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ᤵ䛩䜛Ꮫ䛾ྡ⛠㻌

ேᮦ㣴ᡂ┠ⓗ㻌

Ᏻᐃ䛩䜛䛾♫ໃ䛾୰䛷䚸㐺ษ䛺䝸䝇䜽䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛻ᇶ䛵䛟䛂ᙉ䛥䛃䛸䛂䛧䛺䜔䛛
䛥䛃䜢ව䛽ഛ䛘䛯Ᏻᚰ䞉Ᏻ䛺ᅜᅵ䛸ᆅᇦ䞉⤒῭䞉ሗ♫䚸䛩䛺䜟䛱䝺䝆䝸䜶䞁䝖䛺♫䝅䝇䝔
䝮䛾ᐇ⌧䛿᭱䜒㔜せ䛺ㄢ㢟䛷䛒䜛䚹ᮏᏛ䝥䝻䜾䝷䝮䛷䛿䚸䛂ᕤᏛⓗどⅬ䛛䜙䚸 䛾ែ䜔
≧ἣ䛾ኚ䛻ᰂ㌾䛻ᑐᛂ䛧䚸ồ䜑䜙䜜䜛ᶵ⬟䜢⥔ᣢᥦ౪䛧⥆䛡䚸ᅇ䛩䜛⬟ຊ䛃䚸䛩䛺䜟䛱䚸
䝸䝇䜽䜢ᕤᏛⓗ᪉ἲ䛻䜘䜚ศᯒ䞉ホ౯䛧䛯⤖ᯝ䜢䝺䝆䝸䜶䞁䝇♫䛾ᐇ⌧䛾䛯䜑䛻ά⏝䛷䛝䜛㧗
ᗘ䛺ᢏ⾡䜢䜒䛱䚸⌧ᐇ♫䛾ၥ㢟䜢ぢᤣ䛘䛶ᩍ⫱◊✲ᡂᯝ➼䜢♫㑏ඖ䛷䛝䜛㧗ᗘᑓ㛛⫋
ᴗே䛾㣴ᡂ䜢┠ⓗ䛸䛩䜛䚹㻌

㣴ᡂ䛩䜛ேᮦീ㻌

ᕤᏛᇶ♏ຊ䜢䝧䞊䝇䛻䝸䝇䜽䞉䝺䝆䝸䜶䞁䝇ゎᯒ䞉ホ౯䛾䛯䜑䛾ᇶ♏⌮ㄽ䛚䜘䜃㛵㐃ሗฎ
⌮ᢏ⾡䜢ಟᚓ䛧䚸䛭䜜䜢ᗈ䛔ど㔝䛷䝸䝇䜽䞉䝺䝆䝸䜶䞁䝇ᕤᏛ䛾ᑐ㇟䛷䛒䜛⌧ᐇ䛾ၥ㢟䛻ᑐᛂ䛥
䛫䚸༑ศ䛺䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁⬟ຊ䛷◊✲䝏䞊䝮䜔◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾୰䛷䛘䜙䜜䛯ᙺศ
ᢸ䜢ᯝ䛯䛧䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶䝸䞊䝎䞊䝅䝑䝥䜢䛸䜚䛴䛴䚸ᕤᏛⓗᡭẁ䛻䜘䜛ၥ㢟タᐃ䛛䜙ゎỴ䜎䛷
䛾ලయⓗ᪉ἲ䜢⪃䞉㛤Ⓨ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛ேᮦ㻌

ಟᚋ䛾㐍㊰㻌

ሗ㏻ಙᴗ䞉㐠㍺ᴗ䞉䜶䝛䝹䜼䞊⏘ᴗ䞉〇㐀ᴗ䞉ᘓタᴗ䞉㔠⼥ᴗ䞉ಖ㝤ᴗ䞉䝁䞁䝃䝹䝍䞁䝖ᴗ䞉
䛭䛾䝃䞊䝡䝇ᴗ䚸Ꮫᩍ⫋ဨ䚸ᅜ䞉Ẹ㛫䛾◊✲ᡤ䚸ᅜᐙබົဨ䚸ᆅ᪉බົဨ䛺䛹㻌

䝕䜱䝥䝻䝬䞉䝫䝸䝅䞊䛻ᥖ䛢䜛㻌
▱㆑䞉⬟ຊ㻌
㻝㻚
▱䛾ά⏝ຊ䠖㧗ᗘ䛺▱㆑
䜢♫䛻ᙺ❧䛶䜛⬟ຊ㻌

㻞㻚

䝬䝛䝆䝯䞁䝖⬟ຊ䠖ᗈ䛔ど
㔝䛻❧䛱ㄢ㢟䛻ⓗ☜䛻ᑐ
ᛂ䛩䜛⬟ຊ㻌

㻟㻚

䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁⬟ຊ䠖ᑓ
㛛▱㆑䜢ⓗ☜䛻ศ䛛䜚᫆䛟
ఏ䛘䜛⬟ຊ㻌

㻠㻚

䝏䞊䝮䝽䞊䜽ຊ䠖䝏䞊䝮䛸
䛧䛶༠ാ䛧✚ᴟⓗ䛻┠ᶆ
䛾㐩ᡂ䛻ᐤ䛩䜛⬟ຊ㻌

㻡㻚

ᅜ㝿ᛶ䠖ᅜ㝿♫䛻㈉⊩
䛩䜛ព㆑㻌

㻢㻚

ᕤᏛᇶ♏ຊ䠖ᕤᏛศ㔝䛾
㧗ᗘᑓ㛛⫋ᴗே䛻䜅䛥䜟
䛧䛔ᇶ♏▱㆑䛸Ꮫຊ㻌

㻣㻚

ᇶ♏⌮ㄽ䞉㛵㐃ᢏ⾡䛻㛵
䛩䜛▱㆑䠖䝸䝇䜽䞉䝺䝆䝸䜶
䞁䝇ゎᯒ䞉ホ౯䛾䛯䜑䛾
ᇶ♏⌮ㄽ䛾▱㆑୪䜃䛻䝸
䝇䜽䞉䝺䝆䝸䜶䞁䝇ゎᯒ䞉ホ
౯䛻㛵㐃䛩䜛ሗฎ⌮
ᢏ⾡䛾▱㆑㻌
⌧ᐇၥ㢟䛻㛵䛩䜛▱㆑䠖
䝸䝇䜽䞉䝺䝆䝸䜶䞁䝇ᕤᏛ䛜
ᑐ㇟䛸䛩䜛⌧ᐇ䛾ၥ㢟䛻
ಀ䜛▱㆑㻌
ᗈ䛔ど㔝䛸ಠ▔ຊ䠖䝸䝇
䜽䞉䝺䝆䝸䜶䞁䝇ᕤᏛ䛾ᑐ
㇟䜢ᗈ䛔ど㔝䛷ᤊ䛘䜛⬟
ຊ㻌

㻤㻚

㻥㻚
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ಟኈ䠄ᕤᏛ䠅䛊㻹㼍㼟㼠㼑㼞㻌㼛㼒㻌㻱㼚㼓㼕㼚㼑㼑㼞㼕㼚㼓䛋㻌

ホ౯䛾ほⅬ㻌

ᑐᛂ䛩䜛䛺Ꮫಟ㻌

䐟㻌 ◊✲➼䜢㏻䛨䛶▱䜢♫䛻ᙺ❧䛶䛯䠄䜎䛯䛿
ᙺ❧䛶䜘䛖䛸䛧䛶䛔䜛䠅䛛㻌
䐠㻌 ᖜᗈ䛔▱㆑䛻ᇶ䛵䛔䛶䠈ᑓ㛛ศ㔝௨እ䛷䜒
ၥ㢟䜢Ⓨぢ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛛㻌

Ꮫ䝥䝻䜾䝷䝮ᥦ౪⛉┠䠈Ꮫ㝔ඹ㏻ᑓ
㛛ᇶ┙⛉┠䠈≉ู◊✲䠈≉ู₇⩦䠈≉ᐃ
ㄢ㢟◊✲䠈≉ูㅮ⩏䠈䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥䠈
䜾䝹䞊䝥 㻼㻮㻸 ₇⩦䠈㍯ㅮ䠈ಟኈㄽᩥసᡂ
䠄≉ᐃㄢ㢟◊✲ሗ࿌᭩సᡂ䠅䠈ᏛⓎ⾲䛺
䛹㻌
≉ู◊✲䠈≉ู₇⩦䠈≉ᐃㄢ㢟◊✲䠈䜲䞁
䝍䞊䞁䝅䝑䝥䠈䜾䝹䞊䝥 㻼㻮㻸 ₇⩦䠈㐩ᡂᗘ
⮬ᕫⅬ᳨䛺䛹㻌

䐟㻌 䛝䛺ㄢ㢟䛻ᑐ䛧䛶ィ⏬ⓗ䛻ᑐᛂ䛩䜛䛣䛸䛜
䛷䛝䜛䛛㻌 㻌
䐠㻌 」ᩘ䛾どⅬ䛛䜙ၥ㢟䜢ᤊ䛘䠈ゎỴ䛩䜛⬟ຊ
䛿䛒䜛䛛㻌
䐟㻌 ◊✲➼䜢䛻ᐇ䛩䜛䛯䜑䛻ᚲせ䛺䝁䝭䝳
䝙䜿䞊䝅䝵䞁䜢༑ศ䛻⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛛㻌
䐠㻌 ◊✲ෆᐜ䜔ᑓ㛛▱㆑䛻䛴䛔䛶䠈䛭䛾ศ㔝䛰
䛡䛷䛺䛟␗ศ㔝䛾ே䛻䜒ⓗ☜䛛䛴䜟䛛䜚䜔
䛩䛟ㄝ᫂䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛛㻌
䐟㻌 䝏䞊䝮䛸䛧䛶༠ാ䛧✚ᴟⓗ䛻ㄢ㢟䛻ྲྀ䜚⤌䜣
䛰⤒㦂䛿䛒䜛䛛㻌
䐠㻌 ⮬ศ䛾◊✲௨እ䛾䝥䝻䝆䜵䜽䝖➼䛾᥎㐍䛻
ఱ䜙䛛䛾㈉⊩䜢䛧䛯䛛㻌
䐟㻌 ᅜ㝿♫䜈䛾㈉⊩䜔ᅜ㝿ⓗ䛺άື䛻ᑐ䛩
䜛ព㆑䛜䛒䜛䛛㻌
䐠㻌 ᅜ㝿ⓗ䛺ሗ㞟䜔⾜ື䛻ᚲせ䛺ㄒᏛຊ
䜢᭷䛩䜛䛛㻌
䐟㻌 䝸䝇䜽䞉䝺䝆䝸䜶䞁䝇ᕤᏛศ㔝䛾ᇶ♏▱㆑䜢᭷
䛧䛶䛔䜛䛛㻌
䐠㻌 䝸䝇䜽䞉䝺䝆䝸䜶䞁䝇ᕤᏛศ㔝䛾㧗ᗘᑓ㛛⫋
ᴗே䛸䛧䛶䛾Ꮫຊ䜢ഛ䛘䛶䛔䜛䛛㻌
䐟㻌 」㞧䛺⌧㇟䛻ෆᅾ䛩䜛䝸䝇䜽䜢ゎᯒ䛧䠈䝺䝆䝸
䜶䞁䝇䛾ほⅬ䛛䜙ホ౯䛩䜛䛯䜑䛾ᇶ♏⌮ㄽ
䜢ಟᚓ䛧䛶䛔䜛䛛㻌
䐠㻌 」㞧䛺⌧㇟䛻ෆᅾ䛩䜛䝸䝇䜽䜢ゎᯒ䛧䠈䝺䝆䝸
䜶䞁䝇䛾ほⅬ䛛䜙ホ౯䛩䜛䛯䜑䛾ሗฎ⌮
ᢏ⾡䜢ಟᚓ䛧䛶䛔䜛䛛㻌

≉ู◊✲䠈≉ู₇⩦䠈≉ᐃㄢ㢟◊✲䠈䜲䞁
䝍䞊䞁䝅䝑䝥䠈䜾䝹䞊䝥 㻼㻮㻸 ₇⩦䠈ᏛⓎ
⾲䠈䝫䝇䝍䞊Ⓨ⾲䛺䛹㻌

≉ู₇⩦䠈䜾䝹䞊䝥 㻼㻮㻸 ₇⩦䠈㼀㻭 ⤒㦂䠈
Ꮫ䞉䝉䝭䝘䞊䛷䛾㉁ᛂ⟅䛺䛹㻌

Ꮫ㝔ඹ㏻⛉┠䠄ᅜ㝿ᛶ㣴ᡂ⛉┠⩌䠅䠈
◊✲⩌ඹ㏻⛉┠䠈≉ู◊✲䠈≉ู₇⩦䠈
≉ᐃㄢ㢟◊✲䠈ᅜእ䛷䛾άື⤒㦂䠈እᅜ
ே䛸䛾ඹྠ◊✲䠈␃Ꮫ⏕䛸䛾ὶ䠈㼀㻻㻱㻵㻯
ᚓⅬ䠈ᅜ㝿㆟Ⓨ⾲䠈ⱥㄒㄽᩥ䛺䛹㻌
Ꮫ䝥䝻䜾䝷䝮ᥦ౪⛉┠䠈Ꮫ㝔ඹ㏻ᑓ
㛛ᇶ┙⛉┠䠈≉ู◊✲䠈≉ู₇⩦䠈≉ᐃ
ㄢ㢟◊✲䠈ಟኈㄽᩥసᡂ䠄≉ᐃㄢ㢟◊✲
ሗ࿌᭩సᡂ䠅㻌
Ꮫ䝥䝻䜾䝷䝮ᥦ౪⛉┠䠈◊✲⩌ඹ㏻⛉
┠䠈≉ู◊✲䠈≉ᐃㄢ㢟◊✲䠈ಟኈㄽᩥ
సᡂ䠄≉ᐃㄢ㢟◊✲ሗ࿌᭩సᡂ䠅㻌

䝸䝇䜽䞉䝺䝆䝸䜶䞁䝇ᕤᏛ䛜ᑐ㇟䛸䛩䜛⌧ᐇ䛾ၥ㢟
䛻㛵䛩䜛▱㆑䜢᭷䛧䛶䛔䜛䛛㻌

Ꮫ䝥䝻䜾䝷䝮ᥦ౪⛉┠䠈≉ู◊✲䠈≉ᐃ
ㄢ㢟◊✲䠈Ꮫ䞉ᅜ㝿㆟䞉䝉䝭䝘䞊ཧ
ຍ䠈ㄪᰝ➼㻌

䝸䝇䜽䞉䝺䝆䝸䜶䞁䝇ᕤᏛ䛾ᑐ㇟䜢ᤊ䛘䜛䛯䜑䛾ᗈ
䛔ど㔝䜢᭷䛧䛶䛔䜛䛛㻌

༠ാᏛ㝔ᩍဨᥦ౪⛉┠䠈◊✲⩌ඹ㏻
⛉┠䠈≉ูㅮ⩏䠈䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥䠈䜾䝹
䞊䝥 㻼㻮㻸 ₇⩦䠈Ꮫ䞉ᅜ㝿㆟䞉䝉䝭䝘䞊
ཧຍ䠈ㄪᰝ➼㻌

㻝㻜㻚

㻝㻝㻚

ၥ㢟タᐃ䞉ゎỴ⬟ຊ䠖䝸䝇
䜽䞉䝺䝆䝸䜶䞁䝇䛻䛛䛛䜟
䜛ၥ㢟䛻䛴䛔䛶䚸ၥ㢟タ
ᐃ䛛䜙ᕤᏛⓗᡭẁ䛻䜘䜛
ゎỴ䜎䛷䛾䝥䝻䝉䝇䜢⌮
ゎ䛧䚸ලయⓗゎỴᡭẁ䜢
⪃䞉㛤Ⓨ䛩䜛⬟ຊ㻌
䜾䝻䞊䝞䝹䞉䝁䝭䝳䝙䜿䞊
䝅䝵䞁⬟ຊ䠖◊✲䝏䞊䝮䜔
◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾୰䛷䚸
䛘䜙䜜䛯ᙺศᢸ䜢ᯝ
䛯䛧䚸༑ศ䛺䝁䝭䝳䝙䜿䞊
䝅䝵䞁⬟ຊ䜢Ⓨ䛧䚸䛛䛴
ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶䝸䞊䝎䞊䝅
䝑䝥䜢䛸䜛⬟ຊ㻌

䐟㻌 ᑓ㛛ⓗᛂ⏝⬟ຊ䛷䛒䜛ၥ㢟タᐃ䛛䜙ゎỴ䜎
䛷䛾䝥䝻䝉䝇䜢⌮ゎ䛧䠈ලయⓗゎỴ䛻ᑟ䛟䛣
䛸䛜䛷䛝䜛䛛㻌
䐠㻌 ◊✲⪅⌮䛚䜘䜃ᢏ⾡⪅⌮䛻䛴䛔䛶༑
ศ䛻⌮ゎ䛧㑂Ᏺ䛧䛶䛔䜛䛛㻌

≉ู◊✲䠈≉ᐃㄢ㢟◊✲䠈䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑
䝥䠈䜾䝹䞊䝥 㻼㻮㻸 ₇⩦䠈㻵㻺㻲㻻㻿㻿 ሗ
⌮䠈㻭㻼㻾㻵㻺䠈㼀㻭 ⤒㦂䛺䛹㻌

䐟㻌 ◊✲䝏䞊䝮䜔◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾୰䛷䠈䛘
䜙䜜䛯ᙺศᢸ䜢ᯝ䛯䛩䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛛㻌 㻌
䐠㻌 ◊✲䝏䞊䝮䜔◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾୰䛷䠈༑ศ
䛺䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁⬟ຊ䜢Ⓨ䛧䠈䛛䛴ᚲせ
䛻ᛂ䛨䛶䝸䞊䝎䞊䝅䝑䝥䜢䛸䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛛㻌

≉ู◊✲䠈≉ู₇⩦䠈≉ᐃㄢ㢟◊✲䠈䜲䞁
䝍䞊䞁䝅䝑䝥䠈䜾䝹䞊䝥 㻼㻮㻸 ₇⩦䠈Ꮫ䞉
ᅜ㝿㆟➼䛷䛾Ⓨ⾲䞉㉁ᛂ⟅䠈ඹྠ◊
✲㻌

Ꮫㄽᩥ䛻ಀ䜛ホ౯䛾ᇶ‽㻌
௨ୗ䛾ホ౯㡯┠䛩䜉䛶䛜‶䛯䛥䜜䛶䛔䜛䛸ㄆ䜑䜙䜜䜛䜒䛾䜢ྜ᱁䛸䛩䜛䚹䛺䛚䚸≉ᐃ䛾ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶䛾◊✲ᡂᯝ䠄䛂≉ᐃㄢ㢟
◊✲ሗ࿌᭩䛃䛸䛔䛖䚹䠅䛾ᑂᰝ䜢䜒䛳䛶ಟኈㄽᩥ䛾ᑂᰝ䛻௦䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
䠘Ꮫㄽᩥ䛾ᑂᰝ䛻ಀ䜛ᇶ‽䠚㻌
㻝䠊Ꮫ⏦ㄳ⪅䛜◊✲⌮䛻๎䜚䚸యⓗ䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛰◊✲ᡂᯝ䛷䛒䜛䛣䛸䚹㻌
㻞䠊◊✲ෆᐜ䛜᪂つᛶ䚸䜎䛯䛿᭷⏝ᛶ䜢᭷䛧䛶䛔䜛䛣䛸䚹㻌
㻟䠊ㄽᩥ䛾ᵓᡂ䛜㐺ษ䛷䛒䜚䚸ෆᐜ䛜ṇ䛧䛔䛣䛸䚹㻌
㻔㻝㻕㻌 ㄽᩥ㢟┠䛜㐺ษ䛷䛒䜛䛣䛸䚹㻌
㻔㻞㻕㻌 ◊✲䛾⫼ᬒ䞉┠ⓗ䛜᫂☜䛷䛒䜛䛣䛸䚹㻌
㻔㻟㻕㻌 ◊✲䛾᪉ἲ䛜┠ⓗ䛻ྜ⮴䛧䛶䛔䜛䛣䛸䚹㻌
㻔㻠㻕㻌 ⤖ᯝ䛜ṇ䛧䛟ᑟฟ䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䚹㻌
㻔㻡㻕㻌 ⪃ᐹ䛜⤖ᯝ䛻ᇶ䛵䛔䛶᳨ウ䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䚹㻌
㻔㻢㻕㻌 ⤖ㄽ䛜᫂☜䛷䛒䜛䛣䛸䚹㻌
㻔㻣㻕㻌 ᘬ⏝䛜㐺ษ䛷䛒䜛䛣䛸䚹㻌
䠘᭱⤊ヨ㦂䛻ಀ䜛ᇶ‽䠚㻌
㻌 Ꮫㄽᩥ䛻䛴䛔䛶䛾ㄝ᫂䚸㛵㐃㡯䛻ಀ䜛㉁ᛂ⟅䛾⤖ᯝ䛸㐩ᡂᗘホ౯䛾⤖ᯝ䛻ᇶ䛵䛟䚹㻌
䠘Ꮫㄽᩥ䛜‶䛯䛩䜉䛝Ỉ‽䚸ᑂᰝጤဨ䛾యไ䚸ᑂᰝ᪉ἲཬ䜃㡯┠➼䠚㻌
Ꮫㄽᩥ䛾ᑂᰝ䛿䚸ᰝ䠍ྡ䚸ᰝ䠎ྡ௨ୖ䛾ಟኈㄽᩥᑂᰝጤဨ䜢タ⨨䛧䚸ᑂᰝጤဨ䛾ྜ㆟䛷⾜䛖䚹ᰝ୪䜃䛻ᰝ䠎
ྡ௨ୖ䛿䝅䝇䝔䝮ሗᕤᏛ◊✲⩌ᢸᙜᩍဨ䛸䛩䜛䚹㻌
ᰝ䛿䚸ಟኈㄽᩥᑂᰝጤဨ䜢㛤ദ䛧䚸Ꮫㄽᩥ䛾ᑂᰝ䛻ಀ䜛ᇶ‽䛻ᚑ䛔ㄽᩥ䜢ᑂᰝ䛧䚸ྜ㆟䛾ୖྜྰ䜢Ỵᐃ䛩䜛䚹ୖグ 㻝㻚
䡚㻟㻚䛾ホ౯㡯┠䛩䜉䛶䛻䛴䛔䛶䚸Ꮫㄽᩥ䠄ಟኈ䠅䛸䛧䛶䛾Ỉ‽䛻㐩䛧䛶䛔䜛䛸ㄆ䜑䜙䜜䜛䜒䛾䜢䚸᭱⤊ヨ㦂䜢⤒䛯ୖ䛷ྜ᱁䛸䛩
䜛䚹㻌
䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝫䝸䝅䞊㻌
ୖグ䛻ᣲ䛢䛯Ꮫᤵ䛾᪉㔪䠄䝕䜱䝥䝻䝬䝫䝸䝅䞊䠅䛜㐩ᡂ䛥䜜䚸䝸䝇䜽䞉䝺䝆䝸䜶䞁䝇ᕤᏛ䠄䝸䝇䜽䞉䝺䝆䝸䜶䞁䝇ᇶ┙䚸ሗ䝅䝇䝔
䝮䞉䝉䜻䝳䝸䝔䜱䚸㒔ᕷ㜵⅏䞉♫䝺䝆䝸䜶䞁䝇䚸⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊䝅䝇䝔䝮䠅䛻㛵䛩䜛ᑓ㛛▱㆑䛸◊✲⬟ຊ䚸ᕤᏛศ㔝䛾ᖜᗈ䛔ᇶ
♏▱㆑䛸⌮ほ䜢ഛ䛘䜛䛸䛸䜒䛻䚸⌮ᕤሗ⏕䛾୰䛾」ᩘศ㔝䛻䜟䛯䜛ᗈ䛔ど㔝䛻❧䛳䛶」㞧䛺♫⌧㇟䛻₯䜐䝸䝇䜽䜢ໟᣓ
ⓗ䛻ゎᯒ䛩䜛༶ᡓຊ䜢䜒䛴ேᮦ䜢⫱ᡂ䛩䜛䜹䝸䜻䝳䝷䝮䜢⦅ᡂ䛩䜛䚹㻌
ᩍ⫱ㄢ⛬䛾㻌
⦅ᡂ᪉㔪㻌

༤ኈ๓ᮇㄢ⛬䛷䛿䚸◊✲⩌ඹ㏻⛉┠⩌䛻ᑓ㛛⛉┠䛸ᑓ㛛ᇶ♏⛉┠䜢䚸Ꮫ䝥䝻䜾䝷䝮⛉┠⩌䛻ᑓ㛛⛉┠䛸
ᑓ㛛ᇶ♏⛉┠䜢⦅ᡂ䛩䜛䚹Ꮫ䝥䝻䜾䝷䝮⛉┠⩌䛻䛚䛔䛶䛿䚸䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁䞉䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁⬟ຊ䜔ᗈ
䛔ど㔝䜢㣴ᡂ䛩䜛ㅮ⩏䛸₇⩦䚸䛥䜙䛻ၥ㢟タᐃ䛛䜙ᕤᏛⓗᡭẁ䛻䜘䜛ゎỴ䜎䛷䛾䝥䝻䝉䝇䜢⌮ゎ䛧ゎỴᡭẁ䜢
㛤Ⓨ䛩䜛䝥䝻䝆䜵䜽䝖⛉┠䜢ᒚಟ䛩䜛䚹◊✲⩌ඹ㏻⛉┠⛉┠⩌䛷䛿䚸ྛ䚻䛾ศ㔝䛻䛚䛡䜛ᇶ♏⌮ㄽ䜔ሗฎ⌮
ᢏ⾡䜢Ꮫ䜃䚸䝸䝇䜽䛻㛵䜟䜛⌧ᐇ䛾ၥ㢟䛻䛴䛔䛶䛾▱㆑䜢῝䜑䜛䛯䜑䛾⛉┠䜢ᒚಟ䛩䜛䚹Ꮫ䝥䝻䜾䝷䝮⛉┠⩌
䛻䛚䛔䛶䛿䚸ྛ⮬䛾ᑓ㛛ศ㔝䛸䛿␗䛺䜛ศ㔝䛻䛴䛔䛶⌮ゎ䜢῝䜑䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛䚹䛣䜜䜙䛾Ꮫಟ䛸ᑓ㛛
ศ㔝䛻䛚䛡䜛◊✲䜢Ꮫㄽᩥ䜎䛯䛿≉ᐃㄢ㢟◊✲ሗ࿌᭩䛻䜎䛸䜑䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶䚸䝕䜱䝥䝻䝬䞉䝫䝸䝅䞊䛻ᣲ䛢
䛯ྛ㡯┠䜢㐩ᡂ䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛䚹㻌

Ꮫಟ䛾᪉ἲ㻌
䞉䝥䝻䝉䝇㻌

䝕䜱䝥䝻䝬䞉䝫䝸䝅䞊䛻ᥖ䛢䛯ྛ㡯┠䜢௨ୗ䛻䜘䜚㐩ᡂ䛩䜛䚹㻌
㻝䠊䛂ᕤᏛᇶ♏ຊ䛃䛿䜋䛸䜣䛹䛶䛾⛉┠䛻ඹ㏻䛧䛶䛚䜚䚸Ꮫ䝥䝻䜾䝷䝮䛷⏝ព䛧䛯⛉┠䜢ᒚಟ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚ಟ
ᚓ䛩䜛䚹ຍ䛘䛶䚸Ꮫ⾡㝔ඹ㏻ᑓ㛛ᇶ┙⛉┠䛻䜘䜚䚸䜘䜚ᖜ䛾ᗈ䛔Ꮫಟ䛜ྍ⬟䛸䛺䜛䚹㻌
㻞䠊䛂ᇶ♏⌮ㄽ䞉㛵㐃ᢏ⾡䛃䛿䜋䛸䜣䛹䛶䛾⛉┠䛻ඹ㏻䛧䛶䛚䜚䚸Ꮫ䝥䝻䜾䝷䝮䛷⏝ព䛧䛯⛉┠䜢ᒚಟ䛩䜛䛣䛸
䛻䜘䜚ಟᚓ䛩䜛䚹≉䛻ಟኈ≉ู◊✲䛻䜘䜚䚸」㞧䛺⌧㇟䛻ෆᅾ䛩䜛䝸䝇䜽䜢ゎᯒ䛧䝺䝆䝸䜶䞁䝇䛾ほⅬ䛛䜙ホ౯
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Ꮫಟᡂᯝ䛾㻌
ホ౯㻌

䛩䜛䛯䜑䛾ᇶ♏⌮ㄽ䛚䜘䜃ሗฎ⌮ᢏ⾡䛾䜘䜚῝䛔ಟᚓ䛜ྍ⬟䛸䛺䜛䚹㻌
㻟䠊䛂⌧ᐇၥ㢟䛃䛿䜋䛸䜣䛹䛶䛾⛉┠䛻ඹ㏻䛧䛶䛚䜚䚸≉䛻ᑓ㛛⛉┠䜢ᒚಟ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚ಟᚓ䛩䜛䚹㻌
㻠䠊䛂ᗈ䛔ど㔝䛃䛻ಀ䜛⬟ຊ䛿䜋䛸䜣䛹䛶䛾⛉┠䛻ඹ㏻䛧䛶䛚䜚䚸≉䛻ᴗ䞉◊✲ᡤ➼䛾༠ാᏛ㝔᪉ᘧ䛻ಀ
䜛ᩍဨ䛻䜘䜛⛉┠䛻䜘䛳䛶ಟᚓ䛩䜛䚹䜎䛯䚸䛭䜜䜙䛾ᩍဨ䛻䜘䜛䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥㛵㐃䛾⛉┠䛻䜘䜚䚸䜘䜚῝䛔ಟ
ᚓ䛜ྍ⬟䛸䛺䜛䚹㻌
㻡䠊䛂ၥ㢟タᐃ䞉ゎỴ䛃䛻ಀ䜛⬟ຊ䛿䚸ᣦᑟᩍဨ䛾䜒䛸䛷⮬䜙䛾◊✲䜢㐙⾜䛩䜛ಟኈ≉ู◊✲䚸ᴗ䞉◊✲ᡤ➼䛾
༠ാᏛ㝔᪉ᘧ䛻ಀ䜛ᩍဨ䛻䜘䜛䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥㛵㐃䛾⛉┠䛻䜘䛳䛶ಟᚓ䛩䜛䚹㻌
㻢䠊䛂䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛃䛻ಀ䜛⬟ຊ䛿䚸ಟኈ≉ู₇⩦䜔ಟኈ≉ู◊✲䚸ಟኈ≉ᐃㄢ㢟◊✲䛷ಟᚓ䛩䜛䚹ຍ䛘
䛶䚸Ꮫ⏕䜢䜾䝹䞊䝥༢䛻ศ䛡䚸㻝 䛴䛾䝔䞊䝬䛻ྲྀ䜚⤌䜎䛫䜛䝸䝇䜽䞉䝺䝆䝸䜶䞁䝇ᕤᏛ䜾䝹䞊䝥 㻼㻮㻸 ₇⩦➼
䛻䜘䜚䚸䜘䜚῝䛔ಟᚓ䛜ྍ⬟䛸䛺䜛䚹㻌
ྛ㡯┠䛾㐩ᡂ≧ἣ䛿䚸ḟ䛻グ㏙䛩䜛㐩ᡂᗘホ౯䛻䜘䛳䛶ᐃᮇⓗ䛻䝏䜵䝑䜽䛧䚸฿㐩ᗘ䛻ᛂ䛨䛶䚸ᙜヱᏛ⏕䛾㐩
ᡂᗘホ౯ጤဨ䜢ົ䜑䜛ᩍဨ䛜㐺ษ䛺ຓゝ䜢䛘䜛䚹㻌
次に述べる達成度評価システムによって、教育の質保証を行う。
ḟ䛻㏙䜉䜛㐩ᡂᗘホ౯䝅䝇䝔䝮䛻䜘䛳䛶䚸ᩍ⫱䛾㉁ಖド䜢⾜䛖䚹㻌
達成度評価項目として、以下の
㐩ᡂᗘホ౯㡯┠䛸䛧䛶䚸௨ୗ䛾 6㻡項目について達成度評価を行う。
㡯┠䛻䛴䛔䛶㐩ᡂᗘホ౯䜢⾜䛖䚹㻌
① 工学基礎力
： 工学分野の高度専門職業人にふさわしい基礎知識と学力を備えているか。
䐟㻌
Ꮫ⾡ⓗᇶ┙䠖㻌
ศᯒᡭἲ䛾⌮ㄽ䞉⪃䛘᪉䚸䝸䝇䜽䞉䝺䝆䝸䜶䞁䝇䛻㛵䛩䜛Ꮫ䛻䜅䛥䜟䛧䛔䝺䝧䝹䛾▱㆑䞉䝇䜻
②䝹䜢ഛ䛘䛶䛔䜛䛛䚹㻌
基礎理論 ･ 関連技術に関する知識 ： リスク ･ レジリエンス解析 ･ 評価のための基礎理論の知識並びにリスク ･
･ 評価に関連する情報処理技術の知識を備えているか。
䐠㻌レジリエンス解析
⌧ᐇၥ㢟䛾▱㆑䠖㻌
⌧ᐇ䛾ၥ㢟䛻䛴䛔䛶䚸ಟኈ䠄ᕤᏛ䠅䛾Ꮫ䛻䜅䛥䜟䛧䛔䝺䝧䝹䛾䝉䞁䝇䞉ぢ㆑䜢ഛ䛘䛶䛔
③䜛䛛䚹㻌
現実問題に関する知識 ：リスク ･ レジリエンス工学が対象とする現実の問題に係る知識を備えているか。
④ 広い視野と俯瞰力
：リスク ･ レジリエンス工学の対象を広い視野で捉える能力を有しているか。
䐡㻌
ᗈ䛔ど㔝䠖㻌 ಟኈ䠄ᕤᏛ䠅䛾Ꮫ䛻䜅䛥䜟䛧䛔ど㔝䛾ᗈ䛥䜢᭷䛧䛶䛔䜛䛛䚹㻌
⑤
問題設定
･
解決能力
： リスク
･ レジリエンスにかかわる問題について、問題設定から工学的手段による解決ま
䐢㻌 ၥ㢟タᐃ䛛䜙ゎỴ䜎䛷䠖㻌
ᑓ㛛ⓗᛂ⏝⬟ຊ䛷䛒䜛ၥ㢟タᐃ䛛䜙ゎỴ䜎䛷䛾䝥䝻䝉䝇䜢⌮ゎ䛧䚸ලయⓗゎỴ䛻
でのプロセスを理解し、具体的解決手段を考案
･ 開発する能力を有しているか。
ᑟ䛟䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛛䚹㻌
⑥ 䝥䝺䝊䞁䞉䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁⬟ຊ䠖㻌
グローバル ･ コミュニケーション能力ಟኈ䠄ᕤᏛ䠅䛾Ꮫ䛻䜅䛥䜟䛧䛔䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁⬟ຊ䛸䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅
： 研究チームや研究プロジェクトの中で、与えられた役割分担を果たし、
䐣㻌
十分なコミュニケーション能力を発揮し、かつ必要に応じてリーダーシップをとる能力を有しているか。
䝵䞁⬟ຊ䜢᭷䛧䛶䛔䜛䛛䚹㻌
㻌
達成度評価は、毎年度
名以上の教員と面談し、評
㐩ᡂᗘホ౯䛿䚸ẖᖺᗘ 㻞2 回実施される達成度評価委員会において、各学生が
ᅇᐇ䛥䜜䜛㐩ᡂᗘホ౯ጤဨ䛻䛚䛔䛶䚸ྛᏛ⏕䛜 㻟3 ྡ௨ୖ䛾ᩍဨ䛸㠃ㄯ䛧䚸ホ
価を受けることによる。評価結果は学生にフィードバックされ、その後の学修改善に利用する。最終回の達成度
౯䜢ཷ䛡䜛䛣䛸䛻䜘䜛䚹ホ౯⤖ᯝ䛿Ꮫ⏕䛻䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽䛥䜜䚸䛭䛾ᚋ䛾Ꮫಟᨵၿ䛻⏝䛩䜛䚹᭱⤊ᅇ䛾㐩ᡂᗘ
評価において、すべての項目について修士 （工学） の学位にふさわしいと判定された場合に、最終試験に合格
ホ౯䛻䛚䛔䛶䚸䛩䜉䛶䛾㡯┠䛻䛴䛔䛶ಟኈ䠄ᕤᏛ䠅䛾Ꮫ䛻䜅䛥䜟䛧䛔䛸ุᐃ䛥䜜䛯ሙྜ䛻䚸᭱⤊ヨ㦂䛻ྜ᱁
したと見なす。また、達成度評価における基準として、各科目において上記
䛧䛯䛸ぢ䛺䛩䚹䜎䛯䚸㐩ᡂᗘホ౯䛻䛚䛡䜛ᇶ‽䛸䛧䛶䚸ྛ⛉┠䛻䛚䛔䛶ୖグ6 項目に対するポイント配分を定める。
㻢 㡯┠䛻ᑐ䛩䜛䝫䜲䞁䝖㓄ศ䜢ᐃ䜑
修了までに各評価項目について規程の合計ポイント以上のポイントを取得することを必要とする。
䜛䚹ಟ䜎䛷䛻ྛホ౯㡯┠䛻䛴䛔䛶つ⛬䛾ྜィ䝫䜲䞁䝖௨ୖ䛾䝫䜲䞁䝖䜢ྲྀᚓ䛩䜛䛣䛸䜢ᚲせ䛸䛩䜛䚹㻌
また、この達成度評価システムについては、次のような
䜎䛯䚸䛣䛾㐩ᡂᗘホ౯䝅䝇䝔䝮䛻䛴䛔䛶䛿䚸ḟ䛾䜘䛖䛺PDCA
㻼㻰㻯㻭サイクルによって常に改善を図る。
䝃䜲䜽䝹䛻䜘䛳䛶ᖖ䛻ᨵၿ䜢ᅗ䜛䚹㻌
Plan:
達成度評価システムを企画し、実施内容 ・ 基準等を策定する。
㻼㼘㼍㼚㻦㻌
㐩ᡂᗘホ౯䝅䝇䝔䝮䜢⏬䛧䠈ᐇෆᐜ䞉ᇶ‽➼䜢⟇ᐃ䛩䜛䚹㻌
Do:
個別の学生ごとに複数の教員によって達成度評価を実行する。
㻰㼛㻦㻌
ಶู䛾Ꮫ⏕䛤䛸䛻」ᩘ䛾ᩍဨ䛻䜘䛳䛶㐩ᡂᗘホ౯䜢ᐇ⾜䛩䜛䚹㻌
Check:
達成度評価システムの内容と実際の運用状況を点検する。
㻯㼔㼑㼏㼗㻦㻌 㐩ᡂᗘホ౯䝅䝇䝔䝮䛾ෆᐜ䛸ᐇ㝿䛾㐠⏝≧ἣ䜢Ⅼ᳨䛩䜛䚹㻌
Act:
発見されたシステム
・ 運用上の課題の改善を図る。
㻭㼏㼠㻦㻌
Ⓨぢ䛥䜜䛯䝅䝇䝔䝮䞉㐠⏝ୖ䛾ㄢ㢟䛾ᨵၿ䜢ᅗ䜛䚹㻌

䜰䝗䝭䝑䝅䝵䞁䞉䝫䝸䝅䞊㻌
ồ䜑䜛ேᮦ㻌

ᗈ䛔⠊ᅖ䛾䝸䝇䜽䛻㛵䛩䜛⌮ゎ䛸ᑐ⟇䛻㛵ᚰ䜢䜒䛱䚸Ꮫ㝿ⓗ❧ሙ䛛䜙䝸䝇䜽䞉䝺䝆䝸䜶䞁䝇䛻㛵䜟䜛⌧ᐇ䛾ၥ㢟
䛻䛴䛔䛶䚸ศ㔝ᶓ᩿ⓗ䛺ಠ▔ຊ䜢䜒䛳䛶䛭䛾ゎ᫂䛸ホ౯䛻ྲྀ䜚⤌䜒䛖䛸䛩䜛ேᮦ䜢ồ䜑䜛䚹ᮏᏛ䝥䝻䜾䝷䝮䛷
Ꮫ䜆䛻䛒䛯䛳䛶䚸≉ᐃศ㔝䛾▱㆑䛿ᚲ㡲䛷䛿䛺䛔䛜䚸ᇶ♏䛸䛧䛶䛾ᩘᏛ䜔ሗฎ⌮ᢏ⾡䛻㛵ᚰ䜢䜒䛱䚸୍᪉
䛷䚸ᐇ♫䛷ά㌍䛩䜛䛯䜑䛾䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁⬟ຊ䛸䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁⬟ຊ䚸䛥䜙䛻⏘Ꮫ㐃ᦠ䜔♫㐃ᦠ䚸ᩍ
⫱◊✲ᡂᯝ➼䛾♫㑏ඖ䛻䛴䛔䛶ྥୖᚰ䜢䜒䛴ே䜢Ḽ㏄䛩䜛䚹㻌

ධᏛ⪅㑅ᢤ㻌
᪉㔪㻌

ධᏛ⪅䛾㑅ᢤ䛻䛒䛯䛳䛶䛿䚸᥎⸀ධヨ䚸୍⯡ධヨ䚸♫ே≉ู㑅ᢤ䛺䛹䛾ධᏛ⪅㑅ᢤ᪉ᘧ䛻䜘䛳䛶ከᵝ䛺ධ
入学者の選抜にあたっては、推薦入試、一般入試、社会人特別選抜などの入学者選抜方式によって多様な入
学志願者に対応するととともに、募集人員を分割し同一年度内に複数回の入学試験を実施する。入学者は口述
Ꮫᚿ㢪⪅䛻ᑐᛂ䛩䜛䛸䛸䛸䜒䛻䚸ເ㞟ேဨ䜢ศ䛧ྠ୍ᖺᗘෆ䛻」ᩘᅇ䛾ධᏛヨ㦂䜢ᐇ䛩䜛䚹ධᏛ⪅䛿ཱྀ㏙
試験、さらに、分野の特性に応じて、出願資格を満たす成績証明書を利用して選抜するものとし、外国語につい
ヨ㦂䚸䛥䜙䛻䚸ศ㔝䛾≉ᛶ䛻ᛂ䛨䛶䚸ฟ㢪㈨᱁䜢‶䛯䛩ᡂ⦼ド᫂᭩䜢⏝䛧䛶㑅ᢤ䛩䜛䜒䛾䛸䛧䚸እᅜㄒ䛻䛴䛔
ては、英語能力検定試験
（TOEIC, TOEFL
等）のスコアの提出によって実施するものとする。
䛶䛿䚸㼀㻻㻱㻵㻯
䛾බᘧㄆᐃド䚸㼀㻻㻱㻲㻸
䛾ཷ㦂⪅⏝䝇䝁䜰⚊䛾ᥦฟ䛻䜘䛳䛶ᐇ䛩䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹㻌
・䞉᥎⸀ධヨ䛷䛿䚸ᡂ⦼䛜≉䛻ඃ⚽䛷䝸䝇䜽䞉䝺䝆䝸䜶䞁䝇ᕤᏛศ㔝䛻䛚䛡䜛༑ศ䛺▱㆑䛸◊✲⬟ຊ䜢᭷䛩䜛⪅䜢
推薦入試では、成績が特に優秀でリスク ・ レジリエンス工学分野における十分な知識と研究能力を有する者を
選抜する。
㑅ᢤ䛩䜛䚹㻌
・䞉୍⯡ධヨ䛷䛿䚸୍ᐃ䛾ᇶ♏ຊཬ䜃◊✲⬟ຊ䜢ഛ䛘䛯ேᮦ䜢㑅ᢤ䛩䜛䚹㻌
一般入試では、一定の基礎力及び研究能力を備えた人材を選抜する。
・䞉♫ே≉ู㑅ᢤ䛷䛿䚸ᇶ♏ຊཬ䜃◊✲⬟ຊ䛻ຍ䛘䚸♫ே䛸䛧䛶䛾ᐇ⦼䜔⤒㦂䜢ホ౯䛩䜛䚹㻌
社会人特別選抜では、基礎力及び研究能力に加え、社会人としての実績や経験を評価する。

㻌
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