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における指導力評価について
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Ϩ сЪѓн ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸯
ϩ ̮ాިૢкЩирݰ௵̯нഒЫѝຶၬংڏкઈᅹྒܣнжЖи
㸯 ࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖᑐࡍࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ┠ⓗ࣭┠ᶆ͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸰
㸰 ᣦᑟຊホ౯㛵ࡍࡿㄽⅬࡑࡢ᳨ウ⤖ᯝ ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸰
㸦ㄽⅬ㸯㸧ホ౯ࡢ┠ⓗ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸱
㸦ㄽⅬ㸰㸧ホ౯ࡢᑐ㇟㸦ఱࢆホ౯ࡍࡿ㸧͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸱
㸦ㄽⅬ㸱㸧ホ౯ᑐ㇟⪅㸦ㄡࢆホ౯ࡍࡿ㸧͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸱
㸦ㄽⅬ㸲㸧ホ౯⪅㸦ㄡࡀホ౯ࡍࡿ㸧͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸲
㸦ㄽⅬ㸳㸧ホ౯ࡢ᪉ἲ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸲
㸦ㄽⅬ㸴㸧ホ౯࡛⏝ࡍࡿ㈨ᩱ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸲
Ϫ ̮ઈᅹྒܣр̯ڠ
̢̣͞нжЖи
㸯 ᣦᑟຊホ౯ࡘ࠸࡚ ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸳
㸰 ᪥ᮏㄒᣦᑟຊ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸳
㸱 ◊ಟࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸴
㸲 ཧ⪃ ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸴
ϫ ৵ॻрܿബнжЖи ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸴
࠙㸵࣮࣌ࢪࡽ㸴㸴࣮࣌ࢪࠚ

υ

φ

χ
ψ

̮͞ઈᅹྒܣр̯ڠ
ઈᅹྒܣнжЖи͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸯㸮
㸦㸯㸧᪥ᮏㄒᩍ⫱ᑠጤဨ࠾ࡅࡿ᳨ウ⤒⦋ࡘ࠸࡚͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸯㸮
㸦㸰㸧࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ➼ࡢᴫせࡘ࠸࡚͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸯㸰
㸦㸱㸧ᣦᑟຊホ౯ࡢ⪃࠼᪉ࡘ࠸࡚͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸯㸳
ຶၬংઈᅹҭ̔ҘҥѹҺѺнжЖи͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸰㸮
㸦㸯㸧ᣦᑟຊホ౯㡯┠୍ぴࡘ࠸࡚͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸰㸮
㸦㸰㸧ᣦᑟຊホ౯㛵ࡍࡿࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࡘ࠸࡚͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸱㸮
㸦㸱㸧᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ㊶ࡢグ㘓ࡘ࠸࡚͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸲㸮
㸦㸲㸧◊ಟཷㅮࡢグ㘓ࡘ࠸࡚͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸲㸰
़ଐрҧҽҀҹҰрᆍнжЖи͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸲㸲
ু͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸲㸶
㸦㸯㸧ᣦᑟຊホ౯㛵ࡍࡿࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࡢࣃࢯࢥࣥୖ࡛ࡢά⏝᪉ἲ͐͐͐͐͐͐㸲㸶
㸦㸰㸧࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛᢅ࠺⏕άୖࡢ⾜Ⅽࡢࡢ୍ぴ㸦ከゝㄒ∧㸧͐͐͐͐͐͐㸳㸱
㸦㸱㸧᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢసᡂᡭ㡰͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸴㸴

㸺ཧ⪃㈨ᩱ㸼
ࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖᑐࡍࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱࠾ࡅࡿᣦᑟຊホ౯ࡘ࠸࡚㹙ᴫせ㹛 ͐͐͐㸴㸵
ᩥᑂ㆟ᅜㄒศ⛉ጤဨྡ⡙ ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸴㸶
ᑠጤဨࡢタ⨨ࡘ࠸࡚ ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸴㸷
ᩥᑂ㆟ᅜㄒศ⛉᪥ᮏㄒᩍ⫱ᑠጤဨጤဨྡ⡙ ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸵㸮
࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉࡢタ⨨ࡘ࠸࡚ ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸵㸯
ᩥᑂ㆟ᅜㄒศ⛉᪥ᮏㄒᩍ⫱ᑠጤဨᣦᑟຊホ౯㛵ࡍࡿ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉྡ⡙͐͐͐㸵㸰
ᑂ㆟⤒㐣 ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸵㸱

Ϩ сЪѓн
ᩥᑂ㆟ᅜㄒศ⛉᪥ᮏㄒᩍ⫱ᑠጤဨ㸦௨ୗࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᑠጤဨࠖ࠸࠺ࠋ
㸧࡛
ࡣ➨㸶ᮇ㸦ᖹᡂ㸰㸮ᖺ㸰᭶ࡽ㸰㸯ᖺ㸰᭶㸧࠾࠸࡚㸪᪥ᮏㄒࢆẕㄒࡋ࡞࠸ఫẸᑐ
ࡍࡿ⟇᳨ウࡢᚲせᛶࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆ㋃ࡲ࠼㸪
ࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖᑐࡍࡿ
᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢయไᩚഛཬࡧෆᐜࡢᨵၿࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ᖹᡂ㸰㸯ᖺ㸯᭶ࡣࠕᅜㄒศ⛉᪥ᮏㄒᩍ⫱ᑠጤဨ࠾ࡅࡿᑂ㆟ࡘ࠸࡚̿᪥ᮏㄒ
ᩍ⫱ࡢᐇྥࡅࡓయไᩚഛࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖᑐࡍࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢෆᐜ➼
ࡢ᳨ウ̿ࠖ
㸦௨ୗࠕ㸰㸯ᖺሗ࿌ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡢྲྀࡾࡲࡵࢆ⾜࠸㸪ᚋࡢㄢ㢟ࡋ࡚ᶆ‽
ⓗ࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤Ⓨ㸪ཧ⪃ࡋ࡚ࡢᩍᮦసᡂ㸪᪥ᮏㄒ⬟ຊཬࡧ᪥ᮏㄒᣦᑟຊ
㛵ࡍࡿホ౯ࡢ᳨ウࢆᣲࡆ㸪ࡇࢀࡲ࡛ୗグࡢྲྀࡾࡲࡵࢆ㡰ḟィ⏬ⓗ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
ࡑࡢ᭱⤊ẁ㝵ࡋ࡚㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱ᑠጤဨ࡛ࡣᖹᡂ㸰㸲ᖺ㸳᭶ࡽࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢ
እᅜேࠖᑐࡍࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱࠾ࡅࡿᣦᑟຊ㸨 ホ౯㸦௨ୗࠕᣦᑟຊホ౯ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡘ
㸨
࠸࡚㸪᳨ウࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢ⤖ᯝࢆࡇࡇྲྀࡾࡲࡵࡓ ࠋ

࣭ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸳᭶㸯㸷᪥
ࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖᑐࡍࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢᶆ‽ⓗ࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ࡘ࠸࡚㸦௨ୗࠕ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠖ࠸࠺ࠋ
㸧
࣭ᖹᡂ㸰㸱ᖺ㸯᭶㸰㸳᪥
ࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖᑐࡍࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢᶆ‽ⓗ࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ά⏝ࡢࡓࡵࡢ࢞ࢻࣈࢵࢡ㸦௨ୗࠕ࢞ࢻࣈࢵࢡࠖ࠸࠺ࠋ
㸧
࣭ᖹᡂ㸰㸲ᖺ㸯᭶㸱㸯᪥
ࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖᑐࡍࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢᶆ‽ⓗ࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ᩍᮦ㞟㸦௨ୗࠕᩍᮦ㞟ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧
࣭ᖹᡂ㸰㸲ᖺ㸯᭶㸱㸯᪥
ࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖᑐࡍࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒ⬟ຊホ౯
ࡘ࠸࡚㸦௨ୗࠕ⬟ຊホ౯ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧
ͤୖグᅄࡘࢆࡲࡵ࡚㸪௨ୗࠕ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ➼ࠖ࠸࠺ࠋ

㸨ࠕᣦᑟຊࠖ
㸸ᣦᑟຊࡢෆᐜࡘ࠸࡚ࡣ㸪㸱࣮࣌ࢪࡢㄽⅬ㸰ࢆཧ↷ࠋ
㸨 ᣦᑟຊホ౯ࡢ᳨ウᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪
ࠕᖹᡂ 22 ᖺᗘ ⏕ά᪥ᮏㄒࡢᣦᑟຊࡢホ౯㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ᴗົጤク
㸦ᩥᗇᴗ㸧
ࠖࡼࡾసᡂࡉࢀࡓ௨ୗࡢሗ࿌᭩ࢆཧ⪃ࡋࡓࠋ
࣭බ┈♫ᅋἲேᅜ㝿᪥ᮏㄒᬑཬ༠㸦2011㸧
ࠗ⏕ά⪅᪥ᮏㄒࡢᣦᑟ⬟ຊࡢホ౯㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲࠘
࣭♫ᅋἲே᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ㸦2011㸧
ࠗ⏕ά᪥ᮏㄒࡢᣦᑟຊࡢホ౯㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲࠘
࣭㈈ᅋἲே᪥ᮏᅜ㝿ᩍ⫱ᨭ༠㸦2011㸧
ࠗ⏕ά᪥ᮏㄒࡢᣦᑟຊࡢホ౯㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ሗ࿌᭩࠘
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ϩ ̮ాިૢкЩирݰ௵̯нഒЫѝຶၬংڏкઈᅹྒܣнжЖи
υ ̮ాިૢкЩирݰ௵̯нഒЫѝຶၬংڏрฆ˾ྌ
ࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖࡣ㸪ㄡࡶࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿࠕ⏕άࠖ࠸࠺ഃ㠃╔┠ࡋ࡚㸪
ᡃࡀᅜ࠾࠸࡚᪥ᖖⓗ࡞⏕άࢆႠࡴ࡚ࡢእᅜேࢆᣦࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
᪥ᮏㄒࡀࡓࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᡭẁ࡞ࡗ࡚࠸ࡿᡃࡀᅜ࠾࠸࡚㸪
ࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚
ࡢእᅜேࠖࡣ㸪⏕άሙ㠃ᐦ╔ࡋࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥάືࢆྍ⬟ࡍࡿ⬟ຊࢆ⋓ᚓ
ࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛㸰㸯ᖺሗ࿌࡛ࡣ㸪
ࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖᑐࡍࡿ᪥ᮏ
ㄒᩍ⫱ࡢ┠ⓗ࣭┠ᶆࢆ௨ୗࡢࡼ࠺ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸯㸧┠ⓗ
ゝㄒ࣭ᩥࡢ┦ᑛ㔜ࢆ๓ᥦࡋ࡞ࡀࡽ㸪
ࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖࡀ᪥ᮏㄒ࡛ពᛮ
㏻ࢆᅗࡾ㸪⏕ά࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿࡇ
㸦㸰㸧┠ᶆ
 ۑ᪥ᮏㄒࢆࡗ࡚㸪ᗣࡘᏳ⏕άࢆ㏦ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡇ
 ۑ᪥ᮏㄒࢆࡗ࡚㸪⮬❧ࡋࡓ⏕άࢆ㏦ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡇ
 ۑ᪥ᮏㄒࢆࡗ࡚㸪┦⌮ゎࢆᅗࡾ㸪♫ࡢ୍ဨࡋ࡚⏕άࢆ㏦ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺ࡍࡿࡇ
 ۑ᪥ᮏㄒࢆࡗ࡚㸪ᩥⓗ࡞⏕άࢆ㏦ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡇ

᪥ᮏㄒᩍ⫱ᑠጤဨ࡛ࡣ㸪
ࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖࡀᡃࡀᅜ࡛ᬽࡽࡍୖ࡛᭱ప㝈ᚲせ
ࡉࢀࡿ⏕άୖࡢ⾜Ⅽࢆ᪥ᮏㄒ࡛⾜࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡾ㸪ࡇࡢ┠ⓗ࣭┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ
ᚲせ࡞᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢෆᐜࢆ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡼࡾ♧ࡋࡓࠋࡇࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆࡼࡾ᭷
ຠά⏝ࡍࡿࡓࡵ㸪ᆅᇦࡸእᅜேࡢ≧ἣ➼㸦௨ୗࠕᆅᇦࡢ≧ἣࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ᛂࡌࡓ࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛࡢά⏝᪉ἲࢆ࢞ࢻࣈࢵࢡࡼࡾ♧ࡋ㸪ࡲࡓ㸪ᩍᐊάື࠾࠸࡚⏝ࡍࡿ
ලయⓗ࡞ᩍᮦࡢࢆᩍᮦ㞟ࡼࡾ♧ࡋࡓࠋ
ࡉࡽ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ⬟ຊࢆᢕᥱࡋ㸪⥅⥆ⓗ࡞᪥ᮏㄒᏛ⩦ࢆᨭࡍࡿࡓࡵ㸪⏕άୖ
ࡢ⾜Ⅽ㐩ᡂࡢグ㘓㸪Ꮫ⩦ࡢグ㘓㸪♫⏕άࡢグ㘓ࢆ✚ࡍࡿࣇ࡛ࣝ࠶ࡿ᪥ᮏㄒᏛ⩦
࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࢆ⬟ຊホ౯ࡼࡾ♧ࡋࡓࠋ

φ ઈᅹྒܣн߶ЫѝᇈผкЯрषणܮ
ୖ㏙ࡢࠕ㸯 ࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖᑐࡍࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ┠ⓗ࣭┠ᶆࠖࢆ㋃ࡲ࠼㸪
ᣦᑟຊホ౯㛵ࡋ㸪௨ୗࡢභࡘࡢㄽⅬࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ

-2-

̢ᇈผυ̣ྒܣрฆ
᪥ᮏㄒᩍ⫱ᑠጤဨ࡛ࡣࡇࢀࡲ࡛㸪
ࠕ㸯 ࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖᑐࡍࡿ᪥ᮏㄒᩍ
⫱ࡢ┠ⓗ࣭┠ᶆࠖグ㏙ࡋࡓ┠ⓗ࣭┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ㸪ᚲせ࡞᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢෆᐜࢆ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡼࡾ♧ࡋࡓࠋࡇࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆࡼࡾ᭷ຠά⏝ࡍࡿࡓࡵ࢞ࢻ
ࣈࢵࢡ㸪ᩍᮦ㞟㸪⬟ຊホ౯ࢆ㡰ḟィ⏬ⓗྲྀࡾࡲࡵ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⤒㐣ࢆ㋃ࡲ
࠼㸪ᣦᑟຊホ౯ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ࡑࡢᘏ㛗⥺ୖࡢࡶࡢࡋ࡚⨨ࡅࡿࡇࡋࡓࠋ
ࡑࡢࡓࡵ㸪ホ౯ࡢ┠ⓗࡘ࠸࡚ࡣ㸪
ࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖᑐࡍࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢆ⾜
࠺ୖ࡛ᚲせ࡞⬟ຊ୍⯡࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖᑐࡍࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢆ࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛ➼ࢆά⏝ࡋ࡚⾜࠺ୖ࡛ᚲせ࡞⬟ຊࡘ࠸࡚ホ౯㸦άືࡢࡾ㏉ࡾࡸぢ┤ࡋ࡞
ࢆྵࡴࠋ
㸧ࡍࡿࡇࡼࡾ㸪ࡑࡢྥୖࢆᅗࡾ㸪
ࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖࡢࢽ࣮ࢬࡼ
ࡾ୍ᒙᛂ࠼࠺ࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢᐇ⌧ࡘ࡞ࡆࡿࡇࡋࡓࠋ
̢ᇈผφ̣ྒܣрഒ̢ܡѤྒܣЫѝН̣
ࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖࡢࢽ࣮ࢬࡼࡾ୍ᒙᛂ࠼ࡿࡓࡵࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ᑐࡍࡿ┤᥋
ⓗ࡞᪥ᮏㄒࡢᣦᑟࢆ⾜࠺⬟ຊࡲࡽࡎ㸪ࡑࢀࢆྵࡵ㸪ᆅᇦࡢ≧ἣᛂࡌࡓ᪥ᮏㄒᩍ
⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⏬㸦㹎㹪㹟㹬㸧
㸪ᐇ㸦㹂㹭㸧
㸪Ⅼ᳨㸦㹁㹦㹣㹡㹩㸧
㸪ᨵၿ㸦㸿㹡㹲㹧㹭㹬㸧
㸦௨ୗࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ㊶ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࢆ㹎㹂㹁㸿ࢧࢡࣝᇶ࡙࠸࡚⾜࠺⬟
ຊࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵ㸪ホ౯ࡢᑐ㇟㸦ఱࢆホ౯ࡍࡿ㸧
㸪ࡍ࡞ࢃࡕᣦᑟຊホ౯࡛࠸࠺ᣦᑟຊ㸦௨ୗࠕᣦ
ᑟຊࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ㄽⅬ㸯ࡢホ౯ࡢ┠ⓗࢆ㋃ࡲ࠼㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ➼ࢆά⏝ࡋ
࡚㸪ᆅᇦࡢ≧ἣᛂࡌࡓ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ㊶ࢆ㹎㹂㹁㸿ࢧࢡࣝᇶ࡙࠸࡚⾜
࠺⬟ຊࡋࡓࠋ
࡞࠾㸪▱㆑ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᪤Ẹ㛫࠾࠸࡚᪥ᮏㄒᩍ⫱⬟ຊ᳨ᐃヨ㦂㸨 ࡸ᪥ᮏㄒᩍᖌ᳨
ᐃ㸨 ࡀᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ホ౯ࡢᑐ㇟ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆ࡞࠸ࡇࡋࡓࠋ
̢ᇈผχ̣ྒܣഒૢ̢൏ѤྒܣЫѝН̣
ㄽⅬ㸰ࡢ᳨ウ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼㸪ホ౯ᑐ㇟⪅㸦ㄡࢆホ౯ࡍࡿ㸧ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
㸦㸯㸧Ꮫ⩦⪅
ᑐࡍࡿ┤᥋ⓗ࡞᪥ᮏㄒࡢᣦᑟᦠࢃࡿ⪅㸦௨ୗࠕᆅᇦ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᣦᑟ⪅ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧
㸦㸰㸧⾜ᨻࡸᆅᇦࡢ㛵ಀᶵ㛵➼ࡢ㐃ᦠࡢୗ㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ㊶㸦┤᥋ⓗ࡞
᪥ᮏㄒࡢᣦᑟࢆ㝖ࡃ㸧ᦠࢃࡿ⪅㸦௨ୗࠕᆅᇦ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧
ࡋࡓࠋ
㸦
㸦㸯㸧㸦㸰㸧ࢆྜࢃࡏ࡚ࠕᐇ㊶⪅ࠖ࠸࠺ࡇࡍࡿࠋ
㸧
ᆅᇦ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᣦᑟ⪅ᆅᇦ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡣ࠸ࡎࢀࡶ୍ᐃࡢᙺࡢ⪅
ᑐࡍࡿ౽ᐅୖࡢྡ⛠࡛࠶ࡾ㸪≉ᐃࡢ㈨᱁⪅ࡸົᙧែ࠶ࡿ⪅ࢆᣦࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
࡞࠾㸪ᣦᑟຊࡣົᙧែࡸάືᙧែ㸦࣎ࣛࣥࢸ࠺࡞㸧ࡼࡗ࡚ᇶᮏⓗ
ኚࢃࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛㸪ᐇ㊶⪅ࡢົᙧែࡸάືᙧែࡢ㐪࠸ᇶ࡙ࡃホ౯ᑐ㇟⪅ࡢ⣽
࡞タᐃࡣ⾜ࢃ࡞࠸ࡇࡋࡓࠋ
㸨 ᪥ᮏㄒᩍ⫱⬟ຊ᳨ᐃヨ㦂ࡣ㸪බ┈㈈ᅋἲே᪥ᮏᅜ㝿ᩍ⫱ᨭ༠ࡀദࠋ
㸨 ᪥ᮏㄒᩍᖌ᳨ᐃࡣ㸪୍⯡♫ᅋἲேᅜ᪥ᮏㄒᩍᖌ㣴ᡂ༠㆟ࡀദࠋ
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̢ᇈผψ̣ྒ̢ૢܣ൏ОྒܣЫѝН̣
ホ౯⪅㸦ㄡࡀホ౯ࡍࡿ㸧ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᐇ㊶⪅ࡀ⮬ࡽࡢᣦᑟຊࡘ࠸࡚⮬ᕫホ౯ࢆ⾜
࠺ࡇࢆᇶᮏࡋࡓࠋ
ࡇࢀࡣ㸪ࡲࡎࡣ㸪ᐇ㊶⪅ࡀ⮬ࡽホ౯ࡍࡿࡇࡼࡾ㸪⮬ࡽࡢᣦᑟຊࢆᢕᥱࡍࡿࡇࡀ
㔜せ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡼࡗ࡚ᣦᑟຊࡢྥୖࡢࡓࡵࡢព㆑ⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆಁࡍࡇࡘ࡞ࡀࡿ
⪃࠼ࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
ࡓࡔࡋ㸪ᐇ㝿ࡣ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ㊶ࡢᙧែࡸࡑࢀ㛵ࢃࡿேࡢᩘ࣭ᙺ➼
ࡼࡗ࡚ࡢᐇ㊶⪅ࡸᏛ⩦⪅➼ࡼࡿホ౯ࡶ࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
̢ᇈผω̣ྒܣрုေ
ホ౯ࡢ᪉ἲࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᣦᑟຊࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞㡯┠ࢆ୍ぴࡋࡓᣦᑟຊホ౯
㡯┠୍ぴࡽ㸪ᐇ㊶⪅ࡀ⮬ࡽࡢᙺࡋ࡚ᚲせ࡞㡯┠ࢆ㑅ᢥࡋ࡚సᡂࡍࡿࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮
ࢺ㸦௨ୗࠕᣦᑟຊホ౯㛵ࡍࡿࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࢆ⏝࠸࡚㸱ẁ㝵㸦
ࠕ۔㸦ࡼࡃ
࡛ࡁ࡚࠸ࡿ㸧
ࠖ
㸪ࠕۑ㸦࡛ࡁ࡚࠸ࡿ㸧
ࠖ
㸪
ࠕڹ㸦࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸㸧
ࠖ
㸧࡛ホ౯ࢆ⾜࠺ࡇࡋࡓࠋ
ࡇࢀࡣ㸪ホ౯⤖ᯝࡢẁ㝵ⓗ࡞ኚࢆࡾ㏉ࡽࢀࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠾ࡃࡇࡀ㸪ᣦᑟຊࡢྥୖ
ࡢࡓࡵࡢព㆑ⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆಁࡍࡇࡘ࡞ࡀࡿ⪃࠼ࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
࠶ࢃࡏ࡚㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ㊶ࡢ㐣⛬ࡸᣦᑟຊࡢྥୖࡢኚ㑄ࡸ⌮⏤࡞ࢆ
ࡾ㏉ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᕤኵࡍࡿࡇࡋࡓࠋ
࡞࠾㸪ᣦᑟຊホ౯㡯┠୍ぴ࡛ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ㡯┠ࡀᆅᇦ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᣦᑟ⪅㸪ᆅᇦ᪥ᮏ
ㄒᩍ⫱ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢࡕࡽࢆᑐ㇟ࡋ࡚࠸ࡿࢆཧ⪃ࡋ࡚♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᐇ㊶
⪅ࡣ⮬ࡽࡢᙺࡋ࡚ᚲせ࡞㡯┠ࢆ㑅ᢥࡋ㸪ᣦᑟຊホ౯㛵ࡍࡿࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࢆస
ᡂࡍࡿࡇࢆᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
̢ᇈผϊ̣ྒܣйᄝЫѝડᅫ
ᐇ㊶⪅ࡀ⮬ࡽࡢᣦᑟຊࢆホ౯ࡋ㸪ᣦᑟຊࡢྥୖࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌ࢆ⾜࠸㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࢆᐇ㊶ࡍࡿࡇࢆᨭࡍࡿࡓࡵ㸪ᐇ㊶⪅ࡀ⏝ࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺ᣦᑟຊホ౯ࢆ⾜࠺ࡓ
ࡵࡢᡭᘬ㸦௨ୗࠕᣦᑟຊホ౯ࡢᡭᘬࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࢆసᡂࡍࡿࡇࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ᣦᑟຊホ
౯㛵ࡍࡿ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜㸦௨ୗࠕ᪥ᮏㄒᣦᑟຊ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࢆࡇࡢᡭᘬ
ࡢ୰ᚰࡋ࡚⨨ࡅࡿࡇࡋࡓࠋ
࡞࠾㸪ࡇࡇ࡛࠸࠺᪥ᮏㄒᣦᑟຊ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡣ㸪ᐇ㊶⪅ࡢᣦᑟຊࡢᢕᥱཬࡧྥୖ
ࡢࡓࡵࡢࡾ㏉ࡾά⏝ࡍࡿࡓࡵࡢ㸪ᣦᑟຊホ౯㡯┠୍ぴ㸪ᣦᑟຊホ౯㛵ࡍࡿࢳ࢙ࢵ
ࢡࢩ࣮ࢺ㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ㊶ࡢグ㘓㸪◊ಟཷㅮࡢグ㘓ࢆ✚ࡍࡿࣇ࡛ࣝ
࠶ࡿࠋ
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Ϫ ̮ઈᅹྒܣр̯ڠнжЖи
㸵࣮࣌ࢪࡽ㸴㸴࣮࣌ࢪࡢࠕᣦᑟຊホ౯ࡢᡭᘬࠖࡣ㸪ࠕ㸯 ᣦᑟຊホ౯ࡘ࠸࡚ࠖ㸪
ࠕ㸰 ᪥ᮏㄒᣦᑟຊ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࠖ
㸪
ࠕ㸱 ◊ಟࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࠖ
㸪
ࠕ㸲 ཧ⪃ࠖࡽ
ᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
υ ઈᅹྒܣнжЖи
ᣦᑟຊホ౯ࡢ๓ᥦ࡛࠶ࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᑠጤဨ࠾ࡅࡿ᳨ウ⤒⦋㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ➼ࡢ
ᴫせཬࡧᣦᑟຊホ౯ࡢ⪃࠼᪉ࡘ࠸࡚ࡲࡵ࡚࠸ࡿࠋ
φ ຶၬংઈᅹҭ̔ҘҥѹҺѺнжЖи
᪥ᮏㄒᣦᑟຊ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡣ㸪ձᣦᑟຊホ౯㡯┠୍ぴ㸪ղᣦᑟຊホ౯㛵ࡍࡿ
ࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺ㸪ճ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ㊶ࡢグ㘓㸪մ◊ಟཷㅮࡢグ㘓ࡽᵓᡂࡋ
࡚࠸ࡿࠋ௨ୗ㸪ձ㹼մࡢࡑࢀࡒࢀࡘ࠸࡚㸪ゎㄝ୍ぴ࠶ࡿ࠸ࡣグ㘓ࡢᵝᘧࢆᥖ㍕ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
ࠕձᣦᑟຊホ౯㡯┠୍ぴࡘ࠸࡚ࠖࡣ㸪ᣦᑟຊࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞㡯┠ࢆ୍ぴ
ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ㡯┠ࡀ㸪ᆅᇦ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᣦᑟ⪅㸪ᆅᇦ᪥ᮏㄒᩍ⫱
ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢࡕࡽࢆᑐ㇟ࡋ࡚࠸ࡿࡶཧ⪃ࡋ࡚♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕղᣦᑟຊホ౯㛵ࡍࡿࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࡘ࠸࡚ࠖࡣ㸪ᐇ㊶⪅ࡀ㸪ᣦᑟຊホ౯㡯┠୍
ぴࡽ㸪⮬ࡽࡢᙺࡋ࡚ᚲせ࡞㡯┠ࢆ㑅ᢥࡋ㸪సᡂࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋ࡞࠾㸪ᣦᑟຊホ
౯㛵ࡍࡿࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࡣࡑࢀࡒࢀࡢ㑅ᢥࡋࡓ㡯┠ࡘ࠸࡚㸪ホ౯⤖ᯝࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪
ホ౯ࡢ⌮⏤ࡸ⫼ᬒ➼ࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆグ㍕ࡍࡿḍࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕճ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ㊶ࡢグ㘓ࡘ࠸࡚ࠖࡣ㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ㊶
ᙜࡓࡗ࡚ࡢㄢ㢟㸪┠ᶆ㸪⤒㐣㸪ᡂᯝཬࡧ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟➼ࢆグ㘓ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᐇ㊶⪅
ࡀ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ㊶ࡢ㐣⛬ࢆࡾ㏉ࡿࡓࡵసᡂࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕմ◊ಟཷㅮࡢグ㘓ࡘ࠸࡚ࠖࡣ㸪ᣦᑟຊࡢྥୖࡢࡓࡵཷㅮࡋࡓ◊ಟࡘ࠸࡚グ㘓
ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᐇ㊶⪅ࡀ⮬ࡽࡢᣦᑟຊࡢྥୖࡢኚ㑄ࡸ⌮⏤ࢆࡾ㏉ࡿࡓࡵసᡂࡍࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
᪥ᮏㄒᣦᑟຊ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡣ㸪࠸ࡎࢀࡶ㸪ᐇ㊶⪅ࡀᆅᇦࡢ≧ἣᛂࡌ࡚㸪ᕤኵࢆຍ
࠼࡚࠸ࡸࡍ࠸ࡶࡢࡋࡓୖ࡛ά⏝ࡉࢀࡿࡇࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࡞࠾㸪᪥ᮏㄒᣦᑟຊ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡣ㸪ᐇ㊶⪅ࡢಶேሗࡀྵࡲࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾ㸪
࿘ࡾࡢே㛫ぢࡏࡿ࠺㸪ࡢ㒊ศࢆぢࡏࡿ࠸ࡗࡓ⟶⌮㐠⏝ࡣᐇ㊶⪅⮬ࡽࡢ㐺
ษ࡞ุ᩿ᇶ࡙࠸࡚⾜ࢃࢀࡿࡇࡀᇶᮏ࡛࠶ࡿࠋ
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χ ़ଐрҧҽҀҹҰрᆍнжЖи
◊ಟࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࡣ㸪ᐇ㊶⪅ࡢᣦᑟຊࡢྥୖࡢࡓࡵࡢ◊ಟࢆᆅᇦ࠾࠸࡚ᐇࡍ
ࡿᙜࡓࡗ࡚㸪ཧ⪃࡞ࡿࡼ࠺࡞ࢆᆅᇦ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᣦᑟ⪅㸪ᆅᇦ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ
ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢู♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࢀࡒࢀ㸪◊ಟࡢ┠ⓗ㸪ෆᐜ㸪ὶࢀࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ྛᆅᇦ࠾࠸࡚ࡣ㸪ᆅᇦࡢ≧ἣ
ᛂࡌ࡚㸪◊ಟࢆ⏬㸪ᐇࡍࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
ψ ু
ཧ⪃ࡋ࡚㸪ᣦᑟຊホ౯㛵ࡍࡿࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࡢࣃࢯࢥࣥୖ࡛ࡢά⏝᪉ἲ㸪࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠕ࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛᢅ࠺⏕άୖࡢ⾜Ⅽࡢࠖࡢከゝㄒ∧ཬ
ࡧ࢞ࢻࣈࢵࢡᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢసᡂᡭ㡰ࠖࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ϫ ৵ॻрܿബнжЖи
᪥ᮏㄒᩍ⫱ᑠጤဨ࡛ࡣ㸪㸰㸯ᖺሗ࿌࠾࠸࡚㸪ᚋࡢㄢ㢟ࡋ࡚ᶆ‽ⓗ࡞࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ㸪ཧ⪃ࡋ࡚ࡢᩍᮦసᡂ㸪᪥ᮏㄒ⬟ຊཬࡧ᪥ᮏㄒᣦᑟຊ㛵ࡍࡿホ౯ࡢ
᳨ウࢆᣲࡆ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ➼ࡢྲྀࡾࡲࡵࢆ㡰ḟィ⏬ⓗ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࡀ㸪ᣦᑟຊホ౯
ࢆࡶࡗ࡚ࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖᑐࡍࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢෆᐜཬࡧ᪉ἲ㛵ࡍࡿ᳨ウࡣ
୍᪦⤊ࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋ
ᚋ㸪ࡲࡎࡣᣦᑟຊホ౯ࡸ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ➼ࡢ࿘▱࣭ᬑཬດࡵ㸪
ࠕ⏕ά⪅ᑐࡍࡿእ
ᅜேࠖᑐࡍࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ᭦࡞ࡿᐇࡘ࡞ࡆࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪࿘▱࣭ᬑ
ཬ୪⾜ࡋ࡚㸪ྛᆅᇦ࠾ࡅࡿࡇࢀࡽࡢά⏝≧ἣࢆᢕᥱࡋ㸪ᆅᇦࡢ≧ἣᛂࡌ࡚⾜ࢃࢀ
࡚࠸ࡿᵝࠎ࡞ᕤኵࢆᗈࡃඹ᭷࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ᣦᑟຊホ౯ࡸ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ➼ࡣ㸪
ࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚እᅜேࠖᑐࡍࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢෆᐜ
ཬࡧ᪉ἲ㛵ࡋ࡚ᅜࡀཧ⪃ࡋ࡚ᥦ౪ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ྛᆅᇦ࡛ࡣࡇࢀࡽࢆཧ⪃ࡋ࡚㸪
ᆅᇦࡢ≧ἣᛂࡌࡓྲྀ⤌ࡀᐇࡉࢀࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
ᅜ࠾࠸࡚ࡣ㸪ྛᆅᇦ࡛ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ㊶ࡢ≧ἣ࡞ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘ㸪㐺
ᐅ㸪ᚲせᛂࡌ࡚㸪ࡇࢀࡽᣦᑟຊホ౯ࡸ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ➼ࡢᨵၿࢆ⾜࠸㸪
ࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚
ࡢእᅜேࠖᑐࡍࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ᭦࡞ࡿᐇࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
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ࠕᣦᑟຊホ౯ࡢᡭᘬࠖ

ͤ

ࠕᣦᑟຊホ౯ࡢᡭᘬࠖ㸦㸵࣮࣌ࢪࡽ㸴㸴࣮࣌ࢪ㸧ࡔࡅࢆษࡾ㞳ࡋ࡚⏝ࡍࡿࡇࢆ
ᐃࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪௨ୗ㸯㸮࣮࣌ࢪࡽ㸯㸷࣮࣌ࢪ࠾࠸࡚ࡣᮏ㈨ᩱࡢ㸯࣮࣌ࢪࡽ㸴
࣮࣌ࢪ࡛グ㍕ࡋ࡚࠸ࡿෆᐜࢆᨵࡵ࡚ᅗ➼ࢆ⏝࠸࡞ࡀࡽศࡾࡸࡍࡃㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
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ࠕᣦᑟຊ
ࠕᣦᑟຊホ౯ࡢᡭ
ࠕᣦᑟຊホ౯ࡢᡭᘬࠖ
ຊホ౯ࡢᡭᘬ
ᡭᘬ
┠

ḟ

ࠕᣦᑟຊホ
ホ౯ࡢᡭᘬࠖࡢ
ࡢᵓᡂෆᐜࡢ
ࡢᴫせࢆ♧ࡋ࡚
࡚࠸ࡲࡍࠋ

㸯

ᣦ
ᣦᑟຊホ౯ࡘ࠸࡚
ᣦᑟຊホ౯
ᑟຊホ౯ࡘ࠸࡚
ࡘ࠸࡚

̢υ̣ຶ
ຶၬংٷڏ
ݓڝ
ݓнМУѝष
ई
ईڄнжЖи

̢φ̣ѻҺѽҵҹҰ٬
ѻ
٬๕
р
рݵᄣнжЖи

̢χ̣
̣ઈᅹྒܣр
рু
К
КုнжЖи

10㹼
㹼11 ࣮࣌ࢪ

12㹼
㹼14 ࣮࣌ࢪ

15
5㹼19 ࣮࣌ࢪ

㸰

᪥
᪥ᮏㄒᣦᑟຊ࣏࣮ࢺࣇ࢛
᪥ᮏㄒᣦᑟຊ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡘ࠸
᪥ᮏㄒᣦᑟຊ
ᮏㄒᣦᑟຊ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜
ຊ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜
࢛ࣜ࢜ࡘ࠸࡚
࠸࡚
ᐇ㊶㸪◊ಟཷㅮࡢ
ࡢグ㘓

ᣦᑟຊ
ຊࡢホ౯
̢υ̣ઈ
ᅹྒܣ
ڒᅃ
ᅃнжЖи
࣭ᣦᑟຊ
ຊࢆホ౯ࡍࡿࡓ
ࡵᚲせ࡞㡯┠ࢆ୍
ぴࡋࡓ
ࡓࡶࡢ

20㹼29 ࣮࣌ࢪ

̢φ̣ઈᅹྒ
ྒܣн߶
Ыѝґѷғ
ғѿ҇̔
ҘнжЖи
и

̢χ
χ̣ຶၬংڏҧ
ҧҽ
ҀҹҰрૐр
рࠩ
ᇇнжЖи

࣭ᐇ㊶⪅ࡀ㸪ᣦᑟຊホ
ࡽ㸪⮬ࡽ
౯㡯┠୍ぴ
ࡢᙺࡋ࡚
࡚ᚲせ࡞
㡯┠ࢆ㑅ᢥࡋ
ࡋ㸪సᡂࡋ
ࡓࡶࡢ

30㹼39 ࣮࣌ࢪ
ࠕᣦ
ᣦᑟຊホ
౯
㛵ࡍࡿ
ࢳ࢙
࢙ࢵࢡࢩ
࣮ࢺࠖࢆస
ࡋ࡚ࣇ
ᡂࡋ
ࣝ
ࣝ

࣭᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟ
ࣟࢢࣛ
࣒ࡢᐇ㊶ᙜࡓࡗ࡚
ࡢ
ࡢㄢ㢟㸪┠ᶆ㸪⤒
⤒㐣㸪
ᡂᯝཬࡧ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟
➼
➼ࢆグ㘓ࡍࡿࡶࡢ
ࡢ

4
40㹼41 ࣮࣌ࢪ
ࢪ

़
̢ψ़̣ଐଃрࠩᇇ
нжЖи
࣭ᣦᑟ
ᑟຊࡢྥୖࡢࡓ
ࡵཷ
ཷㅮࡋࡓ◊ಟ
ࡘ࠸࡚
࡚グ㘓ࡍࡿࡶࡢ

42㹼
㹼43 ࣮࣌ࢪ

ࠕ᪥ᮏㄒᩍ
ᩍ
⫱ࣉࣟࢢࣛ
ࣛ
࣒ࡢᐇ㊶ࡢ
ࡢ
グ㘓ࠖࢆస
స
ᡂࡋ࡚ࣇ

ࣝ

ͤ㸦㸯㸧㹼㸦㸲㸧ࢆᇶࠕᣦᑟຊホ౯
㛵ࡍࡿࢳ࢙ࢵ
ࢵࢡࢩ࣮ࢺࠖ
ࠕ᪥ᮏㄒᩍ
ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
࣒ࡢᐇ㊶ࡢグ㘓
㘓ࠖࠕ◊ಟཷㅮ
ㅮࡢグ㘓ࠖࢆ
సᡂࡋ㸪ࡑ
ࡑࢀࢆࣇࣝ
ࣝࡼࡾ✚ࡋ㸪ᣦᑟຊྥୖ
ୖࡢࡓࡵࡢ
ࡾ㏉ࡾ
ά⏝ࡍࡿࡇࢆᐃࡋ࡚࠸
࠸ࡲࡍࠋ㸦㸯㸧㹼㸦㸲㸧ࡣ
ᩥᗇ࣮࣍
࣮࣒࣮࣌ࢪࡽࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻ࡛ࡁࡲࡍࠋ

㸱

◊
◊ಟࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ
◊ಟࡢࣉࣟࢢ
ಟࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ
ࢢ࣒ࣛࡢࡘ࠸࡚
ࡘ࠸࡚

़ଐрҧ
ҧҽҀҹҰр
Жи
ᆍнжЖ
࣭ᐇ㊶⪅
⪅ࡢᣦᑟຊࡢྥ
ୖࡢࡓࡵ
ࡵࡢ◊ಟࢆᆅᇦ
࠾࠸࡚
࡚ᐇࡍࡿᙜ
ࡓࡗ࡚ཧ
ཧ⪃࡞ࡿࡼ࠺
࡞◊ಟࡢ
ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ


44㹼4
47 ࣮࣌ࢪ

㸲

ཧ
ཧ⪃
⪃

̢υ̣ઈ
ઈᅹྒܣн߶
Ыѝґѷғѿ҇̔
рҡҍ҃Ӄயй
Ҙр
рި
ިᄝုေ

̢φ̣ѻҺ
ҺѽҵҹҰ٬
йٝИ
Иాިயрৈ
ٿрદ
દᆍрڒᅃ
̢ഁॖ
ॖং༽̣

48㹼52 ࣮࣌ࢪ

53㹼6
65 ࣮࣌ࢪ

̢χ̣ຶၬংڏҧҽ
ҀҹҰрੀఴ

-966 ࣮࣌ࢪ
࣌
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ࠕ◊ಟཷ
ㅮࡢグ㘓ࠖ
ࢆసᡂࡋ
࡚ࣇ
ࣝ

᪥ᮏㄒ
ㄒᣦᑟຊ
࣏࣮ࢺ
ࢺࣇ࢛ࣜ࢜

υ

ઈᅹྒܣнжЖи

̢υ̣ຶၬংݓڝٷڏнМУѝषईڄнжЖи
ᩥᑂ㆟ᅜㄒศ⛉᪥ᮏㄒᩍ⫱ᑠጤဨ㸦௨ୗࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᑠጤဨࠖ࠸࠺ࠋ㸧࡛ࡣ
➨㸶ᮇ㸦ᖹᡂ㸰㸮ᖺ㸰᭶ࡽ㸰㸯ᖺ㸰᭶㸧࠾࠸࡚㸪᪥ᮏㄒࢆẕㄒࡋ࡞࠸ఫẸᑐࡍࡿ
⟇᳨ウࡢᚲせᛶࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆ㋃ࡲ࠼㸪ࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖᑐࡍࡿ᪥ᮏㄒ
ᩍ⫱ࡢయไᩚഛཬࡧෆᐜࡢᨵၿࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡲࡋࡓࠋ
ᖹᡂ㸰㸯ᖺ㸯᭶ࡣࠕᅜㄒศ⛉᪥ᮏㄒᩍ⫱ᑠጤဨ࠾ࡅࡿᑂ㆟ࡘ࠸࡚㸫᪥ᮏㄒᩍ
⫱ࡢᐇྥࡅࡓయไᩚഛࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖᑐࡍࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢෆᐜ➼ࡢ᳨
ウ㸫ࠖ㸦௨ୗࠕ㸰㸯ᖺሗ࿌ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡢྲྀࡾࡲࡵࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖࡣ㸪ㄡࡶࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿࠕ⏕άࠖ࠸࠺ഃ㠃╔┠ࡋ࡚㸪ᡃ
ࡀᅜ࠾࠸࡚᪥ᖖⓗ࡞⏕άࢆႠࡴ࡚ࡢእᅜேࢆᣦࡍࡶࡢ࡛ࡍࠋ
᪥ᮏㄒࡀࡓࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᡭẁ࡞ࡗ࡚࠸ࡿᡃࡀᅜ࠾࠸࡚㸪
ࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢ
እᅜேࠖࡣ㸪⏕άሙ㠃ᐦ╔ࡋࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥάືࢆྍ⬟ࡍࡿ⬟ຊࢆ⋓ᚓࡍࡿ
ࡇࡀồࡵࡽࢀࡲࡍࠋ
ࡑࡇ࡛㸪㸰㸯ᖺሗ࿌࡛ࡣ㸪ࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖᑐࡍࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ┠ⓗ࣭┠ᶆࢆ
௨ୗࡢࡼ࠺ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖᑐࡍࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ┠ⓗ࣭┠ᶆ
┠ ⓗ
ゝㄒ࣭ᩥࡢ┦ᑛ㔜ࢆ๓ᥦࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖࡀ᪥ᮏㄒ࡛
ពᛮ㏻ࢆᅗࡾ㸪⏕ά࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿࡇ

┠ ᶆ
ۑ

᪥ᮏㄒࢆࡗ࡚㸪ᗣࡘᏳ⏕άࢆ㏦ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡇ

ۑ

᪥ᮏㄒࢆࡗ࡚㸪⮬❧ࡋࡓ⏕άࢆ㏦ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡇ

ۑ

᪥ᮏㄒࢆࡗ࡚㸪┦⌮ゎࢆᅗࡾ㸪♫ࡢ୍ဨࡋ࡚⏕άࢆ㏦ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺ࡍࡿࡇ

ۑ

᪥ᮏㄒࢆࡗ࡚㸪ᩥⓗ࡞⏕άࢆ㏦ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡇ

- 10 -

ࡲࡓ㸪㸰㸯ᖺሗ࿌࡛ࡣ㸪ᚋࡢㄢ㢟ࡋ࡚㸪ᶆ‽ⓗ࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤Ⓨ㸪ཧ⪃
ࡋ࡚ࡢᩍᮦసᡂ㸪᪥ᮏㄒ⬟ຊཬࡧ᪥ᮏㄒᣦᑟຊ㛵ࡍࡿホ౯ࡢ᳨ウࢆᣲࡆ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ
ㄢ㢟ᇶ࡙ࡁ㸪ࡲࡎࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖࡀᡃࡀᅜ࡛ᬽࡽࡍୖ࡛᭱ప㝈ᚲせࡉࢀࡿ
⏕άୖࡢ⾜Ⅽࢆ᪥ᮏㄒ࡛⾜࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡾ㸪ࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖᑐࡍࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱
ࡢ┠ⓗ࣭┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢෆᐜࢆ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡼࡾ♧ࡋࡲࡋ
ࡓࠋࡲࡓ㸪ࡇࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆࡼࡾ᭷ຠά⏝ࡍࡿࡓࡵ㸪࢞ࢻࣈࢵࢡ㸪ᩍᮦ㞟㸪
⬟ຊホ౯ࢆ㡰ḟィ⏬ⓗྲྀࡾࡲࡵ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ

᪥ᮏㄒᩍ⫱ᑠጤဨ࠾ࡅࡿ᳨ウࡑࡢᡂᯝ≀ࡘ࠸࡚
ձᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸳᭶

ࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖᑐࡍࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢᶆ‽ⓗ࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡘ࠸࡚
㸦௨ୗࠕ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠖ࠸࠺ࠋ
㸧

ղᖹᡂ㸰㸱ᖺ㸯᭶

ࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖᑐࡍࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢᶆ‽ⓗ࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ά⏝ࡢࡓࡵࡢ࢞ࢻࣈࢵࢡ
㸦௨ୗࠕ࢞ࢻࣈࢵࢡࠖ࠸࠺ࠋ㸧

ճᖹᡂ㸰㸲ᖺ㸯᭶

ࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖᑐࡍࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢᶆ‽ⓗ࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ᩍᮦ㞟
㸦௨ୗࠕᩍᮦ㞟ࠖ࠸࠺ࠋ㸧

մᖹᡂ㸰㸲ᖺ㸯᭶

ࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖᑐࡍࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒ⬟ຊホ౯ࡘ࠸࡚
㸦௨ୗࠕ⬟ຊホ౯ࠖ࠸࠺ࠋ㸧
㸦ͤୖグᅄࡘࢆࡲࡵ࡚㸪௨ୗࠕ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ➼ࠖ࠸࠺ࠋ㸧

յᖹᡂ㸰㸳ᖺ㸰᭶

ࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖᑐࡍࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱࠾ࡅࡿᣦᑟຊホ౯ࡘ࠸࡚
㸦௨ୗࠕᣦᑟຊホ౯ࠖ࠸࠺ࠋ㸧
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̢φ̣ѻҺѽҵҹҰ٬๕рݵᄣнжЖи
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ➼ࡢᴫせࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ

࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ➼ࡢᴫせ
ձ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
䛆ෆᐜ䛇
ࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖᑐࡍࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡣ㸪ᑐヰࡼࡿ┦⌮ゎࡢಁ㐍ཬࡧࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊࡢྥୖࢆᅗࡾ㸪
ࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖࡀ᪥ᮏㄒࢆ⏝࠸࡚♫⏕ά
ཧຍ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿࡇࢆ┠ᣦࡋ࡚࠾ࡾ㸪࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖ
ᑐࡍࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢෆᐜࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ྛᆅᇦ࠾࠸࡚ࡣ㸪ᆅᇦࡸእᅜேࡢ≧ἣ➼㸦௨ୗࠕᆅᇦࡢ≧ἣࠖ࠸࠺ࠋ㸧ᛂࡌࡓ᪥ᮏ
ㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ᳨ウཬࡧసᡂࡍࡿ㝿ཧ⪃ࡍࡿࡇࢆᇶᮏࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
䛆ᵓᡂ䛇
⏕άࡢᇶ┙ࢆᙧᡂࡍࡿୖ࡛ᚲせྍḞ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿ⏕άୖࡢ⾜Ⅽࡢ㸪ࡑࡇ࡛
ᚲせ࡞ࡿ᪥ᮏㄒᏛ⩦ࡢ㡯┠࣭せ⣲㸪㛵㐃ࡍࡿ♫࣭ᩥⓗ࡞ሗ࡞ࡽᵓᡂࡋ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋ
䛆ᐃ䛧䛶䛔䜛⏝⪅䛇
ྛ㒔㐨ᗓ┴㸪ᕷ⏫ᮧ࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᢸᙜ⪅➼㸪ྛᆅᇦ࠾࠸࡚᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢࢥ࣮
ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ⓗᙺࢆᯝࡓࡍேά⏝ࡉࢀࡿࡇࢆᐃࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢࡶ㸪ྛ㒔
㐨ᗓ┴㸪ᕷ⏫ᮧ࠾࠸࡚㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱⟇ࡸᴗࡢ⏬ࢆ⾜࠺ேࡸ㸪ᩍᐊάືࢆ⾜࠺ே࡞
⏝ࡉࢀࡿࡇࢆᐃࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ղ࢞ࢻࣈࢵࢡ
࠙ෆᐜࠚ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆᇶࡋ࡚㸪ᆅᇦࡢᐇࡸእᅜேࡢ≧ἣᛂࡌࡓ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࢆ⦅ᡂࡍࡿ㝿ࡢ⪃࠼᪉ࡸసᡂᡭ㡰㸪ࡉࡽࡑࡢ୰࡛⏝࠸ࡿᩍᐊάືࡢ᪉ἲࢆゎㄝࡋ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋ
࠙ᵓᡂࠚ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛά⏝ࡢཧ⪃ࡋ࡚㸪ゝㄒ࣭ゝㄒ⩦ᚓࡢ⪃࠼᪉㸪ᩍᐊάືࡢ᪉ἲ㸪᪥ᮏㄒ
ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢసᡂᡭ㡰ලయ㸪ᩍᐊάືࡢලయⓗෆᐜࡽᵓᡂࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࠙ᐃࡋ࡚࠸ࡿ⏝⪅ࠚ
ࠕձ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠖྠࡌࠋ
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ճᩍᮦ㞟
࠙ෆᐜࠚ
᪥ᮏㄒࢆ⏝࠸࡚⏕άୖࡢ⾜Ⅽࢆ⾜࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡿࡓࡵࡢ㸪⾜ື࣭య㦂୰ᚰࡢᩍᐊάື
࡛⏝࠸ࡿᩍᮦࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡲࡓ㸪ྛᆅᇦ࠾ࡅࡿᩍᮦ㞟ࡢά⏝ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵ㸪ᆅᇦࡢ≧ἣᛂࡌࡓᕤኵࡢ
᪉ࢆゎㄝࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࠙ᵓᡂࠚ
࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿ⏕άୖࡢ⾜Ⅽࡢࡢ࠺ࡕ㸪ࡼࡾᚲせᛶࡀ㧗࠸ᛮ
ࢃࢀࡿ⏕άୖࡢ⾜Ⅽࡢᑐࡍࡿᩍᮦ㸪ᣦᑟࣀ࣮ࢺࡽᵓᡂࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࠙ᐃࡋ࡚࠸ࡿ⏝⪅ࠚ
ࠕձ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠖྠࡌࠋ

մ⬟ຊホ౯
࠙ෆᐜࠚ
Ꮫ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ⬟ຊࢆᢕᥱࡋ㸪⥅⥆ⓗ࡞᪥ᮏㄒᏛ⩦ࢆᨭࡍࡿࡓࡵ㸪᪥ᮏㄒ⬟ຊࢆᢕ
ᥱࡍࡿ᪉ἲ㸪Ꮫ⩦ᡂᯝࢆグ㘓ࡋ✚ࡍࡿࣇ࡛ࣝ࠶ࡿ᪥ᮏㄒᏛ⩦࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࢆ
♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࠙ᵓᡂࠚ
࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿ⏕άୖࡢ⾜Ⅽࡢࢆᇶࡋࡓ᪥ᮏㄒᏛ⩦࣏࣮ࢺ
ࣇ࢛ࣜ࢜ࡑࢀࢆά⏝ࡍࡿࡓࡵࡢ㈨ᩱࡋ࡚㸪᪥ᮏㄒ⬟ຊࡢホ౯ࢆ⾜࠺࣮ࣟࣝࣉࣞࢱ
ࢫࢡࡢ㸪࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛᢅ࠺⏕άୖࡢ⾜Ⅽࡢ୍ぴࡽᵓᡂࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࠙ᐃࡋ࡚࠸ࡿ⏝⪅ࠚ
Ꮫ⩦⪅ࡢ㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛᙺ❧࡚ࡓࡾ㸪ᚲせ࡞ᨭࢆ▱ࡿࡓࡵᣦᑟ⪅
ࡸ༠ຊ⪅⏝ࡉࢀࡿࡇࢆᐃࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
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࢞ࢻࣈࢵࢡࡢ㸲࣮࣌ࢪ࡛㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢά⏝ཬࡧᣦᑟ᪉ἲ㛵ࡍࡿ࣏ࣥࢺࡋ
࡚௨ୗࡢ㸲Ⅼࢆᣲࡆ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࢀࡽࡢ࣏ࣥࢺࡘ࠸࡚ࡣᣦᑟຊホ౯ࡢ୰࡛ࡶྲྀࡾୖࡆ࡚
࠸ࡿࡓࡵ㸪㌿㍕ࡋࡲࡍࠋ

䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛾ά⏝ཬ䜃ᣦᑟ᪉ἲ䛻㛵䛩䜛䝫䜲䞁䝖
ͤỈⰍࡢᯟෆࡢ㸦

㸧ෆ♧ࡍ࣮࣌ࢪᩘ㸪⾜ᩘࡣ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡽᢤ⢋ࡋࡓ⟠ᡤࢆ♧ࡋࡲࡍࠋ

ᆅᇦ࣭Ꮫ⩦⪅ᛂࡌࡓᩍ⫱ෆᐜࡢ㑅ᢥᕤኵ
ۑ㐺ᐅಟṇࢆຍ࠼㸪ྛᆅᇦࡢ≧ἣࡸᏛ⩦⪅
ࡢ᪥ᮏㄒࣞ࣋ࣝࡸࢽ࣮ࢬྜࢃࡏࡿࡇ
ࡀᚲせ 㸦6 ࣮࣌ࢪ㸪23 ⾜┠㸧
ྛۑᆅᇦ࠾࠸࡚ྲྀࡾୖࡆࡿ⏕άୖࡢ⾜Ⅽ
ࡢࢆⓗ☜㑅ᢥࡋ㸪ලయⓗ࡞ࣉࣟࢢ
࣒ࣛࡋ࡚㓄ิࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸦6 ࣮࣌
ࢪ㸪16 ⾜┠㸧
ۑᩥᏐࡸⓎ㡢㸪ᇶ♏ⓗ࡞ᩥἲ㡯࡞ࡣྛ
ᆅᇦ࠾࠸࡚᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢලయⓗ࡞ෆᐜ
ࢆ᳨ウࡍࡿ㝿ᚲせᛂࡌ࡚ྲྀࡾᢅ࠺ࡇ
ࢆᐃ㸦5 ࣮࣌ࢪ㸪33 ⾜┠㸧

ᑓ㛛ᐙ࣭ᆅᇦఫẸࡢ༠ാ
࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ۑࡢࠕሙ㠃ࠖࡢࠕ┦ᡭ࡛ࠖ
ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿேࡸ㸪Ꮫ⩦⪅ẕㄒ
ࡀྠࡌ࡛ࡘ᪥ᮇ㛫ࡀ㛗ࡃ㸪᪥ᮏࡢ⏕
άヲࡋ࠸ேࡢ༠ຊࡸཧຍࢆᚓࡿࡇ
࡛㸪ࡼࡾලయⓗ࡛ຠᯝⓗ࡞ᩍᐊάືࢆᒎ
㛤ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ㸦8 ࣮࣌ࢪ㸪2 ⾜┠㸧
ۑᆅᇦ࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱⢭㏻ࡋࡓᑓ㛛
ᐙࡢຓゝࢆཷࡅࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸
㸦8 ࣮࣌ࢪ㸪22 ⾜┠㸧

⏕ࠕۑά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖᑐࡍࡿ᪥ᮏ
ㄒᩍ⫱ࡢ┠ⓗ࣭┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡣ㸪
Ꮫ⩦⪅ࡣᶆ‽ⓗ࡞࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛ♧ࡋ
ࡓ⏕άୖࡢ⾜Ⅽࡢࢆ⥙⨶ⓗ⾜࠼ࡿ
ࡼ࠺࡞ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸦6 ࣮࣌ࢪ㸪19 ⾜
┠㸧

⾜ື࣭య㦂୰ᚰࡢάື

ᑐヰࡼࡿ┦⌮ゎࡢಁ㐍

⏕ۑάୖࡢ⾜Ⅽࢆ⾜࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡿ࠸࠺
ࡇࡣࡑࡢ⏕άୖࡢ⾜Ⅽࡀ⾜ࢃࢀࡿሙ㠃
㛵ಀࡍࡿゝㄒ࣭♫࣭ᩥⓗ࡞▱㆑ࢆ
ࡗ࡚⾜ື࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿࡇ࡛࠶ࡿ
㸦6 ࣮࣌ࢪ㸪27 ⾜┠㸧

ۑ᪥ᮏ♫࠾ࡅࡿつ⠊ࡢᢲࡋࡅ࡞ࡽ
࡞࠸ࡼ࠺࡞㓄៖ࡀᚲせࠋ࠸ࡢᩥࡢ⌮
ゎࡀ῝ࡲࡿࡼ࠺࡞ᑐヰࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔᩍᐊ
άືࢆ⾜࠺ᕤኵࡀồࡵࡽࢀࡿ㸦6 ࣮࣌ࢪ㸪
33 ⾜┠㸧

⏕ۑάሙ㠃ᐦ╔ࡋࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
άືࢆྍ⬟ࡍࡿ⬟ຊࡘ࡞ࡀࡿᩍᐊά
ືࢆᐇࡍࡿࡇ㸦7 ࣮࣌ࢪ㸪17 ⾜┠㸧

ۑ᪥ᮏேഃࡶࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖࡀ
⨨ࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣࡸ⫼ᬒࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡃ
ࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡾ㸪Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡀ⮬ศࡢ
⫼ᬒࡸᩥࢆ᪥ᮏேഃᥦ♧࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡞㓄៖ࡀᚲせ㸦7 ࣮࣌ࢪ㸪21 ⾜┠㸧

࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ۑ࡛ྲྀࡾୖࡆࡓᏛ⩦㡯┠ࢆ
య㦂ⓗᏛࡪ㸦7 ࣮࣌ࢪ㸪19 ⾜┠㸧
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ۑᩥὶ࣭ᑐヰࡢሙࢆタࡅ㸪ᣦᑟ⪅Ꮫ
⩦⪅㸪Ꮫ⩦⪅ྠኈࡀ࠸ࡢ♫࣭ᩥ
ࡘ࠸࡚Ꮫࡿࡼ࠺ᕤኵࡍࡿࡇ
㸦7 ࣮࣌ࢪ㸪23 ⾜┠㸧

̢χ̣ઈᅹྒܣрুКုнжЖи
שઈᅹྒܣн߶ЫѝᇈผкЯрषणܮнжЖи
᪥ᮏㄒᩍ⫱ᑠጤဨ࡛ࡣᣦᑟຊホ౯ࡘ࠸࡚㸪௨ୗࡢㄽⅬࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ

ᣦᑟຊホ౯ࡢㄽⅬࡑࡢ᳨ウ⤖ᯝ

̢ᇈผυ̣ྒܣрฆ

ホ౯ࡢ┠ⓗࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖᑐࡍࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢆ⾜࠺ୖ
࡛ᚲせ࡞⬟ຊ୍⯡࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖᑐࡍࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢆ࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛ➼ࢆά⏝ࡋ࡚⾜࠺ୖ࡛ᚲせ࡞⬟ຊࡘ࠸࡚ホ౯㸦άືࡢࡾ㏉ࡾࡸぢ┤
ࡋ࡞ࢆྵࡴࠋ㸧ࡍࡿࡇࡼࡾ㸪ࡑࡢྥୖࢆᅗࡾ㸪ࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖࡢ
ࢽ࣮ࢬࡼࡾ୍ᒙᛂ࠼࠺ࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢᐇ⌧ࡘ࡞ࡆࡿࡇࡋࡲࡍࠋ

̢ᇈผφ̣ྒܣрഒ̢ܡѤྒܣЫѝН̣

ࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖࡢࢽ࣮ࢬࡼࡾ୍ᒙᛂ࠼ࡿࡓࡵࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ᑐࡍࡿ
┤᥋ⓗ࡞᪥ᮏㄒࡢᣦᑟࢆ⾜࠺⬟ຊࡲࡽࡎ㸪ࡑࢀࢆྵࡵ㸪ᆅᇦࡢ≧ἣᛂࡌࡓ
᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⏬㸦㹎㹪㹟㹬㸧㸪ᐇ㸦㹂㹭㸧
㸪Ⅼ᳨㸦㹁㹦㹣㹡㹩㸧
㸪ᨵ
ၿ㸦㸿㹡㹲㹧㹭㹬㸧ࢆ㹎㹂㹁㸿ࢧࢡࣝᇶ࡙࠸࡚⾜࠺⬟ຊࡀồࡵࡽࢀࡲࡍࠋ
ࡑࡢࡓࡵ㸪ホ౯ࡢᑐ㇟㸦ఱࢆホ౯ࡍࡿ㸧㸪ࡍ࡞ࢃࡕᣦᑟຊホ౯࡛࠸࠺ᣦᑟຊ㸦௨
ୗࠕᣦᑟຊࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ㄽⅬ㸯ࡢホ౯ࡢ┠ⓗࢆ㋃ࡲ࠼㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
➼ࢆά⏝ࡋ࡚㸪ᆅᇦࡢ≧ἣᛂࡌࡓ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ㊶ࢆ㹎㹂㹁㸿ࢧ
ࢡࣝᇶ࡙࠸࡚⾜࠺⬟ຊࡋࡲࡋࡓࠋ
࡞࠾㸪㹎㹂㹁㸿ࢧࢡࣝࡘ࠸࡚ࡣ㸪㸯㸴࣮࣌ࢪࡢࠕ࠙ཧ⪃ࠚᣦᑟຊホ౯࠾ࡅ
ࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㹎㹂㹁㸿ࢧࢡࣝࠖࡶཧ↷ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
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࠙ཧ⪃ࠚ
ᣦᑟຊホ౯࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㹎㹂㹁㸿ࢧࢡࣝ
㹎㹪㹟㹬㸦⏬㸧
Ϩ

ᆅᇦࡢ≧ἣࡢᢕᥱ

ϩ

᪥ᮏㄒᩍᐊࡢ┠ⓗࡢタᐃ࣭᪥ᮏㄒᩍᐊࡢタ⨨

Ϫ

ලయⓗ࡞᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢసᡂ

㹂㹭㸦ᐇ㸧
ϫ

ྛᆅᇦࡢᐇᛂࡌࡓ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢᐇ

㹁㹦㹣㹡㹩㸦Ⅼ᳨㸧
Ϭ

᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢⅬ᳨

ͤ㹎㹂㹁㸿ࢧࢡࣝ
ᇶ࡙ࡁ㸪ᣦᑟຊࡢ
ྥୖࡸ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࡢᨵၿࢆ⾜
࠸㸪
ࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢ
እᅜேࠖࡢࢽ࣮ࢬ
ࡼࡾ୍ᒙᛂ࠼࠺ࡿ᪥
ᮏㄒᩍ⫱ࡢᐇ⌧

㸿㹡㹲㹧㹭㹬㸦ᨵၿ㸧
ϭ

᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᨵၿ

̢ᇈผχ̣ྒܣഒૢ̢൏ѤྒܣЫѝН̣
ㄽⅬ㸰ࡢ᳨ウ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪௨ୗࢆホ౯ᑐ㇟⪅ࡋࡲࡍࠋ
㸦㸯㸧Ꮫ⩦⪅ᑐࡍࡿ┤᥋ⓗ࡞᪥ᮏㄒࡢᣦᑟᦠࢃࡿ⪅
㸦௨ୗࠕᆅᇦ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᣦᑟ⪅ࠖ࠸࠺ࠋ㸧
㸦㸰㸧⾜ᨻࡸᆅᇦࡢ㛵ಀᶵ㛵➼ࡢ㐃ᦠࡢୗ㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ㊶㸦┤᥋
ⓗ࡞᪥ᮏㄒࡢᣦᑟࢆ㝖ࡃ㸧ᦠࢃࡿ⪅
㸦௨ୗࠕᆅᇦ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࠖ࠸࠺ࠋ㸧
ͤ㸦㸯㸧㸦㸰㸧ࢆྜࢃࡏ࡚ࠕᐇ㊶⪅ࠖ࠸࠸ࡲࡍࠋ
ᆅᇦ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᣦᑟ⪅ᆅᇦ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡣ࠸ࡎࢀࡶ୍ᐃࡢᙺࢆ
ᢸ࠺⪅ᑐࡍࡿ౽ᐅୖࡢྡ⛠࡛࠶ࡾ㸪≉ᐃࡢ㈨᱁⪅ࡸົᙧែ࠶ࡿ⪅ࢆᣦࡍࡶࡢ࡛
ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
࡞࠾㸪ᐇ㊶⪅ࡢົᙧែࡸάືᙧែ㸦࣎ࣛࣥࢸ࠺࡞㸧ࡢ㐪࠸ᇶ࡙ࡃ
ホ౯ᑐ㇟⪅ࡢ⣽࡞タᐃࡣ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋ
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̢ᇈผψ̣ྒ̢ૢܣ൏ОྒܣЫѝН̣
ᐇ㊶⪅ࡀ⮬ࡽࡢᣦᑟຊࡘ࠸࡚㸪⮬ᕫホ౯ࢆ⾜࠺ࡇࢆᇶᮏࡋࡲࡍࠋ
̢ᇈผω̣ྒܣрုေ
ᣦᑟຊࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞㡯┠ࢆ୍ぴࡋࡓᣦᑟຊホ౯㡯┠୍ぴࡽ㸪ᐇ㊶⪅
ࡀ⮬ࡽࡢᙺࡋ࡚ᚲせ࡞㡯┠ࢆ㑅ᢥࡋ࡚సᡂࡍࡿࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺ㸦௨ୗࠕᣦᑟຊホ
౯㛵ࡍࡿࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆ⏝࠸࡚㸱ẁ㝵㸦ࠕ۔㸦ࡼࡃ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ㸧ࠖ
㸪
ࠕۑ
㸦࡛ࡁ࡚࠸ࡿ㸧ࠖ
㸪ࠕڹ㸦࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸㸧ࠖ㸧࡛ホ౯ࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ
࠶ࢃࡏ࡚㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ㊶ࡢ㐣⛬ࡸᣦᑟຊࡢྥୖࡢኚ㑄ࡸ⌮⏤࡞

ࢆࡾ㏉ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᕤኵࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࡞࠾㸪ᣦᑟຊホ౯㡯┠୍ぴ࡛ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ㡯┠ࡀᆅᇦ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᣦᑟ⪅㸪ᆅᇦ᪥
ᮏㄒᩍ⫱ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢࡕࡽࢆᑐ㇟ࡋ࡚࠸ࡿࢆཧ⪃ࡋ࡚♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍ
ࡀ㸪ᐇ㊶⪅ࡣ⮬ࡽࡢᙺࡋ࡚ᚲせ࡞㡯┠ࢆ㑅ᢥࡋ࡚㸪ᣦᑟຊホ౯㛵ࡍࡿࢳ࢙ࢵࢡ
ࢩ࣮ࢺࢆసᡂࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
̢ᇈผϊ̣ྒܣйᄝЫѝડᅫ
㸯㸮࣮࣌ࢪࡽ㸯㸷࣮࣌ࢪࡢࠕᣦᑟຊホ౯ࡘ࠸࡚ࠖຍ࠼㸪ձᣦᑟຊホ౯㡯┠୍
ぴ㸪ղᣦᑟຊホ౯㛵ࡍࡿࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺ㸪ճ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ㊶ࡢグ㘓㸪
մ◊ಟཷㅮࡢグ㘓㸪յ◊ಟࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡞࠾㸪ࡇࡇ࡛ࡣձ㹼
մࢆྜࢃࡏ࡚᪥ᮏㄒᣦᑟຊ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜࠸࠸ࡲࡍࠋ
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ຶתၬংઈᅹҭ̔ҘҥѹҺѺнжЖи
᪥ᮏㄒᣦᑟຊ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡣ㸪ᣦᑟຊホ౯㡯┠୍ぴ㸪ᣦᑟຊホ౯㛵ࡍࡿࢳ࢙ࢵࢡ
ࢩ࣮ࢺ㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ㊶ࡢグ㘓㸪◊ಟཷㅮࡢグ㘓ࡽᵓᡂࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀ
ࡒࢀࡢෆᐜ㸪ά⏝ࡢ᪉㸪ά⏝ࡼࡾᮇᚅࡉࢀࡿࡇࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ
࡞࠾㸪ᣦᑟຊホ౯㛵ࡍࡿࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺ㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛᐇ㊶ࡢグ㘓㸪◊ಟཷ
ㅮࡢグ㘓ࡣ㸪ᣦᑟຊࡢྥୖࡢࡓࡵࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱㛵ࡍࡿ⤒㦂ࢆ♧ࡍ㈨ᩱࡋ࡚
ά⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ

᪥ᮏㄒᣦᑟຊ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜
㸯

ᣦᑟຊホ౯㡯┠୍ぴ

࠙ෆᐜࠚ
ᣦᑟຊࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞㡯┠ࢆ୍ぴࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ⏬㸦㹎㹪㹟㹬㸧
࣭ᐇ
㸦㹂㹭㸧࣭Ⅼ᳨㸦㹁㹦㹣㹡㹩㸧࣭ᨵၿ㸦㸿㹡㹲㹧㹭㹬㸧ࡢ㡰♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࠙ά⏝ࡢ᪉ࠚ
ᣦᑟຊホ౯㡯┠୍ぴࡽ㸪ᐇ㊶⪅ࡀ⮬ࡽࡢᙺᚲせ࡞㡯┠ࢆ㑅ᢥࡋ㸪ᣦᑟຊホ౯
㛵ࡍࡿࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࢆసᡂࡋࡓୖ࡛㸪ホ౯⤖ᯝࢆグ㘓ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓ㸪ಶࠎ
ࡢ㡯┠ᑐࡍࡿホ౯⤖ᯝࡢ⌮⏤ࡸኚ㑄ࢆグ㘓࡛ࡁࡿࡼ࠺ࢥ࣓ࣥࢺࢆグ㍕ࡍࡿḍࢆタ
ࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋࡉࡽ㸪ホ౯⤖ᯝࡢኚ㑄ࢆ⥅⥆ⓗࡾ㏉ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪ホ౯
⤖ᯝࢆグ㘓ࡍࡿḍࢆ㸱ᅇศ㸪タࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࡞࠾㸪ᣦᑟຊホ౯㡯┠୍ぴࢆᇶࡋࡓᣦᑟຊホ౯㛵ࡍࡿࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࡢసᡂཬ
ࡧホ౯ࡢグ㘓ࡢグ㍕ࡣ㸪ᮏᡭᘬ࠶ࡿ࠸ࡣᣦᑟຊホ౯㡯┠୍ぴࢆࣉࣜࣥࢺ࢘ࢺࡋࡓࡶ
ࡢ᭩ࡁ㎸ࡴ᪉ἲ㸦㸰㸯࣮࣌ࢪཧ↷㸧ࣃࢯࢥࣥࡼࡿ᪉ἲ㸦㸲㸶࣮࣌ࢪࡽ㸳㸰
࣮࣌ࢪཧ↷㸧ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
࠙ά⏝ࡼࡾᮇᚅࡉࢀࡿࡇࠚ
ᣦᑟຊホ౯㡯┠୍ぴࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡛㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ➼ࢆά⏝ࡋ࡚㸪ᆅᇦࡢ≧ἣ
ᛂࡌࡓ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ㊶ࢆ㹎㹂㹁㸿ࢧࢡࣝᇶ࡙࠸࡚⾜࠺㝿ᚲせ࡞
ᣦᑟຊࡘ࠸᳨࡚ウࡋ㸪ලయⓗ࡞┠ᶆࢆタᐃࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
ᐇ㊶⪅ࡢ㛫࡛ࡢヰࡋྜ࠸ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᐇ㊶⪅ࡀ⮬ࡽࡢᙺࡋ࡚ᚲせ࡞㡯
┠ࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡛㸪ᙺศᢸࡀ᫂☜࡛ࡁࡲࡍࠋ

㸰

ᣦᑟຊホ౯㛵ࡍࡿࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺ

࠙ෆᐜࠚ
ᣦᑟຊホ౯㛵ࡍࡿࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࢆసᡂࡍࡿ᪉ἲཬࡧసᡂࢆᆅᇦ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᣦ
ᑟ⪅ࡘ࠸࡚㸰㸪ᆅᇦ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡘ࠸࡚㸰㸪ィ㸲ࢆ♧ࡋ࡚
࠸ࡲࡍࠋ
࠙ά⏝ࡢ᪉ࠚ
ᣦᑟຊホ౯㡯┠୍ぴࡽᣦᑟຊホ౯㛵ࡍࡿࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࢆసᡂࡍࡿ㝿ཬࡧ᪥ᮏ
ㄒᩍᐊ࠾࠸࡚ᙺศᢸࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ㝿ཧ⪃ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
࠙ά⏝ࡼࡾᮇᚅࡉࢀࡿࡇࠚ
ᣦᑟຊホ౯㛵ࡍࡿࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡛㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᐇ㊶⪅ࡢᣦᑟຊ
ࢆᢕᥱࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
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㸱

᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ㊶ࡢグ㘓

࠙ෆᐜࠚ
᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ㊶ᙜࡓࡗ࡚ࡢㄢ㢟㸪┠ᶆ㸪⤒㐣㸪ᡂᯝཬࡧ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟
➼ࢆグ㘓ࡍࡿࢩ࣮ࢺ࡛ࡍࠋ
࠙ά⏝ࡢ᪉ࠚ
᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ㊶ࡢ≧ἣࡘ࠸࡚グ㘓ࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓ㸪ࡑࡢグ㘓
ࢆ✚㸪ᩚ⌮ࡋ㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡘ࠸࡚ࡾ㏉ࡾ㸪ࡑࡢෆᐜࢆ᳨ウࡍࡿ㝿
ά⏝ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
࠙ά⏝ࡼࡾᮇᚅࡉࢀࡿࡇࠚ
ᣦᑟຊホ౯㛵ࡍࡿࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺ↷ࡽࡋྜࢃࡏࡿࡇ࡛㸪
ձ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ㊶ᚲせ࡞ᣦᑟຊࡘ࠸࡚ලయⓗ⪃࠼ࡿ
ղ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ㊶ࡢ㐣⛬ᣦᑟຊࡢྥୖࡢኚ㑄ࢆ⤖ࡧࡅ࡚⪃࠼ࡿ
ճ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᨵၿࡢࡓࡵྲྀࡾ⤌ࡴࡁࡇ㸪ᐇ㊶⪅ࡢಶࠎࡢᣦ
ᑟຊࡢྥୖࡢࡓࡵྲྀࡾ⤌ࡴࡁࡇࢆ⤖ࡧࡅ࡚⪃࠼ࡿ
ࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ

㸲

◊ಟཷㅮࡢグ㘓

࠙ෆᐜࠚ
ᣦᑟຊࡢྥୖࡢࡓࡵཷㅮࡋࡓ◊ಟࡘ࠸࡚グ㘓ࡍࡿࢩ࣮ࢺ࡛ࡍࠋ
࠙ά⏝ࡢ᪉ࠚ
ᣦᑟຊࡢྥୖࡢࡓࡵཷㅮࡋࡓ◊ಟࡘ࠸࡚グ㘓ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓ㸪ࡑࡢグ㘓ࢆ
✚㸪ᩚ⌮ࡋ㸪ᣦᑟຊࡢྥୖࡢኚ㑄ࡘ࠸࡚ࡾ㏉ࡿ㝿ά⏝ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
࠙ά⏝ࡼࡾᮇᚅࡉࢀࡿࡇࠚ
ᣦᑟຊホ౯㛵ࡍࡿࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺ↷ࡽࡋྜࢃࡏࡿࡇ࡛㸪ᣦᑟຊࡢྥୖྥࡅ
࡚ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࡇ㸪ᣦᑟຊࡢྥୖࡢኚ㑄ࢆ⤖ࡧࡅ࡚⪃࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
ᐇ㊶⪅ࡢ㛫࡛ඹ᭷ࡍࡿࡇ࡛㸪ᣦᑟຊࡢྥୖࡢࡓࡵࡢຠᯝⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ

़ଐрҧҽҀҹҰрᆍ
ᐇ㊶⪅ࡢᣦᑟຊࡢྥୖࡢࡓࡵ⾜࠺◊ಟࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࢆᆅᇦ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᣦᑟ⪅㸪ᆅ
ᇦ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢู♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪◊ಟࡢ┠ⓗ㸪◊ಟࡢෆᐜཬࡧ◊
ಟࡢὶࢀࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ྛᆅᇦ࠾࠸࡚ࡣ㸪ᆅᇦࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼㸪◊ಟࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࢆཧ⪃◊ಟࢆ⏬ࡋ㸪
ᐇࡍࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡲࡍࠋ

ু
ཧ⪃ࡋ࡚㸪ᣦᑟຊホ౯㛵ࡍࡿࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࡢࣃࢯࢥࣥୖ࡛ࡢά⏝᪉ἲ㸪࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒ࣛᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠕ࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛᢅ࠺⏕άୖࡢ⾜Ⅽࡢࠖࡢከゝㄒ∧ཬࡧ࢞
ࢻࣈࢵࢡᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢసᡂᡭ㡰ࠖࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
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φ

ຶၬংઈᅹҭ̔ҘҥѹҺѺнжЖи

̢υ̣ઈᅹྒܣڒᅃнжЖи
ᣦᑟຊホ౯㡯┠୍ぴ࡛ྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿ㡯┠ࡣ㸪㒊࡛㸯㸯㸱㡯┠࠶ࡾࡲࡍࠋᐇ㊶⪅ࡣࡑ
ࢀࡒࢀࡢᆅᇦࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ㊶ࡢᙧែࡸᐇ㊶⪅ࡢᙺ➼ྜࢃࡏ࡚ᣦᑟຊホ
౯㡯┠୍ぴࡽ⮬ࡽࡢᙺࡋ࡚ᚲせ࡞㡯┠ࢆ㑅ᢥࡋ࡚㸪ᣦᑟຊホ౯㛵ࡍࡿࢳ࢙ࢵࢡ
ࢩ࣮ࢺࢆసᡂࡋ㸪ࡑࢀᇶ࡙࠸࡚ᣦᑟຊホ౯ࢆ⾜ࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓ㸪ᣦᑟຊホ౯㛵ࡍ
ࡿࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࡣ㸪సᡂࡍࡿ㝿㸪ᣦᑟຊホ౯㡯┠୍ぴࡽఱ㡯┠௨ୖ㑅ࡤ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸࠸࠺ᛶ᱁ࡢࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
࡞࠾㸪ᣦᑟຊホ౯㡯┠୍ぴ࡛ࡣ㸪ᆅᇦ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᣦᑟ⪅ࢆࠕᣦᑟ⪅ࠖ㸪ᆅᇦ᪥ᮏㄒᩍ⫱
ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࢆࠕࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࠖ␎⛠ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᣦᑟຊホ౯㡯┠୍ぴࡣ㸪ᣦᑟຊホ౯㡯┠୍ぴࡢయീࡢᢕᥱࡢࡓࡵࡢయ∧㸪ලయⓗ࡞
㡯┠ࡢ☜ㄆ㸪ᣦᑟຊホ౯㛵ࡍࡿࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࢆసᡂࡍࡿᇶࡋ࡚ά⏝ࡍࡿࡓࡵࡢヲ⣽
∧ࡢ㸰✀㢮ࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ᣦᑟຊホ౯㡯┠୍ぴࡢ
✀㢮

య∧
㸦㸰㸰࣮࣌ࢪ㹼㸰㸱࣮࣌ࢪ㸧

ྛḍࡢෆᐜ
ᣦᑟຊホ౯㡯┠୍ぴ
࠙ෆᐜࠚ
᭱ࡶୗࡢࣞ࣋ࣝࡢ㡯┠㸨ࢆ㝖࠸ࡓ㡯┠ࡢ୍ぴ

ᣦᑟຊホ౯㡯┠୍ぴ
࠙ෆᐜࠚ
᭱ࡶୗࡢࣞ࣋ࣝࡢ㡯┠ࢆྵࢇࡔ㡯┠ࡢ୍ぴ

ヲ⣽∧

ᑐ㇟
࣭ ࡑࢀࡒࢀࡢ㡯┠ࡀᣦᑟ⪅㸪ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢࡕࡽࢆᑐ㇟ࡋ
࡚࠸ࡿࢆࠕࠖۑ༳ࡼࡾ㸪ཧ⪃ࡋ࡚ศ㢮ࡋࡓࡶࡢ
࣭ ᣦᑟຊホ౯㡯┠୍ぴࡽ㡯┠ࢆ㑅ᢥࡋ㸪ᣦᑟຊホ౯㛵ࡍࡿ
ࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࢆసᡂࡍࡿ㝿ཧ⪃ࡋ࡚ά⏝

㸦㸰㸲࣮࣌ࢪ㹼㸰㸷࣮࣌ࢪ㸧

㑅ᢥ㡯┠
࣭ ࡑࢀࡒࢀࡢᐇ㊶⪅ࡀ⮬ࡽࡢᙺࡋ࡚ᚲせ࡞㡯┠ࢆ㑅ᢥࡍࡿ㝿
ά⏝
ホ౯ࡢグ㘓
࣭ ᣦᑟຊホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ᭶᪥ࡑࡢホ౯⤖ᯝ
࣭ ホ౯⤖ᯝࢆࠕ۔㸦ࡼࡃ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ㸧ࠖ㸪ࠕۑ㸦࡛ࡁ࡚࠸ࡿ㸧ࠖ㸪
ࠕڹ㸦࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸㸧࡛ࠖグ㍕ࡋ㸪ࡾ㏉ࡾࢆ⾜࠺㝿ά⏝
㸨

᭱ࡶୗࡢࣞ࣋ࣝࡢ㡯┠ࡣ㸪ᣦᑟຊホ౯㡯┠୍ぴࡢ୰࡛ࡣࠕ㸧࡛ࠖ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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ᣦᑟຊホ౯㡯┠୍ぴ࡛ࠕ༠ຊ⪅ࠖࡣ㸪᪥ᮏㄒᩍᐊࡢሙᡤࢆᥦ౪ࡋࡓࡾ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢヰ
ࡢ┦ᡭࡋ࡚ᩍᐊάືཧຍࡋࡓࡾࡍࡿ࡞㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ㊶ᚲせ࡞༠ຊ
ࢆ⾜࠺⪅ࡢࡇࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ࡞࠾㸪
ࠕ༠ຊ⪅ࠖࡣᣦᑟຊホ౯ࡢᑐ㇟ࡣࡋ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋ

ᣦᑟຊホ౯㡯┠୍ぴ㸦ヲ⣽∧㸧ࡼࡿホ౯ࡢグ㍕
ᣦᑟຊホ౯㡯┠୍ぴࢆᇶࡋࡓᣦᑟຊホ౯㛵ࡍࡿࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࡢసᡂ㛵ࡋ㸪ᮏᡭᘬ࠶ࡿ࠸ࡣ
ᣦᑟຊホ౯㡯┠୍ぴࢆࣉࣜࣥࢺ࢘ࢺࡋࡓࡶࡢ᭩ࡁ㎸ࡴ᪉ἲࡘ࠸࡚ࡣ㸪௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ
࡞࠾㸪ࣃࢯࢥࣥࡼࡿグ㍕ࡢ᪉ἲࡘ࠸࡚ࡣ㸲㸶࣮࣌ࢪࡽ㸳㸰࣮࣌ࢪࢆཧ↷ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

䠬䡈䠽䡊㻙䠠䡋㻙 䠟䡄䡁䠿䡇㻙䠝䠿䡐䡅䡋䡊䛾ู

ホ౯䛾グ㘓

ࢳ࢙ࢵࢡ࣐࣮ࢡ㸦ࠕ➼ࠖݱ㸧
ࢆධࢀ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

䊠 ᆅᇦ䜔እᅜே䛾≧ἣ䛾ᢕᥱ
䠍䠊ᆅᇦ䛾እᅜே䛾≧ἣ䛾ᢕᥱ

ճホ౯ࡢ⤖ᯝࡘ࠸࡚㸪グ
ධࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡃࡼ͐۔
ࡿ࠸࡚ࡁ࡛͐ۑ
࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛͐ڹ

䠄䠍䠅ᆅᇦ䛾እᅜே䛾≧ἣ䜔Ꮫ⩦⪅䛾≧ἣ䜢ᢕᥱ䛧䛶䛔䜛
㻝㻕
㻞㻕

㻟㻕
㻠㻕

ᆅᇦࡢእᅜேࡢቑῶࡑࡢ⌮⏤ࢆᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿ
Ꮫ⩦⪅ࡀࡇࢀࡲ࡛᪥ᮏㄒᏛ⩦ࢆࡢ⛬ᗘ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᢕᥱ
ࡋ࡚࠸ࡿ
Ꮫ⩦⪅ࡀࡇࢀࡲ࡛ゝㄒᏛ⩦ࢆࡢ⛬ᗘ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᢕᥱࡋ
࡚࠸ࡿ
Ꮫ⩦⪅ࡢᖺ㱋㸪⫋ᴗ㸪ᐙ᪘ᙧែ࡞ࢆᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿ
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䕿

䕿
䕿

䕿 ݱ

䕧

䕧

䕿 ݱ

䕿

䖂

䕿  ݱ䕧

䕿

䕿

᪥

䠬䡈䠽䡊䠄⏬䠅

᭶

ձ㑅ᢥࡍࡿࠕ㑅ᢥ㡯┠ࠖࡢḍ

䐡

䐠 和 ᭶ 咆 ᪥

䐟 咉 ᭶ 咆 ᪥

㑅 ᢥ 㡯 ┠

ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

吊呎吞叺吤呎吖呎

ղホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ᪥ࢆグධ

ᣦ ᑟ ⪅

ᣦᑟຊホ౯㡯┠

ᑐ㇟

שઈᅹྒܣڒᅃ̢ಘഐ༽̣

䠬䡈䠽䡊㻙䠠䡋㻙 䠟䡄䡁䠿䡇㻙䠝䠿䡐䡅䡋䡊䛾ู
ᣦᑟຊホ౯㡯┠

䠬䡈䠽䡊䠄⏬䠅
䊠 ᆅᇦ䜔እᅜே䛾≧ἣ䛾ᢕᥱ
䠍䠊ᆅᇦ䛾እᅜே䛾≧ἣ䛾ᢕᥱ
䠄䠍䠅ᆅᇦ䛾እᅜே䛾≧ἣ䜔Ꮫ⩦⪅䛾≧ἣ䜢ᢕᥱ䛧䛶䛔䜛
䠄䠎䠅Ꮫ⩦⪅䛾䝙䞊䝈䜢ᢕᥱ䛧䛶䛔䜛
䠎䠊ᆅᇦ䛾䝸䝋䞊䝇䠆➼䛾ᢕᥱ
䠄䠏䠅ᆅᇦ䛾䝸䝋䞊䝇➼䜢ᢕᥱ䛧䛶䛔䜛

䊡 ᪥ᮏㄒᩍᐊ䛾┠ⓗ䛾タᐃ䞉᪥ᮏㄒᩍᐊ䛾タ⨨
䠏䠊᪥ᮏㄒᩍᐊ䛾┠ⓗ䛾タᐃ
䠄䠐䠅Ꮫ⩦⪅䛾⏕άㄢ㢟䛾ゎỴ䛻ྥ䛡䛯᪥ᮏㄒᩍᐊ䛾┠ⓗ䜢タᐃ䛧䛶䛔䜛
䠐䠊᪥ᮏㄒᩍᐊ䛾タ⨨
䠄䠑䠅ᆅᇦ䛾እᅜே䛾≧ἣ䛻ᛂ䛨䛯᪥ᮏㄒᩍᐊ䜢タ⨨䛧䛶䛔䜛
䠄䠒䠅⾜ᨻ䞉㛵ಀᶵ㛵䛸䛾㐃⤡ㄪᩚ䜢⾜䛳䛶䛔䜛

䊢 ලయⓗ䛺᪥ᮏㄒᩍ⫱䝥䝻䜾䝷䝮䛾సᡂ
䠑䠊Ꮫ⩦ෆᐜ䛾᳨ウ
䠄䠓䠅Ꮫ⩦ෆᐜ䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛧䛶䛔䜛
䠒䠊Ꮫ⩦㡰ᗎ䛾᳨ウ
䠄䠔䠅Ꮫ⩦㡰ᗎ䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛧䛶䛔䜛
䠓䠊Ꮫ⩦㛫䛾᳨ウ
䠄䠕䠅Ꮫ⩦㛫䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛧䛶䛔䜛
䠔䠊ᣦᑟ⪅䞉༠ຊ⪅䛾᳨ウ
䠄䠍䠌䠅ᣦᑟ⪅䞉༠ຊ⪅䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛧䛶䛔䜛
䠕䠊ᩍᐊάື䛾᳨ウ
䠄䠍䠍䠅⾜ື䞉య㦂୰ᚰ䛾ᩍᐊάື䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛧䛶䛔䜛
䠄䠍䠎䠅ᩍᮦ䞉ᩍල䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛧䛶䛔䜛
䠄䠍䠏䠅ホ౯䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛧䛶䛔䜛
㸨ࠕࣜࢯ࣮ࢫࠖ㸸ᣦᑟຊホ౯㡯┠୍ぴ࡛ࠕࣜࢯ࣮ࢫࠖࡣ㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠾࠸࡚ά⏝ࡍࡿ≀ⓗ࣭ேⓗ㈨※ࡢࡇࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
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䠬䡈䠽䡊㻙䠠䡋㻙 䠟䡄䡁䠿䡇㻙䠝䠿䡐䡅䡋䡊䛾ู
ᣦᑟຊホ౯㡯┠

䠠䡋䠄ᐇ䠅
䊣 ྛᆅᇦ䛾ᐇ䛻ᛂ䛨䛯᪥ᮏㄒᩍ⫱䛾ᐇ
䠍䠌䠊᪥ᮏㄒᩍᐊ䛾㐠Ⴀ
䠄䠍䠐䠅᪥ᮏㄒᩍᐊ䛾㐠Ⴀయไ䛜㐺ษ䛷䛒䜛
䠄䠍䠑䠅ᩍᐊάື䛻ᚲせ䛺ᣦᑟ⪅䜢⫱ᡂ䛧䛶䛔䜛
䠄䠍䠒䠅᪥ᮏㄒᩍᐊ䛾ព⩏䜔ෆᐜ䜢ఏ䛘䛶䛔䜛
䠄䠍䠓䠅⾜ᨻ䞉㛵ಀᶵ㛵䛸䛾㐃⤡ㄪᩚ䜢⾜䛳䛶䛔䜛
䠄䠍䠔䠅ᩍᐊάື䛾‽ഛ䜢⾜䛳䛶䛔䜛
䠍䠍䠊䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛾⌮ᛕ䛻ἢ䛳䛯᪥ᮏㄒᩍ⫱䛾ᐇ
䠄䠍䠕䠅Ꮫ⩦⪅䛾≧ἣ䜔䝙䞊䝈䜢㋃䜎䛘䛯ᩍᐊάື䜢⾜䛳䛶䛔䜛
䠄䠎䠌䠅⾜ື䞉య㦂୰ᚰ䛾ᩍᐊάື䜢⾜䛳䛶䛔䜛
䠄䠎䠍䠅ᑐヰ䛻䜘䜛┦⌮ゎ䜢ಁ㐍䛧䛶䛔䜛
䠄䠎䠎䠅ᑓ㛛ᐙ䜔ᆅᇦఫẸ䛸༠ാ䛧䛶䛔䜛
䠄䠎䠏䠅ᆅᇦ䞉Ꮫ⩦⪅䛻ᛂ䛨䛯ᩍᮦ䞉ᩍල䜢ᕤኵ䛧䛶䛔䜛
䠍䠎 ᩍᐊάື䛾グ㘓䞉䜚㏉䜚
䠍䠎䠊ᩍᐊάື䛾グ㘓䞉䜚㏉䜚
䠄䠎䠐䠅ᩍᐊάື䛻䛴䛔䛶グ㘓䛧䛶䛔䜛
䠄䠎䠑䠅ᩍᐊάື䛾グ㘓䜢ඹ᭷䛧䛶䛔䜛
䠄䠎䠒䠅ᩍᐊάື䛾グ㘓䜢ᩚ⌮䛧䛶䛔䜛
䠄䠎䠓䠅ᩍᐊάື䛾䜚㏉䜚䜢䛧䛶䛔䜛

䠟䡄䡁䠿䡇䠄Ⅼ᳨䠅
䊤 ᪥ᮏㄒᩍ⫱䝥䝻䜾䝷䝮䛾Ⅼ᳨
䠍䠏䠊᪥ᮏㄒᩍ⫱䝥䝻䜾䝷䝮䛾≧ἣ䛾ศᯒ䞉ㄢ㢟䛾ᢕᥱ
䠄䠎䠔䠅᪥ᮏㄒᩍᐊ䛾㐠Ⴀ䛻䛴䛔䛶ศᯒ䛧䠈ㄢ㢟䜢ᢕᥱ䛧䛶䛔䜛
䠄䠎䠕䠅䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛾⌮ᛕ䛻ἢ䛳䛯᪥ᮏㄒᩍ⫱䛾ᐇ䛻䛴䛔䛶ศᯒ䛧䠈ㄢ㢟䜢ᢕᥱ䛧䛶䛔䜛
䠄䠏䠌䠅ᩍᐊάື䛾グ㘓䞉䜚㏉䜚䛻䛴䛔䛶ศᯒ䛧䠈ㄢ㢟䜢ᢕᥱ䛧䛶䛔䜛
䠄䠏䠍䠅Ꮫ⩦⪅䞉ᣦᑟ⪅䞉༠ຊ⪅䛾ពぢ➼䜢ㄪᰝ䞉ศᯒ䛧䠈ㄢ㢟䜢ᢕᥱ䛧䛶䛔䜛
䠄䠏䠎䠅ศᯒ䛾⤖ᯝཬ䜃ㄢ㢟䜢䜎䛸䜑䛶䛔䜛

䠝䠿䡐䡅䡋䡊䠄ᨵၿ䠅
䊥 ᪥ᮏㄒᩍ⫱䝥䝻䜾䝷䝮䛾ᨵၿ
䠍䠐䠊᪥ᮏㄒᩍ⫱䝥䝻䜾䝷䝮䛾ᨵၿィ⏬䛾సᡂ䞉ᨵၿ䛾ᐇ
䠄䠏䠏䠅᪥ᮏㄒᩍ⫱䝥䝻䜾䝷䝮䛾ᨵၿィ⏬䜢᳨ウ䛧䛶䛔䜛
䠄䠏䠐䠅ᨵၿ䜢ᐇ䛧䛶䛔䜛
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②指導力評価項目一覧（詳細版）
Ｐｌａｎ-Ｄｏ- Ｃｈｅｃｋ-Ａｃｔｉｏｎの別

対象例
指

ー

導

ィ

指導力評価項目

コ

デ
ー

ネ
タ

ー

者

Ｐｌａｎ（企画）

評価の記録
① ② ③
選
択
月 月 月
項
目
日 日 日

Ⅰ 地域や外国人の状況の把握
１．地域の外国人の状況の把握
（１）地域の外国人の状況や学習者の状況を把握している
1) 地域の外国人の増減とその理由を把握している

○

2) 学習者がこれまでに日本語学習をどの程度行っているか把握している

○

○

3) 学習者がこれまでに言語学習をどの程度行っているか把握している

○

○

4) 学習者の年齢，職業，家族形態などを把握している

○

○

5)
6)

学習者の学習環境（辞書やオーディオ機器・PCなどを所有しているか，日本語学習に
○
協力してくれる人はいるか，どの程度日本語学習に時間を割けるかなど）を把握して
いる
学習者の使用言語とその使用場面，日本語でのやり取りが求められる場面を把握して
○
いる

○
○

（２）学習者のニーズを把握している
学習者が生活面で課題として抱えていることを「今できないと困ること」「今できる

7) ようになりたいこと」「今後できるようになりたいこと」「いつかできるようになり ○

○

8)

○

たいこと」に分類するなどし把握している
学習者が求める教室活動の方法や教材などを適切な方法で把握している

○

２．地域のリソース等の把握
（３）地域のリソース等を把握している
9) 日本語教室に使える場所がどこにあるか把握している

○

10) 協力してくれる機関がどこにあるか把握している

○

11) 多言語での情報がどこにあるか把握している

○

12) 指導者・協力者がどこにいるか把握している

○

13) 通訳がどこにいるか把握している

○

14) 地域の他の日本語教室の状況を把握している

○

15) 他の地域の日本語教室の事例を把握している

○

Ⅱ 日本語教室の目的の設定・日本語教室の設置
３．日本語教室の目的の設定
（４）学習者の生活課題の解決に向けた日本語教室の目的を設定している
地域の外国人の状況を踏まえた上で「具体的な学習者像」を設定し，そこから学習者

16) の生活課題の解決に向けた日本語教室の目的を設定している

○

17) 学習者の社会参加，エンパワメント＊ につながる日本語教室の目的を設定している

○

４．日本語教室の設置
（５）地域の外国人の状況に応じた日本語教室を設置している
18) 地域の外国人が通いやすい時間と曜日に日本語教室を設置している
地域の外国人や指導者・協力者が集まりやすいような場所に日本語教室を設置してい

19) る
20) 日本語教室の場所では年少者，高齢者等の安全性を考慮している

○
○
○

（６）行政・関係機関との連絡調整を行っている
日本語教室の設置に当たって，外国人に関する様々な情報交換を行ったり，地域住民

21) の日本語教室への参加・協力を得たりすることなどのために，行政・関係機関との連
絡調整を行っている

○

＊「エンパワメント」：指導力評価項目一覧で「エンパワメント」とは，「生活者としての外国人」が意思疎通の手段を身に付けて，人とつながっ
たり，言葉の壁によって発揮できていなかった自分らしさや力を取り戻したり，発揮出来るようになったりして，その結果
として社会の一員として自立し，社会生活のあらゆる領域に参画できるようになることをいいます。
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Ｐｌａｎ-Ｄｏ- Ｃｈｅｃｋ-Ａｃｔｉｏｎの別

対象例

導

ィ

デ
ネ

ー
タ

ー

者

Ｐｌａｎ（企画）
Ⅲ 具体的な日本語教育プログラムの作成
５．学習内容の検討
（７）学習内容について検討している
学習者が生活面で課題として抱えていることについて，優先度が高いものを選択して

22) いる

○

○

23) 22)で選択したものに該当する生活上の行為をカリキュラム案から選択している

○

○

24) 23)で選択した生活上の行為から，より具体的な事例を選択している

○

○

○

○

○

○

○

○

28) 設定している

○

○

29) 学習期間に区切りを付け，短期的・中期的な目標を立てている

○

○

○

○

24)で選択した具体的な事例を基に，地域の実情や学習者の日本語のレベルに合わせた

25) 学習内容を検討している

学習者と指導者，協力者が互いの社会，文化について学び合えるような学習内容を検

26) 討している

日本での生活を長期的に見た場合に，今後学習者に必要になりそうな生活上の行為に

27) ついても考慮している
６．学習順序の検討

（８）学習順序について検討している
学習者が生活面で課題として抱えていることについて，優先度を考慮して学習順序を

７．学習時間の検討
（９）学習時間について検討している
学習者の日本語の習得の状況を考慮して日本語教育プログラムの総学習時間を設定し

30) ている

31) 日本語の習得に時間がかかる学習者への対応を検討している

○

８．指導者・協力者の検討
（１０）指導者・協力者について検討している
32) 指導者と協力者の役割分担と協力体制を検討している

○

33) 必要な数の指導者と協力者を確保している

○

９．教室活動の検討
（１１）行動・体験中心の教室活動について検討している
日本語教室の体制や取り扱う生活上の行為に合わせて，行動・体験中心の教室活動を

34) 適切に組み合わせて実施するよう検討している

○

行動・体験中心の教室活動を行うために，「関係機関の協力を得ることができる」，

35) 「実体験を行うことができる」，「協力者の参加が得ることができる」，「視聴覚機
36) 地域や学習者の状況を考慮して教室活動をデザインしている

○
○

器を利用することができる」などの条件を整えている

○

○

○

○

○

○

（１２）教材・教具について検討している
37) 地域や学習者の状況に合わせて教材例集等を参考に教材・教具を検討している
地域の公共サービスや行事の案内，その他生活に必要な多言語での情報，地図・ちら

38) し等の素材の活用を検討している
（１３）評価について検討している

目的に対して適切な日本語教育プログラムを提供できたかどうか評価できるよう検討

39) している

日本語教育プログラムが結果として学習者の社会参加，エンパワメントにつながる内

40) 容になっているかどうかについて検討している
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① ② ③

コ

指

ー

指導力評価項目

評価の記録

○
○

選
択
項
目

月 月 月
日 日 日

Ｐｌａｎ-Ｄｏ- Ｃｈｅｃｋ-Ａｃｔｉｏｎの別

対象例

導

ィ

デ
ネ

ー
タ

ー

者

Ｄｏ（実施）
Ⅳ 各地域の実情に応じた日本語教育の実施
１０．日本語教室の運営
（１４）日本語教室の運営体制が適切である
41) 日本語教室の目的等を実施者の間で共有している

○

42) 日本語教室の運営に必要な作業を洗い出し，実情に即した運営体制を作っている
43) 日本語教室に関する学習者の希望や意見を聞いている
日本語教室の場所や時間，日本語教育プログラムの内容について定期的に実施者の間

44) で検討している

コーディネーター，指導者，協力者の役割がそれぞれの間で理解され，十分にコミュ

45) ニケーションが取れている

○
○

○

○

○

○

○

○

（１５）教室活動に必要な指導者を育成している
46) 指導者を育成するための研修を企画・実施している

○

47) 外国人の指導者を育成するための研修を企画・実施している

○

48) 外部で行われている講座やセミナーの情報を集め，指導者に紹介している

○

（１６）日本語教室の意義や内容を伝えている
地域住民の日本語教育への理解を得るため，日本語教室の意義や内容を広く社会一般

49) に伝えている

○

50) 日本語教室の意義や内容が学習者に届きやすいように，周知の方法を工夫している

○

（１７）行政・関係機関との連絡調整を行っている
日本語教室の運営に当たって，外国人に関する様々な情報交換を行ったり，地域住民

51) の日本語教室への参加・協力を得たりすることなどのために，行政・関係機関と連絡

○

調整を行っている

学習者が日本語教室以外の他の組織・コミュニティ（自治会など）にも参加できるよ

52) う案内をするなどの工夫をしている

○

53) 学習者の生活課題の状況に応じて学習者を必要な行政の相談窓口等につないでいる

○

（１８）教室活動の準備を行っている
54) 「生活者としての外国人」に対する日本語教育の目的と目標を十分に理解している

○

○

55) 教室活動において使用する教材・教具を準備している

○

○

56) これまでの教室活動の内容を踏まえて毎回の教室活動の内容を設定している

○

○

57) 教室活動の内容や時間配分，予定通りにいかなかったときの代案を考えている

○

○

58) 学習に市販の教材を使用する際には，著作物の取扱いを法律に沿って行っている

○

○

59) を行っている

○

○

60) 学習者の生活課題の優先度が高い生活上の行為を取り上げ，教室活動を行っている

○

○

61) いる

○

○

62) 教室活動を通して学習者の状況や日本語のレベル，ニーズを把握している

○

○

63) 学習者に教室活動の目的を伝えている

○

○

64) 学習者から学習に関する相談を受ける仕組みを作っている

○

○

１１．カリキュラム案の理念に沿った日本語教育の実施
（１９）学習者の状況やニーズを踏まえた教室活動を行っている
学習者が社会の一員として自立した生活を送ることができることを目指した教室活動

学習者の状況や日本語のレベル，ニーズ，学習スタイルを考慮して教室活動を行って
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① ② ③

コ

指

ー

指導力評価項目

評価の記録
選
択
項
目

月 月 月
日 日 日

Ｐｌａｎ-Ｄｏ- Ｃｈｅｃｋ-Ａｃｔｉｏｎの別

対象例

導

ィ

デ
ネ

ー
タ

ー

者

Ｄｏ（実施）
Ⅳ 各地域の実情に応じた日本語教育の実施
１１．カリキュラム案の理念に沿った日本語教育の実施
（２０）行動・体験中心の教室活動を行っている
学習者の生活場面に密着したコミュニケーション活動等，行動・体験中心の教室活動

65) を行っている

○

○

66) をしている

○

○

67) 行動・体験中心の教室活動を行う際に，協力者を教室に招くなどの工夫をしている

○

○

○

○

○

○

○

○

71) 行っている

○

○

72) 学習者同士が互いの社会，文化について学び合えるような教室活動を行っている

○

○

73) 範の押し付けとならないよう考慮している

○

○

74) 一方的に説明せず，学習者にとって話しやすい雰囲気を作っている

○

○

75) 学習者の日本語のレベルに合わせて，適切な話題を提供している

○

○

○

○

○

○

行動・体験中心の教室活動を行う際に，実物・イラスト・写真を活用するなどの工夫

行動・体験中心の教室活動を行う際に，外に出て直接行動・体験するなどの工夫をし

68) ている

学習者が日本語を使って生活できるようになるだけでなく，更に地域住民等との人間

69) 関係が広がっていくように工夫している

学習者が課題の達成を実感したり，達成できなかった場合の原因を理解したりできる

70) ように工夫している

（２１）対話による相互理解を促進している
学習者，指導者，協力者が互いの社会，文化について学び合えるような教室活動を

生活上の行為を取り上げ，日本の社会習慣やルールを説明する際，学習者に対する規

対話による教室活動が円滑に進まないとき，やさしい言葉で言い換えるなど，対話を

76) 促進するための支援を工夫している
（２２）専門家や地域住民と協働している

教室活動に必要な情報や不明なことは，自ら調べたり，その分野に詳しい専門家の協

77) 力を得て解決を図っている

地域住民や日本での生活年数が長い外国人住民の協力や参加を得て，教室活動を行っ

78) ている

○

（２３）地域・学習者に応じた教材・教具を工夫している
79) 学習者の状況に合わせて教材例集等を参考に教材・教具を工夫している

○

○

○

○

81) 教室活動の内容を記録している

○

○

82) 教室活動における学習者の様子を記録している

○

○

83) 教室活動の成果と課題を記録している

○

○

84) 学習者のプライバシーに配慮している

○

○

地域の公共サービスや行事の案内，その他生活に必要な多言語での情報，地図・ちら

80) し等の素材を活用している
１２．教室活動の記録・振り返り

（２４）教室活動について記録している
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① ② ③

コ

指

ー

指導力評価項目

評価の記録
選
択
項
目

月 月 月
日 日 日

Ｐｌａｎ-Ｄｏ- Ｃｈｅｃｋ-Ａｃｔｉｏｎの別

対象例

導

ィ

デ
ネ

ー
タ

ー

者

Ｄｏ（実施）
Ⅳ 各地域の実情に応じた日本語教育の実施
１２．教室活動の記録・振り返り
（２５）教室活動の記録を共有している
85) 教室活動の内容・学習者の様子・活動の成果・課題を関係者間で共有している

○

○

（２６）教室活動の記録を整理している
86) 教室活動の記録を分類して管理している

○

87) 教室活動の記録を一括管理している

○

（２７）教室活動の振り返りをしている
88)

学習者が日本語学習ポートフォリオ（日本語能力評価）の「学習の記録」や「能力記
述の一覧」等を参考にして，毎回の教室活動の振り返りができるよう支援している

○

○

89)

日本語指導力ポートフォリオの「指導力評価に関するチェックシート」等を参考にし
て，自ら教室活動を振り返っている

○

○

Ｃｈｅｃｋ（点検）
Ⅴ 日本語教育プログラムの点検
１３．日本語教育プログラムの状況の分析・課題の把握
（２８）日本語教室の運営について分析し，課題を把握している
90) 日本語教室の運営体制が適切であったかどうか分析し，課題を把握している

○

日本語教室に必要な指導者の育成が適切であったかどうか分析し，課題を把握してい
る

○

92) 日本語教室の意義や内容の発信が適切であったかどうか分析し，課題を把握している

○

93) 行政・関係機関との連絡調整が適切であったかどうか分析し，課題を把握している

○

91)

94) 教室活動の準備が適切であったかどうか分析し，課題を把握している

○

○

○

○

○

○

97) 行動・体験中心の教室活動が適切であったかどうか分析し，課題を把握している

○

○

98) 対話による相互理解の促進が適切であったかどうか分析し，課題を把握している

○

○

95)

日本語教育プログラムが計画どおりに実施できたこと，できなかったことを分析し，
課題を把握している

（２９）カリキュラム案の理念に沿った日本語教育の実施について分析し，課題を把握している
96)

学習者の状況やニーズを踏まえた教室活動が適切であったかどうか分析し，課題を把
握している

99) 専門家や地域住民との協働が適切であったかどうか分析し，課題を把握している
100)

地域・学習者に応じた教材・教具の工夫が適切であったかどうか分析し，課題を把握
している

○
○

○

101) 教室活動の記録が適切であったかどうか分析し，課題を把握している

○

○

102) 教室活動の記録の共有が適切であったかどうか分析し，課題を把握している

○

○

（３０）教室活動の記録・振り返りについて分析し，課題を把握している

103) 教室活動の記録の整理が適切であったかどうか分析し，課題を把握している
104) 教室活動の振り返りが適切であったかどうか分析し，課題を把握している

○
○

○

（３１）学習者・指導者・協力者の意見等を調査・分析し，課題を把握している
105) 学習者・指導者・協力者の意見や満足度を調査・分析し，課題を把握している
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① ② ③

コ

指

ー

指導力評価項目

評価の記録

○

選
択
項
目

月 月 月
日 日 日

Ｐｌａｎ-Ｄｏ- Ｃｈｅｃｋ-Ａｃｔｉｏｎの別

対象例
指

ー

導

ィ

指導力評価項目

コ

ネ

ー
タ

ー

者

デ

Ｃｈｅｃｋ（点検）
Ⅴ 日本語教育プログラムの点検
１３．日本語教育プログラムの状況の分析・課題の把握
（３２）分析の結果及び課題をまとめている
106)

（２８）～（３２）の分析の結果及び課題を，数字やグラフ等を利用して第三者にも
伝えられるよう分かりやすくまとめている

○

Ａｃｔｉｏｎ（改善）
Ⅵ 日本語教育プログラムの改善
１４．日本語教育プログラムの改善計画の作成・改善の実施
（３３）日本語教育プログラムの改善計画を検討している
107) 日本語教育プログラムの改善計画を検討する機会を設けている

○

○

108) 実施した日本語教育プログラムの課題について解決策を複数検討している

○

109) 日本語教育プログラムの改善計画に学習者の意見を反映している

○

他の日本語教室の事例や，自らのこれまでの取組を参考にして日本語教育プログラム
の改善計画を検討している
日本語教育プログラムの改善計画において改善のための今後の具体的な内容・スケ
111)
ジュール・役割分担を明確にしている
110)

○
○

（３４）改善を実施している
112) 日本語教育プログラムの改善計画に基づき，改善を実施している
113) 日本語教育プログラムの改善計画の実施状況を記録している
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○

○
○

評価の記録
① ② ③
選
択
月 月 月
項
目
日 日 日
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ղ
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ճ
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э
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Ჾ

②チェックシートの例
チェックシートの例１

指導内容，方法，教材・教具の準備に関する項目

経験：指導者として活動を始めて３か月です。
教室での役割：１週間に１回，１時間半，主婦の方に教えています。毎回のテーマや
指導者Aさん

（経験３か月）

目標は，コーディネーターが事前に学習者と相談して設定してくれて
いますが，教材は自分で考えて準備しています。
現在の課題：学習者との関わり方や指導内容，方法，教材・教具の準備が，今のまま
でよいのかどうか不安です。どういうことを意識して取り組めばいいか，
悩むことが多いです。

Ａ

Ｐｌａｎ-Ｄｏ- Ｃｈｅｃｋ-Ａｃｔｉｏｎの別

対象

指

指導力評価項目

導
者

Ｐｌａｎ（企画）
Ⅰ 地域や外国人の状況の把握
１．地域の外国人の状況の把握
（２）学習者のニーズを把握している
8) 学習者が求める教室活動の方法や教材などを適切な方法で把握している

○

Ⅲ 具体的な日本語教育プログラムの作成
５．学習内容の検討
（７）学習内容について検討している
24) 23)で選択した生活上の行為から，より具体的な事例を選択している
24)で選択した具体的な事例を基に地域の実情や学習者の日本語のレベルに合わせた

25) 学習内容を検討している

学習者と指導者，協力者が互いの社会，文化について学び合えるような学習内容を

26) 検討している

○
○
○

Ｄｏ（実施）
Ⅳ 各地域の実情に応じた日本語教育の実施
１０．日本語教室の運営
（１４）日本語教室の運営体制が適切である
43) 日本語教室に関する学習者の希望や意見を聞いている

○

（１８）教室活動の準備を行っている
54) 「生活者としての外国人」に対する日本語教育の目的と目標を十分に理解している

○

55) 教室活動において使用する教材・教具を準備している

○

１１．カリキュラム案の理念に沿った日本語教育の実施
（１９）学習者の状況やニーズを踏まえた教室活動を行っている
学習者が社会の一員として自立した生活を送ることができることを目指した教室活

59) 動を行っている

学習者の状況や日本語のレベル，ニーズ，学習スタイルを考慮して教室活動を行っ

61) ている
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○
○

評価の記録
① ② ③
選
択
項
目

月 月 月
日 日 日

Ｐｌａｎ-Ｄｏ- Ｃｈｅｃｋ-Ａｃｔｉｏｎの別

対象

指

指導力評価項目

導
者

Ｄｏ（実施）

評価の記録
① ② ③
選
択
項
目

月 月 月
日 日 日

Ⅳ 各地域の実情に応じた日本語教育の実施
１１．カリキュラム案の理念に沿った日本語教育の実施
（２０）行動・体験中心の教室活動を行っている
学習者の生活場面に密着したコミュニケーション活動等，行動・体験中心の教室活

65) 動を行っている

行動・体験中心の教室活動を行う際に，実物・イラスト・写真を活用するなど工夫

66) している

○
○

（２１）対話による相互理解を促進している
74) 一方的に説明せず，学習者が話しやすい雰囲気を作っている

○

75) 適切な話題を学習者の日本語のレベルに合わせて提供している

○

対話による教室活動が円滑に進まないとき，やさしい言葉で言い換えるなど，対話

76) を促進するための支援を工夫している

○

（２３）地域・学習者に応じた教材・教具を工夫している
79) 学習者の状況に合わせて教材例集等を参考に教材・教具を工夫している
地域の公共サービスや行事の案内，その他生活に必要な多言語での情報，地図・ち

80) らし等の素材を活用している

○
○

１２．教室活動の記録・振り返り
（２４）教室活動について記録している
81) 教室活動の内容を記録している

○

82) 教室活動における学習者の様子を記録している

○

（２５）教室活動の記録を共有している
85) 教室活動の内容・学習者の様子・活動の成果・課題を関係者間で共有している

○

（２７）教室活動の振り返りをしている
89)

日本語指導力ポートフォリオの「指導力評価に関するチェックシート」等を参考に
して，自ら教室活動を振り返っている

○

まず，指導力評価項目一覧の「Ｐｌａｎ」の学習者のニーズと学習内容に関す
る項目と「Ｄｏ」の教室活動の準備と活動の内容，方法，教材・教具に関する項
目を見て，そこから，私が取り組めそうなものを２０項目選択しました。項目を
選ぶときには，教室のコーディネーターに相談しながら作りました。
まずは，1か月に1回，このチェックシートの内容を自分で点検することから始
めてみようと思います。その中で課題が見つかったら，課題に対する研修につい
てコーディネーターに相談しようと思っています。
Ａ
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チェックシートの例２

教室活動全般に関する項目

経験：指導者として活動を始めて３年です。
教室での役割：１週間に２日，１回1時間半，５名の学習者に日本語を教えています。
学習内容や進度も含めて，日本語の指導を任されています。

指導者Ｂさん

現在の課題：日本語の指導方法について，特に不安はありませんが，ふと，今のまま

（経験３年）

B

のやり方でいいのかなと思うことがあります。教室活動全般について見
直しをして，改善していくきっかけになればと思っています。
それから、学習者が日本語教室以外では日本人との交流があまりないこと
も，何とかできないものかと思っているのですが…。

Ｐｌａｎ-Ｄｏ- Ｃｈｅｃｋ-Ａｃｔｉｏｎの別

対象
指

指導力評価項目

導
者

Ｐｌａｎ（企画）
Ⅰ 地域や外国人の状況の把握
１．地域の外国人の状況の把握
（２）学習者のニーズを把握している
学習者が生活面で課題として抱えていることを「今できないと困ること」「今できる

7) ようになりたいこと」「今後できるようになりたいこと」「いつかできるようになり ○
たいこと」に分類するなどし把握している

8) 学習者が求める教室活動の方法や教材などを適切な方法で把握している

○

Ⅲ 具体的な日本語教育プログラムの作成
５．学習内容の検討
（７）学習内容について検討している
学習者が生活面で課題として抱えていることについて，優先度が高いものを選択して

22) いる
23) 22)で選択したものに該当する生活上の行為をカリキュラム案から選択している

○

24) 23)で選択した生活上の行為から，より具体的な事例を選択している

○

24)で選択した具体的な事例を基に地域の実情や学習者の日本語のレベルに合わせた学

25) 習内容を検討している

学習者と指導者，協力者が互いの社会，文化について学び合えるような学習内容を検

26) 討している

日本での生活を長期的に見た場合に今後学習者に必要になりそうな生活上の行為につ

27) いても考慮している

○

○
○
○

６．学習順序の検討
（８）学習順序について検討している
28) 学習者の生活課題の優先度を考慮して学習順序を設定している

○

29) 学習期間に区切りを付け，短期的・中期的な目標を立てている

○

７．学習時間の検討
（９）学習時間について検討している
学習者の日本語の習得の状況を考慮して日本語教育プログラムの総学習時間を設定し

30) ている
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○

評価の記録
① ② ③
選
択 月 月 月
項
目
日 日 日

Ｐｌａｎ-Ｄｏ- Ｃｈｅｃｋ-Ａｃｔｉｏｎの別

対象
指

指導力評価項目

導
者

評価の記録
① ② ③
選
択 月 月 月
項
目
日 日 日

Ｄｏ（実施）

Ⅳ 各地域の実情に応じた日本語教育の実施
１０．日本語教室の運営
（１４）日本語教室の運営体制が適切である
日本語教室の場所や時間，日本語教育プログラムの内容について定期的に実施者の間

44) で検討している

コーディネーター，指導者，協力者の役割がそれぞれの間で理解され，十分にコミュ

45) ニケーションが取れている
１１．カリキュラム案の理念に沿った日本語教育の実施

○
○

（１９）学習者の状況やニーズを踏まえた教室活動を行っている
学習者が社会の一員として自立した生活を送ることができることを目指した教室活動

59) を行っている

学習者の状況や日本語のレベル，ニーズ，学習スタイルを考慮して教室活動を行って

○

61) いる
63) 学習者に教室活動の目的を伝えている

○

64) 学習者から学習に関する相談を受ける仕組みを作っている

○

○

（２０）行動・体験中心の教室活動を行っている
学習者の生活場面に密着したコミュニケーション活動等，行動・体験中心の教室活動

65) を行っている
67) 行動・体験中心の教室活動を行う際に，協力者を教室に招くなど工夫している

行動・体験中心の教室活動を行う際に，外に出て直接行動・体験するなど工夫してい

68) る

学習者が日本語を使って生活できるようになるだけでなく，更に地域住民等との人間

69) 関係が広がっていくように工夫している

学習者が課題の達成を実感したり，達成できなかった場合の原因を理解したりできる

70) ように工夫している
（２１）対話による相互理解を促進している

学習者，指導者，協力者が互いの社会，文化について学び合えるような教室活動を

71) 行っている
72) 学習者同士が互いの社会，文化について学び合えるような教室活動を行っている

○
○
○
○
○

○
○

生活上の行為を取り上げ，日本の社会習慣やルールを説明する際，学習者に対する規
○
73) 範の押し付けとならないよう考慮している

（２３）地域・学習者に応じた教材・教具を工夫している
地域の公共サービスや行事の案内，その他生活に必要な多言語での情報，地図・ちら

80) し等の素材を活用している
１２．教室活動の記録・振り返り

○

（２４）教室活動について記録している
83) 教室活動の成果と課題を記録している

○

84) 学習者のプライバシーに配慮している

○

（２５）教室活動の記録を共有している
85) 教室活動の内容・学習者の様子・活動の成果・課題を関係者間で共有している

○

（２７）教室活動の振り返りをしている
学習者が日本語学習ポートフォリオ（日本語能力評価）の「学習の記録」や「能力記
述の一覧」等を参考にして，毎回の教室活動の振り返りができるよう支援している
日本語指導力ポートフォリオの「指導力評価に関するチェックシート」等を参考にし
89)
て，自ら教室活動を振り返っている
88)

指導力評価項目一覧の「Ｐｌａｎ」と「Ｄｏ」から，今の教室運営や教室活動の課題
じゃないかなと思う項目を選んでみました。これまでいつも確認している項目は選ばずに，
今まであまり意識していなかった項目を選ぶようにしました。
日本語教室は1つのコースが3か月間なので，コースが終わるときに，自己評価をしてみ
て，さらに仲間にも手伝ってもらって他者評価もやってみようと思います。
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○
○

B

チェックシートの例３

コーディネータ－
Ｃさん
（経験３か月）

C

教室の新規立ち上げに関する項目

経験：コーディネーターとして活動を始めて３か月です。
日本語を教えた経験があります。
教室での役割：地域に暮らす外国人住民の方を対象にした日本語教室を新しく
立ち上げることになりました。
教室の運営体制や学習内容を含め，日本語教育プログラムを
作成しなければなりません。
現在の課題：教室を立ち上げるために，何について検討し，どのような準備
をすればよいか，よく分からなくて不安です。
一応，自分なりにはプランを考えてみたのですが…。

Ｐｌａｎ-Ｄｏ- Ｃｈｅｃｋ-Ａｃｔｉｏｎの別

対象
ー

コ

デ
ィ

指導力評価項目

ー

ネ

ー

タ

Ｐｌａｎ（企画）

Ⅰ 地域や外国人の状況の把握
１．地域の外国人の状況の把握
（１）地域の外国人の状況や学習者の状況を把握している
1) 地域の外国人の増減とその理由を把握している

○

2) 学習者がこれまでに日本語学習をどの程度行っているか把握している

○

3) 学習者がこれまでに言語学習をどの程度行っているか把握している

○

4) 学習者の年齢，職業，家族形態などを把握している

○

5)
6)

学習者の学習環境（辞書やオーディオ機器・PCなどを所有しているか，日本語学習に
協力してくれる人はいるか，どの程度日本語学習に時間を割けるかなど）を把握して
いる
学習者の使用言語とその使用場面，日本語でのやり取りが求められる場面を把握して
いる

○
○

（２）学習者のニーズを把握している
学習者が生活面で課題として抱えていることを「今できないと困ること」「今できる

7) ようになりたいこと」「今後できるようになりたいこと」「いつかできるようになり ○
たいこと」に分類するなどし把握している

8) 学習者が求める教室活動の方法や教材などを適切な方法で把握している

○

２．地域のリソース等の把握
（３）地域のリソース等を把握している
9) 日本語教室に使える場所がどこにあるか把握している

○

10) 協力してくれる機関がどこにあるか把握している

○

11) 多言語での情報がどこにあるか把握している

○

12) 指導者・協力者がどこにいるか把握している

○

13) 通訳がどこにいるか把握している

○

14) 地域の他の日本語教室の状況を把握している

○

15) 他の地域の日本語教室の事例を把握している

○

Ⅱ 日本語教室の目的の設定・日本語教室の設置
３．日本語教室の目的の設定
（４）学習者の生活課題の解決に向けた日本語教室の目的を設定している
地域の外国人の状況を踏まえた上で「具体的な学習者像」を設定し，そこから学習者

16) の生活課題の解決に向けた日本語教室の目的を設定している
17) 学習者の社会参加，エンパワメントにつながる日本語教室の目的を設定している

○
○

４．日本語教室の設置
（５）地域の外国人の状況に応じた日本語教室を設置している
18) 地域の外国人が通いやすい時間と曜日に日本語教室を設置している
地域の外国人や指導者・協力者が集まりやすいような場所に日本語教室を設置してい
19) る
20) 教室活動の場所では年少者，高齢者等の安全性を考慮している
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○
○
○

評価の記録
① ② ③
選
択
月 月 月
項
目
日 日 日

Ｐｌａｎ-Ｄｏ- Ｃｈｅｃｋ-Ａｃｔｉｏｎの別

対象
ー

コ

デ
ィ

指導力評価項目

ー

ネ

ー

タ

評価の記録
① ② ③
選
択
月 月 月
項
目
日 日 日

（６）行政・関係機関との連絡調整を行っている
日本語教室の設置に当たって，外国人に関する様々な情報交換を行ったり，地域住民

21) の日本語教室への参加・協力を得たりすることなどのために，行政・関係機関との連
絡調整を行っている

○

Ⅲ 具体的な日本語教育プログラムの作成
５．学習内容の検討
（７）学習内容について検討している
学習者が生活面で課題として抱えていることについて，優先度が高いものを選択して

22) いる
23) 22)で選択したものに該当する生活上の行為をカリキュラム案から選択している

○

24) 23)で選択した生活上の行為から，より具体的な事例を選択している

○

24)で選択した具体的な事例を基に地域の実情や学習者の日本語のレベルに合わせた
25) 学習内容を検討している
学習者と指導者，協力者が互いの社会，文化について学び合えるような学習内容を検
26) 討している
日本での生活を長期的に見た場合に今後学習者に必要になりそうな生活上の行為につ
27) いても考慮している

○

○
○
○

６．学習順序の検討
（８）学習順序について検討している
28) 学習者の生活課題の優先度を考慮して学習順序を設定している

○

29) 学習期間に区切りを付け，短期的・中期的な目標を立てている

○

７．学習時間の検討
（９）学習時間について検討している
学習者の日本語の習得の状況を考慮して日本語教育プログラムの総学習時間を設定し

30) ている
31) 日本語の習得に時間がかかる学習者への対応を検討している

○
○

８．指導者・協力者の検討
（１０）指導者・協力者について検討している
32) 指導者と協力者の役割分担と協力体制を検討している

○

33) 必要な数の指導者と協力者を確保している

○

９．教室活動の検討
（１１）行動・体験中心の教室活動について検討している
日本語教室の体制や取り扱う生活上の行為に合わせて行動・体験中心の教室活動を適

34) 切に組み合わせて実施するよう検討している

○

35) 「実体験を行うことができる」，「協力者の参加が得られる」，「視聴覚機器が利用

○

行動・体験中心の教室活動を行うために，「関係機関の協力を得ることができる」，

できる」などの条件を整えている
36) 学習者の状況を考慮して教室活動をデザインしている

○

（１２）教材・教具について検討している
37) 地域や学習者の状況に合わせて教材例集等を参考に教材・教具を検討している

○

地域の公共サービスや行事の案内，その他生活に必要な多言語での情報，地図・ちら
38) し等の素材の活用を検討している

○

（１３）評価について検討している
目標に対して適切な日本語教育プログラムを提供できたかどうか評価できるよう検討

39) している

○

40) 容になっているかどうかについて検討している

○

日本語教育プログラムが結果として学習者の社会参加，エンパワメントにつながる内

指導力評価項目一覧の「Ｐｌａｎ」から，日本語教室を立ち上げるときに必要かなと
思った項目をまんべんなく選んでみました。全部で４０項目です。
実際に教室を立ち上げるまでは，このチェックシートで確認をして，その後，計画が
具体的になってきたら，今後は「Ｄｏ」からも項目を選んでみようと思います。
項目の選択については，日本語教育を専門としている大学の先生にも相談することも
考えています。
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C

チェックシートの例４

既存の日本語教育プログラムに関する項目
経験：コーディネーターとして教室を立ち上げて３年です。

コーディネータ－
Ｄさん
（経験３年）

D

少しですが，日本語を教えた経験があります。
教室での役割：日本語教室を運営する立場にいます。授業計画の作成，指導者の育成，
学習者からの相談などにも対応しています。
現在の課題：日本語教室の運営について，何か大きな問題があるわけではないです
が，これまで無我夢中でやってきたので，周辺の日本語教室や，他の
地域にも目を向けたりして，自分たちの日本語教室の運営方法が今の
ままでよいのかどうか，一度振り返って確認する必要があるのではな
いかと思っています。

Ｐｌａｎ-Ｄｏ- Ｃｈｅｃｋ-Ａｃｔｉｏｎの別

対象
ー

コ

デ
ィ

指導力評価項目

ー

ネ

ー

タ

Ｃｈｅｃｋ（点検）
Ⅴ 日本語教育プログラムの点検
１３．日本語教育プログラムの状況の分析・課題の把握
（２８）日本語教室の運営について分析し，課題を把握している
90) 日本語教室の運営体制が適切であったかどうか分析し，課題を把握している
日本語教室に必要な指導者の育成が適切であったかどうか分析し，課題を把握して
いる
日本語教室の意義や内容の発信が適切であったかどうか分析し，課題を把握してい
92)
る

91)

○
○
○

93) 行政・関係機関との連絡調整が適切であったかどうか分析し，課題を把握している

○

94) 教室活動の準備が適切であったかどうか分析し，課題を把握している

○

95)

日本語教育プログラムが計画どおりに実施できたこと，できなかったことを分析
し，課題を把握している

○

（２９）カリキュラム案の理念に沿った日本語教育の実施について分析し，課題を把握している
96)

学習者の状況やニーズを踏まえた教室活動が適切であったかどうか分析し，課題を
把握している

○

97) 行動・体験中心の教室活動が適切であったかどうか分析し，課題を把握している

○

98) 対話による相互理解の促進が適切であったかどうか分析し，課題を把握している

○

99) 専門家や地域住民との協働が適切であったかどうか分析し，課題を把握している

○

100)

地域・学習者に応じた教材・教具の工夫が適切であったかどうか分析し，課題を把
握している

○

（３０）教室活動の記録・振り返りについて分析し，課題を把握している
101) 教室活動の記録が適切であったかどうか分析し，課題を把握している

○

102) 教室活動の記録の共有が適切であったかどうか分析し，課題を把握している

○

103) 教室活動の記録の整理が適切であったかどうか分析し，課題を把握している

○

104) 教室活動の振り返りが適切であったかどうか分析し，課題を把握している

○

（３１）学習者・指導者・協力者の意見等を調査・分析し，課題を把握している
105) 学習者・指導者・協力者の意見や満足度を調査・分析し，課題を把握している
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○

評価の記録
① ② ③
選
択
月 月 月
項
目
日 日 日

Ｐｌａｎ-Ｄｏ- Ｃｈｅｃｋ-Ａｃｔｉｏｎの別

対象
ー

コ

デ
ィ

指導力評価項目

ー

ネ

ー

タ

評価の記録
① ② ③
選
択
月 月 月
項
目
日 日 日

（３２）分析の結果及び課題をまとめている
106)

（２８）～（３２）の分析の結果及び課題を，数字やグラフ等を利用して第三者に
も伝えられるよう分かりやすくまとめている

○

Ａｃｔｉｏｎ（改善）
Ⅵ 日本語教育プログラムの改善
１４．日本語教育プログラムの改善計画の作成・改善の実施
（３３）日本語教育プログラムの改善計画を検討している
107) 日本語教育プログラムの改善計画を検討する機会を設けている

○

108) 実施した日本語教育プログラムの課題について解決策を複数検討している

○

109) 日本語教育プログラムの改善計画に学習者の意見を反映している

○

110)

他の日本語教室の事例や，自らのこれまでの取組みを参考にして日本語教育プログ
ラムの改善計画を検討している

○

111)

日本語教育プログラムの改善計画において改善のための今後の具体的な内容・スケ
ジュール・役割分担を明確にしている

○

（３４）改善を実施している
112) 日本語教育プログラムの改善計画に基づき，改善を実施している

○

113) 日本語教育プログラムの改善計画の実施状況を記録している

○

指導力評価項目一覧の「Ｃｈｅｃｋ」と「Ａｃｔｉｏｎ」から，幅広く項目を取り
上げてみました。日本語教室の運営の何が課題なのか，このチェックシートでまず
点検してみたいと思います。
それから，課題の改善のために必要なステップを他の実践者と一緒に振り返って，
改善策を考えるのに活用するつもりです。
改善計画が作れたら，今度は「Ｐｌａｎ」と「Ｄｏ」からも必要な項目を探して，
「C→A→P→D」の順番でサイクルを回してみようと思っています。
D
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̢χ̣ຶၬংڏҧҽҀҹҰрૐрࠩᇇнжЖи
᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ㊶ࡢグ㘓ࡣ㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ㊶ᙜࡓࡗ࡚ࡢㄢ㢟㸪
┠ᶆ㸪⤒㐣㸪ᡂᯝཬࡧ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟➼ࢆグ㘓ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᐇ㊶⪅ࡀ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢࣛ
࣒ࡢᐇ㊶ࡢ㐣⛬ࢆࡾ㏉ࡿࡓࡵసᡂࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ

ࡲࡓ㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡘ࠸࡚ࡾ㏉ࡾ㸪ࡑࡢෆᐜࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪
᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ㊶ࡢグ㘓ࢆᣦᑟຊホ౯㛵ࡍࡿࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺ↷ࡽࡋྜࢃࡏ
ࡿࡇ࡛㸪ᐇ㊶ᚲせ࡞ᣦᑟຊࡘ࠸࡚ලయⓗ⪃࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ

㸦ᵝᘧ㸧

ຶၬংڏҧҽҀҹҰрૐрࠩᇇ
㸯㸬グධ⪅ྡ

㸰㸬ᙺ

ڧᆅᇦ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᣦᑟ⪅
ڧᆅᇦ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮
㸱㸬᪥ᮏㄒᩍᐊࡢྡ⛠

㸲㸬᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ㊶ᙜࡓࡗ࡚ࡢᏛ⩦⪅ࡢ≧ἣ࣭ㄢ㢟➼ 㸦ͤグ㘓㸸 ᖺ ᭶ ᪥㸧

㸳㸬᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ┠ᶆ 㸦ͤグ㘓㸸 ᖺ ᭶ ᪥㸧

㸴㸬᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ㊶ࡢ⤒㐣

㸦ͤグ㘓㸸ձ

㸵㸬᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ㊶ࡢᡂᯝ

㸦ͤグ㘓㸸

ᖺ

ᖺ

᭶

᭶

㸶㸬ᚋྥࡅ࡚㸦᪂ࡓ࡞ㄢ㢟➼㸧 㸦ͤグ㘓㸸 ᖺ ᭶ ᪥㸧
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᪥㸪ղ

᪥㸧

ᖺ

᭶

᪥㸧

㸦グ㍕㸧

ຶၬংڏҧҽҀҹҰрૐрࠩᇇ
㸯㸬グධ⪅ྡ

ۑۑۑ

㸰㸬ᙺ

ڹڹ

ڧ

ᆅᇦ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᣦᑟ⪅

ݱ
ڧ

ᆅᇦ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮

㸱㸬᪥ᮏㄒᩍᐊࡢྡ⛠

᪥ᮏㄒᩍᐊ
㸲㸬᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ㊶ᙜࡓࡗ࡚ࡢᏛ⩦⪅ࡢ≧ἣ࣭ㄢ㢟➼㸦ͤグ㘓㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸧
࣭ࡇࢀࡲ࡛ᖹ᪥ࡋ᪥ᮏㄒᩍᐊࡀ࡞ࡃ㸪ാ࠸࡚࠸ࡿேࡀ᪥ᮏㄒࢆᏛࡪሙࡀ࡞ࡗࡓࠋ

㸳㸬᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ┠ᶆ 㸦ͤグ㘓㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸧
࣭ᖹ᪥ാ࠸࡚࠸ࡿேࢆᑐ㇟⏕άᚲせ࡞᪥ᮏㄒࢆ㌟ࡅࡽࢀࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ

㸴㸬᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ㊶ࡢ⤒㐣

㸦ͤグ㘓㸸ձ ᖺ  ᭶  ᪥㸪ղ ᖺ  ᭶  ᪥㸧

ձ

ᩍᮦ㞟ࢆཧ⪃ᩍᐊάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ղ

᭱ึࡣᏛ⩦⪅ࡀከࡃ㞟ࡲࡾ㸪ẖ㐌᮶ࡿேࡀከࡗࡓࡀ㸪ẖᅇ᮶ࡽࢀ࡞࠸ேࡀฟ࡚ࡁ࡚࠾ࡾ㸪㐍
ᗘᕪࡀฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ

㸵㸬᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ㊶ࡢᡂᯝ
࣭

㸦ͤグ㘓㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸧

ẖᅇ㸪᮶࡚࠸ࡿேࡣ᪥ᮏㄒࡀୖ㐩ࡋ㸪ᩍᐊάື࡛ྲྀࡾୖࡆࡓෆᐜࡣయ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ
ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡶ‶㊊ᗘࡀ㧗ࡗࡓࠋ

࣭

ẖᅇ㸪᮶ࡽࢀ࡞࠸ேࡘ࠸࡚ࡣ㸪࡞࡞᪥ᮏㄒࡢࣞ࣋ࣝࡀୖࡀࡗ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺ឤࡌࡿࠋ

㸶㸬ᚋྥࡅ࡚㸦᪂ࡓ࡞ㄢ㢟➼㸧 㸦ͤグ㘓㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸧
࣭

ఱࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡾࡓ࠸࠸࠺ࡇࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ఱࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓ࠸࠺ࡇࡶ
ᢕᥱࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᩍᐊάືࢆ㐍ࡵࡓ࠸ࠋ

࣭

ᩍᐊẖᅇ᮶ࡽࢀ࡞࠸ே࡛ࡶཧຍࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺㸪㸯ᅇ⤖ᆺࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆసࡾ㸪ᑡࡋ࡛ࡶ
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿࡇࢆቑࡸࡍࠋ
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̢ψ़̣ଐଃрࠩᇇнжЖи
◊ಟཷㅮࡢグ㘓ࡣ㸪ᣦᑟຊࡢྥୖࡢࡓࡵཷㅮࡋࡓ◊ಟࡘ࠸࡚グ㘓ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪
ᐇ㊶⪅ࡀ⮬ࡽࡢᣦᑟຊࡢྥୖࡢኚ㑄ࡸ⌮⏤ࢆࡾ㏉ࡾ㸪ᣦᑟຊࡢ᭦࡞ࡿྥୖࢆಁࡍࡓࡵ
సᡂࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ
ࡲࡓ㸪ᣦᑟຊホ౯㛵ࡍࡿࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺ↷ࡽࡋྜࢃࡏࡿࡇ࡛㸪ᣦᑟຊࡢྥୖྥ
ࡅ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࡇ㸪ᣦᑟຊࡢኚ㑄ࢆ⤖ࡧࡅ࡚⪃࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋᐇ㊶⪅ࡢ㛫࡛
ඹ᭷ࡍࡿࡇ࡛㸪ᣦᑟຊࡢྥୖࡢࡓࡵࡢຠᯝⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆඹ᭷ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ

㸦ᵝᘧ㸧

़ଐଃрࠩᇇ
υ˽
◊ಟྡ

᪥㸦ᮇ㛫㸧

ሙᡤ

ദ

ෆᐜ

Ꮫࢇࡔࡇ

ࡑࡢ㸦ឤ➼㸧

㓄ᕸ㈨ᩱ➼
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㸦グ㍕㸧

़ଐଃрࠩᇇ
υ˽
◊ಟྡ
ᆅᇦ᪥ᮏㄒᩍ⫱࣎ࣛࣥࢸࢭ࣑ࢼ࣮
᪥㸦ᮇ㛫㸧

ሙᡤ

ദ

 ᖺ  ᭶  ᪥
༗ᚋ㸰㹼༗ᚋ㸳

ۑᕷ࣮ࢱࣥࢭڹ

ۑᕷᅜ㝿ὶ༠
ㅮᖌ㸸ۑۑඛ⏕

ෆᐜ
࣭ᣦᑟ⪅ࡢᚰᵓ࠼ࡘ࠸࡚
࣭ᆅᇦࡢ᪥ᮏㄒᩍᐊ࠾ࡅࡿᩍᮦࡢά⏝᪉ἲ
࣭⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேᑐࡍࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡛ᚲせ࡞ࡶࡢ

Ꮫࢇࡔࡇ
࣭⏕άᐦ╔ࡋࡓᙧ࡛ᩍᐊάືࢆᐇࡍࡿࡇࡀ
࣭ࢳࣛࢩ࡛ࡶᆅᇦࡢᅇぴᯈ࡛ࡶ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡶࡢࡀᩍᮦ࡞ࡿࡇ

ࡑࡢ㸦ឤ➼㸧
࣭ᚰᵓ࠼ࡘ࠸࡚ࡣᑡࡋᢳ㇟ⓗ࡞ヰࡔࡗࡓࡢ࡛㸪ศࡾࡃࡗࡓࠋ

㓄ᕸ㈨ᩱ➼
࣭ࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖᑐࡍࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢᶆ‽ⓗ࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡘ࠸࡚
࣭ཧ⪃࡞ࡿᩍᮦࣜࢫࢺ
࣭ࣞࢪ࣓ࣗ㸦㸿㸲㸲ᯛ㸧
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χ

़ଐрҧҽҀҹҰрᆍнжЖи

◊ಟࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࡣ㸪ᐇ㊶⪅ࡢᣦᑟຊࡢྥୖࡢࡓࡵࡢ◊ಟࢆᆅᇦ࠾࠸࡚ᐇࡍࡿ
ᙜࡓࡗ࡚ཧ⪃࡞ࡿࡼ࠺࡞ࢆᆅᇦ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᣦᑟ⪅㸪ᆅᇦ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ
࣮ࡢู♧ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ㹎㹂㹁㸿ࢧࢡࣝᇶ࡙࠸࡚᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇ㊶ࡍࡿ
㐣⛬ࡢྛẁ㝵࡛㸪ᵝࠎ࡞◊ಟࡀᐃࡉࢀࡲࡍࡀ㸪ࡇࡇ࡛ࡣ◊ಟࡢᑐ㇟㸪┠ⓗู㸪ᣦᑟຊ
ホ౯㡯┠ࢆྵࡴ◊ಟࡢෆᐜࡑࡢᐇࡢὶࢀࡢࢆ㸲㸪グ㍕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋྛᆅᇦ࠾࠸
࡚ࡣ㸪ᆅᇦࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼㸪◊ಟࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࢆཧ⪃◊ಟࢆ⏬ࡋ㸪ᐇࡍࡿࡇ
ࡀᮇᚅࡉࢀࡲࡍࠋ
࡞࠾㸪ࡇࢀࡣ㣬ࡃࡲ࡛ࡶ◊ಟࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ୍࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦ࣭᪥ᮏㄒᩍᐊ
ࡢ≧ἣ㸪◊ಟෆᐜࡸཧຍேᩘࡼࡗ࡚ᰂ㌾ᑐᛂࡍࡿࡇࡀᮃࡲࢀࡲࡍࠋ

㸯㸧Ꮫ⩦⪅ࡢࢽ࣮ࢬྜࢃࡏࡓ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇྥࡅ࡚

ᑐ

㇟

ᆅᇦ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᣦᑟ⪅

┠

ⓗ

᪥ᖖ⏕άᚲせ࡞᪥ᮏㄒ⬟ຊࡢ⩦ᚓࡢࡓࡵࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢࣛ
࣒ࢆసᡂࡋ㸪ᐇࡍࡿୖ࡛ᚲせ࡞⬟ຊࢆ㌟ࡅࡿࠋ

ෆ

ᐜ

࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ⌮ᛕἢࡗࡓ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢసᡂཬࡧ
ᐇࡘ࠸࡚
ۑᏛ⩦⪅ࡢ≧ἣࡸࢽ࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᩍᐊάື
࣭⾜ື࣭య㦂୰ᚰࡢᩍᐊάື
࣭ᑐヰࡼࡿ┦⌮ゎࡢಁ㐍
࣭ᩍᐊάືᚲせ࡞‽ഛ
࣭ᆅᇦ࣭Ꮫ⩦⪅ᛂࡌࡓᩍᮦ࣭ᩍල
࣭ᩍᐊάືࡢグ㘓࣭ࡾ㏉ࡾ

ὶ

ࢀ

10:00㹼

11:00㹼

ㄝ᫂

࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ

ㅮ⩏

࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ⌮ᛕࡘ࠸࡚

₇⩦ձ

Ꮫ⩦⪅ࡢࢽ࣮ࢬࡽ⏕άୖࡢ⾜Ⅽࢆ㑅ᢥ

₇⩦ղ

⏕άୖࡢ⾜Ⅽඃඛ㡰ࢆࡅ㸪Ꮫ⩦㡰ᗎཬࡧᐃ㛫ࢆィ⏬

12:00㹼

㸦ఇ

13:00㹼

⤂

14:00㹼

₇⩦ճ

15:00㹼

⤂

15:30㹼17:00

ࡲࡵ

᠁㸧

⾜ື࣭య㦂୰ᚰࡢᩍᐊάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢ⤂㸦」ᩘ㸧
⾜ື࣭య㦂୰ᚰࡢᩍᐊάືࡢࡢసᡂ
ᩍᮦ࣭ᩍලࡢ⤂
ᩍᐊάືࡢグ㘓࣭ࡾ㏉ࡾ

ͤࡉࡽ㸪ᩍᐊάືࡢὶࢀ⏝ࡍࡿᩍᮦ࣭ᩍලࢆసᡂࡋ㸪ࡑࡢෆᐜࡘ࠸࡚㸪᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࡾ㸪ᐇ㝿
ᩍᐊάືࢆ⾜ࡗࡓᚋᗘ㞟ࡲࡾ㸪グ㘓ࢆᇶࡾ㏉ࡾࢆ⾜࠺ࡇ࡞ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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㸰㸧᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦ᩍᐊάື㸧ࡢࡾ㏉ࡾ
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ᑐ

㇟

ᆅᇦ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᣦᑟ⪅

┠

ⓗ

ᐇࡋࡓᩍᐊάືࢆࡾ㏉ࡾ㸪ࡑࡢෆᐜ࣭᪉ἲࡢ᳨ドࢆ⾜࠺ࠋ

ෆ

ᐜ

࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ۑࡢ⌮ᛕἢࡗࡓ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢᐇࡑࡢࡾ㏉ࡾ
࣭Ꮫ⩦⪅ࡢ≧ἣࡸࢽ࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᩍᐊάືࡢᐇ
࣭⾜ື࣭య㦂୰ᚰࡢᩍᐊάືࡢᐇ
࣭ᑐヰࡼࡿ┦⌮ゎࡢಁ㐍
࣭ᆅᇦ࣭Ꮫ⩦⪅ᛂࡌࡓᩍᮦ࣭ᩍලࡢᕤኵ
࣭ᩍᐊάືࡢグ㘓࣭ࡾ㏉ࡾ

ὶ

ࢀ

10:00㹼

ㄝ᫂

10:30㹼

ㅮ⩏ձ

ᆅᇦࡢ≧ἣᛂࡌࡓ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢᐇࡘ࠸࡚

₇⩦ձ

ᐇࡋࡓᩍᐊάືࡢඹ᭷

11:00㹼

13:00㹼
13:30㹼
14:00

15:00㹼
16:00㹼17:30

࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ

㸦ఇ

᠁㸧

ㅮ⩏ղ

ᩍᐊάືࡢグ㘓࣭ࡾ㏉ࡾࡘ࠸࡚

₇⩦ղ

ᩍᐊάືࡢࡾ㏉ࡾ

ㅮ⩏
ࡲࡵ

᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢᡂᯝㄢ㢟ࡢᢕᥱ㸦᪥ᮏㄒ⬟ຊホ౯㸧ࡘ࠸࡚
◊ಟࡢᡂᯝㄢ㢟ࡢඹ᭷࣭ࡾ㏉ࡾ

ͤᐇ㊶⪅㛫࡛ࡑࢀࡒࢀࡢᩍᐊάືࢆඹ᭷ࡋ㸪ࡾ㏉ࡾ㸪ᨵၿࡋ࡚࠸ࡃάືࢆ㏻ࡋ࡚㸪⤒㦂ࡢ㛗▷ࢆၥࢃࡎ㸪Ꮫ
ࡧࢆᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ㸪ᐇ㊶⪅ࡢ㛫࡛᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛᑐࡍࡿඹ㏻ㄆ㆑ࡀ⏕ࡲࢀ㸪ᩍᐊ㐠Ⴀ
ࡶຠᯝࡀ࠶ࡿࠋ
ͤᐇࡋࡓᩍᐊάືࡢඹ᭷ࡾ㏉ࡾࡣᐃᮇⓗ⾜࠺ࡼ࠸㸦₇⩦ձ㸪₇⩦ղヱᙜ㸧ࠋࡑࡢ㝿㸪ᣦᑟຊホ౯㡯
┠୍ぴࢆά⏝ࡋࡓࡾ㸪ࢸ࣮࣐ࢆ❧࡚ࡓࡾࡋ࡚⾜࠺ࡼ࠸ࠋ
㸦ࢸ࣮࣐ࡢ㸸
ࠕࢽ࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᩍᐊάືࡀᐇ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠺ࠖ㸪
ࠕ⾜ື࣭య㦂୰ᚰࡢᩍᐊάືࡀᐇ
࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠺ࠖ㸪ࠕᑐヰࡼࡿ┦⌮ゎࡢಁ㐍ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠺ࠖ㸪ࠕᆅᇦ࣭Ꮫ⩦⪅ᛂࡌࡓᩍᮦ࣭
ᩍලࡢᕤኵࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠺ࠖ࡞ࠋ㸧
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㸱㸧ᆅᇦࡢᐇᛂࡌࡓ᪥ᮏㄒᩍᐊࡢタ⨨ྥࡅ࡚

ᑐ

㇟

ᆅᇦ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮

┠

ⓗ

ᆅᇦࡢ≧ἣᛂࡌࡓ᪥ᮏㄒᩍᐊࢆ᪂ࡓ❧ࡕୖࡆࡿୖ࡛㸪ᚲせ࡞⬟ຊࢆ㌟
ࡅࡿࠋ㸦≉ᚲせ࡞⾜ᨻࡸ㛵ಀᶵ㛵➼ࡢ㐃ᦠయไࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚㸧

ෆ

ᐜ

ۑᆅᇦࡸእᅜேࡢ≧ἣࡢᢕᥱ
࣭ᆅᇦࡢእᅜேࡢ≧ἣࡢᢕᥱࡢ᪉ἲ
࣭ᆅᇦࡢࣜࢯ࣮ࢫ➼ࡢᢕᥱ

ۑ᪥ᮏㄒᩍᐊࡢ┠ⓗࡢタᐃ࣭᪥ᮏㄒᩍᐊࡢタ⨨ࡢ⪃࠼᪉
࣭᪥ᮏㄒᩍᐊࡢ┠ⓗࡢタᐃ
࣭᪥ᮏㄒᩍᐊࡢタ⨨

ۑලయⓗ࡞᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢసᡂ
ὶ

ࢀ

ࠑ㸯᪥┠ࠒ
10:00㹼

ㄝ᫂

࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ

ㅮ⩏ձ

ᆅᇦࡸእᅜேࡢ≧ἣࡢᢕᥱࡘ࠸࡚

ㅮ⩏ղ

Ꮫ⩦⪅ࡢ≧ἣࡢᢕᥱࡢ᪉ἲཬࡧ␃ពⅬࡘ࠸࡚

ㅮ⩏ճ

Ꮫ⩦⪅ࡢࢽ࣮ࢬࡢᢕᥱࡢ᪉ἲཬࡧ␃ពⅬࡘ࠸࡚

12:00㹼

㸦ఇ

᠁㸧

13:00㹼

ㅮ⩏մ

ᆅᇦࡢࣜࢯ࣮ࢫ➼ࡢᢕᥱࡢ᪉ἲࡘ࠸࡚

14:00㹼

ㅮ⩏յ

᪥ᮏㄒᩍᐊࡢ┠ⓗࡢタᐃ࣭᪥ᮏㄒᩍᐊࡢタ⨨࠾ࡅࡿ␃ពⅬࡘ࠸࡚

15:00㹼

₇⩦ձ

᪥ᮏㄒᩍᐊࡢ㐠Ⴀᙜࡓࡗ࡚ᚲせ࡞㐃ᦠࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ

15:30㹼17:00

ࡲࡵ

ㄢ㢟ᥦ♧㸦ㄢ㢟㸸ᆅᇦࡸእᅜேࡢ≧ἣࡢᢕᥱ㸧㸪㸯᪥┠ࡢࡾ㏉ࡾ

ࠑ㸰᪥┠ࠒ
10:00㹼

ㄝ᫂

࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ

₇⩦ղ

ᆅᇦࡸእᅜேࡢ≧ἣᛂࡌࡓ᪥ᮏㄒᩍᐊࡢ┠ⓗࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ

₇⩦ճ

ᚲせ࡞ࣜࢯ࣮ࢫ࣭㐃ᦠయไࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ

12:00㹼

㸦ఇ

᠁㸧

13:00㹼

ㅮ⩏ն

᪥ᮏㄒᩍ⫱㺪㺽㺹㺖㺼㺵㺯ࡢసᡂࡘ࠸࡚

14:00㹼

⤂

ᆅᇦࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱㺪㺽㺹㺖㺼㺵㺯ࡢ⤂

15:00㹼

ㅮ⩏շ

࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ⌮ᛕά⏝᪉ἲࡘ࠸࡚

16:00㹼17:00

ࡲࡵ

◊ಟయࡢࡾ㏉ࡾ

ͤ㸯᪥┠㸰᪥┠ࡢ◊ಟࡢ㛫୍ᐃ⛬ᗘࡢᮇ㛫ࢆタࡅ㸪ㄢ㢟ࢆㄢࡍࡇࡼࡾ㸪㸰᪥┠ࡢ◊ಟࡀࡼࡾᐇ㊶ⓗ࡞ࡿࠋ
㸦ㄢ㢟ࡢ㸧
࣭ ᆅᇦࡸእᅜேࡢ≧ἣࡢᢕᥱ㸪ᆅᇦࡢࣜࢯ࣮ࢫࡢᢕᥱ㸪㐃ᦠయไࡢᵓ⠏ྥࡅࡓィ⏬సᡂ㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ
࣒ࣛࡢసᡂ➼ࠋ
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㸲㸧᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᨵၿྥࡅ࡚

ᑐ

㇟

ᆅᇦ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮

┠

ⓗ

⌧⾜ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆⅬ᳨ࡋ㸪ㄢ㢟ࢆᩚ⌮ࡋࡓୖ࡛㸪ᨵၿ
ィ⏬ࢆసᡂࡋ㸪ᐇࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞⬟ຊࢆ㌟ࡅࡿࠋ

ෆ

ᐜ

ۑ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢศᯒ࣭ㄢ㢟ࡢᢕᥱ
࣭᪥ᮏㄒᩍᐊࡢ㐠Ⴀ࠾ࡅࡿㄢ㢟ࡢᢕᥱ
࣭᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢᐇෆᐜ࠾ࡅࡿㄢ㢟ࡢᢕᥱ
࣭ᩍᐊάືࡢグ㘓࣭ࡾ㏉ࡾࡢά⏝᪉ἲ
࣭Ꮫ⩦⪅࣭ᣦᑟ⪅࣭༠ຊ⪅ࡢពぢ➼ࡢㄪᰝ࣭ศᯒ᪉ἲ
࣭᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢศᯒཬࡧㄢ㢟ࡢࡾࡲࡵ

ۑ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᨵၿィ⏬ࡢసᡂ࣭ᨵၿࡢᐇ
࣭᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᨵၿィ⏬ࡢ᳨ウ
࣭ᨵၿࡢᐇྥࡅ࡚

ۑ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ㊶࠾ࡅࡿ㹎㹂㹁㸿ࢧࢡࣝ
ὶ

ࢀ

ࠑ㸯᪥┠ࠒ
10:00㹼

ㄝ᫂
ㅮ⩏ձ

࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ
㺀⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜே㺁ᑐࡍࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱㺪㺽㺹㺖㺼㺵㺯ࡘ࠸࡚

12:00㹼

㸦ఇ

᠁㸧

13:00㹼

₇⩦ձ

⌧⾜ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱㺪㺽㺹㺖㺼㺵㺯ࢆⅬ᳨ࡋ࡚ࡳࡼ࠺

13:30㹼

ㅮ⩏ղ

᪥ᮏㄒᩍ⫱㺪㺽㺹㺖㺼㺵㺯ࡢⅬ᳨᪉ἲࡘ࠸࡚

15:00㹼

₇⩦ղ

᪥ᮏㄒᩍ⫱㺪㺽㺹㺖㺼㺵㺯ࡢศᯒ᪉ἲࡢ᳨ウ

16:00㹼17:00

ͤ

ࡲࡵ

ㄢ㢟ᥦ♧㸦ㄢ㢟㸸⌧⾜ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱㺪㺽㺹㺖㺼㺵㺯ࡢศᯒ㸧㸪㸯᪥┠ࡢ
ࡾ㏉ࡾ

๓ㄢ㢟ࡋ࡚㸪◊ಟ㸯᪥┠ࡢ๓ཷㅮ⪅ࡀࡑࢀࡒࢀࡢ᪥ᮏㄒᩍᐊࡢ⌧≧ࢆᩚ⌮ࡋ࡚࠾ࡃࡼ࠸ࠋ

ࠑ㸰᪥┠ࠒ
10:00㹼

₇⩦ճ

᪥ᮏㄒᩍ⫱㺪㺽㺹㺖㺼㺵㺯ࡢศᯒ⤖ᯝࡢⓎ⾲

₇⩦մ

᪥ᮏㄒᩍ⫱㺪㺽㺹㺖㺼㺵㺯ࡢㄢ㢟ࡢᢕᥱ

12:00㹼

㸦ఇ

᠁㸧

13:00㹼

ㅮ⩏ճ

᪥ᮏㄒᩍ⫱㺪㺽㺹㺖㺼㺵㺯ࡢᨵၿィ⏬ࡢసᡂ᪉ἲࡘ࠸࡚

13:30㹼

₇⩦յ

ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡼࡿᨵၿィ⏬ࡢసᡂ

15:00㹼

ㅮ⩏մ

㹎㹂㹁㸿ࢧࢡࣝᇶ࡙ࡃ᪥ᮏㄒᩍ⫱㺪㺽㺹㺖㺼㺵㺯ࡢᐇ㊶ࡘ࠸࡚

15:00㹼

₇⩦ն

ᐇ㝿ࡢᨵၿィ⏬ࡢసᡂ

16:00㹼17:00

ࡲࡵ

◊ಟయࡢࡾ㏉ࡾ

ͤ

ୖグ㸰᪥㛫ࡢ◊ಟຍ࠼㸪㸰᪥┠ࡢ₇⩦ն࡛సᡂࡋࡓᨵၿィ⏬ࢆཷㅮ⪅ࡀࡑࢀࡒࢀࡢ⌧ሙ࡛ᐇࡋ㸪
ࡑࡢ㐣⛬ࡸ⤖ᯝࢆඹ᭷ࡍࡿሙࢆࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡢ◊ಟࡋ࡚タࡅࡿࡼ࠸ࠋ
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４ 参考
（１）指導力評価に関するチェックシートのパソコン
上での活用方法
より効率的に指導力評価に関するチェックシートを作成するため，文化庁のホームペ
ージ「http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/kyouiku/nihongo_curriculum/index.html」
からチェックシート作成のための補助機能が付いた指導力項目一覧のファイル（エクセ
ルファイル）をダウンロードすることができます。
※

なお，補助機能を活用するためには，エクセルファイルの「マクロ」という機能
を有効にする必要があります。
「マクロ」を有効にする手順，補助機能を活用する
ための手順等の詳細については文化庁ホームページを参照。

マクロを利用した指導力評価に関するチェックシートの作成手順
手順１ 評価項目の選択
（１）指導力評価項目一覧から指導力評価に必要な項目の「選択項目」の欄にあるボック
ス「□」をクリックしてください。クリックをするとボックスに「✓」マークが入り，
さらにその項目のセルが色付きで表示されます。
⇒

４９ページ，
「
（イメージ②）項目を選択した段階」参照

（２）さらに，
「
【ボタン①】評価項目のみ表示する」をクリックすると，選択した項目の
みを表示することができます。
⇒

５０ページ，
「
（イメージ③）
【ボタン①】をクリックし，選択した項目のみ表
示した段階」参照

※

手順１の（２）で非表示になった項目は，「【ボタン②】全ての項目を表示する」をク
リックすると，再度，表示することができます。

手順２ 評価項目に対するコメントの記入
（１）５０ページの「
【ボタン③】評価項目のコメント欄を表示する」をクリックすると，
手順１で選択したチェック項目に対し，コメントを記載する欄を表示させることが
できます。
⇒

５１ページ，
「
（イメージ④）
【ボタン③】をクリックし，チェック項目のコメ
ント欄を表示した段階」参照

※ 手順２の（１）で示したコメント欄は，「【ボタン④】コメント欄を隠す」をクリック
すると，再度，非表示にすることができます。
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（イメージ①） 文化庁ホームページからダウンロードした状態

指導力評価項目一覧（詳細版）
１．指導力評価項目の表示について
【ボタン①】選択した項目のみ表示する

【ボタン②】全ての項目を表示する

２．コメント欄の表示について
【ボタン③】選択した項目のコメント欄を表示する

【ボタン④】コメント欄を隠す

Ｐｌａｎ-Ｄｏ- Ｃｈｅｃｋ-Ａｃｔｉｏｎの別

対象例
指

ー

導

ィ

指導力評価項目

コ

デ
ー

ネ
タ

ー

者

Ｐｌａｎ（企画）
Ⅰ 地域や外国人の状況の把握
１．地域の外国人の状況の把握
（１）地域の外国人の状況や学習者の状況を把握している
1) 地域の外国人の増減とその理由を把握している

○

2) 学習者がこれまでに日本語学習をどの程度行っているか把握している

○

○

3) 学習者がこれまでに言語学習をどの程度行っているか把握している

○

○

4) 学習者の年齢，職業，家族形態などを把握している

○

○

○

○

○

○

学習者の学習環境（辞書やオーディオ機器・PCなどを所有している

5) か，日本語学習に協力してくれる人はいるか，どの程度日本語学習に
時間を割けるかなど）を把握している

学習者の使用言語とその使用場面，日本語でのやり取りが求められる

6) 場面を把握している

（２）学習者のニーズを把握している
学習者が生活面で課題として抱えていることを「今できないと困るこ
と」「今できるようになりたいこと」「今後できるようになりたいこ
7) と」「いつかできるようになりたいこと」に分類するなどし把握して ○
いる
学習者が求める教室活動の方法や教材などを適切な方法で把握してい
○
8) る

○
○

２．地域のリソース等の把握
（３）地域のリソース等を把握している
9) 日本語教室に使える場所がどこにあるか把握している

○

10) 協力してくれる機関がどこにあるか把握している

○

11) 多言語での情報がどこにあるか把握している

○

12) 指導者・協力者がどこにいるか把握している

○

13) 通訳がどこにいるか把握している

○

14) 地域の他の日本語教室の状況を把握している

○

15) 他の地域の日本語教室の事例を把握している

○

Ⅱ 日本語教室の目的の設定・日本語教室の設置
３．日本語教室の目的の設定
（４）学習者の生活課題の解決に向けた日本語教室の目的を設定している
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評価の記録
① ② ③
選
択
月 月 月
項
目
日 日 日

（イメージ②） 必要な項目を選択した段階 （※選択した項目のセルが色付きで表示されます）

指導力評価項目一覧（詳細版）
１．指導力評価項目の表示について
【ボタン①】選択した項目のみ表示する

【ボタン②】全ての項目を表示する

２．コメント欄の表示について
【ボタン③】選択した項目のコメント欄を表示する

【ボタン④】コメント欄を隠す

Ｐｌａｎ-Ｄｏ- Ｃｈｅｃｋ-Ａｃｔｉｏｎの別

対象例
指

ー

導

ィ

指導力評価項目

コ

デ
ー

ネ
タ

ー

者

Ｐｌａｎ（企画）

評価の記録
① ② ③
選
択
月 月 月
項
目
日 日 日

Ⅰ 地域や外国人の状況の把握
１．地域の外国人の状況の把握
（１）地域の外国人の状況や学習者の状況を把握している
1) 地域の外国人の増減とその理由を把握している
学習者がこれまでに日本語学習をどの程度行っているか把握してい

○

2) る

○

○

3) 学習者がこれまでに言語学習をどの程度行っているか把握している

○

○

4) 学習者の年齢，職業，家族形態などを把握している

○

○

○

○

○

○

学習者が生活面で課題として抱えていることを「今できないと困る
こと」「今できるようになりたいこと」「今後できるようになりた
7) いこと」「いつかできるようになりたいこと」に分類するなどし把 ○
握している

○

学習者の学習環境（辞書やオーディオ機器・PCなどを所有している

5) か，日本語学習に協力してくれる人はいるか，どの程度日本語学習
に時間を割けるかなど）を把握している

学習者の使用言語とその使用場面，日本語でのやり取りが求められ

6) る場面を把握している

✓

✓

（２）学習者のニーズを把握している

学習者が求める教室活動の方法や教材などを適切な方法で把握して

8) いる

○

○

２．地域のリソース等の把握
（３）地域のリソース等を把握している
9) 日本語教室に使える場所がどこにあるか把握している

○

10) 協力してくれる機関がどこにあるか把握している

○

11) 多言語での情報がどこにあるか把握している

○

12) 指導者・協力者がどこにいるか把握している

○

13) 通訳がどこにいるか把握している

○

14) 地域の他の日本語教室の状況を把握している

○

15) 他の地域の日本語教室の事例を把握している

○

Ⅱ 日本語教室の目的の設定・日本語教室の設置
３．日本語教室の目的の設定
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✓

（イメージ③） 【ボタン①】をクリックし，選択した項目のみ表示した段階

指導力評価項目一覧（詳細版）
１．指導力評価項目の表示について
【ボタン①】選択した項目のみ表示する

【ボタン②】全ての項目を表示する

２．コメント欄の表示について
【ボタン③】選択した項目のコメント欄を表示する

【ボタン④】コメント欄を隠す

Ｐｌａｎ-Ｄｏ- Ｃｈｅｃｋ-Ａｃｔｉｏｎの別

対象例
指

ー

導

ィ

指導力評価項目

コ

デ
ー

ネ
タ

ー

者

Ｐｌａｎ（企画）

評価の記録
① ② ③
選
択
月 月 月
項
目
日 日 日

Ⅰ 地域や外国人の状況の把握
１．地域の外国人の状況の把握
（１）地域の外国人の状況や学習者の状況を把握している
学習者がこれまでに日本語学習をどの程度行っているか把握してい

○

○

✓

○

○

✓

学習者が生活面で課題として抱えていることを「今できないと困る
こと」「今できるようになりたいこと」「今後できるようになりた
7) いこと」「いつかできるようになりたいこと」に分類するなどし把 ○
握している

○

✓

○

○

✓

○
23) 択している
24) 23)で選択した生活上の行為から，より具体的な事例を選択している ○

○

✓

○

✓

○

○

✓

○

○

✓

2) る

学習者の使用言語とその使用場面，日本語でのやり取りが求められ

6) る場面を把握している

（２）学習者のニーズを把握している

２．地域のリソース等の把握
（３）地域のリソース等を把握している

Ⅱ 日本語教室の目的の設定・日本語教室の設置
３．日本語教室の目的の設定
（４）学習者の生活課題の解決に向けた日本語教室の目的を設定している
４．日本語教室の設置
（５）地域の外国人の状況に応じた日本語教室を設置している
（６）行政・関係機関との連絡調整を行っている

Ⅲ 具体的な日本語教育プログラムの作成
５．学習内容の検討
（７）学習内容について検討している
学習者が生活面で課題として抱えていることについて，優先度が高

22) いものを選択している

22)で選択したものに該当する生活上の行為をカリキュラム案から選

24)で選択した具体的な事例を基に，地域の実情や学習者の日本語の

25) レベルに合わせた学習内容を検討している

学習者と指導者，協力者が互いの社会，文化について学び合えるよ

26) うな学習内容を検討している
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（イメージ④） 【ボタン③】をクリックし，選択項目のコメント欄を表示した段階 （※コメントは例示）

指導力評価項目一覧（詳細版）
１．指導力評価項目の表示について
【ボタン①】選択した項目のみ表示する

【ボタン②】全ての項目を表示する

２．コメント欄の表示について
【ボタン③】選択した項目のコメント欄を表示する

【ボタン④】コメント欄を隠す

Ｐｌａｎ-Ｄｏ- Ｃｈｅｃｋ-Ａｃｔｉｏｎの別

対象例
指

ー

導

ィ

指導力評価項目

コ

デ
ー

ネ
タ

ー

者

Ｐｌａｎ（企画）

評価の記録
① ② ③
選 ４ ９
択
月 月 月
項
目 １ １
日 日 日

Ⅰ 地域や外国人の状況の把握
１．地域の外国人の状況の把握
（１）地域の外国人の状況や学習者の状況を把握している
学習者がこれまでに日本語学習をどの程度行っているか把握してい

○ ○
2) る
✓ △ ○
【コメント】
・４月１日…前期コース開始。最初に学習者にアンケートを行ったが，割と表面的なことしか書いていな
いような気がする。また，本人に直接聞いても漠然とした返事が多く，十分には分からなかった。
・９月１日…後期コース開始。前期から継続して教室に来ている人については，これまでの蓄積だけで
なく，人間関係ができているので大体把握できている。新しく後期コースから来た人については，焦ら
ず，これから話をしながら把握したい。
学習者の使用言語とその使用場面，日本語でのやり取りが求められ

○ ○
✓ △ △
6) る場面を把握している
【コメント】
・４月１日…前期コース開始。最初のアンケートで家での使用言語については分かったが，日常生活の
中で日本語でのやり取りが求められる場面までは十分に分からなかった。アンケートを改善する必要
があるか。
・９月１日…後期コース開始。アンケートについては前期コースで使用したものに改善を加えて，日本
語を使う場面を例示して選択してもらうようにしたが，日本に来てすぐの人にはイメージがしにくかった
ようだ。やっぱり，コースの中で聞いていくしかないか。場合によっては通訳ができる人に入ってもらっ
た方がいいかもしれない。

（２）学習者のニーズを把握している
学習者が生活面で課題として抱えていることを「今できないと困る
こと」「今できるようになりたいこと」「今後できるようになりた
7) いこと」「いつかできるようになりたいこと」に分類するなどし把 ○
握している

○

✓ △ ○

【コメント】
・４月１日…前期コース開始。最初のアンケート項目が自由記述式だったせいか，ほとんど書かれてい
なかった。要改善。
・９月１日…後期コース開始。アンケート項目で「今できないと困ること」などを具体的に挙げて選択して
もらう形にしたところ，割と出てきた。

２．地域のリソース等の把握
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̢φ̣ѻҺѽҵҹҰ٬йٝИాިயрৈٿрદᆍ
̢ഁॖং༽̣
࠙᪥ᮏㄒࠚ㹼 ࣮࣌ࢪ
࣭ ࣮࣌ࢪࡽ♧ࡍࠕ࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛᢅ࠺⏕άୖࡢ⾜ⅭࡢࠖࡣᏊࠕࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚
ࡢእᅜேࠖᑐࡍࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢᶆ‽ⓗ࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡘ࠸࡚ࠖࡢ 㹼 ࣮࣌ࢪ
ࡽ㘓ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ
࣭㹼 ࣮࣌ࢪ୰ᅜㄒ㸪ⱥㄒ㸪㡑ᅜ࣭ᮅ㩭ㄒ㸪࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒ㸪ࢫ࣌ࣥㄒ࡛ࡢヂࢆᥖ㍕
ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋྛᆅᇦ࠾࠸࡚᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆసᡂࡍࡿ㝿ࡸ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ⮬ࡽᚲせ
࡞⏕άୖࡢ⾜Ⅽࢆ㑅ᢥࡍࡿ㝿ࡢ㈨ᩱࡋ࡚ά⏝ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
࠙Ё᭛㸸୰ᅜㄒࠚ 56̚57 义
y Ң 54 义ᓔྟ߫ߎⱘ“ᷛޚᬭḜЁ᳝݇⫳⌏㸠Ўⱘџ՟”ˈ䞡ᮄߞⱏњᇣݠᄤ“᳝݇䩜ᇍ
ǉ᮹ᴀ⫳⌏ⱘҎǊⱘ᮹䇁ᬭ㚆ᷛޚᬭḜ”Ё 㸪 义ЁⱘݙᆍǄ
y  56 义 65 义߫ߎњЁ᭛ⱘ䆥᭛Ǆ䇋ഄऎ㓪ݭ᮹䇁ᬭ㚆䇒ҹঞᄺдⱘҎ䗝ᢽ㞾
Ꮕ⫳⌏Ё᠔ᖙ㽕ⱘ㸠ЎᯊˈЎ䌘᭭ࡴҹখ㗗߽⫼Ǆ
࠙English㸸ⱥㄒࠚPage 58-59
y The “Examples of Actions in Daily Life to be Included in the Standard Draft Curriculum” on
page 54 onwards is a copy of the content on page 12 and 13 of the “Standard Draft Curriculum of
Japanese Education for Foreign Residents.”
y The English translation is on page 56 and 65. Please refer to this part when local governments
produce a Japanese language education program and when learners of the Japanese language
choose the topics that they need to learn for their everyday lives.
࠙䞲ῃѿ㫆㍶㠊㸸㡑ᅜ࣭ᮅ㩭ㄒࠚ60-61 䗮㧊㰖
y 54 䗮㧊㰖䎆 㡊Ệ䞮⓪ ‘䚲㭖㩗㧎 䄺Ⰲ䊮⩒ 㞞㠦㍲ 䀾 䞮⓪ ㌳䢲㌗㦮 䟟㥚 ㌂⪖’⓪
㺛㧦 ‘㌳䢲㧦⪲㍲㦮 㣎ῃ㧎㠦 ╖䞲 㧒⽎㠊 ᾦ㥷㦮 䚲㭖㩗㧎 䄺Ⰲ䊮⩒ 㞞㠦
╖䞮㡂’㦮 ,  䗮㧊㰖䎆 ┺㔲 㑮⪳䞲 ộ㧛┞┺.
y 56 䗮㧊㰖㢖 65 䗮㧊㰖㠦 䞲ῃÂ㫆㍶㠊 ⻞㡃㦚 Ợ㨂䞮㡖㔋┞┺. ṗ 㰖㡃㠦㍲ 㧒⽎㠊
ᾦ㥷 䝚⪲⁎⧾㦚 㧧㎇䞶 ➢⋮ 䞯㔋㧦 㧦㔶㧊 䞚㣪䞲 ㌳䢲㌗㦮 䟟㥚⯒ ㍶䌳䞶 ➢
㧦⬢⪲ 䢲㣿䞮㕃㔲㡺.
࠙Português㸸࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒࠚpáginas 62 a 63
y Os “Exemplos de situações do cotidiano tratadas na sugestão de currículo padrão”, a partir da
página 54, são compilações do livreto “Sugestão de currículo padrão do ensino de japonês aos
estrangeiros que vivem no Japão”, páginas 12 e 13.
y A tradução para o português está nas páginas 56 e 65. Esperamos que esse material seja
aproveitado em várias regiões para se elaborar o programa de ensino do japonês, ou para que o
próprio estudante possa escolher uma situação do cotidiano em que necessita utilizar o japonês.
࠙Español㸸ࢫ࣌ࣥㄒࠚPáginas 64 – 65
y Los “ejemplos de acción en la vida tratados en el plan de currículo estándar”, los cuales se
indican a partir de la página 54, son los extraídos desde las páginas 12 – 13 del Librillo “Plan de
currículo estándar de enseñanza del idioma japonés para ‘extranjeros que viven en Japón’”.
y En las páginas 56 – 65 está la traducción al español. Aprovéchenla como referencia cuando
elaboren un programa de enseñanza del idioma japonés en cada región o para que aquellos que
aprendan el idioma japonés puedan seleccionar la acción que quieren tomar en la vida.
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ࡿ
 㣗ရࡸ㣧ᩱỈࡢᏳሗࢆ⌮ゎࡍࡿ
 ᏳࢆᏲࡿ
㸦㸧ᨾഛ࠼㸪ᑐᛂࡍࡿ
 ྛ✀ࡢᶆ㆑࣭ὀព᭩ࡁ➼ࢆ⌮ゎࡍࡿ㸦㧗㟁ᅽ༴㝤㸪ឤ
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 ㏆ࡃࡢே▱ࡽࡏࡿ㸦௳➼㸧
 ᩆᛴ㌴ࢆせㄳࡍࡿ
 ㏆ࡃࡢே▱ࡽࡏࡿ㸦ᨾ➼㸧
㸦㸧⅏ᐖഛ࠼㸪ᑐᛂࡍࡿ
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ۼᆅ㟈ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿ
 ㌟ࢆᏲࡿ㸦ᆅ㟈Ⓨ⏕㸧
ྎۼ㢼ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿ
 ኳẼணሗ࣭ྎ㢼ሗ␃ពࡋ⌮ゎࡍࡿ
 ᾘ㜵࣭ᩆᛴ㸦 ␒㸧ࡸ㆙ᐹ㸦 ␒㸧㟁ヰࡍࡿ
㸦ⅆ⅏➼㸧
ϩ ఫᒃࢆ☜ಖ࣭⥔ᣢࡍࡿ
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㸦㸧ఫᒃࢆ☜ಖࡍࡿ
 ື⏘ᴗ⪅┦ㄯࡍࡿ
 ᒃఫࡍࡿᆅᇦࢆ㑅ᢥࡍࡿ
 ㈤㈚ዎ⣙ࢆࡍࡿ
 ᘬࡗ㉺ࡋᴗ⪅౫㢗ࡍࡿ
 ᚲせ࡞ᡭ⥆ࢆ⾜࠺
 ఫ⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿ
㸦㸧ఫᒃࢆ⟶⌮ࡍࡿ
ۼ㛤ጞᡭ⥆ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿ
 ⏦㎸ࡳࢆࡍࡿ㸦㟁Ẽ㸪࢞ࢫ㸪Ỉ㐨➼㸧

 ≀ရ㉎ධ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡍࡿ
㸦㸧≀ရ㉎ධ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡍࡿ
 ᚲせ࡞ရ≀ࢆᢅ࠺ᗑ➼ࢆ᥈ࡍ
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 ㈍ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁࢆ᥈ࡍ
 ࢹࣃ࣮ࢺ㸪ࢫ࣮ࣃ࣮࣐࣮ࢣࢵࢺ㸪ࢥࣥࣅࢽ㸪㟁ჾᗑ㸪
᭩ᗑ➼࡛㈙࠸≀ࢆࡍࡿ
 ᗑෆࡢ⾲♧ࢆぢࡓࡾᗑဨᑜࡡ࡚ḧࡋ࠸ࡶࡢࡢሙᡤ
ࢆ᥈ࡍ
 ࡾሙࢆᑜࡡࡿ
 ᗑဨၟရࡘ࠸࡚ᑜࡡࡿ
 ್ẁࢆ▱ࡿ
 ၟရࡢᶵ⬟ࡸ್ẁࢆᑜࡡࡿ
 ၟရࡢ⾲♧ࢆㄞࡴ
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 ヨ╔ࢆ⏦ࡋฟࡿ
 Ⰽ㐪࠸ࡢࡶࡢࢆ㢗ࡴ
 ࢧࢬࡢኚ᭦ࢆ⏦ࡋฟࡿ
 ࣏ࣥࢺ࣮࢝ࢻࡸᘬๆࢆ⏝ࡍࡿ
 ࢡࣞࢪࢵࢺ࣮࢝ࢻࢆ⏝ࡍࡿ
 ᚲせ࡞ࡶࡢࢆ㑅ࢇ࡛㉎ධࡍࡿ
 ᨭᡶ࠸ࢆࡍࡿ㸦ᑐ㠃㈍㸧
 ㏉ရ࣭ࢆࡍࡿ
 ὀᩥࡍࡿ
 ᗑࡈཷࡅࡽࢀࡿࢧ࣮ࣅࢫ௦౯ࢆ⌮ゎࡍࡿ
㸦㣧㣗ᗑ➼ࡢ⏝㸧
 ᕼᮃࡢ㣗≀ࢆᢅ࠺ᗑࢆ᥈ࡍ
 㟁ヰ࡛ண⣙ࡍࡿ
 ᗑဨヰࡍ
 ᗑ࡛ேᩘࡸ⚗↮࣭ႚ↮࡞ࡢᕼᮃࢆఏ࠼ࡿ
 ࣓ࢽ࣮ࣗࢆㄞࡴ
 ࣓ࢽ࣮ࣗࢆ㑅ࢇ࡛ὀᩥࡍࡿ
 㣗ๆࢆ㈙࠺
 ㏣ຍࡢὀᩥࢆࡍࡿ
 ᨭᡶ࠸ࢆࡍࡿ㸦㣧㣗ᗑ㸧
ۼᗑࡈཷࡅࡽࢀࡿࢧ࣮ࣅࢫ௦౯ࢆ⌮ゎࡍࡿ
㸦ྛ✀ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝㸧
 ᗑ⯒ࢆ᥈ࡍ
 ⏝᪉ἲࢆ▱ࡿ
 ࢥࣥࣅࢽ࢚ࣥࢫࢫࢺࡢࢧ࣮ࣅࢫ㸦㸿㹒㹋㸪ࣇࢵࢡ
ࢫ㸪බඹᩱ㔠ࡢᨭᡶ࠸➼㸧ࢆ⏝ࡍࡿ
 ࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢᗑ㸪ࣞࣥࢱࣝࣅࢹ࢜ᗑ㸪⨾ᐜ㝔㸪⌮ᐜᗑ
ࢆ⏝ࡍࡿ
 ၟရῧ࠼ࡽࢀࡓሗࢆⓗ☜⌮ゎࡍࡿ
 ᪂⪺ᗈ࿌࣭ᢡࡾ㎸ࡳᗈ࿌ࢆ⌮ゎࡍࡿ
 ࣞࢩ࣮ࢺࢆ☜ㄆࡍࡿ
 ࣞࢩ࣮ࢺࢆ⌮ゎࡍࡿ

- 54 -

 ௦㔠ࢆᨭᡶ࠺
 ࣮࢝ࢻࡢ⏝ࡢྍ࣭ྍࢆ☜ㄆࡍࡿ
 ࠾㔠ࢆ⟶⌮ࡍࡿ
㸦㸧㔠⼥ᶵ㛵ࢆ⏝ࡍࡿ
 ⏦㎸ࡳࢆࡍࡿ㸦ཱྀᗙ㛤タ㸧
 㡸㔠ࡢᘬฟࡋࢆࡍࡿ

㸦㸧ఫẸࡋ࡚ࡢ࣐ࢼ࣮ࢆᏲࡿ
 ᒃఫᆅᇦࡢࢦ࣑ฟࡋࡘ࠸࡚ᆅᇦࡢබⓗᶵ㛵࡛Ⓨ⾜
ࡋ࡚࠸ࡿ⏕άሗࣃࣥࣇࣞࢵࢺ➼࡛☜ㄆࡋ⌮ゎࡍࡿ
 ᒃఫᆅᇦࡢࢦ࣑ฟࡋࡢ᪉ἲࡘ࠸࡚㞄ே㉁ၥࡍࡿ
 ࣐ࢼ࣮ࡘ࠸࡚ே┦ㄯࡍࡿ
 ᆅᇦ♫ཧຍࡍࡿ
㸦㸧ᆅᇦ♫ཧຍࡍࡿ
 ᒃఫᆅࡢ⮬ࡘ࠸࡚㞄ேᑜࡡࡿ
 ⮬ࡢဨ࡞ࡿ
 ⾜ཧຍࡍࡿ

ϫ ┠ⓗᆅ⛣ືࡍࡿ
 බඹ㏻ᶵ㛵ࢆ⏝ࡍࡿ
㸦㸧㟁㌴㸪ࣂࢫ㸪㣕⾜ᶵ㸪⯪➼ࢆ⏝ࡍࡿ
 Ⓨ㌴ࡍࡿ้ࡸࡿ㛫ࢆᑜࡡࡿ
 ┠ⓗᆅࡢ⾜ࡁ᪉ࢆᑜࡡࡿ
 ๆᶵࢆ⏝ࡍࡿ
㸦㸧ࢱࢡࢩ࣮ࢆ⏝ࡍࡿ
 ࢱࢡࢩ࣮ࡾሙࢆ᥈ࡍ
 㐨㊰࡛ࢱࢡࢩ࣮ࢆṆࡵࡿ
 ⾜ࡁඛࢆ࿌ࡆࡿ
 㐠㈤ࢆ⪺ࡁྲྀࡾ㸪ᨭᡶ࠺
 ⮬ຊ࡛⛣ືࡍࡿ
㸦㸧ᚐṌ࡛⛣ືࡍࡿ
 ఫᡤ⾲♧㸪ᕪⅬྡ㸪⾤ࡢෆᆅᅗ࡞ࢆㄞࡴ
 ᆅᅗୖ࡛┠ⓗᆅࢆ☜ㄆࡍࡿ
 ᆅᅗࢆ᭩࠸࡚ࡶࡽ࠺
 ┠ⓗᆅࡢ᪉ྥࡸ㊥㞳ࢆ☜ㄆࡍࡿ
 ┠ⓗᆅࡲ࡛ࡢ㐨ࢆᑜࡡࡿ

ϰ ⮬㌟ࢆ㇏ࡍࡿ
 వᬤࢆᴦࡋࡴ
㸦㸧వᬤࢆᴦࡋࡴ
ۼవᬤࢆ㐣ࡈࡍሙᡤࡸ⏝᪉ἲࢆ▱ࡿ
 㐺ᙜ࡞ேࡽࢻࣂࢫࢆࡶࡽ࠺
 ྠࡸ࿘ᅖࡢேࡽࡢཱྀࢥ࣑ሗࢆᚓࡿ
ۼタࡢ✀㢮ࡸไᗘࡘ࠸࡚▱ࡿ㸦ᆅᇦࡢබඹタ㸧
 ⏝᪉ἲࢆᑜࡡࡿ㸦ᆅᇦࡢබඹタ㸧
ϱ ሗࢆ㞟࣭Ⓨಙࡍࡿ

Ϯ ேࢃࡿ
 ⪅ࡢ㛵ಀࢆࡍࡿ
㸦㸧ேࡁྜ࠺
✀ࡢࡘࡉ࠸࠶ۼ㢮┠ⓗࢆ⌮ゎࡍࡿ
ۼ㹒㹎㹍ྜࡗࡓ㐺ษ࡞࠶࠸ࡉࡘᙧᘧࢆ⌮ゎࡍࡿ
 ᐅྜࡗࡓ࠶࠸ࡉࡘࢆᏛࢇ࡛ᐇ⾜ࡍࡿ
ࡢࡘࡉ࠸࠶ۼᩥⓗ┦㐪ࢆ⌮ゎࡍࡿ
 ┦ᡭྜࢃࡏࡓ࠶࠸ࡉࡘࢆࡍࡿ
 ᪥ᖖࡢ࠶࠸ࡉࡘࢆࡍࡿ
 ே㛫㛵ಀࡢࡁࡗࡅࢆసࡿ࠶࠸ࡉࡘࢆࡍࡿ
⮬ۼᕫ⤂ࡢ᪉ࢆ⌮ゎࡍࡿ
┦ۼᡭࡸ≧ἣᛂࡌࡓ⮬ᕫ⤂ࡢ᪉ࢆ⌮ゎࡍࡿ
 ୖࡢබⓗ࡞⮬ᕫ⤂ࢆࡍࡿ
 ⚾ⓗ࡞ሙ㠃࡛⮬ᕫ⤂ࢆࡍࡿ
 ศࡽ࡞࠸ࡁ㸪ၥᛮࡗࡓࡁಙ㢗࡛ࡁࡿ┦ᡭ
㉁ၥࡍࡿ㸦᪥ᮏࡢ୍⯡ⓗ࡞࣐ࢼ࣮➼ࡘ࠸࡚㸧

 ㏻ಙࡍࡿ
㸦㸧㒑౽࣭Ꮿ㓄౽ࢆ⏝ࡍࡿ
ۼ㒑౽ᒁࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆ⌮ゎࡍࡿ
 ᡭ⣬ࡸⴥ᭩ࢆ᭩࠸࡚㏦ࡿ
 ᅾ㓄㐩㏻▱ᑐᛂࡍࡿ
 Ꮿ㓄౽ࢆཷࡅྲྀࡿ
㸦㸧ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ⏝ࡍࡿ
ࢫࣅ࣮ࢧࡢࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥۼෆᐜ࣭⏝᪉ἲࢆ⌮ゎ
ࡍࡿ
 ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ᳨⣴ࡢ᪉ἲࢆேᑜࡡ࡚⌮ゎࡍࡿ
 㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࢆ᭩ࡃ
㸦㸧㟁ヰ࣭ࣇࢡࢩ࣑ࣜࢆ⏝ࡍࡿ
 㟁ヰࢆࡅࡿ
 ᛂ⟅ࡍࡿ
 ࣐ࢫ࣓ࢹࢆ⏝ࡍࡿ
㸦㸧࣐ࢫ࣓ࢹ➼ࢆ⏝ࡍࡿ
 ࢸࣞࣅ␒⤌ࢆぢࡿ

ϯ ♫ࡢ୍ဨ࡞ࡿ

ͤࠕϨࠖ㹼ࠕϱࠖࡣ⏕άୖࡢ⾜Ⅽࡢศ㢮ࠊ
ࠕࠖ㹼ࠕࠖࡣ୰ศ
㢮ࠊ
ࠕ
㸦㸧
ࠖ㹼ࠕ
㸦㸧
ࠖࡣᑠศ㢮ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾㸪
ࠕ࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛࠖ120 ࣮࣌ࢪࠕ⏕άୖࡢ⾜Ⅽࡢศ㢮୍ぴࠖࡽࠕ9 Ꮚ
⫱࡚࣭ᩍ⫱ࢆ⾜࠺ࠖཬࡧࠕ9, ാࡃࠖࢆ┬࠸࡚࠶ࡿࠋ
ࠖࡣᇶᮏⓗ࡞⏕άᇶ┙ࡢᙧᡂྍḞ࡛࠶ࡿ㸪ཪࡣ㸪Ᏻ
ͤࠕ
㸦ᩘᏐ㸧
㛵ࢃࡾ⥭ᛴᛶࡀ࠶ࡿࡓࡵᚲせྍḞ࡞⏕άୖࡢ⾜Ⅽࡢ
ࢆ♧ࡍࠋ
ࠕࡣࠖۼᇶᮏⓗ࡞⏕άᇶ┙ࡢᙧᡂ㸪ཪࡣᏳ㛵ࢃࡾ
⥭ᛴᛶࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪ሗࡋ࡚▱ࡗ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࡶࡢࢆ♧ࡍࠋ

 ᆅᇦ࣭♫ࡢ࣮࣭࣐ࣝࣝࢼ࣮ࢆᏲࡿ
㸦㸧ఫẸࡋ࡚ࡢᡭ⥆ࢆࡍࡿ
✀ྛۼᡭ⥆ࡢ✀㢮ࡸෆᐜࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿ
 ᙺᡤࡢཷ࡛እᅜேⓏ㘓❆ཱྀࡢሙᡤࢆᑜࡡࡿ
 ᨭᡶ᪉ἲࢆ☜ㄆࡍࡿ㸦ྛ✀⛯㔠㸧
 ᚲせᛶࢆ☜ㄆࡍࡿ㸦☜ᐃ⏦࿌㸪㑏⏦࿌㸧

ͤᕳᮎከゝㄒ㸦୰ᅜㄒ㸪㡑ᅜ࣭ᮅ㩭ㄒ㸪ⱥㄒ㸪࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒ㸪ࢫ
࣌ࣥㄒ㸧ࡢࡶࡢࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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࠙Ё᭛˖୰ᅜㄒࠚᷛޚᬭḜЁ᳝݇⫳⌏㸠Ўⱘџ՟
ĉ عᒋᅝܼഄ⫳⌏

ċ 䖯㸠⍜䌍

 ֱᣕعᒋ
˄˅ए⭫ᴎᵘফ⊏⭫
01 ਞ䆝䚏ሙ⮙ᚙˈ䇋∖㒭ќᣛ⚍
02 ߱䆞ᣖো໘ࡲ⧚㓁
03 ফए⫳ⱘ䆞ᆳ
04 䆶䯂⮒⮙ⱘᑨᇍ⊩⫳⌏Ϟⱘ⊼ᛣџ乍ㄝᑊ⧚㾷݊
ㄨ
˄˅᳡㥃
01 ए⭫ᴎᵘᕫࠄ໘ᮍǃ⹂䅸ݙᆍ
02 䇈ᯢ⮙ᚙǃ㽕∖ᓔ㥃
03 ⧚㾷㥃ࠖᏜㄝ᳝݇ࠕࡳᬜǃ᳡⫼ᮍ⊩ǃ⊼ᛣџ乍ࠖⱘ䇈
ᯢ
˄˅⊼ᛣعᒋ
01 ⧚㾷݇Ѣ⌕㸠⮙ⱘֵᙃᑊߎخℷ⹂ⱘᑨᇍ
02 ⧚㾷亳કঞ佂⫼∈ⱘᅝֵܼᙃ
 ⹂ֱᅝܼ
˄˅乘䰆ᑊᑨᇍџᬙ
01 ⧚㾷⾡ᷛ䆚⊼䞞ㄝ㸦催य़⬉ॅ䰽ǃ⊼ᛣ㾺⬉ǃ⽕ℶ
ܹݙㄝ㸧
02 ⧚㾷᳝ᬜⱘϞ䫕ᮍ⊩
03 㒭䄺ᆳ㸦ᢼᠧ 110㸧ᠧ⬉䆱
04 䗮ⶹ䰘䖥ⱘҎ㸦џӊㄝ㸧
05 㽕∖⌒ᬥᡸ䔺
06 䗮ⶹ䰘䖥ⱘҎ㸦џᬙㄝ㸧
˄˅乘䰆ᑊᑨᇍ♒ᆇ
01 ⧚㾷㞾⊏ԧⱘᅷӴǃᏗਞǃ⠠ᄤㄝˈ⹂䅸⦄എ
02 ⧚㾷ᑊҎ䆶䯂⭣ᬷഎ᠔ᮍ⊩
03⧚ۼ㾷ഄ䳛
04 ֱᡸҎ䑿ᅝܼ㸦থ⫳ഄ䳛ᯊ㸧
05⧚ۼ㾷ৄ亢
06 ⬭ᛣᑊ⧚㾷⇨乘ৄ亢ֵᙃ
07 㒭⍜䰆࣭ᬥᗹ㸦ᢼᠧ 119㸧ঞ䄺ᆳ㸦ᢼᠧ 110㸧ᠧ⬉䆱
㸦☿♒ㄝ㸧
Ċ ⹂ֱᑊ㓈ᣕԣᅙ
 ⹂ֱԣᅙ
˄˅⹂ֱԣᅙ
01 Ϣ᠓ഄѻ݀ৌणଚ
02 䗝ᢽሙԣഄऎ
03 ㅒ䅶ߎ䌕ড়ৠ
04 ྨᠬᨀᆊ݀ৌ
05 ࡲ⧚ᖙ㽕ⱘ㓁
 ᅠሙԣ⦃๗
˄˅ㅵ⧚ԣᅙ
01⧚ۼ㾷ᓔྟ㓁
02 ⬇䇋㸦⬉ǃ✸⇨ǃ㞾ᴹ∈ㄝ㸧

 䌁⠽兟 ߽⫼᳡ࡵ
˄˅䌁⠽兟 ߽⫼᳡ࡵ
01 ᇏᡒ㒣䫔᠔䳔㽕ⱘଚકⱘଚᑫㄝ
02ⶹۼ䘧ḍⳂⱘ♉⌏ഄ߽⫼㉏ଚᑫ
03 ᇏᡒ㒣䫔ⱘଚᑫ
04 ⱒ䋻ଚᑫǃ䍙Ꮦǃᮍ֓ଚᑫǃ⬉఼ଚᑫǃкᑫㄝ䌁⠽
05 ⳟᑫⱘݙᷛ䆚㗙䆶䯂ᑫਬˈᇏᡒ㞾Ꮕᛇфଚકⱘഄᮍ
06 䆶䯂䋻ᶊᶰৄ
07 ᑫਬ䆶䯂ଚક
08 њ㾷ӋḐ
09 䆶䯂ଚકⱘࡳ㛑ঞӋḐ
10 䯙䇏ଚકⱘᷛ䆚
11 䅵ㅫӋḐ⥛
12 ᦤߎ㽕∖䆩こ
13 ᢰᠬᣓϡৠ买㡆ⱘଚક
14 ᦤߎሎᇌব
15 ߽⫼⿃ߚवঞӬᚴࠌ
16 ߽⫼ֵ⫼व
17 䗝ᢽᑊ䌁ф᠔䳔㽕ⱘଚક
18 Ҭℒ㸦䴶ᇍ䴶䫔ଂ㸧
19 䗔䋻࣭ᤶ
20 䅶䌁
21 ⧚㾷↣ᆊᑫৃݙҹѿফⱘ᳡ࡵӋ䪅
㸦佂亳ᑫㄝⱘ߽⫼㸧
22 ᇏᡒ᳝㞾Ꮕᛇৗ亳⠽ⱘ令佂ᑫ
23 䗮䖛⬉䆱乘䅶
24 Ϣᑫਬ䇈䆱
25 ਞ䆝ᑫਬҎ᭄ҹঞ⽕⚳࣭⚳ㄝⱘ㽕∖
26 ⳟ㦰ऩ
27 ⚍㦰
28 䌁ф令ࠌ
29 ࡴ㦰
30 Ҭℒ㸦令佂ᑫ㸧
31⧚ۼ㾷↣ᆊᑫৃݙҹѿফⱘ᳡ࡵӋ䪅
㸦⾡᳡ࡵⱘ߽⫼㸧
32 ᇏᡒᑫ䫎
33 њ㾷߽⫼ᮍ⊩
34 ߽⫼ᮍ֓ଚᑫⱘ᳡ࡵ㸦㸿㹒㹋ǃӴⳳǃ݀݅џϮ䌍ⱘ㔈
㒇ㄝ㸧
35 ߽⫼⋫㸷ᑫǃ䷇⾳ߎڣᑫǃ㕢থख़ǃ⧚থᑫ
36 ℷ⹂ഄ⧚㾷䰘ଚકϞⱘֵᙃ
37 ⧚㾷㒌ᑓਞ།ߞⱘݙᑓਞ
38 ⹂䅸ᬊ
39 ⧚㾷ᬊ
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40 Ҭℒ
41 ⹂䅸ᰃ৺ৃҹՓ⫼ֵ⫼व
 ⧚䋶
˄˅߽⫼䞥㵡ᴎᵘ
01 ⬇䇋㸦ᓔ䆒䋺᠋㸧
02 ᦤপᄬℒ

˄˅䙉ᅜЎሙ⇥ⱘ㾘߭
01 ⹂䅸ᑊ⧚㾷᠔ሙԣഄऎ݀݅ᴎᵘথ㸠ⱘ݇Ѣצൗഒⱘ
⫳⌏ֵᙃᅷӴݠㄝ
02 䚏ሙ䇋ᬭ᠔ሙԣഄऎצൗഒⱘᮍ⊩
03 ҪҎ䇋ᬭ㾘߭
 খϢഄऎ⼒Ӯ
˄˅খϢഄऎ⼒Ӯ
01 䚏ሙ䇋ᬭ᠔ሙԣഄऎ㞾⊏Ӯⱘᚙމ
02 ៤Ў㞾⊏ӮⱘӮਬ
03 খࡴҾᓣ⌏ࡼ

Č ⿏ࡼࠄⳂⱘഄ
 ߽⫼݀݅Ѹ䗮Ꮉ
˄˅߽⫼⬉䔺ǃ݀݅≑䔺ǃ亲ᴎǃ䕂㠍ㄝ
01 䆶䯂থ䔺ᯊ䯈ҹঞ䏃᠔䳔ᯊ䯈
02 䆶䯂এⳂⱘഄⱘᮍ⊩
03 ߽⫼ଂ⼼ᴎ
˄˅߽⫼ߎ⾳䔺
01 ᇏᡒߎ⾳≑䔺キ
02 䏃Ϟᠧߎ⾳
03 ਞ䆝Ⳃⱘഄ
04 䆶䯂ᑊᬃҬ䔺䌍
 䴴㞾Ꮕⱘ䞣⿏ࡼ
˄˅ᕦℹ⿏ࡼ
01 䯙䇏ԣഔᷛ䆚ǃकᄫ䏃ষৡ⿄ǃ㸫䘧ᣛफഄㄝ
02 ഄϞ⹂䅸Ⳃⱘഄ
03 䇋߿Ҏ⬏ഄ
04 ⹂䅸Ⳃⱘഄⱘᮍ䎱⾏
05 䆶䯂এⳂⱘഄⱘ䏃

đ Єᆠ㞾Ꮕⱘ⫳⌏
 ѿফԭᱛ
˄˅ѿফԭᱛ
01ۼњ㾷⏵䖛ԭᱛⱘഎ᠔ঞ߽⫼ᮍ⊩
02 ᕫࠄ䗖ᔧⱘҎⱘᓎ䆂
03 ᕫࠄৠџ਼ೈⱘҎⱘষ༈ѦӴⱘֵᙃ
04ۼњ㾷䆒ᮑⱘ⾡㉏ঞࠊᑺ㸦ഄऎⱘ݀݅䆒ᮑ㸧
05 䆶䯂߽⫼ᮍ⊩㸦ഄऎⱘ݀݅䆒ᮑ㸧
Ē ᬊ䲚ᑊথᬒֵᙃ

ď ϢҎѸᕔ
 ϢҪҎֱᣕ㡃དⱘ݇㋏
˄˅ϢҎѸᕔ
01⧚ۼ㾷ᠧⱘ⾡㉏Ⳃⱘ
02⧚ۼ㾷ヺড় TPO ⱘড়䗖ⱘᠧᔶᓣ
03 ᄺдᑊヺড়ᯊᅰഄᠧ
04⧚ۼ㾷ᠧⱘ᭛࣪ᗻᏂ߿
05 䗖ᑨᇍᮍഄᠧ
06 ᮹ᐌᗻഄᠧ
07 ᠧҹᓎゟ䍋Ҏ䰙݇㋏
08⧚ۼ㾷خ㞾៥ҟ㒡ⱘᮍ⊩
09⧚ۼ㾷ḍᇍᮍঞᚙخމ㞾៥ҟ㒡ⱘᮍ⊩
10 ᎹЁℷᓣⱘഎড়ϟخ㞾៥ҟ㒡
11 䴲ℷᓣⱘഎড়ϟخ㞾៥ҟ㒡
12 ϡពǃ䘛ࠄ⭥䯂ᯊৃҹֵӏⱘҎ䇋ᬭ㸦᳝݇᮹ᴀϔ
㠀ᗻⱘ⼐㡖ㄝ㸧

 䖯㸠䗮ֵ
˄˅߽⫼䚂ᬓᖿ䗦᳡ࡵ
01⧚ۼ㾷䚂ሔⱘԧ㋏
02 ݭথкֵঞᯢֵ⠛
03 ໘⧚ϡᆊⱘᡩ䗦䗮ⶹ
04 乚পᖿ䗦
˄˅߽⫼Ѧ㘨㔥
01⧚ۼ㾷Ѧ㘨㔥ⱘ᳡ࡵݙᆍ߽⫼ᮍ⊩
02 ҪҎ䇋ᬭᑊ⧚㾷Ѧ㘨㔥ⱘẔ㋶ᮍ⊩
03 ݭথ⬉ᄤ䚂ӊ
˄˅߽⫼⬉䆱Ӵⳳ
01 ᠧ⬉䆱
02 ᬊ
 ߽⫼ӫӴၦ
˄˅߽⫼ӫӴၦㄝ
01 㾖ⳟ⬉㾚㡖Ⳃ

Đ ៤Ў⼒Ӯⱘϔਬ

ͤ“Ϩ”㹼“ϱ”ᇍᑨ⫳⌏㸠Ўⱘߚ㉏ˈ“01”㹼“22”ᇍᑨЁߚ㉏ˈ
“㸦01㸧”㹼“㸦48㸧”ᇍᑨᇣߚ㉏Ǆˈⳕ⬹њ“ᷛޚᬭḜ”
 120 义ЁҢ“⫳⌏㸠Ўߚ㉏ϔ㾜㸼”ࠄ“V ݏ㚆ᄽᄤᬭ㚆”
“VI Ꮉ”ⱘ䚼ߚǄ
ͤ“㸦᭄ᄫ㸧”㸼⼎ᔶ៤ᴀ⫳⌏⸔Ёǃ㗙⬅ѢϢᅝܼⳌ᳝݇
㋻ᗹᗻ᠔ϡৃ㔎ᇥⱘ⫳⌏㸠Ўⱘџ՟Ǆ“”ۼ㸼⼎ᔶ៤ᴀ⫳⌏
⸔Ёǃ㗙⬅ѢϢᅝܼⳌ᳝݇㋻ᗹᗻˈЎֵᙃᑨ䆹ⶹ䘧ⱘ
䚼ߚǄ

 䙉ᅜഄऎ⼒Ӯⱘ㾘߭⼐Ҿ
˄˅ࡲ⧚ሙ⇥㓁
01⧚ۼ㾷⾡㓁ⱘ⾡㉏ݙᆍ
02 ᬓᑰᴎ݇ᕙ໘䆶䯂ࡲ⧚Ҏⱏᔩⱘにষԡ㕂
03 ⹂䅸㔈㒇ᮍ⊩㸦⾡䞥㸧
04 ⹂䅸ᖙ㽕ᗻ㸦㒇⬇ǃᔦ䖬⬇㸧
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࠙English: ⱥㄒࠚExamples of Actions in Daily Life to be Included in the Standard Draft Curriculum
I. Living a Healthy and Safe Life
III. Life as a Consumer
01 Maintaining Health
05 Purchasing Goods, Utilizing Services
(01) Being treated at a medical institution
(08) Purchasing goods, utilizing services
01 Explaining your condition and asking a neighbor for
01 Finding shops, etc. which sell the necessary goods
02 ۼLearning that you can use different types of shops
advice
02 Following the procedure for first-time patients at the
depending on their purpose
reception desk
03 Finding shops which sell specific goods
03 Being examined by a doctor
04 Shopping at a department store, a supermarket, a
04 Asking questions about ways to treat your symptoms,
convenience store, an electric appliance store, a book
asking questions about measures to take in your daily
shop, etc.
life and understanding the doctor’s answers
05 Finding the goods you want to buy by looking at the
information in the store and asking a clerk
(02) Using medicines
06 Asking a clerk which section sells the goods that you
01 Receiving a prescription at a medical institution and
want to buy
checking the contents of the prescription
07 Asking a clerk about a product
02 Explaining your symptoms and purchasing medicines
08 Checking the price
03 Understanding “what the medicine is for, directions for
09 Asking about the product’s functions and price
use and points to note”
10 Reading information about a product
(03) Taking health precautions
11 Calculating the price and the tax
01 Understanding information about epidemic diseases and
12 Asking if you can try a product on
taking appropriate measures
13 Asking for the same product in a different color
02 Understanding safety information about food and
14 Asking for the same product in a different size
drinking water
15 Using point cards and discount vouchers
02 Maintaining Safety
16 Using a credit card
(04) Preparing for and handling accidents
17 Choosing and purchasing what you need
01 Understanding various signs and notices (high voltage
18 Making a payment (at the counter)
warning, electrification warning, “Do not enter,” etc.)
19 Returning or exchanging a product
02 Understanding how to lock doors and windows properly
20 Placing an order
03 Phoning the police (dial 110)
21 Understanding the services available at each type of
04 Informing a nearby person (in the case of an incident,
shop and their prices (utilization of restaurants, etc.)
etc.)
22 Finding a restaurant which offers what you want to eat
05 Asking for an ambulance
23 Making a reservation by phone
06 Informing a nearby person (in the case of an accident,
24 Talking to restaurant staff
etc.)
25 Making requests to restaurant staff, for example, the
(05) Preparing for and handling disaster situations
number of seats you require, smoking/non-smoking
01 Understanding local government information, notices
seats, etc. at a restaurant
and signs and checking relevant sites
26
Reading a menu
02 Finding out where the evacuation site is and how to
27 Choosing and ordering a dish
evacuate, asking someone where the evacuation site is
28 Purchasing a meal ticket
and how to evacuate
29 Placing an additional order
03 ۼLearning about earthquakes
30 Making a payment (at a restaurant)
04 Protecting yourself (when an earthquake occurs)
31 ۼUnderstanding the services available at each type of
05 ۼLearning about typhoons
shop and their prices (utilization of various services)
06 Paying attention to and understanding the weather
32
Finding
a shop
forecast and typhoon information
33
Learning
how to use services
07 Phoning the fire service and the emergency services
34
Using
the
services available at convenience stores (an
(dial 119) and phoning the police (dial 110) (when a fire
ATM, a fax machine, payment of utility bills, etc.)
breaks out, etc.)
35 Using a dry cleaning shop, a video rental shop,
II. Securing and Maintaining a Residence
hairdressers and barbers shops
03 Securing a Residence
36 Correctly understanding information attached to a
(06) Securing a residence
product
01 Consulting with a real-estate agent
37 Understanding newspaper advertisements and flyers
02 Selecting an area to live
38 Checking receipts
03 Signing a rental contract
39 Understanding receipts
04 Hiring a moving company
05 Following the necessary procedures
04 Preparing to Use the Residence
(07) Managing the residence
01 ۼUnderstanding the procedures needed before starting
to use the residence
02 Applying for services (electricity, gas, water, etc.)
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40 Making a payment
41 Checking whether a card can be used or not

04 Checking procedures which apply to you (the final
income tax return, making an application for a tax
refund)

06 Managing Your Money
(34) Following rules for residents
(09) Using financial institutions
01 Checking and understanding the rules for putting the
01 Applying for a service (opening an account)
garbage out in your area by looking at living
02 Withdrawing your money
information pamphlets, etc. issued by local public
IV. Traveling to a Destination
agencies.
07 Using Public Transportation Systems
02 Asking a neighbor how to put the garbage out in your
(10) Using a train, a bus, a plane, a vessel, etc.
area
01 Asking about the departure time and how long it takes
03 Consulting with someone about the rules
to get to the destination
16 Taking Part in the Local Community
02 Asking how to get to a destination
(35) Taking part in the local community
03 Using a ticket machine
01 Asking a neighbor about the residents’ association in
(11) Using a taxi
your area
01 Finding a taxi stand
02 Becoming a member of the residents’ association
02 Stopping a taxi in the street
03 Participating in events
03 Telling the driver the destination
IX.
Living a Fulfilling Life
04 Understanding and paying the fare
20 Enjoying Your Leisure Time
08 Traveling on Foot
(44) Enjoying your leisure time
(12) Traveling on foot
01 ۼFinding out about places to spend the leisure time and
01 Reading an address and the name of an intersection,
how to use the places
understanding a map of a town, etc.
02
Receiving
advice from appropriate people
02 Checking the destination on a map
03 Obtaining word-of-mouth information from your
03 Asking someone to draw a map
colleagues and other people around you
04 Checking the direction and the distance to a destination
04 ۼLearning about the different types of local public
05 Asking how to get to a destination
facilities and their services
VII. Interacting with People
05 Asking staff how to use local public facilities
14 Building Good Relationships with People
X. Collecting and Sending Information
(31) Interacting with people
21 Using Communications
01 ۼUnderstanding the different types of greetings and
(45) Using the postal service and home delivery
their purposes
services
02 ۼUnderstanding the appropriate forms of greeting in
01 ۼUnderstanding post office services
accordance with the situation
02 Writing and sending letters and postcards
03 Learning the appropriate greeting for each occasion and
03 Responding to a notice of non-delivery
using the greetings
04 Receiving a home-delivered parcel
04 ۼUnderstanding the differences in greetings between
(46) Using the internet
different cultures
01 ۼUnderstanding internet services and how to use them
05 Using the greeting which is appropriate for the person
you are talking to
02 Asking someone how to do an internet search and
06 Greeting people in your daily life
understanding how to do it
07 Greeting people as a way to start relationships with
03 Writing an e-mail
them
(47) Using a telephone and a fax
08 ۼUnderstanding how to introduce yourself
01 Making a phone call
09 ۼUnderstanding suitable ways to introduce yourself in
02 Receiving a phone call
accordance with the situation and the person you are
22 Using Mass Media
talking to
(48) Using mass media, etc.
10 Introducing yourself officially in a business situation
01 Watching TV programs
11 Introducing yourself in your personal life
12 Asking questions to someone you trust when there is
Note: “I-X,” “01-22” and “(01)-(48)” respectively correspond to
something you do not understand or something you are
the “main topics,” the “sub topics” and the “small topics”
not sure about (such as general manners in Japan)
regarding actions in daily life. This document does not
include “V. Raising and Educating Children” and “VI.
VIII. Being a Member of Society
Working” contained in the “List of Topics Regarding
15 Following the Rules and Manners of the Local Area
Actions in Daily Life” on page 120 of the “Standard Draft
and Society
Curriculum.”
(33) Following the procedures required of a resident
01 ۼUnderstanding the type and content of various
Note: Actions with the underlined numbers (“XX”) are essential
actions because they are indispensable for basic daily living
procedures
or because they are related to safety and therefore need to be
02 Inquiring at the reception desk of a government office
understood urgently. Items with the star mark (“ )”ۼare
about the location of the counter for “alien registration”
needed because they are indispensable for basic daily living
03 Checking how to make payments (various taxes)
or because they are related to safety and therefore need to be
understood urgently.
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࠙䞲ῃѿ㫆㍶㠊ୖ㡑ᅜ࣭ᮅ㩭ㄒࠚ䚲㭖㩗㧎 䄺Ⰲ䊮⩒ 㞞㠦㍲ 䀾 䞮⓪ ㌳䢲㌗㦮 䟟㥚 ㌂⪖
ช Ịṫ䞮ἶ 㞞㩚䞮Ợ 㰖⌎┺

ฌ ㏢゚㌳䢲㦚 䞲┺

WX Ịṫ㦚 㥶㰖䞲┺
ୄWX㦮⬢₆ὖ㠦㍲䂮⬢⯒ ⓪┺
WX 㡜 ㌂⧢㠦Ợ 㣿䌲⯒ ㍺ⳛ䞮ἶ 㫆㠎㦚 ῂ䞲┺
WY 㽞㰚 㩧㑮㠦㍲ 㑮㏣㦚 䞲┺
WZ 㦮㌂㦮 㰚㺆㦚 ⓪┺
W[ 㰞⼧㠦 ╖䞲 ╖㻮⻫˱㌳䢲㌗㦮 㭒㦮㌂䟃 ❇㦚 㰞ⶎ
䞮ἶ ╋⼖㦚 㧊䟊䞲┺
ୄWY㟓㦚 㧊㣿䞲┺
WX 㦮⬢₆ὖ㠦㍲ 㻮㩚㦚 ἶ ⌊㣿㦚 䢫㧎䞲┺
WY 㯳㌗㦚 ㍺ⳛ䞮ἶ 㟓㦚 㣪ῂ䞲┺
WZ 㟓㩲㌂ ❇㦮 ˄䣾⓻S 㣿⻫S 㭒㦮㌂䟃˅ ㍺ⳛ㦚 㧊䟊䞲┺
ୄWZỊṫ㠦 㭒㦮⯒ ₆㤎㧎┺
WX 㥶䟟㎇ 㰞⼧㠦 ╖䞲 㩫⽊⯒ 㧊䟊䞮ἶ 㩗㩞䧞 ╖㻮
䞲┺
WY 㔳䛞㧊⋮ 㦢⬢㑮㦮 㞞㩚㩫⽊⯒ 㧊䟊䞲┺
WY 㞞㩚㦚 㰖䋾┺
ୄW[㌂ἶ㠦 ╖゚䞮ἶ ╖㦧䞲┺
WX ṗ㫛 䚲㰖䕦˱㭒㦮 ❇㦚 㧊䟊䞲┺
ୄἶ㩚㞫 㥚䠮S Ṧ㩚
㭒㦮S 㿲㧛 ⁞㰖 ❇
WY 㥶䣾䞲 㧦ⶒ㐶 㺚㤆⓪ ⻫㠦 ╖䟊 㧊䟊䞲┺
WZ ἓ㺆OXXW ⻞P㠦 㩚䢪䞲┺
W[ 㧊㤙 ㌂⧢㠦Ợ 㞢Ⰶ┺O㌂Ị ❇P
W\ ῂ 㹾⯒ 㣪㼃䞲┺
W] 㧊㤙 ㌂⧢㠦Ợ 㞢Ⰶ┺O㌂ἶ ❇P
ୄW\㨂䟊㠦 ╖゚䞮ἶ ╖㦧䞲┺
WX 㧦䂮┾㼊 䢣⽊S Ợ㰖S Ṛ䕦 ❇㦚 㧊䟊䞮ἶS 䡚㰖⯒
䢫㧎䞲┺
WY ╖䞒 㧻㏢˱⻫㦚 㧊䟊䞲┺ ˱┺⯎ ㌂⧢㠦Ợ ⶑ⓪┺
WZଗ㰖㰚㠦 ╖䟊 㧊䟊䞲┺
W[ ⴎ㦚 ⽊䢎䞲┺O㰖㰚 ㌳ 㔲P
W\ଗ䌲䛣㠦 ╖䟊 㧊䟊䞲┺
W] 㧒₆㡞⽊˱䌲䛣 㩫⽊㠦 㥶㦮䞮ἶ 㧊䟊䞲┺
W^ ㏢˱ῂ OXX` ⻞P㧊⋮ ἓ㺆OXXW ⻞P㠦 㩚䢪䞲┺
ୄ䢪㨂 ❇
ซ 㭒Ệ⯒ 䢫⽊˱㥶㰖䞲┺
WZ 㭒Ệ⯒ 䢫⽊䞲┺
ୄW]㭒Ệ⯒ 䢫⽊䞲┺
WX ☯㌆㠛㧦㢖 ㌗╊䞲┺
WY Ệ㭒䞶 㰖㡃㦚 ㍶䌳䞲┺
WZ 㧚╖Ἒ㟓㦚 䞲┺
W[ 㧊㌂㠛㧦㠦Ợ 㦮⬆䞲┺
W\ 䞚㣪䞲 㑮㏣㦚 䞲┺
W[ 㭒Ệ䢮ἓ㦚 㩫゚䞲┺
ୄW^㭒Ệ⯒ ὖⰂ䞲┺
WXଗṲ㔲 㑮㏣㠦 ╖䟊 㧊䟊䞲┺
WY 㔶㼃㦚 䞲┺O㩚₆S Ṗ㓺S 㑮☚ ❇P

W\ ⶒ䛞ῂ㧛˱㍲゚㓺⯒ 㧊㣿䞲┺
ୄW_ⶒ䛞ῂ㧛˱㍲゚㓺⯒ 㧊㣿䞲┺
WX 䞚㣪䞲 ⶒ䛞㦚 䀾 䞮⓪ 㩦䙂 ❇㦚 㺔⓪┺
WYଗ⳿㩗㠦 ➆⧒ 㩦䙂㦮 㫛⮮⯒ ῂ䞶 㭚 㞞┺
WZ 䕦ⰺ䞮ἶ 㧞⓪ Ὁ㦚 㺔⓪┺
W[ ⺇䢪㩦S 㓞䗒Ⱎ䅩S 䘎㦮㩦S 㩚₆㩲䛞㩦S ㍲㩦 ❇㠦
㍲ 㑒䞧㦚 䞲┺
W\ 㩦䙂 ⌊㦮 䚲㔲⯒ ⽊Ệ⋮ 㩦㤦㠦Ợ ⶒ㠊 䞚㣪䞲 ộ
㧊 㧞⓪ 㧻㏢⯒ 㺔⓪┺
W] ⰺ㧻㦚 ⶑ⓪┺
W^ 㩦㤦㠦Ợ ㌗䛞㠦 ╖䟊 ⶑ⓪┺
W_ Ṗỿ㦚 㞞┺
W` ㌗䛞㦮 ₆⓻㧊⋮ Ṗỿ㦚 ⶑ⓪┺
XW ㌗䛞㦮 䚲㔲⯒ 㧓⓪┺
XX Ṗỿ˱㎎㥾㦚 Ἒ㌆䞲┺
XY 㧛㠊⽊Ỷ┺ἶ Ⱖ䞲┺
XZ ┺⯎ ㌟ 㩲䛞㦚 䌗䞲┺
X[ ㌂㧊㯞⯒ ∎㠊 ╂⧒ἶ 䞲┺
X\ 䙂㧎䔎 䃊✲⋮ 䞶㧎ῢ㦚 㧊㣿䞲┺
X] 㔶㣿䃊✲⯒ 㧊㣿䞲┺
X^ 䞚㣪䞲 ộ㦚 Ἶ⧒ ῂ㧛䞲┺
X_ 㰖㦚 䞲┺O╖Ⳋ 䕦ⰺP
X` 䛞˱ᾦ䢮㦚 䞲┺
YW 㭒ⶎ䞲┺
YX 㩦䙂⼚⪲ 㦚 㑮 㧞⓪ ㍲゚㓺㢖 ╖Ṗ⯒ 㧊䟊䞲┺
ୄ㦢㔳㩦 ❇㦮 㧊㣿
YY ⲏἶ 㕌㦖 㦢㔳㦚 䀾 䞮⓪ 㩦䙂⯒ 㺔⓪┺
YZ 㩚䢪⪲ 㡞㟓䞲┺
Y[ 㩦㤦ὒ ╖䢪䞲┺
Y\ 㩦䙂㠦㍲ 㧎㤦㑮⋮ ⁞㡆˱䦷㡆 ❇㦮 䧂ⰳ㦚 Ⱖ䞲┺
Y] ⲪⓊ⯒ 㧓⓪┺
Y^ ⲪⓊ⯒ Ἶ⧒ 㭒ⶎ䞲┺
Y_ 㔳ῢ㦚 ㌆┺
Y` 㿪Ṗ 㭒ⶎ㦚 䞲┺
ZW 㰖㦚 䞲┺O㦢㔳㩦P
ZXଗ㩦䙂⼚⪲ 㦚 㑮 㧞⓪ ㍲゚㓺㢖 ╖Ṗ⯒ 㧊䟊䞲┺
ୄṗ㫛 ㍲゚㓺㦮 㧊㣿
ZY 㩦䙂⯒ 㺔⓪┺
ZZ 㧊㣿⻫㦚 㞞┺
Z[ 䘎㦮㩦㦮 ㍲゚㓺Oh{tS 䕿㓺S ὋὋ㣪⁞ ⋿ ❇P⯒
㧊㣿䞲┺
Z\ ㎎䌗㏢S ゚❪㡺 ╖㡂㩦S ⹎㣿㔺S 㧊㏢⯒ 㧊㣿䞲┺
Z] ㌗䛞㠦 㻾♲ 㩫⽊⯒ 㩫䢫䞮Ợ 㧊䟊䞲┺
Z^ 㔶ⶎὧἶ˱㩚┾㰖 ὧἶ⯒ 㧊䟊䞲┺
Z_ 㡗㑮㯳㦚 䢫㧎䞲┺
Z` 㡗㑮㯳㦚 㧊䟊䞲┺
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[W ╖⁞㦚 㰖䞲┺
[X 䃊✲⯒ 㧊㣿䞶 㑮 㧞⓪㰖 䢫㧎䞲┺
W] ☞㦚 ὖⰂ䞲┺
ୄW`⁞㦋₆ὖ㦚㧊㣿䞲┺
WX 㔶㼃㦚 䞲┺OἚ㫢 Ṳ㍺P
WY 㡞⁞㦚 㧎㿲䞲┺

ୄZ[㭒⹒㦒⪲㍲㦮ⰺ⍞⯒ 㰖䋾┺
WX Ệ㭒㰖㡃㦮 㝆⩞₆ ⺆㿲㠦 ╖䟊 㰖㡃㦮 ὋὋ₆ὖ㠦㍲
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࠙Português࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒࠚExemplos de situações do cotidiano tratadas na sugestão de currículo padrão
I

Viver com saúde e segurança
III Fazer compras e utilizar serviços
01 Manter a saúde
05 Fazer compras e utilizar serviços
(01) Receber tratamento em instituição médica
(08) Fazer compras e utilizar serviços
01 Informar o sintoma ao vizinho e lhe pedir conselho
01 Procurar lojas que vendam objetos necessários
02 Fazer os trâmites na primeira consulta
02 ۼSaber utilizar os vários tipos de lojas, conforme o
03 Ser atendido pelo médico
objetivo
04 Perguntar ao médico sobre os métodos de tratamento
03 Procurar a loja que venda objeto determinado
e os cuidados no dia-a-dia, e compreender a sua
04 Fazer compras em loja de departamento,
resposta
supermercado, loja de conveniência, loja de
(02) Tomar o remédio
eletrônicos, livraria, etc.
01 Receber a receita médica na instituição médica, e
05 Ver as indicações do interior da loja ou perguntar ao
confirmar o seu conteúdo
atendente, e procurar onde se vende o produto
02 Explicar o sintoma, e solicitar remédio
almejado
03 Compreender a explicação do farmacêutico sobre a
06 Perguntar no balcão da loja
eficácia, modo de uso e os cuidados do remédio
07 Perguntar ao atendente sobre o produto
(03) Cuidados com a saúde
08 Descobrir o preço
01 Compreender a informação sobre as doenças
09 Perguntar as funções e o preço do produto
epidêmicas, e tomar medidas adequadas
10 Ler a indicação do produto
02 Compreender a informação sobre a segurança
11 Calcular o preço e a taxa do imposto
alimentar e de água potável
12 Pedir para experimentar a roupa
02 Garantir a segurança
13 Pedir a mesma peça em cor diferente
(04) Preparar-se para acidentes, e tomar medidas
14 Pedir para trocar o tamanho
01 Compreender os diversos tipos de sinalização e
15 Utilizar o cartão de pontos ou cupom de descontos
avisos (Cuidado com Alta Tensão, Cuidado com
16 Utilizar o cartão de crédito
Choque Elétrico, Proibida a Entrada, etc.)
17 Escolher o produto necessário e comprar
02 Compreender o modo eficaz de trancar a porta
18 Efetuar o pagamento (venda no balcão)
03 Telefonar para a polícia (110)
19 Devolver ou trocar o produto adquirido
04 Avisar a pessoa próxima (em caso de crime, etc.)
20 Fazer o pedido
05 Chamar a ambulância
21 Compreender os serviços e os preços de cada
06 Avisar a pessoa próxima (em caso de acidente, etc.)
estabelecimento (no caso de restaurante)
(05) Preparar-se para catástrofes, e tomar medidas
22 Procurar um restaurante que serve o prato desejado
01 Compreender o informativo, aviso ou placa da
23 Fazer a reserva pelo telefone
prefeitura, e confirmar a situação do local
24 Falar com o funcionário do restaurante
02 Compreender o local do refúgio, o modo de fuga, ou
25 Informar o número de pessoas e se prefere a seção de
perguntar a alguém
fumantes ou não fumantes
03 ۼCompreender sobre terremoto
26 Ver o cardápio
04 Proteger a si próprio (no momento do terremoto)
27 Fazer o pedido após escolher o prato no cardápio
28 Comprar o vale-refeição
05 ۼCompreender sobre tufão
29 Fazer pedido adicional
06 Estar atento à previsão de tempo e à informação
30 Efetuar o pagamento (no restaurante)
sobre tufão, e compreender o seu conteúdo
31 ۼCompreender os serviços e os preços de cada loja
07 Telefonar para o corpo de bombeiros e ambulância
(utilização de diferentes tipos de serviço)
(119) ou polícia (110) (no caso de incêndio, etc.)
32 Procurar a loja
II Garantir e manter a moradia
33 Conhecer o modo de utilização
03 Garantir a moradia
34 Utilizar os serviços da loja de conveniência (ATM
(06) Garantir a moradia
(caixa eletrônico), fax, pagamento de taxas de
01 Consultar a imobiliária
serviços públicos, etc.)
02 Escolher a região onde quer morar
35
Utilizar a lavanderia, locadora de vídeo, salão de
03 Assinar o contrato de locação residencial
beleza, barbeiro, etc.
04 Solicitar o serviço de transportadora de mudanças
36
Compreender corretamente as informações anexas ao
05 Realizar os trâmites necessários
produto
04 Organizar o ambiente residencial
37
Compreender os anúncios e encartes dos jornais
(07) Administrar o ambiente residencial
Confirmar o recibo
38
01 ۼCompreender sobre os trâmites de inscrição
39 Compreender o recibo
02 Fazer a inscrição (serviço de luz, gás, água, etc.)
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restituição)
40 Efetuar o pagamento
(34) Respeitar as regras de cidadão
41 Confirmar se é possível utilizar o cartão de crédito
01 Verificar e compreender as regras de despejo de lixo
06 Controlar o dinheiro
(09) Utilizar a instituição financeira
da região onde mora, através de panfletos e outros
01 Fazer a inscrição (abertura de conta)
materiais sobre a vida cotidiana divulgados pelo
02 Fazer o saque
órgão público local
02 Perguntar ao vizinho as regras de despejo de lixo da
IV Deslocar-se para o destino desejado
região onde mora
07 Utilizar o transporte público
Consultar às pessoas sobre as regras e boas maneiras
03
(10) Utilizar o trem, ônibus, avião, navio, etc.
16
Participar
da sociedade local
01 Perguntar o horário de partida e a duração da viagem
(35)
Participar
da sociedade local
02 Perguntar como chegar ao destino
01
Perguntar
ao vizinho sobre a associação autônoma
03 Utilizar a máquina automática de venda
dos
moradores
da região onde vive
(11) Utilizar o taxi
02
Tornar-se
membro
da associação autônoma dos
01 Procurar o ponto de taxi
moradores
02 Parar o taxi na rua
03
Participar das atividades
03 Informar o destino
IX
Desfrutar
e enriquecer a vida
04 Perguntar o preço, e pagar
08 Deslocar-se com a própria força
20 Divertir-se nos momentos livres
(12) Deslocar-se a pé
(44) Divertir-se nos momentos livres
01 Ver a indicação de endereço, o nome do cruzamento,
01 ۼConhecer o local para passar os momentos livres e
o mapa de indicação da cidade, etc.
o seu modo de utilização
02 Confirmar o destino no mapa
02 Receber conselhos de pessoas apropriadas
03 Pedir para desenhar o mapa
03 Obter informação boca-a-boca dos colegas de
04 Confirmar a direção e a distância até o destino
trabalho e pessoas ao redor
05 Perguntar o caminho até o destino
04 ۼConhecer os tipos de instituições e o seu sistema
VII Relacionar-se com as pessoas
(instituições públicas da região)
05 Perguntar o modo de utilização (instituições públicas
14 Manter uma relação harmoniosa com as pessoas
da região)
(31) Relacionar-se com as pessoas
01 ۼCompreender os tipos e o objetivo do cumprimento X Coletar e divulgar informações
02 ۼCompreender o cumprimento adequado para cada 21 Comunicar-se
(45) Utilizar o correio e o serviço de entrega
momento, local e ocasião.
03 Aprender e praticar o cumprimento adequado para
01 ۼCompreender o sistema de correio
cada momento
02 Escrever carta ou cartão postal, e enviá-los
04 ۼCompreender a diferença cultural do cumprimento
03 O que fazer ao receber a notificação de entrega
05 Praticar o cumprimento adequado para cada pessoa
04 Receber o pacote do serviço de entrega
06 Praticar o cumprimento do cotidiano
(46) Utilizar a internet
01 ۼCompreender o conteúdo do serviço de internet e o
07 Praticar o cumprimento para criar oportunidade de
seu modo de uso
iniciar uma relação pessoal
02 Perguntar para alguém e compreender o modo de
08 ۼCompreender o modo de se fazer a autofazer a busca pela internet
03 Escrever email
apresentação
(47) Utilizar o telefone e o fax
09 ۼCompreender o modo de se fazer a auto01 Telefonar
apresentação conforme a pessoa e a situação
02 Atender uma ligação
10 Fazer a auto-apresentação oficial, em ambiente de
22 Utilizar a mídia
trabalho
(48) Utilizar a mídia
11 Fazer a auto-apresentação em ocasião particular
01 Assistir aos programas de televisão
12 Perguntar à pessoa de confiança quando tiver dúvidas
(sobre a etiqueta básica do Japão e outras)
* Os números “I” a “X” são divisões maiores, “01”a “22”,
VIII Tornar-se membro da sociedade
divisões intermediárias, e “(01)” a “(48)”, divisões menores. Os
capítulos “V Criar e educar filhos” e “VI Trabalhar” da
15 Respeitar as regras e boas maneiras da região e da
“Sugestão de currículo padrão”, pág. 120, não foram incluídos
sociedade
na“Lista das classificações das situações do cotidiano”.
(33) Realizar os trâmites de cidadão
* Os números sublinhados indicam casos imprescindíveis para a
criação da base do cotidiano, ou casos relacionados à segurança,
01 ۼCompreender os tipos e o conteúdo dos vários
portanto são considerados emergenciais e imprescindíveis para a
trâmites
vida cotidiana. Os casos indicados com “ ”ۼsão relacionados à
02 Perguntar na recepção da prefeitura onde fica a seção
segurança ou à criação da base de uma vida cotidiana básica,
de registro de estrangeiro
portanto são emergenciais e o seu conhecimento é considerado
03 Confirmar o modo de pagamento (dos vários
necessário.
impostos)
04 Verificar se há necessidade (de se realizar a
declaração de imposto de renda, a declaração de
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࠙Español㸸ࢫ࣌ࣥㄒࠚEjemplos de acción en la vida tratados en el plan de currículo estándar
04 Ordenar el ambiente de la vivienda
Vivir de forma saludable y segura
(07) Administrar la vivienda
01 Mantener una buena salud
01 ۼEntender los trámites iniciales
(01) Recibir asistencia m«
«dica en una instituciµn
02 Solicitar los servicios públicos (electricidad, gas, agua,
m«dica
etc.)
01 Comentarle el estado de salud a un vecino y pedirle
III Hacer actividad del consumo
consejo
02 Hacer trámites en la recepción de primera consulta de 05 Comprar artículos y utilizar servicios
(08) Comprar art¯culos y utilizar servicios
una institución médica
03 Consultar a un médico
01 Buscar tiendas, etc. que vendan los artículos necesarios
04 Preguntar al médico sobre las medidas que se deben
02 ۼAprender a utilizar diferentes tipos de
tomar para hacer frente a la enfermedad y las
establecimientos según los objetivos
advertencias en la vida, etc. y entender la respuesta del
03 Buscar lugares donde se vendan los artículos necesarios
médico
04 Hacer compras en grandes almacenes, supermercados,
(02) Utilizar medicamentos
tiendas de 24 horas, tiendas de electrodomésticos,
01 Recibir la receta en la institución médica y confirmar su
librerías, etc.
contenido
05 Buscar la sección donde se venden los artículos que se
02 Explicar al médico los síntomas presentados y pedirle
quiere comprar, mirando las indicaciones dentro del
que le recete medicamentos
establecimiento o preguntando a los dependientes
03 Entender la explicación del farmacéutico, etc. sobre los
06 Preguntar sobre la sección de venta
“efectos, el método de uso y las advertencias” de los
07 Preguntar a un dependiente sobre artículos
medicamentos recetados
08 Conocer el precio
(03) Tener cuidado con la salud
09 Preguntar sobre las funciones y el precio de un artículo
01 Entender informaciones sobre enfermedades epidémicas
10 Leer el etiquetado del artículo
y tomar las medidas necesarias adecuadamente
11 Calcular el precio y el impuesto
02 Entender informaciones sobre la seguridad de los
12 Preguntar si puede probarse la ropa
alimentos y del agua potable
13 Pedir un modelo de otro color
02 Tomar precauciones para protegerse
14 Solicitar el cambio de tamaño
15 Aprovechar la tarjeta de puntos o el cupón de descuento
(04) Prepararse contra accidentes y tomar las medidas
16 Utilizar la tarjeta de crédito
necesarias
17 Escoger y comprar los artículos necesarios
01 Entender las señales y advertencias de diversa índole
18 Pagar (venta personalizada)
(peligro alto voltaje, advertencia de descarga eléctrica,
19 Devolver o cambiar el artículo comprado
prohibición de entrada, etc.)
20 Hacer un pedido
02 Entender métodos efectivos para cerrar con cerradura
21 Entender los servicios y los precios de cada
03 Hacer una llamada de emergencia a la policía (número
establecimiento (utilización de restaurantes, etc.)
110)
22 Buscar un restaurante que ofrezca comidas que se
04 Avisar a alguien que está cerca (sucesos, etc.)
quiera comer
05 Pedir una ambulancia
23 Hacer una reserva por teléfono
06 Avisar a alguien que está cerca (accidentes, etc.)
24 Hablar con el dependiente
(05) Preparase contra desastres y tomar las medidas
25 Decir al dependiente en el restaurante el número de
necesarias
personas y/o si prefieren un asiento para fumadores/no
01 Entender informaciones públicas de las autoridades
fumadores
locales, carteles, letreros, etc. y confirmar el lugar
26 Leer el menú
02 Entender o preguntar sobre el lugar y el método de
27 Escoger platos y pedirlos
refugio
28 Comprar un vale de comida
03 ۼTener los conocimientos necesarios sobre terremotos
29 Hacer un pedido suplementario
04 Protegerse (En caso de terremotos)
30 Pagar (restaurantes)
05 ۼTener los conocimientos necesarios sobre tifones
31  ۼEntender los servicios y los precios de cada
06 Prestar atención a la información meteorológica y de
restaurante (utilización de diferentes servicios)
tifones y entenderla
32
Buscar tiendas
07 Hacer llamadas de emergencia a los bomberos/
33
Conocer métodos de aprovechamiento
ambulancias (número 119) y/o a la policía (número 110)
34
Aprovechar los servicios de las tiendas de 24 horas
(en caso de incendios, etc.)
(cajero automático, fax, pago de las tarifas de los
II Alquilar una vivienda y mantenerla
servicios públicos, etc.)
03 Alquilar una vivienda
35 Aprovechar tintorerías, tiendas de alquiler de videos,
(06) Alquilar una vivienda
salones de belleza y peluquerías
01 Consultar con una agencia inmobiliaria
36 Entender correctamente la información que acompaña al
02 Elegir dónde vivir
artículo
03 Firmar un contrato de alquiler de vivienda
37 Entender la publicidad de periódicos y encartes
04 Contratar una compañía de mudanza
38 Confirmar recibos
05 Hacer los trámites necesarios
39 Entender recibos
I
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40 Pagar el importe
41 Confirmar si se puede pagar con la tarjeta de crédito o
no

de la comunidad donde vive
03 Consultar con la gente sobre modales

16 Participar en la comunidad local
06 Administrar el dinero
(35) Participar en la comunidad local
(09) Aprovechar instalaciones financieras
01 Preguntar a un vecino sobre la asociación de vecinos del
lugar donde vive
01 Solicitar (apertura de una cuenta)
02 Hacerse miembro de la asociación de vecinos
02 Sacar dinero depositado de la cuenta
03 Participar en eventos
IV Desplazarse al destino
IX
Enriquecerse
07 Utilizar medios de transporte públicos
20 Disfrutar del tiempo libre
(10) Tomar el tren, el autob¼
¼s, el aviµn, el barco, etc.
(44) Disfrutar del tiempo libre
01 Preguntar sobre la hora de partida y el tiempo que se
01 ۼConocer lugares donde se puede pasar el tiempo libre
tarda
y cómo utilizarlos
02 Preguntar sobre cómo ir al destino
02 Consultar con la persona adecuada
03 Usar la máquina expendedora de boletos
03 Conseguir informaciones de forma oral de compañeros
(11) Tomar el taxi
de trabajo y personas que se encuentran en los
01 Buscar la parada de taxi
alrededores
02 Parar un taxi en la calle
03 Decir al chofer el destino
04 ۼConocer los tipos y sistemas de instalaciones de
04 Escuchar la tarifa y pagarla
entretenimiento (instalaciones públicas locales)
08 Moverse por sí mismo
05 Preguntar sobre cómo utilizar las instalaciones
(instalaciones públicas locales)
(12) Moverse caminando
01 Leer la indicación de la dirección, el nombre del cruce, X Recolectar y emitir informaciones
el plano informativo de la comunidad, etc.
21 Comunicar
02 Confirmar el destino sobre el plano informativo
(45) Utilizar el servicio de correo y mensajer¯a
03 Pedir a alguien que dibuje un mapa
01 ۼEntender el sistema de correos
04 Confirmar la dirección y la distancia hasta el destino
02 Escribir cartas y tarjetas postales y enviarlas
05 Preguntar sobre cómo ir al destino
03 Responder al aviso de la distribución durante un periodo
VII Relacionarse con la gente
de ausencia (Fuzai Haitatsu Tsuchi)
14 Relacionarse con otros sin problemas
04 Recibir un objeto enviado por mensajería
(31) Relacionarse con la gente
(46) Utilizar Internet
01 ۼEntender los tipos de saludos y sus objetivos
01 ۼEntender el contenido del servicio de Internet y cómo
02 ۼEntender las formas de saludo adecuadas al tiempo, al
utilizarlo
lugar y a la ocasión
02 Preguntar a alguien sobre cómo utilizar la función de
03 Aprender los saludos oportunos y practicarlos
búsqueda de Internet
04 ۼEntender la diferencia cultural de los saludos
03 Escribir mensajes electrónicos
05 Saludar de acuerdo con el interlocutor
(47) Utilizar el tel«fono/fax
06 Hacer saludos cotidianos
01 Hacer llamadas telefónicas
07 Saludar a otros para establecer relaciones humanas
02 Contestar llamadas telefónicas
08 ۼEntender cómo presentarse
22 Aprovechar medios de comunicación de masa
09 ۼEntender las formas de autopresentación adecuadas
(48) Aprovechar medios de comunicaciµn de masa, etc.
según los interlocutores y las situaciones
01 Ver programas de televisión
10 Hacer una autopresentación oficial en el trabajo
11 Presentarse en escenarios privados
* Los apartados de “I” a “X” corresponden a la categoría mayor de
12 Preguntar a alguien de confianza cuando no entienda o
las acciones en la vida, los de “01” a “22” corresponden a la
tenga dudas (Sobre los modales generales de Japón)
categoría intermedia y los de “(01)” a “(48)” corresponden a la
categoría menor. Están omitidos los apartados “V. Criar y educar
VIII Hacerse miembro de la sociedad
a hijos” y “VI. Trabajar” de la “Lista de categorías de las
15 Respetar las reglas y los modales de la comunidad y
acciones en la vida” que se encuentra en la página 120 del “Plan
la sociedad
de currículo estándar”.
(33) Hacer los tr£mites necesarios como residente
* Las acciones citadas con “(número)” son las acciones
01 ۼEntender los tipos de trámites y sus contenidos
indispensables para formar la base fundamental de la vida o las
02 Preguntar sobre dónde se encuentra la ventanilla de
acciones en la vida necesarias por su emergencia y relación con
registro de extranjería en el ayuntamiento
la seguridad. Las acciones marcadas con ͆ ͇ۼson las acciones
03 Confirmar el método de pago (impuestos de diversa
que se considera necesario saber como informaciones, puesto
índole)
que están relacionadas con la formación de la base fundamental
04 Confirmar la necesidad (declaración de la renta,
de la vida o con la seguridad por su emergencia.
solicitud de devolución)
(34) Respetar los modales como residente
01 Confirmar y entender cómo tirar la basura en la
comunidad donde vive mediante el folleto sobre la
información de la vida publicado por las organizaciones
públicas locales
02 Preguntar a un vecino sobre la manera de tirar la basura
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࠼࠸
బ ⸨ 㒆 ⾨
ࡋࡲ
ࡔ
ࡎ
ࡇ
ᔱ ⏣  Ꮚ
ࡍࡂ

ࡏ࠸
ࡌࡺ
۔ᮡ ᡞ Ύ ᶞ
ࡍࡎ
ࡁ
ࡎ
ࡺࡁ
㕥 ᮌ ୍ ⾜
ࡍࡎ
ࡁ
ࡓ࠸
㕥 ᮌ
Ὀ
ࡏࡁ
ࡡ
ࡅࢇ
࠸ࡕ
㛵 ᰿  ୍
ࡓ߅ޓޓޓ߱ߩޓޓޓ߉ޓޓޓ
㧘 ᮌ ᒎ 㑻
࡛
ࡃ
ࡡ
ࡓ ࡘ
ࢁ ࠺
ฟஂ᰿ 㐩 㑻
 ࠺
ࡃ ࡽ
ࡼ ࠺
࠸ ࡕ
ᮾ  ὒ ୍
࡞ 
ࡢ

ࡼ
ࡇ
୰ 㔝 ె௦Ꮚ
࡞
ࡸ
ࡲࡇ
⣡ ᒇ
ಙ
 ࡋ
ࡊ ࢃ
ࡼ ࡋ
ࡺ ࡁ
す ⃝ Ⰻ அ
 ࡋ
ࡣ ࡽ
ࡍ ࡎ
ࡇ
す ཎ 㕥 Ꮚ
ࡣࡸࡋ
ࡕ 
ࡩ ࡳ
ᯘ
ྐ

ࡣ ࡿ ࡣ ࡽ ࡅࢇ࠸ࡕࢁ࠺
 ཎ ᠇ ୍ 㑻
ࡸࡍࡳ ࡾ࠼
㸦ᑓ㛛ጤဨ㸧
ࡉࡇ
ࡔ
ࡃ ࡳ ࡇ
㏕ ⏣ ஂ⨾Ꮚ

ᅜ❧ᏛἲேᮾிእᅜㄒᏛᩍᤵ㸪␃Ꮫ⏕᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㛗
୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏ⤒῭ᅋయ㐃ྜ♫ᗈሗᮏ㒊㛗
㈈ᅋἲே㹌㹆㹉ᨺ㏦◊ಟࢭࣥࢱ࣮⌮࣭᪥ᮏㄒࢭࣥࢱ࣮㛗
බ┈♫ᅋἲேᅜ㝿᪥ᮏㄒᬑཬ༠⌮
ᅜ❧Ꮫἲே⟃ἼᏛ┘
ྡྂᒇእᅜㄒᏛᩍᤵ
Ꮫඹྠ⏝ᶵ㛵ἲேே㛫ᩥ◊✲ᶵᵓᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤᡤ㛗
ࣥࢱ࣮࢝ࣝࢺ᪥ᮏㄒᏛᰯ௦⾲
Ꮫ⩦㝔Ꮫᩍᤵ
ឡ▱┴ᆅᇦ⯆㒊ᅜ㝿┘
ᅜ❧ᏛἲேᮾிᏛⱁᏛᏛ㛗࣭⌮
୍⯡♫ᅋἲேࢡࣛࢫ᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲ᡤ௦⾲⌮
⊂❧⾜ᨻἲேᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤྡᡤဨ
♫ᅋἲே᪥ᮏ᭩⡠ฟ∧༠ᖖ௵⌮㸪ಟ㤋᭩ᗑ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗
ᑓಟᏛᩍᤵ
ㄞ᪂⪺ᮾிᮏ♫⣬㠃ᑂᰝጤဨ⏝ㄒᖿ㸪♫ᅋἲே᪥ᮏ᪂⪺༠⏝ㄒ᠓ㄯጤဨ

ᅜ❧Ꮫἲேᶓᅜ❧Ꮫᩍᤵ
సᐙ㸪♫ᅋἲே᪥ᮏᩥ⸤ᐙ༠⌮
Ꮫඹྠ⏝ᶵ㛵ἲேሗ࣭㺚㺛㺡㺯◊✲ᶵᵓᅜ❧ሗᏛ◊✲ᡤྡᩍᤵ
ඖබ┈㈈ᅋἲேᅜ㝿ᩥࣇ࢛࣮࣒ࣛᴗົᇳ⾜⌮
᪥ᮏᩥᏛᩍᤵ
⊂❧⾜ᨻἲேᅜ㝿ὶᇶ㔠᪥ᮏㄒヨ㦂ࢭࣥࢱ࣮ᡤ㛗
᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲⪅
⪷ᚨᏛᩍᤵ
㈈ᅋἲேᾏእ⏘ᴗேᮦ⫱ᡂ༠⌮$276ᴗ㒊$276᪥ᮏㄒᩍ⫱㺜㺻㺞㺎㛗
ᕝᰗసᐙ

Ꮫඹྠ⏝ᶵ㛵ἲேே㛫ᩥ◊✲ᶵᵓᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲࣭ሗࢭࣥࢱ࣮㛗

㸦۔㸸ศ⛉㛗㸪ۑ㸸ศ⛉㛗㸧
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ۀݱՃ˟ƷᚨፗƴƭƍƯ
ᖹᡂ㸰㸲ᖺ㸲᭶㸰㸵᪥
ᩥᑂ㆟ᅜㄒศ⛉㛗Ỵᐃ

Ძ

ᚨፗ
ᩥᑂ㆟ᅜㄒศ⛉㐠Ⴀつ๎㸦ᖹᡂ㸯㸲ᖺ㸱᭶㸰㸵᪥ᩥᑂ㆟ᅜㄒศ⛉

Ỵᐃ㸧➨㸰᮲➨㸯㡯ࡢつᐃᇶ࡙ࡁ㸪ศ⛉ḟࡢ⾲ࡢᕥḍᥖࡆࡿᑠጤဨ
ࢆ⨨ࡁ㸪ࡇࢀࡽࡢᑠጤဨࡢㄪᰝᑂ㆟㡯ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀྠ⾲ࡢྑḍᥖࡆࡿ
࠾ࡾࡍࡿࠋ

Ӹᆅ

ᛦ௹ݙᜭʙ

ᅜㄒㄢ㢟᳨ウᑠጤဨ

ᅜㄒศ⛉࡛ᚋྲྀࡾ⤌ࡴࡁᅜㄒࡘ࠸࡚ࡢㄢ㢟ࡢ
᳨ウ࣭ᩚ⌮㛵ࡍࡿࡇ

᪥ᮏㄒᩍ⫱ᑠጤဨ

Წ

እᅜேᑐࡍࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱㛵ࡍࡿࡇ

ƦƷ˂
ྛᑠጤဨࡢ㐠Ⴀ㛵ࡋ㸪ᚲせ࡞㡯ࡣ㸪ᙜヱᑠጤဨࡀᐃࡵࡿࠋ
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ᩥᑂ㆟ᅜㄒศ⛉᪥ᮏㄒᩍ⫱ᑠጤဨጤဨྡ⡙
㸦ᩗ⛠␎࣭༑㡢㡰㸧

࠸ࡋ

࠸

▼



࠼

ࡾ

ࡇ

ᜨ⌮Ꮚ

࠸

࠺

ࡍࡅ

ࢁ࠺

ఀ

ᮾ

♸

㑻

࠸ࡢ

࠺࠼

ࡦࢁࡋ



ୖ

ὒ

࠸ࢃ

ࡳ

ࡳࡸ

ࡇ

ᒾ

ぢ

ᐑ

Ꮚ

࠾

ࡊࡁ

࠶ࡁ



ᑿ

㷂

᫂

ே



࠺

ࡉ

࡞࠼

ຍ

⸨

᪩

ⱑ

ࡡ

ࡔ

ࡶ

ࡇ

㔠

⏣

ᬛ

Ꮚ

ࡇ

ࡸࡲ

ࡼ ࡉࡪ ࢁ࠺

ᑠ

ᒣ

㇏୕㑻

ࡉࡇ

ࡔ

㏕

⏣

ࡃ

ࡳ

ࡉ

࠺

ࡄࢇ

࠼࠸

⸨

㒆

⾨

ࡋࡲ

ࡔ

ࡎ

ࡇ

ᔱ

⏣



Ꮚ

ࡍࡂ



ࡏ࠸

ࡌࡺ

ᡞ

Ύ

ᶞ

࡞

ࡢ

୰

㔝



ࡼ

ᅜ❧ᏛἲேᮾிእᅜㄒᏛᩍᤵ
␃Ꮫ⏕᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㛗
୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏ⤒῭ᅋయ㐃ྜ♫ᗈሗᮏ㒊㛗
බ┈♫ᅋἲேᅜ㝿᪥ᮏㄒᬑཬ༠⌮
ྡྂᒇእᅜㄒᏛᩍᤵ
ࣥࢱ࣮࢝ࣝࢺ᪥ᮏㄒᏛᰯ௦⾲
Ꮫ⩦㝔Ꮫᩍᤵ
ឡ▱┴ᆅᇦ⯆㒊ᅜ㝿┘

ࡇ

ஂ⨾Ꮚ

బ

ۑᮡ

ᮾிዪᏊᏛᩍᤵ

Ꮫඹྠ⏝ᶵ㛵ἲேே㛫ᩥ◊✲ᶵᵓ
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲࣭ሗࢭࣥࢱ࣮㛗
ᅜ❧ᏛἲேᮾிᏛⱁᏛᏛ㛗࣭⌮
୍⯡♫ᅋἲேࢡࣛࢫ᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲ᡤ௦⾲⌮
⊂❧⾜ᨻἲேᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤྡᡤဨ

ࡇ

ె௦Ꮚ

ࡋ

ࡊࢃ

ࡼࡋ

ࡺࡁ

す

⃝

Ⰻ

அ

ࡋ

ࡣࡽ

ࡍࡎ

ࡇ

۔す

ཎ

㕥

Ꮚ

ࡣࡿ

ࡣࡽ

ࡅࢇ ࠸ࡕ ࢁ࠺



ཎ

᠇୍㑻

ඖබ┈㈈ᅋἲேᅜ㝿ᩥࣇ࢛࣮࣒ࣛᴗົᇳ⾜⌮
⊂❧⾜ᨻἲேᅜ㝿ὶᇶ㔠᪥ᮏㄒヨ㦂ࢭࣥࢱ࣮ᡤ㛗
᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲⪅
㈈ᅋἲேᾏእ⏘ᴗேᮦ⫱ᡂ༠⌮
㸿㹍㹒㹑ᴗ㒊㸿㹍㹒㹑᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㛗
㸦۔㸸ᰝ㸪ۑ㸸ᰝ㸧
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ȯȸǭȳǰǰȫȸȗƷᚨፗƴƭƍƯ
ᖹᡂ㸰㸲ᖺ㸳᭶㸰㸶᪥
ᩥᑂ㆟ᅜㄒศ⛉
᪥ᮏㄒᩍ⫱ᑠጤဨỴᐃ
Ძ

ȯȸǭȳǰǰȫȸȗƷᚨፗ
ࠕᑠጤဨࡢタ⨨ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂ㸰㸲ᖺ㸲᭶㸰㸵᪥ᩥᑂ㆟ᅜㄒศ⛉
㛗Ỵᐃ㸧㸰ࡢつᐃᇶ࡙ࡁ㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱ᑠጤဨḟࡢ⾲ࡢᕥḍᥖࡆࡿ
࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉࢆ⨨ࡁ㸪࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉࡢసᴗ㡯ࡣ㸪ྠ⾲ࡢྑḍ
ᥖࡆࡿ࠾ࡾࡍࡿࠋ
Ӹᆅ
˺ಅʙ
ᣦᑟຊホ౯㛵ࡍࡿ࣮࣡࢟ࣥ 㸦㸯㸧ࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖᑐࡋ࡚᪥
ࢢࢢ࣮ࣝࣉ
ᮏㄒᣦᑟࢆ⾜࠺⪅ࡢᣦᑟຊホ౯ࡢᅾࡾ
᪉ࡘ࠸࡚
㸦㸰㸧ࡑࡢ
ㄢ㢟ᩚ⌮㛵ࡍࡿ࣮࣡࢟ࣥࢢ 㸦㸯㸧᪥ᮏㄒᩍ⫱㛵ࡍࡿㅖㄢ㢟ࡢᩚ⌮ࡘ
ࢢ࣮ࣝࣉ
࠸࡚
㸦㸰㸧ࡑࡢ

Წ ȯȸǭȳǰǰȫȸȗƷನ
㸦㸯㸧ྛ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉᒓࡍࡁጤဨ㸪⮫ጤဨཬࡧᑓ㛛ጤဨࡣ᪥ᮏㄒ
ᩍ⫱ᑠጤဨࡢᰝࡀᣦྡࡍࡿࠋ
㸦㸰㸧ྛ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ㸪ᗙ㛗ࢆ⨨ࡁ㸪ᙜヱ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉᒓࡍ
ࡿጤဨཬࡧ⮫ጤဨࡢ㑅ࡼࡾ㑅௵ࡍࡿࠋ
㸦㸱㸧ࡑࡢ㸪࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉࡢ㐠Ⴀ㛵ࡋ㸪ᚲせ࡞㡯ࡣ㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱
ᑠጤဨࡀᐃࡵࡿࠋ
Ჭ ᜭʙƷπ
㸦㸯㸧࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉࡢ㆟ࡣཎ๎බ㛤ࡋ㸪㆟㘓ࢆసᡂࡋ㸪ࡇࢀࢆබ
㛤ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦㸰㸧࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉࡢసᴗ⤒㐣ཬࡧసᴗ⤖ᯝࡣ㸪࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ
ࡢᗙ㛗ࡀ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᑠጤဨ㐺ᐅሗ࿌ࡍࡿࠋ
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ᩥᑂ㆟ᅜㄒศ⛉᪥ᮏㄒᩍ⫱ᑠጤဨ
ᣦᑟຊホ౯㛵ࡍࡿ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉྡ⡙
㸦ᩗ⛠␎࣭༑㡢㡰㸧

࠸

࠺

ࡍࡅ

ࢁ࠺

ఀ

ᮾ

♸

㑻

ᅜ❧ᏛἲேᮾிእᅜㄒᏛᩍᤵ
␃Ꮫ⏕᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㛗

࠸ ࢃ

ᒾ

ࡳ ࡸ

ᐑ

ࡇ

Ꮚ



 ࠺

ࡉ

࡞ ࠼

ຍ

⸨

᪩

ⱑ

ࡡ

ࡔ

ࡶ

ࡇ

㔠

⏣

ᬛ

Ꮚ

ࡍ ࡂ



ࡏ ࠸

ࡌ ࡹ

ᮡ

ᡞ

Ύ

ᶞ

 ࡋ

۔

ࡳ

ぢ

す

ࡣ ࡽ

ཎ

ࡍ ࡎ

㕥

බ┈♫ᅋἲேᅜ㝿᪥ᮏㄒᬑཬ༠⌮

ࣥࢱ࣮࢝ࣝࢺ᪥ᮏㄒᏛᰯ௦⾲

Ꮫ⩦㝔Ꮫᩍᤵ

⊂❧⾜ᨻἲேᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤྡᡤဨ

ࡇ

Ꮚ

᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲⪅

㸦۔㸸ᗙ㛗㸧
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ݙᜭኺᢅ

૨҄ݙᜭ˟ᛖЎᅹ˟

㹝➨㸲㸷ᅇ㸸㸦ᖹᡂ㸰㸲ᖺ㸲᭶㸰㸵᪥㸧
ۑᩥᑂ㆟ᅜㄒศ⛉㛗ࡢ㑅ฟࡘ࠸࡚
ۑᩥᑂ㆟ᅜㄒศ⛉㐠Ⴀつ๎➼ࡘ࠸࡚
㹝➨㸳㸮ᅇ㸸㸦ᖹᡂ㸰㸲ᖺ㸯㸮᭶㸱㸮᪥㸧
ۑᅜㄒㄢ㢟᳨ウᑠጤဨࡢᑂ㆟≧ἣࡘ࠸࡚
ۑ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᑠጤဨࡢᑂ㆟≧ἣࡘ࠸࡚
㹝➨㸳㸯ᅇ㸸㸦ᖹᡂ㸰㸳ᖺ㸰᭶㸯㸶᪥㸧
ۑᅜㄒㄢ㢟᳨ウᑠጤဨࡢᑂ㆟⤖ᯝࡘ࠸࡚
ۑ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᑠጤဨࡢᑂ㆟⤖ᯝࡘ࠸࡚
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ଐஜᛖᏋۀݱՃ˟

㹝➨㸲㸳ᅇ㸸㸦ᖹᡂ㸰㸲ᖺ㸲᭶㸰㸵᪥㸧
ۑᰝ࣭ᰝࡢ㑅ฟࡘ࠸࡚
ۑ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᑠጤဨࡢ㆟ࡢබ㛤ࡘ࠸࡚
㹝➨㸲㸴ᅇ㸸㸦ᖹᡂ㸰㸲ᖺ㸳᭶㸰㸶᪥㸧
ۑᮇࡢᑂ㆟ࡢ㐍ࡵ᪉ࡘ࠸࡚
࣭ᣦᑟຊホ౯㛵ࡍࡿ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉཬࡧㄢ㢟ᩚ⌮㛵ࡍࡿ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝ
ࣉࡢタ⨨
ۑᣦᑟຊホ౯ࡘ࠸࡚
㹝➨㸲㸵ᅇ㸸㸦ᖹᡂ㸰㸲ᖺ㸵᭶㸱㸮᪥㸧
ۑᣦᑟຊホ౯ࡘ࠸࡚
ۑㄢ㢟ᩚ⌮ࡘ࠸࡚
㹝➨㸲㸶ᅇ㸸㸦ᖹᡂ㸰㸲ᖺ㸯㸮᭶㸯㸳᪥㸧
ۑᣦᑟຊホ౯ࡘ࠸࡚
ۑㄢ㢟ᩚ⌮ࡘ࠸࡚
㹝➨㸲㸷ᅇ㸸㸦ᖹᡂ㸰㸲ᖺ㸯㸰᭶㸯㸵᪥㸧
ۑᣦᑟຊホ౯ࡘ࠸࡚
ۑㄢ㢟ᩚ⌮ࡘ࠸࡚
㹝➨㸳㸮ᅇ㸸㸦ᖹᡂ㸰㸳ᖺ㸯᭶㸰㸲᪥㸧
ۑᣦᑟຊホ౯ࡘ࠸࡚
ۑㄢ㢟ᩚ⌮ࡘ࠸࡚
㹝➨㸳㸯ᅇ㸸㸦ᖹᡂ㸰㸳ᖺ㸰᭶㸯㸲᪥㸧
ۑᣦᑟຊホ౯ࡘ࠸࡚
ۑㄢ㢟ᩚ⌮ࡘ࠸࡚
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ਦݰщᚸ̖ƴ᧙Ƣǔȯȸǭȳǰǰȫȸȗ

㹝➨㸯ᅇ㸸
㸦ᖹᡂ㸰㸲ᖺ㸴᭶㸰㸳᪥㸧
ۑᣦᑟຊホ౯ࡘ࠸᳨࡚ウ
㹝➨㸰ᅇ㸸
㸦ᖹᡂ㸰㸲ᖺ㸵᭶㸯㸮᪥㸧
ۑᣦᑟຊホ౯ࡘ࠸᳨࡚ウ
㹝➨㸱ᅇ㸸
㸦ᖹᡂ㸰㸲ᖺ㸷᭶㸯㸮᪥㸧
ۑᣦᑟຊホ౯ࡘ࠸᳨࡚ウ
㹝➨㸲ᅇ㸸
㸦ᖹᡂ㸰㸲ᖺ㸯㸮᭶㸷᪥㸧
ۑᣦᑟຊホ౯ࡘ࠸᳨࡚ウ
㹝➨㸳ᅇ㸸
㸦ᖹᡂ㸰㸲ᖺ㸯㸯᭶㸯㸷᪥㸧
ۑᣦᑟຊホ౯ࡘ࠸᳨࡚ウ
㹝➨㸴ᅇ㸸
㸦ᖹᡂ㸰㸲ᖺ㸯㸰᭶㸰㸵᪥㸧
ۑᣦᑟຊホ౯ࡘ࠸᳨࡚ウ
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