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ＢＰプロジェクト発足から 3 年目を迎えて
BP プロジェクト取りまとめ大学
国立大学法人鳴門教育大学長

山

下

一

夫

「BP（Bullying Prevention いじめ防止支援）プロジェクト」発足から 3 年が経ちました。個人的な
思い出も含め，創設時から今までを振り返り，これからの決意を述べさせていただきます。
平成 25 年（2013 年）6 月に「いじめ防止対策推進法」が公布され，同年 10 月に「いじめ防止等の
ための基本的な方針」が文部科学大臣決定されました。この法案は，いじめ問題に対し社会総がかり
で取り組むという画期的なものです。
この法案を受け私は，教員養成大学・学部こそ社会総がかりの一翼を担い，いじめ問題に取り組む
べきであると考えました。平成 26 年のことですが，鳴門教育大学の茶畠 豊 理事・副学長，古川聖登
経営企画本部長と相談し，いじめ問題に関して特色ある取組を行っている宮城教育大学，上越教育大学，
福岡教育大学と本学の 4 つの教育大学が中心となり，各地の教育委員会，国立教育政策研究所，日本
生徒指導学会と連携協力した事業として「BP プロジェクト」を企画立案しました。
そこで，見上一幸宮城教育大学長，佐藤芳德上越教育大学長，寺尾愼一福岡教育大学長をそれぞれ
訪ね，お話ししたところ，みなさんすぐに賛同してくださいました。さらに，いじめ問題研究の第一
人者である森田洋司先生にご指導を受けるため，本学の特任教授として着任していただきました。
平成 27 年 4 月に，文部科学省特別経費の事業として認められ「BP プロジェクト」を立ち上げる
ことができました。当初より，義家弘介文部科学副大臣，坪田知広文部科学省児童生徒課長には，
ご理解ご支援を賜り，この場を借りてお礼申し上げます。
平成 28 年 7 月には，協力団体に公益社団法人日本 PTA 全国協議会が加わり，全国的な規模で，
学校教育だけでなく家庭教育においてもいじめ問題に取り組むことになりました。
平成 29 年 3 月に，文部科学省は「国のいじめ防止基本方針」を改定するとともに，
「いじめの重大
事態の調査に関するガイドライン」を策定しました。
BP プロジェクト発足から 3 年目を迎えた平成 29 年度は，各大学の連携協力がより一層進み，教育
研究等の各種事業を発展させるとともに，
「国のいじめ防止基本方針」の改定を受け教員への研修
事業に力を入れました。また，日本 PTA 全国協議会との連携もさらに深めることができ，保護者を
対象にしたリーフレットの作成や講演会にも力を入れました。
また，平成 30 年 1 月 4 日から 1 か月間，文部科学省 2 階エントランスにおいて，教員養成大学と
しては初めて企画展示を行いました。展示テーマは，「BP プロジェクト

いじめ防止に向けた教員

養成・研修の充実と教育委員会・学校支援の全国展開」で，4 大学の取組内容などを展示しました。
本 BP プロジェクトはまだまだ発展途上ですし，何よりいじめによって傷つき悩んでいる子どもは
未だに数多くいます。これからも我々大人は本気で，互いに連携し継続して，いじめのない社会を
目指していきたいと思います。
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ＢＰプロジェクト発足から 3 年目を迎えて
国立大学法人宮城教育大学長

見

上

一

幸

BP（いじめ防止支援）プロジェクトが 3 年目を迎え，取り組みが充実してきていること，拡がり
をみせていることについて，参加大学としてうれしく思っております。しかしながら学校現場の状況
をみますと，いじめの認知件数の増加がみられ，いじめに対する認識が変化しつつあるという状況は
みられるものの，今年度も子どもが自ら命を絶つといういたましい事件が報道されており，いじめ防
止に向けた取り組みの必要性について，思いを新たにしているところです。
本プロジェクトの事業は，プロジェクト参加大学間で特色ある研究あるいは実践の成果を共有し，
教員の養成や研修の場面で活用していくこと，また，例年開催されております「いじめ防止支援シン
ポジウム」のような機会を捉え，世に発信していくとともに，継続していくことが重要であると考え
ております。本学は，本報告書の事業紹介でも記載しておりますが，特別支援といじめの関係に焦点
をあてた研究を進めています。いじめは様々な要因，関係性の中で起きていると認識しておりますが，
その態様の一端を明らかにし，防止につなげられればと思っております。ある意味特異な切り口では
ありますが，皆様の参考になればと考えております。
また本学は，このプロジェクトでの学び合いの成果を地域に還元するため，教員養成に特化した東
北地区 6 国立大学の組織である「東北教職高度化プラットフォーム」の枠組みを利用した研修会を開
催しております。初年度は宮城県，昨年度は岩手県，今年度は青森県と会場を移しながら，東北の地
域全体としていじめ防止に向けた取り組みの共有を目指しております。今年度は，この取り組みに加
え新たに東北地区の国立 6 大学の研究者にもお集まりいただき，本プロジェクト参加大学の皆様とと
もに勉強会を開催し，研究レベルでの連携も始めたところであります。教員を養成する大学として，
学校現場で起きている課題に向き合い，その解決に寄与することは使命であると認識しております。
子ども達が安心して学ぶことが出来る環境作りのため，今後もこの大学間連携を密にし，更には教
育現場や教育委員会とともにいじめの防止に一体となって取り組んで参りたいと考えております。末
筆ながら，この BP プロジェクトの推進にご尽力いただいております鳴門教育大学をはじめとする関
係者の皆様に厚く御礼を申し上げ，また本プロジェクトが今後より一層充実したものとなり，子ども
達の明るい未来のためになることを祈念申し上げます。

−2−

ＢＰプロジェクト発足から 3 年を迎えて
国立大学法人上越教育大学長

川

崎

直

哉

人間は，たとえば，電車の中で席を譲ったり，困っている人に手を差し伸べたり，ときには，自ら
の命を危険にさらしてまで他人を救おうとすることもあります。こうした出来事を見聞きすると，人
間の本性は生まれながらにして善であるという性善説こそが正しいという思いになります。しかし，
他方で，いじめの報道に接すると，そうした性善説を否定したくなる気持ちが起こることもあります。
こうした相反するように見える人間の行動はなぜ起こるのでしょうか。
いじめの問題がマスコミで取り上げられると，追随する報道があり，大きな騒ぎになります。そう
した世間を騒がせるようないじめの事例では，多くの場合，第三者調査委員会が調査をし，原因を究
明します。しかし，そうしたことがたびたび行われているにもかかわらず，いじめ全般に対して，い
まだに抜本的な解決策が示せないというのはどうしてでしょうか。繰り返し，繰り返し，同じような
いじめが起こり，不幸な被害者を産み出しているのはどうしてでしょうか。
科学的な検証では，再現性が前提とされます。同じ条件が整えば同じ事象が生じると考えられてい
るということです。いじめ問題についてはどうでしょうか。上記のようなことが起こるのは，再現性
がないということなのでしょうか。いやむしろ，条件を厳密にコントロールすることが難しいという
ことなのではないでしょうか。
もし，そうだとすれば，相変わらず難しいということにはなるかもしれませんが，少しずつ条件を
特定し整備し，科学的な検証を繰り返すことで，発生のメカニズムを解明し，解決策を導き出すとい
うことが可能なのではないでしょうか。そうした取組こそが，BP プロジェクトの目指すべき方向性
ではないかと思います。
いじめ問題は，児童生徒の間だけの問題ではありません。職員室の中にもありますし，大人の社会
にもあります。職場でのハラスメントもいじめです。こうしたいじめの発生のメカニズムの解明や解
決策の提示，さらには予防策の策定ができるなら，社会貢献度は非常に高いと言えます。
現在，教育大学や教育学部は，大きな課題に直面しています。少子化によって教員を養成する必要
性が漸減しているからです。しかし，いじめ問題の解明に貢献できるなら，学校現場に対する貢献だ
けにとどまらず，社会における人間関係の在り方に貢献する実践研究として，教育大学や教育学部の
存在意義を改めて確立することにもなるのではないでしょうか。
BP プロジェクトは，4 大学の連携によって取り組まれ，早 3 年が過ぎました。それぞれの大学が
得意とする領域で研究を進めているところです。5 年間を目途として取り組まれていると聞いていま
すので，残りの 2 年間で成果を出すことが求められますが，4 大学が連携しつつ，互いに補い合って，
実りある研究成果が出せることを大いに期待しています。
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福岡教育大学いじめ根絶を目指す
アクションプログラムの取組について
国立大学法人福岡教育大学長

櫻

井

孝

俊

福岡教育大学は，小学校を中心とする義務教育諸学校の教員を養成する九州を中心とした拠点的な
役割を担うことを基本的な目標としています。
この目標の達成のため，また，我が国の学校教員の質の向上に貢献するため，学校現場における様々
な課題について，教育現場のニーズに対応した様々な調査・研究活動を行っているところです。
そのような取組の一環として，本学は，当時の寺尾愼一学長のもと，平成 26 年度に「いじめ根絶
を目指すアクションプログラム」を策定し，いじめの予防に資する取組を開始しました。
このアクションプログラムは，大学が有するリソース，宗像・福岡・小倉・久留米の各地区に置か
れた附属学校を活用し，福岡県教育委員会及び福岡県市町村教育委員会連絡協議会と締結した連携を
生かすとともに，他の 3 教育大学との連携を通して，いじめ根絶を目指すものです。本学の主な取組
として
一点目は，いじめ防止等の委員会への委員派遣や重大事案について調査する第三者調査委員会への
委員推薦。
二点目は，いじめの重大事案に関する各種報告書を要約し，教員養成課程の学生の教育に活かす取
組。
三点目は，現行の教科で扱ういじめ予防に資する一連の授業案（いじめ防止を意図した各教科等指
導案）を開発し，その有効性を検証して、公立学校で使える授業の在り方の提案であります。
このような取組を平成 26 年度より継続的に実施し，特にいじめの「予防」という観点から研究を
進めてきたところです。
特に，本学の取組で特徴と言えるものが，三点目の取組である「いじめを生まない授業案」の提案
です。具体的には，小学校の体育，社会，算数など教科の中でいじめ予防に資する授業案を作成し，
実際に附属学校や公立小学校を活用してその授業案を試行・検証し，より具体性のある「使える」授
業案を作成したことが挙げられます。
また，研修事業の一環として，毎年「福岡教育大学いじめ防止研修会」と題し，広く福岡県内外の
教育関係者や地域の保護者等の参加を得て研修会を開催し，本学の取組の概要の説明や策定した授業
案を発表するなど，本事業の広報・普及にも努めてきたところです。
このような本学として特徴のある取組を，宮城教育大学，上越教育大学，鳴門教育大学の 3 大学と
の連携事業であるいじめ防止支援プロジェクト（BP プロジェクト）の中に位置付けることで，それ
ぞれの大学が行っている特色あるプログラムとの相乗効果により，より一層，いじめ防止に資する取
組として発展することが期待されます。
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「家庭は教育の出発点」を改めて問う
公益社団法人日本 PTA 全国協議会

会

長

東

川

勝

哉

いじめ防止支援機構（BP ‑ CORE）の連携協力団体として，公益社団法人日本 PTA はいじめの問
題に大きく関わりを持ち取組を強化致しました。本会綱領では，
「教育を本旨とし，特定の政党や宗
教に偏ることなく，小学校及び中学校における PTA 活動をとおして社会教育及び家庭教育の充実を
務めるとともに，家庭・学校・地域の連携を深め，子どもたちの健全育成と福祉の増進を図り，もっ
て社会の発展に寄与する。」としています。
日本 PTA は社会教育関係団体として，その意義と役割を果たす意に違わぬ活動を行い，特に「家
庭教育」の重要性を発信してまいりました。社会の変容，発展に伴い，家庭を形成する姿も実に多様
化しました。近年に於いては平成 18 年教育基本法の改正が施行され，10 条「家庭教育」の新設は，
保護者の当事者意識を呼び起こし，父母その他の保護者は，子の教育について第一義的責任を有する
とする書きぶりは「家庭教育」の位置づけを明確にしたものであります。いうまでもなく家庭教育は，
すべての教育の出発点です。家庭で家族のふれ合いを通して子どもは基本的な生活習慣や生活能力，
人に対する信頼感，豊かな情操，他人に対する思いやり，自尊心や自立心，社会的なマナーなどを身
につけていく上で重要な役割を果たしています。家庭教育はこれからの未来を支える子どもたちへの
大切な贈り物です。そして，子どもを育てることは，未来の日本を支える人材を育てる重要な営みで
す。そうした中，保護者の方々の頑張りに対して，地域社会や学校，行政，企業等も力を合わせ，子
育て家庭の「支え」となり，社会全体で子育てや家庭教育を応援していくことが求められます。その
意味で日本 PTA は家庭の応援団として事業を行う必要があります。取り巻く環境の変化を素早く捉
え対応する必要性があります。
いじめの問題が社会問題になり久しいですが，日本 PTA のいじめ問題への取り組みを以下列挙し
ました。
日本 PTA の取り組み〜
1985 年 「いじめ」ラブ・グリーン運動
深刻化する「いじめ」行為を父母と教師と地域住民のひたむきな愛情で一掃する運動
①家庭教育の見直し，②「いじめ」や生徒指導について学級・学年，地区懇談会など
を開催，③「いじめ」について学校・教師が一丸となり，積極的に取り組むことを求
める。
1995 年 いじめによる自殺に対する緊急アピール
1996 年 いじめ対策についての緊急セミナー開催（神戸市）
いじめ問題について文部大臣と日本 PTA 全国協議会会長（当時）が対談
2006 年 「いじめ根絶と命の尊さを訴える」緊急アピール
2012 年 いじめ対策検討委員会が発足（文部大臣）いじめ問題への適切な取り組みについて（お願い）
・いじめ根絶と命の大切さを訴える五ヵ条のメッセージを発出
2013 年 いじめ防止対策推進法制定に向け，各関係機関に働きかけをする。
いじめ防止対策推進法施行後，「地方いじめ防止基本方針」策定，「いじめ問題対策連絡協
議会」設置を呼び掛けながら，レビュー（評価点検）を開始する。
2014 年 定時総会にて，いじめ問題に関する講演を開催し，総務委員会においていじめ問題に対す
る保護者の対応の在り方について協議を開始。
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2015 年
2016 年
7月

保護者向けハンドブック発行
協議会代表者会において講演を開催
「児童生徒の自殺予防に係る取組について」
文部科学省初等中等教育局児童生徒課生徒指導室専門官 山本 悟氏
「いのちと夢のコンサート」 合唱作曲家 弓削田 健介氏
10 月
「ネットいじめの未然防止及び解決に向けた指導と対応」
鳴門教育大学教授（地域連携センター所長）阪根健二氏
青森県 川崎市の協議会会長が活動事例発表
2017 年 協議会代表者会において講演を開催
2月
BP プロジェクトいじめ防止支援シンポジウムにて取組発表を行いました。
2016 年に BP ‑ CORE の連携協力団体として参画し，この機会を頂いたことは，取り
組みを公にするひとつの方策として得難い機会を頂戴致しました。又，2018 年 2 月
11 日（日）にも取り組みを発表しました。
6月
「今すぐ！家庭でできる いじめ対策ハンドブック」改訂版を刊行しました。これまでも
様々な媒体や手法で，教育基本法の 10 条あるいはいじめ防止対策推進法 9 条に記載のあ
る「保護者の責務」についての周知と，果たすべき役割を啓発してまいりました。ここに
更にその活動を強化すべく上記ハンドブックを改訂し，啓発の材料として全国の会員へ展
開し，関係団体へも周知しました。今回のポイントは，保護者が当事者意識を持つような
文章にし，漫画などイラストを多用しております。更に別途教本を作成しこのハンドブッ
クを用い，PTA 会長向けの指導者研修はもとより単位 PTA の一般会員向けの研修等にも
活用して頂くよう配慮し作成しました。刊行後様々な団体からご要望があり既に多方面で
活用頂いております。
8月
第 65 回日本 PTA 全国研究大会仙台大会特別第 1 分科会において，
いじめ問題に関するテー
マで研究発表を行いました。
・
【研究課題】「いじめ」何がおきているかを知る
先ずは何が起きているのかをきちんと知ることが大事で，芽を摘むためでなく，色々
な角度からの目線で状況を良く知り，何が原因でどのような事が発生しているかを
探っていきます。寸劇による事例を交え，知る為の目を養うにはどうすれば良いかを
探り，何ができるかを考えるところを目指しました。
・
【基調講演】「子どもたちの豊かな心を育み，いじめが止まりやすい社会をめざして
〜今，私たちができること」
鳴門教育大学特任教授の森田洋司先生にご登壇頂きました。
講演では冒頭から，衝撃的な数字が参加者に投げかけられます。国立教育政策研究
所のある調査で暴力を伴わないいじめが被害経験，加害経験ともに 9 割を超えている
とする数字です。つまり殆どの子どもが色々な形でいじめに関わっているという事実
は，まさに現状を知るには余りある衝撃的な事実でありました。時代の変遷の中で，
子どもたちの現実はいじめは誰にでも起こり得るというよりは起こっていると考える
時代になっているとの認識を教えてくださいました。森田先生からの参加者への投げ
かけのひとつにありました，いじめ問題に対して PTA が果たす役割が大きいと示し
て頂いた事は，保護者がその役割を意識する当事者であることを認識したことにある
と感じます。学校でつくるいじめ防止対策基本方針を PTA の皆さんが知っている事
が非常に少なく警鐘を鳴らされました。大変熱のこもったご講演でありメッセージと
して，いじめへの取り組みの第一歩は，いかにして自分も人もかけがえのない存在で
あると実感し思える事。成熟した日本をみんなでつくりましょう！とメッセージを頂
きました。
・
【パネルディスカッション】
森田先生の講演を受けて，パネルディスカッションが行われました。コーディネー
ターに BP プロジェクトの宮城教育大学久保順也先生，パネリストには鳴門教育大学
の阿形恒秀先生をはじめ 5 名が登壇しました。
このディスカッションは 3 部構成であり「いじめという現象を知る」
「いじめの解
決について」
「いじめの予防のためにできること」とし活発な議論が交わされました。
−6−

この度の全国研究大会で，森田洋司先生をはじめ鳴門教育大学，宮城教育大学の先
生方のお力を仰ぎ，講演，ディスカッションが行われたのは BP プロジェクトでの関
わりが大変大きく，過去 64 回を数える本会研究大会の歴史に於いてもいじめ問題が
社会問題となって久しい中に於いて，世に一石を投じた形となりました。
日本 PTA が全国の皆様へ強く発信したいことは，
「保護者の責務」を全うするということにあり
ます。
子どもに正しい教育を行うことは，保護者の務めです。対象の子どもがいじめを行わないように指
導していく責任があります。
また，対象の子どもがいじめられた場合，子どもを守らなければいけません。同時に国や自分の住
む地域，学校が行ういじめ防止活動にできる限り協力しなければいけません。
今後も子どもたちの健全な育ちを願い，この国を形づくる人格形成・人材育成に資する社会教育と
家庭教育の増進に寄与して参ります。
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ＢＰプロジェクトの 3 年間の成果と課題
鳴門教育大学いじめ防止支援機構長

阿

形

恒

秀

■ ＢＰプロジェクトの３年間の意味
BP プロジェクトは平成 27（2015）年度にスタートした。
当面は 5 年間の事業として立ち上げられた BP 事業であるが，当初は行く末もまだ霞の中で，必ず
しも確かな見通しが立っていたわけではなかった。それでも，
とにかく，
教員養成 4 大学のネットワー
クによって，「いじめ問題対策に真剣に向き合い行動する大学」を合言葉に何とかいじめ防止に寄与
したいという強い願いを共有して，私たち宮城・上越・鳴門・福岡の４教育大学は事業に着手した。
そして 3 年が経過した。「 3 」という数字には，いくつかの意味がある。たとえば長続きしない雑
誌を意味する「三号雑誌」。最初はご祝儀的な支援もあろうが，新規（新奇）でなくなる頃にこそ真
価が問われるということだろう。あるいは民話の「三年寝太郎」
。村が干害で困っているのに 3 年間
も寝てばかりいた寝太郎が村を救う話しだが，単に 3 年間眠っていたのではなく解決策を考え続けて
いたことに意味があるということだろう。
今，3 年間の取組を終えて，私たちは，BP プロジェクトの「四号（4 年目）
」以降のさらなる「広
まり」の可能性を，確かな手ごたえをもって感じている。また，私たちは，3 年間，研修会やシンポ
ジウム等の BP 事業に取り組む一方で，常に「いじめとは何か」
「どうすればいじめを防ぐことがで
きるか」というテーマを考え続けてきた。そして，
「寝かす」ことによってこそ発酵食品が熟成する
ように，3 年間の洞察の中で，私たちはいじめ研究の「深まり」につながるいくつかの新たな気づき・
知見を得ることができたと感じている。
■ ＢＰプロジェクトの成果
BP プロジェクトの成果としては，4 大学による協働参加型の組織・事業という特質を生かして，4
大学の協働によるシナジー（相乗作用）効果によって，いじめ防止に関する研究を深めることができ
た点があげられる。
宮城教育大学は「宮教版いじめ防止支援プロジェクト」を展開し，
「特別支援教育といじめ」のテー
マ，特に通常学級における発達障害のある（疑いも含む）児童生徒のいじめ問題の研究に取り組んだ。
そして，このような児童生徒のいじめ被害の実態を明らかにするために，平成 27 年に宮城県内の公
立小学校・中学校・高等学校の学級担任を対象としたアンケート調査を実施した。その結果，小学校
や中学校の学級内で衝動性の高さや多動さといった特徴のある児童生徒が「注意や叱責による嫌がら
せ」
「排斥」「からかい」の対象となりやすいこと，学級内において「特定の子」がいじめ被害に遭っ
ていても周囲の児童生徒はその原因を「特定の子」本人に帰属したりトラブルに巻き込まれないよう
に距離をとることなどが明らかになった。
上越教育大学は「いじめ等予防対策支援プロジェクト」を展開し，道徳教育・シチズンシップ教育・
キャリア教育・人権教育・情報教育等といじめ予防との接点に関する研究に取り組んだ。たとえば道
徳教育との関連については，本音と建前の使い分けを教えるような従来型の授業はいじめを防ぐ実践
につながりにくいという観点から，道徳的な行為に関する体験的な学習の意義を提言している。また，
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平成 28 年度より，大学院において新科目「いじめ等先端課題研究特論」を開設し，ＢＰプロジェク
トにかかわっている 4 名の教員が授業を担当している。
鳴門教育大学は BP プロジェクトの推進組織として「いじめ防止支援機構」を設置し，
「ネットい
じめ」「LGBT といじめ」等のテーマに関する研究に取り組んだ。たとえば，匿名性・無境界性・群
集性という特徴を持つネットいじめに関しては，加害者が意図せずに深刻な状況を演出してしまう点
に留意し，情報モラル教育として使えるワークシートを開発した。また，平成 28 年度はいじめ研究
において世界的に著名な P・K・スミス博士の最新書『学校におけるいじめ』（森田洋司・山下一夫
総監修）の翻訳・出版にも取り組んだ。
福岡教育大学は「いじめ根絶アクションプログラム」を展開し，
「仮想的有能感」により異質な者
とのかかわりを回避しようとする「閉じた個」ではなく，協調・協働の考え方に立って他者とのより
よい人間関係を構築していく「開かれた個」を育むことをめざし，
「いじめ防止を意図した各教科等
の指導案」の開発に取り組んだ。具体的には，附属小学校や公立小学校における仲間との連係・協働
により共に高め合うしかけを取り入れた授業実践が，基礎学力，人間関係形成力，思考力・判断力を
育んでいくことにつながることを明らかにした。
これらの 4 大学の取組が布置されることによって，
・いじめ関する基礎研究
いじめの定義・いじめの実像・いじめの心理・いじめの事例研究等
・いじめに関する予防措置（プリベンション）
予防教育・通常の教育活動における集団づくり等
・いじめに関する介入措置（インターベンション）
・事後対応（ポストベンション）
被害者支援・加害者指導・観衆や傍観者指導・学校支援・教育委員会支援等など，いじめ
防止に関する研究テーマの全体像が整理された。
また，国立教育政策研究所，日本生徒指導学会，日本 PTA 全国協議会等との協力関係も構築する
ことができた。日本 PTA 全国協議会との連携に関しては，平成 29 年の全国研究大会（仙台大会）
特別第一分科会「
『いじめ』何が起きているかを知る」に BP プロジェクトのスタッフが参画した。
また，平成 30 年度の全国研究大会（新潟大会）においても，上越教育大学のスタッフが協力を検討
中である。
■ ＢＰプロジェクトの課題
今後の課題としては，BP プロジェクトの成果をさらに広く社会に還元していくことがあげられる。
たとえば宮城教育大学が，東北地区国立６大学による「東北教職高度化プラットフォーム会議」のネッ
トワークを活用して他大学にも発信している取組がモデルの一つになるだろう。
また，構成 4 大学間のネットワークをより深めるべく，各大学のスタッフが今年度行った他大学主
催の研修会での講演や，他大学のいじめに関する授業等での特別講義などを，さらに充実させていき
たいと考えている。
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平成 29 年度ＢＰプロジェクト事業成果報告
宮城教育大学「特別支援教育といじめ」調査研究プロジェクトについて
宮城教育大学教育学部 学校教育講座

久

保

順

也

これまでの経緯について
宮城教育大学は BP プロジェクト初年度（平成 27 年度）より，「特別支援教育といじめ」をテーマ
に掲げて調査研究を継続している。平成 27 年度は，宮城県内の公立小学校・中学校・高等学校の学
級担任を対象としたアンケート調査を実施し，通常学級に在籍する ADHD（注意欠如 / 多動性障害）
の特徴のある児童生徒が周囲の児童生徒らから排斥されたり，過度な注意を受けたり，からかわれた
りする被害が多いこと，また周囲の児童生徒らは，発達障害のある児童生徒が「他の子に迷惑をかけ
ている」と捉えており，
「トラブルを起こしてほしくない」とも思っていることが明らかとなった。
発達障害のある児童生徒がいじめ被害に遭いやすいこと，一方で周囲の児童生徒はむしろ当該児童生
徒の方を「いじめっ子」「トラブルメーカー」と捉えている可能性が高いことから，発達障害のある
児童生徒だけではなく，学級全体に対しての指導や支援が必要であるとの発想から，続く平成 28 年
度調査研究では「発達障害のある児童生徒が，学級・学校に適応できるための有効な支援とは何か」
を研究課題とすることとなった。教育現場で特別支援教育コーディネーターを務める教員らにインタ
ビュー調査を実施して実践例を収集したところ，有効な実践上の工夫として「小学校から中学校への
スムーズな移行支援」「児を支援する学内キー・パーソン作り」
「児の認知・行動特性に関する学級へ
の心理教育的アプローチ」
「児を支え，受け入れられる学級集団の育成」等が共通して挙げられた。
さらなる事例収集のため，上記のコーディネーターの他に，小学校・中学校で学級担任を務める現職
教諭らに参加を募り，学級経営上の工夫についてディスカッションする小規模な研究会を立ち上げた。
平成２９年度の調査研究について
平成 28 年度の調査研究の流れを引き継ぎ，現職教諭らを交えた研究会にて，特別支援教育および
インクルーシブ教育の視点を踏まえた，
「発達障害のある児童生徒の学級・学校適応を実現する学級
経営のあり方」を大きなテーマとして討論を継続した。学級・学校における実践例を挙げてもらい，
困難な点や課題も共有しつつ，その克服も視野に入れた教員研修や教員養成のあり方にまで議論は及
んだ。本稿では，平成 29 年度の研究会にて話題に挙がったいくつかのポイントを成果として以下に
示したい。
発達障害のある児童生徒の学級・学校適応を実現するための学級経営や生徒指導上の工夫について〜
ＢＰ（いじめ防止）研究会における議論から
・小学校低学年から積み重ねる学級作り
発達障害児の特徴（本人の困っているところ，良いところ）と接し方について，小学校低学年時か
ら学級内で共有しておくと，子どもたちが偏見を持たずに当該児童と関わる方法を身につけることが
できて，進級しても受け継がれていく。学年を超えて継続していく教育成果が改めて注目された。
同様に，小学校から中学校への進学時にも様々な情報が引き継がれるが，中学入学前から中学の特
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別支援教育コーディネーターが小学校を訪ねて当該児の学級を参観したり保護者と面接したりして，
スムーズに中学校に移行できるよう支援を早期に開始していることが語られた。さらに，
「うまくいっ
ていること」に関する情報も引き継ぐ必要がある。「うまくいっていること」は見過ごされがちであ
るが，むしろなぜうまくいっているのか，その背景に有効な支援が存在していることを見落とさない
ことが求められる。
・行動モデルとしての担任教諭
発達障害児との関わり方について，まずは学級担任が正しい理解のもとに対応することによって，
学級の児童生徒はその姿を見て学ぶことができる。逆に言えば，学級担任が誤った理解や対応をする
ことで，学級の児童生徒らが不適切な接し方を身につけてしまう恐れもある。
・学校生活のユニバーサルデザイン
給食当番や清掃活動，朝の会や帰りの会，係活動や部活動等の課外活動は，授業時間と比べて非構
造的でルールも不明確な面がある。こうした時間帯に発達障害児らはどのように振る舞うべきか分か
らずに混乱し，結果として対人トラブルが発生しやすい。それを防ぐために，給食当番や清掃活動に
おける作業内容や手順等に関するルールを明確にして共有しておくことが求められる。
・教員間における特別支援教育の視点共有
特別支援教育的な視点を教員間で共有するために年度初めの職員会議等の機会が活用される。しか
し教員の職務多忙化や，配慮が必要な児童生徒数の増加により，会議時に個々のケースについて扱う
十分な時間が取れないのが実情である。また特に中学校・高校だと教科担任制であり，発達障害児が
教科ごとに異なる振る舞いを見せるため，教員間で同じ児童生徒像を共有しにくいという苦労もある。
特別支援教育を教科教育と切り離して捉える教員もまだまだ多く，「学びづらい子にどう教えたら
よいか」という教育上の基本的姿勢を共有するために学内研修等が活用されている。
・通級指導教室の活用
発達障害児の個別指導・支援の場として通級指導教室が活用されており，ソーシャルスキルトレー
ニングや自立活動等，児童生徒のニーズに合わせた，きめ細やかな指導が行われる。ただし校内や近
隣校に通級指導教室がないため活用できなかったり，思春期以降の児童生徒は通級指導教室の利用に
抵抗感を持つこともあるため，通級指導教室を活用する目的について児童生徒本人や保護者とも共通
理解を持っておくことが必要である。
・周囲の児童生徒の負担・不満への理解と対応
発達障害のある児童生徒のサポートを学級内で中心的に担う児童生徒がいる場合がある。しかしこ
うした児童生徒に負担が偏って不満が募ることがあるため，基本的にはクラス全体で個を支えられる
ような学級作りが求められる。
また，運動会等の学校行事において，発達障害児のせいで学級の成績や勝敗が悪くなると学級の子
どもたちが捉えた場合，当該児童生徒を排除しようとする動きが発生することがある。あるいは発達
障害児をかばう学級担任に対して他の児童生徒が反発を示すことがある。何のための学校行事なのか，
行事を通して子どもたちに何を学ばせたいのか，といった教員の姿勢が問われる場面と言える。
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教職大学院を活用したいじめ未然防止に関する実践事例

宮城教育大学教育学研究科専門職学位課程（教職大学院）

本

図

愛

実

宮城教育大学教職大学院には，現職院生十数名が，ミドルリーダーおよび管理職直前世代として学
んでおり，大学院修了後には，近隣学区を含む地域のリーダーとなりつつ，勤務校の課題解決に率先
して取り組むことが期待されている。いじめの未然防止は，社会的な重要課題であるだけでなく，中
長期の視野，学校内分掌の有機化，組織的で実践的な取組み等，ミドルリーダーとしての力量発揮が
より強く求められる問題でもある。
そこで，日々の授業におけるいじめ未然防止について，効果的な授業実践を検討し，東北地区教職
大学院のミドルリーダーにも働きかけつつ，モデル提案集として蓄積することとした。主題の明快さ，
児童生徒の心情に働きかける教材，吟味された発問，児童生徒が多面的・多角的に考える場面の設定
等，教育効果と汎用性の高い提案を目指している。
今回は，教職大学院学生が開発した教材を用いた，異なる学校での授業，ネット上のトラブルがい
じめと深く関わっていることに着目した授業について取組の成果とともに記載した。
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ŭȈȩȖȫƴƸ࣏ƣҾ׆ƕƋǔŵƩƔǒᲦҾ׆ƕưƖƳƍǑƏƴൢǛ˄ƚƯဃƠƯƍƚ
ƹᲦƜƷዋஜƷǑƏƴᲦතƘƜƱǋᲦᚕƍᚪƢǔ࣏ᙲǋƳƘƳǔƷưᲦಏƠƘԧƴဃ
ưƖǔƱ࣬Əŵ
ŭьܹᎍƸǋƪǖǜƷƜƱᲦ˴ǋᐯЎƴƸ᧙̞ƳƍƱᚕƬƨʴᲦഥǊǑƏƱƠƯǋџൢƕ
ЈƳƔƬƨʴƴፕƕƋǓᲦཞඞƴǑƬƯƸᘮܹᎍǋफƍƱ࣬ƬƨŵƦǕǛჷǒƣƴᢅƝ
ƠƯƍƨέဃǋफƘƳǔƱ࣬Əŵ
ŭƜƷཋᛖƷႇئʴཋƸǈǜƳᚕᓶǛ̅ƬƯᐯЎǛܣƬƯƍƨƚǕƲᲦஜ࢘ƴܣǒƳƚǕ
ƹƍƚƳƍǋƷƸǋƬƱ˂ƴƋƬƨǜơǌƳƍƔƱ࣬ƍǇƠƨŵᐯЎƕᝧ˓ǛƑƳƍ
ǑƏƳʴ᧓ƴᲦʴǛƨƨƍƨǓᲦᝧ˓ǛƠƭƚǔƳǜƯዌݣƴƳƍƱ࣬ƍǇƠƨŵ
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ᤵᴗᐇ㊶ ୰  㐨ᚨࠕࢥࢺࢲ࣐ࠖ
㹒㸸
ࠕ࠺ࢀࡋ࠸ࠖ
ࠕࡗࡍࡿࠖゝⴥ㸪ࠕ࡞ࡋ࠸ࠖ
ࠕ᎘࡞ࠖゝⴥࢆ㸱ࡘࡎࡘᣲࡆ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ŭžƏǕƠƍſ
žǄƬƱƢǔſᚕᓶƸƳƔƳƔ࣬ƍූƔƹƳ
ƍƷƴᲦ
žƔƳƠƍſ
žۯƳſᚕᓶƸƲǜƲǜ࣬ƍƭƘŵ
ŭᚕᓶƴƸᲦᚕǘǕƨƘƳƍƜƱƱᲦᚕǘǕƯƏǕƠƍƜ
ƱƕƋǓᲦƦǕǛЈƠӳƬƨƱƖᲦǈǜƳᲦᚕǘǕƨƘ
ƳƍƜƱƕٶƔƬƨŵ
㹒㸸ࡇࡢࢽ࣓ࢆぢ࡚ࢇ࡞ࡇࡀ༳㇟ṧࡾࡲࡋࡓࠋ
ŭǢȋȡưᲦ
žƏƟƍſƱƔžȐǫſƱƔᚕƬƯƍƯᲦᚕǘǕƨʴƕƔǘƍƦƏƩƱ࣬
ƍǇƠƨŵ
ŭǤǸȡǒǕƯƍǔڡݲǛяƚƨ࠰ݲƷᚕᓶƴڡݲƕǘǕƯƍǇƠƨŵ࠰ݲƕᲦƨ
ƬƨɟᚕžٻɣپᲹſƱᚕƬƨƩƚưŵ
ŭǢȋȡƴႇئƢǔž᱅ƍǋǍſƱžႉƍǋǍſŵƓʝƍஇࢸƴƬƯƍƨƚƲᲦᅶƕ
࣬ƏƱƜǖᲦƲƪǒǋʙܱƩƱ࣬ƍǇƢŵ
ŭžƖǕƍƝƱƩƚưဃƖƯƍƚǔƱ࣬ƏƳǑſƱƍƏᚕᓶƕҮᝋƴസǓǇƠƨŵᄩ
ƔƴƦƏƩƱ࣬ƍǇƠƨŵ

㹒㸸࠶
࠶࡞ࡓࡣ㸪
ࠕࢥࢺࢲ࣐ࠖ
㸦ࢥࢺࣂࡢຊ㸧ࡣ㸪ࢇ࡞ຊࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ŭʴƴƱƬƯٻʙƳщŵ
ŭƏǕƠƍƜƱǋबƠƍƜƱǋƋǔࢍƍщŵ
ŭʴဃǋ࣎ǋ٭ƑǔٻƖƳщŵ
ŭᎋƑǔƜƱưʴ᧓᧙̞ƷǛขǊǔƜƱƕ
ưƖǔщŵ
ŭʴƷʴဃǛᑣƍ૾ӼƴӼƚƯƘǕǔƚƲᲦᡞ
ƴफƍ૾ӼƴӼƚƯƠǇƏࢍƍщŵ
ŭᚕǘǕƨ૾Ʒ࣎ǛٻƖƘѣƔƢᲦƴƸǍƞ
ƠƞƴᲦƴƸЅ֥ƱƳǔǋƷŵ

ἠὊἚỸỻὊἁᴾ

᪥ࡢᤵᴗࢆࡾ㏉ࡗ࡚
ŭƜƷ᧓ǛਰǓᡉƬƯᲦ
žǳȈȀȞſƱƍƏᚕᓶƷॖԛǛჷƬƯᲦᐯЎƕ࣬ƬƯƍƨǑǓ
ǋٻƖƳщƕƋǔƱƍƏƜƱƕЎƔǓǇƠƨŵǈǜƳƷॖᙸǛᙸƯᲦƍǖƍǖƳᎋƑƕ
ƋǔǜƩƳƱ࣬ƍᲦᐯЎƱ˂ƷʴƷᎋƑƷӷơƱƜǖǍᢌƬƯƍǔƱƜǖǛჷƬƯᲦƲ
ƷǑƏƳƜƱǛᎋƑƨǓƠƯƍǔƷƔǛჷǔƜƱƕưƖǇƠƨŵ
ŭǳȈȀȞƷॖԛǛჷƬƨǒᲦͻƭƚƨǓ࠳ƤƴƠƨǓƢǔƷƕЎƔǓǇƠƨŵज़ơƨƜ
ƱƸᲦƋǜǇǓ࠳ƤƴƢǔᚕᓶǛ΄ƨƪƸ̅ƬƯƍƳƍǜƩƳƱ࣬ƍǇƠƨŵᡞƴᲦͻ
ƭƚǔᚕᓶǛ̅ƬƯƍǔǜƩƳƱ࣬ƍǇƠƨŵ
ŭƜƷɭƷɶƸᚕǘǕƯƏǕƠƍᚕᓶƠƔ̅ƬƯƍƚƳƍƱƍƏǘƚưƸƳƘᲦᲬƭƷᚕ
ᓶǛ̅ƍЎƚǔƜƱƕЈஹǕƹᲦ࠳ƤƳɭƷɶǛƭƘǔƜƱƕưƖǔǜƩᲦƱƍƏƜƱ
ƕЎƔƬƨŵᚕᓶƷɟ૨܌Ǎʚ૨܌ƕᢌƏƩƚưᲦʴƷ࣎ƕٻƖƘѣƔƞǕǔƱƍƏƜ
ƱǛܖƼᲦોǊƯᲦᚕᓶƷٻЏƞǛჷǔƜƱƕưƖǇƠƨŵ
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いじめ防止に関する大学間による学び合い
宮城教育大学 学長室

宮城教育大学では，これまで取り組んできた研究事業（研究テーマ「特別支援教育といじめ」
），い
じめ防止研修会に加えて，今年度は本学の学生の教育に BP プロジェクト 4 大学のネットワークを活
用することとした。
１）
「２年次キャリア形成研修」における講演
例年学部 2 年生を対象に行っている「2 年次キャリア形成研修」
（平成 29 年 9 月 16 日（土）開催）
において，上越教育大学大学院の稲垣応顕教授に「現代的課題−いじめを考える」と題してご講話
をいただいた。
講話では，「今日的いじめの特徴」，「いじめ加害行為と問題行動発生の機序」，
「いじめ予防と早
期発見の方法」といったいじめ問題に関する基礎的な情報から，
「いじめ発見チェックリスト」と
題した自身の研究成果まで幅広い情報提供をいただいた。
参加者約 300 人からは「教員になるにあたっていじめ問題に関する知識の重要性を改めて知るこ
とが出来た」といった声が多数寄せられ，大変貴重な機会であったことが伺えた。
２）学部授業および FD 研修における講話
平成 29 年 11 月 21 日（火），本学の BP プロジェクトメンバーでもある久保順也准教授が担当の
学部生向け授業「児童・生徒理解 d」において，上越教育大学大学院の高橋知己准教授にご講話を
いただいた。またこの機会を FD 研修としても位置づけ教職員も参加可能とし，学生，教職員合わ
せて 80 人の参加があった。
前半は高橋准教授が実際に関わられた事例を題材とし，後半はアクティブラーニングの形式で授
業が進められた。参加者からは「貴重な事例を聞くことが出来た」
，
「アクティブラーニング形式で
全員が発言したことで，色々な意見を聞くことが出来た」といった声が多数寄せられた。また授業
時間の後には高橋准教授と BP プロジェクトメンバーによる懇談も行われ，本学にとって大変有益
な機会となった。

（稲垣教授による講演の様子）

（高橋准教授による講話の様子）
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上 越 教育 大学

いじめ等予防対策支援プロジェクト

上越教育大学いじめ等予防対策支援プロジェクトの取組について
上越教育大学 副学長

林

泰

成 …… 24
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上越教育大学いじめ等予防対策支援プロジェクトの取組について
上越教育大学 副学長

林

泰

成

１）上越教育大学いじめ等予防対策支援プロジェクトの概要
いじめに対する対応は，学校現場でも喫緊の課題となっており，教員養成を主たる業務とする本学
でも重要な教育課題であると認識している。また，平成 25 年にはいじめ防止対策推進法も施行され，
こうした問題への対応を進める社会的気運も高まっている。そうした中で，4 大学が，国立教育政策
研究所や日本生徒指導学会と協力しながら（現在では，公益社団法人日本 PTA 全国協議会とも協力
しながら），いじめ予防に取り組む BP プロジェクトは，大きな意義のある事業であるとの判断から，
本学もその一翼を担わせていただくこととした。
BP プロジェクトに参画するにあたり，上越教育大学は「いじめ等予防対策支援プロジェクト」と
いう名称で取り組むこととした。いじめの予防を中核としつつも，それだけにかぎらずその周辺にあ
る生徒指導上の諸問題をも扱えるようにしようと考えたのである。この BP プロジェクトは，予算措
置としては単年度であるが，本学では，5 年間を 1 つのくくりとして 4 つのサブテーマを設定している。
1 つめは，「教員研修プログラムの開発」である。我々の取組が，最終的には，現職教員の教育活
動に役立ち，また，新任教員の職能発達を支えるものとなるように，免許更新講習や生徒指導担当者
講習会等において実施可能な研修プログラムの開発を行い，実施した上で評価することを計画してい
る。
また，平成 29 年 4 月には，教育公務員特例法の一部を改正する法律が施行され，任命権者は教員
等の資質の向上を図るための指標を定めることとされており，各都道府県教育委員会や政令都市の教
育委員会では，教員育成指標が作られているが，その指標とも連動するような形で，いじめ防止に関
する研修講座の開設が望まれる。
2 つめは，
「大学授業のカリキュラム開発」である。大学・大学院を卒業後すぐに教員になろうと
する者にとっては，子どもたちと接する経験の少なさもあって，いじめへの対応は非常に困難である
と思われる。ましてや予防となると，具体的ないじめの姿が見えているわけでもないのでさらに対応
が難しく，したがって，養成教育の段階で、いじめ予防の知識やスキルを獲得することは，彼らにとっ
て重要な学習内容となるはずである。そこで，教員養成のための大学授業のカリキュラム開発を行い，
具体的な授業プログラムの開発を試みる。
3 つめは，
「社会貢献としての研究成果の公開」である。新潟県教育委員会や新潟市教育委員会等
関係諸機関と連携しながら毎年度フォーラムを開催することとした（この点は，年度によって異なる
取組を試行したので，単独のフォーラムというような形でない場合も生じている）
。また，リーフレッ
トを作成・配布して研究成果を社会に公開することでいじめ問題に対する認識を深める契機とする。
4 つめは，
「研究と実践からなる小冊子（成果報告書を兼ねる）の発行」である。このプロジェク
トを通して，いじめの発生予防や，その対処法等に関する理論的な研究を行ったうえで，学校現場で
利用できる実践的なトレーニング方法や授業方法などの提案を行う小冊子を作成する。新潟県教育委
員会では，平成 12 年 3 月に，2 分冊の『いじめ防止学習プログラム』を作成し，それを自校化する
ことを県内の公立諸学校に要請した。現在も，一部の学校ではその取り組みが続いていると聞いてい
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るが，プログラムの開発後 18 年が経過していることもあり，その後の研究や実践の成果も踏まえて，
新しい知見を盛り込んだ小冊子の作成を，完成させる予定である。
なお，こうした取り組みを進めるにあたっては，新潟県および新潟市の教育委員会をはじめ，大学
が位置する上越市の教育委員会，上越市に隣接する糸魚川市，妙高市，柏崎市の教育委員会にも，連
携協力の依頼を行っている。
２）実施体制
本学では，カリキュラム開発がプロジェクトの大きな柱の一つになっているので，
「カリキュラム
企画運営会議」のもとに「いじめ等予防対策支援プロジェクト実施専門部会」を設置し，そのメンバー
を中心にして，本事業に取り組んでいる。その専門部会のメンバーは，平成 30 年 3 月時点では以下
のとおりである。
氏

名

林

泰成

安藤

知子

稲垣

応顕

早川

裕隆

清水

雅之

高橋

知己

留目

宏美

山田

智之

職名・所属等
副学長，大学院学校教育研究科教授
カリキュラム企画運営会議議長
大学院学校教育研究科

教授

専

門

道徳教育，こころの教育
学校経営学（学校組織

学校教育専攻 学校臨床研究コース

論，学年・学級経営論）

大学院学校教育研究科

臨 床 教 育 学（ 生 徒 指 導，

教授

学校教育専攻 学校臨床研究コース
大学院学校教育研究科
教育実践高度化専攻

教授
教育臨床コース・教育経営コース

学校教育実践研究センター

准教授

教育カウンセリング）
道徳教育
教科教育学（生活科・

教職大学院実習コーディネーター

総合）

大学院学校教育研究科

臨床教育学（特別活動

准教授

学校教育専攻 学校臨床研究コース

論，学校心理学）

大学院学校教育研究科

養 護 学， 養 護 教 諭 教 育，

教科・領域専攻

准教授

生活・健康系教育実践コース

大学院学校教育研究科

准教授

学校教育専攻 学校臨床研究コース

学校組織論
臨 床 教 育 学（ 生 徒 指 導，
キャリア教育学）

各メンバーは，それぞれの専門とかかわる形で，学校現場とも密接に連携しながら，いじめ問題の
予防とその対処法に関する実践研究に取り組んでいる。一例をあげるならば，筆者（林）は，道徳教
育を専門とする立場から，今回の道徳の時間の教科化を受けて，直接いじめ防止につながるような実
践的行為に関する指導方法としての，モラルスキルトレーニングのプログラム開発とその効果の測定
に取り組んでいる。またメンバーのうちの半数以上が，小中学校または高等学校での教諭経験があり，
また 2 名の者がスクールカウンセラーとしての経験を有している。
なお，事業を進めるにあたっては，必要に応じて，その他の領域の専門家の先生方にも協力依頼を
行っている。
事務は，教育支援課で所掌している。
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３）教員研修プログラムの開発
1 つめのサブテーマについて振り返る。
平成 27 年度は，一部の教員免許状更新講習において，いじめ問題と対処法等について言及を行っ
たが，いじめをテーマとした講習の開設にまでは至らなかった。前年度に認可を受けて実施されてい
ることから，27 年度についてはやむを得ないことと思われる。
平成 28 年度は，高橋知己が，選択必修領域において「いじめ・子どもの危機について考える」と
題する講習を，新潟県内 3 か所（上越市，長岡市，佐渡市）において開設した。
平成 29 年度も高橋が同じタイトルの講習を開設している。他にも，道徳教育や教育相談などに関
する講習でも，内容としてはいじめ予防に言及している講習がある。
また，平成 27 年度から 29 年度にかけて，メンバーが依頼された生徒指導，教育相談，特別活動，
道徳教育，キャリア教育等に関する研修会・講演会においても，いじめ対策，いじめ予防に関する事
項に言及した。
４）大学授業のカリキュラム開発
つぎに，2 つめのサブテーマについて振り返る。
大学のカリキュラムに関しては，平成 27 年度中に，大学院修士課程において道徳・生徒指導コー
スをあらたに立ち上げ，
「いじめ等先端課題研究特論」という授業科目を開設し，本プロジェクトの
成果を院生向けに講義することを決定した。
その後，平成 28 年度には，この科目を 4 人の担当者がオムニバス形式で開講し，さらに，その受
講者による評価を踏まえて，平成 29 年度には，一部内容に修正を加えて実施した。
平成 31 年度には教職大学院の拡充が予定されているが，この科目で取り上げているいじめに関す
る内容を，教職大学院の共通科目として位置付けられないかと検討している。
学部の授業に関しては，
「いじめ」という用語を用いた授業科目は設置されていないが，生徒指導
や特別活動，道徳教育，キャリア教育等の科目の中で，取り上げるようにしている。学部のカリキュ
ラムは，教職課程の科目を中心に構築されており，課程認定を受けている関係上，単独でいじめを取
り上げる科目を開設することは難しいが（開設しても複数免許を取得するのに忙しい学生が履修する
かどうかという問題もあり），今後の検討である。
５）社会貢献としての研究成果の公開
3 つめのサブテーマについて振り返る。
各年度のフォーラムについては，本書に資料が掲載される予定である。ここでは，平成 27 年度以
降の 3 年間を見通した取り組みの変化を概説する。
平成 27 年度は，BP フォーラムの初年度であり，私たちプロジェクトメンバーの取組を発表した
うえで批判や意見を受けようという発想であった。メンバーの安藤知子が司会をし，同じくメンバー
の山田智之，稲垣応顕，高橋知己の 3 名がそれぞれの取組を紹介した後，指定討論者として，新潟県
教育委員会副参事の井上正裕氏，国立教育政策研究所の藤平敦氏に登壇いただき，コメントを頂戴し
た。議論の中では，「予防」「未然防止」「防止」「早期発見」「初期対応」などの言葉の定義をめぐる
あいまいさの指摘など，目から鱗が落ちるような指摘もあった。参加者へのアンケートからはおおむ
ね好評であったと言える。
平成 28 年度は，学校現場で活躍されている先生方を交えて分科会方式で運営することとした。分
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科会としては「ネットいじめへの対応」「特別支援教育の観点によるいじめや不適切な関わりに見ら
れる課題と支援の実際」「差別心に立ち向かう人権教育，同和教育」の 3 つを設定し，本学教員の他に，
第 1 分科会では，上越市教育委員会指導主事の田邊道行氏，第 2 分科会では，上越市立八千穂小学校
教諭の岡田一幸氏，第 3 分科会では，上越市立東本町小学校校長の磯貝芳彦氏に発表していただいた。
筆者は，第 3 分科会に参加していたが，人権教育・同和教育に長年にわたり携わってこられた磯貝氏
の発表は参会者らに大きなインパクトを与えていたのではないかと思われる。
この分科会の前には，それぞれの分科会に通底するテーマで基調講演をする必要があるとの判断か
ら，プロジェクトメンバーの早川裕隆が，
「いじめ問題からみた子ども論―子どもの思考と行動を中
心に―」と題する講演を行った。早川は，小学校教諭としての経験も，また児童相談所の児童福祉司
としての経験もあり，多くの事例に携わってきた経験に基づく話には説得力があった。
平成 28 年度においても参加者へのアンケートから，おおむね好評であったと判断できる。
平成 29 年度は，大学および大学院でのいじめを扱っている授業を，プロジェクトに参加する 4 大
学の先生方に見ていただき，協議会を実施するという形式をとった。
公開したのは，一つは，高橋知己の担当する学部「初等特別活動論」の 10 コマ目である。この授
業は，学部生に加えて，教員免許を取得しようとする院生も受講しているので，200 名を超える参加
者が階段教室で授業を受けている。そうした教室環境の中でも，グループでの討議が取り入れられ，
アクティブラーニングが可能であるということが示されていた。もう一つは，稲垣応顕の担当する大
学院科目「いじめ等先端課題研究特論」の 10 コマ目である。こちらは，少人数の授業で，じっくり
と討議をする形であった。授業後には「教員養成大学におけるいじめ授業の在り方を考える」研究協
議会を設けた。そこでは，前者の授業に関して，
「
（いじめを）アンケートには書かない」など，
「学
生の本音が出ていたと感じた」というようなコメントがあり，
また，
「もっと少人数だったらより深まっ
たのではないか」という問いかけに対して，
「小規模のよさもあるが，この授業は，導入に位置づく
授業で大規模でよい」というようなやりとりもあった。後者の授業に関しては，
「いじめられる側に
も何か原因がある」というような思い込みに対してどう対応するか，どう教えるかなどについて意見
交換がなされた。
平成 29 年度は，こうした授業公開に加えて，新潟県教育委員会のイベント，新潟市教育委員会の
イベントに，本プロジェクトがかかわらせていただいた。新潟県の取組では，
「深めよう
がた県民会議」（新潟県教育庁義務教育課内）が主催する「深めよう

絆

絆

にい

県民の集い（上越地区）
」

において，プロジェクトメンバーの稲垣応顕が「いじめに対する中・高校生の本音トーク」のコーディ
ネーターを務めた。新潟市の取組では，新潟市教育フォーラムにおいて高橋知己が講演を行った。
６）研究と実践からなる小冊子（成果報告書を兼ねる）の発行
4 つめのサブテーマについて振り返る。
年度ごとの取り組みについては事業成果報告を発行することとしており，平成 27 年度，28 年度と
事業成果報告書を発行した。平成 29 年度についても発行される予定である。
研究と実践からなる小冊子（成果報告書を兼ねる）は，5 年目には実践に役立つ内容の小冊子の作
成を計画している。BP プロジェクトについては，5 年を一応の目安としており，それをもって最終
の成果報告書とする。
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７）おわりに
まとめに向けてこの中間地点で強く感じるのは，いじめの問題は，対処療法だけではすまないとい
う難しさであり，また，予防の取組の効果が見えにくいという難しさである。対症療法だけでは同じ
ことが繰り返される。だからこそ，予防しようという発想になるのだろうけれども，予防策をとった
から問題が生じないのか，あるいは，予防策をとらなくても別な要因で問題が生じないのかという点
が，いじめが起こってからの対応とは異なり，検証できない。
また，個々の事例を検討すると，類似していても事例ごとに異なる様相が見え隠れする。ある特定
の事例を解明したとしても，それをもって，いじめはこうして起こり，こうすれば解決し，こうすれ
ば予防できる，と単純には言い切れない難しさがある。
こうした難しさを研究方法論上で解決することが必要だと思われる。そのためには，本プロジェク
トは予防に焦点化しているが，予防のためのスキルだけではなく，人間の行動原理のようなものまで
捉え直して理論構築しなければ，抜本的な解決策を提示できないように思うのである。
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鳴門教育大学の３年間のＢＰプロジェクト事業
鳴門教育大学いじめ防止支援機構長

阿

形

恒

秀

■ はじめに
鳴門教育大学は，教員養成の先導的大学としての使命を果たすとともに，様々な教育問題に取り組
んできたが，重大な教育課題となっているいじめ問題の克服に寄与する事業の実施を目的として，平
成 27 年 4 月 に「 い じ め 防 止 支 援 機 構（BP‑CORE）
」 を 新 設 し た。BP‑CORE と は，Center of
Organization for Research and Education（about Bullying Prevention）の頭文字をとったものである。
いじめ防止支援機構は，いじめ問題で子どもも教師も保護者も一人で悩まないように，支援する側
も一人ではなくて連携し協力しなければならないと考え，
「連携・協力」をキーワードとした。そして，
いじめ問題研究の第一人者である森田洋司先生に本学の特任教授に着任いただきご指導を受けるとと
もに，会長を務めておられる日本生徒指導学会と連携協力し，学校現場の先生方が元気になるような
支援と研究をめざした。
さらに，大学としてより組織的に，さらには学内外のネットワークを駆使して支援していく必要が
高まってきていると考え，平成 27 年 4 月に，いじめ問題に関して以前から特色ある取組を行ってき
た 4 大学（宮城教育大学，上越教育大学，福岡教育大学，鳴門教育大学）による協働参加型のプロジェ
クト「BP（いじめ防止支援）プロジェクト）
」を立ち上げ，教育委員会や学校の教育力向上のための
各種支援事業，教育研究事業，研修事業等を実施することとした。そして，4 大学相互のネットワー
クを築くことで，成果の共有，情報や意見の交換，交流による新たな気づきの獲得などのシナジー（相
乗作用）効果を生み出し，合わせて各地の教育委員会，国立教育政策研究所，日本生徒指導学会など
とも連携協力し，全国的な規模でいじめ問題に取り組むことをめざしたのである。
■ 平成２７（２０１５）年度の取組
平成 27 年 4 月 20 日に，東京霞が関の霞山会館において，BP プロジェクトの発足式を開催した。
発足式では，4 大学学長（宮城教育大学見上一幸学長・上越教育大学佐藤芳德学長・福岡教育大学寺
尾愼一学長・鳴門教育大学田中雄三学長）
，国立教育政策研究所大槻達也所長，日本生徒指導学会森
田洋司会長の挨拶の後，文部科学省ご来賓（初等中等局児童生徒課長坪田知広氏）のご挨拶をいただ
き，覚書の署名を行った。当日の様子は，NHK ニュースや各社の新聞で取り上げられ，いじめ防止
問題に関する社会の関心の高さが伺えた。
平成 27 年度の BP プロジェクト徳島大会は，8 月 7
日に徳島市のあわぎんホールにおいて，「社会全体が連
携協力していじめ問題に取り組もう !」をテーマに実施，
県内外の現職教員や教育関係者 377 名に参加いただい
た。大会では，文部科学省初等中等教育局児童生徒課長
の坪田知広氏，徳島県知事飯泉嘉門氏（当日は急なご公
務のため徳島県政策監が代読）の来賓ご挨拶の後，以下
の 3 本の講演が行われた。
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講演①

文部科学省初等中等教育局児童生徒課長

坪田知広

「いじめの問題に関する現状と取組」
講演②

鳴門教育大学特任教授

森田洋司

「いじめ防止対策推進法制定 3 年目を迎えて
講演③

鳴門教育大学教授

今，改めて問い直すべきこと」

阪根健二

「ネットいじめや『ケータイ（スマホ）問題』に関する教師の知識の現状把握と指導の改
善について」
大会参加者からは，アンケートで以下のような感想が寄せられた。
･ いじめの認知件数が多いのは，学校，家庭，地域の教育力の表れであるということが分かった。
いじめに対する考え方のベースを理解することができた。
〈他大学の教員〉
･ いじめ認知のアンテナが低くなっていることに気がつけてよかった。いじめが疑われる瞬間を見
逃さないようにしていきたい。〈高等学校教員〉
･ 社会全体が連携協力していじめ問題に取り組むことの重要性を再認識できた。〈小学校教員，中
学校教員，他大学の教員〉
･ 森田先生の話は，熱があり，心にしみわたりました。
「わずかな兆しを逃すな」の言葉を心に刻
みます。〈小学校教員〉
･ 森田先生のお話の中の，「子どもの自己肯定感の低さ」「ほめることの意味」「同僚性」について，
学校へ帰って全教職員に伝えたい。〈小学校教員〉
･ 明日から使える具体的な資料がいただけたのは大変ありがたかったです。ネットいじめを
「軽減」
するのではなく，
「なくす」ために本人と保護者に責任を取らせるよう指導していく方法が分かり，
気が楽になりました。〈小学校教員〉
･ スマホ・携帯電話を使用した人権侵害について，
「なぜいけないか ?」をしっかりと子ども達に
理解させたいです。〈中学校教員〉
さらに，いじめ防止に資する教材の開発にも取り組んだ。いじめ防止対策推進法や基本方針は，教
員にとっては重要な指標ではあるが，児童生徒にとって
は馴染みのないものである。児童生徒は，むしろ，漫画
や小説，ドラマなどを通じて，その実態や対処方法を考
えていると思われる。そこで，鳴門教育大学では，漫画
を題材にしたいじめ防止教材「『いじめの解決方法』を
見つけ出すワーク」を開発した。使用した漫画は，小・
中学校におけるいじめを題材にした五十嵐かおるさん
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の作品「いじめ 〜ひとりぼっちの戦い〜」
（2007 年・小学館）に収められた短編「明日に吹く風」
である。五十嵐さんのいじめシリーズは多くの子どもたちに共感をもって読まれており，児童生徒が
いじめをどのように経験しどのように感じているかを考えるための格好の教材である。漫画の使用，
公開，ダウンロードによる活用に関しては，小学館の許諾をいただき，生徒指導支援センターのウェ
ブページで広く提供を行った。そして，学校現場で活用しやすいように，ウェブページでは，配布資
料に加えて「進め方と 50 分の場合の時間配分例」を示すとともに，実際に学校現場でこの教材を活
用した学習を試み，その有効性や改善点を検討した。さらに，教材には教員用の解説も付け，活用・
指導のポイントをまとめた。
平成 28 年 1 月には，平成 27 年度における BP プロジェクトの成果をまとめた「BP リーフレット
No.1」を作成した。
■ 平成２８（２０１６）年度の取組
鳴門教育大学では，平成 27 年〜 28 年に，いじめ研究において世界的に著名な P・K・スミス博士
の最新書

Understanding

School

Bullying

の翻訳に取り組み，9 月に『学校におけるいじめ』
（森

田洋司・山下一夫総監修，学事出版）として出版した。
平成 28 年度の BP プロジェクト第 1 回徳島大会は，8 月 20
日に徳島市のザ・グランドパレス徳島において実施，参加者
は 130 名だった。大会では，
「いじめ研究の最先端〜ピーター・
K・スミス『学校におけるいじめ』を読んで〜」をテーマに，
鳴門教育大学生徒指導支援センター所長の葛西真記子教授・
甲子園大学の金綱知准教授・鳴門教育大学の池田誠喜講師が
シンポジウムを行い，その後，鳴門教育大学の森田洋司特任
教授が総括を行い，スミス博士の著書から，日本では被害の
観点が強調されるが欧米では加害・被害の双方の人権をどう
保障し調整していくかで苦労していることがわかるというこ
とが指摘された。そして，日本のいじめ防止対策推進法に基
づく対応においては，現場の指導と組織の行政的・法律的判
断をきっちりと腑分けしつつ両立させないといけないという
ことが提言された。
平成 28 年度の BP プロジェクト第 2 回徳島大会は，11 月 19 日に徳島県総合教育センターにおい
て実施，参加者は 59 名だった。大会では，鳴門教育大学いじめ防止支援機構長の阿形が，
「BP（い
じめ防止支援）プロジェクトの 1 年半の歩みと今後の方向性

〜構成 4 大学の特色ある取組の成果を

踏まえて〜」の演題で講演を行い，4 大学の具体的な取組内容と成果を紹介した。そして，4 大学そ
れぞれの着眼点や方法論に基づく研究が BP プロジェクトとして集約・統合される中で，いじめ防止
に係る研究・支援の諸領域の全体像が整理されつつあることが明らかにされた。
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BP プロジェクトへの関心が高まる中で，様々な機会を活用して，広報にも取り組んだ。平成 29
年 2 月に行われた，
「『こころを育む総合フォーラム』第 42 回ブレックファースト・ミーティング」
には，鳴門教育大学の阿形がゲストスピーカーとして，
「いじめ防止対策と学校現場の対応」のテー
マで，BP プロジェクトの取組も紹介しながら基調講演を行った。
『こころを育む総合フォーラム』は，
元文部科学大臣の遠山敦子氏が発起人となり，
「こころを育む」環境づくりのための全国運
動を展開すべく集まられた有識者の方々によ
る団体である。当日は，遠山氏をはじめ，ノー
ベル化学賞を受賞された野依良治氏，元東京
大学総長の佐々木毅氏，小説家の平野啓一郎
氏をはじめ 9 名の有識者メンバーがご出席に
なられ，阿形の基調講演についても次々とご
質問をいただき，熱のこもったミーティング
となった。
平成 29 年 3 月には，鳴門教育大学の阪根
健二教授のレポート『いじめ防止の決め手は
あるのか』を中心に「BP リーフレット No.2」を作成，施行から 3 年が経過した「いじめ防止対策推
進法」の制定の意味と内容を理解することの重要性，学校現場の教職員のいじめ問題への向き合い方
等について解説を試みた。
■ 平成２９（２０１７）年度の取組
平成 29 年度の BP プロジェクト第 1 回徳島大会は，8 月 8 日に鳴門教育大学講堂において実施，テ
レビ会議システムによる阿南地区・美馬地区の鳴門教育大学サテライト会場へのライブ配信も行い，
参加者は 490 名だった。
本大会は，当初は義家弘介文部科学副大臣と森田洋司鳴門教育大学特任教授の講演を予定していた
が，義家氏が大会直前の内閣改造に伴う事務引継ぎのためご出席いただけなくなり，さらに，ご多忙
な中で義家氏に代わって講演をお引き受けくださった坪田知広児童生徒課長と森田洋司特任教授も，
台風 5 号の影響により来県いただくことができず，急遽，鳴門教育大学の阪根健二教授が「いじめ対
応を考え直す時」の演題で，また山下一夫学長が「子どもの心と大人の知恵」の演題で講演を行った。
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阪根教授は，デマや噂，人の錯覚，思い込みの怖さについて言及するとともに，他県で実際に起こっ
たいじめ事案を取り上げ，学校が講じるべきであった対応措置について問題提起し，いじめの事実確
認には正確さ・迅速さが必要であり，親身になって支援することの重要性を示した。
山下学長は，
「ドラえもん」に登場するのび太と
ジャイアン，担任教師との関係などを例に挙げ，自
身の経験も交えながら，いじめ防止のポイントにつ
いて分かりやすく説明した。そして，特に重要な点
として，1 ）いじめ対応を最優先にするという全教
職員の共通認識，2 ）子どもの心に寄り添い「あれ？
気になる」と感じる教師のデリカシー，3 ）気にな
ることを教職員間で気軽に話し合える同僚性，の３
点を挙げた。

ドラえもんといじめ

≪ 山下一夫（2001）
「ドラえもんといじめ」より抜粋 ≫

（１）ジャイアン
ジャイアンはのび太に対しふざけているだけで，本当に 2 人は仲が良いのでしょうか ? ジャイア
ンはのび太に対し悪気などまるで意識していないかもしれません。仲良く遊んでいることもありま
す。しかし，暴力を背景にした上下関係は明らかであり，のび太はつらい思いをしています。教師
はジャイアンのいじめや乱暴な行為を見すごしてはいけません。教師の人権感覚が問われているの
です。実際，一見したところ親しい友人関係やグループに思えても，その中でいじめが発生してい
る場合はよくあることです。
ジャイアンの母は彼をよくしかり，げんこつを与えています。彼の父はほとんど出てきませんが，
たまに出てくると力自慢の乱暴者です。つまり，いじめっ子自身がいじめられっ子であり，ストレ
スがかかっています。教師はいじめ行為を許してはいけませんが，いじめっ子や乱暴な子を嫌って
もいけません。いじめっ子の心理的背景にも関心を向け，生徒指導を行わねばなりません。
（２）のび太
相手のことを思いやるのび太のやさしい性格はとてもすばらしい （のび太にとって幼稚園のこ
ろまで同居していたやさしいおばあちゃんの存在は大きいと思います）。しかし，勉強やスポーツ
ができず，ドラえもんがつねに味方についているのでねたみの対象になっているなど，いじめられ
やすいタイプといえます。
まず，「暴力やいじめは許されない。親や先生たちはあなたを守る」と，いじめられている子ど
もの感情を受け入れ安心感の回復につとめることが大人として何より大切であり，いじめられてい
る子どもが一人で悩むことがないように，保護者も教師も子どもの発する危険信号を敏感に察知
し，子どもの立場に立って最後まで守っていくべきです。いじめられている子どもの側にもいじめ
を誘発している場合があります。しかしだからと言って，いじめられている子どもに，
「なぜいじ
められるのかあなたも反省すべき点があるでしょう。ドラえもんにたよらず勉強しなさい」などと
決して指摘してはいけません。このような教師の心ない言葉は，子どものいじめられて傷ついた心
に塩をぬることになります。
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（３）スネ夫
いじめ集団を，いじめっ子（加害者）
・いじめられっ子（被害者）
・いじめをはやしたておもしろ
がって見ている子どもたち（観衆）
・見てみぬふりをしている子どもたち（傍観者）の 4 つに分類
することがあります。あるいは，いじめられている生徒といじめている生徒，そして共謀者と傍観
者をあげることもあります。
このいじめの共謀者といえるのがスネ夫です。金持ちでブランド志向だけど，彼はおけいこ事に
忙しく，寂しがりやです。ジャイアンの暴力をかさにきてのび太をいじめることにより，孤独感を
まぎらわしストレスを発散しており，まるで「虎の威をかる狐」です。スネ夫は他人の評価や物事
の結果を非常に気にするタイプであり，先生の前ではいい子で，大人の顔色に敏感です。そして，
自分のことを自慢し他人の欠点を指摘することにより，自尊心を守っています。
スネ夫のような子どもに対し，特に問題行動が表面化するまで，積極的にかかわろうとしない教
師が多いのではないでしょうか。しかし一方，スネ夫のような子どもが好きになれず，いい子の仮
面や化けの皮を剥がし，いつわりの自尊心を壊そうとする教師もいます。このような教師は，スネ
夫に物ではなく心の大切さに気づき，裏表のない人間になってもらいたいという気持ちから，スネ
夫の問題点を指摘しているのかもしれません。けれども，教師とスネ夫の間に心の交流がなければ，
自尊心はすぐに再建できません。
大人が焦ってはいけません。スネ夫に対し（のび太やどの子どもに対してもそうですが）
，大人
は「失敗してもいいんだ。試行錯誤してみよう」というおおらかな気持ちで接する必要があります。
また，スネ夫は大人をよく観察しているので，大人は子どものモデルとして，心の内面に魅力のあ
る人間かどうかが問われています。
平成 29 年度の BP プロジェクト第 2 回徳島
大会は，10 月 8 日に徳島市のザ・グランドパ
レス徳島において実施，参加者は 92 名だった。
大会では，文部科学省初等中等教育局の坪田知
広児童生徒課長から「いじめを考える」の演題
でご講演いただき，続いて，鳴門教育大学教授
生徒指導支援センター所長の葛西真記子教授
が「性の多様性の理解と学校現場でのいじめの
現状」の演題で講演を行った。
坪田課長は，改めて「いじめの定義の理解と
積極的認知の重要性」を指摘されるとともに，
学校のいじめ防止対策を保護者等に公表し検証を仰ぐこと，いじめ問題に組織的に対応し「子供を守
り通す」姿勢を貫くことなどを提言された。さらに，平成 29 年 3 月に改定された「いじめの防止等
のための基本的な方針」に言及され，
・教職員の情報共有

・PTA 等との連携

・特に配慮が必要な児童生徒

・
「解消」の的確な判断

・重大事態の範囲の明確化

など，改定のポイントについて説明があった。
葛西教授からは，セクシャルマイノリティを正しく理解するために，まず，
「ジェンダー」
「セクシャ
リティ」「性的指向」「性同一性」などのキーワードについて説明があった。そして，さまざまな調査
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から，性的指向・性自認・LGBT を理由にしたから
かい・暴言・暴力・仲間外しなどのいじめ被害は，
学校において，かなりの数が発生していることを明
示する一方，LBGT に関する教師の理解や児童生徒
への指導は極めて遅れていることを指摘した。さら
に，文部科学省も，以前は，同性愛を「倒錯型非行」
とし「社会的にも健全な社会道徳に反し，性の秩序
を乱す行為となりうるもので，現代社会にあっても
是認されるものではない」< 文部省（1979）
「生徒
の問題行動に関する基礎資料−中学校・高等学校編」> と述べていたが，
「いじめの防止等のための
基本的な方針（改定版）」では，「性同一性障害や性的指向・性自認に係る児童生徒に対するいじめを
防止するため，性同一性障害や性的指向・性自認について，教職員への正しい理解の促進や，学校と
して必要な対応について周知する」と記されていることを示した。
平成 29 年度は，公益社団法人日本 PTA 全国協議会との連
携をさらに深めることができた。平成 29 年 6 月に発行された
リーフレット「今すぐ家庭でできるいじめ対策ハンドブック」
には，いじめ防止支援機構長の阿形が『いじめ防止のために大
人ができること，やるべきこと』を寄稿した。さらに，8 月に
行われた第 65 回日本 PTA 全国研究大会仙台大会では，特別
第一分科会「『いじめ』何が起きているかを知る」において，
森田洋司特任教授が「子どもたちの豊かな心を育み，いじめが
止まりやすい社会をめざして〜今，私たちにできること〜」と
題した基調講演を行った。さらに，
「
『いじめ』何が起きている
かを知る」をテーマに行われたパネルディスカッションでは，
宮城教育大学の BP スタッフの久保順也准教授がコーディネー
ターを務められ，阿形がパネリストに加わった。
また，平成 29 年 11 月には，
「いじめ防止対策推進法」や国の「いじめの防止等のための基本的な
方針」の主旨と，具体的ないじめ防止対策の留意点を整理して，学校現場の先生方が腑に落ちるわか
りやすい文章で要点マニュアルとして提供し，各学校において，いじめ防止対策の基本理念の確認と
実際の取組の参考に活用していただくことを目的に，
冊子
「学校現場で役立ついじめ防止対策の要点」
を発行した。本冊子では，学校現場の先生方の「法の定義を説明しても子どもや保護者が納得してく
れない」「アンケートを行っても正直に書いてくれない」
「被害者・加害者をどのように指導すればよ
いのかわからない」
「謝罪させたのに

いじめが収まらない」などの戸惑いをサポートするために，

いじめ防止対策の要点を 5 つに整理してまとめ，それぞれについての解説を加えた。
広報活動としては，平成 30 年 1 月 4 日から 1 か月間，文部科学省新庁舎 2 階エントランスにおいて，
教員養成大学としては初めて企画展示を行った。展示テーマは「BP プロジェクト

いじめ防止に向

けた教員養成・研修の充実と教育委員会・学校支援の全国展開」で，BP プロジェクト構成 4 大学の
それぞれの取組内容や，ネットいじめ，性の多様性に係るいじめ等に関する 8 枚のパネルを展示した。
また，1 月 29 日には文部科学省情報ひろばラウンジにおいて，森田洋司特任教授が特別講演を行った。
展示会場に置いた関係資料がすぐになくなり補充するなど，企画展示は大きな注目を集めた。
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■

今後の予定
平成 30 年度は，継続して BP プロジェクト研修会の実施
（9 月 1 日には沖縄県で初めて開催の予定）

や職員研修への講師派遣等に取り組むとともに，いじめ問題をテーマにした生徒指導力高度化プログ
ラム教材・資料集（第 3 集）を発行の予定である。さらに，平成 29 年度にスタートさせた「附属学
校いじめ防止対策ワーキンググループ」で本学と附属幼・小・中・支援学校のスタッフによる研究協
議を重ね，「附属学校園いじめ防止プログラム（仮称）
」
「附属学校園いじめ早期発見・事案対処マニュ
アル（仮称）」を策定する予定である。
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鳴門教育大学生徒指導支援センターにおけるいじめ防止支援事業
鳴門教育大学生徒指導支援センター所長

葛

西

真記子

１. 生徒指導支援センターの活動
生徒指導支援センターは，鳴門教育大学に平成 27 年 4 月 1 日に設置され，今年度で 3 年目となる
新しい組織である。本センターの目的は「教員及び学校の生徒指導力を向上させることにより，生徒
指導上の諸問題を解消すること」（鳴門教育大学生徒指導支援センター規則第 2 条）であり，具体的
な業務としては，
①学部生，大学院生及び教員の生徒指導力養成カリキュラム及びプログラムの開発
②生徒指導リーダー及びいじめ防止スタッフ等の人材養成
③スクールカウンセラー等の活用モデルの構築
④生徒指導に関する相談
⑤その他生徒指導支援に関する業務
がある。これらの業務によって，学校現場の切実なニーズである「生徒指導分野のスーパーティー
チャー」を養成することを最終目的に掲げている。
また，平成 27 年 4 月 1 日に設置された鳴門教育大学いじめ防止支援機構は，生徒指導支援センター
と，平成 28 年 4 月 1 日より心身健康センターで構成され，両センターの連携により，いじめ防止に
係る事業を実施している。
平成 29 年度の生徒指導支援センターのスタッフは以下の通りである。
表１

平成２９年度

生徒指導支援センタースタッフ

葛西真記子

センター所長，大学院

臨床心理士養成コース

阿形

恒秀

いじめ防止支援機構長，教職大学院

久我

直人

教職大学院

教職実践力高度化コース

教授

小坂

浩嗣

教職大学院

教職実践力高度化コース

教授

阪根

健二

教職大学院

教員養成特別コース

末内

佳代

教職大学院

教職実践力高度化コース

吉井

健治

大学院

臨床心理士養成コース

教授

小倉

正義

大学院

臨床心理士養成コース

准教授

池田

誠喜

教職大学院

竹口

佳昭

生徒指導支援センター

教授

教職実践力高度化コース

教授

教授

教職実践力高度化コース

教授

准教授

研究員

この 3 年間に生徒指導支援センターが取り組んだ事業は，
「人材養成による学校支援」
，
「相談への
対応による学校支援」，「諸資料の提供による学校支援」である。
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２. 人材養成による学校支援
「人材養成による学校支援」については，職員研修への講師派遣，問題事象に関する検討会議への
助言者派遣，関係資料の提供などを通して，教員・学校の生徒指導力向上をサポートした。センター
には，教育学を専門とする者，心理学を専門とする者，教職経験・スクールカウンセラーの経験のあ
る者など，10 名の多様なスタッフが配置されている（表 1）
。スタッフは，学校や教育委員会等から
の要請を受け，研修会等での講演や助言を行った。平成 29 年度に実施した研修支援の中の一部を表
2 に示した。
講演等の依頼は非常に多く，様々な生徒指導上に関する研修についての学校現場でのニーズの高さ
が窺える。研修の主催は教育委員会・研究会・各学校，対象は教員・保護者・児童生徒等，校種は幼
稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校と多岐に及んだ。また，研修の内容についても，
* いじめ問題と人権について
* いじめ防止対策の現状と課題について
* 学校の危機管理について
* いじめ認知について
* ネットいじめについて
* 仲間関係の難しさと大切さについて
* セクシュアル・マイノリティへの対応について
* 不登校の対応について
* 学級経営について
* 教師のメンタルヘルスについて
など，各地域・各学校の状況に即した多様なテーマが求められた。センターでは，10 名のスタッフ
で分担して，これらの要望に対応した。
表２

学校・教育委員会等に対する支援

兵庫県淡路市立志筑小学校教職員研修

いじめ，不登校等を低減する学級経営の在り方

静岡県島田市立金谷小学校学級経営勉強会

学級経営勉強会

徳島県堀江南小学校教育相談

問題行動への対応

小松島市横須保育所人権研修会

子どもの自立を支える大人の役割

静岡県市立幼稚園振興協会理事長 ･ 園長研修

いじめ問題等の学校危機管理

宮崎市教育情報研修センターいじめ等研修

ネットいじめ問題への対応

鳴門市人権教育研究会

理想と現実を見据えた人権教育の大切さ

高知県四万十市立中村中学校人権参観日講演会

仲間関係の難しさと大切さ（いじめ問題他）

広島県府中町立府中中学校職員研修

児童生徒理解の難しさと大切さ（いじめ問題他）

徳島市教育支援センター親の会

子どものこころの傷を受け取るキャッチハート

高知県馬路小学校人権教育講演会

仲間作りの難しさと大切さ（いじめ問題他）

広島県府中町立府中緑ヶ丘中学校職員研修

児童生徒理解の難しさと大切さ（いじめ問題他）

四国地区人権教育研究大会（愛媛大会）大学部会

いじめ問題を考える

徳島県名西高校定時制出前授業

人とつながることの大切さ（いじめ問題他）
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田辺市校長・教頭・園長・園主任会

幼児児童生徒理解と学校園の運営

愛媛県松山市小中学校生徒指導研修

いじめ問題等の生徒指導

大阪府生徒指導課題研修

夏休みをいかに過ごすか

全日本教職員連盟研究大会（生徒指導分科会講演） いじめ防止対策推進法の求めるものとは
教育文化フォーラム（BP 共催）

いじめ問題を考える（基調講演）

鳥取県市町村（学校組合）教育委員会委員研修会

いじめ防止基本方針の見直し等について

徳島県美馬中学校校内研修会

不登校と関わる十二の技

鳴門教育大学公開講座（教育臨床 15）

いじめ防止対策の現状と課題

高松大学教員免許更新講習

いじめ問題等の学校危機管理

鳴門教育大学公開講座

いじめ，不登校等を低減する学級学校経営の在り方

東温市いじめストップ子ども会議

児童生徒理解の難しさと大切さ（いじめ問題他）

香川県善通寺市連合児童会生徒会

ネットいじめ問題について

静岡うずしお講演会

学校現場におけるいじめ防止対策の要点

徳島市教育センター親の会

心を開かない子どもをどう受け止めるか

日本 PTA 全国研究大会仙台大会特別第 1 分科会

いじめに係わるシンポジウムのパネラー

広島県広島市教育センター教職員研修

いじめ問題等の危機管理

佐世保市教育センター教職員研修

いじめ問題等の生徒指導

鳴門市いじめ問題等対策委員会

いじめ問題についての対応策

全国附属学校 PTA 連合研究大会講演

いじめ問題について

阿南市小学校教育研究会生徒指導部会研修会

学業指導に視点を当てた自己指導能力の育成

高知県高知市立青柳中学校区合同研究会

いじめ問題等の生徒指導

東京都国分寺市立第五中学校

ケース ･ コンサルテーション

香川県児童生徒のｲﾝﾀｰﾈｯﾄ利用に関する講演

ネットいじめと依存症

いじめ防止支援プロジェクト第 2 回徳島大会

性の多様性の理解と学校現場でのいじめの現状

兵庫県淡路市教委中堅教員研修

いじめ問題等の生徒指導

小松島市人権教育研究大会

いじめ問題から考える子どもの仲間関係の意味

全国適応指導教室連絡協議会基調講演

不登校といじめ問題

香川県児童生徒のｲﾝﾀｰﾈｯﾄ利用に関する講演

ネットいじめと依存症

府中緑ヶ丘中学校教育講演会

仲間関係の難しさと大切さ（いじめ問題他）

香川県大川教職員研修

いじめ問題等の学校危機管理

徳島県コンプライアンス研修会

教師のﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽにおけるｾﾙﾌｹｱとﾗｲﾝｹｱについて

鳴門教育大学附属小学校保護者研修会

自己肯定感を高めるには

香川県大手前高等学校教職員研修

いじめ問題等の学校危機管理

弘前大学いじめ防止研修会

いじめ防止対策の現状と課題

徳島県視覚支援学校生徒対象講演会

仲間関係の難しさと大切さ（いじめ問題他）

静岡大学附属浜松中学校 PTA いじめ研修

いじめ問題対応の 5 箇条をつくろう

いじめ防止支援プロジェクト福岡研修会

いじめ防止対策の要点
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表 3 には，過去 3 年間の学校・教育委員会等に対する研修・講演別，支援対象，回数をまとめた。
表３

学校・教育委員会等に対する年度別支援

対象

平成 27 年度

平成 28 年度

平成 29 年度

教職員

57 回

34 回

34 回

保護者

0回

4回

4回

児童・生徒

2回

2回

2回

教職員

3回

4回

4回

保護者

2回

5回

3回

児童・生徒

2回

1回

4回

66 回

50 回

51 回

研修

講演

計

３.

相談への対応による学校支援

「相談への対応による学校支援」については，いじめ・不登校・学級崩壊などの生徒指導上の問題
や児童生徒や保護者との関係づくりの難しさに直面し，困惑されている先生方の電話やメールでの相
談，直接生徒指導支援センターのオフィスに設置した「生徒指導相談室」への来室相談に対応した。
学校から問題事象に関するケース会議等の依頼に対しては，生徒指導支援センターのスタッフが研
修や助言または講演を行った。
また，昨年度に引き続き，先生方が学校現場にいながら，映像機器を通して生徒指導支援センター
のスタッフとダイレクトに相談できるサテライトを利用した教育相談を実施することで，支援の迅速
化及び利便性の向上を図った。
表 4 には，過去 3 年間の相談への対応による学校支援をまとめた。
表４

４.

相談への対応による学校支援

内容

平成 27 年度

平成 28 年度

平成 29 年度

保護者対応

0件

3件

0件

学級作り

0件

0件

2件

ケース会議

6件

7件

6件

計

6件

10 件

8件

諸資料の提供による学校支援

平成 27 年度には，児童・生徒に馴染みやすい漫画を題材にしたいじめ防止教材「
『いじめの解決方
法』を見つけ出すワーク」（後掲 172 頁）を開発した。使用した漫画は，小・中学校におけるいじめ
を題材にした五十嵐かおるさんの作品「いじめ〜一人ぼっちの戦い〜」（2007 年・小学館）に収めら
れた短編「明日に吹く風」である。五十嵐さんのいじめシリーズは，多くの子どもたちに共感をもっ
て読まれており，児童・生徒がいじめをどのように経験し，どのように感じているかを考えるための
格好の教材である。漫画の使用，公開，ダウンロードによる活用に関しては，小学館の許諾をいただ
き，センターのホームページで広く提供を行った。
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平成 28 年度には，「生徒指導に係る教師力の高度化に向けて，カリキュラム開発があり，その試み
として，資料集「生徒指導の理論と実践」を作成（資料集作成担当：阿形恒秀・池田誠喜）し，全国
の教育委員会，教育センター，教員養成系大学・学部等に配布した。
平成 29 年度は，平成 28 年度に続いて資料集「教育相談の理論と実践」を作成した（資料集作成担
当：葛西真記子・小坂浩嗣・粟飯原良造・末内佳代・小倉正義・吉井健治・阿形恒秀）
。この資料集は，
平成 28 年度に発刊した資料集「生徒指導の理論と実践」に続く第 2 集であり，全国の教育委員会，
教育センター，教員養成系大学・学部等に広く配布する予定である。今後は，これらの資料集を活用
した大学院の授業を展開し，その効果を検証するとともに，新たにいじめ問題に関する資料集の作成
に取り組み，
「大学院における生徒指導に関するモデルカリキュラム開発」につなげていきたいと考
えている。そして，さらに多方面の生徒指導上の問題に取り組める教師力の養成・訓練に役立つ資料
集を作成予定である。
表 5 に，昨年度作成した第 1 集「生徒指導の理論と実践」と，今年度作成した第 2 集「教育相談の
理論と実践」の内容と執筆者をまとめた。
表５

教材・資料集の内容
内

容

巻頭言

執筆者
葛西

大学院における生徒指導に係る授業プログラム

第1集
生徒指導の
理論と実践

第1部

第2部

① オリエンテーション

阿形

② 教育臨床の考え方と生徒指導

阿形

③ 規律指導と教育相談

阿形

④ 生徒指導における教師―生徒関係

阿形

⑤ 子どもの内面への教師としての関与

阿形

⑥ 生徒指導実践に役立つ理論と実際

池田

⑦ 生徒指導実践トレーニング１

池田

⑧ 生徒指導実践トレーニング２

池田

生徒指導支援センター 2015 年度所長だより

巻頭言

第2集
教育相談の
理論と実践

阿形
葛西

第1章

教育相談を考える

小坂

第2章

教育相談の技法と実践

第3章

教育相談の体験

第4章

不登校

吉井

第5章

不登校と「登校刺激」

阿形

第6章

関係機関との連携

阿形

−臨床心理士の視点から−
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福岡教育大学いじめ根絶を目指すアクションプログラムの取組について
１. 取組概要
福岡教育大学では，平成 26 年度より，「いじめ根絶を目指すアクションプログラム」を策定し，い
じめ予防に資する一連の取組を行っている。
このアクションプログラムでは，大学が有するリソース，宗像・福岡・小倉・久留米の各地区に置
かれた附属学校を活用し，福岡県教育委員会及び福岡県市町村教育委員会連絡協議会と締結した連携
を生かすとともに，他の 3 教育大学との連携を通して，いじめ根絶を目指すものである。
本学の主な取組を四点挙げると，
一点目は，いじめ防止等の委員会への委員派遣（6 名派遣 : のべ 11 件）や重大事案について調査す
る第三者調査委員会への委員推薦（3 件）である。
【取組 1】
二点目は，現行の教科で扱う，いじめ予防に資する一連の授業案（いじめ防止を意図した各教科等
指導案）を開発して，県内五つの小学校に協力してもらい，当該プログラムの有効性の検証を試行し，
改善を加え，公立学校で使える授業の在り方を提案である。
【取組 2】
三点目は，専用 HP で本学の取組の現状報告や，いじめ問題を真に解決しうる授業づくりについて
提案するなど，解決事例や成果を広く社会に発信する取組である。
【取組 3】
四点目は，いじめの重大事案に関する各種報告書を要約し，教員養成課程の学生の教育に活かす取
組である。【取組 4】
このような本学の取組と 3 大学の取組が，いじめ問題の改善のための有効的な手段になることを目
指し，今後とも教育大学の使命として一層の努力を行って参りたい。
２. 実施体制
平成 29 年度は，以下のメンバーで実施した。
氏

名

職

名

専門等

川添

弘人

理事・副学長

事業責任者，地方教育行政

大坪

靖直

教育総合研究所副所長
教育科学専攻学校心理コース・教授

西山

久子

教職実践講座・教授

学校教育学，スクールカウンセリング

小泉

令三

教職実践講座・教授

学校心理学，生徒指導

村田

育也

教職実践講座・教授

教育工学，情報教育

金子

辰美

教職実践講座・特任教授

生徒指導，コーチング

平井

源樹

附属福岡小学校教頭

体育科教育

二串

英一

附属福岡小学校研究部長

算数科教育

齋藤

淳

附属福岡小学校教務主任
・研究副課長

社会科教育，総合的な学習の時間
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（教育）教育社会心理学
（研究）社会心理学

いじめ根絶を目指すアクションプログラム（抜粋）
取組１：大学と附属学校，県内の各教育委員会が連携した取組
●

大学が中心となって公立学校でのいじめ防止対策等の良い事例，先進事例を収集し，附属学
校での実践等に生かすとともに，今後の活用方策を研究する。

●

大学は，現職教員に対する研修プログラムを開発し，研修を実施するとともに，卒業生（教
員就職者）に対する応援・指導体制を確立する。

取組２：附属学校における予防教育，よさと可能性の発見の取組
●

現行の教科・領域等では十分に取り扱えていないいじめ予防に資する一連の具体的プログラ
ムを 30 程度開発（既存のものの改訂含む）して，試行し，改善を加え，公立学校で使えるプ
ログラムとする。
なお，実施に当たっては，附属福岡が中心となり，附属小倉・久留米は協力及び試行する。

取組３：解決事例や成果を大学のホームページで社会に発信する取組
●

よい取組や首尾よく解決した事例，実践研究の成果の公表について，個人情報保護の観点か
ら十分に吟味し，より一般化された形で大学のホームページにより公表する。これにより，い
じめの抑止力になることが期待される。（準備中）

●

大学からの一方的な発信とならないように，それらに対するパブリックコメントを募り，そ
れらも合わせて掲載することにより，いじめ根絶の世論形成につなげていく。
（準備中）

取組４：教員になる若い世代や保護者への教育や啓発の取組
●

本取組の成果を踏まえて教職科目の中に組み入れ，教員養成における現代的課題への対応力
を向上させる。

●

公立学校保護者会における講演や出前講座などにより啓発活動を行う。

取組５：他の教育大学との連携した取組
●

本学のみならず，他の教育大学（鳴門教育大学，宮城教育大学，上越教育大学）と連携して，
各地域の実情等を考慮した取組や成果について，情報共有を図るとともに，相互に成果を活用
することなどを通して，共同していじめをなくす日本の教育の実現に資する研究を展開する。

３. 研修事業
連携 4 大学では，いじめ防止に向けて，教員や学校の生徒指導力向上のための各種支援事業，教育
研究事業，研修事業等を実施している。中でも，研修事業と情報発信については各大学が行う共通の
事業として位置づけられており，研修事業では，研修会として全国 4 カ所で各大学の特色を活かした
取組の発表等を実施し，多くの教育関係者の参加を得た。
福岡教育大学では，平成 27 年度から平成 29 年度に次の研修事業等を実施した。
①平成２７年度第２回福岡県指導主事等研修会とのタイアップ事業
日 時 : 平成 27 年 9 月 7 日（月）13 時〜 14 時
場

所 : 福岡県教育センター

平成 27 年 9 月 7 日（月）13 時より福岡県教育センターで実施された，平成 27 年度第 2 回福岡県
指導主事等研修会とタイアップし，BP プロジェクト及び福岡教育大学いじめ根絶をめざすアクショ
ンプログラムの説明を行いました。
当日は，福岡教育大学大坪靖直副学長から「BP プロジェクト及び福岡教育大学の取組」について
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の説明と，鳴門教育大学特任教授の森田洋司先生から「いじめ防止の現状と課題」についての講演を
行い，福岡県内の指導主事等約 300 名の先生方が熱心に聞いていました。
福岡教育大学では，当該研修会と年明けに実施予定のアクションプログラム成果報告会を BP プロ
ジェクト研修会と位置づけ，いじめ根絶に向けた取組の成果を積極的に発信して参ります。
《本学 HP 掲載記事より抜粋》
②平成２７年度福岡教育大学いじめ防止研修会
平成 28 年 2 月 28 日（日），福岡教育大学において，平成 27 年度福岡教育大学いじめ防止研修会を
開催しました。（参加者数：81 名）
本研修会では，大坪靖直副学長より，
「いじめ根絶を目指すアクションプログラム」における取組
状況について，附属福岡小学校の平井源樹教諭より，現行の教科で扱ういじめ予防に資する一連の授
業案（いじめ防止につながる授業づくり）について報告がありました。
引き続き，当該授業案の有効性の検証，改善を加え，公立学校で使えるプログラムの試行に協力い
ただいた福岡市立西高宮小学校の宇都宮純一教諭，宗像市立自由が丘小学校の青野慎一教頭，行政の
立場から福岡県教育委員会高校教育課の青木圭子主任指導主事，義務教育課の奥浩幸主任指導主事を
交え，
「いじめ防止を意図した各教科等の授業づくりについて」ディスカッションが行われました。
フロアからも，
「大変興味深い取組だ」，
「ブラッシュアップし使えるものにしてほしい，
期待している」
等の意見があり，いじめ問題を真に解決しうる授業づくりについての提案ができ，大変有意義な研修
会となりました。
本学としては，本日いただいた意見や試行した学校からの報告を反映し開発した教材は，BP プロ
ジェクトの成果として広く情報発信して参ります。

《本学 HP 掲載記事より抜粋》

③２０１６年度教職大学院フォローアップ研修会
平成 28 年 7 月 30 日（土）に，福岡市内のホテルにおいて 2016 年度教職大学院フォローアップ研
修会を開催した。
本研修会では，本学教職大学院生，修了者及び教員など 104 名の参加により，教職大学院修了者等
のフォローアップとして，教職大学院村田育也教授より「ネットいじめにどう向き合うか ?」と題し，
多様で複雑なネットいじめについての講演を行った。
④第１１回宗像地区教育関係者合同研修会
平成 28 年 8 月 10 日（水）に，本学アカデミックホールにて「第 11 回宗像地区教育関係者合同研
修会」を開催しました。
「福岡教育大学と宗像地区の学校との連携について」を全体テーマとし，猛暑の中，宗像市・福津
市教育委員会および学校関係者，本学関係者を合わせて約 190 名の参加があった。
開会行事では，櫻井学長から「宗像地区の教育振興を図るという本研修会の目的に立ち返り，これ
までの成果を踏まえ，望ましい連携の在り方やそのための課題を考えていきたい」との挨拶があった。
第一部では，
「いじめ・不登校の未然防止への取組について」と題して，福津市における Q − U（楽
しい学校生活を送るためのアンケート）等を活用した取組状況，そして教員養成 4 大学（宮城教育大
学，上越教育大学，鳴門教育大学，福岡教育大学）が協働で実施している「BP（いじめ防止）プロジェ
クト」より，附属福岡小学校での「いじめ」防止につながる授業づくりについて，実践発表があった。
第二部では，新たな試みとして，「大学研究シーズと学校のニーズのマッチング・ワークショップ」
と題してのポスターセッションを行った。
福岡教育大学 BP（いじめ防止）プロジェクト，体験実習・教育実習，CS（コミュニティスクール）
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支援，防災教育，そして Q − U の 5 種類のポスターを会場内に設置し，
出席者は自身の興味があるブー
スを訪ね，担当教員の説明を受けての質疑応答が交わされる様子が，会場内で多く見受けられた。
《本学 HP 掲載記事より抜粋》
⑤平成２８年度福岡教育大学いじめ防止研修会
平成 29 年 3 月 4 日（土）
，福岡教育大学において平成 28 年度福岡教育大学いじめ防止研修会を開
催した。（参加者数：100 名）
本研修会では，大坪靖直教授より，
「いじめ根絶を目指すアクションプログラム」における取組状
況について，附属福岡小学校の平井源樹教諭，二串英一教諭，藤岡太郎教諭より，現行の教科で扱う
いじめ予防に資する一連の授業案（「いじめ」防止につながる授業づくり（全体，体育，算数，社会））
について事業報告があった。
質疑応答では，フロアからも，
「独自の観点による大変興味深い取組だ」
，
「いじめ防止と学びを共
有した実践的な教材である」等の意見があった。
講評では，教育行政の立場より，福岡県教育庁教育振興部義務教育課の金子尚文主幹指導主事から
いじめ防止の推進と題し，福岡県及び全国のいじめ問題の状況，いじめ問題への対応についての報告
及び附属福岡小学校での実践についての意見をいただいた。
附属福岡小学校での実践については，全教科で特色のある取組を行っていることに高い評価をいた
だき，また，事業報告のあったそれぞれ教科についての課題を指摘していただいた。
最後にいじめ問題への対応については，いじめ未然防止の推進として児童生徒の自己指導能力を育
成する及びいじめの早期発見・早期対応が求められるとの指摘をいただいた。
本学の取組の現状報告を行うことにより，いじめ問題を真に解決しうる授業づくりについての提案
ができ，大変有意義な研修会となりました。
本学としては，本日いただいた意見や開発した教材は，BP プロジェクトの成果として広く情報発
信して参ります。

《本学 HP 掲載記事より抜粋》

⑥平成２９年度福岡教育大学いじめ防止研修会
平成 30 年 3 月 3 日（土）
，福岡教育大学アカデミックホールにおいて平成 29 年度福岡教育大学い
じめ防止研修会を開催しました。（参加者数：138 名）
本研修会では，大坪靖直教授より，
「いじめ根絶を目指すアクションプログラム」における取組状
況について，附属福岡小学校の齋藤淳教諭より，現行の教科で扱ういじめ予防に資する一連の授業案，
「いじめを生まない授業づくり」について事業報告を行いました。
大坪教授と附属福岡小学校の平井教頭，二串教諭，齋藤教諭のディスカッションでは，
「いじめを
生まない授業づくり

〜このような授業を行うと，なぜいじめ防止に寄与できるのか〜」について議

論がなされました。
実践研究発表では，本学教職大学院生徒指導・教育相談リーダーコース 2 年（北九州市立菅生中学
校教諭）の木村敏久教諭より，
「中学校におけるいじめ防止のための心理教育プログラム実践 〜い
じめを深刻化させないための取組〜」について実践研究発表を行いました。
最後に，鳴門教育大学いじめ防止支援機構長の阿形恒秀教授より，「いじめ防止対策の要点 〜い
じめ認知の難しさと大切さ〜」について講演を行いました。
この研修会で本学の取組の現状報告を行うとともに，いじめを生まない授業づくり等についての提
案ができ，大変有意義な研修会となりました。
本日いただいた意見を参考にして，今後も BP プロジェクトを継続して参ります。
《本学 HP 掲載記事より抜粋》
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平成 28 年度ＢＰプロジェクト事業成果報告
教職大学院における学校適応援助を専門とする授業におけるＰＢ事業資料の活用
福岡教育大学教職実践講座

教授 西
本事業は，教職大学院

山

久

子

生徒指導・教育相談リーダーコースの専門授業において，8 名の現職院生

を対象に実施された。同コースは，教職経験 10 年以上の現職教員及び社会人を対象に，学校適応援
助の推進に向け，生徒指導・教育相談・特別支援教育等を網羅し，授業・学校実習・課題演習を通し
て，援助体制や専門的力量の向上を図っている。本コースの専門科目の授業において，本事業で集約
された学校危機に関するケーススタディを実施した。
１. 授業の概要
授業題目：教育的ニーズの把握と評価
取得単位：2 単位
開講期：修士 1 年目後期（第Ⅱ期）
授業形態：講義・演習・討議
実施日：2017 年 1 月 24 日（火）

講義概要：教育的ニーズの把握と評価
〈目標〉各人の個性や才能を発見 ･ 認識させ，将
来の職業選択なども見据えつつ，これらを個のニー
ズに応じて伸長させる。そのニーズの的確な把握
と評価を行うことができ，学校内の取組をシステ
ム化できる力量を得る。

授業計画：第 15 回「自校の適応援助体制案の概観と学校危機予防に向けた体制作り」
２. 当該講義の概要
履修する現職院生は，コースツリーにおいて，学級担任等として学校適応援助を個別に行う力量を
付けた後の段階にある。彼らに対して，いじめ等が背景にある実際の自死事案の調査委員会報告書を
教材として，小・中各 4 名のグループで対応について協議を行った。
ケース１（小学校）「女子間での悪口等が背景にある小学校高学年女児のケース」
●

当該女児は女子集団による悪口の事実を知り，本音が言えず苦しい状態であった

●

子どもが多くのサインを出しているが，キャッチできていない

●

当該児童に対し直接的に関わること以外に，学級で疎外感を感じる場面が多くあった

●

初期対応・合理的配慮，本人の課題の背景に特別支援がある

●

大人の都合のよい「諍いにおける謝罪」による解決の落とし穴

ケース２（中学校）「学級および部活動でいじめが懸念された中学校男子のケース」
●

部活のトラブルへの介入は困難だが，退部した生徒には時間を取り教育相談が必要

●

特別な教育的ニーズのため，仲間の関係性の把握が困難な子どもの存在を認識すべき

●

学年会等の定例の会議で話し合えていない。異なる視点で発言できる者が加わるべき

●

教育的ニーズ対応で，一般教員のすべきこと，相談係等がすべきことの階層化は必須

●

教科担任の授業でのトラブルの対処が，根本的問題解決になっていない

３. 演習のまとめ
各院生がグループで整理するなかで，個別の視点と組織的視点とを整理し，今後に向けて①課題を
早期に把握できるすべての教員への研修等でのかかわり方の周知〔介入〕，②いじめを受ける当事者
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になった場合にも児童生徒が困難を発信できる教師との関係づくりと，機会活用型の教師による指導
〔早期発見〕，③クラスメートの困惑や辛さを察知できる援助力・被援助力の学習の位置づけ〔予防〕
の 3 点に，演習での学びを集約した。
授業担当としては，カリキュラム上の余裕のなさから，配分時間が 45 分と少なく，実際の自死の
対応について，クライシスマネジメントとリスクマネジメントとの両方に対し，丁寧な検討とそれに
基づく対処案の作成ができなかった点は，今後に向けた改善点である。
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福岡教育大学教職大学院生による実践研究発表
①平成２９年度第２回ＦＵＥ学校適応研究会
平成 29 年 7 月 1 日（土），福岡教育大学教職大学院において，平成 29 年度第 2 回 FUE 学校適応
研究会を開催しました（参加者数：29 名）。
本研究会は，子どもの学校適応を促進するための学校心理学にもとづくアプローチを教育実践の場
で推進する為に，自主研修により現職教員等が互いの専門的力量を高めることを目的としています。
その研修において，福岡教育大学教職大学院生徒指導・教育相談リーダーコース 2 年の木村敏久院生
（北九州市立菅生中学校教諭）による「中学校ブロックにおけるいじめ・不登校問題解消に向けた『北
九州子どもつながりプログラム』の効果的な実践〜いじめ問題解消に向けた具体的な取組について
〜」というテーマで報告と検討会を行いました。
内容は，中学校ブロックにおける規範意識の土台となる社会的能力向上に向けた実践の報告を行い
ました。その後，中学校での授業の紹介と参加者による授業の体験をしてもらいました。加えて，小
学校から中学校の 9 年間を見通した学習内容にするため，小学校におけるいじめ問題解消に向けて作
成した学習内容を提案し，その内容（授業の展開や発達段階など）について参加者と検討しました。
参加者からは，「小学校段階からのいじめについての実践はとても大切なものになる」
「具体的な行
動をキーワードを活用してロールプレイすることで，どのように行動すればいいのか理解しやすく，
わかりやすい」といった意見をいただきました。一方で，学習内容に関して「生徒の実態に応じたい
じめの設定の難しさ」「現代ならではの，パソコンやスマートフォンといった発見しにくいいじめ場
面における内容が必要」「実際にいじめが起きたときに，本当に行動を起こすことができるのだろう
か」といった現場におられる小中学校の先生方との意見交流ができ，学習内容の見直しを進めていく
上でも大変有意義な研修会となりました。
研修会後の 2 学期に小学校中学年（4 年）
・小学校高学年（6 年）
・中学校（2 年）において実施し，
その効果を検証していくことになりました。
②日本学校心理学会

第１９回つくば大会

平成 29 年 9 月 16 日（土）に，筑波大学での，日本学校心理学会第 19 回つくば大会において，福
岡教育大学教職大学院生徒指導・教育相談リーダーコース 2 年の木村敏久院生（北九州市立菅生中学
校教諭）による「中学生がいじめ事態で被害者・加害者へ介入する力を獲得する学習の効果」という
テーマでポスター発表を行いました。
内容は，中学 2 年生の具体的ないじめ事態において加害者や被害者へ介入することができるように，
具体的ないじめの場面を設定し，アサーションの要素を取り入れたロールプレイ学習によるいじめ問
題解消に向けた効果の検討を目的に行ったものです。
その結果，
いじめを解決しようと思うようになっ
たり，いじめ加害傾向を低下させたりするようになりました。学会参加者より，
「具体的な対応を学
習させるようなプログラムはあまり見られないので，興味深かった」「いじめはどこでも起こり得る
ことなので，子どもたちによる早期の対応への良い学習となる」と意見や感想をいただき，大変有意
義な発表となりました。
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③平成２９年度

児童生徒の社会的能力育成に関するコーディネーター的教員研修会

平成 29 年 10 月 13 日（金）
，福岡教育大学教職大学院棟において，平成 29 年度児童生徒の社会的
能力育成に関するコーディネーター的教員研修会を開催致しました（参加者数：23 名）
。
本研修会は，児童生徒の社会的能力を計画的・組織的に育成することによって学校適応を促進し，
学力向上や問題行動の減少を図ろうとしている学校において，取組みの導入・推進の中心となるコー
ディネーター的教員が「社会性と情動の学習」（SEL − 8S）に取り組むの手順や計画立案等に関する
具体的方法を習得し，さらに向上させることを目的にしています。その中で，福岡教育大学教職大学
院生徒指導・教育相談リーダーコース 2 年の木村敏久院生（北九州市立菅生中学校教諭）による「小
中学校におけるいじめ問題解消に向けた学習内容の作成と授業実践について」というテーマで実践の
報告を行いました。
内容は，いじめ問題に特化した学習内容を生徒に試行した効果に関するものと小中学校 9 年間を見
通して作成した学習内容の紹介でした。学習の効果については，いじめの解決方法を具体的に考える
ことはできましたが，実際にいじめ事態が発生したときにはどのように行動すれば良いのか分からな
いため，いじめ問題を解決することができないと思うようになってしまっていました。そこで，傍観
者にならないようにするために，加害者や被害者にどのような関わり合いをするのかをポイントを活
用したロールプレイを実施したところ，加害者を注意したり，被害者をなぐさめたりすることができ
ると思うようになりました。一方で，「いじめは絶対にだめだ」
「いじめられる側に原因があってもい
じめてはいけない」と思うようになりましたが，一定時間を経過するとその思いは減少してしまい，
定着させることが難しいということが分かりました。その原因として，社会的能力の高さに着目した
ところ，社会的能力が低い生徒は高い生徒に比べて学習内容が定着しないということがわかりました。
いじめ問題解消に向けた学習だけではなく，基本となる社会的能力育成が必要であるということが明
らかになりました。
④平成２９年度北九州市立菅生中学校区人権教育研究推進協議会第２回合同研修会
平成 29 年 11 月 29 日（水）
，北九州市立長尾小学校において，平成 29 年度菅生中学校区人権教育
研究推進協議会第 2 回合同研修会を開催しました。
（参加者：102 名）
本研修では，中学校区の教員が一堂に会し，長尾小学校における「北九州子どもつながりプログラ
ム」公開授業を行い，その後全職員による合同研修会で，よりよい実践に向けての理解を深め交流す
ることを目的にしています。
合同研修会において，福岡教育大学教職大学院生徒指導・教育相談リーダーコース 2 年の木村敏久
院生（北九州市立菅生中学校教諭）による「菅生中学校区北九州子どもつながりプログラムの実践に
ついて」というテーマで，プログラムの進捗状況や各学校の実践の紹介について，いじめ問題解消の
土台となる社会的能力向上に向けた実践についての研修会を行いました。その中で，中学校における
いじめ問題解消に向けた具体的な授業内容やその効果について報告し，いじめ問題に特化した授業や
小学校段階からの指導の必要性について研修を行いました。
参加者からは，「いじめ問題解消に特化した授業の必要性を感じた」
「いじめの場面を具体的に設定
し，本当にいじめ事態に陥ったときに，正しい行動を取ることができるように，自分の行動を決め実
際にロールプレイを行うことの必要性を感じた」「授業をしても効果が減少してしまうことを考えて
も，社会的能力の育成を目的とした継続した授業や取組が必要であるということが分かった」といっ
たように，今回の取組や効果について好意的な意見が多く上がり，大変有意義な研修会となりました。
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いじめ防止研修会
12月2日（金）

日時

会
会場

平成28年
平成2
8年

アイーナ7F

入場
無料

小田島
小田島組☆ほ〜る
島
（いわて県民情報交流センター）

PROGRAM
P
PROGRA
RAM

開場・受付
受 12：30

開会挨拶
挨拶
13：00 開会挨
ロジェクト趣旨説明
13：05 BPプロジェクト趣旨説明

宮城教育大学長
宮城教育大学

見上 一幸

鳴門教育大学理事・副学長
副学

佐古 秀一

13：20 基調講演

対

象

● 教育関係者

● 現職教員

● 連携大学関係者

● 大学生等

「いじめの問題に関する取組と現状」
坪田 知広

線
幹
新
北

東

文部科学省初等中等教育局児童生徒課長

46

盛岡I.C

「事例に基づくいじめの様態と学校対応の分析」
上越教育大学准教授

アイーナ

（いわて県民情報交流センター）

1

高橋 知己

●

マリオス

川

●
●

駅

雫石

岡

小村 正人
遠野市立遠野西中学校教諭 黒渕 大介
八幡平市立大更小学校教諭

● フェザン

盛

東北自動車道

15：30 いじめ防止の取り組みについての実践事例報告

川
北上

14：20 講演

ラウンドワン

コジマ
×
ビックカメラ
北

16：00 閉会挨拶

岩手大学教育学部長

遠藤 孝夫

お申し込み・お問い合わせ先

宮城教育大学 学長室（佐藤・畠山）

022-214-3675

TEL

FAX

022-214-3309

E-MAIL

gakuchoshitsu@adm.miyakyo-u.ac.jp

宮城教育大学

［ 主催 ］

鳴門教育大学、上越教育大学、福岡教育大学 、岩手大学、岩手県教育委員会

［ 共催 ］

［ 後援（予定）］文部科学省、国立教育政策研究所、公益社団法人日本PTA全国協議会、日本生徒指導学会、弘前大学、秋田大学、山形大学、福島大学、宮城県教育委員会、

青森県教育委員会、秋田県教育委員会、山形県教育委員会、福島県教育委員会、仙台市教育委員会

他

お申し込みは、FAX 又は E-MAIL に必要事項を記載していただき、送信願います。
氏名

申込書

TEL
連絡先

所属・職名

E-MAIL
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ＢＰプロジェクトいじめ防止研修会
$2 ȗȭǸǧǯȈᲢƍơǊ᧸ഥૅੲȗȭǸǧǯȈᲣƍơǊ᧸ഥᄂ̲˟
１．ＢＰプロジェクトいじめ防止研修会
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２. いじめ防止研修会

概要

平成 29 年 12 月 2 日（土）にいじめ問題改善のために専門的な知見を活かして広く社会と連携し，
現職の教員等を対象にこれまでより一歩進んだ支援を行うことを目的として，「いじめ防止研修会」
を BP プロジェクト参加各大学の他弘前大学及び青森県教育委員会との共催により岩手県弘前市にお
いて開催した。宮城教育大学，上越教育大学，鳴門教育大学，福岡教育大学の 4 大学による「BP プ
ロジェクト（いじめ防止支援プロジェクト）
」の一環であるとともに，東北地区の教員養成を担う国
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立大学の連携組織「東北教職高度化プラットフォーム」の事業の一つとして，一昨年の宮城県仙台市，
昨年の岩手県盛岡市での開催に続いて開催したものである。
この研修会は，毎年東北地方を対象エリアとして開催しているもので，当日は宮城教育大学の熊野
充利連携担当理事・副学長の主催者挨拶，鳴門教育大学池田誠喜准教授の趣旨説明の後，文部科学省
初等中等教育局児童生徒課の坪田知広課長による基調講演「いじめの問題に関する取組と現状」，鳴
門教育大学の阿形恒秀教授（いじめ防止支援機構長）による講演「いじめ防止対策の現状と課題〜学
校現場の指導のむずかしさと大切さ〜」がそれぞれ行われ，さらに，弘前大学教職大学院ミドルリー
ダー養成コースに所属している青森県田舎館村立田舎館中学校の坂本寛実教諭によるいじめ防止につ
ながる取り組みについての実践事例報告が行われた。参加者は，坪田課長の講演に真剣な眼差しで聞
き入り，阿形教授の講演では深くうなずく姿も見受けられ，坂本教諭の発表には大きな拍手が送られ
た。
当日は，東北地区の全県から教育委員会・学校関係者，学生など，約 200 名の参加者が集まり，大
盛況の研修会となった。参加者アンケートには「校内に広げたいことや共有したいことがたくさんあっ
た。
」「学生の参加が多く嬉しい。将来一緒に働くのが楽しみ。」
「次回もぜひ参加したい。」などの声
が寄せられた。
＜講演・事例発表概要＞
講

演 「いじめ問題に関する取組と現状」
文部科学省初等中等教育局 児童生徒課長
坪

田

知

広

いじめ対策のこれまでの経緯を振り返りから始まり，「いじめ防止対策推進法」の意義を強調した
上で，「重大事態」への対応，認知件数の推移について分かりやすく説明いただいたほか，近年取り
入れられている SNS の利用による相談窓口の設置をはじめとした多くの先進的事例や誤った対応事
例についてもご紹介いただいた。
また，学校現場への期待も込め，学校における実態調査の形骸化などを指摘する一幕も見られた。
講演からは「被害にあっている子ども達を絶対に守る」という強い気持ちが感じられ，通常の行政説
明とは一線を画す印象深い内容だった。

講

演 「いじめ防止対策の現状と課題

〜学校現場の指導のむずかしさと大切さ〜」
鳴門教育大学 教授（いじめ防止支援機構長）
阿

形

自身が鳴門教育大学いじめ防止支援機構で中心となり取り組んでいる「学校現場で役立つ

恒

秀

いじめ

防止対策の要点」をもとに，
「いじめ認知」，
「いじめアンケート」
，
「いじめに関する組織的対応」
，
「い
じめ発生時の対応」，
「いじめ解消の見極め」のそれぞれについて，現場での実例や研究成果に基づき
説明がされた。現職の前の学校現場での経験を活かし，時に参加者を巻き込みながら分かりやすく有
益な講演をいただいた。
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事例報告

いじめ防止の取組についての実践事例報告
青森県田舎館村立田舎館中学校
（弘前大学教職大学院ミドルリーダー養成コース）
坂

本

寛

実

教職大学院での学びの成果，所属校における取組をもとに事例報告。生徒指導部の提案により全教
職員が生徒のよい言動を付箋に書き，昼の放送で発表をする「館中いいね !」といわれる取組が次第
に生徒に波及し，学校全体でお互いに認め合う環境，良い点を真似し合うようになったとの報告がさ
れた。研修会には多くの学校教員も参加しており，熱心にメモを取る様子が見られ，
有効な発表となっ
た。

＜参加者感想（アンケートより抜粋）＞
坪田氏の話から法律と社会通念の「いじめ」が違うのだということがわかった。このことがよ
く理解されず迷いや混乱が生じている気がしているので周知をさらに進めることが必要と感じ
た。（青森県内現職教員・小）
貴重な研修会でした。校内に広げたいことや共有したいことがたくさんありました。また機会
があれば参加したいです。（青森県内現職教員・小）
いじめの人間関係に希望をもってふみこむ姿勢が大事である，という阿形先生のお話にとても
感動しました。（秋田県内現職教員・支）
いじめの現状や，どのような対策が行われているかを知ることができたので良かった。
教員になった際には役立てたい。（大学の学部生）
いじめについての現状や防止策についてあまり詳しく聞いたことがなかったので，今回の研修
会でいじめに向き合うきっかけとなりました。
（大学の学部生）
＜当日の様子＞

会場の様子

坪田課長講演の様子

阿形教授講演の様子

坂本教諭事例報告の様子
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鳴門教育大学、
学、上越教育大学、福岡教
福岡教育大学 、弘前大学、青森県教育委員会

［ 共催 ］

［ 後援 ］文部科学省、国立教育政策研究所、公益社団法人日本PTA全国協議会、日本生徒指導学会、秋田大学、岩手大学、山形大学、福島大学

宮城県教育委員会、秋田県教育委員会、岩手県教育委員会、山形県教育委員会、福島県教育委員会、仙台市教育委員会

お申し込みは、FAXまたは E-MAIL に以下の必要事項を記載のうえ、１１月２２日（水）までにご連絡ください。
氏名

TEL

申込書

連絡先
所属・職名

E-MAIL

お申し込み・お問い合わせ先

宮城教育大学 学長室

TEL
E-MAIL

022-214-3675

FAX

022-214-3309

gakuchoshitsu@adm.miyakyo-u.ac.jp
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㻞㻟ྡ

㻞ྡ

㻜ྡ

㻥ྡ

䈜㡯┠䐟䛿ཷྡ⡙䛻䜘䜚䜰䞁䜿䞊䝖ᮍᅇ⟅⪅䜒ྵ䜣䛷ேᩘ䜢⟬ฟ䛧䛶䛔䜛䛯䜑䚸㡯┠䐠䛸䛿ྜィேᩘ䛜୍⮴䛧䛺䛔

㼜㻚㻞
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䛔䛨䜑ᑐ⟇䛾䛣䜜䜎䛷䛾⤒⦋
࠸ࡌࡵ㜵Ṇ◊ಟ㸦ᘯ๓㸧

䕺 ᖹᡂ㻞㻠ᖺ㻣᭶䚸㈡┴ὠᕷ䛾⮬ẅ䛻䛴䛔䛶䚸ሗ㐨䛜䛒䜛

ẟẳỜբ᫆Ệ᧙ẴỦ
ӕኵểྵཞ

䕺 ᖹᡂ㻞㻡ᖺ㻞᭶䚸ᩍ⫱⏕ᐇ⾜㆟➨㻝ḟᥦゝ
䊻䛂♫⥲䛜䛛䜚䛷䛔䛨䜑䛻ᑐᓖ䛧䛶䛔䛟䛯䜑䛾ᇶᮏⓗ䛺⌮ᛕ䜔యไ䜢ᩚഛ䛩䜛
ἲᚊ䛾ไᐃ䛜ᚲせ䛃

䛂䛔䛨䜑㜵Ṇᑐ⟇᥎㐍ἲ䛃䛾ᡂ❧䠄ᖹᡂ㻞㻡ᖺ䠒᭶㻞㻝᪥䠅
䊻 䠒᭶㻞㻤᪥බᕸ䚸䠕᭶㻞㻤᪥⾜

ᖹᡂ䠎䠕ᖺ䠍䠎᭶䠎᪥

䕺 䛔䛨䜑䛾㜵Ṇ➼䛾䛯䜑䛾ᇶᮏⓗ䛺᪉㔪䛾⟇ᐃ䠄㻝㻜᭶㻝㻝᪥䠅
䊻 ྠ᪥䚸ྛ㒔㐨ᗓ┴ᩍ⫱ጤဨ➼䜈㏻▱䜢Ⓨฟ䛧࿘▱䚹

૨ᢿᅹܖႾ ИሁɶሁᏋޅ
δᇜဃࢻᛢᧈ

䕺 ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻟᭶䚸䛔䛨䜑䛾㜵Ṇ➼䛾䛯䜑䛾ᇶᮏⓗ䛺᪉㔪䛾ᨵᐃ
㔜ែ䛾ㄪᰝ䛻㛵䛩䜛䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛾⟇ᐃ

״ဋ ჷ࠼

䈜䛔䛨䜑㜵Ṇᑐ⟇᥎㐍ἲ䛾⾜䠏ᖺᚋ䛾ぢ┤䛧つᐃ䜢㋃䜎䛘䛯ᑐᛂ
ۑ

࠸ࡌࡵ㜵Ṇᑐ⟇᥎㐍ἲ㸦ᖹᡂᖺἲᚊ➨ྕ㸧
㝃 ๎
㸦᳨ウ㸧
➨㸰᮲ ࠸ࡌࡵࡢ㜵Ṇ➼ࡢࡓࡵࡢᑐ⟇ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࡢἲᚊࡢ⾜ᚋ୕ᖺࢆ┠㏵ࡋ࡚ࠊࡇࡢἲᚊࡢ⾜≧ἣ➼ࢆ຺ࡋࠊ᳨ウࡀຍ࠼ࡽࢀࠊᚲせࡀ࠶
ࡿㄆࡵࡽࢀࡿࡁࡣࠊࡑࡢ⤖ᯝᇶ࡙࠸࡚ᚲせ࡞ᥐ⨨ࡀㅮࡐࡽࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸰 㸦␎㸧

1

䛸䛻䛛䛟䜎䛪䛂ㄆ▱䛃

䛔䛨䜑䛾ᐃ⩏
῍ᾀᾆ࠰ࡇ
ᾀᾇ࠰ࡇ῍

ẟẳỜ᧸ഥݣሊ
ਖ਼ᡶඥίᵐᵓ
࠰ὸỉܭ፯

ᐯЎợụࢊẟᎍỆݣẲềɟ૾ႎỆẆ៲˳ႎὉ࣎ྸႎễૌએ
ửዒዓႎỆьảẆႻầขЦễᒊၘửज़ẳềẟỦờỉ

䖃ᖹᡂ㻞㻣ᖺ㻤᭶㻝㻣᪥ඣ❺⏕ᚐㄢ㛗㏻▱䠄▮ᕵ⏫䜢ཷ䛡䛶䠅

࢘ᛆδᇜဃࢻầẆɟܭỉʴ᧓᧙̞ỉẝỦᎍẦỤẆ࣎ྸႎẆ
ཋྸႎễૌએửӖẬẺẮểỆợụẆችᅕႎễᒊၘửज़ẳề
ẟỦờỉ

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛸䛧䛶䛿䚸䛔䛨䜑䛾ㄆ▱௳ᩘ䛜ከ䛔Ꮫᰯ䛻䛴䛔䛶䚸
䛂䛔䛨䜑䜢ึᮇẁ㝵䛾䜒䛾䜒ྵ䜑䛶✚ᴟⓗ䛻ㄆ▱䛧䚸䛭䛾ゎᾘ䛻
ྥ䛡䛯ྲྀ⤌䛾䝇䝍䞊䝖䝷䜲䞁䛻❧䛳䛶䛔䜛䛃
䛸ᴟ䜑䛶⫯ᐃⓗ䛻ホ౯䛩䜛䚹

Ⓨ⏕ሙᡤ䛿Ꮫᰯෆእ䜢ၥ䜟䛪䚸ಶ䚻䛾⾜Ⅽ䛜䛄䛔䛨䜑䛅䛻ᙜ䛯䜛䛛
ྰ䛛䛾ุ᩿䛿䛔䛨䜑䜙䜜䛯ඣ❺⏕ᚐ䛾❧ሙ䛻❧䛳䛶⾜䛖䚹
ලయⓗ䛺䛔䛨䜑䛾✀㢮䛻䛂䝟䝋䝁䞁䞉ᦠᖏ㟁ヰ䛷䛾୰യ䛃䛂ᝏཱྀ䛃
䛺䛹䜢㏣ຍ䚹䛂Ⓨ⏕௳ᩘ䛃䛛䜙䛂ㄆ▱௳ᩘ䛃䛻ኚ᭦䚹

䖃䛂ඣ❺⏕ᚐ䛾ၥ㢟⾜ື➼ㄪᰝ䛾␃ព㡯䛃䠄Ꮫᰯ䜎䛷㏦῭䠅
䠏 䛔䛨䜑䛾ㄆ▱௳ᩘ➼䛾㐺ษ䛺ᢕᥱ䛻䛴䛔䛶
䛔䛨䜑䛾ㄆ▱䛻㛵䛧䛶䛿䞉䞉䞉䛂⮬ศ䜘䜚ᙅ䛔䜒䛾䛻ᑐ䛧䛶୍᪉
ⓗ䛃䛂⥅⥆ⓗ䛃䛺䛹䛾㐣ཤ䛾䛔䛨䜑䛾ᐃ⩏䛻䜘䛳䛶ุ᩿䛧䛯䜚䚸䛔
䛨䜑䛾ᐃ⩏䜢㝈ᐃⓗ䛻ゎ㔘䛧䛯䜚䛩䜛䛣䛸䛺䛟䚸䛔䛨䜑䜙䜜䛯ඣ❺
⏕ᚐ䛾❧ሙ䛻❧䛳䛶䛔䛨䜑䜢✚ᴟⓗ䛻ㄆ▱䛩䜛
䜰䞁䜿䞊䝖䛷䞉䞉䞉┤᥋䛂䛔䛨䜑䛃䛸䛔䛖⾲⌧䛜⏝䛔䜙䜜䛶䛔䛺䛟䛶
䜒䚸ඣ❺⏕ᚐ䛜䛂᎘䛺ᛮ䛔䛃䛂ⱞ③䛃䜢ឤ䛨䛶䛔䜛ሙྜ䚸䛔䛨䜑䛸䛧
䛶ㄆ▱䛩䜛
3

δᇜሁỆݣẲềẆ࢘ᛆδᇜሁầנቔẴỦܖఄỆנቔẲề
ẟỦሁ࢘ᛆδᇜሁểɟܭỉʴႎ᧙̞ỆẝỦ˂ỉδᇜሁầ
ᘍạ࣎ྸႎӍỊཋྸႎễࢨ᪪ửɨảỦᘍໝίỶὅἑὊἕἚ
ửᡫẳềᘍỪủỦờỉửԃớẇὸỂẝẾềẆ࢘ᛆᘍໝỉݣᝋ
ểễẾẺδᇜሁầ࣎៲ỉᒊၘửज़ẳềẟỦờỉ

࠙࠸ࡌࡵࡢ㜵Ṇ➼ࡢࡓࡵࡢᇶᮏⓗ࡞᪉㔪ࡼࡾࠚ
ࠖࡵࡌ࠸ࠕۑᙜࡓࡿྰࡢุ᩿ࡣࠊ⾲㠃ⓗ࣭ᙧᘧⓗࡍࡿࡇ࡞ࡃࠊ࠸ࡌࡵࡽࢀࡓඣ❺⏕ᚐࡢ❧ሙ❧ࡘࡇࡀᚲせ
ࡢࡵࡌ࠸ۑㄆ▱ࡣࠊ≉ᐃࡢᩍ⫋ဨࡢࡳࡼࡿࡇ࡞ࡃࠊࠕᏛᰯ࠾ࡅࡿ࠸ࡌࡵࡢ㜵Ṇ➼ࡢᑐ⟇ࡢࡓࡵࡢ⤌⧊ࠖࢆά⏝ࡋ࡚⾜࠺
2

ᑠ୰Ꮫ⏕䜈䛾䠒ᖺ㛫䛾䛔䛨䜑䛾㏣㊧ㄪᰝ

ƍơǊžᛐჷщſƷܖఄ᧓ࠀ
Ტݱȷɶȷ᭗ȷཎКૅੲܖఄᲣ
䛔䛨䜑䛾ㄆ▱䛾≧ἣ
䠄ᅜබ⚾❧䠅

َൎमङोؚ૮ଳྔؚઠُ
औोञ৽ୡऋँॊڵ؞؞؞સ

䠍䠍䠈䠑䠐䠐ᰯ
䠏䠍䠂

䠎䠑䠈䠒䠕䠕ᰯ
䠒䠔䠂

खञ৽ୡऋँॊڵ؞؞؞؞સ

ㄆ▱䛧䛯Ꮫᰯ
ㄆ▱䛧䛶䛔䛺䛔Ꮫᰯ

ᇌᏋሊᄂᆮဃࢻਦݰὉᡶែਦݰἍὅἑὊ ẟẳỜᡙួᛦ௹ᾁᾀᾂὼᾁᾀᾄ

䠌௳/ᖺ㛫

ẟẳỜỊỄỉܖఄỂờỄỉ̓܇ỆờឪẮụࢽỦ

䠍䠎䠊䠒௳/ᖺ㛫

4

5
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬
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ᖹᡂ28ᖺᗘ 䛂ඣ❺⏕ᚐ䛾ၥ㢟⾜ື䞉Ⓩᰯ➼⏕ᚐᣦᑟୖ䛾ㅖㄢ㢟䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ䛃䠄㏿ሗ್䠅

䛔䛨䜑䛾䠍㻘䠌䠌䠌ேᙜ䛯䜚䛾ㄆ▱௳ᩘ䠄ᖹᡂ㻞㻤ᖺᗘ䠅䠷㒔㐨ᗓ┴ẚ㍑䠹

୧щᘍໝỉᾀᵊʴ࢘Ẻụႆဃˑૠίᵐᵖ࠰ࡇὸᾪᣃᢊࡅჄൔ᠋ᾬ

ᅜබ⚾❧ᑠ䞉୰䞉㧗➼Ꮫᰯ

ᅜබ⚾❧ᑠ䞉୰䞉㧗➼Ꮫᰯ

䠄௳䠅

䠄௳䠅

ᅜᖹᆒ 㻞㻟㻚㻥௳

ᅜᖹᆒ 㻠㻚㻠௳

6
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬

7

ᖹᡂ28ᖺᗘ 䛂ඣ❺⏕ᚐ䛾ၥ㢟⾜ື䞉Ⓩᰯ➼⏕ᚐᣦᑟୖ䛾ㅖㄢ㢟䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ䛃䠄㏿ሗ್䠅

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬

䛔䛨䜑䛾ㄆ▱௳ᩘ䛾㒔㐨ᗓ┴᱁ᕪ䛾᥎⛣
ᾁᾄ࠰ࡇ

ʮᣃࡅᾈᾈώᾇˑᵍҘʴ࢘Ẻụ
ᅦჄ ᾀώᾁˑᵍҘʴ࢘Ẻụ

䛔䛨䜑䛾ㄆ▱௳ᩘ
͓

䠔䠏ಸ
䛾ᕪ

ʮᣃࡅᾇᾄώᾃˑᵍҘʴ࢘Ẻụ
˱Ⴤ ᾁώᾇˑᵍҘʴ࢘Ẻụ

ЖЪѓр൮धజ
ᑠᏛᰯ

䛂䛔䛨䜑䜢✚ᴟⓗ䛻ㄆ▱䛃䛩䜛䜘䛖࿘▱
ᾁᾅ࠰ࡇ

ᖹᡂ28ᖺᗘ 䛂ඣ❺⏕ᚐ䛾ၥ㢟⾜ື䞉Ⓩᰯ➼⏕ᚐᣦᑟୖ䛾ㅖㄢ㢟䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ䛃䠄㏿ሗ್䠅

㻞㻣ᖺᗘ

䠏䠍ಸ
䛾ᕪ

㻞㻤ᖺᗘ

୰Ꮫᰯ

㧗➼Ꮫᰯ

≉ูᨭᏛᰯ

ྜィ

㻝㻡㻝㻘㻢㻥㻞௳

㻡㻥㻘㻡㻜㻞௳

㻝㻞㻘㻢㻢㻠௳

㻝㻘㻞㻣㻠௳

㻞㻟㻚㻞௳

㻝㻣㻚㻝௳

㻟㻚㻢௳

㻥㻚㻠௳

㻞㻞㻡㻘㻝㻟㻞௳
㻝㻢㻚㻡௳

㻞㻟㻣㻘㻥㻞㻝௳

㻣㻝㻘㻟㻜㻥௳

㻝㻞㻘㻤㻣㻠௳

㻝㻘㻣㻜㻠௳

㻟㻞㻟㻘㻤㻜㻤௳

㻟㻢㻚㻢௳

㻞㻜㻚㻤௳

㻟㻚㻣௳

㻝㻞㻚㻠௳

㻞㻟㻚㻥௳

䈜 ୖẁ䛿䛔䛨䜑䛾ㄆ▱௳ᩘ䚸ୗẁ䛿䠍༓ேᙜ䛯䜚䛾ㄆ▱௳ᩘ䚹

͓
ᾁᾆ࠰ࡇ

ʮᣃࡅᾈᾁώˑᵍҘʴ࢘Ẻụ
˱Ⴤ ᾃώᾄˑᵍҘʴ࢘Ẻụ

ޘযнМУѝЖЪѓ൮धజрޘఌڂ

䠎䠌ಸ
䛾ᕪ

䠘䠑ᖺ㛫䛾ኚ䠚
䠍ᖺ⏕ 䊻 䠎䠊䠔ಸ
䠎ᖺ⏕ 䊻 䠎䠊䠐ಸ

ᾁᾇ࠰ࡇ

ʮᣃࡅᾈᾅώᾇˑᵍҘʴ࢘Ẻụ
ᬐ߷Ⴤ ᾄώˑᵍҘʴ࢘Ẻụ

䠏ᖺ⏕ 䊻 䠎䠊䠎ಸ

䠍䠕ಸ
䛾ᕪ

䠐ᖺ⏕ 䊻 䠍䠊䠔ಸ
䠑ᖺ⏕ 䊻 䠍䠊䠒ಸ

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛸䛧䛶䛿䚸䛔䛨䜑䛾ㄆ▱௳ᩘ䛜ከ䛔Ꮫᰯ䛻䛴䛔䛶䚸
䛂䛔䛨䜑䜢ึᮇẁ㝵䛾䜒䛾䜒ྵ䜑䛶✚ᴟⓗ䛻ㄆ▱䛧䚸
䛭䛾ゎᾘ䛻ྥ䛡䛯ྲྀ⤌䛾䝇䝍䞊䝖䝷䜲䞁䛻❧䛳䛶䛔䜛䛃
䛸ᴟ䜑䛶⫯ᐃⓗ䛻ホ౯䛩䜛䚹
䠄ᖹᡂ㻞㻣ᖺ㻤᭶㻝㻣᪥ඣ❺⏕ᚐㄢ㛗㏻▱䠅

䠒ᖺ⏕ 䊻 䠍䠊䠑ಸ

8

9
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬

䛔䛨䜑ㄆ▱ຊྥୖ䛻ྥ䛡䛯ྛ┴䛷䛾ྲྀ⤌䠄ᥦ䠅

䐟ྛᩍ⫱ົᡤ䛤䛸䛾ㄆ▱
ຊ䜢䝏䜵䝑䜽䠄ᪧᐃ⩏䛷㐠⏝
䜢⥆䛡䛶䛔䛺䛔䛛䠛䠅
䐠ㄆ▱ຊ䛜ప䛔ᩍ⫱ົᡤ
⟶ෆ䛷䚸3ᖺ௨ୖ㐃⥆䛔䛨䜑
䠌䛾Ꮫᰯ䜢䝸䝇䝖䜰䝑䝥
䐡䛔䛨䜑䠌䛾Ꮫᰯ䜢┴ᣦᑟ
䛜ゼၥ䛧䚸ඣ❺⏕ᚐ䞉ಖ
ㆤ⪅䞉ᩍ⫋ဨ䛛䜙┤᥋䚸≧ἣ
䜢䝠䜰䝸䞁䜾ĺᑐ
ᑐᛂ⟇䜢ᡴ䛴

ᖹᡂ28ᖺᗘ 䛂ඣ❺⏕ᚐ䛾ၥ㢟⾜ື䞉Ⓩᰯ➼⏕ᚐᣦᑟୖ䛾ㅖㄢ㢟䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ䛃䠄㏿ሗ್䠅

ྲྀ⤌䛾䜻䞊䛿䚸䝕䞊䝍䛾ᚭᗏά⏝䛸ᣦᑟ䛾✚ᴟ㐠⏝

䐟ᩍ⫱ົᡤ䛤䛸䛾ㄆ▱ᗘ䝏䜵䝑䜽
25ᖺᗘ

䕿䕿ᩍ⫱ົᡤ

26ᖺᗘ

27ᖺᗘ

䕿䕿ᩍ⫱ົᡤ

䠍䠏䠊䠑

䠍䠐䠊䠎

䖃䖃ᩍ⫱ົᡤ

䠒䠊䠔

䠓䠊䠌

䠔䠊䠕

䕧䕧ᩍ⫱ົᡤ

䠔䠊䠓

䠕䠊䠐

䠍䠌䠊䠏

䕕䕕ᩍ⫱ົᡤ

䠎䠊䠐

䠏䠊䠍

䠐䠊䠑

Ꮫᰯ䛤䛸䛾Ꮫຊ䝕䞊䝍
䛺䛹䜒ྜ䜟䛫ぢ䛶䚸ᩍ
⫱⾜ᨻ䛾䝥䝻䛸䛧䛶ศ
ᯒ䛧䚸᭱ၿ䛾ᑐᛂ䜢䟿

䠍䠑䠊䠍

䖃䖃ᩍ⫱ົᡤ 䕧䕧ᩍ⫱ົᡤ

䐠䕕䕕ᩍ⫱ົᡤ⟶ෆ䛾3ᖺ㛫ㄆ▱䠌Ꮫᰯ䛾䝢䝑䜽䜰䝑䝥

䕕䕕ᩍ⫱ົᡤ

25ᖺᗘ

26ᖺᗘ

䖂䖂ᑠᏛᰯ

䠌

䠌
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䕦䕦ᑠᏛᰯ

䠌

䠌

䠌 䠄ඣ❺ᩘ䠍䠎䠎ே䡠ᚭᗏ䛧䛯㜵Ṇάື䠅

䕔䕔୰Ꮫᰯ

䠌

䠌

䠌 䠄⏕ᚐᩘ䠏䠔䠏ྡ䡠ᭀຊ⾜Ⅽ䠏௳䛒䜚䠅

┴䞉ᕷ⏫ᮧᣦᑟ䛾ྜྠゼၥ䚸㛗ᮇ䛾Ꮫᰯほᐹ䞉ᣦᑟ
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ᐖඣ❺⏕ᚐ䜢Ᏺ䜚㏻䛩䛯䜑䚸ᩍ⫋ဨ䛾᪥ᖖᴗົ䛾ඃඛ㡰䛻
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ↆ↕ⅳ↺Ⅵཞ७↗↞≏↙ݲⅾ↗↱ഏ↝≕↓↝ᙲˑⅻↄ↻↕ⅳ↺࣏ᙲⅻⅱ↺⅛
ↆ≏ↂ↻↸↝ᙲˑⅻↄ↻↕ⅳ↺ئӳ↖ⅱ→↕↱≏࣏ᙲ↚ࣖↇ≏˂↝ʙऴ↱
ѥకↆ↕Йૺↈ↺↱↝↗ↈ↺⅛
ⅨℲⅳↇ↰↚̞↺ᘍໝⅻഥ⇂↖ⅳ↺ↂ↗Ⅹ
ᘮܹᎍ↚ྸ࣎↺ↈݣႎӍ↞ཋྸႎ↙ࢨ᪪⇁ɨⅷ↺ᘍໝ≋⇊∙⇥∞⇳⇩⇮⇁ᡫↇ↕ᘍ
↾↻↺↱↝⇁ԃ↯⅛≌ⅻഥ⇂↖ⅳ↺ཞ७ⅻႻ࢘↝᧓ዒዓↆ↕ⅳ↺ↂ↗⅛ↂ↝Ⴛ࢘↝
᧓↗↞≏↙ݲⅾ↗↱≖ⅺஉ⇁Ⴘ≏ↆ⅛↺ↈ↗ܤⅳↇ↰↝ᘮܹ↝ࣱٻⅺ↸ↄ↸
↚ᧈ↝᧓ⅻ࣏ᙲ↖ⅱ↺↗Йૺↄ↻↺ئӳ↞≏ↂ↝Ⴘ↚ܤⅺⅺ↾↸↉≏ܖఄ↝ᚨፗ
ᎍӍ↞ܖఄ↝Йૺ↚↷↹≏↷↹ᧈ↝᧓⇁ᚨ⅛↺ↈ↗↝↱↺ↈܭ
Ⅸℳᘮܹᎍⅻ࣎៲↝ᒊၘ⇁ज़ↇ↕ⅳ↙ⅳↂ↗Ⅹ
ⅳↇ↰ⅻᚐෞↆ↕ⅳ↺ⅺ↘ⅵⅺ⇁Йૺↈ↺ໜ↚ⅹⅳ↕≏ᘮܹᎍⅻⅳↇ↰↝ᘍໝ↚
↷↹࣎៲↝ᒊၘ⇁ज़ↇ↕ⅳ↙ⅳ↗ᛐ↰↸↻↺ↂ↗⅛ᘮܹᎍஜʴӏ↢↝̬ᜱᎍ↚≏ↆݣ
࣎៲↝ᒊၘ⇁ज़ↇ↕ⅳ↙ⅳⅺ↘ⅵⅺ⇁᩿ᛩሁ↚↷↹ᄩᛐↈ↺⅛
ܖఄ↞≏ⅳↇ↰ⅻᚐෞ↚ᐱ→↕ⅳ↙ⅳെ᨞↖↞≏ᘮܹᎍ⇁࣋ࡁႎ↚↹ܣᡫↆ≏↝
ܤμ∝⇁࣎ܤᄩ̬ↈ↺ᝧ˓⇁ஊↈ↺⅛
Ⅴᚐෞↆ↕ⅳ↺ཞ७Ⅵ↚ᐱ→ئӳ↖↱≏ⅳↇ↰ⅻϐႆↈ↺ӧᏡࣱⅻҗЎ↚ⅱ↹
ࢽ↺ↂ↗⇁៊↭ⅷ≏ܖఄ↝ᎰՃ↞≏࢘ᛆⅳↇ↰↝ᘮܹδᇜဃࢻӏ↢ьܹδᇜဃࢻ
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ඥᇹ․‥வᇹ‣↞≏Ⅴܖఄ↝ᎰՃ≏૾עπσ↝˳ׇᎰՃ↝˂↝δᇜሁⅺ↸↝
Ⴛᛩ↚ࣖↇ↺ᎍӏ↢̬ᜱᎍ↞≏δᇜሁⅺ↸ⅳↇ↰↚̞↺Ⴛᛩ⇁Ӗↀئӳ↚ⅹⅳ↕≏
ⅳↇ↰↝ʙܱⅻⅱ↺↗࣬↾↻↺↗ⅼ↞≏ⅳↇ↰⇁Ӗↀ↗࣬↾↻↺δᇜሁⅻנቔↈ
↺ܖఄ↧↝ᡫ↝˂↝إᢘЏ↙ਜ਼ፗ⇁↗↺↱↝↗ↈ↺⅛Ⅵ↗ↆ↕ⅹ↹≏ܖఄ↝Ꮀ
Ճⅻⅳↇ↰⇁ႆᙸↆ≏Ӎ↞Ⴛᛩ⇁Ӗↀئӳ↚↞≏ᡮ↳ⅺ↚≏ܖఄⅳↇ↰ݣሊኵጢ
↚࢘ↆݣᛆⅳↇ↰↚̞↺ऴإ⇁إԓↆ≏ܖఄ↝ኵጢႎ↙↙↓↚ࣖݣↁ↙ↀ↻↟↙↸
↙ⅳ⅛ↈ↙↾←≏ܖఄ↝ཎ↝ܭᎰՃⅻ≏ⅳↇ↰↚̞↺ऴৼ⇁إⅷᡂ↮≏ܖఄⅳↇ
↰ݣሊኵጢ↚إԓ⇁ᘍ↾↙ⅳↂ↗↞≏ӷ↝ᙹ↚ܭᢌӒↆࢽ↺⅛
≗≑ⅳↇ↰↝ச᧸ഥ∝ଔႆᙸ
ⅎᢊࣈᏋ↝Ϊܱ↚↓ⅳ↕ଢᚡ
δᇜဃࢻⅻⅳↇ↰↝բ᫆⇁ᐯЎ↝ↂ↗↗ↆ↕ਵⅷ≏ᎋⅷ≏ᜭᛯↈ↺ↂ↗↚↷↹≏
ⅳↇ↰↚ദ᩿ⅺ↸Ӽⅼӳⅵↂ↗ⅻ↖ⅼ↺↷ⅵ≏φ˳ႎ↙ܱោʙ̊↝੩̓↳≏ᢊࣈᏋ
↚᧙ↈ↺ᎰՃ↝ਦݰщӼɥ↝↰↝ሊ⇁ਖ਼ᡶↈ↺↗↗↱↚≏Ӳܱ↝؏ע७↚ࣖↇ
ᢊࣈᏋ⇁ਖ਼ᡶↈ↺↰≏؏ע↝˺↳ٳᢿᜒࠖ↝ဇ⇁↞ↇ↰↗ↈ↺ᐯ˳
ሁ↝ӕኵ⇁ૅੲↈ↺⅛
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≙≑ඥ↝ྸᚐفᡶሁ
ⅎ̬ᜱᎍӏ↢↺ↈݣ↚؏עԗჷ↗ↆ↕≏≳≷≤↝ңщ⇁ࢽ↺ↂ↗⇁ଢᚡ
̬ᜱᎍ↙↘ൟ↚࠼ⅾ≏ⅳↇ↰↝բ᫆↳ↂ↝բ᫆↧↝ӕኵ↚↓ⅳ↕↝ྸᚐ⇁ข↰↺
↨ⅾ≏≳≷≤↳˳ׇ̞᧙↝؏עሁ↗↝ᡲઃ⇁↙↹ⅻ↸≏ඥ↝ឯଓӏ↢ඥ↚ؕ↔ⅾࣖݣ
↚̞↺࠼إգႆ⇁Ϊܱↈ↺⅛
ⅎᇌӏ↢ᅶᇌ↝ܖఄ↧↝ૅੲ↗ↆ↕≏ᏋۀՃ˟↗↝ᡲઃ↚↓ⅳ↕ଢᚡ
ᇌܖఄӏ↢ᅶᇌܖఄ↚ⅹↀ↺≏ⅳↇ↰↝բ᫆↧↝↓↚ࣖݣⅳ↕≏࣏ᙲ↚ࣖↇ↕≏
ᏋۀՃ˟ⅺ↸↝⇟⇕∞∑⇑⇌∙⇡∏∞∝⇟⇕∞∑⇣∞⇝∉∑∕∞⇑∞≏ࡰᜱٟሁ↝
̞᧙∝ܼᧉݦೞ᧙↝ኰʼ↳≏ᄂ̲ೞ˟↝੩̓ሁ↝ૅੲⅻӖↀ↸↻↺↷ⅵ≏ଐࠝႎ↚≏
ᇌܖఄ↝ᚨፗᎍ↞ӏ↢ᏋۀՃ˟↗↝ᡲઃᄩ̬≏ᣃᢊࡅჄᅶᇌܖఄɼሥᢿ≏↞ޅ
ᏋۀՃ˟↗↝ᡲઃᄩ̬↚ѐ↰↺⅛
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ⅳↇ↰↝᧸ഥ
ⅎܖఄ↗ↆ↕ཎ↚ᣐॾⅻ࣏ᙲ↙δᇜဃࢻ↚↓ⅳ↕↝⇁ࣖݣଢᚡ
ⅎႆᢋᨦܹ⇁ԃ↯≏ᨦܹ↝ⅱ↺δᇜဃࢻⅻⅺⅺ↾↺ⅳↇ↰↚↓ⅳ↕↞≏ᎰՃⅻ̾⅝
↝δᇜဃࢻ↝ᨦܹ↝ཎࣱ↧↝ྸᚐ⇁ข↰↺↗↗↱↚≏̾К↝Ꮛૅੲᚘဒ↳̾К
↝ਦݰᚘဒ⇁ဇↆऴإσஊ⇁ᘍⅳ↓↓≏࢘ᛆδᇜဃࢻ↝⇱∞⇠↳ཎࣱ⇁៊↭ⅷ
ᢘЏ↙ਦݰӏ↢࣏ᙲ↙ૅੲ⇁ᘍⅵↂ↗ⅻ࣏ᙲ↖ⅱ↺⅛
ⅎෙٳⅺ↸࠙ↆδᇜဃࢻ↳ٳʴ↝δᇜဃࢻ≏ᨥኽ۟↝̬ᜱᎍ⇁ਤ↓↙↘↝
↙↓↚ٳⅻ↺δᇜဃࢻ↞≏ᚕᛖ↳૨҄↝ࠀⅺ↸≏ܖఄ↖↝↚↢ܖⅹⅳ↕ᩊ⇁
ৼⅷ↺ئӳ↱ٶⅳↂ↗↚သॖↆ≏↻↸↝ࠀⅺ↸ⅳↇ↰ⅻᘍ↾↻↺ↂ↗ⅻ↙ⅳ↷ⅵ≏
ᎰՃ≏δᇜဃࢻ≏̬ᜱᎍሁ↝ٳʴδᇜဃࢻሁ↚ྸ↺ↈݣᚐ⇁̟ᡶↈ↺↗↗↱↚≏
ܖఄμ˳↖දॖขⅾᙸ࣏≏↹ܣᙲ↙ૅੲ⇁ᘍⅵ⅛
ⅎࣱӷɟࣱᨦܹ↳ࣱႎਦӼ∝ࣱᐯᛐ↚̞↺δᇜဃࢻ↚↺ↈݣⅳↇ↰⇁᧸ഥↈ↺↰≏
ࣱӷɟࣱᨦܹ↳ࣱႎਦӼ∝ࣱᐯᛐ↚↓ⅳ↕≏ᎰՃ↧↝ദↆⅳྸᚐ↝̟ᡶ↳≏ܖఄ
↗ↆ↕࣏ᙲ↙↓↚ࣖݣⅳ↕ԗჷↈ↺⅛
ⅎிଐஜٻᩗ↚↷↹ᘮↆδᇜဃࢻӍ↞Ҿ܇щႆᩓʙ↚↷↹ᢤᩊↆ↕ⅳ↺
δᇜဃࢻ↚↓ⅳ↕↞≏ᘮδᇜဃࢻⅻӖↀ࣎៲↧↝ࢨ↙ٻٶ᪪↳ॹ↻↙ⅳ↧ؾ
↝ɧܤज़ሁ⇁ᎰՃⅻҗЎ↚ྸᚐↆ≏࢘ᛆδᇜဃࢻ↚⇁⇈⇗↝࣎↺ↈݣᢘЏ↚ᘍⅳ≏
ኬ࣎↝දॖ⇁ⅳ↙ⅻ↸≏࢘ᛆδᇜဃࢻ↚↺ↈݣⅳↇ↰↝ச᧸ഥ∝ଔႆᙸ↚
ӕ↹ኵ↯⅛
ɥᚡ↝δᇜဃࢻ⇁ԃ↰≏ܖఄ↗ↆ↕ཎ↚ᣐॾⅻ࣏ᙲ↙δᇜဃࢻ↚↓ⅳ↕↞≏ଐࠝႎ
↚≏࢘ᛆδᇜဃࢻ↝ཎࣱ⇁៊↭ⅷᢘЏ↙ૅੲ⇁ᘍⅵ↗↗↱↚≏̬ᜱᎍ↗↝ᡲઃ≏
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Ⅸٻʙ७⇁৭੮ↈ↺ᇢደⅩ
ⅎٻʙ७↝ӕৢ↚↓ⅳ↕⅚ˌɦ↝ʙ⇁࣋ࡁ

Ⅸᘮܹᎍ∝̬ᜱᎍ↚↺ↈݣᛦ௹૾ᤆ↝ᛟଢሁⅩ
ⅎᛦ௹⇁↺ↈڼЭ↚⅚ᘮܹᎍ∝̬ᜱᎍ↚↕ↆݣɠ↚ݗᛟଢ⇁ᘍⅵↂ↗↖⅚ᘮܹᎍሁ↝ॖ
Ӽ⇁៊↭ⅷᛦ௹ⅻᘍ↾↻↺ↂ↗⇁ਃ̬

∝ٻʙ७↞⅚ʙܱ᧙̞ⅻᄩↆܭെ᨞↖ٻʙ७↗ↆ↕↝↞↖↝↺ↈڼ⇁ࣖݣ
↙ⅾ⅚ⅤွⅳⅥⅻဃↇെ᨞↖ᛦ௹⇁↙ↆڼↀ↻↟↙↸↙ⅳↂ↗⅛
∝ᘮܹδᇜဃࢻ↳̬ᜱᎍⅺ↸ⅳↇ↰↸↻↕ٻʙ७↚ᐱ→↗ⅳⅵဎᇌⅻⅱ→
↗ⅼ↞⅚ٻʙ७ⅻႆဃↆ↱↝↗ↆ↕إԓ∝ᛦ௹ሁ↚࢘↺ↂ↗⅛

ⅨᛟଢʙⅩ
Ⅎᛦ௹↝Ⴘႎ∝Ⴘ⅚ℳᛦ௹ɼ˳≋ኵጢ↝ನ⅚ʴᢠ≌⅚ℴᛦ௹∝᧓
≋⇟⇗⇞∋∞∑⅚ܭإԓ≌⅚ℵᛦ௹ʙ∝ᛦ௹ݣᝋ⅚ℶᛦ௹૾ඥ⅚ℷᛦ௹ኽ
ௐ↝੩̓

ⅎٻʙ७↝ር↝ଢᄩ҄⇁⅚↰↺ٻʙ७↗ↆ↕ৢ↾↻↱↝↝ʙ̊⇁ᅆↈ
∝᠉ͻ↖ฎ⇂↱↝↝⅚ᐯൈ⇁˖⅛ↆ
∝⇑⇩⇥∞↖Хↄ↻ⅵ↚↙→ⅻ⅚ԣ֊↚⇶⇩⇕⇁Ⴝ↚ↆ↰Хↄ↻↙ⅺ→⅛
∝֓ӻ↳ᐃၘ↙↘↝࣎˳៲↝ࣱ׆Ӓࣖⅻዓⅾ⅛
∝ᙐૠ↝ဃࢻⅺ↸᥉⇁ᙲ൭ↄ↻⅚ዮ᫇≔ɢό⇁บↆ⅛
↙↘
ↂ↻↸⇁ɦ↺ׅᆉࡇ↝ᘮܹ↖ⅱ→↕↱⅚ዮӳႎ↚Йૺↆٻʙ७↗ਵⅷ↺ئӳ
ⅻⅱ↺ↂ↗↚သॖↈ↺⅛

ཎ↚⅚ℷ↝ᛦ௹ኽௐ↝੩̓↝૾ඥ↚↓ⅳ↕↞⅚↘↝↷ⅵ↙ऴ↷↝↘⅚⇁إⅵ
↙࢟ࡸ↖ᘮܹᎍ∝̬ᜱᎍ↚੩̓ↈ↺↝ⅺ⇁ᛟଢↆ↕ⅹⅾ≋̾ʴऴ↓↚إⅳ↕↞⅚
̾ʴऴ̬إᜱவ̊ሁ↚↷↹⅚੩̓↖ⅼ↙ⅳئӳⅻⅱ↺ↂ↗↙↘≌⅛
Ⅸᛦ௹ኽௐ↝ᛟଢ∝πᘙ≒̾ʴऴ̬↝إᜱⅩ
ⅎᛦ௹ኽௐ↝إԓ↚ᨥↆ↕↝දॖໜ⇁ଢᚡ
∝πᇌܖఄ↝ئӳ↞⅚ᏋۀՃ˟˟ᜭ↚ⅹⅳ↕ᜭ᫆↗ↆ↕ӕ↹ৢⅳ⅚ዮӳᏋ˟ᜭ
↚ⅹⅳ↕ᜭ᫆↗ↆ↕ӕ↹ৢⅵↂ↗↱౨᚛ↈ↺ↂ↗⅛
∝ᘮܹδᇜဃࢻ∝̬ᜱᎍ↞⅚ᛦ௹ኽௐ↚̞↺ᙸ⇁↭↗↰૨⇁⅚૾עπσ˳ׇ
↝ᧈ↚إ↺ↈݣԓ↚ชⅷ↺ↂ↗ⅻ↖ⅼ↺ↂ↗⅛
∝ᛦ௹ኽௐ⇁πᘙↈ↺ئӳ⅚πᘙ↝ˁ૾ӏ↢πᘙϋܾ⇁ᘮܹδᇜဃࢻ∝̬ᜱᎍ↗
ᄩᛐↈ↺ↂ↗⅛
∝ܖఄ↝ᚨፗᎍӏ↢ܖఄ↞⅚ᘮܹδᇜဃࢻ∝̬ᜱᎍ↚ᛟଢↆ૾ᤆ↚ඝ→↕⅚ьܹ
δᇜဃࢻӏ↢↝̬ᜱᎍ↚↕ↆݣⅳↇ↰↝ʙܱ᧙̞↚↓ⅳ↕ᛟଢ⇁ᘍⅵↂ↗⅛
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Ⅸᛦ௹ኽௐ↝ᛟଢ∝πᘙ≒̾ʴऴ̬↝إᜱⅩ
ⅎᇹɤᎍᛦ௹ۀՃ˟ሁⅻӕࢽↆऴ↝إӕৢ↚↓ⅳ↕ଢᚡ

Ⅸ૾עπσᧈ↝˳ׇሁ↚↷↺ϐᛦ௹Ⅹ
ⅎↂ↻↭↖⅚ٻʙ७↝ᛦ௹ࢸ↚ⅹↀ↺⅚૾עπσᧈ↝˳ׇሁ↚↷↺ϐᛦ௹↚↓ⅳ↕↞⅚
ᛦ௹⇁ᘍⅵ࣏ᙲⅻⅱ↺↗ᎋⅷ↸↻↺ئӳⅻᅆↄ↻↕ⅳ↙ⅺ→↰⅚∇∑⇕∄∞∑⇁ᅆↈ

∝ᛦ௹ኽௐ↚ⅹↀ↺ऴ↓↚إⅳ↕⅚̾К↝ऴإⅻ̾ʴऴ↚إᛆ࢘ↈ↺ⅺԁⅺ↞⅚
Ӳ૾עπσ̾↝˳ׇʴऴ̬إᜱவ̊ሁ↚ༀ↸ↆ↕ᢘЏ↚Йૺↈ↺ↂ↗⅛
∝ܖఄ↝ᚨፗᎍӏ↢ܖఄ↗ↆ↕⅚ⅤӲ૾עπσ̾↝˳ׇʴऴ̬إᜱவ̊ሁ↚ༀ↸ↆ
↕ɧᅆ↗ↈ↺ᢿЎⅥ⇁ᨊⅳᢿЎ⇁ᢘЏ↚ૢྸↆ↕ᅆↈ↺ↂ↗⅛

Ⅸϐᛦ௹⇁ᘍⅵ࣏ᙲⅻⅱ↺↗ᎋⅷ↸↻↺ئӳⅩ
Ⅎᛦ௹↚↞ჷ↹ࢽ↙ⅺ→ૼↆⅳᙲ↙ʙܱⅻЙଢↆئӳӍ↞ૼↆⅳᙲ
↙ʙܱⅻЙଢↆ↱↝↝җЎ↙ᛦ௹ⅻނⅾↄ↻↕ⅳ↙ⅳئӳ
ℳʙЭ↚ᘮܹᎍ∝̬ᜱᎍ↗ᄩᛐↆᛦ௹ʙ↚↓ⅳ↕⅚җЎ↙ᛦ௹ⅻނⅾↄ↻
↕ⅳ↙ⅳئӳ
ℴܖఄ↝ᚨፗᎍӏ↢ܖఄ↝↓↚ࣖݣⅳ↕җЎ↙ᛦ௹ⅻނⅾↄ↻↕ⅳ↙ⅳئӳ
ℵᛦ௹ۀՃ↝ʴᢠ↝πࣱ∝ɶᇌࣱ↚↓ⅳ↕ွ፯ⅻⅱ↺ئӳ

Ⅸᛦ௹ኽௐ⇁៊↭ⅷࣖݣⅩ
ⅎьܹδᇜဃࢻ↚↺ↈݣਦ↓↚ݰⅳ↕ଢᚡ
ᛦ௹ኽௐ↚ⅹⅳ↕⅚ⅳↇ↰ⅻᛐ↕↻ↄܭⅳ↺ئӳ⅚ьܹᎍ↚̾⅚↕ↆݣК↚ਦݰ
⇁ᘍⅳ⅚ⅳↇ↰↝᩼↚ൢ˄ⅺ↊⅚ᘮܹδᇜဃࢻ↧↝ᜓፕ↝ൢਤ←⇁ᣱↄ↊↺⅛
ьܹδᇜဃࢻ↚↺ↈݣਦݰሁ⇁ᘍⅵئӳ↞⅚↝̬ᜱᎍ↚ңщ⇁̔᫂ↆ↙ⅻ↸ᘍⅵ
ↂ↗⅛

ↆ⅚ɥᚡℲ⊡ℵ↝ئӳ↖ⅱ→↕↱⅚૾עπσ˳ׇሁ↚↷↺ϐᛦ௹↖↞↙ⅾ⅚
ଏ↚ܱↆᛦ௹↝ᛦ௹ኵጢ↚ⅹⅳ↕⅚ᡙьᛦ௹↳ನՃ⇁ↆ٭ɥ↖↝ᛦ௹
⇁ᘍⅵↂ↗↱ᎋⅷ↸↻↺⅛

ⅎᛦ௹ኽௐ⇁៊↭ⅷϐႆ᧸ഥ⅚ᎰՃ↝ϼЎ↚↓ⅳ↕ଢᚡ
ܖఄ↝ᚨፗᎍӏ↢ܖఄ↚ⅹↀ↺ⅳↇ↰ʙక↧↝↚ࣖݣⅹⅳ↕⅚ⅳↇ↰ʙక↧↝
↚ࣖݣⅹⅳ↕⅚ඥࢷ↳ؕஜ૾ᤆሁ↚ༀ↸ↆ↕⅚↙ٻᢅڂሁⅻਦઇↄ↻↕ⅳ↺ئӳ⅚
ᎰՃ↚↺ↈݣᎮⅼӕ↹⇁ᘍ→ɥ↖ܲᚇႎ↚ʙܱ᧙̞⇁৭੮ↆ⅚ᎰՃ↝়
ϼЎሁ↝ᙲԁ⇁౨᚛ↈ↺ↂ↗⅛
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27

䛔䛨䜑䛾㔜ែ䛻㛵䛩䜛ㄗ䛳䛯ᑐᛂ

ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䛻䜘䜚⿕⅏䛧䛯ඣ❺⏕ᚐ䜢ཷ䛡ධ䜜䜛Ꮫᰯ䛾ᑐᛂ䛻䛴䛔䛶䠄㏻▱䠅
䠄ᖹᡂ䠎䠔ᖺ䠍䠎᭶䠍䠒᪥䛡䠎䠔ᩥ⛉ึ➨䠍䠎䠏䠐ྕ䠅

䛆䠍䛇
z ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠍䠍᭶䚸ᕷ❧୰Ꮫᰯ䠏ᖺ⏕ዪᏊ⏕ᚐ䛾⮬ẅ䛜Ⓨ⏕䚹
Ⓨ⏕┤ᚋ䜘䜚䚸ᚚ㑇᪘䛛䜙䛔䛨䜑䜢䛖䛛䛜䜟䛫䜛㈨ᩱ䛾
ᥦ♧➼䛜䛒䛳䛯䚹
z 䛭䛾䜘䛖䛺≧ἣ䛻䛒䜛䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪䚸ᩍ⫱ጤဨ䞉Ꮫᰯ䛜
ᐇ䛧䛯䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ➼䛻䛚䛔䛶䛔䛨䜑䛾ᐇ䛜ᢕᥱ䛷䛝
䛺䛛䛳䛯䛣䛸䜢䜒䛳䛶䚸ᖹᡂ䠎䠔ᖺ䠏᭶䚸ᩍ⫱ጤဨ㆟䛻䛚䛔
䛶䛂䛔䛨䜑䛾㔜ែ䛷䛿䛺䛔䛃᪨䜢㆟Ỵ䛧䛯䚹

ᚚ㑇᪘䛛䜙䛾ッ䛘䛜䛒䛳䛯Ⅼ䛷䛔
䛨䜑䛾䛔䛜䛒䜛䜒䛾䛸䛔䛘䜛䛯䜑䚸
䛂䛔䛨䜑䛾㔜ែ䛃䛸䛧䛶ᤊ䛘䜛䜉䛝
䛷䛒䛳䛯䚹
ᩍ⫱ጤဨ䛸䛧䛶➨୕⪅ㄪᰝ䛿ᐇ䛧䛶
䛔䛯䛜䚸ᖹᡂ䠎䠕ᖺ䠑᭶䠏䠌᪥䚸ඛ䛾㆟Ỵ
䜢᧔ᅇ䚹䠒᭶䠎᪥䚸➨୕⪅ㄪᰝጤဨ䛾
ゎᩓ䜢Ỵᐃ䚹

䛆䠎䛇
z ᖹᡂ䠎䠕ᖺ䠐᭶䚸ᕷ❧୰Ꮫᰯ䠎ᖺ⏕⏨Ꮚ⏕ᚐ䛾⮬ẅ䛜Ⓨ⏕䚹ᙜ
ヱ⏕ᚐ䛾୰Ꮫ䠍ᖺ⏕䛾䜰䞁䜿䞊䝖䛻䛚䛔䛶䚸䛔䛨䜑䜢ཷ䛡䛶
䛔䜛᪨䛾グ㍕䛜䛒䛳䛯䚹
z Ꮫᰯ䛿䚸ᙜヱ⏕ᚐ䜒ຍᐖ⾜Ⅽ䜢⾜䛳䛶䛔䛯䛯䜑䚸᪉ྥ䛾⾜
Ⅽ䛷䛒䜚䚸䛔䛨䜑䛷䛿䛺䛔䛸ㄆ㆑䛧䛶䛔䛯䛣䛸䛛䜙䚸グ⪅ぢ䛻
䛚䛔䛶䛂䝖䝷䝤䝹䛷䛒䜚䚸䛔䛨䜑䛷䛿䛺䛔䛃᪨䛾Ⓨゝ䜢䛧䛯䚹

Ⓨ⏕┤ᚋ䛾Ⅼ䛷ᢕᥱ䛧䛶䛔䛯
䜰䞁䜿䞊䝖䛾グ㍕䜔ᐇ㛵ಀ䛛䜙䚸䛔
䛨䜑䛾䛔䛜䛒䜛䜒䛾䛸䛔䛘䜛䛯䜑䚸
䛂䛔䛨䜑䛾㔜ែ䛃䛸䛧䛶ᤊ䛘䜛䜉䛝
䛷䛒䛳䛯䚹

 ࠸ࡌࡵࡢ㔜ែࡢุ᩿ࡣࠊ䛔䛨䜑䛾⾜Ⅽ䛾᭷↓䛜ㄪᰝ䛻䜘䜚᫂☜䛻䛺䛳䛯Ⅼ䛷⾜䛖䜒䛾䛷䛿䛺䛔䚹
 ࠸ࡌࡵࡢ䛂䛔䛃䠄⿕ᐖ⪅䞉ಖㆤ⪅䛛䜙䛾ッ䛘䚸᪥グ䚸䜰䞁䜿䞊䝖➼䛾グ㍕䠅䛜☜ㄆ䛥䜜䛯Ⅼ䛷䛂䛔䛨䜑䛾㔜ែ
䛷䛒䜛䛃䛸ุ᩿ࢆ⾜࠺ࡇࠋ
 ࠕ࠸ࡌࡵࡢ㔜ែࠖᤊ࠼ࡓᚋࠊ࠸ࡌࡵࡢᐇ㛵ಀࡘ࠸࡚ࠊ⤌⧊ࢆ❧ࡕୖࡆ࡚ㄪᰝࢆ⾜࠺ࠋ
㸦ᙜヱㄪᰝ䛻䛚䛔䛶䚸䛔䛨䜑䛾ᐇ䛜☜ㄆ䛷䛝䛺䛛䛳䛯䛸䛔䛖⤖ᯝ䛸䛺䛳䛯ሙྜ䜒䚸ᙜヱ䛜䛂䛔䛨䜑䛾㔜ែ䛃
䛻ヱᙜ䛩䜛䛣䛸䛻ኚ䜟䜚䛿䛺䛔ࠋࡑࡢሙྜࡣࠊࠕࠕ࠸ࡌࡵࡢ㔜ែࠖࡋ࡚ᤊ࠼࡚ࠊ⤌⧊ࢆ❧ࡕୖࡆ࡚ㄪᰝ
28
ࢆᑾࡃࡋࡓࡀࠊ࠸ࡌࡵࡢᐇࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋࠖ࠸࠺⤖ㄽ࡞ࡿࠋ㸧

ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾ䛻䜘䜚⚟ᓥ┴እ䜈㑊㞴䛥䜜䛶䛔䜛ඣ❺⏕ᚐ䛜䛔䛨䜑䛻㐼䛔䠈᭦
䛻ᩍ⫱ጤဨཬ䜃Ꮫᰯ䛜䛔䛨䜑㜵Ṇᑐ⟇᥎㐍ἲ➼䛻๎䛳䛯㐺ษ䛺ᑐᛂ䜢⾜䜟䛪䠈
ᙜヱඣ❺⏕ᚐ䛜῝䛟യ䛴䛟⤖ᯝ䛸䛺䛳䛯䜢ཷ䛡䠈ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛛䜙௨ୗ䛾㡯䜢࿘
▱䚹
䠄䠍䠅Ꮫᰯ䛻䛚䛔䛶ᅾ⡠䛩䜛⿕⅏ඣ❺⏕ᚐ䜈䛾䛔䛨䜑䛾᭷↓➼䛾☜ㄆ
Ꮫᰯ䛻䛚䛔䛶䛿䠈ಶู㠃ㄯ䠈ಖㆤ⪅䜈䛾㐃⤡➼䛻䜘䜚䠈ᙜヱඣ❺⏕ᚐ䛜䛔䛨䜑䜢
ཷ䛡䛶䛔䛺䛔䛛䠈ᝎ䜏䜔Ᏻ䜢ᢪ䛘䛶䛔䛺䛔䛛➼䛻䛴䛔䛶ಶู䛻☜ㄆ䜢⾜䛖䛣䛸䚹
䠄䠎䠅⿕⅏ඣ❺⏕ᚐ䛻ᑐ䛩䜛᱁ู䛾㓄៖➼
⿕⅏ඣ❺⏕ᚐ䛜ཷ䛡䛯ᚰ㌟䜈䛾ከ䛺ᙳ㡪䜔័䜜䛺䛔⎔ቃ䜈䛾Ᏻឤ➼䜢ᩍ⫋
ဨ䛜༑ศ䛻⌮ゎ䛧䠈ᙜヱඣ❺⏕ᚐ䛻ᑐ䛩䜛ᚰ䛾䜿䜰䜢㐺ษ䛻⾜䛖䛸䛸䜒䛻䠈䛔䛨䜑➼䛾
ၥ㢟䜢チ䛥䛪䠈Ꮫᰯ⏕ά䜈䛾㐺ᛂ䛜ᅗ䜙䜜䜛䜘䛖䠈᪥ᖖⓗ䛻䠈࿘ᅖ䛾ඣ❺⏕ᚐ䛻ᑐ䛩
䜛ᚲせ䛺ᣦᑟ䜢⾜䛖➼䛾᱁ู䛾㓄៖䛜㐺ษ䛻⾜䜟䜜䛶䛔䜛䛛䠈ྛᏛᰯ䛻䛚䛔䛶ᨵ䜑
䛶ᑐᛂ䜢☜ㄆ䛩䜛䛣䛸䚹
䜎䛯䠈ᘬ䛝⥆䛝䠈ඣ❺⏕ᚐ䛜ᨺᑕ⥺䛻㛵䛩䜛⛉Ꮫⓗ䛺▱㆑䜢㌟䛻䛡䜛䛸䛸䜒䛻䠈
⌮ゎ䜢῝䜑䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䠈ᨺᑕ⥺ㄞᮏ➼䛾ά⏝䜢ྵ䜑䠈ᨺᑕ⥺䛻㛵䛩䜛ᩍ⫱
䛾ᐇ䛻ດ䜑䜛䛣䛸䚹
䠄䠏䠅⿕⅏ඣ❺⏕ᚐ䛻ᑐ䛩䜛┦ㄯ❆ཱྀ䛾࿘▱
ྛᩍ⫱ጤဨ䠈Ꮫᰯ➼䛻䛚䛔䛶䠈⿕⅏ඣ❺⏕ᚐ䠈ಖㆤ⪅➼䛻ᑐ䛧䛶䠈䛔䛨䜑➼䛾
29
ၥ㢟䛷ᝎ䜏䜢ᢪ䛘䛶䛔䜛ሙྜ䛻⏝䛷䛝䜛┦ㄯ❆ཱྀ䜢࿘▱䛩䜛䛣䛸䚹
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㻞㻠㛫Ꮚ౪䠯䠫䠯䝎䜲䝲䝹䛻䛴䛔䛶

ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾ➼䛻䜘䜚⚟ᓥ┴䛛䜙㑊㞴䛧䛶䛔䜛ඣ❺⏕ᚐ䛻ᑐ䛩䜛䛔䛨䜑䛻䛴䛔䛶
䠍䠊⚟ᓥ┴䛛䜙㑊㞴䛧䛶䛔䜛ඣ❺⏕ᚐ䛻ᑐ䛩䜛䛔䛨䜑䛻䛴䛔䛶䛾䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥⤖ᯝ

㟁ヰ␒ྕ

䠄ᖹᡂ29ᖺ4᭶11᪥䛡ඣ❺⏕ᚐㄢ㛗㏻▱䛂ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾ➼䛻䜘䜚⚟ᓥ┴䛛䜙㑊㞴䛧䛶䛔䜛ඣ❺⏕ᚐ䛻ᑐ䛩䜛䛔䛨䜑䛾≧ἣ➼䛾☜ㄆ䛻ಀ䜛䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥⤖ᯝ➼䜢㋃䜎䛘䛯ᑐᛂ䛻䛴䛔䛶䛃䠅

䕿ᖹᡂ28ᖺᗘ

䠄䛺䜔䜏䛔䛚䛖䠅

ᅜ❧
ㄆ▱௳ᩘ
㸮
࠺ࡕᮾ᪥ᮏ㟈⅏ཪࡣཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾ㉳ᅉཪ 㸮
ࡣ㛵㐃ࡍࡿࡶࡢ

බ❧
㸯㸰㸯
㸲

⚾❧
㸶
㸮

ィ
㸯㸰㸷
㸲

බ❧
㸴㸳
㸶

⚾❧
㸳
㸯

ィ
㸵㸮
㸷

䠌䠍䠎䠌 䠉 䠌 䠉 䠓䠔䠏䠍䠌
ᴫせ

䕿ᖹᡂ27ᖺᗘ௨๓
ᅜ❧
ㄆ▱௳ᩘ
㸮
࠺ࡕᮾ᪥ᮏ㟈⅏ཪࡣཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾ㉳ᅉཪ 㸮
ࡣ㛵㐃ࡍࡿࡶࡢ

Ꮚ౪䛯䛱䛜ᅜ䛹䛣䛛䜙䛷䜒ኪ㛫䞉ఇ᪥䜢ྵ䜑
䛶24㛫䛔䛨䜑➼䛾ᝎ䜏䜢┦ㄯ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛
䜘䛖䚸ᅜ⤫୍䝎䜲䝲䝹䜢タ⨨䚹
⤫୍䝎䜲䝲䝹䛻㟁ヰ䜢䛩䜜䜀䚸ཎ๎䛸䛧䛶㟁ヰ
䜢䛛䛡䛯ᡤᅾᆅ䛾ᩍ⫱ጤဨ䛾┦ㄯᶵ㛵䛻᥋⥆
䛥䜜䜛䚹

ͤᑐ㇟䠖ᖹᡂ䠎䠔ᖺᗘ䚸ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾ➼䛻䜘䜚⚟ᓥ┴䛛䜙䚸㟈⅏๓䛾ᒃఫᆅ䛸䛿ู䛾Ꮫᰯ䛷ཷ䛡ධ䜜䛯ඣ
❺⏕ᚐ䠄⚟ᓥ┴䛻䛚䛔䛶┴ෆ䛾Ꮫᰯ䛛䜙ཷ䛡ධ䜜䛯⪅䜢ྵ䜐䚹䠅䠖11,828ே
ͤᖺ䠍䠎᭶௨㝆䚸ྛᏛᰯ➼䛜ᢕᥱ䛧䛯䞉⾜䛳䛯ᑐᛂ䛻䛴䛔䛶䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥䜢⾜䛳䛯䜒䛾䛷䛒䜛䛯䜑䚸䛶
䛾䛔䛨䜑䛾≧ἣ䛜⥙⨶䛥䜜䛶䛔䜛䜒䛾䛷䛿䛺䛔䚹

⤒⦋
ᖹᡂ19ᖺ䠎᭶䡚 㒔㐨ᗓ┴ཬ䜃ᣦᐃ㒔ᕷᩍ⫱
ጤဨ䛷ᐇ㛤ጞ
ᖹᡂ28ᖺ䠐᭶䡚 ㏻ヰᩱ↓ᩱ

䠎䠊Ꮫᰯ䛻䛚䛔䛶ồ䜑䜙䜜䜛ᑐᛂ

ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䛻䜘䜚⿕⅏䛧䛯ඣ❺⏕ᚐཪ䛿ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾ䛻䜘䜚㑊㞴䛧䛶䛔䜛ඣ❺⏕ᚐ
䛻䛴䛔䛶䛿䠈⿕⅏ඣ❺⏕ᚐ䛜ཷ䛡䛯ᚰ㌟䜈䛾ከ䛺ᙳ㡪䜔័䜜䛺䛔⎔ቃ䜈䛾Ᏻឤ➼䜢ᩍ⫋
ဨ䛜༑ศ䛻⌮ゎ䛧䠈ᙜヱඣ❺⏕ᚐ䛻ᑐ䛩䜛ᚰ䛾䜿䜰䜢㐺ษ䛻⾜䛔䠈⣽ᚰ䛾ὀព䜢ᡶ䛔䛺䛜䜙䠈
ᙜヱඣ❺⏕ᚐ䛻ᑐ䛩䜛䛔䛨䜑䛾ᮍ↛㜵Ṇ䞉᪩ᮇⓎぢ䛻ྲྀ䜚⤌䜐䚹

㈈ᨻᥐ⨨

䠄ͤ䛂䛔䛨䜑䛾㜵Ṇ➼䛾䛯䜑䛾ᇶᮏⓗ䛺᪉㔪䛃䠄ᖹᡂ25ᖺ10᭶11᪥ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧Ỵᐃ䠄ᖹᡂ29ᖺ3᭶14᪥ᨵᐃ䠅䠅䜘䜚䠅

ͤᖹᡂ28ᖺ4᭶䛾㏻ヰᩱ↓ᩱཬ䜃␒ྕኚ᭦䛻క䛔䚸ᮏ䝫䝇䝍䞊䜢
ᅜ䛾Ꮫᰯ➼䛻㓄ᕸ

30

ᾢᾝᾢửဇẲẺႻᛩ˳СỉನሰỆӼẬẺᛦ௹ᄂᆮ
䕿䛔䛨䜑䜢ྵ䜑䚸ᵝ䚻䛺ᝎ䜏䜢ᢪ䛘䜛ඣ❺⏕ᚐ䛻ᑐ䛩䜛┦ㄯయไ䛾ᣑ
䛿䚸┦ㄯ䛻ಀ䜛ከᵝ䛺㑅ᢥ⫥䜢⏝ព䛧䚸ၥ㢟䛾῝้䜢ᮍ↛䛻㜵
Ṇ䛩䜛ほⅬ䛛䜙ႚ⥭䛾ㄢ㢟䚹
䕿䛣䜜䜎䛷䜒䚸ᖹᡂ䠎䠔ᖺᗘ䜘䜚䚸䠎䠐㛫Ꮚ౪䠯䠫䠯䝎䜲䝲䝹䠄㡢
ኌ㏻ヰ䛻䜘䜛┦ㄯ䠅䛻䛴䛔䛶㏻ヰᩱ䜢↓ᩱ䛩䜛䛺䛹యไ䛾ᩚഛ䛻
ດ䜑䛶䛚䜚䚸䛭䛾⤖ᯝ䚸ᖹᡂ䠎䠔ᖺᗘ୰䛾䠎䠐㛫Ꮚ౪䠯䠫䠯䝎䜲
䝲䝹┦ㄯ௳ᩘ䜒⣙䠐௳䛸๓ᖺᗘ䛸ẚ㍑䛧䛶⣙䠎ಸ䛻ቑຍ䚹
䕿୍᪉䚸䝇䝬䞊䝖䝣䜷䞁䛾ᬑཬ➼䛻క䛔䚸᭱㏆䛾ⱝᖺᒙ䛾⏝䛔䜛䝁
䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ᡭẁ䛻䛚䛔䛶䛿䚸䠯䠪䠯䛜ᅽಽⓗ䛺ྜ䜢༨䜑䜛
䜘䛖䛻䛺䛳䛶䛚䜚䚸㡢ኌ㏻ヰ䛾䜏䛺䜙䛪䚸䠯䠪䠯䜢ά⏝䛧䛯┦ㄯయ
ไ䛾ᵓ⠏䜢⾜䛖䛣䛸䛜ᙉ䛟ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䚹

ἋἁὊἽỽỸὅἍἻὊὉἋἁὊἽἏὊἉἵἽὁὊỽὊỆợỦᏋႻᛩ˳СỉΪܱ

䠏䠌ᖺᗘᴫ⟬せồ㢠䠖䠕䠑ⓒ
䠄᪂つ䠅

ὼᵑᵎ࠰ࡇಒምᙲ൭᫇ὼ

ἋἁὊἽỽỸὅἍἻὊሁဇʙಅ

䠘⫼ᬒ䠚
䛆䜲䝯䞊䝆䛇䠯䠪䠯䜢ά⏝䛧䛯┦ㄯ
䠯䠪䠯

䝇䜽䝸䞊䞁䝅䝵䝑䝖䜒
㏦ಙྍ⬟䛷䚸䠯䠪䠯
ୖ䛾䝖䝷䝤䝹➼䜢
ṇ☜䛛䛴ᐜ᫆䛻ఏ
䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛

ᩍ⫱ጤဨ䜔
⥲ྜᩍ⫱䝉䞁䝍䞊➼
䛷ཷಙ

䝇䜽䞊䝹䜹䜴䞁䝉䝷䞊䠖ඣ❺⏕ᚐ䛾ᚰ⌮䛻㛵䛧䛶㧗ᗘ䛻ᑓ㛛ⓗ䛺▱㆑
ཬ䜃⤒㦂䜢᭷䛩䜛⪅ 䠄⮫ᗋᚰ⌮ኈ➼䠅

⮫ᗋᚰ⌮ኈ䜔
䠯䠪䠯ୖ䛾Ꮚ౪䛾
Ẽᣢ䛱䛜䜟䛛䜛
ⱝ⪅➼䛜ᑐᛂ

䠄ཧ⪃䠅ᖹᡂ㻞㻣ᖺ㼇ᖹ᪥㻝᪥㼉䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁⣔䝯䝕䜱䜰䛾ᖹᆒ⏝㛫
䠄ᖹᡂ㻞㻤ᖺ㻤᭶⥲ົ┬ሗ㏻ಙᨻ⟇◊✲ᡤㄪᰝ䠅
㻝㻜௦䠖ᦠᖏ㏻ヰ㻞㻚㻤ศ䚸ᅛᐃ㏻ヰ㻜㻚㻜ศ䚸
䝋䞊䝅䝱䝹䝯䝕䜱䜰⏝㻡㻣㻚㻤ศ䚸䝯䞊䝹⏝㻝㻣㻚㻜ศ

ἋἁὊἽἏὊἉἵἽὁὊỽὊဇʙಅ

ᵑᵎ࠰ࡇಒምᙲ൭᫇ ᵒᵊᵖᵎᵔႊɢό
ίᵐᵗ࠰ࡇʖም᫇ᵒᵊᵓᵓᵗႊɢόὸᙀяྙᾉᾀᵍᵑ

䠯䠪䠯

䠄䛂䠯䠪䠯䜢ά⏝䛧䛯┦ㄯయไ䛾ᵓ⠏䛻㛵䛩䜛ᙜ㠃䛾⪃䛘᪉䠄୰㛫ሗ࿌䠅䠄䠅䛃
䠯䠪䠯䜢ά⏝䛧䛯䛔䛨䜑➼䛻㛵䛩䜛┦ㄯయไ䛾ᵓ⠏䛻ಀ䜛䝽䞊䜻䞁䜾䜾䝹䞊䝥䜘䜚䠅

ᵑᵎ࠰ࡇಒምᙲ൭᫇ ᾀᵊᾇᾃᾁႊɢό
ίᵐᵗ࠰ࡇʖም᫇ᵏᵊᵐᵓᵖႊɢόὸᙀяྙᾉᾀᵍᵑ
䝇䜽䞊䝹䝋䞊䝅䝱䝹䝽䞊䜹䞊䠖⚟♴䛻㛵䛧䛶ᑓ㛛ⓗ䛺▱㆑䞉ᢏ⾡䜢᭷䛩䜛䛸䛸
䜒䛻䚸㐣ཤ䛻ᩍ⫱䜔⚟♴䛾ศ㔝䛻䛚䛔䛶䚸άື⤒㦂䛾ᐇ⦼➼䛜䛒䜛⪅䠄♫
⚟♴ኈ䚸⢭⚄ಖ⚟♴ኈ➼䠅

Ꮫᰯᩍ⫱ἲ⾜つ๎ ➨㻢㻡᮲䛾䠎
䝇䜽䞊䝹䜹䜴䞁䝉䝷䞊䛿䚸ᑠᏛᰯ䛻䛚䛡䜛ඣ❺䛾ᚰ⌮䛻㛵䛩䜛ᨭ䛻ᚑ䛩䜛䚹

Ꮫᰯᩍ⫱ἲ⾜つ๎ ➨㻢㻡᮲䛾䠏
䝇䜽䞊䝹䝋䞊䝅䝱䝹䝽䞊䜹䞊䛿䚸ᑠᏛᰯ䛻䛚䛡䜛ඣ❺䛾⚟♴䛻㛵䛩䜛ᨭ䛻ᚑ䛩䜛䚹

㼇┠ᶆ㼉ᖹᡂ㻟㻝ᖺᗘ䜎䛷䛻䚸䝇䜽䞊䝹䜹䜴䞁䝉䝷䞊䜢බ❧ᑠ୰Ꮫᰯ㻔㻞㻣㻘㻡㻜㻜ᰯ䠅䛻㓄⨨
䠄䝙䝑䝫䞁୍൨⥲ά㌍䝥䝷䞁䠅
H30:27,500ᰯ
䠄䜂䛸䜚ぶᐙᗞ䞉ከᏊୡᖏ➼⮬❧ᛂ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䠅

㼇┠ᶆ㼉ᖹᡂ㻟㻝ᖺᗘ䜎䛷䛻䚸䝇䜽䞊䝹䝋䞊䝅䝱䝹䝽䞊䜹䞊䜢䛶䛾୰Ꮫᰯ༊䠄⣙䠍ே䠅䛻㓄⨨
䠄䝙䝑䝫䞁୍൨⥲ά㌍䝥䝷䞁䠅
H30:8,000ே
䠄䜂䛸䜚ぶᐙᗞ䞉ከᏊୡᖏ➼⮬❧ᛂ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䠅

ṞμπᇌܖݱఄỆݣẴỦᣐፗίᡵᾀଐὸ

ᾀᾆύᾄఄίᾀᾅύఄὸ

ᡫࠝᣐፗẔᾂᾄᡵόᾂᶆόᾀଐẕ
ݱɶᡲઃᣐፗẔᾂᾄᡵόᾃᶆόᾀଐẕ

ᾈύᾄఄί ᾈύᾅఄὸ
ᾇύఄί ᾅύᾃఄὸ

ᵆᵏᵇݱɶܖఄỉẺỜỉᣐፗ
Ẕᾃᾇᡵόᾂᶆόᾀଐẕ

ᾇύʴίᾄύʴὸ

ᾋᏋۀՃ˟ሁᾍ

ᾋܖఄὉᎰՃίᜱሁὸᾍ

䠘ᴗᴫせ䠚
䕿ᐇయ䠖ᆅ᪉බඹᅋయ
䕿ᐇ⟠ᡤᩘ䠖䠍䠌⟠ᡤ
䕿ά⏝䝒䞊䝹䠖ඣ❺⏕ᚐ䜈䛾ᬑཬ䛾ᐇ⌧ྍ⬟ᛶ䜔ඣ❺⏕ᚐ䛾ά⏝䛾䛧
䜔䛩䛥䚸┦ㄯཷᚋ䛾ᑐᛂ䛾䛧䜔䛩䛥➼䜢຺䛧䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛜ᆅ
ᇦ䛾ᐇ䛻ᛂ䛨䛶䠯䠪䠯䜔䜰䝥䝸➼䜢㑅ᐃ䚹
䕿┦ㄯᑐ㇟⪅䠖ཎ๎䚸ඣ❺⏕ᚐ
䕿┦ㄯཷ㛫䠖ඣ❺⏕ᚐ䛜┦ㄯ䛧䜔䛩䛔ᖹ᪥༗ᚋ㻡䡚༗ᚋ㻝㻜⛬ᗘ
䜔䚸㛗ᮇఇᴗ᫂䛡๓䜔᪥᭙᪥䛺䛹ᆅ᪉බඹᅋయ䛜タᐃ䚹
䕿┦ㄯဨ䛾యไ䠖┦ㄯᴗົ䛻㛵䛩䜛▱㆑䞉⤒㦂䜢᭷䛩䜛⪅䛻ຍ䛘䛶䚸Ꮫ⏕
䛺䛹ⱝᖺᒙ䛾䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛻⢭㏻䛧䛯⪅䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䛯┦ㄯ
యไ䛾ᩚഛ䛜⪃䛘䜙䜜䜛䚹

┦ㄯဨ䛾ே௳㈝ 䠖 ᅜ䛷䠍䠋䠏㈇ᢸ
ᆅ᪉⮬య䛷䠎䠋䠏㈇ᢸ
㏻ ヰ ᩱ 䠖 ᅜ䛷㢠㈇ᢸ

ᵆᵐᵇᝢὉᖋࢳݣሊỉẺỜỉໜᣐፗίᡵᾀଐᡙьὸ ᾀύʴίᾀύʴὸ
Ẕᾃᾇᡵόᾂᶆόᾀଐẕ
ᡲዂңᜭ˟ỉ͵ሁửᡫẳẺឋӼɥỉӕኵ
ṟμπᇌɶܖఄỆݣẴỦᣐፗ

䠄䠅⮬ẅ䜢䜋䛾䜑䛛䛩➼䚸䛻㛵䜟䜛┦ㄯ䛾ሙྜ䛾㐃⤡䛾ὶ䜜

ᡫࠝᣐፗẔᾂᾄᡵόᾃᶆόᾀଐẕ
ݱɶᡲઃᣐፗẔᾂᾄᡵόᾃᶆόᾀଐẕ
πᇌɶܖఄᡵᾄଐ˳Сỉܱ
Ẕᾂᾄᡵόᾃᶆόᾄଐẕ

⥭ᛴ䛾ሙྜ

ᩍ⫱ጤဨ

Ꮫᰯ

ᾀύఄίᾀύఄὸ
ᾄύᾇఄί ᾅύᾅఄὸ
ᾃύఄί ᾂύᾁఄὸ
ᾁఄί
ᾁఄὸ

ᵆᵑᵇ᭗ሁܖఄỉẺỜỉᣐፗ ᾃᾆʴίᾃᾆʴὸ Ẕᾃᾇᡵόᾂᶆόᾂଐẕ
ᵆᵒᵇឋӼɥỉẺỜỉᾢᾥᣐፗ

ͤᨭ䛜ᚲせ䛺Ꮫᰯ䛻ᙎຊⓗ䛻ὴ㐵䛷䛝䜛䜘䛖䚸ᆅᇦ䛾ᐇ䛻ᛂ䛨䚸ᩍ⫱ጤဨ㓄⨨᪉ᘧ䜒᥎㐍䚹

㆙ᐹ䚸ඣ❺┦ㄯᡤ➼
䛸㐃ᦠ䛧ᑐᛂ

ṠᝢὉᖋࢳݣሊỉẺỜỉໜᣐፗίᡵᾀଐᡙьὸ ᾀύఄίᵏᵊᵎᵎᵎఄὸ
Ẕᾂᾄᡵόᾃᶆόᾀଐẕ

Ᏻ䜢☜ㄆ

32

ᾃᾆʴίᾃᾆʴὸ Ẕᾃᾇᡵόᾂᶆόᾄଐẕ

ᾋᅦᅍ᧙ᡲೞ᧙ᾍ
ᾋܼࡊᾍ
33

ṡɧႇఄૅੲỉẺỜỉᏋૅੲἍὅἑὊỉೞᏡࢍ҄ίᡵᾀଐὸ
Ẕᾂᾄᡵόᾃᶆόᾀଐẕ
ᾁᾄሖίᵐᵓᵎሖὸ

Ḥί

ὸỊЭ࠰ࡇ

䛔䛨䜑䛺䛹Ꮚ౪䛾SOS䛻㛵䛩䜛ྲྀ⤌䛾ᬑཬၨⓎ

䛔䛨䜑㜵Ṇ➼ᑐ⟇䛾䛯䜑䛾䝇䜽䞊䝹䝻䜲䝲䞊ά⏝䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ◊✲
䠄๓ᖺᗘண⟬䠖㻟ⓒ䠅
ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘᴫ⟬せồ㢠䠖㻡㻟ⓒ

䛆⫼ᬒ䛇
䕿 ᅜ䛿䚸ᅔ㞴䛺ၥ㢟䛾ゎỴ䛻ྥ䛡䛶┦ㄯ䛷䛝䜛ᘚㆤኈ➼䚸ከᵝ䛺ேᮦ䛻䜘䜛ᨭయไ䜢ᵓ⠏䛩䜛䚹䛆䛔䛨䜑䛾ၥ㢟➼䜈䛾ᑐᛂ
䛻䛴䛔䛶䠄➨୍ḟᥦゝ䠅䠄ᖹᡂ25ᖺ2᭶26᪥ᩍ⫱⏕ᐇ⾜㆟Ỵᐃ䠅䛇
䕿 䛔䛨䜑䛾㜵Ṇ䛾䛯䜑䛻䛿䚸䛔䛨䜑䛻ྥ䛛䜟䛺䛔ែᗘ䞉⬟ຊ䛾⫱ᡂ䛜ႚ⥭䛾ㄢ㢟䛷䛒䜛䚹Ⓨ㐩䛾ẁ㝵䛻ᛂ䛨䛶䚸ඣ❺⏕ᚐ䛜䛔
䛨䜑䛾ၥ㢟䜢⮬ศ䛾䛣䛸䛸䛧䛶ᤊ䛘䚸⪃䛘䚸㆟ㄽ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ṇ㠃䛛䜙ྥ䛝ྜ䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䚸ᐇ㊶ⓗ䛺ྲྀ⤌䜢⾜䛖ᚲせ
䛜䛒䜛䚹䛆䛔䛨䜑䛾㜵Ṇ➼䛾䛯䜑䛾ᇶᮏⓗ䛺᪉㔪䠄ᖹᡂ25ᖺ10᭶11᪥ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧Ỵᐃ䠄ᖹᡂ29ᖺ3᭶14᪥᭱⤊ᨵᐃ䠅䠅䛇
䛆ᴫせ䛇
ἲᚊ䛾ᑓ㛛ᐙ䛷䛒䜛ᘚㆤኈ䛜䚸䛭䛾ᑓ㛛ⓗ▱㆑䞉⤒㦂䛻ᇶ䛵䛝䚸Ꮫᰯ䛻䛚䛔䛶ἲⓗഃ㠃䛛䜙䛾䛔䛨䜑ண㜵ᩍ⫱䜢⾜䛖䛸䛸䜒䛻䚸
䛔䛨䜑䛺䛹䛾ㅖㄢ㢟䛾ຠ⋡ⓗ䛺ゎỴ䛻䜒㈨䛩䜛䚸Ꮫᰯ䛻䛚䛡䜛┦ㄯయไ䛾ᩚഛ䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ◊✲䜢ᐇ䛩䜛䚹䛆2ĺ10⟠ᡤ䛇

䕿 ᖹᡂ29ᖺ10᭶䚸䛔䛨䜑䛺䛹Ꮚ౪䛾䠯䠫䠯
䛻㛵䛩䜛ᬑཬၨⓎ䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䚸TV䜰䝙䝯
䛄䠏᭶䛾䝷䜲䜸䞁䛅䠄䠍䠌᭶䠍䠐᪥䠄ᅵ䠅NHK⥲
ྜ䝔䝺䝡䛻䛶ᨺ㏦㛤ጞ䠅䛸䝁䝷䝪䝺䞊䝅䝵䞁
䜢ᐇ䚹
䛆䝁䝷䝪䝺䞊䝅䝵䞁⏬䛾ᴫせ䛇
䐟 䝁䝷䝪䝺䞊䝅䝵䞁䝫䝇䝍䞊䛾సᡂ
䞉 ᅜ䛾୰Ꮫᰯ䚸⩏ົᩍ⫱Ꮫᰯ䚸㧗➼Ꮫ
ᰯ䚸୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯཬ䜃㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ䛻
ྛ1ᯛ ྜィ⣙18༓ᯛ䜢㓄ᕸ

䠍䠊ἲⓗഃ㠃䛛䜙䛾䛔䛨䜑䛾ண㜵ᩍ⫱
ᘚㆤኈ䛜䚸ᐇ䠄ุ➼䠅䜢♧䛧䛺䛜䜙䚸ேᶒ䜢Ᏺ䜛䛣䛸䛾㔜せᛶ䜔䛔䛨
䜑䛾ἲᚊୖ䛾ᢅ䛔䠄ฮ⨩䛾ᑐ㇟䛸䛺䜚ᚓ䜛䛣䛸䜔䚸ἲ⾜Ⅽ䛻ヱᙜ䛧ᦆᐖ
㈺ൾ㈐௵䛜Ⓨ⏕䛧ᚓ䜛䛣䛸➼䠅䛻䛴䛔䛶ᩍ䛘䜛ᤵᴗ䝰䝕䝹䛾ᵓ⠏䜔ᐇ㊶ⓗ
䛺ᩍᮦ䛾㛤Ⓨ䜢⾜䛖䚹

䠎䠊Ꮫᰯ䛻䛚䛡䜛ἲⓗ┦ㄯ䜈䛾ᑐᛂ
Ꮫᰯ䛜䚸ඣ❺⏕ᚐ䜢ྲྀ䜚ᕳ䛟ၥ㢟䛻䛴䛔䛶ᘚㆤኈ䛻┦ㄯ䛧ἲⓗ䜰䝗䝞䜲䝇
䜢ཷ䛡䜛䛣䛸䜔䚸ᘚㆤኈ䛻䜘䜛ᩍဨྥ䛡䛾◊ಟ䜢ཷ䛡䜛䛣䛸➼䛜䚸⏕ᚐᣦ
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平成２７年度 上越教育大学

いじめ等予防対策支援
プロジェクト〈BPプロジェクト〉
フォーラム
上越教育大学では、いじめ問題に関して特色
ある取組を行っている連携４大学（宮城教育
大学、上越教育大学、鳴門教育大学、福岡教育
大学）による協働参加型プロジェクト「いじめ
防止支援プロジェクト（BP プロジェクト）」事業
の一環として、いじめ問題への関心の喚起、啓
発を目的としてフォーラムを開催し、各専門領
域からなる研究成果を公開するとともに、討論
を行います。

−いじめ防止研究の最前線−

１０月４日●１３：３０〜１６：００

平成
２７年

日

【司

会】

上越教育大学大学院

開

学校教育研究科
教 授 安 藤

知 子

会 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・１５分 [１３：３０〜１３：４５]

● あいさつ 上 越 教 育 大 学

学

● 事業説明 上 越 教 育 大 学

副学長

長

佐 藤 芳 德
林

泰 成

研究発表 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・６０分 [13：４５〜１４：４５]
●「キャリア教育とシチズンシップ教育でいじめを予防する」
上越教育大学大学院

学校教育研究科
山田
准教授

智之

●「いじめ防止に活用する指導行動の理論と実際」
上越教育大学大学院

学校教育研究科
稲垣
教
授

応顕

●「事例に基づくいじめの様態と学校対応の分析」
上越教育大学大学院

（開場・受付１
３：００〜）

学校教育研究科
高橋
准教授

知己

休 憩 １０分

【場所】

上越教育大学 講３０１教室
【対象】
幼・小・中・高等学校等の教職員、教育行政担当者、
大 学 学 生 及び 大 学 等 の 関 係 者 、 市 民 一 般

指定討論 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・４０分 [1４：５５〜１５：３５]
新潟県教育委員会義務教育課
副 参

事

井上 正裕

国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センター
総括研究官
藤平
敦

フロアとの質疑応答
閉

２０分 [1５：３５〜１５：５５]

会 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ ５分 [1５：5５〜]

● あいさつ
鳴門教育大学 理事・副学長（兼）いじめ防止支援機構長
山下 一夫

主催

上越教育大学

共 催 宮城教育大学 鳴門教育大学 福岡教育大学 新潟県教育委員会
後援

国立教育政策研究所 日本生徒指導学会 新潟市教育委員会 上越市教育委員会 妙高市教育委員会 糸魚川市教育委員会
新潟県小学校長会 新潟県中学校長会 日本教育新聞社 新潟日報社 北日本新聞社 信濃毎日新聞社 上越タイムス社
協同出版 日本学校心理士会新潟支部 上越教育経営研究会 新潟県教育カウンセラー協会 富山県教育カウンセラー協会
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研究
発表

キャリア教育とシチズンシップ教育で
いじめを予防する
上越教育大学大学院 学校教育研究科

准教授

山田

智之

いじめは「学校」
「職場」
「家庭」
「社会・地域」など様々な場面で発生しています。これを態様別に整理すると、
大きく「直接的ないじめ」と「間接的ないじめ」に分類することができます。
「直接的ないじめ」としては、
「行為（暴
力的・性的・強要的）」
「言語（言葉、
インターネット）」によるものなどがあり、
「間接的ないじめ」には、
「仲間はずれ」
のような「人的」なものと「物かくし」のような「物的」なものがあります。

このようないじめ行為の根底に流れる原因の一つとして「差別意識」が考えられます。この「差別意識」を生
む要因には、
「偏見」や「無知から派生する恐怖」
「人間が本来持つ社会的欲求」など様々なものが考えられます。
、
差別意識を克服し、いじめのない社会を実現するためには、教師や保護者が監視、抑圧することでいじめを防
止するのではなく、子ども達が主体的に自らのコミュニティを運営する中で、いじめのない環境を築く力を育てる
ことが重要であることはいうまでもありません。そのためには、「どんな自分でありたいか？」というイメージを明
確にするキャリア教育と、「どんな社会をつくりたいか？」といったイメージをつくるシチズンシップ教育の充実が
極めて重要なものとなります。
キャリア教育とは「一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通じて、
キャリア発達を促す教育」がキャリア教育であり（文部科学省 2011）
、シティズンシップ教育とは「市民一人ひ
とりが、社会の一員として、地域や社会での課題を見つけ、その解決やサービス提供に関する企画・検討、決定、
実施、評価の過程に関わることによって、急速に変革する社会の中でも、自分を守ると同時に他者との適切な関
係を築き、職に就いて豊かな生活を送り、個性を発揮し、自己実現を行い、さらによりよい社会づくりに関わるた
めに必要な能力を身につけること」を目的にした教育です（経済産業省 2006）
。これらの融合を図り、効果的な
実践を進めることは、人の心の中に潜む差別意識を抑制し、いじめを予防することにつながると考えられます。（表１）

表１

【引用文献】 経済産業省 (2006). シティズンシップ教育と経済社会での人々の活躍についての研究会報告書
文部科学省 (2011). 中央教育審議会答申「今後の学校 におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」
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研究
発表

いじめ防止に活用する指導行動の
理論と実際
上越教育大学大学院 学校教育研究科

教授

稲垣 応顕

【はじめに】
本フォーラムを行う前提として、よく語られる以下の３つの意見に反論します。

１.「いじめはなくならない。いじめは昔からあったし、どのような社会にもあるからだ。
」
…… 泥棒も殺人も、昔から・どのような社会にもある。それも よし とするのか？

２.「いじめは悪い。しかし、いじめられる人にも問題（悪いところ＝欠点）がある。」
…… 問題＝欠点があれば、いじめてもよいことを認めるのか？

３.「子どものけんかに親（大人）は、口を出さない方がよい。いじめも同じである。
」
…… 口を出さなかった結果、子どもが命を捨てる程の状況を作り出したのではないか？
【早期発見・早期対応・予防のために】
いじめの対応には、予防・早期発見・早期対応が重要です。我々は、どうしたらいじめを発見できるのでしょうか。
私の研究室で作成したいじめ発見チェックリスト（表１）を紹介します。
また良好な人間関係はいじめ防止に有用です。教育臨床の視点から、具体論を提案していきます。
表１

項目の詳細については、発表でご紹介します。

【いじめ防止に活用する指導行動の理論と実際】
いじめ問題において被害生徒のケアは大切です。しかし、被害生徒のケアを充実させてもいじめはなくなりません。
なぜならば、いじめを行う生徒がいるからです。有効ないじめ防止の指導方法は、いじめを行う生徒の心理的背
景により異なります。
【いじめを行う生徒の心理的背景】
ａ）愛情欲求攻撃説

ｂ）社会的学習理論

ｃ）社会的役割理論

ｄ）シブリング・ライバルリ

ｅ）私事化
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研究
発表

事例に基づくいじめの様態と
学校対応の分析
上越教育大学大学院 学校教育研究科

高橋 知己

准教授

【研究目的】
学校現場で実際に生起しているいじめについて、事例をもとにしながら分析することが本研究の目的です。
【研究方法】
大学生・大学院生に自分の体験したいじめ事例の発生時期、内容等について記述による報告を求めました。結
果について、Excel、KHcorder を用いて統計的に分析を行いました。
【結果】
●

210事例（男子104例、女子106例）を収集しました。記述データを分析すると総抽出語は 20,458 語、830
文でした。

「汚い - 触る - 机」「子 -クラス - 女子 - 無視」など特徴的な抽出語のネットワークが見られました。（図１）

●
●

学年別のいじめの認知件数としては、小 5 が最も多く、次に中 2、中 1 の順でした。クラス替えや進学など環境
の変化があった時などに発生しやすいと考えられます。
（表 1）

●

いじめの様態を 5 つに分類してみました。
1. 言語的：暴言、手紙、陰口、からかい／ 2. 社会ネットワーク的：仲間はずれ、無視、×× 菌、特定の子の机
などに触らない／ 3. 身体的：暴力、ものをぶつける／ 4. 強要的：金品の要求、個人のものをかくす・こわす
／ 5. 性的：ズボンを脱がす、スカートをおろす

など。

複合的ないじめも多いのですが、特に 1、2 に関するいじめが多くみられました。（表 2）
●

学校の対応としては、
対応 + 他の教員・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 63 事例

自分
グループ

無視

悪口

不明・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 64 事例 でした。
●

図1

抽出後の
ネットワーク

担任のみが対応した・
・
・
・
・
・
・ 79 事例

クラス

見る

対応後の変容について、

人

改善した・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 71 事例

女の子

女子

子

男子

言う

行動

思う

汚い

変わらない・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・104 事例

変 わる

悪化した・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 11 事例 という結果でした。

暴言

菌

いじめの契機となるような「無視」や「汚い」という言動
担任だけではなく、情報を共有しながらの、いわば学校と
いうチームでの取り組みが求められていると言えそうです。

表1

良い

来る

や行為に留意しながら対応していくことがポイントです。
●

多い
行く

机

【考察】
●

先生

触る

一緒
学校
仲

中学

卒業

年

登校
生徒

続く

表2

【プロジェクト担当】上越教育大学 教育支援課学校連携チーム

e-mail：gpsien@juen.ac.jp
TEL：025-521-3274
http://www.juen.ac.jp/project/bpjuen/
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54%

䠏䠖䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺
䛔
䠎䠖䛒䜎䜚䛭䛖ᛮ䜟䛺
䛔䠄䜔䜔༑ศ䠅

2%

䠑䠖䛭䛖ᛮ䛖䠄Ⰻዲ䠅

1%

12%

㻠

ᮏ䝣䜷䞊䝷䝮䛾㐠Ⴀ㠃䛻䛴䛔䛶䚸ཷㅮ⪅ᩘ䚸ሙ䚸ෆ
➼䛿䚸㐺ษ䛻⾜䜟䜜䛶䛔䜎䛧䛯䛛䠛

46%
39%

䠐䠖ᑡ䛧䛭䛖ᛮ䛖䠄ᴫ
䛽Ⰻዲ䠅
䠏䠖䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺
䛔
䠎䠖䛒䜎䜚䛭䛖ᛮ䜟䛺
䛔䠄䜔䜔༑ศ䠅

− 76 −

上越教育大学
いじめ等予防対策支援プロジェクト
フォーラム2016

『いじめ予防への挑戦』
ー実践交流の拡大をめざしてー
ー実践交流の拡大をめざしてー

上

越教育大学では、いじめ問題に関して特色ある取

平成

組を行っている連携４大学（宮城教育大学、上越

教育大学、鳴門教育大学、福岡教育大学）による協働参加
型プロジェクト「いじめ防止支援プロジェクト（BPプロジェ
クト）」事業の一環として、いじめ問題への関心の喚起、啓
発を目的として、フォーラムを開催し、学校現場の実践を架
橋します。

28年10月 2日●

日時

13:15~16:00（開場・受付 12:45~）
・
上越教育大学 講301教室
上
室（全体
分科会場 ）

場所
対象

（分科会場
（

教育関係者並びにいじめ問題に関心を
お持ちの一般の方

学校教育研究科

教授 安藤 知子

参加費無料
開

会

主 催 上越教育大学
共 催 宮城教育大学 鳴門教育大学 福岡教育大学
後援

講201教室、講302教室）
室）

《司会・進行》 上越教育大学大学院

国立教育政策研究所 日本生徒指導学会 新潟県教育委員会
日本教育新聞社

新潟日報社 北日本新聞社 信濃毎日新聞社 上越タイムス社

学長 佐藤 芳德

上越教育大学

副学長 林

上越教育大学

泰成

基調講演 「いじめの問題からみた子ども論

ー子どもの思考と行動を中心にー」

新潟市教育委員会 上越市教育委員会 妙高市教育委員会
糸魚川市教育委員会 柏崎市教育委員会

●あいさつ
●事業説明

上越教育大学大学院

分 科 会

協同出版 日本学校心理士会新潟支部 上越教育経営研究会

学校教育研究科

教授 早川 裕隆

○第 1 分科会 会場：講 301 教室
「ネットいじめへの対応」

司会／上越教育大学 学校教育実践研究センター 准教授 清水 雅之

新潟県教育カウンセラー協会 富山県教育カウンセラー協会

上越市教育委員会

指導主事 田邊 道行

上越教育大学 学校教育実践研究センター

教授 石野 正彦

○第 2 分科会 会場：講 302 教室
「特別支援教育の観点によるいじめや不適切な
関わりに見られる課題と支援の実際」
司会／上越教育大学大学院

学校教育研究科

准教授 山田 智之

学校教育研究科

准教授 村中 智彦

上越市立八千浦小学校
上越教育大学大学院

教諭 岡田 一幸

○第 3 分科会 会場：講 201 教室
「差別心に立ち向かう人権教育、同和教育」
司会／上越教育大学大学院

学校教育研究科

上越市立東本町小学校
上越教育大学

閉

会

【問い合わせ】 上越教育大学
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副学長 林

各分科会場ごとに閉会行事となります。

教育支援課学校連携チーム
E-mail：gakkoren@juen.ac.jp
TEL：025-521-3279
参加希
加 望の方
望の方は、裏
は
面の申込書で
書でお申し
申し込みく
込みください
だ
。

（おおよその参加者数を把握するためのものです。当日の御参加もお待ちしております。）

教授 稲垣 応顕
校長 磯貝 芳彦
泰成

ɥឭᏋܖٻẟẳỜሁʖ᧸ݣሊૅੲἩἿἊỹἁἚ
ἧỻὊἻἲᾁᾀᾅ

ẒẟẳỜʖ᧸ồỉਪẓ
ὼܱោʩ්ỉਘٻửỜằẲềὼ
ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸯㸮᭶㸰᪥ ᪥
ሙᡤ

㸯㸱㸸㸯㸳㹼㸯㸴㸸㸮㸮

ୖ㉺ᩍ⫱Ꮫ ㅮ㸱㸮㸯ᩍᐊ

㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼
࣒ࣛࢢࣟࣉ ڧ

㸯㸰㸸㸲㸳 㛤ሙ࣭ཷ
ྖ࣭㐍⾜
ୖ㉺ᩍ⫱Ꮫ Ꮫ㝔Ꮫᰯᩍ⫱◊✲⛉
ᩍᤵ Ᏻ⸨▱Ꮚ
㸯㸱㸸㸯㸳 㛤
࠶࠸ࡉࡘ
ୖ㉺ᩍ⫱Ꮫ Ꮫ 㛗 బ⸨ⰾᚫ
ᴗㄝ᫂
ୖ㉺ᩍ⫱Ꮫ Ꮫ㛗 ᯘ Ὀᡂ
㸯㸱㸸㸱㸮 ᇶㄪㅮ₇ ࠕ࠸ࡌࡵࡢၥ㢟ࡽࡳࡓᏊࡶㄽ
㸫Ꮚࡶࡢᛮ⪃⾜ືࢆ୰ᚰ㸫ࠖ
ୖ㉺ᩍ⫱Ꮫ Ꮫ㝔Ꮫᰯᩍ⫱◊✲⛉
ᩍᤵ ᪩ᕝ⿱㝯
㸯㸲㸸㸯㸳㹼㸯㸲㸸㸱㸮

ఇ᠁࣭⛣ື

㸯㸲㸸㸱㸮 ศ⛉
➨ ۑ㸯ศ⛉ࠕࢿࢵࢺ࠸ࡌࡵࡢᑐᛂࠖ
ሙ㸸ㅮ㸱㸮㸯ᩍᐊ
ྖ ୖ㉺ᩍ⫱Ꮫ Ꮫᰯᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮
ᩍᤵ ΎỈ㞞அ
ୖ㉺ᕷᩍ⫱ጤဨ
ᣦᑟ ⏣㑔㐨⾜
ୖ㉺ᩍ⫱Ꮫ Ꮫᰯᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮
ᩍᤵ ▼㔝ṇᙪ
➨ ۑ㸰ศ⛉
ࠕ≉ูᨭᩍ⫱ࡢほⅬࡼࡿ࠸ࡌࡵࡸ㐺ษ࡞㛵ࢃࡾぢࡽࢀࡿㄢ㢟ᨭࡢᐇ㝿ࠖ
ሙ㸸ㅮ㸱㸮㸰ᩍᐊ
ྖ ୖ㉺ᩍ⫱Ꮫ Ꮫ㝔Ꮫᰯᩍ⫱◊✲⛉
ᩍᤵ ᒣ⏣ᬛஅ
ୖ㉺ᕷ❧ඵ༓ᾆᑠᏛᰯ
ᩍㅍ
ᒸ⏣୍ᖾ
ୖ㉺ᩍ⫱Ꮫ Ꮫ㝔Ꮫᰯᩍ⫱◊✲⛉
ᩍᤵ ᮧ୰ᬛᙪ
ۑ

➨㸱ศ⛉ࠕᕪูᚰ❧ࡕྥ࠺ேᶒᩍ⫱ࠊྠᩍ⫱ࠖ
ሙ㸸ㅮ㸰㸮㸯ᩍᐊ
ྖ ୖ㉺ᩍ⫱Ꮫ Ꮫ㝔Ꮫᰯᩍ⫱◊✲⛉
ᩍᤵ ✄ᇉᛂ㢧
ୖ㉺ᕷ❧ᮾᮏ⏫ᑠᏛᰯ
ᰯ㛗 ☾㈅ⰾᙪ
ୖ㉺ᩍ⫱Ꮫ
Ꮫ㛗 ᯘ Ὀᡂ

㸯㸴㸸㸮㸮

ྛศ⛉ሙࡈ㛢⾜

− 78 −

ศ⛉ࡘ࠸࡚
➨㸯ศ⛉
ୖ㉺ᕷᩍ⫱ጤဨ࡛ሗᩍ⫱ࢆᢸᙜࡉࢀ࡚࠸ࡿ⏣㑔㐨⾜ᣦᑟ㸪ୖ㉺ᩍ⫱
ᏛᏛᰯᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ▼㔝ᩍᤵࡢ࠾ேࡽୖ㉺ᆅᇦࡢࢿࢵࢺ㛵ࡍࡿ⌧
≧ࡢሗ࿌ࡸᏛᰯ⌧ሙࡀᢪ࠼࡚࠸ࡿㄢ㢟➼ࡘ࠸࡚ㄒࡗ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ࠾ேࡢㅮ
ᖌࡣࡶከࡃࡢᏛᰯ⾜ࡁ㸪ඣ❺⏕ᚐࡸಖㆤ⪅㸪ᩍဨᑐࡋ࡚࣓ࢹࡸࢿࢵࢺ
ࡢ㛵ࢃࡾ᪉➼ࡢᣦᑟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ⤒㦂ࡽ㸪⌧≧ࡢᐇែࡸㄢ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼㸪ࢿࢵࢺ
࠸ࡌࡵ㛵ࡋ࡚ࡢᑐᛂࡸᮍ↛㜵Ṇࡢᑐ⟇➼ࡘ࠸࡚ࡶ᥀ࡾୗࡆ࡚࠸ࡓࡔࡃணᐃ
࡛ࡍࠋᚋ㸪ࡲࡍࡲࡍᵝࠎ࡞ᶵჾࡸࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥᑐᛂࡍࡿࡇࡀணࡉࢀࡲࡍࠋ
ࡑ࠺ࡋࡓࡇᑐᛂࡍࡿࡓࡵᩍဨࡋ࡚ᚲせ࡞㈨㉁࣭⬟ຊࡘ࠸࡚ࡶཧຍ⪅ࡢⓙ
ᵝ⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

➨㸰ศ⛉
ࠕ≉ูᨭᏛ⣭࡞ࡿ㸪࠸ࡌࡵࡽࢀࡲࡏࢇࠋࠖᗂඣࡢᑵᏛ┦ㄯ࡛㸪ࡼࡃ⪺ࢀࡿ
ゝⴥ࡛ࡍࠋᐇ㝿ࡣ㸪≉ูᨭᏛ⣭ࡢඣ❺࠾࠸࡚㸪࠸ࡌࡵࡀࡁ࡞ㄢ㢟࡞ࡿࡇࡣ
࠶ࡲࡾከࡃ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ࠸ࡌࡵࡀⓎ⏕ࡍࡿඣ❺ࡢ㛵ࢃࡾࡀ࡞࠸ࡇࡸ㸪ᨭ
Ꮫ⣭ᢸ௵࣭ㆤဨ࣭ᩍ⫱⿵ຓဨ࠸ࡗࡓேࡢ║ࡀᖖ࠶ࡿࡇ➼ࡀ⌮⏤࡛ࡍࠋࡑࢀ
ࡼࡾࡶㄢ㢟࡞ࡿࡢࡣ㸪ὶᏛ⣭ࡢ௰㛫ࡢ㐺ษ࡞㛵ࢃࡾ࡛ࡍࠋ࠸ࢃࡺࡿࠕࢺࣛ
ࣈࣝࠖࡤࢀࡿࡶࡢ࡛㸪᪥ᖖ㸪࠸ࡘ࡛ࡶ㉳ࡇࡾᚓࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋࡑࡇ࡛㸪᪩ᮇᨭ࣭
ண㜵ᨭࡋ࡚㸪ձ≉ูᨭᏛ⣭࡛㸪ಶࡢᣦᑟࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡇղ㏻ᖖࡢ
Ꮫ⣭ࡢᏛ⣭࡙ࡃࡾࡢ୰࡛ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡇճᰯඣ❺ᑐࡋ࡚≉ูᨭᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ
ࢿ࣮ࢱ࣮ࡀ⾜࠺ࠕࡳࢇ࡞ࡕࡀࡗ࡚ ࡳࢇ࡞࠸࠸ࠖࡢᤵᴗ➼㸪ඵ༓ᾆᑠᏛᰯࡢᐇ㊶
ࡽཧຍ⪅ࡢⓙᵝࡶ⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

➨㸱ศ⛉
ே㛫ࡢᚰ⌮≉ᛶࡢ୍ࡘࠊ⪅ᑐࡍࡿඃ㉺ᛶࡢ♧ḧồࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢࡇࡀࠊ
ࡁࡋ࡚ᕪูⓗ⾜Ⅽࡸᕪู㇟ࡢⓎ⌧⤖ࡧࡘࡃࡇࡀ࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋᡃࡀᅜ
࠾ࡅࡿṔྐࡸ♫⏕άࡢ⛣ࡾኚࢃࡾ➼ࢆᴫほࡋ࡚ࡶࠊࡑࢀࡽࡢ≧ἣࢆ࠺ࡀ࠸▱ࡿ
ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ࠸ࡌࡵ㛵ࡍࡿࣥࢣ࣮ࢺ➼࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ࠸
ࡌࡵࡣ᫇ࡽ࠶ࡗࡓࠋࡢࡼ࠺࡞♫ࡶ࠶ࡿࡋࠊ࠸ࡌࡵࡣ࡞ࡃ࡞ࡽ࡞࠸ᛮ࠺ࠖ࡞
ࡢᅇ⟅ࡀᐤࡏࡽࢀࡿࡇࡶᐇ࡛ࡍࠋ
ᮏศ⛉࡛ࡣࠊࡲࡎࠊேᶒᩍ⫱ࠊྠᩍ⫱ࢆᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᇶ㍈ᤣ࠼࡚ᩍ⫱άືࢆ᥎
㐍ࡋ࡚࠸ࡿᑠᏛᰯࡼࡾᐇ㊶ሗ࿌ࢆ㡬ࡁࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊࢆࡓࡃࡲࡋࡃ⏕ࡁࠊඹ⏕ࡢ
௦ࡢᢸ࠸ᡭ࡞ࡿࡓࡵࡢ㈨㉁࣭ே㛫ຊ➼ࢆࡣࡄࡃࡴࡓࡵࠊᏛᰯࡸᐙᗞ➼࡛ࡢྲྀ⤌ࡢ
どⅬࡸලయⓗ࡞ྲྀ⤌ࡢᅾࡾ᪉➼ࡘ࠸࡚ࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ

ඹ
ᚋ

ദ
ദ


ୖ㉺ᩍ⫱Ꮫ
ᐑᇛᩍ⫱Ꮫ㸪㬆㛛ᩍ⫱Ꮫ㸪⚟ᒸᩍ⫱Ꮫ
ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ㸪᪥ᮏ⏕ᚐᣦᑟᏛ㸪᪂₲┴ᩍ⫱ጤဨ㸪᪂₲ᕷᩍ⫱ጤဨ㸪
ୖ㉺ᕷᩍ⫱ጤဨ㸪ጁ㧗ᕷᩍ⫱ጤဨ㸪⣒㨶ᕝᕷᩍ⫱ጤဨ㸪᯽ᓮᕷᩍ⫱ጤဨ㸪
᪥ᮏᩍ⫱᪂⪺♫㸪᪂₲᪥ሗ♫㸪᪥ᮏ᪂⪺♫㸪ಙ⃰ẖ᪥᪂⪺♫㸪ୖ㉺ࢱ࣒ࢫ♫㸪
༠ྠฟ∧㸪᪥ᮏᏛᰯᚰ⌮ኈ᪂₲ᨭ㒊㸪ୖ㉺ᩍ⫱⤒Ⴀ◊✲㸪
᪂₲┴ᩍ⫱࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ༠㸪ᐩᒣ┴ᩍ⫱࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ༠

࠙ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᢸᙜࠚ
ୖ㉺ᩍ⫱Ꮫ ᩍ⫱ᨭㄢᏛᰯ㐃ᦠࢳ࣮࣒
7(/ 
HPDLO JDNNRUHQ㸾MXHQDFMS
KWWSZZZMXHQDFMSSURMHFWESMXHQ

− 79 −

ࠉࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ
͏ͣΌ༩ଲࡨࢩԋϕϫζΥέφϓΧʖϧϞΠϱίʖφॄܯ
࠷ೖ

ฑ̖̐೧݆̏̎̐ೖʤೖʥɻ̏̑࣎̏̓ɻʛɻ̏̔࣎

ճ

ӿگүָɻߪٝ౫̑̎̏࣪گ
յं૱਼



ָߏگ৮ҽ
گүߨ୴ं



಼

ָگҽ



༃

ָʤӅʥਫ਼






Ռ
ճ



Ҳൢ



˕һ͵͢



Πϱίʖφߴ

ᶼ



ɻʤࢂՅं਼໌ʥ





Ռճ



Ռճ



ܯ



̓ʁༀ

̒ʁ֕

̑ʁʹͬ

ཱིͮͱ͏

ༀཱིͮͱ

Δͳ͏

Ζ

͏Ζ

͓͵͏

ຌϓΧʖϧϞͺɼ͏ͣΌࢯΝ॰Ζ༹ʓ͵য়ڱɼ߁͏ࢻɼસ
ࠅద͵ಊཀྵմͶༀཱིͬΉ͖ͪ͢ʃ
ຌϓΧʖϧϞͺɼָߏݳ͗ͤΖঀয়ڱΏگҽ՟ୌқࣟΝ
ൕӫ͢ͱߨΚΗͱ͏ͪͳࢧΚΗΉ͖ͤʃ
ຌϓΧʖϧϞͺɼన͵གྷ༁Ώϛϱφࢨఢ͗͵͠Ηɼઈ
͖͗ΕΏ͖ͤͮͪͳࢧΚΗΉ͖ͤʃ
ຌϓΧʖϧϞӣӨͶͯ͏ͱɼणߪं਼ɼճɼҌ಼ͺɼన
ͶߨΚΗͱ͏Ή͖ͪ͢ʃ

䉰

Ռճ

༙ްյ਼

̏ʁༀ

̐ʁ͍Ή

ཱིͮͱ͏

Εༀཱིͮ

͵͏

ͱ͏͵͏

















































䜰䞁䜿䞊䝖㡯┠

⤖ᯝ
2%

12%

0%

䠑䠖䛭䛖ᛮ䛖䠄Ⰻዲ䠅
䠐䠖ᑡ䛧䛭䛖ᛮ䛖䠄ᴫ䛽Ⰻ
ዲ䠅

㻝

43%

ᮏ䝣䜷䞊䝷䝮䛿䚸䛔䛨䜑㜵Ṇ䜢ᕠ䜛ᵝ䚻䛺≧ἣ䚸ᖜᗈ䛔ど㔝䚸
ᅜⓗ䛺ືྥ➼䛾⌮ゎ䛻ᙺ❧䛱䜎䛧䛯䛛䠛

䠏䠖䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔
䠎䠖䛒䜎䜚䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔
䠄䜔䜔༑ศ䠅

43%

䠍䠖䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔䠄༑
ศ䠅

3%

2%

0%

䠑䠖䛭䛖ᛮ䛖䠄Ⰻዲ䠅
䠐䠖ᑡ䛧䛭䛖ᛮ䛖䠄ᴫ䛽Ⰻ
ዲ䠅

㻞

ᮏ䝣䜷䞊䝷䝮䛿䚸Ꮫᰯ⌧ሙ䛜┤㠃䛩䜛ㅖ≧ἣ䜔ᩍဨ䛾ㄢ㢟
ព㆑䜢ᫎ䛧䛶⾜䜟䜜䛶䛔䛯䛸ᛮ䜟䜜䜎䛩䛛䠛

䠏䠖䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔

51%

44%

䠎䠖䛒䜎䜚䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔
䠄䜔䜔༑ศ䠅
䠍䠖䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔䠄༑
ศ䠅

0%

1%
8%

㻟

ᮏ䝣䜷䞊䝷䝮䛿䚸㐺ษ䛺せ⣙䜔䝫䜲䞁䝖䛾ᣦ➼䛜䛺䛥䜜䚸ㄝ
᫂䛜ศ䛛䜚䜔䛩䛛䛳䛯䛸ᛮ䜟䜜䜎䛩䛛䠛

䠑䠖䛭䛖ᛮ䛖䠄Ⰻዲ䠅
䠐䠖ᑡ䛧䛭䛖ᛮ䛖䠄ᴫ䛽
Ⰻዲ䠅
䠏䠖䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔

52%

39%

䠎䠖䛒䜎䜚䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔
䠄䜔䜔༑ศ䠅

䠍䠖䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔䠄༑
ศ䠅

2%

䠑䠖䛭䛖ᛮ䛖䠄Ⰻዲ䠅

0%

䠐䠖ᑡ䛧䛭䛖ᛮ䛖䠄ᴫ䛽
Ⰻዲ䠅

8%

㻠

ᮏ䝣䜷䞊䝷䝮䛾㐠Ⴀ㠃䛻䛴䛔䛶䚸ཷㅮ⪅ᩘ䚸ሙ䚸ෆ➼
䛿䚸㐺ษ䛻⾜䜟䜜䛶䛔䜎䛧䛯䛛䠛

䠏䠖䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔

35%

55%

䠎䠖䛒䜎䜚䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔
䠄䜔䜔༑ศ䠅

䠍䠖䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔䠄༑
ศ䠅

− 80 −

ڱࢱ܁ോ
иьѵᄫၻഴ੪ફ܍ӉӟҪҙҡҺ̈́ϸІӉӟҪҙҡҺͅ
ဓౖϨϯ๗फ़ଲݵ

͐ࢱڿᅊౖോџохѿиьѵ
ନࣄѢѾၑ҆ৣмѿ͑
͗ନࣄࠑќफ़ࢄࢤࡢ͗ݵ
ဓౖϨϯϬैϨϨ໘̈́ცͅ


ڱࢱ܁ോ

ϯ̡ϩϦ̻ϧϭ̡ϦϦ

ૈჃࣅɎϼ

࣮ࣝࣗࢪࢣࢫ࣒ࢱ ۑ
࠙ཧほᣦᐃᤵᴗㅮ⩏ෆᐜ⤂ࠚ

ോࡢݵ૬

ഢ

㸯㸮㸸㸮㸮㹼㸯㸮㸸㸯㸳

࠙ཧほᣦᐃᤵᴗࠚ
Ꮫ㒊ᤵᴗ⛉┠ࠕ
ࠕึ➼≉ูάືㄽࠖ㸯㸮㸸㸰㸮㹼㸯㸯㸸㸳㸮
࠙㸯
㸯㸯㸸㸳㸮㹼㸯㸱㸸㸮㸮

㣗࣭ఇ᠁

㆟ᐊ

ࠚ

࠙ཧほᣦᐃᤵᴗࠚ
Ꮫ㝔ᤵᴗ⛉┠ࠕ
ࠕ࠸ࡌࡵ➼ඛ➃ㄢ㢟◊✲≉ㄽࠖ
㸯㸱㸸㸮㸮㹼㸯㸲㸸㸱㸮
࠙◊✲༠㆟࣭ຮᙉࠚ

㸯㸲㸸㸲㸳㹼㸯㸵㸸㸮㸮

࠙㹀㹎ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᢸᙜࠚ
ୖ㉺ᩍ⫱Ꮫ ᩍ⫱ᨭㄢᏛᰯ㐃ᦠࢳ࣮࣒
7(/ 
HPDLO JDNNRUHQ㸾MXHQDFMS
KWWSZZZMXHQDFMSSURMHFWESMXHQ

-1− 81 −

࠙◊
◊✲༠㆟࣭ຮᙉḟ➨ࠚ

ᣵ

㐍⾜

ᯘ

Ὀ

ᡂ

ୖ㉺ᩍ⫱ᏛᏛ㛗

㸯㸬ᕝ

ᓮ

┤

ဢ

ୖ㉺ᩍ⫱ᏛᏛ㛗

㸰㸬㜿

ᙧ

ᜏ

⚽

㬆㛛ᩍ⫱Ꮫᩍᤵ࣭࠸ࡌࡵ㜵Ṇᨭᶵᵓ㛗

㸱㸬⇃

㔝





ᐑᇛᩍ⫱Ꮫ⌮࣭Ꮫ㛗

㸲㸬ᮧ

ᒣ



ᑂ

⚟ᒸᩍ⫱Ꮫົᒁḟ㛗ව㐃ᦠ᥎㐍ㄢ㛗

ᣜ

ฟᖍ⪅⮬ᕫ⤂
◊

✲

༠

㆟

 ۑᤵᴗ⪅ࡼࡿᤵᴗពᅗ➼ㄝ᫂
㸯㸬ࠕึ➼≉ูάືㄽࠖ

ୖ㉺ᩍ⫱ᏛᏛ㝔

ᩍᤵ

㸰㸬ࠕ࠸ࡌࡵ➼ඛ➃ㄢ㢟◊✲≉ㄽࠖୖ㉺ᩍ⫱ᏛᏛ㝔

㧗ᶫ▱ᕫ
ᩍᤵ

✄ᇉᛂ㢧

㸱㸬ពぢ
࠙ఇ
ຮ ᙉ 

ࢸ࣮࣐
㐍⾜

ۑ

᠁ࠚ

ࠕ࠸ࡌࡵၥ㢟ࢆ࠺࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ⤌ࡳ㎸ࡴ㸽ࠖ

ᯘ ୖ㉺ᩍ⫱ᏛᏛ㛗

ᥦ ゝ࣭࣭࣭㜿ᙧ 㬆㛛ᩍ⫱Ꮫ࠸ࡌࡵ㜵Ṇᨭᶵᵓ㛗ࡼࡾ

-2− 82 −

ＢＰプロジェクト徳島大会
−社会全体が連携協力していじめに取り組もう ! −

＊日

時

平成２７年８月７日（金）

＊会

場

あわぎんホール（徳島県徳島市藍場町２丁目１４番地）

＊プログラム
１２：００

会場・受付

１３：００

開会
開会挨拶 鳴門教育大学長 田中

１３：４０

雄三

講演「いじめの問題に関する現状と取り組み」
文部科学省初等中等教育局児童生徒課長 坪田

１４：４０

知広 氏

講演「いじめ防止対策推進法制定３年目を迎えて，
今，改めて問い直すべきこと」
鳴門教育大学特任教授 森田

１５：２０

洋司

講義「ネットいじめや『ケータイ（スマホ）問題』に関する
教師の知識の現状把握と指導の改善について」
鳴門教育大学教授 阪根

１６：２０

閉会挨拶

１６：３０

閉会

鳴門教育大学理事・副学長
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山下

健二
一夫

◇アンケート結果◇

回答者 196 人
ご意見・ご感想
●

お話に，それぞれ熱意が感じられ，「がんばろう」という気持ちになれた。

●

行政，現場の様々な視点での考え方を知ることができて大変良かったです。

●

日々寄り添える自分でありたいと思いました。「あれ ?」「おかしい ?」という違和感のアンテ
ナでよかったのだと改めて思えたと思います。周りに拡散していきます !

●

みんなに大袈裟に言うくらいが大切ですね。

●

いじめ対策について現在進行形の方向性が非常によく理解できた。講師の先生方の熱意もとて
もよく伝わってきてうごかされました。

●

すべての講演，講義が現場に実際に活用できそうです。いじめ防止に向けて，常にアンテナを
高く張りめぐらせ，早期発見，早期解決に結びつけたい。携帯電話利用の人権侵害についても
「なぜいけないか ?」をしっかりと子ども達に理解させたい。

●

いじめのとらえ，その対応や未然防止の重要性が再確認できた。

●

いじめをうたがうような段階から，しっかりと対応していくことの大切さを感じた。

●

森田先生の魂のあるお話をきき，早速来月の本校のいじめ防止委員会で全教職員に伝達する義
務がある（報告したい）と感じた。特に「子どもの自己肯定感の低さ」
「ほめることの意味」
「同
僚性」について，声を大にして伝えたい。

●

様々な立場の先生方から色々な視点からの話が聞けて良かった。今後の参考になった。

●

森田先生のお話は，とても面白くきけました。中身も濃くさらに研修していく気持ちになった。
もっと深く拝聴したかった。阪根先生の研修はトレーニングときかされ，今後の研修への心構
えがかわりそうである。とても役に立つ研修であった。
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ＢＰプロジェクト平成２８年度第１回徳島大会

＊日

時

平成２８年８月２０日（土）

＊会

場

ザ・グランドパレス徳島（徳島市寺島本町西１丁目６０ １）

＊プログラム
１３：００

会場・受付

１４：００

開会
開会挨拶鳴門教育大学長

１４：１０

山下

一夫

シンポジウム「いじめの研究の最先端〜ピーター・Ｋ・スミス
『学校といじめ』を読んで〜」
シンポジスト

鳴門教育大学教授・生徒指導支援センター所長
葛西真記子

１６：３０

甲子園大学准教授

金綱

知征

鳴門教育大学講師

池田

誠喜

森田

洋司

総括

鳴門教育大学特任教授・日本生徒指導学会会長

司会

鳴門教育大学教授

閉会挨拶

小坂

浩嗣

鳴門教育大学理事・副学長 佐古

秀一
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◇アンケート結果◇

回答者 97 人
ご意見・ご感想
●

いじめについての捉え方について，改めて考えるきっかけになりました。
様々な手法についても知ることができ，これから知識を深めていきたいと思いました。

●

いじめのことについて以前から興味があったので，それぞれのシンポジストの研究結果が聞け
たので良かったです。

●

現場のいじめ事象で悩み，混乱しておりましたが，シンポジウムでの各先生のお話，森田先生
のお話から多くの示唆を得ることができました。いじめ対応について，つい被害者対応・加害
者指導に目をむけてしまうが，集団をどのように導くかという視点を持つこと，一貫した方針
を持つこと，大切だと思いました。ありがとうございました。

●

本だけでなく，シンポジストのいじめの問題についても広げていただいたので，現場の問題に
引きつけて考えることができました。総括がとてもよくわかりました。

●

いじめの定義をしっかりと理解していくことが重要であること。教育現場では選択したアプ
ローチを一貫して学校全体で共通認識をし，子どもや保護者に支援・対応していくことがいじ
めの未然防止にもつながる大切なことであることを改めて気付かせて頂いた。

●

いじめの定義や対応について貴重なご意見をうかがえてとても良かった。

●

今日のような学術的内容を日本の学校現場に伝えたり生かしていけるように努めることが BP
プロジェクトに求められているかと思います。今後ともよろしくお願いいたします。

●

お忙しい中，資料作成などの準備等，本当にお疲れさまでした。
身近に起きている問題についての研修を開催して頂き，とても学ぶことが多くありました。
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ＢＰプロジェクト平成２８年度第２回徳島大会

＊日

時

平成２８年１１月１９日（土）

＊会

場

徳島県立総合教育センター（徳島県板野郡板野町犬伏字東谷１ ７）

＊プログラム
１３：００

開場・受付

１４：００

開会

司会進行

開会・挨拶
１４：１０

鳴門教育大学教授 小坂

浩嗣

鳴門教育大学長

一夫

山下

講演
「ＢＰ ( いじめ防止支援 ) プロジェクトの１年半の歩みと今後の方向性
〜 構成４大学の特色ある取組の成果を踏まえて 〜」
鳴門教育大学教授（いじめ防止支援機構長）阿形

１６：１０

質疑応答

１６：３０

閉会

鳴門教育大学 理事・副学長
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岩切

健一郎

恒秀

◇アンケート結果◇

回答者 48 人
ご意見・ご感想
●

色々な視点で話してくださり，本当にありがとうございました。様々な方法論はあるが，人間
として，どのようにこの「いじめ」問題に関わるかということを，これからも見逃さないよう
に，時間をかけて，向きあっていこうと思いました。

●

事例を踏まえ，内容構造を見ることができ，学びとなった。一度考えた事をその後で終わらせ
るだけでなく，何度も考えなければならないと学んだ。

● 4 大学それぞれが重点的に取組・研究している内容を共有していくというのは，これからの教
育への何かの力になっていくと思います。「BP プロジェクト」を通して大人どうしがつながっ
ていくことだけでも大きな意味があるように思いました。
●

他の大学との連携によって，いじめの研究が幅広くできるのではないかと思いました。来年度
から学校現場に出て行くので，徳島県でもっと勉強会や研究会，または自由に困っていること
を話し合える機会を提供して頂きたいです。

● 「いじめ」に関して，深く考える大切な時間を与えていただきました。阿形先生をはじめ，本
プロジェクトを取り組まれた皆様に心より感謝いたします。
● 「いじめ」に関して知らない知識対応を知ることができました。また，
「いじめ」に対して色ん
な人・組織が動き出していることが身にしみて分かりました。4 つの大学による様々な研究そ
れぞれにとても興味を持ちました。今後も積極的に参加したいです。
●

現場での平日の研修は，自分の校務に直接関係する会にしか行けません。今日は，勇気出して
参加して良かったです。ありがとうございました。自分の今の気持ちや思いをもっと正直に考
えて，日々，生きていこうと思います。

●

今後も BP（いじめ防止支援）プロジェクトに関心を向けて，フォーラムや研修会に参加させ
ていただきたいと思います。いじめに関する事例研究はぜひ実施してほしいです。
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ＢＰプロジェクト平成２９年度第１回徳島大会

＊日

時

平成２９年８月８日（火）

＊会

場

鳴門教育大学講堂

＊プログラム
８：５０

９：１０

開会（総合司会 鳴門教育大学教授

阪根

健二）

開会挨拶

鳴門教育大学長

山下

一夫

鳴門市教育委員会教育長

安田

修

阪根

健二

山下

一夫

講演「いじめ対応を考え直す時」
鳴門教育大学教授

１１：００

講演「子どもの心と大人の知恵」
鳴門教育大学長

１２：００

閉会挨拶（謝辞） 鳴門教育大学理事・副学長

１２：１０

閉会
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佐古

秀一

◇アンケート結果◇

回答者 363 人
ご意見・ご感想
●

大学を核として行われている取り組みについて知ることができて良かった。
※地元の大学が「いじめ」対策について中心的役割を果たしているということから，自分自身
もこの問題について，現場で生かしていきたい。

●

有意義な講義内容，配布資料であった。再度資料を読み返して，まとめ活用していきたい。対
応策についての研修を進めたい。

●

いじめに対する対応は，ほんとうに大変です。教職員が協力して対応にあたることの必要性を
改めて知ることができました。

●

今後もいじめについてフォーラムをしてほしい。

●

いじめ事象による不登校児童にかかわっている日々でしたので阪根先生，山下学長先生のお話
をきいて大変勉強になりました。いじめの対応，概念を考え直す必要があるということを何よ
りもまず，職場の先生たちに伝えていきたいです。貴重な学びの機会をありがとうございまし
た。

●

学校には様々な課題が押し寄せており，教師の多忙感は増す一方である。その中で最も大切に
すべきことが見失われかねない状況にあるように思う。子どもたちが学校に行くことに価値を
見出せること，居場所があること，自己実現に向けて力を発揮できることなど安心・安全な学
校をつくり出していくことが我々教員の最大の義務であると感じる。だからこそ，いじめを中
心とした人権意識の高まりなしには解決できないことに対して，教員自身が真伨に向き合って
いく必要性をあらためて認識することができた。

●

いじめの問題は他の様々な仕事よりも最優先するべきことであることを改めて認識した。夏休
みまでは特に大きな問題はなかったが，これからどのようなことが起きるのかわからないので
気を抜かずに子どもたちを見ていきたい。

●

現場の多様な事例に関わってこられた阪根先生の解説がとてもわかりやすかったです。教師が
毅然とした立ち位置で対応することの大切さを忘れず，みんなが安心して過ごせる学級を作っ
ていきます。
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䜎䛪䛿䞉䞉䞉䞉䛔䛨䜑⮬ẅ䛾ၥ㢟䛜䚸
䝯䝕䜱䜰䞉䝛䝑䝖䛷䛿䚸ཝ䛧䛔ㄽㄪ䛷
ྲྀ䜚ୖ䛢䜙䜜䛯䚹

䛔䛨䜑ᑐᛂ䜢⪃䛘┤䛩

ᑐᛂ䛾䜎䛪䛥䚸⏕ᚐᣦᑟ䛾ㄢ㢟䚸
Ꮫᰯ㢼ᅵ䛾ၥ㢟Ⅼ䜢㟢࿊䛧䛶䛔䜛䚹
ఱ䛜ၥ㢟䛰䛳䛯䛾䛛䚹

㜰᰿
1

⌧௦䛾ㄢ㢟䛸䛿ఱ䛛
䠆㛫㐪䛳䛯ሗ䠄䝕䝬䜔შ䠅
䠆ᑐᛂ䛾᪉䛜ศ䛛䜙䛺䛔
䠆⮬ศ䛾䛸䛿⪃䛘䛺䛔

䝞䞊䝖䝺䝑䝖䛾⏕䝸䝺䞊ᐇ㦂䛛䜙

ᖹᆒ
䠄┬␎䠅
ᙉㄪ
䠄ᙇ䠅
ྠ
䠄ඛධほ䠅

Bartlett 1932
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ⓑ䛔䝅䝱䝒䛾ே䛿ఱᅇ䝟䝇䛩䜛䛾䛛
ᛮ䛔㎸䜏䛾ᛧ
䛥
ぢ䛘䛺䛔⮬ศ
䜢▱䜛

䠄䝎䝙䜶䝹䝅䝰䞁䝈 2010䠅

䛔䛨䜑㜵Ṇᑐ⟇᥎㐍ἲ

ዪᏊ୰Ꮫ⏕⮬ẅ
ྲྀᡭᕷᩍጤ䛂⌧ᅾ䛿䛔䛨䜑䛒䛳䛯䛸ㄆ㆑䛃
5᭶31᪥

ᖹᡂ25ᖺ6᭶28᪥䠈ᖹᡂ25ᖺἲᚊ➨71ྕ

䠍 䛂䛔䛨䜑䛃䜢䚸䛂ඣ❺⏕ᚐ䛻ᑐ䛧䛶䚸ᙜヱඣ❺⏕ᚐ
䛜ᅾ⡠䛩䜛Ꮫᰯ䛻ᅾ⡠䛧䛶䛔䜛➼ᙜヱඣ❺⏕ᚐ䛸
୍ᐃ䛾ேⓗ㛵ಀ䛻䛒䜛䛾ඣ❺⏕ᚐ䛜⾜䛖ᚰ⌮
ⓗཪ䛿≀⌮ⓗ䛺ᙳ㡪䜢䛘䜛⾜Ⅽ䠄䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖
䜢㏻䛨䛶⾜䜟䜜䜛䜒䛾䜢ྵ䜐䚹䠅䛷䛒䛳䛶䚸ᙜヱ⾜
Ⅽ䛾ᑐ㇟䛸䛺䛳䛯ඣ❺⏕ᚐ䛜ᚰ㌟䛾ⱞ③䜢ឤ䛨䛶
䛔䜛䜒䛾䛃䛸ᐃ⩏䛩䜛䚹

䠪䠤䠧䝙䝳䞊䝇䜘䜚

䛚䛸䛸䛧䚸Ⲉᇛ┴ྲྀᡭᕷ䛷ዪᏊ୰Ꮫ⏕䛜⮬ẅ
䛧䛯ၥ㢟䛷䚸ᕷ䛾ᩍ⫱ጤဨ䛿䚸䛣䜜䜎䛷䛂䛔䛨
䜑䛾ᐇ䛿☜ㄆ䛷䛝䛺䛛䛳䛯䛃䛸䛧䛶䛔䜎䛧䛯䛜
䠏䠌᪥䚸୍㌿䛧䛶⮬ẅ䛸䛾㛵ಀᛶ䛿䜟䛛䜙䛺䛔䜒
䛾䛾䚸㐩䛛䜙ᝏཱྀ䜢ゝ䜟䜜䜛䛺䛹䚸䛂⌧ᅾ䛿䛔
䛨䜑䛿䛒䛳䛯䛸ㄆ㆑䛧䛶䛔䜛䛃䛸㔘᫂䛧䜎䛧䛯䚹

䠎 䛔䛨䜑䛾㜵Ṇ➼䛾䛯䜑䛾ᑐ⟇䛾ᇶᮏ⌮ᛕ䚸䛔䛨
䜑䛾⚗Ṇ䚸㛵ಀ⪅䛾㈐ົ➼䜢ᐃ䜑䜛䚹

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ඣ❺⏕ᚐㄢసᡂ㈨ᩱ䠄ᅜ❧Ꮫ㝃ᒓᏛᰯ䛻䛚䛡䜛䛔䛨䜑㜵Ṇ➼
䛾ᑐ⟇䛾䛯䜑䛾༠㆟ ᖹᡂ28ᖺ12᭶24᪥ ୍ᶫㅮᇽ䠅

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ඣ❺⏕ᚐㄢసᡂ㈨ᩱ䠄ᅜ❧Ꮫ㝃ᒓᏛᰯ䛻䛚䛡䜛䛔䛨䜑㜵Ṇ➼
䛾ᑐ⟇䛾䛯䜑䛾༠㆟ ᖹᡂ28ᖺ12᭶24᪥ ୍ᶫㅮᇽ䠅
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ƍơǊ᧸ഥݣሊਖ਼ᡶඥᇹᲬவᇹᲫ
ᲢƍơǊƷܭ፯ᲣȷȷȷᲮƭƷᙲእ

ĬᘍໝǛƠƨᎍᲢဍᲣǋŴᘍໝƷݣᝋƱƳƬ
ƨཋᲢʊᲣǋŴδᇜဃࢻưƋǔƜƱ
ĭဍƱʊƷ᧓ƴɟܭƴʴႎ᧙̞ƔƋǔƜƱ
ĮဍƕʊƴݣƠƯŴ࣎ྸႎӍƸཋྸႎƳࢨ᪪
ǛɨƑƯƍǔƜƱ
į࢘ᛆᘍໝƷݣᝋƱƳƬƨʊƕ࣎៲ƷᒊၘǛ
ज़ơƯƍǔƜƱ

◊ಟ䛷䛿䞉䞉䞉

䛔
䛨
䜑
䜙
䜜
䜛

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ඣ❺⏕ᚐㄢసᡂ㈨ᩱ䠄ᅜ❧Ꮫ㝃ᒓᏛᰯ䛻䛚䛡䜛䛔䛨䜑㜵Ṇ➼
䛾ᑐ⟇䛾䛯䜑䛾༠㆟ ᖹᡂ28ᖺ12᭶24᪥ ୍ᶫㅮᇽ䠅

ᩍᖌ䛾❧䛱⨨䛿

䛔
䛨
䜑
䜛

䠑 䛿 ㉥
䠐 䛿 㯤
䠏 䛿 㟷

ഐほ⪅䜢䚸䛒䛺䛯䛿䛹䛖⪃䛘䜎䛩䛛䚹
䐟ഐほ⪅䜒䛔䛨䜑䛳Ꮚ ㉥
䐠ഐほ⪅䛿ᝎ䜣䛷䛔䜛 㯤
䐡ഐほ⪅䛿༝䛰
㟷

ಶู䛾䛔䛨䜑䛻ᑐ䛧䛶Ꮫᰯ䛜ㅮ䛪䜉䛝ᥐ⨨

ᒾᡭ䞉⏨Ꮚ୰2⏕䛔䛨䜑⮬ẅ Ꮫᰯ䜈䛾ಙឤ
䝣䝆䝔䝺䝡⣔䠄FNN䠅

7᭶8᪥(Ỉ)1241ศ㓄ಙ䞉䞉䞉䞉䞉䠄┤ᚋ䛾ሗ㐨䜘䜚䠅

䐟䛔䛨䜑䛾ᐇ☜ㄆ䞉䞉䞉ṇ☜䛥䞉㎿㏿䛥
䐠䛔䛨䜑䜢ཷ䛡䛯ඣ❺⏕ᚐཪ䛿䛭䛾ಖㆤ⪅䛻ᑐ䛩
䜛ᨭ䞉䞉䞉ぶ㌟䛻䛺䛳䛶
䐡䛔䛨䜑䜢⾜䛳䛯ඣ❺⏕ᚐ䛻ᑐ䛩䜛ᣦᑟཪ䛿䛭䛾
ಖㆤ⪅䛻ᑐ䛩䜛ຓゝ䛻䛴䛔䛶ᐃ䜑䜛䛸䛸䜒䛻䚸䛔䛨
䜑䛜≢⨥⾜Ⅽ䛸䛧䛶ྲྀ䜚ᢅ䜟䜜䜛䜉䛝䜒䛾䛷䛒䜛䛸
ㄆ䜑䜛䛸䛝䛾ᡤ㎄㆙ᐹ⨫䛸䛾㐃ᦠ䛻䛴䛔䛶ᐃ䜑䜛

ᒾᡭ䞉▮ᕵ⏫䛷䚸୰Ꮫ2ᖺ䛾⏨Ꮚ⏕ᚐ䛜䚸䛔䛨䜑䜢ⱞ䛻䛧䛶⮬ẅ䛧䛯䛸䜏䜙䜜䜛
ၥ㢟䛷䚸8᪥䚸⏨Ꮚ⏕ᚐ䛾ⴿ䛜Ⴀ䜎䜜䜛䚹7᪥䛾ಖㆤ⪅ㄝ᫂䛷䛿䚸Ꮫᰯ䜈䛾
ಙឤ䛜♧䛥䜜䛯䚹
7᭶5᪥䚸ᒾᡭ┴䛾JR▮ᖜ㥐䛷䚸⏫ෆ䛾୰Ꮫᰯ䛻㏻䛳䛶䛔䛯ᮧᯇ ுྩ(13)䛜䚸
ิ㌴䛻䛿䛽䜙䜜䚸ஸ䛟䛺䛳䛯䚹
ᮧᯇྩ䛿䚸ᢸ௵䛾ඛ⏕䛸䜔䜚ྲྀ䜚䛩䜛䝜䞊䝖䛻䚸䛂䜒䛖ᕷ(Ṛ)䛼ሙᡤ䛿Ỵ䜑䛶䛔
䜛䛃䛺䛹䚸⮬ẅ䜢䜋䛾䜑䛛䛩ෆᐜ䜢᭩䛔䛶䛔䛯䚹
7᪥䛾ಖㆤ⪅ㄝ᫂䛷䛿䚸Ꮫᰯ䛜
䛔䛨䜑䛜䛒䛳䛯䛛䛹䛖䛛ㄪᰝ䛧䛶䛔
䜛䛣䛸䛺䛹䜢ሗ࿌䛧䛯䛜䚸ಖㆤ⪅䛿
ಙឤ䜢♧䛧䛯䛸䛔䛖䚹

䐟ᠬᡄ䚸ฟᖍṆไᗘ䛾㐺ษ䛺㐠⏝➼䛭䛾䛔䛨
䜑䛾㜵Ṇ➼䛻㛵䛩䜛ᥐ⨨䜢ᐃ䜑䜛䞉䞉䞉Ẏ↛䛸

ఱ䛜ၥ㢟䛰䛳䛯䛾䛛䠛

18
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⮬ẅண㜵

᪂
2014

䛔䛨䜑ၥ㢟䛻䛿䠈ᵝ䚻䛺」ྜⓗせᅉ䛜䛒
䜚䚸ከ䛟䛾ᩍᖌ䛜䛭䛾ᑐฎ䛻ⱞ៖䛧䛶䛝䛯䚹
䛭䛾㒔ᗘ䠈ᩍᖌ䛯䛱䛿ຠᯝⓗ䛺ゎỴἲ䜢
᥈䛳䛶䛝䛯䚹䜎䛷䜒ᅜෆእ䛾◊✲⪅䛻
䜘䛳䛶䠈䛔䛨䜑ᑐ⟇䛾▱ぢ䛿ᩘከ䛟ᩍ⫱⌧
ሙ䛻ᥦ♧䛥䜜䛶䛔䜛䚹
䛧䛛䛧䛺䛜䜙䠈ຠᯝⓗ䛺ᡭἲ䛸䛧䛶⌧ሙ䛻
ᙳ㡪䜢䛘䠈ᐇ㊶䛻⤖䜃䛴䛔䛯䛿ᚲ䛪䛧
䜒ከ䛟䛿䛺䛔䚹
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䛭䜜䛿䠈◊✲⪅⮬㌟䛾╔┠Ⅼ䛜䠈䛔䛨䜑
㛵⪅୰ᚰ䛾ᑐᛂ䛷䛒䜚䠈ᣦᑟ䛩䜛❧ሙ䛷
䛒䜛ᩍᖌഃ䜈䛾䜰䝥䝻䞊䝏䛜ᑡ䛺䛛䛳䛯䛯
䜑䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹

䛔䛨䜑㜵Ṇ䝥䝻䜾䝷䝮ᐇ䛜ዌຌ䛧䛺䛔
ሙྜ䠈䛭䛾ཎᅉ䛿䝥䝻䜾䝷䝮䛭䛾䜒䛾䛰
䛡䛷䛿䛺䛟䠈⌧ሙ䛾ᩍᖌ䜈䛾◊ಟ㊊䜔
Ꮫᰯ䛾ண⟬㊊䛺䛹䛻䜒䛒䜛䛸ᛮ䜟䜜䜛䚹
ᙜ↛䛺䛜䜙䠈䝥䝻䜾䝷䝮⮬య䛜䛹䜣䛺䛻⣲
ᬕ䜙䛧䛔䜒䛾䛷䛒䛳䛶䜒䠈⌧ሙ䛷ᐇ䛩䜛
ᩍᖌ䛾䝇䜻䝹䜔▱㆑䛜䛺䛡䜜䜀ᡂຌ䛿䛧
䛺䛔䚹
(Feldman, 1992; Osher, Bear, Sparague, &
Doyle, 2010)

䛭䛾䛯䜑䠈ᩍᖌഃ䛛䜙䛾ᑐᛂ䛿䠈⤖ᯝⓗ
䛻ಶ䚻䛾⤒㦂▱䛷㣴䛳䛯ᡭἲ䛻⤊ጞ䛧䠈
䛫䛳䛛䛟ᥦ♧䛥䜜䛯▱ぢ䛺䛹䛛䜙䛿㞳䛧
䛶䛔䛳䛯䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸᥎ 䛥䜜䜛䚹▱ぢ
䛸ᐇ㊶䛸䛜䠈䛖䜎䛟䝬䝑䝏䞁䜾䛧䛶䛔䛺䛛䛳䛯
䛾䛛䜒▱䜜䛺䛔䚹䞉䞉䞉᭱㐺䛾ᚲせᛶ

ᩍᖌ䜙䛾䛔䛨䜑ᑐ⟇䛜᭷ຠ䛷䛿䛺䛔ሙྜ䠈
⏕ᚐഃ䜒ၥ㢟ゎỴ䛾㐨➽䛸䛧䛶ᩍᖌ䛻┦
ㄯ䛩䜛䛣䛸䛿䛺䛟䠄Morita, Soeda, Soeda, &
Taki, 1999䠅䠈⤖ᯝ䛸䛧䛶䠈ᩍᖌ䛻䜘䜛䛔䛨
䜑䛾ㄆ▱௳ᩘ䛿㐣ᑠホ౯䛥䜜䜛䚹
(Bradshaw, Sawyer, & O-Brennan, 2007)

䛔䛨䜑䛾▱ぢ䠄᪂䛯䛺どⅬ䛛䜙䠅

䛔䛨䜑䛾ᤊ䛘᪉䛻ඹ㏻䛩䜛ᇶᮏⓗせ⣲
䠍䠊ᙜ⪅䛾ほⓗୡ⏺䛻䛚䛡䜛⿕ᐖᛶ䛾
Ꮡᅾ䠄ᐇᛶ䛾ᇶ┙䠅
䠎䠊ຊ㛵ಀ䛾䜰䞁䝞䝷䞁䝇䛾Ꮡᅾ䛸℃⏝
䠏䠊ᛶ
䠐䠊ྠ୍㞟ᅋෆ䛻䛚䛡䜛ᑐே㛵ಀ
䠄᪥ᮏ䛾≉ᚩ䠅

ᵝ䚻䛺䝺䝧䝹䠄䜽䝷䝇䠈Ꮫᰯ䠈ᆅᇦ➼䠅䛷䠈
䛔䛨䜑䛾ቑῶഴྥ䛻㛵䛩䜛᥎ㄆ䠄≉ᐃ
Ⅼ䛷䛾ከᑡ䛷䛿䛺䛟䠈ഴྥ䛾᥎ㄆ䠅䛸䠈ᩍ
ᖌ➼䛻䜘䜛ᑐ⟇䛾ᐇ䛿䠈┦䛻ᙳ㡪䛧
䛒䛳䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹

῝้

㬆㛛ᩍ⫱Ꮫ≉௵ᩍᤵ ᳃⏣ὒྖẶศᯒ

⮬ᑛឤ䛸䛿

咔 厦厺叢≢⨥

⥅⥆

咓 厦厺叢

咒 厦厺叢叏ⱆ

䛔䛨䜑䛾䝥䝻䝉䝇䝰䝕䝹䠄ᡞ⏣䜙䠈2007䠅

㜰ᕷ❧Ꮫྡᩍᤵ

• ⮬ᕫ䛻ᑐ䛩䜛ホ౯ឤ䛷䛒䜚
⮬ศ⮬㌟䜢ᇶᮏⓗ䛻౯್䛒䜛䜒䛾䛸䛩䜛
ឤぬ䛸ᐃ⩏䛴䛡䜙䜜䜛䚹
䛣䛾⮬ᑛឤ䛿䚸䛭䛾ே⮬㌟䛻ᖖ䛻ព㆑
䛥䜜䛶䛔䜛䜟䛡䛷䛿䛺䛟䚸ಶ䚻䛾ゝື䜔
ព㆑ែᗘ䜢ᇶᮏⓗ䛻᪉ྥ䛡䜛䜒䛾䛷䛒
䜛䚹

ධ
ண㜵
Ẽ䛵䛝䚸ศᯒ
䠄䜰䝉䝇䝯䞁䝖䠅

༴ᶵᑐᛂ
༴ᶵධ
䠄㐺ษ䛺ᡭἲ䠅
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⮬ᑛឤ䛸䛿

⌧ᅾ䛾䛔䛨䜑
ၥ㢟䛾ㄢ㢟

• ᚑ䛳䛶䚸⮬ศ⮬㌟䛾Ꮡᅾ䜔⏕䜢ᇶᮏⓗ
䛻౯್䛒䜛䜒䛾䛸䛧䛶ホ౯䛧ಙ㢗䛩䜛䛣
䛸䛻䜘䛳䛶䚸ே䛿✚ᴟⓗ䛻ពḧⓗ䛻⤒㦂
䜢✚䜏㔜䛽䚸‶㊊ឤ䜢ᣢ䛱䚸⮬ᕫ䛻ᑐ䛧
䛶䜒⪅䛻ᑐ䛧䛶䜒ཷᐜⓗ䛸䛺䜛䚹

䝛䝑䝖䛾ᗈ䛜䜚
ᩍᖌ䛿㏣䛔䛴䛡䛺䛔䚹

• 䛴䜎䜚䚸⮬ᑛឤ䛿⢭⚄ⓗᗣ䜔㐺ᛂ
䛾ᇶ┙䜢䛺䛩䛸䛔䛘䜘䛖䚹
ㄞ᪂⪺ 䠎䠌䠍䠎ᖺ䠕᭶䠎䠐᪥
䠄ᤵᴗ㈨ᩱ䛸䛧䛶ά⏝䠅
32

䝛䝑䝖䛔䛨䜑䛾ၥ㢟䛾ᣦ
ᑟ䠄ၥ㢟䠅䜢ᐇ㝿䛻⤒㦂䛧
䛯ᩍဨ䠄㟷䠅䛿㻞㻤㻚㻡䠂䛻ୖ
䛳䛶䛚䜚䠈Ꮫ㝔⏕䠄㉥䠅䜒
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Why does cyber matter so much?

Why does cyber matter so much?

• The potential audience is large and unknown
₯ᅾⓗ䛺ほ⾗䛜䜀䛟䛷䚸▱䜙䛺䛔ே䛯䛱䛷䛒䜛
• The evidence (a website post) may be permanent
ドᣐ䠄䝛䝑䝖ᢞ✏䠅䛜䛚䛭䜙䛟Ọஂ䛻ṧ䜛
• It is present 24 hours a day
24㛫Ꮡᅾ䛧䛶䛔䜛
䠄䝷䝑䝉䝹ᩍᤵ䠅

It is perceived as / may be anonymous
༏ྡ䛸ᛮ䜟䜜䛶䛔䜛䠋䛚䛭䜙䛟༏ྡ
–Allows for more aggressive / cruel
behavior 䠄䜘䜚ᨷᧁⓗ䛷ṧ㓞䛺⾜ື䜢
チ䛧䛶䛧䜎䛖䠅
䝇䝔䜱䞊䝤䞁 䝷䝑䝉䝹 ༤ኈ
䜰䝸䝌䝘Ꮫ ᩍᤵ䠄SRA ๓㛗䠅

䠆䝛䝑䝖䛔䛨䜑䛿䚸㐣ཤ䛾䛂ⴿᘧ䛤䛳䛣䛃䜢⌧䛧䛶䛔䜛
䠄⿕ᐖ⪅䛾Ꮩ❧䛸ຍᐖ⪅䛾ቑ䠅

䠄ᡞ⏣ᩍᤵ䠅

ከᵝ࡞࠸ࡌࡵࢆ⪃࠼ࡿᅜ㝿ࣇ࢛࣮࣒ࣛ 㸫ࢿࢵࢺ࠸ࡌࡵࠊ♫ⓗ
ᑡᩘ⪅ࡢ࠸ࡌࡵࢆ୰ᚰ㸫ࡽ㸦㬆㛛ᩍ⫱Ꮫ 㛤ദ㸧
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ếᒭࠓݸᬅ

࠴ֻậಖಪậೂ៹ϷષỀ

䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䛿Ỵ䛧䛶䛺༏ྡ≧ែ䛷
䛿䛺䛔䛸䛔䛖䛣䛸䜢ఏ䛘䜛䚹
䠄ே䛻┦ㄯ䛩䜛䛣䛸䛾䛡䠅

⿕ᐖ䛻ᑐ䛩䜛䝸䝇䜽䛜䛒䜛䛰䛡䛷䛺䛟䚸ຍ
ᐖ⪅䛸䛺䜚䚸♫ⓗ㠀㞴䜔♫ⓗไ䜢
ཷ䛡䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䛣䛸䜢ㄆ㆑䛥䛫䜛䛣䛸
䛜㔜せ䛷䛒䜛䚹
䡞㜰᰿◊✲ᐊ䡟䛷᳨⣴䛩䜜䜀䚸䝎䜴䞁䝻䞊䝗䛷䛝䜎䛩䚹
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᭱ᚋ䛻 䛔䛨䜑ᑐᛂ䛿

ƍơǊᐯൈƕ᫁ႆ
Ơƨ࠰ƷᅸƴŴ
ஔଐૼᎥிʮஜᅈ
ᅈ˟ᢿᲢୖ㔝 グ⪅䠅Ʒ
ᙲᛪƴǑƬƯ˺ŵ
Ტ࠰உଐ
˄ஔଐૼᎥμ༿
ƴਫ਼᠍Უ

䛔䛨䜑䛜Ⓨ⏕䠄⏦࿌䚸Ⓨぢ䠅
䛧䛯ሙྜ䛻䛿䠈᪥ᖖᴗົ䛾
ඃඛ㡰䛸䛧䛶䛿䚸᭱ඃඛ
㡯䛷䛒䜛䛸䛔䛖ㄆ㆑䛜ᚲ
せ䛷䛒䜛䚹

ƦƷࢸŴׄૼᎥŴᏋ
ᩃᛏሁƴਫ਼᠍ƞǕǔŵ
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ＢＰプロジェクト平成２９年度第２回徳島大会

＊日

時

平成２９年１０月８日（土）

＊会

場

ザ・グランドパレス徳島（徳島県徳島市寺島本町西１丁目６０ １）

＊プログラム
１３：００

１３：１０

開会
司会進行

鳴門教育大学教授（いじめ防止支援機構長）阿形

開会挨拶

鳴門教育大学長

山下

一夫

講演「いじめを考える」
文部科学省初等中等教育局児童生徒課長

１５：００

恒秀

坪田

知広 氏

講演「性の多様性の理解と学校現場でのいじめの現状」
鳴門教育大学教授・生徒指導支援センター所長

１６：３０

質疑応答

１６：５０

閉会

鳴門教育大学理事・副学長
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佐古

秀一

葛西真記子

◇アンケート結果◇

回答者 71 人
ご意見・ご感想
●

いじめ防止認知するために何ができるのか，教育現場における取り組みについて知ることがで
きたと思います。被害者側の気持ちを優先（大切）にした定義づけだとその過程も，実際防止
する上で先生方，SC 等専門家は知っておくべきだと感じました。私自身，被害者側だけでなく，
なぜ加害（いじめ）に至るのか，その防止，環境作りを心理的な立場から支援〜実践に向くよ
う改めて思わせられる講演でした

●

とてもわかりやすいお話でした。ポイントを抑えながら説明して頂いたので内容がスーッと
入ってきました。教師（担任）として「いじめ」を察知できるように，気づきの力を高めてい
きたいと思いました。

●

教育委員会の役割や在り方を再認できました。今後も学校現場と連携を密にしていじめ防止に
取り組んでいきたいと思っています。

●

良い内容の講演でした。いじめに積極的に取組み，事例が増えることで，解決の方法が増え，
少しでも子どもたちの学習環境が良くなることを期待しています。

● 「いじめに対するとらえ方，考え方，今後の動向等とても分かりやすい説明をして下さり，理
解が深まった。
●

いじめ認知について，抱えこまないで，学校全体や様々な機関と連携を図る重要性を強く感じ
た。

●

はじめて知った知識がたくさんあり，もっともっと勉強しないといけないと感じた。小さい頃
からの偏見が私の心の中にはまだまだたくさんあり，それを改めていくことから始めないとい
けない。たいへん勉強になりました。

●

今のいじめの事情や文科省の方針などを知ることができ，今後自分が教員になった際，いじめ
については間違わないようにいかせていきます。
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䠬䠰䠝䞉ᆅᇦ

ᴗົඃඛ㡰

䛂㒊ά䛃䜘䜚䛂㠃ㄯ䛃䛂䛔䛨䜑ᑐᛂ䛃䜢

䛂䛔䛨䜑㜵Ṇᑐ⟇᥎㐍ἲ䛾⾜≧ἣ䛻㛵䛩䜛㆟ㄽ䛾䛸䜚䜎䛸䜑䛃
䠄ᖹᡂ28ᖺ11᭶䠎᪥䛔䛨䜑㜵Ṇᑐ⟇༠㆟䠅

䖃୰Ꮫᰯ䛾㐠ື㒊άືཧຍ⋡ ⏨Ꮚ䠓䠑䠊䠍䠂䚸ዪᏊ䠑䠒䠊䠐䠂
䖃୰Ꮫᰯ䛾䠍㐌㛫䛾άື㛫 ᖹ᪥⣙䠎㛫䚸ఇ᪥⣙䠏㛫
䖃䠍㐌㛫䛻ఇ㣴᪥タ䛡䛶䛔䛺䛔୰Ꮫᰯ 䠎䠎䠊䠐䠂
䖃䠍䛛᭶㛫䛻ᅵ᪥䛾ఇ㣴᪥䜢タ䛡䛶䛔䛺䛔୰Ꮫᰯ 䠐䠎䠊䠒䠂
䖃ᩍဨဨ䜢㒊άື㢳ၥ䛸䛩䜛୰Ꮫᰯ 䠔䠓䠊䠑䠂

⌧≧䞉ㄢ㢟䠖
䕿 ᩍ⫋ဨ䛾᪥ᖖᴗົ䛿⭾䛷䛒䜚䚸䛔䛨䜑ᑐ⟇⤌⧊䜈䛾ሗ࿌
䜔䚸ཧ㞟䛧䛶ᑐᛂ䛩䜛వ⿱䛜䛺䛔䚹
ᑐᛂ䛾᪉ྥᛶ䠖
䕿 ᩍ⫋ဨᐃᩘ䛾ᨵၿ䛻䜘䜛⏕ᚐᣦᑟᑓ௵ᩍဨ䛾㓄⨨䜔䚸㒊ά
ືఇᴗ᪥䛾タᐃ䚸ᩍဨ䛜⾜䛖ᴗົ䛾᫂☜䜢ྵ䜐ᩍ⫋ဨ䛾ᴗ
ົ㈇ᢸ㍍ῶ䜢᥎㐍䛩䜛䚹
䕿 ඣ❺⏕ᚐ䛛䜙䛾┦ㄯ䜔ッ䛘䛻ṇ㠃䛛䜙ྥ䛝ྜ䛔䚸䛔䛨䜑䛾
⿕ᐖඣ❺⏕ᚐ䜢Ᏺ䜚㏻䛩䛯䜑䚸ᩍ⫋ဨ䛾᪥ᖖᴗົ䛾ඃඛ㡰
䛻䛚䛔䛶䚸⮬ẅண㜵䚸䛔䛨䜑䜈䛾ᑐᛂ䜢᭱ඃඛ䛾㡯䛻⨨
䛡䜛䜘䛖ಁ䛩䚹

䠄䠅ᨺㄢᚋ䛾ඃඛ㡰

㠃ㄯ
䛔䛨䜑ᑐᛂ

16

䠚 ⿵⩦ 䠚 㒊ά
ㄞ᭩
17
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䛂Ꮚ౪䛻ྥ䛝ྜ䛖㛫䛃ቑศ䛿䛂ಶู㠃ㄯ䛃䛻

ܖఄⅳↇ↰᧸ഥؕஜ૾ᤆ
ⅎ ܖఄᚸ̖↚ⅹⅳ↕≏ܖఄ↚ⅹↀ↺ⅳ
ⅳↇ↰᧸ഥሁ↝↰↝ӕኵཞඞ≋⇈∙⇗∞⇮≏̾ʴ
᩿ᛩ≏ఄϋᄂ̲ሁ↝ܱཞඞ≌⇁
⇁ᚸ̖Ⴘ↚ˮፗ˄ↀ↺ↂ↗⇁ᙹܭ

䕿㒊ά䜢ᖹ᪥䠏᪥䞉ᨺㄢᚋ䠍㛫䛻⦰ῶ䚹
䕿ᾋ䛔䛯䠓㛫ศ䛷䚸㛗⦰ῶ䛸ඹ䛻ẖ㐌ဨ㠃ㄯ䚹
䕿⏕ᚐಶே䛾ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶ಶู⿵⩦䚹

ӲᏋۀՃ˟↞≏ⅳↇ↰↝ஊ↳↝⇁↮↝ݒٶᚸ̖ↈ↺↝↖↞↙ⅾ≏ଐࠝ↝δᇜ
ဃࢻྸᚐ≏ச᧸ഥ↳ଔႆᙸ≏ⅳↇ↰ⅻႆဃↆᨥ↝ᡆᡮⅺ↓ᢘЏ↙ऴإσஊ↳ኵ
ጢႎ↙ࣖݣሁⅻᚸ̖ↄ↻↺ↂ↗⇁ᎰՃ↚ԗჷ࣋ࡁↈ↺⅛

㒊άᣦᑟ ⌧≧䠖䠑᪥㽢䠎㛫䠙䠍䠌㛫
ᚋ䠖䠏᪥㽢䠍㛫䠙 䠏㛫
ᕪ䛧ᘬ䛝 䠓㛫

ܖఄ↝ⅳↇ↰ݣሊኵጢ∝ⅳↇ↰↝ऴإσஊ
ⅎ
ᎰՃⅻⅳↇ↰↝ऴܖ⇁إఄϋ↖ऴإσஊↆ↙ⅳↂ↗↞≏ⅳↇ↰᧸ഥݣሊਖ਼ᡶඥ
ඥ↝ᙹܭ
↚ᢌӒↆࢽ↺ↂ↗⇁ଢᚡ
ඥᇹ․‥வᇹ‣↞≏Ⅴܖఄ↝ᎰՃ≏૾עπσ↝˳ׇᎰՃ↝˂↝δᇜሁⅺ↸↝
Ⴛᛩ↚ࣖↇ↺ᎍӏ↢̬ᜱᎍ↞≏δᇜሁⅺ↸ⅳↇ↰↚̞↺Ⴛᛩ⇁Ӗↀئӳ↚ⅹⅳ↕≏
ⅳↇ↰↝ʙܱⅻⅱ↺↗࣬↾↻↺↗ⅼ↞≏ⅳↇ↰⇁Ӗↀ↗࣬↾↻↺δᇜሁⅻנቔↈ
↺ܖఄ↧↝ᡫ↝˂↝إᢘЏ↙ਜ਼ፗ⇁↗↺↱↝↗ↈ↺⅛Ⅵ↗ↆ↕ⅹ↹≏ܖఄ↝Ꮀ
Ճⅻⅳↇ↰⇁ႆᙸↆ≏Ӎ↞Ⴛᛩ⇁Ӗↀئӳ↚↞≏ᡮ↳ⅺ↚≏ܖఄⅳↇ↰ݣሊኵጢ
↚࢘ↆݣᛆⅳↇ↰↚̞↺ऴإ⇁إԓↆ≏ܖఄ↝ኵጢႎ↙↙↓↚ࣖݣↁ↙ↀ↻↟↙↸
↙ⅳ⅛ↈ↙↾←≏ܖఄ↝ཎ↝ܭᎰՃⅻ≏ⅳↇ↰↚̞↺ऴৼ⇁إⅷᡂ↮≏ܖఄⅳↇ
↰ݣሊኵጢ↚إԓ⇁ᘍ↾↙ⅳↂ↗↞≏ӷ↝ᙹ↚ܭᢌӒↆࢽ↺⅛

ᢸ௵㠃ㄯ ⌧≧䠖ᖺ㛫䠎䡚䠏ᅇ䠄䛩䜉䛶୕⪅㠃ㄯ䛾ሙྜ䜒䠅
ᚋ䠖䠍ே䠑ศ㽢䠍䠎ே䠙䠄䠒䠌ศ㻗䃐䠅㽢䠏᪥ 䛷䠏䠒ே
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ⅳↇ↰↧↝ݣϼ
ⅎⅳↇ↰ⅻܤତ↚ⅤᚐෞⅥ↗ↄ↻≏ࣖݣⅻ↙ↄ↻↕ⅳ↙ⅳྵཞ≋ⅳↇ↰ᛐჷˑૠμ˳↝
ኖ≉ⅻⅤᚐෞⅥ↗ↄ↻↕ⅳ↺≌⇁Ӗↀ≏ⅳↇ↰↝Ⅴ
ⅤᚐෞⅥ↝ܭ፯⇁ᛇኬ↚ᙹܭ

ඥ↝ྸᚐفᡶሁ
ⅎ̬ᜱᎍӏ↢↺ↈݣ↚؏עԗჷ↗ↆ↕≏≳
≳≷≤↝ңщ⇁ࢽ↺ↂ↗⇁ଢᚡ
̬ᜱᎍ↙↘ൟ↚࠼ⅾ≏ⅳↇ↰↝բ᫆↳ↂ↝բ᫆↧↝ӕኵ↚↓ⅳ↕↝ྸᚐ⇁ข↰↺
↨ⅾ≏≳≷≤↳˳ׇ̞᧙↝؏עሁ↗↝ᡲઃ⇁↙↹ⅻ↸≏ඥ↝ឯଓӏ↢ඥ↚ؕ↔ⅾࣖݣ
↚̞↺࠼إգႆ⇁Ϊܱↈ↺⅛

ⅳↇ↰↞≏ҥ↚ᜓፕ⇁↱→↕ܤତ↚ᚐෞ↗ↈ↺ↂ↗↞↖ⅼ↙ⅳ⅛ⅳↇ↰ⅻⅤᚐෞ
↙ݲⅾ↗↱ഏ↝≕↓↝ᙲˑⅻↄ↻↕ⅳ↺࣏ᙲⅻⅱ↺⅛
ↆ↕ⅳ↺Ⅵཞ७↗↞≏ݲ
ↆ≏ↂ↻↸↝ᙲˑⅻↄ↻↕ⅳ↺ئӳ↖ⅱ→↕↱≏࣏ᙲ↚ࣖↇ≏˂↝ʙऴ↱
ѥకↆ↕Йૺↈ↺↱↝↗ↈ↺⅛
ⅨℲⅳↇ↰↚̞↺ᘍໝⅻഥ⇂↖ⅳ↺ↂ↗Ⅹ
ᘮܹᎍ↚ྸ࣎↺ↈݣႎӍ↞ཋྸႎ↙ࢨ᪪⇁ɨⅷ↺ᘍ
ᘍໝ≋⇊∙⇥∞⇳⇩⇮⇁ᡫↇ↕ᘍ
↾↻↺↱↝⇁ԃ↯⅛≌ⅻ
ⅻഥ⇂↖ⅳ↺ཞ७ⅻႻ࢘↝᧓ዒዓↆ↕ⅳ↺ↂ↗⅛ↂ↝Ⴛ࢘↝
᧓↗↞≏ݲ
↙ݲⅾ↗↱≖ⅺஉ⇁Ⴘ≏ↆ⅛↺ↈ↗ܤⅳↇ↰↝ᘮܹ↝ࣱٻⅺ↸ↄ↸
↚ᧈ↝᧓ⅻ࣏ᙲ↖ⅱ↺↗Йૺↄ↻↺ئӳ↞≏ↂ↝Ⴘ↚ܤⅺⅺ↾↸↉≏ܖఄ↝ᚨፗ
ᎍӍ↞ܖఄ↝Йૺ↚↷↹≏↷↹ᧈ↝᧓⇁ᚨ⅛↺ↈ↗↝↱↺ↈܭ
Ⅸℳᘮܹᎍⅻ࣎៲↝ᒊၘ⇁ज़ↇ↕ⅳ↙ⅳↂ↗Ⅹ
ⅳↇ↰ⅻᚐෞↆ↕ⅳ↺ⅺ↘ⅵⅺ⇁Йૺↈ↺ໜ↚ⅹⅳ↕≏ᘮ
ᘮܹᎍⅻⅳↇ↰↝ᘍໝ↚
↷↹࣎
࣎៲↝ᒊၘ⇁ज़ↇ↕ⅳ↙ⅳ↗ᛐ↰↸↻↺ↂ↗⅛ᘮܹᎍஜʴӏ↢↝̬ᜱᎍ↚≏ↆݣ
࣎៲↝ᒊၘ⇁ज़ↇ↕ⅳ↙ⅳⅺ↘ⅵⅺ⇁᩿ᛩሁ↚↷↹ᄩᛐↈ↺⅛
ܖఄ↞≏ⅳↇ↰ⅻᚐෞ↚ᐱ→↕ⅳ↙ⅳെ᨞↖↞≏ᘮܹᎍ⇁࣋ࡁႎ↚↹ܣᡫↆ≏↝
ܤμ∝⇁࣎ܤᄩ̬ↈ↺ᝧ˓⇁ஊↈ↺⅛
Ⅴᚐෞↆ↕ⅳ↺ཞ७Ⅵ↚ᐱ→ئӳ↖↱≏ⅳↇ↰ⅻϐႆↈ↺ӧᏡࣱⅻҗЎ↚ⅱ↹
ࢽ↺ↂ↗⇁៊↭ⅷ≏ܖఄ↝ᎰՃ↞≏࢘ᛆⅳↇ↰↝ᘮܹδᇜဃࢻӏ↢ьܹδᇜဃࢻ
21
↚↓ⅳ↕↞≏ଐࠝႎ↚දॖขⅾᚇ࣏↺ↈݑᙲⅻⅱ↺⅛

ⅎ
ᇌӏ↢ᅶᇌ↝ܖఄ↧↝ૅੲ↗ↆ↕≏ᏋۀՃ˟↗↝ᡲઃ↚↓ⅳ↕ଢᚡ
ᇌܖఄӏ↢ᅶᇌܖఄ↚ⅹↀ↺≏ⅳↇ↰↝բ᫆↧↝↓↚ࣖݣⅳ↕≏࣏ᙲ↚ࣖↇ↕≏
ᏋۀՃ˟ⅺ↸↝⇟⇕∞∑⇑⇌∙⇡∏∞∝⇟⇕∞∑⇣∞⇝∉∑∕∞⇑∞≏ࡰᜱٟሁ↝
̞᧙∝ܼᧉݦೞ᧙↝ኰʼ↳≏ᄂ̲ೞ˟↝੩̓ሁ↝ૅੲⅻӖↀ↸↻↺↷ⅵ≏ଐࠝႎ↚≏
ᇌܖఄ↝ᚨፗᎍ↞ӏ↢ᏋۀՃ˟↗↝ᡲઃᄩ̬≏ᣃᢊࡅჄᅶᇌܖఄɼሥᢿ≏↞ޅ
ᏋۀՃ˟↗↝ᡲઃᄩ̬↚ѐ↰↺⅛
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䛂䛔䛨䜑䛾㔜ែ䛾ㄪᰝ䛻㛵䛩䜛䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛃䛻䛴䛔䛶䛆ᴫせ䛇䐟
Ⅸٻʙ७⇁৭੮ↈ↺ᇢደⅩ
ⅎٻʙ७↝ӕৢ↚↓ⅳ↕⅚ˌɦ↝ʙ⇁࣋ࡁ

䛂Ꮫᰯ䛻䛚䛡䜛䛂䛔䛨䜑䛾㜵Ṇ䛃䛂᪩ᮇⓎぢ䛃䛂䛔䛨䜑䛻ᑐ䛩䜛ᥐ⨨䛃䛾䝫䜲䞁䝖䛃
ⅳↇ↰↝᧸ഥ
ⅎܖఄ↗ↆ↕ཎ↚ᣐॾⅻ࣏ᙲ↙δᇜဃࢻ↚↓ⅳ↕↝⇁ࣖݣଢᚡ
ⅎႆᢋᨦܹ⇁ԃ↯≏ᨦܹ↝ⅱ↺δᇜဃࢻⅻⅺⅺ↾↺ⅳↇ↰↚↓ⅳ↕↞≏ᎰՃⅻ̾⅝
↝δᇜဃࢻ↝ᨦܹ↝ཎࣱ↧↝ྸᚐ⇁ข↰↺↗↗↱↚≏̾К↝Ꮛૅੲᚘဒ↳̾К
↝ਦݰᚘဒ⇁ဇↆऴإσஊ⇁ᘍⅳ↓↓≏࢘ᛆδᇜဃࢻ↝⇱∞⇠↳ཎࣱ⇁៊↭ⅷ
ᢘЏ↙ਦݰӏ↢࣏ᙲ↙ૅੲ⇁ᘍⅵↂ↗ⅻ࣏ᙲ↖ⅱ↺⅛
ⅎෙٳⅺ↸࠙ↆδᇜဃࢻ↳ٳʴ↝δᇜဃࢻ≏ᨥኽ۟↝̬ᜱᎍ⇁ਤ↓↙↘↝
↙↓↚ٳⅻ↺δᇜဃࢻ↞≏ᚕᛖ↳૨҄↝ࠀⅺ↸≏ܖఄ↖↝↚↢ܖⅹⅳ↕ᩊ⇁
ৼⅷ↺ئӳ↱ٶⅳↂ↗↚သॖↆ≏↻↸↝ࠀⅺ↸ⅳↇ↰ⅻᘍ↾↻↺ↂ↗ⅻ↙ⅳ↷ⅵ≏
ᎰՃ≏δᇜဃࢻ≏̬ᜱᎍሁ↝ٳʴδᇜဃࢻሁ↚ྸ↺ↈݣᚐ⇁̟ᡶↈ↺↗↗↱↚≏
ܖఄμ˳↖දॖขⅾᙸ࣏≏↹ܣᙲ↙ૅੲ⇁ᘍⅵ⅛
ⅎࣱӷɟࣱᨦܹ↳ࣱႎਦӼ∝ࣱᐯᛐ↚̞↺δᇜဃࢻ↚↺ↈݣⅳↇ↰⇁᧸ഥↈ↺↰≏
ࣱӷɟࣱᨦܹ↳ࣱႎਦӼ∝ࣱᐯᛐ↚↓ⅳ↕≏ᎰՃ↧↝ദↆⅳྸᚐ↝̟ᡶ↳≏ܖఄ
↗ↆ↕࣏ᙲ↙↓↚ࣖݣⅳ↕ԗჷↈ↺⅛
ⅎிଐஜٻᩗ↚↷↹ᘮↆδᇜဃࢻӍ↞Ҿ܇щႆᩓʙ↚↷↹ᢤᩊↆ↕ⅳ↺
δᇜဃࢻ↚↓ⅳ↕↞≏ᘮδᇜဃࢻⅻӖↀ࣎៲↧↝ࢨ↙ٻٶ᪪↳ॹ↻↙ⅳ↧ؾ
↝ɧܤज़ሁ⇁ᎰՃⅻҗЎ↚ྸᚐↆ≏࢘ᛆδᇜဃࢻ↚⇁⇈⇗↝࣎↺ↈݣᢘЏ↚ᘍⅳ≏
ኬ࣎↝දॖ⇁ⅳ↙ⅻ↸≏࢘ᛆδᇜဃࢻ↚↺ↈݣⅳↇ↰↝ச᧸ഥ∝ଔႆᙸ↚
ӕ↹ኵ↯⅛
ɥᚡ↝δᇜဃࢻ⇁ԃ↰≏ܖఄ↗ↆ↕ཎ↚ᣐॾⅻ࣏ᙲ↙δᇜဃࢻ↚↓ⅳ↕↞≏ଐࠝႎ
↚≏࢘ᛆδᇜဃࢻ↝ཎࣱ⇁៊↭ⅷᢘЏ↙ૅੲ⇁ᘍⅵ↗↗↱↚≏̬ᜱᎍ↗↝ᡲઃ≏
22
ԗ↝δᇜဃࢻ↚࣏↺ↈݣᙲ↙ਦ⇁ݰኵጢႎ↚ᘍⅵ⅛

∝ٻʙ७↞⅚ʙܱ᧙̞ⅻᄩↆܭെ᨞↖ٻʙ७↗ↆ↕↝↞↖↝↺ↈڼ⇁ࣖݣ
↙ⅾ⅚Ⅴ
ⅤွⅳⅥⅻဃↇെ᨞↖ᛦ௹⇁↙ↆڼↀ↻↟↙↸↙ⅳↂ↗⅛
∝ᘮܹδᇜဃࢻ↳̬ᜱᎍⅺ↸ⅳↇ↰↸↻↕ٻʙ७↚ᐱ→↗ⅳⅵဎᇌⅻⅱ→
↗ⅼ↞⅚ٻʙ७ⅻႆဃↆ↱↝↗ↆ↕إԓ∝ᛦ௹ሁ↚࢘↺ↂ↗⅛
ⅎٻʙ७↝ር↝ଢᄩ҄⇁⅚↰↺
ٻʙ७↗ↆ↕ৢ↾↻↱↝↝ʙ̊⇁ᅆↈ
∝᠉ͻ↖ฎ⇂↱↝↝⅚ᐯൈ⇁˖⅛ↆ
∝⇑⇩⇥∞↖Хↄ↻ⅵ↚↙→ⅻ⅚ԣ֊↚⇶⇩⇕⇁Ⴝ↚ↆ↰Хↄ↻↙ⅺ→⅛
∝֓ӻ↳ᐃၘ↙↘↝࣎˳៲↝ࣱ׆Ӓࣖⅻዓⅾ⅛
∝ᙐૠ↝ဃࢻⅺ↸᥉⇁ᙲ൭ↄ↻⅚ዮ᫇≔ɢό⇁บↆ⅛
↙↘
ↂ↻↸⇁ɦ↺ׅᆉࡇ↝ᘮܹ↖ⅱ→↕↱⅚ዮӳႎ↚Йૺↆٻʙ७↗ਵⅷ↺ئӳ
ⅻⅱ↺ↂ↗↚သॖↈ↺⅛

23
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Ⅸᘮܹᎍ∝̬ᜱᎍ↚↺ↈݣᛦ௹૾ᤆ↝ᛟଢሁⅩ
ⅎᛦ௹⇁↺ↈڼЭ↚⅚ᘮܹᎍ∝̬ᜱᎍ↚↕ↆݣɠ↚ݗᛟଢ⇁ᘍⅵↂ↗↖⅚ᘮܹᎍሁ↝ॖ
Ӽ⇁៊↭ⅷᛦ௹ⅻᘍ↾↻↺ↂ↗⇁ਃ̬

Ⅸᛦ௹ኽௐ↝ᛟଢ∝πᘙ≒̾ʴऴ̬↝إᜱⅩ
ⅎᇹɤᎍᛦ௹ۀՃ˟ሁⅻӕࢽↆऴ↝إӕৢ↚↓ⅳ↕ଢᚡ
∝ᛦ௹ኽௐ↚ⅹↀ↺ऴ↓↚إⅳ↕⅚̾К↝ऴإⅻ̾ʴऴ↚إᛆ࢘ↈ↺ⅺԁⅺ↞⅚
Ӳ૾עπσ̾↝˳ׇʴऴ̬إᜱவ̊ሁ↚ༀ↸ↆ↕ᢘЏ↚Йૺↈ↺ↂ↗⅛
∝ܖఄ↝ᚨፗᎍӏ↢ܖఄ↗ↆ↕⅚ⅤӲ૾עπσ̾↝˳ׇʴऴ̬إᜱவ̊ሁ↚ༀ↸ↆ
↕ɧᅆ↗ↈ↺ᢿЎⅥ⇁ᨊⅳᢿЎ⇁ᢘЏ↚ૢྸↆ↕ᅆↈ↺ↂ↗⅛

ⅨᛟଢʙⅩ
Ⅎᛦ௹↝Ⴘႎ∝Ⴘ⅚ℳᛦ௹ɼ˳≋ኵጢ↝ನ⅚ʴᢠ≌⅚ℴᛦ௹∝᧓
≋⇟⇗⇞∋∞∑⅚ܭإԓ≌⅚ℵᛦ௹ʙ∝ᛦ௹ݣᝋ⅚ℶᛦ௹૾ඥ⅚ℷᛦ௹ኽ
ௐ↝੩̓

Ⅸᛦ௹ኽௐ⇁៊↭ⅷࣖݣⅩ
ⅎьܹδᇜဃࢻ↚↺ↈݣਦ↓↚ݰⅳ↕ଢᚡ

ཎ↚⅚ℷ↝ᛦ௹ኽௐ↝੩̓↝૾ඥ↚↓ⅳ↕↞⅚↘↝↷ⅵ↙ऴ↷↝↘⅚⇁إⅵ
↙࢟ࡸ↖ᘮܹᎍ∝̬ᜱᎍ↚੩̓ↈ↺↝ⅺ⇁ᛟଢↆ↕ⅹⅾ≋̾ʴऴ↓↚إⅳ↕↞⅚
̾ʴऴ̬إᜱவ̊ሁ↚↷↹⅚੩̓↖ⅼ↙ⅳئӳⅻⅱ↺ↂ↗↙↘≌⅛

ᛦ௹ኽௐ↚ⅹⅳ↕⅚ⅳↇ↰ⅻᛐ↕↻ↄܭⅳ↺ئӳ⅚ьܹᎍ↚̾⅚↕ↆݣК↚ਦݰ
⇁ᘍⅳ⅚ⅳↇ↰↝᩼↚ൢ˄ⅺ↊⅚ᘮܹδᇜဃࢻ↧↝ᜓፕ↝ൢਤ←⇁ᣱↄ↊↺⅛
ьܹδᇜဃࢻ↚↺ↈݣਦݰሁ⇁ᘍⅵئӳ↞⅚↝̬ᜱᎍ↚ңщ⇁̔᫂ↆ↙ⅻ↸ᘍⅵ
ↂ↗⅛

Ⅸᛦ௹ኽௐ↝ᛟଢ∝πᘙ≒̾ʴऴ̬↝إᜱⅩ
ⅎᛦ௹ኽௐ↝إԓ↚ᨥↆ↕↝දॖໜ⇁ଢᚡ
∝πᇌܖఄ↝ئӳ↞⅚ᏋۀՃ˟˟ᜭ↚ⅹⅳ↕ᜭ᫆↗ↆ↕ӕ↹ৢⅳ⅚ዮӳᏋ˟ᜭ
↚ⅹⅳ↕ᜭ᫆↗ↆ↕ӕ↹ৢⅵↂ↗↱౨᚛ↈ↺ↂ↗⅛
∝ᘮܹδᇜဃࢻ∝̬ᜱᎍ↞⅚ᛦ௹ኽௐ↚̞↺ᙸ⇁↭↗↰૨⇁⅚૾עπσ˳ׇ
↝ᧈ↚إ↺ↈݣԓ↚ชⅷ↺ↂ↗ⅻ↖ⅼ↺ↂ↗⅛
∝ᛦ௹ኽௐ⇁πᘙↈ↺ئӳ⅚πᘙ↝ˁ૾ӏ↢πᘙϋܾ⇁ᘮܹδᇜဃࢻ∝̬ᜱᎍ↗
ᄩᛐↈ↺ↂ↗⅛
∝ܖఄ↝ᚨፗᎍӏ↢ܖఄ↞⅚ᘮܹδᇜဃࢻ∝̬ᜱᎍ↚ᛟଢↆ૾ᤆ↚ඝ→↕⅚ьܹ
δᇜဃࢻӏ↢↝̬ᜱᎍ↚↕ↆݣⅳↇ↰↝ʙܱ᧙̞↚↓ⅳ↕ᛟଢ⇁ᘍⅵↂ↗⅛
24

ⅎᛦ௹ኽௐ⇁៊↭ⅷϐႆ᧸ഥ⅚ᎰՃ↝ϼЎ↚↓ⅳ↕ଢᚡ
ܖఄ↝ᚨፗᎍӏ↢ܖఄ↚ⅹↀ↺ⅳↇ↰ʙక↧↝↚ࣖݣⅹⅳ↕⅚ⅳↇ↰ʙక↧↝
↚ࣖݣⅹⅳ↕⅚ඥࢷ↳ؕஜ૾ᤆሁ↚ༀ↸ↆ↕⅚↙ٻᢅڂሁⅻਦઇↄ↻↕ⅳ↺ئӳ⅚
ᎰՃ↚↺ↈݣᎮⅼӕ↹⇁ᘍ→ɥ↖ܲᚇႎ↚ʙܱ᧙̞⇁৭੮ↆ⅚ᎰՃ↝়
ϼЎሁ↝ᙲԁ⇁౨᚛ↈ↺ↂ↗⅛
25
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ःगीଆૃৌੁਤ১ਸ਼ڴڮعਸ਼گگ

Ⅸ૾עπσᧈ↝˳ׇሁ↚↷↺ϐᛦ௹Ⅹ
ⅎↂ↻↭↖⅚ٻʙ७↝ᛦ௹ࢸ↚ⅹↀ↺⅚૾עπσᧈ↝˳ׇሁ↚↷↺ϐᛦ௹↚↓ⅳ↕↞⅚
ᛦ௹⇁ᘍⅵ࣏ᙲⅻⅱ↺↗ᎋⅷ↸↻↺ئӳⅻᅆↄ↻↕ⅳ↙ⅺ→↰⅚∇∑⇕∄∞∑⇁ᅆↈ

ૅ৾ٸऊैਝ઼قઇ৩ভಉكषপহଙেभਾઔ
ܒਝ઼ऊै্ঽ৬भশಉषਾઔ
ْপহଙٓःगीଆૃৌੁਤ১ਸ਼ڴڮਸ਼ڭඨ
َ॔كःगीपेॉে୵ੱؚମྼमଃਓपপऩ૩ऋেगञઑःُقుญেെ
ऋঽ௨॑੫खञৃ়ಉك
ॖَكःगीपेॉৼਊभ৾ૅ॑ಳఆघॊऒध॑໓ऩऎऔोथःॊઑःُ
قফڬگ॑৯؛৴ਢखथಳఆखथःॊेअऩৃ়ऩनमؚဌசप
৹ਪपାুك

Ⅸϐᛦ௹⇁ᘍⅵ࣏ᙲⅻⅱ↺↗ᎋⅷ↸↻↺ئӳⅩ
Ⅎᛦ௹↚↞ჷ↹ࢽ↙ⅺ→ૼↆⅳᙲ↙ʙܱⅻЙଢↆئӳӍ↞ૼↆⅳᙲ
↙ʙܱⅻЙଢↆ↱↝↝җЎ↙ᛦ௹ⅻނⅾↄ↻↕ⅳ↙ⅳئӳ
ℳʙЭ↚ᘮܹᎍ∝̬ᜱᎍ↗ᄩᛐↆᛦ௹ʙ↚↓ⅳ↕⅚җЎ↙ᛦ௹ⅻނⅾↄ↻
↕ⅳ↙ⅳئӳ
ℴܖఄ↝ᚨፗᎍӏ↢ܖఄ↝↓↚ࣖݣⅳ↕җЎ↙ᛦ௹ⅻނⅾↄ↻↕ⅳ↙ⅳئӳ
ℵᛦ௹ۀՃ↝ʴᢠ↝πࣱ∝ɶᇌࣱ↚↓ⅳ↕ွ፯ⅻⅱ↺ئӳ

َپقుญেെृ৳૧ऊैःगीैोथপহଙपඹढञधःअணয়थऋँढञध
ऌُ॑அिك؛

ↆ⅚ɥᚡℲ⊡ℵ↝ئӳ↖ⅱ→↕↱⅚૾עπσ˳ׇሁ↚↷↺ϐᛦ௹↖↞↙ⅾ⅚
ଏ↚ܱↆᛦ௹↝ᛦ௹ኵጢ↚ⅹⅳ↕⅚ᡙьᛦ௹↳ನՃ⇁ↆ٭ɥ↖↝ᛦ௹
⇁ᘍⅵↂ↗↱ᎋⅷ↸↻↺⅛

ٳ

َઑःُऋँढञৃ়ؚघएप৾ૅऊैઇ৩ভपਾઔऋऩऔोॊेअؚ
ႃऊै॑ষअऒध؛

ૅ৾ٸभਝ઼ऋؚপহଙभ৹ਪभ৬॑ਖ਼
৹ਪभ৬म৾ૅऊ৾ૅभਝ઼્؛पઃभৃ়मؚਝ઼ঽैऋ৹ਪ॑ৰ؛
 ٳజभ৽༬ृহ੧भ્ਙؚःगीैोञుญেെྼम৳૧भ୪इऩन॑౷
ऽइૅؚ৾৬भ৹ਪदमؚপহଙषभৌ૪लரभহଙभেभଆૃप
ङखुેীऩટ॑੭ैोऩःधਝ઼ऋਖ਼घॊৃ়
ૅ৾ ٳभઇણप੍ऋেगॊउजोऋँॊेअऩৃ়
27

26

ःगीभَপহଙُपउऐॊ৾ૅभਝ઼भৌૢ
ٸਝ઼ऋ৹ਪ৬भৃ়؟
৹ਪੌ௶भਝ઼ؚ
৹ਪभৰ
ٳ

ਝ઼ऋ৹ਪ৬धऩॊৃ়ؚ
ਗभਸ਼ਕ॑ଡਛ৩धखञੌ௶
पेॉؚசृऊप৹ਪपାুदऌ
ॊेअؚৎऊैभਝ઼॑؛

ẟẳỜࣖݣỂௐẺẴỔẨۀểܖఄỉࢫл

ૅ৾ٸऋ৹ਪ৬भৃ়؟
ਏऩल੍ର
ٳ

ᏋᧈᐯỤܖఄỆឱửᢃ Ṻሥɦỉܖఄỉ࣋ࡁ৭੮ίἙὊἑểܱעὸὉ࣋ࡁਦݰ
ỮỂẆᝧ˓ờẾềẐཞඞử ṺμᎰՃỉॖᜤો᪃ίẟẳỜஊṑफẆإԓᾌ࣏᪰ί࣭Ủể়ὸὸ
৭੮ẴỦẑểẟạۋѬử
ṺẟẳỜ᧸ഥݣሊਖ਼ᡶඥỉᎰՃồỉේᡢ

৹ਪपणःथஃؚয੍
ରऋਏ؛৹ਪટभੲਾ
पणःथुઍ্؞১؞ৎप
णऌஃ؛

Ꮛᧈ
⫱ᡂ䚸
ᣦ
┘╩

پ৹ਪੌ௶ਁ؟ਙ؞রয়ਙऋન৳औोञੌ௶ऋ௴ऩহৰੳ॑ষअऒधऋदऌॊ
ेअଡਛघॊऒध؛ऒभञीؚఉ૧ؚಖઋఐୢؚ৾৽ୡੱؚ৶ૣ؞
කभ௧ੇಉभ௧ੴल৽ୡ॑થघॊुभदँढथؚਊჾःगीभ
হ੧भঢ়બधઉமभযঢ়બྼम્શभਹ૩ঢ়બ॑થखऩःقਸ਼ਕ
كपणःथؚચ੮৬ृপؚ৾৾ভऊैभ໗ಉपेॉਸ॑ॊेअ
ीॊुभधघॊ؛

ᜩݑ

ਦݰɼʙ
እẦỤỉ
ἙὊἑЎௌ
ၥ⾜ㄪᰝ
ᑵᏛຓ⋡
Ꮫຊㄪᰝ ➼

ὉܖఄίఄᧈὸỆẲẾẦụਦݰяᚕỂẨỦਦݰɼʙỉὉᣐፗ
ὉܖఄὉۀʙѦޅỆấẬỦኵጢႎễࣖݣỉ࣋ࡁ
ࠊထᾟᾣᾐ
ᡲӳ˟

ẟẳỜऴ
إẆݣሊ
ỉ੩క

ẟẳỜऴإ

ᡲઃ

ἰἊἳὅἚὉ ᡲઃ
ਦݰὉ
ͳૢؾ
ఄᧈ

ٸ৹ਪટ॑ਝ઼قઇ৩ভಉৢ॑كगथ্ਁુ੮৬भশಉप
ਾઔ

ܴ

ܴ
ẟẳỜऴإ

ᐯఄỉμềỉܴỉཞඞ৭੮ểἰἊἳὅἚ
ὉᢿɦẦỤإԓầɥầẾềẨởẴẟ˺ؾụ
Ὁܴử߹ׅẲềᚇݑίᾢᾒửᆢಊႎỆဇὸ

ਦݰẆ
яᚕ

ਁٸয়৾ૅभৃ়؟ઇ৩ভভ৮पਾઔ
ٳহ੧भেृ৹ਪટ॑ઇ৩ভভ৮पਾઔखथःऩःऋങৄऔोॊ؛
ܒহਜଂभादৌ૪্ଉ॑ৠघॊभदमऩऎؚઇ৩ভভ৮पउऐॊે
ীऩੈ৮॑৽ॊऒध؛়ઇভ৮भഃૐ॑ीॊऒधुਏपૢगथਫ਼
28
ୈघॊऒध؛

ίᙲᛪử
ࢳẺẵὸ
ᆢಊႎ
ễܖఄ
ᚧբ
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ẟẳỜऴ
إẆᛢ᫆

ܖఄ

ᾋẟẳỜݣሊኵጢᾍ

ܴ

䛔䛨䜑
ሗ䛾
㞟䞉ሗ࿌

ҥˮᾟᾣᾐ

⮬ẅண㜵䛾䛯䜑䛻

ᐯൈʖ᧸ᏋỆ̞Ủ˺ỉࡽ

 ٳभঽ௨मૅؚ৾भਃभਈञॊुभभण
 ܒजभਃपَनअৌૢघॊऊُ॑અइॊऒधमؚ
ਃَ॑नअଆएऊُ॑અइॊऒधقٙঽ௨ଆكपऺऻಉखः؛
 ܒঽ௨ଆभञीपؚनभेअऩऒधऋਏऊء

ᖹᡂ䠎䠍ᖺ䠏᭶

ᩍᖌ䛜▱䛳䛶䛚䛝䛯䛔Ꮚ䛹䜒䛾⮬ẅண㜵

䠄䠍䠅ඣ❺⏕ᚐ䛾ຓᕼồ⬟ຊ䜢㧗䜑䜛
䞉䞉䞉Ṛ䛻䛯䛔䛸ᛮ䛳䛯䛸䛝䛻ே䚸ᑓ㛛ᶵ㛵䛻䛱䜓䜣䛸ゝ䛘䜛䛛

䠄䠎䠅ᩍဨ䛾Ẽ䛝䛾ຊ䜢㧗䜑䜛

ᖹᡂ䠎䠎ᖺ䠏᭶

䞉䞉䞉⮬ẅ䛻䛴䛔䛶䛾ṇ䛧䛔▱㆑䛜๓ᥦَઇపऋੴढथउऌञः
नुभঽ௨ଆُ

Ꮚ䛹䜒䛾⮬ẅ䛜㉳䛝䛯䛸䛝䛾⥭ᛴᑐᛂ䛾ᡭᘬ䛝

䠄䠏䠅┦ㄯయไ䛾ᩚഛ

ᖹᡂ䠎䠒ᖺ䠓᭶

䞉䞉䞉ᰯෆ䛾ᙺศᢸ䚸䝇䜽䞊䝹䜹䜴䞁䝉䝷䞊䞉Ꮫᰯ་䛸䛾㐃ᦠ䚸
Ꮫᰯእ䛾ᑓ㛛ᶵ㛵䠄≉䛻་⒪ᶵ㛵䠅䛸㐃ᦠ䛩䜛యไ䛿ᵓ⠏
䛷䛝䛶䛔䜛䛛

Ꮚ౪䛻ఏ䛘䛯䛔⮬ẅண㜵
䠉Ꮫᰯ䛻䛚䛡䜛⮬ẅண㜵ᩍ⫱ᑟධ䛾ᡭᘬ䠉
31

30

䛔䛨䜑䛺䛹Ꮚ౪䛾SOS䛻㛵䛩䜛ྲྀ⤌䛾ᬑཬၨⓎ

䠎䠐㛫Ꮚ౪䠯䠫䠯䝎䜲䝲䝹

䕿 ᖹᡂ29ᖺ10᭶䚸䛔䛨䜑䛺䛹Ꮚ౪䛾䠯䠫䠯
䛻㛵䛩䜛ᬑཬၨⓎ䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䚸TV䜰䝙䝯
䛄䠏᭶䛾䝷䜲䜸䞁䛅䠄䠍䠌᭶䠍䠐᪥䠄ᅵ䠅NHK⥲
ྜ䝔䝺䝡䛻䛶ᨺ㏦㛤ጞ䠅䛸䝁䝷䝪䝺䞊䝅䝵䞁
䜢ᐇ䚹

࠰உƷᡫᛅ૰૰
҄ӏƼဪӭ٭ƴˤƍŴ
ஜȝǹǿȸǛμƷܖఄ
ሁƴᣐࠋ

䛆䝁䝷䝪䝺䞊䝅䝵䞁⏬䛾ᴫせ䛇
䐟 䝁䝷䝪䝺䞊䝅䝵䞁䝫䝇䝍䞊䛾సᡂ
䞉 ᅜ䛾୰Ꮫᰯ䚸⩏ົᩍ⫱Ꮫᰯ䚸㧗➼Ꮫ
ᰯ䚸୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯཬ䜃㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ䛻
ྛ䠍ᯛ ྜィ ⣙䠍䠔༓ᯛ䜢㓄ᕸ
䐠 ≉タ䝃䜲䝖䛾సᡂ䠄10᭶16᪥බ㛤ணᐃ䠅
䞉 䠎䠐㛫Ꮚ౪SOS䝎䜲䝲䝹䚸䝣䝸䞊䝇䜽
䞊䝹䛾ྲྀ⤌䛾⤂
䞉 䜻䝱䝇䝖䛾Ἑす࿃䛥䜣䚸ⰼ⃝㤶⳯䛥
䜣䚸ᑗᲦዪὶᲦኈ䛾ᒣཱྀᜨᏊ䛥䜣䜈
䛾䜲䞁䝍䝡䝳䞊グ䛾ᥖ㍕
䞉 䛾䜻䝱䝇䝖䛻䜘䜛Ꮚ౪㐩䜈䛾䝯䝑䝉䞊
䝆䜢ᥖ㍕

32
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㻿㻺㻿䜢ά⏝䛧䛯┦ㄯయไ䛾ᵓ⠏䛻㛵䛩䜛ᙜ㠃䛾⪃䛘᪉䠄୰㛫ሗ࿌䠅 䐟

㻿㻺㻿䜢ά⏝䛧䛯┦ㄯయไ䛾ᵓ⠏䛻㛵䛩䜛ᙜ㠃䛾⪃䛘᪉䠄୰㛫ሗ࿌䠅 䐠

䠍 ⫼ᬒ

䠄䠏䠅⥭ᛴ➼䛾ලయⓗ䛺ᑐᛂせ㡿
䕿 ┦ㄯ⪅䛜⮬ẅ䜢䜋䛾䜑䛛䛩➼䛾⥭ᛴ䛻䛿䚸┦ᡭ䛾ゎ䜢ᚓ䛯ୖ䛷䛷䛝䜛䛰䛡᪩䛟㡢ኌ㏻ヰ䛻䜘䜛┦ㄯ䜈ษ䜚᭰䛘䜢ᅗ䜛
䛸䛸䜒䛻䚸ྍ⬟䛺㝈䜚┦ㄯ⪅䛾Ặྡ䜔ᡤᅾᆅ䜢⪺䛝ฟ䛧䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶Ꮫᰯ䜔㆙ᐹ➼䛾㛵ಀᶵ㛵䛻䜒㏻ሗ䛩䜛䚹
䕿 㛫እ䛻┦ㄯ䛜᮶䛯ሙྜ䛿䚸ᛂ⟅䛷䛝䛺䛔᪨䜢⮬ືᛂ⟅ᶵ⬟䜔⏝ෆ➼䛷ศ䛛䜚䜔䛩䛟♧䛩䚹
䕿 ྠ䛻」ᩘ䛾┦ㄯ䛜᮶䛯ሙྜ䛿䚸䛩䛠䛻ᑐᛂ䛷䛝䛺䛔ሙྜ䛜䛒䜛䛣䛸䜔䚸┦ㄯဨ䛜ᑐᛂ䛷䛝䛺䛔≧ἣ䛷䚸䛛䛴䚸⥭ᛴ䛾
┦ㄯ䛾ሙྜ䛻䛿24㛫Ꮚ౪SOS䝎䜲䝲䝹➼䜢⏝䛔䛶䜋䛧䛔䛣䛸䜢䚸⮬ືᛂ⟅ᶵ⬟䜔⏝ෆ➼䛷ศ䛛䜚䜔䛩䛟♧䛩䚹
䕿 ┦ㄯ䜢ཷ䛡䛡䜛SNS䛾ID䜔䜰䝥䝸䛾䝎䜴䞁䝻䞊䝗᪉ἲ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᙜヱᆅ᪉බඹᅋయ䛻䛒䜛Ꮫᰯ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶࿘▱䛩䜛
䛣䛸䛜⪃䛘䜙䜜䜛䛜䚸䛾ᆅ᪉බඹᅋయ䛻ᅾ⡠ᰯ䛜䛒䜛ඣ❺⏕ᚐ䛛䜙┦ㄯ䛜䛒䛳䛯ሙྜ䛿䚸⥭ᛴ䜢㝖䛝䚸24㛫Ꮚ౪SOS
䝎䜲䝲䝹➼䜢⤂䛩䜛䛣䛸䛜⪃䛘䜙䜜䜛䚹

㏆ᖺ䚸ⱝᖺᒙ䛾ከ䛟䛜㻿㻺㻿䜢䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ᡭẁ䛸䛧䛶ά⏝
㻿㻺㻿ୖ䛾䛔䛨䜑➼䛾ၥ㢟䜈䛾ᑐᛂ䛜ㄢ㢟䛸䛧䛶ᾋୖ
䋻 䛔䛨䜑䜢ྵ䜐ᵝ䚻䛺ᝎ䜏䛻㛵䛩䜛ඣ❺⏕ᚐ䛾┦ㄯ䛻䛴䛔䛶䚸㻿㻺㻿䜢ά⏝䛩䜛Ⅼ䞉ㄢ㢟➼䜢᳨ウ䛩䜛䛯䜑䚸᭷㆑⪅䛛䜙ᵓᡂ
䛥䜜䜛䛂㻿㻺㻿䜢ά⏝䛧䛯䛔䛨䜑➼䛻㛵䛩䜛┦ㄯయไ䛾ᵓ⠏䛻ಀ䜛㼃㻳䛃䜢ᖹᡂ䠎䠕ᖺ䠓᭶䛻タ⨨䚹䠔᭶䠎䠔᪥䛻୰㛫ሗ࿌䜢බ⾲䚹
䈜㻿㻺㻿䠙䝋䞊䝅䝱䝹䞉䝛䝑䝖䝽䞊䜻䞁䜾䞉䝃䞊䝡䝇

䠎 ୰㛫ሗ࿌䛾ᴫせ
䠄䠍䠅ᇶᮏⓗ⪃䛘᪉

䠄䠐䠅┦ㄯ䝅䝇䝔䝮

䕿 ሗ࿌᭩䛿䚸᮶ᖺᗘ䚸ᅜ䛜ヨ⾜ⓗ䛻⾜䛖䝰䝕䝹ᴗ䛾ᐇୖ䛾␃ពⅬ䜢♧䛩䜒䛾䚹
䕿 ᅜᒎ㛤䛻䛴䛔䛶䛿䚸䝰䝕䝹ᴗ䛾⤖ᯝ䜢᳨ド䛧䚸ᢏἲ䛾ᨵၿ䜢ᅗ䛳䛯ୖ䛷᳨ウ䚹

䕿 ┦ㄯ䝅䝇䝔䝮䛻⏝䛔䜛SNS䜔䜰䝥䝸➼䛾㑅ᐃ䛻ᙜ䛯䛳䛶䛿䚸ඣ❺⏕ᚐ䜈䛾ᬑཬ䛾ᗘྜ䛔ཪ䛿ᬑཬ䛾ᐇ⌧ྍ⬟ᛶ䜔䚸ඣ❺
⏕ᚐ䛾ά⏝䛾䛧䜔䛩䛥䚸┦ㄯཷᚋ䛾ᑐᛂ䛾䛧䜔䛩䛥➼䜢຺䛩䜉䛝䛷䛒䜛䚹
䕿 SNS䜢ά⏝䛧䛯᪉ྥ䛻䜘䜛┦ㄯ䛾⤌䜏䛷䛿䛺䛟䚸䜰䝥䝸➼䜢ά⏝䛧䛯୍᪉ྥ䛾㏻ሗ➼䛾⤌䜏䜒⪃䛘䜙䜜䜛䚹䛭䛾ሙ
ྜ䛿䚸༶䛾㏉ಙ䛜䛷䛝䛺䛔䛣䛸䜔䚸⥭ᛴ䛿24㛫Ꮚ౪SOS䝎䜲䝲䝹➼䜢⏝䛔䛶䜋䛧䛔䛣䛸䜢ศ䛛䜚䜔䛩䛟♧䛩䚹

䠄䠎䠅┦ㄯయไ䛾ᅾ䜚᪉
䕿 ┦ㄯ䛾ᑐ㇟⪅䛻䛴䛔䛶䚸SNS䜢⏝䛔䛯┦ㄯᢏἲ➼䛜༑ศ䛻☜❧䛥䜜䛶䛔䛺䛔⌧Ⅼ䛻䛚䛔䛶䛿ඣ❺⏕ᚐ䛾䜏䜢ᑐ㇟䛸䛧䚸
ಖㆤ⪅䛻䛴䛔䛶䛿୍᪉ྥ䛾㏻ሗ➼䛾⤌䜏䜢⏝䛩䜛ሙྜ䛾䜏ᑐ㇟䛸䛩䜛䛣䛸䛜⪃䛘䜙䜜䜛䚹
䕿 ┦ㄯཷ㛫䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛘䜀䚸ඣ❺⏕ᚐ䛜┦ㄯ䛧䜔䛩䛔ᖹ᪥༗ᚋ5䛛䜙༗ᚋ10䚸䜎䛯䚸Ẽᣢ䛱䛜ⴠ䛱㎸䜏䜔䛩䛔
㛗ᮇఇᴗ᫂䛡๓䜔᪥᭙᪥䛺䛹䛜⪃䛘䜙䜜䜛䚹䜎䛯䚸ཷ㛫䜢㝈ᐃ䛩䜛ሙྜ䛿䚸㛫እ䛻䛿ᛂ⟅䛷䛝䛺䛔䛣䛸䜔䚸⥭ᛴ䛿
24㛫Ꮚ౪SOS䝎䜲䝲䝹➼䜢⏝䛔䛶䜋䛧䛔䛣䛸䜢䚸⮬ືᛂ⟅ᶵ⬟➼䛻䜘䜚ఏ䛘䜛䚹
䕿 㡢ኌ㏻ヰ䛻䜘䜛≧ἣ☜ㄆ䛜ᚲせ䛺䛿䚸┦ㄯ⪅䛾ゎ䜢ᚓ䛶䚸㡢ኌ㏻ヰ䜔㠃᥋䛻䜘䜛┦ㄯ䛻䛴䛺䛢䜛䚹
䕿 ┦ㄯဨ䛾యไ䛻䛴䛔䛶䛿䚸┦ㄯᴗົ䛻㛵䛩䜛▱㆑䞉⤒㦂䜢᭷䛩䜛⪅䛻ຍ䛘䚸Ꮫ⏕䛺䛹ⱝᖺᒙ䛻䜘䜛䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁
䛻⢭㏻䛧䛯⪅䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䜛䛣䛸䛜ຠᯝⓗ䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹
䕿 ┦ㄯෆᐜ➼䛾䝥䝷䜲䝞䝅䞊䛜☜ᐇ䛻Ᏺ䜙䜜䜛䛣䛸䜢♧䛩䛸䛸䜒䛻䚸⏕䛻㛵䜟䜛➼䛾⥭ᛴ䛻䛿䚸Ꮫᰯ䜔㛵ಀᶵ㛵䛻
ሗඹ᭷䛩䜛᪨䜢⏝ෆ➼䛻䛚䛔䛶ศ䛛䜚䜔䛩䛟♧䛩䚹

䠄䠑䠅Ẹ㛫ᅋయ➼䛸䛾㐃ᦠ䞉༠ຊ
䕿 SNS䜢ά⏝䛧䛯┦ㄯ䛻ಀ䜛▱ぢ䞉ᢏ⾡䜢᭷䛩䜛Ẹ㛫ᅋయ䛸䛾㐃ᦠ䜔䚸䝅䝇䝔䝮䛾タィ䞉ᵓ⠏䜢ྵ䜑䛷䛝䜛㝈䜚ᴗ⪅䛾༠ຊ
䛜ᚓ䜙䜜䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䛧䛔䚹

䠄䠒䠅䛭䛾䛾␃ពⅬ
䕿 ሗ⟶⌮䜢ཝ᱁䛻⾜䛔䚸ඣ❺⏕ᚐ䛾Ặྡ䜔┦ㄯෆᐜ䛾₃䛘䛔㜵Ṇ➼䜢ᚭᗏ䛩䜛ᚲせ䚹
䕿 SNS䛾ᶵ⬟䜢ά⏝䛧䛯䚸䛔䛨䜑㜵Ṇ➼䛻㛵䛩䜛ሗⓎಙ䜒ຠᯝⓗ䚹
䕿 ಖㆤ⪅䛾᪉㔪➼䛻䜘䜚䚸䝇䝬䞊䝖䝣䜷䞁➼䜢ᣢ䛯䛺䛔ඣ❺⏕ᚐ䜒ከ䛟䛔䜛䛣䛸䛛䜙䚸24㛫Ꮚ౪SOS䝎䜲䝲䝹䛾࿘▱䜢ᙉ
䛩䜛䛺䛹䚸㐺ษ䛺㓄៖䜢⾜䛖䛣䛸䛜ᮃ䜎䛧䛔䚹
䕿 㛵ಀྛ⪅䛛䜙ᡂ䜛༠㆟䛾ᯟ⤌䜏䛾タ⨨➼䜢᳨ウ䚹

㻟㻠
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䠏䠌ᖺᗘᴫ⟬せồ㢠䠖䠕䠑ⓒ
䠄᪂つ䠅

ὼᵑᵎ࠰ࡇಒምᙲ൭᫇ὼ

ἋἁὊἽỽỸὅἍἻὊሁဇʙಅ

䠘⫼ᬒ䠚
䕿䛔䛨䜑䜢ྵ䜑䚸ᵝ䚻䛺ᝎ䜏䜢ᢪ䛘䜛ඣ❺⏕ᚐ䛻ᑐ䛩䜛┦ㄯయไ䛾ᣑ
䛿䚸┦ㄯ䛻ಀ䜛ከᵝ䛺㑅ᢥ⫥䜢⏝ព䛧䚸ၥ㢟䛾῝้䜢ᮍ↛䛻㜵
Ṇ䛩䜛ほⅬ䛛䜙ႚ⥭䛾ㄢ㢟䚹
䕿䛣䜜䜎䛷䜒䚸ᖹᡂ䠎䠔ᖺᗘ䜘䜚䚸䠎䠐㛫Ꮚ౪䠯䠫䠯䝎䜲䝲䝹䠄㡢
ኌ㏻ヰ䛻䜘䜛┦ㄯ䠅䛻䛴䛔䛶㏻ヰᩱ䜢↓ᩱ䛩䜛䛺䛹యไ䛾ᩚഛ䛻
ດ䜑䛶䛚䜚䚸䛭䛾⤖ᯝ䚸ᖹᡂ䠎䠔ᖺᗘ୰䛾䠎䠐㛫Ꮚ౪䠯䠫䠯䝎䜲
䝲䝹┦ㄯ௳ᩘ䜒⣙䠐௳䛸๓ᖺᗘ䛸ẚ㍑䛧䛶⣙䠎ಸ䛻ቑຍ䚹
䕿୍᪉䚸䝇䝬䞊䝖䝣䜷䞁䛾ᬑཬ➼䛻క䛔䚸᭱㏆䛾ⱝᖺᒙ䛾⏝䛔䜛䝁
䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ᡭẁ䛻䛚䛔䛶䛿䚸䠯䠪䠯䛜ᅽಽⓗ䛺ྜ䜢༨䜑䜛
䜘䛖䛻䛺䛳䛶䛚䜚䚸㡢ኌ㏻ヰ䛾䜏䛺䜙䛪䚸䠯䠪䠯䜢ά⏝䛧䛯┦ㄯయ
ไ䛾ᵓ⠏䜢⾜䛖䛣䛸䛜ᙉ䛟ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䚹

䛆䜲䝯䞊䝆䛇䠯䠪䠯䜢ά⏝䛧䛯┦ㄯ
䠯䠪䠯

䝇䜽䝸䞊䞁䝅䝵䝑䝖䜒
㏦ಙྍ⬟䛷䚸䠯䠪䠯
ୖ䛾䝖䝷䝤䝹➼䜢
ṇ☜䛛䛴ᐜ᫆䛻ఏ
䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛

ᩍ⫱ጤဨ䜔
⥲ྜᩍ⫱䝉䞁䝍䞊➼
䛷ཷಙ

ᵑᵎ࠰ࡇಒምᙲ൭᫇ ᵒᵊᵖᵎᵔႊɢό
ίᵐᵗ࠰ࡇʖም᫇ᵒᵊᵓᵓᵗႊɢόὸᙀяྙᾉᾀᵍᵑ

䠯䠪䠯

䝇䜽䞊䝹䜹䜴䞁䝉䝷䞊䠖ඣ❺⏕ᚐ䛾ᚰ⌮䛻㛵䛧䛶㧗ᗘ䛻ᑓ㛛ⓗ䛺▱㆑
ཬ䜃⤒㦂䜢᭷䛩䜛⪅ 䠄⮫ᗋᚰ⌮ኈ➼䠅

⮫ᗋᚰ⌮ኈ䜔
䠯䠪䠯ୖ䛾Ꮚ౪䛾
Ẽᣢ䛱䛜䜟䛛䜛
ⱝ⪅➼䛜ᑐᛂ

䠄ཧ⪃䠅ᖹᡂ㻞㻣ᖺ㼇ᖹ᪥㻝᪥㼉䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁⣔䝯䝕䜱䜰䛾ᖹᆒ⏝㛫
䠄ᖹᡂ㻞㻤ᖺ㻤᭶⥲ົ┬ሗ㏻ಙᨻ⟇◊✲ᡤㄪᰝ䠅
㻝㻜௦䠖ᦠᖏ㏻ヰ㻞㻚㻤ศ䚸ᅛᐃ㏻ヰ㻜㻚㻜ศ䚸
䝋䞊䝅䝱䝹䝯䝕䜱䜰⏝㻡㻣㻚㻤ศ䚸䝯䞊䝹⏝㻝㻣㻚㻜ศ

䠄䛂䠯䠪䠯䜢ά⏝䛧䛯┦ㄯయไ䛾ᵓ⠏䛻㛵䛩䜛ᙜ㠃䛾⪃䛘᪉䠄୰㛫ሗ࿌䠅䠄䠅䛃
䠯䠪䠯䜢ά⏝䛧䛯䛔䛨䜑➼䛻㛵䛩䜛┦ㄯయไ䛾ᵓ⠏䛻ಀ䜛䝽䞊䜻䞁䜾䜾䝹䞊䝥䜘䜚䠅

Ꮫᰯᩍ⫱ἲ⾜つ๎ ➨㻢㻡᮲䛾䠏
䝇䜽䞊䝹䝋䞊䝅䝱䝹䝽䞊䜹䞊䛿䚸ᑠᏛᰯ䛻䛚䛡䜛ඣ❺䛾⚟♴䛻㛵䛩䜛ᨭ䛻ᚑ䛩䜛䚹

㼇┠ᶆ㼉ᖹᡂ㻟㻝ᖺᗘ䜎䛷䛻䚸䝇䜽䞊䝹䜹䜴䞁䝉䝷䞊䜢බ❧ᑠ୰Ꮫᰯ㻔㻞㻣㻘㻡㻜㻜ᰯ䠅䛻㓄⨨
䠄䝙䝑䝫䞁୍൨⥲ά㌍䝥䝷䞁䠅
H30:27,500ᰯ
䠄䜂䛸䜚ぶᐙᗞ䞉ከᏊୡᖏ➼⮬❧ᛂ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䠅

㼇┠ᶆ㼉ᖹᡂ㻟㻝ᖺᗘ䜎䛷䛻䚸䝇䜽䞊䝹䝋䞊䝅䝱䝹䝽䞊䜹䞊䜢䛶䛾୰Ꮫᰯ༊䠄⣙䠍ே䠅䛻㓄⨨
䠄䝙䝑䝫䞁୍൨⥲ά㌍䝥䝷䞁䠅
H30:8,000ே
䠄䜂䛸䜚ぶᐙᗞ䞉ከᏊୡᖏ➼⮬❧ᛂ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䠅

ṞμπᇌܖݱఄỆݣẴỦᣐፗίᡵᾀଐὸ

ᾀᾆύᾄఄίᾀᾅύఄὸ

ᡫࠝᣐፗẔᾂᾄᡵόᾂᶆόᾀଐẕ
ݱɶᡲઃᣐፗẔᾂᾄᡵόᾃᶆόᾀଐẕ

ᾈύᾄఄί ᾈύᾅఄὸ
ᾇύఄί ᾅύᾃఄὸ

ᵆᵐᵇᝢὉᖋࢳݣሊỉẺỜỉໜᣐፗίᡵᾀଐᡙьὸ ᾀύʴίᾀύʴὸ
Ẕᾃᾇᡵόᾂᶆόᾀଐẕ

ṟμπᇌɶܖఄỆݣẴỦᣐፗ

䠄䠅⮬ẅ䜢䜋䛾䜑䛛䛩➼䚸䛻㛵䜟䜛┦ㄯ䛾ሙྜ䛾㐃⤡䛾ὶ䜜

ᡫࠝᣐፗẔᾂᾄᡵόᾃᶆόᾀଐẕ
ݱɶᡲઃᣐፗẔᾂᾄᡵόᾃᶆόᾀଐẕ
πᇌɶܖఄᡵᾄଐ˳Сỉܱ
Ẕᾂᾄᡵόᾃᶆόᾄଐẕ

⥭ᛴ䛾ሙྜ

ᩍ⫱ጤဨ

Ꮫᰯ

ᾀύఄίᾀύఄὸ
ᾄύᾇఄί ᾅύᾅఄὸ
ᾃύఄί ᾂύᾁఄὸ
ᾁఄί
ᾁఄὸ

ᵆᵑᵇ᭗ሁܖఄỉẺỜỉᣐፗ ᾃᾆʴίᾃᾆʴὸ Ẕᾃᾇᡵόᾂᶆόᾂଐẕ
ᵆᵒᵇឋӼɥỉẺỜỉᾢᾥᣐፗ

ͤᨭ䛜ᚲせ䛺Ꮫᰯ䛻ᙎຊⓗ䛻ὴ㐵䛷䛝䜛䜘䛖䚸ᆅᇦ䛾ᐇ䛻ᛂ䛨䚸ᩍ⫱ጤဨ㓄⨨᪉ᘧ䜒᥎㐍䚹

㆙ᐹ䚸ඣ❺┦ㄯᡤ➼
䛸㐃ᦠ䛧ᑐᛂ

ṠᝢὉᖋࢳݣሊỉẺỜỉໜᣐፗίᡵᾀଐᡙьὸ ᾀύఄίᵏᵊᵎᵎᵎఄὸ
Ẕᾂᾄᡵόᾃᶆόᾀଐẕ

Ᏻ䜢☜ㄆ

ṡɧႇఄૅੲỉẺỜỉᏋૅੲἍὅἑὊỉೞᏡࢍ҄ίᡵᾀଐὸ
Ẕᾂᾄᡵόᾃᶆόᾀଐẕ
ᾁᾄሖίᵐᵓᵎሖὸ

䠄๓ᖺᗘண⟬䠖㻟ⓒ䠅
ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘᴫ⟬せồ㢠䠖㻡㻟ⓒ

䛆ᴫせ䛇
ἲᚊ䛾ᑓ㛛ᐙ䛷䛒䜛ᘚㆤኈ䛜䚸䛭䛾ᑓ㛛ⓗ▱㆑䞉⤒㦂䛻ᇶ䛵䛝䚸Ꮫᰯ䛻䛚䛔䛶ἲⓗഃ㠃䛛䜙䛾䛔䛨䜑ண㜵ᩍ⫱䜢⾜䛖䛸䛸䜒䛻䚸
䛔䛨䜑䛺䛹䛾ㅖㄢ㢟䛾ຠ⋡ⓗ䛺ゎỴ䛻䜒㈨䛩䜛䚸Ꮫᰯ䛻䛚䛡䜛┦ㄯయไ䛾ᩚഛ䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ◊✲䜢ᐇ䛩䜛䚹䛆2→10⟠ᡤ䛇

ㄪᰝ◊✲⤖ᯝ䛾
ศᯒ䞉᳨ド䞉࿘▱
⟇䜈䛾ᫎ

厦厺叢叏㜵Ṇ
ᰯົ叏ຠ⋡呍
㈇ᢸ㍍ῶ

䠍䠊ἲⓗഃ㠃䛛䜙䛾䛔䛨䜑䛾ண㜵ᩍ⫱
ᘚㆤኈ䛜䚸ᐇ䠄ุ➼䠅䜢♧䛧䛺䛜䜙䚸ேᶒ䜢Ᏺ䜛䛣䛸䛾㔜せᛶ䜔䛔䛨
䜑䛾ἲᚊୖ䛾ᢅ䛔䠄ฮ⨩䛾ᑐ㇟䛸䛺䜚ᚓ䜛䛣䛸䜔䚸ἲ⾜Ⅽ䛻ヱᙜ䛧ᦆᐖ
㈺ൾ㈐௵䛜Ⓨ⏕䛧ᚓ䜛䛣䛸➼䠅䛻䛴䛔䛶ᩍ䛘䜛ᤵᴗ䝰䝕䝹䛾ᵓ⠏䜔ᐇ㊶ⓗ
䛺ᩍᮦ䛾㛤Ⓨ䜢⾜䛖䚹

䠏䠊ἲ௧䛻ᇶ䛵䛟ᑐᛂ䛾ᚭᗏ

ᾇύʴίᾄύʴὸ

ᾋᏋۀՃ˟ሁᾍ

ᡲዂңᜭ˟ỉ͵ሁửᡫẳẺឋӼɥỉӕኵ

䛔䛨䜑㜵Ṇ➼ᑐ⟇䛾䛯䜑䛾䝇䜽䞊䝹䝻䜲䝲䞊ά⏝䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ◊✲

䠎䠊Ꮫᰯ䛻䛚䛡䜛ἲⓗ┦ㄯ䜈䛾ᑐᛂ

ᵆᵏᵇݱɶܖఄỉẺỜỉᣐፗ
Ẕᾃᾇᡵόᾂᶆόᾀଐẕ

ᾋܖఄὉᎰՃίᜱሁὸᾍ

䛆⫼ᬒ䛇
䕿 ᅜ䛿䚸ᅔ㞴䛺ၥ㢟䛾ゎỴ䛻ྥ䛡䛶┦ㄯ䛷䛝䜛ᘚㆤኈ➼䚸ከᵝ䛺ேᮦ䛻䜘䜛ᨭయไ䜢ᵓ⠏䛩䜛䚹䛆䛔䛨䜑䛾ၥ㢟➼䜈䛾ᑐᛂ
䛻䛴䛔䛶䠄➨୍ḟᥦゝ䠅䠄ᖹᡂ25ᖺ2᭶26᪥ᩍ⫱⏕ᐇ⾜㆟Ỵᐃ䠅䛇
䕿 䛔䛨䜑䛾㜵Ṇ䛾䛯䜑䛻䛿䚸䛔䛨䜑䛻ྥ䛛䜟䛺䛔ែᗘ䞉⬟ຊ䛾⫱ᡂ䛜ႚ⥭䛾ㄢ㢟䛷䛒䜛䚹Ⓨ㐩䛾ẁ㝵䛻ᛂ䛨䛶䚸ඣ❺⏕ᚐ䛜䛔
䛨䜑䛾ၥ㢟䜢⮬ศ䛾䛣䛸䛸䛧䛶ᤊ䛘䚸⪃䛘䚸㆟ㄽ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ṇ㠃䛛䜙ྥ䛝ྜ䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䚸ᐇ㊶ⓗ䛺ྲྀ⤌䜢⾜䛖ᚲせ
䛜䛒䜛䚹䛆䛔䛨䜑䛾㜵Ṇ➼䛾䛯䜑䛾ᇶᮏⓗ䛺᪉㔪䠄ᖹᡂ25ᖺ10᭶11᪥ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧Ỵᐃ䠄ᖹᡂ29ᖺ3᭶14᪥᭱⤊ᨵᐃ䠅䠅䛇

Ꮫᰯ䛜䚸ඣ❺⏕ᚐ䜢ྲྀ䜚ᕳ䛟ၥ㢟䛻䛴䛔䛶ᘚㆤኈ䛻┦ㄯ䛧ἲⓗ䜰䝗䝞䜲䝇
䜢ཷ䛡䜛䛣䛸䜔䚸ᘚㆤኈ䛻䜘䜛ᩍဨྥ䛡䛾◊ಟ䜢ཷ䛡䜛䛣䛸➼䛜䚸⏕ᚐᣦ
ᑟୖ䛾ㅖㄢ㢟䛾ຠ⋡ⓗ䛺ゎỴ䛻㈨䛩䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶᳨ド䜢⾜䛖䚹

ᵑᵎ࠰ࡇಒምᙲ൭᫇ ᾀᵊᾇᾃᾁႊɢό
ίᵐᵗ࠰ࡇʖም᫇ᵏᵊᵐᵓᵖႊɢόὸᙀяྙᾉᾀᵍᵑ
䝇䜽䞊䝹䝋䞊䝅䝱䝹䝽䞊䜹䞊䠖⚟♴䛻㛵䛧䛶ᑓ㛛ⓗ䛺▱㆑䞉ᢏ⾡䜢᭷䛩䜛䛸䛸
䜒䛻䚸㐣ཤ䛻ᩍ⫱䜔⚟♴䛾ศ㔝䛻䛚䛔䛶䚸άື⤒㦂䛾ᐇ⦼➼䛜䛒䜛⪅䠄♫
⚟♴ኈ䚸⢭⚄ಖ⚟♴ኈ➼䠅

Ꮫᰯᩍ⫱ἲ⾜つ๎ ➨㻢㻡᮲䛾䠎
䝇䜽䞊䝹䜹䜴䞁䝉䝷䞊䛿䚸ᑠᏛᰯ䛻䛚䛡䜛ඣ❺䛾ᚰ⌮䛻㛵䛩䜛ᨭ䛻ᚑ䛩䜛䚹

䠘ᴗᴫせ䠚
䕿ᐇయ䠖ᆅ᪉බඹᅋయ
䕿ᐇ⟠ᡤᩘ䠖䠍䠌⟠ᡤ
䕿ά⏝䝒䞊䝹䠖ඣ❺⏕ᚐ䜈䛾ᬑཬ䛾ᐇ⌧ྍ⬟ᛶ䜔ඣ❺⏕ᚐ䛾ά⏝䛾䛧
䜔䛩䛥䚸┦ㄯཷᚋ䛾ᑐᛂ䛾䛧䜔䛩䛥➼䜢຺䛧䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛜ᆅ
ᇦ䛾ᐇ䛻ᛂ䛨䛶䠯䠪䠯䜔䜰䝥䝸➼䜢㑅ᐃ䚹
䕿┦ㄯᑐ㇟⪅䠖ཎ๎䚸ඣ❺⏕ᚐ
䕿┦ㄯཷ㛫䠖ඣ❺⏕ᚐ䛜┦ㄯ䛧䜔䛩䛔ᖹ᪥༗ᚋ㻡䡚༗ᚋ㻝㻜⛬ᗘ
䜔䚸㛗ᮇఇᴗ᫂䛡๓䜔᪥᭙᪥䛺䛹ᆅ᪉බඹᅋయ䛜タᐃ䚹
䕿┦ㄯဨ䛾యไ䠖┦ㄯᴗົ䛻㛵䛩䜛▱㆑䞉⤒㦂䜢᭷䛩䜛⪅䛻ຍ䛘䛶䚸Ꮫ⏕
䛺䛹ⱝᖺᒙ䛾䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛻⢭㏻䛧䛯⪅䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䛯┦ㄯ
యไ䛾ᩚഛ䛜⪃䛘䜙䜜䜛䚹

ἋἁὊἽἏὊἉἵἽὁὊỽὊဇʙಅ

Ꮫᰯ䛻䛚䛔䛶䚸䛔䛨䜑㜵Ṇᑐ⟇᥎㐍ἲ➼䛻ᇶ䛵䛔䛶䚸䛔䛨䜑ၥ㢟䜈䛾ᑐ
ᛂ䛜ᚭᗏ䛥䜜䛶䛔䜛䛛䜢ᘚㆤኈ䛜ἲⓗഃ㠃䛛䜙☜ㄆ䛩䜛䛣䛸䛾᭷ຠᛶ䜢᳨
ド䛩䜛䚹
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ᾃᾆʴίᾃᾆʴὸ Ẕᾃᾇᡵόᾂᶆόᾄଐẕ

ᾋᅦᅍ᧙ᡲೞ᧙ᾍ
ᾋܼࡊᾍ
Ḥί

ὸỊЭ࠰ࡇ



“Gender”䝆䜵䞁䝎䞊䛸䛿?
z♫ⓗ䞉ᩥⓗᛶᕪ

ᛶ䛾ከᵝᛶ䛾⌮ゎ䛸Ꮫᰯ
⌧ሙ䛷䛾䛔䛨䜑䛾⌧≧

z⏕≀Ꮫⓗ䛺ᐇ䛷䛿䛺䛔䛾䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪䚸ே䚻䛜ᛮ䛔㎸䜣䛷
䛔䜛⏨ዪ䛾ᙺ䜔䚸⚾䛯䛱䛜䜲䝯䞊䝆䛧䛶䛔䜛⏨ᛶീ䞉ዪᛶീ
zGender䛻䛴䛔䛶䛂⏨䛿䛣䛖䛒䜛䜉䛝䛃䛂ዪ䛿䛣䛖䛒䜛䜉䛝䛃䛸䛔䛖ᅛᐃ
䛧䛯ぢ᪉䜢ᣢ䛱䚸ே䛾ᅾ䜚᪉䜔⾜ື䜢ุ᩿䛩䜛䛸䛝䛻↓ព㆑䛻⾲䜜
䛶䛧䜎䛖䜒䛾䠙Gender bias

㬆㛛ᩍ⫱Ꮫ ⮫ᗋᚰ⌮ኈ㣴ᡂ䝁䞊䝇 ᩍᤵ

zGender䛿ᩥ䛻䜘䜚␗䛺䜛䚸௦䛻䜘䜚␗䛺䜛䚹䛭䛾௦䛾䛭䛾
ሙ䛻䛚䛔䛶ே䚻䛜䚸ዪ䞉⏨䛸䛧䛶䛂⮬ศ䛿䛣䛖䛒䜛䜉䛝䛃䛰䛸ᛮ䛔䚸ᚑ
䜟䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔ᇶ‽䠙Gender norm

⏕ᚐᣦᑟᨭ䝉䞁䝍䞊 䝉䞁䝍䞊㛗
ⴱす ┿グᏊ

1

2

䝉䜽䝅䝳䜰䝹䝬䜲䝜䝸䝔䜱䛸䛿…䠛

Sexuality
zㄡ䛻䛹䜣䛺㢼䛻㨩ຊ䜢ឤ䛨䜛䛾䛛䚸䛒䜛䛔䛿ឤ䛨䛺䛔䛾䛛

ƕ৯ᆌݳƗỀᾀὴὼᾪὧᾰᾣώᾬᾯᾋὨề

zᛶ䛻㛵䛩䜛⚄ヰ

ƖỌᔭԋὀ৯ԗἽᦊؤਖ਼ἼọἝἶ
Ọᄬ৯ὤޡἽἼὝọ

z␗ᛶឡ ྠᛶឡ ୧ᛶឡ ↓ᛶឡ䛺䛹䛜䛒䜛
zLGBA䚸Heterosexual

ƕ৯ᆌᒋƗỀᾀὴὼᾪὧᾰᾣὩᾓᾯᾋὨề

Ɩ͢សὀݳἹὁἼαɴὀᏬኃ

3

4

ᛶⓗᣦྥ䠄Sexual Orientation)

ᛶྠ୍ᛶ䠄Gender Identity)
ᛶྠ୍ᛶ
◦ ⮬ศ䛾䛣䛸䜢ዪᛶ䚸⏨ᛶ䚸䛹䛱䜙䛷䜒䛺䛔䚸䛹䛱䜙䛷䜒䛒䜛䛺䛹䚸
䛹䛖ᛮ䛖䛛
◦ 䛩䜉䛶䛾ே䛻ᛶྠ୍ᛶ䛿䛒䜛

䛹䜣䛺㢼䛻⪅䛻㌟యⓗ䞉ឤⓗ䛻㨩ຊ䜢ឤ䛨䜛䛛
ㄡ䛻ྥ䛛䛖䛛䛿㛵ಀ䛺䛔
䠄ከ䛔䚸ᑡ䛺䛔䚸䛺䛔䜒䛒䜛䠅
1. ḧồ䠄㌟యⓗ䞉ឤⓗ䛻㨩ຊ䜢ឤ䛨䜛䛛䠅

䜰䜲䝕䞁
䝔䜱䝔䜱

ᛶ⾲⌧
◦ ⾜ື䚸ែᗘ䚸ヰ䛧᪉䚸᭹䚸㧥ᙧ䛺䛹䛷⾲⌧䛩䜛᪉

2. ⾜ື䠄⏨ᛶ䛸Sex䜢䛩䜛⏨ᛶ䛺䛹䠅
3. 䜰䜲䝕䞁䝔䜱䝔䜱

⾜ື

ḧồ

୧᪉䛸䜒䝇䝨䜽䝖䝷䝮䛷䛒䜛䠄ඖ䛷䛿䛺䛔䠅

䠄䝀䜲䚸䝺䝈䝡䜰䞁䚸䝞䜲䚸䝇䝖䝺䞊䝖䛺䛹䠅
5

6
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ᛶ䛾ከᵝᛶ䛻䛴䛔䛶䛾ᩍ⫱

䛔䛨䜑䛻㛵䛩䜛ᐇែㄪᰝ䠄2013䠅

zᑠᏛᰯ
zಖయ⫱䛾ᩍ⛉᭩䛻䛿䛂␗ᛶ䜈䛾⯆䞉㛵ᚰ䛃䛸䛔䛖グ㍕
zᏛ⩦ᣦᑟせ㡿䛻䜒䛂␗ᛶ䜈䛾㛵ᚰ䛃䛸グ㍕

LGBT䜢䝛䝍䛸䛧䛯ㄯ䜔䛛䜙䛛䛔䜢ぢ⪺䛝䛧䛯䛛䠛
◦ Yes 䠔䠐䠂
LGBT䜢䝛䝍䛸䛧䛯䛔䛨䜑䜢䛖䛡䛯䛛䠛
◦ Yes 䠒䠑䠂
◦ ㌟యⓗᭀຊ䚸ゝⴥ䛻䜘䜛ᭀຊ䠄53䠂䠅䚸↓ど䞉௰㛫እ䜜䠄49䠂䠅
◦ ୰Ꮫ2ᖺ⏕䛜᭱䜒ከ䛔
◦ ᛶู㐪䛾䛒䜛⏨Ꮚ䛜≉䛻ከ䛟(82䠂)䚸῝้䠄㌟యⓗ䚸ᛶⓗᭀຊ䜒䠅
◦ 䛔䛨䜑䛿28䠂䛜1Ꮫᖺ௨ෆ䚸72䠂䛜」ᩘᏛᖺ⤒㦂
◦ ᛶู㐪䛾䛒䜛⏨Ꮚ䛿5Ꮫᖺ௨ୖ䛻䜟䛯䜛⿕ᐖ䛜43䠂

z୰Ꮫᰯ
zಖయ⫱䛾ᩍ⛉᭩䛻䛿䛂␗ᛶ䜈䛾㛵ᚰ䛃䛸䛔䛖グ㍕
zᏛ⩦ᣦᑟせ㡿䛻䜒䛂␗ᛶ䜈䛾㛵ᚰ䛃䛸グ㍕
z㧗➼Ꮫᰯ
z2017ᖺ䛾බẸ䞉ᐙᗞ⛉䛾୍㒊䛻䛂LGBT]䛂ᛶྠ୍ᛶ㞀䛜䛔䛃䛸䛔䛖
⏝ㄒ

7

8

LGBT+䛻ᑐ䛩䜛䛔䛨䜑(2015)

ᛶⓗᣦྥ䛻䜘䜛䛔䛨䜑

25ṓᮍ‶䛾458ே䛾ᅇ⟅⪅

LGB䛸ㄆ㆑䛥䜜䛯ே䚻䛻䜐䛡䜙䜜䛯䛔䛨䜑
LGB䛸⮬ㄆ䛧䛶䛔䜛1,145ே䛾୰Ꮫ⏕䛾65%䛜┤᥋ⓗ䛔䛨䜑䜢ཷ䛡䛯䛣䛸䛜䛒䛳䛯䠄Hunt
& Jensen, 2007䠅䚸᐀ᩍⓗ䛺Ꮫᰯ䛷䛿䚸75%

Ꮫᰯ䛷ᛶⓗᣦྥཬ䜃ᛶ⮬ㄆ䛻ᇶ䛵䛟ᭀゝ䜢⤒㦂䛧䛯

8௨ୖ

Toomey 䛸Russell䠄2013䠅䛿䚸LGBT䛸␗ᛶឡ䛾⏕ᚐ䛾ẚ㍑◊✲18ᮏ䜢䝯䝍ศᯒ
◦ ⿕ᐖ䛾䝸䝇䜽䛿LGBT䛾⏕ᚐ䛾᪉䛜᭷ព䛻㧗䛔
◦ ዪᛶ䜘䜚⏨Ꮚ䛾䜘䛖䛺䝸䝇䜽䛜㧗䛔
◦ ௨๓䛾◊✲䠄1990ᖺ௦䠅䜘䜚᭱㏆䛾◊✲䠄2000ᖺ௦䠅䛾᪉䛜㧗䛔

䛭䛾䛖䛱3䛿ᩍᖌ䛛䜙
䛭䛾䛖䛱6䛿ᭀゝ䛻↓ᛂ䞉ᨺ⨨

䛔䛨䜑䛛䜙⢭⚄ⓗⱞ③䛻䛴䛺䛜䜚䚸⮬ẅ䛻䛴䛺䛜䜛⋡䜒㧗䛔
Microaggression

9

10

ᛶⓗᣦྥ䞉ᛶ⮬ㄆ䛻㛵䛩䜛
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛾ᑐᛂ

Ꮫᰯ䛷LGBT+䜢ᩍ䛘䜛

z䛂⏕ᚐ䛾ၥ㢟⾜ື䛻㛵䛩䜛ᇶ♏㈨ᩱ䞊୰Ꮫᰯ䞉㧗➼Ꮫᰯ⦅䛃(1979)䛻䛚䛔䛶䚸
ᩥ㒊┬䛿䚸ྠᛶឡ䜢䛂ಽ㘒ᆺ㠀⾜䛃䛸䛧䛂♫ⓗ䛻䜒䛺♫㐨ᚨ䛻䛧䚸ᛶ
䛾⛛ᗎ䜢䛩⾜Ⅽ䛸䛺䜚䛖䜛䜒䛾䛷䚸⌧௦♫䛻䛒䛳䛶䜒ㄆ䛥䜜䜛䜒䛾䛷䛿
䛺䛔䛷䛒䜝䛖䛃䛸グ㏙䛧䛶䛔䛯

1.

䜹䝔䝂䝸䞊䚸ྡ๓䛸䛧䛶ᩍ䛘䜛䛾䛷䛿䛺䛟䚸⯆䜢ᣢ䛴䛣䛸䜢ᩍ䛘䜛

2.

ᑠ㞟ᅋ䛷䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁(᭱䜒ຠᯝⓗ)

3.

ᐇ㦂ⓗᏛ⩦᪉ἲ䛷

z1993ᖺ ๐㝖䛧䛯

4.

䝅䝇䝆䜵䞁䝎䞊䛾ᶒ

z䛂ᛶྠ୍ᛶ㞀ᐖ䜔ᛶⓗᣦྥ䞉ᛶ⮬ㄆ䛻ಀ䜛䚸ඣ❺⏕ᚐ䛻ᑐ䛩䜛䛝䜑⣽䛛䛺ᑐ
ᛂ➼䛾ᐇ䛻䛴䛔䛶䠄ᩍ⫋ဨྥ䛡䠅䛃(2016)

5.

LGBT+䛻㛵䛩䜛Ṕྐ(⮬ศ䛯䛱䛻㛵㐃䛩䜛䜘䛖䛺䠅

z䛔䛨䜑㜵Ṇᑐ⟇᥎㐍ἲ(2017) ᛶⓗᣦྥ䞉ᛶ⮬ㄆ䛻㛵䛩䜛グ㍕

Ᏻ䛺ሙ䛷䛾⮬ᕫ㛤♧䠄ᙜ⪅䛰䛡䛷䛺䛟䠅
䝥䝻䜾䝷䝮䛻䜘䜛ຠᯝ䛿䚸㧗ᰯ⏕䛷ୗ䛜䜛
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12
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䛚▱䜙䛫

Ꮫᰯ⌧ሙ䛷䛷䛝䜛䛣䛸䠄┤᥋ⓗ䠅
䝉䜽䝅䝳䜰䝹䞉䝬䜲䝜䝸䝔䜱䛻䛴䛔䛶䛾ㄆ▱ᗘ䜢ୖ䛢䜛
◦ ⮬ศ⮬㌟䛾◊ಟ
◦ ⫋ሙ䛷䛾◊ಟ➼䛾ᐇ
◦ ⫋ሙయ䜈䛾ሗⓎಙ

ᙜ⪅䜈䛾䜾䝹䞊䝥䜹䜴䞁䝉䝸䞁䜾
◦ ➨䠎ⅆ᭙᪥ 19:30䛛䜙21:00
◦ 㬆㛛ᩍ⫱Ꮫ ேᩥᲷ䠐㝵

㛵ಀ⪅䞉ᨭ⪅䜈䛾䜾䝹䞊䝥䜹䜴䞁䝉䝸䞁䜾

ᵝ䚻䛺䜿䞊䝇䛷䝉䜽䝅䝳䜰䝹䝬䜲䝜䝸䝔䜱䛾どⅬ䜢⪃䛘䛾㝮䛻ධ䜜䛶䛚䛟䠄␗ᛶឡ⪅
䛰䛸Ỵ䜑䛴䛡䛺䛔䠅
◦ Ⓩᰯ
◦ 䛔䛨䜑
◦ ௰㛫䛿䛪䜜
◦ 㐺ᛂ

◦ ➨䠐ⅆ᭙᪥ 19:30䛛䜙21:00
◦ 㬆㛛ᩍ⫱Ꮫ ேᩥᲷ䠐㝵

6᭶䛛䜙㛤ദ䛧䛶䛔䜎䛩䚹
せண⣙䛷䚸ཧຍ䛧䛯䛔᪉䛿ᙜ᪥䛾13䜎䛷䛻ⴱす䜎䛷㐃⤡䜢䛟䛰䛥䛔䚹
mkasai@Naruto-u.ac.jp

ゝⴥ䛾⏝䛻ὀព䜢ᡶ䛖
䜰䜴䝔䜱䞁䜾䜢䛧䛺䛔
14
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１．回答者内訳
回答数

41 名

内

福岡県内現職教員 9 名（小学校 4 名，中学校 4 名，高校 1 名）

訳

教育行政担当者 11 名，本学教職員 7 名
本学学生・院生 6 名，他大学の教職員 5 名，
その他 1 名，未回答 2 名

◊ಟࡢෆᐜࡘ࠸࡚
２．研修会の内容について

１ ） 事業報告について

２ ） ディスカッションについて
21

Ⰻࡗࡓ
ࡕࡽゝ࠼ࡤ
Ⰻࡗࡓ
ࡕࡽゝ࠼ࡤ
Ⰻࡃ࡞ࡗࡓ

ࡕࡽゝ࠼ࡤ
Ⰻࡗࡓ
ࡕࡽゝ࠼ࡤ
Ⰻࡃ࡞ࡗࡓ

19
1
0

Ⰻࡃ࡞ࡗࡓ

0

21

Ⰻࡗࡓ

20
0
0

Ⰻࡃ࡞ࡗࡓ

5

10

15

20

25

0

10

20

30

 
㸱㸧◊ಟయࡘ࠸࡚
３
） 研修会全体について
25

Ⰻࡗࡓ
ࡕࡽゝ࠼ࡤ
Ⰻࡗࡓ

16

ࡕࡽゝ࠼ࡤ
Ⰻࡃ࡞ࡗࡓ

0

Ⰻࡃ࡞ࡗࡓ

0
0

10

20

30



ࡈពぢ࣭ࡈឤ
３．ご意見・ご感想

小学校教諭
●

いじめ防止において，授業作りの基本的視点を知ることができました。学校・学級・個の実態
に合わせて，先行研究や案で取り入れられるところは取り入れたり，変えたりしていくことが
大切だと分かりました。

●

教科指導だけでなく，人間関係形成力も普段の授業で身に付けさせる意識・行動が大切だと感
じました。人と人とのつながりを大切に出来る子どもを育てて行きたいと思います。とても勉
強になりました。

●

事業報告やディスカッションでの提案が実際の授業を基にしていて，とても聞きやすく分かり
やすかった。子どもの変容が見え，良かったです。附属小学校の指導案をもとに，今後の実践
に生かしたいと思います。

●

今日は貴重なお話しありがとうございました。授業からもいじめ防止につながる所があるとい
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う発想は初めて聞くものでした。
中学校教諭
●

日々の授業を通じて，いじめ防止を図ることは有効な手立てとなると思いました。そのために
は，交流活動を重視した授業改善と生徒のつぶやきや姿を注意深く見ることが必要だと思いま
す。

●

中学校でもこのような取組があればと思いました。発達障害を抱える生徒への対応や，思春期
特有の難しさに，小学校とは違った課題があります。同じ中学生であっても，地域性や学級に
よって，適する指導案は異なります。そのため，様々な実態に応じた指導案（道徳や学活とし
て）があると，とても助かります。

教育行政担当者
●

成果と課題が分かりやすく伝わった。期待が高まる研究だと感じ，今後も頑張ってもらいたい
と思いました。

●

授業づくりの視点に，いじめ防止となる人間関係能力を育む視点を組み込む必要性を，改めて
実感できる研修となった。各学校のいじめを生まない教育活動の全体計画や，育てる資質・能
力（人間関係形成能力）の段階・評価など，今後考えていきたい。

●

福教大の特色ある取組に興味を持って参加させていただきましたが，助け合う気持ちや，共通
の目標に向けて一緒になって学んでいく姿勢づくりについては，共鳴が持てました。全ての教
科の中で，いじめを生まないために課題を揚げて進めることが重要だと思いますし，動機づけ
をしっかり行ってみたいと感じました。

●

各教科において，いじめをしない・許さない子どもたちの資質・能力を育てて行こうとする視
点は，いじめ防止教育が 21 世紀型スキルを高めるための教育とリンクしていることが改めて
感じられ，大変意義深いものでした。

●

研修会の意図がはじめは良く分からなかったので，
最初に目的を伺ったことが，
ディスカッショ
ンの中でようやく腑に落ちました。事業報告で具体的なことに触れていただければ（開発校で
作成した指導案を協力校で試してみるということ）良かったかと思いました。

●

自己決定，自己存在感の視点も入れると，各教科での取組がしやすくなり，分かりやすいもの
になると考えます。

●

フロアからの意見の時間がもう少し長いと良いと思いました。特に若い先生や，現場で実際に
担任をしておられる先生がいらしたので，そうした先生の声をまずは聞いて，生の意見を取り
入れた上で，大学の先生方にお話しいただけたらと感じました。

●

大坪副理事が言われたように，いじめをなくすには授業の中でもやもやしている子が認められ
る場が必要だと思います。「違いを認めていくこと」であると考えています。

●

中学校の教員としては物足りなさを感じました。授業づくりの視点からいじめを防止するとい
うアプローチについては大変意義があると感じました。本研修会の対象者を考えた場合，教科
や学級づくり，学校づくりという視点からの取組を県内の実践を広げるという方法がより実践
的な研修になると考えます。児童会や生徒会における取組は，子どもの主体性を育む上でも知
りたい情報です。

他大学教職員
●

いじめが起こってから対応するのではなく，日常の様々な授業の中で予防的な関わりができる
ことに大変興味がわきました。
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●

上記研修のそれぞれが大変興味深く，有意義な時間となった。

本学学生
●

今回が初の試みということで，授業内で様々ないじめ防止のための創意工夫があったように感
じました。授業のなかで他者，友達との関係性を親密にし，良好にしていき，いじめの根本か
らの排除を目的としていた授業のプレゼンは非常に参考になりました。

●

授業を計画する際の注意点を学ぶことができ，参考になった。いじめ防止の難しさをより深く
知ることができました。

●

児童が達成感を得られた姿が印象的だった。中学校での実践例を見てみたい。

●

いじめについて幅広い視点から考えることができ，多くの学びを得ました。具体的にはいじめ
の原因やいじめ防止の取組という実態を受けて各学校の子どもに合わせて授業実践がなされて
いました。しかし，共通点として言語活動の充実や教科（領域）の本質を身に付けさせるとと
もに共感的人間関係を育むことがとても大切であると改めて感じることができました。

●

いじめ防止につながる授業づくりが必要であるということを実感しました。これまで行った授
業を「いじめ防止につなぐ」という視点で整理してみると，それぞれの学校でも取り組んでい
けるのではないかという感想を持った。司会の先生がおっしゃったように，やはり指導案は見
たかったです。ディスカッションで提案された先生方の学校での取組の理解がやや困難でした。

本学教職員
●

このような研究を進めておられることをはじめて知りました。私も美術科でオープンエンドア
プローチの研究を進めておりましたが，それもある面，授業そして子どもの自己存在感を高め，
いじめ防止につながるものです。大変良い方向だと思います。やはり日常（授業）が大切です。

●

新しい情報を頂くことができました。ありがとうございます。

●

従来のいじめ防止研修会のスタイルとは異なっており，関心を持ちました。とりわけ，大学・
附属学校の提案を公立学校でその実践をなさっておられ，
効果を問うというスタイルです。
（体
育科部分も一部でもレジュメ資料として指導案が提示されていたらもっと理解しやすいです）
人間関係形成力と授業をつないでいくことは，これまでもよく言われてきたことですが，組織
的に授業づくりに取り組んであることが参考になりました。

●

授業づくりといじめ防止の関係性を理解することが難しく感じた。いじめを起こさないための
貴重な取組を見せてもらい，小中高からいじめを防ぐことが重要であると思った。心に残った
言葉として，「自分が必要とされている」
「自分を認めてもらえている」
「仮想的有能感」
。いか
に人間関係形成能力を育てて行くか，ということは人間関係をいかに良くしていくか「心」の
問題が大きいと思った。学問的に大系づけることがいかに難しいかを感じた。ディスカッショ
ンを聞いて，理解できたような気がします。

●

特効薬を考えるべきか。

所属未回答・その他
● 「仮想的有能感」を人間関係形成によって軽減していくことが分かりました。日々の授業，教
科指導，生徒指導の 3 つの視点を踏まえて行うことが大切であると思いました。
●

研究が深まることを期待しています。

●

スクールカウンセラーとして働きながら，生徒への SST やエンカウンターグループの依頼が
多く，もう少し授業の中で先生方が何かできないかと考える日々です。今日の視点は私にとっ
て大変フレキシブルでした。指導案を拝見するのを楽しみにしています。
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１．回答者内訳

回答数 65 名
ᅇ⟅⪅ෆヂ
内 訳 福岡県内現職教員 23 名

（幼稚園３名，小学校９名，中学校５名，高校５名，特別支援学校１名）
本学院生 22 名，本学教職員 10 名
他大学教職員 6 名，教育行政担当者 2 名
福岡県外現職教員 1 名（小学校），その他 1 名（保護者）
◊ಟࡢෆᐜࡘ࠸࡚
２．研修会の内容について

１ ） 研修内容について

２ ） 研修会全体について

Ⰻ䛛䛳䛯

Ⰻ䛛䛳䛯

38

䛹䛱䜙䛛䛸ゝ䛘䜀Ⰻ
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2
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0
0
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2
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３. ご意見・ご感想（自由記述・抜粋）
ࡈពぢ࣭ࡈឤ㸦⮬⏤グ㏙࣭ᢤ⢋㸧
福岡県内現職教員
●

それぞれの教科の特徴を生かして授業の中で仲間意識，人間関係力を高めることでいじめの防
止につながるという報告は新鮮でした。（つい道徳や特活などの時間での話し合い活動に落ち
着きがちになっていると感じていたので）（幼稚園）

●

今後このような取組を続けていく中で福岡小学校のいじめ？の件数（心の変容）の変化をデー
タ化・数値化してもらえるとはっきりしてくると思いますが，何がどう変化すれば，この研究
の成果を評価できるのか難しいと思います。（小学校）

●

アクションプログラムを通した大学，ＢＰプログラムの取組の内容や，これからの課題につい
て知れたのは今後の生徒指導への取組へ参考になりました。
（小学校）

●

道徳など「心の教育」の時間としてではなく，普段の教科の授業の中で「心の教育」を根ざし
た教育をされていること，とても興味深く聴かせていただきました。
（中学校）

● 「いじめ」を防ぐために対症療法的でない授業提案がなされたのは大変学ぶところ大でした。
ただ，結局のところ悩ましいのは，つまり「開かれた個」をめざす授業づくりが必要で，この
取組によっていじめは防げるのかどうか分からなかったことです。
（中学校）
●

発達段階に応じて「想像力」の欠如が，いじめを防止することを妨げていると思いますが，想
像力はどうすれば，身に付けさせ，人格の一部となり得るのだろうかと常日頃から頭をいため
ております。（高校）
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●

全ての教科の授業でいじめをなくす工夫（教材づくり等）をされていることがすばらしい。私
の勤務校でも何らかの形で導入していきたい。
（高校）

●

授業の中で，人間関係形成力と教科で学ぶべきところを両立させるために，工夫している点，
大変苦労があったと思います。（特別支援学校）

本学院生
●

いじめ防止の取組としての授業提案でしたが，よりよい学習集団を作っていくために大切な授
業であると感じた。各教科での取組を統一させ，連携していくことで更なる成果が出るのでは
ないかとプレゼン発表を見ながら考えた。

●

いじめを防止するための授業になっているのか疑問だった。

●

もっと現場の事案や対処法等取り上げて欲しい。今回の取組でいじめがなくなるのか？仲間づ
くりといじめは多くの共通項があるが，別物となりそうなものでもある。子どもの日常生活の
変容が知りたい。

本学教職員
●

より積極的な取組が必要であること，より授業の中で，日々の生活の中で，人間形成や人間関
係力を育むことは，学校の教員をも育てる上で大変重要であると考える。その意味で本日の研
修会はインパクトがあったと思う。

●

いじめの防止の取組はまさに学級経営の健全さによりなしえるもので，そのように安全運営の
様子は，まさにいじめ防止そのものであるが，そこから理解を深める事は難しそうに思われる。
危険な領域に入らないようにするには，どこまでが安全圏かをしっかり見極めたい，というの
が多くのゲストの方々の想いなのではないかと感ぜられました。

他大学教職員
●

教育現場で実践されている先生方の具体的な取組を聞くことができたので，是非とも活用した
いと考えている。

●

具体的な実践事例が豊富であり，役に立つ研修でした。

●

子供たちのリフレクションについて更に検討を加える必要があると思いました。

教育行政担当者
●

いじめや不登校などの未然防止のためには，授業づくりと集団づくりの取組の大切を国研が示
しており，今日の授業ではとてもよい取組だと思います。子どもたちがこのような折り合いを
つけながら，相手を認めることが教育活動でできればいじめや不登校はなくなると思っていま
す。また，チームで行うことで集団スポーツの目標のように，全員で達成感を共有できること
を学校で仕組んでいくことが大切であると考えています。

福岡県外現職教員・その他
●

いじめ根絶という言葉に共感。授業づくりへの先進的な取組，大変すばらしいと思います。今
後さらに研究が進んでいくことを望みます。そして，広く普及していくためにも授業の成果を
しっかりとまとめてほしいと思います。この授業が予防につながると言える根拠がほしいとこ
ろです。（福岡県外現職教員（小学校））

●

教育関係の方向けの勉強会でしたので，はじめは場違いなところに来てしまったな…と思って
いましたが，学校の立場のお話なども伺えて，学校との連携，協力する必要性を痛感しました。
保護者の立場で今日の内容を持ち帰り，学校への協力の必要性を保護者の方へ伝えたいと思い
ます。（その他（保護者））
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４. 今後の取組についてのご要望（自由記述・抜粋）
福岡県内現職教員
●

福岡小学校の３名の先生方へ，授業づくりに関する質問がしたかったです。
（幼稚園）

●

Ｑ−Ｕで被侵害・非承認傾向を示す子供に対する手立てと変容を知りたい。
（小学校）

●

年間の指導計画の提示，系統性を見たい。（中学校）

●

ぜひ，中学校の他の教科の授業例もお聞きしたいです。また，担任としての取組例もお聞きし
たいです。（中学校）

本学院生
●

互いの考え，ライフヒストリーが違うからこそ，ぶつかり，意思を伝えることがおっくうにな
ることもあると思います。それで諦めるから，いじめへ逃げ，誰も尊重し合えない関係になる
のはとても悲しいです。ぜひ，そうならない子どもたちの意識，雰囲気，心の基盤づくりにつ
いてもっと知りたいです。

本学教職員
●

本日の内容をより多く教育実習前の指導内容に取り入れていくことが望まれる（今すでに実施
されているかもしれないが）

●

大学と附属とが共に本日の取組や内容について，学校向けのハンドブックやリーフレットを作
成してはどうでしょうか？

他大学教職員
●

他科目の発展及び発表を期待しています。

●

各授業で最初に見通しをはっきりと示し，進めると効果がもっと見えるような気がします。い
じめ防止にどのようにつながっていったのか，経過を楽しみにしています。

教育行政担当者
●

この授業が未然防止にどうつながるのかを本日しぼっていただきたかったです。認知件数を上
げることを国が挙げているが，未然防止の取組の有効性について考えて行く必要がある。子ど
もの思いやりを育めばいじめはなくなるという取組に期待しています。本日はありがとうござ
いました。

福岡県外現職教員
●

低・中・高でまとめたものや６年制としてのゴール（目指す）の姿が知りたいです。人間関係
形成力と批判的な思考力はどのような関係であると捉えられるのでしょうか。激励・称賛・感
謝を伝え合う仲間より，本音をぶつけ合い，受け止め合える仲間の方が形成力は高いと私は考
えるのですが，どうでしょうか。
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福岡教育大学いじめ防止研修会アンケート集計結果
１．回答者内訳
回答数

96 名

内

福岡県内現職教員 10 名（小学校 2 名，中学校 5 名，高校 3 名）

訳

本学院生 48 名，本学教職員 18 名，他大学教職員 7 名，教育行政担当者 7 名
福岡県外現職教員 2 名（小学校 1 名，中学校 1 名）
その他 4 名（報道関係者 1 名，高校生 2 名，地域子育支援団体 1 名）
２．研修会の内容について
１ ） 研修内容について

２ ） 研修会全体について

３. ご意見・ご感想（自由記述・抜粋）
福岡県内現職教員
●

内容の濃い研修会だった。また現場に持ち帰り，活用したい。
（小学校）

●

授業の中での実践へのヒント。講演の中で，じっくり考えさせられること多かった。

●

プレゼンの内容がとても豊富だった。もっと時間があったら良い。
（中学校）

●

いじめを生まない授業づくりを中学校の教科担当者一人ひとりも研究していきたいと思う。
（中学校）

●

いじめの早期発見のみでなく，授業内容を工夫することによっていじめを防止することにつな
がる。人によって基準，考えが違うといったことで自分だけのものさしで考えていても防止に
はならないことを考えさせられた内容だった。
（高校）

●

内容はとてもよく，大変勉強になりいじめ防止に向けて更に努力したい。時間が少なかったの
が残念だった。（高校）

●

鳴門教育大学の阿形先生の内容にもあったが，まさに「いじめ認知の難しさ」を感じた。しか
し，「いじめを見逃さない」という姿勢は教員・大人が必ず持つべきである。
（高校）

本学院生
●

教育現場でのいじめをどうしていけばいいのかという思いから参加した。

●

シンキングツールの重要性（可視化，操作化，構造化）と条件を意識して授業づくりに励みたい。
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●

質疑応答がなかったので福岡小学校の特色ある取り組みの貴重な提案で，聞きたいこともあっ
たのではないか。

●

鳴門教育大学の阿形先生の講演は心に残るエピソードが多く，かたく暗くなりがちな内容を
しっかりと伝えて下さった。

●

いじめは人間関係が影響するのは間違いないと思うが，それ以外の可能性も考えられるので，
そこへのアプローチも必要だと感じた。

●

教科の特性を活かしながら，人間関係形成力を育む手立てや実践が分かりやすくて参考になっ
た。ぜひ，指導案も見て勉強させてもらおうと思った。

● 「いじめ」という部分にだけ特化したものでなく，
「人間関係形成力」などに重きを置き，どの
教科でもいじめを防止する教材が開発できることが，改めて勉強になった。
● 「いじめは駄目だ」と直接指導することももちろん大切ですが，各授業の中で子ども同士が協
力すべきものを取り入れて人間関係の形成を図ることが非常に有効的だと感じた。
●

体育と算数の具体的な実践を通して子どもの変容が分かり非常に参考になった。これを受けた
中学校での取組も気になる。

●

いじめ防止対策の要点のパンフレットはとてもよい勉強になり，今後も活用したい。

●

木村先生の講話は，すぐにそのまま子どもに話しても伝わるくらい分かりやすくかみ砕かれて
いて，自身が現場に出た際に実践したいと思う。

●

子どもが学校にいる時間のほとんどは授業である。その時間においてのいじめ防止の取り組み
を行うのは意義深い。また，実践事例をきくことで「自分の教科の授業ではどうするか ?」を
考えるきっかけになった。

本学教職員
●

授業の中で

が今後の福岡県の大きな課題である。附属関係も県教委もこの視点を充実して

広げてほしい。
●

個別のいじめに対する対処事例であれば，個の事例報告（研究）でよいと思うが，いじめ防止
の活動例とするなら，一般化と成果を示す評価が重要だと思う。また，
よって立つ理論（根拠）
もほしいと思った。

●

このコンセプトを公立小学校で展開する上でのポイントについて，さらに深くつっこんだ議論
がなされるとご参会の教委や先生方の明日からの実践に生きることと思った。つまり「研究開
発学校の取組を日常の授業づくりで具体化するには ?」という視点（ないものねだりかもしれ
ないが）。

●

直接的な対処と教育課程内における授業実践の在り方の両方にわたっての研修は大変意義深く
本学らしい取り組みであると思う。

●

ディスカッションの時間をもう少し工夫してほしい。

他大学教職員
●

学校現場の声，教職大学院生の声，研究者の声がバランスよく入っていてよかった。

●

いじめ BP プロジェクト 3 年目となり，まとまりつつある研究の方向性が見えた。

●

附属福岡小学校の先生方のお話ですばらしい実践を重ねていることが実感できた。教科に「い
じめ防止」のエッセンスを入れていく時の課題点も的確に捉えられ，そこから探求する姿に感
動した。課題点のするどい捉え方があるから確かな実践に結びつくと思う。

− 120 −

教育行政担当者
●

大変素晴らしい実践発表だった。いじめ防止のためには生徒指導の機能を生かした授業にする
ことが大切だと思った。いじめ防止の授業をすることによって数値データ的にいじめが減った
というデータが示すことができればなおよかった。

●

子どもたちには早期対応という観点から研究発表された木村先生の発表内容がとても興味深
かった。

●

阿形先生の講話が特に心に残った。もっとたくさんの先生たちにも聞いて欲しい。

●

いじめでの初期対応をしっかりすることが大切だと思う。

福岡県外現職教員・その他
●

個と集団を共に育て，少しでもいじめ防止に努められたら良いと感じた。
（福岡県外現職教員
（小
学校））

●

阿形先生の講演は様々な立場の人に寄り添う形でとても納得した。附属福岡小学校の先生方の
実践からは先生方の子どもたちへの願いが感じられ素晴らしかった。
（福岡県外現職教員（中
学校））

●

教育学部を志望しているので，とても刺激になり，
より教師になりたいと思うようになった。
（そ
の他（高校生））

今後の取組についてのご要望（自由記述・抜粋）
福岡県内現職教員
●

とてもすばらしい研修会だった。今後も実施してほしい。
（小学校）

本学院生
●

ディスカッションについて，発表者からの報告・発表にとどまり，フロアからの質疑と応答が
なかったので，ディスカッションにはなっていなかったように思う。もっとディスカッション
してほしい。

● 9 年間を通した（附属福岡小学校での授業を受けた児童に対する中学校における取り組み）い
じめ防止プログラムの具体を知りたい。
●

事業報告の内容が去年とほとんど一緒に感じた。工夫をしてほしい。

●

学級経営について学ぶ機会がほしい。

本学教職員
●

宗像市や福津市（本学の隣接する地域）の教師が数多く参加できると良い（時期を変える等）
。

●

各学校において，より実効性のある実践発表とするためには，各学校での取り組みやすさが重
要だと思う。「○○の場合」といった事例を多様し，ご参会の先生方が自己選択・決定できる
とより深まると思う。

他大学教職員
●

附属福岡小学校の発表にあった「たんれん」について更に詳しくききたい。

●

木村先生の研究について更に詳しくききたい。

教育行政担当者
●

阿形先生の講演をもっと詳しくききたい。

●

文部科学省の考え方を踏まえ，未然防止の仕組みづくりの実践をききたい。

●

今の「いじめ」の定義では「いじめ」はどこでも起こりうるので，その対処方法を発表する時
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期にきていると考えている。

講演を行う阿形教授

実践研究発表を行う木村教諭

附属福岡小学校による事業報告

ディスカッションで意見を述べる大坪教授
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平成２７年度ＢＰプロジェクトいじめ防止支援シンポジウム

＊日

時

平成２８年２月１１日（日）

＊会

場

ステーションコンファレンス東京

＊プログラム
９：３０
１０：００

開場・受付
開

会 （司会進行 鳴門教育大学教授

阿形

恒秀）

開会挨拶
鳴門教育大学長

田中

雄三

宮城教育大学長

見上

一幸

上越教育大学長

佐藤

芳德

福岡教育大学長

寺尾

愼一

来賓挨拶

文部科学副大臣

義家

弘介 氏

１０：３０

事業紹介

プロジェクト取りまとめ大学鳴門教育大学

１０：４０

講

演「いじめの問題に関する現状と課題」
文部科学省初等中等教育局児童生徒課長

１３：００

坪田

知広 氏

基調講演
「いじめ防止対策推進法制定３年目を迎えて，今，改めて問い直すべきこと」
鳴門教育大学特任教授（日本生徒指導学会会長）森田

１４：４５

洋司

「ネットいじめと教師の対応」
講演「ネットいじめや『ケータイ（スマホ）問題』に関する
教師の知識の現状把握と指導の改善について」
鳴門教育大学教授
ディスカッション

コーディネーター

阪根

国立教育政策研究所総括研究官

滝

宮城教育大学准教授

久保

順也

上越教育大学准教授

高橋

知己

福岡教育大学副学長

大坪

靖直

閉会挨拶

１６：３０

閉会

充

氏

鳴門教育大学理事・副学長（いじめ防止支援機構長）
山下

１６：２５

健二

福岡教育大学長

寺尾
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愼一

一夫

◇アンケート結果◇

回答者 60 人
ご意見・ご感想
●

ネットいじめ

については興味があり，今日の講演をきいて対応策等について学ぶことがで

きた。いじめをすることが楽しいという思いをもつ生徒が加害者となることをお聞きし，現場
での教育がいじめを抑制したり，助長していくということを学ぶことができた。
●

内容が凝縮されており，現在担当している職務（生徒指導全般，道徳教育）に大変参考になっ
た。特に森田先生の御講演は全ての管理職，教員に伝えていきたいものでした。ありがとうご
ざいました。

●

それぞれの先生の様々な視点からお話がありましたが，振り返ってみると通ずる部分が多く，
今日のメモや資料をまとめ今後に活かしていきたいと感じました。
子どもを変えれば保護者も変わる

授業と生徒指導は両輪ではなく一体化

という言葉はと

ても印象的でした。ありがとうございました。
●

非常に有意義な時間でした。いじめに対しては個人ではなく，学校間，地域間で対処していく
べきであるということを感じました。

●

いじめ問題やネットいじめを学校現場ではどのように未然防止の取組をしていけばよいかを模
索しているところも少なくありません。本日ご紹介いただいた実践をベースとして，それぞれ
の学校や自治体での実践となるように今後も取り組んでいきたいと考えております。

●

学校現場がいじめ問題にどう向きあうかということをわかりやすく教えてもらいました。市教
委がこのことを学校にどう伝え，学校がどういう体制をとっていけばよいのか，それを根づか
せることができるか考えさせられました。
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平成２８年度ＢＰプロジェクトいじめ防止支援シンポジウム

＊日

時

平成２９年２月１２日（日）

＊会

場

ステーションコンファレンス東京

＊プログラム
９：３０
１０：００

会場・受付
開会（司会進行

鳴門教育大学教授（いじめ防止支援機構長）阿形

恒秀）

開会挨拶

１０：２０

鳴門教育大学長

山下

一夫

宮城教育大学長

見上

一幸

上越教育大学長

佐藤

芳德

福岡教育大学長

櫻井

孝俊

事業紹介
「宮城大ＢＰプロジェクトの特徴と研究成果について」
宮城教育大学准教授

久保

順也

「上越教育大学いじめ等予防対策支援プロジェクト」
上越教育大学教授

稲垣

応顕

阿形

恒秀

大坪

靖直

「いじめ防止に係わる学校支援事業」
鳴門教育大学教授
「いじめ根絶アクションプログラム」
福岡教育大学教授
１３：０５

来賓挨拶

１３：１５

基調講演

国立教育政策研究所 所長

杉野

剛

氏

「今，私たちに改めて求められていること
〜いじめ防止対策推進施行後３年を振り返って〜」
鳴門教育大学特任教授（日本生徒指導学会会長） 森田
１５：００

取組紹介

１５：３０

質疑応答

１６：１５

閉会挨拶

１６：３０

閉会

洋司

公益社団法人日本ＰＴＡ全国協議会副会長 東川

勝哉 氏

東京都教育庁指導部主任指導主事

康裕 氏

上越教育大学長

佐藤
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芳德

小寺

◇アンケート結果◇

回答者 63 人
ご意見・ご感想
●

初めて参加させていただいたが，教員養成大学がタッグを組んで，いじめ問題に対して，大人
が本気で取り組むという姿勢を示す。という理念に感銘を受けました。4 大学を超え，ネット
ワークが広がっていくことを期待します。

●

社会の在り方が問われる「いじめ」問題で，各大学の特色，知見，ネットワークを活用して対
応して行うという取り組みは大変素晴らしいものであると思います。各大学の取り組み内容も
それぞれに特色があり，有意義なものであると考えます。

●

いじめ問題も含め，現在起きている様々な問題に対して大人として何が出来るか，何を求めら
れているか ? 等を改めて考える機会となりました。
とても良い学びとなりました。ありがとうございました。

●

BP プロジェクトを今後さらに具体化し，各学校の実態に合うような手立てを現場におろして
頂ける事を期待します。

●

理論だけではなく，実践につながるお話の数々に，本当に来て良かったと思いました。それぞ
れの取組についても，もっともっと詳しく聞きたいです。

●

日本を代表する 4 つの教育大学が連携してプロジェクトに取り組んでいるということが何より
も素晴らしいと思いました。ぜひ今後も継続してほしいし，その研究成果を学校現場の指導・
取組に活かせるようにしてほしいです。

●

それぞれの大学の研究の特徴が出ているため，これを総括して提示してもらえれば学校現場，
教育行政にとって実効性のあるいじめ防止対策の取組の推進につながると思う。

●

国立教員養成大学が連携した取組はすばらしいと思います。いじめ防止支援を広く社会の大人
と共に推進できるようにしていきたいと思います。
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平成２９年度ＢＰプロジェクトいじめ防止支援シンポジウム

＊日

時

平成３０年２月１１日（日）

＊会

場

ステーションコンファレンス東京

＊プログラム
９：３０
１０：００

会場・受付
開会（司会進行

鳴門教育大学准教授

池田

誠喜）

開会挨拶

１０：２０

１３：００

鳴門教育大学長

山下

一夫

宮城教育大学長

見上

一幸

上越教育大学長

川崎

直哉

福岡教育大学長

櫻井

孝俊

事業紹介「各大学・地域における BP プロジェクトの展開」（座談会形式）
宮城教育大学理事・副学長

熊野

充利

上越教育大学副学長

林

泰成

鳴門教育大学教授（いじめ防止支援機構長） 阿形

恒秀

福岡教育大学教授（教育総合研究所副所長） 大坪

靖直

第２部開会
（司会進行

１３：０５

来賓挨拶

１３：１５

基調講演

鳴門教育大学教授（いじめ防止支援機構長）阿形

国立教育政策研究所 所長

有松

恒秀）

育子 氏

「国の『いじめ防止基本方針』の改定とその趣旨
−文部科学省「いじめ防止対策協議会」の審議から−」
鳴門教育大学特任教授，日本生徒指導学会会長
文部科学省いじめ防止対策協議会座長
１５：００

取組紹介

森田

①公益社団法人日本ＰＴＡ全国協議会副会長

洋司

齋藤

芳尚 氏

志村

安氏

②東京都教職員研修センター研修部教育開発課
統括指導主事
１５：３０

質疑応答

１６：１５

閉会挨拶

１６：３０

閉会

宮城教育大学長

見上
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一幸

◇アンケート結果◇

回答者 63 人
ご意見・ご感想
●

いじめの定義・捉え（完全には無理としても）が一致しないと，いじめに関わる論議が深まら
ないと感じました。そんな意味では今回のシンポジウムは有意義だったと思います。

●

いじめを，ではなく，いじめの芽，いじめの気配を見逃さないために教職員の皆さんがチーム
を組んでくださることは，保護者として心強く思います。家庭での見守り，親同士のつながり
からも敏感に見つけられるように協力していければと思います。

●

認知と対応ということで，胸に落ちるものがあり，今後の指導，学校運営に生かしていきたい
と思います，本日はありがとうございました。

●

大学が中心となって，素晴らしい取り組みをされていると思います。何度もお話にありました
が現場を様々な人が支えていく（支えていこうとする）今の形が理想です。その形に私たちは
応えたいと感じているところです。BP は，5 年計画と聞きましたが，その後はどうなるので
すか ? 今後も私たち現場にとって，大きな存在だと思いますので，よろしくお願いします。

●

それぞれの大学の特色がよく出ていてとても良かったです。この取り組みをどのように周知し，
教室や家庭まで見届けるかが重要であると考えます。自分の立場からも取り組みを周知してい
きたいと改めて思いました。

●

計画的に進めていただいていることに感謝申し上げます。時々により変化する部分と継続的に
変化なく進んできている部分への対応についての確認，及び提言を行っていただくことにより，
今何をどのように進めていけばいいのかという事を知るいい機会となっています。今後もよろ
しくお願いいたします。

●

全国各地でこのようなシンポジウムを開いていただけると嬉しいです。

●

改めていじめ防止について考えるきっかけになりました。
いじめゼロを目指すのではなく，いじめ

見逃し
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ゼロを目指すべきことを再認識しました。
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ᙳ㡪ຊ䛿ே㛫㛵ಀ䜔㞟ᅋάື䛻ྍḞ䛺せ⣲ → 䛹䛣䛻䛷䜒ㄡ䛻䛷䜒㉳䛣䜚䛖䜛ᡤ௨䐠
䛔䛨䜑䛾ᮏ㉁ⓗ䛺せ⣲䛿䚸䛂ᙳ㡪ຊ䛃䛾⏝䚸ᝏ⏝ → Ꮚ౪䛰䛡䛻≉䛧䛯⌧㇟䛷䛿䛺䛔

䠄ᚰ⌮ⓗཪ䛿≀⌮ⓗ䛺ᙳ㡪䜢䛘䜛⾜Ⅽ䛻䜘䛳䛶ᚰ㌟䛾ⱞ③䜢ឤ䛨䜜䜀䛂䛔䛨䜑䛃䠅
→ 䛔䛨䜑䜙䜜䛯ඣ❺⏕ᚐ䛾❧ሙ䛻❧䛳䛶䛔䛨䜑䜢✚ᴟⓗ䛻ㄆ▱

− 129 −

1

ཧ⪃㈨ᩱ 䐟

䛸䛻䛛䛟䜎䛪䛂ㄆ▱䛃

䛂ຍᐖഃ䛾ពᅗ䜒䛧䛟䛿ᨾពᛶ䠄ືᶵ䠅䛃䛻䛴䛔䛶

䖃ᖹᡂ㻞㻣ᖺ㻤᭶㻝㻣᪥ඣ❺⏕ᚐㄢ㛗㏻▱䠄▮ᕵ⏫䜢ཷ䛡䛶䠅
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛸䛧䛶䛿䚸䛔䛨䜑䛾ㄆ▱௳ᩘ䛜ከ䛔Ꮫᰯ䛻䛴䛔䛶䚸
䛂䛔䛨䜑䜢ึᮇẁ㝵䛾䜒䛾䜒ྵ䜑䛶✚ᴟⓗ䛻ㄆ▱䛧䚸䛭䛾ゎᾘ䛻
ྥ䛡䛯ྲྀ⤌䛾䝇䝍䞊䝖䝷䜲䞁䛻❧䛳䛶䛔䜛䛃
䛸ᴟ䜑䛶⫯ᐃⓗ䛻ホ౯䛩䜛䚹
䖃䛂ඣ❺⏕ᚐ䛾ၥ㢟⾜ື➼ㄪᰝ䛾␃ព㡯䛃䠄Ꮫᰯ䜎䛷㏦῭䠅
䠏 䛔䛨䜑䛾ㄆ▱௳ᩘ➼䛾㐺ษ䛺ᢕᥱ䛻䛴䛔䛶
䛔䛨䜑䛾ㄆ▱䛻㛵䛧䛶䛿䞉䞉䞉䛂⮬ศ䜘䜚ᙅ䛔䜒䛾䛻ᑐ䛧䛶୍᪉
ⓗ䛃䛂⥅⥆ⓗ䛃䛺䛹䛾㐣ཤ䛾䛔䛨䜑䛾ᐃ⩏䛻䜘䛳䛶ุ᩿䛧䛯䜚䚸䛔
䛨䜑䛾ᐃ⩏䜢㝈ᐃⓗ䛻ゎ㔘䛧䛯䜚䛩䜛䛣䛸䛺䛟䚸䛔䛨䜑䜙䜜䛯ඣ❺
⏕ᚐ䛾❧ሙ䛻❧䛳䛶䛔䛨䜑䜢✚ᴟⓗ䛻ㄆ▱䛩䜛
䜰䞁䜿䞊䝖䛷䞉䞉䞉┤᥋䛂䛔䛨䜑䛃䛸䛔䛖⾲⌧䛜⏝䛔䜙䜜䛶䛔䛺䛟䛶
䜒䚸ඣ❺⏕ᚐ䛜䛂᎘䛺ᛮ䛔䛃䛂ⱞ③䛃䜢ឤ䛨䛶䛔䜛ሙྜ䚸䛔䛨䜑䛸䛧
䛶ㄆ▱䛩䜛

᪥ᖖ⏕ά䛾୰䛷䚸⮬䜙䛾ព㆑䜔⾜ື䛾䛂䜚㏉䜚䛃䜢⾜䛖䛣䛸䛜ษ䠄ྛົཎᕷ䛾䠅
ᕪู䜔೫ぢ䛻ຍ䛘䚸እᅜ䛻⧅䛜䜛ඣ❺⏕ᚐ䠄ᖐᅜ䞉እᅜே䞉ᅜ㝿⤖፧➼䠅䚸㞀䛜䛔ඣ❺
⏕ᚐ䚸㻸㻳㻮㼀䚸⿕⅏ඣ❺⏕ᚐ䛺䛹≉䛻㓄៖䛾ᚲせ䛺ඣ❺⏕ᚐ䜈䛾⌮ゎ䛸ᨭ䛸ぢᏲ䜚

7
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛂䛔䛨䜑㜵Ṇ➼䛻㛵䛩䜛ᬑཬၨⓎ༠㆟䛃⾜ᨻㄝ᫂㈨ᩱ䠄㻞㻜㻝㻣䠅䜘䜚

䛂䜟䛧䛔䜒䛾䛃䜈䛾䛂Ẽ䛵䛝䛃䛸䛂ㄆ▱䛃䛿ᑐᛂ䛾䝇䝍䞊䝖䝷䜲䞁
ཧ⪃㈨ᩱ 䐠

䖂 䛔䛨䜑䛷䛒䜛䛛䛹䛖䛛䜢ุ᩿䛩䜛䛣䛸䜘䜚䚸䛔䛨䜑䛸䜟䜜䜛䠄㻩䛔䛨䜑䛾ᐇ䛜
䛒䜛䛸ᛮ䜟䜜䜛䠅䜒䛾䛶䛻ᑐᛂ → 䛂ᗈ⠊䛺ᐃ⩏䛃䠇䛂௳⤌⧊ⓗᑐᛂ䛃
䖂 䛂௳⤌⧊ⓗᑐᛂ䛃䛾๓ᥦ䛸䛧䛶䚸ἲᚊୖ䛾䛔䛨䜑䛻ヱᙜ䛩䜛䛶䛾䛜
ᰯෆ䛾䛂䛔䛨䜑ᑐ⟇⤌⧊䛃䜈ሗ࿌䛥䜜䚸ሗ䛜⤌⧊ⓗ䛻ඹ᭷䛥䜜䜛ᚲせ䛜䛒䜛

Ꮫᰯ䛻䛚䛡䜛䛂䛔䛨䜑䛻ᑐ䛩䜛ᥐ⨨䛃
䠄䛔䛨䜑㜵Ṇᑐ⟇᥎㐍ἲ➨䠎䠏᮲䠅

䛂ᗈ⠊䛺ᐃ⩏䛃䠇䛂௳⤌⧊ⓗᑐᛂ䛃

䖂 ἲ䛾ไᐃ௨㝆䚸ᑐᛂ䛿䚸䛣䜜䜎䛷䛾䛆ᐇ䜢☜ᐃ→ᑐᛂ䛇䛸䛔䛖䝟䝍䞊䞁䛛䜙
䛆䜎䛪≧ἣ䛻㎿㏿䞉㐺ษ䛻ᑐᛂ→ᐇ䜢☜ᐃ䛇䛸䛔䛖䝟䝍䞊䞁䜈ኚ

䠄䛂ᢪ䛘㎸䜏䛃䛜チ䛥䜜䛺䛔䛣䛸䠅䛾ἲⓗ᰿ᣐ

ඣ❺⏕ᚐ䜔ಖㆤ⪅䛾③䜏䞉ⱞ䛧䜏䛸䛭䜜䛜⏕䛨䛯≧ἣ䛻ྥ䛝ྜ䛖䛣䛸䜢ᚋᅇ䛧䛻䛧䛺䛔
䖂 ᘏ䛩䜛㛫㐪䛳䛯ㄆ㆑
㽢䛂䛔䛨䜚䛃䛂䛛䜙䛛䛔䛃䛿䜎䛰䛂䛔䛨䜑䛃䛷䛿䛺䛔 㻛
㽢 䛂ၿព䛃䛂↓ពᅗ䛃䛷䜔䛳䛯䛣䛸䛿
䛂䛔䛨䜑䛃䛷䛿䛺䛔
㻛 㽢䛩䛠䛻ㅰ䛳䛶┦ᡭ䜒チ䛧䛯䛛䜙䛂䛔䛨䜑䛃䛷䛿䛺䛔
㽢ከ㢠ᜍ႑䜔ᙉไ⊢〮䛿䜒䛿䜔䛂䛔䛨䜑䛃䛷䛿䛺䛔

Ĭ ᎰՃƸŴδᇜဃࢻƔǒƷႻᛩǛӖƚŴƍơǊƷʙܱ
ƕƋ
ƋǔƱွǘǕǔƱƖƸŴఄϋƷžƍơǊݣሊኵጢſǁƷ
ᡫإሁƷᢘЏƳਜ਼ፗǛƱǔŵ

䖂 ㍍ᚤ䛺䛔䛨䜑䞉䞉䞉ᩍ⫋ဨ䛜䛭䛾ሙ䛷䛂ኵ䛃䛸䛛䛂䜘䛟䛒䜛䛣䛸䛃䛸䛛䛂䛭䜜䛠䜙䛔䛾
䛣䛸䛃䛺䛹䛸༶᩿䛧䛺䛔 䊻 䛂Ꮫᰯ䛾⤌⧊䜈㐃⤡䛃䠄ἲ䛷⩏ົ䛵䛡䠅
䛂㐣ᑠホ౯䛫䛪䛃⿃⿸䛻ᤊ䛘䜛 䊻 䛂᥀䜚㉳䛣䛧䛃䛻䜘䛳䛶௳ᩘ䛜ቑ䛘䜛
→→→ ♫䠄ಖㆤ⪅䞉ᆅᇦ䞉䝯䝕䜱䜰䞉㆟䠅䛾⌮ゎ䛜ᚲせ

ĭ ܖఄƸŴδᇜဃࢻƕƍơǊǛӖƚƯƍǔƱ࣬ǘǕǔƱ
ƖƸŴᡮǍƔƴŴƍơǊƷʙܱƷஊǛᄩᛐƠŴƦƷኽௐ
Ǜ࢘ᛆܖఄƷᚨፗᎍƴإԓƢǔŵ

ㄆ▱䠄=ᑐฎ䠅௳ᩘ䛾ከ䛔䛣䛸䛿䚸Ꮚ䛹䜒䜢Ᏺ䜛䛯䜑䛻䚸䛔䛨䜑䛻ྥ䛝ྜ䛳䛯ド䛧䛷䛒䜚
Ꮫᰯ䞉ᐙᗞ䞉ᆅᇦ䛾ឤᛶ䛸ᩍ⫱ຊ䛾㧗䜎䜚䛾ド䛷䜒䛒䜛䛸䛧䛶ᴟ䜑䛶⫯ᐃⓗ䛻ホ౯

䛔䛨䜑䛒䜛䛾䛻䛂ㄆ▱䠌䛃䜢䠌䜈

䛔䛨䜑䛾䠍㻘䠌䠌䠌ேᙜ䛯䜚䛾ㄆ▱௳ᩘ䠄ᖹᡂ㻞㻤ᖺᗘ䠅䠷㒔㐨ᗓ┴ẚ㍑䠹
ᅜබ⚾❧ᑠ䞉୰䞉㧗➼Ꮫᰯ

䖃ᖹᡂ㻞㻤ᖺ㻝㻞᭶㻝᪥ඣ❺⏕ᚐㄢ㛗㏻▱䠄ၥ㢟⾜ື➼ㄪᰝ⤖ᯝ
䠄㏿ሗ್䠅䜢ཷ䛡䛶䠅

䠄௳䠅

ᖹᡂ㻞㻣ᖺᗘ୰䛻䛔䛨䜑䜢ㄆ▱䛧䛶䛔䛺䛔Ꮫᰯ䛻䛒䛳䛶䛿䚸䞉䞉䞉
ᑐ⟇䛜ఱ䜙ྲྀ䜙䜜䜛䛣䛸䛺䛟ᨺ⨨䛥䜜䛯䛔䛨䜑䛜ከᩘ₯ᅾ䛩䜛ሙ
ྜ䜒䛒䜛䛸ᠱᛕ䛧䛶䛔䜛䚹≉䛻䚸䛭䜜䜙䛾Ꮫᰯ䛻䛚䛔䛶䛿䚸䛔䛨
䜑䛾ㄆ▱௳ᩘ䛜㞽䛷䛒䛳䛯䛸䛔䛖䛣䛸䜢ඣ❺⏕ᚐ䜔ಖㆤ⪅ྥ䛡
䛻බ⾲䛧䚸᳨ド䜢௮䛠䛣䛸䛷䚸ㄆ▱₃䜜䛜䛺䛔䛛䜢☜ㄆ䛩䜛䛣䛸

ᅜᖹᆒ 㻞㻟㻚㻥௳

䛂ᮏᰯ䛾ᖺᗘ䛾䛔䛨䜑䛿䠌
䛷䜘䜝䛧䛔䛷䛧䜗䛖䛛䠛䛃
䛂䛘䟿䠛䛖䛱䛾Ꮚ䛾䛔䛨䜑䛿
䛹䛖䛺䛳䛯䛾䠛䛃

䠬䠰䠝ྜ

䛂䛜䛒䛾᪥ッ䛘䛯䛔䛨䜑䛿䞉䞉䞉䛃
ඣ❺䞉⏕ᚐ㞟
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬

ᖹᡂ28ᖺᗘ 䛂ඣ❺⏕ᚐ䛾ၥ㢟⾜ື䞉Ⓩᰯ➼⏕ᚐᣦᑟୖ䛾ㅖㄢ㢟䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ䛃䠄㏿ሗ್䠅
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2

ᴗົඃඛ㡰

䛂ㄆ▱௳ᩘ䜢ᑡ䛺䛟䛧䛯䛔䛃䛸䛔䛖Ẽᣢ䛱䛜
⏕䛨䜛⫼ᬒ
䞉⟶⌮⫋䜔タ⨨⪅䛛䜙䛾ホ౯
䞉ᆅᇦ䛛䜙䛾ᢈุ
䞉ᆅඖ䝯䝕䜱䜰䛾ሗ㐨䜆䜚
䞉㆟䛾ᛂ

䛂䛔䛨䜑㜵Ṇᑐ⟇᥎㐍ἲ䛾⾜≧ἣ䛻㛵䛩䜛㆟ㄽ䛾䛸䜚䜎䛸䜑䛃
䠄ᖹᡂ28ᖺ11᭶䠎᪥䛔䛨䜑㜵Ṇᑐ⟇༠㆟䠅
⌧≧䞉ㄢ㢟䠖
䕿ᩍ⫋ဨ䛾᪥ᖖᴗົ䛿⭾䛷䛒䜚䚸䛔䛨䜑ᑐ⟇⤌⧊䜈䛾ሗ࿌䜔䚸
ཧ㞟䛧䛶ᑐᛂ䛩䜛వ⿱䛜䛺䛔䚹
ᑐᛂ䛾᪉ྥᛶ䠖
䕿ᩍ⫋ဨᐃᩘ䛾ᨵၿ䛻䜘䜛⏕ᚐᣦᑟᑓ௵ᩍဨ䛾㓄⨨䜔䚸㒊ά
ືఇᴗ᪥䛾タᐃ䚸ᩍဨ䛜⾜䛖ᴗົ䛾᫂☜䜢ྵ䜐ᩍ⫋ဨ䛾ᴗ
ົ㈇ᢸ㍍ῶ䜢᥎㐍䛩䜛䚹
䕿ඣ❺⏕ᚐ䛛䜙䛾┦ㄯ䜔ッ䛘䛻ṇ㠃䛛䜙ྥ䛝ྜ䛔䚸䛔䛨䜑䛾⿕
ᐖඣ❺⏕ᚐ䜢Ᏺ䜚㏻䛩䛯䜑䚸ᩍ⫋ဨ䛾᪥ᖖᴗົ䛾ඃඛ㡰䛻
䛚䛔䛶䚸⮬ẅண㜵䚸䛔䛨䜑䜈䛾ᑐᛂ䜢᭱ඃඛ䛾㡯䛻⨨䛡
䜛䜘䛖ಁ䛩䚹

➼

䖂 Ꮚ౪䛾䜢Ᏺ䜛䛯䜑䛻䛝䛱䜣䛸ᑐᛂ䛧䛯䛂ド䛃䛸䛧䛶ㄆ▱௳ᩘ䛜
ቑ䛘䛯䛾䛷䛒䜜䜀䚸䛘䜛䛣䛸䛺䛟ṇ䚻ᇽ䚻䛸⬚䜢ᙇ䜜䜀䜘䛔䛾䛷
䛿䛺䛔䛛䚹䛯䛰䛧ㄝ᫂䜢ᑾ䛟䛩䛣䛸䛿ᚲせ䚹
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛂䛔䛨䜑㜵Ṇ➼䛻㛵䛩䜛ᬑཬၨⓎ༠㆟䛃⾜ᨻㄝ᫂㈨ᩱ䠄㻞㻜㻝㻣䠅䜘䜚

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛂䛔䛨䜑㜵Ṇ➼䛻㛵䛩䜛ᬑཬၨⓎ༠㆟䛃⾜ᨻㄝ᫂㈨ᩱ䠄㻞㻜㻝㻣䠅䜘䜚

䠎䠊 ᐇຠᛶ䛒䜛䛂Ꮫᰯᇶᮏ᪉㔪䛃䜢⟇ᐃ䛧䚸䜏䜣䛺䛾䜒䛾䛸䛩䜛
䖂 ᇶᮏ᪉㔪䛷䛿䚸ྲྀ䜚⤌䜏䛾䝡䝆䝵䞁䜔ព⩏䚸┠ⓗ䜢ゎㄝ
䖂 ᖺ㛫ィ⏬䛷䛿䚸䜒䛖୍Ṍ㋃䜏㎸䜣䛷ᖺ㛫䜢㏻䛧䛯ᡓ␎䝇䝔䝑䝥䛸㜵Ṇ䝥䝻䜾
䝷䝮䜢ලయⓗ䛻♧䛩䛣䛸䛜㔜せ
䖂 ィ⏬సᡂ䛿䚸Ꮫᰯ䛾ᐇែ䛻༶䛧䛯฿㐩┠ᶆ䜢タᐃ䚹ᐇ⌧ྍ⬟䛺⠊ᅖ䛸㝈
⏺䜢ᢕᥱ䚹ㄡ䛜䚸ఱ䜢䚸䛹䛖䜔䛳䛶⾜䛔䚸䛔䛴䜎䛷䛻䚸䛹䛣䜎䛷㐩ᡂ䛩䜛䛛
䛺䛹䛾฿㐩┠ᶆ䜈䛸ᑟ䛟ලయⓗ䛺ᩍ⫱άື䜔᪉ἲ䠄ᣦᑟ䜢ྵ䜐䠅䚸ᙺ
➼䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛣䛸䛜ษ䠄ᮾி㒔ᩍጤ䛄䛔䛨䜑⥲ྜᑐ⟇䛆➨䠎ḟ䛇ୗᕳ䛅䛺䛹䛿ዲ䠅
䊻Ꮫᰯホ౯➼䛷┠ᶆ䜢ᐃ䜑䚸ᐃᮇⓗ䛻Ⅼ᳨䞉ホ౯䛧䚸ᨵၿ䛩䜛

ཧ⪃㈨ᩱ 䐡

䛔䛨䜑ᑐᛂ䛸䛂䝏䞊䝮䛸䛧䛶䛾Ꮫᰯ䛃䛵䛟䜚䛸
䛂ᆅᇦᏛᰯ༠ാάື䛾᥎㐍䛃
ඣ❺⏕ᚐ䞉ಖㆤ⪅䞉ᆅᇦ

䛔䛨䜑㜵Ṇᑐ⟇᥎㐍ἲ
ᅜ䛾ᇶᮏ᪉㔪

㏻ሗ䠄䜟䛧䛔䜒䛾䜢ྵ䜐䠅⩏ົ
ඣ❺⏕ᚐ䞉
ಖㆤ⪅䞉ᆅ
ᇦ䜈䛾ㄝ᫂
Webබ⾲
⟇ᐃ䞉ぢ┤䛧
➼䛻䜘䜛ᕳ
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䖂 Ꮫᰯホ౯䛻䛴䛔䛶
䠄䛂䛔䛨䜑䛾㜵Ṇ➼䛾䛯䜑䛾ᇶᮏⓗ䛺᪉㔪䛃䛾ᨵᐃ㡯䠅

䠏䠊

䕿 Ꮫᰯホ౯䛻䛚䛔䛶䠈Ꮫᰯ䛻䛚䛡䜛䛔䛨䜑㜵Ṇ➼䛾䛯䜑䛾ྲྀ⤌≧ἣ
䠄䜰䞁䜿䞊䝖䠈ಶே㠃ㄯ䠈ᰯෆ◊ಟ➼䛾ᐇ≧ἣ䠅䜢ホ౯㡯┠䛻
⨨䛡䜛䛣䛸䜢つᐃ

ᚭᗏ䛧䛯⤌⧊ⓗᑐᛂ

䖂 ᚑ᮶䛿䚸ᑐᛂ䜢ಶே䛾ຊ㔞䛻ጤ䛽䛯䜚䚸◊ಟ䛷䛿ಶே䛾㈨㉁
⬟ຊ䛾ྥୖ䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䛝䛯䚹䛭䜜䜒ษ䛺䛣䛸䛷䛒䜛䛜䚸
㠃䚸ಶ䚻䛾⫋ົ䜔ಶ䚻ே䛻䜘䜛ᑐᛂ䛾㝈⏺䜢⿵ᙉ䛩䜛ᚭᗏ
䛧䛯⤌⧊ⓗᑐᛂ䛻ྥ䛡䛯䝅䝇䝔䝮䛾ᵓ⠏䛸య⣔ⓗ䞉ィ⏬ⓗ䛺
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Ꮫᰯ䛔䛨䜑㜵Ṇᇶᮏ᪉㔪䛻䠈ᖺ㛫䜢㏻䛨䛯䛔䛨䜑䛾᪩ᮇⓎぢ䠈
ᑐฎ䠈ᰯෆ◊ಟ➼䛾ྲྀ⤌䜢⨨䛡䠈
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ᩥ⛉┬䛜䛔䛨䜑䛻⤌⧊ⓗᑐᛂ䜢ồ䜑䛶䛔䜛⫼ᬒ

ྛᏛᰯ䛾䛔䛨䜑ᑐ⟇⤌⧊䛻䛴䛔䛶

ऽटऽटؚऎभऩহ੧दؚઇ৩भ್इाऋ
ৄैोॊ؛

䖂 Ꮫᰯ䛾䛔䛨䜑ᑐ⟇⤌⧊䛿䚸䛔䛨䜑䛾ᐇ䛾᭷↓䜢ุ᩿䛩䜛⤌⧊䛷䛒䜚䚸ᮍ
↛㜵Ṇ䞉᪩ᮇⓎぢ䞉䛾ᑐฎ䜢ᐇຠⓗ䛻⾜䛖䛯䜑䛾⤌⧊䛷䛒䜚䚸䛛䛴ᇶᮏ
᪉㔪䛾ぢ┤䛧䚸ᰯෆ◊ಟ➼䜢ᐇ䛩䜛⤌⧊䛷䛒䜛
䖂 ඣ❺⏕ᚐ䞉ಖㆤ⪅䛻ᑐ䛧䛶䚸⤌⧊䛾Ꮡᅾཬ䜃άື䛜ᐜ᫆䛻ㄆ㆑䛥䜜䜛ྲྀ䜚
⤌䜏䜢ᐇ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸┦ㄯ䞉㏻ሗ䛾❆ཱྀ䜢࿘▱䞉ᚭᗏ䛩䜛
䖂 䛔䛨䜑ᑐ⟇䛾❧䚸ᖺ㛫ィ⏬䜔ᣦᑟ䛾⟇ᐃ䚸ぢ┤䛧➼䜢Ꮫ⣭ᢸ௵䜢ྵ䜑
䛯䛶䛾ᩍဨ䛜⤒㦂䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛䛺䛹䚸ᮍ↛㜵Ṇ䞉᪩ᮇⓎぢ䞉ᑐฎ
䛾ᐇຠ䛾䛯䜑䚸⤌⧊䛾ᵓᡂ䜢ᕤኵ䞉ᨵၿ䛩䜛

ٳ

ੱदँोयँॊऺनَधखาُपमऽॊ

َقঽীऋੰৠखऩऐोयَُؼഊೆमऊऐैोऩःৼَُؼ
घॊभदमऩऎৼؚऔोॊয়ৃَُभਜऋ႞खजअُؼHWFك

ٳ

䖂 ᅇ䛾ᨵᐃ䛷䛿䞉䞉䞉䞉䞉

ᎰՃⅻⅳↇ↰↝ऴܖ⇁إఄϋ↖ऴإσஊↆ↙ⅳↂ↗↞≏ⅳↇ↰᧸ഥݣሊ
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ሊኵጢ↚إԓ⇁ᘍ↾↙ⅳↂ↗↞≏ӷ↝ᙹ↚ܭᢌӒↆࢽ↺⅛

َੌ௶ُ॑णऎॊऒधऋ১दৠऽढथःॊभमؚ
್इा॑ଆएञी؛

ৼảᡂỚử᧸ẫẺỜỆỊỄạẴỦẦᾎ
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䠐䠊 䛔䛨䜑䛾䛂ゎᾘ⋡䛃䛾⪃䛘᪉

䠑䠊 㔜ែ䜈䛾ᑐᛂ
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ْপহଙधमٓःगीଆૃৌੁਤ১ਸ਼ڴڮਸ਼ڭඨ
َ॔كःगीपेॉে୵ੱؚମྼमଃਓपপऩ૩ऋেगञઑः

ᩥ⛉┬䛾ᇶᮏ᪉㔪䛾ᨵᐃ䛷䛿䛂ゎᾘ䛃䛾┠Ᏻ䛸䛧䛶
䐟 䛔䛨䜑䛻㛵䜟䜛⾜Ⅽ䛾Ṇ䜣䛷䛔䜛ᮇ㛫䛜䚸ᑡ䛺䛟䛸䜒୕䛛᭶⥆䛔䛶䛔䜛䛣䛸
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ःُقফڬگ॑৯؛৴ਢखथಳఆखथःॊेअऩৃ়ऩन
मؚဌசप৹ਪपାুك
ق䈜َుญেെृ৳૧ऊैःगीैोथপহଙपඹढञधःअணয়थऋ
ँढञधऌُ॑அिك؛

ᮇ㛫䛾༊ษ䜚䛿䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䛒䛟䜎䛷䜒䛂䝰䝙䝍䝸䞁䜾䛃䛾༊ษ䜚䛾┠Ᏻ䛾ᮇ㛫
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䛂ᅇ䛃䛸䛿䚸䛂ᩆ῭䛃ᚋ䛾ぢᏲ䜚䛸⿕ᐖ䛾㜵Ṇ䚸⿕ᐖ⪅䛾ᚰ䛾യ䛾ᅇ䠈
ຍᐖ⪅䛾⾜ືኚᐜ䚸㛵ಀᛶ䛾ಟ䚸Ꮫᰯ䞉Ꮫ⣭䛾Ᏻ䞉Ᏻᚰ䛾ᅇ➼

•

َઑःُऋँढञৃ়ؚघएप৾ૅऊैઇ৩ভपਾઔघॊऒध

•

䛔䛨䜑ἲ䛷䛿䚸䛂㔜ែ䛃䛜Ⓨ⏕䛧䛯䛸䛝䛿䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛾㛗䛻ሗ࿌䛧䚸ㄪ
ᰝ⤌⧊䜢タ䛡䛶ㄪᰝ䜢⾜䛖䛣䛸䛜⩏ົ䛡䜙䜜䛶䛔䜛

•

䛧䛛䛧䚸䛂㔜ែ䛃䛜Ⓨ⏕䛧䛯䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪䚸䛣䜜䜙䛾ᥐ⨨䛜ㅮ䛨䜙䜜䛺䛛䛳
䛯䛣䛸䛜Ⓨぬ䛧䚸䛝䛺ၥ㢟䛸䛺䜛䜿䞊䝇䛜ᩓぢ䛥䜜䜛
䛭䜜䜙䛾䜋䛸䜣䛹䛿䚸䛂㔜ែ䛃䛾ព⩏䜢ṇ䛧䛟⌮ゎ䛧䛶䛔䛺䛛䛳䛯䛣䛸䛜ཎᅉ

•

ᣦᑟィ⏬䛿䚸ಶ䚻䛾≧ἣ䛾䛂ᅇ䛃㐣⛬䜢ど㔝䛻ධ䜜䛶సᡂ䛩䜛䛣䛸䛜ษ

ٻʙ७⇁৭੮ↈ↺ᇢደ

䛔䛨䜑ἲ䛷䛔䛖䛆㔜䛺⿕ᐖ䛜⏕䛨䛯䛂䛔䛜䛒䜛䛃䛇䛾ព
䛔䛨䜑䛾⾜Ⅽ䛸⮬ẅ䜔Ⓩᰯ➼䛸䛾㛫䛻ᅉᯝ㛵ಀ䛜Ꮡᅾ䛩䜛䛣䛸䛜
䜟䜜䜜䜀䚸ᅉᯝ㛵ಀ䛾Ꮡᅾ䛜᫂ⓑ䛷䛺䛟䛸䜒䚸せ௳䛜‶䛯䛥䜜䜛䚹
䛘䜀䚸䛔䛨䜑䜢ཷ䛡䛶䛔䛯䛣䛸䛿Ꮫᰯ䛸䛧䛶䜒ᢕᥱ䛧䛶䛔䜛䛜䚸⮬ẅ
䠄Ⓩᰯ䠅䛾ཎᅉ䛿ู䛾䛸䛣䜝䛻䛒䜚䚸䛔䛨䜑䛜ཎᅉ䛸䛿⪃䛘䛶䛔䛺䛔
䛸䛝䛷䜒䚸㔜ែ䛸䛧䛶ྲྀ䜚ᢅ䜟䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔

ⅎٻʙ७↝ӕৢ↚↓ⅳ↕⅚૨ᅹႾ↝⇒⇊⇯∏⇊∙↖↞⅚ˌɦ↝ʙ⇁࣋ࡁ
∝ٻʙ७↞⅚ʙܱ᧙̞ⅻᄩↆܭെ᨞↖ٻʙ७↗ↆ↕↝ↈڼ⇁ࣖݣ
↺↝↖↞↙ⅾ⅚ⅤွⅳⅥⅻဃↇെ᨞↖ᛦ௹⇁↙ↆڼↀ↻↟↙↸↙ⅳ
ↂ↗⅛
∝ᘮܹδᇜဃࢻ↳̬ᜱᎍⅺ↸ⅳↇ↰↸↻↕ٻʙ७↚ᐱ→↗ⅳⅵဎᇌⅻ
ⅱ→↗ⅼ↞⅚ٻʙ७ⅻႆဃↆ↱↝↗ↆ↕إԓ∝ᛦ௹ሁ↚࢘↺ↂ
↗⅛

䜎䛯䚸䛭䜒䛭䜒䛔䛨䜑䛾Ⓨ⏕䛜䛔䛻䛩䛞䛺䛟䛸䜒䚸䛔䛨䜑䛾Ⓨ⏕䛜
䜟䜜䚸䛛䛴䚸䛔䛨䜑䛻䜘䜚⮬ẅ䜔Ⓩᰯ➼䛻⮳䛳䛯䛸䜟䜜䜛䛸䛝䛿䚸
せ௳䛜‶䛯䛥䜜䜛䚹

ⅎٻʙ७↝ር↝ଢᄩ҄⇁⅚↰↺ٻʙ७↗ↆ↕ৢ↾↻↱↝↝ʙ̊
⇁ᅆↆ↕ⅳ↺
∝᠉ͻ↖ฎ⇂↱↝↝⅚ᐯൈ⇁˖⅛ↆ
∝⇑⇩⇥∞↖Хↄ↻ⅵ↚↙→ⅻ⅚ԣ֊↚⇶⇩⇕⇁Ⴝ↚ↆ↰Х
ↄ↻↙ⅺ→⅛
∝֓ӻ↳ᐃၘ↙↘↝࣎˳៲↝ࣱ׆Ӓࣖⅻዓⅾ⅛
∝ᙐૠ↝ဃࢻⅺ↸᥉⇁ᙲ൭ↄ↻⅚ዮ᫇≔ɢό⇁บↆ⅛ ↙↘
ↂ↻↸⇁ɦ↺ׅᆉࡇ↝ᘮܹ↖ⅱ→↕↱⅚ዮӳႎ↚Йૺↆٻʙ७↗ਵⅷ
↺ئӳⅻⅱ↺ↂ↗↚သॖↈ↺⅛

䛥䜙䛻䚸ᅜ䛾ᇶᮏ᪉㔪䛻䛚䛔䛶䛿䚸䛂ඣ❺⏕ᚐ䜔ಖㆤ⪅䛛䜙䛔䛨䜑䜙䜜
䛶㔜ែ䛻⮳䛳䛯䛸䛔䛖⏦❧䛶䛜䛒䛳䛯䛸䛝䛿䚸䛭䛾Ⅼ䛷Ꮫᰯ䛜
䛄䛔䛨䜑䛾⤖ᯝ䛷䛿䛺䛔䛅䛒䜛䛔䛿䛄㔜ែ䛸䛿䛔䛘䛺䛔䛅䛸⪃䛘䛯䛸
䛧䛶䜒䚸㔜ែ䛜Ⓨ⏕䛧䛯䜒䛾䛸䛧䛶ሗ࿌䞉ㄪᰝ➼䛻ᙜ䛯䜛䛃䜒䛾䛸䛥
䜜䛶䛔䜛䚹
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ㄪᰝ᪉㔪䚸ㄪᰝ⤖ᯝ䛾ㄝ᫂䞉බ⾲㻛ಶேሗ䛾ಖㆤ

ㄪᰝ᪉㔪䚸ㄪᰝ⤖ᯝ䛾ㄝ᫂䞉බ⾲㻛ಶேሗ䛾ಖㆤ

ㄪᰝ᪉㔪䚸ㄪᰝ⤖ᯝ䛾ㄝ᫂䞉බ⾲㻛ಶேሗ䛾ಖㆤ

Ⅸ૾עπσᧈ↝˳ׇሁ↚↷↺ϐᛦ௹Ⅹ
ⅎↂ↻↭↖⅚ٻʙ७↝ᛦ௹ࢸ↚ⅹↀ↺⅚૾עπσᧈ↝˳ׇሁ↚↷↺ϐᛦ௹
↚↓ⅳ↕↞⅚ᛦ௹⇁ᘍⅵ࣏ᙲⅻⅱ↺↗ᎋⅷ↸↻↺ئӳⅻᅆↄ↻↕ⅳ↙ⅺ→
↰⅚∇∑⇕∄∞∑⇁ᅆↈ

Ⅸᘮܹᎍ∝̬ᜱᎍ↚↺ↈݣᛦ௹૾ᤆ↝ᛟଢሁⅩ
ⅎᛦ௹⇁↺ↈڼЭ↚⅚ᘮܹᎍ∝̬ᜱᎍ↚↕ↆݣɠ↚ݗᛟଢ⇁ᘍⅵↂ↗↖⅚ᘮܹᎍሁ↝ॖ
Ӽ⇁៊↭ⅷᛦ௹ⅻᘍ↾↻↺ↂ↗⇁ਃ̬
ⅨᛟଢʙⅩ
Ⅎᛦ௹↝Ⴘႎ∝Ⴘ⅚ℳᛦ௹ɼ˳≋ኵጢ↝ನ⅚ʴᢠ≌⅚ℴᛦ௹∝᧓
≋⇟⇗⇞∋∞∑⅚ܭإԓ≌⅚ℵᛦ௹ʙ∝ᛦ௹ݣᝋ⅚ℶᛦ௹૾ඥ⅚ℷᛦ௹ኽ
ௐ↝੩̓

Ⅸϐᛦ௹⇁ᘍⅵ࣏ᙲⅻⅱ↺↗ᎋⅷ↸↻↺ئӳⅩ
Ⅎ ᛦ௹↚↞ჷ↹ࢽ↙ⅺ→ૼↆⅳᙲ↙ʙܱⅻЙଢↆئӳ
Ӎ↞ૼↆⅳᙲ↙ʙܱⅻЙଢↆ↱↝↝җЎ↙ᛦ௹ⅻނⅾↄ↻
↕ⅳ↙ⅳئӳ
ℳ ʙЭ↚ᘮܹᎍ∝̬ᜱᎍ↗ᄩᛐↆᛦ௹ʙ↚↓ⅳ↕⅚җЎ↙ᛦ
௹ⅻނⅾↄ↻↕ⅳ↙ⅳئӳ
ℴ ܖఄ↝ᚨፗᎍӏ↢ܖఄ↝↓↚ࣖݣⅳ↕җЎ↙ᛦ௹ⅻނⅾↄ↻↕
ⅳ↙ⅳئӳ
ℵ ᛦ௹ۀՃ↝ʴᢠ↝πࣱ∝ɶᇌࣱ↚↓ⅳ↕ွ፯ⅻⅱ↺ئӳ

ཎ↚⅚ℷ↝ᛦ௹ኽௐ↝੩̓↝૾ඥ↚↓ⅳ↕↞⅚↘↝↷ⅵ↙ऴ↷↝↘⅚⇁إⅵ
↙࢟ࡸ↖ᘮܹᎍ∝̬ᜱᎍ↚੩̓ↈ↺↝ⅺ⇁ᛟଢↆ↕ⅹⅾ≋̾ʴऴ↓↚إⅳ↕↞⅚
̾ʴऴ̬إᜱவ̊ሁ↚↷↹⅚੩̓↖ⅼ↙ⅳئӳⅻⅱ↺ↂ↗↙↘≌⅛
Ⅸᛦ௹ኽௐ↝ᛟଢ∝πᘙ≒̾ʴऴ̬↝إᜱⅩ
ⅎᛦ௹ኽௐ↝إԓ↚ᨥↆ↕↝දॖໜ⇁ଢᚡ
∝πᇌܖఄ↝ئӳ↞⅚ᏋۀՃ˟˟ᜭ↚ⅹⅳ↕ᜭ᫆↗ↆ↕ӕ↹ৢⅳ⅚ዮӳᏋ˟ᜭ
↚ⅹⅳ↕ᜭ᫆↗ↆ↕ӕ↹ৢⅵↂ↗↱౨᚛ↈ↺ↂ↗⅛
∝ᘮܹδᇜဃࢻ∝̬ᜱᎍ↞⅚ᛦ௹ኽௐ↚̞↺ᙸ⇁↭↗↰૨⇁⅚૾עπσ˳ׇ
↝ᧈ↚إ↺ↈݣԓ↚ชⅷ↺ↂ↗ⅻ↖ⅼ↺ↂ↗⅛
∝ᛦ௹ኽௐ⇁πᘙↈ↺ئӳ⅚πᘙ↝ˁ૾ӏ↢πᘙϋܾ⇁ᘮܹδᇜဃࢻ∝̬ᜱᎍ↗
䠘⫼ᬒ䠚 ᄩᛐↈ↺ↂ↗⅛
䕿䛔䛨䜑䜢ྵ䜑䚸ᵝ䚻䛺ᝎ䜏䜢ᢪ䛘䜛ඣ❺⏕ᚐ䛻ᑐ䛩䜛┦ㄯయไ䛾ᣑ
∝ܖఄ↝ᚨፗᎍӏ↢ܖఄ↞⅚ᘮܹδᇜဃࢻ∝̬ᜱᎍ↚ᛟଢↆ૾ᤆ↚ඝ→↕⅚ьܹ
䛿䚸┦ㄯ䛻ಀ䜛ከᵝ䛺㑅ᢥ⫥䜢⏝ព䛧䚸ၥ㢟䛾῝้䜢ᮍ↛䛻㜵
δᇜဃࢻӏ↢↝̬ᜱᎍ↚↕ↆݣⅳↇ↰↝ʙܱ᧙̞↚↓ⅳ↕ᛟଢ⇁ᘍⅵↂ↗⅛
Ṇ䛩䜛ほⅬ䛛䜙ႚ⥭䛾ㄢ㢟䚹

ↆ⅚ɥᚡℲ⊡ℵ↝ئӳ↖ⅱ→↕↱⅚૾עπσ˳ׇሁ↚↷↺ϐᛦ௹↖↞↙ⅾ⅚
ଏ↚ܱↆᛦ௹↝ᛦ௹ኵጢ↚ⅹⅳ↕⅚ᡙьᛦ௹↳ನՃ⇁ↆ٭ɥ↖↝ᛦ௹
⇁ᘍⅵↂ↗↱ᎋⅷ↸↻↺⅛

䕿䛣䜜䜎䛷䜒䚸ᖹᡂ䠎䠔ᖺᗘ䜘䜚䚸䠎䠐㛫Ꮚ౪䠯䠫䠯䝎䜲䝲䝹䠄㡢
ኌ㏻ヰ䛻䜘䜛┦ㄯ䠅䛻䛴䛔䛶㏻ヰᩱ䜢↓ᩱ䛩䜛䛺䛹యไ䛾ᩚഛ䛻
ດ䜑䛶䛚䜚䚸䛭䛾⤖ᯝ䚸ᖹᡂ䠎䠔ᖺᗘ୰䛾䠎䠐㛫Ꮚ౪䠯䠫䠯䝎䜲
䝲䝹┦ㄯ௳ᩘ䜒⣙䠐௳䛸๓ᖺᗘ䛸ẚ㍑䛧䛶⣙䠎ಸ䛻ቑຍ䚹
䕿୍᪉䚸䝇䝬䞊䝖䝣䜷䞁䛾ᬑཬ➼䛻క䛔䚸᭱㏆䛾ⱝᖺᒙ䛾⏝䛔䜛䝁
ཧ⪃㈨ᩱ
䐢-䠍
䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ᡭẁ䛻䛚䛔䛶䛿䚸䠯䠪䠯䛜ᅽಽⓗ䛺ྜ䜢༨䜑䜛
䜘䛖䛻䛺䛳䛶䛚䜚䚸㡢ኌ㏻ヰ䛾䜏䛺䜙䛪䚸䠯䠪䠯䜢ά⏝䛧䛯┦ㄯయ
ไ䛾ᵓ⠏䜢⾜䛖䛣䛸䛜ᙉ䛟ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䚹
䠘⫼ᬒ䠚

Ꮚ䛹䜒䞉ᐙᗞ䞉ᆅᇦ䛸䛾ಙ㢗㛵ಀ䛾ᵓ⠏䚸┦ㄯᡭẁ䞉ᶵ䛾ከᵝ䛸⤌䜏ྜ䜟䛫䚸┦ㄯ䞉
㏻ሗయไ䛾࿘▱䞉ᗈሗ➼䚻䛾ᇶᮏ㡯䛻ຍ䛘䚸㏆ᖺ䚸ᾋୖ䛧䛶䛝䛯ㄢ㢟䛾୍䛴䛜

䐟 ፹య䛾䝭䝇䝬䝑䝏

SNS䜢ά⏝䛧䛯┦ㄯయไ䛾ᵓ⠏䜈

䐠 ┦ㄯဨ䛾䝭䝇䝬䝑䝏

䐡 ㌿㏦䛾䝭䝇䝬䝑䝏

䛆⾜ᨻㄝ᫂ Pp.38 䡚 40 䠄䛂SNS䜢ά⏝䛧䛯┦ㄯయไ䛾ᵓ⠏䛻㛵䛩䜛ᙜ㠃䛾⪃䛘᪉䛃୰㛫ሗ࿌䠅䜢ཧ↷䛾䛣䛸䛇

ⱝ⪅䛾┦ㄯ䝙䞊䝈䛾ᐇド⤖ᯝ
䐟㟁ヰ┦ㄯ䚸 䐠㠃ㄯ䚸 䐡㻸㻵㻺㻱┦ㄯ 䛾ෆ䜢ྠ䛨䜹䞊䝗➼䛻ධ䜜䠑ᯛ㓄ᕸ䠄ᮐᖠᕷ
⏨ዪඹྠཧ⏬䝉䞁䝍䞊䛻䜘䜛䛂䜺䞊䝹䝈┦ㄯ䛃䠅

㟁ヰ┦ㄯ
㠃ㄯ┦ㄯ
㻸㻵㻺㻱┦ㄯ

䝇䜽䝸䞊䞁䝅䝵䝑䝖䜒
㏦ಙྍ⬟䛷䚸䠯䠪䠯
ୖ䛾䝖䝷䝤䝹➼䜢
ṇ☜䛛䛴ᐜ᫆䛻ఏ
䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛

䠯䠪䠯

25

ᾢᾝᾢửဇẲẺႻᛩ˳СỉನሰỆӼẬẺᛦ௹ᄂᆮ

䠒䠊 ┦ㄯ䛧䜔䛩䛔㞺ᅖẼ䛸యไ䛾ᵓ⠏䛻ྥ䛡䛶

䛂䛔䛨䜑┦ㄯ䝭䝇䝬䝑䝏ၥ㢟䛃

䠯䠪䠯

㻞㻠௳
㻜௳
㻤㻠㻢௳

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛂SNS䜢ά⏝䛧䛯䛔䛨䜑➼䛻㛵䛩䜛┦ㄯయไ䛾ᵓ⠏䛻䛴䛔䛶䛃ᥦฟ㈨ᩱ䠄LINEᰴᘧ♫බඹᨻ⟇ᐊ䠅

䕿䛔䛨䜑䜢ྵ䜑䚸ᵝ䚻䛺ᝎ䜏䜢ᢪ䛘䜛ඣ❺⏕ᚐ䛻ᑐ䛩䜛┦ㄯయไ䛾ᣑ
䛿䚸┦ㄯ䛻ಀ䜛ከᵝ䛺㑅ᢥ⫥䜢⏝ព䛧䚸ၥ㢟䛾῝้䜢ᮍ↛䛻㜵
Ṇ䛩䜛ほⅬ䛛䜙ႚ⥭䛾ㄢ㢟䚹
䕿䛣䜜䜎䛷䜒䚸ᖹᡂ䠎䠔ᖺᗘ䜘䜚䚸䠎䠐㛫Ꮚ౪䠯䠫䠯䝎䜲䝲䝹䠄㡢
ኌ㏻ヰ䛻䜘䜛┦ㄯ䠅䛻䛴䛔䛶㏻ヰᩱ䜢↓ᩱ䛩䜛䛺䛹యไ䛾ᩚഛ䛻
ດ䜑䛶䛚䜚䚸䛭䛾⤖ᯝ䚸ᖹᡂ䠎䠔ᖺᗘ୰䛾䠎䠐㛫Ꮚ౪䠯䠫䠯䝎䜲
䠘ᴗᴫせ䠚
䝲䝹┦ㄯ௳ᩘ䜒⣙䠐௳䛸๓ᖺᗘ䛸ẚ㍑䛧䛶⣙䠎ಸ䛻ቑຍ䚹
䕿ᐇయ䠖
䕿୍᪉䚸䝇䝬䞊䝖䝣䜷䞁䛾ᬑཬ➼䛻క䛔䚸᭱㏆䛾ⱝᖺᒙ䛾⏝䛔䜛䝁
䕿ᐇ⟠ᡤᩘ䠖
䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ᡭẁ䛻䛚䛔䛶䛿䚸䠯䠪䠯䛜ᅽಽⓗ䛺ྜ䜢༨䜑䜛
䕿ά⏝䝒䞊䝹䠖
䜘䛖䛻䛺䛳䛶䛚䜚䚸㡢ኌ㏻ヰ䛾䜏䛺䜙䛪䚸䠯䠪䠯䜢ά⏝䛧䛯┦ㄯయ
ไ䛾ᵓ⠏䜢⾜䛖䛣䛸䛜ᙉ䛟ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䚹
䠘⫼ᬒ䠚
䕿䛔䛨䜑䜢ྵ䜑䚸ᵝ䚻䛺ᝎ䜏䜢ᢪ䛘䜛ඣ❺⏕ᚐ䛻ᑐ䛩䜛┦ㄯయไ䛾ᣑ
䕿┦ㄯᑐ㇟⪅䠖
䠄ཧ⪃䠅ᖹᡂ㻞㻣ᖺ㼇ᖹ᪥㻝᪥㼉䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁⣔䝯䝕䜱䜰䛾ᖹᆒ⏝㛫
䛿䚸┦ㄯ䛻ಀ䜛ከᵝ䛺㑅ᢥ⫥䜢⏝ព䛧䚸ၥ㢟䛾῝้䜢ᮍ↛䛻㜵
䕿┦ㄯཷ㛫䠖
䠄ᖹᡂ㻞㻤ᖺ㻤᭶⥲ົ┬ሗ㏻ಙᨻ⟇◊✲ᡤㄪᰝ䠅
Ṇ䛩䜛ほⅬ䛛䜙ႚ⥭䛾ㄢ㢟䚹
㻝㻜௦䠖ᦠᖏ㏻ヰ㻞㻚㻤ศ䚸ᅛᐃ㏻ヰ㻜㻚㻜ศ䚸
䕿䛣䜜䜎䛷䜒䚸ᖹᡂ䠎䠔ᖺᗘ䜘䜚䚸䠎䠐㛫Ꮚ౪䠯䠫䠯䝎䜲䝲䝹䠄㡢
䝋䞊䝅䝱䝹䝯䝕䜱䜰⏝㻡㻣㻚㻤ศ䚸䝯䞊䝹⏝㻝㻣㻚㻜ศ
䕿┦ㄯဨ䛾యไ䠖
ኌ㏻ヰ䛻䜘䜛┦ㄯ䠅䛻䛴䛔䛶㏻ヰᩱ䜢↓ᩱ䛩䜛䛺䛹యไ䛾ᩚഛ䛻
ດ䜑䛶䛚䜚䚸䛭䛾⤖ᯝ䚸ᖹᡂ䠎䠔ᖺᗘ୰䛾䠎䠐㛫Ꮚ౪䠯䠫䠯䝎䜲
䠘ᴗᴫせ䠚
䝲䝹┦ㄯ௳ᩘ䜒⣙䠐௳䛸๓ᖺᗘ䛸ẚ㍑䛧䛶⣙䠎ಸ䛻ቑຍ䚹
䕿ᐇయ䠖ᆅ᪉බඹᅋయ
䕿୍᪉䚸䝇䝬䞊䝖䝣䜷䞁䛾ᬑཬ➼䛻క䛔䚸᭱㏆䛾ⱝᖺᒙ䛾⏝䛔䜛䝁
䕿ᐇ⟠ᡤᩘ䠖䠍䠌⟠ᡤ
䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ᡭẁ䛻䛚䛔䛶䛿䚸䠯䠪䠯䛜ᅽಽⓗ䛺ྜ䜢༨䜑䜛
䕿ά⏝䝒䞊䝹䠖ඣ❺⏕ᚐ䜈䛾ᬑཬ䛾ᐇ⌧ྍ⬟ᛶ䜔ඣ❺⏕ᚐ䛾ά⏝䛾䛧
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㇟䛃䜢ῶ䜙䛩
䛣䛸䛜㔜せ
ͤ䝝䝄䞊䝗䜢
ῶ䜙䛩ᑐ⟇

䛂ᕪูព㆑䛃

ࠕᏛᰯࡢ༴ᶵ⟶⌮ಖㆤ⪅ࡽࡢࢡ࣮࣒ࣞᑐᛂࠖࢆኚ᭦ࡋ࡚ᘬ⏝㸧

㸦Ꮫᰯࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ᥎㐍ᶵᵓ

5

」叀ᑐ
㞧叫ᛂ 厦
厒厮 厺
去᪂㐜 叢
叐
召叀䜜 ᪩
ྍ友召 ᮇ
⬟ၥ叉 Ⓨ
ᛶ㢟ၥ ぢ
厮厮㢟 呍
厤Ⓨ厮 ᪩
叫⏕ ᮇ
叟厹厯 ᑐ
去厒
厷厱 ᛂ
厓只友 厮
ᇶ
双叄
ᮏ
ၥ叇
厹
㢟叟 又
厮叄 去
厓

Ꮫᰯ⤒Ⴀ䞉
᪥ᖖᴗົ䛻
ά䛛䛩

ࠕᏛᰯࡢ༴ᶵ⟶⌮ಖㆤ⪅ࡽࡢࢡ࣮࣒ࣞᑐᛂࠖࢆኚ᭦ࡋ࡚ᘬ⏝㸧
6
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㧗ୖඃ㔛Ꮚ䛥䜣䛾సရ ᢤ⢋

䛔䛨䜑䛻Ẽ䛵䛟䛯䜑䛾ཧ⪃᭩䞉䞉䞉䞉

ㅮㄯ♫

ᑠᏛ㤋

ㅮㄯ♫
7

8

9

10

䠄䠍䠅
ᯇ ⚽႐ 5ᡴᖍ㐃⥆ᩗ㐲 ᭱⤊ᡴᖍ 㧗ᰯ㔝⌫ ⏥Ꮚᅬ ᩗ㐲

㻝㻥㻥㻞ᖺ㻤᭶㻝㻢᪥
➨㻣㻠ᅇᅜ㧗➼Ꮫᰯ㔝⌫㑅ᡭᶒ㻞ᅇᡓ
᫂ᚨ⩏ሿ㧗ᰯ䠄㧗▱䠅㽢ᫍ⛸㧗ᰯ䠄▼ᕝ䠅ᡓ

https://www.youtube.com/watch?v=6m9H29wy5po

᫂ᚨ⩏ሿ䛜䚸ᫍ⛸䛾4␒ᡴ⪅䞉ᯇ⚽႐䜢5ᡴᖍ㐃⥆䛧䛶ᩗ㐲䛩䜛సᡓ䜢
ᩒ⾜䛧䚸䛣䛾ヨྜ䛷ᯇ䛜୍ᗘ䜒䝞䝑䝖䜢䜛䛣䛸䛺䛔䜎䜎ᫍ⛸䛜ᩋ㏥䛧䛯ฟ
᮶䛷䛒䜛䚹
ヨྜ㏵୰䛛䜙ሙෆ䛿㦁↛䛸䛧䚸᫂ᚨ⩏ሿ䛜䛧䛯ᚋ䜒㦁䛞䛿䜎䜙䛪䛻
ᡭ䝬䝇䝁䝭䛺䛹䛷䜒ྲྀ䜚䛒䛢䜙䜜䜛௳䛸䛺䛳䛯䚹
䛣䛾㐃⥆ᩗ㐲䜢䛝䛳䛛䛡䛻᫂ᚨ⩏ሿ㧗ᰯ䛻䛂䝠䞊䝹䠄ͤ䠍䠅䛃䛾䜲䝯䞊䝆䛜䛴
䛝䜎䛸䛳䛯䛰䛡䛷䛺䛟䚸㧗ᰯ㔝⌫䛻䛚䛡䜛ᩗ㐲䛺䛔䛧䛂⮳ୖ⩏䛃䛻䛴䛔
䛶䛾㆟ㄽ䛜䛝㉳䛣䛳䛯䚹
ͤ䠍 䝠䞊䝹䠄Heel䠅䛸䛿䚸䝥䝻䝺䝇⯆⾜䛾䜼䝭䝑䜽ୖ䚸ᝏᙺ䛸䛧䛶⯙䛖 䝥䝻䝺䝇䝷䞊䛾䛣䛸䚹
ฟ: 䝣䝸䞊ⓒ⛉䛄䜴䜱䜻䝨䝕䜱䜰䠄Wikipedia䠅䛅
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2

5ᡴᖍ㐃⥆ᩗ㐲 ࡢሙ㠃ࢆ࠸ࡌࡵࡢ4ᒙᵓ㐀㸦᳃⏣ὒ
ྖ, 1986㸧࠶࡚ࡣࡵ࡚⪃࠼࡚ࡳࡿ࣭࣭࣭

ヨྜᙜ᪥ኪ䛾ሗ㐨␒⤌䛷䛿㌺୪䜏䛣䛾ヨྜ䜢ྲྀ䜚ୖ䛢䚸⩣᪥䛾䝇䝫䞊䝒᪂⪺ྛ
⣬䛿ᯇᩗ㐲䜢୍㠃䛻ฟ䛧䛶㧗㔝㐃∾㔝㛗䛾ㄯヰ䜢ᥖ㍕䛧䛯䚹䛣䛾ㄯヰ䛭䛾䜒
䛾䜒␗䛰䛳䛯䛜䚸ᯇ䜈䛾ᩗ㐲సᡓ䛻ᑐ䛧䛶䛿᭷㆑⪅䚸ඖ䞉⌧ᙺ䝥䝻㔝⌫㑅ᡭ䞉
㧗ᰯ㔝⌫㛵ಀ⪅䛺䛹䜢୰ᚰ䛻ከ᪉㠃䛛䜙㈶ྰ୧ㄽ䛜ᐤ䛫䜙䜜䛶♫ၥ㢟䛻Ⓨᒎ䛧䚸
䛭䛾ᚋ䜒᪂⪺䚸㞧ㄅ䛺䛹䛷䜒䛥䜎䛦䜎䛺ㄞ⪅ᢞ✏ḍ䜢㈰䜟䛫䛯䚹

䕿 䛔䛨䜑䜙䜜䜛⏕ᚐ
䕿 䛔䛨䜑䜛⏕ᚐ
䕿 ほ⾗䠄䛿䜔䛧䛯䛶䛯䜚䚸䛚䜒䛧䜝䛜䛳䛯䜚䛧䛶ぢ䛶䛔䜛䠅
䕿 ഐほ⪅䠄ぢ䛶ぢ䛺䛔䜚䜢䛩䜛䠅

ᒅᣦ䛾ዲᡴ⪅䛸䛔䜟䜜䛯ᫍ⛸䞉ᯇ䛜5ᡴᖍ㒊ᩗ㐲䛾ᅄ⌫䛷ᡴ䛯䛫
䛶䜒䜙䛘䛺䛛䛳䛯䚹䛧䛛䜒䚸᫂ᚨ⩏ሿ䛾Ἑ㔝㔝ᡭ䛿1⌫䜒䝇䝖䝷䜲䜽䜢ྲྀ䜙䛪䚸እゅ
䜈䛝䛟䛿䛪䜜䜛20⌫䜢ᢞ䛢䛯䛰䛡䚹㤿ῡ┘╩䛾ᣦ♧䛻䜘䜛䛂ᩗ㐲⟇䛃䛿䜎䜣䜎䛸
ᡂຌ䛧䛶䚸᫂ᚨ䛿䛱䜢ᡭ䛻䛧䛯䛜䚸ᯝ䛯䛧䛶䛣䛾䛱᪉䛷Ⰻ䛛䛳䛯䛛䛹䛖䛛䠛
ヨྜᚋ䚸ྠ┘╩䛿䛂ᅄᅜ䛾㔝⌫䛜▼ᕝ䛾㔝⌫䛻㈇䛡䜙䜜䛺䛔䛃䛸ㄒ䛧䛶䛔䛯䛾
䛻䚸䝣䝍䜢᫂䛡䜜䜀ጡᜥ䠄䛣䛭䛟䠅䛺㏨䛢ᅄ⌫⟇䛸䛿䚹䛾ᅄᅜໃ䛜⪺䛡䜀↛䛸䛩
䜛䛰䜝䛖䚹䛊୰␎䛋
䛧䛛䛧䚸䛹䜣䛺ᡭẁ䜢ྲྀ䛳䛶䛷䜒䛂䛴䜣䛰䛃䛸䛔䛖ែᗘ䛿䛹䛖⪃䛘䛶䜒⌮ゎ䛧䛜
䛯䛔䚹≉䛻䚸㉮⪅䛾䛔䛺䛔Ṛ↓㉮⪅䠄ᅇ䠅䜎䛷䜒䝪䞊䝹㐃Ⓨ䜢䛨䛯䛿䚸䛚
䛸䛺䛾䜶䝂䜢ぢ䛯䜘䛖䛺Ẽ䛜䛧䛶䚸ទᛌ䛥䛥䛘ぬ䛘䛯䚹

䛔䛨䜑䛾ᣢ⥆䜔ᣑ䛻䛿䚸䛔䛨䜑䜛⏕ᚐ䛸䛔䛨䜑䜙䜜䜛⏕ᚐ௨እ䛾䛂ほ⾗䛃䜔䛂ഐほ
⪅䛃䛾❧ሙ䛻䛔䜛⏕ᚐ䛜䛝䛟ᙳ㡪䛧䛶䛔䜛䚹䛂ほ⾗䛃䛿䛔䛨䜑䜢✚ᴟⓗ䛻ㄆ䛧䚸䛂ഐ
ほ⪅䛃䛿䛔䛨䜑䜢ᬯ㯲ⓗ䛻ᨭᣢ䛧䛔䛨䜑䜢ಁ㐍䛩䜛ᙺ䜢ᢸ䛳䛶䛔䜛䚹

⿕ᐖ⪅

— ᮅ᪥᪂⪺䛂䛺䜒䛾ᛀ䜜䛯᫂ᚨ䝧䞁䝏䛃1992ᖺ8᭶17᪥ኤห8㠃

ຍᐖ⪅

ほ ⾗

ഐほ⪅

14

15

16

䛔䛨䜑䜢㜵Ṇ䛾䛯䜑䛻䚸
䜎䛪䚸ྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝䛣䛸䚹

䠒 䝝䝄䞊䝗Ҹ䛔䛨䜑䛾ཎᅉ䛸⫼ᬒ
䠍 ඣ❺⏕
⏕ᚐ䛾ၥ㢟
䞉 ᑐே㛵ಀ䛾ᚓᡭ䚸⾲㠃ⓗ䛺ே㛵ಀ䚸ḧồ‶⪏ᛶ䛾Ḟዴ䚸ᛮ䛔䜔䜚䛾Ḟዴ䚸ᡂ
ᑵឤ䞉‶㊊ឤ䜢ᚓ䜛ᶵ䛾ῶᑡ䚸㐍Ꮫ䜢䜑䛠䜛➇தព㆑䚸ᑗ᮶䛾┠ᶆ䛾႙ኻ䚸䛺䛹

䠎 ᐙᗞ䛾
䛾ၥ㢟
䞉 ᰾ᐙ᪘䚸ᑡᏊᐙᗞ䛾ቑຍ→ே㛫㛵ಀ䝇䜻䝹䛾ᮍ⇍䛥
䞉 ぶ䛾㐣ಖㆤ䞉㐣ᖸ΅→ḧồ‶⪏ᛶ䛾⩦ᚓ༑ศ
䞉 ぶ䛾౯್ほ䛾ከᵝ→༠ㄪᛶ䞉ᛮ䛔䜔䜚䛾Ḟዴ䚸つ⠊ព㆑䛾Ḟዴ䚸䛺䛹

䝝䝄䞊䝗䜢ῶ䜙䛩䚹

䠏 Ꮫᰯ䛾
䛾ၥ㢟
䞉 ᩍᖌ䛾䛔䛨䜑䛻ᑐ䛩䜛ㄆ㆑㊊
䞉 ᩍᖌ䜒⏕ᚐ䜒ከᛁ䛷䚸䛚䛔䛾ὶ䛜༑ศ
䞉 ▱㆑೫㔜䛺䛹䚸౯್ほ䛜㝈䜙䜜䛶䛔䜛䛸䚸ᕪู䛾ᵓ㐀䛻䛴䛺䛜䜚䜔䛩䛔
䞉 ⏕άᣦᑟ䜔⟶⌮ⓗ䛺⥾䜑䛡䛜ᙉ䛔䛸䚸㞟ᅋ䛸䛧䛶␗㉁䛺䜒䛾䜢㝖䛧䜘䛖䛸䛩䜛ഴ
ྥ䛜⏕䛨䜔䛩䛔䚸䛺䛹

䛭䛾䛯䜑䛻䛿䚸
䚸
䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱䛾ᐇ䛜ᴟ䜑䛶㔜せ䟿

17
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䠓 䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱䛜┠ᣦ䛩 䛂ᇶ♏ⓗ䞉ỗ⏝ⓗ⬟ຊ䛃
ẐؕᄽႎὉ൮ဇႎᏡщẑỉạẼẆؕႴểễỦờỉểẲềഏỉᾂếửᚨܭ
ܭ

ॖഒ∝७ࡇӏ↢̖͌ᚇ
ᚇ
ؕᄽႎ∝ؕஜႎ↙ჷᜤ∝২Ꮱ

䠔 䛔䛨䜑㜵Ṇ䛻䜰䝥䝻䞊䝏䛩䜛䠎䠍ୡ⣖ᆺ䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱

ேࡋ࡚ࡢ
⏕ࡁ᪉ࠊᅾࡾ᪉

䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱
ͤ⮬ศ䜢䛴䛟䜛

ᛢ

᫆

ݣ

ࣖ

Ꮱ

щ

䝅䝏䝈䞁䝅䝑䝥ᩍ⫱
ͤ♫䜢䛴䛟䜛

ᛯྸႎ࣬ᎋщ⅚оᡯщ
⮬ᕫ䛾䜲䝯䞊䝆
䠄䛣䜣䛺⮬ศ䛷䛒䜚䛯䛔䚹䠅

ẮỉᾂếửؕႴểẲềẆᘍѣểẲềᘙủẆᚸ̖ầӧᏡỂẝỦểẟạᚇໜẦỤẆഏỉᵒếỉᏡщửᚨܭẇ
ẮủỤỊẸủẹủầᇌẲềẟỦờỉỂỊễẪẆႻʝỆ᧙ᡲὉ̔܍ẲẺ᧙̞ẇίẮỉẺỜẆཎỆࡀỊ
ễẟờỉểẲềྸᚐẇὸ

ʴ᧓᧙̞࢟∝ᅈ˟࢟Ꮱщ

䠇

♫䛾䜲䝯䞊䝆
䠄䛣䜣䛺♫䛷䛒䜚䛯䛔䚹䠅

ͤ ᩍᖌ䜔ಖㆤ⪅䛜┘ど䚸ᢚᅽ䛩䜛䛣䛸䛷䛔䛨䜑䜢㜵Ṇ䛩䜛
䛾䛷䛿䛺䛟䚸Ꮚ䛹䜒㐩䛜యⓗ䛻⮬䜙䛾䝁䝭䝳䝙䝔䜱䜢㐠Ⴀ
䛩䜛୰䛷䚸䛔䛨䜑䛾䛺䛔⎔ቃ䜢⠏䛟ຊ䜢⫱䛶䜛䚹

ᐯࠁྸᚐ∝ᐯࠁሥྸᏡщ
⇓∉∐⇈⇽∏∙⇱∙⇖Ꮱщ

ᢈุⓗᛮ⪃

ͤ ẮủỤỊѼਙႎễᏡщಒࣞỂẝỦỉỂẆẮủỤửؕஜểẲềẆܖఄở؏עỉཎᑥẆݦૌЎỉཎࣱởẆ܇ỄờὉ
ᒉᎍỉႆᢋെ᨞ỆࣖẳẺᛢ᫆ử៊ộảẺپửᘍẟẆӲܖఄỆấẟềφ˳ỉᏡщᚨܭửᘍẾềẟẪờỉẇ

䜽䝸䝔䜱䜹䝹䞉䝅䞁䜻䞁䜾

䛔䛨䜑䜢㜵Ṇ

19

䠓䠉䠎 䝷䜲䝣䞉䜻䝱䝸䜰䞉䝺
䝺䜲䞁䝪䜴

)LJ

୰Ꮫ⏕䛜ᥥ䛔䛯ே⏕භ䛛䜙

ࣛࣇ࣭࣭࢟ࣕࣜࣞࣥ࣎࢘

䠄Nevill,D.D., & Super,D.E. (1986). The Values scale manual: Theory, application, and research. Palo
Alto, CA: Consulting Psychologists Press.䜘䜚䚸ᩥ㒊┬ (1992) 䛜୍㒊ᨵゞ䠅
21

22

23

24
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4

䠓䠉䠏䠉䠍 ே⏕භ䛛䜙ᢳฟ䛥䜜䛯ㄒྃ ㄌ⏕䡚⌧ᅾ

⥲ㄒྃᩘ 䠍䠓䠕䠒ㄒ
25

䠓䠉䠏䠉䠎 ே⏕භ䛛䜙ᢳฟ䛥䜜䛯ㄒྃ ㄌ⏕䡚⌧ᅾ

䠕 䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱ 䛂Ⅼ䛃䛂⥺䛃 䛭䛧䛶䛂㠃䛃䜈
䛂Ⅼ䛛䜙䚸᪂䛧䛔Ꮡᅾ䛜⏕䜎䜜䜛䚹䛃 䠄Kandinsky ,1926 す⏣ヂ1959䠅

㠃:ே⏕䜢ᙧᡂ䛩䜛ព㆑䜢⫱䜐䛣䛸
:ே⏕䜢ᙧᡂ䛩䜛ព㆑䜢⫱䜐䛣䛸

⥺: ᩍ⫱䠙ே⏕䛾᪉ྥᛶ䜈䛾ᨭ
⥲ㄒྃᩘ 䠎䠐䠐䠒ㄒ

Ⅼ: Ꮫ⩦䜔ฟ᮶䛛䜙⏕䛨䛯⤒㦂䚸⬟ຊ䜔㐺ᛶ

䠄䠎䠅 㟷䛔┠
┠䚸ⲔⰍ䛔┠ 䡚 ᩍᐊ䛿┠䛾Ⰽ䛷ศ䛡䜙䜜䛯䈈㻌

28

䠄䠏䠅 䝇䝍䞁䝣䜷䞊䝗┘
┘⊹ᐇ㦂

http://ryuseizan.tsuvasa.com/sabetutaiken-jugyou-eriotto

1971ᖺ8᭶14᪥䛛䜙1971ᖺ8᭶20᪥䜎䛷䚸䜰䝯䝸䜹䞉䝇䝍䞁䝣䜷䞊䝗Ꮫᚰ
⌮Ꮫ㒊䛷䚸ᚰ⌮Ꮫ⪅䝣䜱䝸䝑䝥䞉䝆䞁䝞䝹䝗䞊 (Philip Zimbardo) 䛾ᣦᑟ䛾ୗ
䛻䚸ฮົᡤ䜢⯙ྎ䛻䛧䛶䚸ᬑ㏻䛾ே䛜≉Ṧ䛺⫪᭩䛝䜔ᆅ䜢䛘䜙䜜䜛䛸䚸
䛭䛾ᙺ䛻ྜ䜟䛫䛶⾜ື䛧䛶䛧䜎䛖䜢ド᫂䛧䜘䛖䛸䛧䛯ᐇ㦂䛜⾜䜟䜜䛯䚹
ᶍᆺ䛾ฮົᡤ䠄ᐇ㦂┘⊹䠅䛿䝇䝍䞁䝣䜷䞊䝗Ꮫᆅୗᐇ㦂ᐊ䜢ᨵ㐀䛧䛯䜒䛾
䛷䚸ᐇ㦂ᮇ㛫䛿2㐌㛫䛾ணᐃ䛰䛳䛯䚹

䜶䝸䜸䝑䝖ඛ⏕䛾ᕪูయ㦂ᤵᴗ
ᑠᏛᰯ3ᖺ䛾䜽䝷䝇䜢㟷䛔┠䛸ⲔⰍ䛔┠䛾Ꮚ䛹䜒䛻ศ䛡䚸
䛂㟷䛔┠䛾Ꮚ䛿䜏䜣䛺Ⰻ䛔Ꮚ䛷䛩䚹䛰䛛䜙5ศవィ䛻㐟䜣䛷
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6

いじめ防止に活用する指導行動の理論と実際
稲垣

応顕

࠸ࡌࡵ㜵Ṇά⏝ࡍࡿᣦᑟ⾜ືࡢ⌮ㄽᐇ㝿
[ はじめに ]
※いじめは，被害生徒の教育を受ける権利を侵害し，心身の健全な成長と人格の形成に重大な負の
影響を与え，生命・身体に重大な危険を生じさせる。
㹙ࡣࡌࡵ㹛
＜いじめ問題に対する基本的スタンス−意見と反論−＞
⑴

いじめは昔からあった。そして，どのような社会にもある。いじめはなくならない。したがっ
㸺࠸ࡌࡵၥ㢟ᑐࡍࡿᇶᮏⓗࢫࢱࣥࢫ㸫ពぢㄽ㸫㸼
て，いじめについて議論すること自体に意味を感じない。

⇒
⑵

いじめはよくない。いじめ加害生徒はもちろん悪い。しかし，いじめ被害生徒にも悪いところ
（いじめられても仕方がないと思われるところ）がある。

⇒
⑶

子どもの喧嘩に親は口を出すなと言われる。いじめも同様で，子どもたちの自治能力で解決さ
せるべきものである。下手に口を出すと，子どもの世界を壊すことになる。

⇒
[ いじめ問題の早期発見と対応 ]
㹙࠸ࡌࡵၥ㢟ࡢ᪩ᮇⓎぢᑐᛂ㹛
１. いじめ発見チェックリストの開発
㸯㸬࠸ࡌࡵⓎぢࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࡢ㛤Ⓨ
すべての生徒指導上の問題への対応と同様に，いじめ問題も早期発見が求められる。
その方法として，①生徒（学級）の行動観察，②面接・雑談，③第三者評価（情報収集），④心理
テストの活用，がある。本フォーラムでは，筆者の研究室で作成した，
『いじめ発見チェックリスト』
（表１）を紹介する。このチェックリストは，生徒の目線を重視して構成したところに特徴がある。

⾲㸯 ࠸ࡌࡵⓎぢࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ
ᐩᒣᏛ ✄ᇉ◊✲ᐊ∧㸦2009㸧
                                    
㸦㸯㸧Ⓩୗᰯ
 㸯㸧㞟ᅋⓏ㸦ୗ㸧ᰯࢆࡋ࡞ࡃ࡞ࡿ㸭ᙜᰯࢆࡿࠋ
 㸰㸧㐩ࡢⲴ≀ࢆࡼࡃᣢࡓࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸭࢝ࣂࣥࡀởࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸰㸧ᤵᴗ୰
 㸯㸧ᗙᖍࡀ᭰࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦㸻ᖍ᭰࠼ࡢ㸪࠸ࡘࡶ๓ࡢᖍࡉࡏࡽࢀࡿ㸧ࠋ
 㸰㸧Ⓨゝᑐࡋ㸪෭ࡸࡋ࣭ࡽ࠸࣭㍍ࡍࡿࡼ࠺࡞➗࠸ࡀ㉳ࡁࡿࠋ
 㸱㸧ࢢ࣮ࣝࣉศࡅࡢ㸪᭱ᚋࡲ࡛ࢢ࣮ࣝࣉࡀỴࡲࡽ࡞࠸ࠋ
㸦㸱㸧ఇࡳ㛫
㸯㸧ேࡢ┠ࡘ࡞࠸ࡇࢁ㸦ࢺࣞ➼㸧࡛㛫ࢆ㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 㸰㸧࿘ᅖࡢゝ࠸࡞ࡾ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 㸱㸧⾲ࡀᬯ࠸ࠋ➗ࢃ࡞࠸ࠋࡶࡋࡃࡣసࡾ➗࠸ࡀከ࠸ࠋ
1
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 㸲㸧ヰࡢ㍯ධࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
 㸳㸧࠾㔠ࡢཷࡅΏࡋࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸲㸧⤥㣗࣭Ύᤲ
 㸯㸧㓄⮃ࡋࡓࡶࡢࢆ㑊ࡅࡽࢀࡿࠋ
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 㸳㸧㞧ᕵࡀࡅ࡞ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡁ㸪ࡢ⏕ᚐࡽ㑧㨱ࢆࡉࢀࡿࠋ
㸦㸳㸧ᖐࡾࡢ࣭ᨺㄢᚋ
 㸯㸧㓄ᕸ≀ࡀࢃࡓࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
㸰㸧ఱၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡿ㸪ຍᐖ࣭⿕ᐖࢆၥࢃࡎࡑࡢᏊࡢྡ๓ࡀฟ࡚ࡃࡿࠋ
㸱㸧Ꮫ⣭ࡢᙺဨࡸಀࢆࠕ㎡ࡵࡓ࠸ࠖゝ࠸ฟࡍࠋ
㸲㸧ᡭ⣬ࡸࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢ᭩ࡁ㎸ࡳሗࡀᐤࡏࡽࢀࡿࠋ
㸳㸧㒊άືࢆఇࡳࡀࡕ࡞ࡿࠋ㸭୍ே࡛ᖐᏯࡍࡿࡼ࠺࡞ࡿࠋ
㸦㸴㸧Ꮫᰯ⏕άయ
㸯㸧୍ே࡛࠸ࡿࡇࡀከ࠸ࠋ
㸰㸧ಖᐊࡸ⫋ဨᐊࡼࡃ⾜ࡃࡼ࠺࡞ࡿࠋ
㸱㸧ᩍ⛉᭩࣭ࣀ࣮ࢺ㸪ᮘ᳔࣭Ꮚ࣭ᥖ♧≀ⴠ᭩ࡁࡸയࡀ࠶ࡿࠋ
㸲㸧ᛀࢀ≀ࡸ⣮ኻ≀ࡀࡼࡃ࠶ࡿࠋ
㸳㸧సᩥࡸ⤮࡞ࡢసရẼ࡞ࡿ⾲⌧ࡸ≀ࡀ᭩ࢀࡿࠋࡲࡓ㸪Ⰽ࠸ࡀẼ࡞ࡿࠋ
㸴㸧ࡩࡊࡅ࡚࠸ࡿࡁ㸪ࡑࡢሙ࠸࡞࠸ࡲࡓ㞳ࢀࡓሙᡤ࠸ࡿ͆ࡑࡢᏊ͇ࡢྡ๓ࡸࢽ
ࢵࢡࢿ࣮࣒ࡀࡼࡃฟ࡚ࡃࡿࠋ
㸵㸧⾜ࡸ㞟ᅋ⾜ືࢆ᎘ࡀࡿࠋ
㸦㸵㸧ᮏேࡢ⾲࣭ᵝᏊ
㸯㸧యㄪⰋࢆࡼࡃッ࠼ࡿࠋ
㸰㸧ඖẼࡀ࡞ࡃ㸪࠺ࡘࡴࡁຍῶ࡛࠸ࡿࡇࡀከ࠸ࠋᩍᖌ┠ࢆྜࢃࡏ࡞࠸ࠋ
㸱㸧ࠎᾦࡄࢇࡔࡾ㸪࣮࣎ࢵࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸲㸧ᡃࡀከ࠸ࠋࡲࡓ㸪᭹ࡀởࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀከ࠸ࠋ
㸳㸧ࢼࣇ࡞ࢆᣢࡕṌࡃࡼ࠺࡞ࡿࠋ
㸴㸧ᰯ๎㐪ࡀከࡃ࡞ࡿ㸦㸻ࡉࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸭ࡁྜࢃࡉࢀࡿࡇࡀከ࠸㸧ࠋ
                                    
㸦ฟ㸸ᯇ⌮⣡࣭✄ᇉᛂ㢧㸦2009㸧㸧

２. いじめ防止に活用する指導行動の理論と実際
筆者の研究室を修了した野澤（2015）による，いじめなど問題行動に対し，教師が①どのような指
導行動をとっているのか，②どのような指導行動が有効であると捉えられているのかについての調査
結果（表 2）を報告する。
調査対象は，A 県で生徒指導に熱心であると評価を得ている中学校教師 15 名（男性 11 名，女性 4
名）であった。調査方法は，半構造化面接を行った。分析は，質的研究法の分析手続きのセオリーに
沿い，①教師の語りを逐語録に起こす。②文節ごとにコード化する（対象は合計 282 文節）。③カテ
ゴリー化する（國分（2003）のマイクロ技法連続表に示されるカテゴリーを使用）。なお、本報告は
事例検討を意図していないことから，アンバンキングは行っていない。
うまくいったと認識される指導行動群では，統制の強い指導よりも統制の弱い指導が多く行われて
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いるという特徴が示された。一方，指導自体がよくなかった指導行動群では，統制の強い指導が最も
多かった。いじめを含む暴力的な行動問題を抱える生徒への有効な指導行動のポイントは統制の弱い
指導であったことが示唆された。また，うまくいったと認識される指導行動群では，受容・共感，直
接的関与が多く用いられていたことが示されている。すなわち，いじめ加害生徒への指導には， 直
接的関与による受容・共感を基盤とした統制の弱い指導

が効果を発することが窺われる。
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ただし一方で，統制の強い指導行動も同程度機能したと語られている。いじめ加害生徒に対する教
師またその指導には，生徒に対し慈しみをもった母性原理による優しさを基盤としたうえでのリー
ダーシップや現実原則を突きつける父性原理による指導が功を奏すると思われる。
[ いじめの質による指導 ]
※いじめ加害生徒への指導には，顕在化した問題にのみ注目するのではなく彼らの心理的背景を理
解した指導が必要である。
⑴

愛情欲求攻撃型タイプ：愛情欲求の強い生徒の

やっかみ

によるいじめ。

⑵

社会的学習型タイプ：いじめることで何らかのメリットがあることを誤学習したいじめ。

⑶

社会的役割型タイプ：レッテルを貼られた生徒による欲求不満解消のいじめ。

⑷ シブリング・ライバルリ型タイプ：リーダーになりたいが故にライバルを蹴落としていくいじめ。
⑸

私事化タイプ：自己チュー（自己中心的），わがままによるいじめ。

[ 全体的考察と今後の課題 ]
本フォーラムでは，いじめの防止に活用可能な『いじめ発見チェックリスト』を提示するとともに，
『教師のいじめを含む生徒指導上の問題行動への指導行動』について，そのポイントを提案した。
いじめ防止には，早期発見・早期対応が不可欠である。そのためのチェックリストではある。ただ
し，
筆者はいじめの発見には何を言っても，教師の
た時に感じる

いつもと違う

勘

が重要であると考えている。一歩教室に入っ

といった違和感は重要である。そして，その勘が機能するためには，

生徒との心理的距離が近くコミュニケートできる

普段の関わり

が大切である。

逆転させれば，いじめ問題は普段からその教室ないし集団に良好な人間があれば生じにくい。文部
科学省（2011）も，今日の生徒指導は「生徒の自己指導力の育成」をねらいとして堅持し，
「成長を
促す指導・予防的指導・課題解決的指導」を重視することを提唱している。今後は，いじめ防止（予
防）に機能するのみならず，良好な人間関係形成に寄与する集団心理教育プログラムを構想していく
必要がある。
[文
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䜰䝎䝮䞉䝤䝷䝑䝖䝘䞊

(Blatner䠈A 1988 Active in:Practical applications of psychodramatic methods(2nd ed.)

(Blatner䠈A 1988 Active in:Practical applications of psychodramatic methods(2nd ed.)

䛂ឤ䜢┤᥋⾜ື䛻⾲䜟䛧䛶䛧䜎䛖䛣䛸䛷䚸⮬ศ䛾
ෆ㠃䛻䛒䜛⾪ື䜢ゎ䛝ᨺ䛳䛶䛔䜛…䛣䛾ᶵไ䜢
ື䛛䛧䛶䛔䜛ཎ⌮䛿ᙜே䛻ព㆑䛥䜜䜛䛣䛸䛜 䜋
䛸䜣䛹䛺䛔䛾䛷䚸䛣䛾䜘䛖䛺⾜ື䜢䛧䛶䜒䚸
⮬ศ䜢⤫ไ䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯䛸䛛䚸ᡂ㛗䛧䛯
䛸䛛䚸⮬ศ䜢䜘䛟⌮ゎ䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯䛺䛹䛾
ឤぬ䜢య㦂䛩䜛䛣䛸䛿䛺䛔䚹

ឤ䜢┤᥋⾜ື䛻⾲䛧䛶䛧䜎䛔䛯䛔䛸䛔䛖⾪ື䛻
᪉ྥᛶ䜢䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜜䜀䚸ឤ䜢䜒䛳䛸
ୖᡭ䛻ᢅ䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䜛䛰䜝䛖䛃

㐨ᚨ䛾ྍ⬟ᛶ

y ẐẼỞỮểẲễẰẟẑẐẲẾẦụởụễẰẟẑ
ỂỊẻỜẇ

ẐẮạẲễẰẟẑ

䛺䛬䛭䜜䛛ษ䛺䛾䛛䠈
䛔䛡䛺䛔䛾䛛

ẐẲềỊẟẬộẶỮẑ

ᢊࣈႎ̖͌ỉợẰởॖ፯Ẇ
ॖԛửᐯЎỉờỉểẲề
ྸᚐẴỦ

ẻẬỂỊ٭ỪỤễẟ

㉁䛾
䛾 㧗䛔
䛔 ከᵝ䛺
䛺 ᣦᑟ
ᑟ᪉ἲ䠄䠄ᢒ䠅
䠅

䛂㐨ᚨᩍ⫱䛻ಀ䜛ホ౯➼䛾䛒䜚᪉䛻
㛵䛩䜛ᑓ㛛ᐙ㆟䛃

Ṟ ᛠ Ớཋ
ཋỉႇ
ႇئʴ
ʴཋồ
ồỉᐯ
ᐯ᧙
᧙ɨầɶ
ɶ࣎ỉ
ỉܖ፼
፼
ỉႇئʴཋỉЙૺở࣎ऴửᐯЎểỉ᧙ỪụỆấẟềٶ᩿ႎὉٶᚌႎỆᎋảỦẮểửᡫẲẆᢊࣈႎᜂ̖͌ỉྸᚐ
ửขỜỦẮểỆếẟềјௐႎễਦ૾ݰඥỂẝụẆႇئʴཋỆᐯЎử৲ࢨẲềẆẸỉЙૺở࣎ऴửᎋảỦẮểỆợụẆᢊࣈ
ႎ̖͌ỉྸᚐửขỜỦẮểầỂẨỦẇ

䛂≉ู䛾ᩍ⛉ 㐨ᚨ䛃䛾ᣦᑟ᪉ἲ䞉ホ౯➼䛻
䛴䛔䛶䠄ሗ࿌䠅

ṟ բ᫆ᚐൿႎễ
ễ ܖ፼
δᇜဃࢻɟʴɟʴầဃẨỦɥỂЈ˟ạಮẉễᢊࣈႎᜂ̖͌Ệ᧙ỪỦբ᫆ởᛢ᫆ửɼ˳ႎỆᚐൿẴỦẺỜỆ࣏ᙲ
ễឋὉᏡщửạẮểầỂẨỦẇ
բ᫆ئ᩿Ệếẟềδᇜဃࢻᐯ៲ỉᎋảỉఌਗửբạႆբởẆբ᫆ئ᩿ửܱᨥỉᐯЎỆ࢘ềỊỜềᎋảềỚỦẮể
ử̟ẴႆբẆբ᫆ئ᩿ỆấẬỦᢊࣈႎ̖͌ỉॖԛửᎋảẰẶỦႆբễỄỆợẾềẆᢊࣈႎ̖͌ửܱྵẴỦẺỜỉឋ
ὉᏡщửạẮểầỂẨỦẇ

Ṡ ᢊࣈႎᘍໝỆ
Ệ ᧙Ẵ
Ẵ Ủ˳
˳ ᬴ႎễܖ
ܖ፼
ࢫл২ễỄỉ˳᬴ႎễܖ፼ửᡫẲềẆܱᨥỉբ᫆ئ᩿ửܱज़ửˤẾềྸᚐẴỦẮểửᡫẲềẆಮẉễբ᫆ởᛢ
᫆ửɼ˳ႎỆᚐൿẴỦẺỜỆ࣏ᙲễឋὉᏡщửạẮểầỂẨỦẇ
բ᫆ئ᩿ửܱᨥỆ˳᬴ẲềỚỦẮểẆộẺẆẸủỆݣẲềᐯЎễỤỄạẟạᘍѣửểỦẦểẟạբ᫆ᚐൿỉẺỜỉࢫл
২ửᡫẲềẆᢊࣈႎ̖͌ửܱྵẴỦẺỜỉឋὉᏡщửạẮểầỂẨỦẇ

ᖹᡂ28ᖺ7᭶22᪥

ὉὉὉὉễấẆẐКኡᾀẑỆᅆẲẺਦ૾ݰඥờ̊ᅆỆᢅẩẵẆẸủẹủầᇌẲẺਦݰỉẐ
Ẑẑẑửᅆ
ᅆẲề
ềẟỦỪ
ỪẬỂỊễẟẇ
῍ίɶဦὸ῍ᙲễẮểỊẆਦݰỆ࢘ẺẾềỊẆܖ፼ਦݰᙲ᪸ỉឯଓửẲẾẦụể৭੮ẲẆਦݰẴỦࠖɟʴɟʴầẆ
ܖఄỉܱ७ởδᇜဃࢻỉܱ७ử៊ộảềẆಅỉɼ᫆ởỈỤẟỆࣖẳẺᢘЏễپોᑣửьảễầỤᢘЏễਦ
૾ݰඥửᢠ৸ẴỦẮểầ൭ỜỤủỦểẟạẮểỂẝỦẇ
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Ẑܱज़ẑỆợỦྸᚐ

ᙺ₇ᢏ䛻䜘䜛㐨ᚨᤵᴗ䛾ᐇ㝿

˥㗌⸟䔆㴢͇̿┶栳̤嵞̥̜̣̦͂͢˚ạ͇侹ㅊ⋽
̷̯⽠≙堳⊼ͪ⎴⾐̯̱̜͜˦ Ƌ㘩䔗Əƌ
˥ẽạ̣͡㕀̷̠ͤ͡䟌嬿̧͇̿͂˚凑⇭̿䛛㎌̓
ㄆ̰⎽̫̤̥̫ͣ̀̿ͣ̀ͥ̓σϒρϑέςͺωΆ͆
ᾈ̤͖̱̚͢˦ Ƌ⣽㝾⤎ὃƏƌ

䛷䛿䚸䛔䛨䜑䛾ሙ㠃䜒ᙺ₇ᢏ䛷
₇䛨䜛䛸Ⰻ䛔䛾䛛䠛

䛄Ꮚ䛹䜒䛾ᚰ䛜⒵䛥䜜ᡂ㛗䛩䜛䝗䝷䝬䝉䝷䝢䞊䛅 ᑿୖ᫂௦ ᡁග⚈ฟ∧

䛂₇䛨䜛䛸䛔䛖䛣䛸䜢⡆₩䛻ㄝ᫂䛩䜜䜀䚸ᐇ㝿䛻
⮬ศ䛾㌟య䜔ኌ䜢䛔䚸⪅䜔⮬ศ䛾⏕䛾
ឤ䜢ឤ䛨䛺䛜䜙䛄⏕䛝䜛䛅䛣䛸䛃

yዌݣỆởỤễẟỂẪẻẰẟὲ
ὲ

䛭䛣䛷⫯ᐃⓗ䛺Ẽ
ศ䜢䜟䛘䜀䚸䛭
䜜䛜ᙜ↛䚸⒪ⓗ
ຠᯝ䜢⏕䜏䜎䛩

䛭䛣䛷䝛䜺䝔
䝔䜱䝤䛺
䛺Ẽศ
䜢䜟
䜟䛖䛣䛸䛻䛺䜜䜀
䜀䚸
䛭 䛾䝎
䝎䝯䞊䝆
䝆䜔യ
യ䛿䛂
䛂⌧
ᐇ䛃䛾
䛾䜒䛾䛸ኚ䜟
䜟䜙䛺
䛺䛔
䛣䛸䛻䛺䜚䜎䛩䚹

䛔䛨䜑䜙䜜䜛ᙺ䛾ඣ❺

๓ᶫᕷ❧⬌ᑠᏛᰯ

ǋᇏ䳋Ȁ˄᱐⭫ȃȿόɻǼ˅ǙǭȖȧਇǦǴǨ
ǽȗ䗋ǠǸǴǦȡǾǃа⮚䗋ǠǸǴȃȄǃᲞ
⇥Ԣȃ㢟Ǚ৻䚄ǡǃ᱐⭫ȃ╄ᢰǽȄǙǝǃȳ
ɩɱȃࡽǼ㠚࠶ȃᛚਓȧǾȨǾȨ䀰ǸǻǙȠ
ȃȧ㾻ǻǙȠȃǡа⮚䗋ǠǸǴǬǃ ǽǸǻ
ȗᛢǬǙ≇ᤱǶȀǿǸǴǄ
╄ᢰǿȃȀǃᵜᖃȀ⿱ȃǨǽǡჼǙȀ
ǿǸǴȃǼȄǿǙǠǽई䚅ǙǬǻǬȓǛ

ẐႻỉൢਤẼửᎋảỦ࣎ỉᏋẑ
ίᾁᾀɭኔẫỮộᏋច ᾀᾈ࠰ࡇ ᇹᾄׅλចᛯ૨
ẝẴễỨចΟᅵចὸ
䛂ᫎ ⏬ 䜽 䝷 䝤 䛃 䛷 䚸 Ꮚ 䛹 䜒 䛯 䛱 䛾 స 䛳 䛯
䝅 䝘 䝸 䜸 䛻 䜘 䜛 䚸 䛂 䛔 䛨 䜑 䛃䜢 䝔 䞊 䝬 䛸
䛧䛯䛾ᫎ⏬䛾సᡂ

ǤȞǙ䗋ǠǸǴǄǌ
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ओ༮ऎटऔः؛KWWSZZZQDUXWRXDFMSUHVHDUFKESSURMHFWGRFV



َ௭ઇপ৾ःगीಉଆৌੁ੍ରউট४ख़ॡॺইज़شছःगीଆषभරਅٕৰᄷઐभఁপ॑ीक
खथُٕ॑৫ಈखऽखञ؛ओਟৃःञटःञँॉऋधअओकःऽखञ؛ইज़شছभถपणःथमؚਰৣभ
ঌش४॑ओ༮ऎटऔः؛KWWSZZZMXHQDFMSQHZBHYHQWESIRUXPKWPO



াقَك௭ઇপ৾ःगीಉଆৌੁ੍ରউট४ख़ॡॺইज़شছِःगीଆषभරਅّشৰ
ᄷઐभఁপ॑ीकखथُ॑ش৫ಈखऽघ؛भओਸ॑उୄठखथउॉऽघ؛ইज़شছभઍਸண
भ্১ਖः়ॎचपणःथमઃभ3')ই॓ॖঝ॑ओ༮ऎटऔः؛
KWWSZZZMXHQDFMSQHZBHYHQWrOHVESBSURMHFWBOHDIBYSGI



ਛফ২भহ५ॣ४গشঝ॑ൕൗखऽखञ؛ਛফা  पম৾पथইज़شছ॑৫ಈदघ؛



ਛফ২হਛટਾઔછ॑ൕൗखऽखञ؛
!! )DFHERRNঌش४दৄॊ

&RS\ULJKW & -RHWVX8QLYHUVLW\RI(GXFDWLRQ$OO5LJKWV5HVHUYHG
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Ỗ ὙὛὙἕαЛὣඥጭἪἰὒἼৌᝯἻαЛজષՆ
Ṓṛṓ ႲχቅϜἼἛἢࠄАἿᯃị᫊ἩἰлỌ
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୰㒊Ꮫࡢ㏿ỈᩄᙪẶࡣ㸪⌧௦♫ࡢⱝ⪅ࡓࡕࡢഴྥ㸪ࡑࡢࡓࡵษࡍࡁࡇ
ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺ゝཬࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ە

⌧௦ࡢ᪥ᮏேࡣ㸪ᕫ⩏ࢆᙉࡵ㸪ࠕ௬ⓗ᭷⬟ឤࠖࡤࢀࡿ㸪⪅㍍どࢆࡍࡿࡇࡼ
ࡿ⮬ศࡢ⫯ᐃឤࢆ⋓ᚓࡍࡿឤぬࢆ↓ព㆑ⓗ㌟ࡅ࡚࠸ࡿࡇ

ە

ࠕ௬ⓗ᭷⬟ឤࠖࡀ⏕ࡌࡿ⫼ᬒࡣ㸪ࠕᕼⷧࡍࡿே㛫㛵ಀࠖࡀᏑᅾࡍࡿࡇ

ۑ

⮬ศࡣᚲせࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆឤࡌࡿࡇࡀ⮬ᑛឤࢆ㧗ࡵ㸪ぶᐦ࡞ே㛫㛵ಀࡀ⪅㍍どࢆ
పࡵࡿࡇࡘ࡞ࡀࡿࡇ

ࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕ௬ⓗ᭷⬟ឤࠖࢆࡶࡘேࡀቑ࠼ࡿࡇࡼࡗ࡚㸪

࡞ே㛫㛵ಀࡀᔂቯࡋࡓࡾ㸪ே㛫

ࡢ⏕ࡁ⏕ࡁࡋࡓពḧࡢ႙ኻࢆᣍ࠸ࡓࡾࡍࡿࡇࡀᠱᛕࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡢࠕ௬ⓗ᭷⬟ឤࠖࢆపࡵࡿࡓ
ࡵࡣ㸪ࠕ⮬ศࡀᚲせࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆឤࡌࡿࠖࡇࡸ㸪ࠕぶᐦ࡞ே㛫㛵ಀࠖࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇࢆ
♧၀ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
୍᪉࡛㸪᪥ᮏࡢᏊ౪ࡓࡕࡢ⮬ᑛឤࡢపࡉࡶᣦࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋୗࡢࢢࣛࣇࡣ㸪ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲
ᡤࡼࡿᅜᏛ⩦≧ἣㄪᰝ࠾ࡅࡿᑠ୰Ꮫ⏕ࡢ⮬ᑛឤࡢኚ࡛ࡍ㸦ᅗ㸯࣭㸰㸧ࠋ

ᅗ䠍 ⮬ศ䛻䛿䜘䛔䛸䛣䜝䛜䛒䜛䛸ᛮ䛔䜎䛩䛛䠄ᑠᏛᰯ䠅

ᅗ䠎 ⮬ศ䛻䛿䜘䛔䛸䛣䜝䛜䛒䜛䛸ᛮ䛔䜎䛩䛛䠄୰Ꮫᰯ䠅

ࡕࡽࡶ㸣㹼㸣ࡢᏊ౪ࡀࠕࡕࡽゝ࠼ࡤᙜ࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ࠖࠕᙜ࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ࠖᅇ⟅ࡋ࡚
࠾ࡾ㸪ຍ㱋క࠸ࡑࡢྜࡀୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀࢃࡾࡲࡍࠋ

ᅗ䠏

䜟䛯䛧䛿౯್䛾䛒䜛ே㛫䛰䛸ᛮ䛖

ᅗ䠐

䜟䛯䛧䛿⮬ศ䜢⫯ᐃⓗ䛻ホ౯䛩䜛᪉䛰

ࡲࡓ㸪ᾏእࡢẚ㍑ࢆࡋࡓㄪᰝ⤖ᯝࡀᅗ㸱ᅗ㸲࡛ࡍࠋ᪥ᮏࡢᏊ౪ࡓࡕࡢྰᐃⓗᅇ⟅ࡢ࣏ࣥࢺࡀ㸪
ᾏእࡢㄪᰝᑐ㇟ᅜࡢᏊ౪ࡓࡕࡼࡾ᱁ẁ㧗࠸ࡇࡀ᫂ࡽ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣ㸪᪥ᮏࡢᏊ౪ࡓࡕࡀ⮬ศࡢ
‶㊊ឤࡸ⮬ಙ㸪౯್࠶ࡿᏑᅾࡋ࡚ࡢㄆ㆑ࡀ༑ศ࡛࡞࠸ࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡽ࠼ࡽࢀࡲࡍࠋ௨ୖࡢ
ࡇࡽ㸪ᚋࡢࡼ࠺⮬ᑛឤࢆఙࡤࡋ࡚࠸ࡃࡘ࠸࡚ㄢ㢟ࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡲࡍࠋ
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ࡇࢀࡽࡢࡇేࡏ࡚㸪ᮾிᏛⱁᏛࡢỌ⏣⦾㞝Ặࡣ㸪㐣
ᗘ࡞⮬ᑛឤ༑ศ࡞⮬ᑛឤࢆࠕ㛢ࡌࡓಶࠖ♧ࡋ࡞ࡀ
ࡽ㸪ࡑࡢ୧᪉ࡀ⮬ศࡢ୰ᏑᅾࡍࡿࡇࢆཷࡅṆࡵࡓୖ࡛㸪
⮬ศࡶ⪅ࡶᑛ㔜࡛ࡁࡿࠕ㛤ࢀࡓಶ࡛ࠖ࠶ࡿࡇࡀ࡞
⮬ᑛឤࡘ࡞ࡀࡿࡇࢆ㏙࡚࠸ࡲࡍ㸦ᅗ㸳㸧ࠋᏊ౪ࡢ
࡞⮬ᑛឤࡣ㸪Ꮚ౪୍ே୍ேࡢດຊ࡛ྥୖࡉࡏࡿࡇࡣᅔ㞴
࡛ࡍࠋᵝࠎ࡞㞟ᅋࡢே㛫㛵ಀࡢ୰࡛ព㆑ⓗ⫱ࢇ࡛࠸ࡃࡇ
ࡀ㸪࠸ࡌࡵࢆ⏕ࡲ࡞࠸㸪࠸ࡌࡵࡢഐほ⪅࡞ࡽ࡞࠸Ꮚ౪ࢆ⫱
࡚ࡿୖ࡛ࡶ㸪㔜せ࡛ࡍࠋ
ᅗ䠑

䝞䝷䞁䝇䜢ᔂ䛧䛯⮬ᑛឤ

ṒṜṓ ႲἿࠄАἿਧὐịαЛỌ
⌧ᅾࡢᏊ౪ࡓࡕࡣ㸪⮬ࡽ௰㛫ࡸࢥ࣑ࣗࢽࢸ
ࢆᙧᡂࡍࡿᶵࡀ㊊ࡋ࡚࠾ࡾ㸪➼㉁ⓗ࡞ࢢ࣮ࣝ
ࣉࡸே㛫㛵ಀࡢ୰࡛ࡋ⾜ື࡛ࡁࡎ㸪␗㉁࡞ே
ࠎࡼࡿࢢ࣮ࣝࣉ➼࡛ゎỴࡍࡿࡇࡀⱞᡭ࡛
࠶ࡗࡓࡾ㸪ᅇ㑊ࡍࡿഴྥ࠶ࡗࡓࡾࡍࡿ࠸࠺
ᣦࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢㄪᰝࡼࡿ㸪
ᑠ࣭୰Ꮫᰯ࠾࠸࡚㸪ඣ❺⏕ᚐࡀⓏᰯ࡞ࡗ
ࡓࡁࡗࡅ⪃࠼ࡽࢀࡿ≧ἣࡋ࡚㸪ே㛵ಀ
ࢆࡵࡄࡿၥ㢟ࡀ⣙㸣ࢆ༨ࡵࡓ㸪ᭀຊ⾜Ⅽ
ࡢⓎ⏕௳ᩘࡣᖹᡂᖺᗘ㐣ཤ᭱㧗ࡢ௳ᩘୖ
ࡾ㸪ࡑࡢከࡃࡀඣ❺⏕ᚐ㛫࠾࠸࡚Ⓨ⏕ࡋࡓࡇ

ᅗ䠒

ᝎ䜏䜔ᚰ㓄䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ⤖ᯝሗ࿌

ࡀࢃࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓ㸪ෆ㛶ᗓࠕపᖺ㱋ᑡᖺࡢ⏕άព㆑㛵ࡍࡿㄪᰝሗ࿌᭩㸦ᅗ㸴㸧ࠖࡼࡿ
㸪㐩ࡸ௰㛫ࡢࡇ࡛㸪ᝎࡳࡸᚰ㓄ࡀ࠶ࡿ⟅࠼ࡓᑠ୰Ꮫ⏕ࡣ㸣ࡶୖࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᖹᡂ㸵ᖺ
ࡢྠㄪᰝࡼࡾࡶቑຍࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸦ᖹᡂ㸵ᖺࡣ୰Ꮫ⏕ࡢࡳᐇ㸧ࠋࡲࡓ㸪2(&'ࡼࡿࠕ⏕ᚐࡢᏛ⩦฿㐩
ᗘㄪᰝ㸦3,6$㸧࡛ࠖࡣ㸪እ࡞ࡃ㸪ࠕᏛ⣭ࡢ㞺ᅖẼࡀⰋዲ࡛࠶ࡿᡂ⦼ࡀ㧗࠸ࠖ࠸࠺⤖ᯝࡀ
Ⓨ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡣ㸪࣐ࢬ࣮ࣟࡢⓎ㐩⌮ㄽ࠶ࡿ㸪㞟ᅋࡢ୰࡛௰㛫࠺ࡲࡃࡸࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸
࠸࠺ឡᡤᒓࡢḧồ㸪ᢎㄆᑛ㔜ࡢḧồࡀ‶ࡓࡉࢀࡿࡇ࡛㸪⮬ศࡢ⬟ຊࡸྍ⬟ᛶࢆ༑ศⓎࡋ㸪
⮬ࡽ᭱ၿࢆᑾࡃࡋ㸪⮬ศࢆࡉࡽ㧗ࡵࡓ࠸࠸࠺⮬ᕫᐇ⌧ḧồ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡃࡇࢆࡅ࡚࠸ࡿ
⤖ᯝ࠸࠼ࡲࡍࠋ
⌧ᅾࡢᏊ౪ࡓࡕࡀ㸪㸪Ꮫᰯᮃࢇ࡛࠸ࡿࡇࡣ㸪ࡼࡾࡼ࠸ே㛵ಀ࡛࠶ࡾ㸪㞟ᅋࡢ୰࡛௰㛫࠺
ࡲࡃࡸࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸࠸࠺ḧồࢆ‶ࡓࡋ࡚ࡃࢀࡿሙᡤ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ୰㒊Ꮫࡢ㏿Ỉᩄᙪ
ᩍᤵࡼࡿ㸪ぶືᶵࡶྵࡵࡓே㛫㛵ಀ㛵㐃ࡋࡓ♫ⓗືᶵ࡙ࡅࡀ㸪㐩ᡂືᶵ࡙ࡅᙳ㡪ࡍࡿ
࠸࠺ࡢ࡛ࡍࠋࡘࡲࡾ㸪⏕ᚐඛ⏕ࡢ㛫ࡢே㛫㛵ಀࡀࡼ࠸᪉ࡀ㸪Ꮫࡧࡓ࠸࠸࠺Ẽᣢࡕࡀᙉࡃ࡞ࡾ㸪
⏕ᚐྠኈ࡛ࡶ௰ࡢࡼ࠸㛵ಀࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ㸪࠸ᩍ࠼ྜࡗࡓࡾࡋ࡚Ꮫ⩦ࡶពḧࡀ⏕ࡲࢀࡿ࠸࠺
㛵ಀࡀᡂࡾ❧ࡘ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢᏛᰯᩍ⫱࡛ࡣ㸪ࡕࡽ࠸࠼ࡤ⮬ศ⮬㌟ࢆ㧗ࡵ㸪➇த
ࡘࡇࢆ┠ᣦࡍ㐩ᡂືᶵࢆᙉㄪࡋ࡚ࡁࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡋࡋ㸪ࡇࢀࡽࡢᩍ⫱ࡣ㸪ぶ
ືᶵࢆ㧗ࡵࡿ᪉ࡀ㐩ᡂືᶵࡶ㧗ࡃ࡞ࡿ࠸ࡗࡓどⅬ❧ࡗ࡚᪂ࡋ࠸ᩍ⫱ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ
⪃࠼ࡲࡍࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ࡶ㐨ᚨࡢ㛫ࡸ≉ูάືࢆ୰ᚰᏊ౪ࡢᚰே㛫㛵ಀࢆ⫱࡚ࡿࡇྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡲࡋ
ࡓࠋࡋࡋ㸪♫ࡢኚࡶࡲࡍࡲࡍே㛫㛵ಀࡀᕼⷧ࡞ࡗ࡚࠸ࡃ୰࡛㸪ᩍᖌࡀ⾜࠺ࡁᏛ⣭⤒
Ⴀࡸ⏕ᚐᣦᑟࡢᶵ⬟ࡣࡶࡣࡸ≉ࡉࢀࡓ㛫ࡔࡅ࡛⾜࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᩍ⫱άື࠾࠸࡚⾜ࢃ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋࡑࡢ୰᰾ࡣᤵᴗ࡛ࡍࠋࢃࡓࡋࡓࡕᩍᖌࡣ᪤Ꮡࡢࠕᤵᴗほࠖࢆኚ࠼㸪Ꮫຊࡢྥୖࡶ
Ꮚ౪ࡢᚰே㛫㛵ಀࢆ⫱ࡴࡓࡵࡢ㛫ࡋ࡚ᤵᴗࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࠋࡑࢀࡀ⪅ࡢ㞟ᅋࡢ
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୰࡛㸪⮬ศࡢຊࢆⓎࡋ㸪㞟ᅋ㈉⊩ࡍࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿࠕ࠸ࡌࡵࢆ⏕ࡲ࡞࠸Ꮚ౪ࠖࡢ⫱ᡂࡘ࡞ࡀࡿ
ࡢ࡛ࡍࠋ

Ṓṝṓ ࠄАἼᣯἼρἢἦἬἰἕᡸᢈậᓞՆịαЛজષՆỌ
ࡇࢀࡲ࡛ࡣࠕ࠸ࡌࡵࠖᑐࡋ࡚ᑐ⒪ἲⓗ࡞ᑐ⟇ࡀከࡃ㸪ᩍ⫱άືࡢ୰࡛ࡶ㐨ᚨࡢ㛫ࡸ≉ูάື㸪
ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢫ࢟ࣝࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ➼ࡢ㝈ࡽࢀࡓᶵ࡛ࡋே㛫㛵ಀࢆ⫱ࡴάືࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡽࡎ㸪ຠᯝࡀ
⾲ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛ࡍࠋ㸪ࠕ࠸ࡌࡵࠖၥ㢟ᑐࡋ࡚㸪ᑐ⒪ἲⓗ࡞ᑐ⟇ࡽண㜵ⓗ࣭㛤Ⓨⓗ࡞
ᑐ⟇ࡢኚࢆᅗࡿࡇࡀ᪩ᛴᮃࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ࡑࡇ࡛㸪Ꮚ౪ࡀᏛᰯ⏕άࢆ㏦ࡿ୰࡛᭱ࡶከࡃࡢάືࡢྜࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠕᩍ⫱άືࡢ୰᰾࡞ࡿᤵ
ᴗࠖࢆ㏻ࡋ࡚㸪ே㛫㛵ಀࢆ⫱ࡴᤵᴗࢆ⾜࠺ࡇࡣ㸪ႚ⥭࡛᪥ⓗ࡞ㄢ㢟ࢆゎᾘࡍࡿୖ࡛㠀ᖖ㔜せ࡛
࠶ࡿ⪃࠼ࡲࡋࡓࠋࠕ࠸ࡌࡵࠖ㜵Ṇࢆពᅗࡋࡓᤵᴗ࡛ࡣ㸪ḟࡢ㸱ࡘࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ㌟ࡅࡉࡏࡿࡇ
ࡋࡲࡋࡓ࠙⾲㸯ࠚࠋ
ࡇࡢ㸱ࡘࡢ୰࡛㸪≉㔜せどࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ㸪ே㛫㛵ಀᙧᡂຊ࡛ࡍࠋࡇࡢே㛫㛵ಀᙧᡂຊࢆྛᩍ⛉➼
࡛㌟ࡅࡉࡏࡿࡇࡀ㸪ࠕ࠸ࡌࡵࠖ㜵Ṇࡘ࡞ࡀࡿ⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
࠙⾲㸯ࠕ࠸ࡌࡵ㜵Ṇࠖࢆពᅗࡋࡓᤵᴗ࡛㌟ࡅࡉࡏࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࠚ

ۑே㛫㛵ಀᙧᡂຊ
ಶࡑࢀࡒࢀࡢᏛࡧࢆ⪅ඹ᭷ࡋ㸪༠ാⓗάືࡍࡿຊ
࣭ດຊࡍࡿ௰㛫ࡢ⃭ບࡸ⛠㈶㸪ឤㅰࢆఏ࠼ࡼ࠺ࡍࡿ⥴ⓗ࡞Ⓨಙຊ
࣭⮬ศࡢᛮ࠸ࡸᏛࡧࢆࢃࡾࡸࡍࡃఏ࠼ࡼ࠺ࡍࡿពᚿⓗ࡞Ⓨಙຊ
࣭௰㛫Ꮫࡧࢆඹ᭷ࡋྜ࠸㸪᪂ࡓ࡞ពࡸ౯್ࢆ⏕ࡳฟࡍྜពᙧᡂຊ
ۑᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ
ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿ㝿㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢᏛࡧᇶ࡙࠸࡚ၥ㢟≧ἣࢆᢕᥱࡋࡓࡾ㸪ලయⓗ࡞άືࢆ㏻
ࡋ࡚ᚓࡓ▱㆑ࡢពࡅࡸ౯್ࡅࢆ⾜࠺ຊ
ۑᇶ♏Ꮫຊ
ᩍ⛉ᅛ᭷ࡢ▱㆑࣭ᢏ⬟㸪ぢ᪉࣭⪃࠼᪉➼
ࡇࡢே㛫㛵ಀᙧᡂຊࡣ㸪⥴ⓗ࡞Ⓨಙຊ㸪ពᚿⓗ࡞Ⓨಙຊ㸪ྜពᙧᡂຊࡢ㸱ࡘࡢຊ࡛ᨭ࠼ࡽࢀ࡚࠸
ࡲࡍࠋ௰㛫⃭ບࡸ⛠㈶ࢆఏ࠼ࡿࡓࡵࡢ⥴ⓗ࡞Ⓨಙຊࡣࠕ௰㛫ᨭ࠼ྜ࠺Ꮚ౪ࠖࢆ㸪⮬ศࡢᛮ࠸ࡸ
Ꮫࡧࢆఏ࠼ࡿࡓࡵࡢពᚿⓗ࡞ⓎಙຊࡣࠕẼᣢࡕࢆఏ࠼ྜ࠺Ꮚ౪ࠖࢆ㸪௰㛫Ꮫࡧࢆඹ᭷ࡋ࡚᪂ࡓ࡞Ꮫ
ࡧࢆ⏕ࡳฟࡍྜពᙧᡂຊࡣࠕ౯್ࢆࡘࡃࡾྜ࠺Ꮚ౪ࠖࢆ⫱࡚ࡿຊࡋ࡚⨨ࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡽࡢ
ຊࡣ㸪࠸ࡌࡵࡢࠕほ⾗ࠖࡸࠕഐほ⪅ࠖ࡞ࡾᚓࡿࡶࡋࢀ࡞࠸࡚ࡢᏊ౪ാࡁࡅ࡚࠸ࡃࡶ㸪
Ꮚ౪ࡓࡕࡢᨭᣢⓗ㢼ᅵࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋࡉࡽ㸪ࡇࢀࡽࡢຊࡀ㧗ࡲࡿ㸪ぶືᶵࢆࡶࡋࡓⰋ
ዲ࡞ே㛫㛵ಀࡀ⏕ࡲࢀ㸪┠ࡢ๓ࡢᏊ౪ࡓࡕࡀ࠸ࡌࡵࢆ⏕ࡲ࡞࠸㞟ᅋኚᐜࡍࡿࡇࡀᮇᚅ࡛ࡁࡲࡍࠋ
ࡲࡓ㸪ࡇࡢពⓗ࣭ពᚿⓗ࡞Ⓨಙຊཬࡧྜពᙧᡂຊࢆ㌟ࡅࡉࡏ࡚ࠕே㛫㛵ಀᙧᡂຊࠖࢆ⫱ᡂࡋࡼ
࠺ࡍࡿᤵᴗᵓࡣ㸪ᚑ᮶ࡢ⏕ᚐᣦᑟࡢᶵ⬟ࢆ⏕ࡍࡓࡵᚲせ࡞ࠕ⮬ᕫỴᐃࠖࠕ⮬ᕫᏑᅾឤࠖࠕඹ
ឤⓗ࡞ே㛫㛵ಀࠖࡀ⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡓᤵᴗࡢ㸯ࡘࡢጼ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ
ࡑࡇ࡛㸪ࠕ࠸ࡌࡵ㜵Ṇࠖࢆពᅗࡋࡓᩍ⛉➼ࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪௨ୗࡢࡼ࠺㸱ࡘࡢ❧ሙࡢࢀ↔Ⅼࢆ࠶
࡚ࡿࡢ㸪㔜Ⅼⓗ⫱ࡴ㈨㉁࣭⬟ຊࡣఱࢆ᫂☜ࡋ࡚ᤵᴗࢆ⤌ࡳࡲࡋࡓ࠙⾲㸰ࠚࠋ
࠙⾲㸰

㸱ࡘࡢ❧ሙ㔜Ⅼⓗ⫱ࡴ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ㛵ಀࠚ

ᤵᴗ䛵䛟䜚䛾

䛂௰㛫䛸ᨭ䛘ྜ䛖Ꮚ౪䛃ࢆ

䛂Ẽᣢ䛱䜢ఏ䛘ྜ䛖Ꮚ౪䛃ࢆ

䛂౯್䜢䛴䛟䜚ྜ䛖Ꮚ౪䛃ࢆ

❧ሙ

⫱࡚ࡿᤵᴗ࡙ࡃࡾ

⫱࡚ࡿᤵᴗ࡙ࡃࡾ

⫱࡚ࡿᤵᴗ࡙ࡃࡾ

㔜Ⅼⓗ䛻⫱䜐

⥴ⓗ࡞Ⓨಙຊ

ពᚿⓗ࡞Ⓨಙຊ

ྜពᙧᡂຊ

㈨㉁䞉⬟ຊ

㸦ே㛫㛵ಀᙧᡂຊ㸧

㸦ே㛫㛵ಀᙧᡂຊ㸧

㸦ே㛫㛵ಀᙧᡂຊ㸧
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ỗ αЛজષՆὣᓈὑἰὒἿංἶἠὛἿᥣ
ே㛫㛵ಀࢆ⫱ࡴᤵᴗ࡙ࡃࡾࢆ⾜࠺࠶ࡓࡗ࡚㸪ࡲࡎ㸪୍ே୍ேࡢࡑࢀࡲ࡛ࡢᏛࡧࡢ✚ࡳୖࡆࢆษ
ࡋࡲࡍࠋㄢ㢟ᑐࡋ㸪᪤⩦ࡢ▱㆑ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⮬ศ࡛ࠕࢃࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡇࠖࡸࠕ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡇࠖࢆ㉳ࡉࡏ㸪ၥ㢟ࡢሙ㠃ࡸ≧ἣࢆ⮬ศ⮬㌟ࡢᏛࡧࢆ㏻ࡋ࡚ࡽ࠼ࡿࡇࡀ࡛
ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡇࡀࡡࡽ࠸࡛ࡍࠋࡇࡢࡇࡣࠕᇶ♏Ꮫຊࠖࡢ☜࡞⋓ᚓࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⮬ࡽࡢᏛࡧࢆ
ఏ࠼ࡓࡾࡢᏛࡧඹឤࡋࡓࡾࡋ࡚㸪᪂ࡓ࡞౯್ࢆ㐀ࡋ࡚࠸ࡃࠕᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊࠖࡢ⫱ᡂࡘ
࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ
ḟ㸪ಶࠎࡢᏛࡧࢆ࠸ㄆࡵྜ࠺ࡇࢆษࡋࡲࡍࠋࡑࡇ࡛㸪Ꮫ⣭࡛」ᩘࡢࢳ࣮࣒ࢆᵓᡂࡋ㸪
࠸ࡢᏛࡧᇶ࡙࠸ࡓὶࢆከᵝ⨨ࡅࡲࡍࠋࢳ࣮࣒ࡣ㸪༢࡞ࡿࢢ࣮ࣝࣉࡣ␗࡞ࡾ㸪ḟࡢ᮲
௳ࢆ‶ࡓࡍ㞟ᅋ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡲࡍࠋձ㐩ᡂࡍࡁ┠ᶆࡀᏑᅾࡍࡿࡇ㸪ղᡂဨྠኈࡀ┠ᶆ㐩ᡂࡢࡓࡵ
࠸౫Ꮡࡋྜ࠺㛵ಀ࠶ࡿࡇ㸪ճྛಶேᯝࡓࡍࡁᙺࡀ࠶ࡿࡇ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚㸪ࡑࡢࢳ࣮
࣒࡛ࡢὶࡣ㸪༢࡞ࡿ☜ㄆࡢሙࡸ⪃࠼ࡢฟࡋྜ࠸ࡢሙ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ꮫࡧࢆඹ᭷ࡍࡿሙ࡛࠶ࡾ㸪᪂ࡓ࡞౯
್ࡸពࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡇࢆษࡋࡲࡍࠋࡑ࠺ࡍࡿࡇ࡛㸪⥴ⓗ࡞
Ⓨಙຊ㸪ពᚿⓗ࡞Ⓨಙຊ㸪ྜពᙧᡂຊࢆάⓎാࡏ࡚㸪ே㛫㛵ಀᙧᡂຊࡀ⫱ࡲࢀࡲࡍࠋ
ලయⓗࡣ㸪ḟࡢ㸱Ⅼࡽ㸪༢ඖࡲࡓࡣ୍㛫ࡢᤵᴗࢆᕤኵࡋࡲࡍࠋ

Ṓổṓ టሦἻᾅ̵ᾤἿᆵෂὣឥࠪἪἤἹ
┠ᶆタᐃࡢୖ࡛ษ࡞ࡇࡣ㸪㞟ᅋ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡛సᴗࢆຠ⋡ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㐺ᗘᅔ㞴࡞
ㄢ㢟ࢆゎỴࡋࡓࡾ㸪᪂ࡋ࠸ࡇࢆ㐀ࡋࡓࡾࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡋࡓ┠ᶆࡍࡿࡇ࡛ࡍࠋࡲࡓࡣࠕࡳࢇ
࡞ࡢຊࡀఙࡧࡿࡇࠖࠕࡳࢇ࡞ࡀຊࢆⓎࡍࡿࡇࠖࢆ┠ᶆࡍࡿࡇ࡛ࡍࠋࡇ࠺ࡋࡓᏛ⩦ീࢆᏊ౪
ᩍᖌࡀඹ᭷ࡍࡿࡇ࡛㸪Ꮚ౪ࡀయ⪅࡛࠶ࡿᏛ⩦ࢆᒎ㛤ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ㸪୍ே୍ேᏛࡧࢆ㌟
ࡅࡓ⮬ಙࡸ㸪ࢳ࣮࣒ᙺ❧ࡗࡓ࠸࠺᭷⏝ឤࢆࡶࡓࡏࡿࡇࡀᮇᚅ࡛ࡁࡲࡍࠋ

ṒỖṓ ᾅ̵ᾤἹлἿໄՠὣᎲὐװὠἬἷໄՠὣඥષἪἤἹ
ᤵᴗ⪅ࡣᏛ⩦㐣⛬ࡢᵓᡂ࠾࠸࡚㸪ࢳ࣮࣒ࡢάືಶࡢάືࢆࡢሙ㠃࡛㸪ࡢࡼ࠺ᒎ㛤ࡍࡿ
ࢆᵓࡋࡲࡍࠋࢳ࣮࣒ࡢάືಶࡢάືࡢ᥋⥆ࡣ㸪ᇶᮏⓗḟࡢ㸲ࡘࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ಶ

Ѝ

ࢳ࣮࣒

ࢳ࣮࣒

Ѝ

ಶ

ࢳ࣮࣒

Ѝ

ࢳ࣮࣒

ಶ

Ѝ

ಶ

ಶ࡛㏣✲ࡋࡓࡇ

㞟ᅋ࡛㏣✲ࡍࡁ

㞟ᅋ࡛㏣✲ࡋࡓࡇ

ಶࠎ࡛㏣✲ࡋࡓࡇ

Ꮚ౪ࡢ

ࢆ㞟ᅋ࡛ฟࡋྜ࠸㸪

ࡇࢆ☜ㄆࡋ㸪ಶࠎ

ࡽ⏕ࡲࢀࡓ᪂ࡓ

ࢆⓎᒎࡉࡏ࡚㸪ࡉ

ព㆑

㐪࠸ࡸඹ㏻Ⅼࢆぢࡘ

ࡢᙺᛂࡌ࡚㐙⾜

࡞ㄢ㢟ࢆ㸪㞟ᅋ࡛ゎ

ࡽᙺᛂࡌ࡚㐙

ࡅࡼ࠺ࡍࡿࠋ

ࡋࡼ࠺ࡍࡿࠋ

Ỵࡋࡼ࠺ࡍࡿࠋ

⾜ࡋࡼ࠺ࡍࡿࠋ

ษ࡞ࡇࡣ㸪Ꮚ౪ࡢព㆑ࡀࠕಶࠖࠕ㞟ᅋࠖࢆ ࡋ㸪᭱⤊ⓗࡣࠕಶࠖࡋ࡚ࠕᇶ♏Ꮫຊࠖ
ࠕᛮ
⪃ຊุ࣭᩿ຊࠖࢆ㌟ࡅࡓࡾ㸪ࠕே㛫㛵ಀᙧᡂຊࠖࢆ㌟ࡅࡓࡾࡍࡿࡇࢆᐃࡍࡿࡇ࡛ࡍࠋ

Ṓỗṓ ύᾷάᾷὴᾈ̵ᾯὣໄᄄἪἤἹ
ࢳ࣮࣒࡛ၥ㢟ࢆゎỴࡋࡼ࠺ࡍࡿࡁ㸪ࢃࡓࡋࡓࡕࡣ࠾࠸ᵝࠎ࡞ࢹࢆฟࡋྜ࠺ࡇ
ࡼࡗ࡚㸪ࡼࡾࡼ࠸ゎỴࢆᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵࡢᡭࡀࡾ࡞ࡿࡢࡀࢩࣥ࢟ࣥࢢࢶ࣮࡛ࣝ
ࡍࠋᏛ⩦ࡢ୰࡛ᛮ⪃ࡍࡿෆᐜࡣ㸪ᩍ⛉➼ࡼࡗ࡚㐪࠸ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡢᩍ⛉➼࡛ษࡋࡓ࠸ෆᐜ
ࡽⓎࡋ࡚㸪ḟࡢࡼ࠺࡞どⅬࡽࢩࣥ࢟ࣥࢢࢶ࣮ࣝࢆά⏝ࡋࡲࡍࠋ
ۑ

ྍど୍࣭࣭࣭ே୍ேࡢ⪃࠼ࢆ┠ぢ࠼ࡿࡼ࠺ࡋ࡚㸪ඹ᭷࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡲࡍࠋ

ۑ

᧯స࣭࣭࣭⪃࠼ࢆศ㢮ࡋࡓࡾ㸪୪᭰࠼ࡓࡾ㸪᧯సࡍࡿࡇ࡛ᩚ⌮࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡲࡍࠋ

ۑ

ᵓ㐀࣭࣭࣭ᩚ⌮ࡋࡓࡶࡢࡽ㸪㛵ಀࢆᑟࡁฟࡋࡓࡾ㸪᪂ࡓ࡞ほⅬࢆⓎぢࡋࡓࡾࡋࡲࡍࠋ
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୵

ⱥ
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ඖ

୍

ᣦ ᑟ ほ
㸺ᩍᮦほ㸼
ᮏ༢ඖ࡛ࡣ㸪㈨ᩱࡢ௦⾲್ࡋ࡚ࡢᖹᆒ㸪ᗘᩘศᕸ⾲ࡸᰕ≧ࢢࣛࣇࢆ⌮ゎࡋ㸪⤫ィⓗ⪃ᐹࡋ
ࡓࡾ㸪⾲⌧ࡋࡓࡾࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋලయⓗࡣ㸪Ꮫ⣭ෆࡢࢳ࣮࣒ᑐᢠ⣬㣕⾜ᶵ
࡛ࡼ࠸ᡂ⦼ࢆࡵࡿࡇࢆ᭱⤊┠ᶆࡋ㸪ࡑࡢࡓࡵᚲせ࡞ᖹᆒࡢពࡢᣑᙇ㸪ࠕᩓࡽࡤࡾࠖࡢ
ࡼ࠺ࡍࡢㄞࡳྲྀࡾ᪉㸪ࡑࢀࢆ⾲ࡍ᪉ἲࡢ⌮ゎࢆᅗࡿࠋ⣬㣕⾜ᶵࡢ㣕⾜㊥㞳ࡣ☜ᐃ࡛࠶ࡾ㸪⮬ศ
ࡓࡕࡀ⣡ᚓࡢ࠸ࡃ㈨ᩱࢆࡘࡃࡿᚲせᛶࡀ⏕ࡲࢀࡿࠋࢳ࣮࣒࡛㈨ᩱࡢഴྥࢆㄪࡓࡾ㸪࠾ࡅ
ࡿసᡓࢆࡘࡃࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡛㸪ྛࠎࡢ⪃࠼ࡢ౯್ࢆࡽ࠼࡚ࡼࡾࡼ࠸⪃࠼ࢆࡘࡃࡾྜ࠺ࡇࡀ
࡛ࡁ㸪㐩ၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿᚰᆅࡼࡉࢆࢃ࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿᩍᮦ࡛࠶ࡿࠋ
㸺ඣ❺ほ㸼
ᮏᏛ⣭ࡢᏊ౪ࡓࡕࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛Წ࣭ᢡࢀ⥺࣭࣭ᖏࢢࣛࣇࢆᏛ⩦ࡋ࡚ࡁ࡚࠾ࡾ㸪どぬⓗㄪ
ࡓࡇࡀࢃࡿ࠸࠺ࢢࣛࣇࡢࡼࡉࢆࡽ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪➨㸲Ꮫᖺ࡛ࡣ┠ⓗᛂࡌࡓ㡯
┠ࢆタᐃࡋ࡚⾲ࡋࡓࡾ㸪➨㸳Ꮫᖺ࡛ࡣ ᐃ್ࡋ࡚ࡢᖹᆒࢆά⏝ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡛㸪㈨ᩱࡢഴ
ྥࢆㄞࡳྲྀࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ๓ㄪᰝ࡛ࡣ㸪ࢳ࣮࣒Ꮫ⩦ࡀዲࡁ࡞⌮⏤ࡋ࡚㸪ࠕ Ẽ࡞ࡗ
ࡓ⪃࠼Ẽࡃࠖ㸪ࠕ ᪂ࡋ࠸⪃࠼ࡀ⏕ࡲࢀࡿࠖ㸪ࠕ࢘ ⪃࠼ࡢㄝ᫂ࢆ⣡ᚓࡋ࡚ࡶࡽ࠺Ꮀࡋ࠸ࠖ
ࡀୖࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋཬࡧࡣ⪃࠼ࡢᩚ⌮ࡸ㐀㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪࢘ࡣ⪅㛵ࢃࡿ႐ࡧ
㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ᮏ༢ඖ࡛ࡣ㸪ࢳ࣮࣒࡛⪃࠼ࢆᩚ⌮ࡋ࡚ࢳ࣮࣒ဨࡀ⣡ᚓࡍࡿ⪃࠼
ࢆࡘࡃࡿࡇࢆ㏻ࡋ࡚㸪⮬ࡢ⪃࠼ࡢ౯್ࢆㄆࡵ㸪ࡼࡾࡼ࠸⪃࠼ࢆࡘࡃࡿጼࢆఙࡤࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
㸺᪉ἲほ㸼
ᮏ༢ඖࡢᣦᑟ࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡲࡎ㸪ᑟධẁ㝵࡛ࡣ㸪㸰ࡘࡢ⣬㣕⾜ᶵࡢ㣕⾜㊥㞳ࡢグ㘓ࡽ㸪
᭷࡞⣬㣕⾜ᶵࡣࡕࡽ㑅ࡤࡏࡿࠋࡑࡋ࡚㸪௦⾲್ࡋ࡚ࡢᖹᆒࡔࡅ࡛ࡣ㑅࡞࠸ࡇࡽ㸪
ࠕᩓࡽࡤࡾࠖࡢほⅬẼࡏࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ᖹᆒࡔࡅ࡛ࡣ㑅࡞࠸ࡇẼࡃࡼ࠺㸪㣕⾜㊥
㞳ࡢ ᐃ್ࢆᕤኵࡍࡿࠋḟ㸪ᒎ㛤ẁ㝵࡛ࡣ㸪⣬㣕⾜ᶵࡢ㣕⾜㊥㞳ࢆ ᐃࡋ࡚㸪ᗘᩘศᕸ⾲ࡸᰕ
≧ࢢࣛࣇ⾲ࡋ㸪⮬ศࡓࡕࡢࢳ࣮࣒ࡢഴྥࢆࡽ࠼ࡉࡏࡿࠋࡑࡢ㝿㸪⮬ศࡓࡕࡢࢳ࣮࣒ࡢഴྥࡀ
Ꮫ⣭ࡢ୰࡛ࡢࡼ࠺࡞⨨࠶ࡿࡢࡽ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪Ꮫ⣭య࡛ࢳ࣮࣒ࡢഴྥࢆ
⤂ࡍࡿࠋ᭱ᚋ㸪Ⓨᒎẁ㝵࡛ࡣ㸪⣬㣕⾜ᶵࡢ࣮ࣝࣝἢࡗ࡚⋡ࡀ㧗ࡲࡿ┠Ᏻཬࡧసᡓࢆ
❧࡚ࡉࡏࡿࠋࡑࡢ㝿㸪᭱㢖್╔┠ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪㸿㹫ࡽ㹀㹫ࡲ࡛ࡢ㣕⾜㊥㞳ࡣఱ
Ⅼ࠸ࡗࡓ㸪㣕⾜㊥㞳ᛂࡌࡓᚓⅬไࢆ࣮ࣝࣝࡋ࡚⏝࠸ࡿࠋ
༢ ඖ ┠ ᶆ
ᇶ♏Ꮫຊ

ᗘᩘศᕸ⾲ࡸᰕ≧ࢢࣛࣇࡽࢃࡿᩓࡽࡤࡾࡢࡼ࠺ࡍ㸦ᖹᆒ್㸪᭱㢖್㸪್᭱㸪
᭱ᑠ್㸧ࡽ㸪⮬ࡢࢳ࣮࣒ࡢ⣬㣕⾜ᶵࡢ㣕⾜㊥㞳ࡢ≉ᚩࢆ⾲ࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᛮ⪃ຊ࣭  ۑᖹᆒࡸࠕᩓࡽࡤࡾࠖࡢࡼ࠺ࡍࡽ㸪⣬㣕⾜ᶵ࠾ࡅࡿ⮬ศࡓࡕࡢࢳ࣮࣒ࡢഴ
ุ᩿ຊ
ྥࢆࡽ࠼㸪⋡ࡀ㧗ࡲࡿసᡓࢆ❧࡚ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ே㛫㛵ಀ ࠼ࡽࢆࡉࡼࡢ࠼⪃ࡢ࣮ࣂ࣓ࣥࡢ࣒࣮ࢳ ۑ㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࡢඹ㏻Ⅼࡸᕪ␗Ⅼ╔┠
ᙧᡂຊ
ࡋ࡚㸪⤫ྜࡢほⅬ࡛ࢳ࣮࣒ࡢ⪃࠼ࢆᑟࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦ྜពᙧᡂຊ㸧
༢ ඖ ィ ⏬
㸦㸵㛫㸧
㸯
㸰
㸱

ۑ

㸿㹀ࡢ⣬㣕⾜ᶵࡢࡕࡽࡀヨྜ᭷࡞ࡢ㸪ヰࡋྜ࠺ࠋ
సࡗࡓ⣬㣕⾜ᶵࡢ㣕⾜㊥㞳ࢆ ᐃࡋ㸪⮬ศࡓࡕࡢࢳ࣮࣒ࡢ㣕⾜㊥㞳ࡢഴྥࢆㄪࡿࠋ
⮬ศࡓࡕࡢࢳ࣮࣒ࡢ⋡ࢆ㧗ࡵࡿసᡓࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠸㸪ᑐᡓࡢ⤖ᯝࢆศᯒࡍࡿࠋ
 ⋡ࢆ㧗ࡵࡿసᡓࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠺ࠋ
ձᮏ
 ⤖ᯝࢆᗘᩘศᕸ⾲ࡸᰕ≧ࢢࣛࣇ⾲ࡋ㸪⤖ᯝࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠺ࠋ
ղ
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㸰
㸰
㸱

ᮏ



ࡢ

┠

ᶆ

ۑ

ᗘᩘศᕸ⾲ࡸᰕ≧ࢢࣛࣇࡽࢃࡿᩓࡽࡤࡾࡢࡼ࠺ࡍ㸦᭱㢖್㸪ᖹᆒ್㸪್᭱㸪᭱ᑠ್㸧
ࢆㄞࡳྲྀࡾ㸪ࡑࢀࡽࢆᑐᡓࢳ࣮࣒ࡢ≉ᚩࡋ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦ᇶ♏Ꮫຊ㸧
 ۑ㣕⾜㊥㞳ࡢᩓࡽࡤࡾࡢࡼ࠺ࡍࡽࢃࡿᑐᡓࢳ࣮࣒ࡢ≉ᚩࡢ࠺ࡕ㸪ᚓⅬ࢚ࣜࡢ㓄⨨ᚲせ
࡞ほⅬࢆ㑅ࡧฟࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦ᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ㸧
ۑ

ࢳ࣮࣒ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ಶࠎࡀㄞࡳྲྀࡗࡓ㣕⾜㊥㞳ࡢᩓࡽࡤࡾࡢࡼ࠺ࡍࡽ㸪ᚓⅬ࢚ࣜࡢ㓄⨨
࠾࠸࡚ጇᙜ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚㸪ᚓⅬ࢚ࣜࢆ㓄⨨ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸦ྜពᙧᡂຊ㸧

ᮏ
ẁ㝵

ඹ

᭷

㸭

ゎ

Ỵ

㸭
㐩
ᡂ



ࡢ

ᒎ

㛤

ά ື  ෆ ᐜ
㸯 ᑐᡓࢳ࣮࣒ࡢ㣕⾜㊥㞳≧ἣࡢศᯒࡢほⅬࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠺ࠋ
 ۑᩓࡽࡤࡾࡢࡼ࠺ࡍ╔┠ࡋ࡚㸪ᗘᩘศᕸ⾲ཬࡧᰕ≧ࢢࣛࣇ
ࢆࡘࡃࢀࡤࡼ࠸ࡇࢆぢ㏻ࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࡇ
ͤ ᚓⅬ࢚ࣜࢆ㓄⨨ࡍࡿࡇࢆ▱ࡽࡏࡿࡇ࡛㸪ᑐᡓࢳ࣮࣒ࡢ
㣕⾜㊥㞳ࡢᩓࡽࡤࡾࡢࡼ࠺ࡍࢆㄪࡿᚲせᛶẼࡏࡿࠋ
ࡵ࠶࡚ ⮬ศࡓࡕࡢࢳ࣮࣒ࡀࡘࡓࡵ㸪ᩓࡽࡤࡾࡢࡼ࠺ࡍ
┠ࢆྥࡅ࡚ᑐᡓࢳ࣮࣒ࡢ≉ࡕࡻ࠺ࢆㄪ㸪ᚓⅬ࢚ࣜ
ࢆ㓄⨨ࡋࡼ࠺ࠋ
㸰 ᑐᡓࢳ࣮࣒ࡢᗘᩘศᕸ⾲ᰕ≧ࢢࣛࣇࢆࡘࡃࡾ㸪ᩓࡽࡤࡾࡢ
ࡼ࠺ࡍࢆㄪ࡚㸪ᑐᡓࢳ࣮࣒ࡢ≉ᚩࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠺ࠋ
 ᑐᡓࢳ࣮࣒ࡢᗘᩘศᕸ⾲ཬࡧᰕ≧ࢢࣛࣇࢆࡘࡃࡗ࡚㸪ᩓࡽ
ࡤࡾࡢࡼ࠺ࡍࢆㄪࡿࠋ
 ۑᗘᩘศᕸ⾲ᰕ≧ࢢࣛࣇࡢ㝵⣭ࢆ➼ࡋࡃࡋ࡚㸪ᩓࡽࡤࡾࡢ
ࡼ࠺ࡍࢆࡽ࠼ࡿࡇ

Ꮚ౪ࡢᛮ⪃ࡢὶࢀ
ͤ ᗘࡣ㸪࣒࣮ࢳۑ
ᑐᡓࡍࡿࡢ࠶ࠋ
ͤ ᩓࡽࡤࡾࡢࡼ࠺ࡍࢆ
ㄪࢀࡤ㸪ᚓⅬ࢚ࣜ
ࢆ㓄⨨࡛ࡁࡿࡼࠋ
ͤ 㣕⾜㊥㞳ࡢ್ࡀከ࠸
ࡇࢁࡀࡇ࡞ࡢ㸪
ㄪ࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸
ᛮ࠺ࡼࠋ
ͤ ᗘᩘศᕸ⾲ࡀᚲせ
ࡔࠋ᭱ᑠ್ࡀۑ㹫㸪᭱
್ࡀڹ㹫ࡔࡽ㸪㝵
⣭ࡣ㸪㸰㹫ࡎࡘ࡞ࠋ
ͤ ᗘᩘศᕸ⾲ࡢ㸪
ᰕ≧ࢢࣛࣇࡶࡘࡃࡿ
ࢳ࣮࣒㹆ࡢ㣕⾜≧ἣ
ࢳ࣮࣒㸿ࡢ㣕⾜≧ἣ
䠄ᅇ䠅
䠄ᅇ䠅
ࡼ࠸ࡡࠋ
8
4
᭱㢖್
7
ͤ ᗘᩘศᕸ⾲ࢆࡘࡃࡿ
᭱㢖್
3
6
㸪ᑐᡓࢳ࣮࣒ࡣۑ㹫
ᖹᆒ್9.88
ᖹᆒ್8.7
5
2
௨ୖڹ㹫ᮍ‶ࡢࡇࢁ
4
3
ࡀከ࠸ࡡࠋ
1
2
ͤ ᰕ≧ࢢࣛࣇࢆࡘࡃࡿ
1
0
㸪యⓗᩓࡽࡤࡗ
䠎
䠐
䠒
䠔
䠍䠌
䠍䠎
䠍䠐
䠍䠒
䠍䠔
0
䠎
䠐
䠒
䠔
䠍䠌
䠍䠎
䠍䠐
䠄䡉䠅
䠄䡉䠅
࡚࠸ࡿࡢࡀࢃࡿࡼࠋ
ͤ 㣕⾜≧ἣ୍ぴ⾲ࡢ᭱ᑠ್ཬࡧ್᭱╔┠ࡉࡏ࡚㸪㝵⣭ࢆᐃ ͤ ᑐᡓࢳ࣮࣒ࡢ᪉ࡀۑ
ࡵࡉࡏࡿࠋ
㹫௨ୖڹ㹫ᮍ‶ࡢࡇ
 ㄪࡓᩓࡽࡤࡾࡢࡼ࠺ࡍࢆ᰿ᣐ㸪ᑐᡓࢳ࣮࣒࠺ࡋ࡛㸪
ࢁ㞟ࡲࡗ࡚࠸࡚㸪⮬
ᑐᡓࢳ࣮࣒ࡢ≉ᚩࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠺ࠋ
ศࡓࡕࡢࢳ࣮࣒ࡼࡾ㸪
 ۑᩓࡽࡤࡾࡢ⠊ᅖ㸪ᖹᆒ್㸪᭱㢖್㸪್᭱㸪᭱ᑠ್ࡢ㸳ࡘ
ࡼࡃ㣕ࢇ࡛࠸ࡿࡇࡀ
ࡢほⅬ࡛ᑐᡓࢳ࣮࣒ࡢ≉ᚩࢆᩚ⌮ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡇ
ࢃࡿࡡࠋ
ͤ ᩓࡽࡤࡾࡢࡼ࠺ࡍࢆ⾲ࡍ࣮࢝ࢻ㸦ࠕᖹࠖ
ࠕᩓࠖ
ࠕ㞟ࠖ
ࠕࠖ
ࠕᑠࠖ㸧 ͤ ۑ㹫௨ୖڹ㹫ᮍ‶ࡢ
ࢆࡗ࡚㸪ᗘᩘศᕸ⾲ᰕ≧ࢢࣛࣇࢆẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࢳ࣮࣒ࡢ
ࡇࢁࢆ㸯Ⅼࡋ࡚㸪
≉ᚩࢆᩚ⌮ࡉࡏࡿࠋ
ڧ㹫௨ୖۍᮍ‶ࡢࡇ
㸱 ᚓⅬ࢚ࣜࡢ㓄⨨ࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠺ࠋ
ࢁࢆ㸳Ⅼࡍࢀࡤ㸪
⮬ ۑศࡢࢳ࣮࣒ࡀࡘࡓࡵ㸪ᑐᡓࢳ࣮࣒ࡢᩓࡽࡤࡾࡢࡼ࠺
࡚ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
ࡍࢆ᰿ᣐ㸪ᚓⅬ࢚ࣜࢆ㓄⨨ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡇ
ͤ ಶࡢᚓⅬ࢚ࣜࡢ㓄
ͤ ᚓⅬࡢ㓄⨨᮲௳㸦㸯Ⅼ㸪㸰Ⅼ㸪㸱Ⅼ㸪㸲Ⅼ㸪㸳ⅬࡢᚓⅬ࢚ࣜ
⨨ࡔ㸪┦ᡭࢳ࣮࣒ࡣ
㸪ᆒ➼㓄⨨ࡍࡿ㸧ࢆタᐃࡋ࡚㸪ᚓⅬ࢚ࣜࢆ㓄⨨ࡉࡏࡿࠋ
ەⅬࡃࡽ࠸࡞ࠋ
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Ⓨ

ၥ
㓄 
̓

̓

̓

ィ

⏬
ᩍᖌࡢⓎၥணࡉࢀࡿᏊ౪ࡢᛂ
ᑐᡓࢳ࣮࣒ࡢ㣕⾜㊥㞳≧ἣࡢศᯒࡢほⅬࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠺ࠋ
ḟࡶࢆ㛤ࡁࡲࡍࠋࡇࡢ๓ࡢࡢ⤖ᯝࢆࡶ㸪ᑐᡓ࣮࢝ࢻࢆỴࡵࡓࡢ࡛
Ⓨ⾲ࡋࡲࡍࠋ
㹁 ࣒࣮ࢳۑᑐᡓ࠶ࠋ
㹁 ࡣ࣒࣮ࢳۑ㸪ࡢࡼ࠺࡞ࢳ࣮࣒ࡔࢁ࠺ࠋ
㹒 ⥆ࡅ࡚㸪ࡢ࣮ࣝࣝࢆ☜ㄆࡋࡲࡍࠋࢳ࣮࣒࡛ᅇ㣕ࡤࡋࡲࡍࠋ┦ᡭࢳ࣮࣒ࡀ
ỴࡵࡓᚓⅬ࢚࡛ࣜࡢྜィᚓⅬࢆ➇࠸ࡲࡍࠋ࡛ࡣ㸪㸮㸪㸯㸪㸰㸪㸱㸪㸲㸪㸳
Ⅼ࠸࠺㸴ࡘࡢᚓⅬ࢚ࣜࢆタᐃࡋࡲࡍࠋ
㹁 ࠾ࡶࡋࢁࡑ࠺ࠋ
㹒 ࡉ࠶㸪⮬ศࡓࡕࡢࢳ࣮࣒ࡀࡘࡓࡵ㸪㸴ࡘࡢᚓⅬ࢚ࣜࢆỴࡵ࡚࠸ࡁࡲࡍࡀ㸪
ᑐᡓࢳ࣮࣒ࡢࡢࡼ࠺࡞ࡇࢆ㸪ࡢࡼ࠺࡞᪉ἲ࡛ㄪࢀࡤࡼ࠸㸪ࢳ࣮࣒࡛ヰ
ࡋྜࡗ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
㹁 㣕⾜㊥㞳ࡢᖹᆒࡀࢃࢀࡤ㸪ࡔ࠸ࡓ࠸ࡇࡢ㎶ࡾࡔ࠸࠺ࡇࡀࢃࡿࡡࠋ
㹁 㣕⾜㊥㞳ࡀࡢ㎶ࡾ㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿࡢㄪࢀࡤ࠸࠸ࢃࡅࡡࠋ
㹁 ࡌࡷ㸪ᗘᩘศᕸ⾲ࢆࡘࡃࡽ࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸ࡡࠋ
㹁 ᰕ≧ࢢࣛࣇ࡛ࡶ࠸࠸ࡡࠋ
㹒 ࡑࢀ࡛ࡣ㸪ࡳࢇ࡞࡛㸪ㄪࡿࡇㄪࡿ᪉ἲࢆ☜ㄆࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋࡲࡎ㸪ࡢ
ࡼ࠺࡞ࡇࢆㄪࢀࡤࡼ࠸࡛ࡍࠋ
㹁 ┦ᡭࢳ࣮࣒ࡢ㣕⾜㊥㞳ࡢ≉ᚩ࡛ࡍࠋ
㹒 ᩓࡽࡤࡾࡢࡼ࠺ࡍ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡡࠋ
㹒 ࡛ࡣ㸪ࡢࡼ࠺ㄪࡲࡍࠋ
㹁 ᗘᩘศᕸ⾲ࡸᰕ≧ࢢࣛࣇࢆࡘࡃࡾࡲࡍࠋ
㹒 ࡑࢀ࡛ࡣ㸪ࡵ࠶࡚ࢆ᭩ࡁࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ࡵ࠶࡚ ⮬ศࡓࡕࡢࢳ࣮࣒ࡀࡘࡓࡵ㸪ᩓࡽࡤࡾࡢࡼ࠺ࡍ┠ࢆྥࡅ࡚ᑐᡓࢳ
࣮࣒ࡢ≉ࡕࡻ࠺ࢆㄪ㸪ᚓⅬ࢚ࣜࢆ㓄⨨ࡋࡼ࠺ࠋ
㸰 ᑐᡓࢳ࣮࣒ࡢᗘᩘศᕸ⾲ᰕ≧ࢢࣛࣇࢆࡘࡃࡾ㸪ᩓࡽࡤࡾࡢࡼ࠺ࡍࢆㄪ࡚㸪
ᑐᡓࢳ࣮࣒ࡢ≉ᚩࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠺ࠋ
 ᑐᡓࢳ࣮࣒ࡢᗘᩘศᕸ⾲ཬࡧᰕ≧ࢢࣛࣇࢆࡘࡃࡗ࡚㸪ᩓࡽࡤࡾࡢࡼ࠺ࡍࢆㄪ
ࡿࠋ
㹒 ࡑࢀ࡛ࡣ㸪࣍࣡ࢺ࣮࣎ࢻࢆ㏉ࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋᗘᩘศᕸ⾲ࡸᰕ≧ࢢࣛࣇࡣ㸪ࡇ
ࡢ⣬᭩ࡁࡲࡋࡻ࠺ࠋᖹᆒ್ࢆồࡵࡿேࡣ㸪࣍࣡ࢺ࣮࣎ࢻ┤᥋᭩ࡁࡲࡋࡻ࠺ࠋ
㹁 ┦ᡭࢳ࣮࣒ࡢ୍␒▷࠸㣕⾜㊥㞳ࡣۑ㹫㸪୍␒㛗࠸㣕⾜㊥㞳ࡀڹ㹫ࡔࡽ㸪ᗘᩘ
ศᕸ⾲ࡢ⠊ᅖࢆۑ㹫ࡽڹ㹫ࡋࡼ࠺ࠋ
㹁 ࡞ࡿ㸪ڧ㹫ࡎࡘ༊ษࢀࡤࡼ࠸࡞ࠋ
㹁 ᰕ≧ࢢࣛࣇࡶࡑ࠺ࡍࡿࡡࠋ
㹁 ᖹᆒࡣ㸦ە㸩۔㸩͐ڸ㸧¹࡛ڦ㹫ࡔࠋࢃ࠶㸪⤖ᵓ㣕ࢇ࡛࠸ࡿࡼࠋ
㹁 ۍ㹫ࡽی㹫ࡢࡇࢁࡀከ࠸ࡡࠋ
㹁 యⓗᩓࡽࡤࡗ࡚࠸ࡿឤࡌࡀࡍࡿࡡࠋ
 ㄪࡓᩓࡽࡤࡾࡢࡼ࠺ࡍࢆ᰿ᣐ㸪ᑐᡓࢳ࣮࣒࠺ࡋ࡛㸪ᑐᡓࢳ࣮࣒ࡢ≉ᚩ
ࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠺ࠋ
㹒 ࡑࢀ࡛ࡣ㸪ᑐᡓࢳ࣮࣒ࡀㄪࡓ⮬ศࡢࢳ࣮࣒ࡢ≉ᚩࢆぢྜࡗ࡚㸪⮬ศࡓࡕࡢࢳ
࣮࣒ࡀ࡚ࡿ࠺㸪ࢳ࣮࣒࡛ヰࡋྜࡗ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
㹁 㹼ࢳ࣮࣒ࡢᖹᆒ್ࡣڦ㹫ࡔࡡࠋ⤖ᵓ㸪㣕ࢇ࡛࠸ࡿࡡࠋ
㹁 ۍ㹫ࡽی㹫ࡢࡇࢁࡓࡃࡉࢇ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡼࠋ
㹁 ᖹᆒ್࡛ࡣ⚾ࡓࡕࡢࢳ࣮࣒ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡅ㸪┦ᡭࢳ࣮࣒ࡣ⮬ศࡓࡕࡼࡾ㣕ࡤ
㸯
㹒
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̓

̓

̓
ᯈ ᭩ ィ

ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁࡢ㞟ࡲࡾࡀྑ㸦㣕⾜㊥㞳ࡀ㛗࠸㒊ศ㸧࠶ࡿࡡࠋ
㹁 ┦ᡭࢳ࣮࣒ࡣ㸪㣕⾜㊥㞳ࡴࡽࡀ࡞࠸ࡡࠋ
㹁 㣕⾜㊥㞳ࡴࡽࡀ࡞࠸ࡽ㸪ᚓⅬࡢ㓄⨨ࡀ㞴ࡋ࠸ࡡࠋ
㹁 ࡋࡗࡾ⪃࠼࡚㸪ᚓⅬࢆ㓄⨨ࡋ࡞࠸㈇ࡅ࡚ࡋࡲ࠺ࡡࠋ
㹒 ࡑࢀ࡛ࡣ㸪⮬ศࡓࡕࡢࢳ࣮࣒ࡢᩋࡢணࢆ㸪⌮⏤ࢆࡅ࡚Ⓨ⾲ࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ
㹁 ࡓࡕࡢࢳ࣮࣒ࡣ㸪࡚ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ㣕⾜㊥㞳ࡀయⓗᩓࡽࡤࡗ࡚࠸ࡿࡢ
࡛㸪┦ᡭࢳ࣮࣒ࡗ࡚ࡣᚓⅬ㓄⨨ࡀ㞴ࡋ࠸ᛮ࠺ࡽ࡛ࡍࠋ
㹁 ⚾ࡓࡕࡢࢳ࣮࣒ࡣ㸪㈇ࡅ࡚ࡋࡲ࠺ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋ㣕⾜㊥㞳ࡀࡓࡃࡉࢇ㞟ࡲࡗ
࡚࠸ࡿࡇࢁࡀ㸯ࡘࡋ࡞࠸ࡢ࡛㸪ࡑࡇప࠸ᚓⅬࢆ㓄⨨ࡉࢀࡿࡶࡋࢀ࡞࠸
ࡽ࡛ࡍࠋ
㹁 㐩ࡢࢳ࣮࣒ࡣ᥋ᡓ࡞ࡿࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋᩓࡽࡤࡾࡸᖹᆒ್ࡀఝ࡚࠸ࡿࡽ
࡛ࡍࠋ
㸱 ᚓⅬ࢚ࣜࡢ㓄⨨ࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠺ࠋ
㹒 ࡑࢀ࡛ࡣ㸪㸴ࡘࡢᚓⅬ࢚ࣜࢆ㓄⨨ࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋࡇࡢ࣮࣎ࢻࢆࡗ࡚㸪ᚓⅬ㓄
⨨ࢆヰࡋྜ࠸ࡲࡋࡻ࠺ࠋ㸯Ⅼࡽ㸲Ⅼࡲ࡛ࡣ㸲༊㛫ࡎࡘ㸪㸳Ⅼࡣ㸱༊㛫㸪㸮Ⅼࡣ
㸯༊㛫㓄⨨ࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ࠼ࡤ㸪㸯Ⅼࡔࡗࡓࡽ㸲༊㛫ࡲࡵ࡚㓄⨨ࡋࡲࡍ㸪
ࡤࡽࡤࡽ㓄⨨ࡋࡲࡍࠋࢳ࣮࣒࡛ヰࡋྜࡗ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
㹁 ࡤࡽࡤࡽࡀ࠸࠸ࡼࠋ
㹁 ࡑ࠺ࡔࡡࠋࡓࡃࡉࢇ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡿ⨨ࡀ㸰ࡘ࠶ࡗࡓࡽ㸪ࡗࡕࡶ㸯Ⅼࢆ㓄⨨
ࡋࡓ᪉ࡀ࠸࠸ࡽࠋ
㹁 ┦ᡭࢳ࣮࣒ࡢᩓࡽࡤࡾࡢࡼ࠺ࡍࡀ࡛ࡇࡰࡇࡔࡽ㸪ࡤࡽࡤࡽࡢ᪉ࡀᚓⅬࢆ㓄⨨
ࡋࡸࡍ࠸ࡡࠋ
㹁 㹼㹫ࡽ㹼㹫ࡢࡇࢁࡓࡃࡉࢇ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡽ㸪㸮Ⅼࡋࡼ࠺ࠋ
㹁 ࡑ࠺ࡔࡡࠋḟ㸪㹼㹫ࡽ㹼㹫ࡢࡇࢁࡶ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡽ㸪㸯Ⅼࡋࡼ࠺ࠋ
㹁 㹼㹫ࡽ㹼㹫ࡢࡇࢁࡣ㸪ࡵࡗࡓ㣕ࡤࡉ࡞࠸ᛮ࠺ࡢ࡛㸪㸳Ⅼࡋࡼ࠺ࠋ
㹁 ࢇ࣮㸪㸱Ⅼࡣ㸰Ⅼࡢୖୗ㸪㸲Ⅼࡣ㸱Ⅼࡢୖୗࡋࡼ࠺࡞ࠋ
㹁 ࡓࡃࡉࢇ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡿ⨨ࡀ㸰ࣨᡤ࠶ࡿࡽ㸪ࡑࡇࢆప࠸ᚓⅬ㓄⨨ࡋࡼ࠺ࠋ
㹁 ࡼࡋ㸪ࡇࡢ㓄⨨࡛㈇ࡔ㸟
㹒 ࡑࢀ࡛ࡣ㸪ヰࡋྜࡗࡓసᡓࢆ⤂ࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋゝ࠸ࡓ࠸ࡅ㸪సᡓࡣ⛎ᐦ࡛
ࡍࡡࠋ
㹒 ḟࡣ㸪࠸ࡼ࠸ࡼ࡛ࡍࠋᚓⅬࡢ㓄⨨ࡀᡂຌࡍࡿ࠺㸪ࡑࡋ࡚ヨྜࡘ
ࡇࡀ࡛ࡁࡿ࠺㸪ࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡࡢぢࡏࡇࢁ࡛ࡍࠋᴦࡋࡳ࡛ࡍࡡࠋ
⏬

ࢳ࣮࣒ᑐᢠ
⣬㣕⾜ᶵࢆ㛤ࡇ࠺㸟
䛾䝹䞊䝹
䐟䠍䝏䞊䝮䠍䠑ᅇ㣕䜀䛩
䐠㣕⾜䛝䜗䜚䜢ᚓⅬ䛻ኚ䛘䛶䠈
ྜィᚓⅬ䛷➇䛖䚹
䐡ᚓⅬ䜶䝸䜰䛿䠈┦ᡭ䝏䞊䝮䛜
Ỵ䜑䜛䚹

ศࡏࡁ࣏ࣥࢺ
ᖹ ᆒ
ᩓࡽࡤࡾࡢࡼ࠺ࡍ
ࡓࡃࡉࢇ㞟ࡲࡿ⨨
್᭱

᭱ᑠ್

ࡵ࠶࡚

ࡲࡵ

⮬ศࡓࡕࡢࢳ࣮࣒ࡀࡘࡓࡵ㸪ᩓࡽࡤࡾࡢࡼ࠺ࡍ┠ࢆྥࡅ࡚
ᑐᡓࢳ࣮࣒ࡢ≉ࡕࡻ࠺ࢆㄪ㸪ᚓⅬ࢚ࣜࢆ㓄⨨ࡋࡼ࠺ࠋ

ᖹᆒ್ࡢ㎶ࡾࡣప࠸ᚓⅬࢆ㓄⨨ࡋ㸪ᖹᆒ್ࡽ㐲࠸
⨨㧗࠸ᚓⅬࢆ㓄⨨ࡍࢀࡤ㸪࡚ࡑ࠺ࡔࠋ

ᑐᡓ࣮࢝ࢻ
ሙ㠃㸯
㸿㸫㹄

ᩓ

㸿㸫㹄

㹀㸫㹁

㹂㸫㹆

㹃㸫㹅

ᑐᡓࢳ࣮࣒ࡢ≉ࡕࡻ࠺ࢆㄪࡿ
㹀㸫㹁

ᩓ ᖹ

᥋ᡓ
㸿ࡀࡘ
їᩓࡽࡤࡾࡀᗈ࠸ їᩓࡽࡤࡾ㸪
ᖹᆒ್ࡀ
ࡰྠࡌ

㹂㸫㹆

㹃㸫㹅

ᩓ

ᩓ 㞟

㹆ࡀࡘ
їᩓࡽࡤࡾࡀ
ࡏࡲ࠸

᥋ᡓ
їᩓࡽࡤࡾࡣ
ఝ࡚࠸ࡿࡀ㸪
ࡓࡃࡉࢇ
㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡿ
⨨ࡀࡕࡀ࠺
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ሙ㠃㸰
䠎䠌
䠍䠕
䠍䠔
䠍䠓
䠍䠒
䠍䠑
䠍䠐
䠍䠏
䠍䠎
䠍䠍
䠍䠌
䠕
䠔
䠓
䠒
䠑
䠐
䠏
䠎
䠍
䠌

ࡘࡓࡵࡢసᡓ㹼ᚓⅬ࢚ࣜࡢ㓄⨨㹼

䠑Ⅼ

䠎Ⅼ

䠑Ⅼ

䠑Ⅼ

䠎Ⅼ

䠑Ⅼ

䠎Ⅼ

್࣭᭱ࡸ᭱ᑠ್ࡢ㎶ࡾ
࣭ࡓࡃࡉࢇ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁ

䠐Ⅼ

䠎Ⅼ

䠐Ⅼ

䠍Ⅼ

䠐Ⅼ

䠍Ⅼ

䠐Ⅼ

䠍Ⅼ

䠏Ⅼ

䠍Ⅼ

䠏Ⅼ

䠌Ⅼ

䠏Ⅼ
䠏Ⅼ

䠏Ⅼ

䠐Ⅼ

䠎Ⅼ

࣭ᖹᆒ್ࡼࡾᑡࡋ㐲࠸ࡇࢁ
䠍Ⅼ

䠌Ⅼ

࣭ᖹᆒ್ࡢ㎶ࡾ

ࡀ્ѓ҄к৻жк৻жќоѻᇊऐӇӜ̴҄ісѽരگସ

ൊϧϦ̞ϧೌ
༢

ඖ

രگସનຍڌ

ұ̴Ӑљісѿи̢

ᣦᑟ⪅
ᖹ  ※ ᶞ
ӅӝҒ̴әӚ̴ӌ̴ӛ͂ҽҳҸगҢ̴Ӑ̓

ᣦ ᑟ ほ
㸺ᩍᮦほ㸼
ᮏ༢ඖ࡛ࡣ㸪ࢿࢵࢺᆺࢤ࣮࣒ࢆ᫆ࡋ࠸ࢤ࣮࣒ᩍᮦࡋ࡚㸪୕ẁᨷᧁࡘ࡞ࡀࡿ㐃ಀࣉ࣮ࣞࢆ
ࡘࡃࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋලయⓗࡣ㸪ࢥ࣮ࢺ୰ኸࡢࣇ࣮ࣟ㠃ࡀ✵࠸ࡓࢿࢵࢺࢆᣳࢇ࡛㸪
ࣇ࣮ࣟୖ࡛࣮࣎ࣝࢆ㌿ࡀࡋ࡚ᨷᧁࢆ⤌ࡳ❧࡚ࡓࡾᨷ㜵ࡋࡓࡾࡍࡿࢤ࣮࣒ࡍࡿࠋࡑࡢࢤ࣮࣒ࢆ
ࢳ࣮࣒ࡢㄢ㢟ྜ࠺࣐ࢤ࣮࣒㸦࣮ࣝࣝ㸪సᡓ㸧ࡘࡃࡾ࠼࡚࠸ࡃࡇࡼࡗ࡚㸪ࢿࢵࢺᆺࢤ࣮
࣒ึ⤒㦂ࡢ㸱ᖺ⏕ࡶࡶࡗ࡚࠸ࡿᢏ⬟ࢆⓎࡋ࡚ࠕᣠ࠺࣭ࡘ࡞ࡄ࣭㏉ࡍࠖᴦࡋࡉࢆࢃ࠺ࡇࡀ࡛
ࡁࡿࠋࡉࡽ㸪☜ㄆ㸪ㄝ᫂㸪⃭ບ㸪⛠㈶ࡢⓎಙࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽ㸪㐃ಀࣉ࣮ࣞಙ㢗㛵ಀࢆࡘࡃࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁ㸪Ẽᣢࡕࢆఏ࠼ྜ࠸ᨭ࠼ྜ࠺ጼࡢ㧗ࡲࡾࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
㸺ඣ❺ほ㸼
ᮏᏛ⣭ࡢᏊ౪ࡓࡕࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛㸪ࢤ࣮࣒ࡢᏛ⩦࠾࠸࡚㸪ࢳ࣮࣒࡛ᨷࡵ᪉ࢆ⪃࠼࡞ࡀࡽ㸪ᇶᮏ
ⓗ࡞࣮࣎ࣝ᧯సࡸ✵࠸࡚࠸ࡿሙᡤ⣲᪩ࡃືࡃࡇࢆ㌟ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㐣⛬࡛㸪㐩ᩍ࠼
ྜࡗ࡚ືࡁࢆ㧗ࡵࡿࡇ᭷⏝ឤࢆࡶࡘᏊ౪ࡀቑ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡀ㸪⮬ศࡢά㌍ࢆ㔜どࡍࡿᕫⓗ
࡞Ꮚ౪ࡢᏑᅾࡶぢཷࡅࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ᮏ༢ඖ࡛ࡣ㸪ࢳ࣮࣒࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗ࡚࣐
ࢤ࣮࣒ࢆࡘࡃࡾ࡞ࡀࡽ㸪ࡍ࡚ࡢᏊ౪ࡀ⮬ศࡀࡶࡗ࡚࠸ࡿᢏ⬟ࢆ᭱㝈Ⓨࡋ࡚㸪୕ẁᨷᧁ
ࡘ࡞ࡀࡿ㐃ಀࣉ࣮ࣞࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡓ࠸ࠋ࣐ࢤ࣮࣒ࡘ࠸࡚ࢳ᳨࣮࣒࡛ウࡋࡓࡾ⦎⩦ࡋࡓࡾ
ࡍࡿࡇࢆ㏻ࡋ࡚㸪ពᚿⓗ࣭⥴ⓗ࡞ⓎಙࢆάⓎ⾜࠺Ꮚ౪㧗ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
㸺᪉ἲほ㸼
ᮏ༢ඖࡢᣦᑟ࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡲࡎ㸪ᑟධẁ㝵࡛ࡣ㸪᫆ࡋ࠸࣮ࣝࣝࡢࣇ࣮࣮࣮ࣟࣛࣜ࣎ࣝࢆ⾜࠺ࠋ
ࡑࡢ୰࡛㸪ࡶࡗࢳ࣮࣒ྜࡗࡓᴦࡋ࠸ࢤ࣮࣒ࡍࡿࡓࡵ㸪࣐ࢤ࣮࣒ࢆࡘࡃࡿࡇࡢ౯್ࢆ
ࡽ࠼ࡉࡏࡿࠋḟ㸪ᒎ㛤ẁ㝵࡛ࡣ㸪ࢳ࣮࣒ࡢㄢ㢟ྜࡗࡓ࣐ࢤ࣮࣒㸦࣮ࣝࣝ㸪సᡓ㸧ࢆࡘࡃ
ࡾ࡞ࡀࡽ㸪ὶᡓࢆ⾜࠺ࠋ๓ẁ࡛ࡣ࣮࣎ࣝࢆࡘ࡞࠸࡛࣮ࣛࣜࡢᨷ㜵ࢆᴦࡋࡴ࠸࠺┠ⓗ࡛㸪ࢳ࣮
࣒࢜ࣜࢪࢼࣝࡢ࣮࡙ࣝࣝࡃࡾࢆ⾜࠺ࠋᚋẁ࡛ࡣ࣮ࣛࣜࢆ୰᩿ࡉࡏ࡚ᚓⅬࢆࡡࡽ࠺ᨷ㜵ࢆᴦࡋࡴ
࠸࠺┠ⓗ࡛㸪ࢳ࣮࣒ࡢ࣮ࣝࣝࢆάࡋࡓసᡓ࡙ࡃࡾࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢ୰࡛㸪ࢳ࣮࣒ࡢ㐃ಀࣉ࣮ࣞಙ
㢗㛵ಀࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࠋ᭱ᚋ㸪Ⓨᒎẁ㝵࡛ࡣ㸪Ꮫ⣭࡛࣐ࢤ࣮࣒Ⓨ⾲ࢆ⾜࠺ࠋࡳࢇ࡞ࡢ๓࡛ᐇ
㝿ࢤ࣮࣒ࢆ⾜ࡗ࡚࣐ࢤ࣮࣒ࡢ౯್ࢆఏ࠼ྜ࠺ࡇ࡛㸪ືࡁࡸே㛫㛵ಀࡢ㧗ࡲࡾࡘ࡞ࡀࡿⓎ
ಙຊࡢ⫱ࡕࢆ⮬ぬࡉࡏࡿࠋ
༢ ඖ ┠ ᶆ
ᇶ♏Ꮫຊ

ۑ

ᡭ࡛࣮࣎ࣝࢆࡣࡌ࠸࡚ཷࡅࡿ࣭ࡘ࡞ࡄ࣭㏦ࡿ᧯సࢆࡋࡓࡾ㸪࣮࣎ࣝࢆ᧯సࡋࡸࡍ
࠸⨨⣲᪩ࡃ⛣ືࡋࡓࡾࡋ࡚㸪࣮ࣛࣜࢆ⥆ࡅ࡚ᨷ㜵ࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᛮ⪃ຊ࣭ ࡢ࣒࣮ࢳ ۑㄢ㢟ࡀゎỴ࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪సᡓ࣮࣎ࢻୖࡢ࣐ࢢࢿࢵࢺࡸ⨨ࢩ࣮ࢺࢆ᧯
ุ᩿ຊ
సࡋ࡚㸪ࢳ࣮࣒ࡢືࡁࢆලయⓗಟṇࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᡓ⾡ⓗ⾜ືࢆぢฟࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ே㛫㛵ಀ  ۑ௰㛫☜ㄆ㸪ㄝ᫂㸪⃭ບ㸪⛠㈶ࡢⓎಙࢆ✚ᴟⓗ⾜࠸࡞ࡀࡽ㸪ࢳ࣮࣒ࡢ㐃ಀࣉ࣮ࣞ
ᙧᡂຊ
ே㛫㛵ಀ࡙ࡃࡾࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦ពᚿⓗ࣭⥴ⓗ࡞Ⓨಙຊ㸧
༢ ඖ ィ ⏬
㸦㸶㛫㸧
㸯

᭱ึࡢ࣮࡛ࣝࣝヨࡋࡢࢤ࣮࣒ࢆ⾜࠸㸪㢪࠸ࢆヰࡋྜ࠺ࠋ

㸯

㸰

࣐ࢤ࣮࣒㸦࣮ࣝࣝ㸪సᡓ㸧ࢆࡘࡃࡾ࡞ࡀࡽ㸪ὶᡓࢆࡍࡿࠋ

㸴

㸱



ࢳ࣮࣒ࡢ࣮ࣝࣝࢆࡘࡃࡗ࡚㸪࣮ࣛࣜࡢᨷ㜵ࢆᴦࡋࡴࠋ

ճ



ࢳ࣮࣒ࡢసᡓࢆࡘࡃࡗ࡚㸪࣮ࣛࣜࢆ୰᩿ࡉࡏࡿᨷ㜵ࢆᴦࡋࡴࠋ

ճᮏ

࣐ࢤ࣮࣒Ⓨ⾲ࢆ⾜࠸㸪ࢳ࣮࣒ࡸ୍ே୍ேࡢఙࡧࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠺ࠋ
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ۑ

ᡭ࡛࣮࣎ࣝࢆࡣࡌ࠸࡚ཷࡅࡿ࣭ࡘ࡞ࡄ࣭㏦ࡿ᧯సࢆࡋࡓࡾ㸪࣮࣎ࣝࢆ᧯సࡋࡸࡍ࠸⨨⣲
᪩ࡃ⛣ືࡋࡓࡾࡋ࡚㸪୕ẁᨷᧁࡘ࡞ࡀࡿ㐃ಀࣉ࣮ࣞࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦ᇶ♏Ꮫຊ㸧
 ۑసᡓ࣮࣎ࢻࡢ࣐ࢢࢿࢵࢺࡸ⨨ࢩ࣮ࢺࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ᧯సࡋ࡚㸪ࢳ࣮࣒ࡢືࡁࢆලయⓗಟṇࡋ
࡞ࡀࡽ㸪୕ẁᨷᧁࡘ࡞ࡀࡿ㐃ಀࣉ࣮ࣞࢆぢฟࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦ᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ㸧
ۑ

సᡓࡢෆᐜࢆࡶ㸪☜ㄆ㸪ㄝ᫂㸪⃭ບ㸪⛠㈶ࡢⓎಙࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽ㸪࣮ࣛࣜࢆ୰᩿ࡉࡏࡿື
ࡁ࡙ࡃࡾࡸே㛫㛵ಀ࡙ࡃࡾࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ᮏ
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㸭
㐩
ᡂ
㸭

ඹ
᭷



ࡢ

ᒎ

㸦ពᚿⓗ࣭⥴ⓗ࡞Ⓨಙຊ㸧

㛤

ά ື  ෆ ᐜ
Ꮚ౪ࡢᛮ⪃ࡢὶࢀ
㸯 ࢳ࣮࣒࡛ᕤኵࡋ࡚㸪⦎⩦ࢆࡋࡓࡾὶᡓࢆࡋࡓࡾࡍࡿࠋ
ͤ ࡁ࡞୕ゅᙧࢆࡘࡃ
ࡵ࠶࡚ ࢳ࣮࣒ࡢసࡏࢇྜࡗࡓືࡁ᪉ࢆ⦎⩦ࡋ࡚㸪
ࡿ㸪࣮࣎ࣝࢆཷࡅࡸ
ࡑ࠺ᙜࡓࡾࡏࢇ࡛ࡓࡃࡉࢇᡂࡇ࠺ࡉࡏࡼ࠺ࠋ
ࡍ࠸ࡋ㸪㏦ࡾࡸࡍ࠸ࡼࠋ
 సᡓྜࡗࡓືࡁࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪ࢳ࣮࣒࡛⦎⩦ࡍࡿࠋ
ࡇࡢసᡓࢱࢵ࣮࢝
୕ ۑẁᨷᧁࡘ࡞ࡀࡿ㐃ಀࣉ࣮ࣞࡢືࡁࢆぢฟࡍࡇ
ᡴࡕ᪉ࢆᕤኵࡋࡓసᡓ
ͤ సᡓ࣮࣎ࢻୖ࡛ࡢ࣐ࢢࢿࢵࢺࢆ᧯సࡸ㸪ࢥ࣮ࢺୖ࡛⨨ࢩ࣮
ࡋࡼ࠺ࠋ
ࢺࢆࡗ࡚ࡢືࡁࡢㄪᩚࢆࡶ㸪ືࡁࢆලయⓗ⌮ゎࡉࡏࡿࠋ ͤ ࡇࡢࡃࡽ࠸ࡢ⨨ࡔ
ࡡࡽࡗ࡚㏦ࡿ
௰㛫ࡘ࡞ࡄ
┦ᡭࡽཷࡅࡿ
㸪వ⿱ࢆࡶࡗ࡚࣮࣎
ࣝࢆཷࡅࡓࡾ㏦ࡗࡓࡾ
ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡡࠋ
ͤ ࡑ࠺㸪ࡁ࡞୕ゅᙧ
ࢆࡘࡃࡗ࡚ࠋ
ͤ ᕥ➃ࡀ✵࠸࡚࠸ࡿ
ࡼࠋࡡࡽࡗ࡚ࠋ
ͤ ࢼࢫࢱࢵࢡࠋ⦎
 సᡓࡢ⦎⩦ࢆάࡋ࡚㸪ὶᡓࢆࡍࡿࠋ
⩦㏻ࡾࡢ⨨࠸ࡓ
࡛⩦⦎ ۑぢฟࡋࡓືࡁࢆάࡋ࡚㸪୕ẁᨷᧁࡘ࡞ࡀࡿ㐃ಀ
ࡽ㸪ୖᡭࡃ࠸ࡗࡓࡡࠋ
ࣉ࣮ࣞࢆᐇ⾜ࡍࡿࡇ
ͤ ኌࢆࡅྜࡗࡓ
ͤ సᡓࡀᡂຌࡍࡿࡼ࠺㸪ືࡁࡢ㧗ࡲࡾࡸಟṇࡘ࠸࡚ࡢኌ
ࡽ㸪ࢳ࣮࣒ࡢ࣮ࣝࣝࢆ
ࡅ㸪௰㛫ࡢດຊᑐࡍࡿኌࡅࢆ✚ᴟⓗ⾜ࢃࡏࡿࠋ
άࡋ࡚㸪࣮࣎ࣝࢆࡘ
㸰 ࢳ࣮࣒࡛ㄢ㢟ゎỴࡋࡓࡇࡢᡂᯝࢆヰࡋྜ࠺ࠋ
࡞ࡄసᡓࡡࡽࡗ࡚㏦
 ۑ࠸ࡢືࡁࡢ㧗ࡲࡾࢳ࣮࣒࡛ࡢᏛࡧ᪉ࡢࡼࡉࢆᐇឤࡋ㸪
ࡿసᡓࡀࡓࡃࡉࢇᡂຌ
ඹឤࡋྜ࠺ࡇ
ࡋࡓࡡࠋ
ͤ ࢳ࣮࣒ࡢㄢ㢟ⓗⓎಙⓗⓎಙࡢどⅬࡽ㸪ࢳ࣮࣒ෆ⮬ᕫホ ͤ  ᅇ ࡣ ࣞ ࢩ ࣮ ࣈ ࡣ
౯㸪ࢳ࣮࣒㛫┦ホ౯ࢆࡉࡏࡿࠋ
࢟ࣕࢵࢳࡋ࡚ୖᡭࡃ
㸱 ᮏࡢὶᡓ࡛ࡢࢳ࣮࣒ࡢㄢ㢟ࢆࡾ㏉ࡗ࡚㸪సᡓࢆࡉࡽ
࠸ࡗࡓࡅࢀ㸪ࢱࢵ
ࡢࡼ࠺ࡘࡃࡾ࠼ࡿヰࡋྜ࠺ࠋ
ࢡࢆỴࡵ࡚ࡢᚓⅬࡣࡲ
 ࣐ࢤ࣮࣒ὶᡓ࡛ࡢࢳ࣮࣒ࡢㄢ㢟ࢆヰࡋྜ࠺ࠋ
ࡔከࡃࡣ࡞࠸ࡡࠋ
ࡢ࣒࣮ࢳ ۑㄢ㢟ࢆࡽ࠼࡚㸪ḟࡢసᡓάࡋ࡚࠸ࡇ࠺ ͤ సᡓࢆᕤኵࡋ࡚㸪
ࡍࡿពḧぢ㏻ࡋࢆࡶࡘࡇ
ࢱࢵࢡࢆỴࡵ࡚㸪᪥
ͤ ࣐ࢤ࣮࣒ࡢὶᡓ࠾ࡅࡿ㸪࣮ࣝࣝ㸪సᡓ㸪ᚓⅬ㸪ኻⅬ㸪
ࡢࢤ࣮࣒ࡼࡾࡶᚓⅬࢆ
సᡓࡢᡂຌᩘࡀグ㏙ࡉࢀࡓࣀ࣮ࢺࢆࡶ㸪ࡾ㏉ࡽࡏࡿࠋ
ቑࡸࡋࡓ࠸࡞ࠋ
 ࢳ࣮࣒ࡢㄢ㢟సᡓࡢ౯್ࢆࡶ㸪ḟࡢసᡓࡢ᪉ྥᛶࢆ ͤ ḟࡣ㸪ࢱࢵ࣮࢝ࡲ
ヰࡋྜ࠺ࠋ
࡛ୖᡭࡘ࡞ࡄࡇࡀ
ࡢ࣒࣮ࢳ ۑㄢ㢟ྜࡗࡓ᪂ࡓ࡞సᡓࡢᕤኵⅬࢆぢฟࡍࡇ
࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡽ㸪௰
ͤ ࣮࣎ࣝࢆཷࡅࡿ࣭ࡘ࡞ࡄ࣭㏦ࡿᒁ㠃ศࡅ࡚ᇶᮏࡢసᡓ
㛫ୖᡭࡃࡘ࡞ࡄసᡓ
ࡑࡢ౯್ࢆᥦ♧ࡋ㸪ࢳ࣮࣒ࡢㄢ㢟ࡘ࡞࠸࡛⪃࠼ࡉࡏࡿࠋ
ࢆᕤኵࡋࡼ࠺ࠋ
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ᩍᖌࡢⓎၥணࡉࢀࡿᏊ౪ࡢᛂ
㸯 ࢳ࣮࣒࡛ᕤኵࡋ࡚㸪⦎⩦ࢆࡋࡓࡾὶᡓࢆࡋࡓࡾࡍࡿࠋ
ࡵ࠶࡚ ࢳ࣮࣒ࡢసࡏࢇྜࡗࡓືࡁ᪉ࢆ⦎⩦ࡋ࡚㸪ࡑ࠺ᙜࡓࡾࡏࢇ࡛
ࡓࡃࡉࢇᡂࡇ࠺ࡉࡏࡼ࠺ࠋ
 సᡓྜࡗࡓືࡁࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪ࢳ࣮࣒࡛⦎⩦ࡍࡿࠋ
㹒 ๓ࡢ㛫㸪࣐ࢤ࣮࣒ὶᡓࡢㄢ㢟ࡽ㸪᪥ࡣࢇ࡞సᡓࡘࡃࡾ࠼ࡓ
࠸㸪⪃࠼ࡲࡋࡓࡡࠋ᪩㏿ࡑࡢ⦎⩦ࢆጞࡵࡲࡍࠋసᡓ࣮࣎ࢻ࡛☜ㄆࡋࡓࡾ㸪
⨨ࢩ࣮ࢺࢆࡗ࡚ᐇ㝿ືࡁ᪉ࢆ☜ࡵࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽ㸪௰㛫ᩍ࠼ྜࡗ࡚⦎⩦
ࢆ㡹ᙇࡾࡲࡋࡻ࠺ࠋ
㹁 㸦సᡓ࣮࣎ࢻୖ࡛࣐ࢢࢿࢵࢺࢆ᧯సࡋ࡞ࡀࡽ㸧ࣞࢩ࣮ࣈࢆࡋࡓᚋ㸪ࡇࡢࡼ࠺
୕ゅᙧࢆࡘࡃࡗ࡚ࣃࢫࢆࡘ࡞ࡄ㸪ࢳ࣮࣒࣮ࣝࣝࡢ㸲ᅇ௨ෆ࡛ୖᡭࢱࢵ
ࢡࡲ࡛࡛ࡁࡑ࠺ࡔࡼࠋ
㹁 㸦⨨ࢩ࣮ࢺࢆ⨨࠸࡚㸪ᐇ㝿ື࠸࡚ࡳ࡞ࡀࡽ㸧ࡑ࠺ࡔࡼ㸪ࡇࡢ㸪ࡇࡇࡲ
࡛ࢲࢵࢩࣗࡍࡿ㸪ⴠࡕ╔࠸࡚୕ゅᙧ࡛ࡘ࡞ࡂྜ࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡡࠋ
㹁 ࡍࡈ࠸㸪ࡸࢃࡽ࠸࣮࡛࣎ࣝࣃࢫࡀࡘ࡞ࡀࡗ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢసᡓࡔ㸪ὶᡓ
࡛ࡶࡁࡗୖᡭࡃ࠸ࡃࡼࠋ㡹ᙇࢁ࠺ࡡࠋ
 సᡓࡢ⦎⩦ࢆάࡋ࡚㸪ὶᡓࢆࡍࡿࠋ
㹒 ࡑࢀ࡛ࡣ㸪ὶᡓࢆࡋࡲࡍࠋࢳ࣮࣒࡛❧࡚ࡓసᡓࡀࡓࡃࡉࢇᡂຌࡋ࡚㸪࠸࠸
ࡕ᪉ࡀ࡛ࡁࡓࡽ࠸࠸࡛ࡍࡡࠋࢳ࣮࣒ࡢఙࡧࡀࢃࡿࡼ࠺㸪ᛂࡍࡿࡣస
ᡓࡀᡂຌࡋࡓᅇᩘࢆᩘ࠼࡚࠸ࡁࡲࡋࡻ࠺ࠋ
㹁 ࢼࢫࣞࢩ࣮ࣈࠋࡸࢃࡽࡃ࡚ࡘ࡞ࡂࡸࡍ࠸࣮࣎ࣝࡔࠋ
㹁 ࢼࢫࣃࢫࠋ୕ゅᙧࡢ୰࡛㸪࠸࠸ឤࡌ࡛ࣃࢫࡀࡲࢃࡗ࡚࠸ࡿࡼࠋ
㹁 ࡼࡋ㸪๓ࡢ᪉࡛ࢱࢵࢡࡔࠋᙉ࠸࣮࡛࣎ࣝ㸪➃ࡗࡇࡶࡡࡽ࠼࡚࠸ࡿࡡࠋ
㹁 ࡸࡗࡓ࣮㸪ࢼࢫࢱࢵࢡࠋసᡓࢆ❧࡚ࡓ࠸ࡀ࠶ࡗࡓࡡࠋ
㹁 ࣞࢩ࣮ࣈࡽࡘ࡞ࡂྜ࠺࣑ࢫࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡼࠋࡶ࠺㸵ᅇࡶᡂຌࡋ࡚࠸ࡿࡼࠋ
ࡇࡢㄪᏊ࡛㡹ᙇࢁ࠺ࠋ
㸰 ࢳ࣮࣒࡛ㄢ㢟ゎỴࡋࡓࡇࡢᡂᯝࢆヰࡋྜ࠺ࠋ
㹒 ᪥ࡢᏛ⩦࡛㸪ࢳ࣮࣒࡛ࡀࢇࡤࡗࡓࡇ㸪႐ࡧྜࡗࡓࡇࡣఱ࡛ࡍࠋ
㹁 㸦సᡓ࣮࣎ࢻୖ࡛࣐ࢢࢿࢵࢺࢆ᧯సࡋ࡞ࡀࡽ㸧ࢳ࣮࣒࡛ࣞࢩ࣮ࣈࡽࣃࢫࢆ
ࡘ࡞ࡂྜ࠺సᡓࢆ❧࡚࡚㸪⨨ࢩ࣮ࢺࢆࡗ࡚⦎⩦ࡋࡓࡢ࡛㸪సᡓࡀ㸶ᅇࡶᡂ
ຌࡋࡲࡋࡓࠋ
㹁 㸦సᡓ࣮࣎ࢻୖ࡛࣐ࢢࢿࢵࢺࢆ᧯సࡋ࡞ࡀࡽ㸧ࡀࢇࡉۑۑసᡓ㏻ࡾື࠸࡚㸪
࣡ࢻࢥ࣮ࢺࢆάࡋ࡚ࢱࢵࢡࢆ㸱ᅇࡶỴࡵ࡚ࡃࢀࡓࡢ࡛㸪ࢳ࣮࣒ࡢࡳࢇ࡞
࡚ࡶ႐ࡧࡲࡋࡓࠋ
㹒 ࡍࡈ࠸ࡡࠋ᪥ࡣ㸪ࢳ࣮࣒ࡢㄢ㢟ྜࡗࡓసᡓࢆࡋࡗࡾ❧࡚࡚ὶᡓࢆ㡹
ᙇࡗࡓࡢ࡛㸪ࡗࡓࢳ࣮࣒ࡶ㸪㈇ࡅࡓࢳ࣮࣒ࡶ㸪ࢳ࣮࣒࡛༠ຊࡋ࡚ࢤ࣮࣒ࢆࡍ
ࡿࢆࢃ࠼ࡓࡳࡓ࠸࡛ࡍࡡࠋ
㸱 ᮏࡢὶᡓ࡛ࡢࢳ࣮࣒ࡢㄢ㢟ࢆࡾ㏉ࡗ࡚㸪సᡓࢆࡉࡽࡢࡼ࠺ࡘࡃ
ࡾ࠼ࡿヰࡋྜ࠺ࠋ
 ࣐ࢤ࣮࣒ὶᡓ࡛ࡢࢳ࣮࣒ࡢㄢ㢟ࢆヰࡋྜ࠺ࠋ
㹒 ࡑࢀ࡛ࡣ㸪ࡶࡗࡇࡇࢆ㡹ᙇࡗࡓࡽ㸪㐃ಀࣉ࣮ࣞࡀࡶࡗࡼࡃ࡞ࡗ࡚㸪ࢳ࣮
࣒ࡢᚓⅬࡀቑ࠼ࡑ࠺ࡔ࠸࠺ㄢ㢟ࡣ࡞࠸࡛ࡍࠋ
㹁 ࣐ࢤ࣮࣒࡛ࡶ㸪ࣞࢩ࣮ࣈࡢ࣑ࢫࢆࡍࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ
㹁 ࣐ࢤ࣮࣒࡞ࡢ㸪ࢱࢵࢡࡀ࡞࡞Ỵࡲࡽ࡞ࡃ࡚㸪┦ᡭࡢ࣑ࢫࡢᚓⅬࡢ
᪉ࡀከࡗࡓ࡛ࡍࠋ
㹁 ᚓⅬࡶከࡗࡓࡅࢀ㸪ኻⅬࡶከࡗࡓ࡛ࡍࠋࣞࢩ࣮ࣈㄢ㢟ࡀ࠶ࡿᛮ࠸
  
− 187 −

ࡲࡍࠋ
 ࢳ࣮࣒ࡢㄢ㢟సᡓࡢ౯್ࢆࡶ㸪ḟࡢసᡓࡢ᪉ྥᛶࢆヰࡋྜ࠺ࠋ
㹒 ࡑࢀࡒࢀࡢࢳ࣮࣒ㄢ㢟ࡀ࠶ࡾࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ┦ᡭࡽཷࡅࡿሙ㠃㸪௰㛫ࡘ
࡞ࡄሙ㠃㸪┦ᡭ㏦ࡿሙ㠃ࡢࡇㄢ㢟ࡀ࠶ࡾࡑ࠺࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚㸪ㄢ㢟ࡀぢ
ࡘࡗࡓࡽ㸪ࢇ࡞సᡓࢆ❧࡚ࡓࡽୖᡭࡃ࠸ࡁࡑ࠺࡛ࡍࠋ
㹁 ┦ᡭࡽཷࡅࡿሙ㠃ࡀㄢ㢟ࡔࡗࡓࡽ㸪ࣞࢩ࣮ࣈࡋࡸࡍ࠸୪ࡧ᪉ࢆᕤኵࡋ࡚స
ᡓࢆ❧࡚ࡓࡽ࠸࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚㸪ࡸࢃࡽ࠸ࣞࢩ࣮ࣈࢆḟࡢேࡀཷࡅࡸ
ࡍ࠸᪉ྥࡋࡓࡽࡼ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㹁 ௰㛫ࡘ࡞ࡄሙ㠃ࡀㄢ㢟ࡔࡗࡓࡽ㸪ࣃࢫࡋࡸࡍ࠸ᙧࢆࡘࡃࡿసᡓࢆ❧࡚ࡓࡽ
࠸࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ௰㛫ࡀ࠸ࡿ᪉ྥࡸࢃࡽ࠸࣮࣎ࣝࢆ㏦ࡿୖᡭࡘ࡞ࡀࡿ
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㹁 ┦ᡭ㏦ࡿሙ㠃ࡀㄢ㢟ࡔࡗࡓࡽ㸪ࡡࡽ࠸᪉ࢆᕤኵࡋࡓసᡓࢆ❧࡚ࡓࡽ࠸࠸
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ✵࠸࡚࠸ࡿࡇࢁࡸ➃ࡗࡇࢆࡡࡽࡗ࡚㸪ᙉ࠸ࢱࢵࢡࡀᡴ࡚ࡿࡼ࠺
㸪࡞ࡿࡃ࣏ࢪࢩࣙࣥࡶ๓࡛ᡴࡗࡓࡽ࠸࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㹒 సᡓࢆ❧࡚ࡿ࡞ࡇࢆ㸪ࡓࡃࡉࢇぢࡘࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡲࡍࡡࠋ
ࡑࢀ࡛ࡣ㸪ࢳ࣮࣒࡛ㄢ㢟ྜࡗࡓసᡓࢆヰࡋྜࡗ࡚❧࡚ࡲࡋࡻ࠺ࠋࢳ࣮࣒ࡢ࣮ࣝ
ࣝࡢࡇࡶ⪃࠼࡚άࡍ㸪ࡉࡽࡼ࠸సᡓࡀ࡛ࡁࡿᛮ࠸ࡲࡍࡼࠋ
㹁 㸦ྛࢳ࣮࣒࡛㸪సᡓ࣮࣎ࢻࢆࡗ࡚ㄢ㢟ྜࡗࡓసᡓࢆヰࡋྜ࠺ࠋ㸧
㹒 ࡑࢀ࡛ࡣ㸪᪥ࡢᏛ⩦ࡣ㸪ࢇ࡞ࡇࢆ㡹ᙇࡾࡲࡍࠋ
㹁 ࡰࡃࡢࢳ࣮࣒ࡣ㸪ࣞࢩ࣮ࣈࡢ࣑ࢫࡀከࡗࡓࡢ࡛㸪┦ᡭࡽཷࡅࡿࡢ୪ࡧ
᪉࣮࣎ࣝࡢཷࡅ᪉ࢆᕤኵࡋࡓసᡓࢆ❧࡚࡚㸪࠸࠸ࡕ᪉ࢆࡋࡓ࠸࡛ࡍࠋ
㹁 ࢃࡓࡋࡢࢳ࣮࣒ࡣ㸪ࢱࢵࢡࢆᡴࡘேࡀᡴࡕࡸࡍ࠸࣮࣎ࣝࢆࣃࢫ࡛ࡁࡿࡼ࠺
㸪௰㛫ࡘ࡞ࡂྜ࠺ᙧࢆᕤኵࡋࡓసᡓࢆ❧࡚࡚㸪㡹ᙇࡾࡓ࠸࡛ࡍࠋ
㹁 ࡰࡃࡢࢳ࣮࣒ࡣ㸪ࢱࢵࢡࢆᡴࡗ࡚ࡶࢇᣠࢃࢀ࡚࠸ࡓࡽ㸪࣡ࢻࢥ࣮
ࢺࡢᗈࡉࢆάࡋ࡚㸪ࢱࢵࢡࢆᡴࡘ⨨ࡡࡽ࠺᪉ྥࢆᕤኵࡋࡓసᡓࢆ❧࡚
࡚㸪ࢱࢵࢡ࡛ᚓⅬࢆࡾࡓ࠸࡛ࡍࠋ
㹒 ḟࡢ㛫ࡣ㸪ࡉࡽࡇࢀࡽࡢసᡓࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪㡹ᙇࡾࡲࡋࡻ࠺ࠋ

̓

ᯈ

̓
᭩ ィ

⏬
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බ❧Ꮫᰯ࡛࠼ࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢヨ⾜༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ⚟ᒸᕷ❧す㧗ᐑᑠᏛᰯࡢᏱ㒔ᐑ⣧୍ᩍㅍࡽࡢሗ࿌᭩

㸯 ⫋ဨࡢㄪᰝ᪉ἲࡘ࠸࡚
 ࣭ㄪᰝ᪉ἲ㸸ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ㸦ᢥ୍᪉ᘧグ㏙᪉ᘧࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ㸧
 ࣭ᑐ  ㇟㸸ⱝᡭ◊ಟᑐ㇟⪅
 ࣭ㄪᰝ᪥ 㸸㸷᭶୰㡭㹼 ᭶  ᪥

㸰 ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢෆᐜ㞟⣙⤖ᯝࡘ࠸࡚
࣭
࠙タၥ㸯ࠚ ͤࠕࡼࡃࢃࡽ࡞࠸ࠖࡢᅇ⟅㒊ศୗ⥺ࢆධࢀ࡚࠸ࡲࡍ
 ਦݰకǛᛠǜưǈƯᲦƲƷᆉࡇᲦϋܾƕǘƔǓǇƠƨƔᲹɦᚡƷžƋ᳸ƔſƷɶƔǒᲦᐯЎƴɟဪӳƏƱ࣬
ƏǋƷƴɺǛƭƚƯɦƞƍŵ
ƋᲴǑƘǘƔǒƳƍ
ƍᲴᢿЎႎƴᲦǑƘǘƔǒƳƍƱƜǖƕƋǔ
ƏᲴϋܾƸǘƔǔ
ƑᲴƍƯƋǔϋܾƴƭƍƯᲦᙲໜሁǛ˂ᎍƴᛟଢưƖǔ
ƓᲴƍƯƋǔϋܾǛჇ˩ƠƯᲦܱោưƖǔ
ƔᲴƍƯƋǔϋܾƔǒᲦᙲእǛ৷ƖЈƠƯᲦ˂ƷҥΨưܱោưƖǔ
࠶
࠸
࠺
࠼
࠾

ㅮᖌ㸯ᖺḟ
㸱ྡ
㸰ྡ
㸯ྡ
㸰ᖺḟ
㸱ྡ
㸱ᖺḟ
㸲ᖺḟ௨ୖ
㸱ྡ
㸰ྡ
ྜ㸦㹌㸻14㸧
㸲㸱㸣
㸱㸴㸣
㸵㸣
㸯㸲㸣
࣭
࠙タၥ㸯ࡢձࠚ
žƋᲦƍſƴɺǛƭƚƨ૾ǁƷឋբưƢŵਦݰకǛᛠǜưᲦǘƔǒƳƍƱ࣬Ƭƨ૨ᚕᲦϋܾƴƭƍƯᲦƍƘ
ƭưǋನǘƳƍƷưƍƯɦƞƍŵ èƆŨŨƇƷŨŨᢿЎƸᲦᛠǜƩਦݰక
࣭
ࠝయ⫱ᖜ㊴ࡧࡢᐇ㊶ࠞ
⥴ⓗ࡞Ⓨಙࡢពࡀࡼࡃࢃࡽ࡞࠸㸪Ⅼᩘࡢ⤌ࡳ㸦ᖜ㊴ࡧ㸧ࡀࢃࡽ࡞࠸㸪ᖜ㊴ࡧ㧗㊴ࡧࡢࡼ࠺࡞⣣
ࡀ࠶ࡿࡇࡀࢃࡽ࡞࠸㸪Ꮚࡶྠኈࡀࡁࡕࢇほᐹ࡛ࡁࡿࡢ㸦ᖜ㊴ࡧ࡛㸧
࣭
ࠝ♫᫂ᨻᗓࡢᐇ㊶ࠞ
㢟㸦ྜពᙧᡂຊ㸧
㸪ᩍᮦほ㸦➨㸱⪅ⓗ࡞ど㔝ࡢ⋓ᚓࢆಁࡍ㸧
㸪ඣ❺ほ㸦⪅༠ྠࡋྜពᙧᡂࡍࡿຊ㸪
㸧༢ඖ
┠ᶆ㸦ே㛫㛵ಀᙧᡂຊྜពᙧᡂຊࡢ㐪࠸㸧ࡢពࡀࡼࡃࢃࡽ࡞࠸
࣭
ࠝ⟬ᩘ❧యࡢᐇ㊶ࠞ
ࢳ࣮࣒㸦ࢢ࣮ࣝࣉ㸧ࡢᵓᡂ᪉ἲࡀࡼࡃࢃࡽ࡞࠸ࠋ⏕ά㠃࡛ࡢάື࡞ࡢ㸪ࡑࡢ༢ඖࡸᮏ➼ࡼࡗ࡚ពᅗ
ⓗᵓᡂࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࠋ
࣭
ࠝ⟬ᩘᅗᙧࡢᐇ㊶ࠞ
ヰࡋྜ࠸ࡢ୰㌟ࡘ࠸࡚㸪୍㏻ࡾ⮬ศࡢពぢࢆゝ࠺ࡇࢁࡲ࡛ࡣ㸪ࡢࢡࣛࢫ࡛ࡶࡸࡗ࡚࠸ࡿᛮ࠺ࡀ㸪ࡑ
ࢀ௨㝆㸪ࡼࡾࡼ࠸ពぢࢆࡲࡵࡿ㐣⛬ࡣศࡿேࡔࡅ࡛ヰࡀ㐍ࢇ࡛ࡋࡲ࠺ࡇࡀ࠶ࡿࠋ࠼ࡤ㸪㸲ே⌜ࡔ
ࡋ࡚㸯ேࡀᾘᴟⓗ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ࡑࢀࡣ⌜ࡢពぢ࡞ࡿᛮ࠺ࡀ㸪ࡑࡢ㸯ேࢆྲྀࡾṧࡍࡇ࡞ࡃヰࡋྜ࠺ᡭ❧
࡚ࡀヲࡋࡃ▱ࡾࡓ࠸ࠋ
࣭
ࠝᅜㄒ୕ᖺᓘࡢᐇ㊶ࠞ
 ᩍᖌࡢᨭࡸ␃ពⅬࡀグ㏙ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡼࡃࢃࡽ࡞࠸ࠋ࡞Ⓨၥࡀ࠶ࡗࡓࡽࢃࡾࡸࡍ࠸ࠋᯈ᭩ィ⏬
ࡀ࠶ࡗࡓࡽࢃࡾࡸࡍ࠸ࠋࡢ㒊ศ࡛࠸ࡌࡵᑐ⟇࡞ࡿࡢࡼࡃࢃࡽ࡞࠸ࠋ
࣭
ࠝ⟬ᩘᩚ⌮ࡢ᪉ࠞ
 ព㆑ⓗ࡞Ⓨಙຊࢆ⫱࡚ࡿ㸪࠺ࠕ࠸ࡌࡵ㜵Ṇࠖࡘ࡞ࡀࡿࡢ㸪ࡘ࡞ࡀࡾࡀศࡽ࡞࠸ࠋ⟬ᩘᏛ⩦ࡢ୰࡛
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Ⓨಙຊࡣ㌟ࡃᛮ࠺ࠋⓎಙຊ࠸ࡌࡵ㜵Ṇࡢ㛵ಀᛶࡣఱࡔࢁ࠺ࠋЍே㛫㛵ಀᙧᡂຊࡢ⫱ᡂ

࣭
࠙タၥ㸰ࠚ ͤࠕᐇ㊶Ᏻࡀ࠶ࡿࠖࡢᅇ⟅㒊ศୗ⥺ࢆධࢀ࡚࠸ࡲࡍ
 žƍơǊ᧸ഥſǛॖƠƨᅹਦݰƷਦݰకǛᛠǜưᲦܱᨥƴǍƬƯǈƨƍƱ࣬ƍǇƢƔᲹƦǕƱǋᲦǍƬ
ƯǈƨƍƱ࣬ǘƳƍưƢƔᲹᐯЎƴɟဪӳƏƱ࣬ƏǋƷǛᢠǜưɺǛƭƚᲦྸဌǋƑƯɦƞƍŵ
ᲮᲴƥƻǍƬƯǈƨƍᲦᲭᲴǇƋǇƋǍƬƯǈƨƍᲦᲬᲴƋǇǓǍƬƯǈƨƍƱ࣬ǘƳƍᲦᲫᲴǇƬƨƘǍƬƯǈƨƍƱ࣬ǘƳƍ

㸲

㸱

㸰

ㅮᖌ㸯ᖺḟ

㸯ྡ

㸲ྡ

㸯ྡ

㸰ᖺḟ

㸰ྡ

㸯ྡ

㸲ᖺḟ௨ୖ

㸯ྡ

㸲ྡ

ྜ㸦㹌㸻14㸧

㸰㸷㸣

㸴㸲㸣

㸯

㸱ᖺḟ

㸵㸣

Ƃྸဌƃ
ȷᐯЎƷǯȩǹưƢǔƱᲦȁȸȠǍݣ৴Ƣǔܖ፼ƴ܇ƲǋƨƪƕॖഒႎƴӕǓኵǈƦƏƩƔǒ
ȷ
žƍơǊ᧸ഥſƱƠƯƷ̖͌ƕƋǓᲦʴೌƷᚇໜƔǒǋӲᅹưƷӕǓኵǈƸ࣏ᙲƩƱ࣬ƏƔǒŵưǋᲦᩊƠ
ƦƏŵȬșȫ᭗ƦƏŵ૰ƩƚưƸᲦᐯЎƴƸಅƷᡶǊ૾ƕǑƘЎƔǒƳƍƔǒŵ
ȷᅹਦݰưƍơǊ᧸ഥǛਦݰưƖǔƷƕƢƝƍŵܱោƠƯǈƨƍŵ
ȷܖኢኺփƴဃƔƤƦƏƩƔǒŵ
ȷૼƠƍƜƱƴȁȣȬȳǸƠƯᲦƲƏƩƬƨƔƝƨƑǛࢽƨƍƔǒưƢŵ
ȷȁȸȠưңщƠƯ᬴ܱƞƤǔѣƞƤǔѣǛᡫƠƯᲦǯȩǹƷᩎൢƕƲƷᆉࡇ҄٭ƢǔƷƔᐻԛƕƋǔ
ƔǒưƢŵƠƔƠᲦƜƷಅƴǑƬƯᲦஜ࢘ƴƍơǊƷͯᚇᎍƴǢȗȭȸȁưƖǔƷƔƲƏƔƸွբƴ࣬ƍ
ǇƢŵ
ȷಅƷɶưȁȸȠǛኵǜưբ᫆ǛᚐൿƞƤƨǓᲦॖᙸǛˡƑƨǓӖƚλǕƨǓƢǔᢅᆉǛٻЏƴƢǔƜƱưᲦ
ӐᢋƱƷុᩉǛǊƨǓᲦʴ᧓᧙̞ǛሰƚƨǓƢǔƱ࣬ƏŵƦƏƍƬƨኺ᬴ǛƞƤǔƜƱƸᲦƱƯǋॖ፯Ʒ
ƋǔƜƱƩƱ࣬Əŵ
ȷǇƩ 6ᲫưಅǛƠƨƜƱǋƳƍƔǒᲦǋƏݲƠኺ᬴ǛᆢǇƳƍƱưƖƳƍƱ࣬ƍǇƠƨŵ
ȷƜǕǇưƷᐯЎᐯ៲ƷਰǓᡉƬƯǈƯǋᲦǿǰȩǰȓȸᲦȐǹǱȃȈȜȸȫᲦǵȃǫȸGVE Ʒ˳Ʒᚑƕឪ
ƜǓࢽǔȁȸȠݣ৴ƷᢃѣƸᲦ܇ƲǋӷٟƷȈȩȖȫƕǑƘឪƖƯƍǇƠƨŵƜƷਦݰకưƸᲦȁȸȠσᡫ
ƷႸႎǛǋƭƨǊƴᲦȜȸȉǛ̅ƬƯ˺˺ǓǛᘍƏƱƍƯƍǇƠƨƕᲦƦǕƴǑǓ܇ƲǋƨƪƸႻȁ
ȸȠǍѨƭƜƱƹƔǓƴؓბƤƣᲦàᐯЎƷȁȸȠàƷѣƖǍᲦᢋࡇᲦȁȸȠȯȸǯƴᲦǑǓƖǛፗƘ
ǑƏƴƳǔƱ࣬ƍǇƢŵѠࢍƴƳǓǇƢŵƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵ
ȷȚǢưᎋƑƨǑƞᲢǑǓǑƍǋƷƕưƖƨᲣƱƍƏƷƕᲦ܇ƲǋƷᚸ̖ưưƯƖƨƷưŵ
ȷǍƬƯǈƨƍƱ࣬ƍǇƢŵᲭ࠰ဃưžȕȭǢȩȪȸȜȸȫſƕƳƍƷưᲦКҥΨưܱោưƖǔƔᎋƑƨƍƱ
࣬ƍǇƢŵ
ȷȁȸȠưࢫлЎਃǛƠƯᛦǂᲦƦƷኽௐƔǒƖǇǓǛᙸƭƚƯƍƘƱƍƏಅǹǿǤȫƸᲦƱƯǋᐻԛขƘᲦ
ᐯɼࣱǛᏋƯǔɥưஊјƩƱज़ơǇƢŵƨƩᲦᐯЎƷǯȩǹưᲦஇࢸૠྸƴƨƲǓბƘƔƲƏƔЎƔǓǇƤ
ǜŵƲƜǇưưƖǔƔᚾƠƯǈƨƍưƢŵ
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ȷƍơǊǔͨᲦƍơǊǒǕǔͨᲦƍơǊƷͯᚇᎍᲦƦǕƧǕƴ࣏ᙲƳщƱƍƏᚇໜưಅǛƠƨƜƱƕƳƔƬ
ƨƔǒưƢŵ
ȷᅹਦݰƷɶưᏋƭщƕƲƷǑƏƴžƍơǊ᧸ഥſƴƭƳƕǔƷƔྸᚐƠƳƍƱܱោƸᩊƠƍŵ
࣭
࠙ࣥࢣ࣮ࢺࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹࠚ
࠙ۑタၥ㸯ࡢձࠚࡢୗ⥺㒊ศࡘ࠸࡚
ᩍ⛉➼ࡢᣦᑟࠕ࠸ࡌࡵ㜵Ṇࠖࡢ㛵ಀᛶࡀࡘࡳࡃ࠸ᛮࡗࡓᩍဨࡀ࠸ࡿࡇࡀࢃࡾࡲࡍࠋ
࠙ۑタၥ㸰ࠚࡢୗ⥺㒊ศࡘ࠸࡚
ᐇ㊶ࡋ࡚ࡳࡓ࠸ᛮ࠺ࡀᐇ㊶࡛ࡁࡿ࠺ࢃࡽ࡞࠸⪃࠼࡚࠸ࡿᩍဨࡀ࠸ࡿࡇࡀࢃࡾࡲࡍࠋ
ୖグࡢࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࢆཷࡅ㸪
ࠕ࠸ࡌࡵ㜵Ṇࠖᩍ⛉➼ࡢᣦᑟ㛵ಀᛶࢆࡶࡓࡏࡿࡶ㸪ྛ⮬ࡀ⮬ศ࡞ࡾ
ゎ㔘ࡋ࡚ᐇ㊶࡛ࡁࡿࡼ࠺௦ࢆ⪃࠼ࡲࡋࡓࠋ


㸱 ᐇ㊶ࡘ࠸࡚
  ᐇ㊶ձᐇ㊶ղ㸪㸰㏻ࡾࡢ᪉ἲ࡛ᤵᴗᐇ㊶ࢆ⾜࠸㸪ຠᯝࢆ᳨ドࡍࡿࡇࡋࡲࡋࡓࠋ

 ᐇ㊶ձ
ࠕ࠸ࡌࡵ㜵Ṇࠖࢆពᅗࡋࡓᩍ⛉➼ᣦᑟ㞟ࢆㄞࢇ࡛㸪⮬ศ࡞ࡾࡢゎ㔘ᡭ❧࡚ࡢࡶᐇ㊶ࡍࡿ
 ࣭➨㸰Ꮫᖺ㐨ᚨࠕᙺ❧࡚࡚࠺ࢀࡋ࠸࡞ࠖ㸯㸯᭶ୗ᪪
 ࣭➨㸱Ꮫᖺయ⫱ࠕࢳ࣮࣒࡛ࡘࡃࢁ࠺㸟ࣇ࣮࣮ࣟࣛࣜ࣎ࣝࠖ
㸸㸯㸯᭶୰᪪

 ᐇ㊶ղ
௦ ู⣬㈨ᩱ ࢆࡶ㸪Ꮫᖺ㸪ᩍ⛉➼࡛ᐇ㊶ࢆࡍࡿ
 ࣭➨㸯Ꮫᖺ㸱ࢡࣛࢫ㸪ᅜㄒࠕ⮬ື㌴ẚࠖ
㸪 ᭶୰᪪
 ࣭➨㸱Ꮫᖺ㸯ࢡࣛࢫ㸪ᅜㄒࠕࡍࡀࡓࢆ࠼ࡿ㇋ࠖ
ࠕ㣗≀ࡢࡦࡳࡘࢆᩍ࠼ࡲࡍࠖ
㸪 ᭶ᐇ㊶
 ࣭➨㸲Ꮫᖺ㸯ࢡࣛࢫ㸪⌮⛉ࠕ⇕ࡢఏࢃࡾ᪉ࠖ
㸪 ᭶㹼 ᭶ᐇ㊶
 ࣭➨㸲Ꮫᖺ㸯ࢡࣛࢫ㸪⟬ᩘࠕィ⟬ࡢࡁࡲࡾࠖ
㸪 ᭶ᐇ㊶
 ࣭➨㸴Ꮫᖺ㸯ࢡࣛࢫ㸪య⫱ࠕ㕲Წࠖ
㸸 ᭶㹼 ᭶ᐇ㊶

 ᳨ド᪉ἲ
  ᐇ㊶ձ㸪ᐇ㊶ղࡘ࠸࡚㸪௨ୗࡢࡶࡢࢆ⏝࠸࡚ඣ❺ࡢኚᐜࢆࡳࡲࡍ
 ⮬ ۑసࣥࢣ࣮ࢺ
ձ 㐩ࡢⓎ⾲ࢆࡋ࡚㸪㐩ࡢⓎ⾲ࡘࡅຍ࠼ࢆࡋࡓࡾ㸪⪃࠼ࢆ⭾ࡽࡲࡏࡓࡾࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸽
ղ ࡳࢇ࡞ࡀⓎ⾲࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪Ⓨ⾲ᅇᩘࡢᑡ࡞࠸ேࠕ࡞ࠖࡍ࡛࠺ࢇࡉۑゝࡗ࡚ࡺࡎࡗ࡚࠶ࡆࡓ
ࡾ㸪ᣦྡࡋࡓࡾࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸽
ճ Ⓨ⾲ࡋ࡚࠸ࡿேࡢ᪉ࢆྥ࠸࡚㸪㐩ࡢヰࢆ⪺࠸࡚࠸ࡲࡍ㸽
մ ⮬ศࡀⓎ⾲ࡍࡿࡁヰࢆ⪺࠸࡚࠸࡞ࡉࡑ࠺࡞㐩ࠕࡇࡗࡕࢆྥ࠸࡚ୗࡉ࠸ࠖ࡞ࡢゝⴥࡅࢆࡋ࡚࠸
ࡲࡍ㸽
յ 㐩ࡢᙺ❧ࡘࡼ࠺Ⓨ⾲ࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸽

  ۑᚰ⌮ᑻᗘࠕ$66(66ࠖ
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  ࣭ேࢧ࣏࣮ࢺ ࣭㠀ᐖⓗ㛵ಀ ࣭ྥ♫ⓗࢫ࢟ࣝ
 ۑᚰ⌮ᑻᗘࠕ♫ᛶືࡢᏛ⩦㸪6(/6ࠖࡢ♫ⓗ⬟ຊ
  ࣭⮬ᕫࡢẼ࡙ࡁ ࣭⪅ࡢẼ࡙ࡁ ࣭⮬ᕫࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ 
࣭ᑐே㛵ಀ ࣭✚ᴟⓗ㈉⊩ⓗ࡞ዊάື
㸲 ᐇ㊶ࡢᐇ㝿⪃ᐹ
 ᐇ㊶ձࠕᣦᑟ㞟ࢆㄞࢇ࡛㸪⮬ศ࡞ࡾࡢゎ㔘ᡭ❧࡚ࡢࡶᐇ㊶ࡍࡿࠖࡢᐇ㝿⪃ᐹ
ᐇ㊶ձࡣ㸪
ࠕ࠸ࡌࡵ㜵Ṇࠖࢆពᅗࡋࡓᩍ⛉➼ᣦᑟ㞟ࢆㄞࢇ࡛㸪ⱝᡭᩍဨࡀ⮬ศ࡞ࡾࡢゎ㔘ᡭ❧࡚ࡢࡶ
ᐇ㊶ࡋࡲࡋࡓࠋᴫ␎ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛ࡍࠋ

࠙➨㸰Ꮫᖺ㐨ᚨࠕᙺ❧࡚࡚࠺ࢀࡋ࠸࡞ࠖࡢᐇ㝿 㸯㸯᭶ୗ᪪ࠚ
ࠕࠖۑ
㸸ᣦᑟ㞟ࡽㄞࡳྲྀࢀࡿᣦᑟୖࡢ࣏ࣥࢺ ࠕЍࠖ
㸸ⱝᡭᩍဨࡀ⾜ࡗࡓᐇ㝿

 ۑ๓㸪ᮏ㸪ᚋ㸪㸱ࡘࡢᣦᑟࢆ㐃ᦠࡉࡏ࡚࠸ࡿ
 Ѝ ๓㸪ᮏ㸪ᚋ㸪㸱ࡘࡢᣦᑟࡀ࠺ࡲࡃ㐃ᦠࡋ࡚࠸࡞࠸
ⱝᡭᩍဨࡢᐇ㊶࡛ࡣ㸪๓ᣦᑟ࡛ඣ❺⮬ศࡓࡕࡢಀάືࡢ⮬ᕫホ౯ࢆࡉࡏ㸪ㄢ㢟ព㆑ࢆࡶࡓࡏ࡚ᮏ
㐃ᦠࡉࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡋࡋ㸪ᮏᚋᣦᑟࢆ㐃ᦠࡉࡏ࡚㸪ඣ❺ࡀࠕാ࠸࡚ࡼࡗࡓࠋ
ࠖᐇ
ឤ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࡢάືࡀ༑ศ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ

 ۑ㐨ᚨⓗ౯್㏕ࡿሙ㠃࡛㸪ࢳ࣮࣒ࡼࡿヰࡋྜ࠸ࢆ⤌ࡳ㸪㐨ᚨⓗ౯್Ẽࡏ࡚࠸ࡿ
 Ѝ ࢳ࣮࣒ࡼࡿヰࡋྜ࠸ࡀ㸪ಀάືࡢఱࢆࡀࢇࡤࡿࡢࡘ࠸࡚ࡢヰࡋྜ࠸࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸㸪㐨ᚨⓗ
౯್Ẽࡃࡇࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
 ⱝᡭᩍဨࡢᐇ㊶࡛ࡣ㸪ᮏ᮶࡞ࡽࡤ㸪ࢳ࣮࣒࡛ࡢヰࡋྜ࠸ࢆ⤌ࡴࡇ࡛㸪ඣ❺㐨ᚨⓗ౯್ࡘ࠸࡚Ẽ
ࡏࡓ࠸άືࡀ㸪ಀάືࡢ⾜ື┠ᶆࢆ❧࡚ࡿヰࡋྜ࠸࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ


࠙➨㸱Ꮫᖺయ⫱ࠕࢳ࣮࣒࡛ࡘࡃࢁ࠺㸟ࣇ࣮࣮ࣟࣛࣜ࣎ࣝࠖ 㸯㸯᭶୰᪪ࠚ
ࠕࠖۑ
㸸ᣦᑟ㞟ࡽㄞࡳྲྀࢀࡿᣦᑟୖࡢ࣏ࣥࢺ ࠕЍࠖ
㸸ⱝᡭᩍဨࡀ⾜ࡗࡓᐇ㝿

࠺ࡼࡃ⥆ࡀ࣮ࣜࣛ ۑ㐠ືࡢ≉ᛶࢆ⪃៖ࡋ࡚࣮ࣝࣝࢆኚ᭦ࡍࡿࡇ࡛㸪㐠ືᑐࡍࡿಶேࡢ⬟ຊᕪࢆప
ࡃࡋ㸪ࢤ࣮࣒ᛶࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪࣮ࣛࣜࡀ⥆ࡁࡸࡍࡃ࡞ࡾ㸪ࢳ࣮࣒࡛సᡓࢆヰࡋྜ࠺ᚲ↛ᛶࡀ
⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡿ 
 Ѝ ࣮ࣝࣝࡢኚ᭦ࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪࣮ࣛࣜࡀ⥆ࡎ㸪సᡓࢆヰࡋྜ࠺ᚲ↛ᛶࡀప࠸
 ⱝᡭᩍဨࡢᐇ㊶࡛ࡣ㸪㐠ືࡢ≉ᛶࢆ⪃៖ࡋࡓ࣮ࣝࣝࡢኚ᭦⏝ලࡢᕤኵࡀᑡ࡞ࡗࡓࡓࡵ㸪ඣ❺ࡢᢏ⬟ᕪ
࡞ࡀ⾲ࢀ㸪࣮ࣛࣜࡀ⥆ࡁࡃ࠸≧ἣ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ࢳ࣮࣒ࡀࡍࡿࡓࡵࡢάⓎ࡞ពぢ
ὶࡣぢࡽࢀࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ
ࡋࡋ㸪࣮ࣛࣜࢆ⥆ࡅࡿࡓࡵࢳ࣮࣒࡛ヰࡋྜ࠺ጼࡀぢࡽࢀࡲࡋࡓࠋࡇࡢࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ㸪య⫱⛉࡛ࡢ
ࢳ࣮࣒ᡓࢆ⾜࠺༢ඖ࡛ࡣ㸪ࢳ࣮࣒࡛ヰࡋྜ࠺ᶵࢆタࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵ㸪ᣦᑟ㞟ࡢᐇ㊶㏆ࡅࡿࡇ
ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿవᆅࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
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 ᐇ㊶ղࠕ௦ࢆࡶ㸪Ꮫᖺ㸪ᩍ⛉➼࡛ᐇ㊶ࢆࡍࡿࠖࡢᐇ㝿⪃ᐹ
ᐇ㊶ղࡣ㸪ⱝᡭᩍဨ࡛ࡶᐇ㊶ฟ᮶ࡿࡼ࠺⡆༢࡞௦ࢆసᡂࡋ㸪ࡑࡢᡭ❧࡚ࢆࡶᐇ㊶ࡋࡲࡋࡓࠋᴫ␎ࡣ௨
ୗࡢ㏻ࡾ࡛ࡍࠋ

ϸ ௦ࡢෆᐜ
 ۑ༢ඖࢆᒎ㛤ࡍࡿ࠶ࡓࡗ࡚ⱝᡭᩍဨ࠾㢪࠸ࡋࡓࡇ
 ᩍᖌࡢࡁࡵ⣽࡞ኌࡅࡼࡗ࡚㸪Ꮚࡶࡀ௨ୗࡢࡇࢆព㆑࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ
 ࣭㸯ே࡛ศࡗ࡚‶㊊ࡏࡎ㸪ࡢ㐩ࡢຓࡅ࡞ࡿࡼ࠺Ⓨゝࡋ㸪ࡳࢇ࡞࡛ศࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠋ
 ࣭ࡔࡕࡢ⪃࠼ࢆཷᐜⓗཷࡅṆࡵࡿࡇ࡛㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ῝ࡵࡓࡾ㸪ᗈࡆࡓࡾࡍࡿᶵࡍࡿࠋ

 ۑᩍᮦ◊✲ࢆࡍࡿᙜࡓࡗ࡚࠾㢪࠸ࡋࡓࡇ
ཎ๎㸪ὶάືࢆ⤌ࢇ࡛ୗࡉ࠸ࠋ࡛ࡁࢀࡤ㸪⌜࡞ࡢᑠ㞟ᅋࡢὶάືࡀዲࡲࡋ࠸࡛ࡍࠋࡲࡓ㸪௨ୗࡢ
ࡇࢆ༢ඖࡢ୰⤌ࡳ㎸ࢇ࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
࠙ᡭ❧࡚㸯ࠚᏊࡶྠ➼࡞㈨᱁㸦Ⓨゝᶒ㸧ࢆࡶࡓࡏ࡚ࡃࡔࡉ࠸
 ᪥ᖖⓗᏳᚰࡋ࡚Ⓨゝ࡛ࡁࡿ㢼ᅵࡢ㔊ᡂດࡵࡿࠋຍ࠼࡚㸪࡞ࡶࡢ࡛ࡶ࠸࠸ࡢ࡛㸪୍ேࡦࡾ⪃
࠼ࢆࡶࡓࡏࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ᩍ⛉ࡢ≉ᛶᮏᛂࡌ㸪⪃࠼ࢆࡶࡓࡏࡿࡓࡵࡢᨭࢆ⾜࠺ࠋ
࠙ᡭ❧࡚㸰ࠚᏊࡶࡢヰࡋྜ࠸ඹ㏻┠ⓗࢆࡶࡓࡏ࡚ࡃࡔࡉ࠸㸦ᣑᩓ or ᮰㸧
ὶάື࡛ࡣ㸪⪃࠼ࢆᣑᩓࡉࡏࡿࡢ㸪᮰ࡉࡏࡿࡢࢆࡣࡗࡁࡾࡉࡏὶࡉࡏ࡚ୗࡉ࠸
࣭ᣑᩓࡉࡏࡿࡁ㸸࠸ࡢ⪃࠼ࡢከᵝᛶࢆㄆࡵ㸪ඃຎࢆࡘࡅ࡞࠸
࣭᮰ࡉࡏࡿࡁ㸸࠸ࡢ⪃࠼ࡢ౯್ࢆཷᐜࡋࡓୖ࡛㸪ほⅬࢆ᫂☜ࡋ᳨࡚ウࡋ㸪⪃࠼ᗎิࢆࡘࡅࡓࡾ㸪
⤫ྜࡋࡓࡾࡍࡿ
࠙ᡭ❧࡚㸱ࠚᏊࡶ࠸㈉⊩ࡉࡏ࡚ࡃࡔࡉ࠸㸦࣮ࣝࣝࢆタᐃࡍࡿ㸧
ࠕⓎ⾲ࡍࡿࡁࠖ
࣭๓ࡢேࡢⓎ⾲ࢆࡋ࡚㸪ࡘࡅຍ࠼ࡓࡾ⭾ࡽࡲࡏࡓࡾࡍࡿ
࣭Ⓨ⾲ᩘࡢᑡ࡞࠸ேࢆࣆ࣮ࣝࡋࡓࡾ㸪
ࠕ࡞ࠖࡍ࡛࠺ࢇࡉۑゝࡗ࡚ࡺࡎࡗ࡚࠶ࡆࡓࡾࡉࡏࡿ
ࠕ⪺ࡃࡁࠖ
࣭Ⓨ⾲ࡋ࡚࠸ࡿேࡢ᪉ࢆྥ࠸࡚⪺ࡃ
࣭⮬ศࡢ᪉ࢆྥ࠸࡚࠸࡞࠸ࡁࠕࡇࡗࡕࢆྥ࠸࡚ୗࡉ࠸ࠖせồࡍࡿ


Ϲ ᐇ㝿⪃ᐹ
᪥ᖖࡢᏛ⩦ᣦᑟ௦ࡢᡭ❧࡚ࢆ⤌ࡳ㎸ࡴࡔࡅ࡞ࡢ࡛㸪⛬ᗘࡢ㐪࠸ࡣ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀ㸪⤒㦂ࡀὸ࠸ⱝᡭᩍဨ࡛
ࡶᐇ㊶ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
㸦ͤヲࡋࡃࡣู⣬ㄽᩥࢆཧ↷ୗࡉ࠸㸧

Ϻ య⪃ᐹ
 ۑᩍᮦゎ㔘ࡀ༑ศ࡞ࡇࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪ⱝᡭᩍဨࡀᣦᑟ㞟ࢆㄞࢇ࡛Ꮫ⩦ᣦᑟࢆ⾜࠺ࡢࡣ㞴ࡋ࠸ሙྜࡀ࠶ࡾࡲ
ࡍࠋ
 ۑᅇ⏝࠸ࡓ௦ࡢࡼ࠺㸪ẚ㍑ⓗ⡆༢࡞ᡭ❧࡚ࢆ⤌ࡴᏛ⩦ᣦᑟ࡞ࡽࡤ㸪ⱝᡭᩍဨ࡛ࡶᐇ㊶ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ
ᛮࢃࢀࡲࡍࠋ
 ۑᅇࡢᐇ㊶ࢆ⾜࠺࠶ࡓࡾ㸪ඣ❺ࡢኚᐜࢆᚰ⌮ᑻᗘ࡛ ᐃࡋࡲࡋࡓࠋ ͤヲ⣽ࡣู⣬ㄽᩥཧ↷  ᚰ⌮ᑻᗘࡢ
ᩘ್ࢆぢࡿ୍ᐃࡢᡂᯝࡀぢࡽࢀࡲࡍࡀ㸪ᤵᴗ⪅ᮏேࡀࣥࢣ࣮ࢺࢆ㓄ᕸࡋඣ❺グධࡉࡏ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪➨୕
⪅ࡀࣥࢣ࣮ࢺࢆグධࡉࡏࡓሙྜ㸪 ᐃ್ࡀ␗࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
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․ ࠰ࡇ ᇹʚׅᅦޢჄਦݰɼʙሁ
ᄂ̲˟ ‚․ ࠰உ ଐ≌

䛿䛨䜑䛻
ᖹᡂ㻞㻠ᖺ㻣᭶䚸㈡┴ὠᕷ䛾⮬ẅ䛻䛴䛔䛶䚸ሗ㐨䛜䛒䜛
䛂䛔䛨䜑㜵Ṇᑐ⟇᥎㐍ἲ䛃䠄㻴㻞㻡㻚㻢㻚㻞㻤බᕸ㻛㻥㻚㻞㻤⾜䠅
䛂䛔䛨䜑䛾㜵Ṇ➼䛾䛯䜑䛾ᇶᮏⓗ䛺᪉㔪䛃䛾⟇ᐃ䠄㻴㻞㻡㻚㻝㻜㻚㻝㻝䠅

䛔䛨䜑㜵Ṇ䛾⌧≧䛸ㄢ㢟
䡚 䚸ᨵ䜑䛶ၥ䛔┤䛩䜉䛝䛣䛸 䡚

䛂䛔䛨䜑䛾ᐃ⩏䛃䠄ἲ➨䠎᮲䠅
ඣ❺⏕ᚐ䛻ᑐ䛧䛶䚸ᙜヱඣ❺⏕ᚐ䛜ᅾ⡠䛩䜛Ꮫᰯ 䛻ᅾ⡠䛧䛶䛔䜛➼
ᙜヱඣ❺⏕ᚐ䛸୍ᐃ䛾ேⓗ㛵ಀ䛻䛒䜛䛾ඣ❺⏕ᚐ䛜⾜䛖ᚰ⌮ⓗཪ
䛿≀⌮ⓗ䛺ᙳ㡪䜢䛘䜛⾜Ⅽ䠄䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䜢㏻䛨䛶⾜䜟䜜䜛䜒䛾䜢
ྵ䜐䚹䠅䛷䛒䛳䛶䚸ᙜヱ⾜Ⅽ䛾ᑐ㇟䛸䛺䛳䛯ඣ❺⏕ᚐ䛜ᚰ㌟䛾ⱞ③䜢
ឤ䛨䛶䛔䜛䜒䛾

ᯚᧉᏋܖٻཎ˓
ࠊ᧵ٻᇌܖٻӸᛎ
᧵ٻೈᔹܖٻ܇ڡΨᧈܖὉӸᛎ

᳃⏣ὒྖ
䛆ᇶᮏ᪉㔪p.4䡚䛇
䕿 ಶ䚻䛾⾜Ⅽ䛜䛂䛔䛨䜑䛃䛻ᙜ䛯䜛䛛ྰ䛛䛾ุ᩿䛿䚸⾲㠃ⓗ䞉ᙧᘧⓗ䛻䛩䜛䛣䛸
䛺䛟䚸䛔䛨䜑䜙䜜䛯ඣ❺⏕ᚐ䛾❧ሙ䛻❧䛴䛣䛸䛜ᚲせ

➨⋛㒊

䛔䛨䜑ၥ㢟䛾⌧≧䛸ㄢ㢟

♫ၥ㢟䛸䛿䚸≉ᐃ䛾⌧㇟䛾୰䛻ே䚻(䝯䝕䜱䜰)䛜䛂ၥ㢟䛒䜚䛃䛸䛩䜛ព㆑䛸
䜽䝺䜲䝮䝯䜲䜻䞁䜾⾜ື䛻䜘䛳䛶⏕ᡂ䛥䜜♫ⓗ䛻ᵓ⠏䛥䜜䜛⌧㇟
ே䚻䛾䛂㛵ᚰ䛃䛾ภᩘ → 䛔䛨䜑䛿䛂ぢ䜘䛖䛸䛧䛺䛡䜜䜀ぢ䛘䛺䛔䛃⌧㇟
→ 䛭䜜䛰䛡䛻ே䚻䛾㛵ᚰ䛜ప䛟䛺䜜䜀䚸ぢ䛘䛪䚸ᑐᛂ䜒䛥䜜䛺䛟䛺䜛

䊠㻙䠍䠊 䛔䛨䜑䛾⌧≧䛻ぢ䜛␃ពⅬ
ᖹᡂ㻞㻡ᖺᗘ䛾ㄆ▱௳ᩘ䛿⣙㻝㻤䠒༓௳䠄๓ᖺᗘ⣙㻝㻥䠔༓௳䠅

180000

♫

ၥ
㢟

䛾
➨

䛾
Ἴ
㻔㻥㻠㻕

160000

ព㆑䛾㧗䜎䜚䜔ྲྀ⤌䛻䛴䛔䛶䛾᳨ウ䛜㐍䜣䛰䛣䛸䛿ホ౯䛷䛝䜛
䛧䛛䛧䚸ῶᑡ䛾⌮⏤䛻䛴䛔䛶䛿୍ᴫ䛻ㄝ᫂䛷䛝䛺䛔

♫

ၥ
㢟

䛾
➨
୍
䛾
Ἴ
㻔㻤㻡㻕

140000
120000
100000

䛔䛨䜑䛜♫ၥ㢟䛸䛺䛳䛯䛣䜜䜎䛷䜢䜚㏉䛳䛶䜏䜛䛸
ᠱᛕ䛥䜜䜛Ⅼ䛜₯䜣䛷䛔䜛

80000
60000
40000

䛔䛨䜑䛿䛂ぢ䛘䛻䛟䛔ᵓ㐀䛃䜢䜒䛳䛯䛂♫ၥ㢟䛃䛷䛒䜛

20000

䞉ほⓗୡ⏺䛻ᐇᛶ䛾ᇶ┙䜢⨨䛟⌧㇟ 䞉ㄆ▱䛾䛪䜜䜔㐣ㄗ䜢క䛖
䞉ຍᐖព㆑䛜ᕼⷧ䛺䛜ᑡ䛺䛟䛺䛔
䞉䝛䝑䝖ୖ䛾䛔䛨䜑
䞉ᐇㄆᐃ䛜ᐜ᫆䛷䛺䛔䛜ከ䛔
䞉㏻ሗ䜔ッ䛘䛜ᑡ䛺䛔
䞉ᙜ⪅㛫䛾ၥ㢟䛸䛧䛶ᤊ䛘䚸⮬ศ䛯䛱䛾ၥ㢟䛸䛧䛶ᤊ䛘䜛ഴྥ䛜ᙅ䛔

♫

ၥ
㢟

䛾
➨
ᅄ
䛾
Ἴ
(12)

♫

ၥ
㢟

䛾
➨
୕
䛾
Ἴ
㻔㻜㻢㻕

䠄ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛂ඣ❺⏕ᚐ䛾ၥ㢟⾜ື➼⏕ᚐᣦᑟୖ䛾ㅖၥ㢟䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ䜘䜚䠅
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ㄆ▱௳ᩘ䛾ቑຍ䛿䚸Ꮫᰯ䞉ᐙᗞ䞉ᆅᇦ䛾ឤᛶ䛸ᩍ⫱ຊ䛾⌧䜜䛷䜒䛒䜛
䛔䛨䜑䛾䛔䜢ឤ䛨䛯䜙 䊻 ຍᐖഃ䛾⿕ᐖഃ䚸࿘䜚䛾Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛾ᚰ䛾୰䛻ఱ䛜㉳䛣䛳䛶䛔䜛䛛㻫
䛔䛨䜑䛰䛸ุ᩿䛧䛯䜙
䊻 䛔䛨䜑䛻䜘䛳䛶ㄡ䛜䛹䜣䛺ၥ㢟䜢ᢪ䛘䛶䛔䜛䛛㻛ᢪ䛘䜛䛣䛸䛻䛺䜛䛾䛛㻫
䊻 ᩍᖌ䛻䛿䛹䜣䛺ᛂ䛜⌧䜜䛶䛔䜛䛛㻛⤌⧊䛸䛧䛶䛹䜣䛺ᑐᛂ䛜䛸䜙䜜䜛䛛㻫

䛔䛨䜑䛾ㄆ▱௳ᩘ䛻䛴䛔䛶

⋛-䠎 䛔䛨䜑䛿䚸䛺䛬䚸䛹䛣䛻䛷䜒䚸ㄡ䛻䛷䜒㉳䛣䜚䛖䜛䛾䛛

䐟 㒔㐨ᗓ┴㛫୪䜃䛻ᖺᗘ䛻䜘䜚ㄆ▱௳ᩘ䛻䛝䛺ᕪ䛜䛒䜛
䠄ᖹᡂ25ᖺᗘ䛷䛿1000ேᙜ䛯䜚䛾ㄆ▱௳ᩘ䛻⣙䠔䠏ಸ䛾ᕪ䛜䛒䜛䠅
䞉㒔㐨ᗓ┴㛫䛷䛔䛨䜑䛾Ⓨ⏕௳ᩘ䛻䛝䛺ᕪ䛜䛒䜛䛛
䞉䛔䛨䜑䛾ㄆ▱ຊ䛻㒔㐨ᗓ┴㛫䛾ᕪ䛜䛒䜛䛛
䞉ㄆ▱䛧䛯䛾䛖䛱䚸ᐃ⩏䛻↷䜙䛧䛶䛹䛾⛬ᗘ䜎䛷䜢䛔䛨䜑䛸䛧䛶
ᐇ㝿䛻䜹䜴䞁䝖䛧䛶䛔䜛䛾䛛䛾ᕪ䛷䛿䛺䛔䛛

ୡ⏺䛾◊✲⪅䛾ᐃ⩏䛻ඹ㏻䛩䜛䛂⌧㇟Ⓨ⏕䛾䝯䜹䝙䝈䝮䛃䛾
᭱䜒ᮏ㉁ⓗ䛺ᇶᮏせ⣲䛿
ຊ㛵ಀ䛾㠀ᑐ⛠ᛶ䠄䜰䞁䝞䝷䞁䝇䠅䛾ᝏ⏝䞉⏝
䛂ຊ䠄power䠅䛃䛸䛿䛂ᙳ
ᙳ㡪ຊ䛃䜢ព䛩䜛

䐠 䛔䛨䜑䛾ㄆ▱௳ᩘ䛾⪃䛘᪉
䕿ἲ䛻ᐃ⩏䛩䜛䛂䛔䛨䜑䛃䛿䚸♫ᛶ䜢㌟䛻䛴䛡䜛㏵ୖ䛻䛒䜛ඣ❺⏕ᚐ䛾㛫
䛷䛿䚸䛧䜀䛧䜀Ⓨ⏕䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜛
䕿䛂䛔䛨䜑䛃䛾ึᮇ䛾ẁ㝵䠄ึᮇ䛾ẁ㝵䛷䜒䚸䛔䛨䜑䛿䛔䛨䜑䛸䛧䛶ㄆ▱௳ᩘ䛻
ྵ䜎䜜䜛䠅䛿䚸Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛰䛡䛷䛔䛨䜑䜢ゎỴ䛩䜛䛣䛸䜔ே䛜㐺ษ䛻
䛛䛛䜟䜚䛺䛜䜙䚸Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛜య䛸䛺䛳䛶ゎỴ䛩䜛䛣䛸䛜ከ䚻䛒䜛䠄ゎỴ
䛧䛯䜒䛾䜒ㄆ▱௳ᩘ䛻ྵ䜎䜜䜛䠅 → 䠄ᙜ↛䚸ㄆ▱௳ᩘ䛿ቑ䛘䜛䠅
䕿䛧䛛䛧䚸䛂䛔䛨䜑䛃䛿䚸ணᮇ䛫䛼᪉ྥ䛻᥎⛣䛧䚸㔜䛺ែ䛻⮳䜛䛣䛸䜒䛒䜛
䛾䛷䚸ே䛜ᢕᥱ䛧䚸ぢᏲ䜚䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶ᣦᑟ䛩䜛䛣䛸䛜䛝䜟䜑䛶㔜せ

䛂ᙳ㡪ຊ䛃䛿䚸ே䛜㛵ಀ䜢⤖䜃㞟ᅋ䜔⤌⧊䜢స䜚䚸♫⏕ά䜢
Ⴀ䜐䛻䛒䛯䛳䛶ྍḞ䛷䚸ᬑ㐢ⓗ䛺せ⣲

䛭䛾ᝏ⏝䞉⏝䛷䛒䜛䛂䛔䛨䜑䛃䛿അⓎⓗ䛷䛺䛔
⣙䠔䛾ඣ❺䞉⏕ᚐ䛜ఱ䜙䛛䛾ᙧ䛷䛔䛨䜑䛻㛵䜟䛳䛶䛔䜛
䠄ᮾி㒔ᩍ⫋ဨ◊ಟ䝉䞁䝍䞊ㄪᰝ䠅
䠅

㏣㊧ㄪᰝ䛷䛿䚸⣙䠕

䠄ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤㄪᰝ䠅

ᆤ⏣▱ᗈ䛂䛔䛨䜑ၥ㢟䛻㛵䛩䜛⌧≧䛸ྲྀ⤌䛃䛔䛨䜑㜵Ṇᨭ䝥䝻䜾䝷䝮ᚨᓥ㓄㈨ᩱ䛛䜙సᡂ
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1

Ϩ-䠏

䜒䛖୍䛴䛾ษ䛺どⅬ

ே䜒Ꮚ䛹䜒䜒ྵ䜑᪥ᮏ♫ᣲ䛢䛶䛾ྲྀ䜚⤌䜏䜢㏻䛨䛶
䛂ᚰ㇏䛛䛷Ᏻ䞉Ᏻᚰ䞉ᛌ㐺䛺䛂♫䛃䜢䛔䛛䛻䛧䛶స䜛䛛䛸䛔䛖
Ꮫᰯ䜢ྵ䜑䛯♫య䛻㛵䛩䜛ᅜ
ᅜẸⓗ䛺ㄢ㢟䛃
䠄ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛂ᇶᮏ᪉㔪䛃 㻼㻚㻞䠅

ே♫䛾䝟䝽䝝䝷䚸䝉䜽䝝䝷䚸ᚅ䚸DV䛺䛹䛸
ྠ䛨䝯䜹䝙䝈䝮䛷Ⓨ⏕䛩䜛⌧㇟
䛔䛨䜑䜈䛾ᑐᛂ䛿䚸Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛾䛔䛨䜑䛰䛡䛻≉䛩䜛䜒䛾䛷䛿䛺䛔
Ꮚ䛹䜒䜒ே䜒䛜┤㠃䛩䜛⌧ᐇ䛾♫䛾ゎỴㄢ㢟
䛔䛨䜑ၥ㢟䜢⮬ศ䛯䛱䛾ၥ㢟䛸䛧䛶ཷ䛡Ṇ䜑䜛䛣䛸
Ꮫ䜃䛿䝡䝆䝵䞁䛸┠ⓗ䛻䛴䛺䛜䛳䛶ᘬ䛝㉳䛣䛥䜜䜛
ᩘ್䛾ྥୖ䚸Ᏻ✵㛫䛾ᥦ౪䛿ṇᙜ䛺┠ᶆ䛰䛜䚸
᭱⤊┠ᶆ䛻䛺䛳䛶䛧䜎䛖䛸 䝡䝆䝵䞁䛿▸ᑠ䛩䜛

ᘏ䛧᪥ᖖ䛧䛶䛔䛟䛂䛔䛨䜑ᚰ䛃 → ᪥ᖖ䛻₯䜐䛂䛂Ⲩ䜜䜈䛾㥆䜜䛃䛻ὀព
䞉෭䜔䛛䛧䜔䛛䜙䛛䛔䛾᪥ᖖ䛸ᗘ䜢㉸䛧䛯䜅䛦䛡ྜ䛔 䞉ᑠᭀຊ䜔ᭀゝ䛾᪥ᖖ

䞉ᕪูⓗ䛺ゝື䛾ᶓ⾜

→ேᶒၥ㢟䞉♫ၥ㢟
ᬮ䛛䛔ᨭ䛘ྜ䛖♫➼䚻

䛔䛨䜑䛾Ṇ䜎䜚䜔䛩䛔ᅜ䛛䛹䛖䛛䛿
䛭䛾ᅜ䛾ᩍ⫱ຊ䛸ᅜẸ䛾ᡂ⇍ᗘ䛾ᣦᶆ

→ Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛻䛚䜒䛽䛺䛔/እ䛛䜙䛾どⅬ䜢ྲྀ䜚ධ䜜䜛

Ϩ䠉䠐 ♫䜢䛒䛢䛶䛾ྲྀ䜚⤌䜏䛸䛩䜛䛯䜑䛻䛿
Ꮫᰯ䛾ᇶᮏ᪉㔪䛸䝥䝻䜾䝷䝮䜢䜏䜣䛺䛾䜒䛾䛸䛩䜛䛣䛸

➨ϩ㒊 䛔䛨䜑ၥ㢟䜈䛾ᑐᛂ

•

Ꮫᰯ䛻䛚䛡䜛᪂䛧䛔ඣ❺⏕ᚐീ䛾㐀䛿䚸䛂䛂ᥦᆺ⬟ຊ䛃䜢䜒䛳䛯ඣ❺⏕ᚐ
䛾⫱ᡂ䛻䛒䜛䚹䛭䜜䛿䚸㞟ᅋ䛷ពᛮỴᐃ䛜䛷䛝䚸ᥦ䛩䜛Ꮚ౪䛯䛱䛾⫱ᡂ
䛷䛒䜛 䠄䛂䜰
䜰䜽䝔䜱䝤䞉䝷䞊䝙䞁䜾䛃䛂䜲
䜲䞁䝍䝷䜽䝔䜱䝤䛺ᤵᴗ䛃➼䛾ᐇ⌧䛻ྥ䛡
䛶䛾᪉⟇䚸䝭
䝭䞊䝔䜱䞁䜾ᩥ䜢᰿䛛䛫䜛➼䠅
→ 䜏䜣䛺䛜⪃䛘䞉䜒䛾䜢ゝ䛔䚸䛔䜢ㄪᩚ䛧䚸Ỵᐃ䛧䚸⾜ື䛩䜛ຊ䜢⫱ᡂ䛧
ே㛫㛵ಀ䚸㞟ᅋ䚸Ꮫᰯయ䛻ர䜛䛂ಟຊ䛾䛒䜛䛃㞟ᅋ⤒Ⴀ䛜ษ
• 㛵ಀ⪅㛫䛾ඹ㏻⌮ゎ䛸ྜពᙧᡂ䛜㔜せ䠄䛂
䛂⤌⧊䛃䛾ാ䛝䛜㘽䛸䛺䜛䠅
• ඣ❺⏕ᚐ䚸ಖㆤ⪅䚸ᆅᇦ♫䜢ᇶᮏ᪉㔪䛾PDCA䝃䜲䜽䝹䛻⨨䛵䛡䜛䛸䛸
䜒䛻䚸䛝䜑⣽䛛䛔ᗈ
ᗈሗάື䜢᥎㐍
•
•
•

᥎㐍ἲ䛻䛒䜛䛂䛔䛨䜑㜵Ṇ䛃䛾୕䛴䛾ᰕ
䠍 ᮍ↛㜵Ṇ
䠎 ᪩ᮇⓎぢ

Ꮫᰯ䞉ᐙᗞ䞉ᆅᇦ䛾㐃ᦠ䞉༠ാయไ䜢ᵓ⠏䛧䚸Ꮫᰯ䜢ᨭ䛩䜛ᇶ┙䜢స䜛
→ 䛂䝏䞊䝮䛸䛧䛶䛾Ꮫᰯ䛵䛟䜚䛃䛜ษ
Ꮫᰯ䛜ᆅᇦຊ䛾ᙉ䜔ఫ䜏䜘䛔䜎
䜎䛱䛵䛟䜚䛾ᢸ䛔ᡭ䛸䛺䜛→ ᚋ䛾䝁䝭䝳
䝙䝔䜱䞉䝇䜽䞊䝹䛾ᅾ䜚᪉䜢㋃䜎䛘䛯䛂
䛂ᆅᇦ䛸䛸䜒䛻䛒䜛Ꮫᰯ䛃

䠏 ᥐ⨨

ᆅᇦ㐃ᦠᢸᙜᩍဨ䛾㓄⨨䠄ᩥ⛉┬䛾ㄪᰝ䛻䜘䜛䛸䚸ᩍ⫱ጤဨつ๎䛻ᇶ䛵䛝䚸ᰯົศ
ᤸୖ䛻⨨䛵䛡䛶䛔䜛Ꮫᰯ䛿䚸⣙䠏䚹⨨䛵䛡䛜䛺䛟䛸䜒Ꮫᰯ䛾᪉㔪䛸䛧䛶䚸ᰯົศᤸୖ䛻
⨨䛵䛡䛶䛔䜛Ꮫᰯ䜢ྵ䜑䜛䛸⣙䠓䛻䛺䜛䠅

ϩ䠉䠍

䛺䛬䚸ᝒ䛜⧞䜚㏉䛥䜜䛶䛝䛯䛾䛛䡚㐣ཤ䛻Ꮫ䜆䡚

䛂ᮍ↛㜵Ṇ䛃䛻䛴䛔䛶䠄᪩ᮇⓎぢ䞉᪩ᮇᑐᛂ䛿ᚋᑐᛂ䠅

• ᇶᮏ䛿䚸Ᏻᚰ䞉Ᏻ䛺Ꮫᰯ⏕ά䜢㏦䜛䛣䛸䛜䛷䛝䚸つᚊṇ䛧䛔ែᗘ䛷
ᤵᴗ䜔⾜䛻యⓗ䛻ཧຍ䞉άື䛷䛝䜛Ꮫᰯ䛵䛟䜚䜢㐍䜑䜛䛣䛸
• 䛧䛛䛧䚸䝡䝆䝵䞁䛺䛝ᣦᑟ䛿ᩍ⫱䜢▸ᑠ䛩䜛༴㝤ᛶ䛜䛒䜛
• 䛔䛨䜑䜢⮬ศ䛯䛱䛾ၥ㢟䛸䛧䛶ཷ䛡Ṇ䜑ඣ❺⏕ᚐ⮬䜙䛜 యⓗ䛻
⪃䛘⾜ື䛷䛝䜛䜘䛖䛺ാ䛝䛛䛡䛜ᮍ↛㜵Ṇ䛾➨୍Ṍ
• ᒃሙᡤ䛵䛟䜚䜔♫ⓗ䛺⤎䠄䝋䞊䝅䝱䝹䞉䝪䞁䝗䠅䛵䛟䜚䜢㐍䜑䚸䛔䜢
ㄆ䜑ྜ䛔䚸䛔䜢ษ䛻䛩䜛ே㛫㛵ಀ䜢䛴䜐䛞ྜ䛔䚸䛔䛨䜑䜢㜵Ṇ
䛷䛝䜛Ꮫᰯ㢼ᅵ䜢㔊ᡂ䛩䜛
• 䛶䛾䛶䛾ඣ❺⏕ᚐ䛜ᤵᴗ䛻ཧຍ䛧ά㌍䛷䛝䜛䛂䜟䛛䜛ᤵᴗ䛃
䛵䛟䜚䛺䛹䛾ᤵᴗᨵၿ䛻㛵䜟䜛ྲྀ䜚⤌䜏䛜ษ
• 䛣䜜䛛䜙䛾⏕ᚐᣦᑟ䛿ᩍ⫱ㄢ⛬䛸୍య䛧䚸Ꮫᰯ䛾䛶䛾άື䛻
ர䛳䛶ᶓ᩿ⓗ䛻ᣦᑟ䛧䛶䛔䛟䛣䛸䛜ษ
• ⮬ᚊᛶ䞉⮬❧ᛶ䛾ᇶ┙䛸䛺䜛䛂⮬ᕫ⫯ᐃឤ䞉⮬ᕫ᭷⏝ឤ䛃䛸
䛂⮬ᕫຠຊឤ䛃䜢⫱䜐

• 䛔䛨䜑ᑐᛂ䛾ᇶᮏ䛿䚸㍍ᚤ䛺ẁ㝵䛷䜶䝇䜹䝺䞊䝖䜢ᢚṆ䛩䜛䛣䛸
䛧䛛䛧䚸㍍
㍍ᚤ䛺䛔䛨䜑䛾䛂ぢᤞ䛶䛃䜔ᑐᛂ䛾➼㛩ど䛜䛒䛳䛯
• 䛂䛔䛨䜑ၥ㢟䛃䛾ሙྜ䚸⌧ሙ䛷䛿䚸┠
┠䛻䛴䛟䛂䛔䛨䜑䛃䚸௳ᛶ䛾㧗
䛔䛂䛔䛨䜑䛃䛻ᑐᛂ䛧䛶䛝䛯
• 䛣䜜䜙䛾䛂䛔䛨䜑䛃䛿䚸㆙ᐹ䜢ྵ䜑䛯㛵
㛵ಀᶵ㛵➼䛸䛾㐃ᦠ䛜ᚲせ
䛺䜿䞊䝇䛜ከ䛔䚹䛧䛛䛧䚸㐃ᦠ䛻䛿ᚲ䛪䛧䜒✚ᴟⓗ䛷䛿䛺䛛䛳䛯
• 䜒䛖୍䛴䛾ᑐᛂ䛾ᇶᮏ䛿䚸ᮍ
ᮍ↛㜵Ṇ䚹䛧䛛䛧䚸㛫䛜䛛䛛䜚䚸ຠ
ᯝ䛜ぢ䛘䛻䛟䛔䛯䜑䚸➼㛩ど䛥䜜䛜䛱
• ᚑ᮶䛿䚸ᑐᛂ䜢ಶே䛾ຊ㔞䛻ጤ䛽䛯䜚䚸◊ಟ䛷䛿ಶே䛾㈨㉁⬟
ຊ䛾ྥୖ䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䛝䛯䚹㠃䚸 ᚭᗏ䛧䛯⤌⧊ⓗᑐᛂ䛻ྥ䛡䛯
䝅䝇䝔䝮䛾ᵓ⠏䛸య⣔ⓗ䞉ィ⏬ⓗ䛺ྲྀ䜚⤌䜏䛜༑ศ䛷䛒䛳䛯

ヲ䛧䛟䛿䚸ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ䛄⏕ᚐᣦᑟ䝸䞊䝣 䛔䛨䜑䛾ᮍ↛㜵ṆϨ䞉ϩ䛅
䛄䛂⤎䛵䛟䜚䛃䛸ᒃሙᡤ䛵䛟䜚䛃䛅୪䜃䛻ᣋⴭ䛄䛔䛨䜑䛸䛿ఱ䛛䛅 䜢ཧ↷䛾䛣䛸
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Ꮫᴗᣦᑟ䛾䠄ᰣᮌ┴ᩍጤ䠅
• Ꮫ䜃䛻ྥ䛛䛖㞟ᅋ䛵䛟䜚
䛆ཧ⪃㈨ᩱ䛇

䝋䞊䝅䝱䝹䞉䝪䞁䝗䛸䛿
䠄᳃⏣ὒྖ䛄䛔䛨䜑䛸䛿ఱ䛛䛅୰බ᪂᭩䜘䜚䠅

䐟䛆どⅬ䛇ᖐᒓព㆑䛾㧗䛔Ꮫ⣭䛸䛿
䠍ே䜂䛸䜚䛜Ꮫ⣭䛻ᡤᒓឤ䜔㐃ᖏឤ䜢ឤ䛨䜛ᒃᚰᆅ䛾Ⰻ䛔Ꮫ⣭䛷䛩
䐠䛆どⅬ䛇つ⠊ព㆑䛾㧗䛔Ꮫ⣭䛸䛿

• ே䛸ே䚸ே䛸㞟ᅋ䚸㞟ᅋ䛸㞟ᅋ䛸䜢⤖䜃䛴䛡䜛䛂♫ⓗ⤎䛃
䠄social bonds䠅䛻╔┠䛧䚸䛭䛾ᘱ⦆䚸ษ᩿䛻䜘䛳䛶ၥ㢟⾜ື䛜Ⓨ⏕
䛩䜛䛸䛔䛖䝰䝕䝹

㞟ᅋ⏕ά䜔ᑐே㛵ಀ䛻䛚䛡䜛䝹䞊䝹䛜ඣ❺⏕ᚐ䛻ඹ᭷䛥䜜䚸ᙜ䛯䜚๓䛾䛣䛸
䛸䛧䛶ᐃ╔䛧䛶䛔䜛Ꮫ⣭䛷䛩
䐡䛆どⅬ䛇䛔䛻㧗䜑ྜ䛘䜛Ꮫ⣭䛸䛿
ඣ❺⏕ᚐ䛻ᘓタⓗ䛺┦స⏝䛜䛒䜛Ꮫ⣭䛷䛩

• 䛂ே䛿䛺䛬つ⠊◚䜛䛾䛛䛃䛸䛔䛖ၥ䛔䜢䛂ே䛿䛺䛬つ⠊䜢Ᏺ䜝䛖䛸䛩䜛䛾
䛛䛃䛸䛔䛖ၥ䛔䜈䛸Ⓨ䜢㌿䛥䛫ᑟ䛝ฟ䛥䜜䛯⌮ㄽ
䛂᩺ຊ䛃䛷䛿䛺䛟♫䜈䛾䛂ᘬຊ䛃䛻╔┠䛩䜛⌮ㄽ

• Ꮚ䛹䜒䛜ពḧⓗ䛻ྲྀ䜚⤌䜐ᤵᴗ䛵䛟䜚

䛂⌧௦♫䛇䛃䛻䛚䛡䜛䛂䝋䞊䝅䝱䝹䞉䝪䞁䝗䛃䛿䚸
䐟ᚑ᮶䛾䜘䛖䛺㞟ᅋ䛜ಶே䜢⤌䜏㎸䜏య䛩䜛ຊ䜒㔜せ䛰䛜䚸
䐠ಶே䛛䜙♫ⓗ䛺ሙ䜔⪅䜈ᢞ䛢䛛䛡䜛䛂ព䛵䛡䛃䛾⣒䛾᮰䛜
㔜せ䛺ព䜢ᣢ䛴♫

䐟䛆どⅬ䛇⮬ಙ䜢ᣢ䛯䛫䜛ᤵᴗ䛸䛿
䛂䛷䛝䛯䛃䛂ศ䛛䛳䛯䛃䛸䛔䛖႐䜃䜔㐩ᡂឤ䛜䜟䛘䜛ᤵᴗ䛷䛩
䐠 䛆どⅬ䛇䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁⬟ຊ䜢⫱䜐ᤵᴗ䛸䛿
ඹྠ䛷Ꮫ䜆䛂Ꮫ䜃ྜ䛔䛃䛜䛒䜛ᤵᴗ䛷䛩
䐡 䛆どⅬ䛇୍ே୍ே䛾ᐇែ䛻㓄៖䛧䛯ᤵᴗ䛸䛿

䛾䛧䛜䛔䚸ᡂᑵឤ䚸䛭䜜䛮䜜䛾ሙ䛷⏕䛝䛶䛔䜛䛣䛸䜔Ꮡᅾ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛾ド䛧䚸
⮬ᕫ⫯ᐃឤ䚸⏕䛝䛜䛔䚸⪅䛾ホ౯䜔ᮇᚅ䚸♫ⓗ᭷⏝ឤ➼䛜ព䜢ᣢ䛴♫

• 䛂䛔䛨䜑䛃䛂Ⓩᰯ䛃䛺䛹䛾ၥ㢟䛿䚸Ꮫᰯ䛜ඣ❺⏕ᚐ䛻䛹䛾䜘䛖䛺ព
䛵䛡䜢ᥦ౪䛧䛖䜛䛾䛛䚸䛷䛝䛶䛔䜛䛾䛛䛜ၥ䜟䜜䜛ၥ㢟

ϩ䠉䠎

ඣ❺⏕ᚐ䛾䛥䜎䛦䜎䛺⬟ຊ䜔㐺ᛶ䚸≉ᛶ䛻ᛂ䛨䛶䚸Ꮫ⩦ୖ䛾㐺ᛂ≧ែ䜢ண
㜵䛩䜛ᡭ❧䛶䛜ᐇ㊶䛥䜜䛶䛔䜛ᤵᴗ䛷䛩

᪩ᮇⓎぢ䛻䛴䛔䛶

䛆ཧ⪃㈨ᩱ䛇

• 䛔䛨䜑䛿䜶
䜶䝇䜹䝺䞊䝖䛩䜛ᛶ㉁䛜䛒䜛䛣䛸䛻␃ព

Ꮫᰯ䛜䛔䛨䜑䛾᭷↓䜢᳨ド䛧䛯㻝㻟㡯┠

䐟䛂㠧ᙜ䛶䛃䜔䛂㐟䜃䞉䜅䛦䛡䞉෭䜔䛛䛧䞉䛛䜙䛛䛔䛃䛾ẁ㝵䛷䛿䛂❧ሙ䛾ධ䜜᭰䜚䛃
䛜ከ䛔䠄ሙ䛾䝜䝸䚸ከᑐከ䛾㛵ಀ䚸୍ᐃ䛾䝹䞊䝹䛾Ꮡᅾ䠅
䐠䛂䛔䛨䜑䜙䜜ᙺ䛃䛜ᅛᐃ䠄䠍ᑐከ䛾㛵ಀ䜈䛸ኚ䚸⢭⚄䞉㌟య䞉≀㈈䛻䜟䛯䜛
ᙜ䛺⾜Ⅽ䛾ቑຍ䠅
䐡䛂ᨭ㓄䠉᭹ᚑ䛃㛵ಀ䛾⤯ᑐ䛾୰䛷㐍䜐≢⨥䛸㏣䛔ワ䜑䜙䜜䜛⿕ᐖ⪅

య⫱䛾㛫䛻⫪䜢ᢲ䛥䜜䛯
⤥㣗‽ഛ୰䚸ᩍ⛉᭩䜢ᢞ䛢䜙䜜䛯
㉮䜚ᖜ㊴䜃䛾䜎䛽䜢䜔䜜䛸䛔䜟䜜䛯
ᮘ䛻㢌䜢ᢲ䛥䛘䜙䜜䛯
䝀䞊䝮䛂ኴ㰘䛾㐩ே䛃䛾䜎䛽䜢䛥䛫䜙䜜䛯
⮬⩦㛫䛻ᾘ䛧䝂䝮䜢䜆䛴䛡䜙䜜䛯
ᮅ䛻ิ䛻ධ䜜䛺䛔䜘䛖䛻䛥䜜䛯
Ύᤲ䛻䜋䛖䛝䜢䜆䛴䛡䜙䜜䛯
㝵ẁ䛷䝈䝪䞁䜢ୗ䛢䜙䜜䛭䛖䛻䛺䛳䛯
ᐟἩ◊ಟ䛷ᯖ䛷䛯䛯䛝ྜ䛔䚸䛡䜣䛛䛻䛺䛳䛯
䛡䜣䛛䛺䛹᪥ᖖⓗ䛻䝖䝷䝤䝹䛜䛒䛳䛯
䝞䝇䜿㒊䛷ᙉ䛔䝟䝇䜢ฟ䛩䛺䛹䛾᎘䛜䜙䛫
䛂ᚋ䜝䛾⏕ᚐ䛜䛖䜛䛥䛔䛃䛺䛹࿘ᅖ䜈䛾‶

• ᩍ⫋ဨ䛜ㄆ▱䛷䛝䜛䛔䛨䜑䛿䚸䛂㍍ᚤ䛺䛔䛨䜑䛃䛜ከ䛔 䊻 Ᏻᝏ䛾
ጞ䜎䜚䚹┦ㄯ䛧䜔䛩䛔⎔ቃ䛸యไ䛵䛟䜚䚸❆ཱྀ䛾᫂♧䛸࿘▱

• ㍍ᚤ䛺䛔䛨䜑䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᩍ⫋ဨ䛜䛭䛾ሙ䛷䛂ኵ䛃䛸䛛䛂䜘䛟䛒䜛䛣
䛸䛃䛸䛛䛂䛭䜜䛠䜙䛔䛾䛣䛸䡡䡡䡡䞉䛃䛸༶᩿䛧䛺䛔 䊻 䛔䛨䜑䛾䛔䚸ᘬ䛳䛛
䛛䜛ឤぬ䜢䛖
䛖䜔䜐䜔䛻䛧䛺䛔䚸䛥䛫䛺䛔䚹⿕ᐖ䜢䛂㐣ᑠホ౯䛫䛪䛃
⿃⿸䛻

• 䜟䛪䛛䛺ೃ䜔ᠱᛕ䚸ඣ❺⏕ᚐ䛛䜙䛾ッ䛘䜢䚸ᩍ⫋ဨ䛷ᢪ䛘㎸䜎䛪䚸
䛩䜉䛶ᙜヱ⤌⧊䛻ሗ࿌䞉┦ㄯ䛧䚸ึᮇ䛾ẁ㝵䛛䜙グ㘓䜢ྲྀ䜚䚸⤌⧊䛷
ሗ䜢⟶⌮䛧䚸ᑐᛂ䜢ุ᩿䛧ሗ䛾ඹ᭷䜢ᅗ䜛
• 䛭䛾ሙ䛷ὀព䜢䛘䜛䛰䛡䛷䛺䛟䚸ぢᏲ䜚䛸䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥䛜ษ䚹ゎ
Ỵ䛧䛯䛸ぢ䜙䜜䜛ሙྜ䛷䜒䚸⥅⥆䛧䛶ὀព䜢ᡶ䛔䚸ᚲせ䛺ᥐ⨨䜢⾜䛖䊻
⤌⧊䜈ሗ࿌䛧⤌⧊ⓗ䛻ᑐᛂ

䛔䛨䜑Ⓨぢ䛾䛝䛳䛛䛡

ᒾᡭ䞉୰䠎ṚஸᏛᰯሗ࿌᭩䛾䛔䛨䜑ุ᩿

䛔䛨䜑ุ᩿
㽢
䕿
㽢
䕿
㽢
䕿
䕿
䕿
㽢
㽢
㽢
䕿
㽢

䠄⏘⤒᪂⪺ 㻴㻚㻞㻣㻚㻣㻚㻞㻣㻌ᮅห䜘䜚䠅

Ϫ䠉䠏䠊 㐺ษ䛺ᥐ⨨䛻䛴䛔䛶䠄㐣ཤ䛻Ꮫ䜆᪥ᮏ䛾ㄢ㢟䠅

䠄H25ၥ㢟⾜ືㄪᰝ䜘䜚䠅

⿕ᐖ⪅䜢Ᏺ䜛䛰䛡䛷䛺䛟䚸ຍᐖ⪅䛻䛥䛫䛺䛔䛣䛸䛻䜒ຊ䜢ὀ䛠

䜰䞁䜿䞊䝖ᐇ⋡ 95.5% (๓ᖺᗘ 95.2%)
䞉 䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ䛿䚸ඣ❺⏕ᚐ䞉ᐙᗞ䛸䛾ಙ㢗䛵䛟䜚䛾୍⎔
䞉 䜰䞁䜿䞊䝖䛿⬟䛷䛿䛺䛔→ከᵝ䛺᪉ἲ䛾⤌䜏ྜ䜟䛫䛜ᚲせ

• ᪥ᮏ䛷䛿䚸ຍᐖഃ䜈䛾ᣦᑟ䛜༑ศ
• ⾜Ⅽ䛾㈐௵䜢ၥ䛖䛰䛡䛾ᣦᑟ䜔ㅰ⨥䛰䛡䛜ゎỴ䛸䛿⪃䛘䛺䛔䛣䛸
• ⾜Ⅽ䛻䛿Ẏ↛䛸䛧䛶᥋䛧䚸⾜Ⅽ䛾⫼ᬒ䜔ᢪ䛘䛶䛔䜛ㄢ㢟䛻䛿ู㏵
ศᯒ䞉ᑐᛂ
• 䛭䛾Ꮚ䛾ᡂ㛗䛻䛴䛺䛢䜛ᣦᑟ䜢┠ᣦ䛩
• ᠬ⨩䛻䜘䜛ᛂሗⓗṇ⩏䛾ᐇ⌧䛰䛡䛷䛺䛟䚸㛵ಀಟⓗ䠄♫ಟ
ⓗ䠅䠄restorative Justice䠅ṇ⩏䛾ᐇ⌧䛾ᑟධ䜒ど㔝䛻ධ䜜䛶ᑐᛂ

∝ܖఄ↝ᎰՃ≋ਃ˓∝ਃ˓ˌ↝ٳᎰՃ∝ᜱ≌ⅻႆᙸ ‣‧† ‗
∝⇈∙⇗∞⇮ᛦ௹ ‧․†‥‗‒≋ᎰՃሁ↝ႆᙸӳᚘ †‣‗‒‡‒இ˯ ․․† ‗≌
∝ஜʴⅺ↸↝ᚫⅷ ‣ †‗‒ ∝ஜʴ↝̬ᜱᎍⅺ↸↝ᚫⅷ ‣•†•‗
∝ஜʴ⇁ᨊⅾδᇜဃࢻⅺ↸↝ऴ̬↝∝ ‗‣†‥ إᜱᎍⅺ↸↝ऴ‗ †‣ إ
ษ䛺䛣䛸䛿䚸䛔䛨䜑䛷䛒䜛䛛䛹䛖䛛䜢ุ᩿䛩䜛䛣䛸䜘䜚
䛔䛨䜑䛸䜟䜜䜛䜒䛾䛶䛻ᑐᛂ

䐟ఱ䛜㉳䛝䛶䛔䛶䚸ఱ䛜ၥ㢟䛺䛾䛛䛻䛴䛔䛶䛾ᐇㄆ㆑
䐠⨥㞀ឤ䛾⮬ぬ䠄⮬ศ䛜ᝏ䛔䚸䛔䜝䛔䜝䛺䛸䛣䜝䛻㏞ᝨ䜢䛛䛡䛯䠅
䐡⮬ศ䛷ൾ䛔䜢⪃䛘䜛
䐢䜏䜣䛺䛜ൾ䛔䜢ㄆ䜑䜛䛛䠄㛵ಀಟⓗ䠅
䐣Ⓨ䜢㜵Ṇ䛩䜛䛯䜑䛻䚸䜏䜣䛺䛷⪃䛘䚸⾜ື䛩䜛䠄♫ಟⓗ䠅

䛆ᐇ䜢☜ᐃ→ᑐᛂ䛇䛸䛔䛖䝟䝍䞊䞁䛷䛿䛺䛟䚸䜎䛪≧ἣ䛻㎿㏿䞉㐺ษ䛻ᑐᛂ
(ඣ❺⏕ᚐ䜔ಖㆤ⪅䛾③䜏䞉ⱞ䛧䜏䛸䛭䜜䛜⏕䛨䛯≧ἣ䛻
ྥ䛝ྜ䛖䛣䛸䜢ᚋᅇ䛧䛻䛧䛺䛔)
䛔䛨䜑䜙䜜䛯ඣ❺⏕ᚐ䜔ሗ䜢ᥦ౪䛧䛶䛟䜜䛯ඣ❺⏕ᚐ䜢䛧䛳䛛䜚䛸Ᏺ䜛䛣䛸
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䛆 ཧ⪃㈨ᩱ䛇

䛔䛨䜑䛻ᑐ䛩䜛ᥐ⨨䠄➨䠎䠏᮲䠍䡚䠒䠅

ϩ䠉䠐

䐟 ᩍ⫋ဨ䜔ಖㆤ⪅䛺䛹䛿䚸ඣ❺⏕ᚐ䛛䜙䛾┦ㄯ䜢ཷ䛡䚸䛔䛨䜑䛾ᐇ䛜
䛒䜛䛸ᛮ䜟䜜䜛䛸䛝䛿䚸ඣ❺⏕ᚐ䛜ᅾ⡠䛩䜛Ꮫᰯ䜈㏻ሗ䛭䛾䛾㐺ษ䛺
ᥐ⨨䜢䛸䜛
䐠 Ꮫᰯ䛿䚸㏻ሗ䜢ཷ䛡䛯䛸䛝䜔䚸Ꮫᰯ䛻ᅾ⡠䛩䜛ඣ❺⏕ᚐ䛜䛔䛨䜑䜢ཷ䛡䛶
䛔䜛䛸ᛮ䜟䜜䜛䛸䛝䛿䚸㏿䜔䛛䛻䚸䛔䛨䜑䛾ᐇ䛾᭷↓䜢☜ㄆ䛧䚸䛭䛾⤖ᯝ䜢
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平成２７〜２９年度取組状況一覧
BP プロジェクトでは，それぞれの大学の研究の特色を生かしつつ，次のような名称での取組とし
て集約され，次表に掲げる各事業を中心に行う。
また，事業を円滑に行うため，実施組織として学長会議，代表者会議及び（担当者）協議会を設け，
状況に応じて協力機関・団体の同席を得て連携大学間で協議を行うとともに，4 構成大学関係者を中
心に，いじめ問題に関わる教育・研究従事者を集めた勉強会を開催する。

○宮城教育大学：「宮教版いじめ防止等支援プロジェクト」
○上越教育大学：「いじめ等予防対策支援プロジェクト」
○鳴門教育大学：「いじめ防止支援プロジェクト」
○福岡教育大学：「いじめ根絶アクションプログラム」

事

業

分

類

⑴教育・研究事業

事

業

・

取

組

①学校でのいじめの予防教育の開発と普及

主 幹 大 学
鳴門教育大学
福岡教育大学

②教育委員会等が行ういじめ問題に関する教員研修プログラ

上越教育大学

ムの開発
③特別支援教育といじめに関する研究

宮城教育大学

④スクールカウンセラーの活用と育成

鳴門教育大学

⑤いじめに関する事例等の分析

鳴門教育大学

⑥いじめ問題・生徒指導に強い教員を養成・育成するカリキュ

上越教育大学

ラムの開発（大学・大学院の授業改善）
⑵支援事業

○教育委員会・学校への各種支援

各大学で実施

（対策，研修，教育内容，個別ケース等）
⑶研修事業
※全体事業

○教育委員会研修担当者・教員等を対象にした研修会の実施

各大学で実施

※各大学が主催し全国 4 か所（宮城，新潟，徳島，福岡）
で開催

⑷情報提供事業
※全体事業

①いじめ防止関連情報を Web で全国に発信

鳴門教育大学

※各大学が関係ページを作成しリンクさせて集約
②シンポジウムの開催（東京）
※教育関係者，一般向け
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鳴門教育大学

【平成２９年度取組状況】（全体事業のみ）
◆研修事業
①いじめ等予防対策支援プロジェクト平成 29 年度研修会
『教員養成大学におけるいじめ授業の在り方を考える』−授業参観と研究協議会−
主

催：上越教育大学
平成 29 年 6 月 22 日㈭，上越教育大学において，アクティブ・ラーニングを積極的に取り
入れた「学生の実践力や思考力を高める授業」である，学部の「初等特別活動論」及び大学
院の「いじめ等先端課題研究特論」の授業を公開。その後，研究協議会を開催。

講義紹介：上越教育大学副学長

林

泰

学部授業科目「初等特別活動論」：担当

成

高

橋

知

己准教授

受講生 244 名，授業参観者 25 名
大学院授業科目「いじめ等先端課題研究特論」
：担当

稲

垣

応

顕教授

受講生 30 名，授業参観者 22 名
②平成 29 年度 BP プロジェクト第 1 回徳島大会
主

催：鳴門教育大学
平成 29 年 8 月 8 日㈫，第 43 回鳴教大教育・文化フォーラムとの共同で，鳴門教育大学講
堂において開催。鳴門市内の教員，徳島県内の教育関係者等 490 名が参加。テレビ会議シス
テムによるサテライト（阿南，美馬の各会場）にも配信。入場無料。

開会挨拶：鳴門教育大学長
鳴門市教育委員会教育長
司会進行：鳴門教育大学教授

山

下

安

田

小

坂

一

夫
修

浩

嗣

講

演：「いじめ対応を考え直す時」鳴門教育大学教授

阪

根

健

二

講

演：「子どもの心と大人の知恵」鳴門教育大学長

山

下

一

夫

閉会挨拶：鳴門教育大学理事・副学長

佐

③第 65 回日本 PTA 全国研究大会仙台大会
主

古

秀

一

< 講師派遣 >

催：公益社団法人日本 PTA 全国協議会
平成 29 年 8 月 25 日㈮ 〜 8 月 26 日㈯，宮城県仙台市において開催。
* 8 月 25 日㈮

特別第 1 分科会

会場：仙台サンプラザホール

基調講演：「子どもたちの豊かな心を育み，いじめが止まりやすい社会をめざして
〜今，私たちにできること〜」鳴門教育大学特任教授

森

田

洋

司

パネリスト

鳴門教育大学教授（いじめ防止支援機構長） 阿

形

恒

秀

コーディネーター

宮城教育大学准教授

保

順

也

パネルディスカッション「『いじめ』何が起きているかを知る」

− 206 −

久

④ BP（いじめ防止支援）プロジェクト第 2 回徳島大会
主

催：鳴門教育大学
平成 29 年 10 月 8 日㈰，徳島県徳島市において開催。徳島県内の教育関係者，学生，大学
院生等 100 名が参加。入場無料。

開会挨拶：鳴門教育大学長

山

下

一

夫

司会進行：鳴門教育大学教授（いじめ防止支援機構長） 阿

形

恒

秀

講

演：「いじめを考える」文部科学省初等中等教育局児童生徒課長

坪

田

知

講

演：「性の多様性の理解と学校現場でのいじめの現状」
鳴門教育大学教授（生徒指導支援センター所長） 葛

西

真記子

閉会挨拶：鳴門教育大学理事・副学長

佐

古

秀

広

氏

一

⑤いじめ防止研修会
主

催：宮城教育大学
平成 29 年 12 月 2 日㈯，東北地区の教員養成を担う国立大学の連携組織「東北教職高度化
プラットフォーム」事業の一つとして，弘前大学との共催で弘前大学創立 50 周年記念会館
みちのくホールにおいて開催。東北地区の教育委員会，学校関係者等 180 名が参加。入場無
料。

開会挨拶：宮城教育大学長

見

上

一

幸

趣旨説明：鳴門教育大学准教授

池

田

誠

喜

坪

田

知

広

基調講演：「いじめの問題に関する取組と現状」
文部科学省初等中等教育局児童生徒課長
講

氏

演：「いじめ防止対策の現状と課題〜学校現場の指導のむずかしさと大切さ〜」
鳴門教育大学教授（いじめ防止支援機構長） 阿

形

恒

いじめ防止の取り組みについて：青森県田舎館村立田舎館中学校教諭
閉会挨拶：弘前大学教育担当理事・副学長

伊

藤

成

秀
坂

本

寛

実

治

⑥平成 29 年度福岡教育大学いじめ防止研修会
主

催：福岡教育大学
平成 30 年 3 月 3 日㈯，福岡教育大学において開催。福岡県内外の教育委員会，学校関係
者等 138 名が参加。入場無料。

開会挨拶：福岡教育大学長

櫻

井

孝

俊

事業報告（全体）: 福岡教育大学教育総合研究所副所長・教授

大

坪

靖

直

齋

藤

事業報告（研究開発）：
「いじめを生まない授業づくり」
福岡教育大学附属福岡小学校教務主任・研究副部長

淳

ディスカッション（研究開発）
：「いじめを生まない授業づくり〜このような授業を行うと，
なぜいじめ防止に寄与できるのか〜」
福岡教育大学教育総合研究所副所長・教授

大

坪

靖

直

福岡教育大学附属福岡小学校教頭

平

井

源

樹

福岡教育大学附属福岡小学校研究部長

二

串

英

一
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福岡教育大学附属福岡小学校教務主任・研究副部長

齋

藤

淳

実践研究発表：「中学校におけるいじめ防止のための心理教育プログラム実践
〜いじめを深刻化させないための取組〜」
福岡教育大学教職大学院生徒指導・教育相談リーダーコース
2年
講

木

村

敏

久（北九州市立菅生中学校教諭）

演：「いじめ防止対策の要点〜いじめ認知の難しさと大切さ〜」
鳴門教育大学教授（いじめ防止支援機構長） 阿

閉会挨拶：福岡教育大学理事・副学長

形

恒

秀

添

弘

人

川

◆情報提供事業
①専用 web ページの構築
メインサーバー：鳴門教育大学
平成 29 年 4 月以降，連携各大学で関連ページを作成し，随時，専用ページにリンク。
②鳴門教育大学ギャラリー企画展
平成 29 年 12 月 4 日㈪〜平成 30 年 1 月 31 日㈬，鳴門教育大学ギャラリーにおいて企画展示
を実施。連携 4 大学のこれまでの取組内容のパネルを展示。
③文部科学省エントランス企画展示
平成 30 年 1 月 4 日㈭〜 2 月 9 日㈮，文部科学省新庁舎 2 階エントランスにおいて企画展示
を実施。発足から 3 年目を迎えた BP プロジェクト及び協力団体のこれまでの取組内容や成果
を展示・紹介。
④ BP プロジェクトいじめ防止支援シンポジウム
主

催：宮城教育大学，上越教育大学，鳴門教育大学，福岡教育大学
平成 30 年 2 月 11 日㈰，ステーションコンファレンス東京において開催。国内の教育関係者

等 170 名が参加。入場無料。
開会挨拶：鳴門教育大学長

山

下

一

夫（取りまとめ大学）

挨

拶：宮城教育大学長

見

上

一

幸，上越教育大学長

福岡教育大学長

櫻

井

孝

俊

来賓挨拶：国立教育政策研究所所長

有

松

育

子

川

崎

直

哉，

氏

事業紹介：「各大学・地域における BP プロジェクトの展開」
（座談会形式）
宮城教育大学理事・副学長

熊

上越教育大学副学長

林

鳴門教育大学教授（いじめ防止支援機構長）

阿

福岡教育大学教授（教育総合研究所副所長）

大

野

充

利

泰

成

形

恒

秀

坪

靖

直

基調講演：「国の『いじめ防止基本方針』の改定とその趣旨
−文部科学省「いじめ防止対策協議会」の審議から−」
鳴門教育大学特任教授，日本生徒指導学会会長
文部科学省いじめ防止対策協議会座長

森

田

洋

司

取組紹介：公益社団法人日本 PTA 全国協議会副会長

齋

藤

芳

尚

東京都教職員研修センター研修部教育開発課統括指導主事
閉会挨拶：宮城教育大学長

見
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志

村

上

一

氏
安

幸

氏

司会進行：第 1 部
第2部

鳴門教育大学准教授

池

田

誠

喜

鳴門教育大学教授（いじめ防止支援機構長） 阿

形

恒

秀

⑤ BP プロジェクト中間報告書（A4 版

白黒 2 色刷）

平成 27 〜 29 年度の取組成果を社会に公表・周知
⑥ BP リーフレット No.3（A3 版二つ折

カラー刷）

平成 29 年度の活動成果のエッセンスをまとめたもの。
◆会議開催
①第 1 回学長・代表者会議及び第 1 回協議会（合同開催 / ウェブ会議）
平成 29 年 6 月 2 日㈮

各大学所定会場

②第 2 回協議会（ウェブ会議）
平成 29 年 9 月 26 日㈫

各大学所定会場

③第 2 回学長・代表者会議及び第 3 回協議会（合同開催）
平成 30 年 2 月 10 日㈯

TKP 東京駅前カンファレンスセンター（東京都）

◆その他
連携大学担当者間において意見交換を実施。
①第 1 回勉強会：平成 29 年 6 月 22 日㈭上越教育大学
②第 2 回勉強会：平成 29 年 12 月 2 日㈯弘前大学
③第 3 回勉強会：平成 30 年 2 月 10 日㈯ TKP 東京駅前カンファレンスセンター
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あとがき
学校現場における「いじめ」の問題は教育にかかわる者にとって喫緊の課題であり，子どもの命を
守り，安心して学べる環境を築くことは，何より優先されなければならないことと考えております。
教員養成と研修に責任を持つ単科教育大学である，鳴門教育大学，上越教育大学，福岡教育大学，
宮城教育大学の 4 大学が現実の課題に真伨に向き合い，連携してその課題解決に取り組み，その成果
を世に問うべく始めた本事業ですが，研究成果が蓄積され，また取り組みが少しずつ拡がりを見せて
いること，全てがこの取り組みの成果とは申し上げませんが，いじめの認知件数が増加していること
は，大きな成果であると認識しております。
これまでの取り組みを振り返り，改めて事業を継続すること，多くの皆様の知恵を集約するという
意味での連携が大事であることを感じています。
まだまだ緒に就いたばかりの本事業ではありますが，今後とも，教員養成大学としての特徴を活か
し，これまでの取り組みや今後の研究の進展を踏まえ，多くの地域，皆様に教員の養成や研修に活用
いただけるような成果物の作成を含めた活動を推進して参りたいと考えております。大学関係者なら
びに教育関係者の皆様におかれましては，今後とも本プロジェクトに対し，忌憚の無いご意見やご叱
正を賜りますようお願いを申し上げます。
末筆ながら，教育に携わる者，またこの世に先に生まれた大人として，子ども達の未来に責任を持
ち，課題の解決に努めてまいることを誓い，あとがきとさせていただきます。
平成 30 年 3 月
国立大学法人宮城教育大学長

見
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上

一

幸

いじめ防止支援プロジェクト（ＢＰプロジェクト）中間報告書
（平成 27 年度〜平成 29 年度）
２０
１
８年３月

印刷

２０
１
８年３月

発行

編集・発行／ＢＰプロジェクト事務局
（国立大学法人 鳴門教育大学経営企画部企画課内）
〒７７２−８５０２ 徳島県鳴門市鳴門町高島字中島７４８番地
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