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ྡྂᒇᏛ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮
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ྡྂᒇᏛ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸦௨ୗࠊࢭࣥࢱ࣮␎㸧ࡣࠊタ❧ᙜึࡼࡾࠊ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢ
㉁ࡢྥୖྲྀࡾ⤌ࡳࠊ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࡢ୍ᣐⅬ࡞ࡿࡇࢆ┠ᶆᥖࡆࠊከᵝ࡞ᩍ⫱ᨵၿ࣭ᩍ⫱
ᨭࡢࢽ࣮ࢬᛂ࠼ࡿࡃࠊᏛෆእࡢᩍ⫋ဨࡢ༠ാࡼࡿ✀ࠎࡢ◊✲ࠊᐇ㊶ⓗ࡞ᩍᮦࡸᩍ⫱
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤ⓎࠊFD࣭SD 㛵㐃ࡍࡿࢭ࣑ࢼ࣮࣭࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡞ࠊ╔ᐇࡑࡢάືࢆⓎᒎ
ࡉࡏ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃࠊ㧗➼ᩍ⫱ࡢㄢ㢟ࡣᖖ♫ࡢኚࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋᅜ㝿ࠊ
ࢢ࣮ࣟࣂࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥࡢ㐍⾜ࡶࠊᅜቃࢆ㉺࠼࡚㏻⏝ࡍࡿᩍ⫱ࡢ㉁ಖドࡀồࡵࡽࢀࠊMOOC
㸦Massive Open Online Courses㸧ࡀ♧ࡍࡼ࠺ࠊICT ᢏ⾡ࡢⓎᒎࢆ⫼ᬒᩍ⫱ᙧែࡢከᵝࡀ
㐍ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ㧗➼ᩍ⫱ࡢᑗ᮶ࢆぢᤣ࠼ࠊࡿㄢ㢟ᯝᩒᣮᡓࡍࡿࡇࡶࢭࣥࢱ࣮ồࡵࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿษ࡞ࡢ୍ࡘ࡛ࡍࠋ
ࡉ࡚ࠊࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊᖹᡂ 22 ᖺࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡼࡾᩍ⫱㛵ಀඹྠ⏝ᣐⅬࠕFD࣭SD ᩍ⫱ᨵၿᨭ
ᣐⅬࠖࡢㄆᐃࢆཷࡅࠊᣐⅬࡋ࡚ࡢάືࢆ㛤ጞࡋࡲࡋࡓࠋࡇࡢᣐⅬࡢタ❧άືࡢ✀ࡣࠕFD࣭
SD ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ྡྂᒇ࡛ࠖ࠶ࡾࠊᣐⅬࡋ࡚ࡢάືᴗࡢ┠ⓗࡋ࡚ࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢࢥࣥࢯ࣮
ࢩ࣒ࡢάືෆᐜࢆᇶᮏࡋࡘࡘࡶࠊ୰㒊ᆅᇦࢆ୰ᚰࡋࡓྛᏛࡢᩍ⫱࣭Ꮫ⏕ᨭࠊᩍ⫋ဨࡢ
⮬Ⓨⓗ࡞ᩍ⫱ᨵၿࡢ㈉⊩ࢆᥖࡆࡲࡋࡓࠋ
ᮏሗ࿌᭩ࡣ FD࣭SD ᩍ⫱ᨵၿᨭᣐⅬࡢᖹᡂ 25 ᖺᗘάື≧ἣࢆࡲࡵࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ
ᖹᡂ 25 ᖺᗘࡢᣐⅬάື࡛ࡣࠊ
๓ᖺᗘࡢᣐⅬάືࢆ⥲ᣓࡍࡿ୰ࡽࠊ
ᖹᡂ 24 ᖺᗘᘬࡁ⥆࠸࡚ࠊ
㧗➼ᩍ⫱ࡢᑓ㛛㡿ᇦ༶ࡋࡓ◊✲άືࡢᐇࠊᏛ⫋ဨ㛵ࢃࡿάືࡢⓎᒎࠊࡢ FD࣭SD ᣐ
Ⅼࡢ㐃ᦠάືࡢᙉ࡞ࢆ㔜Ⅼㄢ㢟ࡋࡲࡋࡓࠋ◊✲άື࡛ࡣࠊ᪂つ◊✲ศ㔝ࢆ㛤ᣅࡋࠊࡲ
ࡓࡣ᪤Ꮡࡢ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓ◊✲ᡂᯝࢆࡼࡾⓎᒎࡉࡏࡿࡓࡵࠊ✀ࠎࡢ᪂つ࡞◊✲ࢆ❧ࡕୖࡆࠊ
άືࡢከᵝᛶࢆࡵࡊࡋࡲࡋࡓࠋᏛ⫋ဨ㛵ࢃࡿάື࡛ࡣ」ᩘࡢᏛ⫋ဨࢆᑐ㇟ࡋࡓ SD 㛤ദ
࡞ࢆᐇࡋࠊᏛ⫋ဨࡢ⮬Ⓨⓗ࡞⬟ຊྥୖ㈨ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡢⓎᒎࢆࡵࡊࡋࡲࡋࡓࠋ
ᖺᗘࡢάືࡀᣐⅬᴗࡢ┠ⓗ㐩ᡂ࠸㈨ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ⮬㈇ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊࡑࢀ
ࡣࢭࣥࢱ࣮ࡢάືࢆࡈ⌮ゎ࠸ࡓࡔࡁࠊࡈᨭࠊࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿᏛෆእࡢከࡃࡢⓙᵝ᪉ࡢ࠾
㝜࡛࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࡇᚰࡼࡾឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࡶࠊᮏሗ࿌ࢆࡈ୍ㄞ࠸ࡓࡔࡁࠊᚷ៸ࡢ࡞࠸
ࡈពぢࢆ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᖾ⏒Ꮡࡌࡲࡍࠋᚋࡶࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢάືࠊࡈᨭࠊࡈ㠴
᧡ࢆ㈷ࡾࡲࡍࡼ࠺ࠊఱ༞ࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

ᖹᡂ 26 ᖺ 3 ᭶ 14 ᪥
ྡྂᒇᏛ FD࣭SD ᩍ⫱ᨵၿᨭᣐⅬ㐠Ⴀጤဨጤဨ㛗
ྡྂᒇᏛ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㛗
᪩ᕝ⩏୍
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➨  ᅇᣍ⪸ࢭ࣑ࢼ࣮
ࠕࣇࣛࣥࢫࡢᏛ࠾ࡅࡿᡂேྥࡅ⥅⥆ᩍ⫱ࡢ⌧≧ㄢ㢟ࠖ




➨  ᅇᣍ⪸ࢭ࣑ࢼ࣮ࠕ㹃㹓Ḣ࠾ࡅࡿ⏕ᾭᏛ⩦ᨻ⟇ከᵝ࡞Ꮫ⩦ᡂᯝࡢホ
౯ࠖ
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ㄢ㢟 ,5 ࡢྍ⬟ᛶ㸫ࠖ



➨  ᅇᐈဨᩍᤵࢭ࣑ࢼ࣮ࠕᏛᩍ⫱࠾ࡅࡿᏛ⩦ホ౯ࡢᵓᅗ㸫ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ


ホ౯ࢆ୰ᚰ㸫ࠖ
)'࣭6' ᩍ⫱ᨵၿᨭᣐⅬᴗ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠕ࡛Ꮫࡪᩍဨචチᴗົࠖ
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➨  ᅇᣍ⪸ࢭ࣑ࢼ࣮ࠕᩍᏛ ,5 ࡢ㛤Ⓨࡢࣉ࣮ࣟࢳ㸫ࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢡ࢚ࢫࢳࣙ
ࣥࡢ㔜せᛶ↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚㸫ࠖ
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➨  ᅇᐈဨᩍᤵࢭ࣑ࢼ࣮ࠕᏛ⩦ᡂᯝࡢ ᐃࢆᐜ᫆ࡍࡿᤵᴗタィࡣ̿Ꮫᩍ
ဨồࡵࡽࢀࡿࣉ࣮ࣟࢳ̿ࠖ



➨  ᅇᐈဨᩍᤵࢭ࣑ࢼ࣮ࠕᏛ⫋ဨࡢࢪࣙࣈࢹࢫࢡࣜࣉࢩࣙࣥ㛵ࡍࡿ᪥⡿
ẚ㍑ࠖ



➨  ᅇᣍ⪸ࢭ࣑ࢼ࣮ࠕ2(&' ᅜ㝿Ꮫຊㄪᰝࡀᩍ⫱ᨻ⟇ཬࡰࡍࣥࣃࢡࢺࠖ
ྡྂᒇᏛ ᩍ⫱ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ )' ㅮ⩏ࠕ*RRGDQG,QQRYDWLYH3UDFWLFHVDW
8&/$ࠖ
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ࢭࣥࢱ࣮ദ࣭ඹദ
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 ᩍဨ࣓ࣥࢱ࣮ࣉࣟࢢ࣒ࣛ

 ᮾᾏ㧗➼ᩍ⫱◊✲ᡤห⾜≀ࡢㄽᩥ➼ࡢබ㛤




 ◊✲άື




 ࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࣛࢸࣥࢢᨭ◊✲






㈨ᩱ  ᩥ⣔ᇶ♏⛉┠ࠕᏛ⾡ㄽᩥࡢ᭩ࡁ᪉ධ㛛ࠖࡢᩍ⛉᭩ࠗㄽ⌮ⓗ᭩ࡃᢏἲ࠘
⾲⣬



 ᖺᗘྡྂᒇᏛᏛ⏕ㄽᩥࢥࣥࢸࢫࢺ



㈨ᩱ   ᖺᗘྡྂᒇᏛᏛ⏕ㄽᩥࢥࣥࢸࢫࢺࡢ࣏ࢫࢱ࣮



㈨ᩱ   ᖺᗘྡྂᒇᏛᏛ⏕ㄽᩥࢥࣥࢸࢫࢺࡢᢞ✏ㄽᩥ㢟┠



㈨ᩱ   ᖺᗘྡྂᒇᏛᏛ⏕ㄽᩥࢥࣥࢸࢫࢺ⾲ᙲᘧࡢᵝᏊ
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 ࡞ࡈࡸ⛉Ꮫࣜࢸࣛࢩ࣮ࣇ࢛࣮࣒ࣛ
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 ከᩥ⌮ゎᨭ◊✲

 ⬟ຊㄆᐃᏛ◊✲









 ≀⌮Ꮫㅮ⩏ᐇ㦂◊✲




 ྡྂᒇ ,5 ◊✲

 ྡྂᒇ 6' ◊✲




  ㈨ᩱ  ࠕ࡛Ꮫࡪᩍဨචチᴗົ࣮ࠖ࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࣥࢣ࣮ࢺ㸦ᵝᘧ㸧



  ㈨ᩱ  ࠕ࡛Ꮫࡪᩍဨචチᴗົ࣮ࠖ࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ㸦ᴫせ㸧



  ㈨ᩱ  Ꮫᩍົᐇ㊶◊✲➨  ᅇ࣏ࢫࢱ࣮



  ㈨ᩱ  Ꮫᩍົᐇ㊶◊✲➨  ᅇᴫせ

 ྡྂᒇဴᏛᩍ⫱◊✲




ᛂ⏝ဴᏛ➨  ᅇᖺḟ◊✲࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸸ྡྂᒇဴᏛᩍ⫱◊✲ ࠕဴ
Ꮫࢆᑓ㛛ࡋ࡞࠸Ꮫ⏕ࠊဴᏛࡢ㸺㠃ⓑࡉ㸼ࢆࡢࡼ࠺ఏ࠼ࡿ㸽ࠖ



㈨ᩱ  :6 ᪨ㄝ᫂ࢫࣛࢻ



ྡྂᒇဴᏛᩍ⫱◊✲  ➨  ᅇဴᏛ࢝ࣇ࢙ࠕᏛ࡛ࡢᏛࡧࡣ㸽ࠖ



ྡྂᒇဴᏛᩍ⫱◊✲  ➨  ᅇ᭩ホ࢝ࣇ࢙



㈨ᩱ  ᗈሗ࣏ࢫࢱ࣮




 ᩍᮦ࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛤Ⓨ





 Ꮫࡢ ,54 $
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 ྡྂᒇᏛ᪂௵ᩍဨࣁࣥࢻࣈࢵࢡᨵゞ∧
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◊✲㡿ᇦ



άືෆᐜ



≉ᚩ࠶ࡿάື




 ࢭࣥࢱ࣮࠾ࡼࡧᣐⅬࡢつ⛬



ྡྂᒇᏛ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮)'࣭6' ᩍ⫱ᨵၿᨭᣐⅬ㐠Ⴀጤဨつ⛬



ྡྂᒇᏛ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮つ⛬



ྡྂᒇᏛ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀጤဨつ⛬




 ጤဨᐇ≧ἣ



➨  ᅇ )'࣭6' ᩍ⫱ᨵၿᣐⅬ㐠Ⴀጤဨ



㐠Ⴀጤဨጤဨྡ⡙




 ᣐⅬࡀᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿᩍ⫱ᨵၿᨭࢶ࣮ࣝ
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㸰㸮㸯㸱ᖺᗘࡢ⥲ᣓ

 ᖺᗘࡢ⥲ᣓ
ࡣࡌࡵ
 ᖹᡂ 25 ᖺᗘࡣࠊFD࣭SD ᩍ⫱ᨵၿᨭᣐⅬࡋ࡚ࡢ༢⊂࡛ࡢάື㛤ጞᚋ 3 ᖺ┠࡞ࡗࡓࠋ๓ᖺ
ᗘࡢάືෆᐜࢆࡩࡲ࠼࡚ࠊࡑࢀࢆ࠸῝࣭ᐇࡉࡏࡿࠊ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ᣮᡓࡋࡘࡘᐇ⦼ࢆୖ
ࡆࡿࢆព㆑ࡋ࡚ࠊ㸯ᖺ㛫ࢃࡓࡾάືࢆᐇࡋ࡚ࡁࡓࠋᖹᡂ 22 ᖺᗘࡲ࡛ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࠕFD࣭
SD ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ྡྂᒇࠖࡋ࡚ࡢάືᐇ⦼ࠊࡃࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ຍ┕Ꮫࡢ㐃ᦠ࣭༠ാ
ࡶ␃ពࡋ࡞ࡀࡽࠊᣐⅬࡋ࡚ࡢ⊂⮬ࡢྲྀ⤌ࢆᒎ㛤ࡋ࡚ࡁࡓࠋ
ᣐⅬᴗࡢ㛤ጞᙜࡓࡗ࡚ᥖࡆࡓ┠ⓗࡣࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ձᏛᩍဨࡢᩍ⫱⬟ຊ࠾ࡼࡧ⫋ဨࡢ⫋ᴗ⬟ຊࡢ㛤Ⓨ࣭ྥୖࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᩍ⫋ဨࡢ⮬Ⓨⓗ࡞ᩍ⫱ᨵ
ၿࡢྲྀ⤌ࢆಁ㐍ࡍࡿࡇࠋ
ղ୰㒊ᆅᇦࢆ୰ᚰࡋࡓྛᏛ࠾ࡅࡿᩍ⫱࣭Ꮫ⏕ᨭࡢ㉁ྥୖࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇࠋ
 ┠ⓗࡢ୍㒊ࠊᩍ⫋ဨࡢ⬟ຊࡢ㛤Ⓨ࣭ྥୖࢆᥖࡆ࡚࠸ࡿࡇࡣࠊᙜᣐⅬࡢྡ⛠ FD࣭SD ࢆᥖ
ࡆ࡚࠸ࡿ௨ୖࠊᙜ↛ࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃࡇࢀࡣᡭẁࡍࡂ࡞࠸ࠋ┠ⓗࡣࠊᩍ
⫱ᨵၿ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ⤖ᯝࡋ࡚ࡢᩍ⫱࣭Ꮫ⏕ᨭࡢ㉁ྥୖࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋ
 ᩍ⫱ᨵၿࡢྲྀ⤌㛵㐃ࡋ࡚⮬Ⓨⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳㅻࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᩍ⫱ᨵၿάືࢆ⾜࠺ୖ࡛ᩍဨ
ࡢ⮬ⓎᛶࡀྍḞ࡛࠶ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅬࡣࠊᨵࡵ࡚ᣦࡍࡿࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋᩍ⫱ࡸࡑࢀࢆᨵၿ
ࡍࡿάືࡣࠊከ࡞㛫ປຊࡶീຊ㐀ຊࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡽࡣ⮬ᛶࡸ⮬Ⓨ
ᛶࡢ࡞࠸ࡇࢁࡣᡂ❧ࡋ࡞࠸ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ᩍ⫱ᨵၿࡀࠊእᅽࡼࡗ࡚ᙉไࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᩍဨࡢ⮬Ⓨᛶ࣭⮬ᛶࡶ࡙࠸࡚⾜ࢃࢀ
ࡿࡓࡵࡣࠊᩍဨࡢ᭱ࡶษࡍࡿ౯್ࡸάື᰿ࡊࡍࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ௦⾲ⓗ࡞ࡶࡢࡣࠊ
ྛᩍဨࡢᑓᨷ㡿ᇦ㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢᑓᨷ㡿ᇦ࡛◊✲ࢆ⾜࠺ࡲࡽࡎࠊᑓᨷ㡿
ᇦࡢෆᐜࡸࡳࡎࡽࡢ◊✲ᡂᯝࢆᏛ⏕ᩍ࠼ఏ࠼ࡿࡇࠊᏛ⏕ࡢᏛ⩦άືࢆᨭࡍࡿࡇࡣࠊ
Ꮫᩍဨࡋ࡚ࡢ⮬ศࡢ⫋ົ㐙⾜ࡸ࢟ࣕࣜᙧᡂࡢࡼ࠺࡞ពࢆࡶࡘࡢࠋࡇࢀࡣ⣲ᮔ࡛ࡣ࠶
ࡿࡀࠊ᰿ᮏⓗ࡞ၥ࠸࡛࠶ࡿࠋࡇࡢၥ࠸ࢆᢤࡁࡣࠊ࣍ࣥࢿ࡛ᩍ⫱ᨵၿάືࢆㄒࡿࡇࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ
 ࡇࢀࡽࡢⅬࡣࠊ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡀ௨๓ࡽࡃษࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡛࠶ࡾࠊᣐⅬᴗ
ࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛ࡶṇ㠃ᥖࡆ࡚࠸ࡿࠋ
 ᣐⅬᴗࡢ࠸ࡲࡦࡘࡢ≉ᚩࡣࠊᑐ㇟ᆅᇦࡢᣑ࡛࠶ࡿࠋࠕFD࣭SD ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ྡྂᒇࠖ
ࡋ࡚ࡢάື࡛ࡣࠊឡ▱┴ࢆ୰ᚰᮾᾏᆅᇦࡢᏛ࣭▷➼ࢆᑐ㇟ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀᑐࡋ
࡚ࠊᣐⅬᴗ࡛ࡣ୰㒊ᆅᇦࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࢆᑐ㇟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᙜᣐⅬྠㄆᐃࡉࢀ
ࡓ⥲ྜⓗ࡞ FD ᣐⅬࡋ࡚ࡢᮾࠊி㒔ࠊឡࡢ㸱Ꮫࠊᢸᙜࡍࡿᆅᇦࢆศᢸࡍࡿ≺࠸ࡼࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊᚑ᮶௨ୖࠊࢫࢱࢵࣇࡢຊ㔞ࢆ㧗ࡵࡿࡶࠊάືෆᐜࢆᐇࡉࡏࡿ
ࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᣐⅬᴗ࡛ࡣࠊࡇࡢ┠ⓗࡢᐇ⌧ྥࡅ࡚ࠊከᵝ࡞άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡁࡃศࡅࡿࠊ㸯㸧⤌
⧊ⓗ◊ಟࠊ㸰㸧◊✲άືࠊ㸱㸧ᩍᮦ࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛάືศ㢮ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ௨ୗࠊࡇࡢ㸱
ࡘࡢᰕἢࡗ࡚ࠊᖺᗘࡢάືෆᐜࢆࡾ㏉ࡗ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ
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㸯㸬⤌⧊ⓗ◊ಟ
 ⤌⧊ⓗ◊ಟࡘ࠸࡚ࡣࠊࡁࡃྡྂᒇᏛᏛෆ࡛ᐇࡍࡿࡶࡢࠊᏛእ࡛ᐇࡍࡿࡶࡢศ
ࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
1.1 ྡྂᒇᏛᏛෆ࡛ࡢྲྀ⤌
 ྡྂᒇᏛᏛෆ࡛ࡢ◊ಟࡣࠊࢭࣥࢱ࣮ࡀ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࢭ࣑ࢼ࣮ࡀ୰ᚰ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᣍ⪸ࢭ࣑
ࢼ࣮ᐈဨᩍᤵࢭ࣑ࢼ࣮࡛࠶ࡿࠋᣍ⪸ࢭ࣑ࢼ࣮ࡣࠊᅜྛᆅ࡛㧗➼ᩍ⫱ࡢ◊✲ࡸᐇ㊶ᚑࡋ࡚
࠸ࡿ◊✲⪅࣭ᐇ㊶ᐙࢆᣍ⪸ࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋㅮ₇⪅ࡢྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࢸ࣮࣐ࡘ࠸࡚ࡢ᭱᪂ࡢᡂ
ᯝࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊࡑࢀᑐࡋ࡚ࣇࣟࡢ㉁ᛂ⟅ࢆ⾜࠺ᙧ࡛࠶ࡿࠋᖺᗘࡣ 9 ᅇ㛤ദࡋ
ࡓࠋ
 ᐈဨᩍᤵࢭ࣑ࢼ࣮ࡣࠊ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢᐈဨᩍᤵࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᙧᘧࡣࠊᣍ⪸ࢭ࣑
ࢼ࣮ᇶᮏⓗྠࡌ࡛࠶ࡿࠋᖺᗘࡣࠊᖺᗘྠᵝ 5 ᅇ㛤ദࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ࠺ࡕ 2 ᅇࡣ
୰ᅜ࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜࡢ◊✲⪅ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ୰ᅜே◊✲⪅ࡼࡿࢭ࣑ࢼ࣮࡛ࡣࠊᩍ⫱ᨵ
ၿࡢྲྀ⤌ࢆྛᏛಁࡍᨻᗓࡢ⟇ࠊࡑࢀࢆཷࡅࡓྛᏛࡢྲྀ⤌ࡢ≧ἣࡑࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡘ
࠸࡚◊✲ᡂᯝࡀⓎ⾲ࡉࢀࡓࠋ࣓ࣜ࢝ே◊✲⪅ࡼࡿࢭ࣑ࢼ࣮࡛ࡣࠊᏛ⏕㧗࠸Ꮫ⩦ᡂᯝࢆಖド
ࡍࡿࡓࡵࡢᏛᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉ࠊྛᏛ࠾ࡅࡿࡑࡢ㐍ᤖ≧ἣ➼ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡀ࠶ࡗࡓࠋ࠸ࡎࢀࡶࠊ
ㅮ₇⪅ฟᖍ⪅ࡢ㛫࡛ࠊάⓎ࡞㆟ㄽࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
 ᣍ⪸ࢭ࣑ࢼ࣮ᐈဨᩍᤵࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ࠶ࢃࡏࡿࠊࡰẖ᭶ࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ㛤ദࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ཧຍ⪅ࡶẖᅇ୍ᐃᩘࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋᚲࡎࡋࡶᏛෆࡢᩍ⫋ဨࡔࡅ㝈ࡽࡎࠊᏛእࡽࡢཧຍ⪅ࡶᑡ࡞
ࡃ࡞࠸ࠋᡤᒓࡢᏛ➼ࡶࠊᮾᾏᆅᇦ㝈ᐃࡉࢀࡿࡇ࡞ࡃࠊᅜⓗ࡞ᗈࡀࡾࢆࡳࡏ࡚࠸ࡿࠋ
 ᮏᖺᗘࡣࠊࡃࠊୖグࡢᙧᘧࡢࢭ࣑ࢼ࣮ࡤࡾ࡛࡞ࡃࠊ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉᙧᘧ࡛⾜ࡗࡓࡇࠊ
ᢅ࠺ࢸ࣮࣐ࡶ FD ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊSD ࡘ࠸࡚ࡶྲྀࡾୖࡆࡓࡇࡀ᪂ࡓ࡞≉ᚩࡋ࡚ᣦࡍࡿࡇࡀ
࡛ࡁࡿࠋࡓ࠼ࡤࠊࠕ࡛Ꮫࡪᩍဨචチᴗົࠖ㸦8 ᭶ᐇ㸧࡛ࡣࠊᩍົ࠾࠸࡚ྲྀᢅ࠸ࡀ㞴ࡋ
ࡃၥ㢟ࡶⓎ⏕ࡋࡸࡍ࠸ゝࢃࢀࡿᩍဨචチᴗົࢆྲྀࡾୖࡆࡓࠋㅮᖌࡼࡿㄝ᫂ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᩍဨ
චチᴗົࡢ⌧ሙ࡛ᐇ㝿࠶ࡗࡓࢆ⤂ࡋ࡞ࡀࡽࠊᩍဨචチᴗົࡢ࣏ࣥࢺࢆ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ
ᙧᘧ࡛Ꮫࡪࡇࢆ┠ⓗࡋࡓࠋᅜྛᆅࡢᏛࡽከࡃࡢ⫋ဨࡀཧຍࡋ࡚ᐇࡋࡓࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧᘧࡼࡿ SD ࡣࠊᖺᗘ㏆㞄ࡢᏛ㐃ᦠࡋ࡚ᐇࡋࡓ SD ࢭ࣑ࢼ࣮ࡢᚋ⥅ࡶ
࠸࠺ࡁࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᖺᗘࡣࠊྡྂᒇᏛእሙᡤࢆ⛣ࡋ࡚ࠊ⫋ဨ◊ಟᢸᙜ⪅ࢆᑐ㇟ᐇࡋ
ࡓࡀࠊᖺᗘࡣᖺᗘࡢᐇ⦼ࡽࢃࢀࡎࠊྡྂᒇᏛᏛෆ࡛ࠊࡋࡶ᪂ࡓ࡞ᙧᘧ࡛ᐇ࡛ࡁࡓࠋ

1.2 ྡྂᒇᏛᏛእ࡛ࡢྲྀ⤌
 ࢭ࣑ࢼ࣮ࡣࠊྡྂᒇᏛᏛෆࡔࡅࡲࡽࡎࠊᏛእࡢከᵝ࡞ሙ࡛ࠊከᵝ࡞ෆᐜ࡛㛤ദࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
1.2.1 Ꮫ࠾ࡅࡿࢭ࣑ࢼ࣮
 Ꮫ࡛ࡢ FD࣭SD ࡢᐇࢆᨭࡍࡿάືࡶྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋせㄳࡢ࠶ࡗࡓᏛࡣࠊ㧗➼
ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢࢫࢱࢵࣇࢆㅮᖌࡋ࡚ὴ㐵ࡋ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ 25 ᖺᗘࡣ 30 ௳௨ୖࡢࡰࡗࡓࠋ
ᖹᡂ 25 ᖺᗘࡣࠊᏛ࣭▷ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᏛࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࠊᑓᨷ㡿ᇦࢆྠࡌࡃࡍࡿᅜⓗ࡞ᩍ
ဨ⤌⧊➼ࡽࡢせㄳࡀ」ᩘᐤࡏࡽࢀࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢㅮᖌὴ㐵ࡣࠊྛᏛ➼ࡢせㄳᇶ࡙࠸࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᏛᩍ⫱ᨵၿࡢ㍯ࡀከᵝ࡞ᙧែ
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࡛ࠊࡲࡓከᵝ࡞ᆅᇦ࡛㐍ࡳࡘࡘ࠶ࡿࡇࠊࡑࡢ⤌⧊ࡽᙜᣐⅬࡢάືࡀ୍ᐃ⛬ᗘㄆ▱ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢⅬࡣࠊᖜᗈ࠸⤌⧊࣭ሙᡤ࡛Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉࣭ᨵၿࢆ㐍ࡵࡿࡇࠊࡑࡢືࡁ
ࢆഃ㠃ࡽຓࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿᮏᣐⅬࡢ㊃᪨ྜ⮴ࡍࡿࡶࡢゝ࠼ࡿࠋ
1.2.2 ୰㒊ᅪࡢᏛ㐃ྜࡼࡿᩍ⫱ᨵၿᴗࡢᨭ
 ୕㔜Ꮫࢆ⥲ᖿᰯࡍࡿ୰㒊ᅪ 23 Ꮫ㸦▷ᮇᏛࢆྵࡴ㸧ࡣࠊᖹᡂ 24 ᖺᗘ㹼26 ᖺᗘᩥ㒊
⛉Ꮫ┬⿵ຓ㔠ᴗࠕ⏘ᴗ⏺ࡢࢽ࣮ࢬᑐᛂࡋࡓᩍ⫱ᨵၿ࣭ᐇయไᩚഛᴗࠖ᥇ᢥࡉࢀࠊ2012 ᖺ
10 ᭶ࡼࡾᐇ㉁ⓗ࡞άືࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ
ࠕ୰㒊ᅪࡢᆅᇦ࣭⏘ᴗ⏺ࡢ㐃ᦠࢆ㏻ࡋࡓᩍ⫱ᨵ㠉ຊࡢᙉࠖ
࠸࠺ྡ⛠ࡢྲྀ⤌࡛࠶ࡿࠋᮏᣐⅬࡣࡇࡢྲྀ⤌ࡢࢻࣂࢨ࣮࣭࣮ࣜ࣎ࢻᑐࡋ࡚ጤဨࢆὴ㐵ࡋ࡚
࠸ࡿࠋᣐⅬࡢάື⤒㦂ࢆࡩࡲ࠼࡚ྲྀ⤌ࡢᐇᑐࡋ࡚ຓゝࡍࡿ❧ሙ࡛࠶ࡿࠋᣐⅬࡼࡿㅖάື࣭
࣋ࣥࢺࡢཧຍࢆຍ┕Ꮫࡧࡅࡿࡶࠊຍ┕ᰯ⊂⮬ࡢᩍ⫱ᨵၿࡢྲྀ⤌ࢆᨭࡋ࡚࠸
ࡿࠋ

1.3 ࠕᏛᩍ⫱ᨵ㠉ࣇ࢛࣮࣒ࣛ in ᮾᾏࠖ
 ྡྂᒇᏛࡢᏛෆእ࡛ࡢྲྀ⤌ࢆ࣮࣋ࢫࠊᖺ୍ᅇࠊࠕᏛᩍ⫱ᨵ㠉ࣇ࢛࣮࣒ࣛ in ᮾᾏࠖࢆ㛤
ദࡋ࡚࠸ࡿࠋẖᖺࡢᖺᗘᮎ 3 ᭶ྡྂᒇᏛ࡛ࡢ㛤ദ࡛࠶ࡿࠋᮾᾏᆅᇦࡢᏛ࣭㧗ᑓ࣭㧗ᰯ➼ࡢ
㛵ಀ⪅ࡀ୍ᇽࡋ࡚ࠊᐇ㊶ሗ࿌ࡸ⋡┤࡞ពぢࢆ㏻ࡌ࡚ྛᶵ㛵ࡢᩍ⫱άືᨵၿࡢ᪉⟇ࢆぢ࠸
ࡔࡑ࠺࠸࠺㊃᪨࡛࠶ࡿࠋ
 Ⓨ㊊ᙜึࡣᮾᾏᆅᇦࢆᑐ㇟ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ㏆ᖺࡣᮾᾏᆅᇦࡲࡽࡎᅜྛᆅࡽከࡃࡢ㛵
ಀ⪅ࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋᖺᗘࡢཧຍ⪅ᩘࡣ⣙ 354 ྡࡢࡰࡗࡓࠋ
 ࣇ࢛࣮࣒࡛ࣛࡣࠊ࣮࢜ࣛࣝࢭࢵࢩࣙࣥࡢࠊ࣏ࢫࢱ࣮ࢭࢵࢩࣙࣥ࡞ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ
᪥㡭ࡢ◊✲ࡸᐇ㊶ࡢᡂᯝࢆⓎ⾲࡛ࡁࡿ⎔ቃࢆᩚ࠼࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊⓎ⾲ࡢ௳ᩘࡀቑ࠼࡚࠸ࡿ୰࡛ࠊ
ᡤᒓᶵ㛵ࡸᩍ⫋ဨಶேࡢࢽ࣮ࢬ༶ࡋࡓⓎ⾲ࢆぢ࠸ࡔࡋࡸࡍ࠸ࠋࡇࢀࡽࡢࡇࡀᩍ⫋ဨホ౯ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀࠊཧຍ⪅ࡢቑຍࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢ㛤ദࡣ 2013 ᖺᗘ
࡛ 9 ᅇ┠࡞ࡾࠊḟ➨ᅜࡢᩍ⫋ဨㄆ▱ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡶቑຍࡢせᅉ࡞ࡗ࡚
࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㸰㸬◊✲άື
 ⤌⧊ⓗ◊ಟ࣭㞟ྜ◊ಟࡀẚ㍑ⓗከᩘࡢᩍ⫋ဨࢆᑐ㇟ࡍࡿࡢᑐࡋ࡚ࠊ◊✲άືࡣᑠつᶍ࡞
άື࡛࠶ࡿࠋᩍ⫱ᨵၿࠊᤵᴗᨵၿ࡞ࡢάືࡣࠊᩍဨࡳࡎࡽࡢ◊✲ࢃࡗࡓࡇࢁ࡛㏣ồ
ࡋ࡞࠸ࠊ୍⯡ⓗ࡞ෆᐜ࡞ࡾࡀࡕ࡛࠶ࡿࠋ⤖ᯝⓗࠊάືࡢཧຍពḧࡀⷧࢀࡿࡇ࡞ࡾࠊ
㛗⥆ࡁࡋ࡞࠸ࠋࡋࡋࠊ◊✲㛵ࢃࡽࡏ࡚⤌⧊࡛ࡁࢀࡤࠊᩍဨࡢពḧࢆ㧗ࡵࡿࡇࠊຠᯝࡶ㧗ࡵ
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉ࡓࡕࠊᮏᣐⅬᴗ࡛ࡣ◊✲άືࢆ⤌⧊ࡋࡓࡾࠊάືࢆᨭ
ࡋࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ◊✲ࡢᩘࡣࠊᖹᡂ 22 ᖺᗘ 3ࠊᖹᡂ 23 ᖺᗘ 9ࠊᖹᡂ 24 ᖺᗘ 15 㡰ㄪቑຍࡋ࡚ࡁࡓࠋᖹᡂ
25 ᖺᗘࡣ 14 ◊✲࡛࠶ࡾࠊࡰ๓ᖺྠᩘ࡛࠶ࡗࡓࠋ≀⌮Ꮫㅮ⩏ᐇ㦂◊✲ࠊဴᏛᩍ⫱◊✲
࡞ࡢࡼ࠺ࡍ୍࡛ᐃࡢᐇ⦼ࡢ࠶ࡿࡶࡢࡣࡶࡕࢁࢇࠊ᪂ࡓ࡞◊✲ࡶ࠸ࡃࡘ❧ࡕୖࡆࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡓࠋ⟶⌮⫋◊✲ࠊ㞀ࡀ࠸Ꮫ⩦ᨭ◊✲ࠊᅗ᭩㤋ά⏝◊✲ࠊ࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࣛࢸ
ࣥࢢᨭ◊✲ࠊྂᩍ㣴ᩍ⫱◊✲࡞࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠊ᭱㏆ࡢᏛኈㄢ⛬ࡸᏛ㝔ㄢ⛬࡛Ꮫ
⏕ࡢᏛ⩦ᐇែࡸᏛຊࠊࡉࡽᏛ⩦ࢽ࣮ࢬࡀከᵝࡋ࡚࠸ࡿ⌧ᐇࢆᫎࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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 ㏻ᖖࡢ㒊ᒁᡤᒓࡢᩍဨࡤࡾ࡛࡞ࡃࠊྛᏛࡢᏛᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ᡤᒓࡢᩍဨࡀຍࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ホ౯⏬ᐊ➼ࡢᏛホ౯㒊㛛ࡢ⤌⧊ᡤᒓࡍࡿᩍဨࡶཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᩍົ◊✲ࡢࡼ࠺ࠊ
ᩍဨࡔࡅ࡛◊✲ࢆ⤌⧊ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛ⫋ဨࡶຍࢃࡗ࡚ᩍဨ⫋ဨࡀඹྠ࡛◊✲ࢆ⤌⧊
ࡍࡿືࡁࡶࡳࡽࢀࡿࠋ
 ࡇࡢࡇࡣࠊFD ࡸ SD ࡢάືࡢ㍯ࡀ☜ᐇᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽࠊᚑ᮶ࠊᩍ
ဨࡸ⫋ဨࡢ㛫࡛࡞ࡾࡢ⛬ᗘᬑཬࡋ࡚ࡁࡓ FD ࡸ SD ࡢᴫᛕࢆኚ࠼ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ㞟ྜ◊ಟࡤ
ࡾࡀ FD࣭SD άື࡛ࡣ࡞࠸ࡇࠊࡶࡗᑠつᶍ࡛ࠊᡭ㍍ྲྀࡾ⤌ࡵࡿࡇࠊࡋࡓࡀࡗ࡚᪥ᖖⓗ
ᐇࡍࡿࡇࡶ༑ศྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࠊࡴࡋࢁ◊✲ࡢࡼ࠺࡞⤌⧊ࡢ᪉ࡀຠᯝࢆཧຍ⪅ࡢ㛫࡛☜
ಖࡋඹ᭷ࡋࡸࡍ࠸ࡇ࡞ࡀࠊ⌮ゎࡉࢀࡼ࠺ࠋࡲࡓࠊᩍဨ࣭⫋ဨࢆၥࢃࡎࠊ⮬ศࡢᢸᙜࡍࡿᴗົ
ࢆࠊᙜ㠃ࡍࡿᴗົࢆฎ⌮ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡼࡾᗈ࠸どⅬࡽࡽ࠼┤ࡋࠊᏛࡢ⨨ࢀࡓ⎔ቃࡸ
ㄢ㢟ᑐᛂࡉࡏࡿࡃᴗົࡢෆᐜࡸ㐍ࡵ᪉ࢆᨵၿࡍࡿ୍ࡘࡢዎᶵ࡞ࡾᚓࡿࠋ
㸱㸬ᩍᮦ࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛάື
 ᮏᣐⅬᴗࡋ࡚ࡢάືࡢ㔜Ⅼ㡯┠ࡢ୍ࡘࡣࠊFD࣭SD 㛵ࡍࡿᩍᮦ࡙ࡃࡾ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ
௨ୗࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࣭FD࣭SD άືࢆ༢Ⓨࡢ࣋ࣥࢺࡏࡎຠᯝࢆᣢ⥆ࡉࡏࡿࡇࠋ
࣭FD࣭SD ࢆദࡍࡿഃࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆࠊ☜ᐇཧຍ⪅࣭ᑐ㇟⪅ఏ㐩ࡍࡿࡇࠋ
 ࡇࢀࡽࡢⅬࡣࠊᣐⅬάືࢆᐇࡍࡿ㝿ࡢ␃ព㡯࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡑࢀࢆලయⓗᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢᡭ
ẁࡢ୍ࡘࡀᩍᮦ࡙ࡃࡾ࡛࠶ࡿࠋࢭ࣑ࢼ࣮࡞࡛ࡣࠊࡋࡤࡋࡤእ㒊ࡽᣍ⪸ࡋࡓㅮ₇⪅ࡼࡿㅮ₇
ࡸࠊⱝᖸࡢ㉁ᛂ⟅ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢሙྜࠊࣃ࣮࣏࣡ࣥࢺࡢ㈨ᩱࡀ㓄ࡉࢀࡿࡔࡅ࡛ࠊ
ࡲࡲࡗࡓ㈨ᩱࡀ㓄ᕸࡉࢀࡿࡇࡣᑡ࡞࠸㸦ሙྜࡼࡗ࡚ࡣࠊࣃ࣮࣏࣡ࣥࢺࡢ㈨ᩱࡉ࠼ࡶ࡞࠸
ࡇࡶ࠶ࡾᚓࡿ㸧ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ሙྜࡣࠊ㏻ࡾ୍㐢ࡢሗࢆᚓࡿࡲࡾࠊຠᯝࡣ୍㐣ᛶ࡛࠶
ࡿࠋࡇࢀ࡛ࡣࠊᐇ㝿Ꮫᩍ⫱ࡢᨵၿࡘ࡞ࡀࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࠋࢭ࣑ࢼ࣮⤊ᚋࡶࠊࢭ࣑ࢼ࣮ࡢ
㊃᪨ࡸෆᐜࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࡾ㏉ࡿࡇࠊሙྜࡼࡗ࡚ࡣཧຍ⪅ྠኈ࡛ෆᐜࢆࡵࡄࡗ࡚༠㆟ࡋࡓࡾࡍ
ࡿࡇࡀᚲせ࡞ࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࢆಁࡍࡓࡵࡣࠊFD࣭SD ᑐ㇟⪅ࡢ⫋࣭⫋ົෆᐜࡸᑓ㛛ᛶࡢ
ከᵝᛶᑐᛂࡋ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢࢽ࣮ࢬⓗ☜⟅࠼ᚓࡿᩍᮦࡢ㛤Ⓨ࣭ห⾜ࡀྍḞ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
ᩍᮦࡋ࡚ࡲࡵ࡚࠾ࡅࡤࠊࡑࢀࢆᏛά⏝ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇࡶᐜ᫆࡞ࡿࠋ
 ࡇࡢάືࡣࠊྡྂᒇᏛ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢᇶᮏⓗ࡞ࢫࢱࣥࢫࡋ࡚ࠊᚑ᮶ࡽᒎ㛤ࡋ࡚
ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊᮏᴗ࡛ࡶྠᵝࡢࢫࢱࣥࢫ࡛⮫ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
 ᖺᗘࡢάືࡋ࡚ࡣࠊྡྂᒇᏛࡢᩍဨྥࡅࠗྡྂᒇᏛ᪂௵ᩍဨ࢞ࢻࣈࢵࢡ࠘ࡢᨵゞ
∧ࡢⓎ⾜ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊ୍ᖺᗘసᡂࡋࡓࡶࡢࢆᨵゞࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ᪂௵ᩍဨࡀ㏻ᖖࡢ
ົࢆ㐙⾜ࡍࡿ࠺࠼࡛▱ࡗ࡚࠾ࡃࡁ᭱ᑠ㝈ᗘࡢ▱㆑ࢆ⥙⨶ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࢆసᡂࡍࡿࡇ
ࡼࡾࠊ᪂௵ᩍဨ◊ಟ࡛ࡢㄝ᫂ࢆ⡆␎ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢព࡛ࡣࠊ᪂௵ᩍဨ◊ಟ࡛ࡢ
ㄝ᫂ࡀദ⪅ഃཧຍ⪅ഃࡢ᪉ࡗ࡚ࡶࡁ࡞㈇ᢸ࡞ࡗ࡚࠸ࡓែࢆ㍍ῶࡍࡿࡶࡢ࠸
࠼ࠊព⩏ࡣỴࡋ࡚ᑠࡉࡃ࡞࠸ࠋ
 ᖺᗘసᡂࡋࡓྠ࢞ࢻࣈࢵࢡࡢⱥㄒ∧ࡶࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᆅ㐨࡞ྲྀ⤌ࢆ࠸ࡇࡲࡵᐇ
ࡍࡿࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
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㸲㸬᪂ࡓ࡞ㄢ㢟
ᖺᗘࡢάືࢆᒎ㛤ࡍࡿ୰࡛ࠊ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ࡶ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ௨ୗࡢࡼ࠺࡞Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
4.1 Ꮫࡢ FD࣭SD άືᐇ㛵ࡍࡿᨭ᪉⟇ࡢᐇ
 FD࣭SD ᩍ⫱ᨵၿᨭᣐⅬࡢ┠ⓗࡢ୍ࡘࡣࠊ୰㒊ᆅᇦࢆ୰ᚰࡋࡓྛᏛ࠾ࡅࡿᩍ⫱࣭Ꮫ⏕
ᨭࡢ㉁ྥୖࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᏛࡢ FD࣭SD άືᐇࡢᨭྥࡅ࡚ࠊ
ከᵝ࡞άືࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋᩥ㒊⛉Ꮫ┬⿵ຓ㔠ᴗࠕ⏘ᴗ⏺ࡢࢽ࣮ࢬᑐᛂࡋࡓᩍ⫱ᨵၿ࣭ᐇ
యไᩚഛᴗࠖ㛵ࡍࡿୖグ 23 Ꮫࡢάືࡢᨭࡶࡑࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢࡶࠊᮏᣐⅬࡢ FD࣭SD άືᑐࡍࡿ༠ຊ࣭ᨭࡢせㄳࡣᏑᅾࡍࡿᛮࢃࢀࡿࠋ⌧ᅾࡣ
ࡲࡔ₯ᅾⓗ࡞ẁ㝵ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆྵࡵ࡚ࠊࡉࡽ࡞ࡿࢽ࣮ࢬࢆ᥀ࡾ㉳ࡇࡋࠊࡑࢀࡽ✚ᴟ
ⓗᛂ࠼࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡶࠊᮏᣐⅬࡢᨭ᪉⟇ࡢෆᐜࢆᐇࡉࡏࡿࡇࠊ
ࡑࡢάືෆᐜࡢ࿘▱ࢆᅗࡿࡓࡵࡢᗈሗάືࢆᖜᗈࡃᒎ㛤ࡍࡿࡇ➼ࡶồࡵࡽࢀࡼ࠺ࠋ
4.2 ◊✲άືࡢᐇ
 ᖺᗘタ⨨ࡋࡓ◊✲ࡣࠊࡰ๓ᖺ୪ࡳ 14 ࡛࠶ࡿࠋ◊✲άືࡣࠊẚ㍑ⓗᑠつᶍ࡛⤌⧊࡛
ࡁࡿࡇࠊᩍဨࡀ⮬ศࡢᑓ㛛㡿ᇦ༶ࡋࡓෆᐜ࡛ࠊࡋࡶ◊✲࣮࣋ࢫ࡛ྲྀࡾ⤌ࡵࡿࡇ࡞ࠊFD
άືࡋ࡚⾜࠺࠺࠼࡛ࡢ࣓ࣜࢵࢺࡀከ࠸ࠋ
 ᖺᗘࡣࠊᚑ᮶ࡢࡶࡢຍ࠼࡚ࠊ⟶⌮⫋◊✲ࠊ㞀ࡀ࠸Ꮫ⩦ᨭ◊✲ࠊྂᩍ㣴ᩍ⫱◊✲
➼ࡢ᪂ࡓ࡞ࢸ࣮࣐ࡢ◊✲ࢆⓎ㊊ࡉࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋᏛ࣭Ꮫ㒊ࡢ⎔ቃࡸᏛ⏕ࡢࢽ࣮ࢬࡣᚋ
ࡶከᵝࡍࡿࡇࡀணࡉࢀࡿࡓࡵࠊࡇࢀᑐᛂࡍࡃ◊✲ࢆࡉࡽቑࡸࡋ࡚ࠊከᵝ࡞άື
ෆᐜ࡛ᒎ㛤ࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
 ࡑࡢࡓࡵࡣࠊᅜࡢ㧗➼ᩍ⫱ᨻ⟇ࠊᏛ⏕ࡢᏛ⩦ࢽ࣮ࢬࠊ⫋ົ㐙⾜࠶ࡓࡗ࡚ࡢᩍဨ࣭⫋ဨࡢࢽ
࣮ࢬࠊᏛ⤌⧊ࡋ࡚ࡢㅖせồ➼ࢆᖖᢕᥱࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊྡྂᒇᏛෆ
ࡲࡽࡎࠊᏛࡢᯟࢆ㉸࠼࡚ၥ㢟ព㆑ࢆඹ᭷ࡍࡿᩍဨࡸ⫋ဨ࡛◊✲ࡀ⤌⧊ࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊᨭࢆ
⾜࠺ࡇࡶᚲせ࡞ࢁ࠺ࠋࡇࢀࡽࡢⅬ࡛ࠊᨵၿྥࡅ࡚ດຊࢆഴὀࡍࡁⅬࡣᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ
 ࡇࢀࡲ࡛ࡢάື࡛ࡣࠊᩍဨྥࡅ FDࠊ⫋ဨྥࡅ SD 㔜Ⅼⓗྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࠋࡋࡋࠊࡑ
ࢀࡽࡣ࠶ࡃࡲ࡛ᡭẁ࡛࠶ࡿࠋ┤᥋ⓗ࡞┠ⓗࡣࠊᩍ⫱ࠊࡾࢃࡅṇㄢάືࡸṇㄢእάືࡢᨵၿ࡛࠶
ࡿࠋࡉࡽࠊࡑࢀࢆ㏻ࡌࡓᏛ⏕ࡢᏛ⩦ࡢ㉁ࡢᨵၿ࣭ྥୖ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢⅬࢆ⪃៖ࡍࢀࡤࠊᏛ⏕ࡢᏛ
⏕ᐇែ㛵ࡍࡿㄪᰝࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆࡩࡲ࠼ࡓᏛ⏕ࡢᏛ⩦ᨭࡢලయⓗ᪉⟇➼㛵ࡍࡿ◊✲ࢆᐇࡍ
ࡿࡇࡀᚲせ࠸࠼ࡿࠋ
4.3 Ꮫ⫋ဨྥࡅࡢ SD άື
 Ꮫ⫋ဨᑐ㇟ࡢ SD ࡛ࡣࠊᡤᒓࡢ㒊⨫ࢆၥࢃࡎࠊ⫋ဨࢆᑐ㇟⾜ࢃࢀࡿࡇࡶࡋࡤࡋࡤ࡛࠶
ࡿࠋࡋࡋࠊᡤᒓ㒊⨫ࡼࡗ࡚⫋ົෆᐜࡸồࡵࡽࢀࡿ⬟ຊ➼ࡣ␗࡞ࡿࠋࡶࡕࢁࢇࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㒊
⨫ࡢ⫋㝵➼ࡼࡗ࡚ࡶࡇࢀࡽࡣኚࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊSD ࡀ⫋ົ㐙⾜⬟ຊࡢᙧᡂ࣭ྥୖࢆࡵࡊࡍࡢ
࡛࠶ࢀࡤࠊ୍ᩧ⾜࠺ࡤࡾ࡛࡞ࡃࠊᡤᒓ㒊⨫ࡈࡢᐇ༶ࡋࡓෆᐜ࡛⾜࠺ࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
ᐇࡢࢱ࣑ࣥࢢ➼ࡶ␃ពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ᮏᣐⅬᴗࡋ࡚ࡢ◊✲άືࡣࠊᏛ⫋ဨࡀせ࡞࣓ࣥࣂ࣮࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋࡋ
ࡋࠊࡲࡔࡑࡢᩘࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊᏛ⫋ဨࡢ⬟ຊྥୖ㛵ࡍࡿࢽ࣮ࢬࡣࡁࡃࠊࡇࢀ
ࡇࡓ࠼࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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 ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࢆࡩࡲ࠼࡚ࠊᖺᗘࠊࠕᏛ⫋ဨ◊ಟࡢ㐍ࡵ᪉ࠖࢆ㛤ദࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊྛᏛ
ࡢ⫋ဨ◊ಟᢸᙜ⪅➼ࢆᑐ㇟ࠊྛᏛ࠾ࡼࡧᏛ㛫㐃ᦠࡼࡿ⫋ဨྥࡅ⬟ຊ㛤Ⓨࡢ㐍ࡵ᪉ࡘ࠸
࡚ࡢㄢ㢟ࢆ༠㆟ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᖺᗘࡣࠊࡇࡢྲྀ⤌ࢆ㛤ദࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋྛ✀࣮࣡
ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ㛤ദࢆඃඛࡉࡏࡓࡇࡶ୍ᅉ࡛࠶ࡿࡀࠊྛᏛࡢࠕ㐍ࡵ᪉ࠖᑐࡍࡿࢽ࣮ࢬࡣỴࡋ
࡚ᑠࡉࡃ࡞࠸ࡇࢆ⪃៖ࡍࢀࡤࠊࡑࡢ㛤ࢆ᳨ウࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ࡲࡓࠊSD άືࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ⫋ဨࡀ୰ᚰ࡞ࡗ࡚⤌⧊ࡋ࡚࠸ࡿᏛ⾜ᨻ⟶⌮Ꮫࢆࡣࡌࡵࠊ
Ꮫࡢ㐃ྜయ⤌⧊➼ࡶ㐃ᦠࡋࡘࡘࠊᏛ⫋ဨྥࡅࡢྛ✀ࡢάືࡢᐇࡸᨭࢆ⾜࠺ࡇࡀồࡵ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
4.4 ࡢ FD࣭SD ᣐⅬ㐃ᦠࡋࡓ┦ࡢᶵ⬟ࡢᣑ࣭ᙉ
 ᮏᣐⅬྠㄆᐃࡉࢀࡓ FD࣭SD ᣐⅬࡣࠊᮾᏛࠊி㒔ᏛࠊឡᏛࡢྛᏛᩍ⫱ࢭࣥ
ࢱ࣮ࢆᣐⅬࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᏛࡣࠊඹྠࡢྜࢆ㛤ദࡍࡿ࡞ࡋ࡚ሗດ
ࡵ࡚࠸ࡿࠋᏛᇳ⾜㒊➼ࡢ⟶⌮⫋㛵ࡍࡿᐇែㄪᰝ࡞ࠊඹྠ࡛ᐇࡋ࡚࠸ࡿάືࡶ࠶ࡿࠋ4 ᣐ
Ⅼࡣࠊ┤㠃ࡍࡿㄢ㢟ࡣඹ㏻ࡍࡿⅬࡶከࡃࠊάືෆᐜࡀ㔜」ࡍࡿࡇࡶࡋࡤࡋࡤ࡛࠶ࡿࠋ┦
༠ຊࡋࡓࡾศᢸࡋࡓࡾࡍࡿࡇࡼࡾࠊάືෆᐜࢆࡼࡾ⏕⏘ⓗ࣭ຠᯝⓗࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ㒊ศ
ࡶ࠶ࡿࠋ┦ࡢ㐃ᦠࢆ⥭ᐦࡋ࡚ࠊྛᣐⅬࡢⓎᒎࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺࡞άືࢆ㏣ồࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࠋ
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ᴗሗ࿌

⤌⧊ⓗ◊ಟ

Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉ࣇ࢛࣮࣒ࣛ LQ ᮾᾏ 
Ꮫᩍ⫱ࡘ࠸࡚ࠊ㏆㞄ࡢᏛ㛵ಀ⪅ࡀ୍⥴㆟ㄽࡋࠊ㐃ᦠࠊ㐃ᖏࢆ῝ࡵࠊࡶࡗ࡚㉁ࡢ㧗࠸
Ꮫᩍ⫱ࢆࡇࡢᆅ༊ᐇ⌧ࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊᮏᖺᗘࡶᏛᩍ⫱ᨵ㠉ࣇ࢛࣮࣒ࣛ in ᮾᾏࢆ㛤ദࡋ
ࡓࠋ

㛤ദᴫせ
ሙ

ᡤ

ྡྂᒇᏛᮾᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ IB 㟁Ꮚሗ㤋ࠊES ⥲ྜ㤋

᪥



2014 ᖺ 3 ᭶ 8 ᪥㸦ᅵ㸧





10㸸00-10㸸10

㛤࠶࠸ࡉࡘ





10㸸10-11㸸00

ᇶㄪㅮ₇





11㸸15-12㸸00

࣏ࢫࢱ࣮ࢭࢵࢩ࣭࣑ࣙࣥࢽ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ





12㸸00-13㸸00

㣗





13㸸00-14㸸45

࣮࢜ࣛࣝࢭࢵࢩࣙࣥϨ





15㸸00-16㸸45

࣮࢜ࣛࣝࢭࢵࢩࣙࣥϩ





17㸸00-19㸸00

ሗ

ᐇ⾜ጤဨ

ᮾ ᮃṌ㸦ྡྂᒇᏛ㸧㸨ົᒁᖿ



ụ⏣㍤ᨻ㸦ྡᇛᏛ㸧



ᕝ㝯 㸦༡ᒣᏛ㸧



ኟ┠㐩ஓ㸦ྡྂᒇᏛ㸧㸨ᐇ⾜ጤဨ㛗



Ώ㎶ṇኵ㸦୰ிᏛ㸧



ົ



ᒁ

ྡྂᒇᏛ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮

ദ

Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉ࣇ࢛࣮࣒ࣛ in ᮾᾏ 2014 ᐇ⾜ጤဨ
ྡྂᒇᏛ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮>FD࣭SD ᩍ⫱ᨵၿᨭᣐⅬ@

U

R

L

http://www.tokai-forum.jp/


ۑ㛤࠶࠸ࡉࡘ
  ᒣᮏ୍Ⰻ㸦ྡྂᒇᏛ㸧

ۑᇶㄪㅮ₇ࠕຮᙉࡀ࡛ࡁࡿே㛫ࡣ❧ὴ㸽Ꮫᩍ⫱ࡀ┠ᣦࡍࡁே㛫ീࠖ
  ⩚⏣㈗ྐ㸦ᮾᏛ㧗➼ᩍ⫱㛤Ⓨ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮㸧

 ࣥࣙࢩࢵࢭ࣮ࣝࣛ࢜ۑ1ࠕFD ࡢᏛ㛫㐃ᦠࡢᐇ㝿ࡑࡢຠᯝ࠾ࡼࡧㄢ㢟ࠖ
ᗙ㛗㸸୰ᮧᙪ㸦༡ᒣᏛ㸧
ሗ࿌ 1ࠕᏛࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ி㒔࠾ࡅࡿ FD άືࡢྲྀ⤌ࠖ
⪥㔝㸦ி㒔⏘ᴗᏛ㸧
ሗ࿌ 2ࠕ⏘ᴗ⏺ࢽ࣮ࢬᴗ࣭୰㒊ᆅᇦࢡࢸࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࢳ࣮࣒ࡢάື࣭ᒎ㛤࣭ᡂᯝࠖ
டṇᙪ㸦ྡྂᒇၟ⛉Ꮫ㸧
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 ࣥࣙࢩࢵࢭ࣮ࣝࣛ࢜ ۑ2ࠕ⏬ຊࡢ࠶ࡿᏛ⫋ဨࡢ⫱ᡂ࣭ᡂ㛗⤌⧊యไࡢᵓ⠏ࠖ
ᗙ㛗㸸ụ⏣㍤ᨻ㸦ྡᇛᏛ㸧
ሗ࿌ 1ࠕ୰㛗ᮇィ⏬ࡢᒎ㛤࢞ࣂࢼࣥࢫ㸫᪂Ꮫ㒊ࡢタ⨨ࠊ᪤ᏑᏛ㒊ࡢ࢟ࣕࣥࣃࢫ⛣㌿ࢆ㏻ࡌࡓྜ
ពᙧᡂࣉࣟࢭࢫ㸫ࠖ
ᒸ⏣㞝㸦㱟㇂Ꮫ㸧
ሗ࿌ 2ࠕ⏬⫋⬟ࡢほⅬࡽࠊ᪂ᇶᮏᵓ㐀࣭᪂୰ᮇィ⏬ࡢ๓ᮇ㸳ᖺࢆࡾ㏉ࡗ࡚ࠖ
Ᏹᐟᝅ㸦Ꮫᰯἲே㛵すᏛ㝔㸧
ሗ࿌ 3ࠕ୰㛗ᮇ┠ᶆ࣭ィ⏬ࢆᒎ㛤ࡍࡿୖ࡛ࡢົ⫋ဨࡢᙺࠖ
  㭯⏣ᘯᶞ㸦ᏛᰯἲேྡᇛᏛ㸧
 ࣥࣙࢩࢵࢭ࣮ࣝࣛ࢜ ۑ3
ࠕከᵝ࡞Ꮫᵓᡂဨࡢ┦⌮ゎࢆ┠ᣦࡋ࡚㸫㌟యⓗ㞀ࡀ࠸ࠊ
Ⓨ㐩㞀ࡀ࠸ࠊ
ᛶᚿྥ࡞㸫ࠖ
ᗙ㛗㸸ᆏ㔝ᑦ⨾㸦ྡྂᒇᏛ㸧
ሗ࿌ 1ࠕᏛᵓᡂဨࡢࢭࢡࢩࣗࣜࢸࡢከᵝᛶࡘ࠸࡚ࠖ
ྂᶫᛅ㸦ྡྂᒇᏛ㸧
ሗ࿌ 2ࠕி㒔⏘ᴗᏛ࠾ࡅࡿ㞀ᐖ⪅ᨭࠖ
Ᏻ⏣┿அ㸦ி㒔⏘ᴗᏛ㸧
ሗ࿌ 3ࠕࣂࣜࣂ࣮ࣜࣗࡽ♫ࢆኚ࠼ࡿ㸫㞀ᐖࢆ࣐ࢼࢫࡽ౯್㸫ࠖ
  ᇉෆಇဢ㸦ᰴᘧ♫࣑ࣛࣟ㸧
 ࣥࣙࢩࢵࢭ࣮ࣝࣛ࢜ ۑ4ࠕᏛᩍ⫱ᨵ㠉࠾ࡅࡿ⫋ဨࡢᙺࠖ
ᗙ㛗㸸๎➉㍤୍㸦༡ᒣᏛ㸧
ሗ࿌ 1ࠕᏛ⏕ࡢᡂ㛗ࢆಁࡍ⫋ဨࡢάື
㸫ಟᏛᣦᑟࡢ᪂ࡓ࡞どⅬ࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࢻࣂࢪࣥࢢ㸫ࠖ
୰ᮧ❶㸦ឡ▱ᩍ⫱Ꮫ㸧
ࠊᒣᓮࡵࡄࡳ㸦౯Ꮫ㸧
ሗ࿌ 2ࠕPBL ࠾ࡅࡿ⫋ဨࡢᙺ㸫GP ⤊ᚋࡢࠕࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⛉┠ࠖ
ࠕPBL ᥎㐍ᨭࢭࣥࢱ࣮ࠖ
ࡢᒎ㛤㸫ࠖ
ᖹ⏣᭷႐ᏹ㸦ྠᚿ♫Ꮫ㸧
ሗ࿌ 3ࠕ⚾❧Ꮫົᒁ㛗㛵ࡍࡿ◊✲㸫⚾❧Ꮫົᒁ㛗ㄪᰝ⤖ᯝሗ࿌㸫ࠖ
  ཎ⿱⨾㸦ᏛᰯἲேྡᇛᏛ㸧
 ࣥࣙࢩࢵࢭ࣮ࣝࣛ࢜ ۑ5ࠕᏛ⏕ࡼࡿ FD άືࡢྍ⬟ᛶࠖ
ᗙ㛗㸸㖹భ㘏㸦୰ிᏛ㸧
ሗ࿌ 1ࠕࡳࢇ࡞ࡀࢺࢡࡍࡿᏛ⏕ FD㸫ᒸᒣᏛ࡛ࡢᏛ⏕ཧ⏬ᆺ FD άືࢆ㏻ࡌ࡚㸫ࠖ
㧗ᶫ㸦ྡᇛᏛ㸧
ሗ࿌ 2ࠕᏛ⏕┠⥺ࡢᩍ⫱ᨵၿࠖ
ⰼᒸ⨾ဏ㸦ྡྂᒇᏛ㸧
ሗ࿌ 3ࠕᏛ⏕ࢫࢱࢵࣇࠗSearCH࠘ጞື㸫ᑟධࡢ᳨ウ࣭Ꮫ⏕ເ㞟࣭❧ࡕୖࡆࡲ࡛㸫ࠖ
  Ώ㎶ṇኵ㸦୰ிᏛ㸧
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 ࣥࣙࢩࢵࢭ࣮ࣝࣛ࢜ۑ6ࠕᩍົົ࠾ࡅࡿ▱㆑࣭ࢫ࢟ࣝࡢඹ᭷ཬࡧ⥅ᢎࠖ
ᗙ㛗㸸㎮ᕭ᪩ⱑ㸦㏣ᡭ㛛Ꮫ㝔Ꮫ㸧
ሗ࿌ 1ࠕᩍົ⣔ົࢆᢸᙜࡋ࡚ឤࡌࡓ㐪ឤᡞᝨ࠸ࠖ
㏆ᮧඖẼ㸦ᒾᡭᏛ㸧



ሗ࿌ 2ࠕබ❧Ꮫࡢ≉ᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᩍົົࡢ⥅ᢎࡘ࠸࡚ࠖ
ᐑᯘᖖᓫ㸦㤳㒔Ꮫᮾி㸧
ሗ࿌ 3ࠕẖ㐌ࡢ࣑࣮ࢸࣥࢢࢆά⏝ࡋࡓᩍົົࡢ⥅ᢎࠖ
  ᑠ㔝ኈ㸦㱟㇂Ꮫ㸧

 ࣥࣙࢩࢵࢭ࣮ࣝࣛ࢜ۑ7ࠕᏛ⏕άࢆᐇࡉࡏࡿࡓࡵࡢᏛ⏕ᨭࠖ
ᗙ㛗㸸୰ᕝṇ㸦୕㔜Ꮫ㸧
ሗ࿌ 1ࠕᤵᴗࢆ᰿ᖿ࠾࠸ࡓ࢟ࣕࣥࣃࢫ࣭ࣛࣇ࣭ࢫࢱࣝព㆑࡙ࡅࡢࡓࡵࠖ
㟷㔝㏱㸦㔠ἑᏛ㸧



ሗ࿌ 2ࠕࣆ࣭ࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᡂᯝㄢ㢟ࠖ
Ἀ⿱㈗㸦❧㤋Ꮫ㸧
ሗ࿌ 3ࠕ࢟ࣕࣜᩍ⫱㐃ᦠࡋࡓᏛ⏕ᨭయไࡢᵓ⠏㸫୕㔜Ꮫࡢࡽ㸫ࠖ
  ୰ᕝṇ㸦୕㔜Ꮫ㸧

 ࣥࣙࢩࢵࢭ࣮ࣝࣛ࢜ۑ8ࠕᏛ⏕ࡢయⓗ࡞Ꮫࡧࢆᘬࡁฟࡍࠖ
ᗙ㛗㸸ᰩཎ⿱㸦ឡ▱Ꮫ㸧
ሗ࿌ 1ࠕ♫ேᇶ♏ຊ㣴ᡂಀࡿᩍ⫱ຠᯝ ᐃ㸦ホ౯㸧ᣦᑟ᪉ἲࡢ࠶ࡾ᪉㛵ࡍࡿⓎ⾲ࠖ
୕ዲဴஓࠊṇᩥࠊぢ┠႐㔜ࠊᒣཱྀ‶ࠊ᳃⏣బ▱Ꮚ㸦㇏ᶫ㐀Ꮫ㸧
ሗ࿌ 2ࠕᙜ᪥࣏࣮ࣞࢺࢆά⏝ࡋࡓㅮ⩏ࡢᐇ㝿ࠖ
Ᏹ⏣ග㸦༡ᒣᏛ㸧
ሗ࿌ 3ࠕ␃Ꮫ⏕ࢆ࠼ࡓ◊✲Ⓨ⾲࣋ࣥࢺ࡛ࡢᢞ⚊ࡼࡿホ౯ࡀᏛ㝔⏕ࡢᏛࡧᯝࡓࡍᙺࠖ
  㘠⏣ᬛᗈࠊᓲ⯗ᫍࠊὸ㔝ဴኵࠊࣇ࢙ࢫࢱ࣮࢞ࢻ࣭࢟ࣕࢧ࣒ࣜࣥࢱࣥࢤ࣮࣭࣒ࣥࢹࣛࣥࢪ
㸦㝣ඛ➃⛉ᏛᏛ㝔Ꮫ㸧

⌮≀ࠕࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࢽ࣑ۑᏛࡢㅮ⩏ᐇ㦂ࡽయ㦂Ꮫ⩦ࡢⓎᒎࡢྍ⬟ᛶࢆ᥈ࡿࠖ
ྖ㸸ྂ⃝ᙲᾈ㸦ྡྂᒇᏛ㸧
ㅮ₇ᐇ₇ 1ࠕᕤᏛ㒊࣭ᕤᏛ◊✲⛉࠾ࡅࡿᡂᩍ⫱ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࠖ
⏣ᕝᬛᙪ㸦ྡྂᒇᏛ㸧
ㅮ₇ᐇ₇ 2ࠕຊᏛࡢ₇♧ᐇ㦂ࢆⓎᒎࡉࡏࡓᏛ⏕యᆺᏛ⩦ࠖ
  ༓௦ᐇ㸦ᒣᙧᏛ㸧
ㅮ₇ᐇ₇ 3ࠕᏛ⏕ࡢయⓗάືࢆಁ㐍ࡉࡏࡿ⌮⛉ᤵᴗࡢ୍ࠖ
  ୰ᮧ⌶㸦ᒱ㜧Ꮫ㸧
ㅮ₇ᐇ₇ 4ࠕᕤᏛ㒊୍ᖺḟࠕ㐀⌮ᕤᏛᐇ㦂ࠖ࠾ࡅࡿࠕ㟁Ꮚࡽࡃࡾࠖᐇ㦂ᕤసࠖ
ᒸᓥⱱᶞ㸦୰㒊Ꮫ㸧
ㅮ₇ᐇ₇ 5ࠕSpectroscopy Lab: Unveiling the Hidden Secrets in Lightࠖ
  ⸨⏣࠶ࡁ⨾㸦ಙᕞᏛ㸧
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ㅮ₇ᐇ₇ 6ࠕ≀⌮Ꮫࡢᇶ♏ࢭ࣑ࢼ࣮࡛ᐇ㊶ࡋࡓయ㦂Ꮫ⩦ࠖ
  ୕ᾆ⿱୍㸦ྡྂᒇᏛ㸧


ࣥࣙࢩࢵࢭ࣮ࢱࢫ࣏ۑ
P1ࠕᒱ㜧Ꮫ࠾ࡅࡿㄢ㢟ゎỴᆺ㛗ᮇࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡘ࠸࡚ࠖ
P2ࠕ㟼ᒸᕷ⾤ᆅࡢ⏘ᴗ⏺㐃ᦠࡋࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᆺ₇⩦ᤵᴗࡢᐇ㊶ࠖ
P3ࠕࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ๓ᚋࡢ♫ேᇶ♏ຊࡢኚࠖ
P4ࠕ⏘ᴗ⏺ࡢ㐃ᦠࢆ㏻ࡌࡓࢡࢸࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࡑࡢホ౯㸫ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺάືࡽ㸫ࠖ
P5ࠕࢢ࣮ࣟࣂ࣮ࣝࣜࢲ࣮⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦MEIPLES㸧ᐇ㊶ሗ࿌ࠖ
㸦㸰㸧
ࠖ
P6ࠕᏛᩍ⫋ㄢ⛬࠾ࡅࡿࠕᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦ࡢྲྀ⤌ࠖ
P7ࠕඣ❺ᚅண㜵࣭㜵Ṇࡢࡓࡵࡢၨⵚ࣭ၨⓎάື㛵ࡍࡿᏛࡧࠖ
P8ࠕᩍົᢸᙜ⫋ဨࡢ⬟ຊ㛤Ⓨࡢ᪉ྥᛶ㸫ᐇែㄪᰝࡢศᯒࡽ㸫ࠖ
P9ࠕබ❧Ꮫ࠾ࡅࡿົ⫋ဨࡢ⌧≧ㄢ㢟ࠖ㸨ඃ⚽࣏ࢫࢱ࣮㈹
P10ࠕᅜ❧Ꮫἲே࠾ࡅࡿேไᗘࡢኚࠖ
P11ࠕᏛࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ᙧᡂࡢᡂຌᚲせ࡞せ⣲ࡣఱࠖ
P12ࠕឡ▱ᩍ⫱Ꮫ࠾ࡅࡿᩍᏛ IR ࡼࡿᩍ⫱ᨵၿࡢᅾࡾ᪉ࠖ
P13ࠕ▷ᮇᏛ࡛ࡢࢡࢸࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᑟධࡑࡢ PROG ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡼࡿホ౯ࠖ
P14ࠕ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡀᏛ⩦ᨭά⏝ࡉࢀࡿࡓࡵࡢ▱ᜨㄢ㢟ࠖ
P15ࠕᏛ㝔ᩍ⫱࠾ࡅࡿ◊✲ᐊᩍ⫱ᣦ㔪ࡢྲྀࡾ⤌ࡳศᯒࠖ
P16ࠕᩍ⫋ဨࡢ༠ാᛶࢆ⫱ࡴ࣮ࣛࢽࣥࢢ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ̿FD ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉࡢάືሗ࿌ࠖ
P17ࠕᏛ⏕ࡢయᛶࢆᘬࡁฟࡍᏛ⏕⫋ဨࡢ༠ാᴗ ᑵ⫋ࢧ࣏࣮ࢱ࣮Ꮫ⏕࣐ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ
㸨ඃ⚽࣏ࢫࢱ࣮㈹
P18ࠕ୰ᅜࡢ⊂❧Ꮫ㝔࠾ࡅࡿᑵ⫋ᨭୖࡢㄢ㢟ࠖ
P19ࠕ୰ᅜ࠾ࡅࡿ㐀ᛶᩍ⫱ࡢⴌⱆⓎᒎࠖ
P20ࠕᏛ⏕ࡢᤵᴗෆᤵᴗእࡢᏛ⩦⾜ືࠖ㸨ඃ⚽࣏ࢫࢱ࣮㈹
P21ࠕReading Diary ࢆά⏝ࡋࡓእᅜㄒ࣮ࣜࢹࣥࢢᣦᑟࠖ
P22ࠕேᩘᤵᴗ࠾ࡅࡿࢡࢸࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᐇ㊶㛤Ⓨࡑࡢᩍ⫱ຠᯝ㛵ࡍࡿ᳨ウࠖ
P23ࠕᩍဨ㣴ᡂᩍ⫱࠾ࡅࡿࠕᩥ⬦ⓗᩍᤵ࣭Ꮫ⩦ࠖࡋ࡚ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣭࣮࣋ࢫᏛ⩦ࠖ
P24ࠕᩍ⫋࠾ࡅࡿᫎ⏬ࢆά⏝ࡋࡓᤵᴗᐇ㊶㸫ᑓ㛛ᛶࡢ⫱ᡂྥࡅ࡚ࠖ
P25ࠕICT ࡔࡅ౫ࡽ࡞࠸ᤵᴗᨵၿᨭࡢ୍ࠖ
P26ࠕ≀⌮Ꮫㅮ⩏࠾ࡅࡿ⣔⤫ⓗㅮ⩏ᐇ㦂̿ᤵᴗ୰⾜࠺≀⌮Ꮫᐇ㦂ࡢᐇ㊶̿ࠖ
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ྛࢭࢵࢩ࡛ࣙࣥྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓෆᐜࡣࠊ࠶࡞ࡓ⮬㌟ࡗ࡚࠺࡛ࡋࡓ㸽㸦⮬⏤グ㏙㸧  
࣭ㅮᗙࡍࡄάࡏࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢࡶ࠶ࡾࠊཧ⪃࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
࣭⌧ሙࡢᕤኵࡸⱞປヰࡀ⪺ࡅ࡚ࡼࡗࡓࠋ
࣭࣏ࢫࢱ࣮ࢭࢵࢩࣙࣥࠊᇶㄪㅮ₇ࡀኚཧ⪃࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
࣭ᩍ⫱ຠᯝࡢ

ᐃࠊᐇ㊶ᆺᤵᴗࡘ࠸࡚ࡢ᪥ࠎࡢၥࢆඹ᭷ࡉࡏ࡚㡬ࡁࠊࡑࡢゎỴࡢ⣒ཱྀࡸ⤌⧊

ෆ㐃ಀࡢᚲせᛶࢆᨵࡵ࡚Ⓨぢࡍࡿࡇ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋᩍဨ⫋ဨඹ᭷ࡋࡓ࠸ࠋ
࣭ࢭࢵࢩࣙࣥϨ㸦ከᵝ࡞Ꮫᵓᡂဨ㸧ࢭࢵࢩࣙࣥϩ㸦Ꮫ⏕ࡢయⓗ࡞Ꮫࡧ㸧ࢆ⪺࠸ࡓࡀࠊࡕ
ࡽࡶࢃࡾࡸࡍ࠸ᐇ㊶ࡀከࡃࠊ⯆῝ࡗࡓࠋᏛࡢ♫ⓗ㈐௵ࡢ࠶ࡾ᪉ࡑࡢኚࢆᐇឤ
ࡋࡓࠋ
࣭⮬㌟ࡢࣄࣥࢺ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
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࣭࣏ࢫࢱ࣮ࢭࢵࢩࣙࣥࡢ୰ࠊㄢ㢟ゎỴ㛵㐃ࡍࡿෆᐜࡢࡶࡢࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ࣮࢜ࣛࣝࢭࢵࢩࣙ
ࣥϨࡢ㞀ᐖ㛵ࡍࡿෆᐜࡣࠊ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡁࡗࡅ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
࣭ᮏᰯ࡛ࡢᚋࡢྲྀ⤌ࡳኚཧ⪃࡞ࡗࡓࠋ
㸦PBLࠊᏛ⏕ FD㸧
࣭Ⰽࠎ࡞ྲྀ⤌ࡢᵝᏊࡀ⪺ࡅࡓࠋ␗ศ㔝ࡢ᪉ὶ࡛ࡁࡓࠋ
࣭࣮࢜ࣛࣝࢭࢵࢩࣙࣥϨ4.Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉࠾ࡅࡿ⫋ဨࡢᙺࠊ࣮࢜ࣛࣝࢭࢵࢩࣙࣥϩ7.Ꮫ⏕άࢆ
ᐇࡉࡏࡿࡓࡵࡢᏛ⏕ᨭࠋ
࣭ᩍ⫱㛵ࢃࡿᴗ⪅ࡢ⪅࡛ࡍࡀࠊྛᏛࠊඛ⏕᪉ࠊ⫋ဨࡢ᪉ࠎࡢᕤኵࡀලయⓗࢃࡾࠊ㠀ᖖ
ຮᙉ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
࣭Ꮫࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣཧ⪃࡞ࡾࡲࡋࡓࠋᮏᏛ࡛ࡶྲྀࡾ⤌ࡳࡢཧ⪃ࡋ࡚ࠊάࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸
ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ
࣭࣮࢜ࣛࣝࢭࢵࢩࣙࣥϨࡢ㸱࡛⪺࠸ࡓෆᐜࡀࠊࡇࢀࡽࡢᏛᚲせ࡞どⅬ࡛࠶ࡿࠋࡲ࡛ࡣ༑
ศ࡛ࡣ࡞ࡗࡓᛮ࠺ࠋࡁࡃኚࢃࡗ࡚ࡋ࠸ࠋ
࣭ྠࡌࡼ࠺࡞ㄢ㢟ࢆᣢࡘ᪉ࡢᐇ㊶ࢆ▱ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
࣭㛵ᚰࡢ࠶ࡿࢸ࣮࣐ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪂ࡓ࡞▱ぢࡀᚓࡽࢀࡓࠋ
࣭⫋ဨࡉࢇࠊඛ⏕ࡣࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⏕࡞ࡗ࡚ḧࡋ࠸ࡀᑡࡋࢃࡗࡓࠋ
࣭࣮࢜ࣛࣝࢭࢵࢩࣙࣥϨࡢ㸱ࢭࢵࢩࣙࣥϩࡢ㸵ࢆཷㅮࡉࡏ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡋࡓࡀࠊࢭࢵࢩࣙࣥϨ࡛
ࡣከᵝ࡞㸱ேࡢㅮᖌࡢ࠾ヰࢆ⪺ࡅ࡚ኚᐇࡋࡓࡶࡢ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
࣭ከᵝ࡞Ꮫ⏕ᑐࡍࡿᨭయไ㸦ᰂ㌾ᑐᛂࡍࡿᚲせᛶ㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⮬ᕫࡢᏛ࠾࠸࡚ࡶ᳨
ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ
࣭ࣆࢧ࣏࣮ࢺࡢ㐍ࡵ᪉ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⣔⤫ⓗ࣭ィ⏬ⓗ㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋไᗘ㛫ࣁ࣮ࢺࡶ
ᘬࡁ⥅࠸࡛࠸ࡏࡓ࠸ࠋ
࣭㏻ᖖᴗົࡘ࠸࡚ࡢෆᐜ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛᨵ㠉࠸࠺ࡁ࡞どⅬ࡛ࡢ࠾ヰ࡛࡚ࡶࡼࡗࡓࠋࡸ
ࡿẼࡢฟࡿ◊ಟࡔࡗࡓᛮ࠺ࠋ
࣭ᮏᏛ࡛ࡣ᮶ᖺᗘ୰㛗ᮇィ⏬ࢆ❧࡚ࡿࡢ࡛ࠊ࡚ࡶཧ⪃࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᏛ⏕ FD ࡶ⏬୰࡛࠶
ࡿࠋ
࣭ᬑẁࡣ⚾❧Ꮫࡢὶࡋ࡞࠸ࡓࡵࠊᅜ࣭බ❧ࡢ࣭≧ἣ➼ࡢ୍∦ࡀ࠺ࡀ࠼࡚Ⰻࡗࡓࠋ
࣭ࢆྲྀࡾධࢀࡿ࠸࠺ࡼࡾࡣࠊ⏬ࡢࣄࣥࢺ࡞ࡗࡓࡾࠊᨵࡵ࡚ㄢ㢟ࢆㄆ㆑ࡋࡓࡾࡍࡿሙ
࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
࣭ᏛࡢⰋ࠸Ⅼࢆ⏕ࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
࣭⯆῝࠸Ⓨ⾲ࡔࡗࡓ㸦≉ࠊᩍົࡢ⥅ᢎ㸧
࣭ᮏ᪥ᏛࢇࡔᏛࡢࢆ᪥㡭ࡢᴗົάࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡛ࡍࠋ
࣭ࡲ࡛₍↛ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᏛ⫋ဨࡋ࡚ᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡶࡗຮᙉࡋ࡚࠸ࡇ࠺
⪃࠼ࡿࡁࡗࡅ࡞ࡗࡓࠋ
࣭ࡼࡃ⪺ࡃࡼ࠺࡞ Hot issue ࠺ྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢࠊ࠸࠺ࢆ▱ࡿࡣ᭷ព⩏࡞ᶵࡔ
ࡗࡓࠋ
࣭㤳㒔ᏛࡢⓎ⾲ࡀ㠀ᖖཧ⪃࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
࣭␗ືࢆࡦ࠼ࠊ⥅ᢎࡢ㝿ᚲせ࡞▱㆑ࡀ㌟ࡘ࠸ࡓࠋ
࣭ᖜᗈ࠸⪃࠼ࠊពぢࢆ⪺ࡃࡇࡀ࡛ࡁ࡚ࡼࡗࡓ
࣭ཧ⪃࡞ࡿㅮ₇ࡤࡾ࡛ࡋࡓࠋ
࣭ᩍົࡢࢭࢵࢩࣙࣥฟࡲࡋࡓࡀࠊྛᏛ࡛ᝎࡳࡘࡘ㐍ࡵ࡚࠸ࡿㄢ㢟ࢆ⫙࡛ឤࡌࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊ
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ᚋࡢࣄࣥࢺ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
࣭Ꮫࡶྠࡌㄢ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࡇࠋࡑࡢㄢ㢟ᑐࡍࡿࣉ࣮ࣟࢳ᪉ἲ㐪࠸ࡀ࠶ࡾࠊኚཧ
⪃࡞ࡿࠋ
࣭ㄢ㢟ࡀᩚ⌮ࡉࢀࡓࠋ
࣭ᐇົ㛵㐃ࡋࡓࢭࢵࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡗࡓࡇࡶ࠶ࡾࠊᚋࡢᴗົάࡏࡿࡶࡢࡔࡗࡓࠋ࣮࢜ࣛࣝ
ࢭࢵࢩࣙࣥϩ-6 ཧຍࡋࡓࡀࠊࡍ࡚ࡣ͇Ꮫ⏕͇ᨭ㏻ࡌࡿࡶࡢࡔᛮ࠺ࡋࠊᕰ࡛ὶ⾜ࡗ࡚
࠸ࡿࠕᏛ⫋ဨㄽࠖࡢほⅬ࡛ࡣࠊᩍົᐇࢆࡇ࡞ࡏ࡞࠸ឤࡌࡓࠋ
࣭⮬Ꮫ࡛ࡣᥦࠊᐇ⾜ࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࢆ⪺ࡃࡇࡀ࡛ࡁ࡚ࠊኚຮᙉ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
࣭⮬㌟ࡢᴗົ⨨࠼࡚⪃࠼ࡿࡇࡀฟ᮶ࡓࠋ
࣭⌧ሙࡢᐇែࢆ⪺ࡅࠊᙺ❧ࡕࡲࡍࠋ
࣭㠀ᖖࢩࢤ࢟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
࣭⌧ሙࡢලయⓗᇶ࡙࠸࡚࠸࡚ኚཧ⪃࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
࣭ᅗ᭩㤋࡛ാ࠸࡚࠾ࡾࠊᩍ⫱ᨵ㠉ࡸ FDࠊSD ᅗ᭩㤋ࡽᨭ࡛ࡁࡿࡇࡀ࠶ࡾࡑ࠺ᛮࡗ࡚࠸
ࡿࡀࠊ࡞࡞ᐇ㊶ࡢࣄࣥࢺࢆぢ࠸ࡔࡏࡎ࠸ࡿࠋ
࣭
㸦ࢭࢵࢩࣙࣥ 6 ࡘ࠸࡚㸧Ⓩቭࡉࢀࡓ᪉ࡢࡼ࠺࡞ࡢጼໃࡢ࠶ࡿேࡀࠊቑ࠼ࡿࡣ࠺ࡋࡓࡽ
ࡼ࠸ࡢ࠸࠺ᝎࡳࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ᭱ᚋࡢࠕᩘᏐ࡛ࠖ࠸࠺ࡢࡶඹឤࡋࡲࡋࡓࡀࠊ
ࠕᩘᏐࠖᑐࡍ
ࡿホ౯ࠊ
㸦࠶ࡿࡢ㔜せᗘㄆ㆑㸧ࡀ␗࡞ࡿࡁࡶ࠶ࡾࠊࡇࢀࡶᝎࡳ࡛ࡍࠋ
࣭⮬ศࡢᏛᖐࡗ࡚ࡽ⏕ࡏࡿ࠾ヰࢆ⪺ࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
࣭ಶูࡢሗ࿌ࡣᏛࡪࡇࡀከ࠸ࡀࠊࡑࢀࢆ᮰ࡡࡿࢸ࣮࣐ࡢ㛵㐃ࡀ࠺ࡍࡃࠊࢭࢵࢩࣙࣥࡢࢸ࣮࣐
ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
࣭Ꮫ⏕ࡣ㞴ࡋ࠸ෆᐜ࡛⌮ゎ࡛ࡁ࡞ࡗࡓ࡛ࡍ
࣭ሗࢹ࣮ࢱࡢᥦฟࡀᑡ࡞࠸ࠋ
࣭ࡶࡗ࠼ࡽ࠸᪉ࡀ⪺ࡃࡁࠋ
࣭ලయⓗ࡞ሗࡀࡶ࠺ᑡࡋඹ᭷࡛ࡁࡿࡼ࠸ࠋ
࣭㛫ࡀ▷࠸ࠋ
ࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢ㐠Ⴀࡘ࠸࡚࠺ឤࡌࡲࡋࡓ㸽㸦⮬⏤グ㏙㸧               
࣭㉁ၥࡢᣲࡆ᪉ᕤኵࡀ࠶ࡗ࡚Ⰻࡗࡓ࡛ࡍࠋ
࣭ཷ➼ኚࢫ࣒࣮ࢬ࡛ࡋࡓࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
࣭㛫ࡶࡕࡻ࠺ࡼࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ
࣭ྡྂᒇࡣ㏻ࢡࢭࢫࡀࡼ࠸ࡢ࡛ࠊሙ⾜ࡃࡇࡀࢫ࣒࣮ࢬ࡛ࡁࡓࠋᅵ᪥㛤ദࡶࡼ࠸
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
࣭༗ᚋࡢϨࢭࢵࢩ࡛ࣙࣥᑡேᩘࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡣⰋࡗࡓࠋ
࣭ሙࡀศࡾࡃࡗࡓ࡛ࡍࠋ
㸦IB 㤋㸧Ꮫෆෆࡀ࠶ࡿࡼࡗࡓ࡛ࡍࠋ
࣭≉ၥ㢟ࡣឤࡌ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋ
୍࣭ࡘࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀࢥࣥࣃࢡࢺ࡛࠶ࡾࠊ㏥ᒅࡋ࡞ࡗࡓࠋ࣍ࢫࣆࢱࣜࢸࡀᐇࡋ࡚࠸ࡓࠋ
࣭㐍⾜ࡶ≉࡞ࡃࠊࣉࣛࣥ㏻ࡾ࡞
࣭ࢫ࣒࣮ࢬ࡞ᑐᛂ࡛ືࡁࡸࡍࡗࡓ࡛ࡍ
࣭ᑀ࡞ᑐᛂ࡛ࠊศࡾࡸࡍࡃෆࡉࢀ࡚࠸ࡿ
࣭ ࡃᑐᛂࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋሙࡀ୍ᡤ࡛࠶ࡾ⛣ືࡀᴦ࡛ࡋࡓࠋ
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࣭ࢥ࣮ࣄ࣮ࡸ⣚Ⲕࠊ࢜ࣞࣥࢪࢪ࣮ࣗࢫࡢ⏝ពࢆ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋᑡࡋᐮࡗࡓ࡛ࡍࡀ⪺
ࡁࡸࡍ࠸⎔ቃ࡛ࡋࡓ㸟
࣭࣏ࢫࢱ࣮ࢭࢵࢩࣙࣥ⏝ࡢ㒊ᒇࡀ☜ಖࡉࢀࡓࡢ࡛Ⰻࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ
࣭ࢫ࣒࣮ࢬ࡞㐍⾜ឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
࣭ࡇ࠺࠸ࡗࡓᶵࡀ࠶ࡿࡇࡀࠊᢳ㇟ⓗ࡞ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ሙࡢ㐠Ⴀࡣኚࢫ࣒࣮ࢬ࡛ࡋࡓ
࣭࣮࢜ࣛࣝࢭࢵࢩࣙࣥࡣ㛵ᚰࡢࢸ࣮࣐ࡀ」ᩘ࠶ࡾࠊࡢࢭࢵࢩࣙࣥࡶཧຍࡋࡓࡗࡓࠋ
࣭࣮࢜ࣛࣝࢭࢵࢩࣙࣥࡢሙࡀ๓ഃධཱྀࡢⅭࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞᪉ࡢⓎ⾲ࢆ࠾⫈ࡁࡋࡓࡗࡓࡀࠊ㏵୰
ධ㏥ሙࡀࡋ࡙ࡽࡃࠊእ࡛ᚅࡗ࡚࠸ࡿ᪉ࡶ࠶ࡗࡓࠊ㛫᮶ࡽࢀ࡞࠸᪉ࡶ࠸ࡿᛮ࠺ࡢ࡛ࠊฟධ
ࡾࡋࡸࡍ࠸ሙࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸࡛ࡍࠋ
࣭࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢฟධࡾࡀࡶࡗ⮬⏤ࡔࡼࡗࡓࠋ
࣭ྛࢭࢵࢩࣙࣥࡢ㛫ࡶ࠺ᑡࡋఇ᠁㛫ࡀ࠶ࡿࡼࡗࡓࠋ
࣭❧ࡕぢࡢேࡀከ࠸ࡢㄏᑟ㸦✵࠸࡚࠸ࡿᖍࡣ࠶ࡿ㸧ࡋ࡞࠸ࠋ
㸦ᅵ᭙࡛ఇᴗ
࣭ࡁ࡞ၥ㢟࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ㣗ሙᡤ➼ࡢෆࡀࡶ࠺ᑡࡋ࡚࠸ࡡ࠸ࡋ࡚ࡋࡗࡓࠋ
ࡋ࡚࠸ࡓᡤࡶ࠶ࡗࡓ㸧
࣭୰㌟ࡣⰋࡗࡓࠋ㣗ࠊ
ࠕࢲࢽࣥࢢࣇ࢛ࣞࢫࢺࠖࡀ㛢ࡲࡗ࡚࠸࡚ṧᛕࡔࡗࡓࠋ
࣭⩚⏣ඛ⏕ࡢᇶㄪㅮ₇ࡣ㡢ኌࡀࡇࡶࡗ࡚⪺ࡁྲྀࡾ࡙ࡽࡃࠊࡑࡢୖᑠࡉࡃࠊࡏࡗࡃࡢ࠾ヰࡀࡼࡃ
ࢃࡽ࡞ࡗࡓࠋ࣏ࢫࢱ࣮ࢭࢵࢩࣙࣥࡣሙࡀࡏࡲ࠸ࠋ࣮࢜ࣛࣝࢭࢵࢩࣙࣥሙࡣධཱྀࡀ๓㸯
ᡤ࡛㏵୰⛣ືࡀࡋ࡙ࡽࡗࡓࠋ
ࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢⓎᒎࡢࡓࡵࡢࡼ࠺࡞ᨵၿࡀᚲせࡔᛮ࠸ࡲࡍ㸽㸦⮬⏤グ㏙㸧
࣭ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡶ࠶ࡿ⯆῝ࡃᛮ࠸ࡲࡍࠋ
࣭ཧຍ㈝ࡀ࠸ࡽ࡞࠸࠸࠺ࡇࡣཧຍ⪅ࢆࡩࡸࡍࡇ࡛ࠊࡍࡤࡽࡋ࠸ࠋ࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲ࡢሙᡤࢆࡶ
࠺ᑡࡋᗈࡃࡋ࡚ࠊ୍ே୍ேࡢ㛫ࢆᗈࡆࡿヰࢆࡁࡁࡸࡍࡃ࡞ࡗࡓᛮ࠺ࠋ
࣭ᬑẁእ㸦Ꮫእ㸧ฟࡿᶵࡀ↓࠸ⅭࠊᏛࡢලయⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡢ࠾ヰࢆ⪺ࡁࠊຮᙉ࡞ࡾࡲ
ࡋࡓࠋ⮬ศࡢᏛࡘ࠸࡚ᨵၿࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸Ⅼࡸᚋࡢ࠶ࡿࡁጼ࡞ࢆぢࡘࡵ┤ࡍࡇ
ࡀฟ᮶ࡲࡋࡓࠋ
࣭Ꮫ⤌⧊ࡽ⏕ࡲࢀࡿᡂᯝࡸホ౯ࡘ࠸࡚≉ࡋ࡚ࠊࢭࢵࢩࣙࣥࢆసࡾࠊᅜẸⓎಙࡋ࡚࠸
ࡅ࡞࠸ࠋ
࣭㈨ᩱࡸ㊃᪨➼ࡶࡓ࠸ࢇศࡾࡸࡍࡗࡓ࡛ࡍࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋྡྂᒇࡢ࣐ࣛࢯࣥ
᪥⛬ࡀ㔜࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ࣍ࢸࣝࡀ࡞࡞ྲྀࢀ࡞ࡗࡓࠋ᪥⛬ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚ࡃࡔࡉࢀ
ࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ
࣭㸯ᅇࡢሗ࿌ேᩘࢆࡶ࠺ᑡࡋᑡ࡞ࡃࡋࠊࡑࡢศࡶ࠺ᑡࡋฟᖍ⪅ࡢᑐヰࢆከࡃࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
࣭⪺࠸࡚ࡳࡓ࠸ࢭࢵࢩࣙࣥࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡓࡢࡀṧᛕࠋࡶࡋྍ⬟࡛࠶ࢀࡤࢭࢵࢩࣙࣥᩘࢆῶࡽࡋࠊ
㛫ᖏࢆቑࡸࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ
࣭ࢭࢵࢩ࡛ࣙࣥⓎゝࡍࡿࡢࡀᩍဨ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⫋ဨࡉࢇࡢ⮬ᛶࢆᘬࡁฟࡍࡓࡵࠊ⫋ဨ㝈
ᐃࡢࢭࢵࢩࣙࣥ➼ࡀ࠶ࡿⰋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ឤࡌࡓࠋ
࣭ฟ᮶ࢀࡤࠊධཱྀࡀᚋࢁࡢᩍᐊࢆሙࡗ࡚ḧࡋ࠸࡛ࡍࠋ㏵୰ࡢฟධࡾࡀࡋࡃ࠸࡛ࡍࠋ㏵୰
ࡢฟධࡾࡀ࡞࠸᪉ࡀⰋ࠸ࡶゝ࠼ࡲࡍࡀ͐ࠋ
࣭ᗈሗࡸᡂᯝࡢබ⾲ࠊ✚ᴟⓗྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡋ࠸ࠋ
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࣭࣮࢜ࣛࣝࢭࢵࢩࣙࣥࡢࢸ࣮࣐ሗ࿌⪅ࡢⓎ⾲ࡀᛮࡗ࡚࠸ࡓෆᐜ㐪ࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋⓎ⾲ࡣⰋ
ࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊᮇᚅࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢࢬࣞࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢⅬࡀṧᛕ࡛ࡋࡓࠋ
࣭࣮࢜ࣛࣝࢭࢵࢩࣙࣥϨࠊϩࡣ㏵୰࡛ࡢሙ⛣ືࡋࡓ࠸ᛮࡗࡓࡀࠊࡑ࠺࠸࠺ࢱࣉࡢࢭࢵ
ࢩ࡛ࣙࣥࡣ࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡍࡡࠋࣆ࣏ࣥࣥࢺ࡛ࡇࢀࡇࢀࢆ⪺ࡁࡓ࠸࠸࠺㠃ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ
࣭ཧຍᆺࡢ㛫ࢆቑࡸࡍࠊࢢ࣮ࣝࣉ㹅࡞ࠋ
࣭ศ⛉࡛࠸ࡃࡘ㛵ᚰࡢ࠶ࡿࢸ࣮࣐ࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊศ⛉ࡢ㏵୰࡛⛣ືࡋ࡚ࡢⓎ⾲ࢆ⫈ࡅࡿ
ࡼ࠺ࠊⓎ⾲㛫ࢆᥞ࠼࡚ࡋ࠸ࠋ
࣭⩚⏣ඛ⏕ࡢㅮ₇ࡀ㠃ⓑࡗࡓࠋ
࣭ᅇࡢᇶㄪㅮ₇ࡢෆᐜࡣ┠᪂ࡋ࠸ࡶࡢࡣ࡞ࡃࠊࢃࡊࢃࡊ⪺ࡃࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡗࡓࠋㅮ₇⪅
ࡢ㑅ᐃࡶྵࡵࠊ᪂ࡋ࠸▱ぢࡀᚓࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ෆᐜࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ
࣭㣗ࢆ㣗ࡿ㒊ᒇࢆ‽ഛࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ㒊ᒇࡀᐮ࠸ࠋ㓄ᕸ㈨ᩱࡀ࠶ࡿ᪨ࢆධᐊᩍ࠼࡚ḧࡋ࠸ࠋ
࣭㛫ࡢ㛗࠸ࢭࢵࢩࣙࣥࡶධࢀ࡚ࡶࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
࣭࣏ࢫࢱ࣮ሙࡀᑡࡋᬯࡗࡓࠋ
࣭ᴗࠊ⤒῭⏺ࡢ᪉ࢆࡶࡗࡾ࠸ࢀࡽࢀࡓࡽ࠸ࡀ࡛ࡋࡻ࠺ࠋᅇࠊ࣑ࣛࣟࡢᇉෆẶฟ
࠼ࡲࡋࡓࡀࠊᏛᩍ⫱ᨵ㠉ࡢ᰿ࡗࡇࠊࡼࡃࡶᝏࡃࡶ⤒῭⏺ࡢኚືࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࠊࡑࡕࡽࡢ
ලయⓗ࡞Ⓨ⾲ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶࡼࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋᐇࡣࠊᴗഃࡶࠕ㞠ࢃࢀࡿࡓࡵᩍ⫱ࡉࢀࡓ
Ꮫ⏕ࠖࡣ࠶ࡲࡾᚲせࡋ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋࡑࢀ௨ୖࠊ⮬ຊ࡛๓㐍ࡵࡿேࢆồࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀ
ࡣࠊᏛࡀྂࡃࡽ⫱࡚࡚ࡁࡓேᮦീ▩┪ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡼࡾᗈ࠸ど㔝
❧ࡗ࡚ࡢᩍ⫱ࠊ♫ほࡶ࠾⪺ࡁࡋࡓ࠸࡛ࡍࠋ
࣭ࢱࢺࣝྜࡗࡓⓎ⾲ෆᐜࡋ࡚≀㊊ࡾ࡞࠸༳㇟ࡢࢭࢵࢩࣙࣥࡶ࠶ࡗࡓࠋᤵᴗホ౯᪉ἲࡘ࠸
࡚ࡉࡽ▱ࡾࡓ࠸ࠋ
࣭ᘓ≀ࡣ୍⥴ࡋ࡚ࡋࡗࡓ࡛ࡍࠋ
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大学教育改革
大学教
フォー
ォーラ
ラム in 東海 2014
プログ
プロ
グラム
日時

2014 年３月８日（土）

会場

名古屋大学東山キャンパス
IB 電子情報館、ES 総合館

10:00‑17:00（情報交換会 17:00‑19:00）

大学教育改革フォーラム
主催 in 東海 2014 実行委員会
名古屋大学高等教育研究センター
［FD・SD 教育改善支援拠点］

http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/forum/tf2014
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大学教育改革フォーラム
in 東海 2014
日程表
10:00

開会あいさつ
IB 電子情報館 2F・大講義室

10:10

11:00

基調講演

勉強ができる人間は立派か？大学教育が目指すべき人間像

IB 電子情報館 2F・大講義室

11:00

11:15

会場移動

11:15

12:00

ポスターセッション

山本 一良（名古屋大学 理事・副総長）
羽田 貴史（東北大学教育開発推進センター 教授）

IB 電子情報館→ES 総合館
ES 総合館 1F・ホール

11:15

12:45

ミニワークショップ
ES 総合館 1F・会議室

12:00

13:00

昼食

13:00

14:45

オーラルセッションⅠ
ES 総合館 2F・A 会場

※優秀ポスター賞選出のための参加者投票は 13:00 締切です。
選出結果発表・表彰式は情報交換会にて行います。

物理学の講義実験から体験学習への発展の可能性を探る
企画：物理学講義実験研究会

１：FD の大学間連携の実際とその効果および課題
座 長：中村 和彦（南山大学）
報告者：耳野 健二（京都産業大学）
、亀倉 正彦（名古屋商科大学）

ES 総合館 2F・B 会場

２：企画力のある大学職員の育成・成長と組織体制の構築
座 長：池田 輝政（名城大学）
報告者：岡田 雄介（龍谷大学）
、宇宿 悟（学校法人関西学院）
、
鶴田 弘樹（学校法人名城大学）

ES 総合館 2F・C 会場

３：多様な大学構成員の相互理解を目指して
座 長：坂野 尚美（名古屋大学）
報告者：古橋 忠晃（名古屋大学）
、安田 真之（京都産業大学）
、
垣内 俊哉（株式会社ミライロ）

ES 総合館 2F・D 会場

４：大学教育改革における職員の役割
座 長：則竹 輝一（南山大学）
報告者：中村 章二（愛知教育大学）
・山﨑 めぐみ（創価大学）
、
平田 有喜宏（同志社大学）
、原 裕美（学校法人名城大学）

15:00

16:45

オーラルセッションⅡ
ES 総合館 2F・A 会場

５：学生による FD 活動の可能性
座 長：銭 佑錫（中京大学）
報告者：高橋 和（名城大学）
、花岡 美咲（名古屋大学 PECS）
、
渡辺 正夫（中京大学）

ES 総合館 2F・B 会場

６：教務事務における知識・スキルの共有および継承
座 長：辰巳 早苗（追手門学院大学）
報告者：近村 元気（岩手大学）
、宮林 常崇（首都大学東京）
、
小野 勝士（龍谷大学）

ES 総合館 2F・C 会場

７：大学生活を充実させるための学生支援
座 長：中川 正（三重大学）
報告者：青野 透（金沢大学）
、沖 裕貴（立命館大学）
、中川 正（三重大学）

ES 総合館 2F・D 会場

８：学生の主体的な学びを引き出す
座 長：栗原 裕（愛知大学）
報告者：森田 佐知子ほか（豊橋創造大学）
、宇田 光（南山大学）
、
鍋田 智広ほか（北陸先端科学技術大学院大学）

17:00

19:00

情報交換会
ES 総合館 1F・ホール
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ごあいさつ
夏目 達也
大学教育改革フォーラム in 東海 2014 実行委員長
（名古屋大学高等教育研究センター教授）

近年、大学の役割に対する社会の期待が高まっている。とくに大学の教育
に関して、その傾向は顕著である。その背景には、厳しい経営環境の中で企
業が自前で社員を養成する余裕がなくなっていること等の事情がある。かつ
ては、学生の教育に関して大学には期待せず、むしろ大学の影響力の抑制を
求めるかのごとくの言説もあったことからすれば、大きな変化である。そのこ
との是非はともかく、大学の教育に対する社会の関心が高まっていることは、
大学人にとってチャンスと捉えるべきであろう。
この状況の中で、中教審をはじめ行政からの改革促進の動きも強まってい
る。その一つの目標が教育の質保証であり、それを担保するための各種の取
組である。単に教育を提供するだけではなく、教育を通じて学生がどのよう
な能力を獲得できたか、何ができるようになったかが問われる。関連して、授
業運営については、従来の教員中心から学習者としての学生中心へと授業の
主体の転換が叫ばれている。授業方法についても、アクティブ・ラーニング
の名の下に、双方向型授業、体験型授業、反転授業、PBL 等々、学生の主
体性を促す取組が多くの大学で活発化している。
このようなめまぐるしい動きの中で、大学の教員・職員の働き方が改めて
問われている。大学の伝統にとらわれて従来どおりの教育を行うのか、社会
の動きに的確に対応して新たな課題に挑戦するのかは、今後の大学のあり方
を大きく左右する。社会で活躍できる力量形成が学生の切実な要求となって
おり、今後さらに要求が増大することを考慮すれば、大学側は現状に甘んじる
ことは許されない。そのような力量の形成につながる教育を行うには、授業
だけでなく授業外の多様な活動をも視野に入れて改善の努力を重ねる必要が
ある。とすれば、大学の教員・職員は大学内に閉じこもることなく、大学外の
多様な組織やその関係者とも積極的に交流しつつ、教育改善の取組を進める
ことが要請される。
「大学教育改革フォーラム in 東海」は、大学に関係する多くの人々が、そ
れぞれの実践や研究を通じて得た知見を持ちより、明日の教育改善の取組を
前進させるための場である。一人でも多くの方が、この場を活用してくださ
ることを願っている。

1
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基 調 講 演

基調講演

勉強ができる人間は立派か？ 大学教育が目指すべき人間像
羽田 貴史（東北大学教育開発推進センター教授）

大学教育改革、とりわけ授業やカリキュラムの論じられ方にはある種のパターンがある。
いわく、研究にばかり教員が目を向いているので教育がうまく行かない。大学教育は一方
的な知識伝授なのでもっと能動的学習を重視すべきだ。海外で活躍できる人材を育成す
るためにもっと英語力を鍛えよう。勉強時間が少ないからもっと授業以外の学習時間を増
やすように大学が取り組むべきだ。etc.
これらの主張は、論理的には正当であるし、部分的には間違ってはいない。これらの主
張が、ネガティブ・キャンペーンをベースに組み立てられ、大学人の様々な努力が視野に
入らず、少子化で定員割れが起きるとわかっているのに第 2 次ベビー・ブーマーのため
の臨時定員を削減しきれず、入試による学力保証の仕組みを崩壊させたこと、理念だけ
で初等中等教育の教育課程編成をいじくり、入学前の学力をしっかり育てる基盤を崩した
こと、就職規定を棚上げにし、就活の早期化で大学教育が空洞化する事態になることなど、
もろもろの関係者の思惑で、大学教育が大学教育たるべき条件が突き崩されてきたから
といって、それを理由に、大学教育改革への努力がなくていいということにはならない。
疑問なのは、これらの部分的最適化とでもいうべき主張を合成すると、全体として立派
な教育になるのだろうか、ということである。学生に授業外でも勉強させるかというテー
ゼが、教育改革の好循環の起点という主張に触れて、私が想起したのは、20 数年前に
東北のある県の進学校で、進学に必要な学力をつけさせるために、毎週日課表を書かせ、
毎週その点検をすることで勉強時間が増え、テストの点数があがったと自慢げに報告した
高校教師の姿である。学習時間が増加すれば、知識量が増え、反復学習によってスキル
は定着する。しかし、それは、人間のものの見方が変わり、理解の質が高まることを保証
するだろうか。知識や理解の質を問わない、メタ認知の視点を持たない知識は、人間の
視野を狭くし、硬直的なものの見方を固定化する。疑問に思う方は、周りを見ればよい。
この枠組みで暗黙のうちに含意されているのは、ある種の試験を勝ち抜く能力や人間像
である。そこに、国籍や文化や価値観の異なる人々と対話し、差異とともに普遍的な価
値を共有し、さまざまな経験を通じて豊かな人間性を身につけようとする学生が正当に位
置づけられているのか。

2
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一方、我々の社会を見て欲しい。日本人の勤勉さとまじめさ、責任感と他者への思い
やりは、日本社会の財産であり、人間的資質の高さは、経済成長や社会の安全を支えて
きた。もちろん、こうした資質は、同時に自己主張の弱さ、同調性の高さと裏腹であり、
それだけで良いわけではない。国際競争にさらされ、「とがった人材」（日本経済新聞、
2013 年 11 月 10 日）が求められているのも事実である。
しかし、大学教育が育てるのは、単に働き、経済価値を生み出す人材ではなく、社会
を担う人間なのである。この視点が、いままでなかった訳ではない。『21 世紀の大学像
と今後の改革方策について』（1998 年 10 月）は、価値創造の主体としての人間育成
を論じ、「課題探求能力」を育成されるべき力に挙げていた。日本学術会議『21 世紀
の教養と教養教育』（2010 年 4 月）は、知の地殻変動のもとで市民社会の課題をあげ、
それを支える教養と教養教育、大学教育の役割を指摘している。
現代社会の課題を直視し、大学教育に求められるものは何か、そのための方法論は何か、
改めて提言したい。

略歴
東北大学教育開発推進センター教授。
専門は教育学・高等教育論。
1952 年生まれ、北海道大学大学院教育学研究科博士課程中途退学。
福島大学教育学部助教授、広島大学高等教育研究開発センター教授を経て現職。
著書に『戦後大学改革』（単著、玉川大学出版会、1999 年）
、
『高等教育概論』（共著、ミネルヴァ
書房、2005 年）
、
『 大学と社会』（共著、放送大学、2008 年）
、
『 高等教育質保証の国際比較』（共
著、東信堂、2010 年）、
『 組織としての大学―役割や機能をどう見るか〈シリーズ大学 第 6 巻』
（共
著、岩波書店、2013 年）など。
3

- 37 -

基 調 講 演

▲

10:10 11:00
IB 電子情報館２F・大会議室

ポスターセッション

▲

11:15
12:00
ES 総合館 1F・ホール

ポスターセッション

P1

岐阜大学における課題解決型
長期インターンシップについて

廣瀬 幸弘
（岐阜大学教育推進・学生支援機構キャリア支援部門）

日本の大学で長期インターンシップを実施するには、学部・大学院で
のカリキュラム構成や単位認定の問題など検討しなければならない課題
も多く、また、インターンシップを受け入れる側の負担をどう軽減するか
など、さまざまな困難が存在している。
本プログラムは、民間企業５社・岐阜県庁および本学の合計７組織か
ら与えられた課題に対して、大学院・学部生混成チームが取り組んだ約
半年間の PBL 型長期インターンシップである。長期インターンシップと
はいえ、実際に研修する期間は、週５日間程度の比較的短期間に設定し
た。週に１回、大学内の教室に各チームが集まり、課題解決に向けての
グループワークを展開し、１１月中旬に中間発表、１２月中旬から後半に
企業や組織での最終プレゼンテーションを実施した。また、プログラムの
事前と事後に本学が目指している「基盤的能力」に対する詳細なアセス
メントを実施したので、その結果についても報告したい。

佐々木 実（岐阜大学工学部・工学研究科）
今井 健 / 児島 功和
（岐阜大学教育推進・学生支援機構）

P2

静岡市街地の産業界と
連携したプロジェクト型
演習授業の実践

静岡市街地の産業界団体である「I Love しずおか協議会」と連携し
て実施した静岡大学全学教育科目「地域連携プロジェクト型セミナー」
の授業実践報告を行う。
本授業では教養教育の枠組みの中で静岡市街地の活性化に繋がるプ
ロジェクトを学生と教員が共に立案し、チーム活動を通してプロジェクト
を実施した。この授業は学生一人一人が、チームの中で自律的に・主体
的に活動しながらプロジェクトを推進させることで、チームで活動するた
めに必要な様々な力を身につけることを主目標とした。15 回の授業で
は、I Love しずおか協議会と連携し、中間・最終報告会、近隣大学の学
生との共同授業などを企画実施した。
本発表では、本授業の概要，効果測定の結果などを報告するとともに、
教養教育科目において地域産業界と連携した授業実施のノウハウなどを
共有したい。

須藤 智 / 坂井 敬子（静岡大学大学教育センター）
日比 優子（静岡英和学院大学人間社会学部）

P3

インターンシップ前後の
社会人基礎力の変化

丸岡 稔典 / 石橋 健一 / 吉川 智
（名古屋産業大学環境情報ビジネス学部）

松原 伸一 / 宮崎 雄二 / 寺尾 知未

大学教育の一環としてインターンシップを実施するうえで、その教育
効果を計測することは重要である。本報告では、2013 年度に名古屋
産業大学で正課科目として実施された 2 週間のインターンシップ参加前
後の学生の社会人基礎力の変化を明らかにする。評価は 5 段階のもの
を用い、受け入れ先事業所による学生評価は研修初日（事前）と研修終
了後（事後）
、学生による自己評価は研修前（事前）
、
研修中間日（中間）
、
研修終了後（事後）に実施した。
受け入れ先事業所による評価では社会人基礎力の平均値は「計画力」
を除き、いずれの要素も事前に比べて事後は高い値を示していた。学生
による評価では社会人基礎力の平均値はいずれの要素も事前に比べて事
後は高い値を示していた。受け入れ先事業所と学生の事後評価を比較す
ると社会人基礎力の平均値はいずれの要素も受け入れ事業所と比べて学
生は高い値を示した。

世良 淑子（名古屋産業大学キャリア支援課）
成田 暢彦（名古屋産業大学環境情報ビジネス学部）

4
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P4

産業界との連携を通じた
アクティブラーニングと
その評価
―プロジェクト活動から―

伊藤 圭一（豊橋創造大学短期大学部）

P5 グローバルリーダー育成

プログラム（MEIPLES）
実践報告

本学キャリアプランニング科では、産業界のニーズを反映した「社会
人基礎力」育成のためプロジェクト活動を中心にしたアクティブラーニン
グを実施することを課題として各教員が取り組んでいます。着任して 1
年目、このプロジェクト活動を学生とともにテーマ設定から着手しました。
そして、なんとか最後、企業への提案をして 1 年が終了しました。
活動テーマを決める生みの苦しみ、教員としてどの程度のアドバイス
が有効なのか、また、この活動に対する評価方法をどうするのか？ひとつ
ひとつ模索しながらすすんでいった足取りを振り返るとアクティブラーニ
ングとその評価の難しさが見えてきました。活動自体は企業の方が学生
の意見を取り入れてくださり学生たちも満足したようでしたが、アクティ
ブラーニングに対する振り返りや自己評価は厳しいものでした。教員とし
てこのギャップの原因を探求しアクティブラーニングと評価の在り方につ
いて探求しました。

過去 4 年にわたり実施してきた「名古屋大学グローバル・リーダー育
成プログラム」実践の試みと成果・課題について報告する。前期 2 年の
反省を踏まえ、2012 年度から始まったプログラム内容（MEIPLES）
について紹介し、このプログラムに参加した学生への調査の結果と考察
を提示する。結果からは、プログラムで目的としていた、学生の多文化
理解能力・コミュニケーション能力の養成、国際社会で活躍できる能力
の養成、課題達成能力の養成について、ある程度達成されたと思われる。
課題としては、学生がより参加しやすい体制、学生の能力を更に伸ばす
ための連続性のあるプログラムの企画・実施など学生の目線に立ったプ
ログラムの改訂・提供があげられる。また、プログラムの参加経験が在
学中や卒業後にどのように活かされていくのかについてもフォローアップ
が必要である。

渡部 留美 / 田所 真生子 / 高木 ひとみ
（名古屋大学国際教育交流センター）

P6

全学教職課程における
「教職実践演習への取組」（２）

樫田 健志 / 高旗 浩志 / 三島 知剛
江木 英二 / 曽田 佳代子 / 後藤 大輔
佐藤 大介 / 山根 文夫
（岡山大学教師教育開発センター）

加賀 勝（岡山大学教育学研究所）

P7 児童虐待予防・防止のための
啓蒙・啓発活動に関する学び

岡山大学では、平成 25 年度後期より本格実施する教職実践演習に向
けて、独自で通年開講する教育学部を除く 7 課程認定学部と教師教育
開発センターが協同して準備を行っている。平成 24 年度後期には、教
育学部以外の教職希望学生を対象に 15 講からなる教職実践演習の試
行を実施した。試行は参加学生へのアンケート調査や授業担当者の反省
会で得られた意見より、概ね期待された効果が得られた。一方、試行に
参加した学生が教育実習後と比較し本当に伸びているのか、必修科目と
なる平成 25 年度は教職を目指さない学生が混じることにより試行ほど
成果が期待されないのではないか、等の課題が指摘された。
試行の反省を基に、平成 25 年度前期に受講学生向けに「全学教職
実践演習ガイドブック」を、40 名近くの全指導者向けに「全学教職実
践演習ハンドブック」を作成した。今回は試行の成果と課題および本格
実施の実際について報告する。

児童虐待予防・防止のための啓蒙・啓発活動に関する教育を行った。
まず、国及び地方公共団体には、児童虐待の予防と防止に関する啓蒙・
啓発活動を行う責務があることについて説明した。次に、児童虐待の予
防と防止に関連して大学の講義で学んだことを学生自身でふりかえった
り、学生が能動的に関連する書籍を読んだり、先行研究文献を検索する
ことを通して、各自情報を収集し、整理した。その後、収集し、整理し
た情報に基づいて、
児童虐待の予防と防止に関するポスターを作成した。
制作したポスターは、地域社会の人々に対して、児童虐待の予防と防止
を啓蒙・啓発する社会活動の場において掲示し、児童虐待の予防と防止
に関する情報を提供した。そして、学生が、児童虐待予防・防止のため
の啓蒙・啓発活動に関する主体的な学習過程をふりかえって、学んだこ
とを聴き合い、語り合うことにより、学習成果を整理した。

新川 泰弘（関西福祉科学大学社会福祉学部 ）
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P8

教務担当職員の
能力開発の方向性
―実態調査の分析から―

ポスターセッション

ポスターセッション

上西 浩司（奈良教育大学）

P9

公立大学における事務職員の
現状と課題

高谷 美穂

（滋賀県立大学総務グループ）

梁間 さよみ （名古屋市立大学事務局教務企画室）
大平 恵

（愛知県立大学学務部学務課）

斉藤 亜由美（公立大学協会）

P10 国立大学法人における
人事制度の変化

教務担当職員の能力開発はどうあるべきなのか。どのような方向を目
指すべきなのか。2008 年の中央教育審議会答申「学士課程教育の構
築に向けて」では FD と並んで大学職員の SD が取り上げられ、以後、
大学内外のさまざまなレベルで SD に関する議論、実践、研究が活発化
した。これは、大学職員の専門性の向上が日本の大学改革、とりわけ現
在喫緊の課題となっている学士課程教育の構築にとって不可欠であると
の認識に基づいている。ただ、大学の教育面での要となる部署である教
務において教務担当職員の専門性の向上に関する取組はいまだ十分に進
んでいないのが現状と思われる。
本発表は、発表者が実施した全国の国公私立大学の人事担当責任者
に対するキャリア・パス等の人事政策に関する調査、教務担当責任者に
対する専門性に関しての調査・インタビューの結果等から教務担当職員
の能力開発に関しての現状を分析し、今後の方向性を考察するものであ
る。
大学教育の改善を進めるうえで、事務職員の果たす役割は大きいが、
公立大学の事務職員を取り巻く現状にはさまざまな課題がある。たとえ
ば、国立、私立大学に比べ公立大学の事務職員数は少なく、一人一人
の負担感が大きいこともそのひとつである。また、
事務職員の構成は、
「設
置団体からの派遣職員」、
「法人固有採用職員」、
「契約職員（嘱託職員）
」
等となっており、「設置団体からの派遣職員」は、「公益的法人等への一
般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に基づき派遣され、大学に勤
務する期間が３〜５年であり、業務において引き継ぎはできても経験の
蓄積ができないという課題もみられる。さらに、一部の地域を除き、公
立大学同士の距離が遠いという立地条件により、公立大学間での交流の
機会が乏しい。
本発表では、これらの現状をあらためて明らかにするとともに、公立
大学の事務職員が抱える課題と解決を示したい。

平成 16 年度に国立大学は法人化され、いよいよ 10 年目を迎えよう
としている。
法人化により国立大学は、文部科学省の下部機関から独立した経営体
となったことから、それを支える職員も、これまでとは異なった職務を遂
行し、異なった能力が求められ、職員の能力開発も各大学で重要な課題
となったと思われる。
また職員の採用もこれまでの公務員試験からエリアごとの統一試験の
他、各法人ごとに必要とされる能力をもった職員の採用が大学独自でで
きることになった。
多様化が進む国立大学職員の人事制度について、法人化以前と以後
の変化を比較分類し、現状における課題と特徴を報告する。

満田 清恵（愛知教育大学教育創造開発機構運営課）

P11 大学コンソーシアム形成に
必要な要素は何か

我が国で大学間の協働が叫ばれ、大学のコンソーシアム（共同事業体）
が現れるようになって久しい。このコンソーシアムの形成において組織間
のコンフリクトを解消・緩和し、組織・事業の形成を推進する様々な要素
がいくつかの先行研究で挙げられている。
本発表では、先行研究の整理を通じて、これまでどのような要素が挙
げられているか示すとともに、各要素の関係を整理するものである。

中元 崇（名古屋大学教育発達科学研究科（院））

6
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P12 愛知教育大学における教学

IR による教育改善の在り方

武 寛子

本学における教学 IR による教育改善の体制について紹介する。本学
ではこれまで、FD 部門による授業アンケート分析、特別研究員による学
生の GPA と 4 年間の学修状況の分析を通じてデータを蓄積してきた。
2013 年に東京学芸大学、北海道教育大学、大阪教育大学、愛知教育
大学との連携で HATO プロジェクトが活動開始となったことを契機に、
本学における IR 部門が編制された。本学の IR 部門では、これまで本学
特別研究員が実施していた学生の GPA と 4 年間の学修状況に関する
IR 活動を引き継ぐとともに、HATO プロジェクトによる IR 活動にも従事
している。学内及び他大学連携による IR 活動を行うことで、教員を目指
す学生の一定水準の質を確保するためのプログラム開発、学生の学習成
果の調査、分析、改善のためのプログラム開発に結びつけることを目指
している。

（愛知教育大学教員養成開発連携センター）

P13 短期大学での

アクティブ・ラーニングの
導入とその PROG
アセスメントによる評価

堀江 信之
（静岡英和学院大学短期大学部食物学科）

P14

ポートフォリオが学習支援に
活用されるための知恵と課題

静岡英和学院大学短期大学部は、平成 24 年度文部科学省「産業界
のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業」の採択を受け、中部
グループの一員として「中部圏の地域・産業界との連携を通した教育改
革力の強化」をテーマとして教育改革に取り組んでいる。食物学科は栄
養士の養成を行っており、この事業の活動として、企業や経済団体と連
携した学外での食育活動や、食品産業を中心とした企業でのインターン
シップの強化などを行っている。これらの活動を教育改革として定着させ
るためには、そのような活動に参加した学生がどのような能力を伸ばすこ
とができたかを客観的に評価する必要がある。今回「PROG（Progress
Report on Generic Skills）
」を用いて、活動に参加した学生の能力
特性について分析を行った。
本学での活動内容と変化した能力との関係や、実際の就職で有利とな
る能力、今後の課題等について報告する。

近年、ポートフォリオは教育の質保証の測定ツールとして大学に導入さ
れ始めています。また文部科学省が推進するグローバル人材育成推進事
業においても多くの大学に採用されています。一方でポートフォリオがあ
たかも教育改革の魔法の杖であるかのように導入し、学生の行動様式が
改善されると考えられているケースも少なくありません。このような場合、
導入したけれども運用が上手く行かずに結局学生が使わないシステムと
なり、無駄な費用と労力を費やしてしまうことになります。このような現
状に対してポートフォリオの実践的知識の共有が求められます。
本報告では、研究会としてこれまで収集した事例からポートフォリオが
学習支援に効果的に活用されるための知恵と課題を紹介します。

角谷 充彦 / 小村 道昭（エミットジャパン）
中井 俊樹（名古屋大学高等教育研究センター）

P15

大学院教育における
研究室教育指針への
取り組みと分析

崔 舜星 / 鍋田 智広
フェスタガード・キャサリン・ムタンゲーイ・
ムンデランジ / 浅野 哲夫
（北陸先端科学技術大学院大学
大学院教育イニシアティブセンター）

大学院での学位授与に至るプロセスにおいて、研究室単位で行われる
教育は大きな役割を担い重要な機能を果たしている。研究室教育は、個々
の教員に委ねられる部分が多いが、質保証の観点からは全学的・組織的
な取り組みが必要となる。
北陸先端科学技術大学院大学では、研究室教育を制度面から保証す
る独自の研究室教育ポリシーを制定した。同大学大学院教育イニシアティ
ブセンターでは、研究室教育ポリシーの実質化に向け、研究室教育指針
というテンプレートを用意し普及に努めている。研究室教育指針を作成・
共有することで、研究室教育の自己省察、教員同士の対話による相互省
察、学生の学習目標の明確化、ポシリーの関係性の自覚化を促すことを
目的としている。また、収集した研究室教育指針に対しテキストマイニン
グなどを実施し、結果をフィードバックしている。
本発表では、研究室教育指針作成への取り組みと実施した分析結果に
ついて報告する。

林 透（山口大学大学教育機構大学教育センター）
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P16

教職員の協働性を育む
ラーニング・コミュニティ
―FD ワーキング
グループの活動報告―

ポスターセッション

ポスターセッション

高 等 教 育 研 究 に お い て、 ラ ー ニ ング・コミュニ ティ（Learning
Community: LC）は、科目間の連携を深めるとともに、教室内外の能
動的な経験を共有することで、カリキュラム全体を再構築する実践として
注目されている。LC は、教員にとっても、専門分野の壁を越えて互い
に学び合う場を日常的に共有できる。そのため、教職員の協働性を育み
ながら、教育改善としての FD を発展させる可能性をもつ。ただし、そ
の実行には、授業の構造化に加え、アクティブ・ラーニングやプロジェク
ト学習のためのチーム・ティーチングなど、教職員の協力関係を長期的
に持続させるサポート体制が不可欠である。
本報告では、南山大学短期大学部必修基本科目「ラーニング・コミュ
ニティ」の実践紹介を通じて、ＦＤワーキング・グループとしての活動成
果と課題を報告する。

五島 敦子（南山大学短期大学部）

P17 学生の主体性を引き出す
学生と職員の協働事業

―就職サポーター
学生マイプロジェクト―

山本 剛毅 / 有薗 正弘
（名城大学キャリアセンター）

山端 千佳（名城大学法学部（学））
清水 柾志（名城大学理工学部（学））
酒井 雄太（名城大学経営学部（学））

キャリアセンターの行う就職支援業務を補助することにより就職観の養
成及びボランティア精神の向上を図ることを目的とする学生ボランティア
組織「就職サポーター」制度の中で、「自ら考え、行動できる人材にな
ること」を目指し、学生と職員が協働して個別学生のマイプロジェクトを
企画している。具体的には職員がコーチング技法を活用した面談を行い、
これまでの学生生活の振り返りと目標設定を実施する。職員は、企画段
階では学生が意義を感じ、ワクワクすることを大切にし、実行段階では学
生が成功体験を得られるようコーチとして継続的な支援をしている。そ
の中で、内定者と３年生の交流の場の企画、ロジカルシンキングやマー
ケティング等の自主勉強会、留学生就職支援企画や企業訪問企画等が誕
生した。
本発表では、就職サポーター学生マイプロジェクトに参加した学生の
変化、またそれを支援する職員の関わり方や役割について現状の課題と
効果を報告する。

大池 和敏（名城大学法学部（学））

P18 中国の独立学院における
就職支援上の課題

近年、中国の高等教育が目覚ましく発展するにつれて、高等教育体制
も大きく変革している。独立学院の短期間内での普及は、中国の高等
教育では既に無視できない存在となっている。先行研究から見てみると、
就職難問題を解決しないと独立学院将来の発展のマイナス要因になると
いう点が共通したものである。さらに、独立学院の就職支援の不十分は
要因の一つとして指摘されている。中国社会からの偏見などのような不
公平の問題が独立学院の学生に大きな影響を与えている。独立学院の
学生は自分に対して自信を失ってきて、心理的な問題を抱いているのは
現状である。中国高等教育の重要な一部分とする独立学院における学生
の就職意識は看過することのできない一部分だと思う。
本研究では、独立学院における学生の就職意識の現状を考察すること
を通じて、より有効的な就職支援方法を提案していきたい。

楊 思静子（名古屋大学教育発達科学研究科（院））

P19

中国の大学における
創造性教育の萌芽と発展

一般的に、中国では今でも応試教育が主流となり、学生の個性や主体
性を重視する創造性教育が進まないと思われるが、実は 100 年前の民
国時期に創造性教育を提唱する優れた教育者たちがいた。彼らの創造性
教育に関する研究と実践は新中国の教育改革に大きな影響を与えた。
本研究の目的は、中国における創造性教育の萌芽と発展の歴史を明ら
かにすることである。

王 卉（名古屋大学教育発達科学研究科（院））
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P20

大学生の授業内と
授業外の学習行動

近年の大学生は、学習志向の高まりや出席率の上昇などから、まじめ
化したと言われている。また、授業への満足度も高く、授業外での学習
時間も増加傾向にある。一方で、授業態度は必ずしも勤勉とはいえず、
教養よりも資格取得や実践的な知識やスキルの獲得が求められている。
これまでの大学生に関する学習研究は、授業内に焦点が当てられてき
た。また、授業外の学習は、学習時間が主な焦点となっていた。つまり、
キャ
ンパスライフ全体からみた、大学生の学習行動は、明らかにされてこな
かった。
本研究では、上記の相反する学習志向や学習行動に注目した。大学生
へのアンケートとインタビューを行い、「学習ジレンマ」が、学生の学習
行動に大きな影響を与えていることを明らかにした。つまり、大学生の
多くは、大学での学習から逃げ出すことも全力で取り組むことも出来な
い状態にあることがわかった。

稲垣 太一（名古屋大学教育発達科学研究科（院））

P21 Reading Diary を活用した
外国語リーディング指導

週 1 回、90 分という標準的な大学授業の中で、外国語のリーディン
グ力をつけるには、授業時間以外の自主的な読書を習慣づけることが効
果的である。そのための方策として Reading Diary というプリントを活
用している。
平成 18 年度より毎年作成し、少しずつ改訂して今の形になった。英
語読解の授業で「週に一度、授業以外に英語の本を読む時間を持とう」
と呼びかけて、毎週提出させるが、出さない週があったり、休暇中にた
くさん読んで何枚も提出したり、と各自のペースに任せている。「英語読
書」の時間は 10 分でも 15 分でも構わないし、難易度も内容も自分で
選ぶことができる。こうして自由度を高めたことで「強制を伴わない宿題」
のような感覚で取り組むことができている。
8 年間の実践の中で、授業中の学習への集中力が高まったことを報告
したい。

厨子 真由美（常葉大学外国語学部）

P22

大人数授業における
アクティブ・ラーニングの
実践開発とその教育効果に
関する検討

秋山の授業の中で２年間かけて、大人数授業でのアクティブ・ラーニ
ングを用いた授業実践を開発した。当日は、その成果を主に量的測定に
基づいて報告する。

秋山 太郎 / 松本 浩司
（名古屋学院大学経済学部）

P23 教員養成教育における

「文脈的教授・学習」としての
プロジェクト・ベース学習

教員養成教育における「文脈的教授・学習（CTL）
」としてのプロジェ
クト・ベース学習（PBL）について、教員養成大学（X 大学）と一般大
学の教員養成課程（Y 大学）における計 4 クラスで発表者が行ったアク
ション・リサーチに基づいて、その教育効果の測定を試みた。
その結果、PBL が学生の学習意欲・態度に肯定的な影響を与える可
能性が示された。また、学生は、PBL を通して、育成が期待される能力・
技能を身につけることができたと自己認識し、達成感や充実感を得るとと
もに、CTL・PBL を概ね肯定的に評価していた。ただし、これらの傾向
はクラスによる差異が見られ、X 大学より Y 大学のほうが総じて肯定的
な結果を示した。さらに、学習観に関する学生の自由記述から、PBL を
通して、自覚の有無にかかわらず、多くの学生が学習や教授、教師に対
する考えや見方を深めていたことがわかった。（なお、本発表は既発表論
文に基づく。）

松本 浩司（名古屋学院大学経済学部）
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P24 教職における映画を活用した
授業実践−専門性の育成に
向けて

ポスターセッション

ポスターセッション

小林 忠資（名古屋大学高等教育研究センター）
寺田 佳孝（名古屋商科大学）
中井 俊樹（名古屋大学高等教育研究センター）

P25 ICT だけに依らない

授業改善支援の一事例

教職科目では教員に求められる多様な資質を育むことが期待されてい
る。しかし、従来の一斉講義だけでは、これらの資質を育成することは
難しい。そこで注目したのが、映画を活用した授業実践である。映画を
教材とすることで、教職の「専門職としての高度な知識・技能」を学習
者が主体的に学ぶ機会を提供できる。また、「使命感や責任感、教育的
愛情」、「総合的な人間力」を育成するうえでも、映画は効果的である。
映画は学習者の感情を喚起し、倫理的な思考を促すことができる。また、
共通の経験を提供し、ロールプレイなどの協同学習をすすめるうえでの
題材となる。教職の専門性を育成するうえで、映画は教材として大きな
可能性をもっているといえる。
映画の教材としての可能性に注目し、担当する教職科目の授業で映画
を活用した授業実践を行ってきた。本発表では、それらの実践を検討し、
教職科目での映画を活用した授業モデルの構築を図る。

近年、大学の教育改革におけるひとつの柱として ICT を活用した授業
改善が脚光を浴びている。ICT の活用は教育改革、授業改善に非常に
有効ではありながらも、一方では、既存の講義室環境や授業方法の転換
における負担の大きさなどにより、ICT の導入が必ずしも有効ではない
状況もある。
大学の情報系技術職員として ICT を活用した授業改善、教育改革を支
援している一方、ICT だけに依らない授業支援も行っており、そうしたデ
ジタルとアナログのブレンデッド型の授業改善支援の取り組み事例につい
て紹介する。

長谷川 紀幸（横浜国立大学理工学部）

P26 物理学講義における
系統的講義実験

―授業中に行う物理学実験の
実践例―

名古屋大学の初年次で実施している「物理学基礎Ⅰ、Ⅱ」と「基礎セミ
ナー」における物理実験と体験学習の実践例を報告する。教員が教壇で
見せる実験と、学生が授業中に行う実験がある。さらに、学生が自ら測
定した結果を元に議論を行い、物理法則の理解を深める例を報告する。
議論により、測定の精度を評価し、その精度を改善する方法も考察する。
力学と電磁気学を中心に、熱力学に関する実験も紹介する。既存のカリ
キュラムの枠内で、体験学習がどこまで可能か探る。

三浦 裕一 / 小西 哲朗（名古屋大学理学研究科）
中村 泰之

（名古屋大学情報科学研究科）

古澤 彰浩

（名古屋大学教養教育院）

安田 淳一郎（岐阜大学教育推進・学生支援機構）
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ミニワークショップ

企画

物理学講義実験研究会

司会

古澤 彰浩（名古屋大学教養教育院）

趣旨

▲

物理学の講義実験から
体験学習への発展の可能性を探る

11:15
12:45
ES 総合館 1F・会議室

大学の物理学教育を改善するため、現在試みられている演示実験や講義実験を互
いに披露し、その教育効果と改善策を議論する。
演示実験や講義実験は学生に「見せる」ことが主になるが、学生に物理現象を体
験させる「体験学習」に発展させる可能性と、行う場合の条件を考察し、その教育
効果について議論する。
更に、学生が自主的にテーマと進め方を決めて進めた例も紹介し、その教育効果

講演と実験

１．工学部・工学研究科における創成教育の取り組み
田川 智彦（名古屋大学工学研究科）
２．力学の演示実験を発展させた学生主体型学習
千代 勝実（山形大学基盤教育院）
３．学生の主体的活動を促進させる理科授業の一事例
中村 琢（岐阜大学教育学部）
４．工学部一年次「創造理工学実験」における「電子からくり」実験工作
岡島 茂樹（中部大学工学部）
５．Spectroscopy Lab: Unveiling the Hidden Secrets in Light
藤田 あき美（信州大学工学部）
６．物理学の基礎セミナーで実践した体験学習
三浦 裕一（名古屋大学理学研究科）

11
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ミニワークショップ

を議論する。

オーラルセッションⅠ

１：FD の大学間連携の実際とその効果および課題

座長

趣旨

中村 和彦（南山大学人文学部）

FD の大学間連携は様々な形で行われている。たとえば、文部科学省による
推進（大学間連携共同教育推進事業、産業界のニーズに対応した教育改善・
充実体制整備事業など）、全国レベルでの組織による推進（全国私立大学 FD
連携フォーラム、私立大学連盟 FD 推進ワークショップ）
、地域レベルでの推進
（大学コンソーシアム京都の FD･SD 事業、東日本「FD ネットワーク つば
さ 」、大学コンソーシアム八王子 FD･SD 事業、大学コンソーシアム石川連携
FD 事業、関西地区 FD 連絡協議会、四国地区大学教職員能力開発ネットワー
ク、FD･SD コンソーシアム名古屋など）を挙げることができる。
FD の大学間連携の主な形態は、① FD 研究会やフォーラムの共同実施、
② FD 研修会の共同開催、③ FD や教育方法に関する共同研究と実践、④授
業研究（授業参観）や意見交換、⑤教育方法や教材の共有や情報提供、など
がある。その効果としては、FD 連携事業にメンバー（運営側）として携わっ
た人（= 各大学からの委員など）への効果と、FD 連携事業に参加することを
通して得られる気づきや学びなどの効果が考えられる。
本セッションでは、地域レベルでの FD の大学間連携をテーマに、大学コン
ソーシアム京都での実践および東海地区での産業界ニーズ事業でのアクティブ

オーラルセッションⅠ

ラーニングチームの実践における大学間連携による効果や課題について探求し
ていくことを目的とする。当日の流れは以下のように予定している。企画趣旨
の説明（5 分）後、お二人の報告者から FD の大学間連携の活動内容やその
効果と課題について、
30 分間（質疑応答を含む）の報告をいただく。その後、
残りの 40 分間は参加型で進め、FD の大学間連携についての小グループで
の対話と全体での共有を行っていく予定である。

12
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▲

13:00
14:45
ES 総合館 2F・A 会場

１．大学コンソーシアム
京都における
FD 活動の取組

公益財団法人大学コンソーシアム京都は、2013 年度現在で約 50 の大
学・短期大学を加盟校とする組織である。ここでは多様な FD 関連事業が実施
されているが、その中の主要な企画の一つが、毎年開催される FD フォーラム
である。例年 2 〜 3 月頃に開催されるこのフォーラムでは、統一テーマの下、
全体フォーラムと 10 を超える分科会が開催され、全国から 1000 人近い方々
にご参加いただいている。2013 年度には第 19 回を数える。
同フォーラムの開催にあたっては、加盟校から 15 名ほどの教員（各大学 1
名）が派遣され、
この委員を構成員とする「FD フォーラム企画検討ワーキング」
において、企画の趣旨を検討し、当日の運営をおこなっている。今回の報告
では、報告者が同「ワーキング」に参加した経験をもとに、ワーキングでの議
論状況やワーキングそのものの運営方法、大学間の相互の関係、事務局の協
力のあり方、さらには FD フォーラムそのものの成果と課題、といったものを
中心に、話題を提供したいと考えている。

耳野 健二
（京都産業大学法学研究科）

２．産業界ニーズ・中部
地域アクティブ
ラーニングチームの
活動・展開・成果

文部科学省「産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業」（平
成 24 年度〜）の中部地域ブロック（23 大学・幹事校三重大学）にある４つ
のチームのうち、アクティブラーニング（東海Ａ）チーム７校の活動と展開に
ついて、近県にまたがるメンバー各校がいかにして目的を共有し、チームとし
ての方向性を持ちながら、チームとしても成果を達成しているのかに関連する
事柄を一つの話題として提供したいと考えている。これに先だって、チームの
活動と展開についてメンバー各校がどのように感じているかに関するアンケート
調査を行い、その結果を分析し考察する予定である。この結果に加えて、会
議開催の回数やその種類（チーム会議、連携 FD、産学連携会議）、参加メンバー
等がどうであったかなども整理して提示する。また、チームの目的は「アクティ
ブラーニングを通じた教育力の強化」であることをふまえ、この面での成果に
関することもまた言及する予定である。
この話題提供が、今後の有効な大学間連携 FD のあり方の検討につなげら
れたらと願っている。

亀倉 正彦
（名古屋商科大学経営学部）
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オーラルセッションⅠ

２：企画力のある大学職員の育成・成長と組織体制の構築

座長

趣旨

池田 輝政（名城大学人間学部）

大学の世界では教員と職員の二分論あるいは棲み分け論のもとにそれぞれ
の専門性と職能開発としての FD・SD が論じられてきた。従来から親しまれて
きた「車の両輪」論や最近までの「教職協働」論はそのような議論を方向づ
ける象徴的な言葉として機能してきたように思われる。
しかしながら、90 年代後半から徐々に始まった欧州からの高等教育世界に
おける教育圏のグローバル化は、予想を上回る速さで日本の大学の教育圏に
も影響を及ぼし始めている。このようなダイナミックな状況においては、大学
職員にはこれまでのような教員 / 職員の二分法分担制の延長線上にある専門
性の開発ではなくて、近未来の教育を教員とともに開発する企画力を備えた人
材の育成とそれを持続的に可能にする組織体制の構築が重要課題の一つにな
ると展望する。
本セッションではこうした展望の足場を確かめるために、とくに私立大学職員
の企画業務の前線に立つ人々に集まってもらい、その業務が現在どのような状
況にあるのかについて報告・議論してもらう。

オーラルセッションⅠ

オーラルセッションⅠ
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▲

14:45
13:00
ES 総合館 2F・B 会場

１．中長期計画の展開と
ガバナンス

龍谷大学では、
全学の総合計画として 2010 年度から「第 5 次長期計画（〜
2019 年度）
」を展開している。ここでは、大学の役割を教育、研究、社会
貢献に区分し、これを支える機能として大学運営及び財政・施設整備計画の 2

―新学部の設置、
既存学部の
キャンパス移転を
通じた合意形成
プロセス―

岡田 雄介
（龍谷大学学長室（企画推進））

２．企画職能の観点から、
新基本構造・新中期
計画の前期５年を
振り返って

つの要素を加えた 5 つに視点から、全学で 55 の課題を掲げ改革・改善に取
り組んでいる。これらの事業の中でも、第 5 次長期計画の諸改革を象徴する
ものとして「既存学部のキャンパス移転」と「新学部の設置を図る」こととなっ
た。本学は教授会自治を重んじ、それぞれの教学主体の内発的な取り組みを
尊重した組織文化を有している。このため新たな学部設置や既存学部の自治
に関わる案件をトップダウン的に進めることは、かつて無いことであった。しか
しながら、今後、経営環境がますます厳しくなる見通しがある中で、危機感を
糧に大学執行部がリーダーシップを発揮し、丁寧な審議を通じて全学合意を得
ることに成功した。本学における取り組みを参考事例に、中長期計画策定上の
合意形成プロセスやガバナンスのあり方について紹介する。
創立 120 周年（2009 年）を期として、2018 年まで 10 年間の「新基
本構想」を策定し、
10 年間で到達すべき目標として「教育」
「研究」
「社会貢献」
「国際化」
「総合学園」
「マネージメント」の 6 つのビジョンと中期戦略を定めた。
そして次に中期戦略を実現するための 5 か年の「新中期計画（2009-2013）
」
を策定し、合わせてその具体化プロセスを随時公表しながら取組みを進めてき
た。本年度はその前期 5 年間をしめくくる年となり、来年度より後期 5 年間
の取組みがスタートする。先行して取り組んでいる大学の事例が数多くあるな
かと思われるが、初めて大学のビジョン構想や中期計画に立ち会った視点から
これまでの取組みを振り返り、また全体事務局として推進してきた立場からみ
た学校経営や管理運営における課題や問題意識について、企画機能や企画の
在り方という観点で議論していくきっかけをつくれればと思っている。

宇宿 悟
（学校法人関西学院企画室）

３．中長期目標・計画を
展開する上での事務
職員の役割

学校法人名城大学（以下「名城大学」という。）では、2003 年から戦
略 経 営 の 検 討 を 開 始し、MS-15（Meijo Strategy 2015）と通 称 する
2015 年までの戦略プランを策定している。戦略プランの導入期には、国立
大学の法人化による中期目標・計画への取り組みを睨みながら、新たな業務遂
行については試行錯誤を重ねての取り組みであった。2009 年度からの新た
な学長執行部体制を機に、オン・ザ・ジョブの研究開発と改善活動に基づく業
務推進の体制を整え、今日までに至っている。現在、開学 100 周年（2026
年）に向けて、現行の MS-15 の改訂に向けた検討を進めているが、こうした
中長期目標・計画の推進部署において、戦略プランの導入段階から戦略経営
の業務に一貫して携わってきた経験を踏まえ、事務職員が中長期目標・計画を

鶴田 弘樹

展開する上での構想力とそれを実現する実行力について考える機会としたい。

（学校法人名城大学総合政策部
（MS-15 推進室））
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オーラルセッションⅠ

３：多様な大学構成員の相互理解を目指して
―身体的障がい、発達障がい、性志向など―

座長

趣旨

坂野 尚美（名古屋大学 国際教育交流センター）

これまで日本の大学における障がい学生支援は、主として身体的障がいを抱
える学生を対象としてきた。学内環境においても、安全かつ円滑に学生生活
が送れるように、従来型のバリアフリー化だけでなく、どんな人にとっても快適
に利用できる環境づくりをめざす「ユニバーサル・デザイン」の導入やいわゆ
る
「ノーマライゼーション」の動きが活発となってきている。さらに 2013 年に、
障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律である障害
者総合支援法が施行され、発達障害や精神障害をかかえる学生の平等な参加
を保障する配慮を伴った総合的な対応が求められるようになってきた。
ところが、発達障害や精神障害を抱える学生にとどまらず、性的志向性など
も含めて、「学生の多様性をどう受け止めればよいか」についての大学側の理
解は十分とは言えない。その定義や支援方法についての議論は緒に就いたば
かりである。こうした状況のなかで、多岐にわたる障がいや性的志向性につい
て既存の学生相談室、保健管理室、メンタルヘルス部門などはどのように連携
すればよいだろうか。
また、多様性は学生だけの問題ではない。キャンパスには多くの教職員が働
いており、彼らの中にも障がいを抱えている人や、多様な志向性をもっている

オーラルセッションⅠ

オーラルセッションⅠ

人は少なくない。日本の大学では学生支援にばかり目を向けがちで、教職員
を含めた構成員全体の多様性をどう尊重し、相互理解を深めるかという議論は
ほとんど行われてこなかった。「職場としての大学」を快適に保つことは、巡り
巡って学生にも良い影響を与えるだろう。だとすれば、このことは FD や SD
の重要なテーマとなりうるかもしれない。本セッションでは、個人が抱えるさま
ざまな障がいや志向性を乗り越えて、大学構成員全体の相互理解や多様な志
向性をもっている人にどのように配慮すべきかを深める議論したい。

16
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▲

13:00
14:45
ES 総合館 2F・C 会場

１．大 学 構 成 員 の セク
シュアリティの多様
性について

精神障害とは、定義や基準だけなくその様態に関しても、社会文化的影響
を受けやすい特徴を持っている。セクシュアリティに関わる障害も例外ではな
い。とりわけセクシュアリティに関わる障害は、誰がどのような立場からどのよ
うにそれを問題とみなしているのか、という視点が極めて重要になる。そうし
た視点は、大学の構成員についての場合、大学という場所に固有の視点になる。
大学においては、どのように問題となるのか、さらにその問題を解決しようと
する場合、誰がどのように解決するべきなのかあるいは解決する必要がないの
かについて検討してみたい。
フォ ー ラ ム で は、 パ ラ フィリア（paraphilia） や 性 別 違 和（gender

古橋 忠晃

dysphoria）などの教職員や学生の事例について、
プライバシー保護のために、
十分に匿名化した上で取り上げる予定である。

（名古屋大学医学系研究科 /
学生相談総合センター）

２．京都産業大学におけ
る障害者支援

京都産業大学（以下本学）の障害者支援はこれまで、ボランティアセンター
が窓口となり、聴覚・視覚・脳機能障害のある学生に対する情報保障、肢体
不自由の学生に対する学内での移動解除等を中心に行ってきた。加えて現在、
発達障害のある学生の増加や障害のある教職員の増加といった学内の状況の
変化のなかで、従来の「障害学生支援」の枠を超えた多様で柔軟な取り組み
が求められている。また障害者差別解消法の成立をはじめ、国レベルでもより
一層の障害者支援の取り組みを求める動きがある。様々な障害のある構成員
や社会の要請に、学外機関とも連携しながら全学的に応えていく体制を検討・
整備することが大きな課題である。
こうした本学の障害者支援の現状や課題を、多様な構成員に配慮した大学づ
くりの在り方を検討する一つの手がかりとして提示したい。

安田 真之
（京都産業大学ボランティアセンター）

３．バリアバリューから

「バリアバリュー」とは、私たちが目指す新しい障害に対する考え方です。

社会を変える

一般的に使用されている「バリアフリー」という言葉は、読んで字のごとく「障
害を取り除く」という意味になります。

―障害をマイナス

「建物のバリアフリー」「心のバリアフリー」、バリアフリーはとても大切なこ
とです。しかし、人それぞれが持つ、トラウマやコンプレックス、障害は克服す
べきものでもなければ、取り除くべきものでもありません。
例えば、私のように車いすに座っている人の目線の高さは平均 100 センチ

から価値へ―

です。100 センチの目線だからこそ、見えることが、気づけることがあります。
今まで「バリア」として捉えていたことも、自らの考え方や周りの人次第で、
「強
み」や「価値」に置き換えることができます。
垣内 俊哉

バリア（障害）をバリュー（価値）に変える。その意識こそが、これからの
社会に必要であると私たちは考えています。

（株式会社ミライロ）
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オーラルセッションⅠ

４：大学教育改革における職員の役割

座長

趣旨

則竹 輝一（南山大学教育・研究事務部）

「 新たな未 来を築くための 大 学 教 育 の 質 的 転 換に向けて−生 涯 学び続
け、主体的に考える力を育成する大学へ−（2012.8/28）
」答申は、①大
学の機能別分化と高等教育の質保証を掲げた「我が国の高等教育の将来像
（2005.1/28）
」答申、② 3 つの方針等学士課程教育の質的転換を掲げた
「学士課程教育の構築に向けて（2008.12/24）
」答申、さらに③「大学改
革実行プラン（2012.6/4）」などの大学改革の流れを引き継ぎ、「学士課程
教育の質的転換」の方策を着実に実行するための具体的な方法を明確にした
ものである。その具体策の一つとして、「アクティブ・ラーニング（能動的学
修）」の導入があり、それを実現する前提として、
「全学的な教学マネジメント」
が必要で、「個々の教員の取り組み」から「大学が組織的に提供し保証する体
系」へ進化させ、学生本位の視点に立った質的な転換をはかるとし、さらに、
「全
学的な教学マネジメント」の確立のためには、学長のリーダーシップによる全
学的な合意形成が不可欠であるとしている。
本セッションでは、①学生の修学指導の新たな視点、米国のアカデミック・ア
ドバイジングの日本の大学での展開、② PBL 推進支援センターの学内外への
展開、そして、③教学マネジメントの実践における事務組織のトップである事

オーラルセッションⅠ

オーラルセッションⅠ

務局長の役割等を報告していただくことを通して、大学教育の質的転換に向け
て、職員の役割について議論し、探求すること目的とする。当日は、企画趣旨
の説明後、四人の報告者の方から、25 分間（質疑応答を含む）の報告をい
ただく。その後、残りの約 30 分間で、大学教育改革における職員の役割を、
全体で意見交換し、共有をはかっていく予定である。
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▲

13:00
14:45
ES 総合館 2F・D 会場

１．学生の成長を促す
職員の活動

大学改革の進展により FD が進み、教育方法等が大きく変わりつつある。シ
ラバス、CPA、CAP 等の教育システムはこの変化に対応しているだろうか。

―修学指導の

質保証に大きな意味を持つ GPA の運営には、単位制度の理解と運用が重
要であり、最近の答申においても、学習時間の確保が論点の一つとなっている。

新たな視点と
アカデミック・
アドバイジング―

中村 章二
（愛知教育大学）

発表では、最初に単位制度の再確認と単位により取得する資格との関連を
中心に、社会の信頼に応える大学としての在り方について、修学指導の観点か
ら課題を確認した後、米国でアカデミック・アドバイザーを担当した山﨑氏から、
アカデミック・アドバイジングの目指すもの、米国で行われている指導について
具体例を交えた報告を基に、学生の成長を促すアカデミック・アドバイジングを
理解しつつ、日本の大学における展開に向けてフロアの皆さんと考えていきた
い。

山﨑 めぐみ
（創価大学学士課程教育機構）

２．PBL における
職員の役割
―GP 終了後の
「プロジェクト科目」
「PBL 推進支援
センター」の展開―

３．私立大学事務局長に

現在、大学を取り巻く環境は大きく変化しており、大学の存続と社会責任を

関する研究

いかに両立させるかが、大きな課題となっている。大学のガバナンスに関する
課題としても「経営人材の育成」と共に、「トップマネジメントを支える人材の

―私立大学事務局

育成とマネジメント基盤の強化」が挙げられ、トップマネジメントを支える人材
の重要性が説かれている。このような時代の変化に伴い、大学事務局長の職
務は多様かつ高度化しており、掌握しきれない複雑なシステムに責任を負わさ

長調査結果報告―

れ、多くの要求に応えなければならない。先行研究では、トップである理事長・
学長の役割は明らかになりつつあるが、大学の事務組織を統括する大学事務
局長はほとんど研究対象とされていない。そこで、事務局長に着目し、今後の
大学経営人材養成の在り方を検討することを目的として、私立大学における大
学事務局長のキャリア・パス、任期、役割等について調査を行った。その結果
原 裕美

を取り纏め、報告する。

（学校法人名城大学経営本部渉外部）
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オーラルセッションⅠ

平田 有喜宏
（同志社大学教務部教務課
（兼 PBL 推進支援センター事務局））

同志社大学では、2006 年度より教養教育科目に「プロジェクト科目」を
設置している。本科目は「PBL（Project-Based Learning）
」の手法を取
り入れ、全学部全学年対象の正課科目として年間 20 クラス 250 名程度の学
生が受講している。また、2009 年度には「PBL 推進支援センター」を立ち
上げ、学内取組体制の充実整備と PBL 推進・研究のネットワークを学外に向
けて展開している。
本学では PBL に関連するテーマで上記の両年度に GP に採択された。これ
ら GP による補助期間終了後も事業を継続しているが、予算規模は大幅に減
少し、人員規模は横ばい、しかし、事業規模は拡大の一途をたどっている。こ
の厳しい状況の中、なぜ事業が拡大するのかを考えると「プロジェクト科目」
では教育の質の向上を図るため、また、「PBL 推進支援センター」では学外
との連携・学外への展開を実施しているからである。我々、職員と教員、学生が、
共に知恵を絞り、力を合わせ、展開している多様な改善・展開についてご紹介し、
意見交換を行いたい。

オーラルセッションⅡ

５：学生による FD 活動の可能性

座長

趣旨

銭 佑錫（中京大学経営学部）

ＦＤ活動は、一体誰のために行うものなのか？
いわゆるＦＤ活動について、大学設置基準では「大学は、授業の内容及び方
法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする」と定め
ている。これを受けて、各大学は「学生による授業評価実施」
「シラバスの改良」
「カリキュラムマップの策定」「ポートフォリオ作成」など、教育効果向上を狙っ
た施策を主に教員が中心になってすすめている。しかしながら、実際の授業に
関して、学びの主体である学生たちが改善の成果をどのように受け止めている
のかについては、明らかにされているとは言い難い。
このような背景もあり、近年では授業の改善活動に学生の考えや意見を取り
入れ、学生とともに実行する「学生参画型ＦＤ」の取り組みが多く見られるよう
になってきた。組織の作られ方やその役割、
内容は様々であるが、代表例として、
岡山大学が２００１年から学生・教職員教育改善委員会を立ち上げ、学生委員
を学部から選出する方法で、授業改善や修学システム改善、学生交流などの
活動を実施しているほか、立命館大学が２００７年から公募に応じた学生と教職
員により、学生ＦＤスタッフの名称で本格的な活動を実施していることなどが挙
げられよう。特に、立命館大学の活動は学内のみにとどまることなく、学生参
画型ＦＤの全国的なムーブメントの契機となる「学生ＦＤサミット」をも企画し、
実行に移したことは特筆すべきことである。この「学生ＦＤサミット」は、回を
追うごとに参加大学数・参加者数が増え続けており、昨夏、立命館大学で行わ
れたイベントにおいては、５０大学４５３名もの参加を得ている。
本セッションは、このような広がりを見せている学生参画型ＦＤ活動について、
岡山大学、名古屋大学（物理学教室）、中京大学の事例をもとに、その可能
性について考えるものであり、これから学生参画型ＦＤ活動の導入を考えはじ
めようとする大学に対しては、検討のための素材を提供するものである。

オーラルセッションⅡ
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▲

15:00
16:45
ES 総合館 2F・A 会場

１．みんながトクする
学生 FD

教員の FD に学生の視点を取り入れようという試み、いわゆる「学生 FD」
が全国の大学に広がりつつある。このことは、2009 年以降、年に 2 回開催
されている「学生 FD サミット」の参加者が、2009 年から 2013 年にかけ

―岡山大学での
学生参画型 FD
活動を通じて―

高橋 和

て約 4.5 倍になっていることからも明らかである（2009 年 8 月：26 大学
100 名、2013 年 8 月：50 大学 453 人）
。
報告者は学生時代、「学生 FD」を牽引してきた岡山大学の学生参画型教育
改善組織である、学生・教職員教育改善専門委員会（愛称 SweeT FooD）
で約 4 年間活動をし、昨年度卒業した。岡山大学での学生参画型 FD は、学
生発案型授業、全新入生を対象とした履修相談会、他大学を交えた学生交流
イベント「i*See」等、多岐にわたる。本報告では、自身の学生時代の経験
を踏まえ、「学生 FD」の無害さ有益さを考察する機会としたい。

（名城大学学務センター
教務グループ）

２．学生目線の教育改善

名古屋大学理学部物理学教室学生教育委員会（略称：PECS）では、 物理
学科に特化した FD 活動 を行っています。私たちの組織は、学生のみで構成
された大学公認の FD 団体です。月に一度開かれる、先生たちの物理学教室
教育委員会に参加し、正規メンバーもしくはオブザーバーとして、学生の立場
から意見を述べています。そのため、学生の意見を教育改善に反映させやすく、
即効性の高い 一歩踏み込んだ FD 活動 を行うことができます。これら二つ
の特徴を生かして、教育委員会への参加以外にも、毎月数回の会議を開いて、
教育環境の改善について議論し、学生の学習や学科分属、研究室配属等のサ
ポートを目的とした各企画の運営などに取り組んでいます。今後は、さらなる
教育環境の改善に向けた新しい企画発案のために、他大学の活動を参考にし
ながら取り組んでいきたいと考えています。

花岡 美咲
（名古屋大学 PECS）

３．学生スタッフ
『SearCH』始動
―導入の検討・学生
募集・立ち上げ
まで―

渡辺 正夫
（中京大学経営戦略室業務総括課）

中京大学では、FD 活動について次のように定義し、刊行物で周知を図って
いる。
「授業に学生が満足し、力をつけられれば、当の学生はもとより、授業をす
る教員も勉学をサポートする職員も充実感を得られるでしょう。その意味で、
FD を 大学のすべての者の幸せのため と位置づけ、それを目指してベスト
を尽くすもの（For Doing our best）ととらえています。」
このような想いのもと、FD 活動に学びの主人公である学生自身が参画する
ことにより、教員・職員・学生の三者が協力して大学を「より良い学びの場」
とするため、2013 年 4 月から、中京大学学生 FD スタッフ「SearCH」を
組織し、活動をはじめた。学生ならではの「大学を良くしたい、こんなふうに
変えたい」という思いを収集し、それに近づけるための努力をすることとして
いる。
セッションでは組織立ち上げまでの顛末と、今年度手がけた活動、今後の展
望等について報告したい。
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オーラルセッションⅡ

６：教務事務における知識・スキルの共有および継承

座長

趣旨

辰巳 早苗（追手門学院大学学長室学事課）

2008 年の中央教育審議会答申でも取り上げられたように、大学事務職員
の SD は大学の内外で盛んである。これは大学事務職員の担う業務の高度化
が大学改革の必須課題であることの証左といえる。これに寄与すべく大学・大
学院が設立され、大学運営業務の高度化を担う大学事務職員養成の方途が模
索されている。
一方で、教学系、法人系の経験を有するジェネラリスト志向の養成方策も有
効であるとして、多くの大学で人事異動が実施されている。こうした人事異動
は、法人の組織運営を俯瞰しながら、法人全体を範囲として主に５年以内の間
隔で計画的に実施されている。
いずれの場合も、組織として業務の高度化を目指すには、構築された専門
的な業務知識の共有、人事異動で得た異なる業務経験の活用、あるいは異動
によるメンバーの入れ替わり対応なども含め、組織メンバー間の業務知識・ス
キルの共有及び継承が重要となることは言うまでもない。
そこで本セッションでは、法令等の知識が業務上必要であり、かつ運用にお
ける裁量の余地が大きい教務事務の運営に着目し、各大学でどのように業務知
識・スキルが共有され、継承されているのか、現状の問題点やこれに対する取
組みについて報告いただき、あらためて教務事務の運営のあり方を考えながら、
教務系事務職員の大学改革における役割などについても考えてみたい。

オーラルセッションⅡ
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▲

15:00
16:45
ES 総合館 2F・B 会場

１．教務系事務を
担当して感じた

採用から７年目にして初めて担当となった教務系部署でもうすぐ１年が経過す
る。長年の蓄積がある部署ならではかもしれないが、学生対応、成績、履修、

違和感と戸惑い

カリキュラムなど、多くの業務が「当然」のこととして処理される。しかし、教
務系部署に初めて配属された者にとってこれが「当然」であるはずがなく、発
表者にとって幾度となく戸惑いを感じる１年であった。
確かに、部署における「当然」は失敗しながら対処していくことで体得でき
るものだが、新たに配属された職員が対処の都度戸惑い失敗していては、学生、
教員から早期に信頼を得ることは難しい。
本発表では、まず自身の教務系部署での１年間を振り返り、そこで感じた戸
惑いや違和感を解消するための取り組みについて紹介したい。その上で、そ

近村 元気

れらの戸惑いや違和感から気づく教務系部署における「当然」のあり方などに
ついても問題を提起してみたい。

（岩手大学学務部学務課）

２．公立大学の特性を
踏まえた教務事務の
継承について

公立大学職員の人員配置は、設置団体の人事異動サイクルの中に組み込ま
れているため教務事務の継承や教務分野のプロフェッショナル育成が難しいと
言われるが、それだけが原因とは言えない。設置団体職員は一般に数年で様々
な部門に異動するため、短い期間で業務に精通する能力が高いと言われる。
数年後に引き継ぐことを前提とした仕事の進め方から学ぶことは多い。むしろ、
法人化以降に採用されたプロパー職員の育成が進んでいないために、教務事
務がスムーズに継承されないことを課題としている大学もある。
公立大学特有の問題には、設置団体職員のノウハウを最大限に活用するな
ど、公立ならではの工夫が必要である。本セッションでは、公立大学の特性を
踏まえた教務事務継承に関する様々な取組事例を紹介するとともに、「公立大
学職員ネットワーク」や「教務実践研究会」などを活用した人材育成について

宮林 常崇

も意見交換を行いたい。

（首都大学東京管理部教務課）

３．毎週のミーティング

業務の継承ということになるとマニュアル作りが一番に挙げられるが、紙面

を活用した教務事務

に現れる内容だけで理解することが難しいこともある。また、マニュアルは新
旧の担当者間でしか読まれることがない場合もある。
本学京都学舎では、毎週火曜日の始業から 10 時 30 分まで課内会議の時

の継承

間としており、報告者の所属する文学部教務課においては、今年度から課内会
議を定期的な研修の場として活用すべく、課内会議の時間の使い方を見直し
た。
ＰＣに蓄積された電子データや、書類ファイルを格納している地下倉庫の整
理を行い、これまで未整備であったマニュアル作りも並行しつつ、窓口対応や
電話対応での経験をもとに、誰もが対応することが多い、カリキュラム・証明
書関係を中心に、知識の蓄積・業務の相互理解を図る時間を設けた。
小野 勝士
（龍谷大学文学部教務課）

本セッションでは、この 1 年間に文学部教務課で取り組んだ内容を紹介し、
得ることができた成果及び今後の課題について言及したい。
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オーラルセッションⅡ

７：大学生活を充実させるための学生支援

座長

趣旨

中川 正（三重大学人文学部）

大学教育の主な目的は、学生に質の高い学びを提供すること、それを通じ
て将来社会人として活躍するために必要な能力を習得させること等である。関
連して、主体的な学修を実現することが政策的にも強調されている。この目的
達成には、一定水準の学力、明確な目的意識をもつこと、自立した個人として
大学内外で責任ある行動をすることが、前提条件として学生に求められる。
しかし、学生の現状をみると、この前提条件が必ずしも成立していない。大
学入学の目的や学力・学習意欲の水準などはますます多様になっており、不成
立を前提として対応することが大学側には求められる。そのために、これまで
十分考慮されずしたがって対応できていない多様な取組も必要になっている。
本分科会では、学生の現状をふまえて学生生活を充実させるために、大学
に求められる取組の内容やその進め方について検討する。具体的には、以下
の問題を取り扱う。
まず、学生の主体的な学びを促進するために、学習主体としての学生が担う
べき役割、とくに自分自身だけでなく同僚・後輩である他の学生にどう関わっ
ていくかを検討する。次に、指導・支援する教員の側が、授業の内外で学生に
いかに働きかけるべきか、
そのための活動の内容等について検討する。さらに、
卒業後の進路を見据えつつ、キャリア教育と学習支援をいかに連動させるか、
その方策について検討する。これらの検討を通じて、大学入学時から卒業まで
を見通しつつ、学習をコアとする学生生活全般にわたる学生支援について、そ
の具体的な内容と進め方について考える。
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▲

15:00
16:45
ES 総合館 2F・C 会場

１．授業を根幹においた
キャンパス・ライフ・

学生たちには、学びの楽しさと意義を、早い時期に体験により、意識しても
らう必要がある。初年次教育における少人数ゼミは、そのために有効であるが、

スタイル意識づけの

その一科目だけでなく、他の多くの講義科目でも、授業内外での学修において、

ために

学生に一定の役割を与える授業が増えていかねばならないだろう。研究者とし
ての教員が学会や研究会でのディスカッションやプレゼンに学問の喜びを感じる
のであれば、それを学生たちに少しでも伝えたいものである。
この目的のためのアクティブ・ラーニングの実施は、入念な教材準備やミニッ
ツペーパー等の確認によって、アクティブ・ティーチングを行うことを、教員に
義務付けることになる。その種のティーチングには、多様な学生への配慮が当
然含まれる。一人一人の学生への関わりを必要以上に恐れる必要は無く、時
青野 透

宜に応じた、メールを含む言葉かけによって学びの場に誘うことが、教員なら
誰でもできる「学生支援」と考える。

（金沢大学大学教育開発・支援センター）

２．ピア・サポート・
プログラムの成果と

本分科会のテーマは、2000 年に文科省から出された通称『廣中レポート』
（「大学における学生生活の充実方策について−学生の立場に立った大学づく
りを目指して−」）に酷似している。この十数年間、我が国の大学はこの点に
関してどのように取り組んできたのかを再検証することが目的であろう。「教員
中心の大学」から「学生中心の大学」への視点の転換や、
「学生に対する教育・
指導への学生自身の活用」がどれくらい進んだか。また、その成果として学生

課題

が主体的に学ぶ姿勢や責任感を身に付けることができたのかが問われている。
本報告では、国内外の大学で取り組まれているピア・サポート・プログラム
を紹介するとともに、その成果を振り返り、研修をはじめとした課題について
フロアーの皆様方と議論できれば幸いである。
沖 裕貴
（立命館大学教育開発推進機構）

３．キャリア教育と連携

多様化する学生に主体的な学修を実現させる必要性が高まる中、大学は教

した学生支援体制の
構築

育の質の向上と、その教育が可能な学修支援という二重の課題が突きつけら
れている。
三重大学では、その課題を、キャリア教育に学生支援を組み込んだ共通教

―三重大学の事例

育カリキュラムの整備と、学生総合支援センターにおける教職員と学生とが一
体となった学生支援の仕組みを構築することを通して遂行しようと試みている。
初年次セミナーでの主体的学修の習慣化と小グループにおける社会性の涵
養を前提として、
1 年次後期に学生支援をミッションとする 15 科目に及ぶ「キャ

から―

リア実践科目」の中で、学生支援の実践を行っている。実践的な訓練を受け、
キャリア・ピアサポーターとして認定された学生たちは、教職員と連携しつつ
SA 等の学修支援、留学生支援、障がいのある学生の支援、学生相談支援等
中川 正

の活動を継続している。

（三重大学人文学部）
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オーラルセッションⅡ

８：学生の主体的な学びを引き出す

座長

趣旨

栗原 裕（愛知大学経済学部）

大学生に限らず、主体的な学びを引き出すのはむずかしい。主体的に学ぶ
ことで、自律・自立でき、実行力・行動力のある、有為な人材を社会へ送り出
すことができれば、学部教育の目的はほぼ達成されると言っても過言ではない。
万能薬はない。しかし、長年に亘る個人的努力に加え、実践・経験例や組織
としての諸施策が提供されつつあることは注目すべきである。アクティブ・ラー
ニングという言葉も定着してきた。
一方通行ではない対話型授業、グループによる協調・協働学修（習）、ピア
レビュー、ミニットペーパー、在学生の活用、疑似・仮想体験、e-learning、
ICT の利活用、
（産学官・地域連携による）参加あるいは体験型・PBL（project/
problem）型授業、コーオプ教育、海外を含めたフィールドワークやインター
ンシップ、キャリアデザインとの連携、ボランティアを含むサービス・ラーニン
グなどは、主体的な学びを導く例としてあげられている。
他方、
課題も存在する。効果・成果
（副作用・マイナスの影響も含めて）
の検証、
なかでも対象者（＝学生）個々人に対応した内容か否かの検証は課題であり、
また、初年次（FYE）教育以降、学生の発達段階に見合った継続的、体系的
な取り組みがなされているのかも検証すべき課題であろう。さらに、方法・方
策は学びを引き出す上においてむしろ劣位で、知的好奇心を喚起し持続させる
授業、人間味あふれる授業には、時に各種の取り組みや、組織、カリキュラム
の問題を補って余りあるものが存在することに留意せねばならない。
主体的な学びを生み出す方策・方法は、個人のみならず、組織としても行
われるべきであろう。カリキュラムを含めた教学システムの改編も求められる。
産学官に加え大学間の連携も必要であり、事務職員の参画も必要となる。理
論に基づく方法の開発と科学的な検証（外部を含む）は今以上に求められよう。
加えて、実践例の報告、情報交換を併行的にさらに増やすべき段階へ来ている。
今回は貴重な機会となるはずである。
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▲

15:00
16:45
ES 総合館 2F・D 会場

１．社 会 人 基 礎 力 養 成
に係る教育効果測定

豊橋創造大学経営学部は「産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制
整備事業」に採択され、現在、中部圏の大学と連携しながら。産業界ニーズ

（評価）と指導方法

の把握と教育力強化に取り組んでいます。その中で本年度は特に、社会人基

のあり方に関する
事例発表

礎力養成に係る教育効果測定（評価）と指導方法のあり方について検討と議
論を重ね、体制作りに取り組んできました。
本発表では、この社会人基礎力養成に係る教育効果測定（評価）と指導方
法について、本年度の取り組み内容や評価・指導体制、そしてこれまでの評価
実績等について発表します。

森田 佐知子
今井 正文 / 山口 満
見目 喜重 / 三好 哲也
（豊橋創造大学 経営学部）

２．当日レポートを活用
した講義の実際

筆者は、講義時間内に「学生一人ひとりが何らかの課題に取り組む」しかけ
を考えてきた。当日ブリーフレポート方式（BRD）とは、そうした講義改善の
具体的な方法である。
講義冒頭でまず教師は、当日のレポートテーマを発表してレポート用紙を１
枚ずつ配布する。次に、10 〜 20 分ほどの時間を取って構想を立てさえ、そ
れから講義（説明）にはいっていく。最後に再び 10 〜 20 分ほどの時間を取っ
て、レポートを完成し提出するように求める。
このような手順を組み込むと、単に教員の話を受け身で聞いているだけでは
済まなくなる。講義内容が「今ここで、自分のレポートを完成するのに必要な
情報」に変わるのである。15 年以上にわたる実践を経て進化した BRD をご
紹介したい。

宇田 光
（南山大学総合政策学部）

３．留学生を交えた研究
発表イベントでの
投票による評価が
大学院生の学びに
果たす役割

近年急速にグローバル化が進む社会情勢において、高等教育は国際的な通
様相性を確保、魅力ある教育を提供することが求められている。発表者達の
所属する北陸先端科学技術大学院大学の大学院教育イニシアティブセンター
も国際的な通様相性のある学位授与基準の確立を目指している。本学は留学
生の受け入れを積極的に進め、加えて、世界最先端の教育・研究環境を備え

鍋田 智広 / 崔 舜星
浅野 哲夫
フェスタガード・キャサリン
ムタンゲーイ・ムンデランジ
（北陸先端科学技術大学院大学
大学院教育イニシアティブセンター）

門知識を基盤として留学生・日本人学生・教員・職員等との交流の促進を図った。
特にこのイベントでは観衆の参加者が優秀な発表を、投票を通して評価する仕
組みを導入し、優秀な発表に賞を授与した。本発表では投票による発表の評
価が学生の学びや質の高い教育の推進に果たした役割について注目し議論す
る。
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オーラルセッションⅡ

ており、これらを有機的に活用し、魅力ある教育を実践している。本センター
では、取り組みの一環として JAIST Poster Challenge を実施し、学生の専

【ご案内】
◎情報交換会のお知らせ
プログラム終了後に ES 総合館 1 階ホールにて行います。優秀ポスター賞の表彰式も行います。
会員 2,000 円です。受付にてお申し込みいただけますので、ぜひご参加ください。

◎昼食等について
会場でのお弁当販売はありません。生協食堂等（裏面地図参照）をご利用ください。
喫煙は指定場所（裏面地図参照）にてお願いいたします。

◎ポスターご発表の方へ
９：００から１１：００の間に提示してください。提示用品は ES 総合館 1 階事務局にてご用意しております。
ポスターセッションは１１：１５〜１２：00（優秀ポスター賞選出のための参加者投票は 13：00 締切）です。
ポスターは１９：３０までに外してお持ち帰りください。

◎コートハンガー
ＥＳ総合館 1F 会議室にコートハンガーを準備しています。ご利用ください。
ただし、貴重品は各自で管理をお願いいたします。
万一、盗難、紛失等の事故がありましても責任を負いかねますのでご了承ください。

大学教育改革フォーラム in 東海 2014
http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/forum/tf2014
主催
大学教育改革フォーラム in 東海 2014 実行委員会
名古屋大学高等教育研究センター［FD・SD 教育改善支援拠点］

実行委員会
池田 輝政（名城大学）
大川 隆 （南山大学）
渡辺 正夫（中京大学）
夏目 達也（名古屋大学）※委員長
東 望歩 （名古屋大学）※事務局幹事

事務局
名古屋大学高等教育研究センター
〒 464-8601 名古屋市千種区不老町
Tel：052-789-5696 Fax：052-789-5695
E-mail：info@cshe.nagoya-u.ac.jp

大学教育改革フォーラム in 東海 2014 プログラム
2014 年 3 月 8 日
制作：大学教育改革フォーラム in 東海 2014 実行委員会
発行：名古屋大学高等教育研究センター
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ES総合館2F

●Ａ会場
13:00

オーラルセッションⅠ １：FDの大学間連携の実際と
その効果および課題

15:00

オーラルセッションⅡ ５：学生による FD活動の可能性

●Ｂ会場
13:00

オーラルセッションⅠ ２：企画力のある大学職員の
育成・成長と組織体制の構築

15:00

オーラルセッションⅡ ６：教務事務における知識・
スキルの共有および継承

●Ｃ会場
13:00

オーラルセッションⅠ ３：多様な大学構成員の
相互理解を目指して

15:00

オーラルセッションⅡ ７：大学生活を充実させる
ための学生支援

●Ｄ会場
13:00

オーラルセッションⅠ ４：大学教育改革における
職員の役割

15:00

オーラルセッションⅡ ８：学生の主体的な学びを
引き出す

ES総合館1F

●ホール
11:15

ポスターセッション

17:00

情報交換会

●会議室
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11:15

ミニワークショップ

終日

事務局

物理学の講義実験から体験
学習への発展の可能性を探る

会場案内図

地下鉄名城線「名古屋大学」駅②
●③
●番出口

至本山
至本
山

ダイニン
ダイ
ング
グフォレス
レスト
理 系ショ
ショップ
ップ

ES 総合館

北部食
北
部 食堂
部食
食堂
北 部 購買
北部

シェ・ジロ
ジロー

IB 電子情報館
ファミ
ァミリーマ
マート
マー

❸
❷

中央図書館
中央
図書館
書館

豊田講堂
豊田
講堂

総合案内
総合案
総合
合案内
内

至八事
至八
八事
事

指定喫煙所

※建物内および歩行喫煙は禁止です。

周辺施設
●食堂・カフェ
【生協】北部食堂…………………………………………11
1：00〜14：0
1：00〜14：00
【生協】ダイニングフォレスト…………………………11：3
30〜13：30
30〜13：30
フレンチレストラン シェ・ジロー（ES 総合館）……11：30〜
0〜14：00
0〜
●購買
【生協】北部購買…………………………………………10：00〜14：30
【生協】理系ショップ……………………………………11：30〜13：30
ファミリーマート名古屋大学 IB 館店……………………7：00〜23：00
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ᑓ㛛ࡢ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࡀ࠸ࡲࡍࠋ
ཧຍ⪅ࣥࢣ࣮ࢺ㞟ィ⤖ᯝ
 ➨ۑ1 ᪥┠
ᮏ᪥ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛෆᐜࢇ࡞ࡇࢆᮇᚅࡋ࡚ཧຍࡋࡲࡋࡓ㸽
࣭᮶ᖺࡢࡢࡓࡵࠊࡢࡼ࠺ᤵᴗᒎ㛤ࢆࡋ࡚࠸ࡅࡤ࠸࠸ࡢࢆ▱ࡿࡓࡵཧຍࠋ
࣭Ꮫᩍဨࡢᐇែ
࣭ᩍဨࡢᴗົయീࢆ▱ࡿࡇ
࣭࠸ࡘᩍဨ࡞ࡗࡓᙺ❧ࡘࢸࢡࢽࢵࢡࢆᩍ࠼࡚࠸ࡓࡔࡅࡓࡽࠋࡲࡓ◊✲ᐊࡢᚋ㍮ࡢᣦᑟ
ࡶࡘ࡞ࡀࡿᛮࡗࡓࠋ
࣭ᩍᤵἲࡘ࠸࡚Ꮫࡧࡓࡗࡓ
࣭ཷㅮ⪅ពぢࢆࢩ࢙ࡋࡓࡗࡓ
࣭ᩍဨ࡞ࡿࡓࡵࡢ▱㆑ࠊࢫ࢟ࣝࠊ⬟ຊࠊ⣲㉁
࣭ࡢᏛ⏕ࡢពぢ
࣭ᤵᴗ࡙ࡃࡾࡀࡢࡼ࠺࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡃࡢࠋලయⓗ࡞㐣⛬ࡸὀពⅬ࡞ࡀࢃࡿࠋ
࣭Ꮫᩍဨࡢᡭᮏ㸦࠶ࡿࡁጼ㸧ࢆ▱ࡾࡓ࠸
࣭Ꮫᩍဨࡋ࡚ᚲせ࡞ࢫ࢟ࣝ
࣭ᚋࡢ࢟ࣕࣜᒎ㛤ࡘ࠸࡚ࠊࡍࡍࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ
࣭᭱㏆ே๓࡛ႅࡿᶵࡀቑ࠼࡚ࡁࡓࡢ࡛ࠊࡼࡾ⮬ศࢆ㧗ࡵࡿࢫ࢟ࣝࢆᑓ㛛ⓗ▱㆑௨እ࡛㌟ࡘࡅ
ࡓࡗࡓࠋ
࣭ᤵᴗタィࡘ࠸࡚
࣭ホ౯ࡘ࠸࡚
࣭ࡇࢀࡲ࡛Ꮫ⏕ࡋ࡚ࠕᤵᴗࢆཷࡅࡿഃ࡛ࠖࡋࡓᤵᴗࢆぢ࡚࠸࡞ࡗࡓࡢ࡛ࠊ
ࠕᤵᴗࢆࡍࡿഃࠖࡢ
どⅬ࡛ᤊ࠼ࡿ࠺࡞ࡿࡢࠊ࠸࠺ࡇࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
࣭㞟୰ㅮ⩏ࡋ࡚ࡲࡲࡗࡓ㛫ࢆࡗ࡚Ꮫᩍဨࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿᶵࢆᚓࡿࠋ
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ᮏ᪥ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᚋࡢ࢟ࣕࣜᒎ㛤ࡢᡭࡀࡾࡀᚓࡽࢀࡲࡋࡓ㸽
࡚ࡶ࠶ࡗࡓ 57㸣 ࠶ࡿ⛬ᗘ࠶ࡗࡓ 36㸣 ࡕࡽࡶゝ࠼࡞࠸ 7㸣 ࠶ࡲࡾ࡞ࡗࡓ 0㸣
ࡲࡗࡓࡃ࡞ࡗࡓ 0㸣
ᮏ᪥ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠾࠸࡚ࠊ༳㇟ṧࡗࡓࡢࡣࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡛ࡋࡓ㸽
࣭ᐇ㝿Ꮫ⏕⮬㌟ࡀ₇⩦ࡋ࡚ࡳࡓࡘ࠸࡚ࡣࠊ࡚ࡶ༳㇟ṧࡾࡲࡋࡓࠋ
࣭ᤵᴗࡢ⤌ࡳ❧࡚᪉㸦Ꮫ⏕ࢆዴఱ㏥ᒅࡉࡏ࡞࠸㸧
࣭ேᩘࢡࣛࢫࡘ࠸࡚
࣭ከࡃࡢㄢ㢟ࢆࡇ࡞ࡍࡇࡀᴦࡋࡗࡓࠋඛ⏕ࡢࢫࣛࢻࡶ࠶ࡁࡉࡏ࡞࠸ᑠࢿࢱࡀࡓࡃࡉࢇ࡛࠾
ࡶࡋࢁࡗࡓࠋThink-pair-share ࡀ᭱ᙉ࡛ࡍࠋ
࣭ᛴጞࡲࡽ࡞࠸ࠊᛴ⤊ࢃࡽ࡞࠸
࣭ᑟධ㸳ศ㛫࡛ࡢゝⴥࡢ㑅ࡧ
࣭ከேᩘᤵᴗࡢᕤኵ
࣭ࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ㸦ࢢ࣮ࣝࣉ㸧
࣭ᶍᨃᣦᑟ
࣭ࢢ࣮ࣝࣉࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡢ࡞࡛ࠊ⮬ศࡢ⪃࠼ࡶࡋ࡞࠸ࡇࡀ࡛࡚ࡁࡓࠋ
࣭ホ౯ࡢၥ㢟Ⅼ࣭ᅔ㞴ࡘ࠸࡚ࠋ
࣭ᶍᨃᤵᴗ
࣭⚾ㄒᑐ⟇ࠊホ౯᪉ἲࡢ㸰Ⅼࡣࠊ≉⪃࠼ࡉࡏࡽࢀࡿࡇࡀከࡗࡓ࡛ࡍࠋ
࣭ᤵᴗࡢᑟධࡘ࠸࡚ࠊ୍␒῝ࡗࡓ࡛ࡍࠋ
࣭㸦࣍ࢺࢣ㸧ᩍᖌࡢ㠀ࠋ㠀ᖖ㞴ࡋ࠸ၥ㢟ࡔࡗࡓࠋ
࣭యࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫࡪࡇࡘ࠸࡚᫂☜άᏐࡸᩥ❶࡛㢌ධࢀࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓⅬࡣⰋࡗࡓࠋ
࣭ẚ㍑ⓗࡾࡃࡳࡸࡍ࠸ㄢ㢟ࢆ࠸ࡃࡘ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࡇࠋ㔜࠸ㄢ㢟ࡣヰࢆࡍࡍࡵࡃ࠸ࡢ࡛ࠋ
࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ヰࡋྜ࠺ᶵࡀከࡃࠊᵝࠎ࡞ពぢࡀ⪺ࡅ࡚ࡼࡗࡓ࡛ࡍࠋ
࣭Ꮫタ⨨ࡢṔྐࠊไᗘࠊᏛᩍဨ㛵ࡍࡿᇶ♏ࢹ࣮ࢱࡀ⤂ࡉࢀࡓࡇ
࣭ཧຍ⪅ࡢࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡢᶵࡀࡓࡃࡉࢇ࠶ࡗࡓࡇࠋ
ᮏ᪥ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠾࠸࡚ࠊᨵၿࡀᮃࡲࢀࡿⅬࠊࡉࡽᮇᚅࡋࡓ࠸Ⅼࢆ࠾ᩍ࠼ࡃࡔࡉ࠸
࣭≉࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
࣭ᑡࡋ‽ഛࡢ㛫ࡀ▷ࡃ࡚ࠊ↔ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡋࡓࠋ
࣭㛫㓄ศࡶࠊෆᐜࡶࡍࡈࡃࡼࡗࡓᛮ࠺ࠋᨵၿࡋ࡚ࡋ࠸Ⅼࡣᛮ࠸ࡘࡁࡲࡏࢇࠋ
࣭≉࡞ࡋࠋཷㅮࡋࡸࡍࡃ࡚ࡶⰋࡗࡓ࡛ࡍࠋ
࣭ࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡢ㛫ࢆࡶ࠺ࡕࡻࡗ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤ࠸࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
࣭≉࠶ࡾࡲࡏࢇࡀࠊ⌜ࢆ௦⾲ࡋ࡚ゝ࠺࣮ࣝࣝࡀ࠶ࡿࡼ࠸ࡢ࡞ᛮ࠸ࡲࡍࠋⓙẚ㍑ⓗ๓
ྥࡁ࡛࡞ࢇ࡞ࡃㄡࡀⓎゝࡋ࡚࠸ࡿࡽ࠸࠸࡞ࡶᛮ࠸ࡲࡍࡀࠋ
࣭
ࠕᩍဨࠖࠕᩍᖌࠖࡢ㐪࠸ࡣఱ࡛ࡍ㸽࠸࠺ࢯ࣎ࢡ࡞ၥࠋ
࣭༗๓ࡢෆᐜࡢ㈨ᩱࡀ࠶࡛㓄ࡽࢀࡿ౽
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ࡑࡢࠊᮏ᪥ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛵ࡍࡿࡈពぢࠊࡈឤࢆ⮬⏤࠾᭩ࡁࡃࡔࡉ࠸       
࣭ᕥࡁࡁࡢ⚾ࡋ࡚ࡣࠊᮘࢆ㸰ಶ⏝ࡍࡿࠊูࡢᮘࡀ࠺ࢀࡋ࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊ᫂᪥ࡼࡾ㸰ಶᮘࢆ
⏝ࡋ࡚Ⰻ࠸࡛ࡍ㸽
࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡢᅇᩘࡀከࡃࠊ⬟ືⓗཷㅮ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ
࣭ࡦࡾ࡛⪃࠼ࡿ㛫ࠊࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࢩ࢙ࡋ࡚ࡲࡵࡿ㛫ࡀ⤯ጁ࡛ࡋࡓࠋ࡚ࡶ࠾ࡶࡋࢁࡗ
ࡓ࡛ࡍࠋ
࣭≉࡞ࡋࠋ
࣭㸯᪥ࡢᤵᴗ࡛ࡋࡓࡀࠊ࠶ࡗ࠸࠺㛫ឤࡌࡲࡋࡓࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
࣭‶㊊
࣭୰ඛ⏕ࡢࠕᑟධࠖࡢ᪉ἲㄽࡀࠊ࡚ࡶຮᙉ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
࣭࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
࣭࠸࠸ᤵᴗࡢࡓࡵࠊࡇࢇ࡞ࡇࡲ࠸ࡇࢁࡲ࡛ᕤኵධࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠊึࡵ࡚ᛮ࠸ࡲ
ࡋࡓࠋ
࣭ᩍ⫱⣔ᑓ㛛ࡢཷㅮ⪅ࡣ㠀ᖖ័ࢀ࡚࠸ࡿឤࡌࡓࠋ
࣭ணࡋ࡚࠸ࡓࡼࡾᐇ㊶ⓗ࡛ཧ⪃࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
࣭ᴦࡋࡗࡓ࡛ࡍࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
࣭ࡢཧຍ⪅ࡢᏛࡧྜ࠸ࡢᶵࡀࡓࡃࡉࢇ࠶ࡗ࡚ᴦࡋࡗࡓ࡛ࡍࠋ

 ➨ۑ2 ᪥┠
ᮏ᪥ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛෆᐜࢇ࡞ࡇࢆᮇᚅࡋ࡚ཧຍࡋࡲࡋࡓ㸽             
࣭Ꮫᩍဨ࡞ࡿࡓࡵࡢᅜ㝿࡞ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
࣭᭩ࡃຊ͐ࡢ⮬ศࡶᚲせ㸩᭷⏝࡞ຊࡔᛮ࠸ࡲࡋࡓ
࣭Ꮫᩍဨࡢࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡࡢᐇែ
࣭␗ᩥࡸࣛࢸࣥࢢࡢྲྀࡾ⤌ࡳ᪉ࡘ࠸࡚ࠋ
࣭ᐇ㝿Ꮫࡢඛ⏕ࡀࢇ࡞ᴗົࢆࡇ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࡢࠋ
࣭ᏛయࢆᏛࡪ
࣭ᣦᑟἲ
࣭ࣛࢸࣥࢢࡢࣉ࣮ࣟࢳἲ
࣭ᅜ㝿ࡢ࡞ࡢᏛᩍဨࡋ࡚ࡢ㈨㉁ࠊ⬟ຊ࡞
࣭Ꮫᩍဨࡀ♫ࡢኚࡢ࡞࡛ࠊࡢࡼ࠺ࢃࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡢࠋព㆑ࡢෆᐜࠊࡢ࠶ࡾ
᪉ࠋ
࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛෆᐜࡣࣜࣥࢡࡋ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࡣᛮࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊᣦᐃᅗ᭩ࡢ➨㸳❶㛵㐃ࡋ
࡚ࠊࢩࣛࣂࢫࡘ࠸࡚ヲࡋࡃ࠾⪺ࡁ࡛ࡁࡓࡽᛮࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
㸦ከศ㸵᭶㸱㸯᪥࠶ࡗࡓࡢ࡛
ࡋࡻ࠺ࠋ
㸧
࣭ᖺྠࡌෆᐜ㸦㔜せ࡞ෆᐜࡢ☜ㄆ㸧㐪࠺ෆᐜ㸦᪂ࡋ࠸▱㆑ࢆᏛࡧࡓ࠸㸧
࣭Ꮫᩍဨࡢᐇീࢆ▱ࡾࡓ࠸ࠋ
࣭Ꮫᩍဨ࠸࠺⫋ᴗࡢᮏ㉁ࢆ▱ࡾࡓࡗࡓ࡛ࡍࠋ
࣭Ꮫࡢ⤌⧊ࡸࠊࡑࡢ୰࡛ࡢᏛᩍဨࡢᙺࡘ࠸࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ
࣭Ꮫᩍဨࡋ࡚ࡢồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࡞
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࣭ᩍᐊእ㸦Ꮫෆ࣭♫㸧࡛ࡢᩍဨࡣࠊᏛ⏕┠⥺࡛ࡣᤊ࠼ࡃ࠸ࡢ࡛ࠊࡑࡢᐇែࢆ▱ࡿᶵ࡞ࡿ
ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
ᮏ᪥ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᚋࡢ࢟ࣕࣜᒎ㛤ࡢᡭࡀࡾࡀᚓࡽࢀࡲࡋࡓ㸽
࡚ࡶ࠶ࡗࡓ 57㸣  ࠶ࡿ⛬ᗘ࠶ࡗࡓ 29㸣 ࡕࡽࡶゝ࠼࡞࠸ 14㸣 ࠶ࡲࡾ࡞ࡗࡓ 0㸣
ࡲࡗࡓࡃ࡞ࡗࡓ 0㸣
ᮏ᪥ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠾࠸࡚ࠊ༳㇟ṧࡗࡓࡢࡣࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡛ࡋࡓ㸽
࣭Ꮫᩍဨࡢ࢘ࣛࡢࡘ࠸࡚▱ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
࣭ࢪ࢙ࢿࣜࢵࢡ࣭ࢫ࢟ࣝ
࣭
㸦ᤵᴗタィࡢ㸧ఱ࡞ࡃࡢ࣓࣮ࢪࡀᅛࡲࡾࡲࡋࡓࠋ
࣭᪂ࡋ࠸ࡇṇࡋ࠸ࡇࡢ㛵ಀᛶ
࣭Ꮫ⏕ࡀ▱ࡽ࡞࠸ඛ⏕ࡢ
࣭࠺ࡸࡗ࡚Ꮫ⏕ࡢຊࢆఙࡤࡍ㸦࣏࣮ࣞࢺࡸࣉࣞࢮࣥࡢࡉࡏ᪉㸧
࣭✵Ẽࢆㄞࡴࡢࡣὶࠊࡸࡉࡋࡍࡂ࡚ࡣୡ⏺࡛ࡘࡪࢀࡿ
࣭ࢪ࢙ࢿࣜࢵࢡ࣭ࢫ࢟ࣝࡢษࡉ
࣭␃Ꮫ⏕ࡢཷࡅධࢀ≧ἣࠋ⌧ᐇၥ㢟࡞
࣭Ꮫ㝔⏕ࡢᙅⅬ
࣭ᑓ㛛Ꮫᰯࡘ࠸࡚ࡢ࠾ヰ
࣭እᅜே␃Ꮫ⏕ࢆཷࡅධࢀࡿࠊᩍဨࡋ࡚ࡢὀពⅬࠊᕤኵ
࣭✵Ẽࢆㄞࡵࡿࡇࡣᅜ㝿⯙ྎ❧ࡘ㝿ࠊᚲࡎࡋࡶ࠸࠸ࡇࡣゝ࠼࡞࠸ࡇ
࣭ᩍဨ࠸࠺ጼࡢ࠶ࡾ᪉ࡢ㐪࠸
࣭
ࠕ᭩ࡃຊࠖࢆࡘࡅࡉࡏࡿࡇࡘ࠸࡚࡛ࡍࠋே㸦Ꮫ⏕㸧ࡘࡅࡉࡏࡿ๓ࠊࡲࡎ⮬ศࡀࡘࡅࡿ
ࡁㄢ㢟ࡔࡽ࡛ࡍࠋ
࣭ᅜ㝿Ꮫࡢ࣮ࣝࣝ᪥ᮏேⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥほ
࣭ࢪ࢙ࢿࣜࢵࢡ࣭ࢫ࢟ࣝࡢ㔜せᛶ
࣭࣋ࢺࢼ࣒ࡢ◊✲ᡂᯝࢆᤵᴗ࡛ఏ࠼࡚࠸࡞࠸
࣭ᑓ㛛Ꮫᰯࡢඛ⏕ࡢປാ᮲௳ࡣࡓ࠸ࢇࡑ࠺ࡔ
࣭㓇ඛ⏕ࡢࠕክࡣ㏨ࡆ࡞࠸ࠖ࠸࠺ゝⴥࡣࠊ࡚ࡶᚰṧࡾࡲࡋࡓࠋ
࣭Ꮫ㝔⏕ࡢᙅⅬࡘ࠸࡚ࠊ୍␒༳㇟῝ࡗࡓ࡛ࡍࠋ
࣭ㄽᩥ࣭࣏࣮ࣞࢺࡢ᭩ࡁ᪉ࠋಟኈㄽᩥᇳ➹ࡢ㝿ࡢཧ⪃ࡋࡓ࠸ࠋ
࣭ᑓ㛛Ꮫᰯࡢඛ⏕ࡢ࠾ヰࡀ⪺ࡅ࡚࡚ࡶ᭷ព⩏࡛࠶ࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ
࣭㓇ඛ⏕ࡢ࠾ヰࠊࡲࡔࡲࡔ⪺ࡁ㊊ࡾࡲࡏࢇࠋ࡚ࡶ⪺ࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
ᮏ᪥ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠾࠸࡚ࠊᨵၿࡀᮃࡲࢀࡿⅬࠊࡉࡽᮇᚅࡋࡓ࠸Ⅼࢆ࠾ᩍ࠼ࡃࡔࡉ࠸
࣭ࡶࡗヰࡋྜ࠸ࡓ࠸࡞ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ࣒࣮ࣦ࣓ࣥࢺࡀ࡞࠸ࡢ࡞ࡽࡤࠊᚋ᪉࠶ࡿࡁ࡞ᮘ࡛ࡶ
Ⰻ࠸ࡢ࡞ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ
࣭ࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡶࡋ࡚ࡳࡓ࠸ෆᐜ࡛ࡋࡓࠋ
࣭ලయⓗࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ㛫ࡀࡶࡗ࠶ࢀࡤࡼࡗࡓ࡛ࡍࠋ
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࣭ᩍဨࢆ┠ᣦࡍᏛ⏕ࡀࠊࡸࡿࡁࡇࡸ◊✲ᐊࡢᚋ㍮ࢆᣦᑟࡍࡿୖ࡛ᙺ❧ࡘࢥࢶ࡞ࢆᩍ࠼࡚
ࡋ࠸ࠋ
࣭≉࡞ࡋࠋ
࣭ࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ࡞ࠊᏛ⏕ྠኈࡀάືࡋྜ࠺㛫ࢆቑࡸࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࡓࡽᛮ࠸ࡲࡍࠋ
࣭ࡶ࠺ࡕࡻࡗࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤ࠸࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
࣭࣏࣮ࣞࢺᇳ➹࡞ࡘ࠸࡚ࠊᐇ㝿ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࢆ⾜࠸ࠊᐇ㊶ⓗ▱㆑ࢆ㌟ࡘࡅࡓࡗࡓࠋ
࣭Ⓨゝ⪅ࡀ࠶ࡿ⛬ᗘỴࡲࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࠊࡢேࡀពぢࡀࢆゝ࠸ࡃ࠸㞺ᅖẼࡀᑡࡋ࠶ࡗࡓᛮ࠸ࡲ
ࡍࠋࡇࡕࡽࡀ✚ᴟⓗ࠸ࡅࡤࡼ࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊࢱ࣑ࣥࢢ➼ࡀⓎゝ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋࢢ
࣮ࣝࣉ࡛ヰࡋྜࢃࡏࡿ⛬࡛ࡣ࡞ࡃࡶࠊᑡࡋ⪃࠼ࡿ㛫ࢆ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤࠊ⪃࠼ࢆࡲࡵࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࡑࡢࠊᮏ᪥ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛵ࡍࡿࡈពぢࠊࡈឤࢆ⮬⏤࠾᭩ࡁࡃࡔࡉ࠸       
࣭ࢤࢫࢺࢫࣆ࣮࣮࢝ࡢ㓇ࡉࢇࡢ࠾ヰࢆྵࡵࠊ࡞࡞▱ࡿࡇࡢ࡛ࡁ࡞࠸ࢆ▱ࡿࡇࡀ࡛ࡁ
࡚ᮏᙜⰋࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋࡓࡔࠊ᪥ࡢኪࡼࡾ⇕ࡀฟ࡚࠾ࡾࠊయㄪࡀࡼࡃ࡞࠸㸦యࡢ࠸ࡓ
ࡿࡇࢁࡀ③࠸㸧ࡢ࡛ࠊጼໃࡀࡼࡃ࡞࠸ឤࡌྲྀࢀࡓࡽ⏦ࡋヂࡈࡊ࠸ࡲࡏࢇࠋ
࣭⮬ศࡢᢸᙜᩍဨࡀ࠸ࡘࡶཱྀࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ࣮ࣜࢲ࣮ࣇࣞࣥࢻ࣮ࣜ reader friendlyࠖ
ࠕ࣮࢜ࢹ࢚
ࣥࢫࣇࣞࣥࢻ࣮ࣜ audience friendlyࠖࡀඹ㏻ࡋ࡚ษ࡛࠶ࡿࡇࡀㄆ㆑࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ
࣭ࡓࡃࡉࢇࡢࢺࣆࢵࢡ࡛Ⰽࠎ࡞⯆῝࠸ヰࡀ⪺ࡅ࡚Ⰻࡗࡓ࡛ࡍࠋᏛ⏕ࡢᑟࡁ᪉ࡢලయⓗ࡞ࢥࢶ
ࡸ␃Ꮫ⏕ࢆཷࡅ࠸ࢀࡓ⏕ࡌࡿࠊ⏕ࡌࡸࡍ࠸ၥ㢟࡞ࢆᩍ࠼࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚㠀ᖖࡓࡵ࡞ࡾ
ࡲࡋࡓࠋ㓇ඛ⏕ࡢ࠾ヰࡶ࡚ࡶ࠾ࡶࡋࢁࡗࡓ࡛ࡍࠋᏛࡣࡃ㐪࠺㞺ᅖẼ࡛ࠊᏛ⏕ඛ
⏕ࡢືࡁࡶ↛ࡕࡀࡗࡓࡢ࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㛗ᡤࠊ▷ᡤࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡓࡢ࡛ࡼࡗࡓ࡛ࡍࠋ
࣭ඛ⏕ࡢᤵᴗ࡛ࠊ࠸ࡘࡶඛ⏕ࡢ࠾ヰࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᬑẁ᥋ࡍࡿࢳࣕࣥࢫࡢ࡞࠸᪉ࡢ࠾ヰࡶఛ࠼ࠊ㠀
ᖖຮᙉ࡞ࡾࡲࡍࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
࣭⮬ศࡢࡳ࠼࡚࠸࡞ࡗࡓᏛᩍဨࡢ࠶ࡾ᪉ࢆࡳ࡚ࠊ㌟ࡘࡅࡿࡁጼໃ࣭ᢏ⾡ࢆ⪃࠼ࠊᩚ⌮ࡋ
࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ᛮࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⮬ศࡢࡇࢀࡽ㐍ࡴ㐨ࡢど㔝ࢆᗈࡆ࡚࠾ࡃࡇࡶᚲ
せࡔឤࡌࡓࠋࡉࡽࠊᩍဨࠊࡃᏛᩍဨ࠸࠺ࡶࡢࡢㄆ㆑ࡀࢇࢇࢃࡗ࡚࠸ࡃࡢࢆ
⮬ศࡢ࡞࡛ឤࡌࡲࡍࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
࣭࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
࣭Ꮫࡢ⤌⧊యࠊᑓ㛛Ꮫᰯࡢヰࠊᬑẁゐࢀ࡞࠸▱㆑ࢆ㌟ࡘࡅ࡚ࠊ࠸࠸ຮᙉ࡞ࡾࡲࡋ
ࡓࠋᑗ᮶ࡢಟㄽᑵ⫋ᙺ❧ࡘᛮ࠸ࡲࡍࠋ
࣭ࢪ࢙ࢿࣜࢵࢡ࣭ࢫ࢟ࣝࡢ㔜せᛶࡘ࠸࡚ࡣࠊᅇ᫂☜ᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡇ࡛㸯ࡘࡢᣦᶆ
ࡀ࡛ࡁࡓࠋࢤࢫࢺࢫࣆ࣮ࢳࡘ࠸࡚ࡣࠊᐇ㝿ࡢ࠾ヰࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㏆⏣ඛ⏕㓇ඛ⏕ࡢ᳔Ꮚ
ᗙࡿࠊᗙࡽ࡞࠸ࡢࡸࡾྲྀࡾ➼ࡽࡶ㐪࠸ࡀឤࡌྲྀࢀࠊ࡚ࡶຮᙉ࡞ࡗࡓࠋ
࣭Ꮫᩍဨࡋ࡚ࡢഃ࡞࡚ࡶཧ⪃࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ

 ➨ۑ3 ᪥┠
ᮏ᪥ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛෆᐜࢇ࡞ࡇࢆᮇᚅࡋ࡚ཧຍࡋࡲࡋࡓ㸽             
࣭Ꮫ⏕ࡓࡕࡢ࢟ࣕࣜࣃࢫࡘ࠸࡚࠺ᏛᩍဨࡣࡍࢀࡤⰋ࠸ࡢࢆ▱ࡿࡇ
࣭Ꮫᩍဨࡢࣛࣇࢥ࣮ࢫࡘ࠸࡚
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࣭ᚋ㸦Ꮫᩍဨ㸧ࡢ࢟ࣕࣜ
࣭Ꮫ⏕ࡢ࢟ࣕࣜᨭᑐࡍࡿࢫࢱࣥࢫ
࣭ࡑࢀࡒࢀࡢᩍ⫱ᶵ㛵ࡢࡕࡀ࠸ࡘ࠸࡚ࡋࡾࡓࡗࡓࠋࡑࡢ୰࡛㧗ᑓࡢ❧ሙࡣ࠺࡞ࡗ࡚ࡿࡢ
ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
࣭㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢኚ
࣭Ꮫ⏕ࡢ࢟ࣕࣜᙧᡂ᪉ἲ
࣭Ꮫᩍဨ࡞ࡿࡓࡵࡢ‽ഛࠊ༤ኈࡢ㐍㊰ࡢᐇែࠊ࢟ࣕࣜᩍ⫱ࡢᐇែ
࣭࢟ࣕࣜᙧᡂࢆᏛ࡛ࡣࡢࡼ࠺⪃࠼ࡽࢀࠊᐇ㊶ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࢆ▱ࡿࠋ
࣭࢟ࣕࣜᩍ⫱ࡀᏛ࡛ࡢࡼ࠺⾜ࢃࢀ⤮࠸ࡿࢆ▱ࡿࡓࡵ
࣭⮬ศࡢ࢟ࣕࣜࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡇЍᯝࡓࡋ࡚Ꮫᩍဨ࢟ࣕࣜࢆ⛣ࡍࡇࡣྍ⬟ࠊࡲࡓ
⛣ࡉ࡞࠸࠺ࡀ࠸࠸ࠊࢆ⪃࠼ࡿࡇ
࣭᪥ᮏࡢ࢟ࣕࣜᙧᡂᨭࡘ࠸࡚ࠊຮᙉࡋࡓࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋ
࣭Ꮫࡢᩍ⫱ᶵ㛵ࡢ㐪࠸ࡘ࠸࡚▱ࡿࠋᏛ➼࡛ࡢ࢟ࣕࣜᩍ⫱ࠊᏛᩍဨࡢࣛࣇࢥ࣮ࢫ
タィࢆ▱ࡾࠊ⮬ศࡢᑓ㛛ᙺ❧࡚ࡿࠋ
࣭Ꮫࡢࣛࣇࢥ࣮ࢫ
ᮏ᪥ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᚋࡢ࢟ࣕࣜᒎ㛤ࡢᡭࡀࡾࡀᚓࡽࢀࡲࡋࡓ㸽     
࡚ࡶ࠶ࡗࡓ 67㸣 ࠶ࡿ⛬ᗘ࠶ࡗࡓ 25㸣 ࡕࡽࡶゝ࠼࡞࠸ 8㸣  ࠶ࡲࡾ࡞ࡗࡓ 0㸣
ࡲࡗࡓࡃ࡞ࡗࡓ 0㸣
ᮏ᪥ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠾࠸࡚ࠊ༳㇟ṧࡗࡓࡢࡣࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡛ࡋࡓ㸽         
࣭Ꮫᩍဨ࡞ࡿ㞴ࡋࡉᏛ⏕ࢆࡢᵝືࡋ࡚࠸ࡃࡢ
࣭Ꮫ⏕ࡢព㆑ࡣࠕᣦᑟࡢ᪉࡛ࠖኚ࠼ࡽࢀࡿࠋᏛᩍဨࡢࡸࡾࡀ࠸ࡀࡑࡇ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ
࣭Ꮫ⏕ࡢ࢟ࣕࣜᨭᐊࡢ⌧≧
࣭㧗ᑓࡢṔྐࡘ࠸࡚ࠊࡃࡋࡽ࡞࠸ࡇࡶ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊ࠾ࡶࡋࢁࡗࡓࠋࡣࡎࡋ࡞ࡀࡽᏛ
ᰯ࠸࠺ࡶࡢࢆึࡵ࡚▱ࡗࡓࠋ
࣭ඛ⏕ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࠊⱝࡉࠊேࢆᘬࡁࡘࡅࡿຊ
࣭ᩍ⫱⌧ሙࡢᐇែ
࣭ၥ㸦Ⓨヰ㸧ᩥࡢసࡾ᪉ࡢ㞴ࡋࡉ
࣭Ꮫ࡛⾜ࢃࢀࡿ࢟ࣕࣜᩍ⫱ࡢ㞴ࡋࡉ
࣭ྖࢆࡸࡿࡇࡣ㞴ࡋ࠸ࡇၥ㢟ࢆసࡿࡇࡣ㞴ࡋ࠸ࡇ
࣭Ꮫᩍဨ࡞ࡿࡲ࡛ࡢ㞴ࡋࡉ
࣭Ꮫࡀ♫࡛ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿᩍ⫱ࡑࢀࢆᏛෆ࡛ᐇ㊶ࡍࡿࡇࡢᅔ㞴ࡉ࡛ࡍࠋ
࣭
ࠕ࢟ࣕࣜᩍ⫱ࡢ㞴ࡋࡉࠖࡑࢀࢆㄆ㆑ࡋࡲࡋࡓࠋ≉Ꮫ࠸࠺ᶵ㛵࡛ࠊ࢟ࣕࣜᩍ⫱ࡢព⩏
ࡣ⪃࠼ࡉࡏࡽࢀࡿࡇࡀ࠸ࡗࡥ࠸࡛ࡍࠋඛ⏕ࡢᤵᴗࢆఱᗘ⪺࠸࡚ࡶࠊࡑࡢᗘ᪂ࡓ⪃࠼ࡉࡏ
ࡽࢀࡲࡍࠋ
࣭Ꮫኈຊ࡛ࡋࡓࠋ࠺ࡸࡗ࡚Ꮫኈຊࢆ㌟ࡘࡅࡿࢆ⯆ᣢࡘࡼ࠺࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
࣭ၥࢆ⤌ࡳ❧࡚ࡿࡇࡢ㞴ࡋࡉ
࣭࢟ࣕࣜᩍ⫱ࡢ࣓ࣜࢵࢺ࣭ࢹ࣓ࣜࢵࢺࡘ࠸࡚
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ᮏ᪥ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠾࠸࡚ࠊᨵၿࡀᮃࡲࢀࡿⅬࠊࡉࡽᮇᚅࡋࡓ࠸Ⅼࢆ࠾ᩍ࠼ࡃࡔࡉ࠸   
࣭Ꮫᩍဨࡢࣛࣇࢥ࣮ࢫࡘ࠸࡚ࠊࡶࡗཝࡋ࠸ヰࢆ⪺ࡁࡓࡗࡓ࡛ࡍࠋ
࣭㛫ࡀ㊊ࡾ࡞࠸࡛ࡍࡡࠋࡶࡗࡓࡃࡉࢇࡢ࠾ヰࡀ⪺ࡁࡓ࠸ࡋࠊ㉁ၥࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ
࣭࡚ࡶᴦࡋࡃཷࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋࡲࡓ᮶ᖺࡶཷࡅࡓ࠸࡛ࡍࠋ
࣭㈨ᩱࡀᑡࡋᩥᏐࡀᑠࡉࡃࠊࢹ࣮ࢱࡀㄞࡳࢀ࡞ࡗࡓࠋ
࣭≉࠶ࡾࡲࡏࢇࠋཝࡋࡉࡣᚲせࡔᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᏛ⏕ࡉࢇࡢࡁྜ࠸᪉ࡣ㞴ࡋ࠸௦ࡣ
ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊᏛ⏕ࡉࢇࡢᑗ᮶ࢆᛮ࠺ឡ࡛ࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
࣭ࡶࡗ㆟ㄽࡢ㛫ࢆ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤ࠸࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
࣭㸯ࡘࡢㅮ⩏㛫ࡀయⓗ㛗ࡗࡓࠋ
࣭ᑡࡋఇ᠁ࡀ▷ࡃࠊ⑂ࢀࡲࡋࡓࠋࡏࡵ࡚༗ᚋࡣ 15 ศࢆ 2 ᅇࡗࡓ᪉ࡀࡼ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࡑࡢࠊᮏ᪥ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛵ࡍࡿࡈពぢࠊࡈឤࢆ⮬⏤࠾᭩ࡁࡃࡔࡉ࠸       
࣭ከࡃࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆࡋࠊඛ⏕ࡸࡢᏛ⏕ඹ᭷࡛ࡁࡓࠊⰋࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ
࣭ᨵࡵ࡚ࠊⲈࡢ㐨࡛࠶ࡿࡇࢆ⮬ぬࡉࡏࡽࢀࡲࡋࡓࠋㄆ㆑ࡀ⏑ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡍࡀࠊᚋ
ࡸࡿࡁࡇࡀᑡࡋぢ࠼࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
࣭࡚ࡶ⯆῝࠸࠾ヰࢆࡓࡃࡉࢇ⪺ࡃࡇࡀ࡛ࡁ࡚ࠊᏛᩍဨࡢኚࡉࡶ▱ࡾࡲࡋࡓࡀࠊ࠶ࡇࡀ
ࢀࡶᙉࡲࡾࡲࡋࡓࠋ
࣭࠸ࢁ࠸ࢁពぢὶ࡛ࡁࡲࡋ࡚ࠊᮏᙜᴦࡋࡗࡓ࡛ࡍࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
࣭࢟ࣕࣜᙧᡂࡣఱࠊᩍ⫱࣭◊✲ࡣఱࠊᏛᩍဨ࠸࠺ᯟࡔࡅ࡛࡞ࡃⰍࠎ࡞ࡇࡘ࠸
࡚⪃࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
࣭ࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ࡞άືࡢ୰ࣆࣜࢵຠ࠸ࡓᣦᑟࡀ࠶ࡾࠊ࠺ࢀࡋࡃ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ࠶ࡾࡀ
࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
࣭⃰ᐦ࡞୕᪥㛫ࠊ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
࣭⮬ࡽၥ࠸ࢆ᥀ࡾฟࡋ࡚ࠊࡲࡎ⮬ศ࡛ࡼࡃ⪃࠼࡚ࠊࡑࡋ࡚ࢢ࣮ࣝࣉ࡛㆟ㄽࡍࡿࡢࡣࡍࡈࡃ࠸࠸
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
࣭࢘ࢺࣉࢵࢺࣥࣉࢵࢺࡢࣂࣛࣥࢫࡀ㐺ษ࡛ࠊ㞟୰ຊࢆಖࡘࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
࣭࠸ࢁ࠸ࢁཧ⪃࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ

ۑ᭱⤊ࣥࢣ࣮ࢺ
3 ᪥㛫ࡢࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࠊࡃ༳㇟῝ࡗࡓෆᐜࠊᚋࡢཧ⪃࡞ࡿឤࡌࡓෆᐜࡘ࠸࡚ᩍ
࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸
࣭ࡲࡎ┠๓ࡏࡲࡗ࡚࠸ࡿᤵᴗࡢᙧᡂࡘ࠸࡚▱ࡿࡀ࡛ࡁࠊࡢᵝࡍࢀࡤᏛ⏕ࡣᐷ࡞࠸ࡢ
ࠊ⪃࠼ࡿࡢࠊࡑࡋ่࡚⃭ࢆཷࡅࡿࡢࠊ⪃࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ࡚ࡢᤵᴗࡀ༳㇟῝ࡃࠊ
ཧ⪃࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
࣭Ꮫᩍဨࡋ࡚ࡢᩍ⫱ἲ
࣭࢟ࣕࣜᙧᡂ㛵ࡋ࡚ࠊ⮬ศࡶྵࡵࡓᏛ⏕ࡢᣦᑟ᪉ἲ
࣭ᩍ࠼᪉ࡢෆᐜ㛵ࡍࡿࡶࡢ
࣭㸯ᅇ┠࡛ࡣࠊ࠸Ꮫ⏕⯆ࢆࡶࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࠊ㸰ᅇ┠࡛ࡣࠊᏛࡢඛ⏕ࡢ▱ࡽࢀࡊࡿࠊ
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㸱᪥┠࡛ࡣࠊᏛࡢ࢟ࣕࣜᨭࡢࢪ࣐ࣞࣥࡘ࠸࡚ࡍࡈࡃ⪃࠼ࡉࡏࡽࢀࡲࡋࡓࠋ
࣭㸯᪥┠ࡣࢡࢸࣈάືࢆྲྀࡾධࢀᐇࡋ࡚࠸ࡓࠋ㸰᪥┠ࡣᤵᴗࡢࢸࢡࢽࢵࢡࠋ㸱᪥┠ࡣᏛ
⏕ࡢᐇែࠊᩍ⫱ᶵ㛵ࡢ⌧≧ࠋ
࣭ከேᩘᤵᴗ࡛ࡢᕤኵ
࣭ᤵᴗࢆ㐍ࡵࡿ୰࡛ discussion ࡸࢢ࣮ࣝࣉసᴗࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇࡢࡉ
࣭Ꮫᩍဨ࡞ࡿࡲ࡛ࡢ㞴ࡋࡉࡀ≉༳㇟ⓗ࡛ࡋࡓࠋ
࣭࢟ࣕࣜᨭᩍ⫱ࠊ
ࠕ᭩ࡃࠖᣦᑟ࡛ࡍࠋ㸯᪥┠ࡣḞᖍ࡛ࡋࡓࡀࠊࡳ࡞ࡉࢇᴦࡋࡗࡓ࠾ࡗࡋࡷ
ࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
࣭୰ඛ⏕ࡢᤵᴗࡢࠕᑟධࠖࡣ࡚ࡶཧ⪃࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
࣭⮬ศࡽၥ㢟ࢆฟࡍࡢࡣ㠀ᖖࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋᑗ᮶ࡢ࢟ࣕࣜே⏕ᚲࡎᙺ❧ࡘᛮ࠸
ࡲࡍࠋ
࣭㸯᪥┠ 㸳ศ㛫ࡢᶍᨃᤵᴗࠊ㸰᪥┠ ࣏࣮ࣞࢺࡢ᭩ࡁ᪉ࠋᏛ⏕ࡢᩍᤵ᪉ἲ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊྠ
Ꮫ⏕࡛࠶ࡿ⮬㌟ࡢ❧ሙࡽࡶ㌟ࡋࡳࡿࡇࡀ࠶ࡗࡓࠋ㸱᪥┠ࠕၥ㢟ࢆసࡿࠖࡇࡢ㞴ࡋࡉࠋ
࣭ᑓಟᏛᰯࡢඛ⏕ࡢ࠾ヰ㸦ປാ⎔ቃ࡞㸧
࣭ྛඛ⏕ࡢᏛෆࡢㅖഃ㠃ࡢヰ㸦ᩍᤵࠊ࢟ࣕࣜᩍ⫱㸧

ᚋࡢᏛಟィ⏬࣭࢟ࣕࣜタィࡘ࠸࡚ࠊ3 ᪥㛫ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛཷㅮࢆ㏻ࡋ࡚ᚓࡓࡶࡢࠊព㆑ࡋ
ࡓࡇࡘ࠸࡚ࠊᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸
࣭ᚋ JREC-IN Ⓩ㘓ࡋ࡚ࢫࢺࢵࢡື࠸࡚࠸ࡃࠊࡸࡣࡾᑓ㛛እࡘ࠸࡚ࡶࡶࡗど㔝ࢆ
ᗈࡆࡼ࠺ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ
࣭Ꮫᩍဨࢆලయⓗ࣓࣮ࢪࡋ࡚ࠊ⌧ᐇࡢࢠࣕࢵࣉࢆᢕᥱࡍࡿࡇ
࣭Ꮫࡢᩍဨࡋ࡚ᚲせ࡞ࡇࡣఱࡔࢁ࠺࠸࠺ࡇࢆព㆑ࡋ࡚ࡁ࠸࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
࣭ᖖⓎゝࡍࡿࡇࢆ⪃࠼࡚ඛ⏕ࡢヰࢆ⪺ࡃࡇ
࣭ࡳࢇ࡞ࡢ⪃࠼ࡸࢸࢡࢽࢵࢡ࡛ࡍࡤࡽࡋ࠸ࡶࡢࢆࡠࡍࡴࡇ
࣭ࡢࡼ࠺ᤵᴗࢆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦ᣦᑟἲ㸧㹼㸲ྡࡢᩍဨࡢ᪉ࠎࢆࣔࢹࣝࡋ࡚㹼
࣭࢟ࣕࣜࡣ⏕ࡲࢀ࡚ࡁ࡚ࡽ✚ࡳ㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ≀࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ㸯ே㸯ே㐪࠺ࠊ␗࡞ࡿಶᛶࢆ
ࡢࡼ࠺ᣦᑟࡋ࡚࠸ࡃࡘ࠸࡚ࠊ᫂☜ࡋࡓ࠸࠸࠺ព㆑ࢆᣢࡗࡓࠋ
࣭ேࡢ๓࡛ヰࡍࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᑗ᮶ᩍ⫱ࢃࡿࢆࡸࡾࠊᏛ⏕ࡢ๓࡛ヰࡍὀពࡍࡁⅬࡣ
㠀ᖖཧ⪃࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
࣭⮬ศࡀ࡞ࡾࡓ࠸⫋ࡘ࠸࡚ࠊࡁࡕࢇㄪ࡚࠾ࡃࡇࡀษࡔ࠸࠺ࡇࡀࡼࡃࢃࡗࡓࠋ
࣭ᨵࡵ࡚ࠊᩍ⫱⯡ࢆぢ┤ࡋ࡚ࡳࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊࢩࣛࣂࢫ࡞ࡣࠊ⚾ࡢྲྀࡾධ
ࢀ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡛ࡍࠋ
࣭㏆⏣ඛ⏕ࡀ࠾ࡗࡋࡷࡗ࡚࠸ࡓࠕ≬Ẽࡶᚲせࠖ࠸࠺ࡇࡀᚰṧࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ♫⛉ᩍ⫱ࠊබ
Ẹ⛉ᩍ⫱ࡢᨵ㠉ࡀࠊ⚾ࡢṧࡾࡢே⏕ࡢㄢ㢟ࡔᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢࡓࡵࠊ♫ⓗⓎゝຊࡀ࠶
ࡿ࣏ࢫࢺࢆᚓ࡚ࠊ≬ࡗࡓࡼ࠺άືࡋ࡚࠸ࡇ࠺ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ࢟ࣕࣜࣉࣛࣥࢆࡡࡾ࡞࠾ࡋࡲ
ࡍࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
࣭ᩥ❶ࡢ᭩ࡁ᪉ࠊ࠸࠸ඛ⏕ࡢ࠶ࡾ᪉ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ࢫ࢟ࣝࢆ㌟ࡘࡅࡲࡋ࡚ࠊᚋࡢᏛಟィ⏬
࢟ࣕࣜタィࡍࡿࡁࠊάࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
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࣭⮬㌟ࠊᑓ㛛▱㆑௨እࡢ▱㆑ࡀஈࡋ࠸ࡇྰᛂ࡞ࡃẼ࡙ࡉࢀࡓࠋ⮬ࡽࢆྲྀࡾᕳࡃᏛࡘ࠸
࡚ࠊࡶ࠺ᑡࡋᗈࡃ┠ࢆྥࡅ࡚࠸ࡁࡓ࠸ឤࡌࡓࠋ
࣭◊✲⪅ࡋ࡚◊✲ᩍ⫱ࡢᙺࢆ⪃࠼ࡉࡏࡽࢀࡲࡋࡓࠋ
ࡑࡢࠊ࠾Ẽ࡙ࡁࡢⅬࡘ࠸࡚ࠊ⮬⏤࠾᭩ࡁࡃࡔࡉ࠸
࣭ᚋࠊࡇࡢᵝ࡞ㅮᗙࡀࡦࡽࢀࡿ࣓࣮ࣜࣥࢢࣜࢫࢺ࡛࠾▱ࡽࡏࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿᎰࡋ࠸࡛
ࡍࠋఱྠࡌ⫋ࢆ┠ᣦࡍேࡓࡕ࡛ࢢ࣮ࣝࣉࢆࡘࡃࡾࠊᑵ⫋άືࢆࡍࡿࡓࡵࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆࠊᤵ
ᴗࡔࡅ࡞ࡃࠊࢧ࣮ࢡࣝࡢᵝ࡞ࡓࡕ࡛సࢀࡓࡽ࠸࠸࡞ᛮ࠸ࡲࡍࠋᶍᨃᤵᴗࢆࡸࡗ࡚ࡳࡿࡇ
ࡸ᭩㢮సᡂ㛵ࡋ࡚ࠊࡶࡗ▱ࡾࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ
࣭⮬ศ⮬㌟ࡢㄆ㆑ࡀࡲࡔࡲࡔ⏑࠸࠸࠺ࡇࢆ㉁ၥࡍࡿࡇ࡛Ẽ࡙ࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋᶵ
ࡀ࠶ࢀࡤࠊ✚ᴟⓗ㉁ၥ㸦ᨷᧁ㸧ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡛ࡍࠋ
࣭࡚ࡶᴦࡋࡃᏛࡓ㸱᪥㛫࡛ࡋࡓࠋࢻࢡࢱ࣮࡞ࡗ࡚ࢡࣛࢫࢆࡿࡇࡣࢇ࡞ࡗࡓࡢ
࡛ࠊ࡞ࡾ㢌ࢆࣇࣝᅇ㌿ࡉࡏࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊ᮶ᖺࡶྍ⬟࡞ࡽ࠺ࡅࡓ࠸࡛ࡍࠋ
࣭ᮾඛ⏕ࡀ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࢫࣛࢻ࡞ࠊࡶࡋྍ⬟࡛࠶ࢀࡤࣉࣜࣥࢺ࢘ࢺ or ࢹ࣮ࢱࢆぢࡏ࡚
࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᖾ࠸࡛ࡍࠋ
࣭Ꮫᩍဨㄽࢆ࠺ࡅࡓࡇ࡛ࠊᏛᩍဨ࠸࠺ጼࡀࡳ࠼ࡓࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ࢟ࣕࣜࡸᩍ⫱࠸࠺ࡇ
ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡛ࠊ⮬ศࡢᑗ᮶⪃࠼࡚࠸ࡿ⫋ࡘ࠸࡚ࡶᮏᙜࡓࡵ࡞ࡿㅮᗙ࡛ࡋࡓࠋ࠶ࡾࡀ
࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
࣭ኟ┠ඛ⏕ࠊᶵࡀ࠶ࢀࡤ㠀ᩍ⫱ࡘ࠸࡚ヰࡋ࡚ࡳࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋඛ⏕᪉࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸
ࡲࡋࡓࠋᚋࡶࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
࣭ᑗ᮶ࡢ㐍㊰ࡘ࠸࡚ࠊࡶࡗ┿⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ᐇឤࡋࡲࡋࡓࠋ
࣭ᶵࡀ࠶ࢀࡤࠊࡲࡓ㠀ཧຍࡋࡓ࠸ࠋ㐪࠺⎔ቃࡢ᪉ฟ࠼ࡓࡢࡣࠊ㠀ᖖⰋ࠸⤒㦂࡞ࡾࡲ
ࡋࡓࠋ
࣭ᚋࡶࡇࡢࡼ࠺࡞⏬ࢆࡘ࡙ࡅ࡚࠸ࡗࡓ᪉ࡀࡼ࠸ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ
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ࢭ࣑ࢼ࣮࣭࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ
  ۑᖺ  ᭶  ᪥ ➨  ᅇᣍ⪸ࢭ࣑ࢼ࣮
ࠕࣇࣛࣥࢫࡢᏛ࠾ࡅࡿᡂேྥࡅ⥅⥆ᩍ⫱ࡢ⌧≧ㄢ㢟ࠖ

ㅮ ᖌ㸸ࢪ࣭࣐࣮࣭ࣕࣥࣜࣇࣟࢵࢡ㸦ࣇࣛࣥࢫすࣈࣝࢱ࣮ࢽࣗᏛ Ꮫ㛗㸧
᪥ 㸸2013 ᖺ 4 ᭶ 23 ᪥ 16㸸00㹼18㸸00
ሙ ᡤ㸸ᮾᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ᩥ⣔⥲ྜ㤋 7 㝵 ࣮࢜ࣉ࣮ࣥ࣍ࣝ
ᴫ せ㸸ࣇࣛࣥࢫ࡛ࡣࠊᡂேྥࡅ⥅⥆ᩍ⫱ࡀ◊✲࣭ึᮇᩍ⫱ࡶᏛࡢᇶᮏⓗࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ▱㆑♫࠸ࢃࢀࡿ≧ἣࡢ୰࡛ࠊ⏕ᾭࢃࡓࡿᏛ⩦ࡢ⤌⧊ࡀᨻ⟇ⓗ㔜どࡉࢀࠊྛ
Ꮫࡶᆅᇦࡢᡂேྥࡅ⥅⥆ᩍ⫱ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ືࡁࡣࠊࣇࣛࣥࢫᅜෆ
ࡲࡽࡎࠊEU ㅖᅜ㛫ࡶඹ㏻ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊᨻ⟇ⓗ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶ
ࢃࡽࡎࠊᐇ㝿ࡣᚲࡎࡋࡶάⓎᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡣゝ࠸ࡀࡓ࠸ࠋࡑࢀࡀఱᨾ࡞ࡢࠊࡇࢀ
ࡲ࡛ࡢᏛ࠾ࡅࡿ⥅⥆ᩍ⫱ࡢ⨨࡙ࡅ࣭ྲྀ⤌ࢆࡾ㏉ࡾࡘࡘࠊᚋࡢㄢ㢟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࠋ
ㅮ₇せ᪨
ᮏㅮ₇ࡢ┠ⓗࡣࠊࣇࣛࣥࢫࡢ㧗➼ᩍ⫱⥅⥆ᩍ⫱ࡢไᗘࡢᴫ␎ࢆ⤂ࡍࡿࡇࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃㅖ
ᅜ࠾ࡅࡿࠕᏛ⏕ᾭᏛ⩦ࠖ㸦University Lifelong Learning㸧ࡢᴫᛕࢆࡵࡄࡿᐃ⩏㆟ㄽࡀ࠸
࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ
ࣇࣛࣥࢫ࡛ࡣࠊ㧗➼ᩍ⫱㛵ࡍࡿἲᚊ㸦1984 ᖺἲ࠾ࡼࡧ 2007 ᖺἲ㸧ࡼࡾࠊ୍⯡Ꮫ⏕ྥࡅࡢ
ึᮇᩍ⫱୪ࢇ࡛ᡂேྥࡅࡢ⥅⥆ᩍ⫱ࡀࠊᏛࡢᇶᮏⓗࡢ୍ࡘ⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ⌧ᅾࠊ
᪂ࡓ࡞㧗➼ᩍ⫱ἲࡢไᐃྥࡅ࡚ࠊᅜ࡛ἲᑂ㆟ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡇ࡛ࡣࡇࢀ௦࠼࡚
ࠕ⏕ᾭᩍ⫱ࠖࡀᥖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊึᮇᩍ⫱࣭⥅⥆ᩍ⫱࠸࠺ᑐ㇟⪅ูᩍ⫱ࢆ༊ูࡍࡿ
ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊே⏕ࡢ㛗࠸ᮇ㛫ࢃࡓࡾᏛ⏕ࡢᏛࡧࢆᨭࡍࡿᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ㏣ồࡍࡿពᅗࡀ㎸ࡵ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡳࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
⥅⥆ᩍ⫱㛵ࡋ࡚ࡣࠊἲᚊࡼࡾࠊᴗࡣᚑᴗဨᨭᡶ࠺⤥⥲㢠ࡢ 1.6㸣ࢆᚑᴗဨࡢᩍ⫱カ⦎
ᙜࡍࡿࡇࡀつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㈨㔠ࡣᴗࡀᚑᴗဨࡢ⫋ົ⬟ຊྥୖࡢࡓࡵࡢᩍ⫱カ⦎⤒
㈝ᙜࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ୍㒊ࡣᚑᴗဨࡀ⮬㌟ࡢᩍ⫱カ⦎ィ⏬ᇶ࡙࠸࡚᭷⤥ఇᬤࢆྲྀᚓࡋᩍ⫱
άືࢆ⾜࠺ࡇࡀᶒࡋ࡚ಖ㞀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᏛࡣࠊᴗ࠾ࡼࡧᚑᴗဨࡢࢽ࣮ࢬ㐺ྜࡍࡿᩍ
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⫱カ⦎ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ㈨㔠ࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ୍⯡Ꮫ⏕ࡽᤵᴗᩱࢆᚩ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵࠊᡂ
ேྥࡅ⥅⥆ᩍ⫱ࡣᏛࡗ࡚ࡣ㔜せ࡞㈨㔠※࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊᏛ௨እࡶᩍ⫱カ⦎ᶵ
㛵ࡣከ࠸ࡓࡵࠊᏛࡣࡑࢀࡽࡢ㛫࡛➇தࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾࠊ
ࠕᕷሙࠖࡢㄽ⌮ᚑࡗ࡚ᩍ⫱
ෆᐜࢆ㨩ຊ࠶ࡿࡶࡢᨵၿࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ከࡃࡢᡂேᏛ⏕ࢆ྾ࡍࡿࡓࡵࠊᏛࡣከᵝ࡞ດຊࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ୍ࡘࡋ࡚ࠕᚑ๓
Ꮫ⩦ㄆᐃࠖ㸦Recognition of Prior Learning㸧ࡢไᗘࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸱ᖺ௨ୖࡢ♫⤒㦂ࡢ࠶ࡿ♫
ேᑐࡋ࡚ࠊ⫋ᴗ⤒㦂࣭♫⤒㦂ࢆ㏻ࡌ࡚⋓ᚓࡋࡓ⬟ຊࢆホ౯ࡋࠊࡑࢀࡀᡤᐃࡢᇶ‽㐩ࡋ࡚
࠸ࡿุ᩿ࡉࢀࡿሙྜࡣࠊᏛྲྀᚓᚲせ࡞༢ࡢ୍㒊ࡲࡓࡣ㒊ࢆච㝖ࡍࡿ࠸࠺ไᗘ࡛࠶
ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᏛ࡛ࡢᅾ⡠࣭ಟᏛࢆࡋ࡞ࡃ࡚ࡶࠊ᭩㢮ᑂᰝ࣭㠃᥋ࡢࡳ࡛Ꮫࢆྲྀᚓࡍࡿࡇࡶ࡛
ࡁࡿࠋ
⥅⥆ᩍ⫱ࡀồࡵࡽࢀࡿ♫ⓗ⫼ᬒࡋ࡚ࠊࡘ࡚ࡢࡼ࠺࡞㛗ᮇ㞠⏝ࡀᅔ㞴࡞ࡾࠊ⫋ᴗ⏕ά
ᮇ㛫ࢆ㏻ࡌ࡚ከᵝ࡞㞠⏝ᙧែ࡛ࡢᑵᴗࢆవ࡞ࡃࡉࢀ࡚࠸ࡿ⌧ᐇࡀ࠶ࡿࠋኻᴗᑵ⫋ࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ
ࢣ࣮ࢫࡶ࠶ࡾᚓࡿࠋᑵ⫋ᏛᏛࢆ⧞ࡾ㏉ࡍែࡶணࡉࢀࡿࠋࡇࡢែࡢᑐᛂᡭẁࡋ࡚
⥅⥆ᩍ⫱ࡀ㔜どࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊ༢࡞ࡿ⥅⥆ᩍ⫱࡛ࡣ࡞ࡃࠊึᮇᩍ⫱㐃⤖ࡋࡓᩍ⫱ࢆ⏕ᾭࢃࡓࡾಖ㞀ࡍࡿ⏕ᾭᏛ
⩦ࡢ㐀ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㐀ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ
ࠕ⏕ᾭࢃࡓࡾᩍ⫱ࢆಖ㞀ࡍࡿᏛࠖᏛ⮬
㌟ࡀኚࢃࡿࡇࡀᚲ↛ⓗồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

 ۑᖺ  ᭶  ᪥ ➨  ᅇᣍ⪸ࢭ࣑ࢼ࣮
ࠕ(8 Ḣ࠾ࡅࡿ⏕ᾭᏛ⩦ᨻ⟇ከᵝ࡞Ꮫ⩦ᡂᯝࡢホ౯ࠖ





ㅮ ᖌ㸸⃝㔝 ⏤⣖Ꮚ㸦⪷ᚰዪᏊᏛ ᩍᤵ㸧
᪥ 㸸2013 ᖺ 5 ᭶ 17 ᪥ 16㸸00㹼18㸸00
ሙ ᡤ㸸ᮾᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ᩥ⣔⥲ྜ㤋 7 㝵 ࣮࢜ࣉ࣮ࣥ࣍ࣝ
ᴫ せ㸸῝้࡞⤒῭༴ᶵℜࡋ࡚࠸ࡿ㹃㹓ࡣࠊᖺࠊపᢏ⬟ᒙࡢ㐍Ꮫࡸᑵປࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊḢ
ᕞ㈨᱁ᯟ⤌(EQF)ᑐᛂࡋ࡚ࣀࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࠾ࡼࡧࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞Ꮫࡧࡢᡂᯝࢆホ౯
(validation)ࡍࡿ⤌ࡳࢆ 2018 ᖺࡲ࡛ᵓ⠏ࡍࡿࡇࢆຍ┕ྛᅜ່࿌ࡋࡓࠋ㢮ఝࡍࡿ⏕ᾭ
Ꮫ⩦ࡢఏ⤫ࡀ࠶ࡿḢㅖᅜࡣࠊ㹃㹓ࡢືࡁ㐃ືࡋ࡚ࠊከᵝ࡞Ꮫ⩦ᡂᯝホ౯ࡢࢩࢫࢸ࣒࡙ࡃ
ࡾඹྠ࡛ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ⏕ᾭᏛ⩦ࢆ᥎㐍ࡍࡿୖ࡛ࡢࡑࡢຠᯝࡸㄢ㢟࡞ࡽࡧ㹃㹓ᇦእㅖ
ᅜࡢᙳ㡪ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
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ㅮ₇せ᪨
Ḣᕞ㐃ྜ㸦EU㸧ࡣ 1990 ᖺ௦༙ࡤࡽḢᕞ࠾ࡅࡿ▱㆑ᇶ┙ᆺ♫࣭⤒῭ࡢᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡋࡓ⏕
ᾭᏛ⩦ᨻ⟇ࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋEU ࡛ࡣ⏕ᾭᏛ⩦ࢆᑵᏛ๓ࡽ㧗㱋ᮇࡲ࡛ࡢࣛࣇࢫࢸ࣮ࢪࡈࡢࠊ
ࣇ࢛࣮࣐ࣝᏛ⩦㸦ṇつࡢᏛᰯᩍ⫱ࢆ㏻ࡋࡓᏛࡧ㸧
ࠊࣀࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝᏛ⩦㸦♫ᩍ⫱ࠊ⫋ሙ࡛ࡢ◊ಟ
࡞⤌⧊ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀṇつࡢ㈨᱁┤᥋ࡣ⤖ࡧࡘ࡞࠸Ꮫࡧ㸧࡞ࡽࡧࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝᏛ⩦㸦ᐙ
ᗞ⏕άࡸ࣎ࣛࣥࢸάືࢆ㏻ࡋࡓᏛࡧࠊ⮬ᕫᏛ⩦࡞㸧ࢆྵࡵᖜᗈࡃᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋᵝࠎ࡞㒊
㛛ࡲࡓࡀࡿከᵝ࡞⏕ᾭᏛ⩦ᅜቃࢆ㉸࠼࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡶዡບࡍࡿ୍᪉࡛ࠊከᵝ࡞Ꮫࡧࡢᡂᯝ
ࢆຠ⋡ⓗホ౯࣭ㄆᐃࡋ࡚ᑵᏛࡸᑵປࡢᶵ⤖ࡧࡘࡅࡿࡇࢆᐜ᫆ࡍࡿࡓࡵࡢඹ㏻ࡢࢩࢫࢸ
࣒ࡢᯟ⤌ࡳ࡙ࡃࡾࡀㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋྛᅜ࠾ࡅࡿඛ⾜ࡢㄪᰝ࡞ࡢᡂᯝࢆࡩࡲ࠼ࠊ2000
ᖺ௦ᮎࡣࠕ⏕ᾭᏛ⩦ࡢḢᕞ㈨᱁ᯟ⤌ࡳ(EQF)ไᐃ㛵ࡍࡿḢᕞ㆟ཬࡧ⌮່࿌ࠖ
㸦2008 ᖺ㸧
ࠊ
ࠕࣀࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝᏛ⩦࠾ࡼࡧࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝᏛ⩦ࡢㄆᐃࡢࡓࡵࡢḢᕞ࢞ࢻࣛࣥࠖ(CEDEFOP,
2009)࡞ࡀⓎ⾲ࡉࢀࠊຍ┕ㅖᅜࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᇦእ࿘㎶ㅖᅜ࠾࠸࡚ࡶࠊᑐᛂࡋࡓᅜࡢ㈨᱁ᯟ⤌ࡳ
ࡸㄆᐃไᗘࢆᩚഛࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ
ࡑࡢᚋḢᕞࡢ㔠⼥༴ᶵࡼࡾⱝᖺኻᴗ⪅ၥ㢟ࡀ῝้ࡍࡿ࡞ࠊ2012 ᖺ 12 ᭶ࡣࠕࣀࣥࣇ࢛
࣮࣐ࣝᏛ⩦࠾ࡼࡧࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝᏛ⩦ࡢࣦࣜࢹ࣮ࢩࣙࣥࡘ࠸࡚ࠖࡢḢᕞ⌮່࿌ࡀⓎ⾲ࡉ
ࢀࠊ2018 ᖺࡲ࡛ྛᅜ࠾࠸࡚ࣀࣥࣇ࢛࣮࣐࣭ࣝࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝᏛ⩦ࣦࣜࢹ࣮ࢩࣙࣥࡢࢩࢫࢸ
࣒ࢆᩚഛࡍࡿࡇࡉࢀࡓࠋྠ່࿌ࡼࢀࡤࠊValidation ࡣࠊᶒጾ࡙ࡅࡽࢀࡓ⪅ࡼࡗ࡚ಶே
ࡀ⩦ᚓࡋࡓᏛ⩦ᡂᯝࢆᑐᛂࡍࡿࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ↷ࡽࡋ࡚

ᐃࡍࡿࡇࢆ☜ㄆࡍࡿࣉࣟࢭࢫ࡛࠶ࡾࠊ

(1)ಶேࡢ≉ู࡞⤒㦂㛵ࡍࡿᑐヰࢆ㏻ࡋࡓ㆑ูࠊ(2)ேࡢ⤒㦂ࢆྍどࡍࡿࡓࡵࡢᩥ᭩ࠊ(3)ࡇࢀ
ࡽࡢ⤒㦂ࡢᙧᡂⓗホ౯ࠊ(4)㈨᱁ࡢ୍㒊ࡶࡋࡃࡣయࡘ࡞ࡀࡿホ౯⤖ᯝࡢㄆドࡢ 4 ẁ㝵࡛⾜ࢃࢀ
ࡿࠋCEDEFOP ࡢ࢞ࢻࣛࣥࡀᥦ♧ࡍࡿ Validation ࡢ᪉ἲࡋ࡚ࡣࠊࢹ࣮࣋ࢺࠊ⮬ᕫ⾲᫂ἲࠊ
㠃ㄯࠊほᐹࠊ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ἲࠊࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࠊࢸࢫࢺ࣭ヨ㦂࡞ࡀ
࠶ࡿࠋValidation ࡢ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊEU ࡀ㛤Ⓨࡋࡓඹ㏻ࡢᒚṔ᭩ᵝᘧ࡛࠶ࡿ࣮ࣘࣟࣃࢫࡸ࣮ࣘ
ࢫࣃࢫグ㍕࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࠊḢᕞ㧗➼ᩍ⫱༢ไᗘ(ECTS)ࡸḢᕞ⫋ᴗᩍ⫱カ⦎༢ไ
ᗘ(ECVET)࠸ࡗࡓࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞ᩍ⫱㈨᱁ไᗘ⼥ྜࡉࡏ࡚࠸ࡃࡇࡶㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ከᵝ࡞Ꮫ⩦ᡂᯝࡢホ౯ไᗘ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㢮ఝࡢ⏕ᾭᏛ⩦ᨻ⟇ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿḢ࣭ࣂࣝࢺㅖᅜ
㛫࡛ࡶඹྠ◊✲ࡀ┒ࢇ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥㄒ࡛ࡣᚑ๓Ꮫ⩦ࡢ validering ࠸࠺⏝ㄒࡀ
ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣࣇࣛࣥࢫㄒࡽࡢ⩻ヂ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࣇࣛࣥࢫᆺࡢ validation ࡀཧ⪃
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀࢃࡿࠋ
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 ۑᖺ  ᭶  ᪥ ➨  ᅇᣍ⪸ࢭ࣑ࢼ࣮
ࠕᑓ㛛Ꮫᰯ⏕ࡢ⫋ᴗୡ⏺ࡢ᥋㏆࣭ཧධ㐣⛬ࡢ᳨ウࠖ


ㅮ ᖌ㸸᳜ୖ ୍ᕼ㸦⚟ᒸᏛேᩥᏛ㒊 ᩍᤵ㸧
᪥ 㸸2013 ᖺ 6 ᭶ 19 ᪥ 16㸸00㹼18㸸00
ሙ ᡤ㸸ᮾᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ᩥ⣔⥲ྜ㤋 3 㝵 306 ₇⩦ᐊ
ᴫ せ㸸1975 ᖺᗘࡢไᗘ௨㝆ࠊ᪂つ㧗༞⪅ࡢ㐍Ꮫඛ㸦୰➼ᚋᩍ⫱ᶵ㛵㸧ࡋ࡚ᑓ㛛Ꮫᰯࡣ
Ⓨᒎࡋ࡚ࡁࡓࠋ࡛ࡣࠊ᪂つ㧗༞⪅ࡢ⣙ 17㸣ࡀᑓ㛛Ꮫᰯ㐍Ꮫࡋࠊ 2㹼3 ᖺࡢಟᴗᮇ㛫
ࢆ⤒࡚⫋ᴗୡ⏺ཧධࡋ࡚࠸ࡿ㸦Ꮫ⏕ᩘࡣ⣙ 58 ே㸧ࠋᮏሗ࿌࡛ࡣࠊࡲ࡛࠶ࡲࡾࢫ࣏ࢵ
ࢺࡀᙜ࡚ࡽࢀ࡚ࡇ࡞ࡗࡓࠊᑓ㛛Ꮫᰯ⏕ࡢᏛࡧࡘ࠸࡚ࠊࡃᙼࡽࡢ⫋ᴗୡ⏺ࡢ᥋㏆࣭
ཧධ㐣⛬╔┠ࡍࡿどⅬࡽࠊࡑࡢᐇែព⩏࣭ㄢ㢟ࢆㄽࡌࡓ࠸ࠋ
ㅮ₇せ᪨
᪥ᮏ࠾࠸࡚ࠊ㟷ᖺࡢ⫋ᴗⓗ♫◊✲ከࡃࡢṧࡉࢀࡓㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓ
ࡿཎᅉࡣࠊ㟷ᖺࡢ⫋ᴗⓗ♫ࡢどゅࡀ࠸ࢃࡺࡿࠕᶆ‽ⓗ࢟ࣕࣜᙧᡂࠖᅇࡉࢀ࡚ࡁࡓࡇ
࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡃࠊ୰➼ᚋᩍ⫱࣭㧗➼ᩍ⫱ẁ㝵࠾ࡅࡿ⫋ᴗⓗ♫ࡢ↔Ⅼࡢᙜ࡚ࡽࢀ
᪉ࡣࠊ
ࠕᑵປࠖࡸࠕᑵάࠖ㝈ᐃࡉࢀࡀࡕ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊᑓ㛛Ꮫᰯ⏕ࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ➼ࡽぢ
࠼࡚ࡃࡿࡢࡣࠊ
ࠕᶆ‽ⓗ࢟ࣕࣜᙧᡂࠖ㝈ᐃࡉࢀࡿࡇࡢ࡞࠸⫋ᴗⓗ♫ࡢከᵝᛶ࡛࠶ࡾࠊࡑ
ࡋ࡚⫋ᴗⓗ♫ࡢከᵝ࡞ഃ㠃࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏሗ࿌࡛ࡣࠊᑓ㛛Ꮫᰯ⏕ࡢ⫋ᴗୡ⏺ࡢ᥋
㏆࣭ཧධ㐣⛬ࡢ᳨ウࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠊᚑ᮶᫂ࡽࡉࢀ࡚ࡇ࡞ࡗࡓࠊᑓ㛛Ꮫᰯ⏕ࡢ⫋ᴗⓗ♫
ࡢᐇែࠊࡑࡇࡽᥦ㉳ࡋ࠺ࡿ⫋ᴗⓗ♫㛵ࡍࡿㄽⅬࢆ♧ࡍࡇࢆ┠ⓗࡋࡓࠋ
ሗ࿌࡛ࡣࠊࡲࡎࠊᑓ㛛Ꮫᰯ⏕ࡢ⫋ᴗୡ⏺ࡢ᥋㏆㐣⛬࠾࠸࡚ࠊᙼࡽࡀከᵝ࡞ዎᶵࡩࢀ࡚ࠊ
ከᵝ࡞ᡂ㛗ࢆ㐙ࡆ࡚࠸ࡿࡇࢆぢࡓࠋࡲࡓ⫋ᴗୡ⏺ࡢཧධ㐣⛬࠾࠸࡚ࡣࠊᐃࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿ
ࡇࠊ⫋ᴗୡ⏺ࡢഃࡢ᮲௳ࡀ㔜せ࡞ࡿࡇࢆ☜ㄆࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊࡋࡋࠊᑓ㛛Ꮫᰯ࡛ࡢᏛࡧࡸ⤒
㦂ࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓཧධ㐣⛬క࠺ከᵝ࡞ᅔ㞴ࡢᑐᓖࢆᨭ࠼ࡿせ⣲࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡶ᫂ࡽࡋ
ࡓࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓసᴗࢆࡩࡲ࠼࡚ࠊᮏሗ࿌ࡀὀ┠ࡋࡓࡢࡀࠊࡇࢀࡽࡢ᥋㏆࣭ཧධ㐣⛬ࡢ࡞࡛㟷ᖺࡓࡕ
ࡀ♫ࡸ⮬ᕫ㛵ࡍࡿㄆ㆑ࢆᇵࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋᙼࡽࡣ⫋ᴗࢆ፹ࡋ࡚ࠊ♫ㄆ㆑࣭
⮬ᕫㄆ㆑ࡢᙧᡂࢆ⾜࠸ࠊࡑࢀࡽ⫋ᴗୡ⏺ࡢᐇ㊶ࡢ 㑏ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡀࡽࠊᙼࡽࡣḟ➨♫
ᐃࡋ࡚࠸ࡃࠋࡇ࠺ࡋࡓ⫋ᴗⓗ♫ࡢྍ⬟ᛶ╔┠ࡋࠊࡘ⌧ᅾࡢ♫ࡢ㆟ㄽࡸࢺࣛࣥࢪ
ࢩࣙࣥࡢ㆟ㄽࡢၥ㢟ᛶࢆࡩࡲ࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊ⫋ᴗࢆ㏻ࡋࡓ♫࠸࠺ほⅬࡽ⫋ᴗୡ⏺ࡢ᥋
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㏆࣭ཧධ㐣⛬ࢆ᳨ウࡍࡿ㔜せᛶࡣᥦ㉳ࡋ࠼ࡼ࠺ࠋࡃࠊ୰➼ᚋᩍ⫱ࡸ㧗➼ᩍ⫱࠾ࡅࡿᩍ⫱ⓗ
᮲௳ࡣࡇ࠺ࡋࡓほⅬࡽ࡞ࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢ㝿㔜どࡉࢀࡿࡁࡣࠊ᥋㏆࣭ཧධࡢᑐ㇟࡞
ࡿ⫋ᴗୡ⏺ࡸ♫⌧ᐇ⮬ศ⮬㌟ࡢ㛵ಀᛶࢆࡑࡢኚࡶྵࡵ࡚ࠊయࡀࣜࣝㄆ㆑࡛ࡁࡓࡾࠊ
ព࡙ࡅࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࡾࡍࡿዎᶵࢆࠊ࠸యἢࡗࡓᙧ࡛ಖ㞀ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠊ
࠸࠺Ⅼ࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ほⅬࡽࠊᑓ㛛Ꮫᰯ◊✲ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᏛ◊✲ࡸࡼࡾᗈ࠸ᯟ࡛
ࡢ㟷ᖺᮇᩍ⫱◊✲ࡀ࡞ࡉࢀࡿࡁ࠸࠺᪉ྥᛶࢆ᭱ᚋᥦ♧ࡋࡓࠋ

 ۑᖺ  ᭶  ᪥ ➨  ᅇᣍ⪸ࢭ࣑ࢼ࣮
ࠕయⓗ࡞Ꮫࡧࢆಁࡍ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢹࢨࣥࡣ㸫)' ࡢㄢ㢟 ,5 ࡢྍ⬟ᛶ㸫ࠖ


ㅮ ᖌ㸸ᒣ⏣ ๛ྐ㸦ឡᏛ ᩍ⫱࣭Ꮫ⏕ᨭᶵᵓ ᩍ⫱⏬ᐊ ᩍᤵ㸧
᪥ 㸸2013 ᖺ 7 ᭶ 19 ᪥ 16㸸00㹼18㸸00
ሙ ᡤ㸸ᮾᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ᩥ⣔⥲ྜ㤋 7 㝵 ࣮࢜ࣉ࣮ࣥ࣍ࣝ
ᴫ せ㸸⌧ᅾࠊ᪥ᮏࡢᏛᩍ⫱࠾࠸࡚ࡣ 3 ࡘࡢ࣮ࣔࢻࢩࣇࢺࡀ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨ 1 ࡣᩍᤵ⪅
ࡽᏛ⩦⪅ࡢどⅬࡢࢩࣇࢺࠊ➨ 2 ࡣṇㄢᩍ⫱ࡽ‽ṇㄢᩍ⫱ࠊṇㄢእάືࡢᡂ㛗ࢫࢸ࣮ࢪ
ࡢᣑᙇࠊ➨ 3 ࡣᤵᴗ㸦࣑ࢡࣟ㸧ࡽ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㸦࣑ࢻࣝ㸧ࠊ⤌⧊㸦࣐ࢡࣟ㸧ࡢ FD ࡢᣑᙇ
࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢᨵ㠉㌿ᮇ࠾࠸࡚ࠊᏛ⏕ࡢయⓗ࡞Ꮫࡧࢆಁࡍࡓࡵࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᐇែࡣࡢࡼ
࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࠋᮏࢭ࣑ࢼ࣮࡛ࡣࠊᅜࡢᏛ⛉㛗➼࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㈐௵ᢸᙜ⪅ࢆᑐ㇟
⾜ࡗࡓㄪᰝࢆ୰ᚰࠊFD ࡢㄢ㢟ࡸ IR ࡢྍ⬟ᛶࢆྵࡵ㆟ㄽࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
ㅮ₇せ᪨
ࡲࡎ㸪㏆ᖺࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉ࡢᅾࡾ᪉ࢆࡵࡄࡿၥ㢟⫼ᬒࡋ࡚ 3 ࡘࡢ࣮ࣔࢻࢩࣇࢺࢆྲྀࡾୖ
ࡆࡓࠋ➨ 1 ࡣ㸪Ꮫᩍ⫱ࣃࣛࢲ࣒ࡢ㌿ࠋᩍᤵ㸦⪅㸧୰ᚰࡽᏛ⩦㸦⪅㸧୰ᚰᨵ㠉ࡢどⅬ
ࢆࢩࣇࢺࡉࡏ㸪Ꮫ⩦ᡂᯝᇶ࡙ࡃ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆタィࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ➨ 2 ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡢ
ᡂ㛗ࢫࢸ࣮ࢪࡢᣑᙇࠋṇㄢ㸫ṇㄢእ࠸࠺ᚑ᮶ࡢ 2 ศἲⓗ࡞ᤊ࠼᪉ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪୧⪅ࢆࡘ࡞ࡄᙺ
ࡋ࡚‽ṇㄢᩍ⫱┦ᙜࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡀᩥ⛉┬ GP ࡞ࡶ㥑ືຊࡋ࡞ࡀࡽቑ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
Ꮫ⏕ࡣᩍᐊࡢ୰㸪༢ࡢ⠊ෆࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪࢟ࣕࣥࣃࢫෆእ࡛యⓗᏛࡧᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨ 3
ࡣ㸪FD ࡢᣑᙇ࡛࠶ࡿࠋFD 㛵ࡍࡿᨻ⟇ⓗ࡞㆟ㄽࡶྵࡵ㸪ᚑ᮶ࡢᤵᴗㄽ㸦࣑ࢡࣟ㸧≉ࡋࡓ
FD ࡽ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡸ⤌⧊ㄽ⮳ࡿᗈ⠊࡞㡿ᇦࡲ࡛ࢆ FD ࡢࢱ࣮ࢤࢵࢺࡋ࡚ᐃࡍࡿᚲせᛶ
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ࡀቑࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢၥ㢟⫼ᬒࡽ㸪ࡼࡾᏛ⏕ࡢయⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆಁࡍࡓࡵࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
㸦࣑ࢻࣝ㸧ࣞ࣋ࣝࡢ㆟ㄽࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ㸪ࡑࡋ࡚㸪ࡑࡢ᪉ἲࡋ࡚ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࢡࢸࣈ
࣮ࣛࢽࣥࢢ㸦AL㸧ࡢᐇែࡘ࠸࡚᫂ࡽࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᛴົࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ
ᅇࡢㅮ₇࡛ࡣ㸪2013 ᖺ 2㹼3 ᭶ࡅ࡚᪥ᮏ㧗➼ᩍ⫱㛤Ⓨ༠㸦JAED㸧࣋ࢿࢵࢭᩍ⫱◊
✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ࡀඹྠ࡛⏬࣭ᐇࡋࡓࠕᏛࡢయⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆಁࡍ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㛵ࡍࡿㄪᰝ
㸦Ꮫ⛉㛗ᑐ㇟㸧ࠖࡢศᯒ⤖ᯝᇶ࡙࠸࡚㸪ࡇࢀࡲ࡛࠶ࡲࡾ᫂ࡽࡉࢀ࡚ࡇ࡞ࡗࡓᏛ⛉ࡢᑓ㛛࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛ㸦ᨵ㠉㸧ࡢᐇែㄢ㢟ࢆ♧ࡍࡇࢆ┠ⓗࡋࡓࠋ
㸦1㸧⤌⧊ⓗ࡞ AL ࡢᑟධ≧ἣࡘ࠸࡚㸪8 ᙉࡢᏛ⛉࡛ AL ࡀᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ㸪ࣉࣞࢮࣥ
ࢸ࣮ࢩࣙࣥࡀ᭱ࡶᐇࡉࢀຠᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡞ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ㸦2㸧యⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆಁࡍ᪉
⟇ࡘ࠸࡚㸪⣙ 5 ࡢᏛ⛉࡛ AL ᩍᐊ࣭ࢫ࣮࣌ࢫࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ㸪FD ࡣ౫↛ㅮ₇➼୍᪉ྥ
ᆺࡢࡶࡢࡢ౫Ꮡ⋡ࡀ㧗࠸ࡇ㸪ホ౯ࡢ༙ࡣᤵᴗホ౯ࣥࢣ࣮ࢺࡢᐇࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ
࡞ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ㸦3㸧࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵゞࡢຊⅬࡘ࠸࡚㸪⣙ 9 ࡢᏛ⛉ࡀࢹࣉ࣐࣏ࣟࣜࢩ࣮ࢆ
ព㆑ࡋ࡚タィࡋ࡚࠸ࡿࡇ㸪㔜どࡋ࡚࠸ࡿⅬࡋ࡚ࠕᩚྜᛶࠖࠕ㐠⏝ࡢࡋࡸࡍࡉࠖࠕᩍဨ⤌⧊ࡢྜ
ពᙧᡂࠖ
ࠕᏛ⏕࣭Ꮫእ⪅ࡢពぢᫎࠖࡢ㡰㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡞ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
㸦4㸧࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒㐠⏝ୖࡢㄢ㢟ࡋ࡚㸪6 ᙉࡢᩍဨࡀᩍ⫱ᴗ⦼ホ౯ࡸᩍဨ㈇ᢸࡢၥ㢟ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࡇ㸪
ࠕᏛ
⏕ࡢ⬟ຊ㸦㊊㸧ࠖࠕᩍဨ࣭Ꮫ⏕ࡢ㈇Ⲵࠖࠕయไ࣭ホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࠖࠕ㐺ษ࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛタィࠖࡢ㡰
㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡞ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ㸦5㸧࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ≉ᚩ㸦ࢱࣉ㸧ࡘ࠸࡚㸪⣙ 3 ࡢ
Ꮫ⛉ࡀᑓ㛛ⓗ▱㆑ࡼࡾỗ⏝ⓗ⬟ຊࢆ㔜どࡋࡓ࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࠶ࡿࡇ㸪⤒㦂ࢆ㍈ᑓ㛛ⓗ⬟ຊࢆ
㔜どࡋ㸪⣔⤫ⓗ㓄⨨ࡉࢀࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀ᭱ࡶຠᯝⓗㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡞ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
᭱ᚋ㸪࣋ࢿࢵࢭࡀᐇࡋࡓᏛ⏕ࡢᏛ⩦࣭⏕άᐇែㄪᰝ㸦2012 ᖺ㸧ࡼࡾᩍဨᏛ⏕ࡢᤵᴗ࣭࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛᑐࡍࡿព㆑ࡢ୍⮴ᛶࡘ࠸࡚♧ࡋࡓࠋ
ㄢ㢟ࡋ࡚㸪
ࠕయⓗ࡞Ꮫ⩦ࠖ࠸࠺ၥ㢟ᡭἲࡋ࡚ࡢࠕࢡࢸࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࠖࡣᴫᛕୖ
ࡢၥ㢟ࡸᐇ㊶ୖࡢㄢ㢟ࡀከࡃṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ㸪ࡑࡢ๓ᥦࡋ࡚ᩍဨ࣭Ꮫ⏕ࡢᩍᤵ࣭Ꮫ⩦ほࡢ㌿
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ㸪FD ࡢ㑅ᢥ࣭ᐇࡀࡇ࠺ࡋࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉༑ศ㐃ືࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ
㸪ホ౯᪉ἲ㸦ࢭࢫ࣓ࣥࢺ㸧ࡶ⏬୍ⓗ୍࣭㠃ⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡞ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ

  ۑᖺ  ᭶  ᪥ ➨  ᅇᐈဨᩍᤵࢭ࣑ࢼ࣮
ࠕᏛᩍ⫱࠾ࡅࡿᏛ⩦ホ౯ࡢᵓᅗ㸫ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫホ౯ࢆ୰ᚰ㸫ࠖ
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ㅮ ᖌ㸸ᯇୗ ె௦㸦ி㒔Ꮫ 㧗➼ᩍ⫱◊✲㛤Ⓨ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ ᩍᤵ㸧
᪥ 㸸2013 ᖺ 7 ᭶ 29 ᪥ 16㸸00㹼18㸸00
ሙ ᡤ㸸ᮾᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ᩥ⣔⥲ྜ㤋 7 㝵 ࣮࢜ࣉ࣮ࣥ࣍ࣝ
ᴫ せ㸸⌧ᅾ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᏛ⩦ホ౯ࡣࠊ㸺┤᥋ホ౯ࠊ㛫᥋ホ౯㸼ࠊ㸺ᚰ⌮

ᐃᏛⓗࣃࣛࢲ

࣒ࡼࡿࡢࠊ࢜ࣝࢱ࣮ࢼࢸࣦ࣭ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢࣃࣛࢲ࣒ࡼࡿࡢ㸼࠸࠺ 2 ࡘࡢ㍈
ࡼࡗ࡚ࠊ4 ࡘࡢࢱࣉศࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋᮏࢭ࣑ࢼ࣮࡛ࡣࠊࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫホ౯㸦Ꮫ
⩦⪅ࡢᐇ₇ࡸసရࢆ㏻ࡌ࡚Ꮫ⩦ࢆ┤᥋ホ౯ࡍࡿ᪉ἲ㸧ࢆ୰ᚰࠊホ౯ࢱࣉ㛫ࡢ⿵ࡸᑐ
❧࡞ࡢ㛵ಀࢆᥥࡁฟࡍࡇ࡛ࠊ⌧ᅾࡢᏛ⩦ホ౯ࡢືྥㄢ㢟ࢆᾋࡁ᙮ࡾࡍࡿࠋ
ㅮ₇せ᪨
㏆ᖺࠊᏛᩍ⫱࡛ࡣࠊ
ࠑᩍဨࡀఱࢆᩍ࠼ࡓࠒࡽࠑᏛ⏕ࡀఱࢆᏛࢇࡔࡢࠒࠊ㛵ᚰࡢ↔Ⅼࡀ
ࢩࣇࢺࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢࢩࣇࢺࡣࠊᏛ⩦ᡂᯝࡢホ౯࠾࠸࡚ከᵝ࡞ࣉ࣮ࣟࢳࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⌧ᅾࠊᏛᩍ⫱࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᏛ⩦ホ౯ࡣࠊ
ࠑᏛ⩦ᡂᯝࢆࠊᏛ⏕ࡢᏛ⩦ࡘ࠸࡚ࡢ⮬ᕫሗ࿌ࡼࡗ
࡚㛫᥋ⓗホ౯ࡍࡿࡢࠊࡑࢀࡶࠊᏛ⏕ࡢ▱㆑ࡸ⬟ຊࡢ⾲ฟࡼࡗ࡚┤᥋ⓗホ౯ࡍࡿࡢࠒ
ࠊ
ࠑᚰ⌮

ᐃᏛⓗࣃࣛࢲ࣒❧ࡘࡢࠊࡑࢀࡶࠊ࢜ࣝࢱ࣮ࢼࢸࣦ࣭ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢࣃࣛࢲ

࣒❧ࡘࡢࠒ࠸࠺ 2 ࡘࡢ㍈ࡼࡗ࡚ࠊ4 ࡘࡢࢱࣉศࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋᮏࢭ࣑ࢼ࣮࡛ࡣࠊ
≉ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫホ౯ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ࠊ⌧ᅾࡢᏛ⩦ホ౯ࡢືྥㄢ㢟ࢆᾋࡁ᙮ࡾࡍࡿࡇࢆヨ
ࡳࡓࠋ
ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫホ౯ࡣࠊᏛ⩦⪅ࡢᐇ₇ࡸసရ㸦㸻ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ㸧ࢆ㏻ࡌ࡚Ꮫ⩦ࢆ┤᥋ホ
౯ࡍࡿ᪉ἲࡢࡇ࡛࠶ࡾࠊࡩࡘ࠺ࠊ⬟ຊ㸦ࢥࣥࣆࢸࣥࢫ㸧ࢆྍどࡍࡿࡓࡵࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫㄢ
㢟ࢆ⏝࠸ࠊࡑࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࢆゎ㔘ࡋホ౯ࡍࡿࡓࡵ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆ⏝࠸ࡿࠋ
⌧ᅾࠊᏛᩍ⫱࠾࠸࡚ྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡿࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫホ౯ࡣࠊ2 ࡘࡢࣃࣛࢲ࣒ࢆᫎ
ࡋ࡚ 2 ࡘࡢ᪉ྥᛶࡀࡳࡽࢀࡿࠋ୍ࡘࡣࠊࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫホ౯ᆺࡢᶆ‽ࢸࢫࢺ࡛࠶ࡾࠊࡶ࠺୍ࡘࡣࠊ
ᶆ‽ࡼࡽ࡞࠸ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫホ౯࡛࠶ࡿࠋ๓⪅ࡢࡋ࡚ࡣࠊOECD-AHELO ࡢỗ⏝ⓗᢏ⬟
ࡢホ౯࡛᥇⏝ࡉࢀࡓ CLA㸦Collegiate Learning Assessment㸧࡞ࡀ࠶ࡾࠊᚋ⪅ࡢࡋ࡚ࡣࠊ
ࣝࣂ࣮ࣀ࣭࢝ࣞࢵࢪࡢᐇ㊶ࡸ AAC&U㸦࣓ࣜ࢝Ꮫ࣭࢝ࣞࢵࢪ༠㸧ࡢ VALUE ࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺ࡞ࢆୖࡆࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ⚾⮬㌟ࡣࠊ⌧ᅾࠊᚋ⪅ࡢ❧ሙࡽࠊ᪂₲ᏛṑᏛ㒊ࢆࡣࡌࡵ࠸ࡃ
ࡘࡢࣇ࣮ࣝࢻ࠾࠸࡚ࠊ࣏࣮ࣞࢺホ౯ࡸ PBL㸦Problem-Based Learning㸧࡞ࡢ㡿ᇦ࡛ࠊ
ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫㄢ㢟ࡸ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡢඹྠ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢ◊✲ࡽ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࡢࡣࠊᏛ⩦ホ౯ࡣࢹࢨࣥḟ➨࡛ࠊ
ࠑᏛ⩦ࡢホ౯ࠒࡲࡽ
ࡎࠑᏛ⩦ࡋ࡚ࡢホ౯ࠒࡶ࡞ࡾ࠺ࡿ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ
ࠑᏛ⩦ࡋ࡚ࡢホ౯ࠒࡣࠊᏛ⏕⮬㌟ࡀ
ホ౯య࡞ࡿࡶࠊᏛ⩦⤒㦂ࡋ࡚ࡢ㇏ࡉࢆഛ࠼ࡓホ౯᪉ἲࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋࣃࣇ࢛࣮࣐
ࣥࢫホ౯࠾࠸࡚ࡣࠊホ౯㈇ᢸࡢࡁࡉ㸦ᐇ⾜ྍ⬟ᛶࡢపࡉ㸧ࡀᖖၥ㢟࡞ࡿࡀࠊホ౯ࢆ㏻ࡌ
࡚ࠊᏛ⏕ࡢᏛࡧࡸᡂ㛗ࢆᩍဨࡀᐇឤ࡛ࡁࢀࡤࠊホ౯㈇ᢸࡢၥ㢟ࡀ㍍ῶࡉࢀࡿࡤࡾ࡛࡞ࡃࠊホ౯
ࡣࡉࡽ࡞ࡿᩍ⫱ᨵၿࡢཎືຊࡶ࡞ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺ࠊホ౯ࡢ㛤ⓎࡣࠊᏛ࣭㒊ᒁࡢᩍ⫱ࡸᏛ⩦
యࡢᨵၿ࣭ྥୖࡁࡃ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠼ࡿࠋ
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 ۑᖺ  ᭶  ᪥ )'࣭6' ᩍ⫱ᨵၿᨭᣐⅬᴗ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ
 ࠕ࡛Ꮫࡪᩍဨචチᴗົࠖ


ㅮ ᖌ㸸ᮧ℩ 㝯ᙪ㸦ศᏛ Ꮫ⏕ᨭ㒊㸧
    ᑠ㔝 ኈ㸦㱟㇂Ꮫ ᩥᏛ㒊ᩍົㄢ㸧
᪥ 㸸2013 ᖺ 8 ᭶ 23 ᪥ 14㸸00㹼17㸸00
ሙ ᡤ㸸ᮾᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ᩥᏛ㒊㸯AB ㅮ⩏ᐊ
ᴫ せ㸸ᩍဨචチᴗົࡣࠊᩍົ࠾࠸࡚ྲྀᢅ࠸ࡀ㞴ࡋࡃၥ㢟ࡶⓎ⏕ࡋࡸࡍ࠸ᴗົゝࢃࢀ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋṇࡋࡃᩍဨචチᴗົࢆ㐍ࡵࡿࡣࠊᏛ⏕ࡢᒚಟᣦᑟ➼ࡢࡓࡵ⮬Ꮫࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᵓ⠏ࡢᣐࡾᡤ࡞ࡿᩍ⫱⫋ဨචチἲࡘ࠸࡚ṇࡋࡃ⌮ゎࡋ࡚࠾
ࡃᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋᮏ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ࡣࠊᩍဨචチᴗົࡢ⌧ሙ࡛ᐇ㝿࠶ࡗࡓࢆ⤂
ࡋ࡞ࡀࡽࠊᩍဨචチᴗົࡢ࣏ࣥࢺࢆ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉᙧᘧ࡛Ꮫࡧࡲࡍࠋ
ᐇሗ࿌
ࠕ࡛ᏛࡪᩍဨචチᴗົࠖࢆࠊྡྂᒇᏛᮾᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫᩥᏛ㒊 1AB ㅮ⩏ᐊ࡛㛤ദࡋࡲࡋ
ࡓࠋᅜࡢᏛࡽᩍົᢸᙜࡢ⫋ဨ 53 ྡࡀཧຍࡋࡲࡋࡓࠋྡྂᒇᏛࡽࡣ 15 ྡࡢ⫋ဨࡀཧ
ຍࡋࡲࡋࡓࠋ
 ᩍ⫋ㄢ⛬ࡣከࡃࡢᏛ࠶ࡾࠊẖᖺ⣙ 10 ேࡀᩍဨචチ≧ࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㔜
せ࡞ㄢ⛬࡛ࡍࡀࠊᩍົ࠾࠸࡚ྲྀᢅ࠸ࡀ㞴ࡋࡃၥ㢟ࡶⓎ⏕ࡋࡸࡍ࠸ᴗົゝࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋṇࡋ
ࡃᩍဨචチᴗົࢆ㐍ࡵࡿࡣࠊᏛ⏕ࡢᒚಟᣦᑟ➼ࡢࡓࡵ⮬Ꮫࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᣐࡾᡤ࡞ࡿᩍ⫱⫋ဨචチἲࡘ࠸࡚ṇࡋࡃ⌮ゎࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ࡣࠊㅮᖌศᏛᏛ⏕ᨭ㒊ࡢᮧ℩㝯ᙪẶࠊ㱟㇂ᏛᩥᏛ㒊ᩍົㄢࡢᑠ㔝
ኈẶࢆ㏄࠼ࠊᩍဨචチᴗົࡢ⌧ሙ࡛ᐇ㝿࠶ࡗࡓࢆ⤂ࡋࠊࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢ㆟ㄽࢆ㏻ࡋ࡚ᩍ
ဨචチᴗົࡢ࣏ࣥࢺࢆᏛࡧࡲࡋࡓࠋ
 ཧຍ⪅ࡽࡣࠕኚຮᙉ࡞ࡗࡓࠖࠕᐇ㊶ᙺ❧ࡘᛮ࠺ࠖࠕࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡀᐇࡋ࡚࠸ࡓࠖ
࡞ࡢ⫯ᐃⓗ࡞ពぢࡀᐤࡏࡽࢀࡲࡋࡓࠋᚋࡶྠᵝ࡞࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆᕼᮃࡍࡿኌࡶᐤࡏࡽࢀࠊ
ḟᅇࡢ㛤ദࡶ᳨ウࡍࡿࡇ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
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  ۑᖺ  ᭶  ᪥ ➨  ᅇᐈဨᩍᤵࢭ࣑ࢼ࣮
ࠕ୰ᅜࡢᏛኈㄢ⛬ᩍ⫱ᨵ㠉ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ̿ࡑࡢᐇ᪉ἲ࣭ෆᐜࡢ≉ᚩ̿ࠖ

ㅮ ᖌ㸸ᚎ ᅜ⯆㸦୰ᅜ ⳹ᮾᖌᏛ ᩍᤵ㸧
᪥ 㸸2013 ᖺ 10 ᭶ 8 ᪥ 16㸸30㹼18㸸00
ሙ ᡤ㸸ᮾᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ᩥ⣔⥲ྜ㤋 7 㝵 ࣮࢜ࣉ࣮ࣥ࣍ࣝ
ᴫ せ㸸୰ᅜࡢᏛ࡛ࡣࠊᏛኈㄢ⛬ᩍ⫱ࡢ㉁ᨵၿࡢࡓࡵࡢつᶍࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕᏛኈㄢ⛬ࡢ㉁ಖ
ドᩍᏛᨵ㠉ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࡀᨻᗓᑟ࡛㐍⾜୰࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏ࡛௨๓ࡽᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿᩍ
⫱㹅㹎ࡢ୰ᅜ∧ࡳࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋᮏㅮ₇࡛ࡣࠊྠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᴫせࢆ᫂ࡽࡍࡿ
ࡶࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᴗࡢ୰ᚰ࡛࠶ࡿࣔࢹࣝᤵᴗㄆᐃࡘ࠸࡚ࡑࡢෆᐜ࣭ᐇᡭἲࡢ≉ᚩ
ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ᪥ᮏࡢ㹅㹎ẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽࠊ୰ᅜࡢྠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢෆᐜ࣭ᐇᡭἲ࣭ᚋࡢ
ㄢ㢟➼ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ
ㅮ₇せ᪨
ୡ⏺ⓗ▱㆑ᇶ┙♫࣭⛉Ꮫᢏ⾡㧗ᗘྥࡅࡓ➇தࡀ୍ᒙ⃭ࡋࡃ࡞ࡿ୰࡛ࠊࡇࢀ࠺ᑐ
ฎࡍࡿࡘ࠸࡚ࠊྛᅜࡶヨ⾜ࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ㧗➼ᩍ⫱ᨵ㠉ࠊ≉Ꮫኈㄢ⛬ࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࡀྛᅜ
ඹ㏻ࡢㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୰ᅜ࡛ࡶࠊᏛᏛኈㄢ⛬ᩍ⫱ࡢ㉁ᨵၿࡢࡓࡵࠊᨻᗓᑟࡢつᶍࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕᏛᏛኈㄢ⛬ࡢ㉁ಖドᩍᏛᨵ㠉ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࡀ㐍⾜୰࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ᪥ᮏ࡛ྲྀ
ࡾ⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡿᩍ⫱㹅㹎ࡢ୰ᅜ∧࠸࠼ࡿࠋ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ┠ᶆࡣࠊ㧗➼ᩍ⫱⾗ࡼࡿ㉁పୗࡢ㜵Ṇேᮦ⫱ᡂࡢ㉁ྥୖࡼࡿᅜᐙ⤒
῭Ⓨᒎࡢಁ㐍࡛࠶ࡿࠋᐇ㐣⛬ࡣࠊ2001 ᖺࡢ㛤ጞࡽ᪥ࡲ࡛ࠊ☜❧ẁ㝵㸦2001-06㸧ࠊᣑẁ㝵
㸦2007-10㸧ࠊ᪂ᒎ㛤ẁ㝵㸦2011-15㸧ࡢ㸱ẁ㝵༊ศࡉࢀࡿࠋ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺຠᯝࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࠊ2011 ᖺࡽᴗෆᐜࡣ௨ୗࡢ㸳㡿ᇦᩚ⌮࣭⤫ྜࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋձᏛኈㄢ⛬ᩍ⫱ࡢ㉁ࡢホ౯ᇶ‽ࡢ᫂☜ࠊղᏛ⛉ࡢ⥲ྜⓗᨵ㠉ࠊճࣔࢹࣝᤵᴗࡢㄆᐃࠊㄆᐃ
ᤵᴗࡢ㘓⏬ࠊཧ⪃ᩥ⊩➼ࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࣭බ㛤ࠊմᏛ⏕ࡢᐇ㊶࣭㐀ⓗ⬟ຊࡢ⫱ᡂࠊյᏛᩍ
ဨࡢᩍ⫱⬟ຊྥୖࠊ࡛࠶ࡿࠋᴗࡢᐇయࡣ◊✲୰ᚰࡢ㔜ⅬᏛ㝈ࡽࢀࡿࠋ
ձղࡘ࠸࡚ࡣࠊ270 Ꮫ⛉ࢆ㑅ᐃࡋࠊ⥲ྜⓗ࡞ᩍ⫱ᨵ㠉ࢆ⾜࠸ࠊ300 ࡢᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㑅
ᐃ࣭ㄆᐃࢆ⾜࠺ࠋճࡣࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ୰ᚰ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢෆᐜࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋᩍ⫱㈨※ࢆ
ᥖ㍕ࡍࡿᨻᗓ⣔࢙࣮࢘ࣂ࣮ࢧࢺࡢ❧ୖࡆࠊ600 ࡢࣔࢹࣝᤵᴗ㘓⏬ࢆ open course ware ࡋ୍࡚
⯡බ㛤ࠊ2900 ࡢࣔࢹࣝᤵᴗ㘓⏬ࢆ course resource ࡋ࡚ࠊᶒ㝈ࢆᣢࡘ」ᩘࡢᏛ㛵ಀ⪅ࡢᥦ
౪ࠋࣔࢹࣝᤵᴗࡋ࡚ᨻᗓࡢㄆᐃࢆཷࡅື⏬ࡍࡿࡣࠊᑓ㛛ᑂᰝጤဨసᡂࡢᑂᰝᇶ‽ࠊ㘓⏬
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ࡢᢏ⾡ᇶ‽ࠊࢸࢫࢺබ㛤ᮇ㛫୰ࡢ⏝⪅ࡢᛂ࠸࠺୕ᇶ‽ࢆ‶ࡓࡍࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋմ࡛ࡣࠊ
ᢏ⾡ࠊ་Ꮫ⮫ᗋࠊ㎰ᴗࠊἲᏛ➼ࡢᐇ⏝ⓗᏛ⛉ 300 ㏆ࡃࡢࠕᰯእᐇ㊶ᇶᆅࠖࢆタ❧ࡋࠊᏛ⏕ࡢ
ᐇ㊶ⓗ⬟ຊࡢྥୖࢆᅗࡿࠋ100 Ꮫᐇ㦂ᩍᏛࢭࣥࢱ࣮ࢆタ❧ࡋࠊ⛉Ꮫᐇ㦂ࡢࣞ࣋ࣝྥୖࢆࡵࡊ
ࡍࠋࡉࡽࠕᏛ⏕㐀⬟ຊ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࠕᏛ⏕㐀⬟ຊ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖᑐࡍࡿ㈈
ᨻⓗᨭࢆ⾜࠺ࠋյ࡛ࡣࠊ30 Ꮫ㹄㹂ࢭࣥࢱ࣮ࢆタ⨨ࡍࡿࠋ㛤Ⓨࡢ㐜ࢀ࡚࠸ࡿす㒊ࡢᏛࡢᩍ
⫋ဨ◊ಟࡢࡓࡵࠊᮾ㒊ࡢ 53 㔜ⅬᏛ≉ู࡞◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆタࡅࠊࡑࢀ㈈ᨻⓗᨭࢆ⾜
࠺ࠋᅜᏛᩍᖌ㣴ᡂࡢࡓࡵࡢ E-learning ࢩࢫࢸ࣒ࡶ㛤Ⓨࡍࡿࠋ
ྛẁ㝵࠾ࡅࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᐇ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊከᵝ࡞ᡭἲࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࣔࢹࣝᤵᴗ
ࡣබເไࠊࡑࡢ௨እࡣጤクไࡼࡾ⾜ࢃࢀࡿࠋබເࡢෆᐜࡶẁ㝵ࡈከᵝ࡛࠶ࡿࠋ2010 ᖺ௨๓
ࡢᅜࣔࢹࣝᤵᴗࡢබເࡣྛᏛࠊᆅ᪉ࠊᅜࡢྛ࡛ࣞ࣋ࣝ⾜ࢃࢀࡓࠋྛᏛࡈ㑅ᢤࡉࢀࡓ
ࣔࢹࣝᤵᴗࡀୖ⣭ẁ㝵࡛ࡉࡽᑂᰝࡉࢀ㑅ᢤࡉࢀࡿࠋ2010 ᖺ௨㝆ࡣࠊᩍဨಶேࡀ┤᥋ᛂເࡍࡿ
⤌ࡳኚ᭦ࡉࢀࡓࠋ
ᏛᏛኈㄢ⛬ᩍ⫱ᨵ㠉ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊྛᆅࡢᏛࡢᩍ⫱ᨵ㠉୍ᐃࡢຠᯝࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊᮍゎỴࡢၥ㢟ࡶከ࠸ࠋ࠼ࡤࠊᨵ㠉ࡢᏛᩍဨࡢཧຍពḧࡢྥୖ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢゎỴࡢࡓࡵ
ࠊୡ⏺ྛᅜࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࡢ⤒㦂ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊࡉࡽ῝ࡃ◊✲ࡍࡿࡇࡀㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

 ۑᖺ  ᭶  ᪥ ➨  ᅇᣍ⪸ࢭ࣑ࢼ࣮
ࠕ⡿ᅜ㧗➼ᩍ⫱࠾ࡅࡿᏛ⏕ᨭᨵ㠉ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢᙺࠖ


ㅮ ᖌ㸸ᑠ㈏ ᭷⣖Ꮚ㸦ᕞᏛ ᩍ⫱ᨵ㠉⏬ᨭᐊ ຓᩍ㸧
᪥ 㸸2013 ᖺ 10 ᭶ 18 ᪥ 16㸸00㹼18㸸00
ሙ ᡤ㸸ᮾᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ᩥ⣔⥲ྜ㤋 7 㝵 ࣮࢜ࣉ࣮ࣥ࣍ࣝ
ᴫ せ㸸࣓࡛ࣜ࢝ࡣ 1990 ᖺ௨㝆ࠊᏛ⩦⪅୰ᚰ⩏ࡢྎ㢌ࡼࡗ࡚ࠊᏛ⏕ᨭࡢ࠶ࡾ᪉ࡢ᰿ᮏ
ⓗ࡞ぢ┤ࡋࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋ≉ 2000 ᖺ௨㝆ࠊᏛ⏕ࡢᏛ⩦࣭⏕ά㠃ࡘ࠸࡚ࡢከ㠃ⓗ࡞ほⅬ
ࡽࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢຠᯝࢆ᳨ドࡋࠊᨵၿࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢྲྀ⤌ࡀᛴ㏿ᗈࡀࡗ࡚
ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ືࡁࡢ⫼ᬒ࠶ࡿ࢚ࣅࢹࣥࢫ㔜どࡢ⪃࠼᪉ࡢ≉ᚩຍ࠼ࠊࢭࢫ࣓ࣥ
ࢺࢆᢸ࠺ᑓ㛛⫋ࡢ㣴ᡂࡸࠊ⤖ᯝࡢࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡ᪉ἲ➼ࠊ᪂ࡓฟ⌧ࡋ࡚ࡁࡓㄢ㢟ࡘ࠸࡚
ࡶ᳨ウࡍࡿࠋ
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ㅮ₇せ᪨
ᮏሗ࿌࡛ࡣࠊ㏆ᖺᣑࡋ࡚࠸ࡿ⡿ᅜ㧗➼ᩍ⫱ࡢᏛ⏕ᨭࡢࢭࢫ࣓ࣥࢺࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᏛ⏕ᨭ
࠾ࡅࡿᏛ⩦⪅୰ᚰ⩏ࡢ㌿ࡢᐇែࡑࡢせᅉࢆ᫂ࡽࡋࡓࠋ
1980 ᖺ௦༙ࡤ௨㝆ࡢᏛᩍ⫱࠾ࡅࡿᏛ⩦⪅୰ᚰ⩏ࡢྎ㢌ࡣࠊᏛ⏕ᨭࡶᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡓࠋ
ᚑ᮶ࠊṇㄢᩍ⫱ࡣᏛ⏕ࡢ▱ຊ࣭ㄆ▱Ⓨ㐩ࢆᢸ࠸ࠊࡑࢀࢆ⿵ࡍࡿᏛ⏕ᨭࡣᏛ⏕ࡢே㛫ⓗᡂ㛗࣭
ᚰ⌮Ⓨ㐩ࢆᢸ࠺࠸࠺ࠊᏛᩍ⫱ࡢࠕศ᩿ࠖࡉࢀࡓ≧ែࡣࠊᩍᐊෆእࡢᏛ⏕ࡢᡂ㛗ࡸᏛࡧࢆໟᣓ
ⓗᤊ࠼ࡓṇㄢᩍ⫱Ꮫ⏕ᨭࡢࠕ⤫ྜࠖࡢᴫᛕ⨨ࡁ࠼ࡽࢀࡓࠋᏛ⏕ᢸᙜᏛ㛗ࡣࠊᏛࡢ
ᩍ⫱┠ᶆ࡛࠶ࡿࠕᏛ⏕ࡢᏛ⩦ಁ㐍ࠖࢆࠊᏛ⏕ᨭࡢ࣑ࢵࢩ࣭ࣙࣥ┠ᶆࡋࠊ
ࠕᏛᑅ࣮࣋ࢫࡢᏛ⩦ࢥ
࣑ࣗࢽࢸࠖࡢࡼ࠺࡞᪂ࡓ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᑟධࡶࠊᏛ⏕ࡢᏛ⩦ᡂᯝࡢྥୖࢆព㆑ࡋࡓᏛ⏕
ᑐᛂ࡞ࠊ᪤Ꮡࣉࣟࢢ࣒࣭ࣛࢧ࣮ࣅࢫࡢぢ┤ࡋࡶᅗࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ
୍᪉ࠊࡇࡢᨵ㠉ࡢ⫼ᬒࡣࠊබⓗ࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸࡢᬑཬࡸ㈈※⦰ᑠ࠸࠺ᕞᨻᗓࡽࡢᙉ
࠸እᅽࡶᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢᑐᢠᡭẁࡋ࡚ࠊᏛ⏕ࡢᏛ⩦ᑐࡍࡿ㈉⊩ࢆド᫂ࡍࡿࡓࡵࡢሗࢆ
Ꮫ⏕ᢸᙜᏛ㛗㞟⣙ࡏࡡࡤ࡞ࡽࡎࠊࡑࡢ㐣⛬࡛ࢭࢫ࣓ࣥࢺὀ┠ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡞ࡗ
ࡓࠋᏛ⏕ᢸᙜ⫋ࡢᑓ㛛ᛶྥୖࢆ㢟ࡋ࡚ࡁࡓᑓ㛛⫋ᅋయࡶࠊࢭࢫ࣓ࣥࢺࢆ᥎ዡࡋࠊᏛ⏕ᨭ
ࡢᏛ⩦ᡂᯝᣦᶆࡢᶆ‽ࡸࠊࢭࢫ࣓ࣥࢺࢧࢡࣝࡢᥦၐࠊᏛ⩦ᡂᯝࡢ

ᐃἲࡢᬑཬ➼ࢆ㐍ࡵ࡚

࠸ࡿࠋᶵ㛵࡛ࣞ࣋ࣝࡣࠊᏛ⏕ᢸᙜᏛ㛗ࡢᙉຊ࡞࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡼࡾࠊホ౯ࡢᑓ㛛⫋ࡢ㞠⏝ࢆ
ጞࡵࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡈࡢᏛ⩦ᡂᯝ┠ᶆࡢタᐃࡸ⤖ᯝࡢබ⾲➼ࠊࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢᐇ㊶ሗ࿌ࡀάⓎ
࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺ࠊ
ࠕศ᩿ࠖ௦ࡢᏛ⏕ᨭ࡛ࡣಶูࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⮬ᚊᛶࡀ㧗ࡗࡓࡶࡢࡀࠊᏛ⩦⪅
୰ᚰ⩏࠾ࡅࡿṇㄢᩍ⫱ࡢ⤫ྜᴫᛕࡀⓏሙࡋࡓࡇࡼࡾࠊ⤖ᯝⓗಶูࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⤫ྜ
ࡸ୍యࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡞ࡗࡓࠋຍ࠼࡚ࠊࢭࢫ࣓ࣥࢺࢆ㏻ࡌࡓᑓ㛛⫋ᅋయᏛ⏕ᢸᙜ
Ꮫ㛗ࡼࡿࢺࢵࣉࢲ࢘ࣥᘧࡢᙉຊ࡞࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡣࠊᏛࡢᩍ⫱┠ᶆ࡛࠶ࡿᏛ⏕ࡢᏛ⩦ᡂᯝࡢ
ಁ㐍ࢆࠊ࠸Ꮫ⏕ᨭ࠾࠸࡚ᐇ⌧ࡍࡿࢆᶍ⣴ࡋࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ⫼ᬒࡣ㈈※⥭⦰࠸
࠺እᅽࡀᏛ⏕ᨭࡢᑓ㛛ᛶྥୖ࠸࠺ෆⓗືᶵ⤡ࡳྜࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࢭࢫ࣓ࣥࢺάືࡢᬑཬࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ᣑࡢ୍㏵ࢆ㎺ࡗ࡚ࡁࡓᏛ⏕ᨭࡗ࡚ࠊࢭࢫ࣓ࣥ
ࢺࡢ⤖ᯝࡼࡗ࡚ࡣࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡸ㞠⏝ᕷሙࡀ⦰ᑠࡉࢀࡿ༴㝤ᛶࡶᏎࢇ࡛࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࡑࢀ௨ୖ
ࠊᏛ⏕ࡢᏛ⩦ࢆಁ㐍ࡍࡿ࠸࠺ࠊᏛࡢᩍ⫱┠ᶆἢࡗࡓ᪂ࡓ࡞ᑓ㛛ᛶࡢ☜❧ྥࡅ࡚ࠊᣮᡓ
ࡀጞࡲࡗࡓ࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
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 ۑᖺ  ᭶  ᪥ ➨  ᅇᐈဨᩍᤵࢭ࣑ࢼ࣮
ࠕ⤒㦂ࡽᏛࡪຊࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥࠖ


ㅮ ᖌ㸸ᯇᑿ ╬㸦ᾏ㐨Ꮫ Ꮫ㝔⤒῭Ꮫ◊✲⛉ ᩍᤵ㸧
᪥ 㸸2013 ᖺ 10 ᭶ 30 ᪥ 18㸸00㹼20㸸00
ሙ ᡤ㸸ᮾᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ᩥ⣔⥲ྜ㤋 7 㝵 ࣮࢜ࣉ࣮ࣥ࣍ࣝ
ᴫ せ㸸ேࡣ⤒㦂ࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫࡧࠊᡂ㛗ࡋࡲࡍࠋᮏࢭ࣑ࢼ࣮ࡢ๓༙࡛ࡣࠊ⇍㐩ࠊ⤒㦂Ꮫ⩦ࠊ࠾ࡼࡧ
⤒㦂ࡽᏛࡪຊࡘ࠸࡚ྛ✀ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡲࡍࠋᚋ༙࡛ࡣࠊ⤒㦂Ꮫ⩦ࣉࣟࢭࢫ࠾
࠸࡚㘽࡞ࡿࠕࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥ㸦ෆ┬࣭ࡾ㏉ࡾ㸧ࠖ↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊᏛ⩦ࢆಁࡍࣜࣇࣞࢡࢩࣙ
ࣥࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿணᐃ࡛ࡍࠋ
ㅮ₇せ᪨
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲ࡼࢀࡤࠊ࣐ࢿࢪ࣮ࣕࡢᡂ㛗ࢆỴᐃࡍࡿせᅉࡢ 70㸣ࡣࠕ⤒㦂ࠖࠊ20㸣ࡣࠕ
⪅㸦ࢻࣂࢫࡸほᐹ㸧ࠖࠊ10㸣ࡣࠕ᭩⡠࣭◊ಟ࡛ࠖ࠶ࡿ࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡛ࡣࠊᡂ㛗ࡢ 7 ࢆ
Ỵࡵࡿ⤒㦂ࡣࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ᪥ᮏࡢ୰ሀ࣭ᴗ 12 ♫ࡢㄢ㛗࣭㒊㛗ࢆ
ᑐ㇟ㄪᰝࡋࡓࡇࢁࠊ࣐ࢿࢪ࣮ࣕࡢᡂ㛗ᙳ㡪ࢆ࠼࡚࠸ࡓࡢࡣࠊձ㒊㛛ࢆ㉺࠼ࡓ㐃ᦠࡢ⤒㦂ࠊ
ղኚ㠉ཧຍࡋࡓ⤒㦂ࠊճ㒊ୗࢆ⫱ᡂࡋࡓ⤒㦂ࡢ㸱ࡘ࡛ࡋࡓࠋ
 ࡋࡋࠊࡇࢀࡽࡢ⤒㦂ࢆࡋ࡚ࡶࠊᡂ㛗ࡍࡿேࠊᡂ㛗ࡋ࡞࠸ேࡀ࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ㐪࠸ࡣࠊ⤒㦂
ࡽᏛࡪຊࡢ㐪࠸ࡼࡿ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋ⚾ࡣ㐣ཤࡢ◊✲ࢆᩚ⌮ࡋ࡚ࠊࠕࢫࢺࣞࢵࢳࠖࠕࣜࣇࣞࢡࢩ
ࣙࣥࠖ
ࠕ࢚ࣥࢪ࣓ࣙࣥࢺࠖ
ࠕᛮ࠸ࠖ
ࠕࡘ࡞ࡀࡾࠖ࠸࠺㸳ࡘࡢせ⣲ࡽ࡞ࡿᡂࡿࣔࢹࣝࢆᥦ♧ࡋ࡚
࠸ࡲࡍࠋࢫࢺࣞࢵࢳࡣࠊ㧗࠸┠ᶆᣮᡓࡍࡿຊࠊࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥࡣࠊ⤒㦂ࢆࡾ㏉ࡾᩍカࢆ
ᘬࡁฟࡍຊࠊ࢚ࣥࢪ࣓ࣙࣥࢺࡣࠊࡢࡸࡾࡀ࠸ࡸ႐ࡧࢆឤࡌࡿຊ࡛ࡍࠋࡇࢀࡽ㸱ࡘࡢຊࢆ
㧗ࡵࡿࡢࡀࠊୖࡢ┠ᶆࡸ౯್ほ࣭ಙᛕ࡛࠶ࡿࠕᛮ࠸࡛ࠖ࠶ࡾࠊ⪅ࡢ㛵ಀᛶ࡛࠶ࡿࠕࡘ࡞
ࡀࡾ࡛ࠖࡍࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㐺ษ࡞ᛮ࠸ࡘ࡞ࡀࡾࢆᣢࡕࠊᣮᡓࡋࠊࡾ㏉ࡾࠊᴦࡋࢇ࡛ࢆࡍࡿ
ࡁࠊேࡣ⤒㦂ࡽከࡃࡢࡇࢆᏛࡪࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
 ࡛ࡣࠊ⤒㦂ࡽᏛࡪຊࢆ㧗ࡵࡿࡣ࠺ࡍࢀࡤࡼ࠸ࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ୍ࡘࡢᡭẁࡣୖ⣭⪅ࡼࡿ
ᣦᑟ࡛ࡍࠋࢲࣖࣔࣥࢻ♫ࡀඹྠ࡛ࠊ᪥ᮏࡢᡭᴗ 22 ♫ࢆᑐ㇟ࡋࡓㄪᰝࢆᐇࡋࡓࡇࢁࠊ
ᩍ࠼ୖᡭࡢ OJT ᢸᙜ⪅ࡣࠊ⤒㦂ࡽᏛࡪຊࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡛㒊ୗࡸᚋ㍮ࢆᣦᑟࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀࢃ
ࡾࡲࡋࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
ࠕ┠ᶆࡢࢫࢺࣞࢵࢳࠖࠊ
ࠕ㐍ᤖ☜ㄆ࣭┦ㄯࠖࠊ
ࠕෆ┬ࡢಁ㐍ࠖࠊ
ࠕ࣏ࢪࢸࣈ࣭ࣇ
࣮ࢻࣂࢵࢡࠖ࠾࠸࡚ඃࢀࡓᣦᑟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿⅬࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋ
 ୖ㏙ࡋࡓ⤒㦂ࡽᏛࡪຊࡢࣔࢹࣝࢆᇶࠊ⤒㦂Ꮫ⩦ࢆಁࡍࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥࡢ≉ᚩࡘ࠸࡚⪃࠼
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࡚ࡳࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ➨ 1 ࠊ㐺ᗘ㞴ࡋ࠸ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡛ࡍࠋ㞴᫆ᗘࡀ㧗࠸ࡽࡇࡑ࠸
ࢁ࠸ࢁ⪃࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡾࡲࡍࠋ➨ 2 ࠊ⪅ࡽࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࢆࡶࡽ࠸ࠊᢈุ࣮࢜ࣉࣥ
࡞ࡿࡇࡀษ࡛ࡍࠋ⮬ศࡔࡅ࡛ࡾ㏉ࡗ࡚ࡶ⊂ࡾࡼࡀࡾࡢࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥ࡞ࡿᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲ
ࡍࠋ➨ 3 ࠊ⾜Ⅽࡢ᭱୰ࡶࡾ㏉ࡿࡇ࡛ࡍࠋ῝ࡃ⪃࠼࡞ࡀࡽࢆࡍࡿࡇ࡛ࠊࡢᚋࡢ
ࡾ㏉ࡾࡶ῝ࡃ࡞ࡾࡲࡍࠋ➨ 4 ࠊኻᩋࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᡂຌࡶࡾ㏉ࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋᡂຌࡢ
ࡾ㏉ࡾࡼࡗ࡚ᚓࡓ⮬ಙࡣࠊᣮᡓࡍࡿࡓࡵࡢᇶ┙࡞ࡿࡽ࡛ࡍࠋ➨ 5 ࠊ⪅ࡸ⮬ศࢆ㈐ࡵࡿ
ࠕᡂ㛗ࡋࡓ࠸
㏣࠸㎸ࡳᆺࡢࡾ㏉ࡾ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᮍ᮶ᚿྥ࡛ࡾ㏉ࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ➨ 6 ࠊ
Ẽᣢࡕࠖࢆᣢࡘࡇ࡛ࠊࡾ㏉ࡾࡢ┠ⓗࡸᇶ‽ࡀ᫂☜࡞ࡾࡲࡍࠋ᭱ᚋࠊᡂ㛗ࢆಁࡋ࡚ࡃࢀࡿ
⪅ࡢ㛵ಀࢆ⠏ࡃࡇ࡛ࡍࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊᮏ㉁ⓗ࡞ࢥ࣓ࣥࢺࢆࡋ࡚ࡃࡿ⪅ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡛ࠊ
㐺ษ࡞ࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࢆᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡽ࡛ࡍࠋ

  ۑᖺ  ᭶  ᪥ )'࣭6' ᩍ⫱ᨵၿᨭᣐⅬᴗ
ࠕ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡀᏛ⩦ᨭά⏝ࡉࢀࡿࡓࡵࡢ᮲௳ࠖ

ㅮ ᖌ㸸⸨ᮏ ඖၨ㸦㔠ἑᕤᴗᏛ ᩍᤵ㸧
᳃ᮏ ᗣᙪ㸦ᮾிᏛⱁᏛ ᩍᤵ㸧
ᑠᕝ ㈡௦㸦᪥ᮏዪᏊᏛ ᩍᤵ㸧
ఀ⸨ 㱟ோ㸦୰㒊Ꮫ㝔Ꮫ ᩍᤵ㸧
᪥ 㸸2013 ᖺ 11 ᭶ 8 ᪥ 13㸸30㹼18㸸00
ሙ ᡤ㸸ᮾᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ㇏⏣ㅮᇽ ➨୍㆟ᐊ
ᴫ せ㸸࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆᑟධࡍࡿᏛࡀቑ࠼࡚࠸ࡲࡍࡀࠊṧᛕ࡞ࡀࡽᏛ⩦ᨭຠ
ᯝⓗά⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶࡳࡽࢀࡲࡍࠋࡇࡢࢭ࣑ࢼ࣮࡛ࡣࠊ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡀᏛ⩦ᨭ
ຠᯝⓗά⏝ࡉࢀࡿࡓࡵࡢ▱ᜨㄢ㢟ࢆඹ᭷ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࡲࡍࠋලయⓗࡣࠊձ࣏
࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡣࡢࡼ࠺Ꮫ⩦ࢆᨭ࡛ࡁࡿࡢࠊղ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢព⩏ࢆᏛෆ࡛ࡢ
ࡼ࠺ඹ᭷࡛ࡁࡿࡢࠊճከࡃࡢᏛ⏕࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࢆࡢࡼ࠺⏝ࡉࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿࡢࠊմᏛ⏕ࡢࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥࢆࡢࡼ࠺ಁ㐍ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢࠊյ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ
࢜ࡀ⥅⥆ⓗά⏝ࡉࢀࡿࡓࡵࡣఱࡀᚲせ࡞ࡿࡢࠊ࠸࠺㸳ࡘࡢᐇ㊶ୖࡢㄢ㢟ࢆ୰ᚰ
᳨ウࡍࡿணᐃ࡛ࡍࠋ
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ᐇሗ࿌
2013 ᖺ 11 ᭶ 8 ᪥㸦㔠㸧ࠊFD࣭SD ᩍ⫱ᨵၿᨭᣐⅬᴗࠕ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡀᏛ⩦ᨭά⏝
ࡉࢀࡿࡓࡵࡢ᮲௳ࠖࢆࠊྡྂᒇᏛᮾᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ㇏⏣ㅮᇽ➨୍㆟ᐊ࡛㛤ദࡋࡲࡋࡓࠋᅜࡢ
Ꮫࡽᩍ⫋ဨ 54 ྡࡀཧຍࡋࡲࡋࡓࠋ
 Ꮫ⏕ࡢᏛ⩦ࡢ㐣⛬ࡸᡂᯝࢆ㟁Ꮚⓗグ㘓ࡍࡿ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆᑟධࡍࡿᏛࡀቑ࠼
࡚࠸ࡲࡍࠋࡋࡋࠊṧᛕ࡞ࡀࡽᏛ⩦ᨭຠᯝⓗά⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶࡳࡽࢀࡲࡍࠋࡇࡢࢭ
࣑ࢼ࣮࡛ࡣࠊ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡀᏛ⩦ᨭຠᯝⓗά⏝ࡉࢀࡿࡓࡵࡢᕤኵㄢ㢟ࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ
ࢆ┠ⓗࡋࡲࡋࡓࠋ
ࠕ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢᐇ㊶ࡢ▱ᜨㄢ㢟ࠖ࠸࠺
 㔠ἑᕤᴗᏛࡢ⸨ᮏඖၨẶࡼࡿᇶㄪㅮ₇ࡢᚋࠊ
ࢸ࣮࣐࡛ᮾிᏛⱁᏛࡢ᳃ᮏᗣᙪẶࠊ୰㒊Ꮫ㝔Ꮫ▷ᮇᏛ㒊ࡢఀ⸨㱟ோẶࠊἲᨻᏛࡢᐑᓮㄔ
Ặࡼࡿ⤂ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ᭱ᚋࠊࠕ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡀᏛ⩦ᨭά⏝ࡉࢀࡿࡓࡵࡢᕤኵࠖ
࠸࠺ࢸ࣮࣐࡛ࣃࢿࣝࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡀ⾜ࢃࢀࡲࡋࡓࠋ
 Ⓩቭ⪅ࡽࡣᏛ࠾ࡅࡿ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢά⏝ࡢㄢ㢟ࡶᣦࡉࢀࡲࡋࡓࡀࠊྠࡉࡲࡊࡲ
࡞ᕤኵࡶ⤂ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢ┠ⓗࢆ⤠ࡗࡓ㐠⏝ࠊ᪤Ꮡࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡋࡓ㐠⏝ࠊ
ᚲಟ⛉┠ࡢᤵᴗࡢ㐃ᦠࠊᕼᮃࢮ࣑ࡢᛂເࡢ⮬ᕫ㹎㹐ࡢ㐃ືࠊᑵ⫋άືࡢ࢚ࣥࢺ࣮ࣜࢩ࣮ࢺ
ࡢᣦᑟࡢ㐃ືࠊ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡼࡗ࡚Ꮫ⩦ࡢ⩦័࡙ࡅࡀ࡛ࡁ 2 ᖺ⏕௨㝆ࡢᏛ⩦ࡁࡃᙳ㡪
ࢆ࠼࡚࠸ࡿࡇࡢ⤂ࠊᑵ⫋άື࡛࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡀά⏝ࡉࢀࡓࡢ⤂࡞ࡀᕤኵࡋ࡚
ᣲࡆࡽࢀࡲࡋࡓࠋ

 ۑᖺ  ᭶  ᪥ ➨  ᅇᣍ⪸ࢭ࣑ࢼ࣮
ࠕࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ≉ᛶ◊✲ࡢ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࡢᒎ㛤ࠖ


ㅮ ᖌ㸸㧗ᶫ 㞝㸦ி㒔ᏛᏛ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉ ຓᩍ㸧
᪥ 㸸2013 ᖺ 11 ᭶ 15 ᪥ 16㸸00㹼18㸸00
ሙ ᡤ㸸ᮾᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ᩥ⣔⥲ྜ㤋 4 㝵 412 ₇⩦ᐊ
ᴫ せ㸸㏆ᖺࠊᚰ⌮Ꮫ௨እࡢㅖศ㔝࠾࠸࡚ࡶࠊࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ≉ᛶࡢࡶࡘண

ຊࡁ࡞ὀ┠

ࡀ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ࠼ࡤࠊ 2000 ᖺࡢࣀ࣮࣋ࣝ⤒῭Ꮫ㈹ཷ㈹⪅࡛࠶ࡿࢪ࢙࣮࣒ࢬ࣭࣊ࢵࢡ࣐
ࣥࡣࠊࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ≉ᛶࡢࡇࢆ㠀ㄆ▱ⓗ࡞⬟ຊࡧࠊࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ≉ᛶࡣ⫋ᴗ㐩ᡂ
࠾࠸࡚ㄆ▱ⓗ࡞⬟ຊࡼࡾࡶண

ຊࡀ࠶ࡿࡇࢆ♧ࡋࠊᩍ⫱➼ࡼࡿධࡢྍ⬟ᛶࡘ࠸࡚

ゝཬࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᅇࡢሗ࿌࡛ࡣࠊࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ≉ᛶ㛵ࡍࡿ◊✲ࢆ࠸ࡃࡘ♧ࡋ࡞
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ࡀࡽࠊࡇࢀࡽࡢ◊✲ࡣ㧗➼ᩍ⫱◊✲ᑐࡋ࡚ࡢࡼ࠺࡞♧၀ࢆ࠼ᚓࡿࡢ࠸࠺Ⅼࡘ࠸
࡚㆟ㄽࢆ⾜࠸ࡓ࠸ࠋ
ㅮ₇せ᪨
㏆ᖺ㸪ᚰ⌮Ꮫ௨እࡢㅖศ㔝࠾࠸࡚㸪ࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ≉ᛶࡢᣢࡘண

ⓗጇᙜᛶὀ┠ࡀ㞟ࡲࡗ

࡚࠸ࡿࠋ࠼ࡤ㸪2000 ᖺࡢࣀ࣮࣋ࣝ⤒῭Ꮫ㈹ཷ㈹⪅࡛࠶ࡿࢪ࢙࣮࣒ࢬ࣭࣊ࢵࢡ࣐ࣥࡣ㸪ࣃ࣮ࢯࢼ
ࣜࢸ≉ᛶࡢࡇࢆ㠀ㄆ▱⬟ຊ(non-cognitive abilities)ࡧ㸪ࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ≉ᛶࡣ⫋ᴗ㐩ᡂ
࠾࠸࡚ㄆ▱⬟ຊ(non-cognitive abilities; IQ)ࡼࡾࡶண

ຊࡀ࠶ࡿࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ(Heckman

et al., 2006)ࠋࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ≉ᛶࡣ㸪ࣄ࣮࣐࣭ࣗࣥ࢟ࣕࣆࢱࣝ(ேⓗ㈨ᮏ; ே㛫ࡢᣢࡘ▱㆑ࡸࢫ࢟
ࣝࢆ㈨ᮏࡋ࡚⪃࠼ࡿ⤒῭Ꮫ࠾ࡅࡿᴫᛕ㸪Becker, 1964)ࡢࡦࡘ࡛࠶ࡾ㸪ᩍ⫱࡞ࡼࡗ࡚
ධࡉࢀᚓࡿࡶࡢࡋ࡚⪃࠼ࡿࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
ᅇࡢሗ࿌࡛ࡣ㸪㧗➼ᩍ⫱◊✲㈨ࡍࡿࡶࡢࡋ࡚㸪ࡾࢃࡅ㸪ࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ≉ᛶᏛ⏕
ࡢᏛᴗ㐩ᡂࡢ㛵㐃╔┠ࡋࡓࠋ⏘ᴗ࣭⤌⧊ᚰ⌮Ꮫࡢศ㔝࡛ࡣ㸪Ꮫᴗ㐩ᡂẚ㍑ⓗ㏆᥋ࡍࡿࡶࡢ
ࡋ࡚㸪⫋ᴗ㐩ᡂࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ≉ᛶࡢ㛵㐃ࡀᩘከࡃ᳨ウࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪Barrick & Mount
(1991)  ࡼ ࡿ ࣓ ࢱ ศ ᯒ ࡣ 㸪 big five  ࠸ ࠺ ࣃ ࣮ ࢯ ࢼ ࣜ ࢸ  ≉ ᛶ ࡢ ࠺ ࡕ 㸪  ຮ ᛶ ( ㄔ ᐇ ᛶ ,
Conscientiousness)ࡢ㛫㡹ṇࡢ┦㛵ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡇࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿ(Ȩ=.20 - .23)ࠋ
ࡇࡇ࡛ゝ࠺ࡇࢁࡢຮᛶ࣭ㄔᐇᛶࡣ㸪ලయⓗࡣ㸪㐺ษ⮬ᕫไᚚࡍࡿ㸪ࡸ┠ᶆࡢࡓ
ࡵィ⏬ⓗ⾜ືࡍࡿ㸪⪅ᑐࡋ࡚㈐௵ࡢ࠶ࡿែᗘࢆྲྀࡿゝࡗࡓ⾜ືഴྥࡢಶேᕪࡢࡇ࡛
࠶ࡿ(John et al., 2008; Roberts et al., 2009)ࠋ
ࡑࢀ࡛ࡣ㸪⫋ᴗ㐩ᡂ┦㛵ࡢ㧗࠸Ꮫᴗ㐩ᡂࡶྠᵝ㸪ຮᛶṇ┦㛵ࡍࡿࡔࢁ࠺ࠋࡓࡔࡋ㸪
Ꮫᴗ㐩ᡂࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ≉ᛶࡢ㛫ࡢࡼ࠺࡞㛵㐃ࡀㄆࡵࡽࢀࡿ᳨ウࢆ⾜࠺㝿ၥ㢟࡞
ࡿⅬࡀ 2 ࡘ࠶ࡿࠋ1 ࡘ┠ࡣㄆ▱⬟ຊᏛᴗ㐩ᡂࡢ┦㛵ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡋ࡚㸪2 ࡘ┠ࡣᏛᴗ㐩ᡂࢆ
ࡢࡼ࠺ホ౯ࡍࡿ࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
Ꮫ⏕ࡢᏛᴗ㐩ᡂࢆࡢࡼ࠺ホ౯ࡍࡿࡣ㞴ࡋ࠸ၥ㢟࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ඛ⾜◊✲࡛ࡣ GPA ࢆ᥇⏝
ࡍࡿሙྜࡀࢇ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⌮⏤ࡋ࡚ࡣ㸪ෆⓗᩚྜᛶࡀ㧗ࡃ(Bacon & Bean, 2006)㸪⫋ᴗ
㐩ᡂࡸ୰➼ᩍ⫱Ⅼ࠾ࡅࡿ GPA ࡢ᭷ព࡞┦㛵ࡶ࠶ࡾ(Kobrin et al., 2008)㸪୍ᐃ⛬ᗘࡢಙ㢗
ᛶ࣭ጇᙜᛶࢆᢸಖྍ⬟࡛㸪ඛ⾜◊✲࠾ࡅࡿ▱ぢࡢ✚ࡀ༑ศ࡛࠶ࡿࡇࡀࡽ࣓ࢱศᯒࡣྥ
࠸࡚࠸ࡿࡇࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪GPA ㄆ▱⬟ຊࡢ㛫ࡣ୰⛬ᗘࡢ┦㛵ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡇࡽ
(Strenze, 2007)㸪Ꮫᴗ㐩ᡂࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ≉ᛶࡢ㛫ࡢ㛵㐃ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺㝿ࡣ㸪ㄆ▱
⬟ຊࡢᙳ㡪ࡘ࠸࡚⤫ไࢆ⾜࠺ࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ≉ᛶ࣭ㄆ▱⬟ຊ GPA ࡢ┦㛵㛵ࡍࡿ Poropat (2009)ࡢ࣓ࢱศᯒࡼࡿ㸪
ㄆ▱⬟ຊࢆ⤫ไࡋࡓ࠺࠼࡛ࡢ㸪ຮᛶ GPA ࡢ┦㛵ࡣȨ=.24 ࡛࠶ࡾ㸪⫋ᴗ㐩ᡂࡢ㛵㐃ྠ⛬
ᗘ㸪ṇࡢ┦㛵ࡀ୍㈏ࡋ᳨࡚ฟࡉࢀࡿࡇࡀศࡿࠋ
௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪ᚋࡣ㸪㧗➼ᩍ⫱ሙ㠃࠾࠸࡚ࡶ㸪ࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ≉ᛶ㸪ࡾࢃࡅຮᛶ࣭
ㄔᐇᛶࢆ㧗ࡵࡿࡇ┤᥋ⓗࡶࡋࡃࡣ㛫᥋ⓗᐤࡍࡿࡼ࠺࡞ാࡁࡅࡸ⤌ࡳࢆᶍ⣴ࡋ࡚࠸ࡃ
ࡁ࡛࠶ࡿࠋຮᛶ GPA ࡢ㛵㐃ᛶࡢ⫼ᚋ௬ᐃࡉࢀࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡸධⓗ࡞♧၀ࢆᚓࡿࡓࡵ㸪
ࡇࡢ㛵㐃ᛶࡣఱࡼࡗ࡚፹ࡉࢀᚓࡿࡢ࠸࠺Ⅼ㛵ࡍࡿ◊✲ࡀ᪤⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾ㸪㐺ษ࡞┠
ᶆࡢタᐃࡸດຊㄪᩚ࡞ࡀධᑐ㇟ࡢೃ⿵ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪Ꮫ⏕ࡢᏛᴗ㐩ᡂࡣ
GPA ࡼࡗ࡚ࡢࡳホ౯ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛㸪ࡇࢀ௨እࡢホ౯㍈ࡼࡗ࡚ ᐃࡉࢀࡓᏛᴗ㐩ᡂ
ࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ≉ᛶࡢ㛵㐃㛵ࡍࡿ◊✲ࡶᚋ⯆῝࠸ࢸ࣮࣐࡞ࡾᚓࡿࡔࢁ࠺ࠋ
- 90 -

  ۑᖺ  ᭶  ᪥ ➨  ᅇᣍ⪸ࢭ࣑ࢼ࣮
ࠕᩍᏛ ,5 ࡢ㛤Ⓨࡢࣉ࣮ࣟࢳ㸫ࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥࡢ㔜せᛶ↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚㸫ࠖ

ㅮ ᖌ㸸㫽ᒃ ᭸Ꮚ㸦❧㤋Ꮫᩍ⫱㛤Ⓨ᥎㐍ᶵᵓ ᩍᤵ㸧
ᕝ㑣㒊 㝯ྖ㸦❧㤋Ꮫᩍ⫱㛤Ⓨ᥎㐍ᶵᵓ ᩍᤵ㸧
᪥ 㸸2013 ᖺ 11 ᭶ 22 ᪥ 16㸸00㹼18㸸00
ሙ ᡤ㸸ᮾᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ Ꮫᩍ⫱Ჷᮏ㤋 3 㝵 C36 ㅮ⩏ᐊ
ᴫ せ㸸㏆ᖺࠊ᪥ᮏࡢᏛ࠾࠸࡚ᩍᏛ㡿ᇦ↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡓ IR ࡢ㛤Ⓨࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ༢
ᡭඖ࠶ࡿࢹ࣮ࢱࢆศᯒࡋࡓࡔࡅ࡛ࡣࠊ᭱⤊┠ⓗ࡛࠶ࡿᏛ⩦࣭ᩍ⫱ࡢᨵၿ࠾ࡼࡧ㉁ࡢྥୖ
ࡣ⤖ࡧࡘ࡞࠸ࠋࡑࡇࡣࠊㄪᰝタィࠊࢹ࣮ࢱ㞟ࠊศᯒࠊ⤖ᯝࡢゎ㔘࠸ࡗࡓྛẁ㝵
࠾࠸࡚㔜せ࡞㍈࡞ࡿࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥࡢタᐃ࠸࠺సᴗࡀ๓ᥦࡋ࡚ᚲせ࡞ࡿࠋ
ᮏࢭ࣑ࢼ࣮࡛ࡣㅮ₇࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ࠾ࡾࡲࡐࡓᙧᘧࡼࡾࠊᏛࡢᩍᏛ IR ࡢ㛤Ⓨྥࡅ
࡚ࠊ㐺ษ࡞ࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥࡢタᐃࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡍࡿᶵࡋࡓ࠸ࠋ
ㅮ₇せ᪨
㏆ᖺࠊ᪥ᮏࡢᏛ࠾࠸࡚ᩍᏛ㡿ᇦ↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡓ IR ࡢ㛤Ⓨࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࢹ࣮ࢱࢆ
ࡸࡳࡃࡶ㞟ࡵ࡚ศᯒࡋࡓࡢ࡛ࡣࠊ᭱⤊┠ⓗ࡛࠶ࡿᏛ⩦࣭ᩍ⫱ࡢᨵၿ࠾ࡼࡧ㉁ࡢྥୖࡣ⤖ࡧࡘ
࡞࠸ࠋࡑࡇࡣࠊㄪᰝタィࠊࢹ࣮ࢱ㞟ࠊศᯒࠊ⤖ᯝࡢゎ㔘࠸ࡗࡓ IR ࡢྛẁ㝵࠾࠸࡚㔜せ
࡞㍈࡞ࡿࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥࡢタᐃ࠸࠺సᴗࡀ๓ᥦ࡞ࡿࡢࡔࠋࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢡ࢚ࢫࢳࣙ
ࣥࡣࠊIR ࢆ᭷ຠ㐍ࡵࡿୖ࡛ࡢࠕࣜࢧ࣮ࢳࡢࡓࡵࡢၥ࠸࡛ࠖ࠶ࡿࠋᮏࢭ࣑ࢼ࣮࡛ࡣㅮ₇࣮࣡
ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ࠾ࡾࡲࡐࡓᙧᘧࡼࡾࠊᏛࡢᩍᏛ IR ࡢ㛤Ⓨྥࡅ࡚ࠊ㐺ษ࡞ࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢡ࢚ࢫࢳ
ࣙࣥࡢタᐃࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡓࠋ
๓༙ࡢㅮ₇㸦㫽ᒃ㸧࡛ࡣࠊ❧㤋Ꮫ࡛ࡢᐇ㊶ᇶ࡙ࡁࠊ㉁ಖドࡢㄢ㢟ࡸᶵ㛵ࡢ≉㉁ࢆ⪃៖ࡋ
ࡓࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥࡢタᐃࠊࡑࢀࡽᑐᛂࡋࡓࢹ࣮ࢱ㞟࣭ศᯒࠊព࠶ࡿሗࡢኚࠊ
ᩍ⫱ᨵၿࡢࣜࣥࢣ࣮ࢪ➼ࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡀ⤂ࡉࢀࡓࠋࡓ࠼ࡤ❧㤋ᏛࡢሙྜࠊᏛ⏕ࡢᏛ
ࡧࡣᮏᙜࠕከᵝࠖ࡞ࡢ㸽ࠊከᵝ࡞ࡽࡤࠕࡢࡼ࠺ࠖከᵝ࡞ࡢ㸽ࠊࡑࡢከᵝᛶ⌧ᅾࡢࠕᏛ
⩦࣭ᩍᤵࡢᩥ⬦ࡣ㐺ྜࠖࡋ࡚࠸ࡿࡢ㸽➼ࡀࣜࢧ࣮ࢳࡢࡓࡵࡢၥ࠸࠶ࡓࡿࠋࡇࢀࡽࢆゎ᫂ࡍࡿ
ୖ࡛ࠊ
ࠕᏛࡧࡢᐇែㄪᰝࠖࡼࡗ࡚㞟ࡵࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࡸᏛෆ✚ࡉࢀ࡚࠸ࡿᩍົ⣔ࢹ࣮ࢱ➼ࡀά
⏝ࡉࢀࡿࠋIR ࡢ㛤Ⓨ࠾࠸࡚ࡣࠊࡃศᩓࡋࡀࡕ࡞ᩍ⫋ဨࡢᩍ⫱ⓗ㛵ᚰࢆจ㞟ࡍࡿࡼ࠺࡞ࣜࢧ
࣮ࢳ࣭ࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥࡢ㛤Ⓨࡀ➨୍Ṍ࡞ࡿࠋ
 ᚋ༙ࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸦ᕝ㑣㒊㸧࡛ࡣࠊ
ࠕⰋ࠸ࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥࠖࡢ᮲௳ࡋ࡚ FIRMNESS
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ࡤࢀࡿ 8 ほⅬ㸦⚟ཎࠊ2008㸧ࡀ⤂ࡉࢀࡓࠋ8 ほⅬࡣࠊFeasible㸦ᐇྍ⬟ᛶ㸧ࠊInteresting
㸦࠾ࡶࡋࢁࡉ㸧ࠊRelevant㸦ษᐇࡉ㸧ࠊMeasurable㸦

ᐃྍ⬟ᛶ㸧ࠊNovel㸦᪂ወᛶ㸧ࠊEthical㸦

⌮ⓗ㓄៖㸧ࠊStructured㸦ᵓ㐀㸧ࠊSpecific㸦᫂☜㸧࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᚋࠊࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥ
ࢆᑟࡁฟࡍసᴗࡀ 4 ே 1 ࢢ࣮ࣝࣉ࡛㐍ࡵࡽࢀࡓࠋලయⓗࡣࠊࠕ1. ࣮࣮࢟࣡ࢻࢆ㑅ࡪࠖࠕ2. ࣜࢧ
࣮ࢳ࣭ࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥࢆᑟࡁฟࡍࠖ
ࠕ3. ᚲせ࡞ࢹ࣮ࢱࢆ⪃࠼ࡿࠖ
ࠕ4. ࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥࢆホ౯
ࡍࡿࠖࠕ5. ඹ᭷ࡍࡿࠖࡢᡭ㡰ἢࡗ࡚సᴗࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡇࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ࡣࠊಶேࡢ⤒㦂ࢆ
㉳Ⅼࡋࡘࡘࠊཧຍ⪅ඹ㏻ࡍࡿᩍ⫱ⓗ㛵ᚰࡽࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥࢆᑟࡁฟࡍ࠸࠺ࠊIR
࠾ࡅࡿࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥᑟฟࡢ୍㐃ࡢࣉࣟࢭࢫࢆ⤒㦂ࡍࡿࡇࠊࡉࡽࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢡ࢚
ࢫࢳࣙࣥࡢホ౯ほⅬࢆ⌮ゎࡍࡿࡇࡀ┠ⓗࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋIR 㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ࡞▱㆑ࡸᐇ㊶ⓗ࡞
ࡘ࠸࡚ࡢሗࢆᚓࡿࡇຍ࠼࡚ࠊ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ࡢసᴗࢆ㏻ࡌ࡚ࠊIR ࠾ࡅࡿࣜࢧ࣮
ࢳ࣭ࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥᑟฟࡢࣉࣟࢭࢫࢆ୍⯡ࡋ࡚⌮ゎࡍࡿࡇࡣࠊཧຍ⪅ࡀᡤᒓࡍࡿྛᶵ㛵࡛ IR ࢆ
㐍ࡵࡿ㊊ࡾ࡞ࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

 ۑᖺ  ᭶  ᪥ ➨  ᅇᣍ⪸ࢭ࣑ࢼ࣮
ࠕᏛ⏕ࡢᏛࡧᐤࡍࡿ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡣࠖ


ㅮ ᖌ㸸ᰩ⏣ ె௦Ꮚ㸦ᮾிᏛ Ꮫ⥲ྜᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᩍᤵ㸧
᪥ 㸸2013 ᖺ 11 ᭶ 29 ᪥ 16㸸00㹼18㸸00
ሙ ᡤ㸸ᮾᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ᩥ⣔⥲ྜ㤋 7 㝵 ࣮࢜ࣉ࣮ࣥ࣍ࣝ
ᴫ せ㸸⌧ᅾࠊᏛ⏕ࡢᏛࡧࡢಁ㐍ࢆ┠ⓗࡋ࡚ᡤㅝ࣮ࣛࢽࣥࢢ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࢆᑟධࡍࡿᏛ
ࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊࡑࡢከࡃࡣ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢᮏ᮶ࡢព࡛࠶ࡿࠕሗࢆ୍࢝ᡤ㞟
ࡵࡿࠖࡇࡣᡂຌࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ⫢ᚰࡢᏛࡧࡢಁ㐍⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
Ꮫ⏕ࡢᏛࡧᐤࡍࡿ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠊࢸ࣮ࢳࣥࢢ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢ
ᑟධᨭࡢ⤒㦂࠾ࡼࡧᮾிᏛ࠾ࡅࡿᏛ㝔⏕ྥࡅࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ᑟධࡢ
ᶍ⣴࠸࠺ほⅬࡽヰ㢟ᥦ౪ࢆ⾜࠸ࡓ࠸ࠋ
ㅮ₇せ᪨
Ꮫ⏕ྥࡅ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࠊ࠸ࢃࡺࡿ࣮ࣛࢽࣥࢢ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡣࠊ⌧ᅾᙼࡽࡢᏛࡧࢆಁ㐍ࡍ
ࡿ᪉ἲࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀྛᶵ㛵࠾࠸࡚ᑟධࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡀࠊᐇ㝿ࡣຠᯝⓗ࡞ᙧ࡛㐠⏝࡛ࡁ࡚࠸
ࡿࡣゝ࠸㞴࠸ࠋࡇࡢ≧ἣศᯒࡽࠊᏛ⏕ࡢᏛࡧᐤࡍࡿࡓࡵࡢせᅉࡋ࡚ࠊ1)ᩍ⫋ဨ࠾ࡼࡧ
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Ꮫ⏕సᡂࡢ┠ⓗព㆑ࢆᾐ㏱ࡉࡏࡿࡇࠊ2)ࢩࢫࢸ࣒ᑟධ┠ࡀྥࡁࡀࡕ࡛࠶ࡿࡀࠊࡴࡋࢁࢧ࣏
࣮ࢺయไࢆࡣࡌࡵࡍࡿࢯࣇࢺ㠃ࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊᡭ㛫ࢆࡅࡿぬᝅࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇࠊ3)ᡭ㛫ࢆ
ᡭ㛫ࡋ࡚ࡳࡿࡇ࡞ࡃࠊᏛࡧኚ࠼ࡿタィࢆ⾜࠺ࡇࠊ4)Ꮫ⏕ഃࡶ࠶ࡿ⛬ᗘࡢ⬟ຊࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࡇࠊ࡞ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
 ࡇࢀࡽࡢせᅉࢆ‶ࡓࡍ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢ࠶ࡾ᪉ࡋ࡚ࠊᮏࢭ࣑ࢼ࣮࡛ࡣࠊᏛ㝔⏕∧࢝ࢹ࣑
ࢵࢡ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜(௨ୗࠊGSAP)ࡘ࠸࡚⤂ࢆ⾜ࡗࡓࠋGSAP ࡣ⌧ᅾィ⏬ẁ㝵࠶ࡿࡀࠊࡇ
ࡢ㛤Ⓨ࠶ࡓࡗ࡚ࡣ᪤ᑡࡋࡎࡘᬑཬࡋࡘࡘ࠶ࡿᩍဨࡢࡓࡵࡢࢸ࣮ࢳࣥࢢ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜࠾
ࡼࡧ࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢᵓᡂ࠾ࡼࡧసᡂయไࢆཧ⪃ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 GSAP సᡂࡢᑐ㇟ࡣࠊᏛᩍဨࢆ┠ᣦࡍᏛ㝔⏕ࠊලయⓗࡣࠊᮾிᏛ࠾࠸࡚ࣇ࣮ࣗࢳࣕ
࣮ࣇ࢝ࣝࢸࣉࣟࢢ࣒ࣛ(௨ୗࠊᮾ FFP)ࢆಟࡋࡓᏛ㝔⏕࡛࠶ࡿࠋᮾ FFP ࡣ 2013 ᖺᗘ
ࡼࡾࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡾࠊࣉ࣮ࣞ࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠊᏛ㝔ඹ㏻⛉┠ࠕᏛᩍ⫱㛤Ⓨㄽࠖࠊ
࣏ࢫࢺ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ୕㒊࡛ᵓᡂࡉࢀࠊᩍ⫱≉ࡋࡓᐇ㊶ⓗ࡞ෆᐜࢆᏛࡪࠋᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ
༙ᮇ࡛ಟࡍࡿࡀࠊཷㅮ⏕ࡣಟᚋࡶࠕᩍ⫱㛵ࡍࡿᏛ⩦ࠖࡢ㧗࠸ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ⥔ᣢࡍࡿ
ࡓࡵࠊᮏ GSAP ࡣᮾ FFP ࡢಟ⏕ࢆᑐ㇟ࡋࡓⓎᒎࣉࣟࢢ࣒ࣛࡋ࡚ࡢ⨨࡙ࡅࢆᐃࡋ࡚
࠸ࡿࠋGSAP ࡣࡁࡃࢃࡅ࡚ᩍ⫱࠾ࡼࡧ◊✲ࠊㄢእάື(࢜ࣉࢩࣙࣥ㡯┠)ࠊࡇࢀࡽࡢ⤫ྜࠊ࠾
ࡼࡧ┠ᶆࡢ㸳㡯┠ࡽᵓᡂࡉࢀࠊࡇࢀࡽᑐࡍࡿෆ┬ⓗࡘಠ▔ⓗグ㏙᰿ᣐ㈨ᩱࢆῧࡋࡓ᭩
㢮࡛࠶ࡿࠋGSAP సᡂࡢ┠ⓗࡣࠊ࢟ࣕࣜࣃࢫࢆ⪃࠼ࡿࡓࡵࡢᶵᥦ౪ࢆࡣࡌࡵࡋ࡚බເྥ
ࡅࡓ‽ഛࠊࢿࢵࢺ࣮࣡࢟ࣥࢢ࡞࠶ࡿࠋᑗ᮶ࢆ⪃࠼ࡿᮇ࠶ࡾࠊࡘ◊✲άື㛵ࢃࡿ⊃࠸
ே㛫㛵ಀ㛢ࡌࡀࡕ࡞Ꮫ㝔⏕ࡗ࡚ࡣ᭷⏝࡞ࢶ࣮ࣝࡋ࡚ࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋᚋヨ⾜ࢆ⾜࠸ࠊ
ㄢ㢟ゎỴࡋ࡞ࡀࡽ᮶ᖺᗘࡣṇᘧ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡋ࡚ᥦࢆ⾜࠸ࡓ࠸ࠋ

 ۑᖺ  ᭶  ᪥ ➨  ᅇᐈဨᩍᤵࢭ࣑ࢼ࣮
ࠕᏛ⩦ᡂᯝࡢ

ᐃࢆᐜ᫆ࡍࡿᤵᴗタィࡣ㸫Ꮫᩍဨồࡵࡽࢀࡿࣉ࣮ࣟࢳ㸫

A Faculty Development Approach to Course Design to Promote the Assessment of
Learning Outcomesࠖ


ㅮ ᖌ㸸࣐ࢩ࣮࣭࣮ࣗࣟࣞࣥࢫ࣭࣮࢜ࣞࢵࢺ㸦Dr. Mathew L. Ouellett㸧
㸦࢙࢘ࣥᕞ❧Ꮫ㹙⡿ᅜ࣑ࢩ࢞ࣥᕞ㹛Ꮫ㛗⿵బ ᩍᤵᏛ⩦ᨭᐊ㛗㸧
᪥ 㸸2014 ᖺ 1 ᭶ 21 ᪥ 16㸸30㹼18㸸00
ሙ ᡤ㸸ᮾᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ᩥ⣔⥲ྜ㤋 7 㝵 ࣮࢜ࣉ࣮ࣥ࣍ࣝ
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ᴫ せ㸸Ꮫ⩦ᡂᯝࢆ

ᐃࡍࡿࡣࡢࡼ࠺࡞ᤵᴗタィࡀ㐺ษࡔࢁ࠺ࠋࡇࡢࢭ࣑ࢼ࣮࡛ࡣᏛ⩦┠

ᶆࡢ᫂☜ࡑࡢᡂᯝ

ᐃࢆಁࡍᤵᴗタィࡢᯟ⤌㛵ࡍࡿ࣓ࣜ࢝ࡢඛ⾜◊✲ࢆ⤂ࡋࠊ3

ࡘࡢࣉ࣮ࣟࢳࢆᥦࡍࡿࠋࡑࢀࡽࡣࠊ᭱ึᏛ⩦┠ᶆᡂᯝᣦᶆࢆタᐃࡍࡿࠕ㏫㡰ࡢᤵᴗ
タィࠖ(backwards course design)ࠊ࢚ࣅࢹࣥࢫᇶ࡙ࡃᩍᤵἲࠊᩍ⫱࣭Ꮫ⩦㠃࠾ࡅࡿᩍဨ
ࡢࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆಁ㐍ࡍࡿᡓ␎࡛࠶ࡿࠋ

 ۑᖺ  ᭶  ᪥ ➨  ᅇᐈဨᩍᤵࢭ࣑ࢼ࣮
ࠕᏛࡢࢪࣙࣈࢹࢫࢡࣜࣉࢩࣙࣥ㛵ࡍࡿ᪥⡿ẚ㍑ࠖ


ㅮ ᖌ㸸⛙ ᩗ㸦ឡᏛᩍ⫱Ꮫ⏕ᨭᶵᵓ ᩍᤵࠊᩍ⫱⏬ᐊᐊ㛗㸧
᪥ 㸸2014 ᖺ 2 ᭶ 6 ᪥ 18㸸30㹼20㸸00
ሙ ᡤ㸸ᮾᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ᩥ⣔⥲ྜ㤋 7 㝵 ࣮࢜ࣉ࣮ࣥ࣍ࣝ
ᴫ せ㸸᪥ᮏࡢᏛ⫋ဨࡢᴗົࡀົศᤸつ⛬ἢࡗ࡚⤌⧊࡛ࣞ࣋ࣝ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢᑐࡋࠊ
࣓ࣜ࢝ࡢᏛ⫋ဨࡣ Job description㸦⫋ົዎ⣙᭩㸧ἢࡗ࡚ಶࠎࡢ⫋ဨࡢᴗົࡀỴᐃࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋᮏࢭ࣑ࢼ࣮࡛ࡣࠊࡇࢀࡽᏛ⫋ဨࡢᴗົࡸ⫋ົ㛵ࡍࡿྲྀࡾỴࡵࡀࠊࡢࡼ࠺࡞≧
ἣ࡛ࠊࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ࠼࡚࠾ࡾࠊࡢࡼ࠺࡞࣓ࣜࢵࢺࠊࢹ࣓ࣜࢵࢺࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࡢ
ࢆ࣓ࣜ࢝ࡢᏛࡢㄪᰝࢆࡶ᪥⡿ẚ㍑ࢆ⾜࠺ࡇ࡛᥈ࡗ࡚࠸ࡃࠋ
ㅮ₇せ᪨
᪥ᮏࡢᏛ⫋ဨࡢᴗົࡀົศᤸつ⛬ἢࡗ࡚⤌⧊㸦ㄢ࣭ಀ㸧࡛ࣞ࣋ࣝ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢᑐ
ࡋࠊ࣓ࣜ࢝ࡢᏛ⫋ဨࡣࢪࣙࣈࢹࢫࢡࣜࣉࢩࣙࣥ㸦Job Description㸹⫋ົグ㏙᭩㸧ἢࡗ࡚
ಶࠎࡢᏛ⫋ဨࡢᴗົࡀỴᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏࢭ࣑ࢼ࣮࡛ࡣࠊࡇࢀࡽᏛ⫋ဨࡢᴗົࡸ⫋ົ㛵ࡍ
ࡿྲྀࡾỴࡵࡀࠊࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡛ࠊࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ࠼࡚࠾ࡾࠊࡢࡼ࠺࡞࣓ࣜࢵࢺࠊࢹ࣓ࣜ
ࢵࢺࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࡢࢆ࣓ࣜ࢝ࡢᏛࡢㄪᰝࢆࡶ᪥⡿ẚ㍑ࢆ⾜࠸ࠊཧຍ⪅ඹ᪥
ᮏࡢ⌧≧ࡸㄢ㢟ࡶ࠼࡞ࡀࡽ㐍ࡵࡓࠋ
 ලయⓗࡣࠊᮏࢭ࣑ࢼ࣮࡛ᢅࡗࡓࢪࣙࣈࢹࢫࢡࣜࣉࢩࣙࣥࡢㄪᰝሗ࿌ࡓࡾ╔ࡃࡲ࡛ࡢ◊
✲㐣⛬ࢆึࡵㄝ᫂ࡋࡓୖ࡛ࠊ᪥ᮏࡢᏛ࠾ࡅࡿົศᤸつ⛬ࡼࡿᏛ⫋ဨࡢᴗົ㛵ࡍࡿ
㛗ᡤ▷ᡤࢆὙ࠸ฟࡋࠊཧຍ⪅ᢞࡆࡅࡓࠋ
 ḟࠊ࣓ࣜ࢝ࡢࢪࣙࣈࢹࢫࢡࣜࣉࢩࣙࣥࡢά⏝ࡸᏛ⫋ဨࡢ࢟ࣕࣜᙧᡂࡘ࠸࡚ㄪᰝሗ
࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ࣓࡛ࣜ࢝ࡣࠊࢫ࣌ࢩࣕࣜࢫࢺࡋ࡚ࡢࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ⫋ဨࢪ࢙ࢿࣛࣜࢫࢺ
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ࡋ࡚ࡢࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ⫋ဨࡀᏑᅾࡍࡿࡀࠊࢪ࢙ࢿࣛࣜࢫࢺࡋ࡚ࡢࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ⫋
ဨࡣࠊ᪥ᮏࡣᙺࡶ⫱ᡂ࣭㛤Ⓨἲࡶ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆ♧ࡋࡓࠋࡑࡢୖ࡛ࠊ᪥ᮏ࣓ࣜ࢝ࡢ
⫋ሙ࠾ࡅࡿࠕࢳ࣮࣒ࠖࡢᐃ⩏ࡢ␗࡞ࡾࡀാࡁ᪉ࡸ࢟ࣕࣜᙧᡂࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼࡚࠸ࡿࡢ࡛
ࡣ࡞࠸࠸࠺௬ㄝࢆࡶࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥᏛࣂࢭࣝᰯࡢே㒊ࡸᏛ⏕ᨭ㒊ࡢᙺ⫋⪅ࠊ㛵ಀᩍ
⫋ဨࡢࣥࢱࣅ࣮ࣗ⤖ᯝࢆ࠸࡞ࡀࡽࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ㐍ࡵࡓࠋ᪥ᮏ࡛ࡣᏛົ㒊㛛࠾ࡅࡿࠕࢳ࣮
࣒ࠖࡢᐃ⩏ࡣࠊㄢࡸಀࢆ♧ࡍࡇࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࡀࠊ࣓࡛ࣜ࢝ࡣࢭࢡࢩࣙࣥࢆ㉸࠼࡚ά⏝࡛ࡁ
ࡿேᮦࢆ㞟ࡵࠊࡑࡢ㒔ᗘࠕࢳ࣮࣒ࠖࢆᵓᡂࡋࠊᴗົࢆࡇ࡞ࡍࢣ࣮ࢫࡀከ࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇࡀྍ
⬟࡞ࡿ⫼ᬒࡣࠊᏛࡢ࣑ࢵࢩࣙࣥࢆࡶࡋࡓᏛ⫋ဨࡑࢀࡒࢀࡢࢪࣙࣈࢹࢫࢡࣜࣉࢩࣙ
ࣥࡢᏑᅾࡀᙉࡃᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢪࣙࣈࢹࢫࢡࣜࣉࢩࣙࣥࡢᏑᅾࡇࡑࡀࠊປ࣭ࠊୖྖ࣭㒊
ୗࡀࡶ⣡ᚓࡋࡓୖ࡛ࠊὶືⓗ࡞ேᮦ㸦ே㈈㸧ά⏝ࢆྍ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࠊ࠸࠺ࡇࢆ⤂ࡋࡓࠋ
 ୖグࡢࡼ࠺࡞ㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓ࠺࠼࡛ࠊ࣓ࣜ࢝ࡢࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽࠊ᪥ᮏᆺࡢ᪂ࡓ࡞ே࣐ࢿ
ࢪ࣓ࣥࢺࡸᴗົࡢ㐍ࡵ᪉࡞ࡘ࠸࡚ࠊཧຍ⪅㆟ㄽࢆࢃࡍࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

  ۑᖺ  ᭶  ᪥ ➨  ᅇᣍ⪸ࢭ࣑ࢼ࣮
ࠕ2(&' ᅜ㝿Ꮫຊㄪᰝࡀᩍ⫱ᨻ⟇ཬࡰࡍࣥࣃࢡࢺࠖ

ㅮ ᖌ㸸⠛ཎ ┿Ꮚ㸦ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤᅜ㝿◊✲ ༠ຊ㒊 ⥲ᣓ◊✲ᐁ㸧
᪥ 㸸2014 ᖺ 3 ᭶ 5 ᪥ 16㸸00㹼18㸸00
ሙ ᡤ㸸ᮾᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ᩥ⣔⥲ྜ㤋 7 㝵 ࣮࢜ࣉ࣮ࣥ࣍ࣝ
ᴫ せ㸸OECD ࡢᅜ㝿Ꮫຊㄪᰝࡣࠊ୰➼ᩍ⫱ẁ㝵࡛ PISA ࡋ࡚ඛ⾜ⓗᐇࡉࢀࠊ᪥ᮏࢆྵࡵ
ࡓྛᅜࡢᩍ⫱ᨻ⟇ᑡ࡞ࡽࡠᙳ㡪ࢆ࠼࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࠊ㧗➼ᩍ⫱ẁ㝵࡛ࡶྠᵝࡢᏛຊㄪᰝ
AHELO ࡢᐇྥࡅࡓືࡁࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋPISA ࡀ࡞ࡐࠊ࠸࡞ࡿࣉࣟࢭࢫࢆ⤒࡚ィ
⏬࣭ᐇࡉࢀࡓࡢࠊྛᅜࡢᩍ⫱ᨻ⟇ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ࠼࡚࠸ࡿࡢࠊPISA2012 ᖺㄪ
ᰝ㸦2013 ᖺ 12 ᭶⤖ᯝබ⾲㸧ࡀᐇ㝿ࡢࡼ࠺⾜ࢃࢀࡓࡢࢆ᫂ࡽࡍࡿࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊ
ㄪᰝ⤖ᯝࡽࡳࡓ᪥ᮏࡢᩍ⫱ࡢ≉ᚩ࣭ㄢ㢟ࡸ 21 ୡ⣖ᚲせࡉࢀࡿ⬟ຊࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ
ㅮ₇せ᪨
ᮏㅮ₇࡛ࡣࠊ➨୍ࠕ࢚ࣅࢹࣥࢫࡼࡿᨻ⟇ᙧᡂ㹼ᅜ㝿ẚ㍑ࡢ㞴ࡋࡉᚓࡽࢀࡿࡶࡢࠖࠊ➨
ࠕPISA ㄪᰝࡣ㸽㹼PISA2012 ᖺㄪᰝࡣࡢࡼ࠺⾜ࡗࡓࡢ㸽ࠖࠊ➨୕ࠕPISA2012 ᖺㄪᰝ
ࡢ⤖ᯝࡽ㹼ぢ࠼ࡿࡶࡢ㸸᪥ᮏࡢᩍ⫱ࡢ⌧≧ࡣ㸽ࠖࠊ➨ᅄࠕࡑࡋ࡚ࠊࡲࡔぢ࠼࡞࠸ࡶࡢ㹼21 ୡ
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⣖ồࡵࡽࢀࡿ⬟ຊࠖࢆᰕヰࢆ㐍ࡵࡓࠋ
᭱ึࡢࠕ࢚ࣅࢹࣥࢫࡼࡿᨻ⟇ᙧᡂ࡛ࠖࡣࠊOECD ࡢ PISAࠊᅜ㝿Ꮫຊㄪᰝࡀࠊಶேⓗ࡞ពぢ
ࡸ⤒㦂ᕥྑࡉࢀ࡞࠸࢚ࣅࢹࣥࢫࡼࡗ࡚ᨻ⟇ࢆᙧᡂࡍࡿࡇࡢ㔜せᛶࡀㄆ㆑ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ
࡚ࡁࡓࡇࡀࠊPISA ࡢ⫼ᬒࡸ┠ⓗࠊ᪉ἲ࣭ෆᐜ࡞ࢆྵࡵ࡚ゎㄝࡋࡓࠋ
ḟࡢࠕPISA ㄪᰝࡣ㸽࡛ࠖࡣࠊ2013 ᖺ 12 ᭶බ⾲ࡉࢀࡓ PISA2012 ᖺㄪᰝ㛵㐃ࡋ࡚ࠊPISA
ࢆᐇ㝿ࡢࡼ࠺⾜ࡗࡓࡢࠊࡢࡼ࠺࡞ㄪᰝၥ㢟ࢆ⏝ࡋࡓࡢࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓࠋ
ᘬࡁ⥆ࡁࠕPISA2012 ᖺㄪᰝࡢ⤖ᯝࡽ࡛ࠖࡣࠊ᪥ᮏࡢ⏕ᚐࡢᡂ⦼ᡂ⦼࠼ࡿせᅉࡘ࠸
࡚ࠊ2012 ᖺㄪᰝࡲ࡛ࡢࡼ࠺ኚࡋ࡚ࡁࡓࡢࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓࠋ≉ࠊ2013 ᖺ 12 ᭶ࡢ⤖
ᯝබ⾲࠾࠸࡚͆㹔Ꮠᅇ͇ሗ㐨ࡉࢀࡓ᪥ᮏࡢᡂ⦼ࡢ㌶㊧ࢆヲ⣽ゎㄝࡋࠊࢹ࣮ࢱࡽఱࡀゝ
࠼ࡿࡢࢆ♧ࡋࡓࠋ
ࡑࡋ࡚᭱ᚋࡢࠕࡑࡋ࡚ࠊࡲࡔぢ࠼࡞࠸ࡶࡢ࡛ࠖࡣࠊPISA ࡢ⤖ᯝࡽ OECD ࡀ᪥ᮏᑐࡋ࡚
ࡢࡼ࠺࡞࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆ㏦ࡗ࡚࠸࡚ࠊࡑࢀࡣ᪥ᮏࡢᩍ⫱ࡗ࡚ࡢࡼ࠺࡞ពࡀ࠶ࡿࡢࢆᣦ
ࡋࡓࠋࡉࡽࠊ᪂ࡓ࡞ືྥࡋ࡚ࠊ21 ୡ⣖ồࡵࡽࢀࡿ⬟ຊࡘ࠸࡚ᅜ㝿ⓗ ᐃ᪉ἲࡀ᳨ウࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆ⤂ࡋࡓࠋ



 ۑᖺ  ᭶  ᪥ ྡྂᒇᏛ ᩍ⫱ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ )' ㅮ⩏
ࠕ*RRGDQG,QQRYDWLYH3UDFWLFHVDW8&/$㸦8&/$ ࠾ࡅࡿඃࢀࡓᩍ⫱ᐇ㊶㸧
ࠖ
ㅮ ᖌ㸸Kumiko Haas, Ph.D. (Ph.D. Psychology, University of California, Berkeley)
Director of Instructional Improvement Programs,
Office of Instructional Development,
University of California, Los Angeles (UCLA)
᪥ 㸸2014 ᖺ 3 ᭶ 14 ᪥ 10㸸00㹼12㸸00
ሙ ᡤ㸸ᮾᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ᩥ⣔⥲ྜ㤋 7 㝵 ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫ࣮࣍ࣝ
 ദ㸸ྡྂᒇᏛᅜ㝿㒊࣭㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ඹദ
ᴫ せ㸸࣭ࣥࢱࣛࢡࢸࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࡣ㸽
୍࣭⯡ⓗ࡞ Best Practice ࡢᐇ
࣭UCLA ࡢ㠉᪂ⓗ࡞ᐇ⤂
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ྡྂᒇᏛ᪂௵ᩍဨ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ۑᖹᡂ  ᖺᗘྡྂᒇᏛ᪂௵ᩍဨ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛ
᪥ 㸸2013 ᖺ 4 ᭶ 4 ᪥
 ሙ㸸ྡྂᒇᏛᮾᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ 㔝౫グᛕᏛ⾡ὶ㤋 2 㝵࣮࣍ࣝ
ྖ 㸸ኟ┠ 㐩ஓ
㐍 ⾜㸸

9:30
10:00

ཷ㛤ጞ
Ḽ㏄ࡢ࠶࠸ࡉࡘ
ཱྀ 㐨ᡂ㸦⥲㛗㸧

10:40

᪂௵ᩍဨࣁࣥࢻࣈࢵࢡࡢ⤂
㏆⏣ ᨻ༤㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮࣭ᩍᤵ㸧

11:00

◊✲ᨭ㛵ࡍࡿࢭ࣑ࢼ࣮
⸨ᕳ ᮁ㸦◊✲᥎㐍ᐊ㛗࣭ᩍᤵ㸧

11:30

ᅜ㝿ᑐᛂ㛵ࡍࡿࢭ࣑ࢼ࣮
⏣୰ ிᏊ㸦␃Ꮫ⏕ࢭࣥࢱ࣮࣭ᩍᤵ㸧

12:00-13:00

㣗ఇ᠁

12:30-13:30

ྛᩍ⫱࣭◊✲ᨭ㒊ᒁࡼࡿ࣏ࢫࢱ࣮ᒎ♧

13:30

␃ព㡯
ே࣭ປົୖࡢไᗘ
ᇼෆ ᩔ㸦⥲ົ㒊㛗㸧
㜵⅏ᑐ⟇
㣕⏣ ₶㸦⅏ᐖᑐ⟇ᐊ㛗࣭ᩍᤵ㸧
ࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺᑐ⟇
ᑠᕝ ᬛ⨾㸦ࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ┦ㄯࢭࣥࢱ࣮┦ㄯဨ㸧
Ᏻಖ㞀㈠᫆⟶⌮➼
ᑎෆ ᖖ㞝㸦⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍ᮏ㒊ࢫ࣮ࣃ࣮ࣂࢨ࣮㸧
ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ
ຍ⸨ ⰾ⚽㸦ሗᡓ␎ᐊ࣭ᩍᤵ㸧

14:30

ᩍ⫱࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ
୰ ಇᶞ㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮࣭ᩍᤵ㸧

15:20

ࣥࢣ࣮ࢺ⏝⣬グධࠊᅇ
◊ಟ⤊
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ཧຍ⪅ࣥࢣ࣮ࢺ㞟ィ⤖ᯝ
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◊ಟ⯡ࡘ࠸࡚ࡢࡈពぢ࣭ࡈ‶㸦⮬⏤グ㏙㸧
࣭ཧ⪃࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
࣭ㅮᖌࡢඛ⏕᪉ࡀኚࠊ‽ഛࢆࡉࢀ࡚࠸ࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋຮᙉ࡞ࡾࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊᩍ⫱ᙺ❧࡚ࡓ
࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
࣭ࣇࣞࢵࢩࣗ࡞⥲㛗ὶ࡛ࡁࡿᶵࡀ࠶ࡿ࠺ࢀࡋ࠸࡛ࡍࠋ
㸦ኚ࠾ᛁࡋ࠸ࡇࡣᏑࡌࡲ
ࡍࡀ㸧
ࠋ
࣭ྡᮐ➼ࢆࡅࡿࡼ࠺ࡍࢀࡤࠊὶࡶᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺㸽
࣭እᅜேᩍဨࡢேᩘࡀቑ࠼࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ᪥ᖖヰࡣ࡛ࡁ࡚ࡶࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞ᩥ᭩ࡢ⌮ゎᗘࡣ᪥ᮏே
➼ࠎࡣ࠸ࡁࡲࡏࢇࠋࡋࡋࠊࡏࡗࡃసࡽࢀ࡚࠸ࡿⱥㄒ㈨ᩱࡢᏑᅾࡸᏑᅾሙᡤࢆ▱ࡽࡎ࠸
࡚⏝࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡛ࡍࠋᅇࡢ◊ಟࡶྠᙉࡃ່ࡵ᮶ࡲࡋࡓࡀ㒊ࢆ⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ
࣭࣭࣭ࠋࡏࡗࡃࡢሗࡀࡶࡗࡓ࠸࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
࣭ᖺᗘ㏵୰ࡢ᥇⏝⪅ࡶ᥇⏝ࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࡞ࡢሗࡀᡭΏࡿࡼ࠺ࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ
࣭Ꮫࢆ▱ࡿⰋ࠸ᶵ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
࣭㣗୰ࡣᣵᣜࡤࡾ࡛㣗ࡿ㛫ࡀ༑ศ࡞࠸ࠋ30 ศ㛫ࢆᘏ㛗ࡋ࡚ࡶࡼ࠸ᛮ࠸ࡲ
ࡋࡓࠋ
࣭Ꮫ⏕ࡢ᫇ࡢẼ㉁ࡢኚࡘ࠸࡚ᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡇ࡛ࡶ᫇ࡢ࠺ࡣ㸽㸽ࢆ⌮ࡉࢀࡿࡶ
ࡢ࡛ࡍࡽ࣭࣭
࣭㝈ࡽࢀࡓ㛫ࡢ୰࡛ຠᯝⓗ࡞◊ಟ࡛࠶ࡗࡓࠋᏛࡢᇶᮏ᪉㔪࣭⌮ᛕࡘ࠸࡚⥲㛗ࡢ࠾ヰࡣࡶ࠺
ᑡࡋ㛫ࢆࡗ࡚ࡶࡼࡗࡓࠋ
࣭ࢥࣥࣃࢡࢺ࡛ࢃࡾࡸࡍ࠸ㄝ࡛᫂ࠊ㠀ᖖࡼࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ᭷ࡾ㞴࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
࣭℈ཱྀඛ⏕ࡢ࠾ヰࢆ࠾⫈ࡁ࡛ࡁ࡚Ⰻࡗࡓࠋ
࣭ࣛࣥࢳࢱ࣒ࡢྡᮐࢆࡅࡽࢀࡿࡢᩍဨࡢ᪉ࡶࡗヰࡋࡅࡽࢀࡸࡍࡃ࡞ࡿᛮ࠸
ࡲࡍࠋ
࣭◊ಟࡢᶵࢆࡶ࠺ᑡࡋቑࡸࡋ࡚㡬ࡁࡓ࠸࡛ࡍࠋẖᖺ 4 ᭶୍ᅇ࡛ࡍࠊ⚾ࡢࡼ࠺ᖺᗘ㏵୰࡛
╔௵ࡋࡓே㛫ࡀሗ㊊㝗ࡾࡲࡍࠋ
࣭᪂௵ᩍဨࣁࣥࢻࣈࢵࢡࡀࢩࣥࣉࣝࡘᚲせ࡞ሗࡢ࣏ࣥࢺࡀⓗ☜᭩ࢀ࡚࠸࡚Ⰻࡗࡓࠋ
㸦యⓗ㓄ᕸࡣࢩࣥࣉࣝࠊ࣏ࣥࢺ࠸ࡗࡥ࠸ࡣⰋ࠸ഴྥ㸧
࣭⥲㛗ࡢヰࡣ࡚ࡶࡼࡗࡓࠋ㈨ᩱࡀ࠶ࢀࡤ࠸࠸ࠋᤵᴗࡢヰࡶ࡚ࡶཧ⪃࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
࣭ឤ࡛ࡍࡀࠊ㧗ᗘ࡞◊✲ࢆࡋ࡚࠸ࡃࡇࡢᚲせᛶࡀ࡞ࡾᙉㄪࡉࢀࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊྡྂᒇᏛࡢ
ᩍဨࡋ࡚ົࡵࡽࢀࡿྰࠊ࡞ࡾᏳ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
࣭ᅜ㝿ᑐᛂࡢࢭ࣑ࢼ࣮ࡣ‶࡛࠶ࡗࡓࠋㄡࡢࡓࡵࡢఱࡢࡓࡵࡢࢭ࣑ࢼ࣮࡞ࡢ᫂ࠋ
࣭ᅇࠊ࣏ࢫࢻࢡ◊✲ဨࡋ࡚ࡢ⫋ࡘ࠸ࡓࡢ࡛ࠊཧຍࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡀࠊ㛫ࡀ㛗࠸ឤࡌ
ࡓࠋ⚾ࡢࡼ࠺ࠊᖺࠊ୍ᖺྡࡢ㠀ᖖ◊✲ဨࡔࡗࡓࡾࠊᏛࡢ≉ู◊✲ဨࡔࡗࡓࡾࡋ
ࡓ᪉ࡣࠊ࠾ࡑࡽࡃ࠾࠾ࡼࡑࡢෆᐜ➼ࡣ▱ࡗ࡚࠸ࡿᛮ࠺ࠋࡃྡึࡵ࡚㉱௵ࡋࡓඛ⏕᪉
ࡣⰋ࠸ᛮ࠺ࡀࠊ⚾ࡣ༑ศࡍࡂࡿࡢෆᐜࡔࡗࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞᪉ࠎศࡅ࡚⾜ࡗࡓ᪉ࡀⰋ
࠸ࡢ࡛ࡣ㸽
࣭ᖺᗘ㏵୰࡛ࡶ╔௵ࡋࡓࡽࠊࡸࡗ࡚ࡋࡗࡓࠋ
࣭
㸦᪥ᮏ࣭ୡ⏺ࡢ୰࡛ࡢ㸧Ꮫࡋ࡚ྡࡢ⨨࡙ࡅ࡞ࠊྡࢆᐈほⓗᩍ࠼ࡿㅮ₇ࡀḧࡋ࠸
ឤࡌࡓࠋ
࣭᭱ึ࡛(᭱ᚋࡢ)ᶵ࡞ࡢ࡛ࠊᬑẁ⪺ࡅ࡞࠸ෆᐜࢆᐇࡉࡏ࡚ࡋ࠸ࠋ
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ྡྂᒇᏛ㒊ᒁ➼࠾ࡅࡿ◊ಟ
ࢭࣥࢱ࣮ദ࣭ඹദ
ۑ2013 ᖺ 4 ᭶ 24 ᪥ ≉ูࢭ࣑ࢼ࣮ࠕTA ࡢࡓࡵࡢࣛࢸࣥࢢᨭࢭ࣑ࢼ࣮ࠖ
 ሙ㸸୰ኸᅗ᭩㤋
ㅮ ᖌ㸸㏆⏣ ᨻ༤㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
 ദ㸸୰ኸᅗ᭩㤋ࠊᩍ㣴ᩍ⫱㝔ࠊ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮
ᑐ ㇟㸸ᇶ♏ࢭ࣑ࢼ࣮࡞ࠊపᖺḟ⛉┠ࡢ TA ࢆᢸᙜࡍࡿᏛ㝔⏕
ᴫ せ㸸Ꮫ⏕ࡀⓗ☜࡞࣏࣮ࣞࢺࢆ᭩ࡅࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࠊTA ࡋ࡚ࡢࡼ࠺࡞ᨭࡀᚲせ
ࢆᏛࡧࡲࡍࠋ
ۑ2013 ᖺ 5 ᭶ 22 ᪥ ≉ูࢭ࣑ࢼ࣮ࠕ➨ 1 ᅇ࣏࣮ࣞࢺ᭩ࡁ᪉ㅮᗙࠖ
 ሙ㸸୰ኸᅗ᭩㤋
ㅮ ᖌ㸸㏆⏣ ᨻ༤㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
 ദ㸸୰ኸᅗ᭩㤋ࠊᩍ㣴ᩍ⫱㝔ࠊ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮
ᑐ ㇟㸸Ꮫ㒊୍ࠊᖺ⏕
ᴫ せ㸸Ꮫ࡛ồࡵࡽࢀࡿ࣏࣮ࣞࢺࡣ࠸ࡃࡘࡢసἲࢥࢶࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ1࣭2 ᖺ⏕ࡢ࠺ࡕࡇ
ࢀࡽࢆ☜ᐇ㌟ࡘࡅ࡚࠾ࡁࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ഛ ⪃㸸4 ᅇࢩ࣮ࣜࢬࡢ➨ 1 ᅇ┠࡛ࡍࠋ
ۑ2013 ᖺ 6 ᭶ 26 ᪥ ≉ูࢭ࣑ࢼ࣮ࠕ➨ 2 ᅇ࣏࣮ࣞࢺ᭩ࡁ᪉ㅮᗙࠖ
 ሙ㸸୰ኸᅗ᭩㤋
ㅮ ᖌ㸸㏆⏣ ᨻ༤㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
 ദ㸸୰ኸᅗ᭩㤋ࠊᩍ㣴ᩍ⫱㝔ࠊ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮
ᑐ ㇟㸸Ꮫ㒊୍ࠊᖺ⏕
ᴫ せ㸸Ꮫ⾡ⓗ࡞࣏࣮ࣞࢺࡸㄽᩥ࡛ࡣࠊㄽ⌮ⓗ࡞➽㐨ࢆ❧࡚࡚┦ᡭㄝ᫂ࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡲ
ࡍࠋࡑࡢ᪉ἲࢆලయⓗ⤂ࡋࡲࡍࠋ
ഛ ⪃㸸4 ᅇࢩ࣮ࣜࢬࡢ➨ 2 ᅇ┠࡛ࡍࠋᅇࡽ࡛ࡶཷㅮྍ⬟࡛ࡍࠋ
ۑ2013 ᖺ 10 ᭶ 30 ᪥ ≉ูࢭ࣑ࢼ࣮ࠕ➨ 3 ᅇ࣏࣮ࣞࢺ᭩ࡁ᪉ㅮᗙࠖ
 ሙ㸸୰ኸᅗ᭩㤋
ㅮ ᖌ㸸㏆⏣ ᨻ༤㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
 ദ㸸୰ኸᅗ᭩㤋ࠊᩍ㣴ᩍ⫱㝔ࠊ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮
ᑐ ㇟㸸Ꮫ㒊୍ࠊᖺ⏕
ᴫ せ㸸⮬ศ࡛タᐃࡋࡓ㢟ࢆࡶࡋ࡚ࠊㄽᩥࡢయീࢆࡢࡼ࠺タᐃࡍࡿࠊㄞ⪅࠸
ⓗ☜ࡘ⡆₩ఏ࠼ࡿࢆᏛࡧࡲࡍࠋ
ഛ ⪃㸸4 ᅇࢩ࣮ࣜࢬࡢ➨ 3 ᅇ┠࡛ࡍࠋᅇࡽ࡛ࡶཷㅮྍ⬟࡛ࡍࠋ
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ۑ2013 ᖺ 11 ᭶ 20 ᪥ ≉ูࢭ࣑ࢼ࣮ࠕ➨ 4 ᅇ࣏࣮ࣞࢺ᭩ࡁ᪉ㅮᗙࠖ
 ሙ㸸୰ኸᅗ᭩㤋
ㅮ ᖌ㸸㏆⏣ ᨻ༤㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
 ദ㸸୰ኸᅗ᭩㤋ࠊᩍ㣴ᩍ⫱㝔ࠊ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮
ᑐ ㇟㸸Ꮫ㒊୍ࠊᖺ⏕
ᴫ せ㸸ㄽᩥࡸᏛ⾡࣏࣮ࣞࢺࢆ᭩ࡃ㝿᭱ࡶ㔜せࡘ㞴ࡋ࠸ࡢࡣࠕฟࡔࡋࠖ㒊ศ㸦ᗎ❶㸧࡛ࡍࠋ
ฟࡔࡋ᭩ࡃࡁࡇࡣఱࠊ␃ពࡍࡁⅬࡣఱࡘ࠸࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࡲࡍࠋ
ഛ ⪃㸸4 ᅇࢩ࣮ࣜࢬࡢ➨ 4 ᅇ┠࡛ࡍࠋᅇࡽ࡛ࡶཷㅮྍ⬟࡛ࡍࠋ
ۑ2013 ᖺ 12 ᭶ 4 ᪥ ≉ูࢭ࣑ࢼ࣮ࠕࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥධ㛛ࠖ
 ሙ㸸ᩥ⣔⥲ྜ㤋 7 㝵࣮࢜ࣉ࣮ࣥ࣍ࣝ
ㅮ ᖌ㸸ᮾ ᮃṌ㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
 ദ㸸㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠊ୰ኸᅗ᭩㤋
ᑐ ㇟㸸Ꮫ㒊୍ࠊᖺ⏕
ᴫ せ㸸ࣉࣞࢮࣥࡣⱞᡭ㸽࠸ࡁ࡞ࡾࢫࣛࢻࡽసࡾጞࡵ࡚࠸ࡲࡏࢇ㸽ᇶᮏࡢ࣮ࣝࣝࢆᢲࡉ࠼
࡚࠾ࡅࡤࠊᑡࡋࡢᕤኵ࡛ఏࢃࡾࡸࡍࡃㄝᚓຊࡢ࠶ࡿࣉࣞࢮࣥࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ‽ഛྲྀࡾࡿ
๓๓ᥦࢆ☜ㄆࡍࡿࠊⓎ⾲ࡢ㦵᱁ࢆసࡿࠊࣞ࢘ࢺࢆ⤫୍ࡍࡿࠊᅗ⾲࡛ሗࢆᩚ⌮ࡍࡿࠊ
ࣜࣁ࣮ࢧࣝࢆࡍࡿ͐࡞ࠊࣉࣞࢮࣥࡢẁ㝵ࡈࡢ࣏ࣥࢺࢆᏛࡧࡲࡍࠋ
ۑ2013 ᖺ 12 ᭶ 18 ᪥ ≉ูࢭ࣑ࢼ࣮ࠕ㨩ຊⓗ࡞◊✲ィ⏬᭩ࡢ᭩ࡁ᪉ࠖ
 ሙ㸸୰ኸᅗ᭩㤋
ㅮ ᖌ㸸㏆⏣ ᨻ༤㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
 ദ㸸୰ኸᅗ᭩㤋ࠊ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮
ᑐ ㇟㸸Ꮫ㒊୍ࠊᖺ⏕
ᴫ せ㸸Ꮫ㝔ධヨ࡛᭱ࡶ㔜せ࡞ࡢࡣ◊✲ィ⏬᭩ࡢෆᐜ࡛ࡍࠋㄽ⌮ⓗࡘㄝᚓຊࡢ࠶ࡿ◊✲ィ⏬
᭩ࡢ᭩ࡁ᪉ࡘ࠸࡚Ꮫࡧࡲࡍࠋ
ഛ ⪃㸸⮬ศࡢ◊✲ィ⏬᭩ࢆᣢཧࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㏵୰ẁ㝵࡛ࡲ࠸ࡲࡏࢇࠋཷㅮ⪅ྠኈ࡛ࢥ࣓ࣥ
ࢺࡋࡲࡍࠋ

㸰㸬ࢭࣥࢱ࣮࣭ࢫࢱࢵࣇ༠ຊ
ۑ2013 ᖺ 4 ᭶ 3 ᪥ ᖹᡂ 25 ᖺᗘྡྂᒇᏛ᪂つ᥇⏝⫋ဨ◊ಟ
ࠕᏛ♫࠾ࡅࡿከᩥඹ⏕ 
࢝ࢹ࣑ົ⤌⧊ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡵࡊࡋ࡚ࠖ
ㅮ ᖌ㸸㏆⏣ ᨻ༤㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
 ദ㸸⥲ົ㒊⫋ဨㄢ
ᑐ ㇟㸸ྡྂᒇᏛࡢ᪂つ᥇⏝⫋ဨ
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ۑ2013 ᖺ 6 ᭶ 13 ᪥ ᖹᡂ 25 ᖺᗘྡྂᒇᏛ௵⫋ဨ◊ಟࠕᏛ࠾ࡅࡿ⫋ဨᩍဨࡢ␗ᩥ
⌮ゎ ⫋ဨࡣᩍဨࢆ࠺⌮ゎࡍࢀࡤࡼ࠸㸽ࠖ
ㅮ ᖌ㸸㏆⏣ ᨻ༤㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
 ദ㸸⥲ົ㒊⫋ဨㄢ
ᑐ ㇟㸸ྡྂᒇᏛࡢ௵⫋ဨ
ۑ2013 ᖺ 8 ᭶ 8 ᪥ 2013 ᖺᗘᏛࡧࡢᮭ࣭Ꮫ⾡ࢥ࣮ࢫᆅ⌫ᕷẸᏛ᥈ồㅮᗙࠕୡ⏺ࡢᏛᰯᩥࠖ
ㅮ ᖌ㸸㏆⏣ ᨻ༤㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
 ദ㸸Ꮫ㝔ᩍ⫱Ⓨ㐩⛉Ꮫ◊✲⛉୰➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮(CSES)
ᑐ ㇟㸸ྡྂᒇᏛᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓ㧗➼Ꮫᰯࡢ㧗ᰯ⏕
ᴫ せ㸸Ꮫᰯࡢᩥࡸ࣮ࣝࣝࡣᅜࡸᆅᇦࡼࡗ࡚ࡁࡃ␗࡞ࡾࡲࡍࠋ࡞ࡐࡑࡢࡼ࠺࡞㐪࠸ࡀ⏕ࡲ
ࢀࡿࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋᏛᰯᩥࡢ㐪࠸ࡣ⏕ᚐࡢᡂ㛗ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ࡉࡲࡊࡲ࡞ᅜࡢࡘ࠸࡚ពぢࡍࡿࡇࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ᪥ᮏࡢᏛᰯᩥࢆ┦ᑐⓗぢࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ۑ2013 ᖺ 9 ᭶ 2 ᪥ Seminar series on “Contemporary Topic in Education across the Globe”
࠾ࡅࡿ ‘Education in Vietnam’㸦ⱥㄒㅮ₇㸧
ㅮ ᖌ㸸㏆⏣ ᨻ༤㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
 ദ㸸ྡྂᒇᏛᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓ㧗➼Ꮫᰯ
ᑐ ㇟㸸ྡྂᒇᏛᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓ㧗➼Ꮫᰯࡢ㧗ᰯ⏕
ᴫ せ㸸How do the Confucius tradition and socialism affect education? This session focuses
on the schooling in Vietnam for examining the impact. While Confucianism has been
appreciated as the driving force for achieving high literacy, economic development, it may
cause the cramming, memorization and diploma disease. Socialism has been taught in
negative context since the end of cold war 1990’s, however, it is still working in education
pursuing equality and social justice. Considering education with multi-faced perspectives
is important to eliminate our prejudice or bias.
ۑ2013 ᖺ 9 ᭶ 10 ᪥ Ꮫ㝔ሗ⛉Ꮫ◊✲⛉⤌㎸ࡳࢩࢫࢸ࣒ศ㔝 enPit ࣉࣟࢢ࣒ࣛኟᮇ◊ಟࠕㄽ
⌮ⓗ࡞ᩥ❶సᡂࡢᇶᮏࠖ
ㅮ ᖌ㸸㏆⏣ ᨻ༤㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
 ദ㸸Ꮫ㝔ሗ⛉Ꮫ◊✲⛉⤌㎸ࡳࢩࢫࢸ࣒ศ㔝
ۑ2013 ᖺ 9 ᭶ 26 ᪥ Ꮫ㝔ᕤᏛ◊✲⛉ሗᕤᏛࢥ࣮ࢫ FD ◊ಟࠕࡣࡌࡵ࡚ⱥㄒ࡛ᩍ࠼ࡿࡓࡵࡢ
ࢥࢶࠖ
ㅮ ᖌ㸸㏆⏣ ᨻ༤㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
 ദ㸸Ꮫ㝔ᕤᏛ◊✲⛉ሗᕤᏛࢥ࣮ࢫ
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ۑ2013 ᖺ 10 ᭶ 11 ᪥ ᖹᡂ 25 ᖺᗘྡྂᒇᏛ㝃ᒓ㝔⮫ᗋᐇ⩦ᣦᑟ⪅◊ಟ࣭ேᮦ⫱ᡂᢸᙜ⪅◊
ಟ࣭ࢡࣜࢸ࢝ࣝࢣࢥ࣮ࢫ◊ಟ࣭ࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࢬ◊ಟࠕࢥ࣮ࢳࣥࢢࠖ
 ሙ㸸ྡྂᒇᏛ㝃ᒓ㝔
ㅮ ᖌ㸸୰ ಇᶞ㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
 ദ㸸ྡྂᒇᏛ㝃ᒓ㝔
ᑐ ㇟㸸⫋ဨ㸦┳ㆤᖌ㸧
ۑ2013 ᖺ 12 ᭶ 3 ᪥ ከᩥ⌮ゎ◊ಟࠕእᅜேᩍဨࢆ⌮ゎࡋࠊᑐᛂࡍࡿ᪉ἲࠖ
ㅮ ᖌ㸸㏆⏣ ᨻ༤㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
 ദ㸸ᅜ㝿㒊
ᑐ ㇟㸸ྛ㒊ᒁ࠾࠸࡚␃Ꮫ⏕ࡸእᅜேᩍဨᑐᛂࡍࡿᶵࡢከ࠸ົ⫋ဨ࣭ົ⿵బဨ
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ྡྂᒇᏛእ࠾ࡅࡿ◊ಟ➼
ۑ2013 ᖺ 4 ᭶ 19 ᪥ 㧗ᰯ 3 ᖺ⏕ྥࡅㅮ₇ࠕᏛ࡛ồࡵࡽࢀࡿᏛຊࠖ
ㅮ ᖌ㸸㏆⏣ ᨻ༤㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
㛤 ദ㸸ྡྂᒇᕷ❧ྥ㝧㧗➼Ꮫᰯ
ۑ2013 ᖺ 6 ᭶ 11 ᪥ 㛵すᅜ㝿Ꮫᩍ⫋ဨㅮ₇ࠕ࣋ࢺࢼ࣒㧗➼ᩍ⫱ࡢ≉㉁ືྥࠖ
ㅮ ᖌ㸸㏆⏣ ᨻ༤㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
㛤 ദ㸸㛵すᅜ㝿Ꮫᑽᓮ࢟ࣕࣥࣃࢫ
ۑ2013 ᖺ 6 ᭶ 13 ᪥ ࠕᏛ⏕ࢆᘬࡁ㎸ࡴᩍᤵἲ㸫ືᶵ࡙ࡅࢡࢸࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࢆ୰ᚰࠖ
ㅮ ᖌ㸸୰ ಇᶞ㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
㛤 ദ㸸ி㒔ࣀ࣮ࢺࣝࢲ࣒ዪᏊᏛ
ۑ2013 ᖺ 6 ᭶ 29 ᪥ ༓ⴥᏛᏛ㝔┳ㆤᏛ◊✲⛉ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ㅮ₇ࠕᏛ㝔࠾ࡅࡿ◊✲ᐊᩍ
⫱ࡢㄢ㢟ᒎᮃࠖ
ㅮ ᖌ㸸㏆⏣ ᨻ༤㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
㛤 ദ㸸༓ⴥᏛᏛ㝔┳ㆤᏛ◊✲⛉
ۑ2013 ᖺ 7 ᭶ 12 ᪥ ࠕࢡࢸࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࡢ᪉ἲࠊ㐨ලࠊ⎔ቃࠖ
ㅮ ᖌ㸸୰ ಇᶞ㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
㛤 ദ㸸㛵すᏛ
ۑ2013 ᖺ 7 ᭶ 25 ᪥ ࠕㄡࡢࡓࡵࠊఱࡢࡓࡵࡢࢩࣛࣂࢫ㸫ࢩࣛࣂࢫࡢ᭩ࡁ᪉࣭࠸᪉ࠖ
ㅮ ᖌ㸸୰ ಇᶞ㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
㛤 ദ㸸㱟㇂Ꮫ
ۑ2013 ᖺ 8 ᭶ 21 ᪥ SPOD ࣇ࢛࣮࣒ࣛ 2013ࠕᩍ⫱ᨵၿࡢࡓࡵࡢ IR ධ㛛࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠖ
ㅮ ᖌ㸸୰ ಇᶞ㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
㛤 ദ㸸ឡᏛ
ۑ2013 ᖺ 8 ᭶ 29 ᪥ ࠕᩍ࠼ࡿᢏ⾡ࢆ㌟ࡘࡅࡿࠖ
ㅮ ᖌ㸸୰ ಇᶞ㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
㛤 ദ㸸ᒱ㜧ᏛᏛ㝔㐃ྜ⋇་Ꮫ◊✲ᡤ
ۑ2013 ᖺ 8 ᭶ 30 ᪥ ❧㤋Ꮫ⫋ဨ◊ಟࠕᏛ⫋ဨᚲせ࡞⬟ຊᏛࡧ㸫⬟ຊᙧᡂࡘ࡞ࡀ
ࡿᏛࡧࡣ㸫ࠖ
ㅮ ᖌ㸸ኟ┠ 㐩ஓ㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
㛤 ദ㸸❧㤋Ꮫ
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ۑ2013 ᖺ 9 ᭶ 4 ᪥ ᒱ㜧┴▷ᮇᏛ༠◊ಟࠕᩍ⫱ᨵၿࡢࡓࡵࡢࢹ࣮ࢱά⏝ࠖ
ㅮ ᖌ㸸୰ ಇᶞ㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
㛤 ദ㸸ࢢࣦ࢙࣮ࣛࣥࣝᒱᒣ
ۑ2013 ᖺ 9 ᭶ 10ࠊ11 ᪥ ᱒ⶱᶓᏛ⫋ဨ◊ಟࠕ㧗➼ᩍ⫱ᨻ⟇Ꮫᨵ㠉ࡢືྥࠖࠕ⟶⌮⫋ࡢ
ᙺ㸫ồࡵࡽࢀࡿ⬟ຊ࣭ാࡁ᪉ࠖࠕ㧗➼ᩍ⫱ᨻ⟇Ꮫᨵ㠉ࠖࠕᑐேᢡ⾪ࡢᇶᮏ㸫Ꮫ⏕࠸
᥋ࡍࡿࠖ
ㅮ ᖌ㸸ኟ┠ 㐩ஓ㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
㛤 ദ㸸᱒ⶱᶓᏛ
ۑ2013 ᖺ 9 ᭶ 13 ᪥ FD ◊ಟࠕᏛ⏕ࢆᤵᴗᕳࡁ㎸ࡴ᪉ἲࠖ
ㅮ ᖌ㸸㏆⏣ ᨻ༤㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
㛤 ദ㸸᳥ᒣዪᏛᅬᏛ
ۑ2013 ᖺ 9 ᭶ 14 ᪥ ➨ 3 ᅇ㧗➼ᩍ⫱㛤Ⓨࣇ࢛࣮࣒ࣛࠕᤵᴗࡢᑠ㐨ලࢆά⏝ࡋࡓ FD ࡢྍ⬟ᛶࠖ
ㅮ ᖌ㸸୰ ಇᶞ㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
 ദ㸸᪥ᮏ㧗➼ᩍ⫱㛤Ⓨ༠
 ሙ㸸ி㒔⏘ᴗᏛ
ۑ2013 ᖺ 9 ᭶ 14ࠊ15 ᪥ ᅜᏛࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒༠㆟ ➨ 6 ศ⛉ࠕࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࡼࡿ
FD࣭SD ࡢ᥎㐍ࠖ㸦ឡ▱Ꮫ㛗᠓ヰᢸᙜ㸧
ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮㸸ኟ┠ 㐩ஓ㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
㛤 ദ㸸ྠᚿ♫Ꮫ
ۑ2013 ᖺ 9 ᭶ 15 ᪥ ➨ 3 ᅇ㧗➼ᩍ⫱㛤Ⓨࣇ࢛࣮࣒ࣛࠕᏛ㝔࠾ࡅࡿ FD ධ㛛ࠖ
ㅮ ᖌ㸸㏆⏣ ᨻ༤㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
 ദ㸸᪥ᮏ㧗➼ᩍ⫱㛤Ⓨ༠
 ሙ㸸ி㒔⏘ᴗᏛ
ۑ2013 ᖺ 9 ᭶ 15 ᪥ ➨ 3 ᅇ㧗➼ᩍ⫱㛤Ⓨࣇ࢛࣮࣒ࣛࠕࢹ࣮ࢱᇶ࡙ࡃ⤌⧊ⓗ࡞ᩍ⫱ᨵၿࢆࡢ
ࡼ࠺⾜࠺㸫ᩍᏛ IR ධ㛛ࠖ
 ദ㸸᪥ᮏ㧗➼ᩍ⫱㛤Ⓨ༠
 ሙ㸸ி㒔⏘ᴗᏛ
ۑ2013 ᖺ 10 ᭶ 7 ᪥ ᪂ே┳ㆤ⫋ဨᩍ⫱ᢸᙜ⪅◊ಟձࠕᩍ⫱㛵ࡍࡿᇶ♏▱㆑ࠖ
ㅮ ᖌ㸸୰ ಇᶞ㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
㛤 ദ㸸ឡ▱┴┳ㆤ༠
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ۑ2013 ᖺ 10 ᭶ 17 ᪥ Ꮫ⾡ሗࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱ᢸᙜ⪅◊ಟࠕᏛ⏕ຠᯝⓗ࡞ᩍᤵἲࠖ
ㅮ ᖌ㸸㏆⏣ ᨻ༤㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
 ദ㸸ᅜ❧ሗᏛ◊✲ᡤ
 ሙ㸸㜰Ꮫ㇏୰࢟ࣕࣥࣃࢫ㝃ᒓᅗ᭩㤋
ۑ2013 ᖺ 11 ᭶ 5 ᪥ 2013 ᖺᗘࠕㄞ᭩࣐ࣛࢯࣥࢥ࣓ࣥࢺ㈹ࠖ
⏝ ົ㸸㑅⪃ࡢᑂᰝဨ
ᑂᰝဨ㸸㏆⏣ ᨻ༤
 ദ㸸ྡྂᒇᏛᾘ㈝⏕ά༠ྠ⤌ྜ
 ሙ㸸ྡྂᒇᏛ༡㒊㣗ᇽ㸦⾲ᙲᘧ 2013 ᖺ 12 ᭶ 10 ᪥㸧
ۑ2013 ᖺ 11 ᭶ 15 ᪥ ᩍ⫋ဨ◊ಟࠕከᵝࡍࡿᏛ㝔⏕ࢆ࠺⫱࡚ࡿࠖ
ㅮ ᖌ㸸㏆⏣ ᨻ༤㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
㛤 ദ㸸ዉⰋዪᏊᏛ
ۑ2013 ᖺ 11 ᭶ 28 ᪥ Ꮫ⾡ሗࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱ᢸᙜ⪅◊ಟࠕᏛ⏕ຠᯝⓗ࡞ᩍᤵἲࠖ
ㅮ ᖌ㸸㏆⏣ ᨻ༤㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
㛤 ദ㸸ᅜ❧ሗᏛ◊✲ᡤ
ۑ2013 ᖺ 12 ᭶ 6 ᪥ ἲᨻᏛ➨ 9 ᅇ FD ࣇ࢛࣮࣒ࣛࠕᏛᩍဨࡢຊ㔞ᙧᡂࢆᨭࡍࡿ FD ࡣࠖ

ㅮ ᖌ㸸ኟ┠ 㐩ஓ㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
㛤 ദ㸸ἲᨻᏛ
ۑ2013 ᖺ 12 ᭶ 9 ᪥ ᪂ே┳ㆤ⫋ဨᩍ⫱ᢸᙜ⪅◊ಟղࠕᩍ⫱㛵ࡍࡿᇶ♏▱㆑ࠖ
ㅮ ᖌ㸸୰ ಇᶞ㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
㛤 ദ㸸ឡ▱┴┳ㆤ༠
ۑ2013 ᖺ 12 ᭶ 11 ᪥ ࠕᏛ࠾ࡅࡿᩍᤵἲࠖ
ㅮ ᖌ㸸୰ ಇᶞ㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
㛤 ദ㸸㟼ᒸ⚟♴Ꮫ
ۑ2013 ᖺ 12 ᭶ 13 ᪥ ➨ 4 ᅇᅗ᭩㤋⫋ဨᇶ♏◊ಟࠕࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥධ㛛ࠖ
ㅮ ᖌ㸸㏆⏣ ᨻ༤㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
 ദ㸸ᮾᾏᆅ༊Ꮫᅗ᭩㤋༠㆟
 ሙ㸸ྡྂᒇᏛ㇏⏣ㅮᇽ
ۑ2013 ᖺ 12 ᭶ 18 ᪥ FD ◊ಟࠕᏛᩍ⫱ᨵၿࢆಁ㐍ࡍࡿ FD࣭SD ࡢ࠶ࡾ᪉ࠖ
ㅮ ᖌ㸸ኟ┠ 㐩ஓ㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
㛤 ദ㸸᪂₲┴❧Ꮫ
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ۑ2013 ᖺ 12 ᭶ 20 ᪥ ࠕ࢙࢘ࣈࢩࣛࣂࢫࡢసᡂά⏝᪉ἲࠖ
ㅮ ᖌ㸸୰ ಇᶞ㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
㛤 ദ㸸㱟㇂Ꮫ
ۑ2013 ᖺ 12 ᭶ 25 ᪥ ➨ 2 ᅇᏛ FD/SD ◊ಟㅮ₇ࠕᑡேᩘᩍ⫱ࠊࢮ࣑ࠊ◊✲ᐊࡢάᛶ㸫ྡ
ྂᒇᏛࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㸫ࠖ
ㅮ ᖌ㸸㏆⏣ ᨻ༤㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
 ሙ㸸ி㒔⏘ᴗᏛ
ۑ2014 ᖺ 1 ᭶ 20 ᪥ ᪂ே┳ㆤ⫋ဨᐇᆅᣦᑟ⪅◊ಟձࠕᏛ⩦㛵ࡍࡿᇶ♏▱㆑ࠖ
ㅮ ᖌ㸸୰ ಇᶞ㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
㛤 ദ㸸ឡ▱┴┳ㆤ༠
ۑ2014 ᖺ 1 ᭶ 28 ᪥ ࠕIR ࢆᐇ㊶ࡍࡿࡓࡵࡢᣦ㔪ࠖ
ㅮ ᖌ㸸୰ ಇᶞ㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
㛤 ദ㸸❧㤋Ꮫ
ۑ2014 ᖺ 1 ᭶ 31 ᪥ ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕ⏘ᴗ⏺ࢽ࣮ࢬᑐᛂࡋࡓึᖺḟᩍ⫱ࡢࢳࣕࣞࣥࢪࠖࠕࢡ
ࢸࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᏛⓗᩍ⫱ ᨵ㠉ࡢࢳࣕࣞࣥࢪ㸸ព⩏᪉ἲࠖ
ㅮ ᖌ㸸ኟ┠ 㐩ஓ㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
㛤 ദ㸸ྡྂᒇၟ⛉Ꮫ
ۑ2014 ᖺ 2 ᭶ 13 ᪥ ࠕྡྂᒇᏛ࣓ࣥࢱ࣮ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀࡶࡓࡽࡋࡓࡶࡢࠖ
ㅮ ᖌ㸸୰ ಇᶞ㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
㛤 ദ㸸ឡᏛ
ۑ2014 ᖺ 2 ᭶ 15 ᪥ ឡ▱ᨻᏛ㝔ㅮ₇ࠕຠᯝⓗ࡞ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖ
ㅮ ᖌ㸸㏆⏣ ᨻ༤㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
㛤 ദ㸸⮬⏤Ẹඪឡ▱┴㐃
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ᩍဨ࣓ࣥࢱ࣮ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ᴫせ
 ㉱௵㛫ࡶ࡞࠸᪂௵ᩍဨࡗ࡚ࠊᏛ࠾ࡅࡿάືᏳࡣࡘࡁࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᩍဨ࣓ࣥࢱ࣮ࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊᏛ࠾࠸୍࡚ᐃࡢ⫋ົ⤒㦂ࢆࡶࡘᩍဨὶࡍࡿࡇ࡛ࠊ᪂௵ᩍဨࡀᏛᩍဨ
ࡋ࡚ᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆᨭࡍࡿࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿࠋ⏨ዪඹྠཧ⏬ᐊ༠ຊࡋ࡚ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㐠
Ⴀࡋ࡚࠸ࡿ
ᢸᙜ⪅
୰ ಇᶞ㸦ྡྂᒇᏛ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
࡞άືෆᐜ࣭ᡂᯝ
1) ᪂௵ᩍဨ◊ಟ࠾࠸࡚ᩍဨ࣓ࣥࢱ࣮ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᗈሗࡋࠊᕼᮃ⪅࣓ࣥࢱ࣮ᩍဨࢆ⤂ࡋࡓࠋ
2) ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࠾ࡼࡧ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᕼᮃ⪅࣓ࣥࢱ࣮ᩍဨࢆ⤂ࡋࡓࠋ
3) 2013 ᖺᗘࡣ 33 ⤌ࡢ࣓ࣥࢱ࣮ᩍဨ࣓ࣥࢸᩍဨࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓ㸦2014 ᖺ 2 ᭶ 6 ᪥⌧
ᅾ㸧
ࠋ
4) Ꮫ࠾࠸࡚ᩍဨ࣓ࣥࢱ࣮ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛵ࡍࡿㅮ₇ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸦୰ಇᶞࠕྡྂᒇᏛ࣓ࣥ
ࢱ࣮ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᡂᯝㄢ㢟ࠖឡᏛࠊ2014 ᖺ 2 ᭶ 13 ᪥㸧
㛵㐃ࢧࢺ
ᩍဨ࣓ࣥࢱ࣮ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/service/fd/mentoring/
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ᮾᾏ㧗➼ᩍ⫱◊✲ᡤห⾜≀ࡢㄽᩥ➼ࡢබ㛤
ᴫせ
2009 ᖺ 3 ᭶ゎᩓࡋࡓᮾᾏ㧗➼ᩍ⫱◊✲ᡤࡢ᭩⡠࡞ࡽࡧᏘหㄅࢆྡྂᒇᏛ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭ
ࣥࢱ࣮࠾ࡼࡧྡྂᒇᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋࠾࠸࡚බ㛤ࡋ⏝ಁ㐍ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ࠊᮾᾏ㧗➼ᩍ⫱◊✲ᡤࡢห⾜≀ࢆ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚㜀ぴ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࠊ
ᮾᾏ㧗➼ᩍ⫱◊✲ᡤࡢᏘหㄅ࡛࠶ࡿࠗᏛᩍ⫱࠘ 49 ྕࢆྡྂᒇᏛ㝃ᒓ୰ኸᅗ᭩㤋࠾࠸࡚
㜀ぴ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡓࠋࡉࡽࠊᮾᾏ㧗➼ᩍ⫱◊✲ᡤࡢห⾜≀୍ぴෆᐜࢆ⤂ࡍࡿ࣮࣒࣮࣍࣌
ࢪࢆసᡂࡋࡓࠋ
ᖺᗘࡣࠊ
ࠗᏛᩍ⫱࠘ 49 ྕࡢせㄽᩥࢆᮏேチㅙࢆᚓ࡚ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࡛බ㛤ࡋࡓࠋ
ᥖ㍕ㄽᩥ➼㸦2013 ᖺ 4 ᭶㹼2014 ᖺ 3 ᭶㸧㸸  268 ᮏ
チㅙ⪅  㸦2013 ᖺ 4 ᭶㹼2014 ᖺ 3 ᭶㸧㸸

201 ྡ

ᢸᙜ⪅
୰ ಇᶞ㸦ྡྂᒇᏛ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
ᒸ⏣ ஂᶞᏊ㸦ྡྂᒇᏛ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
ᮾᾏ㧗➼ᩍ⫱◊✲ᡤࡢห⾜≀
ࠗᏛᩍ⫱࠘ 49 ྕࠊᏛᩍ⫱ฟ∧ࠊ1991 ᖺ㹼2009 ᖺ
ᮾᾏ㧗➼ᩍ⫱◊✲ᡤࠗᏛ⏕ࡢ᮲௳ 㸫Ꮫᩍ⫱᪂ࡋ࠸㢼ࢆ࠘᭶᭩ᗑࠊ1991 ᖺ
ᮾᾏ㧗➼ᩍ⫱◊✲ᡤࠗఱࡢࡓࡵࡢᏛホ౯ 㸫Ꮫᨵ㠉ࡢ᰾ᚰࢆၥ࠺࠘᭶᭩ᗑࠊ1995 ᖺ
ᮾᾏ㧗➼ᩍ⫱◊✲ᡤ࣭㧗➼ᩍ⫱◊✲㸦ி㒔㸧ඹ⦅ࠗᏛࣅࢵࢢࣂࣥᩍဨ௵ᮇไ࠘㟷ᮌ᭩ᗑࠊ
1998 ᖺ
ᮾᾏ㧗➼ᩍ⫱◊✲ᡤࠗᏛࢆኚ࠼ࡿ 㸫ᩍ⫱࣭◊✲ࡢཎⅬ❧ࡕ࠼ࡗ࡚࠘Ꮫᩍ⫱ฟ∧ࠊ2010
ᖺ
ᮾᾏ㧗➼ᩍ⫱◊✲ᡤࡢห⾜≀ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/projects/tokaiken/
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チㅙ᭩
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࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛ࡢෆ

- 113 -

බ㛤ㄽᩥ୍ぴ
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧 㸫Ꮫᨵ㠉ࡢࡺࡃ࠼㸫
หࡢ㎡ Ꮫ⾗௦ࢆᣅࡃ 㸦᪂ᮧ ὒྐ㸧
Ꮫᑂ㆟Ꮫᨵ㠉 㸦⣽ ඞᙪ㸧
Ꮫᑂ㆟⟅⏦ࢆ࠺ㄞࡴ 㸦㏆⸨ ṇ㸧
◊✲ᡤタ❧࠶ࡓࡗ࡚ 㸦᪂ᮧ ὒྐ㸧
ᩍ⫱ᐇ㊶ ⮬ᕫⓎぢ࣭ኚ㠉ࡍࡿᏛ⏕ࡓࡕ 㸫▷ᖺ⏕ࡢࢮ࣑ 㸦ᒣᮏ ⚽ே㸧
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧 㸫ヨ⦎ࡓࡘᩍ㣴ᩍ⫱㸫
୍⯡ᩍ⫱ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ 㸫⚟ᓥᏛࡢሙྜ 㸦⩚⏣ ㈗ྐ㸧
⮬ື㌴▷ࡽ 㸦⬥ ಇ㝯㸧
ᩍ⫱ᐇ㊶ Ꮫ࡛㐟࡞࠸Ꮫ⏕ඹ 㸫Ꮫ࠾ࡅࡿㅮ⩏࣭ࢮ࣑ᐇ㊶ 㸦ụ㔝 ༓ⓑ㸧
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧 㸫᪥ࡢᏛᩍᖌീ㸫
ᕳ㢌ゝ ࠕ⚝ࢆ㌿ࡌ࡚⚟࡞ࡍࠖᶵ 㸦ᰠ ⫕㸧
Ꮫᨵ㠉ᩍᖌࡢ㈐௵ 㸦ᑎ㷂 ᫀ⏨㸧
࣮ࣜࢬᏛࡢ⤒㦂ࡽ 㸫ࢠࣜࢫ 㸦ᰠᓮ ὒ୍㸧
ᩍ⫱ᐇ㊶ Ꮫ⏕ࡢኌࢆㅮ⩏ᨵၿ 㸫ㅮ⩏ࣥࢣ࣮ࢺࡢࣀ࢘ࣁ࢘ 㸦ᮌ ❧㸧
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫Ꮫ࠾ࡅࡿಖయ⫱ࡢព㸫
ᕳ㢌ゝ Ꮫᩍ⫱ᩥࡋ࡚ࡢࡽࡔ 㸦᪂ᮧ ὒྐ㸧
ಖయ⫱ࡢᨵ㠉ࡣࡇࡲ࡛㐍ࢇ࡛࠸ࡿ 㸫ឡ▱┴ෆࡢᏛࣥࢣ࣮ࢺࡼࡿ 㸦᪂ᮧ ὒྐ㸧
⏕ᾭᏛ⩦ᅄࡘࡢᩥ⬦ 㸫ឡ▱Ꮫ▷ᮇᏛ㒊 㸦㏕⏣ ⪔స㸧
ࡁࡧࡋ࠸Ꮫᩍᖌࡢ㐨 㸫ࢻࢶ 㸦ูᗓ 㑻㸧
ᩍ⫱ᐇ㊶ ࢫ࣏࣮ࢶほࡢ⮬ᕫᙧᡂࢆồࡵ࡚ 㸫ࢧࢵ࣮࢝ࡢᡓ␎࣭ᡓ⾡ᣦᑟ 㸦ྜྷ⏣ ᩥஂ㸧
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫Ꮫ⏕ᩥᏛ㸫
ࠊ㟷ᖺࡓࡕࡣ 㸦ụ㇂ ኖኵ㸧
㐠ື㒊ࡽ 㸫ᮅࡢᡓ࠸ 㸦ὠ㔠 Ẏ㸧
ࢧ࣮ࢡ࡛ࣝࡣ 㸫࣭ࣥ࢝ࣞࢧ࣮ࢡࣝ 㸦ᑠ℩ ㍤ኵ㸧
LD㸦Ꮫ⩦㞀ᐖ㸧ඣᩍ⫱◊✲ 㸦⏣୰ Ⰻ୕㸧
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫࠺ࡍࡿ⮬ᕫⅬ᳨࣭ホ౯㸫
ᕳ㢌ゝ Ꮫホ౯Ꮫ⮬ 㸦㏆⸨ ṇ㸧
Ꮫ⮬ᕫホ౯ 㸫⫼ᬒ࣭⌮ᛕ࣭ᐇ㊶ 㸦㔠Ꮚ ඖஂ㸧
࣓ࣜ࢝ࡢᩍ⫱ホ౯Ꮫ⏕ཧຍ 㸫␃Ꮫయ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚ 㸦ຍ⸨ ᫀᘯ㸧
άⓎ࡞ཧຍࡀồࡵࡽࢀࡿᤵᴗ 㸫࣓ࣜ࢝ 㸦⸨⏣ ஓ㸧
ᩍ⫱ᐇ㊶ ᖹᘚㄽ 㸫୍⯡ᩍ⫱⥲ྜ⛉┠άᛶࡢヨࡳ 㸦బ⸨ ᖺ᫂㸧

- 114 -

 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫Ꮫ࠾ࡅࡿᩍ⫱ᐇ㊶ࡢྍ⬟ᛶ㸫
ᕳ㢌ゝ ྍ⬟ᛶࢆᣅࡁ࠺ࡿ௦ 㸦୰㔝 ග㸧
Ꮫᨵ㠉Ꮫᩍ⫱ᐇ㊶ 㸫ᤵᴗᐇ㊶ࢆ୰ᚰࡋ࡚ 㸦ὸ㔝 ㄔ㸧
ຍ⇕ࡍࡿཷ㦂ᡓத 㸫㡑Ẹᅜ 㸦⩚ Ꮥ㸧
༞◊ᣦᑟ⏘ᆅㄪᰝ 㸦ୖ ⚽ḟ㑻㸧
ᩍ⫱ᐇ㊶ Ꮫ࠾ࡅࡿᛶᩍ⫱ 㸫ࢭࢡࢯࣟࢪ࣮ධ㛛 㸦ᮧ℩ ᖾᾈ㸧
ᩍ⫱ᐇ㊶ ࠕᏛ⏕ཧ⏬ᤵᴗ㺁ே㛫ࡽࡋ࠸“Ꮫࡧࡢሙ࡙ࡃࡾ”
㸫ࠕ࣮ࣛ࣋ࣝ࣡ࢡࠖࡼࡿࠕࢡࣛࢫ࣮࣡ࢡࠖࢆ୰ᚰ 㸦ᯘ ⩏ᶞ㸧
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫ኚࢃࡿᏛ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㸫
ᕳ㢌ゝ ࡞ࢇࡢࡓࡵࡢᏛᨵ㠉 㸦ᯘ ṇኵ㸧
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉ࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ 㸫ࢩࣛࣂࢫ㸦Syllabus㸧 㸦⏣Ꮚ 㸧
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉ࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ 㸫ヨ㦂࣭ホ౯࣭༢ไᗘ 㸦᪂ᮧ ὒྐ㸧
ࡁࡵ⣽ࡸ࡞ᩍ⫱ᐇ㊶ 㸫Ụ༡ዪᏊ▷ᮇᏛ 㸦㔝ཎ ⏤Ꮚ㸧
ᩍ⫱ᐇ㊶ Ꮫ⩦ㄢ㢟᫂♧᪉ᘧࡼࡿㅮ⩏ᨵၿࡢヨࡳ 㸦ᮡỤ ಟ㸧
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫࠺ࡿ◊✲ࡢ⨨㸫
ᕳ㢌ゝ 㧗➼ᩍ⫱ࡢ༴ᶵ 㸦ሷ⃝ ྩኵ㸧
ࡇࢀࡽࡢ᪥ᮏࡢᏛ - ᩍ⫱࣭◊✲࣭ᩍᖌീ 㸦ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸧 㸦᭷㤿 ᮁே㸧
◊✲ᨻ⟇Ꮫ 㸦ᾏ㒊 ᐉ⏨㸧
Ꮫ࠾ࡅࡿᩍ⫱࣭◊✲ᨭయไ࡙ࡃࡾ 㸦 ⩏㸧
࣓ࣜ࢝ࡢᏛࡢᩍ⫱◊✲ - UCSC ࡛ࡢ⏕άࢆ࠾ࡋ࡚ 㸦ᴮᮏ ༤᫂㸧
Ꮫᩍᖌࡢ௵ົ㡿ᇦ - ࢻࢶࡢሙྜࢆ୰ᚰ 㸦ูᗓ 㑻㸧
ኚࡋࡘࡘ࠶ࡿ᭶ᕷ - ᭶▷ᮇᏛ 㸦ᮧ㉺ ὒᏊ㸧
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫Ꮫධヨࡢ⌧ᅾ㸫
ணഛᰯࡽࡳࡓᏛධヨ 㸦ᒣᓮ ᜤ୍㸧
༑ᖺ┠ࡢ࢟ࣕࣥࣃࢫ 㸫ἲᨻᏛከᦶ࢟ࣕࣥࣃࢫ 㸦ᖹሯ ┿ᶞ㸧
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫▷ᮇᏛࡢᑗ᮶ീ㸫
ᗙㄯ ▷ࡢᩍ⫱ᐇ㊶ࢆᒎᮃࡍࡿ 㸦ఀ⸨ ♸Ꮚ࣭ட㇂ ྐ࣭⚄⏣ ⱥ㞝㸧
▷ࡢ⮬ᕫⅬ᳨࣭ホ౯▷ᮇᏛᇶ‽༠ 㸦ᶫᮏ ఙஓ㸧
ᗂඣᩍ⫱⛉࡛ࡢヨࡳ 㸦⚄㇂ ᰤྖ㸧
ᨵ㠉ࡢᏛⓗྲྀࡾ⤌ࡳ 㸦᐀ ኴ㑻㸧
◊✲ᩍ⫱ࡢ⮬ᚊᛶࡢ☜❧ 㸦బࠎᮌ 㝯ᚿ㸧
Ꮫ⏕ࡼࡿᤵᴗホ౯ 㸫ᩍ⫱ᚰ⌮ᏛࡢどⅬࡽ 㸦ఀ⸨ ⠜㸧
ᩍ⫱ᐇ㊶ ࡢసࡼࡿ༞ᴗ◊✲ 㸦ᚨᮏ 㐩ኵ㸧
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫タ⨨ᇶ‽ᨵṇ୕ᖺࡢᏛ㸫
タ⨨ᇶ‽ᨵṇᏛᨵ㠉ࡢྍ⬟ᛶ 㸦ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸧 㸦すཎ ኵ㸧
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Ꮫࡢࢆ⪃࠼ࡿ 㸦ᑎ㷂 ᫀ⏨㸧
⮬ᕫⅬ᳨࣭ホ౯ࡢ⌧≧ㄢ㢟 㸦㏆⸨ ṇ㸧
᳨ドࢹ࣮ࢱࣈࢵࢡࢆ⦅ࡴ࠶ࡓࡗ࡚ 㸦⏣Ꮚ 㸧
᳨ドࢹ࣮ࢱࣈࢵࢡձ ᩍ㣴㒊ᨵ⤌ 㸦⏣Ꮚ 㸧
᳨ドࢹ࣮ࢱࣈࢵࢡղ Ꮫ㝔Ꮫ 㸦୕ᾆ ┿⍆㸧
᳨ドࢹ࣮ࢱࣈࢵࢡճ ࢩࣛࣂࢫ 㸦⛅㔝 ⣖㸧
᳨ドࢹ࣮ࢱࣈࢵࢡմ 㧗➼ᩍ⫱㈈ᨻ 㸦῝ 㞝㸧
᳨ドࢹ࣮ࢱࣈࢵࢡն ▷ᮇᏛ 㸦ྩᓥ ⱱ㸧
ࣟࢩࡢᏛࡢ⌧ᅾ 㸦ᡤ ఙ୍㸧
⚾ㄒ 㸦బ⸨ ᖺ᫂㸧
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫Ꮫᅗ᭩㤋ࡢᮇᚅ㸫
ᕳ㢌ゝ Ꮫᅗ᭩㤋ࡢᮇᚅ 㸦ᒾ⊷ ᩄ⏕㸧
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ௦ࡢᏛᅗ᭩㤋 㸦᰿ᓊ ṇග㸧
Ꮫᅗ᭩㤋࠾ࡅࡿ⏝⪅ࢧ࣮ࣅࢫ 㸦ᇛ ၿ┒㸧
Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ⮬ᕫⅬ᳨࣭ホ౯ 㸫ඹ⏝࣭ሗタࡢၥ㢟 㸦Ọ⏣ ᶞ㸧
ᅗ᭩㤋ᆅᇦ㛤ᨺࡢࡉࡁࡀࡅ 㸫ᮐᖠᏛ㝔Ꮫᅗ᭩㤋 㸦⏥ᩫ 㝧㍜㸧
ᆅᇦ♫᰿ࡊࡍᏛᅗ᭩㤋 㸫ᮾᾏᏛᅗ᭩㤋 㸦୕ ᝅ㸧
ᩍ㣴㒊ᗫṆ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉 㸫㫽ྲྀᏛ 㸦ᒣ᰿ ಇ႐㸧
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫㐍ࡴᏛ㐃ᦠࡢヨࡳ㸫
ᕳ㢌ゝ Ꮫ㐃ᦠࡢព⩏ 㸦᪂ᇼ ㏻ஓ㸧
ᑐㄯ Ꮫၥᆅᇦᩥࡢ㐀ࢆࡵࡊࡍᏛᨵ㠉
㸫ᮇᚅࡉࢀࡿឡ▱Ꮫ㛗᠓ヰ 㸦Ụཎ ၿ࣭ἑ 㸧
ி㒔࣭Ꮫࢭࣥࢱ࣮ᵓࡢᚋࡢㄢ㢟ࡼࡏ࡚ 㸦బ⸨ ྜྷ㸧
࣓ࣜ࢝ࡢᏛ࠾ࡅࡿᆅᇦඹྠ 㸫༢ᛶࠊ㌿Ꮫไᗘࠊᆅᇦㄆドᅋయ 㸦ᶓᑿ ᜏ㝯㸧
Ꮫࡲࡕࡢ㐃ᦠ Ꮫࡢࡲࡕ࣭ி㒔 21 ࣉࣛࣥ 㸦ᢡᆏ ⩏㞝㸧
Ꮫ㛫༢ ᏛࡢᏛ⏕ὴ㐵ཷࡅධࢀ 㸦ཎ⏣ ‶⠊㸧
᪥ᮏ᭱➃ࡢᏛ - ⛶ෆᫍᏛᅬ▷ᮇᏛ 㸦㔠ᒣ ୡ㸧
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫ᩍᖌᩍ⫱ࡢᑗ᮶㸫
ᩍᖌᩍ⫱◊✲ࡢᅜ㝿 㸦ὠ Ꮥḟ㑻㸧
ᮏ≀ࡢࠕᏛேࠖ࡞ࢁ࠺ᛮࡗࡓ᪥ 㸦ᴙ ୍ஓ㸧
ᅜ❧୍⯡Ꮫ࡛ࡢᑗ᮶ീࡢᶍ⣴ 㸦బ⸨ Ꮫ㸧
⚟♴࣐ࣥࢻࡢ࠶ࡿᩍᖌࡢ⫱ᡂࢆ 㸫⚟♴ᩍ⫱ࢆᩍᖌᩍ⫱ࡢᇶ♏ᩍ㣴 㸦㧗ᶫ ᬛ㸧
ᩍ⫋≉ูㄢ⛬ࡢ⌧≧ㄢ㢟 㸦ⶶཎ Ύே㸧
ᅜ❧ᩍဨ㣴ᡂ⣔Ꮫ࣭Ꮫ㒊ࡢㄢ㢟 㸦㐲⸨ ᛅ㸧
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉ࡢᏛ⏕ཧຍ
㸫୍ᶫᏛࠕᅄᖺ୍㈏ᩍ⫱ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠖࡢྍ⬟ᛶ 㸦ගᮏ 㸧
ᩍ⫱ᐇ㊶ ዪᏊ㟷ᖺࡢⓎ㐩ᩍ㣴ᩍ⫱
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㸫▷ಖ⫱⛉୍ᖺ⏕࠾ࡅࡿࠕᩍ㣴₇⩦ࠖࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ୰ᚰ 㸦ட㇂ ྐ㸧
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫Ꮫ㝔ࡢ᪂ࡓ࡞ᒎ㛤㸫
ࡇࢀࡽࡢᏛ㝔ᩍ⫱ࢆᒎᮃࡍࡿ 㸦⣽ ඞᙪ㸧
ࢹ࣮ࢱ࡛ぢࡿᏛ㝔ࡢ⌧≧ㄢ㢟 㸦୕ᾆ ┿⍆㸧
ኪ㛫Ꮫ㝔 㸫㜰ᩍ⫱ᏛᏛ㝔ࠕᗣ⛉Ꮫᑓᨷࠖࡢᴫせ 㸦ሷぢ ᪼㸧
ᏛࡀᐇᏛࢆᩍ࠼ࡿ࠸࠺ࡇ 㸫⚄ᡞᏛᏛ㝔 㸦ຍⱱ ⱥྖ㸧
Ꮫ㝔ᅗ᭩㤋ሗᏛ 㸫ᅗ᭩㤋ሗᏛᏛ㝔 㸦ᒣᮏ 㡰୍㸧
ᩍ⫱ᐇ㊶ ࠕ⏕ᾭᏛ⩦ࠖࡘ࡞ࡀࡿࠕᩍ⫱᪉ἲㄽࠖࡢᶍ⣴ 㸦⏣ 㧗㍤㸧
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫ᩍ⫱ᨵ㠉Ꮫ⏕㸫
Ꮫ⏕ࡢᩍ⫱ࢆ㍈Ꮫၥࢆฟࡍࡿ࣓ࣜ࢝ࡢᏛ 㸦ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸧 㸦⏣ ㍤ྖ㸧
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉Ꮫ⏕ࡢᡂ㛗 㸦ྜྷᮧ Ⰻ୍㸧
⚾ࡓࡕࡢᏛᨵ㠉࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ 㸫ヨ⾜ⓗ⤒㦂ࢆ⥲ᣓࡋ࡚ 㸦⩚ Ꮥ㸧
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫Ꮫᨵ㠉ᩍဨ௵ᮇไ㸫
Ꮫᩍဨ௵ᮇไၥ㢟Ꮫᨵ㠉ࡢㄢ㢟 㸦ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸧 㸦ᐑ ㅬ㸧
Ꮫᩍဨ௵ᮇไປാἲ 㸫ປാᕷሙᏛ 㸦⏣➃ ༤㑥㸧
Ꮫᩍဨ௵ᮇไࡣఱ 㸫Ꮫᩍ⫱ࡢほⅬࡽ 㸦⏣Ꮚ 㸧
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ Ꮫᩍဨ௵ᮇไၥ㢟ࢆ⪃࠼ࡿ 㸦⊷⏣ ṇᶵ࣭ᴬ 㐩㞝࣭ᶫᮏ ㄔ୍㸧
ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥࡢᏛᩍ⫱௵ᮇไ 㸦࣐ࢻࢯࣥ ὈᏊ㸧
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫⌧௦ࡢᏛ⏕㸫
Ꮫ⏕┦ㄯᐊࡽࡳࡓ⌧௦ࡢᏛ⏕ 㸦᱒ᒣ 㞞Ꮚ㸧
ᆅᇦ㛤ࢀࡓ▷ᮇᏛࢆ┠ᣦࡋ࡚ 㸫රᗜዪᏊ▷ᮇᏛ 㸦ᮃ᭶ ᙲ㸧
Ꮫ⏕ࡢᏛࡧᡂ㛗ࡢᨭ 㸦ᯇ ࠾ࡾ㸧
࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜࡢᏛே✀ၥ㢟 㸦Ᏹ⏣ ග㸧
ᩍ⫱ࡢ⤒ႠᏛ 㸦ⓑ ṇᩄ㸧
ᩍ⫱ᐇ㊶ ぶ㌟࡞ᣦᑟࢆࡵࡊࡋ࡚ 㸫ᇵ࠸ࡓ࠸Ꮫ⏕ࡢಙ㢗ឤ 㸦ᮧ㉺ ὒᏊ㸧
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫᪂ไᏛࡢ༑ᖺ㸫
ᕳ㢌ゝ Ꮫࡢᡓᚋ༑ᖺ 㸦ሷ⃝ ྩኵ㸧
ᡓᚋ༑ᖺࡢᏛ 㸫Ꮫྐ◊✲ࡢ┬ࡽ 㸦⩚⏣ ㈗ྐ㸧
ᆅᇦ㛤ࢀࡓᏛീ 㸫ᡓᚋᏛࡢ♫ⓗᇶ┙⮬ࢆࡵࡄࡗ࡚ 㸦∦ᒸ ᘯ㸧
ධヨࡢከᵝ 㸦ᱵ⏣ Ᏺᙪ㸧
ዪᏊᏛ⏕ஸᅜㄽ 㸦᪂ᮧ ὒྐ㸧
ᩍ⫱ᐇ㊶ ඛ⏕ࢆ⫱࡚ࡿሗᩍ⫱ 㸫ᩍ⫋ㄢ⛬ࢆሗࡍࡿヨࡳ 㸦ఀ⸨ ᗣඣ㸧
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫ሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᏛ㸫
࣓ࣜ࢝࠾ࡅࡿᏛ⾡ሗὶ㏻ࡢ᪂ᒎ㛤 㸦ᒣᮏ 㡰୍㸧
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⚾ࡓࡕࡢᏛෆ LAN ᵓ⠏ 㸦ቑ⏣ ㈗㸧
ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡀࡶࡓࡽࡋࡓᩍ⫱ᴗົࡢኚ 㸦ᵽཱྀ ⩏㸧
ࢧࣥࢡࢺ࣭࣌ࢸࣝࣈࣝࢢᅾࡋ࡚ 㸫ࣟࢩ 㸦㒆 ఙဢ㸧
ᩍ⫱ᐇ㊶ ♫Ꮫᩍ⫱࠾ࡅࡿࣅࢹ࢜ά⏝
㸫ࠗࣅࢹ࡛࢜♫Ꮫࡋࡲࡏࢇ࠘ᛂ࠼࡚ 㸦ᑠ㧗 Ⰻ㸧
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫Ꮫࡢ⤒Ⴀ㸫
ࡇࢀࡽࡢᏛ⤒Ⴀ 㸦ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸧 㸦ᱵᮧ Ύᘯ㸧
⚾㈈ᨻࡢ⌧≧ศᯒࡢࡓࡵ 㸦ᱵ⏣ Ᏺᙪ㸧
ᩍ⫱ᐇ㊶ Ꮫ⏕᪥ᮏㄒࢆᩍ࠼ࡿᤵᴗࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿ
㸫᪥ᮏㄒ⾲⌧ἲ⛉┠ࡢຠᯝⓗ࡞ᐇࡢࡓࡵ 㸦⟄ ὒ୍㸧
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫Ꮫ⫋ဨࡢ⌧ᅾᮍ᮶㸫
ᕳ㢌ゝ ᩍᤵᅋ⫋ဨ⤌⧊ࡢ༠ാ㛵ಀࡢᵓ⠏ࢆ 㸦㏆⸨ ṇ㸧
Ꮫ⫋ဨᮇᚅࡍࡿࡶࡢ - ࡦࡾࡢἲே⌮ࡋ࡚ 㸦વ 㐍㸧
ࡇࢀࡽࡢ⚾❧Ꮫ⫋ဨࢆ⪃࠼ࡿ 㸫ヨㄽ࣭㠀Ⴀ⤌⧊ࡢどⅬࡽ 㸦ᯇ 㐩ᙪ㸧
⫋ဨࡼࡿᏛ⮬ࡢཧ⏬ 㸦⏣ୖ ⩏ᘯ㸧
Ꮫ⏕ࡢ㺀Ꮫࡧᡂ㛗ࠖ⫋ဨࡀ࠺㛵ࢃࢀࡿ 㸦ᑠ ᾈᖾ㸧
⣖せࠗົ◊ಟ࠘ࢆⓎ⾜ࡋ⥆ࡅ࡚ 㸦ᯇ ᑑ㈉㸧
Ꮫᨵ㠉Ꮫ⫋ဨ 㸦ᶓ⏣ ஂ㸧
యᛶࢆ㔜ࢇࡌࡿ◊ಟࢩࢫࢸ࣒ 㸦㝮⏣ ⱥᏊ㸧
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫㛤ࢀࡓᏛ࡙ࡃࡾ㸫
ୡ௦ඹ⏕࣭ᆅᇦඹᏛᩍ⫱
㸫᪥ᮏ⚟♴Ꮫ⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮ࡢᴗࢆ୰ᚰ 㸦㑣㡲㔝 㝯୍㸧
Ꮫࡢබ㛤ㅮᗙ 㸫Ꮫ⮬ᕫホ౯ሗ࿌᭩ࡢ᳨ウ 㸦⏣Ꮚ 㸧
Ꮫࢆㄞࡴ࣮࣮࢟࣡ࢻ 㸫ᩍ⫱⫋ဨචチἲ 㸦⏣Ꮚ 㸧
Ꮫ⏕࣎ࣛࣥࢸάື 㸦᳜ᮌ ಙ୍㸧
㧗➼ᩍ⫱ࡢᛴ⃭࡞⾗⌧㇟ 㸫ࣇࣛࣥࢫ 㸦ட㇂ ྐ㸧
ᩍ⫱ᐇ㊶ ࠕ࣮࢜ࣉࣥ࢝ࣞࢵࢪࠖࡢᩍቭࡽ 㸫ࠕᏛࢆ㛤ࡃヨࡳࠖࡢᐇ㝿 㸦㓇 ᩄ㸧
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫㧗ᰯࡢ⌧ᅾ㸫
ኚࢃࡿ㧗ᰯᏛᩍ⫱ࡢࡇࢀࡽ 㸫᪂ࡓ࡞㧗ᰯከᵝࡢᒎ㛤ࡢ࡞࡛ 㸦᪂ᮧ ὒྐ㸧
㧗ᰯ⏕ࡣሗ♫ᙺ❧ࡘᩘᏛࢆᏛࢇ࡛࠸ࡿ 㸫ᕤᏛ㒊᪂ධ⏕ࡢ⌧≧ࡽ 㸦ᒸ㒊 㐍㸧
➇த♫ࡢືྥ⌧௦㧗ᰯ⏕ 㸦㓇 ᮁ㸧
ࠊ⾤ฟ࡚Ꮫࡪ㧗ᰯ⏕ 㸫㧗ᰯ⏕ࣇ࢙ࢫࢸࣂࣝࡢάືࡽ 㸦୕ 㝧Ꮚ㸧
ᏊࡶࡢⓎ㐩ࢆ⪃࠼ࡿ 㸦ෆᒣ ఀ▱㑻㸧
Ꮫࢆㄞࡴ࣮࣮࢟࣡ࢻ 㸫ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ 㸦ᴙ ୍ஓ㸧
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 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫Ꮫࡣࡇ⾜ࡃࡢ㸫
ᕳ㢌ゝ Ꮫࡣࡇ⾜ࡃࡢ 㸦ᴬ 㐩㞝㸧
ᕷሙࡼࡿᏛᨵ㠉
㸫࢚ࠗࢥࣀ࣑ࢫࢺࡼࡿᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᥦゝ࠘ࡢ᳨ウࢆ୰ᚰࡋ࡚ 㸦ᱵ⏣ Ᏺᙪ㸧
୍ᖺᏛධヨࡢ⌧ᐇ 㸫ி㜰⚄ᆅᇦࢆ᳨ドࡍࡿ 㸦ᰗ⏣ ὒ୍㑻㸧
Ꮫࢆㄞࡴ࣮࣮࢟࣡ࢻ 㸫ᩍ⫱ᐇ⩦Ꮫ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ 㸦⏣Ꮚ 㸧
⥲ྜᏛ⩦ࡢᐇࡢࡓࡵ 㸦బ⸨ ᖺ᫂㸧
ࢼࣞࢵࢪ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ┠ᣦࡋ࡚ 㸦ᮧୖ ⠜ኴ㑻㸧
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫Ꮫࡣࡇ⾜ࡃࡢࡑࡢ 㸫
ᕳ㢌ゝ Ꮫࢆ࠺⏕ࡍ 㸦ἑ 㸧
㈈ᨻ༴ᶵࡢ࡞ࡢබ❧Ꮫ 㸦୵ 㝯ྜྷ㸧
᪥ࡢᏛᨻ⟇⚾❧Ꮫ 㸦ⶶཎ Ύே㸧
ᡓᚋ༑ᖺࡢᏛࡢ㌶㊧ࢆࡓࡿմ 㸦ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸧 㸦ᇼᑿ ㍤ஂ㸧
ኤ᪥ࡧࢃࡢᐇ 㸦Ᏻ⏣ ከ㤶Ꮚ㸧
᭩ホ ࠗࣂࢬᏛ⩦ࡢ◊✲࠘ࢆㄞࡴ 㸦㮵ෆ ಙၿ㸧
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫Ꮫᨵ㠉ࡢࢫࢺࣛࢸࢪ࣮㸫
ᕳ㢌ゝ Ꮵࢆぢࡿࠕ┠ࠖ 㸦ᑎ㷂 ᫀ⏨㸧
ᆅᇦṌࡴᮾ⮬⏤Ꮫ 㸦㧗ᶫ ‶㸧
ᩍ⫱ᐇ㊶ ▷࠾ࡅࡿᩍ⫱ᐇ㊶ 㸫ᅄ⦅ධࡢ㛵ࢃࡾ࡛ 㸦ⶶཎ ୕㞷㸧
Ꮫධ௦ࡢᏛ⏕ᩍ⫱ࡢㄢ㢟 㸦᪂ᮧ ὒྐ㸧
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫Ꮫධ௦ࡢᩍ⫱ᐇ㊶ࢆၥ࠺㸫
ᕳ㢌ゝ ➨୕⪅ホ౯ࡢ௦࠾ࡅࡿᏛᩍᤵ⫋ࡢ 㸦᭷ᮏ ❶㸧
ᩥ⣔Ꮫ⏕ࡢᏛ⩦ពḧࢆ㧗ࡵࡿᩍ⫱ 㸦᳃ 㟹㞝㸧
Ꮫ⏕ࡢᏛຊపୗ⌮ᩘ⣔ᩍ⫱ᨵ㠉ࡢヨࡳ 㸦ᾉᕝ ᖾᙪ㸧
ࣇࣛࣥࢫࡢ㧗➼ᩍ⫱ 㸦ኟ┠ 㐩ஓ㸧
ᩍ⫱Ꮫ◊✲ࡢㄢ㢟ࠕᩍ⫱ᇶᮏἲࠖ㸦ⓒࠎ ᗣ㸧
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫㧗➼ᩍ⫱◊✲ࡢㄢ㢟ᒎᮃ ᖺ௦ࡽ  ୡ⣖㸫
ᕳ㢌ゝ ࡇࢀࡽᮇᚅࡍࡿࡇ 㸦⤱ᕝ ṇྜྷ㸧
Ṕྐⓗ㌿ᮇ࠾ࡅࡿᏛᨻ⟇ࡢ᳨ド 㸦㏆⸨ ṇ㸧
ᮾி࣭ி㒔ࡽࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ 㸫ᮾி㧗➼ᩍ⫱◊✲ᡤ㸦ᮾி㸧 㸦ⶶཎ Ύே㸧
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕᏛᩍ⫱ࢆᕠࡿࡶࡢࠖ 㸦㓇ḟ࣭ட㇂ྐ࣭᪂ᮧὒྐ࣭㏆⸨ṇ㸧
㧗➼ᩍ⫱㛵ࡍࡿᩥ⊩⤂ 㸦Ᏻ⸨ ᙇ㸧
ᩍ⫱ᐇ㊶ ᪥ᮏ⚟♴Ꮫ♫⚟♴Ꮫ㒊ࡢᑟධᩍ⫱ 㸫⥲ྜ₇⩦Ϩࡢᐇ㊶ 㸦⸨⏣ ⣖㸧
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫ᆅᇦ࣭ఫẸᏛࡢ༠ാ㸫
ᆅᇦඹ⏕ࡁࡿᏛ 㸦ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸧 㸦᪂ᓮ ┒ᬦ㸧
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ᆅᇦ᰿ࡊࡋࡓᏛࡢ࠶ࡾ᪉ 㸫⏕ᾭᏛ⩦ࡸ₇⩦࠾ࡅࡿᐇ㊶ࢆ୰ᚰࡋ࡚ 㸦☾㒊 స㸧
Ꮫࡢᆅᇦ࡙ࡃࡾᆅᇦࡢᏛ࡙ࡃࡾ 㸦ᆏ ♸㸧
Ꮫ␗ືࡢຠ⏝┣Ⅼ 㸦ຍ⸨ ⩏ಙ㸧
ᩍ⫱ᐇ㊶ ≀⌮ᩍ⫱ࡢ୰ࡽ 㸦㓇 ḟ㸧
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫ᤵᴗ࡙ࡃࡾᤵᴗィ⏬㸫
㧗ᰯ⏕≀ᮍ⩦⪅ࡢ⏕≀Ꮫᩍ⫱ 㸦ᯇ⏣ Ⰻ୍㸧
ࠕࡸࡸ‶㊊ࠖ࡞ㅮ⩏ࢆࡵࡊࡋ࡚ 㸦Ᏹ⏣ ග㸧
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫Ꮫᩍ⫱ࡢᨵ㠉 )'㸫
ᕳ㢌ゝ ᪥ᮏࡢᏛࡣࡇ 㸦ᇼᑿ ㍤ஂ㸧
ᩍᤵἲ㛤Ⓨᐊࡢ⌧≧ㄢ㢟 㸫⚾❧୰つᶍᏛ࠾ࡅࡿ FD άືࡢព 㸦ཎ Ύ㸧
ࢸ࣮ࢳࣥࢢ࣭ࢩࢫࢱࣥࢺไᗘࡢᑟධ
㸫᪥ᮏᏛᩥ⌮Ꮫ㒊࠾ࡅࡿᤵᴗᨵၿࡢヨࡳ 㸦㔝 ⛅⏨㸧
FD ᤵᴗホ౯ 㸫ᡃࡀᅜ࠾ࡅࡿ⌧≧ㄢ㢟 㸦Ᏻ⸨ ᙇ㸧
㧗ᗘሗ࣭࣓ࢹ♫ࡢගᙳ 㸦㣤ᓥ ఙᙪ㸧
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫Ꮫ⏕ཧຍᆺᩍ⫱ࡢㄢ㢟㸫
ᕳ㢌ゝ Ꮫ⏕ཧຍᆺᩍ⫱࠾ࡅࡿᏛ⏕ཧຍࡢព⩏ 㸦ᴬ 㐩㞝㸧
Ꮫ⏕ࢆᏛࡪయࡋ࡚⫱࡚ࡿ 㸫Ꮫ⏕ࡼࡿᤵᴗ⏬ 㸦㟷㔝 ㏱㸧
Ꮫ⏕ཧຍᆺᤵᴗࢆ⏬ࡋ࡚ 㸦㙊⏣ ᗣ⿱㸧
ࡇࢀࡲ࡛࡞࠸Ꮫ࡙ࡃࡾࡢᮏὶࡋ࡚ࡢ㸺ཧຍ㸼 㸦ὸ㔝 ㄔ㸧
Ꮫ⏕ཧຍࡢᏛ࡙ࡃࡾࣆ࣭࢚ࢹࣗࢣ࣮ࢩࣙࣥ
㸫ྂࡃ࡚᪂ࡋ࠸ㄢ㢟ࡋ࡚ࡢࠕᏛ⏕ཧຍࠖ 㸦ᑠ ᾈᖾ㸧
᪥ࡽࡣࡌࡵࡿ⌧⫋⪅◊ಟ 㸦㛗㇂ᕝ ㇏♸㸧
᭩ホ ࠗᤵᴗࡢ࣡ࢨ୍ᣲබ㛤࠘ࢆㄞࡴ 㸦ட㇂ ྐ㸧
୰ᅜ࡛᪥ᮏㄒࢆᩍ࠼࡚ 㸦ᯇᾆ ↷Ꮚ㸧
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫ࠐࠐභᖺၥ㢟Ꮫ⤒Ⴀ㸫
ᕳ㢌ゝ ᅜ❧Ꮫἲேไᗘࡢᮏ㉁ⓗၥ㢟Ⅼ 㸦⏣୰ ᘯඔ㸧
᪂ㄢ⛬ධヨᏛ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ 㸦ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸧 㸦ụ⏣ ㍤ᨻ㸧
ึᖺḟᩍ⫱࠾ࡅࡿᡓ␎ⓗ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᡭἲ
㸫Ꮫᩍ⫋ဨ◊ಟࢭ࣑ࢼ࣮ࡢࡾࡃࡳࢆ㏻ࡋ࡚ 㸦Ỉ㇂ ᪩ே㸧
᪂ᩍ⫱ㄢ⛬ࡀཬࡰࡍᙳ㡪Ꮫࡢㄢ㢟 㸫ຍ㏿ࡍࡿᏛຊపୗၥ㢟 㸦 ⣖Ꮚ㸧
⊂ἲၥ㢟ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ 㸫ឡ▱ᩍ⫱Ꮫ 㸦ᆤ ⏤ᐇ㸧
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫Ṍࡳࡔࡋࡓᅜ❧ᏛἲேᏛࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀၥ㢟㸫
ᕳ㢌ゝ ᅜ❧Ꮫ⾜ᨻἲேἲᏛၥࡢ⮬⏤࣭Ꮫࡢ⮬ 㸦⚄⏣ ගၨ㸧
ᅜ❧Ꮫἲே୕㔜Ꮫࡢྲྀࡾ⤌ࡳ 㸦ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸧 㸦㇏⏣ 㛗ᗣ㸧
බ❧Ꮫࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀၥ㢟 㸦ᚋ⸨ ᐀⌮㸧
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୍ࠐᖺ௦௨㝆ࡢᏛ⏕Ꮫ࡛ࡢᏛࡧ 㸦⁁ୖ ៅ୍㸧
Ꮫ㝔࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤Ⓨ 㸦ᇉ 㑳㞝㸧
FD ࢆ⪃࠼ࡿ 㸦Ᏻ⸨ ᙇ㸧
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫Ꮫᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆၥ࠺㸫
ᕳ㢌ゝ ᪂௦࠾ࡅࡿᏛᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉ 㸦᪂ᮧ ὒྐ㸧
࣓ࣜ࢝ࡢ୍ᖺḟᩍ⫱ࡢᵓ㐀
㸫ࠐࠐᖺᗘᅄᖺไᏛㄪᰝࡽ 㸦ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸧 㸦ᒣ⏣ ♩Ꮚ㸧
Ꮫኈㄢ⛬࠾ࡅࡿึᖺḟᩍ⫱ሗࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱ 㸦Ᏻ⸨ ᙇ㸧
ᅜ❧ᏛἲேἲᏛᰯタ⨨ไᗘࠊἲே᱁ၥ㢟 㸫⚾❧Ꮫࡢ❧ሙࡽ⪃࠼ࡿ 㸦ⶶཎ Ύே㸧
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫Ꮫࡢホ౯ࢆၥ࠺㸫
ᕳ㢌ゝ 㛤ࢀࡓᏛࢆ┠ࡊࡋ࡚ 㸦㏆⸨ ṇ㸧
Ꮫホ౯ไᗘࡢㄢ㢟ᒎᮃ 㸫┠ᶆࡢ࡞࠸Ꮫホ౯ᇶ‽ࡣ࡞࠸ 㸦Ᏻᒸ 㧗ᚿ㸧
◊✲ホ౯ࢆࡵࡄࡿㅖၥ㢟 㸫ᩘ㔞ⓗホ౯ᣦᶆࢆ୰ᚰ 㸦᰿ᓊ ṇග㸧
ࠕࡶ࠺୍ࡘࡢᏛホ౯ᐉゝࠖᐤࡏ࡚ 㸫Ꮫホ౯Ꮫタ❧⥲ཧຍグ 㸦᪂ᮧ ὒྐ㸧
᥈✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ 㸫ᏊࡶࡓࡕᏛ⏕ࡢ᥈✲ⓗ࡞⥲ྜᏛ⩦ 㸦᳃ ㏱㸧
ࠕࡶ࠺୍ࡘࡢᏛホ౯ᐉゝࠖᐤࡏ࡚ 㸫Ꮫホ౯Ꮫタ❧⥲ཧຍグ 㸦᪂ᮧ ὒྐ㸧
᭩ホ ࠗᏛᤵᴗࢆάᛶࡍࡿ᪉ἲ࠘ࢆㄞࡴ 㸦Ᏻ⸨ ᙇ㸧
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫Ꮫᩍ⫱㐀ࡢᣮᡓ㸫
ࠕ࢟ࣕࣜࢹࢨࣥᏛ㒊ࠖ❧ࡕୖࡆ㢭ᮎグ
㸫⚾ⓗ࡞⤒㐣ሗ࿌ࡋ࡚ 㸦ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸧 㸦ඣ⨾ᕝ Ꮥ୍㑻㸧
ᆅᇦ༠ാࡍࡿᐇ㊶ⓗᩍဨ㣴ᡂࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 㸫ᩍ⫱ COL ᥇ᢥࡉࢀ࡚ 㸦᳃ ㏱㸧
ᩍ⫱ᐇ㊶ LTD ヰࡋྜ࠸Ꮫ⩦ἲࢆ୰ᚰࡋࡓᤵᴗࡢᒎ㛤 㸦ᏳỌ ᝅ㸧
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫Ꮫ⏕ࡢ‶㊊ᗘࢆ㧗ࡵࡿᏛ࡙ࡃࡾ㸫
ᕳ㢌ゝ Ꮫ⏕ࡢ‶㊊ᗘࢆ ࡿࣔࣀࢧࢩ 㸦㇂ᒸ 㑳Ꮚ㸧
ࡢࡼ࠺࡞᮲௳ࡢࡶ࡛Ꮫ⏕ࡣࡼࡾᏛࡪࡢ 㸦୰ ಇᶞ㸧
“࡞ࢇ࡛ࡶ┦ㄯᐊ”タ⨨ࡢⱞᝎᐇែ
㸫Ꮫ⏕‶㊊ᗘࢫࢱࢵࣇ࣭ࢹ࣋ࣟࢵࣉ࣓ࣥࢺ 㸦ᯇᮏ ಇ㸧
⒵ࡋࡢᩍ⫱ 㸦ࡲࢵࢭ࣐ᗤ௦㸧
ᩍ⫱ᐇ㊶ ᾏእ࣎ࣛࣥࢸ◊ಟࢆ୰ᚰࡋࡓࠕᩍ⫱ࠖᐇ㊶ࡘ࠸࡚ 㸦Ⲕ㇂ ῟୍㸧
Ꮫᤵᴗᨵ㠉ࡢ⌧ẁ㝵ㄢ㢟
㸫ྛᆅࡢᏛ࡛ࡢ FD ⏬ࡢࢃࡾయ㦂ࢆࡩࡲ࠼ࡘࡘ 㸦ὸ㔝 ㄔ㸧
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫⌧௦ⱝ⪅ࡢᐇែ㏕ࡿ Ꮫࡪຊ⏕ࡁࡿຊࡢᙧᡂ㸫
ᕳ㢌ゝ Ꮫᩍ⫱ࡢㄢ㢟ࢆ᪥ᮏࡢᩍ⫱ㄢ㢟ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ 㸦ᮡỤ ಟ㸧
ⱝ⪅ࡢ⨨ࢀ࡚࠸ࡿ⌧≧ࡽࠊ᪥ồࡵࡽࢀࡿࣜࢸࣛࢩ࣮ࢆ⪃࠼ࡿ 㸦ụ㇂ ኖኵ㸧
Ꮫ࠾ࡅࡿ࢟ࣕࣜᩍ⫱ࡢᒎ㛤 㸫Ꮫࡪຊ⏕ࡁࡿຊࡢᩍ⫱ 㸦ᕝᓮ Ⴙ㸧
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ࣇ࣮ࣜࢱ࣮࣭ࢽ࣮ࢺၥ㢟Ꮫ 㸦ᑠᮡ ♩Ꮚ㸧
ᩍ⫱ᐇ㊶ ி㒔⤒῭▷ᮇᏛ⸨ཎࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࠕࢿࣃ࣮ࣝᩍ⫱ᨭάືࠖ 㸦⸨ཎ 㝯ಙ㸧
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫Ꮫㄽࡢ⌧ᅾ㸦࠸ࡲ㸧㸫
ᏛീࡢኚᐜᏛㄽࡢㄢ㢟 㸦⣽ ඞᙪ㸧
Ꮫᩍᤵࡢ⌮ 㸦ูᗓ 㑻㸧
ࠕᏛ⫋ဨㄽࠖࡢ฿㐩ᚋࡢㄢ㢟 㸦⠛⏣ 㐨ኵ㸧
ᩍ⫱ᐇ㊶ Ꮫᩍ⫱ᆅᇦᏛ⩦ 㸫ឡ▱┴༡▱ከ⏫ෆᾏࡢṔྐㄪᰝࢆ㏻ࡋ࡚ 㸦᭤⏣ ᾈ㸧
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫Ꮫ⏕ࡢ⋓ᚓࡍࡁᏛຊ࣭ࣜࢸࣛࢩ࣮ᑗ᮶ᒎᮃ ⏕ࡁ᪉࣭ࢹࣥࢸࢸ
࣭యᛶ㸫
ᕳ㢌ゝ ⬺㏆௦♫ࡢ▱ࡢᢸ࠸ᡭࡋ࡚Ꮫ⏕Ꮫᩍ⫱ࡢ㛵ಀࢆぢࡿ 㸦⁁ୖ ៅ୍㸧
⌧௦ࡢᏛ⏕ീ࣭Ꮫ⏕ㄽ 㸦ᶫᮏ ᗈಙ㸧
Ꮫ⏕Ꮫຊ࣭ࣜࢸࣛࢩ࣮ 㸦ᯇୗ ె௦㸧
Ꮫ⏕ࡢᮍ᮶ᒎᮃ⏕ࡁ᪉࣭ࢹࣥࢸࢸ 㸦ᯇᒸ ಙ⩏㸧
❧㤋ᏛᏛ⾜ᨻ◊✲࣭◊ಟࢭࣥࢱ࣮
㸫ࠕᖿ㒊⫋ဨ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡘ࠸࡚ 㸦⃝⏣ ༤㸧
ࠕᑓ㛛ࢭ࣑ࢼ࣮ࠖ࢞ࢲࣥࢫ 㸫Ꮫ⏕ࡢඹྠసᴗࡢヨࡳ 㸦㏆⸨ ┿ᗤ㸧
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉ࡢ⌧ᅾᮍ᮶㸫
ᕳ㢌ゝ ࣇࣟࣥࢸࡢ⮬ 㸦ᰗ⏣ ὒ୍㑻㸧
᪂₲Ꮫ࠾ࡅࡿᏛኈㄢ⛬ᩍ⫱
㸫ࠕᏛ⩦ࢆ῝ࡵࡿࠖᩍ⫱ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ┠ᣦࡋ࡚ 㸦ຍ⸨ ࠾ࡾ㸧
Ꮫࢻ࣑ࢽࢫࢺ࣮ࣞࢱ࣮㣴ᡂᏛ㝔ࡢ⌧≧ㄢ㢟
㸫ྡྂᒇᏛᏛ㝔㧗➼ᩍ⫱࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺศ㔝ࢆ୰ᚰ 㸦ኟ┠ 㐩ஓ㸧
᭩ホࠗᏛ⏕ࡀኚࢃࡿ࠘ࢆㄞࡴ 㸦ᒣᮏ ⤒ኳ㸧
ᆅᇦ⛉Ꮫ㒊࡛ࡢᩍ⫱ᐇ㊶Ꮫ⏕ࡢᡂ㛗 㸫ࠗ♫άື₇⩦࠘ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ୰ᚰ 㸦㏆⸨ ┿ᗤ㸧
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫࣮ࣚࣟࢵࣃࡢ㧗➼ᩍ⫱ᨻ⟇ࡢືྥ㸫
ᕳ㢌ゝ ᱁ᕪ♫ᖹ➼♫ 㸫Ꮫ㈝Ꮫᩍ⫱ 㸦⊷⏣ ṇᶵ㸧
ࢢ࣮ࣟࣂࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥࡢ࡞ࡢ࣮࣎ࣟࢽࣕࣉࣟࢭࢫ
㸫࣮ࣚࣟࢵࣃ࠾ࡅࡿ㧗➼ᩍ⫱ࡢᆅᇦ⤫ྜ▱ࡢୡ⏺ᕷሙ 㸦ᮃ᭶ ኴ㑻㸧
ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥࡢ㧗➼ᩍ⫱ 㸫⮬ᚊᖹ➼ࡶ࡙ࡃࠕ▱ࡢඹྠయࠖ 㸦⠛⏣ Ṋྖ㸧
ࢻࢶࡢᏛᨵ㠉ㄢ㢟 㸦ኴ⏣ ᫂㸧
Ꮫ⫋ဨࡀᏛ㝔࡛Ꮫࡪព⩏ 㸦๓ᕝ ຮ㸧
Ꮫ㝔ಟኈㄢ⛬࠾ࡅࡿࢻ࣑ࢽࢫࢺ࣮ࣞࢱ࣮㣴ᡂࡢ⌧≧ㄢ㢟
㸫ᱜ⨾ᯘᏛࡢሙྜ 㸦ෆ⏣ ᬌ✑㸧
⫋ሙ⎔ቃᣵᣜ 㸦ᓥ ⚽ᩥ㸧
ᩍ⫱ᐇ㊶ ಖ⫱⪅㣴ᡂㄢ⛬࠾ࡅࡿㅮ⩏⛉┠ࡢᤵᴗ᪉ἲㄽࢆ⪃࠼ࡿ
㸫ㅮ⩏ࠕⓎ㐩ᚰ⌮Ꮫ࡛ࠖࡢヨࡳࢆ 㸦ᯇᮏ ༤㞝㸧
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 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫ᆅᇦ⤖ࡪᏛ ᆅᇦࡶᅾࡿࡇ㸫
ᕳ㢌ゝ Ꮫ⫋ဨࡢ⮬ศ᥈ࡋ 㸦ᒣཱྀ ဢ㸧
ࠕᖾࡏ࡙ࡃࡾࠖࠕᆅᇦࡢᚲ㟂ရࠖᏛࡢᣮᡓ
㸫ᆅᇦ♫㐃ᦠࡋࡓᩍ⫱ᡭἲࡢどⅬࢆῧ࠼࡚ 㸦ఫྜྷ ᗈ⾜㸧
ࡉࡉ࠼࠶࠺Ꮫᆅᇦ 㸫ᾏ㐨࠾ࡅࡿ㸺Ꮫ㸫ᆅᇦ㸼ࣔࢹࣝࡢᶍ⣴ 㸦ගᮏ 㸧
᪥ࡢධᏛㄢࡉࢇ 㸦㧗ᶫ ❶㸧
ᩍ⫱ᐇ㊶࠾ࡅࡿᩍဨ⫋ဨࡢ㐃ᦠࢆࡢࡼ࠺㐍ࡵࡿ
㸫⡿ᅜࡢࠗᙉຊ࡞㐃ᦠ㸫Ꮫ⩦ᑐࡍࡿඹ᭷ࡉࢀࡓ㈐௵࠘ࢆࡋ࡚
㸦ฟཱྀ ༤ஓ࣭୰ ಇᶞ㸧
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫)' άືࠊ6' άືᩍ⫋ဨࡢຊ㔞ᙧᡂ㸫
ᕳ㢌ゝ FD ࡢ⩏ົ᪥ᖖⓗᩍ⫱ᨵၿ 㸦⏣୰ ẖᐇ㸧
FD άືࡢ⩏ົᏛࡢᩍ⫱ᶵ⬟ 㸦᪩⏣ ᖾᨻ㸧
“Ꮫ࣭Ꮫᰯ࡙ࡃࡾ”ࡢࢹࢨࣥឤᛶࢆࡶࡘࣉࣟேᮦ 㸦ụ⏣ ㍤ᨻ㸧
ࠕᏛ⏕ࠋࢆࣉࣟࢹ࣮ࣗࢫࠖ 㸦ᑠ ᾈᖾ㸧
༑ᖺ㛫ࢆᑡࡋࡔࡅࡾ㏉ࡗ࡚ 㸦┤ ⃝ᶞ㸧
ᩍ⫱ᐇ㊶ ྖ᭩ㄢ⛬࠾ࡅࡿᅗ᭩㤋ሗᏛᩍ⫱ࡢᐇ㊶ 㸦Ᏻ⸨ ᙇ㸧
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫Ꮫࡢᩍ⫱ຊࢆ⪃࠼ࡿ㸫
ᕳ㢌ゝ ࠕᏛࡢᩍ⫱ຊࠖࢆಠ▔ࡍࡿ 㸦᪂ᮧ ὒྐ㸧
ἲᏛᩍ⫱ࡢᇶ♏ࡋ࡚ࡢࠕே㛫ࡢᑛཝࠖ 㸦ᖹᒣ ௧㸧
♫ᙧᡂࡢᢸ࠸ᡭࢆ⫱ࡴᑓ㛛ᩍ⫱ 㸦ゅᒸ ㈼୍㸧
Ꮫ㛫➇தࡣㄡࡢࡓࡵ㸽 㸦ᓥᑿ ῟㸧
 ྕ㸦 ᖺ  ᭶㸧㸫Ꮫ⫋ဨࡢࢆ⪃࠼ࡿ㸫
ᕳ㢌ゝ ᮾᏳ⏣ㅮᇽᅄ༑ᖺ 㸦Ỉ㇂ ᪩ே㸧
♫ࡢᐇ㊶ຊࢆᏛ⏕ఏ࠼ࡿᑠࡉ࡞ᆅ᪉Ꮫ⫋ဨࡢᙺࡾ 㸦⏣୰ 㞞ಇ࣭ⓑ⃝ ⪷ᶞ㸧
ࡦࡾࡦࡾࡢᏛ⏕ࢆษࡋࡓᏛ࡙ࡃࡾࢆ
㸫ඖẼࡢฟࡿ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡙ࡃࡾࢆ┠ᣦࡋ࡚ 㸦ෆ⸨ ᬛᚨ㸧
࣐࣮ࢪࢼ࣐ࣝࣥࡗ࡚ఱ࡛ࡍ 㸫⮬ಙࢆࡶࡗ࡚ቃ⏺⥺ࢆṌࡶ࠺ 㸦⏣୰ ᓅ㸧
ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢྲྀࡾ⤌ࡳ㛵ࡍࡿ⌧≧ㄢ㢟
㸫ᩥ⛉┬ࡢࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢྲྀ⤌ྡᇛᏛ࠾ࡅࡿࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢࡽ 㸦≟㣫
ᩧ㸧
⚾ࡢ 㸫ࡰࡕࡰࡕ࡛ࢇ࡞࠵ 㸦㎷ ▱ᖾ㸧
⌧௦Ꮫ⏕࢟ࣕࣜᨭ 㸦⯪ὠ 㟼௦)
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◊✲άື

࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࣛࢸࣥࢢᨭ◊✲
࣓ࣥࣂ࣮
㏆⏣ ᨻ༤ 㸦ྡྂᒇᏛ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᩍᤵ㸧
Ώ㎶ ဴྖ 㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ึ➼୰➼ᩍ⫱ᒁ ᩍ⛉᭩ㄪᰝᐁ㸧
ᮏᖺᗘࡢάື┠ᶆ
ձᏛᩍ⫱⛉┠ࠕᏛ⾡ㄽᩥࡢ᭩ࡁ᪉ධ㛛ࠖ
㸦๓ᮇࠊᩥ⣔ᇶ♏⛉┠ࠊᢸᙜ㸸㏆⏣ᨻ༤㸧ࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ
࡚ࠊᏛ⏕ࡢ࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࣛࢸࣥࢢ⬟ຊྥୖࢆࡵࡊࡍࠋ
ղ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠊ㝃ᒓᅗ᭩㤋ࠊᩍ㣴ᩍ⫱㝔ࡢඹദࡼࡿࠕ࣏࣮ࣞࢺ᭩ࡁ᪉ㅮᗙࠖࢆࢩࣜ
࣮ࢬ㛤ദࡋ࡚ࠊᏛ⏕ࡢ࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࣛࢸࣥࢢ⬟ຊྥୖࢆࡵࡊࡍࠋ
ճTA ࢆᑐ㇟ࡍࡿᏛ㒊⏕ࡢࣛࢸࣥࢢᨭࢫ࢟ࣝࡢࡓࡵࡢࢭ࣑ࢼ࣮ࠊ࠾ࡼࡧᏛ㝔㐍Ꮫᕼᮃ
⪅ࢆᑐ㇟ࡍࡿ࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࣛࢸࣥࢢᇶ♏⬟ຊᙧᡂࡢࡓࡵࡢࢭ࣑ࢼ࣮ࢆᐇࡍࡿࠋ
ᮏᖺᗘࡢάືᡂᯝ
ࠕᏛ࡛ồࡵࡽࢀࡿᏛ⾡ⓗ࡞ᩥ❶ࡀࡢࡼ࠺࡞
ձ ୖグᤵᴗࠕᏛ⾡ㄽᩥࡢ᭩ࡁ᪉ධ㛛ࠖࡢ┠ᶆࢆࠊ
ࡶࡢࢆ⌮ゎࡋࠊ୍ᐃࡢㄽ⌮ⓗᡭ⥆ࡁᇶ࡙࠸࡚ᩥ❶ࢆ⤌ࡳ❧࡚ࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡿࡇࠖタ
ᐃࡋࡓࠋᮏᤵᴗࡣᖹᡂ 24 ᖺᗘࡽ᪂ࡓ㛤ㅮࡋࡓࠋྡྂᒇᏛ࡛ࡣᖹᡂ 23 ᖺᗘࡽᏛ㝔⏕
ྥࡅࡢእᅜㄒ㸦ⱥㄒࠊࢻࢶㄒࠊࣇࣛࣥࢫㄒࠊ୰ᅜㄒ㸧ࡼࡿ࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࣛࢸࣥࢢࢆ
Ꮫࡪᤵᴗ㸦࠸ࢃࡺࡿ Mei-Writing㸧ࡀ㛤ㅮࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊᏛ⏕ᩘࡢୖ࡛୰᰾ࢆ༨ࡵࡿ᪥ᮏ
ேᏛ㒊⏕ࢆᑐ㇟ࡋ࡚࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࣛࢸࣥࢢࡢᇶ♏ࢆᥦ౪ࡍࡿᤵᴗࡣࡇࢀࡲ࡛Ꮡᅾࡋ࡞
ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊྠ◊✲࡛ࡣᮏᤵᴗࢆ㛤ㅮࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊࡇ࠺ࡋࡓᏛᩍ⫱࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒ୖࡢࠕ㝽㛫ࠖࢆᇙࡵࡓ࠸⪃࠼ࡓࠋ
యࡢὶࢀࡣࠊㄽᩥ㢟ࡢసᡂЍ㢟ࡢㄽド᪉ἲࡢ᳨ウ㸦୕ẁㄽἲࢆ⏝࠸࡚㸧Ѝㄽᩥせ᪨ࡢ
సᡂЍㄽᩥฟࡔࡋࡢసᡂЍඛ⾜◊✲ࡢ᥈⣴ᩚ⌮ࠊ࠸࠺ࣉࣟࢭࢫࢆࡓࡗࡓࠋᮏᤵᴗࡢᒚಟ
⪅ࡣᏛ㒊 1 ᖺ⏕ 85 ྡࠊ2 ᖺ⏕ 7 ྡࠊ3 ᖺ⏕ 6 ྡࠊ4 ᖺ⏕ 3 ྡࠊィ 104 ྡ࡛࠶ࡿࠋෆヂࡣࠊᩥᏛ
㒊 16 ྡࠊᩍ⫱Ꮫ㒊 14 ྡࠊἲᏛ㒊 31 ྡࠊ⤒῭Ꮫ㒊 32 ྡࠊሗᩥᏛ㒊 4 ྡࠊᕤᏛ㒊 1 ྡࠊ་
Ꮫ㒊 1 ྡࠊᏛࡢᏛ⏕ 2 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋᩥ⣔Ꮫ㒊 1 ᖺ⏕⏝ࡢᤵᴗࡋ࡚㛤ㅮࡋࡓࡀࠊᐇ㝿ࡣ
2 ᖺ⏕௨ୖࡢᏛ⏕ࡶ࡞ࡾᒚಟࡋࡓࠋᏛᩍ⫱ࡢつᐃࡼࡾࠊᩥ⣔ᇶ♏⛉┠࡛࠶ࡿᮏᤵᴗ TA
ࡣࡘ࡞ࡗࡓࠋ
ᮏᤵᴗࡢ࢜ࣜࢪࢼࣝᩍ⛉᭩ࡋ࡚ࠊᑠᏊࠗMei-writing ᪥ᮏㄒ∧ ㄽ⌮ⓗ᭩ࡃᢏἲ㸦ึ
∧㸧
࠘
㸦ཎస Paul W. L. Laiࠊ⦅㞟࣭ヂ ㏆⏣ᨻ༤㸧ࢆไసࡋࠊཷㅮ⪅ဨ↓ᩱ㓄ᕸࡋࡓࠋࡇࡢ
ᩍ⛉᭩ࡣ 2011 ᖺᗘ㝃ᒓᅗ᭩㤋࡛ᐇࡋࡓࠕ࣏࣮ࣞࢺ᭩ࡁ᪉ㅮᗙࠖࢩ࣮ࣜࢬࡢෆᐜࢆᩥ❶ࡋ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊLai Ặ㸦ྡྂᒇᏛᩍ㣴ᩍ⫱㝔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࣛࢸࣥࢢᨭᐊ≉௵ᩍᤵ㸧
ࡢཎసࢆ㏆⏣ࡀ⩻ヂ࣭⦅㞟ࡋࡓࠋㅮ⩏ࡢ༙ࡣࡇࡢᩍ⛉᭩ࢆ⏝࠸࡚㏆⏣ࡀᢸᙜࡋࡓࡀࠊ㝃ᒓᅗ
᭩㤋ሗࢧ࣮ࣅࢫㄢࡢ⫋ဨ㸦బ⸨⨾✑Ặ㸧
ࠊ࠾ࡼࡧΏ㎶ဴྖẶ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸧
ࠊ࣐ࢩ࣮࣭࣮ࣗ࢜
ࣞࢵࢺẶ㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᐈဨᩍᤵ㸧࡞ࡢᏛෆእࡢ᭷㆑⪅ࢤࢫࢺࢫࣆ࣮࣮࢝ࢆ౫㢗
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ࡋࡓࠋ
ᤵᴗࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛ࠊ␗࡞ࡿᏛ㒊ࡢᏛ⏕ࡀΰࡊࡿࡼ࠺ 4 ே୍⤌ࡢࢢ࣮ࣝࣉࢆ⦅ᡂࡋࡓࠋྛࢢ
࣮ࣝࣉࡣࢢ࣮ࣝࣉඹ㏻ࡢ㢟ᮦࡋ࡚ࠊ⌧௦ࡢ᪥ᮏ♫࠾࠸࡚㠀ࡀၥࢃࢀ࡚࠸ࡿၥ㢟ࢆタ
ᐃࡉࡏࡓࠋཷㅮ⪅ࡣࡇࡢࢢ࣮ࣝࣉඹ㏻㢟ᮦᇶ࡙࠸࡚ྛ⮬࡛㢟ࢆタᐃࡋࠊ5 ✀㢮ࡢ࣮࣡ࢡࢩ
࣮ࢺ㸦A4 ࢧࢬ࡛ྛ 1 ᯛ㸧ࢆసᡂࡋࡓࠋࡑࢀࡒࢀࠊ
ࠕㄽᩥ㢟ࡢసᡂࠖ
ࠊ
ࠕㄽド᪉ἲࡢᥦ♧ࠖ
ࠊ
ࠕㄽ
ᩥせ᪨ࡢసᡂࠖ
ࠊ
ࠕᗎ❶ࡢసᡂࠖ
ࠊ
ࠕㄽドᚲせ࡞ඛ⾜◊✲ࡢᩚ⌮࡛ࠖ࠶ࡿࠋ㢟ᮦࡣࢢ࣮ࣝࣉඹ㏻
ࡔࡀࠊㄢ㢟సᡂࡣಶே࣮࣋ࢫ࡛㐍ࡵࡿ᪉ᘧࢆࡗࡓࠋ㝶タࡅࡓࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡢ୰࡛┦ㄯࡋ
ࡓࡾࠊ࠸ࡢ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࢥ࣓ࣥࢺࡍࡿࡇࢆዡບࡋࡓࠋᡂ⦼ホ౯ࡣୖグ 5 ✀㢮ࡢ࣮࣡ࢡࢩ
࣮ࢺࢆྛ 20 Ⅼ‶Ⅼࡋ࡚᥇Ⅼࡍࡿ᪉ᘧࢆࡗࡓࠋᤵᴗ࡛ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆ୍ᐃࡢᩥ❶ࡲࡵ࡚
ࠕ2013 ᖺᗘྡྂᒇᏛᏛ⏕ㄽᩥࢥࣥࢸࢫࢺࠖᛂເࡍࡿࡇࢆ᥎ዡࡋࡓࠋ 
 ࡲࡓࠊᤵᴗ㛫௨እࡢᏛ⩦ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵᮏᤵᴗࡢࣇ࢙ࢫࣈࢵࢡࢢ࣮ࣝࣉࢆసᡂࡋࠊཧ
ຍࢆࡧࡅࡓࠋ⤖ᯝⓗ 49 ேࡢཧຍࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡼࡾḟࡢⅬࢆாཷࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
SNS ࢆேᩘᤵᴗࡢࡼ࠺ά⏝࡛ࡁࡿࡢࡘ࠸࡚ࡣࠊ⥅⥆ⓗ࡞᳨ドࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ղ ࠕ࣏࣮ࣞࢺ᭩ࡁ᪉ㅮᗙࠖࢆ 4 ᅇࢩ࣮ࣜࢬ࡛㛤ദࡋࡓ㸦࠾ࡼࡧᩥ⣔⥲ྜ㤋 5 㝵࣮࢜ࣉ࣮ࣥ࣍ࣝࠊ
ㅮᖌࡣ࠸ࡎࢀࡶ㏆⏣ᨻ༤㸧
ࠋࡢཧຍ⪅ࡣ 96 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕ➨ 1 ᅇ࣏࣮ࣞࢺ᭩ࡁ᪉ㅮᗙ㸫ࢸ࣮࣐ࢆ࠺⾲⌧ࡍࡿࠖ    2013 ᖺ

5 ᭶ 22 ᪥

 ሙ㸸୰ኸᅗ᭩㤋 5 㝵ከ┠ⓗᐊ
ࠕ➨ 2 ᅇ࣏࣮ࣞࢺ᭩ࡁ᪉ㅮᗙ㸫ㄽドࡢᇶᮏࢆ࣐ࢫࢱ࣮ࡍࡿࠖ   2013 ᖺ

6 ᭶ 26 ᪥

 ሙ㸸୰ኸᅗ᭩㤋 5 㝵ከ┠ⓗᐊ
ࠕ➨ 3 ᅇ࣏࣮ࣞࢺ᭩ࡁ᪉ㅮᗙ㸫ㄽᩥせ᪨ࢆ࠺ࡸࡗ࡚సᡂࡍࡿࠖ2013 ᖺ 10 ᭶ 30 ᪥
 ሙ㸸ᩥ⣔⥲ྜ㤋 5 㝵࣮࢜ࣉ࣮ࣥ࣍ࣝ
ࠕ➨ 4 ᅇ࣏࣮ࣞࢺ᭩ࡁ᪉ㅮᗙ㸫ࠗฟࡔࡋ࡛࠘㈇ࡍࡿࠖ     2013 ᖺ 11 ᭶ 20 ᪥
ሙ㸸ᩥ⣔⥲ྜ㤋 5 㝵࣮࢜ࣉ࣮ࣥ࣍ࣝ
ճ TA ࠾ࡼࡧᏛ㝔㐍Ꮫᕼᮃ⪅ࢆᑐ㇟ࡍࡿࢭ࣑ࢼ࣮ࢆୗグࡢࡼ࠺㛤ദࡋࡓ㸦ㅮᖌࡣ࠸ࡎࢀࡶ
㏆⏣ᨻ༤ࠊሙࡣ୰ኸᅗ᭩㤋㸧
ࠋ
ࠕTA ࡢࡓࡵࡢࣛࢸࣥࢢᨭࢭ࣑ࢼ࣮ࠖ2013 ᖺ 4 ᭶ 24 ᪥ࠊཧຍ⪅ 10 ྡࠋ
  ദ㸸㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠊᩍ㣴ᩍ⫱㝔ࠊ㝃ᒓᅗ᭩㤋
  ሙ㸸୰ኸᅗ᭩㤋 5 㝵ከ┠ⓗᐊ
ࠕ㨩ຊⓗ࡞◊✲ィ⏬᭩ࡢ᭩ࡁ᪉㸫Ꮫ㝔ධヨྥࡅ࡚ࠖ2013 ᖺ 12 ᭶ 18 ᪥ࠊཧຍ⪅ 12 ྡࠋ
  ദ㸸㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠊ㝃ᒓᅗ᭩㤋
  ሙ㸸ᩥ⣔⥲ྜ㤋 5 㝵࣮࢜ࣉ࣮ࣥ࣍ࣝ
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 ۑᖺᗘྡྂᒇᏛᏛ⏕ㄽᩥࢥࣥࢸࢫࢺ
 ദ㸸㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠊᩍ㣴ᩍ⫱㝔ࠊ㝃ᒓᅗ᭩㤋
༠ ㈶㸸ࢥࢡ࣐࣮ࣚࢣࢸࣥࢢᰴᘧ♫ࠊྡྂᒇᏛᾘ㈝⏕ά༠ྠ⤌ྜ
ົᒁᖿ㸸ᮾ ᮃṌ
ົᒁᢸᙜ㸸㕥ᮌ ྐ
㐍 ⾜㸸

2013 ᖺ 6 ᭶

࣏ࢫࢱ࣮ࠊࢳࣛࢩࠊ࢙࢘ࣈࡼࡿᗈሗ㛤ጞ

2014 ᖺ 1 ᭶ 11 ᪥

ᛂເ⥾ษ

2014 ᖺ 1 ᭶ 20 ᪥

㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᩍဨࡼࡿணഛᑂᰝ⤖ᯝ㞟ィ

2014 ᖺ 1 ᭶ 29 ᪥

ᑂᰝဨᅄྡ㸦ᑠ㔝ᮌ ඞ᫂ᩍ㣴ᩍ⫱㝔㛗ࠊᡞ⏣ᒣ ஂᩍ㣴ᩍ
⫱㝔㝔㛗࣭ྡ⏕༠⌮㛗ࠊబ㔝 㝃ᒓᅗ᭩㤋㛗ࠊ᪩ᕝ ⩏
୍㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㛗㸧ࡼࡿᮏᑂᰝ

2014 ᖺ 1 ᭶ 31 ᪥

ཷ㈹⪅㐃⤡

2014 ᖺ 2 ᭶ 20 ᪥

⾲ᙲᘧ

ཷ㈹ㄽᩥ㸸 ඃ⚽㈹

ࠕ࡞ࡐⱝ⪅ࡣࠕࣄࢺ࢝ࣛࠖ⾜ࡃࡢࠖ
ἲᏛ㒊 ▼ᕝ ⣧

ඃ⚽㈹
㸦㝃ᒓᅗ᭩㤋㛗㈹㸧

ඃ⚽㈹

ࠕᏛ⏕ࡀ⪃࠼ࡿࠕዪᏊຊࠖࡣ㸽̿⏨ዪ㛫ࡢㄆ㆑ࡢ┦㐪̿ࠖ
ἲᏛ㒊 ᰄ᳜ ⤖᭶
ࠕᓥᓮ⸨ᮧࠕึᜊࠖࢆࡵࡄࡗ࡚̿⫼ᬒ࣭⾲⌧࣭ゎ㔘̿ࠖ
ᩥᏛ㒊 Ἑྜ ࡉࡸ

ඃ⚽㈹
㸦ྡ⏕༠⌮㛗㈹㸧

ࠕᩍ⫱ࡢᕷሙࡣᏛࡧࡽࡢ㏨㉮ࢆ㣗࠸Ṇࡵ࠺ࡿࠖ
ἲᏛ㒊 ⸨ᮏ ᗈ
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㈨ᩱ㸱  ᖺᗘྡྂᒇᏛᏛ⏕ㄽᩥࢥࣥࢸࢫࢺࡢᢞ✏ㄽᩥ㢟┠
ࣜࢫࢡㄆ▱㑅ᢥࡢ㛵㐃ᛶ̿ཎⓎ✌ാࢆࡵࡄࡿၥ㢟ࢆ⪃࠼ࡿ
᪥ᮏእࡢᇶᮏཎ๎ᇶᮏᡓ␎
TPP ࡽ⪃࠼ࡿឡ▱ࡢᑗ᮶ീ
ᾘ㈝⛯ቑ⛯ࡢᙳ㡪㍍ῶ⛯⋡ᑟධࡢ㠀
F1 ⤒῭Ⓨᒎ
࣋ࣀ࣑ࢡࢫ
᪥ᮏ࠾ࡅࡿാࡃዪᛶࡢ⤖፧ࠊฟ⏘ࠊ⫱ඣࠊࡑࡋ࡚⏨ዪࡢ⬟ຊྥୖࡢᶵࡢᆒ➼ࡘ࠸࡚
⌧௦᪥ᮏ࠾ࡅࡿ㔠⼥⤒῭ᩍ⫱ࡢ㔜せᛶ
ⱝ⪅ࡢࡰࡋゝⴥࡢព㆑
࡞ࡐⱝ⪅ࡣࠕࣄࢺ࢝ࣛࠖ⾜ࡃࡢ
Ꮫ⏕ࡢ Line ࡢ㛵ࢃࡾࡓ⏨ዪẚ㍑ࡼࡾࡑࡢᐇែࢆ⪃࠼ࡿ
ㄞ᭩㞳ࢀࡣᮏᙜ㸽 㹼ㄞ᭩㞳ࢀࡢ┿ᐇࢆ᥈ࡿ㹼
Ꮫ⏕ࡀ⪃࠼ࡿࠕዪᏊຊࠖࡣ㸽㹼⏨ዪ㛫ࡢㄆ㆑ࡢ┦㐪㹼
2020 ᖺᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ ᣍ⮴ᡂຌࡢせᅉ㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ
᪥ᮏࡢ㔠⼥⤒῭ᩍ⫱
ᾘ㈝⛯ࡢ㏫㐍ᛶࡢ㐣ᛂ
ዪᏊᏛ⏕ࡢ㐍㊰㑅ᢥࡘ࠸࡚
ᓥᓮ⸨ᮧࠕึᜊࠖࢆࡵࡄࡗ࡚ 㹼⫼ᬒ࣭⾲⌧࣭ゎ㔘㹼
฿㐩ᗘࢸࢫࢺᑟධࢆぢᤣ࠼ࡓ㧗➼Ꮫᰯẁ㝵࡛ࡢ㐨ᚨᩍ⫱ࡢ⪃ᐹ
ᩍ⫱ࡢᕷሙࡣᏛࡧࡽࡢ㏨㉮ࢆ㣗࠸Ṇࡵ࠺ࡿ
ேࠎࡣ࡞ࡐᦠᖏࢤ࣮࣒౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡃࡢ
Ꮫ⏕ࡢᐙ᪘ࡢぶᛶ⤖፧㢪ᮃࡘ࠸࡚
ⱝ⪅ࡢࠕࢡ࣐ࣝ㞳ࢀࠖࡢᐇែࡣ
୰ᅜ㐍ฟࡢࣜࢫࢡࡘ࠸࡚
⌧௦ࡢⱝ⪅࠾ࡅࡿ࢜ࢱࢡീᚑ᮶ࡢ࢜ࢱࢡീࡢᕪ␗ࡘ࠸࡚
ᜊឡ࠾ࡅࡿ࿌ⓑࡢᡂຌ࣭ኻᩋࡢつᐃᅉ㹼⿕࿌ⓑ⪅ࡢศᯒࡼࡾ㹼
㒔ᕷᶵ⬟ࡢ㐣ᐦ㝶ࡋ࡚⏕ࡌࡿၥ㢟
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࡞ࡈࡸ⛉Ꮫࣜࢸࣛࢩ࣮ࣇ࢛࣮࣒ࣛ
࣓ࣥࣂ࣮
௦⾲  ᕝ

༤

㸦ྡᇛᏛ⥲ྜᩘ⌮ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ ࢭࣥࢱ࣮㛗࣭ᩍᤵ㸧

ᾉᕝ  ᖾᙪ 㸦᳥ᒣዪᏛᅬᏛᩍ⫱Ꮫ㒊 ᩍᤵ㸧
బ⸨

ᡂဢ 㸦ឡ▱ῄᚨᏛᩥᏛ㒊 ᩍᤵ㸧

ᡞ⏣ᒣ ஂ 㸦ྡྂᒇᏛᏛ㝔ሗ⛉Ꮫ◊✲⛉ ᩍᤵ㸧
ᮧୖ

⨾ᬛᏊ

ᖿ  ㇂ཱྀ  ṇ᫂ 㸦ྡᇛᏛ⥲ྜᩘ⌮ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ ᩍᤵ㸧
ෆ⏣

㐩ᘯ 㸦ྡᇛᏛ⥲ྜᩘ⌮ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ ຓᩍ㸧

Ᏻ⏣

῟୍㑻㸦ᒱ㜧Ꮫᩍ㣴ᩍ⫱᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ ᩍᤵ㸧

άື┠ᶆ
ྡྂᒇᆅ༊࡛⛉Ꮫᩍ⫱ᦠࢃࡿᏛᩍဨࡀ㐃ᦠࡋࠊᏛ࡛ࡢ⛉Ꮫࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱ࡢ㉁ࢆ㧗ࡵࡿ
ࡇࢆ┠ⓗࡍࡿࠋᮏࣇ࢛࣮࣒ࣛࡣᖹᡂ 20 ᖺᗘࡼࡾάືࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏᖺᗘࡢάືෆᐜ
1) ⛉Ꮫࣜࢸࣛࢩ࣮ㅮ₇ࡢᐇ
2) ⛉Ꮫᐇ㦂ᣦᑟ⪅ㅮ⩦ࡢᐇ
ᖺᗘࡣࠊᏛ࡛ࡢ⛉Ꮫࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱㛵ࡍࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦⛉Ꮫࣜࢸࣛࢩ࣮ㅮ₇㸧ࢆ 2
ᗘ㛤ദࡋࠊᏛᩍဨ࣭Ꮫ⏕࣭ᑠ୰㧗ᰯࡢᩍဨ࡞ᖜᗈ࠸ᒙࡢཧຍ⪅ពぢࢆ⾜ࡗࡓࠋࡉࡽ
ࠊ⛉Ꮫᐇ㦂ᣦᑟ⪅ㅮ⩦ࢆ➨ 11 ᅇ ⛉Ꮫࣜࢸࣛࢩ࣮ㅮ₇ࡢ㝿㛤ദࡋࠊᐇ㝿⛉Ꮫᐇ㦂ࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿᩍဨࡸᏛ⏕ࡽ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ⾜ࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࠊᚋࡢ⛉Ꮫᩍ⫱άࡍࡃὶࢆ⾜
ࡗࡓࠋ
ᮏᖺᗘࡢάືᡂᯝ
 ➨ ۑ10 ᅇ⛉Ꮫࣜࢸࣛࢩ࣮ㅮ₇ࠕ⛉Ꮫ࣭ࡶࡢ࡙ࡃࡾᩍ⫱ࡢ᥎㐍ឡ▱ᩍ⫱Ꮫࡢྲྀ⤌ࠖ
᪥   㸸 2013 ᖺ 6 ᭶ 16 ᪥㸦᪥㸧 13:00-16:30
  ሙ 㸸 ྡᇛᏛྡ㥐ࢧࢸࣛࢺከ┠ⓗᐊ
ㅮ  ᖌ 㸸 ᯇ⏣ ṇஂ Ặ 㸦ឡ▱ᩍ⫱Ꮫ Ꮫ㛗㸧
ᑐ  ㇟ 㸸 Ꮫ⏕ࠊᩍဨࠊ୍⯡ᕷẸ 㸦ᐃဨ 95 ྡ⛬ᗘ㸧
ᴫ  せ 㸸 ឡ▱ᩍ⫱Ꮫ࡛ࡣࠊձ 2005 ᖺᗘ㹼2008 ᖺᗘࡣࠕ⛉Ꮫᩍ⫱ฟ๓ᤵᴗ➼ࡼࡿ

Ꮫ⏕⮬❧ᨭᴗࠖղ 2009 ᖺᗘ㹼2012 ᖺᗘࡣࠕ⛉Ꮫ࣭ࡶࡢ࡙ࡃࡾᩍ⫱᥎㐍㛵ࡍ
ࡿᣐⅬ࡙ࡃࡾࡢྲྀࡾ⤌ࡳᴗࠖࡑࡋ࡚ճ 2017 ᖺᗘࡲ࡛ࡣࠊ
ࠕᏛ㛫㐃ᦠࡼࡿᩍဨ㣴
ᡂࡢ㧗ᗘᨭࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏࡛ࠖࠕඛᑟⓗᐇ㊶ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨᴗࠖࢆྲྀࡾ⤌ࡳ
ࡲࡍࠋࡇ࠺ࡋࡓ⣙ 10 ᖺࢃࡓࡿྲྀ⤌ࡢ⌧≧ㄢ㢟ࡢᐇ㊶⤒㦂ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡋࡘࡘࠊ
ᚋࡢ᪥ᮏࡢ⛉Ꮫ࣭ࡶࡢ࡙ࡃࡾᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡲࡍࠋ
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 ➨ ۑ11 ᅇ ⛉Ꮫࣜࢸࣛࢩ࣮ㅮ₇࣭⛉Ꮫᐇ㦂ᣦᑟ⪅ㅮ⩦ࠕ⛉Ꮫࣜࢸࣛࢩ࣮ࡣ࡞ࡐษ ༠ാ
ࡍࡿ▱ᛶࡢᇶ┙ࡋ࡚ࠖ
᪥   㸸 2013 ᖺ 9 ᭶ 23 ᪥(᭶࣭⚃) 13㸸30-17:00
  ሙ 㸸 ྡᇛᏛྡ㥐ࢧࢸࣛࢺከ┠ⓗᐊ
ㅮ  ᖌ 㸸 ཎ ኵ Ặ 㸦ᮾி⌮⛉Ꮫ Ꮫ㝔⛉Ꮫᩍ⫱◊✲⛉ ᩍᤵࠊඖ≀⌮Ꮫ 㛗㸧
ᒾ㛫  Ặ 㸦⛉Ꮫᩍ⫱◊✲༠㆟ ᅜጤဨࠊᒾᡭᏛ㠀ᖖㅮᖌ㸧
ᑐ  ㇟ 㸸 Ꮫ⏕ࠊᩍဨࠊ୍⯡ᕷẸ 㸦ᐃဨ 95 ྡ⛬ᗘ㸧
ᴫ  せ 㸸 ㏻㏻ಙᡭẁࡢⓎ㐩⏘ᴗࡢᗈᇦࡼࡗ࡚ࠊᡃࠎࡣ୍ᆅᇦ㉳ࡇࡗࡓࡇࡢ

ᙳ㡪ࡀ┤ࡕୡ⏺ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ௦⏕ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓୡ⏺ࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟ࡣࡊࡲ
ࡊࡲ࡞せᅉࡀ」ྜⓗ㛵ࢃࡗ࡚࠸࡚ࠊࡑࡢゎỴࡣᵝࠎ࡞ศ㔝ࡢ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺࡀࡶ
ാ࠸࡚ึࡵ࡚ゎỴྍ⬟࡞ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᑓ㛛ᛶࢆ㉸࠼ࠊᆅᇦࢆ㉺࠼࡚ࠊẸ᪘࣭
ᅜᐙ࣭ே✀࣭⫋✀ࡢᯟࢆ㉸࠼࡚༠ാࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ⛉Ꮫࡢㄽ⌮ᛶࠊᬑ㐢ᛶࢆ
ඹ᭷ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊே㢮ࡀࡶാࡁࠊᜍࢀḞஈࡢ࡞࠸ୡ⏺ࢆᵓ⠏࡛ࡁࡿࡢ࡛
ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
 ۑᖹᡂ 25 ᖺᗘ࡞ࡈࡸ⛉Ꮫࣜࢸࣛࢩ࣮ࣇ࢛࣮࣒ࣛάືሗ࿌᭩ࠊ 2014 ᖺ 3 ᭶ Ⓨ⾜ணᐃ
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⟶⌮⫋◊✲
࣓ࣥࣂ࣮
ኟ┠ 㐩ஓ 㸦ྡྂᒇᏛ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
 ㏆⏣ ᨻ༤ 㸦ྡྂᒇᏛ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
୰ ಇᶞ 㸦ྡྂᒇᏛ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
ሯ 㞝స 㸦ி㒔Ꮫ㸧
᳃ 㞝㸦㤳㒔Ꮫᮾி㸧
୰ᓥ ⱥ༤ 㸦ྡᇛᏛ㸧
ྜྷỌ ዎ୍㑻㸦ᮾி㎰ᕤᏛ㸧
άື┠ᶆ
Ꮫ⎔ቃࡀཝࡋࡉࢆቑࡍ≧ἣࡢ୰࡛ࠊᏛ⤒Ⴀࡢ㧗ᗘࡀᙉࡃồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ≧ἣᑐ
ᛂࡍࡿࡓࡵࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊᏛࡢᩍ⫱࣭Ꮫ⩦㒊㛛࠾ࡅࡿ࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆᙧᡂ࣭
⥅ᢎ࣭Ⓨᒎࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗࡘ᭷ຠ࡞᪉⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࠋලయⓗࡣࠊ௨ୗࡢෆᐜࢆゎ᫂ࡍࡿࠋ
࣭᪥ᮏㅖእᅜ࠾ࡅࡿᏛ⤒Ⴀ㝕ࡢࣜࢡ࣮ࣝࢺࠊ⤒Ⴀ㝕╔௵๓ࡢ‽ഛࡢᐇែ
࣭ㅖእᅜࡢẚ㍑ࡼࡾࠊ᪥ᮏࡢᏛ࠾ࡅࡿ⤒Ⴀ㝕ࡢࣜࢡ࣮ࣝࢺ࣭◊ಟࡢ≉ᚩ
࣭Ꮫ⤒Ⴀ㝕ࡀ⫋ົࢆ㐙⾜ࡍࡿୖ࡛ᚲせ࡞▱㆑࣭ࢫ࢟ࣝࡢෆᐜࠊ࠾ࡼࡧࡑࡢ⩦ᚓ᪉ἲ
࣭Ꮫ⤒Ⴀ㝕ᚲせ࡞▱㆑࣭ࢫ࢟ࣝ⩦ᚓࢆᨭࡍࡿࡓࡵࡢ◊ಟࡢෆᐜ࣭᪉ἲ
࣭◊ಟࢆᥦ౪ࡍࡿయࠊ࠾ࡼࡧᥦ౪ࡢ᪉ἲ
ᮏᖺᗘࡢάືෆᐜ
ࡇࡢ◊✲ࡣࠊ2013 ᖺᗘࡲ࡛ࡣࠊ
ࠕ࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ◊✲ࠖࡋ࡚άືࢆ⾜ࡗ
࡚ࡁࡓࠋ2011 ᖺᗘ 2012 ᖺᗘ◊✲ሗ࿌᭩ࢆ┦ḟ࠸࡛Ⓨ⾲ࡋࡓࡀࠊ2013 ᖺᗘࡣάືࢆ⦰ᑠࡍࡿ
ࡇ࡞ࡗࡓࠋ
 2013 ᖺᗘ࡛ࡣࠊㄪᰝࡢ㔜Ⅼᑐ㇟ࢆࠊᚑ᮶ࡢᏛᇳ⾜㒊ࡽࠊᏛ⫋ဨ⛣ࡍࡇࡋ࡚ࠊࡃ
⟶⌮⫋⫋ဨ⛣ࡋࡓࠋࡃࠊ௨ୗࡢⅬࡘ࠸࡚ὀ┠ࡋࡓࠋ
࣭Ꮫົᒁࢆᢸ࠺⫋ဨࡢ❧ሙࡽࠊᏛᩍ⫱ࢆࡢࡼ࠺ᨭࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭⫋ဨࡀ㞟ᅋࡋ࡚άືࡍࡿୖ࡛⟶⌮⫋⫋ဨࡀࡢࡼ࠺࡞ᙺࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭⟶⌮⫋⫋ဨࡣࠊࡑࡢ⫋ົࢆᯝࡓࡍୖ࡛ࡢࡼ࠺࡞⬟ຊࡀᚲせࡉࢀࡿࡢࠊ
࣭⟶⌮⫋ᑵࡃ๓ᚋ࡛ࠊ⬟ຊᙧᡂࡢࡓࡵࡢࡼ࠺࡞άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ࡑࡢ
ࡇࡢࡼ࠺࡞Ⅼࢆゎ᫂ࡍࡿࡓࡵࠊᏛ⫋ဨࡢാࡁࡸ⬟ຊᙧᡂࡢᐇែࢆゎ᫂ࡍࡿࡓࡵࠊ㛵ᮾᆅ
᪉ࡢ᯾⚾❧Ꮫ࠾࠸࡚༠ຊࢆồࡵࠊ୍⯡⫋ဨ⟶⌮⫋⫋ဨࢆᑐ㇟ࡋ࡚ࠊᏛ⫋ဨࡋ࡚ࡢാ
ࡁ᪉ࠊ⫋ሙ࠾࠸࡚⟶⌮⫋ᮇᚅࡉࢀࡿᙺࠊᙺ㐙⾜ࢆಁ㐍ࡲࡓࡣ㜼ᐖࡍࡿせᅉ➼ࡘ࠸࡚
ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇࡋࡓࠋᙜヱᏛࡢ SD ࡢෆᐜ࡙ࡃࡾ࣭ᐇά⏝ࡍࡃࠊࡑࡢ㞟ィ⤖ᯝࢆ
Ꮫഃᥦ♧ࡋࡓࠋ
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ᮏᖺᗘࡢάືᡂᯝ
ୖグࡢㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆࡩࡲ࠼࡚ࠊ⟶⌮⫋⫋ဨྥࡅ⟶⌮⫋ࡢᢸ࠺ࡁᙺࠊࡑࡢᙺ㐙⾜ᚲせ
࡞‽ഛ➼ࡘ࠸࡚ࠊ◊ಟࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ࠶ࢃࡏ࡚ࠊ୍⯡⫋ဨᑐࡋ࡚ࡣࠊ⟶⌮⫋⫋ဨᑐࡍࡿ
ᕼᮃࡸ᥋ࡋ᪉➼ࡘ࠸࡚◊ಟࢆᐇࡋࡓࠋ
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ᩍ⫱Ꮫ࠾ࡅࡿ
ᫎ⏬ࢆᩍᮦࡋࡓᤵᴗ㛤Ⓨ◊✲
ᩍ⫱ࡸᏊࡶ㛵ࡍࡿᫎ⏬ࡣ↓ᩘ࠶ࡾࠊࡇࢀࡲ࡛ࡶᩍ⫱Ꮫࡢᤵᴗ࠾࠸࡚ᫎ⏬ࡣᩍᮦࡋ࡚
ከᵝ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࢀࡽࡢᐇ㊶ࡣᤵᴗ⪅ಶேࡼࡿࡶࡢ࡛ࠊᤵᴗᐇ㊶ࡢඹ
᭷ࡀ༑ศᅗࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊᫎ⏬ࢆᩍᮦࡋ࡚⏝࠸ࡓᤵᴗࡢ᪉ἲࡘ࠸࡚ࡶ༑ศࡣ᳨ウ
ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᮏ◊✲ࡣࠊᫎ⏬ࢆᩍᮦࡋ࡚⏝࠸ࡓᩍ⫱Ꮫࡢᤵᴗᐇ㊶ࡘ࠸࡚◊✲ࡍࡿࠋ
࣓ࣥࣂ࣮
௦⾲  ᑠᯘ ᛅ㈨ 㸦ྡྂᒇᏛ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
ᑎ⏣ ెᏕ 㸦ྡྂᒇၟ⛉Ꮫ ㅮᖌ㸧
୰ ಇᶞ 㸦ྡྂᒇᏛ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
άື┠ᶆ
ᫎ⏬ࢆᩍᮦࡋ࡚⏝࠸ࡓᩍ⫱Ꮫࡢᤵᴗᐇ㊶ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ᭷ຠᛶࢆཷㅮ⪅ࡽࡢホ౯ࢆྵࡵࡓከ
ᵝ࡞ほⅬࡽ᳨ウࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᫎ⏬ࢆ⏝࠸ࡓᩍ⫱Ꮫࡢᤵᴗࢆ㛤Ⓨࡋࠊᤵᴗࣔࢹࣝࡢᵓ⠏ࢆᅗࡿࠋ
ࡲࡓࠊᤵᴗࣔࢹࣝࡢⓎ⾲୪ࡧᤵᴗᐇ㊶㞟ࡢබ⾲ࢆ࠾ࡋ࡚ࠊᫎ⏬ࢆᩍᮦࡋ࡚⏝࠸ࡓᩍ⫱Ꮫࡢ
ᤵᴗᐇ㊶ࡢඹ᭷ࢆᅗࡿࠋ
ᮏᖺᗘࡢάືෆᐜ
1)

ᫎ⏬ࢆᩍᮦࡋࡓᤵᴗᐇ㊶ࡢᐇ
2013 ᖺ 4 ᭶ 30 ᪥➨ 1 ᅇ◊✲ࢆᐇࡋࠊᖺᗘࡢ◊✲ࡢάືィ⏬ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡋࠊά
ືෆᐜࢆỴᐃࡋࡓࠋࡲࡓࠊᢸᙜࡍࡿᤵᴗෆ࡛ᫎ⏬ࢆᩍᮦࡋ࡚࠸ά⏝ࡍࡿ㛵ࡍࡿィ⏬
ࢆྛ࣓ࣥࣂ࣮ࡀⓎ⾲ࡋࠊ࣓ࣥࣂ࣮ෆ᳨࡛ウࡋࡓࠋ᳨ウࡢ⤖ᯝࢆࡶࠊ๓ᮇ࣭ᚋᮇࢃࡓࡾࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡀᢸᙜࡍࡿᤵᴗ࡛ᫎ⏬ࢆᩍᮦࡋࡓᐇ㊶ࢆᐇࡋࡓࠋ

2)

ᫎ⏬ࢆ⏝࠸ࡓᤵᴗᐇ㊶㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࡢ㞟᳨ウ
2013 ᖺ 5 ᭶ 28 ᪥➨ 2 ᅇ◊✲ࠊ6 ᭶ 25 ᪥➨ 3 ᅇ◊✲ࢆᐇࡋࠊ᪥ᮏㄒእᅜㄒࡢㄽ
ᩥࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡽࠊᫎ⏬ࢆᩍᮦࡋࡓᤵᴗᐇ㊶㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࢆ㞟ࡋࠊ࣓ࣥࣂ࣮ෆ᳨࡛
ウࡋࡓࠋ

3)

ᤵᴗᐇ㊶ࡢඹ᭷
2014 ᖺ 12 ᭶ 10 ᪥➨ 4 ᅇ◊✲ࠊ1 ᭶ 10 ᪥➨ 5 ᅇ◊✲ࢆᐇࡋࠊྛ࣓ࣥࣂ࣮ࡀᐇ
ࡋࡓᤵᴗᐇ㊶ࢆሗ࿌ࡋࠊᤵᴗᐇ㊶ࡢඹ᭷ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ᮏᖺᗘࡢάືᡂᯝ
◊✲ㄽᩥ ᑠᯘᛅ㈨ࠊᑎ⏣ెᏕࠊ୰ಇᶞ㸦2014㸧ࠕᏛ࠾ࡅࡿᫎ⏬ࢆά⏝ࡋࡓᤵᴗࡢ≉ᚩ㸫
ᅜෆእࡢᤵᴗᐇ㊶ㄽᩥࡢẚ㍑ศᯒ㸫ࠖ
ࠗྡྂᒇ㧗➼ᩍ⫱◊✲࠘➨ 14 ྕ
◊✲Ⓨ⾲ ᑠᯘᛅ㈨ࠊᑎ⏣ెᏕࠊ୰ಇᶞࠕ㧗➼ᩍ⫱࠾ࡅࡿᫎ⏬ࢆᩍᮦࡋࡓᤵᴗᐇ㊶ࡢᢈุ
ⓗ᳨ウࠖ➨ 29 ᅇ᪥ᮏᩍ⫱ᕤᏛᅜ㸦2013 ᖺ 9 ᭶ 23 ᪥ࠊ⛅⏣Ꮫ㸧
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◊✲Ⓨ⾲ ᑠᯘᛅ㈨ࠊᑎ⏣ెᏕࠊ୰ಇᶞࠕᩍ⫋࠾ࡅࡿᫎ⏬ࢆά⏝ࡋࡓᤵᴗᐇ㊶㸫ᑓ㛛ᛶࡢ⫱
ᡂྥࡅ࡚㸫ࠖᏛᩍ⫱ᨵ㠉ࣇ࢛࣮࣒ࣛ in ᮾᾏ㸦2014 ᖺ 3 ᭶ 8 ᪥ࠊྡྂᒇᏛ㸧
◊✲Ⓨ⾲

ᑎ⏣ెᏕࠊᑠᯘᛅ㈨ࠊ୰ಇᶞࠕᩍ㣴⛉┠࠾ࡅࡿᫎ⏬ά⏝㸫ࢪ࢙ࢿࣜࢵࢡࢫ࢟ࣝࡢ
⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠖᏛᩍົᐇ㊶◊✲➨ 1 ᅇ㸦2014 ᖺ 3 ᭶ 9 ᪥ࠊྡྂᒇᏛ㸧
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ྂᩍ㣴ᩍ⫱◊✲
࣓ࣥࣂ࣮
ᮾ

ᮃṌ

୰᰿ ༓⤮

㸦ྡྂᒇᏛ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ຓᩍ㸧
㸦ྡྂᒇ┴❧Ꮫ᪥ᮏᩥᏛ㒊ᩍᤵ㸧

άື┠ᶆ
ᩍ㣴ᩍ⫱ࡢ࡞࡛ྂࢆᏛࡪࡇࡢព⩏ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡶࠊᑓ㛛ⓗ▱ぢࡣ␗࡞ࡿどⅬ
ࡽྂᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉ࠊලయⓗ࡞Ꮫ⩦ㄢ㢟ࠊᤵᴗ㐠Ⴀ࣭ᣦᑟ᪉ἲࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿࠋ
ᮏᖺᗘࡢάືෆᐜ࣭άືᡂᯝ
ࠕྂᩍ㣴ᩍ⫱ࡢ⌧≧ㄢ㢟ࠖࢆࢸ࣮࣐ࡋࡓ㐃⥆ࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ⏬࣭ᐇࡋࡓࠋ
ྂ ۑᩍ㣴ᩍ⫱ࡋ࡚⾜࠺ኚయ࡞ゎㄞ̿༢ᚲಟࡢ┠ⓗ࣭⌧≧࣭ㄢ㢟
ㅮ₇⪅㸸ᒸ⏣ ࡦࢁࡳ Ặ㸦ඹ❧ዪᏊᏛᩥⱁᏛ㒊ᩍᤵ㸧
᪥ 㸸2014 ᖺ 1 ᭶ 23 ᪥㸦ᮌ㸧16:30-18:00
ሙ ᡤ㸸ྡྂᒇᏛᮾᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫᩥ⣔⥲ྜ㤋 7F ࣮࢜ࣉ࣮ࣥ࣍ࣝ
ᑐ ㇟㸸ྂᩍ㣴ᩍ⫱⯆࣭㛵ᚰࡢ࠶ࡿᩍဨ࠾ࡼࡧᏛ⏕
ෆ ᐜ㸸㸯㸬༢ᚲಟࡲ࡛ࡢ㆟ㄽࠊᩍ⫱┠ᶆࡢ㛵ࢃࡾ
㸰㸬࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛタィࠊᩍ⫱ᐇ㊶㸦ලయⓗ࡞㸧
㸱㸬ᩍ⫱ᐇ㊶ࡢ୰࡛ឤࡌࡓㄢ㢟ࡑࡢゎỴࡢࡓࡵࡢ᪉⟇࠶ࡿ࠸ࡣ⪃ᐹ
ྂۑᩍ㣴ᩍ⫱ࢡࢸࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ
ㅮ₇⪅㸸ሷ⏣ බᏊ Ặ㸦ᒱ㜧ዪᏊᏛᩥ㐀Ꮫ㒊ᩍᤵ㸧
᪥ 㸸2014 ᖺ 1 ᭶ 30 ᪥㸦ᮌ㸧16:30-18:00
ሙ ᡤ㸸ྡྂᒇᏛᮾᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫᩥ⣔⥲ྜ㤋 7F ࣮࢜ࣉ࣮ࣥ࣍ࣝ
ᑐ ㇟㸸ྂᩍ㣴ᩍ⫱⯆࣭㛵ᚰࡢ࠶ࡿᩍဨ࠾ࡼࡧᏛ⏕
ෆ ᐜ㸸㸯㸬ᩍ⫱ᐇ㊶࠾ࡅࡿᕤኵ࣭ྲྀ⤌ࡢලయⓗ࡞
㸰㸬ᢅ࠺㢟ᮦࡸᤵᴗ㐠Ⴀࡢᡭἲᩍ⫱┠ⓗ࣭┠ᶆ
㸱㸬ྂᩍ㣴ᩍ⫱࠾࠼ࡿㄢ㢟ࠊࡑࡢゎỴࡢࡓࡵࡢ᪉⟇࠶ࡿ࠸ࡣ⪃ᐹ
ྂۑᩍ㣴ᩍ⫱ࡢ࡞ࡢ₎ᩥ̿᪥ᮏᾏእ࡛ࡢᩍ⫱ᐇ㊶ࡽ̿
ㅮ₇⪅㸸୰ ㈗ྐ Ặ㸦㜵⾨Ꮫᰯேᩥ♫⛉Ꮫ⩌ㅮᖌවᩍ⫱ィ⏬ㄪᩚᐁ㸧
᪥ 㸸2014 ᖺ 2 ᭶ 12 ᪥㸦ᮌ㸧15:00-16:30
ሙ ᡤ㸸ྡྂᒇᏛᮾᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫᩥ⣔⥲ྜ㤋 7F ࣮࢜ࣉ࣮ࣥ࣍ࣝ
ᑐ ㇟㸸ྂᩍ㣴ᩍ⫱⯆࣭㛵ᚰࡢ࠶ࡿᩍဨ࠾ࡼࡧᏛ⏕
ෆ ᐜ㸸㸯㸬ᅜෆࠊᾏእ࡛ࡢᩍ⫱ᐇ㊶
㸰㸬ᅜ㝿ⓗ࡞ど㔝ࡽぢࡓྂᩍ㣴ᩍ⫱ࡋ࡚₎ᩥࢆᏛࡪࡇࡢព⩏ࠊ⨨࡙ࡅ
㸱㸬₎ᩥᩍ⫱ࡢ⌧≧ㄢ㢟ࠊࡑࡢゎỴྥࡅ࡚ࡢ᪉⟇࠶ࡿ࠸ࡣ⪃ᐹ
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ྂᩍ⫱ࡋ࡚⾜࠺ኚయ௬ྡ̿̿ࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ⤊࠼࡚̿
ᒸ⏣ ࡦࢁࡳ㸦ඹ❧ዪᏊᏛ㸧
 ᖺᗘࡢࢭࣥࢱ࣮ヨ㦂ࡢྂศ㔝ࡢฟ㢟ࡣ※Ặ≀ㄒ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ㠀ࢆၥ࠺ホࡀࠊ࠶ࡕࡇࡕ
࡛᭩ࢀ࡚࠸ࡿࠋ࠶ࡿ᪂⪺ࡢኌࡢḍ࡛ࡣࠕ⌧ᅾࡢⱝ⪅※Ặ≀ㄒࡢࠊྂᩥᏛࡢఱࡀᙺ❧ࡘ
࠸࠺ࡢࠋࡶࡗㄞࡲࡏࡿᮏࡣࡓࡃࡉࢇ࠶ࡿࡣࡎࡔࠖ࠸࠺せ᪨ࡢࡶࡢࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀ
ࢆ᭩࠸ࡓ᪉ࡢ⫪᭩ࡀᏛᩍဨ࡛࠶ࡗࡓࡽࠊࡑࢀࢆㄞࢇ࡛ྂᩍ⫱ࢆ⥆ࡅ࡚ࡺࡃព⩏ࢆ♧ࡍࡇ
ࡢษࡉ㞴ࡋࡉࢆᨵࡵ࡚ឤࡌࡓࠋ
 ࡕࡻ࠺ྠࡌࡇࢁࠊ1 ᭶ᮎྡྂᒇᏛ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ദࡢ㐃⥆ࢭ࣑ࢼ࣮࡛ࠕྂᩍ
⫱ࡋ࡚⾜࠺ኚయ௬ྡࠖࡘ࠸࡚ࡢヰࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃᶵࢆᚓࡓࠋ
ົᰯࡢඹ❧ዪᏊᏛᩥⱁᏛ㒊ᩥⱁᏛ⛉ࡢ᪥ᮏㄒ᪥ᮏᩥᏛࢥ࣮ࢫ࡛ࡣࠊ2012 ᖺᗘධᏛ⏕ࡼࡾࠊ
ᚲಟᤵᴗࡋ࡚᪥ᮏᩥᏛㅮㄞ A㸦ኚయ௬ྡ㸧ࢆᩍ࠼ࡿ⛉┠ࡀຍࢃࡗࡓࠋᏛ㒊ෆ࡛ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ᨵゞక࠸ࠊ᪂ࡋࡃ⨨ࢀࡓ⛉┠࡞ࡿࡀࠊᅇࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵゞ࡛┠ᣦࡋࡓࡢࡣࠕྂᩥᏛ㺁
㔜どࡢ⛉┠タ⨨࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏㄒ᪥ᮏᩥᏛࢥ࣮ࢫᡤᒓࡍࡿᏛ⏕ဨࠊྂᩥᏛࢆᏛࡪࠕሙࠖ
࠸࠺ࡶࡢࢆタࡅࡓ࠸࠸࠺ᩍဨࡢ㢪࠸ࡀᐇ⌧ࡋࡓࡶࡢ࠸࠼ࡿࠋ
 ࠕኚయ௬ྡࠖࢆㄞࡴࡇࡀ࡛ࡁ࡚ࡶࠊ༞ᴗᚋఱࡢヂ❧ࡘࠊ࠸࠺ࡇࡣࢇ࡞࠸ࡶ
ࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋࡋࠊኚయ௬ྡࢆᏛࡧࠊ⮬ࡽ⩻้ࡍࡿ⾜Ⅽࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ㧗ᰯ⏕ࡲ࡛ㄞࢇ࡛ࡁࡓᩍ⛉
᭩ࡢᩥ❶ࡸࠊὀ㔘᭩➼ࡢࠕᮏᩥࠖ
㸦ཎᩥ㸧ࡣࠊᐇࡣࡑࢀࡒࢀࢆᇳ➹ࡋࡓேࡢࠕゎ㔘ࠖࡀᫎࡋࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࢆࡣࡌࡵ࡚▱ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡢࡼ࠺࡞₎Ꮠࢆ⏝࠸ࠊࡇ࡛ㄞⅬࢆ࠺ࡕࠊヰ
ࡸᚰෆㄒࢆ༊ษࡿࡇࡢࡴࡎࡋࡉࢆឤࡌ࡞ࡀࡽࠊྛ⮬ࡢุ᩿࡛ࠕᮏᩥࠖࢆసࡾୖࡆ࡚ࡺࡃࠋࡑ
ࡋ࡚ࡇ࠺࠸ࡗࡓࠕࡇࡤࠖࢆูࡢࠕࡇࡤࠖ࠾ࡁ࠼ࡿసᴗࡣࠊྂᩥᏛࡔࡅࡢၥ㢟࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
࠼ࡤ⩻ヂ➼ࡶ࠸࠼ࡿࡇࡔࢁ࠺ࠋ
ࠕࡇࡤࠖࢆ㑅ࡪࠕ⚾ࠖࡼࡾ⮬ぬⓗ࡞ࢀࡿሙࡋ࡚ࡶኚ
య௬ྡᩍ⫱ࡣ᭷ຠ࡛࠶ࢁ࠺ᛮ࠺ࠋᐇ㝿ၥ㢟ࡋ࡚ࠊ༙ᮇࡢᤵᴗࡢ୰࡛࡛ࡁࡿࡇࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸
ࡿࡢࡔࡀࠊኚయ௬ྡࡢࠊࡺࡃࡺࡃࡣྂ⡠ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ᪉ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿࠊ࠸࠺ᇶ♏ࡔࡅ࡛ࡶᇵ
࠺ࡇࡀ࡛ࡁࢀࡤࠊྛ⮬ࡢ⯆ᚑࡗ࡚ᛂ⏝ࡋ࡚ࡺࡃࡇࡀྍ⬟࡞ࡿࠋ
 ᪥ᮏᩥᏛㅮㄞ A ࡢᤵᴗࡣ 3 ࢡࣛࢫ㛤ࢀࠊࡑࢀࡒࢀ 3 ேࡢᩍဨࡀཷࡅᣢࡗࡓࠋᑡேᩘ࡛㐍ࡵࡿ
ࡇࢆ┠ᣦࡋࡓࡀࠊ⤖ᯝⓗ 35 ྡࡢࢡࣛࢫࡶ࠶ࡾࠊሙྜࡼࡗ࡚ࡣຓᡭᣦᑟ⿵ຓධࡗ࡚ࡶࡽ
࠺ᚲせࡀ࠶ࡗࡓࠋᤵᴗᢸᙜ⪅ࡢ࠺ࡕ୍ேࡣ㠀ᖖㅮᖌ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᤵᴗ㛤ጞࡲ࡛ࡢᮇ㛫㞟ࡲࡗ
࡚ࠊᤵᴗࡢ㐍ࡵ᪉ࡘ࠸࡚ᡴࡕྜࢃࡏࢆ⾜ࡗࡓࠋ㐍ࡵ᪉ࡣ࠶ࡿ⛬ᗘྛᩍဨࡢ㔞ࡲࡏࡽࢀࡓ
ࡀࠊ
ࠕ㡢ㄞࠖࢆ㔜どࡋࠊ
ࠕ࠶࡚ㄞࡳࠖࢆ⾜࠺ࡇࠊᩍᮦࡸヨ㦂᪉ἲ㸦୰㛫ᑠࢸࢫࢺ࣭➹グヨ㦂㸧ࡸ
ၥ㢟ࡢ㉁࣭㔞ࡣ⤫୍ࡍࡿࡇࢆỴࡵࡓࠋ
ࢸ࢟ࢫࢺࡣࠗ㤳᭩ ※Ặ≀ㄒ ኤ㢦ᕳ࠘ቑ⏣⦾ኵ⦅㸦Ἠ᭩㝔㸧ࡋࠊ
ࠗᏐ ࡞࠘
㸦➟㛫᭩
ࠗᨵ
㝔㸧ࢆ⿵ຓᩍᮦࡋࡓࠋ
ࠗ㤳᭩ ※Ặ≀ㄒ࠘ࡣࠊ∧ᮏࡢࡓࡵᮏẚ㍑ࡋ࡚₎Ꮠࡀከ࠸ࡢ࡛ࠊ
㸦᯽᭩ᡣ㸧ࢆࠊ㢖ฟ㡰ᢤ⢋ࡋࡓࡶࡢࢆࠊ
ゞ᪂∧ 㧓Ꮠ㢮࠘
㸦すᮾ᭩ᡣ㸧
ࠗỤᡞ∧ᮏゎㄞᏐ࠘
ࣉࣜࣥࢺࡋ࡚సᡂࡋ㓄ᕸࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠗ※Ặ≀ㄒ࠘ࡢኤ㢦ᕳࢆࡾ࠶ࡆࡓࡢࡣࠊග※Ặኤ㢦ࡢᝒᜊࢆ୰ᚰ▷⦅ࡋ࡚ㄞࡴࡇࡀ
࡛ࡁࡿࡇࠊ㧗ᰯᩍ⛉᭩࡛ࡶྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿࡇࡀከ࠸ሙ㠃࡛࠶ࡿࡇࠊ
ࠕ≀ࡢࠖ
ࠕᜊࠖ࠸ࡗ
ࡓᏛ⏕ࡀ⯆ࢆᢪࡁࡸࡍ࠸せ⣲ࡀ࠶ࢁ࠺ࡇࠊࡀ࡞⌮⏤࡛࠶ࡿࠋࡶࡕࢁࢇࠊኚయ௬ྡࢆᏛ⩦ࡍ
ࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࠕ⩻้ࠖࡉࢀ࡚࠸࡞࠸Ꮫ⏕ࡢᮍ▱ࡢసရࢆ⏝࠸ࡿ᪉ἲࡶ࠶ࡿࡀࠊࡲࡎࡣࠊࡢᅗ᭩
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㤋࡛ࡶ᥈ࡍࡇࡀ࡛ࡁࠊㄞࡳྜࢃࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ㸦ண⩦⩦ࡀ࡛ࡁࡿ㸧
ࠗ※Ặ≀ㄒ࡛࠘ࡣࡌࡵࡿ
ࡇࡋࡓࠋ
 ᐇ㝿ᤵᴗࡀጞࡲࡿࠊ⇕ᚰ࡞Ꮫ⏕ࡀከ࠸ᖺࡔࡗࡓࡇࡶ࠶ࡾࠊከࡃࡢᏛ⏕ࡀ㞟୰ࡋ⯆ࢆࡶ
ࡗ࡚ࡾࡃࢇ࡛࠸ࡓࠋ
ࡓࡔࠊኚయ௬ྡࡢࡃࡎࡋᏐࡣఝ࡚࠸ࡿࡶࡢࡸุㄞࡋࡃ࠸ࡶࡢࡶከࡃࠊᩥ⬦㢗ࡽࡊࡿࢆ࠼࡞
࠸ሙྜࡶ࠶ࡿࡀࠊㄒᙡࡣࡶࡼࡾྂᩥἲࡀࢃࡽ࡞࠸Ꮫ⏕ࡗ࡚ࠕᩥ⬦ุ࡛᩿ࡍࡿࠖ࠸࠺
ቨࡣᛮ࠸ࡢእ㧗࠸ࡶࡢ࡞ࡗࡓࠋᚋࠊᩥἲᣦᑟࡶᚲせྍḞࡔࢁ࠺ࠋ
ࠕ␗యᏐࠖ
㢖ฟ㡰࣭᪤ฟ㡰ࡢࠕ␗యᏐࣉࣜࣥࢺࠖࡣࢫ࣒࣮ࢬᤵᴗࢆࡍࡍࡵࡿࡢᙺ❧ࡗࡓࡀࠊ
ࢆ⮬ࡽㄪᰝࡍࡿᶵࢆዣࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ౽ᛶࢆࡿࠊᏛ⏕ࡢ⮬ᛶᮇᚅࡍࡿࠊ
㏞࠺ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
Ḟᖍࡀ⥆ࡃࡘ࠸࡚࠸ࡅࡎࠊ᭦࡞ࡿḞᖍࡘ࡞ࡀࡿࠊ࠸࠺ᝏᚠ⎔㝗ࡿᏛ⏕ࡶ࠾ࡾࠊࡑ࠺
࠸ࡗࡓᏛ⏕ᑐࡋ࡚ࡢࢣࢆ࠺ࡍࡿࡶㄢ㢟ࡋ࡚ṧࡗࡓࠋ
 ᅇࡢࢭ࣑ࢼ࣮ཧຍࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓ᪉ࡣࠊ୰㧗ࢆྵࡵ࡚ྂᩍ⫱ᦠࢃࡗ࡚࠸ࡿ᪉ࠎ࡛ࠊ
ࡼࡾලయⓗ࡞ྂᩍ⫱ࠊኚయ௬ྡᩍ⫱㛵ࡍࡿᐇ㊶᪉ἲࡘ࠸࡚ㄒࡾྜ࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋࡑࡇ࡛
ᚓࡓຓゝࢆ᮶ᖺᗘࡢᤵᴗάࡍࡃࠊ⌧ᅾᤵᴗ᪉ἲࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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ྂࡢᩍ㣴ᩍ⫱ࢡࢸࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ
ሷ⏣බᏊ㸦ᒱ㜧ዪᏊᏛ㸧
 ᅇࡢࢸ࣮࣐ࡢࠕྂࡢᩍ㣴ᩍ⫱ࠖࡣࠊࡲࡀࡾ࡞ࡾࡶᅜᩥᏛ⛉ࡢᩍဨ࡛ࢫࢱ࣮ࢺࢆࡁࡗࡓ 40
ᖺ๓ࡢ⚾ࡣ↓⦕㏆ࡗࡓࠋᛮ࠼ࡤ 40 ᖺ๓ࡣࠊᅜᩥᏛ㸦᪥ᮏᩥᏛࡣࡲࡔゝࢃ࡞࠸㡭㸧ࡢ
┒ᮇࡔࡗࡓࡼ࠺ᛮ࠺ࠋࡃࠊᅜᩥᏛ⛉ࡣᑓ㛛ࢆᩍ࠼ࡿᶵ㛵࡛࠶ࡗ࡚ࠊ
ࠕᩍ㣴ࠖ࠸࠺ゝⴥࡣࡑ
ࡄࢃ࡞ࡗࡓࡽ࡛࠶ࡿࠋᅜබ❧Ꮫࡽࠊ⚾ࡢዊ⫋ࡍࡿ⚾❧ࡢዪᏊ࠸ࡓࡿࡲ࡛ࠊᅜᩥᏛࡣ
ⰼᙧ࡛࠶ࡗࡓࠋᏛ 1 ᖺ⏕ኚయ௬ྡࡢㄞࡳ᪉ࢆᣦᑟࡋ࡚㺂ྂసရࡢ₇⩦ࡣᮏࡢᙳ༳ࢆࢸ࢟ࢫ
ࢺ࠺ࡇ࡞ࢇࡢ㐪ឤࡶ࡞ࡃࠊᅔࡗࡓࡇࡶ⏕ࡌ࡞ࡗࡓ௦࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࢀࡽࠊ40 ᖺࠊᏛࢆࡾࡲࡃ♫ⓗ⎔ቃࡶࡁࡃኚࡋࠊ᪥ᮏ⤒῭ࡀ◚⥢ࢆぢࡏࡣࡌࡵࠊ
Ꮫࡢෆ㒊ࡶ⤌⧊ᨵ㠉ࢆ㏕ࡽࢀࠊᏛၥᩍ⫱ࡢෆᐜࡶࡁࡃኚࠊ࠸ࡸࠊᮏ㡢ࢆ࠸࠺ኚ㉁ࡋ࡚ࡁ
ࡓ᫂ࡽឤࡌࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋᏛ⏕㐩ࡢከࡃࡀࠊ࠶ࡓࡾࡲ࠼ࡢࡼ࠺ࠊᏛᴗࣂࢺࢆ
ࡅᣢࡕࡋࠊ▱ⓗዲወᚰࢆᣢࡘవ⿱ࡶ࡞࠸᪥ᖖ㏣࠸❧࡚ࡽࢀࠊᩍᖌࡣࠊࡵࡲࡄࡿࡋ࠸Ꮫᨵ㠉ࡢ
୰࠾࠸࡚ࠊⴠࡕ╔࠸࡚Ꮫၥᩍ⫱ᑓᛕ࡛ࡁࡿ㛫ࡀᚎࠎῶࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ
ࠕ᪥ᮏࡢྂࢆᏛࡧࠊ
ࢆ⏕ࡁࡿࡓࡵࡢᣦ㔪ࡍࡿࠖ
ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᙜࡓࡾ๓ࡢゝㄝࡀࡑࡽࡒࡽࡋࡃ⪺ࡇ࠼ࡿࠊྂᩍ
⫱ࡀ࡞࠸ࡀࡋࢁࡉࢀࡓ࡚᮶ࡓࡼ࠺ᛮ࠺ࠋ
 ࡑࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱ࡢኚ㑄ࡢ୰࡛ࠊ࡛ࡉࡲࡊࡲ࡞ᑐ㇟ᩍ࠼࡚࠸ࡃࡼ࠺࡞ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞ࡗ
ࡓᚲせࡽࠊࡇࡢ 20 ᖺࡣࠊᑓ㛛ࡽࠊᩍ㣴ᩍ⫱ࡲ࡛ࡢᗈ࠸⠊ᅖ࡛᭷ຠ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⪃࠼࡚
ࡁࡓ᪥ࠎࡔࡗࡓࡇᨵࡵ࡚Ẽ࡙࠸ࡓࠋ
 ᪥ࡢࢸ࣮࣐ࡢࠗྂࡢᇶ♏ᩍ⫱࠘ࢆព㆑ࡋ࡞ࡃ࡚ࡶࠊ⮬↛ᑐ㇟ྜࢃࡏࡓᩍ⫱ෆᐜࢆࡑࡢ
㒔ᗘ⪃࠼࡚᮶ࡓࡼ࠺ᛮ࠺ࠋ
ࡲ࡛ᩍ࠼࡚ࡁࡓᑐ㇟ࡣ௨ୗࡢ୕ࡘูࡉࢀࡿࠋ
1 ᑓ㛛Ꮫ⏕㸦ᅜᩥᏛ⛉ࠊ᪥ᮏᩥᏛ⛉㺃㺃㺃ᑗ᮶ࠊᅜㄒࡢᩍᖌࢆࡵࡊࡍ㸧
2 ୍⯡Ꮫ⏕㸦ᩍ㣴ᩍ⫱ࡢ୍⎔ࠊᩍ⫱⣔Ꮫ㒊ࡢᗂ࣭ᑠᩍဨᕼᮃ⪅ᑐ㇟➼㸧
3 ♫ே㸦ᩥࢭࣥࢱ࣮ࠊ⾜ᨻᑟࡢㄞ᭩ࢧ࣮ࢡࣝ➼㸧
 ࡇࢀࡽᑐ㇟ࡣࠊࡑࢀࡒࢀྂᩍ⫱࠾ࡅࡿㄢ㢟ࡀ␗࡞ࡿࡀ㺂ඹ㏻ࡋ࡚࠸࠼ࡿࡇࡣࠊྂᩥἲ
ᙅ࠸࠸࠺ྠࡌḞⅬࢆࡶࡗ࡚࠾ࡾࠊṇࡋࡃཎࢆㄞࡴࡓࡵࡢ᭱పࡢ᮲௳㸦ᩥἲ㸧ࡢ☜ㄆࡀ㔜
せࡔ⪃࠼࡚ࡁࡓࠋࡃᏛࡢ⌧ሙ࡛ࡲ࡛ࡶࠊ
ࠕᩥἲ㔜どࠖ࠸࠺ࡇࡣ␗ㄽࡶ࠶ࡿᛮ࠺ࡀࠊ
⌧ᅾࡢ㧗➼Ꮫᰯࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ⌧≧ࡽ⪃࠼࡚ࡶࠊᏛ㐍ᏛࡋࡓᏛ⏕ࡓࡕࡀࠊᩥἲ⩦⇍ࡋ
࡚࠸ࡿࡣゝ࠸ࡀࡓ࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⌧ᅾࡣⴭྡ࡞ྂᩥᏛసရ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ࠾ࡧࡓࡔࡋ࠸ὀ
㔘⩌ࡸ⌧௦ㄒヂࡀᏑᅾࡋࠊ◊✲ࡸࠊㄞࡳゎࡃࡓࡵࡢᣦ㔪࡞ࡿࡣࡎࡀࠊ↓ᢈุ㬼࿐ࡳࡍࡿ⌧
≧ࡶྰᐃ࡛ࡁࡎࠊ⊂⮬ࡢㄞゎࡢຊࢆ㣴ᡂ࡛ࡁ࡞࠸⌧≧࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋ
 ௨ୖࡢࡽࠊ⚾ࡣྂࡢᇶ♏ᩍ⫱ᚲせ࡞Ⅼࡣࠊ
1 ࡲࡎྂ⣲ᮦ⯆ࢆᣢࡓࡏ࡚ࠊㄞࢇ࡛ぢࡓ࠸ࠊຮᙉࡋ࡚ࡳࡓ࠸ᛮࢃࡏࡿࡓࡵࡢᕤኵࢆࡍࡿ
ࡇࠋ
2 ዲወᚰࢆᢪ࠸ࡓࡁࠊྂࡢཎࡀࠊṇ☜ㄞࡳゎࡅ࡚ࠊ⌮ゎࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵࡢࠊ
ࠕྂᩥἲ
ࡢຊࠖ
ࠕྂㄒࡢ⌮ゎࠖ
ࠕ⌧௦␗࡞ࡿྂࡢ௦ࡢ♫⩦័ࡸᖖ㆑ࡓ࠸ࡍࡿᩍ㣴⌮ゎࠖ
ࡀᚲせ⪃࠼ࡿࠋᩍᤵ⪅ࡣࠊࡇࢀࡽࢆ⥲ྜⓗㅮ⩏ࠊᏛ⩦ࡢ࡞࡛㌟ࡅ࡚࠸ࡅࡿࣉࣟࢢࣛ
࣒ࢆ⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸࠸࠺ࡇࠋ
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 ࠕྂ᎘࠸ࠖࡣࠊࡘࡲࡾࡣࠗ㣗ࢃࡎ᎘࠸࡛࠘࠶ࡿࡇࡀከ࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢసရࡀ࠸㠃ⓑ
࠸ࢆ㌟ࢆࡶࡗ࡚ࢃࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࠊ㎡᭩ࠊ㢮ࡢຓࡅࢆࡾ࡚࡛ࡶࠊ⮬ຊ࡛ㄞࡴࡇࡢᴦࡋࡉ
ࢆ▱ࡿࡇࡀඛỴ࡛࠶ࡿࠋ
ᩍᤵ⪅ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᡭຓࡅࢆࡍࡿᏑᅾ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢࡓࡵࠊᅇࡢࢸ࣮࣐ࡢ୍ࡘ࡛ࡶ࠶ࡿࠊࢡࢸࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࠸࠺᪉ἲࡀ᭷ຠ࡛࠶ࢁ
࠺ࠋ᭱㏆ࡣࡼࡃ⪥ࡍࡿࡇࡢࢱ࣮࣒ࡣࠊ⚾ࡢࡼ࠺࡞ᖺ㓄ࡣࡴࡋࢁ࡞ࡌࡲ࡞࠸ゝⴥ࡛࠶ࡿࠋࢡ
ࢸࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡘ࠸࡚ᵝࠎ࡞㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࡀࠊᛮ࠼ࡤࠊࡲ࡛ࡢ 40 ᖺࡢ
ᩍ⫱ࡢ⌧ሙ࡛ࠊ୍᪉ⓗᩍቭࡽ⪺࠸࡚࠸ࡿᏛ⏕ࣞࢡࢳ࣮ࣕࢆࡍࡿࡔࡅࡢㅮ⩏㛫ࡀ࠸
ẟ࡛࠶ࡿࢆឤࡌጞࡵࡓࡽࠊࡍ࡛ࠊᙼࡽࠊᙼዪࡽࡢࡼ࠺ᑐ㇟ࡢసရ⯆ࢆᢪࡏࠊ
ពḧⓗసရࢆ⌮ゎࡋࠊ⪃࠼࡚࠸ࡃ㛫ࢆసࡿࢆᖖ⪃࠼⥆ࡅ࡚ࡁࡓࡀࠊࡑࢀࡇࡑࡀࠊ⚾ࡢ
ࢡࢸࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡔࡗࡓࡼ࠺ᛮ࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢ⤖ᯝࡋ࡚ࠊ⌧ᅾ⮳ࡗࡓㅮ⩏᪉ἲࡋ࡚ࠊ୍ࡘࡣࠊ⯆ࢆᣢࡓࡏࡿࡓࡵࡢᕤኵࢆ᭱㝈
⪃࠼ࡿ࡛࠶ࡿࠋ1,000 ᖺ௨ୖࡢࢆ㝸࡚࡚࠸ࡿࡇࢆ㣕ࡧ㉺࠼ࡉࡏࡿࡓࡵࡢᕤኵ࡛࠶ࡿࠋᏊ
౪ࡢࡢ㺂⤮ᮏࠊ⣬Ⱚᒃࡢグ᠈ࠊࢽ࣓ࠊᫎ⏬㺂ࢻ࣐ࣛࠊ࡞ࡢᑟධ࡞ᑡࡋ࡛ࡶぶ㏆ឤࢆࡶ࡚ࡿ
㢟ᮦࢆ⏝ࡋ࡚ࠊཎసࡢ⯆ࢆᘬࡁฟࡍࡇࡀ➨୍Ṍ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢసရࡢ⯆ࢆᣢࡓࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࡽࠊḟࡣࠊඛ㏙ࡓࡼ࠺ࠊ⮬ศࡢຊ
࡛ㄞࡳゎࡁࠊ⌮ゎࡋࠊឤືࡍࡿ㐨➽ࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢࡓࡵ᭷ຠ࡞᪉ἲࡢ᭱ࡓࡿࡇࡣࠊࡇࡢ㐃⥆ࢭ࣑ࢼ࣮ࡢ➨୍ᅇࠊᒸ⏣ࡦࢁࡳẶࡢሗ࿌ࡶ
࠶ࡗࡓࡼ࠺ࠊᴟຊࠊཎసࡢᮏ㸦ᙳ༳ᮏ㸧ࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆ⏝࠸࡚ࠊㄞࢇ࡛⾜ࡁࠊྂᩥἲࡢ▱㆑
ࢆ㥑ࡋࠊ㎡᭩ࢆᘬࡁࠊసရୡ⏺ࢆ⮬ศࡢゝⴥឤᛶ࡛⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᣦᑟࡍࡿࡇࡔࢁ࠺
⪃࠼ࡿࠋኚయ௬ྡࢆㄞࡳゎࡃࡓࡵࡣࠊྂᩥἲࡢ▱㆑ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠊࡲࡓ᫂࡞ゝⴥࢆㄪ㺂
᳨⣴ࡍࡿ㺂ࡑࡢ㛫ᵝࠎ࡞ᛮ⪃ࢆᚲせࡍࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋ
 ࢡࢸࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡣࠊ
ࠕ୍ே୍ேࡀ⮬ศࡢຊ࡛㐩ᡂ࡛ࡁࡿࡇࡢឤືࢆࠊᏛࡪࡇࡢ
᰿ᗏ࠾ࡃࡇ࡛ࠖ࠶ࢁ࠺⪃࠼ࡿࡢ࡛ࠊࡇ᪥ᮏࡢྂᩍ⫱㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞᪉ἲ࡛ࡲ
ࡎཎసࡢ୍Ṍࢆ⮬ศࡢຊ࡛㛤ࡃࡇࡀࠊࡶࡗࡶษ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋ
ࡓࡔࡋ㺂άᏐࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡛㺂ὀ㔘㸦㢌ὀ➼㸧ࢆᡭࡀࡾㄞࡴࡇ㐪࠸ࠊẼࡀ㐲ࡃ࡞ࡿࡼ࠺࡞
㛫ࢆせࡍࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿࡇࡀࠊ┠ୗࡢḞⅬ࡛࠶ࢁ࠺ࡣᛮ࠺ࠋ
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ྂᩍ㣴ᩍ⫱ࡢ࡞ࡢ₎ᩥ
୰㈗ྐ㸦㜵⾨Ꮫᰯ㸧
 ࠕྂࠖࡀࠊ༢࡞ࡿྂ࠸᭩≀࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㛗࠸ᖺ᭶ㄞࡳ⥅ࡀࢀࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᶍ⠊࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡾࠊ
ࠕᩍ㣴ࠖࡀࠊ༢ࣔࣀࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࣞ࣋ࣝࡲࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⮬ࡽࡢ⏕άࠊ࠶
ࡿ࠸ࡣ♫࠾࠸࡚⤒῭ࡢࣞ࣋ࣝࢆ㉸࠼࡚ά⏝ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡞ࡽࡤࠊ๓⪅ᚋ⪅ࡢ⼥ྜࡋࡓ
ࠕྂᩍ㣴ࠖ
ࠊࡑࢀక࠺ࠕᩍ⫱ࠖࡣࠊࡁࢃࡵ࡚㔜せ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡣࡎ࡞ࡢࡔࡀࠊࡇࢀࡽࡀ㍍ど
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⌧ᅾࡢ≧ἣࡣ៧࠺ࡁࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ㈐௵ࡢከࡃࡣࡑࢀᦠࢃࡿ⪅࠶ࡿゝࢃࡊ
ࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ
ࠕྂᩍ㣴ᩍ⫱ࠖࡢ࡞࡛ࡶࠊࡃᅔ㞴࡞≧ἣ࡞ࡗ
ᮏࢭ࣑ࢼ࣮࡛ㅮ₇⪅ࡀ౫㢗ࡉࢀࡓࡢࡣࠊ
࡚࠸ࡿࠕ₎ᩥࠖࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋ
1 ព⩏
 ࡑࡶࡑࡶ₎ᩥࢆᏛࡪព⩏ࡣࡢ࠶ࡓࡾ࠶ࡿࡢࡔࢁ࠺ࠋ
₎ᩥᩍ⫱ࡣ๓㏆௦ࡽࡢఏ⤫ࢆࡑࡢࡲࡲཷࡅ⥅࠸ࡔ㒊ศࡶከࡃࠊࡑࢀࡺ࠼₎ᩥゝ࠼ࡤࠗㄽ
ㄒ࠘ࡢ⣲ㄞࡢ࣓࣮ࢪࢆࡶࡘேࡀከ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ࠶ࡿ࠸ࡣ൲ᩍᛮ࡞ࠊ๓㏆௦ࡢྂ
࠸ᛮࡋ࡚࣐ࢼࢫ࣓࣮ࢪࡀ࠶ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡑ࠺ࡋࡓ₎ᩥࡢ࣓࣮ࢪࡣࠊ₎ᩥࡢ୍㠃࡛
ࡣ࠶ࡗ࡚ࡶࡍ࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁ₎ᩥࢆ▸ᑠࡋ࡚࠸ࡿࡁࡽ࠸ࡀ࠶ࡿࠋᮏࢭ࣑ࢼ࣮࡛ࡣࠊ₎ᩥ
ࢆୡ⏺⨨࡙ࡅ࡚⪃࠼ࡿࡇࡢ㔜せᛶࢆ㏙ࡓࠋ
ୡ⏺ࡢྂㄒࡣࠊࡓ࠼ࡤࣛࢸࣥㄒࠊྂ௦ࢠࣜࢩㄒࠊྂࣛࣅㄒࠊࢧࣥࢫࢡࣜࢵࢺㄒ
࡞ࡀ࠶ࡿࡀࠊྂ୰ᅜㄒࡓࡿࠕ₎ᩥࠖࡶࡑࡢ୍ࡘ࠸࠺ࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊྂㄒ㝈ࡿᚲせࡣ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࠊࡶ࠺ᑡࡋど㔝ࢆᗈࡆࡿ࡞ࡽࡤࠊ࣭ࣜࣥ࢞ࣇࣛ
ࣥ࢝㸦lingua franca㸧࠸࠺ᴫᛕࡀࡼࡾ㐺ษ࡛ࡣ࡞ࢁ࠺ࠋ࣭ࣜࣥ࢞ࣇࣛࣥ࢝ࡣࠊᅜ㝿ඹ㏻
ㄒ࡞ヂࡉࢀࡿࡀࠊ㔜せ࡞ࡢࡣࠕ␗࡞ࡿẕㄒࢆࡶࡘேࠎࡢ㛫࡛ࡢඹ㏻ㄒࠖ࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࡢᴫᛕࢆྲྀࡾධࢀࡿࠊ⌧௦ࡢⱥㄒࡲ࡛ど㔝ධࡗ࡚ࡃࡿࠋ
⌧௦࡛ࠊⱥㄒࡀࠕ࣭ࣜࣥ࢞ࣇ࡛ࣛࣥ࢝ࠖ࠶ࡿ࡞ࡽࡤࠊ᪥ᮏㄒࠊ୰ᅜㄒࠊࣇࣛࣥࢫㄒࠊࣛࣅ
ㄒࠊࢫ࣌ࣥㄒ࡞ࡀࠕ⌧ᆅㄒࠖ࠸࠺ࡇ࡞ࡿࠋ๓㏆௦ࡢᮾࢪ࡛ࡣ₎ᩥࡀࠕ࣭ࣜࣥ࢞ࣇ
࡛ࣛࣥ࢝ࠖ࠶ࡗ࡚ࠊ᪥ᮏㄒࠊᮅ㩭ㄒࠊ࣋ࢺࢼ࣒ㄒ࡞ࡀࠕ⌧ᆅㄒࠖ࠸࠺ࡇ࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ๓
㏆௦ࡢᮾࢪࡢㅖᆅᇦ┠ࢆྥࡅࡿࠊ࣭ࣜࣥ࢞ࣇࣛࣥ࢝ࡓࡿ₎ᩥ⌧ᆅㄒࡢ⥭ᙇ㛵ಀࡀᏑ
ᅾࡋࠊࡲࡓࡑࡇࡽㅖᆅᇦࡢᩥᏐࡶ⏕ࡲࢀࡓࠋ᪥ᮏ࠾ࡅࡿ௬ྡࡣࡑࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࡋࠊࣁࣥࢢࣝࠊ
ዎᩥᏐࠊዪ┿ᩥᏐࠊすኟᩥᏐࠊኊᩥᏐࠊᏐၾ࡞࡛࠶ࡿࠋ₎ᩥࢆୡ⏺⨨࡙ࡅࡿࡇ࡛ࠊ₎
ᩥࢆᏛࡪࡇࡀ✵ࢆ㉸࠼ࡓど㔝ࡢᗈࡀࡾࢆ⏕ࡳฟࡍࠋ
 ࡲࡓࠊእࡽ᪥ᮏࢆࡽ࠼ࡓሙྜࠊ
ࠕᮾࢪ₎ᩥᩥᅪࡢ࡞ࡢ᪥ᮏࠖ࠸࠺ぢ᪉࡞ࡿࠋ
᪥ᮏ࡛ࡣࠊ₎ᩥࢆཷᐜࡍࡿ୍᪉࡛ࠊ᪥ᮏே⮬㌟ࡶ₎ᩥࢆ᭩ࡁ㸦᪥ᮏ₎ᩥ㸧
ࠊ₎ᩥㄒᩥࡢ
᱁㜚ࡢᮎࠊ௬ྡࡀ⏕ࡳฟࡉࢀࡓ࠸࠺Ṕྐࡀ࠶ࡿࠋ᪥ᮏࡢᩥᏛ࠾࠸࡚ࡶࠊࡲࡎࡣ₎ᩥࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ࡓ࠼ࡤࠊ␗Ẹ᪘᎑ࡄࡇ࡞ࡗࡓᝒࡢࣄࣟࣥࠕ⋤ྩࠖࡢ≀ㄒࡣࠊ
ࠗすி㞧グ࠘
ࠗ⍆᧯࠘
࡞ࡑࡢ≀ㄒࡀ᭩ࢀࠊࡑࢀࢆࡶᮤⓑࡸⓑᒃ᫆࡞ࡢリேࡀ₎リࢆャࡳࠊ᪥ᮏ࡛ࡶࠗ㞼
㞟࠘
ࠗᩥ⳹⚽㯇㞟࠘࡞ࡢ₎リ㞟⋤ྩࢆャࢇࡔ₎リࡀ㍕ࡿࠋ
ࠗ₎ᮁャ㞟࠘ࡣࠕ⋤ྩࠖࡢ
㒊❧ࡀࡶ࠺ࡅࡽࢀࠊ᪥୰ࡢリேࡢ₎リࡢࡳ࡞ࡽࡎḷࢆ㍕ࡏࠊ
ࠗᚋᣠ㑇ḷ㞟࠘ࡶ⋤ྩࢆャࢇ
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ࡔḷࡀ㍕ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ⋤ྩࡢ≀ㄒࡣࠊ㡩ᩥࡲࡽࡎࠊ
ࠗ࠺ࡘ≀ㄒ࠘ࡸࠗ※Ặ≀ㄒ࠘࡞
ࡶᘬ⏝ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡣࠊ᪥ᮏࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᮾࢪࡢㅖᆅᇦࠊ࠼ࡤࠊᮅ㩭༙ᓥࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ
₎ᩥ㸭ᮅ㩭₎ᩥ㸭ࣁࣥࢢࣝ࠸࠺ᵓ㐀ࡣ᪥ᮏఝࡼ࠺ࡀࠊࣁࣥࢢࣝࡣ༑ୡ⣖ࡘࡃࡽࢀࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊᮅ㩭༙ᓥࡣࠊࡑࢀ௨๓ࡣࡶࡕࢁࢇࠊࡑࢀ௨㝆ࡶࠊ᪥ᮏ௨ୖ₎ᩥ౫Ꮡࡋࡓゝㄒ
≧ἣࡀ࠶ࡗࡓࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ㏆௦࡞ࡗ࡚ࣁࣥࢢࣝࢆ㔜どࡍࡿഴྥࡀᙉࡲࡾࠊᮅ㩭༙ᓥࡢேࠎ
ࡣ₎ᩥࡽ㐲ࡊࡾࠊ₎ᩥ࡛᭩ࢀࡓࡳࡎࡽࡢྂࢡࢭࢫࡍࡿࡇࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ
ࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ
 ₎ᩥࡢࠑ▱ࠒࢆᇶ┙ࡋ࡚ᮾࢪㅖᆅᇦࡣⓎᒎࡋ࡚ࡁࡓࠋࡼࡗ࡚₎ᩥࢆᏛࡪࡇࡣࠊ๓㏆௦
ࡢᮾࢪㅖᆅᇦࡢࠑ▱ࠒࢡࢭࢫࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ⮬ᩥࡢࠑ▱ࠒࢡࢭࢫ
ࡍࡿࡇࡶ࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ₎ᩥࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡛ࠊ᪥ᮏᩥᏛ㸭ᩥࡣࡼࡾࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ࡶ
ࡢ࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࡋࠊࡢᆅᇦࡢゝㄒࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡞ࡿྠࠊ⌧௦ࡢ࣭ࣜࣥ࢞ࣇࣛࣥ࢝ࡓ
ࡿⱥㄒࢆ⪃࠼ࡿࣄࣥࢺࡶ࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
2 ᐇ㊶
 ࡇࢀࡲ࡛ࡢ₎ᩥᩍ⫱ࡢၥ㢟Ⅼࡣࠊձࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞どⅬࡢḞዴࠊղࠕ⩦࠺ࡼࡾ័ࢀࢁࠖ࠸࠺ࠊ
๓㏆௦௨᮶ࡢᩍ⫱ࡢ㋃くࠊճࠕྃᙧᏛ⩦ࠖ᪥ᮏㄒࡽ⪃࠼ࡽࢀࡓᩥἲࠊ࡞ࢆᣦࡍࡿࡇࡀ
࡛ࡁࡿࠋᐇ㊶⦅࡛ࡣࡑ࠺ࡋࡓᩍ⫱ࡢ≧ἣࢆඞ᭹ࡍࡿ࣏ࣥࢺࢆ㏙ࡓࠋ
 ࡲࡎࡣࠊ࠺ࡋ࡚ࡶカⅬࡢࡘࡅ᪉ࡸㄞࡳ᪉㞟୰ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠕ₎ᩥカㄞࠖࢆࠊࡼࡾཎ⌮ⓗ⪃
࠼ࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
₎Ꮠࡢࠕ㡢ࠖࠕカࠖ
ࠊᩥἲᵓ㐀ࡢ㐪࠸ࢆព㆑ࡉࡏࡿࡇ࡛ࠊ₎ᩥカㄞ࠸࠺᪉ἲࡀࠊཎᩥࡽ
㞳ࢀࡓ⩻ヂᩥࢆࡘࡃࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊཎᩥࡢゝⴥࢆࡑࡢࡲࡲㄒࡢㄒ㡰ࡋࡓࡀࡗ࡚ㄞࡳ᭰࠼ࡿ
࠸࠺ࠊཎᩥࢆ⏕ࡋࡘࡘࠊ᪥ᮏேࡀ⌮ゎࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺ຍᕤࡋࡓ⩻ヂ᪉ἲ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇࠊ
ࡲࡓࠊ᭩ࡁୗࡋᩥࠊࡘࡲࡾ₎Ꮠ௬ྡࡌࡾᩥࡀ⌧௦᪥ᮏㄒࢆᙧᡂࡍࡿࡦࡘࡢᩥయ࡞ࡗࡓࡇ
ࢆ⌮ゎࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ࠕカⅬ࠶ࡾࡁ࡛ࠖࡣ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡘ࡙࠸࡚ࠊ₎ᩥࢆㄒᏛࡋ࡚Ꮫࡪࡇࠊලయⓗࡣࠕྂ₎ㄒᩥἲ࡛ࠖㄞࡴࡇࢆᥦࡋࡓࠋ
ㄒᏛࡋ࡚Ꮫࡪ࠸࠺ࡢࡣࠊ₎ᩥࡢゝㄒⓗ≉Ⰽࢆ⌮ゎࡍࡿ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ࠶ࡿ༢ㄒᒓ
ㄒࡀࡘ࠸࡚ᩥࡀᵓᡂࡉࢀࡿࡢࡀࠕ⭺╔ㄒ࡛ࠖࠊࡇࢀࡣ᪥ᮏㄒࡸᮅ㩭ㄒࠊࢺࣝࢥㄒ࡞ࡀ࠶ࡿࡀࠊ
ㄒᙧኚࡍࡿࡶࡢࡣࠕᒅᢡㄒࠖ
ࠊࡇࢀࡣⱥㄒࢆࡣࡌࡵࡋࡓḢ⡿ㅖㄒ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽᑐࡋ࡚₎ᩥ
ࡣᏙ❧ㄒ࡛ࠊືモ࡛࠶ࡗ࡚ࡶᙧᐜモ࡛࠶ࡗ࡚ࡶኚࡋ࡞࠸ࠊㄒ㡰ࡀኚ㔜せ࡞ࡗ࡚ࡃࡿゝㄒ࡛
࠶ࡿ࠸࠺≉Ⰽࡀ࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ₎ᩥ࡛ࡣࠊ⨨࡛ࡑࡢㄒࡢᙺࡀኚࢃࡿ࠸࠺ࡇࢆ⌮ゎࡉࡏ
ࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊࡓ࠼ࡤࠊࠕᡃே㈙≀ࠖࡢࡼ࠺࡞₎ᩥࡀ࠶ࡗࡓࡍࡿࠊ㏻ᖖࠊᏛᰯᩍ⫱࡛ࡣࠕAࠊB
ࣤࢩࢸ㸦O ࣤ㸧V㸦ࢭ㸧ࢩ࣒ࠖࡢࡼ࠺࡞ᙺᙧࡋ࡚ྃᙧ࡛ᩍ࠼ࡿࡇ࡞ࡿࡀࠊྃᙧᏛ⩦ࡣㄽ
⌮ⓗ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁࠕ⩦࠺ࡼࡾ័ࢀࢁࠖࡢ㌟యⓗᏛ⩦ἲ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕኌฟࡍࠖ࠸࠺ࡢࡶࡑࡢᘏ
㛗⥺ୖ࠶ࡿࠋ
ࡑࢀᑐࡋ࡚ࠊᩥἲ࡛Ꮫࡪࡇࡣࠊㄽ⌮ⓗᛂ⏝ࡢࡁࡃᙧ࡛₎ᩥࢆᏛࡪࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞
ࡿᏛ⩦ἲ࡛࠶ࡿࠋ័ࢀࡿࠊ័ࢀ࡞࠸ࠊ࠸࠺ၥ㢟࡛ࡣ࡞࠸ࠋᩥἲࡢ࣮ࣝࣝࢆ⌮ゎࡋ࡚࠾ࡅࡤ₎ᩥ
ࡣึᚰ⪅࡛ࡶ࠶ࡿ⛬ᗘࡲ࡛ㄞࡵࡿࡼ࠺࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ₎ᩥࢆㄒᏛࡋ࡚Ꮫࡪ࠸࠺どⅬࡀࡇࢀ
ࡲ࡛ࡢᩍ⫱ࡣḞࡅ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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࡞࠾ࠊࡇࡢᙺᙧࡣࠊྂ₎ㄒᩥἲ࡛ࡣࠕවㄒᘧࠖ࠸࠺ࡇ࡞ࡿࠋවㄒᘧࡣᮏ᮶ࡣࡘࡢ
ᩥ࡛࠶ࡿࡶࡢࡀࠊ┠ⓗㄒㄒࢆවࡡࡿ୍ㄒࡼࡗ୍࡚ࡘࡢᩥ࡞ࡿࡶࡢࢆゝ࠸ࠊࡇࡢሙྜ࡛࠶
ࢀࡤࠕᡃேࠖࠕே㈙≀ࠖ࠸࠺ᩥࡀࠊ
ࠕேࠖࡀ๓⪅ࡢ┠ⓗㄒᚋ⪅ࡢㄒࢆවࡡ࡚ࠕᡃே
㈙≀ࠖ࡞ࡿ࠸࠺ᵓ㐀࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾᭷ྡ࡞ࠗㄽㄒ࠘Ꮫ⪋⠍ࡢࠕ᭷᭸⮬㐲᪉᮶ࠖࡶවㄒᘧ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢࠊㄞᩥᏐࠊ⨨ࡁᏐ࡞Ꮫᰯᩍ⫱࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶࠊᩥἲࡼࡗ࡚ㄝ᫂ࡍࡿ᪉ࡀ
ㄽ⌮ⓗ࡛࠶ࡿࡇࢆᣦࡋࡓࠋ
ࠗヂ ₎㎡ᾏ࠘➨୕∧㸦୕┬ᇽࠊ2011 ᖺ㸧ࡢ㘓ࠕ₎ᩥㄞゎࡢᇶ♏ࠖ
ࠕカ
 ࡞࠾ࠊྂ₎ㄒᩥἲࡣࠊ
ㄞࡢࡓࡵࡢ᪥ᮏㄒᩥἲࠖࡼࡗࡓࠋ
௨ୖࠊᮏࢭ࣑ࢼ࣮࡛ࡣࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ௦࠶ࡗ࡚₎ᩥࡢព⩏ࢆᐃࡋࠊㄒᏛࡋ࡚₎ᩥࢆᏛ
ࡪ࠸࠺ࡇࡢ᭷ຠᛶࢆ㏙ࡓࠋ₎ᩥࡣ⌧௦ࢆ⏕ࡁࡿᡃࠎࡗ࡚ࠊ✵ࢆ㉸࠼ࡓど㔝ࡢᗈࡀࡾ
ࢆ⏕ࡳฟࡍࡶࡢ࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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㞀ࡀ࠸Ꮫ⩦ᨭ◊✲
࣓ࣥࣂ࣮
ᆏ㔝 ᑦ⨾ 㸦ྡྂᒇᏛᅜ㝿ᩍ⫱ὶࢭࣥࢱ࣮ࢻࣂࢪࣥࢢ㒊㛛ᩍᤵ㸧
㏆⏣ ᨻ༤ 㸦ྡྂᒇᏛ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᩍᤵ㸧
ᮏᖺᗘࡢάື┠ᶆ
ձྡྂᒇᏛࡢᩍဨ⏝ࠊከᵝ࡞㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿᏛ⏕ࢆཷࡅධࢀࡿ㝿ࡢ␃ពⅬࢆࡲࡵࡿ
ղ㞀ࡀ࠸Ꮫ⩦ᨭ㛵ࡍࡿᑓ㛛ᐙࡼࡿពぢࡢᶵࢆタࡅࡿ
ᮏᖺᗘࡢάືᡂᯝ
㸦ᬻ
ձ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢࣇ࢝ࣝࢸ࢞ࢻࠕⓎ㐩࣭⢭⚄㠃㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏛ⏕ྥࡁྜ࠺ࠖ
ᐃ∧㸧ࢆసᡂࡋࡓࠋ
ղࠕᏛᩍ⫱ᨵ㠉ࣇ࢛࣮࣒ࣛ in ᮾᾏ 2014ࠖ
㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ദࠊ2014 ᖺ 3 ᭶ 8 ᪥ᐇ㸧
࠾࠸࡚ୗグࡢࢭࢵࢩࣙࣥࢆ⏬࣭ᐇࡋࡓࠋ
ࠕከᵝ࡞Ꮫᵓᡂဨࡢ┦⌮ゎࢆ┠ᣦࡋ࡚㸫㌟యⓗ㞀ࡀ࠸ࠊⓎ㐩㞀ࡀ࠸ࠊᛶᚿྥ࡞㸫ࠖ
ᗙ㛗㸸ᆏ㔝 ᑦ⨾ Ặ㸦ྡྂᒇᏛ ᅜ㝿ᩍ⫱ὶࢭࣥࢱ࣮㸧
࣭Ꮫᵓᡂဨࡢࢭࢡࢩࣗࣜࢸࡢከᵝᛶࡘ࠸࡚
  ྂᶫ ᛅ Ặ㸦ྡྂᒇᏛ Ꮫ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉㸭Ꮫ⏕┦ㄯ⥲ྜࢭࣥࢱ࣮㸧
࣭ி㒔⏘ᴗᏛ࠾ࡅࡿ㞀ᐖ⪅ᨭ
  Ᏻ⏣ ┿அ Ặ㸦ி㒔⏘ᴗᏛ ࣎ࣛࣥࢸࢭࣥࢱ࣮㸧
࣭ࣂࣜࣂ࣮ࣜࣗࡽ♫ࢆኚ࠼ࡿ㸫㞀ᐖࢆ࣐ࢼࢫࡽ౯್㸫
  ᇉෆ ಇဢ Ặ㸦ᰴᘧ♫࣑ࣛࣟ㸧
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ᅗ᭩㤋ά⏝◊✲
࣓ࣥࣂ࣮
㏆⏣ ᨻ༤ 㸦ྡྂᒇᏛ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᩍᤵ㸧
ᒸ㒊 ᖾభ 㸦ྡྂᒇᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋ሗࢧ࣮ࣅࢫㄢ㛗㸧
ᮏᖺᗘࡢάື┠ᶆ
ᤵᴗ㛫௨እࡢᏛ⏕ࡢᏛಟάືࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊᤵᴗάື㝃ᒓᅗ᭩㤋ࡢ㈨※ࢆά⏝ࡍࡿ
⤌ࡳࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᏛᅗ᭩㤋༠࣭༠㆟➼ࡀ⏬ࡍࡿྛ✀◊ಟᣍ⪸ཧຍࡋࠊࡇࢀࡽࡢ
ㄢ㢟ࡢඹ᭷ࢆᅗࡿࠋ
ᮏᖺᗘࡢάືᡂᯝ
ձᏛᩍ⫱Ꮫ➨ 35 ᅇ࡚ࠊࣛ࢘ࣥࢻࢸ࣮ࣈࣝሗ࿌ࠕ࣮ࣛࢽࣥࢢࢥࣔࣥࢬ࠾ࡅࡿᏛ⩦ࡢᙧ
㸦ሙ㸸ᮾᏛࠊ2013 ᖺ 6 ᭶ 1 ᪥㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸫ྡྂᒇᏛࡢ㐃ᦠࠖ
ղᅜ❧ሗᏛ◊✲ᡤࡀദࡍࡿᏛ⾡ሗࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱ᢸᙜ⪅◊ಟ࠾ࡅࡿㅮ₇ࠕᏛ⏕ຠᯝ
ⓗ࡞ᩍᤵἲࠖࢆ 2 ᅇᢸᙜࡋࡓ㸦ሙ㸸㜰Ꮫ㇏୰࢟ࣕࣥࣃࢫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ࠊ2013 ᖺ 10 ᭶ 17
᪥㸧
㸦ሙ㸸Ꮫ⾡ሗࢭࣥࢱ࣮ࠊ2013 ᖺ 11 ᭶ 28 ᪥㸧
ࠋ
ճᮾᾏᆅ༊Ꮫᅗ᭩㤋༠㆟ࡀദࡍࡿ➨ 4 ᅇᅗ᭩㤋⫋ဨᇶ♏◊ಟ࠾ࡅࡿㅮ₇ࠕࣉࣞࢮࣥࢸ࣮
ࢩࣙࣥධ㛛ࠖࢆᢸᙜࡋࡓ㸦ሙ㸸ྡྂᒇᏛ㇏⏣ㅮᇽࠊ2013 ᖺ 12 ᭶ 13 ᪥㸧
ࠋ
մྡྂᒇᏛᾘ㈝⏕ά༠ྠ⤌ྜࡀദࡍࡿ 2013 ᖺᗘࠕㄞ᭩࣐ࣛࢯࣥࢥ࣓ࣥࢺ㈹ࠖࡢᑂᰝဨࢆ
ᢸᙜ㸦ሙ㸸ྡྂᒇᏛ༡㒊㣗ᇽࠊ㑅⪃ 2013 ᖺ 11 ᭶ 5 ᪥ࠊ⾲ᙲᘧ 2013 ᖺ 12 ᭶ 10 ᪥㸧
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ᑓ㛛⫋ேᮦ⫱ᡂ◊✲
ᮏ◊✲ࡣࠊᑓ㛛⫋ேᮦࡢ⫱ᡂྥࡅࡓ⫋ሙෆ࡛ࡢᩍ⫱ࡸ◊ಟࡘ࠸࡚◊✲ࡍࡿ࡛࠶ࡿࠋ▱
㆑ᇶ┙♫࠸࠺ゝⴥ♧ࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊከࡃࡢศ㔝࡛㧗ᗘ࡞ᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑ᢏ⾡ࡀᚲせࡉࢀࠊ
ᑓ㛛ⓗ࡞⬟ຊࢆࡶࡘேᮦࡢ⫱ᡂᑐࡍࡿᮇᚅࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋᑓ㛛⫋ேᮦࡢ⫱ᡂࡣࠊᏛ➼ࡢ㧗
➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡔࡅ࡛࡞ࡃ⫋ሙෆ࡛ࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ⫋ሙෆ࡛ᩍ⫱ࢆᢸᙜࡍࡿ⫋ᴗேࡣ༑ศᩍ⫱Ꮫ
ࡢᑓ㛛ⓗ▱㆑ࢆࡶࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊᚲࡎࡋࡶ⫋ሙෆ࡛ࡢᩍ⫱ࡀຠᯝⓗ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࠊ⤒㦂▱ࢆࡶࡘ⫋ᴗேᑐࡋ࡚ຠᯝⓗᩍ⫱Ꮫࡢᑓ㛛▱ࢆᩍ࠼ࡿࡓࡵࡢ᪉ἲࡸ
◊ಟࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ
࣓ࣥࣂ࣮
௦⾲   ୰ ಇᶞ 㸦ྡྂᒇᏛ㸧
బ⸨ ᾈ❶ 㸦㜰Ꮫ㸧
ᑎ⏣ ెᏕ 㸦ྡྂᒇၟ⛉Ꮫ㸧
ᑠᯘ ᛅ㈨ 㸦ྡྂᒇᏛ㸧
ᔱᓮ ௦ 㸦୰㒊Ꮫ㸧
άື┠ᶆ
ᖺᗘࡣࠊᑓ㛛⫋ࡢ࡞࡛ࡶ┳ㆤᖌࡢ⫱ᡂ↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿࠋ་⒪ࡢ㧗ᗘࠊᅾ㝔᪥ᩘࡢ▷⦰ࠊ
་⒪Ᏻᑐࡍࡿព㆑ࡢ㧗ࡲࡾࢆ⫼ᬒࠊ2010 ᖺᗘࡼࡾ᪂ே┳ㆤ⫋ဨ◊ಟࡀດຊ⩏ົࡉࢀࡓࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊྛ㝔࡛ࡣ᪂ே┳ㆤ⫋ဨ◊ಟࢆᐇࡍࡿᣦᑟ⪅ࡢ⫱ᡂࡀㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ┳ㆤ༠
ࡸ㝔➼࡛ࡣࠊ᪂ே┳ㆤᖌࡢᩍ⫱ࢆᢸᙜࡍࡿᐇᆅᣦᑟ⪅ࡸᩍ⫱ᢸᙜ⪅ࡢ⫱ᡂྥࡅࡓ◊ಟࡀྲྀࡾ
⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡢ◊ಟ࡛ࡣࠊᩍ⫱ࡸᏛ⩦㛵ࡍࡿᇶ♏⌮ㄽࡀ୍ࡘࡢࢸ࣮࣐ࡋ࡚⤌ࡳ㎸ࡲ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᖺᗘࡣࠊᐇᆅᣦᑟ⪅ᩍ⫱ᢸᙜ⪅ࡢ⫱ᡂྥࡅࡓᩍ⫱Ꮫ㛵ࡍࡿᏛ⩦ᩍᮦࡸ◊ಟࡢ㛤Ⓨࢆ┠
ᶆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ᪂ே┳ㆤᖌࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵࡢࢶ࣮ࣝࡋ࡚࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢᑟධࡀᚎࠎ
㐍ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢά⏝᪉ἲ㛵ࡍࡿᐇ㊶ࡢඹ᭷ࡶᅗࡿࠋ
ᮏᖺᗘࡢάືෆᐜ
1) ᐇᆅᣦᑟ⪅ᩍ⫱ᢸᙜ⪅ࡢ⫱ᡂྥࡅࡓᐇ㊶ⓗ▱㆑ࡢ㞟ᩚ⌮
2013 ᖺ 6 ᭶ 21࣭22 ᪥➨ 1 ᅇ◊✲ࢆᐇࡋࠊ᭩⡠ࡢᵓᡂᢸᙜࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ8 ᭶
5 ᪥➨ 2 ᅇ◊✲ࠊ8 ᭶ 30࣭31 ᪥➨ 3 ᅇ◊✲ࠊ10 ᭶ 18࣭19 ᪥➨ 4 ᅇ◊✲ࠊ11 ᭶ 16࣭
17 ᪥➨ 5 ᅇ◊✲ࢆᐇࡋࠊྛ࣓ࣥࣂ࣮ࡀᢸᙜ❶ࢆࡶࡕࡼࡾෆᐜࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ2014 ᖺ
1 ᭶ 31 ᪥࣓ࢹ࢝ฟ∧ධ✏ࡋࡓࠋ
2) ◊ಟࡢᐇඹ᭷
άືᡂᯝ♧ࡋࡓࡼ࠺ࠊ࣓ࣥࣂ࣮ࡣ┳ㆤ༠ࡸᏛ࡛◊ಟࡢㅮᖌ➼ࢆᢸᙜࡋࡓࠋ2014 ᖺ 2
᭶ 3 ᪥➨ 6 ᅇ◊✲ࢆᐇࡋࠊ◊ಟࡢෆᐜࡸᡂᯝ㛵ࡋ࡚ඹ᭷ࡋࡓࠋ

- 150 -

3㸧ࢭ࣑ࢼ࣮ࡢ㛤ദ
2013 ᖺ 11 ᭶ 8 ᪥ࢭ࣑ࢼ࣮ࠕ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡀᏛ⩦ᨭά⏝ࡉࢀࡿࡓࡵࡢ᮲௳ࠖࢆᐇ
ࡋࠊ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࢆᏛ⩦ᨭຠᯝⓗά⏝ࡍࡿࡓࡵࡢᐇ㊶▱ࡢඹ᭷ࢆᅗࡗࡓࠋ
ᮏᖺᗘࡢάືᡂᯝ
᭩⡠

୰ಇᶞࠊబ⸨ᾈ❶ ᑠᯘᛅ㈨ࠊᑎ⏣ెᏕࠊᔱᓮ௦ࠗ┳ㆤᖌࡢᡂ㛗ࢆಁࡍᩍ⫱ࣁࣥࢻࣈ
ࢵࢡ࣓࠘ࢹ࢝ฟ∧㸦2014 ᖺኟฟ∧ணᐃ㸧

࣭ㅮᖌ㸦ྡྂᒇᏛ㝃
◊ಟ➼ ୰ಇᶞࠊ㝃ᒓ㝔┳ㆤ㒊◊ಟᩍ⫱࣭ᣦᑟ⪅ࢥ࣮ࢫࠕࢥ࣮ࢳࣥࢢࠖ
ᒓ㝔ࠊ2013 ᖺ 10 ᭶ 11 ᪥㸧
୰ಇᶞࠊㄆᐃ┳ㆤᖌᩍ⫱ㄢ⛬࣭ㅮᖌ㸦ឡ▱་⛉Ꮫࠊ2013 ᖺ 10 ᭶ 25 ᪥ࠊ11 ᭶ 11 ᪥㸧
୰ಇᶞࠊ᪂ே┳ㆤ⫋ဨᩍ⫱ᢸᙜ⪅◊ಟࠕᩍ⫱㛵ࡍࡿᇶ♏▱㆑ࠖ
࣭ㅮᖌ㸦ឡ▱┴┳ㆤ༠
ࠊ2013 ᖺ 12 ᭶ 9 ᪥㸧
࣭ࣇࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮㸦ឡ
ᑎ⏣ెᏕࠊ᪂ே┳ㆤ⫋ဨᩍ⫱ᢸᙜ⪅◊ಟࠕᩍ⫱㛵ࡍࡿᇶ♏▱㆑ࠖ
▱┴┳ㆤ༠ࠊ2013 ᖺ 12 ᭶ 9 ᪥㸧
୰ಇᶞࠊ᪂ே┳ㆤ⫋ဨᐇᆅᣦᑟ⪅◊ಟࠕᏛ⩦㛵ࡍࡿᇶ♏▱㆑ࠖ
࣭ㅮᖌ㸦ឡ▱┴┳ㆤ༠
ࠊ2014 ᖺ 1 ᭶ 20 ᪥㸧
ᑠᯘᛅ㈨ࠊ᪂ே┳ㆤ⫋ဨᐇᆅᣦᑟ⪅◊ಟࠕᏛ⩦㛵ࡍࡿᇶ♏▱㆑ࠖ
࣭ㅮᖌ㸦ឡ▱┴┳ㆤ༠
ࠊ2014 ᖺ 2 ᭶ 3 ᪥㸧
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㈨ᩱ ᩍ⫱ࢆᢸᙜࡍࡿ┳ㆤᖌࢆᑐ㇟ࡋࡓࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ
୰ಇᶞ࣭ᑠᯘᛅ㈨࣭ᑎ⏣ెᏕ
Ϩ ᣦᑟ㛵ࡍࡿࣥࢣ࣮ࢺ
㸦ᐇ᪥ 2013 ᖺ 10 ᭶ 25 ᪥ ឡ▱་⛉Ꮫㄆᐃ┳ㆤᖌᩍ⫱ㄢ⛬ ィ 39 ே㸧
㸯㸬Ꮫ⏕௦Ꮫࢇࡔࡇࡢ୰࡛ࠊ
⮫ᗋ⌧ሙᙺ❧ࡗࡓឤࡌࡓࡇࡣࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡛ࡍ㸽
㸺ᢤ⢋㸼
࣭ᐇ⩦ࡢࢣ࠶ࡲࡾᢸᙜ┳ㆤᖌࡀࢃࡗ࡚ࡃࢀ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊᐇ⩦⏕ྠኈ࡛⪃࠼࡚ᝈ⪅ྜ
ࡗࡓࢣ᪉ἲࢆ⪃࠼࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊ⮫ᗋฟ࡚ࡶᝈ⪅ྜࡗࡓ᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ
࣭ಶࠎࡢᝈ⪅ࡢᑐᛂ᪉ἲ Ѝ ࡉࡲࡊࡲ࡞⫼ᬒࡸᛶ᱁࣭ᖺ௦ࡢ᪉ࡀぢ࠼ࡿࡢ࡛ࡑ࠺࠸ࡗࡓ᪉ࠎ
᥋ࡋ࡚࠸ࡃ୰࡛ಶࠎࡢᑐᛂࡀᚲせ࡞ࡗ࡚ࡃࡿ࠸࠺ࡇࡢᏛࡧࡀ⮫ᗋࡢ⌧ሙ࡛ᝈ⪅᥋ࡋ࡚࠸
ࡃ୰࡛ࡢ 1 ࡘࡢ⪃࠼᪉ࡋ࡚⏕ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
࣭┳ㆤࡣேᑐே࡛࠶ࡿࡇࠋ┳ㆤᖌᝈ⪅࠸࠺❧ሙ࡛ࡣ࡞ࡃேࡋ࡚ࢃࡾࢆࡶࡗ࡚࠸ࡃ
ࡇࠋ࠶ேࡣಶูᛶࡀ࠶ࡾࠊ1 ே 1 ே⫼ᬒࡶẼࡶ㐪࠺ࡢ࡛ 1 ே 1 ேྜࡗࡓࢣࢆ⪃࠼
࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇࠋ
࣭ᐇ⩦୰ཷࡅᣢࡕᝈ⪅ࡑࡢᐙ᪘ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡗ࡚࠸ࡓࡽࠊᢸᙜ Ns ࠕࡏࡗ
ࡃᐙ᪘ࡢ᪉ࡀ᮶࡚࠸ࡿࡢఱࡌࡷࡲࡋ࡚࠸ࡿࡢ㸽ࠖゝࢃࢀࡓࠋࡑࢀࡽ Ns ࡞ࡗ࡚ᐙ᪘ࡀ
᮶ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠊ㓄ࡾࡻ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ┳ㆤᏛ⏕ࡀワᡤ࠸ࡿࡇࡀከ࠸ࠊࡘࡵ
ᡤࡢࡩࢇᅖẼࡣ࠸࠸ࡢࡔ࡞ࡗ࡚ᛮ࠺ࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ⮬ศࡣࡘࡵࡋࡻ࠸ࡿࡇࡀ᎘ࡔࡗࡓࡇ
ࡶ࠶ࡗࡓ㸦Ns ࡀᛧࡃ࡚㸧ࡢ࡛ࠋ
࣭┳ㆤᢏ⾡㸦ࢣ㸧ࡢయ㦂ᐇ⩦㸸ᮘୖࡢ▱㆑ࡘ࠸࡚ᐇ㝿ࣔࢹࣝ࡞ࢆ⏝ࡋ≀ရ࣭ᡭ㡰ࢆぢ
࡚ゐࢀ࡚ぬ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࡢ࡛⌧ሙ࡛ࡢᑐᛂࡀ࡛ࡁࡓᛮ࠺ࠋ
࣭⏨ᛶ┳ㆤᖌࡣࡲࡔୡࡢ୰࡛ࡣㄆ▱ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸Ꮫ⏕௦Ꮫࢇࡔࠋ⮫ᗋ⌧ሙฟ୍࡚⏕ᠱ
ᝈ⪅ࢣࢆࡍࡿ࡞࡛ࠊ⏨ᛶࡔࡽ┠❧ࡘศࠊ୍⏕ᠱࡸࢀࡤࡑࢀ࡞ࡾホ౯ࡋ࡚┒ࡽ࠼ࡿࠋ
㏫┠❧ࡘศࠊ࣊ࢱ࡞ࡣฟ᮶࡞࠸ࡢ࡛ᖖ⥭ᙇࢆᣢࡗ࡚ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭
ࠕ〟ࠖ
ࠕឤᰁࠖ
ࠕ㌿ಽࠖࡣ┳ㆤᖌࡢࡍࡾࡇࡲࢀࡓ౯್ほࠋ
ࠕ┳ㆤࡣᐇ㊶ࡢ⛉Ꮫࡔࠖ࠸࠺⢭
ࠋ
⚄ࠋᇶ♏ⓗ࡞་Ꮫ▱㆑㸦ゎ๗⏕⌮Ꮫ㸧
࣭ᝈ⪅ࡢッ࠼ഴ⫈ࡍࡿ㔜せᛶ㸦┳ㆤᖌ࡞ࡗ࡚᭱ึົࡋࡓ㒊⨫ࡀᡭ⾡ᐊ࡛࠶ࡗࡓࠋᡭ⾡
ᑐࡍࡿᝈ⪅ࡉࢇࡢᏳࢆᑡࡋ࡛ࡶࡽࡆࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊ≉ᡭ⾡๓ࡢ⾡๓ᣦᑟ࠾࠸࡚ࠊ
ࠋ
㛫ࡢチࡍ㝈ࡾᝈ⪅ࡉࢇࡢᛮ࠸ᐤࡾࡑ࠸ࡓ࠸⪃࠼ࡿࡁࡗࡅ࡞ࡗࡓ㸧
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㸰㸬࠶࡞ࡓࡣࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦ᙧែࡀዲࡁ࡛ࡍ㸽 ௨ୗࡢ 3 ࡘࡢᏛ⩦ᙧែࡢ㡰ࢆࡘࡅࠊࡑࡢ⌮
⏤ࢆ᭩࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ձ୍ᩧᏛ⩦㸦 ㅮ⩏㸧
ࠊղ༠ྠᏛ⩦㸦 ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ㸧
ࠊճಶูᏛ⩦㸦 ⮬⩦㸧
㸦㸯㸧ዲࡁ࡞Ꮫ⩦ᙧែࡢ㡰
                         ༢㸸ே
ዲ䛝䛺Ꮫ⩦ᙧែ䛾㡰

1

2

3

୍ᩧᏛ⩦

12

19

8

༠ྠᏛ⩦

22

11

6

ಶูᏛ⩦

5

9

25

㸦㸰㸧ࡑࡢ⌮⏤ 㸺ᢤ⢋㸼


⫯ᐃⓗ

ྰᐃⓗ

࣭⮬ศࡢពぢࢆ┦ᡭఏ࠼ࡿ࠸࠺ࡀⱞᡭࠋࡋࡋࠊ ࣭ㅮ⩏ࢆࡁ࠸࡚࠸ࡿࡔࡅࡔ╀ࡃ࡞ࡿࡋࠊࢇ

୍ᩧ

ಶูᏛ⩦ࡔࠊຮᙉ᪉ἲࡸ⮬㌟ࡢ⌮ゎᗘᏳࢆឤ

ࢇ㐍ࢇ࡛࠸ࡃࡢ࡛ᮏᙜ⮬ศࡀ⌮ゎࡋ࡚

ࡌࡿࡓࡵࠊㅮ⩏ᙧᘧࡢᏛ⩦ᙧែࡀዲࡁࠋ

࠸ࡿࡢᏳ࡞ࡿࠋ

࣭ㅮ⩏ࢆཷࡅ࡚᪂ࡋ࠸ࠊᨵࡵ࡚▱ࡿᴦࡋࡉࡀ࠶ࡿࠋ

Ꮫ⩦ ࣭ㅮ⩏ࡣ⪺࠸࡚࠸ࡿᩍ࠼࡚࠸ࡓࡔࡃ࠸࠺ཷࡅ㌟࡛
࠸ࡽࢀࡿ㸦᪂ࡋ࠸ሗࡀᚓࡽࢀࡿ㸧

ࡇ࡞ࠋ

Ꮫ⩦

࠺ࠋ
࣭⮬ศࡢ೫ࡗࡓ⪺ࡁ᪉࡞ࡾࡀࡕࠋ

࣭ྠ⫋⪅ࡸேࡢពぢࢆ┤⪺ࡁࠊ྾࡛ࡁࡿࠋ

࣭࠶ࡲࡾⓎゝࡍࡿࡇࡀⱞᡭࡔࡽ

࣭⮬ศࡢពぢࢆࡔࡋ࡚ࠊ⪅ࡢពぢࢆࡁࡃࡇ࡛ࠊ⮬

࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡸ⮬ࡽពぢࢆ✚ᴟⓗฟ

ศࡢពぢࢆᩚ⌮࡛ࡁࠊࡲࡓ᪂ࡋ࠸Ẽࡁࢆᚓࡿࡇ

ࡍࡇࠋேࡢヰࡑࡢሙ࡛⪃࠼ࠊ⮬ศࡢព

ࡀ࡛ࡁࡿࡽࠋ

ぢࢆ㏙ࡿࡇࡀⱞᡭࠋ୍ே࡛㞟୰ࡋࡓ᪉ࡀ

࣭⪅ࡢពぢࢆ⪺ࡃ࡛ࠊ⪃࠼᪉ࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡀ
ᗈࡀࡿࠋேヰࡍᶵࡀቑ࠼ࡿࡇ࡛✚ᴟᛶࢆ㣴࠼
ࡿࠋ

ຠ⋡ࡀ࠸࠸ࠋึᑐ㠃ࡢேヰࡍࡿࡇࡀⱞ
ᡭࠋ
࣭┦ᡭࡀ࠸ࡿࡢ࡛ࠊ⮬ศࡢᛮ࠸㏻ࡾࡣ࠸࡞

࣭༠ྠᏛ⩦ࡣ╀ࡿࢃࡅ࠸ࡎࠊ㡹ᙇࢀࡿࠋேࡢពぢ
ࡶ⪺ࡅࠊ⮬ศࡢࡓࡵ࡞ࡿࠋ

࠸ࠋ
࣭ࢢ࣮ࣝࣉࡢ୰ᨭ㓄ࡍࡿࡼ࠺࡞ࢱࣉࡢேࠊ

࣭యࢆືࡋࡓࡾࠊ㢌ࢆ࠸࡞ࡀࡽࡢ᪉ࡀࠊ⌮ゎࡋࡸ
ࡍ࠸ࠋ

ಶู

╀ࡃ࡞ࡿࠋ
࣭ศࡽ࡞࠸ᡤࢆ⪃࠼ࡿ㛫ࡶ࡞ࡃ㐍ࢇ࡛ࡋࡲ

࣭Ꮫࡪࡁࡗࡅࢆ࠼࡚ࡃࢀࡿࠋ⮬ศ࡛ࡣẼ࡙࡞࠸

༠ྠ

࣭ㅮ⩏ࡣࠊ⯆ࡀ࡞࠸ࡶࡢࡸศࡽ࡞࠸ࡶࡢࡔ

ពぢࢆゝࢃ࡞࠸ேࠊゝ࠼࡞࠸ே࡞࠸ࡿࡇ
ࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࠊᕪࡢ㝿ࡢㄪᩚࡀᚲせ࡞ࡿࠋ

࣭ಶูᏛ⩦ࡣ⮬ศࡢ࣮࣌ࢫ࡛ຮᙉࡀࡍࡍࡵࡽࢀࡿࡋࠊ

࣭Ꮫࢇࡔࡇࢆࡾ㏉ࡿࡣ࠸࠸ࡀࠊ᪂ࡋ࠸ࡇ

⮬ศࡢ㞟୰࡛ࡁࡿ㛫ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡑࡢࢱ࣑ࣥࢢ

ࢆ๓ㄪࡿࡇࡣⱞᡭࠋఱࡀ࡛ఱ

࡛ఇ᠁࡛ࡁࡿ

ࡀ࠸ࡽ࡞࠸ࡇࢃࡽ࡞࠸ࡽࠋ

Ꮫ⩦ ࣭⮬ศ࡞ࡾᏛࡧࡓ࠸ࡇࢆㄪࡓ࠸ࠋ᮰⦡ࡉࢀࡓ
㛫࡛⾜࠺ࡢࡣዲࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࡽࠋ

࣭Ꮫࡪෆᐜࡀࡓࡼࡿ㸦ዲࡁ࡞ࡋࡋ࡞࠸㸧
࣭ಶู࡞ࡿ┦ㄯࡍࡿ┦ᡭࡶ࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ⾜

࣭ࡑࡢࠊ⮬ศࡀᚲせࡔᛮ࠺Ꮫ⩦ࡀฟ᮶ࡿࠋ
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ࡁワࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ

㸱㸬࠶࡞ࡓࡣᏛᰯࢆ༞ᴗࡋ࡚ࡽ┳ㆤᖌࡋ࡚ᚲせ࡞▱㆑ࡸᢏ⬟ࢆࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦᪉ἲ࡛㌟ࡘ
ࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋከ࠸ࡶࡢࡽ㡰ࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊ௨ୗ 3 ࡘࡢᏛ⩦᪉ἲࡢࢀࡀዲࡁ
ࡢ㡰ࢆࡘࡅࠊࡑࡢ⌮⏤ࢆ᭩࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ձᮏࡸࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ㏻ࡋ࡚⮬ศ⮬㌟࡛Ꮫࡪࠊղ⫋ሙࡢඛ㍮ࡸྠࡽᏛࡪࠊճ⫋ሙ࡛ࡢ◊ಟ
ࡸ⮬ⓗ࡞ຮᙉ࡛Ꮫࡪ
㸦㸯㸧㡰
ከ࠸㡰                     ዲࡁ࡞㡰
༢㸸ே                  ༢㸸ே
ከ࠸Ꮫ⩦᪉ἲ

  

1

2

3

ᮏ࣭㺐㺻㺞㺎㺦㺍㺢

3

20

16

⫋ሙ

28

5

◊ಟ࣭ຮᙉ

8

14

ዲࡁ࡞Ꮫ⩦᪉ἲ

1

2

3

ᮏ࣭㺐㺻㺞㺎㺦㺍㺢

10

14

15

6

⫋ሙ

19

10

10

17

◊ಟ࣭ຮᙉ

11

15

13

㸦㸰㸧ࡑࡢ⌮⏤ 㸺ᢤ⢋㸼


⫯ᐃⓗ

ྰᐃⓗ

࣭ዲࡁ࡞᪉ἲࡣࠊ⮬⏤Ꮫࡿࡓ

࣭ᮏࡸࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ㄪࡿࡇ

ࡵࠊᮏ࡞ࡀዲࡁࡔࡀࠊྠࡌ

ࡣᑡࡋⱞᡭ࡛ࠊᮏࡣ㈙ࡗ࡚‶

ࢆࡋ࡚࠸ࡿྠࡶ᪂ࡋ࠸

㊊ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ࠊㄞࡲ࡞࠸ࡇ

ሗࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ⪺ࡃࡼ࠺

ࡶከ࠸ࠋ

ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᮏ᮶࡞ࡽࡤ᭩⡠࡞ࠊᚋࡽࡶ
ఱᗘࡶࡳ࡞࠾ࡏࡿࡶࡢ࡛Ꮫࡧ

࣭ሗ㔞ࡀከ࠸ࡢ࡛ࡇ࣏ࣥ
ࢺࢆࡋࡰࡗࡓࡽ࠸࠸ࡢ㞴ࡋ
࠸ࠋ

ࢆᚓࡓ࠸ࠊᛀࢀࡓࠊᏳ࡞ࠊ ࣭ࡢᮏࡀⰋ࠸ศࡽ࡞࠸㸦㈙
☜ㄆࡶ࡛ࡁࡿࠋ
ᮏ࣭
ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ

࣭ඛ㍮ࡢጼࢆぢ࡚Ꮫࡪ࠸࠺ᛮ࠸

ࡗ࡚ࡳࡓࡽࠊ࠾ࡶࡋࢁࡃ࡞ࡗ
ࡓ࡞㸧ࠋ

ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊࠕ࡛ࡣࡑࢀࡶྂ

࣭⌧ሙ࠶ࢃ࡞࠸ࡶ࠶ࡿࡋពぢ

࠸ࡢ㸽ࠖᛮ࠺ࡼ࠺࡞ࡗ࡚

ࡀከࡍࡂࡓࡾࠊྂ࠸ࡶ࠶ࡿࠋ

ࡁࡓࠋᏛࡧࢆࡋࠊ▱㆑ࢆࡶࡗ࡚ࠊ ࣭ሗࡀከࡃࠊ᥈ࡍࡢⱞປࠋᇶ
Ꮫ⩦ࢆ⤒㦂ࡋࠊ⫋ሙࡶࡕ

ᮏⓗㄞࡴࡢࡀⱞᡭࠋ

࠼ࡿࡢࡀຠᯝⓗᛮ࠺ࠋ
࣭ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡶฟࡀṇ☜࡞
ࡶࡢࡶከࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚ࠊࡼࡃཧ
⪃ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏࡣඛ㍮࡞ࡢ
ᵝ⚾ぢࡀධࡽ࡞࠸㸦ࡓࡔࡋࣀ
࢘ࣁ࢘ࡲ࡛ࡣࢃࡽ࡞࠸㸧ࠋ
⫋ሙ

࣭ᢏ⾡ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⫋ሙ㸦⌧ሙ㸧
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࣭⮬ศࡀ᎘࡞ᛮ࠸ࢆࡋ࡚Ꮫࡪࡇ

࡛ࡋᏛࡪᶵࡀ࡞࠸ࠋ
࣭ࡣࡑࡢሙ࡛ࡁࡃࡇࡀ࡛ࡁࠊ≧
ἣ࠶ࡗࡓࡇࢆᏛࡿࡀࠊࡼ

ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࢫࢺࣞࢫ࡞ࡿࠋ
࣭࢚ࣅࢹࣥࢫࡅࡿ㒊ศࡀከ࠸
ࡢ࡛ࠊ࠶࡚࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

ࡾヲࡋࡃ▱ࡾࡓࡃ࡞ࢀࡤࠊ⮬ศ

࣭⫋ሙࡢඛ㍮ࡸྠࡽࡢᣦᑟࡀ

⮬㌟࡛Ꮫࡧࠊࡉࡽ▱ࡾࡓࡅࢀ

ከ࠸ࡀࠊࡇࢀࡣྠࡌෆᐜ࡛ࡶே

ࡤ◊ಟ࣭ຮᙉ࡞ࡿࠋࡍࡄ㌟

ࡼࡗ࡚ពぢࡀ㐪࠺ࡓࡵࠊᮏᙜ

ࡘࡃࠊࡑࡢሙ࡛ಟṇࠋ

ṇࡋ࠸ࡇ࡞ࡢุ᩿࡛ࡁ

࣭ྠࡽᏛࡪࡇࡣࡍࡄ⌧ሙ

࡞࠸ࠋ

࡛ᐇ㊶࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡑࢀࡀ

࣭ࢆࡋ࡚࠸ࡿ㛫ࢆ⪃࠼ࡿ

᰿ᣐࡢ࠶ࡿࡶࡢࡣ☜ㄆࡀᚲ

⫋ሙ⎔ቃࡽᏛࡪࡇࡀከ࠸ࠋ

せࠋ

ࡋࡋࠊࡲ࡛ࡢ⤒㦂ࡸዲࡳࠊ

࣭⫋ሙ࡛Ꮫࡪࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᝈ⪅

࣮࣮ࣟ࢝ࣝࣝࣝ࡞ࡶከࡃࠊ⮬

ࡢሙྜ࡞ࠊᩍ⛉᭩࡛ࡢࡗ࡚࠸

ศ㐩࡛ࡋࠊ㏻⏝ࡋ࡞࠸ෆᐜࡶ

࡞࠸ࢆᩍ࠼࡚ࡶࡽ࠼ࡿࠋࡋ

࠶ࡿࠋ

ࡋࠊ㛫㐪ࡗࡓ᪉ἲࡶࡋࢀ࡞࠸
ࡢ࡛ࠊ⮬ᕫ࡛ࡶ⩦ࡋࡓ࠺ࡀ
Ⰻ࠸⪃࠼ࡿࠋ
࣭⫋ሙ࡛Ꮫࡧࠊ⌮ゎฟ᮶࡞࠸ࡇ

࣭▱ࡽ࡞࠸ேࡀ㞟ྜࡍࡿሙ࡛࠶

ࡣࠊ⮬ᕫᏛ⩦࡛ࡁࡎࢭ࣑ࢼ࣮

ࡾࠊⱞᡭព㆑ࡀാࡃࡽ࡛࠶

⾜ࡃࡇࡀከ࠸ࠋࡑࡢሗࡽ

ࡿࠋ

⮬ᕫᏛ⩦ࡍࡿࠋ

◊ಟ࣭
ຮᙉ

࣭⫋ሙ࡛ࡢ◊ಟࡣ⯆ࡣ࡞࠸≀

࣭Ꮫࡧࡓ࠸ࢸ࣮࣐ࢆ⯆࠶ࡿᏛ⩦

ᑐࡋ࡚ࡶཧຍࡋ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ

᪉ἲ㸦ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥᙧᘧ㸧

࡞࠸ࡓࡵࠊពḧⓗࡣཧຍࡋ࡚

ࢆ㑅ࡿࡽࠋ

࠾ࡽࡎ࠶ࡲࡾぬ࠼࡚࠸࡞࠸ࡇ

࣭◊ಟ࡞ཧຍࡍࡿ▱ࡽ࡞࠸

ࡢ᪉ࡀከ࠸ࠋ

ேヰࡋࡓࡾࡋ࡚タࡸ

࣭◊ಟࡸ⮬ⓗ࡞ຮᙉࡣఱࡘ

㒊⨫ࡢࡇࡀ▱ࢀࡿࠋࡲࡓㅮᖌ

࠸࡚Ꮫࡧࡓ࠸ィ⏬ࡋ࡞࠸

ࡢேࡶᵝࠎ࡛ࡓࡃࡉࢇᏛࡿࠋ

࠸ࡅ࡞࠸ࡢ࡛ࠊࡕࡻࡗኚࠋ

⮬ศࡢ⯆ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇࠊ

࣭⮬ศࡀᏛࡧࡓ࠸ᮇᑡࡋࡎࢀ

ᙅ࠸ࡇ࡞⮬ศ࡛㑅ᢥ࡛ࡁ

࡚ࡋࡲ࠺ࡇࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠋ

ࡿࡽ࠸࠸ࠋ
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㸲㸬ᴗົᚲせ࡞▱㆑ࡸᢏ⾡ࢆ⮬ศ⮬㌟࡛Ꮫࡪሙྜࡣࡢࡼ࠺࡞᪉ἲ࡛Ꮫࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ࠶࡚ࡣ
ࡲࡿࡶࡢࢳ࢙ࢵࢡࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧
ڧᏛ⏕௦ࡢᩍ⛉᭩ࡸࣀ࣮ࢺࠊڧᕷ㈍ࡉࢀ࡚࠸ࡿᮏࠊࡢ࡛ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥڧሗ㞟ࠊ⫋ڧሙእ
࡛㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿ◊ಟࠊ┳ࡢ࡛ୖࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥڧㆤᖌ௰㛫ࡢࡸࡾࡾࠊڧᅗ᭩㤋࡛ࡢᏛ⩦ࠊ
ࡢࡑڧ
Ꮫ⏕௦ࡢᩍ⛉᭩ࡸࣀ
࣮ࢺ

ᕷ㈍ᮏ

6

35

ࣥࢱ࣮ࢿࢵ
ࢺ
31

◊ಟ

ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࡛ࡢ௰㛫ࡢࡸ
ࡾྲྀࡾ

36

0

ᅗ᭩㤋

ࡑࡢ

10

3

㸳㸬࠶࡞ࡓࡀᚋ㍮┳ㆤᖌࢆホ౯ࡍࡿ㝿ᝎࡴࡇࡣࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ㸺ᢤ⢋㸼
࣭↓ᛂ࡞ࡓࡵࠊ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࠺ࡶศࡽ࡞࠸ࠋ
࣭⮬ศࡢㄝ࡛᫂ࡼࡗࡓࠋෆᐜࡀ᭱᪂ࡢࡶࡢ㸽⮬ศࡓࡕࡢᏛ⩦ᮇࡀ㐪࠺ࡓࡵࠊ⮬ศࡢᑻᗘ
ࡸ▱㆑࡛ホ౯ࡋ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸࠸ࡢࡔࢁ࠺ࠊ࠸࠺ࡇࠋ
࣭࠺ࡸࡗ࡚ࡵ࡚࠸ࡃࡢࠊࡵ࡚ࡽὀពⅬࢆఏ࠼ࡓ࠸ࡀࠊࡵࡿᡤࡀࡳࡘࡅࡽࢀࡎࠊࡍࡄ
ὀពⅬ࡞ࢆఏ࠼࡚ࡋࡲ࠸ᛌࡔࢁ࠺࡞ᛮ࠺ࠋ
࣭ホ౯ࡢᑻᗘࡀ୍⯡ⓗ࡞ホ౯⚊ἢ࠺ࡁࡔࡀࠊಶேࡢ⚾ぢ㸦⮫ᗋ࡛ࡢ୍ሙ㠃࡞㸧ࡀධࡗ࡚ࡋ
ࡲ࠸ࠊṇᙜ࡞ホ౯࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭⮬㌟ࡢዲࡁ᎘࠸ࡶከᑡᙳ㡪ࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ
࣭ホ౯ᇶ‽ࡀ㒊⨫ෆࡢࡼࡃ࡛ࡁࡿ⪅ࡢẚ㍑࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ
࣭ࡢᚋ㍮ 1V ẚ㍑ࡋ࡚ホ౯ࡋ࡚ࡋࡲ࠸ࡀࡕ࡛ࠊࡑࡢᏊᮏ᮶ࡢಶேࡢホ౯࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡀ࠶
ࡿࠋ
࣭⮬ศ⮬㌟ࡀࡇ࠺࡞ࡗ࡚ࡋ࠸࠸࠺⌮ࢆᣢࡕࡍࡂ࡚ࡋࡲ࠸ࠊホ౯ࡢࠊࡶࡗୖࢆồࡵ࡚
ࡋࡲ࠺ࡇࠋ
࣭ᐇ㝿ぢࢀ࡚࠸࡞࠸ሙ㠃ࢆホ౯ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇࠋ
࣭⤒㦂ᖺᩘࡈࡢࣛࢲ࣮ホ౯ࢆά⏝ࡍࡿࡇࡀከ࠸ࡀࠊྛࠎᡂ㛗ࡢࢫࣆ࣮ࢻࡣ㐜࠸ࠋⰋࡋᝏࡋࡢ
ุ᩿ࡀᅔ㞴ࠋ
࣭ホ౯ࡢᇶ‽ࡀ࠶࠸ࡲ࠸࡞ࡀከࡃࠊほࡀධࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࢸࢡࢽ࢝ࣝࢫ࢟ࣝࡣホ౯ࡋࡸࡍ࠸ࡀࠊ
ࡢࢫ࢟ࣝࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ
࣭⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࠺ࡀ᫂࡞ࠊ⮬ศࡣฟ᮶࡚࠸ࡿホ౯ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊྠࡼࡾฟ᮶࡚࠸࡞
ࡗࡓࠊࡸࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࠊ࠺࠸࠺ᣦᑟࢆࡋ࡚ࡓࡢゝࢃࢀࡿࠊ⮬ศࡢホ౯ࡀ㛫㐪ࡗ࡚࠸
ࡓࡢᛮ࠺ࠋேࡢホ౯᪉ἲࡀ㐪࠺ᅔࡿࠋ
࣭┦ᡭࡀ⮬ศࡀ࠼ࡓホ౯ᑐࡋ࡚࣐ࢼࢫࡢ࣓࣮ࢪࢆᣢࡕࠊࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀୗࡀࡗ࡚ࡋࡲ
ࢃ࡞࠸ࡘ࠸࡚ࠋ
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㸴㸬࠶࡞ࡓ⮬㌟ࡀ┳ㆤᖌࡋ࡚᭱ࡶᡂ㛗ࡍࡿࡇࡘ࡞ࡀࡗࡓ⤒㦂ࢆලయⓗ᭩࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸺ᢤ⢋㸼
୍࣭⯡Ჷࡽ ICU ␗ື࡞ࡾࠊ㌟యⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᶵࢆᚓࡓࠋ௵ࡋ࡚ᩆᛴእ᮶␗ື࡞
ࡾࠊࡲࡵࡿࡇࡢ㞴ࡋࡉࠋ
࣭2 ᖺ┠ࡢ࠶ࡿᝈ⪅ࢺࣛࣈࣝࢆ㉳ࡇࡋࡓࠋ⭠⒴ࡢᡭ⾡๓ࡢᝈ⪅࡛᪂ࡋࡃࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥࡀྲྀࢀ࡚࠸ࡿ㔜࠸ࠊ័ࢀ័ࢀࡋࡃヰࡍ㛵ಀ࡛࠶ࡗࡓࠋእἩࡍࡿゝࢃࢀࡿࡢ࡛እἩᒆࢆ
᭩࠸࡚ࡶࡽ࠸ࠊእἩࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓᚋୗࢆΏࡋᛀࢀࡓẼࡁࠊኪ࣮ࣜࢲ࣮ࡶ┦ㄯࡏ
ࡎᝈ⪅Ꮿ TEL ࡋࠊྲྀࡾ㏉ࡗ࡚ࡁ࡚ḧࡋ࠸ TEL ࡍࡿࡍࡈ࠸ᖥ࡛ TEL ฟࡽࢀࠊ་
ࢆฟࡏࠊ࠾ࡲ࠼ࡌࡷࡽࡕࡀ࠶ࢇゝࢃࢀ࡞ࡗࡓࠋ་ TEL ฟ࡚ࡶࡽ࠸ࠊࡑࡢሙ
ࡣఱ࠾ࡉࡲࡗࡓࠋᝈ⪅ࡀእἩࡼࡾᖐᐊࡉࢀࠊㅰࡗ࡚ゎࡋࡓࡀᖌ㛗ࡼࡾࣉࣟࢭࢫࣞࢥ࣮ࢻ
ࢆ᭩ࡅゝࢃࢀ⮬ศࡢ⾜ືࠊẼᣢࡕࠊ┦ᡭࡢẼᣢࡕ➼ࢆ⪃࠼ࡿ࡛᥋ࡍࡿែᗘ➼ࢆ⪃࠼ࡓࠋ
࣭᭱ึࡢ㒊⨫㸦ᡭ⾡ᐊ㸧࠾࠸࡚ࡢࣉࣜࢭࣉࢱ࣮㸦ᣦᑟࢼ࣮ࢫ㸧ࡽࡢࢫࣃࣝࢱᣦᑟࠋぶ㌟࡞
ࡗ࡚ᢏ⾡ࡸ▱㆑ࢆᩍ࠼࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡵࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡣࡦ࠸ゝⴥ࡛Ἵࡉࢀࡿࡇ
ࡶ࠶ࡗࡓࡀࠊᚋ࣓ࣥࢱࣝ㠃࠾࠸࡚ࡢᡂ㛗ࡘ࡞ࡀࡗࡓ⪃࠼ࡿࠋᢏ⾡࠾࠸࡚ࡶ A Ꮫࡢ
ᩍᤵ࡚ࡶჾᲔฟࡋࡀୖᡭ࠸ホ౯ࡉࢀࡓࠋ
࣭⫋ሙෆ࡛Ꮫࡪࡇ㝈⏺ࢆឤࡌࠊ㝔እ࡛ࡢ◊ಟࡸࢭ࣑ࢼ࣮ཧຍࡋࠊⰍࠎ࡞⪃࠼᪉ࡀ࠶ࡿࡇ
ࢆ▱ࡗࡓࠊࡲࡓྠࡌࡼ࠺ឤࡌ࡚࠸ࡿேࡀࠊࡢ㝔࡛ࡶ࠸ࡿࡇࢆ▱ࡗࡓࠊᛮ࠸ࡸឤࡌ
࡚࠸ࡿࡇࢆඹ᭷࡛ࡁࠊྠࡌ┠ᶆྥࡗ࡚㡹ᙇࢁ࠺ᛮ࠼ࡓࠋࡲࡓࠊእ▱㆑ࢆồࡵࡿࡼ࠺
࡞ࡾࠊୡ⏺ࡀᗈࡀࡗࡓឤࡌࡀࡋࡓࠋ
࣭ᖺ㓄ࡢ᪂ே Ns ࡢࣉࣜࢭࣉࢱ࣮ࢆࡋࡓࠋ⮬ศࡼࡾ 10 ṓ௨ୖᖺୖ࡛ࠊࡍࡄἽࡃேࡔࡗࡓࠋࡑ
ࡢேࣛࢲ࣮ホ౯ࡢࡓࡵࡢࢳ࢙ࢵࢡࡸ㠃ㄯࢆ⾜࠺ࠊࡑࡢ㛫࡛ࡶᾦࢆὶࡍࡼ࠺࡞ேࡔࡗࡓࠋఏ
࠼᪉ࠊヰࡢෆᐜ࡞ࠊ࡚ᝎࡳࠊ⚾⮬㌟ࡶୖྖࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆ࠺ࡅ࡞ࡀࡽ 1 ᖺࢆ㐣ࡈࡋࡓࠋ㠀ᖖ
⑂ࢀࡓࡀࠊᵝࠎ࡞ࢱࣉࡢேࡀ࠸ࡿࡇࠊ≀ࡢఏࢃࡾ᪉࡞⪃࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊ┳ㆤᖌ
ࡋ࡚ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃேࡋ࡚ࡶᡂ㛗࡛ࡁࡓࠋ
࣭⮬ศࡲࡉࢀࡿෆᐜࡀ࡛ࡁࡓࡁࠊᩆᛴእ᮶ࡢ␗ືࠊCPA ᝈ⪅ཷධ㛤ጞࠋ
࣭Ჷ࡛ࡀ࡛ࡁࠊ࣮ࣜࢲ࣮ࡶࡸࡗ࡚࠸ࡓᡭ⾡ᐊ␗ືࡋࠊࡃ㐪࠺⎔ቃ࡛ࡲ࡛ࡢᢏ⾡
ࡸ▱㆑ࡀఱࡢᙺࡶ❧ࡓࡎࠊ㸯ࡽຮᙉࡋ┤ࡉ࡞࠸࠸ࡅ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡁࠋࡑࡢඛධࡗ
࡚࠸ࡓᡭ⾡ᐊࡢᚋ㍮ࠕࡇࢇ࡞ࡇࡶ▱ࡽ࡞࠸ࡢࠖࡳࡓ࠸࡞ࡇࢆゝࢃࢀࠊⅆࡀࡘࡁ⊛Ⅿ
㡹ᙇࡗࡓࠋ
࣭ᐙ᪘ࡀධ㝔ࡋࡓࡇ࡛ࠊᝈ⪅ᐙ᪘ࡢẼᣢࡕࢆ⮬ศ࡞ࡾ⪃࠼ࡿࡁࡗࡅ࡞ࡗࡓࠋ
࣭ᾏእ◊ಟ㸦どⅬࠊぢゎࡀᗈࡀࡗࡓ㸧
ࠊᐇᘵࡢṚ㸦┳ㆤᖌồࡵࡽࢀࡿጼໃࢆẼ࡙ࡉࢀࡓ㸧
࣭Ꮫ⏕ᣦᑟࢆࡍࡿ࡞ࡗ࡚ࠊࡶ࠺୍ᗘࡢ⮬ศࡢ▱㆑ࢆ㌟ࡘࡅࠊࡁࡕࢇゝⴥࡋ࡚ᩍ࠼ࡿ
ࢆ⦎⩦ࡋࡓࠋែ⏕⌮ࡢᇶ♏ࢆ⩦ࡋࡓࡇ࡛ࠊᬑẁ⮬ศࡢ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ┳ㆤࡢ᰿ᣐࡶ⌮ゎ࡛
ࡁࡓࠋ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆゝⴥࡍࡿࡢษࡉࠋ
࣭┳ㆤᖌ 3 ᖺ┠ฟ⏘ࡋ࡚⫱ఇࢆࡗࡓࡇࠋ1 ᖺᚋᖐࡋࡓࡀࠊ࠶ࡲࡾ⤒㦂ࡢ࡞࠸≧ែ
ࡀᏳࡔࡗࡓ≧ែ࡛እ᮶࠸࠺ࠊ⤒㦂ࡢ࡞࠸ሙᡤ⾜ࡃࡇ࡞ࡗࡓࡇࠋྠᮇࡀᲷ࡛࣮ࣜ
ࢲ࣮ࢆࡸࡗ࡚ࣂࣜࣂࣜࢆࡋ࡚࠸ࡿጼࢆࡳ࡚ࠊ⤒㦂ࡢ㐜ࢀࢆࡾࡶࡑ࠺ࠋ࠸ࡘᲷᡠࡗ
࡚ࡶࠊ⬚ᙇࡗ࡚࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ྾࡛ࡁࡿࡶࡢࡶࡍ࡚྾ࡋ࡚࠾ࡇ࠺࠸࠺ពḧࡀࢃࡁࠊ
ᵝࠎ࡞ሙᡤࢆయ㦂ࡋࠊ◊ಟࡶ✚ᴟⓗཧຍࡋࡓࡇࠋ
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㸵㸬࠶࡞ࡓࡀ᪂ேࡢ㡭ࠊࢀࡢඛ㍮ࢆࡳ࡚ࠕ⮬ศࡶᑗ᮶࠶ࡢேࡢࡼ࠺࡞ࡾࡓ࠸ࠖឤࡌࡓࡇ
ࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ࠶࡞ࡓࡢࢀࡢඛ㍮ࡣࡢࡼ࠺࡞ே࡛ࡋࡓ㸽 ࡞ࡐࡑࡢேࢀࡓࡢ࡛ࡋ
ࡻ࠺㸽 ࡲࡓࠊࡢࡼ࠺ࡋ࡚ࡑࡢேࢆぢࡘࡅࡲࡋࡓ㸽 㸺ᢤ⢋㸼
࣭ྠタࡢᡭ⾡㒊ࡢ⏨ᛶ௵࡛ࡍࠋ⾡๓ゼၥࡢ㝿ࡼࡃኌࢆࡅ࡚ࡃࢀࠊẼࢆࡅ࡚ࡃࢀࡓࡇ
ࡸࠊ㝔ෆయࡢࢭ࣑ࢼ࣮ࢆᢸᙜࡍࡿ࡞ே㛫ᛶࡸࡀ࡛ࡁࡿࡇࠊࡲࡓ⏨ᛶ࡛ࡶ࢟ࣕࣜࢆ
✚ࡵࡤࡇࡢࡼ࠺࡞ࢀࡿᛮࡗࡓࠋ
࣭ࡃࡍࡈ࠸▱㆑࣭ᢏ⾡ࢆഛ࠼ࡶࡗࡓே࡛ࠊ࢚ࣅࢹࣥࢫᇶ࡙࠸ࡓඛ㍮࡛࠶ࡿࠋ⮬ศࡶࡑ࠺
࡞ࡾࡓ࠸ឤࡌࡓ㸦▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ↓ࡉࡽ㸧
ࠋᚰእᡭ⾡୍࡛⥴ࢳ࣮࣒ࡋ࡚ࢆࡋࡓ㝿ឤ
ࡌࡓࠋ
࣭⫋ሙ࡛ᚲせࡉࢀࡿ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡀ㌟ࡘ࠸࡚࠸ࡿୖࠊே㛫㛵ಀࢆⰋዲಖࡘࡇࡀ࡛ࡁࡓேࠋ
ゝ࠸ࡃ࠸ࡇࡶࡁࡕࢇゝ࠸ࠊྏࡗ࡚ࡶࡽ࠼ࡓࠋ⮬ศࡀᏳ࡞Ẽᣢࡕ࡛࠸ࡿࡇඹឤࡋ࡚
ࡶࡽ࠼ࡓࠋ
㸦࡞ࡐࢀࡓ㸽㸧 ⮬
࣭ྠࡌ⫋ሙࡢඛ㍮࡛ࠊᖜᗈ࠸▱㆑ࡀ࠶ࡾࠊᝈ⪅ࡉࢇࡽࡢಙ㢗ࡶཌࡗࡓࠋ
ศࡣ࡞࠸ࡶࡢࡤࡾࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡽࠋ
㸦ࡢࡼ࠺ぢࡘࡅࡓ㸽㸧୍⥴ാ࠸࡚ࠋ
࣭ྠࡌ⫋ሙ࡛ാ࠸࡚࠸ࡓඛ㍮ࠋ᪂ே࡛ධ⫋ࡋࡓ㝿ࠊࠎᣦᑟࢆࡋ࡚ࡃࢀࡓࠋᝈ⪅ࡉࢇࡸᐙ᪘ᑐ
ࡋࠊぶ㌟࡞ࡗ࡚ヰࢆ⪺࠸࡚࠸ࡓࠋධ㝔୰ࡶᝈ⪅࣭ᐙ᪘ಙ㢗ࡉࢀ࡚࠸ࡿேࡔࡗࡓࠋᑡࡋ࡛ࡶ
㛫ࡀ࠶ࡃࠊᝈ⪅ࡢ࣋ࢵࢻࢧࢻ࡛ࢣࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿጼࢆࡳ࡚ࠊࡍࡈ࠸࡞ឤࡌ࡚࠸ࡓࠋ
࣭ᵝࠎ࡞▱㆑࣭ᢏ⾡ࢆࡶࡗ࡚࠾ࡾࠊࡓࡎࡡࡿ⟅࠼࡚ࡃࢀࡿࠋࡲࡓࠊ㹂㹰ࡀ⾜࠺ࡇࢆண

࡛ࡁ

‽ഛࡀ࡛ࡁࡿࠋᝈ⪅ࡉࢇ➗㢦࡛ヰࡀ࡛ࡁࡿࠊ⪺ࢀࡓࡇ⟅࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠊ⮬↛
ど⏺ධࡿࠋ᪂ேࡢ㡭ࡣ࠸࡞ࡗࡓࠋ
࣭᪂ேࡢ㡭ࡢࢀࡢඛ㍮ࡣ࠸ࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋࡑࡢࢃࡾࠊ⤯ᑐ࠶ࢇ࡞ඛ㍮࡞ࡾࡓࡃ࡞࠸ඛ㍮
ࡣ࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࡢඛ㍮ࡣࠊ᪂ேࡢ⮬ศࡃ࡞ࡶᩍ࠼ࡎࠊ࡚ࡶⱞປࡋࡓࠋࡑࡢⱞປࡣࠊ
࡛ࡶᛀࢀࡽࢀࡎࠊ⤯ᑐᚋ㍮ࡣࡑ࠺࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ᩍ࠼࡚࠸ࡿࠋ
࣭࠸ࡘࡶ⮬ศࡢヰࢆඛ⪺࠸࡚ࡃࢀ࡚ࠊࡑࡢᚋࡵ࡚ࡃࢀ࡚ࠊࢻࣂࢫࡋ࡚ࡃࢀࡿඛ㍮ࡀ࠸࡚ࠊ
⮬ศ࡞࠸ᡤࢆࡓࡃࡉࢇᣢࡗ࡚࠸࡚ࢀࡲࡋࡓࠋྠࡌ㝔࡛ാࡃ⏨ᛶ㝕ࡃኌࢆࡅ࡚ࡃ
ࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓࠋ
࣭ྠࡌᲷࡢඛ㍮࡛ࠊ⚾ࡀ᪂ேࡔࡗࡓࡢ  ௦ࡢ᪉࡛ࡍࠋ࡚ࡶ⥭ᙇࡋ࡚࠸ࡿ᪂ே㹌㹑ࡓࡕ࠸
ࡘࡶ➗㢦࡛ኌࢆࡅ࡚ࡃࢀࠊࣉࣜࢭࣉࢱ࣮㹌㹑ࡣࡕࡀࡗࡓどⅬ࡛⚾ࡓࡕࢆࡁࡃໟࢇ࡛ࡃࢀ
ࡲࡋࡓࠋẕࡢࡼ࠺ࡸࡉࡋࡃኌࢆࡅ࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋࣉࣜࢭࣉࢱ࣮ࡣ࠸ࢁࢇ࡞▱㆑࣭ᢏ⾡ࢆ࠾
ࡋ࠼࡚ࡃࢀࡲࡍࡀࠊࡑࢀ௨እ⢭⚄㠃࡛ࣇ࢛࣮ࣟࡋ࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋ⮬ศࡀ᪂ே࡛⢭⚄ⓗ⥭ᙇ
ࡋ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡓࡢࢆᐹ▱ࡋ࡚᥋ࡋ࡚ࡃࢀࡓࠋ

㸶㸬᪂ேࢀࡢඛ㍮ࢆぢࡘࡅࡉࡏࡿࡣࠊ⤌⧊ࡋ࡚ࡢࡼ࠺࡞ࡇࡀ࡛ࡁࡿ࡛ࡋࡻ࠺㸽 
㸺ᢤ⢋㸼
࣭࠶ࡿ⛬ᗘࠊ᪉㔪ࡋ࡚Ỵࡵ᪉㔪ࡋ࡚Ỵࡵ࡚ࡋࡲ࠺ࡇࠋ
࣭࠸ࡕ᪩ࡃ⤌⧊⁐ࡅ㎸ࡲࡏࡿ㸦᪉ἲࡣ࡞ࢇ࡛ࡶࡼ࠸ࠋࡑࢀࡀ㐌 5 ࡢ㣧ࡳ࡛ࡶ㸧
࣭ඛ㍮⮬㌟ࡀ㍤ࡅࡿࡼ࠺ࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࡇ㸦᪂ேࡔࡅᡭཌ࠸ࢧ࣏࣮ࢺࢆࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸㸧
ࠋ
࣭࠸ࢁ࠸ࢁ࡞⫋ሙࢆ⤒㦂ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆࡘࡃࡿࠋ
࣭ே㛫ࡋ࡚㨩ຊ࠶ࡿேࢃࡾࢆᣢࡘᶵࢆࡶࡓࡏࡿ
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㸦᪂ே࣮ࣟࢸ࣮ࢩࣙࣥ◊ಟࠊ᪂ேຮᙉࢧ࣏࣮ࢺࡋ࡚᮶࡚ࡶࡽ࠺ࠊᩍ⫱ಀᢤ᧻ࡍࡿࠊホ
౯࣭⾲ᙲࡍࡿᶵࢆࡘࡃࡿ㸧
࣭ඛ㍮ࡢࢆぢࡏࡿᶵࢆከࡃࡘࡃࡿ
࣭ຮᙉࡸ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫࡢ㛤ദ
࣭ࡑࢀࡒࢀࡀࢀࡿᑐ㇟ࡣ㐪࠺ࡢ࡛ࠊྠࡌẼ㉁ࡢேࡀ㞟ࡲࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡿࠋ
࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀࢀࡿࡼ࠺࡞௨እࡢሙࢆタࡅࡿ
࣭ࡼ࠸┳ㆤࢣࡢሙ㠃ฟ࠼ࡿࡼ࠺࡞㓄៖
࣭࣓ࣥࢬࡢ㸦㣧ࡳࢆ㛤ࡃ㸧
࣭⮬ศࡢ࡞ࡾࡓ࠸⌮ീࢆ᪥ࡈࢁࡽᥥࡃࡼ࠺ࠊࢻࣂࢫࡍࡿࠋࡲࡓࠊᐇ㝿⾲⌧ࡋ࡚ࡶࡽ
࠺ࠋ

ϩ ᩍ⫱㛵ࡍࡿࣥࢣ࣮ࢺ㸦ᐇ᪥ 2013 ᖺ 12 ᭶ 9 ᪥ ᪂ே┳ㆤ⫋ဨᩍ⫱ᢸᙜ⪅◊ಟ ィ㸲㸯
ே㸧
㸯㸬࠶࡞ࡓࡣࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦ᙧែࡀዲࡁ࡛ࡍ㸽 ௨ୗࡢ 3 ࡘࡢᏛ⩦ᙧែࡢ㡰ࢆࡘࡅࠊࡑࡢ⌮
⏤ࢆ᭩࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ձ୍ᩧᏛ⩦㸦 ㅮ⩏㸧
ࠊղ༠ྠᏛ⩦㸦 ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ㸧
ࠊճಶูᏛ⩦㸦 ⮬⩦㸧
㸦㸯㸧ዲࡁ࡞Ꮫ⩦ᙧែࡢ㡰
༢㸸ே
ዲࡁ࡞Ꮫ⩦ᙧែࡢ㡰
1

2

3

୍ᩧᏛ⩦

16

24

1

༠ྠᏛ⩦

21

13

7

ಶูᏛ⩦

4

4

33

㸦㸰㸧ࡑࡢ⌮⏤ 㸺ᢤ⢋㸼
⫯ᐃⓗ

ྰᐃⓗ

࣭⮬ศ㊊ࡋ࡚࠸ࡿ▱㆑ࢆ࠾ࡂ࡞ࡗࡓࡾࠊ᪂ࡋ࠸

୍࣭ᩧᏛ⩦ࡣࡲ࡛ࡸࡗ࡚ࡁࡓ࠸࠺ࡇࢁࠊ

ࢆᏛࢇ࡛ࡾ࠸ࢀ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊ᰿ᣐ࡙ࡅࡽࢀࡓ
୍ᩧ

ㄝ᫂ࢆ⪺ࡁ࡞ࡀࡽࡢ᪉ࡀཷࡅධࢀࡸࡍ࠸ࠋ

Ꮫ⩦ ࣭ࡲࡎㅮ⩏࡛▱㆑ࢆ࠶ࡿ⛬ᗘࠊ⤫୍㸦☜ㄆ㸧ࡋ࡚࠾ࡃ
㸦‽ഛⓗ࡞ࡇ㸧ࡀᚲせࠋ

Ꮫ⩦

࣭⪺࠸࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛ࡣ㢌ධࡗࡓࡼ࠺࡞Ẽ࡞
ࡿࡔࡅ࡛㌟ࡘ࡞࠸ࠋ
୍࣭ᩧᏛ⩦ࡣᴦ࡞᪉ἲࡔࡀࠊᛀࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ

࣭⮬ศࡢ࣮࣌ࢫ࡛Ꮫ⩦࡛ࡁࡿࡽ
༠ྠ

࣐ࣥࢿࣜࠊࡡࡴࡓࡃ࡞ࡿࠋ

ࡶከࡃࠊ㉁ၥࡋ࡙ࡽ࠸ࠋ

࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡢ᪉ࡀ⮬ศࡢពぢࡶゝ࠼ࠊ⪅ࡢ⪃
࠼ࡶ⪺ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

࣭ࡍࡍࢇ࡛ྖࠊ᭩グࢆࡍࡿࡁࡶ࠶ࡿࡀࠊࡑ
ࢀᑐࡋ࡚༠ຊࡀᚓࡽࢀ࡞࠸ࡁࡶ࠶ࡾࠊⱞ

࣭ಶேࡢពḧࡀ࡞ࡃ࡚ࡶ⪅ࡢಀࢃࡾ࡛Ꮫ⩦ࡋࠊຠ
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ປࡍࡿࠋ

ᯝࡸᙳ㡪ࢆཷࡅࡿᛮ࠺ࠋ

࣭ேぢ▱ࡾ࠸࠺ࡇࠊேࡢゝࡗࡓࡇࡀ୍ᗘ

࣭⮬ศࡢゎ㔘ࡀṇࡋ࠸ࡢࡀࢃࡿࠋ

࡛ࡣ࡞࡞⌮ゎ࡛ࡁࡎ㢌ࡢ୰୍࡛ᗘ⪃࠼

࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡔࠊయ࡛⤖ᯝࢆฟࡉ࡞ࡃ࡚ࡣ࠸

࡞࠾ࡉ࡞࠸⟅࠼ࡀฟ࡞࠸ࡢ࡛ࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣡

ࡅ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ᎘࡛ࡶཧຍࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋࡸࡗ࡚ࡿ

࣮ࢡ࡞ࡿ࠶ࡏࡗ࡚⟅࠼ࢆฟࡋ࡚ࡋࡲ࠸ࠊ

࠺ࡕ㞟୰࡛ࡁࡿࠋ࠸ࢁࢇ࡞ពぢࡀ࠶ࡗ࡚࠾ࡶࡋࢁ

⮬ศࡀᮏᙜᛮࡗ࡚࠸ࡿࡇࠊࡺࡗࡃࡾ⪃࠼

࠸ࡶ࠶ࡿࠋ

࡚ฟࡋࡓ⟅࠼࡛࡞࠸ࡇࢆゝࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡲ
ࡓࠊࢢ࣮ࣝࣉ㏞ᝨࢆࡅ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ
࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡔࠊ⮬ศࡢ⪃࠼ࡀࡲࡲࡿ
๓ேゝࢃࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࡾࡍࡿࡇࡀ࠶
ࡿࡓࡵࠋ

࣭ㄢ㢟ࢆฟࡉࢀࠊࡑࢀࢆ㐩ᡂ࣭ᡂࡉࡏࡿࡓࡵ࠸ࢁ

ಶู

࣭㞟୰ຊࡀ⥆࡞࠸ࠋ

ࢇ࡞ᡭẁࡸດຊࡋ࡚⮬ศࡢ⬟ຊࡍࡿ᪉ἲࡀዲࡁ࡛

࣭┠ⓗࡀ࡞࠸㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸ࠋ

ᚓព࡛ࡍࠋ

࣭㛫㐪ࡗࡓࡇࢁࡀ࠶ࡗ࡚ࡶẼࡅ࡞࠸ࠋ

Ꮫ⩦ ࣭ࡲࡎࡣ⮬ศ⮬㌟࡛Ꮫࡧࡓ࠸ࠊࡑࡢ࠺࠼࡛▱㆑ࢆ☜ㄆ

࣭⩦ࡣ᭷ຠ㸽

ࡋࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ࡛άࡍࠋ
࣭⮬ᕫ࡛࠾ࡇ࡞࠼ࡿ㸦ሙᡤ࣭㛫ࡢไ㝈ࡀ࡞࠸㸧

㸰㸬࠶࡞ࡓࡀ┳ㆤᖌ࡞ࡗ࡚ࡽཷࡅࡓ◊ಟࡢ࡞࡛ࠊ୍␒ᙺ❧ࡗࡓࡶࡢࢆᣲࡆ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡑࡢ⌮⏤ࡶ᭩࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
୍␒ᙺ❧ࡗࡓ◊ಟࡑࡢ⌮⏤ 㸺ᢤ⢋㸼
࣭ࢧ࣮ࢩࣙࣥࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ㸸ゝⴥࡢ㑅ᢥࡢ᪉࡛┦ᡭࡢẼᣢࡕࡸពぢࢆୖᡭࡃࡦࡁฟࡏࡿࡀ
࡛ࡁࠊ⮬ศ⮬㌟ࡶᡃ៏ࡏࡎᙇ࡛ࡁࡿ᪉ἲࡣࠊ⫋ሙࡔࡅ࡛࡞ࡃᐙᗞ࡛ࡢே㛫㛵ಀࡶ࡛
ࡁࡿࡢࡀࡍࡤࡽࡋ࠸ࠋ
࣭᥋㐝◊ಟ㸸ேࡢᑐᛂࡢ᪉࣭ࢡ࣮࣒ࣞࡢ⪺ࡁ᪉ࢆᏛࡧࠊᐇ㝿⾜ࡗ࡚ࡳࡿ⮬ศ⮬㌟ࡢཷࡅ
Ṇࡵ᪉ࡀ㐪࠺࡞ឤࡌࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ
࣭ከ㔜ㄢ㢟◊ಟ㸸┳ㆤᖌࡗ࡚ᚲせ࡞ほᐹ⬟ຊඃඛ㡰࡞ᐇ㊶ࡍࡿࡇ࡛Ꮫࡪࡇࡀ࡛ࡁ
ࡓࠋ
࣭௵◊ಟ㸸20 ᩘྡࡢ௵ࡀ㞟ྜࡋ࡚◊ಟࡍࡿ୰࡛ࠊ⫋ᴗࡸ⫋ሙࡘ࠸࡚ࡌࡗࡃࡾ⪃࠼ࠊ⮬ࡽࡢ
ពぢࡶ࠸࠼ࡓࡇ࡛ࠊ௰㛫ព㆑ࡀࡵࡤ࠼ࠊⓙ࠸ࡗࡋࡻ࠸ࡿࡇࡀⱞ③࡛࡞ࡃ࡞ࡾࠊព㆑ࡶ
ࢃࡗࡓࠋ
࣭࢚ࣥࢮࣝࢣ㸸㝔ࡢ୰࡛ࡣ࢚ࣥࢮࣝࢣࡀࡳࢇ࡞୍⥴ࠋṚ⢝ࡶ⏨ᛶ࡛ࡶዪᛶ࡛ࡶ୍⥴࡞
ࡗ࡚࠸ࡓࠋஸࡃ࡞ࡽࢀࡓࡀࡑࡢேࡽࡋ࠸᭱ᚋ࡛࠶ࡿࡼ࠺᭱ၿࡢດຊࢆࡍࡿࡇࡀษࡔᏛࢇ
ࡔࠋ
࣭7 ᖺ┠◊ಟ㸦㝔ෆ㸧
㸸ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ᪉ἲࡸࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ࣭Ⓨ⾲᪉ἲࠊࡲࡵ᪉ࡸ㞟ᅋ࡛
ࡢヰࡋྜ࠸ࡢ୰࡛ࡢ㐍⾜᪉ἲ➼ࠊᐇ㝿య㦂ࡋ࡚⾜࠸ࠊࡢᴗົά⏝࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
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㸱㸬ពḧࢆ㧗ࡵࡿ⫋ሙ⎔ቃ 㸺ᢤ⢋㸼
㸦㸯㸧ാࡃពḧࢆ㧗ࡵࡿ⫋ሙࡣࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛ࡍࠋ
࣭⮬ศࡀᚲせ࡛࠶ࡿᐇឤ࡛ࡁࡿ⫋ሙ
࣭⮬ศࡢⰋ࠸ࡇࢁࢆ〔ࡵࠊḞⅬࢆࣇ࢛࣮ࣟࡋ࡚ࡃࢀࡿୖྖࡢ࠸ࡿ⫋ሙ
࣭⮬ศ࡛ྲྀᚓࡋࡓ㈨᱁ࢆάࡏࡿ⫋ሙ
࣭௰ࡀⰋࡃࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀࡾࡸࡍ࠸⫋ሙ
࣭ᅔࡗࡓ࿘ᅖࡀ༠ຊࡋࠊ୍⥴ゎỴࡋ࡚ࡃࢀࡿ⫋ሙ
㸦㸰㸧ാࡃពḧࢆኻࢃࡏࡿ⫋ሙࡣࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛ࡍࠋ
࣭ࢫࢱࢵࣇࡢ௰ࡀᝏ࠸⫋ሙ
࣭㢌ࡈ࡞ࡋ⮬ศࡢពぢ࣭⾜ືࢆྰᐃࡍࡿ⫋ሙ
࣭ឤㅰࡍࡿࡇࡢ࡛ࡁ࡞࠸⫋ሙ
࣭࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡇࢆ㈐ࡵࡽࢀࡿ⫋ሙ

㸲㸬࠼ࡽࢀࡓ⫋ົࡢෆᐜࡀᐇࡋ࡚࠸ࡿேࡢാࡃពḧࡣ㧗ࡲࡿ࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠶࡞ࡓࡢ
ാࡃពḧࡀ㧗ࡲࡗࡓ⫋ົࡸෆᐜࡋ࡚ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ㸺ᢤ⢋㸼
࣭ጤဨࡢ࡞࡛ࡢጤဨ㛗ࡢ
࣭௵ࠊ௵ࠊࢳ࣮࣒࣮ࣜࢲ࣮
࣭ᚋ㍮ࡢᣦᑟࠊ᪂ேᣦᑟ
࣭ࣉࣜࢭࣉࢱ࣮
࣭࣐ࢽࣗࣝసᡂ
࣭Ꮫ⏕ᣦᑟ
࣭ࢹ࣮ࢱ⟶⌮
࣭ຓ⏘ࠊศፔᣦᑟ
࣭ᛴኚ
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ከᩥ⌮ゎᨭ◊✲
࣓ࣥࣂ࣮㸦 㡢㡰㸧
⏣୰ ிᏊ 㸦ྡྂᒇᏛᅜ㝿ᩍ⫱ὶࢭࣥࢱ࣮ ᩍᤵ㸧
㏆⏣ ᨻ༤ 㸦ྡྂᒇᏛ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᩍᤵ㸧
ᮏᖺᗘࡢάື┠ᶆ
ձྡྂᒇᏛᩍ⫋ဨࡢከᩥ⌮ゎࢆ῝ࡵࠊᐇົᑐᛂࢫ࢟ࣝࢆ㧗ࡵࡿ
ղྡྂᒇᏛࡢᏛ⏕࠾ࡼࡧ㝃ᒓᏛᰯ⏕ᚐࡢከᩥ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿ
ᮏᖺᗘࡢάືᡂᯝ
ḟࡢࡼ࠺࡞Ꮫෆࡢྛ✀◊ಟࡽᣍ⪸౫㢗ࢆཷࡅࠊከᩥ⌮ゎࡸᅜ㝿ᑐᛂࡘ࠸࡚ࡢㅮ₇࣭ࢭ
࣑ࢼ࣮➼ࢆᐇࡋࡓࠋ
ձྡྂᒇᏛᩍ⫋ဨࢆᑐ㇟ࡍࡿ⾜
⾜ྡ㸸ᖹᡂ  ᖺᗘྡྂᒇᏛ᪂つ᥇⏝⫋ဨ◊ಟ
ࢭ࣑ࢼ࣮ࢱࢺࣝ㸸
ࠕᏛ⫋ဨࡢࡓࡵࡢከᩥࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖ
ㅮᖌ㸸⏣୰ ிᏊ㸦ᅜ㝿ᩍ⫱ὶࢭࣥࢱ࣮㸧
ࢭ࣑ࢼ࣮ࢱࢺࣝ㸸
ࠕᏛ♫࠾ࡅࡿከᩥඹ⏕ ࢝ࢹ࣑ົ⤌⧊ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ࢆࡵࡊࡋ࡚ࠖ
ㅮᖌ㸸㏆⏣ ᨻ༤㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
᪥㸸2013 ᖺ 4 ᭶ 3 ᪥
ദ㸸⥲ົ㒊⫋ဨㄢ
ᑐ㇟㸸ྡྂᒇᏛࡢ᪂つ᥇⏝⫋ဨ
⾜ྡ㸸ᖹᡂ  ᖺᗘ ྡྂᒇᏛ᪂௵ᩍဨ◊ಟ
ࢭ࣑ࢼ࣮ࢱࢺࣝ㸸
ࠕᅜ㝿ᑐᛂ㛵ࡍࡿࢭ࣑ࢼ࣮ࠖ
ㅮᖌ㸸⏣୰ ிᏊ㸦ᅜ㝿ᩍ⫱ὶࢭࣥࢱ࣮㸧
᪥㸸2013 ᖺ 4 ᭶ 4 ᪥
ሙᡤ㸸㔝౫グᛕᏛ⾡ὶ㤋 2 㝵࣮࣍ࣝ
ദ㸸㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮࣭⥲ົ㒊⫋ဨㄢ
ᑐ㇟㸸ྡྂᒇᏛࡢ᪂௵ᩍဨ
⾜ྡ㸸ᖹᡂ  ᖺᗘྡྂᒇᏛ௵⫋ဨ◊ಟ
ࢭ࣑ࢼ࣮ࢱࢺࣝ㸸
ࠕᏛ⫋ဨࡢࡓࡵࡢከᩥࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖ
ㅮᖌ㸸⏣୰ ிᏊ㸦ᅜ㝿ᩍ⫱ὶࢭࣥࢱ࣮㸧
ࢭ࣑ࢼ࣮ࢱࢺࣝ㸸
ࠕᏛ࠾ࡅࡿ⫋ဨᩍဨࡢ␗ᩥ⌮ゎࠖ
ㅮᖌ㸸㏆⏣ ᨻ༤㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
᪥㸸2013 ᖺ 6 ᭶ 13 ᪥
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ദ㸸⥲ົ㒊⫋ဨㄢ
ᑐ㇟㸸ྡྂᒇᏛࡢ௵⫋ဨ
⾜ྡ㸸ᖹᡂ  ᖺᗘᅜ㝿ᴗົ◊ಟࠕᏛ⫋ဨࡢࡓࡵࡢከᩥࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ◊ಟࠖ
ㅮ₇ࢱࢺࣝ㸸
ࠕ๓ࣥࢣ࣮ࢺࡽࡢၥ㢟ᥦ㉳ࠖ
ㅮᖌ㸸⏣୰ ிᏊ㸦ᅜ㝿ᩍ⫱ὶࢭࣥࢱ࣮㸧
ㅮ₇ࢱࢺࣝ㸸
ࠕእᅜேᩍဨࢆ⌮ゎࡋࠊᑐᛂࡍࡿ᪉ἲࠖ
ㅮᖌ㸸㏆⏣ ᨻ༤㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
᪥㸸2013 ᖺ 12 ᭶ 3 ᪥
ദ㸸ᅜ㝿㒊ᅜ㝿⏬ㄢ
ᑐ㇟㸸ྛ㒊ᒁ࠾࠸࡚␃Ꮫ⏕ࡸእᅜேᩍဨᑐᛂࡍࡿᶵࡢከ࠸ົ⫋ဨ࣭ົ⿵బဨ

ղྡྂᒇᏛࡢᏛ⏕࠾ࡼࡧ㝃ᒓᏛᰯ⏕ᚐࢆᑐ㇟ࡍࡿ⾜
⾜ྡ㸸 ᖺᗘࠕᏛࡧࡢᮭ࣭Ꮫ⾡ࢥ࣮ࢫࠖᆅ⌫ᕷẸᏛ᥈ồㅮᗙ
ࢭ࣑ࢼ࣮ࢱࢺࣝ㸸
ࠕୡ⏺ࡢᏛᰯᩥࠖ
ㅮᖌ㸸㏆⏣ ᨻ༤㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
᪥㸸2013 ᖺ 8 ᭶ 8 ᪥
ദ㸸Ꮫ㝔ᩍ⫱Ⓨ㐩⛉Ꮫ◊✲⛉୰➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮(CSES)
ᑐ㇟㸸ྡྂᒇᏛᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓ㧗➼Ꮫᰯࡢ㧗ᰯ⏕
⾜ྡ㸸Seminar series on “Contemporary Topic in Education across the Globe”
ࢭ࣑ࢼ࣮ࢱࢺࣝ㸸 ‘Education in Vietnam’㸦ⱥㄒㅮ₇㸧
ㅮᖌ㸸㏆⏣ ᨻ༤㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
᪥㸸2013 ᖺ 9 ᭶ 2 ᪥
ദ㸸ྡྂᒇᏛᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓ㧗➼Ꮫᰯ
ᑐ㇟㸸ྡྂᒇᏛᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓ㧗➼Ꮫᰯࡢ㧗ᰯ⏕࠾ࡼࡧᏛ⏕࣭እᅜே␃Ꮫ⏕
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⬟ຊㄆᐃᏛ◊✲
࣓ࣥࣂ࣮
ኟ┠ 㐩ஓ 㸦ྡྂᒇᏛ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
 ㏆⏣ ᨻ༤ 㸦ྡྂᒇᏛ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
୰ ಇᶞ 㸦ྡྂᒇᏛ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
㰻⸨ ⰾᏊ 㸦ྡྂᒇᏛ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
 ຍ⸨ ࠾ࡾ㸦᪂₲ᏛᏛᩍ⫱ᶵ⬟㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮㸧
άື┠ᶆ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ᪥ᮏࠊ࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜࠊࣇࣛࣥࢫ࠾ࡅࡿᴗࡢປാຊࢽ࣮ࢬࡸປົ⟶⌮ࡢᡭἲ
ࡢኚࡢືྥࢆㄪᰝࡍࡿࡶࠊࡇࢀࡽࡢᴗഃࡢኚᑐࡍࡿ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢᑐᛂࡢ≧ἣࡸ
ᑗ᮶ᡓ␎ࡢෆᐜ➼ࡘ࠸࡚ㄪᰝ࣭◊✲ࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ㄢ㢟ࢆタᐃࡍࡿࠋ
ձࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡼࡿປົ⟶⌮㛵ࡍࡿ◊✲ືྥࡢㄪᰝࢆ⾜࠺ࠋ
ղ㧗ᗘ⫋ᴗேᑐࡍࡿࢽ࣮ࢬࡸࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡼࡿປົ⟶⌮ᑟධࡢ≧ἣ㛵ࡍࡿㄪᰝࢆ⾜࠺ࠋ
ճ᪥ᮏࠊ࣓ࣜ࢝ࠊࣇࣛࣥࢫࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࢆᑐ㇟ࠊᴗࡢປാຊࢽ࣮ࢬࡢᑐᛂࡘ࠸࡚ࠊ
ᩍ⫱ㄢ⛬Ꮫ⏕ࡢᑵ⫋ᨭ⟇➼ࡢⅬࡽㄪᰝࡍࡿࠋ
մ୰ኸ㸦㐃㑥㸧ᨻᗓࡢປാ┬ᩍ⫱┬ࢆᑐ㇟ࠊᴗ࠾ࡅࡿ᪂ࡋ࠸ປົ⟶⌮ᑟධࡸࠊࡑࢀ
ᑐࡍࡿྛ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢᑐᛂ⟇㛵ࡍࡿᨻᗓࡢ᪉㔪࣭ලయⓗ࡞ᨻ⟇➼ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡍࡿࠋ
յୖグࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆࡩࡲ࠼ࠊ᪥ᮏࡢᏛ࠾ࡅࡿᏛ⏕ࡢᑵ⫋ಁ㐍࣭ᨭ᪉⟇ࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚
᳨ウࡍࡿ
 ᖺᗘࡢάື≧ἣ
ࣔࣟࢵࢥ࡛㛤ദࡉࢀࡓ࣮ࣚࣟࢵࣃᩍ⫱ホ౯Ꮫ㸦ADMEE㸧ࡢᖺḟ௦⾲ࢆὴ㐵ࡋ࡚ࠊࣚ
࣮ࣟࢵࣃㅖᅜࡢᏛ࠾ࡅࡿ⬟ຊホ౯㛵ࡍࡿไᗘ㐠⏝ࡢᐇែ㛵ࡋ࡚ሗ࣭㈨ᩱࡢ㞟ࢆ⾜
ࡗࡓ㸦2014 ᖺ 1 ᭶㸧
ࠋ
 ᖺᗘࡢάືᡂᯝ
㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢࢪ࣮ࣕࢼࣝࠗྡྂᒇ㧗➼ᩍ⫱◊✲࠘➨ 14 ྕࠊㄽᩥࠕ⬟ຊホ౯㔜ど࡛
ಟᏛච㝖ࡢᏛᤵࢩࢫࢸ࣒㛵ࡍࡿᅜ㝿ẚ㍑ࠖࢆࠊኟ┠ຍ⸨ࡢඹⴭࡼࡾⓎ⾲ࡋࡓࠋ
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≀⌮Ꮫㅮ⩏ᐇ㦂◊✲
࣓ࣥࣂ࣮
௦⾲  ୕ᾆ ⿱୍ 㸦ྡྂᒇᏛᏛ㝔 ⌮Ꮫ◊✲⛉ ᩍᤵ㸧
ᑠす ဴ㑻 㸦ྡྂᒇᏛᏛ㝔 ⌮Ꮫ◊✲⛉ ᩍᤵ㸧
୰ᮧ Ὀஅ 㸦ྡྂᒇᏛᏛ㝔 ሗ⛉Ꮫ◊✲⛉ ᩍᤵ㸧
ྂ⃝ ᙲᾈ 㸦ྡྂᒇᏛᩍ㣴ᩍ⫱㝔 ᑓ௵ㅮᖌ㸧
༓௦ ᐇ 㸦ᒣᙧᏛᇶ┙ᩍ⫱㝔 ᩍᤵ㸧
㰻⸨ ⰾᏊ 㸦ྡྂᒇᏛ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ຓᩍ㸧
⸨⏣ ࠶ࡁ⨾㸦ಙᕞᏛᕤᏛ㒊 ㅮᖌ㸧
ᖿ  Ᏻ⏣ ῟୍㑻㸦ᒱ㜧Ꮫᩍ㣴ᩍ⫱᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ ᩍᤵ㸧
άື┠ᶆ
⌮⣔ㅮ⩏࡛Ꮫ⏕ࡀయ㦂ⓗᏛ⩦ࡍࡿᶵࢆసࡾࠊ⌮ㄽᐇ㦂ࢆ㛵ಀ࡙ࡅࡿᡭἲࡢ㸯ࡘࡋ࡚ࠊ
ㅮ⩏୰ࡢᐇ㦂㸦௨ୗࠊ
ࠕㅮ⩏ᐇ㦂ࠖ
㸧ࢆᑟධࡍࡿ᪉ἲࡀ࠶ࡿࠋ⌧ᅾࠊㅮ⩏ᐇ㦂ࡢჾල㛤Ⓨά⏝
ࡣࠊྛᏛࡢᩍဨࡀྛ⮬࡛ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠾ࡾࠊࡑࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࡀඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ᡃࠎࡣࠊ
Ꮫෆእࡢㅮ⩏ᐇ㦂㛵ࡍࡿࣀ࢘ࣁ࢘ࢆᢳฟࡋࠊྛᏛࡢᩍဨ㛫࡛ඹ᭷࡛ࡁࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᙧᡂ
ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏᖺᗘࡢάືෆᐜ
1) ᪂つㅮ⩏ᐇ㦂ࡢ㛤Ⓨ࣭㞟✚
2) ᪤Ꮡㅮ⩏ᐇ㦂ࡢㄪᰝᨵၿ
3) ࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࣭࢙࢘ࣈࢧࢺࡢᬑཬ
4) ࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࣭࢙࢘ࣈࢧࢺࡢయ࣭ᶵ⬟ࡢᨵၿ
5) ㅮ⩏ᐇ㦂ࡢຠᯝ ᐃἲ࣭ホ౯ἲࡢ᳨ウᐇ
ྜ᪥ 2013 ᖺ 4 ᭶ 17 ᪥ࠊ5 ᭶ 22 ᪥ࠊ6 ᭶ 19 ᪥ࠊ9 ᭶ 11 ᪥ࠊ10 ᭶ 2 ᪥ࠊ11 ᭶ 6 ᪥ࠊ
12 ᭶ 18 ᪥ࠊ2014 ᖺ 1 ᭶ 15 ᪥ࠊ2 ᭶ 14 ᪥㸦㛤ദணᐃ㸧

ᮏᖺᗘࡢάືᡂᯝ
◊✲ㄽᩥ Ᏻ⏣῟୍㑻ࠊ୕ᾆ⿱୍ࠊ2014ࠊࠕ⛉Ꮫ⪅ࡢᛮ⪃࣭⾜ືᵝᘧࢆᛕ㢌࠾࠸ࡓ≀⌮ᩍ⫱
࠾ࡅࡿయ㦂ᆺᏛ⩦ࡢኚ㠉ࠖࠗྡྂᒇ㧗➼ᩍ⫱◊✲࠘➨ 14 ྕ㸦3 ᭶Ⓨ⾜ணᐃ㸧
◊✲ὶ ࣑ࢽ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠕ≀⌮Ꮫࡢㅮ⩏ᐇ㦂ࡽయ㦂Ꮫ⩦ࡢⓎᒎࡢྍ⬟ᛶࢆ᥈ࡿࠖᏛ
ᩍ⫱ᨵ㠉ࣇ࢛࣮࣒ࣛ in ᮾᾏ 2014㸦2014 ᖺ 3 ᭶ 8 ᪥ࠊྡྂᒇᏛ㸧
◊✲Ⓨ⾲ Yasuyuki Nakamura, Jun-ichiro Yasuda, Tetsuro Konishi, Katsumi Senyo, Akihiro Furuzawa,
Yoshiko Saitoh and Yuichi Miura, “Concurrent Use of Demonstrations and Simulations for
Teaching of Basic Physics” , Proceedings of the 12th Asia Pacific Physics Conference.
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◊✲Ⓨ⾲ Y. Miura, Y. Nakamura, J. Yasuda a, T. Konishi, K. Senyo b, A. Furuzawa, Y. Saitoh, “The
systematic demonstration of the physical phenomenon in weightless environment - Examples of
an active learning”, Proceedings of the 12th Asia Pacific Physics Conference.
◊✲Ⓨ⾲ ୕ᾆ⿱୍ࠊᑠすဴ㑻ࠊ୰ᮧὈஅࠊྂ⃝ᙲᾈࠊᏳ⏣῟୍㑻ࠊ༓௦ᐇࠕ≀⌮Ꮫㅮ⩏࠾
ࡅࡿ⣔⤫ⓗ₇♧ᐇ㦂-㔜ຊࠊྥᚰຊࠊཬࡧ࢚ࢿࣝࢠ࣮ಖᏑ๎ࡢ㛵ಀࢆ⌮ゎࡉࡏࡿᩍᮦ㛤
Ⓨࠖ᪥ᮏ≀⌮Ꮫ 2013 ᖺ⛅Ꮨ㸦2013 ᖺ 9 ᭶ 26 ᪥ࠊᚨᓥᏛ㸧
◊✲Ⓨ⾲ ༓௦ᐇࠊᏳ⏣῟୍㑻ࠊ⸨⏣࠶ࡁ⨾ࠊᑠすဴ㑻ࠊ୕ᾆ⿱୍ࠊ୰ᮧὈஅࠊྂ⃝ᙲᾈࠊ
     㰻⸨ⰾᏊࠕ≀⌮Ꮫㅮ⩏࠾ࡅࡿ⣔⤫ⓗ₇♧ᐇ㦂-ᒣᙧᏛᇶ┙ᩍ⫱ࠕయឤࡍࡿ⛉Ꮫ࡛ࠖ
ࡢᐇࠖ᪥ᮏ≀⌮Ꮫ 2013 ᖺ⛅Ꮨ㸦2013 ᖺ 9 ᭶ 26 ᪥ࠊᚨᓥᏛ㸧
◊✲Ⓨ⾲ ୰ᮧὈஅࠊᏳ⏣῟୍㑻ࠊᑠすဴ㑻ࠊ༓௦ᐇࠊྂ⃝ᙲᾈࠊ㰻⸨ⰾᏊࠊ⸨⏣࠶ࡁ⨾ࠊ୕
ᾆ⿱୍ࠕ≀⌮Ꮫㅮ⩏࠾ࡅࡿ⣔⤫ⓗ₇♧ᐇ㦂̿ᐇ㦂ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡢඹᏑ̿ࠖ᪥
ᮏ≀⌮Ꮫ 2013 ᖺ⛅Ꮨ㸦2013 ᖺ 9 ᭶ 25 ᪥ࠊᚨᓥᏛ㸧
◊✲Ⓨ⾲ ୕ᾆ⿱୍ࠊ༓௦ᐇࠊᑠすဴ㑻ࠊ୰ᮧὈஅࠊྂ⃝ᙲᾈࠊ㰻⸨ⰾᏊࠊᏳ⏣῟୍㑻ࠊ⸨⏣
࠶ࡁ⨾ࠕ≀⌮Ꮫㅮ⩏࠾ࡅࡿ⣔⤫ⓗㅮ⩏ᐇ㦂㸫ᐇ

ࢆ㉳Ⅼࡋࡓ㆟ㄽࡢᒎ㛤ࠖ᪥ᮏ≀

⌮Ꮫ➨ 69 ᅇᖺḟ㸦2014 ᖺ 3 ᭶ 27 ᪥ࠊᮾᾏᏛ㸧㸦Ⓨ⾲ணᐃ㸧
◊✲Ⓨ⾲ ༓௦ᐇࠊᏳ⏣῟୍㑻ࠊ⸨⏣࠶ࡁ⨾ࠊᑠすဴ㑻ࠊ୕ᾆ⿱୍ࠊ୰ᮧὈஅࠊྂ⃝ᙲᾈࠊ㰻
⸨ⰾᏊࠕ≀⌮Ꮫㅮ⩏࠾ࡅࡿ⣔⤫ⓗㅮ⩏ᐇ㦂Ꮫ⏕యᆺᤵᴗࡢྍ⬟ᛶࠖ᪥ᮏ≀⌮Ꮫ
➨ 69 ᅇᖺḟ㸦2014 ᖺ 3 ᭶ 27 ᪥ࠊᮾᾏᏛ㸧㸦Ⓨ⾲ணᐃ㸧
◊✲Ⓨ⾲ Ᏻ⏣῟୍㑻ࠊ༓௦ᐇࠊ୰ᮧὈஅࠊᑠすဴ㑻ࠊྂ⃝ᙲᾈࠊ⸨⏣࠶ࡁ⨾ࠊ㰻⸨ⰾᏊࠊ୕
ᾆ⿱୍ࠕ≀⌮Ꮫㅮ⩏࠾ࡅࡿ⣔⤫ⓗ₇♧ᐇ㦂㸫⛉Ꮫⓗᛮ⪃ຊࡢホ౯᪉ἲࡢ᳨ウ㸫ࠖ᪥
ᮏ≀⌮Ꮫ➨ 69 ᅇᖺḟ㸦2014 ᖺ 3 ᭶ 27 ᪥ࠊᮾᾏᏛ㸧㸦Ⓨ⾲ணᐃ㸧
ᩍᮦ㛤Ⓨ ୕ᾆ⿱୍ࠊᏳ⏣῟୍㑻ࠊ༓௦ᐇࠊ୰ᮧὈஅࠊᑠすဴ㑻ࠊྂ⃝ᙲᾈࠊ⸨⏣࠶ࡁ⨾ࠊ㰻
⸨ⰾᏊࠕ≀⌮Ꮫㅮ⩏ᐇ㦂ࣁࣥࢻࣈࢵࢡ㸦➨㸱∧㸧ࠖ㸦3 ᭶Ⓨ⾜ணᐃ㸧
ᡂᯝබ㛤 ୰ᮧὈஅࠕMOODLE ࢆ⏝࠸ࡓㅮ⩏ᐇ㦂◊✲࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢᵓ⠏ࠖ
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ྡྂᒇ㹇㹐◊✲
࣓ࣥࣂ࣮
ᒸ⏣  ᭷ྖ 㸦㧗༓✑Ꮫே㛫⛉Ꮫ㒊㸧
ᕝ㑣㒊 㝯ྖ 㸦❧㤋Ꮫᩍ⫱㛤Ⓨ᥎㐍ᶵᵓ㸧
㫽ᒃ

᭸Ꮚ 㸦❧㤋Ꮫᩍ⫱㛤Ⓨ᥎㐍ᶵᵓ㸧

୰

ಇᶞ 㸦ྡྂᒇᏛ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠊ௦⾲㸧

⸨  㒔ⓒ 㸦ྡྂᒇᏛホ౯⏬ᐊࠊᖿ㸧
ᒣ⏣

๛ྐ 㸦ឡᏛᩍ⫱࣭Ꮫ⏕ᨭᶵᵓᩍ⫱⏬ᐊ㸧

ᮏᖺᗘࡢάື┠ᶆ
ᖺᗘᘬࡁ⥆࠸࡚ࣥࢫࢸࢳ࣮ࣗࢩࣙࢼ࣭ࣝࣜࢧ࣮ࢳ㸦௨ᚋࠊ㹇㹐㸧㛵ࡍࡿᏛࡢ⌧ሙ
࠾ࡅࡿᐇ㊶ⓗ࡞▱㆑ࢆࠊ㹇㹐ᚑࡍࡿᩍ⫋ဨ㧗➼ᩍ⫱ࡢᑓ㛛ᐙࡼࡗ࡚㞟࣭ᩚ⌮ࡋࠊ◊
ಟᩍᮦࢆసᡂࡍࡿࠋ
ᮏᖺᗘࡢάືෆᐜάືᡂᯝ
1) 2013 ᖺ 9 ᭶᭩⡠ࠕᏛࡢ IR Q&Aࠖࢆฟ∧ࡋࡓࠋ
2) ࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ⾜࠸ࠊIR ࡛ᚲせࡉࢀࡿ▱㆑ࠊᢏ⬟㛵ࡍࡿ◊ಟࢆᐇࡋࡓࠋ
࣭2013 ᖺ 11 ᭶ 22 ᪥ࠊྡྂᒇᏛ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮➨ 119 ᅇᣍ⪸ࢭ࣑ࢼ࣮ࠕᩍᏛ IR ࡢ
㛤Ⓨࡢࣉ࣮ࣟࢳ㸫ࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥࡢ㔜せᛶ↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚㸫ࠖ
㸦ㅮᖌ㸸㫽ᒃ᭸
Ꮚࠊᕝ㑣㒊㝯ྖ㸧
3) MJIR2013(2013 ᖺ 9 ᭶ࠊ࣭ࡃࡧࡁ࣓ࢵࢭ࣭ᯇỤᕷ㸧࡛ᡂᯝⓎ⾲ࠕ᪥ᮏࡢᏛ࠾ࡅࡿ IR
ᐇ㊶▱ࡢඹ᭷̿ Q&A 㞟సᡂࢆ㏻ࡌ࡚ ̿ࠖ
㸦Ⓨ⾲⪅㸸⸨㒔ⓒࠊ㫽ᒃ᭸Ꮚࠊᒸ⏣᭷ྖࠊᕝ㑣
㒊㝯ྖࠊᒣ⏣๛ྐࠊ୰ಇᶞ㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
4) ◊✲ࢆ㛤ദࡋࠊฟ∧ᚋࡢἼཬຠᯝࠊᐇࡋࡓ◊ಟ➼ࡘ࠸࡚㆟ㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࣭2013 ᖺ 11 ᭶ 22 ᪥-23 ᪥ࠊྡྂᒇᏛ
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ྡྂᒇ㹑㹂◊✲
┠ⓗ
ᮏ◊✲ࡣࠊᩍົ⤒㦂㇏ᐩ࡞⫋ဨᩍົ㛵ᚰࡢ࠶ࡿᩍဨࡼࡾࠊᩍົ⣔⫋ဨᚲせ࡞ᑓ㛛▱
㆑࣭ࢫ࢟ࣝ➼ࢆ᫂ࡽࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿࠋ
࣓ࣥࣂ࣮
௦⾲

୰ ಇᶞ 㸦ྡྂᒇᏛ㸧
ᕝᓥ 㤶⧊ 㸦ឡ▱┴❧Ꮫ㸧
ᯇ⏣ ᡯ 㸦ྡྂᒇᏛ㸧
ᐑᯘ ᖖᓫ 㸦㤳㒔Ꮫᮾி㸧
Ỉ㇂ ᪩ே 㸦᪥ᮏ⚟♴Ꮫ㸧
᳃ ᚁ୍㑻 㸦ྡྂᒇᏛ㸧
ᮧ℩ 㝯ᙪ 㸦ศᏛ㸧
㛗ᑿ ⩏๎ 㸦ྡྂᒇᏛ㸧
ᑠ㔝 ኈ 㸦㱟㇂Ꮫ㸧
ୖす ᾈྖ 㸦ዉⰋᩍ⫱Ꮫ㸧
㰻⸨ ⰾᏊ 㸦ྡྂᒇᏛ㸧
㎮ᕭ ᪩ⱑ 㸦㏣ᡭ㛛Ꮫ㝔Ꮫ㸧

ᮏᖺᗘࡢάື┠ᶆ
1)

ᩍົ㛵ࡍࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ཪࡣ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㛤ദࡍࡿࠋ

2)

ᩍົࡢయ⣔ⓗ▱㆑࣭ࢫ࢟ࣝ㛵ࡋࠊᖺᗘᮎ㛤ദணᐃࡢᏛᩍ⫱ᨵ㠉ࣇ࢛࣮࣒ࣛ in ᮾᾏ࡛Ⓨ⾲
ࡍࡿࠋ

3)

ᖺᗘᮎࢆ┠㏵ࡋ࡚ᩍົ⣔⫋ဨࡢࡓࡵࡢࢆタ❧ࡍࡿࠋ

ᮏᖺᗘࡢάືෆᐜཬࡧᡂᯝ
1)

ᩍົࡢయ⣔ⓗ▱㆑࣭ࢫ࢟ࣝࡢᩚ⌮ࡘ࠸࡚ࠊᐇ㊶ⓗ࡞ࡶࡢ࠸࠺ㄆ㆑ࡽࠊࢣ࣮ࢫ࣭ࢫࢱࢹ
ࡼࡾ⪃࠼࡚࠸ࡃࡇࡋࠊ8 ᭶ 23 ᪥㸦㔠㸧ᩍဨචチἲ㛵ࡍࡿࢣ࣮ࢫࡼࡿ࣑ࢽ࣮࣡
ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㛤ദࡋࡓࠋ
㸦ཧຍ⪅㸸ᅜබ⚾❧Ꮫᩍ⫋ဨ 54 ྡ㸧

2)

ᩍ⫋ㄢ⛬ᴗົ㛵ࡍࡿ Q&A ᙧᘧࡢゎㄝ᭩ࢆసᡂࡍࡿࡇࡋࡓࠋ

3)

3 ᭶ 8 ᪥㛤ദࡉࢀࡿᏛᩍ⫱ᨵ㠉ࣇ࢛࣮࣒ࣛ in ᮾᾏ࠾࠸࡚ࠊ
ࠕᩍົົࡢ⥅ᢎࠖ࠸࠺ࢸ
࣮࣐࡛࣮࣭࢜ࣛࣝࢭࢵࢩࣙࣥࢆ㛤ദࡋࡓࠋ

4)

ᩍົ㛵ࡍࡿᐇ㊶ⓗ▱㆑ࡢ᥈✲ࠊࡑࢀࡽࡢ✚ཬࡧࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏ࡢࡓࡵࠊᩍົ⣔⫋ဨࡢ
⫱ᡂཬࡧᡂ㛗ࢆᨭࡍࡿᏛᩍົᐇ㊶◊✲ࢆタࡍࡿࡇࡋࠊ➨ 1 ᅇࢆ 3 ᭶ 9 ᪥
㛤ദࡋࡓࠋ
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㈨ᩱ㸯 ࠕ࡛Ꮫࡪᩍဨචチᴗົ࣮ࠖ࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࣥࢣ࣮ࢺ㸦ᵝᘧ㸧
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㈨ᩱ㸰 ࠕ࡛Ꮫࡪᩍဨචチᴗົ࣮ࠖ࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ㸦ᴫせ㸧
 ᅇ⟅ᩘ㸸50 ௳
 ᅇ⟅⋡㸸92.6%
ۑᡤᒓᶵ㛵ࡘ࠸࡚

ۑᛂເ⌮⏤㸦」ᩘᅇ⟅㸧

ᅜ❧

20

බ❧

⮬ᕫ◊㛑

39

6

ୖྖࡢ່ࡵ

10

⚾❧

23

◊ಟࡢ୍㒊

4

୍⯡

1

ࡑࡢ

2

⥲ィ

50

⥲ィ

ۑᴗົཧ⪃࡞ࡗࡓ
ཧ⪃࡞ࡗࡓ

55

ۑෆᐜࡢ㞴᫆ᗘ
㞴ࡋࡗࡓ

46

7

࠶ࡿ⛬ᗘཧ⪃࡞ࡗࡓ

4

ᑡࡋ㞴ࡋࡗࡓ

29

ࡕࡽࡶ࠸࠼࡞࠸

0

ᬑ㏻

13

࠶ࡲࡾཧ⪃࡞ࡽ࡞ࡗࡓ

0

ᑡࡋ⡆༢ࡔࡗࡓ

1

ཧ⪃࡞ࡽ࡞ࡗࡓ

0

⡆༢ࡔࡗࡓ

0

⥲ィ

⥲ィ

50

ۑ㐍⾜
‶㊊

50

ۑᩍົᢸᙜ⪅ࡢࡓࡵࡢࡢཧຍ
42

ཧຍࡋࡓ࠸

30
16

࠶ࡿ⛬ᗘ‶㊊

7

ཧຍࡋ࡚ࡶ࠸࠸

ࡕࡽࡶ࠸࠼࡞࠸

1

ࡕࡽࡶ࠸࠼࡞࠸

4

࠶ࡲࡾ‶㊊ࡋ࡞ࡗࡓ

0

࠶ࡲࡾཧຍࡋࡓࡃ࡞࠸

0

‶㊊ࡋ࡞ࡗࡓ

0

ཧຍࡋࡓࡃ࡞࠸

0

⥲ィ

⥲ィ

50
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㈨ᩱ㸱 Ꮫᩍົᐇ㊶◊✲➨㸯ᅇ࣏ࢫࢱ࣮
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㈨ᩱ㸲 Ꮫᩍົᐇ㊶◊✲➨㸯ᅇᴫせ
᪥ 㸸2014 ᖺ 3 ᭶ 9 ᪥㸦᪥㸧10:00㹼15:00
ሙ ᡤ㸸ྡྂᒇᏛ ᮾᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ⌮Ꮫ㒊༡㤋 ᆏ⏣࣭ᖹ⏣࣮࣍ࣝ
 ദ㸸ྡྂᒇᏛ 㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮
ᴫせ
ᩍົᴗົࡢ㧗ᗘࡸᩍົ⣔⫋ဨࡢᑓ㛛ᛶࡢྥୖ࠾࠸࡚ࡣࠊᏛෆእࡢໃኚᑐᛂࡋࠊ้ࠎ
ኚࡍࡿᩍົ㛵ࡍࡿ▱㆑࣭ࢫ࢟ࣝࢆᖖᤸᥱࡋ࡞ࡀࡽࠊᩍົ㛵ࡍࡿᐇ㊶ⓗ▱㆑ࢆ῝ࡵ࡚࠸
ࡃࡇࡀ㔜せ࡛ࡍࠋᩍົ㛵ࡍࡿᩍ⫋ဨࡼࡿ◊✲ࡸᐇ㊶ࠊࡑࢀࡽࡢ✚ཬࡧࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ
⠏୪ࡧḟୡ௦ࡢᩍົ⣔⫋ဨࡢ⫱ᡂ➼ࢆᨭࡍࡿᏛᩍົᐇ㊶◊✲ࢆタ❧ࡋࠊࡇࡇ➨㸯ᅇ
ࢆ㛤ദࡋࡲࡍࠋ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
9㸸30

ཷ

10㸸00

᮶㈱ᣵᣜ

⏣㢌 ྜྷ୍ Ặ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸧

10㸸20

ㅮ₇

⩚⏣ ㈗ྐ Ặ㸦ᮾᏛ㸧

ࠕᩍ⫱ᨵ㠉ࡢࡓࡵࡢṊჾࠖ
11㸸30

◊✲タ❧㊃᪨ㄝ᫂

ୖす ᾈྖ Ặ㸦ዉⰋᩍ⫱Ꮫ㸧

12㸸00

⏬ㄝ᫂

ᮧ℩ 㝯ᙪ Ặ㸦ศᏛ㸧

12㸸10

࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲㸤㣗

13㸸30

Ⓨ⾲Ϩ

ᑠ㔝 ኈ Ặ㸦㱟㇂Ꮫ㸧

ࠕ⮬ᕫⅬ᳨࣭ホ౯ไᗘࢆᇶⅬࡋࡓᒚಟせ㡯ࡢᨵၿࠖ
14㸸00

Ⓨ⾲ϩ

▼ሯ ṇᘺ Ặ㸦ឡ▱┴❧Ꮫ㸧

ࠕᏛⓗ࡞ᩍ⫋ᨭయไࡢ࠶ࡾ᪉㸫ࡑࡢᚲせ᮲௳ࡢᶍ⣴ᨵ㠉ྥࡅࡓྲྀ⤌㸫ࠖ
14㸸30

Ⓨ⾲Ϫ

㭯⏣ ༤ಙ Ặࠊᑠᯘ ᾈ⣖ Ặࠊฟ㞼 ㍜ Ặ㸦బ㈡Ꮫ㸧

ࠕᩍ⫱࣭Ꮫ⏕ᨭᴗົࡢྥୖ᪉⟇㸫బ㈡Ꮫົ⣔⫋ဨຮᙉ㸫ࠖ
ㅮ₇ᴫせ
10  20 ศ㸫11  30 ศ
ㅮ₇ ⩚⏣ ㈗ྐ Ặ㸦ᮾᏛ㸧
ࠕᩍ⫱ᨵ㠉ࡢࡓࡵࡢṊჾࠖ
Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉࡚ࡇࡎࡿࡶࡢࡣ࡞࠸ࠋᖖពぢࡣ୍⮴ࡋ࡞࠸ࠋ≉㒊ᒁᐖࡸศ㔝ࡢከᵝᛶ
ࢆ⫼ᬒࡋࡓ㆟ㄽ࡞ࡿ㸪␗ㄽⓒฟࡍࡿࠋᏛᩍဨࡣ㸪ᨵ㠉ㄽ㆟ࡢሙࢆ㸪⮬ศࡓࡕࡀࢀࡔࡅ
እࡸၥ㢟ࢆᣦ࡛ࡁࡿࢆ➇࠺ࢥࣥࢸࢫࢺࡢ⯙ྎ຺㐪࠸ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋᇽࠎᕠࡾࡢ㆟
ㄽࡣ㸪ࡋࡧࢀࡀࡁࢀࡿࠋࡘ࠸ࡣ㸪ᩍ⫱◊✲ࡢయ࡛࠶ࡿᩍဨ௵ࡏ࡚࠾ࡅ࡞࠸㸪Ꮫ㛗ᑟ
ࡢᨵ㠉ᡭἲࢆ᥎ዡࡍࡿ່࿌ࡉ࠼ฟࡿጞᮎࡔࠋ
ࡔࡀ㸪ᶒຊࡀ࠶ࢀࡤྜព᭷┈࡞ᨵ㠉ࡀᐇ࡛ࡁࡿࡶࡢࡔࢁ࠺ࠋP.ࢭࣥࢤ࠸ࢃࡃࠕ⒪ࡀ
Ẽࡼࡾࡶᡭ㈇࠼࡞࠸ࡇࡶ࠶ࡿࠖ
ࠋᶒຊࡼࡗ࡚ࡶኚ࠼ࡀࡓ࠸ࡢࡣ㸪ᐇᵓ㐀࡛࠶ࡿࠋ㆟ㄽࡀ
ࡲࡲࡽ࡞࠸ࡢࡣ㸪༢ᩍဨࡀ㡹ᅛ࠸࠺ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ఱࡽࡢ⌮⏤ࡀ࠶ࡾ㸪࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡀ㞃ࡉ
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ࢀ࡚࠸ࡿࠋᢤࡁࡀࡓ࠸⌮⏤ࡣ㸪ᩍဨࡀ⮬ศࡓࡕࡢ⫱ࡗ࡚ࡁࡓ⎔ቃࢆ㸪ࡶ࠺୍ᗘ⏕ࡍࡿࡇࢆ⌮
ࡋࡀࡕ࡛࠶ࡿࡇ㸪ࡑࢀࢆᑐ㇟ࡋ㸪ࡢ㑅ᢥ⫥ࡢ୰࡛᪉ྥࢆỴᐃ࡛ࡁࡿ▱㆑⤒㦂
ஈࡋ࠸ࡇࡔࠋࡇࢁࡀ㸪Ꮫ⩦◊✲ἐ㢌ࡋ㸪ඃࢀࡓᴗ⦼ࢆ࠶ࡆࡓᩍဨ(ࡢ୰)ࡣ㸪ࡇࡢࡇࢆ
ㄆࡵ㞴࠸(ேࡶ࠸ࡿ)ࠋᏛࡢᇳ⾜㒊ࡔࡽゝࡗ࡚㸪ࡇࡢᐟ⑹ࡽචࢀ࡚࠸ࡿヂ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡉࡾ
࡚㸪࠺ࢇࡊࡾࡋ࡞ࡀࡽ═ࡵ࡚࠸ࡿヂࡶ࠸࡞࠸ࠋᩍ⫱ᨵ㠉ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵᚲせ࡞ࡶࡢࡣఱ㸪
ㅮ₇⪅ࡀࡲ࡛ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓᩍ⫱ᨵ㠉㸫ᩍဨ㣴ᡂ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉-ࣆ࣮ࢡไࡢྲྀࡾ⤌ࡳ㸪ᩍ⫱
Ꮫ᪂⛉┠ࡢタ⨨㸪⥲ྜ⛉┠ࠕ⌧௦ᖹࠖࡢࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮㸪චチἲᨵṇࡼࡿᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㠃ᨵṇ㸪⮫ᩍᑂᆺᏛ㒊ᨵ⤌ቑタ㸪ᩍဨ㣴ᡂᏛ㝔ࡢタ⨨㸪ᩍ㣴ࢮ࣑ࡢタ⨨
ࣁࣥࢻࣈࢵࢡసࡾ㸪Ꮫᩍဨ㣴ᡂ⛉┠ࠕᅔࡗࡓᏛᩍဨ࡞ࡽ࡞࠸ࡓࡵࠖࡢྲྀࡾ⤌ࡳ㸪Ꮫ⏕
ࡼࡿᤵᴗホ౯ࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㸪Ꮫ㝔ᩍ⫱ࡢㄪᰝ㸪ᩍ⫱㛵ಀඹྠ⏝ᣐⅬࡢタ⨨⬟ຊ㛤Ⓨࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࡢ᥎㐍࡞㸫ࡶྵࡵ㸪ᩍ⫱ᨵ㠉ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢࢶ࣮ࣝࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ぢࡓ࠸ࠋ
Ⓨ⾲ᴫせ
13  30 ศ㸫14  00 ศ
Ⓨ⾲Ϩ ᑠ㔝 ኈ Ặ㸦㱟㇂Ꮫ㸧
ࠕ⮬ᕫⅬ᳨࣭ホ౯ไᗘࢆᇶⅬࡋࡓᒚಟせ㡯ࡢᨵၿࠖ
Ꮫ⏕㛤タᤵᴗ⛉┠ࢆ᫂♧ࡋࠊᒚಟ᪉ἲ➼ࢆᥖ㍕ࡍࡿᏊ࡛࠶ࡿᒚಟせ㡯ࡘ࠸࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ࠊ
⛉┠ྡ࣭㓄ᙜᖺḟ࣭ᒚಟせ௳㸦ᚲಟ࣭㑅ᢥ➼㸧ࡢグ㍕ࡢࡳࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋ
2011 ᖺᗘࡽẖᖺᗘᐇࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓᮏᏛࡢ⮬ᕫⅬ᳨࣭ホ౯ไᗘࡢ㛤ጞࡼࡾࠊᚑ᮶ࡢᒚ
ಟせ㡯࡛ࡢ⾲グ᪉ἲࢆᨵࡵࠊྛᤵᴗ⛉┠ࡀࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱ㄢ⛬ᐇ࣭⦅ᡂࡢ᪉㔪ᇶ࡙࠸࡚㛤タ
ࡉࢀࠊࡢࡼ࠺࡞㐩ᡂ┠ᶆࡀ࠶ࡾࠊࡢࡼ࠺࡞ࣞ࣋ࣝ࡞ࡢ᫂♧࡛ࡁࡿࡼ࠺ᨵၿࡋࡓࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞グ㍕ᨵࡵࡿㄢ⛬࠾࠸࡚ࠊᖹᡂ 24 ᖺ 8 ᭶ࡢ୰ᩍᑂ⟅⏦ࡢ୰࡛㏙ࡽࢀ࡚࠸ࡿᩍ⫱
ㄢ⛬ࡢయ⣔ࡀᐜ᫆⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ⛉┠㛫ࡢ㛵㐃ࡸ⛉┠ෆᐜࡢ㞴᫆ࢆ⾲⌧ࡍࡿ␒ྕࢆࡘࡅࡿ
㸦ࢼࣥࣂࣜࣥࢢ㸧ࡇࡀᥦࡉࢀࠊࢼࣥࣂࣜࣥࢢࡢᩚഛࢆ⾜࠺୰࡛ᩍ⫱ㄢ⛬ᐇ࣭⦅ᡂࡢ᪉㔪
ྛ㛤タ⛉┠ࡢᩚྜᛶࡀࢀ࡚࠸ࡿࡢ᳨ドࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ᮏሗ࿌࠾࠸࡚ࠊᮏᏛᩥᏛ㒊࡛ࡢᒚಟせ㡯ࡢグ㍕ࢆࡵࡄࡿྲྀࡾ⤌ࡳㄢ㢟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋࡓ࠸ࠋ
14  00 ศ㸫14  30 ศ
Ⓨ⾲ϩ ▼ሯ ṇᘺ Ặ㸦ឡ▱┴❧Ꮫ㸧
ࠕᏛⓗ࡞ᩍ⫋ᨭయไࡢ࠶ࡾ᪉㸫ࡑࡢᚲせ᮲௳ࡢᶍ⣴ᨵ㠉ྥࡅࡓྲྀ⤌㸫ࠖ
ឡ▱┴❧Ꮫ࠾ࡅࡿᩍ⫋ᨭయไࡣࠊᖹᡂ㸰㸯ᖺᗘࡢ᪂ᏛⓎ㊊ࡼࡾࡁࡃኚࡋࡓࠋᚑ
᮶ࡣࠕᩍ⫋㛵ࡍࡿ⛉┠ࠖࠕᩍ⛉㛵ࡍࡿ⛉┠ࠖࡢᢸᙜᏛ⛉ࡀྠ୍Ꮫ㒊ᒓࡋᣦᑟୖࡢពᛮ
㏻ࡀᅗࡾ᫆ࡗࡓࡀࠊ⌧ᅾࡣࠕᩍ⫋㛵ࡍࡿ⛉┠ࠖཬࡧࠕᗂಖࠖ
ࠕᑠᏛᰯචチࠖᢸᙜᏛ⛉ࠊ
ࠕᩍ
⛉㛵ࡍࡿ⛉┠ࠖタ⨨Ꮫ⛉ࡣูᏛ㒊࡞ࡾࠊᚋ⪅ࡣࡉࡽᩍ⛉ẖᏛ⛉ࡀ␗࡞ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓࠕᩍ⫋㛵ࡍࡿ⛉┠ࠖྛࠕᩍ⛉㛵ࡍࡿ⛉┠ࠖࡢᢸᙜᏛ㒊࣭Ꮫ⛉ࡀ␗࡞ࡾࠊᒚಟつ
⛬ࡶᢸᙜᏛ㒊࣭Ꮫ⛉࡛␗࡞ࡿ≧ἣ࡛᭱ࡢㄢ㢟ࡣࠊᮏ᮶ࠊつ⛬ࢆ㐠⏝ࡋࠊ࠶ࡿ⛬ᗘᶵᲔⓗ⾜࠼
ࡿࡣࡎࡢᒚಟᣦᑟࡀࠊᏛ㒊࣭Ꮫ⛉ᩍဨࡼࡾᵝࠎ࡞ேⓗᑐᛂࡀࡉࢀࡿࡓࡵࠊ⫋ဨ࡛ࣞ࣋ࣝࡣᏛ
⏕ᑐࡍࡿᐈほⓗᣦᑟࡀ⾜࠼࡞࠸ࡇ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࢆඞ᭹ࡍࡿ➨୍ẁ㝵ࡋ࡚ࠊᩍ⫋ᑐᛂ❆ཱྀࢆᏛⓗ୍ඖࡋ୍࡚㈏ࡋࡓᒚಟつ⛬㐠⏝ࢆ
ᅗࡿඹࠊᩍဨ⫋ဨࡀ✚ᴟⓗ㛵ࡍࡿయไ⤌⧊ᨵ⦅ࠊព㆑ᨵ㠉ࢆ⾜࠺ࡇࢆィ⏬ࡋ࡚
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࠸ࡿࠋ
14  30 ศ㸫15  00 ศ
Ⓨ⾲Ϫ 㭯⏣ ༤ಙ Ặࠊᑠᯘ ᾈ⣖ Ặࠊฟ㞼 ㍜ Ặ㸦బ㈡Ꮫ㸧
ࠕᩍ⫱࣭Ꮫ⏕ᨭᴗົࡢྥୖ᪉⟇㸫బ㈡Ꮫົ⣔⫋ဨຮᙉ㸫ࠖ
㏆ᖺࡢᑡᏊ➼ࡢ≧ἣ࠾࠸࡚ࡣࠊඃ⚽࡞Ꮫ⏕ࢆ㞟ࡵࡿࡓࡵࡢ㨩ຊ࠶ࡿᏛసࡾࡀᛴົ࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵࡣࠊᩍဨྠົ⫋ဨࡢά㌍ࡶ㠀ᖖ㔜せ࡞ࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ
Ꮫኈㄢ⛬⟅⏦࡛ࡶᩍ⫋ဨࡢ⫋⬟㛤Ⓨ㸦FD࣭SD㸧ࡢ㔜せᛶࡀ㏙ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋబ㈡Ꮫ࡛ࡣࠊᩍ
ဨ༠ാ࡛ࡁࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ㸦▱㆑ࠊᢏ⬟➼㸧ࢆഛ࠼ࡓᏛົ⣔⫋ဨࡀ㊊ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ⫱ᡂࡀᛴ
ົ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏຮᙉࡣࠊᩍ⫱࣭Ꮫ⏕ᨭᴗົ㸦ධヨࠊᏛ⏕ᨭࠊᩍົཬࡧᑵ⫋㸧࠾࠸࡚ᩍဨ༠ാࡋࡓ
⏬❧ࡸᩍ⫱ࡢ㉁ಖドࡢ㈉⊩ࡀ࡛ࡁࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࢆഛ࠼ࡓᏛົ⣔⫋ဨࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊᏛࡢ⨨
ࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣࡢศᯒࡸᏛࡢᐇࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ㛵㐃ࡍࡿ▱㆑࣭ᢏ⬟➼ࢆಟᚓࡋࠊᏛ⫋ဨࡢᚰ
ᵓ࠼ࡸྲྀ⤌ࢆᏛࡪάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋຮᙉࡢ⏬ࡣᮏᏛົ⣔⫋ဨ᭷ᚿࡼࡿࡶࡢ࡛ࠊάືࡣ
ᖹᡂ 25 ᖺᗘ࡛ 3 ᖺ┠࡞ࡿࠋάື⤒㈝ࡋ࡚ࠊᏛෆண⟬ࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᏛົ⣔⫋ဨࢆ
ᑐ㇟ࡋࡓᩍ⫱ศ㔝㛵ࡍࡿ◊ಟࡋ࡚ࠊ⥲ົ㒊ேㄢࡀദࡍࡿ⫋ဨ◊ಟࡢᕪูࢆᅗࡗ࡚
࠸ࡿࠋ

࣏ࢫࢱ࣮ࢭࢵࢩࣙࣥ
㹎㸯
ࠕᏛ⏕ࡢᡂ㛗ࢆಁࡍ⫋ဨࡢάື㸫ಟᏛᣦᑟࡢ᪂ࡓ࡞どⅬ࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࢻࣂࢪࣥࢢ㸫ࠖ
୰ᮧ ❶㸦ឡ▱ᩍ⫱Ꮫ㸧
㏆ᖺࡢᏛᨵ㠉࡛ࡣࠊ
ࠕఱࢆᩍ࠼ࡿࠖࡽࠕఱࡀ⩦ᚓ࡛ࡁࡓࠖᏛ⩦ᡂᯝࡀ㔜どࡉࢀࠊᩍဨ
ࡢ㹄㹂άືࡼࡾࠊಶࠎࡢᤵᴗᨵၿࡀ㐍ࢇ࡛ࡁࡓࠋࡇࢀᑐࡋࠊᩍົ⣔⫋ဨࡀᢸ࠺ಟᏛᣦᑟࡣᨵ
ၿࡉࢀࡓࡔࢁ࠺ࠋࡘ࡚ࡣࠕ༢ࢆᥞ࠼࡚༞ᴗࠖ࠸࠺ᣦᑟ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᩍ⫱ࡢ㉁ಖドࡋ࡚
Ꮫ⩦ᡂᯝࡀ㔜どࡉࢀࡿ⌧ᅾࠊᏛ⩦ពḧࢆ㧗ࡵࡿᏛ⩦⎔ቃࡢᥦ౪ࡀồࡵࡽࢀࡿࡶࠊᏛ⏕ࡢከ
ᵝࡼࡾࠊ୍ᚊ࡞ᣦᑟࡽಶࠎࡢ⬟ຊ࣭≉ᛶᛂࡌࡓᣦᑟࡀᚲせ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡘ࠸࡚⡿ᅜࡣࠊᏛ⩦⪅ࡢ❧ሙ❧ࡗࡓᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ࡸ࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࢻࣂࢪࣥࢢ
ࡼࡾᡂᯝࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࡀࠊᩥࡶṔྐࡶ␗࡞ࡿ⡿ᅜࡢไᗘࢆࡑࡢࡲࡲᑟධࡋ࡚ࡶᡂᯝࢆᣲࡆࡿ
ࡇࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ
Ⓨ⾲࡛ࡣࠊᡂᯝࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ⡿ᅜࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆ⫋ဨࡢ❧ሙࡽ⤂ࡋࠊᶓ୪ࡧ࡛ࡣ࡞ࡃࠕ⮬
Ꮫࡢࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏ࠖࡋࠊᐇ㊶ࡍࡿࡇࡀᏛ⏕ࡢᡂ㛗ࢆಁࡍάື࡞ࡿࡇࢆᥦࡋࡓ࠸ࠋ
㹎㸰
ࠕᏛᆅᇦࢆࡘ࡞ࡄࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢺồࡵࡽࢀࡿࡇࠖ
⸨⏣ 㸦ឡ▱Ꮫ㸧
Ꮫࡣᩍ⫱◊✲ࡢάᛶࠊᏛ⏕ᐇ㊶ຊ⫱ᡂࠊᆅᇦ⏕࣭άᛶ㈉⊩ࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࠊᆅ
ᇦࢆࣇ࣮ࣝࢻᩍ⫱࣭◊✲ࢆᒎ㛤ࡋࡓ࠸࠸࠺ࢽ࣮ࢬࢆᣢࡕࠊᆅᇦࡣࠊ⌧≧ࢆⱝ⪅▱ࡗ࡚
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ࡋ࠸ࠊぢ࡚ࡋ࠸ࠊ⪺࠸࡚ࡋ࠸࠸࠺ࢽ࣮ࢬࡀᙉࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࢽ࣮ࢬࡀྜ⮴ࡋࡓᆅᇦ
㐃ᦠᇶ࡙ࡃᩍ⫱ࡢᒎ㛤ࡀࠊᏛᆅᇦࡢ㛵ಀ࠾࠸࡚ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋࡋࠊᏛᆅᇦࡼࡿᵝࠎ࡞㐃ᦠᴗࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿ୰ࠊάືࡢ⥅⥆ᛶࠊᏛ࣭ᆅᇦ୧
ࢽ࣮ࢬࡢ୍⮴ࠊᢸᙜ⪅ࡢᒓே࡞ࠊᩘࠎࡢㄢ㢟ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᆅᇦࢆࣇ࣮ࣝࢻ
ࡋࡓᩍ⫱ࢆ⾜࠺㝿⏕ࡌࡿㅖㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿୖ࡛ࠊᩍົᢸᙜ⫋ဨࡸᆅᇦ㐃ᦠᢸᙜ⫋ဨࡀᯝࡓࡍᙺ
ࡣᴟࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊᓥ᰿┴❧Ꮫࡢࡽ╔ࢆᚓࡓᏛᆅᇦࡢ㛫ࡢࠕࡘ࡞ࡂᙺࠖ࡞ࡿࢥ࣮ࢹࢿ
࣮ࢺேᮦ࣭㒊⨫ࡢᚲせᛶࡘ࠸࡚ࠊࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢺồࡵࡽࢀࡿ 7 㡯┠ࢆᩚ⌮ࡋࠊ᪥ồࡵࡽࢀ
ࡿࡘ࡞ࡂᙺศᯒࡢ୍ຓࡋࡓ࠸ࠋ
㹎㸱
ࠕᩍ⫋ㄢ⛬ᢸᙜᩍ⫋ဨࡢࡓࡵࡢᐇ㊶ⓗࢸ࢟ࢫࢺࡢసᡂࡘ࠸࡚࣑̿ࢫࡢ࡞࠸ᴗົࡢࡓࡵ̿ࠖ
ᮧ℩ 㝯ᙪ㸦ศᏛ㸧
ᑠ㔝 ኈ㸦㱟㇂Ꮫ㸧
ᩍ⫋ㄢ⛬ࡣ㈨᱁ㄢ⛬ࡢ୰࡛᭱ࡶ࣓ࢪ࣮ࣕ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢᴗົ࠾࠸࡚ࠊᏛ⏕ࡢ㐍㊰
ࡁࡃᙳ㡪ࡍࡿࡼ࠺࡞࣑ࢫࡀẖᖺࡢࡼ࠺ᅜࡢࡇࡢᏛ࡛㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࠋ࣑ࢫࡢⓎ⏕ཎᅉࡣ
ᵝࠎ࡛࠶ࡿࡀࠊᢸᙜࡍࡿ⫋ဨࡢ▱㆑㊊ࡀࡁ࡞せᅉࡋ࡚ᣦࡉࢀࡿࠋࡇࡢศ㔝ࡢ⫋ဨ⫱ᡂࡀ
༑ศ࡛࡞࠸ࡶゝ࠼ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡣࠊᩍ⫋ㄢ⛬ᴗົࢆศࡾࡸࡍࡃゎㄝࡍࡿᡭᘬ᭩ࡀᚲせ࡛࠶
ࢁ࠺ࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊྡྂᒇ㹑㹂◊✲ᩍົ㹕㹅࡛ࡣࠊᩍ⫋ㄢ⛬ࡢᴗົᦠࢃࡿᩍ⫋ဨࡢࡓࡵࠊᴗົᙜ
ࡓࡗ࡚ࡢᇶᮏⓗ࡞ᣦ㔪ࢆྲྀࡾࡲࡵࡿࡶࠊࡇࡢศ㔝ࡢᴗົࡢ⌧ሙࡢၥ⟅࠼ࡿᙧ࡛ࠊ㹏
㸤㸿᪉ᘧࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆసᡂࡍࡿࡇࡋࡓࠋ
ࡇࡢࢸ࢟ࢫࢺࡣࠊ๓సࠗᏛࡢᩍົ㹏㸤㸿࠘ࡢ⥆⦅ࡋ࡚㏆ࠎห⾜ࡢணᐃ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᴫせࢆ
Ⓨ⾲ࡋࡓ࠸ࠋ
㹎㸲
ࠕබ❧Ꮫࡢ≉ᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᩍົົࡢ⥅ᢎࡘ࠸࡚ࠖ
ᐑᯘ ᖖᓫ㸦㤳㒔Ꮫᮾி㸧
බ❧Ꮫ⫋ဨࡢேဨ㓄⨨ࡣࠊタ⨨ᅋయࡢே␗ືࢧࢡࣝࡢ୰⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵᩍົ
ົࡢ⥅ᢎࡸᩍົศ㔝ࡢࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ⫱ᡂࡀ㞴ࡋ࠸ゝࢃࢀࡿࡀࠊࡑࢀࡔࡅࡀཎᅉࡣゝ࠼
࡞࠸ࠋタ⨨ᅋయ⫋ဨࡣ୍⯡ᩘᖺ࡛ᵝࠎ࡞㒊㛛␗ືࡍࡿࡓࡵࠊ▷࠸ᮇ㛫࡛ᴗົ⢭㏻ࡍࡿ⬟ຊ
ࡀ㧗࠸ゝࢃࢀࡿࠋᩘᖺᚋᘬࡁ⥅ࡄࡇࢆ๓ᥦࡋࡓࡢ㐍ࡵ᪉ࡽᏛࡪࡇࡣከ࠸ࠋࡴࡋ
ࢁࠊἲே௨㝆᥇⏝ࡉࢀࡓࣉࣟࣃ࣮⫋ဨࡢ⫱ᡂࡀ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸ࡓࡵࠊᩍົົࡀࢫ࣒࣮ࢬ
⥅ᢎࡉࢀ࡞࠸ࡇࢆㄢ㢟ࡋ࡚࠸ࡿᏛࡶ࠶ࡿࠋ
බ❧Ꮫ≉᭷ࡢၥ㢟ࡣࠊタ⨨ᅋయ⫋ဨࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࢆ᭱㝈ά⏝ࡍࡿ࡞ࠊබ❧࡞ࡽ࡛ࡣࡢ
ᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᮏⓎ⾲࡛ࡣࠊබ❧Ꮫࡢ≉ᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᩍົົ⥅ᢎ㛵ࡍࡿᵝࠎ࡞ྲྀ⤌
ࢆሗ࿌ࡍࡿࠋ
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㹎㸳
ࠕᖹᡂ㸰㸳ᖺᗘబ㈡Ꮫົ⣔⫋ဨຮᙉ㸫㆟࡞࠾ࡅࡿ⫋ဨࡢㄝᚓຊࡢ࠶ࡿࠕⓎゝຊࠖ㸫ࠖ
㭯⏣ ༤ಙ㸦బ㈡Ꮫ㸧
ᑠᯘ ᾈ⣖㸦బ㈡Ꮫ㸧
ฟ㞼 ㍜㸦బ㈡Ꮫ㸧
బ㈡Ꮫ࡛ࡣᩍဨ༠ാ࡛ࡁࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࢆᣢࡗࡓົ⫋ဨࡀ㊊ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ⫱ᡂࡀᛴົ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᖹᡂ㸰㸱ᖺᗘࡽᏛົ⣔⫋ဨࢆ୰ᚰబ㈡Ꮫົ⣔⫋ဨຮᙉࢆⓎ㊊ࡋࠊ
άືࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
ᖹᡂ㸰㸳ᖺᗘࡣ㆟ࡸୖྖࡢヰࡋྜ࠸ࡢሙ㠃࠾ࡅࡿࠕⓎゝຊࠖࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࠊㄝᚓຊࡢ
࠶ࡿࠕⓎゝࠖࡣࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡞ࡢ࠸࠺ࡇࢆࢸ࣮࣐ࡋ࡚㛤ദࡋࡓࠋ
ලయⓗ࡞ᵓᡂࡘ࠸࡚ࡣࠊඛࡎࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ࡛Ⓨゝࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞ࡇ࣭ຊࡘ࠸࡚⪃࠼ࠊ
ࡑࡢᚋࠊᐇ㝿ࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊࡾ㏉ࡾ㸦⮬ᕫཬࡧ⪅ࡽ㸧ࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠊ
㆟࡞࡛ㄝᚓຊࡢ࠶ࡿⓎゝࢆࡍࡿࡓࡵ⌧ᅾࡢ⮬ศ࡞ࡀᚲせࢆࠕᐇ㊶ࠖࠕࡾ㏉ࡾࠖ
ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊཧຍ⪅⮬ࡽࡀ͆Ẽ࡙ࡃ͇ࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ᵓᡂࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊᅇࡢຮᙉࡢ≉ᚩࡣࠊ⮬ࡽ⏬ࡋࠊᙜ᪥ࡢ㐍⾜㸦ࣇࢩࣜࢸ࣮ࢺ㸧ࡶྵࡵ⮬ࡽ㐠Ⴀࡋ
ࡓࡇࡔࢁ࠺ࠋࡲ࡛ࡣ⏬⪅ࡀ┠ⓗࡸ┠ᶆࢆタᐃࡋࠊࡑࢀࢆ⾜ࡗ࡚ࡃࢀࡿᩍဨࡸእ㒊ㅮᖌ౫
㢗ࡍࡿࠊ࠸࠺ὶࢀࡀ୍⯡ⓗࡔࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋᅇࡣ⏬ࡢẁ㝵࡛Ꮫෆࡢᩍဨຓゝ
ࢆ௮࠸ࡔࡀࠊ
ࠕ⏬ࡢⓎࡽᐇ⮳ࡿࠖࡲ࡛ࠊົ⫋ဨ⮬ࡽࡢຊ࡛㐠Ⴀࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ᚋࡣࠊ
ࠕົ⫋ဨࡢ㹑㹂ࡣࡍ࡚ົ⫋ဨ࡛⾜࠼ࡿࠖࡇࢆ┠㏵ࠊ㐠Ⴀࡍࡿࢫࢱࢵࣇࡢࢫ࢟
ࣝࢵࣉࡶేࡏ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
㹎㸴
ࠕᩍົᢸᙜ⫋ဨࡢ⬟ຊ㛤Ⓨࡢ᪉ྥᛶ㸫ᐇែㄪᰝࡢศᯒࡽ㸫ࠖ
ୖす ᾈྖ㸦ዉⰋᩍ⫱Ꮫ㸧
ᩍົᢸᙜ⫋ဨࡢ⬟ຊ㛤Ⓨࡣ࠺࠶ࡿࡁ࡞ࡢࠋࡢࡼ࠺࡞᪉ྥࢆ┠ᣦࡍࡁ࡞ࡢࠋ
2008 ᖺࡢ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟⟅⏦ࠕᏛኈㄢ⛬ᩍ⫱ࡢᵓ⠏ྥࡅ࡚࡛ࠖࡣ FD ୪ࢇ࡛Ꮫ⫋ဨࡢ
SD ࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀࠊ௨ᚋࠊᏛෆእࡢࡉࡲࡊࡲ࡞࡛ࣞ࣋ࣝ SD 㛵ࡍࡿ㆟ㄽࠊᐇ㊶ࠊ◊✲ࡀάⓎ
ࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊᏛ⫋ဨࡢᑓ㛛ᛶࡢྥୖࡀ᪥ᮏࡢᏛᨵ㠉ࠊࡾࢃࡅ⌧ᅾႚ⥭ࡢㄢ㢟࡞ࡗ࡚
࠸ࡿᏛኈㄢ⛬ᩍ⫱ࡢᵓ⠏ࡗ࡚ྍḞ࡛࠶ࡿࡢㄆ㆑ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࠊᏛࡢᩍ⫱㠃࡛
ࡢせ࡞ࡿ㒊⨫࡛࠶ࡿᩍົ࠾࠸࡚ᩍົᢸᙜ⫋ဨࡢᑓ㛛ᛶࡢྥୖ㛵ࡍࡿྲྀ⤌ࡣ࠸ࡲࡔ༑ศ㐍
ࢇ࡛࠸࡞࠸ࡢࡀ⌧≧ᛮࢃࢀࡿࠋ
ᮏⓎ⾲ࡣࠊⓎ⾲⪅ࡀᐇࡋࡓᅜࡢᅜබ⚾❧Ꮫࡢேᢸᙜ㈐௵⪅ᑐࡍࡿ࣭࢟ࣕࣜࣃࢫ➼
ࡢேᨻ⟇㛵ࡍࡿㄪᰝࠊᩍົᢸᙜ㈐௵⪅ᑐࡍࡿᑓ㛛ᛶ㛵ࡋ࡚ࡢㄪᰝ࣭ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ⤖ᯝ
➼ࡽᩍົᢸᙜ⫋ဨࡢ⬟ຊ㛤Ⓨ㛵ࡋ࡚ࡢ⌧≧ࢆศᯒࡋࠊᚋࡢ᪉ྥᛶࢆ⪃ᐹࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㹎㸵
ࠕᩍົᢸᙜ⪅ࡽぢࡿ㹅㹎㸿ไᗘᑟධࡢྍྰࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࠖ
ⰼཎ ㍜㸦ᒸᓮዪᏊᏛ㸧
ཝ᱁࡞ᡂ⦼ホ౯᪉ἲࡢ୍ࡘࡋ࡚ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࠾࠸࡚ࡶ᥎ዡࡉࢀ࡚࠸ࡿ㹅㹎㸿㸦ࢢ࣮ࣞࢻ࣭࣏
ࣥࢺ࣭࣮࣋ࣞࢪ㸧ไᗘ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ㐠⏝᪉ἲࡣ᫂☜࡛ࡣ࡞࠸ࠋఱࡢࡓࡵᑟධࡋ࡚࠸ࡿࡢ
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⌮ゎࡋ࡚࠸࡞࠸ᩍົᢸᙜ⪅ࡶከࡃࠊ
ࠕᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢࣆ࣮ࣝࠖࡸࠕ⚾❧Ꮫ➼⤒ᖖ㈝⿵ຓ㔠ࡢ
࣏ࣥࢺ࡞ࡿࠖ࠸࠺ពぢࡶ⪺ࢀࠊࡑࡢ┠ⓗ⮬యࡶᦂࡽ࠸࡛࠸ࡿࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ
≧ἣ࡛࠶ࡿࡶࢃࡽࡎࠊᏛ㒊ẁ㝵࡛㹅㹎㸿ไᗘࢆᑟධࡍࡿᏛᩘࡣᖺࠎቑຍࡋ࡚࠾ࡾࠊ2011
ᖺࡣ 453 ᰯ࡛యࡢ 6 ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࡀᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢㄪᰝ࡛ศࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋ
ࡓືࡁࡣ▷ᮇᏛ࡛ࡶྠᵝ࡛࠶ࡾࠊᚋࡶᑟධᰯࡣቑ࠼ࡿࡇࡀணࡉࢀࡿࠋ
ᮏⓎ⾲࡛ࡣᩍົᢸᙜ⪅ࡢどⅬࡽ㹅㹎㸿ไᗘࡢ┠ⓗࢆᨵࡵ࡚☜ㄆࡋࠊከࡍࡂࡿㄢ㢟ᩍᏛᨵ㠉
ᣮࢇ࡛࠸ࡿᩘᑡ࡞࠸㐠⏝ࡽ⌧Ⅼ࡛ࡢᑟධྍྰࢆぢ࠸ࡔࡋࡓ࠸ࠋ
㹎㸶
ࠕᏛኈㄢ⛬ᩍ⫱ࢆྍどࡍࡿ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢵࣉࡢ⌧≧ࠖ
⸨ ⋹Ꮚ㸦ឡ▱ᮾ㑥Ꮫ㸧
᪥ࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡣᏛኈㄢ⛬ᩍ⫱ࡢ㉁ಖドࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊࢹࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮ࢆ㐩ᡂࡍ
ࡿయ⣔ᛶᩚྜᛶࡀᢸಖࡉࢀࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢㄝ᫂ࡸ☜ㄆࡢࡓࡵ࢝ࣜ࢟
࣒࣭࣐ࣗࣛࢵࣉࢆసᡂࡍࡿᏛࡶከ࠸ࡀࠊࡇࢀࡣㄆドホ౯ࡢཷᑂࡸタ⨨ㄆྍ⏦ㄳࠊ᥇ᢥไ⿵ຓ㔠
⏦ㄳࡶồࡵࡽࢀࡿࡇࡶ࠶ࡾࠊ㏆ᖺከࡃࡢᏛࡀసᡂྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊྛᏛࡢ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢵࣉࢆලయⓗ᳨ウࡍࡿࠊࡑࡢᙧែࡣከᵝ࡛࠶ࡾࠊ
␗࡞ࡿ┠ⓗ࡛సᡂࡉࢀࡓࡶࡢࡀ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢵࣉ࠸࠺୍ㄒᣓࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ
ලయⓗࡣࠊ⌧ᅾసᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢵࣉࡢከࡃࡣࠊ(1)ᤵᴗ⛉┠ࡢ┠ᶆࢹࣉࣟ
࣐࣭࣏ࣜࢩ࣮ࡢᑐᛂ㛵ಀࢆ୍ぴࡋࡓࡶࡢࠊ(2)⛉┠༊ศࡸᤵᴗᙧែู⛉┠ࢆศ㢮ࡋ࡚ࢹࣉࣟ
࣐࣭࣏ࣜࢩ࣮ᑐᛂࡉࡏࡓࡶࡢࠊ(3)௦⾲ⓗ࡞⛉┠ࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽ 4 ᖺ㛫ࡢὶࢀࢆ♧ࡋࡓᒚಟ⣔⤫
ᅗࠊࡢ 3 ࡘᴫࡡศ㢮࡛ࡁࡿࠋࡇࡢᩚ⌮ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢵࣉࡢㄢ㢟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡋ
ࡓ࠸ࠋ
㹎㸷
ࠕ
ࠕྡྂᒇᏛࢢ࣮ࣟࣂ࣭࣮ࣝࣜࢲ࣮⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖᐇ㊶ࡢヨࡳࠖ
Ώ㒊 ␃⨾㸦ྡྂᒇᏛ㸧
⏣ᡤ ┿⏕Ꮚ㸦ྡྂᒇᏛ㸧
㧗ᮌ ࡦࡳ㸦ྡྂᒇᏛ㸧
㐣ཤ 4 ᖺࢃࡓࡾᐇࡋ࡚ࡁࡓࠕྡྂᒇᏛࢢ࣮ࣟࣂ࣭࣮ࣝࣜࢲ࣮⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖᐇ㊶ࡢヨ
ࡳᡂᯝ࣭ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ๓ᮇ 2 ᖺࡢ┬ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ2012 ᖺᗘࡽጞࡲࡗࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ෆᐜ㸦MEIPLES㸧ࡘ࠸࡚⤂ࡋࠊࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛཧຍࡋࡓᏛ⏕ࡢㄪᰝࡢ⤖ᯝ⪃ᐹࢆᥦ
♧ࡍࡿࠋ⤖ᯝࡽࡣࠊࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡓࠊᏛ⏕ࡢከᩥ⌮ゎ⬟ຊ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥ⬟ຊࡢ㣴ᡂࠊᅜ㝿♫࡛ά㌍࡛ࡁࡿ⬟ຊࡢ㣴ᡂࠊㄢ㢟㐩ᡂ⬟ຊࡢ㣴ᡂࡘ࠸࡚ࠊ࠶ࡿ⛬ᗘ㐩ᡂ
ࡉࢀࡓᛮࢃࢀࡿࠋㄢ㢟ࡋ࡚ࡣࠊᏛ⏕ࡀࡼࡾཧຍࡋࡸࡍ࠸యไࠊᏛ⏕ࡢ⬟ຊࢆ᭦ఙࡤࡍࡓࡵ
ࡢ㐃⥆ᛶࡢ࠶ࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⏬࣭ᐇ࡞Ꮫ⏕ࡢ┠⥺❧ࡗࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᨵゞ࣭ᥦ౪ࡀ࠶ࡆ
ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢཧຍ⤒㦂ࡀᅾᏛ୰ࡸ༞ᴗᚋࡢࡼ࠺άࡉࢀ࡚࠸ࡃࡢࡘ࠸
࡚ࡶࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
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㹎㸯㸮
ࠕᩍ㣴⛉┠࠾ࡅࡿᫎ⏬ά⏝㸫ࢪ࢙ࢿࣜࢵࢡࢫ࢟ࣝࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠖ
ᑎ⏣ ెᏕ㸦ྡྂᒇၟ⛉Ꮫ㸧
ᑠᯘ ᛅ㈨㸦ྡྂᒇᏛ㸧
୰ ಇᶞ㸦ྡྂᒇᏛ㸧
㏆ᖺࠊᏛᩍ⫱࠾ࡅࡿᏛ⩦┠ᶆࡋ࡚ࠕ♫ᛶࡢ⋓ᚓࠖࡀᙇࡉࡏࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊ༢࡞ࡿ▱㆑ࡢᬯグࡸィ⟬⬟ຊ㝈ᐃࡉࢀࡎࠊၥ㢟ゎỴᚲせ࡞≀ࡢ㛵ᚰ࣭ពḧࠊ
㈐௵ឤࡸ㐃ᖏឤ➼ࡢែᗘࢆྵࡴ⬟ຊ࣭㈨㉁㸦ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮㸧ࡢ⋓ᚓࡀ┠ᣦࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚
ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏⓎ⾲࡛ࡣࠊᩍ㣴⛉┠࠾࠸࡚ୖグࡢ⬟ຊ࣭㈨㉁ࢆ⋓ᚓࡍࡿ┠ⓗࡽྲྀࡾ⤌ࡲ
ࢀࡓᫎ⏬ࢆ⏝࠸ࡓᤵᴗᐇ㊶ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋලయⓗࡣࠊᫎ⏬ࢆ⏝࠸ࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊձᏛ⩦
ࢸ࣮࣐㸦ᮏⓎ⾲࡛ࡣࢢ࣮ࣟࣂࣝࡢ㐍ᒎࢆ⫼ᬒࡋࡓࠕ␗ᩥ⌮ゎࠖ
ࠕே✀ᕪูࠖ
ࠕᅜࡢඹᏑࠖ
ࠕ⮬Ẹ᪘୰ᚰ⩏ࠖ࠸ࡗࡓㅖၥ㢟㸧ᑐࡍࡿᏛ⩦⪅ࡢ⯆࣭㛵ᚰࢆࡧ㉳ࡇࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࡇ
ࠊղᢳ㇟ⓗ࡞㇟ࠊᴫᛕࢆศࡾࡸࡍࡃఏ㐩࡛ࡁࡿࡇࠊճឤࡸ㈐௵ឤ࠸ࡗࡓឤᛶࢆ⫱
ᡂ࡛ࡁࡿࡇࡘ࠸࡚ࠊ᫂ࡽࡍࡿࠋ
㹎㸯㸯
ࠕឡ▱ᩍ⫱Ꮫ࠾ࡅࡿᩍᏛ IR ࡼࡿᩍ⫱ᨵၿࡢᅾࡾ᪉
㸫ෆ㒊㉁ಖドࡢࡇࢀࡲ࡛ᚋࡢᒎᮃ㸫ࠖ
Ṋ ᐶᏊ㸦ឡ▱ᩍ⫱Ꮫ㸧
࣏ࢫࢱ࣮ࢭࢵࢩ࡛ࣙࣥࡣࠊᮏᏛ࠾ࡅࡿᩍᏛ IR ࡼࡿᩍ⫱ᨵၿࡢయไࡘ࠸࡚⤂ࡍࡿࠋᮏᏛ
࡛ࡣࡇࢀࡲ࡛ࠊFD 㒊㛛ࡼࡿᤵᴗࣥࢣ࣮ࢺศᯒࠊ≉ู◊✲ဨࡼࡿᏛ⏕ࡢ GPA  4 ᖺ㛫ࡢᏛ
ಟ≧ἣࡢศᯒࢆ㏻ࡌ࡚ࢹ࣮ࢱࢆ✚ࡋ࡚ࡁࡓࠋ2013 ᖺᮾிᏛⱁᏛࠊᾏ㐨ᩍ⫱Ꮫࠊ㜰ᩍ
⫱Ꮫࠊឡ▱ᩍ⫱Ꮫࡢ㐃ᦠ࡛ HATO ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀάື㛤ጞ࡞ࡗࡓࡇࢆዎᶵࠊᮏᏛ
࠾ࡅࡿ IR 㒊㛛ࡀ⦅ไࡉࢀࡓࠋᮏᏛࡢ IR 㒊㛛࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ᮏᏛ≉ู◊✲ဨࡀᐇࡋ࡚࠸ࡓᏛ⏕
ࡢ GPA  4 ᖺ㛫ࡢᏛಟ≧ἣ㛵ࡍࡿ IR άືࢆᘬࡁ⥅ࡄࡶࠊ
HATO ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡼࡿ IR
άືࡶᚑࡋ࡚࠸ࡿࠋᏛෆཬࡧᏛ㐃ᦠࡼࡿ IR άືࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠊᩍဨࢆ┠ᣦࡍᏛ⏕ࡢ୍
ᐃỈ‽ࡢ㉁ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛤ⓎࠊᏛ⏕ࡢᏛ⩦ᡂᯝࡢㄪᰝࠊศᯒࠊᨵၿࡢࡓࡵࡢࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛ㛤Ⓨ⤖ࡧࡘࡅࡿࡇࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㹎㸯㸰
ࠕSD ࢆ᥎㐍ࡍࡿᶆ‽ࡉࢀࡓᩍົࢩࢫࢸ࣒ࠖ
ゅ㇂ ᙪ㸦Next Education ྜྠ♫㸧
ᅜෆࡢከࡃࡢᏛ࡛ࡣᩍົࡢົฎ⌮ࢆᩍົࢩࢫࢸ࣒࡚⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ≉ᚩࡢ୍ࡘ
ᩍົࢩࢫࢸ࣒ࡀྛᏛࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࡇࡀᣲࡆࡽࢀࡲࡍࠋᩍົࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨ࣓࣮࣮࢝ࡣⓙࣃࢵ
ࢣ࣮ࢪ〇ရࡋ࡚㈍ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊᐇ㝿ࡢᑟධࡣ࢝ࢫࢱ࣐ࢬ࠸࠺Ꮫࡈࡢᵝኚ
᭦ࡀ⾜ࢃࢀ࡚ྛᏛ␗ ࡞ࡿࢩࢫࢸ࣒ࡀᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
୍᪉ࠊ࣓࡛ࣜ࢝ࡣ Kuali ࠸࠺ࣇ࣮ࣜࡢົࢩࢫࢸ࣒ࡀྛᏛᬑཬࡋࡣࡌࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋࢩ
ࢫࢸ࣒ࡢ౯᱁ࡣ↓ൾ࡛ࡍࠋᑟධࡢࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࠊᑟධ㈝⏝ࠊᖺ㛫ಖᏲࡔࡅ࡛ᩍົࢩࢫࢸ࣒
ࡀ㐠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠶ࡿᏛ࡛ࡣ 5 ᖺ㛫࡛ᩍົࢩࢫࢸ࣒⏝ࡉࢀࡓ㔠㢠ࡀ 10 ศࡢ 1 ࡞ࡗ
ࡓࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ
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ࡇࡢ Kuali ᬑཬࡢࡣ࣮ࣘࢨ࣮ᰯ࠾ࡅࡿྠࡌᴗົࡢ᪉ࠎࡢάⓎ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀᣲ
ࡆࡽࢀࡲࡍࠋࠕ࠺ࡕࡢᏛࡣࡢᏛࡣ㐪࠺ࠖ࠸࠺ᩍົᢸᙜࡢ᪉ࡀᣢࡘព㆑ఱẼ࡙ࡁࢆ
ᥦ౪࡛ࡁࢀࡤ⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
㹎㸯㸱
ࠕICT ࡔࡅ౫ࡽ࡞࠸ᤵᴗᨵၿᨭࡢ୍ࠖ
㛗㇂ᕝ ⣖ᖾ㸦ᶓᅜ❧Ꮫ㸧
㏆ᖺࠊ
Ꮫࡢᩍ⫱ᨵ㠉࠾ࡅࡿࡦࡘࡢᰕࡋ࡚ ICT ࢆά⏝ࡋࡓᤵᴗᨵၿࡀ⬮ගࢆᾎࡧ࡚࠸ࡿࠋ
ICT ࡢά⏝ࡣᩍ⫱ᨵ㠉ࠊᤵᴗᨵၿ㠀ᖖ᭷ຠ࡛ࡣ࠶ࡾ࡞ࡀࡽࡶࠊ୍᪉࡛ࡣࠊ᪤Ꮡࡢㅮ⩏ᐊ⎔ቃ
ࡸᤵᴗ᪉ἲࡢ㌿࠾ࡅࡿ㈇ᢸࡢࡁࡉ࡞ࡼࡾࠊICT ࡢᑟධࡀᚲࡎࡋࡶ᭷ຠ࡛ࡣ࡞࠸≧ἣࡶ
࠶ࡿࠋᏛࡢሗ⣔ᢏ⾡⫋ဨࡋ࡚ ICT ࢆά⏝ࡋࡓᤵᴗᨵၿࠊᩍ⫱ᨵ㠉ࢆᨭࡋ࡚࠸ࡿ୍᪉ࠊICT
ࡔࡅ౫ࡽ࡞࠸ᤵᴗᨭࡶ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑ࠺ࡋࡓࢹࢪࢱࣝࢼࣟࢢࡢࣈࣞࣥࢹࢵࢻᆺࡢᤵᴗᨵ
ၿᨭࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡘ࠸࡚⤂ࡋࡲࡍࠋ
㹎㸯㸲
ࠕᏛ⏕ࡢᤵᴗෆᤵᴗእࡢᏛ⩦⾜ືࠖ
✄ᇉ ኴ୍㸦ྡྂᒇᏛ㸧
㏆ᖺࡢᏛ⏕ࡣࠊᏛ⩦ᚿྥࡢ㧗ࡲࡾࡸฟᖍ⋡ࡢୖ᪼࡞ࡽࠊࡲࡌࡵࡋࡓゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᤵᴗࡢ‶㊊ᗘࡶ㧗ࡃࠊᤵᴗእ࡛ࡢᏛ⩦㛫ࡶቑຍഴྥ࠶ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊᤵᴗែᗘࡣᚲࡎ
ࡋࡶຮࡣ࠸࠼ࡎࠊᩍ㣴ࡼࡾࡶ㈨᱁ྲྀᚓࡸᐇ㊶ⓗ࡞▱㆑ࡸࢫ࢟ࣝࡢ⋓ᚓࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢᏛ⏕㛵ࡍࡿᏛ⩦◊✲ࡣࠊᤵᴗෆ↔Ⅼࡀᙜ࡚ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓࠊᤵᴗእࡢᏛ⩦ࡣࠊ
Ꮫ⩦㛫ࡀ࡞↔Ⅼ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡘࡲࡾࠊ࢟ࣕࣥࣃࢫࣛࣇయࡽࡳࡓࠊᏛ⏕ࡢᏛ⩦⾜ື
ࡣࠊ᫂ࡽࡉࢀ࡚ࡇ࡞ࡗࡓࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊୖグࡢ┦ࡍࡿᏛ⩦ᚿྥࡸᏛ⩦⾜ືὀ┠ࡋࡓࠋᏛ⏕ࡢࣥࢣ࣮ࢺࣥࢱ
ࣅ࣮ࣗࢆ⾜࠸ࠊ
ࠕᏛ⩦ࢪ࣐ࣞࣥࠖࡀࠊᏛ⏕ࡢᏛ⩦⾜ືࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼࡚࠸ࡿࡇࢆ᫂ࡽࡋ
ࡓࠋࡘࡲࡾࠊᏛ⏕ࡢከࡃࡣࠊᏛ࡛ࡢᏛ⩦ࡽ㏨ࡆฟࡍࡇࡶຊ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡢฟ᮶࡞࠸
≧ែ࠶ࡿࡇࡀࢃࡗࡓࠋ
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ྡྂᒇဴᏛᩍ⫱◊✲
ᐇయไ
௦⾲

ᡞ⏣ᒣ ஂ 㸦ྡྂᒇᏛᏛ㝔ሗ⛉Ꮫ◊✲⛉ ᩍᤵ㸧

ᖿ  ஂಖ⏣ ♸ḷ 㸦ឡ▱ᩍ⫱Ꮫᩍ⫱㐀㛤Ⓨᶵᵓ Ꮫᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ◊✲ဨ㸧
άື┠ᶆ
 ྡྂᒇᆅ༊➼࡛ဴᏛࢆᩍ࠼ࡿᩍဨࡀࠊᡤᒓᏛࢆ㉺࠼࡚᪥ࡈࢁࡢᩍ⫱ᐇ㊶ࢆඹ᭷ࡋࠊ▱ぢࢆ
ࡍࡿᶵࢆᥦ౪ࡍࡿࠋྠࠊဴᏛࢆᑓ㛛ࡍࡿᏛ㝔⏕ࠊᩍᤵἲࡘ࠸࡚Ꮫࡪᶵࢆᥦ౪
ࡍࡿࠋຍ࠼࡚ࠊᕷẸࡢᑐヰࡢᶵࢆタࡅࠊဴᏛᩍ⫱ࡢ〈㔝ࢆᗈࡆࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜࠺ࠋ
ᮏᖺᗘࡢάືෆᐜ
ᖹᡂ 25 ᖺ 5 ᭶ࠊ༡ᒣᏛ࡛㛤ദࡉࢀࡓᛂ⏝ဴᏛ➨ 5 ᅇᖺḟ◊✲࠾࠸࡚ࠊ
ࠕྡྂᒇဴ
Ꮫᩍ⫱◊✲࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ̿ဴᏛࡢ㸺㠃ⓑࡉ㸼ࢆࡢࡼ࠺Ꮫ⏕ఏ࠼ࡓࡽࡼ࠸ࡢ㸽ࠖࢆ
⏬࣭ᐇࡋࡓࠋᩍ㣴ᩍ⫱➼࠾࠸࡚ࠊဴᏛࢆᑓ㛛ࡋ࡞࠸Ꮫ⏕ဴᏛࢆᩍ࠼ࡿ㝿ࡢືᶵ࡙ࡅࡢ୍
ࡘࡋ࡚ࡢ㸺㠃ⓑࡉ㸼↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊ3 ྡࡢဴᏛ◊✲⪅ࡢᐇ㊶ሗ࿌ᇶ࡙ࡁࠊཧຍ⪅ࢹࢫ࢝
ࢵࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗࡓ࠙㈨ᩱ 1 ཧ↷ࠚ
ࠋ
2012 ᖺᗘࡽࠊဴᏛᩍ⫱ࢆ୰ᚰࢸ࣮࣐ࡋ࡚ᑐヰࢆ⾜࠺ࠕဴᏛ࢝ࣇ࢙ࠖࢆྡྂᒇᏛෆࡢࢡࣞ
ࢢࢫ࢝ࣇ࢙࡛㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕဴᏛ࢝ࣇ࢙ࠖࡣࠊဴᏛ◊✲⪅ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᕷẸࡀཧຍࡍࡿሙ࡛࠶
ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡢពぢࡸ⪃࠼ࢆ⋡┤ㄒࡾࠊᑐヰࡍࡿሙ࡛࠶ࡿࠋᖺᗘࡣࠊᖺ㱋ࡸ⫋ᴗࡢ␗࡞ࡿཧ
ຍ⪅ࡀࠊᏛ࠾࠸࡚ཷࡅ࡚ࡁࡓ࣭ཷࡅ࡚࠸ࡿᩍ⫱ࡘ࠸࡚ࡾ㏉ࡾᑐヰࢆࡍࡿ࡞࡛ࠊᏛᩍ
⫱ࡢព⩏ࡸᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆᤊ࠼┤ࡋࠊᩍ⫱ᐇ㊶άࡍࡓࡵࡢࡁࡗࡅࢆᥦ౪ࡍࡿヨࡳࡋ࡚
⏬ࡋࡓࠋᖹᡂ 25 ᖺ 4 ᭶ࠊ
ࠕᏛ࡛ࡢᏛࡧࡣ㸽ࠖࢆࢸ࣮࣐ࠊᏳ⏣Ύ୍㑻Ặࠊஂಖ⏣ࢆ㐍⾜ᙺ
ࡋ࡚ᐇࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㐍⾜ᙺࡀᮏࡘ࠸࡚⤂ࡋࡓᚋࠊཧຍ⪅࠺ࡋ࡛ᮏ㛵㐃ࡍࡿෆᐜ
ࡘ࠸࡚⮬⏤ᑐヰࡍࡿࠕ᭩ホ࢝ࣇ࢙ࠖࢆᖹᡂ 25 ᖺ 8 ᭶ᐇࡋࡓࠋ୕ᾆ㝯ᏹẶࢆ㐍⾜ᙺࡋ࡚ࠊ
ྡྂᒇࡀ⯙ྎࡢ୍ࡘ࡞ࡿᮧୖᶞẶࡢⴭ᭩ࢆྲྀࡾୖࡆࡓࠋ
ࡑࡢࡢάືࡋ࡚ࠊྡྂᒇဴᏛᩍ⫱◊✲ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆసᡂࡋࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢάືෆᐜࡸ
㛤ദணᐃࡢ࣋ࣥࢺෆ➼ࢆ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪୖࡽᗈሗ࡛ࡁࡿ⎔ቃࢆᩚഛࡋࡓࠋᚋࡣࠊဴᏛᩍ⫱
㛵㐃ࡍࡿࢥࣥࢸࣥࢶࡢᐇࢆᅗࡾࠊᩍ⫱ᨵၿ㈨ࡍࡿሗⓎಙࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀㄢ㢟࡞ࡿࠋ
ᮏᖺᗘࡢάືᡂᯝ
1) ᛂ⏝ဴᏛ➨ 5 ᅇᖺḟ◊✲㸦ᖹᡂ 25 ᖺ 4 ᭶ 21 ᪥ࠊ༡ᒣᏛ㸧࠾࠸࡚ࠊ2012 ᖺᗘࡢ
ဴᏛ࢝ࣇ࢙࡛ᥦ㉳ࡉࢀࡓၥ࠸࡛࠶ࡿࠊ
ࠕဴᏛࡢ㸺㠃ⓑࡉ㸼ࢆࡢࡼ࠺Ꮫ⏕ఏ࠼ࡓࡽࡼ࠸ࡢࠖ
ࢆࢸ࣮࣐ࡍࡿ WS ࢆᐇࡋࡓࠋ
2) ဴᏛ࢝ࣇ࢙ཬࡧ᭩ホ࢝ࣇ࢙ࢆྡྂᒇᏛෆ࡛ィ 2 ᅇ㛤ദࡋࡓࠋ
3) ྲྀࡾ⤌ࡳෆᐜࢆᗈࡃⓎಙࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࠊྡྂᒇဴᏛᩍ⫱◊✲ࡢ HP ࢆసᡂࡋࡓࠋ
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ۑᛂ⏝ဴᏛ➨  ᅇᖺḟ◊✲࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸸
ྡྂᒇဴᏛᩍ⫱◊✲ ࠕဴᏛࢆᑓ㛛ࡋ࡞࠸Ꮫ⏕ࠊဴᏛࡢ㸺㠃ⓑࡉ㸼ࢆࡢࡼ࠺ఏ࠼
ࡿ㸽ࠖ
㺓㺎㺔㺼㺣㺐㺙㺼㸸ஂಖ⏣♸ḷ㸦ឡ▱ᩍ⫱Ꮫ㸧
ሗ ࿌ ⪅㸸㰺⸨ Ᏻ₩㸦ឡ▱ᩍ⫱Ꮫ㠀ᖖㅮᖌ㸧
୕ᾆ 㝯ᏹ㸦᳥ᒣዪᏛᅬᏛ㸧
⳥ᆅ ᘓ⮳㸦㱟㇂Ꮫ㠀ᖖㅮᖌ㸧
᪥  㸸 ᖹᡂ 25 ᖺ 4 ᭶ 21 ᪥㸦᪥㸧
ሙ ᡤ 㸸 ༡ᒣᏛྡྂᒇ࢟ࣕࣥࣃࢫ
㸺ࢹࢫ࢝ࢵࢩ࡛ࣙࣥࡢពぢ࣭ㄽⅬ㸼


Ꮫ⏕ࡣ㸺㠃ⓑࡉ㸼࡛ᤵᴗࢆཷㅮࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ༢ࢆྲྀࡾࡸࡍ࠸ࠊ㐩ࡀᒚಟࡍࡿ࠸࠺
⌮⏤ࡢሙྜࡀ࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᏛ⏕ࡣࠊࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀ࡞࡞࠶ࡀࡽ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ



ဴᏛࡢ㸺㠃ⓑࡉ㸼ࢆᩍဨࡀ᭱ึᏛ⏕♧ࡍࡢࠊࡑࢀࡶࠊᏛ⏕ࡀఱࢆ㠃ⓑ࠸ᛮ࠺ࡢ
ࢆᩍဨࡀ⪃࠼࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡘࡢ᪉ྥᛶࡀ࠶ࡿࠋ



㸺㠃ⓑࡉ㸼ࡣ⫈࠸࡚㠃ⓑ࠸࠸࠺ࣥࢫࢱࣥࢺ࡞ࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋဴᏛྐࢆᏛࡪ㠃ⓑࡉࡣࠊࡑ
࠺ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊศࡽ࡞ࡃ࡚ⱞࡋ࠸ඛ㠃ⓑࡉࡀ࠶ࡾࠊࡔࢇࡔࢇᴦࡋࡃ࡞ࡿ࠸࠺ࡶ
ࡢ࡛ࠊศࡽ࡞ࡉᡓ࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡇࢆᏛ⏕ఏ࠼ࡿࡇࡀ㔜せࠋ



ဴᏛࡢ㠃ⓑࡉᤵᴗࡢ㠃ⓑࡉࡣษࡾศࡅ࡚⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ



ᤵᴗ┠ᶆࡀ࠶ࡗࡓୖ࡛ࠊࡢࡼ࠺㠃ⓑ࠸ᤵᴗࡀ࡛ࡁࡿࢆ⪃࠼ࡿࡢࡔᛮ࠺ࡀࠊ
ࠕဴᏛ࢝ࣇ
࢙ࠖࡣࠕဴᏛࠖ࠸࠺ྡ๓ࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿࡀᚑ᮶ࡢဴᏛ࡛ࡣ࡞ࡃࠊேᑐヰࡋ࡞ࡀࡽ᪂ࡋ࠸⪃
࠼ࢆ⏕ࡳฟࡋࡓࡾࡍࡿ࠸࠺Ⅼ࡛㸺㠃ⓑࡉ㸼ࡀ␗࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ



ဴᏛࢆ㠃ⓑࡃࡘࡃࡗ࡚࠸ࡃࡇࠊᚑ᮶ࡢဴᏛࢆ㠃ⓑࡃࡍࡿࡇࡣูࡢࡇ࡛ࠊ
ࠕဴᏛࠖ࠸
࠺ᏛၥࡀᏛ⏕ࡽ㐲ࡊࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ㐪࠺⛉┠ဴᏛࡢせ⣲ࢆධࢀ࡚⾜ࡁࠊဴᏛ
⯆ࢆࡶࡘࡼ࠺࡞Ꮫ⏕ࡀ⫱ࡗ࡚ḧࡋ࠸ࠋဴᏛࢆᑓ㛛ࡋ࡞࠸Ꮫ⏕ᩍ࠼ࡿሙྜࠊဴᏛ࠸࠺
⛉┠ࡽࢃࢀࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸㸽



ဴᏛࢆᏛࡪព⩏ࡣࠊᴫᛕࢆࡁࡕࢇᩚ⌮࡛ࡁࡿࡇࠋၥ࠸ࠊ᫂☜⪃࠼ࡿࡇࠊ⪅
ࡶࠊ࠸࠺ࡇࡀဴᏛࡋ࡚⤒㦂ࡋ࡚ḧࡋ࠸ࡇࡢࢥ࠶ࡿࠋ



ဴᏛࡢ㠃ⓑࡃ࡚㠃ಽ࡞ࡇࢁࡣࠊⓙ㐪࠺ࡇࢆ◊✲ࡋ࡚࠸࡚᪉ἲࡶ㐪࠺ࠋࡑࡢࡓࡵࠊဴᏛ
࠸࠺⛉┠࡛ࠊఱࢆᩍ࠼ࡓࡽဴᏛࢆᩍ࠼ࡓࡇ࡞ࡿࡢࠊ࠸࠺ඹ㏻ゎࡀ࡞࠸ࠋᏛၥ㡿ᇦ
ࡋ࡚ࡢဴᏛࡣ࠶ࡿࡀࠊඹ㏻ゎࡀ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ᪤ᏑࡢဴᏛࡑ࠺࡛࡞࠸ࡶࡢࢆศࡅࡿࡢࡣ㞴
ࡋ࠸ࡢ࡛ࡣ㸽



Ꮫၥయ⣔ࢆᏛࡪࡢ࡛ࡣ࡞࠸ဴᏛࡘ࠸࡚ࠊఱࢆᩍ࠼ࡿ࠸࠺ࡁࠊ᰾࡞ࡿࡶࡢࡣఱࠋ



ဴᏛࡢᤵᴗࡣࠊᏛ⏕ࡀࡼࡾࡼࡃ⏕ࡁࡿࡇᙺ❧ࡘேຓࡅ࡛ࡑࢀ௨ୖ࡛ࡶ௨ୗ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ
ࡢᏛၥ⥺ᘬࡁࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࠋ



ဴᏛࡣᏛၥⓗ࡞ព⩏ࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࢆᏛ⏕ఏ࠼ࡓ࠸ࠋဴᏛᅛ᭷ࡢ㡿ᇦࢆㄒࡿ࠸࠺ࡢࡣࠊ
ࡑࢀ࡞ࡾពࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ



ࡢᏛ⏕ࡣࠊே๓࡛Ⓨゝࡍࡿࡇࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀ࠶ࡲࡾ࡞࠸ࡢ࡛ࠊࡑࡇⅆࢆࡘࡅࡿ㐨
࡞ࡿࡢࡀဴᏛ⪅ࠋᩍᖌ࠸࠺ࡼࡾࡣࣇࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࠋ
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㈨ᩱ㸯 :6 ㊃᪨ㄝ᫂ࢫࣛࢻ
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ྂྡۑᒇဴᏛᩍ⫱◊✲  ➨  ᅇဴᏛ࢝ࣇ࢙ࠕᏛ࡛ࡢᏛࡧࡣ㸽ࠖ
㐍⾜ᙺ 㸸 Ᏻ⏣ Ύ୍㑻
 ஂಖ⏣ ♸ḷ㸦ឡ▱ᩍ⫱Ꮫ㸧
᪥

 㸸 ᖹᡂ 25 ᖺ 4 ᭶ 19 ᪥㸦㔠㸧17㸸00㹼18㸸30

ሙ

ᡤ 㸸 ྡྂᒇᏛ⌮Ꮫ㒊㹃㤋㸯㝵 ࢡࣞࢢࢫ ࢝ࣇ࢙

ྂྡۑᒇဴᏛᩍ⫱◊✲  ➨  ᅇ᭩ホ࢝ࣇ࢙
ᮧୖᶞⴭࠗⰍᙬࢆᣢࡓ࡞࠸ከᓮࡘࡃࡿࠊᙼࡢᕠ♩ࡢᖺ࠘
㐍⾜ᙺ 㸸 ୕ᾆ 㝯ᏹ 㸦࢝ࣇ࢙ࣇࣟ㸭᳥ᒣዪᏛᅬᏛே㛫㛵ಀᏛ㒊ㅮᖌ㸧
᪥

 㸸 ᖹᡂ 25 ᖺ 8 ᭶ 30 ᪥㸦㔠㸧17㸸00㹼18㸸30

ሙ

ᡤ 㸸 ྡྂᒇᏛ⌮Ꮫ㒊㹃㤋㸯㝵 ࢡࣞࢢࢫ ࢝ࣇ࢙

㈨ᩱ㸰 ᗈሗ࣏ࢫࢱ࣮
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ᩍᮦ࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛤Ⓨ

Ꮫࡢ IR Q&A
㸯㸬ᴫせ
ࣥࢫࢸࢳ࣮ࣗࢩࣙࢼ࣭ࣝࣜࢧ࣮ࢳ㸦௨ᚋࠊ㹇㹐㸧㛵ࡍࡿᏛࡢ⌧ሙ࠾ࡅࡿᐇ㊶ⓗ࡞▱
㆑ࢆࠊ㹇㹐ᚑࡍࡿᩍ⫋ဨ㧗➼ᩍ⫱ࡢᑓ㛛ᐙࡼࡗ࡚㞟࣭ᩚ⌮ࡋࠊ◊ಟᩍᮦࢆసᡂࡋࡓࠋ
㸰㸬ᇳ➹⪅
୰ ಇᶞ 㸦ྡྂᒇᏛ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
㫽ᒃ ᭸Ꮚ 㸦❧㤋Ꮫᩍ⫱㛤Ⓨ᥎㐍ᶵᵓ㸧
⸨ 㒔ⓒ 㸦ྡྂᒇᏛホ౯⏬ᐊ㸧
ᒸ⏣ ᭷ྖ 㸦㧗༓✑Ꮫே㛫⛉Ꮫ㒊㸧
ᕝ㑣㒊 㝯ྖ㸦❧㤋Ꮫᩍ⫱㛤Ⓨ᥎㐍ᶵᵓ㸧
ᒣ⏣ ๛ྐ 㸦ឡᏛᩍ⫱࣭Ꮫ⏕ᨭᶵᵓᩍ⫱⏬ᐊ㸧
㸱㸬࡞άືෆᐜ࣭ᡂᯝ
2013 ᖺ 9 ᭶ 20 ᪥ࠗᏛࡢ㹇㹐 㹏㸤㸿࠘
㸦⋢ᕝᏛฟ∧㒊㸧ࢆห⾜ࡋࡓࠋ
㸲㸬
ࠗᏛࡢ㹇㹐 㹏㸤㸿࠘ࡢᵓᡂ
➨㸯㒊 IR ࡢᐇ㊶ࡢࡓࡵࡢᣦ㔪
IR ࡣࡢࡼ࠺࡞άື࡞ࡢ㸭IR ᐇ㊶⪅ࡢࡓࡵࡢ
7 ࡘࡢᣦ㔪㸭IR ᐇ㊶ࡢ 5 ࡘࡢࢫࢸࢵࣉ

➨㸰㒊 Q&A ᙧᘧ࡛Ꮫࡪ IR ࡢᐇ㊶
ㄪᰝタィ㸭ࢹ࣮ࢱ㞟㸭ศᯒ๓‽ഛ㸭ศᯒ㸭ሗ
ᥦ౪㸭Ꮫ⏕ࡢཷࡅධࢀ㸭ᩍ⫱ࡢෆᐜ᪉ἲ㸭Ꮫ⩦
ࡢᡂᯝ㸭Ꮫ⏕ᨭ㸭Ꮫ⩦⎔ቃ㸭◊✲άື㸭ᩍဨ㸭
⟶⌮㐠Ⴀ㸭Ꮫࡢእ㒊⎔ቃ㸭IR ࡢ⤌⧊యไ
ࢥ࣒ࣛ㸭ࢹ࣮ࢱࡢᣢࡘຊࢆᐇឤࡋࡓ⤒㦂㸭ពእᛶ
ࡢ࡞࠸ศᯒ⤖ᯝࡢព㸭ධヨᨻ⟇ࡽ⪃࠼ࡿᏛ⏕
ࢹ࣮ࢱ㸭ᨭࡋ࡚ࡢホ౯㸭ࢹ࣮ࢱࡽࠊ
ᩍ⫱ᨵၿ
㈨ࡍࡿሗ㸭IR ᢸᙜ⪅ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁
ࡣ㸽㸭ᩍ⫋ဨࡀ༠ാࡋ࡚ IR ࢆ㛤Ⓨࡍࡿ࠸࠺ࡇ
➨㸱㒊 IR ᐇ㊶ࡢࡓࡵࡢ㈨ᩱ

ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⚊ࡢసࡾ᪉㸭ຠᯝⓗ࡞ࢢࣛࣇࡢ
㑅ࡧ᪉㸭௦⾲ⓗ࡞ᐃᮇⓗㄪᰝ㸭IR 㛵㐃せἲ௧
㸭㧗➼ᩍ⫱ᖺ⾲㸭㧗➼ᩍ⫱ࡢືྥࡢሗ※㸭IR
ࡢᇶ♏⏝ㄒ㸭ཧ⪃ᩥ⊩㸭
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ྡྂᒇᏛ᪂௵ᩍဨࣁࣥࢻࣈࢵࢡᨵゞ∧
㊃᪨
ྡྂᒇᏛ࡛ࡣᅜࡢᏛඛࡀࡅ࡚ࠊ
ࠗ᪂௵ᩍဨࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘ࢆ 2012 ᖺ 3 ᭶ไసࡋࠊᖹ
ᡂ 24 ᖺᗘ 25 ᖺᗘࡢ᪂௵ᩍဨဨ㓄ᕸࡋ࡚ࡁࡓ㸦㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡶ
බ㛤㸧
ࠋྠࣁࣥࢻࣈࢵࢡࡣⱝᡭᩍဨࡸᏛࡽ␗ືࡋࡓࡤࡾࡢᩍဨࡀࠊᮏᏛࡢ⤌⧊ᩥࢫ࣒
࣮ࢬ㐺ᛂࡋࠊᩍ⫱࣭◊✲άືࢆ❧ࡕୖࡆࡿ㝿ࡢࢫࢱ࣮ࢺࢵࣉ࢞ࢻࡋ࡚ᖜᗈࡃά⏝ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ
ྠࣁࣥࢻࣈࢵࢡࡢෆᐜࢆࡉࡽᐇࡉࡏࡿࡓࡵࠊᖹᡂ 25 ᖺᗘ୰ḟࡢ᪉㔪ᇶ࡙࠸࡚ᨵゞࢆ⾜
ࡗࡓࠋ
࣭
ࠕℊཱྀࣉࣛࣥ 2013ࠖࢆᥖ㍕ࡋࠊྡྂᒇᏛࡢࣦࢪࣙࣥࢆ᪂௵ᩍဨ᫂☜♧ࡍ
࣭ྡྂᒇᏛࡢᩍ⫱◊✲άືୖࡢ 3 ࡘࡢ࣏ࣜࢩ࣮ࢆᥖ㍕ࡍࡿ
࣭ᆅ㟈ᑐ⟇࡞ࠊ⫋ົୖࡢ༴ᶵ⟶⌮Ḟࡏ࡞࠸᪂ࡋ࠸ሗࢆ㏣ຍࡍࡿ
࣭Ꮫᖺᬺࠊ࢟ࣕࣥࣃࢫ࣐ࢵࣉ➼ࡢࢵࣉࢹ࣮ࢺ
࣭⏝⪅ࡗ࡚ࡢどㄆᛶᦠᖏᛶࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࠊᇶᮏࢹࢨࣥࢆ୍᪂ࡍࡿ
࣭༳ๅ࣭〇ᮏࡣᏛෆࡢࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺࢭࣥࢱ࣮ࢆά⏝ࡍࡿ
ไసᡭ㡰
㸯㸬㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡛ᖹᡂ 24 ᖺᗘ࠾ࡼࡧ 25 ᖺᗘࡢ᪂௵ᩍဨᩘྡᑐࡋ࡚ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪ
ᰝࢆᐇࡋࠊᨵၿⅬ㛵ࡍࡿࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡពぢࢆ㞟⣙ࡍࡿ㸦6㹼7 ᭶㸧
㸰㸬㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮⥲ົ㒊⫋ဨㄢࡼࡿไసࢳ࣮࣒ࢆⓎ㊊ࡉࡏࡿࠋᏛ㐠Ⴀୖ࠾ࡼࡧ༴
ᶵ⟶⌮ୖࡢᚲせ㡯ࡘ࠸࡚ࠊ⅏ᐖᑐ⟇ᐊ➼༠㆟ࡋ࡞ࡀࡽሗࢆ㞟⣙ࡍࡿ㸦8 ᭶㸧
㸱㸬どㄆᛶ࠾ࡼࡧᦠᖏᛶࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢ⦅㞟సᴗࠊࢹࢨࣥᨵゞࢆ⾜࠺㸦9㹼10 ᭶㸧
㸲㸬ົᒁෆ࡛ᅇぴࡋࠊグ㍕ෆᐜࢆࢵࣉࢹ࣮ࢺࡍࡿ㸦11㹼12 ᭶㸧
㸳㸬ᡂࠊྛ㒊ᒁࡢᗢົ㓄ᕸࠊ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮HP  PDF ࢆබ㛤㸦1 ᭶㸧
㸴㸬ᖹᡂ 26 ᖺ 4 ᭶㛤ദணᐃࡢ᪂௵ᩍဨ◊ಟ࡛ᮏࣁࣥࢻࣈࢵࢡࢆ㓄ᕸ࣭ά⏝ࡍࡿ㸦4 ᭶㸧
URL http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/publications/file/handbook_2014.pdf
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㈨ᩱ ࠗྡྂᒇᏛ᪂௵ᩍဨࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘ᨵゞ∧ࡢ⾲⣬
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ཧ⪃㈨ᩱ

ᣐⅬࡢᴫせタ❧⤒⦋
タ❧⤒⦋
 ྡྂᒇᏛ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊ1998 ᖺ 4 ᭶ 9 ᪥Ꮫෆඹྠ◊✲タࡋ࡚タ⨨ࡉࢀࡲࡋ
ࡓࠋࢭࣥࢱ࣮㛗㸦ే௵㸧
ࠊᑓ௵ᩍဨ 4 ྡ㠀ᖖ◊✲ဨ࣭⫋ဨᩘྡࡽ࡞ࡿ㒊⨫࡛ࡍࠋ
 ᅜ㝿ⓗ࡞ど㔝ࡢࡶ㧗➼ᩍ⫱ࡢⓎᒎᡓ␎ⓗ㈉⊩ࡍࡿࡇࢆ࣑ࢵࢩࣙࣥࡋ࡚ᥖࡆࠊ◊✲
㛤Ⓨࡢᡂᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ▱ぢࡢᥦ౪ࡸၥ㢟ゎỴࡢཧ⏬ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡽࢆ㏻ࡌ࡚ࠊྡྂᒇ
Ꮫ࠾ࡼࡧ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢ㉁ࡢྥୖࠊࡉࡽࡣ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢ♫ࡢ㈉⊩ࢆࡵࡊࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
2010 ᖺ 6 ᭶ 10 ᪥ࡣࠊFD࣭SD ᩍ⫱ᨵၿᨭᣐⅬࡋ࡚ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡼࡾᩍ⫱㛵ಀඹྠ⏝ᶵ
㛵ࠑᏛࡢᩍ⫋ဨࡢ⤌⧊ⓗ࡞◊ಟ➼ࡢᐇᶵ㛵ࠒㄆᐃࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
The Center for the Studies of Higher Education, Nagoya University was established on April
9, 1998, as one of the university’s interdepartmental education and research institutes. It
consists of a director (concurrent), four full-time academics, and several part-time researchers
and assistants. With a mission to make a strategic contribution to the advancement of higher
education with international perspectives, the Center imparts knowledge and participates in
problem solving based on the findings of its research and development activities. Through
these activities, the Center aims to facilitate quality enhancements in Nagoya University and
other higher education institutes, and consequently seeks to serve for the society. On June 10,
2010, the Center was approved by MEXT (the Ministry of Education, Culture, Sports, Science
and Technology) as one of the Inter-University Research Hub for faculty and staff
development.

◊✲㡿ᇦ
࣭ᩍᤵᏛ⩦ㄽ         

Teaching and leaning

࣭Ꮫ⏕ㄽ             University students
࣭࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛㄽ       
࣭⤌⧊㛤Ⓨ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ
࣭Ꮫ♫

Curriculum at higher education
  Organization and leadership

  Role of university in society

࣭㧗➼ᩍ⫱ᨻ⟇ࠊᏛ⾡◊✲ᨻ⟇

Higher education policy, Academic research policy

άືෆᐜ
 㧗➼ᩍ⫱㛵ࢃࡿᐇ㊶ⓗ࡞◊✲ࢆ㐍ࡵࡘࡘࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞άືᒎ㛤ࡉࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࣭Ꮫᩍ⫋ဨࡢࡓࡵࡢ FD࣭SD ᩍᮦ㛤Ⓨᥦ౪
࣭ࢸู࣮࣐ FD࣭SD ◊✲ࡢᨭ
࣭ಶูᩍဨᑐࡍࡿ࣓ࣥࢱ࣮ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢタィᐇ
࣭Ꮫ㒊⏕࣭Ꮫ㝔⏕ࡢᏛ⩦ᨭ
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࣭ྛ✀ὶࡢ⏬㐠Ⴀ
࣭FD࣭SD ᢸᙜ⪅ࡢὶ࣭ሗ
The Center is engaged in practical research into higher education, while also being involved
in the following developmental activities.
1 Creating and providing tools for faculty and staff development
2 Proving professional development programs at different career stages and on strategic
issues
3 Supporting voluntary groups for faculty and staff development by theme
4 Designing and providing mentoring programs for individual faculty members
5 Developing and providing tools and programs to support students’ learning
6 Planning and organizing various exchange events
7 Facilitating personal and informational exchanges among practitioners

≉ᚩ࠶ࡿάື
࣭FD࣭SD ᩍᮦ㛤Ⓨ࠾ࡅࡿ༠ാ
 ࢭࣥࢱ࣮ࡢᩍᮦ㛤Ⓨ⤒㦂ࢆάࡋ࡚ࠊ⌧ሙࡢᩍ⫋ဨࡀ FD࣭SD ᩍᮦࡢ㛤Ⓨᦠࢃࡿࡇࢆ✚ᴟ
ⓗᨭࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡼࡾࠊࡉࡲࡊࡲ࡞⤒㦂ࠊࢫ࢟ࣝࠊࣀ࢘ࣁ࢘ࢆ㞟ࡋ࡚ඹ᭷ࡍࡿࡇ
ࢆྍ⬟ࡋࠊࡉࡽࡣᩍ⫋ဨ㛫ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡙ࡃࡾࡸㄢ㢟ࡢඹ᭷ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊ㛤Ⓨ
ࡉࢀࡓᩍᮦࡣࠊ㛫ሙᡤࢆ㑅ࡤ࡞࠸⮬ᕫ◊ಟࡢࢶ࣮ࣝࡋ࡚ά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
Collaboration on Tool Creation
The Center encourages faculty and staff to participate in the creation of self-development
tools and/or materials for teaching and learning, based on our experience in this area.
Through these activities, it also collates the multitude of experiences, skills, and knowledge
faculty and staff can learn from each other and promotes networking and strategic
collaboration. These developed tools are utilized as materials for self-training, which help
people to learn at any time and in any place.
࣭ᐅᛂࡌࡓ㞟ྜ◊ಟ
 ࢟ࣕࣜࢫࢸ࣮ࢪẖࡢ㞟ྜ◊ಟຍ࠼࡚ࠊᐅ࡞࠺㞟ྜ◊ಟࡶᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡲ࡛
ࡢ◊ಟࡣࠊᏛࡢᅜ㝿క࠺ࠕᑓ㛛ࢆⱥㄒ࡛ᩍ࠼ࡿ㝿ࡢ᪉ἲࠖ
ࠊሗᢏ⾡ࡢⓎᒎక࠺ࠕᤵ
ᴗ ICT ࢆά⏝ࡍࡿ᪉ἲࠖ
ࠊᏛ㝔ᣑక࠺ࠕ◊✲ᣦᑟୖࡢ␃ពⅬࠖ࡞ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
Programs for Faculty, Staff and Students’ Development
In addition to the specific developmental programs for different career stages, the Center also
provides seminars and workshops on current/strategic issues. Examples of past training
programs include “How to teach one’s major subject in English” to facilitate the
internationalization of the university. “How to utilize ICT in a class” to facilitate the
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development of information technology, and “Tips for research supervisors” to cater to the
expansion of graduate schools.
࣭ࢸู࣮࣐ FD࣭SD ◊✲ࡢᨭ
 FD࣭SD 㛵ࢃࡿࢸู࣮࣐◊✲ࢆᨭࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡲ࡛ྡྂᒇ⤒῭Ꮫᩍ⫱◊✲ࠊྡ
ྂᒇဴᏛᩍ⫱◊✲ࠊྡྂᒇ SD ◊✲ࠊྡྂᒇᏛ␃Ꮫ⏕◊✲ࠊ࡞ࡈࡸ⛉Ꮫࣜࢸࣛࢩ࣮ࣇ࢛
࣮࣒ࣛ࡞ࡀᩍ⫋ဨ᭷ᚿࡼࡗ࡚⤌⧊ࡉࢀࠊάືࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
Supporting Voluntary Groups
The Center supports voluntary groups that are theme-oriented and involved in faculty and
staff development. Volunteers from the faculty and staff have organized several groups such
as the Nagoya Study Group on Economics Education, Nagoya Study Group on Philosophy
Education, Nagoya SD Study Group, NU Foreign Student Study Group, Science Literacy
Forum Nagoya, ect., and the Center is active in helping them with their activities.
࣭ᩍဨ࣓ࣥࢱ࣮ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
 ಶࠎࡢᩍဨᑐࡍࡿᨭࡋ࡚ࠊ࣓ࣥࢱ࣮ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ᪂௵ᩍဨࡀ୍ᐃࡢ
ົ⤒㦂ࢆࡶࡘᩍဨὶࡍࡿࡇࢆಁ㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠊᤵᴗᝎࡳࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿ࡞ᩍဨಶࠎࡢ
ࡈせᮃᛂࡌ࡚࣓ࣥࢱ࣮࣐ࢵࢳࣥࢢࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
Faculty Mentoring
The Center conducts a mentoring program to support individual faculty members. The
program promotes exchanges between new and experienced members of the faculty, while
also proving mentor-matching services, as requested by individual faculty members, who are
experiencing issues in academic life.
࣭Ꮫᩍဨ‽ഛㅮᗙ
 ᏛᩍဨࢆࡵࡊࡍᏛ㝔⏕➼ࢆᑐ㇟ࠊᏛᩍဨ࡞ࡿࡓࡵᚲせ࡞ᇶᮏⓗ▱㆑ࡸࢫ࢟ࣝࡢ⩦
ᚓࢆᨭࡍࡿࠕࣉࣞ FDࠖࢆᐇࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡽࡣࠊᏛ㝔⏕ᑐࡍࡿ࢟ࣕࣜᙧᡂᨭࡢ
ពࢆࡶࡗ࡚࠾ࡾࠊᏛ㝔⏕ࡢࡓࡵࡢ◊ಟࢩ࣮ࣜࢬࡶ㐃ືࡉࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋ
Preparing Future Faculty
The Center provides a Program for Preparing Future Faculty, which helps postgraduate
students who would like to be faculty members in the future acquire fundamental knowledge
and skills. This program also assumes an aspect of career development support for graduate
students, and in linked with training programs for postgraduate students.
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ࢭࣥࢱ࣮࠾ࡼࡧᣐⅬࡢつ⛬
ྡྂᒇᏛ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ FD࣭SD ᩍ⫱ᨵၿᨭᣐⅬ㐠Ⴀጤဨつ⛬
㸦ᖹᡂ 22 ᖺ 7 ᭶ 20 ᪥つ⛬➨ 14 ྕ㸧
㸦㊃᪨㸧
➨1᮲ ྡྂᒇᏛ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮つ⛬㸦ᖹᡂ 16 ᖺᗘつ⛬➨ 195 ྕ㸧➨ 5 ᮲➨ 2 㒊ࡢつ⛬
ᇶ࡙ࡃྡྂᒇᏛ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸦௨ୗࠕࢭࣥࢱ࣮ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡢ FD࣭SD ᩍ⫱
ᨵၿᨭᣐⅬ㐠Ⴀጤဨ㸦௨ୗࠕᣐⅬ㐠Ⴀጤဨࠖ࠸࠺ࠋ
㸧㛵ࡍࡿ㡯ࡣ㸪ࡇࡢつ⛬
ࡢᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡿࠋ
㸦ᑂ㆟㡯➼㸧
➨2᮲ ᣐⅬ㐠Ⴀጤဨࡣ㸪ࢭࣥࢱ࣮ࡢᩍ⫱㛵ಀඹྠ⏝ᣐⅬࡋ࡚ࡢ⏝ཬࡧ㐠Ⴀ㛵ࡍࡿ
㡯ࡘ࠸࡚ᑂ㆟ࡍࡿࠋ
㸦⤌⧊㸧
➨3᮲ ᣐⅬ㐠Ⴀጤဨࡣ㸪ḟᥖࡆࡿᣐⅬ㐠Ⴀጤဨࢆࡶࡗ࡚⤌⧊ࡍࡿࠋ
୍ ࢭࣥࢱ࣮㛗
 ࢭࣥࢱ࣮ࡢᩍᤵ 1 ྡ
୕ Ꮫົ㒊㛗
ᅄ ྡྂᒇᏛ௨እࡢᏛ㆑⤒㦂⪅ⱝᖸྡ
 ࡑࡢࢭࣥࢱ࣮㛗ࡀᚲせㄆࡵࡓ⪅
2 ๓㡯➨ 4 ྕཬࡧ➨ 5 ྕࡢᣐⅬ㐠Ⴀጤဨࡣ㸪ࢭࣥࢱ࣮㛗ࡢ᥎⸀ࡼࡾ㸪⥲㛗ࡀ௵ཪࡣጤკࡍ
ࡿࠋ
 3 ๓㡯ࡢ᥎⸀ࢆ⾜࠺ሙྜࡣ㸪ࢭࣥࢱ࣮㛗ࡣ㸪ྡྂᒇᏛࢭࣥࢱ࣮༠㆟ࡢ㆟ࢆ⤒ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
➨4᮲ ๓᮲➨ 2 㡯ࡢᣐⅬ㐠Ⴀጤဨࡢ௵ᮇࡣ㸪2 ᖺࡍࡿࠋࡓࡔࡋ㸪௵ࢆጉࡆ࡞࠸ࠋ
 2 ๓㡯ࡢᣐⅬ㐠ႠጤဨḞဨࡀ⏕ࡌࡓࡣ㸪ࡑࡢ㒔ᗘ⿵ࡍࡿࠋࡇࡢሙྜ࠾ࡅࡿᣐⅬ㐠Ⴀጤ
ဨࡢ௵ᮇࡣ㸪๓௵⪅ࡢṧ௵ᮇ㛫ࡍࡿࠋ
➨5᮲ ᣐⅬ㐠Ⴀጤဨጤဨ㛗ࢆ⨨ࡁ㸪➨ 3 ᮲➨ 1 㡯➨ 1 ྕࡢᣐⅬ㐠Ⴀጤဨࢆࡶࡗ࡚࡚ࡿࠋ
 2 ጤဨ㛗ࡣ㸪ᣐⅬ㐠Ⴀጤဨࢆᣍ㞟ࡋ㸪ࡑࡢ㆟㛗࡞ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ጤဨ㛗ᨾࡀ࠶ࡿሙྜࡣ㸪
࠶ࡽࡌࡵጤဨ㛗ࡀᣦྡࡋࡓᣐⅬ㐠Ⴀጤဨࡀ㆟㛗࡞ࡿࠋ
㸦ᐃ㊊ᩘ㸧
➨6᮲ ᣐⅬ㐠Ⴀጤဨࡣ㸪ᣐⅬ㐠Ⴀጤဨࡢ㐣༙ᩘࡢฟᖍࡼࡗ࡚ᡂ❧ࡋ㸪㆟ࡣ㸪ฟᖍ⪅ࡢ㐣
༙ᩘࡼࡗ࡚Ỵࡍࡿࠋ
㸦ពぢࡢ⫈ྲྀ㸧
➨7᮲ ᣐⅬ㐠Ⴀጤဨࡀᚲせㄆࡵࡓࡁࡣ㸪ᣐⅬ㐠Ⴀጤဨ௨እࡢ≀ࡢฟᖍࢆồࡵ㸪ࡑࡢពぢ
ࢆ⫈ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
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㸦ᑓ㛛ጤဨ㸧
➨8᮲ ᣐⅬ㐠Ⴀጤဨࡀᚲせㄆࡵࡓࡁࡣ㸪ᑓ㛛ጤဨࢆ⨨ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦㞧๎㸧
➨9᮲ ࡇࡢつ⛬ࢆᐃࡵࡿࡶࡢࡢ㸪ᣐⅬ㐠Ⴀጤဨ㛵ࡋᚲせ࡞㡯ࡣ㸪ᣐⅬ㐠Ⴀጤဨࡢ
㆟ࢆ⤒࡚㸪ࢭࣥࢱ࣮㛗ࡀᐃࡵࡿࠋ
㝃๎
ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪ᖹᡂ 22 ᖺ 7 ᭶ 16 ᪥ࡽ⾜ࡋ㸪ᖹᡂ 22 ᖺ 6 ᭶ 10 ᪥ࡽ㐺⏝ࡍࡿࠋ

ྡྂᒇᏛ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮つ⛬
㸦ᖹᡂ 16 ᖺᗘつ⛬➨ 195 ྕ㸧
ᨵṇ ᖹᡂ 18 ᖺ 2 ᭶ 27 ᪥つ⛬➨ 69 ྕ
 ᖹᡂ 22 ᖺ 7 ᭶ 20 ᪥つ⛬➨ 13 ྕ
㸦┠ⓗ㸧
㸧ࡣ㸪ᅜෆእࡢ◊✲⪅ࡢ༠
➨1᮲ ྡྂᒇᏛ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸦௨ୗࠕࢭࣥࢱ࣮ࠖ࠸࠺ࠋ
ຊࢆᚓ࡚㸪Ꮫ㒊ཬࡧᏛ㝔࠾ࡅࡿᩍ⫱࣭◊✲άືࡢ㐃ᦠࡢୗ㸪㧗ᗘᩍ⫱㛵ࡍࡿ◊
✲࣭ㄪᰝࢆ⾜࠸㸪㧗➼ᩍ⫱ࡢ㉁ⓗྥୖ㈨ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿࠋ
2 ࢭࣥࢱ࣮ࡣ㸪ᩍ⫱㛵ಀඹྠ⏝ᣐⅬࡋ࡚㸪ࢭࣥࢱ࣮࠾ࡅࡿᩍ⫱࣭◊✲ୖᨭ㞀ࡢ࡞࠸ሙྜ
㸪ࡢᏛࡢ⏝౪ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦⫋ဨ㸧
➨2᮲ ࢭࣥࢱ࣮㸪ࢭࣥࢱ࣮㛗ࡑࡢᚲせ࡞⫋ဨࢆ⨨ࡃࠋ
㸦㐠Ⴀጤဨ㸧
➨3᮲ ࢭࣥࢱ࣮㸪ྡྂᒇᏛࢭࣥࢱ࣮༠㆟つ⛬㸦ᖹᡂ 17 ᖺᗘつ⛬➨ 68 ྕ㸧➨ 3 ᮲➨ 2 㡯
ࡢつ⛬ࡼࡾጤ௵ࡉࢀࡓ㡯ࡑࡢࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐠Ⴀ㛵ࡍࡿ㡯ࢆᑂ㆟ࡍࡿࡓࡵ㸪㐠Ⴀጤ
ဨࢆ⨨ࡃࠋ
2 㐠Ⴀጤဨࡢ⤌⧊ཬࡧ㐠Ⴀ㛵ࡋᚲせ࡞㡯ࡣ㸪ูᐃࡵࡿࠋ
㸦ホ౯ጤဨ㸧
➨4᮲ ࢭࣥࢱ࣮,ࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲άືཬࡧ㐠Ⴀ⯡㛵ࡋ࡚Ꮫእ⪅ࡢ❧ሙࡽຓゝཬࡧホ౯ࢆ
ᚓࡿࡓࡵ㸪ホ౯ጤဨࢆ⨨ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
2 ホ౯ጤဨࡢ⤌⧊ཬࡧ㐠Ⴀ㛵ࡋᚲせ࡞㡯ࡣ㸪ูᐃࡵࡿࠋ
㸦FD࣭SD ᩍ⫱ᨵၿᨭᣐⅬ㐠Ⴀጤဨ㸧
➨5᮲ ࢭࣥࢱ࣮㸪ᩍ⫱㛵ಀඹྠ⏝ᣐⅬࡋ࡚ࡢ⏝ཬࡧ㐠Ⴀ㛵ࡍࡿ㡯ࢆᑂ㆟ࡍࡿࡓࡵ㸪
FD࣭SD ᩍ⫱ᨵၿᨭᣐⅬ㐠Ⴀጤဨ㸦௨ୗࠕᣐⅬ㐠Ⴀጤဨࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࢆ⨨ࡃࠋ
 2 ᣐⅬ㐠Ⴀጤဨࡢ⤌⧊ཬࡧ㐠Ⴀ㛵ࡋᚲせ࡞㡯ࡣ㸪ูᐃࡵࡿࠋ
➨6᮲ ࡇࡢつ⛬ࡢᐃࡵࡿࡶࡢࡢ㸪ࢭࣥࢱ࣮㛵ࡋᚲせ࡞㡯ࡣ㸪㐠ႠጤဨཬࡧྡྂᒇᏛ
ࢭࣥࢱ࣮༠㆟ࡢ㆟ࢆ⤒࡚㸪⥲㛗ࡀᐃࡵࡿࠋ
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㝃๎
ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪ᖹᡂ 16 ᖺ 4 ᭶ 1 ᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ
㝃๎㸦ᖹᡂ 18 ᖺ 2 ᭶ 27 ᪥つ⛬➨ 69 ྕ㸧
ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪ᖹᡂ 18 ᖺ 4 ᭶ 1 ᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ
㝃๎㸦ᖹᡂ 22 ᖺ 7 ᭶ 20 ᪥つ⛬➨ 13 ྕ㸧
ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪ᖹᡂ 22 ᖺ 20 ᪥ࡽ⾜ࡋ㸪ᖹᡂ 22 ᖺ 6 ᭶ 10 ᪥ࡽ㐺⏝ࡍࡿࠋ

ྡྂᒇᏛ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀጤဨつ⛬
㸦ᖹᡂ 16 ᖺᗘ 4 ᭶ 1 ᪥つ⛬➨ 197 ྕ㸧
 ᨵṇ ᖹᡂ 18 ᖺ 2 ᭶ 27 ᪥つ⛬➨

69 ྕ

ᖹᡂ 19 ᖺ 3 ᭶ 28 ᪥つ⛬➨ 106 ྕ
ᖹᡂ 24 ᖺ 3 ᭶ 29 ᪥つ⛬➨ 105 ྕ
㸦㊃᪨㸧
➨1᮲ ྡྂᒇᏛ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮つ⛬㸦ᖹᡂ 16 ᖺᗘつ⛬➨ 195 ྕ㸧➨ 3 ᮲➨ 2 㡯ࡢつ⛬
ᇶ࡙ࡃྡྂᒇᏛ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸦௨ୗࠕࢭࣥࢱ࣮ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡢ㐠Ⴀጤဨ
㛵ࡍࡿ㡯ࡣ㸪ࡇࡢつ⛬ࡢᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡿࠋ
㸦ᑂ㆟㡯➼㸧
➨2᮲ 㐠Ⴀጤဨࡣ,ྡྂᒇᏛࢭࣥࢱ࣮༠㆟つ⛬㸦ᖹᡂ 17 ᖺᗘつ⛬➨ 68 ྕࠋ௨ୗࠕ༠㆟
つ⛬ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧➨ 3 ᮲➨ 2 㡯ࡢつ⛬ࡼࡾጤ௵ࡉࢀࡓ㡯㸦௨ୗࠕጤ௵㡯ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧
ࡑࡢࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐠Ⴀ㛵ࡍࡿ㡯ࡘ࠸࡚ᑂ㆟ࡍࡿࠋ
 2 㐠Ⴀጤဨࡣ㸪ጤ௵㡯ࡢᑂ㆟ࡢ⤖ᯝࢆྡྂᒇᏛࢭࣥࢱ࣮༠㆟㸦௨ୗࠕ༠㆟ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧
㐜࡞ࡃሗ࿌ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚㸪༠㆟つ⛬➨ 3 ᮲➨ 1 㡯➨ 4 ྕ
つ⛬ࡍࡿ㡯ࡢᑂ㆟ࢆ⾜ࡗࡓࡁࡣ㸪ྍ⬟࡞㝈ࡾண⟬ࡢᇳ⾜➼ࡢ๓ሗ࿌ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋ
 3 㐠Ⴀጤဨࡣ㸪༠㆟つ⛬➨ 3 ᮲➨ 4 㡯ࡢつ⛬ࡼࡾ㸪㆟ࡢồࡵࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣ㸪ࡑࡢồ
ࡵᛂࡌ࡚ᑂ㆟ࡋࡓ⤖ᯝࡘ࠸࡚༠㆟ሗ࿌ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸦⤌⧊㸧
➨3᮲ 㐠Ⴀጤဨࡣ㸪ḟᥖࡆࡿ㐠Ⴀጤဨࢆࡶࡗ࡚⤌⧊ࡍࡿࠋ
  ୍ ࢭࣥࢱ࣮㛗
   Ꮫ㝔ᩥᏛ◊✲⛉㸪Ꮫ㝔ᩍ⫱Ⓨ㐩⛉Ꮫ◊✲⛉㸪Ꮫ㝔ἲᏛ◊✲⛉ཬࡧᏛ㝔⤒῭Ꮫ◊
✲⛉ࡢᩍᤵ㸪ᩍᤵཪࡣㅮᖌࡢ࠺ࡕࡽ 2 ྡ
  ୕ ሗᩥᏛ㒊㸪Ꮫ㝔⌮Ꮫ◊✲⛉㸪Ꮫ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉㸪Ꮫ㝔ᕤᏛ◊✲⛉ཬࡧᏛ㝔
⏕㎰Ꮫ◊✲⛉ࡢᩍᤵ㸪ᩍᤵཪࡣㅮᖌࡢ࠺ࡕࡽ 2 ྡ
  ᅄ Ꮫ㝔ᅜ㝿㛤Ⓨ◊✲⛉㸪Ꮫ㝔ከඖᩘ⌮⛉Ꮫ◊✲⛉㸪Ꮫ㝔ᅜ㝿ゝㄒᩥ◊✲⛉㸪Ꮫ
㝔⎔ቃᏛ◊✲⛉㸪Ꮫ㝔ሗ⛉Ꮫ◊✲⛉ཬࡧᏛ㝔⸆⛉Ꮫ◊✲⛉ࡢᩍᤵ㸪ᩍᤵཪࡣ
ㅮᖌࡢ࠺ࡕࡽ 1 ྡ
   ᩍ㣴ᩍ⫱㝔㛗
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  භ ࢭࣥࢱ࣮ࡢᩍᤵཬࡧᩍᤵ
   ࡑࡢᮏᏛࡢᏛᩍဨ࡛㐠Ⴀጤጤဨࡀ㐺ᙜㄆࡵࡓ⪅
 2 ๓㡯➨ 2 ྕࡽ➨ 4 ྕࡲ࡛ཬࡧ➨ 7 ྕࡢ㐠Ⴀጤဨࡣ㸪⥲㛗ࡀ௵ࡍࡿࠋ
㸦௵ᮇ㸧
➨4᮲ ๓᮲➨ 2 㡯ࡢ㐠Ⴀጤဨࡢ௵ᮇࡣ㸪2 ᖺࡍࡿࠋࡓࡔࡋ㸪௵ࢆጉࡆ࡞࠸ࠋ
 2 ๓㡯ࡢ㐠ႠጤဨḞဨࡀ⏕ࡌࡓࡁࡣ㸪ࡑࡢ㒔ᗘ⿵ࡍࡿࠋࡇࡢሙྜ࠾ࡅࡿ㐠Ⴀጤဨࡢ௵
ᮇࡣ㸪๓௵⪅ࡢṧ௵ᮇ㛫ࡍࡿࠋ
㸦ጤဨ㛗㸧
➨5᮲ 㐠Ⴀጤဨ㸪ጤဨ㛗ࢆ⨨ࡁ㸪ࢭࣥࢱ࣮㛗ࢆࡶࡗ࡚࡚ࡿࠋ
 2 ጤဨ㛗ࡣ,㐠Ⴀጤဨࢆᣍ㞟ࡋ㸪ࡑࡢ㆟㛗࡞ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ጤဨ㛗ᨾࡀ࠶ࡿሙྜࡣ㸪࠶
ࡽࡌࡵጤဨ㛗ࡀᣦྡࡋࡓ㐠Ⴀጤဨࡀ㆟㛗࡞ࡿࠋ
㸦ᐃ㊊ᩘ㸧
➨6᮲ 㐠Ⴀጤဨࡣ㸪㐠Ⴀጤဨࡢ㐣༙ᩘࡢฟᖍࡼࡾᡂ❧ࡋ㸪㆟ࡣ㸪ฟᖍ⪅ࡢ㐣༙ᩘࡼࡗ࡚
Ỵࡍࡿࠋ
 2 ๓㡯ࡢつᐃࢃࡽࡎ㸪ࢭࣥࢱ࣮㛗ೃ⿵⪅ࡢ㑅⪃ཬࡧᩍဨே㛵ࡍࡿ㆟ࢆᑂ㆟ࡍࡿ㐠
Ⴀጤဨࡣ㸪㐠Ⴀጤဨࡢ 3 ศࡢ 2 ௨ୖࡢฟᖍࡼࡾᡂ❧ࡋ㸪ᙜヱ㆟ࡣ㸪ฟᖍ⪅ࡢ 3 ศࡢ 2
௨ୖࢆࡶࡗ࡚Ỵࡍࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ᐈဨᩍᤵཬࡧᐈဨᩍᤵಀࡿᩍဨேࢆᑂ㆟ࡍࡿሙྜࡣ㸪
㐣༙ᩘࡢฟᖍࡼࡾᡂ❧ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦㞧๎㸧
➨7᮲ ࡇࡢつ⛬ᐃࡵࡿࡶࡢࡢ㸪㐠Ⴀጤဨ㛵ࡋᚲせ࡞㡯ࡣ㸪㐠Ⴀጤဨࡢ㆟ࢆ⤒࡚㸪
ࢭࣥࢱ࣮㛗ࡀᐃࡵࡿࠋ
㝃๎
ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪ᖹᡂ 16 ᖺ 4 ᭶ 1 ᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ
㝃๎㸦ᖹᡂ 18 ᖺ 2 ᭶ 27 ᪥つ⛬➨ 69 ྕ㸧
ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪ᖹᡂ 18 ᖺ 4 ᭶ 1 ᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ
㝃๎㸦ᖹᡂ 19 ᖺ 3 ᭶ 28 ᪥つ⛬➨ 106 ྕ㸧
ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪ᖹᡂ 19 ᖺ 4 ᭶ 1 ᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ
㝃๎㸦ᖹᡂ 24 ᖺ 3 ᭶ 29 ᪥つ⛬➨ 105 ྕ㸧
ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪ᖹᡂ 24 ᖺ 4 ᭶ 1 ᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ
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ጤဨᐇ≧ἣ
➨㸲ᅇ )'࣭6' ᩍ⫱ᨵၿᨭᣐⅬ㐠Ⴀጤဨ
᪥
 ᖹᡂ 25 ᖺ 6 ᭶ 5 ᪥㸦Ỉ㸧13㸸00㹼15㸸00
ሙᡤ
ྡྂᒇᏛ 㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㆟ᐊ
ฟᖍ⪅
᪩ᕝጤဨ㛗㸦ྡྂᒇᏛ㸧⩚⏣ጤဨ㸦ᮾᏛ㸧㟷㔝ጤဨ㸦㔠ἑᏛ㸧㟷ᮌጤဨ㸦༡ᒣᏛ㸧
ụ⏣ጤဨ㸦ྡᇛᏛ㸧ኟ┠ጤဨ㸦ྡྂᒇᏛ㸧୍ᒃጤဨ㸦ྡྂᒇᏛ㸧ᮾຓᩍ㸦ྡྂᒇᏛ㸧
Ḟᖍ⪅
ሯጤဨ㸦ி㒔Ꮫ㸧Ᏻᮧጤဨ㸦୰ிᏛ㸧
㝙ᖍ⪅
㏆⏣ᩍᤵ㸦ྡྂᒇᏛ㸧୰ᩍᤵ㸦ྡྂᒇᏛ㸧Ώ㑓Ꮫົ⏬ㄢ㛗㸦ྡྂᒇᏛ㸧
㒔⟃Ꮫົ⏬ㄢ⥲ົ㛗㸦ྡྂᒇᏛ㸧∾Ꮫົ⏬ㄢ⥲ົဨ㸦ྡྂᒇᏛ㸧
㆟㢟
1. ᖹᡂ 24 ᖺᗘάືሗ࿌ཬࡧᴗ㈝Ỵ⟬㸦㸧ࡘ࠸࡚㸦㈨ᩱ㸯㸪㸰㸧
2. ᖹᡂ 25 ᖺᗘάື᪉㔪ཬࡧᴗ㈝ᇳ⾜ィ⏬㸦㸧ࡘ࠸࡚㸦㈨ᩱ㸱㸪㸲㸧
3. ࡑࡢ

㐠Ⴀጤဨጤဨྡ⡙
ጤဨ

⩚ ⏣ ㈗ ྐ

㸦ᮾ   Ꮫ 㧗➼ᩍ⫱㛤Ⓨ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ ᩍᤵ㸧

ጤဨ

㟷 㔝   ㏱

㸦㔠 ἑ  Ꮫ Ꮫᩍ⫱㛤Ⓨ࣭ᨭࢭࣥࢱ࣮ ᩍᤵ㸧

ጤဨ

 ሯ 㞝 స

㸦ி 㒔  Ꮫ 㧗➼ᩍ⫱◊✲㛤Ⓨ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ ᩍᤵ㸧

ጤဨ

Ᏻ ᮧ ோ ᚿ

㸦୰ ி  Ꮫ Ꮫ㛗㸧

ጤဨ

㟷 ᮌ   Ύ

㸦༡ ᒣ  Ꮫ Ꮫ㛗㸧

ጤဨ

ụ ⏣ ㍤ ᨻ

㸦ྡ ᇛ  Ꮫ ே㛫Ꮫ㒊 ᩍᤵ㸧

 ۔ጤဨ

᪩ ᕝ ⩏ ୍

㸦ྡྂᒇᏛ 㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㛗㸧

ጤဨ

ኟ ┠ 㐩 ஓ

㸦ྡྂᒇᏛ 㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᩍᤵ㸧

ጤဨ

୍ ᒃ  ༤

㸦ྡྂᒇᏛ Ꮫົ㒊㛗㸧

ࡣ۔ጤဨ㛗
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ᣐⅬࡀᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿᩍ⫱ᨵၿᨭࢶ࣮ࣝ
1. ห⾜≀㸸᭩⡠
1-1 ୰ಇᶞ࣭㫽ᒃ᭸Ꮚ࣭⸨㒔ⓒ⦅ࠗᏛࡢ IR Q&A࠘⋢ᕝᏛฟ∧㒊㸪2013 ᖺ 9 ᭶
1-2 ୰ಇᶞ࣭ୖすᾈྖ⦅ⴭ 㰻⸨ⰾᏊ࣭㎮ᕭ᪩ⱑ࣭㛗ᑿ⩏๎࣭Ỉ㇂᪩ே࣭ᮧ℩㝯ᙪⴭࠗᏛࡢ
ᩍົ Q&A࠘⋢ᕝᏛฟ∧㒊㸪2012 ᖺ 3 ᭶
1-3

ኟ┠㐩ஓ࣭㏆⏣ᨻ༤࣭୰ಇᶞ࣭㰻⸨ⰾᏊࠗᏛᩍဨ‽ഛㅮᗙ࠘⋢ᕝᏛฟ∧㒊㸪2010 ᖺ 3
᭶

1-4 ㏆⏣ᨻ༤ࠗᏛࡧࡢࢸࢵࣉࢫ Ꮫ࡛㘫࠼ࡿᛮ⪃ἲ࠘⋢ᕝᏛฟ∧㒊㸪2009 ᖺ 11 ᭶
1-5

୰ಇᶞ⦅ⴭ ᒾᇛዉᕭ࣭㰻⸨ⰾᏊ࣭㧗ᮌࡦࡳ࣭ኟ┠㐩ஓ࣭ᇼỤᮍ᮶࣭Ᏻ⏣῟୍㑻࣭Ώ㒊
⩏ⴭࠗᏛ⏕ࡢࡓࡵࡢᩍᐊⱥㄒ⾲⌧ 300㸦CD 㸧
࠘ࣝࢡ㸪2009 ᖺ 4 ᭶

1-6 ୰ಇᶞ⦅ⴭ ᮧே࣭㰻⸨ⰾᏊ࣭㧗ᮌࡦࡳ࣭㏆⏣ᨻ༤࣭ᡞ⏣ᒣஂ࣭ኟ┠㐩ஓ࣭⸨
ᇶ㈗࣭ᇼỤᮍ᮶࣭ᰩⓒᜨⴭࠗᏛᩍဨࡢࡓࡵࡢᩍᐊⱥㄒ⾲⌧ 300㸦CD 㸧
࠘ࣝࢡ㸪2008
ᖺ 12 ᭶
1-7 ୰ಇᶞ࣭ᡞ⏣ᒣஂ࣭ኟ┠㐩ஓ࣭㏆⏣ᨻ༤࣭㰻⸨ⰾᏊ࣭⸨ᇶ㈗࣭ᇼỤᮍ᮶࣭㧗ᮌࡦࡳ࣭
ᮧே࣭ᰩⓒᜨࠗⱥㄒ࡛ᩍ࠼ࡿ⛎ジ Ꮫᩍဨࡢࡓࡵࡢᩍᐊⱥㄒࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘ࣝࢡ㸪
2008 ᖺ 3 ᭶
1-8 ୰ಇᶞ࣭ᒣ㔛ᩗஓ࣭୰ᓥⱥ༤࣭ᒸ⏣ၨࠗ㹣࣮ࣛࢽࣥࢢࣁࣥࢻࣈࢵࢡ ࢫࢸࢵࣉ࡛ࡘࡃࡿࢫ
࣐࣮ࢺ࡞ᩍᮦ࣐࠘ࢼࣁ࢘ࢫ㸪2003 ᖺ 8 ᭶
1-9 ụ⏣㍤ᨻ࣭ᡞ⏣ᒣஂ࣭㏆⏣ᨻ༤࣭୰ಇᶞࠗᡂ㛗ࡍࡿࢸࢵࣉࢫඛ⏕ ᤵᴗࢹࢨࣥࡢࡓ
ࡵࡢ⛎ジ㞟࠘⋢ᕝᏛฟ∧㒊㸪2001 ᖺ 4 ᭶

2. ห⾜≀㸸Ꮚ
2-1 ྡྂᒇᏛ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮࣭⥲ົ㒊⫋ဨㄢ࣭Ꮫ㒊Ꮫົ⏬ㄢ⦅ࠗྡྂᒇᏛ᪂௵ᩍဨ
ࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘2014 ᖺ 1 ᭶㸦ᨵゞ∧㸧
2-2 ྡྂᒇᏛ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮࣭⥲ົ㒊⫋ဨㄢ࣭Ꮫ㒊Ꮫົ⏬ㄢ⦅ /ᅜ㝿㒊ᅜ㝿⏬ㄢ༠
ຊࠗNagoya University New Faculty Handbook࠘2012 ᖺ 3 ᭶
2-3 Paul W. L. Lai ⴭ ㏆⏣ᨻ༤⦅ヂࠗMei-Writing ᪥ᮏㄒ∧ ㄽ⌮ⓗ᭩ࡃᢏἲ࠘2012 ᖺ 3 ᭶
2-4 㰻⸨ⰾᏊ⦅ⴭ ᡞ⏣ᒣஂ࣭୰ಇᶞⴭࠗ◊✲⪅ࡢࡓࡵࡢ⛉Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ Starter’s
Kit࠘2011 ᖺ 6 ᭶㸦➨ 2 ∧㸧
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2-5 ㏆⏣ᨻ༤⦅ 㧗ᮌࡦࡳ࣭⏣୰ிᏊ࣭㏆⏣ᨻ༤࣭ᅵᗣ⿱࣭ᯇᾆࡲࡕᏊ࣭Ώ㒊␃⨾ⴭࠗྡྂ
ᒇᏛᩍဨࡢࡓࡵࡢ␃Ꮫ⏕ཷࡅධࢀࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘2011 ᖺ 3 ᭶
2-6 ྡྂᒇ SD ◊✲ไస ୰ಇᶞ࣭㰻⸨ⰾᏊ࣭㛗ᑿ⩏๎࣭ᮧ℩㝯ᙪ࣭ୖすᾈྖⴭࠗᩍົࡢ㹏
㸤㸿࠘2011 ᖺ 3 ᭶
2-7 ≀⌮Ꮫㅮ⩏ᐇ㦂◊✲⦅ ୕ᾆ⿱୍࣭ᑠすဴᮁ࣭୰ᮧὈஅ࣭༓௦ᐇ࣭㰻⸨ⰾᏊ࣭Ᏻ⏣῟୍
㑻࣭᳃ᫀᘯⴭࠗ≀⌮Ꮫㅮ⩏ᐇ㦂ࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘2011 ᖺ 3 ᭶㸦➨ 2 ∧㸧
2-8 Jane Creaton࣭୰ಇᶞ࣭㰻⸨ⰾᏊⴭࠗEight Principles for Linking Research and Teaching࠘
2010 ᖺ 5 ᭶
2-9 ྡྂᒇᏛ⤒῭Ꮫᩍ⫱◊✲⦅ ከ⏣┾┘ಟ ఀ⸨ᚿࡢࡪ࣭ᰩཎ⿱࣭㏆⸨ඣ࣭ᑉከᗣᘯ࣭
ᰗཎගⰾⴭ㸦ᇳ➹༠ຊ ᒸ⏣ஂ࣭ᑠᕝ࣭㐍⸨ඃᏊ࣭ⴷ⥔ె࣭Ἀᮏࡲ࣭ගᒸ⪷ᾈ㸧
ࠗ⤒
῭Ꮫⱥㄒࣁࣥࢻࣈࢵࢡ ᤵᴗ࡛࠼ࡿᩥ㞟࠘2009 ᖺ 3 ᭶
2-10 Richard James࣭Gabrielle Baldwin ⴭ ㏆⏣ᨻ༤ヂࠗ◊✲ᣦᑟࢆᡂຌࡉࡏࡿ᪉ἲ Ꮫㄽᩥ
ࡢసᡂࢆ࠺ᨭࡍࡿ࠘2008 ᖺ 1 ᭶
2-11 ᡞ⏣ᒣஂ┘ಟ /㰻⸨ⰾᏊ⦅ⴭ ኟ┠㐩ஓ࣭㏆⏣ᨻ༤࣭୰ಇᶞⴭࠗResearching Japanese
Higher Education:1998-2008࠘2008 ᖺ
2-12 ྡྂᒇᏛ㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸦ᡞ⏣ᒣஂ࣭ኟ┠㐩ஓ࣭㏆⏣ᨻ༤࣭୰ಇᶞ࣭㫽ᒃ᭸Ꮚ࣭
㰻⸨ⰾᏊ㸧ไస࣭࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㛤Ⓨ◊✲㸦㯮⏣ගኴ㑻࣭ᾉᕝᖾᙪ࣭㏿Ỉᩄᙪ㸧ไస༠ຊࠗࢸ
ࢵࣉࢫඛ⏕ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢹࢨࣥ࠘2007 ᖺ 3 ᭶
2-13 ㏆⏣ᨻ༤࣭୰ಇᶞ࣭㫽ᒃ᭸Ꮚ࣭୰ᓥⱥ༤࣭⏣୰⚽ెࠗࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝࢫࢡ࣮ࣝࡢࡓࡵ
ࡢᤵᴗタィࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘2004 ᖺ 1 ᭶

3. ห⾜≀㸸Ꮚ࣭࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ ࢩ࣮ࣜࢬ
3-1 ࠗࢸࢵࣉࢫඛ⏕ࡽࡢ 7 ࡘࡢᥦ࠘
  Ꮫ⏕⦅㸦2011 ᖺ 3 ᭶㸧 ᩍົᏛ⏕ᢸᙜ⫋ဨ⦅㸦2007 ᖺ 5 ᭶㸧 IT ά⏝ᤵᴗ⦅㸦2006 ᖺ
7 ᭶㸧 Ꮫ⦅㸦2005 ᖺ 9 ᭶㸧 Ꮫ⏕⦅㸦2005 ᖺ 9 ᭶㸧 ᩍဨ⦅㸦2005 ᖺ 9 ᭶㸧
3-2 ࣇ࢝ࣝࢸ࢞ࢻ
  ከேᩘᤵᴗࡢᕤኵ㸦2011 ᖺ 7 ᭶㸧 ࣑ࢽࢵࢺ࣮࣌ࣃ࣮ࢆά⏝ࡍࡿ㸦2011 ᖺ 7 ᭶㸧


␃Ꮫ⏕ࢆཷࡅධࢀࡿ㸦2011 ᖺ 3 ᭶㸧 ࣐ࢫ࣓ࢹሗࢆᥦ౪ࡍࡿ㸦2011 ᖺ 3 ᭶㸧

  ≀⌮Ꮫㅮ⩏ᐇ㦂ࢆྲྀࡾධࢀࡿ㸦2011 ᖺ 3 ᭶㸧 ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆᣦᑟࡍࡿ㸦2011 ᖺ
1 ᭶㸧
  Ꮫ⏕ྠኈ࡛࣏࣮ࣞࢺࡢㄞࡳ࠶ࢃࡏࢆࡉࡏࡿ㸦2011 ᖺ 1 ᭶㸧


Ꮫ⏕ࢆᅗ᭩㤋⾜ࡏࡿ㸦2011 ᖺ 1 ᭶㸧 ࣓ࣥࢱ࣮ᩍဨࡢࡓࡵࡢ࢞ࢻ㸦2010 ᖺ 10 ᭶㸧

  ࣓ࣥࢸᩍဨࡢࡓࡵࡢ࢞ࢻ㸦2010 ᖺ 10 ᭶㸧 ᕷẸࢆᑐ㇟ㅮ₇ࡍࡿ㸦2010 ᖺ 3 ᭶㸧
  ᤵᴗ ICT ࢆά⏝ࡍࡿ㸦2010 ᖺ 3 ᭶㸧 Ꮫ⏕ⓗ☜࡞࣏࣮ࣞࢺࢆ᭩ࡏࡿ㸦2010 ᖺ 3 ᭶㸧
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3-3 ࠗྡྂᒇᏛ᪂ධ⏕ࡢࡓࡵࡢࢫࢱࢹࢸࢵࣉࢫ࠘
  2008 ᖺᗘ∧ (1)ࠕᏛ㆑࠶ࡿᕷẸࠖࢆࡵࡊࡋ࡚ (2)Ꮫၥࢆጞࡵࡼ࠺㸟㸦2008 ᖺ 3 ᭶㸧
  2007 ᖺᗘ∧ (1)ࠕᏛ㆑࠶ࡿᕷẸࠖࢆࡵࡊࡋ࡚ (2)⮬ⓎⓗᏛࡰ࠺ 㸦2007 ᖺ 3 ᭶㸧
WEB  㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸼ฟ∧≀㸼◊✲㛤Ⓨᡂᯝ≀

2-5

ࠗྡྂᒇᏛᩍဨࡢࡓࡵࡢ␃Ꮫ⏕ཷࡅධࢀࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘

http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/ryugakusei/
http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/publications/file/ryugakusei_handbook.pdf
2-8

ࠗEight Principles for Linking Research and Teaching࠘

http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/publications/file/LinkingResearchandTeaching.pdf
2-9

ࠗ⤒῭Ꮫⱥㄒࣁࣥࢻࣈࢵࢡ ᤵᴗ࡛࠼ࡿᩥ㞟࠘

http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/publications/file/english_handbook.pdf
2-11 ࠗResearching Japanese Higher Education:1998-2008࠘
http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/publications/file/Researching_Japanese_Higher_Education.p
df
2-12 ࠗࢸࢵࣉࢫඛ⏕ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢹࢨࣥ࠘
http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/publications/file/curriculum_design.pdf
2-13 ࠗࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝࢫࢡ࣮ࣝࡢࡓࡵࡢᤵᴗタィࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘
http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/publications/file/prohandbk.pdf
3-1

ࠗࢸࢵࣉࢫඛ⏕ࡽࡢ㸵ࡘࡢᥦ࠘

http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/seven/
3-3

ࠗྡྂᒇᏛ᪂ධ⏕ࡢࡓࡵࡢࢫࢱࢹࢸࢵࣉࢫ࠘

http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/stips/

WEB

1-9

㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸼ᩍᤵ࣭Ꮫ⩦ࢧ࣏࣮ࢺࢶ࣮ࣝ
ࠗᡂ㛗ࡍࡿࢸࢵࣉࢫඛ⏕࠘

http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/tips/
2-1

ࠗ᪂௵ᩍဨࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘

http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/support/file/handbook_2014.pdf
2-2

ࠗNagoya University New Faculty Handbook࠘

http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/support/file/NewFacultyHandbook_final.pdf
2-4

ࠗ⛉Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ Starter’s Kit࠘

http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/scicomkit/
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2-5

ࠗྡྂᒇᏛᩍဨࡢࡓࡵࡢ␃Ꮫ⏕ཷࡅධࢀࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘

http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/ryugakusei/
http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/publications/file/ryugakusei_handbook.pdf
2-12 ࠗࢸࢵࣉࢫඛ⏕ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢹࢨࣥ࠘
http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/publications/file/curriculum_design.pdf
3-1

ࠗࢸࢵࣉࢫඛ⏕ࡽࡢ㸵ࡘࡢᥦ࠘

http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/seven/
3-2

ࠗࣇ࢝ࣝࢸ࢞ࢻ࠘

http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/facultyguide/
3-3

ࠗྡྂᒇᏛ᪂ධ⏕ࡢࡓࡵࡢࢫࢱࢹࢸࢵࣉࢫ࠘

http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/stips/

WEB  㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸼ᩍᤵ࣭Ꮫ⩦ࢧ࣏࣮ࢺࢶ࣮ࣝ㸼㧗➼ᩍ⫱ࢢ࣮ࣟࢧ࣮ࣜ

࢘ࢺ࣒࢝ホ౯ࠊ࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࣛࢸࣥࢢࠊࢡࢸࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࠊࢻ࣑ࢵࢩ࣏ࣙࣥ
ࣜࢩ࣮ࠊ⛣㌿ྍ⬟࡞ࢫ࢟ࣝࠊࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝᏛ⩦ࠊ࢚࣮࣓ࣥࣟࣝࣥࢺ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠊ࢜ࢼ࣮
ࢬ࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊᏛಟ㛫ࠊᏛ⩦ṔㄆᐃไᗘࠊᏛ⏕ࡢ◊✲య㦂ࠊ⛉┠␒ྕ᪉ᘧࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠊ
࢟ࣕࢵࣉไࠊ࢟ࣕࣜᩍ⫱ࠊᩍ⫱࣓ࣥࢱ࣮ไᗘࠊඹྠᏛไᗘࠊ⤒㦂Ꮫ⩦ㄽࠊࢥ࣭ࢥࣥࣆࢸ
ࣥࢩ࣮ࠊࢥ࣮ࢫࣃࢣࢵࢺࠊࢧ࢚ࣥࢫࢩࣙࢵࣉࠊࢧ࣮ࣅࢫ࣮ࣛࢽࣥࢢࠊึ⩦ᩍ⫱ࠊᡂ⦼ホ౯Ⅼ
ᖹᆒ್ࠊᏛࡢᩍ⛉᭩ࠊ㌿ᤵᴗࠊ࣐ࢡࣟࢸ࣮ࢳࣥࢢࠊࣛࢸࣥࢢࢭࣥࢱ࣮ࠊ࣮ࣛࢽࣥ
ࢢࢥࣔࣥࢬࡢά⏝
http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/support/he_glossary/

WEB  㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸼ᩍᤵ࣭Ꮫ⩦ࢧ࣏࣮ࢺࢶ࣮ࣝ㸼ࢩࣛࣂࢫࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺ

㧗➼ᩍ⫱ෆᐜㄽ̿Ꮫ⩦ᨭ㸦㏆⏣ᨻ༤ࠊ2007 ᖺᗘᚋᮇ㸧
㧗➼ᩍ⫱ᇶ♏ㄽ̿◊✲᪉ἲ㸦㏆⏣ᨻ༤ࠊ2007 ᖺᗘ๓ᮇ㸧
㧗➼ᩍ⫱⤒Ⴀㄽ̿Ꮫ⤌⧊ㄽ㸦୰ಇᶞࠊ2006 ᖺᗘᚋᮇ㸧
㧗➼ᩍ⫱ෆᐜㄽ̿ᤵᴗタィ㸦㏆⏣ᨻ༤ࠊ2006 ᖺᗘ๓ᮇ㸧
㧗➼ᩍ⫱ෆᐜㄽ̿Ꮫኈㄢ⛬ᩍ⫱ㄽ㸦୰ಇᶞࠊ2006 ᖺᗘ๓ᮇ㸧
ᇶ♏ࢭ࣑ࢼ࣮AࠕᏛ௦Ꮫ⏕ࡣࡢࡼ࠺Ⓨ㐩ࡍࡿࡢࠖ
㸦୰ಇᶞࠊ2006 ᖺᗘ๓ᮇ㸧
㧗➼ᩍ⫱ෆᐜㄽ̿Ꮫ⩦ᨭ㸦㏆⏣ᨻ༤ࠊ2005 ᖺᚋᮇ㸧
ሗဴᏛࡢᒎ㛤 2̿ᚰࣟ࣎ࢵࢺࡢ⌧௦ဴᏛධ㛛㸦ᡞ⏣ᒣஂࠊ2005 ᖺᗘᚋᮇ㸧
ே㢮⏕Ꮡࡢࡓࡵࡢ⛉Ꮫ 2㸦ᡞ⏣ᒣஂࠊ2005 ᖺᗘᚋᮇ㸧
ᇶ♏ࢭ࣑ࢼ࣮ࠕᏛ⫋ᴗࡢ㛫ࠖ
㸦ኟ┠㐩ஓࠊ2005 ᖺᗘᚋᮇ㸧
㧗➼ᩍ⫱⤒Ⴀㄽ̿⤌⧊࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ㸦୰ಇᶞࠊ2005 ᖺᗘᚋᮇ㸧
http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/support/syllabus.html
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㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸼ᩍᤵ࣭Ꮫ⩦ࢧ࣏࣮ࢺࢶ࣮ࣝ㸼࣑ࢽࢵࢺ࣮࣌ࣃ࣮ࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺ

ⓑ⣬ࠊ⨦⥺ධࡾࠊ⨦⥺ධࡾ㸦ၥ㢟㸧
ࠊẁ⤌㸦㉁ၥ㸧
ࠊẁ⤌㸦ၥ㢟㸧
http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/support/minute.html
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FD࣭SD ᩍ⫱ᨵၿᨭᣐⅬࡢάື㸦㸱㸧
ᖹᡂ 25 ᖺᗘ⥲ྜሗ࿌᭩
2014 ᖺ 3 ᭶ 28 ᪥Ⓨ⾜
ไస࣭Ⓨ⾜

ྡྂᒇᏛ 㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮
ࠛ464-8601 ྡྂᒇᕷ༓✀༊⪁⏫
E-mail info@cshe.nagoya-u.ac.jp
ྡྂᒇᏛᾘ㈝⏕ά༠ྠ⤌ྜ༳ๅ࣭ሗࢧ࣮ࣅࢫ㒊

༳ๅ࣭〇ᮏ

ࠛ464-8601 ྡྂᒇᕷ༓✀༊⪁⏫
E-mail insatsu@coop.nagoya-u.ac.jp

