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１．はじめに
2009 年 10 月 15 日の常務理事会において，教育政策の動向に鑑みて，会長の諮問に応じ，教大協とし
ての意見の集約および政策等に関わる提言の検討を行うことを目的として，特別委員会を設置し，そ
こに「教員養成制度部会」
「教員免許制度部会」の二つを置き，それぞれ常務理事をもって部会長に充
てること，委員の人選などは会長に一任することなどが確認された。この決定を受け，11 月 16 日開催
の企画委員会において，教員養成制度部会長を愛知教育大学長，教員免許制度部会長を北海道教育大
学長とすること，二つの部会の委員には，企画委員会委員全員を充てること，連絡委員会（会長，部
会長 2 人，企画委員会委員長，事務局長で構成）を置くことなどが決定された（
参考資料 1 ￮
）
。
会長の各部会における諮問事項は，以下のとおりである。
1 ）政府の政策に関わる論点の整理
2 ）制度政策の在りようと現行制度からの移行に関する検討
3 ）本協会会員大学を中心とした教員養成教育に関わる論点の整理
特別委員会の検討経過は下記のとおりである。
○教育政策特別委員会（合同部会）
2009 年 12 月 7 日，2010 年 2 月 12 日，3 月 9 日
○教員養成制度部会
2009 年 12 月 15 日，2010 年 1 月 15 日
○教員免許制度部会
2009 年 12 月 15 日，2010 年 1 月 15 日，2 月 11 日
○連絡委員会
2010 年 2 月 11 日，3 月 24 日

２．国の今後の教育政策の動向
民主党の教員養成政策全体に関しては，
参考資料 2 ￮
，
参考資料 3 ￮
，
参考資料 4 ￮
及び
参考資料 5 ￮
を
参照されたい。政策の具体化に向けた動向をまとめる。
「鈴木副大臣は，今後の教育改革について，第 1 段階を『格差是正』
（10 年度から）
，第 2 段階を『教
員の数と質の改善』
（11 年度から）
，第 3 段階を『教育のガバナンス（統治）問題』
（12 年度から）と
いう，3 段階に分けて進めていく構想を示している。
」
（斎藤剛史「政権交代に揺れる教育行政」
（
『内
外教育』2009 年 12 月 15 日）
。
教員免許法改正案（更新制廃止，教員養成の 6 年制化，専門免許状の導入）を 2011 年 1 月の通常国
会に提出する見通し。更新制廃止は早くて 2011 年 4 月。
地教行法（地方教育行政の組織及び運営に関する法律）の改正（教育委員会制度の見直しと「教育
監査委員会」
「学校理事会」の創設）は第 3 段階として 2012 年以降。

３．教員養成制度部会報告
本部会では，新政権の教育政策，とりわけ教員養成政策を分析し，①現状把握と今後の改革の展望，
②その中での教大協の果たすべき役割，③教員養成制度は如何にあるべきか の観点から様々な議論を
行っている。こうした議論の確認点を踏まえ，中間的まとめを以下に行う。
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A）養成・採用・研修を三位一体の改革として，長期的展望を持って行うことが必要
教員養成（teacher training）という観点にかわって，養成・採用・研修の連続性を意識した教師教
育（teacher education）という観点を踏まえ，養成過程を含む，教員の各ライフ・ステージを通じた，
力量形成を重視した制度設計を行うこと。
教員養成の高度化を図ることの重要性で認識は一致しているが，その場合，これまでの教員養成制
度を十分検証し，その成果と補完しなければいけない点（高度化）を明確にしたうえで制度設計を
行うべきとの意見も強い。教員の採用において，現状の教員免許状取得者数 11.5 万人，教員試験受
験者総数約 16 万人（過年度卒も含む）が，高度専門職業人養成のために必要な数かどうか，採用制
度の検討もしなければならない。また，教員の専門職化を進める上でも，すでに教員の職に就いて
いる者については，新しい制度設計の中で，上位の免許状が取得できる大学院での長期研修を義務
化するなど，教員の研修制度設計も，
「教員養成 6 年制」の中で，明確に位置付けることが求められ
る。
教育職員の専門性をより高めるために求められる養成・採用・研修と労働条件に関する国際基準と
しては，ILO/ ユネスコ 教員の地位に関する勧告（1966 年）などが存在する。そうした国際基準に照
らした教員の役割とその地位を確立させる課題の一つとして，教員養成のあり方が検討される必要
がある。

B）
「大学における教員養成」の堅持
「研究と教育の自由が確保された中での教員養成」の在り方は維持発展させなければならない。現
状（2008 年度）は，課程認定 582 大学（国立 77，公立 46，私立 459）で，全大学の 8 割を占め，小
170（国立 50）
，中 442（国立 70）
，高 556（国立 77）となっており，学士課程における質保証の観点
から，教員という高度専門職業人の養成にふさわしいものになっているかどうか，改めて課程認定
の審査基準を漸進的にあげていくことも，
「大学における教員養成」の堅持のためにも検討されるべ
き政策提言のひとつである。
大学院において，我々はいかなる教師を求めて，教員養成大学・学部における大学院教育を展開し
てきたか，という反省的視点を持って，制度の検討を行うことが重要である。その際，教員養成は，
「完成した教師像」に基づく養成教育ではなく，あくまでライフステージを通した，21 世紀の時代と
社会にふさわしい教員養成を模索し，大学教育の固有な意義と役割を追求することが必要である（参
考：土屋基規「教師の養成，研修と専門的力量の形成」
（
『人間と教育』 No.63，2009 年 9 月）論文）
。

C）教員の養成は，国立の教員養成大学・学部を基軸に教員養成制度を構築
国立の教員養成大学・学部出身者の公立の小・中・高の学校教員に占める割合は，2008 年度では，
それぞれ，56.2％，34.8％，14.5％となっており，小中全体では，48.2％とほぼ半数は国立の教員養
成大学・学部出身者となっている。また，2008 年度の公立の小・中・高の教員新規採用数では，教
員養成系大学・学部出身者の割合は，それぞれ，41.2％，24.9％，13.8％となっており，全体に占め
る割合に比べると低くなっている。これは，都市部における教員需要が増加したために，相対的に
シェアが低下したためと考えられる 1。したがって，
我が国の教員養成に占める教員養成大学・学部の
果たしている役割はきわめて大きく，また少子化時代にあって，国の政策として次世代を担う子供
1

採用数 24,850 人に対し，国立の教員養成系大学・学部の入学定員は 14,855 人，教員養成課程のみでは，
10,278 人となっている
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たちの教育を重視していく観点に立てば，大きな個人負担を強いることなく質の高い教員を養成し
ていくためにも，国立の教員養成大学・学部を基軸に教員養成制度を構築することが必要である。
初等・中等教育は国立大学を軸として教員養成を行うとした時に，国立大学も大学と学部はどのよ
うに役割分担をするか，そういうことを自立的に決めていくことが必要である。文科省委託新教育
システム開発プログラム「今後の公立小中学校教員供給必要数の予測」調査研究第二次報告−最終
報告−：2008 年度教大協学長学部長会議配布資料）によれば，2018 年度までの全国 6 ブロックごと
の教員需要が予測されている（
参考資料 6 ￮
）
。それによれば，2018 年度の小・中併せての教員新規
採用数は約 1.5 万人となっており，これは現在の教員養成系大学・学部の入学定員にほぼ匹敵する。
今後の需要とも勘案した時に，制度設計は教員養成系大学・学部を基軸に考えるべきで，一方，地
方の総合大学の教員養成学部は法人化の中での教員数削減で，大学院で全教科を残していくことが
ものすごく難しいのが現状であり，教科別の教員需要に応じて，ブロックの中の中心の単科大学が
引き受けるとか，あるいはブロックの中で分担するなど，県域を越えた教員養成大学・学部の自主
的な連携協力を進めることが必要である。

D）教員養成 6 年制について
部会の立場は，6 年制は教員養成の高度化の観点から歓迎すべきである。この観点から，制度設計に
ついては，二つの論点がある。一つは，
「単純 6 年制」である。これは，現行の教育学研究科における
直進者を対象としてなされる教員養成にほぼ匹敵する。つまり，教員のための資格取得を一挙に 6 年制
に衣替えし，教員志望者には 6 年制の課程を義務付ける案である。もうひとつは，
「 4 ＋ 2 ＝ 6 年制」
ともいうべきもので，広く教員を希望する者を一般大学も含めて，学士課程に引き受け，その後の 2
年間を次のステップとして教職課程を制度設計する案である。それぞれについて次のように整理でき
る。
【単純 6 年制】
制度設計
○

教員養成系大学・学部は，学部課程教育システムの改善と大学院へ連続するカリキュラムのグ
ランドデザインを策定する責任がある。その際，県・市とも連携し「実践性」
「総合性」
「地域
性」の理念の保持が重要。

○

最初の 4 年間は，教科に関する科目の学習中心，後期 2 年間で実践力向上のための教職・教科
教育に力点を置く教育実習を重視する教育課程を編成。

課題・・・今後の検討課題
○

既設の教育学研究科と新たに発足した教職大学院制度への影響及び整合性の確保

○

需要と供給のミスマッチの回避

○

教員志願者減につながらない仕組みの構築

○

収容定員増による必要教員数の確保及び必要建物面積増によるインフラ整備のための予算の確保

○

授業料個人負担増を抑えるための措置

○

教育実習の長期化対応のキャパシティは実習の数を絞り込むことで捻出と開放制原則をどこま
で狭めるかというグランドデザインの問題

【 4 ＋ 2 ＝ 6 年制】
制度設計
○

直進者と現職経験者（4 年卒業時に教員資格（仮免許，ないしは期限付き免許）を与え，その後
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10 年程度経験した者に大学院進学を義務付け，修了者に正規免許を交付する制度）の併用制か，
単独の現職経験者の大学院履修の制度のみに絞るか
○

学校管理者を目指す教員は，別途その後の 10 年後に，新たに大学に進学し，博士号取得を持っ
て，管理職教員免許状を与えるなどの制度の構築の可能性

課題・・・今後の検討課題
○

各大学での教育体制の問題

○

大学院に来る院生の授業料の問題
本部会として，どちらを選択すべきかのまとまった結論は出ていないが，大学における教員養成

と開放制の下での教員養成を考慮した場合，望ましい制度としては，
「 4 ＋ 2 ＝ 6 年制」がいいので
はないか（
「開放制」の将来イメージは
参考資料 7 ￮
を参照）
。その際，教員養成大学・学部における
積み上げと私学を含む一般大学出身者及び現職の教員が教員養成大学院に入り，教員養成の高度化
を図る。こうした大学院において更なる 2 年間の教員資格を与えることのできる教育課程を備えた組
織として，教員養成大学・学部が主として担当するような制度設計を行うことである。その際，現
状の免許制度は見直し，大学院を含む 6 年間で，高度職業人としての教員の質保証が十分担保され，
需要に見合う教員が養成される制度への切り替え，いわば一定の出口保証が必要であり，そのため
には「 4 ＋ 2 」の「 2 」の入り口で教員志望者を絞るような制度設計が望ましい。このことは，経
済性・効率性の観点からも必要となろう。
また，質保証の観点からは，修了者の質保証を各教員養成大学・学部に委ねるか，あるいは一律
に「国家試験」のような形で，質保証を行う制度を導入するかのいずれかが考えられる。こうした，

certification か license かという問題は，教員免許制度の問題として検討されるであろう。
なお，教育学部の類型化として，以下の三つのパターンを検討した。上記の議論からすれば，大
学院における何らかの需給調整は必要であろうが，教員養成系大学・学部においては，三つ目のパ
ターンとして制度構築が可能であればということを，期待感を持って検討している。なお，校種別
教員養成が，初等と中等に類別され，教員養成大学・学部の学士課程レベルの教員養成が初等のみ
に限定されるというあり方に対しては，違和感を抱かざるを得ない。
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４．教員免許制度部会報告
現行の教員免許制度は，教員の専門職としての資質・能力を高度化するとの観点から，基本的には，
以下のような方向性において議論すべきであると考える。

A）教員免許の種類と基礎要件
1 ．一般免許状の設置
1−1

現行の普通免許状にかえて，一般免許状を設ける。

1−2

教諭の標準的な一般免許状一種（仮称）の基礎要件を，原則として教育学関係の修士号
取得レベルとする。

［理由］
①

グローバル化の著しい現代，国際的には既に，専門職としての教員の免許状の基礎要件を修士
号取得にすることが相当程度普及している。発足当初は世界最高水準であった戦後日本の教員
免許制度は，ここ 20 〜 30 年の間に，この点で大きく後れを取ってしまった。早急に抜本的な改
善策をとることが迫られている。

②

今日の教員が直面している子どもをめぐる問題は多様化・複雑化し，それらの解決には，人間
理解を促す広い教養を基礎に，教職に関するより高度な専門的知識やスキルが必要になってい
る。同時に，学校教育の第一義的な任務である学力を向上させる課題も，科学技術の発達が急
速な知識基盤社会にあって，教員は，従来以上に，教科内容の基礎科学についての深い知識や
スキルが求められている。これらを養成段階において実現するには，学士課程だけでは不十分
である。
1−3

5 〜 10 年以内に上記修士号を取得し一般免許状一種への上進の義務づけを前提に，教職
課程を履修した学士号取得者に一般免許状二種（仮称）を授与する。

1−4

現職教員が当該修士学位を取得できるようにするためには，夜間主コース，夜間等に開
設される科目履修だけで修了できる昼夜開講制，あるいは通信制の開設などが不可欠に
なり，教員養成を行う各大学はこれに取り組む。

1−5

教員養成を行う各大学は，社会人が一般免許状一種を取得できるようにするための特別
なコースなどの設置を積極的に図る。

2 ．専門免許状の新設
2−1

一般免許状の基礎の上に，専門免許状を新たに設ける。

2−2

専門免許状の基礎要件は，一般免許状の基礎要件が修士号取得レベルであるので，Ed.D
など専門職学位としての博士号取得レベルとする。

2−3

上記専門職学位としての博士号を取得するには，10 年間以上の学校での実務経験が要件
とされ，かつ，当該課程に正規在籍する以前における科目等履修などの積極的活用が図
られるべきである。

3 ．特別免許状と臨時免許状の取扱い
3−1

社会人が学校で教育活動を行う機会を確保するとの観点から，特別免許状は維持する。

3−2

臨時免許状は，教育の機会均等原則をさらに徹底させるとの観点から，必要な財政措置
等を前提に廃止する。
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B）学校種と教員免許
1

一般免許状は，幼稚園，小学校，中等教育諸学校，特別支援学校ごとの教諭の免許状とする。

［理由］
学校教育法に規定された現行の学校制度体系のもとでの教員免許の在り方として，幼稚園と小
学校を括って初等教育諸学校の免許状を設けることは，理念上（平成 19 年学校教育法改正で第 21
条「義務教育の目標」規定を新設したこととの整合性の問題など）及び運用上（教職課程のカリ
キュラム編成の実情及び複数免許取得の現況との齟齬など）
，問題があると判断する。
2

中等教育諸学校の教諭の一般免許状の種類は，教育職員免許法第 4 条 5 の規定に準ずる。

3

特別支援学校の教員免許基準における教育実習の実施場所が特別支援学校に限定されているこ
とを見直す。

C）教員免許の授与権者
1

免許状の授与権者を，現行の都道府県教育委員会から文部科学大臣に移す。

2

上の措置に伴い，教員の専門職としての資質・能力を高度化させる観点から，現行の教員採用
制度を見直す。

D）その他必要な改革
1

教員資格認定試験（教育職員免許法第 16 条の 2 ）は，多大な労力が必要な割にはその目的を果
たしていない現状があるとともに，教員の専門職としての資質・能力を高度化させることと抵触
する面をもつので，廃止する。

2

当分の間，小・中学校の普通免許状の要件として「介護等体験」を課した特例法は，抜本的に
見直す。
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附属資料 1 教員養成制度部会のまとめのための論点整理
①情勢把握と今後の展望
○

長期的な視点からあるべき教員養成制度があって，その中で今回の教員養成政策・制度を位置
づけることが重要。

○

学校現場での現状で何が今求められているのか，次世代の子どもの学びをどうするのか，少子
化の中での子ども一人ひとりの質向上などを一番の基本とする共通認識が必要。

○

4 年間の教職課程の成果（教員養成の日本のシステムの良かった点，教員養成系大学・学部の
果たしてきた成果）に立って，不足するから 6 年でやるのか，求められている新たな能力をつ
けるために 2 を積み上げるのか。

○

教員免許の国際標準化も視野に入れるべき（外国人の労働者が増えてくると諸外国の教員も外
国で免許をとって日本にくるシステムが必要）
。

○

国立セクターが担うべき教員養成は何かという根源的な問題への合意が必要。

②教大協の果たすべき役割
○

今回の教大協が発信する中味は，どういう位置にあるものなのか。矛盾をより少なくしていく
提案というのが教大協としてどれだけ可能か。

○

一つの従来の専門家集団として，教員養成はこうあるべきだということを示すことは教大協その
ものの役割。具体的なことをタイムリーに出し，教大協と政権との意見交換の場を設定すべき。

○

教大協の会員大学がクリアーしなければいけない問題は何なのかを踏まえて提案。教大協の会
員大学としてどういうところがクリアーすべき課題かを明示。

○

制度が変わろうとしているから，それに対して我々はそれをどう受け止めて，それに対してど
う判断をし，どういう提言を行っていくのかということが今求められている。

GP 時代に入ってから各大学がそれなりに学部教員養成改革ないしは学部と大学院の連続を考え

○

て改革に取り組んで，実際にカリキュラム改革や授業改革のレベルで取り組んでいる。
○

単科大学には，リーダーシップを発揮して，ブロックの中心としての役割を期待する。

○

一番の問題は，需要に応じて，国立の教員養成系大学は教員採用率を上げる手だてをすべき。

③教員養成制度設計の論点
○

教員養成制度だけではなくて，採用制度，研修制度，三位一体として制度設計することが重要

○

6 年制に関わって，多様的教員養成なのか単線的教員養成かという問題

・計画養成（開放制の否定）か自由競争かという論点と関係するが，単線型の 6 年制なのか，4 年
制＋ 2 年制なのか，これを対立的ではなく，両方を活かす視点が重要
・学部は一般学部でその上に教員資格をとる 6 年制（学部段階での教員養成の否定）もある。
・もともとの 4 年はそのままの 4 年で良いのか，＋ 2 年には何をここにつぎ込んでいくのかとい
うことをカリキュラムのことも含めてやっていかなければならない。
・ 4 ＋ 2 でやるとすると例えば他の一般大学を出てきた人を大学院で引き受ける覚悟が必要
・教員の質向上と併せ，免許状の質を上げる制度設計が必要。両者を縮めるシステムで 6 年制を
という論はよく分かる。
・管理職や教科のエキスパート，学級経営のエキスパートが同等の位置にある専門職としての位
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置づけが重要で，それを含めた 6 年制と免許状の見直しが必要
・開放制が絞り込まれて認定試験が残るという未来像が今後の子どもたちのためにも良いのかど
うか。結局，教員を，養成の多様化で対応するのか，養成ルートの多様化で対応するのか。
・単純 6 年制は本当に効率的なのか，疑問。むしろ，現場で体験して大学に戻ってきたほうがは
るかに伸びるという例が多い。6 年制を複数化するなど，選択の余地を残す議論が基本
・ 6 年制にしたら受け皿としてキャパ（需要と供給側の器の両方）が無いから，免許状の質を高
めることによってキャパに合うだけの人が入るという方法がいい。
・現実問題として 6 年になったら国立にはそれだけのキャパはない。
・大学で一定の質保証をして出すためには，4 年では無理な状況ができつつある。
免許状の制度の問題，certification か license か。

○

・免許状の質を保証するのか，教壇に立つ教員の質を保証するのか，いわれているのは教壇に立
つ教員の質
・免許制度のもとで，専門免許状による教員の類型化・専門職分類化は日本の学校になじむのか。
○

実習期間の充実

・受け手である実習校の確保をどうしていくかという問題
・全国で一律というのは無理。教育実習はそんなに受けられないという声が入ってきているし，
やはり複数路線でないと無理。6 年制はそれなりに意味がある。
○

志願者の確保と家計負担の増大

○

単純に 2 万数千人の教員（修士号取得）の養成が必要ならば，教員の確保が必要で，国立セク
ターで 1.5 万人を確保するならば，1.3 倍から 1.5 倍の教員が必要。お金がない中で可能か。政府
としてそういうものを予算化して教員のところにつぎ込むだけの余裕が我が国にあるのか。

・国全体として，教員養成の適正規模はどれぐらいか。それに左右されるべきだという議論と左
右されないほうがいいという議論の両方がある。単に目的的な教員養成だけではなく，広く教
員養成，あるいは教育を通じた人間教育が必要ではないかという話もある。
○

国立の教員養成大学・学部を基軸に教員養成制度を構築

・国立大学を軸として教員養成を行うといったときに，単科大学と学部はどのように役割分担を
するか，そういうことを自立的に決めなければならない。
・少なくとも小学校は国立中心。中高はどうか，校種のことを少し分けて考えたい。
・教員養成大学でどのようなカリキュラムを柱にして，たとえば，教育心理を徹底的に入れるの
か。逆に，教科専門に片寄りすぎ教員としての教育になっていないという批判も根強い。
・教員採用試験の入り口をかなり厳しくして，しかも安定的に人材を現場に供給していく組み合
わせが考えられる。
・今の学校現場と教育委員会の研修システムとの関係で大学はここまでやるという大きい仕組み
で見ておかないと足元をすくわれる。学校からブーイングが出たり，県教委からブーイングが
出たりする。
・教員養成の中身として，心理とか，マネジメントが特に欠けているのと，コミュニケーション
に関する科目がない。こういう基礎能力があって，ちょっと面接練習すると将来もちゃんと教
員としてやっていけるが，面接官をやると練習しているなってすぐに分かる。
・基本は，私学は学部でやって，国立大学は大学院のほうに定員をシフトして，大学院で国立で
やるという形はある。大学院の 100％に近い形で教員になれるという実績が残っていけば，おそ
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らくそうなっていく。
・国立教員養成大学の高度化というのは，学部定員を減らして入学定員を大学院へ持っていくこ
とに存在意義がある。
・ブロックで，九州，中四国，東海なら東海という形で考えたほうが現実に即している。
・地方の総合大学の教員養成学部は大学院で教科を残していくことがものすごく難しい。削った
教科はブロックの中の中心の単科大学がきちんと引き受けるなどが必要
・義務教育学校教員の養成は，
「国立大学」を基軸に行うことの意味・・・
「開放制」か「計画養
成」か，それとも校種別の併用か？
○

国立の教員養成大学・学部と国立・私学の課程認定大学との関係。課程認定大学数が 562 で全大
学の 8 割となっている。国立 77，私学が 459 もある。国立と私立の役割の問題
・小学校課程認定大学 170，内，国立は 50 という現状を見直すか否か。これまでの教員養成を総
括しながら，これから 40 年，50 年後の教員養成を構築すべし。
・教員養成大学・学部とそれ以外の多様性や比率は，少なくとも単純に考えてフィフティー・フィ
フティー。教員養成大学・学部で採用率が 100％で 1 万人。大学院生を入れて 1 万 4000 人あと，
開放制が 50％，合計 2 万人だから採用者数がちょうど合う。

○

養成・採用・研修の三位一体改革

・教員養成（teacher training）という観点にかわって，養成・採用・研修の連続性を意識した教師
教育（teacher education）という観点が重要で，養成過程を含む，教員の各ライフ・ステージを
通じた，力量形成を重視すれば，養成課程のみを切り離して議論することは，こうした流れに
逆行するのではないか。
・
「教師集団における日常のインフォーマルな実践的営みに内在していた一人ひとりの教師の発達
を援助し促進する発達サポート機能は，戦後の教育・教師施策の推移とともに次々と制度化さ
れてくることによって，皮肉にも今，その本来的機能の形骸化を起こしてきている。
」
（山﨑準
二『教師のライフコース研究』創風社，2002 年 3 月）
・教員の研修制度をどうするかを抜きにして，教員養成 6 年制のみを切り離して議論するだけで
は，教育職員の専門性を確立することにはつながりにくいのではないか。
・大学院での長期研修を実現させていくことによる専修免許状の比率を漸進的にあげていくこと。
・教員養成 6 年制は，研修とあわせた総合政策として展開されてこそ，専門的力量の向上政策につ
ながる。6 年制のみを切り離してすすめることは，メリットよりもデメリットの方が大きいので
はないか。
○

今後の教員需要予測

・文科省委託新教育システム開発プログラム「今後の公立小中学校教員供給必要数の予測」調査
研究第二次報告−最終報告−（
参考資料 6 ￮
）
○

これまでの免許制度とその問題点の整理（教員免許制度部会）

○

教員養成系大学・学部における教員養成の総括と課題の明確化
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附属資料 2 教員免許制度部会まとめのための論点整理
① 6 年制について
○

教員養成を 6 年制にした場合，プラス 2 年分の経済的負担が増え，家計負担が多くなり，応募
学生の減少が見込まれる。こうした経済的・心理的負担に対して，授業料等の国庫負担や奨学
金の新設ならびに教職へのインセンティブを与える有効な措置が必要になる。その具体化の展
望と実現の見通しはあるか。

○ 大学院修士相当課程におけるカリキュラムの問題として，教員養成学部からくる 6 年一貫学生
のカリキュラムと一般学部を修了して大学院から入学してくる学生（免許を持っている学生）
のカリキュラムが同一ではできなくなることが見込まれる。また，一般学部出身で免許を持た
ない学生への対応も必要となる。結論として，一つの大学院において，多様なカリキュラムが
求められる。場合によっては，大学院大学を作らなければならなくなる。
②一般免許状の設置について（学部 4 年―〔実務経験〕―修士課程 2 年）
○

教諭の標準的な一般免許状一種の基礎要件を教育学関係の修士号とすると，修士（文学）や修
士（理学）など，他の修士号の扱いをどうするかの問題が起こる。現行の専修免許状取得のた
めの大学院修士課程の課程認定は，教科又は教職の科目を 24 単位以上取ればよいとの免許基準
と関わって，教員の専門職としての資質・能力の向上との観点からは緩やかすぎる現状がある。
文学研究科や理学研究科など，現在課程認定を受けている大学院修士課程のカリキュラムを徹
底検証して，しかるべき合理的な免許基準を設定する必要がある。例えば，他の修士号に対し
ては，教育学関係の科目 20 単位ぐらいの修得を要件とすることで，一般免許状一種を与えるこ
とにしてはどうか。

○ 同時に，現在の教職大学院の多くのカリキュラムでは，教科内容に関する科目の開設が十分で
はない。一般免許状一種の免許基準においては，教科内容に関する科目の修得も適切に位置づ
けられるべきである。この位置づけ方と単位数をどの程度にすべきか。
○

現職教員の修士号取得を促進させるためには，修士課程の修了基準単位数の半分くらいは科目
等履修制度で取得させ，1 年間の入学によって修了させるような，柔軟な制度を多様に整える必
要がある。そして，これを実効あるものにするには，一方で，授業料等の国家負担等国の大幅
な援助を行う必要があるとともに，他方で，大学院担当教員および施設に関して大幅に充実す
る必要がある。

○

修士課程，博士課程のいずれにおいても，大学院担当教員が学校現場の課題に的確に対応した
指導ができる必要がある。教科専門教員も学校現場の課題に的確に対応できる能力が求められ
る。

③専門免許状の新設について
○

制度設計そのものを徹底的に検討する必要がある。その際，教員養成大学・学部が中心になっ
て運営している連合大学院博士課程の成果と課題や，Ed.D. を授与している博士課程等の状況の
検討が参考になろう。

○

科目等履修制度を含めて，1 年の在学で Ed.D. を取得できるようにするような制度構想をもつ必
要がある。
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○

学校管理職，教育行政，大学教員への道を明確にする必要がある。

④ 学校種と教員免許について
○

現行の教員免許状のいくつかを括って総合化する措置については，教員の資質能力を向上させ
る観点から，慎重に検討する必要がある。各段階の学校のカリキュラムを編成する原理が，学
習指導要領において異なっている。また，幼稚園と小学校とは，それらの接続は課題になって
いるが，一体化することが課題になっているわけではない。

○ この問題は，教員採用のあり方と関わっている面があり，多面的に検討する必要がある。
○

幼保一元化を見越しておく必要ある。

○

幼稚園教諭は短大卒が多いことから，これを修士レベルに上げることは難しいのではないか。
移行措置のあり方を，多面的かつ慎重に検討する必要がある。

⑤ 教員免許の授与権者について
○

教員免許状の授与権者を都道府県の教育委員会から文部科学大臣に移す措置は，教員の免許状
主義を徹底させるとの観点から検討に値する。

○

教員採用試験の実態を分析し，必要な改善策を検討する必要がある。
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参考資料
1 ．日本教育大学協会・教育政策特別委員会の設置について（平成 21 年 11 月 16 日企画委員会決定事項）
2 ．民主党の教員養成政策（東京学芸大学 佐々木幸寿）
3 ．民主党連立政権の教員養成・免許改革（6 年制教員養成制度）構想案について
（2009.11.16 愛知教育大学）
4 ．民主党の教員養成政策に対する検討（北海道教育大学・学長 WG での検討資料 H21.12.5）
（北海道教育大学長 本間謙二）
5 ．教員養成 6 年制（民主党案の検証）
（日本教育大学協会事務局長）
6 ．新規採用数予測
（文部科学省新教育システム開発プログラム ｢ 今後の公立小中学校教員供給必要数の予測 ｣ 調査研
究第二次報告−最終報告−）
7．
「開放制」の将来イメージ（東京学芸大学 岩田康之）
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╷․ᆔຬળࠍ⸳⟎ߔࠆޕ
㧝㧚⋡⊛
 ᧄᆔຬળߪޔᢎ⢒╷ߩേะߦ㐓ߺߡޔળ㐳ߩ⻁㧔̪㧝㧕ߦᔕߓᧄޔදળߣߒߡߩᗧ
ߩ㓸⚂߅ࠃ߮╷╬ߦ㑐ࠊࠆឭ⸒ߩᬌ⸛ࠍⴕ߁ߎߣࠍ⋡⊛ߣߔࠆޕ
㧞㧚⚵❱
 ᧄᆔຬળߦޟޔᢎຬ㙃ᚑᐲㇱળޟޠᢎຬ⸵ᐲㇱળߩޠੑߟߩㇱળࠍ⟎߈ߙࠇߘޔ
ࠇᏱോℂࠍ߽ߞߡㇱળ㐳ߦలߡࠆޕ
ਔㇱળߦߪ⧯ࠇߙࠇߘޔᐓฬߩᆔຬࠍ⟎ߊޕᆔຬߪޔડ↹ᆔຬળߩផ⮈ࠍ⚻ߡޔળ㐳߇
ᆔབྷߔࠆ㧔̪㧞㧕ޔߚ߹ޕฦㇱળ㐳ߩ್ᢿߦࠃࠅᔅⷐߦᔕߓߡᒰᬌ⸛㗄ߩኾ㐷ኅࠍࠝ
ࡉࠩࡃߣߒߡෳടߐߖࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
 ਔㇱળߪߦࠇߙࠇߘޔળ㐳ߩ⻁ߦᔕߓߚᬌ⸛ࠍⴕ߁߶߆ޔᔅⷐߦᔕߓߡวหߩળวࠍ
ᜬߟޕ
 ਔㇱળ㑆ߩㅪ⛊߮ࠃ߅ޔᆔຬળోߩㆇ༡ߦ㑐ߔࠆ㗄ࠍද⼏ߔࠆߚޔㅪ⛊ᆔຬળࠍ
⸳⟎ߔࠆޕㅪ⛊ᆔຬળߪޔળ㐳ޔㇱળ㐳㧞ฬޔડ↹ᆔຬળᆔຬ㐳ޔോዪ㐳ࠍ߽ߞߡ᭴ᚑ
ߔࠆޕ

㧟㧚ᬺ
 ᧄᆔຬળߪޔળ㐳ߩ⻁ߦᔕߓޔᢎຬ㙃ᚑᐲ߅ࠃ߮ᢎຬ⸵ᐲߦ㑐ߔࠆᬌ⸛ࠍⴕ߁ޕ
 ᬌ⸛⚿ᨐߦ㑐ߒߡߪળ㐳ߦኻߒߡ╵↳ߔࠆߣߣ߽ߦޔᔅⷐߦᔕߓߡᏱോℂળℂળ
╬ߦ߅ߡ⚻ㆊႎ๔ࠍⴕ߁߽ߩߣߔࠆ㧔̪㧟㧕ޕ
㧠㧚છᦼ
 ᧄᆔຬળᆔຬߩછᦼߪߩ⿷⊒ޔᣣ߆ࠄ 2010 ᐕ 3  31 ᣣ߹ߢߣߔࠆޕ
㧡㧚ߘߩઁ
 ߘߩઁᧄޔᆔຬળߩㆇ༡ߦ㑐ߔࠆ㗄ߪޔㅪ⛊ᆔຬળߦ߅ߡቯࠆޕ
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㧔⠨㧕
̪㧝 ⻁㗄
 ᢎຬ㙃ᚑᐲޔᢎຬ⸵ᐲߘࠇߙࠇߦߟߡޔ
 㧝㧕ᐭߩ╷ߦ㑐ࠊࠆ⺰ὐߩᢛℂ
 㧞㧕ᐲᡷ㕟ߩࠅࠃ߁ߣⴕᐲ߆ࠄߩ⒖ⴕߦ㑐ߔࠆᬌ⸛
 㧟㧕ᧄදળળຬᄢቇࠍਛᔃߣߒߚᢎຬ㙃ᚑᢎ⢒ߦ㑐ࠊࠆ⺰ὐߩᢛℂ
̪㧞 ㇱળ᭴ᚑ
 ᢎຬ㙃ᚑᐲㇱળ㧦ㇱળ㐳 ᧻↰ᱜਭ㧔ᗲ⍮ᢎ⢒ᄢቇ㐳㧕

㧗ડ↹ᆔຬળᆔຬ㧢ฬ

 ᢎຬ⸵ᐲㇱળ㧦ㇱળ㐳 ᧄ㑆⻞ੑ㧔ർᶏᢎ⢒ᄢቇ㐳㧕 㧗ડ↹ᆔຬળᆔຬ㧢ฬ
  ᧄ㑆⻞ੑㇱળ㐳ߦߪޔડ↹ᆔຬળᆔຬ㧔ળ㐳ᆔབྷ㧕ߣߒߡടࠊߞߡ߽ࠄ߁ޕ
̪㧟 ࠬࠤࠫࡘ࡞
 ᐕᐲᧃ㧔2010 ᐕ 3 ᧃ㧕ߦળ㐳ተߦ╵↳ࠍឭޕ
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参考資料２
᳃ਥౄߩᢎຬ㙃ᚑ╷
᧲੩ቇ⧓ᄢቇ ᧁޘᐘኼ
㧝 ᳃ਥౄߩᢎ⢒╷ߩᜰะᕈ
㧔㧝㧕ᢎ⢒ߦ㑐ߔࠆᮭߩ⏕ൻ㧔ቇ⠌ᮭߩቯ┙㧕
㧔㧞㧕᥉ㅢᢎ⢒ߦ߅ߌࠆ࿖ߩᦨ⚳⊛⽿છߣ㧘ᢎຬ㙃ᚑߦ߅ߌࠆ࿖ߩ⽿છ
㧔㧟㧕ᐜఽᦼᢎ⢒ߩ㊀ⷞߣ㧡ᱦఽᢎ⢒ߩήఘൻ⟵ോൻ
㧔㧠㧕㜞╬ᢎ⢒ߩẋㅴ⊛ήఘൻߣ㜞ᐲ⡯ᬺੱ㙃ᚑᯏ㑐ߣߒߡߩᄢቇ㒮

㧞 ᳃ਥౄឭ᩺ᴺ᩺ߦߺࠆਥߥᢎຬ╷ߩേะ
㧔㧝㧕⋵⾌⽶ᜂᢎ⡯ຬᐲߩᑄᱛߣᏒ↸㐳ߩੱᮭ
㧔㧞㧕ᢎຬ㈩⟎ߩల
㧔㧟㧕ᢎຬ㙃ᚑᐲᡷ㕟㧙ᄢቇ㒮ߦ߅ߌࠆᢎຬ㙃ᚑ߳㧔㧢ᐕߩᢎຬ㙃ᚑ⺖⒟㧕㧙

㧟 ᳃ਥౄߩᢎຬ㙃ᚑᐲߩᡷ㕟㧦ޟᢎຬߩ⾰ߩ㘧べ⊛ะࠍ࿑ࠆߚޠ
㧔㧝㧕ၮᧄ⊛ߥᐲ⸳⸘
 㧨৻⥸⸵⁁ߣኾ㐷⸵⁁㧪
Ԙ ᐕ㑆ߩᢎຬ㙃ᚑ⺖⒟㧔৻⥸⸵⁁ߩขᓧⷐઙ㧕
ቇ჻㧠ᐕ㧗ୃ჻㧞ᐕߩ᭴ᗐ㧔㐿ᢎຬ㙃ᚑᐲߩ⛽ᜬ㧕
ኾ㐷⡯ᄢቇ㒮╬ߦ߅ߌࠆᢎຬ㙃ᚑ
ୃ჻㧝ᐕᰴߩᧄᩰ⊛ߥᢎ⢒ታ⠌
ԙ ኾ㐷⸵⁁ᐲ
ኾ㐷⸵⁁ขᓧ㧔㧤ᐕએߩታോ⚻㛎ᓟߦᢎ⡯ᄢቇ㒮ߢߩ㧝ᐕ㑆ጁୃ㧕
  ᢎ⑼ᜰዉ㧘↢ᵴㅴ〝ᜰዉ㧘ቇᩞ⚻༡㧔⧯ઍ߳ߩࡑࡀࠫࡔࡦ࠻⎇ୃ㧕
ᩞ㐳㧘ᢎ㗡ߩછ↪ⷐઙ㧦ේೣߣߒߡቇᩞ⚻༡ߦ㑐ߔࠆኾ㐷⸵⁁
࿖ߦࠃࠆ⸵⁁⊒ⴕ
Ԛ ⸵ಽߩᄌᦝ
ೋ╬ᢎ⢒⻉ቇᩞ㧔ᐜ⒩ߣዊቇᩞ㧕 ̪ᐜ⒩ᢎ⻀ߩᄢᡷ㕟ߣ㧡ᱦఽᢎ⢒⟵ോൻ
ਛ╬ᢎ⢒⻉ቇᩞ㧔ਛቇᩞ㧘㜞╬ቇᩞ㧘ਛ╬ᢎ⢒ቇᩞ㧕
․ᡰេቇᩞ

 㧨චᐕߏߣߩ⎇ୃ㧪
  㧝㧜㧜ᤨ㑆⎇ୃߣୃੌቯ
   㧟㧜ᤨ㑆㧦ᤨઍߩᄌㆫߦ߁ㅢߒߚᢎ⢒⎇ୃ㧔࠾ࡘࠕ࡞⎇ୃ㧕
   㧟㧜ᤨ㑆㧦ᮨᡆታ⠌㧘ᮨᡆṶ⠌
   㧠㧜ᤨ㑆㧦ߘࠇߙࠇߩᢎ⑼ߦ㑐ߔࠆ⎇ୃ
    ̪ౝኈߪ࿖߇ቯ㧘ୃੌቯ㧔ᧂୃੌ⠪ߪ㧘⸵ᄬല㧕
 ኾ㐷⡯⸵⁁߳ߩ╷⊛⺃ዉ╷ߣߒߡߩචᐕ⎇ୃ
  ኾ㐷⸵⁁ขᓧ⠪ߩචᐕ⎇ୃߩ㒰

㧔㧞㧕᳃ਥౄߩᢎຬ㙃ᚑᐲ᭴ᗐߩ㊀ⷐߥⷞὐ
 ୃ჻ੑᐕ㑆ߩ⟎ߠߌ㨪․ߦ㧝ᐕ㑆ߩᢎ⢒ታ⠌ࠍߤߩࠃ߁ߥ߽ߩߣߔࠆߩ߆
   ᢎຬ㙃ᚑ⺖⒟߆㧔ᢎ⢒ታ⠌ߩᑧ㐳㧕
   ࠗ࠾ࠪࡖ࡞࠻࠾ࡦࠣ߆㧔ᣂណ↪ᦼߩ⸠✵㧕
 ᢎຬߩ⾰ߩ⏕߳ߩᚢ⇛㨪ណ↪ߩᯏ⢻㧔㕖ᄌኈᕈߩ⾗⾰ߩክᩏ㧕ࠍߤߩࠃ߁ߦ⏕ߔࠆߩ߆
   ੱ᧚ࡊ࡞ߩ⏕߆㧦ណ↪㊀ⷞ㧔㕖ᄌኈᕈߩ⾗⾰㧕
   ᢎ⡯ߩኾ㐷⡯ൻ߆㧦㙃ᚑ㊀ⷞ㧔ᄌኈᕈߩ⾗⾰㧕
 ᢎຬ⡯⢻ᚑ㐳ࡕ࠺࡞ߩ᭴ᗐ㨪▤ℂ⡯ⷐઙߣߒߡቇᩞ⚻༡ߩኾ㐷⸵⁁ࠍ᳞ࠆᗧߣߪ
   ࠗࡈࠬ࠹ࠫ㊀ⷞဳ߆㧦ታ〣ኅߣߒߡߩ⾗⾰ࠍၮ⋚ߣߒߚ▤ℂ⡯㙃ᚑ
   ࠠࡖࠕࠦࠬ㊀ⷞဳ߆㧦ታ〣ኅ㙃ᚑߣ▤ℂ⡯㙃ᚑߩᣧᦼߩಽጘ

̪᳃ਥౄ᩺ߩࡕ࠺࡞ߣߒߡߩࡈࠖࡦࡦ࠼ߩᢎຬ㙃ᚑ
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参考資料３
᳃ਥౄㅪ┙ᮭߩᢎຬ㙃ᚑ⸵ᡷ㕟㧔㧢ᐕᢎຬ㙃ᚑᐲ㧕᭴ᗐ᩺ߦߟߡ

ᗲ⍮ᢎ⢒ᄢቇ

᳃ਥౄࡑ࠾ࡈࠚࠬ࠻
 ޟᢎຬߩ⾗⾰ะߩߚ㧘ᢎຬ⸵ᐲࠍᛮᧄ⊛ߦ⋥ߔޕᢎຬߩ㙃ᚑ⺖⒟ߪ㧢ᐕ㧔ୃ჻㧕ߣ
ߒ㧘㙃ᚑߣ⎇ୃߩలታࠍ࿑ࠆޠޕ

ᴺൻߩࠬࠤࠫࡘ࡞
  ᐕᐲ੍▚ߩ▚ⷐ᳞ߢᐲ᭴▽ߦะߌ⺞ᩏ⾌ࠍ⋓ࠅㄟߩੱ ޕᢎ⡯ຬቯᢙჇຬ߽⋓ࠅ
ㄟޕ
 ၮᧄ⸳⸘
  ᢎ⢒႐ߣᢎຬ㙃ᚑ႐߆ࠄᗧ⡬ข㧔⸵ᦝᣂᐲߩ⋥ߒߣวࠊߖߡ㧕ࠍߔࠆޕ
  ᢎ⡯ᄢቇ㒮ߩᜰዉᢎຬ⏕߿⢻ജะ㧘ࠞࠠࡘࡓ⋥ߒࠍߔࠆޕ
  ᢎ⡯ᄢቇ㒮ࠍ  ᐕᐲ߹ߢߦㇺᐭ⋵ߏߣߦ⸳⟎ߔࠆޕ
  ࠞࠠࡘࡓߩ╷ቯ㧘ᢎ㒯ߩㆬ⠨㧘ᢎ⢒ታ⠌ฃߌࠇᩞߩ⏕ߥߤߩḰࠍߔࠆޕ
  ᢎ⡯ຬߩᄢჇຬߣዋੱᢙቇ⚖ߩታࠍ⋡ᜰߒ㧘ⶄᢙᐕᐲߦࠊߚࠆቯᢙᡷༀࠍ╷ቯߒ㧘ណ↪
ߩࠅᣇ߽ᛮᧄ⊛ߦ⋥ߔޕ
 ᣧߌࠇ߫  ᐕ㧝ߦ߽㑐ㅪᴺ᩺㧔ᢎ⢒⡯ຬ⸵ᴺߩᡷᱜᴺ᩺㧕ࠍឭߔࠆޕ
  ᐕᐲ߆ࠄޟ㧢ᐕᢎຬ㙃ᚑᐲޕࠆߖߐ⿷⊒ࠍޠ


ᢎ⢒⡯ຬߩ⾗⾰߮⢻ജߩะߩߚߩᢎ⢒⡯ຬ⸵ߩᡷ㕟ߦ㑐ߔࠆᴺᓞ᩺ߩⷐ 
                              ╙  ࿁ෳ╙㧡ภ㧔 ᐕ㧟㧕
⋡⊛ 㧔╙㧝᧦㧕
    ⾰ߩ㜞ቇᩞᢎ⢒ࠍታߔࠆߚߦߪ㧘㜞⾗⾰߮⢻ജࠍߔࠆᢎ⢒⡯ຬ߇ቇᩞᢎ⢒ߦ៤
ࠊࠆߎߣ߇ਇนᰳߢࠆߎߣߦ߆ࠎ߇ߺ㧘ᢎ⢒⡯ຬߩ⸵⁁ߩᐲߩᡷ㕟ߦߟߡၮᧄ⊛ߥ
   ℂᔨ߮ᣇ㊎ࠍቯࠆߎߣߦࠃࠅ㧘ᒰᡷ㕟ࠍផㅴߔࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߔࠆޕ
  ᡷ㕟ߩၮᧄℂᔨ 㧔╙㧞᧦㧕
    ⸵⁁ߩᐲߩᡷ㕟ߪ㧘ᢎ⢒⡯ຬ߇㜞ᐲߩኾ㐷ᕈߣ⼾߆ߥੱ㑆ᕈ߇᳞ࠄࠇࠆ⡯ᬺߢࠆߎ
ߣࠍ〯߹߃㧘ߘߩ㙃ᚑߩᲑ㓏ߦ߅ߡ㧘ᢎ⢒⡯ຬߣߒߡߩᗵࠍᶩ㙃ߒߟߟ㧘ߘߩ⡯ോࠍ
   ߟ߆ߐߤࠆߚߦᔅⷐߥ⾗⾰߮⢻ജࠍ⏕ታߦୃᓧߐߖࠆߣߣ߽ߦ㧘ታോߦዞߚᓟߦ߅ߡ߽㧘
⎇ⓥߣୃ㙃ߩᯏળࠍචಽߦਈ߃㧘ߘߩ⾗⾰߮⢻ജߩ৻ጀߩะࠍ࿑ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߒ㧘
ਗ߮ߦᢎ⢒⡯ຬߩ⾗ᩰߩઃਈ╬ߦ㑐ߒ࿖߇ᨐߚߔߴ߈ᓎഀߣ⽿છࠍ⏕ߦߔࠆߎߣ╬ߦࠃࠅ㧘ᢎ
⢒⡯ຬߩ⾗⾰߮⢻ജࠍะߐߖࠆߎߣࠍၮᧄේೣߣߒߡⴕࠊࠇࠆ߽ߩߣߔࠆޕ
  ᡷ㕟ߩታᣉᤨᦼ 㧔╙㧟᧦㧕
    ࿖ߪ㧘╙㧞᧦߮╙㧠᧦߆ࠄ╙  ᧦ߦቯࠆᣇ㊎ߦᓥߞߡ⸵⁁ߩᐲߩᡷ㕟ࠍⴕ㧘ᐔᚑ
 ᐕᐲᧃ߹ߢߦ㧘ᒰᡷ㕟ᓟߩ⸵⁁ߩᐲߦࠃࠆ⸵⁁ߩਈ߇㐿ᆎߐࠇࠆࠃ߁ߦߔࠆޕ
  ᢎ⻀╬ߩ⸵⁁ߣቇᩞߩ⒳㘃 㧔╙㧠᧦㧕
    ᢎ⻀ߩ᥉ㅢ⸵⁁߮․⸵⁁╬ߪ㧘ೋ╬ᢎ⢒⻉ቇᩞ㧔ᐜ⒩߮ዊቇᩞࠍ߁ޕ㧕㧘ਛ╬
ᢎ⢒⻉ቇᩞ㧔ਛቇᩞ㧘㜞╬ቇᩞ߮ਛ╬ᢎ⢒ቇᩞࠍ߁ޕ㧕߮․ᡰេቇᩞߦಽߒߡ⸳ߌࠆޕ
  ᥉ㅢ⸵⁁ߩᐲᡷ㕟ߩၮᧄᣇ㊎ 㧔╙㧡᧦㧕   㙃⼔ᢎ⻀ߪߎࠇߦḰߕࠆ㧔╙㧢᧦㧕
    ᢎ⻀ߩ⾗⾰߮⢻ജߩะࠍ࿑ࠆߚ㧘ᰴߦឝߍࠆᣇ㊎ߦၮߠ߈ᢎ⻀ߩ᥉ㅢ⸵⁁ߩᐲࠍᡷ
ࠆޕ
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㧝㧚ᢎ⻀ߩ᥉ㅢ⸵⁁ߪ㧘ኾ㐷⸵⁁߮৻⥸⸵⁁ߦಽߔࠆޕ
㧞㧚ᢎ⻀ߩኾ㐷⸵⁁ߪ㧘ᢎ⻀ߣߒߡ৻⥸⊛ߦᔅⷐߣߐࠇࠆ⾗⾰߮⢻ജߩၮ␆ߩߦ㧘ᢎ⑼ᜰ
ዉ㧘↢ᵴㅴ〝ᜰዉ╬ߪቇᩞ⚻༡ߩฦኾ㐷ಽ㊁ߦ߅ߡ㧘ᦝߦ⎇ⓥߣୃ㙃ࠍⓍߺ㧘⾗⾰⢻
ജࠍะߐߖߚ⠪ߦኻߒߡਈߔࠆ⸵⁁ߣߔࠆޕ
㧟㧚ᢎ⻀ߩኾ㐷⸵⁁ߪ㧘ࠗ߆ࠄࡂ߹ߢߩⷐઙࠍḩߚߔ⠪ߪᢎ⢒⡯ຬᬌቯߦวᩰߒߚ⠪ߦਈ
ߔࠆ                                    ޕ
 ࠗ ᢎ⻀ߩ৻⥸⸵⁁ࠍߔࠆߎߣޕ
 ࡠ ࠗߩⷐઙࠍḩߚߒߚᓟ㧘ᢎ⻀ߩታോߘߩઁᢎ⢒ߦ㑐ߔࠆታോߦ㧤ᐕએ៤ࠊߞߚߎߣޕ
 ࡂ ࡠߩⷐઙࠍḩߚߒߚᓟ㧘ᢎ⡯ᄢቇ㒮ߦ߅ߡᔅⷐߥනࠍୃᓧߒߚߎߣޕ
㧠㧚ᢎ⻀ߩ৻⥸⸵⁁ߪ㧘ᢎ⻀ߣߒߡ৻⥸⊛ߦᔅⷐߣߐࠇࠆ⾗⾰߮⢻ജࠍߔࠆ⠪ߦኻߒߡ
  ਈߔࠆ⸵⁁ߣߔࠆޕ
㧡㧚ᢎ⻀ߩ৻⥸⸵⁁ߪ㧘ୃ჻ߩቇࠍߒ㧘㧝ᐕ㑆ߩᢎ⢒ታ⠌ߘߩઁߩᢎ⑼߮ᢎ⡯ߦ㑐ߔࠆ
⑼⋡ߩනࠍᢎ⡯ᄢቇ㒮ߘߩઁߩᄢቇ㒮⧯ߒߊߪᄢቇߦ߅ߡୃᓧߒߚ⠪ߪᢎ⢒⡯ຬᬌቯ
ߦวᩰߒߚ⠪ߦਈߔࠆ      ޕ
㧢㧚ਛ╬ᢎ⢒⻉ቇᩞߩᢎ⻀ߩᢎ⑼ᜰዉߦߟߡߩኾ㐷⸵⁁߮৻⥸⸵⁁ߪฦᢎ⑼ߏߣߦ
ਈߔࠆޕ
ੑ ߘߩߔࠆ⋧ᒰߩ⸵⁁߇৻⥸⸵⁁ߢࠆᢎ⻀ߢߞߡ೨㗄╙㧟ภࡠߩⷐઙࠍḩߚߔ߽
ߩߪ㧘ኾ㐷⸵⁁ߩਈࠍฃߌࠆࠃ߁ߦദߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ㧔ㅴߩദജ⟵ോ㧕
ਃ ೨㗄ߩᢎ⻀ࠍછߒ㧘ߪ㓹↪ߔࠆ⠪ߪ㧘ᒰᢎ⻀ߦኻߒኾ㐷⸵⁁ߩਈࠍฃߌࠆߎߣ
߇ߢ߈ࠆᯏળࠍਈ߃ࠆࠃ߁ߦദߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ㧔છᮭ⠪ߩᯏળឭଏ⟵ോ㧕
  ྾ ᢎ⻀ߩ৻⥸⸵⁁ߩਈࠍฃߌࠃ߁ߣߔࠆ⠪ߦኻߒߡߪ㧘ୃ჻ߩቇߩขᓧ߮╙㧝㗄
    ╙㧡ภߦⷙቯߔࠆ⑼⋡ߩනߩୃᓧߦଥࠆ⚻ᷣ⊛⽶ᜂࠍシᷫߔࠆߚߩ․ߩᅑቇᐲ
    ࠍ⸳ߌࠆޕ㧔․ߥᅑቇᐲߩഃ⸳㧕

ᩞ㐳ߩ⾗ᩰ 㧔╙㧣᧦㧕
  ᩞ㐳㧘ᩞ㐳߮ᢎ㗡ߪ㧘ේೣߣߒߡ㧘⋧ᒰߩᢎ⻀ߪ㙃⼔ᢎ⻀ߩቇᩞ⚻༡ߦߟߡߩኾ㐷
 ⸵⁁ࠍߔࠆ⠪ߣߔࠆޕ

⸵⁁ߩਈᮭ⠪ 㧔╙㧤᧦㧕
  ᥉ㅢ⸵⁁ߪ㧘ᢥㇱ⑼ቇᄢ⤿߇ਈߔࠆߎߣߣߒ㧘․⸵⁁߮⥃ᤨ⸵⁁ߪ㧘ㇺᐭ⋵⍮
߇ਈߔࠆޕ

⸵⁁ߩขࠅߍ 㧔╙㧥᧦㧕
  ᢎ⢒⡯ຬ߇㧘ᴺߩⷙቯߦᗧߦߒ㧘ߪᢎ⢒⡯ຬߚࠆߦ߰ߐࠊߒߊߥ㕖ⴕ߇ߞߡ㧘ߘ
ߩᖱ⁁߇㊀ߣࠄࠇࠆߣ߈ߦ㧘⸵⁁ࠍਈߒߚ⠪߇ߘߩ⸵⁁ࠍขࠅߍࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ
ᐲࠍ⸳ߌࠆߎߣޕ

⒖ⴕߦ㑐ߔࠆភ⟎ 㧔╙  ᧦㧕
㧝㧚ᣥᐲߩ⸵⁁ߩਈߪ㧘ᐔᚑ  ᐕᐲᧃ߹ߢߣߔࠆޕ
㧞㧚ᣥᐲߩ⸵⁁ࠍߔࠆ⠪ߪ㧘ᒰಽߩ㑆㧘ᒰ⸵⁁ࠍ߽ߞߡᢎ⢒⡯ຬߣߥࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
㧟㧚ᣥᐲߩ⸵⁁ࠍߔࠆ⠪߇㧘ᢎ⢒⡯ຬᬌቯߦวᩰߒߚ႐วߦᣂᐲߩ⸵⁁ߩਈࠍฃߌ
ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆᐲࠍ⸳ߌࠆޕ
㧠㧚ᣥᐲߩ⸵⁁ࠍ߽ߟᢎ⡯ຬߪ㧘ᣂᐲߩ⸵⁁ࠍขᓧߔࠆࠃ߁ߦദജߔࠆߣߣ߽ߦ㧘છ
ᮭ⠪㧔㓹↪⠪㧕ߪߘߩᯏળࠍਈ߃ࠆࠃ߁ദࠆ ޕ
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ᴺᓞ᩺ߩᢛℂ
㧝㧚ᐜዊࠍޟೋ╬ᢎ⢒⻉ቇᩞ⸵⁁ޠ㧘ਛ㜞ࠍޟਛ╬ᢎ⢒⻉ቇᩞ⸵⁁ߦޠᢛℂޕ
㧞㧚⸵⁁ࠍ㧘ޟߣޠ⁁⸵⥸৻ޟኾ㐷⸵⁁ߦޠᢛℂޕ
㧟㧚৻⥸⸵⁁ߪ㧘ၮ␆⾗ᩰߪୃޟ჻ภขᓧޠ㧘ޟ㧝ᐕ㑆ߩᢎ⢒ታ⠌㧔ᄢቇ㧝ᐕߩᲑ㓏߆ࠄ㐳ᦼ
⊛ߦታᣉߢ߈ࠆ߆ߪᬌ⸛㧕ޠ㧘ޟᢎ⑼ኾ㐷ᢎ⡯⑼⋡╬ߩޠනࠍᢎ⡯ᄢቇ㒮ߘߩઁᄢቇ
㒮ᄢቇߢୃᓧޟઁߩߘޕᢎ⡯ຬᬌቯߦޠวᩰޕ
㧠㧚ኾ㐷⸵⁁ߪ㧘ޠߒࠍ⁁⸵⥸৻ޟ㧘ޟ㧤ᐕએߩታോ⚻㛎ࠍߒޠ㧘ᢎ⡯ᄢቇ㒮ߢޟᢎ
⑼ᜰዉޠ㧘↢ޟᵴㅴ〝ᜰዉ╬ޠߪޟቇᩞ⚻༡ߩޠฦኾ㐷ಽ㊁㧔㧝ᐕ㑆㧕ߩ⺖⒟ࠍୃੌޕ
㧡㧚วࠊߖߡᦝ⸵ޟᣂᐲߪޠᑄᱛޕኾ㐷⸵ᐲߦๆޕ

㧢ᐕߩᔅⷐᕈࡔ࠶࠻
 ᢎ⢒వㅴ࿖ߢߪ㧢ᐕ߇ㅴࠎߢࠆޕ㧔ࡈࠖࡦࡦ࠼ࠍࡕ࠺࡞ߦߒߚ㧕
 ᢎຬߩ⾗⾰߮⢻ജߩะߦߟߥ߇ࠆޕ
 ࠃࠅᒝ࿕ߥᗧᔒࠍᜬߞߚ⠪ߚߜ߇ᢎຬࠍ⋡ᜰߔࠃ߁ߦߥࠆޕ
 㧠ᐕ㑆ߢߪቇᩞ႐߇ᛴ߃ࠆ⺖㗴ߦኻᔕߢ߈ߥޕ㧢ᐕ㑆ቇࠎߢߎߘኾ㐷ᕈ߇りߦߟߊޕ
ዊቇᩞᢎຬ㙃ᚑߢߪᐢᢎ⑼ࠍቇߴ㧘ਛ㜞ᢎຬ㙃ᚑߢߪ㜞ኾ㐷ᕈߦ⏴߈߇߆ߌࠄࠇࠆޕ
 ᢎ⢒ታ⠌ߢฃߌࠇࠆߩᾲᗧ߽㜞߹ࠆޕ
 ߎࠇ߹ߢߩታ⠌ᦼ㑆ߪ⍴ߔ߉ߢ㧘㛎ߢ߈ߥᢎ⑼߽ߞߚޕ㐳ᦼታ⠌ߥࠄᢎຬߩᄢᄌߐ߿
╬りᄢߩቇᩞ߽߃ߡ߈ߡ㧘᧪ࠍឬ߈߿ߔߊߥࠆޕ
 ኾ㐷⸵⁁ขᓧߪ㧘⡯ᢎຬߩౣᢎ⢒ߦߥࠆߒ㧘ޟᢎ⑼ᜰዉ↢ޟޠᵴㅴ〝ᜰዉޟޠቇᩞ⚻
༡ߩޠฦಽ㊁ߢ㜞⢻ജࠍᜬߟߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ

㧢ᐕߩ ᔨ㗄
 ᢎຬᔒᦸ⠪ߩᷫዋߦߥࠄߥ߆
   ᄢቇ㒮㧞ᐕ㑆ߩᤨޟ㑆ޟߣޠቇ⾌⽶ᜂޠ
    ᐕ㑆ߩ㐳ᦼߦࠊߚࠆᢎ⢒ታ⠌ޕ
   ᄌࠊࠄߥ߹߹ߩᢎຬߩᓙㆄ㧔ᄙᔔߥࠊࠅߦ߇วࠊߥ㧕ޕ
   㧢ᐕ㑆ߩቇ⾌ࠍ߆ߌߡߥ߅ណ↪ߐࠇࠆㅢߒ߇ߚߚߥޕ
   ㇺᏒㇱߢߪᢎᏧߩਇ⿷߇߈ࠆน⢻ᕈ߇ࠆޕ
 ⾗⾰⢻ജߩะߦߟߥ߇ࠆᣂߚߥᡷ㕟ߣߪ㧫
    㜞ቇᱧൻ߇ᧄᒰߦੱ᧚⏕ߦߟߥ߇ࠆ߆ޕ
    ߩቇㇱߩᢎ⢒ߩ⾰ࠍ㜞ࠆߎߣ߇ఝవߢߪߥ߆ޕ
    ᄢቇ㒮ߢ↹৻⊛ߦᢎຬ㙃ᚑߔࠆࠃࠅ߽㧘␠ળ⚻㛎ࠍⓍࠎߛ␠ળੱណ↪ࠍᐢߍߚᣇ߇㧘ࠃࠅ
ㅦ߿߆ߦᢙߩలታ߿⾰ߩะ߇࿑ࠇࠆߩߢߪߥ߆ޕ
    ሶߤ߽ߣ⋥ធ߰ࠇ߁ߎߣ߇৻⇟ߩീᒝߢߞߡ㧘㐳ߊᄢቇߢቇ߱ߎߣ߇ᢎᏧߦߥࠇ
ࠆࠊߌߢߪߥޕ
    ࡕ࠻ࠕࡓᤨઍࠍᢎ⢒ቇㇱߢㆊߏߔᄢቇ↢߇Ⴧ߃ࠆߛߌޕ
 ฃߌࠇ㧔㙃ᚑ㧕ᘒ߇ߢ߈ࠆ߆
   ᄢቇ㒮ᢎ⢒ߩ⾰ࠍ⸽ߒߟߟ㧘ࠞࠠࡘࡓ✬ᚑ߿ᜰዉᢎߩ⏕ߪน⢻߆ޕ
   ߩᢎ⡯ᄢቇ㒮ߪ㧞㧠ᩞߩߡోޕㇺᐭ⋵ߦ⸳⟎ߢ߈ࠆ߆⇼ޕ
   㧝ᐕ㑆ߩᢎ⢒ታ⠌ߪฃߌࠇࠆቇᩞ႐ߩ⽶ᜂ߇ᄢ߈ߊ㧘⏕ߢ߈ࠆ߆ޕ
 ⡯႐ⅣႺߩᡷༀ߇ఝవߢߪߥ߆ 
   ᢎຬ߇ሶߤ߽ߣะ߈ว߁ᤨ㑆ࠍ⏕ߒ㧘ᢎ⢒ߦ㓸ਛߢ߈ࠆⅣႺߠߊࠅࠍఝవߔߴ߈ޕ
   ㆊഭ߇Ᏹᘒൻߒߡ⧯ᢎຬߪ∋ഭᗵࠍࠇߎޕᱛࠆߎߣߎߘ⾰ߩะߦ⚿߮ߟߊޕ
   ቇᩞᢎຬቯᢙࠍჇ߿ߔߎߣ߇ఝవޕ
   ㆊኒഭ߆ࠄ⸃ߒߡ㧘ታࠅࠆੱ⎇ୃ㧘㓸࿅⎇ୃߩ႐ࠍ㓚ߔࠆߎߣ߇ఝవޕ
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㧢ᐕߩ⺖㗴
 ቯຬߩ㗴
   ߪᐕ㑆  ਁੱ߇⸵ขᓧޕ
   ㄭᐕߩᣂⷙᢎຬណ↪⠪ᢙߪ㧞ਁੱᒝߣ߁ታ❣߆ࠄ㧘㧡ਁੱએߩ㙃ᚑ߇ᔅⷐޕ
   ࿖┙ᢎຬ㙃ᚑ♽ᄢቇቇㇱߩቯຬߪ㧘ᣂ⺖⒟ࠍࠇߡ߽  ਁੱޕ
   ࿖┙ᄢቇߩ৻⥸ቇㇱߩᢎຬ⸵ᔒᦸ⠪ࠍ⿷ߒߡ߽㧘࿖┙ߢߪᦨᄢ  ਁੱᒝߩ㙃ᚑޕ
   㧟ਁੱએߪ⑳┙ᄢቇߩ㙃ᚑߦଐߔࠆߒ߆ߥޕ
   ࿖┙ߩᢎ⢒ቇ⎇ⓥ⑼ߣᢎ⡯ᄢቇ㒮ࠍวࠊߖߚቯຬ߇㧠ජੱᒙޕ
    ਁੱߩ㒮↢ࠍ㧞ᐕ㑆ኈߔࠆᢎ⢒ߩ✬ᚑ߇ᔅⷐޕ㧔ቇ↢Ⴧ㧘ᢎ⡯ຬჇ㧘ᣉ⸳Ⴧ㧕
   ኾ㐷⸵⺖⒟↪ߩᢎ⡯ᄢቇ㒮ߩᢛ㧔㧤ᐕታോ⚻㛎⠪↪㧕
 ᢎ⢒⚵❱✬ᚑߩ㗴
    ቇㇱ㧠ᐕ⺖⒟ࠍోߡ㧢ᐕ㙃ᚑ⺖⒟ߦౣ✬ᚑߔࠆߩ߆ޕ
    ቇㇱ㧠ᐕ⺖⒟ߣᄢቇ㒮㧞ᐕߩ㧢ᐕߦߔࠆߩ߆ޕ
    ⍴ᄢߩᢎ⡯⺖⒟㧔ᐜ⒩㧞⒳㧕ߪᑄᱛ߆ޕᐜ৻రൻߣ૬ߖߡᐲ⸳⸘߇ᔅⷐޕ
 㙃ᚑណ↪⎇ୃߩ৻ൻߒߚᐲ⸳⸘
    ᄢቇߩ⾰ࠍߍࠆߚߦ㧘ㆇ༡⾌ઃ㊄㧝㧑ᷫߩല₸ൻࠍ⋥ߒޕ
    ታ〣⊛ᜰዉജࠍะߐߖࠆߚߩ㧘ୃ჻⺖⒟ߩࠞࠠࡘࡓߩ⋥ߒޕ
    㐳ᦼߦࠊߚࠆᢎ⢒ታ⠌ߩ⹏ଔߩࠅᣇޕ
   ఝ⑲ߥᢎຬࠍ⏕ߔࠆߚߩᢎຬណ↪⹜㛎ߩᎿᄦޕ
   ೋછ⠪⎇ୃᐲ߿  ᐕ⚻㛎⠪⎇ୃߥߤߩ⎇ୃߩౣ⸳⸘ޕ
   ᩞ㐳ᢎ㗡ߩ▤ℂ⡯ߩ⾗⾰ะޕ
   ࠁߣࠅࠆ⎇ୃࠍታᣉߔࠆߚߩᢎຬቯᢙᡷༀޕ
   ᢎຬߩੱ⹏ଔ߿⛎ਈ♽ߣߩ㑐ㅪޕ
 ታ⠌ᩞ⏕ߩ㗴
   ᄙᔔߒߚቇᩞ႐ߢ  ᐕ㑆ߩታ⠌߇น⢻߆ޕ
   ᢎຬߩᄙᔔൻߩ⸃ᶖߣ૬ߖߚฃߌࠇᘒߩᢛ㧔੍▚㧕ޕ
   ࠃࠅ߽႐ߩℂ⸃ߩ㊀ⷐᕈޕ
 ዉᤨᦼߣ⒖ⴕᦼߩ㗴
   ᕆỗߥ⟵ോൻߢᷙੂࠍߎߐߥዉߩᣇ ޕ
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ᐲ㧦ᄢቇ㒮ߦ߅ߌࠆᢎຬ㙃ᚑ߳
ቇᩞ႐߇ᛴ߃ࠆ⺖㗴ߩⶄ㔀ൻᄙ᭽ൻߦኻߒߡޔ㜞ᐲߥኾ㐷
ᕈߣ⼾߆ߥੱ㑆ᕈ␠ળᕈࠍ߃ߚജ㊂ࠆᢎຬࠍ㙃ᚑߔࠆޕ
ୃ჻⺖⒟ࠍᢎຬ㙃ᚑߣ߁࡞ߦ⏕ታߦ⟎ߠߌࠆޕ
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 㧗㧞ߩㇱಽߪ
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⺖⒟߆?
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8 ᐕએߩታോ⚻㛎
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ᩞ㐳ᢎ㗡߳
ߩછ↪ⷐઙ
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ෳ⼏㒮ߦឭߒߚ᩺㧕̖ޟ㜞╬ᢎ⢒߳ߩήఘᢎ⢒ߩẋㅴ⊛ߥዉ߮ᅑቇᐲߩలታޠ
2009 ᐕ᳃ਥౄࡑ࠾ࡈࠚࠬ࠻̖ޟᏗᦸ⠪ోຬ߇ฃߌࠄࠇࠆᅑቇ㊄ᐲߩഃ⸳ޠ

㧔㧟㧕ޟᐕ㑆ߩᢎ⢒ታ⠌⺖߁ߦޠ㗴
ቇㇱቇ↢ᢙએߣߥࠆㄟߺߩᄢቇ㒮↢ߦኻߒߡㆡಾߥᢙߩታ⠌ᩞࠍ⏕ߢ߈ࠆ߆?
㧔ቇㇱቇ↢ߩᢎ⢒ታ⠌ߪᱛࠆߩ߆? 㧕
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ታ⠌ᩞߦ߅ߌࠆᜰዉᢎຬߦㆊ㊀ߥ⽶ᜂࠍ߆ߌࠆߎߣߦߥࠄߥ߆?
㧔Ფᐕ৻ޔᐕਛᢎ⢒ታ⠌↢߇ࠆߣ߁⁁ᴫޕ6 ᐕ৻⽾ߩ႐วߦߪޔቇ↢ߦߣߞߡೋ
ߡߩ႐ߢࠅৼޔካߥᜰዉ߇ᔅⷐߢࠆޕ㧕
ቇ↢ߩ⚻ᷣ⊛⽶ᜂ߇Ⴧߔ㧔․ߦޔࠎߢࠆኅ߆ࠄ㆙㓒ߦࠆታ⠌ᩞߦㅢ߁႐วߦߪ
⡺⊛♖⊛ߦ߽⽶ᜂ߇߆߆ࠆޕ㧕
㧔㧠㧕ᐲዉᤨ߆ࠄᐕ㑆ಽߩᢎຬ⏕ߩ㗴
ᐲᡷᱜ೨ߩතᬺ↢߇㔛ⷐߦᔕ߃ࠆ?
㧔㧡㧕㐿ᢎຬ㙃ᚑᐲࠍ⛽ᜬߔࠆ႐วߩ⺖㗴㧔⸥㧔㧕ߩ⺖㗴ࠍ㒰ߡ㧕
ᢎ⢒ቇㇱߦⶄᢙߩࠞࠠࡘࡓ߇ᔅⷐ
6 ᐕ৻⽾ߩ႐ว
A. ᢎ⢒ቇㇱߦ߅ߌࠆޔ6 ᐕ৻⽾ߩࠞࠠࡘࡓ
B. ᢎຬᔒᦸߩઁᄢቇり⠪ߩߚߩ 2 ᐕ㑆ߩୃ჻⺖⒟ࠞࠠࡘࡓ̖ A ߩୃ჻⺖⒟ 2
ᐕߣหߓߣ߁ࠊߌߦߪ߆ߥ㧔3 ᐕߩୃᬺ߇ᔅⷐ߆?㧕ޕ
C. ᐲ⊒⿷೨ߦ⡯ߣߥߞߚᢎຬะߌߩ 2 ᐕ㑆ߩୃ჻⺖⒟ࠞࠠࡘࡓޕ
4 ᐕ㧗㧔ታോ⚻㛎ᓟ㧕2 ᐕߩᐲߩ႐ว
A. ᢎ⢒ቇㇱතᬺ↢ߣ৻⥸ᄢቇතᬺᓟᢎຬߣߥߞߚ⠪ߦኻߔࠆ 2 ᐕ㑆ߩୃ჻⺖⒟ࠞࠠ
ࡘࡓޕ
B. ৻⥸ᄢቇࠍතᬺߒޔᢎຬ⸵ࠍᜬߞߡߥ⠪߇ᢎຬࠍᔒᦸߒߚ႐วߦኻᔕߔࠆߚ
ߩୃ჻⺖⒟ࠞࠠࡘࡓ㧔3 ᐕߩୃᬺ߇ᔅⷐ߆?㧕ޕ
C. ᐲ⊒⿷೨ߦ⡯ߣߥߞߚᢎຬะߌߩ 2 ᐕ㑆ߩୃ჻⺖⒟ࠞࠠࡘࡓޕ
㧔㧢㧕ⴕᢎ⡯ᄢቇ㒮ߩᐲ⸳⸘ߩᄌᦝ
ⴕᢎ⡯ᄢቇ㒮ߩ⋡⊛̖Ԙታ〣⊛ᜰዉജࠍ߃ߚᣂੱᢎຬߩ㙃ᚑ
㧔ࠬ࠻࠻ࡑࠬ࠲ߩฃߌࠇࠍ೨ឭߣߒߡࠆ㧕
ԙၞ߿ቇᩞߢᜰዉ⊛ᓎഀࠍᨐߚߔਛᩭ⊛ਛၷᢎຬ㧔ࠬࠢ࡞
࠳㧕ߩ㙃ᚑ㧔⡯ᢎຬߩᢎ⢒㧕
㧔ਥߣߒߡ?㧕ታോ⚻㛎 8 ᐕએ⚻ߚ⡯ᢎຬߩᢎ⢒
㧔ୃޔ⊛⋡ޟᬺᐕ㒢ⷐੌୃޔઙޔᢎ⢒⺖⒟ᣇᴺ╬ߩޠౣᬌ⸛ࠍⷐߔࠆ㧕
⡯ᢎຬ߇ᢎ⡯ᄢቇ㒮ߢୃቇߒ߿ߔⅣႺࠍᢛ߃ࠆߎߣ߇ᔅⷐޕ
̪ⴕᢎ⡯ᄢቇ㒮ߪ⁛┙ኾߢࠅߦߎߘޔᚲዻߔࠆኾછᢎຬߪቇㇱ╬ߩ⺖⒟ቯߦ߁
ߎߣߪߢ߈ߥޔ߫ࠇߢ߹߹ߩߘޕኾ㐷⡯ቇ⺖⒟㧔ᢎ⡯ᄢቇ㒮㧕ߩ႐วޔᢎ⢒ቇㇱ
ߦන⚐ߦჇ⸳ߣ߁ߎߣߪ㔍ߒޕ
㧞. ޟ6 ᐕ৻⽾ޟߣޠ4 ᐕ㧗 2 ᐕߩޠὐߣ⺖㗴
6 ᐕ৻⽾

4 ᐕ㧗 2 ᐕ

غහᚢജߣߥࠆᣂੱᢎຬߩ㙃ᚑ߇น⢻

غታോ⚻㛎ࠍ〯߹߃ߡୃ჻⺖⒟ߦቇߔࠆ
ߚޔᄢቇ㒮ߢቇ߱⋡⊛ᗧ⼂߇㜞ߎߣ

ᢎ⑼ᜰዉߛߌߢߥߊ↢ޔᓤᜰዉᢎ⢒⋧⺣ޔ
ቇ⚖⚻༡ޔቇᩞ⚻༡ߥߤߦ߽৻ቯ⒟ᐲߩℂ
⸃ࠍᜬߜޔ㐳ᦼߩታ⠌ߦࠃࠆታ〣ࠍⓍࠎߛ
ᢎຬߩ㙃ᚑ߇ߢ߈ࠆޕ

ὐ

߇ᗐቯߐࠇࠆޕ
ಾታߥᢎ⢒⺖㗴ߩ⸃߿⺖ޔ㗴ߦኻߔࠆᣂ
ߚߥⷞὐߩ₪ᓧߥߤޔቇ߮ߚߎߣ߇ߪߞ
߈ࠅߒߡࠆޕ

غᢎ⑼ߩኾ㐷ᕈࠍᷓޔᢎ᧚㐿⊒⢻ജߩ
⢒ᚑࠍ࿑ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ
․ߦޔਛቇᩞߣ㜞ᩞߩᢎຬࠍ⋡ᜰߔ⠪ߦߣ
ߞߡ⸵ⴕޔᴺߩਅߢᷫߞߚᢎ⑼ߦ㑐ߔ
ࠆ⑼⋡ࠍᷓࠍࠇߘޔၮ␆ߣߒߚᢎ᧚㐿⊒
⢻ജࠍ⢒ᚑߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ

ઁعᄢቇઁቇㇱり⠪ߦ⽾৻ޟᢎ⢒ޠ

 غ4 ᐕߢ৻ᣤᢎ⡯ߦዞߊࠃ߁ߥᐲ߇น⢻
ߣߥࠆᦼ ޕ㒢ઃ߈ߩ⸵⁁
 غ4 ᐕߢතᬺߔࠆࠍᱷߖࠆน⢻ᕈ߇ࠆޕ
 ع4 ᐕߢතᬺᓟୃޔ჻ߦቇߔࠆ߹ߢߩᐕ
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⺖㗴

ߪਇน⢻ ߘ߽ߘ߽ቇㇱߢߩੱ᧚㙃ᚑߩ

㒢ߦࠍᜬߚߖࠆ႐วޔᐕᐲߦࠃߞߡ

⋡⊛߇⇣ߥߞߡࠆ ޕ

ቇ⠪ߩᢙ߇ᄌേߒޔᢎ⢒ߦᡰ㓚߇ࠆޕ

عᢎ⢒ታ⠌ᩞߦ߅ߌࠆᜰዉᢎຬߦᄢ߈ߥ ߦߢߔعᢎຬߣߒߡ⚻㛎ࠍߟࠎߛ⠪߳ߩᢎ
⽶ᜂߣߥࠆޕ

⢒ታ⠌ߣ߁ߎߣߦߥࠆߣⴕޔᢎ⡯ᄢ

Ფᐕ৻ޔᐕਛߩታ⠌ߢࠆޕ
ቇㇱᲑ㓏ߢߩታ⠌߇ߢ߈ߥߊߥࠅୃޔ჻
⺖⒟ߢೋߡቇᩞ႐ߦࠆޕ

ቇ㒮ߢⴕߞߡࠆࠃ߁ߥ⺖ޔ㗴⸃ဳߩ
㜞ᐲߥታ⠌ߦߥࠆޕ

㧟 ࠞࠠࡘࡓࡕ࠺࡞ 
㧔㧝㧕6 ᐕ৻⽾ߩࡕ࠺࡞
4 ᐕ㑆 ቇㇱ

2 ᐕ㑆 ୃ჻

ⴕߩ৻⒳⸵⁁ขᓧߦኻᔕߔ
ࠆࠞࠠࡘࡓࠍၮᧄߣߔࠆޕ
̪ቇㇱߣୃ჻⺖⒟ߩ⛮⛯ᕈޔቇ
ㇱߣୃ჻ߩࡌ࡞ߦᔕߓߚߘ
ࠇߙࠇߩ⁛⥄ᕈߦ⇐ᗧߒߚࠞ

ᯏ⊛ߦ⛔ว

⻠ ⟵

Ԙఽ┬↢ᓤℂ⸃⎇ⓥ⑼⋡⟲
ԙᬺ⎇ⓥ⑼⋡⟲
Ԛቇᩞ⎇ⓥ⑼⋡⟲

ࡒ࠽

Ԙఽ┬↢ᓤℂ⸃⎇ⓥࡒ࠽
ԙᬺ⎇ⓥࡒ࠽
Ԛቇᩞ⎇ⓥࡒ࠽

ࠠࡘࡓࠍ᭴ᗐߔࠆޕ
ቇᩞ႐
Ԙఽ┬↢ᓤℂ⸃㧔⥃ᐥ⊛ޔᢎ⢒ᔃℂቇ⊛ሶߤ߽ℂ⸃․ޔᡰេᢎ⢒㧕
ԙᬺ⎇ⓥ㧔ࠞࡦ࠼࠹ࠖ࠴ࡖޔᬺታ〣㧕
Ԛቇᩞ⎇ⓥ ↢ᓤᜰዉޔቇ⚖⚻༡ޔቇᩞ⚻༡ޔᩞോಽߦ߽ෳട

ࠝࠛࡦ࠹ ቇᩞ႐ߢߩታ⠌
࡚ࠪࡦ
⻠⟵
ෳⷰ

ⷰኤ
ታ⠌

ࡒ࠽ ᝄࠅࠅ⋭ޔኤ

ࡐ࠻ᚑ

⥄ಽ⥄りߩᝄࠅࠅޔታ〣⚻㛎ߩ
ᵹߦࠃࠆᝄࠅࠅ

6 ࡩ

1ᐕ

6 ࡩ

̪ᢎຬᔒᦸߩઁᄢቇり⠪ߦኻߒߡߪޔߩࠞࠠࡘࡓ߇ᔅⷐߢࠆޕ
̪ᣂᐲ⊒⿷೨ߦᢎຬߣߥߞߚ⠪߇ᄢቇ㒮ߢߩᢎ⢒ࠍᦸ႐ว߽ᗐቯߐࠇߦࠇߘޔኻߔࠆ߃߽ᔅ
ⷐߢࠆޕ
㧔㧞㧕4 ᐕ+2 ᐕߩࡕ࠺࡞
2 ᐕ ୃ჻

ᢎຬ㙃ᚑ

⸥ޟ6 ᐕ৻⽾ᕈޟߩ࡞࠺ࡕޠ+2 ᐕߣޠห᭽

ᢎ⢒ቇㇱ
4 ᐕ
4 ᐕઁᄢቇ
ઁቇㇱ
⸵ࠅ

ᢎຬߣߒߡ
ߩታോ⚻㛎

ψታോ⚻㛎ࠍ〯߹߃ߚ⎇ⓥ⺖ޔ㗴⸃⊛ߥታ⠌ࠍ
⠨߃ࠆޕ
ٟࠞ࠽࠳ࠞ࡞ࠟᄢቇߩ MT Master of Teaching
ࡊࡠࠣࡓ߇ࡕ࠺࡞ߣߥࠅᓧࠆޕ
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3 ᐕ ୃ჻
4 ᐕઁᄢቇ
ઁቇㇱ

ᴺቯනࠍḩߚߔߚߦߪ 3 ᐕ⒟ᐲߩጁୃᦼ㑆߇ᔅⷐ
1 ᐕ㑆ࠍၮ␆ᢎ⢒ޔᱷࠅ 2 ᐕߪ 6 ᐕ৻⽾ࡕ࠺࡞ߩ+2 ୃ჻

⸵ߥߒ

ߩㇱಽߦᴪߞߚࠞࠠࡘࡓߣߔࠆ

̪ᐲᡷᱜ೨ߦතᬺߒߚ⡯ᢎຬߩ႐วߦߪⴕޔᢎ⡯ᄢቇ㒮߆ޔ6 ᐕ৻⽾ࡕ࠺࡞ߩୃ჻⺖⒟
ߦቇߐߖࠆޕ
㧠 ᢎຬ㙃ᚑᐲߣᢎຬ⸵ߩኻᔕ
⸵عᐲߩ㗴ߩᧄ⾰
ᢎᏧߩ㜞ᐲߥኾ㐷ᕈߩ ⾰⊛ ⸽ certificate ҁ license

8 ᐕએߩታോ⚻㛎
6 ᐕ৻⽾

ᢎ⡯ᄢቇ㒮

ኾ㐷⸵⁁

৻⥸⸵⁁
ኾ㐷
ᢎ ⡯ ᄢ ቇ 㒮 ⸵⁁

ୃ჻ 2 ᐕ
4 ᐕ

ᦼ㒢ઃ߈৻⥸⸵⁁

৻⥸⸵⁁

⸵⁁
ᐕ 㦂

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
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䇭

ᢎ⡯ᄢቇ㒮

ቇㇱᲑ㓏䈪䈱䇸ᢎ⢒ታ⠌䇹䈲䋿

ਈ

ኾ㐷⸵⁁䈱⒳㘃䇭䋼䋳⒳㘃䋾
䋨ᢎ⑼ᜰዉ㪆↢ᵴ䊶ㅴ〝ᜰዉ╬
㪆ቇᩞ⚻༡䋩

ᢎ⡯ᄢቇ㒮

ኾ㐷⸵⁁䉮䊷䉴

ታോ⚻㛎䋱䋰ᐕએ䈫䈇䈉᩺䉅䈅䉎䇯

䋳ᐕᰴ✬ቇ

ᢎ⢒⚵❱䊶䉦䊥䉨䊠䊤䊛䈮ᓇ㗀ᄢ

䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭⸵⁁䈱ቇᩞ⒳ಽ
䇭ೋ╬ᢎ⢒⻉ቇᩞ⸵䋨ᐜ䊶ዊ৻✜䋩
䇭ਛ╬ᢎ⢒⻉ቇᩞ⸵䋨ਛ䊶㜞৻✜䋬ᢎ⑼䈗䈫䋩
䇭․ᡰេቇᩞ⸵䈱䋳ಽ
䇭㙃⼔ᢎ⻀䋿䋨ᴺ᩺䈮䈲䈅䉎䇯䋩ᩕ㙃ᢎ⻀䋿䋨ᴺ᩺䈮䈭䈇䋩

ᢎຬ㙃ᚑᄢቇ䊶ቇㇱ

▤ℂ⡯㩿ᢎ⡯ᄢቇ㒮㪆ቇᩞ⚻༡䈱䉂䋩

⍴ᦼᄢቇ

⍴ᄢ૬⸳ኾ⑼

ቇਈᯏ᭴䋨ቇขᓧ䋩

ᢎ⡯ຬ
ᬌቯ

⡯ᢎຬ䋨ኾ㐷⸵⁁䋩

ታോ䋸ᐕએ

৻⥸ᄢቇ䊶ቇㇱ

䈠䈱ઁ䈱ᄢቇ㒮

䋴ᐕᄢቇ䋨ቇ჻䋩

ᢎ⢒ቇ⎇ⓥ⑼

৻⥸⸵⁁䉮䊷䉴䋨䋱ᐕ㑆䈱ᢎ⢒ታ⠌䊶ᅑቇ㊄ᐲ䋩

ᄢቇ㒮䋨ୃ჻䋩

ᢥㇱ⑼ቇᄢ⤿䋨ਈ䋩

⡯ᢎຬ䋨৻⥸⸵⁁䋩

㪲㪟㪈㪐ᐕᴺ᩺䈮䈅䉍㪆㪟㪉㪈ᐕᴺ᩺䈮䈭䈚㪴

⻠⠌䋨䋱䋰ᐕ䈗䈫䋩䇭䋱䋰䋰ᤨ㑆 㶎⻠⠌ળ䈲䈬䈖䈏ડ↹䊶ታᣉ䋿

ቇㇱᲑ㓏䈪䈱䇸ᢎ⡯ታ〣Ṷ⠌䇹䈲ᔅⷐ䋿䇭䇭วᩰ䋿

ᢎ⡯ຬ
ᬌቯ

ᄬല

ᢎຬ㙃ᚑ䋶ᐕ䋨᳃ਥౄ᩺䈱ᬌ⸽䋩

ⶄᢙ⸵ขᓧᏗ
ᦸ䋨੍ቯ䋩⠪䈫䋱ᐕ
㑆䈱ᢎ⢒ታ⠌䈫䈱
㑐ଥ
ⶄᢙ⸵ขᓧ䈲
น⢻䈎䋿

ᐜ䊶ዊ䊶ਛ䈱䋲⒳
⸵䈲䈭䈒䈭䉎䋿⍴
ᄢ䈲䋿

⇼䋶

⇼䋵

⇼䋴

⇼䋳

มᦠ䊶ቇ⧓ຬ╬䈱
⻉⾗ᩰ䈫䈱㑐ଥ䋿

ቇᩞ࿑ᦠ㙚มᦠ
ᢎ⻀䈲䋿䋨ၮ␆
⸵䈏ᔅⷐ䋩

ᜰቯᢎຬ㙃ᚑᯏ
㑐䈲䈬䈉䈭䉎䈱
䈎䋿
䋨ᐜ䋲⒳䈏ᄙ䈇䋩

․ኾ⑼䈱䉋䈉
䈭⺖⒟䈲䈬䈉䈜䉎
䈱䈎䋿

⇼䋲 ․ᡰេቇᩞᢎ
⻀⸵⁁䈱䉋䈉䈮
ၮ␆⸵䈏ᔅⷐ
䈭⸵⁁䈲䈬䈉䈜
䉎䈱䈎䋿

⇼䋱

⏕

参考資料５
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3124

㻝㻜㻤㻡
㻢㻜㻡㻜
㻞㻠㻣㻥
㻞㻥㻥㻢
㻝㻤㻠㻢
㻝㻢㻥㻟
㻝㻢㻝㻠㻥

㻞㻞㻢
㻞㻟㻟㻥
㻤㻝㻝
㻥㻥㻝
㻡㻢㻤
㻣㻟㻡
㻡㻢㻣㻜

㻝㻞㻞㻟
㻞㻣㻠㻜
㻝㻠㻥㻢
㻝㻝㻟㻥
㻝㻞㻤㻝
㻝㻠㻤㻤
㻥㻟㻢㻣

3128

㻠㻝㻝
㻞㻣㻡㻟
㻝㻜㻠㻡
㻝㻝㻢㻢
㻢㻢㻣
㻤㻜㻠
㻢㻤㻠㻢

㻞㻡㻤
㻞㻡㻣㻤
㻥㻡㻤
㻝㻠㻞㻠
㻡㻢㻣
㻡㻟㻢
㻢㻟㻞㻝

㻝㻞㻡㻞
㻢㻤㻟
㻞㻞㻜㻜
㻟㻤㻞㻞
㻝㻟㻣㻟
㻝㻣㻜㻣
㻤㻣㻥
㻝㻥㻤㻥
㻝㻞㻥㻝
㻝㻝㻠㻝
㻝㻠㻥㻤
㻝㻝㻜㻡
㻤㻠㻥㻟 㻝㻜㻡㻝㻠

ᡂㄢ⛬䠅

㻟㻟㻝
㻝㻞㻢㻟
㻠㻟㻠
㻤㻝㻤
㻢㻜㻣
㻟㻣㻠
㻟㻤㻞㻣

ဨ䠄య䠅

㻝㻞㻣㻞
㻝㻠㻠㻥
㻝㻢㻢㻟
㻥㻠㻝
㻝㻟㻣㻡
㻞㻜㻠㻡
㻡㻠㻣㻜
㻡㻜㻣㻥
㻠㻥㻡㻟
㻢㻠㻜㻜
㻟㻝㻥㻡
㻠㻞㻡㻜
㻝㻡㻜㻟
㻝㻥㻤㻡
㻞㻠㻤㻥
㻞㻟㻜㻣
㻞㻠㻝㻤
㻞㻢㻢㻠
㻞㻠㻟㻞
㻞㻝㻟㻜
㻞㻜㻠㻡
㻟㻠㻝㻞
㻝㻡㻥㻜
㻞㻜㻣㻜
㻝㻤㻥㻡
㻝㻤㻠㻥
㻝㻥㻡㻤
㻝㻣㻜㻤
㻝㻜㻟㻜
㻝㻟㻤㻜
㻝㻤㻣㻝
㻞㻞㻞㻟
㻞㻟㻜㻞
㻝㻢㻠㻝
㻝㻢㻟㻜
㻞㻟㻠㻜
㻝㻡㻠㻞㻥 㻝㻡㻜㻟㻣 㻝㻡㻟㻟㻥 㻝㻢㻣㻢㻣
㻝㻜㻟㻞㻟 㻝㻠㻜㻣㻜
⚟ᓥ䚸ᒣᙧ䚸ᐩᒣ䚸㫽ྲྀ䚸ᗈᓥ䛾ྛᏛ䛿ධ䛳䛶䛔䛺䛔

3127

㻝㻥㻞
㻞㻝㻤㻜
㻣㻞㻣
㻥㻢㻞
㻡㻞㻞
㻡㻠㻢
㻡㻝㻞㻥

3123

㻟㻡㻝
㻞㻢㻜㻢
㻣㻠㻣
㻝㻞㻝㻞
㻢㻟㻜
㻡㻢㻥
㻢㻝㻝㻡

3122
㻝㻜㻤㻜
㻟㻞㻥㻜
㻝㻣㻢㻞
㻝㻠㻣㻜
㻝㻟㻣㻟
㻝㻟㻞㻡
㻝㻜㻟㻜㻜

3121
㻣㻟㻠
㻟㻠㻠㻠
㻝㻣㻟㻞
㻝㻣㻤㻠
㻝㻞㻝㻢
㻝㻝㻞㻠
㻝㻜㻜㻟㻠

311:

ᾏ㐨ᮾ
㻝㻟㻠㻤
㻢㻠㻤
㻠㻟㻜
㻟㻟㻟
㻝㻠㻤
㻠㻣㻜
㻟㻣㻜
㻡㻟㻥
㛵ᮾ⏥ಙ㉺
㻤㻟㻤㻢
㻢㻡㻟㻞
㻡㻤㻟㻤
㻡㻞㻟㻣
㻠㻣㻠㻠
㻠㻣㻠㻥
㻠㻝㻠㻞
㻟㻤㻡㻝
ᮾᾏ㝣
㻟㻜㻝㻟
㻞㻠㻣㻝
㻞㻜㻣㻣
㻝㻥㻜㻤
㻝㻣㻞㻢
㻝㻤㻟㻢
㻝㻤㻠㻡
㻝㻢㻤㻠
㏆␥
㻠㻤㻠㻣
㻟㻤㻞㻡
㻟㻠㻞㻞
㻟㻜㻠㻢
㻞㻡㻣㻜
㻞㻡㻠㻟
㻞㻟㻢㻡
㻞㻝㻜㻞
୰ᅜᅄᅜ
㻝㻡㻞㻣
㻝㻞㻡㻠
㻝㻜㻡㻡
㻥㻥㻥
㻥㻡㻝
㻝㻜㻣㻡
㻥㻥㻝
㻝㻜㻥㻜
ᕞ
㻝㻞㻣㻥
㻥㻟㻥
㻣㻢㻣
㻣㻡㻤
㻤㻢㻝
㻥㻟㻠
㻤㻤㻣
㻝㻜㻣㻜
ए
㻞㻜㻠㻜㻜 㻝㻡㻢㻢㻥 㻝㻟㻡㻤㻥 㻝㻞㻞㻤㻝 㻝㻝㻢㻜㻣 㻝㻝㻢㻜㻣 㻝㻜㻢㻜㻜 㻝㻜㻟㻟㻢
ආޘয
ᾏ㐨ᮾ
㻞㻢㻡
㻣㻜
㻟㻣㻥
㻙㻝㻞㻟
㻠㻟㻤
㻝㻤㻝
㻠㻞㻟
㻞㻞㻡
㛵ᮾ⏥ಙ㉺
㻞㻢㻟㻝
㻞㻟㻢㻠
㻟㻝㻠㻝
㻞㻝㻡㻟
㻟㻞㻤㻤
㻞㻢㻝㻥
㻞㻣㻜㻥
㻞㻡㻡㻢
ᮾᾏ㝣
㻝㻜㻥㻢
㻥㻣㻡
㻝㻞㻥㻠
㻤㻤㻟
㻝㻠㻞㻣
㻝㻝㻠㻞
㻝㻜㻣㻤
㻣㻡㻤
㏆␥
㻝㻡㻢㻝
㻝㻠㻠㻢
㻞㻝㻝㻝
㻝㻡㻢㻢
㻞㻞㻜㻡
㻝㻣㻢㻥
㻝㻢㻤㻝
㻝㻞㻢㻝
୰ᅜᅄᅜ
㻡㻟㻟
㻟㻥㻟
㻢㻞㻠
㻟㻡㻤
㻢㻤㻝
㻡㻝㻣
㻢㻞㻡
㻡㻟㻡
ᕞ
㻠㻥㻥
㻝㻢㻢
㻡㻜㻠
㻝㻟㻝
㻢㻞㻥
㻠㻝㻣
㻡㻝㻠
㻠㻤㻝
ए
㻢㻡㻤㻡
㻡㻠㻝㻠
㻤㻜㻡㻟
㻠㻥㻢㻤
㻤㻢㻢㻤
㻢㻢㻠㻡
㻣㻜㻟㻜
㻡㻤㻝㻢
˾ආए
ᾏ㐨ᮾ
㻝㻢㻝㻟
㻣㻝㻤
㻤㻜㻥
㻞㻝㻜
㻡㻤㻢
㻢㻡㻝
㻣㻥㻟
㻣㻢㻠
㛵ᮾ⏥ಙ㉺
㻝㻝㻜㻝㻣
㻤㻤㻥㻢
㻤㻥㻣㻥
㻣㻟㻥㻜
㻤㻜㻟㻞
㻣㻟㻢㻤
㻢㻤㻡㻝
㻢㻠㻜㻣
ᮾᾏ㝣
㻠㻝㻜㻥
㻟㻠㻠㻢
㻟㻟㻣㻝
㻞㻣㻥㻝
㻟㻝㻡㻟
㻞㻥㻣㻤
㻞㻥㻞㻟
㻞㻠㻠㻞
㏆␥
㻢㻠㻜㻤
㻡㻞㻣㻝
㻡㻡㻟㻟
㻠㻢㻝㻞
㻠㻣㻣㻡
㻠㻟㻝㻞
㻠㻜㻠㻢
㻟㻟㻢㻟
୰ᅜᅄᅜ
㻞㻜㻢㻜
㻝㻢㻠㻣
㻝㻢㻣㻥
㻝㻟㻡㻣
㻝㻢㻟㻞
㻝㻡㻥㻞
㻝㻢㻝㻢
㻝㻢㻞㻡
ᕞ
㻝㻣㻣㻤
㻝㻝㻜㻡
㻝㻞㻣㻝
㻤㻤㻥
㻝㻠㻥㻜
㻝㻟㻡㻝
㻝㻠㻜㻝
㻝㻡㻡㻝
ྜィ
㻞㻢㻥㻤㻡 㻞㻝㻜㻤㻟 㻞㻝㻢㻠㻞 㻝㻣㻞㻠㻥 㻝㻥㻢㻢㻤 㻝㻤㻞㻡㻞 㻝㻣㻢㻟㻜 㻝㻢㻝㻡㻞
ᾏ㐨ᮾ䠖ᾏ㐨䚸㟷᳃䚸ᒾᡭ䚸ᐑᇛ䚸⛅⏣䚸ᒣᙧ䚸⚟ᓥ
㛵ᮾ⏥ಙ㉺䠖Ⲉᇛ䚸ᰣᮌ䚸⩌㤿䚸ᇸ⋢䚸༓ⴥ䚸ᮾி䚸⚄ዉᕝ䚸᪂₲䚸ᒣ䚸㛗㔝
ᮾᾏ㝣䠖ᐩᒣ䚸▼ᕝ䚸⚟䚸ᒱ㜧䚸㟼ᒸ䚸ឡ▱䚸୕㔜
㏆㻌␥䠖㈡䚸ி㒔䚸㜰䚸රᗜ䚸ዉⰋ䚸ḷᒣ
୰ᅜᅄᅜ䠖㫽ྲྀ䚸ᓥ᰿䚸ᒸᒣ䚸ᗈᓥ䚸ᒣཱྀ䚸ᚨᓥ䚸㤶ᕝ䚸ឡ䚸㧗▱
ᕞἈ⦖䠖⚟ᒸ䚸బ㈡䚸㛗ᓮ䚸⇃ᮏ䚸ศ䚸ᐑᓮ䚸㮵ඣᓥ䚸Ἀ⦖
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3125
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