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あまんきみこ氏講演会『子どもと本を結ぶあなたへ』
童話作家の想い～一冊の本ができるまで～
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主催 大分大学高等教育開発センター 大分大学学術情報拠点（図書館）
共催 ＮＰＯ法人大分県『協育』アドバイザーネット
「ゆい（結い）」人と本を結ぶ読書支援プロジェクト
会場：大分大学学術情報拠点（図書館）
日時：平成２５年９月３０日（水）１０：００～１２：３０

第１部 講演（対談）
内容：あまんきみこさんの友人の「鬼が島文庫主宰 千竃八重子」（由布市で活動中・紙芝居文
化の会おおいた代表）と対談しながら童話への想いを語ってくれました。
＊講師紹介 大分大学２年 外池夏子  㧖謝  辞  大分大学４年 松尾美幸  
  
第２部 交流会（参加者交流会） 
  内容：１グループ１０人程度で８グループになって、各グループ進行役を中心にして、日常の
活動の喜びや悩み、選書の工夫等の活動を交流しました。

＊＊あまんきみこ氏プロフィール＊＊
 年満州に生まれる。児童文学作家。京都在住。日本女子大学児童学科卒業。与田準一に
出会い児童文学の道にはいる。坪田穣治主宰の「びわの実学校」に「くましんし」を投稿したの
が掲載される。小学校の国語の教科書にも作品が多数使われている。代表作品「車のいろは空の
いろ」第１回児童文学者協会新人賞 第６回野間児童文芸推奨作品賞 その他「おにたのぼうし」
「おはじきの木」「ちいちゃんのかげおくり」「ぽんぽん山の月」「こぐまのくうちゃん」
年８月  日出版  等

＊＊千竃八重子氏プロフィール＊＊
 年生まれる。由布市湯布院町在住。北九州市役所（主に市立図書館児童室）に勤務し、
退職後、湯布院に子どもの本の文庫「鬼が島文庫」設立した。紙芝居文化の会おおいた代表とし
て活動し、県内外及び海外での紙芝居の普及活動をはじめ全国的な読書支援活動を行っている。
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㧞㧚ෳട⠪ߩᗵേߣᕁ
 以下、あまんきみこ氏と千竃八重子氏のトーク形式での講演会から、今後の活動へ参考（学んだこ
と）になったことについて、アンケートの全てを紹介します。

（１）あまんきみこ氏〈雰囲気等〉自身から学んだこと
・先生の両親が素敵です。また、先生の感性に安らぐものを感じました。幼年時代の大切さを改め
て感じました。
・１９９３年生まれの私の母は、妖怪化してきていますが、先生は若かったです。「魔女」なのか
でしょうか。でもその魔女をマトリョーシカのように開けていくと、とてもこわがりのやさしい
女の子が出てきました。たぶんその母上の面白い人なのだろうと感じました。「生まれたくて生
まれたのだろうか？」という問いかけについて、大きなお世話とも思えますが先生の場合は何に
対しても平等な眼を向けて様々なデータを高い画素数でメモリしているのだと思いました。
・幼い頃の想いは忘れてしまった方がいいのかと、迷いながら大人になりました。でも、お話をお
聞きして、大人だからこそ子どもの頃の想いを上手に表現し、伝えることもできるというお話を
聞き、子どもの頃の想いを大事にしていこうと思いました。
・子どもの頃の思い出などを話していただいて参考になりました。お若いです。
・幼少時代の自分にもどりながら、その時に言いたかったことを書いているとおっしゃっていまし
たが、とても感性が豊かで優しい気持ちをお持ちになっているのだと思いました。
・３回目の出会いでした。いつお会いしてもすばらしい、あまんワールドがあり、とても幸せな
  時間を共有することができました。
・幼少時代の思いを大人になっても、繊細に物を語りかけるのがすばらしいと思いました。
・８２歳には感じられなかった。目を閉じて聞いていると不思議な声、話し方に聞こえました。作
品に心が入っていると感じました。
・あまんさんの幼少時代が絵本の原点になっているのだと感じました。選ぶことのできない命の考
え方の話を聞き、懸命に生きていくこと、生かされていることを深く感じました。
・素敵な女性で、すべてのお話に感動しました。
・自分の中にあるものを表面化している事に感動しました。
・ 先生の声が素敵でした。

・はじめてお会いしました。若々しくやさしいお人柄が伝わってきました。
・とても心の優しい先生です。まっすぐな気持ちで、そのような気持ちを私も持ちたいです。
・想像していた方とは違い、とてもやさしそうで、本に対する愛情を強く感じました。
・あまん先生のふわふわしたやさしい感性がお話の仕方で伝わってきました。
・ふわふわした雰囲気がありました。少女のような方です、清々しいです。
・純粋な方にしか作品を生み出すことはできないと深く感じました。
・８２歳とは思えない心を頂きました。お元気でいて下さい。
・やさしい雰囲気のなかであまんさんの人間味あふれるお話が聞けて大変良かったと思いました。
・静かな中でずっと体の奥の方でしっかりとした想いを感じました。
・誰の中にも、心と寄り添って下さる方でした。人間としての生き方を学ばせて頂いきました。
・とってもいやされました。作者としての思いを感じました。
・本当にかわいらしい方だと感じました。作品のファンタジックな風景と心にしみる作品が生まれ
る理由がよく理解できました。
・普通の人と違うと感じました。だからこそこれらの作品を作れるのだと思いました。

（２）あまんきみこ氏と童話作家としてのイメージから学んだこと
・先生の人柄と本の内容とイメージされる楽しい内容とが一致し、今後も楽しく読ませて頂きたい

と思いました。
・幼かった頃の自分の想いを忘れないで本の中にいっぱいつめているのだと思いました。
・お話の中でいろいろな物事を深く読みとり、そこからお話の世界が広がることによって、やさし
さを感じられた。
・あまん先生の作品をご自分で読まれしっとりと心をこめて読んで下さいました。私は心に染みま
した。
・あまん先生の「作品はその人その人の人生で読めばいい」という言葉に感動しました。今後の読
み聞かせに活かしたいです。
・作品はその人の人生で読むものだという温かい人柄がうかがえる言葉を聞いて、よみきかせでの
参考になりました。
・柔らかい口調の中にどこかしんの強さを感じました。読み手の（聞き手の）人生が大きく影響す
るのだろうと、心に響きました。
・あまんさんのあたたかい人物が作品を作っているのだと確信しました。
・読み聞かせは人生、の言葉に触れて感動しました。
・一文一文ゆっくり読み聞かせすることの大切さを感じました。
・吸い込まれるような、あまんさんの読み聞かせが心に染みました。
・あまんさんの世界にどんどん引き込まれました。
・実際にあまん先生の声で、大好きな本を読んでいただき、幸せです。読み方の優しさと間の取り
方、気持ちを忘れたくないです。
・ふんわりやさしい、あまん先生がますます好きになりました。



・作品にイメージがぴったりで、とても素敵な方でした。
・あまんさんの童話がどうしてこうも心にしみるものなのか、講義を聞き心にすとんと入りました。

（３）あまんきみこ氏の作品や読み聞かせへの想いから学んだこと
・ あまん氏の作品の土台になった部分をたくさん引き出して下さって、作品に対する理解が深まり

ました。
・｢ちいちゃんの（～かげおくり）きつねは死ななければならなかったという部分｣について、本の
読解の基本を考えさせられました。
・あまん先生が、｢きつねのおきゃくさま｣の読み聞かせの時を見ず語ったのは言葉がじんと心にし
みたようです。
・「きつねのかみさま」というのはこういう読み方もあるということを学びました。あまん先生の
読み聞かせはじんわりと言葉の重みが伝わってきました。
・絵本作家の方々が、ご自身の内面を十分にだして作ってくださった作品を大切に読んできたいと
思いました。
・ 人それぞれの経験した思いを込めて、それぞれ読んでもらえればというお話がとても参考になり

ました。
・「きつねのおきゃくさま」が心に染みました。朗読のあり方を考える参考になりました。
・人生最初に、絵本としてきちんと意識した作品が妹と私も、父からもらった「ちいちゃんのかげ
おくり」でした。その作者の先生に思いがけず出会えたことは本当に大切な財産となりました。
・作品を書いたときの、心を聞かせていただいてよかったです。
・作品を書く時の思いがよくわかり、あまんさんの作品を読む時の参考になりました。
・作品の中にある、あまん先生の思いをお聞きすることができてよかったです。
・本の読み方や味わい方、読み聞かせの仕方などとても心に響きました。
・作者の絵本への思いがよくわかり、今後の参考になりました。
・先生の読みをお聞きし、いかに内容を理解し読むことが大切かわかりました。

・本人からその作品ができるまでの話が聞けてよかった。
・本の作者の背景について聞けたことが大変良かった。
・作者の先生から直接お話を聞いて、作品への思いが伝わってきました。
・作家としての思いを聞くことができ、とても参考になりました。
・幼年時代の純真な思いをずっと作品に表現してこられたことに感動しました。
・作品の中にあまんさんの赤ちゃん時代、幼少時代が出ているのだとわかりました。
・命に対する深い愛情からすばらしい作品がたくさんできたことがよくわかりました。
・先生の読み聞かせがとても心に残りました。絵を見なくてもその絵が思い浮かび、次はどうなる
のかと楽しみにしながら聞くことができました。先生ならではの読み方に感動しました。
・１つ１つの本に色々な思いが込められている事が、本当によくわかりました。
・あまん氏の人生、作品への想いが分かって感動しました。
・作品とは、その人その人の人生を読むものという、あまんきみこ氏のお言葉が心に残りました。
・ 作品への思いがわかりました。

 
（４）今後の読み聞かせの方法について
・作家の作品にたいする思いやエピソードを知ることができて、読み聞かせや活動をする際の作品
を選ぶ参考になりました。
・読み聞かせしている時の作品は、その人その人の人生で読んで下されば、それが作者の心にかな
うとのお話に悩みが消えました。
・人それぞれの思いで読めば良いというのが参考になりました。
・読み聞かせをする際、作品の成り立ちについても話せることで、より親しみが持てるということ
  を感じました。
・学校の図書館で、本の紹介や読み聞かせをする時に、ご本人から直接聞くことのできたエピソー
ドや思いなどを子どもに伝えます。
・あまん氏の本への思いを伺うことができ、今後の読み聞かせの参考になりました。
・自分の読み方で良いといわれて、今後の読み方が今のままで良いと思いました。
・こんなふうに読むといいと、あまん先生の読み語りを聞いて思いました。朝の読みかたりでは、
よくばってたくさん読むので一冊をじっくり、余韻を持たせるのもすごく良いと感動しました。
・作者の方の色々なエピソードを聞けたことは本を読む時、または練習する時の参考になり良かっ
たです。
・今後の読み聞かせに大いに力がわいてきました。嬉しい気分です。
・ 読み聞かせする時、子ども達が「心地よくなる」ような読み聞かせができるよう努力したいとお

もいました。
・ 作品を大切に読んでみたいと思いました。

・作家の思いを少しでも多くくみ取り、自分の人生も重ねて、豊かな読書絵本の読み聞かせをやっ
ていきたいです。
・作品を読むときの作家の気持ちを考えてみたいと思いました。
・作者の想いを感じながら子ども達に、自分の言葉と読み方で話していきたいです。

（５）今後の読み聞かせ活動への自分の思いについて
・お話をただ読むのではなく、本の情緒を感じながら、読み聞かせをしたいと思いました。
・絵本それぞれのたくされた思いを伝えられれば良いと思いました。
・ たくさんの本を子ども達にも読んでいきたいです。
・ 実際に作品を作った先生のお話も伝えていきたいと思いました。

・作者の心を少しでも伝えることができる読みをしていきたいです。

・絵本を読むときに感情を今までより楽しく取り入れて読むことができそうです。
・もっともっとあまんさんの本を読んでみたいと思います。
・自分の思いをのせて読んでいいということが分かりました。色々な読み聞かせの方法があり、迷
う気持ちがありましたが、自分らしく活動に参加していきたいと思います。
・本をたくさん読み、やさしい気持ちを持ちたいです。
・あまんさんの作品の思いをお聞きし、読み聞かせの時に重ねながら伝えていきたいと思いました。
・ 図書館に携わる者として、本の一冊一冊を大切にする心を改めて肝に銘じたいです。

・絵本のなりたちなどがわかり、内容をもっと深く勉強したいと思いました。
・豊かな言葉で、感情で、子どもたちとふれあっていきたいと改めて思いました。
・ 子どもたちそれぞれの受け取り方を大切にしたいです。
・ 絵本と絵童話を意識したいです。作品はその人の人生を読むものだということが分かりました。

・作者の想いを考えながら、本を読んでみたいと思いました。
・当たり前の毎日に色々な物事を感じることから、いろいろなものが見えてくるような気がしまし
た。これからの活動につなげていきたいです。
・毎日忙しい中で私も、もっと子どもの心によりそって、ゆっくりとした時間を先生のように大切
に過ごしていきたいと、強く思いました。
・心を伝えたいといつも考えています。もっともっと深く読みこんで子どもに接したいと思います。
・作家さんがこの本をどういういきさつで書いていくのか等のことを分かりやすく、話して下さい
ました。その気持ちを大切にして、本を読んでいく上での心と合わせて読み聞かせをしていきた
いです。
・作家のやさしい思いを子どもたちにも伝えたいです。
・大変楽しいあまん氏の素顔に触れて、作品を読むときその想いを思い返しながら読みたいと思い
ました。
・私なりに、本の想いを子ども達に届けたいと思います。
・作家の方の創作にあたっての気持ちを大切にしようと改めて思いました。
・本のできた経緯が分かって、改めて絵本を読んでみたいと思いました。
・幼少のとき疑問に思ったこと、思い出をいつまでも大事にしていることを、今後の活動に活かさ
せて頂きたいと思いました。

（６）その他、講演会の感想
・こんなにやさしい気持ちになったのは久しぶりでした。
・自分の気持ちに素直になれた感じがしました。
・あまんさんの読み聞かせで、この作品の良さや大切さ、作者の思いが伝わってとてもよかった。
また、読む歳で感じ方が違うんだなぁと改めて感じました。
・読み聞かせでは絶対に教育的な内容があるものだと思っていましたが、特にそうでなくてもよい
のだと思いました。
・あまん先生の作品はほとんど読んでいますが、もう一度子ども達に読み聞かせてあげたいと思い
ました。
・作品はその人の人生であることを学びました。
・読み聞かせをする際に、お２人のやり取りの中から学んだことを念頭に置き読むことができます。
とても貴重な講演でした。
・実際の読み聞かせがよかった。
・心の暖かい、あまん先生のお話を聞きとっても心地よくなりました。
・改めて、日頃読んでいる本だと思いながら、その作品を興味深く感じました。
・作品はその人の人生で読むものだ、という言葉が印象に残りました。

・聞き手がよかったです。対等とか親密とか、年下の方では引き出せないものもあった気がします。
・今、手元に私の幼年時代に母が読ませてくれた、あまんせんせいの「どんぐり」が残っています。
現在３児の母ですが、孫に読ませなさいと実家からおくってくれました。読み聞かせの活動をし
ていますが、共に母親として、良書を子どもに送ってあげることは非常に大切と今回の機会に改
めて思いました。
・ 作家さんのお話はいつも楽しみです。シャイなあまんさんのお話を聞くためトーク形式がよかっ

たと思います。
・あまん氏の読み聞かせは、身にしみました。
・心豊かで重厚な内容に心ふるえる想いです。
・作品というのは、自分の心で読む（タクトをふる）ものであると感じた。
・本の読み方についてそれぞれの人生を重ねて読むなど参考になりました。
・作品は歳をとったその人その人の思いや歩いてきた人生によって、それぞれ感じてもらえればよ
いとのお言葉にとても感じ入りました。
・あまんさんがよく言われた心の中の核の部分がとても作品を書く上で大きな部分であることがわ
かりました。
・作者は作品の前に出ないという言葉、それぞれの人の人生・感性で読む物という言葉に納得しま
した。
・あまんさんの人柄に触れることができて、とても素敵な時間が過ごせました。
・小さいときの生活背景が大切なことが改めて感じました。
・幼少時代や赤ちゃん時代の自分の大事な時期が内側にある、とのお話や様々な深い思いが理解で
きとても勉強になりました。
・作品を読んだ事はありますが本人についてのことは全く知りませんでした。しかし今回先生の人
柄に触れられてよかったです。
・思いが大事だということがわかりました。
・子どもの音読（教科書）からファンになりました。



・満州での戦争時の出来ごとについては、体験所の話をかつて 0*- が取材に放送していたものを
2% で見ました。気持ちのすり合わせができないという気持ちがとてもよくわかります。
・作品の生まれた作者の思いを聞けて、感動しました。
・満州国に生まれ育った経験から「今までの折り合いがついておりません」との一言が大変心に残
りました。学生時代に、日中戦争時の中国東北部の歴史についての研究をしたことがあるからで
す。
・作家は作品の前に出ていかないという言葉が素敵であると思いました。
・子育ては大変ですが、かけがえのないものだから前向きに、その子を信じて頑張らないといけな
いと思いました。
・私は、１９２３年生まれ、先生のお話は身にしみます。ご健康をお祈りします。
・とても、素敵な先生でした。あまん先生の作品を読んでみたいです。
・犬の死の話では、自分のかっていた犬のことと重なり涙が出ました。
・数々の児童文学を送り出している、あまんさんの直接の声で本に対する気持ちを聞くことができ
て大変うれしかった。
・｢きつねのお客様｣の絵本の絵と、読み聞かせ「まんまるおつきさま」の画家の二俣秀明さんは絵
が似ているので、読み聞かせ「まんまるおつきさま」の画家の絵が変わっていてよかったと思い
ました。
・先生の読み聞かせが心に残りました。
・鬼は鬼として生まれたかったのか、という質問をもたれたことにハッとさせられました。動物に
しろ、人間にしろ、生まれるということを選べない事って、ある意味恐怖なのだなと思いました。

・自分の幼児期の体験を大切に、現在の自分と結び付けて再考する重要性が分かりました。
・大変楽しいお話でした。本はその人の読み方で良い、人生感が大切、幼い時の想いが大切等勉強
になりました。
・子どもの頃の体験に基づいての作品内容の話が心に残りました。
・ちかま先生の引きだしがとてもよかったです。２人の先生の話がよかったです。
・また大分にきてほしいです。
・心がいやされました。
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 એਅޔᵹળߩෳട⠪ߩోߡߩᗵᗐࠍឝタߐߖߡߚߛ߈߹ߒߚޕ
（１）選書について
・本は沢山読み込んだ上で選びたいです。

・選書の仕方、よく読み込むこと、読み手側、聴き手側として選んで良いかなどの話が特に印象的
でした。
・高学年の読み聞かせで何を読んだらいいのか迷っていましたが、自分の読みたいものを子どもと
一緒に楽しんだらいいことをお話で聞くことが出来てよかったです。
・相手に障害があったり、家庭環境がそれぞれあったりしても、作品を選ぶのは自由に選んだほう
がよいことや、気をつかいすぎるのは良くないことなど参考になりました。

（２）参加者の「思い」から学べた（共感）できたこと
・読み方に悩んでいましたが、その人その人の人生で読めばよいといわれ納得しました。

・初めてお会いしたにもかかわらず、素直に話が出て、同じ道を歩む方々であるなと思いました。
また会いたいです。

（３）今後の読み聞かせの方法について 
・本の選び方や、読み方などとても参考になりました。
・読み方の勉強になりました。
・先生の読みをお聞きし、いかに内容を理解し読むことが大事か分かりました。

（４）今後の読み聞かせ活動への自分の思いについて 
・読み聞かせや朗読をする方々も、想いは同じようで本や絵本が好きです。また読み聞かせする前
の読みこみが大切だと思いました。

・本の気持ちをもう一度かみしめて読んでいきたいと思います。
・本を読みこんで、読み聞かせをしたいです。
・作者の思いを心において、読み聞かせを深めたいです。
・もう少しやさしいこころになりたいです。
・技法にこだわることなく、誰でも読み聞かせに取り組めるようにファジーに対応していきたいで
す。
・子ども達に本を手渡すときに、作家さんの想いも一緒に渡すことができればと思いました。
・先生の「きつねのお客様」の読み聞かせが、すばらしかったです。わたしもそんな読み聞かせを
してみたいと思いました。
・年間３００冊から５００冊読んで、自分も楽しんできたいと思いました。

（５）その他、交流会の感想
・もっと楽しんで自分らしくしようと思いました。
・各地で取り組みをされている方々の悩みが皆共通していると感じました。
・読み聞かせのことをよく知ることができました。
・来年度から読み聞かせをしたいと思っているので勉強になりました。
・わらべうたを学んで、それを読み聞かせに活かしていることを聞いて参考になりました。



・日頃考えていたことを話し、皆さんのお話を伺いこれからも頑張ろうと思いました。
・いろんな会があり、悩みもあるということがわかりました。新しいメンバーもきっとそういう思
いがあろうかと思います。
・様々なボランティアの方々の話を聞きとても参考になりました。
・ざっくばらんに話をすることで向上するという気がしました。
・小学校の読み聞かせではもう少し子ども達の反応を知りたいと思いました。
・子ども達の反応がないことについて、情報の共有が必要だと感じました。
・「よみきかせ」への情熱が伝わってきました。色々な意見が出て具体的な悩みの解決などが話せ
ました。
・「本は食事と一緒」「本は心の栄養になる」を心がけたいと思いました
・いろんなところで読み聞かせが出来ているのだなと驚きました。
・皆さんの経験豊かな活動の様子を聞くことができて参考になります。
・選書、読み方が等、いろいろ意見を聞けて良かったです。
・いろんな活動をしている方々と交流ができ、参考になりました。
・それぞれの人の生き方が分かりよかったです。
・ベテランのいろんな話が聞けて楽しかったです。
・色々な方とお話ができて楽しかったです。
・他の方の情報交換が出来て良かったです。
・たくさんの活動をされている方とのふれあいに励まされた思いです。
・おなじ読み聞かせの人達と交流で来てよかったです。
・形は違いますが、様々な方法があると思いました。
・とてもいろんな意見がありました。みなさん熱心に勉強をしています。
・色んな活動をしている方々とお話で来て参考になりました。
・たくさんの方が読み聞かせの取り組みをしておられることがわかってとても心強く思いました。
・いろいろな立場で活動している方々とお話ができて良かったと思いました。
・いろいろな場所からこられているみなさん熱心で、勉強をしながら自分も高め、いい本との出会
いを子どもたちにも伝えられたらと思います。
・皆さん熱心に活動されていて、無理なく自分も活動していきたいと思いました。

・交流会を持てるような、イベントがあればもっと良いと思いました。
・絵本、子ども達を愛する方々にたくさんふれられてよかったです。
・大変人が多く、みんな熱心なので驚きました。男の子には導入部分に歌や手遊びを入れるとよい
ことが分かりました。また女子はよく聞く、男子は興味のある本がいいと思いました。
・坂の市中学校の１、２年生に月２回、金曜日に（８時から８時２０分）読み聞かせに絵本を読ん
でいるということを聞き、中学校にも必要だと思いました。
・若い人の活動の想いを聞き参考になりました。
・皆様のパワーに圧倒されました。
・読み聞かせの方々はアツかったです。
・みんなすごい人で、遠方から来られていて熱意を感じました。
・ネットワークや選書が大切だと感じました。
・全部参考になりました。

（６）意見交流会の課題について 
・時間が余りなかったです。各地域の活動の仕方が違うので、話が多方面にわたりすぎてまとまり

がなかったです。
・他のグループと近すぎて、グループ内で声が聞きとれませんでした。
・会場がせまく、隣のテーブルの方の声が大きく聞こえて、逆にグループ内の話が聞こえませんで
した。時間が少なかったので全体ファシリテーターは余り役に立たず、各テーブルでやることに
任せた方がよかったと思いました。
・１つのグループの人数が多く、かつ時間設定が１時間という短いものでしたので、十分話したり、
聞いたりする事が難しかったです。
・もっと時間がほしかったです。
・時間が短かったです。まだ解決できてない点もいくつかありました。
・時間が足りなかったです。
・時間が短くてもったいないと思いました。



・もっと時間が欲しかったですが、短い中でもとても参考になりました。
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ቇᩞޔၞ␠ળߩ⋧ߩㅪ៤දജࠍଦߒߩࠇߙࠇߘޔᢎ⢒ജࠍะߐߖࠆߣߣ߽ߦޔᢎ⢒ࠍදߒߡⴕ
߁ขࠅ⚵ߺ߇ᕆỗߦㅴࠎߢ߈߹ߒߚޕᄢಽ⋵ᢎ⢒ᆔຬળߪࠇߘޔએ೨ߩᐔᚑ  ᐕᐲ߆ࠄᣉ╷ߣߒߡขࠅ
⚵ߺᆎޔሶߤ߽ߩߚߦኅᐸቇᩞၞ߇දߔࠆޟᢎ⢒ߩද㧔ද⢒㧕ࠍޠផㅴߒߡ߈߹ߒߚޕ
 ᧄ⻠ᐳߪߚߒ߁ߎޔขࠅ⚵ߺߦኻߒߡ᳃㑆ߩᢎ⢒ജࠍ⊒ើߒޟޔኅᐸޔቇᩞޔၞ␠ળߩᢎ⢒ߩදޠ
ࠍផㅴߔࠆߚߦޔၞߋࠆߺߢߩቇᩞ߿ၞߢߩሶߤ߽ߩஜో⢒ᚑ߿ኅᐸᢎ⢒߳ߩⓍᭂ⊛ߥᡰេޔ
ߣᢎ⢒ߩⲢวޔ߮ᄢੱ␠ળߩౣ᭴▽ࠍផㅴߔࠆਛᩭ⊛ߥੱ᧚ߩ㙃ᚑࠍⴕ߁ߎߣࠍ⋡⊛ߣߒߡᐔᚑ 
ᐕᐲ߆ࠄ㐿⻠ߒ߹ߒߚޕฃ⻠⠪ߪߎࠇ߹ߢߦ  ฬߢޔ㐿⻠ߔࠆޟၮ␆✬ޟޠਛ⚖✬ޟޠ⚖✬ߩޠ㧟

ߟߩ⻠ᐳߔߴߡࠍฃ⻠ߒߚᣇߪ  ฬߦߥࠅ߹ߔޕ⡯ᬺ߿ၞᵴേࠍᜬߜߥ߇ࠄᣣ⒟ࠍ⺞ᢛߒߡߩฃ⻠ߢ
ߔ߇ޔᓢ߇ࠢࡢ࠻࠶ࡀߦޘᐢ߇ߞߡ߹ߔޕ
 ߐࠄߦޔฃ⻠⠪ߢ⚵❱ߔࠆޟ㧺㧼㧻ᴺੱᄢಽ⋵ޡද⢒ޔߪޠ࠻࠶ࡀࠩࠗࡃ࠼ࠕޢᄢಽ⋵ᢎ⢒ᆔຬળ
߇ㅴࠆޔሶߤ߽ߩߚߦኅᐸቇᩞၞ߇දߔࠆޟᢎ⢒ߩද㧔ද⢒㧕ޔࠍޠ᳃㑆࿅ߣߒߡផ
ㅴߔࠆᴺੱߣߒߡᐔᚑ  ᐕߦ⸳┙ߒ߹ߒߚޕળຬߪޔᣣᏱ⊛ߦၞᵴേࠍߒߡࠆᣇޔ߇ޘᄢಽᄢቇ㜞
╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲߇ታᣉߔࠆޡޟද⢒ࠩࠗࡃ࠼ࠕޢ㙃ᚑ⻠ᐳࠍޠฃ⻠ߒߡ⿰ߩߘޔᣦࠍℂ⸃ߒޔળ
ຬߩࡀ࠶࠻ࡢࠢࠍᵴ↪ߒߡߘࠇߙࠇߩᵴേࠍలታߒࠃ߁ߣߔࠆࡔࡦࡃߢߔޕ
 ᴺੱߣߒߡߩᵴേߪޟ㜞߹ࠈ߁㧔ቇ߱㧕ޟޠᐢࠃ߁㧔ᬺ㧕߁ࠈ߇❬ޟޠ㧔ᖱႎ㧕ߩޠ㧟ߟߩᩇߢޔ
․ߦޟᐢ߹ࠈ߁ߩޠᵴേࠍߣ߅ߒߡޟޔද⢒ߩ࠻ࡀࠖ࠺ࠦߩߚߩޠᄢಾߐࠍតߞߡࠆᦨਛߢߔޕ
ᐕᐲߩౕ⊛ߥᬺߣߒߡߪޔᢥㇱ⑼ቇ⋭ߩ㧞ߟߩᬺࠍฃ⸤ߒ
ߡޔᐭᏒߦ߅ߌࠆޟၞ߆ࠄߩቇᩞᡰេᬺޟ߿ޠ᷷ᴰࠦࡦࠪࠚ࡞
ࠫࡘߩ㙃ᚑᬺޔߚ߹ޕߔ߹ߡߞⴕࠍޠሶߤ߽ࠁၮ㊄ߩഥࠍ
ฃߌߡ⋵ޔౝߩዊਛ㜞ᄢቇ↢ߢ࿖᧲ඨፉߩਛᔃޔਔሶጊㄝߢ
ߩ㧞ᴱ㧟ᣣߩኋᴱ⥄ὼ㛎ᬺࠍⴕ߹ߒߚޔߦࠄߐޕᤓᐕᐲ߆ࠄߩ
⋵ᬺ㧔ᐜఽࠛࠦᵴേ㧕ߩฃ⸤ޔᴺੱߣߒߡߩᜰዉ⠪⎇ୃߥߤޔᄢಽ
ᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲ߩᡰេࠍฃߌߥ߇ࠄޟද⢒ߩޠផㅴࠍⴕߞ
ߡ߹ߔ                      ޕ
                      
㧺㧼㧻ᴺੱᄢಽ⋵ޟද⢒ޠ┨ⶸޟߩ࠻࠶ࡀࠩࠗࡃ࠼ࠕޠ

એਅޕߔ߹ߒ⚫ࠍࡓࠣࡠࡊୃ⎇ߩߢ߹ࠇߎޔ

ޡޟද⢒ࠩࠗࡃ࠼ࠕޢ㙃ᚑ⻠ᐳߩޠታᣉߦߟߡ
ޛᐔᚑ㧞㧝ᐕᐲⷐ✁ࡦ࠲ᷣޜ
ޛᐔᚑ㧞㧟ᐕᐲᡷᱜࡦ࠲ᷣޜ
㧝㧚⿰ᣦ
 ᡷᱜᢎ⢒ၮᧄᴺ߿ᢎ⢒ᝄ⥝ၮᧄ⸘↹ࠍ߰߹߃ኅᐸቇᩞၞ␠ળ߇৻ߣߥࠅޔၞߋࠆߺߢሶ
ߤ߽ࠍ⢒ߡࠆߠߊࠅࠍ⋡⊛ߣߒߡޟቇᩞᡰេၞᧄㇱᬺ߇ޠᆎ߹ߞߚޔߪߢ߹ࠇߎޕኅᐸޔቇ
ᩞޔၞ␠ળ߇ߘࠇߙࠇߩขࠅ⚵ߺߣߒߡⴕ߁ߎߣߦߣߤ߹ߞߡ߅ࠅ߿ߪ߽ޔන⁛ߢߩขࠅ⚵ߺߪ㒢
⇇ߦ߈ߡࠆߣ⸒ࠊߑࠆࠍ߃ߥ⁁ᴫߢࠆߎߣ߆ࠄޔኅᐸޔቇᩞޔၞ␠ળߩ⋧ߩㅪ៤දജࠍଦ
ߒߩࠇߙࠇߘޔᢎ⢒ജࠍะߐߖࠆߣߣ߽ߦޔᢎ⢒ࠍදߒߡⴕ߁ᔅⷐᕈ߇⏕ߦߥߞߚߣ⸒߃ࠆޕ
ߎࠇ߆ࠄߩᢎ⢒߇ޟޔ㕍ዋᐕࠍ⢒ᚑߔࠆቇᩞᢎ⢒␠ޔળᢎ⢒ޔኅᐸᢎ⢒ߩㅪ៤ޟޔޠኅᐸᢎ⢒ࠍᡰេ
ߔࠆߚߩᵴേߣߩㅪ៤ޟޔޠ㜞㦂⠪ߩ↢߈߇ࠍഃߔࠆߚߩᵴേߩㅪ៤ޔޘ╬ޠၞ
ో߇ㅪ៤දജߒߡ❑ޔഀࠅߩขࠅ⚵ߺ߆ࠄޟޔᮮߩធ⛯ࠍޠଦㅴߔࠆขࠅ⚵ߺߩ㊀ⷐᕈ߇⼂ߐࠇ
ߡ߈ߚߣ⸒߃ࠆޕ
  ߘߎߢߚߒ߁ߎޔขࠅ⚵ߺߦኻߒߡ᳃㑆ߩᢎ⢒ജࠍ⊒ើߒޟޔኅᐸޔቇᩞޔၞ␠ળߩᢎ⢒ߩදޠ
ࠍផㅴߔࠆߚߦޔၞߋࠆߺߢߩቇᩞ߿ၞߢߩሶߤ߽ߩஜో⢒ᚑ߿ኅᐸᢎ⢒߳ߩⓍᭂ⊛ߥᡰេޔ
ߣᢎ⢒ߩⲢวޔ߮ᄢੱ␠ળߩౣ᭴▽ࠍផㅴߔࠆਛᩭ⊛ߥੱ᧚ߩ㙃ᚑࠍⴕ߁ߎߣࠍ⋡⊛ߣߒߡ㐿
⻠ߔࠆޕ
  ߐࠄߦޔฃ⻠ୃੌ⠪ߩࡀ࠶࠻ࡢࠢࠍ⚵❱ൻߒޔฃ⻠↢ߩ⡯႐߿ၞߢߩᣣᏱ⊛ߥᵴേࠍᡰេߔࠆ
ߣߣߣ߽ߦޔฃ⻠↢ߩᵴേᖱႎࠍ㓸ಽᨆߒޟޔද⢒࠲ࡀࠖ࠺ࠦޠ⢒ᚑࡊࡠࠣࡓߩ㐿⊒߿
㑐ଥ⠪߳ឭଏߔࠆߎߣߦࠃߞߡޟࠆߌ߅ߦ⋵ᧄޔኅᐸޔቇᩞޔၞ␠ળߩᢎ⢒ߩදߩࡓ࠹ࠬࠪޠ᭴
▽ߦነਈߔࠆޕ
㧞㧚ਥ  ᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲  
㧟㧚දജ  㧺㧼㧻ᴺੱᄢಽ⋵ޟද⢒࠻࠶ࡀࠩࠗࡃ࠼ࠕޠ
㧠㧚ౝኈᤨᦼ
Ԙ㧔ၮ␆✬㧕ද⢒ࠕ࠼ࡃࠗࠩၮ␆⎇ୃ㧦 㗃ታᣉ
ԙ㧔ਛ⚖✬㧕ද⢒ࠕ࠼ࡃࠗࠩኾ㐷⎇ୃ㧦ၮ␆✬ୃੌ⠪ߢᏗᦸߔࠆ⠪ࠍኻ⽎ߦ㧟㗃ታᣉ

Ԛ㧔⚖✬㧕ද⢒ࠕ࠼ࡃࠗࠩታ〣⎇ୃ㧦ၮ␆✬ਛ⚖✬ୃੌ⠪ߢᏗᦸߔࠆ⠪ࠍኻ⽎ߦᰴᐕ     
ᐲߩ㧥㗃ታᣉ
㧡㧚ኻ⽎⠪
      ቇᩞ߿ၞߦ߅ߌࠆฦ⒳ࠦ࠺ࠖࡀ࠲
ฦ⒳࿅ࠣ࡞ࡊޔ㧺㧼㧻╬ߩᵴേ⠪
      ␠ળᢎ⢒ਥ╬␠ળᢎ⢒㑐ଥ⡯ຬ߮ᜰዉਥ╬ቇᩞᢎ⢒㑐ଥ⡯ຬ
ߘߩઁ⿰ޔᣦߦ⾥หߒޔ⡯႐߮ၞ╬ߦ߅ߡฃ⻠ߒߚߎߣࠍᵴ↪ߢ߈ࠆ⠪ ╬
㧢㧚ୃੌ⸽
      ฦࠦࠬߩ⻠ᐳࠍฃ⻠ߒߚ⠪ߦߪߦߣߏࠬࠦޔᄢಽᄢቇቇ㐳ߩୃੌ⸽ࠍਈߔࠆޕ
㧣⚻⾌
      ᢎ᧚ޔవㅴⷞኤߦଥࠆㅢ⾌╬ߩታ⾌ࠍᓽߔࠆޕ
㧤㧚ୃੌ⠪ߩࡀ࠶࠻ࡢࠢൻ
  ୃੌ⠪߇ߩࠇߙࠇߘޔ⡯႐߿ၞߢߩᣣᏱ⊛ߥᵴേࠍలታߔࠆߚߩᵴേᖱႎߩ㓸ឭଏߘ  ޔ
ࠇߙࠇߩᵴേߩᖱႎ឵ޔ߮ฦ⒳⎇ୃ࡞࠺ࡕޔᬺߩታᣉ⋵ޔౝᵴേ⚵❱ߩࡀ࠶࠻ࡢࠢߩଦ ㅴ
╬ࠍⴕ߁㧺㧼㧻ᴺੱޟᄢಽޡද⢒ࠍޠ࠻࠶ࡀࠩࠗࡃ࠼ࠕޢᡰេߔࠆޕ






ᐔᚑ  ᐕᐲᄢಽᄢቇޡޟද⢒ࠩࠗࡃ࠼ࠕޢ㙃ᚑ⻠ᐳޠ
╙  ᦼ↢ޟද⢒ࠩࠗࡃ࠼ࠕޠၮ␆⎇ୃ㧔ၮ␆✬㧖ᓟߩਛ⚖✬㧕ታᣉⷐ㗄

㧝㧚⿰ᣦ
 ኅᐸቇᩞၞ␠ળ߇৻ߣߥࠅޔၞߋࠆߺߢሶߤ߽ࠍ⢒ߡࠆޟኅᐸޔቇᩞޔၞ␠ળߩ⢒ߩ
දࠍޠផㅴߒޔቇᩞ߿ၞߦ߅ߌࠆሶߤ߽ߩஜో⢒ᚑ߿ޔኅᐸᢎ⢒߳ߩⓍᭂ⊛ߥᡰេࠍⴕ߁ߩ
ᢛߩߚߩߘޔਛᩭ⊛ߥੱ᧚ߩ㙃ᚑࠍⴕ߁ߚߩၮ␆⊛ߥ⎇ୃࠍታᣉߔࠆޕ
  ߐࠄߦޔฃ⻠ୃੌ⠪ߩࡀ࠶࠻ࡢࠢࠍ⚵❱ߒޔฃ⻠↢ߩ⡯႐߿ၞߢߩᣣᏱ⊛ߥᵴേࠍᡰេߔࠆޕ

㧞㧚ਥ  ᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲

㧟㧚ᦼᣣ  ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧟㧢ᣣ㧔㧕㧣ᣣ㧔ᣣ㧕

㧠㧚ળ႐  ᄢಽᄢቇ   ᢎቶ

㧡㧚ኻ⽎⠪ ቇᩞᡰេᧄㇱᬺߦଥࠆࠦ࠺ࠖࡀ࠲
ฦ⒳࿅ࠣ࡞ࡊޔ㧺㧼㧻╬ߩᵴേ⠪
      ␠ળᢎ⢒ਥ╬␠ળᢎ⢒㑐ଥ⡯ຬ
ᜰዉਥ╬ቇᩞᢎ⢒㑐ଥ⡯ຬ
ߘߩઁ⿰ޔᣦߦ⾥หߒޔ⡯႐߮ၞ╬ߦ߅ߡฃ⻠ߒߚߎߣࠍᵴ↪ߢ߈ࠆ⠪ ╬

㧢㧚ୃੌ⸽ ⻠ᐳߩోᣣ⒟ࠍฃ⻠ߒߚ߽ߩߦߪޔᄢಽᄢቇ㐳ߩୃੌ⸽ࠍਈߔࠆޕ

㧣㧚⻠ᐳߩౝኈ
 Ԙኅᐸᢎ⢒ߩ⁁⺖㗴ߣද㧔ኅᐸᢎ⢒߳ߩᡰេߣኅᐸ߆ࠄߩද㧕ᣇ╷ߦ㑐ߔࠆߎߣ
 ԙቇᩞᢎ⢒ߩ⁁⺖㗴ߣද㧔ቇᩞᢎ⢒߳ߩᡰេߣቇᩞ߆ࠄߩද㧕ᣇ╷ߦ㑐ߔࠆߎߣ
 Ԛၞ␠ળߩ⁁⺖㗴ߣද㧔ၞ␠ળ߳ߩᡰេߣၞ␠ળ߆ࠄߩද㧕ᣇ╷ߦ㑐ߔࠆߎߣ
 ԛᢎ⢒ߩදࠪࠬ࠹ࡓߩ᭴▽ߣࠕ࠼ࡃࠗࠩߩᓎഀߦ㑐ߔࠆߎߣ
 ᤨ㑆
        ౝ   ኈ
  㐿⻠ᑼ㧔ᜦᣣ⒟⺑㧕
  ⻠ᐳߩⷐ⺑ᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲ᢎ ਛᎹᔘት
৻ 㨪 ⻠⟵㧝 ኅᐸᢎ⢒ߩ⁁⺖㗴ߣᢎ⢒ߩදᣇ╷
ᣣ   ⻠Ꮷ ᄢಽᄢቇᢎ⢒⑼ቇㇱᢎ ጊጯᴦ↵
⋡㨪 ⻠⟵㧞 ቇᩞᢎ⢒ߩ⁁⺖㗴ߣᢎ⢒ߩදᣇ╷
  ⻠Ꮷ ᄢಽᄢቇᢎ⢒⑼ቇㇱᢎ ጊፒᷡ↵
  ද⼏ ᄢಽ⋵ޟද⢒❱⚵ߩ࠻࠶ࡀࠩࠗࡃ࠼ࠕޠൻߦߟߡ
 㨪 มળᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲ᢎ ਛᎹᔘት

 㨪 ⻠⟵㧟ၞ␠ળߩ⁁⺖㗴ߣᢎ⢒ߩදᣇ╷
ੑ  ⻠Ꮷ ᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲ಎᢎ ጟ↰ᱜᒾ
ᣣ 㨪 ⻠⟵㧠ᢎ⢒ߩදࠪࠬ࠹ࡓߩ᭴▽ߣࠕ࠼ࡃࠗࠩߩᓎഀ
⋡ ⻠Ꮷ ᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲ᢎ ਛᎹᔘት
  ද⼏㧞 ޟද⢒ߩߡߒߣࠩࠗࡃ࠼ࠕޠᓎഀࠍᨐߚߔߚߦ
 㨪 มળᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲ᢎ ਛᎹᔘት
  㐽⻠ᑼ㧔ୃੌ⸽ਈᜦ㧕




ᐔᚑ  ᐕᐲᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲ޡޟද⢒ࠩࠗࡃ࠼ࠕޢ㙃ᚑ⻠ᐳޣޠ⚖✬ޤ
      ╙㧝ᦼ↢ޟද⢒ࠩࠗࡃ࠼ࠕޠታ〣⎇ୃታᣉⷐ㗄

㧝㧚⋡⊛
  ᧄ⎇ୃߪޡද⢒ࠩࠗࡃ࠼ࠕޢ㙃ᚑ⻠ᐳߩၮ␆✬㧔ਛ⚖✬㧕ࠍୃੌߒޟޔᄢಽ⋵ޡද⢒ࠗࡃ࠼ࠕޢ
ࠩࡀ࠶࠻ߦ⊓㍳ߒߚ⠪ࠍኻ⽎ߦ⋵ޔౝᄖߢߩޟᢎ⢒ߩදࠍޠផㅴታ〣ߔࠆవㅴࠍⷞኤߒޔ
ၞߠߊࠅ߿㕍ዋᐕߩஜో⢒ᚑߦ㑐ߔࠆਛᔃ⊛ᜰዉ⠪ࠦ࠺ࠖࡀ࠲ߣߒߡߩ⾗⾰ࠍะߐߖޔએ
ߡޟޔᢎ⢒ߩදߩޠផㅴߦ㑐ߔࠆࠕ࠼ࡃࠗࠬߩജ㊂ࠍ㜞ࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߔࠆޕ

㧞㧚ਥ  ᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲
㧔දജ㧦ᄢಽ⋵ޟද⢒࠻࠶ࡀࠩࠗࡃ࠼ࠕޠ㧕

㧟㧚ᦼᣣ ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧥㧞㧤ᣣ㧔Ἣ㧕 㧣㧦㧟㧜 ᄢಽᄢቇ⊒㨪
            㧞㧥ᣣ㧔᳓㧕㧝㧣㧦㧜㧜 ᄢಽᄢቇ⌕㧔㧝ᴱ㧞ᣣർᎺᴱ㧕

㧠㧚ⷞኤవ
ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧥㧞㧤ᣣ㧔Ἣ㧕㧝㧝㧦㧜㧜㨪㧝㧠㧦㧟㧜
Ԙጟ⋵㘵ႦᏒ┙㜞↰ዊቇᩞ
      㘵ႦᏒౝߩోߡߩዊቇᩞߢታᣉߐࠇߡࠆޟቇᩞ㐿ᬺࡆ࠽ࡑޡႶⷞߩޠޢኤᵹ߮
ࡆ࠽ࡑޡႶߩޢขࠅ⚵ߺߦ㑐ߔࠆ⎇ୃ
ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧥㧞㧥ᣣ㧔᳓㧕㧝㧜㧦㧜㧜㨪㧝㧞㧦㧜㧜
ԙർᎺᏒ⧯᧻ߩޠ࠻࠶ࡀࠄߺ᧻⧯ޟขࠅ⚵ߺߦ㑐ߔࠆ⎇ୃ߮ᵴേࠣ࡞ࡊߣߩᗧ឵

㧡㧚ෳടኻ⽎
٤ᄢಽ⋵ޟද⢒ ࡃࡦࡔ࠻࠶ࡀࠩࠗࡃ࠼ࠕޠ㧝㧤ฬ
٤ോዪ㧦ᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲
㧢㧚ෳട⾌  㧝㧟㧘㧜㧜㧜⒟ᐲ㧔ኋᴱ⾌㧝ᣣ⋡ᤤ㘩㧔⛎㘩㧕ߘߩઁ㔀⾌㧕

㧣㧚ୃੌ⸽  ⻠ᐳߩోᣣ⒟ࠍฃ⻠ߒࠍޠ࠻ࡐୃ⎇ޟឭߒߚ⠪ߦᄢಽᄢቇ㐳ߩୃੌ⸽ࠍਈߔࠆޕ


㧤㧚↳ߒㄟߺ㧔วߖ㧕ᣇᴺ
Ԙ⚕ߒ↳ޟㄟߺᦠߦޠᔅⷐ㗄ࠍ⸥ߔࠆޕ
ԙฃ ઃ㧦ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧥㧢ᣣ㧔㧕㨪㧥㧝㧡ᣣ㧔᳓㧕
   ̪ㇷㅍࡈࠔ࠶ࠢࠬࡔ࡞น
Ԛ↳ߒㄟߺవ㧦ᄢಽᏒᣤ㊁ේ㧣㧜㧜⇟ ᄢಽᄢቇᢎ⢒ᡰេ⺖㧔㐿⻠ᐳᜂᒰ㧕
  ԛ㔚 㧦㧜㧥㧣㧙㧡㧡㧠㧙㧤㧡㧞㧞 㧲㧭㨄㧦㧜㧥㧣㧙㧡㧡㧠㧙㧣㧠㧠㧡
Ԝ' ࡔ࡞㧦M[QMKMUU"QKVCWCELR

㧥㧚ߘߩઁ
  ٤ᧄ⎇ୃ⚳ੌᓟߦࠍޠ࠻ࡐୃ⎇ޟޔឭߔࠆ
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   ╙㧞ᦼ↢ޟද⢒ࠩࠗࡃ࠼ࠕޠၮ␆⎇ୃ㧔ࠠࡖࠕᢎ⢒ࠦ࠺ࠖࡀ࠲⎇ୃ㧕ታᣉⷐ㗄

㧝㧚⿰ᣦ
  ሶߤ߽ߪੱ㑆␠ળ㧔ၞ␠ળ㧕ߢᢎ⢒ߐࠇޟޔሶߤ߽⥄り߇↢߈ᣇࠍቇ߱ޠ㧔ࠠࡖࠕᢎ⢒㧕ߚ
ߩ᭽ߥޘᢎ⢒ᵴേ߿↢߈ߚ㛎߇᳞ࠄࠇߡࠆߦߚߩߘޕኅᐸቇᩞၞ␠ળ߇৻ߣߥࠅޔ
ၞߋࠆߺߢሶߤ߽ࠍ⢒ߡࠆޟኅᐸޔቇᩞޔၞ␠ળߩᢎ⢒ߩදࠍޠផㅴߒޔቇᩞ߿ၞߦ߅ߌࠆ
ሶߤ߽ߩ↢߈ߚᢎ⢒ᵴേᡰេ߇㊀ⷐߣߥߞߡࠆޕ
  ࠃߞߡޔᷝޡޟද⢒ࠩࠗࡃ࠼ࠕޢ㙃ᚑ⻠ᐳߩޠታᣉߦߟߡޔࠅࠃߦޠᢎ⢒ߩදࠍផㅴߔࠆ
ਛᩭ⊛ߥੱ᧚ࠍ㙃ᚑߔࠆߚߩၮ␆⊛ߥ⎇ୃࠍታᣉߔࠆޕ
㧞㧚ਥ  ᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲
㧟㧚ᣣᤨ  ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧝㧝㧝㧟ᣣ㧔㧕㧥㧦㧜㧜㐿⻠ 㨪 㧝㧢㧦㧟㧜㐽⻠
㧠㧚ળ႐  ᄢಽᄢቇ ᢎ㙃ᢎ⢒㧔ቇ↢ࡦ࠲㧕
㧡㧚ኻ⽎⠪ ቇᩞᡰេ߿ၞᵴേᡰេޔኅᐸᢎ⢒ᡰេ╬ߦ㑐ࠊࠆࠦ࠺ࠖࡀ࠲
ฦ⒳࿅ࠣ࡞ࡊޔ㧺㧼㧻╬ߩᵴേ⠪
      ␠ળᢎ⢒㑐ଥޔቇᩞᢎ⢒㑐ଥ⠪
ߘߩઁ⿰ޔᣦߦ⾥หߒޔ⡯႐߮ၞ╬ߦ߅ߡฃ⻠ߒߚߎߣࠍᵴ↪ߢ߈ࠆ⠪ ╬
㧢㧚↳ߒㄟߺ㧔วߖ㧕ᣇᴺ
Ԙฃ ઃ㧦ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧥㧞㧝ᣣ㧔Ἣ㧕㨪㧝㧜㧞㧣ᣣ㧔᳓㧕̪ㇷㅍࡈࠔ࠶ࠢࠬࡔ࡞น
ԙ↳ߒㄟߺవ㧦ᄢಽᏒᣤ㊁ේ㧣㧜㧜⇟ ᄢಽᄢቇᢎ⢒ᡰេ⺖㧔㐿⻠ᐳᜂᒰ㧕
  Ԛ㔚 㧦㧜㧥㧣㧙㧡㧡㧠㧙㧤㧡㧞㧞 㧲㧭㨄㧦㧜㧥㧣㧙㧡㧡㧠㧙㧣㧠㧠㧡
ԛ' ࡔ࡞㧦M[QMKMUU"CFQKVCWCELR
㧣㧚ୃੌ⸽ ⻠ᐳߩోᣣ⒟ࠍฃ⻠ߒߚ߽ߩߦߪޔᄢಽᄢቇ㐳ߩୃੌ⸽ࠍਈߔࠆޕ
㧤㧚⻠Ꮷ   ․ቯ㕖༡ᵴേᴺੱࠬࠢ࡞ࠕ࠼ࡃࠗࠬࡀ࠶࠻ࡢࠢ㧔᧲੩ㇺ᧖ਗ㧕
       ↢㊀ᐘᕺ㧔⛔ࡑࡀࠫࡖ㧕ዏሶ㧔⛔ࠨࡉࡑࡀࠫࡖ㧕
      ੩ㇺ㜞ᐲᛛⴚ⎇ⓥᚲ
       ⍹Ꮉ 㓁㧔ࡀ࠶࠻ࡢࠢࡑࡀࠫࡖ㧕
㧤㧚⻠ᐳߩౝኈ
 ⎇ୃ㧝㧦ࠠࡖࠕᢎ⢒ ሶߤ߽ߩ↢߈ᣇߩቇ߮㧕ߦߟߡߩၮ␆⍮⼂
㧝㧚ᚒ߇࿖ߩ␠ળ↥ᬺߩ⁁ߣ⺖㗴
㧞㧚ࠕࡖࠠޟᢎ⢒ࠕࡖࠠޟޠᢎ⢒ᡰេࠕࡖࠠޟޠᢎ⢒ࠦ࠺ࠖࡀ࠲ߩޠᗧ
㧟㧚ᧄ⎇ୃ߇⋡ᜰߔᣇะߣߒߡߩᚒ߇࿖ߩࠠࡖࠕᢎ⢒ߩ⁁ߣ⺖㗴
 ⎇ୃ㧞㧦ၞߦ߅ߌࠆࠠࡖࠕᢎ⢒ ሶߤ߽ߩ↢߈ᣇߩቇ߮㧕߮ᡰេߩታ〣
㧝㧚ࠠࡖࠕᢎ⢒ߦ㑐ࠊࠆో࿖⊛ߥขࠅ⚵ߺ⁁ᴫ
㧞㧚ࠠࡖࠕᢎ⢒ߣቇᩞᢎ⢒␠ળᢎ⢒
 ⎇ୃ㧟㧦ࠠࡖࠕᢎ⢒ࠦ࠺ࠖࡀ࠲ߩᯏ⢻ߣᓎഀ
㧝㧚ࠦ࠺ࠖࡀ࠲ߩᯏ⢻
㧞㧚ࠠࡖࠕᢎ⢒ࠦ࠺ࠖࡀ࠲ߩᓎഀ
 ⎇ୃ㧠㧦ቇᩞߣၞડᬺ╬ߣߩࡀ࠶࠻ࡢࠢ᭴▽ᣇᴺ㧔ၞ⾗Ḯߩℂ⸃ߣࡀ࠶࠻ࡢࠢߩ᭴▽㧕     
     㧝㧚ࠦ࠺ࠖࡀ࠲ߩᬺോ
㧞㧚ၞߦ߅ߌࠆੱ⊛ࡀ࠶࠻ࡢࠢ᭴▽ߩᔅⷐᕈ
㧟㧚ࠦ࠺ࠖࡀ࠲ߩࡀ࠶࠻ࡢࠢൻ
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╙㧞ᦼ↢ޟද⢒ࠩࠗࡃ࠼ࠕޠኾ㐷⎇ୃታᣉⷐ㗄

㧝㧚⿰ᣦ
 ኅᐸቇᩞၞ␠ળ߇৻ߣߥࠅޔၞߋࠆߺߢሶߤ߽ࠍ⢒ߡࠆޟኅᐸޔቇᩞޔၞ␠ળߩᢎ⢒
ߩදࠍޠផㅴߒޔቇᩞ߿ၞߦ߅ߌࠆሶߤ߽ߩஜో⢒ᚑ߿ޔኅᐸᢎ⢒߳ߩⓍᭂ⊛ߥᡰេࠍⴕ߁
ߩᢛߩߚߩߘޔਛᩭ⊛ߥੱ᧚ߩ㙃ᚑࠍⴕ߁ߚߩኾ㐷⊛ߥ⎇ୃࠍታᣉߔࠆߩߘޕ㓙ࡀࠖ࠺ࠦޔ
࠻⢻ജߩ㙃ᚑߣߣ߽ߦࠕࡖࠠޔᢎ⢒߿㛎ᵴേߦ㑐ߔࠆࡊࡠࠣࡓડ↹ജࠍ㙃ᚑߒޔឭ᩺ߒޔታ
〣ߔࠆߚߩࠬࠠ࡞ߩะࠍ࿑ࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߔࠆޕ
  ߐࠄߦޔฃ⻠ୃੌ⠪ߩࡀ࠶࠻ࡢࠢࠍᄢߒޔฃ⻠↢ߩ⡯႐߿ၞߢߩᣣᏱ⊛ߥᵴേࠍᡰេߔࠆޕ
㧞㧚ਥ  ᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲
 දജ㧦ᄢಽ⋵ޟද⢒࠻࠶ࡀࠩࠗࡃ࠼ࠕޠ
㧟㧚ᦼᣣ  ᐔᚑ㧞㧟ᐕ㧟㧝㧥ᣣ㧔㧕㧞㧜ᣣ㧔ᣣ㧕
㧠㧚ળ႐  ᄢಽᄢቇ ᢎ㙃ᢎ⢒㧞㧲 㧞㧡ᢎቶ
㧡㧚ኻ⽎⠪ ᰴߩ᧦ઙࠍḩߚߒޔ㧞ᣣ㑆ߣ߽ฃ⻠ߢ߈ࠆᣇ
      Ԙޡද⢒ࠩࠗࡃ࠼ࠕޢ㙃ᚑ⻠ᐳޣၮ␆✬ࠍޤฃ⻠ߒߚᣇ
ԙၮ␆✬ߩฃ⻠ߪ᧪ߥ߆ߞߚ߇ޔᓟޔၮ␆✬߮⚖✬ࠍฃ⻠੍ቯߩᣇ
ቇᩞᡰេၞᧄㇱᬺ߿⺖ᓟሶߤ߽ᢎቶޔኅᐸᢎ⢒ᡰេ╬ߦଥࠆࠦ࠺ࠖࡀ࠲
ฦ⒳࿅ࠣ࡞ࡊޔ㧺㧼㧻╬ߩᵴേ⠪
␠ળᢎ⢒ਥ╬␠ળᢎ⢒㑐ଥ⡯ຬ
ᜰዉਥ╬ቇᩞᢎ⢒㑐ଥ⡯ຬ
ߘߩઁ⿰ޔᣦߦ⾥หߒޔ⡯႐߮ၞ╬ߦ߅ߡฃ⻠ߒߚߎߣࠍᵴ↪ߢ߈ࠆ⠪ ╬
㧢㧚↳ߒㄟߺ㧔วߖ㧕ᣇᴺ
Ԙฃ ઃ㧦ᐔᚑ㧞㧟ᐕ㧟㧠ᣣ㧔㊄㧕̪ㇷㅍࡈࠔ࠶ࠢࠬࡔ࡞น
ԙ↳ߒㄟߺవ㧦ᄢಽᏒᣤ㊁ේ㧣㧜㧜⇟ ᄢಽᄢቇᢎ⢒ᡰេ⺖㧔㐿⻠ᐳᜂᒰ㧕
  Ԛ㔚 㧦㧜㧥㧣㧙㧡㧡㧠㧙㧤㧡㧞㧞㧛㧲㧭㨄㧦㧜㧥㧣㧙㧡㧡㧠㧙㧣㧠㧠㧡
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㧣㧚ୃੌ⸽ ⻠ᐳߩోᣣ⒟ࠍฃ⻠ߒߚ߽ߩߦߪޔᄢಽᄢቇ㐳ߩୃੌ⸽ࠍਈߔࠆޕ
㧤㧚⻠ᐳߩౝኈ
 ᤨ㑆
        ౝ   ኈ
৻ 㨪㐿⻠ᑼ㧔ᜦ⺑㧕
ᣣ 
⻠⟵㧝 ኅᐸᢎ⢒ߩ⁁⺖㗴ߣᢎ⢒ߩදߩⷞὐ
⋡㨪 ⻠Ꮷ ᄢಽᄢቇᢎ⢒⑼ቇㇱᢎ ጊጯᴦ↵
 
⻠⟵㧞 ၞ␠ળߩ⁁⺖㗴ߣᢎ⢒ߩදߩⷞὐ
 㨪 ⻠Ꮷ ᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲ಎᢎ ጟ↰ᱜᒾ
 
⻠⟵㧟 ቇᩞᢎ⢒ߩ⁁⺖㗴ߣᢎ⢒ߩදߩⷞὐ
 㨪 ⻠Ꮷ ᄢಽᄢቇᢎ⢒⑼ቇㇱᢎ ጊፒᷡ↵
 
̪⊒ ષᏒ┙⫱ᳯዊቇᩞᢎ⻀ દ᧲ବᤘ
⻠⟵㧠 ሶߤ߽ߩߚߩޟද⢒ࠍޠផㅴߔࠆࠦ࠺ࠖࡀ࠲ߩታ㓙
 
ੑ      㨪ో࿖ߩࠠࡖࠕᢎ⢒ࠦ࠺ࠖࡀ࠲ߩᵴേࠍߡ㨪
⻠Ꮷ ․ቯ㕖༡ᵴേᴺੱࠬࠢ࡞ࠕ࠼ࡃࠗࠬࡀ࠶࠻ࡢࠢℂ㐳 ↢㊀ᐘᕺ᳁
ᣣ 
⋡ 㨪
⻠⟵㧡りㄭߥࠛࠕߩੱࠍᏎ߈ㄟࠎߢડ↹ߔࠆޟሶߤ߽ߩߚߩࡊࡠࠣࡓޠᚑ
  㧔Ṷ⠌㧕⻠Ꮷ ․ቯ㕖༡ᵴേᴺੱࠬࠢ࡞ࠕ࠼ࡃࠗࠬࡀ࠶࠻ࡢࠢℂ㐳 ↢㊀ᐘᕺ᳁
 
․ቯ㕖༡ᵴേᴺੱࠬࠢ࡞ࠕ࠼ࡃࠗࠬࡀ࠶࠻ࡢࠢ  ዏሶ᳁
  ⻠⟵㧢 ޟද⢒ߩߡߒߣࠩࠗࡃ࠼ࠕޠၮ␆⊛ࠬࠠ࡞ߩቇ߮
 㨪 㧔Ṷ⠌㧕⻠Ꮷᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲ᢎ ਛᎹᔘት
 㨪㐽⻠ᑼ㧔ୃੌ⸽ਈࠕࡦࠤ࠻╬㧕
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㧝㧚⋡⊛
  ᧄ⎇ୃߪޡද⢒ࠩࠗࡃ࠼ࠕޢ㙃ᚑ⻠ᐳߩၮ␆✬ਛ⚖✬ࠍୃੌߒޟޔᄢಽ⋵ޡද⢒ࠩࠗࡃ࠼ࠕޢ
ࡀ࠶࠻⊓ߦޠ㍳ߒߚ⠪╬ࠍኻ⽎ߦ⋵ޔౝᄖߢߩޟᢎ⢒ߩදࠍޠផㅴታ〣ߔࠆవㅴࠍⷞኤߒޔ
ၞߠߊࠅ߿㕍ዋᐕߩஜో⢒ᚑߦ㑐ߔࠆਛᔃ⊛ᜰዉ⠪ࠦ࠺ࠖࡀ࠲ߣߒߡߩ⾗⾰ࠍะߐߖޔ
એߡޟޔᢎ⢒ߩදߩޠផㅴߦ㑐ߔࠆࠕ࠼ࡃࠗࠬߩജ㊂ࠍ㜞ࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߔࠆޕ

㧞㧚ਥ  ᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲
㧔දജ㧦ᄢಽ⋵ޟද⢒࠻࠶ࡀࠩࠗࡃ࠼ࠕޠ㧕

㧟㧚ᦼᣣ ᐔᚑ㧞㧟ᐕ㧥㧞㧣ᣣ㧔Ἣ㧕 㧥㧦㧜㧜 ᄢಽᄢቇ⊒㨪㧔㧝ᴱ㧞ᣣጊญ⋵ጊญᏒᴱ㧕
            㧞㧤ᣣ㧔᳓㧕㧝㧢㧦㧜㧜 ᄢಽᄢቇ⌕
㧠㧚ⷞኤవ
ᐔᚑ㧞㧟ᐕ㧥㧞㧣ᣣ㧔Ἣ㧕㧝㧟㧦㧜㧜㨪㧝㧢㧦㧜㧜
Ԙ⽷࿅ᴺੱጊญ⋵߭ߣߠߊࠅ⽷࿅ ⋵᳃ቇ⠌ㇱ↢ޟᶦቇ⠌ផㅴࡦ࠲࠲ࡦୃ ᧄ⑺ޠ㐳
 ጊญ⋵ጊญᏒ⑺Ⓞੑፉ㧝㧜㧢㧝㧔ጊญ⋵ࡒ࠽ࡄࠢౝ㧕
  㨀㧱㧸㧜㧤㧟㧙㧥㧤㧣㧙㧝㧣㧟㧜
      ٤ጊญ⋵᳃ߩቇ߮ࠍᡰេߔࠆߣߦࠅߊߠੱޟޔၞߠߊࠅࡈࠜࡓࠍޠ㐿ߒၞᵴ
േ࠳ߩ⢒ᚑࠍⴕ߁ߥߤ⋵ޔ᳃ߩ↢ᶦቇ⠌␠ળᢎ⢒ᵴേߩផㅴ⁁ᴫߦߟߡቇ߮߹ߔޕ

 ᐔᚑ㧞㧟ᐕ㧥㧞㧤ᣣ㧔᳓㧕㧥㧦㧟㧜㨪㧝㧞㧦㧜㧜
ԙጊญᏒ㍌㌛ዊቇᩞ  ⿒↰ඳᄦ ᩞ㐳
     ጊญ⋵ጊญᏒᄢሼ㍌㌛ม㧠㧜㧝㧜
      㨀㧱㧸㧜㧤㧟㧙㧥㧤㧢㧙㧞㧢㧜㧥
     ٤ᐔᚑ㧞㧝ᐕᐲ߆ࠄవዉ⊛ߦขࠅ⚵ߺᆎߚޔၞ᳃߇ቇᩞᢎ⢒ߦߤ߁߆㑐ࠊࠅޔᡰេߒ
ߡߊ߆ߣ߁ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖࠬࠢ࡞ߩขࠅ⚵ߺߦߟߡቇ߮߹ߔޕ

㧡㧚ෳടኻ⽎
٤ᄢಽ⋵ޟද⢒ ࡃࡦࡔ࠻࠶ࡀࠩࠗࡃ࠼ࠕޠ
٤ോዪ㧦ᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲

㧢㧚ෳട⾌  㧝㧟㧘㧜㧜㧜⒟ᐲ㧔ኋᴱ⾌ޔᄕ㘩ઍᦺ㘩ઍઁߩߘޔ㔀⾌㧕
       ̪ㅢᚻᲑ㧔⾉ߒಾࠅࡃࠬ㧕ߪᄢቇߢḰߒ߹ߔޕ
㧣㧚ୃੌ⸽  ⻠ᐳߩోᣣ⒟ࠍฃ⻠ߒࠍޠ࠻ࡐୃ⎇ޟឭߒߚ⠪ߦᄢಽᄢቇ㐳ߩୃੌ⸽ࠍਈߔࠆޕ


㧤㧚ߘߩઁ
  ٤ᧄ⎇ୃ⚳ੌᓟߦࠍޠ࠻ࡐୃ⎇ޟޔឭߔࠆ









  ᐔᚑ  ᐕᐲᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲ޡޟද⢒ࠩࠗࡃ࠼ࠕޢ㙃ᚑ⻠ᐳޣޠၮ␆✬ޤ
          ╙㧟ᦼ↢ޟද⢒ࠩࠗࡃ࠼ࠕޠၮ␆⎇ୃታᣉⷐ㗄

㧝㧚⿰ᣦ
    ሶߤ߽ߪੱ㑆␠ળ㧔ၞ␠ળ㧕ߢᢎ⢒ߐࠇޟޔሶߤ߽⥄り߇↢߈ᣇࠍቇ߱ߩߚޠ᭽ߥޘᢎ⢒ᵴ 
േ߿↢߈ߚ㛎߇᳞ࠄࠇߡࠆߦߚߩߘޕኅᐸቇᩞၞ␠ળ߇৻ߣߥࠅޔၞߋࠆߺߢ 
ሶߤ߽ࠍ⢒ߡࠆޟኅᐸޔቇᩞޔၞ␠ળߩᢎ⢒ߩදࠍޠផㅴߒޔቇᩞ߿ၞߦ߅ߌࠆሶߤ߽ߩ↢ 
߈ߚᢎ⢒ᵴേᡰេ߇㊀ⷐߣߥߞߡࠆޕ
    ࠃߞߡޔᷝޡޟද⢒ࠩࠗࡃ࠼ࠕޢ㙃ᚑ⻠ᐳߩޠታᣉߦߟߡޔࠅࠃߦޠᢎ⢒ߩදࠍផㅴߔ
ࠆਛᩭ⊛ߥੱ᧚ࠍ㙃ᚑߔࠆߚߩၮ␆⊛ߥ⎇ୃࠍታᣉߔࠆޕ
㧞㧚ਥ  ᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲
㧟㧚ㅪ៤ᩞ ᐭᄢቇ
㧠㧚ᣣᤨ  ᐔᚑ㧞㧟ᐕ㧝㧝㧝㧥ᣣ㧔㧕㧥㧦㧜㧜㐿⻠ 㨪 㧝㧢㧦㧟㧜㐽⻠
㧡㧚ળ႐  ᄢಽᄢቇળ႐㧔ᐭᏒࠍ㒰ߊᣇࠍኻ⽎㧕߮ᐭᄢቇળ႐㧔ᐭᏒߩᣇࠍኻ⽎㧕
㧢㧚ኻ⽎⠪ ቇᩞᡰេ߿ၞᵴേᡰេޔኅᐸᢎ⢒ᡰេ╬ߦ㑐ࠊࠆࠦ࠺ࠖࡀ࠲
ฦ⒳࿅ࠣ࡞ࡊޔ㧺㧼㧻╬ߩᵴേ⠪␠ޔળᢎ⢒㑐ଥޔቇᩞᢎ⢒㑐ଥ⠪
ߘߩઁ⿰ޔᣦߦ⾥หߒޔ⡯႐߮ၞ╬ߦ߅ߡฃ⻠ߒߚߎߣࠍᵴ↪ߢ߈ࠆ⠪ ╬
㧣㧚↳ߒㄟߺ㧔วߖ㧕ᣇᴺ
Ԙฃ ઃ㧦ᐔᚑ㧞㧟ᐕ㧥㧡ᣣ㧔㧕㨪㧝㧝ᣨ߹ߢᑧᦼ̪ㇷㅍࡈࠔ࠶ࠢࠬࡔ࡞น
ԙ↳ߒㄟߺవ㧦ᄢಽᏒᣤ㊁ේ㧣㧜㧜⇟ ᄢಽᄢቇᢎ⢒ᡰេ⺖㧔㐿⻠ᐳᜂᒰ㧕
  Ԛ㔚 㧦㧜㧥㧣㧙㧡㧡㧠㧙㧣㧢㧠㧝㧛㧤㧡㧞㧞 㧲㧭㨄㧦㧜㧥㧣㧙㧡㧡㧠㧙㧣㧠㧠㧡
ԛ' ࡔ࡞㧦M[QMKMUU"QKVCWCELR
㧤㧚ୃੌ⸽  ⻠ᐳߩోᣣ⒟ࠍฃ⻠ߒߚ߽ߩߦߪᄢಽᄢቇቇ㐳ߩୃੌ⸽ࠍਈߔࠆޕ

㧥㧙Ԙᄢಽᄢቇળ႐ߩ⻠ᐳߩౝኈ
 ⎇ୃ㧝㧦ሶߤ߽ߩ߈↢ޟᣇߩޠቇ߮ࠍᡰ߃ࠆၞߩᢎ⢒⾗Ḯߣᄢੱߩᓎഀ
․ቯ㕖༡ᵴേᴺੱࠬࠢ࡞ࠕ࠼ࡃࠗࠬࡀ࠶࠻ࡢࠢ㧔⛔ࡑࡀࠫࡖ㧕↢㊀ᐘᕺ᳁
 ⎇ୃ㧞㧦ၞߩᢎ⢒⾗Ḯߣߒߡߩડᬺߩᓎഀ
㜞ᯅ᳓↥㧔ᩣ㧕㧔ષᏒ㧕␠㐳 㜞ᯅ ᴦੱ ᳁
 ⎇ୃ㧟㧦ડᬺߣߒߡߩᐜ⒩ޔᢎ⢒ᯏ㑐ߣߒߡߩᐜ⒩㧩ၞߩሶߤ߽ࠍ⢒ߡࠆߚߦ㧩
ቇᩞᴺੱᷨ㊁ቇ ን჻߇ਐᐜ⒩ ℂ㐳 ᷨ㊁ੑਃ ᳁
 ⎇ୃ㧠㧦ડᬺߩ㧯㧿㧾ᵴേ㧔ડᬺߩ␠ળ⊛⽿છ㧕㧩ቇᩞᢎ⢒ߩ⡯႐㛎ᵴേߩᡰេߩขࠅ⚵ߺ㧩
㧔ᩣ㧕⠢ ␠㐳 㤗↢㓷ᙗ ᳁
㧥㧙ԙᐭᄢቇળ႐ߩ⻠ᐳߩౝኈ㧔੍ቯ㧕
ඦ೨ Ԙޟᢎ⢒ߩදߩޠផㅴߦ㑐ߔࠆ⻠Ṷ㧔ᐭᄢቇᢎ㧕ࠍ੍ቯߒߡ߹ߔޕ
    ԙᐭᏒߦ߅ߌࠆᢎ⢒ߩදߩขࠅ⚵ߺߦߟߡߩ࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪࡦࠍ੍ቯߒߡ߹ߔޕ
 ඦᓟ Ԛሶߤ߽ߩ߈↢ޟᣇߩߩޠቇ߮ࠍᡰ߃ࠆၞߩᢎ⢒⾗Ḯߣᄢੱߩᓎഀ
․ቯ㕖༡ᵴേᴺੱࠬࠢ࡞ࠕ࠼ࡃࠗࠬࡀ࠶࠻ࡢࠢ㧔⛔ࡑࡀࠫࡖ㧕↢㊀ᐘᕺ᳁
ԛᢎ⢒ߩදߦ㑐ߔࠆޔᄢಽ⋵ߩขࠅ⚵ߺߥߤߩႎ๔ࠍ੍ቯߒߡ߹ߔ

㧚ߘߩઁ
 ᧄ⻠ᐳߪߚ߅߅ࡓࠕࠪ࠰ࡦࠦ߮ߥ߹ߩࠃߣޟޔㅪ៤⻠ᐳޔߡߒߣޠᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲
߇ᐭᄢቇߣㅪ៤ߒߡታᣉߒ߹ߔߩߢޔᰴߩὐߦ⇐ᗧߊߛߐޕ
ԙ ോᚻ⛯߈ߪ⸥㧢ߩߣ߅ࠅޔᄢಽᄢቇᢎ⢒ᡰេ⺖㧔㐿⻠ᐳᜂᒰ㧕߇৻ߒߡⴕ߹ߔޕ
ԙᧄၮ␆⻠ᐳߦߟߡߪޔᐭᏒߩᣇߪᐭᄢቇળ႐ߢฃ⻠ߒߡߚߛ߈߹ߔޕ


ᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲ޡޟද⢒ࠩࠗࡃ࠼ࠕޢ㙃ᚑ⻠ᐳޣޠਛ⚖✬ޤ
╙㧟ᦼ↢ޟද⢒ࠩࠗࡃ࠼ࠕޠኾ㐷⎇ୃታᣉⷐ㗄

㧝㧚⿰ᣦ
 ኅᐸቇᩞၞ␠ળ߇৻ߣߥࠅޔၞߋࠆߺߢሶߤ߽ࠍ⢒ߡࠆޟኅᐸޔቇᩞޔၞ␠ળߩᢎ⢒
ߩදࠍޠផㅴߒޔቇᩞ߿ၞߦ߅ߌࠆሶߤ߽ߩஜో⢒ᚑ߿ޔኅᐸᢎ⢒߳ߩⓍᭂ⊛ߥᡰេࠍⴕ߁
ߩᢛߩߚߩߘޔਛᩭ⊛ߥੱ᧚ߩ㙃ᚑࠍⴕ߁ߚߩኾ㐷⊛ߥ⎇ୃࠍታᣉߔࠆߩߘޕ㓙ࡀࠖ࠺ࠦޔ
࠻⢻ജߩ㙃ᚑߣߣ߽ߦࠕࡖࠠޔᢎ⢒߿㛎ᵴേߦ㑐ߔࠆࡊࡠࠣࡓડ↹ജࠍ㙃ᚑߒޔឭ᩺ߒޔታ
〣ߔࠆߚߩࠬࠠ࡞ߩะࠍ࿑ࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߔࠆޕ
  ߐࠄߦޔฃ⻠ୃੌ⠪ߩࡀ࠶࠻ࡢࠢࠍᄢߒޔฃ⻠↢ߩ⡯႐߿ၞߢߩᣣᏱ⊛ߥᵴേࠍᡰេߔࠆޕ
㧞㧚ਥ  ᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲
  දജ㧦㧺㧼㧻ᴺੱᄢಽ⋵ޟද⢒࠻࠶ࡀࠩࠗࡃ࠼ࠕޠ
㧟㧚ᦼᣣ  ᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧟㧝㧣ᣣ㧔㧕㧝㧤ᣣ㧔ᣣ㧕
㧠㧚ળ႐  ᄢಽᄢቇ ᢎ㙃ᢎ⢒㧞㧲 㧞㧣ᢎቶ
㧡㧚ኻ⽎⠪ ᰴߩ᧦ઙࠍḩߚߒޔ㧞ᣣ㑆ߣ߽ฃ⻠ߢ߈ࠆᣇ
      Ԙޡද⢒ࠩࠗࡃ࠼ࠕޢ㙃ᚑ⻠ᐳޣၮ␆✬ࠍޤฃ⻠ߒߚᣇ
 ԙၮ␆✬ߩฃ⻠ߪ᧪ߥ߆ߞߚ߇ޔᓟޔၮ␆✬߮⚖✬ࠍฃ⻠੍ቯߩᣇ
ቇᩞᡰេၞᧄㇱᬺ߿⺖ᓟሶߤ߽ᢎቶޔኅᐸᢎ⢒ᡰេ╬ߦଥࠆࠦ࠺ࠖࡀ࠲
ฦ⒳࿅ࠣ࡞ࡊޔ㧺㧼㧻ޔડᬺ╬ߩၞᵴേ⠪
␠ળᢎ⢒ਥ╬␠ળᢎ⢒㑐ଥ⡯ຬ߮ᜰዉਥ╬ቇᩞᢎ⢒㑐ଥ⡯ຬ
ߘߩઁ⿰ޔᣦߦ⾥หߒޔ⡯႐߮ၞ╬ߦ߅ߡฃ⻠ߒߚߎߣࠍᵴ↪ߢ߈ࠆ⠪ ╬
㧢㧚↳ߒㄟߺ㧔วߖ㧕ᣇᴺ
Ԙฃ ઃ㧦ᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧟㧤ᣣ㧔ᧁ㧕̪ㇷㅍࡈࠔ࠶ࠢࠬࡔ࡞น
ԙ↳ߒㄟߺవ㧦ᄢಽᏒᣤ㊁ේ㧣㧜㧜⇟ ᄢಽᄢቇᢎ⢒ᡰេ⺖㧔㐿⻠ᐳᜂᒰ㧕
  Ԛ㔚 㧦㧜㧥㧣㧙㧡㧡㧠㧙㧤㧡㧞㧞㧛㧲㧭㨄㧦㧜㧥㧣㧙㧡㧡㧠㧙㧣㧠㧠㧡
ԛ' ࡔ࡞㧦M[QMKMUU"CFQKVCWCELR
㧣㧚ୃੌ⸽ ⻠ᐳߩోᣣ⒟ࠍฃ⻠ߒߚ߽ߩߦߪޔᄢಽᄢቇ㐳ߩୃੌ⸽ࠍਈߔࠆޕ
㧤㧚⻠ᐳߩౝኈ
 ᤨ㑆
        ౝ   ኈ
৻ 㨪㐿⻠ᑼ㧔ᜦ⺑㧕
ᣣ 
⻠⟵㧝 ኅᐸᢎ⢒ߩ⁁⺖㗴ߣᢎ⢒ߩදߩⷞὐ
⋡㨪 㧔੍ቯ㧕⻠Ꮷ ᄢಽᄢቇᢎ⢒⑼ቇㇱᢎ ጊጯᴦ↵
 
⻠⟵㧞 ၞ␠ળߩ⁁⺖㗴ߣᢎ⢒ߩදߩⷞὐ
 㨪 ⻠Ꮷ ᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲ಎᢎ ጟ↰ᱜᒾ
 
⻠⟵㧟 ቇᩞᢎ⢒ߩ⁁⺖㗴ߣᢎ⢒ߩදߩⷞὐ
 㨪 ⻠Ꮷ ᄢಽᄢቇᢎ⢒⑼ቇㇱᢎ ጊፒᷡ↵
 
̪⊒ ષᏒ┙⫱ᳯዊቇᩞᢎ⻀ દ᧲ବᤘ
⻠⟵㧠 ሶߤ߽ߩߚߩޟද⢒ࠍޠផㅴߔࠆࠦ࠺ࠖࡀ࠲ߩታ㓙
 
ੑ      㨪ో࿖ߩࠠࡖࠕᢎ⢒ࠦ࠺ࠖࡀ࠲ߩᵴേࠍߡ㨪
⻠Ꮷ ․ቯ㕖༡ᵴേᴺੱࠬࠢ࡞ࠕ࠼ࡃࠗࠬࡀ࠶࠻ࡢࠢℂ㐳 ↢㊀ᐘᕺ᳁
ᣣ 
⋡ 㨪
⻠⟵㧡りㄭߥࠛࠕߩੱࠍᏎ߈ㄟࠎߢડ↹ߔࠆޟሶߤ߽ߩߚߩࡊࡠࠣࡓޠᚑ
  㧔Ṷ⠌㧕⻠Ꮷ ․ቯ㕖༡ᵴേᴺੱࠬࠢ࡞ࠕ࠼ࡃࠗࠬࡀ࠶࠻ࡢࠢℂ㐳 ↢㊀ᐘᕺ᳁
 
․ቯ㕖༡ᵴേᴺੱࠬࠢ࡞ࠕ࠼ࡃࠗࠬࡀ࠶࠻ࡢࠢ  ዏሶ᳁
  ⻠⟵㧢 ᢎ⢒⾗Ḯߩࡀ࠶࠻ࡢࠢൻߩߚߩޟද⢒ߩߡߒߣࠩࠗࡃ࠼ࠕޠᓎഀ
 㨪 㧔Ṷ⠌㧕⻠Ꮷᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲ᢎ ਛᎹᔘት
 㨪㐽⻠ᑼ㧔ୃੌ⸽ਈࠕࡦࠤ࠻╬㧕
 ̪╙㧝ᣣ⋡ߩ⻠ᐳୃੌߩᓟߦ↱⥄ޔෳടߩᵴേᖱႎ឵ળࠍታᣉߒ߹ߔޕ



ᐔᚑ  ᐕᐲᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲ޡޟද⢒ࠩࠗࡃ࠼ࠕޢ㙃ᚑ⻠ᐳޣޠ⚖✬ޤ
╙㧟ᦼ↢ޟද⢒ࠩࠗࡃ࠼ࠕޠታ〣⎇ୃታᣉⷐ㗄

㧝㧚⋡⊛
  ᧄ⎇ୃߪޡද⢒ࠩࠗࡃ࠼ࠕޢ㙃ᚑ⻠ᐳߩၮ␆✬ਛ⚖✬ࠍୃੌߒޟޔᄢಽ⋵ޡද⢒ࠩࠗࡃ࠼ࠕޢ
ࡀ࠶࠻⊓ߦޠ㍳ߒߚ⠪╬ࠍኻ⽎ߦ⋵ޔౝᄖߢߩޟᢎ⢒ߩදࠍޠផㅴታ〣ߔࠆవㅴࠍⷞኤߒޔ
ၞߠߊࠅ߿㕍ዋᐕߩஜో⢒ᚑߦ㑐ߔࠆਛᔃ⊛ᜰዉ⠪ࠦ࠺ࠖࡀ࠲ߣߒߡߩ⾗⾰ࠍะߐߖޔ
એߡޟޔᢎ⢒ߩදߩޠផㅴߦ㑐ߔࠆࠕ࠼ࡃࠗࠬߩജ㊂ࠍ㜞ࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߔࠆޕ
  ࠃߞߡޡޟޔද⢒ࠩࠗࡃ࠼ࠕޢ㙃ᚑ⻠ᐳߩታᣉߦߟߡޔࠅࠃߦޠᢎ⢒ߩදࠍផㅴߔࠆਛᩭ ⊛
ߥੱ᧚ࠍ㙃ᚑߔࠆߚߩታ〣⊛ߥ⎇ୃࠍታᣉߔࠆޕ

㧞㧚ਥ  ᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲
 㧔දജ㧦㧺㧼㧻ᴺੱ ᄢಽ⋵ޟද⢒࠻࠶ࡀࠩࠗࡃ࠼ࠕޠ㧕

㧟㧚ᦼᣣ ᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧥㧞㧡ᣣ㧔Ἣ㧕 㧥㧦㧜㧜 ᄢಽᄢቇ⊒㨪㧔㧝ᴱ㧞ᣣ⾐Ꮢౝᴱ㧕
            㧞㧢ᣣ㧔᳓㧕㧝㧣㧦㧜㧜 ᄢಽᄢቇ⌕

㧠㧚ⷞኤవ ⾐⋵⾐Ꮢ
Ԙ⾐Ꮢ┙ཅἑ᳃㙚 㙚㐳 ၔ㊁⋿Ẵ㧔ߓࠂ߁ߩ߹ߔߺ㧕
 ޥ㧤㧠㧜㧙㧜㧤㧢㧞 ⾐Ꮢཅἑ↸ᄢሼᚸ↸㧞㧢㧞㧠㧙㧞㧝6'.㨯(#:
 ٧ၞߩઍ⊛⺖㗴ߦ⥄ਥ⊛ߦขࠅ⚵᳃ෳടဳ߹ߜߠߊࠅ⻠ᐳ㧔ሶߤ߽ߚߜࠍ⌀ࠎਛߦ⟎ߚ  ↸ߠ
ߊࠅ㧕ߥߤޟޔᔟㆡߢߺࠃ↸ޟޠᵴ᳇ߩࠆ↸ߩߚࠆߔߦޠ᳃㙚ᵴേߩⷞኤߣᵹ
ԙ⾐Ꮢ┙ཅἑዊቇᩞ ቇᩞ㐳 ᄢਭ⟤ᄹሶ㧔߅߅ߊ߷ߺߥߎ㧕
 ޥ㧤㧠㧜㧙㧜㧤㧢㧟 ⾐⋵⾐Ꮢཅἑ↸ᄢሼච㧝㧞㧙㧝6'.
 ٧ཅἑዊቇᩞࡏࡦ࠹ࠖࠕࡀ࠶࠻ࡢࠢ㧔-580㧕ߩཅἑዊቇᩞᢎ⢒ᵴേ߳ߩᡰេᵴേߩⷞኤߣᵹ
   ̪-580 ળ㐳 ᴰᱜ༑㧔߹ߕߺ߹ߐ߈㧕

㧡㧚ෳടኻ⽎
  Ԙޟද⢒ࠩࠗࡃ࠼ࠕޠ㙃ᚑ⻠ᐳฃ⻠㧟ᦼ↢㧔㧞ᦼ↢߽㧕
  ԙ㧺㧼㧻ᴺੱᄢಽ⋵ޟද⢒࠻࠶ࡀࠩࠗࡃ࠼ࠕޠળຬ 

㧢㧚↳ߒㄟߺ㧔วߖ㧕ᣇᴺ
Ԙ⚕ߒ↳ޟㄟߺᦠߦޠᔅⷐ㗄ࠍ⸥ߔࠆޕ
ԙฃ ઃ㧦ᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧤㧥ᣣ㧔ᧁ㧕㨪㧤㧟㧝ᣣ㧔㊄㧕
   ̪ㇷㅍࡈࠔ࠶ࠢࠬࡔ࡞น
Ԛ↳ߒㄟߺవ㧦ᄢಽᏒᣤ㊁ේ㧣㧜㧜⇟ ᄢಽᄢቇᢎ⢒ᡰេ⺖㧔㐿⻠ᐳᜂᒰ㧕
  ԛ㔚 㧦㧜㧥㧣㧙㧡㧡㧠㧙㧤㧡㧞㧞 㧲㧭㨄㧦㧜㧥㧣㧙㧡㧡㧠㧙㧣㧠㧠㧡
Ԝ' ࡔ࡞㧦M[QMKMUU"QKVCWCELR

㧣㧚ෳട⾌  㧝㧟㧘㧜㧜㧜⒟ᐲ㧔ኋᴱ⾌ޔᄕ㘩ઍ㧔ᙣⷫળ㧕ᦺ㘩ઍઁߩߘޔ㔀⾌㧕
       ̪ㅢᚻᲑ㧔⾉ߒಾࠅࡃࠬ㧕ߪᄢቇߢḰߒ߹ߔޕ

㧤㧚ୃੌ⸽  ోᣣ⒟ࠍฃ⻠ߒࠍޠ࠻ࡐୃ⎇ޟឭߒߚ⠪ߦᄢಽᄢቇ㐳ߩୃੌ⸽ࠍਈߔࠆޕ

㧥㧚ߘߩઁ
  ٤ᧄ⎇ୃ⚳ੌᓟߦࠍޠ࠻ࡐୃ⎇ޟޔឭߔࠆ




  ᐔᚑ  ᐕᐲᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲ޡޟද⢒ࠩࠗࡃ࠼ࠕޢ㙃ᚑ⻠ᐳޣޠၮ␆✬ޤ
            ╙㧠ᦼ↢ޟද⢒ࠩࠗࡃ࠼ࠕޠၮ␆⎇ୃታᣉⷐ㗄

㧝㧚⿰ᣦ
  ሶߤ߽ߪੱ㑆␠ળ㧔ၞ␠ળ㧕ߢᢎ⢒ߐࠇޟޔሶߤ߽⥄り߇↢߈ᣇࠍቇ߱ߩߚޠ᭽ߥޘᢎ⢒ᵴേ
߿↢߈ߚ㛎߇᳞ࠄࠇߡࠆߦߚߩߘޕኅᐸቇᩞၞ␠ળ߇৻ߣߥࠅޔၞߋࠆߺߢሶߤ
߽ࠍ⢒ߡࠆޟኅᐸޔቇᩞޔၞ␠ળߩᢎ⢒ߩදࠍޠផㅴߒޔቇᩞ߿ၞߦ߅ߌࠆሶߤ߽ߩ↢߈ߚᢎ
⢒ᵴേᡰេ߇㊀ⷐߣߥߞߡࠆޕ
  ࠃߞߡޡޟޔද⢒ࠩࠗࡃ࠼ࠕޢ㙃ᚑ⻠ᐳߩታᣉߦߟߡޔࠅࠃߦޠᢎ⢒ߩදࠍផㅴߔࠆਛᩭ⊛
ߥੱ᧚ࠍ㙃ᚑߔࠆߚߩၮ␆⊛ߥ⎇ୃࠍታᣉߔࠆޕ

㧞㧚ਥ  ᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲

㧟㧚ㅪ៤ᩞ ᐭᄢቇ

㧠㧚ᣣᤨ  ᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧝㧝㧞㧟ᣣ㧔㊄㧕㧥㧦㧜㧜㐿⻠ 㨪 㧝㧢㧦㧟㧜㐽⻠

㧡㧚ળ႐  ᄢಽ⋵┙␠ળᢎ⢒✚วࡦ࠲
 ޥᐭᏒ㊁ญේ 㧔ᄢಽ⋵࠾ࡘࠗࡈࡊࠩౝ㧕

㧢㧚ኻ⽎⠪ ቇᩞᡰេ߿ၞᵴേᡰេޔኅᐸᢎ⢒ᡰេ╬ߦ㑐ࠊࠆࠦ࠺ࠖࡀ࠲
ฦ⒳࿅ࠣ࡞ࡊޔ㧺㧼㧻╬ߩᵴേ⠪␠ޔળᢎ⢒㑐ଥޔቇᩞᢎ⢒㑐ଥ⠪
ߘߩઁ⿰ޔᣦߦ⾥หߒޔ⡯႐߮ၞ╬ߦ߅ߡฃ⻠ߒߚߎߣࠍᵴ↪ߢ߈ࠆ⠪ ╬
̪ផ⮈⠪߇ᔅⷐߢߔߩߢੌ⸃㗿߹ߔޕ
㧣㧚↳ߒㄟߺ㧔วߖ㧕ᣇᴺ
Ԙฃ ઃ㧦ᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧥㧟ᣣ㧔㧕㨪㧝㧜㧟㧝ᣣ̪ㇷㅍࡈࠔ࠶ࠢࠬࡔ࡞น
ԙ↳ߒㄟߺవ㧦ᄢಽᏒᣤ㊁ේ㧣㧜㧜⇟ ᄢಽᄢቇᢎ⢒ᡰេ⺖㧔㐿⻠ᐳᜂᒰ㧕
  Ԛ㔚 㧦㧜㧥㧣㧙㧡㧡㧠㧙㧣㧢㧠㧝㧛㧤㧡㧞㧞 㧲㧭㨄㧦㧜㧥㧣㧙㧡㧡㧠㧙㧣㧠㧠㧡
ԛ' ࡔ࡞㧦M[QMKMUU"QKVCWCELR

㧤㧚ୃੌ⸽  ⻠ᐳߩోᣣ⒟ࠍฃ⻠ߒߚ߽ߩߦߪᄢಽᄢቇቇ㐳ߩୃੌ⸽ࠍਈߔࠆޕ

㧥㧚⻠ᐳߩౝኈ
 ⎇ୃ㧝㧦㨪ޡޟද⢒ࠩࠗࡃ࠼ࠕޢ㙃ᚑ⻠ᐳߡߟߦޠ
ᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲ ᢎ ਛᎹᔘት 
 ⎇ୃ㧞㧦㨪 ⻠⟵Ԙ᧲੩ㇺ᧖ਗ┙᧖ਗ╙৻ዊቇᩞቇᩞᡰេᧄㇱߩขࠅ⚵ߺ
㨪ቇᩞᡰេၞᧄㇱߩขࠅ⚵ߺߣޔቇᩞㆇ༡ද⼏ળ㧼㨀㧭⺖ᓟሶߤ߽ᢎቶ╬ߣߩㅪ៤㨪
᧖ਗ┙᧖ਗ╙৻ዊቇᩞቇᩞᡰេᧄㇱ㐳 ㊁ඳ⟤᳁
 ⎇ୃ㧟㧦㨪 ⻠⟵ԙሶߤ߽ߩቇ߮ࠍᡰ߃ࠆࠦ࠺ࠖࡀ࠲ߦ᳞ࠄࠇࠆᓎഀߦߟߡ
․ቯ㕖༡ᵴേᴺੱࠬࠢ࡞ࠕ࠼ࡃࠗࠬࡀ࠶࠻ࡢࠢ㧔⛔ࡑࡀࠫࡖ㧕↢㊀ᐘᕺ᳁
 ⎇ୃ㧠㧦㨪ߩޠࠚࡈࠞ࠼࡞ࡢޟ㓸㨪ޟද⢒ᧄޠᏒ㨪
  ⿰ᣦ㧦ሶߤ߽ߩ᭽ߥޘ㛎ޔᢥൻߩવᛚࠕࡖࠠߚ߈↢ޔᢎ⢒ޔᄙߊߩੱߣߩᵹ╬ߪන⁛ᯏ    
㑐࿅ߛߌߢߪᜂ߈ࠇ߹ߖࠎޔ߿ߡߒ߹ޕၞߦߪߤࠎߥᢎ⢒⾗Ḯ߇ࠅޔᢎ⢒    
႐߇ࠍ᳞ߡࠆߩ߆ߥߤޔၮᧄ⊛ߥ㗄ߩㅢ⼂߇ήߌࠇ߫৻ᱠ೨߳ㅴ߹ߖࠎޕ
     ߘߎߢޔଏ⛎ߔࠆᢎ⢒⾗Ḯ߇㔛ⷐ⠪ߦኻߒߡ⥄ࠄߩᵴേࠍឭ␜ߒߡޔឭଏౝኈ߿ࠨࡆ    
ࠬߥߤࠍࡄࡦࡈ߿ታ‛ߢ⚫ޔߡߒࠍࡦ࡚ࠪ࠻ࠬࡦࡕ࠺ߪࠆޔሶߤ߽ࠍ⢒ߡࠆ    
ࡊࡠࠣࡓࠍᐢߍࠆᯏળࠍ㛎ߒ߹ߔޕ
  ᣇᴺ㧦ࡢ࡞࠼ࠞࡈࠚߢߪޔෳട⠪㧔ᢎຬ߿㧺㧼㧻㧘ၞᜰዉ⠪╬㧕ᢙฬ߇หߓ࠹ࡉ࡞ߦߟ    
ߡࠅ⺆ࠍ࠭ࠪߣ࠭࠾ޔว߁ਛߢ᭽ࠍࠫࡔࠗߩࡓࠣࡠࡊߥޘᐢߍߡߊ߽ߩߢ    ޔ
ᢙࠢ࡞ߔࠆਛߢࡊࡠࠣࡓߩᐢ߇ࠅߣߩࠅ߇ߥߟߩੱޔᐢ߇ࠅࠍߞߡ߈߹ߔޕ

㧚ߘߩઁ
  ฃ⻠↳ߒㄟߺߪోߡฃߌઃߌߡޔ㧝㧝ೋᣨߦ⚦ߥ᩺ౝࠍㅍࠅ߹ߔޕ

ᐔᚑ  ᐕᐲᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲ޡޟද⢒ࠩࠗࡃ࠼ࠕޢ㙃ᚑ⻠ᐳޣޠਛ⚖✬ޠޤ
╙㧠ᦼ↢ޟද⢒ࠕ࠼ࡃࠗࠩኾ㐷⎇ୃޠታᣉⷐ㗄

㧝㧚⿰ᣦ
 ኅᐸቇᩞၞ␠ળ߇৻ߣߥࠅޔၞߋࠆߺߢሶߤ߽ࠍ⢒ߡࠆޟኅᐸޔቇᩞޔၞ␠ળߩᢎ⢒ߩදޠ
ࠍផㅴߒޔቇᩞ߿ၞߦ߅ߌࠆሶߤ߽ߩஜో⢒ᚑ߿ޔኅᐸᢎ⢒߳ߩⓍᭂ⊛ߥᡰេࠍⴕ߁ߩᢛߩߚߘޔ
ߩਛᩭ⊛ߥੱ᧚ߩ㙃ᚑࠍⴕ߁ߚߩኾ㐷⊛ߥ⎇ୃࠍታᣉߔࠆߩߘޕ㓙࠻ࡀࠖ࠺ࠦޔ⢻ജߩ㙃ᚑߣߣ߽ߦޔ
ࠠࡖࠕᢎ⢒߿㛎ᵴേߦ㑐ߔࠆࡊࡠࠣࡓડ↹ജࠍ㙃ᚑߒޔឭ᩺ߒޔታ〣ߔࠆߚߩࠬࠠ࡞ߩะࠍ࿑ࠆߎ
ߣࠍ⋡⊛ߣߔࠆޕ
  ߐࠄߦޔฃ⻠ୃੌ⠪ߩࡀ࠶࠻ࡢࠢࠍᄢߒޔฃ⻠↢ߩ⡯႐߿ၞߢߩᣣᏱ⊛ߥᵴേࠍᡰេߔࠆޕ
㧞㧚ਥ  ᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲
  දജ㧦㧺㧼㧻ᴺੱᄢಽ⋵ޟද⢒࠻࠶ࡀࠩࠗࡃ࠼ࠕޠ
㧟㧚ᦼᣣ  ᐔᚑ㧞㧡ᐕ㧟㧝㧢ᣣ㧔㧕㧝㧣ᣣ㧔ᣣ㧕
㧠㧚ળ႐  ᄢಽᄢቇ ᢎ㙃ᢎ⢒㧞㧲 㧞㧣ᢎቶ
㧡㧚ኻ⽎⠪ ᰴߩԘߪԙ᧦ઙߢޔ㧞ᣣ㑆ߣ߽ฃ⻠ߢ߈ࠆᣇ
      Ԙޡද⢒ࠩࠗࡃ࠼ࠕޢ㙃ᚑ⻠ᐳޣၮ␆✬ࠍޤฃ⻠ߒߚᣇ
ԙၮ␆✬ߩฃ⻠ߪ᧪ߥ߆ߞߚ߇ޔᓟޔၮ␆✬߮⚖✬ࠍฃ⻠੍ቯߩᣇ
ቇᩞᡰេၞᧄㇱᬺ߿⺖ᓟሶߤ߽ᢎቶޔኅᐸᢎ⢒ᡰេ╬ߦଥࠆࠦ࠺ࠖࡀ࠲
ฦ⒳࿅ࠣ࡞ࡊޔ㧺㧼㧻ޔડᬺ╬ߩၞᵴേ⠪
␠ળᢎ⢒ਥ╬␠ળᢎ⢒㑐ଥ⡯ຬ߮ᜰዉਥ╬ቇᩞᢎ⢒㑐ଥ⡯ຬ
ߘߩઁ⿰ޔᣦߦ⾥หߒޔ⡯႐߮ၞ╬ߦ߅ߡฃ⻠ߒߚߎߣࠍᵴ↪ߢ߈ࠆ⠪ ╬
㧢㧚↳ߒㄟߺ㧔วߖ㧕ᣇᴺ
Ԙฃ ઃ㧦ᐔᚑ㧞㧡ᐕ㧟㧝ᣣ㧔㊄㧕̪ㇷㅍࡈࠔ࠶ࠢࠬࡔ࡞น
ԙ↳ߒㄟߺవ㧦ᄢಽᏒᣤ㊁ේ㧣㧜㧜⇟ ᄢಽᄢቇᢎ⢒ᡰេ⺖㧔㐿⻠ᐳᜂᒰ㧕
  Ԛ㔚 㧦㧜㧥㧣㧙㧡㧡㧠㧙㧤㧡㧞㧞㧛㧲㧭㨄㧦㧜㧥㧣㧙㧡㧡㧠㧙㧣㧠㧠㧡
ԛ' ࡔ࡞㧦M[QMKMUU"CFQKVCWCELR
㧣㧚ୃੌ⸽ ⻠ᐳߩోᣣ⒟ࠍฃ⻠ߒߚ߽ߩߦߪޔᄢಽᄢቇ㐳ߩୃੌ⸽ࠍਈߔࠆޕ
㧤㧚⻠ᐳߩౝኈ
 ᤨ㑆
        ౝ   ኈ
৻ 㨪 㐿⻠ᑼ㧔ᜦ⺑㧕
ᣣ 
⻠⟵㧝 ኅᐸᢎ⢒ߩ⁁⺖㗴ߣᢎ⢒ߩදߩⷞὐ
⋡ 㨪 ⻠Ꮷ ᄢಽᄢቇᢎ⢒⑼ቇㇱᢎ ጊጯᴦ↵
 
⻠⟵㧞 ၞ␠ળߩ⁁⺖㗴ߣᢎ⢒ߩදߩⷞὐ
 㨪 ⻠Ꮷ ᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲ಎᢎ ጟ↰ᱜᒾ
 
⻠⟵㧟 ቇᩞᢎ⢒ߩ⁁⺖㗴ߣᢎ⢒ߩදߩⷞὐ
 㨪 ⻠Ꮷ ᄢಽᄢቇᢎ⢒⑼ቇㇱᢎ ጊፒᷡ↵
 
̪ታ〣ႎ๔ ߩ࡞ࠢࠬࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޟขࠅ⚵ߺ߆ࠄ⋡ᜰߔᢎ⢒ᵴേޠ
 
                      ₿⃨↸┙₿⃨ਛቇᩞ㐳 ᫃ේᢅ
⻠⟵㧠 ሶߤ߽ߩߚߩޟද⢒ࠍޠផㅴߔࠆࠦ࠺ࠖࡀ࠲ߩታ㓙
 
ੑ 㨪     㨪ో࿖ߩࠠࡖࠕᢎ⢒ࠦ࠺ࠖࡀ࠲ߩᵴേࠍߡ㨪
⻠Ꮷ ․ቯ㕖༡ᵴേᴺੱࠬࠢ࡞ࠕ࠼ࡃࠗࠬࡀ࠶࠻ࡢࠢℂ㐳 ↢㊀ᐘᕺ᳁
ᣣ 
⋡ 
⻠⟵㧡ၞߩੱߩᡰេࠍᐢߍߡડ↹ߔࠆޟሶߤ߽ߩߚߩࡊࡠࠣࡓޠᚑ
 㨪 㧔Ṷ⠌㧕⻠Ꮷ᧖ਗ┙᧖ਗ╙৻ዊቇᩞቇᩞᡰេᧄㇱ㐳 ㊁ඳ⟤᳁
 
 ․ቯ㕖༡ᵴേᴺੱࠬࠢ࡞ࠕ࠼ࡃࠗࠬࡀ࠶࠻ࡢࠢℂ㐳 ↢㊀ᐘᕺ᳁
  ⻠⟵㧢 ᢎ⢒⾗Ḯߩࡀ࠶࠻ࡢࠢൻߩߚߩߩޠࡓࡎ࠻࠶ࡊޟᓎഀ
 㨪     ⻠Ꮷᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲ᢎ ਛᎹᔘት
 㨪 㐽⻠ᑼ㧔ୃੌ⸽ਈࠕࡦࠤ࠻╬㧕
 ̪╙㧝ᣣ⋡ߩ⻠ᐳୃੌߩᓟߦ↱⥄ޔෳടߩᵴേᖱႎ឵ળࠍታᣉߒ߹ߔޕ


ᐔᚑ  ᐕᐲᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲ޡޟද⢒ࠩࠗࡃ࠼ࠕޢ㙃ᚑ⻠ᐳޣޠ⚖✬ޤ
      ╙㧠ᦼ↢ޟද⢒ࠩࠗࡃ࠼ࠕޠታ〣⎇ୃታᣉⷐ㗄

㧝㧚⋡⊛
  ᧄ⎇ୃߪޡද⢒ࠩࠗࡃ࠼ࠕޢ㙃ᚑ⻠ᐳߩၮ␆✬ਛ⚖✬ࠍୃੌߒޟޔᄢಽ⋵ޡද⢒ࠩࠗࡃ࠼ࠕޢ
ࡀ࠶࠻⊓ߦޠ㍳ߒߚ⠪╬ࠍኻ⽎ߦ⋵ޔౝᄖߢߩޟᢎ⢒ߩදࠍޠផㅴታ〣ߔࠆవㅴࠍⷞኤߒޔ
ၞߠߊࠅ߿㕍ዋᐕߩஜో⢒ᚑߦ㑐ߔࠆਛᔃ⊛ᜰዉ⠪ࠦ࠺ࠖࡀ࠲ߣߒߡߩ⾗⾰ࠍะߐߖޔ
એߡޟޔᢎ⢒ߩදߩޠផㅴߦ㑐ߔࠆࠕ࠼ࡃࠗࠬߩജ㊂ࠍ㜞ࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߔࠆޕ

㧞㧚ਥ  ᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲
㧔දജ㧦㧺㧼㧻ᴺੱᄢಽ⋵ޟද⢒࠻࠶ࡀࠩࠗࡃ࠼ࠕޠ㧕

㧟㧚ᦼᣣ ᐔᚑ㧞㧡ᐕ㧥㧞㧜ᣣ㧔㊄㧕 㧥㧦㧜㧜 ᄢಽᄢቇ⊒㨪㧔㧝ᴱ㧞ᣣ㧕
            㧞㧝ᣣ㧔㧕㧝㧣㧦㧜㧜 ᄢಽᄢቇ⌕㧔੍ቯ㧕
㧠㧚ⷞኤవ
ᐔᚑ㧞㧡ᐕ㧥㧞㧜ᣣ㧔㊄㧕㧝㧟㧦㧜㧜㨪㧝㧢㧦㧜㧜
Ԙ ᾢᧄ⋵⋉ၔ↸┙⋉ၔਛᄩዊቇᩞ
 ޥᾢᧄ⋵⋉ၔ⋉ၔ↸ኹㄼ  ⇟  VGN  
      ٤⋉ၔ↸ߪޔቇᩞᡰេၞᧄㇱᬺߦ߅ߡࠦ࠺ࠖࡀ࠲ࠍਛᔃߣߒߚቇᩞᡰេࠪࠬ࠹
ࡓ߇లታߒߡ߅ࠅޔᐔᚑ  ᐕᐲߩᢥㇱ⑼ቇᄢ⤿ᓆࠍฃ⾨ߒ߹ߒߚߩߘޕਛᔃ⊛ߥቇᩞߩ
ขࠅ⚵ߺߣࠦ࠺ࠖࡀ࠲ߩᵴേߥߤߦߟߡቇ߮߹ߔޕ
 ᐔᚑ㧞㧡ᐕ㧥㧞㧝ᣣ㧔㧕㧝㧜㧦㧜㧜㨪㧝㧠㧦㧜㧜
ԙ ጟ⋵ਭ⇐☨Ꮢߩሶ⢒ߡࠣ࡞ࡊߩ╬ޠࠆߊ࠻࠶ࡀࡈࡄࡄޟᣇߩߣޘᵹ
     ٤ਭ⇐☨Ꮢߪሶ⢒ߡࠨࠢ࡞ߩᵴേ߇ㅴࠎߢ߅ࠅߩߘޔਛߩޟῳⷫߩሶ⢒ߡෳ↹ߩޠផㅴࠍ

ⴕߞߡࠆࠨࠢ࡞ࡔࡦࡃࠍਛᔃߦޔ᭽ߥޘᵴേࠍⴕߞߡࠆᣇߩߣޘᵹࠍⴕ߹ߔޕ

㧡㧚ෳടኻ⽎⠪
Ԙᐔᚑ㧞㧝ᐕᐲฃ⻠↢㧔㧝ᦼ↢㧕㨪ᐔᚑ㧞㧠ᐕᐲฃ⻠↢㧔㧠ᦼ↢㧕ߢޔ⚖✬ߩᧂฃ⻠⠪
  ԙ⚖⻠ᐳߩฃ⻠ୃੌ⠪ߢޔ㧺㧼㧻ᴺੱޟᄢಽ⋵ޡද⢒ߢ╬ޠ࠻࠶ࡀࠩࠗࡃ࠼ࠕޢᵴേߒߟߟޔ
ౣᐲߩෳടᵹࠍᏗᦸߐࠇࠆᣇ
̪ോዪ㧦ᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲

㧢㧚ෳട⾌  㧝㧟㧘㧜㧜㧜⒟ᐲ㧔ኋᴱᦺ㘩ઍޔᙣⷫળ⾌ઁߩߘޔ㔀⾌㧕
       ̪ㅢᚻᲑ㧔⾉ߒಾࠅࡃࠬ㧕ߪᄢቇߢḰߒ߹ߔޕ
㧣㧚ୃੌ⸽  ⻠ᐳߩోᣣ⒟ࠍฃ⻠ߒࠍޠ࠻ࡐୃ⎇ޟឭߒߚ⠪ߦᄢಽᄢቇ㐳ߩୃੌ⸽ࠍਈߔࠆޕ


㧤㧚ߘߩઁ
  ٤ᧄ⎇ୃ⚳ੌᓟߦࠍޠ࠻ࡐୃ⎇ޟޔឭߔࠆޕ







ᐔᚑ  ᐕᐲᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲ޡޟද⢒ࠩࠗࡃ࠼ࠕޢ㙃ᚑ⻠ᐳޣޠၮ␆✬ޤ

         ╙㧡ᦼ↢ޟද⢒ࠩࠗࡃ࠼ࠕޠၮ␆⎇ୃታᣉⷐ㗄

㧝㧚⿰ᣦ
  ሶߤ߽ߪੱ㑆␠ળ㧔ၞ␠ળ㧕ߢᢎ⢒ߐࠇޟޔሶߤ߽⥄り߇↢߈ᣇࠍቇ߱ߩߚޠ᭽ߥޘᢎ⢒ᵴ േ
߿↢߈ߚ㛎߇᳞ࠄࠇߡࠆߦߚߩߘޕኅᐸቇᩞၞ␠ળ߇৻ߣߥࠅޔၞߋࠆߺߢሶߤ
߽ࠍ⢒ߡࠆޟኅᐸޔቇᩞޔၞ␠ળߩᢎ⢒ߩදࠍޠផㅴߒޔቇᩞ߿ၞߦ߅ߌࠆሶߤ߽ߩ↢߈ߚᢎ
⢒ᵴേᡰេ߇㊀ⷐߣߥߞߡࠆޕ
  ࠃߞߡޡޟޔද⢒ࠩࠗࡃ࠼ࠕޢ㙃ᚑ⻠ᐳߩታᣉߦߟߡޔࠅࠃߦޠᢎ⢒ߩදࠍផㅴߔࠆਛᩭ ⊛
ߥੱ᧚ࠍ㙃ᚑߔࠆߚߩၮ␆⊛ߥ⎇ୃࠍታᣉߔࠆޔ߅ߥޕ࿁ߩ․⦡ߣߒߡࠍᧄޟㅢߓߚࡀ࠶࠻ࡢ
ࠢൻߦࡑ࠹ࠍޠᢎ⢒ߩදࠍ⠨߃ߡߺࠆߎߣߣߔࠆޕ

㧞㧚ਥ  ᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲

㧟㧚දജ  㧺㧼㧻ᴺੱᄢಽ⋵ޟද⢒࠻࠶ࡀࠩࠗࡃ࠼ࠕޠ

㧠㧚ᣣᤨ  ᐔᚑ㧞㧡ᐕ㧝㧜㧟㧜ᣣ㧔᳓㧕㧥㧦㧜㧜㐿⻠ 㨪 㧝㧢㧦㧟㧜㐽⻠

㧡㧚ળ႐   ޥᄢಽᏒᄢሼᣤ㊁ේ  ⇟
       ᄢಽᄢቇᣤ㊁ේࠠࡖࡦࡄࠬᢎ㙃ᢎ⢒

㧢㧚ኻ⽎⠪ ቇᩞᡰេ߿ၞᵴേᡰេޔኅᐸᢎ⢒ᡰេ╬ߦ㑐ࠊࠆࠦ࠺ࠖࡀ࠲
ฦ⒳࿅ࠣ࡞ࡊޔ㧺㧼㧻╬ߩᵴേ⠪␠ޔળᢎ⢒㑐ଥޔቇᩞᢎ⢒㑐ଥ⠪
ߘߩઁ⿰ޔᣦߦ⾥หߒޔ⡯႐߮ၞ╬ߦ߅ߡฃ⻠ߒߚߎߣࠍᵴ↪ߢ߈ࠆ⠪ ╬
̪ផ⮈⠪߇ᔅⷐߢߔߩߢੌ⸃㗿߹ߔޕ
㧣㧚↳ߒㄟߺ㧔วߖ㧕ᣇᴺ
Ԙฃ ઃ㧦ᐔᚑ㧞㧡ᐕ㧥㧥ᣣ㧔㧕㨪㧝㧜㧝㧤ᣣ㧔㊄㧕̪ㇷㅍࡈࠔ࠶ࠢࠬࡔ࡞น
ԙ↳ߒㄟߺవ㧦ᄢಽᏒᣤ㊁ේ㧣㧜㧜⇟ ᄢಽᄢቇᢎ⢒ᡰេ⺖㧔㐿⻠ᐳᜂᒰ㧕
  Ԛ㔚 㧦㧜㧥㧣㧙㧡㧡㧠㧙㧣㧢㧠㧝㧛㧤㧡㧞㧞 㧲㧭㨄㧦㧜㧥㧣㧙㧡㧡㧠㧙㧣㧠㧠㧡
ԛ' ࡔ࡞㧦M[QMKMUU"QKVCWCELR

㧤㧚⻠ᐳߩౝኈ
 ⎇ୃ㧝㧦㨪ޡޟද⢒ࠩࠗࡃ࠼ࠕޢ㙃ᚑ⻠ᐳߡߟߦޠ
ᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲ ᢎ ਛᎹᔘት 
 
 ⎇ୃ㧞㧦ޟሶߤ߽ߣᧄࠍ⚿߱ߥߚ߳⻠ߩޠṶળ߳ෳട ࠴ࠪߪᄢಽ⋵ޟද⢒࡞࠲ࡐޠ㧴㧼ෳᾖ 
  ⎇ୃ㧞㧙㧝㧦㨪ࠗࡦ࠲ࡆࡘ࠳ࠗࠕࡠࠣ
 ሶߤ߽ߣᧄࠍ⚿߱ߥߚ߳ߎߺ߈ࠎ߹ޟ᳁ޠ
       ┬ޟኅߩᗐ㨪৻ౠߩᧄ߇ߢ߈ࠆ߹ߢ㨪ޠ
     ⻠ Ꮷ㧦߹ࠎ߈ߺߎߐࠎ㧔ఽ┬ᢥቇኅ㧕
 ࠗࡦ࠲ࡆࡘࠕ㧦ජ┑㊀ሶߐࠎ㧔㝩߇ፉᢥᐶਥቿ⚕⦼ዬᢥൻߩળ߅߅ߚઍ㧕
  ⎇ୃ㧞㧙㧝㧦㨪⺒ᦠᵴേߩࡀ࠶࠻ࡢࠢߠߊࠅߩߚߩᵹળ
     ̪⺒ߺ⡞߆ߖߥߤߩࡏࡦ࠹ࠖࠕߩᣇޔ߽ߦޘኅߩ↢ߩჿ㧔ޟᗐޠ㧕ࠍၮߦߒߡᖠߺ  ࠍ
⺆ࠅߥ߇ࠄߩࠎߐߥߺޔᮮߩ❬߇ࠅࠍࠆ߅ᚻવࠍߐߖߡߚߛ߈߹ߔޕ
    ᜂᒰ㧦㧺㧼㧻ᴺੱᄢಽ⋵ޟද⢒ ࠻࠶ࡀࠩࠗࡃ࠼ࠕޠ⮮⌀↱⟤

 ⎇ୃ㧟㧦㨪 ᢎ⢒ߩදߩᔅⷐᕈߣᄢಽ⋵ో࿖ߩ⁁ᴫ
̪ᢎ⢒ߩදߦ㑐ߔࠆᄢಽ⋵߮ో࿖⺞ᩏ߆ࠄߩߘޔᗧ⟵߿ផㅴᣇ╷╬ߦߟߡߩ⎇ୃ
⻠Ꮷ㧦ᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲ਛᎹᔘት

 ⎇ୃ㧠㧦㨪 㧺㧼㧻ᴺੱᄢಽ⋵ޟද⢒ߩ࠻࠶ࡀࠩࠗࡃ࠼ࠕޠᵴേߦߟߡ
̪ᢎ⢒ߩදࠍᡰេផㅴߔࠆߎߣࠍ⋡⊛ߦߒߡᵴേߔࠆ㧺㧼㧻ᴺੱᄢಽ⋵ޟද⢒     ࠼ࠕޠ
ࡃࠗࠩࡀ࠶࠻ߩᣇ㊎߿ᬺߦ㑐ߔࠆ⎇ୃ
⻠Ꮷ㧦㧺㧼㧻ᴺੱᄢಽ⋵ޟද⢒࠻࠶ࡀࠩࠗࡃ࠼ࠕޠ᪢㊁ᖝሶ

ᐔᚑ  ᐕᐲᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲ޡޟද⢒ࠩࠗࡃ࠼ࠕޢ㙃ᚑ⻠ᐳޣޠਛ⚖✬ޤ
╙㧡ᦼ↢ޟද⢒ࠩࠗࡃ࠼ࠕޠኾ㐷⎇ୃታᣉⷐ㗄

㧝㧚⿰ᣦ
 ኅᐸቇᩞၞ␠ળ߇৻ߣߥࠅޔၞߋࠆߺߢሶߤ߽ࠍ⢒ߡࠆޟኅᐸޔቇᩞޔၞ␠ળߩᢎ ⢒
ߩදࠍޠផㅴߒޔቇᩞ߿ၞߦ߅ߌࠆሶߤ߽ߩஜో⢒ᚑ߿ޔኅᐸᢎ⢒߳ߩⓍᭂ⊛ߥᡰេࠍⴕ߁ 
ߩᢛߩߚߩߘޔਛᩭ⊛ߥੱ᧚ߩ㙃ᚑࠍⴕ߁ߚߩኾ㐷⊛ߥ⎇ୃࠍታᣉߔࠆߩߘޕ㓙ࡀࠖ࠺ ࠦޔ
࠻⢻ജߩ㙃ᚑߣߣ߽ߦࠕࡖࠠޔᢎ⢒߿㛎ᵴേߦ㑐ߔࠆࡊࡠࠣࡓડ↹ജࠍ㙃ᚑߒޔឭ ᩺ߒޔታ
〣ߔࠆߚߩࠬࠠ࡞ߩะࠍ࿑ࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߔࠆޕ
  ߐࠄߦޔฃ⻠ୃੌ⠪ߩࡀ࠶࠻ࡢࠢࠍᄢߒޔฃ⻠↢ߩ⡯႐߿ၞߢߩᣣᏱ⊛ߥᵴേࠍᡰេߔࠆޕ
㧞㧚ਥ  ᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲
  දജ㧦㧺㧼㧻ᴺੱᄢಽ⋵ޟද⢒࠻࠶ࡀࠩࠗࡃ࠼ࠕޠ
㧟㧚ᦼᣣ  ᐔᚑ㧞㧢ᐕ㧟㧝㧡ᣣ㧔㧕㧝㧢ᣣ㧔ᣣ㧕
㧠㧚ળ႐  ᄢಽᄢቇ ᢎ㙃ᢎ⢒㧞㧲 㧞㧢ภᢎቶ
㧡㧚ኻ⽎⠪ ᰴߩԘߪԙ᧦ઙߢޔ㧞ᣣ㑆ߣ߽ฃ⻠ߢ߈ࠆᣇ
      Ԙޡද⢒ࠩࠗࡃ࠼ࠕޢ㙃ᚑ⻠ᐳޣၮ␆✬ࠍޤฃ⻠ߒߚᣇ
ԙၮ␆✬ߩฃ⻠ߪ᧪ߥ߆ߞߚ߇ޔᓟޔၮ␆✬߮⚖✬ࠍฃ⻠੍ቯߩᣇ
ቇᩞᡰេᬺ߿⺖ᓟሶߤ߽ᢎቶޔኅᐸᢎ⢒ᡰេ╬ߦଥࠆࠦ࠺ࠖࡀ࠲
ฦ⒳࿅ࠣ࡞ࡊޔ㧺㧼㧻ޔડᬺ╬ߩၞᵴേ⠪
␠ળᢎ⢒ਥ╬␠ળᢎ⢒㑐ଥ⡯ຬ߮ᜰዉਥ╬ቇᩞᢎ⢒㑐ଥ⡯ຬ
ߘߩઁ⿰ޔᣦߦ⾥หߒޔ⡯႐߮ၞ╬ߦ߅ߡฃ⻠ߒߚߎߣࠍᵴ↪ߢ߈ࠆ⠪ ╬
㧢㧚↳ߒㄟߺ㧔วߖ㧕ᣇᴺ
Ԙฃઃᦼ㒢㧦ᐔᚑ㧞㧢ᐕ㧟㧝㧝ᣣ㧔Ἣ㧕̪ㇷㅍࡈࠔ࠶ࠢࠬࡔ࡞น
ԙ↳ߒㄟߺవ㧦ᄢಽᏒᣤ㊁ේ㧣㧜㧜⇟ ᄢಽᄢቇᢎ⢒ᡰេ⺖㧔㐿⻠ᐳᜂᒰ㧕
  Ԛ㔚 㧦㧜㧥㧣㧙㧡㧡㧠㧙㧤㧡㧞㧞㧛㧲㧭㨄㧦㧜㧥㧣㧙㧡㧡㧠㧙㧣㧠㧠㧡
ԛ' ࡔ࡞㧦M[QMKMUU"CFQKVCWCELR
㧣㧚ୃੌ⸽ ⻠ᐳߩోᣣ⒟ࠍฃ⻠ߒߚ߽ߩߦߪޔᄢಽᄢቇ㐳ߩୃੌ⸽ࠍਈߔࠆޕ
㧤㧚⻠ᐳߩౝኈ
 ᤨ㑆
        ౝ   ኈ
৻ 㨪㐿⻠ᑼ㧔ᜦ⺑㧕
ᣣ 
⻠⟵㧝 ቇᩞᢎ⢒ߩ⁁⺖㗴ߣᢎ⢒ߩදߩⷞὐ
⋡㨪 ⻠Ꮷ ᄢಽᄢቇᢎ⢒⑼ቇㇱᢎ ጊፒᷡ↵
 
⻠⟵㧞 ၞ␠ળߩ⁁⺖㗴ߣᢎ⢒ߩදߩⷞὐ
 㨪 ⻠Ꮷ ᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲ಎᢎ ጟ↰ᱜᒾ
 
⻠⟵㧟 ᢎ⢒ߩදࠍផㅴߔࠆࠦ࠺ࠖࡀ࠻ᯏ⢻ߩ⁁
 㨪 ⻠Ꮷ ᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲ᢎ ਛᎹᔘት
 
Ṷ㗴㧦ోޟ࿖⺞ᩏ߆ࠄ߃ࠆᢎ⢒ߩදផㅴࠪࠬ࠹ࡓߣᄢಽ⋵ߩข⚵ޠ
 
⻠Ꮷ ᄢಽ⋵┙␠ળᢎ⢒✚วࡦ࠲ ⍫㊁ୃ␠ળᢎ⢒ਥ
 
Ṷ㗴㧦ޟᄢಽ⋵ߦ߅ߌࠆࠦ࠺ࠖࡀ࠻ߩ⁁⺞ᩏ߆ࠄ߃ࠆ߽ߩޠ
⻠⟵㧠 ਇ⊓ᩞ߿߭߈ߎ߽ࠅߩ⧯⠪ߚߜࠍᔕេߔࠆᢎ⢒ߩදߩⷞὐ
 
ੑ 㨪 ⻠Ꮷ 㧺㧼㧻ᴺੱࡇࠕࠨࡐ࠻ߒ߱߿ ℂ㐳 ⋧Ꮉ⦟ሶ᳁
⻠⟵㧡 ሶߤ߽ߩߚߩޟද⢒ࠍޠផㅴߔࠆࠦ࠺ࠖࡀ࠲ߩታ㓙
ᣣ 
⋡㨪     㨪ో࿖ߩࠠࡖࠕᢎ⢒ࠦ࠺ࠖࡀ࠲ߩᵴേࠍߡ㨪
⻠Ꮷ ․ቯ㕖༡ᵴേᴺੱࠬࠢ࡞ࠕ࠼ࡃࠗࠬࡀ࠶࠻ࡢࠢℂ㐳 ↢㊀ᐘᕺ᳁
 
 
ᾫ⼏ ၞߩੱߩᡰេࠍᐢߍߡડ↹ߔࠆޟሶߤ߽ߩߚߩࡊࡠࠣࡓޠᚑ
 㨪     ⻠Ꮷ㧺㧼㧻ᴺੱࡇࠕࠨࡐ࠻ߒ߱߿ℂ㐳 ⋧Ꮉ⦟ሶ᳁
 
 ․ቯ㕖༡ᵴേᴺੱࠬࠢ࡞ࠕ࠼ࡃࠗࠬࡀ࠶࠻ࡢࠢℂ㐳 ↢㊀ᐘᕺ᳁
 㨪㐽⻠ᑼ㧔ୃੌ⸽ਈࠕࡦࠤ࠻╬㧕
 ̪╙㧝ᣣ⋡ߩ⻠ᐳୃੌߩᓟߦ⻠ޔᏧࠍ߃ߡ⥄↱ෳടߩᵴേᖱႎ឵ળࠍታᣉߒ߹ߔޕ

ޣ㧞ޟ ޤၞ⊒ޡᵴജ⊒ዷᔃࡦࠗࠩ࠺ޢታ〣ᵹળߩޠ㐿



  ⴕ⽷ᡷ㕟ߩਛߢޔᐔᚑߩᄢว૬߇৻ᔕ⚳⚿ߒ߹ߒߚ߇ࠆࠃߦߣߎߩߎޔၞߩᵴᕈൻߩขࠅ⚵ߺ
ߦ߽ߐ߹ߑ߹ߥ⺖㗴߇ᶋ߈ᓂࠅߦߥࠅޔߦߐ߹ޔၞߠߊࠅߪޟቭ߆ࠄ᳃߳ᤨߩޠઍߣߥࠅ߹ߒߚޕ

  ߘߎߢޟޔ᳃┙߁ߣޠ႐ߢࠕࠗ࠺ࠖࠕࠍ⊒ើߒ⚛ޔ߈▽ࠍࠢࡢ࠻࠶ࡀޔ᥍ࠄߒޠࡦࠗࠩ࠺ޟ
ࠍឬ߈ߥ߇ࠄขࠅ⚵ࠎߢࠆ⋵ౝߩੱ࿅ࠣ࡞ࡊߩᵴേᖱႎࠍߒޔᣂߚߦޟᚒ߇߹ߜߠ
ߊࠅࠍࠡ࡞ࡀࠛߊߡߒ߆↢ߦޠ㜞ߡߊߚߦታ〣ᵹળࠍ㐿ߔࠆ߽ߩߢߔޕ

ߩ⪲⸒ޣᗧޤ
  ޟၞ⊒ޠ㧦⋵ౝ  Ꮢ↸ߩࠈࠎߥၞ߆ࠄᵴേᖱႎࠍ⊒ାߔࠆᵹળߣߔࠆޕ
  ޟᵴജޠ㧦ෳട⠪߇ᵴജࠍ⾃߁ᵹળߣߔࠆޕ
  ⊒ޟዷޠ㧦ޟᰴઍࠍᜂ߁ሶߤ߽ߚߜߩ⢒ᚑߦࠃࠆၞߩ⊒ዷޕࠆߔߣࡑ࠹ࠍޠ
     ޟ  ᔃޠ㧦࠹ࡑታߦࠃࠅޔሶߤ߽߿㜞㦂⠪ߩోᔃޔၞ↥ᬺ╬ߩ⊒ዷߦࠃࠆ
ᔃߥၞߠߊࠅ╬ࠍ⋡ᜰߒߚᵹળߣߔࠆޕ
  ޠࡦࠗࠩ࠺ޟ㧦ᣂߒ⊒ᗐޔၞߩᕈ⁛⥄ᕈ╬߇࠺ࠩࠗࡦߐࠇߚᵹળߣߔࠆޕ
  ޟታ〣ޠ㧦ታ〣ߒߡࠆߎߣߩᵹળߣߔࠆޕ

ޣኻ ⽎ޤ
㧔㧝㧕ᄢಽ⋵ౝߩၞᵴേࠍߔࠆੱ࿅ࠣ࡞ࡊ߮ⴕቇᩞ㑐ଥ⠪╬⿰ޔᣦߦ⾥หߔ    
ࠆᐢੱߚߜࠍኻ⽎ߣߔࠆޕ
 㧔㧞㧕⿰ᣦߦ⾥หߔࠆ⋵ᄖߩ㑐ଥ⠪ߩෳട߽᱑ㄫߔࠆޕ

ޣਥ ᧲ޤ࿖᧲ၞ࠺ࠩࠗࡦળ⼏ ᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲

ޣਥ ▤ޟ ޤၞ⊒ޡᵴജ⊒ዷᔃࡦࠗࠩ࠺ޢታ〣ᵹળޠㆇ༡ᆔຬળ

㧢 ⚵❱ 
 㧔㧝㧕ㆇ༡ᆔຬળࠍ⚵❱ߒޔㆇ༡ᆔຬߣታⴕᆔຬࠍ⟎ߊޕ
 㧔㧞㧕ㆇ༡ᆔຬળߩਛߦോዪࠍ⟎߈ޔᄢળߩㆇ༡ࠍⴕ߁ޕ
 㧔㧟㧕⋵ౝߦታⴕᆔຬࠍ⟎߈⋵ޔౝߩታ〣ࠍ㓸ߔࠆޕ
    ̪⿰ᣦߦ⾥หߔࠆ⋵ᄖ⠪ࠍ․ᵷຬߣߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߎߣߣߔࠆޕ

ޣౝ ኈޤ
㧔㧝㧕ᄢಽ⋵ౝߩੱ࿅ࠣ࡞ࡊ߮ⴕޔቇᩞ╬ߩขࠅ⚵ߺߩᵴേ⊒ߣ⎇ޔⓥ    
ද⼏ࠍࡔࠗࡦߣߔࠆޕ
 㧔㧞㧕వㅴ⊛ߥታ〣╬ߩ⊒ၮ⺞⻠Ṷ㧔ឭ᩺㧕ࠍⴕ߁ޕ
 㧔㧟㧕ᵹળߩᚑᨐࠍᐢߊᐢႎߔࠆޕ

ޣળ ႐ޤ

  ޟ᪢ߩ㉿ޠ㧔࿖᧲Ꮢጘ↸ንᷡ  ;㧙㧙㧕

ᦼޣᣣᣣ⒟ޤ
 㧔㧝㧕Ფᐕޔ㧞ᦨ⚳ᣣᦐᣣߪ㧟╙㧝ᣣᦐᣣߦታᣉߔࠆޕ
 㧔㧞㧕ᰴߩౝኈࠍၮᧄߣߔࠆޕ
    Ԙోળ ԙ⊒ Ԛ․⻠Ṷ ԛၮ⺞⻠Ṷ Ԝ⎇ⓥද⼏ ԝᵹᙣⷫળ

ޤ⾌ ⚻ޣ
 㧔㧝㧕ଐ㗬ߒߚ⻠Ꮷࠍ㒰߈⊒ޔ⠪߮ㆇ༡㑐ଥ⠪╬߳ߩ⻢␞ޔᣏ⾌╬ߪᄢળ߆ࠄ⽶ᜂࠍߒߥޕ
 㧔㧞㧕ᔅⷐ⚻⾌ߪޔෳട⾌ޔද⾥㊄㧔ຠ㧕ޔഥ㊄ࠍઁߩߘޔએߡలߡࠆޕ

「協育」見本市 ᐕ㧔㧴 ᐕ㧕 ╙  ࿁౷֖อȸڰႁȆอജȆհȹΟΎͼϋகၠٛ
ᬺ㧦㧺㧼㧻ᴺੱᐜ⠧↢߹ߜߠߊࠅᡰេදળ⒖േࡈࠜࡓ

  ㄭᐕޔ㕍ዋᐕࠍขࠅᏎߊ᭽⺖ߥޘ㗴߿࿅႙ઍ㜞㦂⠪ߩၞෳടߩଦㅴ╬߇ᜰ៰ߐࠇߡࠆߣ
ߎࠈߢࠅޔቇᩞ߿ኅᐸޔၞߦ߅ߌࠆ᭽ߥޘขࠅ⚵ߺߩㅪ៤දജߩᔅⷐᕈ߇⸒ࠊࠇߡ߹ߔߎޕ
߁ߒߚ⁁ߩਛ⋵ޔౝฦߢฦ⒳࿅╬ߩ⁛⥄ߩขࠅ⚵ߺޔၞ߇ቇᩞߣㅪ៤ߒߚขࠅ⚵ߺߥߤ߇ⴕ
ࠊࠇߡ߹ߔ   ޕ
ᧄᵹળߪ⋵ߚߒ߁ߎޔౝฦߩታ〣⠪߇⥄ਥ⊛ߦ㓸ޔታ〣ࠍᵹߔࠆߎߣߦࠃߞߡᄢੱ
⥄りߩᵴേࠛࡀ࡞ࠡࠍ⫾߃ࠆߚߦޔᄢಽ⋵↢ᶦᢎ⢒ቇળ߿ޔጟ⋵ࠍਛᔃߦᵴേߔࠆޟ㧺㧼㧻ᴺ
ੱᐜ⠧↢߹ߜߠߊࠅᡰេදળߩߤߥޠදജࠍߚߛ߈ޔߦࠄߐޔరᢎ⢒ᆔຬળ↢ᶦቇ⠌࿅╬
ߣදജߒߡ㐿ߔࠆ߽ߩߢߔޕᄙߊߩᣇߩޘෳടࠍߚߛ߈ࠍၮߦߒߡၞߠߊࠅࠍᾲߊ⺆ࠅ߹
ߒࠂ߁ޕ
         ㆇ༡ᆔຬ㐳 ᨋ ᶈᤘ㧔᧲࿖᧲ၞ࠺ࠩࠗࡦળ⼏ળ㐳㧕
            

 
࠹ࡑޟᄢߦ⺆ࠈ߁㨪ᄢੱ߇ߔࠆሶߤ߽⢒ߡޔߡߒߘޔሶߤ߽߇ᵴべߔࠆ߹ߜߠߊࠅ㨪ޠ
ਥ
 
 ද
  
ળ


᧲࿖᧲ၞ࠺ࠩࠗࡦળ⼏  ᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲
   㧺㧼㧻ᴺੱᐜ⠧↢߹ߜߠߊࠅᡰេදળ   
ജ  㧺㧼㧻ᴺੱᄢಽ⋵ޟද⢒࠻࠶ࡀࠩࠗࡃ࠼ࠕޠ
   ᄢಽ⋵ޟද⢒ࠢࡢ࠻࠶ࡀޠද⼏ળ  ᄢಽ⋵↢ᶦᢎ⢒ቇળ
႐
ޟ᪢ߩ㉿ ޥ ޠ࿖᧲Ꮢጘ↸ንᷡ  Tel0978-64-6300

ᦼ ᣣ ᐔᚑ㧞㧢ᐕ㧟㧝ᣣ㧔㧕 㨪㧞ᣣ㧔ᣣ㧕
ᣣ⒟㧔੍ቯ㧕 



৻
ᣣ
⋡








ੑ
ᣣ
⋡


 㐿ળⴕ
㨪ၮ⺞ឭ᩺ޡޟ⇇ㄘᬺㆮ↥ߩޢᗧ⟵ߣሶߤ߽㆐߳⛮ᛚߔࠆᄢੱߩᓎഀޠ
⻠Ꮷ ࿖᧲ඨፉቝၞ⇇ㄘᬺㆮ↥ផㅴද⼏ળ㐳
㧔᧲࿖᧲ၞ࠺ࠩࠗࡦળ⼏ળ㐳㧕ᨋᶈᤘ᳁
   ၮ⺞ႎ๔㧦᳞ࠄࠇࠆޟၞࡀ࠶࠻ࡢࠢߩޠขࠅ⚵ߺ
⻠Ꮷᐢፉ⚻ᷣᄢቇ⚻ᷣቇㇱ ಎᢎ ᔒߺߥ߹↰ޘ᳁
㨪ታ〣⊒
٤╙㧝ಽ⑼ળ ቇᩞᢎ⢒╬߳ߩၞኅᐸ߆ࠄߩᡰេදജߩ㧔㧡㧕
٤╙㧞ಽ⑼ળ ቇᩞࠍਛᔃߣߒߚ⺒ߺ⡞߆ߖᵴേߩ㧔㧡㧕
㨪 ․⻠Ṷ 
Ṷ㗴ޟᢎ⢒߇ߟߊࠅߛߔᔃߩෂᯏޠ㧔㧕
⻠Ꮷ ਃᶆᷡ৻㇢ ᳁㧔↢ᶦቇ⠌␠ળࠪࠬ࠹ࡓ⎇ⓥ⠪㧕 
㨪 ᄢߦ⺆ࠈ߁㧍
㨪⺒ߺ⡞߆ߖቇᩞᡰេᵴേ╬ߩࠣ࡞ࡊߦಽ߆ࠇߡᵹળ㨪
࠹ࡑޟሶߤ߽ߚߜߩᧂ᧪ߩߚߦᵴേߔࠆᚑᨐߣ⺖㗴ޠ
㧔̪ࡈࠔࠪ࠹࠲ߩㅴⴕߢ࠹ࡑߦ㑐ߔࠆᣣ㗃ߩᵴേࠍ⃰ߦᗧࠍ⥄↱ߦ឵ߒ߹ߔ㧕

 ળ ႐ ڏ᪢߇ດ߈ࠆਃᶆ᪢↢⺀ߩ㨪ޟ᪢ߩ㉿ޠ㨪ڏ㧔㧴㧼:http://www.oct-net.ne.jp/~infbaien㧕

ෳട⾌
ήᢱ 㧔㧡㧜㧜⾗ᢱઍ╬ታ⾌㧕̪ኋᴱ⾌╬ߪㅜᔅⷐߢߔޕ
 ↳ㄟᣇᴺ ٤ㅜޟෳട↳ㄟᦠߥ⚦ߩߢޠෳടౝኈࠍ↳ߒㄟߺ㗿߹ߔޕ
٤ᐔᚑ  ᐕ    ᣣ㧔᳓㧕߹ߢߦ↳ߒㄟߺਅߐ̪ޕᒰᣣෳട߽ฃߌઃߌ߹ߔޕ
ᐢႎ*2ޟᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲ޠߪޟᄢಽ⋵ޡද⢒ࠍޠ࡞࠲ࡐޢෳᾖߊߛߐޕ

   วࠊߖ↳ߒㄟߺవ 

̪ᚻᑯᒰߢޔၞߩ⊝ߐࠎߩᵴേࠍᵹ
٤
᧲࿖᧲ၞ࠺ࠩࠗࡦળ⼏ോዪ౷᳗↵

ߔࠆᯏળߢߔޕᄛߩᵹળߢ  ᧄ↥‛ޟ

㨀㧱㧸 㧜㧥㧣㧤㧙㧢㧡㧙㧜㧟㧥㧢
Ꮢޔߢߩߔ߹ⴕࠍޠၞߩ․↥ຠߥߤ  

㧲㧭㨄 㧜㧥㧣㧤㧙㧢㧡㧙㧜㧟㧥㧥
ࠍᒰᣣ߅ᜬߜߚߛ߈ޔነઃߒߡ㗂ߌࠇ    ᚲ㧦ޥ࿖᧲Ꮢጘ↸♻᳗

߫ᐘߢߔᧄ߽ߢ߹ࠇߎޕᵹળߩㆇ༡   ٤ᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲ਛᎹᔘት 

⾌ߣߒߡᵴ↪ߐߖߡߚߛߡ߹ߔ  ޕ

TEL/FAX 㧜㧥㧣㧙㧡㧡㧠㧙㧢㧜㧞㧣
㧔ᢎ⢒ᡰេ⺖㧕 TEL/554-7641 FAX/554-7445 
 
ᚲ㧦ޥᄢಽᏒᣤ㊁ ේ ⇟  
 


ߎࠇ߹ߢߩ⊒ߩⷐ
 ᐔᚑ㧞㧜ᐕᐲߩ╙㧞࿁ᵹળ߆ࠄਥ⠪ߣߒߡᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲߇ෳ↹ߒ߹ߒߚޕએᓟ
ߩ⊒ߩਛ߆ࠄޟᢎ⢒ߩදߩޠផㅴߦ㑐ଥߔࠆࠍ⚫ߒ߹ߔޕ

ޣᐔᚑ㧞㧜ᐕ╙㧞࿁ᵹળޤ
⊒࿅

࿅ฬ  ᧶▽Ꮢ ะ㊁᳃㙚    



࿅ോዪ╬ᚲ ᧶▽Ꮢጊ㚅↸ᄢሼะ㊁

⊒⠪

᳁ฬᓎ⡯  ⼾↰ ẖ㧔ߣࠃߛ ߈ࠃߒ㧕  㙚㐳



⊒⠪ㅪ⛊వ 

ᒰᣣ⊓ს⠪

᳁ฬᓎ⡯ ㇺ↲ ⑲ᐘ␠ળᢎ⢒ਥ

㧔⊒⠪㒰ߊ㧕 ᳁ฬᓎ⡯
ޣᒰᣣߩౠሶឝタౝኈޤ㧙⊒㧦㧟㧜ಽޔද⼏㧦㧝㧜ಽ㧙
Σ㧚࠹ࡑ   ะ㊁᳃㙚ᬺߩขࠅ⚵ߺ 㨪᳃㙚ߣዊቇᩞߣߩㅪ៤㨪
Τ㧚⊒⠪ߩ⡯ฬ ᳁ฬ  ᧶▽Ꮢะ㊁᳃㙚㐳 ⼾↰ ẖ
Υ㧚⊒ౝኈ
 㧝㧚ᵴേߩ⋡⊛
   ว૬೨ࠃࠅ̌̍ߢߞߚะ㊁ߦ߅ߡޔᤘᐕઍࠃࠅ߇ᵴᕈߔࠆ
   ߚߦߪ᳃㙚ߩలታ߇ᔅⷐߣߒޔ᳃߇⥄⊒⊛ߦ᳃㙚ࠍ⸳┙ߒ
   ߩ⊒ዷஜᐽߣⲢߩߚ᳃㙚߇ᵴべߒߡࠆޕ
㧞㧚ᵴേߩࠁߺ
ᤘᐕઍࠃࠅ᳃㙚ࠍ⥄ਥ⊛ߦ⚵❱ߒޔߣዊቇᩞߣߩㅪ៤ߒߚᬺࠍ
   㐳ᐕߦࠊߚࠅታᣉߚ߹ޕ᳃㙚ߪߩࠇߙࠇߘޔ᳃ోຬ߇ડ↹ߦෳടޕㆇ༡
   ߢ߈ࠆߚߩᎿᄦߣߒߡޔฦ⒳ኾ㐷ㇱࠍఢߌޔኾ㐷ㇱ߇ߩߚߦ⥄┙ߒߚߣࠅ
   ߊߺࠍ⛮⛯ߒߡࠆޕ
 㧟㧚ᵴേౝኈ
   ዋሶ㜞㦂ൻ߇ߔߔߺޔߩዊቇᩞߩఽ┬ᢙ߇ỗᷫߔࠆਛޔቇᩞߪሽ⛯ߔࠆߚߩޔ
   ߹ߚߪቇᩞࠍᱷߔߚߦขࠅ⚵ߺࠍታᣉޕ
   ㆇേળ߿ᢥൻ⑂ߩޔ⠧ੱࠢࡉߩቇᩞᬺ߳ߩෳ↹࠷ࡐࠬޔዋᐕ࿅߿ޔᶖ㒐
ࠢࡉߢߩขࠅ⚵ߺߦߡߴߔޕቇᩞ߇㑐ࠊࠅߚ߹ޔၞ߇㑐ࠊߞߡᵴേߒߡࠆ ޕ
   ዊቇᩞ߿ሶߤ߽㆐ߪߩਛߢߩᓎഀ߇ߪߞ߈ࠅ⼂ߐࠇߡ߅ࠅޔၞߦߪߥߣ
   ߌߥዊቇᩞߣߥߞߡࠆޕ
㧠㧚ᓟߩᣇะ
   ᱛ߹ࠄߥዋሶ㜞㦂ൻߚ߹ޕ᳃㙚ㆇ༡ߩߚߩᓟ⛮⠪❗ߩ▚੍ޕዊ߿⥄ਥ⊛ߥ
᳃㙚ߢࠆߚߩ㓚ߩߥߐޕ
   ߐ߹ߑ߹ߥ㗴ࠍᛴ߃ߡࠆ߇ޔ᳃߇⥄ਥ⊛ߦߢ߈ࠆߎߣࠍߒߡⴕߎ߁ߣߔࠆ
   㘑߇ߎߩࠍ⊒ዷߐߖߡߊᣇะߛߣᕁ߁ޕ


⊒࿅

࿅ฬ  ⼾ᓟᄢ㊁ᏒᷡᎹቇᩞᡰេၞᧄㇱ



࿅ോዪ╬ᚲ  ⼾ᓟᄢ㊁ᏒᷡᎹ↸⍾↰ ⇟

⊒⠪

᳁ฬᓎ⡯㧦⼾ᓟᄢ㊁ᏒᷡᎹቇᩞᡰេၞᧄㇱࠦ࠺ࠖࡀ࠲ ⮮ේ ാ



㧦⼾ᓟᄢ㊁Ꮢᢎ⢒ᆔຬળᷡᎹᡰዪਥᐙ ⮮ ำઍ
⊒⠪ㅪ⛊వ ⼾ᓟᄢ㊁Ꮢᢎ⢒ᆔຬળᷡᎹᡰዪ 㧙㧙

ޣᒰᣣߩౠሶឝタౝኈޤ㧙⊒㧦㧟㧜ಽޔද⼏㧦㧝㧜ಽ㧙
Σ㧚࠹ࡑ  ޟᷡᎹߩሶߤ߽ߦޔᷡᎹߩᄢੱ߇ߢ߈ࠆߎߣޠ
Τ㧚⊒⠪ߩ⡯ฬ ᳁ฬ㧦⼾ᓟᄢ㊁ᏒᷡᎹቇᩞᡰេၞᧄㇱࠦ࠺ࠖࡀ࠲ ⮮ේ ാ
㧦⼾ᓟᄢ㊁Ꮢᢎ⢒ᆔຬળᷡᎹᡰዪ ਥᐙ ⮮ำઍ
Υ㧚⊒ౝኈ
㧝㧚ᵴേߩ⋡⊛
 ቇᩞߣၞߩㅪ៤ࠍ࿑ࠅޔᢎ⢒ߩ႐ߦၞߩੱޔߢߣߎࠆࠊ߆߆߇ޘၞోߢቇᩞᢎ⢒ࠍᡰ
េߒߡߊߩ᭴▽ࠍߑߔޕᷡᎹߦ߅ߌࠆޔ㕍ዋᐕߩஜో⢒ᚑߣోᔃߥⴝߠߊࠅ߆
ࠄޟၞߩ㕍ዋᐕߪၞߢࠅ⢒ߡࠆ߁ߣޠᗧ⼂ࠍ㜞ߡߊޕ
㧞㧚ᵴേߩࠁߺ
  ᷡᎹߦ߅ߡߪޔ㕍ዋᐕߩஜో⢒ᚑߦ߆߆ࠆ᭽ߥޘᣉ╷ߪⴕߣ␠ળᢎ⢒߇৻ߣߥߞ
ߚขࠅ⚵ߺࠍㅴߡࠆޕ
  ᐔᚑᐕᐲߦ⼾ޔᓟᄢ㊁Ꮢ㕍ዋᐕஜో⢒ᚑᏒ᳃ળ⼏ߩਛߦቇᩞᡰេၞᧄㇱታⴕᆔຬળ߇⊒
⿷ߒޔᏒౝߩࡩᚲਛቇᩞࠍනߣߒߚቇᩞᡰេၞᧄㇱ߇ࠬ࠲࠻ߒߚޕ
  ᐔᚑᐕᐲߩᬺߩᧄᩰ⊛ߥขࠅ⚵ߺߪએ㒠ߣߥߞߚޕᡰេᧄㇱߦߪޔቇᩞߣၞߩᯅᷰ
ߒࠍߔࠆࠦ࠺ࠖࡀ࠲߇㈩⟎ߐࠇߚޕ
ᷡᎹߦ߅ߡߪቇᦼࠍ೨ߦቇᩞߣၞᧄㇱߣ߇ද⼏ࠍ㊀ߨޔቇᦼ߆ࠄዊቇᩞਛቇᩞ
ߩⷐᦸߣ⊓㍳ࡏࡦ࠹ࠖࠕߩ⺞ᢛࠍ࿑ࠅߥ߇ࠄޔᣣ߹ߢᬺࠍㅴߡ߈ߚޕ
 㧟㧚ᵴേౝኈ
  ᣣߦࡏࡦ࠹ࠖࠕ⊓㍳⠪ߩ㓸ࠍ㐿ᆎߒޔᐔᚑᐕᧃߢฬߩ⊓㍳⠪ߣߥߞߚޕ
 ߔߢߦޔቇᩞߩⅣႺᢛ╬ߢੱ⊛ߦࠗࡈࡢࠢߣߒߡታᣉߒߡࠆᣇޔ߇ߚ߽ޘ╬
࠻ࡉ࡞ߦኻಣߢ߈ࠆߚߦᡰេࡏࡦ࠹ࠖࠕߦ⊓㍳ߒߡߚߛߚޔߡߒߘޕቇᩞ߆ࠄߩⷐ
ᦸߣ⊓㍳⠪ߣߩ⺞ᢛࠍࠦ࠺ࠖࡀ࠲߇ⴕޔᡰេᵴേࠍⴕߞߚޕᷡᎹዊቇᩞߢߪ␠ޔળ⑼
߳ߩᡰេᵴേߪઙޔᜬਭᄢળߩ✵⠌ᦼ㑆ߩታᣉࠦࠬߩో⏕ߩߢࡓࠗ࠲ࠠࠠޔቇ⠌
ᡰេ㧔ㅳ࿁㨪࿁㧕ㆆౕߩోὐᬌߣᢛޕવ⛔⧓⢻ߩᜰዉ╬߇ਥߥᵴേߢࠆޕ
  ᷡᎹਛቇᩞߢߪޔቇᩞߩᩞ⥢ᩞᐸㄝߩ⨲ಿޔᐸߩ᮸ᧁߩቯᬺ߇ⴕࠊࠇߚޕ
  ߎࠇࠄߪߡోޔቇᩞߣᡰេᧄㇱߩࠦ࠺ࠖࡀ࠲߇ㅪ⛊⺞ᢛࠍ࿑ࠅߥ߇ࠄขࠅ⚵ߺࠍㅴ
ߡ߈ߚޕቇᩞޔᡰេ⠪ߦߣߞߡ㊀ߊߥࠄߥߥߍࠅߐޟᡰេޕߡߒߦ࠻࠶ࡕࠍޠ
㧠㧚ᓟߩᣇะ
  ࡏࡦ࠹ࠖࠕߩᡰេน⢻ߥࡔ࠾ࡘߩ⒳ࠍ߰߿ߔߚߦੱ᧚ߩជࠅߎߒࠍߔࠆࠄߐޕ
ߦࠍࠕࠖ࠹ࡦࡏޔኻ⽎ߣߒߚ⎇ୃળࠍታᣉߒߩߘޔਛߢᡰេᵴേߩᬌ⸽ࠍⴕޔᰴߩᡰេᵴ
േߦߟߥߍߡ߈ޔᷡᎹߦሶߤ߽ߚߜߩ╉㗻ߩ⧎ࠍߚߊߐࠎດ߆ߖߚޕ



⊒࿅

࿅ฬࠁ߰ࠎῳߜ߾ࠎળ



࿅ോዪ╬ᚲ↱ᏓᏒ┙↱Ꮣ㒮ዊቇᩞౝ ቇᩞᡰេࡀ࠶࠻

⊒⠪

᳁ฬᓎ⡯Ꮉ ᔀ  ઍੱ



⊒⠪ㅪ⛊వ㧜㧥㧜㧙㧤㧞㧥㧣㧙㧠㧥㧟㧢

ᒰᣣ⊓ს⠪

᳁ฬᓎ⡯       ጊፒ ల  ቇᩞᡰេࡀ࠶࠻ോዪ ᢎ⻀

㧔⊒⠪㒰ߊ㧕 ᳁ฬᓎ⡯
ޣᒰᣣߩౠሶឝタౝኈޤ㧙⊒㧦㧟㧜ಽޔද⼏㧦㧝㧜ಽ㧙
Σ㧚࠹ࡑ߅߿ߓ߇ᄌࠊߞߚ㧍㧍ቇᩞ߇ᄌࠊߞߚ㧍㧍㨪ߣߎࠆ߈ߢޔ㨪
Τ㧚⊒⠪ߩ⡯ฬ ᳁ฬࠁ߰ࠎῳߜ߾ࠎળ ઍੱ Ꮉ ᔀ
Υ㧚⊒ౝኈ
 㧝㧚ᵴേߩ⋡⊛
ߢ߈ࠆߎߣࠍޔߦ߈ߣࠆ߈ߢޔ߇ੱࠆ߈ߢޔቇᩞߦ㑐ࠊߞߡߎ߁㧍߆߇ᄌࠊࠆ߆߽̖
 ῳⷫ߿Უⷫߩሶ⢒ߡߩᖠߺࠍ߱ߟߌวߞߡ⸃ᶖߢ߈ߚࠄߥ̖
̍ߢߖࠆખߦߥࠇ߫⦟ߎߣ߽ࠆ㧫㧞
 ⼔⠪ห჻㧒వ↢ߣߩᙣⷫࠍᷓ̍ᧄ㖸㧔߭ࠄߊߜ㧕
㧚ᵴേߩࠁߺ
 * ᐕᐲޟ
㧔⒓㧕߅߿ߓߩળ⿷⊒ߡߒߣޠ
 *ᐕᐲࠎ߰ࠁޟῳߜ߾ࠎળߦޠฬ⒓ቯߒᵴേਛ
㧟㧚ᵴേౝኈ
㧨* ᐕᐲ㧪

父親の存在を知ってもらえた

 ᢎቶߩ㒰ౕࠇୃ❲
 ࿑ᦠቶࡈࠜࡓ
 ⍾႐ࠅ㧔⒖⸳㧕
㧨* ᐕᐲ㧪

先生と児童
そして保護者の
距離が縮まった

 ᩞౝ⨲ಿᬺ  ࿁ 㧒 ᙣⷫળ
 ᬀᧁቯ㧒ᙣⷫળ
 ᩞౝࠠࡖࡦࡊ㧒ᙣⷫળ
 ࠁ߰ߞሶ߹ߟࠅῳⷫ⻠Ꮷࠦ࠽ᜂᒰ㧔㧠ࠦ࠽㧕
 ߣ߮▫ㆇ៝บゞࠅ㧒ᙣⷫળ
 ⛎ḡቶޔോዪࡈࠜࡓ㧒ᙣⷫળ
㧠㧚ᓟߩᣇะ

  㧴㧞㧜ᐕᐲ߹ߢߪ↱Ꮣ㒮ዊቇᩞߩῳߜ߾ࠎߩ㓸߹ࠅߛߞߚ߇ޔ㧴㧞㧝ᐕᐲએ㒠ߪḡᏓ㒮
 ၞߩޟ߇ޠߓ߿߅ޟሶߤ߽ߩߚ⥄ޟߦޠಽߩߚޟߦޠၞߩߚߦޠᭉߒߺߥ߇ࠄ
 ᧪ࠆࠍ߿ߞߡⴕߊ㧍ߘߒߡḡᏓ㒮ߩߋ❬ࠍޠߓ߿߅ޟᵴേࠍዷ㐿ߒߚޕ




自己実現

伝承

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ




ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ

ޣᐔᚑ㧞㧝ᐕ╙㧟࿁ᵹળޤ
⊒࿅




࿅ฬ↱ᏓᏒ㑆ਛቇᩞၞද⢒ࡀ࠶࠻ࡢࠢળ⼏
࿅ോዪ╬ᚲ↱ᏓᏒ㑆↸㑆㧝㧜㧠㧙㧝

⊒⠪


᳁ฬᓎ⡯  ᪢㊁ᖝሶ ↱ᏓᏒᝋ㑆ਛቇᩞၞද⢒ࠦ࠺ࠖࡀ࠲
⊒⠪ㅪ⛊వ ↱ᏓᏒ㑆↸㑆㧝㧜㧠㧙㧝 ߪߐ߹ߺࠄ㙚
࠹ࡑޟሶߤ߽߇⼾߆ߦ⢒ߜޔၞ߽ర᳇ߦߥࠆၞද⢒ޠ
⊒࠹ࡑ
ߣ
ᵴേౝኈ ၞ᳃ߦࠃࠆޔሶߤ߽ߩߚߩቇᩞᡰេޔၞᵴേᡰេࠍࠦ
◲නߥᵴേౝኈ
࠺ࠖࡀ࠻ߒߟߟޔᄢੱߩࡀ࠶࠻ࡢࠢൻࠍ⋡ᜰߔᵴേ
ޣᒰᣣߩౠሶឝタౝኈޤ㧙⊒㧦㧟㧜ಽޔද⼏㧦㧝㧜ಽ㧙
Σ ࠹ࡑ ޟሶߤ߽߇⼾߆ߦ⢒ߜޔၞ߽ర᳇ߦߥࠆၞද⢒ޠ
Τ ⊒⠪ߩ⡯ฬ ᳁ฬ ↱ᏓᏒၞද⢒ᝋ㑆ਛቇᩞࠦ࠺ࠖࡀ࠲ ᪢㊁ ᖝሶ
Υ ⊒ౝኈ
 㧝 ᵴേߩ⋡⊛
 ㄭᐕޔଔ୯ⷰߩᄙ᭽ൻޔੱਥ⟵ߩᮮⴕߥߤߦ߁␠ળߩᕆỗߥᄌൻߩਅޔሶߤ߽ߚߜ
ߩᷓೞߥ㗴߇↢ߓߡࠆޔߚ߹ޕㅪᏪᗵ߿ੱ㑆㑐ଥ߇Ꮧ⭯ߦߥߞߡࠆၞ␠ળ߿ኅᐸ
ᄙᔔൻᭂ߹ࠆቇᩞ߇ሶߤ߽ߩ㗴ߦᜉゞࠍ߆ߌߡࠆߣࠊࠇߡࠆ↱ޕᏓᏒߢ߽ޔ
ၞߢቅ┙ߒߚኅᐸޔሶߤ߽߿⼔⠪ߩ㗻ߐ߃⍮ࠄߥၞ߿ࠅ߽ߎ߈߭ޔਇ⊓ᩞߩఽ┬↢
ᓤߥߤ⒳ߩޘ㗴߇ߺࠄࠇࠆ⺖ޔߢߎߘޕ㗴⸃ߦะߌߡޔቇᩞၞኅᐸߩ㧟⠪߇ሶ
ߤ߽ࠍᩭߦߒߡߦะ߈วޔᢎ⢒ߩදࠍㅴࠆޟၞද⢒ߒߣ࠲ࡀࠖ࠺ࠦࠍޠ
ߡផㅴߒߡ߈ߚޕᄙߊߩᣇߦޘሶߤ߽ߦ㑐ࠊߞߡ߽ࠄ߁ߎߣߢޔሶߤ߽ߪᔃ⼾߆ߦ⢒ߜޔ
ኅᐸၞߪᵴᕈൻߒޔቇᩞߪ߶ࠎߩዋߒࠍᜬߡࠆ␠ߥࠎߘޔળߢߞߡ߶ߒߣ㗿
ߞߡࠆ␠߁߁ߘޕળߢ⢒ߟሶߤ߽ߚߜ߇ߢߥࠎߺߚ߹ޔᡰ߃ഃࠆ␠ળࠍ▽ߊ৻ຬߦߥ
ߞߡ߶ߒߣᕁ߁ޕ
㧞 ᵴേߩࠁߺ
 ٤ᐔᚑ㧝㧥ᐕ㧢  ᢥㇱ⑼ቇ⋭ᬺ⺞ᩏ⎇ⓥߩߚߦၞද⢒ࠍផㅴ
  ٤ᐔᚑ㧞㧜ᐕ㧢㨪ᄢಽ⋵ၞද⢒ផㅴᬺࠍ߁ߌ↱ޔᏓᏒߩද⢒ࡀ࠶࠻ࡢࠢ᭴▽
 ផㅴᬺࠍታ〣
 㧟 ᵴേౝኈ㨪ࠦ࠺ࠖࡀ࠲ߣߒߡ
  㧔㧝㧕ቇᩞߩⷐᦸߦᷝߞߡᔕេ࿅ࠍჇ߿ߔ
    Ԙࠥࠬ࠻࠹ࠖ࠴ࡖߣߒߡၞߩవ↢ࠍቇᩞߦ
     㧝㧕␠ળℂ⑼㖸ᭉኅᐸ⑼ߩኾ㐷⊛ߥᜰዉ  㧞㧕ߩ㛎ቇ⠌
   ԙቇ⠌ࠕࠪࠬ࠲ࡦ࠻ߣߒߡవ↢ࠍࠨࡐ࠻
     㧝㧕⠌ሼ⺒ߺ⡞߆ߖ↢ᵴ⑼࿖⺆ኅᐸ⑼ߥߤߩࠕࠪࠬ࠲ࡦ࠻
     㧞㧕㆙⿷␠ળቇߩᒁ₸ഥࡦࠦ࠰ࡄޔቇ⠌ߩഥ
    Ԛቇᩞߩᣉ⸳ᢛߦၞ߿ῳⷫߩജࠍ⊒ើ
     㧝㧕ቇᩞߩᣉ⸳⸳ߩୃ   㧞㧕ῳⷫਥߩ߰ࠇⴕߩታᣉ
    ԛሶߤ߽ࠍขࠅᏎߊⅣႺᢛ
     㧝㧕ㅢቇ〝ߩᢛޔቇᩞㄝߩᢛޔㅢቇోࡄ࠻ࡠ࡞
  㧔㧞㧕ၞ߿ኅᐸߩജࠍขࠅᚯߔ㨪ࠦ࠺ࠖࡀ࠲ߣߒߡߩ⊒ା
    Ԙ࿅߳ߩቇ⠌ળ⻠Ꮷޔၞ߿࿅߳ߩࠦ࠺ࠖࡀ࠻
    ԙ㧝ᐕ㑆ߩࠁߺ⊒ା㧔᳃㙚⑂ࠅ㧕
㧠 ᓟߩᣇะ
  㧔㧝㧕ᚑᨐߣ⺖㗴
    ٤⼾߆ߥᢎ⢒ᵴേ߇ߺࠄࠇࠆࠃ߁ߦߥߞߡ߈ߚߒޔฦᩞߩῳⷫㇱળߩᵴべ߽ߚߊߐࠎ
     ߺࠄࠇࠆޔߚ߹ޕቇᩞࠍ㐿ߊߎߣ߇ዋߒㅴࠎߢ߈ߚޕ
    ٤߹ߕቇᩞ߇᳞ࠆߎߣ߇╙㧝ᱠߢࠆޕ㐳⛯߈ߒߩ⾰ޔ㜞ᡰេࠍ⠨߃ࠆࠬ࠹࠶ࡊ
     ߦㅴߎߣ߇⺖㗴ߢࠆޕ
  㧔㧞㧕㧞㧞ᐕᐲએ㒠ߩᣇะ


⊒࿅

࿅ฬ    ਛᵤᏒᢎ⢒ᆔຬળ↢ᶦቇ⠌⺖



࿅ോዪ╬ᚲ ਛᵤᏒ⼾↰↸㧝㧠⇟㧟

⊒⠪

᳁ฬᓎ⡯  ጊᧄ ஜ๋ ਛᵤᏒၞද⢒ᝄ⥝ࡊࡦታⴕᆔຬળോዪ


⊒⠪ㅪ⛊వ ਛᵤᏒ⼾↰↸㧝㧠⇟㧟 ਛᵤᏒᢎ⢒ᆔຬળ↢ᶦቇ⠌⺖
⊒࠹ࡑ
࠹ࡑ ⻀ศߩ㉿⊒ޟද⢒ࡁࠬࠬࡔޠ
ߣ
◲නߥᵴേౝኈ ᵴേౝኈ ၞߩᢎ⢒ജࠍᵴ߆ߒޔሶߤ߽ߩஜోߥ⢒ᚑࠍ࿑ࠆ
ޣᒰᣣߩౠሶឝタౝኈޤ㧙⊒㧦㧟㧜ಽޔද⼏㧦㧝㧜ಽ㧙
Σ ࠹ࡑ  ⻀ศߩ㉿⊒ޟද⢒ࡁࠬࠬࡔޠ
Τ ⊒⠪ߩ⡯ฬ ᳁ฬ ਛᵤᏒၞද⢒ᝄ⥝ࡊࡦታⴕᆔຬળോዪ ጊᧄஜ๋
Υ ⊒ౝኈ
 㧝 ᵴേߩ⋡⊛
   ቇᩞޔኅᐸޔၞߩදߦࠃࠆᢎ⢒ߩᔅⷐᕈࠍ⊒ߒޔ⺖ᓟኻ╷ᬺޔቇᩞᡰេᬺޔ
᳃㙚ᵴേߥߤߦࠃࠅᢎ⢒ߩදࠍታ〣ߒޔၞߋࠆߺߢሶߤ߽ࠍࠅޔ⢒ߡࠆ␠ળߩഃㅧࠍ
⋡⊛ߣߔࠆޕ
㧞 ᵴേߩࠁߺ
   ᐔᚑ㧝㧢ᐕޔၞߩᢎ⢒ജࠍᵴ↪ߒߚၞሶߤ߽ᢎቶࠍ㐿ᆎޕ᳃㙚ᵴേߦ߅ߡ⋡ߩߘޔ
⊛ߩ߭ߣߟߢࠆޟቇࠎߛᚑᨐࠍ␠ળߦㆶరߔࠆߩߣߎޠ㊀ⷐᕈࠍឭޕᐔᚑ㧞㧜ᐕᧄޔታⴕ
ᆔຬળߦࠃࠅ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊࠢࠬࠢࠬߟ߆ߥޟᬺࠍޠද⢒ࡀ࠶࠻ࡢࠢߩ᭴▽ࠍ⋡ᜰߒߡ㐿ᆎޕ
ࠊߖߡޔਛᵤᏒၞද⢒ᝄ⥝ࡊࡦ╷ቯߦะߌߡߩ⺞ᩏ⎇ⓥࠍ㐿ᆎߒޔߦ⥋ߞߡࠆޕ
 㧟 ᵴേౝኈ
㧔㧝㧕⺖ᓟਛᵤሶߤ߽ᢎቶ
    ᐔᚑ㧝㧢ᐕᐲ㧟ዊቇᩞߢ㐿ᆎߒޔߪᏒౝ㧞㧝ዊቇᩞߢታᣉޕ⺖ᓟ߿ㅳᧃߦၞߩ
ᣇ߇ޘో▤ℂຬߣߥࠅޔሶߤ߽㆐ߦ᭽ߥޘ㛎ᵴേߩ႐ࠍឭଏߒߡࠆޕᐔᚑ㧝㧥ᐕᐲࠃ
ࠅ⺖ᓟਛᵤሶߤ߽ᢎቶߣߥࠅޔ⺖ᓟఽ┬ࠢࡉߣߩㅪ៤ࠍⴕߞߡࠆᧄޔߦࠄߐޕᐕᐲ
ࠃࠅޔሶߤ߽ߩቇജߩల⊛ߥ⋡⊛ࠍ߽ߟਛᵤቇ߮ߩᢎቶࠍ᳓ᦐᣣߩ⺖ᓟࠍਛᔃߦ㧝㧜ዊ
ቇᩞߢታᣉߒߡࠆޕ
㧔㧞㧕ߥ߆ߟࠬࠢࠬࠢࡊࡠࠫࠚࠢ࠻
    ᤓᐕᐲ߆ࠄᏒౝ㧝㧜ਛቇᩞߢ㐿ᆎޕ᳃㙚ࠍὐߣߒߦࠇߙࠇߘޔᩞࡀ࠶࠻ࡢࠢળ
⼏ࠍ⚵❱ߒߡࠆޕቇᩞᡰេᵴേࠍㅢߒߡޔၞߩቇᩞޔሶߤ߽ࠍࠅ⢒ߚߩࡀ࠶࠻
ࡢࠢߩ᭴▽ߣሶߤ߽ߚߜߦߣߞߡోᔃߥၞߠߊࠅࠍ⋡⊛ߣߒߡࠆޕ
    ቇᩞᡰេᵴേߣߒߡޔቇ⠌ᡰេޔቇᩞⴕᡰេޔⅣႺᢛᡰេޔࠅᡰេߥߤࠍታᣉߒ
ߡࠆޕ
㧔㧟㧕ਛᵤᏒၞද⢒ᝄ⥝ࡊࡦߩ╷ቯ
    ᐔᚑ㧝㧥ᐕߦ╷ቯߐࠇߚ⋵ߩޟၞද⢒ᝄ⥝ࡊࡦߩޠၮᧄℂᔨࠍฃߌߡޔਛᵤ ࡊࡦ
ߩ╷ቯߦ⌕ᚻߒߡࠆ߿࠻ࠤࡦࠕޕ⸥ᤨႎ๔╬ߢ⺞ޔᩏ⎇ޔⓥࠍㅴߡࠆޕ
㧔㧴㧞㧞╷ቯ੍ቯ㧕
㧔㧠㧕ߘߩઁ
    㧝ዊቇᩞ㧝᳃㙚ߣ߁ὐࠍᵴ߆ߒ⻠ޔᐳߦࠃࠆ⊒߿ੱ᧚⏕ࠍᣣᏱ⊛ߦⴕߞߡ
ࠆޕ
㧠 ᓟߩᣇะ
   ਛᵤᏒၞද⢒ᝄ⥝ࡊࡦ⻀ޟศߩ㉿ ද⢒ࡁࠬࠬࡔ╷ࠍޠቯߒታᣉߒߡߊਛߢޔ
Ꮢ᳃߳ߩ⍮ޔਛᵤߩ߳ߩቯ⌕ࠍ࿑ࠆޔߡߒߘޕᏒౝዊਛቇᩞߩਛᵤ⁛⥄ߩࠦࡒࡘ࠾
࠹ࠖࠬࠢ࡞ࠍഃㅧߒߡߊޕ








ޣᐔᚑ㧞㧟ᐕ╙㧡࿁ᵹળޤ

⊒࿅


࿅ฬ ࿖᧲Ꮢ┙ጘዊቇᩞ
࿅ോዪ╬ᚲ
 ޥᚲᄢಽ⋵࿖᧲Ꮢጘ↸ਅේ⇟


⊒⠪


᳁ฬᓎ⡯ ᩞ㐳 ጟ᧻ ኡ
⊒⠪ㅪ⛊వ6'.'OCKN
 ޥᚲᄢಽ⋵࿖᧲Ꮢጘ↸ਅේ⇟


ޣᒰᣣߩౠሶឝタౝኈޤ㧙⊒㧦㧟㧜ಽޔද⼏㧦㧝㧜ಽ㧙
Σ㧚࠹ࡑ ၞㅪ៤ࠍゲߦߒߚቇᩞ⚻༡ޟጘዊࡊࡦ㧞㧜㧝㧝
Τ㧚⊒⠪ߩ⡯ฬ᳁ฬ ࿖᧲Ꮢ┙ጘዊቇᩞ ᩞ㐳 ጟ ᧻ ኡ
Υ㧚⊒ౝኈ
㧝㧚ᵴേߩ⋡⊛
  ᬺਇᚑ┙ߩታߥߤߩ┬ఽޔቇ⠌ᗧ᰼↢ᵴᗧ᰼ߦ㒶ࠅ߇ࠄࠇߡߚᧄᩞᢎ⢒ᵴേఽޕ
┬ߩታߦቇ߮ߥ߇ࠄޔቇᩞᢎ⢒⋡ᮡ㆐ᚑߦะߌߡᢎ⡯ຬߦࠃࠆࡊࡠࠫࠚࠢ࠻࠴ࡓࠍ⸳ߌޔ
ၞද⢒ࡀ࠶࠻ࡢࠢࠍ┙ߜߍޔቇᩞᡷༀߦขࠅ⚵ࠎߛޕ

㧞㧚ᵴേߩࠁߺ
  ᧄᩞߦછߒߚ㧠ᒰೋޔᔀᐩߒߚఽ┬ၞߩ⁁ಽᨆࠍⴕޔ⏕ߦߥߞߚ⺖㗴߆ࠄࡊ
ࡠࠫࠚࠢ࠻࠴ࡓࠍ⸳ߌޔၞㅪ៤ࠍゲߦߒߚࡦࡊޟ㧞㧜㧝㧝⸳ࠍޠቯߒޔታ〣ߦ⒖ߒߚޕ
  ᤓᐕ㧠߆ࠄᧄᐕ㧞ߢ᧪ޔᩞ⠪ߪᑧߴ㧤㧜㧜ฬࠍ߃ࠆޕቇᩞḩ⿷ᐲޔၞㅪ៤ߩḩ
⿷ᐲߣ߽ߦ㧥㧡㧑ߦ㆐ߔࠆޕ

㧟㧚ᵴേౝኈ
  ߦߓߪޟሶߤ߽ࠅ߈ߩޠቇᩞ⚻༡ 㧙ޟጘዊࡊࡦ㧞㧜㧝㧝⸳ߩޠቯ 㧙
   ၞ߇ࠄߩవ↢ߛ 㧙 ቇᩞᡰេࡏࡦ࠹ࠖࠕߩ⏕┙ 㧙
  ၞ⥝ߒࠣ࡞ࡊߩߣ⚵ޠޟㅪ៤
  ⺒ߺ⡞߆ߖࡏࡦ࠹ࠖࠕቇ⠌ࠕ࠼ࡃࠗࠩࠥࠬ࠻࠹ࠖ࠴ࡖߩలታ
  ޟᬺෳⷰޟࠄ߆ޠᬺෳട ߳ޠ㧙 ᣂߚߥᢎ⢒ᵴേߩഃㅧ 㧙
  ቇ⠌ࠨࡐ࠲ߣߩㅪ៤߇↢ࠎߛޟᐜዊㅪ៤ߩޠขࠅ⚵ߺ
  㧥㧡㧑ߦ㆐ߔࠆఽ┬ߩḩ⿷ᐲ
 ዯߌޟᬤᳯዊߛࠃࠅޠ㧙 ᐢႎᵴേ߇ᷓࠆၞㅪ៤߳ߩℂ⸃ 㧙
 Ფ㧤ภ㧔㧤㧜ภ㧕⊒ⴕߩᩞ㐳ቶߛࠃࠅ

㧠㧚ᓟߩᣇะ
  ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻࠴ࡓߦࠃࠆࡦࡊޟ㧞㧜㧝㧞⸳ߩޠቯߣቢోታᣉࠍ⋡ᜰߔޕᢎ⑼ቇ⠌ߦ߅ߌࠆቇ
ᩞᡰេࡏࡦ࠹ࠖࠕߩᵴ↪ࡕ࠺࡞ࠍឭ␜ߔࠆߎߣߢޔᓟߦ↢߆ߔޕ








⊒࿅


࿅ฬ  ⋥⺖ᓟሶߤ߽ᢎቶ
࿅ോዪ╬ᚲ
  ޥᚲ  ⋥↸ᄢሼ㐳ḡ ┻↰Ꮢ⋥᳃㙚

⊒⠪


᳁ฬᓎ⡯ ፃ㊁Ꮧ⟤㧔㩖㩩㩥㩍㩨㨷㨺㩅㨺㧕ᄢႦජ㢬㧛↰ᕺሶ㧛ศ㊁⡛ሶ㧔ᜰዉ⠪╬㧕
⊒⠪ㅪ⛊వ6'.'OCKNM[QKMWPCQ"EKV[VCMGVCNILR
      ޥᚲ  ห             

⊒ᒻᑼ



ᒰᣣᜬߜㄟߺ⾗ᢱ     ࠅ     ήߒ
⊒ᤨߩ↪ᯏེࠅήߒ
ᯏེ⒳㘃     ࡁ࠻ࡄ࠰ࠦࡦ

ޣᒰᣣߩౠሶឝタౝኈޤ㧙⊒㧦㧟㧜ಽޔද⼏㧦㧝㧜ಽ㧙
Σ㧚࠹ࡑ    ⋥ޟ⺖ᓟሶߤ߽ᢎቶߩޠታ〣ႎ๔
Τ㧚⊒⠪ߩ⡯ฬ ᳁ฬ
㧔ࡊࡠ࠺ࡘࠨ㧕ፃ㊁Ꮧ⟤  㧔ᜰዉ⠪ࠅ㧕ᄢႦජ㢬㧛↰ᕺሶ㧛ศ㊁⡛ሶ
Υ㧚⊒ౝኈ
㧝㧚ᵴേߩ⋡⊛
⺖ᓟ߿ㅳᧃߥߤߦޔሶߤ߽㆐ߩᔃోߥᵴേߩὐޟዬ႐ᚲޕࠆߌ⸳ࠍޠၞߩᣇߩޘෳ↹
ࠍᓧߡޔሶߤ߽㆐ߣߦޔീᒝ߿ࠬࡐ࠷ᢥൻᵴേၞ᳃ߣߩᵹᵴേߥߤߩขࠅ⚵ߺࠍታᣉ
ߔࠆߎߣߦࠃࠅޔሶߤ߽㆐߇ၞ␠ળߩਛߢᔃ⼾߆ߦஜ߿߆ߦ⢒߹ࠇࠆࠃ߁ߥⅣႺࠍࠆޕ

㧞㧚ᵴേߩࠁߺ
*㧞㧜ᐕᐲ ⺖ᓟሶߤ߽ᢎቶࠬ࠲࠻㧝㧞⒳㘃ߩ㛎ဳᢎቶࠍታᣉ
*㧞㧝ᐕᐲ ೋઍࠦ࠺ࠖࡀ࠲ࠃࠅࠦ࠺ࠖࡀ࠲ߦᒁ߈⛮߉
㧔⠉ᐕࡊࡠ࠺ࡘࠨߣฬ⒓ᄌᦝ㧕
*㧞㧞ᐕᐲ ሶߤ߽㆐ߩቇ⠌⠌ᘠߩቯ⌕ࠍ⋡⊛ߣߒߡ↰┻ޔᏒౝోၞߢቇ߮ߩᢎቶ߇ࠬ࠲࠻
*㧞㧟ᐕᐲ 㧝㧟⒳㘃ߩ㛎ဳᢎቶߣቇ߮ߩᢎቶࠍታᣉ⊓㍳ఽ┬ߪోᩞߩ㧣ഀߩ㧢㧤ੱ㧔ೋᐕ
ᐲߩ㧞㧕

㧟㧚ᵴേౝኈ
ٟሶߤ߽ߚߜߩᵴേ
ቇᩞ߿᳃㙚ߢ⺖ᓟ߿ભᣣߦᵴേޕ

ޟ㛎ဳᢎቶޠᐕ㧟㧟࿁㧔ฦᢎቶ㧝㨪㧡࿁㧕
ޣ㧝㧟⒳㘃ߚ߁ࡦࠦ࠰ࡄޤㅧᒻ⧷ળࠢ߆߈߆ߚ⛗ᚻ⚕⨥ߘࠈ߫ࠎ
ࡂࡦ࠼ࡔࠗ࠼ࡈࡢࠕࡦࠫࡔࡦ࠻ᢱℂ㘩⢒

ޟቇ߮ߩᢎቶޠᐕ㧟㧡࿁
ٟࡊࡠ࠺ࡘࠨߩᵴേ
ᢎቶోߩ⸘↹Ḱ߅ࠃ߮㑐ଥ⠪㑐ଥᯏ㑐ߣߩㅪ⛊⺞ᢛߥߤ
ٟࠅߩᵴേ
ળ႐Ḱో▤ℂࡊࡠ࠺ࡘࠨߩߥߤ

㧠㧚ᓟߩᣇะ
ٟ⛮⛯ߒߡ߈ߚߎߣ
Ԙߎߤ߽ߚߜߦߥࠈࠈޔ㛎ࠍߐߖߚޕ
ԙၞߩੱ᧚ߦࠃࠆޔ㝯ജࠆᢎቶࠍ⛯ߌߚޕ
Ԛ㑐ଥ⠪ห჻ߩදജㅪ៤ࠍᏱߦᔃ߇ߌ᧤⚿ߩࡓ࠴ޔജߣᬺോߩല₸ࠕ࠶ࡊࠍ࿑ࠅߚޕ
ԛᄙߊߩఽ┬߇ᭉߒࠎߢෳടߢ߈ࠆࠃ߁ޔߚ߹ޔᜰዉ⠪ߥߤᄢੱߩ㑐ଥ⠪߽ᭉߒࠎߢขࠅ⚵ࠆ
ࠃ߁ࠍࠕࠖ࠺ࠗࠕޔߒวᎿᄦߒߚޕ
ٟᣂߚߦขࠅ⚵ߺߚߎߣ
  Ԙ㛎ဳᢎቶߩࡑࡦࡀൻࠍ࿁ㆱߒߚޕ
  ԙቇ߮ߩᢎቶߩቇ⠌ౝኈ㧔ߣߊߦࡊࡦ࠻㧕ࠍ♖ㆬߒߚޕ
  Ԛࠬ࠲࠶ࡈࠍჇ߿ߒߚޕ







ޣᐔᚑ㧞㧠ᐕ╙㧢࿁ᵹળޤ

⊒࿅


࿅ฬ࿅ฬ    ጊ࿖ਛቇᩞࡀ࠶࠻ࡢࠢળ⼏
࿅ോዪ╬ᚲ
ޥ㧤㧣㧝㧙㧜㧣㧝㧞    ᚲ   ਛᵤᏒጊ࿖↸ታ㧝㧟㧜


⊒⠪


᳁ฬᓎ⡯ ᫃ේ⼾⟤ጊ࿖ਛቇᩞද⢒ࠦ࠺ࠖࡀ࠲
⊒⠪ㅪ⛊వ
6'.㧜㧥㧜 㧞㧡㧜㧣 㧡㧤㧝㧝 'OCKN[COCMWPKEJKKMK"PMQEVPGVLR
ޥ㧤㧣㧝㧙㧜㧣㧝㧞 ਛᵤᏒጊ࿖↸ਛ㧠㧟㧠㧥

ޣᒰᣣߩౠሶឝタౝኈޤ㧙⊒㧦㧞㧡ಽޔද⼏㧦㧝㧜ಽ㧙
Σ㧚࠹ࡑ  ޟጊ࿖ߞሶߪၞߩቲ ᐢ߇ࠇᡰេߩベ  ޠ
Τ㧚⊒⠪ߩ⡯ฬ ᳁ฬጊ࿖ਛቇᩞද⢒ࠦ࠺ࠖࡀ࠲   ᫃ේ ⼾⟤
Υ㧚⊒ౝኈ
 㧝㧚ᵴേߩ⋡⊛
 ၞߩ࿅߿ੱߩജࠍቇᩞᢎ⢒ߦᵴ߆ߒޔቇᩞኅᐸၞߩදߦࠃߞߡᔃ⼾߆ߥጊ࿖
ߞሶࠍ⢒ߣߣ߽ߦቇᩞᡰេࠍㅢߒߚၞߠߊࠅߢၞߩᢎ⢒ജࠍ㜞ࠆޕ
㧞㧚ᵴേߩࠁߺ
ᐔᚑ㧞㧜ᐕᐲቇᩞᡰេၞᧄㇱᬺ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊࠢࠬࠢࠬߟ߆ߥޟᬺ㨩ߣߒߡਛᵤᏒౝߔ
ߴߡߩ㧝㧜ਛቇᩞߦࡀ࠶࠻ࡢࠢળ⼏߇⊒⿷ߩߟߣ߭ߩߘޕጊ࿖ਛቇᩞߪ㧝ߟߩਛቇᩞߣ
㧝ߟߩዊቇᩞ߆ࠄߥࠆޕቇᩞ߆ࠄߩᡰេⷐ⺧⸘↹ߦၮߠߡޔᐕ㑆ࠍㅢߒߡ⛮⛯⊛ߥቇᩞᡰេ
ࠍታᣉߒߡࠆޕᐔᚑ㧞㧝ᐕᐲ߆ࠄߪޔቇᩞߣㅪ៤ߒޔቇᩞ㐿ᣣߩᣣߦቇᩞᡰេ⠪⎇ୃળࠍ
㐿ޕᡰេ⠪߇ߞߚᬺߩෳⷰ߿ᢎ⡯ຬ⼔ޔ⠪ޔၞ᳃߇หߓ࠹ࡉ࡞ߦ⌕߈ᗧ឵
ࠍⴕ߁ಽᢔળߩ㐿ߥߤࠍㅢߒߡޔቇᩞኅᐸၞߩදߦࠃࠆਃㇹߞሶߩ⢒ᚑࠍㅴߡ
ࠆޕ
 㧟㧚ᵴേౝኈ
Ԙቇᩞߩଐ㗬ⷐ⺧ࠍ߁ߌߡၞߩ࿅߿ੱ߇ᡰេ
  ᬁ⨧ߩߎ߹ᛂߜޔᬁ⨧⁚ࠅޔᬁ⨧ߩᢱℂޔ᪸⁚ࠅߣ↢↥⠪ߣߩᵹࠂ߭ࡦ࠹ࠞࡦࠣޔ
߁ߚࠎߩ⧣ᬀ߃ߣⓠᓟߩ߭ࠂ߁ߚࠎߩ⛗ઃߌޔㆇേળᤨߩ⋆〭ࠅޔ㊁⩿ᬀ߃ࠅߊߠ☨ޔ㛎
ޔኅᐸ⑼ࡒࠪࡦቇ⠌ᡰេ❔ⵙޔቇ⠌ᡰេޔ⢒⑼᳓ᵒᜰዉᡰេޔ⡯႐㛎⧎ޔᬀ߃╬ⅣႺᢛ
ᡰេߣߐࠆ߰ޔត⸰ޔᤄߩߘ߮㛎ޔ࿑Ꮏ⑼⛗ᚻ⚕ቇ⠌ޔᐔᬺࠅߊߠߒ߆߆ޔ㧔߆
߆ߒࡢ࡞࠼ߦෳട㧕╬ޕ
ԙጊ࿖ᩞቇᩞᡰេ⠪⎇ୃળߩ㐿
ਃㇹዊቇᩞቇᩞ㐿ᣣߣㅪ៤ߒߡ㐿
ᡰេ⠪߇ߞߚᬺߩෳⷰ
ቇᩞޔኅᐸޔၞߩઍ㑆ᗧᵹಽᢔળ㧔㧠㨪㧡ࠣ࡞ࡊ㧕
⻠Ṷળ
Ԛጊਛቇ߮ߩᐢ႐
  ਛቇᩞߩቇᩞ㐿ᣣߦ߅ߦߥߞߡࠆၞߩᣇࠍ↢ᓤߣߒߡㄫ߃ߒޔਛቇᩞℂ⑼ߩታ㛎
߿⟤ⴚߩᬺࠍ㛎ߒߡߚߛߡࠆޕቇᩞᡰេߩㅒࡃ࡚ࠫࡦߣ߽⸒߃ࠆޕ
㧠㧚ᓟߩᣇะ
  㜞㦂ൻ㧔ጊ࿖㜞㦂ൻ₸㧠㧠㧚㧢㧑㧕ੱޔญߩᷫዋ߇ㅴ⁁ᴫߩਛޔᡰេ⠪ߩੱ᧚⏕߇
㕖Ᏹߦ෩ߒߊߥߞߡߊ߇ޔᡰេ⠪⎇ୃળ߿ቇ߮ߩᐢ႐ߥߤࠍߐࠄߦ㝯ജߩࠆขࠅ⚵ߺߦߔ
ࠆߎߣߦࠃߞߡޔၞ᳃ߦᧄᵴേߩࠃߐࠍ⍮ߞߡ߽ࠄ߁ᯏળࠍߟߊࠅޔቯᐕᓟߩ㨁࠲ࡦ⠪
߿⼔⠪ߥߤߩੱ᧚ߩជࠅߎߒࠍ࿑ߞߡߊޕ

⊒࿅


࿅ฬ  ₿⃨↸┙₿⃨ਛቇᩞ
࿅ോዪ╬ᚲ
  ޥᚲ ₿⃨₿⃨↸ᄢሼጊ↰㧟㧞㧤⇟ߩ㧝

⊒⠪


᳁ฬᓎ⡯  ᫃ේ ᢅ  ₿⃨↸┙₿⃨ਛቇᩞ ᩞ㐳
⊒⠪ㅪ⛊వ6'.'OCKNMCLKYCTCVQUJKCMKB"QGPGFLR
 ޥᚲ ₿⃨₿⃨↸ᄢሼጊ↰㧟㧞㧤⇟ߩ㧝

⊒ᒻᑼ



ᒰᣣᜬߜㄟߺ⾗ᢱ     ࠅ     ήߒ
⊒ᤨߩ↪ᯏེࠅήߒ
ᯏེ⒳㘃 ࡄ࠰ࠦࡦߦࠃࠆࡄࡢࡐࠗࡦ࠻ࡦࠢࠬޔ࠲ࠢࠚࠫࡠࡊޔ

ޣᒰᣣߩౠሶឝタౝኈޤ㧙⊒ද⼏วࠊߖߡ㧟㧡ಽ㧙

Σ㧚࠹ࡑ ޟၞߣߣ߽ߦࠆቇᩞߠߊࠅ㨪₿⃨ਛߩឭ᩺ޠ
Τ㧚⊒⠪ߩ⡯ฬ ᳁ฬ ₿⃨↸┙₿⃨ਛቇᩞ ᩞ㐳 ᫃ේ ᢅ
Υ㧚⊒ౝኈ
 㧝㧚ᵴേߩ⋡⊛ ޟၞߩᵴᕈൻߩᓴⅣࠪࠬ࠹ࡓ ߡߒߣޠ
ψ ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖࠬࠢ࡞ࠍዉߔࠇ߫ቇᩞ߇ᄌࠊࠆ
     ᢎᏧ߇ᄌࠊࠇ߫ ψ ሶߤ߽ߪᄌࠊࠆ ψ ኅᐸ߇ᄌࠊࠆ ψ ၞ߇ᄌࠊࠅ
    ψ ↸߇ᄌࠊࠆ 
     
㧞㧚ᵴേߩࠁߺ
ᧄᩞߢߪޔ᳗ᐕޔቇᩞ߇⨹ࠇ↢ޔᓤߚߜ߇⪭ߜ⌕ߡᬺࠍฃߌࠆⅣႺߢߥ߆ߞߚޕ
     ߎߩߎߣ߇ޔቇജജߩૐਅߩⷐ࿃ߩ߭ߣߟߢߞߚޕ
     ߎߩ⺖㗴⸃ߩߚߦߪޔቇᩞߛߌߢߪ㒢⇇߇ࠅޔቇᩞߣ⼔⠪ၞ᳃߇⋡ᮡ
ࠍߒ৻ޔߣߥߞߡၞߩሶߤ߽ߚߜࠍߪߋߊࠎߢߊߚߦࠬࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޔ
ࠢ࡞ޟቇᩞㆇ༡ද⼏ળޔߡߒ⟎⸳ࠍޠၞߣߣ߽ߦࠆቇᩞߠߊࠅࠍㅴߡࠆޕ

 㧟㧚ᵴേౝኈ
     Ფ㧝࿁ޔቇᩞㆇ༡ද⼏ળࠍ㐿ߒ⼔ޔ⠪߿ၞߩ⊝ߐࠎ߇ቇᩞㆇ༡ߦෳ↹ߒߡޔ
ቇᩞߠߊࠅޔၞࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖߠߊࠅࠍㅴߡࠆޕ
     ᩞ㐳߇ᚑߔࠆቇᩞᢎ⢒⋡ᮡ߿ᐕ㑆ߩᜰዉ⸘↹ߥߤߩቇᩞㆇ༡ߩၮᧄᣇ㊎ߩᛚ
     ቇᩞᢎ⢒ᵴേ߳ߩᡰេ㧔ၞੱ᧚ࡏࡦ࠹ࠖࠕߩቇ⠌ᡰេޔ༡❲ᣉ⸳▤ℂߥߤ㧕
     ၞੱ᧚ߩࡀ࠶࠻ࡢࠢࠍᵴ↪ߒߚ⡯႐㛎ቇ⠌ߥߤߩ⡯႐㐿ᜏ
     ቇᩞ߇ޟቇᩞߛࠃࠅࠍ╬ޠᵴ↪ߒߡቇᩞᢎ⢒ᵴേߩᖱႎឭଏ
     ⼔⠪߿ၞߩᗧࠍᢎ⢒ᵴേߦᤋߔࠆߚߩᾫ⼏
     ၞߩⷐ⺧ߦᔕߓߡޔሶߤ߽ߚߜ߇ၞߩ৻ຬߣߒߡޔၞߩ߅⑂ࠅߥߤ߳ߩෳട

㧠㧚ᓟߩᣇะ
     ቇᩞࠍὐߣߒߚ⋡߇ޠࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ࡞ࠢࠬޟᮡ
     ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖࠬࠢ࡞ࠍዉߒߚߎߣߢޔቇᩞߣၞᣇߦࡔ࠶࠻ࠍ↢ޕ
     ቇᩞ߇ၞߣⲢว㧩ද㧩ࡄ࠻࠽ࠪ࠶ࡊ
     Ԙၞ᳃ߩቇᩞㆇ༡߳ߩෳ↹ߩଦㅴޔԙၞജ㧔ၞߩੱ᧚⾗Ḯ㧕ࠍᵴ߆ߒߚ
ቇᩞᡰេޔԚቇᩞജࠍᵴ߆ߒߚၞߠߊࠅ㧔ၞ⽸₂ߥߤ㧕





ޣᐔᚑ㧞㧡ᐕ╙㧣࿁ᵹળޤ
⊒࿅

⊒⠪


࿅ฬ ⼾㓁ਛቇᩞࡀ࠶࠻ࡢࠢળ⼏
࿅ോዪ╬ᚲ
ޥ871-0027 ᚲ ਛᵤᏒች᳗29-1㧔⼾↰᳃㙚㙚㐳㧕
᳁ฬᓎ⡯ ട᧪ਭ㓶⼾㓁ਛቇᩞද⢒ࠦ࠺ࠖࡀ࠲
⊒⠪ㅪ⛊వ TEL 0979-24-6916 E-mail ph-toyoda@city-nakatsu.jp


Σ㧚࠹ࡑ ቇᩞߣදߒߚᡰេࡊࡠࠣࡓߦߟߡ 㨪⼾㓁ਛቇᩞࡀ࠶࠻ࡢࠢળ⼏ߩታ〣ࠃࠅ㨪
Τ㧚⊒⠪ߩ⡯ฬ ᳁ฬ ട᧪ਭ㓶⼾㓁ਛቇᩞද⢒ࠦ࠺ࠖࡀ࠲㧔⼾↰᳃㙚㐳㧕
Υ㧚⊒ౝኈ
㧝㧚ᵴേߩ⋡⊛
ਛᵤᏒၞද⢒ᝄ⥝ࡊࡦផㅴᬺߩ⋡⊛ޟၞߋࠆߺߢ߽ߤ߽ࠍࠅޔ⢒ోᔃ
ߥၞߠߊࠅ⼾ޔߣ߽ߩޠ㓁ਛቇᩞߩࡀ࠶࠻ࡢࠢࠍ᭴▽ߒޔቇᩞኅᐸၞ߇දߒߡ
ቇᩞᡰេޔ⺖ᓟᡰេࠍⴕ߁ߎߣࠍㅢߒߡ⼾ޔ㓁ਛቇᩞߩၞߠߊࠅᵴേࠍផㅴߔࠆޕ
㧞㧚ᵴേߩࠁߺ
  ᐔᚑ㧞㧜ᐕᐲቇᩞᡰេၞᧄㇱᬺ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊࠢࠬࠢࠬߟ߆ߥޟᬺߡߒߣޠਛᵤᏒౝߔ
ߴߡߩ㧝㧜ਛቇᩞߦᩞࡀ࠶࠻ࡢࠢળ⼏߇⊒⿷⼾ߩߟߣ߭ߩߘޕ㓁ਛቇᩞߪ㧝ߟߩਛቇ
ᩞߣ㧞ߟߩዊቇᩞ㧔⼾↰ዊޔᴒઍዊ㧕߆ࠄߥࠆޕቇᩞ߆ࠄߩᡰេⷐ⺧⸘↹ߦၮߠߡޔᐕ㑆ࠍ
ㅢߒߡ⛮⛯⊛ߥቇᩞᡰេࠍታᣉߒߡ߅ࠅޔቇᩞᡰេᵴേߪᩞߦቯ⌕ߒߡ߈ߡࠆߩߘޕਛߢ
ޔਛቇᩞ߳ߩᡰេᵴേߦߟߡޔᩞࡀ࠶࠻ࡢࠢળ⼏߆ࠄቇᩞߦቇ⠌ࡊࡠࠣࡓࠍឭ᩺ߔࠆ
ҋឭ᩺ဳҌߩᡰេᵴേߣቇᩞߣදߒߥ߇ࠄቇ⠌ࡊࡠࠣࡓࠍᒻᚑߒߡߊҋදဳҌߩᡰេ
ᵴേ߇↢߹ࠇߡ߈ߡࠆޕ
㧟㧚ᵴേౝኈ
 Ԙޟᐔࠍ㗿߁㓸ળ㧔ోᩞ㧕ޠᐔቇ⠌ᡰេᵴേҋឭ᩺ဳҌ
  ࡀ࠶࠻ࡢࠢળ⼏ߦ߅ߡޔਛቇᩞ߆ࠄ㧤㧢ᣣߩᐔ㓸ળߩ⻠Ꮷ⚫ߩଐ㗬ࠍฃߌߡᬌ⸛
ࠍᆎࠆޕᐕᚢ㛎⠪ࠍ⚫ߒߡߚ߇ޔᐕߪᚢࠍ↢ᓤ߇りㄭߦᗵߓࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ
ࠃ߁ߦߣޔਛቇᩞ߆ࠄ߽ࠃߊ߃ࠆጊޟ㕙ጊߩޠᐔߦ߹ߟࠊࠆ߽ߩࠍ⠨߃ߚޕਃశ
ߩⷰశࡏࡦ࠹ࠖࠕߣ᛬ⴣߒޔቇ⠌ലᨐࠍߐࠄߦ㜞ࠆߚߦ⺆ࠅߛߌߢߥߊ⦼⚕ޔዬ߿ᐔ
ߩޟᐔߩἫߛࠎߥߜߦޠἫ߅ߎߒ㛎ߥߤߩᵴേ߽ขࠅࠇޔቇᩞߦឭ᩺ߒߚޕ
ԙޟ⡯ᬺੱߦቇ߱㧔㧝ᐕ㧕ޠㅴ〝ቇ⠌ᡰេᵴേҋදဳҌ
  ਛቇᩞߩᜂᒰᢎ⻀ߣ⸘↹ߩⷐߦߟߡᛂߜวࠊߖࠍߔࠆਛߢ↢ޔᓤߩᏗᦸ⡯⒳ࠍᛠីߔࠆ
ߎߣ߇ᔅⷐߢࠆߎߣࠍ⏕ߒߚޕᓟᣣޔቇᩞ߆ࠄᏗᦸ⡯⒳߇ឭ␜ߐࠇߩߘޔ⡯⒳ߦၮߠ߈⻠
Ꮷࠍㆬቯߒߡߞߚߩߘޕਛߢޔㄘᬺಽ㊁ߢ߅⨥ߩ↢↥ߢㄘᨋ᳓↥ᄢ⤿ᓆࠍฃߌߚੱߪ↢ޔ
ᓤߦߗ߭⡞ߡ߽ࠄߚ⡯ᬺੱߩ৻ੱߣߒߡឭ᩺ߒߚޕ
㧠㧚ᓟߩᣇะ
  ቇᩞ߿ၞߩℂ⸃߽ᷓ߹ࠅޔቇᩞᡰេᵴേߪቯ⌕ࠍߒߡࠆ߇ޔቇᩞ߆ࠄߩ৻ᣇ⊛ߥⷐ⺧
ߦᔕ߃ࠆߛߌߢߩᓮ↪⡞߈⊛ߥᡰេᵴേߢߪߥߊޔၞ߇ᜬߟੱ᧚ੱ⣂ࠍ⠨ᘦߒߥ߇ࠄޔ
ၞߩᕁ߿ሶߤ߽ߦߟߌߚജࠍቇᩞߣߒޔቇᩞᢎ⢒ᵴേߦᤋߢ߈ࠆࠃ߁ߥᡰេࡊࡠࠣ
ࡓࠍታⴕߔࠆߎߣߪߩࠄ߆ࠇߎޔᢎ⢒ߩදߩផㅴߦ߅ߡ㊀ⷐߥߎߣߛߣᕁ߁ߚߩߘޕ
ߦߪ߇࠲ࡀࠖ࠺ࠦޔቇᩞߩታᖱࠍචಽᛠីߒޔㅪ៤ද⼏ߒߥ߇ࠄᡰេߢ߈ࠆࡊࡠࠣ
ࡓࠍⓍᭂ⊛ߦឭ᩺ߒߡߊߎߣ߇ᄢಾߢࠆߣ⠨߃ࠆޕ
  ᧄᐕᐲ↰⼾ޔ᳃㙚ߪ㐿㙚㧞㧜ᐕࠍㄫ߃⸥ޔᔨᑼౖߦ߅ߡߡߚࠄޔၞߠߊࠅߩ
ὐߣߒߡ᳃㙚ࠍ⟎ߠߌࠆߎߣ߇⏕ߢ߈ߚ⸥ߩߘޕᔨᬺߩ৻Ⅳߢޔ᳃㙚ࡏࡦ࠹ࠖࠕ
ߩੱ᧚⊓㍳ࠍㅴࠆߎߣߣߥߞߚޕᓟߐࠄߦޔᡰេߩベ߇ᐢ߇ߞߡߊߎߣߦࠃߞߡ⼾ޔን
ߥੱ᧚߇⏕ߢ߈ߣ߈↢߈↢߇ੱߩࠄࠇߘޔᵴേߢ߈ࠆᩞߦߥࠆߎߣࠍᦼᓙߒߡࠆޕ

⊒࿅


࿅ฬ   ↱ᏓᏒᩞࡀ࠶࠻ࡢࠢળ⼏
࿅ോዪ╬ᚲ
ޥ㧤㧣㧥㧙㧡㧝㧜㧞ᚲ
  ↱ᏓᏒḡᏓ㒮↸Ꮉ㧟㧣㧡㧤㧙㧝

⊒⠪


᳁ฬᓎ⡯  ḡᏓ㒮ਛቇᩞࠦ࠺ࠗࡀ࠲ ᪢የ⍫ઍ⇊
⊒⠪ㅪ⛊వ TEL 090-1922-4060 E-mail
umeo-yayoi@city.yuhu.oita.jp
ޥ879-5114 ᚲ
 ↱ᏓᏒḡᏓ㒮↸Ꮉർ㧠㧤㧥㧙㧞

ޣᒰᣣߩౠሶឝタౝኈޤ㧙⊒㧦㧞㧡ಽޔද⼏㧦㧝㧜ಽ㧙
Σ㧚࠹ࡑ     ޟḡᏓ㒮ਛቇᩞၞද⢒ޠ
Τ㧚⊒⠪ߩ⡯ฬ ᳁ฬ  ḡᏓ㒮ਛቇᩞࠦ࠺ࠗࡀ࠲ ᪢የ⍫ઍ⇊
Υ㧚⊒ౝኈ
㧝㧚ᵴേߩ⋡⊛
  ሶߤ߽ߚߜࠍขࠅᏎߊⅣႺ߇ᕆỗߦᄌൻߔࠆਛޔቇᩞኅᐸၞ␠ળߩߘࠇߙࠇߩᯏ⢻߇
ૐਅߒߡࠆޟߢߎߘޔቇᩞኅᐸၞߩㅪ៤ߩࠇߙࠇߘޠᢎ⢒ᯏ⢻ࠍቢⲢวߒදߒ
ߡሶߤ߽ࠍ⢒ߡߡߊߚߩߠߊࠅޟද⢒ޕ߁ⴕࠍޠ
㧞㧚ᵴേߩࠁߺ
  ↸ౝੱዊቇᩞੱਛቇᩞੱ ⸘ੱߩቇᩞᡰេߪᐔᚑᐕࠃࠅᡰេࠍߒߡ
ߚ߇ޔᒰᤨߪߥ߆ߥ߆ቇᩞ႐ߦߪฃߌࠇࠄࠇߕ⊓ߪࠄ߆ࠕࠖ࠹ࡦࡏޔ㍳ߒߜࠂࠎߩߦ
⇟߇ߥߣ⸒ࠊࠇߚߎߣ߽ߞߚޕᐔᚑᐕࠃࠅၞද⢒ߣߒߡᆎേߒߡߊਛߢޔᓢߦޘ
ၞߩੱ᧚ࠍᵴ↪ߒߡߊࠇࠆࠃ߁ߦߥߞߚޕ
㧟㧚ᵴേౝኈ
 ᐕᐲቇᩞ߆ࠄ⋥ធࠕࠖ࠹ࡦࡏޔᵷ㆜ࠍߔࠆએᄖߦޔၞද⢒߳ߩଐ㗬߇ߞߚᤨߦ⚫
ᐜ⒩⢒ఽࠨࡐ࠲ᡰេߪㅢᐕ↱ޕᏓ㒮ዊᐕ࿖⺆⺒ߺ⡞߆ߖޕḡᐔዊోቇᐕᦺቇ⠌▚ᢙ٤ઃ
ߌ↱Ꮣ㒮ዊᐕၞߦដߌߡߩᵹ㧔ᤄߩㆆ߮㧕ޕᐕࠢࡉᵴേ↢ߌ⧎ޕᐕ↰ᬀ߃㨪
Ⓑಿࠅ㧔ήㄘ⮎ᩱၭ㧕ޕᐕᜂછߩߟ߱߿߈ࠃࠅኅᐸ⑼࠰ࠗࡦࠣ㧔ࠛࡊࡠࡦ❔㧕ޕ㧼㨀㧭ᵴ
േⷫሶ㘩⢒ḡᐔዊޟ㝼ࠍߐ߫ߊޠᎹዊޟᾚㄟߺࡂࡦࡃࠣ㧒㘩↱ޕޠᏓ㒮ዊޟ⍹၂߽ߜߟ
ߊࠅޕޠḡᏓ㒮ਛޟᐔ㓸ળḩᎺࠃࠅḡᏓ㒮߹ߢ↱ޠᏓ㒮ዊޟ⠧ੱࠢࡉߩ߅ߓߜ߾ࠎߣ
ᤄߩㆆ߮ޕޠ

㧠㧚ᓟߩᣇะ
 ၞද⢒ߩቇᩞᡰេߪቇᩞ߆ࠄߩଐ㗬߇ߞߡ⚫ࠍߒߡߚ߇ޔᓟߪ߁߁ߎޟᣇ߇߹
ߔࠃߣޠቇᩞߦ⚫ࠍߒߥ߇ࠄޔቇᩞ߆ࠄᏫߞߚሶߤ߽ߚߜ߇ၞߢᔃోߦㆊߏߖࠆ႐
ߠߊࠅࠍߑߔޕቇᩞߩሶߤ߽ߚߜ߇⥄ᴦ᳃㙚ߦ᧪ߚߎߣ߇߈ߞ߆ߌߢ⥄ޔᴦ᳃㙚ߦ⥄ಽ
ߚߜ߽ర᳇ߦㆊߏߖࠆ㘩ߩቇ߮߿߽ߩߟߊࠅࠍᭉߒ႐ሶߤ߽ߚߜ߽ቇᩞᏫࠅߦነࠇࠆ႐
߽ⷫ৻✜ߦᭉߒࠆ႐ࠍߟߊࠈ߁ߣᵴേ߇ᆎ߹ࠆޟޔߙࠇߎޕၞߩᵴᕈൻޠ㜞㦂⠪␠ળߩర
᳇ߩḮ߽ࠄ߆ࠇߎޕㅴࠎߢቇᩞᡰេ⼔ߡߒߘޔ⠪ߦߪሶߤ߽ߣ㑐ࠊࠇࠆߩߪ߁ࠂߒߢޟ㧍
ߣޠવ߃ߡ߈ߚޕ




╙㧞▵ දߩਥߣߒߡᐭᏒߢታᣉߒߚᢥㇱ⑼ቇ⋭ᬺߩផㅴ
 

ޣ㧝         ޤᐔᚑ㧞㧡ᐕᐲᢥㇱ⑼ቇ⋭ᬺ
ޟቇᩞߣၞߩᣂߚߥදߩ᭴▽ߩߚߩታ⸽⎇ⓥޠ

 ᧄᬺࠍฃ⸤ߔࠆߦߚࠅޔᐭᏒᢎ⢒ᆔຬળ╬ߣߩㅪ៤ߦࠃࠅ⁁ࠍᰴߩࠃ߁ߦಽᨆߒᧄޔᬺߩ
ᣇะᕈࠍડ↹ߒޔታᣉߒߡ߈߹ߒߚޕ

㧝㧚ᄢಽ⋵ᐭᏒߦ߅ߌࠆ⸃ߔߴ߈⺖㗴
 ᐭᏒߩ⁁
 ᐭᏒߩዞᬺ⠪ᢙߪ  ੱ㧔ᐔᚑ  ᐕ㧕ߢࠆ߇ੱ  ߜ߁ߩߘޔ㧔ห㧕ߪ  ᰴ↥ᬺ߳ዞᬺߒߡ
߅ࠅޔరᄢቇ╬ߩතᬺ↢ߩᄙߊߪరߩⷰశᬺࠍਥߣߔࠆ  ᰴ↥ᬺ߳ߩዞᬺࠍ⋡ᜰߒߡࠆޕᣣᧄߩ᷷
ᴰࠍᵴᕈൻߐߖࠆߦߪ߰ࠆߐߣᗧ⼂ߩ㉯ᚑߣᐭ߳⸰ࠇࠆᣇ߳ߩ߅߽ߡߥߒߩᔃࠍ߽ߞߚੱ᧚ߩ⢒ᚑ
߇᳞ࠄࠇߡࠆ ޕ
 ߘ߽ߘ߽ᣣᧄߦߪ  ࠞᚲࠍ߃ࠆ᷷ᴰ߇ࠆ߇ޔᐭߩḮᴰᢙߪ  ࡩᚲએߢᣣᧄߩ✚Ḯᴰᢙ
ߩ⚂  ಽߩ  ࠍභޔᣣᧄࠍઍߔࠆ᷷ᴰߣ߃ࠆߚ߹ޕᐭߪࠕࠫࠕ߆ࠄߩࠕࠢࠬߩ⦟ߐߦࠃࠅ㖧
࿖ޔਛ࿖ߣߞߚᄖ࿖߆ࠄߩⷰశቴߪᄙߎߣ߆ࠄޔ࿖㓙ળ⼏ⷰశㇺᏒߦ߽ቯߐࠇߡࠆߥ߁ࠃߩߎޕ
┙․ᕈߩ⦟ߐߦട߃߽ߘ߽ߘޔᣣᧄੱ߇↢߹ࠇߥ߇ࠄߦߒߡᜬߞߡࠆ⋧ޔᚻߦ༑ࠎߢ߽ࠄ߁ߚߦᔃ
ࠍዧߊߔߣ߁ߩߒߥߡ߽߅ޟᔃߪޠ⇇ߦࠆޟᒝߺޕࠆ߃ߣޠ
 ߘߎߢᧄޔᬺߦ߅ߡߪሶߤ߽ߩ㗃߆ࠄޟᐭࠍᗲߒߦࠅޔᕁࠆࠇ⸰ޔᣇ߳ߩ߅߽ߡߥߒߩᔃࠍ⢒
ᚑߔࠆޔⴕࠍࠅߊߠࡓࡘࠠࠞߩߚޠ᧪ߩၞࠍᜂ߁ੱ᧚ߩ⢒ᚑࠍߣ߅ߒߚၞߩᵴᕈൻࠍ⋡ᜰ
ߔ߽ߩߢࠆޕ
 ߒ߆ߒޔ
ᐭᏒߪⷰశߩⴝߣߒߡᩕ߃ޔ
⁜ࠛࠕߩⴝਛߦ㧣ਛቇᩞߣ㧝㧠ߩዊቇᩞ߇ࠅ
㧔ቇᩞࠍ㒰ߊ㧕
ޔ
ో࿖⊛ߥะߢ߽ࠆ߇ޔሶ⢒ߡߦ㑐ࠊࠅ߇⭯ⷫߩჇട߿ၞ᳃ߩሶߤ߽߳ߩή㑐ᔃߥߤޔሶߤ߽ࠍ⢒ߡ
ࠆⅣႺ߇චಽߢߥߣ߁ߎߣ߽ᜰ៰ߐࠇߡࠆޕሶߤ߽ߚߜߪ࠹ࡆ߿ࠥࡓᯏ៤Ꮺ㔚ߦ࿐߹ࠇޔኅᣖ
⊛ߦߪᩭኅᣖൻ߇ㅴਛߢ߿✼ⴊߥ߁ࠃߩߡߟ߆ޔ✼ߩ㑐ଥ߇⭯ࠇߚⅣႺߩਛߢ⢒ߞߡࠆޔߚ߹ޕၞߩ
ᄢੱ߽ߩߘࠃ߿ߣߎߩੱઁޔኅߩߦߪ㑐ࠊࠄߥߊߥߞߡࠆޔࠄ߆ߣߎߚߒ߁ߎޕᐭᏒߦ߅ߡ߽ޔዊਛ
ቇ↢ߩቇജૐਅߣ߁⺖㗴߿ޔਛቇ↢ߩ㕖ⴕޔዊቇ↢ߩ↢ᵴᘒᐲߩ㗴ߥߤޔᄙߊߩ⺖㗴ࠍᛴ߃ߡࠆޕ

 ቇᩞᢎ⢒ߦ߅ߌࠆਥߥ⺖㗴
Ԙቇജะ߮ࠠࡖࠕᢎ⢒ߩផㅴ
   ψၞߦࠆᄢቇ߿᳃ߩቇ⠌ᵴേ߳ߩᡰេࠕࠖ࠹ࡦࡏޔᵴേ߳ߩදജޔ⡯႐㛎ߩฃߌࠇᜰዉ
ߥߤޔၞ߆ࠄߩⓍᭂ⊛ߥᢎ⢒ᡰេᵴേ߇ᦸ߹ࠇࠆޕ
ԙޟޠߓޟਇ⊓ᩞޟޠ㗴ⴕേ⸃ߩޠᶖ
  ψኅᐸ߿ၞߦ߅ߡ⺖ᓟ߿ભᣣ╬ߩఽ┬↢ᓤᜰዉ㧔ࠪࠬ࠹ࡓ㧕ߠߊࠅ߿ޔᐕ㑆ࠍㅢߒߚޟో
ᔃⅣႺᵺൻߩޠᵴേ߇ᦸ߹ࠇࠆޕ
Ԛࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦ⢻ജߣജߩะ
    ψኅᐸ߿ၞߦ߅ߡᣣᏱ⊛ߥࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦࠍ࿑ࠆߎߣ߿ޔㇱᵴേஜ⢒⑼ᬺ߳ߩ   

ኾ㐷⊛ᜰዉ⠪ߦࠃࠆᡰេ╬߇᳞ࠄࠇࠆޕ
 ၞߩ․ᕈ
 ᐭᏒߦߪ┙㙚ࠕࠫࠕᄥᐔᵗᄢቇ㧔㧭㧼㨁㧕ޔᐭᄢቇޔḴㇱቇ⍴ᦼᄢቇ߇ࠅᄙᢙߩᄖ࿖ੱ⇐ቇ
↢߇㐳ᦼṛߒߡ߅ࠅ߇ࠖ࠹ࠖ࠾ࡘࡒࠦߩ⥄⁛ޔሽߔࠆ⇣ޕᢥൻߣߩⲢว߇ਇนᰳߥᖱߩߥ߆⇐ޔ
ቇ↢ߩߘࠇߙࠇߩ࿖ߩᢥൻޔ⺆⸒ޔ⠌ᘠࠍሶߤ߽㆐ߦឭଏߒ࡞ࡃࡠࠣޔൻߩផㅴࠍᏒౝߩዊਛቇᩞߦᶐ
ㅘߒߊߎߣ߇᳞ࠄࠇߡࠆޕ

 ᢎ⡯ຬߩᗧ⼂
 ߎࠇ߹ߢߦᣣᏱ⊛ߥቇᩞᡰេߩࠪࠬ࠹ࡓ߿ޔሶߤ߽ߚߜ߳ߩᡰេߩലᨐߥߤࠍචಽߦ⚻㛎ߒߡߥᢎ
⡯ຬ߇ᄙޟޕᢎ⡯ຬ┙߁ߣޠ႐⥄ޔߪߕ߹ޟಽߚߜ߇ߒߥߌࠇ߫߁ߣޠᗵߣޟޔሶ
ߤ߽ߚߜߩߚߦߪ⼔ޔ⠪ߦ߽߅㗿ߒߚߎߣ߇⼔߁ߣޠ⠪߿᳃߳ߩ㗿ߩ㑆ߦ┙ߞ
ߡᖠࠎߢࠆ⼔ࠍߣߎߥࠎߎޟޕ⠪߿ၞߦ߅㗿ߢ߈ߥ߁ߣޠޕߥߌߪߡߒޕᕁߣ⋡ޔ
ᜰߔቇᩞߩᆫޔᣣᏱ⊛ߥᢎ⢒ᵴേߣߩਛߢߩߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ߁ߤޔ߆ߩ߫ࠇߔ߁ߤࠄ߆ࠇߎޔ
߆ࠍᖠࠎߢࠆߩ߇ቇᩞߩ⁁ߢࠆޕ
㧔⾗ᢱ㧞ޟၞ߆ࠄߩቇᩞᡰេߦ㑐ߔࠆᐭᏒ┙ዊቇᩞᢎ⡯ຬߩᗧ⼂ޠ㧕

 ⴕߣߒߡߩ⺖㗴
 ቇᩞߩ⺖㗴╬ߩ⁁ࠍ〯߹߃ޔၞ✚ෳടߢሶ⢒ߡߩ߹ߜߠߊࠅߦขࠅ⚵ߚߦᐔᚑ  ᐕᐲࠃࠅᏒౝో
᳃㙚ߦᏒන⁛ߩኾછࠦ࠺ࠖࡀ࠲߇㈩ዻߐࠇޔᐔᚑ  ᐕᐲߩ᳃㙚⸳⟎߮ㆇ༡ߦ㑐ߔࠆၮḰߦᴪߞ
ߚޔ᳃㙚ࠍὐߦߒߚᐭᏒၞᢎ⢒ജᵴᕈൻᬺߦขࠅ⚵ࠎߢࠆߩߘޕขࠅ⚵ߺߦߚࠅޔ㧟ߟߩⷰὐ
߆ࠄࠆᔅⷐ߇ࠆޕ
Ԙ᳃㙚ࠍὐߣߒߚᢎ⢒⾗Ḯߩࡀ࠶࠻ࡢࠢൻߣࠦ࠺ࠖࡀ࠻ᯏ⢻ߩ⊒ើ߇น⢻߆ޕ
 ԙᏒౝోၞߩၞੱ᧚ߩ⊒ជ⏕╬ߩੱ᧚ࡃࡦࠢߩᢛࠍߣ߅ߒߚࡏࡦ࠹ࠖࠕੱ᧚ߩቯ⊛ߥ⏕߇
᧪ࠆ߆ޕ
 Ԛቇᩞߣหߒߡޔሶߤ߽ߩߚߩቇᩞᡰេᵴേߩࠞࠠࡘࡓߩឭଏࠍᣣᏱ⊛ߦߢ߈ࠆ߆ޕ
  ߐࠄߦޔᐔᚑ  ᐕᐲ߆ࠄߩᏒන⁛ߩޟᐭᏒၞᢎ⢒ജᵴᕈൻᬺߩޠలታߣޔᐔᚑ  ᐕᐲ߆ࠄߩ㧟
ᐕ⸘↹ߢߩోߡߩ┙ዊਛቇᩞߩࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖࠬࠢ࡞ൻ߳ߩขࠅ⚵ߺߥߤߩ߳ߩലᨐ⊛ߥᣇ╷ߩ⎇
ⓥ߇✕ㄭߩ⺖㗴ߢࠆޕ

㧞㧚ታ⸽ᬌ⸽ߩౝኈ
Ԙᢎ⢒ౝኈߩలታߩߚߩࠦ࠺ࠖࡀ࠻ᯏ⢻ߩᒝൻ 
 ᐭᏒߢߪޔኅᐸቇᩞၞ␠ળ߇৻ߣߥࠅޔၞߋࠆߺߢ ሶߤ߽ࠍ⢒ߡࠆߠߊࠅࠍ⋡⊛
ߣߒޟᐭᏒၞᢎ⢒ജᵴᕈൻᬺࠍޠታᣉߒߡ߈ߚޔߦࠄߐޕᐔᚑ㧞㧡ᐕᐲ߆ࠄ㧟ᐕ⸘↹ߢߩߡోޔ
ዊਛቇᩞࠍࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖࠬࠢ࡞ߦᜰቯߒߡޔၞߩᢎ⢒ജࠍᵴ↪ߒߡޔኅᐸቇᩞၞ߇৻ߥ
ߞߡሶ⢒ߡࠍߔࠆⴝߠߊࠅߩขࠅ⚵ߺࠍᆎ߹ߒߚߩߎޕᣉ╷ࠍផㅴߔࠆߚߦߪࠦ࠺ࠖࡀ࠻ᯏ⢻
ࠍߤ߁᭴▽ߔࠆ߆ߢࠆ࠻ࡀࠖ࠺ࠦߢ߹ࠇߎޔߦߚߩߘޕᯏ⢻ߩਛᔃߢߞߚ᳃㙚⡯ຬࠍᆎޔ
ᢎ⡯ຬޔၞߩ㑐ଥ⠪ࠍኻ⽎ߣߒߚࠕࠖ࠹ࡦࡏޟᵴേࠍଦㅴߔࠆߚߩ⎇ୃળޠ㧔ࠦ࠺ࠖࡀ࠲
㙃ᚑ㧕ࠍ㐿ߒߚޕ


ԙ⺖ᓟ╬ߩ⛮⛯⊛♽⊛ߥࡊࡠࠣࡓ㐿⊒ߣឭଏߩ⚵ߺߠߊࠅ
 ߰ࠆߐߣᐭࠍቇ߮߅ޔቴ᭽߳ߩ߅߽ߡߥߒߩᔃ߇⢒ߟఽ┬↢ᓤߩ⢒ᚑࠍߑߒޔቇᩞᢎ⢒⺖⒟ 
⺖ᓟ╬ߢ↪ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆᢎ⢒ࡊࡠࠣࡓߩ㐿⊒߿ታ〣⊛ᬌ⸽ࠍ߅ߎߥߞߚޕ
Ԛ ↥ቇቭ᳃ߥߤᄙ᭽ߥਥߦࠃࠆቇᩞߣၞߩᣇߩᵴᕈൻߩߚߩ⚵ߺߠߊࠅ
Ԙ ԙߩታ〣ࠍㅢߒߚ↥ޔቇቭ᳃ߩࡀ࠶࠻ࡢࠢᒝൻࠍߑߔޕ




































ޟᴰㇺᐭޡද⢒࠻ࠢࠚࠫࡠࡊޢᬺ╙ޠ㧝࿁ࠦ࠺ࠖࡀ࠲㙃ᚑ⎇ୃળ


     ᦼᣣ ᐔᚑ㧞㧡ᐕ㧝㧞㧠ᣣ㧔ᧁ㧕㧥㧦㧝㧡㨪㧝㧢㧦㧜㧜
     ળ႐ ᄢಽ⋵┙␠ળᢎ⢒✚วࡦ࠲
ਥ ߅߅ࠎߖࠎ⋵߅߅ߚᴰㇺᐭޡද⢒࠻ࠢࠚࠫࡠࡊޢ

㧝㧚⿰ᣦ
 㕍ዋᐕߩஜో⢒ᚑߟߡߎࠇ߹ߢߪޔኅᐸޔቇᩞޔၞ␠ળ߇ߘࠇߙࠇߩขࠅ⚵ߺߣߒߡⴕ߁ߎߣߦ
ߣߤ߹ߞߡ߅ࠅޔᐭᏒߦ߅ߡ߽ߩࠇߙࠇߘޔන⁛ߢߩขࠅ⚵ߺߢߪኻᔕߢ߈ߥ᭽⺖ߥޘ㗴߇ᄙߊ
ࠆߣ⸒ࠊߑࠆࠍ߃ߥ⁁ᴫߢߔߚߒ߁ߘޕਛߢޔኅᐸޔቇᩞޔၞ␠ળߩ⋧ߩㅪ៤දജࠍଦߒߘޔ
ࠇߙࠇߩᢎ⢒ജࠍะߐߖࠆߣߣ߽ߦޔᢎ⢒ࠍදߒߡⴕ߁㊀ⷐᕈ߇⼂ߐࠇߡ߈߹ߒߚޕ
 ߎ߁ߒߚ⁁ࠍ〯߹߃ޔᐭᏒߢߪޔኅᐸቇᩞၞ␠ળ߇৻ߣߥࠅޔၞߋࠆߺߢ ሶߤ߽ࠍ
⢒ߡࠆߠߊࠅࠍ⋡⊛ߣߒޟᐭᏒၞᢎ⢒ജᵴᕈൻᬺࠍޠታᣉߒߡ߈߹ߒߚޔߦࠄߐޕᐔᚑ㧞㧡
ᐕᐲ߆ࠄ㧟ᐕ⸘↹ߢߩߡోޔዊਛቇᩞࠍࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖࠬࠢ࡞ߦᜰቯߒߡޔၞߩᢎ⢒ജࠍᵴ↪ߒߡޔ
ኅᐸቇᩞၞ߇৻ߥߞߡሶ⢒ߡࠍߔࠆⴝߠߊࠅߩขࠅ⚵ߺࠍᆎ߹ߒߚᧄޕᬺߪޔᢥㇱ⑼ቇ⋭
ᬺޟቇᩞߣၞߩᣂߚߥදߩ᭴▽ߩߚߩታ⸽⎇ⓥޟࠍޠᴰㇺᐭޡද⢒ߣޠ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊޢ
߁ࡀ࠶࠻ࡢࠢ⚵❱߇ฃ⸤ߔࠆ߽ߩߢߩߘޔ㧝ߟߩขࠅ⚵ߺߣߒߡࠕࠖ࠹ࡦࡏޟᵴേࠍଦㅴߔࠆߚ
ߩ⎇ୃળޠ㧔ࠦ࠺ࠖࡀ࠲㙃ᚑ㧕ࠍ㐿ߔࠆ߽ߩߢߔޕ
 
㧞㧚ਥ ᴰㇺᐭޡද⢒࠻ࠢࠚࠫࡠࡊޢ
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㪈㪇

㪇

㪋㪅㪌

㪉

㪐

㪏

㪋

㪈

㪇
㪈

㪈㪇

㪍

㪈

㪇

㪈㪇

ᲭᲨᎋƑ৷Ƙщ

㪈

㪈

㪇

ᨵエ䈮⸘↹䉕ୃᱜ䈜䉎 ೨
ᨵエ䈮⸘↹䉕ୃᱜ䈜䉎 ᓟ
㪈㪉

㪉

㪉

㪉

㪇

㪌

㪌
㪋

㪋

㪊

㪋

㪈

㪌
㪋
㪋

㪋

㪋
㪉

㪇
㪌

㪌

㪌

㪌

㪍
㪍

㪈

㪋

ᄬᢌ䉕ᕟ䉏䈝䉇䈦䈩䉂䉎 ೨
ᄬᢌ䉕ᕟ䉏䈝䉇䈦䈩䉂䉎 ᓟ

㪎

㪏

㪈

㪊

㪍

㪎
㪍

㪉

㪈

දജ䈜䉎䈖䈫䈱ᔅὼᕈ䉕વ䈋䉎 ೨
දജ䈜䉎䈖䈫䈱ᔅὼᕈ䉕વ䈋䉎 ᓟ
㪏

㪈㪇

㪊

㪉

㪌

㪈㪇

㪊
㪈

㪋

⡯ᬺ䊶ડᬺ䉕⍮䉎ᔅⷐᕈ䈏䉒䈎䉎 ೨
⡯ᬺ䊶ડᬺ䉕⍮䉎ᔅⷐᕈ䈏䉒䈎䉎 ᓟ

㪊

㪈

㪊

㪈㪉

㪋

㪋

㪇㪅㪌

㪇

㪇

㪇

㪇
㪉

㪊
㪉

㪉

㪈

㪇

㪌

㪊

㪊

㪋

㪋

㪈

㪌

㪌

ᲬᲨЭƴ៊ǈЈƢщ

㪍

㪇

㪈

㪉

㪍

㪈㪇

㪏

㪎

㪎

㪈㪇

㪍
㪌
㪊
㪉

㪏

␠ળ䈮᳞䉄䉌䉏䉎ജ ೨
␠ળ䈮᳞䉄䉌䉏䉎ജ ᓟ
㪈㪉

㪌

㪈

㪈

㪈
㪇

㪇

㪇
㪈

㪉

㪊

㪋

㪌

㪇

㪇
㪈

㪉

㪊

㪋

㪌

㪈

㪉

㪊

㪋

㪌

㧤㧚ࠗࡦ࠲ࡦࠪࡊផㅴ
㧔㧝㧕ᬺߩታᣉߣᓎഀ
ߎ߁ߒߚၞ␠ળߩડᬺ╬ߩᢎ⢒ജࠍ↢߆ߒߚቇ⠌ࡊࡠࠣࡓࠍታᣉߔࠆߩߪޔᄢቇߣડᬺ╬ߣߩ
ᣣᏱ⊛ߥදജߣ⋧ߩࡔ࠶࠻ࠍߒߡߊߎߣ߇ᄢಾߢߔᧄޕᬺߦ߅ߡߪߘ߁ߩ೨ឭߦ
┙ߞߡޔએਅߩࠃ߁ߥߦࠃߞߡታᣉߒ߹ߒߚޕ
-3-

Ԙᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲ߪޔડ↹ㆇ༡ޔ㑐ଥᯏ㑐߳ߩଐ㗬⺞ᢛ╬
ԙਛዊડᬺኅหળߪ⻠ޔᏧߩㆬછޔ⡯႐ฃߌࠇડᬺߩㆬቯ⹏ޔଔᵴേ߳ߩෳട
Ԛᄢಽ⋵ޟද⢒ࠢࡢ࠻࠶ࡀޠද⼏ળߪᄢቇ߇⋥ធଐ㗬ߔࠆ⻠Ꮷએᄖߩᄖㇱ⻠Ꮷߩㆬછ
㧔㧞㧕ᧄᬺ߳ߩޔᄢಽ⋵ਛዊડᬺኅหળߩ㗿
ਛᔃ⊛ߦදജߒߡߚߛߚᄢಽ⋵ਛዊડᬺኅหળߣߪ㧟ᐕ೨߆ࠄߩද߇ࠅޔหળߣߒߡ
એਅߩࠃ߁ߥ㗿ߦኻᔕߢ߈ࠆቇ߮ࠍߞߡߊߎߣ߇᳞ࠄࠇߡ߹ߔޕ
Ԙߊߩᗧ⟵ޔᭉߒߐࠍ⍮ࠆޕ
ԙࠕ࡞ࡃࠗ࠻ߣ㆑߁ޟ⡯ᬺⷰࠍޠ㙃߁ޕ
Ԛࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦߩᄢಾߐࠍℂ⸃ߔࠆޕ
ԛၞߩਛዊડᬺ㧔ਛዊડᬺߩᓎഀ㧕ࠍ⍮ࠆޕ
Ԝ⚻༡⠪ߩ↢߈ߑ߹߆ࠄડᬺኅ♖ࠍቇ߱ޕ
ԝ↢߈ࠆߎߣ߿ߊߎߣߦߟߡޔਥ⊛ߦ⠨߃ࠆᯏળߣߔࠆޕ
ᦨ⚳⊛ߦߪޔડᬺߦዞ⡯ߒߡߔߋߦ↢߆ߐࠇࠆ㧔⡯ോㆀⴕ㧕ߩജߣੱࠆߔߣ߁ࠃߒࡊ࠶ࠕ࠼ࠣޔ
㑆ᕈࠍ᳞ߡࠆߎߣ߇ಽ߆ࠅ߹ߔޕ

㧥㧚߹ߣ
એߩࠃ߁ߥࠗࡦ࠲ࡦࠪ࠶ࡊᬺࠍ߅ߎߥߞߡߥ⊛⚳ᦨޔ⠨ኤࠍᰴߩࠃ߁ߦ߹ߣࠆߎߣߣߒ߹
ߒߚޕ
ᄢቇ㑐ଥ⠪ࠍޔᢎ⢒⠪ߪޔቇ⠌⠪ߦߣߞߡߪޟ᳇ઃ߈ߥ߆ߒߢ⇵▸ߩޠᬺࠍ⊛⛯⛮߁ߤޔ
ߦⓍߺ㊀ߨ␠ޔળੱၮ␆ജߣߒߡቇୃߢ߈ࠆࠞࠠࡘࡓࠍ᭴ᚑߔࠆ߆߇ޔ᳞ࠄࠇߡࠆߩߢߪߥ
ߢߒࠂ߁߆

Ԙᬺᡷༀߣ߁ⷞὐ߆ࠄߩᬺಽᨆߢߊߏޔೋᱠ⊛ߥ⠨ኤߢࠆޕ
ԙ␠ળੱၮ␆ജߣ߁ⷰὐ߆ࠄߩࠠࡖࠕᒻᚑࠍޔᬺࡊࡠࠣࡓࠍၮߦߒߡᚑߒߚޟㄟ߹
ࠇࠆലᨐࠍޠ⠨ኤߒߚ߽ߩߢࠆޕ

ܖ፼ᎍƴƱƬƯƸžൢ˄ƖſƷር့ưƠƔƳƍ

ࣉख़㧦Ԙ␠ળੱၮ␆ജߩ⢒ᚑߦଥࠆ৻ቯߩലᨐ߇ផ᷹ߐࠇࠆޕ
ԙࠠࡖࠕᒻᚑߦߟߥ߇ࠆࠞࠠࡘࡓߣ⛮⛯⊛ߥቇୃߩᔅⷐᕈ
Ԛၞ␠ળߣߩᣣᏱ⊛ߥࡀ࠶࠻ࡢࠢ߇ᔅⷐ

هఴ㧦Ԙࠗࡦ࠲ࡦࠪ࠶ࡊࡊࡠࠣࡓ㧔⋡⊛ߣᣇᴺ㧕ߣߪ߆
̪ᐳቇߣ㛎㧔ᣂߒ㛎㧫ኾ㐷⊛ߥቇ߮ࠍ↢߆ߒߚ㛎㧫㧕ࠍߤ߁࠶࠻ߔࠆ߆߇⺖㗴
ԙޟߣޠࡊ࠶ࠪࡦ࠲ࡦࠗޟ⡯႐㛎ޟߣޠታ⠌ߩޠ㑐ଥ
Ԛࠕࡖࠠޟᒻᚑ␠ޟߣޠળੱၮ␆ജޟޠቇ჻ജߩߣޠ㑐ଥߩ✚ว⊛ߥᔨ࿑
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㧞㧚ᄢಽᄢቇ↢ቇ⠌ࡏࡦ࠹ࠖࠕࠨࠢ࡞⚫ߩޠ࡞ࡃࠜࡈޟ

ޣ㧝ߺ⺒ ޤ⡞߆ߖࠨࠢ࡞⚿ޟ㧔ࠁ㧕ޠ
ࠁޟ㧔⚿㧕ᦠ⺒߱⚿ࠍᧄߣੱޠᡰេࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ᬺ
⚿ޟ㧔ࠁ㧕
ޠᜰዉ⠪ ⮮ ⌀↱⟤
ᐔᚑ㧞㧡ᐕ㧝㧜㧟㧜ᣣޔᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲ߣᄢಽᄢቇቇⴚᖱႎὐ㧔࿑ᦠ㙚㧕ਥߦ
ࠃࠆ⻠Ṷળߦߣߒߡ៤ࠊࠅ߹ߒߚߪࠇߎޕ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲ߩޟද⢒ࠢࡢ࠻࠶ࡀޠផㅴᬺ
߮࿑ᦠ㙚ߩ㧝ᐕ⸥ᔨࠗࡌࡦ࠻ߣߒߡⴕࠊࠇߚ߽ߩߢߔޕ
ሶߤ߽ߣᧄࠍ⚿߱ߥߚ߳ ߹ࠎ߈ߺߎ᳁ ┬ኅߩᗐ㨪৻ౠߩᧄ߇ߢ߈ࠆ߹ߢ㨪
ߎߩ⻠Ṷળߦߪቯຬࠍߪࠆ߆ߦ߃ࠆ↳ߒㄟ
ߺ߇ࠅޔෳടࠍฃߌࠇߐߖߡߚߛߚᣇޘ
ߦ߽߅ᢿࠅߐߖߡߚߛߚᣇ߽ߦޘᄢᄌߏㅅ
ᖺࠍ߅߆ߌߒ߹ߒߚޠࠎ߹ޟޔߚ߹ޕ᳁ߦ߽ޔ
ਛᵤߢߩ⻠Ṷળߩᓟޔᄢᄌήℂߥ߅㗿ࠍߒߡᄢ
ಽ߹ߢ᧪ߡߚߛ߈߹ߒߚޕ㒢ࠄࠇߚᤨ㑆ߩਛߢ
ߩડ↹ߦߥߞߡߒ߹߹ߒߚ߇ߺ⺒ޔ⡞߆ߖߩࡏ
ࡦ࠹ࠖࠕߩ⊝ߐࠎᣇ߮ቇ↢ߐࠎߚߜߩᾲ
ᗐߦ⸅ࠇߐߖߡߚߛ߈ޔᚒߩࠄ߆ࠇߎߩޘᵴ
േߦᄢ߈ߥജࠍߚߛ߈߹ߒߚޕ
 ⻠Ṷળ⚳ੌᓟߩᵹળߦ߽ᄙߊߩᣇ߇ෳടߒ
ߡߊߛߐ߹ߒߚߩߘޕળࠍᄢಾߦߺ⺒ޔ⡞߆ߖ߮⺒ᦠᡰេߩベࠍᐢߍߡ߈ߚߣᕁߞߡ߹
ߔޔߚ߹ޕᚒߩޘᵴേ߇ޟሶߤ߽ߣᧄࠍ⚿߱ੱߚߜࠆ߈ߢߩߣߎࠆ߇❬߽ߢߎߤ߽ߢߟޡߩޠᵹߩ
႐⿷ߩޢដ߆ࠅߦߥࠇࠇ߫ߣ⠨߃ߡ߹ߔޕ
 ⻠Ṷળ߮ᵹળߩ⚦ߦߟ߈߹ߒߡߪޔ
 ╙㧝┨ ᢎ⢒ߩഃㅧ㨪ၞޟද⢒ߩߘࡔࠬࠬߩޠ㧟㨪
㨪┬ኅ ߹ࠎ߈ߺߎ᳁ߩ⇇߆ࠄቇࠎߛ߽ߩ㨪 ࠍߏⷩߊߛߐޕ

㨪⺒ߺ⡞߆ߖࡏࡦ࠹ࠖࠕࠣ࡞ࡊࠁޟ㧔⚿㧕
ޠ㨪

ࠁޟ㧔⚿㧕
ᦠ⺒߱⚿ࠍᧄߣੱޠᡰេࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߦߪޔ
ޟද⢒ߩ࠻࠶ࡀࠩࠗࡃ࠼ࠕޠᵴേߩ߭ߣߟߢࠆੱ᧚⢒ᚑ
ᬺ߆ࠄ⚿ᚑߐࠇߚࠁޟ㧔⚿㧕
ߺ⺒ޠ⡞߆ߖࡏࡦ࠹ࠖ
ࠕࠣ࡞ࡊ㧔2012 ᐕ⚿ᚑ㧕߇ࠅ߹ߔޕᄢቇߩቇ⠌ᡰេࡏ
ࡦ࠹ࠖࠕߩ⻠⟵ߩਛߢߺ⺒ޟ⡞߆ߖ⻠ߩޠ⠌ࠍฃߌߚቇ↢
ߐࠎߚߜࠍਛᔃߦᵴേߒߡ߹ߔޕᲤ╙㧞ᦐᣣߦ㧞ᤨ㑆

ߩീᒝળࠍⴕ⥄ޔಽߚߜ߇⺒ࠎߛ⛗ᧄ߿߅⮈ߩ⛗
ᧄࠍ⚫ߒߚࠅߩ߳ᧄ⛗ޔᗐࠍ⺆ࠅวߞߚࠅߚ߹ޔ
⛗ᧄߩ⹏⺰ߥߤࠍ⺒ߺว߁ߥߤߒߡീᒝࠍ⛯ߌߡ
߹ߔޕ
ታ㓙ߩᵴേߣߒߡߪޔᄢಽᏒߩᐭౝሶߤ߽࡞ࡓਛ
ᔃߦ᳃㙚߿ዊቇᩞޔ⢒ᚑࠢࡉߥߤߢߺ⺒ߩᧄ⛗ޔ
⡞߆ߖࠍߒߡ߹ߔޟޔߚ߹ޕද⢒ߩࠩࠗࡃ࠼ࠕޠ
ᬺߢࠆࡄࡄޟ⇟ߢߔ㧍⢒ࡔࡦ⺒ߺ⡞߆ߖ⻠ᐳޠ
߿ᐭᏒ┙ᦺᣣਛቇᩞߢߩᦺޟᣣࡈࠚࠬ࠲ޔޠᄢಽ
ᄢቇ㐿ቇ⑂ߦ߽Ⓧᭂ⊛ߦෳടߒߡ߹ߔޕ
ޟሶߤ߽
࡞ࡓޟ߿ޠ᳃㙚ߺ⺒ߩߢޠ⡞߆ߖߪޔᦐᣣ
ߣ߁ߎߣߢᐔᣣߦᲧߴߡෳട⠪ߪዋߥߢߔ߇ޔ
߅ῳߐࠎߦㅪࠇࠄࠇߚ߅ሶߐࠎߚߜ߽ߡ✕ޔᒛ
ߒߥ߇ࠄ߽ᭉߒᤨ㑆ࠍㆊߏߒߡ߹ߔޕ
ᐕᐲߪ⥄ޔߩ⛗ᧄߩ⺒ߺ⡞߆ߖ߽㛎ߒ߹
ߒߚ߅ࠆࠇߊߡ᧪ޕሶߐࠎߩᐕ㦂߇⋥೨߹ߢࠊ߆
ࠄߥߩߢޔਇ߽ߞߚࠃ߁ߢߔ߇ ↢৻ޔ
⡞ߡ߽ࠄ߃ߡᗵേߒߡ߹ߒߚޕ
߹ߚޔ
ޟ᪢ߩ㉿ߢޠ㐿ߐࠇߚ╙㧢࿁ၞ⊒ޡᵴ
ജ⊒ዷᔃࡦࠗࠩ࠺ޢታ〣ᵹળߢᵴേ⊒
ߒߩߘޔᄛߦߪޔෳട⠪ߩᣇߺ⺒ߩᧄ⛗ߦޘ⡞߆ߖࠍߒ߹ߒߚޕ
ߐࠄߦޠߎߺ߈ࠎ߹ޟ᳁ߩ⻠Ṷળߦ߅ߡ߽ฃઃࠍߪߓ⻠ޔᏧ⚫⻢ޔㄉߥߤࠍᜂᒰߒ߹ߒߚޕ
߹ߚ⻠ޔṶળᓟߩᵹળߦ߅ߡߪޔฦࠣ࡞ࡊߩࡈࠔࠪ࠹࠲ߣߒߡᵴべߒޔᓎ⋡ࠍᨐߚߒߥ߇
ࠄޔၞߢᵴべߒߡࠆࡏࡦ࠹ࠖࠕߩᣇޘ
߆ࠄ↢ߩჿࠍ⡞ߊߎߣ߇ߢ߈ࠃ߽ߡߣޔീ
ᒝߦߥߞߚߣᕁ߹ߔޕ

ޣ㧞ޤၞ᳃ߣߩᵹࠍㅴࠆޟ㨃㧵㨀㧱ޠ

ቇ↢࿅ 9+6* ઍ ᄢಽᄢቇ ᢎ⢒⑼ቇㇱ  ᐕ ᫃ේ㉿Ⓞ
 ቇ⠌ࡏࡦ࠹ࠖࠕࡈࠜࡃ࡞ߦᚲዻߒߡࠆޟWITHޕߔߢࡊ࡞ࠣࠕࠖ࠹ࡦࡏ߁ߣޠ
ߎߩࠣ࡞ࡊߪᐕߏතᬺߐࠇࠆ␠ળࠦࠬߩవヘᣇ 3 ੱ߇ 2 ᐕ೨ߦ┙ߜߍ߹ߒߚޕ
వヘᣇ߇ᒰᤨฃߌߡߚ⻠⟵ߩਛߦޔ
ޟၞ⺰ߩ⟵⻠ߩߘޔࠅ߇ߩ߽߁ߣޠౝኈߦ
⸅⊒ߐࠇߡ⥄ޔಽߚߜߢ┙ߜߍߚߘ߁ߢߔޕ
ޟWITHߩࡊ࡞ࠣ߁ߣޠฬ೨ߦߪޔ
ޟၞ
ߩੱߚߜߣ̌৻✜ߦ̍ၞࠍߟߊߞߡߊ߁ߣޠᗧ߇ㄟࠄࠇߡ߹ߔޕᵴേߩ⋡⊛
ߪޔᄢ߈ߊಽߌߡ 2 ߟࠅ߹ߔޕ㧝ߟ⋡ߪޔᄢቇ↢ߣၞߩߟߥ߇ࠅࠍߟߊࠆߣ߁ߎߣ
ߢߔࠍߌ߆ߞ߈ࠆ߇ߥߟޕਈ߃ࠆߣ߁ᗧߢߔޔߡߒߘ ޕ2 ߟ⋡ߪޔἴኂᤨߦഥߌว
ߩ᧪ࠆၞߠߊࠅࠍⴕ߁ߎߣߢߔޔߪࠇߎޕනߦ㒐ἴ⸠✵߿ޔἴኂࡑ࠶ࡊࠍߟߊࠆߣޔ
߁ᗧߢߪߥߊޔἴኂ߇ߞߚߣ߈ߦ߅ࠍഥߌว߃ࠆࠃ߁ߥ㑐ଥᕈߩ᭴▽ࠍߒߡ
ߊ߁ߣޔᗧߢߔޕ
ޔߪࡃࡦࡔޔ1 ᐕ↢ 6 ฬޔ2 ᐕ↢ 3 ฬޔ3 ᐕ↢ 1 ฬߩ⸘ 10 ฬߢߔޕㅳ 1 ࿁ߩࡒ
࠹ࠖࡦࠣߢࠗࡌࡦ࠻ߩડ↹߿Ḱ࠻ࡦࡌࠗޔᓟߩ⋭ࠍⴕߞߡ߹ߔޕᐕᐲߪޔWITH
ߩࡔࡦࡃߢߩ⎇ୃޔᤄߩㆆ߮ᢎቶޔၞᐳ⺣ળߥߤߩᵴേࠍડ↹ߒ߹ߒߚޔߚ߹ޕၞ
ߢⴕࠊࠇࠆࠗࡌࡦ࠻߳ߩෳട߽Ⓧᭂ⊛ߦⴕߞߡ߈߹ߒߚޕ


9+6* ࡔࡦࡃߢߩ⎇ୃ
 ᣂࡔࡦࡃ߇ߞߚ 5 ޔWITH ߩࡔࡦࡃߢ⎇ୃ
ࠍⴕ߁ߎߣߦߥࠅ߹ߒߚޟߚ߈ߡߞⴕߢ߹ࠇߎޕᶎ
ߩ⌕ઃߌᢎቶޟ߿ޠ߈⦱Ꮏᢎቶߩߤߥޠᵴേ߇ߤ
ߩࠃ߁ߥౝኈߛߞߚߩ߆ߥ߁ࠃߩߤޔߚ߹ޔ⋭ὐ߇
ߟ߆ߞߚߩ߆ߒ߹ߒߚ ߗߥޔߚ߹ޕWITH ߩᵴ
േ߇ᔅⷐߢࠆߩ߆ޔWITH ߩ⋡⊛߿ᗧ⟵ߦߟߡ߽
⠨߃߹ߒߚޕ



ᤄߩㆆ߮ᢎቶ
ߘߓળߣ߫ࠇࠆ⠧ੱળߩᣇߣᄢቇ↢ߢⴕ߹ߒ
ߚޕ
ޠࡑࠦ₹ࠎߌޟ
ޠ࠲࡞ࠞޟ
 ߩޠ߈ߓߪ߅ޟ3 ߟߩࡉ
ࠬࠍߟߊߞߡ߹߈ߡߞⴕࠄ߇ߥߒࡦ࡚ࠪ࠹ࡠޔ
ߒߚޕ
ᄢቇ↢߽⌀ߦߥߞߡㆆࠎߢ߹ߒߚޕ



ၞᐳ⺣ળ
 ߎࠇ߹ߢߪ⥄ޔಽߚߜ߇ߣޠߚߺߡߞ߿ޟᕁ߁ࠗ
ࡌࡦ࠻ࠍડ↹ߒߡ߈ߚߩߢߔ߇৻ޔᐲޔၞߩޟჿޠ
ࠍ⡞ߡߺࠃ߁ߓߘޔߢߣߎ߁ߣޔળޔࡦࡠࠨޔ
ሶߤ߽ળߩⷫᓮߐࠎࠍߡޔၞᐳ⺣ળࠍ㐿ߔࠆ
ߎߣߦߥࠅ߹ߒߚޟޕߩᣤ㊁ේߩ㗴ὐߦߟ
ߡߥ߁ࠃߩߤޟޠၞࠍᦸ߆⺰߁ߣޠὐߢߒ
ว߹ߒߚߢߎߎޕᓧࠄࠇߚၞߩޟჿࠍޠᓟߩᵴ
േߦ↢߆ߒߡ߈ߚߣᕁߞߡ߹ߔޕ



ᜦࡐࠬ࠲ߩᚑ    

                         ၞᐳ⺣ળߢߚᗧࠍၮߦޔၞߩᣇߣ৻✜ߦ
ᜦࡐࠬ࠲ߩᚑߦขࠅ⚵ߺ߹ߒߚޕᐳ⺣ળߢߪޟ
ᜦࠍߒߡ߽ߒߡߊࠇߥᄢቇ↢߇ࠆޠ
߆ࠄߜߎޟ
ࠄჿࠍ߆ߌࠆߩߦ߽ാ᳇߇ࠆ߁ߣޠၞߩᣇߩᗧ
߇ࠆ৻ᣇߢޔ
ޟᄢቇ↢ޔ㜞㦂⠪㑐ଥߥߊޔၞ
᳃߭ߣࠅ߭ߣࠅ߇⥄ޔಽ߆ࠄᜦࠍߒࠃ߁߁ߣޔᗧ
⼂߇ᄢಾߥߩߢߪߥ߆߁ߣޠᗧ߽߹ߒߚߘޕ
ߎߢߥ߁ࠃߩߘޟᗧࠍᵴ߆ߘ߁߁ߣޠၞߩᣇߩ
߮߆ߌ߇ࠅߥ߁ࠃߩߎޔᜦࡐࠬ࠲ࠍߟߊࠆᵹ
ࠇߦߥࠅ߹ߒߚޔߪ࠲ࠬࡐߩߎޕᄢቇ↢߇࠺ࠩࠗࡦ
ߒߚ߽ߩߢߔޕㄭᣣਛߦၞߦឝ␜ߐࠇࠆ੍ቯߢߔޕ



ၞࠗࡌࡦ࠻߳ߩෳട
 ߛࠎߏ᳝ߠߊࠅޔ㘿ߟ߈ᄢળߥߤޔၞߢⴕࠊࠇࠆ
ࠗࡌࡦ࠻ߦ߽Ⓧᭂ⊛ߦෳടߒ߹ߒߚޕ౮⌀ߪߛࠎߏ᳝
ߠߊࠅߩ᭽ሶߢߔߏࠎߛޕ᳝ߩౕߦߪߣ⩿⊕ޔ㉿⦱ߣ
ᄢᩮޕߚߒ߹ߡߞ߇ߤߥࡦࠫࡦ࠾ޔၞߩᣇߦ
ࠅᣇࠍᢎ߃ߡߚߛ߈ߥ߇ࠄޔᭉߒߊᵴേߔࠆߎߣ߇
᧪߹ߒߚޕ

᧪ᐕᐲ߽ၞߢⴕࠊࠇࠆࠗࡌࡦ࠻ᛠីߦദޔⓍ⊛        
ߦෳടߒߡ߈ߚߣᕁ߹ߔޕ
ߎࠇ߹ߢ᭽ࠍ࠻ࡦࡌࠗߥޘડ↹ߒ⥄⑳ޔりߪޔၞߩᣇߣߩᵹ߽Ⴧ߃ߡ߈߹ߒߚߎޕ
ࠇ߹ߢߩ࠻ࡦࡌࠗޔᐲߦޔᄢቇ↢ߦෳടࠍ߮ដߌߡ߈߹ߒߚ߇߇ੱ߆ߥ߆ߥޔ㓸߹ࠅ߹
ߖࠎߢߒߚޕWITH ߩࡔࡦࡃએᄖߩᄢቇ↢ߦ߽ၞߩੱߣߟߥ߇ࠅࠍ߽ߞߡ߽ࠄ߁ߚ
ߦ߇ߣߎߥ߁ࠃߩߤߦߜߚ⑳ޔ᧪ࠆߩ߆ࠅ߆ߞߒࠄ߆ࠇߎޔ⠨߃ߡ߈ߚߣᕁ߹ߔޕ

ޣ㧟ޤᐭᏒりߩቇ↢ߦࠃࠆޔᓟヘߩዊਛቇ↢ߩቇ߮ࠍᡰេߔࠆޠ࠻ࠢࡀࠦޟ

サークル名「コネクト（繋がり）
」‒
                            ࠳  ศ㊁ ⫓㧔⚻ᷣቇㇱ㧕
 ⑳ߚߜߪᐕߩ㧞߆ࠄޔᐭᏒߩዊቇᩞ߿ਛቇᩞ߳ߩቇ⠌ᡰេࠍⴕߞߡ߹ߔޕቇ⠌ᡰេࠍⴕߞߡ
ࠆᄢቇ↢ߪޔᐭりߩᄢಽᄢቇߩቇ↢ߢߔޕหߓᐭᏒߢ⢒ߞߚᓟヘߢࠆሶߤ߽㆐ߩᚑ㐳ߦ⑳ޔ
ߚߜ߇៤ࠊࠆߎߣߢ߆ሶߤ߽㆐ߦ⦟ᓇ㗀ࠍਈ߃ࠄࠇߚࠄߣ߁ᕁ߇ࠨࠢ࡞ߩ⊒⿷ߦ❬߇ࠅ߹ߒ
ߚߩߜߚ⑳ޕዊቇ↢߿ਛቇ↢ᤨઍߦ᳇ߠ߆ߥߞߚߎߣߥߤߣޠ߆߁ߘޟߡߞߥߦޔᕁ߁ߎߣߥ
ߤޔሶߤ߽ߚߜߣ㑐ࠊࠅߥ߇ࠄવ߃ߡ߈ߚߣᕁߞߡ߹ߔޕ
ࠨࠢ࡞ฬߪ߁ߣޠ࠻ࠢࡀࠦޟߩߎޕޠ࠻ࠢࡀࠦޟฬ೨ߦߪࠍࠅ߇❬ߩߣੱߣੱޟޔᄢಾߦߒߡ߈
ߚ߁ߣޠᕁࠍㄟ߹ߒߚޕቇ⠌ᡰេߣߞߡ߽ޔീᒝࠍᢎ߃ࠆߛߌߢߪߥߊޔሶߤ߽ߚߜߣ৻✜
ߦㆆ߱ߎߣߢᕁ߿ࠅߩᔃࠍ⢒ߡߚࠅߩߜߚ⑳ޔሶߤ߽ߩ㗃ߩㆆ߮ࠍᢎ߃ߚࠅߣޔീᒝ߿ㆆ߮ࠍㅢߒߡ
㆐ߩᄢಾߐ߿ޔᐭߩ⚛᥍ࠄߒߐߥߤޔ᭽ࠍߣߎߥޘሶߤ߽㆐ߦવ߃ࠆߎߣࠍ⋡ᮡߦߒߡ߹ߔޕ

㨪ߎࠇ߹ߢߩᵴേߩᗵᗐ㨪

 ሶߤ߽㆐ߣߩ߰ࠇࠍㅢߓߡ⑳ޔ㆐߽ቇ߱ߎߣ߇ߚ
ߊߐࠎࠅ߹ߔᧄޕᒰߦሶߤ߽ߪ⚛⋥ߢ⑳ޔ㆐߇ᄢੱߦ
ㄭߠߡߊߦߟࠇߡ⸒߃ߥߊߥߞߡߒ߹ߞߚߎߣࠍ
ߩߘޕߔ߹ࠇߊߡߞ⸒ߣޠߞࠄߐޟਛߢ⑳⥄ାޔవ↢߿
ᄢቇߩੱ߆ࠄᐲ߆ᵈᗧࠍฃߌߚߎߣࠍሶߤ߽㆐ߦᜰ
៰ߐࠇࠆߎߣ߇ࠅޔߚ߹ޕߚߒ߹ࠅߥߦߚ߽ߡߣޔ
ሶߤ߽ߩੱࠍࠆ⋡ߦߪ㛳߆ߐࠇࠆߎߣ߇ᄙߒ߹ࠅޘ
ߚޕሶߤ߽㆐ߪ߅ߩߎޟᆌߐࠎߦߪߎࠇࠍߒߡ߽ᄢਂᄦޠ
߅ߩߎޟఱߐࠎߦߪߎࠇߪߒߡߪߌߥ߁ࠃ߁ߣޠ
ߥߦੱޔធߔࠆᤨߩࠦ࠷ࠍ⍴ᤨ㑆ߢ⊒ߔࠆߎߣߦ㕖Ᏹߦ㐳ߌ
ߡ߹ߔ৻╙ࠄ߆ߣߎߩߎޕශ⽎߇ߣߡ߽ᄢಾߥߎߣࠍ⑳ߪቇ
߮߹ߒߚߩߜߚ⑳ޔߦࠄߐޕᕈᩰߦࠊߖߚሶߤ߽ߚߜߩ᳇㆜
߽ᗵߓࠄࠇޔᔃ᷷߹ࠆߎߣ߽ࠅ߹ߔޕ
߽ߜࠈࠎ߇ߜߚ⑳ޔሶߤ߽㆐ߩベߩਛߦෳടߔࠆߎߣߢޔሶ
ߤ߽㆐ߩߚߦߥࠆߎߣ߽ᴛጊࠅ߹ߔᦨޕೋߦޔሶߤ߽㆐ߣ
৻✜ߦ߅ᑯᒰࠍ㘩ߴߚᤨߦ߅ߢ࡞ࡉ࠹ߩߎߤ߇⑳ޔᑯᒰࠍ㘩
ߴࠆߩ߆ߣ߁ߢᅚߩሶ㆐߇ឪߡߒ߹߹ߒߚޔߒ߆ߒޕ
⑳߇࿎ߞߡࠆᆫࠍߡޔ㜞ቇᐕߩᅚߩሶߪ⼑ࠅว߇᧪ߥૐቇᐕߩᅚߩሶࠍᵈᗧߒޔૐቇᐕߩᅚ
ߩሶߪ৻⇟ዊߐߥᅚߩሶߦ⼑ߞߡߍࠆߎߣ߇᧪߹ߒߚ⚿ޔߪ⑳ޕዪ㧞ߟߩࠍⴕ߈᧪ߔࠆߎߣߦߒޔ
⼑ࠆߎߣߩ᧪ߚᅚߩሶࠍޟஉߨߩ߁߶ߚࠇࠄ⼑ޔߣࠆߔޕߚߒ߹ⶋߣޠᅚߩሶߪޔᐲߪ⑳߇⼑
ߞߡⶋࠄࠇߚߣ߁᳇ᜬߜߦߥߞߚࠄߒߊޔᰴߦ߅ᑯᒰࠍ㘩ߴࠆᤨߦߪ㆐ߦ⼑ߞߡ߹ߒߚߒޕ

߆ߒߪࠇߎޔቇᩞߩవ↢߇ߒߡߒ߹߁ߣሶߤ߽㆐ߪ⚛⋥ߦฃߌขࠆߎߣ߇᧪ߥߎߣߢ߽ࠅ߹ߔޕ
ᄢቇ↢ߣ߁┙႐ߪ㕖Ᏹߦሶߤ߽㆐ߣធߒ߿ߔ┙႐ߢߔޔߚ߹ޕቇᩞߩవ↢㆐ߦߪ⋧⺣ߢ߈ߥࠃ߁
ߥ߽ޔᄢቇ↢ߦߪ⋧⺣ߔࠆߎߣ߇᧪ࠆࠃ߁ߢߔޕ

子ども達の成長に携わり、自分も成長したいと考えている大学生！‒

参加を心よりお待ちしてります。‒

㧔㧠㧕
ޟද⢒ࠍࠢࡢ࠻࠶ࡀޠᵴ↪ߒߚਥߥข⚵ߩ⁁ᴫ
ข⚵

ಽ

㧞㧝ᐕᐲ

㧞㧞ᐕᐲ

㧞㧟ᐕᐲ

㧞㧠ᐕᐲ

㧞㧡ᐕᐲ

ቇᩞᡰេ

ᧄㇱᢙ

㧡㧡

㧡㧢

㧡㧣

㧢㧜

㧢㧞

ቇᩞߩ᳞



ߦࠃࠅቇ⠌

ᵴേઙᢙ







㪈㪌㪃㪎㪇㪈㩷

ᡰេ߿⊓ਅ



ᩞᤨߩ

ᡰេ⠪ᢙ







㪍㪍㪃㪋㪌㪐㩷

ࠅᵴേ╬ࠍ
⺖ᓟ

ᢎቶᢙ

ሶߤ߽ᢎቶ

㧝㧝㧥

㧝㧞㧜

㧝㧡㧝

㧝㧡㧜


ෳട⠪ᢙ

ᣣ╬ߦ᭽ޘ
ߥ㛎ᵴേ

䋭㩷
㩷

ታᣉ

⺖ᓟ߿ભ

䋭㩷



㧝㧡㧜










㧙


ᡰេ⠪ᢙ









㧙

ቇ߮ߩᢎቶ

ᢎቶᢙ

㧞㧞

㧡㧥

㧣㧝

㧣㧡

㧢㧢

⺖ᓟ╬ߦ



࿖⺆߿▚ᢙ

ෳട⠪ᢙ









㧙

╬ߩలቇ



⠌ࠍታᣉ

ᡰេ⠪ᢙ

㧢㧢

㧟㧠㧞

㧡㧠㧜

㧠㧢㧞

㧙

╬ࠍታᣉ


                 ̪ᐔᚑ㧞㧡ᐕᐲߩޟᵴേઙᢙޠ
ޟෳട⠪ᢙޠ
ޟᡰេ⠪ᢙߪߡߟߦޠᐕᐲᧃ
ߦ⏕ቯ

㧔㧡㧕ၞߣߩㅪ៤ࠍផㅴߔࠆᜂᒰᢎຬߩ㈩⟎⁁ᴫ

ᩞ⒳        ᐕᐲ

㧞㧝ᐕᐲ

㧞㧞ᐕᐲ

㧞㧟ᐕᐲ

㧞㧠ᐕᐲ

㧞㧡ᐕᐲ

ዊቇᩞ

㧥㧟㧑

㧥㧡㧑

㧥㧣㧑

㧥㧥㧑

㧝㧜㧜㧑

ਛቇᩞ

㧥㧞㧑

㧥㧠㧑

㧥㧢㧑

㧥㧤㧑

㧥㧤㧑












ᴹȈԦᑎȉɽ˂ʑɭʗ˂ʉ˂ኄᆅε͢ᴻ

ᐔᚑ㧞㧡ᐕᐲ╙㧝࿁ޟද⢒ୃ⎇╬࠲ࡀࠖ࠺ࠦޠળታᣉⷐ㗄
㧝 ⿰ ᣦ   ቇᩞᡰេᵴേ߿⺖ᓟሶߤ߽ᢎቶޔቇ߮ߩᢎቶ╬ߩᢎ⢒ߩදߦଥࠆᬺࠍലᨐ⊛ߦታᣉߔࠆ
ߚޔផㅴߩᩭߣߥࠆޟද⢒ࠍ࠲ࡀࠖ࠺ࠦޠኻ⽎ߦޔ⊒߿⟵⻠ޔද⼏╬ࠍߣ߅ߒߡ⾗ޔ
⾰ߩะߣ⋧ߩㅪ៤ࠍ࿑ࠆޕ
㧞 ਥ   ᄢಽ⋵ᢎ⢒ᆔຬળ
㧟 ᦼ ᣣ  ᐔᚑ㧞㧡ᐕ㧢㧠ᣣ㧔Ἣ㧕
㧠 ળ ႐

ᄢಽ⋵┙␠ળᢎ⢒✚วࡦ࠲ ᄙ⋡⊛ࡎ࡞ઁ
㧔ᐭᏒ㊁ญේ 6'.㧕

㧡 ෳട⠪  ฦᏒ↸ߢᵴേߔࠆޟද⢒࠲ࡀࠖ࠺ࠦޠ߮Ꮢ↸ᬺᜂᒰ⠪
       ̪╙㧝࿁߮╙㧞࿁ߪޔ
ޟද⢒ోࠍߺߩ࠲ࡀࠖ࠺ࠦޠຬኻ⽎ߣߒ߹ߔޕ
㧢 ᣣ ⒟                 
ᤨ 㑆
9:30㨪10:00

ౝ   ኈ
ฃ ઃ

10:00㨪10:10

㐿ળⴕ㧔ਥ⠪ߐߟޔᣣ⒟⺑⻉ޔㅪ⛊㧕

10:10㨪10:50

⎇ୃ㧝
⺑  ޟၞߋࠆߺߢሶߤ߽ࠍ⢒ߡࠆද⢒ߩផㅴߦߟߡޠ
⺑⠪ ᄢಽ⋵ᢎ⢒ᐡ␠ળᢎ⢒⺖   ᜰዉਥ   ᳰ↰ ༑㦪
ਥછ␠ળᢎ⢒ਥ ᄙ↰ ජᩕ
ᄢಽ⋵ஜㇱ
ߎߤ߽ሶ⢒ߡᡰេ⺖   ਥ     ਛᎹ ┥

11:00㨪12:00

⎇ୃ㧞
⊒  ޟ
ޡද⢒ߩ࠲ࡀࠖ࠺ࠦޢᓎഀߣ߿ࠅ߇ޠ
⊒⠪ 㢬᳃㙚㢬ᩞࠦ࠺ࠖࡀ࠲ Ⴎ ሶ ᳁
    ᧄඅ᳃㙚ᧄඅᩞࠦ࠺ࠖࡀ࠲ Ꮉ㊁ ᢕሶ ᳁
⋥Ꮉ᳃㙚⋥Ꮉᩞࠦ࠺ࠖࡀ࠲ ᦥች ᕡሶ ᳁



12:00㨪13:00

ᤤ㘩ભᙑ

13:00㨪14:00

⎇ୃ㧟
ද⼏Ԙ ޟද⢒ࡀ࠶࠻ࡢࠢߩផㅴߦᔅⷐߥߎߣ
㨪ฦၞߦ߅ߌࠆ⁁ߣ⺖㗴㨪ޠ
ㅴ ⴕ ᄢಽ⋵ᢎ⢒ᐡ␠ળᢎ⢒⺖⡯ຬ

14:15㨪15:15

⎇ୃ㧠
ද⼏ԙ ޟද⢒ࡀ࠶࠻ࡢࠢߩផㅴߦᔅⷐߥߎߣ
㨪ฦၞߦ߅ߌࠆ⁁ߣ⺖㗴㨪ޠ
ㅴ ⴕ ᄢಽ⋵ᢎ⢒ᐡ␠ળᢎ⢒⺖⡯ຬ

15:15㨪15:30

㐽ળⴕ㧔ࠕࡦࠤ࠻⸥㧕

ᐔᚑ㧞㧡ᐕᐲ╙㧞࿁ޟද⢒ୃ⎇╬࠲ࡀࠖ࠺ࠦޠળታᣉⷐ㗄
㧝 ⿰ ᣦ   ቇᩞᡰេᵴേ߿⺖ᓟሶߤ߽ᢎቶޔቇ߮ߩᢎቶ╬ߩᢎ⢒ߩදߦଥࠆᬺࠍലᨐ⊛ߦታᣉߔࠆ
ߚޔផㅴߩᩭߣߥࠆޟද⢒ࠍ࠲ࡀࠖ࠺ࠦޠኻ⽎ߦޔ⊒߿⟵⻠ޔද⼏╬ࠍߣ߅ߒߡ⾗ޔ
⾰ߩะߣ⋧ߩㅪ៤ࠍ࿑ࠆޕ

㧞 ਥ   ᄢಽ⋵ᢎ⢒ᆔຬળ

㧟 ᦼ ᣣ  ᐔᚑ㧞㧡ᐕ㧥㧞㧣ᣣ㧔㊄㧕

㧠 ળ ႐

ᄢಽ⋵┙␠ળᢎ⢒✚วࡦ࠲ ᄙ⋡⊛ࡎ࡞ઁ
㧔ᐭᏒ㊁ญේ 6'.㧕


㧡 ෳട⠪  ฦᏒ↸ߢᵴേߔࠆޟද⢒࠲ࡀࠖ࠺ࠦޠ߮Ꮢ↸ᬺᜂᒰ⠪
       ̪╙㧞࿁ߪޔ
ޟද⢒ߺߩ࠲ࡀࠖ࠺ࠦޠпޕߔ߹ߒߣ៎ߦ׆

㧢 ᣣ ⒟
ᤨ 㑆
9:30㨪10:00
10:00㨪10:10

10:15㨪11:45

ౝ   ኈ
ฃ ઃ
㐿ળⴕ㧔ਥ⠪ߐߟޔᣣ⒟⺑⻉ޔㅪ⛊㧕
⎇ୃ㧝
⻠ ⟵ ޟ
ޡද⢒ߩࠢࡢ࠻࠶ࡀޢలታߦࠃࠆၞᵴേߩᵴᕈൻޠ
⻠ Ꮷ ᗲᇫ⋵ᣂዬᵿᏒ Ꮢ᳃ㇱ ㇱ㐳 㑐 ↢ ᳁  

11:45㨪12:45

ᤤ㘩ભᙑ
⎇ୃ㧞
⊒  ޟ᳃㙚ࠍὐߣߒߚޡද⢒ߩࠢࡢ࠻࠶ࡀޢ᭴▽ޠ

12:45㨪13:45

⊒⠪ ᣣ↸⼾ጟᩞࡀ࠶࠻ࡢࠢળ⼏
ޟද⢒ ࠲ࡀࠖ࠺ࠦޠᏧ ⌀ኼ⟤ ᳁
⎇ୃ㧟
ද ⼏ ޡޟද⢒ࠍࠢࡢ࠻࠶ࡀޢᵴ↪ߒߚലᨐ⊛ข⚵ߦߟߡ
㨪⺖㗴⸃ߩࡅࡦ࠻ࠍតࠆ㨪ޠ

14:00㨪15:20

ㅴ ⴕ ᄢಽ⋵ᢎ⢒ᐡ␠ળᢎ⢒⺖⡯ຬ
15:20㨪15:30



㐽ળⴕ㧔ࠕࡦࠤ࠻⸥㧕

ᐔᚑ㧞㧡ᐕᐲ╙㧟࿁ޟද⢒ୃ⎇╬࠲ࡀࠖ࠺ࠦޠળ㐿ⷐ㗄
㧝 ⿰ ᣦ   ቇᩞᡰេᵴേ߿⺖ᓟሶߤ߽ᢎቶޔቇ߮ߩᢎቶ╬ߩᢎ⢒ߩදߦଥࠆᬺࠍലᨐ⊛ߦታᣉߔࠆ
ߚߦޔផㅴߩᩭߣߥࠆޟද⢒ߩ╬࠲ࡀࠖ࠺ࠦޠᜰዉ⠪ࠍኻ⽎ߦ߿⟵⻠ޔ⊒ޔᗧ
឵╬ࠍߣ߅ߒߡߩ⾰⾗ޔะߣ⋧ߩㅪ៤ࠍ࿑ࠆޕ

㧞 ਥ   ᄢಽ⋵ ᄢಽ⋵ᢎ⢒ᆔຬળ

㧟 ᦼ ᣣ  ᐔᚑ㧞㧢ᐕ㧝㧞㧠ᣣ㧔㊄㧕

㧠 ળ ႐ ᄢಽ⋵┙␠ળᢎ⢒✚วࡦ࠲ ᄙ⋡⊛ࡎ࡞ઁ
㧔ᐭᏒ㊁ญේ 6'.㧕

㧡 ෳട⠪  ฦᏒ↸ߩޟද⢒ޔ࠲ࡀࠖ࠺ࠦޠᢎ⢒ᵴേផㅴຬ㧔ᣥቇ⠌ࠕ࠼ࡃࠗࠩ㧕
ޔᢎ⢒ᵴേࠨࡐ
࠲㧔ᣥో▤ℂຬ㧕
ޔ⺖ᓟఽ┬ࠢࡉᜰዉຬޔฦᏒ↸ᬺᜂᒰ⠪╬ޔ

㧢 ᣣ ⒟                 
ᤨ 㑆
9:30㨪10:00
10:00㨪10:10

10:10㨪11:10

ౝ  ኈ
ฃ ઃ
㐿ળⴕ㧔ਥ⠪ߐߟޔᣣ⒟⺑╬㧕
⎇ୃ㧝㧔⊒㧕
⊒Ԙ ↱ޟᏓᏒߦ߅ߌࠆኅᐸᢎ⢒ᡰេߩข⚵ߦߟߡޠ
⊒⠪  ↱ᏓᏒᢎ⢒ᆔຬળ␠ળᢎ⢒⺖ ଥ㐳 㐳⼱Ꮉ⟤↱♿ ᳁
⊒ԙ ޟၞߣߦ⢒ߟሶߤ߽ߚߜޠ
⊒⠪  ධጊ↰⺖ᓟఽ┬ࠢࡉ ᜰዉຬ Ꮏ⮮ᶭሶ ᳁

11:10㨪11:20

⒖േ

11:20㨪12:30

⎇ୃ㧞㧔ද⼏㧕
ޟᓟߩሶߤ߽ᡰេߩࠅᣇߦߟߡޠ
ㅴ ⴕ ᄢಽ⋵ᢎ⢒ᐡ␠ળᢎ⢒⺖⡯ຬ

12:30㨪13:30

ᤤ㘩ભᙑ

13:30㨪15:00

⎇ୃ㧟㧔⻠⟵㧕
ޟ
ޡද⢒ߣ⁁ߩࠢࡢ࠻࠶ࡀޢᓟߦะߌߡ
 㨪ቇᩞ߆ࠄኅᐸၞⴕߦᦼᓙߔࠆߎߣ㨪ޠ
⻠ Ꮷ  ષᏒ┙ၷ↰ዊቇᩞ ᢎ㗡 દ᧲ବᤘ ᳁
⎇ୃ㧠㧔⺑㧕
ޟ
ޡද⢒ߩࠢࡢ࠻࠶ࡀޢలታᷓൻߦะߌߚข⚵ޠ

15:00㨪15:20
⺑⠪ ᄢಽ⋵ᢎ⢒ᐡ␠ળᢎ⢒⺖↢ᶦቇ⠌ផㅴ⃰ෳ㧔✚㧕
␠ળᢎ⢒⃰ෳ㧔✚㧕 ᦥᩮፒ 㕏
15:20㨪15:30
 

㐽ળⴕ㧔ࠕࡦࠤ࠻⸥㧕

㧞

ᄢಽ⋵┙␠ળᢎ⢒✚วࡦ࠲⺞ᩏ⎇ⓥᬺ

ޟᢎ⢒ߩදޠផㅴߩߚߩࠦ࠺ࠖࡀ࠻ᯏ⢻╬ߩ⁁
㨪⋵ౝ᳃㙚╬߳ߩ⡞߈ขࠅ⺞ᩏ߆ࠄ㨪
ᄢಽ⋵┙␠ળᢎ⢒✚วࡦ࠲ߢߪޔᐔᚑ㧞㧠ᐕᐲ㧞㧡ᐕᐲߩ㧞߆ᐕߦࠊߚࠅ ޟޔᢎ⢒ߩ
දࠍޠផㅴߔࠆߢᩭߣߥࠆ࠻ࡀࠖ࠺ࠦޟᯏ⢻ะߦะߌߚ᧦ઙᢛߩࠅᣇࠍޠᩇߣ
ߒߚ⺞ᩏ⎇ⓥࠍታᣉߒ߹ߒߚޕ
ᐔᚑ㧞㧠ᐕᐲ⺞ᩏߢߪ ޟޔᢎ⢒ߩදߦޠ㑐ߔࠆᏒ↸ᢎ⢒ᆔຬળߩᣇ㊎߮ࠦ࠺ࠖࡀ
࠻ᯏ⢻ࠍᨐߚߒߡࠆ᳃㙚╬ᯏ㑐ߦ߅ߌࠆข⚵ߩ⁁ࠍ⺞ᩏߔࠆߣߣ߽ߦోޔ࿖ߩఝࠇߚข
⚵ࠍⴕߞߡࠆᏒ↸߿ᯏ㑐ߣߩ⁁Ყセ߽ⴕߟߟ ޟޔᢎ⢒ߩදޠផㅴߩᧄ⋵ߩ․ᓽ
߿ᓟߩផㅴߩⷞὐࠍᢛℂߒ߹ߒߚޕ
ᐔᚑ㧞㧡ᐕᐲ⺞ᩏߢߪޔ೨ᐕᐲߩ⺞ᩏ߆ࠄߺ߃ߡ߈ߚ⺖㗴╬ࠍᢛℂߒߚߢᦝߦ⺞ᩏ⎇ⓥࠍ
ㅴࠆߚߦ⋵ౝߩ㧡᳃㙚╬ᯏ㑐ߦኻߔࠆ⡞߈ขࠅ⺞ᩏࠍⴕޔᣣᏱߩࠦ࠺ࠖࡀ࠻
߿ၞߩᢎ⢒⾗Ḯᖱႎߩ㓸ឭଏࠪࠬ࠹ࡓࡓࠣࡠࡊޔឭ᩺ဳߩࠦ࠺ࠖࡀ࠻╬ߦ㑐ߔࠆ
⚦ߥ⁁ᛠីࠍⴕ߹ߒߚޕ
ฦ᳃㙚╬ᯏ㑐ߦ߅ߡߪࠍ࠲ࡀࠖ࠺ࠦޔਛᔃߦఝࠇߚข⚵߇ⴕࠊࠇߡ߅ࠅޔฦᏒ↸
ᢎ⢒ᆔຬળ߮᳃㙚╬ߩᯏ㑐ߦ߅ߡߪޔၞߩታᖱ╬߽〯߹߃ޔᓟߩข⚵ߩෳ⠨ߣߒ
ߡߚߛ߈ߚߣ⠨߃ߡ߹ߔޕ
ߥ߅ޔ࿁ߩ⺞ᩏ⎇ⓥࠍ〯߹߃ߚ࠻ࡀࠖ࠺ࠦޔᯏ⢻ะߦะߌߚ᧦ઙᢛߩࠅᣇߦ㑐
ߔࠆឭ⸒ߦߟߡߪ  ޡޟޔᢎ⢒ߩදߩޢലᨐ⊛ߥផㅴ㧔ᦨ⚳ႎ๔ 㧕ޠ㧔ᐔᚑ㧞㧢ᐕ㧟⊒ⴕ㧕
ࠍߏෳᾖߊߛߐޕ

㧝

ᣣᏱߩࠦ࠺ࠖࡀ࠻ߦߟߡ

㧔㧝㧕ࠦ࠺ࠖࡀ࠲ߩൕോⅣႺ߮ࠦ࠺ࠖࡀ࠻
ෳ⠨ߣߥࠆข⚵

᳃㙚╬ߩฬ⒓

᳃㙚╬ߩോቶߦኾ↪ߩ࠺ࠬࠢࠍ㈩

⼾↰᳃㙚▽᧶ޔਛᄩ᳃㙚
ḡᏓ㒮᳃㙚ޔᒎ↢᳃㙚

ኾ↪ߩࡄ࠰ࠦࡦࠍ㈩

⼾↰᳃㙚▽᧶ޔਛᄩ᳃㙚
ḡᏓ㒮᳃㙚ޔᒎ↢᳃㙚
₿⃨↸ᢎ⢒ᆔຬળ

ࠦ࠺ࠖࡀ࠲ߣઁߩ⡯ຬߩⶄᢙߢࠦ࠺ࠖࡀ࠻

᧶▽ਛᄩ᳃㙚ޔḡᏓ㒮᳃㙚
ᒎ↢᳃㙚

Ԙข⚵ߩ⁁
٤

Ṗߥࠦ࠺ࠖࡀ࠻ࠍⴕ߁ߢᔅⷐߥኾ↪ߩ࠺ࠬࠢ߿ࡄ࠰ࠦࡦߦߟߡߪޔᄙߊߩ
᳃㙚ߢᢛߐࠇߡࠆޕ

٤

ࠦ࠺ࠖࡀ࠻ߦߟߡߪߩઁߣ࠲ࡀࠖ࠺ࠦޔ⡯ຬߩⶄᢙߢⴕߞߡࠆ᳃㙚߽
ࠅ߇࠲ࡀࠖ࠺ࠦޔਇߩ㓙ߦߪߩઁޔ⡯ຬ߇ቇᩞ╬߳ߩኻᔕࠍⴕߞߡࠆޕ

٤

᳃㙚ࠍ↪ߔࠆฦ⒳ࠨࠢ࡞ߩઍ߿ၞߩ⥄ᴦᆔຬߣㅪ៤ߒߡੱ᧚ᖱႎߩ㓸߿ੱ
-1-

ㆬࠍⴕߞߡࠆ᳃㙚߽ࠆޕ
٤

ࠦ࠺ࠖࡀ࠲߇ቇᩞㆇ༡ද⼏ળᐲ㧔ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖࠬࠢ࡞㧕ߦ߅ߌࠆቇᩞㆇ༡
ද⼏ળߩᆔຬߦߥࠆߣߣ߽ߦ⥄ޔᴦળ㙚ߣㅪ៤ߒߡࠦ࠺ࠖࡀ࠻ࠍⴕ߁ࠤ߽ࠬࠆޕ

٤

ࠦ࠺ࠖࡀ࠲ߩൕോ⁁ᴫߦߟߡߪޔߨㅳ㧟ᣣߩඨᣣൕോߣ߁߽ࠅޔ㒢ࠄ
ࠇߚൕോᤨ㑆ౝߩਛߢⶄᢙߩዊਛቇᩞࠍᡰេኻ⽎ߣߒߡࠆޕ

ԙ⁁߆ࠄ߃ߡߊࠆ߽ߩ
ࠦ࠺ࠖࡀ࠲ߣߒߡߩᗧ⼂ࠍ㜞ࠆߣߣ߽ߦޔᣣᏱߩࠦ࠺ࠖࡀ࠻ࠍṖߦⴕ߁ߚ
ߩⅣႺᢛߣߒߡޔኾ↪ߩ࠺ࠬࠢ߿㔚ሶࡔ࡞߿ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻߇↪ߢ߈ࠆࡄ࠰ࠦࡦ╬ߩ㈩
ߪലߢࠆߣᕁࠊࠇࠆޕ
߹ߚ߇࠲ࡀࠖ࠺ࠦޔਇߩ㓙ߦޔቇᩞ߿ቇᩞᢎ⢒ᵴേ߳ߩᡰេߦෳടߔࠆ࿅ੱ
╬ߣߩㅪ⛊⺞ᢛࠍ᳃㙚ߩઁߩ⡯ຬ߇ⴕ߁ߥߤޔ᳃㙚ోߢࠦ࠺ࠖࡀ࠻ᯏ⢻ࠍᜂ߁
ߠߊࠅ߇ᔅⷐߢࠆߩ࠲ࡀࠖ࠺ࠦޔࠅࠃߦߣߎߩߎޕቅ┙ࠍ㒐ߋߣߣ߽ߦޔᣣᏱ⊛⛮
⛯⊛ߥࠦ࠺ࠖࡀ࠻ᯏ⢻ࠍ⊒ើߔࠆߎߣߦ❬߇ࠆߣᕁࠊࠇࠆޕ
ߥ߅࠻ࡀࠖ࠺ࠦߢੱ৻߇࠲ࡀࠖ࠺ࠦޔᬺോࠍᜂᒰߔࠆࠤࠬߦ߅ߡߪޔ᳃㙚
ࠍ↪ߔࠆฦ⒳ࠨࠢ࡞߿ቇ⚖⻠ᐳ↢ޔၞߩ⻉࿅ߩઍ╬ߣ✕ኒߦㅪ៤ࠍߣࠆߥߤࠦޔ
࠺ࠖࡀ࠲ߩࡄ࠻࠽ߣ߃ࠆੱ᧚ࠍ⏕ߒߡ߅ߊߎߣ߇ᔅⷐߣᕁࠊࠇࠆޕ
㧔㧞㧕ቇᩞߣߩᛂวߖ
ෳ⠨ߣߥࠆข⚵

᳃㙚╬ߩฬ⒓

ේೣ߇࠲ࡀࠖ࠺ࠦޔኻᔕߔࠆ߇น⢻ߥ㒢ࠅᜂᒰ⡯ ᧶▽ਛᄩ᳃㙚
ຬ߽ኻᔕ
↳⺧ᦠߦࠃࠆᡰេⷐ⺧ߩฃઃ

₿⃨↸ᢎ⢒ᆔຬળ

Ԙข⚵ߩ⁁
٤

ቇᩞߣߩᛂวߖߦߟߡߪޔᄙߊߩ႐วߢੱ৻߇࠲ࡀࠖ࠺ࠦޔኻᔕߒߡࠆ߇ޔ
↪ോ╬߇ߞߡߥߣ߈ߦߪޔᜂᒰ⡯ຬ߽หⴕߒߡⶄᢙߢኻᔕߒߡࠆ᳃㙚߽ࠆޕ

٤

ቇᩞ߆ࠄߩᡰេⷐ⺧߿ߘߩᓟߩㅪ⛊⺞ᢛߪޔਥߦ㔚߿ࡔ࡞ࠍߞߚࠅޔቇᩞߦะ
ߚࠅߒߡⴕߞߡࠆޔߚ߹ޕቇᩞߩᜂᒰᢎ⡯ຬ߇᳃㙚ࠍ᧪㙚ߩ࠲ࡀࠖ࠺ࠦޔ
ߣᛂวߖࠍⴕ߁ߎߣ߽ࠆޕ

٤

ቇᩞ߆ࠄߩᡰេౝኈߩ೨⋧⺣ࠍࠦ࠺ࠖࡀ࠲߇ฃߌߚᓟޔᒰᩞ߆ࠄᢎ⢒ᆔຬળ
ߩᜂᒰ⺖ߦᡰេⷐᦸᦠࠍឭߔࠆࠪࠬ࠹ࡓ߇ߣࠄࠇߡࠆ߽ࠆޕᢎ⢒ᆔຬળߩᜂᒰ
⺖߳ߩᡰេⷐᦸᦠߩឭߪޔቇᩞᢎ⢒ᵴേ߳ߩᡰេߦଥࠆ㒾ട߮⊒↢ᤨߩ㒾
ㆡ↪ߩ⸽ᦠ㘃ߣߒߡ߽ᵴ↪ߒߡࠆޕ

ԙ⁁߆ࠄ߃ߡߊࠆ߽ߩ
ቇᩞߣߩᔨߥᛂวߖߪ ޔቇᩞ߇ⴕ߁ᵴേߣ᳞ࠆੱ᧚ࠍࠦ࠺ࠖࡀ࠲߇ᱜ⏕ߦᛠីߒ ޔ
ࠃࠅ⦟ᵴേ߳ߣዷ㐿ߔࠆߢᒰὼ㊀ⷐߢࠆߩߘޕ㓙ޔቇᩞ߆ࠄߩᡰេⷐᦸߪ৻ቯߩ᭽ᑼߦ
ࠃࠅฃߌઃߌࠆߣߣ߽ߦ ߩ࠻ࡀࠖ࠺ࠦޔㅴ⁁ᴫࠍ⚦߆ߦ⸥㍳ߒߡ߅ߊߎߣ߇ലߢࠆ ޕ
ߎߩߎߣߦࠃࠅ߈ⴕߚߞߣޠߥࠊ⸒ޔߚߞ⸒ޟࠆࠁࠊޔ㆑ߦࠃࠆ࠻ࡉ࡞ࠍ㒐ߋߎ
ߣ߇ߢ߈ࠆޔߚ߹ޕቇᩞ߆ࠄߩᡰេⷐᦸߩౝኈ߿ㅴ⁁ᴫࠍ᳃㙚ߩ㑐ଥ⡯ຬߣߔࠆߎߣ
-2-

߇ߢ߈ࠇ߫߇࠲ࡀࠖ࠺ࠦޔਇߩ㓙ߩቇᩞߣߩㅪ⛊⺞ᢛ࠻ࡀࠖ࠺ࠦޔߩ⺖㗴߿࿎
ࠅߦ⡯ຬోߢኻᔕߢ߈ࠆߠߊࠅ߳ߣ❬߇ࠆࠃ߁ߦᕁࠊࠇࠆޕ
ߥ߅ ޔߪߢ⋵ᧄޔၞߣߩㅪ៤ࠍផㅴߔࠆᜂᒰࠍᩞോಽߦ⟎ߠߌࠆข⚵ࠍㅴߡ߅ࠅ ޔ
ᄙߊߩዊਛቇᩞߦ߅ߡޔᜂᒰᢎ⡯ຬ߇ቇᩞߩⷐᦸࠍขࠅ߹ߣࠦ࠺ࠖࡀ࠲ߣᛂวߖࠍ
ⴕ߁ߥߤޔቇᩞౝߩࠦ࠺ࠖࡀ࠲ߣߒߡߩᓎഀࠍᜂߞߡࠆޕ
ߒߚ߇ߞߡޔၞߩᢎ⢒ജࠍᵴ↪ߒߚቇᩞᢎ⢒ᵴേࠍࠃࠅలታߒߚ߽ߩߣߔࠆߚߦߪޔᜂ
ᒰᢎ⡯ຬ߇ޟᢎ⢒ߩදߩޠᗧ⟵߿ലᨐޔᜂᒰ⠪ߣߒߡߩᓎഀ╬ߦߟߡℂ⸃ࠍᷓࠆߎߣ߇
ቇᩞߣߒߡߩ࠾࠭ࠍ⊒ାߔࠆߚߦ㊀ⷐߢࠅޔၞߩᢎ⢒ജࠍᵴ↪ߒߚቇᩞᢎ⢒ᵴേߩల
ታߦਇนᰳߢࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
⸥㧔㧝㧕߮㧔㧞㧕ߦߟߡᢛℂߔࠆߣޔᣣᏱߩࠦ࠺ࠖࡀ࠻ࠍࠃࠅలታߒߚ߽ߩ
ߣߔࠆߚߦߪߩ࠲ࡀࠖ࠺ࠦޔၫോⅣႺࠍᢛ߃ࠆߣߣ߽ߦࠍ࠲ࡀࠖ࠺ࠦޔਛᔃߣ
ߒߚⶄᢙߢߩࠦ࠺ࠖࡀ࠻ߩ߽ߣޔቇᩞ߆ࠄߩᡰេⷐ⺧ߩౝኈ߿ࠦ࠺ࠖࡀ࠻ߩㅴ
⁁ᴫ╬ࠍߔࠆߎߣ߇ᄢಾߢࠆޕ
߹ߚޔቇᩞߩᜂᒰᢎ⡯ຬࠍኻ⽎ߣߒߚޟᢎ⢒ߩදߩޠផㅴߦ㑐ߔࠆ⎇ୃߩᯏળࠍ⸳ߌࠆߎ
ߣ߽ᄢಾߢࠆޕ

㧞

ၞߩᢎ⢒⾗Ḯߦ㑐ߔࠆᖱႎ㓸ឭଏࠪࠬ࠹ࡓߦߟߡ

㧔㧝㧕ၞߩᢎ⢒⾗Ḯߦ㑐ߔࠆᖱႎ㓸▤ᵴ↪
ෳ⠨ߣߥࠆข⚵

᳃㙚╬ߩฬ⒓

ᖱႎ㓸▤ᵴ↪ࠍࠦ࠺ࠖࡀ࠲ߣઁߩ⡯ຬߩ ᧶▽ਛᄩ᳃㙚ޔḡᏓ㒮᳃㙚
ⶄᢙߢታᣉ

ᒎ↢᳃㙚

Ԙข⚵ߩ⁁
٤

ቇᩞᢎ⢒ᵴേ߳ߩᡰេߦଥࠆੱ᧚ᖱႎ╬ߩ㓸߮▤ߪޔਥߦࠦ࠺ࠖࡀ࠲߇ⴕ
ߞߡࠆޕ

٤

㓸ߒߚᖱႎߪࡄ࠰ࠦࡦ߿ౠሶบᏭߥߤߢᢛℂ▤ߒߡࠆࠤࠬ߇ᄙޕ㓸ߒ
ߚᖱႎࠍࠦ࠺ࠖࡀ࠲એᄖߩ⡯ຬ߽ᵴ↪ߢ߈ࠆ᳃㙚߽ᄙޕ

٤

⺖ᓟሶߤ߽ᢎቶ߿ߘߩઁߩ᳃㙚ਥᬺߦ㑐ㅪߔࠆᖱႎ߽ޔ⡯ຬోߢ
ᵴ↪ߒߡࠆ᳃㙚߽ࠆޕ

ԙ⁁߆ࠄ߃ߡߊࠆ߽ߩ
㓸ߒߚᖱႎࠍ⡯ຬ㑆ߢᵴ↪ߔࠆߎߣߪߌߛࠇߘޔᄙߊߩᖱႎࠍ߽ߞߡࠦ࠺ࠖࡀ
࠻߇ⴕ߃ࠆߎߣ߆ࠄޔቇᩞᢎ⢒ᵴേ߳ߩᡰេߩߺߥࠄߕ⺖ᓟሶߤ߽ᢎቶ╬ߩ⺖ᓟߩሶߤ߽
ߩᵴേߩలታߦ߽❬߇ߞߡࠆߣᕁࠊࠇࠆޕ
ߎߩߚޔ㓸ߒߚᖱႎߪࡄ࠰ࠦࡦߩࡈࠜ࡞࠳ߩᵴ↪߿⚕ᇦߢ᳃㙚ോቶߦ⸳⟎ߔ
ࠆߥߤޔੱᖱႎߩ⼔ߦ⇐ᗧߒߟߟోޔ⡯ຬ߇ᵴ↪ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߔࠆߎߣ߇ലߢࠅߎޔ
ߩߎߣߦࠃࠅޔ᳃㙚ߦ߅ߌࠆᖱႎߩ৻రൻ߇ㅴߣᕁࠊࠇࠆޕ
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㧔㧞㧕Ꮢ↸ౝߩઁߩ᳃㙚╬ߣߩᖱႎ឵
ෳ⠨ߣߥࠆข⚵

᳃㙚╬ߩฬ⒓

ࠦ࠺ࠖࡀ࠲╬㑐ଥ⠪ߦࠃࠆቯᦼ⊛ߥળ⼏ࠍታᣉ

⼾↰᳃㙚▽᧶ޔਛᄩ᳃㙚
ᒎ↢᳃㙚↸⃨₿ޔᢎ⢒ᆔຬ
ળ

Ԙข⚵ߩ⁁
٤

Ꮢ↸ౝߩࠦ࠺ࠖࡀ࠲߇৻ၴߦળߒޔቇᩞᢎ⢒ᵴേ߳ߩᡰេߩታᣉ⁁ᴫߦ㑐ߔࠆ
ᖱႎ឵ࠍቯᦼ⊛ߦⴕߞߡࠆޕ

٤

Ꮢ↸ోၞߢߩੱ᧚ᖱႎߩ឵߽ⴕࠊࠇߡ߅ࠅޔቇᩞ߇᳞ࠆੱ᧚߇ᜂᒰౝߢߟߌ
ࠆߎߣ߇ߢ߈ߥ႐วߦઁߩੱ᧚ࠍ⚫ߒߡ߽ࠄ߁ߥߤߥ⋉ޔᖱႎߩ឵߇
࿑ࠄࠇߡࠆޕ

٤

ࠦ࠺ࠖࡀ࠲ߩߺ߇㓸߹ࠆળ⼏ߦട߃ޔᐕᐲᒰೋߦࠦ࠺ࠖࡀ࠲ߣቇᩞᡰេ
ၞᧄㇱ㑐ଥ⠪ޔቇᩞ㑐ଥ⠪ߩਃ⠪ߦࠃࠆวหળ⼏ࠍታᣉߒߡࠆ߽ࠆޕ

ԙ⁁߆ࠄ߃ߡߊࠆ߽ߩ
ੱ᧚ࠍߪߓߣߒߚᢎ⢒⾗Ḯᖱႎࠍᄙߊᜬߞߡࠆߎߣ߇⦟ࠅࠃޔᵴേࠍࠦ࠺ࠖࡀ࠻
ߔࠆߢᰳߊߎߣ߇ߢ߈ߥ᧦ઙߩ৻ߟߢࠆޔߡߞ߇ߚߒޕᏒ↸ౝߩࠦ࠺ࠖࡀ࠲╬
㑐ଥ⠪߇ᣣᏱߩข⚵ࠍᜬߜነࠆߣߣ߽ߦߩ╬᧚ੱޔᢎ⢒⾗Ḯߦ㑐ߔࠆᖱႎߩ឵ࠍቯᦼ⊛ߦⴕ
߁ߎߣߪലߢࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
ߎߩߎߣߦࠃࠅ⾰ߩ࠻ࡀࠖ࠺ࠦޔ߮㊂ߩ৻ጀߩలታߦ❬߇ࠆߣᕁࠊࠇࠆޕ
⸥㧔㧝㧕߮㧔㧞㧕ߦߟߡᢛℂߔࠆߣޔၞߩᢎ⢒⾗Ḯߦ㑐ߔࠆᖱႎ㓸ឭଏࠪࠬ࠹
ࡓࠍࠃࠅలታߒߚ߽ߩߣߔࠆߚߦߪޔሶߤ߽ߩᵴേߩߚߦᵴ↪ߢ߈ࠆၞߩᢎ⢒⾗Ḯᖱႎ
ࠍ৻ర⊛ߦᢛℂ⫾Ⓧߒߩߡߴߔޔ㑐ଥ⠪߇ߟߢ߽ᵴ↪ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߒߡ߅ߊߎߣ߇ᄢಾߢ
ࠆޕ
߹ߚޔߦߚ߁ⴕࠍ࠻ࡀࠖ࠺ࠦ⦟ࠅࠃޔᏒ↸ౝߩ᳃㙚╬ߩᯏ㑐߿ࠦ࠺ࠖࡀ࠲
ߩᵴേᖱႎࠍ⍮ࠆߣߣ߽ߦߚߒߣߓߪࠍ᧚ੱޔၞߩᢎ⢒⾗Ḯߦ㑐ߔࠆᖱႎ឵ࠍ
࿑ࠆߎߣ߇ᄢಾߢࠆޕ

㧟

ቇᩞᢎ⢒ᵴേ߳ߩᡰេߩၞ᳃ߩ㑐ࠊࠅߦߟߡ

㧔㧝㧕ੱ᧚╬ߩᢎ⢒⾗Ḯߩᖱႎࡃࡦࠢ
ෳ⠨ߣߥࠆข⚵

᳃㙚╬ߩฬ⒓

ቇᩞᢎ⢒ᵴേ߳ߩᡰេߦෳടߒߚ࿅ੱ╬ߩੱ᧚ᖱ ⼾↰᳃㙚▽᧶ޔਛᄩ᳃㙚
ႎࠍ࠺࠲ࡌࠬൻ

ḡᏓ㒮᳃㙚ޔᒎ↢᳃㙚
₿⃨↸ᢎ⢒ᆔຬળ

Ԙข⚵ߩ⁁
٤

ੱ᧚ߦ㑐ߔࠆᖱႎߩ࠺࠲ࡌࠬൻߪߔߴߡߩ᳃㙚ߢⴕࠊࠇߡࠆޕ೨ߩ⊓㍳ᐲ
ߪណ↪ߒߡ߅ࠄߕޔᵴേߦෳടߒߚ࿅߿ੱߩᖱႎࠍ⫾Ⓧߒߡߊᒻࠍߣߞߡࠆޕ
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٤

ᢎ⢒ᆔຬળߩᜂᒰ⺖߇ᐕ㑆ߩቇᩞᢎ⢒ᵴേ߳ߩᡰេߩታᣉ⁁ᴫࠍౠሶߦ߹ߣߡߴߔޔ
ߩࠦ࠺ࠖࡀ࠲ߦ㈩ઃߔࠆ߽ࠆޕ

٤

⥄ᴦᆔຬߣㅪ៤ߒޔ᳃㙚ߢᛠីߢ߈ߡߥ᭽․ߥޘᛛ߿ᛛ⢻╬ࠍߒߡࠆੱ᧚ᖱ
ႎࠍ㓸ߔࠆߥߤޔᖱႎ㊂ߩᄢߦขࠅ⚵᳃㙚߽ࠆޕ

٤

ၞߩᱧผᢥൻ⥄ޔὼޔᣉ⸳ߣߞߚሶߤ߽ߩᵴേߦᵴ↪ߢ߈ࠆᢎ⢒⾗Ḯߦ㑐ߔࠆᖱ
ႎߩ࠺࠲ࡌࠬൻߪⴕࠊࠇߡߥޕ

ԙ⁁߆ࠄ߃ߡߊࠆ߽ߩ
ੱ᧚ᖱႎߦ㑐ߔࠆ⊓㍳ᐲߩ⠨߃ᣇߦߟߡߪߩߡߴߔޔ᳃㙚ߢㅢߒߡࠆ ⊓ޟޕ㍳ߒ
ߚߩߦ৻ޔᐲ߽ჿ߇߆߆ࠄߥ⊓߁ߣޠ㍳⠪ߩ⇼ᔨ߿ਇାᗵࠍ࿁ㆱߔࠆߣߣ߽ߦ ᦨޟޔㆡߥ
ੱ᧚ᖱႎࠍቇᩞߦឭଏߒߚߩ࠲ࡀࠖ࠺ࠦ߁ߣޠᕁߥߤ߆ࠄޔ೨⊓㍳ᐲߪណ↪
ߖߕޔታ㓙ߦቇᩞᢎ⢒ᵴേ߳ߩᡰេߦෳടߒߚ࿅߿ੱ╬ߩᖱႎࠍᢛℂ⫾Ⓧߒߡࠆޕ
ߥ߅ޔၞߩᢎ⢒⾗Ḯߣߪޔߣߎߩࠎࠈߜ߽ߪ᧚ੱޔၞߩᱧผᢥൻ⥄ޔὼޔᣉ⸳ߥߤ߽
߽ߩߢࠅޔሶߤ߽ߩᵴേߩߚߦᵴ↪ߢ߈ࠆᢎ⢒⾗Ḯࠍࠫࡖࡦ࡞ಽߌߒߡ⫾Ⓧᵴ↪ߢ
߈ࠆࠃ߁ߦߒߡ߅ߊߎߣ߇ലߢࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
㧔㧞㧕ቇᩞᢎ⢒ᵴേ߳ߩᡰេߦෳടߔࠆၞߩ࿅ࠣ࡞ࡊޔੱ╬ߣߩᖱႎ឵
ෳ⠨ߣߥࠆข⚵

᳃㙚╬ߩฬ⒓

ቇᩞᢎ⢒ᵴേ߳ߩᡰេߩታᣉᓟߦෳട⠪ߩᗧᗵᗐ╬ ⼾↰᳃㙚▽᧶ޔਛᄩ᳃㙚
ߩ⡞߈ขࠅࠍታᣉ

ḡᏓ㒮᳃㙚ޔᒎ↢᳃㙚
₿⃨↸ᢎ⢒ᆔຬળ

Ԙข⚵ߩ⁁
٤

ቇᩞᢎ⢒ᵴേ߳ߩᡰេߦߪน⢻ߥ㒢ࠅࠦ࠺ࠖࡀ࠲߽ะ߈ޔᵴേߩ᭽ሶࠍⷰኤߒ
ߚࠅߦ✜৻ߣࠕࠖ࠹ࡦࡏޔᵴേߦෳടߒߚࠅߒߡࠆޕᵴേ߇⚳ੌߒߚᓟޔෳട⠪ߩᗧ
߿ᗵᗐࠍ⡞߈ขࠆߣߣ߽ߦ↢┬ఽޔᓤߩ᳇ߦߥࠆ᭽ሶߥߤߦߟߡߪޔㆃṛߥߊቇᩞߦ
ႎ๔ߔࠆߥߤޔቇᩞߣߩㅪ⛊߽ኒߦⴕࠊࠇߡࠆޕ

٤

ෳട⠪߆ࠄ⡞߈ขߞߚᗧ߿ᗵᗐ╬ࠍᢛℂߒޔᵴേႎ๔ᦠߦ⸥タߒߡᰴᐕᐲߩᵴേߩෳ
⠨ߣߔࠆ߽ࠆޕ

٤

ᩞࡀ࠶࠻ࡢࠢળ⼏ߩታᣉߦࠃߞߡޔቇᩞ㑐ଥ⠪ߣၞߩ␠ળᢎ⢒㑐ଥ࿅╬ߩઍ
⠪߇ᖱႎߩ឵ࠍⴕ߁႐ว߇ᄙޕ

٤

ቇᩞᢎ⢒ᵴേ߳ߩᡰេߩෳട⠪߇৻ၴߦળߒߡᖱႎ឵ࠍⴕ߁ߥߤߩᮮߩ❬߇ࠅࠍࠆ
ข⚵ߪߥޕ

ԙ⁁߆ࠄ߃ߡߊࠆ߽ߩ
ቇᩞᢎ⢒ᵴേ߳ߩᡰេࠍⴕߞߚෳട⠪ߩᗧ߿ᗵᗐࠍ⡞߈ขࠆߣߣ߽ߦߩߘޔౝኈࠍᢥᦠߢ
ᱷߔߎߣߦࠃࠅޔᰴߩᵴേ߳↢߆ߔߎߣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߦᕁࠊࠇࠆ৻ޔߚߩߎޕቯߩ᭽ᑼߦࠃ
ࠅᵴേߩ⸥㍳ࠍ߹ߣߡ߅ߊߎߣ߇ലߢࠆޕ
߹ߚޔቇᩞᢎ⢒ᵴേ߳ߩᡰេߦෳടߔࠆၞߩ᭽ߥޘ࿅߿ࠣ࡞ࡊޔੱ߇ᣣߏࠈߩᵴേ
ታ〣߿ᖱႎࠍ឵ߢ߈ࠆ႐ࠍ⸳ߌࠆߎߣߪޔᮮߩ❬߇ࠅࠍᷓߩࠢࡢ࠻࠶ࡀ⊛ੱޔᐢ߇ࠅࠍ
↢ߺߒޔߪߡ߭ޔᣂߚߥቇᩞᢎ⢒ᵴേ߳ߩᡰេߩዷ㐿߇ᦼᓙߢ߈ࠆ߽ߩߣᕁࠊࠇࠆޕ
⸥㧔㧝㧕߮㧔㧞㧕ߦߟߡᢛℂߔࠆߣޔቇᩞᢎ⢒ᵴേ߳ߩᡰេߩၞ᳃ߩ㑐ࠊࠅߦߟ
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ߡߪ ߦ᧚ੱޔ㑐ߔࠆᖱႎߩᛠីߪⴕࠊࠇߡࠆ߇ ߦࠇߎޔട߃ߡ ޔ
 ޟᱧผᢥൻ ⥄ ޟ߿ޠὼޔޠ
 ޟᣉ⸳ ߦߤߥޠ㑐ߔࠆᖱႎ߽ၞߩᢎ⢒⾗Ḯᖱႎߣߒߡ⫾Ⓧߒ ޔᵴ↪ߢ߈ࠆߎߣ߇ലߢࠆ ޕ
߹ߚޔቇᩞᢎ⢒ᵴേ߳ߩᡰេߩෳട⠪ߩᗧ߆ᗵᗐ╬ࠍߚᵴേႎ๔ᦠࠍᚑߒޔ㑐ଥ⠪
ߢߒߡ߅ߊߎߣ߇ߩߘޔᓟߩᵴേࠍࠃࠅలታߒߚ߽ߩߦߔࠆߢᄢಾߢࠆޕ
ߐࠄߦޔߪߦߚߩࠢࡢ࠻࠶ࡀ⊛ੱޔቇᩞᢎ⢒ᵴേ߳ߩᡰេߦෳടߔࠆ࿅߿ࠨࠢ࡞ޔ
ੱ╬߇⋧ߦᖱႎ឵ߢ߈ࠆ႐ࠍ⸳ቯߔࠆߎߣ߇ലߢࠆߣᕁࠊࠇࠆޕ

㧠

ቇᩞߩ᳞ߦᦨᄢ㒢ߦᔕ߃ࠆࡊࡠࠣࡓߩડ↹ឭ᩺ߦߟߡ

㧔㧝㧕ቇᩞߣදߢડ↹ߒߚࡊࡠࠣࡓ
ෳ⠨ߣߥࠆข⚵

᳃㙚╬ߩฬ⒓

ቇᩞߣߩᛂวߖߦ߅ߡ⦟ࠅࠃޔᵴേߦะߌߚឭ᩺ࠍ ⼾↰᳃㙚▽᧶ޔਛᄩ᳃㙚
ⴕቇᩞߣදߢࡊࡠࠣࡓࠍડ↹

ḡᏓ㒮᳃㙚ޔᒎ↢᳃㙚
₿⃨↸ᢎ⢒ᆔຬળ

Ԙข⚵ߩ⁁
٤

ߔߴߡߩࠦ࠺ࠖࡀ࠲߇ޔ೨ᐕᐲߩ⺖㗴߿⋭㗄╬ࠍ〯߹߃⦟ࠅࠃޔᵴേߣߥ
ࠆࠃ߁ၞߩᢎ⢒⾗Ḯᖱႎࠍ⊛⏕ߦ⚵ߺวࠊߖߚࡊࡠࠣࡓߩឭ᩺ࠍⴕޔቇᩞߩ᳞ߦ
ᔕߓߚࡊࡠࠣࡓࠍቇᩞߣදߢડ↹ߒߡࠆޕ

㧨ࡊࡠࠣࡓ㧪
࠹ࡑ
⡯ᬺੱߦቇ߱

ౝኈ

᳃㙚╬ߩฬ⒓

ࠠࡖࠕᢎ⢒ߩ৻Ⅳߣߒߡ↢ޔᓤ߇⥝㑐 ⼾↰᳃㙚
ᔃࠍ߽ߟ⡯ᬺࠍࠨ࠴ߒߚߢࡉࠬࠍ
⸳⟎ߒޔ⡯ോౝኈߦߟߡ⚦ߥࠍ⡞ߊ
㧔ਛቇᩞ㧕

ࠞࡉ࠻ࠟ࠾ⷰኤળ

ၞߩቲߢࠆࠞࡉ࠻ࠟ࠾ߩ↢ᘒⷰኤߣᐓ ᧶▽ਛᄩ᳃㙚
ẟߩోࠍ࠹ࡑߣߒߚⅣႺ⼔ߦ㑐ߔࠆ
ቇ⠌㧔ዊቇᩞ㧕

ⷫሶ㘩⢒

⢒ߜ⋓ࠅߩሶߤ߽ߦߣߞߡߩޟ㘩ߩޠᄢ ḡᏓ㒮᳃㙚
ಾߐߦ⌕⋡ߒࠠࠤ࠻࠶ࡎߩ࠽࠽ࡃޔࠅ
ࠍⷫሶߢታᣉ㧔ዊቇᩞ㧕

ᚻࠅཬߠߊࠅ

✚ว⊛ߥቇ⠌ߩᤨ㑆ߦ߅ߌࠆᚻࠅཬߠ ᒎ↢᳃㙚
ߊࠅߣ࿅ሶ᳝ߠߊࠅ㧔ዊቇᩞ㧕

ᤄߩㆆ߮

߅ᚻ₹߿߿ߣࠅߥߤߩㆆ߮ᣇࠍ⍮ࠄߥ ₿⃨↸ᢎ⢒ᆔຬળ
⧯ઍߩᢎຬ߿⼔⠪ߦᦧࠊߞߡၞߩ
㜞㦂⠪╬߇ᜰዉ㧔ዊቇᩞ㧕

ԙ⁁߆ࠄ߃ߡߊࠆ߽ߩ
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ቇᩞߣදߢࡊࡠࠣࡓࠍડ↹ߔࠆߎߣߪޔቇᩞߩ᳞ߦᔕߓߡੱ᧚ࠍࠦ࠺ࠖࡀ࠻ߔࠆ
ߣ߁ߎࠇ߹ߢߩࠦ࠺ࠖࡀ࠻ߩࠅᣇ߆ࠄ৻ᱠㅴࠎߛ㜞ᐲߥࠦ࠺ࠖࡀ࠻ߢࠆޕ
ቇᩞߩⷐ⺧ߦኻߒߡ ߔ߹߈ߢ߇ߣߎߥࠎߎޕࠃߔ߹߇ੱߥࠎߎߦߎߎޔ߫ࠇߢࠇߘޟޔ
ࠃߚߞߣޠឭ᩺ࠍߒߡߌࠆࠦ࠺ࠖࡀ࠲ߩᖱႎ㊂ߩᄙߐߣડ↹ജ߇᳞ࠄࠇࠆޕ
ߎߩⓍߺ㊀ߨߦࠃߞߡޔ᳃㙚߿ࠦ࠺ࠖࡀ࠲ߦኻߔࠆା㗬ᗵߣࡄ࠻࠽ᗧ⼂ࠍቇᩞ
߇ᷓࠆߥࠄߐޔၞߩᢎ⢒ജߩᵴ↪߳ߣ❬߇ࠆ߽ߩߣᕁࠊࠇࠆޕ
㧔㧞㧕ቇᩞᢎ⢒ᵴേߩࡊࡠࠣࡓߩડ↹ឭ᩺
ෳ⠨ߣߥࠆข⚵

᳃㙚╬ߩฬ⒓

ၞߩᢎ⢒⾗Ḯࠍᵴ↪ߒߚቇᩞᢎ⢒ᵴേߩࡊࡠࠣࡓࠍ ᒎ↢᳃㙚
ડ↹ឭ᩺
Ԙข⚵ߩ⁁
٤

ቇᩞߩᐕ㑆⸘↹߇ᐕᐲ߇ߌߚ㧡㗃ߦ␜ߐࠇࠆ႐ว߽ᄙߊᤨߩߘޔὐߢᣂߚߥឭ᩺ࠍ
ⴕ߁ߎߣ߇࿎㔍ߢࠆޕ

٤

ࠦ࠺ࠖࡀ࠲߆ࠄቇᩞߦኻߒߡቇᩞᢎ⢒ᵴേߩࡊࡠࠣࡓߩឭ᩺ࠍⴕ߁ߎߣߪ ޔ
ޟቇ
ᩞߦ⽶ᜂࠍ߆ߌޔᄙᔔൻߦᜉゞࠍ߆ߌࠆߎߣߦ❬߇ࠆߩߣޠ⠨߃߆ࠄޔⓍᭂ⊛ߥ߈߆ߌ
ࠍⴕߞߡߥޕ

㧨ࡊࡠࠣࡓ㧪
࠹ࡑ

ౝኈ

᳃㙚╬ߩฬ⒓

Ⰼ ߩ 㘺 ⢒ ߣ ➂ ߩ ♻ Ⰼߩ㘺⢒ࠍឭ᩺ߔࠆߣߣ߽ߦ♻ߩ➂ޔขࠅ ᒎ↢᳃㙚
ขࠅ

ࠍ↢♻Ꮏ႐ߦൕߚ⚻㛎ߩࠆၞߩ㜞㦂
⠪ߩᜰዉߦࠃࠅታᣉ㧔ዊቇᩞ㧕

ԙ⁁߆ࠄ߃ߡߊࠆ߽ߩ
ᓟߦ࠲ࡀࠖ࠺ࠦޔ᳞ࠄࠇࠆᓎഀߩ৻ߟߣߒߡߩࡓࠣࡠࡊޔડ↹ឭ᩺ဳߩࠦ
࠺ࠖࡀ࠻߇⠨߃ࠄࠇࠆ ޔ ߪߣߎߩߎޕ⸥㧔 㧝㧕ߩ ޟቇᩞߣߩදߦࠃࠆࡊࡠࠣࡓߩડ↹ ޠ
ߣห᭽ߦ㕖Ᏹߦ㜞ᐲߥࠦ࠺ࠖࡀ࠻ߢࠆޕ
ߘߩߚߦߪ߇࠲ࡀࠖ࠺ࠦޔቇᩞߩᢎ⢒⺖⒟╬߽ℂ⸃ߒߟߟޔవߦㅀߴߚࠃ߁ߦ⼾ን
ߥᖱႎ㊂ߣડ↹ജޔឭ᩺ߩߚߩࡊࡦ࠹࡚ࠪࡦജ߇᳞ࠄࠇࠆޕ
৻ᣇޔข⚵ߩ⁁ߢㅀߴߚߣ߅ࠅߩࠄ߆࠼ࠗࠨ࠲ࡀࠖ࠺ࠦޔឭ᩺߇ළߞߡቇᩞߦ⽶ᜂ
ࠍᒝߡߒ߹߁ߎߣࠍ ᔨߔࠆะ߽ฃߌࠄࠇࠆޕ
ߒߚ߇ߞߡޔᰴᐕᐲࠍߒߚࡊࡠࠣࡓߩឭ᩺ߣ߁ឭ᩺ߩ࠲ࠗࡒࡦࠣࠍ⠨ᘦߔࠆߣߣ߽
ߦޔቇᩞ߆ࠄߩⷐ⺧ߦኻߒߡޔឭ᩺ߢ߈ࠆ᧚ᢱࠍࠦ࠺ࠖࡀ࠲߇ᏱߦḰߒߡᜬߞߡ߅ߊ
ߎߣ߇ᔅⷐߣᕁࠊࠇࠆޕ
⸥㧔㧝㧕߮㧔㧞㧕ߦߟߡᢛℂߔࠆߣޔቇᩞߩ᳞ߦᦨᄢ㒢ߦᔕ߃ࠆࡊࡠࠣࡓߩડ↹
ឭ᩺ߦߟߡߩߘޔᯏ⢻ࠍ㜞ࠆߚߦߪࠍ࠲ࡀࠖ࠺ࠦޔਛᔃߣߒߚ㑐ଥ⠪ߪޔቇᩞ
߿ఽ┬↢ᓤ߳ߩℂ⸃ࠍᷓࠆߣߣ߽ߦޔቇᩞ߆ࠄߩⷐ⺧ߦ⊛⏕ߦኻᔕߢ߈ࠆࠃ߁ࠅࠃޔᄙߊߩ
ᢎ⢒⾗Ḯᖱႎߩ㓸⫾Ⓧߣޔડ↹ജߩะߦദࠆߎߣ߇᳞ࠄࠇࠆޕ
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Ȍ୳ᴮȍ

ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖࠬࠢ࡞ታᣉߩߚߩ⾗ᢱ

Ԙ 㧴㧞㧠ᐕᐲߜ߈ߣߣ߽ߦࠆቇᩞߠߊࠅផㅴද⼏ળ⾗ᢱࠃࠅ
႐ᚲ㧦ᢥㇱ⑼ቇ⋭㧔᧲੩ળ႐㧕

ᦼᣣ㧦㧴㧞㧠ᐕ㧝㧞㧠ᣣ

ԙᢥㇱ⑼ቇ⋭ೋ╬ਛ╬ዪቇᩞㆇ༡ᡰេᜂᒰㇱ⟑ߢߩ⡞߈ขࠅ⾗ᢱࠃࠅ
႐ᚲ㧦ᢥㇱ⑼ቇ⋭ೋ╬ਛ╬ዪ

ᦼᣣ㧦㧴㧞㧠ᐕ㧝㧞㧡ᣣ
ᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲
ᢎ

ਛᎹᔘት

കᛵ
٤ᣣᧄߩࡕ࠺࡞ߪޔ1990 ᐕઍߦࠗࠡࠬߦ߅ߡᆎ߹ߞߚᐲߢࠆޟቇᩞℂળޠ
٤ᣣᧄߪ㧴㧝㧢ᐕᐲߦࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖࠬࠢ࡞㧔⧷⺆㧕ࠍታᣉ
ቇᩞᢎ⢒ߦၞߩ㗿ࠍᤋߐߖࠆ
ᣣᏱ߆ࠄߩၞߣቇᩞߩߟߥ߇ࠅ߇ၮ⋚ߣߥࠆ
ᓟ㧡ᐕ㑆ߢ㧝ഀ㧔㧟㧘㧜㧜㧜ᩞ㧕ࠍᜰቯߔࠆ
ቇᩞߩ⺖㗴ࠍߒ⸃ߩߘޔߩߚߩ㧝ߟߩ࠷࡞ߢࠆ
ߩኻᔕޔߩቇᩞ⹏ଔ߇೨ឭߣߥࠆ
Ȍᴯᴮ˰Ⱦɔɜɟɞ̷ȸȢɝȻޙಇɁमҾȍ
㧝㧚ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖߩਛߢᰴߩࠃ߁ߥሶߤ߽ࠍ⢒ߡࠆ
Ԙࡑ࠾ࡘࠕ࡞ߦ㗬ࠄߥ

ԙࡒࠬࠍᕟࠇߥ

Ԛᜰ␜ࠍᓙߚߥ

㧞㧚ᄢੱߩߟߥ߇ࠅޔᗧ⼂ᡷ㕟
Ԙ߹ߜߠߊࠅ

ԙੱߠߊࠅ

Ԛⷫߠߊࠅ

Ȍɽʩʯʕʐɭ˂ʃɹ˂ʵᩜᣵศȍ㧦㊀ⷐ↪ઙᛮ☴
ᣇᢎ⢒ⴕߩ⚵❱߮ㆇ༡ߦ㑐ߔࠆᴺᓞ╙྾ච৾᧦ߩ
㧝㧚ᢎ⢒ᆔຬળⷙೣߢቯࠆߣߎࠈߦࠃࠅቇᩞㆇ༡ද⼏ળࠍ⟎ߚቇᩞ
㧞㧚ᩞ㐳߇ᚑߒߚቇᩞㆇ༡ߦ㑐ߒߡޔᢎ⢒⺖⒟ߩ✬ᚑߘߩઁᢎ⢒ᆔຬળⷙೣߢቯࠆ㗄ߦ㑐ߔ
ࠆᣇ㊎ߪㆇ༡ද⼏ળ߇ᛚߔࠆ
㧟㧚ㆇ༡ද⼏ળߪㆇ༡ߦ㑐ߔࠆ㗄ߦߟߡᢎ⢒ᆔຬળߪቇᩞߦᗧࠍㅀߴࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ
㧠㧚⡯ຬߩណ↪ߘߩઁߩછ↪ߦߟߡޔછᮭ⠪ߦᗧࠍㅀߴࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ
Ȍɽʩʯʕʐɭ˂ʃɹ˂ʵȻɂȍ
㧝㧚⠨߃ᣇߩၮᧄψޟቇᩞ⹏ଔࠍޠၮ⋚ߦߒߚቇᩞ⚻༡ࠍⴕ߁
㧔㧝㧕㗴ࠍᛴ߃ߡࠆቇᩞ߇ߘࠇࠍ⸃ߔࠆ㧔⸃ߩ৻ᱠࠍ〯ߺߔ㧕㧝ߟߩ࠷࡞㧔ࠪࠬ࠹ࡓ㧕
ߢࠆޕ
㧔㧞㧕ᾫ⼏ࠍㅢߒߡޟ߇ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖࠬࠢ࡞ߩ࠹ࡑߢࠆ߆ࠍޠ⏕ൻߔࠆޕ
Ԙᢎ⡯ຬోߩ

ԙቇᩞߣၞ᳃ߩ

ψ࠹ࡑࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖࠍࠆ
㧔㧟㧕ቇᩞ⚻༡ߩਥߪቇᩞ㐳ߢࠅޔᩞ㐳ߩቇᩞ⚻༡ࠍ߿ࠅ߿ߔߊߔࠆߚߦޔၞ᳃ߩ㗿߽
ᤋߐߖߥ߇ࠄቇᩞㆇ༡ߔࠆߚߩᡰេ⚵❱㧔ቇᩞㆇ༡ද⼏ળ㧕ࠍ⟎ߊ߽ߩߢࠆ
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㧞㧚ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖࠬࠢ࡞ߩ㧟ߟߩⷐ⚛
㧔㧝㧕ᾫ⼏㧦ᄙ᭽ߥᒰ⠪߇߇ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߩࠇߙࠇߘޔᛴ߃ࠆ⺖㗴ࠍߔࠆ
̪ේὐ㧦ቇᩞߦ߇⿷ࠅߥߩ߆
ᡷༀᣇ╷ࠍ⠨߃ࠆ㧔➅ࠅߒ㧕
Ԙⶄᢙߩⷞὐ߇ᄢಾ
ԙ⌀ߩࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖࠍഃࠆ
㧔㧞㧕ද㧦ၞ᳃߇⽿છࠍ߽ߟ
Ԙ㗴ߦኻߒߡᢎ⡯ຬߪోߡߪߢ߈ߥ
ԙ᳃ߺࠎߥߢ᳨ࠍ߆ߊߎߣ߇ᔅⷐ
Ԛਛᩭ⊛ࡏࡦ࠹ࠖࠕߩሽ߇㊀ⷐ
㧔㧟㧕ࡑࡀࠫࡔࡦ࠻㧦ቇᩞ⚵❱ߩജࠍᒁ߈ߔ̪ታ⊛ߦߪࠦ࠺ࠖࡀ࠲߇ᔅⷐ
Ԙㆇ༡߳ߩᡰេߦࠃߞߡᧄ᧪ߩቇᩞᯏ⢻ࠍᒁ߈ߔ
ԙᢎ⡯ຬߩදߠߊࠅ߳ߩᡰេ
㧟㧚ၞߩߚߦၞ᳃ߩ㗿ࠍᤋߐߖࠆࠪࠬ࠹ࡓ㧔⚵ߺ㧕ߠߊࠅ
㧔㧝㧕ቇᩞㆇ༡ද⼏ળߩ⸳⟎
Ԙቇᩞㆇ༡ߦ㑐ߔࠆද⼏⚵❱ߢࠆޟࠍ㧍ޠ
ԙቇᩞᢎ⢒ᵴേᡰេߣߩ࠶࠻ߣ߁ࠪࠬ࠹ࡓ߇㊀ⷐޠࠆߔ߁ߤޟ
㧔㧞㧕ޟ㧝ߟߩ࠷࡞ߣߒߡ߁ߣޠ⠨߃ᣇ
⸃ߩߚߦ ޟࠍ㧍ߩޠද⼏⚵❱

ߘߩߚߦߩޠࠆߔ߁ߤ ޟታⴕㇱ㓌

ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖࠬࠢ࡞

ቇᩞᡰេ㓌ߩ⚵❱ൻ

ሶߤ߽ߣᄢੱߩᢳߩ㑐ଥߠߊࠅ
࠻ࡇ࠶ࠢࠬߩ㛎ᜰዉ

㧝㧚ᡰេ⚵❱ߩ⁁

❬ߋࠪࠬ࠹ࡓ

Ԙቇᩞᡰេᧄㇱᬺ㧔28.1 㧑㧕

ᔃߣ༑߮

ԙߘߩઁߩᡰេ⚵❱㧔16 㧑㧕

ᢎ⡯ຬߩᧄᬺᄖߩኻᔕ

̪ㆇ༡ද⼏ળౝߦ⸳⟎㧔55 㧑㧕

̪᳃㑐ଥࠍၮ⋚ߦߒߚ⺖㗴߳ߩ

㧞㧚ࠦ࠺ࠖࡀ࠻ᯏ⢻ߩ⏕┙

ߘߩ႐ߢߩኻᔕࠍน⢻ߦߔࠆ

ࠦ࠺ࠖࡀ࠻ࠪࠬ࠹ࡓ

㧔㧟㧕ࡔࡦࡃ᭴ᚑ߳ߩ㈩ᘦ
Ԙ߶ߣࠎߤߩද⼏ળߢߪᩞ㐳߽ࡔࡦࡃߢࠆ
ԙฬ჻ߥߩ߆ታㇱ㓌ߥߩ߆ߩ⠨߃ᣇࠍ⏕ߦߔࠆ
㧠㧚ቇᩞߛߌߢߪᛴ߃߈ࠇߥ᭽⺖ߥޘ㗴߳ߩၞ᳃ߩᢎ⢒ജߩዉ
Ԙ 㧴 11 ᒰᤨ㧦ਇ⊓ᩞ߿ቇᩞߩ⨹ࠇޔቇജ㗴߳ߩኻᔕ߇ᣣᧄߦ߅ߌࠆࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖࠬࠢ࡞ߩ⊒┵
ԙ ᳃㑐ଥࠍၮ⋚ߦߒߚ⺖㗴߳ߩߘߩ႐ߢߩኻᔕࠍน⢻ߦߔࠆ
Ԛሶߤ߽߳ߩ㑐ࠊࠅࠍㅢߒߡޔᄢੱ߇ቇ߮ޔᄢੱ߇ߟߥ߇ࠆޠࠅߊߠߜ߹ޟ
㧡㧘ቇᩞߩᓎഀߣ᳃ߩᓎഀߩ⏕ൻ
㧔㧝㧕 ਔ⠪ߩ㑐ଥߩᣣᏱ⊛ߥߟߥ߇ࠅߩࠪࠬ࠹ࡓࠅ
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㧔㧞㧕⛮⛯ߢ߈ࠆߠߊࠅ̪᳃ߪઍࠊࠄߥ߇ޔᢎ⡯ຬߪ⍴ᦼ㑆ߦઍࠊࠆ㧔⇣േ㧕
㧔㧟㧕ᢎ⡯ຬߩ⽶ᜂ㧔ᄙᔔൻ㧕ߦߥࠄߥߎߣ
̪ޟᄙᔔൻߩޠቯ⟵߿ᗧ⼂ߦߟߡߩㅢ⼂߇ᔅⷐ

Ȍɽ˂ʑɭʗ˂ʒʁʃʐʪɁ϶ȍ
㧝㧚ੱ᧚ߩ⊒ជߣ⏕ߣᡰេࠪࠬ࠹ࡓ
㧔㧝㧕ࠦ࠺ࠖࡀ࠻ࠪࠬ࠹ࡓߠߊࠅ
㧔㧞㧕ࠦ࠺ࠖࡀ࠻࠹ࠖࡓߠߊࠅ
Ԙࠦ࠺ࠖࡀ࠲ߩⶄᢙൻ
ԙኾછߣኾછࠍᡰេߔࠆࠦ࠺ࠖࡀ࠲╬ߩ
㧞㧚ᢎ⡯ຬߣࠦ࠺ࠖࡀ࠻࠹ࠖࡓ㧔ࠪࠬ࠹ࡓ㧕ߣߩㅪ៤ࠪࠬ࠹ࡓ

Ȍଡ଼ᑎᚐȻȪȹઃȨțɞɌȠȦȻȍ
㧝㧚ᢎ⢒ᆔຬળߩ࠳ࠪ࠶ࡊ߇㊀ⷐ
Ԙᢎ⢒ⴕ߇⋡ᜰߔ߽ߩࠍ␜ߔߎߣ
ԙᔃ㈩ޔၮᧄ㗄ⷙߢ᧦ߪ╬↹⸘ޔቯߔࠆ
Ԛዊਛ৻⽾ᢎ⢒ߩផㅴߣㅪേߐߖߚផㅴ߇ലᨐࠍ⊒ើߔࠆ
ԛቇᩞ⹏ଔ㧔ౝㇱ⹏ଔ߿ᄖㇱ⹏ଔ㧕ߣㅪേߐߖߚផㅴ߇ᔅⷐ
㧞㧚ᨵエߥࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖࠬࠢ࡞㧔ࠪࠬ࠹ࡓ㧕ߠߊࠅ
Ԙၞቇᩞߩ⁁⺖㗴ߦᴪߞߚᄙ᭽ߥᒻ߇ࠆ
ԙሶߤ߽߽ᄢੱ߽ޔቇᩞ߽ၞ߽߇ߥࠎߺޔర᳇ߦߥࠆ
㧟㧚⺖㗴⸃ߩߚߩࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖࠬࠢ࡞ߩቇᩞㆇ༡ߪ
Ԙࠨࡐ࠲ဳψԙㅪ៤ဳψԚදဳ߳ߣ⊒ዷߐߖࠆߎߣ߇ᦸ߹ࠇࠆ

Ȍɽʩʯʕʐɭ˂ʃɹ˂ʵɁȍ
㧝㧚ሶߤ߽߳ߩലᨐ㧦ၮ␆ቇജߩะ߿ߓਇ⊓ᩞ↢┬ఽޔᓤߩ⥄ਥᕈ
㧞㧚ቇᩞ߳ߩലᨐ㧦ၞ᳃ߣߩหޔᬺജߩะޔᢎ⡯ຬߩᗧ⼂ߩ߿ࡀ࠶࠻ࡢࠢ
ዊਛ৻⽾ᢎ⢒ߩផㅴ
㧟㧚ၞ᳃߳ߩലᨐ㧦ᄢੱห჻ߩ❬߇ࠅޔၞߠߊࠅߣᵴᕈൻߩⷫޔሶ⢒ߡᗧ⼂ߩะ

㧩ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖࠬࠢ࡞ߣቇᩞᡰេᧄㇱߣߩ㑐ଥ㧩
ηνΣΞͻȜΑ·Ȝσ

ㅪ៤දജ

ࢷڠ׳౷ུ֖໐

ቇᩞౝ߆ࠄޔၞߩᢎ⢒ജࠍᵴ↪ߔࠆߚ

ቇᩞᄖ߆ࠄၞߩᢎ⢒ജࠍឭଏߔࠆ

ߩ᭴ᗐߠߊࠅߠߊࠅࠍⴕߥޔ

᭴ᗐࠪࠬ࠹ࡓࠍߟߊࠅޔቇ

ၞᢎ⢒ജߩଏ⛎ޔᵴ↪ࠍㅴࠆޕ

ᩞᄖ߆ࠄߩᣣᏱ⊛ߥᡰេ ឭଏ ࠍⴕ߁
ᄦᇚ

㧩⼾߆ߥቇᩞ⚻༡ߩᣇ╷㧩

㧩ߎࠇ߆ࠄߩ␠ળᢎ⢒ߩᓎഀ㧩
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ᣂߒቇᩞㆇ༡㧔ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖࠬࠢ࡞㧕ߩഃㅧ
ෳ⠨㧦₹Ꮉᄢቇᢎ⡯ຬᄢቇ㒮ᢎ

ڠ
 ݈

ዊ᧻㇚ᄦ

ࢷ
ບ

⼾߆ߥޟቇ߮ߩޠഃㅧ

ث

ޟၞදࠍޠၮ⋚ߣߒߚᢎ⢒⺖⒟ߩ✬ᚑታᣉ
ࡏࡦ࠹ࠖࠕߣᢎ⡯ຬߩදߩ⏕┙
ቇᩞߩࠬࡓൻ㧔᳃߿⼔⠪ߣߩಽᬺ㧕
ੱ⊛‛⊛ⅣႺߩᢛ
ࠛࠕߩቇᩞߣߩㅪ៤

݈ފאࢷڠٛ
⸳⟎⋡⊛
Ԙቇᩞߩᢎ⢒⋡ᮡߩታ
ԙᢎ⢒⺖㗴ߩ⸃
Ԛၞࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖߩᒻᚑ
ᮭ㒢
Ԙᩞ㐳߇ᚑߒߚቇᩞㆇ༡ߩᛚߔࠆ
ԙㆇ༡ߦ㑐ߔࠆ㗄ߦߟߡᗧࠍㅀߴࠆߎߣ
߇ߢ߈ࠆ
Ԛ⡯ຬߩណ↪╬ߦߟߡޔᗧࠍㅀߴࠆߎߣ߇
ߢ߈ࠆ
ౕ⊛ߥᓎഀ
Ԙᢎ⢒ߦ߅ߌࠆਃ⠪ߩᓎഀߩ⏕ൻ
ԙࡄ࠻࠽ࠪ࠶ࡊߩᚲߩ⏕ൻߣ⏕┙
Ԛᢎ⡯ຬ⼔⠪᳃ߩᗧ⼂ᡷ㕟ߣ
ԛቇᩞ⹏ଔࠪࠬ࠹ࡓߩ᭴▽
Ԝࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖࠍ↢߆ߒߚ㧻㧶㨀ߩផㅴ
ԝ᳃㑆ડᬺ߿ฦ⒳࿅ߣߩㅪ៤ࠪࠬ࠹ࡓ

ފ൱

ފ൱
ਛᩭ⊛ߥੱ᧚ᯏ⢻

ȜΟͻΥȜΠΏΑΞθ

ز



౷

֖

ቇᩞᢎ⢒ቇᩞㆇ༡߳ߩෳ↹

ቇᩞᢎ⢒ቇᩞㆇ༡߳ߩෳ↹

ቇᩞᡰេࡏࡦ࠹ࠖࠕ߳ߩෳട

ቇᩞᡰេᧄㇱ㧔ᡰេࠪࠬ࠹ࡓ㧕ߩ⸳┙

ኅᐸߦ߅ߌࠆᢎ⢒⊛ⅣႺߩᢛ

ࠦ࠺ࠖࡀ࠲ߩ⢒ᚑ

ኅᐸߩᢎ⢒ജߩะ

ၞᢎ⢒ജߩ⏕┙

↢ᵴ⠌ᘠߩ⏕┙

↢ᶦቇ⠌ߩ⊒ዷ

ኅᣖ᭴ᚑຬߣߒߡߩ⥄ⷡߩ⢒ᚑ

ၞࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ㧔߹ߜߠߊࠅ㧕ߩᒻᚑ
-4-

⾗ޣᢱ㧞ޤ

ᄢಽᄢቇ߆ࠄ⊒ାߔࠆ
߅߅ߚޟද⢒ ࡞࠲ࡐޠ9GDࠨࠗ࠻ߩ⚫
ᐔᚑ 18 ᐕ 12 ޔ60 ᐕ߱ࠅߦᢎ⢒ၮᧄᴺ߇ᡷᱜߐࠇ߹ߒߚߩߘޕᡷᱜߢ↢ޟޔᶦቇ⠌ߩℂᔨޠ㧔╙
㧟᧦㧕ޟޔኅᐸᢎ⢒ޠ㧔╙ 10 ᧦㧕ޟޔቇᩞޔኅᐸ߮ၞ᳃╬ߩ⋧ߩㅪ៤දജޠ㧔╙ 13 ᧦㧕ߥߤ߇ᣂ
ߚߦ᧦ᢥൻߐࠇ߹ߒߚ↢ޕᶦቇ⠌ߪ↢ᶦࠍㅢߓߚߩޘቇ⠌ᵴേߣࠄࠇ߇ߜߢߔ߇߹ߤߣߦߎߘޔ
ࠄߕޔᄢੱߩቇ߮ࠍ↢߆ߒߡޔၞߩሶߤ߽ࠍၞߩߺࠎߥ߇දߒߡ⢒ߡࠆߎߣߩ㊀ⷐᕈ߇⼂ߐ
ࠇߡ߈ߚߣ⸒߃߹ߔޕㄭᐕߪో࿖ฦߢߎߩࠃ߁ߥኅᐸޔቇᩞޔၞ␠ળߩㅪ៤ࠍၮ⋚ߦߒߚሶߤ߽
ߚߜ߳ߩᡰេᵴേ߇ᄙ᭽ߦዷ㐿ߐࠇߡ߹ߔޕ
ᧄࡎࡓࡍࠫߪޔ⸥ߩᵴേࠍᡰេߔࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߒߡޔᄢੱߩቇ߮ޔၞߩሶ⢒ߡߦ㑐ߔࠆ
ᵴേᖱႎޟޔᄢੱ߇ቇ߮ޔሶߤ߽߇⢒ߟޠᢎ⢒ߩද㧔ߎࠇࠍޟද⢒߁⸒ߣޠ㧕ߦ㑐ࠊࠆᖱႎߩ㓸
⫾Ⓧឭଏࠍ৻ర⊛ߦ㓸⚂ߒ⊒ޔାߒߡߊ⓹ญߣߥࠆࠃ߁ߦㆇ༡ߔࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߒߡ߹ߔޕ
ᣢሽߩޟᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲ߩࡎࡓࡍࠫ߇࠲ࡦᧄޔߪߢޠឭଏߔࠆቇ⠌ᖱႎߩឭ
ଏࠍߒߡ߹ߔߩߘߪࠫࡍࡓࡎᧄޕᖱႎߦട߃ߡ⋵ޔౝᄖߩޔฦ⒳࿅߿ੱߩޟᢎ⢒ߩදޠ
߿ޟቇ⠌ᵴേࠍޠㅴࠆߚߩ⋵ޔౝᄖߩฦ⒳ᖱႎࠍ♽⊛ߦᢛℂߒޟޔᄢಽᄢቇߩᖱႎ⋵ޟޠౝᄖߩ
ቇ⠌ᖱႎޟޠද⢒ߩផㅴᖱႎߦߤߥޠಽ㘃ߒߡឭଏߔࠆޟද⢒ోޠߩࡐ࠲࡞ࠨࠗ࠻ߣߥࠆߎߣࠍ
⋡ᜰߒߡ߹ߔ⿰ߩࠫࡍࡓࡎᧄޕᣦߦߏ⾥หߚߛ߈⋵ޔౝߩฦ⒳ᵴേᖱႎ࠻ࡦࡌࠗޔᖱႎ⺞ޔ
ᩏ⎇ⓥ⾗ᢱ╬ߩᖱႎࠍߚߛ߈߹ߔࠃ߁߅㗿ߒ߹ߔޕ
ᖱႎឭଏࠍ߅㗿ߒ߹ߔޕ

ޡߚ߅߅ޟڏද⢒ڏࠢࡑࠧࡠޠ࡞࠲ࡐޢ

㧟ߟߩޟജߪޠቇᩞኅᐸၞ␠ળࠍᗧߒߡ߅ࠅ⿒ޔ㕍㤛✛ߪశ⦡ߩ㧟ේ⦡ߢࠅޔ
߁߹ߊ㈩วߐࠇࠆߎߣߦࠃߞߡ↢߹ࠇࠆ⊕㧔శ㧕ߣ

㤥㧔⦡㧕ࠍᗧߒޔ᭽ߥޘᓀࠅࠍߟߊࠆน⢻ᕈ

ࠍ␜ߒߡ߹ߔޕ
ߐࠄߦޔᄢಽᄢቇᣤ㊁ේࠠࡖࡦࡄࠬ߆ࠄᐭᣇ㕙ࠍᦸߣޔᣂ✛ߩ↱Ꮣጪ㧔ᤐ㧕ޔሶߤ߽ߚߜࠍߒ
ߞ߆ࠅၞߦ❥⨃ߐߖࠆቇ߮ߩ႐ߣߒߡ㕍ࠆ⨃ߣޘ㢬ጊ㧔ᄐ㧕ߢ⪲⚃ޔᨴ߹ࠆ㜞ፒጊ㧔⑺㧕ߪᦨ⚳
⊛ߦノߊ␠ળੱࠍ⢒ߡࠆડᬺࠍ⽎ᓽߒߡ߹ߔߩߎޕ㧟ጊߩㅪߥࠅߣ⋵ޔ㠽ߢࠆࡔࠫࡠ㧔࠙ࠣࠗࠬ
⦡㧕߇㧟ጊߦᐢߊ↢ᕷߒߡࠆ᭽ሶࠍ࿑᩺ൻߒߚ߽ߩߢߔޕ
ᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲߇ߩߎޔ㧟ㅪጊߩࠃ߁ߦኅᐸޔቇᩞޔၞ␠ળ߇❬߇ߞߡޔᄢಽ⋵
ߩ⊒ዷߩߚߦᢎ⢒ߩදࠍផㅴߒߡߊᓎഀࠍᜂߞߡ߈ߚߣ߁ᕁࠍߒߡ߹ߔޕ
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ޟڏද⢒ޠ㓸ڏ
ᢎ⢒ߩഃㅧ㨪ၞޟද⢒ࡔࠬࠬߩޠ㧔╙㧟Ꮞ㧕㨪
⊒ ⴕ  ᐔᚑ 26 ᐕ 3 
ᄢಽᄢቇ㜞╬ᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲
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