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教員養成系大学の特徴を活かした
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大学教育研究センター リベラル・アーツ教育部門

ߪߓߦ
 ̆ࡌ࡞ࠕ࠷ဳᢎ⢒ߩቯ⌕ൻߦะߌߡ̆

 ᚢᓟޔᣣᧄߩᄢቇߦ߅ߡߪߩࠞࡔࠕޔᄢቇᢎ⢒ࠍࡕ࠺࡞ߣߒߡޔਇචಽߢߪߞߚ
߇ቇㇱߢߪᢎ㙃ᢎ⢒ࠍ㊀ⷞߒߚࡌ࡞ࠕ࠷ᢎ⢒ޔᄢቇ㒮ߢߪ㜞ᐲߥኾ㐷ᢎ⢒⎇ⓥ
ࠍߘࠇߙࠇߑߔߣ߁ℂᔨߩ߽ߣߢߩᡷ㕟߇ⴕࠊࠇߚޕᣥᄢቇ⸳⟎ၮḰߢߪޔᄢቇߢ㐿
⸳ߔߴ߈⑼⋡ߣߒߡ⥸৻ޟᢎ⢒⑼⋡ޔᄖ࿖⺆⑼⋡ޔஜ⢒⑼⋡ޔ߮ኾ㐷⑼⋡ߡߒߣޠ
ⷙቯߐࠇߡߚ⎇ߚߩߘޕⓥਛᔃߢߞߚᣥᄢቇߦߞߡ߽⥸৻ޔᢎ⢒߇⟵ോߠߌࠄ
ࠇ৻ޔቯߩ⸽߇ߐࠇߡߚޔߒ߆ߒޕ1991 ᐕߩᣂߒ⸳⟎ၮḰߢߪߎߩὐ߇ᄢ߈ߊᄌᦝ
ߐࠇߚߩߎޕᄢቇ⸳⟎ၮḰߩᄢ✁ൻ⥸৻ޟߜࠊߥߔޔᢎ⢒ߣኾ㐷ᢎ⢒ߩಽߩᑄᱛࠍޠᄾ
ᯏߣߒߡޔᄙߊߩᄢቇߦ߅ߡࡓࡘࠠࠞޔᡷ㕟߇ㅴዷߒߚߩߘߒ߆ߒޕਛᔃߪޔኾ㐷
ᢎ⢒ਛᔃߩቇㇱᢎ⢒߳ߩ✬ᚑߢࠅޔᢎ㙃ࠍゲߣߒߚ৻⥸ᢎ⢒ߩシⷞߢ߽ߞߚ⚿ߩߘޕ
ᨐޔᄙߊߩ࿖┙ᄢቇߢߪޔ1990 ᐕઍඨ߫㗃ߦߪᢎ㙃ㇱߩ⸃߇ㅴࠎߛޔߚ߹ޕ㜞╬ቇᩞߢ
ߪ⑼⋡ߩㆬᛯ߇ዉߐࠇࠆߣߣ߽ߦޔዋሶൻߦ߁ 18 ᱦੱญߩᷫዋᄢቇㅴቇ₸ߩ
ߦࠃߞߡޔᄢቇోᤨઍ߇⸰ࠇߚ⚿ᨐޔቇ↢ߩᄙ᭽ൻᄢⴐൻ߇ㅴⴕߒޔᐢ▸ߥಽ㊁ߦ㑐
ࠊࠆᐔဋ⊛ߥቇജ᳓Ḱߩૐਅ߿ቇ↢ߩቇ߮ߦኻߔࠆ⋡⊛ᗧ⼂ߩᏗ⭯ൻ߇ᜰ៰ߐࠇࠆࠃ߁ߦ
ߥߞߚ৻ޕᣇޔᄢቇߢߪᢎ⢒ౝኈߩ⚦ಽൻޔኾ㐷ൻ߇ㅴߺޔቇ߱ߴ߈ౝኈ߇Ⴧടߒߚߚޔ
ቇㇱᢎ⢒ߢߎࠇࠄࠍలታቢ⚿ߐߖࠆߎߣߪ߹ߔ߹ߔ࿎㔍ߣߥࠅޔ㜞ᐲኾ㐷ᢎ⢒ߪᄢቇ㒮
ߦ⒖ߐߑࠆࠍᓧߥߊߥߞߡ߈ߚޕ
 ᢎ⢒ࠍਛᔃߣߔࠆᢎຬ㙃ᚑ♽ᄢቇߦ߅ߡ߽⁁ߩߎޔᴫߪห᭽ߢࠆᧄޕቇߦ߅ߡ߽
ߎߩ㑆ޔㅢ⑼⋡ߩ✚නᢙߪޔ1991 ᐕߩ 40 න ৻⥸ᢎ⢒⑼⋡ 24 න㧘ᄖ࿖⺆ 12 න㧘
⢒ 4 න㧕߆ࠄߩ 29 න ᢎ㙃⑼⋡ 16 න㧘ᖱႎᢎ⢒ 2 න㧘ᄖ࿖⺆ 8 න㧘ࠬࡐ
࠷ 3 න ߳ߣ❗ዊߒࠆࠁࠊޔᢎ㙃⑼⋡ߣߒߡߩಽ߮නᢙ߽ᄢ߈ߊᄌൻߒߚ߹ޕ
ߚᢎຬ㙃ᚑ⺖⒟ᢎ⢒ߢߪޔᢎ⢒⡯ຬ⸵ᴺߩᡷᱜ߽ߞߡޔᢎ⡯⑼⋡නᢙ߇Ⴧടߒ߹ޔ
ߔ߹ߔᢎ㙃⑼⋡ߩᲧ㊀ߪૐਅߒߚޕ2000 ᐕߦߪᄢቇክ⼏ળ߆ࠄ࡞ࡃࡠࠣޡൻᤨઍߦ᳞
ࠄࠇࠆ㜞╬ᢎ⢒ߩࠅᣇߦߟߡ߇↳╵ߩߣޢߐࠇోޔ࿖⊛ߦᢎ㙃ᢎ⢒シⷞߣߩෂᗋ߇
ߐࠇޟޔᢎ㙃ᢎ⢒ࠍ㊀ⷞߒߚᣂߒᄢቇᢎ⢒ߩᣇะᕈ߽ޠᛂߜߐࠇࠆߎߣߣߥߞߚޕ
ᧄቇߢߪޔ2000 ᐕએ㒠ޔᢎ㙃⑼⋡ߩታᣉߩౣ✬ࠍⴕߞߚోߪߢߎߘޕᢎຬ߇ᢎ㙃ᢎ⢒
ߦ㑐ࠊࠆߣ߁ࠍ᭴▽ߒߚߩߘޕਛᔃߪޟޔਥ㗴⑼⋡ߩޠዉߢߞߚޟޕᐔߣੱ
ᮭޟޠⅣႺߣੱ㑆ߤߥޠ㧣ߟߩਥ㗴ࠍ┙ߡޔቇ↢ߪߕࠇ߆ߩᩇߦߟߡޔ㐷ψዷ㐿ψ
ࡒ࠽ߣጁୃߒ⸘ޔ㧤නࠍୃᓧߔࠆࠞࠠࡘࡓߣߒߚߒ߆ߒޕℂᔨߣߒߚోᢎຬ߇
ోߡߩቇ↢ߩᢎ㙃ᢎ⢒ߦ㑐ࠊࠆߣ߁ోຬേᘒߪޔᢎ⢒⽿છࠍᦌᤒߥ߽ߩߣߐߖ

ࠆߎߣߣߥࠅޔᬺㆇ↪㕙߿࠹ࡑߦᴪߞߚᬺౝኈߩ㕙ߢ߽ޔ᭽⺖ߥޘ㗴ࠍᛴ߃ߡࠆޕ
 એߩࠃ߁ߥ⺖㗴ߦኻߒޟ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊᧄޔᢎຬ㙃ᚑ♽ᄢቇߩ․ᓽࠍᵴ߆ߒߚࡌ࡞
ࠕ࠷ဳᢎ⢒ߩዷ㐿ޔߪߡ߅ߦޠᄙ᭽ߥኾ㐷ಽ㊁ࠍᜬߟᢎຬ߇☋ߔࠆᢎຬ㙃ᚑᄢቇ
ߩ․ᕈߣࡌ࡞ࠕ࠷ဳᢎ⢒ࠍታᣉߒߡࠆઍቇ⧓⺖⒟ߩᢎ⢒⚻㛎ࠍᵴ߆ߒߚ
ᢎ㙃ᢎ⢒ᡷ㕟ߩข⚵ߺࠍㅴߡࠆޟޕቇߩߔߘ㊁ࠍᐢߍޔ᭽ⷺߥޘᐲ߆ࠄ‛ࠍࠆ
ߎߣ߇ߢ߈ࠆ⢻ജ߿⥄ޔਥ⊛✚ว⊛ߦ⠨߃್ߦ⏕⊛ޔᢿߔࠆ⢻ജੱߥ߆⼾ޔ㑆ᕈࠍ㙃ޔ
⥄ಽߩ⍮⼂߿ੱ↢ࠍ␠ળߣߩ㑐ଥߢ⟎ઃߌࠆߎߣߩߢ߈ࠆੱ᧚ࠍ⢒ߡࠆߎߣޠ㧔1998 ᐕ
10 ᄢቇክ⼏ળ╵↳㧕ߣ߁ᢎ㙃ᢎ⢒ߩℂᔨࠍታߔࠆߚࡌޔߪ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊᧄޔ
࡞ࠕ࠷ဳᢎ⢒ࠍቯ⌕ൻߐߖࠆߣߣ߽ߦ㧘ߘߩౝኈࠍᢎຬ㙃ᚑ⺖⒟ߩࠞࠠࡘࡓ߳⚵
ߺㄟߺޔᢎຬ㙃ᚑߩ⾰⸽ࠍታߔࠆᢎ⢒ߩ⏕┙ࠍߑߒߡࠆޕ

2012 ᐕ 5 
࿖┙ᄢቇᴺੱᗲ⍮ᢎ⢒ᄢቇᢎ⢒ᜂᒰℂ
ጤፒᒎ

⚵❱
㧔2011 ᐕ 6 㨪2012 ᐕ 3 㧕

ᗲ⍮ᢎ⢒ᄢቇᢎ⢒ഃㅧ㐿⊒ᯏ᭴
ᯏ ᭴ 㐳㧦᧻↰ ᱜਭ ቇ㐳
ᯏ᭴㐳㧦᛬ ஜੑ ℂ

ᢎ⢒ᜂᒰ㧦ጤፒ ᒎ ℂ

㧨ࡌ࡞ࠕ࠷ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ࡔࡦࡃ㧪
ᄢỈ ⑲ 㧔ઍቇ⧓⺖⒟࿖㓙ᢥൻࠦࠬ/␠ળ⑼ᢎ⢒⻠ᐳ ᢎޔᄢቇᢎ⢒ᢎ⢒㙃ᚑ
㐿⊒ࡦ࠲ ࡦ࠲㐳㧕 ̪ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻⽿છ⠪
 ᧁޘኼ㧔ઍቇ⧓⺖⒟ᖱႎ⑼ቇࠦࠬ/ᖱႎᢎ⢒⻠ᐳ ᢎ㧕
㜞ᯅ ⌀⡡ 㧔ઍቇ⧓⺖⒟ቝቮ‛⾰⑼ቇኾ/ℂ⑼ᢎ⢒⻠ᐳ ᢎ㧕
↰ ᑪ৻ 㧔ઍቇ⧓⺖⒟ᣣᧄ⺆ᢎ⢒ࠦࠬ/ᣣᧄ⺆ᢎ⢒⻠ᐳ ᢎ㧕
ౝጊ ᒄ⟤ 㧔ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻⎇ⓥຬ㧕
ਭ↰ 㧔ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻⎇ⓥຬ㧕

㧨දജ㧪
ઍቇ⧓⺖⒟
  ࿖㓙ᢥൻࠦࠬ㧔᰷☨ᢥൻጁୃࡕ࠺࡞ࠕࠫࠕޔᢥൻጁୃࡕ࠺࡞ޔ࿖㓙␠ળጁୃࡕ࠺࡞㧕
ᣣᧄ⺆ᢎ⢒ࠦࠬ
⥃ᐥᔃℂࠦࠬ
ㅧᒻᢥൻࠦࠬ
ᖱႎ⑼ቇࠦࠬ
⥄ὼ⑼ቇࠦࠬ㧔ቝቮ‛⾰⑼ቇኾޔಽሶᯏ⢻↢⑼ቇኾ㧕

㧨ᜂᒰോዪ㧪
Ⓑศ 㓉 㧔ᢎ⢒ഃㅧ㐿⊒ᯏ᭴ㆇ༡⺖ ⺖㐳㧕
ㄭ⮮ ୃ 㧔ᢎ⢒ഃㅧ㐿⊒ᯏ᭴ㆇ༡⺖ ⺖㐳㧕
ḩ↰ ᷡᕺ㧔ᢎ⢒ഃㅧ㐿⊒ᯏ᭴ㆇ༡⺖㧕
⮮ ᠲ 㧔ᢎ⢒ഃㅧ㐿⊒ᯏ᭴ㆇ༡⺖㧕
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⋡⊛
 ᧄࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߩ⋡⊛ߪᧄޔቇᗲ⍮ᢎ⢒ᄢቇߩᢎ㙃ᢎ⢒ࠍࡌ࡞ࠕ࠷ဳᢎ⢒ߦ․
ൻߔࠆߎߣߦࠃߞߡᧄޔቇߩቇ჻⺖⒟ᢎ⢒ߩ⾰⸽ߜࠊߥߔޔᢎຬ㙃ᚑ⺖⒟ߣઍቇ⧓⺖
⒟ߩ⾰⸽ߩ৻ㇱࠍታߔࠆߎߣߢࠆޟޕᄢቇߦ߅ߌࠆᢎຬ㙃ᚑ߁ߣޠේೣߦೣࠆ߆߉
ࠅޔᢎຬ㙃ᚑᢎ⢒ߩ⾰⸽߽ޔቇ჻⺖⒟ᢎ⢒ߩ⾰⸽ήߊߒߡߪࠅᓧߥߚ߹ޕᢎ㙃ᢎ
⢒ߪቇ჻⺖⒟ᢎ⢒ߩⷐߢࠆ߆ࠄޔᢎ㙃ᢎ⢒ߩ⾰⸽ήߊߒߡޔᢎຬ㙃ᚑᢎ⢒ߩ⾰⸽߽
ߥᧄޕቇߪᢎຬ㙃ᚑ♽ᄢቇߢߪࠆ߇ޔᄢቇᙗ┨ߦ߅ߡޔᢎ㙃ᢎ⢒ࠍ㊀ⷞߔࠆߎߣࠍ
⻭ߞߡ߅ࠅޔવ⛔⊛ߦᢎ㙃ᢎ⢒ߦᄙߊߩࠛࡀ࡞ࠡࠍ⾌߿ߒߡ߈ߚޕᤓߩᢎຬዞ⡯₸ߩ
ะߪߘߩᚑᨐߩ৻ߟߢࠆޕ
 ߒ߆ߒߥ߇ࠄޔᄙᔔൻߣ࿎㔍ᕈࠍჇߒߟߟࠆᢎ⢒႐ߦኻಣߢ߈ࠆᢎຬ㙃ᚑ⺖⒟තᬺ
↢ⶄ߮ࠃ߅ޔ㔀ൻߒߚ␠ળߦ㜞ᐲߦ⽸₂ߢ߈ࠆઍቇ⧓⺖⒟තᬺ↢ࠍᓟ߽ㅍࠅߒ⛯ߌ
ࠆߚߦߪޔਔ⺖⒟ߦ߅ߌࠆቇ჻⺖⒟ᢎ⢒ࠍߐࠄߦలታߐߖߡᧄޔᒰߩᗧߢߩ⾰⸽ࠍ
ᜂߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥߢߎߘޕὶ⋲ߣߥߞߡߊࠆߩ߇ޔᢎ㙃ᢎ⢒ߩᗧ⟵ߩౣ⠨ߣࠇߘޔ
ߦߣ߽ߥ߁ᣂߚߥᢎ⢒ᣇᴺߩഃㅧߢࠈ߁ޕ
ᢎ⡯ߦᔅⷐߥ␠ળ⊛⢻ജߪޔኻੱ㑐ଥ߇⼾ንߢੱ㑆⊛㝯ജߦḷࠇߡࠆߎߣߢࠆߎޕ
ߩߎߣߪડᬺዞ⡯ࠍᏗᦸߔࠆ⠪ߦ߽ㅢߒߡࠆߚߒ߁ߎޕቇ↢ࠍ㙃ᚑߔࠆߦߪޔᢎ㙃ᢎ
⢒ࠍߘࠇߦวߞߚᒻߢలታߒ㧘ߘࠇࠍᢎຬ㙃ᚑ⺖⒟߅ࠃ߮ઍቇ⧓⺖⒟ߦᢎ⢒ߩᄢ߈
ߥᩇߣߣࠄ߃ߣࡓࡘࠠࠞߩߚߩߘޔᢎ⢒ᣇᴺࠍᛮᧄ⊛ߦᡷༀߔࠆߎߣߢࠆᧄޕ
ᬺߢ߁ޟᢎ㙃ᢎ⢒ߩࠅߣ߭ੱ৻ޔߪߣޠቇ↢߇⥄ಽߩᕁ⠨ߣ⸒⪲ߢ᥉ㆉ⊛ଔ୯ࠍតࠆᣰ
⋓ߥ⍮ᕈߣຠᕈߩ⺞⊛⢒ᚑࠍ⋡ᜰߔࠍࠇߎޕᢎ⢒⺖⒟ൻߒߚ߽ߩ߇ᧄቇߩ⋡ᜰߒߡࠆ
ࡌ࡞ࠕ࠷ဳᢎ⢒ߦઁߥࠄߥޕ
 ᧄቇߢߪޔ৻⥸ᢎ⢒㧔ㅢ⑼⋡㧕ߪޟޔၮ␆⑼⋡ޟޠਥ㗴⑼⋡ޟޠ⋡⑼࠷ࡐࠬޟޠᖱ
ႎᢎ⢒ޠ
ޟᄖ࿖⺆ޠ
ޠࡦ࡚ࠪࠤ࠾ࡘࡒࠦ⺆⧷ޟ
ޟᣣᧄ࿖ᙗᴺ ⸘ޠ29 නߢ᭴ᚑߐࠇߡࠆޕ
ߎߩࠪࠬ࠹ࡓߪ 2000 ᐕᐲ߆ࠄᆎ߹ߞߡࠆޕ
ޟၮ␆⑼⋡ޠ߮ޟਥ㗴⑼⋡ోޔߪޠቇ
ߢోޔᢎຬ߇㑐ࠊߞߡታᣉߐࠇࠍ࠲ࡀࠖ࠺ࠦߦߣߏ⟲⋡⑼ߩߘޔ㈩⟎ߒޟ߫߃ޔਥ
㗴⑼⋡ޟߩޠᐔߣੱᮭޠ
ޟⅣႺߣੱ㑆৻ߤߥޠㇱߩ⑼⋡⟲ߢߪᚑᨐࠍߍߡ߈ߚޔߒ߆ߒޕ
ߘߩᜰዉߩ⽿છߩ⟲⋡⑼ޔਛߢߩᢎຬ㑆ߩㅢ⼂ߩᒻᚑޔᢎ⢒⋡⊛ߩߥߤޔ
ਸ਼ࠅ߃ࠆߴ߈⺖㗴߽ᜰ៰ߐࠇߡ߈ߚޕ
 ߹ߚᧄޔቇߢߪ 2007 ᐕᐲࠃࠅޔ
ޟઍቇ⧓⺖⒟ߥ߆߿✭ޔࠇߐ⟎⸳߇ޠᒻߢߪࠆ߇ޔ6

㧙㧙

ࠦࠬߦ⽿છᢎຬࠍ㈩⟎ߒߚޔߪࠇߎޕᢥ♽߆ࠄℂ♽߹ߢࠍ⺖⒟ࠍ᭴ᚑߒߡ߅ࠅޔ
ࡌ࡞ࠕ࠷ဳᢎ⢒ࠍዷ㐿ߒߡࠆᧄޕᬺߪߩߎޔὐࠍᦨᄢ㒢ߦᵴ߆ߒ࡞ࡌޔ
ࠕ࠷ဳᢎ⢒ߩᚑᨐࠍᢎຬ㙃ᚑ⺖⒟ߩᢎ⢒ߦ߽ㆡ↪ߔࠆਛߢޔᢎຬ㙃ᚑ♽ᄢቇߣߒߡߩࠬ
࠲ࡦ࠳࠼ߣߥࠆၮ␆ᢎ⢒߅ࠃ߮ኾ㐷ᢎ⢒ࠍ᭴▽ߒࠃ߁ߣߔࠆ߽ߩߢࠆޕ
 ߎߩࡌ࡞ࠕ࠷ဳᢎ⢒ࠍޔᢎຬ㙃ᚑ⺖⒟ߦ߅ߡ߽⢛㛽ߩࠃ߁ߦ৻ᧄߟࠄߧߊ߽
ߩߣߒߡㅊⓥߒߚޟߦߐ߹ޕLሼߦ߁ࠃߩޠၮ␆ࠍᡰ߃❑ޔゲࠍߟߊࠆߩߢࠆޔ߹ޕ
⼾߆ߥੱ㑆ᒻᚑⷰߣዞᬺജ␠ળജࠍ⢒ᚑߔࠆࠍᜬߞߚᢎ⢒ቇㇱߦߞߡޔቇ჻⺖⒟
ᢎ⢒ߩ⾰ࠍ⸽ߔࠆ࿕ߩᢎ⢒⺖⒟߅ࠃ߮ᢎ⢒ᣇᴺߩഃㅧ߇᳞ࠄࠇߡࠆᧄޕᬺߪޔ
ߘߩ৻ߟߩᩇࠍࡌ࡞ࠕ࠷ဳᢎ⢒ߣߒߡ⟎ߠߌޔᣥ᧪ߩᢎ㙃ᢎ⢒㧩⍮⼂ਥ⟵߆ࠄ
⣕⊹ߒߡޔᣂߒታ〣⊛ߥߩဳ࠷ࠕ࡞ࡌޟᢎ㙃ᢎ⢒ࠍޠታߔࠆข⚵ߢࠆޕ

ⷐ
ᧄᐕᐲߦታᣉߒߚᬺౝኈࠍߍࠇ߫ߕ߹ޔઍቇ⧓⺖⒟ߦ߅ߡⴕߞߡࠆࡌ
࡞ࠕ࠷ဳᢎ⢒ߩᚑᨐ㗴ὐߩಽᨆ߇ࠆߩߎޕႎ๔߇╙ 3 ┨ޟઍቇ⧓⺖⒟ߩᢎ⢒
ᚑᨐޕࠆߢޠ
 ߹ߚ࿖ౝߩࡌ࡞ࠕ࠷ᢎ⢒ࠍታ〣ߒߡࠆᄢቇߩᢎ⢒⺖⒟ߩಽᨆ߮⺞ᩏࠍታᣉ
ߒߚᤨ⺧↳ޕὐߢ್ߒߡߚᖱႎߣߒߡߪߚߒ┙⁛ޔቇㇱߢࡌ࡞ࠕ࠷ᢎ⢒ࠍⴕ
߁ᄢቇ߇ 17 ᄢቇ࠷ࠕ࡞ࡌޔᢎ⢒ࠍਥߣߔࠆᄢቇ߇ 19 ᄢቇޔቇ㓙ಽ㊁ߢࡌ
࡞ࠕ࠷ဳᢎ⢒ߦㄼࠆᄢቇ߇ 7 ᄢቇߞߚߩࠄࠇߎޕᄢቇ߆ࠄᢙᄢቇࠍߒޔ⡬߈ข
ࠅߥߤߩታ㓙⊛ߥ⺞ᩏࠍⴕߞߚޕ
 એߩᚑᨐࠍ㓸⚂ߒಽᨆߒߡᧄޔቇߩࡌ࡞ࠕ࠷ဳᢎ⢒ࠍዷ㐿ᡷༀߔࠆߚߩ
ౕ⊛ࡊࡠࠬࠍᬌ⸛ߒߦ․ޔᢎຬ㙃ᚑࠞࠠࡘࡓߩᢎ⢒⺖⒟ᡷ㕟ࠍⷞ㊁ߦࠇߚታ〣
ൻࠍ࿑ߞߚߩߘޕႎ๔߇╙ 3 ┨ޟᗲ⍮ᢎ⢒ᄢቇ߇⋡ᜰߔࡌ࡞ࠕ࠷ဳᢎ⢒ޕࠆߢޠ
ߚߛߒߩߎޔᚑᨐߦߪએਅߩޟᔨ⊛⎇ⓥ߇ޠᄢ߈ߥᲧ㊀ࠍභߡࠆޕ
એߩᒰೋߦ⸘↹ߒߚᬺౝኈဳ࠷ࠕ࡞ࡌߦ․ޔᢎ⢒ߩᚑᨐߣ㗴ὐߩಽᨆޔ
ઁᄢቇߩⴕߥ߁ࡌ࡞ࠕ࠷ᢎ⢒ࠍ⺞ᩏߔࠆߦᒰߚߞߡࠕ࡞ࡌޟ߽ߘ߽ߘޔ
࠷ဳߩᢎ⢒ߪߣޠ߆߁ߣޔᩮᧄ㗴߇ᶋߒߩߘޔᔨ⊛⎇ⓥ߅ࠃ߮ㅢℂ⸃ࠍ࿑ࠆ
ᔅⷐ߇↢ߓߚޔߚߩߘޕᢥ₂⊛⺞ᩏߦᤨ㑆ࠍដߌߚ߹ޔኾ㐷ኅࠍߡߩࡒ࠽ࠍ㐿
ߒߚߩߘޕႎ๔߇ ╙ޔ2 ┨ ࠷ࠕ࡞ࡌޟEdu ࡒ࠽ࠕ࡞ࡌޟ߮ࠃ߅ޠ
࠷ Edu ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߩޠ㐿ⷐߢࠆޕ
ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߩ㐿ߦߚߞߡߪߩߘޔౝኈߣߒߡޔ⸥ߩࠃ߁ߥᔨ⊛⎇ⓥߦ⾗ߔࠆ
ޟᢎຬ㙃ᚑ♽ᄢቇߣࡌ࡞ࠕ࠷ᢎ⢒߇ޠㆬᛯߐࠇ߇⊛⋡ߩ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊᧄޔߚ߹ޔ

㧙㧙

ᢎຬ㙃ᚑᢎ⢒ߦ⾗ߔࠆᢎ㙃ᢎ⢒ߩഃㅧߦߞߚߚࡑ࠹ߩࡦ࡚ࠪ࠶ࠞࠬࠖ࠺࡞ࡀࡄޔ
ߣߒߡޟᢎᏧജࠍ㎊߃ࠆᢎ㙃ᢎ⢒ߣߪ߆߇ޠㆬᛯߐࠇߚߩߘޕႎ๔߇╙  ┨࡞ࡌޡޟ
ࠕ࠷ဳᢎ⢒ߩዷ㐿ߩޠ ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪޢ㐿ⷐߢࠆޕ
߹ߚޔ߇ࠄߨߩ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊᧄޔᣂߚߥᢎ㙃ᢎ⢒ߩഃㅧߦࠆߚ ╙ޔ3 ┨ޟᗲ⍮ᢎ
⢒ᄢቇ߇⋡ᜰߔࡌ࡞ࠕ࠷ဳᢎ⢒ߢޠㅀߔࠆ⑼ޟቇ࠹ࠪߩޠㅊ᳞ߩਛߢޔ
✕ᕆߩ⺖㗴ߣߒߡޟ㒐ἴᢎ⢒ߩޠᔅⷐᕈ߇ᶋߒߚߩߚߩߘޕᢥ₂⎇ⓥ߅ࠃ߮ઁᄢቇ߳
ߩ⺞ᩏ⎇ⓥޔቇౝᄖߩኾ㐷ኅࠍߡߩޟ㒐ἴᢎ⢒ࡒ࠽ޔࠇߐ↹⸘߇ޠታᣉߐࠇߚޕ
એਅߩ╙ 2 ┨ޟLA 㒐ἴࡒ࠽ ╙߮ࠃ߅ޠ3 ┨ޟ㒐ἴᢎ⢒ߩታᣉߦะߌߡߩߘ߇ޠႎ๔ߢ
ࠆޕ
ߐࠄߦޔߡߒߣ⊛⋡ߩ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊᧄޔᢎ㙃ᢎ⢒ߩᗧ⟵ߩౣ⠨ߣᣂߚߥᢎ⢒ᣇᴺߩഃㅧ
߇ᔒะߐࠇߚߚޟޔቇ჻ജ৻ߩޠㇱߣߒߡߩ࡞ࠠࠬࠢ࠶ࡀࠚࠫޟᢎ⢒ߩޠℂᔨ߇ㅊ᳞
ߐࠇߚߩߘޕႎ๔߇╙ 3 ┨࡞ࠠࠬࠢ࠶ࡀࠚࠫޟᢎ⢒ߩታᣉߦะߌߡޕࠆߢޠ


㧙㧙



2011 ᐕᐲᵴേ৻ⷩ

٤2011 ᐕ 8  10 ᣣ㧔᳓㧕╙ 1 ࿁ࡌ࡞ࠕ࠷ Edu ࡒ࠽
ޟ᪉⟤ᨋᄢቇߩࡌ࡞ࠕ࠷̆ޠ߳ޠߘߎࠄ߆ߛޟࠄ߆ޠࠄߐߢࠎߥޟ
ဈ ᤘብ ᳁㧔᪉⟤ᨋᄢቇࡌ࡞ࠕ࠷ቇᢎ㧕

٤2011 ᐕ 8  24 ᣣ㧔᳓㧕╙ 2 ࿁ࡌ࡞ࠕ࠷ Edu ࡒ࠽
⥸৻ߩࠫ࠶ࠞ࠼ࡃࡂޟᢎ⢒̆࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪࡦ࡚ࠢࠪࡦߩᢎ⢒ᣇᴺࠍਛᔃ
ߣߒߡ̆ޠ
 દ⮮ ᙗੑ ᳁㧔✚ว⎇ⓥᄢቇ㒮ᄢቇవዉ⑼ቇ⎇ⓥ⑼ಎᢎ㧕

٤2011 ᐕ 10  7 ᣣ㧔㊄㧕╙ 3 ࿁ࡌ࡞ࠕ࠷ Edu ࡒ࠽
ޟೋᐕᰴᢎ⢒ߦ߅ߌࠆࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߩ㙃ᚑ̆┙ᢎᄢቇߢߩข⚵ࠍၮߦ̆ޠ
ᴡ㊁ ື ᳁㧔┙ᢎᄢቇᢥቇㇱᢎ⢒ቇ⑼ᢎ㧕

٤2011 ᐕ 11  2 ᣣ㧔᳓㧕╙ 1 ࿁ઍቇ⧓⺖⒟ᢎ⢒ᚑᨐࡒ࠽
ࠬࠟޟᎿᚱߩᢎ⢒ߣࡌ࡞ࠕ࠷ᢎ⢒ߩዷᦸޠ
 ᧁޘ㓷ᶈ ᳁㧔ᗲ⍮ᢎ⢒ᄢቇ⟤ⴚᢎ⢒⻠ᐳಎᢎ㧕

٤2011 ᐕ 11  17 ᣣ㧔ᧁ㧕╙ 4 ࿁ࡌ࡞ࠕ࠷ Edu ࡒ࠽
࠷ࠕ࡞ࡌޟᢎ⢒ߩℂᔨߣታ〣̆⑳ߩ⚻㛎߆ࠄ̆ޠ
᧻ ▸ᖳ ᳁㧔Ꮲ੩ᄢቇ⚻ᷣቇㇱ⚻ᷣቇ⑼ᢎ㧕

٤2011 ᐕ 11  30 ᣣ㧔᳓㧕╙ 2 ࿁ઍቇ⧓⺖⒟ᢎ⢒ᚑᨐࡒ࠽
ޟㅧᒻᢥൻࠦࠬᢎ⢒ߣࡌ࡞ࠕ࠷ᢎ⢒ߩዷᦸޠ
㆙⮮ ㅘ ᳁㧔ᗲ⍮ᢎ⢒ᄢቇ⟤ⴚᢎ⢒⻠ᐳᢎ㧕

٤2011 ᐕ 12  7 ᣣ㧔᳓㧕╙ 3 ࿁ઍቇ⧓⺖⒟ᢎ⢒ᚑᨐࡒ࠽
⚻ߩߡߒߣ࠷ࠕ࡞ࡌޟᷣቇᢎ⢒ߩዷ㐿ޠ
᳓㊁ ⧷㓶 ᳁㧔ᗲ⍮ᢎ⢒ᄢቇၞ␠ળࠪࠬ࠹ࡓ⻠ᐳಎᢎ㧕

㧙㧙

٤2011 ᐕ 12  17 ᣣ㧔㧕ဳ࠷ࠕ࡞ࡌޟᢎ⢒ߩዷ㐿 ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪޠ2011
ޟᢎຬ㙃ᚑ♽ᄢቇߦ߅ߌࠆࡌ࡞ࠕ࠷̆ᢎ㙃ᢎ⢒ߩࠅᣇࠍ⠨߃ࠆ̆ޠ

٤2011 ᐕ 12  27 ᣣ㧔Ἣ㧕╙ 1 ࿁ LA 㒐ἴࡒ࠽
ޟ㔡ߣߪޠ
ᚭ↰ ⨃ ᳁㧔ᗲ⍮ᢎ⢒ᄢቇℂ⑼ᢎ⢒⻠ᐳ ቇಎᢎ㧕
ޟ㔡ἴߩ㛎߆ࠄቇࠎߛߎߣޠ
⿒ፒ శ↵ ᳁㧔㊍⍹ᏒᏒ⼏ળ⼏ຬ㔡ἴᓳ⥝․ᆔຬળᆔຬ㐳㧕

٤2011 ᐕ 12  28 ᣣ㧔᳓㧕ࡌ࡞ࠕ࠷ Edu ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊ
ޟኻဳᬺߩታ〣ޠ
ᴡ㊁ ື ᳁㧔┙ᢎᄢቇᢥቇㇱᢎ⢒ቇ⑼ᢎ㧕

٤2012 ᐕ 1  19 ᣣ㧔ᧁ㧕╙ 5 ࿁ࡌ࡞ࠕ࠷ Edu ࡒ࠽
ޟೋ╬ਛ╬ᢎ⢒ߦ߅ߌࠆኻᢎ⢒ߩน⢻ᕈ ̆ᢎຬ㙃ᚑᄢቇߢ⢒ߴ߈ജߣߪ̆ޠ
ኹ↰ ବ㇢ ᳁㧔ᥓᄢቇᢥቇㇱືቇ⑼ᢎ㧕
ደ 㓁 ᳁㧔ᣣᧄᄢቇᢥℂቇㇱੱᢥ⑼ቇ⎇ⓥᚲ⎇ⓥຬ⨙ၔᄢቇ㕖Ᏹൕ⻠Ꮷ㧕

٤2012 ᐕ 2  1 ᣣ㧔᳓㧕╙ 2 ࿁ LA 㒐ἴࡒ࠽
DVD ᤋળޟᣣᧄᴉᴚޠ
㜞ᯅ ⌀⡡ ᳁㧔ᗲ⍮ᢎ⢒ᄢቇℂ⑼ᢎ⢒⻠ᐳᢎ㧕

٤2012 ᐕ 2  8 ᣣ㧔᳓㧕╙ 3 ࿁ LA 㒐ἴࡒ࠽
᧲ޟᣣᧄᄢ㔡ἴߣᣣᧄߩォ឵㧙⚻ᷣߣᢎ⢒ߩⷞὐ߆ࠄ㧙ޠ
ጤ↰ ᐕᶈ ᳁㧔ᄢ㒋⚻ᷣᴺ⑼ᄢቇቴຬᢎ㧕

٤2012 ᐕ 2  27 ᣣ㧔㧕╙ 4 ࿁ LA 㒐ἴࡒ࠽
⥄ޟὼἴኂߣ㒐ἴߦ㑐ㅪߒߚᬺߩታ〣̆ᗲᢎᄢߢߩ⚫̆ޠ
ᤊ ඳᐘ ᳁㧔ᗲ⍮ᢎ⢒ᄢቇℂ⑼ᢎ⢒⻠ᐳಎᢎ㧕

㧙㧙

Τ ࡌ࡞ࠕ࠷ဳᢎ⢒ߩតⓥ

ဳ࠷ࠕ࡞ࡌޟᢎ⢒ߩዷ㐿 ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪޠ2011

㧝㧚ડ↹ߩ⿰ᣦ
 㧨⢛᥊㧪
 ᧄᐕᐲࠃࠅޔᢥ⑼⋭․⚻⾌㧔ᐢ⡯ᬺੱߩ㙃ᚑ߿ᢎ㙃ᢎ⢒ᯏ⢻ߩలታ㧕ࡊࡠࠫࠚࠢ
࠻ޟᢎຬ㙃ᚑ♽ᄢቇߩ․ᓽࠍᵴ߆ߒߚࡌ࡞ࠕ࠷ဳᢎ⢒ߩዷ㐿ࠍޠផㅴߒߡࠆޕ
ᢎຬ㙃ᚑࠞࠠࡘࡓߩ৻ቯߩ⚂᧦ઙߩਅߢ߽ታน⢻ߥޔᢥℂⲢวဳߩᢎ⢒♽ࠍ
ㅢᢎ⢒ߣߒߡ᭴▽ߒޔᢎຬ㙃ᚑ♽ᄢቇ࿕ߩࡌ࡞ࠕ࠷ᢎ⢒ߩࠅᣇࠍឭ␜ߔࠆߎ
ߣࠍ⋡⊛ߣߒߡࠆޕઍቇ⧓⺖⒟ߢߪ৻ߦߢߔޔㇱࡌ࡞ࠕ࠷ဳᢎ⢒ࠍⴕߞߡ߅
ࠅోࠍࠇߎޔቇߩㅢᢎ⢒ߦ߅ߡ߽ㅊ᳞ߒޔᢎᏧ߅ࠃ߮ᐢ⡯ᬺੱߣߒߡᔅ㗇ߣߐࠇ
ࠆ⼾߆ߥᢎ㙃ࠍ߽ߟቇ↢ࠍ⢒ߎߣ߇น⢻ߢࠆߩߚߩߘޕᢎ⢒ᣇᴺ߿ࠞࠠࡘࡓߦ
ߟߡޔᬌ⸛ࠍⴕߞߡࠆޕ

 㧨⋡⊛㧪
ᢎຬ㙃ᚑ♽ᄢቇߦ߅ߌࠆᢎ㙃ᢎ⢒㧔ࡌ࡞ࠕ࠷ဳᢎ⢒㧕ߩℂᔨࠍᬌ⸛ߒޔᢎ⢒ᡷ
㕟ࠍㅴߡⴕߊߢߩ⺖㗴ࠍឭ␜ߔࠆޕ

㧞㧚㐿ߩⷐ
࠲ࠗ࠻࡞㧦ᢎຬ㙃ᚑ♽ᄢቇߦ߅ߌࠆࡌ࡞ࠕ࠷̆ᢎ㙃ᢎ⢒ߩࠅᣇࠍ⠨߃ࠆ̆
㐿ᣣᤨ㧦2011 ᐕ 12  17 ᣣ㧔㧕13㧦00㨪18㧦10
႐ᚲ㧦࠙ࠗࡦࠢߜ㧔ᗲ⍮⋵↥ᬺഭࡦ࠲㧕      
᭴ᚑ㧦
  ╙৻ㇱߢߪޔၮ⺞⻠Ṷߣߒߡޟᢎຬ㙃ᚑ♽ᄢቇߣࡌ࡞ࠕ࠷ޔߦࡑ࠹ࠍޠ
ࡌ࡞ࠕ࠷ᢎ⢒ߩᱧผ߿ℂᔨޔᢎຬ㙃ᚑ♽ᄢቇߢࡌ࡞ࠕ࠷ᢎ⢒ࠍⴕ߁ߎߣ
ߩᗧ⟵ࠍ⏕ߦߔࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߒߡ⥪ޔᤘ᳁ߣ⦁ነବ㓶᳁ߦߏ⻠Ṷ㗂ߚޕ
  ╙ੑㇱߢߪޟߡߒߣࡦ࡚ࠪ࠶ࠞࠬࠖ࠺࡞ࡀࡄޔᢎᏧജࠍ㎊߃ࠆᢎ㙃ᢎ⢒ߣߪ࠹ࠍޠ
ࡑߦࡦ࡚ࠪࠤ࠾ࡘࡒࠦޔ⢻ജ߿ᛕ್⊛ᕁ⠨ജߥߤߩ᳢↪⊛ࠬࠠ࡞ߣ⑼ޔቇޔᏒ᳃ޔᄙ
ᢥൻߩࠅߊߠߩ߽ޔฦ㗔ၞߩ࠹ࠪ㧔ၮ␆⊛⍮⼂ߩㆇ↪⢻ജ㧕ࠍ㎊߃ࠆᢎ⢒ߦ㊀ὐ
ࠍ⟎ߊᧄቇߩข⚵ߦߟߡޔലᕈ⺖ޔ㗴ޔ႐߆ࠄߩⷐ᳞ߣߩㆡวᕈߦߟߡޔᮮ
㇌ᒾ᳁ޔᷡ↰㓶ᴦ᳁ޔጊ↰ਭ⟵᳁ߦߏ⊒㗂߈ળ႐ోߢ࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪࡦࠍⴕߞߚޕ

㧙㧙

 ࡐࠬ࠲㧦



̪ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߩ⚦ߥ⸥㍳ߦߟߡߪޔౠߩႎ๔ᦠဳ࠷ࠕ࡞ࡌޟޡᢎ⢒ߩዷ
㐿 ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪޠ2011 ᢎຬ㙃ᚑ♽ᄢቇߦ߅ߌࠆࡌ࡞ࠕ࠷ޔߣ߹ߡߒߣޢ
2012 ᐕ 3 ߦ⊒ⴕߒߚޕ

㧙㧙

╙ 1 ࿁ࡌ࡞ࠕ࠷ Edu ࡒ࠽
㧝㧚㐿ⷐ
࠲ࠗ࠻࡞㧦᪉⟤ᨋᄢቇߩࡌ࡞ࠕ࠷̆߳ޠߘߎࠄ߆ߛޟࠄ߆ޠࠄߐߢࠎߥޟ
 ⻠Ṷ⠪㧦ဈ ᤘብ ᳁㧔᪉⟤ᨋᄢቇࡌ࡞ࠕ࠷ቇ⟲ᢎ㧕
ᣣᤨ㧦2011 ᐕ 8  10 ᣣ㧔᳓㧕15㧦00㨪17㧦00
႐ᚲ㧦FDቇ⠌ᡰេㇱ㐷ࠬ࠲࠶ࡈ࡞ࡓ㧔ᄢቇળ㙚 2 㓏㧕
ࡐࠬ࠲㧦

㧙㧙

㧞㧚⻠Ṷⷐᣦ
᪉⟤ᨋᄢቇߢߪޔ㧞㧜㧜㧣ᐕߦࡌ࡞ࠕ࠷ቇ⟲ࠍ㐿⸳ߒߚ ߩߎޕLA ቇ⟲ߩᢎ⢒⋡
⊛ߪޔ
ޟᐢ▸ߥ⍮⼂ߣᷓኾ㐷ᕈߦⵣઃߌࠄࠇߚᕁ⠨ജޔಽᨆജޔᨵエߥ⊒ᗐജࠍりߦߟߌ
ߚੱ㑆ᕈ⼾߆ߥੱ᧚ߩ⢒ᚑࠍ⋡⊛ߣߒߡ✚ޔว⊛ᢎ㙃߮ኾ㐷⊛ၮ␆ቇⴚߦ㑐ࠊࠆᢎ⢒╬
ࠍⴕ߁↢ޕࠆߢߣߎޠᶦቇ⠌␠ળߦ߅ߡߚߒ┙⁛ޟቇ⠌⠪㧔ࠗࡦ࠺ࠖࡍࡦ࠺ࡦ࠻
࠽㧕ࠍޠ⢒ᚑߔࠆߎߣ߽⋡⊛ߩ৻ߟߢࠆޕ
LA ቇ⟲ߩᢎ⢒ߪޔၮ␆ቇ⠌㧔42 න㧕ޔኾቇ⠌㧔40㨪44 න㧕↱⥄ޔቇ⠌㧔38㨪42
න㧕ߦಽ߆ࠇࠆޕቇ↢ߪޔၮ␆ቇ⠌ߦ߅ߡࠦࠕ⑼⋡ޔᄖ࿖⺆ᢎ⢒ޔၮ⋚ᢎ⢒ߩනࠍ
ୃᓧߔࠆޕኾቇ⠌ߦ߅ߡߪޔኾࡊࡠࠣࡓߢᜰቯߐࠇߡࠆᬺ⑼⋡߇ឭଏߐࠇޔ
ࡔࠫࡖࡑࠗ࠽ጁୃ߇ផᅑߐࠇߡࠆ↱⥄ޕቇ⠌ߦ߅ߡߪઁቇ⟲㐿⸳⑼⋡ࠍጁୃߔ
ࠆ⺖ޕ㗴ߣߒߡߪࠄࠇߎޔਃߟߩቇ⠌ಽߩㆡಾᕈޔၮ␆ቇ⠌ߦ߅ߡឭଏߔࠆ⍮⼂ౝኈ
ߩㆡಾᕈޔኾቇ⠌ߦ߅ߡୃᓧߐࠇࠆቇജߩㆡಾᕈޔLA ቇ⟲ߩᢎ⢒⋡ᮡߩ㆐ᚑᐲ߇
ߍࠄࠇࠆޔߦ․ޕLA ቇ⟲ߩᢎ⢒⋡⊛ߢࠆࠗࡦ࠺ࠖࡍࡦ࠺ࡦ࠻࠽ߩ⢒ᚑߦ߅
ߡߪ⺖ޔ㗴តⓥ⢻ജࠍ⢒ᬺ߇ലᨐ⊛ߢࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕᓟߪᢎ⢒⋡ᮡࠍౕ⊛ߦ
⸳ቯߒߥ߁ࠃߩߤޔ⢻ജࠍߤߩ⒟ᐲ㆐ᚑߒߚࠄࠆߢޠ࠽࠻ࡦ࠺ࡦࡍࠖ࠺ࡦࠗޟ
ߩ߆ࠍ᷹ࠇࠆࠃ߁ᬌ⸛ߒߡߊߴ߈ߢࠆޕ
 ࡌ࡞ࠕ࠷ࠍᢎ߃ࠆ㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐ߪޔฦ⒳ߩ⡯ᬺᢎ⢒߿ኾ㐷⡯ᢎ⢒ߣߩኻᲧߢ৻ޔ
⥸Ꮢ᳃ߦኻߔࠆᢎ㙃ᢎ⢒ࠍ⋡⊛ߣߒޔવ⛔⊛ߥၮ␆⊛ቇ㗔ၞ߿ቇ㓙⊛㗔ၞࠍࡔࠫࡖޔ
ࡑࠗ࠽ߣߒߡឭଏߒߡ߈ߚ࠷ࠕ࡞ࡌޕቇㇱߪޔቇ߱ߎߣ߇ᅢ߈ߢ⥄ߣߎߩߘޔ
ߦ༑߮ࠍᗵߓࠆᢎᏧߣቇ↢߇㓸߹ࠆ႐ᚲߣߒߡੱޔߦ․ޔᢥቇ߆ࠄ⥄ὼ⑼ቇ߹ߢߩᢎ⢒ࠍ
ឭଏߒޔೋਛ╬ᢎ⢒߹ߢߩᢥℂߦಽ߆ࠇߚᢎ⢒ࠍᱜߔ႐ߣߒߡᯏ⢻ߔࠆߛࠈ߁ޕ

㧙㧙

㨇㈩ઃ⾗ᢱ㨉

ឡ▱ᩍ⫱Ꮫ䝸䝧䝷䝹䜰䞊䝒䞉䝥䝻䝆䜵䜽䝖

᪥䛾䛚ヰ䛾ᴫせ
䛿䛨䜑䛻㻌 ఱ䛷䛥䜙䝸䝧䝷䝹䜰䞊䝒
䠍㻌 ᱜ⨾ᯘᏛ䛾ἢ㠉䛸⌧≧
䠎㻌 LAᏛ⩌䛾ᩍ⫱―⌧≧䛸ㄢ㢟
䠄1䠅 ᇶ┙Ꮫ⩦
䠄2䠅 ⮬⏤Ꮫ⩦䛸GO䝥䝻䜾䝷䝮
䠄3䠅 ᑓᨷᏛ⩦
䠏㻌 ᨵ㠉䛾᪉ྥ
䜐䛩䜃㻌 䛰䛛䜙䛣䛭䝸䝧䝷䝹䜰䞊䝒

ᱜ⨾ᯘᏛ䛾䝸䝧䝷䝹䜰䞊䝒

―䛂ఱ䛷䛥䜙䛃䛛䜙䛂䛰䛛䜙䛣䛭䛃䜈

ᱜ⨾ᯘᏛᩍᤵ䠄⌮Ꮫ䠅
ᆏ ᏹ䠄䛥䛛䛔 䛒䛝䜂䜝䠅

J. F. Oberlin University

J. F. Oberlin University

䛿䛨䜑䛻―䝸䝧䝷䝹䜰䞊䝒䛸䛿

ఱ䛷䛥䜙

㻌 College of Arts and Sciences䚸Liberal Arts College
䛿䚸ྛ✀䛾⫋ᴗᩍ⫱䜔ᑓ㛛⫋ᩍ⫱䠄professional
education䠅䛸䛾ᑐẚ䛷䚸୍⯡ᕷẸ䛻ᑐ䛩䜛ᩍ㣴䠄ᬑ㏻䠅

㻌 㻡㻜ᖺ㻠᭶䚸⚾䛿༓ⴥᏛᩍ㣴㒊ㅮᖌ䠄ဴᏛ䠅䛸䛧䛶᥇⏝䛥䜜
䛯䚹䛣䛾༓ⴥᏛᪧᩍ㣴㒊䛿⌧⌮Ꮫ㒊䚸ᪧேᩥᏛ㒊䠄⌧ᩥᏛ㒊䚸
ἲ⤒Ꮫ㒊䠅䛸䛸䜒䛻䚸䜒䛖୍䛴๓䛾ᪧᩥ⌮Ꮫ㒊䛛䜙ศ㞳⊂❧䛧䛯
䛾䛷䛒䜚䚸㻯㼛㼘㼘㼑㼓㼑㻌㼛㼒㻌㻭㼞㼠㼟㻌㼍㼚㼐㻌㻿㼏㼕㼑㼚㼏㼑㼟䛸䛛䚸㻸㼕㼎㼑㼞㼍㼘㻌㻭㼞㼠㼟㻌㻯㼛㼘㼘㼑㼓㼑
䛸䜀䜜䜛ᩍ⫱◊✲⤌⧊䛾ᡃ䛜ᅜ䛻䛚䛡䜛᭱ึ䛾ᙧែ䛿䛣䛾ᩥ
⌮Ꮫ㒊䛷䛒䛳䛯䚹㻌
㻌 䛣䛾䝍䜲䝥䛾Ꮫ㒊䛿᪂ไᏛ䛾Ⓨ㊊䛻ᗄ䛴䛛䛾ᅜ❧Ꮫ䛻
ぢ䜙䜜䛯䛜䚸Ꮫ⾡◊✲䛾ᑓ㛛ศ䛸Ꮫ⾗䛾䛺䛛䛷ᛴ㏿䛻
ᩥᏛ㒊䚸⌮Ꮫ㒊䚸ἲ⤒Ꮫ㒊➼䛻ゎయ䛥䜜䛯䚹㻌㻝㻥㻢㻜ᖺ௦ᚋ༙䛻䛿䚸
ᑡ䛺䛟䛸䜒ᩥ㒊┬䛸ᅜ❧Ꮫ䝃䜲䝗䛛䜙䛿䛣䛾✀䛾ᩍ⫱◊✲⤌⧊
䛿௦㐜䜜䛸ุ᩿䛥䜜䛯䚹䛰䛛䜙䚸䛂ఱ䛷䛥䜙䛃䛸䛔䛖ヰ䛻䛺䜛䚹㻌
㻌 ᪉䚸⚾❧Ꮫ䛷䛿⌧ᅾ䛷䜒᪥ᮏᏛ䛸ᮾிዪᏊᏛ䛻ᩥ⌮
Ꮫ㒊䛜䛭䛾ఏ⤫䜢Ᏺ䜚⥆䛡䛶䛔䜛䚹㻌

ᩍ⫱䜢┠ⓗ䛸䛩䜛Ꮫኈㄢ⛬ᩍ⫱䛷䛒䜚䚸ఏ⤫ⓗ䛺Ꮫၥ
㡿ᇦ䜢ᑓᨷ䠄major䠅䚸ᑓᨷ(minor)䛸䛧䛶ᥦ౪䛧䛶䛝䛯䚹
㻌 ఏ⤫ⓗ䛺Ꮫၥ㡿ᇦ䛸䛿䚸ྂ䛟䛿ேᩥ䚸♫䚸⮬↛䛾3
ศ㔝䛷䛒䛳䛯䛜䚸๓ୡ⣖୰ⴥ௨㝆䛿Ꮫ㝿ⓗ㡿ᇦ䜔
㢟ู䛾ၥ㢟ゎỴᆺ䜰䝥䝻䞊䝏䛜䛭䛣䛻ຍ䛘䜙䜜䜛䜘䛖
䛻䛺䛳䛯䚹
㻌 ㏆ᖺ䚸ᅜ㝿ᇶ╩ᩍᏛᩍ㣴Ꮫ㒊䜒6Ꮫ⛉యไ䠄ேᩥ⛉
Ꮫ⛉䚸♫⛉Ꮫ⛉䚸⌮Ꮫ⛉䚸ㄒᏛ⛉䚸ᩍ⫱Ꮫ⛉䚸ᅜ㝿㛵ಀᏛ⛉䠅

䛛䜙䝸䝧䝷䝹䜰䞊䝒Ꮫ⛉31䝯䝆䝱䞊⦅ᡂ䜈ᨵ⤌䛧䛯䚹

J. F. Oberlin University

J. F. Oberlin University

䛰䛛䜙䛣䛭

㧗ᏛṔ♫䛸▱䛻ᑐ䛩䜛䜰䝟䝅䞊

㻌 㻝㻥㻥㻜ᖺ௦䛾᪂タᏛ㒊䛾ከ䛟䛿䚸䛂ᅜ㝿䛃䛂⎔ቃ䛃䛂ሗ䛃䛷䛒䛳䛯䚹
ୡ⣖䛻ධ䜛䛸䚸䛹䛖䛔䛖䜟䛡䛛䛂䝸䝧䝷䝹䜰䞊䝒䛃䛜ዲ䜎䜜䛶䛔䜛䚹
⋢ᕝᏛ䝸䝧䝷䝹䜰䞊䝒Ꮫ㒊䠄㻞㻜㻜㻣ᖺ䠅䚸ᱜ⨾ᯘᏛ䝸䝧䝷䝹䜰䞊
䝒Ꮫ⩌䠄㻞㻜㻜㻣ᖺ䠅䜢ጞ䜑䚸ྠᵝ䛾Ꮫ㒊䛸䛧䛶䚸᪩✄⏣Ꮫᅜ㝿ᩍ㣴
Ꮫ㒊䠄㻞㻜㻜㻠ᖺ䠅䚸ୖᬛᏛᅜ㝿ᩍ㣴Ꮫ㒊䠄㻞㻜㻜㻢ᖺ䠅䚸ከᦶᏛ䜾
䝻䞊䝞䝹䝇䝍䝕䜱䞊䝈Ꮫ㒊䠄㻞㻜㻜㻣ᖺ䠅䛜䛒䜛䚹㻠㻜ᖺ䜋䛹๓䛻௦㐜
䜜䛸䛧䛶ぢᤞ䛶䜙䜜䛯㻌㻯㼛㼘㼘㼑㼓㼑㻌㼛㼒㻌㻭㼞㼠㼟㻌㼍㼚㼐㻌㻿㼏㼕㼑㼚㼏㼑㼟䛜䚸࿘ᅇ㐜䜜
䛷ඛ㢌䛻❧䛳䛶䛔䜛䛛䛾䜘䛖䛷䛒䜛䚹ほⅬ䜢䛘䛶ゝ䛖䛺䜙䚸㻌
㻔㻝㻕䝴䝙䝞䞊䝃䝹ᆺẁ㝵䜈䛾⛣⾜䠄ᖹᆒⓗᏛ⏕ᒙ䛾Ꮫຊపୗ䠅䚸㻌
㻔㻞㻕䜾䝻䞊䝞䝹䛻క䛖⏘ᴗᵓ㐀䛾ኚ䠄➨㻞ḟ⏘ᴗᚑ⪅䛾ῶᑡ䠅㻌
㻔㻟㻕ᴗ䛾᪂༞⪅᥇⏝᪉ᘧ䛾ኚ䠄༶ᡓຊ㔜ど䚸Ꮫᴗᡂ⦼䛾㍍ど䠅
㻔㻠㻕㧗ᏛṔ♫䛷䛾▱䛻ᑐ䛩䜛䜰䝟䝅䞊䛾ᾐ㏱㻌
➼䛾せᅉ䛜䚸ᑡᩘ䛾䜶䝸䞊䝖㣴ᡂᏛ䜢㝖䛔䛶䚸䛾ከ䛟䛾ᑓ㛛య
⣔ᆺᏛ㒊䛾Ꮡᅾ⌮⏤䜢⬣䛛䛧䛶䛔䜛䛸ゝ䛖䜉䛝䛛䜒䛧䜜䛺䛔䚹

㻌 ⌧ᅾ䛾ᖹᆒⓗᏛ⏕䠄೫ᕪ್50-55ᮍ‶䠅䛿䚸1990ᖺ௦๓༙䛾
ྠ䝺䝧䝹䛾Ꮫ⏕䛻ẚ㍑䛧䛶༙ศ⛬ᗘ䛾㛫䠄1᪥ᖹᆒ60.3ศ䚸
1990ᖺ䛷䛿112.1ศ䠅䛧䛛ຮᙉ䛧䛺䛔䚹
㻌 䛂䛔䛔Ꮫ䜢༞ᴗ䛩䜛䛸ᖾ䛫䛻䛺䜜䜛䛃䠄38.1%䠅䛸䛂᪥ᮏ䛿䚸ດ
ຊ䛩䜜䜀䜐䛟䜟䜜䜛♫䛰䛃䠄45.4%䠅䛻䛂䛸䛶䜒䛭䛖ᛮ䛖䛃䛂䜎䛒䛭
䛖ᛮ䛖䛃䛸⟅䛘䛯㧗ᰯ⏕䛿䚸䛸䜒䛻5䛻‶䛯䛺䛔䚹䜋䛸䜣䛹䛾㧗
ᰯ⏕䛜䛂᪥ᮏ䛿䚸➇த䛾⃭䛧䛔♫䛰䛃䠄75.8%䠅䛸⪃䛘䛶䛔䜛䚹
㻌 ୧ぶ䛾ᏛṔ䜢ぢ䜛䛺䜙䚸∗ぶ䛾51.7%䛜༞௨ୖ䠄1990ᖺ䛷
䛿29.0%䠅䚸ẕぶ䜒▷༞௨ୖ䛜46.0%䠄1990ᖺ䛷䛿18.2%䠅䛻
ቑ䛘䛶䛔䜛䚹䛂ດຊ䛧䛶ຮᙉ䛧䛶䜒ሗ䜟䜜䛺䛔䚹䛃䛂ᏛṔ䛸ᖾ⚟䛸䛿
ู䛰䚹䛃
㻌 ぶ䛾ጼ䜢ぢ䜜䜀䜘䛟䜟䛛䜛䚸䛸ゝ䛔䛯䛭䛖䛻ぢ䛘䜛䚹ᙼ䜙䛻䛿䚸
䜒䛿䜔㧗ᏛṔ䚸ฟୡ䚸㧗ධ䛿⾜ື䛾ືᶵ䛻䛺䛳䛶䛔䛺䛔䚹

J. F. Oberlin University

J. F. Oberlin University

㧙㧙

Ꮫ䛾Ꮫᰯ䛸䝸䝧䝷䝹䜰䞊䝒䛾ᙺ

᪥䛾䛚ヰ䛾ᴫせ

㻌 䛂⾗ẁ㝵䛻㐩䛧䛶䛛䜙ᴟ䜑䛶▷ᮇ㛫䛻䝴䝙䝞䞊䝃䝹ẁ㝵
䜈䛾㐨䛾䜚䜢㥑䛡ᢤ䛡䛯䚹䛃䛂䝉䝯䝇䝍䞊ไ䛃䛂༢ไ䛾ᐇ㉁䛃
䛂䜹䝸䜻䝳䝷䝮ᩚഛ䛃䛂ཷㅮไ㝈䛃䛂䝅䝷䝞䝇䛃䛂ᤵᴗἲ㛤Ⓨ䛃䛂ཝ᱁
䛺ᤵᴗホ౯䛃䛂ᤵᴗホ౯䞉ᩍ⫱ホ౯䛃䛂䝣䜯䜹䝹䝔䜱䞉䝕䜱䝧䝻䝑䝥䝯
䞁䝖䛃䛺䛹䛿䚸䛂Ꮫ䛾ᩍ⫱⤌⧊䜢ຠ⋡䞉䝅䝇䝔䝮䛧䚸⤖ᒁ䛾
䛸䛣䜝Ꮫᰯ䛧䜘䛖䛸䛩䜛ື䛝䛷䛒䜛䛃
㻌 䛂᪥䛾Ꮫ䛻䛚䛡䜛Ꮫຊ䜔ពḧ䛻ၥ㢟䛾䛒䜛㔞䛾Ꮫ⏕䛸
䛿䚸ᐇ䛿䛭䜜௨๓䛾ึ➼䞉୰➼ᩍ⫱䛻䛚䛔䛶ከ䛺ᩍ⫱ⓗດຊ
䜢ᩜ䛔䛶䛝䛯Ꮫ⏕䛯䛱䛻䜋䛛䛺䜙䛺䛔䚹䛣䛾ព䛷䛿䚸Ꮫ䛾Ꮫ
ᰯ䛿䛂ఱ䜜㈇䛡䜛䛣䛸䛜䜟䛛䛳䛶䛔䜛ᡓ䛃䛷䛒䜛䚹䛃䠄⏣୰ẖᐇ䠅

䛿䛨䜑䛻㻌 ఱ䛷䛥䜙䝸䝧䝷䝹䜰䞊䝒

䠍㻌 ᱜ⨾ᯘᏛ䛾ἢ㠉䛸⌧≧
䠎㻌 LAᏛ⩌䛾ᩍ⫱―⌧≧䛸ㄢ㢟
䠄1䠅 ᇶ┙Ꮫ⩦
䠄2䠅 ⮬⏤Ꮫ⩦䛸GO䝥䝻䜾䝷䝮
䠄3䠅 ᑓᨷᏛ⩦
䠏㻌 ᨵ㠉䛾᪉ྥ
䜐䛩䜃㻌 䛰䛛䜙䛣䛭䝸䝧䝷䝹䜰䞊䝒

㻌 䛣䛖䛧䛯䜟䛜ᅜ䛾⌧≧䛻䛚䛔䛶䚸䝸䝧䝷䝹䜰䞊䝒䛿䛭

䜜䛺䜚䛾ᙺ䜢ᯝ䛯䛧䛖䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹

J. F. Oberlin University

J. F. Oberlin University

ᱜ⨾ᯘᏛᅬ䛾ἢ㠉䠄1䠅

ᱜ⨾ᯘᏛᅬ䛾ἢ㠉䠄2䠅
㻝㻥㻤㻥ᖺ㻌 Ꮫ䛻ᅜ㝿Ꮫ㒊ᅜ㝿Ꮫ⛉㛤タ㻌
㻝㻥㻥㻟ᖺ㻌 ᱜ⨾ᯘᏛᏛ㝔ᅜ㝿Ꮫ◊✲⛉㛤タ㻌
㻝㻥㻥㻣ᖺ㻌 Ꮫ䛻⤒Ⴀᨻ⟇Ꮫ㒊䝡䝆䝛䝇䝬䝛䞊䝆䝯䞁䝖Ꮫ⛉㛤タ㻌
㻞㻜㻜㻜ᖺ㻌 Ꮫ䛻ᩥᏛ㒊ゝㄒ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁Ꮫ⛉䚸㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᗣᚰ⌮Ꮫ⛉䚸⥲ྜᩥᏛ⛉ቑタ㻌
㻞㻜㻜㻞ᖺ㻌 ▷ᮇᏛ䜢䚸ᱜ⨾ᯘᏛ▷ᮇᏛ㒊䛻ྡ⛠ኚ᭦㻌
㻞㻜㻜㻡ᖺ㻌 Ꮫ䛻⥲ྜᩥᏛ⩌㛤タ㻌
㻞㻜㻜㻢ᖺ㻌 Ꮫ䛻ᗣ⚟♴Ꮫ⩌䚸䝡䝆䝛䝇䝬䝛䝆䝯䞁䝖Ꮫ⩌㛤タ㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌Ꮫ䛻ᱜ⨾ᯘᏛᏍᏊᏛ㝔㻔୰ᅜㄒ≉ูㄢ⛬㻕䜢㛤タ㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠄▷ᮇᏛ㒊䜢ᗫṆ䠅㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻞㻜㻜㻣ᖺ㻌 Ꮫ䛻䝸䝧䝷䝹䜰䞊䝒Ꮫ⩌㛤タ㻌
㻞㻜㻜㻤ᖺ㻌 Ꮫ㻮㻹Ꮫ⩌䛻䜰䝡䜶䞊䝅䝵䞁䝬䝛䝆䝯䞁䝖Ꮫ㢮㻌
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻌 㻌 䠄䝣䝷䜲䝖䞉䜸䝨䝺䞊䝅䝵䞁䞉䝁䞊䝇䛺䛹䜢ቑタ䠅㻌
㻞㻜㻝㻝ᖺ㻌 㻥㻜࿘ᖺ䜢㏄䛘䜎䛩㻌

㻝㻥㻞㻝ᖺ㻌 ᱜ⨾ᯘᏛᅬ䛾❧⪅䚸ΎỈᏳ୕䛻䜘䜚䚸୰ᅜி䛻㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᓫ㈆Ꮫᅬタ㻌
㻝㻥㻠㻢ᖺ㻌 ୰ᅜ䛛䜙ᖐᅜ䛧䛯ΎỈᏳ୕䛻䜘䜚䚸ᱜ⨾ᯘᏛᅬタ㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㧗➼ዪᏛᰯ䡡ⱥᩥᑓᨷ⛉タ❧㻌
㻝㻥㻠㻣ᖺ㻌 ᱜ⨾ᯘ୰Ꮫᰯ㛤ᰯ㻌
㻝㻥㻠㻤ᖺ㻌 ᱜ⨾ᯘ㧗➼Ꮫᰯ㛤ᰯ㻌
㻝㻥㻡㻜ᖺ㻌 ᱜ⨾ᯘ▷ᮇᏛ㻔ⱥㄒⱥᩥ⛉䡡ᐇົⱥㄒㄢ⛬㻕タ❧㻌
㻝㻥㻡㻡ᖺ㻌 ▷ᮇᏛ䛻ᐙᨻ⛉ቑタ㻌
㻝㻥㻢㻢ᖺ㻌 ᱜ⨾ᯘᏛᩥᏛ㒊㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻔ⱥㄒⱥ⡿ᩥᏛ⛉䡡୰ᅜㄒ୰ᅜᩥᏛ⛉㻕㛤タ㻌
㻝㻥㻢㻤ᖺ㻌 Ꮫ䛻⤒῭Ꮫ㒊⤒῭Ꮫ⛉㛤タ䚹ᱜ⨾ᯘᗂ⛶ᅬ㛤ᅬ㻌
㻝㻥㻣㻞ᖺ㻌 Ꮫ⤒῭Ꮫ㒊䛻ၟᏛ⛉ቑタ㻌
㻝㻥㻤㻤ᖺ㻌 ΎỈᏳ୕䚸ྊኳ㻔㻥㻢ṓ㻕㻌

J. F. Oberlin University

J. F. Oberlin University

ᱜ⨾ᯘᏛ䛾ᘓᏛ䛾⌮ᛕ

ᱜ⨾ᯘᏛ䛾ᩍ⫱䠄ᴫᛕᅗ䠅

㻌 䜻䝸䝇䝖ᩍ⢭⚄䛻ᇶ䛵䛔䛶ᩍ㣴㇏䛛䛺㆑ぢ䛾㧗䛔
ᅜ㝿ⓗேᮦ䜢⫱ᡂ䛩䜛䛣䛸䜢ᇶ♏䛸䛧…῝䛟ᑓ㛛Ꮫ
ⱁ䛾◊✲䛸ᩍ⫱䜢⾜䛖䚹

䠄䝸䝧䝷䝹䜰䞊䝒䠅

ͤタ⪅ΎỈᏳ୕䚸᭣䛟䛂䜻䝸䝇䝖ᩍ⩏䛸ㄒᏛ䛃

䞉⥲ྜᩥᏛ⩌
䞉ᗣ⚟♴Ꮫ⩌
䞉䝡䝆䝛䝇䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖Ꮫ⩌

䞉䝸䝧䝷䝹䜰䞊䝒Ꮫ⩌
䠄䝥䝻䝣䜵䝑䝅䝵䝘䝹䜰䞊䝒䠅

LAᏛ⩌䛾ᩍ⫱┠ⓗ
㻌 ᗈ⠊䛺▱㆑䛸῝䛔ᑓ㛛ᛶ䛻䛡䜙䜜䛯ᛮ⪃ຊ䚸
ศᯒຊ䚸ᰂ㌾䛺Ⓨຊ䜢㌟䛻䛴䛡䛯ே㛫ᛶ㇏䛛䛺
ேᮦ䛾⫱ᡂ䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䚸⥲ྜⓗᩍ㣴ཬ䜃ᑓ㛛ⓗ
ᇶ♏Ꮫ⾡䛻ಀ䜛ᩍ⫱➼䜢⾜䛖䚹䠄ᒚಟ䜺䜲䝗䠅

䞉ᇶ┙ᩍ⫱㝔
㻌 㻌 䠄ᇶ♏⛉┠⩌䚸እᅜㄒ⛉┠⩌䠅
ͤ䛣䛖䛧䛯ᵓ䛾ୗ䛷䚸2005ᖺ䛛
䜙2007ᖺ䛻䛛䛡䛶᪤Ꮡ䛾ྛᏛ㒊䞉
▷ᮇᏛ㒊䜢⤫ᗫྜ

ͤ䠷⏕ᾭᏛ⩦♫䛻䛚䛡䜛䠹⊂❧䛧䛯Ꮫ⩦⪅(Independent
㻌 Learner)䛾⫱ᡂ㻌㻌

J. F. Oberlin University

J. F. Oberlin University

㧙㧙

䝸䝧䝷䝹䜰䞊䝒䛾䝸䝧䝷䝹䛺⌮ゎ䠛

ᱜ⨾ᯘᏛ䛾ᩍဨᩘ

䝸䝧䝷䝹䜰䞊䝒䜢䛹䛾䜘䛖䛻⌮ゎ䛩䜛䛛䛿䚸䛒䜛⛬ᗘ䜎䛷ྛᏛ
䛾⮬⏤䛻ጤ䛽䜙䜜䜛䚹䛧䛛䛧䚸䝸䝧䝷䝹䜰䞊䝒䛻ᑐ❧䛩䜛䛾䛿
㼜㼞㼛㼒㼑㼟㼟㼕㼛㼚㼍㼘㻌㼑㼐㼡㼏㼍㼠㼕㼛㼚䠄⫋ᴗᩍ⫱䚸ᑓ㛛ᩍ⫱䠅䛷䛒䜛䚹㼍㼞㼠㼑㼟㻌
㼘㼕㼎㼑㼞㼍㼘㼑㼟䛻䜎䛷㐳䜜䜀䚸㼍㼞㼠㼑㼟㻌㼙㼑㼏㼔㼍㼚㼕㼏㼍㼑䛻䛺䜛䛾䛷䛒䜛䛜䚸
㼜㼞㼛㼒㼑㼟㼟㼕㼛㼚㼍㼘㻌㼍㼞㼠㼟䛸䛔䛖ゝⴥ䛿䛹䛖䛻䜒⪺䛝័䜜䛺䛔䚹㻌
㻌 ᪉䚸䛚Ⲕ䛾ỈዪᏊᏛ䛿䛂㻞㻝ୡ⣖ᆺ䝸䝧䝷䝹䜰䞊䝒䛃䜢䛂⏕ᾭ
䛻䜟䛯䛳䛶䛂⮬ᅾ䛻䠄䝸䝧䝷䝹䠅䛃䛘䜛䛂ᢏ䠄䜰䞊䝒䠅䛃䛾⩦ᚓ䜢䜑䛦
䛩䜒䛾䛃䛸ᐃ⩏䛧䛶䛔䜛䚹ゝⴥ䛾ᐃ⩏䛿ಶே䛾⮬⏤䛷䛿䛒䜛䛜䚸
ᙧᐜモ䜢モ䛸䛧䛶䛖䛾䛿䛔䛛䛜䛺䜒䛾䛛䚹㻌
㻌 䜎䛯䚸䛂⏕ᾭ䛻䜟䛯䜛Ꮫ䜃䛾ᇶ♏ຊ䜢ᥦ౪䛩䜛䛃䛸䛔䛖ᩍ⫱┠ⓗ
䛿༑ศ䛻⌮ゎྍ⬟䛷䛒䜛䛜䚸䛺䛬䛂ᩥ⌮⼥ྜ䛃䛺䛾䛛䚹ఏ⤫ⓗ䛺
䝸䝧䝷䝹䜰䞊䝒䠄ᇶ♏ⓗᏛၥศ㔝䛻㛵䜟䜛ᩍ⫱䠅䛷䛿䛂Ꮫ䜃䛾ᇶ
♏ຊ䛃䜢⫱ᡂ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䛛䛾䜘䛖䛻䜒⪺䛣䛘䜛䚹㻌

ᩍᤵ164䚸ᩍᤵ59䚸ㅮᖌ51䚸ຓᩍ3䚸ィ 277ྡ
㻌 ேᩥᏛ⣔47ྡ䚸ゝㄒᏛ⣔54ྡ䚸

㻌

㻌 ⱁ⾡ᩥᏛ⣔27ྡ䚸ἲᏛᨻᏛ⣔19ྡ
㻌 ⤒῭䞉⤒ႠᏛ⣔48ྡ䚸ᚰ⌮䞉ᩍ⫱Ꮫ⣔30ྡ
㻌 ⮬↛⛉Ꮫ⣔24ྡ䚸⥲ྜ⛉Ꮫ⣔28ྡ
ͤ䛂ᩍ⫱䛸◊✲䛾ᶵ⬟ⓗศ㞳䛃䛷䛒䜛䛜䚸䛭䜜䜋䛹ᶵ⬟䛧䛶䛔䜛䜘
㻌 䛖䛻䛿ᛮ䜟䜜䛺䛔䚹ᩍᤵ䛾ᩘ䛜ቑ䛘䜛䛰䛡䚹

LAᏛ⩌ᢸᙜᩍဨ
㻌 ᩍᤵ72䚸ᩍᤵ32䚸ㅮᖌ12䚸ィ 116ྡ
ᇶ┙ᩍ⫱㝔ᢸᙜᩍဨ
㻌 ᩍᤵ9䚸ᩍᤵ4䚸ㅮᖌ19䚸ィ 36ྡ䠄152ྡ䠅㻌

J. F. Oberlin University

J. F. Oberlin University

ᱜ⨾ᯘᏛ䛾Ꮫ⏕ᩘ

᪥䛾䛚ヰ䛾ᴫせ

༊ศ
ධᏛᐃဨ ᐜᐃဨ ᅾᏛ⏕ᩘ
LAᏛ⩌㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 950㻌 㻌 㻌 3,800㻌 㻌 㻌 㻌 4,403
⥲ྜᩥᏛ⩌㻌 㻌 㻌 250㻌 㻌 㻌 1,000㻌 㻌 㻌 㻌 1,143
䝡䝆䝛䝇䞉䝬䝛䞊䝆䝯䞁䝖Ꮫ⩌
㻌 BMᏛ㢮㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 320㻌 㻌 㻌 1.360㻌 㻌 㻌 㻌 1,673㻌
㻌 䜰䝡䜶䞊䝅䝵䞁䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖Ꮫ㢮
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 80㻌 㻌 㻌 㻌 240㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 272
ᗣ⚟♴Ꮫ⩌㻌 㻌 㻌 200㻌 㻌 㻌 㻌 800㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 966
Ꮫኈㄢ⛬ィ㻌 㻌 㻌 1,800㻌 㻌 㻌 7,200㻌 㻌 㻌 㻌 8,638
Ꮫྜィ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 2,173㻌 㻌 㻌 7,795㻌 㻌 㻌 㻌 9,294
㻌 䠄Ꮫ㝔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 213㻌 㻌 㻌 㻌 435㻌 㻌 㻌 㻌 398䠅

䛿䛨䜑䛻㻌 ఱ䛷䛥䜙䝸䝧䝷䝹䜰䞊䝒
1㻌 ᱜ⨾ᯘᏛ䛾ἢ㠉䛸⌧≧

2㻌 LAᏛ⩌䛾ᩍ⫱―⌧≧䛸ㄢ㢟
2-1㻌 ᇶ┙Ꮫ⩦
2-2㻌 ⮬⏤Ꮫ⩦䛸GO䝥䝻䜾䝷䝮
2-3㻌 ᑓᨷᏛ⩦
3 ᨵ㠉䛾᪉ྥ
䜐䛩䜃㻌 䛰䛛䜙䛣䛭䝸䝧䝷䝹䜰䞊䝒

J. F. Oberlin University

J. F. Oberlin University

LAᏛ⩌䛾ᩍ⫱

ᇶ♏Ꮫ⩦䠄42༢䠅

䞉ᇶ♏Ꮫ⩦䠄42༢䠅
㻌 㻌 䝁䜰⛉┠䠄16༢䠅䚸እᅜㄒᩍ⫱䠄8༢䠅䚸

䞉䝁䜰⛉┠䠄16༢䠅 ―䜻䝸䝇䝖ᩍධ㛛䚸ཱྀㄒ⾲⌧ἲ䠍䚸ᩥ❶⾲
⌧ἲ䠍䚸ⱥㄒ䝁䜰䠍A䚸ⱥㄒ䝁䜰䠍B䚸ⱥㄒ䝁䜰䠎A䚸ⱥㄒ䝁䜰䠎B䚸䝁
䞁䝢䝳䞊䝍䞉䝸䝔䝷䝅䞊Ϩ
䞉እᅜㄒᩍ⫱䠄ྠ୍ゝㄒ8༢䚸2ゝㄒྛ4༢䚸䠍䠔ᅜㄒ㛤タ䠅
䞉ᇶ┙ᩍ⫱―䜻䝸䝇䝖ᩍ⌮ゎ2༢ᚲಟ䚸䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䞉䝇
䜻䝹䝈䚸䜰䜹䝕䝭䝑䜽䞉䜺䜲䝎䞁䝇䠄LA 䝉䝭䝘䞊2༢ᚲಟ䠅䚸䝣䜱䞊
䝹䝗䞉䝇䝍䝕䜱䞊䝈䚸Ꮫၥᇶ♏8༢ᚲಟ䚸ᑓᨷධ㛛2༢ᚲಟ
䠄18༢䠅

㻌 㻌 ᇶ┙ᩍ⫱䠄18༢䠅

䞉ᑓᨷᏛ⩦䠄40䡚44༢䠅
㻌 㻌 ᑓᨷ䝥䝻䜾䝷䝮䛷ᣦᐃ䛥䜜䛶䛔䜛ᤵᴗ⛉┠
㻌 䈜Ꮫ⩌䛸䛧䛶䛿䝯䝆䝱䞊䞉䝬䜲䝘䞊ᒚಟ䜢᥎ዡ㻌

䞉⮬⏤Ꮫ⩦䠄38䡚42༢䠅
㻌 㻌 Ꮫ⩌㛤タ⛉┠䜋䛛
䞉༞ᴗせ௳
䠄1䠅124༢ಟᚓ䚸ධᏛ䛛䜙䛾㏻⟬GNP1.5௨ୖ
䠄2䠅䠍ᑓᨷ䝥䝻䜾䝷䝮䜢䝯䝆䝱䞊䛸䛧䛶ಟ䛩䜛䛣䛸

ͤLA䝉䝭䝘䞊2༢䚸Ꮫၥᇶ♏䠄ேᩥ⛉Ꮫᇶ♏䚸♫⛉Ꮫᇶ♏䚸
⮬↛⛉Ꮫᇶ♏䚸Ꮫ㝿䞉⤫ྜ⛉Ꮫᇶ♏䠅8༢䠇ᑓᨷධ㛛2༢䚸
ィ䠍2༢䛜ᪧ୍⯡ᩍ⫱⛉┠䛻┦ᙜ 㻌

J. F. Oberlin University

J. F. Oberlin University

㧙㧙

ᇶ♏Ꮫ⩦䛾ၥ㢟

LA䝉䝭䝘䞊ᡂ⦼ศᕸ䠄2008ᖺ䛸2009ᖺ䠅

䞉ᇶ♏Ꮫ⩦䛜」㞧䛷↔Ⅼ䛜ᐃ䜎䜙䛺䛔䚹 䠄ᤵᴗ⛉┠䛾
㻌 ⮬ᕫቑṪ⌧㇟䠅
䠄1䠅♫⤒㦂䛾ஈ䛧䛔1ᖺḟᏛ⏕䛻䚸17䛾እᅜㄒ䠄ⱥㄒ䜢㝖䛟䠅䛛
㻌 䜙୍䛴䜢㑅ᢥ䛩䜛⬟ຊ䛜䛒䜛䛛䚹ືᶵ䛜ᮍ⇍䛰䛛䜙እᅜㄒ䛜
㻌 ㌟䛻䛴䛛䛺䛔䚹
䠄2䠅䜻䝸䝇䝖ᩍ⩏䛾Ꮫ䛷䛿䛒䜛䛜䚸Ꮫ⏕ᚲಟ䛿䜻䝸䝇䝖ᩍ
㻌 ධ㛛䛰䛡䛷䜘䛔䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹䜻䝸䝇䝖ᩍ⌮ゎ䛾ྛ⛉┠䜢Ꮫၥ
㻌 ᇶ♏䛸LAᏛ⩌ᤵᴗ⛉┠䛻⛣䛩䚹

䞉Ꮫ⏕䛸䛧䛶䛾ᇶ♏ⓗ▱㆑䛾ಟᚓ䛜༑ศ䛷䛒䜛䚹
䠄3䠅ᪧ୍⯡ᩍ⫱⛉┠┦ᙜ䛾ᤵᴗ⛉┠12༢䜢ᒚಟ䛧䛯䛰䛡䛷䚸
㻌 LAᏛ⩌䛾ᑓᨷ䝥䝻䜾䝷䝮䜢㑅ᢥ䛩䜛⬟ຊ䛜㌟䛻䛴䛟䛾䛛䚹㧗㻌
㻌 ᰯẁ㝵䛾ᚿᮃືᶵ䛻ᇶ䛵䛔䛶ᑓᨷP䛾㑅ᢥ䛜䛺䛥䜜䛶䛔䜛䚹

J. F. Oberlin University

J. F. Oberlin University

ᡂ⦼ホ౯䛾ᶆ‽䠄ཝ᱁䠅

⮬⏤Ꮫ⩦䠄38䡚44༢䠅䜋䛛

䞉LA䝉䝭䝘䞊䠄䜰䜹䝕䝭䝑䜽䞉䝷䜲䝔䜱䞁䜾䜢㢟䛸䛩䜛ᇶ♏
₇⩦䠅䛿䚸LAᏛ⩌䛷၏୍䛾ᚲಟ⛉┠䠄1䜽䝷䝇15ே䛷ྛ
ᖺᗘ75䜽䝷䝇䠇ᒚಟ䜽䝷䝇䠅㛤タ䠅
䞉ᢸᙜᩍဨ䛿ྛ䜽䝷䝇䛾䜰䜹䝕䝭䝑䜽䞉䜰䝗䝞䜲䝄䞊䜢වົ
䞉LA䝉䝭䝘䞊᳨ウጤဨ䛜ᤵᴗ᪉ἲ➼䛻㛵䛩䜛䝬䝙䝳䜰
䝹➼䜢సᡂ䛧䚸ᢸᙜᩍဨဨ䛻㓄ᕸ䚹
䞉ᡂ⦼ホ౯A䠖B䠖C䠙䠍䠖䠎䠖䠍䛜ᶆ‽
㻌 䠄A90䚸B80䚸C70䚸D60䚸F59௨ୗ䚸Iಖ␃䠅

䞉LAᏛ⩌ᑓᨷ⛉┠䚸Ꮫ⩌ᑓᨷ⛉┠䚸Ꮫඹ㏻⛉┠䠄ᩍ

⫋䛻㛵䛩䜛⛉┠䜢ྵ䜐䠅䚸Ꮫ➼䠄ᾏእ␃Ꮫ䛾⛉┠䜢
ྵ䜐䠅䚸ྛ✀ᢏ⬟ᑂᰝ䛻䜘䜛༢ㄆᐃ

ͤᱜ⨾ᯘᏛᩍဨ䛿ᡂ⦼ホ౯䛜⏑䛔䚹ᩍဨ䛸Ꮫ⏕䛸䛾䛺䜜ྜ䛔䚹
ͤ䛣䛾䛣䛸䛜㆟㢟䛻䛺䜛䛸䛂⤯ᑐホ౯or┦ᑐホ౯䛃ㄽத䛜ጞ䜎䜛䚹
ͤ3ᖺḟ༞ᴗไᗘ䠄GPA3.䠒௨ୖ䠅䛸䛾㛵ಀ䜒䛒䜚䚸⌧ᅾ䛿୍ᛂ䛾
ᡂ⦼ホ౯䛾ᇶ‽䠄A10%䚸B 30%䠅䛜䛒䜛䚹

ͤ䛂Ꮫ⏕䛜⮬䜙ィ⏬䛧䚸Ꮫෆእ䛾ᤵᴗ⛉┠䛛䜙⮬⏤䛻㑅ᢥ䛷䛝䜛䛃
㻌 䛸䛔䛖㊃᪨䚹Ꮫ㒊㛤タ⛉┠䛾ᒚಟ䜢᥎ዡ䛧䛯⌧⾜Ꮫ⩌ไ௨๓
㻌 䛾Ꮫ⩦༊ศ
ͤ䝸䝧䝷䝹䜰䞊䝒Ꮫ⩌䛷䛿䚸䝯䝆䝱䞊䞉䝬䜲䝘䞊䛸䛔䛖㑅ᢥ䛜ྍ⬟䛺
㻌 䛾䛷䚸䝥䝻䝣䜵䝑䝅䝵䝘䝹䞉䜰䞊䝒⣔䛾Ꮫ⩌㛤タ⛉┠䜢ᒚಟ䛩䜛
㻌 ᚲせᛶ䛿ஈ䛧䛔䚹
ͤ䝸䝧䝷䝹䜰䞊䝒Ꮫ⩌䛸䛧䛶䛿䚸Ꮫ⩌Ꮫ⏕䛾ᒚಟ䜢ᣄྰ䛩䜛⌮
㻌 ⏤䛿䛺䛔䚹

J. F. Oberlin University

J. F. Oberlin University

GO䝥䝻䜾䝷䝮䜋䛛

ᑓᨷ䝥䝻䜾䝷䝮⦅ᡂ䛸Ꮫ⏕䛾㑅ᢥ
䞉ⱥㄒ䚸୰ᅜㄒ䚸᪥ᮏㄒ᪥ᮏᩥᏛ䚸᪥ᮏㄒᩍ⫱䚸ゝㄒᏛ䚸㻌

䞉Global Outreach䝥䝻䜾䝷䝮
㻌 ༙ᮇ䛾ᾏእእᅜㄒ◊ಟ䚸ཧຍ⪅䛿እᅜㄒ8༢䜢ච㝖
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

㻌 䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁Ꮫ䚸ⱥ⡿ᩥᏛ䚸୰ᅜᩥᏛ䚸⌧௦䞉ୡ⏺
㻌 ᩥᏛ䚸䜻䝸䝇䝖ᩍᏛ䚸᐀ᩍᏛ䚸ဴᏛ䚸⌮Ꮫ䚸ᚰ⌮Ꮫ
䞉ᩥே㢮Ꮫ䚸䜰䝯䝸䜹ᆅᇦ◊✲䚸䜰䝆䜰◊✲䚸᪥ᮏᆅᇦ
㻌 ◊✲J䚸᪥ᮏᆅᇦ◊✲E*䚸᪥ᮏᆅᇦ◊✲C*䚸ṔྐᏛ
㻌 ᅜ㝿㛵ಀ䚸ᅜ㝿༠ຊ䚸♫Ꮫ䚸ᩍ⫱Ꮫ䠄ᩍ⫋ᩍ⫱䠅䚸ᅜ㝿
㻌 ⤒῭䚸䝡䝆䝛䝇䞉䜶䝁䝜䝭䝑䜽䝇䚸⥲ྜᨻ⟇
䞉ᇶ♏ᩘ⌮䠷ᩘᏛ䚸≀⌮䚸Ꮫ䚸⏕≀Ꮫ䚸ᆅ⌫⛉Ꮫ䠹
䞉⎔ቃᏛ䚸ሗᏛ䚸䝯䝕䜱䜰䠄䝆䝱䞊䝘䝸䝈䝮䠅䚸༤≀㤋Ꮫ*

䜲䜼䝸䝇5Ꮫ䠄34䚸34䠅䚸䜹䝘䝎7Ꮫ䠄101䚸76䠅䚸
䜰䝯䝸䜹11Ꮫ䠄76䚸90䠅䚸䜸䞊䝇䝖䝷䝸䜰4Ꮫ䠄43䚸3䠅䚸
䝙䝳䞊䝆䞊䝷䞁䝗3Ꮫ䠄35䚸14䠅䚸䜰䜲䝹䝷䞁䝗䠄13䚸0䠅䚸
୰ᅜ6Ꮫ䠄6䚸3䠅䚸ྎ‴䠄1䚸0䠅䚸㡑ᅜ䠄1䚸2䠅
ィ䠄07ᖺ⛅䛸08ᖺ311ྡ䚸10ᖺ⛅䛸11ᖺ232ྡ䠅

䞉㛗ᮇ␃Ꮫ⏕䛾ὴ㐵䠄Ꮫ2010ᖺᗘ䠅
㻌 㡑ᅜ䠄21䠅䚸୰ᅜ䠄14䠅䚸䜰䝯䝸䜹䠄8䠅 䚸䜰䜲䝇䝷䞁䝗䠄2䠅 䚸
㻌 䜹䝘䝎䠄3䠅䚸䜸䞊䝇䝖䝷䝸䜰䠄3䠅䚸ィ51ྡ
䞉እᅜே␃Ꮫ⏕䛾ཷ䛡ධ䜜䠄Ꮫ2010ᖺᗘ䠅
㻌 ୰ᅜ䠄457䠅䚸㡑ᅜ䠄86䠅䚸䜰䝯䝸䜹䠄35䠅䜋䛛ィ647ྡ

ͤ᪤ᏑᏛ㒊䛾ᤵᴗ⛉┠䜢䛩䜉䛶ཷ䛡ධ䜜䚸ୖグ䛾ᑓᨷ䝥䝻䜾䝷
㻌 䝮䛻⦅(ᩍဨ䛾㈨᱁ᑂᰝ䛺䛧)䚹㛤タᤵᴗ⛉┠ᩘ䛜ከ䛔䚹

䕿Ꮫ⏕䛾ᑓᨷ䝥䝻䜾䝷䝮Ỵᐃ䠄2ᖺḟ⛅䠅䛻ไ㝈䛿䛺䛔䚹

J. F. Oberlin University

J. F. Oberlin University

㧙㧙

ᑓᨷ䝥䝻䜾䝷䝮Ⓩ㘓⪅ᩘ䠍䠄2010ᖺ10᭶䠅

ᑓᨷ䝥䝻䜾䝷䝮Ⓩ㘓⪅ᩘ䠎 䠄2010ᖺ10᭶䠅

ⱥㄒ䠄166䚸22䠅䚸୰ᅜㄒ䠄18䚸6䠅䚸᪥ᮏㄒ᪥ᮏᩥ
Ꮫ䠄43䚸10䠅䚸᪥ᮏㄒᩍ⫱䠄13䚸13䠅䚸ゝㄒᏛ䠄8䚸
5䠅䚸䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁Ꮫ䠄173䚸34䠅䚸ⱥ⡿ᩥᏛ
䠄12䚸4䠅䚸୰ᅜᩥᏛ䠄2䚸0䠅䚸⌧௦䞉ୡ⏺ᩥᏛ䠄3䚸2䠅
䜻䝸䝇䝖ᩍᏛ䠄3䚸3䠅䚸᐀ᩍᏛ䠄5䚸2䠅䚸ဴᏛ䠄3䚸4䠅䚸
⌮Ꮫ䠄2䚸1䠅
ᩥே㢮Ꮫ䠄12䚸13䠅䚸䜰䝯䝸䜹ᆅᇦ◊✲䠄4䚸6䠅䚸
䜰䝆䜰ᆅᇦ◊✲䠄4䚸4䠅䚸᪥ᮏᆅᇦ◊✲J䠄6䚸4䠅䚸
᪥ᮏᆅᇦ◊✲E*䠄䠎䠅䚸᪥ᮏᆅᇦ◊✲C*䠄0䠅䚸Ṕྐ
Ꮫ䠄22䚸7䠅

ᅜ㝿㛵ಀ䠄29䚸7䠅䚸ᅜ㝿༠ຊ䠄33䚸11䠅䚸♫Ꮫ
䠄84䚸26䠅䚸ᚰ⌮Ꮫ䠄69䚸9䠅䚸ᩍ⫱Ꮫ䠄ᩍ⫋ᩍ⫱䠅䠄7䚸
2䠅䚸༤≀㤋Ꮫ䠄26䠅䚸ᅜ㝿⤒῭䠄48䚸14䠅䚸䝡䝆䝛
䝇䞉䜶䝁䝜䝭䝑䜽䝇䠄78䚸9䠅䚸⥲ྜᨻ⟇䠄18䚸16䠅
ᇶ♏ᩘ⌮䠄9䚸3䠅䚸ሗ⛉Ꮫ䠄45䚸19䠅䚸⎔ቃᏛ䠄25䚸
10䠅䚸䝯䝕䜱䜰䠄䝆䝱䞊䝘䝸䝈䝮䠅䠄60䚸9䠅
㻌 Ⓩ㘓⪅ᩘィ䠄䝯䝆䝱䞊1004ྡ䚸䝬䜲䝘䞊303ྡ䠅
㻌 䝎䝤䝹䝯䝆䝱䞊11ྡ㻌 䝯䝆䝱䞊䡡䝬䜲䝘䞊257ྡ
㻌 䝯䝆䝱䞊䞉2䝬䜲䝘䞊19ྡ㻌 䝯䝆䝱䞊䡡䠐䝬䜲䝘䞊2ྡ
㻌 ィ287ྡ䠄993ྡ䠅
ͤᏛ⩌䛾᥎ዡ䛻ᛂ䛘䛯䛾䛿䚸య䛾28.9%

J. F. Oberlin University

J. F. Oberlin University

ᑓᨷ₇⩦䠄3ᖺḟ䞉⛅Ꮫᮇྛ2༢䠅
䠄2007ᖺᗘධᏛ⪅1,101ྡ䠅 ᑐ㇟Ꮫ⏕㻌 㻌 㻌 Ⓩ㘓⪅䠄ẚ⋡䠅㻌

༞ㄽ䞉༞◊ᒚಟ≧ἣ䠄4ᖺḟ4༢䠅
㻌㻌㻌㻌

䠄2007ᖺᗘධᏛ⪅1,101ྡ䚸ᅾ⡠Ꮫ⏕1,060ྡ䠅
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᑐ㇟Ꮫ⏕䚸㻌 ᒚಟ⪅䚸㻌 ᥦฟ⪅㻌

2009ᖺᗘᑓᨷ₇⩦㻌 1,060ྡ㻌 㻌 910ྡ䠄85.8%䠅

㻌㻌㻌㻌

2010ᖺᗘ༞ㄽ䞉༞◊㻌 㻌 910ྡ䚸㻌 315ྡ䚸㻌 213ྡ
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠄34.6%䠅䚸 䠄67.6%䠅㻌 㻌 㻌 㻌 㻌

䠄2008ᖺᗘධᏛ⪅1,193ྡ䠅

2010ᖺᗘᑓᨷ₇⩦㻌 1,138ྡ㻌 㻌 961ྡ䠄84.4%䠅

ͤ༞ㄽ䡡༞◊䛿㑅ᢥ⛉┠䛷䚸ಟᚓ༢䛿⮬⏤Ꮫ⩦䛻⟬ධ
ͤ䝊䝭䛛䜙༞ㄽ䜈䛾✚䜏㔜䛽䛜䛺䛔䛸䚸Ꮫኈㄢ⛬ಟ⪅䛻ᚲ
せ䛺Ꮫຊ䛿㌟䛻䛴䛛䛺䛔䛷䛧䜗䛖䚹
ͤ༞ㄽᒚಟ⋡䠄70%?䠅䛸ᥦฟ⋡䠄90%䠛䠅䜢䛔䛳䛭䛖㧗䜑䜛ᚲ
せ䛜䛒䜛䚹

䠄2009ᖺᗘධᏛ⪅1,115ྡ䠅

2011ᖺᗘᑓᨷ₇⩦㻌 1,088ྡ㻌 㻌 897ྡ䠄82.4%䠅
䠄2010ᖺᗘධᏛ⪅ᩘ1,147ྡ䠅
䠄2011ᖺᗘධᏛ⪅ᩘ1,143ྡ䠅
ͤᑓᨷ₇⩦䛿㑅ᢥ⛉┠䛷䚸ಟᚓ༢䛿⮬⏤Ꮫ⩦䛻⟬ධ
ͤᨵ⤌௨๓䛛䜙Ꮫ⏕䛾Ꮫ⩦ពḧపୗ䜢⌮⏤䛻䚸䝊䝭䠄༞ㄽ䠅䜢㑅
ᢥไ䛻䛩䜛Ꮫ㒊Ꮫ⛉䛜ከ䛛䛳䛯䜘䛖䛷䛒䜛䚹
ͤ䛣䜜䛷䛿䚸Ꮫ⏕䛻Ꮫၥ䜢䛩䜛䛣䛸䛾㠃ⓑ䛥䛿ఏ䛘䜙䜜䛺䛔䚹

༞ᴗᕼᮃᒆᥦฟ⪅869ྡ䚸༞ᴗ841ྡ䠄28ྡᮍᐃ䠅
㻌 䠄2010ᖺ2᭶ᩍᤵ䠅
ͤᑵ⫋≧ἣ䛜䜘䛟䛺䛔䛾䛷䚸༞ᴗᘏᮇ⪅䛜䛛䛺䜚䛾ᩘ䛻ୖ䜛䚹

J. F. Oberlin University

J. F. Oberlin University

ᑓᨷ䝥䝻䜾䝷䝮ᢸᙜᩍဨ䛸M䞉MⓏ㘓⪅ᩘ

᪥䛾䛚ヰ䛾ᴫせ

2009ᖺᗘ䠄ᩍဨᩘ䚸ᖹᆒⓏ㘓Ꮫ⏕ᩘ䠅
䞉ⱥㄒ䠄䠓䚸20.4䠅䚸୰ᅜㄒ䠄䠐䚸5.0䠅䚸᪥ᮏㄒ᪥ᮏᩥᏛ䠄1䚸39.0䠅䚸
㻌 ᪥ᮏㄒᩍ⫱䠄6䚸4.2䠅䚸ゝㄒᏛ䠄1䚸9.0䠅䚸୰ᅜᩥᏛ䠄6䚸0.33䠅䚸
㻌 䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁Ꮫ䠄3䚸47.7䠅䚸ⱥ⡿ᩥᏛ䠄4䚸5.8䠅䚸
㻌 ⌧௦䞉ୡ⏺ᩥᏛ䠄1䚸1.0䠅䚸䜻䝸䝇䝖ᩍᏛ䠄2䚸3.0䠅䚸᐀ᩍᏛ䠄1䚸5.0䠅䚸
㻌 ဴᏛ䠄1䚸3.0䠅䚸⌮Ꮫ䠄2䚸3.5䠅䚸ᚰ⌮Ꮫ䠄6䚸13.2䠅
䞉ᩥே㢮Ꮫ䠄3䚸9.3䠅䚸䜰䝯䝸䜹ᆅᇦ◊✲䠄4䚸2.0䠅䚸
㻌 䜰䝆䜰ᆅᇦ◊✲䠄6䠈1.8䠅䚸᪥ᮏᆅᇦ◊✲J䠄1䚸11.0䠅䚸
㻌 ྠE*䠄2䚸0䠅䚸ྠC*䠄3䚸0䠅䚸ṔྐᏛ䠄2䚸15.5䠅䚸ᅜ㝿㛵ಀ䠄5䚸5.0䠅䚸
㻌 ᅜ㝿༠ຊ䠄4䚸12.5䠅䚸♫Ꮫ䠄2䚸66.5䠅ᩍ⫱Ꮫ䠄ᩍ⫋ᩍ⫱䠅䠄5䚸4.6䠅
㻌 ᅜ㝿⤒῭䠄6䚸5.8䠅 䚸䝡䝆䝛䝇䞉䜶䝁䝜䝭䝑䜽䝇䠄6䚸16.5䠅䚸
䞉ᇶ♏ᩘ⌮䠄ᩘᏛ䚸≀⌮Ꮫ䚸Ꮫ䚸⏕≀Ꮫ䚸ᆅ⌫⛉Ꮫ䠅䠄11䚸1.0䠅
䞉⥲ྜᨻ⟇䠄6䚸5.8䠅䚸⎔ቃᏛ䠄3䚸7.7䠅䚸ሗ⛉Ꮫ䠄5䚸7.0䠅䚸
㻌 䝯䝕䜱䜰䠄䝆䝱䞊䝘䝸䝈䝮䠅䠄3䚸15.7䠅䚸༤≀㤋Ꮫ*䠄1䚸0䠅

䛿䛨䜑䛻㻌 ఱ䛷䛥䜙䝸䝧䝷䝹䜰䞊䝒
䠍㻌 ᱜ⨾ᯘᏛ䛾ἢ㠉䛸⌧≧
䠎㻌 LAᏛ⩌䛾ᩍ⫱―⌧≧䛸ㄢ㢟
䠄1䠅 ᇶ┙Ꮫ⩦
䠄2䠅 ⮬⏤Ꮫ⩦䛸GO䝥䝻䜾䝷䝮
䠄3䠅 ᑓᨷᏛ⩦

䠏㻌 ᨵ㠉䛾᪉ྥ
䜐䛩䜃㻌 䛰䛛䜙䛣䛭䝸䝧䝷䝹䜰䞊䝒

J. F. Oberlin University

J. F. Oberlin University

㧙㧙

ᨵ㠉䛾᪉ྥ

䠎䠊ᇶ♏Ꮫ⩦䛿䠛
ᇶ┙ᩍ⫱䠄18༢䠅

䠍㻌 Ꮫ⩦༊ศ䛿㐺ษ䛛

䞉䜻䝸䝇䝖ᩍ⌮ゎ䠄⪷᭩䚸䜻䝸䝇䝖ᩍᚐ᐀ᩍ䚸䜻䝸䝇䝖ᩍ䛸♫䚸
㻌 䜻䝸䝇䝖ᩍ䛸ⱁ⾡䠅→Ꮫၥᇶ♏䛛LAᏛ⩌䛾ᤵᴗ⛉┠䛻⛣䛩䚹
䞉䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䞉䝇䜻䝹䝈䠄ཱྀㄒ⾲⌧ἲϩ䚸ᩥ❶⾲⌧ἲϩ䚸
㻌 䝁䞁䝢䝳䞊䝍䞉䝸䝔䝷䝅䞊ϩ䚸ᩥ❶ᵓᡂἲ䠅
䞉䜰䜹䝕䝭䝑䜽䞉䜺䜲䝎䞁䝇䠄LA䝉䝭䝘䞊䚸⮬ᕫᐇ⌧䛸䜻䝱䝸䜰䞉
㻌 䝕䝄䜲䞁䚸Ꮫ䛷䛾Ꮫ䜃䛸⤒㦂䠅→䜻䝱䝸䜰䞉䝕䝄䜲䞁䛰䛡ṧ䛩䚹
䞉䝣䜱䞊䝹䝗䞉䝇䝍䝕䜱䞊䝇䠄ㄒᏛ◊ಟ䚸ᅜ㝿༠ຊ◊ಟ䚸ᾏእᴗ
㻌 ◊ಟ䚸 ᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱䚸⮬◊✲䚸ᆅᇦ♫ཧຍ䠅
䞉Ꮫၥᇶ♏䠄8䠅䠄ேᩥ⛉Ꮫᇶ♏䚸♫⛉Ꮫᇶ♏䚸⮬↛⛉Ꮫᇶ♏䚸
Ꮫ㝿䞉⤫ྜᏛᇶ♏ 䠅㻌 䞉ᑓᨷධ㛛䠄2䠅
ͤ6༢䠄LAᚲಟ⛉┠12༢䜢㝖䛟䠅䛾䛯䜑䛻䚸䛣䜜䛰䛡䛾⛉┠
䛿ᚲせ䛺䛧䚹Ꮫၥᇶ♏䛾༢ᩘ䜢ቑ䜔䛩䜉䛝䚹
ͤᏛኈㄢ⛬䠙ึᖺḟᩍ⫱䠇䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱䛸䛔䛖⮯䛔䛜䛩䜛䚹

㻌

⌧ᅾ䛾ᇶ♏Ꮫ⩦䚸ᑓᨷᏛ⩦䚸⮬⏤Ꮫ⩦䛸䛔䛖༊ศ䛿䚸㐣ཤ
㻌 䛾䠐Ꮫ㒊௦䛾ṧ䛷䛒䜚䚸LAᏛ⩌䛻䛿㐺ษ䛷䛺䛔䚹䠄ᑓᨷ
㻌 Ꮫ⩦ෆ䛻㑅ᢥ⛉┠䛾ᯟ䜢タ䛡䜛䚹䠅

䠎㻌 ᇶ♏Ꮫ⩦䛿ᑗ᮶䛾䜲䞁䝕䜱䝨䞁䝕䞁䝖䞉䝷䞊䝘䞊䛻
㻌 䜅䛥䜟䛧䛔ᇶ♏ⓗ▱㆑䛸ᢏ⬟䜢䛘䛶䛔䜛䛛
㻌 ᢏ⬟䛿ู䛻䛧䛶䚸ᑓᨷ䝥䝻䜾䝷䝮䛾㑅ᢥ䛻ᚲせ䛺ᇶ♏ⓗ▱㆑
㻌 䛜䛘䜙䜜䛶䛔䛺䛔䚹

䠏㻌 ᑓᨷᏛ⩦䛷䛿Ꮫኈㄢ⛬ಟ⪅䛻䜅䛥䜟䛧䛔Ꮫຊ䜢
㻌 ಟᚓ䛥䛫䛶䛔䜛䛛
䠐㻌 LAᏛ⩌䛿䛭䛾ᩍ⫱┠ⓗ䜢㐩ᡂ䛧䛶䛔䜛䛛㻌 㻌

J. F. Oberlin University

J. F. Oberlin University

䠏䠊ᑓᨷᏛ⩦䛿䠛

ᤵᴗ⛉┠䛾ᩚ⌮⤫ྜ䛸㝵ᒙ

䞉Late Specialization䠄ᑓᨷ䜢Ỵ䜑䛪䛻ධᏛ䛥䛫䜛᪉ᘧ䠅䛿Ꮫ
⏕䛻䛿ேẼ䛜䛒䜛䚹᪉䚸ᑓᨷ䝥䝻䜾䝷䝮䛾㑅ᢥ䛻㛵䛧
䛶Ꮫ⏕䛾ᮍ⇍䛥䠄ⱥㄒ䚸䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䚸ᚰ⌮Ꮫ䠅䜒║䛻䛴
䛟䚹ྛᑓᨷ䝥䝻䜾䝷䝮䛾ᩍဨ1ேᙜ䛯䜚䛾ᡤᒓᏛ⏕ᩘ䛾
ᆒ⾮䛿䚸(1)Ꮫ⏕䛾㑅ᢥ⬟ຊ䛾ྥୖ䚸(2)ᩍဨ䛾㓄
⨨䛻䜘䛳䛶ゎỴྍ⬟䛷䛒䜝䛖䚹
䞉ᱜ⨾ᯘᏛ䛿ᑡேᩘᩍ⫱䠄䠍䜽䝷䝇ᖹᆒ26.9ே䚸Ꮫෆ
2012䠅䛷䛒䜛䛸䛔䛖༳㇟䜢䛘䛶䛔䜛䚹䛣䜜䛿䚸Ꮫᰯ䛸
Ꮫ䛾༊ู䛷䛝䛶䛔䛺䛔ドᣐ䠄Ꮫ䛷䛾ᑡேᩘᩍ⫱䛿1䝊䝭10
ே⛬ᗘ䠅䚹
䞉LAᏛ⩌䛾㛤タᤵᴗ⛉┠ᩘ䛜ከ䛔䛾䛿䚸⤫ྜ䛧䛯Ꮫ㒊
Ꮫ⛉䛾ᤵᴗ⛉┠䜢⥅ᢎ䛧䛯䛛䜙䛷䛒䜛䚹

䞉㛤タᤵᴗ⛉┠䜢ᖜ䛻๐ῶ䛧䛶䚸ከேᩘᩍ⫱䛸⌮
ⓗ䛺ᑡேᩘᩍ⫱䜢ᐇ⌧䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹→䝊䝭䛾ᐇ
䞉ᤵᴗ⛉┠䛾㝵ᒙ䠄䝘䞁䝞䝸䞁䜾䠅䛜䛷䛝䛶䛔䛺䛔䛾䛷䚸
Ꮫ⏕䛿䛹䛾ᤵᴗ䛷䜒⮬⏤䛻ᤵᴗ䛷䛝䜛䛜䚸䛹䛾ᤵᴗ䜒
100␒௦䛾ᤵᴗ䠄ධ㛛䠅䛻䛺䜙䛦䜛䜢䛘䛺䛔䚹→䝘䞁䝞䝸䞁
䜾䛻䛴䛔䛶䛿䚸Ꮫጤဨ䛷᳨ウ୰

䞉Ꮫ⏕䛿䜹䝹䝏䝱䞊䝉䞁䝍䞊䛷ㅮ⩏䜢⫈ㅮ䛧䛶䛔䜛䛛䛾
䜘䛖䛻ᤵᴗ䛻ฟᖍ䛧䚸䜘䛔ᡂ⦼䜢䜒䜙䛳䛶‶㊊䛧䛶䛔䜛䚹
䛭䜜䛺䜚䛾▱㆑䛿ಟᚓ䛩䜛䛾䛰䜝䛖䛜䚸䛭䜜䛜ᮏᙜ䛾
Ꮫຊ䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛛ၥ䛷䛒䜛 →3ᖺḟ༞ᴗ
䞉▱㆑䛾ఏ㐩䜘䜚䜒ㄢ㢟᥈ồ⬟ຊ䛾⫱ᡂ䜢㔜ど䛩䜉䛝䚹

J. F. Oberlin University

J. F. Oberlin University

◊✲=Ꮫ䜃䛾ᴦ䛧䛥

䠐䠊LAᏛ⩌䛿䛭䛾ᩍ⫱┠ⓗ䜢䠛

䞉ㄢ㢟᥈ồ⬟ຊ䛾⫱ᡂ䠄Ꮫ䜃䛾ᴦ䛧䛥䜢ᩍ䛘䜛䠅䛻䛿䚸
ᐇ㝿䛻⮬ศ䛷ၥ㢟䜢❧䛶䛶ゎỴ䛧䛶䜒䜙䛖䜋䛛䛻䛺䛔䚹
ྠ䛻䚸ᩍဨ䛜ᶍᨃⓗ䛻䛫䜘ㄢ㢟᥈ồ䜢ᐇᆅ䛻䜔䛳䛶
ぢ䛫䜛䛣䛸䜒ᚲせ䚹
䞉䛣䛾✀䛾ᩍ⫱䛿ᑡேᩘᤵᴗ䠄䝊䝭䠅䛷䛧䛛䛷䛝䛺䛔䚹LA
䝉䝭䝘䞊䠄1ᖺḟ䠅䛛䜙2ᖺḟ䚸3ᖺḟ䠄䝊䝭䠅䚸4ᖺḟ䠄༞
ㄽ䞉༞◊ᣦᑟ䠅䜈䛸⥅⥆ⓗ䛺ᑡேᩘᩍ⫱䛿䛷䛝䛺䛔䛛䚹

䞉Ꮫᩍ⫱ホ౯䛻㝿䛧䛶䚸䛂┠ⓗ䛃䛸䛂┠ᶆ䛃䛸䛔䛖⏝ㄒ䛜
༊ู䛧䛺䛔䛷䠄䛧䛶䠅䜟䜜䛶䛔䜛䛜䚸䛭䜜䜙䜢᫂☜䛻༊
ู䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹
䞉ᱜ⨾ᯘᏛ䛾䛂ᘓᏛ䛾⢭⚄䛃䛂ᩍ⫱⌮ᛕ䛃
㻌 ᱜ⨾ᯘᏛ䛿䜻䝸䝇䝖ᩍ⩏䛻ᇶ䛵䛝ᅜ㝿ⓗேᮦ䛾
㣴ᡂ䜢䞉䞉䞉

ͤ䛣䛾⏬䠄2ᖺḟ䝊䝭䠅䜢ᐇ⌧䛩䜛䛻䛿䚸ᑓ௵ᩍဨᩘ䠄ᢸᙜᤵᴗ
ᩘ䠅䛸Ꮫ⏕ᩘ䛸䛾㛵ಀ䛛䜙䚸㠀ᖖᩍဨ䛾カ⦎䛸⤌⧊ⓗ䛺㐠⏝
䛺䛧䛻䛿ྍ⬟䚹
ͤྠ䛻䝊䝭䜢ᚲಟ䛻䛧䛯䛔䛜䚸ᑐ䛜ከ䛔䚹
ͤ༞ㄽ䞉༞◊䛾Ⓩ㘓⪅ቑຍ䛸䛔䛖ㄢ㢟䛿䚸Ꮫ⏕䛾䝊䝭⤒㦂䛻౫
Ꮡ䛩䜛䚹

䞉䝸䝧䝷䝹䜰䞊䝒Ꮫ⩌䛾ᩍ⫱┠ⓗ
㻌 independent learner䛾⫱ᡂ

ͤ䜻䝸䝇䝖ᩍ䛸ㄒᏛ䛻䛿༑ศ䛺ᤵᴗ⛉┠䛜㓄⨨䛧䛶䛒䜛䚹

ͤ independent learner䛾ุᐃᇶ‽䛿ఱ䛛䚹Ꮫ⏕䛜䛹䛖䛔䛖⬟
ຊ䜢䛹䜜䛰䛡ಟᚓ䛧䛯䜙䛣䛾ᩍ⫱┠ⓗ䜢㐩ᡂ䛷䛝䛯䛸ゝ䛘䜛䛾䛛䚹

J. F. Oberlin University

J. F. Oberlin University

㧙㧙

ᩍ⫱┠ᶆ䚸ホ౯ᣦᶆ

⌮Ꮫᩍ⫱䛾฿㐩┠ᶆ䛛䜙LAయ䜈

䞉ᩍ⫱┠ᶆ䚸䛒䜛䛔䛿䚸ホ౯ᣦᶆ
㻌 䛂ᩍ⫱┠ⓗ䛃䛾ᢳ㇟ᛶ䛸䛾ᑐẚ䛷䚸䛂┠ᶆ䛃䛿ලయⓗ
䛻グ㏙䛥䜜䚸ఱ䜙䛛䛾᪉䛷 ᐃྍ⬟䛺ᩍ⫱┠ⓗ䛸䛧
䛶⌮ゎ䛥䜜䛶䛔䜛䚹
䞉LAᏛ⩌䛷䛿䚸䛣䛖䛧䛯Ⅼ䛿䛒䜎䜚᳨ウ䛥䜜䛶䛔䛺䛔䚹

㻌 䜎䛪䚸⌮Ꮫᑓᨷ䝥䝻䜾䝷䝮䛾฿㐩┠ᶆ䜢⪃䛘䜛䚹
(1)ୖ䛾┠ᶆ䠄A䠅―༞ᴗㄽᩥ䛾ᇳ➹䛻㝿䛧䛶䚸ᚲせ᭱ᑠ㝈䛾
᪥ᮏㄒㄽᩥ䜢ཧ↷䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸እᅜㄒㄽᩥ䜢ά⏝䛷䛝䜛䚹䛒䜛
䛔䛿䚸⌮Ꮫ㛵ಀ䛾Ꮫ㝔ಟኈㄢ⛬䛻ධᏛ䛷䛝䜛䚹
(2)ᖹᆒⓗ┠ᶆ䠄B䠅―༞ᴗㄽᩥ䛷ྲྀ䜚ᢅ䛳䛯㡿ᇦ䛻㛵䜟䜛ᑓ㛛
ⓗⴭస䜔◊✲ㄽᩥ䜢༑ศ䛻⌮ゎ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䚸ே䛻䜒䛭䛾
ෆᐜ䜢ㄝ᫂䛷䛝䜛䚹
(3)ୗ䛾┠ᶆ䠄C䠃D䠅―⌧ᅾ䛾⌮Ꮫ◊✲⯡䛻㛵䜟䜛ၨⵚ
ⓗⴭస䜢⌮ゎ䛧䚸ே䛻䛭䜜䛺䜚䛻ㄝ᫂䛷䛝䜛䚹䛒䜛䛔䛿䚸᪥ห
⣬᭩ホḍ䛾᭩ホ䜢ㄞ䜣䛷䚸ᙜヱⴭస䛾ᴫせ䜢䜲䝯䞊䝆䛷䛝䜛䚹

ͤLAᏛ⩌䛾ᑓᨷ䝥䝻䜾䝷䝮⦅ᡂ䛸ᤵᴗ⛉┠䛾㓄⨨䛻䜘䛳䛶䚸
䜲䞁䝕䝨䞁䝕䞁䝖䞉䝷䞊䝘䞊⫱ᡂ䛾䛂┠ᶆ䛃䜢䛹䛣䛻タᐃ䛩䜉䛝
䛛䚹ほⅬ䜢䛘䛶ゝ䛖䛸䚸䛂┠ᶆ䛃䛾ຠᯝⓗ䛺㐩ᡂ䛾䛯䜑䛻䚸䛹
䛾䜘䛖䛺䜹䝸䜻䝳䝷䝮䜢⦅ᡂ䛩䜉䛝䛛䚹
䞉ಶேⓗ䛻䛿䚸䜲䞁䝕䝨䞁䝕䞁䝖䞉䝷䞊䝘䞊䛻ᚲせ䛺⬟ຊ䜢䚸䛔
䜟䜖䜛䛂ㄢ㢟᥈ồ⬟ຊ䛃䛻⨨䛔䛶⪃䛘䜛䚹

ͤ LAᏛ⩌䛾฿㐩┠ᶆ䛸䛧䛶䛿䚸䛂᪥ห⣬⣬㠃䜢ㄞ䜣䛷⌮ゎ䛧䚸
ே䛻༑ศ䛻⌮ゎྍ⬟䛺᪉䛷ㄝ᫂䛷䛝䜛䛃䠄A䠅䚹

J. F. Oberlin University

J. F. Oberlin University

᪥䛾䛚ヰ䛾ᴫせ

◊✲䠄䝸䝃䞊䝏䠅䛾㔜せᛶ
㻌 ⌧ᅾ䛷䛿䚸◊✲άື䛿Ꮫ䛸䛔䛖ᯟ䜢㉸䛘䛶䚸⾜ᨻ䚸

ᴗ䚸ᕷẸ♫䛾䛥䜎䛦䜎䛺ศ㔝䛻ཬ䜣䛷䛔䜛䚹ᐇ㝿䚸ၟ
ရ㛤Ⓨ䚸ᕷሙ㛤ᣅ䚸ไᗘタィ䚸䛒䜙䜖䜛άື䛜◊✲䠄䝸
䝃䞊䝏䠅䛸䛔䛖άື䜢ᇶ┙䛸䛧䛶ᒎ㛤䛥䜜䛶䛔䜛䚹
㻌 䛣䛾䜘䛖䛺▱ⓗᇶ┙♫䛾㐍ᒎ䛻క䛳䛶䚸䛂Ꮫ䛻ク䛥
䜜䛶䛔䜛䛾䛿䚸ḟ䛾ୡ௦䛜䛣䛖䛧䛯◊✲άື䜢ᐇ㝿䛻䛷
䛝䜛䜘䛖䛻カ⦎䛩䜛䛣䛸䛷䛒䜛䚹䛃
㻌 䛂◊✲䜢㏻䛨䛶䛾ᩍ⫱䛃䛸䛿䚸䛂Ꮫ⏕⮬㌟䛻┤᥋㈨ᩱ䚸ᐇ
㦂ᮦᩱ䛻ᡭ䜢ゐ䜜䛥䛫䚸䛭䜜䛻ศᯒ䜢ຍ䛘䚸䜎䛰▱䜙䜜
䛶䛔䛺䛔▱㆑䜢Ⓨぢ䛥䛫䜛䛣䛸䛻䛒䛳䛯䚹……䛣䛾⌧ሙ
ᐦ╔ᆺ䛾ᩍ⫱䛿䚸᪥䛾Ꮫᩍ⫱䛾ᇶ♏䛸䛺䛳䛶䛔
䜛䚹䛃䠄₻ᮌᏲ୍䠅

䛿䛨䜑䛻㻌 ఱ䛷䛥䜙䝸䝧䝷䝹䜰䞊䝒
䠍㻌 ᱜ⨾ᯘᏛ䛾ἢ㠉䛸⌧≧
䠎㻌 LAᏛ⩌䛾ᩍ⫱―⌧≧䛸ㄢ㢟
䠄1䠅 ᇶ┙Ꮫ⩦
䠄2䠅 ⮬⏤Ꮫ⩦䛸GO䝥䝻䜾䝷䝮
䠄3䠅 ᑓᨷᏛ⩦
䠏㻌 ᨵ㠉䛾᪉ྥ

䜐䛩䜃㻌 䛰䛛䜙䛣䛭䝸䝧䝷䝹䜰䞊䝒

J. F. Oberlin University

J. F. Oberlin University

▱䛾䜰䝟䝅䞊䛾ඞ᭹

䛰䛛䜙䛣䛭䚸䝸䝧䝷䝹䜰䞊䝒

㻌
㻌 䝸䝧䝷䝹䜰䞊䝒䜢ᩍ䛘䜛㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵 College of Arts
and Sciences䚸Liberal Arts College䛿䚸ྛ✀䛾⫋ᴗᩍ
⫱䜔ᑓ㛛⫋ᩍ⫱䠄䝥䝻䝣䜵䝑䝅䝵䝘䝹䞉䜰䞊䝒䠅䛸䛾ᑐẚ䛷䚸୍
⯡ᕷẸ䛻ᑐ䛩䜛ᩍ㣴ᩍ⫱䜢┠ⓗ䛸䛧䚸ఏ⤫ⓗ䛺ᇶ♏ⓗᏛ
ၥ㡿ᇦ䜔Ꮫ㝿ⓗ㡿ᇦ䜢䝯䝆䝱䞊䚸䝬䜲䝘䞊䛸䛧䛶ᥦ౪䛧䛶
䛝䛯䚹せ䛩䜛䛻䚸Ꮫ䜆䛜ዲ䛝䛷䚸䛭䛾䛣䛸⮬య䛻႐䜃䜢ឤ
䛨䜛ᩍᖌ䛸Ꮫ⏕䛜㞟䜎䜛ሙᡤ䛷䛒䜛䚹
㻌 䛸䛟䛻䚸⌧ᅾ䛷䛿ึ➼୰➼ᩍ⫱䛾ṍ䜏䠄ᩥ⣔䚸⌮⛉⣔䛻
ศ䛧䛯ᚋᮇ୰➼ᩍ⫱䠅䜢ṇ䛩ሙᡤ䠄ேᩥᏛ䜒⮬↛⛉Ꮫ䜒䠅䛸䛧
䛶㔜せ䛺ព䜢䜒䛴䚹
㻌 Ꮫ䜆䛣䛸䛾㠃ⓑ䛥䜢▱䜙䛪䛻䚸ே䛻䜒䛾䜢ᩍ䛘䜛䛣䛸䛿
䛷䛝䛺䛔䛷䛧䜗䛖䚹

㻌 䛹䛾䜘䛖䛻䛧䛶⌧ᅾ䛾Ꮫ⏕䛾Ꮫ⩦ពḧ䜢㧗䜑䜛䛛䚹⌧
ᅾ䛾ᖹᆒⓗᏛ⏕ᒙ䛻㢧ⴭ䛺▱ⓗ䜰䝟䝅䞊䜢䛹䛾䜘䛖䛻
ඞ᭹䛩䜛䛛䚹⌧ᅾ䛷䛿䚸ฟୡ䜔㧗ධ䛿Ꮫ⏕䛾᭷ຊ䛺
ືᶵ䛵䛡䛻䛿䛺䜚ᚓ䛺䛔䚹
㻌 䛭䜜䜖䛘䚸୍ษ䛾ḭ▇ⓗ⟇␎䠄┈ㄏᑟⓗ⛉Ꮫᢏ⾡ᨻ⟇䠅
䛿ᨺᲠ䛩䜉䛝䛷䛒䜛䚹⋡┤䛻Ꮫ⾡◊✲䠄▱ⓗ᥈ồ䠅䜢䚸
Ꮫ䛜ே㢮䛾Ṕྐ䜢ಖᣢ䛧䛶䛝䛯౯್䚸䛩䛺䜟䛱୍䛴
䛾䠄䛸ྍ⬟䛺䠅䛂ෆᅾⓗ౯್䛃䠄intrinsic value䠅䛸
䛧䛶䚸ᩍဨ⮬䜙䛜Ꮫ⏕䛻┤䛻ᥦ♧䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹
ఱ䜘䜚䜒䚸▱ⓗ᥈ồ䛻క䛖႐䜃䜔㐩ᡂឤ䚸㊊ឤ䜢䛒䜚
䛾䜎䜎䛻Ꮫ⏕䛻ఏ䛘䜛䛣䛸䛜㔜せ䛷䛒䜛䚹Liberal Art
College䛿䚸Ṕྐⓗ䛻ぢ䛶䜒䛭䛖䛔䛖ሙ䛷䛒䛳䛯䚹

J. F. Oberlin University

㻌

J. F. Oberlin University

̪ᧄ⊒ߢ⚫ߒߚౝኈߪޔᐕ  ᧃ߹ߢߩ߽ߩߢ  ޔએ㒠ㇱಽ⊛ߥᡷ㕟߇ㅴࠄࠇߡࠆޕ

㧙㧙

╙ 2 ࿁ࡌ࡞ࠕ࠷ Edu ࡒ࠽
㧝㧚㐿ⷐ
࠲ࠗ࠻࡞㧦
    ࡂࡃ࠼ࠞ࠶ࠫߩ৻⥸ᢎ⢒
̆࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪࡦ࡚ࠢࠪࡦߩᢎ⢒ᣇᴺࠍਛᔃߣߒߡ̆
⻠Ṷ⠪㧦દ⮮ ᙗੑ᳁㧔✚ว⎇ⓥᄢቇ㒮ᄢቇవዉ⑼ቇ⎇ⓥ⑼ಎᢎ㧕
ᣣᤨ㧦2011 ᐕ 8  24 ᣣ㧔᳓㧕15㧦00㨪17㧦00
႐ᚲ㧦FDቇ⠌ᡰេㇱ㐷ࠬ࠲࠶ࡈ࡞ࡓ㧔ᄢቇળ㙚 2 㓏㧕
ࡐࠬ࠲㧦



㧙㧙

㧞㧚⻠Ṷⷐᣦ
1996 ᐕ߆ࠄ 2002 ᐕ߹ߢࡂࡃ࠼ߦṛߒޔ98 ᐕ߆ࠄ 2000 ᐕ㗃ߦ TF ߿ Head TF
ࠍᜂᒰߒߚ⚻㛎߆ࠄ⺑ߔࠆ࠼ࡃࡂޕᄢቇߢߪࠬࠦޔ㧔Course㧕ࠍᬺߩනߣߒޔ
ㅢᐕߢ one Course ߢ࠲ࠬࡔޔhalf course ߣߒߡࠆޕ㐿⻠⑼⋡ߩᄢㇱಽߪ half course
ߢࠅޔቇ↢ߪㅢᏱ㧠ߟߩࠦࠬࠍߘࠇߙࠇߩቇᦼߢㆬᛯߔࠆߪߢࠬࠦޕၮᧄ⊛ߦޔㅳ
ߦੑߟߩ⻠⟵ߣ৻࿁ߩ࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪࡦ࡚ࠢࠪࡦ߇ฦ 90 ಽⴕࠊࠇࠆޕ
TF㧔Teaching Fellow㧕ߪ㕖Ᏹൕᢎຬߩ৻⒳ߢࠅ⥸৻ޔᢎ㙃߿ኾ㐷⺖⒟ޔᄢቇ㒮ߩ
ᬺߩ࡚ࠢࠪࡦࠍᜂᒰߔࠆޕᬺᜂᒰߩᢎຬ߇ᜰዉߔࠆᄢቇ㒮↢߿ߘߩಽ㊁ߩኾ㐷⍮⼂
ࠍᜬߞߡࠆࡐࠬ࠼ࠢ߇ᜂᒰߔࠆߎߣ߇ᄙޕ1 ቇᦼߚࠅੑߟߩ࡚ࠢࠪࡦࠍᜂᒰߔࠆ
ߎߣߢᦨૐ㒢ߩ↢ᵴ⾌ࠍ⾔߁ߎߣ߇ߢ߈ࠆࠍᓧࠄࠇࠆޔߪߡ߅ߦࡦ࡚ࠪࠢޕ
࠺ࠖࡦࠣࠕࠨࠗࡦࡔࡦ࠻ߦߟߡߩ⸛⺰߿ᬺߦ㑐ߔࠆ⸛⺰߿⾰⇼ᔕ╵߇ⴕࠊࠇࠆޕTF
ߪ 10 ฬ߆ࠄ 15 ฬ⒟ᐲߩቇ↢ࠍኻ⽎ߦࠍ╬࠳ߩࡦ࡚ࠪ࠶ࠞࠬࠖ࠺ޔോࠆޕTF ߪޔ
Head TF ߦࠃࠆ TF ࡒ࠹ࠖࡦࠣߦ߶߷ᲤㅳᏨߒߩߢࡦ࡚ࠪࠢޔᢎ⢒ౝኈ߿ߘߩઁߩ
ᬺ㑐ଥታോߩᛂߜวࠊߖࠍⴕ߁ޕFD ߦ㑐ߔࠆቇౝ⚵❱ߢࠆࡏ࠶ࠢࡦ࠲߆ࠄᜂ
ᒰ⠪߇ࡒ࠹ࠖࡦࠣߦෳടߔࠆ႐ว߽ࠆޕ
 ৻⥸ᢎ㙃⑼⋡ߦ߅ߡޔߪࡦ࡚ࠪࠢޔᬺ߇ฬᢎߦࠃࠆᄢᢎቶߩࡑࠬࡊࡠᬺߦ
ߥࠆߣ߁ᑷኂࠍ㒐߉ޔቇ↢ࠍ⾰․ߩޘᾫ⍮ߒߚ TF ߦࠃࠆ߈⚦߆ᜰዉࠍⴕ߁ߎߣ
ࠍน⢻ߣߒߡࠆࠍࡦ࡚ࠪࠢߚߒ߁ߎޕታߔࠆߚߦߪޔᄢ㊂ߩ TF ࠍ㓹↪ߔࠆߚ
ߩ⽷Ḯࠍࡦ࡚ࠪࠢޔᜂᒰߢ߈ࠆᄢቇ㒮↢╬ߩੱ⊛⾗Ḯ߇ᔅⷐߢࠆࠢ࠶ࡏޔߚ߹ޕ
ࡦ࠲╬ߩ࡚ࠢࠪࡦߩᡰេࠍⴕ߁ᯏ㑐߇ሽߔࠆߎߣ߽㊀ⷐߢࠆޔߦࠄߐޕ㜞ᩞᤨઍ
߆ࠄᄙ㊂ߩ࠺ࠖࡦࠣࠍߒߡ⸛⺰ࠍⴕ߁ߩ߇ᒰὼߣ߁ᢥൻ߇ࠆߎߣ߽ᔅ㗇ߣߥࠆޕ

㧙㧙

╙ 3 ࿁ࡌ࡞ࠕ࠷ Edu ࡒ࠽
㧝㧚㐿ⷐ
࠲ࠗ࠻࡞㧦
ೋᐕᰴᢎ⢒ߦ߅ߌࠆࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߩ㙃ᚑ̆┙ᢎᄢቇߢߩข⚵ࠍၮߦ̆
 ⻠Ṷ⠪㧦ᴡ㊁ ື᳁㧔┙ᢎᄢቇᢥቇㇱᢎ⢒ቇ⑼ᢎ㧕
ᣣᤨ㧦2011 ᐕ 10  7 ᣣ㧔㊄㧕16㧦40㨪18㧦40
႐ᚲ㧦ᧄㇱ 3 㓏 ╙ 5 ળ⼏ቶ
ࡊࡠࠣࡓ㧦
㧔㧝㧕⎇ⓥ⊒㧦ਭ↰  ⎇ⓥຬ
ޟᗲ⍮ᢎ⢒ᄢቇߦ߅ߌࠆࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ᢎ⢒ߩ⺖㗴ޠ
 㧔㧞㧕⻠Ṷ㧦ᴡ㊁ ື ᳁
ޟೋᐕᰴᢎ⢒ߦ߅ߌࠆࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߩ㙃ᚑ̆┙ᢎᄢቇߢߩข⚵ࠍၮߦ̆ޠ
 㧔㧟㧕࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪࡦ
 ࡐࠬ࠲㧦



㧙㧙

㧞㧚⻠Ṷⷐᣦ
 ┙ᢎᄢቇߢ 1 ᐕ↢ࠍኻ⽎ߦታᣉߒߡࠆ㐷Ṷ⠌ߩᬺዷ㐿ߣߎࠇ߹ߢⴕߞߡ߈ߚኻ
ဳߩᬺࠍ⚫ߔࠆ┙ޕᢎᄢቇᢥቇㇱߢߪޟ㐷Ṷ⠌ࠍޠዉᢎ⢒ߣߒߡታᣉߒޔቇ⑼ߏ
ߣߦㅢߩࠪࡃࠬࠍ↪ߡࠆޕᢎ⢒ቇ⑼ߢߪ 4 ࠢࠬฦ 30㨪35 ฬߩቇ↢ߢ 2 ࡔࠬ
࠲㐿⻠ߒߡࠆޕ⍮⊛តⓥᔃ߿ኾ㐷⊛ߥᢎ⢒ቇࠍቇ߱ߚߩ⎇ⓥᣇᴺߩ₪ᓧࠍ⋡ᮡߦޔ
ቇ↢ߪ೨ᦼߦޔᄢቇߢߩ⍮⊛↢ᵴߩᗧ⟵߿ᢥ₂⺒⸃ߩ⚂ⷐޔᣇ࠻ࡐޔᚑᣇᴺࠍቇ
߮ࠆߔࡦ࡚ࠪ࠶ࠞࠬࠖ࠺ޔജࠍ㙃߁ޕᓟᦼߦߪࡊ࡞ࠣޔᒻᑼߢߩ⊒߿࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪ
ࡦࠍⴕ࠻ࡐޔᚑߩᣇᴺࠍߐࠄߦቇ߱ޕ㈩ಽߣߒߡߪޔ೨ᦼߦ࠹ࠠࠬ࠻⺒⸃߆ࠄ
ࡐ࠻ᚑ߹ߢޔᓟᦼߪหᬺ߆ࠄࡐ࠻ᚑ߹ߢࠍⴕౕޔ⊛ߥᢎ⢒ᣇᴺߦߟ
ߡߪฦᢎຬߦછߐࠇߡࠆޕ
ᜂᒰߔࠆᬺߦ߅ߡߪޔቇ↢ߩ⥄Ꮖࠍଦߒ⺞ޔᩏജߣኻജࠍりߦߟߌߐߖࠆߎ
ߣߦ㊀ὐࠍ⟎ߡࠆౕޕ⊛ߦߪޔԘ⾗ᢱᬌ⚝ߩᣇᴺޔԙ⺒⸃ߣⷐ⚂ޔԚᛕ್⊛⺒⸃ޔ
ԛ⥄ಽߩࠦࡔࡦ࠻ߣ࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪࡦߩᣇޔԜࡉ࠶ࠢࡆࡘࡐ࠻ߩᦠ߈ᣇࠍቇ
↢ߦቇ߫ߖߡࠆޕ೨ᦼߪ࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪࡦࠍਛᔃߣߒࠍࠢࡢࡊ࡞ࠣޔታᣉߒߡࠆޕ
ᓟᦼߪ࠺ࠖࡌ࠻ߩዉߦࠃࠅޔቇ↢ߩ⡞ߊജࠆߴ⺞ޔജޔᛕ್⊛ᕁ⠨ࠍ㙃߁ߎߣࠍ⋡ᜰ
ߒߡࠆޕ
 ᄢቇߢߩኻᢎ⢒ߩᣇᴺߣߒߡߪ࠶ࠞࠬࠖ࠺ࡈޔဳࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪޔဳ࠻ࡌࠖ࠺ޔ
࡚ࠪࡦဳߩਃߟ߇ࠆࠍ࠻ࡌࠖ࠺ߪဳ࠻ࡌࠖ࠺ޕၮߦࠣ࡞ࡊቇ⠌ࠍⴕ࠻ࡐޔ
ᚑߦ⚿߮ઃߌࠆߪߢဳࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪޕ೨⺖㗴ࠍቇ↢ߦߒߦࠇߘޔၮߠ߈ࠢࠬౝߢ
ᢙฬߩቇ↢ߦࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓࠍⴕࠊߖࠆߪߢဳࡦ࡚ࠪ࠶ࠞࠬࠖ࠺ࡈޕ೨ߦቇ↢ߦ࠹ࠠ
ࠬ࠻ࠍ⺒߹ߖޔᬺౝߢ⥄↱ߦ⼏⺰ࠍߐߖࠆߣ߁ࠃ߁ߦߔޔߺ⺒ޔജࠍિ߫ߔߎߣࠍ
⋡ᮡߣߔࠆࠄࠇߎޕਃߟߩᣇᴺߦߪߘࠇߙࠇߩὐߣᰳὐ߇ࠆߩߢߦ⊛⋡ޔᔕߓߚဳࠍ
ㆬᛯߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ

㧙㧙

㨇㈩ઃ⾗ᢱ㨉

ग़ჷᏋ ܖٻᏋоᡯႆೞನ
23࠰10உ7ଐᲢᲣ

ஜଐƷႸႎ

И࠰ഏᏋƴƓƚǔ
ǸǧȍȪȃǯȷǹǭȫƷᲴ
ᇌܖٻưƷӕኵǛؕƴ

• ᇌܖٻƷλᧉ፼ƷಅޒǛኰʼƢǔŵ
• ƜǕǇưᘍƬƯƖƨݣᛅƷಅǛኰʼƢǔŵ

ᇌܖٻ૨ܖᢿᏋܖᅹ
ඕ Ջʍ

λᧉ፼

ಅƷϋܾᲢЭǷȩȐǹᲣ

• ᇌܖٻưƷݰλᏋ

• ᲢᲫᲣܖٻưƷჷႎဃƷॖ፯Ʒྸᚐ

• ᏋܖᅹƷλᧉ፼Ტ30᳸35Ӹg4ǯȩǹg2ǻȡǹ

• ᲢᲬᲣ૨ྂᛠᚐƱᙲኖƷˁ૾Ʒྒࢽ

ǿȸᲣ
• ಅƷႸᲴɶሁᏋƱܖٻᏋǛบƠƠᲦܖٻưƷ
ܖբƴƾƞǘƠƍᐯࢷႎƳჷႎᆮ࣎ƱᲦᧉݦႎƳᏋ
ܖǛܖƿƨǊƷᄂᆮ૾ඥǛྒࢽƢǔƜƱǛႸႎƱƢǔŵ
• ጚᚸ̖૾ඥȷؕแᲴࠝໜᲢЈഎᲦ᚛ᛯǁƷӋьᲦݱ
ȬȝȸȈƳƲᲣƴǑǓᚸ̖Ƣǔ(100Ჟ)
• ȬȝȸȈᲭᲪᲪᲪˌ܌ɥ

• ᲢᲭᲣႆƴȇǣǹǫȃǷȧȳƢǔщƷ

ಅƷϋܾᲢࢸǷȩȐǹᲣ

ЭƱࢸƷᣐЎ

• ᲢᲫᲣǰȫȸȗ࢟ࡸưƷႆᘙ

• ЭƸŴȆǭǹȈᛠᚐƔǒȬȝȸȈǁ

• ᲢᲬᲣႆƴȇǣǹǫȃǷȧȳƢǔщƷ

• ࢸƸŴσӷ˺ಅƔǒȬȝȸȈ

• ᲢᲭᲣȬȝȸȈ˺ඥƷྒࢽ

• φ˳ႎƳ૾ඥƸŴӲՃƴ˓ƞǕƯƍǔŵ

• ƳƓᲦ፼ƱƸᲦਃ࢘ՃƱӋьܖဃƱƷңƴǑƬƯ

• ЭᲴ૨ྂᛦ௹૾ඥƔǒ૨ྂᛠᚐŴȬȝȸȈ

• ᲢᲮᲣؕஜႎƳȬȝȸȈƷ˺૾ඥƷྒࢽ
• ፼࢟ࡸƷಅƳƷưᲦʖ፼ᲦႆᘙƷแͳᲦႆƳ᚛ᛯ

ƕࢳƞǕǔŵӖѣႎƳžѠࢍſƷۋѬƔǒᏡѣႎƳ
žܖ፼ſƷۋѬǛ៲ƴƭƚƯǄƠƍŵ

ᢃփƞǕǔŵˌɥƷؕஜႎƳϋܾǛ៊ǇƑƳƕǒᲦӲǯ
ȩǹƝƱƴٶಮƳᡶǊ૾ƕƳƞǕǔŵƦƷॖԛưǋᲦܖ
ဃӲᐯƕᆢಊႎƴӋьƠƯƍƘƜƱƕࢳƞǕǔŵ

• ࢸᲴȇǣșȸȈƔǒȬȝȸȈ˺ǁ
• ؕஜ૾ᤆᲴ
• Ĭᐯࠁᘙྵ
• ĭᛦ௹щƱݣᛅщƴໜ

㧙㧙

ඕλᧉ፼ưƷφ˳ႎႸႎ

2011࠰ЭǹǱǸȥȸȫᲢʻ࠰Ƹ٭ЩᲣ

•Ĭ

• 1ׅႸᲢ5உ11ଐᲣ ǬǤȀȳǹƱǤȳȈȭȀǯǷȧȳ

•ĭ
•Į
•į
•İ

૰౨ኧƷ૾ඥ
ᛠᚐƱᙲኖ
ЙႎᛠᚐᲴ̾ʴႎƳЙႎᛠᚐƱᛯྸႎᏡщ
ᐯЎƷǳȡȳȈƱȇǣǹǫȃǷȧȳƷˁ૾
ȖȃǯȬȓȥȸȷȬȝȸȈ

ᲢᲫᲣǬǤȀȳǹŴᐯࠁኰʼᲢǢǤǹȷȖȬǤǭȳǰᲣŴǰȫȸȗ˺
Ǔ 45Ў
ᲢᲬᲣᐯࠁƱܖբᲴɭမᚇŴ̖͌ᚇŴᎰಅᚇŴܖٻưƢǂƖƜƱŴ˺
ಅ15Ў
ᲢᲭᲣǰȫȸȗȷȇǣǹǫȃǷȧȳ30Ў
ȷᛢ᫆ᲢૼᎥᚡʙӓᨼᲣᲴᐯЎư᧙࣎ƷƋǔૼᎥᚡʙǛǳȔȸᲢμՃ
ЎᲣƠƯƖƯŴƦǕƴƭƍƯቇҥƴᙲኖŴǳȡȳȈǛƍƯƘǔŵ
ǭȸȯȸȉǛׄƭᢠƿŵ੩Јŵ
    
• 2ׅႸᲢ5உ18ଐᲣ ᙲኖƱǳȡȳȈĬ
ᲢᲫᲣૼᎥᚡʙƷᛟଢƱǳȡȳȈŴȇǣǹǫȃǷȧȳᲢӲʴƷឋբƱ
ǳȡȳȈᲣ30Ў
ᲢᲬᲣ౨ኧඥ 45Ў
ᲢᲭᲣžᛠƱᙲኖƷ૾ඥſᛟଢᲴȗȪȳȈᣐࠋ 15Ў
ȷᛢ᫆ᲴᐯЎƷૼᎥᚡʙƷȆȸȞƴ᧙ᡲƢǔᛯ૨ǛɟஜᙸƭƚƯƖƯŴ
ƦǕǛA4༿1ƴᙲኖƠŴ੩ЈŵǰȫȸȗμՃЎǳȔȸƠƯƘǔŵ

• 3ׅႸᲢ5உ25ଐᲣ ᙲኖƱǳȡȳȈĭŴЙႎᛠᚐƷ૾ඥĬ

ᲢᲫᲣᐯЎƷᢠǜƩᛯ૨ƷᛟଢƱǳȡȳȈŴȇǣǹǫȃǷȧȳᲢӲʴ
ƷឋբƱǳȡȳȈᲣŴσᡫȆȸȞƷᢠ ܭ45Ў
ᲢᲬᲣžЙႎᛠᚐƷˁ૾ſᛟଢᲴɤƭƷᛯໜᲢॖԛȷఌਗȷᚰਗᲣ
40Ў
ȷᛢ᫆ᲴσᡫȆȸȞƴ᧙ᡲƢǔᛯ૨ǛɟஜᙸƭƚƯƖƯŴƦǕǛA4༿
1ƴᙲኖƠŴɤƭƷᛯໜǛ౨᚛ƢǔŵƦǕƧǕ5ሖᙸƭƚǔŵ੩Јŵ

• 5ׅႸᲢ6உ08ଐᲣ ᐯЎƷɼࢌƷನƱᛯᚰƷˁ૾
ᲢᲫᲣ ȆǭǹȈදƷႻʝ౨᚛ŴᢠܭƷ౨᚛ 60Ў
ᲢᲬᲣ ᐯЎƷɼࢌƷನƱᛯᚰƷˁ૾ 30Ў
ȷᛢ᫆ᲴσᡫȆȸȞƴ᧙ᡲƢǔܖᘐǛஇኳႎƴᢠܭƠŴᐯЎ
Ʒբ᫆ǛᚨܭƢǔŵA4༿2ƴᙲኖƠƯŴ੩ЈŵǰȫȸȗμՃ
ЎǳȔȸƠƯƘǔŵ

• 4ׅႸᲢ6உ01ଐᲣ Йႎᛠᚐĭ

• 6ׅႸᲢ6உ15ଐᲣ ǳȡȳȈƔǒբ᫆ǁŴբ᫆Ɣǒᜭᛯǁŵ

ᲢᲫᲣȆǭǹȈදƷˁ૾ŴӒᛯƷನƷˁ૾ 70Ў
ᲢᲬᲣȆȸȞƷႆᙸᲴᐯЎƷȆȸȞƱբ᫆ǛᙸƭƚŴƦƷྸဌǛȇǣ
ǹǫȃǷȧȳƢǔŵ15Ў
ȷᛢ᫆ᲴσᡫȆȸȞƴ᧙Ƣǔᛯ૨ƷȆǭǹȈදǛ˺ƠƯƘǔŵA4
༿2ƴǇƱǊ੩ЈŵǰȫȸȗμՃЎǳȔȸŵσᡫȆȸȞƴ᧙ᡲƢǔܖ
ᘐǛƔǒᢠǜư͈ǓЈƠŴਤӋƢǔŵ

ᲢᲫᲣᐯЎƷᢠǜƩቔƷᙲኖǛᛟଢƠƯŴឋွࣖሉǛӖƚǔŵ
ᲢᲬᲣ ƦǕƧǕƷᓸ˺ƴƭƍƯƷᐯЎƷբ᫆ॖᜤƱǳȡȳȈǛ
ᡓǂƋƏŵμ80Ў
ȷᛢ᫆Ჴբ᫆ƴ᧙ƢǔᜭᛯǛನƠƯƘǔŵA A4༿2ƴᙲኖƠ
ƯŴ੩ЈŵǰȫȸȗμՃЎǳȔȸƠƯƘǔŵ

• 7ׅႸᲢ6உ18ଐ୴םଐᲣ
ᲢᲫᲣᛯྸႎƳ૨ᇘƷ˺ඥ
ᲢᲬᲣȀȡƳᛯ૨Ɣǒᑣƍᛯ૨ǁ
ȷᛢ᫆ᲴCHORUSɥưƷᛢ᫆੩Ј

• 9ׅႸᲢ7உ13ଐᲣ ȖȃǯȬȓȥȸȷȬȝȸȈƷ੩Ј
ᲢᲫᲣȬȝȸȈ੩ЈŴЙႎᛠᚐƷ˺ಅŵ30Ў
ᲢᲬᲣȖȃǯȬȓȥȸȷȬȝȸȈǛႻʝƴЙႎƴᛠᚐƢ
ǔŵ60Ў
ȷᛢ᫆ᲴਦઇǛӖƚƯȬȝȸȈǛƖႺƢŵ

• 8ׅႸᲢ6உ22ଐᲣ ȬȝȸȈȷᛯ૨ƷƖ૾ᛟଢ
ᲢᲫᲣᐯЎƷᜭᛯǛႻʝᚸƢǔ 45Ў
ᲢᲬᲣȬȝȸȈȷᛯ૨ƷƖ૾ƴƭƍƯ 40Ў
ȷᛢ᫆Ჴ3000ˌ܌ɥƷஇኳȬȝȸȈᲢȖȃǯȬȓȥȸȷȬ
ȝȸȈᲣ੩ЈƷแͳŵ7உ13ଐƴ੩ЈŴǰȫȸȗμՃЎǳ
Ȕȸŵ

• 10ׅႸᲢ7உ20ଐᲣ ȖȃǯȬȓȥȸȷȬȝȸȈƷϐ੩Ј
ᲢᲫᲣȖȃǯȬȓȥȸȷȬȝȸȈǛႻʝᚸ̖ƠƯŴஇኳ੩
Јŵ

㧙㧙

ϋܾ

૾ඥᛯ

• ưƷᛦ௹૾ඥƷܱ፼

• ɟᝦƠƨᐯࠁ᧙࣎Ʊᐯࠁᘙྵ

• ૼᎥƔǒᛯ૨ǁŴஇࢸƷᓸ˺ƴ

• ǰȫȸȗƷσᡫȆȸȞƷ˺

• ᙲኖƷˁ૾ᲴᙲኖŴϋܾᙲኖ

• ȇǣǹǫȃǷȧȳɶ࣎

• ᛯ૨ƷᙲኖƔǒᓸ˺Ʒᙲኖǁ

• ȬȝȸȈƷႻʝᚸ̖

• ᙲኖƔǒЙႎᛠᚐǁ
• ЙႎᛠᚐƔǒբ᫆ႆᙸǁ
• ȆǭǹȈදƷನ
• ᜭᛯನƱ૨ྂኧ
• ȆǭǹȈᚐƷȬȝȸȈ˺

2010࠰ࢸǹǱǸȥȸȫ
• 3᳸4ׅႸȇǣșȸȈแͳĭᲴ ǰȫȸȗƝƱƴᛦ௹ኽௐƷ

• ǹǱǸȥȸȫ

ɶ᧓إԓᲢᲮǰȫȸȗƮƭᲣ

• 1ׅႸ ȷࢸƷᡶǊ૾Ʒᛟଢ

• 5ׅႸ ȬȝȸȈȷᛯ૨ƷƖ૾ƷᛟଢĬ

ȷȇǣșȸȈƷᛟଢĬᲴȴǣȇǪƱಒဦ
ȷȆȸȞᲮƭƷᢠܭ
ȷǰȫȸȗЎƚᲮʴgᲲǰȫȸȗ
ȷᛢ᫆Ჴ᧙̞ᛯ૨ȷᓸ˺Ǜɟʴ5ஜᙸƭƚƯŴ2ׅႸƴਤƪ
݃ǔ
• 2ׅႸ ȇǣșȸȈแͳĬ
ȷȇǣșȸȈƱǰȫȸȗᛦ௹ƷǍǓƔƨƴƭƍƯƷᛇኬƳ
ᛟଢ
ȷǰȫȸȗƝƱƷᛦ௹ኽௐƷƢǓӳǘƤƱɶ᧓إԓแͳ

• 6᳸7ׅႸ ᇹ1ׅȇǣșȸȈᲴᲢ2ᚾӳg2ׅᲣŴɶ᧓̾ʴ

ȬȝȸȈ੩Ј
• 8ׅႸ ɶ᧓̾ʴȬȝȸȈᜒᚸŴǰȫȸȗƝƱƷϐᛦ௹ኽ

ௐƷƢǓӳǘƤ
• 9᳸10ׅႸ ᇹ2ׅȇǣșȸȈᲴᲢᲮǰȫȸȗƮƭᲣ
• 11ׅႸ ȇǣșȸȈᜒᚸƱȬȝȸȈȷᛯ૨ƷƖ૾Ʒᛟ

ଢƱදॖĭ
• 12ׅႸ ȬȝȸȈ੩ЈƱႻʝᚸ̖
• 13ׅႸ ǇƱǊ

ȇǣșȸȈᛯ᫆

ȇǣșȸȈƷॖ፯

• ȆȸȞᲫžဏڡσܖƸܦμƴࡑഥƢǂƖưƋǔſ

• ॖ࣬ൿܭƷെᲴȇǣșȸȈƸŴᨼׇႎƳॖ࣬ൿܭƷஊ

јƳെưƋǔŵ

• ȆȸȞᲬžݱɶܖఄᲢ፯ѦᏋᲣưǋŴ፼༌ࡇКǯȩǹ

• ӳྸႎưπƳЙૺᲴᇹɤᎍƕЙܭƢǔȇǣșȸȈưƸŴ

ǛݰλƢǂƖưƋǔſ
• ȆȸȞᲭžƢǂƯƷܖٻλ࣓ܖᫍᎍƴλܖᚾ᬴ǛᛢƢǂ
ƖưƋǔſ
• ȆȸȞᲮžܖݱఄƸŴᨦƕƍᎍƱͤࠝᎍƸғКƠƯᏋ
ƢǂƖưƋǔſ

ज़ऴႎƳݣᇌǛᢤƚǒǕǔŵ
• Йႎ࣬ᎋƷᏋᲴ̾ʴƷȬȴǧȫưƸŴȇǣșȸȈƸ

Йႎ࣬ᎋǛƏŵ

㧙㧙

ȇǣǹǫȃǷȧȳƱȇǣșȸȈ

ȇǣșȸȈƷјௐ

• ȇǣǹǫȃǷȧȳƱƸŴᨼׇƷɶưƓʝƍƷɼࢌǛྸ

• ᛯྸႎȷЎௌႎȷܱᚰႎ࣬ᎋƕ៲ƴ˄Ƙŵ

ƳƘǇƱǊƯǏƜƏƱƢǔǳȟȥȋǱȸǷȧȳŵ
• ƲƏƠƯǋॖᙸƕᜯǓӳƑƳƍئӳƸƲƏƢǔƔŵ
• ݣᇌƢǔॖᙸƲƓƠǛȫȸȫƴؕƮƍƯሁƴƨƨƔǘ
ƤŴƲƪǒƕǑǓǑƍॖᙸưƋǔƔǛᇹɤᎍƴЙܭƠƯ
ǋǒƏᲢᲷȇǣșȸȈŴ᚛ᛯᲣŵ
• ȇǣșȸȈƷႸႎƸŴႻǛᛯᄊƢǔƜƱưƸƳƍŵᇹ
ɤᎍǛᛟࢽƢǔƜƱưƋǔŵ

• ᛦ௹щƕ˄Ƙŵ
• ᎥƘщƕ˄Ƙŵ
• ႻƷᇌئƴᇌƬƯᎋƑǔƜƱƕưƖǔǑƏƴƳǔŵ
• ʴƷॖᙸǛදॖƠƯᎮƘǑƏƴƳǓŴܾତƴࢨ᪪ƞǕƳ

ƘƳǔŵ
• ᛟࢽщȷʩฏщƕǇƢŵ
• ʴǇƔƤƴƳǒƣŴᐯЎưွբǛႆƠƯᎋƑǔщƕƭƘŵ

ȇǣșȸȈƷನᙲእ㻌

ȇǣșȸȈƷᆔ
ᛯ᫆

• ᏋȇǣșȸȈ
•  ᲢᲫᲣᏋȇǣșȸȈ
•     ᛯᚰᙻȇǣșȸȈ

ȇǣșȸǿȸ
Ꮙͨܭ

•     ᛅƠ૾ᙻȇǣșȸȈ

㆟ㄽ

ȇǣșȸǿȸ
ԁͨܭ

•  ᲢᲬᲣᇤ২ȇǣșȸȈ
•     ᛯᚰᙻȇǣșȸȈ
•     ᛅƠ૾ᙻȇǣșȸȈ

ᎥƖ
ᲢݙЙᲣ

• ܱោȇǣșȸȈ
•  ᲢᲫᲣඥࡩȇǣșȸȈ
•  ᲢᲬᲣȇǣșȸȈ
•  ᲢᲭᲣܖᘐȇǣșȸȈ

• ᛯ᫆ᲢȆȸȞᲣ㻌

 ȆȸȞƸሊᛯ
᫆ž᳸ƢǂƠſƕ
Ǒƍŵ㻌

ŪᏉ ͨܭᇌᛯ  㻟Ў  ˺ǿǤȠ㻝Ў㻌㻌 
Ũԁ ͨܭឋွ  㻞Ў  㻌
Ũԁ ͨܭᇌᛯ  㻟Ў  ˺ǿǤȠ㻝Ў 㻌
ŪᏉ ͨܭឋွ  㻞Ў㻌
Ţแͳ᧓   㻌 㻟Ў㻌
Ũԁ ͨܭӒᬚ  㻞Ў    㻌
ŪᏉ ͨܭӒᬚ  㻞Ў    㻌
Ţแͳ᧓   㻌 㻟Ў㻌
Ũԁ ͨܭኽᛯᲢᇹ㻞ӒᬚᲣ 㻞Ў㻌
ŪᏉ ͨܭኽᛯᲢᇹ㻞ӒᬚᲣ 㻞Ў㻌
            ᚘ 㻞㻢Ў㻌
• Й       ᧓ܭ㻟Ў㻌
• Й ܭ㻌

ȇǣșȸȈƷܱᨥ
• 4᳸6ӸƷʚƭƷǰȫȸȗӷٟƕŴᏉͨܭȷԁͨܭƴᇌƬ

ƯᜭᛯǛᘍƍŴᎥƖǛᛟࢽƢǔŵ
• ᇌᛯŴឋွŴᇹ1᳸2ӒᬚᲢƸǜƹƘᲣŴኽᛯƷᢅᆉǛኺ

ƯŴ
• ᎥƖƕЙܭǛɦƠŴѨǛƭƚǔŵ

㧙㧙

ႸႎƱМໜȷഎໜ
• ɤƭƷǍǓ૾ưƦǕƧǕႸႎŴМໜȷഎໜƕᢌƏ
• σᡫƷМໜ

Ĭ
ĭ
Į
į
İ

ܖٻưƷݣᛅᏋ

࣬ᎋщƕขǇǔŵǍǓ૾ƕᙲŵ
ᘙྵщƕƭƘ
දॖขƘᎥƘǑƏƴƳǔ
Йႎ࣬ᎋщƕƭƘ
ᨼׇႎƳॖ࣬ൿܭƕưƖǔǑƏƴƳǔ

࣏ᙲƳƜƱ

ឋբƸٻЏᲛ

• ᐯЎᲛ˴ǑǓǋᐯЎƷ᧙࣎ŵᐯࠁᘙྵŵ

• žƲƏƍƏॖԛᲹſ

• ภƔƍӖܾႎƳᩎൢᲢǻǤȕȆǣᲣ

• žƳƥᲹſ

• ࢳƭᲛᛅƢǇưࢳƭŴॹǕǔǇưࢳƭ

• žᚰਗƸŴφ˳̊ƸᲹſ

• ڂƕ࣏ᙲŵኽௐǛƢƙƴǋƱǊƳƍ
• ࠖƕŴኽᛯǛൿǊƯƓƔƳƍŵ
• ࠖƸዌݣɼࢌƠƳƍŵǇƱǊƳƍŵᛅǛӕǓɥƛƳƍŵ
• ࠖƸŴܖဃƷɼࢌƷᄩᛐƱឋբƷǈŵ
• ॹǕƯƘǕƹŴӮ˟ǋဃࢻŵ
• ӖƚλǕƕƨƍǑƏƳኽᛯƴƳǔƔᲹ࣎ᣐဇ

૾ඥ
• ࢸᲴᲳᲪЎgᲫᲭᡵ
• ႸႎᲴȗȬǼȳȆȸǷȧȳƱŴǰȫȸȗܖ፼ŴȬȝȸȈ

ƷƖ૾Ǜܖƿ
• ȇǣșȸȈ→ᛯ૨˺
• ȇǣșȸȈǛǍǒƤƯŴƦǕǛȬȝȸȈƴኽƼƭƚǔŵ

Ĭ ȇǣșȸȈ
ȇǣșȸȈǛؕƴƠƯŴǰȫȸȗᄂᆮƱȬȝȸȈ˺
ǁ

㧙㧙

ȇǣșȸȈƷМໜȷൿܭ
• Мໜ

Ĭ ᛦ௹щƕƭƘ
ĭ ᎥƘщƕ˄Ƙ
Į ࣖሉщƕƭƘ
• എໜ
Ĭ ᛢ᫆ǛƖƪǜƱᚨܭƢǔ
ĭ Ɣ᩼ƔƠƔᛯơǒǕƳƍ

ĭ ǷȳȝǸǦȠ
ǯȩǹƷƳƔƷૠӸưƦƷئưǷȳȝǸǦȠǛᘍƬƯ
ǋǒƏ

૾ඥƱ

ǷȳȝǸǦȠƷМໜƱഎໜ

Ĭ ʙЭƴȆǭǹȈǛᛠǜưƘǔ
ĭ ᜒ፯ƷஇИƴբ᫆ǛЈƠƯŴᐯЎƷᎋƑǛƔƤǔŵ
ᲢᲬᲪЎᲣ
Į Ხ᳸ᲯӸਦӸƠƯ᱅ெƴॖᙸǛƔƤǔŵ
į ᱅ெЭưȇǣǹǫȃǷȧȳƞƤǔŵࠖƸӮ˟ŵᲢᲬ
ᲪЎᲣ
İ ǰȫȸȗȷȇǣǹǫȃǷȧȳᲢᲬᲪЎᲣ
ı ᐯЎưǇƱǊǔᲢᲫᲯЎᲣ

• Мໜ

Ĭ ૠƕٶƘƯǋưƖǔ
ĭ μՃӋьưƖǔ
Į ٶಮƳॖᙸǛჷǔƜƱƕưƖǔ
į ႆेƕᝅƔư௩᠂ƴƳǔ
• എໜ
Ĭ ʙЭƷแͳƕ࣏ᙲ
ĭ ᛯྸႎƴᎋƑǔጀƴƸɧҗЎ

• ȆǭǹȈǛൿǊƯʙЭƴᛠǜưƘǔ
• ႆᘙᎍȷǰȫȸȗǛൿǊƯŴȬǸȥȡǛƩƠƯǋǒƏ
• ȆȸȞƔǒᐯဌƴᜭᛯƞƤǔ
• ࠖƸ˴ǋƠƳƍŵƤƍƥƍឋբƩƚ
• ƨƩƻƨƢǒƨƘƞǜᛠǜưŴƨƘƞǜᛅƢ
• ȬȝȸȈ

Į ȕȪȸȇǣǹǫȃǷȧȳ

㧙㧙

᳀ᲾƷМໜƱഎໜ
• ዌݣႎƴݲʴૠưƳƚǕƹƳǒƳƍ
• ᲫᲯӸǇưŵᲫᲪӸˌɦƕǑƍŵ
• ܱщƸƢƝƘ˄Ƙ
• ʴૠƕٶƍƱŴ˴ǋǍǒƳƍʴƕЈƯƘǔŵ

㧙㧙

╙ 4 ࿁ࡌ࡞ࠕ࠷ Edu ࡒ࠽
㧝㧚㐿ⷐ
࠲ࠗ࠻࡞㧦ࡌ࡞ࠕ࠷ᢎ⢒ߩℂᔨߣታ〣̆⑳ߩ⚻㛎߆ࠄ̆
 ⻠Ṷ⠪㧦᧻ ▸ᖳ ᳁㧔Ꮲ੩ᄢቇ⚻ᷣቇㇱ⚻ᷣቇ⑼ᢎ㧕
ᣣᤨ㧦2011 ᐕ 11  17 ᣣ㧔ᧁ㧕16㧦30㨪18㧦40
႐ᚲ㧦ᄢቇળ㙚 2 㓏 ਛ㓸ળቶ
ࡊࡠࠣࡓ㧦
㧔㧝㧕ࡌ࡞ࠕ࠷ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ᵴേⷐႎ๔ ᄢỈ⑲ᢎ
 㧔㧞㧕ࠬࠗ࠼ߦࠃࠆࠠࡖࡦࡄࠬߩ⚫
㧔㧟㧕⻠Ṷ࡞ࡌޟᢎ⢒ߩℂᔨߣታ〣̆⑳ߩ⚻㛎߆ࠄ̆ޠ
 㧔㧠㧕⾰⇼ᔕ╵ߣ Teaching Practicum
 ࡐࠬ࠲㧦



㧙㧙

㧞㧚⻠Ṷⷐᣦ
ࡌ࡞ᢎ⢒ߣߪᰴߩࠃ߁ߥ߽ߩߢࠆޕ
㧔㧝㧕
ޟㇱಽߢߪߥߊోޔߢࠆޔߜࠊߥߔޠޕ
ᢎ㙃⑼⋡ޔኾ㐷⑼⋡ߢࠆ߆ޔᢥ♽ޔℂ♽ޔቇᐕࠍࠊߕࠄ߆⹜ޔᬺޔතᬺⷐઙޔቇ
ౝᄖ⺖ᄖᵴേ߹ߢߩోߡࠍߩߡోޕಽ㊁ߢታ〣ޔㆡ↪߇น⢻ߢࠅߩߘޔᩮᐩߦߪ
ੱޟ㑆ℂ⸃ޕࠆ߇ޠ
㧔㧞㧕
ޟቇ↢ߩ⥄⊒ᕈ⇼ޔࠍᒁ߈ߒޔ⠨߃ߐߖࠆ⦟ޔߜࠊߥߔޠޕ
⾰ࠍ⠨߃ࠆߎߣߩᣇ߇߽ࠅࠃߣߎࠆߌߟࠍ߃╵ޔ㊀ⷐߢࠆޕቇ↢ߪߥߩ߃╵ޔ
㗴⦟ޔ㗴ࠍ⠨߃ޔߩਛߦߪ╵߃ߩߥ㗴ߩᣇ߇ߪࠆ߆ߦᄙߎߣࠍቇ߱ޕ㧔㧟㧕
ޟቇ↢৻ੱ৻ੱߩੱᩰࠍ⍮ࠆޔߜࠊߥߔޠޕߩޘቇ↢ߩ⥝ࠍᒁ߈ߒޔ⢒ߡࠆߎߣ߇㊀
ⷐߢࠅޔᄢቇߩᬺߦ߅ߡ߽චಽߦน⢻ߢࠆޟޔߚ߹ޕᄙ᭽ᕈ̌ޔޠTolerance̍߇ᄢ
ߢࠆߎߣࠍቇ߫ߖࠆߚߦޔᢎຬߪᄙ᭽ߥᗧࠍዅ㊀ߒߚᬺࠍᔀᐩߔࠆߎߣ߇ᔅ㗇
ߣߥࠆޕ
㧔㧠㧕
ޟᛛⴚ⺰㧔࠹ࠢ࠾ࠢ㧕ߢߪߥޔℂᔨߢࠆޔߜࠊߥߔޠޕᬺᣇᴺ߿ࠢ
ࠬⷙᮨߩ㗴ߢߪߥߊࠍ࠷ࠕ࡞ࡌޔ⠨߃ᣇߘߩ߽ߩߣߒߡℂ⸃ߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥ
ޕ
㧔㧡㧕
ޟᄢቇో߇ℂ⸃ߒߦ⊛❱⚵ޔขࠅ⚵ޔߜࠊߥߔޠޕᢎຬ࿅ోຬ߇ℂ⸃ߒߢ⊝ޔ
ขࠅ⚵ߎߣޔቇ↢ห჻ߢߩቇ߮߇㊀ⷐߢࠆߎߣࠍ⼂ߐߖࠆࠃ߁ߦߔࠆߎߣߥ↱⥄ޔ
㔓࿐᳇ߩਛߢ⌀ߥ⼏⺰ࠍߔࠆߎߣ߇ᔅⷐߢࠆޕ
☨࿖ࡌ࡞ࠕ࠷ࠞ࠶ࠫ⡯ਛߦߪࠞࡔࠕޔਛㇱߩࠦࡦ࠰ࠪࠕࡓޔGLCA
㧔ᄢḓᄢቇㅪ⋖㧕ਥߩวኋᒻᑼߩ Teaching & Course-design Workshop ߦ߅ߡޔᢎ
⢒ᣇᴺߦߟߡઁߩᢎຬߣቇ߮ว߁ᯏળ߇ࠅߢߎߘޔቇࠎߛᢎᴺ㧔ήჿᬺ㧕ߪ
߽ታ〣ߒߡࠆ⹜ޔࠅߚߞⴕࠍࠣࡦ࠴ࠖ࠹ࡓࠖ࠹ޔઁߩߘޕ㛎㗴ࠍᬺᤨ㑆ਛߦ
ࠣ࡞ࡊߢᚑߐߖߚࠅޔ40 ੱኻ 40 ੱߩᄢⷙᮨ࠺ࠖࡌ࠻╬ࠍ☨࿖ߛߌߢߥߊᣣᧄߩᄢ
ቇߢߩᬺߢ߽ታ〣ߒߡࠆޕ
 ࡌ࡞ᢎ⢒ߦၮߠߊᬺߩⷐߪޔቇ↢ߦࠄ⥄ޟቇ߱ߎߣߪ㕙⊕ߣޠታᗵߐߖޔࠊ
ࠊߖࠆߎߣߚߒ߁ߘޔᗵേޔ㛳߈ࠍਈ߃ࠆ⚻ޔ㛎ߐߖࠆߎߣߦࠆߦߚߩߘޕᣣᏱߩ
ᬺࠍᅤߦᎿᄦߔࠆ߆ޟ߇ߣߎ߁ߣޔቇ჻⺖⒟ᢎ⢒⌀ߩޠ㛽㗂ߢࠆޕ
ࡌ࡞ᢎ⢒ࠍታߔࠆߚߦ㧡ߟߩឭ᩺ࠍߔࠆޔߜࠊߥߔޕቇㇱޔቇ⑼ޔኾࠍ
ߥቇ↢ߩฃߌࠇోࠍ⋡⑼ోޔቇ↢߇ㆬᛯน⢻ߦߔࠆߎߣߩߡోޔቇ↢ߦ㧠ᐕ㑆
academic advisor ࠍߟߌࠆࠪࠬ࠹ࡓߩዉޔᔅୃ⑼⋡ࠍߥߊߒ⑼⋡⟲ߩਛ߆ࠄᦨૐጁୃන
ᢙࠍቯࠆޔGPA ࠍലᵴ↪ߔࠆߎߣߢࠆޕ
 ࡌ࡞ᢎ⢒ߣߪޔTeaching㧒Learning ߩ⠨߃ᣇߦၮߠߡޔTeaching effectiveness
ߩะࠍ⋡ᜰߒߡޔቇ↢ߩቇ߮ߩ⾰ߩะࠍ࿑ࠆᄢቇߣᢎຬߩోߡߩⴕߢࠅߩߘޔਛ
ᔃߪޔ᥉Ბߩᬺߥߩߢࠆޕ

㧙㧙

㨇㈩ઃ⾗ᢱ㨉

ᮏ᪥ࡢ࢘ࢺࣛࣥ㸸

ࣜ࣋ࣛࣝᩍ⫱ࡢ⌮ᛕᐇ㊶㸸

㻝㻚

⚾ࡢ⤒㦂ࡽ

㻞㻚
㻟㻚
㻠㻚
㻡㻚

ᖇிᏛ ᯇ⠊ᝡ

㸾 ឡ▱ᩍ⫱Ꮫ

㻌

㻢㻚

ⱝᖸ䛾⮬ᕫ⤂㻌
䝸䝧䝷䝹ᩍ⫱䛸䛿ఱ䛛㻌
ᅜ㝿㛤Ⓨ䛻䛚䛡䜛䛂▱䛃䛸▱㆑⤒Ⴀㄽ㻌
⚾䛾ᐇ䚸⤒㦂䛛䜙㻌
䜰䞊䝷䝮Ꮫ䛾⤌䜏㻌
䛤ཧ⪃䛻㻌

㻞㻌

䠍ⱝᖸࡢ⮬ᕫ⤂
D *UDGXDWH7HDFKLQJ$VVRFLDWHDW
7KH2KLR6WDWH8QLYHUVLW\&ROXPEXV2+
 ❧ᖺࠊᏛ⏕ᩘ⣙ᩍဨᩘ⣙

E .HQ\RQ&ROOHJH*DPELHU2+
ᖺ❧VWXGHQWVIDFXOW\
  'HQLVRQ8QLYHUVLW\*UDQYLOOH
2+VWXGHQWVIDFXOW\
(DUOKDP&ROOHJH5LFKPRQG,1
VWXGHQWVIDFXOW\
㻌

㻞ࣜ࣋ࣛࣝᩍ⫱ࡣ

 㒊ศ࡛ࡣ࡞ࡃࠊయ࡛࠶ࡿࠋ
Á
ᩍ㣴⛉┠㸭ᑓ㛛⛉┠ࠊᩥ⣔㸭⌮⣔ࠊ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
Á
ᤵᴗ࡛ࠊ⪥ࠊཱྀࠊ┠ࠊᡭ㊊ࢆ࠺ࠋ
Á
ධヨࠊᤵᴗࠊ༞ᴗせ௳ࠊᏛෆእ࣭ㄢእάືࡢࡍ࡚ࠊయࠋ
Á
Ꮫᖺࢆၥࢃ࡞࠸ࠋ
Á
࡚ࡢศ㔝࡛ᐇ㊶ࠊ㐺⏝ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
Á
ࠕே㛫⌮ゎࠖࡀ᰿ᗏ࠶ࡿゝ࠼ࡿࠋ

 Ꮫ⏕ࡢ⮬Ⓨᛶࠊၥࢆᘬࡁฟࡋࠊ⪃࠼ࡉࡏࡿࠋ
Á
⟅࠼ࢆぬ࠼ࡿࡇ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ⟅࠼ࡢ࡞࠸ၥ㢟ࢆ⪃࠼ࡿࡇࡀࠋ
Á
ࠕ࡞ࡐࠖࢆ⪃࠼ࡉࡏࠊၥࢆฟࡉࡏࠊ㆟ㄽࡉࡏࡿࠋ
Á
Ⰻ࠸㉁ၥࢆ⪃࠼ࡿࡇࡢ᪉ࡀࠊ⟅࠼ࢆぢࡘࡅࡿࡇࡼࡾࡶ㔜せࠋ
⟅࠼ࡢ࡞࠸ၥ㢟ࠊⰋ࠸ၥ㢟ࢆ⪃࠼ࠊୡࡢ୰ࡣ⟅࠼ࡢ࡞࠸ၥ㢟ࡢ᪉
ࡀࠊࡣࡿከ࠸ࡇࢆᏛࡪࠋ
Á
ࡢᏛ⏕ࡽᏛࡪࠋྂࡽᏛࡪࠊእᅜㄒࢆᏛࡪព⩏ࡶࡇࡇ࠶ࡿ䚹㻌
㻌

㻟㻌

㻠㻌

㻔㻠 ᢏ⾡ㄽ㸦ࢸࢡࢽ࣮ࢡ㸧࡛ࡣ࡞࠸ࠊ⌮ᛕ࡛࠶ࡿࠋ
Á 337㯮ᯈࠊᏛ⏕ཧຍᆺㅮ⩏ࠊᑡேᩘࢡࣛ
ࢫࢡࣛࢫࠊ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
Á ᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ࡋ࡚ࠊ⌮ゎࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋ

 Ꮫయࡀ⌮ゎࡋࠊ⤌⧊ⓗྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
Á ᩍဨᅋဨࡀ⌮ゎࡋࠊⓙ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
Á Ꮫ⏕ྠኈ࡛ࡢ࠾࠸ࡢᏛࡧࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇࢆㄆ
㆑ࡍࡿࠊࡉࡏࡿࠋ
Á ⮬⏤࡞㞺ᅖẼࡢ୰࡛ࠊኚ࡞ពぢࠊኚࢃࡗࡓ⪃࠼ࡶ
┿㠃┠ウㄽࡢᑐ㇟ࡋࠊ┿࡞㆟ㄽࢆࡍࡿࠋ

㻢㻌

㻔㻟 Ꮫ⏕୍ே୍ேࡢே᱁ࢆ▱ࡿࠋ
Á ಶࠎࡢᏛ⏕ࡢ⯆ࢆᘬࡁฟࡋࠊ⫱࡚ࡿࡇࠊࡇࢀ
ࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊᏛࡢᤵᴗ࡛ࡶ༑ศྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
Á ࡑࡢࡓࡵࠊฟᖍࢆྲྀࡾࠊSDSHUࢆ᭩ࡏࠊῧ๐
ࡋࠊఱᅇࡶ᭩ࡁ┤ࡋࠊẖ㐌ࡢ㆟ㄽࡣࡑࢀࢆ୰ᚰ
ࡋࠊࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦ࡸࠊᑠࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢウㄽࠊⓎ⾲ࠊ
ሗ࿌ࠊࢫࣆ࣮ࢳࠊ࡞ࢆࡉࡏࡿࠋ
Á ࠕከᵝᛶࠖࠊ͆7ROHUDQFH͇ࡀ࡛࠶ࡿࡇࢆ
Ꮫࡤࡏࡿࠊࡑࡢࡓࡵࡣᩍဨࡀࡉࡲࡊࡲ࡞ከᵝ࡞
ពぢࢆᑛ㔜ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑ࠺࠸࠺ᤵᴗࢆ
ᚭᗏࡍࡿࡇࡀᚲ㡲ࠋ
㻌
㻡㻌

㧙㧙

࠼ࡤࠊ7RP*HUHW\ ᖺ᭶ࠊ࣐࣮ࢫࢺᏛᏛ㛗㸧
ࡢヰ㸸
㻌
㻭㼙㼔㼑㼞㼟㼠㻌㻯㼛㼘㼘㼑㼓㼑㻘㻌
㻝㻚
㻴㼑㼘㼜㼟㻌㼟㼠㼡㼐㼑㼚㼠㼟㻌㼒㼍㼘㼘㻌㼕㼚㼠㼛㻌㼘㼛㼢㼑㻌㼣㼕㼠㼔㻌㼟㼛㼙㼑㻌
㼕㼚㼠㼑㼘㼘㼑㼏㼠㼡㼍㼘㻌㼍㼏㼠㼕㼢㼕㼠㼥㻘㻌㼍㼚㼐㻌
㻞㻚
㻼㼞㼛㼢㼕㼐㼑㼟㻌㼣㼕㼠㼔㻌㼎㼞㼑㼍㼐㼠㼔㻌㻒㻌㼡㼚㼞㼑㼓㼡㼘㼍㼠㼑㼐㻌
㼕㼚㼠㼑㼘㼘㼑㼏㼠㼡㼍㼘㻌㼐㼑㼢㼑㼘㼛㼜㼙㼑㼚㼠㻌㼍㼚㼐㻌㼑㼤㼏㼑㼘㼘㼑㼚㼠㻌
㼘㼑㼍㼞㼚㼕㼚㼓㻌㼛㼜㼜㼛㼞㼠㼡㼚㼕㼠㼥㻌㼠㼛㻌㼟㼠㼡㼐㼑㼚㼠㼟㻌㼡㼚㼐㼑㼞㻌
㼞㼕㼓㼛㼞㼛㼡㼟㻌㻒㻌㼔㼕㼓㼔㼑㼟㼠㻌㼕㼚㼠㼑㼘㼘㼑㼏㼠㼡㼍㼘㻌㼕㼚㼝㼡㼕㼞㼥㻚㻌

ࠕࣜ࣋ࣛࣝᩍ⫱ࠖࡢNH\ZRUGV

▱ࡢෑ㝤ࠊዲወᚰ
7HDFKLQJ OHDUQLQJ
,QWHOOHFWXDOFRPPXQLW\
'LYHUVLW\
3HUVRQDOGHYHORSPHQW
5HVSRQVLELOLW\
$VNHDFKRWKHU:+<
࡞
㻣㻌

㻤㻌

ࡇ࠺ࡋ࡚ࠊ⪃࠼࡚ࡳࡿࠊ᪥ᮏࡢ≧ἣࡣ

࣮࣒ࣛᏛ࡛ࡣࠊ
㻭㼕㼙㼟㻌㼍㼠㻌㼜㼞㼛㼢㼕㼐㼕㼚㼓㻌㼠㼔㼑㻌㼔㼕㼓㼔㼑㼟㼠㻌㼝㼡㼍㼘㼕㼠㼥㻌㼡㼚㼐㼑㼞㼓㼞㼍㼐㼡㼍㼠㼑㻌㼑㼐㼡㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻘㻌
㼣㼕㼠㼔㻌㼢㼍㼘㼡㼑㼟㻌㼟㼡㼏㼔㻌㼍㼟㻘㻌㼠㼞㼡㼠㼔㻙㼟㼑㼑㼗㼕㼚㼓㻧㻌㼞㼕㼓㼛㼞㼛㼡㼟㻌㼕㼚㼠㼑㼘㼘㼑㼏㼠㼡㼍㼘㻌
㼕㼚㼠㼑㼓㼞㼕㼠㼥㻧㻌㼠㼔㼑㻌㼚㼡㼞㼠㼡㼞㼕㼚㼓㻌㼛㼒㻌㼍㼚㻌㼛㼜㼑㼚㻘㻌㼏㼛㼛㼜㼑㼞㼍㼠㼕㼢㼑㻌㼘㼑㼍㼞㼚㼕㼚㼓㻌
㼑㼚㼢㼕㼞㼛㼚㼙㼑㼚㼠㻧㻌㼠㼔㼑㻌㼞㼑㼏㼛㼓㼚㼕㼠㼕㼛㼚㻌㼛㼒㻌㼠㼔㼑㻌䇾㼠㼑㼍㼏㼔㼑㼞㻌㼣㼕㼠㼔㼕㼚䇿㻧㻌㼠㼔㼑㻌
㼙㼑㼞㼕㼠㻌㼛㼒㻌㼘㼕㼒㼑㼘㼛㼚㼓㻌㼘㼑㼍㼞㼚㼕㼚㼓㻌㼔㼍㼎㼕㼠㼟㻚㻌
㻼㼞㼕㼚㼏㼕㼜㼘㼑㼟㻌㼠㼔㼍㼠㻌㼟㼔㼍㼜㼑㻌㼍㼚㼐㻌㼟㼡㼟㼠㼍㼕㼚㻌㼑㼐㼡㼏㼍㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌㼏㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼠㼥㻧㻌
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ሗ㞟ࠋᏛ⏕㸳ேࠋ⚾ࡶྵࡵࠊㄽᩥ㞟ࢆసᡂࠋ

K ᑠㄽᩥࠊሗ࿌ࠊ᭩ホࠊ࢝ࣥࢺ࣮࣭࣏࣮ࣜࣞࢺࠊ
(WKQRJUDSKLF5HSRUW᭱⤊⥾ࡵษࡾࡣཝᏲࠋࡋࡋࠊ
๓ࡶࡗ࡚ᥦฟࡍࢀࡤࠊఱᅇ࡛ࡶῧ๐ࠋㅮホࡋ࡚㏉༷ࠊ
᭩ࡁ┤ࡋ࡚ᥦฟࡉࡏࡿࠋ

㻌

䛭䛾䚸㻌
㻌
À 䜽䝷䝇䠄ᤵᴗ㛫୰䠅䛷ᩍ⛉᭩䚸ㄞᮏస䜚㻌
㻌
À 䠏ศ㛫䝇䝢䞊䝏㻔Ꮫᮇ୰䛻」ᩘᅇᐇ䠅㻌
㻌㻌
À 䜾䝹䞊䝥Ⓨ⾲䚸䜾䝹䞊䝥䞉䝥䝻䝆䜵䜽䝖䚸㻱㼠㼔㼚㼕㼏㻌
㻵㼚㼠㼑㼞㼢㼕㼑㼣㻌㻾㼑㼜㼛㼞㼠㻌 䠄ᥦฟ䛾᭱⤊⥾䜑ษ䜚䛿ཝᐦ䛻Ᏺ䜛䛜䚸䛭
䜜௨๓䛻䚸㏵୰ẁ㝵䛷ฟ䛧䛶䛝䛯䜒䛾䛿䛶ῧ๐䜢䛧䛶㏉䛧䚸᭩䛝┤
䛧䛜ྍ⬟䛸䛩䜛䚹䠅㻌

㻌

㻝㻥㻌

㻞㻜㻌

᪂ࡋ࠸ᥦ㸹

㻌 䝸䝧䝷䝹ᩍ⫱䛻ᇶ䛵䛟ᤵᴗ䛾せ㸦⚾ࡢ⪃࠼㻕㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

㸯ࠋᏛ㒊ࠊᏛ⛉ࠊᑓᨷࢆỴࡵ࡞࠸ධᏛ⏕ࡢཷࡅධࢀࠊ

㸰ࠋࡍ࡚ࡢ⛉┠ࢆࠊࡍ࡚ࡢᏛ⏕ࡀ㑅ᢥྍ⬟ࡍࡿ㸦Ꮫ㒊ࠊᏛ⛉ࠊ
ᑓᨷࠊᏛᖺࢆၥࢃ࡞࠸㸧ࠊ

㸱ࠋࡍ࡚ࡢᏛ⏕ࠊ㸲ᖺ㛫ࠊDFDGHPLFDGYLVRUࢆࡘࡅ࡚ࠊᒚಟᣦᑟࠊ
 ⏕άᣦᑟࠊ࡞࠶ࡽࡺࡿ┦ㄯᛂࡌࠊḟࡢᏛᮇࡢᒚಟⓏ㘓ࡣࠊࡑ
ࡢᢸᙜࢻࣂࢨ࣮ࡢࢧࣥࡀ࡞ࡅࢀࡤࠊⓏ㘓࡛ࡁ࡞࠸ࠊ࠸࠺ࢩ
ࢫࢸ࣒ࢆసࡿࠋ

㸲ࠋᚲಟࠊᚲ㡲⛉┠ࢆ࡞ࡃࡋࠊ⛉┠⩌ࡢ୰ࡽࠊ᭱పᒚಟ༢ᩘࢆᐃ
ࡵࡿࡔࡅࡍࡿࠋ

㸳ࠋ*3$ࡣᏛࡢࠊ♫ᑐࡍࡿᏛ⏕ࡢ㉁ಖドࠋ㸦ࡶࡗ᭷ຠά⏝ࢆ㸧
㻌

䛂⮬䜙Ꮫ䜆䛣䛸䛿㠃ⓑ䛔䛃䛸㻌
㻌 㻌 Ꮫ⏕䛻䛂
㻌 ᐇឤ䛥䛫䜛䚸䜟䛫䜛䚸䛭䛖䛔䛖ឤື䚸㦫䛝䜢㻌
㻌 䛘䜛䚸⤒㦂䛥䛫䜛䚹⚾⮬㌟䛜ᴦ䛧䜣䛷䚸㻌
㻌 Ꮫ䜣䛷䛔䜛䚸◊✲䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢ぢ䛫䜛䚹㻌
㻌 㻌 䞊䞊䠚䛭䛾䛯䜑䛻᪥ᖖ䛾ᤵᴗ䜢ዴఱ䛻ᕤኵ㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛩䜛䛛䚹㻌
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌
㻌㻌 ࠕᏛኈㄢ⛬ᩍ⫱ࠖࡢ┿㦵㡬ࡣࠊࡇࡇ࠶ࡿࠋ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻞㻝㻌

㻞㻞㻌

䠑㸬7HDFKLQJࢆࡍࡿ࣮࣒ࣛᏛ࡛ࡣ㸸
Á 3') 3URIHVVLRQDO'HYHORSPHQW)XQG ࠸࠺ᇶ㔠ࠊ
ᩍဨࡶ⫋ဨࡶࠊᤵᴗࠊᏛ⏕⏕άࡢᨵၿࡢࡓࡵࡢࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺࢆᥦࡍࡿࠊᖺ㛫ࡲ࡛ࡢ⮬⏤࠼
ࡿ࠾㔠ࡀࡶࡽ࠼ࡓࠋ'HDQࡀ3')ጤဨྜ㆟࡛ᑂᰝࡋ
࡚Ỵᐃࠋ

Á 7HDFKLQJ&RQVXOWDQW㸦ᩍṔᖺ௨ୖ࡛ࠊᏛෆ࡛Ꮫ
⏕ホุࡢᩍဨࠊ㸰ᖺ௦࡛ᢸᙜ㸧㸸ᩍົᢸᙜᏛ㛗
ࡢ┤ᒓࡔࡀࠊ⊂❧ࡋ࡚ᩍဨࡢ┦ㄯࡿࠋᤵᴗฟ࡚ࠊ
ᨵၿ⟇ࢆ୍⥴⪃࠼ࡓࡾࠊࢩࣛࣂࢫࡢసᡂࢆᡭຓࡅࡋ
࡚ࡃࢀࡿࠋࢸࢽ࣮ࣗᑂᰝ┤๓ࡢᩍဨࡣࠊ࡚ࡶ࠶
ࡾࡀࡓ࠸Ꮡᅾࠋ㸰ᖺ㛫ࠊᢸᙜ⛉┠㈇ᢸࡣ༙ศࠋ

Á ࢸࢽ࣮ࣗᑂᰝࡸ㸰ᖺᑂᰝࠊ㸳ᖺᑂᰝࡢᩍဨホ౯
ࡣࠊᅾᏛ⏕ࠊ༞ᴗ⏕ࠊᏛ㒊ࠊከᏛ⛉ࡽࡢᩍဨࡀཧ
ຍࡋ࡚ጤဨࢆᙧᡂࠋ⏫ࡢ㛵ಀ⪅ࡽࡢ᥎⸀᭩ࡶ᭷ຠࠋ
㻌

㻌㻲㼍㼏㼡㼘㼠㼥㻌㻱㼢㼍㼘㼡㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻔㻱㼍㼞㼘㼔㼍㼙㻌㻯㼛㼘㼘㼑㼓㼑㻕㻌
䠍䚹㼀㼑㼍㼏㼔㼕㼚㼓㻌㻱㼒㼒㼑㼏㼠㼕㼢㼑㼚㼑㼟㼟㻌
䠎䚹㻵㼚㼠㼑㼘㼘㼑㼏㼠㼡㼍㼘㻌㻭㼏㼠㼕㼢㼑㼚㼑㼟㼟㻌
䠏䚹㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼠㼥㻌㻯㼛㼚㼠㼞㼕㼎㼡㼠㼕㼛㼚㻌
䠐䚹㻯㼛㼚㼓㼞㼡㼑㼚㼏㼥㻌

㻌㻌
ከࡃࡢ5HVHDUFK,QVWLWXWLRQࡢᩍဨホ౯ࡢᇶ‽ 
  㸦Ꮫࡼࡗ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢẚ⋡ࡀ␗࡞ࡿࠋ㸧
Á
Á
Á

㻌

㻞㻟㻌

㧙㧙

㻼㼡㼎㼘㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌
㻯㼘㼍㼟㼟㼞㼛㼛㼙㻌㼀㼑㼍㼏㼔㼕㼚㼓㻌
㻯㼛㼚㼠㼞㼕㼎㼡㼠㼕㼛㼚㻌㼠㼛㻌㼁㼚㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼠㼥㻌
㻞㻠㻌

㻌㻌

䛂䛣䜜䛿Ꮫ䛾ᤵᴗ䛰䛛䜙䚸ⓙ䛜ႅ䜚䛺䛥䛔䚹䛃㻌 㻌 㻌 㻌

⤖ㄽ䠖
䝸䝧䝷䝹ᩍ⫱䛸䛿䠛

㻌


ࢩࣛࣂࢫ࠶ࡿ㏻ࡾࠊUHDGLQJDVVLJQPHQWࢆㄞࢇ࡛ࡃࡿࠋ
Ⓨ⾲⪅ࠊሗ࿌⪅ࡢ࠶ࡿࡁࡣࠊ‽ഛࡋ࡚ࡃࡿࠋ
Á
ウㄽ⪅㸦ணᐃࡉࢀ࡚࠸࡚ࡶࠊ࠸࡞ࡃ࡚ࡶ㸧ࡣ‽ഛࡋ࡚ࡃࡿࠋ
  ၥࢆฟࡋྜ࠺ࠋ

Á
ᐟ㢟ࢆᥦฟࡍࡿࠋ
Á
๓ᅇࡢᐟ㢟ࠊ᥇Ⅼࡋࠊࢥ࣓ࣥࢺࡋࡓࡶࡢࢆ㏉༷ࡋࠊㅮホࠋ

Á
᪂ࡋ࠸ᐟ㢟ࢆฟࡍࠋ
Á
ࢫࣆ࣮ࢳࡸᑠㄽᩥࡢࢸ࣮࣐ࢆ᭩࠸࡚ฟࡉࡏࡿࠋ

Á
ᡂ⦼ࡣࠊᏛ⏕ࡀ⮬ศ࡛Ỵࡵࡿࡶࡢ䚹㻌
㻌
Á

㻌
㻌
䛂㼀㼑㼍㼏㼔㼕㼚㼓㻌㻒㻌㻸㼑㼍㼞㼚㼕㼚㼓䛾⪃䛘᪉䛻ᇶ䛵䛔䛶䚸㻌
㻌 㼀㼑㼍㼏㼔㼕㼚㼓㻌㼑㼒㼒㼑㼏㼠㼕㼢㼑㼚㼑㼟㼟䛾ྥୖ䜢┠ᣦ䛧䛶䚸㻌
㻌 Ꮫ⏕䛾Ꮫ䜃䛾㉁䛾ྥୖ䜢ᅗ䜛Ꮫ䛸ᩍဨ㻌
㻌 䛾䛶䛾⾜䛔䚹䛭䛾୰ᚰ䛿䚸ᬑẁ䛾ᤵᴗ㻌
㻌 䛷䛒䜛䚹䛃㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
䠄ᯇ䛾ᐃ⩏䠅㻌

Á

㻌
䠄ᩍဨဨ䛾⌮ゎ䛸Ꮫయ䛾ດຊ䛻䚸Ꮫ⏕䛜ᛂ䛧䛺䛔䜟䛡䛜䛺䛔䚹䠅㻌

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌

㻞㻡㻌

㻞㻢㻌

ࡈཧ⪃㸸

Á
ᯇ⠊ᝡࠗࣜ࣋ࣛࣝᩍ⫱࣓ࣜ࢝ࡢᏛ࠘ࡩࡃࢁ࠺ฟ∧ࠊ
 






㸰㸮㸮㸲

Á
ࠕ࣓ࣜ࢝ࡢᏛᩍ⛉᭩ࠖࠗᏛฟ∧࠘1R㸰㸮㸮㸲ᖺ㸷᭶
Á
ࠕෆഃࡽࡳࡓ࣓ࣜ࢝ࡢᏛձᩍ⛉᭩ᩍᮦ㸸ከᙬ࡞ᩍ⛉᭩ࡀ࡞
ࡐḟࠎ㛤Ⓨࡉࢀࡿࡢࠖࠗ࢝ࣞࢵࢪ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࠘1R
0D\-XQ
Á
ࠕෆഃࡽࡳࡓ࣓ࣜ࢝ࡢᏛղࢩࣛࣂࢫࡢᙺ㸸Ⰻ࠸ᤵᴗࡣࢩࣛ
ࣂࢫ࡛Ỵࡲࡿࠖࠗ࢝ࣞࢵࢪ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࠘1R-XO$XJ
Á
ࠕෆഃࡽࡳࡓ࣓ࣜ࢝ࡢᏛճᩍဨ᥇⏝ࢸࢽࣗᑂᰝ㸸ࡑࡇ
ࡅࡿⳘ࡞ປຊດຊࢆᝰࡋࡲ࡞࠸ࠖࠗ࢝ࣞࢵࢪ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࠘
1R6HS2FW
ࠕ࣓ࣜ࢝ࡢᏛࢻ࣑ࢵࢩࣙࣥࢻ࣑ࢵࢩ࣭ࣙࣥ࢜ࣇࢧ࣮ࡢ᪂
ࡋ࠸ㄢ㢟ࠖࠗᏛホ౯࣭Ꮫ◊✲࠘➨㸯㸮ྕࠊ㸰㸮㸮㸷ᖺ㸯㸰᭶
㻌
Á
㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼥㼛㼙㼕㼡㼞㼕㻚㼏㼛㻚㼖㼜㻛㼗㼥㼛㼕㼗㼡㻛㼞㼑㼚㼍㼕㻛㻞㻜㻜㻣㻜㻣㻝㻟㼡㼟㻠㻝㻚㼔㼠㼙㻌
㻌

㻌
㻌
㻌

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㼀㼔㼍㼚㼗㻌㼅㼛㼡㻌㼒㼛㼞㻌㻼㼍㼥㼕㼚㼓㻌㼅㼛㼡㼞㻌㻭㼠㼠㼑㼚㼠㼕㼛㼚㻚㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 ᭷䜚㞴䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹㻌

㻞㻣㻌

㻞㻤㻌

㧙㧙

╙ 5 ࿁ࡌ࡞ࠕ࠷ Edu ࡒ࠽
㧝㧚㐿ⷐ
࠲ࠗ࠻࡞㧦
ೋ╬ਛ╬ᢎ⢒ߦ߅ߌࠆኻᢎ⢒ߩน⢻ᕈ̆ᢎຬ㙃ᚑᄢቇߢ⢒ߴ߈ജߣߪ̆
⻠Ṷ⠪㧦
ኹ↰ ବ㇢ ᳁㧔ᥓᄢቇᢥቇㇱືቇ⑼ᢎ㧕
ደ 㓁 ᳁㧔ᣣᧄᄢቇᢥℂቇㇱੱᢥ⑼ቇ⎇ⓥᚲ⎇ⓥຬ⨙ၔᄢቇ㕖Ᏹൕ⻠Ꮷ㧕
ᣣᤨ㧦2012 ᐕ 1  19 ᣣ㧔ᧁ㧕16㧦40㨪18㧦40
႐ᚲ㧦ᧄㇱ 3 㓏 ╙ 5 ળ⼏ቶ
㧦ฬฎደືቇᢎ⢒⎇ⓥળ
ࡐࠬ࠲㧦

㧙㧙

㧞㧚⻠Ṷⷐᣦ
 ೋ╬ਛ╬ᢎ⢒ߦ߅ߌࠆືቇኻᢎ⢒ߩ⹜ߺࠍޟሶߤ߽ߩືቇޠ
㧔ሶߤ߽ߩߚߩືቇሶߤ
߽ߣߔࠆືቇ㧕ࠍਛᔃߣߒߡ⚫ߒޔኻᢎ⢒ߩᗧ⟵ߣᣇᴺߦߟߡኻߒߟߟߦ⠨߃ࠆ߹ޕ
ߚືޔቇኻᢎ⢒ߩᶏᄖ࿖ౝߦ߅ߌࠆታ〣ࠍႎ๔ߔࠆޕ

 ޟሶߤ߽ߩືቇືޔߪߣޠቇผືቇℂ⺰ߩቇ⠌ߢߪߥߊືޔቇ⊛ኻᕁ⠨ߩᵴേߢ
ࠆޕ1960 ᐕઍߦሶߤ߽ะߌߩ⺰ℂቇືቇᢎ⢒ߩ᭴ᗐࠍ߽ߜࠕࠢࡦࡕޔᎺ┙ᄢቇߦޟሶ
ߤ߽ߩߚߩືቇផㅴ⎇ⓥᚲࠍޠഃ⸳ߒߚࡑࠪࡘ࠶ࡊࡑࡦ㧔Matthew Lipman㧕ࠍ
ഃᆎ⠪ߣߔࠆޕၮᐙᢎ᧚ߣߒߡᚑߐࠇߚߩޢ⊒ߩࠕࠗࡑ࡞࠻࠻ࠬࡂޡ⠡⸶ߣ
ߣ߽ߦޔ⇇ฦ࿖ߢ⎇ⓥᚲᵴേ࿅߇⸳┙ߐࠇޔ࿖㓙⚵❱ޟሶߤ߽ߣߣ߽ߦߔࠆືቇ⊛
តⓥ࿖㓙ળ⼏⊒ߢ߹ߦ⟎⸳ߩޠዷߒߡࠆޕ
࠶ࡊࡑࡦߪޔផ⺰ᔨᒻᚑߩߚߩ⍮⊛⢻ജߛߌߢߥߊޔតⓥߩหࠍᒻᚑߒޔ
หߢតⓥࠍㅴࠆߚߩ␠ળ⊛⢻ജࠍ⢒ߡࠆߎߣࠍ㊀ⷞߔࠆߪߦߚߩߘޕኻߩᛛᴺ
ࠍ⢒ߡࠆߎߣ߇ᔅⷐߣߥࠆߩߘޕၮᧄ⊛ߥᚻᴺߪᰴߩߣ߅ࠅߢࠆޕ
㧔㧝㧕‛⺆ޔᧄ⛗ޔᤋ
ߥߤࠍ㐓⾨ߒޔሶߤ߽߇ࠍ┙ߡࠆޔ㧔㧞㧕ㅴⴕᓎ㧔ᢎຬ㧕ߪࠍ㤥᧼߿ࡈ࠶ࡊ
࠴ࡖ࠻ߦᦠ߈ߔޔ㧔㧟㧕ㆬ߫ࠇߚߦኻߔࠆ╵߃ࠍหߢតߒߡߊޕ
ືቇኻᢎ⢒ߩᗧ⟵ߪޔ
ޟᓼᕈߩၮ␆ޟޠᏒ᳃ᕈߩၮ␆ޟޠቇജߩၮ␆ࠍޠりߦߟߌࠆߎ
ߣ߇ߢ߈ࠆὐߦࠆືޕቇኻࠍㅢߒߡቇ߱ߎߣ߇ߢ߈ࠆߩߪޔኻߩᛛᴺߣᴺޔฦᢎ
⑼ߦ࿕ߩືቇ⊛㗴╬ߢࠆޕኻᢎ⢒ߩᚻᴺ߇ઁߦ߽ࠆߥ߆ߢືޟߗߥޔቇޠኻ
ࠍ㊀ⷞߔࠆߩ߆ߣ߁ߣޔᒰߚࠅ೨ߣߐࠇߡࠆߎߣࠍ⋥ߒߚࠅޔ㊀ⷐߛ߇◲නߦ╵
߃ߩߥࠍ߁╬ߩ․⦡ࠍ߽ߟߩߢޔ㧔Ყセ⊛㧕ᐔ╬ߢ⥄↱ߥⓨ㑆ޔหតⓥ⠪ߣߒ
ߡߩ߅ߣߥ⁁⊛ࠬ࠹ࠢ࠰߁ߣޔᴫࠍᒻᚑߢ߈ޔᨩࠍ⥄Ꮖߩ↢߿↢ᵴ⇇ߦ⚿߮ߟߌ
ߡ⠨߃ࠆߎߣࠍน⢻ߦߔࠆ߆ࠄߢࠆືߚߒ߁ߎޕቇኻᢎ⢒ࠍቇᩞᢎ⢒ᐲߦዉߔࠆ
႐วߦߪືޟޔቇ߁ߣޠᢎ⑼ߩ⸳⟎ޔኅᐸ⑼ޔ᳃⑼ߣߩㅪ៤╬ߩᣇᴺ߇⠨߃ࠄࠇࠆޕ
ᢎຬ㙃ᚑ⺖⒟ߦືቇኻߩᬺ߇ࠆߎߣߩᗧ⟵ߦߟߡߪޔ
ޟቇᩞᢎ⢒ߦ߅ߡኻᢎ
⢒ࠍᵴᕈൻߔࠆޟޠᢎຬߩᢎ⢒ജࠍ㜞ࠆޟޠฦᢎ⑼ߩᢎ⢒ౝኈࠍᷓࠆޟޠᓥ᧪ߩሶߤ߽ⷰ
߿ᢎ⢒ⷰࠍ⋥ߔ߇ߣߎޠน⢻ߢࠆὐࠍߍࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
ࡌ࡞ࠕ࠷ߣߪ⥄ޔಽߣߪ⇣ߥࠆੱ߮ߣߣ⥄↱ߢᐔ╬ߥੱߤ߁ߒߣߒߡ↢ߔࠆ
ᛛᴺߣᴺߢࠆੱޕ㑆ߦߣߞߡ߶ࠎߣ߁ߦᄢಾߥ⍮ࠍኾ㐷ኅߦ㗬ࠄߕߩੱ৻ޔ⇇Ꮢ᳃
ߣߒߡតⓥߔࠆ༡ߺߪືޔቇ⠪ࠞࡦ࠻ߩ⸒߁ޟ⇇ᔨߩືቇߦޠ㊀ߥࠆືޕቇኻߪޔ
⇇Ꮢ᳃ߩၮᐩ⊛ߥᢎ㙃ߣߒߡ⟎ߠߌࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߩߢࠆޕ

㧙㧙

㨇⾗ᢱ㨉

ឡ▱ᩍ⫱ᏛLA䝥䝻䝆䜵䜽䝖䞉➨5ᅇ䝸䝧䝷䝹䞉䜰䞊䝒Edu䝉䝭䝘䞊

⮬ᕫ⤂

ึ➼䞉୰➼ᩍ⫱䛻䛚䛡䜛ᑐヰᩍ⫱䛾ྍ⬟ᛶ
――ᩍဨ㣴ᡂᏛ䛷⫱䜐䜉䛝ຊ䛸䛿 ――

• Ặྡ䠖ᑎ⏣ಇ㑻䠄1962ᖺ⏕䜎䜜䠅
• ⌧⫋䠖ୖᬛᏛ䞉ᩥᏛ㒊䞉ဴᏛ⛉ᩍဨ
• ᑓᨷ䠖䜲䝬䝚䜶䝹䞉䜹䞁䝖(18ୡ⣖䞉䝗䜲䝒䠅䛾⌮Ꮫ䞉ἲဴᏛ䞉
ᨻဴᏛ䚸㏆䞉⌧௦䛾⌮Ꮫ䚸⮫ᗋဴᏛ
• ⮫ᗋဴᏛ䛾୍䛴䛾άື䛸䛧䛶䚸Ꮫ䛾ဴᏛ◊✲௨እ䛻ဴᏛ
ⓗᛮ⪃䛾ሙ䜢䛴䛟䜛ヨ䜏→䛭䛾ලయⓗ䛺ᙧ䛸䛧䛶䚸ᕷẸ䛾䛯
䜑䛾ဴᏛ䜹䝣䜵䚸䝛䜸䞉䝋䜽䝷䝔䜱䜽䞉䝎䜲䜰䝻䞊䜾䚸ᑠᏛᰯ䞉㧗
➼Ꮫᰯ䛷䛾ဴᏛᑐヰ䛾ᤵᴗ䜢ヨ䜏䜛
• 2008ᖺ䛻ᅵᒇ㝧Ặ䜙䛾䛂Ꮚ䛹䜒䛾䛯䜑䛾ဴᏛ◊✲ᡤ䛃䛻
ฟ䛖→᪥ᮏྛᆅ䛻ྠ䛨䜘䛖䛺ᚿ䜢䜒䛳䛯ே䚻䛜䛔䜛䛣䛸䜢
▱䜛
• 䛥䜎䛦䜎䛺ᐇ㊶䜢䛴䛺䛔䛷ึ➼䞉୰➼ᩍ⫱䛻䛚䛡䜛ဴᏛᩍ⫱
䜢ಁ㐍䛩䜛䛯䜑䛾◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖䜢2011ᖺᗘ䜘䜚㛤ጞ
• ᶓᕷ䛷ᑠᏛ⏕䛾ဴᏛᑐヰ䜢ᐇ䠄ᖺ10䠈12᭶䚸᭶䠅䚸
ᮾி㒔䛾୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯ䛷ဴᏛᑐヰ䜢ᐇ䛩䜛ணᐃ䠄2᭶䠅

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᶓᕷᕝୖᑠᏛᰯ䞉䛿䜎䛳䛣䜅䜜䛒䛔䝇䜽䞊䝹

ሗ࿌䛾᪨

ሗ࿌䛾ᡭ㡰
• 䛂Ꮚ䛹䜒䛾ဴᏛ䛃䛾ᴫせ䠄ᑎ⏣䠅
• ဴᏛᑐヰᩍ⫱䛾ᾏእ䞉ᅜෆ䛻䛚䛡䜛ᐇ㊶ሗ
࿌䠄ᅵᒇ䠅
• ဴᏛᑐヰᩍ⫱䛾ព⩏䠄ᑎ⏣䠅
㻌 㻌 䞉ึ➼䞉୰➼ᩍ⫱
㻌 㻌 䞉ᩍဨ㣴ᡂᏛ

㻌 ึ➼䞉୰➼ᩍ⫱䛻䛚䛡䜛ဴᏛᑐヰᩍ⫱䛾ヨ
䜏䜢䛂Ꮚ䛹䜒䛾ဴᏛ䛃䜢୰ᚰ䛸䛧䛶⤂䛧䚸ᑐ
ヰᩍ⫱䛾ព⩏䛸᪉ἲ䛻䛴䛔䛶ᑐヰ䛧䛴䛴ඹ
䛻⪃䛘䜛

Ꮚ䛹䜒䛾ဴᏛ䛾ᴫせ

䛂Ꮚ䛹䜒䛾ဴᏛ䛃䛸䛔䛖ヨ䜏
㻌 ဴᏛྐ䞉ဴᏛ⌮ㄽ䛾Ꮫ⩦䛷䛿䛺䛟䚸ဴᏛⓗᑐ
ヰ䞉ᛮ⪃䛾άື䠄䛂ဴᏛ䛩䜛䛃䛣䛸䠅
䞉Philosophy
䞉Philosophy
䞉Philosophy
䞉Philosophy

for Children (ឡ⛠䠖P4C䠅
with Children
for Youth
in Schools

䛣䛾ሗ࿌䛷䛿䛂Ꮚ䛹䜒䛾ဴᏛ䛃
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᫎ⏬䛂䛱䛔䛥䛺ဴᏛ⪅䛯䛱䛃

㧙㧙

䛂Ꮚ䛹䜒䛾ဴᏛ䛃䛾ጞ

䛂Ꮚ䛹䜒䛾ဴᏛ䛃䛾ᒎ㛤

• ጞ⪅䠖䝬䝅䝳䞊䞉䝸䝑䝥䝬䞁(Matthew Lipman䚸䝁
䝻䞁䝡䜰Ꮫ䞉䝰䞁䜽䝺䜰ᕞ❧Ꮫ) 1960ᖺ௦䛻Ꮚ
䛹䜒ྥ䛡䛾ㄽ⌮Ꮫ䞉ဴᏛᩍ⫱䛾ᵓ䜢䜒䛴
• 䝰䞁䜽䝺䜰ᕞ❧Ꮫ䠄䝙䝳䞊䝆䝱䞊䝆䞊ᕞ䠅䞉Ꮚ䛹䜒
䛾䛯䜑䛾ဴᏛ᥎㐍◊✲ᡤ(Institute for
Advancement of Philosophy for Children)タ
䠄1972ᖺ䠅
• ᇶᖿᩍᮦ䠖䛄䝝䝸䞊䞉䝇䝖䝖䝹䝬䜲䜰䞊䛾Ⓨぢ(Harry
Stottlemeier’s Discovery)䛅

• 䛄䝝䝸䞊䛾Ⓨぢ䛅䛾⩻ヂ䛸䛸䜒䛻ୡ⏺୰䛻ᗈ䛜䜛→
䝶䞊䝻䝑䝟䚸䝷䝔䞁䞉䜰䝯䝸䜹䚸䜸䞊䝇䝖䝷䝸䜰䚸䜰䝆䜰
䠄㡑ᅜ䞉䝅䞁䜺䝫䞊䝹䠅→ᆅᇦ䛤䛸䛻⊂⮬䛾ᒎ㛤
• ◊✲ᡤ䞉άືᅋయ䛾タ❧
• ᅜ㝿⤌⧊䛂Ꮚ䛹䜒䛸䛸䜒䛻䛩䜛ဴᏛⓗ᥈✲ᅜ㝿㆟
(the International Council for Philosophical
Inquiry with Children)
• 䝴䝛䝇䝁䞉䝟䝸ᐉゝ䠄1995ᖺ䠅䚸ሗ࿌᭩䛄ဴᏛ䞉⮬⏤
䛾Ꮫᰯ䛅䠄2007ᖺ䠅

䝴䝛䝇䝁䞉䝟䝸ᐉゝ䠄1995ᖺ䠅

䝸䝑䝥䝬䞁䛾ᇶᮏⓗ䛺⪃䛘᪉

㻌 㻌 䛩䜉䛶䛾ಶ䚻ே䛿䚸䛹䜣䛺ᙧ䛷䛒䛳䛶䜒䚸䜎䛯ୡ⏺
୰䛾䛹䛣䛻䛔䛶䜒䚸ဴᏛ䜢⮬⏤䛻Ꮫ䜆䛯䜑䛻⮬ศ䛾
㛫䜢㈝䜔䛩ᶒ䜢᭷䛩䜛䛾䛷䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹
㻌 ⌧ᅾ䚸ဴᏛ䛜ᩍᤵ䛥䜜䛶䛔䜛䛸䛣䜝䛷䛿䚸ဴᏛᩍ⫱
䛿⥔ᣢ䛥䜜䚸䛒䜛䛔䛿ఙᙇ䛥䜜䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹
䜎䛯䚸⌧ᅾ䚸ဴᏛ䛜ᩍᤵ䛥䜜䛶䛔䛺䛔䛸䛣䜝䛷䛿䚸ဴ
Ꮫᩍ⫱䛜ᑟධ䛥䜜䚸䛛䛴䛭䛾ᩍ⫱䛿᫂☜䛻䛂ဴᏛ䛃
䛸䛧䛶⏬䛥䜜䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹
䠄ᢤ⢋䠖᪥ᮏဴᏛ䜴䜵䝤䝨䞊䝆䜘䜚䠅

• ᥈ồ䛾ඹྠయ(Community of Inquiry)䠖㻌 ᥎ㄽ䞉ᴫᛕᙧᡂ䛾
䛯䜑䛾▱ⓗ⬟ຊ䛰䛡䛷䛺䛟䚸ඹྠ䛷᥈ồ䜢㐍䜑䜛䛯䜑䛾♫
ⓗ⬟ຊ䜢⫱䛶䜛
• ඹྠⓗ᥈ồ䛾䛯䜑䛾♫ⓗ⬟ຊ→ᑐヰ䛾ᢏἲ䛜ᚲせ
㻌 㻌 䞉ே䛾ヰ䛧䜢䜘䛟⫈䛟䛣䛸
㻌 㻌 䞉䜟䛛䜚䜔䛩䛟ヰ䛩䛣䛸
㻌 㻌 䞉䛾ே䛾Ⓨゝ䜢⮬ศ䛾ゝⴥ䛷ゝ䛔┤䛩䛣䛸
㻌 㻌 䞉⮬ศ䛾Ⓨゝ䛾ጇᙜᛶ䜢ྫྷ䛩䜛䛣䛸
㻌 㻌 䞉␗䛺䜛どⅬ䜢ㄆ䜑䛾ྍ⬟ᛶ䜢᥈䛳䛶䜏䜛䛣䛸
• ᢈุⓗᛮ⪃䚸㐀ⓗᛮ⪃䚸䜿䜰ⓗᛮ⪃䛾䝞䝷䞁䝇
• 䝟䞊䝇䚸䝭䞊䝗䚸䝕䝳䞊䜲䚸䞂䜱䝂䝒䜻䞊䜙䛾ᙳ㡪

ᇶᮏⓗ䛺ᡭἲ

ᡭἲ䛾䝞䝸䜶䞊䝅䝵䞁

• ᇶᮏⓗ䛺ᡭἲ䠖≀ㄒ䚸⤮ᮏ䚸ᫎീసရ䛺䛹䜢㚷㈹䛧䚸Ꮚ䛹䜒
䛜ၥ䛔䜢❧䛶䜛→㐍⾜ᙺ䠄ᩍဨ䠅䛿ၥ䛔䜢㯮ᯈ䜔䝣䝸䝑䝥䞉
䝏䝱䞊䝖䛻᭩䛝ฟ䛩→㑅䜀䜜䛯ၥ䛔䛻ᑐ䛩䜛⟅䛘䜢ඹྠ䛷
᥈䛧䛶䛔䛟
• 㐍⾜ᙺ䛿ḟ䛾䛣䛸䜢ಁ䛩䜘䛖ὀព䛩䜛

• ⌧ᅾ䛷䛿䛥䜎䛦䜎䛺ᡭἲ䛜㛤Ⓨ䛥䜜ᐇ㊶䛥䜜
䛶䛔䜛
㻌 䞉┦ၥ⟅ἲ䠄䝤䝺䝙䝣䜱䜶䠅
㻌 䞉䝀䞊䝮ᙧᘧ(䛂䝣䝷䝣䞊䝥䛃䛺䛹䠅
㻌 䞉⨾⾡㤋䛷⤮⏬䛾㚷㈹䛸ᑐヰ䠄㧗ᶫ䞉ᮏ㛫䠅
㻌 䞉⪃䛘䛯䛔ၥ䛔䜢ฟ䛧ྜ䛖䛸䛣䜝䛛䜙ጞ䜑䜛
㻌

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

䞉⮬ศ䛾ពぢ䛾⌮⏤䜢ᣲ䛢䚸䛾ே䛾ពぢ䛾⌮⏤䜢ồ䜑䜛
䞉ពぢ䛾ྵព䜔๓ᥦ䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛
䞉ู䛾ほⅬ䜢ᣲ䛢䜛䛣䛸
䞉䜔䜢ᣲ䛢䜛䛣䛸
䞉⮬ศ䛾⪃䛘䛸䛾ே䛾⪃䛘䛸䛾㛵ಀ䠄㢮ఝ䞉ᕪ␗䛺䛹䠅䜢᫂䜙䛛䛻䛩
䜛
㻌 䞉⮬ศ䛾⪃䛘䛸䛾ே䛾⪃䛘䜢ᢈุⓗ䛻ྫྷ䛩䜛
㻌 䞉ỿ㯲䜢མ䜟䛺䛔

㧙㧙

ᐇ䠖䝡䝳䞊䝷䞁䝎ᑠᏛᰯ

୰➼ᩍ⫱䛻䛚䛡䜛᭷ຠᛶ

• 䝡䝳䞊䝷䞁䝎ᑠᏛᰯ䠄䜸䞊䝇䝖䝷䝸䜰䞉䜽䜱䞊䞁䝈䝷䞁䝗ᕞ䝤䝸䝇䝧䞁ᕷ䚸
http://burandass.eq.edu.au/wcms/䠅㻌
㻌 䞉ᕞ❧Ꮫᰯ䚸1䡚7Ꮫᖺ䚸ᐃဨ⣙200ே䚸㡰␒ᚅ䛱䛜ฟ䜛ேẼᰯ
㻌 䞉䠏䛴䛾≉Ⰽ䠖䐟ከᖺ㱋䠄ΰྜᏛᖺ䠅ᵓᡂ䚸䐠⎔ቃᩍ⫱䚸䐡ဴᏛ
• ဴᏛ
㻌 䞉ᩍဨ䛜Ꮚ䛹䜒䛾ဴᏛ䛾◊ಟ䜢ཷ䛡䛶䛔䜛
㻌 䞉1997ᖺ䛻ဴᏛ䜢ᑟධᚋ䚸1998䡚1999ᖺ䛻ᩘᏛ䚸⌮⛉䚸ⱥㄒ䛾ᕞ⤫୍Ꮫ
ຊヨ㦂䛷ዲᡂ⦼䜢䛒䛢䛶ὀ┠䛥䜜䜛
㻌 䞉┠ᶆ䠖⮬ศ䛷⪃䛘䜛䛣䛸䚸᫂ᬓ䛻⪃䛘䜛䛣䛸䚸䛾ே䚻䛾ពぢ䜢ᑛ㔜䛩䜛
䛣䛸
㻌 䞉㔜せ䛰䛜୍䛴䛾⟅䛘䛜ฟ䛺䛔䛛䜒䛧䜜䛺䛔䝔䞊䝬䠄䛂ே䛾䛣䛸䛻ཱྀฟ䛧
䛩䜉䛝䛷䛿䛺䛔䛛䛃䚸䛂⪃䛘䜛䛾䜢䜔䜑䛯䜙䛭䛾⪃䛘䛿䛹䛣䛻⾜䛟䛾䛛䛃䚸
䛂⨾䛧䛔䛸䛿䛹䛖䛔䛖䛣䛸䛛䛃䞉䞉䞉䠅
㻌 䞉ဴᏛ䛾㛫䛰䛡䛷䛿䛺䛟䚸ྛᩍ⛉䛾㛫䛻ဴᏛᑐヰ䛜ᐇ䛥䜜䜛䛣䛸䜒
䛒䜛

• 䛂Ꮚ䛹䜒䛾ဴᏛ䛃䛿୰Ꮫ⏕䞉㧗ᰯ⏕䛻䜒ᛂ⏝ྍ
⬟
• බẸ⛉䠄⌧௦♫䞉⌮䠅䛸䛾⤌䜏ྜ䜟䛫
• ဴᏛྐ䞉ᛮྐᩍ⫱䛸䛾ే⏝

ဴᏛᑐヰᩍ⫱䛾ព⩏

ᑐヰᩍ⫱䛾┠ⓗ
• 㐨ᚨᛶ䛾ᇶ♏䠄⮬䛻ᑐ䛩䜛ᑛᩗ䚸䛾ே䛾
❧ሙ䛻❧䛴䛣䛸䚸㠀ᭀຊⓗ䛺ၥ㢟ゎỴ䚸␗㉁
䛺ே䚻䛾ඹᏑ䠅
• ᕷẸᛶ䛾ᇶ♏䠄Ẹⓗ䞉ඹྠⓗពᚿỴᐃ䚸⇍
㆟䠅
• Ꮫຊ䛾ᇶ♏䠄⮬ศ䛷⪃䛘䚸䛛䛴䛾ே䚻䛸ඹ
䛻⪃䛘䜛䛣䛸䠅

㻌㻌㻌㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᶓᕷ䞉䜅䛟䛧䜎䜻䝑䝈

ᑐヰ䜢Ꮫ䜆䞉ᑐヰ䜢㏻䛧䛶Ꮫ䜆
•
㻌
㻌
㻌

䛺䛬䛂ဴᏛ䛃ᑐヰ䛺䛾䛛䠄䠍䠅
ᑐヰᩍ⫱䛾ᡭἲ䛿䛻䜒䛒䜛䛾䛻䚸䛺䛬ဴᏛ䛛䠛
• ဴᏛᑐヰ䛾≉Ⰽ
㻌 䞉ဴᏛ䛾᪉ἲ䛿ᑐヰ䛧䛛䛺䛔→⮬ศ䛷⪃䛘䠄⮬ᚊⓗᛮ⪃䠅䛛
䛴䛾ே䛸ඹ䛻⪃䛘䜛䠄ඹྠⓗᛮ⪃䠅
㻌 䞉ᙜ䛯䜚๓䛸䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䜢ၥ䛔┤䛩→⮬䛾ពぢ䛾๓ᥦ
䜔⮬ᕫ䛾⏕䜔♫䛾ᇶ┙䜢ၥ䛔┤䛧䠄ᢈุⓗᛮ⪃䠅䚸䜘䜚䜘
䛔䜒䛾䜈䛸ಟṇ䛧䛶䛔䛟䠄㐀ⓗᛮ⪃䠅
㻌 䞉⌮⏤䞉᰿ᣐ䞉๓ᥦ䜢ၥ䛖→␗䛺䜛⪃䛘᪉䛻ᑐ䛩䜛䛂⌮䛃ゎ
㻌 䞉ព䞉౯್䞉ᩥ⬦䜢ၥ䛖→䜢䜘䜚ᗈ䛔䝁䞁䝔䜻䝇䝖䛾䛺䛛
䛻⨨䛵䛡䜛
㻌 䞉㔜せ䛰䛜⡆༢䛻⟅䛘䛾ฟ䛺䛔ၥ䛔䜢ၥ䛖→⟅䛘䛾ฟ䛺䛔ၥ
䛔䜢ಖᣢ䛧⥆䛡䜛䠄ᐂ䛵䜚≧ែ䛻⪏䛘䜛䠅ຊ䠄᳃⚽ᶞ䠅

ဴᏛᑐヰ䜢㏻䛨䛶Ꮫ䜀䜜䜛䛣䛸
䞉ᑐヰ䜢Ꮫ䜆䠙ᑐヰ䛾ᢏἲ䛸సἲ
㻌 →䛒䜙䜖䜛Ꮫ䜃䛻ඹ㏻䛾ᙧᘧ
䞉ᑐヰ䜢㏻䛨䛶Ꮫ䜆䠙䛭䜜䛮䜜䛾䛻ᅛ᭷
䛾ဴᏛⓗ⪃ᐹ→ྛᩍ⛉䛻ᅛ᭷䛾ဴᏛⓗၥ㢟䚸
㐨ᚨᛶ䜔ᕷẸᛶ䛻䛛䛛䜟䜛ဴᏛⓗၥ㢟

㧙㧙

䛺䛬䛂ဴᏛ䛃ᑐヰ䛺䛾䛛䠄䠎䠅

㐨ᚨᛶ䛾ᾰ㣴

• ဴᏛᑐヰ䛾≉Ⰽ䛛䜙ᖐ⤖䛩䜛䛣䛸
㻌 䞉Ꮫၥ䞉ᖖ㆑䞉䛚䛸䛺䛺䛹䛾ᶒጾ䛻䜘䛳䛶䛿⟅
䛘䜙䜜䛺䛔ၥ䛔→䠄ẚ㍑ⓗ䠅ᖹ➼䛷⮬⏤䛺✵
㛫䚸ඹྠ᥈✲⪅䛸䛧䛶䛾䛚䛸䛺
㻌 㻌 →䝋䜽䝷䝔䝇ⓗ≧ἣ
㻌 䞉䜢⮬ᕫ䛾⏕䜔⏕άୡ⏺䛻⤖䜃䛴䛡䛶⪃
䛘䜛䠄⏕ά⤫ྜ䠄Ἑ㔝ဴஓ䠅䠅

• ⮬⏤䛷ᖹ➼䛺ᑐヰ✵㛫→┦ே᱁ⓗ䛺ែᗘ䠖⮬
䛾⪃䛘᪉䞉ឤ䛨᪉䛾㐪䛔䜢ㄆ䜑䛴䛴⮬⏤䛷ᖹ➼䛺
ே䠄ே᱁䠅䛹䛖䛧䛸䛧䛶⫈䛝䛒䛔䞉ヰ䛧䛒䛖
• ᢈุⓗᛮ⪃䞉ᩥ⬦ⓗᛮ⪃䠄⏕ά⤫ྜ䠅
㻌 →ᇶᮏⓗ䛺㐨ᚨⓗつ๎䛾ព䛜᫂☜䛥䜜䜛䠙㐨
ᚨⓗ⌮⏤䚸ၿᝏ䞉ṇ㑧䛾ព䛾᥈ồ䜢㏻䛨䛶㐨ᚨ
ⓗつ๎䛾ព䛜᫂☜䛩䜛
㻌 →㐨ᚨⓗุ᩿ຊ䛾ᾰ㣴
• ⌧௦♫䛾㐨ᚨⓗၥ㢟→⌧௦♫䛜┤㠃䛩䜛᪂䛧
䛔㐨ᚨⓗၥ㢟䜢ゎỴ䛩䜛ᢏἲ䛸సἲ

䝴䝛䝇䝁䞉䝟䝸ᐉゝ
ᕷẸᛶᩍ⫱䛸䛧䛶䛾ဴᏛᩍ⫱

ᕷẸᛶ䛾ᇶ♏
• ẸⓗពᛮỴᐃ䛾ᇶ♏䛸䛧䛶䛾⇍㆟䛾ᢏἲ䛸సἲ
• ဴᏛⓗ᥈ồ䛸ᨻⓗỴᐃ䛾ව䛽䛒䛔→ᕷẸ♫
䠄䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䜢䝯䝕䜱䜰䛸䛩䜛⏕άୡ⏺䠅䛸ᨻ
♫䠄ᶒຊ䜢䝯䝕䜱䜰䛸䛩䜛ᨻୡ⏺䠅䛾㛵ಀ
• ౯್ほ䛾ከᵝ䚸⛉Ꮫᢏ⾡䛾Ⓨ㐩䚸䜾䝻䞊䝞䝹
䛻䜘䜛᪂䛯䛺ၥ㢟䛻ᑐฎ䛩䜛ᕷẸ䛾ᢏἲ䠄䛂ᖐⓗ
㏆௦䛃䜢⏕䛝䜛䛂ᖐⓗయ䛃䛾ᢏἲ䠄᳃⚽ᶞ䠅䠅
• ಶேⓗ䛺ၥ㢟䜢බඹⓗ䛺ၥ㢟䛸䛩䜛ᢏἲ䠄Ἑ㔝ဴ
ஓ䠅
• 䝴䝛䝇䝁䛿ᕷẸᛶᩍ⫱䛸䛧䛶䛾ဴᏛᩍ⫱䜢ᙉㄪ

䠄ᢤ⢋䠖᪥ᮏဴᏛ䜴䜵䝤䝨䞊䝆䜘䜚䠅
㻌 㻌 䛂ဴᏛ䛾䛯䜑䛾䝟䝸ᐉゝ䛃௨ୗ䛂䝟䝸ᐉゝ䛃䛸␎⛠䠅䛿䚸ᩍ⫱
䛸ᩥⓗ⏕ά䛻䛚䛡䜛ဴᏛⓗウㄽ䛾Ⓨᒎ䛿ḟ䛾䛴䛾
᪉䛷ᕷẸ䛾䝖䝺䞊䝙䞁䜾䛻䛝䛟ᐤ䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜛䛸㏙䜉
䛶䛔䜛䚹䛩䛺䜟䛱䚸➨୍䛻䚸ဴᏛⓗウㄽ䛿ᕷẸ䛾ุ᩿ຊ䜢㘫
䛘䜛䛜䚸ᕷẸ䛾ุ᩿ຊ䛿䚸䛹䛾䜘䛖䛺䝕䝰䜽䝷䝅䞊䛷䛒䛳䛶䜒䚸
䛭䛾ᇶ♏䛷䛒䜛䚹

Ꮫຊ䛾ᇶ♏

ဴᏛⓗ䞉ᑐヰⓗᛮ⪃䛾ᴦ䛧䛥

•
•
•
㻌

㻌 㻌 ➨䛻䚸䛂䝟䝸ᐉゝ䛃䛿䚸ဴᏛᩍ⫱䛿⌧௦ୡ⏺䛾ㅖ䚻䛾䛝
䛺ၥ㢟——䛸䛟䛻⌮䛾㡿ᇦ䛻䛚䛡䜛䛊ㅖၥ㢟䛋——䛻㛵䛧
䛶ᕷẸྛே䛜㈐௵䜢㈇䛖䛣䛸䜢ᩍ䛘䜛䚸䛸ᙇ䛧䛶䛔䜛䚹䛭䛧
䛶䚸䛭䛾䛣䛸䛿䚸ᕷẸ䛾⮬❧ᚰ䜢㘫䛘䚸ᵝ䚻䛺ᙧ䜢䛸䜛䝥䝻
䝟䜺䞁䝎䛻ᢠ䛩䜛⬟ຊ䜢᭷䛩䜛ᛮ៖῝䛔ே㛫䜢ᙧᡂ䛩䜛
䛣䛸䛻䜘䛳䛶䛺䛥䜜䜛䛾䛷䛒䜛䚹

• Ꮚ䛹䜒䛿ဴᏛⓗ䛺ၥ䛔䜢ၥ䛔䛭䜜䜢䜑䛠䜛ᑐヰ䜢ᴦ
䛧䜐䛣䛸䛜䛷䛝䜛
• 䜼䝱䝺䝇䞉䝬䝅䝳䞊䝈(Gareth Matthews䚸䝬䝃
䝏䝳䞊䝉䝑䝒ᕞ❧Ꮫ)䛾◊✲䛸ᐇ㊶
㻌 䛄Ꮚ䛹䜒䛿ᑠ䛥䛺ဴᏛ⪅䛅䠄㕥ᮌᬗヂ䠅ᛮ⣴♫䚸1983
ᖺ䚸䛄ဴᏛ䛸Ꮚ䛹䜒䛅䠄ගಟ䞉ᮌ㤶Ṍヂ䠅᪂᭙♫䚸
1997ᖺ
䞉䝬䝅䝳䞊䝈䛾ᙇ䠖Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛿┿䛾ဴᏛ䛾ၥ䛔䜢
ၥ䛖䛧䚸䛭䜜䜢䜑䛠䛳䛶ㄽ⌮ⓗ䛻⪃䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛
㻌 Ꮚ䛹䜒䜢┿⌮䜢᥈✲䛩䜛௰㛫䛸䛧䛶ㄆ䜑䜛䜉䛝

ඹྠⓗ᥈ồ䛾ᢏἲ䛸సἲ
䛂Ꮫᰯ▱䛃䛸䛂⏕ά▱䛃䛾㞳䜢ᇙ䜑䜛
⮬ᚊⓗ䞉ඹྠⓗᛮ⪃䛜Ꮫຊ䛾ᇶ♏䛷䛿䠛
㻌 䛂Ꮫ䜃䛛䜙䛾㏨㉮䛃䛾⫼ᬒ䛻䛿䛂䛨䜆䜣䛾㢌
䛷⪃䛘䛥䛫䛺䛔Ꮫᰯ䛾䝅䝇䝔䝮䛜䛒䜛䛃䠄Ọᒣ
ᙪ୕㑻䠅→㐨ᚨᛶ䞉ᕷẸᛶ䛸Ꮫຊ䛿ྍศ

㧙㧙

ဴᏛ䛿Ꮚ䛹䜒䛻䛿᪩䛩䛞䜛䠛

ᑐヰᩍ⫱䜢㜼䜐䜒䛾

• ဴᏛ䛻䛛䜣䛩䜛ㄗゎ
㻌 ဴᏛ䛿㞴ゎ䛺⾡ㄒ䛻䜘䛳䛶䛧䛛⾲⌧䛷䛝䛺䛔䠛㻌 ဴᏛ䛿㧗ᗘ
䛻Ὑ⦎䛥䜜䛯⌮ㄽయ⣔䠛
㻌 →ᮏ᮶䛾ጼ䛿⣲ᮔ䛺ၥ䛔䛛䜙ጞ䜎䜛ᑐヰ
㻌 㻌 Cf. 䝋䜽䝷䝔䝇䛾ᑐヰ䚸䜹䞁䝖䛾䛂Ꮫᰯᴫᛕ䛾ဴᏛ䛃䛸䛂ୡ⏺ᴫ
ᛕ䛾ဴᏛ䛃䛾༊ู
• Ꮚ䛹䜒䛻䛛䜣䛩䜛ㄗゎ
㻌 ဴᏛ䛾ၥ䛔䛿ᡂ⇍䛧䛯▱ᛶ䛜䜒䛴䜒䛾䠛
㻌 →Ꮚ䛹䜒䜒䠄Ꮚ䛹䜒䛾䜋䛖䛜䠅ဴᏛⓗၥ䛔䜢ၥ䛖
㻌 Cf. 䝋䜽䝷䝔䝇䛻ᑐ䛩䜛䜹䝸䜽䝺䝇䛾㠀㞴䚸ဴᏛⓗ䞉ᑐヰⓗ᥈
ồ䛾ᴦ䛧䛥
㻌

•
㻌
㻌
㻌
㻌

ဴᏛᑐヰᩍ⫱䛾⨨䠄䠎䠅

ᑐヰᩍ⫱䜢㜼䜐䜒䛾䠙ဴᏛᩍ⫱䜢㜼䜐䜒䛾
䞉䛂ᑐヰ䛾䛺䛔♫䛃䠄୰ᓥ⩏㐨䠅
㻌 ᐹ䛧䞉௨ᚰఏᚰ䞉䛂ᛮ䛔䜔䜚䞉䜔䛥䛧䛥䛃䛾ᩥ
䞉㏆௦䛾Ꮫᰯไᗘ
㻌 䛂タၥ―ᛂ⟅―ホ౯䛃䛸䛔䛖䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵
䞁ᵝᘧ→つᚊ䞉カ⦎䛾䛯䜑䛾䛂䝟䝜䝥䝔䜱䝁䞁
䠄୍ᮃ┘ど⨨䠅䛃䠄䝣䞊䝁䞊䠅

ဴᏛᑐヰᩍ⫱䛾⨨䠄䠎䠅

• ဴᏛᑐヰ䛿Ꮫᰯᩍ⫱ไᗘ䛾ෆ䛻⨨䛛䜜䜛䜉䛝䛛䠛
• Ꮫᰯᩍ⫱ไᗘ䛿⮬⏤䛷ᖹ➼䛺䛂᥈✲䛾ඹྠయ䛃䜢ཷ䛡ධ䜜
䛺䛔→ඹྠⓗ᥈✲䜔ᑐヰⓗᤵᴗ䛾䛥䜎䛦䜎䛺ヨ䜏䛿ኻᩋ䛧
䛶䛝䛯→ဴᏛᑐヰ䛿Ꮫᰯ䛾እ䛻⨨䛛䜜䜛䜉䛝
• 䛂᥈✲䛾ඹྠయ䛃䜢Ꮫᰯ䛾እ䛻⨨䛟䛸䛩䜜䜀䚸Ꮫᰯ䛻䛿ఱ䛜
ṧ䜛䛾䛛䠛→⦎⩦ᆺ䛾Ꮫ⩦→⮬ື㌴Ꮫᰯᆺ䛾ᩍ⫱
タ䠄䜲䝸䜲䝏䠅
• 䜲䝸䜲䝏䛾Ὕᐹ䠖Ꮫᰯไᗘ䛿䚸⦎⩦䛻䜘䛳䛶ᢏ⬟䜢⩦ᚓ
䛩䜛䛻䛿⬟⋡䛜ᝏ䛟䚸㐀ⓗ䞉᥈✲ⓗ䛻Ꮫ䜆䛯䜑䛻ᚲせ䛺⮬
⏤䛺ே㛫㛵ಀ䛾ሙ䛷䜒䛺䛔→Ꮫᰯไᗘ䛿せ䠄䛄⬺Ꮫᰯ䛾
♫䛅䠅
• Ꮫຊ䛸㐨ᚨᛶ䞉ᕷẸᛶ䜢ษ䜚㞳䛩䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛛䠛
• ไᗘ䛾䛺䛛䛻ไᗘ䜢ྰᐃ䛩䜛䜒䛾䜢ྲྀ䜚㎸䜐䛸䛔䛖▩┪䠙
ဴᏛᩍ⫱䛜ᘬ䛝ཷ䛡䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䜰䞁䝔䜱䝜䝭䞊䠛䠄䝕䝸
䝎䚸᳃⏣䠅

• 䛂ဴᏛ䛃䛸䛔䛖ᩍ⛉
• 䛾ᩍ⛉䛸䛾㐃ᦠ
㻌 䞉ᐙᗞ⛉䚸බẸ⛉

㻌 䞉ྛᩍ⛉ෆ䛾ဴᏛᑐヰ䠄䛂ᩍ⛉䛾ဴᏛ䛃䠄ᅵᒇ䞉
ᮧ℩䠅
• 䛾άື䛸䛾㐃ᦠ
㻌 䞉㐨ᚨᛶ䞉ᕷẸᛶ䛾ᾰ㣴䛻䛿ලయⓗ䛺䝁䝭䝑䝖
䝯䞁䝖䛜ᚲせ䠄Ἑ㔝ဴஓ䠅

ୡ⏺ᕷẸᩍ⫱䛸䛧䛶䛾
ဴᏛᑐヰᩍ⫱

ᩍဨ㣴ᡂ䛸ဴᏛᑐヰᩍ⫱

• ⮬ศ䛸䛿␗䛺䜛ே䜃䛸䛸⮬
⏤䛷ᖹ➼䛺ே䛹䛖䛧䛸䛧䛶
ඹ⏕䛩䜛ᢏἲ䛸సἲ䠙⮬
⏤ே䛾䛯䜑䛾Ꮫⱁ(ars
liberalis=liberal arts)
• ே㛫䛻䛸䛳䛶䜋䜣䛸䛖䛻
ษ䛺▱䠄=▱ᜨ䠅䜢ᑓ㛛ᐙ
䠄䠙ᢏ⾡⪅䠅䛻㢗䜙䛪䚸୍ே
䛾ୡ⏺ᕷẸ䛸䛧䛶᥈✲䛩䜛
Ⴀ䜏䠙䛂ୡ⏺ᴫᛕ䛾ဴᏛ䛃
䠄䜹䞁䝖䠅
• ୡ⏺ᕷẸ䛾ᇶᗏⓗ䛺ᩍ㣴
䛸䛧䛶䛾ဴᏛᑐヰ

• ᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬䛻ဴᏛᑐヰ䛾ᤵᴗ䛜䛒䜛䛣䛸
䛾ព⩏
㻌 㻌 䞉Ꮫᰯᩍ⫱䛻䛚䛔䛶ᑐヰᩍ⫱䜢άᛶ䛩䜛
㻌 㻌 䞉ᩍဨ䛾ᩍ⫱ຊ䜢㧗䜑䜛
㻌 㻌 䞉ྛᩍ⛉䛾ᩍ⫱ෆᐜ䜢῝䜑䜛
㻌 㻌 䞉ᚑ᮶䛾Ꮚ䛹䜒ほ䜔ᩍ⫱ほ䜢ぢ┤䛩

㧙㧙

㨇⾗ᢱ㨉

ϋٳƴƓƚǔž܇ƲǋƷՋܖſ
ƷಅܱោƴƭƍƯ

ދםᨗʼᲢᒠ؉ܖٻȷଐஜܖٻᲣ
VUWEJK[C"EJUPKJQPWCELR

܇ƲǋƷՋܖ

܇ƲǋƷՋܖƷƶǒƍ

࠰ˊƴŴǢȡȪǫƷՋܖᎍȞǷȥȸȷȪȃȗȞ
ȳᲢ/CVVJGY.KROCPᲣƕŴǪȪǸȊ
ȫƷՋݱܖᛟǛƴƠƯ܇ƲǋƨƪƱՋݣܖᛅ
Ტ2%ᲣǛᘍƬƨƷƕƸơǇǓŵ

| ྵנưƸŴǢȡȪǫƩƚưƳƘŴ
• ȨȸȭȃȑᲢȕȩȳǹȷȎȫǦǧȸGVEᲣ
• ɶҤᲢȡǭǷǳGVEᲣ
• ǪǻǢȋǢᲢǪȸǹȈȩȪǢGVEᲣ
• ǢǸǢᲢ᪡GVEᲣ
• ɶிᲢǤǹȩǨȫGVEᲣ
ƳƲŴɭမӲעư࠼ƘӕǓኵǇǕƯƍǔŵ
|

|

܇ƲǋƷՋܖƷƶǒƍ
ǈǜƳưƍƬƠǐƴɟƭƷբ᫆ƴƭƍƯᎋƑŴᚕᓶǛ
̅ƬƯ൭ƠƯƍƘƜƱƴǑƬƯŴݣᛅǛᡫƠƯᐯЎ
ƨƪᐯ៲ưᎋƑǛขǊƯƍƘ২ᘐƱۋѬǛ៲ƴƭƚǔ
ƜƱŵ


ܴƷɶƴž൭Ʒσӷ˳Ტ%QOOWPKV[QH
+PSWKT[ᲣſǛ˺ǔ

܇ƲǋƷՋܖƴƓƚǔݣᛅ

܇ƲǋƷՋܖƷјௐ

܇ƲǋƷՋܖƴƓƚǔݣᛅᲷᎋƑǛขǊǔƨǊƷݣᛅ
 ŨႻƷᎋƑǛྸᚐƠŴᐯЎƷᎋƑǛขǊǔƨǊƷݣᛅ
 gႻǛᛟࢽƠƨǓŴɟƭƷኽᛯǁƱݰƘƨǊƷᜭᛯ

|

|



9

9

9
9

9

ˌɥƷǑƏƳᲢȇǣșȸȈƱƸɟዴǛဒƢǔᲣσӷ
൭ƷݣᛅǛܴƷɶưጮǓᡉƠᘍƏƜƱƴǑƬƯŴ
܇ƲǋƷՋܖƸˌɦƷǑƏƳᏡщƷᏋƴјௐƕƋǔŵ
ᛯྸႎ࣬ᎋщȷЙႎ࣬ᎋщᲢ%TKVKECNᲣ
 ăወᚘႎƳȇȸǿƴǑǔᘻ˄ƚ
0,645 6JG0GY,GTUG[6GUVQH4GCUQPKPI5MKNNU 
9 φ˳ႎƳ˳᬴Ǜਁᝋ҄ƠƯ൭ƢǔщᲢ%QPVGZVWCNᲣ
9 ႻǛྸᚐƢǔщȷႻƴᣐॾƢǔщᲢ%CTKPIᲣ
ăᐯЎƱॖᙸǍᏑƕီƳǔ˂ᎍƱŴᚕᓶǛ̅ƬƯྸࣱ
ႎƴݣᛅƢǔ७ࡇ
9 оᡯႎ࣬ᎋщᲢ%TGCVKXGᲣ


GVE
9

ႻƷॖᙸǛǑƘᎥƍƯŴႻƷᎋƑǛǑƘྸᚐƠƨɥưŴ
ᐯЎƷᎋƑƱൔǂƯƍƘŵ
žᐯЎƷॖᙸǛɼࢌƢǔſƜƱǑǓǋŴžႻƴឋբƠƨ
ǓȷႻƔǒឋբƞǕƨǓƢǔſƜƱƕɶ࣎ƴƳǔŵ
ឋբƴƸӒݧႎƴሉƑƳƍᲩආ᱈Ʒ᧓ǛٻЏƴƢǔŵ
ᚕᓶᲢȭǴǹᲣǛ̮᫂ƢǔᲩႻƴӒᛯƢǔƱƖƸŴྸဌ
ᲢƳƥƳǒ᳸ᲣǛ࣏ƣᡓǂƯŴᚕᓶǛނƘƠƯᛟଢƢǔŵ
ǘƔǒƳƍƱƖƴƸžǘƔǒƳƍſƱദႺƴᚕƏGVE

㧙㧙

ࠊൟᏋƱƠƯƷ܇ƲǋƷՋܖ
|

܇ƲǋƷՋܖƷಅ

ˌɥƷǑƏƳᏡщƸŴٶ૨҄҄ƕᡶǉྵˊᅈ˟ƴƓƍ
Ưࠊൟƕ࣏ᙲƱƢǔᏡщƱƳǔໜƕٶƍŵ
ă܇ƲǋƷՋܖƸŴȦȍǹǳƷٻƖƳૅਤƷǋƱưŴ
ᨥႎƴਖ਼ᡶƕǒǕƯƍǔŵ
¾ ཎƴŴٶ૨҄ᅈ˟ƕᡶǜưƍǔ؏עưŴࠊൟᏋŴ
ᢊࣈᏋŴݣᛅᏋƷɟƱƠƯဇƍǒǕǔǱȸǹ
ƕٶƍŵ
ȏȯǤȷǪȸǹȈȩȪǢȷǪȸǹȈȪǢȷȕȩȳ
ǹȷǢȡȪǫ
| ɟ૾ưŴ࣬ᎋщᏋƷ᩿ͨƴໜǛፗƍƯӕǓኵǜ
ưƍǔ؏עǋƋǔŵ
 ᬐลȷ᪡ȷǷȳǬȝȸȫ

|

܇ƲǋƷՋܖƷಅ

܇ƲǋƷՋܖƷಅƸŴܱោƠƯƍǔܖఄǍՃƝƱ
ƴƞǇƟǇƳඥƕႆƞǕƯƍǔƕŴٶƘƷಅܱ
ោƷșȸǹƴƋǔƷƸŴˌɦƷᲮƭƷưƋǔŵ

܇ƲǋƷՋܖƷಅ
ᇹᲬǹȆȃȗ
ᲢȞȆȪǢȫᲩ൭ƷእᲣǛσஊƢǔ

ȪȃȗȞȳƕႆƠƨᲢՋݱܖᛟᲣǍŴƦƷǄƔƷ
ཋᛖŴዋஜŴȞȳǬŴପဒƳƲǛᛠǈᲢᦷចƠᲣŴज़े
Ǎ࣬ƍƭƍƨǢǤȇǢŴွբƴ࣬ƬƨƜƱƳƲǛǈǜƳ
ưᐯဌƴᡓǂƋƏŵ

ᇹᲫǹȆȃȗ
ǵȸǯȫǛ˺ǔ

ܴƷதǛࢸǖƴɦƛƯŴǯȩǹμՃưౝ܇ƩƚƴƳƬ
ƯᲢƋǔƍƸƴႺƴࡈƬƯᲣٻƖƳǵȸǯȫǛ˺ǔŵ



¾

¾

܇ƲǋƷՋܖƷಅ

܇ƲǋƷՋܖƷಅ
ᇹᲮǹȆȃȗ
žբƍſǛǈǜƳưᆮƢǔ

ᇹᲭǹȆȃȗ
ǈǜƳư൭ƢǔžբƍſǛ˺ǔ


ՃƕȕǡǷȪȆȸǿȸᲢᡶᘍࢫᲣǛѦǊƯŴǈǜƳư
˺ƬƨžբƍſƴƭƍƯŴǈǜƳưᛅƠƋƍƳƕǒᎋƑ
ǛᲢՋܖႎƴᲣขǊƯƍƘŵ


᱅ெǛᙸƨǓŴՃƷяƚǛ͈ǓƨǓƠƳƕǒŴƷ
ɶƔǒǈǜƳưݣᛅƠƨƍᲩ൭ƠƨƍžբƍſǛ˺ǔŵ


¾

¾

ƴӼƍƯƍǔƷƸŴưƖǔᨂǓǘƔǓǍƢƘŴƳ
ǔǂƘٶƘƷՋܖႎƳբ᫆ƕ؈ǊᡂǇǕƯƍǔཋᛖư
Ƌǔŵ
ՃƸŴ࣏ᙲƴࣖơƯŴ܇ƲǋƨƪƔǒЈƯƖƨǢǤ
ȇǢǍွբƳƲǛ᱅ெƴƍƯƍƘŵ



ՃƕžᎋƑƞƤƨƍſբƍǛᢠƿƷưƸƳƘŴ܇Ʋ
ǋƨƪᐯ៲ƕžᎋƑƨƍſբƍǛŴ܇Ʋǋƨƪᐯ៲ư
ᛅƠƋƬƯᲢ৲ᅚǍਁᢠǋʩƑƯᲣൿǊǔŵ
ƋǔᆉࡇɟᑍႎȷѼਙႎưŴሉƑƕɟƭƴൿǇǒƳƍ
ǑƏƳŴՋܖႎ൭ƴ᎑ƑƏǔբƍǛ˺ǔǑƏƴѐǊ
ǔŵ

¾
¾

㧙㧙

ՃƸؕஜႎƴƸȕǡǷȪȆȸǿȸƴ࣋ƠƯŴᐯЎᐯ
៲ƷॖᙸƸƋǇǓᚕǘƳƍǑƏƴƢǔŵ
ƦƷˊǘǓŴՃƸŴ܇ƲǋƨƪƷݣᛅƕҥƳǔžƓ
ƠǌǂǓȷॖᙸʩ੭ſƔǒžݣᛅǛᡫƠƨՋܖ൭ſ
ƷഏΨƴǇưขǇǔǑƏƴŴ܇ƲǋƨƪƴӼƚƯƞǇ
ƟǇƳբƍƔƚǍ̟ƠǛᘍƏŵ

ՃƕᘍƏ̟ƠƷ̊
 ᐯЎƷᎋƑƕǈǜƳƴˡǘǔǑƏƴŴƳǔǂƘƸƬƖǓƱŴǘƔǓ

ǍƢƘႆᚕƠǑƏŵ

܇ƲǋƷՋܖƷ
|

 ॖᙸǛᚕƏƱƖƴƸྸဌǛ࣏ƣਫƛǑƏŵǄƔƷʴƷॖᙸƴǋྸဌ

ǛݮƶǑƏŵ

¾

 ǄƔƷʴƷॖᙸǛǑƘᎥƍƯྸᚐƠǑƏƱѐǊǑƏŵᐯЎƱᢌƏॖ

ᙸưǋݭƠǑƏŵ

-KQ)WU
  ܖݱఄ˯࠰ܖᲴɧ࣬ᜭƳɭမ
¾ 2KZKG
  ܖݱఄɶ࠰ܖᲴॖԛƴ᧙Ƣǔ൭
¾ .KUC
  ɶܖఄᲴ͒ྸƴ᧙Ƣǔ൭
¾ /CTM
¾

ƏŵឋբƠƨʴǋሉƑǛࢳƬƯƋƛǑƏŵආ᱈Ʒ᧓Ƹٻടᡇŵ
 ǘƔǒƳƍƱƖƸദႺƴžǘƔǒƳƍſƱᚕƓƏŵ
 ᐯЎƷᎋƑƱǄƔƷʴƷᎋƑƷ᧙̞Ტ˩ȷࠀီƳƲᲣƴႸǛӼƚ

ǑƏŵ

ƱᲣǍŴǈǜƳƕൢƕƭƔƳƍƏƪƴЭ੩ƠƯƠǇƬƯƍǔƜƱǛ
ƠƯǈǑƏŵ
 ǄƔƷʴƕͻƭƘǑƏƳӒᛯƷˁ૾ƸǍǊǑƏŵ
 ᎋƑǔƜƱǛƋƖǒǊƳƍưŴƠƭƜƘᎋƑዓƚǑƏŵ

  ᭗ఄဃᲴᅈ˟ƴ᧙Ƣǔ൭ GVE


|

ӲƴƸŴƦǕƧǕЎҽƍՃဇȞȋȥǢȫƕဇॖƞ
ǕƯƍƯŴȪȸȇǣȳǰȷǢǤȇǢǛɶ࣎ƱƠƯᚐᛟǍ
ጀ፼բ᫆Ŵႆբ̊ƳƲƕӓƞǕƯƍǔŵ

ƀȪǵƁᇹᲬᇘϔ᪽ᢿ 22 
ƓᛅƠƷƋǒƢơ

ՃဇȞȋȥǢȫ

 ȏȪȸƱȆǣȟȸƱƍƏʚʴƷ࠰ݲƕȉȩȃǰǹȈǢƴǍƬƯƖǇƠ

Ethical Inquiry: Instructional Manual to Accompany Lisa, p. 61
Leading Idea No. 4: Retaliation (“getting even”)

ƨŵȆǣȟȸƸƓᓑ܇ǛᝰƍƨƍƷưƢƕƓƕƋǓǇƤǜŵȏȪȸƸ
ȆǣȟȸƴƓǛƠƯžഏƸ˴ƔƓƝƬƯǑſƱᚕƍǇƠƨŵȆǣ
ȟȸƸžƦǕƳǒπƩƶſƱሉƑǇƠƨŵ

ȇǣǹǫȃǷȧȳȷȗȩȳᲴžƠ͈ǓƳƠᲹſ



 ʚʴƕƓࡃƔǒЈǔƱƖŴλǓӝƷșȳȁƴࡈƬƯƍƨКƷ࠰ݲƕ˴
ൢƳƘឱǛ˦ƹƠƨƷưŴȆǣȟȸƸƭǇƣƍƯ᠃ƼƦƏƴƳǓǇƠƨŵ
ȆǣȟȸƸእଔƘ࠰ݲƴᡈƮƘƱŴࢬƷǋƬƯƍƨஜǛȆȸȖȫƷɦƴ
ƸƨƖᓳƱƠƯឥƬƯᡜƛǇƠƨŵžǍǒǕƨǒǍǓƔƑƞƳƖǌſƱ
ȆǣȟȸƸᚕƍǇƢƕŴȏȪȸƴƸȆǣȟȸƷƠƨƜƱƸƞƬƖƷݱ᥉
ƷƠ͈ǓƱƸᢌƏǑƏƳൢƕƠƯฆʏƠƯƠǇƍǇƠƨŵ


 ӷơୌŴȡǢȪȸƱƍƏڡݲǋ˩ƨǑƏƳƜƱưນƠƘࣦƬƯƍǇƠ
ƨŵȡǢȪȸƸࢬ൞ƴପဒƴᡲǕƯᘍƬƯǋǒƬƨƷưƢƕŴƦƷƱƖ
ࢬ൞ƴž΄ƸӽǛପဒƴᡲǕƯᘍƬƯƋƛƨǜƩƔǒŴƦƷƓᡉƠƴ΄
ǋӽƴ˴ƔƠƯǋǒƏೌМƕƋǔǑſƱᚕǘǕŴƦǕƕƲƏƠƯǋᚩƤ
ƳƍƷưƠƨŵưǋŴƜǕƸஇИƷݱ᥉ƷƠ͈ǓƷئӳƱƲƏᢌƏƷ
ưƠǐƏƔᲹȆǣȟȸƷˁᡉƠƷئӳƱൔǂǔƱƲƏưƢƔᲹ



ᲢᲫᲣӐᢋƕӽƔǒᲫȉȫ͈ǓƯӽƴᡉƠƨŵƠ͈ǓƳƠᲹ
ᲢᲬᲣӐᢋƕӽƷƜƱǛέဃƴԓƛӝƠƨŵƩƔǒӽƸƦƍƭ
ƱƠǌǂǔƷǛǍǊƨŵƠ͈ǓƳƠᲹ
ᲢᲭᲣƓƞǜƴƓƠǓǛƻƬƺƨƔǕƨŵƩƔǒӽǋٻʴƴ
ƳƬƯƔǒӽƷ܇ƲǋƷƓƠǓǛƻƬƺƨƍƨŵƠ͈
ǓƳƠᲹ
ᲢᲮᲣӐᢋƴॖעफƞǕƨŵƦƠƨǒƋƱưƦƍƭƕᐯ᠃ƴ
ƻƔǕƨŵƠ͈ǓƳƠᲹ
ᲢᲯᲣƓ༵ƞǜƴƠƔǒǕƨŵƩƔǒӽƸƓ༵ƞǜƴᩓᛅƷˡ
ᚕǛˡƑƳƔƬƨŵƠ͈ǓƳƠᲹ

ǷȳǬȝȸȫᲢ4CHHNGU+PUVKVWVKQPᲣƷ
܇ƲǋƷՋܖ

ෙٳƷ܇ƲǋƷՋܖƷಅܱោ

9
|

*CTT[5VQVVNGOGKGT U&KUEQXGT[

  ܖݱఄ᭗࠰ܖᲴՋܖƷᆮ

 ǄƔƷʴƷॖᙸƷɶƴǑƘǘƔǒƳƍໜƕƋƬƨǒŴឋբƠǑƏŵ
 ឋբƴƢƙሉƑǒǕƳƍƱƖƸŴ᱈ƬƯơƬƘǓᎋƑƯƔǒሉƑǑ

 ᐯЎǍǄƔƷʴƷॖᙸƴƭƍƯŴφ˳̊ǍӒ̊ǛᎋƑƯǈǑƏŵ
 ᐯЎǍǄƔƷʴƷॖᙸƷɶƴԃǇǕƯƍǔƜƱᲢԃॖƞǕƯƍǔƜ

ȪȃȗȞȳƕ࠰ˊƴႆƠƨŴ܇ƲǋƷՋܖƷ
ಅဇŵƂᣐ˄૰Ძƃ

ˌɥƷǛșȸǹƴƠƯŴɭမɶƷƞǇƟǇƳܖఄ
ưŴ܇ƲǋƷՋܖƷಅƸᘍǘǕƯƍǔŵ
¾ ƦǕƧǕƷǍ؏עƷཎࣱǍŴܖఄǍಅᎍƷᎋƑ
૾ƴƠƨƕƬƯŴƞǇƟǇƳಅƷǍǓ૾ƕႆƞ
ǕƯƍǔŵ

9

9

2GVCN5JCRGF#TTCPIGOGPVHQT%NCUU&KUEWUUKQP

&KHHGTGPVKCVGF%NCUUTQQO

&KUEWUUKQP/CV


-TKUVKG%JGP-KO*QPIß2JKNQUQRJ[2TQITCOOGKP4CHHNGU
+PUVKVWVKQP5KPICRQTGà

㧙㧙

ǪȸǹȈȩȪǢƷ܇ƲǋƷՋܖ

9

6TCKP

,CPGVVG2QWNVQP%QPYGNN&GDQTCJ
ß2JKNQUQRJ[HQT%JKNFTGP#WUVTCNKCà+%2+%KP-QTGC

㧙㧙

ᲪᲨȆȸȞǛƘ
1. բƍǁƷሉƑƱƦ
ƷྸဌǛƘ
2. ᲫstƴƍƯƋǔƜ
ƱƴžឃᲩӒݣſ
ƱƦƷྸဌǛƘ

3. ᲬndƴƍƯƋǔƜ
ƱƴᲢ࣏ƣᲣӒݣƠŴ
ƦƷྸဌǛƘ
4. Ძ᳸ᲭƴƍƯƋǔ
ƜƱƴσᡫƢǔଢ଼᱈
ƷЭ੩ǛƘ

|

ȯǤǭǭܖݱఄ

ȏȯǤƷ܇ƲǋƷՋܖ

9

9

%QOOWPKV[$CNN

)QQF6JKPMGTÞU6QQNMKV

|

)QQF6JKPMGTÞU6QQNMKV

ǫǤȫǢ᭗ఄ

ȏȯǤƷ܇ƲǋƷՋܖƱžჷႎƳܤμࣱſ

T䞉䞉䞉True?
E䞉䞉䞉Examples; Evidence
I䞉䞉䞉 Inference; If…then…;
㻌 㻌 Implications
R䞉䞉䞉Reasons
W䞉䞉䞉What do you / we mean by…?
C䞉䞉䞉Counterexample
A䞉䞉䞉Assumptions

|

èȏȯǤƷ܇ƲǋƷՋܖưƸŴ
ݣᛅƷᨥƴǳȟȥȋȆǣȷ
ȜȸȫǛ̅ဇƢǔŵ
èƸ̅ဇƤƣŴ܇Ʋǋƨƪ
ƕᛅƠƋƍƨƍբ᫆ǛਫƛƯ
ƍƬƯŴƦǕƴƭƍƯႺݣ
ᛅƢǔŵ

㧙㧙

ȏȯǤƷ܇ƲǋƷՋܖưཎƴໜƕፗƔǕƯƍǔƜƱ
ᲷžჷႎƴܤμƳσӷ˳ᲢKPVGNNGEVWCNN[UCHG
EQOOWPKV[ᲣſǛܴƷɶƴ˺ǔƜƱŵ

ȏȯǤƷ܇ƲǋƷՋܖƱžჷႎƳܤμࣱſ

ȏȯǤƷ܇ƲǋƷՋܖƱžჷႎƳܤμࣱſ

ȏȯǤƷܖఄ
ٶಮƳʴᆔƱŴƦǕƴؕƮƘٶಮƳ૨҄ႎȷᚕᛖႎȷ
ኺฎႎᏑǛǋƬƨဃࢻƨƪƕܴƷɶƴฆנŵ

¾ ƜƷǑƏƳؾưՋݣܖᛅǛᘍƓƏƱƢǔƱŴ
ßᒍᛖƕƏǇƘƠǌǂǕƳƍǜơǌƳƍƔᲹà
ßǈǜƳƱᢌƏॖᙸǛᚕƬƨǒŴː᧓ƸƣǕƴƞǕǔ
ǜơǌƳƍƔᲹà
ßࠝᜤƴӒƢǔǑƏƳႆᚕǛƠƨǒŴǈǜƳƔǒᇰǘ
ǕǔǜơǌƳƍƔᲹà

|

ȏȯǤƷ܇ƲǋƷՋܖƱžჷႎƳܤμࣱſ

ଐஜƴƓƚǔ܇ƲǋƷՋܖƷܱោ

ǫǤȫǢ᭗ఄƷʙ̊
ࢽࠀƴឪ׆ƢǔນƠƍఄϋ୧щƕŴ܇ƲǋƷՋܖƷ
ಅǛݰλƠƨƜƱƴǑƬƯтႎƴોծŵ

|



¾

᱔ෘᏦậಙᆷෑếݸࠓݸƈࠓوỀậậậӁॆᇁӈἿҽዉࠓഁ
|

ă˂ʴƱॖᙸƕီƳƬƨƱƖƴŴžᚕᓶᲢȭǴǹᲣſ
ƴǑƬƯբ᫆ǛσஊƠŴݣᛅǛᡫƠƯžƱǋƴᎋƑ
ǔſžƱǋƴᚐൿሊǛƢſ፼ॹᲢᲷᚕᓶǛ̮᫂Ƣ
ǔ७ࡇᲣƕ៲ƴƭƘŵ

ܱោƠƨǯȩǹƷؕᄽȇȸǿ

ᆃᒊὀẩỖỔỔỜभ᮪Ἔẩ಼ΫᧀӈἿͳࠓഁậ᱔ഁὣͳো
ἼẩࠄἺὓἿࠓوἿὬᾇᾷώὣגὛҸὝἰࠓوἿංὣ
ϓᄏậᣁἨἷἰἝẩỖỔổổभἿổỔಆậổổಆἼẩ಼ΫᧀӈἿ
ΗἵἿታዉࠓഁếዉࠓഁậ႗ࣴࠓࠓەഁỀἸẩࠄ
ἺὓἿࠓوἿංὣᜊἤἹἝἸἰẪ

܇ƲǋƷՋܖƷಅƷಮ܇

ܱܖఄȷ࠰ܖȷׅૠ
¾ ᇌܖݱఄᲯ࠰ဃᅶᇌဏ܇ఄ
࠰உଐȷଐȷଐᲢᲭׅᲣ
¾ ྚ߷ܖݱטܖఄᲮ࠰ဃᅶᇌσܖఄ
࠰உଐȷଐȷଐᲢᲭׅᲣ

ˌɥƷಅܱោƴƭƍƯƸŴ
 ಅᚘဒᲢಅకᲣƂᣐ˄૰Წƃ
 ಅƷϋܾଐܖݱဃૼᎥᲴ࠰உଐ˄ᚡʙ
|



|

ಙἸὀẩἤὝἸẩἥἠἿЇݰƃὣᬇἕἷẩࠄἺὓ
ἿࠓوἿංὀᰱᆋἼἦἙᜊὠὝἷἤἻἜἴἰẪ
ƃೂಙϣቃếӁॆᓈࠓݸƈᓈࠓỀậậậ࠴ࣀᇁӈἿҽዉࠓഁ

܇ƲǋƷՋܖƷಅǛዒዓႎƴᘍƏƜƱƴǑƬƯŴǯ
ȩǹȡǤȈƴݣƠƯƋǔᆔƷ̮᫂ज़ƕဃǇǕǔŵ
ßՋݣܖᛅǛƠƯƍǔƱƖƸŴƏǇƘƠǌǂǕƳƔƬƨǓŴ
ॖᙸƕǈǜƳƱᢌƬƯƍƨǓƠƯǋŴᇰǘǕƨǓŴɟ૾ႎ
ƴԁܭƞǕƨǓƢǔƜƱƸƳƘŴᐯЎƷႆᚕƕჇгƳ൭
ƷݣᝋƱƠƯǈǜƳƴӖƚഥǊƯǋǒƑǔà

|

ȏȯǤƷ܇ƲǋƷՋܖƷಅưƸŴ܇ƲǋƨƪƷƜƏ
ƠƨɧܤǛưƖǔᨂǓӕǓᨊƖŴ࣎ܤƠƯᐯဌƴᐯЎ
ƷᎋƑǛႆᚕưƖǔᆰ᧓ᲢᲷჷႎƳܤμࣱƕᄩ̬ƞǕ
Ưƍǔᆰ᧓ᲣǛܴƷɶƴ˺ǓɥƛǔƜƱǛཎƴᙻ
ƠƯƍǔŵ

ܱǯȩǹƱǯȩǹᙹ
¾ ᇌܖݱఄᲴᲭǯȩǹᲢኵȷኵȷᲽኵᲣ
ᲫǯȩǹƷʴૠʴ
¾ ྚ߷טܖᲴᲫǯȩǹᲢኵᲣ
ᲫǯȩǹƷʴૠʴ

㧙㧙

சஹƬƯƩǕƕƭƘǔᲹ

சஹƬƯƩǕƕƭƘǔᲹ
 žٹƷƋǔசஹĆƾƭƏƷசஹſƱƍƏݣᇌ᠆

ྚ߷טܖᲮ࠰ဃᲢኵᲣƷᲭ᧓ႸƷՋݣܖᛅ

ᲢᲯᲣٹƷƋǔசஹᲢѐщƢǔசஹᲣ
ᐯЎƕƭƘǔ
ƾƭƏƷசஹᲢȜȸȃƱƠƯƍƯǋƘǔசஹᲣ
ƩǕưǋƳƍ
ĄĂ
ᲢᲰᲣசஹƸƩǕǋƭƘǕƳƍ



Წ᧓ႸƷஇࢸǇưƴЈƯƖƨᛯໜ
 žǈǜƳƴσᡫƢǔசஹĆᐯЎƷசஹſƱƍƏݣᇌ᠆
 ᲢᲫᲣǈǜƳƴσᡫƢǔசஹǈǜƳưƖǊǔ
ᐯЎƷசஹᐯЎưƖǊǔ
ĄĂ
ᲢᲬᲣǈǜƳƴσᡫƢǔசஹžټৗſǍžᢠਫưƑ
ǒƹǕƨʴſƕƭƘǔ
ᲢᲭᲣǈǜƳƴσᡫƢǔசஹᅹܖᎍƕƭƘǔ
ᲢᲮᲣᐯЎƷசஹᚃƕƭƘǔ
¾



¾ ƜƜƔǒᜭᛯƸŴ
ßசஹƴƸŴž٭ƑǒǕǔசஹſƱž٭ƑǒǕƳƍச
ஹſᲢᢃԡᲣƷᲬᆔƕƋǔƷƔᲹà
ƱƍƏբƍƷ൭ƴᡶǜưƍƘŵ

ଐஜƷܖఄؾƴӳǘƤƨಅƷپ

ǵǤȬȳȈȷȀǤǢȭȸǰ
|

|

ଐஜƷܖఄưǋŴแͳƱپǛƠƬƔǓᘍƑƹŴ܇Ʋ
ǋƷՋܖƷಅǛᘍƏƜƱƸӧᏡŵ
ĄDWV
ଐஜƷܖఄؾƴӳǘƤƨپǛƶǔƜƱƕᙲŵ

ࠖ

|

ᲢᲫᲣȯȸǯǷȸȈǛɟƣƭ
ဃࢻƴᣐǔŵ

èݣᛅƷಅǛᘍƏᨥƷŴଐஜƷܖఄؾƷஊࣱ
¾ ٻʴૠܖኢ
¾ ᲢཎƴɶሁܖఄˌɥưƸᲣಅɶƴႆᚕƠƨǓݣᛅƠ
ƨǓƢǔೞ˟ƕ᩼ࠝƴݲƳƍ

ᲢᲭᲣဃࢻƕॖᙸǛƍƨȯȸ
ǯǷȸȈǛμՃЎׅӓƢ
ǔŵ
ᲢᲮᲣׅӓƠƨȯȸǯǷȸȈǛ
ǑƘฆƥӳǘƤƯϐƼᣐ
˄ƠŴɟʴɟƣƭȩȳ
ȀȠƴӖƚӕǔǑƏƴਦ
ᅆƢǔŵ


ݣᛅƷᙀяെƱƠƯŴȯȸǯǷȸȈǛஊјဇƢǔŵ

ࠖ

ᲢᲰᲣဃࢻƕॖᙸǛƍƨȯȸ
ǯǷȸȈǛμՃЎׅӓƢ
ǔŵ
ᲢᲱᲣׅӓƠƨȯȸǯǷȸȈǛ
ǑƘฆƥӳǘƤƯϐƼᣐ
˄ƠŴɟʴɟƣƭȩȳ
ȀȠƴӖƚӕǔǑƏƴਦ
ᅆƢǔŵ
èˌɥƷȗȭǻǹǛᡫƠƯŴ
μՃƷဃࢻƕʚʴƷҕӸ
ƷǯȩǹȡǤȈƱኡɥư
ݣᛅƢǔƜƱƕưƖǔŵ

|

ᲢᲬᲣɨƑǒǕƨžբƍſƴ
ƭƍƯŴžȕǡȸǹȈȷ
ǹȆȸǸſƷഇƴᐯЎƷ
ॖᙸǛᚡӸưƘŵ

ȯȸǯǷȸȈƸ
Ƃᣐ˄૰Ჭƃ

䝃䜲䝺䞁䝖䞉

ǵǤȬȳȈȷȀǤǢȭȸǰ
|

ဃࢻ

ဃࢻ

ᲢᲯᲣžȕǡȸǹȈȷǹȆȸ
ǸſƴƔǕƯƍǔॖᙸ
ƴݣƠƯӒᛯǛᎋƑŴ
žǻǫȳȉȷǹȆȸǸſ
ƷഇƴᚡӸưƘŵ
Ӓᛯƕ࣬ƍƭƔƳƍئӳ
ƸŴƔǕƯƍǔॖᙸǛ
ᛠǜưᎋƑƨƜƱǛƘŵ

ᲢᲲᲣžȕǡȸǹȈȷǹȆȸ
ǸſƱžǻǫȳȉȷǹ
ȆȸǸſǛǑƘᛠǜƩɥ
ưŴᐯЎƷஇኳႎƳॖᙸ
ǛžǵȸȉȷǹȆȸǸſ
ƷഇƴƘŵ

ȆȸȞǛƜƜ
ƴƘ

䛣䛣䛻䚸
᭱ึ䛾ே䛜䚸
䝔䞊䝬䛻䛴䛔䛶䛾
⮬ศ䛾ពぢ䜢᭩䛟䚹

ḟ䛾ே䛿䚸
๓䛾ே䛜᭩䛔䛯䜒䛾䜢ㄞ䜏䚸
䛭䜜䛻ᑐ䛩䜛ㄽ䜢᭩䛟䚹

㧙㧙

䝎䜲䜰䝻䞊䜾

᭱ᚋ䛾ே䛿䚸
๓䛾ே䛾ពぢ䜢ㄞ䜏䚸
䛭䜜䛻ᑐ䛩䜛
⮬ศ䛾ពぢ䜢᭩䛟䚹
ඹ㏻䛾๓ᥦ䜢
᭩䛛䛫䛶䜒Ⰻ䛔䚹

ǵǤȬȳȈȷȀǤǢȭȸǰƷМໜ

ǵǤȬȳȈȷȀǤǢȭȸǰƷഎໜ



ଐஜƷܖఄƷǑƏƳٻʴૠܖኢưǋμՃƕݣᛅƴӋьưƖǔŵ



ǛਫƛƯǈǜƳƷЭưႆᚕƢǔ࣏ᙲƕƳƍƷưŴಅɶƷ
ႆᚕƕᒊƳဃࢻǋŴॖᙸʩ੭Ʒೞ˟Ǜൢ᠉ƴǋƭƜƱƕư
Ɩǔŵ
ᜒ፯࢟ࡸƷಅƴƓƍƯǋŴ˂ƷဃࢻƕಅƷϋܾƴƭƍƯ
ƲƷǑƏƴᎋƑƯƍǔƷƔǛჷǔƜƱƕưƖǔŵ
ᐯЎƷᎋƑǛ૨ᇘƴƢǔƜƱƴǑƬƯŴᐯЎᐯ៲ƷᎋƑǛૢ
ྸƠƯǑǓଢᄩƴƠƨɥưŴႻƷॖᙸƴݣƠƯࣖሉƢǔƜ
ƱƕưƖǔŵ
žǻǫȳȉȷǹȆȸǸſƴƓƍƯŴႻƴݣƠƯᲢئӳƴ
ǑƬƯƸᐯЎƱӷơॖᙸƴݣƠƯᲣӒᛯǛᎋƑǔƜƱƴǑƬ
ƯŴᐯЎƷॖᙸǛƞǒƴขǊǔƜƱƕưƖǔŵ
ҕӸưƋǔƨǊŴ˂ʴƷႸǛൢƴƤƣƴŴൢψƶƳƘᐯЎƷ
ஜ࢘ƷॖᙸǛᚕƑǔŵ










ƋǔȆȸȞƴƭƍƯʚƭƷݣᇌƢǔॖᙸƕЈƯƖƨƱ
ƖƴŴȯȸǯǷȸȈǛ̅ƬƯݣᇌƷᏑࢸƴƋǔžఌƬ
ƜſǛЎௌȷਁЈƢǔŵ
¾ ݣᇌƷᏑࢸǛǓɦƛŴݣᇌᐯ˳ǛӒႾႎƳᙻໜƴ
ᇌƬƯžុᩉǛፗƍƯᙸǔſƜƱƴǑƬƯŴᘙ᩿ɥ
ݣᇌƠƯƍǔɲᎍƷžσᡫƷЭ੩ſǛଢǒƔƴƠƨ
ǓŴᘙ᩿ႎƳݣᇌƷᏑࢸƴᨨƞǕƯƍǔஜ࢘Ʒբ᫆
ǛଢǒƔƴƢǔƜƱƕႸႎŵ
ȯȸǯǷȸȈƸ
Ƃᣐ˄૰Ხƃ

ٳᛖửܦμỆᎇᚪẴỦẮểỊỂẨỦỉẦᾎ

NO
ྸᴾ ဌ

ྸᴾ ဌ
୍䛴୍䛴䜢ᑐ
ᛂ䛥䛫䛶⩻ヂ䛩
䜜䜀䛷䛝䜛䛛䜙䚹

స⪅䛾ゝ䛔䛯䛛䛳䛯
䛣䛸䜒⪃䛘䛶᪥ᮏㄒ
䛻䛩䜜䜀Ⰻ䛔䛛䜙

ྸᴾ ဌ
㡹ᙇ䜜䜀䚸᭩䛔
䛯ே䛾Ẽᣢ䛱䜢
⌮ゎ䛷䛝䜛䛛䜙ࠋ

ᐯЎˌٳƷʚʴƱƠƔݣᛅưƖƳƍŵ



ЭƷʴƕƍƯƍǔϋܾƕɧଢღƩƬƨǓŴǑƘǘƔǒƳ
ƔƬƨǓƠƨƱƖƴŴƦƷئưႺឋբƢǔƜƱƕưƖƳ
ƍŵ
ҕӸࣱǛफဇƠƯŴƾƟƚƯƍƨǓŴफӝǛƍƨǓŴ
ƍƍьถƴƍƨǓƢǔဃࢻƕɟʴưǋƍǔƱŴݣᛅƕ
ᇌƠƳƘƳǔŵ
ӝ᪽ưƷݣᛅˌɥƴžᐯЎƷॖᙸƷƖƬƺƳƠſƴƳǔ
ƜƱƕٶƘŴӝ᪽ݣᛅˌɥƴᜭᛯƕƔǈӳǘƳƍᲢɟ૾ᡫ
ᘍƷᜭᛯƴƳǔᲣƜƱƕٶƍŵǇƨŴႻƷᎋƑƴХນǛ
ӖƚƯᐯЎƷॖᙸƕ٭ǘǔƜƱǋƋǇǓƳƍŵ





YES

ɟׅƷݣᛅƴ᧓ƕƔƳǓƔƔǔŵ





բ᫆ƷఌƬƜ

|



ྸဌ
᭩䛔䛯ே䛾䛂䛴
䜒䜚䛃䜎䛷䛿⩻ヂ
䛷䛝䛺䛔䛛䜙ࠋ
ྸᴾ ဌ
ே䛾ᮏᙜ䛾Ẽ
ᣢ䛱䜢䛻⌮ゎ
䛩䜛䛣䛸䛿䛷䛝䛺
䛔䛛䜙䚹

ࠕၥ㢟ࡢ᰿ࡗࡇࠖࡣ…

ᴾ ᴾ ˂ᎍỉൢਤẼửܦμỆྸᚐẴỦ
ẮểỊỂẨỦẦᾎ

㧙㧙



ࡌ࡞ࠕ࠷ Edu ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊ
㧝㧚㐿⋡⊛
 ᬺߦ߅ߡߪޔᢎຬߣቇ↢ࠆߪቇ↢㑆ߢߩኻࠍขࠅࠇࠆߎߣߢޔቇ↢ߩ⢻േ
⊛ߥቇ⠌ࠍଦㅴߢ߈ࠆߣ⸒ࠊࠇߡࠆޔߢߎߘޕኻဳᬺࠍࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊᒻᑼߢታᣉ
ߔࠆߎߣߢቇ↢߆ࠄߩࡈࠖ࠼ࡃ࠶ࠢࠍᓧߩߘޔലᕈࠍ⏕ߔࠆޕട߃ߡ࠶ࡀࠚࠫޔ
ࠢࠬࠠ࡞ߣߒߡߩኻജࠍቇ↢߇りߦߟߌࠆߚߩᚻᴺߦߟߡߩ⍮ࠍᓧࠆޔߦࠄߐޕ
ᢎᏧࠍ⋡ᜰߔቇ↢߇ޔᢎ⢒႐ߢኻဳᬺࠍⴕ߁ߡ߇߆ࠅࠍᓧࠆߎߣ߽ᧄࡢ࡚ࠢࠪ࠶
ࡊߩ⁓ߣߒߚޕ

㧞㧚㐿ⷐ
࠲ࠗ࠻࡞㧦ኻဳᬺߩታ〣
㐿ᣣᤨ㧦2011 ᐕ 12  28 ᣣ㧔᳓㧕14:00㨪17:30                    
႐ᚲ㧦╙৻ㅢ 103 ᢎቶ        
⻠Ꮷ㧦ᴡ㊁ ື᳁㧔┙ᢎᄢቇᢥቇㇱᢎ⢒ቇ⑼ᢎ㧕
ෳടኻ⽎㧦ᧄቇቇ↢㧔ቯຬ 15 ฬ㧕          
 දജ㧦ᗲ⍮ᢎ⢒ᄢቇቇ↢ෳ↹ FD ⚵❱ ߎߨ
 ࡐࠬ࠲㧦



㧙㧙

㧟㧚㐿ႎ๔
 ᧄࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߪᧄޔቇቇ↢߇࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪࡦ߿ࠣ࡞ࡊࡢࠢ╬ߩኻߦࠃࠆቇ
⠌㛎ࠍㅢߒߡޔዊਛ㜞ߩᢎ⢒႐ߢኻဳᬺࠍⴕ߁ᚻ߇߆ࠅࠍᓧࠆߎߣࠍ⋡⊛ߦޔ
┙ᢎᄢቇᢥቇㇱᢎ⢒ቇ⑼ᢎߩᴡ㊁ື᳁ࠍ⻠Ꮷߣߒߡታᣉߒߚޕ㐿ߦߚߞߡߪޔᗲ
ᢎᄢቇ↢ᢎ⡯ຬෳടဳ FD ⚵❱ߩޠߨߎޟቇ↢ࡔࡦࡃߩෳടදജࠍᓧߚޔߚ߹ޕቇ
ౝᢎຬߩදജߦࠃࠅቇㇱ↢ 8 ฬޔᄢቇ㒮↢ 6 ฬߩ⸘ 14 ฬ߇ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߦෳടߒߚޕ
 ࡊࡠࠣࡓ೨ඨဳࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪޟᬺޔߪߢޠ೨⺖㗴ᢥޠ↢⺀ߩࡆࡌ࠽ࠗࠩ࠺ޟ
㧔ࠬ࠹ࠖࡉࡦࡠ⪺ޔਛጊర⸶ޢࡓࠫࠖࡈ࠰ࡠࠖࡈޡ㧕ߦၮߠ߈ޔㆮવሶᠲߣ
߁↢୶ℂߩ㗴ߦߟߡ࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪࡦࠍⴕߞߚޔߕ߹ޕቇ↢ߪ࠺ࠩࠗ࠽ࡌࡆ
ࠍኈߔࠆߎߣߩᤚ㕖᧦ߩߘޔઙޔℂ↱ߦߟߡฦ⥄ߢ⠨߃↪⚕ߦ⸥ㅀߒߚߩߘޕᓟߢޔ
ᜰฬߐࠇߚ 4 ฬߩቇ↢߇ฦ⥄ߩ⸃ࠍ⊕࠴࡚ࠢߢ᧼ᦠߒߩߘޔౝኈߦߟߡᴡ㊁వ↢ࠍ
มળߣߒߡ࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪࡦࠍⴕߞߚޕᴡ㊁వ↢ߪ⥄ޔりߩ⾰ߦࠃࠅቇ↢߇࿁╵ߒߚౝ
ኈߦߟߡߪ㤛࠴࡚ࠢߩઁޔቇ↢߆ࠄ 4 ฬߩቇ↢ߦኻߔࠆ⾰ᗧߦߟߡߪ⿒࠴࡚
ࠢߢ᧼ᦠࠍⴕߞߚޕኻဳᬺߩⷐ⺼ߣߒߡޔቇ↢ߩᗧߦ⹏ଔࠍട߃ߥߎߣޔᢎຬ
ߪቇ↢ߩਥᒛߩ⏕ߣ⾰ߩߺࠍⴕ߁ߎߣ╬߇⸃⺑ߐࠇߚߣ߅ࠅޔᬺߢߪ߁߁ߤޟޔᗧ
ߢߔ߆㧫ޠ
߆ߔߢߗߥޟ㧫⾰߁ߣޠࠍᛩߍ߆ߌࠆߎߣߢᜰฬߐࠇߚ 4 ฬߩቇ↢ߩ⠨߃
߿ઁߩෳടቇ↢ߩ⾰ࠍᒁ߈ߒߡߚᦨޕᓟߦޔቇ↢ߪ⥄ಽߩ┙႐߿ℂ↱ࠍౣ߮↪⚕ߦ
⸥ㅀߒޔ೨ඨߩࡊࡠࠣࡓࠍ⚳߃ߚޕ
ࡊࡠࠣࡓᓟඨືޟቇኻޔߪߢޠ
ߣ߁ࠃߒߊߒߐ߿ߦੱޟᕁ߁㧫ޠ
ߪߚߥޟേ‛㧫ޠ
㧔ࠝ
ࠬࠞࡉ࡞࠾ࡈࠖࠛ⪺ޔ㊀᧻ᷡ⋙ୃޡሶߤ߽ືቇޢ㧕ߩฦ࠹ࡑߦޔቇ↢ߪੑߟߩࠣ࡞
ࡊߦಽ߆ࠇ⋧ޟ⾰ᴺࠍޠታ〣ߒߚޕฦࠣ࡞ࡊߪᒻߦߥߞߡ⌕Ꮸߒޔ㗅⇟ߦ⥄ಽ
ߩㆬࠎߛ⸃╵ࠍ๔ߍߦࠇߘޔኻߒߡઁߩࡔࡦࡃ߆ࠄ⾰ࠍฃߌࠆߣ߁ᚻ㗅ߢㅴࠄࠇ
ߚ╵⸃ޕ⠪ߪ⥄ޔಽߩ┙႐ࠍ፣ߐߕߦ╵߃ߥߌࠇ߫ߥࠄߥߚߦ╵ߦ┆ߔࠆ႐㕙߽
ฃߌࠄࠇߚ߇ޔᴡ㊁వ↢ߩࠕ࠼ࡃࠗࠬ߿㒮↢ෳട⠪ߩ࠼ߦࠃࠅ⛯ߌࠆߎߣ߇ߢ߈ߚޕ
ࡊࡠࠣࡓ೨ඨߦߟߡߪޔᢎຬ߇ᄙߊࠍߔߩߢߪߥߊޔቇ↢߆ࠄߩᗧࠍ⹏ଔߖߕ
ߘߩ߹߹ߦߒߡ⼏⺰ࠍ⛯ߌࠆߎߣߩ㊀ⷐᕈࠍᜰ៰ߔࠆᗧ╬ࠍ㗂ߚޕᓟඨߩࡊࡠࠣࡓ
ߦߟߡߪߩઁޔቇ↢߆ࠄߩ⾰ࠍฃߌࠆߎߣߢ⥄ޔಽߩ⠨߃ࠍᷓߚࠅޔ⠨߃ᣇߩะ
ࠍᝄࠅࠆᯏળߣߥߞߚߣ߁߽ߩ߿⾰ޔߔࠆߎߣߩ㔍ߒߐࠍታᗵߒߚߣߩᗵᗐ߇ነߖ
ࠄࠇߚߚߒ߁ߎޕᗧᗵᗐࠍ〯߹߃ᧄޔቇߢቇ߱ቇ↢ߦߣߞߡᗧ⟵ߩࠆᢎ⢒ᣇᴺࠍ
ᓟ߽ߐࠄߦᬌ⸛ߒߡ߈ߚޕ
㧔ਭ↰ 㧕

㧙㧙

╙ 1 ࿁ઍቇ⧓⺖⒟ᢎ⢒ᚑᨐࡒ࠽
㧝㧚㐿ⷐ
࠲ࠗ࠻࡞㧦ࠟࠬᎿᚱߩᢎ⢒ߣࡌ࡞ࠕ࠷ᢎ⢒ߩዷᦸ
ᣣᤨ 㧦2011 ᐕ 11  2 ᣣ㧔᳓㧕ඦᓟ 2 ᤨ㨪
႐ᚲ 㧦ࠟࠬᎿᚱⷞ⡬ⷡᢎቶޔ߮Ꮏᚱ
ࠦࠬಽ㊁ 㧦ㅧᒻᢥൻࠦࠬ ࠟࠬᎿᚱ
ෳടኻ⽎ 㧦㧸㧭ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ ࡔࡦࡃᧄޔቇᢎຬ
ႎ๔⠪ 㧦 ᧁޘ㓷ᶈ᳁㧔ㅧᒻᢥൻࠦࠬ ಎᢎ㧕
ࠦࡔࡦ࠹࠲㧦㣔Ꮍ ⚐᳁㧔ㅧᒻᢥൻࠦࠬ ಎᢎ㧕
ࡐࠬ࠲㧦

㧙㧙

㧞㧚ታᣉႎ๔
11  2 ᣣ㧔᳓㧕ඦᓟ 2 ᤨ߆ࠄࠬࠟޔᎿᚱߦ߅ߡ․ޔ⚻⾌ဳ࠷ࠕ࡞ࡌޟᢎ
⢒ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻߇ޠਥߔࠆ ╙ޔ1 ࿁ઍቇ⧓⺖⒟ᢎ⢒ᚑᨐࡒ࠽߇㐿ߐࠇߚߩߎޕ
ࡒ࠽ߩ⁓ߪޔઍቇ⧓⺖⒟ߩฦࠦࠬߩᢎ⢒ᚑᨐࠍࠕ࠙࠻࠴ߔࠆߣߣ߽ߦߘޔ
ߩਛ߆ࠄࡌ࡞ࠕ࠷ဳᢎ⢒ߦ↢߆ߖࠆㇱಽࠍߔߎߣߢࠆߩߎޕᣣߪቇౝߩ㑐
ଥ⠪ 6 ੱ߇ෳടߒߚޕ
߹ߕᎿᚱߦ߅ߡޔቇ↢ߦࠃࠆࠟࠬߠߊࠅߩ࠺ࡕࡦࠬ࠻࡚ࠪࡦ߇ⴕࠊࠇߚᓟⷞޔ
⡬ⷡቶ߳⒖േߒޔᧁޘ㓷ᶈಎᢎࠃࠅࠬࠟޔᎿᚱߦ߅ߌࠆᦨㄭߩᢎ⢒ߩ⚫߇ⴕࠊࠇ
ߚࠍ⺆⸒ߕ߹ߪߦߚߊᦠࠍޕ⠌ᓧߔࠆߎߣ߇ᔅⷐߢࠆߎߣߣห᭽ߦޔ1ޔ2 ᐕߢߪ
็߈ࠟࠬߩഃࠍⴕ߁ߚߩၮ␆⊛ߥᛛᴺߩᢎ⢒߿ోᜰዉߦജὐ߇⟎߆ࠇߡࠆߣ
߁⺑߇ߥߐࠇߚޕᣂߒᬺᒻᘒߣߒߡ᧚ࠬࠟޔᢱߦߟߡ⥄ಽߢ⺞ᩏࠍߒߡ⻠⟵ࠍ
ߔࠆᒻᑼߩᬺߩ⚫߇ߥߐࠇߚޕ
ᦨᓟߦޔතᬺ⎇ⓥߩຠ߿ࠬࠟޔᎿ⧓ߩኾ㐷ኅߣߒߡో࿖߿ᶏᄖߢᵴべߔࠆතᬺ↢ߩ
ታᘒ߇ႎ๔ߐࠇߚⴚ⟤ࠆߢ࠲࠹ࡦࡔࠦޕᢎ⢒ߩ㣔Ꮍ⚐ಎᢎߪޔ
ߦ࠽ࡒߩߎޟෳ
ടߒߚߎߣߦࠃࠅߢ߹ࠇߎޔኾ㐷ታᛛᢎ⢒৻ㄝୟߣ⠨߃ࠄࠇߡߚࠟࠬᎿᚱߩᢎ⢒ߩਛ
ߦ߽⥄ޔὼ⑼ቇߣੱᢥ⑼ቇࠍᯅᷰߒߔࠆⷐ⚛߇ࠅߩ⥸৻ޔቇ↢ࠍᔨ㗡ߦ߅ߚᢎ㙃ᢎ⢒
߇น⢻ߥⷐ⚛߇ࠆޠᣦࠍㅀߴߚޕ
ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ઍߩᄢỈ⑲ᢎߪޔ
ࠟޔߡ↪ࠍ⪲⸒߁ߣޠࠪ࠹ࠅߊߠߩ߽ޟ
ࠬᎿᚱߩᢎ⢒ߩ৻ㇱߪဳ࠷ࠕ࡞ࡌޔᢎ⢒ߩ৻ⷐ⚛ߣߥࠅᓧࠆߎߣࠍᒝ⺞ߒߚޕ
ࡒ࠽ߩႎ๔ߣ࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪࡦࠍㅢߒߡޔኾ㐷ᢎ⢒ߩਛߦ߽ࡌ࡞ࠕ࠷ဳᢎ⢒
ߦᤋߢ߈ࠆౝኈ߿ᢎ⢒ᚻᴺ߇߹ࠇߡࠆߎߣޔ߮ઍቇ⧓⺖⒟߿ᢎ㙃ᢎ⢒ࠞࠠࡘ
ࡓߩᡷ㕟ߩਛߢ⥸৻ޔቇ↢ߦᒰಽ㊁ߩᢎ⢒ࠍߤߩࠃ߁ߦ㐿ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ߆╬ߦ
ߟߡ߽ᄢ߈ߥ␜ໂ߇ᓧࠄࠇߚޕ
㧔ౝጊ ᒄ⟤㧕

㧙㧙

㨇⾗ᢱ㨉

Ĭǭȫȳȯȸǯ
ĭțȃȈȯȸǯ

Ǭȩǹᑸ

Įǳȸȫȉȯȸǯ

ĭțȃȈȯȸǯ

Ĭǭȫȳȯȸǯ

Įǳȸȫȉȯȸǯ

Ძ࠰
ǭȫȳȯȸǯƷؕᄽǛܖƼǇƢ

㧙㧙

䖂㐀ᙧᇶ♏䊠㻌

㻌

㻌㻌㻌
㻌 㻌 䈜Ꮫ⏕䜢๓༙䞉ᚋ༙䛾䠎䜾䝹䞊䝥䛻ศ䛡䚸䜺䝷䝇䛸㝡ⱁ䜢䛻ᐇ⩦䛥䛫䜛䚹㻌

ᛢ᫆Ჴƀ൦Ʒ࢟ƁǛȢȁȸȕƴȬȪȸȕǛ˺ǔ
ϋܾᲴǭȣǹȆǣȳǰᲢᥚᡂǈ২ඥᲣƷ፼ࢽ
㻌㻌㻌㻌䞉Ỉ䜢䜲䝯䞊䝆䛥䛫䜛ᙧ䜢᥈䛧䚸┿䛻㞟䜑䜛㻌
㻌㻌㻌㻌䞉䛭䜜䜙䜢ᇶ䛻䜰䜲䝕䜰䜢⦎䜚䚸❧య䛻ᵓᡂ䛩䜛䚹㻌

ᡵ

ЭҞኵ

Ძ

               И࠰ഏᏋ

ࢸҞኵ

Წ

ǬǤȀȳǹ
ܬԉƖȇȢȳǹȈȬȸǷȧȳ

Ჭ

ቬםҾС˺

Ხ

ჽᐋӕǓ

Ჯ

ቬםƍЈƠȷǬȩǹแͳȷᇁλǕ

Ჰ

ჽᐋлǓЈƠ

Ჱ

ˁɥƛȷᄂᄶ

Ჲ

ᜒᚸ˟

Ჳ

ǬǤȀȳǹ
ܬԉƖȇȢȳǹȈȬȸǷȧȳ

ᲫᲪ

ቬםҾС˺

ᲫᲫ

ჽᐋӕǓ

ᲫᲬ

ቬםƍЈƠȷǬȩǹแͳȷᇁλǕ

ᲫᲭ

ჽᐋлǓЈƠ

ᲫᲮ

ˁɥƛȷᄂᄶ

ᲫᲯ

ᜒᚸ˟

ܖဃ˺Լ

Წ࠰ဃ
ǳȸȫȉȯȸǯȷțȃȈȯȸǯƷؕᄽǛܖƼǇƢ

ܱͤ২ᅹႸᲢᨓᑸȷȷ௨ጢȷ
ǬȩǹᲣƷɶƔǒᲬƭᢠ৸ƠŴ
ЭȷࢸƴਰǓЎƚƯӖᜒ
Ƣǔŵ

ᡵ

ᛢ᫆Ძ

Ძ

ũ怇⽉⟡䣵ϪᲢЭᲣȷϫᲢࢸᲣ
ᛢ᫆ᲫᲴȚȸȑȸǦǧǤȈС˺
ϋܾᲴțȃȈȯȸǯƷܤμᜒ፼ȷǳȸȫȉȯȸǯᲢᄂᄶь২ඥᲣƷ፼ࢽ
  ͤțȃȈȯȸǯƴǑƬƯ˺ǒǕƨǬȩǹྚǛьೞǛ̅ƬƯᡯ࢟Ƣǔ

ᛢ᫆Წ

ᛢ᫆Ჭ

ǬǤȀȳǹżᚨͳᲦܤμᜒ፼Ღᛢ᫆ᛟଢŽ

Წ

ԉƖᇨȷǬȩǹƷৢƍ૾

Ჭ

ǬȩǹƷࠇƖ૾

Ხ

ǬȩǹྚС˺

Ჯ

ᄂᄶь

Ჰ

ԉƖǬȩǹܱᲴ

Ჱ

ȝȳȆᛟଢ

ᛢ᫆ᲬᲴ ǰȩǹС˺
ϋܾᲴܬԉƖ২ඥƷ፼ࢽ
  ͤᢒ࣎щȷщȷ༏Ǜ̅ƬƯǬȩǹǛ࢟Ƣǔŵ

Ჲ

ǵȟȳǰጀ፼

Ჳ

ǰȩǹС˺

ᲫᲪ

ǰȩǹС˺

ᛢ᫆ᲭᲴƀ൦Ʒ࢟ƁǛȢȁȸȕƴᇌ˳С˺
ϋܾᲴܬԉƖ২ඥƷႆޒ
  ͤȓȃȈȯȸǯᲢЏǔȷǔȷƢȷઇǉȷ˦ƹሁᲣƷ፼ࢽ

ᲫᲫ

ȓȃȈȯȸǯᡲઃܱ

ᲫᲬ

ȓȃȈȯȸǯጀ፼

ᲫᲭ

˺ԼС˺

ᲫᲮ
ᲫᲯ

㧙㧙

˺ԼС˺
ᜒᚸ˟

Ꮫ⏕సရ㻌 ᛢ᫆Ძ

ᛢ᫆Ჭ
Д  Г

䊺㻌 㻌
ㄢ㢟䠎䊼㻌 㻌

ũᡯ࢟૰ܖϨ
ǬȩǹእƷᅹܖႎƳЎௌǛؕƴŴǬȩǹС˺ƴ࣏ᙲƳ
እƷཎࣱǛᄂᆮƢǔŵǬȩǹƷ૰ܖǛᜒ፯ƴǑƬƯ
ܖǜƩࢸŴእƷᄂᆮɼ᫆ƴඝƬƯȪǵȸȁƠŴȑȯȸ
ȝǤȳȈƴǑǔȗȬǼȳȆȸǷȧȳǛᘍƏŵ

Ჭ࠰ဃ Э
ǬȩǹƷბᑥ২ᘐǛܖƿϨ

ɼƳϋܾ
ǬȩǹƷኵ ȷǬȩǹɼҾ૰ ȷᑥǬȩǹᲢޓƴǑǔ
ႆᑥᲣȷࢹˋȷᐔࢌ̞ૠ ȷήܖǬȩǹ ȷމ৵ƱӒ ݧȷ
᎑༏Ǭȩǹȷ ǬȩǹƷಅᙌԼᲢ֥ȷȷெǬȩǹ
ƳƲᲣȷሰᆰ᧓ƷǬȩǹȷྵˊƷဃƱǬȩǹȷέᇢ
ȆǯȎȭǸȸƷǬȩǹ ƳƲ

ͤȗȭȀǯȈȇǶǤȳȷᨓᑸȷȷ௨ጢȷ
Ǭȩǹȷ፦ᘐӪƔǒᲫƭᢠǜưݦૌǛൿǊǔŵ

ũǬȩǹܱ২ϨᲴǭȫȳȯȸǯƷޒ
ᡵ

ĬȑȸȈȷȉȷșȸȫ২ඥƷ፼ࢽ
ᑥብǛ̅ƬƯǬȩǹƷᇌ˳˺ԼǛ
С˺ƠŴǭȣǹȈ২ඥƴǑǔᑥƷ
ৢƍ૾ƴƭƍƯܖƿ
ĭȕȥȸǸȳǰ২ඥƷ፼ࢽ
ǬȩǹƷǳȩȸǸȥư᩿ႎƳ˺
ԼǛС˺Ƣǔ
ĮǹȩȳȔȳǰ২ඥƷ፼ࢽ
ȕȥȸǸȳǰ২ඥưС˺Ơƨெཞ
ƷǬȩǹǛƳƲǛ̅ƬƯᇌ˳ႎ
ƴ࢟٭ƞƤǔ

ܖဃ˺Լ

ᆉ

Ძ

ȑȸȈȷȉȷșȸȫᛢ᫆ᛟଢ

Წ

⢓ᅵཎᆺไస

Ჭ

ჽᐋƲǓ

Ხ

䜺䝷䝇䜢ᆺ䛻ワ䜑䜛

Ჯ

❔ධ䜜

Ჰ

ᆺ䜚ฟ䛧㻌

Ჱ

ୖ䛢

Ჲ

䝣䝳䞊䝆䞁䜾ㄢ㢟ㄝ᫂

Ჳ

䜺䝷䝇‽ഛ

ᲫᲪ ❔ධ䜜
ᲫᲫ 䝇䝷䞁䝥ㄢ㢟ㄝ᫂㻌
ᲫᲬ ᆺస䜚
ᲫᲭ ❔ධ䜜
ᲫᲮ ୖ䛢
ᲫᲯ ㅮホ

㧙㧙

䖂㐀ᙧ◊✲䊠㻌 䠖㻌

䝩䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᒎ㛤㻌 㻌

țȃȈȯȸǯƴǑǔ˺ԼС˺ƷȗȭǻǹǛᡫ
ƠƯǬȩǹƴǑǔᡯ࢟С˺ƷӧᏡࣱǛᡙ൭
Ƣǔŵ
ȇȢȳǹȈȬȸǷȧȳǛᡫƠƯಮŷƳბᑥ২
ඥǛܖǜƩࢸŴӲᐯƷጀ፼᧓Ǜᚨƚǔŵ
இኳႎƴƸƦǕǒƷ২ඥǛ፼ࢽƠƯŴԉƖ
ǬȩǹƴǑǔᇌ˳ᡯ࢟Ʒᛢ᫆˺ԼǛС˺Ƣ
ǔŵ

ᡵ

ᆉ

Ძ

䝟䜴䝎䞊䛾ᢅ䛔᪉

Წ

䝣䝸䝑䝖䛾ᢅ䛔᪉

Ჭ

䝻䝑䝗䛾ᢅ䛔᪉䠄䝡䝑䝗➼䠅

Ხ

䝻䝑䝗䛾ᢅ䛔᪉䠄ෆ⿕䛫䠅

Ჯ

䜿䞊䞁䝗䝻䞊䜲䞁䜾

Ჰ

䝅䝱䞊䝈䛻䜘䜛ไస

Ჱ

䝻䝑䝗䛾ᢅ䛔᪉䠄እ⿕䛫䞉䜹䝑䝥䜸䞊䝞䞊䝺䜲䠅

Ჲ

䝻䝑䝗䛾ᢅ䛔᪉䠄እ⿕䛫䞉䝞䝤䝹䞉䝖䜳䠉䞉䝞䝤䝹䠅

Ჳ

䜾䝷䞊䝹䛻䜘䜛ไస㻌

ᲫᲪ

䜲䞁䜹䝹䝰

ᲫᲫ

㻌 䜿䞊䞁䛾స䜚᪉

ᲫᲬ

䝺䞊䝇䛾స䜚᪉

ᲫᲭ

䜿䞊䞁䛻䜘䜛ჾ≀䛾స䜚᪉

ᲫᲮ

䝮䝸䞊䝙䛾స䜚᪉㻌

ᲫᲯ

䝮䝸䞊䝙䛻䜘䜛ჾ≀䛾స䜚᪉㻌

Ჭ࠰ဃ ࢸ
Ǭȩǹь২ᘐƷࣖဇǛܖƿ

䖂䜺䝷䝇ᐇᢏ䊡

䖂㐀ᙧᮦᩱᏛ䊡㻌

ЭƴܖǜƩǭȫȳȯȸǯ
Ʒ২ඥǛႆޒƞƤŴᇌ˳˺
ԼС˺ƷӧᏡࣱǛᡙ൭Ƣǔ

ȷǬȩǹ˺ԼС˺ƴ࣏ᙲƳ૰ƷჷᜤǛขǊ
ǔŵ
ȷӲᐯƷС˺ƴƓƍƯ࣏ᙲƳ૰ᲢእᲣǛ
ᢠƼŴƦǕǒƷእƴƭƍƯŴࣱឋǛȪǵȸ
ȁƢǔŵ
ȷȆǹȈȔȸǹǛС˺ƠŴȇȸǿǛӕǓŴ
ಮŷƳᚌࡇƔǒЎௌƠŴૼƨƳᘙྵ૾ඥǛ
ኧƢǔŵ
ȷǬȩǹС˺Ǜɼ˳ƱƢǔ᬴ܱǍᚇݑǛᘍƍŴ
˺ԼС˺ƴဇƢǔŵǇƨŴ˺ԼǛС˺Ƣǔ
ɥưŴ᬴ܱǛƢǔۋѬǛƏŵ
ȷǬȩǹС˺ƴ࣏ᙲƳእ
 ᤧȷȷǢȫȟȷȷȷቬםȷჽᐋȷ
ᗎȷǨȊȡȫȷஙȷኡƳƲȸ
ȷኽௐǛȑȯȸȝǤȳȈƴǇƱǊƯȬǯ
ȁȣȸǛᘍƏŵ 
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䖂㐀ᙧ◊✲䊡㻌
ȷЭƴܖǜƩ২ඥǛ
ႆޒƞƤƨțȃȈ
ȯȸǯƴǑǔᇌ˳˺
ԼС˺ƷӧᏡࣱǛᡙ
൭Ƣǔŵ
ȷǇƨŴǬȩǹእƷ
ཎഷࣱǛྸᚐƠƨƏ
ƑưŴᐯƷ˺ԼС
˺Ʒ૾ඥǛኧƢǔŵ
ȷȆȸȞǛؕƴŴӲᐯ
ƷǢȗȭȸȁư˺Լ
С˺ǛᚾǈǇƢŵ
ȷС˺ƴӼƔƏǇưƴŴ
ǢǤȇǢǹǱȃȁǍ
ȆǹȈȔȸǹǛؕƴ
Ơƨ̾К᩿ᛩǛᘍƍ
ǇƢŵƦǕǒǛᡫƠ
ƯŴ˺ԼǛС˺ƠƯ
ƍƖǇƢŵ

Ხ࠰ဃ Э
ᐯࠁᘙྵƱƠƯƷ˺ԼС˺Ǜܖƿ

䖂㐀ᙧไసᣦᑟ䊠㻌

䖂㐀ᙧ◊✲䊢㻌
ȷᓸӸƳǬȩǹƷ˺ܼƴƭƍƯȪǵȸȁƠŴȑȯȸȝǤȳȈ
ƴǑǔȗȬǼȳȆȸǷȧȳǛᘍƏŵ
ȷǢȸȆǣǹȈƷС˺ۋѬǍᎋƑ૾ƳƲƷᄂᆮǛᡫƠƯŴ˺
ԼС˺ƴƭƍƯᎋݑǛขǊǔŵ
ȷǬȩǹ২ඥϪƱᡲѣƠƳƕǒŴᐯࠁᘙྵƱƳǓƏǔ˺ԼƷ
С˺ƴƭƍƯŴ̾ʴ᩿ᛩǛᡫƠƯǢȉȐǤǹǛƢǔŵ

ǬȩǹƷཎࣱǍᘙྵ૾ඥǛྸᚐƠƨƏƑưŴǬȩǹ
ᑸ২ඥǛਦݰƢǔƨǊƷ২ᘐǛ፼ࢽƢǔŵ
1ȷ2࠰ဃƷಅᙀяǛᡫƠƯܱᨥƴਦݰኺ᬴Ǜᆢǉŵ










ȷܤμᜒ፼Ʒˁ૾
ȷǬȩǹᚨͳƴƭƍƯ
ȷᢊφƷȡȳȆȊȳǹ
ȷܱ২ȷ২ᘐਦᜒݰ፼

䖂䜺䝷䝇ᐇᢏ䊢㻌
ȷᐯࠁᘙྵƱƠƯƷ˺ԼС˺ǛҡಅС˺
ƴӼƚƯᘍƏ
ȷ˺ԼƷС˺ƴƭƍƯŴ̾ʴ᩿ᛩǛᡫƠ
Ư২ඥǍС˺૾ඥƴƭƍƯǢȉȐǤǹ
ǛƢǔŵ

Ხ࠰ဃ ࢸ
ᐯࠁᘙྵƱƠƯƷ˺ԼС˺Ǜܖƿ
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ŨӲᐯȑȯȸȝǤȳȈƴǇƱǊƯȬǯȁȣȸǛᘍƏŵ
ȷȡǽȝǿȟǢƷǬȩǹ
ȷӞˊǨǸȗȈƷǬȩǹ
ȷȭȸȞȳǬȩǹ
ȷǵǵȳᲢȚȫǷȣᲣȷǬȩǹ
ȷǤǹȩȠȷǬȩǹ
ȷȴǧȍȁǢȳǬȩǹ
ȷȜȘȟǢȳǬȩǹ
ȷɶᲢʑᨙǬȩǹᲣ 
ȷǢȸȫȷȌȸȜȸ 
ȷǢȸȫȷȇǳ
ȷȨȸȭȃȑƷǬȩǹᲢȉǤȄȷǪȩȳȀȷǪȸǹȈȪǢᲣ
ȷǹǫȳǸȊȓǢƷǬȩǹ
ȷǢȡȪǫȳȷǰȩǹȠȸȖȡȳȈ
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ȷྵˊǬȩǹ
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╙ 2 ࿁ઍቇ⧓⺖⒟ᢎ⢒ᚑᨐࡒ࠽
㧝㧚㐿ⷐ
 ࠲ࠗ࠻࡞ 㧦ㅧᒻᢥൻࠦࠬᢎ⢒ߣࡌ࡞ࠕ࠷ᢎ⢒ߩዷᦸ
 ᣣᤨ 㧦2011 ᐕ 11  30 ᣣ㧔᳓㧕ඦᓟ 2 ᤨ㨪
႐ᚲ 㧦ㅧᒻᢥൻࠦࠬⷞ⡬ⷡᢎቶ
ࠦࠬಽ㊁ 㧦ㅧᒻᢥൻࠦࠬ
ෳടኻ⽎ 㧦㧸㧭ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ ࡔࡦࡃᧄޔቇᢎຬ
ႎ๔⠪ 㧦㆙⮮ ㅘ᳁ (ㅧᒻᢥൻࠦࠬ ᢎ㧕
ࠦࡔࡦ࠹࠲㧦㣔Ꮍ ⚐᳁ (⟤ⴚᢎ⢒ ᢎ)
ࡐࠬ࠲㧦

㧙㧙

㨇⾗ᢱ㨉



㐀ᙧᩥ䝁䞊䝇䛾┠ᶆ

㻌 㻌 㻌 ឡ▱ᩍ⫱Ꮫ㻌 ⌧௦Ꮫⱁㄢ⛬

㐀ᙧᩥ䝁䞊䝇䛷䛿䚸㐀ᙧⱁ⾡䛾ᵝ䚻䛺
ศ㔝䜢Ꮫ䜣䛷䚸ᖜᗈ䛔య㦂䛸῝䛔ᑓ㛛ᛶ
䜢㌟䛻䛴䛡䚸䛂⨾䛃䜢㏻䛧䛶♫䛻㈉⊩䛷䛝
䜛ேᮦ䜢⫱ᡂ䛩䜛䛣䛸䜢┠ᶆ䛸䛧䛶䛔䜎䛩䚹

㐀ᙧᩥ䝁䞊䝇

㐀ᙧᩥ䝁䞊䝇䛷ᑓ㛛ⓗ䛻Ꮫ䜉䜛䛾䛿䚸
ḟ䛾䠓ศ㔝䛷䛩䚹

䛣䛾䛻䜒ᵝ䚻䛺ᤵᴗ䛜⏝ព䛥䜜䛶䛔䜎䛩

䝥䝻䝎䜽䝖䝕䝄䜲䞁

⨾⾡㤋ぢᏛ㻌 㻌 ᕤⱁㄽ㻌 㻌 ⤮⏬
㻌㻌
༤≀㤋Ꮫ㻌 㻌 ఫᏯタィㄽ㻌 㻌

᪥ᮏ⨾⾡ྐ㻌 㻌 すὒ⨾⾡ྐ

ど⫈ぬᩍ⫱㻌 㻌 ᙮ረ㻌 㻌 ᩥྐ㻌 䛺䛹

㝡ⱁ㻌 㻌 ⧊㻌 㻌 㔠ᕤ㻌 㻌 䜺䝷䝇

䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛾≉ᚩ

㐀ᙧᩥ䝁䞊䝇䛷䛿䚸
ḟ䛾䠏ᅇ䛾ධヨ䜢䛚䛣䛺䛳䛶䛔䜎䛩䚹

䠍䚸䠎ᖺ⏕䛷䛿ྛศ㔝䜢ᖜᗈ䛟Ꮫ䜃䚸⮬ศ
䛾㐺ᛶ䜢ぢ䛴䛡䛶䚸䠏䚸䠐ᖺ⏕䛷䛿䜂䛸䛴
䛾ศ㔝䜢୰ᚰ䛻ᑓ㛛ᛶ䜢῝䜑䜛䜘䛖䛻䛺
䛳䛶䛔䛝䜎䛩䚹

䞉12᭶㻌 ᥎⸀ධヨ
䠄ᐇᢏ䛸㠃᥋䞉䝉䞁䝍䞊ヨ㦂䛺䛧䠅
䞉 䠎᭶ ๓ᮇධヨ
䠄ᑠㄽᩥ䜎䛯䛿ᐇᢏ䞉䝉䞁䝍䞊ヨ㦂㻌 䛜ㄢ䛥䜜䜎䛩䠅
䞉 䠏᭶㻌 ᚋᮇධヨ
䠄ᐇᢏ䞉䝉䞁䝍䞊ヨ㦂䛜ㄢ䛥䜜䜎䛩䛜䚸
ḟヨ㦂䛾㓄Ⅼ䛜㧗䛟䛺䜚䜎䛩䠅

ᐇᢏ䛸⌮ㄽ䛾୧㠃䛷䚸ⱁ⾡䛻䛴䛔䛶䛾ከ
ᵝ䛺ᤵᴗ䛜⏝ព䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹

㻌 㻌 㻌 㻌 ͤ䛹䛾ධヨ䛷ධ䛳䛶䜒䚸ධᏛ䛧䛶䛛䜙䛾ᤵᴗෆᐜ䛻ኚ䜟䜚䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹
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䠍ᖺḟ䛷䛿䚸ᐇᢏ䞉⌮ㄽ䛾୧ศ㔝䜢ᗈ䛟య㦂䛧䚸⮬
ศ䛾ྍ⬟ᛶ䛸㐺ᛶ䜢᥈䜚䜎䛩䚹

䠎ᖺḟ䛷䛿䚸㐀ᙧᩥ䝁䞊䝇䛾ᑓ㛛⛉┠䛜ቑ䛘䚸䜒
䛖ᑡ䛧῝䛟ຮᙉ䛩䜛䜘䛖䛻䛺䜚䜎䛩䚹

ᐇᢏ䛷䛿䚸䠐䛴䛾ศ㔝䜢㑅䜣䛷Ꮫ䜃䜎䛩䚹
⨾⾡ྐ䛷䛿䚸すὒ䞉᪥ᮏ䜢୧᪉Ꮫ䜃䜎䛩䚹

ᐇᢏ䛷䛿䚸䜅䛯䛴䛾ศ㔝䜢㑅䜣䛷ຮᙉ䛧䜎䛩䚹
⨾⾡ྐ䛷䛿䚸すὒ䞉᪥ᮏ䛾୧᪉䜢ຮᙉ䛧䜎䛩䚹

⤮⏬䚸᙮ረ䛺䛹䛾ᤵᴗ䜒䛒䜚䜎䛩䚹

ᩍ⫋චチ䜔༤≀㤋Ꮫⱁဨ㈨᱁䛾䛯䜑䛾ᤵᴗ䜔ᐇ
⩦䜒䚸䠎ᖺḟ䛛䜙䠐ᖺḟ䛻䛛䛡䛶䛚䛣䛺䜟䜜䜎䛩䚹

䛯䛰䛧䚸䠍䠈䠎ᖺḟ䛷䛿䚸㐀ᙧᩥ䝁䞊䝇௨እ䛾୍
⯡ᩍ⫱䚸እᅜㄒ䚸య⫱䛺䛹䛾ᤵᴗ䛜ከ䛟㛤䛛䜜䜎
䛩䚹

䛺䛚㐀ᙧ䝁䞊䝇䛾ഃ䛷䛿䚸ධヨ䛷ᐇᢏ䜢㑅
ᢥ䛧䛯ே䛜䠏ᖺḟ௨㝆䛿ᐇᢏศ㔝䜢ᑓᨷ䛧䚸
ᑠㄽᩥ䜢㑅ᢥ䛧䛯ே䛜⨾⾡ྐ䜢ᑓᨷ䛩䜛䛸
ᐃ䛧䛶䛔䜎䛩䚹

䠏ᖺḟ䛻䛺䜛䛸䛝䚸ᐇᢏ䞉⨾⾡ྐ䛾ྜィ䠓
䛴䛾ศ㔝䛾୰䛛䜙䚸⮬ศ䛾ᑓᨷ䜢㑅䜃䚸
䜘䜚῝䛟ຮᙉ䛧䜎䛩䚹
䠐ᖺḟ䛷䛿䛥䜙䛻◊✲䜢῝䜑䚸ᐇᢏศ㔝䛷
䛿༞ᴗไస䚸⨾⾡ྐศ㔝䛷䛿༞ᴗㄽᩥ䜢
ᥦฟ䛧䜎䛩䚹

ᑓᨷ䛾Ỵᐃ䛿ཎ๎䛸䛧䛶ᮏே䛾ᕼᮃ䜢ᑛ
㔜䛧䛶䛔䜎䛩䛜䚸ሙྜ䛻䜘䛳䛶䛿ேᩘ䜢ㄪ
ᩚ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛛䜒䛧䜜䜎䛫䜣䚹

⨾⾡ྐ䛷䛿䚸ி㒔䞉ዉⰋ䞉ᮾி䛺䛹䜈䛾ぢᏛ᪑⾜䛾ᤵᴗ䜒
䛒䜚䜎䛩䠄⨾⾡ྐᑓᨷ௨እ䛾ே䜒ཷㅮ䛷䛝䜎䛩䠅

ᮾி䛾ᅜ❧㏆௦⨾⾡㤋ᕤⱁ㤋䛻䛶
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༞ᴗㄽᩥ䞉ไస䜢ᥦฟ䛧䛯⩣᪥䛻䚸ᩍဨ䛸Ꮫ⏕
ဨ䛷ㅮホ䜢䛚䛣䛺䛔䜎䛩䚹

䠎ࠥ䠏ᖺ䛻䠍ᗘ䚸䝶䞊䝻䝑䝟䜈䛾ぢᏛ᪑⾜䜒䛚䛣䛺䛳
䛶䛔䜎䛩䠄ᤵᴗ䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䠅

ㅮホ䠄⨾⾡ྐ䠅

ㅮホ䠄⨾⾡ྐ䠅

ㅮホ䠄㝡ⱁ䠅

ㅮホ䠄㝡ⱁ䠅
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ㅮホ䠄㔠ᕤ䠅

ㅮホ䠄㔠ᕤ䠅

ㅮホ䠄⧊䠅

ㅮホ䠄⧊䠅

ㅮホ䠄⧊䠅

ㅮホ䠄䜺䝷䝇䠅

㧙㧙

4

2012/5/9

ㅮホ䠄䜺䝷䝇䠅

ㅮホ䠄䝥䝻䝎䜽䝖䝕䝄䜲䞁䠅

ㅮホ䠄䝥䝻䝎䜽䝖䝕䝄䜲䞁䠅

༞ᴗไసᒎ

28
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30
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31

32

㐀ᙧᩥ䝁䞊䝇䛷䛿䚸ᤵᴗ䛾ᒚಟ䛻䜘䜚ḟ䛾ච
チ䞉㈨᱁䜢ྲྀᚓ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䚹

㻌 ༞ᴗᚋ䛾䛺㐍㊰

䞉୰Ꮫᰯᩍဨචチ䠄⨾⾡䠅
䞉㧗ᰯᩍဨචチ䠄⨾⾡䠅
䞉༤≀㤋Ꮫⱁဨ㈨᱁

䞉Ꮫ㝔䛺䛹䜈䛾㐍Ꮫ䞉␃Ꮫ
䞉ᴗ䠄ไస䚸䝕䝄䜲䞁䚸⦅㞟䚸༳ๅ䚸㻌 䝬䝇
䝁䝭䚸䛭䛾䛾⫋✀䠅
䞉㐀ᙧసᐙ
䞉Ꮫ䜔ᑓ㛛ᩍ⫱ᶵ㛵䛾ᩍဨ
䞉୰Ꮫ䞉㧗➼Ꮫᰯᩍဨ
䞉⨾⾡㤋Ꮫⱁဨ
䞉䛭䛾

䛯䛰䛧䚸ᩍဨචチ䛿⌧ᅾ䛾䛸䛣䜝ேᩘ䛻㝈䜚䛜䛒䜚䜎䛩䚹
චチྲྀᚓᕼᮃ⪅䛻䛿䚸ᩍဨ᥇⏝ヨ㦂䜢ཷ䛡䜛䛣䛸䜢⩏
ົ䛵䛡䛶䛔䜎䛩䚹
䜎䛯䚸༤≀㤋Ꮫⱁဨ㈨᱁䛿ཎ๎䛸䛧䛶⨾⾡ྐᑓᨷ⪅䛜
ྲྀ䜛䜘䛖ᣦᑟ䛧䛶䛔䜎䛩䚹
ᩍဨචチ䛸Ꮫⱁဨ㈨᱁䜢୧᪉ྲྀ䜛䛣䛸䛿䚸ᐇ㝿ୖ↓⌮
䛷䛩䛾䛷ㄆ䜑䛶䛔䜎䛫䜣䚹

㗪㔠

35

36

㧙㧙
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37

38

39

40

41

42

㧙㧙

7

╙ 3 ࿁ઍቇ⧓⺖⒟ᢎ⢒ᚑᨐࡒ࠽
㧝㧚㐿ⷐ
࠲ࠗ࠻࡞㧦ࡌ࡞ࠕ࠷ߣߒߡߩ⚻ᷣቇᢎ⢒ߩዷ㐿
ᣣᤨ 㧦2011 ᐕ 12  7 ᣣ㧔᳓㧕13㧦30㨪15:00
႐ᚲ 㧦╙ੑㅢ 㧞㓏 㧠㧞㧞⻠⟵ቶ
ࠦࠬಽ㊁ 㧦࿖㓙ᢥൻࠦࠬ ࿖㓙␠ળጁୃࡕ࠺࡞
ෳടኻ⽎ 㧦LA ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ࡔࡦࡃޔ࿖㓙ᢥൻࠦࠬᢎຬቇ↢ޔᢎ⡯ຬઁߩߘޔ
ႎ๔⠪ 㧦᳓㊁ ⧷㓶᳁㧔ၞ␠ળࠪࠬ࠹ࡓ⻠ᐳ ಎᢎ㧕
ࠦࡔࡦ࠹࠲㧦ደ ᱞᔒ᳁㧔␠ળ⑼ᢎ⢒⻠ᐳ ᢎ㧕
ࡐࠬ࠲㧦

㧙㧙

㧞㧚ႎ๔ⷐᣦ㧦
ࡌ࡞ࠕ࠷ဳᢎ⢒ߦ߅ߌࠆ⚻ᷣቇᢎ⢒ߩᗧ⟵ߣዷ㐿
᳓㊁ ⧷㓶㧔ၞ␠ળࠪࠬ࠹ࡓ⻠ᐳ㧕

 ↢߈ߡߊߢ⚻ᷣ㗴ߪㆱߌࠆߎߣߩ᧪ߥ߽ߩߢࠅޔ
ࠆࠁࠄޟ㗴ߪ⚻ᷣ㗴
ߢࠆߦ߁ࠃߩߘޕࠆ߃ߣޠޕ㊀ⷐߥ⚻ᷣߦ㑐ߒߡ⚻ᷣ⚻༡♽ቇㇱߣᢎ⢒ቇㇱߩቇ↢ߢ
ߪ⼂ߪᄢ߈ߊ⇣ߥࠅޔᢎ⢒ቇㇱߩቇ↢ߩ⚻ᷣ߳ߩ㑐ᔃߪ㜞ߣߪ⸒㔍ޕ
 ᗲ⍮ᢎ⢒ᄢቇߪᢥ♽ޔℂ♽ߣ♽ⴚ⧓ޔᄙ᭽ߥኾ㐷ಽ㊁߆ࠄᚑࠅ┙ߞߡࠆߩࠇߙࠇߘޕ
ಽ㊁ࠍ⚻ᷣߩⷰὐ߆ࠄ❬ߢ⠨߃ࠆߎߣ߇ࡌ࡞ࠕ࠷ဳᢎ⢒ߦ߅ߌࠆ⚻ᷣቇᢎ⢒ߢ
ࠆޕ
 ߃߫ޔℂ♽ߢࠇ߫ޔ
߇ߩ߽ࠃޟᄁࠇࠆ⸶ߢߪߥߊޔᄁࠇࠆ߽ߩ߇ࠃ߽ߩߢࠆޠޕ
ߣ߁ⷰὐ߆ࠄ⚻ᷣࠍℂ⸃ߔࠆߎߣ߇᧪ࠆޕ㜞ᕈ⢻ߥⶄ㔀ߥᯏ᪾ࠃࠅ߽ޔଔߢࠪࡦࡊ
࡞ߥᯏ᪾ߩᣇ߇ᦸ߹ࠇࠆߎߣౕޔ⊛ߦߪࠬࡍࠬࠪࡖ࠻࡞ࠃࠅ߽ HTV ߩࠃ߁ߥࡠࠤ࠶
࠻ߩᣇ߇ല₸⊛ߢࠆߎߣ߇ߍࠄࠇࠆ゠ޔߚ߹ޕࠛࡌ࠲߿࠳ࠗ࠰ࡦߩࠃ߁ߥ
SF ⊛ߥჽᄢߥ⎇ⓥߪ⚻ᷣᕈ߆ࠄ⠨߃ࠄࠇߡࠆޕᛛⴚ⊛ߦఝࠇߚ⊒ࠍߔࠆߎߣ߇᧪
ߡ߽⚻ޔᷣᕈߦߟߡࡦࠬߩߥᛛⴚ⠪ߪᚑഞߒߥ⚻ޕ༡⠪ߢࠇ߫ߥࠄߥ߅ߐࠄߢ
ࠆޕ
␠ળᐲߩ⸳⸘߽ห᭽ߢࠅ⚻ޔᷣᕈࠍ⠨ᘦߒߥ╷ߪᄬᢌߔࠆ⽷ޕḮߩⵣઃߌߩߥ
ߪ⎕✋ߒ⽺ߡߞ߃߆ޔ࿎ࠍߊߚߩߘޕᴦኅ߿ᴦኅࠍㆬ߱࿖᳃ߦ߽⚻ᷣߦ㑐
ߔࠆࡦࠬ߇᳞ࠄࠇࠆޕ
ߎࠇ߹ߢㅀߴߡ߈ߚࠃ߁ߥⷰὐ߆ࠄဳ࠷ࠕ࡞ࡌޔᢎ⢒ߦ߅ߌࠆ⚻ᷣቇᢎ⢒ߩታ
〣ߣߒߡޔᐢಽ㊁ߩቇ↢ߦᓎ┙ߟ߽ߩߣߒߡޟޔታቇߣߒߡߩ⚻ᷣቇࠍޠ⠨߃ߡࠆޕ
ᄢቇᢎ⢒ߩ⚻ᷣቇߪℂ⺰ਛᔃߢࠆ߇⚻ޔᷣቇ߇ታ㓙ߦߤߩࠃ߁ߦᓎ┙ߞߡࠆߩ߆ࠍ⍮
ࠆᯏળ߇ߥߎߣ߇⚻ޔᷣቇࠍ⥄ࠄߩ↢ᵴߣή㑐ଥߥ߽ߩߣ⼂ߐߖߡࠆޔߚߩߘޕ
▚ᢙߣᢙቇ‛ޔℂߣ‛ℂቇߩ㑐ଥߩࠃ߁ߦޟޔቇޠ㧔ޡ٤٤ቇޢ㧕ߣߒߡቇ߱೨ߩᲑ㓏ߩቇ
⠌ౝኈߣߒߡߩ⚻ᷣ⊛⍮⼂ߩᢛℂࠍⴕဳ࠷ࠕ࡞ࡌޔᢎ⢒ߦᔅⷐߥ⚻ޟᷣߦޠ㑐
ߔࠆ⍮⼂ߣߒߡታ␠ળߢ߁㗅ߦᢛℂߒߡᢎ߃ߡࠆޕ
ߎߩࠃ߁ߥ⚻ᷣቇᢎ⢒ߪℂ⺰シⷞߣ߁ᛕ್߇ࠆ߇ޔኾ㐷ᢎ⢒ߣߒߡߩⓍߺ㊀ߨߩㇱ
ಽߢ⊒ޔዷᲑ㓏ߦᔕߓߚቇ⠌ౝኈߣߒߡ⚻ᷣℂ⺰ߦߟߡߩቇ⠌ࠍలಽߦዷ㐿ߒߡ߅ࠅޔ
ቇߣߒߡߩℂ⸃ࠍᷓߡࠆޕ
߹ߚ⚻ޔᷣቇߪᄢቇ߹ߢߩቇᩞᢎ⢒ߢᱴߤᢎ߃ࠄࠇߡߥߎߣ߆ࠄ⚻ޔᷣቇࠍቇ߱ቇ

㧙㧙

↢ߦᚭᖺ߇ࠆޔߦ․ޕᢥ♽ߩቇ↢ߦߣߞߡߪᢙᑼࠍ↪ߚ⚻ᷣቇߩℂ⺰ߪ㔍⸃ߢࠆ
ߎߣ߽⚻ᷣቇ߇ᢘ㆙ߐࠇࠆℂ↱ߣߥߞߡࠆ⚻ޔߚߩߘޕᷣߦߟߡりㄭߥ㗴ߣߒߡ
ࠊ߆ࠅ߿ߔߊቇ߱ߚߦޔฦ⒳ߩ⚻ᷣࠥࡓ߿ ડᬺቇߦࠃࠆࠕࠢ࠹ࠖࡉ࠾ࡦࠣ㧔
㛎ဳቇ⠌㧕ࠍⴕߞߡࠆ⚻ޕᷣℂ⺰ߦⵣઃߌࠄࠇߚࠕࠢ࠹ࠖࡉ࠾ࡦࠣࠍⴕ߁ߎߣߢޔ
⚻ᷣቇߩℂ⺰ߣታߩ␠ળ߿⚻ᷣߣߩ㑐ଥࠍᢛว⊛ߦቇ⠌ߔࠆߎߣ߇น⢻ߣߥࠅ⚻ޔᷣ
㗴߿⚻ᷣቇࠍ㔍⸃ߢࠆߣㆱߌߡࠆ⁁ᴫࠍᡷༀߔࠆߎߣ߇᧪ࠆޕ
ࠕࠢ࠹ࠖࡉ࠾ࡦࠣߩᬺߣߒߡޔ
⾏ޟᤃࠥࡓޟ߿ޠᩣᑼᛩ⾗ࠥࡓߩ╬ޠ㛎ဳߩ
ᢎ᧚ߦࠃࠆቇ⠌߿࠻࡛࠲⥄േゞޔਛㇱ㔚ജޔᣂᣣᧄ㋕ޔਛㇱ࿖㓙ⓨ᷼╬ߩડᬺቇߦࠃ
ࠆቇ⠌ࠍⴕߞߡࠆߥ߁ࠃߩߎޕᬺߢߪߛߚޔනߦ⚻ᷣࠥࡓ߿ડᬺቇࠍⴕ߁ߩߢߪ
ߥߊޔ
␠ޟળߦߡ߆ࠄᓎ┙ߟ⚻ᷣ⊛⍮⼂ߩᢎ⢒߁ߣޠ⏕ߥ⋡⊛ᗧ⼂ࠍᜬߞߡࠆߘޕ
ࠇߦࠃߞߡޔԘ⚻ᷣߦ㑐ߔࠆኾ㐷⍮⼂ߩቇ⠌ޔԙ㧔ᢎຬߦߥࠆ⠪ߦߪ㧕ᬺߢߩታ〣ߩߚ
ߩᣇᴺߩቇ⠌ޕࠆߡߞⴕࠍޔ
㜞╬ቇᩞ߹ߢߩ␠ળ⑼ߪᥧ⸥⑼⋡ߢࠅޔኾ㐷↪⺆ߩℂ⸃ࠃࠅ߽ޔනߦⷡ߃ࠆߛߌߩ߽
ߩߢߞߚ⚻ޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕᷣߪ⁁ᴫ߇Ᏹߦᄌൻߒߦࠇߘޔวࠊߖߡߊߎߣ߇᳞ࠄ
ࠇࠆ⚻ߚߩߘޕᷣቇᢎ⢒ߢߪኾ㐷↪⺆ߩᥧ⸥ߢߪߥߊޔ⠨߃ᣇߩℂ⸃ߣߘߩᔕ↪⢻ജߩ
⢒ᚑ߇ᔅⷐߣߥࠆޕ
ዋሶൻߣࠣࡠࡃ࡞ൻߩㅴⴕߦࠃࠅᣣᧄߪᄢ߈ߊᄌൻߒߡࠆޕዋሶൻߦࠃߞߡ࿖ౝᏒ
႐ߪ❗ዊߒޔᶏᄖ߳ߩㅴ߇᳞ࠄࠇࠆੱޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕઙ⾌ߩઁ࿖ߩ⽷ߣߩ┹ว
ߩߚߦ❫⛽߿ኅ㔚ຠߢߪᣢߦ෩ߒ⁁ᴫߦㅊㄟ߹ࠇߡࠆޕᓟߪߐࠄߦ⥄േゞ╬
߹ߢ߽߇෩ߒ┹ߦߐࠄߐࠇࠆߎߣ߇੍ᗐߐࠇࠆޕ
ߘߩߚ᭴ㅧᡷ㕟ߦࠃߞߡ⚻ᷣ⊛⥄↱ᐲࠍ㜞ࠆ╷߇ߣࠄࠇߡ߅ࠅޔߩࠄ⥄߇ੱޘ
ⴕേࠍ⥄Ꮖ⽿છ߿ฃ⋉⠪⽶ᜂߦၮߠߡⴕ߁ߎߣ߇᳞ࠄࠇࠆࠃ߁ߦߥߞߡࠆ⚿ߩߘޕ
ᨐߪࠆࠃߦ࠻ࠬޔᄬᬺ߿ᵷ㆜ഭ⠪ߩჇടߦࠃࠆࡢࠠࡦࠣࡊࠕߩ⊒↢ߩࠃ߁ߦޔᄢ
߈ߥᩰᏅࠍ↢ߺߛߔࠃ߁ߦߥߞߡࠆ᧲ޔߚ߹ޕᣣᧄᄢ㔡ἴߩ⊒↢ߦࠃࠅߪߢ߹ࠇߎޔ
ቯ⊛ߛߣ⠨߃ࠄࠇߡߚ㔚ജଏ⛎߿ోᕈ߹ߢ߽߇ਇቯൻߒߡ߅ࠅޔᣣᧄߪᄢ߈ߥォ឵
ᦼࠍㄫ߃ߡࠆޕ
ߎߩࠃ߁ߥᤨઍߦޔ㜞ᐲ⚻ᷣᚑ㐳ᦼ߿ࡃࡉ࡞ᦼߩᚑഞ㛎ߦၮߠߡㆊߣหߓⴕേࠍ
ߣߞߡߚߩߢߪޔኻᔕߔࠆߎߣߪ᧪ߥᤨޔߚ߹ޕઍߩᄌൻߩࠬࡇ࠼ߪㅦߊߥߞߡ
߅ࠅ߃ߣߚޔᄢ㊂ߦᄁࠇߚຠߢߞߡ߽ޔหߓ߽ߩࠍᄁߞߡߚߩߢߪ㘻߈ࠄࠇߡߒ߹
߁ޔߚߩߘޕᏱߦᤨઍߩ⁁ᴫߦวࠊߖߡ⠨߃ߡߊߎߣ߇᳞ࠄࠇࡌߪߦߚߩߘޔ
࡞ࠕ࠷ߣߒߡߩᐢᢎ㙃ߦၮߠߚ⚻ᷣ⊛⍮⼂ߩቇ⠌ߣ⺰ߚ߃߹〯ࠍࠇߘޔℂ⊛
ᕁ⠨ജߩ⢒ᚑ߇ᔅⷐߣߥࠆޕᄢቇߢߩቇ⠌ߪࠄ⥄ޟㅴࠎߢቇ߱⥄ޔࠅߢߣߎ ޠಽߢ⺞ߴ

㧙㧙

ߡ⠨߃ߩੱઁޔᗧࠍ⡞߈⼏⺰ߒߥ߁ࠃߩߘߢߣߎࠆߣ߹ࠍࠇߘޔ⢻ജߩ⢒ᚑࠍ࿑ࠆߎ
ߣ߇᧪ࠆᧄޕቇߩቇ↢߇╙ 7 ࿁ᣣ㌁ࠣࡦࡊߢఝ⑲⾨ࠍฃ⾨ߒߚߎߣߪߩߘߦߐ߹ޔ
ࠃ߁ߥ⢻ജߩ⢒ᚑߩߚߩ⚻ᷣቇᢎ⢒ߩᚑᨐߢࠅ⊒ࠆߥࠄߐޔዷ߇ᦼᓙ᧪ࠆޕ

㧙㧙

LA 㒐ἴࡒ࠽
 ࡌ࡞ࠕ࠷ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߢߪޔἴኂ⊒↢ߩߒߊߺ߿ߘߩኻಣᣇᴺߦߟߡቇ߱ᯏ

ળߣߒߡޟLA㧔ࡌ࡞ࠕ࠷㧕㒐ἴࡒ࠽ ⸘ࠍޠ4 ࿁ડ↹ߒߚޕએਅߦડ↹ߩ⿰ᣦ
╬ࠍ߹ߣߚޕ
 
㧔㧝㧕╙ 1 ࿁ LA 㒐ἴࡒ࠽

 ‛ℂቇߩ┙႐߆ࠄᚭ↰⨃᳁㧔ᧄቇಎᢎ㧕ߦߚ߹ޔጤᚻ⋵㊍⍹Ꮢߦߡ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ
ࠍ㛎ߐࠇߚ⿒ፒశ↵᳁㧔㊍⍹ᏒᏒ⼏ળ⼏ຬ㔡ἴᓳ⥝․ᆔຬળᆔຬ㐳㧕ߦ⻠Ṷࠍଐ
㗬ߒߚޕ

 ᣣᤨ㧦 2011 ᐕ 12  27 ᣣ㧔Ἣ㧕15㧦00㨪18㧦00
 ႐ᚲ㧦 ᄢቇળ㙚 ਛ㓸ળቶ
 ኻ⽎㧦 ᧄቇᢎ⡯ຬቇ↢৻⥸
 ࡊࡠࠣࡓ㧔ᢘ⒓⇛㧕
㧦  
     ╙৻ㇱ㧦มળ ౝጊᒄ⟤
      15㧦00 㜞ᯅ⌀⡡  ⿰ᣦ⺑
      15㧦10 ᚭ↰ ⨃ޟ㔡ߣߪޠ
     ╙ੑㇱ㧦มળ ↰ᑪ৻
      16㧦45 ⿒ፒశ↵ ޟ㔡ἴߩ㛎߆ࠄቇࠎߛߎߣޠ
 ႎ๔㧦
ᚭ↰᳁ߩ⻠Ṷޟ㔡ߣߪޔߪߢޠ㔡ߩၮ␆⊛⍮⼂߅ࠃ߮ㆊߩ㔡ἴኂᓟߩ㔡
੍᷹ߦߟߡࠊ߆ࠅ߿ߔߊ⸃⺑ߚߛߚ⿒ޕፒ᳁ߩ⻠Ṷޟ㔡ἴߩ㛎߆ࠄቇࠎߛߎߣޠ
ߢߪޔ㊍⍹Ꮢߩᵤᵄߩ᭽ሶࠍ DVD ᤋߦࠃࠅ⚫ߐࠇߚ߹ޔᤋߢߪߒ߈ࠇߥἴ
ኂ႐߆ࠄߩࠕ࡞ߥᖱႎ⊒ାࠍ߽ឭଏߚߛߚޕෳട⠪߆ࠄߪ⻠ޔṶߦኻߒⵍޟἴ
ߦኻߒߡ߆ߒߚޠ
ޟ߇᳞ࠄࠇߡࠆ߆ߤߥޠᄙߊߩ㑐ᔃ߇ነߖࠄࠇߚ⻠ޕṶᓟ߽ᵴ
⊒ߥ⾰⇼ᔕ╵߇ߥߐࠇࠆߥߤ⋓ޔᴫߥࡒ࠽ߢߞߚޕ
 ߒ߆ߒߥ߇ࠄޔෳട⠪ߪᗐቯߒߡߚࠃࠅዋߥߊߦߊߣޔቇ↢ߩෳടߪࡠߢߞߚޕ
ߎߩߎߣߪ⿰ߩ࠽ࡒᧄޔᣦࠍᕁ߃߫ᱷᔨߥ⚿ᨐߣ߃ࠆߛࠈ߁ޕೋ࿁ߣ߁ߢትવ
ਇ⿷ߩᗵุ߽ߥߩߛ߇ᧄޔቇߩ㒐ἴᗧ⼂ࠍ㜞ࠆᔅⷐ߇ࠆߣᗵߓߚޕ
 㒐ἴߦ㑐ߔࠆડ↹ߪ⥄ޔὼ⑼ቇߩⷰὐ␠ޔળ⑼ቇߩⷰὐੱޔᢥ⑼ቇߩⷰὐߩߘࠇߙࠇࠍ
ᯏ⊛ߦ⚿߮ߟߌࠆᣇะᕈ㧔ࡌ࡞ࠕ࠷⊛ⷰὐ㧕ߩ߽ߣߢޔᓟ߽⛮⛯ߒߡߩ㐿ࠍ

㧙㧙

੍ቯߒߡࠆޔ߅ߥޕਔ᳁ߩ⻠Ṷߩ⚦ߦߟߡߪޔએਅߦ߹ߣߚޕ

ࡒ࠽⿰ᣦ㧦

LA㧔ࡌ࡞ࠕ࠷㧕㒐ἴࡒ࠽
ߩ㐿ߦవ┙ߜ⿰ޔᣦ⺑ࠍⴕߞߚޕ
 ㄭ᧪ᔅߕ߿ᒁ߈ߎߐࠇࠆ᧲ᶏ
㔡᧲ධᶏ㔡ߦ߃ࠆߴߊޔἴኂ
⊒↢ߩߒߊߺ߿ߘߩኻಣᣇᴺߦߟߡ
ቇ߱ᯏળߣߒߡޟLA㧔ࡌ࡞ࠕ
࠷㧕㒐ἴࡒ࠽ࠍޠડ↹ߒߚޕἴኂ
ࠍ⍮ࠅޔ㒐ἴߔࠆߎߣߪ⥄ޔりߩりࠍ
ࠆߚߚ߹ޔၞࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖߩ৻
ຬߣߒߡ㊀ⷐߢࠆޕ
 ․ߦᧄቇߩࠃ߁ߥᢎຬ㙃ᚑᄢቇߩ႐
วޔቇᩞᢎຬ߇ၞߩ㒐ἴ࠳ߣ
ߒߡᦼᓙߐࠇࠆታᖱࠍᕁ߃߫ߎߩߎޔ
ߣߪ✕ᕆࠍⷐߔࠆޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕታ
㓙ߦߪᧄቇቇ↢߿ᢎ⡯ຬߦ߅ߡߘޔ
ߩෂᯏ▤ℂᗧ⼂ߪ⭯ࠃ߁ߛޕ
 ࡒ࠽ߢߪ⥄ޔὼ⑼ቇ␠ޔળ⑼ቇޔ
ੱᢥ⑼ቇߩฦಽ㊁ࠍⲢวߒࡌࡌޔ
࡞ࠕ࠷ߩⷰὐ߆ࠄߎߩ㗴ߦขࠅ⚵
ޕ
㧔㜞ᯅ⌀⡡㧕

㧙㧙


ⷐ㧦
ᚭ↰᳁⻠Ṷޟ㔡ߣߪޠ

 ᚭ↰᳁ߩ⻠Ṷߢߪޔ⑼ቇߩ߆ࠄ㔡⊒↢ߩ⚵ߺ߿㔡ⷙᮨߩᜰᮡߦߟߡޔ
߹ߚㆊߦ⊒↢ߒߚᏂᄢ㔡ߦߟߡ߮ࠃ߅ޔᓟ⊒↢ߔࠆߢࠈ߁Ꮒᄢ㔡㧔㔡੍⍮㧕
ߦߟߡၮ␆⊛ౝኈߩ⻠⟵߇ߥߐࠇߚޔߚ߹ޕ㒐ἴ⑼ቇߩ߆ࠄޔ㔡߇ߎࠅ߿ߔ
႐ᚲߪߤߎߥߩ߆ޔ㔡⊒↢ᤨߦᚒ߁ߤߕ߹ߪޘኻಣߔߴ߈ߥߩ߆╬ߩ⸃⺑߇ߞߚޕ
ߘߩ߅߽ߥౝኈߪએਅߩㅢࠅ㧦
㧨╙৻ㇱ㧪 㔡㒐ἴ
㧝㧚㔡ߣߪ㧦㔡ᵄ㧔P ᵄޔS ᵄޔ㕙ᵄ㧕ޔᄢᑼ㧔ೋᦼᓸേ⛮⛯ᤨ㑆ߣ㔡Ḯ߹ߢ
ߩ〒㔌ߩ㑐ଥ㧕
㧞㧚ࡑࠣ࠾࠴ࡘ࠼ߣ㔡ᐲ㧦㔡ᐲࠍࠆⷐ⚛ߦߟߡޔ㔡ᐲߣំࠇߦߟߡ
㧟㧚⇇ߩ㔡ḮಽᏓ㧔ޟᣣᧄፉ․߁ߣޠߥ⟎ߦߟߡ㧕
㧠㧚ධᶏ࠻ࡈᴪߩᏂᄢ㔡ߣᱧผ⊛ᄢ㔡
㧡㧚੍⍮น⢻ߥ᧲ᶏ㔡ߩࠪ࠽ࠝ㧦᳇⽎ᐡߩ㔡੍⍮ޔ㒐ἴኻ╷ᒝൻၞޔᗐቯߐࠇࠆ
㔡ᐲಽᏓޔᵤᵄߩ㜞ߐ੍᷹
㧢㧚ᣣᧄߩᵴᢿጀ
㧣㧚ᐶ⋵ධㇱ㔡ߩᱫ⠪ᐕ㦂ಽᏓޔᱫ⠪߇ 1000 ੱࠍ߃ࠆ㔡
㧤㧚㔡੍⍮ߩ 3 ߟߩⷐ⚛㧔ߟࠄߊࠇߤޔߢߎߤޔ㧕
㧥㧚ᗲ⍮⋵ߩᢿጀ㧦₎ᛩ̆㜞ᵿᢿጀᏪޔਛㇱᣇߩⵍኂߪ㧫
✕ᕆ㔡ㅦႎ
㧨╙ੑㇱ㧪 ᧲ർᣇᄥᐔᵗᴒ㔡᧲ޔᣣᧄᄢ㔡ἴ
ᵤᵄ⼊ႎᵈᗧႎߩ⒳㘃
࿁ߩ㔡ߩᧄ㔡ߣ㔡
Ꮒᄢ㔡ߩ⊒↢⏕₸㧔30 ᐕએౝߦ㔡߇ߎࠆ⏕₸ߣߘߩⷙᮨ㧕
ਃ㒽ᴒർㇱ߆ࠄᚱ✚ᴒߩ⹏ଔኻ⽎㗔ၞ
ో࿖ߩᵴᢿጀߣ㔡⊒↢⏕₸
㕖Ᏹ㈩㧦ቇᩞἴኂኻ╷ᧄㇱ⚵❱

 ⻠Ṷᓟޔ㔡߿㒐ἴߦߟߡᧄߦࠄߐޔቇߦ߅ߌࠆ㒐ἴߦࠅᣇ╬ߦߟߡߩ⾰⇼ᔕ╵
߇ߞߚޕ
 㧔㜞ᯅ⌀⡡㧕

㧙㧙

⿒ፒ᳁⻠Ṷޟ㔡ἴߩ㛎߆ࠄቇࠎߛߎߣޠ

㜞ᯅ⌀⡡

 ⿒ፒ᳁ߩ⻠Ṷߢߪߪߕ߹ޔጤᚻ⋵㊍⍹Ꮢߢߩᵤᵄἴኂߩ᭽ሶ߇ DVD ᤋ㧔NHK ⇟⚵ߩ
৻ㇱࠍ↪㧕ߦࠃࠅ⚫ߐࠇߩߘޔᤋࠍ⿷߇߆ࠅߣߒߡᵤᵄߦࠃࠆⵍኂ߅ࠃ߮⸳ቛ
╬ߢߩ↢ᵴߦߟߡߩ⁁ႎ๔ߥߤⵍޔἴ႐ߩⷞὐ߆ࠄߩ⻠Ṷ߇ߞߚ⿒ߦࠄߐޕፒ᳁
ߩ⡯ോ⊛┙႐㧔㊍⍹ᏒᏒ⼏ળ⼏ຬ㔡ἴᓳ⥝․ᆔຬળᆔຬ㐳㧕߆ࠄޔᓟߩᓳ⥝ߩ
ࠅᣇߦߟߡᗧ߇ㅀߴࠄࠇߚޕ
 એਅߢߪ⿒ޔፒ᳁ߩ⻠Ṷౝኈࠍߊߟ߆ߩࠣ࡞ࡊߦࠊߌޕߚߣ߹ߡߟߦࠇߙࠇߘޔ

㧔㧝㧕ᵤᵄߦࠃࠆἴኂ
㧨ᚯߞߡߊߥࠆࠤࠬ㧪 㔡߇⊒ߒߒߡᵤᵄ߇߿ߞߡߊࠆ߹ߢ 40 ಽ߽ߞߚߩߎޕ
㑆ߦ㧔ᵤᵄߪ᧪ߥߣ್ᢿߒߡ㧕⥄ቛ╬ߦᚯࠆᣇ߇ዋߥ߆ࠄߕߚ⚿ߩߘޕᨐޔᵤᵄߦ㘶
ߺㄟ߹ࠇߡߒ߹ߞߚᣇ߇ዬࠆ߽ߒ߽ޕᵤᵄߩ᧪ⷅ߇ 20 ಽᓟߛߞߚࠄޔ
㧔ᴤᢿߔࠆߥߊ㧕
ᚯࠄߥ߆ߞߚߢࠈ߁߇ޔߒ߆ߒޕታ⊛ߦߪߩߎޔᭂ߇㔍ߒޕ
㧨ゞߢㅏߍࠆߎߣߩࠬࠢ㧪 ၞߩ․ᕈ㧔ᒻ߿ᷦṛᖱ㧕ࠍℂ⸃ߒߡ߅ߊᔅⷐ߇ࠆ
ߛࠈ߁ޔ߫߃ޕችၔ⋵ਗ਼ℂ↸ߩࠃ߁ߥᐔမߥၞߩ႐วޔ㜞บ߇ήߩߢޔᵤᵄ߆ࠄㅏ
ࠇࠆߚߦߪゞࠍ↪ߔࠆߎߣ߇ലᨐ⊛߆߽ߒࠇߥޔߒ߆ߒޕ㊍⍹Ꮢߩࠃ߁ߥࠕࠬᑼ
ᶏጯߩၞߩ႐วߦߪߩߘޔᶏߣጊߦ߹ࠇߚᒻࠁ߃ߦޔ〝ߩࠗࠕ࠙࠻߇ᐔမߣ
ߪ⇣ߥࠅㆱ㔍⚻〝߇㒢ቯߐࠇߡߒ߹߁ޔߡߞ߇ߚߒޕㆱ㔍ゞਔߩ㓸ਛߦࠃࠆᷦṛ߽⊒↢ߒ
߿ߔࠅ߹ߟޕゞߢㅏߍࠆࠬࡍࠬߪߥޕ
㧔ߎߩߎߣߪࠊ߆ߞߡߚߪߕߥߩߦ㧕⚿ᨐ⊛
ߦゞߢㅏߍߡߊߥߞߚᣇߪዋߥߊߥޕㅦ߿߆ߦ㜞บߦㅏߍࠆߴ߈ߢࠆޕ
㧨ޟゞ↥⽷߁ߣޠ㧪 㧔ߣߊߦ⧯⠪ߦߪ㧕ゞߦኻߔࠆᕁࠇ߿⽷↥ߣߒߡߩଔ୯ߥߤ
ࠍ㊀ⷞߔࠆะ߇ࠆࠃ߁ߛޕ⒖േᚻᲑߣߒߡߩゞࠍ↪ߒߡߩㆱ㔍ߪߣࠆߔ৻ޔวℂ
⊛ߦ߽ᕁ߃ࠆߩߎޔߒ߆ߒޕ߇ੑᰴ⊛ߥἴኂࠍᒁ߈ߎߔ႐ว߽ࠆޔ߫߃ޕႇ㒐ߩ
㐽㐷ߪߩᶖ㒐࿅ߩ⡯ോߢࠆߩߛ߇ޔゞߢႇ㒐ࠍᮮಾࠅㅏߍࠆੱߩߚߦޔᵤᵄࠍߊ
ᱛࠆߚߩႇ㒐߇㐽ࠄࠇߥߢߒ߹߁ޕႇ㒐ࠍ㐽ࠆߩߪᶖ㒐࿅ߢࠆߚޔᶖ㒐
࿅ߩᣇ߇߽ޘㅏߍㆃࠇߡߒ߹߁ޕ
㧨ෂᯏᗧ⼂ߩή㧪 ḧㄭߊߦੱ߶ߤޔᵤᵄߦኻߔࠆෂᯏᗵࠍ߽ߞߡㅏߍߚߚഥ߆
ߞߡࠆޕḧߩᅏߦੱߪ⋥ޔធ⊛ߦߪᶏ㕙߇߃ߥߥ߁ࠃߩߎޕᖱ߆ࠄ߆ޔᖱႎ
ਇ⿷ࠆߪᴤᢿߒߡ⥄ቛ߆ࠄㅏߍߕޔᵤᵄߦᏎ߈ㄟ߹ࠇߡࠆޕᐢႎゞਔߥߤߢޔㆱ㔍
ࠍ߮߆ߌߡ߽ޔታ㓙ߦߪ⡊ߦዯߡߥࠃ߁ߛޕ

㧙㧙

㧨ᵤᵄߩታ㓙㧪 ᤋߦࠃࠆࠗࡦࡄࠢ࠻߇ߔߴߡࠍ‛⺆ߞߡࠆޕ᳁ߩ⻠Ṷߢߪޔㆱ㔍ߒ
ߚ┙႐ߣߒߡߩᔃᖱ߇⺆ࠄࠇߚޔ߫߃ޕᵤᵄߩ᭽ሶࠍ㜞บ߆ࠄߡߡ߽ჿߔࠄߥ
᭽ሶߩᤨޕᣂ▽ߩኅߪᵄߦᶋߊߩߛ߇ߩߘޔኅ߇ᅏߩኅߦ߱ߟ߆ߞߡᰴߣޘუࠇߡⴕߊ
᭽ሶޕߊߥߞߚᣇߪ᳓ࠍ㘶ࠎߢࠆ߇ޔ᳓᷷ߩૐᤨᦼߥߩߢ߈ࠇߥ⁁ᘒߢࠆߎߣޕ
ߘߒߡߢ߹ߎߎޔᖤᗌߛߣᱫࠍߡ߽ᕟᔺᗵࠍᗵߓߥߎߣ߇⺆ࠄࠇߚޕ
㧨ᵤᵄ㒐ἴߦะߌߡ㧪 ᵤᵄߦࠃࠆἴኂ߇ᄢߒߡߒ߹߁㧔ഥ߆ࠅ߁ࠆ߇ᄬࠊࠇߡߒ߹
߁㧕ᦨᄢߩⷐ࿃ߪޔ
ޟᵤᵄߩ⚻㛎߇ήޕߣߎ߁ߣޠᓟߩ㒐ἴᵴേߦะߌߡߪޔᵤᵄߩ
⚻㛎ߩήੱߦᅤߦᵤᵄߩᕟࠈߒߐࠍવ߃ࠆ߆߇⺖㗴ޕ
ߘߩߚߦߪޟޔ㔡ޠψޟᵤᵄࠍޠㅪᗐߐߖࠆߎߣ߇ᄢߢࠆޕ

㧔㧞㧕㔡ἴᓟߩ↢ᵴ
 ࡑࠬࠦࡒ╬ߦࠃࠆႎߣߪ⇣ߥࠆⷞὐߢⵍޔἴ⠪ߩ↢ᵴߦߟߡߩႎ⁁๔߇ߞߚޕ
߹ߚޕߚߛߚߡߞ⺆߽ߡߟߦᦸⷐߪࠆޔ߆ߞߖ߅߿⸃⺋ޔ
㧨㔡ἴ⋥ᓟ㧪 㔚᳇ߪήⱼޕῒ߇㗬ࠅ߽ࡦࡔࡊ࠶ࠞޕ㘩ߴࠄࠇߕ৻ࠅ߉ߦ߅ޔߣ
➧ߩ↢ᵴߢߞߚⴡ⥄ࠕࠖ࠹ࡦࡏޕ㓌ߩੱߪߦޘഥߌࠄࠇߚⴡ⥄ޕ㓌ߩᣇⵍߩޘἴ
⠪߳ߩ⚦߿߆ߥ㈩ᘦߦߪ㗡߇ਅ߇ࠆޕ
㧨⸳ቛߢߩ↢ᵴ㧪 ἴኂᤨߦߪޔၞߩࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ߇ᄢಾޕ
㧔ਇଢߣᕁࠊࠇࠆ㧕⸳
ቛߢߩ↢ᵴߢ߽ഥߌว߇ࠆޕ⸳ቛߦߪޔኅౕ 7 ὐ㧔࠹ࡆޔࡦࠦࠕࠛޔ಄⬿ᐶޔ
ߥߤ㧕ߩ㈩⛎߇ࠅ↢ߤ߭ߤ߶ࠇߘޔᵴߢߪߥޕ⸳ቛߢߩቅ⁛ᱫߦߟߡႎߓࠄ
ࠇࠆߎߣ߇ࠆ߇ⴕޔ߆ࠄฦᚭ߳ߩ⸰߇ߞߡታ㓙ߦߪࠅ߃ߥⴕޕߪ৻↢ ޔ
Ꮢ᳃↢ᵴࠍࠨࡐ࠻ߒߡࠆޕ
㧨ࠬ࠻ࠬߦߟߡ㧪 ⸳ቛߥߤߢߩ↢ᵴߦ߅ߡߪ߇ࠪࡃࠗࡊޔήߎߣ߇ࠬ
࠻ࠬߦߥߞߡࠆޕ⸳ቛߪ৻ੱࠄߒߩ႐วޔ྾⇥ඨ৻㑆ߢࠆ߇⸰ޔ⠪߇ࠆ
ߣㇱደߩᅏ߹ߢ߃ߡߒ߹⧰߽ߢߪߦ‛⾈ޔߚ߹ޕߛߩࠆߥߦࠬ࠻ࠬ߇ࠇߘޔഭ
ߒߡࠆߩࡒࠦࠬࡑޔߦࠄߐޕႎߩᣇߦࠬ࠻ࠬࠍᗵߓߚޕุ⏕ߩႎ߇ޔりౝ
߇ߊߥߞߚᣇߦߪ㉃ޕႎߩኻ⽎ߦߥߞߡߥੱߚߜ߳ߩ㈩ᘦ߇⿷ࠅߥޕ
㧨ᡰេ‛⾰ߦߟߡ㧪 ታߪߩ߽ޔࠅ⁁ᘒߢ߈⟎ޔ႐ᚲߦ࿎ࠆ߶ߤߢࠆޕਛߦߪࠨ
ࠗࠢ࡞࡚ࠪ࠶ࡊߦᜬߞߡⴕߊਇዯ߈߽ߩ߽ࠆ৻ޕᣇߢޔᔅⷐߥੱߦߪዯߡߥޕᶖ
⾌ᦼ㒢ߩㆊ߉ߚ㘩ຠ߇↢ߓߡߒ߹߁ߥߤޔᡰេߩᣇߦߪ㗴߇ࠆޕᡰេߦᗵ⻢ߒߟߟ
߽ޔ㧔ߎߩࠃ߁ߥታᖱߣߥࠆߣ㧕㊄ߢ㗂ߚᣇ߇ࠅ߇ߚߊࠄޕ
㧨ᖡੱ߽ࠆ㧪 ⅽ␕ߩጊ߆ࠄࡂࡦ࠼ࡃ࠶ࠢ߿⽷Ꮣߩਛりࠍᛮ߈ขࠆヘ߇ࠆߩࡠࡊޕ
ᚻญ߆㧫ߒ߫ߒ߫㔡ἴߢߩ⟤⺣߇ႎߓࠄࠇࠆ߇ߪߢⵣޔᖡੱ߽ࠆޕ
㧨ᓟߩ⺖㗴㧪 ⅽ␕ߩಣℂ߿ᣂߒ↸ߠߊࠅޔ㔡ἴࡃࡉ࡞߇ࠆߩ߇⁁৻ޕᣇߢ৻ޔ

㧙㧙

↢ࠍ⸳ቛߢ⚳ࠊࠆߢࠈ߁ੱޕࠆ߽ޘᓳ⥝ࠕࡄ࠻߇ᢛߐࠇߡ߽ࠄߔߦߎߘޔ
ߥੱ߽ࠆ㧔㜞㦂ߩ৻ੱࠄߒߥߤ㧕߁ߤࠍߜߚੱߩࠄࠇߎޕᡰ߃ߡߊߩ߆ޔޔޔ㧫
㧨ߎࠇ߆ࠄߩ㒐ἴᢎ⢒ߦߟߡ㧪 ߿ߪࠅ⸥ޟ㍳ᤋᦨ߇ߩࠆߖࠍޠᄢߩᢎ⢒ߦߥࠆߛ
ࠈ߁ޕዊ㔍ߒߎߣࠍࠇ߿ߎࠇ߿ᢎ߃ߎߎߣࠃࠅ߽ޔߚ߹ޕߛࠄ߆ࠆ߇࠻ࠢࡄࡦࠗޔ
․ߦ⧯ੱߦߪޔታ㓙ߦߦ᧪ߡ߽ࠄ߁ߩ߇⦟ߛࠈ߁ޕߣߒߡ߽㧔ߚߣ߃ⷰޟశޠ
ߢߞߡ߽㧕ᵴᕈൻߦߟߥ߇ࠅ᱑ㄫߔࠆޔߚ߹ޕᢎ⢒ᄢቇߩቇ↢ߢࠇ߫ޔኅᐸᢎᏧߣߒ
ߡ߿ޔሶଏߩㆆ߮⋧ᚻߦߥߞߡ߽ࠄ߃ࠆߣࠅ߇ߚ⧯ޕቇ↢ߚߜߦߪߩੱޟὑߦ߆
ߒࠃ߁߁ߣޠᗧ⼂ࠍᜬߞߡ᰼ߒࠍࠕࠖ࠹ࡦࡏߟ৻ޔ߫߃ߣߚޕታⴕߔࠆߥߤߦੱޔ
ఝߒߊߥࠆߚߩⴕേࠍߣߞߡ᰼ߒޔߡߒߘޕࠍߔߴ߈߆⥄ಽ⥄りߢ⠨߃ߡߺߡ᰼ߒ
ޕ
 ⿒ፒ᳁ߪᦨޔᓟߦߩ↥⽷ޟ༚ᄬߪᣇ߇ߥ߇ޔ߇ᄢಾ⻠ߢ⪲⸒ߩߣޠṶࠍ⚿ࠎߛޕ
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㧔㧞㧕╙ 2 ࿁ LA 㒐ἴࡒ࠽

 㒐ἴߦ㑐ߔࠆ⍮⼂߿ᗧ⼂ࠍ㜞ࠆડ↹ߩ╙ੑᒢߢࠆޕ࿁ߪᄢ㔡ἴߦ㑐ߔࠆᤋ↹ޟᣣ
ᧄᴉᴚޠ㧔ዊ᧻Ꮐ੩ේ㧕ߩ DVD

ࠍᤋߒߚޕ


 ᣣᤨ㧦 2011 ᐕ 2  1 ᣣ㧔᳓㧕15㧦00㨪18㧦00
 ႐ᚲ㧦 ⥄ὼ⑼ቇ 538 ቶ    
 ኻ⽎㧦 ᧄቇᢎ⡯ຬቇ↢৻⥸ 
 ౝኈ㧦 ޟᣣᧄᴉᴚޠDVD ᤋ
 ࡐࠬ࠲㧦





 ႎ๔㧦

ߎߩᤋ↹ߢߪޔᣣᧄᶏḴߦ⇣ᄌࠍ⊒ψ⓭ᜉሶήⷙᮨߩ㔡㧔ᣣᧄᴉᴚ㧕ߩ੍⍮ψା
ߓࠆ߆ุ߆㧫ψ࿖᳃ࠍࠆ╷ᄖψߘߒߡޟᴉᴚߣޔޠዷ㐿ߔࠆ․ޕߦࠃࠆ↢ߒޘ
ᤋߦࠃࠆ㔡ἴߩᔺߐ߇ᗵߐࠇߘ߁ߥฦࠪࡦߦ߅ߡޔᶏᐩ⺞ᩏᷓᶏẜ᳓⦘ߩᠲ
⥽჻ޔ‛ℂቇ⠪✚ޔℂᄢ⤿ߥߤਥੱ㆐߇┙ߩࠇߙࠇߘޔ႐߆ࠄࠍ⠨߃߁ࠃߩߤޔ
ߦⴕേߔࠆ߆ឬ߆ࠇߡࠆޕ
 ਥߣߒߡቇ↢ߦⷰߡ߽ࠄ߁ߚߦડ↹ߒߚ߇ޔ㔡ἴ੍⍮߆ࠄ㔡ἴ⊒↢ߦ⥋ࠆㆊ⒟ߢ⥄ޟ

㧙㧙

ಽߥࠄߤ߁ߔࠆ߆ࠍޠᗐߐߖࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߒߚޕਥ⠪ߣߒߡߪ✚ߡ߃ޔ⊛ߥ
⚿⺰ઃߌߪߖߕߦޔෳട⠪⥄りߦ⠨߃ߐߖࠆߦߒߚޕᤋߩㄼജߪ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߩ࠾ࡘ
ࠬᤋߦߪ߆ߥ߽ߩߩޔᤋ↹ߩࠬ࠻߇ዷ㐿ߐࠇࠆਛߢ㐳ᦼ⊛ߥㅢߒߦ┙ߞߚ
⠨ኤ߇ߢ߈ࠆߎߣߪޔ㒐ἴᗧ⼂ࠍౣ⏕ߔࠆߢലᨐ⊛ߣ⠨߃ࠆޕᤋ↹߿ዊ⺑ࠍㅢߓߚࠪ
ࡒࡘ࡚ࠪࡦߣޔታߩႎ࠾ࡘࠬ⑼ޔቇ⊛⍮⼂ߦⵣߠߌߐࠇߚᧂ᧪੍᷹ࠍࠄࠇߎޔ
⚵ߺวࠊߖࠆߢἴኂߦ߃ࠆߔߴࠍቇߴࠆߣᦼᓙߒߡࠆޕ
 ߎߩࡒ࠽ߩෳട⠪ߪ㧝㧣ฬ⒟ߣዋߥߢߞߚ߇ޔትવߩᣇᴺ߿㐿ᤨᦼߦᎿᄦ߇
ᔅⷐߣᕁࠊࠇ⺖ޔ㗴߇ᱷࠆޔ߃ߪߣޕ
ޟᤋ↹⊛ⴚ⧓߁ߣޠຠߦ⸅ࠇࠆߢቇ߮ߣߔࠆ
ડ↹ߪޔᓟ߽⛮⛯⊛ߦ㐿ߒߡ߈ߚޕ
㧔㜞ᯅ⌀⡡㧕
























㧙㧙

㧔㧟㧕╙ 3 ࿁ LA 㒐ἴࡒ࠽

ઍቇ⧓⺖⒟࿖㓙ᢥൻࠦࠬ࿖㓙␠ળጁୃࡕ࠺࡞ߣߒޔጤ↰ᐕᶈ᳁㧔⡯ߪ੩ㇺ⚻
ᷣ⍴ᦼᄢቇቇ㐳ޔ೨ᄢ㒋⚻ᷣᴺ⑼ᄢቇቴຬᢎޔ೨㑐ᄢቇᢎޔ೨⚻ᷣᢎ⢒ቇળળ㐳ޔ
⚻ᷣቇඳ჻ోޔ࿖ጊฬ᳁৻ᣖળ⋧⺣ᓎℂ㧕ߦ⻠Ṷࠍଐ㗬ߒߚޕ

 ࠲ࠗ࠻࡞㧦᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߣᣣᧄߩォ឵̆⚻ᷣߣᢎ⢒ߩⷞὐ߆ࠄ̆
 ᣣᤨ㧦 2012 ᐕ 2  8 ᣣ㧔᳓㧕13㧦30㨪15㧦00
႐ᚲ㧦 ╙৻ㅢ 201 ⻠⟵ቶ
 ኻ⽎㧦 ᧄቇᢎ⡯ຬቇ↢৻⥸
 ⷐ㧦᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߩ⊒↢߿ߘࠇߦ߁ේሶജ⊒㔚ᚲߩߦࠃߞߡᧂᦦߩⵍኂ߇↢
ߓޔᓳ⥝߿⢻ᳪᨴߥߤᄙߊߩ㗴߇ᒁ߈ߎߐࠇ߹ߒߚߩߘޔߚ߹ޕᓇ㗀ߪ
ᣣᧄ⚻ᷣߛߌߢߥߊ࡞ࡃࡠࠣޔൻࠍㅢߓߡฦ࿖⚻ᷣߦ߽ࠎߢ߹ߔޕ㜞ᐲߦ
⊒ዷߒߚ␠ળ⚻ᷣࠪࠬ࠹ࡓࠍᜬߟᣣᧄߢᄙߊߩੱ߇ᄬࠊࠇ↟ᄢߥⵍኂࠍᒁ߈
ߎߒߚ㔡ἴ߇⊒↢ߒߚߎߣߪ␠ޔળߦߣߞߡᄢ߈ߥォ឵ࠍㄫ߃ࠆߎߣߦߥࠅ߹
ߒߚߥ߁ࠃߩߘޕᄢ߈ߥᄌൻߩਛߢ⚻ޔᷣߣᢎ⢒ߩⷞὐ߆ࠄ㔡ἴᓟߩᣣᧄߩⴕᣇ
ࠍ⠨߃߹ߔޕጤ↰ᐕᶈ᳁ߪᄙߊߩⵍἴࠍⷞኤߐࠇߚ߹ޔ㒋᷆〝ᄢ㔡ἴ߽ߏ
⚻㛎ߐࠇߡ߹ߔ⻠ߏߡ߃߹〯ࠍࠄࠇߘޕṶ㗂߈߹ߒߚޕ
ࡐࠬ࠲㧦



   

㧙㧙

ႎ๔㧦
 2012 ᐕ 2  8 ᣣ㧔᳓㧕13㧦30 㨪15㧦00 ߦ╙৻ㅢ 201 ⻠⟵ቶ ߦ߅ߡ ╙ޔ3 ࿁
LA 㒐ἴࡒ࠽᧲ޟᣣᧄᄢ㔡ἴߣᣣᧄߩォ឵㧙⚻ᷣߣᢎ⢒ߩⷞὐ߆ࠄ㧙ࠍޠ㐿ߒ߹ߒ
ߚޕ
ᧄᐕᐲࠃࠅᢥㇱ⑼ቇ⋭․⚻⾌ߦࠃࠆࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߩ৻Ⅳߣߒߡޔᢎຬ㙃ᚑ♽ᄢቇߩ․
⦡ࠍᵴ߆ߒߚࡌ࡞ࠕ࠷ဳᢎ⢒ߩ᭴▽ߦะߌߚข⚵ࠍផㅴߒߡ߈߹ߒߚߩߘޕਛߢޔ
3  11 ᣣߦ⊒↢ߒߚ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߦࠃࠆᓇ㗀ߣߩߘޔᓟߩࠊ߇࿖ߩᄢ߈ߥォ឵ࠍᢎ߃ࠆߎ
ߣ߇ࡌ࡞ࠕ࠷ဳᢎ⢒ߩਛߢขࠅ⚵ߴ߈㊀ⷐߥ⺖㗴ߢࠆߎߣࠍ⼂ߒޔ㒐ἴᢎ
⢒ߦജࠍࠇߡ߅ࠅޔㆊߦ 2 ࿁ߩ㒐ἴࡒ࠽ࠍ㐿ߒ ╙ޔ3 ࿁ߣߒߡᄢ㒋⚻ᷣᴺ⑼ᄢ
ቇቴຬᢎ㧔ߪ੩ㇺ⚻ᷣ⍴ᦼᄢቇቇ㐳㧕ߩጤ↰ᐕᶈవ↢ߦߏ⻠Ṷ㗂߈߹ߒߚޕ
ᒰᣣߪᣣᧄ⺆ᢎ⢒⻠ᐳᢎߩ↰ᑪ৻వ↢ߦࠃࠆ⿰ᣦߩ⺑ߣጤ↰వ↢ߩߏ⚫ߩᓟߢޔ
ጤ↰వ↢ߦߏ⻠Ṷ㗂߈߹ߒߚޕ
᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߩ⊒↢߿ߘࠇߦ߁ේሶജ⊒㔚ᚲߩߦࠃߞߡᧂᦦߩⵍኂ߇↢ߓޔᓳ
⥝߿⢻ᳪᨴߥߤᄙߊߩ㗴߇ᒁ߈ߎߐࠇ߹ߒߚߩߘޔߚ߹ޕᓇ㗀ߪᣣᧄ⚻ᷣߛߌߢ
ߥߊ࡞ࡃࡠࠣޔൻࠍㅢߓߡฦ࿖⚻ᷣߦ߽ࠎߢ߹ߔ␠ߥ߁ࠃߩߘޕળߩォᯏࠍ⚻ޔᷣ
ߣᢎ⢒ߩⷞὐ߆ࠄ㍈ߊ⸃⺑ߒޔᓟߩᣣᧄߩㅴߴ߈╭ࠍ␜ߐࠇ߹ߒߚޕ
ጤ↰వ↢ߪᄙߊߩⵍἴࠍⷞኤߐࠇߚ߹ޔ㒋᷆〝ᄢ㔡ἴߩߏ⚻㛎߽〯߹߃ߡߏ⻠Ṷ
㗂߈߹ߒߚޔߚ߹ޕቇⴚ⊛ߥ⻠Ṷߛߌߢߥߊ⥸৻ޔะߌߩࠊ߆ࠅ߿ߔ⻠Ṷߦߟߡߪቯ
⹏߇ࠅޔ࿁ߩ⻠Ṷߢ߽࡞ࡃࡠࠣޔൻ߿ዋሶൻߩࠃ߁ߥᣣᧄߩ⺖㗴߿ࠕ࡞ࡌޔ
࠷ဳᢎ⢒ߩ⊒ዷߩน⢻ᕈߦߟߡ߽߅ࠍુ߹ߒߚޕ
ᢎ⡯ຬޔቇ↢ߛߌߢߥߊ৻⥸ߩᣇߩෳട߽ࠅ⻠ޔߚ߹ޔṶᓟߦߪ⾰⇼ᔕ╵߽ⴕޔల
ታߒߚౝኈߢ㐿ߔࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߒߚޕ
⻠Ṷળߣหᤨߦ㒝ዻ࿑ᦠ㙚ߦ߅ߡዷ␜ળ᧲ޟᣣᧄᄢ㔡ἴߣᣣᧄߩォ឵ࠍߤ߁ᢎ߃ࠆ߆
㧙᧲ޟᣣᧄᄢ㔡ἴႎ౮⌀ዷޠᎼ࿁ዷ㧙ࠍޠ㐿ߒޔᄙߊߩቇ⠪߇ࠅ߹ߒߚࠄࠇߎޕ
ߩข⚵ߪᣂ⡞ฦ⚕ߢ⚫ߐࠇޔ㑐ᔃࠍ㓸߹ߒߚޕ
㧔ၞ␠ળࠪࠬ࠹ࡓ⻠ᐳ ᳓㊁ ⧷㓶㧕

㧙㧙

㧔㧠㧕╙ 4 ࿁ LA 㒐ἴࡒ࠽

ᧄቇߦ߅ߌࠆ⥄ὼἴኂ㒐ἴᢎ⢒㧔․ߦ㔡ޔἫጊޔᶐ᳓ޔ⾰ߥߤ㧕ߩታ〣ࠍޔℂ⑼
ᢎ⢒⻠ᐳߩᤊඳᐘಎᢎߦߏ⚫㗂ߚޕ

 ࠲ࠗ࠻࡞㧦⥄ὼἴኂߣ㒐ἴߦ㑐ㅪߒߚᬺߩታ〣̆ᗲᢎᄢߢߩ⚫̆
ᣣᤨ㧦 2012 ᐕ 2  27 ᣣ㧔㧕16㧦40㨪18㧦00
႐ᚲ㧦 ╙ 1 ᣉ⸳↢ද 2 㓏ࡂࡦ࠭
ኻ⽎㧦 ᢎ⡯ຬޔቇ↢ޔቇᩞᢎຬ⥄ޔὼἴኂ߿㒐ἴߦ㑐ᔃߩࠆᏒ᳃ߩ⊝᭽
ࡐࠬ࠲㧦

    


㧙㧙

ႎ๔㧦
2  27 ᣣ㧔㧕 ╙ޔ1 ↢ද 2 㓏ࡂࡦ࠭ߦ߅ߡޔ
 ╙ޟ4 ࿁ LA 㒐ἴࡒ࠽߇ޠ㐿ߐࠇ
ߚޔߪࠇߎޕᢥㇱ⑼ቇ⋭․⚻⾌ޟᢎຬ㙃ᚑ♽ᄢቇߩ․⦡ࠍᵴ߆ߒߚࡌ࡞ࠕ࠷ဳ
ᢎ⢒ߩ᭴▽ߦะߌߚข⚵৻ߩޠⅣߣߒߡታᣉߒߡࠆޕ3  11 ᣣߦ╩⠪߇᧲ᣣᧄߩᄢቇߢ
ⵍἴߒߚߎߣ߇ᄾᯏߣߥࠅޔ6 ߦࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ઍߩᄢỈ⑲ᢎߩឭ᩺ߢ┙ߜߍࠄ
ࠇߚޕ
࿁ߪޔᤊඳᐘಎᢎ㧔ℂ⑼ᢎ⢒㧕ߦࠃࠆ⥄ޟὼἴኂߣ㒐ἴߦ㑐ㅪߒߚᬺߩታ〣̆ᗲᢎ
ᄢߢߩ⚫̆ߣޠ㗴ߒߚ⻠Ṷ߇ߥߐࠇߚޕ
౨㗡ߩߐߟߢᄢỈᢎߪޔ
᧲ޟᶏ㔡ߦ߃ߡᢎຬ㙃ᚑ♽ᄢቇߩቇ↢ߦ㒐ἴᢎ⢒ࠍⴕ
߁ߎߣ߇ᔅⷐߢࠆޠᣦࠍ⺑ޕ
ෳട⠪ߩ߁ߜޔᢎ 3 ੱ߇㜞ᩞߢቇࠍጁୃߒߚቇ⠌ᱧ߇ߞߚ߇ޔᤊಎᢎߪޔ4 
߆ࠄᣂᜰዉⷐ㗔ߩਅߢ↪ߔࠆ㜞ᩞቇߩᢎ⑼ᦠ߿ޔᄢቇߩᬺߢ↪ߡࠆࡊࡦ࠻ࠍ
㈩Ꮣߒޔቇߩਛߢᛒ߁⥄ὼἴኂߦߪ㔡⋚Ἣጊ᳇⽎ἴኂߥߤ᭽ޔ߇ࠆߢޘ㜞
ᩞߢߩቇ㔌ࠇ߇⪺ߒߚޔᄢቇߢᢎຬᔒᦸߩቇ↢ߚߜߦᢎ߃ߥߣߌߥߎߣࠍജ
⺑ߒߚ⟵⻠ޕౝኈߩઁޔᵴᢿጀߢߩታ⠌ߩࠬࠗ࠼߿ޔᶧ⁁ൻታ㛎ߩౕ߿ἫጊἯߥߤࠍ
ឭ␜ߐࠇߚᦨޕᓟߦޔᗲᢎᄢߩ㒐ἴᢎ⢒ߢ⠨ᘦߔߴ߈ὐߣߒߡޔ
ⵍޟኂࠍᦨዊߦᛥ߃⥄ޔὼ
ἴኂߣ߁߹ߊะ߈วߞߡߊߚߦ⥄ޔὼἴኂ㒐ἴߦ㑐ߔࠆዊਛ㜞ߢߩ߈ߜࠎߣߒߚᢎ
⢒߇ᔅⷐߪࠇߎޕᢎᏧߩജ㊂ᰴ╙ߢࠆߣޠㅀߴߚޕ
ㅜਛߢมળߦࠃࠅోޔຬෳടဳߩࠢࠗ࠭ᒻᑼߩޔቇᢎ⢒ߦ㑐ߔࠆᗧ឵߇ⴕࠊࠇߚޕ
ቇᢎ⢒ߪ㒐ἴߩߚߦᔅⷐߢࠆߣ߁ߩ߇ෳട⠪ߩ✚ᗧߢߞߚޕℂ⑼ᢎ⢒ߩ㜞ᯅ⌀
⡡ᢎߪޔቇߛߌߢߥߊ‛ޔℂߩጁୃ⠪߽ᷫዋߒߡࠆߎߣߩ㗴ࠍᜰ៰ߐࠇߚޕ
࿁ߪޔቇ↢߿Ꮢ᳃ߩෳട߇ࠅޔᵴ⊒ߥᗧ឵߇ߥߐࠇߚߎߣޔ߮㒐ἴᢎ⢒ߦ߅
ߡ㜞ᩞቇ߿⑼ቇߣ߁ቇ߇㊀ⷐߥᓎഀࠍᨐߚߔߎߣࠍឭ␜ߢ߈ߚߎߣ߇ᄢ߈ߥ
ᚑᨐߢߞߚޕ
㧔ౝጊ ᒄ⟤㧕

㧙㧙

ާᤊ᳁⊒ࠬࠗ࠼㧔৻ㇱᛮ☴㧕ި
㧦

㧙㧙

Υ ࡌ࡞ࠕ࠷ဳᢎ⢒ߩ᭴▽ߦะߌߡ

ઍቇ⧓⺖⒟ߩᢎ⢒ᚑᨐߣ⺖㗴
ᄢỈ ⑲

ᧄቇߢߪ  ᐕᐲࠃࠅޔ
ޟઍቇ⧓⺖⒟ߥ߆߿✭ޔࠇߐ⟎⸳߇ޠᒻߢߪࠆ߇ߦࠬࠦ ޔ
⽿છᢎຬࠍ㈩⟎ߒߚޔߪࠇߎޕᢥ♽߆ࠄℂ♽߹ߢࠍ⺖⒟ࠍ᭴ᚑߒߡ߅ࠅࠕ࡞ࡌޔ
࠷ဳᢎ⢒ࠍዷ㐿ߒߡࠆߩߎޔߪ⊛⋡ߩ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊᧄޕὐࠍᦨᄢ㒢ߦᵴ߆ߒ࡞ࡌޔ
ࠕ࠷ဳᢎ⢒ߩᚑᨐࠍᢎຬ㙃ᚑ⺖⒟ߩᢎ⢒ߦ߽ㆡ↪ߔࠆਛߢޔᢎຬ㙃ᚑ♽ᄢቇߣߒߡߩࠬ࠲ࡦ
࠳࠼ߣߥࠆၮ␆ᢎ⢒߅ࠃ߮ኾ㐷ᢎ⢒ࠍ᭴▽ߒࠃ߁ߣߔࠆ߽ߩߢࠆᧄޔ߃ࠁࠇߘޕᐕᐲߪ߹
ߕޔઍቇ⧓⺖⒟ࠍ᭴ᚑߔࠆฦࠦࠬ߆ࠄߘߩᚑᨐߣ⺖㗴ߦ㑐ߔࠆႎ๔ࠍߒߡߚߛߚޕ
 ߹ߕޟઍቇ⧓⺖⒟ోޠߦߟߡ◲නߦㅀߴߡ߅ߌ߫ߩߘޔℂᔨߪޔ
ޟ࿖㓙ㅢ↪ᕈࠍޠ㆐
⋡ᮡߣߒߚኾ㐷ၮ␆ᢎ⢒㊀ⷞဳߩ㧠ᐕࡌ࡞ࠕ࠷ᢎ⢒ߢࠆޕ
ޟ࿖㓙ㅢ↪ᕈޔߪߣޠ
ࠊ߫࿖㓙ᮡḰࠍḩߚߔੱ᧚ߩ⢒ᚑߢࠆ࡞ࡃࡠࠣޕൻ߇ㅴਛߦߞߡޔᓟ⇇ߪ⋉ࡏޘ
࠳ࠬൻ߇ㅴߺ⇣ޔᢥൻᵹ߽ᄢ߈ߊㅴዷߒߡߊߎߣ߇੍ᗐߐࠇࠆࠆߥ⇣ߜࠊߥߔޕቬ
ᢎ߿વ⛔ߩߦ᭴▽ߐࠇߡ߈ߚ⇇ߩ᭽ߥޘᢥൻࠍℂ⸃ߒޔሽࠍ࿑ߞߡߊߎߣ߇᳞ࠄࠇ
ߡࠆޕ
 ߎߩࠃ߁ߥℂᔨࠍ〯߹߃ߡઍቇ⧓⺖⒟ߢߪޔએਅߩਃߟߩᢎ⢒⋡ᮡࠍ⟎ߚޔߜࠊߥߔޕ
㧔㧕ᢎ⢒ᣇᴺߣᢎ⢒ౝኈߩޟ࿖㓙ㅢ↪ᕈޔ⏕ߩޠ
㧔㧕⑼ቇᛛⴚߩ㜞ᐲൻߦኻᔕߢ߈ࠆኾ㐷ၮ
␆ᢎ⢒ߩታޔ㧔㧕␠ળߩⶄ㔀ᕈߩℂ⸃ߣ㗴⸃ߩߚߩⶄ⌒⊛ⷞ㊁ߩഃㅧౕޕ⊛ߦߪޔ
వㅴ⻉ᄖ࿖ߢߪߔߢߦᏱ⼂ߢࠆㅳⶄᢙ࿁ߩᬺߩታᣉ⺖ޔ⒟ᮮᢿ⊛ߥㅢၮ␆ኾ㐷⑼⋡㧔.#
⑼⋡ߣ⒓ߔࠆ㧕ߩ⸳⟎ޔኾᐲߩዉߩᬌ⸛ߥߤߦࠃߞߡޟ࿖㓙ㅢ↪ᕈⷞ⊛⌒ⶄޟߣޠ
㊁ߩഃㅧ߇⏕ߩޠ࿑ࠄࠇߚߚ߹ޕฦᢎຬߩᦨవ┵ߩ⎇ⓥࠍบߦߒߚᢾᣂߥ⻠⟵ߣṶ⠌߿ታ
㛎⑼⋡ߩ⸳ቯߦࠃߞߡᔀᐩ⊛ߦၮ␆ቇജࠍߟߌࠆߎߣ߇⋡ᜰߐࠇߛߚޔᐢߛߌߩᢎ㙃ᢎ⢒
ߢߪߥߊ⑼ޔቇᛛⴚߩ㜞ᐲൻߦኻᔕߢ߈ࠆኾ㐷ၮ␆⢻ജࠍᜬߞߚੱ㑆ߩᢎ⢒߇࿑ࠄࠇߚޕ
 ᧄ⺖⒟߇వㅴ⻉ᄖ࿖ߩߦ୮ߞߡࡌ࡞ࠕ࠷ဳᢎ⢒ࠍ⋡ᜰߔߩߪࠆޔᗧߢߪޔቇ
ߩ㜞ᐲൻߦᔕߓߚ߽ߩߢࠅޔઍߩቇ჻⺖⒟ᢎ⢒ߪߘߎߢቢ⚿ߔࠆ߽ߩߢߪߥߊߦࠄߐޔ
㜞ᐲߥ⡯ᬺᢎ⢒ࠍฃߌࠆߚߩၮ␆ᢎ⢒ߢߥߌࠇ߫ߥࠄߥߣߩ್ᢿߦၮߠߡࠆ߆ࠄߢ
ࠆ⺖ᧄߢߎߘޕ⒟ߩතᬺ↢ߩㅴ〝ߪޔᓟᢛߐࠇࠆߎߣ߇੍ᗐߐࠇࠆ᭽ߥޘኾ㐷⡯ᄢቇ㒮߅
ࠃ߮⎇ⓥᄢቇ㒮߳ߩㅴቇߚ߹ޔᐢߊߟ߆ޔᷡᣂߢᷓቇߩၮ␆⍮⼂ࠍ↢߆ߒߡߩᣂߒဳ
ߩਛ╬ᢎ⢒ᢎຬߦࠄߐޔോຬ߿৻⥸ડᬺ߳ߩዞ⡯ߥߤߥ߹ߑ߹ߐޔᣇะ߇⠨߃ࠄࠇߚޕ
 એߩℂᔨߦၮߠ߈ޔઍቇ⧓⺖⒟ߦߪޔએਅߩࠃ߁ߥ㧢ࠦࠬ߇⸳ߌࠄࠇߚޔߒߛߚޕ࿖
㓙ᢥൻࠦࠬߦߪߦࠄߐޔ㧟ጁୃࡕ࠺࡞⥄ޔὼ⑼ቇࠦࠬߦߪޔ㧞ኾ߇⸳ߌࠄࠇߚޕ


㧙㧙

࿖㓙ᢥൻࠦࠬ㧔᰷☨ᢥൻጁୃࡕ࠺࡞ࠕࠫࠕޔᢥൻጁୃࡕ࠺࡞ޔ࿖㓙␠ળጁୃࡕ࠺࡞㧕
ᣣᧄ⺆ᢎ⢒ࠦࠬ
⥃ᐥᔃℂࠦࠬ
ㅧᒻᢥൻࠦࠬ
ᖱႎ⑼ቇࠦࠬ
⥄ὼ⑼ቇࠦࠬ㧔ቝቮ‛⾰⑼ቇኾޔಽሶᯏ⢻↢⑼ቇኾ㧕

ߎࠇࠄߩోࠦࠬࠍㅢߓߡޔઍቇ⧓⺖⒟ߩኾ㐷ᢎ⢒⑼⋡ߪޔㅢၮ␆ኾ⑼⋡ޔኾ⑼⋡ޔ
තᬺ⎇ⓥߡߞࠃߦ⋡⑼↱⥄ޔ᭴ᚑߐࠇߩࠬࠦߩࠇߙࠇߘޔᯏ⢻ࠍᨐߚߔߩߦᔅⷐߥኾ㐷⊛ᢎ
㙃ࠍୃߦࠄߐޔㅴࠎߢ⁛ഃ⊛⎇ⓥߩၮ⋚ࠍࠆ߽ߩߢࠆޕ
Ԙ ㅢၮ␆ኾ⑼⋡㧔.#㧕
 ㅢၮ␆ኾ⑼⋡ߪޔኾ㐷ၮ␆ᢎ⢒㊀ⷞဳߩࡌ࡞ࠕ࠷ᢎ⢒ߩⷐߢࠅߩࠬࠦઁޔ
ೋᱠ⊛ߥኾ㐷⑼⋡ࠍઁࠦࠬߩኾ㐷ኅߩ⻠⟵ߦ߅ߡቇ߱ߎߣߦࠃߞߡ⥄ޔᏆߩኾ㐷એᄖߩಽ
㊁ߢ߽Ᏹߦᦨᣂߩ⍮⼂ࠍ⏕ߒࠃ߁ߣߔࠆ߽ߩߢࠆ⺖ᧄߡߞࠃߦࠇߘޕ⒟ߢߪ⥄Ꮖߩኾ㐷ߩ
⏕ታߥၮ␆ࠍ࿕ࠆߣหᤨߦޔቇߩ⵿㊁ࠍᐢߍࠍࠄࠇߘޔᯏ⊛ߦ㑐ㅪઃߌߡ␠ޔળߩⶄ㔀
ᕈߩℂ⸃ߣ㗴⸃ߩߚߩⶄ⌒⊛ⷞ㊁ࠍᓧࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
ԙኾ⑼⋡㧔/5㧕
 ኾ⑼⋡ߪߩࠇߙࠇߘޔቇߩ⠌ᓧߦࠃߞߡ⥄Ꮖߩኾ㐷ߣߔࠆ㗔ၞߩ♖ᷓߥ⍮⼂ࠍ⠌ᓧߒޔ
⑼ቇ⊛ޔഃㅧ⊛⎇ⓥࠍ⋡⊛ߣߔࠆޕઍቇ⧓⺖⒟ߢߪޔኾ⑼⋡නࠍ৻ቯᢙჇടߔࠆߎߣߦ
ࠃߞߡޔኾ㐷ၮ␆ᢎ⢒ߩ㊀ⷞߣ߁ᆫࠍ␜ߒߦࠄߐޔㅳⶄᢙ࿁ߩᬺߩዉߥߤߦࠃߞߡޔ
ᔀᐩ⊛ߥၮ␆ജߩలታࠍ࿑ࠆߎߣ߇⁓ࠊࠇߡࠆޕ
Ԛතᬺ⎇ⓥ
 තᬺ⎇ⓥߪޔቇㇱߦ߅ߌࠆୃᬺࠍ㓸⚂ߒ⊒ߚ߹ޔዷߐߖߚ⎇ⓥࠍⴕޔතᬺ⺰ᢥޔතᬺ
╬ࠍឭߔࠆޕ
ԛ⥄↱⑼⋡
 ⥄↱⑼⋡ߪ⥄ࠦࠬߩኾ⑼⋡એᄖߩ⑼⋡ࠍߐࠄߦขᓧߒߡ⥄ޔᏆߩኾ㐷એᄖߩീቇࠍኾ
⊛ߦ⚵❱ൻߔࠆߩߦᓎ┙ߟޔߚ߹ޕᢎ⢒⡯ຬ⸵⁁ߩขᓧࠍᏗᦸߔࠆቇ↢ߦߪߩ⋡⑼↱⥄ޔ
නᢙߪߔߴߡᢎ⢒㑐ㅪ⑼⋡߅ࠃ߮ᢎ⡯ߦ㑐ߔࠆ⑼⋡ߩጁୃߦ߁ߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ

એਅߢߪޔฦࠬࠦߩޘ㧔ጁୃࡕ࠺࡞ޔኾ㧕߆ࠄߩᢎ⢒ᚑᨐߣ⺖㗴ߩႎ๔ࠍⴕ߁ߣߩߘޔߚ߹ޕ
ߦ  ᐕᐲߣᧄᐕᐲߦⴕࠊࠇߚ .# ⑼⋡ߦ㑐ߔࠆࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏߩႎ๔ࠍⴕ߁ޕ
㧔ߥ߅ޔઍቇ⧓⺖⒟
ߩᢎ⢒ᚑᨐߣ⺖㗴ߩ⺞ᩏߦ߅ߡߪ ޔᐕᐲߦ⎇ⓥຬߢߞߚౝጊᒄ⟤᳁ߩឭ᩺ࠍෳ⠨ߦߒߚޕ
㧕

㧙㧙



࿖㓙ᢥൻࠦࠬߩᚑᨐߣ⺖㗴
⮮ ⼾

࿖㓙ᢥൻࠦࠬߪ✚ߩߢ߹ࠇߘޔว⑼ቇ⺖⒟ߦߞߚ࿖㓙ᢥൻࠦࠬߣੱ㑆␠ળࠦࠬ␠ળ
⑼ቇኾୃࠍว૬ߒ ޔᐕᐲߦቇ⧓  ⺖⒟ߩ৻ߟߢࠆ࿖㓙ℂ⸃ᢎ⢒⺖⒟࿖㓙ᢥൻࠦࠬߦᡷ
⚵ߒߡᣣߦ⥋ߞߡࠆࠬࠦޕౝߦߪ᰷☨ᢥൻጁୃࡕ࠺࡞ࠕࠫࠕᢥൻጁୃࡕ࠺࡞࿖㓙␠
ળጁୃࡕ࠺࡞ߩ  ߟ߇ቇ⠌ߩᜰ㊎ߣߒߡ↪ᗧߐࠇߡࠆߩߘޕᢎ⢒ᣇ㊎ߪޔ⇇ฦߩᢥൻࠍ
✚ว⊛ቇ㓙⊛ߦ⎇ⓥߒ⻉ޔᢥൻ⋧ߩ㑐ଥࠍ߽ᛠីߒߡޔઍ␠ળ߇⋥㕙ߔࠆ⻉㗴ߦኻᔕ
ߢ߈ࠆޔᐢⷞ㊁ߣᷓቇ⼂ࠍᜬߟੱ᧚ߩ㙃ᚑࠍ⋡⊛ߣߒߡࠆߦ․ޕၞ⎇ⓥߩߺߢߪߥ
ߊࠍࠄࠇߘޔㅢⷰߔࠆᴦ⚻ᷣ╬ߩ␠ળ⑼ቇ⊛ߥᢎ㙃ࠍ㙃ᚑߔࠆጁୃࡕ࠺࡞㧔࿖㓙␠ળጁୃ
ࡕ࠺࡞㧕ࠍᜬߜࠬࠦޔౝㅢ⑼⋡㧔␠ޟળ⑼ቇߩၮ␆ޠ㧕ߦ߽ߘࠇ߇ᤋߐࠇߡࠆߩ߇․ᓽ
ߢࠆޕ
ߘߩᗧߢ߽߹ߐߦࡌ࡞ࠕ࠷ဳߩᢎ⢒ࠍታ〣ߒߡࠆࠦࠬߢࠆߣ߃ࠆޕ
 ߣࠅࠊߌ  ᐕᰴߦ߅ߡߜᣧߊޟ࿖㓙ᢥൻ㐷ࡒޔߒ⊒ࠄ⥄ࠍࡑ࠹ޔߌ⸳ࠍޠ᭽ޘ
ߥᣇᴺߢ⥄ࠄ⺞ߴޔᢥ₂߿⾗ᢱࠍᱜ⏕ߦޔߟᛕ್⊛ߦ⺒ߺࠍࠇߘޔᢥ┨ߦ߹ߣޔߒ⊒ޔ
⾰߿ᛕ್ߦᔕ╵ߔࠆ⢻ജࠍ㙃ᚑߒߡࠆઁߩߘޕᔅୃ⑼⋡ߦߪޟ࿖㓙⚻ᷣࠪࠬ࠹ࡓ⺰ޔޠ
⇣ޟ
ᢥൻࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦ⺰ޔޠ
ޟ࿖㓙㑐ଥ⺰ޠ
ޟޔᲧセᢥൻ⺰߇ޠਗ߮ోߦࠄߐޔቇ↢ߦ߿࿖㓙
⺆ߣߒߡቯ⌕ߒߟߟࠆ⧷⺆ߩࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦ⢻ജࠍ㜞ࠆᬺࠍᄖ࿖ੱᢎᏧߦࠃߞߡታ
ᣉߒߡࠆߚ߹ޕㆬᛯ⑼⋡ߦ᰷߽☨߿ࠕࠫࠕߩᱧผ߿ᢥൻߩઁߦޔ
␠ߣ࠳ࡦࠚࠫޟળޔޠ
⺆⸒ޟ
ቇผޠ
ޟޔ࿖ᢥቇ⻠⟵ߢ߹⋡⑼ߚߞߣޠਗߴࠄࠇߡࠆߩߎޕ߆ࠄߡ߽ࠬࠦᧄߦ߆ޔ
߇ቇ㓙ᕈߦንࠎߛၮᧄ⊛ᢎ㙃ࠍ㊀ⷞߒߡࠆ߆߇⍎ߦ␜ߐࠇߡࠆߣ߃ࠆߢࠈ߁ޕ
 ߎߩࠃ߁ߦቇ㓙ᕈߦንࠎߛᢎ⢒߇ⴕࠊࠇߡࠆ⚿ᨐޔතᬺᓟߪᢎຬޔോຬޔᣏⴕᬺޔ㊄Ⲣ
ᯏ㑐ߚߞߣࠞࡔޔᐢಽ㊁ߢᵴべߔࠆੱ᧚ࠍㅍࠅߒߡࠆޕ
 ߒ߆ߒቇ↢ߩ㑐ᔃ߇᰷☨ߦߊะ߇㗼⪺ߦࠄࠇޔᣣᧄࠍࠕࠫࠕၞౝߦ⸳ቯߒߡߟ
ࠆⷞὐࠍࠃࠅᷓࠆߎߣ߇᳞ࠄࠇߡࠆࠄ߬ߞ߽ߦࠕࠫࠕߪߦࠇߘޕ㑐ᔃࠍᜬߟቇ↢ࠍჇ
߿ߔߣ⸒߁ࠃࠅޔ᰷☨ߦ㑐ᔃߩࠆቇ↢ߦ߽ࠕࠫࠕၞౝߦࠆᣣᧄߩ┙ߜ⟎ߦߟߡߩ
ℂ⸃ࠍࠃࠅᷓߐߖࠆߎߣ߇᳞ࠄࠇߡࠆߣ⸒߃ࠆޕ
એਅߢߪޔ࿖㓙ᢥൻࠦࠬߦ߅ߡ⸳ߌࠄࠇߡࠆฦጁୃࡕ࠺࡞ޟߜࠊߥߔޔ᰷☨ᢥൻጁୃ
ࡕ࠺࡞ࠕࠫࠕޟޠᢥൻጁୃࡕ࠺࡞ޟޠ࿖㓙␠ળጁୃࡕ࠺࡞ߩߘޔߡߟߦޠᚑᨐߣ⺖㗴ߩႎ๔ࠍ
ⴕ߁ޕේⓂࠍነߖࠄࠇߚฦጁୃࡕ࠺࡞ߩઍߦߪᗵ⻢ߚߒ߹ߔޕ

㧙㧙



᰷☨ᢥൻጁୃࡕ࠺࡞ߩᚑᨐߣ⺖㗴
ᄢỈ ⑲
᰷☨ᢥൻጁୃࡕ࠺࡞ߩᢎ⢒⋡ᮡߩ߭ߣߟߪⶄߪࠆޔ߆ࠇߤߩ⺆⁛⧷ޔᢙߦߟߡޔታ
↪⊛ߥ㧠ᛛ⢻ࠍ⠌ᓧߔࠆߎߣߢࠆޕ㜞ᩞ߹ߢߩ㧢ᐕ㑆ߢጁୃᷣߺߩ⧷⺆ߦߟߡߪޔ࿖㓙ᢥ
ൻࠦࠬߩㅢㇱಽ㧔㧞ቇᐕ㧕ߣߒߡࡉ࠶ࠪࡘࠕ࠶ࡊߒߡࠆ߇ޔ߽ߡߟߦ⺆⧷ߩߘޔ᰷
☨ᢥൻጁୃࡕ࠺࡞ߢߪޔ࿖㓙⊛ߥᵴべ߇น⢻ߥ⒟ᐲߦߐࠄߦࡉ࠶ࠪࡘࠕ࠶ࡊߔࠆߎߣࠍ⋡ᮡ
ߣߒߡࠆߚ߹ޕ㜞ᩞ߹ߢߪᧂ⠌ߩ⁛⺆ߦߟߡ߽ޔታ↪⊛ߥࡌ࡞ߩᛛ⢻ࠍ⠌ᓧߔࠆߎߣ
ࠍ⋡ᮡߣߒߡࠆޕ
⸒⺆ߩ⠌ᓧߩߚߦ߽⥄ࠇߘߚ߹ޔߣߒߡ߽ߩ⺆⸒ߩߘޔ⢛᥊ࠍߥߔᐢᗧߢߩᢥൻࠍ
ℂ⸃ߔࠆߎߣߪ㕖Ᏹߦ㊀ⷐߢࠅࠍࠇߘޔ᰷☨ጁୃࡕ࠺࡞ߩ╙ੑߩᢎ⢒⋡ᮡߣߒߡࠆޕᢥൻ
ߣߪ✚⒓ߔࠇ߫ߩߘޔၞߩ⸒⺆ࠍਛᔃߣߒߚવ⛔⊛ߦฃߌ⛮߇ࠇࠆੱ㑆ⴕὑߩᒻᘒߢࠅޔ
ߘߩ‛ߢࠆߩࡉࠖ࠹ࠗࡀࠍࠄࠇߘޕᗵⷡࠍㅢߒߡޔᐢߊቇ߱ߎߣࠍ⋡ᮡߣߒߡࠆޕ
⸥ߩ⋡ᮡࠍ㆐ᚑߔࠆߚߦᧄޔጁୃࡕ࠺࡞ߦߪ⼾ࠆࠃߦࠞࡇࠬࡉࠖ࠹ࠗࡀޔንߥࠦ
ࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦṶ⠌ߩᬺ߇ࠆޟޔߡߟߦ⺆⁛⧷ޕ
㧔⸒⺆㧕ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦṶ⠌ޠ
ߣ߁Ṷ⠌⑼⋡߇㧵߆ࠄά߹ߢ⸳ቯߐࠇߡࠆߚ߹ޕ᰷☨ߩᱧผޔᕁᗐޔᴦ⚻ޔᷣࡘࡇࡐޔ
ࠞ࡞࠴ࡖߥߤࠍቇ߱⼾ንߥᢥൻ㑐ଥᬺ߇⸳⟎ߐࠇߡࠆޔ߫߃ߣߚޕ
ޟ᰷☨ผޔޠ
ືޟ
ቇผ⺑ޠ
ޟޔઍᕁᗐ⎇ⓥޔޠ
ޟઍ࠼ࠗ࠷ߩᴦߣ␠ળޠ
⚻ޟޔᷣߣ␠ળޠ
⧷ޟޔᢥቇ⺑ޔޠ
☨ޟ
ᢥቇ⺑ޠ
ࡄ࠶ࡠ࡛ޟޔᢥቇ․⺰ޔޠ
ࠞࡔࠕޟᢥൻ⎇ⓥޠ
ࠬࠡࠗޟޔᢥൻṶ⠌ޠ
ޔ
ࠬࡦࡈޟᢥ
ൻṶ⠌ޔޠ
࠷ࠗ࠼ޟᢥൻ⻠⺒ޔޠ
↢☨⧷ޟᵴᢥൻ⻠⺒ߩߤߥޠᬺ߇ࠆᧄޔߦࠄߐޕጁୃࡕ࠺࡞
ߢߪਛቇᩞޔ㜞ᩞ⧷⺆⸵ޔਛቇᩞ␠ળ⸵ߩขᓧ߇น⢻ߣߥߞߡࠆޕ
⸒⺆߮ᢥൻߩᢎ⢒ߪ৻ᦺ৻ޔᄕߦߘߩᚑᨐ߇ࠇࠆ߽ߩߢߪߥ߇ᧄޔጁୃࡕ࠺࡞ߢߪޔ
᰷☨ߩᄢቇ߳ߩᱜᑼߥ⇐ቇታ❣߇⼾ንߦࠆࠍ৻ޕߍࠇ߫ޔ2007 ᐕቇ↢એᓟߦ࡞ࡏޔ
ࠬ࠹ࠗ࠻ᄢቇ㧔☨࿖㧕ࡦࡑࡘ࠾ޔᄢቇ㧔⧷࿖㧕ࠢ࡞ࡉࠗࡈޔᢎ⢒ᄢቇ㧔࠼ࠗ࠷㧕߳ߩᵷ㆜⇐
ቇ↢ߣߒߡว⸘ 8 ฬߩઁߩߘޔᄢቇࠍߡޔભቇߦࠃࠆ⑳⾌⇐ቇ⠪߇ 9 ฬሽߔࠆޕ
᰷☨ߣ߁⇣ᢥൻߩℂ⸃ߪੱߥ⊛┙⥄ޔ㑆ࠍ⋡ᜰߔࡌ࡞ࠕ࠷ᢎ⢒ߘߩ߽ߩߢࠆ߇ޔ
․ߦࡌ࡞ࠕ࠷ဳᢎ⢒ߣߒߡജࠍࠇߡ߈ߚߩߪޔṶ⠌⑼⋡ߩᢎ⢒ౝኈߢࠆ⁛⧷ޕ
ߩ 3 ࠞ࿖⺆ߩࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦṶ⠌ߢߪޔㅳ 2 ࿁ߩᬺࠍ㐿⻠ߒߡޔ㓸ਛജࠍ㜞ޔᄙߊߩ
ቇ↢ߩᄖ࿖⺆ߦ߅ߌࠆࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦ⢻ജࠍ㜞ߡ߈ߚࠇߘޕએᄖߩ⻠⟵⑼⋡ߢ߽ࠗࡀޔ
࠹ࠖࡉߩᢎຬߩߺߥࠄߕޔੱ߆ߩᢎຬ߇ㅳⶄᢙ࿁ߩኻ⊛ᬺࠍ⹜ߺߡ߈ߚޔߪࠇߎޕᢎຬ
ᢙኻቇ↢ᢙߩᲧ₸߇⚂㧠ኻ㧝ߢࠅဳ࠷ࠕ࡞ࡌޔᢎ⢒ߣߒߡߪℂᗐ⊛ߛ߆ࠄߢࠆޕ

㧙㧙

ࠕࠫࠕᢥൻጁୃࡕ࠺࡞ߩᚑᨐߣ⺖㗴
ၴ ᶻሶ

 ᣣߩᣣᧄߪޔਛ࿖㖧࿖ࠍߪߓߣߔࠆㄭ㓞⻉࿖ߣߩੱ⊛⚻ᷣ⊛ᵹ߇৻ጀᵴ⊒ߣߥࠆ৻
ᣇߢޔ㗔㗴߿ᱧผ⼂㗴ߥߤߢߚ߮ߚ߮✕ᒛ㑐ଥ߇↢ߓߡ߅ࠅࠕࠫࠕࠄࠇߎޔ㓞࿖ߣߩ
⋧ℂ⸃ߪ߹ߔ߹ߔ㊀ⷐߥ㗴ߣߥߞߡ߈ߡ߹ߔࠕࠫࠕߢߎߘޕᢥൻጁୃࡕ࠺࡞ߢߪޔਛ࿖
ࠍਛᔃߣߔࠆࠕࠫࠕߩ࿖ߩޘᢥൻࠍᕁᗐᢥቇ␠ળߥߤ᭽ⷺߥޘᐲ߆ࠄ✚ว⊛ߦℂ⸃ߒត᳞
ߔࠆߚߩ⑼⋡ࠍ㐿ߡ߹ߔޕ
 ᣂߚߦࠕࠫࠕᢥൻጁୃࡕ࠺࡞ߩᚲዻߣߥߞߚੑᐕ↢ߪޔ೨ᓟᦼߢޟਛ࿖⺆Ṷ⠌Σ㨪Φࠍޠጁ
ୃߒޔਛ࿖⺆ߩၮ␆ࠍ࿕ޔਛ࿖⺆ߩࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦ⢻ജߣ⺒⸃ജࠍ㙃߹ߔઁޕၞࠍ
ᷓߊℂ⸃ߔࠆߦߪࠍ⺆⸒ߩߘޔ⠌ᓧߒ↢ߩ⾗ᢱߦ⸅ࠇࠆߎߣ߇ᦨ߽㊀ⷐߛߣ⠨߃ࠆ߆ࠄߢߔޕ
߹ߚㆬᛯ⑼⋡ߣߒߡࠕࠫࠕޟᖱࠕࠫࠕޟ߿ޠ㑐ଥผ⺑ޠ
ޔ
ޟਛ࿖ᢥቇ⎇ⓥ $ޠ
ޟਛ࿖ᕁᗐผ #ޠ
ޟਛ࿖⧓ⴚᢥൻ⺰ࠍߤߥޠ㐿⻠ߒߡ߅ࠅޔᄙᢥൻℂ⸃ߩߚߩၮᧄ⊛ߥ⍮⼂ࠍりߦߟߌ߹ߔޕ
ߘߒߡਃᐕ↢ߦߥࠆߣޔ
ޟਛ࿖ᢥቇผޠ
ޟਛ࿖ᢥൻผޠ
ޟਛ࿖ᕁᗐ⎇ⓥޠ
ޟਛ࿖ㄭઍᴦᕁᗐผΣ
Τޔⴕࠍ⟵⻠ߩ╬ޠਛ࿖ߩᢥቇᢥൻᕁᗐᴦߥߤߩฦಽ㊁ߦߟߡࠃࠅኾ㐷⊛ߥ⍮⼂
ߩ⠌ᓧࠍ⋡ᜰߒ߹ߔޟߚ߹ޕਛ࿖⸒⺆ᢥൻผΣΤޠ
ޟਛ࿖ㄭઍᢥቇ⻠⺒ΣΤߩࠕࠫࠕޟޠ
ᴦߣ␠ળΣΤޠ
ޟਛ࿖ઍᴦผޠ
ࠕࠫࠕޟᢥൻṶ⠌ߤߥޠᄙߊߩṶ⠌߇ㆬᛯᔅୃߣߥߞߡ
߹ߔߩࠄࠇߎޕṶ⠌ߪޔਛ࿖⺆ߩ⾗ᢱࠍᱜߒߊ⺒⸃ߔࠆ⢻ജࠍりߦߟߌࠆߣߣ߽ߦޔਛ࿖ࠍ
ਛᔃߣߔࠆࠕࠫࠕߩᢥൻࠍ⸒⺆ᢥቇᴦ␠ળߥߤࠄࠁࠆⷺᐲ߆ࠄ⠨ኤߔࠆ߽ߩߢߔޕ
߹ߚතᬺ⺰ᢥߩࠍᔨ㗡ߦ⟎ߡޔ㗴ࠍ⊒ߒ⺞ᩏಽᨆߔࠆ⢻ജࠍᶩ㙃ߔࠆߎߣߦ߽ജࠍ
ࠇߡ߹ߔޕ
 තᬺ⺰ᢥߪޔቇ↢߇⥄↱ߦ⺖㗴ࠍ⸳ቯߒߡߒ߹ߔޕ྾ᐕ↢㐿⻠ߩࠕࠫࠕޟᢥൻ⺰ᢥṶ⠌ޠ
ߢ⺰ᢥᚑߦߚߞߡߩ⾗ᢱߩᛒᣇߣᬌ⚝ᣇᴺߡ┙ߩ▵┨ޔᣇߥߤࠍ⏕ߒޔቇ↢ߘࠇߙࠇ
ߩ⺖㗴ߦߟߡߤߩࠃ߁ߦ⠨ኤࠍㅴߡߌ߫ࠃ߆ࠍߦᜰዉߒ߹ߔޕ೨ᦼߩᦨᓟߦߪޔ
ࠕࠫࠕᢥൻጁୃࡕ࠺࡞ߩත⺰ߦขࠅ⚵ోቇ↢ߣᢎຬ߇㓸߹ߞߡਛ㑆⊒ળࠍⴕ߹ߔޕ
ฦቇ↢߇᭴ᗐࠍ⊒ߒߡߟߦࠇߘޔᢎຬ߇ߘࠇߙࠇߩኾ㐷ಽ㊁߆ࠄഥ⸒ࠍⴕ߹ߔࠕࠫࠕޕ
ᢥൻጁୃࡕ࠺࡞ߢߪޔਥᩏߣߥࠆᢎຬ߇ਛᔃߣߥߞߡ⺰ᢥᜰዉࠍⴕ߹ߔ߇ޔၮᧄ⊛ߦߪ㓸࿅
ᜰዉࠍขߞߡ߹ߔߩߘޕᣇ߇ޔᐢⷞ㊁ޔᄙⷺ⊛ߥⷞὐߩ₪ᓧߦ❬߇ࠆ߆ࠄߢߔޕ
 ߎߩࠃ߁ߥࠕࠫࠕᢥൻጁୃࡕ࠺࡞ߩᢎ⢒ߪ⇣ޔᢥൻℂ⸃ࠍ⋡ᜰߒߡࠆὐߩߚߩߘޔၮ␆
⊛⢻ജߣߒߡਛ࿖⺆ߩ⠌ᓧߦജࠍࠇߡࠆὐߩߟ৻ߡߒߘޔኾ㐷ಽ㊁ߦ㓸ਛ⊛ߦขࠅ⚵ߩ
ߢߪߥߊ⺆⸒ޔᢥቇᕁᗐᴦ␠ળߥߤᄙ᭽ߥಽ㊁ࠍ✚ว⊛ߦቇ߱ߎߣߦࠃߞߡᄙⷺ⊛
ߦ㗴ࠍ⠨ኤߔࠆ⢻ജࠍ⢒ᚑߒ⺖ߚߒ⊒ࠄ⥄ޔ㗴ߦขࠅ⚵තᬺ⺰ᢥߦߟߥߍߡࠆὐߥߤ
ߦ߅ߡဳ࠷ࠕ࡞ࡌޔᢎ⢒ߩᣇะᕈࠍᜬߟ߽ߩߣ⸒߃߹ߔޕ

㧙㧙



࿖㓙␠ળጁୃࡕ࠺࡞ߩᚑᨐߣ⺖㗴
㕍᎑ ᢅ

㧨ⷐ㧪 ࿖㓙␠ળጁୃࡕ࠺࡞ߪޔᴺᓞቇޔᴦቇ⚻ޔᷣቇ␠ޔળቇߩ␠ળ⑼ቇߩ⻉ಽ㊁ߦߟ
ߡᐢߊቇ⠌ߔࠆߎߣࠍㅢߓߡဳ࠷ࠕ࡞ࡌޔᢎ⢒ߩ⋡ᜰߔᄙ᭽ߥ⍮⼂ߦၮߠߚᢎ
㙃ߩ⼾߆ߥੱ᧚ߩ⢒ᚑࠍⴕߞߡࠆޕ
ߘߩࠃ߁ߥᢎ⢒ߪኾ㐷ቇㇱߩ⋡ᜰߔࠬࡍࠪࡖࠬ࠻ߣߒߡߩኾ㐷⡯ߩ㙃ᚑߦኻߒߡࡀޔ
ࠬ࠻ߣߒߡߩኾ㐷⡯ߩ㙃ᚑߣ߁ᣂߚߥᤨઍߩੱ᧚࠾࠭ߦࡑ࠶࠴ߒߡ߅ࠅޔ᳃㑆ડᬺޔ
ോຬߪߦࠄߐޔᢎຬ߿⎇ⓥ⠪ߥߤߩᐢಽ㊁ߢᵴべߒߡࠆޔߚ߹ޕᢎ㙃ᢎ⢒ߢᰳᅤߒߡ
ࠆߣ⠨߃ࠄࠇߡࠆኾ㐷ᕈߦߟߡ߽ޔᣣ㌁ࠣࡦࡊߢߩఝ⑲⾨ߩฃ⾨ߦ␜ߐࠇࠆࠃ߁ߦኾ
㐷ቇㇱࠃࠅ߽ఝࠇߚᚑᨐࠍߍߡ߅ࠅޔ㜞ߊ⹏ଔߐࠇߡࠆޕ

㧨⚫㧪 ⚻ᷣቇ㧦ࡌ࡞ࠕ࠷ဳߩᢎ⢒ߣߒߡ⚻ޔᷣቇࠍኾ㐷ߣߒߥቇ↢ࠍኻ⽎
ߦ⥝ߟ߆ޔߊߔ߿ࠅ߆ࠊޔࠍᷓࠄࠇࠆࠃ߁ߥᬺߣߒߡ⚻ᷣቇߦ㑐ߔࠆࠕࠢ࠹ࠖࡉ࠾
ࡦࠣࠍⴕߞߡࠆޕᄢቇߦ߅ߌࠆ⚻ᷣቇᢎ⢒߇ℂ⺰ਛᔃߢࠆߎߣ߇ቇ↢ߩ⥝㑐ᔃࠍૐߊߒ
ߡࠆ㕙߇ࠅ⾏ޔᤃࠥࡓ߿ᩣᑼᛩ⾗ࠥࡓߥߤߩ⚻ᷣࠥࡓ߿⥄࠲࡛࠻ޔേゞޔᣂᣣᧄ
㋕ޔਛㇱ㔚ജߥߤߩડᬺቇࠍⴕ߁ߎߣߢታߩ⚻ᷣᵴേߦኻߔࠆ㑐ᔃࠍ㜞ࠍࠄࠇߘޔℂ⺰
⊛ߦಽᨆߔࠆ⢻ജߩ⢒ᚑࠍ࿑ߞߡࠆޕ
ߎߩࠃ߁ߥታ〣ߪ␠ޔળੱၮ␆ജߣߒߡᔅⷐߥ⚻ᷣ⊛⍮⼂ߩᢎ⢒ߦ㑐ߔࠆࡌ࡞ࠕ࠷
ဳᢎ⢒ߦࠃࠆዷ㐿ߣߒߡ㜞ߊ⹏ଔߐࠇߡࠆ⚻ ޔߚ߹ޕᷣቇࠍኾ㐷ߣߒߥᄙߊߩቇㇱߦ߅
ߡታ〣߇น⢻ߢࠆޕ

㧨ࡌ࡞ࠕ࠷ဳᢎ⢒ߩᚑᨐߣߒߡߩࡐࠗࡦ࠻㧪  ᐕᐲ೨ᦼߩ  ᐕ↢ߩᔅୃߩ࿖㓙⚻
ᷣࠪࠬ࠹ࡓ⺰ߦ߅ߌࠆታ〣߇⚻ޔᷣℂ⺰ߣߘࠇࠍ〯߹߃ߚࠕࠢ࠹ࠖࡉ࠾ࡦࠣߩᬺߣߒߡ
⹏ଔߢ߈ࠆޕ
㧝㧚⚻ᷣቇߪࡌ࡞ࠕ࠷ߩ⍮⼂ߣߒߡᰳ߆ߔߎߣߩ᧪ߥಽ㊁ߢࠅ⚻ޔᷣቇߦ㑐
ߒߡⓍᭂ⊛ߥᢎ⢒ࠍዷ㐿ߒߡࠆޕ
㧞㧚⚻ᷣߦߟߡߪ㜞╬ቇᩞ߹ߢߢᱴߤᢎ߃ࠄࠇߡߥߚ⚻ޔᷣቇߩℂ⺰ߣߘࠇࠍ〯߹
߃ߚࠕࠢ࠹ࠖࡉ࠾ࡦࠣߦࠃࠆᬺታ〣ࠍⴕ߁ߎߣߢ⥝㑐ᔃࠍ㜞ޔℂ⸃ࠍᷓߡࠆޕ


㧨ෳ⠨㧪 ᧄቇߦ߅ߌࠆ⚻ᷣቇߦ㑐ߔࠆࠕࠢ࠹ࠖࡉ࠾ࡦࠣߦࠃࠆᬺታ〣ߩ⚦ߪޔ੩ㇺ
ᄢቇ㜞╬ᢎ⢒⎇ⓥ㐿⊒ផㅴࡦ࠲/156 JVVRUQPNKPGVNޕQTIRQTVCN ߦߡ⚻ޟޔᷣቇᢎ
⢒ߦ߅ߌࠆࠕࠢ࠹ࠖࡉ࠾ࡦࠣߩᵴ↪ޕߔ߹ߡࠇߐ⚫ߡߒߣޠ

㧙㧙



ᣣᧄ⺆ᢎ⢒ࠦࠬߩᚑᨐߣ⺖㗴
↰ ᑪ৻

㧝㧚ߎࠇ߹ߢߩᚲዻฬ⒓
 ✚ว⑼ቇ⺖⒟ ᣣᧄ⺆ᢎ⢒ࠦࠬ
 ቇ⧓㧠⺖⒟ ࿖㓙ℂ⸃ᢎ⢒⺖⒟ ᣣᧄ⺆ᢎ⢒ࠦࠬ
 ઍቇ⧓⺖⒟ ᣣᧄ⺆ᢎ⢒ࠦࠬ

㧞㧚ᣣᧄ⺆ᢎ⢒ࠦࠬߩᢎ⢒ߩ․ᓽߣᚑᨐ
 ᒰࠦࠬߪᣣᧄ⺆ࠍᲣ⺆ߣߒߥੱߦޘᣣᧄ⺆ࠍᢎ߃ࠆߚߩ⍮⼂߿ᛛ⢻ࠍりߦઃߌޔᶏᄖޔ
࿖ౝߩߐ߹ߑ߹ߥⅣႺߢᣣᧄ⺆ᢎ⢒ࠍታ〣ߢ߈ࠆੱ᧚ߩ⢒ᚑࠍ⋡ᮡߦߒߡࠆޕᣣᧄ⺆ᢎᏧߦ
ߪޔᣣᧄ⺆ቇ߿ᣣᧄ⺆ᢎᴺએᄖߦ⺆⸒ޔቇ╙ޔੑ⸒⺆⠌ᓧ⇣ޔᢥൻℂ⸃ᢎ⢒ߥߤߩ⍮⼂߇ᰳ
߆ߖߕޔቇౝߩ⇐ቇ↢ะߌߩᬺࠍ߁ᣣᧄ⺆ᢎ⢒ታ⠌߽ޔᢥൻᐡߩޟᣣᧄ⺆ᢎ⢒ߩߚ
ߩᢎຬ㙃ᚑߦߟߡޠ
㧔ᐔᚑ 12 ᐕ㧕ߦᴪߞߡࠞࠠࡘࡓࠍ✬ᚑߒߡࠆޔߚ߹ޕㄭ㓞ߩዊቇ
ᩞߢߩᄖ࿖ੱఽ┬ߦኻߔࠆᣣᧄ⺆ᡰេ߿ᒰၞߩᄖ࿖ੱߩߚߩࡏࡦ࠹ࠖࠕᣣᧄ⺆ᢎቶ
ߥߤޔቇ↢߇ᢎቶߢりߦઃߌߚ⍮⼂߿ᛛ⢻ࠍታ〣⊛ߦᔕ↪ߔࠆᯏળࠍਈ߃ߡࠆޕ
 ቇㇱᲑ㓏ߢߩᢎ⢒ߩߚޔතᬺᓟߔߋᶏᄖߩᢎ⢒ᯏ㑐ߢᣣᧄ⺆ࠍᢎ߃ࠆߣ߁ࠤࠬߪޔഃ
┙ೋᦼߩ㕍ᐕᶏᄖදജ㓌ߩ႐วࠍߩߙ߈ࠅߥ߆ޔዋߥ߇ᧄޔቇࠆߪฬฎደᄢቇࠍߪߓ
ᄖㇱߩᄢቇ㒮ࠍୃੌߒߚᓟޔᣣᧄ⺆ᢎᏧߣߒߡᶏᄖߢᵴべߔࠆතᬺ↢ߪᄙޕᲤᐕතᬺ↢ߩ 2
ഀ⒟ᐲ߇ᄢቇ㒮ߦㅴቇߔࠆߩߎޕᢙᐕߪޔਛቇ㜞ᩞߩᢎ⡯ߦዞߊ⠪߇Ⴧടߒߡ߅ࠅޔ3㨪4 ഀ
ࠍභߡࠆߪઁޕോຬޔ㌁ⴕ⥸৻ޔડᬺߥߤߢࠆޕ
 ᦨㄭߪᄖ࿖ੱఽ┬↢ᓤ߳ߩᣣᧄ⺆ᡰេߦ㑐ࠊࠆቇ↢߇Ⴧ߃ߡࠆ߇ߩߎޔ㗴ߦᧄᩰ⊛ߦข
ࠅ⚵ੱ᧚ࠍ㙃ᚑߒߚߣᕁߞߡ߽ޔᒰࠦࠬߩࠞࠠࡘࡓߢߪዊቇᩞᢎຬ⸵߇ขᓧߢ߈
ߥὐ߇⺖㗴ߣߒߡᱷߐࠇߡࠆޕ

㧟㧚ࡌ࡞ࠕ࠷ဳᢎ⢒ߣߩ㑐ㅪ
 ᄖ࿖ੱఽ┬↢ᓤߦኻߔࠆᣣᧄ⺆ᡰេߦߐߒߡߪޔᢎ⑼ቇ⠌ߩᡰេࠍㅢߓߡᣣᧄ⺆ࠍ⠌ᓧߐ
ߖࠆ႐ว߇ᄙߩߘޕࠆޘᗧߢߪޔᣣᧄ⺆ᢎᏧߪዊਛቇᩞߩోᢎ⑼ߦ㑐ߒߡᦨૐ㒢ߩ⍮⼂ࠍ
߽ߞߡࠆߎߣ߇ⷐ᳞ߐࠇࠆޔߚ߹ޕᚑੱ߳ߩᣣᧄ⺆ᢎ⢒ߦ߅ߡߪޔቇ⠌⠪ߦߣߞߡߪᣣᧄ
⺆ᢎᏧ߇ᣣᧄੱߩઍߣ߁㕙߇ࠅߡߒ߁ߤޟ߫߃ޔᣣᧄߦߪ㔡߇ᄙߩ߆߁ߣޠ
ቇ⠌⠪߆ࠄߩ⾰ߦ╵߃ࠄࠇࠆߩߚࠆߌߟࠍ߃╵ߪࠆޔᚻᲑࠍ⍮ߞߡࠆߎߣ߇ⷐ᳞
ߐࠇࠆޔߜࠊߥߔޕᐢ৻⥸ᢎ㙃ࠍりߦઃߌߥߣ࿖㓙ᵹߩ╙৻✢ߦߪ┙ߡߥߣ߁ߎ
ߣߢࠆޕ

㧙㧙

⥃ᐥᔃℂࠦࠬߩᚑᨐߣ⺖㗴
㊁ ⌀♿
㧝㧚ฬ⒓ߩᄌൻ
✚ว⑼ቇ⺖⒟ੱ㑆␠ળࠦࠬੱ㑆㑐ଥㆬୃ
ቇ⧓㧠⺖⒟↢ᶦᢎ⢒⺖⒟↢␠ળࠦࠬ
ઍቇ⧓⺖⒟⥃ᐥᔃℂࠦࠬ

㧞㧚ઍቇ⧓⺖⒟⥃ᐥᔃℂࠦࠬߩᢎ⢒
ᢎ⢒⋡ᮡ
 ⥃ᐥᔃℂቇߣ␠ળቇࠍߦℂ⸃ߢ߈ࠆੱ᧚ࠍᢎ⢒߿⥃ᐥߩಽ㊁ߦヘߒߡߊߎߣࠍ⋡
ᮡߣߔࠆ␠ޔߦߚߩߘޕળቇߣ⥃ᐥᔃℂቇࠍ⛔วൻߐߖߚᒻߢߩᢎ⢒⎇ⓥࠍㅴዷߐߖޔ
␠ળቇ⥃ᐥᔃℂቇߩ⍮ߣ⥃ᐥ⊛ታ〣ߩਔ㕙߆ࠄቇ㓙⊛ᢎ⢒ࠍⴕ߁ޕ
⥃ᐥᔃℂࠦࠬߩᢎ⢒ߩ․ᓽ
 ᧄࠦࠬߩᢎ⢒ߩ․㐳ߪ⥃ޔᐥᔃℂቇߣ␠ળቇߣߩࠦࡏ࡚ࠪࡦࠍㅢߒߡࠈߎߎޟ
ߣりߦੱޔ߃ࠄߣࠍޠะ߈ว߁⥃ޟᐥߩޠቇࠍㅊ᳞ߔࠆߎߣߦࠆ␠ޕળቇߣ⥃ᐥᔃℂ
ቇࠍ㧝ߟߩࠦࠬߢหᤨߦቇߴࠆࠞࠠࡘࡓߪߩઁޔᄢቇߦ㘃ࠍߥޕ㧝㧞ᐕᰴߦ߅
ߡߪ⥃ᐥᔃℂቇߣ␠ળቇߩਔಽ㊁ߩၮ␆ࠍりߦߟߌࠆߎߣࠍ⋡ᜰߒߡࠞࠠࡘࡓ߇⚵߹
ࠇߡࠆޕ㧞ᐕᰴ߆ࠄᓢߦޘኾ㐷⊛ቇ߮߇ㅴࠄࠇߡ߈ࠍࠇߘޔၮߦߒߡ㧟ᐕᰴߢߪታ⠌㧔␠
ળታ⠌♖ஜታ⠌㧕߇⚵߹ࠇ⥃ޔᐥߩቇ߮ߦ⚿߮ߟߌߡࠆޕ㧟ᐕᰴ߆ࠄᆎ߹ࠆ
ࡒ㧔␠ળ⎇ⓥ⥃ޔᐥᔃℂቇ⎇ⓥ㧕ߪ㧠ᐕᰴ߹ߢ⛯߈ޔฦ⥄ߩ࠹ࡑࠍ⎇ⓥߔࠆߎߣߣߥ
ࠆޕ
 ᧄࠦࠬߢߪ␠ળ჻㙃ᚑ⺖⒟ߣߒߡนࠍฃߌߡ߅ࠅޔ㧟ಽߩ㧞ࠍ߃ࠆቇ↢߇␠ળ
჻ฃ㛎⾗ᩰࠍᓧࠆߚߩጁୃࠍߒߡࠆ␠ޕળ჻ฃ㛎⾗ᩰߪޔᔃℂቇࠍਛᔃߦ⎇ⓥߔࠆ
ቇ↢߽ቇࠍਛᔃߦ⎇ⓥߔࠆቇ↢߽߽ࠇߕޔขᓧߢ߈ࠆࠃ߁ߦ㈩ᘦߐࠇߡࠆ␠ޕળ
჻࿖ኅ⹜㛎ߩวᩰ₸ߪޔᐔᚑ  ᐕᐲߦ ࠍ㆐ᚑߒߚޕ㧔ో࿖ߩวᩰ₸ᐔဋߪ 㧕
තᬺᓟߩㅴ〝
 ᧄࠦࠬߢᔃℂቇࠍਛᔃߦ⎇ⓥߒߚ⠪ߩ߁ߜࡦ࠙ࠞޔ㧔⥃ᐥᔃℂ჻㧕ࠍ⋡ᜰߔ⠪ߪᄢ
ቇ㒮ߦㅴቇߔࠆᔅⷐ߇ࠆߪߢࠬࠦᧄޔߚߩߘޕᄢቇ㒮ㅴቇ⠪߇㧠ᐕ↢ߩ߅ࠃߘ㧟ಽߩ㧝
ߢࠆ␠ޔߚ߹ޕળಽ㊁ࠍᏗᦸߔࠆ⠪ߪ␠ޔળ჻⾗ᩰࠍขᓧߔࠆᔅⷐ߇ࠆߚ߅ޔ
ࠃߘ㧞ಽߩ㧝ߩቇ↢߇࿖ኅ⹜㛎ࠍฃ㛎ߔࠆޕ

㧙㧙

ౕ⊛ߥㅴ〝ߪએਅߩࠃ߁ߦߥߞߡࠆޕ
ോຬ㧔࿖ㅢ⋭ޔᗲ⍮⋵ޔฬฎደᏒޔಿ⼱Ꮢ⏉ޔධᏒઁ㧕␠ޔળද⼏ળ㧔ฬฎደᏒޔ
ၔᏒޔಿ⼱Ꮢޔᐘ↰↸ઁ㧕␠ޔળᣉ⸳㧔ᵿ᧻දቇ⥢ ઁ㧕
∛ޔ㒮㧔ಿ⼱⼾↰✚ว∛㒮ઁ㧕
ޔ
৻⥸ડᬺ㧔ᗲ⍮㌁ⴕޔᚲઁޔ㧕
ޔᄢቇ㒮㧔ᗲ⍮ᢎ⢒ᄢቇ ઁ㧕
ᚑᨐߣ⺖㗴
 ᧄࠦࠬߩතᬺ↢ߩㅴ〝ߪޔᄢቇ㒮ㅴቇ߇㧟ಽߩ㧝ޔኾ㐷⡯ߣߒߡߩዞ⡯߇㧟ಽߩ㧝⥸৻ޔ
ડᬺോຬ╬ߩዞ⡯߇㧟ಽߩ㧝ߣ߁ߩ߇ᐕߩะߢࠆߩߟ৻ߪߣߎߩߎޕᢎ⢒ᚑᨐߣ
ߒߡߍࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߛࠈ߁ޕ
 ⺖㗴ߣߒߡߪޔᢎຬߩᷫዋߦࠃࠅቇ↢ߦኻߒߡ߈⚦߆ߥ㈩ᘦ߇ߒߦߊߊߥߞߡࠆߎߣ߇
ߍࠄࠇࠆޕ

㧟㧚߹ߣ  ࡌ࡞ࠕ࠷ဳᢎ⢒ߣߩ㑐ㅪ
 ᧄࠦࠬߢቇ߱ቇ↢ߪޔතᬺᓟߩ⥄りߩࠅᣇߩ৻ߟߣߒߡ࠰ࠪࡖ࡞ࡢࠞ߿ࠞ࠙ࡦ
ࠍ⋡ᜰߒߡࠆ߇ޔ⡯ᬺᢎ⢒ߣߒߡᧄࠦࠬ߇ࠆߩߢߪߥߊޔ㧠ᐕ㑆ࠍㅢߒߡቇ߱ߎߣ
ߪੱ㑆ቇߢࠅޔቇ㓙⊛ߢࠆޕቇ↢ߚߜߪޔᔃℂቇ߿ቇࠍߪߓ⥃ޔᐥືቇකቇᴺ
ቇߥߤࠍቇ߱ߎߣࠍߣ߅ߒߡ↢ޔ⠧∛ᱫࠍਥ㗴ߣߒߡߤߩࠃ߁ߦ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃ࠄߣࠍޠੱޟ
ࠆ߆ࠍ⠨߃ࠍࠇߘޔၮߦ⥄ࠄߩࠅᣇࠍ߽߁ߡߊߎߣߦߥࠆߩߎޕὐߦ߅ߡࠬࠦᧄޔ
ߪࡌ࡞ࠕ࠷ဳߦㄭᢎ⢒ታ〣ࠍߒߡࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ

㧙㧙



ㅧᒻᢥൻࠦࠬߩᚑᨐߣ⺖㗴
㆙⮮ ㅘ
ઍቇ⧓⺖⒟ㅧᒻᢥൻࠦࠬߪ ޔᐕ✚ว⑼ቇ⺖⒟✚วㅧᒻㆬୃߣߒߡ⊒⿷ߒߡએ᧪ᧄޔ
ᐕߢ  ࿁⋡ߩතᬺ↢ࠍㅍࠅߔ⿷⊒ޕᒰᤨ✚ޔวㅧᒻㆬୃߩᬺᒻᑼߪ᧲੩⮫ⴚᄢቇߩᎿ⧓⑼
ࠍ㔇ᒻߣߒ㊄Ꮏޔ㒻⧓ޔᨴ❱ޔṭ⧓ߦ࿖┙ᄢቇߢߪ໑৻ߩࠟࠬߣታᛛߣਗⴕߒߡ⟤ⴚผࠍട
߃ࠬ࠲࠻ߒߚߩੱࠞࡔࠕߪࠬࠟޕᢎຬޔᨴ❱ߦߪࡈࠖࡦࡦ࠼りߩᢎຬ߇ᜂᒰߔࠆߎ
ߣߢ࿖㓙⊛ߥㅧᒻᗵⷡࠍりߦߟߌࠆߎߣࠍ⋡ᮡߣߒߚ✚ޕว⑼ቇ⺖⒟ߣߒߡ⊒⿷ߒߚᓟߦ↢ᶦ
ᢎ⢒⺖⒟ޔઍቇ⧓⺖⒟ߣᄌㆫߒᣣߦ⥋ࠆࠬࠦޕฬ߽✚วㅧᒻㆬୃ߆ࠄㅧᒻᢥൻࠦࠬߦ
ᄌᦝߒߚޕ
 ᐕᰴߦߪߩߡߴߔޔታᛛࠍฃ⻠ߒ ޔᐕᰴߦߪ  ᐕᰴߦㆬᛯߒߚਛ߆ࠄ  ߟߩታᛛࠍㆬᛯߒ
ฃ⻠ߔࠆ ޕᐕᰴߦߪኾ㐷ߦಽ߆ࠇߘࠇߙࠇߩᎿ⧓ᛛᴺࠍቇ߮ ޔᐕᰴᓟᦼߦߪතᬺຠࠍ
ឭߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕታᛛߣห᭽ߦ ޔᐕ ᐕᰴߦߪᣣᧄ⟤ⴚผߣᵗ⟤ⴚผߩᬺࠍฃ
⻠ߔࠆߎߣߪᔅୃߢࠅ ޔᐕᰴߦߪ⟤ⴚผࠍኾߒ  ᐕᰴᓟᦼߦߪතᬺ⺰ᢥࠍឭߒߡතᬺ
ߔࠆቇ↢߽ࠆߩߎޕᬺᣇᑼߪ✚วㅧᒻ⊒⿷ᒰᤨ߆ࠄᄌࠊߞߡߥߩߘޕᓟޔታᛛߦࡊࡠ
࠳ࠢ࠻࠺ࠩࠗࡦࠍട߃ߚ߇ޔᢎຬᢙߩᷫࠍℂ↱ߦṭ⧓ᢎቶࠍᷫߔࠆߎߣߣߥࠆޕ

 ㅧᒻᢥൻࠦࠬߩᢎ⢒ߩ․ᓽ

ᐕ  ㅧᒻၮ␆ΣΤ ⛗↹ΣΤ 
 ⧓ⴚ⺰ #$
 ⟤ⴚผᜰዉΣ

ᐕ  ㅧᒻၮ␆ΥΦ ⛗↹Υ ᓂೞታᛛΣ
 ᵗ⟤ⴚผ⺰ΣΤ ᣣᧄ⟤ⴚผ⺰ΣΤ
 ࠺ࠩࠗࡦΣΤ
 Ꮏ⧓⺰ ⷞ⡬ⷡᢎ⢒ ⟤ⴚผᜰዉΤ ඳ‛㙚ቇΣΤ

ᐕ 㧔㊄Ꮏޔ㒻⧓ޔᨴ❱ࠬࠟޔ㧕ታᛛΣΤ ㅧᒻ᧚ᢱቇΣΤ ㅧᒻ⎇ⓥΣΤ
 ࡊࡠ࠳ࠢ࠻࠺ࠩࠗࡦΣΤ ࡊࡠ࠳ࠢ࠻⎇ⓥ ࠺ࠩࠗࡦ⺰
 ⟤ⴚผṶ⠌ #ΣΤ ⟤ⴚผṶ⠌ $ΣΤ

㧙㧙

 ⟤ⴚผᜰዉΥ

ᐕ 㧔㊄Ꮏޔ㒻⧓ޔᨴ❱ࠬࠟޔ㧕ታᛛΥΦ ㅧᒻ⎇ⓥΥΦ ㅧᒻᜰዉΣΤ
ࡊࡠ࠳ࠢ࠻࠺ࠩࠗࡦΥΦ
⟤ⴚผṶ⠌ #ΥΦ ⟤ⴚผṶ⠌ $ΥΦ
තᬺතᬺ⺰ᢥ 

 ㅧᒻᢥൻࠦࠬߩᢎ⢒ߩ․ᓽߪޟޔᎿ⧓ࠍޠゲߣߒߚᚻࠊߑߦࠃࠆ߽ߩߠߊࠅߣⴚ⟤ޟޔผޠ
ߣ߁⍮⼂ߣࠍⲢวߐߖࠆᢎ⢒ߦࠆޕࠍ✵ࠆޔߊ็ࠍࠬࠟޔࠆ❱ࠍ♻ޔ㊄ዻࠍ㍌ㄟߥ
ߤߘࠇߙࠇߩ⚛᧚ߦ⸅ࠇߥ߇ࠄᣇᴺࠍቇ߮ޔࠍࠫࡔࠗߩޘຠߦᛩᓇߒߡߊ⥄ޕὼ
߿వੱߚߜߩஉᬺߦᓇ㗀ฃߌߥ߇ࠄຠࠍߒߪߦᤨޔᄬᢌߒᶡࠍᵹߒᒻࠆ߽ߩߦߢ߈ߚ
ᤨߦߪḩ⿷ࠍᓧࠆ⥄ޔߪߢࠅߊߠߩ߽ޕಽ৻ੱߩജߢຠࠍㅧࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߣߪ㒢ࠄߕޔખ
㑆߿ᢎຬߩജࠍ୫ࠅࠆߎߣߢ⥄ಽߩℂᗐߣߔࠆㅧᒻຠࠍᚻߦߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕቇ↢ߚߜߪ
ࠍޠࠅߊߠߩ߽ޟㅢߒߡޔખ㑆ߣ┹วදജߒวߞߡ⥄ࠄߩຠߩቢᚑߦะ߆ߞߡ⓭߈ㅴࠎ
ߢߊߡߞ߿߁ߘޕㅧᒻᢥൻࠦࠬߩቇ↢ߪੱ㑆⊛ߦ߽ᚑ㐳ߒߡࠁߊޕ
 ቇᤨߦߪᒙߚߞ߆ߒޘቇ↢߇ޔතᬺᤨߦߪߡߒ߅ߣࠍޠࠅߊߠߩ߽ޟ⡺߿♖⊛ߦ߽ᚑ
㐳ߒജᒝ㗻ߦߥߞߡࠆߎߣߦ㛳ߊߎߣ߽ࠆޔߚ߹ޕᲤᐕߩතᬺᑼߢޟㅧᒻᢥൻࠦࠬߢ
ቇߴߚߎߣ߇ࠃ߆ߞߚࠆࠇߊߡߒߣޠቇ↢߇ᄙߊࠆߎߣߢㅧᒻᢥൻࠦࠬߩሽଔ୯ࠍታ
ᗵߔࠆޕ
 ቇ↢ߪޔຠߩᓟߦߪᔅߕຠࠍߒޔክᩏ߿⻠⹏ࠍฃߌߥߌࠇ߫ߥࠄߥߜߚ⑳ޕ
ߪ⻠⹏ળߣ߱߇ޔฦᢎຬ߇ឭ␜ߔࠆ⺖㗴ߦኻߒຠࠍߒዷ␜ߒޔᢎຬ߿ઁߩቇ↢ߦ
ᗧ࿑ࠍ⺑ߒߚࠅ߿ᛛᴺࠍ⸃⺑ߒߚࠅ⾰ޔ╬ߦ╵߃ࠆߎߣߢຠߦߟߡߟߥ߅ߔ
ᯏળࠍᓧࠆޕⓍᭂ⊛ߦዷߦຠߒߚࠅࡊ࡞ࠣޔዷ߿ዷߥߤߢ⥄ࠄߩຠࠍ⊒ߔࠆቇ
↢߽ᄙޕ

තᬺߣතᬺ⺰ᢥ

ㅧᒻᢥൻࠦࠬߢߪⴚ⟤ޔผࠍኾߒߡතᬺ⺰ᢥࠍឭߔࠆቇ↢ߣޔታᛛࠍኾߒߡතᬺ
ຠࠍឭߔࠆቇ↢ߣੑㅢࠅߦಽ߆ࠇࠆⴚ⟤ޕผࠍኾߔࠆቇ↢ߪ⛗↹߆ࠄᑪ▽ߦߚࠆ
᭽ߥޘ㗔ၞ߆ࠄ⥝ࠍᛴߊᨩࠍㆬᛯߒ⎇ⓥࠍⴕ߁ޕታᛛࠍኾߔࠆቇ↢ߪ᧚⚛ߩࠇߙࠇߘޔ
ࠍ⎇ⓥߒᤨ㑆ߣജࠍ⾌߿ߒࠍⴕ߁ޕතᬺߪߢ߹ࠇߎޔቇࠎߛߎߣࠍ⚿㓸ߒ⥄ࠄ߇࠹ޟ
ࡑࠍޠޔᣇ᩺߿ࡊࡦ࠹࡚ࠪࡦࠍⴕ߁ޕቇౝክᩏࠍฃߌࠆߛߌߢߪߥߊ߇ࠄ⥄ޔડ

㧙㧙

↹ㆇ༡ߒߡ⟤ⴚ㙚ߥߤߩߩ႐ߢතᬺዷࠍߔⴚ⟤ޕผࠍኾߔࠆቇ↢ߪޔතᬺ⺰ᢥ
ឭᓟⴚ⟤ޔผᜰዉᢎຬߦࠃࠆ⾰⇼ᔕ╵ߦࠃࠆ⹜㛎߽ⴕࠊࠇࠆޕ
߹ߚޔㅧᒻᢥൻࠦࠬߢߪ✚ޔวㅧᒻࠦࠬߣߒߡ⊒⿷ߒߡએ᧪ឭߐࠇߚතᬺຠߣ
තᬺ⺰ᢥߩਛ߆ࠄఝ⑲ߥຠࠍㆬ߮ߒ
ޟㅧᒻᢥൻࠦࠬᦨఝ⑲⾨ߡߒߣޠᓆߒ⒓߃ߡࠆޕ

තᬺ↢ߩㅴ〝

ㅧᒻᢥൻࠦࠬߢߪޔᵴേࠍ⛯ߌߡࠆੱߩਛߦޔㅧᒻኅߣߒߡ⁛┙ߒߡࠆੱ߇
ࠆߎߣߪ༑߫ߒߎߣߢࠆߩߘޕਛߦߪޔ࿖㓙⊛ߥዷ߿࿖ౝߩዷߦฃ⾨ߒߚࠅޔ࿖
ౝᄖߢዷ߿ࠣ࡞ࡊዷࠍߔߥߤ⋡ⷡ߹ߒᵴべࠍߖߡࠆੱ߽ࠆޕᄢቇߦᢎຬߣߒߡ
ᜰዉߦߚࠅߥ߇ࠄኅߣߒߡຠࠍ⊒ߔࠆੱ߽ᄙޔߚ߹ޕᄢቇߢ⠌ᓧߒߚᛛⴚࠍ↢߆ߒޔ
ߘࠇߙࠇߩᛛⴚ⠪ߣߒߡ㍌㊄ޔᨴ❱ޔࠬࠟޔ㒻⧓ߥߤߩᜰዉ⠪ߦߥߞߚࠅޔડᬺߦൕ⢻ജ
ࠍ⊒ើߔࠆቇ↢߽ࠆޕጟፒᏒࠢࡦࡦ࠲ߦ߅ߌࠆࠟࠬᢎቶߩᜰዉᜰዉຬߥߤၞ␠
ળߦ߅ߌࠆ↢ᶦᢎ⢒ᣉ⸳ߩᜰዉຬ߿ንጊᏒࠟࠬ⎇ⓥᚲߩᜰዉຬߩࠃ߁ߥၞߩኾ㐷ᢎ⢒ᯏ㑐
ߥߤޔၞ߿ᢎ⢒ߦ㑐ㅪߔࠆ⡯႐ߢᵴべߒߡࠆޕ
තᬺ↢ߩਛߦߪᧄቇߩᄢቇ㒮ࠍߪߓ࿖ౝޔ࿖ᄖߩ⟤ⴚ♽ᄢቇ⟤ⴚ♽ᛛⴚ㙃ᚑᯏ㑐ߦㅴቇ
ߔࠆੱߩഀว߇㜞ޕ
ᐔᚑ  ᐕᐲቇ↢߆ࠄߪ⟤ⴚ㧔ਛቇ㜞ᩞ㧕ߩᢎຬ⸵ࠍ⠌ᓧߢ߈ࠆࠃ߁ߦߥࠅޔතᬺᓟߎ
ࠇࠄߩಽ㊁ߢᵴべߔࠆතᬺ↢߽Ⴧടߒߡࠆޕ
ㄭᐕޔᄢቇ㒮ߦㅴቇߒߥ߇ࠄᢎຬណ↪⹜㛎ࠍฃ㛎ߔࠆቇ↢߽ࠆޔઁߩߘޕቇ⧓ຬߩ⾗ᩰࠍ
⠌ᓧߒ⟤ⴚ㙚╬ߦቇ⧓ຬߣߒߡዞ⡯ߔࠆੱ߿ޔോຬ߿৻⥸ડᬺߦዞ⡯ߔࠆතᬺ↢߽ࠆߒޕ
߆ߒߩઁޔᄢቇߣห᭽ߦㄭᐕ⇇ਇᴫ߿ᣣᧄ࿖ߩవⴕ߈ਇߩߚߦዞ⡯ߦ⧰ᖠߔࠆቇ↢߽ᄙ
ߊߥߞߡࠆޕ


 ᚑᨐߣ⺖㗴

 ⑳ߚߜߩฬ⒓ߪ✚ޔวㅧᒻㆬୃ߆ࠄㅧᒻᢥൻࠦࠬߦ✚ޔว⑼ቇ⺖⒟߆ࠄ↢ᶦᢎ⢒⺖⒟ࠍ
⚻ߡઍቇ⧓⺖⒟߳ߣ⒖ࠅᄌࠊߞߡࠆ߇ޔㅧᒻᢥൻࠦࠬߩℂᔨߪ৻⽾ߒߡⴚ⟤ޔᎿ⧓ಽ
㊁ߦ߅ߌࠆ⍮⼂߿ᛛⴚࠍりߦߟߌޔᜰዉ⊛ᓎഀࠍᨐߚߖࠆࠃ߁ߥੱ᧚ࠍ⢒ᚑߔࠆߎߣߢࠆޕ
 ᐕࠅ߇⚻ㆊߒߡޔතᬺᓟ߽ᵴേࠍ⛯ߌㅧᒻኅߣߒߡ⁛┙ߔࠆੱ߿ᢎຬ߿ᛛⴚᜰዉຬޔ
࠺ࠩࠗࡦ╬ߩ⟤ⴚߩಽ㊁ߢතᬺ↢߇ᵴべߒߡࠆߎߣߪ༑߫ߒߎߣߢࠆޔߒ߆ߒޕㄭᐕ

㧙㧙

⇇ਇᴫ߿ᣣᧄߩ᥊᳇߇ෂ߱߹ࠇߡࠆޕ᥊᳇߇ᖡߊߥࠆߣߩ♽ⴚ⟤ޔᄢቇࠍฃ㛎ߔࠆቇ↢ߩੱ
ᢙ߇ᷫዋߔࠆะߦࠆߎߣߪ♽ⴚ⟤ߩઁޔᄢቇ߽ㆱߌࠆߎߣߪߢ߈ߥߎߣߢࠆ♽ⴚ⟤ޕ
ᄢቇߦ߅ߡ↵ሶቇ↢ߩഀว߇ᷫዋߒߡࠆߎߣ߽ߘߩߎߣߣ㑐ㅪߒߡࠆߣ߃ࠃ߁ޕห᭽
ߦޔਇᴫߦߥࠇ߫ߥࠆ߶ߤޔቇ↢ߪዞ⡯ᵴേߦㅊࠊࠇᤨ㑆߿⚻ࠍ⾌߿ߐߥߌࠇ߫ߥࠄߕޔᢎ
⢒ታ⠌߽ࠅઁߩቇ↢ߣߩᬺࡍࠬ߇⁅ߞߡߒ߹߇ߜߢࠆޕㅧᒻᢥൻࠦࠬߢߪޔਥⷐ
 ಽ㊁ߦ৻ੱߩኾછᢎຬߒ߆߅ࠄߕޔታᛛಽ㊁ߦ߅ߡߪߩޘኻᔕ߇ࠃࠅᔅⷐߣߐࠇࠆߚ
ᢎຬߩ⽶ᜂ߇ࠃࠅᄙߊߥߞߡࠆޕ

 
߹ߣࡌ࡞ࠕ࠷ဳᢎ⢒ߣߩ㑐ㅪ

  ㅧᒻᢥൻࠦࠬߩᦨᄢߩ㝯ജߪ↢ࠅߊߠߩ߽ޟᵴߩ⼾߆ߐ⚛᧚ߣߩኻޕߔ߹ࠅߦޠ
ᢎ㙃߿⍮⼂ࠍᓧࠆߛߌߢߪߥߊޔߣߎࠆޔ⡞ߊߎߣޔߣߎࠆࠇ⸅ޔ༦ߋߎߣޔࠊ߁ߎߣߥ
ߤࠍߡߒ߅ߣࠍޠࠅߊߠߩ߽ޟ㛎ߔࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߔߡߟߦ᧚⚛ޔࡦࠗࠩ࠺߿ⴚ⟤ޕ⍮ࠆ
ߎߣߢ↢ᵴߪࠃࠅ⼾߆ߦߥࠅ߹ߔޕ
⍮⼂ߛߌߢቇ߮ߣ⸒߃ࠆߢߒࠂ߁߆ޕㅧᒻᢥൻߦࠦࠬߪޔ
ޟ㊄ዻޔ‛❱ޔࠬࠟޔ㒻⧓ߩ᧚⚛ߚߞߣޠኾ㐷ኅߣࠄࠇߘޔㆊ߆ࠄߦવࠊࠆ⧓ⴚ
ຠࠍવ߃ࠆኾ㐷ኅ߇߹ߔⴚ⟤ޕผߢ㑐ㅪߔࠆ⍮⼂ࠍりߦߟߌࠆߣߦ߁ߣࠅߊߠߩ߽ޔ
㛎ࠍߣ߅ߒߡᢎ㙃ࠍりߦߟߌࠄࠇࠆࠃ߁ߥᬺࠍ߅ߎߥߞߡ߈߹ߔޕ













㧙㧙


⟤ⴚผ⎇ⓥᣏⴕ


තᬺ⻠⹏ળ



㧙㧙

㍌㊄Ꮏᚱ㘑᥊
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㍌ㅧຠ
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ᨴ❱Ꮏᚱ


ᨴ❱ຠ


㧙㧙


ࠟࠬຠ


㒻⧓ຠ                ࠗࡦ࠳ࠬ࠻ࠕ࡞࠺ࠩࠗࡦຠ

㧙㧙



ᖱႎ⑼ቇࠦࠬߩᢎ⢒ᚑᨐߣ⺖㗴
 ᧁޘኼ

㧝㧚ฬ⒓ߩᄌൻ
✚ว⑼ቇ⺖⒟ ᖱႎ⑼ቇࠦࠬ
ቇ⧓㧠⺖⒟  ᖱႎᢎ⢒⺖⒟
ઍቇ⧓⺖⒟ ᖱႎ⑼ቇࠦࠬ

㧞㧚ઍቇ⧓⺖⒟ᖱႎ⑼ቇࠦࠬߩᢎ⢒
ᢎ⢒ߩ․ᓽ
 ᧄࠦࠬߢߪޔᖱႎ⑼ቇߩᷓℂ⸃ၮߠߊ⼾߆ߥ⊒ᗐޔ㜞ജߣ㗴⸃⢻ജࠍ߃ޔ
ᣂߒ␠ળࠍഃㅧߒߡߌࠆੱ᧚ߩ⢒ᚑࠍ⋡⊛ߦߒߡࠆޕ
 㧝ޔ㧞ᐕᰴߦߪޔᖱႎ⑼ቇߩၮ␆ℂ⺰ߦട߃⺰ޔℂ⊛ᕁ⠨ജߣࡊࡦ࠹࡚ࠪࡦߩࠬࠠ࡞
ࠍりߦઃߌߐߖࠆᬺࠍ↪ᗧߒߡࠆޕ
㧟ᐕᰴᓟඨ߆ࠄߪޔฦ⥄ߩቇⓥߒߚ࠹ࡑߦߘߞߡޔ
ࡒᒻᑼߢ⎇ⓥߩᣇᴺࠍቇ߫ߖࠆߣߣ߽ߦޔታ〣ജࠍりߦઃߌߐߖߡࠆޕ㩷
තᬺ↢ߩㅴ〝
 ᄙߊߪޔᖱႎࠪࠬ࠹ࡓ߿ᖱႎㅢାࡀ࠶࠻ࡢࠢߩᛛⴚ⠪ߣߒߡ৻⥸ડᬺ߳ዞ⡯ߒߡࠆ߹ޕ
ߚޔᖱႎࡔ࠺ࠖࠕ♽ߩડᬺ߿ᄢቇ㒮߳ㅴ⠪߽ࠆޕ
ᚑᨐߣ⺖㗴
 ᧄࠦࠬߢߪߩࠣࡦࡒࠣࡠࡊޔታ⠌ࠍⴕ߁ᔅୃߩᬺࠍⓍߺߍߢ㧟ߟ↪ᗧߒߡࠆޕ
ߕࠇߩᬺߢ߽ޔᚑߦ㧞㨪㧟ㅳ㑆߆߆ࠆᄢ߈ߥࡊࡠࠣࡓࠍᦨ⚳⺖㗴ߣߒߡ⺖ߒߡࠆߎޕ
ߩᦨ⚳⺖㗴ߩ⹏ଔߪޔᢎຬ߇ቇ↢ߣࡑࡦ࠷ࡑࡦߩ㕙ធߦࠃߞߡⴕߞߡࠆޕ㕙ធࠍฃߌࠆߚ
ߦߪߩࡓࠣࡠࡊޔ᭽ᦠ߇ᢎຬߩ೨ክᩏߦวᩰߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥ߁ߢߎߎޕ᭽ᦠ
ߪߥ߁ࠃߩߤޔ↪ࠍ࠲࠺ߥ߁ࠃߩߤޔᯏ⢻ࠍ߃ߚࡊࡠࠣࡓࠍᚑߒࠃ߁ߣߒߡࠆߩ
߆ࠍ⥄ޔὼ⸒⺆ߢ⸥ㅀߒߚ߽ߩߢࠆޕ
᭽ᦠክᩏ߽㕙ធ߽㧝࿁ߢวᩰߔࠆߎߣߪ߹ࠅߥߊޔ
ᢎຬߣቇ↢ߩࠠࡖ࠶࠴ࡏ࡞ࠍ➅ࠅߔㆊ⒟ߢޔቇ↢ߩജ߿⺰ℂ⊛ᕁ⠨⢻ജ߇⏴߆ࠇߡ
ࠆߥ߁ࠃߩߘޕലᨐࠍߍߡࠆ߇৻ޔ࿁ߩ㕙ធߦ㧟㧜ಽએ߆߆ࠆߎߣ߽ࠅޔല₸⊛ߥ㕙
ធࠍᎿᄦߔࠆߎߣ߇⺖㗴ߩ߭ߣߟߣߒߡࠆޕ

㧟㧚߹ߣ  ࡌ࡞ࠕ࠷ဳᢎ⢒ߣߩ㑐ㅪ
 ࡐ࠻ࠗ࠹ࠖࡦࠣ߿ࡊࡠࠣࡒࡦࠣߩᬺߦ߅ߡޔᢥ┨߿ࡊࡠࠣࡓࠍᚑߔࠆㆊ⒟
ࠍ㊀ⷞߔࠆߎߣߦࠃࠅޔ㗴⊒⼂ߣ⸃⢻ജ⺰ޔℂ⊛ᕁ⠨⊒ޔᗐജߥߤߩ᥉ㆉ⊛ߥ⢻ജ
ߩ⢒ᚑߦജࠍࠇߡࠆޕ

㧙㧙

⥄ὼ⑼ቇࠦࠬቝቮ‛⾰⑼ቇኾߩᢎ⢒ᚑᨐߣ⺖㗴
ఽ₹ ᐽ৻

1.

✚ว⑼ቇ⺖⒟߆ࠄઍቇ⧓⺖⒟߹ߢߩฬ⒓ߩᄌൻ
✚ว⑼ቇ⺖⒟ ✚วℂቇࠦࠬ
ቇ⧓㧠⺖⒟ ⅣႺᢎ⢒⺖⒟
ઍቇ⧓⺖⒟ ⥄ὼ⑼ቇࠦࠬ ቝቮ‛⾰⑼ቇኾ

2.

ઍቇ⧓⺖⒟ߩ⥄ὼ⑼ቇࠦࠬ ቝቮ‛⾰⑼ቇኾߩᢎ⢒
ᧄኾߪߩ⾰‛ޔ᭴ㅧߣᕈ⾰ࠍតⓥߔࠆ‛ޟᕈ‛ℂޠಽ㊁☸⚛ޔሶߩᕈ⾰߆ࠄ⥄ὼᴺೣࠍត

ⓥߔࠆ☸⚛ޟሶ‛ℂޠಽ㊁ޔቝቮߩߐ߹ߑ߹ߥ⽎ࠍតⓥߔࠆޟᄤᢥቇߩޠಽ㊁ࠍኾ㐷ߣߔࠆ
ᢎຬߢ᭴ᚑߐࠇߡ߅ࠅޔၮ␆ߣߥࠆޟജቇޟޠ㔚⏛᳇ቇޟޠ㊂ሶജቇ‛ޟ߮ࠃ߅ޠℂᢙቇࠍޠℂ
⺰ߣታ㛎ߩᬺࠍਛᔃߦቇ߱ࠍࠄࠇߘޕၮ␆ߣߒߡޔ⸥ฦಽ㊁߆ࠄฦ⥄࠹ࡑࠍㆬ߮ࠅࠃޔ
ᷓߊኾ㐷⊛ߦቇ߮ޔතᬺ⎇ⓥߦߟߥߍࠆޕ
⑼ቇᛛⴚߩၮ␆ࠍలಽߦቇࠎߛቇ↢ߩතᬺᓟߩዞ⡯వߣߒߡޔ㔚᳇㔚ሶൻቇ᳇⽎ࠛ
ࡀ࡞ࠡ㑐ㅪߩડᬺߥߤ߇ࠆޔߚ߹ޕോຬޔਛ㜞╬ቇᩞᢎຬߩㅴ〝߽ᄙᢙࠆࠄࠇߘޕ
ߩቇ↢ߩᄙߊߪࠅࠃޔ㜞ኾ㐷ᕈࠍ߽ߟਛ㜞╬ቇᩞᢎຬࠍ⋡ᜰߒߡ㧔߃ߡዊቇᩞߩ⸵ข
ᓧࠍᢎຬ㙃ᚑ⺖⒟ࠍㆬᛯߖߕߦ㧕ઍቇ⧓⺖⒟ߦቇߒߡࠆޕᄢቇ㒮ㅴቇߩቇ↢ߪୃޔ
ੌᓟߦߪડᬺߩ⎇ⓥ⡯ቇⴚ⎇ⓥᯏ㑐ޔቇᩞᢎຬޔቇ⧓ຬߥߤߣߒߡዞ⡯ߒߡࠆޕ
㧝ᦼ↢㧞㧤ฬߩㅴ〝⁁ᴫߪޔᄢቇ㒮㧟ฬޔോຬ㧝ฬޔડᬺ㧤ฬޔਛቇᩞᢎຬ㧤ฬޔ㜞ᩞᢎ
ຬ㧞ฬ⻠ޔᏧ㧟ฬ⇐ޔᐕ㧞ฬޔㅌቇ㧝ฬߢࠅޔ㧞ᦼ↢㧟㧜ฬߩㅴ〝⁁ᴫ㧔ᤨὐ㧕ߪޔᄢቇ
㒮㧟ฬޔോຬ㧞ฬޔડᬺ㧠ฬޔਛቇᩞᢎຬ㧥ฬޔ㜞ᩞᢎຬ㧠ฬ⻠ޔᏧ㧞ฬᧂޔቯ㧟ฬ⇐ޔᐕ
㧟ฬߢࠆޕቝቮᄤᢥ߿‛ℂቇߦ⥝ࠍᜬߜޔⓍᭂ⊛ߦቇ߷߁ߣߔࠆᆫࠍᜬߟቇ↢ࠍޔᲧ
セ⊛⏕ߢ߈ߡࠆ߇ޔᓟߎߩะࠍߤ߁߿ߞߡࠃࠅᒝൻߒߡߊ߆㧔තᬺ↢ߩㅴ〝వߩታ
❣ࠅ߽ߡ㧕߇⺖㗴ߢࠆߣ⠨߃ࠆޕ
3.

߹ߣ-ᒰࠦࠬߩࡌ࡞ࠕ࠷ဳᢎ⢒ߣߩ㑐ㅪ
ቇ♽ߣߒߡߩ‛ℂቇߪᏂᄢߢࠆ߇ߩߘޔᩮᐩߦࠆ⠨߃ᣇ㧔ታ㛎ታࠍㅢߒߡታࠍ

ࠄ߆ߦߒߩߘޔታࠍ⺑ߒᓧࠆᴺೣᕈࠍតࠆ㧕ߪන⚐ߢࠅࠍࠇߎޔ᭽ࠍࠬࠢ࠶ࡇ࠻ߥޘ
ㅢߒߡવ߃ࠆᬺ߇ဳ࠷ࠕ࡞ࡌޔᢎ⢒ߦߪㆡߒߡࠆߣ⠨߃ࠆ⟵⻠ޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕ
ߩౕ⊛ߥౝኈߪฃ⻠⠪ߩၮ␆⊛ቇജ߿ℂ⸃ᐲ㧔⢻ജ㧕
ߦᔕߓߡㆡಾߥ߽ߩࠍㆬ߱ᔅⷐ߇ࠅޔ
․ߦࠆࠁࠊޔᢥ♽ቇ↢ะߌߦߪޔኾߣߒߡߩࠞࠠࡘࡓߣߪߦ↪ᗧߔࠆᔅⷐ߇ࠆߣ
⠨߃ࠆޕ

㧙㧙

⥄ὼ⑼ቇࠦࠬಽሶᯏ⢻↢⑼ቇኾߩᚑᨐߣ⺖㗴
ਛ㊁ ඳᢥ
㧝㧚✚ว⑼ቇ⺖⒟ ✚วℂቇࠦࠬ⥄ὼ⑼ቇㆬୃ‛⾰⑼ቇ㗔ၞಽሶ⑼ቇࠣ࡞ࡊ߮↢⑼ቇ
㗔ၞ߆ࠄઍቇ⧓⺖⒟ߩ⥄ὼ⑼ቇࠦࠬಽሶᯏ⢻↢⑼ቇኾ߹ߢߩฬ⒓ߩᄌൻ
 ᐕߦ✚ว⑼ቇ⺖⒟✚วℂቇࠦࠬ⥄ὼ⑼ቇㆬୃ‛⾰⑼ቇ㗔ၞಽሶ⑼ቇࠣ࡞ࡊ߇ޔ
ⅣႺᢎ⢒⺖⒟‛⾰ⅣႺጁୃࡕ࠺࡞ߦᡷ⚵ߒߚޕ
 ᐕߦ✚ว⑼ቇ⺖⒟✚วℂቇࠦࠬ⥄ὼ⑼ቇㆬୃ↢⑼ቇ㗔ၞ߇ޔⅣႺᢎ⢒⺖⒟↢
ⅣႺጁୃࡕ࠺࡞ߦᡷ⚵ߒߚޕ
 ᐕߦⅣႺᢎ⢒⺖⒟‛⾰ⅣႺጁୃࡕ࠺࡞ߣ↢ⅣႺጁୃࡕ࠺࡞߇ઍቇ⧓⺖⒟⥄ὼ
⑼ቇࠦࠬಽሶᯏ⢻↢⑼ቇኾߦᡷ⚵ߒߚ

㧞㧚ઍቇ⧓⺖⒟⥄ὼ⑼ቇࠦࠬಽሶᯏ⢻↢⑼ቇኾߩᢎ⢒
ಽሶᯏ⢻↢⑼ቇኾߩᢎ⢒ߩ․ᓽ㧦ᧄኾߢߪޟޔൻቇߣ↢ޟޔޠಽሶߣޠ
ࠍࠠࡢ࠼ߣߒߡⶄޔ㔀ߥ↢⽎߿ߘࠇߦ㑐ࠊࠆಽሶߩᕈ⾰ᔕࠍൻቇߣ↢‛
ቇ߇Ⲣวߒߚᣂߚߥ┙႐߆ࠄቇ߮⎇ⓥߔࠆ↢ߡߒߘޕ⽎ࠍಽሶࡌ࡞ߢℂ⸃ߔࠆ
ߣหᤨߦޔൻቇ߿ಽሶ↢‛ቇߩಽ㊁ߦ߅ߌࠆ⻉㗴ߩ⸃ߣࡈࡢࡃࠗࠝߥߤ
ࡌ࡞߳ߩᔕ↪ࠍ⋡ᜰߔޔߚ߹ޕઍ⊛ᢎ㙃ߩ㊀ⷐߥᩇߩ৻ߟߢࠆ↢⑼ቇࠍ
ၮ␆߆ࠄᔕ↪߹ߢ♽⛔⊛ߦቇ߮ޔᷓቇ⼂ߣᔕ↪ജࠍ߃ߚኾ㐷ኅߣߒߡ␠ળߢᵴべ
ߢ߈ࠆὑߥੱ᧚ࠍ㙃ᚑߔࠆߎߣࠍ⋡ᜰߔޕ㧝ᐕᰴߢߪ⑼ޔቇో⥸ޔൻቇ߅ࠃ߮↢‛
ቇߩၮ␆ࠍቇ߱ޕಽሶᯏ⢻⑼ቇߣ↢⑼ቇࠍりߦ⌕ߌߡߊߚߦᔅⷐߥℂ⑼♽ᄢቇ
↢ߩၮ␆⊛⍮⼂ߩ⠌ᓧࠍ⋡ᮡߣߔࠆޕ㧞ᐕᰴ㧟ᐕᰴߢߪޔಽሶᯏ⢻↢⑼ቇߩኾ
㐷ಽ㊁ࠍ㊀ὐ⊛ߦቇ⠌ߔࠆޕኾ㐷⍮⼂ߩ⠌ᓧߦട߃ߩࠇߙࠇߘޔಽ㊁ߢ⇣ߥߞߚ⠨߃
ᣇߦធߔࠆߎߣߦࠃࠅޔᨵエߥ⊒ᗐജߩ₪ᓧࠍ⋡ᜰߔޕ㧠ᐕᰴߦߪޔฦ⥄߇ត᳞ߒߚ
࠹ࡑࠍㆬ߮තᬺ⎇ⓥߦขࠅ⚵ߎߣߢޔ㧟ᐕᰴ߹ߢߦ⠌ᓧߒߚ⢻ജߩߐࠄߥࠆะ
ࠍ⋡ᜰߔޕ
තᬺ↢ߩㅴ〝㧦 ᐕᐲතᬺ↢ߩ႐วޔᄢቇ㒮߳ߩㅴቇ  ੱ ᗲᢎᄢ  ੱઁޔᄢቇ
 ੱ ޔ㑐ㅪડᬺ㧔✚วൻቇޔ⮎ޔ㘩ຠߥߤ㧕߿⧓ᬺ⇇߳ߩዞ⡯  ੱޔਛቇᩞ
㜞ᩞᢎຬ㧔ℂ⑼߅ࠃ߮ൻቇ‛↢ޔቇ㧕 ੱޔോຬ  ੱ㧔ᗲ⍮⋵  ੱޔᏒ  ੱ㧕
ߢߞߚޕ
ᚑᨐߣ⺖㗴㧦තᬺ↢ߩㅴ〝ࠆߣޔᄢቇ㒮ㅴቇડᬺዞ⡯ᢎຬോຬߦᏗᦸㅢ
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ࠅߥߞߡࠆߩߢᧄޔኾߪᚻߊᯏ⢻ߒߡࠆߣᕁࠊࠇࠆޕ

㧟㧚߹ߣᒰࠦࠬߩࡌ࡞ࠕ࠷ဳᢎ⢒ߣߩ㑐ㅪ 
ᧄኾߦߪޔᬀ‛ಽሶ↢ℂቇޔㆮવ⢒⒳ቇ⚦ޔ⢩↢‛ቇޔᯏൻቇ‛↢ޔᯏൻቇ↢ޔ
‛‛ℂൻቇߩኾ㐷ኅ߇☋ߒߡ߅ࠅߩߘޔㄝಽ㊁ߩࡌ࡞ࠕ࠷ဳᢎ⢒ߩᜂᒰߪน
⢻ߢࠆ⥄ޔߦ․ޕὼ⑼ቇ⊛ߥᏱ⼂ࠍ₪ᓧߔࠆ⑼ቇ࠹ࠪߪޔ
ޟᗵᨴ∛ߩઍ↢‛ቇޔޠ
⊒⥄ߣࡇࡠ࠻ࡦࠛޟᄌൻޔޠ
⥄ޟὼⅣႺߣൻቇޔޠ
↢ޟߩൻቇޠ
ޔ
ޟㄘᬺߩ↢‛⑼ቇߤߥޠ
ߩᜂᒰ߇ട⚊ߢࠆޕၮᧄᔨߪޟޔઍൻቇߩၮ␆ޟޔޠઍൻቇߩၮ␆ޔ╬ޠઍ⊛⺖
㗴ߪޔ
↢ޟᵴⅣႺߣൻቇޠ
ޔ
ޟㆮવሶ⚵ߺ឵߃㘩ຠߣ⑳ߚߜߩ↢ᵴߩ╬ޠᜂᒰ߇น⢻ߢࠆޕ
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2009 ᐕᐲታᣉ LA ⑼⋡ߦ㑐ߔࠆࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏಽᨆߣ⠨ኤ
ᄢỈ ⑲
ᧄࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߩᲣߣ߽⸒߃ࠆઍቇ⧓⺖⒟ㆇ༡ળ⼏㧔ฦࠦࠬޔኾઍࠃࠅ᭴ᚑ
ߐࠇࠆ㧕ߢߪޔ2009 ᐕᐲߩ೨ᦼߦ߅ߡ ࠆࠁࠊޔLA ⑼⋡㧔ㅢၮ␆ኾ⑼⋡㧕ߦ㑐ߒ
ߡቇ↢ࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏࠍⴕߞߚߩߘޕታᣉℂ↱ߪޔ2007 ᐕᐲߩ⺖⒟㐿⸳ᒰೋࠃࠅޔLA ⑼
⋡ߦ㑐ߔࠆ⺋⸃߿ਇḩ߇ቇ↢ߩ㑆ߦᄙߊࠄࠇߚ߆ࠄߢࠆ⺖ޕ⒟ߢߪޔቇᒰೋߦ⺖⒟
⁛⥄ߩࠟࠗ࠳ࡦࠬࠍ㐿ߒߡޔઍቇ⧓⺖⒟ߩ⋡ᜰߔࡌ࡞ࠕ࠷ဳᢎ⢒ߩ⿰ᣦ߿ޔ
ߘߩⷐߢࠆ LA ⑼⋡ߩᗧ⟵߅ࠃ߮ጁୃᣇᴺߦߟߡߒߊ⺑ߒߡ߈ߚ߇߆߽ߦࠇߘޔ
߆ࠊࠄߕޔLA ⑼⋡ߦኻߔࠆቇ↢ߩ⺋⸃߿ਇḩߪᷫࠆะߦߥ߆ߞߚޕ
ߘߎߢޔ2009 ᐕᐲߩ⺖⒟ 2ޔ3 ᐕ↢ߦኻߒߡޔએਅߦ␜ߔ㧽1 ߆ࠄ㧽11 ߹ߢߩ㗄⋡߆ࠄ
ߥࠆ㧔⥄↱⸥ㅀࠍ㧕ࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏࠍⴕߞߚ⚿ߩߘޕᨐߦኻߔࠆಽᨆߣ⠨ኤߪޔ⸥
ㆇ༡ળ⼏ߦ߅ߡญ㗡ߢႎ๔ߐࠇߚߩߺߢߢ߹ࠇߎޔᢥ┨ߣߒߡ߹ߣࠆᯏળ߇ߥ߆ߞߚޕ
ߘࠇࠁ߃࿁ߩᢎ⢒ᚑᨐႎ๔ߩ৻Ⅳߣߒߡ⚿࠻ࠤࡦࠕߩߎޔᨐߩಽᨆߣ⠨ኤࠍႎ๔ᦠߩ
ᒻߦ߹ߣޔઍቇ⧓⺖⒟ߩᚑᨐߣ⺖㗴ߩ⏕ൻߦᓎ┙ߡߚޕ
ߥ߅ޔ2009 ᐕᐲߩઍቇ⧓⺖⒟㧞ޔ㧟ᐕ↢ߩቇ⠪ᢙߪోࠦࠬኾว⸘ߢ 496 ฬޔ
࿁╵⠪ᢙߪว⸘ߢ 398 ฬߢࠅޔ࿁₸⚂ 80 ࡄࡦ࠻ޔᭂߡା㗬ᕈߩ㜞࠺࠲ߢ
ࠆߣ್ᢿߒߡࠆޕ
߹ߚࠣࡈߪ⸥↱⥄ޔㅀࠍ㒰ߊߔߴߡߩ࿁╵ࠍ⾰ߏߣߦࠬࠦޔኾࠍၮᧄߣߒߡ
ࠢࡠࠬ㓸⸘ߒߚ⚿ᨐߢࠆ߇৻ޔㇱಽߩ⋡⑼ޔㆬᛯᣇᴺࠍၮᧄߣߒߚࠢࡠࠬ㓸⸘ߩ⚿ᨐ߽
␜ߐࠇߡࠆޕ
ߐࠄߦᧄޔᐕᐲߪ LA ⑼⋡ߦኻߔࠆቇ↢ߩᗧࠍਛᔃߣߒߚࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏ߽ታᣉߐࠇ
ߚޕᓟ⛯ߩ↰᳁ႎ๔ޟ2011 ᐕᐲታᣉޟઍቇ⧓⺖⒟ ㅢၮ␆ኾ⑼⋡ߦޠ㑐ߔࠆࠕࡦ
ࠤ࠻ߩޠ㓸⸘⚿ᨐߣߘߩಽᨆ߽ޠෳᾖߐࠇߚޕ

ಽᨆߣ⠨ኤ
㧽㧝㧦LA ⑼⋡ߪ㧟⑼⋡㧢න߇ᔅⷐߢߔࠬࠦߩߤߦߢ߹ޕ㧔ኾ㧕ߩ⑼⋡ࠍฃ⻠
ߒ߹ߒߚ߆㧫㧔ⶄᢙ࿁╵น㧕
ߎࠇߦኻߔࠆ࿁╵ߩࡄ࠲ࡦߦ․ᓽ⊛ߥߩߪޔ࿖㓙ᢥൻࠦࠬࠍ㒰ߊޔᢥ⑼♽ޔℂ⑼♽
ߔߴߡߩࠦࠬߦᷰߞߡޔᢥ⑼♽ߩ LA ⑼⋡㧔࿖㓙ᢥൻޔᣣᧄ⺆ᢎ⢒⥃ޔᐥฦࠦࠬ
ߩ LA ⑼⋡㧕ࠍጁୃߔࠆቇ↢߇ඨಽએࠍභޔ࿖㓙ᢥൻࠦࠬߢߪߘߩ 8 ഀ߇ᣣᧄ⺆ᢎ

㧙㧙

⢒ࠦࠬߣ⥃ᐥᔃℂࠦࠬߩ LA ⑼⋡ࠍጁୃߒߡࠆߣ߁ታߢࠆޕᢥ⑼♽ߩቇ
↢߇ޔℂ⑼♽ߩ LA ࠍㆬᛯߔࠆߣ߁ࠤࠬߪ߹ࠇߢ⺖ోޔ⒟ቇ↢ߩጁୃ߇ୟ⊛ߦᢥ⑼
♽ LA ⑼⋡ߦ㓸ਛߒߡࠆ੍ߪࠇߎޕᗐߐࠇߚߎߣߢߪࠆ߇ޔᢥℂⲢวߣ߁ℂᔨ߆ࠄ
ߪ߶ߤ㆙ታߢࠆޕ
㧔ࠣࡈ㧝ෳᾖ㧕ߤ߁ߒߡߎߩࠃ߁ߥ㓸ਛ߇ߎࠆߩ߆ߣ߁ߎߣ
ߩℂ↱ߪ㊀ⷐߢࠆ߇⺞࠻ࠤࡦࠕᧄޔᩏߩࡌ࡞ߢߪ⸥↱⥄ޔㅀ߆ࠄߘࠇࠍផ᷹ߢ߈ࠆ
ߩߺߢࠆޕ
Q㧞㧦 LA ⑼⋡ߩᧄ᧪ߩ⿰ᣦߪࠬࠦઁޔ㧔ኾ㧕ߩၮ␆⊛ኾ㐷⑼⋡ࠍቇ߱ߎߣߦࠃߞ
ߡޔኾ㐷ࡌ࡞ߢ߽ⶄ⌒⊛ⷞ㊁㧔ኾ㧕ࠍᜬߟߎߣߢߔ⿰ߩߎޕᣦࠍℂ⸃ߒߡ߹ߒߚ
߆㧫
ߎߩߦኻߔࠆ࿁╵ࡄ࠲ࡦߦ․ᓽ⊛ߥߩߪోޔ⊛ߦߪ߅߅ࠃߘℂ⸃ߐࠇߡࠆ߽
ߩߩޔㅧᒻᢥൻޔᖱႎ⑼ቇޔቝቮ‛⾰⑼ቇߢߪޔ
ࠅ߹ޟℂ⸃ߒߡߥ߆ߞߚߚ߃╵ߣޠ
ቇ↢߇ᄙߎߣߢࠆޕ
㧔ࠣࡈ㧞ෳᾖ㧕⸥ߩࠟࠗ࠳ࡦࠬߪᣂ↢ోຬࠍ৻ၴߦ㓸ߡⴕ
ߥߞߡ߈ߚߦ߽߆߆ࠊࠄߕޔࠬࠦޔኾߦࠃߞߡߥߗ㆑߇ߡߒ߹߁ߩ߆ࠆߥࠄߐޕ
⺞ᩏ߇ᔅⷐߢࠆޕ
Q㧟㧦LA ⑼⋡ߩฃ⻠ߦ㑐ߒߡ⥄ߪߚߥޔಽ߇⥝ࠍᜬߡࠆߣᕁࠊࠇࠆ⑼⋡ࠍㆬ߮߹ߒ
ߚ߆㧫ߘࠇߣ߽߇ߥࠎߺޔฃ⻠ߔࠆ⑼⋡߽ߒߊߪනࠍขࠆߎߣࠍఝవߒ߹ߒߚ߆㧫
ߎߩ⸳ߪޔቇ↢ߚߜߩ⑼⋡ㆬᛯߩേᯏࠍಽᨆߔࠆߚߢࠅࠬࠦޔ㑆ߩ㆑߇ߡ
ขࠇࠆޕၮᧄ⊛ߦ⥝ఝవߢㆬᛯߒߡࠆߩߪޔ࿖㓙ᢥൻ⥃ޔᐥᔃℂޔㅧᒻᢥൻޔᖱ
ႎ⑼ቇߢޔᲧセ⊛ኾ㐷ᕈߩ㜞ᣣᧄ⺆ᢎ⢒ߣ⥄ὼ⑼ቇࠦࠬߩቇ↢ߪޔනࠍขࠆߎߣࠍ
ఝవߒߡㆬᛯߒߡࠆߎߣ߇ಽ߆ࠆޕ
㧔ࠣࡈ㧟ෳᾖ㧕ߎࠇߦߪᔅୃ⑼⋡߇ᄙߣ߁ࠞ
ࠠࡘࡓᤨޔ㑆ഀߩ⚂߽ᄢ߈ߊ㑐ଥߒߡࠆߣᕁࠊࠇࠆޕ
Q㧠㧦ߥߚߩฃ⻠ߒߚ LA ⑼⋡ߩ㔍ᤃᐲߪߤߩ⒟ᐲߢߒߚ߆ޕ
ߎߩ⸳ߪቇ↢߇ㆬᛯߒߚ⑼⋡ߦኻߒߡߩߘޔቇ↢߇ᗵߓߚ㔍ᤃᐲࠍ⺞ᩏߒߚ߽ߩߢ
ࠆ߇ࠬࠦޔߪߢࡈࠣޔ㑆ߢߩᲧセߣ⸥㧽㧟ߢߩㆬᛯᣇᴺࠍၮߦߒߚᲧセࠍߒߡࠆޕ
㧔ࠣࡈ㧠ࡈࠣޔ㧡ෳᾖ㧕੍᷹ߦߒߡޔᓟ⠪ߦߟߡߪߘࠇ߶ߤഀวߩ㆑߇ࠄࠇ
ߥߦ߽߆߆ࠊࠄߕޔ೨⠪ߩᲧセߢߪᣣᧄ⺆ᢎ⢒ߢޟዋߒ㔍ߒ߆ߞߚ⋧߇ޠኻ⊛ߦᄙߊߥ
ߞߡࠆޔߡߓ✚ߒ߆ߒޕ
ޟ㔍ߒߣޠᗵߓߡࠆቇ↢߇ඨᢙએߢࠆߩߪ⠨ᘦߒߥߌࠇ
߫ߥࠄߥ㗴ߢࠆޕ
Q㧡㧦ߥߚߩฃ⻠ߒߚ LA ⑼⋡ߪ߆ߚߒߢ⋉ߡߞߣߦߚߥޔ㧫
ߎߩ⸳ߢߪቇ↢ߩㆬᛯߒߚ⑼⋡ߦኻߒߡߩߘޔቇ↢߇ᗵߓߚ⋉ᐲࠍ⺞ᩏߒߚߩߎޕ
⺞ᩏߢ߽ࠬࠦޔ㑆ߩᲧセߣ⋡⑼ޔㆬᛯᣇᴺߢߩᲧセ߇ⴕߥࠊࠇߚޕ
㧔ࠣࡈ㧢ࡈࠣޔ㧣
ෳᾖ㧕ࠦࠬߩᲧセࠍࠆߣ੍ޔ᷹ߦߒߡߣߛ⋉ߢࠬࠦߩߡߴߔޔᗵߓߡࠆቇ↢
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߇ᄙᢙᵷߢࠆߚ߹ޕㆬᛯᣇᴺߢᲧセߒߚ႐วޔ
ߊ߆ߦߣޟනఝవߣޠ࿁╵ߒߚቇ↢ߢ߽ޔ
ඨᢙㄭߊ߇⋉ߛߣߒߡࠆߒޔᒰὼߥ߇ࠄޔ
⥄ޟಽߩ⥝ఝవߢޠㆬᛯߢ߈ߚቇ↢ߪ 80㧑
એ߇⋉ߛߣߒߡࠆࠬࠦޕᲧセߢ⋉ߐࠍᗵߓࠆᲧ₸߇⋧ኻ⊛ߦ࿖㓙ᢥൻߦ߅
ߡ㜞ߩ߽ޔ
⥄ޟಽߩ⥝ఝవߢޠㆬᛯߢ߈ࠆቇ↢߇ᄙ߆ࠄߢࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ㧔㧽㧟
ෳᾖ㧕ߎߎߦ߽ᤨ㑆ഀߩ㗴߇ᄢ߈ߊᓇ㗀ߒߡࠆޕ
Q㧢㧦೨ߢ㧝ޔ㧞ࠍㆬࠎߛੱߪߥ߁ࠃߩߤޔὐ߇⋉ߢߥ߆ߞߚߣᕁ߹ߔ߆㧫߹ߚޔ
㧟ޔ㧠ࠍㆬࠎߛੱߪߤߩࠃ߁ߥὐ߇⋉ߛߞߚߣᕁ߹ߔ߆㧫㧔⥄↱⸥ㅀ㧕
ࠆߔߣޠߚߞ߆ߥߢ⋉ޟᗧߢޔฦࠦࠬኾㅢߦࠄࠇࠆ߽ߩߪએਅߢࠆޕ
⥄ಽߩࠦࠬએᄖߣ߁ߩߪ⥄ࠅ߹ߟޔಽߩ⥝ߩኻ⽎ᄖߣ߁ߎߣޕ
ᤨ㑆ഀߩ㑐ଥߢ⥄ಽ߇⥝ࠍᜬߡࠆ߽ߩࠍㆬߴߥ߆ߞߚޕ
⻠Ꮷ߇ߘߩ⺖⒟ߩੱ㑆ߩߺࠍኻ⽎ߣߒߡᬺࠍㅴߡߒ߹ޔℂ⸃ਇ⢻ߩᚲ߽ߒ
⺑ߥߒߦᬺࠍㅴߡߒ߹߁ޕ
ࠆߔߣޠߚߞߛ⋉ޟᗧߢޔฦࠦࠬኾㅢߦࠄࠇࠆ߽ߩߪએਅߢࠆޕ
⥄ಽߩኾߢߥಽ㊁ࠍቇ߱ߎߣ߇ߢ߈ࠆߩߢ⥝ޔߩኻ⽎߇ᐢ߇ߞߚޕ
߹ߢ⥝ߪߞߚ߇⥄߆ߥ߆ߥޔಽߢߪീᒝߢ߈ߥ߆ߞߚߎߣߦߟߡߩ⍮⼂ࠍቇ
ߴߚߎߣ߇⋉ߛߞߚޕ
㆑߁ᣇ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߥߞߚὐޕ
Q㧣㧦ߥߚߪฃ⻠ߒߚ LA ⑼⋡ࠍભ߹ߕߦᏨߒ߹ߒߚ߆㧫
ߎߩ⸳߽ࠦࠬߏߣߩᲧセߣߩ⋡⑼ޔㆬᛯᣇᴺߢߩᲧセࠍⴕߥߞߚ߇ޔᗧᄖߥߎߣߦ
⑼⋡ߩㆬᛯᣇᴺߪᏨ₸ߦߪ߶ߣࠎߤᓇ㗀ߒߥߎߣ߇ಽ߆ߞߚޕ
㧔ࠣࡈ㧥ෳᾖ㧕Ꮸ₸
ߩ㆑ߪߒࠈࠦࠬߏߣߦߞߡޔಽሶ↢⑼ቇ߿ቝቮ‛⾰⑼ቇߣ߁ℂ⑼♽ߩࠦ
ࠬߩᏨ₸߇㜞ߊޔᢥ⑼♽ߩࠦࠬߩ߶߁߇⋧ኻ⊛ߦૐߣ߁⚿ᨐ߇ߚޕ
㧔ࠣࡈ㧤
ෳᾖ㧕⥝ߩߥᬺߢ߽Ꮸߛߌߪߔࠆߣ߁ᦨㄭߩቇ↢ߩ․ᕈ߇ࠃߊࠇߡ߅ࠅޔᔅ
ୃᬺߩᄙℂ⑼♽ߩฃ⻠ࡄ࠲ࡦ߽ᓇ㗀ߒߡࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
Q㧤㧦ߥߚߪฃ⻠ߒߚ LA ⑼⋡ࠍⓍᭂ⊛ߦฃ⻠ߒ߹ߒߚ߆ޕ
ߎߩ⸳ߦ߅ߡߪޔ㧽㧣ߣኻᾖ⊛ߦޔ
੍ߊోޟ⠌ࠍߒߥ߁ߣޠ࿁╵ߪޔ࿖㓙ᢥൻߣ
ᣣᧄ⺆ᢎ⢒ߢ৻⇟ዋߥ⥃ޕᐥᔃℂߢߪ੍⠌ 1 ᤨ㑆એߩ࿁╵߇ᦨ߽ᄙ߇ߊోޟޔ
੍⠌ߒߥ߁ߣޠ࿁╵߽೨ੑ⠪ࠃࠅᄙޕ
㧔ࠣࡈ 10 ෳᾖ㧕⑼⋡ߩㆬᛯᣇᴺߦࠃࠆᲧセ
ߢߪޔᒰὼߥ߇ࠄ⥄ޟޔಽߩ⥝ఝవ੍ߩ⚵ޠ⠌ᤨ㑆߇㐳ߊߊ߆ߦߣޟޔනఝవ੍ߩ⚵ޠ
⠌ᤨ㑆߇⍴ޕ
㧔ࠣࡈ 11 ෳᾖ㧕ߘࠇߦߒߡ߽ޔ೨⠪ߢ߽ඨಽㄭߊߩቇ↢߇੍ߊోޟ⠌ߒ
ߥޔࠅߢޠᓟ⠪ߦ⥋ߞߡߪޔ㧣ഀߩቇ↢߇ోߊ੍⠌ߒߡߥޕ
Q㧥㧦ฃ⻠ߩቇᐕߣ㐿⻠ቇᐕߪ⇣ߥߞߡ߽ࠃߎߣࠍ⍮ߞߡ߹ߒߚ߆㧫㧔ߚߣ߃߫㧝

㧙㧙

ᐕ㐿⻠ߩ LA ⑼⋡ߢ߽㧞ᐕޔ㧟ᐕޔ㧠ᐕߢฃ⻠ߢ߈ࠆߎߣ㧕
ߎߩ⸳ߦ㑐ߒߡߪࠦࠬߦࠃߞߡߘࠇ߶ߤᄢ߈ߥᏅߪߥ߇ޔᐔဋߔࠇ߫ 2 ഀㄭߊߩ
ቇ↢߇ⷙߩߘޔೣࠍ⍮ࠄߥ߆ߞߚߣ߁ߩߪታߥࠊߌߢޔ1 ࿁ߩࠟࠗ࠳ࡦࠬߛߌߢߪ
⍮߇ᔀᐩߒߥߣ߁ߎߣߢࠆޕ
㧔ࠣࡈ 12 ෳᾖ㧕
Q10㧦ฃ⻠ߪᏗᦸߤ߅ࠅߦฃ⻠ߢ߈߹ߒߚ߆ޕ
ߎߩ⸳ߩ࿁╵ࠍࠦࠬߏߣߦᲧセߔࠆߣޔᄢߑߞ߬ߦ⸒߃߫ޔੑߟߩࠣ࡞ࡊߦಽ߆
ࠇࠆޔߜࠊߥߔޕ࿖㓙ᢥൻޔㅧᒻᢥൻޔᖱႎ⑼ቇߩࠣ࡞ࡊߣᣣᧄ⺆ᢎ⢒⥃ޔᐥᔃℂޔ
ቝቮ‛⾰⑼ቇޔಽሶ↢⑼ቇߩࠣ࡞ࡊߢࠆޕ೨⠪ߪᏗᦸㅢࠅߦฃ⻠ߢ߈ࠆࠤࠬ
߇⋧ኻ⊛ߦᄙߊޔᓟ⠪ߪᏗᦸㅢࠅߦฃ⻠ߢ߈ߥࠤࠬ߇⋧ኻ⊛ߦᄙޕ
㧔ࠣࡈ 13 ෳᾖ㧕
ߎࠇߪ㧽㧟ߦ߅ߡ⸒ߒߚࠦࠬ㑆ߩ⋧㆑⋡⑼ߜࠊߥߔޔㆬᛯᣇᴺߩ⋧㆑ߣ㕖Ᏹߦ㘃ૃ
ߒߚ⚿ᨐߢࠆ⥃ޔߒߛߚޕᐥᔃℂߛߌ߇㧽㧟ߩ႐วߣ⇣ߥߞߡޔᏗᦸㅢࠅߦฃ⻠ߢ
߈ߥࠤࠬ߇ᄙߊߥߞߡࠆߩࡦ࠲ࡄߩߎޕ㘃ૃᕈߪޔၮᧄ⊛ߦߪ࿃ᨐ㑐ଥߦၮߠߊ
߽ߩߢࠈ߁ޔߜࠊߥߔޕᔅୃ⑼⋡߇ᄙߊᤨޔ㑆ഀߩ┆ዮߥࠦࠬߩቇ↢ߪޔᏗᦸㅢࠅߦ
ߪฃ⻠ߢ߈ߥߩߢࠅ⚿ߩߘޔᨐߣߒߡ⥄ޔಽߩ⥝ࠍఝవߐߖࠆߎߣ߇ߢ߈ߥߩߢ
ࠆ⥃ޕᐥᔃℂߛߌ߇㧽㧟ߦ߅ߡ⥝ޔఝవߢㆬᛯߔࠆߣ߁࿁╵߇ᄙߩߪޔᓐ
ࠄߩቇߦኻߔࠆ⌀㕙⋡ߐࠍߒߡࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
Q11㧦೨ߢ㧞ࠍㆬࠎߛੱߪߥ߁ࠃߩߤޔ㗴ࠍᗵߓ߹ߒߚ߆ޕ㧔⥄↱⸥ㅀ㧕
Ꮧᦸㅢࠅߦฃ⻠ߢ߈ߥߣ࿁╵ߒߚቇ↢ߩᗵߓߡࠆ㗴߽ޔ㧽㧟ޔ㧽10 ߦࠄࠇࠆ⋧
㆑ߦኻᔕߒߡޔੑ⒳㘃ߦಽ߆ࠇߡࠆࠃ߁ߦᕁࠊࠇࠆޔߜࠊߥߔޕᄙዋߩㆬᛯߩ⥄↱ߪ
ࠆ߇ޔฃߌࠇߦ㗴ߩࠆ႐วߣߤࠎߣ߶ޔㆬᛯߩ⥄↱߇ߥߚߦߎࠆ㗴ߢ
ࠆޕ
೨⠪ߢߪએਅߩࠃ߁ߥ⸥ㅀ߇ౖဳߢࠆޕ
LA ߣߐࠇߡߚ⑼⋡ߢ߽ࠅߥ߆ޔኾ㐷⊛ߥ⑼⋡ߢޔᜂᒰᢎຬߦ⡞ߡ߽ࠬࠦઁޟ
ߢߪනࠍขࠆߩ߇㔍ߒޕߚࠇࠊ⸒ߣޠ
ฃ⻠ߔࠆߩߦ᧦ઙ߇ࠆᬺ߇ߞߚߩߢޔᣧߦ᧦ઙࠍ⍮ࠄߖߡ᰼ߒޕ
ቯຬߦߥࠅޔฃ⻠ߢ߈ߥߎߣ߇ߞߚޕ
ᓟ⠪ߢߪએਅߩࠃ߁ߥ⸥ㅀ߇ౖဳߢࠆޕ
ᔅୃ⑼⋡ߣ߆߱ߞߡߒ߹ߞߡޕߚߞ߆ߥࠇߣޔ
⥄ಽߩ⥝ߩߥ⑼⋡ߒ߆ㆬᛯߢ߈ߥቇᦼ߇ߞߚޕㆬᛯߢ߈ࠆ⑼⋡߇ዋߥޕ
㧹㧿ߩන߇ᄙߔ߉ߡ⚿ዪ⥝߇ࠆᬺ߇ߣࠇߥ߆ߞߚ߆ࠄޕ

એࠕࡦࠤ࠻ߩ⸳ߏߣߦಽᨆߣ⠨ኤࠍⴕߥߞߡ߈ߚ߇✚ޔߔࠇ߫ޔએਅߩࠃ߁ߦ

㧙㧙

ߥࠈ߁ޔߜࠊߥߔޕLA ⑼⋡ߪᒰೋߩℂᔨߢࠆⷞ⊛⌒ⶄޟ㊁ࠍᓧࠆߎߣࠍน⢻ߦߔࠆޠ
⒟ᐲߦᚑഞߒߡࠆࠊߌߢߪߥ߇ోޔߣߒߡߪߣ⋉ޔᗵߓߡࠆቇ↢߇⺖⒟ߩඨᢙ
ࠍ߃ߡࠆޕቇ↢ߩਇḩߩේ࿃ߪ߆ߥࠅ⏕ߢߞߡᤨ߿ࡓࡘࠠࠞޔߦ৻╙ޔ㑆ഀ
߇㕖Ᏹߦ┆ዮߥߚߦᏗᦸߔࠆ⑼⋡ࠍጁୃߢ߈ߥߣ߁㗴ߢࠅ╙ޔੑߪ LA ⑼⋡ࠍ
ᜂᒰߒߡࠆฃߌࠇߩᢎຬߦℂ⸃߇ߥߎߣߢࠆޔߪߦࠇߎޕ⒳㘃߆ߩࡄ࠲ࡦ
߇ߞߡޔኾ㐷⑼⋡ߣߒߡߩࡌ࡞ࠍ⛽ᜬߔࠆߚߦߩࠬࠦઁޔቇ↢ߦߪ㔍ߒߔ߉ࠆ႐
วߣ ߽ߘ߽ߘޔLA ⑼⋡ߣ߁ᐲࠍシⷞߒߡߩࠬࠦઁޔቇ↢ߩጁୃࠍህ߁ߣ߁߽ߩ
߇ߘߩઍߢࠆޕ㧔㧽13 ߩ⥄↱⸥ㅀෳᾖ㧕ᓟ⠪ߩ႐วߪ৻ޔߦᢎຬߦߩߺ⽿છ߇ࠆ
ࠊߌߢߪߥߊᤨޔ㑆ഀ৻ޔㇱߩ LA ⑼⋡ߦቇ↢߇㓸ਛߒߡޔᬺ߇࿎㔍ߦߥߞߡࠆߣ
߁ߩ߽ታߢࠆߩߎޔ߽ߡߒߦࠇߕޕᐲࠍ⛽ᜬߔࠆߥࠄ߫⋧ޔᒰᄢⷙᮨߥᡷ㕟߇
ᔅⷐߢࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
ߥ߅ޔᒰ⺞ᩏߦᒰߚߞߡޔ2009 ᐕᐲߩઍቇ⧓⺖⒟ฦࠦࠬޔኾߩઍߢߞߚޔㄭ
⮮Ảਃޔጘ⇐⟤ᳯޔᵻ㊁↢ޔჇ↰᮸㇢ޔዊᎹ⑲ᄦޔદ⮮⦟㇢ޔട⮮ᷕᄥߩฦవ↢ᣇޔ
߅ࠃ߮㓸⸘ߩ߅ᚻવࠍ㗂ߚ⥄ὼ⑼ቇࠦࠬಽሶ↢⑼ቇኾ㧠ᐕ㧔ᒰᤨ㧕⡡ሶ
᳁ߦߪᄢᄌߦ߅ߦߥࠅ߹ߒߚߡߒ⸥ޕᗵ⻢ߩᗧࠍߒߚߣᕁ߹ߔޕ

㧙㧙

㧙㧙

㧙㧙

㧙㧙

㧙㧙

㧙㧙

㧙㧙

2011 ᐕᐲታᣉޟઍቇ⧓⺖⒟ ㅢၮ␆ኾ⑼⋡
ߦ㑐ߔࠆࠕࡦࠤ࠻ߩޠ㓸⸘⚿ᨐߣߘߩಽᨆ
↰ ᑪ৻
㧝㧚ࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏߩⷐ
 ઍቇ⧓⺖⒟߇⊒⿷ߒߡᐔᚑ 23㧔2011㧕ᐕᐲߢ 5 ᐕ⋡ߦࠆ⺖ߩߎޕ⒟ߢߪߩࠄ⥄ޔ
ኾએᄖߩಽ㊁ߢ߽ၮ␆⍮⼂ࠍᓧࠆߎߣ߇ᢎ⢒⋡ᮡߩ߭ߣߟߦߐࠇߡ߅ࠅࠞߩߚߩߘޔ
ࠠࡘࡓ߇ㅢၮ␆ኾ⑼⋡㧔ㅢ⒓ LA ⑼⋡㧕ߢࠅޔᜰቯߐࠇߚ⑼⋡⟲ߩਛ߆ࠄ⥄ࠦ
ࠬએᄖߢ㐿⻠ߐࠇߡࠆ⑼⋡ࠍ 3 ߟ㧔6 න㧕ጁୃߔࠆߎߣ߇⟵ോઃߌࠄࠇߡࠆޕዊ
ⷙᮨߥ߇ࠄ߽ဳ࠷ࠕ࡞ࡌޔᢎ⢒ℂᔨࠍታ〣ߒߡࠆࠊߌߢࠆ߇ᤨޔ㑆ഀࠍ⚵
ߐߦฦࠦࠬ㑆ߢ⺞ᢛࠍ࿑ࠆߎߣ߇߆ߥࠅ㔍ߒߣ߁㗴߿ޔᢥ♽ߩቇ↢ߦߣߞߡℂ
♽ߩኾ⑼⋡߇ߪߚߒߡጁୃน⢻߆ߣ߁㗴ߥߤ߇ᒰೋ߆ࠄሽߒߡࠆޕ
 ߘ߁ߒߚ㗴߇ߓߞߐߦጁୃߔࠆቇ↢ߦߤߩࠃ߁ߦฃߌขࠄࠇߡࠆߩ߆ߚ߹ޔᚒޘ
ߩᢎ⢒ℂᔨ߇߶ࠎߣ߁ߦℂ⸃ߐࠇߡࠆߩ߆ࠍ⺞ߴࠆߚߦޔ2011 ᐕ 11 ߆ࠄ 2012 ᐕ 1
ߦ߆ߌߡઍቇ⧓⺖⒟ߦᚲዻߔࠆ 2 ᐕ↢ߣ 3 ᐕ↢ࠍਥߚࠆኻ⽎ߣߒߡࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏࠍ
ታᣉߒߚ⺑ߩ࠻ࠤࡦࠕޕᢥߣ⾰㗄⋡ߪᰴ㗁ߦឝߍࠆޕ
 ߽ߣ߽ߣ✂⟜⊛ߥ⺞ᩏߪડ↹ߒߡߥ߆ߞߚ߇ޔฦࠦࠬߩኾ⑼⋡ߩᬺߩ৻ㇱ㧔⺑
߽ߡ⚂ 10 ಽ㧕ࠍࠊߖߡߚߛߊᒻߢࠕࡦࠤ࠻ࠍขߞߚߚߩߘޔᬺ߇ᔅୃ
߆ߤ߁߆ߦࠃߞߡฦࠦࠬߦ߅ߡ㓸ߢ߈ߚഀว߇߆ߥࠅ⇣ߥߞߡࠆߩߤޔߒ߆ߒޕ
߽ࠦࠬ⾗ᢱߣߒߡߩലᕈࠍ߽ߟߩߦలಽߥ࿁╵⠪ᢙ߇ᓧࠄࠇߚߣ⠨߃ࠆޕ
 ࿁╵⠪ߩ✚ᢙߣࠦࠬቇᐕߏߣߩ࿁╵⠪ᢙߪએਅߩߣ߅ࠅߢࠆޕ

 ࿁╵⠪✚ᢙ 276 ฬ
 ࿖㓙ᢥൻࠦࠬ㧔ቯຬ 72 ฬ㧕
   ࿁╵⠪ 47 ฬ 㧔4 ᐕ↢ 2 ฬޔ3 ᐕ↢ 12 ฬޔ2 ᐕ↢ 33 ฬ㧕
 ᣣᧄ⺆ᢎ⢒ࠦࠬ㧔ቯຬ 20 ฬ㧕
   ࿁╵⠪ 25 ฬ 㧔4 ᐕ↢ 2 ฬޔ3 ᐕ↢ 7 ฬޔ2 ᐕ↢ 16 ฬ㧕
 ⥃ᐥᔃℂࠦࠬ㧔ቯຬ 20 ฬ㧕
࿁╵⠪ 43 ฬ 㧔3 ᐕ↢ 18 ฬޔ2 ᐕ↢ 25 ฬ㧕
 ㅧᒻᢥൻࠦࠬ㧔ቯຬ 30 ฬ㧕
   ࿁╵⠪ 55 ฬ 㧔3 ᐕ↢ 22 ฬޔ2 ᐕ↢ 24 ฬޔቇᐕਇ 9 ฬ㧕

㧙㧙

 ᖱႎ⑼ቇࠦࠬ㧔ቯຬ 40 ฬ㧕
   ࿁╵⠪ 62 ฬ 㧔4 ᐕ↢ 4 ฬޔ3 ᐕ↢ 23 ฬޔ2 ᐕ↢ 29 ฬޔቇᐕਇ 6 ฬ㧕
 ⥄ὼ⑼ቇࠦࠬ㧔ቯຬ 50 ฬ㧕
   ࿁╵⠪ 44 ฬ 㧔4 ᐕ↢ 2 ฬޔ3 ᐕ↢ 17 ฬޔ2 ᐕ↢ 16 ฬޔቇᐕਇ 9 ฬ㧕
  ̪⥄ὼ⑼ቇࠦࠬߪޔቝቮ‛⾰⑼ቇኾߣಽሶᯏ⢻↢⑼ቇኾߦಽߌࠄࠇࠆ߇ޔ
ࠕࡦࠤ࠻ߦ߅ߡߪኾฬࠍⷐ᳞ߒߥ߆ߞߚߩߢోࠬࠦޔߢ߹ߣࠆޕ

ઍቇ⧓⺖⒟ ㅢၮ␆ኾ⑼⋡ߦ㑐ߔࠆࠕࡦࠤ࠻

ᧄޔቇߢߪᢎ㙃⑼⋡ߣㅢၮ␆ኾ㧔LA㧕⑼⋡ߩᡷ㕟ߦขࠅ⚵ࠎߢ߹ߔޕቇ↢
߆ࠄߩᗧ߇ᔅⷐߢߔߩߢߏ߭ߗޔදജߊߛߐޕ

ߥߚߩᚲዻࠦࠬቇᐕࠍ߅⍮ࠄߖߊߛߐޕ
㧔                 㧕

⾰㗄⋡
㧝㧚ㅢၮ␆ኾ㧔LA㧕⑼⋡ߩጁୃߦߐߒߡᡷༀߔߴ߈ὐ߇ࠇ߫ߍߡߊߛߐ㧔ጁ
ୃቇᐕᤨޔ㑆ഀߩ㗴ὐߥߤ㧕ޕ

㧞㧚ߎࠇ߹ߢฃ⻠ߒߚㅢၮ␆ኾ㧔LA㧕⑼⋡ߩᬺౝኈߦߟߡޔᗧ߿ᗵᗐࠍ⸥ߒ
ߡߊߛߐ㧔㑐ᔃޔᬺᣇᴺޔ㔍ᤃᐲޔᓧࠄࠇߚὐߥߤ㧕
ޕ

㧟㧚ߘߩઁߩᗧ߇ࠇ߫ޕߐߛߊߡߒ⸥ޔ

㧠㧚Ꮕߒᡰ߃ߥߌࠇ߫ߢ߹ࠇߎޔฃ⻠ߒߚㅢၮ␆ኾ㧔LA㧕⑼⋡ߩ⑼⋡ฬߣฃ⻠ߒߚ
ቇᐕቇᦼࠍߍߡߊߛߐޕ

㧙㧙

㧞㧚ฦࠦࠬߩ㓸⸘⚿ᨐߣಽᨆ
 ࠕࡦࠤ࠻ߩ࿁╵ࠍ⺒ࠎߢޔᜰ៰ߐࠇࠆౝኈߦߪࠆ⒟ᐲࠦࠬߦࠃࠆࠅ߇ࠆࠃ߁
ߦᕁ߃ߚߦߣߏࠬࠦߪߢ▵ߩߎޔߢߎߘޕ㓸⸘⚿ᨐࠍ߹ߣಽᨆߔࠆߎߣߦߔࠆޕਥߣ
ߒߡએਅߩὐߦὶὐࠍᒰߡߡಽᨆߔࠆޕ
 ⾰㗄⋡㧝㧔ㅢၮ␆ኾ⑼⋡ߩጁୃߦߐߒߡᡷༀߔߴ߈ὐ㧕ߦߟߡߪ⾰ޔߩਛ
ߦޟጁୃቇᐕᤨޔ㑆ഀߩ㗴ὐߥߤ߁ߣޠᒻߢౝኈࠍ␜ߒߚߎߣ߽ࠅ ߩߎޔ2 ὐ
ߦ㑐ߔࠆ࿁╵߇ᄙߊߦࠄߐޔጁୃ⠪ߩੱᢙ㒢ߩ㗴ߩᜰ៰ߣ㐿⻠ᢙࠍჇ߿ߒߡ߶ߒߣ
߁ⷐ᳞㧔ࠆߪ㐿⻠ᢙ߇⿷ࠅߥߣ߁ᜰ៰㧕ߩ 2 ὐࠍട߃ޔ4 ὐࠍਛᔃߦಽᨆߔࠆޕ
৻ੱߩ࿁╵⠪߇ⶄᢙߩ㗴ὐࠍߍߚ႐วߩࠇߙࠇߘޔὐߦߟߡ࿁╵ᢙߣߒߡ⸘▚ߔࠆޕ
 ⾰㗄⋡㧞㧔ߎࠇ߹ߢฃ⻠ߒߚㅢၮ␆ኾ⑼⋡ߩᬺౝኈߦߟߡߩᗧ߿ᗵᗐ㧕ߦ
ߟߡߪ⾰ޔߩਛߢޟ㑐ᔃޔᬺᣇᴺޔ㔍ᤃᐲޔᓧࠄࠇߚὐ⸥ࠍޠౝኈߣߒߡ␜ߒ
ߚ߇ޔ࿁╵ߢ߽ߞߣ߽ᄙ߆ߞߚߩߪߩࠬࠦઁޔኾ⑼⋡ࠍቇ߱ߎߣߦኻߔࠆ⢐ቯ⊛ߥ⹏
ଔߢࠆޔߚ߹ޕᢎຬ߇ࠊ߆ࠅ߿ߔߊᢎ߃ߚߣ߁ᜰ៰߽߆ߥࠅߞߚุޕቯ⊛⹏ଔߣߒ
ߡߪޔᬺౝኈߩ㔍ߒߐ߿ᬺߦࠃࠆ㔍ᤃᐲߩ߫ࠄߟ߈ࠍߍࠆ࿁╵߇ᄙ߆ߞߚޕ
 એߩὐࠍ〯߹߃ޔฦࠦࠬߩ࿁╵ߩ㓸⸘ߦ߅ߡߪએਅߩ㗄⋡ࠍ┙ߡߩ߆߶ߩߘޔᜰ
៰ߐࠇߚౝኈߦ㑐ߒߡߪߘߩㇺᐲขࠅߍࠆߎߣߦߔࠆޕ࿁╵ߦ߅ߡߪࠦࠬฬࠍᰴ
ߩࠃ߁ߦ⇛ߔޕ࿖㓙㧩࿖㓙ᢥൻࠦࠬޔᣣᧄ⺆㧩ᣣᧄ⺆ᢎ⢒ࠦࠬ⥃ޔᐥ㧩⥃ᐥᔃℂ
ࠦࠬޔㅧᒻ㧩ㅧᒻᢥൻࠦࠬޔᖱႎ㧩ᖱႎ⑼ቇࠦࠬ⥄ޔὼ㧩⥄ὼ⑼ቇࠦࠬޕ

㧔A㧕ᤨ㑆ഀߩ㗴
  ⥝ޟߩࠆ LA ⑼⋡ߪ⥄ޔಽߩኾ㐷⑼⋡ߣᤨ㑆ഀ߇߆߱ߞߡߒ߹ߞߡߣߎߥࠇߣޔ
߇ߞߚޠ
㧔⥃ᐥ 2 ᐕ㧕ޔ
ᤨޟ㑆ഀ߇วࠊߥߚᧄޔᒰߦ⥝ߩࠆ⑼⋡߇ฃߌࠇߥޠ
㧔⥄ὼ 2 ᐕ㧕
ᤨޟޔ㑆ഀޔㆬᛯ⢇ߩ߇ዋߥޕⓨ߈ࠦࡑߩᤨ㑆ߦ㒢ߞߡ LA ߇㐿⻠ߐ
ࠇߡߥޠ
㧔⥄ὼ 2 ᐕ㧕ߥߤߩ࿁╵ࠍߎߩ㗄⋡ߦࠇࠆޕ

㧔B㧕ጁୃቇᐕᨒߩ㗴
 ޟጁୃቇᐕߩ㒢ቯߪߒߥߊߡ߽⦟ߩߢߪߥ߆ߣᕁ߹ߔޠ
㧔ㅧᒻ 2 ᐕ㧕ޔ
ޟ1 ᐕ೨ᦼ߆
ࠄⓨߡࠆߣߎࠈߢขࠆߎߣ߇ߢ߈ߥ߆ߞߚߩߢߩߤޔቇᐕߢ߽ฃ⻠ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߒ
ߡ߶ߒ߆ߞߚޠ㧔ᣣᧄ⺆ 3 ᐕ㧕ߥߤ߇ᒰߔࠆޕ

㧔C㧕ੱᢙ㒢ߩ㗴
  ߇ੱޟᄙߊߥࠆߣ㧔ᒰߚࠅ೨ߛ߇㧕ᔅୃߩੱఝవߢޔLA ߛߣฃߌߚߊߡ߽ੱᢙ㒢ߢ

㧙㧙

ฃߌࠇߥߊߥࠆߎߣ߇ߞߚޠ㧔ᖱႎ 2 ᐕ㧕ޟޔቯຬࠍቯࠄࠇߡߒ߹ޔෂ߁ߊጁୃߢ
߈ߥߊߥࠆߣߎࠈߛߞߚޠ㧔࿖㓙 2 ᐕ㧕ߥߤ߇ᒰߔࠆޕ

㧔D㧕㐿⻠ᬺᢙߩ㗴
 ߩઁߣߞࠂߜ߁߽ޟቇ⑼ߢ߽ฃߌ߿ߔᬺ߇߰߃ߡ߶ߒޠ㧔ㅧᒻ 2 ᐕ㧕ޟޔጁୃߢ߈
ࠆ⑼⋡߇ዋߥߦ↱⥄ߣߞ߽ޕㆬߴࠆߣࠃޠ
㧔࿖㓙 2 ᐕ㧕ߥߤ߇ᒰߔࠆޕ

㧔E㧕ઁࠦࠬߩᬺࠍጁୃߔࠆߎߣߦኻߔࠆ⢐ቯ⊛⹏ଔ
 ߢ߹ޟ⍮ࠄߥ߆ߞߚߎߣ߇ᴛጊ⍮ࠇߡ⦟߆ߞߚߢߔޠ
㧔⥄ὼ 4 ᐕ㧕ޟޔ㆑߁ቇ⑼ߩᬺ
ࠍ߁ߌࠆߎߣߪ⥝ᷓ߆ߞߚߒޔᗧ᰼⊛ߦෳടߢ߈ߡߚߣᕁ߁ޠ㧔⥃ᐥ 3 ᐕ㧕ޔ
ߩઁޟ
ࠦࠬߩᬺࠍฃߌࠆߩߪߣ߽ߟޔ㆑߁ീᒝޔ㑐ᔃࠍᜬߟߎߣ߇ߢ߈ޠߔߢߚߞ߆⦟ޔ
㧔ᖱႎ 4 ᐕ㧕ߥߤ߇ᒰߔࠆޕ

㧔F㧕ᢎຬߩᢎ߃ᣇޔᬺߩ㔍ᤃᐲߦኻߔࠆ⢐ቯ⊛⹏ଔ
 ޟLA ߣ߁ߎߣߢᬺᣇᴺ߿㔍ᤃᐲߪᲧセ⊛ಽ߆ࠅ߿ߔߊߥߞߡࠆߣᕁ߹ߔޠ
㧔࿖
㓙 3 ᐕ㧕ޔ
ోޟ⊛ߦߣߡ߽ౝኈ߇Ớᬺߛߞߚ߇ޔᣢ⍮⼂߇ߘߎ߹ߢߥੱߦߣߞ
ߡ߽ℂ⸃ߢ߈ࠆ᭽ߦ㈩ᘦߐࠇߡߚߩ߇․ߦࠃ߆ߞߚޠ
㧔ᣣᧄ⺆ 3 ᐕ㧕ߥߤ߇ᒰߔࠆޕ

㧔G㧕ᬺౝኈ߇㔍ߒߣ߁ᜰ៰
 ޟኾ㐷⑼⋡ߥߩߢ㔍ᤃᐲ߇㜞ߊߦߩߊߡߟޔᔅᱫߛߞߚޠ㧔⥄ὼ 2 ᐕ㧕ޘᤨޟޔኾ㐷
⊛ߔ߉ߡࠊ߆ࠄߥߎߣ߇ࠆޠ
㧔ㅧᒻ 3 ᐕ㧕ߥߤ߇ᒰߔࠆޕ
⥄ޟಽߩࠦࠬએᄖߩ
ᬺߛ߆ࠄޔ㔍ߒߊߒߥߢ߶ߒޠ
㧔⥃ᐥ 2 ᐕ㧕ߥߤߩⷐ᳞߽ߎߎߦߚޕ

એߩ㗄⋡ࠍਛᔃߦޔએਅߢߪࠦࠬߏߣߩ㓸⸘⚿ᨐࠍ␜ߒߚ߹ޔᓟߩࠞࠠࡘࡓ
ᡷ✬ߦߐߒߡෳ⠨ߦߥࠆޔᵈ⋡ߔߴ߈࿁╵ࠍߊߟ߆ㆬࠎߢߘߩ߹߹ឝタߔࠆޔ߅ߥޕ
࿁╵ࠍߍࠆߐߦߪ⾰ߩߤޔ㗄⋡ߦኻߔࠆ࿁╵ߢࠆ߆ࠍ⋭⇛ߔࠆޕ

㧞㧚㧝 ࿖㓙ᢥൻࠦࠬ㧔࿁╵⠪㧦47 ฬ㧕
ฦ㗄⋡ߦ㑐ࠊࠆ࿁╵ߪએਅߩߣ߅ࠅߢࠆޕ
㧔A㧕ᤨ㑆ഀߩ㗴㧦23 ฬ
  㧔B㧕ጁୃቇᐕᨒߩ㗴㧦5 ฬ
 㧔C㧕ੱᢙ㒢ߩ㗴㧦5 ฬ

㧙㧙

  㧔D㧕㐿⻠ᬺᢙߩ㗴㧦7 ฬ
㧔E㧕ઁࠦࠬߩᬺࠍጁୃߔࠆߎߣߦኻߔࠆ⢐ቯ⊛⹏ଔ㧦18 ฬ
㧔F㧕ᢎຬߩᢎ߃ᣇޔᬺߩ㔍ᤃᐲߦኻߔࠆ⢐ቯ⊛⹏ଔ㧦6 ฬ
㧔G㧕ᬺౝኈ߇㔍ߒߣ߁ᜰ៰㧦6 ฬ

 ߎߩ߶߆ޟLA ࠃࠅ߽⥄ಽߩኾ㐷ࠍ߽ߞߣᄙߊ߿ࠅߚ߁ߣޠᣦߩᗧ߇ 2 ฬ߆ࠄޔ
ޟℂ
♽ߩ⑼⋡߇ขࠅߦߊ߁ߣޠᗧ߇ 2 ฬ߆ࠄነߖࠄࠇߚޕᵈ⋡ߔߴ߈࿁╵ߣߒߡએਅߩ
߽ߩ߇ߍࠄࠇࠆޕ

࿁╵ 1㧔࿖㓙 4 ᐕ㧕㧦
ኾߣหߓࠃ߁ߥಽ㊁ࠍㆬᛯߒߚߩߢࠅ߹ޔ㔍ߒߣߪᗵߓߚߎߣߪߥޔߛߚޕℂ
♽⑼⋡ࠍㆬᛯߒߡߚࠄ㆑ߞߚߛࠈ߁ߣᕁ߁⽶ޕᜂߪᄢ߈ߊߥࠆ߇ޔℂ♽ߪᢥ♽⑼⋡ࠍޔ
ᢥ♽ߪℂ♽⑼⋡ࠍขߞߚᣇ߇ࠃࠅ⸃߇ᐢ߇ࠆߣᕁ߁ޕ

࿁╵ 2㧔࿖㓙 3 ᐕ㧕㧦
 㔍ᤃᐲ⊛ߦߪޔኾ㐷ߩ⍮⼂߇ᔅⷐߥߊࠄߥߩߢޔ㗴ߥߣᕁ߁ޔ߽ߢޕኾ㐷ߦߒ
ߡࠆੱ߽ߞߒࠂߦฃߌࠆߩߢߣߥࠄ⿷ߩ߽ߪߡߞߣߦੱߩߘޔᗵߓࠆߎߣ߽ࠆ߆
߽ߒࠇߥޕ

࿁╵ 3㧔࿖㓙 3 ᐕ㧕㧦
 ⑳ߚߜ߇ኾߒߡࠆ⑼⋡ߣߪߩߎߣࠍߔࠆࠊߌߥߩߢޔၮ␆ߩㇱಽࠍ߽߁ዋߒߒߞ
߆ࠅ߿ߞߡ߽ࠄߚޕ
㧔ቝቮ‛⾰ޔಽሶ↢ߥߤߩࠪࡃࠬࠍߺࠆߣޔᢥ♽ߦߪㄆߘ
߁ߥߩߢ㧕

࿁╵ 4㧔࿖㓙 2 ᐕ㧕㧦
 LA ⑼⋡ߛߌߪޔቇᐕࠍ㑐ଥߥߒߦޔ㐿⻠ߒߡ߶ߒޔ߫ࠇߔ߁ߘޕ12 ᐕߢขࠅߚ
ᬺࠍᣧߦขࠅޔ34 ᐕߢኾ㐷⑼⋡ߦ㓸ਛߢ߈ࠆޕ

࿁╵ 5㧔࿖㓙 2 ᐕ㧕㧦
 ขࠅߚᬺ߇ᔅୃߣ㊀ߥߞߡߡขࠇߥߎߣ߇ᄙ߆ߞߚޕઍቇ⧓߇߹ߣ߹ߞߡޔ
LA ࠍߣࠆᤨ㑆ࠍߞߚ߶߁߇ࠃߣᕁ߁ޕ

㧙㧙

࿁╵ 6㧔࿖㓙 2 ᐕ㧕㧦
 ℂ♽ߩᬺ߇✚ߓߡᢥ♽ߦߣߞߡᢝዬߩ㜞ࡌ࡞ߣߥߞߡ߅ࠅޔᢥ♽ߩቇ↢߇ LA ࠍ
ߣࠆߎߣࠍ࿎㔍ߦߒߡࠆߣᕁ߹ߔޕ㐷♽ߩౝኈߦߒߡ߶ߒߢߔޕ

࿁╵ 7㧔࿖㓙 2 ᐕ㧕㧦
 4 㒢⚳ੌߣߖߕޔ5 㒢߹ߢ߿ߞߡ߽ߣߥߒ߁ߘޕᡷༀߐࠇߥޕ

㧞㧚㧞 ᣣᧄ⺆ᢎ⢒ࠦࠬ㧔࿁╵⠪㧦25 ฬ㧕
ฦ㗄⋡ߦ㑐ࠊࠆ࿁╵ߪએਅߩߣ߅ࠅߢࠆޕ
㧔A㧕ᤨ㑆ഀߩ㗴㧦11 ฬ
  㧔B㧕ጁୃቇᐕᨒߩ㗴㧦1 ฬ
 㧔C㧕ੱᢙ㒢ߩ㗴㧦3 ฬ
  㧔D㧕㐿⻠ᬺᢙߩ㗴㧦3 ฬ
㧔E㧕ઁࠦࠬߩᬺࠍጁୃߔࠆߎߣߦኻߔࠆ⢐ቯ⊛⹏ଔ㧦6 ฬ
㧔F㧕ᢎຬߩᢎ߃ᣇޔᬺߩ㔍ᤃᐲߦኻߔࠆ⢐ቯ⊛⹏ଔ㧦7 ฬ
㧔G㧕ᬺౝኈ߇㔍ߒߣ߁ᜰ៰㧦7 ฬ

 ᵈ⋡ߔߴ߈࿁╵ߣߒߡએਅߩ߽ߩ߇ߍࠄࠇࠆޕ

࿁╵ 8㧔ᣣᧄ⺆ 4 ᐕ㧕㧦
 ઁߩ⻠⟵ߦᲧߴࠆߣޔㆬᛯߔࠆߣ߈ߪᬺౝኈߦ⥝߇ࠆ߆ޔ㔍ᤃᐲ߇シߊᬺ⽶ᜂ
㧔⺖㗴ߥߤ㧕߇ዋߥ߽ߩߦߒࠃ߁ߣ⠨߃ߚోޕㇱߢ 3 ߟߩ⻠⟵ࠍฃߌߚ߇ߚૃ߽ࠇߤޔ
ಽ㊁ࠍㆬࠎߛߩߢ߁߽ޔዋߒߩಽ㊁߽ീᒝߒߡߺߚ߆ߞߚߣᕁ߁ޕ

࿁╵ 9㧔ᣣᧄ⺆ 3 ᐕ㧕㧦
 ੱᢙߦࠅ߹ޔᄙߔ߉ߡవ↢ᣇߩჿ߇⡞߈ߣࠅㄆ߆ߞߚࠅޔ㤥᧼߇߃ߦߊ╬ޔ࿎
ߞߚὐ߇ዋߒߞߚޕ

࿁╵ 10㧔ᣣᧄ⺆ 3 ᐕ㧕
㧦
 ߘߩࠦࠬߩ 1 ᐕ↢ߩߚߩᬺߣߒߡ㐿⻠ߐࠇߡࠆᬺߥࠄޔ㐷ߣߒߡጁୃ߇ߒ
߿ߔߘ߁ߛ߇ޔ2 ᐕએߢ㐿⻠ߐࠇߡࠆᬺߪߤ߁ߥߩ߆⥄ޕಽ߇ኾ㐷ᬺߢ LA ߩߚ
ߦࡌ࡞ࠍਅߍߡᬺߐࠇߡ߽߿ߛߣᕁ߁ޕ

㧙㧙

࿁╵ 11㧔ᣣᧄ⺆ 2 ᐕ㧕
㧦
 LA ߣߞߡ߽ޔ࿖㓙ᢥൻࠦࠬߩኾ㐷ߊࠄߒ߆ޔ㔍ᤃᐲࠍ⠨߃ࠆߣขࠇߥ㧔․ߦޔ
ಽሶ↢ߥߤᦨೋ߆ࠄኾ㐷⍮⼂߇ᔅⷐߥ߽ߩ㧕ޕLA ߩቇ↢ߦኻߒߡߩ᧦ઙ߇෩ߒޕ

࿁╵ 12㧔ᣣᧄ⺆ 2 ᐕ㧕
㧦
 หߓᬺࠍ LA ߣߒߡฃߌࠆੱߣ MS ߣߒߡฃߌࠆੱߣߢฃ⻠ᗧ᰼ߦᏅ߇ࠆޕMS ߢ
ฃߌࠆੱߦߣߞߡߪᓟߩߚߦߣߡ߽ᄢߥᬺߥߩߦޔLA ↪ߦᤃൻߒߚౝኈߦߥߞ
ߡߒ߹߁ߣޔMS ߩੱߦߪਇḩ߇ࠆ߆߽ߒࠇߥޕ

㧞㧚㧟 ⥃ᐥᔃℂࠦࠬ㧔࿁╵⠪㧦43 ฬ㧕
ฦ㗄⋡ߦ㑐ࠊࠆ࿁╵ߪએਅߩߣ߅ࠅߢࠆޕ
㧔A㧕ᤨ㑆ഀߩ㗴㧦27 ฬ
  㧔B㧕ጁୃቇᐕᨒߩ㗴㧦1 ฬ
 㧔C㧕ੱᢙ㒢ߩ㗴㧦3 ฬ
  㧔D㧕㐿⻠ᬺᢙߩ㗴㧦5 ฬ
㧔E㧕ઁࠦࠬߩᬺࠍጁୃߔࠆߎߣߦኻߔࠆ⢐ቯ⊛⹏ଔ㧦10 ฬ
㧔F㧕ᢎຬߩᢎ߃ᣇޔᬺߩ㔍ᤃᐲߦኻߔࠆ⢐ቯ⊛⹏ଔ㧦9 ฬ
㧔G㧕ᬺౝኈ߇㔍ߒߣ߁ᜰ៰㧦7 ฬ

 ߎߩ߶߆ 5 ฬ߇ฃ⻠⠪ᢙ߇ᄙߔ߉ࠆߎߣࠍᜰ៰ߒ ߚ߹ޔ4 ฬ߇ᢥ♽ߩቇ↢߇ℂ♽ߩ⑼⋡
ࠍጁୃߔࠆߩ߇࿎㔍ߢࠆᣦߩ࿁╵ࠍߒߚޕᵈ⋡ߔߴ߈࿁╵ߣߒߡએਅߩ߽ߩ߇ߍࠄࠇ
ࠆޕ

࿁╵ 13㧔⥃ᐥ 3 ᐕ㧕㧦
 LA ߛ߆ࠄߣߞߡ߆ࠄߐ߹ߦ߿ࠆ᳇ߩߥ↢ᓤ߇⋡┙ߞߡᄙ߆ߞߚࠃ߁ߦᗵߓࠆޕ
ੱᢙ߇ᄙ߆ࠄߣᢎቶࠍᄌᦝߒߚߎߣ߽ࠆߩߦޕߪߢࠇߘޔ

࿁╵ 14㧔⥃ᐥ 3 ᐕ㧕㧦
 ઁߩੱߣ৻✜ߦቇߴࠆߩߢޔᗧ឵ߩ႐ߥߤ߇ࠆߣᣂ㞲ߛߞߚޕ

࿁╵ 15㧔⥃ᐥ 3 ᐕ㧕㧦

㧙㧙

 ߹ࠇߦቢోߦኾ㐷ߦ⛉ߞߚ߽ߩ߇ࠅ৻ޔᐲฃߌߚ߈ࠅߦߥߞߡߒ߹ߞߚ߽ߩ߽ࠆޕ
ℂ♽߇ᢥ♽ߩ LA ࠍߣࠆߩߪ◲නߛ߇ޔᢥ♽ࠦࠬ߇ℂ♽ߩ LA ࠍߣࠆߩߪ㔍ߒޕ

࿁╵ 16㧔⥃ᐥ 3 ᐕ㧕㧦
 LA ߛ߆ࠄߣߞߡ߆ࠄߐ߹ߦ߿ࠆ᳇ߩߥ↢ᓤ߇⋡┙ߞߡᄙ߆ߞߚࠃ߁ߦᗵߓࠆޕ
ੱᢙ߇ᄙ߆ࠄߣᢎቶࠍᄌᦝߒߚߎߣ߽ࠆߩߦޕߪߢࠇߘޔ

࿁╵ 17㧔⥃ᐥ 3 ᐕ㧕㧦
 ኾ㐷એᄖߩ⍮⼂ࠍりߦઃߌࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߒߚޕLA ߣߒߡጁୃ⑼⋡ߦ߹ࠇߡߥ߆
ߞߚࠄޔⓍᭂ⊛ߦනࠍขᓧߒࠃ߁ߣߒߚ߆ߤ߁߆ಽ߆ࠄߥߩߢߣߚߞ߆ࠃޔᕁ߹ߔޕ
ᢎ㙃ߣߒߡᔅⷐߛߣᗵߓ߹ߒߚޕ

࿁╵ 18㧔⥃ᐥ 2 ᐕ㧕㧦
 LA ߪㅢᏱߩኾ㐷ߩᬺ㧔MS㧕ߦᲧߴߡቇ↢ߩࡑ࠽߇ᖡޕㆡᒰߦฃ⻠ߒߡනࠍข
ࠇࠇ߫߿ߣޔᕁߞߡࠆੱ߽ࠆߣᕁ߁ޕ

࿁╵ 19㧔⥃ᐥ 2 ᐕ㧕㧦
 ᬺߦࠃߞߡ㔍ᤃᐲ߇ߜ߇ߔ߉ߡ◲ޔනߥ⑼⋡ߦੱ߇ߟ߹ࠅߔ߉ߡᬺߩࡌ࡞߇
ਅ߇ߞߡ࿎ࠆޕኾ㐷⑼⋡ߩᔅୃߪ LA ߦߒߥߢ߶ߒޕ

࿁╵ 20㧔⥃ᐥ 2 ᐕ㧕㧦
 ᢥ♽ߦߪ߿ߚࠄߣੱ߇ᄙߊ㓸߹ࠅޔℂ♽ߦߪ߶ߣࠎߤߥޕ

࿁╵ 21㧔⥃ᐥ 2 ᐕ㧕㧦
 ቯຬࠝࡃߩߣ߈ޔవ↢ߦࠃߞߡ MS ࠍㆬᛯߔࠆቇ↢ࠍఝవ⊛ߦጁୃߐߖࠆੱߣޔLA
߽ MS ߽ᐔ╬ߦߊߓᒁ߈ࠍߔࠆవ↢߇ߚޕMS ࠍఝవߐߖߚᣇ߇ࠃߩߤߥޔᣇ㊎ߪޔ
ㅢߩℂ⸃ߦߒߡ߅ߊߴ߈ߥߩߢߪߥ߆ޕ

࿁╵ 22㧔⥃ᐥ 2 ᐕ㧕㧦
 තᬺ߹ߢߦ⛘ኻߦ 3 ⑼⋡ขࠄߥߊߡߪߌߥߣ߁߹ࠅߪࠄߥߣᕁ߹ߒߚޕ
ࠈࠎߥ⑼⋡ߦ⥝ߩࠆੱߛߌ߇⥄↱ߦขࠇࠆᣇ߇ోߣߒߡߩᗧ⼂߽߇ࠆߣᕁ߹
ߔޕ

㧙㧙

㧞㧚㧠 ㅧᒻᢥൻࠦࠬ㧔࿁╵⠪㧦55 ฬ㧕
ฦ㗄⋡ߦ㑐ࠊࠆ࿁╵ߪએਅߩߣ߅ࠅߢࠆޕ
㧔A㧕ᤨ㑆ഀߩ㗴㧦2 ฬ
  㧔B㧕ጁୃቇᐕᨒߩ㗴㧦4 ฬ
 㧔C㧕ੱᢙ㒢ߩ㗴㧦3 ฬ
  㧔D㧕㐿⻠ᬺᢙߩ㗴㧦8 ฬ
㧔E㧕ઁࠦࠬߩᬺࠍጁୃߔࠆߎߣߦኻߔࠆ⢐ቯ⊛⹏ଔ㧦15 ฬ
㧔F㧕ᢎຬߩᢎ߃ᣇޔᬺߩ㔍ᤃᐲߦኻߔࠆ⢐ቯ⊛⹏ଔ㧦7 ฬ
㧔G㧕ᬺౝኈ߇㔍ߒߣ߁ᜰ៰㧦5 ฬ

 ߎߩ߶߆ 4 ฬ߇ᬺߦࠃࠆ㔍ᤃᐲߩ߫ࠄߟ߈ࠍᜰ៰ߒ ߚ߹ޔ3 ฬ߇ฃ⻠⠪ᢙߩᄙߐࠍᜰ
៰ߒߚޕᵈ⋡ߔߴ߈࿁╵ߣߒߡએਅߩ߽ߩ߇ߍࠄࠇࠆޕ

࿁╵ 23㧔ㅧᒻ 3 ᐕ㧕㧦
 ᤨ㑆ഀ߹ࠅ㗴ߪߥߣᕁߞߚߩߛ߇߫߃ޔቝቮಽሶߥߤߩᢙቇࠍ߁߽ߩߥߤ
ߪోߊℂ⸃᧪ߥ㧔㜞ᩞߢ߽⠌ߞߡߥ߽ߩ߽ࠆߩߢ㧕ޔߢߩߥޕᔅὼ⊛ߦฃߌࠆ߽
ߩߪ߈߹ߞߡߊࠆޕ

࿁╵ 24㧔ㅧᒻ 3 ᐕ㧕㧦
 ᢎຬߦࠃߞߡߪ LA એᄖߩవⴕᬺ߆ࠄߩᑧ㐳ߢᬺࠍߒߡࠆߎߣ߇ࠆߚߩઁޔ
ኾߩቇ↢߇ߘߩᬺࠍฃߌࠆߦฃߌࠇߥߊߥߞߡࠆߎߣ߇ࠆޕ

࿁╵ 25㧔ㅧᒻ 2 ᐕ㧕㧦
 ℂᢙ♽એᄖߩ LA ࠍჇ߿ߒߡ߶ߒޕ

࿁╵ 26㧔ㅧᒻ 2 ᐕ㧕㧦
 ߔߏߊኾ㐷⊛ߥᚲ߆ࠄࠬ࠲࠻ߔࠆߩߪ߿ߡ߶ߒޕ

࿁╵ 27㧔ㅧᒻ 2 ᐕ㧕㧦
 ㆑߁ቇ⑼ߩੱߦ߈߮ߒవ↢߇ࠆޕ

㧙㧙

࿁╵ 28㧔ㅧᒻ 2 ᐕ㧕㧦
 ⑼⋡ౝኈߦ㑐ᔃߩ⭯ઁኾߩቇ↢߇ฃ⻠ߔࠆߦࠃߞߡߡߞ߹ߒߡߜ⪭߇⾰ߩ⟵⻠ޔ
ࠆޕ

࿁╵ 29㧔ㅧᒻ 2 ᐕ㧕㧦
 ጁୃቇᐕࠍ 1 ᐕߦᄙߊߒߡ߽ࠄ߃ࠆߣሜߒ߆ߞߚߢߔޕ1 ᐕ↢ߪ߹ߛᥜ߇ࠆߩߢޔ
߇ߞߡޕ

࿁╵ 30㧔ㅧᒻ 2 ᐕ㧕㧦
 ࡐ࠻ߩౝኈ߇⦟߆ߞߚߩ߆ޔᖡ߆ߞߚߩ߆߇ࠊ߆ࠄߥޕSABCD ߛߌߩ⹏ଔߢߪޔ
ߖߞ߆ߊᦠߚࡐ࠻ߥߩߦ߿ࠆ᳇߇ߥޔㅴᱠߒߥ⺖ࠍ࠻ࡐޕ㗴ߦߔࠆߥࠄޔ
ߒߞ߆ࠅߣណὐߒߡᗵᗐޔᗧߣߣ߽ߦළߒߡ߶ߒߢߔޕ

࿁╵ 31㧔ㅧᒻޔቇᐕਇ㧕㧦
 ෳടဳߩ߽ߩ߇㕙⊕߆ߞߚޕၮᧄ⊛ߦኾ㐷ಽ㊁ᄖߩᬺࠍฃ⻠ߔࠆߎߣߦߥࠆߩߢޔℂ
⺰ߢߐࠇࠆࠃࠅ߽ታ㓙ߦ߆ߒߡߺࠆᣇ߇りߦઃߊߒޔℂ⸃ߒ߿ߔࠃ߁ߦᕁ߁ޕ

㧞㧚㧡 ᖱႎ⑼ቇࠦࠬ㧔࿁╵⠪㧦62 ฬ㧕
ฦ㗄⋡ߦ㑐ࠊࠆ࿁╵ߪએਅߩߣ߅ࠅߢࠆޕ
㧔A㧕ᤨ㑆ഀߩ㗴㧦21 ฬ
  㧔B㧕ጁୃቇᐕᨒߩ㗴㧦2 ฬ
 㧔C㧕ੱᢙ㒢ߩ㗴㧦4 ฬ
  㧔D㧕㐿⻠ᬺᢙߩ㗴㧦8 ฬ
㧔E㧕ઁࠦࠬߩᬺࠍጁୃߔࠆߎߣߦኻߔࠆ⢐ቯ⊛⹏ଔ㧦9 ฬ
㧔F㧕ᢎຬߩᢎ߃ᣇޔᬺߩ㔍ᤃᐲߦኻߔࠆ⢐ቯ⊛⹏ଔ㧦5 ฬ
㧔G㧕ᬺౝኈ߇㔍ߒߣ߁ᜰ៰㧦18 ฬ

 ߎߩ߶߆ޔLA ⑼⋡ߪᤨ㑆ߩή㚝ߢࠆࠆߔߣࠃ߽ߡߊߥޔᗧ߇ 3 ฬ߆ࠄߐࠇߡ
ࠆ ޕᵈ⋡ߔߴ߈࿁╵ߣߒߡએਅߩ߽ߩ߇ߍࠄࠇࠆޕ

࿁╵ 32㧔ᖱႎ 3 ᐕ㧕㧦
 ⟤ⴚ♽ߩീᒝߪ⛘ኻߦ߽߁߿ࠄߥߣᕁߞߡߚߩߢޔᣂߚߥ⥝߇ḝߡ⦟߆ߞߚޕ

㧙㧙

࿁╵ 33㧔ᖱႎ 3 ᐕ㧕㧦
 LA ߩᬺߪีߒߡ LA ߦߒߡ߶ߒޕ1 ᐕ↢ߩౝኈࠍᄙߊߣࠅޔΤߩࠃ߁ߥ‛ߪήߊ
ߒߡ߶ߒޕ

࿁╵ 34㧔ᖱႎ 3 ᐕ㧕㧦
 వ↢ߦࠃߞߡߪޟ㐷ψዷ㐿߁ߣޠᵹࠇߢߥߣฃ⻠ࠍߥߣ⸒ߞߚవ↢߇ߡޔ
ዷ㐿ߒ߆ᤨ㑆ߩㇺว߇ߟ߆ߥߣ߁ࠃ߁ߥߎߣ߇ߞߚޕ

࿁╵ 35㧔ᖱႎ 3 ᐕ㧕㧦
 23 ᐕ↢ะߌߩᬺߢߪࠇߘޔએ೨ߩᬺౝኈࠍ〯߹߃ߡߩ߽ߩ߇ᄙߩߢޔ㔍ᤃᐲߪ
㜞ߢߒߚޕ

࿁╵ 36㧔ᖱႎ 3 ᐕ㧕㧦
 LA ߪᜂᒰᢎຬ߆ࠄㄼኂߐࠇߡࠆ᳇߇ߒ߹ߔޕᏅࠃߊߥ㧍

࿁╵ 37㧔ᖱႎ 3 ᐕ㧕㧦
 ᢥ♽ߩ߽ߩࠍฃߌߡ߈߹ߒߚ߇ޔ㔍ߒߢߔޕℂ♽ߩ߽ߩࠍฃߌࠃ߁ߣᕁᦨޔೋߩᢙ
࿁ฃߌ߹ߒߚ߇ޔၮ␆߇೨ߩᬺߢߞߡޔLA ߪᔕ↪ߒ߆ฃߌࠇߥߣ߁ߎߣ߽ࠅޔ
ℂ⸃߇ㅊߟߌߕߣߞ߽ޕߚߒߢࠎߖ߹߃ࠍࠆߑࠄ߈ޔዉߩ߽ߩࠍჇ߿ߔߴ߈ߢߔޕ

࿁╵ 38㧔ᖱႎ 2 ᐕ㧕㧦
 ᢎቶ߇ዊߐߥߤߩℂ↱ߢᔅୃߩੱߒ߆ฃߌߐߖߡ߽ࠄ߃ߥ߽ߩ߇ࠆޕ

࿁╵ 39㧔ᖱႎ 2 ᐕ㧕㧦
 㔍ߒޕLA ࠍฃߌࠆੱߦኻߒߡᤃߒߊߒߡ᰼ߒޕ

࿁╵ 40㧔ᖱႎ 2 ᐕ㧕㧦
 ήℂߒߡขߞߚ߽ߩ߫߆ࠅߛߞߚߩߢߥߛޔᗵߓ߇ߒߚޕ

࿁╵ 41㧔ᖱႎ 2 ᐕ㧕㧦
 ࠍ‛↢ޟቇࠎߢ߈ߚੱߩߤߥޠ㒢߇ࠆߩߪᄢᄌߢࠆޕ

㧙㧙

࿁╵ 42㧔ᖱႎ 2 ᐕ㧕㧦
 ၮ␆⍮⼂߇ᔅⷐߥ߽ߩ߇ᄙߊޔᬺߦߟߡߌߥޕ

࿁╵ 43㧔ᖱႎ 2 ᐕ㧕㧦
 LA ߣ MS ߩ࠹ࠬ࠻ᣇᴺࠍࠊߌߡߊࠇߚߩߢޕߚߞ߆ࠃޔ

㧞㧚㧢 ⥄ὼ⑼ቇࠦࠬ㧔࿁╵⠪㧦44 ฬ㧕
ฦ㗄⋡ߦ㑐ࠊࠆ࿁╵ߪએਅߩߣ߅ࠅߢࠆޕ
㧔A㧕ᤨ㑆ഀߩ㗴㧦9 ฬ
  㧔B㧕ጁୃቇᐕᨒߩ㗴㧦2 ฬ
 㧔C㧕ੱᢙ㒢ߩ㗴㧦4 ฬ
  㧔D㧕㐿⻠ᬺᢙߩ㗴㧦14 ฬ
㧔E㧕ઁࠦࠬߩᬺࠍጁୃߔࠆߎߣߦኻߔࠆ⢐ቯ⊛⹏ଔ㧦9 ฬ
㧔F㧕ᢎຬߩᢎ߃ᣇޔᬺߩ㔍ᤃᐲߦኻߔࠆ⢐ቯ⊛⹏ଔ㧦3 ฬ
㧔G㧕ᬺౝኈ߇㔍ߒߣ߁ᜰ៰㧦7 ฬ

 ߎߩ߶߆ޔ5 ฬ߇ᬺߦࠃࠆ㔍ᤃᐲߩ߫ࠄߟ߈ࠍᜰ៰ߒޔ4 ฬ߇⥝ࠍ߽ߡࠆ߽ߩ߇ߥ
߆ߞߚᣦ࿁╵ߒߡࠆޕᵈ⋡ߔߴ߈࿁╵ߣߒߡએਅߩ߽ߩ߇ߍࠄࠇࠆޕ

࿁╵ 44㧔⥄ὼ 3 ᐕ㧕㧦
 ኾ㐷⊛ߔ߉ߡߟߡߌߥᬺ߿ޔᏨߐ߃ߔࠇ߫න߇߽ࠄ߃ࠆᬺߥߤޔ㔍ᤃᐲ
ߦᏅ߇ࠅㆊ߉ࠆߣᕁ߹ߔޕLA ߪ⥄↱ߦㆬ߱ߩߢޔන߶ߒߐߦੱ߇㓸ਛߔࠆߣޔኾ
ߩੱߩീᒝߩᅹߍߦߥࠆߩߪ߿ߢߔߨޕ

࿁╵ 45㧔⥄ὼ 3 ᐕ㧕㧦
 ኾ㐷⊛ߔ߉ࠆ߆ࠄߩ߆ߎߤޔᔅୃ⑼⋡ࠍ LA ߦߒߥߢ᰼ߒޕ

࿁╵ 46㧔⥄ὼ 3 ᐕ㧕㧦
 㐿⻠ߐࠇߡࠆᬺ߇ዋߥߊ⥝ޔ߇ࠆᬺࠍฃߌࠃ߁ߣߒߚ߇ޔLA ߣߒߡߢߪߥ
ߊߡߒߣ⋡⑼↱⥄ޔጁୃߔࠆߎߣߦߥࠅޔᢎຬߦࠃߞߡߪޟLA ߢߥ߆ࠄߣޠᜎุߔࠆ
߽ߩ߽ߚ⛘ޕฏߒߚޕ
㧔ਛ⇛㧕12 ᐕߩ MS ߪߔߴߡ LA ↳⺧ߢ߈ࠆࠃ߁ߦ
ߔࠆߴ߈ߛޕ

㧙㧙

࿁╵ 47㧔⥄ὼޔቇᐕਇ㧕㧦
 LA ߣߒߡ㐿⻠ߒߡࠆߩߪ߇ޔታ㓙ߦߪߣࠄߥޕᔅୃߛߌߢቯຬߞ߬ߦߥ
ࠆߥߤޔ㈩ᘦ߇⿷ࠅߥߣᕁ߁ޕ

࿁╵ 48㧔⥄ὼޔቇᐕਇ㧕㧦
 ᗲ⍮ᢎ⢒ᄢቇߪޔතᬺߔࠆߩ߇◲නߔ߉ࠆߣᕁ߁ޔࠅ߹ߟޕනࠍߣࠆߎߣ߇◲නߔ߉
ࠆߣᕁ߁ޕᏨߒߡࠆߛߌߢන߇ߣࠇߡߒ߹ߞߚࠅߔࠆᧄޕᒰߦ⍮⼂ޔᛛ⢻ࠍขᓧߒ
ߚ⠪ߛߌ߇තᬺߔࠇ߫ࠃࠅࠃޔᄢቇߦߥࠆߣᕁ߁ޕ

࿁╵ 49㧔⥄ὼ 2 ᐕ㧕
 LA ߩ㔍ᤃᐲߪၮᧄ⊛ߦᤃߒߢ⦟ߣᕁ߁߇⥄ޔὼ⑼ቇߩ LA ߪዋߒ㔍ߒߣᕁ߁ޕ

࿁╵ 50㧔⥄ὼ 2 ᐕ㧕㧦
 MS ߣ LA ߪߚߒߣޘᣇ߇ࠃߣᕁ߁ޕ

࿁╵ 51㧔⥄ὼ 2 ᐕ㧕㧦
 ቇᐕጁୃߩᤨ㑆ഀ╬ߦࠃߞߡޔฃ⻠ߢ߈ࠆᤨᦼߦ⋡⑼ޔࠅ߇ࠆࠃ߁ߦᕁ߹ߔޕ
߹ߚޔ3 ⑼⋡ 6 නߢߪዋߥࠃ߁ߦᕁ߹ߒߚޕ

㧔ਛ⇛㧕
ߤߩᬺ߽ޔ᥉Ბㆊ
ߏߒߡࠆߛߌߢߪᚻߦࠆߎߣߩߥ⍮⼂ߦ߰ࠇࠆߎߣ߇ߢ߈ߡ߽ߡߣޔᗧ⟵ߛߞߚ
ߣᕁ߹ߔޕ

࿁╵ 52㧔⥄ὼ 2 ᐕ㧕㧦
 LA ߢ↢‛ߦߟߡቇ߮߹ߒߚ߇ߊోߢ߹ޔ⠌ߞߚߎߣ߇ߥ߆ߞߚߚᧄᒰߦᄢᄌߢ
ߒߚ߁߽ޕዋߒ LA ߥߩߢ㈩ᘦߒߡ߶ߒ߆ߞߚߢߔޕ

࿁╵ 53㧔⥄ὼ 2 ᐕ㧕㧦
 ᖱႎ߿ಽሶ↢ߩᬺߪ㔍ߒ߆ߞߚ߇ޔᭉߒ߆ߞߚޕಽሶߦ⥝ᜬߡߚޕ

࿁╵ 54㧔⥄ὼ 2 ᐕ㧕㧦
 ߽ߞߣᬺߩኾߒߡࠆੱߣ LA ߩੱ߇ߞߒࠂߦߥߞߡޔખࠃߊߥࠇࠆࠃ߁ߥᗵߓ
ߩ߇ߣᕁ߹ߔޕ

㧙㧙

㧟㧚߹ߣ
એߩ㓸⸘⚿ᨐߣ࿁╵ࠍ〯߹߃ߡޔ㗴ߩᚲ߿ᓟߩᡷ㕟ߦ߅ߡ⇐ᗧߔߴ߈ὐߦ
ߟߡ⠨ኤߔࠆޕ
⾰㗄⋡ 1㧔ㅢၮ␆ኾ⑼⋡ߩጁୃߦߐߒߡᡷༀߔߴ߈ὐ㧕߳ߩ࿁╵ߣߒߡߪᤨޔ
㑆ഀߩ㗴ࠍߍߚੱ߇ୟ⊛ߦᄙߊޔ࿁╵⠪✚ᢙ 276 ฬߩ߁ߜ 92 ฬ߇ߎߩ㗴ߦ⸒
ߒߚޕቇ↢߇߽ߞߣ߽ਇḩࠍᗵߓߡࠆ㗴ߢࠆߣ߃ࠆޔߒߛߚޕㅧᒻᢥൻࠦࠬ
ߢߪߎߩ㗴߳ߩ⸒߇ዋߥ߆ߞߚޕ
࿁╵ 5 ߇ᜰ៰ߔࠆࠃ߁ߦޔLA ߛߌߩᤨ㑆Ꮺࠍߞߡⶄᢙߩ LA ⑼⋡ߩਛ߆ࠄᅢ߈ߥ
߽ߩࠍㆬߴࠆᒻ߇ℂᗐ⊛ߥߩߢߪࠆ߇ޔฦࠦࠬߩኾ⑼⋡ߩᤨ㑆ഀࠍ⺞ᢛߔࠆߎߣߪ
⥋㔍ߩᛛߢࠆޕ
ޟหߓ⑼⋡ࠍⶄᢙߩᤨ㑆Ꮺߦ㐿ߡ߶ߒޔ߇ߚߞ߽ᦸⷐ߁ߣޠᢎຬ
ߩᬺᜂᒰߩ㗴߇⸃ߢ߈ࠇ߫৻ഥߣߥࠆߢࠈ߁ޔߚ߹ޕ࿁╵ 7 ߦࠆࠃ߁ߦޔ
ᬺ߇ⴕࠊࠇߡߥ 5 㒢㧔16㧦40㨪18㧦10㧕ߦᬺࠍࠇࠆߎߣߪᒰὼᬌ⸛ߐࠇࠆ
ߴ߈ߢࠈ߁ޕ
ᤨޟ㑆ഀߩ㑐ଥߢขࠅߚᬺ߇ขࠇߥ߁ߣޠ㗴ߪޔጁୃቇᐕߩ㒢߿ฃ⻠⠪ᢙ
ߩ㒢ߩ㗴ߣ߽ᷓߊ㑐ࠊࠆߚߒ߁ߘޕ㗴ߩᏫ⚿ߣߒߡޔ
ޟ㐿⻠ᬺᢙ߇ዋߥ㧛Ⴧ߿ߒ
ߡ߶ߒ߁ߣޔޠᜰ៰ࠆߪⷐ᳞߇ߡߊࠆߩߪᒰὼߢࠆోޕߢ 45 ฬ߇ߎߩ㗴
ߦ⸒ߒߚޕ
߹ߚ⥝ޟޔߩࠆᬺ߇ߥ߆ߥ߆ขࠇߥ߁ߣޠ㗴ߪޔ࿁╵ 16 ߿ 18 ߦ␜ߐࠇ
ߡࠆࠃ߁ߦޔቇ⠌ᘒᐲߩᖡߐߦ߽ߟߥ߇ࠆߢࠈ߁ޕ
⾰㗄⋡㧞㧔ߎࠇ߹ߢฃ⻠ߒߚㅢၮ␆ኾ⑼⋡ߩᬺౝኈߦߟߡߩᗧ߿ᗵᗐ㧕ߦ
ኻߔࠆ࿁╵ߣߒߡߪޔ
ߩࠬࠦઁޟᬺࠍጁୃߔࠆߎߣߦኻߔࠆ⢐ቯ⊛⹏ଔ߽ߣߞ߽߇ޠᄙ
ߊޔ࿁╵⠪✚ᢙ 276 ฬߩ߁ߜ 67 ฬ߇ߎ߁ߒߚ⢐ቯ⊛⹏ଔࠍ⸥ߒߡࠆ ߘࠃ߅ޕ4 ಽߩ 1
ᒙߩቇ↢߇ኾએᄖߩಽ㊁߽ቇ⠌ߔࠆߎߣߦᗧ⟵ࠍߒߚߣ߃ࠆߢࠈ߁ޔߚ߹ޕ࿁
╵ 14 ߿ 54 ߦ␜ߐࠇࠆࠃ߁ߦઁޔኾߩቇ↢ߣߞߒࠂߦቇ߮ޔᗧࠍ឵ߔࠆߎߣࠍ
ᦸቇ↢߽ታߦሽߔࠆߚߒ߁ߘޕჿࠍ⌀ߦฃߌᱛࠆߴ߈ߢࠈ߁ޕ
ઁࠦࠬߩኾ⑼⋡ߢࠆ LA ⑼⋡ߩᬺౝኈ߇㔍ߒ߆ߞߚ߆ߤ߁߆ߣ߁ὐߦ㑐ߒߡ
ߪޔߨ⸃߇ੑಽߐࠇࠆ߽ߩߩޔᖱႎ⑼ቇࠦࠬߢߪޟ㔍ߒุ߁ߣޠቯ⊛⹏ଔ߇ࠊޟ
߆ࠅ߿ߔߩߤߥޠ⢐ቯ⊛⹏ଔࠃࠅ߽ୟ⊛ߦᄙ߆ߞߚ⥄ޕὼ⑼ቇߦ߽ߘߩะ߇߿߿
ࠄࠇࠆޕ
ޟᬺౝኈ߇㔍ߒߣ߁ᜰ៰ోߪޠߢ 50 ฬ߇ⴕߞߡࠆߦࠇߘޕኻߒޔ
ޟᢎຬߩᢎ
߃ᣇޔᬺߩ㔍ᤃᐲߦኻߔࠆ⢐ቯ⊛⹏ଔోߪޠߢ 37 ฬ߇ਅߒߚޕᢥ♽ߩࠦࠬߢߪℂ

㧙㧙

♽ߩ L㧭⑼⋡ߩ㔍ߒߐࠍᜰ៰ߔࠆ࿁╵߇ᄙ߆ߞߚ߇߷߶ߣࠇߘޔหߓ߆ࠇߘޔએߦޟᢎ
߃ᣇߦ㈩ᘦ߇ߞߚߩߤߥޠ⢐ቯ⊛⹏ଔ߇ߥߐࠇߡࠆޕ
࿁╵ 3ޔ6ޔ11 ߥߤߦ␜ߐࠇߡࠆࠃ߁ߦޔᢥ♽ߩቇ↢ߦߪℂ♽ߩ LA ⑼⋡߇ᢘ㆙ߐ
ࠇࠆะ߇ࠄࠇࠆ߇ߩߐߞߓޔጁୃ⁁ᴫߪߤ߁ߥߩߢࠈ߁߆⺞ᧄޕᩏߪోቇ↢ࠍኻ
⽎ߦߒߚ߽ߩߢߪߥߊ⾰ߚ߹ޔ㗄⋡ 4 ߢߪ߁ߣޠ߫ࠇߌߥ߃߆ߟߒߐޟ೨ឭߢฃ⻠ߒ
ߚ⑼⋡ࠍ⸙ߨߚߚ߆⋡⑼ߪࠆޔฬࠍߔߋߦߪᕁߖߥቇ↢߽ࠆߩ߆ߩߎޔᰣ
ߦߪ߽⸥ߒߡߥ࿁╵߇ᢙᄙߊࠄࠇߚޕ
ߘ߁ߒߚ⾗ᢱߣߒߡߩਇ⿷ߪࠆ߽ߩߩޔዋߥߊߣ߽ࠕࡦࠤ࠻߆ࠄߪએਅߩߎߣ߇⸒
߃ࠆޕᢥ♽ࠦࠬ㧔ᖱႎ⑼ቇࠦࠬߣ⥄ὼ⑼ቇࠦࠬએᄖߩ 4 ߟߩࠦࠬ㧕ߩ࿁╵⠪ߩਛ
ߢ 1 ⑼⋡ߢ߽ℂ♽ߩ LA ⑼⋡ࠍጁୃߒߚቇ↢ߩᢙߪᰴߩߣ߅ࠅߢࠆޕ

࿖ 㓙 ᢥ ൻ ࠦ  ࠬ㧦5 ฬ㧔ߔߴߡᖱႎ⑼ቇࠦࠬߩ LA ⑼⋡ጁୃ⠪㧕
ᣣ ᧄ ⺆ ᢎ ⢒ ࠦ  ࠬ㧦0 ฬ
⥃ᐥᔃℂࠦࠬ㧦17 ฬ㧔ᖱႎ⑼ቇࠦࠬߩ LA ⑼⋡ጁୃ⠪߇ 12 ฬ⥄ޔὼ⑼ቇࠦ
ࠬߩ LA ⑼⋡ጁୃ⠪߇ 5 ฬ㧕
ㅧ ᒻ ᢥ ൻ ࠦ  ࠬ㧦5 ฬ㧔ᖱႎ⑼ቇࠦࠬߩ LA ⑼⋡ጁୃ⠪߇ 4 ฬ⥄ޔὼ⑼ቇࠦࠬ
ߩ LA ⑼⋡ጁୃ⠪߇ 1 ฬ㧕
ว

⸘㧦27 ฬ㧔ᖱႎ⑼ቇࠦࠬߩ LA ⑼⋡ጁୃ⠪߇ 21 ฬ⥄ޔὼ⑼ቇࠦ
ࠬߩ LA ⑼⋡ጁୃ⠪ 6 ฬ㧕

ߎߩ࠺࠲߆ࠄផ᷹ߐࠇࠆ߅߅ࠃߘߩะߪޔℂ♽ߩ LA ⑼⋡ࠍጁୃߔࠆቇ↢ߪ⥃ᐥ
ᔃℂࠦࠬߦᄙߊߪઁޔዋߥߣ߁ߎߣߚ߹ޔℂ♽⑼⋡ߣߞߡ߽ߘߩਛߢߪୟ⊛
ߦᖱႎ⑼ቇࠦࠬߩ LA ⑼⋡߇ᄙߊ⥄ޔὼ⑼ቇࠦࠬߩ LA ⑼⋡ጁୃ⠪ߪ߆ߥࠅዋߥޔ
ߣ߁ߎߣߢࠆޕ
ᢥℂⲢวߩᢎ⢒ℂᔨࠍផㅴߔࠆߚߦߪޔℂ♽ߩ⑼⋡ߦ㑐ߒߡߪޔ࿁╵ 50 ߦ␜ߐࠇ
ࠆࠃ߁ߦޔኾ⑼⋡ߣ LA ⑼⋡ࠍߦޘ㐿ߊߥߤߩኻ╷߇ޔዋߥߊߣ߽ᢥ♽ߩቇ↢ߦߪᔅ
ⷐߢߪߥ߆ߣᕁࠊࠇࠆޕ
߹ߚޔᢥ♽ℂ♽ߦ㑐ࠊࠅߥߊޔLA ⑼⋡ߣߒߡᜰቯߐࠇࠆߎߣߢߩߘޔᬺ߇ኾ⑼⋡
ߣߒߡߩ⾰ࠍ⪭ߣߔߩߢߪߥ߆ߣ߁ෂᗋ߽ޔ࿁╵ 28 ߿ 44 ߥߤߦ␜ߐࠇߡࠆޕ
 એߩߎߣࠍ߹ߣࠆߥࠄ߫ޔLA ⑼⋡ߪ⥝ߩࠆቇ↢ߢࠇ߫⺕ߢ߽ጁୃน⢻ߥౝ
ኈߦߔߴ߈ߢࠆ߇ޔኾ⑼⋡ߣߒߡߩࡌ࡞߽ߚߥߌࠇ߫ߥࠄߕߥ߹ߑ߹ߐߚ߹ޔኾ
ߩቇ↢߇㓸߹ࠆᗧ⟵߽⠨ᘦߒߚޕࠆߥߦߣߎ߁ߣޔኾ⑼⋡ߣ LA ⑼⋡ࠍಽߌࠆߴ
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߈߆ߤ߁߆ߣ߁㗴ߪ৻ޔᓞߦࠆߩߢߪߥߊߩ⋡⑼ޔౝኈߦଐሽߔࠆߩߢߪߥ߆
ߣ߽ᕁ߃ࠆޕ

 ᧄ⺞ᩏߩታᣉߦߚࠅએਅߩᣇޘ㧔ᢘ⒓⇛㧕ߩදജࠍᓧ߹ߒߚߩߎޕ႐ࠍ୫ࠅߡᗵ⻢ߩ
ᗧࠍߒ߹ߔޕ㜞ᯅ⌀⡡㧔ℂ⑼ᢎ⢒⻠ᐳ㧕ޔ㊁⌀♿㧔㓚ኂఽᢎ⢒⻠ᐳ㧕ޔ↰◊↢㧔⟤ⴚ
ᢎ⢒⻠ᐳ㧕ޔᵻ㊁↢㧔⟤ⴚᢎ⢒⻠ᐳ㧕ޔᧄᄥ৻㧔ᖱႎᢎ⢒ᆔ⻠ᐳ㧕ޔᧁޘኼ㧔ᖱႎᢎ
⢒ᆔ⻠ᐳ㧕ࡗࠗࡑࡃࠝޔ㧔ᄖ࿖⺆ᢎ⢒⻠ᐳ㧕ޕ

㧙㧙

ᗲ⍮ᢎ⢒ᄢቇ߇⋡ᜰߔࡌ࡞ࠕ࠷ဳᢎ⢒

ᄢỈ ⑲
㧝㧚ࡌ࡞ࠕ࠷ᢎ⢒ߣߪᧄ᧪ߢߞߚ߆

⪲⸒߁ߣޠ࠷ࠕ࡞ࡌޟ㧔࠹ࡦ⺆ߢߪޔCTVGUNKDGTCNGU㧕ߪర᧪ฎౖฎઍߩ
ࠡࠪࡖࡠࡑߩવ⛔ߦ߅ߡߥ↱⥄ޔᏒ᳃ߩീቇߦ߰ߐࠊߒߣ⠨߃ࠄࠇߚએਅߩ৾
ߟߩቇࠍ␜ߔ⸒⪲ߢߞߚޔߜࠊߥߔޕਛᔃߣߥࠆޟᢥᴺୃޟޔޠㄉቇ⺰ޟޔޠℂቇޔߦޠ
ਛߦ߅ߡઃߌട߃ࠄࠇߚޟᢙቇޟޔޠᐞቇޟޔޠ㖸ᭉޟޔޠᄤᢥቇߩߟ৾ߩޠቇ߆ࠄߥ
ࠆޕࠆߢޠ⑼৾↱⥄ޟ
 ߒ߆ߒߥ߇ࠄઍߢߪޔᢥቇ⺆ޔቇືޔቇޔᱧผቇޔᢙቇޔᔃℂቇ߿⥄ὼ⑼ቇࠍ߽
߆ߥࠅᐢಽ㊁ߩቇࠍᗧߔࠆ⸒⪲ߣߥߞߡ߅ࠅޔߪߣߎࠆ߃⸒ߡߓ✚ޔ⡯ᬺ⊛ߥᔅⷐ
ࠆߪ․ቯߩಽ㊁ࠍቇ߱ߚߩᔅⷐ߆ࠄቇ߫ࠇࠆቇߢߪߥߣ߁ߎߣߢࠆޕ
 ߎߩಽ㊁ߩᢎ⢒ࠍޔ㜞╬ቇᩞએᓟߩ  ᐕ㑆ߩᢎ⢒ߜࠊߥߔޔቇ჻⺖⒟ᢎ⢒ߦ߅ߡ㊀ⷞ
ߔࠆવ⛔ࠍഃߞߚߩߪࠕࡔࠞวⴐ࿖ߢࠆޕวⴐ࿖ߩᄢቇᢎ⢒ߪޔᱧผ⊛ߦߪੱోޟᢎ
⢒ޟޠᢎ㙃ᢎ⢒⋡ࠍޠᜰߔߎߣ߆ࠄᆎ߹ࠅࠍ࠳ޔ⢒ᚑߔࠆߚߩ㜞╬ᢎ⢒ߣ⠨߃ࠄࠇ
ߡߚߩ࠷ࠕ࡞ࡌޕᢎ⢒ࠍㅢߒߡߦ࠳ޔᔅⷐߥ⾗⾰ߢࠆޟಽᨆജ್ޟޔޠ
ᢿജޟޔޠᢿജࠍޠᔀᐩ⊛ߦ㎊߃ࠆࠞࠠࡘࡓ߇⏕┙ߐࠇߡߞߚߩߢࠆޕ
 ࠳ࠪ࠶ࡊࠍ⢒ߡࠆߚߦߪࠍ⟵⻠ޔ⡞ߊߛߌߢߪߥߊޔᢎ߿ઁߩቇ↢ߣᵴ⊒ߦ
⼏⺰ࠍߔࠆㆊ⒟߇ᔅⷐߢࠆࠍ࠷ࠕ࡞ࡌޕቇ჻⺖⒟ߩࠞࠠࡘࡓߣߔࠆᄢቇޔ
ߔߥࠊߜࡌ࡞ࠕ࠷ࠞ࠶ࠫߢߪ߃ࠁࠇߘޔᲧセ⊛ዋੱᢙߩᬺ߇ਥߢߞߚޕ
ᄢቇߦࠃߞߡᢎ⢒ᣇᴺߪ⇣ߥࠆ߇ޔᄙߊߩᄢቇߢߪߡߟߦ⋡⑼ߩߟ৻ޔㅳߦ㧞㨪㧟࿁ߩ
ᬺࠍታᣉߒߡᦨߜ߁ߩߘޔૐ㧝࿁ߪṶ⠌ᑼߩᬺࠍ⸳ߌߡ⼏⺰ߦࠃࠆᢎ⢒ࠍⴕߥߞߡ߈
ߚޕ
 ߹ߚࡌ࡞ࠕ࠷ᢎ⢒ߢߪޔᐢⷞ㊁ࠍ߽ߟߎߣ߇㊀ⷐⷞߐࠇࠆߚⶄޔᢙߩኾ
ࠍหᤨߦቇ߱ߎߣ߇ᅑബߐࠇࠆ‛ޔ߫߃ߣߚޕℂቇࠍਥኾ㧔ࡔࠫࡖ㧕ߣߒޔᣣᧄ⺆ࠍ
ኾ㧔ࡑࠗ࠽㧕ߣߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆࠞࠠࡘࡓߣᤨ㑆ഀ߇⚵ࠎߢࠆߩߢࠆޕઍ
⊛ߥࡌ࡞ࠕ࠷ࠞ࠶ࠫߢࠆ࠻ࠬࡑࠕޟᄢቇߩ߽ ޔߪߢޠኾߩਛ߆ࠄ
ࡔࠫࡖࠍㆬ߱ߎߣ߇น⢻ߢޔੑߟߩࡔࠫࡖࠍㆬ߱ߎߣ㧔࠳ࡉ࡞ࡔࠫࡖ㧕߽ࠫࡔޔ
ࡖߣࡑࠗ࠽ࠍㆬ߱ߎߣ߽ߪߦࠄߐޔቇ↢⥄ࠄ⁛⥄ߩࡔࠫࡖࠍ⸳⸘ߒߡቇ߱ߎߣ߽ߢ
߈ࠆࠃ߁ߦߥߞߡࠆߦ߆ޕᐢⷞ㊁ߩ₪ᓧ߇㊀ⷐⷞߐࠇߡࠆ߆߇ࠊ߆ࠆޕ
 ߹ߚࡌ࡞ࠕ࠷ᢎ⢒ߩᦨㄭߩะߣߒߡޔೋᐕᰴᢎ⢒ߩ㊀ⷞ߇ᐢߊࠄࠇࠆࠃ߁
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ߦߥߞߚ࠻ࠬࡑࠕޕᄢቇߦ߅ߡ߽㧝ᐕ⑺ߩᣂቇᦼߦೋᐕᰴࡒ࠽ࠍጁୃߔࠆߎߣ߇
⟵ോߠߌࠄࠇߡࠆ࠻ࠬࡑࠕޕᄢቇߦ․ᓽ⊛ߥߩߪߡߒߣࡑ࠹߇࠽ࡒߩࠄࠇߘޔ
ޟᐘ‛ޟࠄ߆ޠℂቇߩ⊒ዷߦ㑐ߔࠆᕁ⠨ታ㛎ޔߩߢ߹ࠆ⥋ߦޠ㧞㧤߽ߩ⇣ߥࠆ࠹ࡑࠍ
ᜬߞߡߡޔቇ↢ߚߜߪߘࠇࠄ߆ࠄㆬߴࠆࠃ߁ߦߥߞߡࠆὐߢࠆ⇣ߪࡑ࠹ߒ߆ߒޕ
ߥߞߡ߽ߩߎޔᬺߩ⋡ᜰߔߣߎࠈߪㅢߢޔᢎ߿ખ㑆ߩቇ↢ߚߜߣߦ৻ቯߩ⠨߃ࠍ
ㅊ᳞ߒᧂޔ⍮ߩ߽ߩߦᚢߐߖࠆߣ߁߽ߩߥߩߢࠆޕ

㧞㧚ࡌ࡞ࠕ࠷ᢎ⢒ߩࠛ࠶ࡦࠬߣߒߡߩ৻⥸ᢎ⢒

 ࠕࡑࠬ࠻ߪߘߩᐲࠍขߞߡߥ߇ࠫ࠶ࠞ࠼ࡃࡂޔ㧔ࡂࡃ࠼ᄢቇߩቇ
჻⺖⒟㧕ࠍᄙߊߩࡌ࡞ࠕ࠷ࠞ࠶ࠫߢߪ⥸৻ޔᢎ⢒㧔IGPGTCNGFWECVKQP㧕
ߣ߫ࠇࠆㅢ⑼⋡㧔ࠦࠕ⑼⋡㧕ࠍ৻ቯᢙጁୃߔࠆߎߣ߇⟵ോߠߌࠄࠇߡࠆߪࠇߎޕ
ࡌ࡞ࠕ࠷ࠞ࠶ࠫߦ㒢ࠄߕޔวⴐ࿖ߩᄙߊߩᄢቇߢⴕߥࠊࠇߡࠆᐲߢ╙ޔੑ
ᰴᄢᚢᓟߩᣣᧄߦ߅ߌࠆᣂᄢቇߩ৻⥸ᢎ⢒ߣኾ㐷ᢎ⢒ߩ߽ߩߎޔᐲࠍࠊ߫⋥ャ
ߒߚ߽ߩߢߞߚޕ
 ߣߎࠈ߇ᣣᧄߩᄢቇߦ߅ߌࠆ৻⥸ᢎ⢒ߪ⿷⊒ޔᒰᤨ߆ࠄᏱߦ㗴ⷞߐࠇ⛯ߌߪߦߟޔ
ᄢቇ⸳⟎ၮḰᄢ✁ൻએᓟޔᐲߣߒߡߪᶖṌߒߡߒ߹ߞߚߩߎޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕᐲߪޔ
ዋߥߊߣ߽วⴐ࿖ߩࡌ࡞ࠕ࠷♽ߩᄢቇߢߪޔ㐳ᐕㅊ᳞ߐࠇߡ߈ߚੱ㑆ᢎ⢒ߣߒߡ
ߩࡌ࡞ࠕ࠷ᢎ⢒ߩࠛ࠶ࡦࠬߣߞߡ߽⦟ᐲߥߩߢࠆޕ
 ߚߣ߃߫ޔߪߢࠫ࠶ࠞ࠼ࡃࡂޔߢ߽㧤ಽ㊁ߦࠞ࠹ࠧಽߌߐࠇߚ⑼⋡⟲
ߩਛ߆ࠄޔ㧝⑼⋡ߕߟว⸘㧤⑼⋡ጁୃߔࠆߎߣ߇⟵ോߠߌࠄࠇߡࠆߩࠄࠇߎޔߡߒߘޕ
⑼⋡ߪ㧝⑼⋡߇ޠࠬࠦࡈࡂޟ
㧔ᣣᧄߩනᐲߦ឵▚ߔࠇ߫㧠න⑼⋡㧕ߣࠃ߫ࠇࠆ
ⷙᮨߢⴕߥࠊࠇޔතᬺᔅⷐ⑼⋡ᢙߩታߦ྾ಽߩ৻ࠍභߡࠆߩߢࠆޕ
 ߹ߚౝኈ⊛ߦ߽㕖Ᏹߦജ߇ࠇࠄࠇߡߡ࠷ࠕޔ㧒ࠨࠗࠛࡦࠬቇㇱ㧔ᢎຬ⚵❱㧕ߩ
ജᢎ㧔ߚߣ߃߫࡞࠺ࡦࠨ࡞ࠤࠗࡑޔ᳁ߥߤ㧕ߩ㐷⊛ᬺ߇ᄙߊഀࠅᒰߡࠄࠇߡࠆޕ
ߎࠇࠄߪ߶ߣࠎߤㅳ㧟࿁ࠢࠬࠍ㐿ߊᬺߢࠅߩߜ߁ߩߘޔ㧝࿁ߪ㧝ᤨ㑆ߩ㐳ߐߩޔዋ
ੱᢙߢߩṶ⠌ᬺߢ߃߁ߩߘޔ㧝⑼⋡ᐔဋ㧠ౠ⒟ᐲ㧗ࡊࡦ࠻ߩ⺒ᦠ⺖㗴ߥߤࠅޔࠆ
߶ߤߩᬺᄖቇ⠌߇⺖ߖࠄࠇߡࠆޕ
 એߩࠃ߁ߦ࠷ࠕ࡞ࡌޔᢎ⢒ߣߪޔ㧠ᐕ㑆ߩቇ჻⺖⒟ోߩ㕖⡯ᬺ⊛ߢᐢ
ኾ㐷ᢎ⢒ࠍⴕߥ߁ࠞࠠࡘࡓࠍ␜ߔ⸒⪲ߢࠆ߇ߩ♽࠷ࠕ࡞ࡌޔᄢቇߦ߅ߌࠆ
৻⥸ᢎ⢒ߣߪߩߘޔਛߩㅢㇱಽࠍ␜ߔ⸒⪲ߢࠅޔ㕖⡯ᬺ⊛ߥ⑼⋡ߩ㓸วߩਛ߆ࠄޔᮮ
ᢿ⊛ߦⶄᢙߩ㐷⊛ߥ⑼⋡ࠍㆬࠎߢৼካߦᤨ㑆ࠍដߌߡቇ߱࠷ࠕ࡞ࡌ߫ࠊޔᢎ
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⢒ߩࠛ࠶ࡦࠬ⊛ߥ߽ߩߥߩߢࠆߦ࠳ޔߪࠈߎߣࠆߡߒߣ⊛⋡ߩߘߡߒߘޕᔅ
ⷐߥ⾗⾰ߢࠆޟಽᨆജ್ޟޔޠᢿജޟޔޠᢿജߩޠၮ␆ࠍ㎊߃ࠆߣ߁߽ߩߥߩߢࠆޕ

㧟㧚ᧄቇߩ⋡ᜰߔࡌ࡞ࠕ࠷ဳߩᢎ㙃ᢎ⢒

ᧄቇߦ߅ߌࠆߩᢎ㙃ᢎ⢒ᡷ㕟ߪޔએߩࠃ߁ߥࡌ࡞ࠕ࠷ᢎ⢒ߩଔ୯ࠍౣ⏕
ߒࠍࠇߘޔᒻᑼ⊛ߦߢߪߥߊޔታ⾰⊛ߦታߒࠃ߁ߣߔࠆ߽ߩߢࠆޕታ⾰⊛ߦታߔ
ࠆߣߪޔวⴐ࿖ߩࡌ࡞ࠕ࠷⊛ߥ৻⥸ᢎ⢒߇⌀ߦ⋡ᜰߒߡࠆ߽ߩޟޔߜࠊߥߔޔಽ
ᨆജ್ޟޔޠᢿജޟޔޠᢿജߩޠၮ␆ࠍ㎊߃ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߥࠞࠠࡘࡓࠍഃࠆߣ
߁ߎߣߢࠆޔߚ߹ߪࠇߎޕᐔᚑ㧞㧜ᐕᐲߩਛᢎክ╵↳ߢࠆޟቇ჻⺖⒟ᢎ⢒ߩ᭴▽ߦะ
ߌߡߡ߅ߦޠឭ໒ߐࠇߚޟࠆࠁࠊޔቇ჻ജࠍޠりߦઃߌࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߥࠞࠠ
ࡘࡓߢ߽ࠆߦߢߔޔߚ߹ߦࠄߐޕᐔᚑ㧥ᐕᐲߩ╵↳ޟᣂߚߥᤨઍߦะߌߚᢎຬ㙃ᚑߩ
ᡷༀᣇ╷ߦߟߡ㧔╙৻ᰴ╵↳㧕ߡ߅ߦޠឭ໒ߐࠇߚޟ⊛ⷞ㊁ߦ┙ߞߡⴕേߔࠆߚ
ߩ⾗⾰⢻ജޟ߮ࠃ߅ޠᄌൻߩᤨઍࠍ↢߈ࠆ␠ળੱߦ᳞ࠄࠇࠆ⾗⾰⢻ജޟޔ߁ߣޠ㧔ᢎຬ
߇㧕ᓟ․ߦ᳞ࠄࠇࠆ⾗⾰⢻ജ߽ࠍޠ㐿⊒ߔࠆᢎຬ㙃ᚑߩࠞࠠࡘࡓߢ߽ࠆߩߢ
ࠆޕ
☨࿖ߩ㧠ᐕߩࡌ࡞ࠕ࠷ᢎ⢒ߢߪޔጁୃ⑼⋡ߩ▸࿐ߦ߅ߡ߆ߥࠅߩᐢߐ߇
᳞ࠄࠇࠆ߇ᧄޔቇߩ⋡ᜰߔࡌ࡞ࠕ࠷ဳߩᢎ㙃ᢎ⢒ߢߪߥࠄߕߚޔᢎ㙃ߩࠍ
᳞ߕޔߢㅀߴߚ৻⥸ᢎ⢒ߣߒߡⴕࠊࠇߡࠆဳ࠷ࠕ࡞ࡌޔᢎ⢒ߩࠛ࠶ࡦࠬ
ࠍታߔࠆߎߣࠍ⋡ᜰߒߡࠆᧄޕቇߩ⋡ᜰߒߡࠆᢎ㙃ᢎ⢒ోߩขࠅ࿑ߪએਅߩࠃ
߁ߢࠆ߇ޔ㧝ᐕᓟᦼ߆ࠄ㧞ᐕᓟᦼߦដߌߡ㧟ቇᦼㅪ⛯ߢጁୃߔࠆ❑ߦਗࠎߛ⑼⋡ࠞ࠹ࠧ
.C ߢߩဳ࠷ࠕ࡞ࡌޔᢎ㙃ᢎ⢒ࠍታߒࠃ߁ߣ⠨߃ߡࠆߩઁޕ㧟ߟߩ⑼⋡ࠞ
࠹ࠧ ߜࠊߥߔޔ.Dޔ.Eޔ.F ߪߘࠇߙࠇޔᄢቇᢎ⢒ߦᔅ㗇ߣߥࠆޟၮᧄᔨޠ
ޟઍ⊛
⺖㗴ޟޠᗵᕈഃㅧޕࠆߢޠ
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એߩ .C ߩ࿑ߦ␜ߐࠇߡࠆࠃ߁ߦᧄޔቇߩ⋡ᜰߔࡌ࡞ࠕ࠷⊛ߥᢎ㙃ᢎ⢒ߪޔ
ߐࠄߦ㧠ಽ㊁ߦಽߌࠄࠇోߩߘޔߩⷒ߁ℂᔨߣߒߡߩޠ࡞ࠠࠬࠢ࠶ࡀࠚࠫޟޔᢎ⢒߇
⠨߃ࠄࠇߡࠆᧄޔߜࠊߥߔޕቇߩᢎ㙃ᢎ⢒ߦ߅ߌࠆࡌ࡞ࠕ࠷ဳߩᢎ⢒ߪޟޔ㧠ߟ
ߩ࠹ࠪߣࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߩᢎ⢒․ߦ߁ࠃ߁ߣޠᓽઃߌࠄࠇࠆࠊ⸒ߢߎߎޕ
ࠇࠆޟ㧠ߟߩ࠹ࠪ⑼ޟߪߣޠቇ࠹ࠪޟޠᏒ᳃࠹ࠪޠ
ޟᄙᢥൻ࠹ࠪޠ
ᧄߣࠆߢޠࠪ࠹ࠅߊߠߩ߽ޟቇߢߪቯ⟵ߒߡࠆ߇ߜ߁ߩߘޔ㧟ߟߩ࠹ࠪ
ࠍᧄቇߩోቇ↢߇ጁୃߔࠆߎߣߦߥࠆޕ
ߢߪߪߣޠࠪ࠹ޟ߁⸒ߢߎߎޔߢࠈ߁߆ࠪ࠹ޕ㧔NKVGTCE[㧕ߣ߁⸒
⪲ߪޔᢥሼㅢࠅߦߪ⺒ߺᦠ߈ߩ⢻ജࠍߔ߇ޔߢߪߐ߹ߑ߹ߦᄢ⸃㉼ߐࠇߡࠊࠇ
ߡ߅ࠅޔઍ⧷⺆ߢߪޟᢎ㙃߁ߣޠᗧࠍ߽ᜬߟࠃ߁ߦߥߞߡ᧪ߡࠆ╩ޕ⠪ߩℂ⸃ߢ
ߪޔ⸥ߩࠃ߁ߥ㗔ၞߏߣߦࠊࠇࠆ႐วߩ࠹ࠪߣߪ⥸৻ޔ߫ࠇ߈⓭ޔᏒ᳃߇
ઍ␠ળࠍᱜߒߊ↢߈ᛮߊߚߦ⍮ߞߡࠆߴ߈ߩࠇߙࠇߘޔಽ㊁ߩᦨ߽ၮᧄ⊛ߥޟ
ⴚ⺆ ޟޔޠᔨޟޔޠᛛ⢻ߦࠄࠇߘޔࠅߢߣߎߩޠኻߔࠆਇ⥄↱ߩߥㆇ↪⢻ജߩߎߣߢ
ࠆޟ߁⸒ߢߎߎޕᛛ⢻ޔߡߞߢߣߎߩޠ࠙ࡂ࠙ࡁޟࠆࠁࠊޔߪߣޠᥧ㤩⊛ߦりߦ
ઃߌࠆ߽ߩߢࠆޕ
⏕߆ߦᄢ⸃㉼ߐࠇߚᗧߢߩߩߘޔߪߣޠࠪ࠹ޟಽ㊁ߢߩၮᧄ⊛ߥ⍮⼂⢻ജ
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ࠆߪනߦᏱ⼂ߢࠆߣℂ⸃ߔࠆߎߣ߽ߢ߈ࠆ߇ޔߡ߃ߪߢߎߎޔઍ␠ળࠍ↢߈ᛮ
ߊ৻⥸Ꮢ᳃߇ߘߩಽ㊁ߢᵴേߔࠆߚߦᔅ㗇ߩޟ㧔ⴚ⺆㧕ߩ⍮⼂ߣㆇ↪⢻ജࠆߢޠ
ߣ߁⸃㉼ߦߎߛࠊࠅߚ␠ޕળߢ↢߈ࠆੱ㑆ߩᜬߟ⍮⼂ߣߪޔߦࠄࠇߘޔ߫ࠇ߈⓭ޔ
⸥ߩᥧ㤩⍮ߣߒߡߩࡁ࠙ࡂ࠙ࠍട߃ߚ߽ߩߛ߆ࠄߢࠆߩߎޕቯ⟵ߪ߆ߥࠅ⽎⊛ߢ
ߪࠆ߇ޔᲑ㓏ߢߩࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߩℂ⸃ߣߒߡߪߡ߃ޔ⽎⊛ߥቯ⟵ߦߣߤౕޔ
ߪᓟߩࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߩ⎇ⓥࠍᓙߞߡឭ໒ߔߴ߈߽ߩߣ⠨߃ߡࠆޕ
ߎߩ⽎⊛ߥቯ⟵ߦᓥ߃߫ߪࠪ࠹ߩࠇߙࠇߘޔᰴߩࠃ߁ߦ⺑ߢ߈ࠆߢࠈ߁ޕ
߹ߕ⑼ޟޔቇ࠹ࠪ⑼ޔߪߣޠቇᛛⴚߦᷓߊᩮߑߔ␠ળࠍᏒ᳃߇↢߈ᛮߊߚߦ៤ࠊ
ࠆ⑼ޔቇߦ㑐ଥߔࠆߔߴߡߩ␠ળ⊛ߥⴕὑߦ߅ߡᔅⷐߥޔၮᧄ⊛ߥޔᔨޔᛛ⢻ࠍ
⍮ߞߡ߅ࠅߩߘޔㆇ↪ߦਇ⥄↱ߩߥߎߣߢࠆߩߎޕ႐วߩߣߪޔᣣᏱ⊛ߦ↪ߔ
ࠆ㧔⑼ቇ⊛ࠍ㧕⥄ὼ⸒⺆ߩߘࠇߢࠆߣߣ߽ߦޔ㜞ᐲߦ⊒㆐ߒߚ⑼ቇᛛⴚ⊛ߥ␠
ળߩ༡ߺߦෳടߔࠆߚߩޔᄙዋᢙቇ⊛ߥࠍ߽߹ߥߌࠇ߫ߥࠄߥߛࠈ߁ޕ
ߎߩቯ⟵ࠍᢝⴖߔࠇ߫ޟᏒ᳃࠹ࠪޔߪߣޠᴺ⊛⚻ޔᷣ⊛ޔᴦ⊛ߦ㜞ᐲߦ⊒㆐ߒ
ߚ᳃ਥਥ⟵␠ળߩᏒ᳃ߣߒߡޔᱜߒߊ↢߈ᛮߊߚߦᔅⷐߥޔၮᧄ⊛ߥޔᔨޔᛛ⢻
ࠍ⍮ߞߡ߅ࠅߩߘޔㆇ↪ߦਇ⥄↱ߩߥߎߣߢࠆߩߎޕ႐วߦ߽ߘߎߢᔅⷐߥߣߪޔ
ߘߩၞߩવ⛔␠ળࠍᒻᚑߔࠆ⚛ᧉߥ⥄ὼ⸒⺆ߩߢࠆߣߦߩߘޔၞߩ␠ળᐲ
ࠍ㧔␠ળ᭴▽ਥ⟵⊛ߥᗧߢ㧕᭴▽ߒߡࠆᴺ⊛⚻ޔᷣ⊛ޔᴦ⊛ߥ␠ޔળ⑼ቇ⊛ߥ⸒⺆
ߩࠍ߽ߎߣߦߥࠈ߁ޕ
ߘࠇߢߪޟᄙᢥൻ࠹ࠪߪߣޠߢࠈ߁߆ߪࠇߘޕታൻߒߡࠆᄙᢥൻ⊛
ߥ␠ળߦ߅ߡ⇣ޔᢥൻࠍዅ㊀ߒޔᏒ᳃ߣߒߡ⇣ᢥൻߩੱߣޘᐔߦ↢߈ࠆߚߦᔅⷐߥޔ
ၮᧄ⊛ߥޔᔨޔᛛ⢻ࠍ⍮ߞߡ߅ࠅߩߘޔㆇ↪ߦਇ⥄↱ߩߥߎߣࠍᗧߔࠆߩߎޕ
႐วߩߩ⍮⼂ߣㆇ↪ߣߪ⇣ޔߦߣࠆߢࠇߘߩ⺆⸒⥄ޔᢥൻߩ⸒⺆ߜࠊߥߔޔᄖ࿖
⺆ߩ⍮⼂ߣㆇ↪ߢ߽ࠅࠆߥ⇣ޔᗧ⇇ߦ߅ߌࠆ⇣ߥࠆଔ୯ⷰࠍᓧߔࠆߎߣࠍᗧߔ
ࠆߎߣߦߥࠈ߁ޕ
ᦨᓟߦߪߣޠࠪ࠹ࠅߊߠߩ߽ޟߢࠈ߁߆ߩߎޕ႐วߦ߽ၮᧄ⊛ߦߪޔᛛⴚ⊛
ߦ㜞ᐲߦ⊒㆐ߒߚ␠ળߦ߅ߡ߁ߣޠࠆߊߟࠍߩ߽ޟવ⛔⊛ߥⴕὑߩଔ୯ࠍ⍮ࠅࠇߘޔ
ࠄߩⴕὑࠍㆀⴕߔࠆߚߦᔅⷐߥޔၮᧄ⊛ߥޔᔨޔᛛ⢻ࠍ⍮ߞߡ߅ࠅߩߘޔㆇ↪ߦ
ਇ⥄↱ߩߥߎߣߢࠆߩࠅߊߠߩ߽ޔߒ߆ߒޕ႐วߦᦨ߽㊀ⷐߥߩߪࠆࠇࠄߊߟޔኻ⽎
ߩᕈ⾰ࠍⷙቯߒ⺑ޔߔࠆߚߩ߿ᔨߩනߥࠆ⍮⼂߿ㆇ↪ߢߪߥߊߩࠄࠇߘޔኻ⽎
ࠍ⥄↱ߦᛒ߁ޔߨ⸒⺆ൻߐࠇߥᥧ㤩⍮ߣߒߡߩᛛ⢻ࠍᓧߔࠆߎߣߢࠆޕ
ฦ㗔ၞߩޔߪߣޠࠪ࠹ޟએߩࠃ߁ߦޔ
⥸৻ޟᏒ᳃߇ઍ␠ળࠍ↢߈ᛮߊߚߦ⍮
ߞߡࠆߴ߈ߩࠇߙࠇߘޔಽ㊁ߩᦨ߽ၮᧄ⊛ߥޟޔޠ ⺆ⴚ ޟᔨޟޔޠᛛ⢻ޠߣߎߩޠ
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ߣߢ߈ࠆ߇৻߁߽ޔᣇߩߪߣޠ࡞ࠠࠬࠢ࠶ࡀࠚࠫޟߥߩߢࠈ߁߆ޕ
࠹ࠪߩ႐วߣห᭽ߦޔߩߣߎࠈߩ╩⠪ߩℂ⸃ߢߪޠ࡞ࠠࠬࠢ࠶ࡀࠚࠫޟޔ
ߣߪ⥸৻ޟޔᏒ᳃߇ઍ␠ળࠍ↢߈ᛮߊߚߦりߦઃߌߡࠆߴ߈ޔಽ㊁ࠍ߃ߚᕁ⠨߅ࠃ
߮ߩ⢻ജߣޠߢ߈ࠆߩߢߪߥ߆ߣ⠨߃ߡࠆޕ
߃߫ ޔᐕߩਛᢎክ╵↳ޟቇ჻⺖⒟ᢎ⢒ߩ᭴▽ߦะߌߡߡ߅ߦޠቯ⟵ߐࠇߡࠆ
એਅߩ  ߟߩ⢻ജޟޠ࡞ࠠࠬࡦ࡚ࠪࠤ࠾ࡘࡒࠦޟߜࠊߥߔޔᢙ㊂⊛ࠬࠠ࡞ޟޠᖱႎ࠹
ࠪޠ
⺰ޟℂ⊛ᕁ⠨ജޠ
ޟ㗴⸃ജޔߪޠනߦࠕࠞ࠺ࡒ࠶ࠢߥ⢻ജߢߥߩߪ߽ߜࠈࠎޔ
ઍߩ↥ᬺ␠ળߩᔅⷐߩߺ߆ࠄ᳞ࠄࠇߡࠆ⢻ജߣ⠨߃ࠆߴ߈ߢߪߥߊޔᱧผ⊛ߦ߽
ၞ⊛ߦ߽ޔ᥉ㆉ⊛ߥੱ㑆ߩ⢻ജ␠ߥ߁ࠃߩߤޔߜࠊߥߔޔળߦ߅ߡ߽ੱ㑆߇ᱜߒߊ↢߈
ᛮߊߚߦᔅⷐߥᕁ⠨߅ࠃ߮ߩ⢻ജߢߪߥ߆ߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
วⴐ࿖ߩࡌ࡞ࠕ࠷ᢎ⢒߇ఝࠇߡࠆߣᕁࠊࠇࠆὐߪޔᄢቇߦ߅ߌࠆᢎ⢒߇ߒ
ߡ⻠⟵ਛᔃߩ߽ߩߢߪߥߊޔṶ⠌ߥߤߩ⼏⺰ࠍਛᔃߣߒߚ߽ߩߢࠅޔ⸥ߩࠃ߁ߥ⼾߆
ߥ࠹ࠪࠍりߦઃߌࠆߣหᤨߦޔಽ㊁ࠍ߃ߚᕁ⠨߅ࠃ߮ߩ⢻ജߩ⸠✵ࠍᔀᐩ⊛
ߦⴕߥ߁ߎߣߢᚑࠅ┙ߞߡࠆߣ߁ὐߢࠆ⼾ޕንߥᬺᄖቇ⠌ߦ߅ߌࠆ⺖ᦠ⺒ޟ㗴ޠ
ߦࠃߞߡ⼾߆ߥ࠹ࠪࠍ₪ᓧߒߦࠄߐޔቇ↢ෳടဳߩṶ⠌ᑼᬺߦ߅ߡࠍࠄࠇߘޔ
⚵ߺวࠊߖߡࠆ⺰ὐࠍਥᒛߐߖߥ߆⼾ޔ߁ߣࠆߔ⺰⼏ޔߖߐ⸽⺰ޔᕁ⠨߅ࠃ߮ߩ
⢻ജߩ⸠✵ࠍⴕߥߞߡޔએߩࠃ߁ߥߩޠ࡞ࠠࠬࠢ࠶ࡀࠚࠫޟ₪ᓧߦ⽸₂ߒߡࠆ߆
ࠄߥߩߢࠆޕ
એࠍ߹ߣࠇ߫ᧄޔቇߩ⋡ᜰߔဳ࠷ࠕ࡞ࡌޟᢎ⢒ߦ․ൻߒߚᢎ㙃ᢎ⢒ޔߪߣޠ
એߩࠃ߁ߥቇ↢ෳടဳߩṶ⠌ᒻᑼߩᬺࠍᄙ↪ߒ⼾ޔንߥᬺᄖቇ⠌ࠍ⺖ߔޟ㧠ߟߩ
࠹ࠪߣࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ߩޠᢎ⢒ߢࠆߣ߁ߎߣ߇ߢ߈ࠆ⑼ޟޕቇޠ
ޟᏒ᳃ޟޠᄙ
ᢥൻߩޠࠅߊߠߩ߽ޟޠ㗔ၞߢޔలಽߦ✵ࠄࠇߚࠪࡃࠬߣᬺᄖቇ⠌ߦ߅ߌࠆ⺒ᦠ⺖㗴ߦ
ၮߠߡޔ
ࠍޠࠪ࠹ޟะߐߖ ޔ࿁ߩᬺߩ߁ߜޔ㧟࿁ߦ㧝࿁ߋࠄߩഀวߢⴕߥ
ࠊࠇࠆቇ↢ෳടဳߩᬺߦ߅ߡߥ߹ߑ߹ߐޔ᭽ᑼߢߩᕁ⠨߅ࠃ߮ߩ⢻ജߩ⸠✵ࠍᔀ
ᐩߒߡߩޠ࡞ࠠࠬࠢ࠶ࡀࠚࠫޟߥ߆⼾ޔ₪ᓧࠍ⋡ᜰߒߡࠆߩߢࠆޕ
એߦ⺑ߐࠇߚဳ࠷ࠕ࡞ࡌޟᢎ⢒ߦ․ൻߒߚᢎ㙃ᢎ⢒ࠍޠ࿑ᑼ⊛ߦߔࠇ
߫ޔએਅߩࠃ߁ߦߥࠆޕ㊀ߥࠅวߩㇱಽߪߩߘ߇ࠪ࠹ߩࠇߙࠇߘޔቯ⟵ࠝࡃ
࠶ࡊߒߡࠆߎߣࠍߒߩߘޔ㊀ߥࠅวߩㇱಽߦޟ㒐ἴᢎ⢒ࡠࡊᧄޔߪߩࠆߣޠ
ࠫࠚࠢ࠻߇ߦ⸘↹ߒߡࠆޟ㒐ἴᢎ⢒ߩޠ⟎㑐ଥࠍ␜ߒߡࠆޕ




㧙㧙

࿑㧞 㧠ߟߩ࠹ࠪߣࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞

㒐ἴᢎ⢒

ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞

㧙㧙

㒐ἴᢎ⢒ߩታᣉߦะߌߡ
 㜞ᯅ ⌀⡡
 ࡌ࡞ࠕ࠷ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߢߪߩဳ࠷ࠕ࡞ࡌޔᢎ⢒ࠞࠠࡘࡓߦࠃߞߡޔ
ᧄቇߩᢎ㙃ᢎ⢒߅ࠃ߮ኾ㐷ᢎ⢒ߩᡷༀࠍᬌ⸛ߒߡࠆޕᲑ㓏ߢߪߕ߹ޔᢎ㙃ᢎ⢒ߦ߅ߌ
ࠆᡷ㕟ߣߒߡ␠⥸৻ࠄ߆ࠇߎޔળߦࠆੱ᧚ޔቇᩞᢎຬߦߥࠆੱ᧚ߦኻߒߡౕޔ⊛ߦߪ
ߤߩࠃ߁ߥၮ␆⊛⢻ജࠍ₪ᓧߐߖߡㅍࠅߔߴ߈߆ࠍᬌ⸛ߒߡࠆߩߎޕ₪ᓧߐߖࠆߴ߈
⢻ജߣߒߡߪ᭽ߥޘౝኈߩ߽ߩ߇⠨߃ࠄࠇࠆߩߛ߇ࠍࠄࠇߘޔฦ⒳࠹ࠪߦಽ㘃ߒޔ
♽ൻߔࠆߎߣߢߡߒߣࡓࡘࠠࠞߥ߁ࠃߩߘޔ᭴▽ߢ߈ࠆ߆ᧄߚ߹ޔቇߩ㒢ࠄࠇߚੱ
⊛⾗↥ߩਛߢߦ߆ޔല₸ࠃߊߘࠇࠄࠍታ〣ߔࠆ߆߇⺖㗴ߦߥߞߡࠆޕ
 ߎߩࠃ߁ߥᨒ⚵ߺߦ߅ߡ⹏ࠍࡓࡘࠠࠞߩ⁁ޔߪߢ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊᧄޔଔߒޔ㗴
ὐࠍߔࠆᬺࠍⴕߞߡࠆޕఝࠇߚࠦࡦ࠹ࡦ࠷㧔⻠⟵߿Ṷ⠌ޔታ㛎㧕ߪᣢߦࠆ߽ߩ
ߩޔ♽ൻߐࠇߡ߅ࠄߕߢࡓࡘࠠࠞߩⴕޔലᨐ⊛ߦᚑᨐࠍߍߡߪߥ߽ߩ߽
ࠆࠃ߁ߛ⊒ࠍ╬⟵⻠ߩࠄࠇߘޕជߒߢߎߘޔᛒ߁ቇ⠌ౝኈߦട߃ߡߩߘޔቇ⠌ߦࠃࠅߘߩ
ࠃ߁ߥ⢻ജ㧔ࠬࠠ࡞㧕߇りߦઃߊߩ߆ࠍౣ⹏ଔߔࠆߥ߁ࠃߩߎޕขࠅ⚵ߺߪ⟵⻠ߩ⁁ޔ
╬ߩౝኈ߿ᢎᣇᴺߩᡷༀߦ߽❬߇ࠆߣ⠨߃ߡࠆޕ
 ߐߡᧄޔⓂߦ߅ߡߪޔ⸥ߩᣇะᕈࠍ〯߹߃ޟ㒐ἴᢎ⢒ⷰ߁ߣޠὐ߆ࠄߩࡌ࡞
ࠕ࠷ဳࠞࠠࡘࡓ᭴▽ߩน⢻ᕈࠍតࠆޕ㑐ㅪ⾗ᢱߣߒߡߪޔ
ޟ㒐ἴᢎ⢒ߩቇౝታᣉ⁁ᴫޠ
㧔⾗ᢱ 1㧕ޔ
᧲ޟᣣᧄᄢ㔡ἴ ችၔ⋵ᅚᎹ↸ⷞኤႎ๔ޠ
㧔⾗ᢱ 2㧕
ޔ
ޟ㒐ἴᢎ⢒᭴▽ߩߚߩ
⺞ᩏޠ㧔⾗ᢱ 3㧕ࠍᷝઃߔࠆޕ

㧝㧚⢛᥊

 2011 ᐕ 3  11 ᣣ᧲ޔർᣇࠍਛᔃߣߒߡߩᦦᧂޔᄢἴኂ߇⊒↢ߒߚޕ㔡ߦࠃࠆⵍ
ኂߩߺߥࠄߕޔᵤᵄⵍኂ߿ේሶജ⊒㔚ᚲߢߩߥߤ߽ࠇߛߢ߹߹ޔᗐቯߒߡߥ߆ߞ
ߚᘒ߇↢ߓߚ߇ⵍኂࠍᄢߐߖߡߒ߹ߞߚޕ
 ᧄቇ㧔ᗲ⍮ᢎ⢒ᄢቇ㧕ߪ᧲ᶏߦ⟎ߒޔ࿁ߩἴኂߦࠃࠆ⋥ធ⊛ߥⵍኂߪోߣߒ
ߡߪή߆ߞߚ߽ߩߩޔߒߡઁੱߣߪᕁ߃ߥᖱ߇ࠆޕᚒߩޘࠎߢࠆ᧲ᶏၞ
ߦ߅ߡ߽ห᭽ߩἴኂߪߎࠅ߁ࠆߩߎޕㄭ᧪ᔅߕ߿ᒁ߈ߎߐࠇࠆߣߐࠇࠆ᧲ᶏ
㔡᧲ධᶏ㔡ߦ߃ࠆߴߊޔἴኂ⊒↢ߩߒߊߺ߿ߘߩኻಣᣇᴺߦߟߡቇ߱ߎߣߪ㧔
ੱߣߒߡ߽␠ળߣߒߡ߽㧕✕ᕆߩ⺖㗴ߥߩߢࠆᧄޔߌࠊࠅߣޕቇߩࠃ߁ߦၞߩ࠳
㧔ᢎຬޔോຬߥߤ㧕ࠍ㙃ᚑߒߡࠆᄢቇߣߒߡߪ㊀ⷐߢࠆޕ

㧙㧙

 ᢥㇱ⑼ቇ⋭ߦ߅ߡߪ᧲ޔᣣᧄᄢ㔡ἴߩ⚻㛎ࠍ↢߈ߚᢎ᧚ߣߒޔἴኂᤨߦ↢߈ᑧ߮ࠆജ
ࠍ㙃߁ߚߩޟ㒐ἴᢎ⢒ⵍޔ߿ޠἴߩᓳ⥝ߦ⽸₂ߒᧂ᧪ᔒะߢ↢߈ࠆߚߩޟᓳ⥝ᢎ⢒ޠ
ߩขࠅ⚵ߺࠍᆎߡࠆޕᢎຬะߌߦߪၞ㒐ἴߩ࠳ߣࠆߚߩ⎇ୃࠍⵍߚ߹ޔἴ
ߢᢎ⢒ᵴേߦขࠅ⚵ NPO ߥߤ߳ߩᡰេࠍታᣉߒߡࠆޕᢎ⢒ߩ႐ࠍㅢߓߡޔᰴߩ
ઍߦ㔡ἴࠍ⺆ࠅ⛮߉߈↢ޟޔᛮߊߩߣߎޠᄢಾߐࠍ⢒ߎߣࠍ⋡ᜰߒߡࠆⴕ┙⁛ޕᴺੱ
ޟᢎຬ⎇ୃࡦ࠲ޠ㧔⨙ၔ⋵ߟߊ߫Ꮢ㧕ࠍㅢߓߡో࿖ߩᢎຬ 220 ੱࠍኻ⽎ߦޔ2011 ᐕ 12
ߣ 2012 ᐕ 1 ߦታ〣⊛ߥ㒐ἴᢎ⢒ߩ⎇ୃࠍታᣉߒߚ߃⚳ࠍୃ⎇ޔᢎຬߪ㒐ἴ࠳ߣ
ߒߡฦቇᩞ߿ၞߢવߒߡߊᓎഀࠍᜂ߁ߣ߁ߣࠇߎޕਗⴕߒߡߥ߁ࠃߩߎޔ㒐ἴᢎ
⢒ߦ㑐ࠊࠆ⹜ߺߪၞߩᢎ⢒ⴕනߢ߽ታᣉߔߴ߈ߢࠈ߁ߩࠇߙࠇߘޕၞߩߩޘ
ᖱࠍℂ⸃ߒޔ㒐ἴᢎ⢒ߦᵴ↪ߔࠆߚߦߪోޔ࿖ߩ㒐ἴ࠳ߛߌߢߪਇචಽߢ
ࠈ߁᧚ੱߥ߁ࠃߩߘޕ㙃ᚑߩฃߌ⋁ߣߒߡߩᢎຬ㙃ᚑ♽ᄢቇߪޔᄢ߈ߥᓎഀ߇ᨐߚߖࠆߣ
⠨߃ࠆޕ

㧞㧚ᧄቇߦ߅ߌࠆ㒐ἴᢎ⢒ߩ⋡ᮡ

 ἴኂࠍ⍮ࠅ㒐ἴߔࠆߎߣߪ⥄ޔりߩりࠍࠆߚߚ߹ޔၞࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖߩ৻ຬߣߒߡ
␠ળࠍ⛽ᜬߔࠆߢ㊀ⷐߢࠆޔߦ߆ߒߚޕ2011 ᐕ 3 ߩ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴࠍᄾᯏߦో࿖⊛ߦ
㒐ἴᗧ⼂ߪ㜞߹ߞߡࠆޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕታ㓙ߦߪ⥄ޔಽߩりߦ߽ห᭽ߩἴኂ߇㒠ࠅ߆߆
ࠅ߁ࠆߣ߁ᗧ⼂ߪᒙߊ৻ޔㆊᕈߩ߽ߩߩࠃ߁ߦ߽ᕁ߃ࠆ⥄ޕಽߩၞߢߎࠅ߁ࠆἴኂ
ࠍℂ⸃ߒᣣᏱ⊛ߦኻ╷ࠍ✵ࠆߥ߁ࠃߩߘޔෂᯏ▤ℂᗧ⼂ߪ⭯ࠃ߁ߛᧄޕቇቇ↢ࠍኻ⽎ߣ
ߒߡߩߎޔෂᯏ▤ℂᗧ⼂ࠍ㜞ߦࠄߐޔ࿐ߦᐢߍ⫥ᵴേߢ߈ࠆੱ᧚ࠍ㙃ᚑߔࠆߚߦ
ߪ⚛ߥ߁ࠃߩߤޔ㙃ࠍિ߫ߔߴ߈ߥߩߛࠈ߁߆㧫
 ἴኂߣߞߡ߽⥄ޟὼἴኂ⊛ੱޟ߿ޠἴኂޔࠅ߇ޠታ㓙ߦߪߘࠇࠄ߇ⶄว⊛ߦ⊒ߔ
ࠆ߇ߒ߫ߒ߫ߢࠆߥ߁ࠃߩߘޕਛߢޔἴኂߦ߃ᅤߦࠬࠢࠍᷫࠄߖࠆ߆ޔἴኂᤨ
ߦߪߤ߁ⴕേߔࠆߴ߈߆ࠍ⠨߃ࠆߣ߈⥄ޔὼ⑼ቇ߿␠ળ⑼ቇੱޔᢥ⑼ቇߩ⻉ಽ㊁ߩ✚ว⊛
ߥขࠅ⚵ߺ߇ਇนᰳߦߥࠆޕᓥ᧪ߩᢎ㙃ᢎ⢒ߢߪޔᢿ

⊛⍮⼂߿ଔ୯ⷰߒ߆ឭଏߢ߈ߥ߆

ߞߚ⋭߇ࠆ৻ޕㇱߩఝ⑲ߥቇ↢ߪ⥄ജߢ✚ว⊛⢻ജࠍ₪ᓧߒߡߊ߇ޔᄙߊߩ႐วਇ
ቢోߢࠅ್ߩ߈ߣ߁ߣߑޔᢿࡒࠬࠍߊᕟࠇߔࠄࠆޕቇ↢ߦ✚ว⊛ⷞὐ߆ࠄߩ⍮
⼂ࠍ੨ฃߔࠆ⚿ࠍࠄࠇߘߦࠄߐޔวߒ್ᢿߔࠆߚߩ⺰ℂജࠍりߦߟߌߐߖࠆࠇߎޔ
ߪࡌ࡞ࠕ࠷ဳᢎ⢒ߩᩰᅢߩ࠹ࡑߢࠆߣ⠨߃ࠆࠢࠚࠫࡠࡊ࠷ࠕ࡞ࡌޕ
࠻ߣߒߡߪᧄޔቇߩᢎ㙃ᢎ⢒ࠞࠠࡘࡓߦ߅ߡታߐߖߚߣ⠨߃ߡࠆޕ

㧙㧙

㧟㧚㒐ἴᢎ⢒ߦะߌߡߩขࠅ⚵ߺ

 ␠ળߢ࠳ࠪ࠶ࡊࠍߣࠆߴ߈ੱ᧚㧔ᢎຬޔോຬ⥸৻ޔડᬺߦ߅ߌࠆ▤ℂ⡯߽㧕
ߦߣߞߡޟޔ㒐ἴ㧔ᷫἴ㧕ᢎ⢒ޟޠෂᯏ▤ℂߦޠ㑐ߔࠆ⍮⼂ࠄ߆ߎߘ߮ࠃ߅ޔዉ߆ࠇࠆ್ᢿ
ജߪޔᔅⷐਇนᰳߥ⢻ജߣ߃ࠆޕ
ޟἴኂޠ
㧔ࠆߪޟෂᯏޠ
㧕ߣ߭ߣߎߣߢ⸒ߞߡ߽ޔ᭽ޘ
ߥ⁁ᴫߢ⊒↢ߒࠆߥ⇣ޔኻᔕ߇᳞ࠄࠇࠆޔ߫߃ޕቇᩞᢎ⢒ߢ৻ర⊛ߦߪᤨ߁ࠁ߁ߎޟ
ߔࠆߣޠᢎ߃ߡ߽ޔታ㓙ߦߪޔၞߩ․ᱶᕈ߿ἴኂ⊒↢ߩᤨ㑆Ꮺߥߤߦᔕߓࠬࠤޔ
ࡃࠗࠤࠬߢߩኻᔕ߇᳞ࠄࠇࠆޔߪߢ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊᧄޕㄭ᧪ߦᔅߕ߿ߞߡߊࠆ᧲ධ
ᶏ㔡߿ㄭᐕჇ߃ߡ᧪ߚ㓸ਛ⽕㔎ߥߤ⥄ὼἴኂߩ⊒↢ࡔࠞ࠾࠭ࡓࠍℂ⸃ߒߩߘޔኻ╷ߩߚ
ߩⴕߩᓎഀ߿ޔᓟߩኻᔕ㧔ᢇេޔᓳ⥝ߥߤ㧕ߦߟߡߩㆊߩࠍቇ⠌ߐߖࠆޕ
ߘߩߢޔᗐ⊛ߥ࠹ࡑࠍਈ߃ޔṶ⠌ᒻᑼߢߩ࠻࠾ࡦࠣࠍ➅ࠅߒታ〣ߔࠆࠇߎޕ
ࠄߩቇ⠌ࠍㅢߓߡߥࠄ߆ࠊ߆ࠆߊߡߞ߿ߟޔἴኂࠍ⥄ࠄᗐߒߩߘޔኻ╷ࠍ⥄ࠄ⠨߃
ࠆജࠍ㙃߁ޕ
 ߎࠇࠄߩቇ⠌ߪߣ⟵⻠ޔṶ⠌ࠍขࠅᷙߗߚᒻᑼߢታ〣ߔࠆࠍᗐቯߒߡࠆ⟵⻠ޕᒻᑼ
ߩߺߢߪޔฃߌり⊛ߥ⍮⼂ߩℂ⸃ߦ⇐߹ߞߡߒ߹߁߈ࠄ߇ࠆߛࠈ߁⟵⻠ޔߚߩߘޕ
ߢℂ⸃ߒߚౝኈߪṶ⠌ߢታ〣⊛ߦߞߡߺࠆࡦ࡚ࠪ࠹ࡦࡊޕ⢻ജ߅ࠃ߮ࡌࠖ࠺ޔ
࠻ߩ⢻ജ߇りߦઃߊߣᦼᓙߒߡࠆߡ߅ߦ⟵⻠ߪߦߚߩߘޕౝኈࠍߒߞ߆ࠅℂ⸃ߒߥ
ߌࠇ߫ߥࠄߥߚઁޔ⠪ߩᗧࠍᱜ⏕ߦ⡞߈ขࠆ⢻ജ߿ޔಽᨆߒ್ᢿߔࠆ⢻ജ߇િ߫ߖ
ࠆߣᦼᓙߒߡࠆޕ
 ၮ␆⊛ߥ㒐ἴᢎ⢒ߣߒߡขࠅߍࠆౝኈߣߒߡߪ߫߃ޔએਅߩࠃ߁ߥ߽ߩࠍ⠨߃ߡ
ࠆ⥄ޕὼ⑼ቇ⊛ⷰὐ␠ޔળ⑼ቇ⊛ⷰὐੱޔᢥ⑼ቇ⊛㕙ߥߤ߆ࠄ♽⛔⊛ߦಽ㘃ߒߚ߽ߩࠍ
ฦޘቇ⠌ߐߖޔᓟߦߘࠇࠄࠍⲢวߐߖࠆ⹜ߺࠍታ〣ߔࠆ㧦

㧨⻠⟵ౝኈߪଢቱ⊛ߦ㧡ߟߩࡄ࠻ߦಽߌߩࠇߙࠇߘޔቇ⠌ಽ㊁ߩ․ᕈࠍ〯߹߃ߚᢎ⢒⋡
ᮡࠍ⸳ቯߔࠆߚ߹ޕṶ⠌ᣇᑼߥߤታ〣ߦߟߡ߽⁛⥄ߩᎿᄦࠍ㐿⊒ߔࠆߩߘޕߢߩ⛔ว
Ⲣวࠍ⹜ߺࠆ㧪

PART I

ߩត᳞ 㧔⥄ὼ⑼ቇߩኻ⽎ߣߒߡߩࠍℂ⸃㧕

     㧖 ߩᄖⷰ
     㧖 ߩౝㇱ᭴ㅧ
     㧖 ߩᵴേ㧔ᄢ㒽⒖േߣἫጊᵴേ㧕
     㧖 㔡㧦ߪߥߗ㔡߃ࠆ㧫

㧙㧙

     㧖 ᄢ᳇ߩᓴⅣߣ᳇
     㧖 ⇣Ᏹ᳇⽎ߪ⇣Ᏹߥߩ߆㧫
PART I I  りߩ࿁ࠅߩ⥄ὼⅣႺ 㧔ቇ߅ࠃ߮ℂߩౝኈ㧕
     㧖 ᣣᧄፉߩᚑࠅ┙ߜ
     㧖 ᗲ⍮⋵ߩᵴᢿጀ
     㧖 Ớየᐔ㊁ߩᒻ
     㧖 Ớየᐔ㊁ߩ᳇⽎
PART III

ἴኂߣ㒐ἴ 㧔Ꮏቇ␠ޔળ⑼ቇߩ㧕

     㧖 㔡ᐲߣࡑࠣ࠾࠴ࡘ࠼
     㧖 ἫጊྃἫߩᕟᔺ
     㧖 ᵤᵄ⊒↢ߩߒߊߺ
     㧖 㓸ਛ⽕㔎ߩߒߊߺ ̆ߥߚߩዬߪᄢਂᄦ㧫
     㧖 ㇺᏒဳἴኂ㧦ㇺᏒࠍߤ߁ࠆ߆
     㧖 ߤߎߦㅏߍࠆ㧫
PART IV

ၞߩ㒐ἴ㧔ੱᢥ⑼ቇ␠ળ⑼ቇߩ㕙߆ࠄ㧕

     㧖 ἴኂᤨⴕࠆߣ߇ޘੱޔേߣߪ㧫㧔ੱ㑆ⴕേቇ㧕
     㧖 ἴኂߢੱ↢ⷰ߇ᄌࠊߞߚ㧍㧔ᔃℂቇ㧕
     㧖 ኅᣖ߿⽷↥ࠍࠆߚߦ᥉Ბ߆ࠄߢ߈ࠆߎߣ
     㧖 ἴኂᤨߦ߅ߌࠆᖱႎᒙ⠪ߩ㗴㧔ⷞⷡ㓚ኂ⠪߁ࠈޔ⠪╬㧕
     㧖 ᄖ࿖ੱ߳ߩᖱႎឭଏ㧔ᄖ࿖⺆ߢߩኻᔕ✕ޔᕆᤨߩᣣᧄ⺆
       ߩࠅᣇ㧕
     㧖 ో࿖ߩዊਛቇᩞߢߩ㒐ἴᢎ⢒ߩ
PART V   ߩߥ߆ߩੱ㑆ߣ␠ળ㧔✚ว⊛⠨ኤ㧕

 ߎࠇࠄߩౝኈߪޔ⸥⋡ᮡߩߚߦߪߔߴߡᔅⷐਇนᰳߣ⠨߃ࠆޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕታ㓙
ߩࠞࠠࡘࡓ᭴▽ߦ㓙ߒߡߪޔታ㓙ߦᜂᒰߔࠆߦߥࠆᢎ㒯ߣߩ✎ኒߥᛂߜวࠊߖ
⺞ᢛ߇ᔅⷐߦߥࠆߩߎޕᬺߪᓟߣ߽⊒ዷ⊛ߦㅴࠆ੍ቯߢࠆ߇ᧄߪߢ⁁ޔቇߩᢎ
㒯ࠍᩭߣߒߡޟLA 㒐ἴࡒ࠽ࠍޠડ↹ߒታ〣ߔࠆߢޔ㒐ἴᢎ⢒ߩቇ⠌ౝኈߦߟߡ
ᬌ⸛ߒߡߚߛߡࠆޕหᤨߦޔฃ⻠ቇ↢ߦะߌߡߩឭ⸒ߦߟߡᢛℂߒߡߚߛߡ
߅ࠅޔ㒐ἴᗧ⼂ࠍ㜞ࠆᵴേߩ৻ഥߣߒߡࠆޕ

㧙㧙

㧠㧚ᓟߩᬌ⸛⺖㗴㧔᧪ᐕᐲߦะߌߡ㧕
 ᧄቇ㧔ᢎຬ㙃ᚑ♽ᄢቇ㧕ߦ߅ߌࠆ㒐ἴᢎ⢒ࠦࡦ࠹ࡦ࠷ߣߒߡޔ⸥ߦ␜ߒߚ㗄⋡
ߢ⦟ߩ߆ޔᜂᒰ⠪ࠍ߃ߡߩౣᬌ⸛ޔߒ⋥ߺ⚵ߩߡߒߣ⟵⻠ޕㅪ៤ࠍᬌ⸛ߔࠆޕ
 ߎߩၞߩ㒐ἴᢎ⢒ߣߒߡޔࠍᢎ߃ߚߩ߆㧫
 ߎߩၞߩᖱߣߒߡޔ㒐ἴ߇࿎㔍߆ޔ㗴ὐߣߥࠆߩ߆㧫߃߫᧲ޔᶏ
ߩᢿጀಽᏓࠍᛠីߒߡ߅ߊߪ㊀ⷐߣߩᗧ߇ࠆޕ
 ⍮⼂ߩߺߥࠄߕޔ
㧔⍮⼂ߦⵣઃߌࠄࠇߚ㧕್ᢿജࠍ㙃ᚑߔࠆߦߪߤ߁ߔࠆ߆㧫ࠞࠠ
ࡘࡓߦᎿᄦߪߢ߈ࠆߩ߆㧫
 ࠪࠬ࠹ࡓߣߒߡήℂߩߥ㒐ἴᢎ⢒ࠞࠠࡘࡓ᭴▽ߩߚߦ߇ߢ߈ࠆߩ߆㧫
㧔㒐ἴᢎ⢒ࠍࠬ࠲ࡦ࠳࠼ߦߔࠆߚߩᣇ╷㧕
 ታ㗴ߣߒߡߪޔᄢቇᢎຬߩᢎ⢒⽶ᜂߩ㗴߇ࠆ․ޕቯߩᣇߦ⽶ᜂ߇Ⴧ߃ߔ߉
ߥࠃ߁ߦߚ߹ޔᜂᒰ⠪ߦᄌᦝ߇ߞߡ߽ޔᔅⷐਇนᰳߥ㒐ἴᢎ⢒߇ታ〣ߢ߈ࠆࠃ
߁ߥᨵエߥࠞࠠࡘࡓ᭴▽߇ᔅⷐߢࠆޕᢎോᜂᒰߩᣇߣ߽ㅪ៤ߒߡᬌ⸛ߔࠆޕ
 ࠃࠅᄙߊߩቇ↢ߦ㒐ἴෂᯏᗧ⼂ࠍ߽ߞߡ߽ࠄ߁ࠍ⋡⊛ߦޔ㒐ἴࡒ࠽ߩࡊ
ࡦౝኈࠍ⊒ዷߐߖޔዊౠሶߩࠍᬌ⸛ޕ

㧙㧙

⾗ޣᢱ㧝ޤ

㒐ἴᢎ⢒ߩቇౝታᣉ⁁ᴫ
㧝㧚⻠⟵ߩታᣉ

㧔㧝㧕࿁╵⠪㧦ℂ⑼ᢎ⢒⻠ᐳ ᤊ ඳᐘಎᢎ
ታᣉᒻᑼ 㧦 ⻠⟵㧔L ⑼⋡㧕 ฃ⻠↢⚂ 150 ੱ/ᐕ
ታᣉᐕ 㧦 2009 ᐕ 4 㨪8 ޔ2010 ᐕ 4 㨪8 
ታᣉ㗴⋡ 㧦 りߩ߹ࠊࠅߩ⑼ቇ
ታᣉౝኈ 㧦
㧔ⷐ㧕
 ⑳ߚߜߪߦ↢߹ࠇޔߢ⢒ߜޔߢᱫࠎߢߊޟߩߘޕᲣߥࠆࠍߣߎߩޠ
ำߪߤࠇ߶ߤ⍮ߞߡࠆߛࠈ߁߆㧫
 ߩᐔဋ᳇᷷ߪ⚂ 15͠ߛ߇ޔᓟߘࠇ߇ᓢߦޘߒߡߊน⢻ᕈ߇ᜰ៰ߐࠇߡ
ࠆޟࠆࠁࠊޕ᷷ᥦൻޕߛޠ᷷ᥦൻ߇ㅴⴕߔࠆߣ⇇⊛ߦᶏ㕙߇ߒޔᮡ㜞ߩૐ
߇᳓ᴚߔࠆߣෂᗋߐࠇߡࠆޔߒ߆ߒޕㆊߩ᳇ᄌേࠍ⎇ⓥߔࠆߣޔ᳇ߪ
᷷ᥦᦼߣኙ಄ᦼࠍ➅ࠅߒߡ߈ߚߎߣ߇ࠊ߆ࠆ৻ޕޔߪߤߩࠃ߁ߥ᳇ᄌേࠍ⚻ߡ
߈ߚߩߛࠈ߁߆ߪࠇߘߡߒߘޕㅴⴕਛߩ᷷ᥦൻߣߤߩࠃ߁ߦ㑐ଥߒߡࠆߩߛࠈ߁߆ޕ
ߩ᳇ߛߌߢߥߊޔㆊߩ᳇ᄌേߩⷐࠍ⍮ࠆߎߣߪߩࠄ߆ࠇߎޔ⇇ࠍ↢߈
ࠆ⑳ߚߜߦߣߞߡ㊀ⷐߢࠆޕ
 ᣣᧄߪ⇇ᢙߩ㔡࿖ߛޕᲤᐕߩࠃ߁ߦⵍኂ㔡߇⊒↢ߔࠆ᧲ޕᶏᣇߢߪ᧲ޟᶏ
㔡᧲ޟ߿ޠධᶏ㔡↢⊒ߩޠน⢻ᕈ߇ᜰ៰ߐࠇߡࠆߩࠄࠇߎޕᶏḴဳᄢ㔡ߪำ߇↢߈
ߡࠆ㑆ߦ⊒↢ߔࠆน⢻ᕈ߇ࠆޔߚ߹ޕౝ㒽⋥ਅߢߎࠆ㔡߽ࠆߪߜߚ⑳ޕ㔡ࠍ
ᛥߢ߈ߥߒ߆ߒޕㆡಾߦḰߔࠆߎߣߦࠃߞߡ㔡ߦࠃࠆⵍኂࠍ㒐ߋ(㒐ἴ)ߪࠆޔ
シᷫߐߖࠆ(ᷫἴ)ߎߣߪߢ߈ࠆߛࠈ߁ޕ㒐ἴ߿ᷫἴߦขࠅ⚵ߚߦߪޔ㔡ߦߟߡ⍮ࠆ
ߎߣߪ߽ߜࠈࠎߩߎߣ↢߇ߜߚ⑳ޔᵴߒߡࠆ᧲ᶏᣇߩℂ⊛/ቇ⊛ᕈ⾰(ᄢߩᚑࠅ┙
ߜ߿⋚ߩᕈ⾰╬)ߦߟߡ⍮ߞߡ߅ߊߎߣ߽ਇนᰳߢࠆޕ
 ߎߩᬺߢߪޔりߩ߹ࠊࠅߩ⑼ቇߦ߆ࠎߔࠆߊߟ߆ߩ࠻ࡇ࠶ࠢߦߟߡ⸃⺑ߔࠆ
(㔡ޔἫጊޔᗲ⍮ߩ⋚ޔⅣႺߩᄌㆫߥߤ)⻉ޕำ߇㔡߿Ἣጊߣߞߚቇ⽎ߣ
ⅣႺߦᒝ⥝㑐ᔃࠍᛴ߈ߩࠄࠇߘޔၮ␆⍮⼂ࠍୃᓧߒੱޔ㘃߇ߎࠇ߆ࠄㅴߴ߈ߦ
ߟߡ⥄ࠄᷓߊ⠨߃ࠆߣ߁ᗧ⼂ࠍᜬߟࠃ߁ߦߥࠆߎߣ߇ߩߎޔᬺߩᄢ߈ߥ⋡ᮡߢࠆޕ

㧙㧙

㧔ౝኈ㧕
1.

⑼ቇߦ߅ߌࠆᤨ㑆ⓨ㑆ࠬࠤ࡞

2.

ߩᚑࠅ┙ߜߣౝㇱ᭴ㅧ

3.

㔡

4.

Ἣጊ

5.

᧲ᶏᣇߩ⋚

6.

ⅣႺߩᄌㆫߣ᷷ᥦൻ

㧔㧞㧕࿁╵⠪㧦ℂ⑼ᢎ⢒⻠ᐳ ᤊ ඳᐘಎᢎ
ታᣉᒻᑼ 㧦 ⻠⟵㧔S ⑼⋡㧕 ฃ⻠↢⚂ 90 ੱ/ᐕ
ታᣉᐕ 㧦 2009 ᐕ 10 㨪2010 ᐕ 2 ޔ2010 ᐕ 10 㨪2011 ᐕ 2 ޔ2011 ᐕ 10
㨪2012 ᐕ 2 
ታᣉ㗴⋡ 㧦 ၮ␆⑼ቇ A
ታᣉౝኈ 㧦
㧔ⷐ㧕
 ߩߪ ⚂ޔ46 ంᐕ೨ߩ⺀↢߆ࠄᓟᢙචంᐕߦࠊߚߞߡ⛯ߊߢࠈ߁ޔ
߅ࠃߘ 100
ంᐕߦ߽ࠊߚࠆ㐳ᄢߥ৻↢ߩࠬ࠽࠶ࡊ࡚ࠪ࠶࠻ߢࠆߚߒ↢⺀ޕ㗃ߩߪߣߪ߹ࠆ
ߢ㆑߁ᆫߛߞߚߣ⠨߃ࠄࠇߡࠆޕߩᱧผߪߚߓ↢ߦᤨ↢⺀ޔᾲߣߘߩᓟߦ⊒↢ߒߚ
ᾲࠍࠁߞߊࠅߣቝቮⓨ㑆ߦߒߡࠁߊᱧผߢࠆߣ߃ࠆߩߘޕᾲㆊ⒟ߢߩౝㇱ
߿ጀㇱߡߒߘޔᄢ᳇ߩ᭽ሶߪᄢ߈ߊᄌൻߒߡ߈ߚޕᄌൻߩㅜਛߢ↢߽⺀↢ㅴൻߒޔ
߹ߩ⑳ߚߜ߇ࠆߩ߹ޕ߿ੱ㘃ߣߪߞߚ߆ߡߒߘޔᓟߤ߁ߥࠆ߆ߣߞ
ߚߦ╵߃ࠆߚߦߪޔ߇ߎࠇ߹ߢߤߩࠃ߁ߦᄌൻߒߡ߈ߚ߆ࠍ⺞ߴߍࠆᔅⷐ߇
ࠆߩߛޕ⇇ߩ㊀ᄢ㑐ᔃߢࠆ᷷ᥦൻ㗴߿ࠛࡀ࡞ࠡ⾗Ḯ㗴߽ߚߒ߁ߎޔ㐳
ᄢߥ࠲ࠗࡓࠬࠤ࡞ߢߟࠆߣߘߩᧄ⾰߇߃ߡߊࠆޕ
 ߢߎࠆߪߚ߹ޔㆊߦߎߞߚߐ߹ߑ߹ߥቇ⽎ࠍℂ⸃ߔࠆߚߦߪ‛ޔℂቇޔ
ൻቇ‛↢ޔቇߩၮ␆⊛ߥ⍮⼂߇ᔅⷐߢࠆ߇ߦࠇߘޔട߃ߡޟቇ⊛ߥᣇ⠨߃ᣇ߽ޠ
ਇนᰳߢࠆޕቇ⊛ߥᣇ⠨߃ᣇߣ⸒ߞߡ߽⻉ำߪࡇࡦߣߎߥߢࠈ߁ߪࠇߎޕ
ߩ᭴ㅧ߿ߩ༡ߺߦߟߡၮᧄ⊛ߥ⍮⼂ࠍୃᓧߒޔታ㓙ߦࡈࠖ࡞࠼㧔㊁ᄖ㧕ߢጀ
߿ᒻࠍⷰኤߒߚࠅ㐳ᄢߥ࠲ࠗࡓࠬࠤ࡞ߦᕁࠍ㚓ߖߚࠅߒߥߣࠊ߆ࠄߥ߽ߩߢ
ࠆߩߎޕᬺߩ⋡ᮡߪޔߩ᭴ㅧ߿ߩ༡ߺ࠻ࡊߦ․ޔㆇേߣߘࠇߦ㑐ㅪߔࠆ᭽ޘ
ߥቇ⽎ߦߟߡၮᧄ⊛ߥ⍮⼂ࠍୃᓧߔࠆߎߣߢࠆޕ㊁ᄖⷰኤߪޟၮ␆⑼ቇࡈࠖ
࡞࠼ࡢࠢޠ㧔1 ᐕ೨ᦼ㧕߿ޟቇታ㛎ޟޠቇ㊁ᄖታ⠌Σޠ㧔ߕࠇ߽ 2 ᐕ㧕ߥߤߩታ⠌

㧙㧙

ᬺߢⴕࠊࠇࠆߩߢߚߒ߁ߘޔᬺ߽ࠊߖߡጁୃߔߴ߈ߢࠆᤨࠆߢࠎ⺒ࠍࠇߎޕ
ὐߢߪࡇࡦߣߎߥߊߡ߽ޔඨᐕᓟߩጁୃ⚳ੌᤨߦޟߦߟߡዋߒࠊ߆ࠅߘ߁ߥ᳇߇ߔ
ࠆ⥝ߔ߹ߔ߹ޔ߇ߡ߈ߚߣޠᕁ߁ߎߣ߇ߢ߈ࠇ߫ߩߎޔᬺߩ⋡ᮡߪ㆐ᚑߢ߈ߚߎߣ
ߦߥࠆޕ
㧔ౝኈ㧕
1.

ߩᄢ߈ߐޔ⾰ቇ⊛ᤨ㑆ޔ⾰⽎ߩㅦߐߦߟߡ⠨߃ࠆ

2.

ࠛࡀ࡞ࠡߩⷞὐߢࠍ⠨߃ࠆ

3.

ౝㇱࠍតࠆᣇᴺ

4.

ߩౝㇱ᭴ㅧ

5.

ࠕࠗ࠰ࠬ࠲ࠪ

6.

ࡊ࠻ࡊ࠻Ⴚ⇇

7.

࠻ࡦࠬࡈࠜࡓᢿጀ

8.

ࡎ࠶࠻ࠬࡐ࠶࠻ࡑࡦ࠻࡞ࡊ࡞ࡓ

9.

ࡊ࠻ߩㆇേ㧔Ṷ⠌㧕

10. ࡊ࠻࠹ࠢ࠻࠾ࠢࠬ
11. 㔡
12. Ἣጊ

㧔㧟㧕࿁╵⠪㧦ℂ⑼ᢎ⢒⻠ᐳ ᤊ ඳᐘಎᢎ
ታᣉᒻᑼ 㧦 㜞ᩞᮨᡆᬺ㧔ጟፒർ㜞ᩞ㧕 ฃ⻠↢⚂ 30 ੱ/ᐕ
ታᣉᐕ 㧦 2009 ᐕ 8 ޔ2010 ᐕ 8 
ታᣉ㗴⋡ 㧦 ἫጊྃἫ
ታᣉౝኈ 㧦
㧔ⷐ㧕
 ᣣᧄߪ⇇ᢙߩἫጊ࿖ߛޕᗲ⍮⋵ߦߪᵴേਛߩἫጊ߇ߥߚߪߜߚ⑳ޔ᥉ᲑἫ
ጊࠍᗧ⼂ߔࠆߎߣߪߥోߒ߆ߒޕ࿖ࠍࠆߣᲤᐕߤߎ߆ߢἫጊ߇ྃἫߒߡࠆྃޕἫߦ
ߪޔṁጤ߇ዋߒߚ⒟ᐲߩዊߐߥ߽ߩ߆ࠄⅣႺࠍ৻ᄌߐߖߡߒ߹߁ࠃ߁ߥ⎕Ṍ⊛ߥ߽
ߩ߹ߢⷙߥ߹ߑ߹ߐޔᮨߩ߽ߩ߇ࠆޕዊߐߥྃἫߪ㗫❥ߦߎࠆⷙޕᮨߩᄢ߈ߥྃἫߪ
ߞߚߦߎࠄߥ߇ ߫߃ޔ300 ᐕ೨(ቲ᳗ᤨઍ)ޔን჻ጊ߇ᄢྃἫߒߡᳯᚭߦᄢ߈ߥⵍኂ
߇ߚ✽ޕᢥᤨઍߦߪ㣮ఽፉᴒߩᶏᐩߢᏂᄢྃἫ߇ߎࠅ✽ޔᢥੱߩ↢ᵴߦᄌൻ߇↢ߓߚ(ߘ
ߩྃἫߩἫጊἯߪߥࠎߣ᧲ർᣇߦ߹ߢ㆐ߒߚ㧍)ޕᗲ⍮⋵ߢ߽ 1500 ਁᐕ೨ߣ߁ߪࠆ߆
ᤄߦᏂᄢྃἫ߇ߎࠅޔߩ᧲ਃᴡ߿㕒ጟ⋵ߚࠅ߇ἫጊἯߢෘߊⷒࠊࠇߡߒ߹ߞߚޕ

㧙㧙

 ྃἫߣߪߤ߁߁⽎ߛࠈ߁㧫 ྃἫߩේ࿃߇ࡑࠣࡑߢࠆߎߣߪ⺕ߢ߽⍮ߞߡࠆ߇ޔ
ࡑࠣࡑߣߪ৻ߥࠎߛࠈ߁㧫 ࡑࠣࡑߪߤߎߢ߁ࠈߛߩࠆ߈ߢߦ߁ࠃߩߤޔ㧫 ࡑࠣࡑߪ
ߥߗߔࠆߩߛࠈ߁㧫 ྃἫߦߪ㕒߆ߥྃἫ߿ỗߒྃἫޔἫጊࠍߔߴߡ็߈㘧߫ߒߡ
ߒ߹߁ࠃ߁ߥᏂᄢྃἫߥߤࠈࠈߥ࠲ࠗࡊ߇ࠆ߇ྃ߁߁ߘޔἫߩ࠲ࠗࡊࠍቯߠߌ
ࠆߩߪߥࠎߛࠈ߁㧫 ྃἫߦࠃߞߡἫ⎈ᵹߣ߁ᕟࠈߒ⽎߇ߎࠆߎߣ߇ࠆ߇ߘޔ
ࠇߪߤ߁߁⽎ߢ߁ࠈߛߩࠆߎߡߒߦ߁ࠃߩߤޔ㧫
 ߎߩᬺߢߪྃߚߒ߁ߎޔἫߦ߆ࠎߔࠆޠ߁ࠈߛࠎߥޟ
ࠍޠ߁ࠈߛߡߒ߁ߤޟታ㛎ߦࠃߞ
ߡតߞߡߺࠃ߁ޕ
㧔ౝኈ㧕
ྃἫߪߤ߁߁⽎߆㧫
ࡑࠣࡑߩ⊒↢ߣ
ྃἫߩ᭽ᑼ
ṁጤ
ྃᾍߣἫ⎈ᵹ
߹ߣ

㧔㧠㧕࿁╵⠪㧦ℂ⑼ᢎ⢒⻠ᐳ ᤊ ඳᐘಎᢎ
ታᣉᒻᑼ 㧦 㜞ᩞᮨᡆᬺ㧔ጟፒർ㜞ᩞ㧕 ฃ⻠↢⚂ 30 ੱ/ᐕ
ታᣉᐕ 㧦 2011 ᐕ 8 
ታᣉ㗴⋡ 㧦 ࡠ࠶ࠢࠍតࠆ㧍
ታᣉౝኈ 㧦
㧔ⷐ㧕
 ࡠ࠶ࠢ㧫 ਇክߦᕁߞߚ߆߽ߒࠇߥޕ
 ࡠ࠶ࠢࡦࡠ࡞㧔rock̉n̉roll㧕ߩࡠ࠶ࠢࠍតࠆᬺߪߣߞ߈ޔᭉߒߦ㆑ߥۭ 
ߦᄢቇߢߪߩࠢ࠶ࠫࡘࡒߚߒߣ᧚⚛ࠍࠢ࠶ࡠޔᬺ߇㐿⻠ߐࠇߡࠆޔߒ߆ߒޕᱷᔨߥ߇
ࠄ⑳ߪߘߩࡠ࠶ࠢࠍቇߣߒߡᢎ߃ࠆ߶ߤߩജࠍᜬߞߡߥޕ⡬ߊߩߪᅢ߈ߥߩߛ߇̖
 ࡠ࠶ࠢߦߪޠߔࠄំޟ
߁ߣޠࠇំޟᗧ߽ࠆޟޕA magnitude 9.0 earthquake rocked
Japan߁ߣޠᗵߓޔߒ߆ߒޕᱷᔨߥ߇ࠄߎߎߢߪߘߩᗧߢ߽ߥޕ
 ߎߎߢ⸒߁ࡠ࠶ࠢߣߪޟޔጤޔጤ⍹ߛࠎߥޟޕߛߣߎߩޠጤ⍹߆ࠃ̖ ਛቇߢ߿ߞߚߌߤޔ
ࠃߊࠊ߆ࠄࠎ߆ߞߚ߁ߣޠᢥฏ߇⡞ߎ߃ߡ߈ߘ߁ߛߦ߆⏕ޕਛቇℂ⑼ߢᛒࠊࠇࠆࡠ࠶ࠢ
ߩౝኈߪ߽⚛ߞ᳇߽ߥޕℂ⑼ߩవ↢߇ࡠ࠶ࠢࠍࠃߊ⍮ߞߡࠆߣᭉߒᬺߦߒߡ߽
ࠄ߃ࠆߩߛ߇ޔਇᐘߦ߽వ↢߇ࡠ࠶ࠢࠍࠃߊ⍮ࠄߥ㧔߹ߚߪ⧰ᚻߣᕁߞߡࠆ㧕ߣޔή

㧙㧙

ੇ῎ߣߒߚᥧ⸥ਛᔃߩᬺߢ⚳ࠊߞߡߒ߹߁ߥࠄ߹ߟߥࠎߘޕᬺࠍฃߌߚߖߢ⻉
ำ߇ࡠ࠶ࠢࠍߣޠߩ߽ߥࠄ߹ߟޟᕁ߁ࠃ߁ߦߥߞߡߒ߹ߞߚࠄࠎ߳ߚޔਇᐘߛߒߘޔ
ࠎߥ߰߁ߦᕁࠊࠇߡߒ߹߁ࡠ࠶߽ࠢ߆ࠊߘ߁ߛޕ
 ߘߎߢߎߩᬺߢߪߩࠢ࠶ࡠޔฬࠍ࿁ᓳߒߦࠢ࠶ࡠޔኻߔࠆ⻉ำߩᕁ߿ࠗࡔࠫࠍ
ዋߒߢ߽⦟ᣇะߦᄌ߃ࠆߚߦߣߚߺߡߞ߫ࠎ߇ޔᕁ߁ࠎ߳ߚ߇ࠢ࠶ࡠޕりㄭߥሽ
ߢޔታߦ⟤ߒߊ৻ޔන⚐ߦ߃ࠆ߇ታߪᅏ߇ᷓߊ⎇ߩࠢ࠶ࡠޔⓥߦࠃߞߡᄥ㓁♽ߩᒻ
ᚑ߿↢ߩᱧผߥߤ߇ត᳞ߐࠇߡࠆߣ߁ߎߣࠍޔዋߒߢ߽⍮ߞߡ߽ࠄߚޕ
㧔ౝኈ㧕
ࡠ࠶ࠢ㧫
ߚ߹ߞߡߢ߈ߚࡠ࠶ࠢ̆ၸⓍጤߩⷰኤ
ࡑࠣࡑ߇಄߃ߡߢ߈ߚࡠ࠶ࠢ̆Ἣᚑጤߩⷰኤ
ᄌりߒߚࡠ࠶ࠢ̆ᄌᚑጤߩⷰኤ
ࡠ࠶ࠢߩ⎇ⓥ

㧔㧡㧕࿁╵⠪㧦ℂ⑼ᢎ⢒⻠ᐳ ᤊ ඳᐘಎᢎ
ታᣉᒻᑼ 㧦 㐿⻠ᐳ
ታᣉᐕ 㧦 2009 ᐕ 8 
ታᣉ㗴⋡ 㧦 ቇᎼᬌ ̆ߐ߹ߑ߹ߥጤ⍹ޔᄢߩᄌേ(ᢿጀྃޔἫ)̆
ታᣉౝኈ 㧦
㧔ⷐ㧕
 ߎߩ⻠ᐳߪቇᎼᬌ(㊁ᄖⷰኤᣏⴕ)ߢߔޕᒻ߿ጀࠍᵈᗧᷓߊⷰኤߔࠆߣޔᄢߩᚑࠅ
┙ߜߩᱧผ߿ㆊߩⅣႺߩࠃ߁ߔࠍ⍮ࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߔ߇⻠ᧄޔᐳߩߨࠄߪߘ߁ߒߚ
ቇ⊛ߥⷰޟኤ⌒ޟߣޠ⠨߃ᣇࠍޠ⠌ᓧߒߡߚߛߊߎߣߢߔޕᣣᏱߩᤨ㑆ⓨ㑆ࠬࠤ࡞
ࠍߒߚቇߩ⇇ࠍᭉߒߺߥ߇ࠄ⥄ޔὼ߆ࠄᄙߊߩߎߣࠍቇ߮߹ߒࠂ߁ޕᢎ᧚㐿⊒߿
ᜰዉᴺߦߟߡ߽⼏⺰ߒߚߣᕁ߹ߔޕ
 ⾉ಾࡃࠬࠍ↪ߒޔᗲ⍮⋵ᅏਃᴡߦ↥ߔࠆߐ߹ߑ߹ߥ⒳㘃ߩጤ⍹ߣޔㆊߩỗߒᄌേ(ᢿ
ጀㆇേ߿ྃἫ)ߩ∥〔ࠍⷰኤߔࠆ੍ቯߢߔޕዊቇᩞℂ⑼ߩޟᵹ᳓ߩ߈ޠ
ޟߩߟߊࠅߣᄌ
ൻޔޠਛቇᩞℂ⑼(╙ੑಽ㊁)ߩޟᄢߩᄌൻ⥄ޟޠὼߣੱ㑆ߦޠ㑐ߔࠆౝኈࠍߺ߹ߔޕ
 ኻ⽎ߪℂ⑼ቇಽ㊁ߩࡉ࠶ࠪࡘࠕ࠶ࡊࠍ⋡ᜰߔᢎຬ߮ࠃ߅ޔቇߦ㑐ᔃߩࠆ৻⥸ߩ
ᣇߢߔޕᎼᬌᧂ⚻㛎ߩᣇ߽ෳടߢ߈߹ߔޕ

㧙㧙

㧔㧢㧕࿁╵⠪㧦ℂ⑼ᢎ⢒⻠ᐳ ᤊ ඳᐘಎᢎ
ታᣉᒻᑼ 㧦 㐿⻠ᐳ
ታᣉᐕ 㧦 2010 ᐕ 8 
ታᣉ㗴⋡ 㧦 ቇᎼᬌ ̆ᵹ᳓ߩ߈ޔᴡᎹᒻޔጀߩᒻᚑ̆
ታᣉౝኈ 㧦
㧔ⷐ㧕
 ߎߩ⻠ᐳߪቇᎼᬌ(㊁ᄖⷰኤᣏⴕ)ߢߔޕᒻ߿ጀࠍᵈᗧᷓߊⷰኤߔࠆߣޔᄢߩᚑࠅ
┙ߜߩᱧผ߿ㆊߩⅣႺߩࠃ߁ߔࠍ⍮ࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߔ߇⻠ᧄޔᐳߩߨࠄߪߘ߁ߒߚ
ቇ⊛ߥⷰޟኤ⌒ޟߣޠ⠨߃ᣇࠍޠ⠌ᓧߒߡߚߛߊߎߣߢߔޕᣣᏱߩᤨ㑆ⓨ㑆ࠬࠤ࡞
ࠍߒߚቇߩ⇇ࠍᭉߒߺߥ߇ࠄ⥄ޔὼ߆ࠄᄙߊߩߎߣࠍቇ߮߹ߒࠂ߁ޕ
 ⾉ಾࡃࠬࠍ↪ߒޔጘ㒂⋵㘧㛗ᎹᴪߩᴡᎹᒻߣၸⓍጤߩጀ(㔺㗡)ࠍⷰኤߔࠆ੍ቯߢ
ߔޕቇᩞᢎ⢒ߩ㑐ㅪߢߪޔዊቇᩞℂ⑼ߩޟᵹ᳓ߩ߈ޟޠߩߟߊࠅߣᄌൻޔޠਛቇᩞℂ
⑼(╙ੑಽ㊁)ߩޟᄢߩᄌൻ⥄ޟޠὼߣੱ㑆ߦޠ㑐ߔࠆౝኈࠍߺ߹ߔޕᢎຬߩᣇߣߪᢎ᧚
㐿⊒߿ᜰዉᴺߦߟߡ߽⼏⺰ߒߚߣᕁ߹ߔޕ
 ኻ⽎ߪቇߦ㑐ᔃߩࠆᣇߢߔޕℂ⑼ቇಽ㊁ߩࡉ࠶ࠪࡘࠕ࠶ࡊࠍ⋡ᜰߔᢎຬߩᣇ߽
᱑ㄫߒ߹ߔޕᎼᬌᧂ⚻㛎ߩᣇ߽ෳടߢ߈߹ߔޕ

㧔㧣㧕࿁╵⠪㧦ℂ⑼ᢎ⢒⻠ᐳ ᤊ ඳᐘಎᢎ
  ታᣉᒻᑼ 㧦 SPP ᬺ㧔ᏱṖ㜞ᩞ㧕 ฃ⻠↢⚂ 20 ฬ
ታᣉᐕ 㧦 2009 ᐕ 10 㨪11 
ታᣉ㗴⋡ 㧦 ⍮ᄙඨፉߩጀ߆ࠄቇ߱
ታᣉౝኈ 㧦 ᒻߣጀߩᒻᚑ㧔⻠⟵㧕ޔ㊁ᄖⷰኤ㧔ታ⠌㧕ޔቶౝታ㛎ߥߤ

㧔㧤㧕࿁╵⠪㧦ℂ⑼ᢎ⢒⻠ᐳ ᤊ ඳᐘಎᢎ
  ታᣉᒻᑼ 㧦 ㅪ៤㐿⻠ᐳ㧔Ꮢ᳃ኻ⽎ޔಿ⼱Ꮢ㧕 ฃ⻠⠪⚂ 30 ฬ
ታᣉᐕ 㧦 2010 ᐕ 8 
ታᣉ㗴⋡ 㧦 ᤨޠޟ㑆ⓨ㑆ࠬࠤ࡞ߢߣ↢ࠍ⠨߃ࠆ
ታᣉౝኈ 㧦
㧔ⷐ㧕
 㕖ᣣᏱ⊛ߥᤨޠޟ㑆ⓨ㑆ࠬࠤ࡞ߢޔߩ༡ߺ߿↢ߩㅴൻޔⅣႺߩᄌൻߦ
ߟߡ⠨߃ߡߺ߹ߒࠂ߁ޕߣ↢ߦኻߔࠆᣇ߇ዋߒᄌࠊࠆߣᕁ߹ߔޕ
 ߐ߹ߑ߹ߥᤨ㑆ⓨ㑆ࠬࠤ࡞ߢޟߩᒻߣᄢ߈ߐޟޠߩᄢᒻ↢ޟޠߩㅴൻߣ

㧙㧙

ੱ㘃ޟޠ᷷ᥦൻߡߟߦߤߥޠ⠨߃ߡߺ߹ߔࠍ࠻ࠪࠢࡢޕ↪ߒߡቇ⠌ലᨐࠍ㜞
߹ߔޕ

㧔㧥㧕࿁╵⠪㧦ℂ⑼ᢎ⢒⻠ᐳ ᤊ ඳᐘಎᢎ
ታᣉᒻᑼ 㧦 ⍮ߩតⓥ⻠ᐳ㧔㜞ᩞ↢ޔᗲ⍮⋵ᢎ⢒ᆔຬળ㧕 ฃ⻠⠪⚂ 25 ฬ
ታᣉᐕ 㧦 2011 ᐕ 10 
ታᣉ㗴⋡ 㧦 りߩ߹ࠊࠅߩᄢߩᚑࠅ┙ߜࠍតࠆ
ታᣉౝኈ 㧦
㧔ⷐ㧕
 ⑳ߚߜߩᄙߊߪᐔ(ᐔ㊁)߿ਐ㒺ߢ↢ᵴߒߡ߹ߔޕ᥉Ბߩ↢ᵴߢߪ⿷ਅߩᄢߩᚑࠅ
┙ߜࠍᗧ⼂ߔࠆߎߣߪߥߣᕁ߹ߔޔߒ߆ߒޕᄢߩᚑࠅ┙ߜࠍᒻቇ߿⾰ቇߩⷞὐ
ߢ⠨߃ߡߺࠆߣޔ᥉Ბߩ↢ᵴߢߪᗐߩߢ߈ߥ㛳ߊߴ߈ታ߇ߊߟ߽ࠄ߆ߦߥࠅ߹
ߔߩߎޕታ⠌ߢߪޔᗲᢎᄢㄝߩᒻߣ⾰ߩⷰኤࠍ߽ߣߦޔਃᴡᣇߐࠄߦߪ᧲ᶏ
ᣇߩᄢߩᚑࠅ┙ߜߦߟߡ⠨߃ߡߺ߹ߔޕਃᴡᐔ㊁߿Ớየᐔ㊁ޔਃᴡጊ(ਃᴡ㜞ේ)
ߦ㓝ߐࠇߚᢙߩޘ㛳ߊߴ߈ታ߇ࠄ߆ߦߥࠅ߹ߔޕ㔎ᄤⴕߢߔ(ߚߛߒ㘑㔎ᤨߪቶౝ
ታ⠌ߩߺ)ޕ

㧞㧚ޡ㔡㒐ἴࡂࡦ࠼ࡉ࠶ࠢߩޢឝ␜

㧔㧝㧕࿁╵⠪㧦ᐜఽᢎ⢒⻠ᐳ ዊᎹ ⧷ᒾᢎ㧔⻠ᐳઍ㧕
  ታᣉᒻᑼ 㧦 ឝ␜
ታᣉᐕ 㧦 2010 ᐕ 3 ⊒ⴕ
㧔ⷐ㧕
ᧄቇ⊒ⴕߩޡ㔡㒐ἴࡂࡦ࠼ࡉ࠶ࠢ⻠ᧄࠅࠃߦޢᐳߩㆱ㔍⚻〝ࠍ⏕ߒࠢ࠶ࡉ࠼ࡦࡂޔ
ࠍ⻠ᐳឝ␜

ߦᏱߦឝߍߡࠆޕ

㧔㧞㧕࿁╵⠪㧦ஜ⢒⻠ᐳ 㜞ᯅሶᢎ
  ታᣉᒻᑼ 㧦 ឝ␜
ታᣉᐕ 㧦 2010 ᐕ 3 ⊒ⴕ
㧔ⷐ㧕
 ᧄቇ⊒ⴕߩޡ㔡㒐ἴࡂࡦ࠼ࡉ࠶ࠢ⻠ᧄࠅࠃߦޢᐳߩㆱ㔍⚻〝ࠍ⏕ߒࠢ࠶ࡉ࠼ࡦࡂޔ
ࠍ⻠ᐳឝ␜

ߦᏱߦឝߍߡࠆޕ

㧙㧙

⾗ޣᢱ 2ޤ

᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ ችၔ⋵ᅚᎹ↸ⷞኤႎ๔
㜞ᯅ ⌀⡡

 2011 ᐕ 9 ਅᣨઙߢบᒛߒߚ㓙ߦޔ⍹Ꮞ߿ᅚᎹ߹ߢ⿷ࠍિ߫ߒߡἴኂ႐ࠍߡ
߈ߚޕએਅߪߘߩᤨߩ౮⌀㧔ᅚᎹ㧕ߢࠆޕฦ⒳ႎߦࠃࠅߩ⚦ߦߟߡߪႎߓࠄ
ࠇߡࠆ߽ߩߩᧄࠄ߆ࠇߎޔቇߦ߅ߡ㒐ἴᢎ⢒ࠍડ↹ᬌ⸛ߔࠆߢޔ႐ߦ⿷ࠍㆇࠎߢ
߅ߊߪ㊀ⷐߢࠆߣಾߦᗵߓߚޕ


㧔㧝㧕ᄤ᳇߽ࠃߊᶏߪߣ
ߡ߽㕒߆ߥߩߦࡊࡦ࠳ޔ
ࠞએᄖߪ߶ߣࠎߤੱߌ
߇ߥޔߛ߹ޕⅽ␕߇
ࠆ߆ߣᕁߞߡߚ߇ޔ
߈ࠇߦ

ઃߌࠄࠇߡ

ࠆᦝߤࠎߣ߶ޕߩ⁁ᘒ
ߦߥߞߡࠆޕ




㧔㧞㧕ḧࠍᷰߖࠆ㜞บ
ߩ㚢ゞ႐㧔∛㒮ߩᢝ㧕
ߢ߆ߌߚޕ႐ߪᓳ⥝
ߦะߌߡᢛℂߐࠇߟߟ
ࠆ߇ࠅߪ߿ޔᄢἴኂߪ
ߞߚߩߛߣශ⽎ߠߌࠄࠇ
ߚⵍޕἴ⠪ߩᖤߒߺ߇વ
ࠊߞߡߊࠆޕ



㧙㧙

㧔㧟㧕ฝᚻߩᅏߩᣇ㧔ḧߩᅏߩᣇ㧕
߹ߢޔᵤᵄߢߐࠄࠊࠇߡࠆޕᏀᚻ
ߩࡆ࡞߽ޔደ߹ߢ⎕უߐࠇߡࠆޕ
㜞บߩ㚢ゞ႐߆ࠄߩᓇߢࠆ߇ޔ
ߎߎߩࡈࠚࡦ߽ࠬ⎕უߐࠇߡߡޔ
㋕ࡄࠗࡊࠍ⚵ࠎߛ߽ߩߢᩋ߇ࠄ
ࠇߡࠆޕ



㧔㧠㧕ᮮୟߒߦߥߞߚࡆ࡞ޕᶏߪ㕒
߆߆ߛࠎߥޔߡߊߥ߽⺕ޕਇᕁ⼏
ߥశ᥊ߢࠆޕᵤᵄߩ⎕უജࠍㅪᗐ
ߐߖࠆ






㧔㧡㧕ⅽ␕⟎߈႐ޕḧߩ᧲ߦ㓸Ⓧ
ᚲ߇ߞߚߩߎޕ౮⌀ߢߪࠊ߆ࠅߦ
ߊ߇ߣߞ߽ޔ㜞ߊⓍߺߍࠄࠇߡ
ࠆ⁁ᘒߩ▎ᚲ߇ᑧߣޘ㧔ᢙ⊖ࡔ
࠻࡞⒟ᐲߪ㧕⛯ߡߚߩߎޕർ
ߩߦߪޔ⸳ቛ߇ࠆޕ




 ⍹ᏎᏒⴝߩⵍኂ߽ޔታ㓙ߦⴕߞߡߺࠆߣࠅߥ߆ޔᐢ▸࿐ߦᷰࠆ߽ߩߢߞߚޕⅽ␕ߩጊ߽
⋧ᒰߦ㜞ߊߟ߆ޔᐢᢝࠍභ㗔ߒߡߚޕบߩᏒⴝߪޔඨᐕ⚻ㆊᓟߣ߁ߎߣ߽ߞߡ
৻ߔࠆߣήߛߞߚࠃ߁ߦ߽߃ࠆߩߛ߇ޕߚߞ߆ߟߊ߽ߤߥ࡞ࡆࠆߡߒୃޔ

㧙㧙

ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ᢎ⢒ߩታᣉߦะߌߡ
̆ࠫࠚࡀ࠶ࠢࠬࠠ࡞ᢎ⢒ࡢࠠࡦࠣࠣ࡞ࡊᵴേႎ๔̆

ਭ↰ 
ᵴേ⋡ᮡ
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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」プロジェクト

国立大学法人 愛知教育大学 教育創造開発機構

〜ジェネリック・スキル教育の充実に向けて〜

授業が育む
学びの基礎力

「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」プロジェクト

国立大学法人 愛知教育大学 教育創造開発機構

〜ジェネリック・スキル教育の充実に向けて〜

授業が育む学びの基礎力

㨇⾗ᢱ㧝㨉
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の教育が行われており、一定の成果を上げています。しかしながら、教育職員

大澤 秀介

特化し、教育責任体制を組織する中でその典型を実現すべく調査・検討を行っ

3

る「学士課程教育の構築に向けて」において提唱された、いわゆる「学士力」

なカリキュラムを創るということです。これはまた、平成20年度の中教審答申であ

すなわち、「分析力」、「判断力」、「決断力」の基礎を鍛えることができるよう

現するとは、合衆国のリベラル・アーツ的な一般教育が真に目指しているもの、

認し、それを形式的にではなく、実質的に実現しようとしています。実質的に実

本学における現在の教養教育改革では、リベラル・アーツ教育の理念を再確

の基礎を鍛えるというものです。

るところは、リーダーに必要な資質である「分析力」、「判断力」、「決断力」

いわばリベラル・アーツ教育のエッセンス的なものです。そしてその目的としてい

合の中から、横断的に複数の入門的な科目を選んで丁寧に時間を掛けて学ぶ、

る一般教育とは、その中の共通部分を示す言葉であり、非職業的な科目の集

教育を行なうカリキュラムを示す言葉ですが、リベラル・アーツ系の大学におけ

リベラル・アーツ教育とは、4年間の学士課程全体の非職業的で幅広い専門

ています。

リベラル・アーツプロジェクト責任者

における質保証の大きな柱である教養教育の一部をリベラル・アーツ型教育に

は、まだ十分な成果が得られているとは言えません。そのため、教員養成課程

4

全学的な議論を行っていくためのきっかけとなることを願っています。

多様に追究しています。本学では、現代学芸課程においてリベラル・アーツ型

免許法に規定されたカリキュラム編成の下でこの課題をどう追究するかに関して

学部教育学科教授）のご協力をいただきました。この場をお借りしてみなさまに
御礼申し上げるとともに、本書が教養教育の内容、方法、カリキュラムについて、

と同時に自己を確立することが重要視されており、全国の各大学がこの課題を

高橋真聡氏（愛知教育大学理科教育講座教授）
、河野哲也氏（立教大学文

学美術教育講座教授）
、土屋武志氏（愛知教育大学社会科教育講座教授）
、

い状況や未知の問題に対応する柔軟な思考力を身につけ、異文化を理解する

今日の大学におけるリベラル・アーツ型の教育では、多元的な視点から新し

実践例を提示するものです。授業紹介に際しては、富山祥瑞氏（愛知教育大

焦眉となっている教養教育に資するために、リベラル・アーツ型教育に特化した

説明と共に、こうした資質能力を授業において学生が身につけるための教育の

本書は、現在学生に求められるようになってきた資質能力を「ジェネリック・ス
キル（汎用的技能）
」として捉え、この概念が大学教育に導入された背景の

ツ型教育を実施している現代学芸課程を持つという本学の特性を活かし､ 今日

内容を教員養成課程のカリキュラムに組み込み、それを組織的に実施することに

今後特に求められる資質能力」を開発する教員養成のカリキュラムでもあります。

ツ型教育の展開」の成果の一つです。プロジェクトにおいては、リベラル・アー

よって教員養成の質保証を実現する教育体制を確立することを目指しています。

答申）」において提唱された「地球的視野に立って行動するための資質能力」
および「変化の時代を生きる社会人に求められる資質能力」という、
「
（教員が）

機能の充実）
によるプロジェクト
「教員養成系大学の特徴を活かしたリベラル・アー

成9年度の答申「新たな時代に向けた教員養成の改善方策について（第一次

を身につけることができるようなカリキュラムでもあります。さらにまた、すでに平

本書は、平成23年度文科省特別経費（幅広い職業人の養成や教養教育

はじめに
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法とポイントをまとめています。
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験授業の内容を提示します。ワークショップの記録に基づき、対話型教育の方

マに河野哲也教授（立教大学文学部教育学科教授）を講師として実施した実

第3部「リベラル・アーツ Edu ワークショップ」では、
「対話型授業の実践」
をテー

うに学生のうちに育むのかという視点から編集・構成しています。

提示します。担当教員へのヒアリング調査に基づき、どのような「力」をどのよ

授業を三つ紹介します。授業概要と共に、担当教員の教育理念や教育方法を

第2部「授業を通して学生の『力』を育む」では、本学で実施されている

涵養することが望ましい、軸となるスキル（力）を提示します。

を説明します。その上で、教員養成系大学である愛知教育大学の学生に特に

として「ジェネリック・スキル（汎用的技能）」が重視されるようになってきた背景

第1部「大学教育におけるジェネリック・スキル」では、大学教育の学習成果

構

査に基づきまとめています。

ような方法で学生のうちに涵養しているかについて、担当教員へのヒアリング調

目一つを含む三つの授業を取り上げ、何を教育目標とし、どのような力を、どの

し、担当授業を振り返るための素材を提供することを目的としています。専門科

スキルを養うための、科目の特性に応じた教育内容や教育方法を教員間で共有

力を授業で育むためのヒントを得ることができます。本書は、学生のジェネリック・

も、各授業の教育目標に沿った特色ある教育が幅広く展開されており、学生の

れています。現行の共通教育カリキュラムの下で実施されている授業において

教養教育カリキュラムの改革に向けた教育内容や教育方法の調査検討が行わ

現在、学生のジェネリック・スキルを涵養する教育のさらなる充実を目指し、

目 的

本書の目的・構成

㧙㧙

第1部では、大学教育の質保証という観点から重視されるようになって
きた、ジェネリック・スキルの概念とその背景について説明します。その上
で、愛知教育大学の学生にジェネリック・スキルを涵養する際の軸となる
三つの力を提示します。

大学教育におけるジェネリック・スキル

1

9

経済産業省は、産業界から大学生に求められる力として「社会人基礎力」

〈社会的動向〉

「ジェネリック・スキル」概念導入の背景

す。

この概念が大学教育において導入されるようになってきた背景について説明しま

第1部の1節では、まず、「ジェネリック・スキル」という概念の一般的な意味と、

す。

ラムを実施したり、教育方法の開発に向けた取り組みを行うようになってきていま

キル」の定義・中身を明確にした上で、学士課程においてこれを涵養するカリキュ

学として定めておく必要があります。昨今、各大学機関では、「ジェネリック・ス

するカリキュラムを検討する場合には、まず「ジェネリック・スキル」の定義を大

わけではありません。そのため、大学として、学生のジェネリック・スキルを涵養

不可欠となります。しかし、ジェネリック・スキルには一つの決まった定義がある

て、どのような教育内容と教育方法で学生を導いていくかというマクロの視点が

うな教育方法を行うかというミクロな視点と共に、学士課程のカリキュラムにおい

大学生がジェネリック・スキルを身につけるためには、一つの授業の中でどのよ

ているのです。

汎用性のある力を身につけた上で卒業しているのか―が問われるようになってき

こうした背景に伴って、大学教育の質保証としての学生の学習成果―学生が

積極的かつ柔軟に対応していくことのできるスキルが求められていると言えます。

いては、特定の専門領域に限定された知識だけでなく、広範な知識・情報に

学生を育てて欲しいという要求が高まっています。21世紀の知識基盤社会にお

産業界や教育界からも、学問の場である大学でこうしたスキルを身につけた

学教育における課題とされるようになっています。

用性のある技能としての「ジェネリック・スキル（generic skills）」の養成が大

アカデミックな世界だけでなく、日常生活、社会生活を送る上でも必要とされる汎

育内容や教育方法の検討・改善が行われるようになってきています。その中で、

ではなく、何ができるようになるか、すなわち学生の学習成果に焦点をあてた教

昨今、大学教育の質保証という観点から、大学教育において何を教えるか

1-1．ジェネリック・スキル（汎用的技能）とは何か

1-1．ジェネリック・スキル（汎用的技能）とは何か
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素を提示しています（図1）。3つの能力としては、「前に踏み出す力」「考え抜

規律性

発信力

状況把握力

柔軟性

創造力

実行力

ストレスコントロール力

（図1 3つの能力と12の能力要素）

計画力

傾聴力

課題発見力

働きかけ力

主体性

能力要素

スイス
デンマーク

的思考力」「問題解決力」の5つが挙げられています。

10

理解し、表現することができる。

数 量 的 ス キ ル ⇒ 自然や社会的事象について、シンボルを活用して分析し、

話すことができる。

Process independent qualiﬁcations

Trans-disciplinary goals

Key qualiﬁcations

Transferable skills

Critical enabling skills

11

海外の各国では、知識基盤社会において、グローバルな競争力をもった人材

出典：Australian National Training Authority (2003),
National Centre for Vocational Education Research.p.2

（図2 各国において「ジェネリック・スキル」を表現する用語）

ドイツ

社会生活でも必要な技能」として明確に定義されています。この汎用的技能と

しては、「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

コミュニケーションスキル ⇒ 日本語と特定の外国語を用いて、読み、書き、聞き、

フランス

シンガポール

ジェネリック・スキルは「汎用的技能」と表現され、「知的活動でも職業生活や

2008年の中央教育審議会による答申、
「学士課程の構築に向けて」において、

Basic skills, necessary skills, workplace know-how

Employability skills

アメリカ

Key competencies, employability skills, generic skills

カナダ

〈大学教育改革における動向〉

ニュージーランド Essential skills
オーストラリア

Core skills, key skills, common skills

http://www.meti.go.jp/policy/kisoryoku/index.htm

イギリス

同じ国においても複数の名称で表されています（図2）。

「Core skills」、豪州では「Key competencies」と呼ばれているように様々で、

海外において、ジェネリック・スキルは、米国では「Basic skills」、英国では

〈海外の動向〉

理解」
「態度・志向性」
「統合的な学習経験と創造的思考力」が含まれています。

としての参考指針を示しています。そのなかには、汎用的技能の他に、「知識・

能力の内容（日本の大学が授与する学士が保証する能力の内容）に関する国

策定を推進するという趣旨で、学士課程で育成する21世紀型市民の持つべき

中教審の答申においては、各大学での学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）

その問題を確実に解決できる。

問 題 解 決 力 ⇒ 問題を発見し、解決に必要な情報を収集・分析・整理し、

経済産業省「社会人基礎力」URL:

ための、大学機関としての組織的な取り組みを推進しています。

テム開発・実証事業」を展開し、「社会人基礎力」を大学生に身につけさせる

著な取り組みを表彰するだけでなく、「体系的な社会人基礎力育成・評価シス

業省では、「社会人基礎力グランプリ」を開催し、各大学における授業での顕

門知識」を上手に活用していくために必要な能力と捉えられています。経済産

こうした能力は、企業や若者を取り巻く変化を背景として、「基礎学力」「専

チームで働く力

考え抜く力

前に踏み出す力

能力

論 理 的 思 考 力 ⇒ 情報や知識を複眼的、論理的に分析し、表現できる。

分析して適正に判断し、モラルに則って効果的に活用す
ることができる。

と仕事をしていくために必要な基礎的な力」と定義し、3つの能力と12の能力要

く力」「チームで働く力」
という項目を立て、それぞれの力の要素を示しています。

情 報 リテ ラ シ ー ⇒ 情報通信技術（ICT）を用いて、多様な情報を収集・

（2006）を提起しています。「社会人基礎力」を「職業や地域社会で多様な人々

1-1．ジェネリック・スキル（汎用的技能）とは何か
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学士課程教育を通して、学生が汎用的なスキルを身につけることが望ましいのだ

12

たり、問題解決を行うなどの思考スキル、責任感、柔軟性がある、タイムマネー

ル、コミュニケーション、チームワークなどの対人的なスキル、情報を集め構成し

図3においては、読み書き、計算、パソコン等を使用するなどの基礎的なスキ

出典：Australian National Training Authority (2003),
National Centre for Vocational Education Research.p.8

（図3 さまざまなジェネリック・スキルのリストの共通要素）

Skills related to the community civic or citizenship knowledge and skills

13

松下佳代編著（2010）『〈新しい能力〉は教育を変えるか―学力・リテラシー・コ
ンピテンシー』ミネルヴァ書房。
中央教育審議会（2008）「学士課程教育の構築に向けて（答申）」。

『IDE』487、pp.64-69。
杉原真晃（2010）「第3章〈新しい能力〉と教養―高等教育の質保証の中で」、

向と我が国への示唆」『名古屋高等教育研究』第8号、pp.173-191。
小島佐恵子
（2007）
「初年次教育の意義と可能性（2）
初年次教育とジェネリックスキル」

の教養論』東信堂。
川嶋太津夫（2008）「ラーニング・アウトカムズを重視した大学教育改革の国際的動

19330190 成果報告書（研究代表者 濱名篤）。
飯吉弘子（2008）『戦後日本産業界の大学教育要求―経済団体の教育言説と現代

innovation skills, enterprise skills

Skills related to the business
world

参考資料

めるようなカリキュラムを提供することが大学組織に求められるでしょう。

とするならば、学生がどのような科目を選択したとしてもジェネリック・スキルが育

濱名篤（2010）『学士課程教育のアウトカム評価とジェネリックスキルの育成に関する
国際比較研究』平成19−21年度科学研究費補助金基盤研究（B）課題番号

collecting and organising information,
problem-solving, planning and organising,
learning-to-learn skills, thinking innovatively
and creatively, systems thinking

Conceptual/thinking skills

目では知識の伝授と共に学生の何らかの力を涵養しているはずです。とはいえ、

の中での学生の役割が、知識の単なる受け取り手でないならば、それぞれの科

目を除いて、スキルの修得そのものは授業目標にはなりえません。しかし、授業

各授業においては、もちろん科目の内容に応じた授業目標があり、特定の科

見直しを図るという取り組みも実施されるようになってきています。

べき力を特定した上で、カリキュラムを構築し授業を展開し、その成果を測定し

います。大学機関においては、自大学の理念に基づいて、学生が身につける

Personal skills and attributes being responsible, resourceful, ﬂexible, able to
manage own time, having
self-esteem

communication, interpersonal, teamwork,
customer-service skills

literacy, using numbers, using technology

People-related skills

Basic/fundamental skills

ジェネリック・スキルの共通要素をまとめています（図3）
。

る人のことでしょうか。Australian National Training Authority（2003）では、

ジェネリック・スキルを身につけた人というのは、具体的にどのようなことができ

ジェネリック・スキルの要素

デミックな能力のみを指すわけではありません。大学生は、大学の中で学び培っ

リティ）employability skills」と呼ばれています。

た力を、社会や職業生活の中で汎用的に活用することを期待されるようになって

以上で確認したように、ジェネリック・スキルは、職場や地域社会の中で多様
な人々と生活していくために必要なスキルであり、大学の中だけで通用するアカ

雇用という観点から言及される場合には、「雇用されうるスキル（エンプロイヤビ

まとめ

ネリック・スキルは、必要不可欠なものとして重視されるようになっています。特に、

あると認識されるようになっています。様々な仕事や人生への適用が可能なジェ

人が対人関係を築き、コミュニティを形成して行く上でもこうしたスキルが必要で

界に関連するスキル、市民としての知識やスキルなどコミュニティに関連するスキ
ルの6つが挙げられています。

連でジェネリック・スキルが重視されるようになり、職場における雇用者が、被雇

ジメントができるなどの個人としてのスキルと属性、イノベーションなどのビジネス

用者に対して専門的なスキルに加えて、ジェネリック・スキルを求めたり、また個

を育成するという視点から教育改革が実施されてきています。職業教育との関

1-1．ジェネリック・スキル（汎用的技能）とは何か

㧙㧙
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吉原惠子（2007）「大学教育とジェネリックスキルの獲得―ジェネリックスキルをめぐる
各国の動向と課題」『兵庫大学論集』12、pp.163-178。
Australian National Training Authority (2003)
National Centre for Vocational Education Research Ltd.

15

関する適切な理解、豊かな人間性、国際社会で必要とされる基本的資質

地球的視野に立って行動するための資質能力（地球、国家、人間等に

② 今後特に求められる資質能力

な教養、これらを基盤とした実践的指導力等

児童・生徒に対する教育的愛情、教科等に関する専門的知識、広く豊か

教育者としての使命感、人間の成長・発達についての深い理解、幼児・

① いつの時代にも求められる資質能力

等は、次のように示しています。

教員に特に求められる資質を、1997年の教育職員養成審議会の第一次答申

す。

れる具体的な資質について、中央教育審議会等の答申は次のように示していま

ような力を身につけて社会に出ているのでしょうか。教員を目指す学生に求めら

を身につけることを社会から期待されているのでしょうか。あるいは、学生はどの

教員養成系大学である愛知教育大学の授業において、学生はどのような力

に就職したり、大学院へと進学しています。

よって育まれた学生たちは、半数以上が教職に就いている他、企業、官公庁

の育成をめざす」ということが教育目標として掲げられています。こうした教育に

継承及び創造に貢献できる広い教養と深い専門的能力を持った多様な社会人

育を担う優れた教員の養成をめざし、学芸諸課程では、社会の発展と文化の

課程では多様な教員養成プログラムを通して、平和な未来を築く子どもたちの教

間の教育をめざ」し、「学部教育においては教養教育を重視し、教員養成諸

愛知教育大学の大学憲章には、「平和で豊かな世界の実現に寄与しうる人

員養成を主軸に教養教育を重視する大学」を目指しています。

育科目であり、両課程に共通する教養教育のカリキュラムを充実させることで、
「教

されています。いずれの課程においても学生の学びの基礎を形づくるのは共通教

員養成課程」と教員免許取得を卒業要件としない「現代学芸課程」により構成

愛知教育大学は、教育学部のみからなる単科大学であり、教員を養成する
「教

1-2．愛教大生が修得すべきジェネリック・スキル

1-2．愛教大生が修得すべきジェネリック・スキル

㧙㧙

区別する必要があります。これらの三つのうちで、大学の教養教育を軸とする4
年間で、教員を目指す学生に育むべきスキルとはどのようなものでしょうか。もち
ろん、愛知教育大学には、教員を目指さない学生もいますが、教員を目指す学

知識及び技術）
、教員の職務から必然的に求められる資質能力（幼児・

児童・生徒や教育の在り方に関する適切な理解、教職に対する愛着、誇り、

一体感、教科指導、生徒指導等のための知識、技能及び態度）

各授業担当の教員が学生に身につけさせたい力を、教育目標に沿った形で、
具体的にどのような授業展開、授業方法で育んでいるのかをご紹介します。

導技術等を身につけていくことが重要であり、特に「学びの精神」が強く求め

られることが付言されています。

16

要とされているとしても、大学の教養教育課程は、それを学ぶ場としては適切で

17

多様な力が教員の創意によって学生のうちに育まれています。次の第2部では、

基本的考え方を踏襲していますが、教員には、不断に最新の専門的知識や指

現場の教育実践ですぐに役立つスキルを身につけることが、たとえ現場で必

を必要とするものです。本学のいくつかの授業においても、この三つの力を含む、

これら三つの力は、いわば例示であり、よりよい定義へと向けた全学的な議論

キルを身につけていることも不可欠です。

きる能力を備えていることが必要とされます。また、論理的に話す、書くというス

の多様な情報源から適切なものを取捨選択し、自分の主張を形成することがで

三つ目の複眼的に状況を理解し、思考内容を論理的に表現する力は、複数

ムとして問題を解決するための協同性を備えていることも不可欠です。

解決へと導く思考力・判断力・行動力を備えていることを必要とします。また、チー

二つ目の問題を発見し、解決へと導く力は、課題を自発的に見出す能動性や、

に固執し過ぎない柔軟性を備えていることも不可欠です。

はもちろん、社会性や幅広い教養がなければもちえません。また、自分の立場

一つ目の背景の異なる人と対話する能力は、豊かな人間性を備えていること

■ 複眼的に状況を理解し、思考内容を論理的に表現する力

■ 問題を発見し、解決へと導く力

■ 背景の異なる人と対話する力

します。

本書では、愛教大生の育むべき力の軸となりうるものとして、次の三つを提示

愛教大生に育むべき三つの力

要であると言えます。

ついて」は、1997年の教育職員養成審議会の第一次答申、2005年の答申の

2006年の中央教育審議会の答申「今後の教員養成・免許制度の在り方に

ていくこと

コミュニケーション能力などの人格的資質、教職員全体と同僚として協力し

豊かな人間性や社会性、常識と教養、礼儀作法をはじめ対人関係能力、

③ 総合的な人間力

習指導・授業づくりの力、教材解釈の力など

子ども理解力、児童・生徒指導力、集団指導の力、学級づくりの力、学

② 教育の専門家としての確かな力量

教師の仕事に対する使命感や誇り、子どもに対する愛情や責任感など

① 教職に対する強い情熱

す。

においては、優れた教師の条件について、以下の3つの要素が重視されていま

さらに、2005年中央教育審議会の答申「新しい時代の義務教育を創造する」

図ることが大切であること

能力を確保するとともに、積極的に各人の得意分野づくりや個性の伸長を

という前提に立って、全教員に共通に求められる基礎的・基本的な資質

画一的な教員像を求めることは避け、生涯にわたり資質能力の向上を図る

生にとって必要な資質は、企業や官公庁等への就職を目指す学生にとっても重

学の教養教育を軸に4年間で育んでいくべき力と、専門課程で特に育まれる力を

力等に関わるもの、人間関係に関わるもの、社会の変化に適応するための

③ 得意分野を持つ個性豊かな教員

はないように思われます。教育現場で教員として学びながら育んでいく力と、大

能力）
、変化の時代を生きる社会人に求められる資質能力（課題探求能

1-2．愛教大生が修得すべきジェネリック・スキル

㧙㧙

第2部では、1年生を対象とする共通教育科目の「日本の社会と表現
文化入門」（富山祥瑞教授担当）
、「平和と人権入門」（土屋武志教授
担当）と2年生を対象とする教職科目「地学Ⅱ」（高橋真聡教授担当）
の三つの授業をご紹介します。担当教員がそれぞれの授業において、ど
のような方法でどのような力を涵養しようとされているのかを授業の概要と
共にまとめています。

授業を通して学生の「力」を育む

2

受講対象：1年生（約70人）

開講時期：後期・金曜1限

授業担当：富山 祥瑞教授（美術教育講座）

授業名：日本の社会と表現文化入門（共通科目：主題科目）

〜大学1年生の共通科目を受け持って〜

土台力を育む

2-1

㧙㧙

基礎的な知識を理解するとともに幅広い教養を身につける。

門：教育学的、人文・社会的、芸術的な分野からアプローチし、

来の姿であり、大きな目標です。

22

時代がどう変わろうとも普遍の、この「企画力」を身につけることは、教育の本

に解決していけるか、という「企画力」は、ますます重要度を増してきました。

社会のどのような分野に進むとしても、いかに問題を発見し、それをどのよう

会人になるまでの一休み（「モラトリアム」
：猶予期間）なのでしょうか？

その頃「大学生活」を単なる「レジャーランド」と捉えていたのでしょうか？ 社

しかし、センター試験や入学試験の真剣勝負だった頃を思い出してください。

取りやすいか（楽勝科目）？」等に集約されるのかもしれません。

は、ともすると「
（今のあなたにとって）面白いか？」「きつくないか？」「単位が

これを読む大学生活が慣れてきた1年生後期のあなたにとって、授業の選択と

授業目標（平成23年度シラバスから抜粋）

づいて、論文作成や創作・演奏の実践へと発展させる。

セ ミ ナ ー：
「入門」
「展開」を通して学生が抱いた問題意識や関心に基

を学ぶ。

展 開 1 ・ 2：「入門」で得た知識を基に、諸分野での研究方法や表現方法

入

豊かな人間性を涵養することを目標としています。

に関する段階的学習を通して、幅広く深い教養および総合的な判断力を培い、

「日本の社会と表現文化」の柱では、日本の社会と表現文化における諸問題

たります。

「展開2」、3年の前期に「セミナー」を受講します。本授業は、「入門」にあ

のか、学生は必ず選択し、1年の後期に「入門」、2年の前期・後期で「展開1」

柱があり、「日本の社会と表現文化」はその一つです。1年次にどの柱を学ぶ

本科目は、共通科目の教養科目のうちの主題科目です。主題科目には7つの

カリキュラム上の位置づけ

1．授業の概要

23

レポートの成果と出席状況で診ます。3回以上の欠席は原則的に不可とします。

成績評価の方法

したが、一授業の開講に留まったためすべて講義スタイルとなりました。

※2011年度は、当初は30人規模での演習スタイルを交えた講義を予定していま

15）レポートの書き方（3）― マンガ『ドラゴン桜』から学ぶ着眼力

14）レポートの書き方（2）― 着眼力、構成力、構築技術力

13）レポートの書き方（1）― 何を書くか、どう書くか

コピー）

12）多面的思考のトレーニング（6）― 著作権を考える
（オマージュ、パロディ、

11）多面的思考のトレーニング（5）― デザインとは問題解決マネージメント

10）多面的思考のトレーニング（4）― インターネット（技術の進歩とモラル）

メディア）

9） 多面的思考のトレーニング（3）― 受信側の複眼思考について（冤罪と

8） 多面的思考のトレーニング（2）― 原発事故とマスメディア

戦争、スーダン内戦）

7） 多面的思考のトレーニング（1）― 報道写真を読み解く（皇室、ベトナム

6） ｢論じる」って何？（5）― 広告表現（日用品）から時代背景を読み解く

背景を読み解く

5） ｢論じる」って何？（4）― 広告表現（ジェンダー、人種差別）から時代

4） ｢論じる」って何？（3）― ファッションから時代背景を読み解く

3） ｢論じる」って何？（2）―「調べ学習」「感想文」からの脱却を
！

読み解く

2） ｢論じる」って何？（1）― 広告表現（バブル経済期）から時代背景を

1） オリエンテーション ― 学びの出発点について

授業シラバス（実際に実施されたもの）

業で解説していきます。

体を成していないと思います）の作法については、大学生活の基礎として当授

レポート（皆さんが前期に提出してきた「レポート」群は、おそらくレポートの

授業計画・方法（平成23年度シラバスから抜粋）

２-1．土台力を育む 〜大学1年生の共通科目を受け持って〜

㧙㧙

・クイズ

・大福帳の返却

〈授業の流れ〉

・説明

の配布

・授業資料（冊子）

の燃料のモトは「大福帳」です。
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・説明

・映像資料の視聴
大福帳への記入

プレゼンテーションをしています。そこには大きなエネルギー源が要りますが、そ

冊子状にしています。おおよそ、この冊子に沿って、時に映像を用いながら毎回、

講義ストーリーをつくっています。毎回の配付のプリントは「企画書」の様相で、

授業前日の準備は、まさに企業のプレゼンテーション時のようにワクワクしながら

年になろうとしていますが、それまでの20年間は広告代理店に勤めていました。

ろ自分の守備範囲のストライクゾーンと考えています。私は、愛教大に来て早10

教養科目は案外、教員にとっては自己の専門の外側と捉えがちですが、むし

毎回の授業

えています。

スとした一連のマネージメントです。私自身は美術表現というより、社会科学と考

は Feeling なんかではなくThinking。マーケティング活動（市場観察）をベー

在的な問題を掴み、筋道を立てて課題を解決していく取り組みです。必要なの

ではなく「社会」にあります。デザインとは、社会生活のさまざまな場面での潜

回りの「デザイン」 概念を考えてください。デザインは表現の主体が「自己」

なるほど、デザインは教育界での位置づけとしては美術科です。しかし、身の

の中で、社会科の内容を講義していることに違和感を感じる人も多いと思います。

大学で美術教育の組織に属する教員が教養科目「日本の社会と表現文化」

など、主に社会科の内容です。

マは「オウムサリン事件」「天皇とマッカーサー」「ベトナム戦争」「イムジン河」
・
・
・

この半期間に、私が「日本の社会と表現文化（入門）
」中で取り上げたテー

美術教員が社会科を講義する

2．授業の構成
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記入済みの大福帳（2011年度）

きな指針となっています。

は、ぎっしりと真摯にコメントを寄せる学生がほとんどで、私の授業デザインの大

うになって、小さな授業改善も積み重ねてこられたと実感しています。愛教大で

ワードがひらめいて、次の冊子づくりの構想が湧き出てきます。これを利用するよ

生からのお便りに励まされ、また返事を書く中から、次回の講義の工夫や、キー

へんなシステムです。一人のコメントにつき10分かかります。ところが、受講学

「大福帳」では返事を書きますので、受講生が多いほど教員にとってはたい

大福帳を使用する上でのポイント

URL: http://tomiyama-stationery.com/kyouzai/pdf/daifuku̲zuga.pdf

ドできます。

※実際に授業で使用されている大福帳は富山先生のウェブサイトからダウンロー

に準じています。

ムを、そのまま借用しました。カードの様式も三重大学から教えていただいた形

三重大学の高等教育創造開発センターで15年ほど前から啓蒙されているシステ

全員に返事を書く双方向のコミュニケーションツールになっている点です。これは

を受講生に記してもらうカードです。受講カードとの違いは、次週までに教員が

ています。「大福帳」とは、毎授業の終了直前に「授業に関する意見や感想」

「大福帳」を毎回使用することで、学生の関心度や希望を把握するようにし

大福帳の使用

２-1．土台力を育む 〜大学1年生の共通科目を受け持って〜
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してください。
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ます。欠席等の多い受講生（とくに3回を超える欠席者）は、この措置で挽回

るレポートの成果を期待しています。とくに優秀なレポートは100点を超えて採点し

絶対評価としますが、例年、相対分布の結果になっています。皆が「優」とな

〈採点〉

⑥あなたのプレゼンテーションとして「見た目」も大切です。

者の論文ではありません。

の文章であること。受験生の小論試験ではないし、逆に研究を積んだ学

⑤大学生であるあなたの提起を大切にしつつ、客観的な裏付けのある論理

④引用をする場合は、そのルールを守ること。

③個人の感想や所感（要はエッセイ）も論外とする。

②受け売り（要はキリバリ）が主体のレポートも論外とする。

①只の「調べ学習」の披露は論外とする。

〈留意点〉

「カメラ文化」「ファストフード文化」「スーパーマーケット文化」「住宅文化」

○○○の選択肢：

日本の○○○について、レポートとして、論じなさい。

〈設問〉

3枚の分量です。最終授業日に、フォーマット規定をプリントで配布しています。

最終レポート課題の内容は、最後から2回目の授業で学生に伝えます。A4判

最終レポート課題

に点数をつけるものではないですが、答え合わせはしています。

の週の、つまり金曜日から翌週の木曜日までの新聞から選んで出しています。特

クイズの内容は、教員採用試験や入社試験に出るような時事問題です。そ

人に大福帳を手渡しで返却することで、学生全員の顔を覚えるようにしています。

帳が配り終わる時間で、解答が終わるように問題をつくっています。学生一人一

大福帳を返却する際に、学生にクイズを解いてもらっています。ちょうど大福

授業の導入にクイズを行う理由

構築技術力
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漬で適当にやらないでね」ということを毎回言っているつもりです。

つまり自己表現することがレポートなんです。ですから、レポートはコピペで一夜

すぐ見つかるはずです。
「あなたなりの主張を誰にでもわかるように表現すること、

付けを得ることが大切です。裏付けデータというのは、テーマを発見したら割と

レポート課題では、学生が題目のなかから自分のテーマを発見して、その裏

授業の大きなテーマはこれです。

で、日々のいろんな着眼点を、いわゆる教養を身につけてくださいということです。

ことが最終的な到達目標です。そのためにはせっかくの大学生活の4年間なの

一番授業で伝えたいのは、自己表現をするということです。学生が表現する

「自己表現」が授業のテーマ

（分かりやすくまとめ上げる技術）

構成力
（どう書くか）

着眼力
（何を書くか）

つけることから、構成力が身につきます。

多面的なものの見方を伝えることが重要です。以下の図のように、着眼力を

土台力をどのように育むか

いと着眼はできません。

その前提になるのが、多面的なものの見方です。多面的なものの見方ができな

土台力の基礎となるのは、
「着眼力」「構成力」「構築技術力」の三つです。

ねによってつけることができます。

なかで学生につけて欲しいと考えています。この力は、繰り返しではなく積み重

「読み・書き・そろばん」のような土台となる力のことです。こうした力を授業の

の言葉で、これから物事を学び身につけていくための学びのスキル、昔で言う

学生には「土台力」を身につけて欲しいと思っています。「土台力」とは私

授業で身につけて欲しい力

3．授業理念と教育方法

２-1．土台力を育む 〜大学1年生の共通科目を受け持って〜
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に言って始めるわけですが、「今日のテーマは、カメラ文化、ファストフード文化、

をレポートで出してねということです。ですから、毎回の授業ではテーマを最初

ンをしてきましたが、今度のプレゼンテーションのプレゼンターはあなたです、それ

講義では毎回毎回、私が自分でテーマをつけて、自分でそのプレゼンテーショ

きたわけです。

ですよと伝えます。結局のところ、この授業ではずっとレポートの書き方を教えて

トは、あなたの着眼点で資料を集めて書いてください、テーマのなぞりでは駄目

しますということをしてきました。ですから、レポートの課題を出すときには、レポー

という話は、常にしてきました。私はこういう着眼点で、この資料についてお話し

プレゼンテーションの仕方、レポートの書き方など、自分で着眼点を見つけよう

自分の着眼点を示す方法＝レポートの書き方

ています。

であり、授業を構築するためのプロセスそのものを、学生に体験してほしいと思っ

えば、死刑制度の問題や原発の問題などで触れたと思います。授業もプレゼン

ど、こういう考え方もありますというのを新聞記事や映像資料で示しながら、例

点から構成されています。こういう見方もあって、こういう立場で考えましたけれ

を集めましたという舞台裏を話していったつもりです。毎回の授業は、私の着眼

ました。講義だったら技術は話せないので、こういう着眼、こういう技術で資料

数が少ないと思い込んでいたので、演習形式で技術について話そうと思ってい

成23年度）には、こうした技術論のほうが書いてあります。受講する学生の人

着眼点をどう構成するかということには、技術が要ります。大学のシラバス
（平

着眼点を授業でプレゼンする

りません。

ばいいなと思っていますが、1年生ですので学生にそれが伝わったかどうかわか

たりしながら、授業を構築していっています。学生にこのプロセスが見えてくれれ

過去のデータとか歴史の史実をベースに仮説を立てたり、検証したり、裏を取っ

ういうふうに紐解いてお話ししました」というように。自分で毎回テーマを決めて、

りです。「実は今日の内容っていうのはね、こういう調べ方をして、この写真をこ

私の講義では、授業を構築するにあたってのプロセスを話していっているつも

授業構築のプロセスを示す
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ある」と言う人がいても、実際は1年の経験を20回繰り返しているだけだよという

学生には4年間、同じことを繰り返さないでねと言っています。「20年の蓄積が

「繰り返し」ではなく「積み重ね」

手をすると、4年まで自己流を引きずることになります。

しっかり言わないと、おそらく19歳の人たちは意味がわからないと思います。下

んとルールを守ってねということを言うのですが、当たり前のことなんですけれど、

ただの調べ学習も、切り貼りも、エッセーも論外です。引用する場合は、きち

最後のレポートも、検索結果をうまく日本語にしたところで、それは不可です。

コピペ不可

前田勝洋、実践同人たち（2007）『授業する力をきたえる：子どもをやる気にさせるワ
ザと仕掛け』黎明書房

※「見つけ学習」については、次の図書を参照。

文化入門」では、それを崩すことから始めています。

した学生を生み出してしまうという繰り返しになります。この「日本の社会と表現

ないと困るんです。「調べたね」で終わるような人が先生になったら、また、そう

ります。ですから、愛教大の学生だったら、その意味をわかって卒業してもらわ

調べ学習の本来の意味が分かっていない先生から習った学生は、そのようにな

「調べ学習」というと、小学校ではパソコン室に生徒を連れていくそうです。

べてきました」ということだけなのです。

べることは糸口でなければならないのに、学校で行われているのは、単に「調

分かったことから何を見つけてどうしたいのかということが大切です。本来、調

になっているのですが、そうではなく、「見つけ学習」と呼んでいます。調べて

という言葉をやめようという運動をやっています。調べ学習は、調べることが目的

をそのまま書いてきたりします。豊田市内の小学校の先生たちは、「調べ学習」

調べ学習をやってきている学生はレポートがまったく書けません。ネットの情報

「調べ学習」を崩す

これはレポートの課題です」と伝えます。

スーパーマーケット文化、住宅文化です。今日のテーマは、私はしゃべりません。

２-1．土台力を育む 〜大学1年生の共通科目を受け持って〜
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業資料の4ページでしっかり読んでください」ということです。論じるという意味は、

期待しているけれども、専門知識は学生に期待していないと思います。

基礎」という授業のシラバスのなかに書いたスローガンは、「時間に負けない」

30

です。学生に習得させたい目標が「時間に負けない」ということです。1年生
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特色として、優秀なレポートは100点超えをします。欠席等の多い受講生、特

しています。

「1月2日と12月2日の授業資料の何ページを読んでね」とすべて冊子の箇所を示

ています。その意味合いは、「11月21日の授業資料の2ページと、1月10日の授

できるということを評価します。専門性については、専門に対する学びの姿勢は

タイムマネジメントに関して言いますと、1年生の最初の専門科目の「デザイン

成績評価の基準は、レポート課題を伝える際に学生にプリントとして配っていま
す。授業では口頭で説明します。学生には「レポートとして論じなさい」と伝え

企業が求めているのは、学びのスキルを持っている学生です。きちんと時間を守

成績評価の基準

することができるようにしています。

の評価を請求しない学生も、ウェブ上から成績評価の内訳等の概念表は閲覧

る、きちんとタイムマネジメントができる、拙いなりにもきちんとプレゼンテーションが

慢気に話す学生もいるらしいですが、企業の立場だとそんな学生は要りません。

ら、まったく学校へ来ないでずっと就職活動をしている学生がいます。それを自

と言うと思います。今は特に私立大学などでは、3年生後半から4年生になった

大学教育レベルなりに、スキルを身につける習慣を持った人を企業は採りたい

できません。学生の全部が申し出たら、すぐには返却できなくなります。レポート

レポートを採点する際、一人30分で見たとすると、一日に数人しか見ることが

怖くて要求できないのではないかと思います。授業では、よいレポートの例と悪い
レポートの例をプロジェクタで映して説明しています。

りません。

企業人はどのような学生を採りたいか

生は、たいがい成績がよいです。おそらく学生の心理として、よくできたものしか、

力を持った学生を求めていると言えます。もし、学生で即戦力になるような人が

トには朱書きを入れて、成績評価シートと共に返しています。講評を希望する学

せん。ですので、企業は即戦力をもった学生ではなく、即戦力になり得る基礎

いるんだったら、企業が大学に頭を下げてくると思いますが、現実はそうではあ

評価については、希望者にだけ知らせています。「レポートで講評が必要な
人は申し出てください」といって、名乗り出てきた人にだけ返しています。レポー

時期で、即戦力をもった人というのは「離」です。大学生で即戦力をつけると

いうことはありえません。つまり、入社した途端にバリバリ働けるような学生はいま

授業では、徹底的に「守」をやりましょうということです。1年生は「守」の

レポート評価の公開について

題の内容や形式を伝えています。

ることができます。破ったあとに、今度は自分がその型をつくる「離」になれば

いいということです。

文章化しています。最後の授業の日も学生が受講するように、2回に分けて課

につけてからのことと考えます。基礎が身についていれば、いつでもその型を破

ばなりません。それで、だんだんと配布物が厚くなっていきました。また、レポー

の段階です。まずは、基礎力を身につけることが必要です。

ト課題は試験問題ですので、口頭で課題を言うだけでは基準を示せないため

テーマを受け止めてしまうのです。ですから、しっかり文章に残しておかなけれ

でもまず作法を身につけましょうということです。自分のやり方をするのはその次

小学校で個性化教育を行うことに私は反対です。個性はまず型、基礎を身

レポート課題を出すときには、しっかり文章で伝えるよう注意しています。学生
は都合のいいふうにレポート課題を解釈したりします。自分の都合のいいふうに

レポート課題を出すときの留意点

大切なのは「守・破・離」の「守」

1年生の学生の皆さんがすべきことは「守」ですと伝えています。「守・破・離」

ない理由は聞かないという姿勢でやっています。

いでねと言っています。

の「守」です。俺には俺のやり方があるということを言われることがありますが、

の最初ですから、もうどんなことがあっても時間内に終わらせるということで、でき

ことです。ですから、大学の4年間で、1年生を4回やっただけということにならな

２-1．土台力を育む 〜大学1年生の共通科目を受け持って〜
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富山祥瑞編・著（2010）『未来の先生へ向けて―新聞学習の基礎知識』愛知教育
大学出版会。

〜富山先生の教育への取り組み〜

富 山 祥 瑞（2010）「 教 員と学 生 の 授 業 交 流カード『 大 福 帳 』」、『SCOPE II』
No.13、愛知教育大学教育実践総合センター。

富山祥瑞（2010）「美術教育における数学からの教材展開――エッシャーに挑戦」、
『愛知教育大学教育実践総合センター紀要』第13号、147〜153頁。

富山祥瑞（2009）「「デザイン教育」をデザインする―デザイン教育は教育学部か
ら―」、『愛知教育大学研究報告、教育科学編』第58輯、209〜215頁。

富山祥瑞（2008）「図画工作・美術教育における開発教材の紹介」、『愛知教育大
学教育実践センター紀要』第11号、169〜172頁。

学習としてのデザイン教育を目指して―」、『愛知教育大学研究報告、芸術・保
健体育・家政・技術科学・創作編』第56輯、愛知教育大学、13〜20頁。

富山祥瑞 Stationery Site URL: http://tomiyama-stationery.com/
富山祥瑞（2007）「教育学部における「デザイン教育」の教育実践―問題解決型

〜富山先生の授業実践〜

■参考資料

な学校教育なんて在り得ない !と元ビジネスマンは思っています。

を伝えることが使命かな !と考えています。社会に出てすぐさま役に立つ、そん

いった気持ちで、この教養科目に臨んでいます。「考え方」の多様性の在り方

授業者としては、受講学生に何らかの思考のきっかけが生まれるといいな !と

きにくいと思います。一般教養科目では、とくにそうでしょう。

講生も、資格試験の講座でない限り「この目的のため」といったヴィジョンは描

ができます。一方、教育では、その成果は未来社会にしか存在しません。受

ジェクトに発展したり、広告展開されたりします。結果をすぐに見て確かめること

ビジネスシーンでは、プレゼンテーションの結果が、すぐさま商品化計画のプロ

富山先生からのメッセージ

は低いです。ですが、たまに例外的に良い評価を得る学生もいます。

い人は、タイムマネジメント等が身についていないわけですので、得てして評価

に3回を超える受講生は、レポートで挽回してくださいと伝えています。欠席が多
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報告Ⅴ」、『教養と教育 : 共通科目研究交流誌』第4号、愛知教育大学共通科
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専門委員会、71〜149頁。
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〜主題科目としての「日本の社会と表現文化」〜
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受講対象：1年生（1クラス約30人×3）

開講時期：後期・月曜4限、火曜日3限、金曜1限（3クラス）

担当者：土屋 武志教授（「平和と人権」コーディネータ／社会科教育講座）

授業名：平和と人権入門（共通科目：主題科目）

〜コミュニケーションを通して〜

主体的思考力を育む

2-2
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告を行います。こうした活動を通して、他者と関わりつつ自身の平和と人権につ

を通してコミュニケーション能力を高めます。行った調査についてはグループで報

学外へも積極的に出かけ、問題に取り組んでいる人などさまざまな人々との対話

1グループとし、身近なことからグループ調査を通して問題にアプローチします。

として受講者の研究のアドバイスをするなどの支援を行います。学生は、5名を

複数の教官がティームで担当する授業です。10名以上の教員がアドバイザー

「平和と人権入門」の授業方法と目標

平和と人権に関する個人又はペアによる追究（研究）と討論（ゼミ）

セミナー（3年次前期）
：

｢平和と人権」に関する新しい情報提供と受講者の調査活動

展開講座（2年次前期・後期）
：

｢平和と人権」に関するグループ研究活動と特別授業の企画・運営

入門講座（1年次後期）
：

けていきます。

学生は、「入門」「展開」「セミナー」を通して、主体的に学ぶことを身につ

ケーション能力は不可欠だからです。

した社会で多重に存在する人権が相互に保障されるうえで、他者とのコミュニ

違いのある多様な人々が暮らすことを前提とした多重的な市民性を自覚し、そう

つけることを課題とします。なぜなら、多様な「民族」や国籍の違い、文化の

が生じる主題です。このテーマにおいて、学生はコミュニケーション能力を身に

「平和と人権」というテーマは、多重な市民権によって対立する葛藤の場面

する立場に位置づけるという発想に基づいています。

れています。これは、学生を、学問をともに学んでいく主体者、学習権を行使

のではなく、学生が主体的に学べるように教員がサポートするという形で開講さ

主題科目の7つの柱の一つである「平和と人権」は、講義によって行われる

主題科目「平和と人権」の構造

1．授業の概要

㧙㧙
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プ研究発表の完成度30% 、研究進行状況
（アドバイザー教員への報告状況等）

授業への参加状況（出席や発言等）及び研究発表とレポートによる。 グルー

評価基準・方法

に定期的に報告し、助言を受けること（最低3回）
。

③ 調査・研究の状況を記録し、グループ担当の教員（アドバイザー教員）

い調査を実施すること。

つ人へのインタビューなど、単に本やインターネットで調べることのできな

② 学内・学外の専門家や実践者などそのテーマに関して豊富な情報をも

① 研究テーマは、「平和と人権」に関わる内容であること。

グループ研究の活動条件

2 月 報告書（レポート）提出、報告集作成、発表会

第3回アドバイザー教員との打ち合わせ

1 月 調査・研究のまとめと発表・報告書作成準備

特別授業（ホスピタルクラウンの大棟耕介氏による授業）

12月 本調査、第2回アドバイザー教員との打ち合わせ

11月 予備調査、第1回アドバイザー教員との打ち合わせ

10月 グループ追究テーマの立案・確定・追究計画作成

2011年度スケジュール

した。

れにともなう東日本大震災の原子力発電所問題をテーマにグループ研究を行いま

します。 今年度は、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震と、そ

での平和・人権、差別やいじめなど、このような問題について、グループ研究を

人権、近代科学と平和・人権問題、戦争体験・記憶の伝え方、国際化社会

私たち自身と教育と平和・人権問題との関わり、近・現代の歴史にみる平和・

授業計画

和と人権」をめぐるさまざまな論議についての基礎的視点を得ることができます。

この授業は、2年次の「展開」、3年次の「セミナー」の基礎となるものです。「平

いて考えを深めることを目標とします。

２- ２．主体的思考力を育む 〜コミュニケーションを通して〜
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・研究内容の独創性や深まりがみられるか

いるか

・グループでリーダーシップを取ったり自分の役割を自覚して建設的に貢献して

・議論や発表に積極的に取り組み考えを深めているか

・調査に計画的・積極的に取り組んでいるか

レポートや活動状況の評価基準

波及効果10%。

30% 、レポート（個人・グループ）の完成度30% 、追究活動自体の独創性・

㧙㧙
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話もうかがいました。講義の後は、学生との質疑応答の時間が設けられました。

方法についてお話をされました。また、東日本大震災の被災地への支援のお

氏はパフォーマンスを交えて、「クラウン」の特性や魅力、コミュニケーションの

昨年に続き、ホスピタルクラウンの大棟耕介氏を迎えて授業を行いました。大棟

す。「平和と人権入門」の三クラスの学生が集まる合同授業です。2011年度は、

12月に、水曜3、4限を使って、学外の講師を招いた特別授業を行っていま

「特別授業」の実施について

会の実行委員やレポート集の編集委員となるなどの役割を果たします。

不明な点を質問したりします。その他、特別授業の運営委員となったり、発表

ダーは、E-mail を使った連絡網により、コーディネータから必要な指示を受けたり、

んけんではなく、話し合いなどによる人物評価に基づき決定します。グループリー

各グループは、グループリーダーを一人決めます。リーダーは、単なるくじ、じゃ

③ グループリーダー

のレポートにコメントをします。

進行状況をアドバイザー教員に報告します。アドバイザー教員は、担当グループ

ても、学生の質問があれば随時答えることになっています。学生は、最低3回、

クすることが主な役割です。調査に必要な機材や専門的な人材の紹介につい

研究を行う上での相談役として、学生の報告を聞き、研究の進行状況をチェッ

ループにつき、一人の専任教員または非常勤教員がつきます。学生がグループ

グループ研究をサポートするため、アドバイザー教員制度をとっています。1グ

② アドバイザー教員

出しながら進めていくのが役割です。

プリーダーとの連絡を保ち、学生の研究の進行を全体的に見守り、随時指示を

ります。「平和と人権」科目を実施する上では、教員、アドバイザー教員、グルー

コーディネータの役割として、まず授業担当者やアドバイザー教員の確保があ

① コーディネータ

2．授業実施の体制

２- ２．主体的思考力を育む 〜コミュニケーションを通して〜
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シンポジウムなど工夫をこらした発表を行うことを求めています。発表会ではベス

1答のクイズ形式の発表は不可としています。各グループには、役割演技やミニ

す。グループ発表は、1グループ7〜8分で行います。原稿を読み上げたり、1問

かれ、各グループが順番に発表していきます。司会を務めるのも学生の役割で

2月15日（水）の3限の時間帯に、報告会を実施しました。二つの教室に分

レポート報告会の開催

時間）に最低2回行うようにという指示を出しました。

1回の報告は7分程度にまとめ、その後で質疑応答を行うこと、これを時間内（1

け、展示を見学する人々に内容の報告を行いました。発表の仕方については、

研究の内容をまとめたポスターを展示しました。2月14日に発表のコアタイムを設

催された展示企画「東日本大震災と日本の転換をどう教えるか」に、グループ

附属図書館のアイスペースで2012年2月6日（月）から2月29日（水）まで開

図書館でのポスター展示

す。

グループ活動の方法や詳細を、レポート集を参照することで具体的に理解できま

役割を果たします。新たに受講する学生は「平和と人権入門」の授業内容や、

ト集は、来年度、「平和と人権入門」を受講する学生に配布され、手引きの

講座レポートに関する基本アドバイス」も掲載しています。今年度発行したレポー

説明の他、受講者を対象とした「考察活動に関する基本アドバイス」、「入門

する学生に向けた文章を寄せています。そのなかには、「平和と人権」科目の

グループレポート集のはじめには、コーディネータとして「平和と人権」を受講

配布します。

のレポートを作成します。編集・製本されたレポート集は、報告会の際に学生に

各グループは、自分たちで決めたテーマで調査・研究し、A4サイズで4枚程度

学生が編集委員となり、グループレポート集『平和と人権』を作成しています。

グループレポート集の作成

員で行っています。

との連絡、打ち合わせ、当日の司会進行等は、コーディネータと学生の実行委

こうした特別授業は、主題科目の設置以来、毎年実施しています。特別講師

㧙㧙
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グループ発表の様子

人権展開講座」を担当する教員が発表に対する全体的なコメントを述べて終了

二組に投票して決定します。報告会の最後には、2年生が受講する「平和と

トグループを選んでいます。グループごとに、よいと感じた発表を行ったグループ

２- ２．主体的思考力を育む 〜コミュニケーションを通して〜
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と集まることになってしまいます。意見は合いやすくなるのですが、視点が偏って

りで集まらないようにしています。学籍番号順で分けると、どうしても親しい相手

学生をグループに分ける際には、ゲームで決めたりするなど、親しい相手ばか

グループ分けの方法

ている現在のやり方がよいと考えています。

前期におこなってもよいのですが、モチベーションが下がってくる後期に開講し

授業を後期に開講することの利点

企画を立て、運営をし、結果を出すということ、これをやりとげていく力を育みます。

その方法として PBL（プロジェクト・ベースト・ラーニング）を用いています。

主体的思考力をどのように育むか

主体的思考力です。主体的に考える力を特に伸ばして欲しいと考えています。

授業で身につけて欲しい力

きます。また、対立があるなかでそれを通して学ぶことができます。

学生は友人と、あるいは複数で集まると、一人では気づかなかった視点がでて

活動で主体的に学ぶ中で、科学的な手法を身につけるようサポートしています。

時代に考えて、疑問をもち解決を考えることが大切です。それをグループやペア

民にとっても必要です。とくに教員になる学生は、平和、人権ということを大学

えるという点です。平和と人権について考えることは、教員にとっても、一般市

る見方・考え方を、社会で実際に悩み考えている人たちとともに考える機会を与

共通科目「平和と人権」のコンセプトは、平和と人権という未来社会の柱とな

授業理念

関心を持たせること。それをどう活かすかは学生にかかっています。

学生が自分で考えていくためのチャンスを与えること。きっかけを与え、興味、

教育理念

3．授業理念と教育方法

㧙㧙

に与えています。
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評価の対象となります。アドバイザーの先生は、だいたい A か B の評価を学生

に出会えることが大切ですし、行動力も必要となります。もちろん、調査の質も

の人をいかに見つけるかが重要となってきます。よいテーマを見つけ、よい対象

生からの評価で決まります。グループレポートについては、日常とは異なる視点

今年度の評価は、グループレポート、震災に関する展示、アドバイザーの先

成績評価のポイント

に生きてきます。

「平和と人権セミナー」ではペア学習を行いますので、養った力がそうしたとき

それによって、今後、リーダーの立場にたつことができるようになります。3年次の

ダーの行動の仕方等を一緒にグループワークをすることで学ぶことができます。

何らかの形でリーダーを務めた経験をもっています。グループのメンバーは、リー

の負担がとくに多くなりがちです。グループのリーダーになる学生は、これまでに

グループワークにおいては、役割分担の不平等さがあります。グループリーダー

グループワークでのリーダーの役割

あります。学問の場での自己表現を学ばせることを狙いとしています。

と思い実施しています。過去には、劇団の人にワークショップをして頂いたことも

通して、発表の方法を学び、発表する勇気、発表への意欲をもってもらいたい

ホスピタル・クラウンの大棟耕介氏に講義をして頂きました。学生には、授業を

授業期間の中頃に、特別授業を設けています。2011年12月21日（水）に、

特別授業を行う理由

て表現するために、アドバイザーをつけて、大学の中との関係性をつけています。

て認められている人に出会うことで多くのことを学びます。学んだことを学問とし

ではない、開かれた学習を目指しています。学生は、学外の、苦労、努力をし

授業では、グループごとに学外の方へのインタビューを行うことで、タコつぼ型

「学外の方へのインタビュー」の狙い

しまうということが生じてしまうのです。

２- ２．主体的思考力を育む 〜コミュニケーションを通して〜
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表現力の育て方』明治図書出版。
土屋武志（2011）「教育セミナー基調講演：なぜ学校で新聞を活用するか？」中日新
聞社 NIE 事務局編『「新聞」でつくる授業 小学校編』中日新聞社。

土屋武志、下山忍編（2011）『学力を伸ばす日本史授業デザイン―思考力・判断力・

〜土屋先生の教育への取り組み〜
土屋武志（2011）『解釈型歴史学習のすすめ――対話を重視した社会科歴史』梓
出版社。

愛知教育大学共通科目「平和と人権」レポート編集委員会編（2012）『平成23年度
「平和と人権」入門』。

と教育：共通科目研究交流誌』第7号、愛知教育大学共通科目専門委員会、
87〜93頁。

研究交流誌』第2号、愛知教育大学共通科目専門委員会、93〜98頁。
土屋武志（2007）「市民性の変化と教養教育―教養観の転換のために―」、『教養

〜「平和と人権」の授業実践〜
土屋武志（2002）「主題科目「平和と人権」の授業実践」、『教養と教育：共通科目
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２- ２．主体的思考力を育む 〜コミュニケーションを通して〜

受講対象：2年生（約60人）

開講時期：後期・火曜2限

担当者：高橋 真聡教授（理科教育講座）

授業名：地学Ⅱ（専門科目：理科専攻用〈物・生〉）

〜観察力を養い客観的事実に基づく論理的考察力を伸ばす〜

自然界のしくみを理解する

2-3
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第13回：星の最後と超新星爆発（重い元素の合成）（中性子星、パルサー、

第12回：星の進化と元素合成（水素からヘリウムの合成）

第11回：太陽系の起源と「系外惑星」の発見

第10回：ケプラーの法則とニュートンの運動の法則

ス・カイパーベルト天体、オールトの雲）

第 9 回：太陽系のメンバーについて
（惑星、凖惑星、小惑星、彗星、エッジワー

シラバス〈天文分野〉（平成23年度シラバスから抜粋）

クスを紹介する。

学についても解説する。講義の進度によっては、宇宙に関するいくつかのトピッ

の法則や惑星の運動について、力学的な観点から学習する。これに必要な数

天体力学に関する高等学校レベルの内容について復習する。次に、万有引力

1年次の「地学Ⅰ」の天文分野を引き継ぐ形で、まず、ケプラーの法則など、

授業計画・方法〈天文分野〉（平成23年度シラバスから抜粋）

学ぶ。

地学 I の学習に引き続き、地質・古生物および天文分野について、より深く

授業目標（平成23年度シラバスから抜粋）

天文分野を学びます（高橋真聡教授が担当）。

で、地質・古生物分野を学び（河村善也教授が担当）
、第9回から第15回まで、

れかの枠で必ず履修が必要となります。授業内容としては、第1回から第8回ま

「地学Ⅱ」は、第2学年前期1科目、後期1科目、第3学年前期2科目のいず

の場合は、「地学Ⅰ」「地学Ⅱ」「地学実験」から成ります。

の4つの科目区分があり、それぞれは3つの授業科目を構成しています。「地学」

必修科目です。理科専攻の中では、「物理学」「化学」「生物学」「地学」

本科目は、中学校、高校の理科教員免許の修得に必要な教科専門科目で、

カリキュラム上の位置づけ

1．授業の概要

についてもまとめなさい。
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の項目に分けてまとめなさい。これ以外にも、自分なりに発展的に調査した事項

示の特徴や制作上の工夫」「教育上の目標」「あなたが学習した内容」など

いくつかの展示物に着目して、それぞれについて（あるいは関連づけて）「表

〈注意1〉

上記から1つのテーマを選び、レポートにまとめなさい。

・天体観測の方法（X 線、赤外線、電波の観測機器）

・宇宙の広がりに関するもの（天体までの距離測定）

・恒星の進化に関するもの（星の誕生から星の死まで）

を見学せよ。以下の要領で天文に関する「展示」について調査せよ：

名古屋市科学館を訪問し、天文関連の展示室（天文館5階：宇宙のすがた）

〈設問〉

レポート課題例：名古屋市科学館でのリサーチ

公開しているので、対策を練っておくこと。

年度は過半数のものが赤点であった、勉強していなかったという）。過去問題は

る）
。さらに、試験を行なう。普段からしっかりと試験の準備をしておくこと（前

レポートを課す（「惑星形成について」「太陽系について」などを予定してい

評価基準・方法〈天文分野〉

必要に応じて参考書などを紹介する。その他、資料を配布する。

特に指定しないが、高等学校「地学 Ⅰ/Ⅱ」を用意しておく事が望ましい。

教科書〈天文分野〉

※高橋真聡教授担当の天文分野のみ記載。

第15回：宇宙分野についてのまとめ

クバン）

第14回：遠方の天体と宇宙論 （宇宙の大規模構造、活動銀河中心核、ビッ
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了承を得て、氏名を控えてくる事。
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科学館の学芸員（あるいはボランティア員）にインタビュー出来た場合には、

〈注意3〉

キス止めすること。

レポート提出に際しては、名古屋市科学館の半券をレポート用紙左上にホチ

〈注意2〉
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は釘を打つためのものと思わず、ときとしてぺーパーウェイトとして使ってもよいわ

一つのスキルを教え込むことで固定観念に陥るということがあります。ハンマー

目的と技術の違い

いう形をとっています。

授業では地学を勉強しているつもりが、読み、書きのスキルが身についていると

ん。もう一段広いスキルの中で、そうした狭いスキルを伸ばすことが大切です。

う意味でスキルが見直されていると思います。大学生はそれでは楽しくありませ

読み・書きなどの狭い意味でのスキルを大学生にやらせなければならないとい

広い意味でのスキルと狭い意味でのスキル

心や教養が問われるのだと思います。

講義内容をアレンジして対応しています。そのためには、教員自身の知的好奇

成功するとは思えません。相手の学生のノリ、興味関心を観察し、ライブ的に

ています。実際、講義で実践するのは必ずしも容易ではなく、一通りの方法で

「力」の周辺には、「いわゆるリテラシー全般」がもれなく付随していると考え

に到達でき、それと同時に観察力、論理的考察力が身についてきます。こうした

する。このやり取りを経て、始めて学生は、自然界のしくみを理解するという目的

自分の理解や論理展開を見直す。そして、それを再び表現し、議論し、再考

意味を理解し、表現する、そして他者の意見や考え方に触れる事で、改めて

という作業を経て、観察力を引き出したい。目で見た事（五感で感じた事）の

学生に自然界のしくみを理解してもらうために、「実験」や「観察（観測）」

学生の観察力を養い客観的事実に基づく論理的考察力を伸ばす

理解して欲しいと考えています。

己の存在を認識するために、自然界（宇宙）のありのままの姿を観察し素直に

「知的好奇心」を満足させるために、また自然界（あるいは宇宙）における自

自然界のしくみを理解するということです。人類が普遍的に持ち備えている

授業で学生に学んで欲しいこと

2．授業理念と教育方法
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かという点で問題です。実は、親にそうしたスキルがなく、親を変えなければ学
生も変わらないのかもしれません。しかし、こうなっている以上、スキルのための

付随する価値観を学んでいくそのなかで、いろいろな思考力が身につくというこ

とです。

理科系の教員の中には、学生達に自然のありのままの姿を見せるために海や
山（地層や地形を見せる）に出かける者がいます。あるいは、夜間、学生を
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えません。木下是雄さんの『理科系の作文技術』などに書かれているようなス

キルは、大学で授業を受けるときには、必要に迫られて後付けでついて来るべき
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ません。学生がパワーポイントで発表する予定もないのに、プレゼンの仕方は教

今の学生に失われたスキル

ことはしていません（計算ドリル、百ます計算、など）。

たときに、それを伸ばすような尻たたきをします。備えておくべきスキルのない人

には参考となるスキル集をみせたりします。しかし、そのこと自体が目的ではあり

方程式の導出）
、文章を書かせる（論文やレポート）ということを実践しています。
スキルアップを目的とした工夫として、この計算をするとよりスキルが上がるという

の分野でも使えるようになるとよいと思います。授業では、学問の中身を学ぶ中

で、プレゼン、議論、ディスカッションをしていく過程で、特定のスキルが必要となっ

特別な事はしていません。スキルを引き出すために、計算させる（数値計算や

うな部分を伸ばす工夫をしています。さらには、地学で身についたスキルがほか

こうした形で学生にスキルを身につけさせることを、日々の講義で意識はしてい
ます。ただ、スキルアップのためのスキル教育をしているかといえば、そうではなく、

科目の中身と共に、スキルをどのようにつけさせるかという点で、欠けているよ

学問の内容を通してスキルを伸ばす

から身につけなければならないというのは、家庭や高校で何をやってきていたの

つけていくという感じだと思います。一般市民として必要な科学的知識やそれに

スキル教育をしなければならないのではないかとも思います。

話ですが、本来は日常生活で身につけるものであって、無目的にやることではあ
りません。価値観や目的意識もある大学生が、改めてスキルをゼロに近い状態

ではありません。教養の中身が先にあって、スキルは結果として
（だましだましに）

ればならなくなっています。これは、短期間でいかにレベルアップをするかという

ようということになったりします。とはいえ、スキルをつけるために授業があるわけ

の教育ができなくなっていて、スキルのためのスキル、○○力を別途にやらなけ

キル作りに無頓着な授業は通用しないので、力、スキルをつける授業を学生にし

ると思います。それで大学にきて足腰がたたないということになります。昔ながら

最近の高校までの教育は、しっかり足腰をかためるということに手を抜いてい

スキル教育の是非

方向に向かうのです。

一世代前は、教員の授業が下手でも成り立っていましたが、今は、学生のス

学がこれを目的とするのであれば、大学ではなく専門学校になります。

したうえでの力が必要です。力をつけることそのものは目的にはなりません。大

されていますが、力やスキルがつけば十分ということではありません。先を見通

る傾向にあると思います。今の学生は基礎力が落ちているのでスキルが重要視

自然科学系の人間は、スキルよりも特に中身（サイエンス）を伝えたいと考え

スキルは必要ということです。必要や目的があれば、スキルというものは伸びる

てもらえます。しかし、通常はそうではないので、まずは内容、そして最低限の

るわけです。英語が下手でもこの研究は自分しか知らないとなれば確実に聞い

学生を導きます。

力（スキル）よりも中身（知識）

究のほんの数パーセント程度でもよいと思います。例えば国際会議で、まず伝え
たいことがあるから、それを通じさせるように下手でも英語を話そうということにな

正しいことを言っていれば教育をしているというわけでもなく、学生に道しるべ

スキルはちょっとした努力で改善できます。スキルを身につけるための努力は研

学会発表の中身を仕上げるには、1年、2年はかかります。それに比べると、

わけです。

ものなのです。つまり、学生に目的があるからそれを生かすスキルが必要になる

さえ示せれば、あとは勝手にうまくいきます。上手に教える先生は適格な方向に

とを伝えたいということが重要です。

ルは身につけるけれど、スキルにしばられてはいけない。自由な発想でこういうこ

違います。つまり、目的そのものとそのための技術は異なるということです。スキ

けです。そのときの目的が達成できればよいわけです。目標、目的はスキルとは
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ずと結果的にスキルが身につくような工夫もしています。

うです。また、子供の頃、近所のおじさん、おばさんに怒られる経験もありませ

んし、友達と取っ組み合いのケンカをしたこともありません。こうしたことも子供の

スキルは、教育を通じて文化として学生に残すしかないのでしょう。

学生に気づきをあたえて、気づいた学生が伸びます。いくら言ってもやらない
ていましたが、今は、ここが君の居場所だろうか、君はここではない方がいいん
じゃないの、もっと適格な場所に行った方がいいんじゃないのと、彼のためにあ
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につけると記しましたが、その先では専門性をも身につけさせないといけません。

バランスのとれた教養教育をすると、学生は背伸びをする面白さを感じることが
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学生に対しては、
「何しにきているの？」
と言います。昔は「何が楽しいの？」
と言っ

教養教育でスキルを身につけるとき、教養（学問）を学びながらスキルを身

教養教育でスキルを身につける

学生に厳しくすること

います。

いない学生、一つの誘導が向いている学生と向いていない学生がやはりいます。

一貫した理念を貫きつつも、ケースバイケースの対応が求められると思います。

生は与えられたものではないものを自分でふくらます必要があります。大学教員
は、学生のおしりをたたいて追い込むのがせいぜいで、それが仕事なのだと思

できないかということをいつも考えます。一つの教材が向いている学生と向いて

介しますが、相手に的確な何か特定の本を与えることなどできない相談で、学

る場合には、同様の手法はもちろん使えませんが、一人ひとりに合う教材を提供

それにとことん付き合って議論してくれます。教養教育で大勢の学生を相手にす

くが）そんな風になってしまったかは、理解してあげないといけないのでしょう。

確実にスキルをあげていくことができます。

解決の一歩として、何か語らせる、誘導してみる、など試みますが、解決に

の関わりが少ない、などなど責める事は簡単ですが、なぜ（今どきの学生の多

思考を身につけていきます。学生にホワイトボートを使わせて説明をさせることで、

は遠いようです。「様々なジャンルの本を読みなさい」とか理系の啓蒙書など紹

自己の分析が足りないとか、判断材料となる教養が足りないとか、周囲の人々と

れます。学生は教員や学生同士でのやりとりで頭をつかい、議論をし、論理的

に指導されました。答えを聞いて必ずしも答えが得られなくとも、何か提案すると

ら自分で考えなさい」
と答えても、方策が見つからないまま困った顔をしています。

してそう考えるのかというように誘導するときに、大学教員の議論の力量が試さ

とくに自分が大学院生のときは、指導教員や先輩達と議論をする中で徹底的

今の学生は自分で考える力が落ちていて人にすぐに答えを求めます。「わたし
はどうしたらよいのか」ということまでも聞いてきます。「それはあなたの問題だか

合、実験や観察が不可欠で、これによって自分で気がつくことができます。どう

今の学生の傾向

います。さらには、自身で解決して欲しいのです。

歴史としての文化を含めて彼らに気づかせるように授業をしています。理系の場

必要があります。自然界のしくみ、自然の法則を理解させること、長い人類の

学生への対応の仕方は一人ひとり異なりますが、教育の理念は一貫している

させます。学生にはこういうことに自発的に気づく力を身につけて欲しいと思って

うことにも、観察力を働かせていれば気づきます。そして、それはなぜかを思考

新しいツール、スキルがあるのかもしれません。われわれが必要と考え残したい

一貫した教育理念の必要性

たとえば、料理を作る場合でも、その過程は理科の実験になりえます。例えば、
お湯を沸かすと出るプツプツ音がだんだん変わる、泡が最初と最後で異なるとい

の若者が失ってしまったものがあるということです。しかし、代わりに、彼らなりに

た感があります（ケンカ自体がスキルに繋がるかわかりませんが）。スキル的に今

日常生活で科学的思考を働かす

を満たそうとすると、知識、スキルは自然に身についてきます。授業では、知ら

がら、いまどきの子は身の周りのありのままの自然の姿から受ける感動が少ないよ

時期に（ある程度は）必要なのでしょうが、今は時代が移り変わり失われてしまっ

講義に取り入れるとよいと思います。私が一番面白いのは、自然の法則、宇宙
の法則が如何なるものかです。自然の法則には美しさがあります。知的好奇心

といつまでも見ています。これらもスキルといってもよいのかもしれません。残念な

できます。学生が本気で取り組める、研究の要素のある取り組みを専門教育の

集めて星を見せると、学生たちは感動して大騒ぎします。望遠鏡で星を見せる
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経験させるということが最良の教育と思います。しかし、言うのは易し、これが

ごすことは無駄ではないかということです。

くんには甘くしておだてながら指導するのがよくても、Bくんにはそれをするのは
だめで、つきはなして宿題を与えて数をこなさせた方がよいということもあります。
そうすると、学生が授業で手が動くようになったり、話すようになります。授業の
学生数が40人の場合、目立つ学生はよく状況がわかりますが、レスポンスがな

す。可能であれば、一旦選んだ大学での専門教育を修めた上で社会に羽ばた

いて欲しいのですが、大いに悩む事もこの若い時期には必要なのでしょう。教員

として真剣に厳しく（ときには優しく）接する事が、彼らの自覚を促す一助になる

と考えます（親の仕事とも思えますが…）
。

学生のレポート指導

めに取り組んでいないようです。試験で悪い点を取ってから慌てます。資格にこ

学生には新聞記者になったつもりで書きなさいと言っています。「そういうふう
に書くと（表現すると）誤解されるのではないですか」と指摘します。自分に余
裕があれば、学生の書いたレポートを添削して返却するのですが、今は線を引
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然ですが、もっと夢というか、理想のようなものはあって良いと思います。しかし、

採用されれば良い先生になれると信じきっているような印象をうけるのです。他
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自分の考えを書く記述問題のレベルが低いのです。

が足りないことに気がついていません。

教師になって何をしたいのか、そのイメージがまだ出来上がっていない事は当

でも、レポートとしての体裁を知らず、レポートとしても満足できるものを書けてい
ないということがあります。授業の態度もよく、テストでよい点数を取るのですが、

される側から評価する側になるということが分かっていないし、そのためのスキル

なにできない学生でもレポートはそれなりに書いてきていました。今はできる学生

3年生になってから本気になるのでは遅いんです。自分が社会人になって、評価

だまで生徒だった自分が近い将来教師になるという実感が学生にはありません。

います。指摘されたことを認めれば、学生は改善してきます。

で、免許をとって卒業していく学生もいます。そのような学生には、「そのレベル

今の学生は、スキルとしてのレポートの書き方を知りません。昔の学生はどん

いてきなさいと言い、実際に書いてきたもの見て、どこが良くてどこが駄目かを言

だと良いのですが）。しかし中には、楽な授業で単位がとれればよいという考え

の成績で教員免許をとって、生徒に何を教えるの？」と問いかけます。このあい

レポートをどう書いたらいいのか聞いてくる学生がいます。学生には、まず書

だわっていて、教員免許さえとれればよいと思っている雰囲気です（思い過ごし

地学の教員養成の学生の多くは、在籍していれば卒業できると思っていてまじ

ですが、楽しくやるよう心がけています。

教員養成課程の学生に対して

い大人しい、静かな学生については見落としが出てしまいます。教育は難しい

他の教員の指導のやり方は参考にはもちろんなりますが、学生は一人ひとりち
がうのでたいてい役には立ちません。学生への対応はケースバイケースです。A

分の人生、生き方を考えるということもきちんと学生に伝えていきたいと思っていま

学生の指導の仕方

方向転換したり、ベンチャー企業に進み大学をやめていった学生もいます。自

た方がよいのではないかと感じることがあります。実際、芸術系（アニメ系）に

ればなりません。彼らには別の能力や才能があって、その能力を発揮してもらっ

なかなか難しいのです。

実物（本物）を見たり、芸術作品を鑑賞する、海外に研修に行ったりと、生で

方をする場合もあります。貴重な若い時期をやりたくないこと（大学生活）で過

ここで、そういう学生は決して駄目な学生というわけではないことに注意しなけ

が実情のようです。社会においてはリーダー的存在と見なされる事もおおい教師
という職業を目指す学生たちには、あるがままの自然に接して欲しいだけでなく、

会に出たら？」「他にやりたい事があればそちらに全力投入すれば？」という言い

しながら、そもそも彼らは自分の生き方に真剣に取り組んでいないという気がしま

す。アルバイトで試験が受けられないと言うのなら、「お金が大事なら早々に社

生活を楽しもうとしない（負担と思っているらしい）
。学生たちと話したり、講義な
どの課題を通じて彼らの意識を抽出しようとしていますが、どうやら上記の内容

かったと考えるのであれば他の生き方に切り替えてもよいのではと思います。しか

抱いて、失敗もして、自分が何者か見極めるべきと思うのですが、折角の大学

人任せで、自身で何をすべきかを考えた事が無いようです。今の時期は、夢を

学生には大学の授業に参加してもらいますが、そこが自分の居場所ではな

えて言っています。
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するのも効果的です。
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べたりすればわかると伝えます。あえて難しい問題を出して、調べさせるように

のは手で解けます。学生にヒントを与えるけれども解けないときは、図書館で調

ういう方程式で、何をみてもよいから解いてごらんと言ってやらせます。簡単なも

の測定の仕方についてレポートでまとめさせたりしています。星の内部構造はこ

相対論で光の速さは歴史的に様々な方法で測定されています。この光速度

課題の出し方

いて、教員よりもよくまとめてくる学生もいます。

指摘すると以後は言わなくてもやっていくことができます。特に3年生はよくやって

白いと思って書いているものに対するコメントなのでよく理解します。一度誤りを

たものを見てあげて、学生にロジックがとんでいるということを伝えると、自分が面

意欲はあるので、学生の興味を広げてあげることが重要です。学生が書いてき

大学教員の方が相応に教養のある存在でないといけません。多くの場合学生に

ていません。自分で答えを探してよいということを学生は知りません。したがって、

そうした教育を高校まででしてきておらず、餌付けするような教育しか受けてき

れをうまく引き出すと学生は「めちゃ面白い！」と言います。

わからないのか？」と聞き直します。意外とその答えは学生自身がもっていて、こ

い」と言うと、学生は「書いてある内容がわからない」と言ってきます。「何が

ホールをテーマに選んだりします。「論文何本かまずは拾ってみるといいんじゃな

文を一つ紹介してと言うと、学生は自分で理系を選択してきているので、ブラック

けば資料があるということを伝えます。『パリティ』『日経サイエンス』の中から論

聞くと、どうやって調べたらよいかを尋ねてきます。そうしたら、学生にここに行

究させることが重要です。まず、テーマを考えさせます。一週間経って学生に

書かせるには、知識、資料を収集して、自分の意見を書かせること、つまり研

どうしたら学生が本気で文章を書くのか。調べて裏付けのある文章を学生に

学生に本気で文章を書かせる

いという学生もいたりします。

を読みなさいというのですが、中身以前の、鉛筆の持ち方から教えないといけな

いて印をつけて返しています。レポートを書くために、本、新聞、啓蒙書、論文

る学生も必ずいます。
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といけません。型どおりのことしかやらない学生もいるけれども、面白いことをや

です。課題を提出するためには、自分でリサーチしてまとめるスキル、力がない

うことです。学生には、方法をあまり細かく言わず、目的をはっきり言う方がよい

この学生たちは、教員になったときにすぐに使えるような資料集を作ってみたとい

画用紙にきれいに貼って作った人、パワーポイントできれいに作った学生もいます。

習をして調べたものが多いほどよい評価になります。教員養成課程の学生は、

くらいの意欲があって、どのくらい興味をひろげたかということを見ます。自己学

のいろいろな写真を集めて編集してごらんということが課題のレポートです。どれ

宇宙の大構造については、望遠鏡で撮られたきれいな映像があります。宇宙

レポート課題：宇宙の写真を集めて編集する

半券をホチキスで止めて提出させています。

が科学館に行ったかどうかをチェックするために、レポートに科学館のチケットの

とがやれていいようです。教員としてはその機会を与えるのが大切です。学生

きます。自由にやらせると結構学生はやります。あまり縛らない方がいろいろなこ

芸員の人に、展示物についてインタビューしておいでと言うと、いろいろと聞いて

名古屋科学館で展示物をみてレポートを書かせるということをしています。学

レポート課題：名古屋市科学館でのリサーチ

かログとかを含むやや難しい問題を出します。

だし、3年生には電卓を使ってもよいとしています。その分、3年生にはルートと

トで記述をさせるのは、文章を書くスキルをつけさせているのかもしれません。た

います。これはスキル教育をさせていると言えるのかもしれません。また、レポー

ら理解の程度がわかることもあるので、答案に書いた筆算は消さないようにして

に計算問題を出します。2年生は筆算で電卓持ち込みなしでやります。筆算か

スキルそのものの修得を目指したことも少しは行っています。理系なので学生

彼らのうちに眠っていたスキルが表にでてきます。自信を持たせるという事です。

ルをもっているということに気づかせて、通用すると思ったらほめる。そうすると、

学生がすでにもっているスキルを使わせるということが大事です。自分がスキ

学生のスキルを引出して鍛える
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押すということです。全部にコメントするのは（労力的に）難しいので、コメント
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するのは特に気づいた点だけです。線を引いたり、ＯＫと書いたりして返します。
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過去問は、配布しないけれども研究室の廊下に張ります。学生はそれを生協

過去問を公開

物理学の対象にはならないのです。

12点でプラスアルファになります。こちらがどう評価したかが学生にわかるように、

判子を押してその数で区別しています。ふつうは2個押す、非常にいいのは4個

いうことです。数学は検証しなくてもよいのですが、理科、自然科学は、検証で
きなければなりません。幽霊は検証できず本当にいないことが証明できないので

評価、つまり基礎点ということで評価する事もあります。よいものには10点中10点

を、標準的なものには7点、自分が今後の参考にしたいもの（時々あります）は

ことをいうのはけしからんというわけではなく、実験観察で検証することが大切と

子があるとするならば、実験をやって検証しようということをやります。あやしげな

レポートを出さないとだめだと脅して出させて、書く作業をしたということだけで

しげな物理もあり、原理的に証明できないような話やきわどい人もいます。素粒

こまできちんと見つけられているかは確証がありませんが、一目でわかってしまう

レポートは結構な数あります。

知る必要があります。

同士で同じ図や解説を相互に貼っていたりします。元データの人は構成がしっか

自然科学は、再現可能で、実験可能な哲学の一部といってもよいです。あや

ということとは関係ありません。われわれが認識可能な範囲はどこまでなのかを

トをしていることも多々あって、よく見なくてもわかります。ひどいときには、学生

りできているのですが、それからつまみぐいした人は話がとんでいたりします。ど

義はわかりません。宇宙は11次元で、われわれには4次元しかわからないという
ことを理解するのが抽象力です。この理解ができることは役に立つか立たないか

言葉か、そうではないのかでわかります。上手すぎるレポートはカットアンドペース

は、自分を客観視していないと答えられません。想像力がないと自然科学の奥

だった体裁をしていて、レポートの作りから違います。評価してもらうというスタイ

ルと、出せばいいんでしょ、というレポートとは違います。中身については自分の

球にいるけれども、月にいたらどう見えるか、火星にいたらどう見えるかということ

する学生がいて、意欲と態度に違いがあります。優秀な学生のレポートは体系

文章を書くスキル、数式を使うスキル、与えられた課題から出発して自分の論
理を導く演繹力や想像力がないと解けない問題を出しています。われわれは地

最近の学生はレポートをきちんと出すけれども、やっつけ仕事の学生ときちんと

レポートの評価

試験で学生が問われるもの

という問題を出したりしています。

が作成した課題の中に、学生自身が気づいていないことを指摘するのが教員の

仕事です。

題や何々について説明しなさいという問題を出します。これは定義が決まってい
て、例えばケプラーの第一法則について、日本語で数式を使わずに答えさせる

理的思考および文章表現を問う問題を出すわけです。あとは簡単な筆算の問

したりしています。教員が学会や研究会などで使用したものは目的も趣旨も異な

キル集（表現方法の本など）のようなものを上手に使うとよいと思います。学生

代入する」「結論である」という論理を示す文章を入れます。数学を使った論

的な内容やスキルは言いません。ただし、指導としては、良い例、悪い例を示

るので、例としては合わない場合がありますので、書籍などで紹介されているス

分の数式を展開するような問題を出しています。数学の問題を並べて数式で答
えさせるだけではだめで、文章で表現するようにさせています。学生は「これを

い、とは言いません。「時間とは何かを説明して」と言ったりするだけで、具体

方法を伸ばす最良の手段です。具体的には、上の方に数行書いて、微分積

場を与えているということです。自分の研究室の学生には、手間がかけられるの

でパワーポイントを作らせて指導しています。ただし、こうしないさい、ああしなさ

識、基本的な知識を問う問題を試験では出しています。数字、数式を扱う問題
は必ず入れています。数学という道具を使って物事を考えることが論理的思考

答えでなければならないということではありませんし、実際のところ細かいところま

表現するための用語、言葉の定義、それを使いこなすための知識、一般常

試験問題の内容

では見ていません（というか、そこまで手がかけられない）。ただ、スキルを磨く

レポートは学生に自分から何かをやらせるためのきっかけづくりです。こういう

レポート課題でスキルを磨く
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と思います。
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見から子供達を見守る立場である学校教育環境の位置づけは、ここにあるのだ

備をするということです（子猫がじゃれて狩りの訓練をするように）。数段上の高

らにはプロになるためのトレーニングでありゲームです。実践の前にいろいろな準

この意味で、学生にとって大学の授業で学ぶことは、社会に出るための、さ

方法はいろいろあるのだと思います。

においても広く適用できるスキルと信じます。いずれにしろ学生の能力を高める

力の鍛錬を取り入れています。そこで身についたスキルは、その分野 以外

いて、ジェネリック・スキルを意識した、より基本的な、作文力、計算力、表現

味や関心が高まるような授業を目指しています。その授業の目標に至る過程にお

学生の観察力を養い客観的事実に基づく論理的考察力を伸ばすために、興

高橋先生からのメッセージ

そうすると、学生が結構「やろうかな」という気になるようです。
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佐藤文隆（1981）『アインシュタインが考えたこと（岩波ジュニア新書）』岩波書店。
嶺重慎、小久保英一郎（2004）『宇宙と生命の起源―ビッグバンから人類誕生まで
（岩波ジュニア新書）』岩波書店。
池内 了（1996）『科学の考え方・学び方（岩波ジュニア新書）』岩波書店。

か考えさせます。時には、
「高校の教科書をおさらいしたら？」
とアドバイスします。

書く内容について考えさせてくれる参考文献：
佐藤文隆（2002）『湯川秀樹が考えたこと（岩波ジュニア新書）』岩波書店。

のための口頭発表術（ブルーバックス）』講談社。
高橋昭男（1997）『仕事文の書き方（岩波新書）』岩波書店。

木下是雄（1981）『理科系の作文技術（中公新書）』中央公論新社。
ロバート・R・H・アンホルト著、鈴木炎、イイイン・サンディー・リー訳（2008）『理系

らせる。そうして、どうしてできないんだということではなく、なにが足りなかった

分で分析させて、ここで微分の公式を忘れたとかそうしたことを本人に振りかえ

からなかったということを学生に言わせることが大切です。できなかった問題を自

る？」と言うと、「勉強しようとしたんだけれどもわからなかった」と言います。わ

いながら、その点数になった理由を聞きます。学生に「来年度もう一度受講す

学生にウィークポイントを気づかせるように、必ず返却しています。点数を言

テスト返却時の留意点

ているかをみています。

去問はガイドとして配布しているのであって、新しい問題を出して力が身につい

ません。与えられすぎて楽をしすぎているため、学生の力が落ちています。過

〜高橋先生が学生に薦める本〜
作文・プレゼンテーション向上のための参考文献：
藤沢晃治（1999）『「分かりやすい表現」の技術（ブルーバックス）』講談社。

ません（残念ですが）
。過去問を深めれば解けるような問題なのに、学生は過

去問のみしかやりません。自分で予想問題をつくり準備して備えるということをし

■参考資料
〜高橋先生の教育への取り組み〜
高橋真聡（2008）『これならわかる理系の電磁気学』ナツメ社。
高橋真聡（2011）『相対性理論がわかる』技術評論社。

ければなりませんね。

教員としての自分に「教養」なるものがあると言えるのか？自身も日々精進しな

ので、これには学生は答えられます。しかし、新しい問題には必ずしも答えられ

解いてきます。試験ではわざと半分は過去問を微妙にかえたものを出しています

自分が苦労して手に入れたものだからこそしっかり見ます。そして実際に問題を

にいってコピーをして戻します。ただで簡単にもらったものでは学生はみません。
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第3部では、「対話型授業の実践」をテーマとして開催したワークショッ
プの内容をご紹介します。講師の河野哲也教授（立教大学文学部教育
学科）が実践されている、学生の対話する力を伸ばす授業（「シンポジ
ウム型授業」と「対話でする哲学の授業」）の方法とポイントをまとめて
います。

「対話型授業の実践」

リベラル・アーツ Edu ワークショップ

3

参加者：14名（学部1年生〜大学院修士課程2年）

参加対象：愛知教育大学学部学生・大学院生

開催日時：2011年12月28日（水）14：00〜17：30

講師：河野 哲也教授（立教大学文学部教育学科教授）

リベラル・アーツ Edu ワークショップ「対話型教育の実践」

〜哲学対話を通して〜

対話力を育む

㧙㧙

師 ： 河野 哲也氏（立教大学文学部教育学科教授）

講

力 ： 愛知教育大学学生・教職員参加型 FD 組織 あいこね

を読んでおく
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（5）学生各人が二度目の筆記を行う（15分）

（4）学生同士でグループディスカッションを行う（15分）

（25分）

（3）学生4〜5名を壇上にあげ、シンポジウム形式のディスカッションを行う

（2）学生各人が用紙に解答する（20分）

明を行う（15分）

（1）最初に教員が課題文の要約（教員が作成）と問題文を配布し、説

当日

訳『フィロソフィー・ジム』の「第8の扉 デザイナー・ベビーの誕生」）

（0）事前に30分程度で読了できる課題文（スティーブン・ロー著、中山元

第一部：シンポジウム型授業（90分）

〈プログラム〉

協

参加対象 ： 本学学生（定員15名）

所 ： 第一共通棟103教室

場

開催日時 ： 2011年12月28日（水）14：00〜17：30

タイトル ： 対話型授業の実践

〈開催概要〉

型授業を行う手がかりを得ることも本ワークショップの狙いとしました。

めの手法についての知見を得ること、教師を目指す学生が、教育現場で対話

設けました。さらに、ジェネリック・スキルとしての対話力を学生が身につけるた

対話型授業をワークショップ形式で実施し、学生に有効性を体験してもらう場を

学生の主体的な学びを促すことができると言われています。そこで、実験的な

授業においては、教員と学生あるいは学生間での対話を取り入れることで、

〈目的〉

1．Edu ワークショップの概要

対話力を育む 〜哲学対話を通して〜
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（5）順番に解答者を代えて全員で行う

プの皆から問を受ける。その際自分の立場を崩さない（10分）

（4）一人のひと
（解答者）
が自分の選んだ解答を告げ、それについてグルー

（3）5〜10名位のグループを作る（進行役1名は交代で行う）

（2）学生はなぜ自分がその解答を選んだのか理由を考える（10分）

（1）教員が問いと解答を出し、学生がどれか好きな解答を選ぶ

型授業

オスカー・ブルニフィエ著、重松清監訳『子ども哲学』を題材につかった対話

第二部：対話でする哲学の授業（90分）
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学生も出るのでバリエーションを広げるとよいと思います。例えば、道徳の話だと

い人もいます。一般教養の授業で一つのテーマに絞ってしまうとついていけない

この遺伝子操作の倫理学というテーマは、得意な人もいればあまり得意でな

河野先生からのコメント

□ 内容について質問については、議論の途中でも受けつける。

わる。

□ 実際の授業では【配布資料1】を一つひとつ説明せず5分程度の説明で終

内容説明の際のポイント

で、私はそれを【配布資料1】（71ページ）にまとめました。

度で結構です。これについての内容が課題文に書かれていたと思います。そこ

操作することは善か悪か、いいのか悪いのか、これについて深く考えるという程

というのは、根本的に考えるぐらいの捉え方で結構です。したがって、遺伝子

いうのは何かと言いますと、善悪についての判断や行動のことを指します。哲学

では、倫理学とは何か。倫理学というのは道徳についての哲学です。道徳と

する基準の問い、遺伝子操作についての倫理学を考えていきます。

体の基本構造ができています。そういったところを人為的に操作していくことに対

す。皆さんご存じのように、遺伝子の DNA と RNA が組み合わさって人間の

デザイナー・ベビーの問題というのは、遺伝子を操作するということの問題で

ましょう。

れません。けれども、こういうことがもしできたらということで想定として考えていき

ら上がってきています。だから、これは何千年たってもSF のままで終わるかもし

理論的にもこんなふうにはできないのではないかという話が遺伝子工学のほうか

してつくるものという意味です。これはまだ現段階ではできません。もしかして、

問題です。「デザイナー」というのは、人間が完全にデザインする、つまり設計

て簡単に説明します。ここで書かれているのは、デザイナー・ベビーについての

皆さんがお読みになったことを前提として授業を始めます。まず課題文につい

実践の方法（1）事前課題文の内容説明

第一部：
「シンポジウム型授業」で対話の力を育む

対話力を育む 〜哲学対話を通して〜

学： 遺伝子操作の倫理 『フィロソフィー ･ ジム』第8の扉

【配布資料1】

賛 成

十分な精度で分かるときもある
過剰な警戒もよくない

金持ちばかりが有利になる

人口過剰

ナチのような障害者差別

防ぐ手立てはある（不妊治療と
引き換え）

障害を持ってくる子を減らそうとす
る努力全てが差別とは言えない

人間を親の希望をかなえる手段と 本人のためと言えるときもある
している
＝人格を手段としている

新技術は結果が予測できない

教育でもやっていること
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設 問： 以上のような観点から考えて、あなたはデザイナー・ベビーを容認しますか。
容認するとしたら、それはどのような理由で、いかなる形のものを容認しますか。容認
しないとしたら、その理由は何ですか。

階級の分裂
pp.134‑135

不 死
pp.131‑133

優生学
pp.130‑131

人 格
pp.127‑130

リスク
pp.125‑127

知性・健康
pp.122‑124

①差別的理由とは限らない
①男女差別
性の産み分け
②バランスは取れる
②数がアンバランスになる
p.121
③所詮、親のエゴ、自己中心的

反 対

デザイナー・ベビーの問題：遺伝子操作の倫理的な基準に関する問い→生命倫理・
科学倫理の問題
・ 倫理学とは何か：道徳についての哲学
・ 道徳＝善悪についての判断や行動
・ 遺伝子操作や遺伝子の選択はこれまで議論することが難しかった。
・ 優生学（優秀な人類だけを残そうとする試み）
、人種的純粋性の追及（ナチスが
行ったこと）
、フランケンシュタイン（人造の怪物の出現）の問題があったため。
→これを冷静に論じてみよう。

哲

思います。

と、学生の考えが深まっていきます。こうした感じで進めると、学生も飽きないと

めたいという場合は、似たようなテーマを検討するということです。繰り返していく

を変えて10回くらい続けると、誰でも参加できると思います。一つのテーマを深

何も考えたくないような人も、宇宙の話ではがぜん盛り上がったりします。テーマ
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【A さん】 私は、デザイナー・ベビーの容認に反対です。その理由は、障害者
差別を生み出す可能性があるからです。障害を持つこと、それから
障害が欠陥とか悪いという考え方はデザイナー・ベビーが普及するこ
とによって一般的になるのではないかと思うからです。人間の生き方

記入してあるものと重なっても結構です。ここに書いてあるのと同じ理由で反対だ

となっても結構です。それほどオリジナルの意見を言うのではなくて、自分の思っ

たとおりそのままで結構です。今から20分差し上げますので、なるべくたくさん書

いてください。趣旨は分かりましたか？

【河 野】 人生に？

いチョークで黒板に書きましたが、発表者の発言は黄色のチョークでまとめます。
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また、フロアからの発言は赤色のチョークでまとめていきます。
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【A さん】 それがあると、私たちみたいにお金がそんなにない人も使えるというこ

【河 野】 はい。そうしましょう。

うになったらという前提があると思うんですけれど。

【A さん】 そのデザイナー・ベビーが一般的になったら、いろんな人が使えるよ

能性があるんでしょうか。

では、順番に自分の書いたものを1〜2分で説明してください。みなさんは白

す。なぜデザイナー・ベビーを認めると、障害者差別を生み出す可

3分ぐらいでお願いします。書いたらその場に残ってください（学部1年生の4名

【河 野】 皆さん、これまでのところで質問はありませんか。私から質問がありま

【A さん】 はい。

が板書）
。

文章ではなく箇条書きに書いていただきます。完成していなくてもいいですので、

今から4名の方に前に出てきていただいて、黒板に自分の回答とその理由を

【A さん】 それから、人生とか。

【河 野】 人間の生き方にですか？

□ まとまらなくてもよいので、思いついたことを全部書くように促す。

実践の方法（3）シンポジウム型ディスカッション

【A さん】 はい。

□ 全然思いつかない場合には、隣の人と相談してもよいと伝える。

【河 野】 いい悪いは付けられない？

や人生にいい悪いはつけられないと思うので反対です。

【河 野】 Aさんからご自分の書いたものを1〜2分でその場で説明してください。

を自分で分析して、どういう理由なのかを書いてください。もちろん、表の中に

用紙に記入させる際のポイント

〈実践例：A さんとの対話〉

対話力を育む 〜哲学対話を通して〜

「いや、やっぱりデザイナー・ベビーは駄目だ」という気持ちをもったなら、それ

るかといったことについての理由を書いてください。それから、容認しないとしたら、

いとか、不死になるのはいいじゃないか、というような形で、どんなものを容認す

の産み分け、男か女かはいいんだけれど、でも、例えば人格についてはよくな

ベビーはオーケーだ」とすると、どのような理由でどういった形のもの、例えば性

か、こういったことについて、紙に書いてみてください。そして、もし
「デザイナー・

ながら、あなたはデザイナー・ベビーを容認するかどうか、基本的にイエスかノー

にあるような説明、そして、皆さんのお読みになった事前課題文の一部を考慮し

そこで、もう一つ皆さんに今から設問をやっていただきたいと思います。用紙

れの説明、理由が書いてあります。これが課題文全体のまとめになっています。

級の分裂」の七項目を表（【配布資料1】）にしました。賛成、反対のそれぞ

「性の産み分け」「知性・健康」「リスク」「人格」「優生学」「不死」「階

実践の方法（2）用紙に記入させる
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す。
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学生の発言を聞く中で思い出していきます。通常の授業のやり方とは逆になりま

が大切です。それで、当日は全然言うことなくぽかんとしています。授業の中で

たいことが出てしまいます。そうしたことのないよう、早目に読み忘れるということ

読んで忘れるようにしています。直前に読んだり前日に準備をしたりすると、言い

授業当日は、課題文のテキストも読んでは来ているのですが、なるべく早目に

河野先生からのコメント

□ 言葉がはっきりするまで、「どうして？」と問い続ける。

使用する。

□ ｢どういう意味？」「なぜ？」「証拠は、具体的には？」という三つの質問を

□ 発言の内容に対して、よい悪いという評価をしない。

と必ず確認を取り、教員が自分の言葉でまとめないようにする。

□ 学生の言葉を変えずに、発言した言葉を使って「これでいいんですよね？」

シンポジウム型ディスカッションのポイント

いですか？

ご質問はありますか。シンプルな質問でもいいです。どうですか。な

【河 野】 なるほど。はい、分かりました。皆さん、フロアのほうはどうですか。

遺伝子操作を使うのかなと思います。

【A さん】 だから、子どもにそういう苦労をしてほしくないということを親が思って、

【河 野】 苦労があると。

ので。

【A さん】 障害を持った子は、やっぱり何かしら苦労が生きていく中であると思う

【河 野】 健康なほうがよいという親は、どうして健康のほうがよいのですか。

産み分けをするのかなと。

【A さん】 健康な体で生まれてきたほうがいいという感じで、親もそういう考えで

どうして障害者のほうが悪いとなるんでしょう？

【河 野】 デザイナー・ベビーを望むと産み分けをするわけですよね。そうすると、

ほうがいいという考え方が根付くから。

と、多くの人が遺伝子操作を使えるということになって、障害がない

対話力を育む 〜哲学対話を通して〜

を返せると思います。
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できる最大の学生数は、7、80人です。これくらいでも多分、翌週までにコメント

ら、二、三行ずつはしっかりコメントできると思います。このタイプで、私が対応

とか、あるいは短いコメントを入れて返却しています。学生数が15人程度でした

通常の授業では、翌週までに学生が記入した用紙に赤でクエスチョンマーク

河野先生からのコメント

□ 結論を出させる必要はなく、学生が書きたいことを書くように促す。

のでもよい。

書かせる。賛成の立場から、「これはいい」「目が開かれました」という

□ ｢ちょっと腹が立つ」「認められない」ということに対しては、特に強調して

まとめを書かせるポイント

ていいですし、話し合ってもいいです。全部書いてください。

た等を今から10分間でまとめてください。それで提出してください。意見は変え

意見を付け加えてください。最初の自分の意見が変わった、やはり変わらなかっ

いていた、ディスカッションの中で誰かがこう言っていたということに対する自分の

てください。発言者の名前まで書く必要はないけれど、例えば誰々さんはこう書

最初に用紙に自分の考えを書いてもらいましたが、その後に人の意見を書い

実践の方法（5）まとめを書かせる

まず2人からスタートさせる。

□ もし学生が極度に緊張するなどで4人でのディスカッションが難しい場合は、

□ 話下手な人も話しやすいよう、4人前後のグループで行う。

グループディスカッションのポイント

をしたら、必ずリアクションするようにしてください。

カッションしてください。年長の方が司会をやりながら進めてください。誰かが話

してもらいたいと思います。机は動かさず椅子だけ少し動かして10分間でディス

質問してもらいます。これから、4人ぐらいのグループに分かれてディスカッション

教室の前でのディスカッションはここまでにしたいと思います。あとは、全体で

実践の方法（4）グループディスカッション
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【スライド２】

【スライド１】

ライド1、2をそれぞれ参照）。

が一番納得できるという立場を選択させ、かつ理由をよく考えさせる。
（ス

③ ｢人にやさしくしようと思う？」と「きみは、動物？」をそれぞれ読み、自分

他方のグループは「きみは、動物？」を指定します。

② 一つのグループは、『子ども哲学』の「人にやさしくしようと思う？」を、

プに分けます。

① グループ分けを行う。1と2の番号を各人に割り振り、学生を二つのグルー

実践の方法（1）授業の進め方

第二部：
「対話でする哲学の授業」で力を育む

対話力を育む 〜哲学対話を通して〜

※ 司会者を一人決め、タイムキーピングをさせる。

※ 回答者は、途中で自分の立場を変えず徹頭徹尾堅持して質問に答える。

10分間）。

一人ずつ自分の回答を述べ、残りのメンバーの質問を受けさせる（一人

えすぎないように注意する。
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□ 単純な質問を繰り返すことで思考が深くなっていくので、難しい質問を考

して、なるべく答えられるように促す。

□ うまく答えが出ない場合、質問のほうが悪い場合があるので、質問をよく

自分の意見を言わないように注意する。

□ 質問する際は、相手に語らせることが目的なので自分で答えないようにし、

学生に質問させる上でのポイント

うした質問を出してください。思い付いたら、自分なりの質問を出してください。

ない？」「ちっともやさしそうにみえないのに、実はやさしい人も、いるよね？」。こ

いらいらしちゃう、ってことない？」「やさしそうなのに、やさしくないひとって、い

最初にやさしくするの？ きみ？ それとも相手？」「やさしい人をみてて、何だか、

いてありますね。思い付かない人は、このとおりに言ってもいいです。「どっちが

していきます。本には少しヒントがあります。「そうだね、でも」と横に質問が書

ている子にはね」を選択したメンバーに対して、残り6人で10分間ずっと質問を

例えば、「人にやさしくしようと思う？」の回答として「うん、僕に、やさしくし

実践の方法（2）質問の出し方

④
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ら生徒にする質問は、「それは、どういう意味ですか？」「どうして？なぜ？」「証

教師は、生徒の主張、あるいは学生の主張の確認と質問をします。先生か

〈教師は何もしない〉

てしまうと、その先生の言葉になってしまいます。

際には、別の言葉でまとめてもいいけれども、自分の言葉でまとめません。そうし

ません。絶対に主張しないようにしなければなりません。学生の発言をまとめる

結論は、教師が決めてはいけません。教師は、いかなる結論も持ってはいけ

〈教師が結論を決めない〉

に求めないことが大事です。

失敗しても構わない。ディスカッションがうまくいかなくても結構です。結果をすぐ

うこともあるし、「最初に言ったのは間違いだったかな」と気づくときもあります。

失敗しても構わない。発言する際に、つい心にもない言葉が出てしまったとい

〈失敗しても構わない〉

すので、そうなってしまったら許してあげてもいいと思います。

5分、10分、待ってあげてください。あまり長くなるとプレッシャーが掛かってきま

のを待ちます。「いつまで？」「あまり長く待っても」と思うかもしれませんけれども、

なのです。このような形になったら駄目です。学生が自分の意見をそのまま言う

生が正解を持っていて、先生の意見と合わないかもしれませんが」という前置き

こと？個人的な意見以外、聞いていないよ」と言うのですが、たぶんそれは、
「先

とまず言ってから発言する、ということになります。「個人的な意見って、どういう

発言しないし、そういうことを繰り返していると
「先生、これは個人的な意見です」

るので、そうすると生徒はしゃべらなくなるのです。正解を知っている子以外は

けです。普通の小・中・高というのは、正解以外は言ってはいけない部分があ

壊的なことを言う人もいたりします。それでも受け入れると温かい授業ができるわ

れられるという、温かい雰囲気です。ちょっとひねくれたことを言う人もいるし、破

語でよく言うSafety（安全・安心）ということです。どんな発言をしても受け入

まず、ディスカッション型の授業を進める上で一番大切なことは、私たちの用

〈Safety（安全・安心）〉

実践の方法（3）ディスカッション型授業で大切なこと

対話力を育む 〜哲学対話を通して〜
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しさを感じるとともに私自身、もっと能力をつけなければと思った。

・ この活動をとおして、相手に思いを伝えること、その思いを理解することの難

常に考え続ける活動であったので、疲れた。

・ 対話形式の授業の難しさを痛感した。質問を考え、それをつないでいくことは、

た。自分の本当の考えを表現するのってむつかしいなと思いました。

出しての模範解答を言ってみるとやっぱりどこかぬぐいきれない違和感を感じ

定観念にはばまれて模範解答みたいなのしか出てこなかった。しかし、口に

・ しっかりとものごとについて考えたかったんですけど、考える段になると何か固

哲学」の本を買ってこようと思いました。

ならない。そのため、自然に興味が自分から相手へと移るからです。「こども

効なのかなと思いました。質問をするには、相手に対して興味をもたなければ

・ どうしても自分がしゃべりたい、意見を言いたがる方へのアプローチとしても有

自分が発言するのに慣れていないことを痛感した。

・ 少人数で話したり、質問ぜめにあうことで話さざるを得ない状況をつくることで、

・ 当然だと考えていることをあらためて問い直してみる経験ができてよかった。

うに何故？を繰り返すことで、自分の意見を明確にすることができるのだと思う。

・ 普段、ここまで何で？と聞かれることがないことに気がついた。しかし、このよ

ワークショップ参加者の感想（一部抜粋）

生徒が自分で勝手に学ぶのがベストだと考えています。

と思います。では、教師は何のためにいるのか。本当はいなくていいと思います。

拠は？具体例は？」くらいです。慣れてくれば、司会も生徒に任せたほうがいい
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ぜひご利用ください。

80

両テキストは、大学教育・教員養成センターで貸出をしていますので、

かがでしょうか。

がら対話の力を育むためのテキストとして、大学の授業で用いてみてはい

相互に質問し、それに答えるという仕方で、根本的な事がらを考えさせな

一つの答えを載せ、その答えへの質問（反論）を3〜4つ付しています。

んでいます。いずれをテーマとする本も、見開きで、一つの問いに対する

は、かわいらしいイラストと共に、「おとな」をも思考に引き込む質問がなら

マとした全7冊が発行されています。フランスの小学生を対象とした本書に

ズは、ほかに「知る」「自由」「人生」「いっしょにいきる」「きもち」をテー

なに？』）に基づき、グループで質問をし合いました。「子ども哲学」シリー

（『よいこととわるいことって、なに？』）
、「きみは、どうぶつ？」（『自分って、

重松清監修の「子ども哲学」シリーズのうち、
「ひとにやさしくしようとおもう？」

「対話でする哲学の授業」では、オスカー・ブルニフィエ著、西宮かおり訳、

「子ども哲学」シリーズ

して使いやすい形になっています。

分量も15ページ前後でまとめられており、授業でのディスカッションの素材と

式により提示しており、一つの決まった結論に読者を導くことはしていません。

の誕生」は中級）。どの「扉」も、問いに対する複数の選択肢を対話形

中級、上級のどのレベルであるかが示されています（「デザイナー・ベビー

作りになっています。それぞれの「扉」には、難易度の区別があり、初級、

か？（第16の扉）
」など、哲学的なテーマを通して問いを深められるような

まったか？（第1の扉）
」「これでも芸術？（第12の扉）
」「人は人を罰しうる

フィー・ジム』は、19の「扉」から構成され、例えば「宇宙はどこから始

操作という生命倫理の問題についてディスカッションを行いました。『フィロソ

脳」をつくる19の扉』ランダムハウス講談社、2003年）に基づき、遺伝子

の誕生」（スティーブン・ロー著、中山元訳『フィロソフィー・ジム：
「考える

「シンポジウム型授業」では、事前課題文「第8の扉 デザイナー・ベビー

『フィロソフィー・ジム―「考える脳」をつくる19の扉―』

【テキスト紹介】
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久保田 祐歌

リベラル・アーツプロジェクト研究員

武志先生、高橋真聡先生、河野哲也先生に心より御礼申し上げます。

最後に、本書の作成にあたりご協力いただきました、富山祥瑞先生、土屋

きますので、本書の内容も含め、ご感想やご意見をいただけましたら幸いです。

こうした点を含む課題については、今後もワーキングで議論・検討を重ねてい

る機会を提供する体制は必須となってきます。

する教員間で検討する機会を設定したり、コーディネータ同士が共同で議論す

が挙げられます。新しいカリキュラムを実質化していく上で、共通の科目を担当

授業をコーディネートし、担当教員にアドバイスを行う組織体制が必要であること

三つ目としては、特定の力を授業で育むカリキュラムを展開していく際には、

いて身につけることが重要です。

士課程を通して育まれるものであり、これを育んでいくための基礎を初年次にお

ことが必要であるという点が挙げられます。ジェネリック・スキルは、4年間の学

書き、話すなどの学びの基礎となるスキルを、授業内容を教える中で育んでいく

二つ目としては、ジェネリック・スキルの涵養のために、特に1年生には読み、

ていく必要があります。

科目の特性に応じた教育方法については、共通領域の教員同士で議論を深め

が、一つの方法がすべての科目に通用するわけではないことが挙げられます。

型授業やディベート、議論を取り入れた授業などが有効であると言われています

一つ目としては、特定のジェネリック・スキルを涵養するためには、課題探究

課題も浮かび上がってきました。

き検討を進めてきました。そのなかで、今後さらに検討されるべき以下のような

けて、セミナー、ワークショップの実施と共に、文献調査・ヒアリング調査に基づ

今年度の活動として、学生のジェネリック・スキルを涵養する教育の充実に向

ク・スキル教育ワーキンググループのメンバーで検討してきました。

の展開」プロジェクト（リベラル・アーツプロジェクト）の中に組織されたジェネリッ

本書の内容は、「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
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2011 年度プロジェクト活動報告書執筆者一覧
（2012 年 3 月末時点）
教育担当：岩崎 公弥 理事
＜2011 年度リベラル・アーツプロジェクト・メンバー＞
大澤 秀介 （社会科教育講座 教授、大学教育・教育養成開発センター長）
佐々木 守寿（情報教育講座 教授）
高橋 真聡 （理科教育講座 教授）
田村 建一 （日本語教育講座 教授）
内山 弘美 （プロジェクト研究員）
久保田 祐歌（プロジェクト研究員）
＜協力者＞
坂井 昭宏 （桜美林大学リベラルアーツ学群 教授）
伊藤

憲二 （総合研究大学院大学先導科学研究科 准教授）

河野 哲也 （立教大学文学部教育学科 教授）
松井 範惇 （帝京大学経済学部経済学科 教授）
寺田 俊郎 （上智大学文学部哲学科 教授）
土屋 陽介 （日本大学文理学部人文科学研究所 研究員・茨城大学 非常勤講師）
佐藤 豊

（愛知教育大学国語教育講座 教授）

堂園 淑子 （愛知教育大学国語教育講座 講師）
土屋 武志 （愛知教育大学社会科教育講座 教授）
青嶋 敏

（愛知教育大学地域社会システム講座 教授）

水野 英雄 （愛知教育大学地域社会システム講座 准教授）
佐野 真紀 （愛知教育大学障害児教育講座 准教授 ）
遠藤 透

（愛知教育大学美術教育講座 教授）

富山 祥瑞 （愛知教育大学美術教育講座 教授）
佐々木 雅浩（愛知教育大学美術教育講座 准教授）
児玉 康一 （愛知教育大学理科教育講座 教授）
中野 博文 （愛知教育大学理科教育講座 教授）
星

博幸 （愛知教育大学理科教育講座 准教授）

報告書 p120 の 13 行目で，本学教員の名前が「伊藤良郎」となっておりますが，正しくは
「伊東正人」です。訂正致しますと共に，お詫び申し上げます。

