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主務者 提案 －1－ 
 

 

With コロナ時代の「ニューノーマル」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

令和４年度 
中国研 主務者提案文書 
 
 
 

第１回役員会資料 

 岐阜県中国研 

令和４年度活動について 

令和４年 ５月２５日 
 
 
 

 
本荘中学校 伊藤 雄樹 

 

 

令和２年度に猛威をふるった新型コロナウイル

スの勢いは、令和３年度も変わりありませんでし

た。 

 このような予測困難な時代においても、飛騨地区

の先生方に多大なるお力添えを頂き、８月３日に実

施された「飛騨大会準備会」は、図１のように、県

の研究部がオンラインでの参加、密を防ぐために、

飛騨地区の先生方には、国府中学校・松倉中学校・

日枝中学校・東山中学校の四会場に分かれ、研究の

共通理解や、指導案検討・実践提案のプレゼン検討

などを実施して頂きました。 

 さらに、九月に実施予定だった公開授業では、何

度も何度も、日時調整を試みて下さったと伺いまし

ました。 

 １０月２２日、飛騨大会当日は、初のオンライン

開催ということで、これまでにない県大会をご提供

頂きました。 

真摯にご準備くださっていた飛騨地区の先生方

に、この場をお借りして、敬意を表します。 

 

昨年度は、新型コロナの影響で中止となった「Ｎ

ＨＫ杯全国中学校放送コンテスト」も、情報部が中

心となり、本年度は、図３のように、オンラインに

よる審査会を実施し、生徒の活躍できる場を提供す

ることができました。 

 

ｗｉｔｈコロナ時代においても、このような場を

設定し、研究を止めずにしてくださった全ての方に

感謝申し上げます。 

 

飛騨大会については、当日、アンケートフォーム

による感想を頂きました。その一部を、次のページ

に乗せさせて頂きます。 

 

今後このご意見をもとに、 

「授業をどのように公開できるようにするか」と

いう課題の解決と、 

「移動なしで研究会に参加できる」 

オンラインならではのメリットを生かし、対面で

の実施のよさと、オンライン開催のよさを併せもっ

た、よりよい県大会の実施の形について、今後、中

国研は考えてまいります。 

 

 

図１：８月３日 飛騨大会準備会の様子 

図２：１０月２２日 飛騨大会当日の様子 

図３：ＮＨＫ杯全国中学校放送コンテスト審査会の様子 



主務者 提案 －2－ 
 

アンケートフォームでお寄せいただいた、⾶騨⼤会の感想（抜粋） 
 

側面 感想・ご意見 

運営面 〇コロナ禍においてもオンラインを活用して開催できたことがまず良かった。今後、こうい

った形での会が行えるようになれば、遠方の会への参加や授業の参観も可能となり、出張

の負担を減らしていける。 

〇コロナ禍の中でも、研究実践を進めようとする先生方のご努力があり、飛騨の実践を、遠

く西濃の地から拝見できたことに感謝をしております。 

〇手続き等が非常にスムーズにできました。指導案をホームページで共有することにより、

本校の国語科で中国研に所属していない職員も、いつでも見ることが可能でした。飛騨の

先生方の尽力された実践が広がっています。ありがとうございました。 

〇移動する必要がなく、十分な発表を聞くことができた。通信障害が起こることも一切なく、

画面もスムーズに映っていたため、分かりやすかった。 

〇アンケートフォームによる事前申込みがとてもやりやすかったです。これまで通りのメー

ルでの申込みよりも楽にできました。 

〇大会参加申込や指導案など、煩雑になりがちな部分が一本化されありがたかった。「zoom」

による運営についても、事前に綿密な準備がされていた。 

●対面だと、気軽な雑談程度の交流で考えを伝え合うことができる。オンラインだとかっち

りとした意見のみを話さなければならないような雰囲気があるのが残念。 

●発表の中で使われたプレゼンや、当日のレジュメの資料もあるとよかった。 

●やはり授業を参観したかった。映像配信などがあるとよかった。 

●マイクとカメラをオフにしての参加だったので、発表者側の先生方がやりにくいのではな

いかと思った。 

研究面 〇小学校のうちにどのような力をつけておくべきかを考えながら参加させて頂いた。中学校

の発表ではあるけれど、ぜひ小学校の先生方にも聞いて頂きたい内容だった。欲を言えば

子供がどのような発言をしたのかが知りたかった。とにもかくにも、限られた条件の中で

の開催、本当にお疲れ様でした。 

〇自分が実践していない単元の実践発表でしたが、とても参考になりました。自分もやって

みようと思います。今回の実践発表で学んだことが使えそうだなと感じました。今後、自己

の高まりを実感できるような授業を仕組んでいきたいと思います。 

〇話すこと聞くこと部会に参加しました。予定していた実践ではないとのことでしたが、実

践発表と、指導者の先生のご指導が大変参考になりました。特に話すテーマを「身近で多

様な意見が出る」、「生徒が自分ごととして捉えられる」という視点で考えて設定していく

ということは、明日からすぐ活用していきたいと思います。 

〇書くこと部会の話で聞かせてい頂いたように、生徒が、ただなんとなく書くだけでは、や

はり力が付きづらく、生徒の意欲も出ないことが分かりました。そのために、場の設定を

うまくすることで、意欲的に取り組むことができることも感じました。 

さらに、場の設定を行う上で、付けるべき力を明確にし、それにあった設定をしないとい

けないことが大切だと思いました。 

〇日枝中の川原先生が作成された指導案は、すばらしい内容でした。自分も「読むこと」の

考えの形成について少しだけですが研究してきたので、この指導案の質の高さ、川原先生

をはじめとするみなさんの努力の程が理解できます。 

○「語彙力を付ける」という言葉は簡単でも、具体を示すことは難しいことだと思います。

それをテーマにして、実際に実践をされた言語文化部会に敬意を表します。 

●中国研は、岐阜県全体の国語科の向上を目指すものであると考えた場合、「どこの学校で

も」というのは大切な部分だと思う。こうなると次は生徒や授業者を選ばず、なおかつ「働

き方改革」に合致している研究にしていきたい。手間と効果のコストパフォーマンスを考

慮しながら研究を進めていけると良いと思う。 

●県の構想を受け、飛騨地区が歩みを進められたことがよく分かった。参加した領域の発表

しか聞けなかったのは残念。今後授業をどのように見ていただくのか考えていけるとよい。 

 



主務者 提案 －3－ 
 

２．２０２４年実施の「美濃大会」に向けての動き 

①今後の大会サイクルの確認 

2021 → 2024 → 2027 → 2030 → 2033 → 2036 
飛騨 間２

年 
美濃 間２

年 
西濃 間２

年 
東濃 間２

年 
可茂 間２

年 
岐阜 

 
★地区大会の開催および開催サイクルは、各部会の自主的判断において決定し、３年に一度見直すこと

を原則とする。（研究大会運営に関する規程より） 
 

②今後の動き 

① 引き継ぎの仕方について 

コロナ禍においても飛騨大会を初のオンライン開催という形で実施して頂けたノウハウを、確実に次

回大会の実行委員に引き継ぎができるように、日枝中学校 熊崎先生には、研究副総括として、次回

大会への引き継ぎをお願いしてはどうか？同時に、飛騨大会実行委員長の北陵中 中西史子校長先生

にも、引き継ぎの際にサポートしていただく。 
 
② 次回（美濃大会）の実行委員長・実行委員について 

副会長（美濃）永井伸幸先生に実行委員長を兼任していただく。 

後日永井委員長より、実行委員を指名していただき、引継ぎを行っていく。 

 

③ 飛騨大会を美濃大会につなげるために その１（２月の総会で、実践発表者の方の発表） 

今回の２月２日の研究部総会では、飛騨大会の実践発表者に、各部会で、実践発表をして頂く。 

飛騨大会当日に都合で見ることができなかった方もいらっしゃることも想定されることと、来年度以

降、この追実践を行う際の留意点や、オンラインでこういった県大会を行う際に、どのような発表を

目指していくのかのご意見を頂くような研究部総会とする。 
 

飛騨大会を美濃大会につなげるためにその２（令和４年度 夏季ゼミにおける実践発表者の方の発表） 
上記の２月総会で頂いた意見を元にして、来年度の夏季ゼミをオンラインで実施し、今回の飛騨大会

の実践発表者に、今回のプレゼンを、披露していただく。 
令和６年度実施の美濃大会の引き継ぎをかねて、発表して頂く会とする。 
以下は、今後３年間の夏季ゼミの見通しである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度 → 飛騨地区大会の発表を見る会 
（県研究総括・飛騨大会実行委員・県領域部長・飛騨地区実践発表） 

令和５年度 → 美濃大会に向けての準備会（美濃地区での研究の共通理解など） 
令和６年度 → 美濃大会に向けての指導案検討・実践発表検討 

※令和４年度は県中国研が主催で、令和５、６年度は、美濃地区が主催とし、美濃大会の準備会を

中国研夏季ゼミナールと兼ねる。 



主務者 提案 －4－ 
 

④ 令和４年度の具体的な研究の流れ 

 

時 期 内 容 留 意 点 

５月２５日（水） 

16:00〜16:30 

研究部各部会 

 

① 研究構想の説明 

② 研究構想についての質疑応答 

③ 「新単元構想表」を部会で１部作ることの意図の説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 今後の見通しの説明 

※「留意点」にあるように、せっかくお集まりいただい

た部員さんに、新たな学びや、指導の引き出しが増える

ような部会運営をしていただけるとうれしいです。 

 

このコロナ禍にも関わら

ず、研究部会に所属してく

ださっている方々は、「学

校外でも、国語について学

びたい」という思いをおも

ちの方々であると捉えて

います。 

その方々の思いに応え、会

が終わった後に、持ち帰っ

ていただけるお土産があ

るといいと思っています。 

例えば、部長先生が以前作

成した（働き方改革の観点

から、決してこの日のため

に新しく作成することの

ないように）過去の指導案

や、部員の先生方が過去作

成された指導案を後日送

って頂き、それを PDF にし

て、部長さんから部員さん

に送っていただくことで、

指導の引き出しを増やす。

そして、研究に対しての理

解を深めた上で、８月の検

討に迎えると、県の研究部

会の意義が一つもてるか

と思われます。 

８月１９日 

統一研究日 

夏季ゼミ後 

11:00〜12:00 

各部会にて、作成した「新単元構想表」の検討 この時間以外の研究部会

は各部会ごとに設定する。 

必要に応じて オンラインにて、各部会開催 部会を開催する１ヶ月程

度前に研究総括および、主

務者に連絡。 

主務者は会長先生に連絡

後、派遣依頼を作成。 

派遣依頼を各部長から、部

員に発出 

１月初旬 機関紙「ぎふこくご」に掲載する「新単元構想表」を広報部

に提出 

 

２月上旬 中国研ホームページに「新単元構想表」を掲載  

２月研究部総会 「新単元構想表」を総会にて共有 

来年度の研究の方向の確認 

 

R５ ５月総会 美濃大会授業者の先生（まだ決定していなければ、美濃大会

実行委員の先生に、各部会の「研究構想図」および、「各部

会で作成した『新単元構想表』」をお渡しし、研究の共通理

解を図る 

 

 

 

 

「新単元構想表」を各部会で１部作成することの意図 

① 県の研究部で検討を行って推敲・作成することで、

精度の高い実践例をホームページや機関紙「ぎふこ

くご」に掲載し、県下に発信することができる。 

② 2023 年度は、美濃大会に向けて指導案作成などを進

めていく年になる。その時に、各部会の研究構想を

より具体化した「新単元構想表」があることによっ

て、美濃大会の授業者の先生に、より研究の方向を

理解していただくことができる。 

③ 作成した「新単元構想表」をさらに推敲して美濃大

会の授業にするのもよい。また、「新単元構想表」か

ら得たインスピレーションをもとに、新たな単元を

授業者の先生が考えていくのもよい。いずれにして

も、美濃大会の授業を作成していく段階で、一つの

実践があるため、ゼロベースではない状態で、美濃

大会を迎えることができる。 



主務者 提案 －5－ 
 

令和４年度 夏季ゼミナールの日の計画（オンライン開催） 

日時：８月１９日（県統一研究日） ９：００〜１０：３０ 
日時 活動内容 留意点 

県統一研究日 

８月１９日 

９：００〜 

９：４０ 

【全体会】（zoomによるオンライン開催） 

ホスト：主務者 伊藤 

 

 

 

 

 

【全体会】 

❶中国研会長あいさつ 

❷夏季ゼミナール開催の趣旨の説明（主務） 

❸県中国研研究総括より、基調提案（小宅先生） 

➍飛騨大会実行委員より飛騨地区の取組についての紹介

（熊﨑先生） 

❺飛騨大会実行委員長あいさつ 

❻美濃大会実行委員長あいさつ 

 

 

 

※全体会終了後、各自退室。 

その後、分科会に各自で接続。 

❸❹は、飛騨大会で作成・発表し

たままのプレゼンを披露する。そ

して、時間や内容にイメージをも

つことができるようにする。 

❺の大まかな内容 

 

９：４０〜 

１０：３０ 

（各部会ごと

に解散） 

この会の終了

までを、夏季ゼ

ミ扱いとする。 

【分科会】（zoom によるオンライン開催） 

※ホスト 各領域部長 

話す聞く：片山先生 

書くこと：梅田先生 

読むこと：北原先生 

言語文化：河合先生 

❶県領域部長研究構想の説明 

❷飛騨地区の実践発表 

❸意見交流 

 

❶❷については飛騨大会で作

成・発表したままのプレゼンを披

露する。そして、時間や内容にイ

メージをもつことができるよう

にする。 

 

【分科会】は、左記の４つの部会

に加え、「美濃大会実行委員部会」 

として、下記の６名のメンバーで

引き継ぎの会を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

１１：００〜 

１２：００ 

県中国研 研究部員による「新単元構想表」の検討 ※この会は、夏季ゼミの扱いとせ

ず、県領域部長と、県中国研の

研究部員で実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
↑夏季ゼミナール申し込みフォーム 

大会テーマ 

「令和３年度実施 飛騨大会から学ぶ会 

 および 令和６年度実施 美濃大会における 

新しい県大会のあり方を考える会」 飛騨大会では、まさにコロナが猛威

を振るった時代における県大会の一

つの形を提案いたしました。 
しかし、「withコロナ時代」「after
コロナ時代」も、全てを「beforeコ
ロナ」に戻す必要はないと思います。 
美濃大会では、さらに一歩踏み込ん

で、本当に効率的で効果の高い県大

会を求めて、リモートの移動なしの

良さと授業を見たいという先生方の

ニーズの間をとって、どのような形

の県大会がよりベストかをこの後の

分科会でご意見下さりますよう、よ

ろしくお願いいたします。また、県

領域部長を通して、今後の県大会の

あり方を検討して参ります」 

〈メンバー〉 

◆中国研 石橋会長 

◆永井美濃大会実行委員長 

◆美濃大会実行委員 

◆中西飛騨大会実行委員長 

◆熊﨑飛騨大会実行委員 

◆主務者 伊藤 

【意見交流の視点】 

⑴ 研究構想発表についての感想、質疑応答 

⑵ 次回美濃大会を実施するにあたって、どのよう

な発表や会のもち方をしていくとよいか？ 

代議員の方々へお願い 

各郡市で、各市の市教研と兼ねて（郡市全体として）参加希望のある代

議員の方は、６月２０日（月）１７：００までに、下記 QR コードで申

し込みをお願いいたします。Zoom の参加可能な人数のキャパシティがあ

りますので、制限があることにご理解ください。７月１日（水）までに、

登録頂いた QR コードに、参加申し込みをされた郡市の人数によって、

当日参加可能な人数枠をお伝えさせて頂きます。その人数枠の中で、ど

のような形で各郡市で実施をして頂くかをご相談ください。 



主務者 提案 －6－ 
 

令和４年度 第１回役員会及び代議員会・研究部総会計画 
日時 活動内容 留意点 

５月２５日 

（火） 

１５：００ 

～１６：００ 

※ご指導を１

５分頂く｡ 

※各提案は３

分程度 

※研究部は５

分以内で提

案を行う。 

 

【全体会】（zoomによるオンライン開催） 

ホスト：主務者 伊藤 

❶会長あいさつ（石橋会長より） 

❷主務者より （伊藤） 

・令和３年度の振り返りと令和４年度の活動予定 

・夏季ゼミについて 

❸飛騨大会実行委員より（熊崎先生） 

・飛騨大会のまとめ 

・次回大会の引き継ぎについて 

・夏季ゼミでプレゼンを披露して頂く方について 

❹総務より  （上村先生） 

・夏季ゼミの参加申し込みについて 

❺研究総括より（小宅先生） 

・令和４年度の方向 

・研究部がどのようなものを機関紙「ぎふこくご」  

や中国研ホームページに掲載し、研究活動を還元

していくかの提案 

❻各領域の研究構想（各領域部長） 

❼「ぎふこくご」論文について（細江先生より） 

❽会計より（山田先生より） 

・令和３年度会計報告と令和４年度予算案 

❾情報部より（和田先生より） 

・ＮＨＫ放送コンクールについて 

・中国研ホームページ外部委託の見通しと見積もり 

➓広報・編集部より（加藤先生より） 

・令和４年度の「ぎふこくご」の㌻割り当てについて 

・「ぎふこくご」郵送についての連絡 

★ご指導（岐阜県教育委員会 加藤尚子課長補佐より） 

 

１６：００ 

～１６：３０ 

 

 

【分科会】（zoom によるオンライン開催） 

※ホスト 各領域部長 

話す聞く：片山先生 

書くこと：梅田先生 

読むこと：北原先生 

言語文化：河合先生 

研究部総会 

各研究部より 

（県領域部長のＺｏｏｍアカウントで部屋をたて

て行う） 

❶領域部長の立てた令和４年度研究構想案につい

て、研究部員からご意見を頂く 

❷令和４年度の機関紙「ぎふこくご」や中国研ホー

ムページに、どのような研究成果物を掲載してい

くのか、その方向性を確認 

 

各部会ごとに解散 

 

 

・どのような研究構想で研究を行

うと、よりニーズの高いものに

なるのか？」について話し合う 

（どの学校でも・誰でもできる汎

用性と効果の高い実践とはどの

ようなものか？） 

 

 

・機関紙「ぎふこくご」や中国研

ホームページに、どのような研

究成果物を出していくのかや、

その詳細の分担や見通しを明

らかにする。 

 

 



主務者 提案 －7－ 
 

令和４年度 中国研年間活動計画 
日時 活動内容 留意点 

５月１０日 第１回 中国研役員会 ※オンライン開催 

５月２５日 第１回 代議員会および研究部総会 

【内容】 

❶中国研会長あいさつ（中国研会長） 

❷本年度の活動計画提案（主務者） 

❸飛騨大会の振り返り（熊﨑先生） 

❹夏季ゼミについて（総務） 

❺令和３年度の研究について（研究総括） 

❻各領域の研究構想（各領域部長） 

❼「ぎふこくご賞」論文について（研究副総括） 

❽令和３年度会計報告及び令和４年度予算案（会計） 

❾ＮＨＫ放送コンクールについて（情報） 

中国研ホームページ外部委託の見通しと見積もり 

➓機関紙「ぎふこくご」について（広報・編集） 

★ご指導（岐阜県教育委員会 加藤尚子課長補佐） 

※オンライン開催 

各部会で部長が

集約（随時） 

指導等の授業資料を主務者・情報部にメールで送付  メールアドレス 

  yukiito333@hotmail.com 

７月下旬 ＮＨＫ放送コンクール岐阜県大会審査会  

８月１９日 

（統一研究日） 

9:00〜10：30 

中国研 

夏季ゼミナール 

 

 

 

 

 

 

 

 

「中国研夏季ゼミナール」（オンライン開催） 

内容 

「令和３年度実施 飛騨大会から学ぶ会」 

【全体会】 

❶会長あいさつ 

❷夏季ゼミナール開催の趣旨の説明（主務） 

❸県中国研研究総括より、基調提案（小宅先生） 

➍飛騨大会実行委員より飛騨地区の取組についての紹介 

❺飛騨大会実行委員長あいさつ 

❻美濃大会実行委員長あいさつ 

【分科会】 

❶県領域部長研究構想の説明 

❷飛騨地区の実践発表 

❸意見交流 

※オンライン開催 

【分科会】は 
Ａ「話す聞く」、Ｂ「書く」 

Ｃ「読む」   、Ｄ「言語文化」 

の４つの部会に加え、 
Ｅ「美濃大会実行委員部会」 

として、下記のメンバーで引き継

ぎを行う。 

 
◆中国研 石橋会長 

◆永井美濃大会実行委員長 

◆美濃大会実行委員 

◆中西飛騨大会実行委員長 

◆熊﨑飛騨大会実行委員 

◆主務者 伊藤 

８月１９日 

11:00〜12:00 

研究部各部会 

研究部各部会 

各部会にて、作成した「新単元構想表」の検討 

※夏季ゼミ後の 11：00〜12:00 に

研究部会を実施 

※出席者は県研究部員及び研究部長 

１２月下旬 １年間の研究の歩みを「ぎふこくご」にまとめる執筆

活動 （主務者・研究総括・研究部長・各部会が実践報告） 

 

1 月 10 日 17:00 「ぎふこくご」賞 締め切り  

１月中旬 

役員会 

第２回役員会 

☆令和４年度の活動の方向の確認 

※オンライン開催 

※「ぎふこくご賞の審査」も同日実施 

２月初旬 第２回 代議員会（第１部） 

❶令和４年度の活動報告 

❷ぎふこくご賞の表彰および、受賞者の方の発表 

❸令和４年度の代議員引継ぎについて 

➍各担当より、令和４年度の活動の振り返りと令和５

年度の活動の方向の提案 

❺ご指導 

第２回 研究部総会（第２部） 

❶ 研究総括より 

（来年度の研究部員継続のお願いと確認） 

❷各部会ごとに美濃大会に向けての準備 

※オンライン開催 

※機関紙「ぎふこくご」は郵送に

て送付。 
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        ඊଯճΉͳΌ ʗඔճͶ͜ͱʗ 

ඊଯճࣰߨҗҽ ۿ㟔 

̏ ඊଯճՎʤʕʥͳ՟ୌʤ˝ʥ 

कᶅʰ֦ߏਫ਼ైͶүͤ΄࣯͘ࣁʀྙҒͰ͜ʱͶؖΚͮͱ 
ʕָ͟ߏͳͶ݀Όड़͢ͱ͏Ζh үͤ΄࣯͘ࣁʀྙ ΝɦޢࠅՌୱߑݫਦͶ͢ىɼद͗ंۂқࣟ͢ͱद

ͳΝΔͮͪɽh͑͞ߨΝۂ ү΄࣯͘ࣁʀྙʱΝͪ͢͞ىͳͲɼद͗ंۂͶқࣟͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘ɼ͞

ΗΉͲΓ͑ͶޢࠅྙΊͲ͵͚ɼकରదͶؖΚͮͪΕଆͪ͢ΕͤΖྙүͶͯ͵͗ͮͪɽ 
कᶆʰگՌॽͶΓΖदۂ۫ରʱͶؖΚͮͱ 
˛ָຳྙʀචષ͍͗Εɼऀճਫ਼Ͷͯ͵͗ΖྙΝүޢݶಊΏୱݫߑʀ 
ʕ૱ద͵ָसؔͳؖ࿊Ͱͪ͜ޢݶಊΝઅఈͪ͢ΕɼୱݫͲਫ਼ై͗ʰΏͮͱΊͪ͏ʱh ՟ୌΝմ݀

ͪ͢͏ʱͳ͓ࢧΖΝͪ͢ΕͤΖ͞ͳͲɼָචષΝͦͣ͠״Ζ͞ͳ͗Ͳͪ͘ɽ 
˛ʰकରదʀଲదͲ͏ָ;ʱͳ͵ΖͪΌࢨ 
ʕ՟ୌ௧ڂͲɼҲཱ͵ָसܙସͶͤΖͲͺ͵͚ɼਫ਼ైҲਕͽͳΕ͗ࣙਐ՟ୌΝմ݀ͤΖͪΌͶ௧ڂ๏

๑Νમ͢ɼଲΝ௪͢ͱ՟ୌմ݀͗Ͳ͘Ζ͞ͳΝࣆͶͪ͢ɽ௧ڂͲh ;ָ͵న࠹พݺ Νɦ॑͢ࢻ՟ୌ

๏๑ΝમͲ͘ΖΓ͑Ͷͪ͢͞ͳͺɼਫ਼ైकରద͵ָ;Ͷͯ͵͗ͮͪɽ 
कᶇʰ̑ͯͲཀྵ͠ΗͪՃࡑΕ๏ʱͶؖΚͮͱ 
ʕਫ਼ైࣙਐ͗ࣙހ߶ΉΕΝࣰͤ״Ζ͞ͳ͗Ͳ͘ΖΓ͑ɼຘؔՃΝਫ਼ైࣙਐ͗ݡΔΗΖΓ͑ୱݫΝ௪͢

ͪεʖφΝ༽ͪ͢ΕɼୱݫͺͣΌ͓ࣙߡͳർֳͪ͢ΕͤΖಊΝҒͪ͜ɽΉͪɼ͚ͯ͢૯

Ͳཀྵ͠ΗͪՃخ६Νୱߑݫਦ͕Γ;ຌࢨҌͶࣖͪ͢ɽಝͶɼຌࢨҌͶͺɼՁͶΓͮͱ

ՃͤΖ͖Ν۫ରదͶࣖͪ͢ɽ 
˝ՃΏՃ๏๑Ͷͯ͏ͱݗ౾͗ॉͫͮͪɽಝͶɼh ָ;Ͷྙ͖͑ʱΝ͏ͯɼʹΓ͑͵๏๑Ͳ

ՃͤΗͻΓ͏͖͵ʹ՟ୌͺଡ͏ɽ 

̐ ඔճͶ͜ͱ 

ʀΨϱϧϱͲॉࣰࢬՆɽΨϱϧϱͲͬΚͦΝ॑͵ΖͲɼړΝ͓ɼۛ״Νͣ״͵͗Δ

ΌΖ͞ͳ͗Ͳͪ͘ɽޛࠕɼ͑ Ή͚ΨϱϧϱΝखΕΗΖ͞ͳͲɼ͘ஏߏΝ಼ݟસͱޢࠅՌگҽ͗h Ψ

ʖϩزʱͳ͏͑қࣟͲߍͶ͚ڂݜΝΌͱ͏͜Ζͳ͓ߡΖɽ 
ʀಉ͘๏րַΝಁΉ͓ɼݟճΝηϨϞͶͤΖͳ͏͑қࣟͺܩକͪ͢͏ɽ 
ʀद͖ͪͮͪݡ͗ۂͳ͏͑қݡΝଡ͚ΔͮͪɽඊଯճͲͺϕϪκϱͶदۂҲ෨ΝͦࡎΖ๏๑Νͳͮͪ͗ɼ

दۂಊժΝ͑ঙ͢ླྀͤ͵ʹͲ͘ΖͳΓ͏ɽ 
ʀޢݶชԿͺͤ΄ͱҮͶؖΚΖͲɼޢݶชԿ෨ճڂݜΝΌΖ͞ͳͶͪ͏Ξۦ࿓ͪ͢ɽ͞ΗΉͲʰ

ͤซ͚ʱh ॽ͚ʱh ಣʱh གྷ͚͗͢͵ͮͪ͞ͳࢨΝΌͱͪ͗͘ɼָसڂݜชԿʱ̒ͯͶ͖Ηͱޢݶ

͍ΕɼͨͨҮͳ͏͑ૌΊΝݡͤ͞ͳචགྷ͖͢Η͵͏ͳͪͣ״ɽ 
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࡞⏘㈈࡞ࡁࡢ◊୰ᅜࡢᖺᗘࠊࡣࡇࠋࡓࡋ

ࡁᥦ࡛┴࣮ࣝࣀ࣮ࣗࢽࡢ◊୰ᅜࠊࡋࡓࡋ

ࡢ┴ࠕࠊࡣឤ࡛ࡓ࠸ࡔࡓ࠸ᚋࠋࡍ࠸ᛮࡓ

ᵓࠊࡅཷ㣕㦌ᆅ༊ࡀṌ㐍ࡀࡇࡓ

ࡓࡗ ࡓࡋศࡃࡀࡇ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘࡢᅇࡀ⤌ྲྀࡢ࡛ࡇࠕࠖࠊ ᅜㄒࡢ㣕㦌ᆅ༊ࠕࠖࠊ

ྛࠊࡓࠋࡓࡋࡁࡔࡓ࠸ゝⴥ࠾ࡢ࡞ࠖࡓࡋ࡛⾲Ⓨࡌឤ㞟ຊ⤖࠸ࡋ⣲ᬕࠊᚰពẼࡢⓙᵝࡢ⛉

㡿ᇦ࡛ࡣḟ࡞࠺ࡢᡂᯝࠋࡓࡋࡀୖࡀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ࡋᑐᛂ௦࠸ࡋ᪂ࠊ✲◊࠸ࡋ᪂ࠊࡀ࡞ࡋษࡀ࡞ࡘࡢ✲◊ࡓࡁ࡚ࡆୖࡀ◊୰ᅜ࡛ࡇ

௧㸲ᖺᗘ ୰ᅜ◊➨㸯ᅇᙺဨ                       㸳᭶㸯㸮᪥㸦ⅆ㸧 

ᬶٻ˟↝ਰ↹ᡉ↹↗ˋԧ≗ࡇ࠰↝૾Ӽ 
ᆶ⏫❧◚୰Ꮫᰯ ᑠᏯ㝧ஂ 

ࠊࡋඹ᭷ඛ⏕᪉ࡢ㣕㦌ᆅ༊ࡇ࡞せ⣲࡞㔜せࡀタᐃࠖࡢ࣮ࢸࠕࠊࡓ࠶ࡍᵓᤵᴗۑ

ヰྜ࡚࠸ࡘ࣮ࢸࡢ࠸ᕤኵ࣮ࢸࡉࠋࡓࡋࡁ࡛ࡀࡇࡍタᐃࡍ㝿ࠊࡣウㄽࡢᚋ࡛

ぢᤣࠊ࠼༑ศྫྷ࣮ࢸࡍᚲせࡇ࠶ࡀᏛࠋࡓࡋࡁ࡛ࡀࡇࡪ㸦ヰࡃ⪺࣭ࡍ㸧 

࡚ࡋ⣡ᚓࡉᐷᒇぶࠕࠊࡋタᐃゝㄒάື㢟ᮦάືࡢ⮬⊃Ꮫᰯࠊ࠺࠸ࠖࣛࢢࣟᐷᒇᏊࠕۑ

ࡁ࡛ࡀࡇࡍฟ⏕↛ᚲࡃ᭩ᚐ⏕ࠊ࡛ࡇࡓࡋ☜ᡭ࣭┠ⓗ┦ࠊࠖࡃ᭩ពぢᩥ࠺

༢ඖ࠺⤌ྲྀゝㄒάືࠊࡀ࡞㏉ࡕ❧ᡭ࣭┠ⓗព㆑┦࡚ࡋ⥆⥅ࠊ࡚ࡋ㏻༢ඖࠋࡓࡋ

⤌ࠊ࡛ࡇࡔ⏕ᚐࡢㄢ㢟ព㆑ࠊࡀ࡞ࡏࡉ⥆⥅⏕ᚐࡀ㌟ࡓࡅຊά⏝࡚ࡋゝㄒάືྲྀ

 㸧ࡃ㸦᭩ࠋࡓࡋࡁ࡛ࡀࡇ⤌

ࡢᏛ⩦ෆᐜࠊ࡞ෆᐜ⌮ゎ⢭ᰝゎ㔘ࠊಶேάື㞟ᅋάືᕤኵࡢᏛ⩦ᙧែࠊ࡚࠸࠾ෆᐜ㸰✲◊ۑ

ࡇ࠺⾜༢ඖᵓࡓࡏࡉ⥆㐃ព㆑ࡢᚐ⏕⮳ᙧᡂࠖࡢ࠼⪄ࠕࠊ࡛ࡇ࠼ᤊࣥࣙࢩ࣮ࣜࣂ

 㸧㸦ㄞࠋࡓࡋࡁ࡛ࡀ

ᚐ⏕ࠊ࡚ࡗࡇࡍᵓᡂᤵᴗࡢ༢㛫༢ඖ࡚ࡋ㍈ゝⴥ࠸ࡓࡏࡉ┠╔๓ࠊࡀ⪅ᤵᴗۑ

 㸦ゝㄒᩥ㸧ࠋࡓࡋ࡞ຓ୍ࡅࡘຊࡍ࠺ࡇ࠸࡚ࡋㄞゎᵓ㐀ⓗ࡚ࡅྥᮎ⤊ࡢ༢ඖ



ྛࠋࡍ࠸ᛮ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋᶍ⣴᪉ᅾࡢ㊶ᤵᴗᐇࡓ 㡿ᇦࡢ㒊㛗ࠊᖺᗘࡢᡂᯝㄢ㢟ࠊḟᖺᗘ

㋃Ṍ୍ࡢḟࠊ࡚ࡋ㒊✲◊ࠊㄢ㢟ᡂᯝࠊࡓ࠼⤊㣕㦌ࠋࡍ࠾࡚ࡗఛ᪉ྥᛶࡢ

 ࠋࡍ࠸ᛮ࠸ࡓࡋฟ

 

㸰㸬ලయⓗ࡞᪉㏵ 

 

 

 

㸦㸯㸧య◊✲ᵓྛࠊࡅཷ㒊࡛㔜ⅬỴᐃࠊࡋᐇ㊶㐍ࠋࡃ࠸࡚ 

 ᖹᡂ㸰㸷ᖺᗘࠕࡢ➨㸲㸴ᅇ ᪥ᮏ୰Ꮫᰯᅜㄒᩍ⫱◊✲༠㆟㸦ᒱ㜧㸧ࠖࠊ௧㸱ᖺᗘ㸯㸮᭶⾜

ᒱ㜧┴୰Ꮫᰯᅜㄒ⛉◊✲㒊 㣕㦌ᆅ༊ࠕࡓ ྛࠊ࡚⤒ࠖ 㒊࡛ᡂᯝㄢ㢟࡚ࡁ࡚ࡗ࡞ࡀ

ࡉົ୰Ꮫᰯࡢᒱ㜧┴ෆࠊ࡞ᩍ⛉᭩࠸ࡋ᪂ࠊホ౯㸧࠸ࡋ㠃⛣⾜㸦᪂ࡢ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࠋࡍ࠸

ࡏࡉࡅ㌟ゝㄒ⬟ຊࡃࡓࡣ࡚ࡁ⏕ࠗᚐ⏕ࠊࡋᤵᴗ࠺ලయⓗࠕࠊࡣඛ⏕᪉ࡢ⛉ᅜㄒ࠸࡚

ࠗࠊලయⓗࠕ㸽࠘ࠖࡢ ఱࠗ࠘ ᛮ࠼࡚ࡗᛮ࠸ࡓ▱ࡇ࠺࠸㸽ࠖࡢࡍホ౯࠘࠺ࡢ

ᴫࠊࠖࢡࢻࣥࣁ᪉ᅾࡢᏛ⩦ホ౯ࠕࠊࡓࡉฟ௧ඖᖺ㸴᭶ࠊᅜ❧ᨻ⟇ᩍ⫱◊✲ᡤࠋࡍ࠸

せ᪉ἲࡣ᭩ࠊ࡛ࠕࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸࡚࠸ᐇ㝿ᅜㄒࡢᤵᴗ࣭࣭࣭ࡤࡍ࠺ࡣ㸽ࠖࡀࡢ࠺࠸ᮏ㡢ࡔ

ᛮࡢ┴ࠊ࡛ࡇࡑࠋࡍ࠸㡿ᇦ㒊㛗ࠊ◊✲㒊ဨ୰ᚰࠊ࡚ࡋ㒊ࡢ㔜Ⅼ࡚ࡗྥᐇ㊶㐍㸯ᖺࡋ

᪉ྥࡢ௧㸲ᖺᗘࠕ⏕ඛࡢ㡿ᇦ㒊㛗ࠊࡣ࡚࠸ࡘヲ⣽ࠋࡍ࠸࡚ࡗᛮ࠸ࡓ  ࠋࡍࡁࡔࡓ࠸ㄝࡈࠖ

 

㸦㸰㸧ࠊ࡛ࢪ࣮࣮ࠖࡈࡃࡇࡩࡂࠕᐇ㊶ᒱ㜧┴ୗᗈͤࠋ᪂༢ඖᵓ⾲ࡢά⏝ 

๓◊✲⥲ᣓ㸦⌧ົ㸧ఀࡢ⸨ඛ⏕௨๓ࡈ࡞࠺ࡢࡇᥦࠋࡍ࠸࡚ࡉ࡞ࡀ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

㸦㸯㸧య◊✲ᵓྛࠊࡅཷ㒊࡛㔜ⅬỴᐃࠊࡋᐇ㊶㐍ࠋࡃ࠸࡚ 

㸦㸰㸧ࠊ࡛ࢪ࣮࣮ࠖࡈࡃࡇࡩࡂࠕᐇ㊶ᒱ㜧┴ୗᗈͤࠋ᪂༢ඖᵓ⾲ࡢά⏝ 

௧ඖᖺ㸯㸯᭶㸯㸲᪥࣭㸯㸳᪥ࠊභᮏᮌࠊࡧ࠾ࢬࣝࣄᮾி㒔 ༊❧ᗈ㝠୰Ꮫᰯ࡛⾜ࠕࠊࡓ➨

㸲㸶ᅇ᪥ᮏ୰Ꮫᰯᅜㄒᩍ⫱◊✲༠㆟ ᮾிࠖࠕ➨㸴㸰ᅇ 㛵ᮾᆅ༊୰Ꮫᰯᅜㄒᩍ⫱◊✲༠㆟

 ᮾிࠖཧຍ࡚ࡏࡉ㡬ࡢࡇࠋࡓࡋࡁ୰࡛ࡗࡀ⚾ࠊឤ㖭ࠊࡣࡢࡓࡅཷᗈᓥ┴❧ᗈᓥ

୰Ꮫᰯࡢ✚ᒣᫀᩍㅍࡢᐇ㊶࡛ࠋࡍ✚ᒣඛ⏕ࠊࡣ௧㸱ᖺᗘ㠃ᐇࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᑓ㛛ⓗసᴗ➼

༠ຊ⪅ࡓົ᪉࡛ࠋࡍ✚ᒣඛ⏕ࠕࠊࡣ㉮㸟ᙉྑ⾨㛛 ᥥᕤኵ࡚ࡋ≀ㄒ᭩ࡃ ࠊ࡚ᩍᮦࠖࡢ

 ࠋࡓࡋ⾜ᡭ㡰࡛ホ౯࡞࠺ࡢḟࠊែᗘࠖ⤌ྲྀ⩦Ꮫయⓗࠕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᤵᴗ࡚ࡗ࠺ලయⓗࠕࠊ࡛⦌⤒࡞࠺ࡢࡇྠࠊࡧᏛලయࠊ㊶ᐇࡈࡢ⏕ᒣඛ✚ࠊࡣ⚾

㸽ࡢ࠸࠸ࡍ ࡚ࡋ◊୰ᅜࠋࡓࡋ࠼⪄ࡔࡁࡍ☜㸽ࠖࡢ࠸࠸ࡍホ౯࡚ࡗ࠺ࠖࠕ

ᣦᑟ㡯ࠊᣦᑟィ⏬ホ౯ィ⏬⤌㎸ࡢࡔసᡂࠊࡋᐇ㊶ࡀࡇࡃ⾜࡚ࡋ♧ษࡔᛮࡗ

 ࠋࡍ࠸࡚

 

 

 

 

➨㸰 

సရࡢ୰࡛࣮ࢲࣥࠕࠊ

グ㏙ࠖࡓ࠸ᘬࣥࣛ

ࡓࡋグពᅗࡢ⌧⾲ࠕ

☜ᑐᛂࡢࠖࢺ࣓ࣥࢥ

ㄆࡇࡍ୰ᚰホ

౯ࠋ 

 

➨㸱 

༠㆟ࢺ࣓ࢫࣛࢡࠕ

ࡍ⾜㐙❶ᩥࡀ࡞ࡋ

࡚ࡋᕤኵᥥࠊ୰࡛

సရ࠸࡚ࡋࡃ

ࡋጼ࠸࡚ࡋ࠺ࡇ

࡚ᤊࠊ࠼⏕ᚐࡢάືほ

ᐹ࡛ࡇࡍホ౯ࠋ 

➨㸲 

ࡋ༠㆟ࢺ࣓ࢫࣛࢡࠕ

ຠࡢ⌧⾲ࠊ࠼㋃ෆᐜࡓ

ᯝ࡚☜࡞㫽ᒃᙉ

ྑ⾨㛛୍ࡢࢻ࣮ࢯࣆࡢ

ሙ㠃ࡢసရࡓ࠼ᩚጼࠖ

ศసရࡢᚐ⏕ࠊ࠼ᤊ࡚ࡋ

ᯒ࡛ࡇࡍホ౯ࠋ 



ᣦࠊࡓࡋ⏝ά᪂༢ඖᵓ⾲㸦௬⛠㸧ࠖࠕࠊ࠼㋃ᐇែࡢඛ⏕᪉ࡢᒱ㜧┴ෆࠊ⦌⤒ࠊ࡞࠺ࡢࡇ

ᑟィ⏬ྛ㒊࡛సᡂࠊ࡛ࡇࡍࢪ࣮࣮ࠊࡋᒱ㜧┴ୗࡢඛ⏕ࡀ㜀ぴࡈࠊࡋ⮬㌟ࡢᤵᴗ

࡚ࡗᗈࡀ㊶ᐇ࠸ࠊ࡛ࡇࡃ࠸࡚ࡋࡓࡋᨵၿ࡚ࡋཎࡢ࠸࡚ࡉࠊࡓධྲྀ

ཷ㈹ࠖࡈࡃࡇࡩࡂࠕࠊᣦᑟࡢ㣕㦌ࠖࠕᅜࠖࠕࡣࢪ࣮࣮ࠊᅾ⌧ࠋࡍ࠼⪄ࡃ࠸

㈹ࡓࡉඛ⏕ࡢᐇ㊶ㄽᩥ➼ࡀ㜀ぴ࡛ࡉࠊࡇࡑࠋࡍ࠸࡚ࡗ࡞࠺ࡁᐇ㊶ࡀ㏣ຍࡇࡃ࠸࡚ࡉ

㸦✚ᒣࡍ࠸࡚ࡗᛮࡁ࡛ࡀࡇࡃ࠸࡚ࡆᗈࠊ῝ࡉᡂᯝࡢ㣕㦌ࠖࠕᅜࠖࠕࠊ࡛

ඛ⏕ࡢチྍࡍ࠾࡚࠸ࡔࡓ࠸ࡣ㸧ࠋ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ͤ࠸᪉ูࠊࡣ࡚࠸ࡘ⣬ࠕ༢ඖᵓ⾲సᡂࢺ࣮ࢩ㸦ver.3.0㸧ྲྀㄝࠖཧ↷ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ 

 

࠙௧㸲ᖺᗘ ᐇ㊶ࡢὶࠚ 

ᶅ ྛ㒊ࡢ㔜Ⅼ㋃ࠊ࠼◊✲㒊ဨࡀᐇ㊶ࠋ࠺⾜ 

ᶆ ᪂༢ඖᵓ⾲ά⏝ࠊࡋᐇ㊶ࠋ 

ᶇ ྛ㒊࡛ᐇ㊶ࡢෆᐜ᳨ウࠊಟṇࠋࡍ 

ͤ㸯ᖺ㛫ࡢᏛ⩦ෆᐜ⥙⨶ⓗศᢸ࡚ࡋసᡂྛࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡍ◊✲㒊ဨࡀᐇ㊶ࡍ༢ඖỴᐃࠋࡍ 

ᶈ ᡂࡢࡓࡋᖺᗘᮎࠋࡍࢪ࣮࣮ࠖࡈࡃࡇࡩࡂࠕ 

➼ᯈ᭩ࠊࢺࣥࣜ⩦Ꮫᣦᑟ࡚ࡋῧ㈨ᩱูࠋ⾲᪂༢ඖᵓࠊࡣࡢࡍࢪ࣮࣮ͤ

 ࠋ࠸࡚ࡋ



㸦㸱㸧ࠕ୰ᅜ◊࣮࣮ࡢࠖࢪ㈨ᩱᥦ౪࠾ࡢ㢪࠸ 

 ḟࡢ⨾⃰ࠊ࡚ࡅྥ◊✲㒊ࠕࠊࡣࡇࡁ࡛ࡀᐇ㊶✚㔜ࡀ࡞ࡡᣦᑟἲᕤኵ࣭ᨵၿࠊࡋ
ࡇࡃ࠸࡚῝ ᖺࠊࡓࡢࡑࠋࡓࡋ࠼⪄࠸࡞ࡣ࡛ࠖࡇࡃ࠸࡚ᗈ㊶ᐇ࠸㧗ࡢ⌧ᛶࠖࠕ

ᗘᖺᗘྠᵝྛࠊ◊✲㒊࡛⾜ࡓࡗᐇ㊶㠀ࡈᥦ౪㡬ࡅ࠾ࢪ࣮࣮ࠊࡁሗᥦ౪᥎㐍࡚ࡋ

 ࠋࡍࡁ࠸

 

࠙㜀ぴࡢᡭ㡰ࠚ 

 ࠋ࠸ࡉୗ࡚ࡋධຊkokugo.chu.jpࠖࠕḍࢫࣞࢻࠊࡣሙྜ࠸࡞ฟ࡛ࠖࡈࡃࡇࡩࡂࠕࡀࢻ࣮࣮࣡ͤ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㹕㹣㹠ୖࠊ࡛ࣥࢪࣥࢳ࣮ࢧࡢ 

ࡈࡃࡇࡩࡂࠕ  ࠋࡍ⣴᳨ࢻ࣮࣮࣡ࠖ

ղ 

 
 

ճ 

 
 

մ 

 
 

յ 

 
 

ն 

 
 

ձ 

 
 

ࢫࢭࢡࢪ࣮࣮࡛ࠖࡈࡃࡇࡩࡂࠕ

 ࠋࡍ

ࡕࡇࡣᤵᴗ㈨ᩱࠕࡢᕥࢪ࣮࣮  ࠖ

 ࠋࡍࢡࣜࢡ
 ࠸㉥ࡢᶓࡢࠖ࠸ࡓࡀᤵᴗ㈨ᩱࡄࡍࠕ

 ࠋࡍࢡࣜࢡ

ᕼᮃࠊࡋࢡࣜࢡࡢࡢ㜀ぴࠋࡍ 

㹆㸰㸷ᅜᤵᴗ㛵ಀࡢ࡚ࠊࢱ࣮ࢹࡢ

㒊࡛ྲྀࡓᐇ㊶ࡢࢱ࣮ࢹ㜀ぴྍࡀ

 ࠋࡍ࠸࡚ࡗ࡞⬟

շ 

 
 

ͤ 

 
 

௧ࠊࡣࢪ࣮ࢺࡢࢪ࣮࣮

㸱ᖺᗘ ᅜㄒ⛉ᐇ㊶ㄽᩥࡈࡃࡇࡩࡂࠕ㈹ࠖ

 ࠋࡍࡁ࡛ࡀࡇࡍ㜀ぴ➼ᣦᑟࡢ

㣕㦌ࡢᣦᑟࠊ┴୰ᅜ◊ࡢయ◊✲ᵓ

ྛࠊ㡿ᇦࡢ◊✲ᵓࡢ㜀ぴࡗ࡞⬟ྍࡀ

 ࠋࡍ࠸࡚



2018/12/11 8:27
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## ## ## 300 300 300 400

1 2 3 4 5 7 3

## ## ## 314 315 317 413

Ꮫᖺ

䠍ᖺ

㔜Ⅼ Ꮫ䚷⩦䚷ά䚷ື ホ䚷౯䚷つ䚷‽ ␃ពⅬ䚷 

Ꮫ
ᖺ
㡿
ᇦ
グ
ྕ

ᮏ༢ඖ䛾Ꮫ⩦䛾ὶ䜜䠄ゝㄒάື䠅䜔ᮏ༢ඖ䛷䛡䛯䛔㈨㉁䞉⬟ຊ䛻䛴䛔䛶▱

䜛䚹

䠄ᣦ䠅᪤⩦ᩍᮦ䛷䛒䜛䛂䜸䜸䜹䝭䛾䛸䜒䛰䛱䛃䛾Ꮫ⩦䜢㉳䛥

䛫䠈⾜ື䜔ヰ䛛䜙Ⓩሙே≀䛾ᚰ䜢ᤊ䛘䛘䜛䛣䛸䛻䛴䛔

䛶☜ㄆ䛩䜛䚹

䕿䛣䛾༢ඖ䛷㌟䛻䛡䛯ຊ䛻䛴䛔䛶䛂䜚㏉䜚䝅䞊䝖䛃䛻グධ䛩䜛䚹

䠄ᣦ䠅༢ඖ䛾᭱ᚋ䛿䠈䛂ಶ䛃䛾సᴗ䜢タᐃ䛧䠈༢ඖయ䜢㏻䛧

䛶䛾䜚㏉䜚䜢⾜䛖䚹

㻖䛊䜚㏉䜚䍴ឤ䠅䛷䛒䜛䛣䛸䜢ᚭᗏ䛩䜛䚹

࣭ᤄヰసࡇࡍ㏻࡚ࡋ㸪Ⓩሙே≀ࡢ

ࡢࡢࡢ㸪⮬ศࡋゎ⌮᪉࠼⪄ぢ᪉ࡢࡢ

ぢ᪉࣭⪃࠼᪉ᗈࠋ࠸࡚ࡋ࠺ࡆ㸦άື

ほᐹ㸧ࡢ

㸯
ᖺ

┠ⓗᛂ࡚ࡌᚲせ࡞ሗ࡚ࡋ┠╔せ⣙ࡓࡋ
ࡅࡧ⤖࡞ᥥሙ㠃㸪ሙ㠃㸪ሙ㠃
ࠋࡇࡍゎ㔘㸪ෆᐜ࡚ࡋࡓ

⢭ᰝ࣭ゎ㔘

⢭ᰝ࣭ゎ㔘
䠄␃䠅ḟ䛾䛊▱㆑ཬ䜃ᢏ⬟䛋䛾☜ᐇ䛺ᐃ╔䜢ᅗ䜛䚹

䞉ẚ႘䛿䠈ඹ㏻䛾ᒓᛶ䛜䛒䛳䛶䛿䛨䜑䛶ᡂ䜚❧䛴䛣䛸䚹

䞉≀ㄒ䛻䛚䛡䜛㐣ཤ䛾㛫㍈䛿䠈⌧ᅾ䛻ᙳ㡪䜢䛘䜛䜒䛾䛸

䛧䛶ᤊ䛘䜛䛣䛸䚹

䠄ᣦ䠅ูᙺᐇ䛾䛄㯮䛔䝤䝷䞁䝁䜚䛅䜢⤂䛧䠈ㄞ᭩䛜⮬ศ䛾

⪃䛘䜢ᗈ䛢䜛䛾䛻ᙺ❧䛴䛣䛸䜢⌮ゎ䛥䛫䜛䚹

䠄ホ䠅䝽䞊䜽䝅䞊䝖䜈䛾グ㏙ෆᐜ䜢୰ᚰ䛻ホ౯䛩䜛䚹

䖂

䞉䛂༗ᚋ䛻ᅄᅇᐂ㏉䜚䛾┳ᯈ䛜୰ኸᗈሙ䛻ฟ䛥䜜䜛䛃㒊ศ䛸䛂ኤ㣗ᚋ䛻ᅋ㛗䜔䝢

䜶䝻䛾䝻䝻䛜䠈䜻䜻䛾ᅄᅇᐂ㏉䜚Ṇ䜑䜘䛖䛸䛩䜛ሙ㠃䛃䛸䛾㛫䛻䛒䜛≀ㄒ䛾✵ⓑ䛾

㛫䛻ఱ䛜㉳䛝䛶䛔䛯䛾䛛䜢䠈ሙ㠃䜔ᥥ䜢⤖䜃䛴䛡䛶ᤊ䛘䜛䚹

䞉䜻䜻䜔䝻䝻䛾ᚰ䛾ኚ䛻䛴䛔䛶ᩥ❶䜢᰿ᣐ䛻

⌮ゎ䛧䛶䛔䜛䚹

䠄άື䛾ほᐹ䞉グ㏙䛾ศᯒ䠅

䕿

䞉≀ㄒ䛾✵ⓑ㛫䛻䛚䛡䜛䜻䜻䛸䝻䝻䛾ⴱ⸨䜢䠈ゎ㔘䛧䛯ෆᐜ䜢ᇶ䛻䠈䝰䝜䝻䞊䜾

䛾ᙧ䛷䜎䛸䜑䠈ὶ䛩䜛䚹

䞉䜻䜻䜔䝻䝻䛾ᚰ䛾ኚ䜢ᤊ䛘䜛୰䛷⪃䛘䛯䛣䛸䜢䠈䛂䜘䜚ษ䛺䜒䛾䛿䛒䜛

䛾䛛䛃䛸䛔䛖䝔䞊䝬䛷▷䛔ᩥ❶䛻䜎䛸䜑䠈ὶ䛩䜛䚹

䞉Ⓩሙே≀䛾䜒䛾䛾ぢ᪉䜔⪃䛘᪉䜢㋃䜎䛘䠈⮬ศ

⮬㌟䛾䛭䜜䜙䜢ᗈ䛢䛶䛔䜛䚹

䠄グ㏙䛾ศᯒ䠅

䜲
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ᑟධ㸦Ꮫ⩦ࡢぢ㏻ࡋ㸧
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䜻
䜔
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䝻
䛾
❧
ሙ
䛷
≀
ㄒ
䛾
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ᵓ㐀ෆᐜࡢᢕᥱ

㸪᰿࡚࠸ࡘຠᯝࡢ⌧⾲ᒎ㛤㸪ᵓᡂࡢ❶ᩥ
ᣐࠋࡇ࠼⪄࡚ࡋ☜

㸪⮬ศ࡚࠸ᇶ࡙ࡇࡓࡋゎ⌮࡛ㄞ❶ᩥ
ࠋࡇࡍࡢ࡞☜࠼⪄ࡢ

㒊ศ㸪ᐇ࡞ຍⓗ㒊ศ࡞୰ᚰⓗࡢ❶ᩥ
ពぢࡢ㛵ಀླྀ࡚࠸ࡘ࡞㏙ᇶᤊ࠼㸪
せ᪨ᢕᥱࠋࡇࡍ

ሙ㠃ࡢᒎ㛤Ⓩሙே≀ࡢ┦㛵ಀ㸪ᚰࡢኚ
࡚࠸ࡘ࡞㸪ᥥᇶᤊࠋࡇ࠼
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Ꮫ䜃䛻ྥ䛛䛖ຊ䠈ே㛫ᛶ➼䛻㛵䛩䜛ホ౯
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㡿
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㹁
㡿
ᇦ
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႘⾲⌧࡚࠸ࡘ⌮ゎࠋ࠸࡚ࡋ㸦Ⓨゝࡢ☜

ㄆ㸧

䞉ᩥ䜢㏻ㄞ䛧䠈䛂✵୰䝤䝷䞁䝁䜚䛾䜻䜻䛜ᅄᅇᐂ㏉䜚䛻ᣮ䜐᪥䛾༗ᚋ䛛䜙ኤ

㣗ᚋ䜈䛛䛡䛶䛾ᒎ㛤䛃䛻ᩚྜ䛜䛒䜛䛣䛸䛻Ẽ䛵䛟䚹

䞉༗ᚋ䛻ᅄᅇᐂ㏉䜚䛾┳ᯈ䛜ฟ䛥䜜䛶䛛䜙䠈ኤ㣗ᚋ䛻ᅋ㛗䜔䝢䜶䝻䛾䝻䝻䛜䠈䜻

䜻䛾ᅄᅇᐂ㏉䜚Ṇ䜑䜘䛖䛸䛩䜛䛻⮳䜛䜎䛷䛾ᒎ㛤䜢ᇙ䜑䜛✵ⓑ䛾㛫䛻ఱ䛜㉳䛝

䛶䛔䛯䛾䛛䜢䠈ᥥ䜢䜒䛸䛻ᤊ䛘䜛䚹

䠄ᣦ䠅᪤⩦ᩍᮦ䛷䛒䜛䛂䜸䜸䜹䝭䛾䛸䜒䛰䛱䛃䛾Ꮫ⩦䜢㉳䛥

䛫䠈⾜ື䜔ヰ䛛䜙Ⓩሙே≀䛾ᚰ䜢ᤊ䛘䛘䜛䛣䛸䛻䛴䛔

䛶☜ㄆ䛩䜛䚹

䠄ホ䠅ᤄヰ䛾グ㏙ෆᐜ䜢୰ᚰ䛻ホ౯䛩䜛䚹䠄䐠䐡䐢䛾䠏㛫

䜢䛛䛡䛶ホ౯䛩䜛䠅
䐠
䐡
䐢

䐣

䐟
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㸧㏉ࡢ⩦㸦Ꮫ

㛵㐃䛩䜛䛊▱㆑ཬ䜃ᢏ⬟䛋

㻔㻝㻕ゝⴥ䛾≉ᚩ䜔䛔᪉䛻㛵䛩䜛㡯
㻔㻞㻕ሗ䛾ᢅ䛔᪉䛻㛵䛩䜛㡯
㻔㻟㻕ᡃ䛜ᅜ䛾ゝㄒᩥ䛻㛵䛩䜛㡯 㸦ホ㸧ࡢࣟࣟᤄヰసᡂࡍάືࡢ୰࡛ࡢⓎゝ☜ㄆࡍ

ࠋࡍホ౯࡛ࡇ



ㄒᙡ

㇟⾜Ⅽ㸪ᚰࡍ⾲ㄒྃࡢ㔞ቑࡍ㸪ㄒྃࡢ㎡᭩ⓗ࡞ពᩥ
☻㸪ㄒឤ࡚ࡋ㏻ࡇ࠺୰࡛ࡢ❶ᩥヰ࡚ࡋὀព㛵ಀࡢពࡢୖ⬦
ࠋࡇࡍ㇏ㄒᙡࡁ
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 Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞࠊ࡚࠸࠾Ꮫᰯ⌧ሙồࡇ࠸࡚㸦Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ⥲๎⦅㸧 
࣭♫ᵓ㐀㞠⏝⎔ቃࠊࡣண ࡀᅔ㞴࡞௦୍ࠋ࠸࡚ࡗ࡞ே୍ேࡀᣢ⥆ྍ⬟࡞♫ࡢᢸ࠸ᡭࠊ࡚ࡋ⪅༠ാ࡚ࡋㄢ㢟ゎỴࡃ࠸࡚ࡋ
ࡍᵓ⠏୰࡛┠ⓗࡢἣኚ≦࡞㞧「ࠊࡇࡃ࠸࡚ࡆ࡞ࡘ౯್࡞ࡓ᪂ࠊ࡚ࡋ࡞ࡃ࠸࡚ࡋᵓ⠏ሗࠊぢᴟሗ࡞ࠎᵝࠊࡇ
 ࠋࡇࡍ࠺ࡁ࡛ࡀࡇ
࣭⏕ᾭ࡚ࡗࡓᏛࠕࠊࡓࡍ࠺ࡁ࡛ࡀࡇࡅ⥆ࡧయⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸ᏛࡢࠖࡧどⅬᤵᴗᨵၿᅗࠋࡇ 
࣭Ꮫᰯయ࡛Ꮫ⩦ຠᯝ᭱ࡢᅗࡢࢺ࣓ࣥࢪࢿࣛࣗࣜᐇࠕࠊಶู᭱㐺࡞Ꮫࡧ  ࠋࡇ࠺⾜ᐇࡢࠖࡧᏛ࡞༠ാⓗࠖࠕ
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Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿 ᅜㄒ⛉ࡢ┠ᶆ 

 
ゝⴥぢ᪉࣭⪃࠼᪉ാࠊࡏゝ ㄒ
άື㏻ࠊ࡚ࡋᅜㄒ࡛ṇ☜⌮ゎࡋ㐺ษ
ᡂ⫱࠾ࡢḟ㈨㉁࣭⬟ຊࡍ⌧⾲
 ࠋࡍᣦ┠ࡇࡍ
օ ♫⏕άᚲせ࡞ᅜㄒࡑࠊ࡚࠸ࡘ

࡛ࡀࡇ࠺㐺ษࡋゎ⌮㉁≉ࡢ
 ࠋࡍ࠺ࡁ

ֆ ♫⏕άࡅ࠾ேࡢ㛵ࡢ୰
࡛ఏ࠺ྜ࠼ຊ㧗ࠊᛮ⪃ຊീ
ຊ㣴ࠋ࠺ 

և ゝⴥࡘࡀ౯್ㄆ㆑ࡍ
ࡢᅜࡀᡃࠊࡋ㇏ゝㄒឤぬࠊ
ゝㄒᩥ㛵ࠊᅜㄒᑛ㔜࡚ࡋ
 ࠋ࠺㣴ែᗘᅗୖྥࡢຊ⬟ࡢࡑ

ᒱ㜧┴యࡢ࡚ࡋ⏕ᚐࡢᐇែ 
 

࣭௧㸱ᖺᗘᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝࡢ⤖ᯝࠊ୰Ꮫᰯᅜㄒࡢᒱ㜧┴
ᅇୖᖹᆒṇ⟅⋡㸦64.6㸣㸧ࡢᅜࠊ࠾࡚ࡗ࡞65㸣ࡣ⋠⟆ᖹᆒṇࡢ
ᐇ⬟ᢏࡧ㆑ཬ▱ࠊᐃ╔≧ἣࡢ⬟ᢏࡧ㆑ཬ▱ࠊࡇࡢࡇࠋ࠸࡚ࡗ
⏕άࡢᵝ࡞ࠎሙ㠃ά⏝ࡍຊ㸪ᵝ࡞ࠎㄢ㢟ゎỴࡢࡓࡢᵓ❧࡚ᐇ
 ࠋ࠼࠸࠸࡚࠸㌟ࡡᴫࡣຊࡍホ౯࣭ᨵၿࠊࡋ㊶
࣭యࠊࡣ࡚ࡋᅜᖹᆒୖᅇࠊࡀ࠸ࡣ࡚ࡗ౫↛ᖹᆒⅬ༙ࡢศ࡞ࡓ‶
 ࠋࡍ㸯⛬ᗘᏑᅾࡣᚐ⏕࠸
࣭⏕ᚐ㉁ၥ⣬ࠕᅜㄒࡢຮᙉࡣዲࡔࡁ ࡣᙜ࡚ࠕࠊ࡚ࡋᑐ㉁ၥࠖࡢ ࠼⟆ࠖ
ࡍศࡃࡣෆᐜࡢᤵᴗࡢᅜㄒࠕࠊ19.6㸣ࠊࡣᚐ⏕ࡓ ࡋᑐ㉁ၥࠖࡢ
ࡣᙜ࡚ࠕࠊ࡚ ⋠⟆ṇࠊࡇࡢࡇࠋ࠶30.4㸣࡛ࠊࡣᚐ⏕ࡓ࠼⟆ࠖ
ࡔࡁዲࡀᅜㄒࠕࠊ⭡ࡣࡉ㧗ࡢ ࠸ࡍศࡣᅜㄒࠕࠖࠊ ࠸࡚ࡌឤࠖ
⏕ᚐࡢྜࠊᡂᑵឤឤ࠸࡚ࡌ⏕ᚐࡢྜࡣపࠋ࠼࠸࠸ 
࣭ᖹᡂ31ᖺᗘᅜᏛຊ Ꮫ࣭⩦≧ἣㄪᰝ࡛ྠࠊ ㏆ࠊ࠾ฟ࡚ࡀഴྥ࡞࠺ࡌ
ᖺࡢᒱ㜧┴యࡢ࡚ࡋ⏕ᚐࡢᐇែୖࡣグ࠺ࡢᤊࡁ࡛ࡀࡇ࠼
 ࠋ࠸࡚࠼⪄

࠙㢪࠺⏕ᚐࡢព㆑ጼࠚ 
࣭ᅜㄒࡢᏛ⩦ᑐࠊ࡚ࡋ㨩ຊᚲ↛ᛶឤࠊࡌゝㄒάື㏻ࠊ࡚ࡋయⓗᏛ⩦ㄢ㢟ࡢゎỴࡁ࡛ࡀࡇ࠺ྥ⏕ᚐ 
࣭༢㛫ࡢᤵᴗࡢ୰࡛ࠊ☜ᐇࡃࡓࡣ࡚ࡁ⏕ࠕゝㄒ⬟ຊࠖᥖࡓࡆຊ㌟࠸࡚ࡅ⏕ᚐ 
ࡁ࡛࣭ศ࣭ࠕ  ᚐ⏕ࡁ࡛ࡀࡇ㧗ຊ࠺ྥࡧᏛࠊࡕᐇឤ࠺࠸ࠖࡓࡗ࡞ࡃ๓ࠖࠕ

◊✲㢟  ဃⅼ↕↞↸ⅾᚕᛖᏡщ↝Ꮛ 㤌ᚕᛖᏡщ↝᭗↭↹⇁ܱज़ↈ↺ᚕᛖѣ↝Ϊܱ⇁ᡫↆ↕㤌 

 ࠒෆᐜ✲◊ࠑ
◊✲ෆᐜձ  ᣦᑟィ⏬ࡢᕤኵ 
օ ᐇ㊶ࡢ⌧ᛶ㧗ࠊࡢࡓᣦᑟ㡯ᣦᑟィ⏬ࡓࡏྜ⤌᪂༢ඖᵓ⾲㸦௬⛠㸧ࡢసᡂ 
࣭௧㸱ᖺᗘ㠃ᐇࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᣦᑟ㡯ࡢࡇࠕࠊࡏྜࡋ↷ᩍᮦ࡛ࡑࡇࡃࡓࡣ࡚ࡁ⏕ࠗ࠸ࡓࡅゝㄒ⬟ຊ㸦ᣦ
ᑟ㡯㸧࠘  ࠋࡍసᡂ⏬ᣦᑟィࡓࡏྜ⤌⏬༢ඖᣦᑟィᣦᑟ㡯ࠊ࡛ୖࡓࡋ☜ࠖఱࡣ
࣭ᩍဨㄡࡀࡋぢࡓࡢࡇࠕࠊᣦᑟィ⏬ࠊ࡞⮬ศࠖࡔ࠺ࡑࡁ࡛ᛮ࠼⌧ᛶࡢ㧗࠸ᣦᑟィ⏬సᡂࠋࡍ 
ֆ ⏕ᚐ࡚ࡗᏛࡪ㨩ຊ࣭ᚲ↛ᛶࠊ࠶ࡀ♫⏕άࡀ࡞ࡘຊ⫱ゝㄒάື༢ඖࡢᵓ࣭㛤Ⓨ 
࠸ࡓ࣭ࠕ  ᕤኵࡢᩍᮦ㛤Ⓨ࣭㢟ᮦ㛤Ⓨ࡞࠺ࡁ࡛ࡀࡇࡍႏ㉳ពḧࡢᚐ⏕ࡓࡗ࠸ࠖ࠸࡞࡞ࡤࡅ࡞ࠖࠕ
࣭ᅜㄒࡢᤵᴗ࡛㌟ࡓࡅຊࠊࡀ♫⏕ά࣭ᩍ⛉ࡀ࡞ࡘຊ⫱ゝㄒάື⤌ࠋࡍ࠺ࡁ࡛ࡀࡇ 
◊✲ෆᐜղ  ᣦᑟ࣭ຓࡢᕤኵ 
օ ⏕ᚐࠕࡀయⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࠖࡧ⋓ᚓࡢࡓࡍᣦᑟࡢᕤኵ 
࣭ㅮ⩏ᘧࡢᏛ⩦ࠕࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ⏕ᚐ┦ Ꮫ࡞࠺ࡢࠊࡓ࡞ࠖࡧᏛ࠸῝࡞యⓗ࣭ᑐヰⓗࠕࡢ➼ᑐヰࠖࡢᩍᮦࠖࠕ
⩦ᙧែࠋࡍ✲◊࠸㸦ᑐヰࡢ✀㢮ࡢ◊✲㸧 
࣭ὶࡍ๓ࡢ⮬ศࠊὶࡓࡋᚋࡢ⮬ศኚᐜࡀࡇ࠶ࡀᚲせࡢࡑࠋⅭࠊὶ࡞࠺ࡢࠊࡢࡍὶࡢ᪉
ά⏝ἲ࡞ຠᯝⓗࡢ࡚࠸࠾ᤵᴗࡢᅜㄒࠊ࡚࠸ࡘᮎ➼㸧➃ࢺࣞࢱ㹇㹁㹒㸦ࠊࡓࠋࡍ✲◊᪉ἲࡢࡑࠊࡢࡍ
 㸧✲◊ࡢ᪉ἲࡢ㸦ᑐヰࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋᥦ࡚࠸ࡘ
࣭సᩥࡢᤵᴗ࠺࠸ۑۑࠕࠊྲྀ᪉ἲ࡛᭩ࠖ࠺ࡋࡁᩍ࠼㎸ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢᩥࣝࢹࣔࡢࡘᥦ♧ࡕࠕࠊࡋ
┠ࠖࣝࢱࢫࡍ⩦Ꮫ࡞Ⓨぢⓗࠕࠊ࡞࠺ࡍⓎぢ⏤⌮ࡢࡑࠊࡅ࠸ၥ㸽ࠖࡐ࡞ࡤࡑ㸽࠶ࡀㄝᚓຊసᩥࡢ
ᣦ࡞࠺ࡢࠊࡓࡍᏛ⩦㐣⛬Ⰻࠋࡍ✲◊ࡢ࠸㸦ㄢ㢟ゎỴࡢ᪉㏵ࡢ◊✲㸧 
ֆ ࡢࠕᏊࠖࡃࡓࡣ࡚ࡁ⏕ࠕゝㄒ⬟ຊࠖ㌟ࡢࡓࡅᡭ❧࡚ࡢᕤኵ㸦ಶู᭱㐺࡞Ꮫ⩦ࡢᐇ㸧 
࣭ホ౯つ‽㐩ࡀࡇࡍ㞴࠼⪄࠸ࡋ⏕ᚐࠕࡢⱞᡭඞ᭹ࡢࡓࡍᡭ❧࡚ࠖࠊ⮬ຊ࡛ホ౯つ‽㐩࠺ࡔࡍ
ᐃࡉ⏕ᚐࠕࡢࡓࡢᚓពఙࡍࡤᡭ❧࡚ࠖࠊ࡞ࡍ☜⏕ᚐ୍ࡢே୍ேࡢ≉ᛶᤊ࡛ୖࡓ࠼ᡭ❧࡚ࠋ࠼⪄ 
◊✲ෆᐜճ  ホ౯ࡢᕤኵ 
⏕ᚐ⮬㌟ࡀ༢㛫༢ඖ࡛ࡢ⮬ᕫࡢ㧗ᐇឤࡁ࡛ࡀࡇࡍᣦᑟ࣭ホ౯ࡢᕤኵ 

㸧ࠖ➼῝ࠊࡀᗈࡢ࠼⪄ࡅ࠾ྲྀ㸦ㄞࡓࡗ࡞࠺ࡁ࡛࣭ࡓࡗ࡞࠺ศ࣭ࠕ ࠊ㸦సᩥࡓࡗ࡞ࡃ๓࣭ࠕ
㸧ࠖ➼ࢳ࣮ࣆࢫ ႏពḧࡢḟࠊ࡛ୖࡓࡋ࠺ࡁぬ࡛⮬㧗ࡢᕫ⮬ࠊࡋᕤኵሙࡁ࡛ࡀࡇࡘᐇឤ࠺࠸
㉳ࠕࠊ࡛ࡇࡍᅜㄒࡀᴦ࠸ࡋ ࠸ࡍศࡣᅜㄒࠖࠕ  ࠋ⫱࠸ᛮࡢᚐ⏕࠺࠸ࠖ࠸ࡓࡓᅜㄒࠖࠕ
࣭ୖグ࡞࠺ࡢホ౯ࡢሙࠊ༢㛫༢ඖࡢ⤊ᮎ࠺ࡢタᐃࠊࡋᐇࠊࡋ✲◊ࡃ࠸࡚ࡋᥦࠋࡍ 

 ࠒ௬ㄝࠑ
ձᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᣦᑟ㡯ࡃࡓࡣ࡚ࡁ⏕ࠕࠊࡏྜࡋ↷ゝㄒ⬟ຊࠖࡣఱࠊࡋ☜ 
ղࠕヰ࠸ࡓࡁ⪺࣭࠸ࡓࡋ ࠸ࡓࡁ᭩ࠖࠕ ࠸ࡓㄞࠖࠕ ࠸ࡓ▱ࠖࠕ 㸦ࠖ㸻ᴦ࠸ࡋ㸧⏕ᚐࡀ㢪࡞࠺࠺㨩ຊⓗ࡛ࠊᚲ↛ᛶࡢ  
 ࠊ࠸⾜ᩍᮦ㛤Ⓨ࠶

ճㅮ⩏ᘧࠊࡃ࡞࡛ࡢ⏕ᚐࡀయⓗ࣭ᑐヰⓗᏛᏛ⩦ᙧែ࣭Ꮫ⩦᪉ἲ࣭Ꮫ⩦㐣⛬ࡣఱぢᴟࠊゝㄒάືࡢᐇ
㏻࡚ࡋ㐺ษᣦᑟࠊࡋ 

մయᣦᑟ௨እࠕᚓពఙࡍࡤᡭ❧࡚ ࡚❧ᡭࡢࡓࡍඞ᭹ⱞᡭࠖࠕ 㸦ࠖಶู᭱㐺࡞Ꮫ⩦㸧⨨ࠊ࡛ࡇࡅ࡚
 ࠊࡋಖ☜ࡧᏛᚐ⏕ࡢ

յ༢㛫ࡢᏛ⩦ࡢ୰࡛ࠕࠊศࠕ࣭ࠖࡁ࡛࣭๓࠺࠸ࠖࡓࡗ࡞ࡃゝㄒ⬟ຊࡢ㧗ᐇឤࡁ࡛ࡀࡇࡍሙ
⨨ࠊࡅḟࡢᏛ࠺ྥࡧຊ㧗ࠊࡤࡁ࡛ࡀࡇ 

⏕ᚐࡃࡓࡣ࡚ࡁ⏕ࠕࠊࡣゝㄒ⬟ຊࠖ㌟࠙ࠊࡅ 㢪࠺⏕ᚐࡢព㆑ጼࠚ㏆࡙ࠋ࠺࠶࡛ࡃ࠸࡚࠸ 
                                      



㸯 ᖺᗘࡢ✲◊ࡢ᪉ྥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ᛅƢƜƱȷᎥƘƜƱᢿ˟ ˋԧᲮࡇ࠰ƷᄂᆮƷ૾Ӽ 
 ヰࡇࡃ⪺࣭ࡇࡍ㒊㒊㛗 ᇉᕷ❧ୖ▼ὠ୰Ꮫᰯ ∦ᒣ ༤ᑑ 

௧㸲ᖺᗘ ୰ᅜ◊ ◊✲㢟 

ဃƖƯƸƨǒƘᚕᛖᏡщƷᏋ 

᳸ᚕᛖᏡщƷ᭗ǇǓǛܱज़ƢǔᚕᛖѣƷΪܱǛᡫƠƯ᳸ 

௧㸲ᖺᗘ ࠕヰࠖࡇࡃ⪺࣭ࡇࡍ㒊 ◊✲㢟 

ႸႎǍ᩿ئƴࣖơƯᢘЏƴᘙྵƢǔᏡщƷᏋ 

᳸ȆȸȞᚨܭƷپƱŴႸਦƢဃࢻƷۋƷφ˳҄ǛᡫƠƯ᳸ 

◊✲௬ㄝ 
࣭⏕ᚐࠕࡀヰ࠸ࡓࡋ ࠸ࡓࡁ⪺ࠖࠕ ࡏࡉࡅ㌟ຠᯝⓗᣦᑟ㡯ࠊࡁᢪ࠸ᛮ࠺࠸ࠖ࠸ࡓ࠸ྜࡋヰࠖࠕ
㌟ຊຠᯝⓗࠊࡀ࡞⤌ྲྀ⩦Ꮫయⓗࡣᚐ⏕ࠊ࡛ࡇࡍᕤኵタᐃࡢ࣮ࢸࡁ࡛ࡢࡇ
ࠋ࠺࠶࡛ࡃ࠸࡚ࡅ 

࣭ゝㄒάື㏻࡚ࡋ⏕ᚐ࡞࠺ࡢຊ㌟ࡢࡏࡉࡅලయ࡚ࡋᥥࠊࡁᏛ⩦ࡍព⩏⏕ᚐ⌮
ゎࡀ࡞ࡏࡉぢ㏻࡚ࡗࡋᏛ⩦ࠊ࡛ࡇࡏࡉ↔Ⅼⓗ࡞ᣦᑟࠊ࡞⬟ྍࡀ⏕ᚐࡣ┠ⓗሙ㠃ᛂ࡚ࡌ
㐺ษࡍ⌧⾲ຊ㌟ࠋ࠺࠶࡛ࡅ 

┠ᣦࡍ⏕ᚐࡢጼ 
 ጼࡪᏛయⓗࠊࡕࡋぢ㏻࡚ࡋぬ⮬⩏ពࡢ⩦Ꮫࠊࡀ࡞ࡌឤ㨩ຊゝㄒάື۔
 ጼࡅ㌟ゝㄒ⬟ຊࠊ࡛ࡇࡍࡓࡗྜࡋヰࡓ࠸⪺ࡓࡋヰ㐺ษࠊ࡚ࡌᛂሙ㠃ⓗ┠۔
 ጼࡍ࠺ࡑ⏕ሙ࡛ࡢูࡉࠊࡋぬ⮬῝ࡢࡧᏛኚᐜࠊࡀ࡞ࡋ▱ㄆࢱ࣓ጼࡢᕫ⮬۔

㸦㸯㸧ᣦᑟィ⏬ࡢᕤኵ 

 ձᐇ㊶ࡢ⌧ᛶ㧗ࠊࡢࡓᣦᑟ㡯ᣦᑟィ⏬ࡃࡓࡣ࡚ࡁ⏕ࠕࡓࡏྜ⤌ゝㄒάື୍ぴ⾲ࠖ

 సᡂࡢ

࣭ᣦᑟィ⏬ࡢẁ㝵࡛ࠊᣦᑟ㡯ලయࠊ࡚ࡋ⣔⤫ᛶ㋃ࡢࡇࠕࡀ࡞࠼༢ඖ࡛ࡑࡇ㌟ࡏࡉࡅ

 ࠋࡍ☜ຊࠖࡁ

࣭⏕ᚐࠕ࠸ࡓࡅ⬟ຊࠖ㌟࡞࠺ࡢࠊࡓࡏࡉࡅጼࡀぢ࠺࠸ࡢ࠸ࡓ⏕ᚐࡢල

యⓗ࡞ጼࠋࡍ☜ 

 ղ⏕ᚐ࡚ࡗᏛࡪ㨩ຊ࣭ᚲ↛ࠊ࠶ࡀ♫⏕άࡀ࡞ࡘຊ⫱ゝㄒάື༢ඖࡢᵓ࣭㛤Ⓨ 

࠸ࡓࡋヰ࣭ࠕ  ࠸ࡓࡁ⪺ࠖࠕ  ࠋ࠼⪄タᐃ࣮ࢸ࠶ࡢ↛ᚲ㨩ຊ࡞࠺࠺ᛮࠖ࠸ࡓ࠸ྜࡋヰࠖࠕ

࣭ゝㄒάືࡀᚲ↛ࠊ࠶࡛ࡢ࠶ࡢᚋ♫⏕ά࡛ࡁ⏕࠺ࡢ⏕ᚐᩍᖌ࡛ඹ᭷ࠋࡍ 

㸦㸰㸧ᣦᑟ࣭ຓࡢᕤኵ 

 ձ⏕ᚐࠕࡀయⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࠖࡧ⋓ᚓࡢࡓࡍᣦᑟࡢᕤኵ 

 ࠋࡍᕤኵ᪉ᅾࡢ♧ᥦࣝࢹࣔ࡞ຠᯝⓗ࡞࠺࡞☜࡚ࡗᚐ⏕ࡀጼࠖࡁࡍᣦ┠࣭ࠕ 

 ࠋࡍᕤኵ᪉ᅾࡢホ౯┦ὶࡢ௰㛫ࠊᕫホ౯⮬ࡓ࠸⏝➼ᮎ➃ࢺࣞࢱ࣭

 ղࡢࠕᏊࠖࡃࡓࡣ࡚ࡁ⏕ࠕゝㄒ⬟ຊࠖ㌟ࡢࡓࡅᡭࡢ࡚ࡔᕤኵ㸦ಶู᭱㐺࡞Ꮫ⩦ࡢᐇ㸧 

 ࣭⏕ᚐࡢᐇែᛂࠕ࡚ࡌⱞᡭඞ᭹ࡢࡓࡍᡭ❧࡚ࠖࠕࠊࡕࡣᚓពఙࡍࡤᡭ❧࡚ࠖᕤኵࠋࡍ 

㸦㸱㸧ホ౯ࡢᕤኵ 

 ⏕ᚐ⮬㌟ࡀ༢㛫༢ඖ࡛ࡢ⮬ᕫࡢ㧗ᐇឤࡁ࡛ࡀࡇࡍᣦᑟ࣭ホ౯ࡢᕤኵ 

 ձᏛ⩦άືࡢ୰࡛ࡢ⮬ᕫࡢጼᐈほⓗࠊ▱ホ౯࡛࡞࠺ࡁ㡢ኌゝㄒᩍ⫱ࡢホ౯ࡢᅾ᪉ᕤኵࠋࡍ 

㸦୍ே୍ྎ➃ᮎࡢຠᯝⓗ࡞ά⏝㸧 

ղ⏕ᚐࠊࡀ༢㛫༢ඖࡢึ᭱ࡢ㡭ࡢ⮬ศẚ㍑ࠊࡋ⮬ᕫࡢ㧗ឤ࡞࠺ࡌホ౯ࠕࡢሙࠖ

 ࠋࡍᕤኵ᪉ἲࠖࠕ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ Ⅴⅾↂ↗ᢿ˟Ⅵ ˋԧ≗ࡇ࠰↝ᄂᆮ↝૾Ӽ 
᭩ࡇࡃ㒊㒊㛗 ྍඣᕷ❧ᮾྍඣ୰Ꮫᰯ  ᱵ⏣ ెᏹ  

┠ᣦࡍ⏕ᚐࡢጼ 

 ጼ࠺ྥゎỴࡢᏛ⩦ㄢ㢟㸪యⓗࡌឤᚲ↛ᛶ㨩ຊࡃ᭩۔

ࡓࡋุ᩿ࡓ࠼⪄࡚࠸ࡘ➼ຠᯝࡢࡑ᪉㸪ࡢ⌧⾲ᒎ㛤ࡢ⌮㸪ㄽࡀ࡞ࡏാ᪉࠼⪄ぢ᪉۔

 ጼࡍ⌧⾲ࡃࡇ࠸ࡓ࠼ఏࡢ㸪⮬ศ࡚ࡋ

ࡓࡗ࡞ࡃࡀ㹼๓ࠕ۔ ࡅ᭩ࡀ❶ᩥ࡞㹼ࡍۑۑࠖࠕ ࠸ࡓ▱᪉ࡁ᭩࡞㹼ࡗࠖࠕ ᐇឤࠖ

 ጼࡍ࠺ࡑ⏕㸪ᐇ⏕άࡕ

௧㸲ᖺᗘ ࠕ᭩ࠖࡇࡃ㒊 ◊✲㢟 

Ⴛ≏Ⴘႎ↳ॖ᩿ئ≏↳ཞඞ↚ࣖↇ↕≏ 

ᎋⅷⅻˡ↾↺૨ᇘ⇁ⅾᏡщ↝Ꮛ  
⊡ᛯྸ↝ޒ↳ᘙྵ↝јௐ⇁ᎋⅷ≏پↆ↕ⅾↂ↗ⅻ↖ⅼ↺↰↝ਦנ↝ݰ↹૾⊡ 

◊✲௬ㄝ 

࣭ᣦᑟ㡯⏕ᚐ㌟࠸ࡓࡏࡉࡅゝㄒ⬟ຊࡏྜࡋ↷㸪⏕ᚐ㨩ຊᚲ↛ᛶ࠶ࡢ㢟ᮦ

 ࠋ࠺ࡔࡃ࠸࡚ࡗྥゎỴࡢᏛ⩦ㄢ㢟యⓗࡣ㸪⏕ᚐࡤࡍタᐃ

࣭Ꮫ⩦ࡢ᪉ἲᙧែᕤኵࡋ㸪ಶู᭱㐺࡞Ꮫ⩦ࡢሙ⨨ࡅ୰࡛㸪⏕ᚐࡀぢ᪉࣭⪃࠼᪉ά⏝ࡋ

 ࠋ࠺ࡔࡅຊࡃ᭩࡚ࡋᕤኵࡇ࠸ࡓ࠼ఏࡣ㸪⏕ᚐࡤࡍ࠺ࡁุ࡛᩿࣭⪄ᛮࡀ࡞

࣭Ꮫࡇࡔㄆ㆑ࡓࡋ㸪ᛮ⪃ࡢุ᩿㐣⛬ゝㄒ࡚ࡋࡓࡋ㸪⏕ᚐ࠼⪄ࡀᡂᯝ≀ࡢኚᐜ

Ẽࡃሙタᐃࡤࡍ㸪⏕ᚐࡣ⮬ᕫࡢᏛࡧᐇឤࡋᐇ⏕άࠋ࠺ࡔࡃ࠸࡚ࡋ⏕ 

㸦㸯㸧ᣦᑟィ⏬ࡢᕤኵ 

ձᣦᑟ㡯ᣦᑟィ⏬ࡃࡓࡣ࡚ࡁ⏕ࠕࡓࡏྜ⤌ゝㄒ⬟ຊ୍ࠖࡢᒙࡢ☜㸪ࠕ୰ᅜ◊

 ᥎㐍ࡢỗ⏝ࡢᤵᴗሗඹ᭷ࡓࡋ⏝άࠖࢪ࣮࣮

࣭⫱ᡂ࠸ࡓࡋ㈨㉁࣭⬟ຊ࡚ࡋ☜㸪ホ౯ᇶ‽㐩ᡂࡓࡋ⏕ᚐࡢጼලయⓗᛮ࠸ᥥࠋࡃ 

࣭ᐇ㊶ࡓࡋ㈨ᩱ➼㸪࣮࣮࡛ࢪ┴ᇦᗈࡆ㸪ࡢᏛᰯ࡛ᐇ㊶ά⏝ࠋࡍࡃࡍࡋ 

ղ⏕ᚐࡀ᭩ࡃ㨩ຊᚲ↛ᛶឤࡌ㢟ᮦゝㄒάືࡢ᭦࡞ᕤኵ 

࣭⏕ᚐࠕࡀ᭩࠸ࡓࡁ  ࠋࡍᕤኵゝㄒάື㢟ᮦ࠼ᛮࠖ࠸ࡓ࡚࠸᭩ࠖࠕ

࣭ㄡ࡛㸪ࡢᏛᰯ࡛㸪ࠖࡔ࠺ࡑࡁ࡛ࠕᛮ࠼㢟ᮦゝㄒάືᕤኵࠋࡍ 

㸦㸰㸧ᣦᑟ࣭ຓࡢᕤኵ 

ձࠕయⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࡢࠖࡧᐇ⌧ࡓࡅྥᣦᑟ㐣⛬ࡢᕤኵ 

࣭㹇㹁㹒ຠᯝⓗά⏝ࡓࡋ㸪ᑠ㞟ᅋ➼ࡢᏛ⩦ᙧែࡢࡑ⦅ᡂ➼ᕤኵࠋࡍࡓࡋ 

࣭༢ඖ༢㛫࡛ാ࠸ࡓࡏぢ᪉࣭⪃࠼᪉࡚ࡋ㸪ㄽ⌮ࡢᒎ㛤ࡢ⌧⾲᪉㸪ࡢࡑຠᯝ

 ࠋࡅ⨨⛬Ꮫ⩦㐣ࡍ⌧⾲㸪࡚ࡋࡓࡋุ᩿ࡓࡋ⪄ᛮ➼

ղࠕⱞᡭඞ᭹ࡍᡭ❧࡚  ᐇࡢᣦᑟ࣭ຓࡓࡌᛂᡭ❧࡚ࠖ➼㸪ಶࡍࡤఙᚓពࠖࠕ

࣭ணࡉ⏕ᚐࡢᅔឤゎᾘࡢࡓࡍ㸪ࣔࣝࢹᥦ♧ᣦᑟ࣭ຓࡢ᪉ἲࠋ࠼⪄ 

࣭⮬ຊ࡛ホ౯つ‽㐩ࡍᐃࡉ⏕ᚐࡀ㸪⌧⾲࠸ᕤኵ࡛࡞࠺ࡁᣦᑟ࣭ຓࡢ᪉

ἲࠋ࠼⪄ 

㸦㸱㸧ホ౯ࡢᕤኵ 

ձ༢ඖ༢㛫ࡢ⤊ᮎࡅ࠾⮬ᕫࡢ㧗ᐇឤ࡛ࡁホ౯ࡢᅾ᪉ 

࣭⏕ᚐࡀ⮬ศ⮬㌟ࡢᛮ⪃ࡢุ᩿㐣⛬㸪⪃࠼ᡂᯝ≀ࡢኚᐜᤊ࡚࠼ゝㄒࡍሙタᐃࠋࡍ 

࣭ᩍᖌ࡚ࡗ⏕ᚐ࡚ࡗ☜࡛ኚᐜᤊ࠸ࡍ࠼ホ౯ࡢ᪉ἲᕤኵࠋࡍ 

௧㸲ᖺᗘ ୰ᅜ◊ ◊✲㢟 

ဃⅼ↕↞↸ⅾᚕᛖᏡщ↝Ꮛ 
⊡ᚕᛖᏡщ↝᭗↭↹⇁ܱज़ↈ↺ᚕᛖѣ↝Ϊܱ⇁ᡫↆ↕⊡ 



 

≦ ᛠ↯ↂ↗ᢿ˟ ˋԧ≗ࡇ࠰↝ᄂᆮ↝૾Ӽ 
 

ㄞࡇ㒊㒊㛗 ᒱ㜧ᕷ❧ᒱ㜧୰ኸ୰Ꮫᰯ ཎ❶ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ẕˋԧᾃࡇ࠰ ɶᄂ ᄂᆮɼẕ  

ᄀἷὀἰἠធ៓ᓞՆἿᓈષ 
Ǘធ៓ᓞՆἿ᱔ὛὣἪធ៓ໄՠἿҧὣᥨἨἷǗ 

Ẕᄂᆮˎᛟẕ 

㔜Ⅼ༢ඖᵓࡍᙧᡂ࠼⪄࡚ࡋ☜᰿ᣐࠊ࡚ࡋ㏻⩦Ꮫࡢ༢ඖ㛵ࠖࡇㄞࠕ

ᐇឤኚᐜࡢᕫ⮬ࠊࡓࡗ⾜άືࡍᵓ⠏࠼⪄ࡢศ⮬ࠊ࡛ࡇ࠺ྜ࠼ఏ࠼⪄ࡢ࠸ࠊࡁ⨨

῝ࡆᗈ࠼⪄ࡢศ⮬ࠊຊ῝ㄞⓗⓗ┠ࠊయⓗࠊ࡛ࡇࡍࡓࡗ⾜ホ౯ࡁ࡛

 ࠋࡁ࡛ࡀࡇࡅࡘ㌟ຊࡍࡓࡋ⌧⾲㇏ࠊࡓ

Ẕˋԧᾃࡇ࠰ ᛠớẮểᢿ˟ ᄂᆮɼẕ  

ዕὣϰᆋἼ៝ὐὒẩᔬԋἿᒈἙὣहἣὒᄀসἿᓈષ 
ǗᔬԋἿᒈἙὣজષἪࠓᑹᦂኆἹẫ᱔ὛὣἪ឵ГἼ᧸࿙ὣᑔἕἰị៝ὑἤἹỌἿଣἿࣸݻǗ 

Ẕᄂᆮϋܾẕ 

ίᾀὸਦݰᚘဒỉپ 

ձࡃࡓࡣ࡚ࡁ⏕ࠕゝㄒ⬟ຊࠖࡢ᭦࡞☜୰ᅜ◊࣮࣮ࢪά⏝ࡓࡋሗࡢඹ᭷ 

 ຍ➹ಟṇ㊶ᐇ࡞ලయⓗࡢࠖ⾲ゝㄒάື୍ぴࡃࡓࡣ࡚ࡁ⏕࣭ࠕ

 ✚㞟㊶ᐇ࡚ࡋసᡂ  ͤศᢸࡢᤵᴗ㈨ᩱࠊ┿㯮ᯈࡢ㊶ᐇࡅ࠾ࠖࡇㄞ࣭ࠕ

ղᏛࡪ㨩ຊ࣭ᚲ↛ᛶ࠶ࡢᩍᮦ㛤Ⓨ 

࠸ࡓㄞ࣭ࠕ    ᕤኵࡢᩍᮦ㛤Ⓨ࣭㢟ᮦ㛤Ⓨࡓࡋษຊ࠺ྥࡧᏛࡓࡗ࠸ࠖ࠸࡞࡞ࡤࡅ࡞ㄞࠖࠕ

࣭⏕ᚐࡢព㆑ࡢὶ⪃៖ࡢ࠼⪄ࠕࠊࡋᙧᡂࠊඹ᭷ࠊᵓ⠏ࠖࡢᏛ⩦㐣⛬㔜どࡓࡋᣦᑟィ⏬ࡢసᡂ 

 

ίᾁὸਦݰὉੲяỉپ 

ձ⏕ᚐࠕࡀయⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࠖࡧ⋓ᚓࡢࡓࡍᣦᑟࡢᕤኵ 

 タᐃࡢゝㄒάືࡓࡋ☜ຊ࠸ࡓࡅᕤኵ ͤࡢᏛ⩦ᙧែࡅ࠾⩦Ꮫࡢࠖࡇㄞ࣭ࠕ

 㸧☜ࡢどⅬពᅗࡢᕤኵ㸦ὶࡢὶ᪉ἲࡢ௰㛫ࡅ࠾ࠖࡇㄞ࣭ࠕ

ղࡢࠕᏊࠖࡃࡓࡣ࡚ࡁ⏕ࠕゝㄒ⬟ຊࠖ㌟ࡢࡓࡅᡭ❧࡚ࡢᕤኵ 

࡚❧ᡭࡢࡓࡍඞ᭹ⱞᡭ࣭ࠕ  㐀ࡢᤵᴗࡓ࠼㋃࡚ࠖ❧ᡭࡍࡤఙᚓពࠖࠕ

ճ㌟ࡓࡅຊࡢ༢ඖᐇ⏕ά࡛ά⏝ࡢࡓࡍᡭ❧࡚ࡢᕤኵ 

࣭㌟ࡓࡅຊࠕぢ࠼ࠖᩚࠊࡋ⌮࣭ศ㢮࣭✚ࢺ࣮ࣀࡢࡓࡍᣦᑟ 

 

ίᾂὸ ᚸ̖ỉپ 

ձ༢ඖ┠ᶆ㐩ᡂࡢ࡛ぢ㏻ࠊࡋලయⓗ࡞ಶே┠ᶆࡢタᐃ࠺⾜ᑟධࡢᅾ᪉ࡢᕤኵ 

࣭༢ඖ┠ᶆゝㄒάືࡢෆᐜࡓࡋ☜ᑟධ 

 タᐃࡢሙࡍලయⓗಶேෆ┠ᶆࡢᚐ⏕ࡅ࠾༢ඖࡢࡑ࣭

ղ༢ඖ࡛㌟ࡓࡅࡘຊᐇឤࡍ⤊ᮎࡢᅾ᪉ࡢᕤኵ 

࣭ಶே┠ᶆࡢ㐩ᡂࠊ࡚ࡅྥᏛ⩦ࡢㄪᩚ࠺⾜ሙࡢタᐃ 

 

ẔႸਦẴဃࢻỉۋẕ 

ɦ៝ὐἝԋἜὛẩᆵᆋὣὓἴἷϰᆋἼ៝ὑἤἹἿࠓᑹἼגὛᎲὑἤἹἝἸᄀস 

ɦഉଔὣటሦἼἨἷᔬԋἿᒈἙὣἵἠὛẩϞἙװἤἹἸӍඥጭἝἸᄀস 

ɦធ៓ໄՠὣᥨἨἷẩ៝ὑՆἿϣὄὣἨẩᑹἨἰἤἹὣοἿ֢ҥὕᄀໄἸໄᄄἸᄀস 
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㸯 ᖺᗘࡢ✲◊ࡢ᪉ྥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゝㄒᩥ㒊 ௧㸲ᖺᗘࡢ✲◊ࡢ᪉ྥ㸦㸧 
ゝㄒᩥ㒊 㒊㛗㸸ྛົཎᕷ❧⸽ཎ୰Ꮫᰯ  Ἑྜ ࡒࡢ 

 ࠔゝㄒᩥ㒊 ◊✲㢟ࠓ

ゝㄒぶࠊࡋ♫⏕άࡆ࡞ࡘ⬟ຊࡢ⫱ᡂ 
㹼ࠕゝⴥࡢ⮬ぬࠖ㧗ᣦᑟࡢᕤኵ㹼 

 ࠔ௬ㄝ✲◊ࠓ
࣭ㄒᙡࡢ㔞ቑࠊࡋヰࡢ❶ᩥ୰࡛㐺ษ㑅ᢥ࡚ࡋࡇ࠺㏻ࠊ࡚ࡋゝⴥࡘࡢ౯್ㄆ㆑ࡋ

ゝㄒឤぬ࡞㇏ࡀゝㄒάື⣔⤫ⓗタᐃࠊࡤࡍゝⴥࡢ⮬ぬ㧗ࠋࡁ࡛ࡀࡇ 
࣭ྂࡅ࠾ᑠᏛᰯ࡛ࡢᏛ⩦ෆᐜࡢ⣔⤫ᛶ㋃࡚࠼ᩍᮦࠊ⤌ྲྀ᪥ᖖ⏕ά♫⏕ά

 ࠋࡁ࡛ࡀࡇ⤌ྲྀ⩦Ꮫࠊࡋぶྂࠊࡤࡍタᐃゝㄒάືࡁព㆑࡛ࡀࡀ࡞ࡘࡢ

 

 ࠔጼࡢᚐ⏕ࡍᣦ┠࡚ࡋゝㄒᩥ㒊ࠓ
࣭♫⏕ά࡚࠸࠾ᚲせ࡞ᅜㄒࡢ≉㉁࡚࠸ࡘ⌮ゎࡑࠊࡋ㐺ษ࠺⏕ᚐ 
࣭ᅜㄒࡢ▱㆑ᢏ⬟♫⏕ά࡚࠸࠾ᵝ࡞ࠎሙ㠃࡛యⓗά⏝ࡍ⏕ᚐ 
࣭ྂࡢୡ⏺ࠊ㌟㏆࡞⏕άࡀ࡞ࡘࡢឤྂࠊࡌぶࡋ⏕ᚐ 
 

 ࠔෆᐜ✲◊ࠓ

ձࠕゝⴥࡢ⮬ぬࠖ㧗ᣦᑟィ⏬ࡢᕤኵ 

㸦㸯㸧ㄒᙡࡢ㔞ቑࠊࡋㄒྃࡢ࡚࠸ࡘ⌮ゎࡢࡓ῝ᣦᑟィ⏬ࡢᕤኵ 

  ࣭㎡᭩᭩ࡢࡑࡓゝⴥࡢព⌮ゎࠊ࠺࠸࡞ࡅࡔࡍ༢㛫㏻࡚ࡋ⮬ศ

 ࠋࡍసᡂ⏬ᣦᑟィࡓࡋ☜ゝⴥ࠸ࡓࡏẼຠᯝࠊゝⴥࡍᚓ⋓࡚ࡋ⌧⾲ࡢ

ղࠕゝⴥࡢ⮬ぬࠖ㧗ᣦᑟຓࡢᕤኵ 

㸦㸯㸧ゝⴥࡢࡢࡑᏛࡪᣦᑟ࣭ຓࡢᕤኵ㸦㎡᭩ࡢά⏝࣭ㄒᙡࡢㄒྃࡢពࡢᐃ╔㸧 

 ࣭యⓗゝⴥࡢ▱㆑⋓ᚓࡍጼ┠ᣦࠊࡋゝⴥゝⴥࡢࡑࡀ࡞ࡘࡢᙺࠊពᅗẼ

ࡏᣦᑟ࣭ຓࠋࡍ☜ 

㸦㸰㸧㸱㡿ᇦࡢ㛵㐃ࡢ୰࡛ࠊㄒྃㄒᙡࡢ㔞ቑࠊࡓࡋㄒྃࡢ⌮ゎࡍࡓ῝ᣦᑟࡢᕤኵ 

 ࣭ゝⴥࡢ▱㆑ࡢࡒࡑ㡿ᇦ㛵㐃ࠊࡅㄒྃࡢ⌮ゎࡢ࡚ࡍࠊ῝㡿ᇦ࡚࠸࠾ゝⴥࡢ

▱㆑⋓ᚓ࡛ࡁᣦᑟࡢᕤኵࠋ࠺⾜ 

ճホ౯ࡢᕤኵ 

㸦㸯㸧⏕ᚐ⮬㌟ࠕࡀゝⴥࡢ⮬ぬࠖࡢ㧗ᐇឤࡁ࡛ࡀࡇࡍሙࡢ⨨ࡅ 

 ࣭ゝⴥᑐࡍṇ࠸ࡋ᰿ᣐᇶࠊ࡚ࡋ㐺ษゝⴥ㑅ᢥࠊࡋ⮬ぬⓗࡁ࡛ࡀࡇࡃ࠸࡚࠸⏝

 ࠋࡍタᐃሙࡢάື

୰ᅜ◊ ◊✲㢟      

 ᡂ⫱ࡢゝㄒ⬟ຊࡃࡓࡣ࡚ࡁ⏕
ࠥゝㄒ⬟ຊࡢ㧗ᐇឤࡍゝㄒάືࡢᐇ㏻࡚ࡋ  ࠥ

ࠗࠕ ゝⴥࡢ⮬ぬ࠘㧗ࡢࠖᐃ⩏ 

Ѝ㎡᭩ⓗ࡞ពᇶ᰿ᣐ⬦ᩥࠊ࡚ࡋ☜༶࡚ࡋ

ゝⴥ⌮ゎࡓࡋά⏝ࠋࡇࡍࡓࡋ 

 

 



ᒱ㜧┴୰Ꮫᰯᅜㄒ⛉◊✲㒊 

ᆋᇊψี ̮РчХСЦ̯ૐᇈрမତ̢ᄣ̣ 

 
 ᒱ㜧┴୰Ꮫᰯᅜㄒ⛉◊✲㒊࡛ࡣ㸪ࡈࡃࡇࡩࡂࠕ㈹࡚ࠖࡋ㸪ᒱ㜧┴ෆࡢ୰Ꮫᰯᅜ

ㄒ⛉ᣦᑟ㛵ࡍᐇ㊶ㄽᩥເ㞟ࠋࡍ࠸࡚ࡋᒱ㜧┴ࡣ㸪ඛ⏕᪉ࡢඃࡈࡓᐇ㊶

ඛ㐍ⓗࡈ࡞ᐇ㊶㸪᪂࡞ࡓ᪉ྥᣮᡓࡈ࠸࡚ࡉᐇ㊶ᩘࡀከ࠶ࡃᛮࡑࠋࡍ࠸

ࡢ┴㸪ᒱ㜧࡛ࡇ࠺ྜࡧᏛ࠸㸪ᗈࠎ᪉ࡢᅜㄒ⛉㒊ဨࡢ㸪┴ෆ㊶ᐇࡈࡓࡋ࠺

ᅜㄒᩍ⫱ࡉࡀ㉁ࡢ㧗ࡇࡃ࠸࡚ࡗ࡞ࡢ࠸㢪ࠋࡍ࠸࡚ࡗ 
㸺㊃  ᪨㸼  ྛᰯ࡛᪥ࠎᐇ㊶࠸࡚ࡉ㸪ᒱ㜧┴ෆࡢ୰Ꮫᰯᅜㄒ⛉ᣦᑟࡢඃࡓ

ᐇ㊶㸪ពḧⓗ࡞ᐇ㊶ᗈ࡛ࡇࡃ࠸࡚㸪ᅜㄒ⛉ᣦᑟࡢᅾ᪉࡚࠸ࡘ

Ꮫ࠸ྜࡧ㸪ᣦᑟຊࠋࡍࡊୖྥࡢ 
 
㸺ほ  Ⅼ㸼 ࣭ᅜㄒᩍ⫱ࡢ᪥ⓗ࡞ㄢ㢟ᛂ࠼ᥦᛶ 

       ࣭Ꮚࡢᐇែᇶ࡙ࡓ࠸௬ㄝࠊ◊✲ෆᐜ᳨ࠊド 

 

㸺  ദ㸼  ᒱ㜧┴୰Ꮫᰯᅜㄒ⛉◊✲㒊 
 
㸺ເ㞟㡿ᇦ㸼  ୰Ꮫᰯᅜㄒ⛉ᣦᑟ㸪ᅗ᭩㤋ᣦᑟ㛵ࡍᐇ㊶ 
 
㸺ເ㞟㒊㛛㸼  ۑㄽᩥ㒊㛛 ࢺࢫࢪࢲۑ㒊㛛 
 
㸺ᛂເ㈨᱁㸼  ᒱ㜧┴ෆࡢ୰Ꮫᰯ㸪≉ูᨭᏛᰯົࡍᩍ⫋ဨ 
 
㸺ᙧ ᘧ㸼  ࣭㸰㒊㛛㸿㸲࡛ࢬࢧ㸪య➼ࡣၥࠋ࠸࡞㈨ᩱ➼ࡢῧࠋྍ 
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௧㸲ᖺ㸳᭶ ᪥

┴ෆྛ୰Ꮫᰯ㛗 ᵝ

┴ෆྛ≉ูᨭᏛᰯ㛗 ᵝ

ᒱ㜧┴ᑠ୰Ꮫᰯᩍ⫱◊✲

୰Ꮫᰯᅜㄒ⛉◊✲㒊

 㛗 ▼ ᶫ ె அ

௧㸲ᖺᗘ ➨㸱㸷ᅇ㹌㹆㹉ᮼᅜ୰Ꮫᰯᨺ㏦ࢺࢫࢸࣥࢥᒱ㜧┴࡚࠸ࡘ

⸅㢼ࡢೃ ㈗ྎࡍࡍࡣ࡚ࡋ࠾ᚚΎ⚈࠾ࡇࡢ႐ࠋࡍࡆୖࡋ⏦ࡧ᪥㡭ࡣ㸪ᮏࡢά

ࠋࡍ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶ㄔ㈷ᚚ㧗㓄ᚚ⌮ゎື

௧㸲ᖺᗘࠕ㸪ู⣬ࡋᢸᙜࡀᮏົࡢࢺࢫࢸࣥࢥ㸪ᶆグ㸪ᮏᖺᗘ࡚ࡉ ➨㸱㸷ᅇ㹌㹆㹉ᮼ

ᅜ୰Ꮫᰯᨺ㏦ࢺࢫࢸࣥࢥᒱ㜧┴ཧຍつᐃࠖᇶ࡙ࡁᐇࠋࡓࡋ࡞ࡇࡍ

ୖࡋ⏦࠸㢪࠾࠺ࡍᚚ㧗㓄㈷࡚࠸ࡘཧຍ࡞㸪✚ᴟⓗࡁࡔࡓ࠸▱࿘⪅ᢸᙜࡢ㸪㈗ᰯࡣ࡚࠸ࡘ

ࠋࡍࡆ

ඛࡏྜ࠸ၥ࠾

ᒱ㜧ᕷ❧ᮏⲮ୰Ꮫᰯ ఀ⸨㞝ᶞ

㟁ヰ 058-251-3450
㹄㸿㹖 058-251-3451

Email㸸gichu03@honjyo-j.gifu-gif.ed.jp
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㸯 ┠ ⓗ

ሗ♫ࡁ⏕୰Ꮫ⏕࡞㇏ࠊࡢே㛫ᛶࡢ⫱ᡂࠊࡋࡊ୰Ꮫᰯࡢ≉Ⰽ࠶ᩍ⫱άືࡢ୰ᯡ

ࠋࡣᐇ࣭Ⓨᒎࡢ⫱ᨺ㏦ᩍࡧ࠾ෆᨺ㏦άືᰯ࡞

㸰 ࠸ࡡ

㸦㸯㸧⨾࡞㇏ࡃࡋ᪥ᮏㄒษࡍᚰ࡚ࡏ࠶ࠊ࡚⫱ヰࡍຊࡍ⌧⾲ࠊຊ㧗ࠋ

㸦㸰㸧␒⤌ไస㏻ࠊ࡚ࡋᚋᰯࡢෆᨺ㏦άືࡢᐇ࣭Ⓨᒎࠋࡣ

㸦㸱㸧୰Ꮫᰯ⏕άࡢ୰ࠊ⫱࠸࠾࠺ࠊᩍᖌ⏕ᚐࡢᚰࡢ࠸࠶ࡩࡢሙࠋࡃࡘ

㸱  ദ

ᅜᨺ㏦ᩍ⫱◊✲㐃┕㸪㹌㹆㹉㸪㹌㹆㹉࣮ࢱࣥࢭࢫࣅ࣮ࢧ

ᒱ㜧┴ᑠ୰Ꮫᰯᩍ⫱◊✲୰Ꮫᰯᅜㄒ⛉◊✲㒊

㸲 ᚋ 

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬

㸳 ᑂᰝ᪥

௧㸲ᖺ㸵᭶ ᪥㸦 㸧 ࠝ㹁㹂࣭㹂㹔㹂ᑂᰝࠞ 㠀බ㛤

㸴 㒊㛛ྛࡢࢺࢫࢸࣥࢥ

㸦㸯㸧ࢫࣥࢼ 㸦㸰㸧ᮁㄞ 㸦㸱㸧ࣛࢪ␒⤌ 㸦㸲㸧ࣅࣞࢸ␒⤌

ཧຍࡢヲ⣽ᰯྛࠊࡣ࡚࠸ࡘ㓄ᕸࠕࡉ➨ 39 ᅇ㹌㹆㹉ᮼᅜ୰Ꮫᰯᨺ㏦ࢺࢫࢸࣥࢥཧຍ

つᐃࠖཧ↷ࠊ࠾࡞ࠋࡇࡢ௨ୗࢫࣞࢻࡢ㛵㐃ሗࡀᥖ㍕ࠋ࠸࡚ࡉ

ᨺ㏦࡚࠸ࡘࢺࢫࢸࣥࢥ https://www.nhk-sc.or.jp/kyoiku/ncon/ncon_j/index.html
ཧຍつ⛬࡚࠸ࡘ https://www.nhk.or.jp/event/n-con/assets/pdf/39_guide.pdf
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ࠋࡇࡍ

ࠔᣦᐃసရࠓ

ձࠗ᪂⦅ 㖟Ἑ㕲㐨ࡢኪ࠘ ᐑἑ ㈼ ⴭ 㸦᪂₻ᩥᗜ㸧

ղࠗ⩧ࡪᑡዪ࠘ ཎ⏣ ࣁ ⴭ 㸦ᩥࣛᗜ㸧

ճࠗ㞵㝆᳃ࡢ≟࠘ 㥅 ࿘ ⴭ 㸦㞟ⱥ♫ᩥᗜ㸧

մ࣮ࠗ࠘ࣝࡗࡕࠊ࡛ࢺ࡛࣮࣡ࣟࡣࡃ ࡇࢹࣞ ⴭ㸦᪂₻ᩥᗜ㸧

յࠗ࠘ࣥࢳ ྜྷᮏ࡞࡞ࡤ ⴭ 㸦᪂₻ᩥᗜ㸧

ն࣮࣭࣮ࠗࣥࣜഔస㑅࠘ ࣮࣭࣮ࣥࣜ ⴭ

ὠᰤ୍㑻 ヂ 㸦ᒾἼᩥᗜ㸧

ὀព㸸㸦 㸧ෆࡢฟ∧♫㝈ࠋ

ձյնࡣ㑅ᢥࡓࡋ▷⦅㸦సရ㸧ࣝࢺࢱࡢసရྡ࡚ࡋㄞࠋࡇ

ࠋࡇㄞ᭶ࠖ‶ࠕࡣ㸰ࠖࣥࢳ᭶̿‶ࠕ࠸࡚ࡉ㞟㘓յࠊࡋࡔࡓ
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㸦㸯㸧ྛ㒊㛛ࡢ㸯᭱ඃ⚽㸪㸰㸪㸱ඃ⚽㈹ࡣࡓඃⰋ㈹ࠊࡋࡔࡓࠋࡍᑂᰝྛ㈹

ࠋᚓ࠶ࠖࡋ࡞ヱᙜࠕ㸪࡚࠸࠾

㸦㸰㸧ᅜࡢ᥎⸀ࠊࡣᅜࡢつᐃᇶ࡙᭱ࡢࡑࠊࡁ࣮ࣥࣜࢺᯟࡢ୰࡛⾜ࠋ࠺

㸦ࢫࣥࢼ㸴ྡ࣭ᮁㄞ㸴ྡ࣭ࣛࢪ␒⤌㸱ᮏ࣭ࣅࣞࢸ␒⤌㸱ᮏࠋࡍ㸧

㸦㸱㸧ධ㈹సရࡣ㈹≧ࡧ࠾㈹ࠋ㉗

㸦㸲㸧ཧຍ≧ἣ⪃៖ࠊࡋᏛᰯ㈹ࠋ㉗

㸶 ཧຍ㈨᱁
㸦㸯㸧௧㸲ᖺ㸶᭶⌧ᅾࠊ௨ୗࡢᏛᰯྛࡧ࠾✀ᏛᰯᅾᏛ୰ࡢ⏕ᚐ࡛ࡢࡑࡓࠊ࠶సရ࡛ࠋࡇ࠶

ձ ୰Ꮫᰯࡧ࠾୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯࡢ๓ᮇㄢ⛬
ղ ≉ูᨭᏛᰯྛࡢ୰Ꮫ㒊
ճ ྛ✀Ꮫᰯ㸦ಟᴗᖺ㝈ࡀ୰Ꮫᰯࡇ࠸࡚ࡋ⮴୍㸧

㸦㸰㸧ࣛࣅࣞࢸ࣭⤌␒ࢪ␒⤌㒊㛛ࡣ㸪ཧຍ㈨᱁ヱᙜࡍᏛᰯࡢ⏕ᚐࡢస㸪ไస㝈ࡓࠋ㸪
࡞࣮ࣝࢡࣥࢥࡢཧຍࡓࡋసရཬࡧཧຍணᐃࡢసရࡢཧຍࡣㄆࠋ࠸࡞

㸦㸱㸧ᮁ࣭ࢫࣥࢼㄞ㒊㛛ࡣ㸪ྠ୍ேࡀ୧㒊㛛ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣࡇࡍ࣮ࣜࢺࣥ
㸦㸲㸧ࣛࣅࣞࢸ࣭⤌␒ࢪ␒⤌㒊㛛ࡣ㸪ྠࡌᏛᰯ㒊㛛ྛࡈ㸯ᮏ࡛ࡀࡇࡍ࣮ࣜࢺ࡛ࣥ

ࠋࡁ
㸦㸳㸧ࢺࢫࢸࣥࢥཧຍసရࡢⴭసᶒࡣ㸪ไస⪅�ᛂເࡓࡋᏛᰯ�ᖐᒓࡢࡑࠋࡍࠊᅜࡢつᐃ

㸰࣮ࡢࢪ㸶ࠕཧຍ㈨᱁ࡢ࣮ࠖࣜࢺࣥࠊ㸦㸶㸧ཧ↷ࡇࠊࡋᚑࠋࡇ࠺

㸷 ཧຍ⏦ࡋ㎸
ࠋ࠺⾜㎸ࡋ⏦ᡭ㡰࡛㸪ཧຍࡢ௨ୗ۔

㸦㸯㸧ཧຍᕼᮃࡍᏛᰯࡣ๓Ⓩ㘓ࠋ࠺⾜ээ ௧㸲ᖺ㸵᭶㸯㸳᪥㸦㔠㸧ᚲ╔
࣭ཧຍᕼᮃࡍᏛᰯࡣ㸪ࠕᒱ㜧┴ཧຍⓏ㘓⏝⣬ࠖᚲせ㡯グධࡋ㸪ୖグᮇ᪥࡛
୰ᅜ◊ົᒁᢸᙜ⪅࡚࠶㏦ࠋࡍ㸦㹄㸿㹖ྍ㸧

㸦㸰㸧ཧຍᰯࠊࡣ㡢※㹁㹂㸦ࣅࣞࢸ␒⤌㒊㛛ࡣ࡚࠸࠾㹂㹔㹂㸧స〇ࠊࡋ୰ᅜ◊ົᒁᢸᙜ⪅
ээࠋࡍ㏦࡚࠶ ௧㸲ᖺ㸵᭶㸰㸯᪥㸦ᮌ㸧ᚲ╔

࣮ࣜࢺࣥࠋࡍ㏦㹁㹂࣭㹂㹔㹂ࡓࡋ⏬㘓㡢࣭㘓ࡧ࠾㸪ཎ✏࣭ྎᮏ㸦ྛ㸯㒊㸧ࡁࡢࡇ࣭
ࠋ㸧ࡍᒱ㜧┴ົᒁ࡛グධࠊሙྜࡢ㸦ᅜཧຍࡍḍ✵ࡣḍࡢ࣮ࣂࣥࢼ

࣭ཎ✏ࡎࡏ␃ࢫࢳࡣ㺂ᢡࡎ㸿㸲∧࡛ᥦฟࠋࡇࡍ㸦ᅜཧຍࡀỴᐃࡓࡋሙྜࠊ
ົᒁࠋࡍ␃ࢫࢳ࡚㸧

࣭ྛᵝᘧ➼ࡣ࡚࠸ࡘ㸪㸲᭶ྛ୰Ꮫᰯ㓄ࠕࡓࡉ➨㸱㸷ᅇ㹌㹆㹉ᮼᅜ୰Ꮫᰯᨺ㏦ࣥࢥ
ࠋࡇࡍ⏝ᥖ㍕ᵝᘧࡢཧຍつᐃࠖࢺࢫࢸ

࣭㏦ඛ㸦ົᒁ㸧ࡣ௨ୗࡢ㏻
ࠛ㸳㸮㸮㸫㸶㸱㸵㸶

ᒱ㜧ᕷ㞼㞛ୣࢣ㸯␒ᆅ ᒱ㜧ᕷ❧ᮏⲮ୰Ꮫᰯ ఀ⸨㞝ᶞ
㟁ヰ������������� 㹄㸿㹖�������������

�� ᅜࡢࢺࢫࢸࣥࢥཧຍ
ඃࡓసရࡣ࡚࠸ࡘ㸪ᅜࡢつᐃᇶ࡙ࡁ㸪ᒱ㜧┴ົᒁࡀᅜࢺࣥࢺࢫࢸࣥࢥ
㎸ࡋ⏦᥋ᅜ┤ࠊ࡛ࡢ࡞௳᮲ࡢᅜཧຍࡀཧຍࡢᒱ㜧┴ࠋ࠺⾜࣮ࣜ
ࠋࡇࡍὀព࠺࠸࡞ࡋ

ண㑅㸸2021ᖺ 8᭶ 6᪥㸦ᅵ㸧7ࠊ᪥㸦᪥㸧 㸫㠀බ㛤㸫
Ỵ㸸2021ᖺ 8᭶ 17᪥㸦Ỉ㸧 㸫බ㛤㸦㸷㸸㸮㸮㹼㸯㸵㸸㸮㸮㸧

ͤ Ỵࡢᑂᰝሙ㸫༓௦⏣ᨺ㏦㤋㸰㹄࣮ࣝ㸦ᮾி㒔༓௦⏣༊㸧

ヱᙜࡍᏛᰯࡣ㸪ᒱ㜧┴ࢺࢫࢸࣥࢥ⤊ᚋ㐃⤡ࠋࡍ

�� ࡢࡑ

ྛ㒊㛛ࡢㄢ㢟ཬࡧཧຍୖࡢὀពࡣ࡚࠸ࡘ㸪ୖグࠕ➨㸱㸷ᅇ㹌㹆㹉ᮼᅜ୰Ꮫᰯᨺ㏦ࢺࢫࢸࣥࢥ

ཧຍつᐃࠖ⇍ㄞࡋ㸪ኻ᱁࠺࠸࡞࡞ὀពࠋࡇࡍ
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࠙㸯ࠚ ࢫࣥࢼ 㸦 ྡ 㸧

࠙㸰ࠚ ᮁ ㄞ 㸦 ྡ 㸧

࠙㸱ࠚ ⤌␒ࢪࣛ 㸦 ࡋ࡞࣭࠶ 㸧

ཧຍ㒊㛛

࠙㸲ࠚ ⤌␒ࣅࣞࢸ 㸦 ࡋ࡞࣭࠶ 㸧

ͤୖグ࠙㸯ࠚ㹼࠙㸲ࡢࠚ㸦 㸧ᚲせ㡯グධ࡚ࡋୗࠋ࠸ࡉ

ูͤ⣬ࠕᒱ㜧┴ཧຍつᐃࠖࡢ㸶␃ពࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ

ᢸᙜ⪅ྡ

㹄㸿㹖㏦ಙඛ ᒱ㜧ᕷ❧ ᮏⲮ୰Ꮫᰯ ఀ⸨ 㞝ᶞ ᐄ

㹄㸿㹖␒ྕ 㸮㸳㸶㸫㸰㸳㸯㸫㸱㸲㸳㸯



➨㸱㸷ᅇ 㹌㹆㹉ᮼᅜ୰Ꮫᰯᨺ㏦ࢺࢫࢸࣥࢥᒱ㜧┴
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㸰㸬ሙ 㹘㹍㹍㹋ࣥࣛࣥ㆟ 㸻ᮏⲮ୰Ꮫᰯࢺࢫ

㸱㸬ᑂᰝဨ

▼ᶫెஅ 㸦୰ᅜ◊㛗㸧

㸦㹌㹆㹉ᒱ㜧ᨺ㏦ᒁ࣮ࢧࣥࢼ㸧

⏣ ගᖹ㸦୰ᅜ◊ሗ㒊㛗�

୕ᮧ࣭ᐑ⏣㸦ᒱ㜧ᨺ㏦ᒁ⏬࣭⦅ᡂ㸧

ఀ⸨㞝ᶞ 㸦୰ᅜ◊ົ㸧 ྖ

㸲㸬㐍⾜

㸦1㸧㛤 㐍⾜࡚࠸ࡘㄝ ྖ 㹘㹍㹍㹋ᶵ⬟ά⏝

㸦2㸧⮬ᕫ⤂ ྛ⮬

㸦3㸧㛗ᣵᣜ 㛗

㸦4㸧ᑂᰝࡢ࡚࠸ࡘㄝ ྖ

㸦5㸧ᑂᰝ ဨ

㸦6㸧⾲ᙲᑐ㇟⪅ࠊᅜ᥎⸀⪅Ỵᐃ ဨ

㒊㛛ࢫࣥࢼ ᭱ඃ⚽㈹

ඃ⚽㈹

ዡບ㈹

ᮁㄞ㒊㛛 ᭱ඃ⚽㈹

ඃ⚽㈹

ዡບ㈹

ཧຍ㈹ ဨ

Ꮫᰯ㈹ 㸦ᛂເᩘ࡞⪃៖ࡍ㸧

㸦7㸧యㅮホ࣭ឤ ࣮ࢧࣥࢼ
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令和４年度 広報部会の歩み(活動計画)       大垣市立西中学校 佐藤 広恵 

「ぎふこくご」No．73 2023 年 2 月 発行予定内容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆《巻頭言葉》 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・会長 石橋 佳之    
 
◆国語科教育への提言・・・・・・・・・西濃教育事務所教育支援課 馬渕 達也 先生 
※これまでの流れ   

No.72・・・岐阜県教育委員会 学校支援課 加藤 尚子 先生 

      →可茂教育事務所教育支援課  今井 則雄 先生 

No.71・・・なし 

No.70・・・岐阜教育事務所教育支援課   西門 純  先生 

No.69・・・岐阜教育事務所教育支援課   富田 泰仁 先生 

No.68・・・岐阜県教育委員会学校支援課  山田 高秀 先生 

No.67・・・美濃教育事務所教育支援課    高橋 友之 先生 

No.66・・・岐阜県教育委員会学校支援課  藤根 隆  先生 

No.65・・・可茂教育事務所教育支援課    河合 広映 先生 

No.64・・・岐阜県教育委員会学校支援課  佐野 政紀 先生 

 
◆令和４年度 各部会の歩み 
・県中学校国語科研究部会の動き・・・・・・・・・・・・・・・主務者 伊藤雄樹    
・研究部の歩み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・研究総括 小宅陽久    
・話すこと・聞くこと部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 部長 片山博寿   

・書くこと部会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  部長 梅田佳宏    

・読むこと部会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 部長 北原章大    

・言語文化部会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 部長 河合のぞみ   

 

 ※各研究部で考えていただいた研究の方向と指導案などをそのまま掲載できればと考えています。 

 

◆令和３年度実践記録ぎふこくご賞（３名）の指導案 

◆歴代のぎふこくご賞受賞者一覧 

◆令和４年度県中国研役員，研究部員組織一覧 

◆岐阜県中学校国語科研究部会会則 

◆中学校教育研究会国語部会則 

原稿依頼・・・・・・・・・・１１月初旬 
原稿締め切り・・・・・・・・１２月中旬 
原稿チェック・・・・・・・・１２月下旬 
原稿を業者に提出・・・・・・１２月下旬 
校正・原稿チェック・・・・・１月上旬 
製本・・・・・・・・・・・・１月中旬 
配布準備・・・・・・・・・・業者依頼 
配布・・・・・・・・・・・・２月上旬  代議員会  

【広報部員】佐藤広恵（大垣市立西中学校） 

【印刷業者】昭和ぷりんと ℡ ０５８－２９４―８７８１  nrj00751@nifty.com  

【原稿送り先】〒５０９―０１０６ 

岐阜県大垣市割田１丁目６０１－２  大垣市立西中学校 佐藤広恵 

       電子メール アドレス :  nisichu@ogaki-city.ed.jp 

※原稿は，ホームページにもアップしたいので，電子メールに添付でお願いします。 

【役割分担】 

原稿依頼や業者との連絡等は 

佐藤がやります。 

 原稿チェックに主務、研究総括

の先生方、お力をお貸し下さい。 


