣࠍ↪ᗧߒߡ߅ߌ߫ቇ⠌ᗧ᰼߽ḝߊߩ߆ߣᕁ߁⥄ޕಽߪવ߃ߚ
᳇ᜬߜ߇ᒝ࠲ࠗࡊߛ߇ోࠅߪ߿ޔㇱਈ߃ࠄࠇࠆߣ⥄ᓞ⊛ቇ
⠌⢻ജߪ⢒ߚߥߣ߁᳇߇ߔࠆߪࠇߎޕ㖸ᭉߦ㒢ࠄߥޕ
9. ೋᐕᰴᢎ㙃ᢎ⢒ኾ㐷ᢎ ቇ೨ߩࠟࠗ࠳ࡦࠬߢࠃߊ⸒߁ߩߪޔ㖸ᭉએᄖߩઁߩᢎ⑼ߩ
⢒ ߦ ߅ ߌ ࠆ ࠫ ࠚ ࡀ  ࠶ ീᒝ߽ߒߞ߆ࠅ߿ߞߡ߅ߊߣ߁ߎߣߥޘ⦡ޕᢎ⑼߽⚿ዪ㖸ᭉ
ࠢࠬࠠ࡞ᢎ⢒ߩㅪ㑐
ߣ㑐ㅪઃߌߡቇ߱ᯏળ߇ᄙߊޔ߫߃ޔ᧪ሶߤ߽㆐ߦߩᜰ
ዉࠍߔࠆߣ߈ߦ⹖ߦኻߔࠆ⺒ߺㄟߺߩᷓߐ╬ޔ࿖⺆⊛⚛㙃߽
ᔅⷐޕᱧผࠍቇࠎߛߥࠄޔᣣᧄผ߿⇇ผࠍ㖸ᭉผߣ㑐ㅪઃߌ
ߡቇ߱ߎߣ߽น⢻ޕᢎ㙃ᢎ⢒ߩ⠨߃ᣇߣหߓߢߩߟ৻ޔቇࠍ
ㅊⓥߔࠆߦߪ৻㑐ㅪߥߊ߃ࠆઁߩቇ߽⍮ߞߡ߅ߊߎߣ
߇ᄢಾޕ
ೋᐕᰴߣኾ㐷ᢎ⢒ߩㅪ㑐ߪಽ߆ࠆ߇ޔᢎ㙃ᢎ⢒ߣ S ⑼⋡ߩㅪ
㑐ߪ㔍ߒޕᬺౝኈߣߒߡㅪ㑐ߐߖࠆߎߣߪ㔍ߒ߆߽ߒࠇ
ߥ߇ޔᢎ㙃ᢎ⢒ߩᗧ⟵ߪ⥄ޔಽߩኾ㐷㗔ၞߣ㑐ଥߥߐߘ߁ߥ
ߎߣࠍ⍮ࠆߎߣߢዋߒⷞ㊁ࠍᐢߍࠆߎߣߥߩߢޔήℂߦㅪ㑐ᕈ
ߣ߁ߩࠍᗧ⼂ߒߥߊߡ߽ߩߢߪߥ߆ޕኾ㐷㗔ၞߦࠃߞ
ߡ⇣ߥࠆޕ
৻ᐕඨߢޔLa ߆ࠄ Ld ߹ߢ߆ߌߡቇࠎߛߎߣࠍ✚ว⊛ߦᵴ߆
ߖࠆࠃ߁ߥታ〣Ṷ⠌߇ 3 ᐕ↢ߩ೨ᦼߚࠅߦࠆߣࠃޕ4 ߟ
ߦಽߒߡߘࠇߙࠇቇࠎߛߩߢࠇ߫✚ࠍࠄࠇߘޔวߒߡߎޔ
ࠇ߹ߢᓧߚ⍮⼂߿ᛛⴚࠍ✚േຬߒߡᵴ߆ߖࠆࠃ߁ߥ߽ߩ߇
ࠇ߫ࠃޕᢎ㙃ߢቇࠎߛߎߣࠍኾ㐷ߢᵴ߆ߔߣ⸒߁႐ว⚿ޔዪ
S ⑼⋡ߣ߁ฦಽ㊁ߦᚯߞߡߒ߹߁ߩߢઁ߫߃ޔᢎ⑼ߩ⥄ಽ
߇㐿⸳ߔࠆ㖸ᭉߦ㑐ߔࠆ Ld ߩᬺࠍቇ↢߇ฃߌߚߣߒߡޔᨐ
ߚߒߡߘࠇࠍ⥄ಽߩቇ⑼ߦᜬߞߡᏫࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߩ߆ߣ
߁⇼߇ࠆޔߦઁޔߪߡߒߣࠕࠖ࠺ࠗࠕޕ4 ᐕ೨ᦼߦ L ✚ว
ߩࠃ߁ߥ߽ߩࠍ㐿⻠ߒޔ4 ᐕᓟᦼߢᢎ⡯ታ〣Ṷ⠌ߦߟߥߍࠆߣ
߁ߩ߽㕙⊕ޕ
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1. ᜂᒰᬺߦ߅ߌࠆ
ᢎ⢒ᣇᴺ

0㧚ᜂᒰᬺߩⷐ

㗄  ⋡

ᢎ㙃⑼⋡ߩޟᣣᧄߩ␠ળߣᢥൻ ࡒ࠽ࠬࠟޔߢޠ
ߣ߁⚛᧚ࠍߞߚߦߟߡߩ⺰ࠍᬺߣߒߡⴕߞߡ
ࠆޕౝኈ⊛ߦߪࠟࠬᎿ⧓⺰ࠍᢎ߃ࠆ㓙ߩࠬࠟޔᎿ⧓ߦ
ኻߔࠆࠕࡊࡠ࠴ߩᣇߣߒߡ⑼ޔቇ⊛ߥࠕࡊࡠ࠴ޔผቇ⊛
ߥࠕࡊࡠ࠴ޔᎿᬺ⊛ߥࠕࡊࡠ࠴ߩਃߟࠍ↪ߡࠆ⑼ޕቇ
⊛ࠕࡊࡠ࠴ߢߪ߇᧚⚛ޔߢߢ߈ߡࠆߩ߆ߣ߁⑼ቇ⊛
߆ࠄࠟࠬߩ․ᕈࠍࠆޕผቇ⊛ߥࠕࡊࡠ࠴ߢߪࠬࠟޔ
Ꮏ⧓ผ↥ࠬࠟޔᬺผ⊒߇ࠬࠟޔዷߒߡߞߚⵣߦࠆᱧผ
⢛᥊ߣหᤨߦᤨޔઍߏߣߦߢߡ߈ߚࠟࠬߩ߇ߤ߁߁ᄌ
㕟ࠍ⚻ߡઍߦ⥋ߞߡࠆߩ߆ࠍࠆޕᎿᬺ⊛ࠕࡊࡠ࠴ߢ
ߪޔ19 ♿߆ࠄࡔࠗࡦߣߥߞߚ↥ᬺ⊛ߥ↪ㅜࡘ࠾߫߃ޔ
ࡑ࠹ࠕ࡞ߩࠣࠬࡈࠔࠗࡃߦࠃߞߡࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ߩ
⇇߇❬߇ߞߡࠆߎߣ߿࡞ࡆޔᑪ▽ߦ߅ߌࠆ᧼ࠟࠬߩ↪ߥ
ߤߦ߁ࠃߩߤ߇᧚⚛ߥ߁ࠃߩߤޔࠄࠇߡࠆߩ߆ࠍࠆޕᎿ
⧓⊛ࠕࡊࡠ࠴ߪޔᛛᴺޔᎿ⧓ຠߣ߁⟤ⴚ⊛ߥⷰὐ߆ࠄ
ࠆޕቇ↢ߪߎߩ㧠ߟߩਛߢቇ߱ޕ
ኾ㐷ᢎ⢒ߦߟߡߪࠍߩ߽ޔࠍ᧚⚛߁ߣࠬࠟޔࠆ
ߣ߁ߢߪࠆޔ⒟ᐲᛛⴚߩୃᓧ߇ᔅⷐߦ߁ࠃߩߤޕᛒ߁ߣ
⚛᧚ߪߤߩࠃ߁ߦേߊߩ߆ߣ߁⚛᧚ߩᣇࠍᢎ߃ࠆߩߤޕ
ࠃ߁ߥⴕὑࠍട߃ࠆߎߣߢᗧ࿑ߒߚᒻߦߥࠆ߆ߪ⚻㛎⊛ߦቇ
߱ߒ߆ߥޕ1ޔ2 ᐕ↢ߪ⚛᧚ߢ߇ߢ߈ࠆߩ߆ߦ᧚⚛ޔᛛⴚ
ࠍᣉߔߣ߇ࠇࠆߩ߆ࠍ⚻㛎ߩਛߢℂ⸃ߔࠆߣ߁ࡌࠪ
࠶ࠢߥߎߣࠍⴕ߁ޕ3 ᐕ↢ߪߘߩࠍᐢߍߡޔᔕ↪ജࠍ〯߹߃
ߡᛛⴚࠍୃᓧߔࠆޕ4 ᐕ↢ߩතᬺߢ⥄ಽߩ᳇ᜬߜ߿⥄ಽߩ
વ߃ߚߎߣࠍࠕ࠙࠻ࡊ࠶࠻ߒߔࠆޕ
ᢎ㙃⑼⋡ߩޟᣣᧄߩ␠ળߣᢥൻ ࡒ࠽⥄ޔߪߢޠಽ
߇ᬺߣߒߡᢎ߃ࠆㇱಽߢߪޔᎿ⧓⊛ࠕࡊࡠ࠴ߪ⾗ᢱ߽㔍ߒ
ߊޔᎿ⧓ࠍⴕ߁ੱ㑆ߢߥߣ㔍ߒߩߢᦨޔೋߩᬺߢ࠺ࡕࡦ
ࠬ࠻࡚ࠪࡦߒ․ߡߖࠄ⸅ࠍࠬࠟޔᕈࠍℂ⸃ߐߖࠆޕผቇ
⊛ࠕࡊࡠ࠴ࠍណࠅޔ࠼ࠗࠬޔ౮⌀ߢㆊޔઍߩຠࠍ
ߖߩࠬࠟޔᎿ⧓ຠߦߤ߁߁߽ߩ߇ࠆ߆ࠍߖߩࠬࠟޔ
⟤ⴚ㙚ߢታ‛ࠍߐߖߡࠆޕ
ቇ↢ߪޔᎿ⧓⊛ࠕࡊࡠ࠴એᄖߩ⑼ޟቇ⊛ޠ
ޟผቇ⊛ޠ
ޟᎿᬺ
⊛ߩޠਃߟߩ߁ߜߩࠬࠟޔ⍮⼂ߦߟߡߤߩⷰὐ߆ࠄ⺞ߴߚ
߆ࠍਥ⊛ߦㆬ߱ޕቇ↢ߩᏗᦸߪࠕࡦࠤ࠻ߢᛠីߒޔฦࠣ
࡞ࡉߩੱᢙߦᄙዋߩ߫ࠄߟ߈߇ߢߡ߽ޔቇ↢ߩᗧߦᴪ߁ᒻߢ
ಽߌߡࠆޕ
ቇ↢ߪޔ࿑ᦠ㙚߿ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ࠍㅢߒߡ⺞ߴࠍࡐࡢࡄޔ
ࠟࠬߦߟߡߩ⑼ቇ⊛ޔผቇ⊛ޔᎿᬺ⊛⺑ࠍߔࠆ࡞ࠣޕ
ࡊߢ⺕߇ߤߩㇱಽࠍฃߌᜬߜࠍߦ߁ࠃߩߤޔㅴߡⴕߊߩ
߆ߣ߁ߎߣ߽ࠣ࡞ࡊߏߣߢߒวޔหߓߦߥࠄߥࠃ
߁ޔฦ⥄߇ฦᣇ㕙ߦಽ߆ࠇߡ⺞ߴߡᜬߜነߞߚߢ৻ߟߩࠢ
࠴ࡖࠍ᭴ᚑߔࠆޕ
ኾ㐷⑼⋡ߢߪᛛⴚࠆߖࠍࡦ࡚ࠪ࠻ࠬࡦࡕ࠺ޔᬺ߽
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2. ᦨㄭߩቇ↢ߩ․ᓽะ

ࠆ߇ࠍߡోߡߖޔหߓࠃ߁ߦቇ↢ߦ߿ࠄߖࠆߣ߁ߎߣߢߪ
ߥߦ߁ࠃߩߤޕᛒ߁ߣߤߩࠃ߁ߦࠟࠬߪᄌࠊࠆ߆߁ߣޔ
ࠟࠬߩࡠࠫ࠶ࠢࠍℂ⸃ߒޔᕁ߁ࠃ߁ߦࠟࠬࠍᄌ߃ࠆߦߪߤ
߁ߒߚࠄࠃߩ߆ࠍฦ⥄ߢ⥄ਥ⊛ߦ⠨߃ࠄࠇࠆࠃ߁ߦ࠽ࡆࠥ
࠻ߒߡࠆޕ
ᬺߩਛߢߪޔㄭઍߩࠛࡒ࡞ࠟ߇ߡ߈ߚ㗃ߩޔ⡯
ੱߩᛛߦ⥄Ꮖ߇ടࠊߞߡ߈ߚᐕઍߩຠࠍߥ߇ࠄߩߤޔ
ࠃ߁ߥ߇ߐࠇߡ߈ߚߩ߆ࠍࠗࡔࠫߔࠆ⥄ޔઁߩߘޕಽ߇
ߦᗖ߆ࠇࠆߩ߆ߪޔߒߡߊߥ߆ߢ⥄Ꮖࠍౝ⋭ߒߥߣ
߃ߡߎߥߩߢޔ᳇ߠ߈ߩਛ߆ࠄ߽ߩࠍࠆߣ߁ߎߣࠍ
ᬺߢવ߃ߡࠆޕ
4 ᐕ↢ߢ⥄ಽ⥄りࠍߢߔࠆߣ߁Ბ㓏ߦߥߞߚߣ߈ޔ
ቇ↢߇㔍ߒߣᕁ߁ߩߪߣ߁ࠃߒޔᕁ߁⥄ಽߦߔࠆߴ
߈߽ߩ߇߽ߥߎߣߦ᳇ߠߊߎߣޕ20 ᐕ㑆↢߈ߡ߈ߚߥ߆
ߢ⥄ޔಽࠍߒߡߊߛߐߣ᳞ࠄࠇߚߣ߈⥄ޔಽࠍߢ
߈ࠆቇ↢ߪዋߥ⥄ߡߞ⸅ࠍ᧚⚛ޕಽ⥄りࠍߔࠆߣߥߞߚ
ߣ߈⊝ޔᚻ߇ᱛ߹ࠆᧄ߇ࠄ߆ߎߎޕᒰߩߢࠅᧄޔᒰߩቇ
߮ߦᄌࠊࠆߣቇ↢ߦવ߃ߡࠆޕ
තᬺࠍ⚻ߡࠍߩ߽ߣߞ߿ޔࠆ৻ᱠ߇ℂ⸃ߢ߈ࠆߎߘޕ
ߦⴕ߈ߟߊ߹ߢߦਃߟߩࠕࡊࡠ࠴߿࠹ࠢ࠾࠶ࠢޔᱧผ╬ޔ
⦡ߪߩ߽ࠆ߁ࠅߥߣޔ߃߹〯ࠍߩ߽ߥޘ߆ߣ߁ߎߣࠍ
ฦ⥄ߢ⠨ኤߒߡߊ߈ߞ߆ߌࠍਈ߃ࠆޕቇㇱߢᜂᒰߢ߈ࠆኾ㐷
⑼⋡ߩࠦࡑᢙ߇ዋߥߊࠆޔߢߩߥߪߢߌࠊࠆ߃ߡోޔ⒟
ᐲቇ↢ߩ⥄ਥᕈߦછߖߡ⥄ޔಽ⥄りߩߚࠅ߁ࠆߚߩീᒝ
ࠍฦ⥄ߢⴕ߁ޕᱧผ߿ືቇ߆ࠄቇ߱ੱ߽ࠇ߫ޔవ┵ߩᛛⴚ߆
ࠄቇࠎߢຠࠍࠆੱ߽ࠆߩߢߡߒ⟜✂ࠍࠇߎޔᢎ߃ࠆߎߣ
ߪߢ߈ߥޕ
⹏ଔߦߟߡߪޔᬺߩ⑼⋡ߦࠃߞߡ⋡ᮡߣߔࠆߣߎࠈߪ⇣
ߥࠆߩߢ⋡ߩߘޔᮡࠍ㆐ᚑߒߡࠆ߆ุ߆ߢ್ᢿߒߡࠆޕ1
ᐕޔ2 ᐕޔ3 ᐕߪߦ᧚⚛ޔኻߔࠆࠆ⒟ᐲߩୃᓧᐲ⎇ޔⓥߦኻ
ߔࠆࠕࡊࡠ࠴⊒ޔౝኈޔߦኻߔࠆᆫ߇ߘࠇߙࠇߩ
ᬺߢߩ⹏ଔߣߥࠆޕຠߩ⹏ଔߦߟߡߪޔਥⷰ߇ߤ߁ߒߡ߽
ߞߡߊࠆߩ߇⧓ⴚ♽ߩ㔍ߒߣߎࠈޕߦ⥄ಽ߇ᦨ㜞ὐࠍߟ
ߌߡ߽ߩੱߪ㆑߁ὐࠍߟߌࠆߎߣ߇ࠅ߁ࠆߣ⺑ߒߡ
ࠆޕතᬺߩ႐วߪޔ߇ A ࠍߒߚ߽ߩ߇᧪ A ߣ߁
⹏ଔߦቯ߹ࠆߣߪ㒢ࠄߥߣવ߃ߡࠆ⥄ޕಽ߇ᱧผ⊛ߦቇࠎ
ߛߎߣࠍ〯߹߃ߡ⹏ଔߒߡࠆߩߢޔ㚝⋡ߛߣᕁ߃߫ C ߽ࠅ
߁ࠆߣવ߃ߡࠆ߇ߩߩ߽ޔଔ୯ߪᤨઍߣߦ⒖ࠅᄌࠊࠅޔ
⹏ଔߐࠇߥ߽ߩ߇ 10 ᐕᓟߦ⹏ଔߐࠇࠆߎߣߪࠆߘߗߥޕ
ߩ⹏ଔߥߩ߆ࠃߊ⠨߃ߡਅߐߣ⸒ߞߡࠆޕ
છߒߡ 5 ᐕ⋡ߛ߇ᗲᢎᄢߩතᬺ↢ߥߩߢ⥄ޔಽ߇ቇ↢ߩ㗃
ߣߩᲧセߪߢ߈ࠆ⥄ޕಽ߇ቇ↢ߩ㗃߆ࠄߔࠆߣߩޔቇ↢ߪ⌀
㕙⋡ޕᤄߦᲧߴࠆߣୟ⊛ߦᄢੱߒߊࠆࠁࠊޔఝ╬↢ߩ㔓࿐
᳇ߩቇ↢߇ᄙޕ
⥄ಽ߇ቇ↢ߩ႐วߪߊߴࠆߥޔᬺߦᏨߒߥߢනࠍขࠆ
ᣇᴺࠍᖡ⾫ߊ⠨߃ߡߚ߇ߩޔቇ↢ߪ߈ߜࠎߣᬺߦᏨߒ
⸒ࠊࠇߚߎߣࠍⴕ߁ޕᖡߊ⸒߁ߣߩߣߎߚࠇࠊ⸒ޔਛߢߒ߆േ
߆ߕޔ⍮ᕺࠍ߅߁ߣߔࠆߎߣ߇ߥߩޕቇ↢ߪ㊄㌛⊛ߥ
ᗧߢ↢ᵴ߇෩ߒ᧚ߪߦࠆ⸅ࠍ᧚⚛ޕᢱ⾌߇߆߆ࠆߩߢቇ↢
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ߩ⽶ᜂ߇ᄢ߈⸳ޕߩ㑐ଥࠬࠟޔᎿᚱߢߪᤨ㑆ࠍಾߞ
ߡฦ⥄ߢᤨ㑆ࠍ⺞ᢛߒߡ⎇ⓥޔࠍߔࠆߒ߆ߥߊޔቇ↢ߩ⽶
ᜂߦߥߞߡࠆޕᬺᤨ㑆ᄖߢߩቇ߮ߩߚߦᤨ㑆ࠍߣࠄࠇࠆ
ߎߣߦኻߒߡޔ㊄㌛⊛ߥ߇ߥኅᐸ߇ᦨㄭߪᄙ߅ޕ㊄߇
߆߆ࠆߩߦᤨ㑆⊛᜔᧤ߩߚߦࠕ࡞ࡃࠗ࠻ߩᤨ㑆߇ߣࠅߦߊ
ߩߢ᧚ޔᢱ߇⾈߃ߕ⎇ߚࠅ߿ޔⓥ߇ߢ߈ߥߣ⸒߁ቇ↢߇
ࠆޕ
3. 㙃ᚑߒߚቇ↢
⥄ᓞߒߚੱ㑆ߢߥߣߩߩਛߢߪ෩ߒ⥄ޕಽߢ߈ߜࠎ
ߣ್ᢿߒ⥄ޔಽߩⴕὑߦ⽿છ߇ขࠇࠆߣ߁ߎߣ߇㊀ⷐⴚ⟤ޕ
ߩ႐วߪࠍߩ߽ޔߞߡߊߢߩᕁᗐࠍ߈ߜࠎߣ⥄ಽߢ್ᢿ
ߒߡⴕേߦ⒖ߖࠆߣ߁ੱ᧚ࠍ⢒ᚑߒߚޔ߫ࠇ߈ߢ߇ࠇߎޕ
ߤࠎߥ⧰Ⴚߦ㒱ߞߡ߽ޔ㗴⸃ߦኻߔࠆࠕࡊࡠ࠴߇ߢ߈
ࠆޕ
߽ߩࠍߞߡࠢࠛࠗ࠹ࠖࡉߦ⊒ᗐߒߡᨵエߦ↢߈ߡߊߎ
ߣ߇ߩߩਛߪᔅⷐߥ߁ࠃߩߤޕⅣႺߢ߽ߚߒ߁ߘޔᗧ⼂ߢ
‛ࠍ೨ะ߈ߦォ߇ߒߡߌࠆੱ᧚ߦߥߞߡ᰼ߒ⸅ࠍ᧚⚛ޕ
ߞߡ߽ߩࠍࠆߎߣࠍㅢߒߡߎࠇࠍቇࠎߢߊࠇࠇ߫ࠃޕ
ᢎຬࠍ⋡ᜰߔቇ↢ߩߚߦߣ߁ߎߣߢⴕߞߡࠆࠊߌߢߪ
ߥ߇ޔ㗴⸃ജࠍᜬߜ⥄ޔಽߢ⠨߃ߡࠆߎߣߪᢎຬߦ
ߣߞߡ߽ᄢಾߩޕᢎຬߪࡑ࠾ࡘࠕ࡞ߦ㗬ࠅߔ߉ߡࠆශ⽎ߛ
߇ޔ႐߇ᄙ᭽ߦߥߞߡ߈ߡኻᔕߢ߈ߥߊߥߞߡࠆޕ
4㧚ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߩ ᗲᢎᄢߩቇ↢ߪᢎຬ↢ޔᶦᢎ⢒ߩᜰዉ⠪╬ޔᢎ⢒ࠍㅢߒߡ␠
ᢎ⢒ߦኻߔࠆ⠨߃ᣇ
ળߦ㑐ࠊߞߡߊੱ߇ᄙߩߢߥ߇࡞ࠠࠬࠢ࠶ࡀࠚࠫޔ
ߣߦࡦ࡚ࠪࠤ࠾ࡘࡒࠦޔ࿎ࠆߚߒ߁ߘޕᛛⴚࠍቇ↢ߦᜬߜว
ࠊߖߡ᰼ߒޕ
ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߣ߁ᗧ⼂ߩᣇߪߒߡߥ߇⸒ޔ
⺆ࠍⷡ߃ࠆࡊࡠࠬߣࠍ᧚⚛ޔᛒ߃ࠆࠃ߁ߦߥࠆࡊࡠࠬߪૃ
ߡࠆߩߢࠍߣߎߚߒ߁ߘޔℂᕈ⊛ߦ⠨߃ࠄࠇࠆⷐ⚛ߪ㊀ⷐޕ
ᬺߢหߓᤨ㑆ߞߡ߽⥄ޔಽߩᕁߞߚࠃ߁ߦߢ߈ࠆቇ↢ߣߢ
߈ߥቇ↢߇ࠆࠆ߈ߢޕቇ↢ߪࡦࠬ߇ࠅޔᗵⷡߣߒߡߢ
߈ߡࠆ⥄ޕಽߪᐘߘࠇ߇ߔߋߦߢ߈ߥ߆ߞߚߩߢޔ⠨߃ߡ
㗴ὐࠍℂ⺰⊛ߦ⸃ߔࠆߎߣߢ߁߹ߊᛒ߃ࠆࠃ߁ߦߥߞߡ
ߞߚߦ࡞ࠞࠫࡠ߽ߡߊߥ߇ࠬࡦޕ⠨߃ࠇ߫ࡦࠬߩࠆੱ
ߣห╬ߪࠆޔ㆑߁ࠕࡊࡠ࠴ߢ⦟߽ߩ߇ࠇࠆޕᢎᏧߣ
ߒߡߪޔℂ⺰⊛ߦ‛ࠍ⠨߃ߡญ㗡ߢߤߩࠃ߁ߥ߽ߩ߆ࠍ
ߢ߈ࠆ⺑⢻ജߪ㊀ⷐޕ㐳᎑ㆬᚻߩࠃ߁ߦޔฬㆬᚻߪᔅߕߒ߽
ฬࠦ࠴ߢߪߥߩࠬࡦޕㇱಽ߇ࠆߩߢ߽ߢ⺕ޔ㐳᎑ࠗޔ
࠴ࡠߩࡌ࡞߹ߢ㆐ߢ߈ࠆࠊߌߢߪߥ߇ޔ⢻ജࠍᒁ߈
ߍࠆߣ߈ߦߪࡠࠫࠞ࡞ߥℂ⺰ߢࠆ⒟ᐲ⺑ߒߥߌࠇ߫ߥࠄ
ߥޕ
ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߩലᨐ⊛ᢎ⢒ᣇᴺߪಽ߆ࠄߥ߇ࠫޔ
ࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߪᔅⷐޕℂ⺰⊛ߦ⦡ߥޘኻ߇ߢ߈ߥߌࠇ
߫ᄢቇߢᢎ߃ࠆᗧ߇ߥޕᄢቇߢߩቇ߮ߦ߅ߡߪࡀࠚࠫޔ
࠶ࠢࠬࠠ࡞ࠍ߃ߡኾ㐷ᕈߦߊᔅⷐ߇ࠆޕ
5.ߦޠࠪ࠹ޟ㑐ߔࠆ⠨ 
ߪޠࠪ࠹ࠅߊߠߩ߽ޟᗲᢎᄢߦㅧᒻ߇ࠆߩߢߞߡ
߃ᣇ
ࠆߩߛߣߪᕁ߁ߩઁޕਃߟߩ࠹ࠪ⑼ޟޔቇޟޠᄙᢥൻޠ
ޟᏒ᳃ࠆߔ⚿⋥ߣ࡞ࠠࠬࠢ࠶ࡀࠚࠫޔ߇ޠၮ␆⊛ߥᕁ⠨ࠍ
ଦߔ߽ߩߣߔࠆߣޔ
․ߪޠࠅߊߠߩ߽ޟᱶߥ㗔ၞߣᕁࠊࠇߡ
ࠆޕਃߟߩ࠹ࠪࠍ൮⛔ޔߔࠆᒻߢ࠹ࠅߊߠߩ߽ޟ

ࠪߣ߁ࠈ⺆ࠍޠࠅߊߠߩ߽ޟޔࠅ߇ޠᕁ߁ߣߩઁޔਃߟ
߇ࡌࠬߦߥߣ߽ߩߠߊࠅߩᧄ⾰⊛ߥ߇ߢ߈ߥ⑼ޟޕቇ
࠹ࠪޔߣߥ߇ޠᛛⴚߦ߈ߟߊ߹ߢߩℂ⺰ࠍ⺆ࠇߥ
ߒࠍߩ߽ޔࠆߎߣߩ⢛᥊ߣߥࠆޟᄙᢥൻ߫ࠇߌߥ߇ޠᱧผߩ
߇ߢ߈ߥߥ࡞ࡃࡠࠣޕၞߩᕁᗐ߹ߢ߆ߥߣࠟࡄ
ࠧࠬൻߒߡߒ߹߁ߣ߁߽ߢ߈ߥޟޕᏒ᳃࠹ࠪߦޠ
㑐ߒߡߪޔઍߩᏒ᳃ߩ⦟ᔃߣ߁߽ߩ߇ߥߣߤߩࠃ߁ߥ߽
ߩ߇ࠇࠍߩ߽ߥ߁ࠃߩߤޔࠆߴ߈ߢߥߩ߆ߣ߁ߎߣ߹
ߢ߈ߟ߆ߥޕ
ߤߎ߹ߢࠍ߇߆ࠆߔߣޠࠅߊߠߩ߽ޟ㗴ߦߥߞߡࠆޕᗲ
ᢎᄢߩ․⾰ߩਛߢߩ㒢ቯߟ߈ߩ⁜߽ߩߦߔࠆߣᗧ߇ߥߊ
ߥࠆ⚦ߩࠅߊߠߩ߽ޕౝኈߛߌߦߥࠆߣޔᎿᬺ♽ޔᎿቇ♽ߩ
ߦࠅޔኾ㐷ᢎ⢒ߩߣᄌࠊࠄߥߊߥࠆ߁߽ޕዋߒᐢߍߡ߽
ߩߠߊࠅࠍ⺆ࠆᣇ߇ᢎຬ㙃ᚑ♽ᄢቇߩᢎ㙃ᢎ⢒ߩࠅߊߠߩ߽ޟ
࠹ࠪߡߒߣޠㆡಾޕ
ࡌ࡞ࠕ࠷ߣߒߡߩ߽ߩߠߊࠅߣߒߡ⠨߃ߡߊߣޔ
4 ߟߩ࠹ࠪߪ❑ഀࠅߢ߅ߦ㊀ߥࠄߥߩߢߪߥߊޔ
ߦ㓸วߩᒻߢߪ㊀ߥࠆޕ4 ߟߩ࠹ࠪ߇ߘࠇߙࠇಾࠅ
㔌ߐࠇࠆߩߢߪߥߊޔߦ߹ࠇࠆࠃ߁ߥᣇะᕈߢ⠨߃ߚᣇ
߇ࠃߩߢߪߥ߆ޕ
ኾ㐷ߦᔕߓߚጁୃߩࡄ࠲ࡦ߽ࠆߣ⦟ޕㆬᛯߢ߽ਃᛯߥ
ࠄ߫߇⁜ߔ߉ࠆ⥄ޕᓞ⊛ቇ⠌⢻ജߪ⥄ಽߢቯߔࠆߎߣߢ↢
߹ࠇࠆߩߢޔᨒߩߥ߆ߩᬺࠍޔਥᕈࠍ߽ߞߡㆬᛯߔࠆߣ
߁ᗧ⼂ࠍቇ↢߇߽ߟߎߣ߇㊀ⷐޕ
6.⢒ᚑߒߚࠫࠚࡀ࠶ࠢ ోߣߒߡߪ㗴⸃ജࠍ⢒ᚑߒߚޕ㗴⸃ജߪ⺰ޔℂ
ࠬࠠ࡞
⊛ᕁ⠨ߦၮߠ߈⠨߃ߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ㗴⸃ജ߇ࡕ࠴ࡌ
 ̪8 ߟߩࠬࠠ࡞߆ࠄㆬᛯ
࡚ࠪࡦߦߥࠅ⺰ޔℂ⊛ᕁ⠨߇ࠣࡦࠠࡦࠪ࡞ࠞࠖ࠹ࠢޔᔅⷐߣ
ߥࠆޕ㗴⊒ߒ⺰ޔℂ⊛ᕁ⠨ߔࠍࠣࡦࠠࡦࠪ࡞ࠞࠖ࠹ࠢޔ
ࠆߎߣߢ㗴⸃ߦ❬߇ࠆޕ㗴⸃ߔࠆߚߦޔ႐วߦࠃߞ
ߡߪࡦ࡚ࠪࠤ࠾ࡘࡒࠦޔജޔኻജ߇ࠢࡢࡓ࠴ޔᔅⷐޕ
⥄ᓞ⊛ቇ⠌⢻ജߦߟߡߪޔዊਛ㜞ߩ߽ߩߩቇ߫ߖᣇ߇ߒ
ઃߌߦㄭߎߣࠍ⠨߃ࠆߣޔᢎຬ㙃ᚑ♽ᄢቇߢᢎຬࠍ⋡ᜰߔቇ
↢ߦኻߒߡߦ߁ࠃߩߤࠍࠇߎޔ⢒ᚑߔࠆ߆ࠍ߆ߌ⼏⺰ߔࠆ
ߎߣߪ㕖Ᏹߦ㊀ⷐޕ
7.ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߩᢎ 
ޟᣣᧄߩ␠ળߣᢥൻߩޠᬺߢߪ⺖ࠆࠃߦࡊ࡞ࠣޔ㗴
⢒ᣇᴺ
⸃ဳቇ⠌ࠍታᣉ⑼ޕቇ⊛ޔᱧผ⊛ޔᎿᬺ⊛ࠕࡊࡠ࠴߆ࠄߩ
 ̪7 ߟߩ㗄⋡ࠍෳᾖ
⎇ⓥ⊒ࠍߡߞࠍࡐࡢࡄޔญ㗡⊒ࠍቇ↢ߦଦߔߣ߁ᣇ
ᴺੱޕᢙ߇ᄙߩߢ ੱ৻ޔ10 ಽ⒟ᐲߩࠍ࡚ࠢࠪࡦߏߣߦ
ⴕ߁ޕㅧᒻᢥൻߩኾ㐷ߩᬺߩᣇߢߪޔቇୃ㗔ၞࠍޠࠬࠟޟ
ㆬᛯߒߚቇ↢ߪ⑼ߩࠬࠟޔቇߦߟߡࡐ࠻ߒޔ㧢㧜ಽ㑆
ߩࡊࡦࠍߔࠆޕ
ࠟࠬߩߎߣࠍ⥄ಽߢቇࠎߢੱߦવ߃ࠆߎߣߢࠆߣ߹ޔ⢻
ജޔવ߃ᣇߖߩߢࡦࡊޔᣇࠍቇ߫ߖߡࠆޕᛛᴺߩࡆ࠺
ࠝ߿ઁߩࠕ࠹ࠖࠬ࠻ߩຠࠍ⚫ߒ࡞ࠠࠬࠢ࠶ࡀࠚࠫޔ
ߦߟߥ߇ࠆജ߽ၭ߁ޕ
⻠⹏ળߢߪߩੱޔຠࠍߥ߇ࠄߦ⼏⺰ߐߖߡࠆ⦟ޕ
߆ᖡ߆ߢߪߥߊߥ߁ࠃߩߤߪߩߎޔᒻߢዷ㐿ߢ߈ࠆߩ
߆ߣ߁ߎߣࠍߒߥ߇ࠄޔᓟߩߦᵴ߆ߖࠆࠃ߁ߦߒߡ
ࠆޕ
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ᚻតࠅߢᢎຬ߇ⴕߞߡࠆᬺࠍ৻✜ߦ⚵ߺ┙ߡߡⴕߎ߁ߣ
߁⥄ਥᕈ߇ቇ↢ߦࠆߣᓐࠄ߽ቇߴࠆޕᬺߪ߅ߢࠆ
߽ߩߛߣ߁⼂߇ᔅⷐޕቢ⅜ߦਈ߃ࠄࠇࠆ߽ߩࠍቇ߱ߩ߽৻
ߟߩቇ߮ߛ߇ޔቢ⅜ߢߥ߽ߩࠍ߆ߦ⦟ߊߒߡߊ߆ߣ߁
ቇ߮߇㗴⸃ജࠍၭ߁ޕ
ߤߩࠃ߁ߦ⥄ᓞ⊛ቇ⠌⢻ജࠍ㜞ࠆߩ߆߇৻⇟㔍ߒ⥄ޟޕ
ᓞߩޠቯ⟵ߦ߽㑐ࠊࠆޕනࠍขࠆߚߦᔅⷐߦᔕߓߡቇ߱ߣ
߁ߎߣߥߩ߆ߩઁޕᢎຬ߇ߤߩࠃ߁ߦߎ߁ߒߚജࠍၭߞߡ
ࠆߩ߆߇᳇ߦߥࠆޕ
8. ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ᢎ⢒ 
ޟᣣᧄߩ␠ળߣᢥൻ ࡒ࠽ߪޠฃ⻠ቇ↢ߩᢙ߇ 50 ੱ
ࠍⴕ߁ߢߩ࿎㔍
೨ᓟޔ႐วߦࠃߞߡߪ 7ޔ80 ੱߣᄙޕታ㓙ߦᬺ߇ᆎ߹ࠆ߹
 ̪6 ߟߩ㗄⋡ࠍෳᾖ
ߢᱜ⏕ߥੱᢙ߇ಽ߆ࠄߥߩߢ⥃ޔᯏᔕᄌߦⴕ߁ੱޕᢙ߇ᄙ
ߩߪ࡞ࠠࠬࠢ࠶ࡀࠚࠫޔ⢒ᚑߣ߁ⷰὐ߆ࠄߔࠆߣޔቇ↢
߇りߦߟߡࠆ߆ߩᛠី߇㔍ߒޔࡦ࡚ࠪࠤ࠾ࡘࡒࠦޔኻ
߇࿎㔍ߥߤߩ㔍ὐ߇ࠆޕ
ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߩᢎ⢒ᣇᴺߢ߇ലᨐ⊛ߥߩߪᚻតࠅ
ߩ⁁ᘒޕᄢቇߢᢎ㖊ࠍၫࠆߩߪ 5 ᐕ⋡ߥߩߢ⥄ޔಽ⥄り߇ታ〣
ߒߡ߈ߚߎߣࠍޔනߦ⍮⼂ߣߒߡਈ߃ࠆߩߢߪߥߊޔ⍮⼂ࠍ
ߞߚ߆ࠍቇ↢ߦⴕࠊߖࠆࠃ߁ߦ߽ߞߡߊߦߪ⹜ⴕ㍲⺋߇
ᔅⷐߢޔᄬᢌߒߥ߇ࠄⴕ߁ޕ
⥄ᓞ⊛ቇ⠌⢻ജࠍᢎ߃ࠆߩߪ㔍ߒޕቇ߮ߚߣ߁ᔅὼᕈ
߇ߥߣ⥄ಽߢቇ⠌ߒߥࠄ߆ࠆ߃ࠄ߽ࠍߟ߿߅ޕീᒝߔࠆߣ
߁ࡌ࡞ࠍ⥄ᓞ⊛ߣ⸒ࠊߥޕනߪᧄ᧪⥄ᓞ⊛ߥᣇะߦ
↪ߒߥ߇ޔනࠍ߃ߐߦߔࠆߎߣ߽ᚻᲑߣߒߡ㊀ⷐߢߎߘޕ
りߦߟߌࠇ߫␠ળߦߚᓟߢഥ߆ࠆ⁁ᴫ߇ࠆޕනࠍᤃߦ
ਈ߃ߡߒ߹߁ߣ␠ޔળߦߡᏅߒㄼߞߚߣ߈ߦ࿎ࠆߩߢޔᤃ
ߦනࠍਈ߃ߥߎߣ߇ᔅⷐޕ
9. ೋᐕᰴᢎ㙃ᢎ⢒ኾ㐷ᢎ ⟤ⴚผߩᢎຬ 2 ฬ߇᧪ᐕᐲߩೋᐕᰴ⑼⋡ࠍᜂᒰ੍ቯޕㅧᒻࠦ
⢒ ߦ ߅ ߌ ࠆ ࠫ ࠚ ࡀ  ࠶ ࠬߩ႐วߪታ‛ࠍߡ⠨߃ߡߊߚߦ߽ⴚ⟤ޔ㙚ߦㅪࠇߡ
ࠢࠬࠠ࡞ᢎ⢒ߩㅪ㑐
ⴕߊߎߣ߇ᔅⷐޕ㆙ᤨޔ㑆߇ߥ߅ޔ㊄߇ߥߥߤޔቇ↢ߪ
⥄ᓞ⊛ߦ⟤ⴚຠࠍߦⴕ߈ߚߣᕁࠊߥߒޔ᰼ߒߡߥ
߇ࠕࠖ࠺ࡔޕ㆑߁ߛߌߢޔ↹⛗ޔᓂೞࠍ⥄ಽߦߪ㑐ଥߥߣ
⠨߃ࠆ⊒ޔ⮮⪾ߥޘ⦡ޕᗐߩ߽ߣߦઍߩኅߩᕁ⠨߇ࠆߩ
ߢߩⴚ⟤ޔᇦࠍߥ߇ࠄޔᱧผ⢛᥊߽ࠆߡࠇߐޔ
ߩߦኻߔࠆ⍮⼂ࠍᷓߡߊߣ߁ᆫ߇ᔅⷐޕ
㗴⸃ߩ೨ߦ㗴⊒߇ᔅⷐޕ1 ᐕ↢ߩ߁ߜ߆ࠄ㗴⸃
ߪ㔍ߒߩߢޔ㗴ߦ᳇ߠ߆ߖࠆߩⴚ⟤ޕ⇇ߢߩ㗴߇߆
ߣ߁ߎߣࠍℂ⸃ߔࠆߚߦߪޔ㗴ࠍ⊒ߔࠆߚߩᬺ߇
ᔅⷐޕㆊߩੱ߇ߤߩࠃ߁ߥߎߣࠍ㗴ὐߣߒ⸃ޔߒຠߣ
ߒߡឭ␜ߒߡ߈ߚߩ߆ߣ߁ታ〣ࠍࠆߎߣ߇ᄢޕ
ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߦⴕ߈⌕ߊ೨ߩޔ⍮⼂ᢎ㙃ߣߥࠆ⟤
ⴚᢎ⢒ࠍ㜞ᩞߢጁୃߒߡߥቇ↢߽ࠆޕዊਛቇᩞߩ⟤ⴚᢎ
⢒ߦ߽㗴߇ࠅޔਥⷐ㧡ᢎ⑼ߦᲧߴߡୟ⊛ߦ⍮⼂߇ߥߊޔ
ᗵⷡ⊛ߦ߁ߌߣߞߡࠆߡߟߦ࠰ࠞࡇޕቇ߱㓙ߦߩ࠰ࠞࡇޔ
ຠࠍ⍮ࠄߥߌࠇ߫ߦߥࠄߥࠃ߁ߦޔℂ⺰ߦⴕ߈⌕ߊ೨ߩ
ၮ␆⊛ᢎ㙃߇ᔅⷐޕ
ᢎ㙃ߣኾ㐷ߣߩធ⛯ߣ߁ⷰὐߢߪࠍߩ߽ޔࠆੱߦߣߞߡ
ߪޔᢎ㙃߿⍮⼂ߣ߁ਅ߇ߥߣߦߥࠄߥߩߢޔ㕖Ᏹ
ߦᢎ㙃ߪᄢߩ⁁ޕ㗴ὐߪޔ1ޔ2 ᐕ↢ߢᢎ㙃ᢎ⢒ࠍฃߌ
10.ߘߩઁ

ࠆߎߣޕ4 ᐕ↢ߢ⥄ޔಽߦ߆⿷ࠅߥߎߣߦ᳇ߠߡᢎ㙃ߦ
ߞߡߌࠆߣᕁ߁ࡓ࠹ࠬࠪޕ㔍ߒߩߪℂ⸃ߒߡࠆ߇ޔ
৻࿁߆߽ߩࠍࠅߥࠅ⿷ޔ߆߇ࠆߎߣࠍ⥄ⷡߒߡ⥄ಽ
߆ࠄቇ߮ߦⴕߊੱߣޔਈ߃ࠄࠇߚ߆ࠍขࠅ߃ߕቇ߱ߣ߁
ੱߢߪޔๆ₸߇㆑߁ߩߢߪߥ߆ޕ
᧪ߩޠࠪ࠹ࠅߊߠߩ߽ޟᐕᐲᓟᦼ߆ࠄߩᬺߦߟߡ
ߪޔㆆ߮ߩਛߦቇ߮߇ࠆߣ߁⠨߃ᣇߢ᭴ᚑߒߡࠆޕᬺ
ߛߣ᭴߃ߡߒ߹߁߇ߣߞ߽ߪࠅߊߠߩ߽ޔන⚐ߥߣߎࠈ߆ࠄᆎ
߹ߞߡࠆ⥄ޕᓞ⊛ቇ⠌ߩ߽ߣߦߥࠆߩߪᅢᄸᔃߢޔቇ↢ߦߤ
ߩࠃ߁ߦᅢᄸᔃࠍߚ߃ࠆ߆߇㗴ߛ߇ߩߎޔᣇᴺߪಽ߆ࠄߥ
ޕዋߥߊߣ߽⥄ಽ߇ᭉߒߺߦߥࠎߎߗߥߪੱߩߎޔᭉߒߘ߁
ߥߩ߆ߣᕁߞߡ߽ࠄ߁ߣߎࠈࠍญߦߒߡࠆࠍ⧎ޕᵴߌޔ
ߩਛߦࠅ⥄ޔὼߩਛࠍ⌑ࠆߩߪᭉߒߣ߁ᗵߓޕᣣᧄߩ
ଔ୯ⷰߢߪޔ྾ቄ᛬ࠍޘᗲߢࠆ⟤ᗧ⼂߇߽ߩߠߊࠅߩේὐߢޔ
ߎߩଔ୯ⷰࠍಾࠅขߞߡኅߩਛߦ߽ߞߡ߈ߚࠅߒߡࠆࠇߘޕ
ࠍኅߩਛߦ߽ߜߎߣޔዋߒ⟤ߒߊ↢߈ࠃ߁ߣ߁ࠃ߁ߦᄌࠊ
ߞߡߊࠆޔߊߥߢߌߛ⋡ߚޕߦࠃޔⅣႺߦࠃ╬ߪੱޔ
ߤ߁↢߈ࠆߴ߈߆ߣ߁Ꮢ᳃࠹ࠪߦ߽ߟߥ߇ࠆࠍࠇߎޕ
ታᗵߢ߈ࠆࠃ߁ߥ߽ߩߠߊࠅࠍߔࠆߚߦߪ㛎߇ᔅⷐޕㆆ߮
ߩਛߩቇ߮ߩᑧ㐳✢ߢ߽ߩࠍࠆߣືߊߥߢߌߛ⋡ߚޔቇ
⊛ߥ⟤ᗧ⼂߽ࠆޕᄢቇᢎ⢒ߣ߁એ೨ߦޔቇ߱ᆫߣ߁ὐ
ߢᗧ⼂ᡷ㕟߇ߢ߈ࠇ߫ࠃޕ
ㆆ߮ࠍ৻↢ ߦㆆ߱ߎߣ߇ᄢޕᢥൻߘߩ߽ߩߪޔᣣᧄੱ
ߩ⟤ᗧ⼂᭴▽ߦᓎഀࠍ߽ߞߡࠆޕㆆ߮ࠍᕁߞ߈ࠅㆆ߱ߣᔅ
ὼ⊛ߦቇ߫ߥߌࠇ߫ߥࠄߥࠍߩ߽ޔ߇ࠬࡦ࠶ࠛߩߎޕࠆ
ߎߣࠍਥߦߒߡߥੱߦવࠊࠆߣ⦟ߣᕁ߁ޕ
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1. ᜂᒰᬺߦ߅ߌࠆᢎ⢒ᣇᴺ

0㧚ᜂᒰᬺߩⷐ

㗄  ⋡

↢ᵴ⑼ᢎ⢒⻠ᐳߪ⋥ធߩቇㇱߩቯຬ߇ߥߊޔ3 ฬߩᢎຬ߇
ᬺࠍⴕ߁ޕਥߥᜂᒰᬺߪޔዊቇᩞߩᢎຬ⸵ขᓧࠦ
ࠬߩ↢ޟᵴ⑼⎇ⓥ↢ޟߣޠᵴ⑼ᢎ⢒ޔઁߩߘޕޠᄢቇ㒮ߩ
ᬺ߽ᜂᒰޕ
↢ޟᵴ⑼⎇ⓥߩߡోޔߪޠዊቇᩞ⸵ขᓧᏗᦸ⠪߇ጁୃߔ
ࠆ↢ޟᵴ⑼⎇ⓥ AΣߣޠዊቇᩞ⸵ขᓧࠍᏗᦸߔࠆቇ↢߇ㆬ
ᛯጁୃߔࠆ↢ޟᵴ⑼⎇ⓥ BΤߩޠੑߟߦಽ߆ࠇࠆޕ
↢ޟᵴ⑼⎇ⓥ AΣߪޠᔅୃߥߩߢߩߡోޔቇ↢ߦᝒ߃ߡ᰼
ߒౝኈࠍᢎ᧚⎇ⓥߣᢎ⑼ߩᜰዉᴺ߽ߡᢎ߃ߡࠆޕ
ᣇᴺߣߒߡߪߣ⟵⻠ޔಽᨆޔ㛎⊛ቇ⠌ߩਃߟࠍࡃ
ࡦࠬࠃߊ⚵ߺวࠊߖߡࠆޕ
↢ᵴ⑼ߪ␠ޔળ⑼ߢ߁ߣືቇޔℂቇߦߚࠆࠃ߁ߥ
ኾ㐷⑼ቇߩࡃ࠶ࠢࠣ࠙ࡦ࠼߇ߥᢎ⑼ߥߩߢޔ
↢ޟᵴ⑼⎇
ⓥ AΣ↢ޟߣޠᵴ⑼ᢎ⢒ A߽ࠄߜߤޔߪޠౝኈ⎇ⓥߣᜰዉᣇ
ᴺߣ߁ࠃ߁ߦޔᢎ⑼ᢎ⢒ߩਔᣇࠍᢎ߃ߡࠆޕቇㇱߩᢎ
ോᜂᒰߣߒߡ↢ޟޔᵴ⑼⎇ⓥ AΣ↢ޟߣޠᵴ⑼ᢎ⢒ Aߩޠౝ
ኈ߇ቢోߦ㊀ߥࠄߥࠃ߁ߦቇ↢߇ߘࠇߙࠇ⇣ߥࠆᢎຬߩ
ᬺࠍฃߌࠄࠇࠆࠃ߁ߦߒߡࠆޕ೨⠪ߩ↢ᵴ⑼⎇ⓥߩᣇ
ߪౝኈ⎇ⓥޔᓟ⠪ߩ↢ᵴ⑼ᢎ⢒ߩᣇߪᜰዉᴺ⎇ⓥߣ߁ࠃ
߁ߦޔౝኈࠍߢ߈ࠆߛߌ㊀ߨߡዋߒᲧ㊀ࠍᄌ߃ߡࠆޕ
ㆬᛯጁୃߩ↢ޟᵴ⑼⎇ⓥ BΤ↢ޔߪޠᵴ⑼ߩౝኈ⎇ⓥߦၮ
ߠߡቇ↢ߩታ〣ജޔᢎ᧚⎇ⓥജޔ㗴⸃ജࠍ㜞ࠆߚ
ߦޔቇ↢߇ડ↹ߔࠆࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊࠍᄙߊ⚵ߺㄟࠎߛ
ᬺࠍⴕ߁ޕ

↢ޟᵴ⑼⎇ⓥ AΣߩޠᣇߪޔ15 ࿁ߩᬺ᭴ᚑߣߒߡߪ⻠ޔ
⟵߇ਃಽߩ৻ޔቇ↢ߣ৻✜ߦࡆ࠺ࠝⷰኤߢ↢ᵴ⑼ߩಽ
ᨆࠍߔࠆߩ߇ਃಽߩ৻↢ޔᵴ⑼ߩౝኈߦߟߡቇ↢⥄り߇
⚻㛎ߒߩߘޔࠄ߇ߥߒࡦ࡚ࠪࠢࡈࠍࠇߘޔᗧ߿ଔ୯
ࠍ⠨߃ࠆࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊࠍⴕ߁ߩ߇ਃಽߩ৻ߢ⟵⻠ޕવ߃
ߚߎߣ߽ࠆߩߢޔ4 ኻ 3 ኻ 3 ߊࠄߩഀวޕ
⻠⟵ߢߪ↢ޔᵴ⑼ߩ⋡ᮡ߿ౝኈ↢ޔᵴ⑼߇ߤߩࠃ߁ߥᢎ
⑼ߢࠍᄢߦߒߡࠆ߆ࠍߔޕಽᨆߢߪޔᢙࠆ
ఝࠇߚᬺߩਛ߆ࠄਃߟㆬ߮ⷰࠝ࠺ࡆޔኤߐߖߥ߇ࠄޔᔅ
ⷐߦᔕߓߡࡆ࠺ࠝࠍᱛߩߘޔ႐㕙ߩᗧ߿ଔ୯ࠍ⠨߃ߐ
ߖߡࠆޔ߫߃ޕ౨㗡 1 ಽߢޔ㕖Ᏹߦᜰዉജ߇ࠆవ↢
ߢࠆߎߣ߇ಽ߆ࠅ߹ߔߨߣࠊߑߣ⊒⊛ߦ⸒ߞߚࠅߒߡ
ࠆᦨޕೋߪẂὼߣⷰߡࠆߩߢޔಽ߆ࠅ߹ߔ߆ߣ⡞߈ޔ
߽߁৻࿁ⷰ߹ߔ߆ߣ⡞ߡޔቇ↢߇߁ߥߕߚᚲߢ߽߁৻
ᐲߖߡࠆߥࠎߤޕዊߐߥߎߣߢ߽᳇ߠߚߎߣࠍቇ↢
߇⸒߁ߣ߁ᒻߢ⥄ޔಽߢ߽⺑ߪߔࠆ߇ߌߟ߇߆⺕ޔ
ߚߎߣࠍᜪߒߥ߇ࠄㅴߡࠆޕቇ↢߆ࠄߪޔᬺࠍ
ฃߌࠆ┙႐߆ࠄޔᬺࠍߔࠆߦ┙ߞߡ⠨߃ࠄ߃ࠆࠃ߁ߦ
ߥߞߚߣ߁ᗵᗐ߇ࠆ ⸘ࠍࠇߎޕ3 ࿁ᬺߣߒߡⴕ߁ޕ
ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߢߪᄢቇߩ᭽ߥޘ႐ᚲߦ߆ߌߡⴕ߈ޔ
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⦡ߦߩ߽ߥޘળ߁ߥߩߣߎߚߞⴕޕ႐ᚲ߿ޔ㑐ࠊߞߚ
ߎߣߩߥੱࠍߟߌࠗࡦ࠲ࡆࡘࠍߔࠆޕ㚍ⴚㇱߩ㚍ޔ
ⴡቶߩߚߊߐࠎߩࡕ࠾࠲ޔ㖸ᭉߩߚߊߐࠎߩࡇࠕࡁ╬
ࠍ⊒ߔࠆߎߣ߇↢ᵴ⑼ߩࡢࠢࡢࠢᗵߢࠅޔᰴߩቇ߮߳
ߩᦼᓙ୯ࠍ㜞ࠆ߽ߣߦߥࠆޕ
↢ᵴ⑼ߩᄢߥౝኈߣߒߡߣੱߩߢ߹ࠄ߆ߡࠇ߹↢ޔ
ߩ㑐ࠊࠅޔᚑ㐳ࠍ⠨߃ࠆߣ߁නర߇ࠆޕᄢቇߩᬺߢ
ߪޔ
ߩߒߚࠊߩߊ߷ޟฬ೨߽ߩ߇ߚࠅ⥄ޔߡߒߣޠಽߩฬ೨
ߩ↱᧪ࠍ⊒ߐߖߡࠆޕฬ೨ߩ↱᧪ࠍ⡞ߡߎߐߖࠆߣޔ
ዊቇᩞߩߣ߈ߦߪ⡞ߌߥ߆ߞߚߎߣ߇⡞ߌߚࠅߔࠆޕਅኋ
ߩੱߪኅߦ㔚ࠍߒߡߨࠆߣ߁ࠃ߁ߦޔኅᣖߩળࠍ
߃ߡ⚵ޕᬺᤨ㑆ߢߪޔ60 ੱోຬߦ㤥᧼ߦฬ೨ࠍᦠ
߆ߖߡޔቇ↢ห჻ߢฬ೨ߦㅢᕈ߇ࠆߣㄭߊߦᦠ߆ߖߚ
ࠅߔࠆޕหߓṽሼ߇߹ࠇࠆߣ⋭⇛ߒߡᦠߚࠅ߽ߔࠆޕ
ฬ೨ߦߪⷫߩᏗᦸ߇ㄟࠄࠇߡ߅ࠅߩ߈ߣߚ߈ߡࠇ߹↢ޔ
ࠛࡇ࠰࠼߇ࠆߣቇ↢ห჻߇㆑ߞߡ߃ࠆ↢ޕᵴ⑼ߪዊ
ቇᩞૐቇᐕߩ 1ޔ2 ᐕ↢ߒ߆ߥߩߢޔሶߤ߽߇ᗵߓࠆࠃ߁
ߥㇱಽࠍหߓࠃ߁ߦᗵߓߐߖޔฃߌᱛࠆᣇᴺࠍ⠨߃ߐߖ
ߚࠍ߷ࠎߣ┻ߢࠢ࠶ࡄ‐ߣࡠ࠻ࠬޔߦઁޕࠆ߽ޔ
ߩߠߊࠅ߽ⴕߞߚࠅߒߡࠆޕ
↢ᵴ⑼ߩ 9 㗄⋡ߩౝኈߣ⥄ޔಽ߇⚻㛎ߒߚ↢ᵴ⑼ࠍ⠨߃
ߡ⺰ὐࠍޔ
ޔߣޠߦߓߪޟ2ޔ3 㗄⋡ߣޔߢޠߦࠅࠊ߅ޟ
ዊ⺰ᢥߩᒻߢᦠ߆ߖࠆࡐ࠻⺖㗴ࠍߒߚޕቇ↢ߚߜߪޔ
↢ᵴ⑼ߩᗧ⥄ޔಽ߇ⴕߞߡ߈ߚߎߣࠍᝄࠅࠅ↢ޔᵴ⑼
ߩᗧࠍࠃߊߣࠄ߃ߡߚߩߢᤨ৻߁߽ޔ㑆ߞߡࠣ࡞
ࡊ⸛⼏ࠍߒߚޕቇ↢߇ឭߒߚࡐ࠻ࠍළߒߡޔฦ 4
ੱߩࠣ࡞ࡊߢ⥄ಽ߇ᦠߚ߽ߩࠍ⚫ߐߖޔߦઁߩ
ቇ↢ߩ⚻㛎߆ࠄቇߴࠆࠃ߁ߥ᭴ᚑޕ
↢ޟᵴ⑼⎇ⓥ BΤޔߪޠ㗴⸃⊛ߥ✚ว⎇ⓥࠍⴕ߁ࡢ
࡚ࠢࠪ࠶ࡊ߇ਛᔃߩᬺ↢ޕᵴ⑼ߦ㑐ࠊࠆޟቇ⠌ᵴേࠍޠ
ડ↹ߒߩઁޔቇ↢ߦኻߒߡታ㓙ߦㆇ༡ࠍⴕ߁ߎߣߢޔታ⸽
⊛ߦ↢ᵴ⑼ߩᢎ᧚⎇ⓥࠍⴕ߁ߎߣࠍߨࠄߦߒߡࠆᦨޕ
ೋߩ৻ࠞߢ 10 ߩ⃰ࠍࠅࠇߘޔએ㒠ߪޔቇ↢߇⃰ߏߣߦ
㧝ᤨ㑆ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊࠍᜂᒰߒߡࠆᧁ⨲ޔ߫߃ޕᨴޔ
ᵹߒߘ߁ࠎޔࠅ〭⋆ޔᏂᄢࠞ࡞࠲ߥߤ⊒ޔᗐࠍᄢߦߒ
ߡ৻ߟߩࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊࠍડ↹ߒޔಾࠅ⋓ࠅߔࠆޔߚ߹ޕ
ੱߦળ߁ߎߣߢᢎ᧚ࠍ᧚⚛ޔᷓߚࠅߔࠆ⋆ޔ߫߃ޕ
〭ࠅߩ႐วߪޔಿ⼱ߩ⋆〭ࠅߩᅚᕈㇱߦᒉሶࠅߐߖߡ߽
ࠄޔ㧞࿁ߋࠄ৻✜ߦ✵⠌ߒߡ࠹ࡊࠍ୫ࠅޔᢎቶߩਛ
ߢ߿ߋࠄࠍ⚵ࠎߢ⋆〭ࠅࠍߔࠆᦨޕೋߩ 5 ㅳߢࠕࠗ࠺ࠖࠕ
ࠍ⦡ߣޘቇ↢ߦવ߃ࠍࡊ࡞ࠣޔᎼ࿁ߒߚࠅ߽ߢ࡞ࡔޔ
ାߒߡ߆ߥࠅ⓭ߞㄟࠎߛࠕ࠼ࡃࠗࠬࠍߔࠆࠍࠇߘޕቇ↢
߇ឞࠇ߫⥄േ⊛ߦㅴࠎߢⴕߊᧁ⨲ޔ߫߃ޕᨴߩ႐วߪޔ
⺕ߦߤ߁ߒߡᷰߔߩ߆ߥ߁ࠃߩߤޔᔅὼᕈ߇ࠆߩ߆ߨ
ࠆޔߣࠆߔ߁ߘޕᲣߩᣣߦᗵ⻢ߩ᳇ᜬߜࠍㄟߡ߅Უߐࠎ
ߦᷰߔ⨲ᧁᨴࠍࠈ߁ߣ߁ડ↹ߦ߹ߣ߹ࠆޕᵹߒߘ߁
ࠎߪޔᄢቇߩਛߩ┻ࠍಾࠅߒߡⴕߞߚࠅࠞࠬࡑࠬࠢޔ
࠼ࠍࠆߣ߁ડ↹ߢߪߩࠗࡉࡁ࡞ࠚ࠴ޔሶߤ߽ߚߜ
ߦߢ⺆ࠕࠪࡠޔ⺆࠽ࠗࠢ࠙ޔᚑߒߡㅍࠆߣ߁ડ↹ߦ
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ߥߞߚޔઁߩߘޕEM ⩶ࠍᵮේᳰߦᵹߒߚࠅߒߡࠆߩߘޕ
ᗧࠍℂ⸃ߒޔࠅޔᵹߔߣ߁ߎߣ߇㊀ⷐޕEM ᶧࠍߞ
ߡࠆቇᩞ߽ᄙߩߢޔข᧚ߦⴕߞߚࠅߣ߁ࠃ߁ߦޔታ
㓙ߩዊቇᩞߢߩᵴേ߽ขࠅࠇߡࠆޕ
ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊࠍ 10 ㅳⴕ߁ߩߢޔᲤ࿁ࡢࠢࠪ࠻ࠍ↪
ᗧߒޔⷐ߿ᡷༀὐࠍᦠߌࠆࠃ߁ߦߒޔᏨ߿ෳടᗧ⼂ࠍ
⏕ߒߡࠆߩߘޕᓟߚߒ⊒ࠍ࠻ࠪߩߎޔቇ↢ߦᷰߒޔ
⊒ߒߚቇ↢߇ᧇᦠ߈ࠍߔࠆߥޘ⦡ޕቇ↢ߩᗵᗐ߿ᡷༀߩ
ᗧ߆ࠄ⥄ಽߚߜߩડ↹ߒߚࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߩᔕࠍ⍮
ࠅ⸒৻ޔੑ⸒ࠦࡔࡦ࠻ࠍࠇฃ⻠↢ߦߔޕၮᧄߪޔቇ↢
ห჻ߩኻߚߒ߁ߎޕቇ↢ห჻ߩࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦ߇ᄢ
ޕ
2. ᦨㄭߩቇ↢ߩ․ᓽะ
⡞ߊߛߌߩᬺࠃࠅ߽ෳടߢ߈ࠆᬺࠍᭉߒޕᗲᢎᄢ
ߩቇ↢ߪޔታ〣ߩࠍߔࠆߣ㕖Ᏹߦࠃߊ⡞ߊ㧔ߎࠇߪ⽷↥㧕ޕ
ࠣ࡞ࡊ⸛⼏ޔቇ↢ห჻ߩߒวߦᘠࠇߡࠆޕએ೨
ߩቇ↢ߪᤨ↱⥄ޔߪࠢࡢࡊ࡞ࠣޔ㑆ߢࠆࠃ߁ߥᗵⷡ
߇ࠅޔછߐࠇࠆߣߛࠇߡߒ߹߁ߣߎࠈ߇ߞߚޔߪޕ
ࠣ࡞ࡊߢߒวߞߚߎߣࠍ⚫ߐߖߚߣ߈߽ߢࠄ߆⺕ޔ
⊒⸒ࠍߤ߁ߙߣ⸒߁ߣޔዋߒᓙߟߣቇ↢ߩᚻ߇߇ࠆߎޕ
ߜࠄߩᜰዉᣇᴺߢ߽ࠆ߇ޔߡߞ⸒ߣߙ߁ߤ߽ߢ⺕ޔᚻࠍ
ߍࠄࠇࠆࠃ߁ߦᓙߟߎߣ߿ଦߔߎߣࠍߔࠆߣࠆߔ߁ߘޕ
⊒⸒߇ߡߊࠆߩޕቇ↢ߪ⥄ಽߚߜߢ⸃ߒߡߊജ߇
ઃ߈ߟߟࠆߩߢߪߥ߆߁ߣޔᗵⷡߪࠆޕ
⾰ߩࠃ⌀㕙⋡ߐࠍ߽ߞߡࠆ⺖ޕ㗴ࠍ⥄ಽߩ߽ߩߣߒ
ߡฃߌᱛߡߘߎ߆ࠄቇ߷߁ߣߔࠆᆫ߇ࠆޕቇ߮ߩਛ
ߢឭ␜ߐࠇߡࠆ৻ቯߩଔ୯ࠍ߈ߜࠎߣๆߢ߈ࠆޕ
ᦨㄭߩቇ↢ߪᢎ⢒ޔታ〣ߦ㕖Ᏹߦ㑐ᔃࠍ߽ߞߡ߅ࠅޔද
ജߒߡ߆ࠍㅴߚࠅ⚿ߩߘޔᨐࠍવ߃ࠆജࠍ߽ߞߡࠆޕ
3. 㙃ᚑߒߚቇ↢
⺖㗴ࠍ⥄ಽߩ߽ߩߣߒߡฃߌᱛࠄ߆ߎߘޔቇ߷߁ߣߔ
ࠆᆫ߇ߔߢߦࠆߩߢޔ3ޔ4 ᐕߩኾ㐷ߦߥߞߡ߈ߚߣ߈
ߦߪߩߘޔᰴߦࠆᛕ್♖߽࠶࠻ߢ⢒ߡߡⴕߊᔅⷐ߇
ࠆޕ
4㧚ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߩᢎ⢒ ⺖㗴ࠍ⸃ߔࠆߣࠎߜ߈ࠍߩੱޔ⡞ߊߣ߁ߎߣߪޔ
ߦኻߔࠆ⠨߃ᣇ
ዊਛ㜞߹ߢߢ⢒ߞߡࠆޕቇ↢ߚߜߩਛߦ⢒ߞߡࠆ߽ߩ
ࠍᡷߡቇ↢ߦવ߃ߡᚯߔ߶ࠆߥޔߡߒⷡ⥄ࠍߣߎߩߘޕ
ߤࠍะߌߡࠍ⡞ߊߣੱߩ߇߽ߞߣࠃߊ⡞ߎ߃ߡߊࠆ
ߣ߁ߎߣࠍ⥄ಽߩਛߢᡷߡ⼂ߔࠆޕᢎຬߣߒߡ␠ޔ
ળੱߣߒߡ⢒ߟߣ߈ߦ⋧ޔᚻߦኻߒߡ⡊ߣ⋡ࠍߌࠦࡒࡘ
࠾ࠤ࡚ࠪࡦߒߥ߇ࠄ⡞ߊߣ߁ߎߣ߇⥄ⷡ⊛ߦߢ߈ࠆޕ
ߎ߁ߒߚᝄࠅࠅߩജ߇ᢎ⢒ߩਛᩭߦߥߞߡߊࠆޕ
ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ࠍᄢߦߒߥ߇ࠄޔቇ↢ߩᝄࠅ
ࠅߩജ߽ᄢߦߒߡࠆߩߘޕㇺᐲቇ↢ߩ⥝ࠍᒁ߈ߔ
ࠃ߁ߦવ߃ߡࠆߩߘޕ㓙ߦߪޔቇ↢߇ታᗵߒ߿ߔޔ
⸒⪲ޔࠍߞߡࠆޔߣࠆߔ߁ߘޕቇ↢ߪฦ⥄ߩᢥ⣂
ߢࠍ⡞ߊߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
ࠦࡦ࠹ࡦ࠷ߪ៤Ꮺߢߘߩ႐ߢ⺞ߴࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆⅣႺߦ
ߥߞߡࠆޕᤊ㊁ንᒄߐࠎࠍᬺߢขࠅߍߚᤨޔᓐ߇ߤ
߁߁ੱ߆ࠍ⍮ࠄߥ߆ߞߚࠄޔ៤Ꮺߢߘߩ႐ߢ⺞ߴߐߖࠆޕ
ᖱႎ࠹ࠪߣ߁ὐߢߪี߽ᔅⷐߛ߇ޔၮᧄ⊛ታ
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7.ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߩᢎ⢒ᣇ
ᴺ
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ᜰዉߔࠆߣߒߡޟ⍮ࠄߥੱߦჿࠍ߆ߌ߹ߒࠂ߁ߣޠ
ᄢቇតᬌߦቇ↢ࠍㅍࠅߔߣ߈ߦޔሶߤ߽ߚߜߪ RPG ⊛ߦ
⸒߁ߣਃߟࠍ⍮ߞߡࠇ߫ߤߎߦߢ߽ߌࠆߣવ߃ߡ
ࠆ߇ࠇߎޕ߆ࠍ⠨߃ߐߖߡࠆޕᱞེߪޔᜦ⥄ޔᏆ⚫
ߩߎޕߣߎ߁⸒ࠍ⊛⋡ޔਃߟࠍሶߤ߽ߚߜߦᢎ߃ࠆߣห
ᤨߦ⥄ޔಽ߽ߢ߈ࠆߎߣ߇ߩࡦ࡚ࠪࠤ࠾ࡘࡒࠦޔജޕዊ
ቇ 1 ᐕ↢ߩሶߤ߽߽ᄢੱ߽หߓߢߩࡦ࡚ࠪࠤ࠾ࡘࡒࠦޔ
࡞࡞߿ࡑ࠽ࠍቇ↢ߦવ߃ߥ߇ࠄ߆߈ࠍࠄߚߒ߁ߤޔ
ߖߡ߽ࠄ߃ࠆߩ߆ߣੱޔ㑐ࠊࠆߎߣࠍᄢߦߔࠆߣ߁ߎ
ߣࠍ㛎ߐߖߡࠆޕ
ᗧ⼂ߒߡ⢒ߡߡࠆߩߪޔ⡬߈ᚻߪߒޔᚻߩᣇߦ㗻ࠍ
ะߌߡࠆߣ߁ߎߣߒޕᚻߪޔ⡬߈ᚻࠍోߦᗧ⼂ߒ

ࠍ⏕ߔࠆ▸࿐ߥࠄ◲නߦ⍮⼂ߪᓧࠄࠇࠆࠄ߆ߎߘޕవࠍ
ߤ߁ߔࠆ߆߇⍮⼂ၮ⋚␠ળߢߩࠅᣇޕᢎ᧚ߣߒߡᤊ㊁ߐ
ࠎࠍขࠅߍࠆߣߩߌߛࠇߤޔଔ୯߿ࡄࡢࠍ߽ߞߡࠆ
߆߇߃ߡߊࠆߣ⥄ޔಽߩᰴߩᬺߠߊࠅߦᵴ߈ߡߊࠆޕ
⥄ಽߩᢥ⣂ߢߣࠄ߃ࠆߎߣߢ⥄ޔಽߩ↢߈ࠆ᭴߃ࠍᡰ߃ࠆ
⍮ޔ⍮⼂ߦߥࠆޕ
5.ߦޠࠪ࠹ޟ㑐ߔࠆ⠨߃ᣇ ⥄ಽ߇ᢎ⢒ߒߡࠆߩߪᢎຬߣߒߡߩޔᢎ⡯ߣߒߡߩ
࠹ࠪޕᬺⷰޔᬺߠߊࠅޔሶߤ߽ߩߺߣࠅߦ㑐ߔࠆ
࠹ࠪࠍ⢒ߡߡࠆޕᬺಽᨆߢߪߩߎޔ߫߃ޔሶ
ߪߤ߁ߒߡᜰฬߐࠇߡ┙ߜ߇ߞߚߩߦ╵߃ࠄࠇߥߊߥߞ
ߚߩ߆ࠍ⠨߃ࠆߣߊߟ߆⺑߇↢߹ࠇࠆࠍࠄࠇߎޕᬌ⸛
ߒߡߥࠎߤߪߦߩߥ߈ߢ⸒⊒ޔℂ↱߇ߞߚߩ߆߃╵ޔ
ࠆ߹ߢᓙߞߚᣇ߇ߩ߆ޔჿࠍ߆ߌߚᣇ߇ߩ߆ࠍ್
ᢿߔࠆޕቇ↢ߦߪޔᢎຬ⸵⑼⋡ߛ߇ᢎຬߦߥࠄߥੱ߽
ࠆ߆߽ߒࠇߥߣવ߃ߡࠆ߇ޔᬺߣߒߡߪᢎ⑼⎇ⓥޔ
ᢎ⑼ᢎ⢒ߥߩߢޔዊቇᩞᢎຬࠍ⋡ᜰߔቇ↢ߣߒߡᔅⷐߥߎ
ߣࠍりߦߟߌߐߖࠃ߁ߣߒߡࠆޕ
ࠠࠦࡦࡇ࠹ࡦࠪߩߪኾ㐷ߥߩߢࠃߊߒߡࠆޕ
ᬺߩਛߢߩ↢ੱ߇ࠇߎޔਛߢߤߩࠃ߁ߦ㑐ࠊߞߡߊࠆߩ
߆ࠍ⠨߃ߡࠆߢࡦࠜࡈ࠻ࡑࠬޕᤊ㊁ንᒄߐࠎࠍᬌ⚝ߒ
ߥߐߣ߁ߩߪ␠ޟߩ⇟৻ߩࠧ࠹ࠞޔળᢥൻ⊛ޔ
ᛛⴚ⊛࠷࡞ࠍ⋧↪⊛ߦᵴ↪ߔࠆ⢻ജޕޠᖱႎࠍᵴ↪ߔ
ࠆߣ߁ߎߣޕᄙ᭽ߥ㓸࿅ߩਛߢޔᗧࠍ⊒ߒߡᣂߒ
ଔ୯ࠍ↢ߺߔߣ߁ߩߪࠞ࠹ࠧߩੑ⇟ߩޟᄙ᭽ߥ㓸
࿅ߦ߅ߌࠆੱ㑆㑐ଥᒻᚑ⢻ജࠍࠇߘޕޠㅢߒߡ⊝߇ੱ↢ࠍಾ
ࠅ㐿ߡߊߣ߁ߩߪਃ⇟ߩⴕߦ⊛┙⥄ޟേߔࠆ⢻ജޕޠ
ߥߗ OECD ߇ߎ߁ߒߚߎߣࠍ⠨߃ߡࠆߩ߆ߣ߁ߣޔ⍮
ߩᨒ⚵ߺ߇ᄌࠊߞߡ߈ߡࠆ߆ࠄ⊒߇ࠕࠖ࠺ࡔޕ㆐ߒޔ⍮
⼂ߪりㄭߦࠅߔߋᚻߦࠆࠫ࠶ࡉࡦࠤޕᄢቇߩᦨᣂߩ
ᢎ⢒ቇ⎇ⓥߩ Cambridge Journal of Education ߩࠨࡑ
ߪ 3 ಽߢᚻߦࠆᦨޕᣂߩ⍮߇ߔߋߦᚻߦࠆߥ߆ߢޔ
ߘࠇࠍ⥄ಽߩੱ↢ߦߤߩࠃ߁ߦᵴ߆ߔ߆ޔᣂߒଔ୯ࠍߤ
ߩࠃ߁ߦߟߊࠆ߆߇⺖㗴ߣߥࠆߪߣޠࠪ࠹ޟޕᱶᦝߦ
⸒ࠊߥ߇ߚߒ߁ߘޔ᭴߃ޔᆫࠍ⼂ޔ⢒ߡࠆࠃ߁ߦߒ
ߡࠆޕ
6.⢒ᚑߒߚࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦജߣࠢ࠹ࠖࠞ࡞ࠪࡦࠠࡦࠣࠍ⢒ᚑ
࡞
ߒߚޕ
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ߡߔߣ߁ߎߣߢ߽ࠆޔߪࠇߎޕቇᩞᢎ⢒ࠍㅢߒߡ⢒
ߡࠄࠇߡࠆߎߣߢޔቇᩞᢎ⢒ࠍㅢߒߡቇࠎߢ߈ߚߎߣ߇
߈ߜࠎߣᘒᐲޔᆫߣߒߡりߦߟ߈ߒޔวߩ᭴߃ߣߒ
ߡ⢒ߜߩ⊝ޔജߦߥߞߡࠆߣવ߃ߡࠆޕ
ࠢ࠹ࠖࠞ࡞ࠪࡦࠠࡦࠣߣ߁ߎߣߢࠇ߫ޔ߫߃ޔ
⥄ಽߩߞߚࡢࠢࠪ࠻߇ᧄᒰߦߘࠇߢߩ߆ࠍ⠨߃
ߚࠅޔ㆐ߩࡢࠢࠪ࠻߿ᵴേߩᡷༀὐࠍ⠨߃ߚࠅߐߖ
ߡࠆ⋧ޔߪߦࠆߔࠍࠇߘޕᚻ߳ߩା㗬߇ᔅⷐߛߣ߁ߎ
ߣ߽વ߃ߡࠆߊᦠޕᣇ߽ᦠ߆ࠇࠆᣇ߽⋧ᚻ߇ࠃࠅࠃߊߥ
ࠆߚߩࠕ࠼ࡃࠗࠬߣߒߡᦠ߈⥄ߢߣߎ⺒ޔಽߚߜߦߥ
⊒ᗐࠍቇ߱ߎߣ߇ߢ߈ࠆޕቇ↢ߦવ߃ࠆߩߪߩᡷༀߩ
ߚߛߌߢߥߊ⾗ޔᢱࠍߎࠇ߆ࠄߞߡߞߚࠅߔࠆߎߣ
ߩቇ߮ߣߒߡⴕߞߡࠆޔߣߎࠆߡߞⴕޕᜰ␜ߒߡ
ࠆߎߣ߇ࠃࠅᐢᢥ⣂ߢߤ߁ߣࠄ߃ࠄࠇࠆ߆ߣ߁ߎߣࠍ
Ᏹߦવ߃ߥ߇ࠄߒߡࠆޕ
8. ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ᢎ⢒ࠍ ᔔߒߔ߉ߡቇ↢ߩᜰዉߦ⥄ಽ߇චಽߛߣᕁ߃ࠆᤨ㑆߇ߣ
ⴕ߁ߢߩ࿎㔍
ࠇߥޕቇ↢ߦᦠ߆ߖߚ߽ߩߦߟߡߪޔ200 ฬߩቇ↢ߦᧇ
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ᦠ߈ߒߡߔߣ߁ߎߣࠍᤄߪߒߡߚᦨޕㄭߪߘߎ߹ߢ
߿ࠅ߈ࠇߥߩߢ▎ߥࠅ⿷ޔ⦟ޔߡࠇࠍ✢ޔᚲࠍᜰ
៰ߒߡළߒߡࠆޕᓐࠄ߇ᦠߚ߽ߩߪᓐࠄ߇ᝄࠅࠆ
ߚߩ߽ߩߥߩߢޔߖߥߢᚻరߦᱷࠆߩߪ㗴ޕ
ቇ↢ߩᢙ߽એ೨ࠃࠅჇ߃ߡ߈ߡࠆޕ
9. ೋᐕᰴᢎ㙃ᢎ⢒ኾ㐷ᢎ⢒ ೋᐕᰴᢎ⢒ߦ߅ߡ߽ᢎ㙃ᢎ⢒ߦ߅ߡ߽ޔᜰዉ⠪ߦ
ߦ߅ߌࠆࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞߇りߦߟߡࠆߎߣ߇㊀ⷐࡒࠦޕ
࡞ᢎ⢒ߩㅪ㑐
ࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦജ࠹ࠢࡈޔࠣࡦࠠࡦࠪ࡞ࠞࠖ࠹ࠢޔ
ࠖࡉࠪࡦࠠࡦ߽ࠣߘ߁ߛ߇ޔቇ↢ߩਛߦࠆή⥄ⷡߥቇ߮
ߩ〔ޔᚑ㐳ޔଔ୯ࠍߒࠍࠇߘޔቇ↢ߦᚯߒߡߊജ߇
ࠇ߫ቇ↢ߚߜߪߘߩߎߣࠍߒޔᗧߠߌޔଔ୯ߠߌ
ࠍߔࠆޕ
ೋᐕᰴᢎ⢒ߢߪޔቇ߮ⷰࠍᄌ߃ࠆߎߣ߇ᄢޕᄢቇฃ㛎
ࠍㅢㆊߒߡߊࠆߣޔㆊߦ⚦߆ߣߎࠈߩታ߇ߞߡ
ࠆ߆ุ߆ߣ߁ࠦࡦ࠹ࡦ࠷⊛ߥὶὐൻߐࠇߚቇ߮ߩᣇߦⴕ
ߞߡߒ߹߁ޔߣࠆߔ߁ߘޕㆊᐲߦ‛ߩᱜߒߐߦଐߒޔ
⥄ಽ߇⚛ᧉߦᗵߓࠆߎߣࠍ߈ߞ߆ߌߦߒߡ‛ࠍㅊ᳞ߒߡ
ߎ߁ߣߖߕ⥄ޔಽߩቇ߮ߩࡐ࡚ࠫࠪࡦࠍᄖߦࠆᦠ߆ࠇ
ߚ߽ߩߦଐߐߖߡߒ߹߁ޕឞߺขࠆቇ߮ߎߘᄢಾߦߒߚ
ޕ
ᣣᧄߩ␠ળߢޔ
ޟਥⷰ⊛ߛߪߩ߁⸒ߣޠᄙಽߦᛕ್ߡ
ࠆޔߒ߆ߒޕቴ߽ⷰਥⷰߢ↢߹ࠇߡߊࠆ⥄ޔ߫߃ޕὼ
⑼ቇߩ㑐ᔃߢ߽ޔਥⷰ⊛ߥ㑐ᔃ߇ߥߌࠇ߫ߘߩߎߣࠍ৻↢
ߩߦߒࠃ߁ߣߪᕁࠊߥ⥄ޔߪࠇߎޕಽߩੱ↢ࠍಾࠅ
㐿ߡߊߎߣߢ ߩࠪࡦ࠹ࡇࡦࠦࠠޔ3 ߟ⋡ߦ߽ߟ
ߥ߇ࠆޕቴⷰ⊛ߥ┙႐ߦ┙ߟߎߣߪᄢߛ߇ޔਥⷰ⊛ߥ߽
ߩߣߩࡃࡦࠬࠍߣࠇߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕቴⷰ⊛ߥߎߣߪ
⟋ߢߪߥ߇ޔਥⷰ⊛ߦ߽ߩࠍࠆߎߣ߽㊀ⷐޕਥⷰ⊛ߣ
ߪ⥄ޔᏆਛᔃ⊛ߦ‛ࠍߣࠄ߃ࠆߎߣߣߪ㆑⥄ޔಽ߇⥝
ᗖ߆ࠇࠆߎߣࠍᄢߦߔࠆߎߣ⥄ߗߥޕಽ߇ߎࠇߦᗖ߆
ࠇࠆߩ߆ߣ߁ℂ↱߇ಽ߆ࠇ߫⥄ޔಽߣߩ㑐ଥߩߥ߆ߢኻ
⽎߇ಽ߆ߞߡߊࠆߩࠇߙࠇߘޕ⢒ߜᣇޟޔᕈޕࠆ߇ޠᾫ
10.ߘߩઁ

⺆ߣߒߡߩᕈߢߪߥߊޔ߽ࠅࠃ߁ߣࠖ࠹࠽࠰ࡄޔ
ࡄ࠰࠽࠹ࠖߣࠗࡦ࠺ࠖࡆࠫࡘࠕ࠹ࠖޔࠆߢੱ৻ޕ
৻ੱߣߒߡߩࠅ᭽߇⇣ߥߞߡࠆޕ
⥄ಽߩᬺࠍߣߞߚቇ↢ߦߪߔࠇߜ߇ߞߚࠄჿࠍ߆ߌߚ
ࠅޔࠅߚߖࠊࠍ✢ⷞޔჿࠍ߆ߌࠆࠃ߁ߦᔃ߇ߌߡࠆޕ
⡯ᬺ⊛ߦ߽ੱ⊛ߦ߽↢ޔᵴ✚วߩ㗔ၞߩਛߢ↢߈ߡ߈ߡ
ࠆߩߢࠍࠇߘޔಾࠅಽߌߡࠄߒߡ߆ߥ⥄ޕಽߩ
ߣ⥄ಽߩ↢ᵴߣࠍ❬ߍߥ߇ࠄੱߣߒߡታ〣ߒߡࠆޕ
႐ߢ߽තᬺ↢ߦࠃߊળ߁߇ޔᔃᒝߊ⥄ಽ߽ഥߌߡ߽ࠄ߁
ߎߣ߽ᄙޕ
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0㧚ᜂᒰᬺߩⷐ

㗄  ⋡

ࡅࠕࡦࠣౝኈ
2000 ᐕߩᢎ㙃ᢎ⢒ߩᡷ㕟એ᧪⥄ޟὼ⑼ቇ㐷ޠ㧔 ᐕ↢ኻ
⽎㧕ࠍ 10 ᐕᜂᒰߒߚޕ
ઍቇ⧓⺖⒟ߩㅢၮ␆ኾ⑼⋡㧔LA㧕
ޟᬀ‛ಽሶㆮવቇޠ
ᜂᒰޕ
ઍቇ⧓⺖⒟⥄ὼ⑼ቇࠦࠬಽሶᯏ⢻↢⑼ቇኾߩኾ
㐷⑼⋡ࠍ೨ᦼ 5 ࠦࡑޔᓟᦼ 6 ࠦࡑࠍᜂᒰޕ
1. ᜂᒰᬺߦ߅ߌࠆᢎ⢒ᣇᴺ ᢎ㙃⑼⋡ߩ⥄ޟὼ⑼ቇ㐷ޠᜂᒰೋᦼߪޟޔ✢ߣ↢߈
‛߁ߣޠ㗴⋡ߢ㈩Ꮣࡊࡦ࠻ࠍਛᔃߣߒߚᬺࠍⴕޔቇ
↢ߦ⾰ࠍᦠ߆ߖߚᏨ↪⚕ࠍฃߌขࠅߦࠇߘޔኻߒߡోㇱ
࿁╵ࠍട߃ߡቇ↢ోຬߦ㈩ࠆߣ߁ᣇᴺࠍⴕߞߚޕ
⺞ߴߚࠅ⠨߃ߚࠅߔࠆߎߣࠍ⥄ಽߢ᧪ࠆࠃ߁ߦߥߞߡ᰼
ߒߚ߹ޔಽ߆ࠄߥߎߣࠍ⺑߇᧪ࠆࠃ߁ߦߥߞߡ᰼ߒ
ߣ߁ᢎຬߩᏗᦸ߆ࠄ⺑ޔࠍߔࠆᒻᑼߩ࠹ࠬ࠻ࠍߒߡ
ࠆޕන⺆ߛߌ⍮ߞߡࠇ߫ਣߦߥࠆࠃ߁ߥ࠹ࠬ࠻ߪ⸥ޔᙘߛ
ߌߢᓟߦᱷࠄߥߣ⠨߃ࠆߩߢޔਛりࠍ߈ߜࠎߣℂ⸃ߢ߈ߡ
ࠆ߆ߢ⹏ଔߔࠆߩߢޔਛり߇߈ߜࠎߣಽ߆ߞߡࠆߎߣࠍ
ߢ߈ࠆࠃ߁ߥ࿁╵ࠍ߽ߣߡࠆޕ
⥄ޟὼ⑼ቇ㐷ᦨࠆߌ߅ߦޠㄭߩᣇᴺߣߒߡ⾗ޔᢱࠍ㈩Ꮣ
ߖߕߦ࿑߿ൻቇᑼ߽ߡ᧼ᦠਛᔃߩᬺࠍⴕޔቇ↢ߦᄙ
ዋߩ✕ᒛᗵߩߥ߆ߢ㧔ࡁ࠻ࠍขࠄߥߣߌߥߣ߁㧕
ฃ⻠ߒߡ߽ࠄ߁ߣ߁ᬺࠍߒߡࠆޕ㧝ᐕ↢ߥߩߢࠊ⸒ޔ
ߥߌࠇ߫ࡁ࠻ࠍขࠄߥቇ↢߽߅ࠅࠅ߆ߞߒࠍ࠻ࡁޔข
ࠆ✵⠌ࠍߐߖߚᣇ߇ࠃߣ⠨߃ߎߩᣇᴺߦಾࠅᦧ߃ߚޕᬺ
ߩᖱႎ㊂ߣߒߡߪᷫࠆߣ߁ᰳὐ߽ࠆ߇ߦ߹ߚޔቇ↢ߦ
ߡߚࠅᚻࠍߍߐߖߡℂ⸃ᐲࠍ⏕ߒߥ߇ࠄ⺑ߒߡࠆޕ
LA ⑼⋡ߢߪૃߚᣇᑼߢ᧼ᦠਛᔃߩᬺࠍ߅ߎߥߞߡࠆޕ
LA ߩቇ↢ߪޔኾ㐷ߩቇ↢ߢߪߥߩߢޔℂ⸃ᐲࠍ㗻⦡߿ᔕ
ߢߡㅴߺౕวࠍ⺞▵ߔࠆߩߢޔญ㗡ߢߩ⺑ߢⴕߞߡࠆޕ
⾗ᢱࠍ㈩Ꮣߒߡಽ߆ࠆࠃ߁ߥᬺߪޔኾ㐷ᕈ߇㜞ߊߥࠆ߇ޔ
⾗ᢱ߆ࠄᗧ߇ಽ߆ࠄߥ߽ߩࠍ⺑ߐࠇߡ߽ઁޔኾߩቇ
↢ߪℂ⸃ߔࠆߩߪ࿎㔍ߥߩߢߡ⎈ߺིޔ߫ࠇߌߥࠄ߆ࠊޔ
⺑ߔࠆࠃ߁ߦദജߒߡࠆޕ
MS ߩኾ㐷ߩᬺߢߪᢎ⑼ᦠࠍਛᔃߦᢎ⑼ᦠߦタߞߡࠆ
ౝኈࠍ⺑ߔࠆᬺࠍߒߡ߅ࠅޔᢎ⑼ᦠ߽ෘߺߩࠆߒߞ߆
ࠅߒߚ߽ߩࠍߞߡࠆޔઁߩߘޕታ㛎ߩᬺ߇ࠆޕ
ቇ↢ታ㛎ߦߪ⒳㘃߇ࠅ ޔᐕ↢ߩ‛↢ޟቇታ㛎ߡߟߦޠ
ߪࠣ࡞ࡊߢታ㛎ߐߖߡࠆޕੱߢߐߖߚ߇ޔታ㛎߇⚳
ࠊࠆߩ߇ᣧቇ↢ߣㆃቇ↢߇߅ࠅޔᣧߊ⚳ࠊߞߚቇ↢߇ߢ
ߡߊࠆߣࠆߥߊߚࠅࠊ⚳ߦߩߥߛ߹ޔቇ↢߇ߡߊࠆߩߢޔ
㔍ߒᦨޕㄭߢߪᦨޔᓟ߹ߢቢᚑߐߖࠆߚߦࠣ࡞ࡊߢߐ
ߖߡࠆޕᬺ⥄ߪࠣ࡞ࡊߩ৻ੱ߭ߣࠅߢߔࠆ߇࡞ࠣޔ
ࡊනߢⴕ߁ᒻߦߒߡࠆޕ
ත⺰ߪޔቇ↢߇᧪ઁੱߦߖߡ߽ᕯߕ߆ߒߊߥࠃ߁ߦ
ߣ߁ᕁߢ⺰ޔᢥࠍᦠߡ߽ࠄ߿ࠢ࠶ࠚ࠴࠲࠺ޔᩞ
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4㧚ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߩᢎ
⢒ߦኻߔࠆ⠨߃ᣇ
5.ߦޠࠪ࠹ޟ㑐ߔࠆ⠨߃
ᣇ
6.⢒ᚑߒߚࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬ
ࠠ࡞
 ̪8 ߟߩࠬࠠ࡞߆ࠄㆬᛯ

3. 㙃ᚑߒߚቇ↢

2. ᦨㄭߩቇ↢ߩ․ᓽะ

㙃ᚑߒߚࠬࠠ࡞ߪޔኻജ߿ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦജ⥄ޕ
ಽߩߎߣࠍᔅⷐߥߣ߈ߦ߈ߜࠎߣવ߃ࠄࠇޔᔅⷐߥߣ߈ߪੱ
ߦ⋧⺣ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߒߚޕ
㗴⸃ജߣ⊒ജ߽㊀ⷞߒߚ⊒ޔߒ߆ߒޕജߪ⢒ᚑ
߇㔍ߒ߆߽ߒࠇߥޕ㗴⊒ജߣ߁ߩߪ⎇ޔ߫߃ޔ
ⓥࠍߒߡࠆᤨߦ߆߅߆ߒߣ᳇ߠߌࠆജ⥄ޕಽ߇ᕁߞߚ
ߩߣ㆑߁ߣᗵߓߚᤨߦߪޔ㕖Ᏹߦࠃ⽎ࠍߟߌߡࠆน
⢻ᕈ߇ࠆߩߢߦߎߘޔ᳇߇ߟߡ᰼ߒߒࠄ߆ߎߘޔ㗴
ឭߢ߈ࠆߣࠃޔ߫߃ޕ⒳ࠍ߹ߡߟ⊒⧘ߒߚߩ߆ߣ
߁ߎߣߦ᳇߇ߟߡ᰼ߒ߇ߩߒߥ߬ߞ߈߹ޔቇ↢߽ࠆޕ
ߎ߁ߒߚߎߣࠍวࠊߖࠆߣࠢ࠹ࠖࠞ࡞ࠪࡦࠠࡦࠣߦߥߞ
ߡߩߘޔᑧ㐳ߣߒߡ⺰ℂ⊛ᕁ⠨ߣ߁㘑ߦ❬߇ߞߡߊࠆ߇ޔ
ߘࠇએ೨ߩߣߎࠈߢぽߡࠆߩߢ⺰ℂ⊛ᕁ⠨߹ߢࠍᢎ㙃ᢎ

㑛ࠍ⚦߆ߊ߿ࠆࠃ߁ߦദജߒߡࠆޕ
ᦨㄭߩቇ↢ߪᲧセ⊛⚛⋥ߢߤ߶ࠇߘޔ᛫⊛ߥቇ↢ߪߥ
ޕ㕖Ᏹߦਸ਼ࠅߩቇ↢ߣ㕖Ᏹߦᄢੱߒቇ↢ߦੑᭂൻߔ
ࠆะ߇ࠆࠃ߁ߦᕁࠊࠇࠆޕਸ਼ࠅߩቇ↢ߩਛߦߪޔീ
ᒝߪ߹ࠅߒߥቇ↢߽ࠆ㕙ޔᄢੱߒቇ↢㆐ߪീᒝߪ
ߔࠆ߇ᔕ߇⭯ߩߢޔᬺਛߦಽ߆ߞߡࠆߩ߆ߘ߁ߢߥ
ߩ߆߇ಽ߆ࠅߠࠄޕ
 ᚻᛮ߈߇ߢ߈ࠆ࠴ࡖࡦࠬࠍតߞߡࠆᗵߓ߇ߔࠆቇ↢߽ᢔ
ߐࠇࠆޕ
ᦨㄭߪᄢࠍߣߞߡભߺ߇ߜߥቇ↢߇ᄙޟޕዋߒ⺞߇
ᖡ߆ࠄભߺ߹ߔߢ߆ߣޠήℂࠍߒߥޕක⠪ߦⴕߊࠃ߁ߦ
ߣ⸒ߞߡࠆ߇ޔၮᧄ⊛ߦක⠪ߦⴕߎ߁ߣߪ߹ࠅߒߥޕ
ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦ⢻ജ⊛ߦޔೋߡߩߎߣࠍߔࠆߩߦാ᳇
߇ࠆቇ↢㆐߇Ⴧ߃ߚߣ߁ශ⽎߇ࠆޕ
⓹ࠍ㐿ߌߞߒߢᏫߞߡߒ߹ߞߚࠅߥߤ⽿ޔછᗵ߇⭯ߊߥ
ߞߡࠆߩ߆ޔࠅߩ⁁ᴫࠍᛠីߒߦߊቇ↢߽ᢔߐࠇࠆޕ
⥄ಽߩ⎇ⓥቶߩቇ↢ߩ㙃ᚑࠍ⠨߃ࠆߣ⥄ޔಽߢᖱႎࠍ߈ߜ
ࠎߣ㓸ߡ⠨߃ߡ⺰⚿ޔᢿࠍߖߚࠅߚ߈ߢ⺣⋧ߦੱޔ
ࠅߔࠆቇ↢ߦߥߞߡ᰼ߒޕསࠍ㡻๘ߺߦߒߡߘߩ߹߹ା
ߓߡભ⻠ߛߣᕁㄟቇ↢߿⊝߇ߘ߁ߒߡࠆ߆ࠄߘߩࠃ߁
ߦߒߥߣߌߥߣᕁㄟቇ↢߇⚿᭴ࠄࠇࠆ⥄ޕಽߢ
⺕߆ߩ⠨߃ߦหᗧߔࠆߣ್ᢿߒߚߪߕߥߩߦߥ߆ߊ߹߁ޔ
ߣ⽿છ࿁ㆱߩ⸒⪲߇ߡߊࠆޕቇ↢߇ੱߩߖߦߔࠆ⸒
ᣇࠍߒߥࠃ߁ߦᵈᗧߪߔࠆ⁁ޔߚ߹ޕᴫߛߌࠍߎߜࠄߦવ
߃ߡߢߣߩߘޔવ߃ࠆߴ߈ࠍ߆ߚߒ߁ߤޔવ߃ߕߦߎߜ
ࠄߦ್ᢿߐߖࠃ߁ߣߔࠆቇ↢ߦߪޔ߇ߒߚߩߣ⡞߈ߔ
ദജࠍߒߡࠆޕ
⥄ಽߩ⸒⪲ߢ್ᢿߒߚࠅⴕޔࠅߚߒޔേࠍߢ߈ߚࠅߔࠆ
ቇ↢ࠍ㙃ᚑߒߚ߁ߣߥߡߞ߿߇⊝ޕℂ↱ߢᖠቇ↢
߇⚿᭴ᄙ⥄ޕಽߢ⠨߃ߡ್ᢿߒߚߎߣߢ߽ੱߣ㆑߁ߣህߛ
ߣᗵߓࠆቇ↢߽ᄙ⥄ޕಽߢಽ߆ࠄߥߌࠇ߫ઁߩቇ↢ߦ㗬ࠄ
ߥߢޔᢎຬߣ⋧⺣ߒߥߐߣߒߡࠆޕ
ቇ↢ߦߪᢥ┨߇߈ߜࠎߣᦠߌࠆࠃ߁ߦߥߞߡ᰼ߒޕ
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⢒ߢᢎ߃ࠆߎߣߪ㔍ߒޕ
ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦ߿㗴⸃ജߪත⺰ᜰዉߩਛߦߞߡ
ߊࠆޕත⺰Ბ㓏ߩ 4 ᐕ↢ߢੱ⊛ߦ߿ࠅߣࠅࠍߒߡࠆਛߢ
ቇ↢ߩᕈ߽ߢߡߊࠆ࠳ࠗࠟޔߪࠣࡦࠠࡦࠪ࡞ࠞࠖ࠹ࠢޕ
ࡦࠬߩᤨߥߤ߽ߡ⥄ߕߖߦߖߩੱޔಽߢ⠨߃ߥߌࠇ߫
ߥࠄߥߣવ߃ࠆദജࠍߒߡࠆ
ࠦࡔࡦ࠻ࠞ࠼ࠍ↪ߡޔቇ↢ߩ⾰ߦࠦࡔࡦ࠻ࠍߔߎ
ߣߪ⥄ޟὼ⑼ቇ㐷ߢޠᤄߪⴕߞߚ߇ޔജ߇ߥߊߥߞߚߩ
ߢ߿ߞߡߥ⾰ޕࠍߔࠇ߫ޔߢ߽╵߃ߡߊࠇࠆߩߢޔ
⺞ߴߡߊࠇߥߣ߁ߩ߽⾰ࠞ࠼ߩᖠߺߩ⒳ߢࠆޕ
࠺ࠖࡌ࠻ߪ߹ࠅᅢߺߢߪߥߩߢ߿ߞߡߥ⥄ޕಽ
ߩ⾥หߔࠆ┙႐ߢߪߥ┙႐ߢ⠨߃ࠆߎߣߪቇ↢ߦߣߞߡ෩
ߒޕ
ࠣ࡞ࡊߢߩ⺖㗴⸃ቇ⠌ߣ߁ߩߪޔቇ↢ߩ╵߃߇หߓ
ߦߥࠆߩߢ⊒ޕߥߊߚߖߐޔዷߔࠆߩߢߪߥߊߩ߆⺕ޔ࿁
╵߇ࠦࡇߐࠇߡ߹ࠊࠆߣ߁ᒻߦߥࠅ߇ߜߢࠅߴࠆߥޔ
ߊੱߢ߿ࠄߖߚߣ⠨߃ߡࠆᦨޕㄭߪଢߦߥࠅࡐޔ
࠻ߩ߇ߒ߿ߔߊߥߞߡࠆޕ
ත⺰ߢߒࠍ┙ߡߡᦠߌࠇ߫⺰ޔℂ⊛ᕁ⠨ߪߢ߈ߡࠆ
ߣ⸒߃ࠆߣᕁ߁߇ߪߚߛޔߒ߇ߥߩߢߦߎߎޔ
ߒࠍࠇࠆߣ⺒ߺ߿ߔߊߥࠆߥߤࠍᢎ߃ࠆޕቇ↢߇ᦠ߈
ߐߥߣᢎ߃ࠄࠇߥߩߢ⊒ࡑ࠹ޔળޔਛ㑆⊒ળߩᤨ
ߦࠕ࠼ࡃࠗࠬࠍߒߡࠆޕ
ත⺰ߢߪޔឭߐࠇߚ߽ߩࠍ⋥ߒߡߟߦࠇߘޔቇ↢ߣ㧡ޔ
㧢࿁ߪኻߔࠆޕත⺰ߪቇ↢߇ᷓߊ⠨߃ࠆ࠴ࡖࡦࠬߥߩߢޔ
ߘߩਛߢቇ↢ߦ⺰ℂ⊛ᕁ⠨ജ߇りߦߟߡߊࠇࠆߣࠃߣ⠨
߃ߡࠆޕ
㗴⸃ജߪޔਈ߃ࠄࠇߚ࠹ࡑ߆ࠄ߁߁ߎޔᣇᴺߢⴕ
߅߁ߣ⠨߃ࠆߎߣᦨޕೋߪ࠹ࡑࠍਈ߃ߑࠆࠍᓧߥ߇ߘޔ
ߩᓟߪవヘ߆ࠄ⠌ߞߚࠅߒߡޔ㗴⸃ࠍߔࠆߚߩ࠺࠲
ขࠅࠍߒߡߊ⚿ߩߘޕᨐߦߟߡቇ↢ߪ⠨߃ࠆߎߣߦߥࠆޕ
ቇ↢߇ಽ߆ࠄߥὐߦߟߡߪ߁߁ߎޔ㘑ߦ⠨߃ߡߺߚࠄޔ
ߣ߁ᒻߢࠕ࠼ࡃࠗࠬࠍߔࠆޕ
ޕ
8. ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ᢎ⢒ ߿ߪࠅත⺰ߩ㕙ୟࠍߡߍߚߩߢߘߎߦ㊀ὐࠍ⟎߈ߚ
ࠍⴕ߁ߢߩ࿎㔍
ޕ
 ̪6 ߟߩ㗄⋡ࠍෳᾖ
৻⥸⊛ߦቇ↢ߪޔ᳇ࠍߞߡ߽ࠄߞߡ⢒ߞߡ߈ߡࠆߩߢޔ
ߘߩ߹߹ߢߪ⥄ಽ߇᳇ࠍ㆜߁ߦ߹ࠊࠇߥޕᚻෘߊߔࠇ߫
ߔࠆ߶ߤߘ߁ߥࠆߩߢޔᚻෘߊߒߥߩ߽৻ߟߩᚻᲑߣᦨㄭ
ߪ⠨߃ߡࠆޕ
ᄙಽᔔߒవ↢ߩᣇ߇ቇ↢ࠍ⢒ߡᚻߛߣᕁ߁⥄ޕಽߪߘ
ࠇ߶ߤᔔߒࠊߌߢߪߥ߇ޔᔔߒߊߡਇߩᄙవ↢ߩ⎇
ⓥቶߩቇ↢ߪ⥄ޔಽߢ߈ߜࠎߣ߿ࠇߡࠆࠃ߁ߦᗵߓࠆޕ
9. ೋᐕᰴᢎ㙃ᢎ⢒ኾ㐷ᢎ ೋᐕᰴᢎ⢒ߢߪ߫߃ޕࠆߡߖߐࠍߣߎߥޘ⦡ޔ࿑ᦠ㙚
⢒ ߦ ߅ ߌ ࠆ ࠫ ࠚ ࡀ  ࠶ ߦㅪࠇߡⴕ߈࿑ᦠ㙚ߩᣇࠍℂ⸃ߐߖߚࠅ⎇ޔⓥᚲߦㅪࠇ
ࠢࠬࠠ࡞ᢎ⢒ߩㅪ㑐
ߡⴕ߈ߥ߁ࠃߩߎޔ᧪ߩᆫ߽⠨߃ࠄࠇࠆࠃߣ␜ߒߚࠅޔડ
ᬺߦㅪࠇߡⴕ߈ߎ߁ߒߚ⡯႐߇ࠆߣ␜ߒߡࠆࠆޕᗧޔ
࡚ࠢࠛࠪࡦࠆޔᗧޔ᧪᭴ᗐࠍ⠨߃ࠆߣ߁ߩ߇
ೋᐕᰴᢎ⢒ߛߣ⠨߃ߡࠆߩߢߩ࡞ࠠࠬࠢ࠶ࡀࠚࠫޔ⢒
ᚑߪਛᔃߦߎߥޕ

7.ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߩᢎ⢒
ᣇᴺ
 ̪7 ߟߩ㗄⋡ࠍෳᾖ

10.ߘߩઁ

ᢎ㙃ᢎ⢒ߣኾ㐷ᢎ⢒ߢ߇⇣ߥࠆ߆ߣ߁ߣޔቇ↢ߦ⍮ߞ
ߡ᰼ߒࡌ࡞߇㆑߁ޕ⍮ߞߡ᰼ߒࡌ࡞ࠍជࠅਅߍࠆߣ
ኾ㐷ߩᬺߦߥࠆߩߢޔりㄭߥ⽎ߣߒߡߩࠍᢎ㙃ᢎ⢒ߢ
ߪࠃߊߔࠆޕᢎ㙃ᢎ⢒ߣኾ㐷ᢎ⢒ߩ㑆ߦߪࠕࡊࡠ࠴߿ᣇᴺޔ
ᛒ߁ኻ⽎ߩ㆑߇ࠆ᳇߇ߔࠆޕ

ೋᐕᰴᢎ⢒ߢߪޔേᯏߠߌߡߒߣࠅߊߠߌ߆ߞ߈ޔቇߩ
ᬺࠍჇ߿ߒߚߣ⠨߃ߡࠆޕ⠨߃ࠆ߈ߞ߆ߌߣߒߡߚ
ࠅ⡞ߚࠅ⥄ಽߩᗵࠍ߁ߣ߁ߎߣޕട߃ߡ⥄ޔಽߚߜ
߇ീᒝߔࠆߎߣߣ␠ળ߇ߤߩࠃ߁ߦߟߥ߇ߞߡࠆߩ߆ߤޔ
ߩࠃ߁ߥญ߇ࠆߩ߆߇ಽ߆ࠇ߫߁߽ޔዋߒቇ⠌ߦり߇
ࠆߩߢߪߥ߆ߣᕁ߁ޕ
ᢎຬ㙃ᚑ⺖⒟ߦߪᢎຬߣ߁⋡ᮡ߇Ṽὼߣࠆ߇ࠍࠇߘޔ
⋡ᜰߐߥቇ↢ߪߣ߁ߣޔญ߇ߦߊߥ߁ࠃߩߤޕ
ญߢ⥄ಽߪᵴべߢ߈ࠆߩ߆ࠍ⍮ࠄߥߣ߰ߟ߁ߩዞ⡯వߣߥ
ࠆޕℂ♽ߩዞ⡯ᵴേߩࠟࠗ࠳ࡦࠬߪ․ߦߥߩߢᎿᄦ߇ᔅⷐޕ
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⑼ޟቇᛛⴚߣੱ㑆ᦨޔߪߡߟߦޠೋߪઁߩᢎ⑼ߩవ↢ᣇ߽
ᜂᒰߒߡߚ߇ㅜਛ߆ࠄᛛⴚᢎ⢒⻠ᐳߩᢎຬߛߌߢᜂᒰߔࠆ
ߣ߁ᒻߦ㧔ᐕᐲߪᜂᒰߖߕ㧕
ೋᐕᰴᢎ⢒㧔ᛛⴚኾኻ⽎㧕ߩ⥄ޟὼ⑼ቇ㐷࠾ࡓࠝߪޠ
ࡃࠬߩᬺߢ৻࿁ᜂᒰޕᛛⴚ⑼ߢߪޔ
⥄ޟὼ⑼ቇ㐷ߩޠᨒߢ
ೋᐕᰴᢎ⢒ࠍⴕ߁ߎߣߦߥߞߡ߅ࠅޔ12㨪13 ੱ߇ฃ⻠ߒߡ
ࠆޕ15 ࿁ߩ߁ߜ 7 ࿁ࠍᄥ↰వ↢ޔ8 ࿁ࠍฦᢎຬ߇ᜂᒰࡓࠝޕ
࠾ࡃࠬߩ৻ࠦࡑߩᜂᒰߛ߇ޔኋ㗴߇೨ᓟߦߊߞߟߊߩߢޔ2
ᤨ㑆ಽߩᬺߦߥࠆޕᬺߪ⺖㗴ߩߚߩᖱႎ឵ߩ႐ߣ
߁⟎ߠߌ੍ޕ⠌ߩਛߢቇ↢߇ߍߡ߈ߚ⺰ὐࠍ⚫ߒ⼏ޔ
⺰ߩㅢᢛℂࠍߒޔቇ߱ߩߪቇ↢ޕೋᐕᰴᢎ⢒ߩ⋡⊛ߪᄢቇ
ߢߩቇ߮ߩࠬ࠲ࠗ࡞ࠍりߦߟߌࠆߎߣߥߩߢޔᖱႎᛛⴚޔᖱ
ႎ␠ળߩ࠹ࡑࠍᛒߟߟޔၮᧄ␠ળ⊛ߥ㗴ߦ⋡ࠍะߌߐ
ߖߡࠆߦࠇߘޔߡߒߘޕኻߔࠆᗧߦၮߠߡ࠺ࠖࠬࠞ࠶
࡚ࠪࡦࠍߐߖࠍ࠻ࡐޔᚑߐߖߡࠆޕᐕߩ࠹ࡑߪ
⚗㋶‛ޕ
1 ᐕ↢߇ฃ⻠ߔࠆޟᖱႎΣޔߪߢޠኾ㐷ߩౝኈ߇ 2ޔ3 ഀ
ࠆޕਛりߣߒߡߪᦨޔೋߦ࠺ࠫ࠲࡞ߣࠕ࠽ࡠࠣߣ߁ࠍⴕ
ੱޔ㑆ߪ㔌ᢔ⊛ߦߒ߆⠨߃ࠄࠇߕ߇ߜߚ⑳ޔᛒߞߡࠆߩ
ߪ㒢ᩴᢙߩ⇇ߛߣ߁߆ࠄࠆࡘࡇࡦࠦޔߡߒߘޕ
࠲ߣ߁⸘▚એ೨ߩේℂߩᚲߩࠍߔࠆޕหߓਛりࠍੑㅴ
ᴺޔචㅴᴺ৻ޔㅴᴺ╬ߦᦠ߈឵߃ޔᢙቇߩ୯ߣߣ߁
߽ߩࠍಽ㔌ߒߡ⠨߃ࠆߣ߁ߎߣࠍߒߡࠆ
⑼ޟቇᛛⴚߣੱ㑆ߩޠ㐷ዷ㐿ࡒ࠽ߩ߁ߜޔዷ㐿ࠍ
3 ᐕ೨߹ߢᜂᒰߒߡߚ⇌ޕవ↢ߩޟᄬᢌቇࠍޠਛᔃߦޔ
ᛛⴚࠍ↢ߺߒޔߒ⸘⸳ޔㆇ↪ߒߡߊㆊ⒟ߢᔅⷐߣߥࠆੱ
㑆ߩ༡ߺߦߟߡߒޔ⠨߃ߐߖߡߚ⺖⚳ᦨޕ㗴ߢߪ⊒ᗐ
ᴺߥߤߦၮߠߊ⺖㗴⸃ߩᣇᴺࠍṶ⠌ߒౕޔ⊛ߥ␠ળ㗴
ߦኻߒޔߒ⺰⸛ߢࡊ࡞ࠣޔ࿑ࠍᚑߒߡ⸃ᴺߩឭ᩺ࠍⴕ
ࠊߖߚޕ
1. ᜂᒰᬺߦ߅ߌࠆᢎ⢒ᣇ 
⥄ޟὼ⑼ቇ㐷࠼ࡦࡦࠖࡈޔߪߢޠߩ⚂ 50 ಽ㑆ߩ࠼
ᴺ
ࠠࡘࡔࡦ࠲ࠍ NHK ߇⠡⸶ߒᤋߒߡࠆߩࠍ Web ߩቇ
⠌ࠪࠬ࠹ࡓߦឝタߒޔቇ↢߇ࡠࠣࠗࡦߒߡⷰߡ߆ࠄฃ⻠ߢ߈
ࠆࠃ߁ߦߒߡࠆ㧔ᬺᤨߦ⺰ὐࠍᦠ߈ߒߚ߽ߩࠍឭߐ
ߖࠆ㧕ޕᐕᐲߩ࠹ࡑߢࠆ⚗㋶‛ߩ㗴ὐߪޔㅜ࿖ߢޔ
␠ળ⊛ߥၮ⋚ᢛ߇ߥߣߎࠈߢ㜞ߊᄁࠇࠆ⾗Ḯ߇ࠆߣޔ
ఽ┬ഭ߿ోⴡ↢ߩࠦࠬ࠻ߩᰳ⪭ޔᮭߩᅓ߇↢ߓࠆߣ
߁ߎߣߪߦ⊛ဳౖޕᐭ߇ోߡߩ⾗Ḯࠍᜬߞߡߎ߁ߣߒޔ
↥ᬺᝄ⥝ࠍᜂᒰߔࠆቭ߇⥄ಽߩળ␠ࠍᜬߜ⾏ᤃߔࠆ㧔ࠗࡦ
ࠨࠗ࠳㧕ޕട߃ߡޔᮭ߇ࠆߣᱞⵝജ߇ᮭᅓขࠍ⋡ᜰ
ߔౕޕ⊛ߦߪࡑࡈࠖࠕ߇േ߈ޔᴦߩߚߦァ߇േߊޕᰴ
ߦޔァ߇ಽⵚߒߡ┙⁛ޔァߣߒߡ㋶ጊߩᡰ㈩ࠍ⋡⺰߆ᰴߩ
㋶ጊߩ㐿ᜏࠍ⁓߁ߊ߆ߦߣޕᄢ㊂ߩⴊ߇ᵹࠇޔᄢ㊂ߩᱫੱ߇
ߢޔቢోߦ␠ળ⒎ᐨ߇⎕უߐࠇࠆ⚗ޔߚߩߘޕ㋶‛ᧂ

㗄  ⋡
0㧚ᜂᒰᬺߩⷐ
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↪ࠍ⻭ࠊߥߌࠇ߫ߥࠄߥߣ߁ᴺᓞ߇వㅴ࿖ฦ࿖ߢᚑ┙ߒ
ߟߟࠆ⚗ޕ㋶‛ࠍᧂ↪ߢࠇ߫ߘࠇࠍ␜ߔࠆߎߣߢޔ
ᶖ⾌⠪ߪㆬᛯ߇ߢ߈ࠆޕ
ቇ↢ߦߪ᭽ߥޘ㗴ߦߟߡ⼏⺰ࠍ⥄↱ߦߒߡ߽ࠄ߁ᦨޕ
ㄭߩቇ↢ߪᱜ⸃ࠍᒰߡࠃ߁ߣߔࠆะ߇ᒝߊޔ㗴⠪ߩ㗻⦡
ࠍ߁߆߇ߞߡ⥄ಽߩ⠨߃ߢߪߥߊޔᱜߒߣᕁࠊࠇࠆ߽ߩࠍ
តߞߡߘߩㅢࠅߦ⸒߅߁ߣߔࠆޔߚߩߘޕᢎࠊߞߡߥ
߽ߩߪ╵߃ࠄࠇߕ⾰ޔߩౝኈ߇ᢎ߃ࠄࠇߚౝኈޔ⡞ߚਛ
ߦ߹ࠇߥߣ߇߃╵ޔߡߎߥߊߥࠆޔߒ߆ߒޕߩਛߦ
ߪ╵߃ߩߥ㗴߇ࠅޔߩਛߢ↢߈ߡߊߚߦߪ╵߃
ߩߥ㗴ߦኻߒߡᲤᣣขࠅ⚵ࠎߢ߆ߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ
ߛ߆ࠄ⥄ޔಽߩ㗡ߢ⠨߃ߡ⥄ޔಽߩᗧࠍ₸⋥ߦㅀߴઁߩੱ
ߩᗧߣᲧߴߡ⥄ޔಽߩᗧࠍᵞ✵ߐߖߡߊߴ߈ߛߣવ߃
ߡࠆޕ

⥄ޟಽߩᬺߢࠇ߫ޔ߆ߌߦኻߒߡߪޔᱜ⸃ߣߪ㑐ଥ
ߥߊޔᕁߞߚߎߣࠍ⸒ߞߡ߽ࠃ߁ߣޠ㔓࿐᳇ࠅࠍⴕߞ
ߡࠆ⥄ޕὼ⑼ቇ㐷ߩߢߪᦨޔೋߦ⺰ὐࠍቇ↢ߦߒߡ
߽ࠄߞߚߩࠍߑߞߣ⌑ߡߦ࠻ࠬߩ⚵⇟ߩߘޔᴪߞߡ
⥄↱ߦᗧࠍߐߖߡุߦ․ࠍࠇߘޔቯߖߕޔ㕙⊕߆ߞߚࠄ
㕙⊕ߨߣ⸒ߟߟޔᗧࠍߔߎߣࠍബ߹ߒߟߟᦨ⚳ࡐ
࠻ࠍᦠ߆ߖࠆߩઁޕኾ㐷ᬺߢ߽ห᭽ߢࠆޕ
੍⠌ߩਛߢ㗴ᗧ⼂ࠍ߽ߚߖࠆࠃ߁ߦߒߡࠆޕᬺਛߦ
ᢎຬ߇᧼ᦠߒߚߎߣࠍࡁ࠻ߦߣࠅࠍ߃╵ߦ߈ߣߩ࠻ࠬ࠹ޔ
ᦠߌ߫ᷣߣ߁ߩࠍ⚳ࠊࠄߖߚޕᬺߢൎ⽶ߔࠆߩߢߪ
ߥߊޔቇ߱ߩߪߥߚߚߜߥߩߢޔḰࠍߒߡ߈ߥߐߣ
߁ߎߣࠍવ߃ߡࠆޕᬺߪ⥄ಽߢቇࠎߛߎߣࠍ⏕ޔዷ㐿
ߐߖࠆ႐ߥߩߢޔᬺߢ੍⠌ᓳ⠌ࠍᲤㅳߐߖߡࠆޕᚑ❣
⹏ଔߪ߽߁৻ᐲ⠨߃⋥ߒߡᚑߒߚࡐ࠻ߢⴕ߁ޕ
ೋᐕᰴᢎ⢒ߣߒߡޔᄙ㕙⊛ߥ߽ߩߩᣇࠍ৻ᐕ↢ߩ߁ߜ߆
ࠄ⠌ᘠߠߌࠆߣ߁ߎߣࠍߒߡ߈ߚ⚗ޕ㋶‛ߦߟߡ⺰ߓ
ߐߖߚ႐วޔᮨ▸⸃╵ߢࠇ߫⚗ޔ㋶‛㗴ߪ⸃ߐࠇߥ
ߌࠇ߫ߥࠄߥ⚳ߢߩ߽߁ߣޔߥߊߚ⾈ࠍࠇߘߪ⑳ޕ
ࠊࠆ⚗ޕ㋶‛ߦߟߡߪޔᐕ࿖ㅪ߇ჿࠍߒߡࠆߩ
ߢ⥄ߢ߹ߎߘޔಽߢ⺞ߴߡߎࠄࠇࠆߣࠃࠅࠃޕᄙⷺ⊛ߦޔ
ข᧚ࠍߒߡࠆࠫࡖ࠽ࠬ࠻߇ߞߡࠆ៤Ꮺߪࠕࠠࡁޔ
ߢߪߥ߆ߣߟߞߎߺࠍࠇࠆቇ↢߽ࠆޠߺߎߞߟޟߩߎޕ
ࠍࠇࠄࠇࠆࠃ߁ᬺߢዋߒដߌࠍߒߚ࠲ࡦࡔࡘࠠ࠼ޕ
ߪߩ࠻ࠬ࠽ࡖࠫޔᗧ࿑߇ࠆ߽ߩߢࠆߣ߁ߎߣޔႎ
ߩᣇᴺߣߒߡߤ߁ߥߩ߆ߣ߁ߎߣࠍቇ↢ߦᵈᗧ༐ߒߡ
߅ߚߩߢ߁߁ߘޔᗧ߇ߢߡ߈ߚߩߛߣᕁ߁ߦߥࠎߘޕ
ࡁࠠࠕ߇ା↪ߢ߈ߥߩߢࠇ߫ߩࠕࠠࡁޔຠࠍ↪ߒߥ
ߢข᧚ࠍߔߴ߈ߢߪߥߩ߆ޕߣߎ߁ߣޔ

⥄ޟὼ⑼ቇ㐷ߩޠਛߢߪޔஜⅣႺࡦ࠲ߩਭ᳗వ↢߇
ోᢎ⢒ࠍᜂᒰߒޔഭోⴡ↢ߩᵈᗧࠍⴕߞߡࠆޕቇ↢
ߪ㊄ዻടᎿߢࡉࠠߩ᧼ࠍടᎿߔࠆ㓙ߥߤᄙߊߩታ⠌ߢޔਇ
ᵈᗧ߆ࠄᜰߥߤߦᄢᕋᚒࠍߔࠆ႐ว߇ࠆߩߢޔഭోᢎ
⢒ߪ߽ߩߠߊࠅߦߣߞߡᔅⷐਇนᰳߪߦߛࠎߪޕ㋦߿㊀㊄ዻ
߇߹ࠇࠆߥߤోⴡ↢ߩ㗴߽ࠅޔᜰዉߦ߽ᤨ㑆߇߆߆
ࠆߩߢߪࡉ࠶࠼ࡏ࠼ߣ߁Ꮕㄟᑼߩ࿁〝↪ౕࠍ
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ਛᔃߣߒߡࠆޕ
ޟᖱႎΣߪ࠲ࡘࡇࡦࠦޟޔߪߢޠ㧜ߣ㧝࠹ࠬ߁ߣޠ
ࠝ࠲ࠗࡊߥᣇࠍ〯߹߃ޔ㧞ㅴᴺࠍᢎ߃ࠆߚߦࠅߥ߈ޔ
0 ߣ 1 ߣ⸒ߞߡޔขࠅߪߎ߁ߛߣ⸒ߞߡ߽⢁ߦ⪭ߜߥߩ
ߢߩߘޔ⢛᥊ߦࠆ⠨߃ᣇߩ⺑ߦᤨ㑆ࠍ߆ߌ⚊ᓧߐߖࠆࠃ
߁ߦߒߡࠆޕኾ㐷ߩ㐷⊛ߥᬺߢࠅޔ⍮⼂⠌ᓧߩ㕙
߇ᒝߊߊߦࠅߥߦ⺰⼏ޔᬺߢࠆߚޔᣇᴺߣߒߡߪ
NHK ߩࡆ࠺ࠝࠍ↪ߒߡዉ߿੍⠌ߦᵴ↪ߔࠆߎߣ߇ᄙޕ
⍴ࠢ࠶ࡊߢࠇ߫ᬺߢᤋߒޔ㐳ߌࠇ߫⺖㗴ߦߒߡ੍
⠌ߐߖࠆ࡞࠲ࠫ࠺ޕᛛⴚߪࠎߤ߇ߣߎߚߞ߆ߥ߈ߢߢ߹ޔ
ߤࠎߢ߈ࠆࠃ߁ߦߥߞߡߡ⚿ޔᨐߛߌࠍߡߘߩㆊ⒟ߦߟ
ߡߪㅢᏱߪ⠨߃ࠄࠇߡߥ⥄ޕಽߣߒߡߪߘߩ⢛᥊ߦ
ࠆ⺑ߩޠߺߊߒޟࠍቇ↢ߦߒߡ᰼ߒߣ➅ࠅߒ⸷߃ߡ
ࠆ߇ޔቇ↢ߪ⥄ಽߩ⸒⪲ߢߪߥ߽ߩࠍߟ߉ߪ߉ߔࠆߩߺߢޔ
ߒߊߺߦ߹ߢ⥋ࠆߎߣߪ㔍ߒ⺑ޔߒ߆ߒޕߔࠆኻ⽎߇ޔ
ߤߩࠃ߁ߥ᭴ㅧߦߥߞߡߡߥ߁ࠃߩߤޔಣℂߦࠃߞߡታ
ߐࠇߡࠆߩ߆ߣ߁ℂ↱ࠍ➅ࠅߒ⥄߫ࠇ߈ߢޔಽ⥄りߢ
߁ߡߊߎߣ߇ቇ߮ߩਛߢᄢߛߣᕁߞߡࠆߩߢޔㅢࠅ
৻ㆉߩ⺑ߢߪ⸵ߐߥޕ

ޟᖱႎΣޔߪߢޠᖱႎࠍขࠅᛒ߁ߣߪߤߩࠃ߁ߥߎߣ߆ࠍ⠨
߃ߐߖࠆߩ߇ᬺߩዉߦࠣࡦࠠࡦࠪ࡞ࠞࠖ࠹ࠢߪࠇߎޕ
㑐ࠊࠆޕᲤᐕࡀ࠲ࠍ⠨߃ߡࠆ߇ޔᐕߪർᦺ㞲ߩᜰዉ⠪
ઍ߇ߞߚߩߢߘࠇࠍขࠅߍߚޕᢿ ⊛ᖱႎࠍା㗬ߩ߅ߌ
ࠆ╭ߣ߁ੱ⣂ࠍߚߤࠅߥ߇ࠄ⺞ߴߡޔ⺑ߩขᝥࠍߒߥ߇
ࠄᖱႎࠍㅊߞߡߊߣ⌀ታ߇߃ࠆޕᓧࠄࠇࠆᖱႎࠍีߒ
ߡߘߩਛ߆ࠄᓧࠄࠇࠆ߃ߦߊ৻ㇱߩ⌀ታࠍߒߡᵴ↪
ߔࠆߎߣߢޔᄖޔᴦߦߥࠆߣ߁ߎߣߦ᳇ߠ߆ߖࠆߎߣ
ࠍߨࠄߞߚ߆ߟߊࠍᧄߥ࡞ࠕޕឭ␜ߒߡޔቇ↢ߦ⺒ࠃ
߁ߦ⸒ߞߡࠆޕᖱႎᵴ↪⢻ജߣ߁ᖱႎᢎ⢒ߩ৻ㇱࠍขࠅ
ᛒ߁߽ߩߛ߇ޔ࿁ߩࡀ࠲ߦߪ߹ࠅ⥝ࠍᜬߞߡ߽ࠄ߃ߥ
߆ߞߚޕ೨ᐕᐲߦ࠹ࡑߣߒߚේ⊒ߢߪቇ↢ߩ㘩ߟ߈߇⦟
߆ߞߚޕᬺߢߪᒰᤨ⺰ޔℂ⍦⋫⸽ޔਇ⿷ߛߣ߹ߣߚߎ
ߣ߇ߩߘޔᓟᧄᒰߦ㓝⭁ߐࠇߚ⌀ታߢߞߚߣ߁ߎߣ߽
ߞߚ߇ޔᱜ⸃ߩߥ㗴ߩౕߣߒߡቇ↢߇ᕁߒߡ߽
ࠄ߃ࠇ߫ߣ⠨߃ߡࠆޕ

⑼ޟቇᛛⴚߣੱ㑆ޠታᣉೋᦼߩ㗃ࠍ࠽ࡒޔᜂᒰߒߚ᛬ߦޔ
ቯ⊛ߦᄬᢌߒޔቇ↢ߣኻ┙ߒߚߩ߇㔚⏛ᵄኂ⺑ࠍ࠹ࡑ
ߦߒߚߣ߈ޕ㔚⏛ᵄ߇ኂߢࠆߣᦠߡࠆߎߣ߇⌀ታߢޔ
ઁߪ⼏⺰ߩኻ⽎ᄖߣߒߡኻᗧߪฃߌઃߌߥቇ↢ߦోޔ
ຬ߇หᗧߒ⥄ޔಽߣኻ┙ߒߚࠍߣߎࠆߡᦠޕᒝᑯߒߡޔ
ઁߩੱ߽߁ߘ߽⑳ޟᕁ߹ߔࠍޔ⡞߈߹ߒߚࠊ⚳ߢޠ
ࠆߣޔవߦㅴߥ߆⦟ޕᖡ߆ߢ್ᢿ߇ߢ߈ߥ⁁ᴫޕ
৻ᣇߩઁޔ࿁ߢߪޔㆮવሶ⚵ߺ឵߃‛ߪޔ㘩♳ෂᯏࠍᢇ߁
ߎߣ߇ߢ߈ࠆߩߢߦࠇߎޔኻߔࠆߎߣߪੱߦߔࠆߣ
߁ਥᒛࠍߔࠆቇ↢߇ߡ߈ߚޕㆮવሶ⚵ߺ឵߃ߣ߁࠹ࠢࡁ
ࡠࠫߦኻߒߡࠍ⺰⇣ޔㅀߴࠆߩߪࡈࠚࠕߢߪߥߣ߁⼏
⺰ޔ߫ࠇ߽⊒⦟ߩ╭ߚߒ߁ߎޕ៤Ꮺߩࠞ࠲ࡠࠣࠍ⺑
ߒߚߛߌߢᛛⴚࠍቇࠎߛߣਥᒛߒߚቇ↢߽ߚޕᱜ⸃ࠍⷡ߃
ࠆߣ߁⠌ᘠߦේ࿃߇ࠆ߁ߤࠍ࠲࠺ޕಽᨆߔࠆ߆ߣ߁

ߎߣ߇ᄢߥߩߢߩߘޔᓟߪኾ㐷ߩᬺߢ߫ࠇߔ߁ߤޔᕭᗧ
⊛ߦ࠺࠲ࠍㅧߢ߈ࠆ߆ߣ߁ߎߣ߿ା㗬ߦ⿷ࠆ࠺࠲ߩ
ࠅᣇࠍᬺߢᢎ߃ߡࠆޕ
⥄↱ߦⴕ߃ࠆ⺖㗴ߢࠇ߫ޔቇ↢߇ߒߔߩߢ࠺ࠖࠬࠞ
࠶࡚ࠪࡦࠍߒߡࠆޕኾ㐷⑼⋡ߪ⍮⼂ቯ⌕߇ᔅⷐߥߩߢ⾰ޔ
ࠍቇ↢ߦߐߖߥ↱⥄ޔ⠨߃ࠍߊߟ߆ㅀߴߐߖߡޔ㕙⊕
ߨޔࠄ߇ߥߒ࠻ࡦࡔࠦࠅߚⶋߣޔߨޔ⍮⼂߿⍮⼂ߩߟ
ߥ߇ࠅࠍᢎ߃ߡࠆޕቇ↢ߛߌߢ࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪࡦ߇ߢ߈ࠇ
߫ࠃ߇㔍ߒޕ
ߎࠇߪᄢߛ߆ࠄ⹜㛎ߦࠆߣ߁ߎߣߪ⸒ࠊߥࠃ߁ߦ
ߒߡࠆޕ⍮⼂ߣߒߡߐ߃ߡ߅߆ߥߣߌߥ߽ߩߦߟ
ߡߪߦߢ߹ࠆ⥋ߦࠇߘޔవੱ߇ߤ߁߁ߎߣࠍߒߡ߈ߚ߆ޔ
ߘߩⓍߺ㊀ߨߢߎࠇ߇ࠆߣ߁ߺࠍᜬߚߖߡࠆޘ⦡ޕ
ߥߎߣࠍવ߃ߡߌߛࠆ߈ߢޔᐢ⥝߿㑐ᔃࠍ߽ߚߖߡޔ
ታ㓙ߦⴕേߒߡ߽ࠄߚߣ߁᳇ᜬߜߢⴕߞߡࠆޕታ㓙
ߦേߡߊࠇࠆቇ↢ߪቇᐕߦ৻ੱࠇ߫ࠃᣇޕ
2. ᦨㄭߩቇ↢ߩ․ᓽะ
Ꮏ߇ਇᓧᚻߦߥߞߡࠆߣ߁ߎߣߦౖဳ⊛ߛ߇⚻ޔ㛎
ߩ⫾Ⓧ߇ߥ⚻ޕ㛎એᄖߩㇱಽߢ߽ޔ㧝ኻ㧝ߩ㑐ଥߛߌࠍᝒ
߃ߡ৻⇟ല₸ߩࠃᦨ⍴ߩߛߌࠍ߿ࠅߌߛࠇߤޔᭉࠍߔࠆ
߆ߣ߁ߎߣࠍᄢቇ↢ߦߥߞߡ߽߿ߞߡߒ߹߁ޕ10 ᐕ೨ߪޔ
ቇ↢߇⥄ಽߩ⿰߿⺒ᦠ⚻㛎ࠍ߰߹߃ߡᢎຬߦኻߒߡᢎ߃ߡ
ߊࠇࠆߎߣ߇Ꮏߦߟߡ․ߦᄙ߆ߞߚ⥄ޕേゞߩᡷㅧޔੑ
ベゞߩㇱຠ឵߇ᓧᗧߥቇ↢߽ᄙ߆ߞߚޕ
߆ߟߡታ⠌ߢⴕߥߞߡߚࡠࡏ࠶࠻ᚑߩᬺߢߪ↱⥄ޔ
ߥ⊒ᗐߢ߿ࠄߖࠆߣޔౕࠍ߽ߞߡߤࠎߤࠎ⥄ಽߢㅴߡⴕ
ߞߡߚ߇ߩޔቇ↢ߪߘ߁ߢߪߥߩ⹜ޕ㓙ߩ㕙ធߢߪޔ
߽ߩߠߊࠅ߇ᅢ߈ߢ⦡ࠍߩ߽ߥޘߞߚߣ߁߇ޔಾࠆౕ
ߪߪߐߺޔធวߪធ⌕߿☼⌕࠹ࡊࠍ↪ߡ߅ࠅޔዊቇᩞ
㧝ᐕߩ‐ࡄ࠶ࠢߩᎿߣหߓࡌ࡞ߦߥߞߡࠆޕ㜞ᩞߩ
వ↢ߦᜰዉߐࠇߡޔ
߇ࠅߊߠߩ߽ޟᅢ߈ߢߔߗߥޔ߇߁⸒ߣޠ
ᗲᢎᄢࠍㆬࠎߛߩߪᏅ୯ߢߣࠆߺߡߌࠍߚ߰ޔ߽⠨߃
ߡߥ⠪߇ዋߥ߆ࠄߕࠆශ⽎ޕ
߽ߩߠߊࠅߣ߁㑐ㅪߢߪ߁߽ޔචಽଢߛ߆ࠄ߿ߡߒ
߹߃߫ࠃߣ߁ቇ↢߽ߚ⥄ޕὼߦㆶߞߚᣇ߇ࠃߣ߁
ᄢቇ↢߽ዋߒ೨ߦߪߚߊߐࠎߚ߇⺑ޔᓧജߩࠆ⺑ߦߪ
ᰳߌࠆޕ
3. 㙃ᚑߒߚቇ↢
⥄ಽߥࠅߦࠃߣᕁ߁ᣇะᕈࠍ⹜ߒߡ⥄ޔಽߢୃᱜߒߡ
ߌࠆቇ↢ޕഃㅧᕈࠆߩࠖ࠹ࡆࠖ࠹ࠗࠛࠢޔቇ↢ߪࠇߎޕ
ᢎ߃ߡߢ߈ࠆߎߣߢߪߥߩߢޔᢎຬߪⅣႺߠߊࠅࠍߔࠆߎ
ߣ߇ᄢಾ߇ੱᧄޕචಽߦ⚛᧚ߥࠅޔⅣႺߥࠅߩᢛߞߡࠆⅣ
Ⴚߢޔታ㓙ߦᚻࠍേ߆ߒߡ⹜ⴕ㍲⺋ߔࠆਛߢഃㅧᕈߪ↢߹ࠇ
ࠆߣ⠨߃ߡࠆޕ
⠨߃ߚࠄᚻࠍേ߆ߔߎߣߩߢ߈ࠆቇ↢ࠍ⢒ߡߚ࠻࠶ࡀޕ
ߢ⺞ߴߡ⚊ᓧߔࠆࠃ߁ߢߪ࿎ࠆࠄ߇ߥࠍ᧚⚛ޕ⠨߃ߡᚻࠍ
േ߆ߒߡ⹜ⴕ㍲⺋ߔࠆߣ߁ߩߪߣⴚ⧓ޔㅢߔࠆߩⴚ⧓ޕ
వ↢ߩ߿ࠅᣇࠍᛛⴚ߽ቇ߫ߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕഃㅧᕈࠍ⥄ࠄ
ၭߞߡߌࠆ⠌ᘠ߇りߦߟߌ߫ࠗࡁࡌ࡚ࠪࡦ߽↢ߓࠆޕ
4㧚ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߩᢎ ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߦ㑐ߒߡߪޔ㗄⋡ߏߣߩ㊀ὐൻߪߖ
⢒ߦኻߔࠆ⠨߃ᣇ
ߕޔߩޘᢎຬߦࠃߞߡᒝ⺞ὐ߇㆑߁ࠃ߁ߦߒߚᣇ߇ࠃޕ
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ᛛⴚߢ⸒߃߫ߦ⊛⚳ᦨޔቇ↢ߩ⍮⊛⢻ജߣޔᚻࠍേ߆ߔེ↪
ߐ߇ะߔࠇ߫ࠃ߇ࠇߎޕ㊀ⷐߥߩߢࠬࠢ࠶ࡀࠚࠫޔ
ࠠ࡞ߦജὐࠍ߅ߚᬺ᭴ᚑࠍߒߥߐߣߡߒ߹߁ߩߪ
ߤ߁߆ߣᕁ߁ߪ࡞ࠠࠬࠢ࠶ࡀࠚࠫߩߟ৻ߟ৻ޕ㊀ⷐߛߣ
ᕁ߁ߩઁޔ࡞ࠠࠬࠢ࠶ࡀࠚࠫߩߎޔߪߢࠬࠢߩߎޕ
ᬺߢߪߦ߁ࠃ߁ߣ߁ࠈ߿ࠍࠇߎߣࠇߎޔㆬᛯߢ߈ࠆᒻ߇ᦸ
߹ߒߩࠬࠢޕቇ↢ߩะߦࠃߞߡ߽㆑ߞߡߊࠆޕ
Ფᐕᬺߩ߿ࠅᣇࠍᄌ߃ߡࠆߩߢᏱߦ⹜ⴕ㍲⺋ߒޔᗐቯ
ᄖߩߎߣ߇↢ߓߡᄬᢌ߇ᄙޕቇ↢ߩ᭽ሶࠍߥ߇ࠄᄌ߃ߡ
ߊߣߤࠎߤࠎ㑆ߦวࠊߥߊߥߞߡߊࠆޕቇᩞ႐ߢߩᜰዉ
⚻㛎߇ࠆవ↢ߪߩߟ৻ޔᬺࠍߟߊࠆߩߦ 3 ᐕ㑆߆߆ࠆߣ
⸒߁ޔߢߩߥޕዊᄌᦝߢᷣࠃ߁ߥᬺߩ⚵ߺ┙ߡࠍߖߕߦޔ
ᛮᧄ⊛ߥᡷ㕟ࠍࠠࡢ࠼ߦዷ㐿ߔࠆߣ⽶ᜂ߇ᄙޕᢎ㙃ᢎ
⢒ߩలታߪ㕖Ᏹߦᄢߢޔቇ↢ߦߪߢ߈ࠆߛߌߚߊߐࠎߩή
㚝ߥࠍ⍮ߞߡතᬺߒߡ᰼ߒޕነࠅࠍߚߊߐࠎߒߡ߶ߒ
ޕኾ㐷ᢎ⢒ߩలታࠍ⋡⊛ߣߔࠆߣޔᄢቇ㒮ฃ㛎ߩߚߦᦨ
ㆡൻߐࠇߚᬺߣߥߞߡߒ߹߁ࠍߣߎ߁߁ߘޕᄢቇ߇➅ࠅ
ߒߡ߈ߚ߆ࠄޔᄢቇߢ⠌ߞߚߎߣߪ␠ળߦᔅⷐߥߣ߁
⺋⸃߇↢ߓࠆޕ
ᢎ㙃߇ࠅޔᷓߊ߽ߩࠍ⠨߃ࠄࠇޔ߆․ᛛࠍ߽ߞߚቇ↢
ࠍ⢒ߡߚߩߚߩߘޕᢎ㙃ᢎ⢒߇ᄢޕGPA ࠅ߈ߢޔ
ᬺߩ߿ࠅᣇޔਛりࠍᒻᑼᢛ߃ߥߌࠇ߫ߥࠄߥߩߛߣߔࠆ
ߣ߅߆ߒޕหߓᬺ⑼⋡ห჻ߢߩ✭วᗧߪᔅⷐߛ߇ࠕޔ
ࡊࡠ࠴ߪࠈࠈߞߡޕㅢ⑼⋡ߩࠪࡃࠬߩ⋡ᮡ
ߛߌߢ߽⛔৻ߒࠃ߁ߣ߁ߎߣߢߩࠬࡃࠪޔᒻᑼߩ⛔৻ൻ
ࠍᜂᒰߒߚ ߇ࠇߘޕ3 ᐕ೨ߢߪޔᒻᑼ⛔৻ߐࠇߡࠆޕ
ࡏ࠻ࡓࠕ࠶ࡊߢᦨૐ㒢ߩࠦࡦ࠻ࡠ࡞ߢታᣉߔࠆߩ߇ࠃޕ
ࠬࠠ࡞ࠍቯ⟵ߒߡޔ㆐ᚑᐲࠍ⹏ଔߒߡޔPDCA ࠍ߹ࠊߔߩߪ
⎬⋥ൻࠍߊޕ
5.ߦޠࠪ࠹ޟ㑐ߔࠆ⠨ ࠹ࠪߣᢎ㙃ߪห⟵⺆ߣ⠨߃ߡࠆ․ޕቯߩ⋡⊛߿ኾ
߃ᣇ
㐷ߩ⸠✵ߢߪߥߊޔ㜞╬ᢎ⢒ࠍฃߌߚੱ㑆ߣߒߡᦨૐ㒢りߦ
ߟߌߡ߅ߊߴ߈ߩߩ߽ޔᣇߩၮ␆ߣߥࠆ߽ߩ߇ޔᢎ㙃ߢ
ࠅ࠹ࠪޕ

ޔߪߡߟߦޠࠪ࠹ࠅߊߠߩ߽ޟᗲᢎᄢߩ․ᕈࠍࠕࡇ
࡞ߔࠆߣ↥ᬺᣇ㕙ߦ⋡߇ⴕߊߎߣߦߥࠆޔ߽ࠅࠃࠇߘޕᣣ
Ᏹ↢ᵴੱޔ㑆ᧄ᧪ߩ༡ߺߣߒߡᐢᗧߢ߽ߩߠߊࠅߩᵴ
േࠍᝒ߃ߡࠆࠊߟ߹ߦࠇߘޔ᭽ߥޘᢎ㙃ࠍᛒ߁ߩ߇ߠߩ߽ޟ
ߊࠅ࠹ࠪ⋧ߦޠᔕߒޕ
㧠ߟߩ࠹ࠪߩᩇ߇ࠆ߇ࠍࠪ࠹ߩߤޔㆬᛯߒ
ߡ߽ޔ㜞╬ᢎ⢒ߣߒߡੱ㑆ߣߒߡᦨૐ㒢ᔅⷐߥᢎ㙃ޔ⍮ᕺޔ
ࠬࠠ࡞ࠍりߦߟߌࠄࠇࠆߣ߁ߎߣߢࠇ߫ߩߤߣߕߩ߅ޔ
ᩇߦ߽ዋߒߕߟ㑐ࠊߞߡ߈ߡᢎ㙃ᢎ⢒ోߩ⋡⊛߇㆐ᚑߐࠇ
ࠆߩߢߪߥ߆ޕ

ޔߪޠࠅߊߠߩ߽ޟߩᢥൻᢥߦ㑐ࠊࠆ⋥ធߩⴕὑࠍᜰ
ߔ߽ߩߣᕁߞߡࠆޕන⚐ߦ߽ߩࠍ⊒ߒߚࠅޔᯏ᪾ࠍߞ
ߚㅧᛛⴚޔ‛╬ߦߣࠄࠊࠇߕߦޔりߦ⌕ߌࠆ߽ߩⵝޔ
㘼ຠޔ㘩╬ޔኅߩਛߩ߽ߩࠍ⥄ಽߢߟߊࠆߎߣ߇ߠߩ߽ޟ
ߊࠅࠍޠ᭴ᚑߔࠆੱޔ㑆߇ⴕߞߡ߈ߚᢥൻޔᢥߩ⻉ᵴേߣ
ߒߡ⠨߃ࠄࠇࠆ↥ޕᬺ␠ળߛߌ߇ੱޔ㘃ߩ␠ળߢߪߥޕᄙ

᭽ᕈࠍ⸵ኈߔࠆ┙႐ࠍ⏕ߦߒߚᣇ߇ࠃޕ
ታ㓙ߩߣߎࠈޔᛛⴚ⑼ߢߪᧁ᧚ടᎿߦߖࠃ㊄ዻടᎿߦߖࠃޔ
ߤߜࠄ߆ߣ⸒߁ߣኅᐸ↢ᵴߩਛߢ߆᧚ᢱࠍ⏕ߒߡᎿᄦߒ
ߡ↢ᵴߦᓎ┙ߡࠆ႐㕙߇ࠅߩߘޔవߦᎿᬺ߇ߞߡߩߘޔ
ਔᣇߩ㑆ߦᛛⴚ⑼ߩ┙ߟ⟎߇ߞߚ↥ߪޕᬺ␠ળ߇ផߒ
ㅴࠄࠇߡߣ↥↢ޔᶖ⾌߇ቢోߦಽ㔌ߐࠇߡࠆޕߩߚ
ߦ߽ߩࠍߞߡࠆߩ߆ߦ᳇ߠ߆ߥቇ↢߽ࠆ߆߽ߒࠇߥ
ޕᛛⴚ⑼ߪߎߩ߹߹ߢᄌࠊࠄߥߢ᰼ߒߣ߁ቇ↢ߣޔ
⥄ಽߩ߿ߞߡ߈ߚߎߣߦḩ⿷ߒߡ߽ߞߣᡷ⦟ߒߥߣߌߥ
ߣᕁߞߡࠆߩઍ߇ࠆࠍࠄࠇߎޕኻ⟎ߐߖࠆࠃ߁ߥ
ᒻߢࠍᐢߍࠆߣ⼏⺰߇ߢ߈ߡޔᢎ㙃ᢎ⢒ߣߒߡᗧ⟵ߩࠆ
ᬺዷ㐿߇ߢ߈ࠆߩߢߪߥ߆ߣ⠨߃ࠆޕ
᧪ᐕᐲᓟᦼ߆ࠄߩߩޠࠪ࠹ࠅߊߠߩ߽ޟᬺߪޔੑ
ࠦࡑࠍ 4 ੱߢᜂᒰߒޔฦ 2 ฬߦಽ߆ࠇࠆ⥄ޕಽߣߒߡߪߎߩ
ᬺߢኾ㐷ߩౝኈࠍᛒ߁੍ቯޕ⫥ᕁᗐ߆ࠄࡊࠣࡑ࠹ࠖ࠭
ࡓࠍㅢߒߡࠗࡘ࠺ޔએ㒠ߩᛛⴚᢎ⢒ߦߟߥ߇ࠆࠃ߁ߥޔᚻ
ࠍേ߆ߔߎߣࠍߩ߽ޔ⠨߃ࠆߎߣࠍ㛽ᩰߦޔቇ↢ߦ᭽⇼ߥޘ
ࠍߒߡߊᚻᴺࠍ↪ࠆ⇼ߦ⊛ࡊ࠶࡚ࠪࠢࡢޕࠍవ
ߦߒߡ߽ࠄߡߒࠍࠇߘޔᜬߜᏫࠆߣ߁➅ࠅߒߢ
ㅴߚޕ⫥ਥ⟵ߩࡎ࠶ࡉ࠭ޔ↱⥄ޔࠄ߆࠰࡞ޔࠢ࠶ࡠޔ
␠ળߣߪ߆ߪߣ↥⽷ޔ߆ߣ߁ㄭઍᕁᗐ߇↢߹ࠇࡊޔ
ࠣࡑ࠹ࠖ࠭ࡓߣߩ㑐ଥߩߥ߆ߢઍ␠ળࠍ᭴ᚑߔࠆ⊒ᗐߦ⥋
ࠆᕁᗐผ߇⢛᥊ߣߥࠆ߇ޔᜂᒰ߇ 7ޔ8 ࿁ߥߩߢ߹ࠅࠍ
ᐢߍߥ⚿ޕዪޔฎౖࠍ⺒߹ߥߣಽ߆ࠄߥߎߣ߇ߚߊߐ
ࠎࠆޕฎౖߣ⸒ߞߡࠡࠪࠕືቇߦḽࠆࠃࠅޔઍߢ߽ಽ
߆ࠆᢥ┨ߢᦠߡࠆ⫥ᕁᗐߦ㑐ߔࠆㇱಽࠍᜪ߃߫ޔጤᵄ
ᢥᐶߦߪ⸃⺑߽ઃߡࠆੱޡߩ࠰࡞ޔ߫߃ޕ㑆ਇᐔ╬
Ḯ⺰ ߪޢ140 㗁⒟ᐲߢޔᏒ᳃ߣ߁ᔨࠍ⍮ࠆߎߣ߇ߢ߈
ࠆ߇ੱࡄ࠶ࡠ࡛ޕ⠨߃ߚᏒ᳃␠ળߪޔᣣᧄߥߪߦࠕࠫࠕޔ
ޕ᰷☨ੱ߇⇇ࠍ࠼ߒߡࠆߣ߈ߦߪߘߩଔ୯ⷰߪ
ࠄࠁࠆ႐㕙ߦߡߊࠆߩߢ⍮ߞߡߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕᶏᄖ
ߦߡ߽⇇ߩᏱ⼂ߢߪߎ߁ߛ߇⥄ޔಽߚߜߪߎ߁ߣ߁⺑
ߥࠄ⋧ޔᚻ߽⚊ᓧߒߡߊࠇࠆޕ
⥄ಽߢ⠨߃ࠆ⠌ᘠࠍߟߌࠆߚߦฎౖࠍ⺒ߎߣ߇ᔅⷐޕ
ࠍᡰ㈩ߔࠆᏱ⼂ߩḮᴰࠍ⍮ࠅ⥄ߡߒ⊒ޔಽߩ⟎߆ࠇߡ
ࠆ⁁ᴫࠍߘߎ߆ࠄ⍮ⷡߔࠆߣ߁ᢎ⢒ߪ㜞╬ᢎ⢒Ბ㓏ߢߎ
ߘ߿ࠄߥߌࠇ߫ߥࠄߥߪࠇߎޕቇㇱቇ⑼ߦ㑐ࠊࠄߕᔅⷐߣ
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初年次におけるジェネリック・スキル教育の現状
久保田

祐歌

１．趣旨
新しい教養教育科目（La）を通して、教育目標の一つとしての「８つのジェネリック・
スキル」を学生に涵養するためには、初年次教育を通して、ジェネリック・スキルを育ん
でいくことができるだけの土台（スタディ・スキル、学習への動機づけ）が築かれている
必要がある。一般的に、初年次教育では、高等学校から大学への円滑な移行を図ることで
大学での成功へと導くことを目的とし、平成 21 年時点で実施する大学が 8 割を超えると
いう状況にある（文部科学省、2011）。初年次教育は、①スタディ・スキル系、②スチュ
ーデント・スキル系、③オリエンテーションやガイダンス、④専門教育への導入、⑤学び
全般への導入を目的とするもの、⑥情報リテラシー、⑦自校教育、⑧キャリアデザイン、
の 8 領域に分類され（山田・杉谷、2008）、大学においては、これらを大学や学部や学生
の特性に応じて組み合わせて実施されている。
愛知教育大学における初年次教育科目としては、2013 年度前期から、
「初年次演習」
（一
年次前期必修）の導入が予定されており、本年度は、大学改革推進委員会を中心に設置に
向けた取り組みが進められていた。来年度の実施に至るまでの経緯としては、2005 年度に
初年次教育の導入を検討することが教授会で確認されて以降、共通科目専門委員会を中心
として、初年次教育の試行に向けての取り組み（2008 年度）、初年次教育の試行（2009
年度から現在に至る）が推進されてきた。
本項目では、本学の初年次教育科目（試行）におけるジェネリック・スキルの教育がど
のように各教育単位の授業において実施されているかという観点から、ヒアリング調査を
行った。加えて、各教育単位で初年次教育の試行として実施されてきた内容についても文
献資料により調査した。
以上の調査により、教育単位ごとの初年次教育科目（試行）に見られる教育目標や教育
方法の相違を確認することで、教養教育において、ひいては 4 年間の学士課程教育を通し
てジェネリック・スキルを育成する上での、初年次教育における課題を抽出した。
２．調査の概要
調査の方法としては、まず、本学の初年次教育に関する文献及び資料の記述を整理し、
初年次教育（試行）を担当してきた 3 名の教員の協力のもと、ヒアリング調査を実施した。
以下、その概要を記す。
（１） 文献調査
初年次教育の導入に関する推進主体である共通科目専門委員会による報告資料や初年次
教育に関する学内会議資料等を参照することで、これまでの試行での合意点（共通の教育
目標や課題）を確認した。さらに、本年度に至るまで実施されてきた初年次教育の試行（及
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び試行の試行）に参加した各教育単位の教員の報告を参照することで、独自の教育目標や
課題を確認した（参考文献・資料の詳細については、本稿末尾を参照）。
（２）ヒアリング調査
初年次教育の取り組みを早期から行ってきた現代学芸課程の 2 つのコース（国際文化コ
ースと自然科学コース分子機能・生命科学専攻）に属する大澤秀介氏と加藤淳太郎氏、2011
年度まで共通科目専門委員会において、初年次教育の取り組みを中心的に推進してきた太
田弘一氏にヒアリング調査にご協力頂いた。内容としては、初年次教育として現在行われ
ている授業の内容及び教育目標、教育方法と共に、初年次教育におけるジェネリック・ス
キル育成の課題についてお話をうかがった。
＜ヒアリング調査実施概要＞
【実施期間】：2013 年 1 月
【方

法】
：回答票項目に基づき、60 分程度のヒアリングを実施し、調査者が
回答票にまとめたものを対象者に確認・修正頂いた。

【対

象】
：本学専任教員 3 名（以下、実施順に記載）
太田 弘一教授

（技術教育講座）

大澤 秀介教授

（社会科教育講座）

加藤 淳太郎准教授（理科教育講座）
３．調査から得られた知見
３－１．初年次教育の現状
初年次教育の試行においては、共通科目の基礎科目である「自然科学入門」
「人文科学入
門」「社会科学入門」及び 1 年前期の専攻科目（S、MS）で実施されている。専攻によっ
ては学生数が 10 人前後のところもあり、専攻科目において初年次教育が実施可能である
という背景がある。その他、授業外としては、ガイダンスや合宿等も初年次教育に含まれ
る。本学の初年次教育は、共通科目の基礎科目においては、次の 4 点を目標としている。
①該当する基礎科目の教育目標の実現を図る、②大学での学び方についての学習、③学習
意欲の喚起に向けての学習、④大学生活への適応のためのサポート。さらに、専攻科目に
おいて実施する場合には、すでに定められている専門科目の教育目標に、②～④が加わる
（教務企画委員会「2012 年度初年次教育の試行継続に向けて」2011 年 7 月 6 日付資料を
参照）。
３－２．専攻における初年次教育の取り組み
これまでの初年次教育の試行を通して、教育単位ごとの初年次教育の特徴が次のように
分類されている（教務企画委員会（2012）「初年次教育本実施内容提案について」
、第 10
回教務企画委員会 2012 年 2 月 1 日付資料を参照）。
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a)アカデミック（ジェネリック）スキル（文献読解・レポート作成・批判的思考等）重
視シラバス

情報、国際文化、清田氏

b）学びの意欲喚起重視シラバス（専門紹介）
c）スキル重視シラバス

分子生命

技術

d）少人数ゼミシラバス
３－３．現代学芸課程における初年次教育
教員免許の取得を卒業要件としない現代学芸課程には、国際文化コース、日本語教育コ
ース、臨床福祉心理コース、造形文化コース、情報科学コース、自然科学コース：宇宙・
物質科学専攻、自然科学コース：分子機能生命科学専攻の六つのコースがある。
国際文化コースは、専攻科目の MS において初年次教育的な内容に取り組んでおり、
2009 年度の試行に参加している。日本語教育コースにおいては、授業外のガイダンスとし
て、キャンパスツアーや懇親会を実施している。臨床心理コースにおいては、専門科目の
「精神保健福祉論 I 」において実施されている。造形文化コース、情報科学コースにおい
ても専門科目で授業が行われ、後者は「レポートライティング」で実施されている。自然
科学・分子生命コースでは、基礎科目の「自然科学入門」で実施されている（「初年次教育
実施報告のまとめ」資料を参照）。
３－４．ヒアリング調査から得られた知見
ヒアリング調査から得られた内容を中心に記す（詳細については、
「回答票資料」を参照）。
ヒアリング調査においては、対象者の担当する初年次教育科目について紹介頂き、教育目
標、教育方法についてうかがいながら、初年次教育におけるジェネリック・スキル育成に
ついてお話し頂くという手順で進めた。太田氏は、技術教育の初年次科目「自然科学入門」
の教育目標として、大学に入学後に、学生が不適応な状態にならないための必要最低限の
学びのスキルを身につけさせることを基本的なものとして挙げられた。そのために、具体
的に以下が必要であると述べられた。①学びに向けての意欲の喚起として、専門への導入
を行い、面白いことが勉強できるということを学生に知らせる。②大学の理念や、学べば
人生と人類の未来が拓けてくるということを学生に伝える（本学の大学憲章の中身等）。③
学びの仲間を学生が得られるようにする。大澤氏は専門科目の「国際文化入門」の教育目
標として、
「今後の学習及び研究のために必要な基礎的能力を養うこと」を挙げられた（コ
ース共通）。ここで言われる「基礎的能力」とは、「テーマを選択または発見し、様々な方
法で自ら調べ、文献や資料を正確に、且つ批判的に読み、それを文章にまとめ、発表し、
質問や批判に応答する、また、他の受講生の発表に対して的確な質問や批判を行う、とい
う一連の知的な力」とされる。ここにおいて、大学での学びに必要なアカデミック・スキ
ルが目標とされていると言える。加藤氏は基礎科目「自然科学入門」の教育目標として、
学生が卒業後の目標を見出すことができるようなきっかけを与えることを挙げられた。
こうした三者の初年次教育における目標の異なりは、所属学生の特徴や専攻そのものに
付随する課題によって生じてくる。
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項目１の、教育方法として、太田氏はノート・テイクなどのスキルを教え、授業で実際
にノートをとらせること、大澤は討論を主としレポートを書かせる方法、加藤氏は授業の
中で、研究所や農業総合試験場に学生を連れて行き見学させること等を挙げられた。
項目２の、最近の学生の特徴・傾向については、ノートをとれない学生が授業において
一割程度存在すること、自分の意見を言わない学生が多いこと、素直すぎるということが
挙げられた。
こうした点を踏まえて項目 3 の初年次教育で学生に身につけさせたいこととして、学び
のスキル、意欲やものを言おうとする態度、自分が何を好きなのかを発見すること等が挙
げられた。
項目４の、初年次教育におけるジェネリック・スキルの教育については、
「学びのスキル
を身につけることがジェネリック・スキルの土台」であるという意見や、ジェネリック・
スキルが自分に欠けていることに気づくことがジェネリック・スキルを身につけていく上
での基礎であるという意見が示された。
項目５の初年次教育で育成したいジェネリック・スキルについては、前項を踏まえて８
つのジェネリック・スキルはどれも重要だが、全体的な能力の獲得は初年次教育の教育目
標にはなりえないという意見もある一方で、自律的学習能力やクリティカルシンキングを
育成したいという意見も見られた。
項目６の初年次におけるジェネリック・スキル育成の方法については、ジェネリック・
スキルを育成していく上で必要なスキルとしてのノート・テイクの仕方を教えることや、
討論し書かせる方法、ジェネリック・スキルの不足を自覚させるという方法等が挙げられ
た。
項目７の初年次教育においてジェネリック・スキルの教育を行う上での困難については、
学生の指導をどこまで手取り足取りするべきなのかという問題、初年次教育においてはジ
ェネリック・スキルの初歩は扱えるが、初年次科目の 15 回だけでは時間が足りない等の
指摘がなされた。
項目８の初年次から教養、専門に向けたジェネリック・スキルの教育のあり方としては、
初年次を基礎として 4 年間で発展させていくものであるという意見を頂いた。
リベラル・アーツプロジェクトとしては、これらの調査結果を踏まえて、８つのジェネ
リック・スキルを 4 年間の学士課程において学生が獲得できるようにするために、初年次
教育において学生が最低限としてどの程度の能力を身につけていなければならないかを示
す必要がある。その中身としては、スタディ・スキルとしての、ノート・テイク、レポー
トの書き方、プレゼンの仕方等が含まれる。また、スタディ・スキルに限らず、論理的思
考やクリティカルシンキングそのものの育成を初年次から目指すこともできるだろう。し
かし、完全にこれを初年次で身につけることは当然のことながら難しいので、これについ
ても最低限の到達基準を示すことが求められるだろう。こうした基準へと、学生を導く際
には、高校から大学への学びの転換の途上に学生があることに留意しなければならない。
知識を単に学び記憶するのではなく、学んだ知識を活かして応用する力を身につけること
が大学での学びであることを学生に教えながら、ジェネリック・スキルを身につけること
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の必要性を自覚できるように促すことが教員に求められる。
今後は、初年次教育におけるジェネリック・スキル育成の到達基準を作成することや、
学生がジェネリック・スキルの獲得に意欲的になるようなきっかけづくりの方法に関する
検討が課題となってくると思われる。
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ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߩᄢߐࠍવ߃ࠆߎߣ߇ೋᐕᰴߢߢ
߈ࠆߎߣߣ⠨߃ߡࠆޕ
6.ೋᐕᰴᢎ⢒ߦ߅ߌࠆࠫࠚࡀ ᬺߢߪ⻠⟵ᒻᑼߢޔวኋߢߪ⸛⺰ᒻᑼߢⴕߞߡࠆޕ
࠶ࠢࠬࠠ࡞ߩᢎ⢒ᣇᴺ
⺖㗴ߣߒߡޔ࿑ᦠ㙚ࠍ↪ߒߡታ㓙ߦࡐ࠻ࠍᦠ߆ߖߡ
 ̪7 ߟߩ㗄⋡ࠍෳᾖ
Ṷ⠌⊛ߦⴕ߁ኋ㗴ࠍߔ࿁߽ࠆޕᬺߢߪ⊒ߡߴ⺞ޔ
ߔࠆ߹ߢߪᤨ㑆߇⿷ࠅߥߚߢ߈ߥ߇ޔวኋߢࠖ࠺ޔ
ࠬࠞ࠶࡚ࠪࡦࠍዋߒߒߡᗧࠍ⊒ߒว߁ߣ߁ߎߣࠍ
ⴕߞߡࠆޕ
ߎࠇ߹ߢߩ⹜ⴕߩਛߢߪߩઁޔኾߢߪࠢ࠶ࡀࠚࠫޔ
ࠬࠠ࡞ߦߍࠄࠇߡࠆౝኈߦ⋧ᒰߔࠆ㜞ࡌ࡞ߦቇ
↢ࠍᒁ߈ߍࠃ߁ߣߔࠆᬺࠍߐࠇߡࠆవ↢߽ࠆ߇ޔ
⥄ಽߩᚲߢߪࡁ࠻ߩขࠅᣇߣ߁߿ࠅᣇߩߦߒ߆ߥ
ߞߡߥߩࠇߙࠇߘޔߪࠇߎޕᢎ⢒නߩቇ↢ߩ⁁ᴫߦ
ᔕߓߡޔೋᐕᰴߢりߦߟߌߐߖࠆࡌ࡞ߪ㆑߁ߣ߁ߎߣ
ߢ߽ࠆߣᕁ߁ޔߪߦઁޕኾ㐷ᢎ⢒ߘߩ߽ߩߩၮ␆⊛ౝኈ
ㇱಽࠍ߿ߞߡࠆߣߎࠈ߽ࠆୃޔߚ߹ޕᢎ⢒ߪೋᐕᰴ
ᢎ⢒ߢߪߥߣߐࠇߡࠆ߇৻ޔㇱಽߦ߅ߡୃ⊛ߥਛ
り߇ೋᐕᰴߦࠆߩߪ⸵ߐࠇࠆߩߢߪߥ߆ޕ
7. ೋᐕᰴᢎ⢒ߦ߅ߡࠫࠚࡀ వߦ߽ㅀߴߚࠃ߁ߦޔೋᐕᰴߢᄢቇ↢ߦᔅⷐߥࠫࠚࡀ
࠶ࠢࠬࠠ࡞ߩᢎ⢒ࠍⴕ߁ ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߣߒߡߩ⢻ജߘߩ߽ߩࠍりߦߟߌࠄࠇࠆࠊߌ
ߢߩ࿎㔍
ߢߪߥߣᕁߞߡࠆࠍ࡞ࠠࠬࠢ࠶ࡀࠚࠫޕりߦߟߌ
 ̪6 ߟߩ㗄⋡ࠍෳᾖ
ߐߖࠆߣ߁ߎߣߪ⋡ᮡߦߪߢ߈ߥߒޔ߫߃ޕߥߒޔ
ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦജ߇ᄢቇߢᄢߣ߁ߎߣߪ⍮ࠄߖ
ࠆ߇⋡ߪߣߎࠆߖߐߌߟࠍࠇߘޔᮡߢߪߥޕวኋ⎇ୃ╬
ߢߏߢߥࠎߺޔ㘵ࠍߞߚࠅ⺆ࠅวߞߡࠍ⌬ⷫޔᷓࠆߎ
ߣߢࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦജ߇りߦߟߊߎߣ߽ᗐቯߒߡ
ࠆ߇ޔᄢቇ↢ߣߒߡᔅⷐߥࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦജࠍߟߌࠆ
ߎߣߘߩ߽ߩࠍೋᐕᰴᢎ⢒ߩᬺߢߩ⋡⊛ߦߪߒߡߥ
ޕ
ߩ㗴ߢߪࠆ߇ޔቇ↢ߦኻߒߡߤߎ߹ߢᚻขࠅ⿷ข
ࠅࠍߔࠆ߆ߣ߁㗴߽ࠆޕᄢቇᢎ⢒ߢߩೋᐕᰴᢎ⢒ߢ
ᚻขࠅ⿷ขࠅ⊛ߥᜰዉࠍߔࠆߎߣߦᛕ್ࠍࠆߒޔߒ߽ޔ
තᬺ߹ߢᚻขࠅ⿷ขࠅߔࠆࠃ߁ߥߎߣߦߥࠆߣߔࠆߣޔᚻ
ขࠅ⿷ขࠅߐࠇߥߣ߿ߞߡߌߥቇ↢߇ᢎຬߦߥߞ
ߚࠄߤ߁ߥࠆߩ߆ޔᄢਂᄦߥߩ߆ࠆ߿߽ߡߒ߁ߤޕ᳇ߩߥ
ቇ↢ߪࠆᲑ㓏ߢߪߕࠇߡߊߩ߽߿ࠍ߃ߥߩߢ
ߪߥ߆߽ࡑࡦࠫ߁ߣޔᱷࠆޕ㜞ᩞ߹ߢᚻขࠅ⿷ขࠅ
ߛߞߚߩ߇⓭ޔὼᄢቇ↢ߦߥߞߡ⥄ಽߢ߿ࠄߥߌࠇ߫ߥࠄ
ߥߊߥࠅޔ⢻ജߩࠆቇ↢߇ߣ߹ߤߞߡਇㆡᔕߦ㒱ߞߡߒ
߹߁ߣ߁ߎߣࠍ㒐߉ߚߣ߁ߩ߇ೋᐕᰴᢎ⢒ߩ⋡ᮡ
ߢࠆߣᕁ߁ޕೋᐕᰴߢᚻขࠅ⿷ขࠅߒߡߩߘޔᓟߪ⥄ಽ
ߢቇࠎߢߌࠆߩߢߩߘޔవ߹ߢᚻขࠅ⿷ขࠅߔࠆߣ߁
ߎߣߢߪߥޕ
ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞߇ᔅⷐߣߐࠇࠆ႐㕙ࠍ⸳ቯߒߡޔ

ߘࠇࠍ⚻㛎ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߪߔࠆ߇ౕࠍࠇߘޔ⊛ߦߎߎ߹
ߢߩߎߣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߣ߁ᢎ⢒⋡ᮡߣߒߡ⸳ቯߒߡ
ߥޔࡦ࡚ࠪࠤ࠾ࡘࡒࠦޕኻജޔߪࠢࡢࡓ࠴ޔ
วኋߢ㘩ࠍߟߊߞߚࠅߒߡⴕߞߡࠆޕቇ↢ߪߘࠇߙࠇ
ߩജࠍ㛎ߒߡࠆߣߪ⸒߃ࠆౕޕ⊛ߥ⋡ᮡ߹ߢߪ┙ߡ
ߕ߇࡞ࠠࠬࠢ࠶ࡀࠚࠫޔ߹ࠇࠆࡊࡠࠣࡓߪ⸳ቯߒ
ߡࠆߣ߁ߎߣߦߪߥࠆߣᕁ߁ޕ㗴⸃ജߦ㑐ㅪߒߡ
ߪޟߩߘޔ㗴ߩޠౝኈ߽ࠊࠇࠆߣ⠨߃ࠆޔ߫߃ޕ
ޟᩱ
ၭታ⠌৻߇ޠᐕ೨ᦼߦࠆߩߢߢ⊝ࠍ⇌ޔ⠹ߔߥࠇ߈ޕ
⇔ࠍߟߊࠆߦߪߤ߁ߒߚࠄࠃߩ߆ߊߠߩ߽ߪߩ߁ߣޔ
ࠅߦᩱၭታ⠌ߩਛߢߩ㗴⸃ജޕᄢቇࡌ࡞ߣߒߡ
ߩࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߩ㗴⸃ജߣߪߩ߽ߩߣ߽⠨
߃ࠄࠇࠆޕᛛⴚᢎ⢒ߩᗧ߽ࠊࠇࠆޕᛛⴚᢎ⢒ߩਛߢߩ
㗴⸃ജߣ߁ߎߣߣ⺰ޔࠣࡦࠠࡦࠪ࡞ࠞࠖ࠹ࠢޔℂ
⊛ᕁ⠨ߩਛߢߩ㗴⸃⊒ޔജߣߩߎߣ߇᳞ࠄࠇࠆ
ㇱಽ߇ࠆࠃ߁ߦᕁ߁ޕᢥ♽ߩᕁ⠨ޔℂ♽ߩᕁ⠨ޔታ㓙ߩ
ታ〣ߩਛߢ᳞ࠄࠇࠆᕁ⠨߇ࠆ࡞ࠠࠬࠢ࠶ࡀࠚࠫޕ
ߣߪߢࠆߩ߆ߣ߁ߦߥࠆ߆߽ߒࠇߥޕ
8. ೋᐕᰴ߆ࠄᢎ㙃ᢎ⢒ޔኾ㐷ᢎ ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߪቇ჻⺖⒟ߩᢎ⢒ోࠍㅢߓߡ₪
⢒߳ะߌߚࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬ ᓧߒߡߊ߽ߩޕೋᐕᰴᢎ⢒ߪࠍࠇߘޔቇ߱ߢߩᔅⷐߥ
ࠠ࡞⢒ᚑߩࠅᣇ
ࠬࠠ࡞ࠍりߦߟߌࠆߣ߁ߎߣ߇⋡ᮡߣߥࠆߩߢߪߥ
߆ߣᕁ߁ㇱಽ߇ᒝޕೋᐕᰴߢߪ࡞ࠠࠬࠢ࠶ࡀࠚࠫޔ
ࠍりߦߟߌߡߊߢᔅⷐߥࠬ࠴ࡘ࠺ࡦ࠻ࠬࠠ࡞ࠍり
ߦߟߌࠆߎߣ߇⋡ᮡߩߘޕᓟߩᢎ㙃ᢎ⢒ޔኾ㐷ᢎ⢒ߩో
ࠍㅢߓߡޔᄢቇ↢ߣߒߡ᳞ࠄࠇࠆࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞
߇₪ᓧߐࠇߡߊߣ߁ߎߣߣ⠨߃ߡࠆޕ
9. ߘߩઁ
ೋᐕᰴߩᒰೋߩળ⼏ߢߪޔ2013 ᐕᐲ߆ࠄߩ⑼⋡ࠍᣂߚ
ߦࠆߣ߁ߩߣߦ߆ࠍࠬࡦ࠳ࠗࠟޔలታߐߖߡߊ߆
ߣ߁ਔᣇߩ⺖㗴߇ࠆߣ߁ߎߣߛߞߚ߿ࠬࡦ࠳ࠗࠟޕ
วኋޔᣂ↢ߩ᱑ㄫળ╬߽ߚਛりࠍ࠻࠲࡞ߢೋᐕᰴ
ᢎ⢒ߣߒߡ⠨߃ߡߎ߁ߣ߁ߎߣޕ
ቇᑼߩᰴߩᣣߦⴕ߁ᢎോߩࠟࠗ࠳ࡦࠬߪ⻠ޔၴߢ৻ᢧ
ߦߢߪߥߊޔ㧠ߟߦಽ߆ࠇߡฦㇱደߢߘࠇߙࠇߦ⺑ߒߡ
ታᣉߔࠆࠃ߁ߦߥߞߚޕቇ↢߆ࠄߪޔᬺߩขࠅᣇ߇ࠃߊ
ࠊ߆ࠄߥߣ߁ᗧ߇ߎࠇ߹ߢߢߡߚߩ߇ޔᐕߪߘ
߁ߒߚჿ߇ዋߥߪࠆޔᷫߞߚߣ߁⚿ᨐ߇ߚޕ
ߐࠄߦ߽߁ࡢࡦࡦࠢࠕ࠶ࡊߣߒߡታᣉߒߚ߆ߞߚߩ
ߪోޔㅢߢߩᢎോࠟࠗ࠳ࡦࠬߣߘߩᣣߩඦᓟߩᢎ⢒න
ߢߩࠟࠗ࠳ࡦࠬޕฦᢎ⢒නߢᬺߩขࠅᣇ╬ࠍޔ⚖
↢߆ࠄߩࠕ࠼ࡃࠗࠬߣߒߡ⺑ߒߡ߽ࠄ߁ࠃ߁ߥࠟࠗ࠳
ࡦࠬ߇ߢ߈ࠆߣࠃ㧔․ᡰេߪታᣉߒߡߚ㧕ޕ
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ᢥൻ㐷ࡒߢޠታᣉߒߡߚޕ߽ޔหߓ⑼⋡ߢ࿖㓙
ᢥൻࠦࠬߩೋᐕᰴᢎ⢒ߣߒߡⴕߞߡࠆޕᬺߪ 4 ࠢ
ࠬ㧔ฦ 20 ฬ⒟㧕ߦಽ߆ࠇޔ4 ฬߩᢎຬ߇ᜂᒰߔࠆޕ
ᬺ⋡ᮡޔ↹⸘ޔᣇᴺߦߟߡߪో⋡⑼ޔߣߒߡ⛔ޔ
৻ߔࠆߣ߁↳ߒวࠊߖࠍⴕߞߡࠆߩߢ߽ߦࠬࡃࠪޔ
หౝኈ߇⸥タߐࠇߡࠆޕฦࠢࠬߢߩታ㓙ߩޔ1 ࿁㨪16
࿁߹ߢߩᬺౝኈߦߟߡߪޔᜂᒰߩవ↢ߏߣߦߘࠇߙࠇ
⇣ߥߞߡࠆޕᔅⷐߦᔕߓߡޔᬺ㐿ᆎ೨ߦᬺᜂᒰ⠪ߩ
㑆ߢᛂߜวࠊߖࠍⴕޔᚑ❣ߩઃߌᣇ╬ߩ⏕ࠍߒߡ
ࠆࠬࠦޔߪߢ߹ࠇߎޕળ⼏ߩᤨߦ◲නߦⴕߞߡߚ߇ޔ
᧪ᐕᐲߪߦ㓸߹ߞߡᛂߜวࠊߖࠍⴕ߁੍ቯޕ
ቇ☋⇟ภߢ 1 ⇟㨪16 ⇟ߣ߁ࠃ߁ߦࠢࠬಽߌࠍߒߡ
ࠆޕቇ↢ߪ 4 ߟߩᬺߩ߁ߜߤࠇࠍฃ⻠ߔࠆ߆ࠍㆬᛯߢ
߈ߥޕቇ↢ᢙ߇ 80 ੱߩ႐วߪޔฦࠢࠬ 20 ੱߦߥࠆ߇ޔ
ࡒߣߒߡߪੱᢙ߇ᄙߩߢޔᢎຬ 5 ฬߢฦࠢࠬ 16 ฬ
ߩቇ↢ߢታᣉߒߡߚᤨᦼ߽ࠆޕ
1.ೋᐕᰴᢎ⢒㧔⑼⋡㧕ߦ߅ߌࠆᢎ ᜂᒰߩᢎຬߦࠃߞߡᢎ⢒ᣇᴺߪ⇣ߥࠆ⥄ޕಽߣߒߡߪޔ
⢒ᣇᴺ
⸛⺰ࠍਥߣߔࠆᣇᴺࠍߣߞߡࠆޕೋ߆ࠄ⸛⺰ߔࠆߩ
ߢߪߥߊᦨޔೋߩ 1ޔ2 ࿁ߪࠕࠗࠬࡉࠗࠢߣ߁ᗧ߽
ޔቇ↢ߦ⥄Ꮖ⚫ࠍߐߖߚࠅޔᄢቇតᬌߣߒߡ⥝ᷓ
ᣉ⸳㧔ഃㅧ♽ߩᑪ‛ߦߞߡޔㅧᒻᢥൻߩታ⠌ቶߩߚ
ࠅࠍᄖ߆ࠄߚࠅޔ㍌ㅧߩᬺߩቇࠍߒߚࠅ╬㧕ࠍߖ
ߚࠅߒߡࠆ㧔1 ࿁⋡㧕ᦨޕೋߪߊߟ߆߿ߐߒ࠹ࠠࠬ࠻
ࠍኋ㗴ߣߒߡ⺒ࠎߢ߈ߡ߽ࠄ߁㧔ᐕᐲߪޔጤᵄᦠᐫ✬㓸
ㇱ✬ߩጤᵄࠫࡘ࠾ࠕᣂᦠޡᄢቇᵴ↪ᴺ ߩޢ2 ┨ಽ࠲ࡇޔ
ࡈࡦࠢ࡞᳁ߣ㜞ା᳁ߩᢥ┨㧕⥄ޔߡߒߘޕಽߩᗧ
߇ߤߜࠄߦㄭ߆ࠍቇ↢ߦߨࠆߣ߁ߎߣࠍⴕߞߚޕ
ᄢቇߪ⥄ಽߢᵴ↪ߒߥߣߔߋߦᤨ㑆߇⚻ߞߡߒ߹ᧄ
᧪ߩീᒝ߇ߢ߈ߥޕᢙቇ⠪ߩࡈࡦࠢ࡞᳁ߪᄢቇߢኾ㐷
ߩቇߢࠆᢙቇߦᾲਛߒߚߣᦠߡࠆઁޕᣇޔ㜞᳁
ߪޔਇᧄᗧቇߒઁޔᄢቇߩᬺߦ⥝ࠍᜬߜ⥄ޔಽߢઁ
ᄢቇߩ⻠⟵ߩࠞࠠࡘࡓࠍ⚵ࠎߢ⡬߈ߦⴕߞߡߚߣ
ᦠߡࠆࠍߣߎ߁߁ߘޕ⍮ࠆߣޔቇ↢ߩਛߦޔቇౝޔ
ቇᄖߩᬺࠍ⡬߈ߦⴕߊቇ↢߇ߡߊࠆޕ
4 ࿁⋡ߦ࿑ᦠ㙚ታ⠌ࠍⴕ߁ޕ࿑ᦠ㙚ߩ⡯ຬߩᣇߦޔ࿑ᦠ
㙚ోߣ࠺࠲ࡌࠬߩᣇࠍ 1 ࠦࡑߞߡᢎ߃ߡ߽ࠄ
߁ߩߘޕ㓙ޔቇ↢ߦ⥄ޔಽߩ⥝ߩࠆᧄߢޔᄢቇߦᚲ⬿
ߐࠇߡࠆ߽ߩ 10 ౠޔᚲ⬿ߐࠇߡߥ߽ߩ 10 ౠࠍࠬ
࠻ൻߒߡឭߐߖࠆߣ߁⺖㗴ࠍߒߡࠆޕ
ታ⾰⊛ߥ⸛⺰ߪ 5ޔ6 ࿁⋡ߢⴕ߁ߦࠬࡌࠍ࠻ࠬࠠ࠹ޕ
ߒߡޔᛕ್⊛ߥ⺒ߺᣇߣߒߡޔ೨ᓟ㑐ଥࠍ⠨ᘦߒߡ೨ឭߦ
ߥߞߡࠆ߽ߩߪ߆ࠄ߆ߎߘޔᏫ⚿ߔࠆ߽ߩߪ߆ߣ

㗄  ⋡
ࡅࠕࡦࠣౝኈ
0㧚ೋᐕᰴᢎ⢒㧔⑼⋡㧕ߩ⋡ᮡߣ ࿖㓙ᢥൻࠦࠬߢߪޔೋᐕᰴᢎ⢒ߩ⹜ⴕ߇ᆎ߹ࠈ߁ߣߒ
ⷐ
ߡߚߣ߈ޔೋᐕᰴᢎ⢒ߦᒰߚࠆࠃ߁ߥᬺࠍ MSޟ࿖㓙
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߁ߎߣߦᵈᗧࠍᛄࠊߖࠆߎߣࠍᢎ߃ߡࠆࠍࠇߎޕቇ↢ߦ
⸛⺰ߐߖߥ߇ࠄⴕߞߡࠆޕᢎຬ߆ࠄቇ↢ߦߩߎޟޔㇱ
ಽߩ೨ឭߦߥߞߡࠆߩߪ߆⾰ߩ╬ޠࠍߔࠆߦ⊝ޕᗧ
ࠍ⸒ࠊߖࠆߣ߁ᗧߢߩ⸛⺰ߢޔᗧߩ߿ࠅߣࠅߪⴕ
ࠊߕߕ߃ࠅߣޔᗧࠍ⸒߃ࠆߎߣ߇⋡ᮡޕ
7 ࿁⋡߆ࠄታ⾰⊛ߥ⸛⺰ࠍⴕ߁◲ߢࠎ⚵ࠍࡓ࠴ޕනߥ
࠺ࠖࡌ࠻ߩࠃ߁ߥߎߣࠍⴕ߁ߩߟ৻ޕᗧߦኻߒߡ⾥ޔ
ᚑᵷߣኻᵷߩᗧࠍ⠨߃ߡߎߐߖࠆ⊒ޕ⠪⾰ޔ⠪ࠍ
ޔ10 ࿁⋡߹ߢࠣ࡞ࡊߏߣߦ⊒ࠍⴕ߁ޕ
11 ࿁⋡߆ࠄޔ15 ࿁⋡߹ߢߪ✵ߊᦠࠍ࠻ࡐޔ⠌ࠍߔ
ࠆޕᢥ┨ࠍᦠߊߣߪߤ߁߁ߎߣ߆ޔᢥ₂㧔ጊ↰࠭࠾
⪺ޡવࠊࠆំߐ߱ࠆ!ᢥ┨ࠍᦠߊޢPHP ᣂᦠ㧕ࠍ⺒ࠎߢ
ߎߐߖߡޔౝኈߦߟߡቇ↢ߦ⾰ߔࠆᦨ߇ࠇߎޕೋߩᲑ
㓏ޕ12 ࿁⋡ߢߪ⺰ޔᢥߩⷐઙߣ᭴ᚑࠍࡊࡦ࠻߿ᢥ₂㧔ᴡ
㊁ື⪺⺰࠻ࡐޡᢥߩᦠ߈ᣇ㐷ޢᘮᙥ⟵Ⴖᄢቇ
ળ㧕ࠍ⺒ࠎߢߎߐߖࠆߟߦߣߎߚߞⴕߢ࠻ࡌࠖ࠺ޕ
ߡቇ↢ߦࡐ࠻ࠍᦠ߆ߖ߿࠻ࡦࡊޔᢥ₂ࠍ⺒ߺㅴߥ
߇ࠄࡐ࠻ߩᒻߦㄭߠߌࠆᒻᑼࠍߣߞߡࠆޕ㜞ᯅ৻
㇢⪺ືޡቇ࠺ࠖࡌ࠻ޢᣣᧄㅍ දળࠍ⺒߹ߖߡࡊޔ
ࡠߣࠦࡦࠍ⠨߃ߐߖ⥄ޔಽߩ┙႐ࠍࠄ߆ߓ A4 ↪⚕ 1
ᨎߢឭߐߖࠆࡑ࠹ޕߩ࠺ࠖࡌ࠻ߢ৻⇟⥝ࠍ߽ߞ
ߚ߽ߩߦߟߡᗧࠍᦠߡ 4 ජሼએߩ⺰ᢥࠍᚑߐߖ
ࠆޕᴡ㊁ື᳁ߩᧄߤ߅ࠅߦ⺰ὐࠍ⏕ߦߔࠆߣ߁ߎߣ
ࠍ㊀ⷞߒߡⴕߞߡࠆޕᚑ❣⹏ଔߪޔㅜਛឭߒߚ߽ߩ߽
⠨ᘦߒߡߟߌߡࠆ߇✚ޔวὐ߽ࠆߩ࠻ࡐޕභࠆ
ഀวߪ 4 ഀ⒟ᐲޕ
2. ᦨㄭߩቇ↢ߩ․ᓽะ
⥄ಽߩᗧࠍ⸒߁ቇ↢ߣ⸒ࠊߥቇ↢߇߆ߥࠅߪߞ߈ࠅ
ಽ߆ࠇࠆะ߇ࠆޕ⢻ജߩ㗴ߣ߁ࠃࠅ߽߈↢ޔᣇޔ
ᆫߣ߁߽ߩ߇߆ࠄࠎߢߊࠆޕᄢቇߢߪ߽ߩࠍ⸒ࠊߥߌ
ࠇ߫ᗧ߇ߥߣવ߃ߡ߽ⴕߥ߁ࠃߩߘޔേࠍోຬ߇ߔࠆ
ࠊߌߢߪߥ⥄ߢ߹ߎߘޕಽߩᗧࠍᜬߞߡ㗎ᒛࠅߚࠊ
ߌߢߪߥޕ㕙⊕ᗧࠍ߁ቇ↢߽ࠇ߫ߥߢ߁ߘޔ
ቇ↢߽ࠆࠆߚ⒁ޕ⠨߃ߪࠆߩߦ߃ߡ⸒ࠊߥቇ↢
߽⋡┙ߟ↵ޕሶߩᣇ߇߽ߩࠍ⸒߁ቇ↢߇ᄙޕᗧᄖߣන⚐
ߦ⸒ߞߡߒ߹߁ቇ↢߇↵ሶߩਛߦߪࠆߣ߁ߎߣޕ
⸒ࠊࠇߚߎߣߪ⌀㕙⋡ߦขࠅ⚵ቇ↢߇ᄙޕ⢻ജ㕙ߢ
ߪਅ߇ߞߡߪߥ㧔ਅ߇ߞߚߣ⸒߁ੱ߽ࠆ߇㧕ޕ
ᤄߪ 20 ੱߋࠄߒ߆⧷☨ᢥൻߦߪߥ߆ߞߚߩߢޔቇ
↢ߩฬ೨߇ಽ߆ߞߚޕട߃ߡޔᤄߩቇ↢ߪ⎇ⓥቶߦࠃߊ
ߚޕቇ↢߇ነࠅߟߊࠃ߁ߦࠊߑࠊߑ߅⩻ሶࠍ↪ᗧߒߡࠆ
ᢎຬ߽ߚᦨޕㄭߩቇ↢ߪޔᬺએᄖߢߪޔᢎຬߦ߹ࠅ
ⷫߒ߹ߥะ߇ࠆޕᢎຬߪޔળ⼏╬ߢᤨ㑆߇ߥߊޔቇ
↢߽ࠅߒߥߊߥߞߚߪߣߎߩߎޕᢎຬᢙߩᷫዋ߽㑐ଥ
ߒߡࠆޕ
3. ೋᐕᰴᢎ⢒ߢቇ↢ߦりߦߟߌ ᘒᐲߣߒߡ߽ߩࠍ⸒ߞߡߥࠎ߷ߣ߁ߎߣ⥄ޕಽߩᗧ
ߐߖߚߎߣ
߇ࠇ߫߈ߜࠎߣવ߃ߥߌࠇ߫ߥࠄߥߣ߁ᘒᐲ߇㊀
ⷐޕ
ᢥ┨ᚑ⢻ജࠍߟߌߡ߽ࠄߚߦ⊛⋡ޕㆡ߁ࠃ߁ߥᢥ
┨ࠍᚑߔࠆߎߣ߇ᄢߪߣ࠻ࡐޕߥߩ߆߁ߣޔ
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ߩࠍℂ⸃ߒߚߢᢥ┨ࠍᦠߡ᰼ߒޕ
߽ߩࠍ⸒߁ᘒᐲߪߩ࡞ࠠࠬࠢ࠶ࡀࠚࠫޔၮ␆ߦߥࠆޕ
ߎߩࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ࠍ⢒ᚑߔࠆߢߩၮ␆ߣߥࠆㇱ
ಽࠍೋᐕᰴߢⴕ߁ߎߣ߇ߢ߈ࠆޕೋᐕᰴߢߢߡߊࠆࠫࠚࡀ
࠶ࠢࠬࠠ࡞ߩ⢻ജߪࠍ⊛⋡ޔᗧ⼂ߒߚᢥ┨ࠍᦠߌࠆߣ
߁⒟ᐲߩ߽ߩߢࠇߘޔએߩߎߣࠍⴕ߁ߩߪήℂߢߪߥ
߆ߣ⠨߃ࠆⷐߥޘ⦡ޕ᳞߇ࠆ߇⺰ޔ߫߃ޔℂ⊛ᕁ⠨
ߦߟߡߪߩ⺰⸛ޔਛߢޔቇ↢⥄りߢ⺰ߦ߆ޔℂ⊛ߥ᭴
ᚑജ߇⥄ಽߦߥ߆ߦ᳇ߠߊߩߎޕ᳇ߠ߈߇⺰ℂ⊛ᕁ⠨ࠍ
りߦߟߌߡⴕߊߢߩၮ␆ߦߥࠆߣ⸒߁ߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
5㧚ೋᐕᰴᢎ⢒ߢ⢒ᚑߒߚࠫࠚ 㧤ߟోㇱࠍ⢒ᚑߒߚޕᲑ㓏⊛ߥ㗴ߢߞߡ߆ࠇߤޔ
ࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞
ࠍ⋡ᮡ߆ࠄߪߕߔߣ߁ࠊߌߢߪߥޕਇ⿷ߦ᳇ߠ߆ߖࠆ
 ̪8 ߟߩࠬࠠ࡞߆ࠄㆬᛯ
ߣ߁ᗧߢޔᔅⷐߣߐࠇࠆ⢻ജ߇߆ߣ߁ߎߣࠍೋᐕ
ᰴߢ⍮ࠄߖࠆߎߣߪᔅⷐޕ
⥄ᓞ⊛ቇ⠌⢻ജߪᘒᐲߩ㗴ࠍߩ߽ߦ߆ޕ⍮ࠄߥ߆
ߦ᳇ߠ߆ߖࠆߎߣ߇㊀ⷐޕᣣᏱߦẜᗧᄖᕈࠍᒝ⺞ߔࠆߎ
ߣߦࠃߞߡޔᕁㄟߺߢߪ㚝⋡ߛߣ߁ߎߣࠍቇ↢ߦવ߃
ߚߣᕁߞߡࠆޕ
6.ೋᐕᰴᢎ⢒ߦ߅ߌࠆࠫࠚࡀ ⸛⺰ߒޕࠆߖ߆ᦠޔ㧤ߟߩࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞߇⥄ಽߦ
࠶ࠢࠬࠠ࡞ߩᢎ⢒ᣇᴺ
ਇ⿷ߒߡࠆߎߣߦ᳇ߠ߆ߖࠆޕ

ࠆࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߩೋᱠߪⴕߞߡࠆ߇ޔೋᐕᰴᢎ
⢒ߛߌߢ߆ࠍߐߖࠃ߁ߣߔࠆߣᤨ㑆߇⿷ࠅߥޕ
ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߣ߁ߎߣߢߒߡ⸒ࠊࠇࠆߣޔ
ᣇᴺ߇ߪߞ߈ࠅߖߕಽ߆ࠄߥߣ߁ߎߣߪࠆޕߩޘ
ࠬࠠ࡞ߩ⢒ᚑࠍዋߒߕߟⴕߞߡࠆߣ߁ߎߣߪ⸒߃ࠆޕ
ޔᬺ⸘↹ࠍࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߩ⢒ᚑࠍ⋡ᮡߦ
ߒߡ┙ߡߡߥ৻ޕㇱಽࠍりߦߟߌߐߖࠆߣ߁ߎߣߪ
ࠆ߇ߪߦޔߡߥޕ
৻ߟߩᬺߢࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ࠍߟߌࠆߣ߁ߎߣ
ߪ⸒߃ߥޕ⏕ߥᣇᴺ⺰߇ࠆࠊߌߢ߽ߥߩߢޘ⦡ޔ
ߥߎߣࠍⴕߥ߇ࠄ 4 ᐕ㑆ߩਛߢ⢒ᚑߒߡߊᣇะޕ
8. ೋᐕᰴ߆ࠄᢎ㙃ᢎ⢒ޔኾ㐷ᢎ 4 ᐕ㑆ࠍㅢߒߡりߦߟߌߡߊߣ߁ߎߣ߇ᄢಾࠚࠫޕ
⢒߳ะߌߚࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬ ࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߩਛߩߤࠇࠍ⋡ᮡߣߔࠆ߆ߣߎ߁ߣޔ
ࠠ࡞⢒ᚑߩࠅᣇ
ࠍᢎຬߦᦠߡ߽ࠄ߁ߎߣߪߢ߈ࠆߩࠬࡃࠪޕਛߢߎޔ
ߩᬺߢ⚿ᨐ⊛ߦりߦߟߊࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߪߢߔ
߆ߣ߁⸥ߥࠄߢ߈ࠆߩߢߪߥ߆ޔߚ߹ޕ㗄⋡߆ࠄㆬ
ᛯߒߡᦠߡ߽ࠄ߁ߎߣ߽ߢ߈ࠆߩߢߪߥ߆ޕ
ᢎ㙃ߪೋᐕᰴߩၮ␆ࠍ߽ߣߦ⊒ዷߐߖޔኾ㐷ߦ߅ߡ৻
ጀ⊒ዷߐߖࠆޕ
9. ߘߩઁ
ᢎຬห჻߇⼏⺰ߔࠆߎߣࠍቇ↢ߦߖࠆߣࠃᓇ㗀߇
ࠆߩߢߪߥ߆߅ߩ⺰⼏ޕᚻᧄࠍߖࠆ႐߇ࠆߣࠃޕ
࿖㓙ᢥൻߩೋᐕᰴߪหߓᤨ㑆Ꮺߢⴕߞߡࠆߩߢߎ߁ߒ
ߚߎߣ߇น⢻ߢߪߥ߆ޕ

7. ೋᐕᰴᢎ⢒ߦ߅ߡࠫࠚࡀ 15 ࿁ߩᬺᤨ㑆ߢޔᄢቇߦᘠࠇࠆߣ߁⋡ᮡ߹ߢࠎߢ
࠶ࠢࠬࠠ࡞ߩᢎ⢒ࠍⴕ߁ ⴕߞߡࠆߩߢࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߩᢎ⢒ࠍⴕ߁ᤨ㑆߇
ߢߩ࿎㔍
⿷ࠅߥࠁࠊޕߥߪߢߌࠊߥࠊⴕߡߞߣࠄ߆ߛޕ
 ̪6 ߟߩ㗄⋡ࠍෳᾖ

 ̪7 ߟߩ㗄⋡ࠍෳᾖ

4. ೋ ᐕ ᰴ ߦ ߅ ߌ ࠆ ࠫ ࠚ ࡀ  ࠶
ࠢࠬࠠ࡞ߩᢎ⢒ߦߟߡߩ
⠨߃
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ᚲዻ 27ޔ8 ੱ㧔ቇᐕᐲߦࠃࠅ⇣ߥࠆ㧕ߩቇ↢߇ฃ⻠㧕
⥄ޕὼ
⑼ቇࠦࠬߪᢎຬ⸵ขᓧ߇තᬺⷐઙߢߪήߩߢޔᢎຬߦߥࠆ
એᄖߩㅴ〝ߩᣇะᕈߦߟߡޔቇ↢߇⋡ᮡࠍߟߌࠆߎߣߩᚻഥ
ߌ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ࠕࡖࠠޔᢎ⢒ߩᗧว߽ߡᬺࠍ⹜ⴕߒ
ߚޕౝኈߣߒߡߪޔᗲ⍮⋵ㄘᬺ✚ว⹜㛎႐߽ߒߊߪ⼾ߩ⧎߈
ᣇᄁᏒ႐ߩߕࠇ߆ߣጟፒߩ⥄ὼ⑼ቇ⎇ⓥᯏ᭴ߩ⎇ⓥᚲቇ
ߩੑࠞᚲߩቇࠍゲߦᝪ߃ߚߩߤߥࠢࠗ࠹࠻ࡁޕቇ߮ߩᛛⴚࠍ
ᢎ߃ࠆߎߣߢߪߥߊޔീᒝߔࠆߎߣߩᗧࠍℂ⸃ߔࠆߜࠊߥߔޔ
߁߁ߎޔߚࠅߥߦੱ߁߁ߎޟߦዞ߈ߚ⋡߁ߣޠᮡ
߇ߢ߈ࠇ߫ߦߎߘޔะ߆߁ᆫ߇ቇ↢⥄りߦ↢߹ࠇߡߊࠆߣ⠨߃
ߡࠆޕ
ᢎຬ㙃ᚑ♽ᄢቇߩߚޔᄢቇోߣߒߡߪᢎຬߦߥࠆቇ↢߇ᄢ
ㇱಽߢޔઍቇ⧓⺖⒟ߩቇ↢ะߌߩዞ⡯ᵴേᡰេߪࡑࠗ࠽ߥᛒ
ߦߥࠆޔߦࠄߐޕዞ⡯ᡰេߢߪᢥ♽ޔℂ♽ߩ߇ߟߌࠄࠇߡ
ߥߩߢޔℂ♽⊛ߥዞ⡯వߦะ߆߅߁ߣߔࠆቇ↢ߪዋߥߊߥߞ
ߡߒ߹ߞߡࠆߩߢߪߥ߆ߣ⠨߃ߡࠆ⥄ޕὼ⑼ቇࠦࠬಽሶ
ᯏ⢻↢⑼ቇኾࠍߚቇ↢ߥࠄߢߪߩዞ⡯వߣߞ߽ޔℂ♽ࠄ
ߒߦዞ߈ߚߣะ߆߁േᯏߠߌߦߩߎޔೋᐕᰴᢎ⢒⹜ⴕ߇
ߥࠆߩ߇⋡ᮡߩ৻ߟߢߞߚޕ
ቇ↢ߩᄙ᭽ൻ߳ߩኻᔕߣ߁৻㕙߽ࠆߩ࡞࡞ޕਛߢേߡ
ࠆߎߣ߇ℂ⸃ߢ߈ࠆࠃ߁ߥቇ↢߇⢒ߞߡ᰼ߒߩ࡞࡞ޕߒ
ઃߌߢߪߥߊ߇࡞࡞ޔ㑆㆑ߞߡࠆߩߢࠇ߫࡞࡞ࠍᄌ߃ࠆ
ᚻ⛯߈߇ࠆߣ߁ߎߣࠍ⍮ߞߡࠆቇ↢ޕᢎຬߣቇ↢ߩ〒㔌߇
ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦࠍߟ߁ߓߡ⍴ߊߥࠇ߫ޔቇ↢߆ࠄ߽⦡ߎߥޘ
ߣࠍᢎຬߦߨ߿ߔߊߥࠆޕᢎຬ߽ቇ↢ߩฬ೨ࠍᙘ߃߿ߔߊߥ
ࠆޕ
1.ೋᐕᰴᢎ⢒㧔⑼⋡㧕 ᬺߪ 6 ฬߩᢎຬߢᜂᒰߒߚ৻ੱ৻ޕ࿁ߪ⻠ࠍᜂᒰߒࡐޔ
ߦ߅ߌࠆᢎ⢒ᣇᴺ
࠻ࠍ⺖ߔ႐ว߽ࠆޟޔߕ߹ޕ࿑ᦠ㙚ߩ↪ᣇᴺޔߡߒߣޠ࿑
ᦠ㙚ߩ᩺ౝࠍ࿑ᦠ㙚ߩࠬ࠲࠶ࡈߐࠎߦ߅㗿ߒߩ࡞࠷ޔᣇ
ߩࠟࠗ࠳ࡦࠬࠍฃߌࠆ৻ޕᐲ࿑ᦠ㙚ߦㅪࠇߡⴕߌ߫ߴ⺞ޟޔᣇ߇
ಽ߆ࠅ߹ߖࠎߩߤߥޠቇ↢߇ᷫࠆߣ⠨߃ߡࠆޕ
ቇ↢ߦߣߞߡޔ᧪ߩ⡯ᬺࠍ⠨߃ࠆߚߦ৻ੱߢ⻠Ṷળߦⴕߞ
ߚࠅߔࠆߎߣߪᢝዬ߇㜞ߩߢޔᄢቇߩᬺߩਛߢ⚻ߥޘ⦡ޔ㛎
߇ߢ߈ࠆߎߣ߇㊀ⷐޕቇߪࠆߩ࠻ࠢ࠲ࡦࠦޔవ↢ࠍㅢߓߡฃ
ߌࠇߡ㗂ߚࠅޔතᬺ↢߇ߡࠆᚲߦฃߌࠇࠍ߅㗿ߒ
ߡࠆޕ
ႎ๔ᦠࠍᦠߡ߽ࠄ߁ޟޕᄖߦⴕߊ㧩࡚ࠢࠛࠪࡦㆆ߮
ߦⴕߊߪߣޠ㆑߁ࠬ࠲ࡦࠬߢޔቇࠍⴕ߁ߣႎ๔ᦠ߇ߟߡߊࠆ
ߎߣࠍቇ↢ߚߜߦߪቇࠎߢ߽ࠄ߁߁ߣߊᦠߕ߹ޕ⠌ᘠࠍߟߌߡ
߽ࠄ߁ߎߣࠍᗧ࿑ߒߡࠆߩߘޕᰴߦᦠ߈ᣇߣ߁Ბ㓏ߦㅴߺߚ
ޕ
ᬺߢߩᚑ❣⹏ଔߪޔቇߦⴕߞߚߣ߈ߩቇ↢ߩᆫ߽ࠆޕ

㗄  ⋡
ࡅࠕࡦࠣౝኈ
0㧚ೋᐕᰴᢎ⢒㧔⑼⋡㧕 ⦡ߥޘᗧߢታᣉߒߚᣇ߇ࠃߣ್ᢿߒޔ
⥄ޟὼ⑼ቇ㐷ߩޠ
ߩ⋡ᮡߣⷐ
㐿⻠ᨒߢ⹜ⴕߦෳടߒߚ㧔⥄ὼ⑼ቇࠦࠬಽሶᯏ⢻↢⑼ቇኾ
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ೋᐕᰴᢎ⢒ࡅࠕࡦࠣ⺞ᩏ࿁╵

4. ೋ ᐕ ᰴ ߦ ߅ ߌ ࠆ ࠫ
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おわりに
田村 建一
本報告書に記されているように、本学リベラル・アーツプロジェクトは、昨年度と同様
に今年度もシンポジウムをはじめ多くのセミナーやワークショップ、FD を主催した。な
かには参加者数が期待したほどではなかった催しもあるが、発表者から得られた知見と参
加者が寄せてくれた意見やコメントはたいへん示唆に富むものであり、今後のプロジェク
トの活動に活かしていきたいと考える。
特に 10 月に行われたシンポジウムに関しては、本報告書とは別に刊行されるシンポジ
ウム報告書『教員養成系大学におけるリベラル・アーツ―教養教育の内容・方法・評価の
あり方を考える―』において、ほぼすべての発表と議論が再現されている。その内容は、
本学で平成 25 年度から開始される新教養科目、特にリベラル・アーツ科目のあり方に関
して非常に有益な知見と提起を含むものである。教養教育に関わるすべての人がこの報告
を読むことを、心から勧めたい。
本プロジェクトの今後の課題としては、教員養成系大学としてのカリキュラム編成のも
と、教養科目の授業の質をどのように保証するのか、さらに、1 クラス 50 人ほどの授業が
想定される中、授業を通じて学生が何を学んだのか、その主体性や学びのプロセスを重視
する場合に、いかなる評価が適切であるのか等、より具体的な問題の探求が挙げられる。
また、本プロジェクトは、これまで新教養科目の中でリベラル・アーツ科目に焦点を当
てて研究を進めてきたが、これをさらに発展させながら、来年度以降は他の三つの学習領
域である「基本概念」、
「現代的課題」、「感性創造」においてもジェネリック・スキルの育
成やリベラル・アーツ科目の４つのリテラシー（市民、多文化、科学、ものづくり）との
関連性を追求していきたいと考える。
前述のように多くのセミナーやワークショップを開催した中で、昨年度 4 回実施した防
災セミナーを今年度は時間の関係で開催することができなかった。しかし、防災教育（あ
るいは減災教育）は、本学が構想する４つのリテラシーすべてと教育現場の問題に関わる
総合的な課題であるので、教養教育の中に位置づけることが可能であると考える。新教養
科目の中では、防災に関わる科学リテラシーの獲得を目的とする授業が「現代的課題」の
中で開講されることになっているが、科学リテラシー以外の分野からのアプローチの仕方
を探ることも検討課題であると考える。
最後に、本プロジェクトが開催したシンポジウムやセミナー等での発表を快く引き受け
てくださった方々に、この場を借りて心からお礼を申し上げます。
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