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Ⅰ 事業概要
１

開催概要

（１） 目

的

外国人登録者数が約 40 万人で総人口の３％を占める東京。グローバル化する東京が抱える
問題点や課題、国際協力のあり方などを都民の皆さまとともに考え、国際化への理解と認識を
深める機会とします。
（２） 実施方法
分科会方式 （４分科会）
（３） 内

容

①

実践者から学ぼう！国際協力のシゴト、はじめの一歩

②

わかる日本語による情報提供～新たな取組を紹介！

③

行ってみよう防災訓練、進めよう地域の取組

④

わかる日本語～ワークショップ
～外国人にとって、「わかる日本語」は本当にわかりやすいか

（４） 日

時

平成 25 年２月 13 日（土）10:00 ～ 16:00

（５） 場

所

東京ウィメンズプラザ（渋谷区神宮前 5-53-67）

（６） 定

員

各分科会

50 人

（７） 参 加 費

無

料

（８） 主

催

東京都国際交流委員会

（９） 共

催

東京都

（10） 後

援

ＪＩＣＡ地球ひろば

国際交流・協力ＴＯＫＹＯ連絡会

日本国際連合協会東京都本部
財団法人自治体国際化協会
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ŪůġŕŐŌŚŐ
視聴覚室

外国人登録者数が約 40 万人で総人口の 3% を占める東京。
グローバル化する東京が抱える問題点や課題、国際協力の

第1，３分科会会場

ᾌὨᾰ
տᒧ⇙∞⇰∞
≋ᐯѣᝤ٥ೞ≌

あり方などを都民の皆さまとともに考え、国際化への理解
と認識を深める機会とします。

平成 25 年

開催日時

2 23
月

日（土）

10：00 〜 16：00
Ҹך

開催場所

東京ウィメンズプラザ
（東京都渋谷区神宮前 5-53-67）

受

付

午前分科会
午後分科会

9：30 から
13：00 から
ᾌὨᾰ

定

員

各分科会

ᐯѣᝤ٥ೞ

50 名
ᾌὨᾰ

午前

第１会議室

第２，４分科会会場

10:00 〜 12:30
視聴覚室（1F）

実践者から学ぼう！国際協力のシゴト、はじめの一歩
国際協力を仕事として活躍している方や、国際協力に関して一歩を踏み出し実際に活動を
行っている方などにご登壇いただき、多様な形で国際協力に関わる方法やその業務・活動内容
などについてお話いただきます。参加者には、それぞれの登壇者の話を聞くことで国際協力へ
の理解を深めると同時に「自分にどのような関わり方ができるのか」、考えるきっかけを提供
します。
コーディネーター

富野

岳士 氏

パ ネ リ ス ト

山口

真司 氏

（特活）国際協力 NGO センター

事務局次長

富士ゼロックス株式会社
プロダクションサービス営業本部マーケティング部

門田瑠衣子 氏

エイズ孤児支援 NGO・PLAS 代表理事

笹生

健司 氏

千葉県総合企画部国際課副課長

宇都

喬之 氏

横浜国立大学公認

-22

国際協力サークル Tree of Message

第１会議室（2F）

「わかる日本語」による情報提供
〜新たな取組を紹介！
「わかる日本語」は、多言語による情報提供を補完するばかりでなく、みんなにわかりや
すく情報提供するという意味で、多文化共生社会や高齢化社会などに幅広く門戸を開くツー
ルです。
「わかる日本語」を広めるための試みは着々と進んでおり、ここではその新たな取組につい
てご紹介し、今後の展望を探ります。
コーディネーター

梶村

勝利 氏

東京日本語ボランティア・ネットワーク

基

演

庵
越智

功雄 氏
慎司 氏

一橋大学国際教育センター・言語社会研究科 准教授
NHK 報道局ネット報道部 専任記者（制作）

パ ネ リ ス ト

薄場
倉田

郁子 氏
広氏

荒川区区民生活部文化交流推進課都市交流係長
練馬区区民生活事業本部地域文化部地域振興課事業推進係長

午後

調

講

代表

13:30 〜 16:00
視聴覚室（1F）

行ってみよう防災訓練、進めよう地域の取組
３．１１を経験し、次なる震災に備えておくことは急務になっています。いざという時に自分
や家族などの身の安全を図るため、どのような備えをし行動をとったらよいのか？自治体、地域、
学校などで取り組まれている防災訓練に楽しみながら参加するにはどうしたらよいか、防災のた
めの知識や経験を得るための地域の取組を考えます。
コーディネーター

土井

佳彦 氏

（特活）多文化共生リソースセンター 東海

パ ネ リ ス ト

古川 豊光 氏
八王子国際協会
デズモンド・T・ベル 氏 （小平市在住）
（八王子市在住）
スッチー・マッシモ 氏

ワークショップ

堀之内陽子 氏

代表理事

（特活）はままつ子育てネットワーク 事務局

第１会議室（2F）

「わかる日本語」ワークショップ
〜外国人にとって、
「わかる日本語」は本当にわかりやすいか
日本語を学習する在住外国人は、「情報はわかりやすい日本語で書いてほしい」と希望する人が多
くなっています。それに応えるように、「わかる日本語」で情報提供する動きが進んでいますが、在
住外国人にとって本当にわかりやすいのでしょうか？ここでは、
「わかる日本語」を利用する在住外
国人にも参加していただくワークショップを通じて、「わかる日本語」のさらなるブラッシュアップ
を求めます。

コーディネーター

中山眞理子 氏

ゲ

在住外国籍住民の方３名

ス

ト

NPO 法人多文化子ども自立支援センター
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代表理事

Ⅱ 実施概要
分科会

1

●テ

ー

マ

実践者から学ぼう！国際協力のシゴト、はじめの一歩

●ね

ら

い

国際協力を仕事として活躍している方や、国際協力に関して一歩を踏み出し実際
に活動を行っている方などにご登壇いただき、多様な形で国際協力に関わる方法
やその業務・活動内容についてお話いただく。参加者には、それぞれの登壇者の
話を聞くことで国際協力への理解を深めると同時に、「自分にどのような関わり
方ができるのか」、考えるきっかけを提供します。

●コーディネーター

富野

岳士

（（特活）国際協力 NGO センター事務局次長）

●パネリスト

山口

真司

（富士ゼロックス株式会社プロダクションサービス
営業本部マーケティング部）

●参 加 者 数

門田

瑠衣子

（エイズ孤児支援 NGO・PLAS 代表理事）

笹生

健司

（千葉県総合企画部国際課副課長）

宇都

喬之

（横浜国立大学公認 国際協力サークル Tree of Message）

34 名

■分科会の構成■
コーディネーターより挨拶
各登壇者より発表
まとめ

コーディネーターより挨拶
富野

岳士氏

特定非営利活動法人国際協力 NGO センター（JANIC）事務局次長

今回の分科会は「国際協力」がテーマである。JANIC に相
談が多いのは「国際協力を始めたいけれど、具体的に何から始
めればいいか分からない」という内容である。このような悩み
にお答えするには、実践者から学ぶのが 1 番ではないかと思い
この分科会を開催することになった。
私自身は仕事で NGO として国際協力に関わっているが、登
壇者の 4 名はそれぞれの形で国際協力に携わっている。
この分科会では 4 名の「国際協力」との関わり方を参加者
に知っていただき、今後の参考にしていただきたいと願ってい
る。
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各登壇者より発表
（１）山口 真司氏

富士ゼロックス株式会社 プロダクションサービス営業本部マーケティング部

࠰உଐ
36ম
ઠ ઌఘ

山口

ঐॸॣشॕথॢ

私は普段富士ゼロックスで働いているが、週末は

真司 氏

؟ઠ ઌఘ

NPO の活動に関わっている。本日は、どういうきっ
かけで国際協力に携わるようになったのかを話した
ঌॖ؞
ইज़ডآॻش

いと思う。

ᶰ5JKPLK;COCIWEJK#NN
TKIJVUTGUGTXGF
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私のターニングポイントは、学生時代と社会人に
なってからの 2 つの経験である。

ᶰ5JKPLK;COCIWEJK#NN
TKIJVUTGUGTXGF



富士ゼロックスには「ソーシャルサービス制度」
ᶰ5JKPLK;COCIWEJK#NN
TKIJVUTGUGTXGF



という社会福祉施設や青年海外協力隊等で社会奉
仕活動をする場合、3 ヵ月から 2 年の範囲でボラン
大学生の時にアメリカへ行き、異文化を実感した。

ティア休職を申請し取得することができる。私はそ

異文化の魅力にはまって英語を学び、1 年間大学を

れを利用し、
「コンピュータ技術」という職種で、2

休学して世界を放浪していたことがある。その際に

年間ガーナで活動した。

インドネシアを訪れ、知らない人の家に 2 週間ホー

帰国後富士ゼロックスへ復職し、CSR 部ではな

ムステイをさせてもらった。そこではお金を請求さ

いが、マーケティング部の一員として「物を売る仕

れることもなく、2 週間、人の優しさに触れた。そ

掛け」を作っている。

こで「自分もその恩送り（ペイフォワード）」をした
いと思い、帰国後ホームステイの受け入れなどを行
うようになった。別の時に、モロッコを旅行中、泥
棒に遭いそうになった経験がある。その際に助けて

`

くれたのが、現地のモロッコ人だった。話を聞くと、

`

Ń फ़ॼشभৈૅदফ
,&7ઇपॎॊ

以前モロッコで活動していた青年海外協力隊の隊員
に世話になったことがあるという事だった。そこで
`

初めて「青年海外協力隊」の存在を知ることになる。

ভ॑೬
ੈৡषਸ

`

&65धभઐ௱
লਟॊऒध॑ৰᄷ
Ń যभञीपؚҾӆҾӆध
ᶰ5JKPLK;COCIWEJK#NN
TKIJVUTGUGTXGF
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私自身は学生時代から国際協力に興味があった
現在どのように国際協力に関わっているかと言

わけでもなく、ガーナに行ったのも興味があったか

うと、富士ゼロックスで働きながら、NPO 法人

らである。しかし実際現地へ行き、まず自分ででき

Class For Everyone で理事を務めている。CSR

ることを始めることが重要である事に気づいた。次

活動は社員全員がすべきことだが、そこでできない

に繋がる、繋がらないは、やってみないと分からな

ことを NPO でしている。

い。行動することが「次につながる」ための第一歩
ではないかと考える。
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NPO 法人 Class For Everyone では、ラオス
の学校にパソコンを届け、先生のスキルアップを向
上する手伝いをしている。フィリピンではスラムに
パソコン教室を設立し、実践的なスキルを教育する
機会を提供し、職につながるためのきっかけ作りを
行っている。
-8-

（２）門田

瑠衣子氏

エイズ孤児支援 NGO・PLAS 代表理事

Ꮫᰯᨭ

門田

瑠衣子 氏
Tweet with #plas

今日は NGO の立場から話をさせていただく。
私自身は九州出身であるが、進学のため東京に来

䜶䜲䝈ၨⓎ䞉ẕᏊឤᰁண㜵

て、大学院へ進学し国際協力に携わるようになり、
NGO を立ち上げた。学生時代からこの活動を始め、
現在はお給料をもらいながら続けている。
NGO PLAS ではウガンダ共和国、ケニア共和
国でエイズ孤児支援活動を行っている。エイズ孤児
はなかなか学校へ行けなかったり、行っても 3 年生
4 年生で中退してしまったりする子どもが多い。こ
Tweet with #plas

れまで 320 人が私たちの支援を受けて学校へ通え
るようになった。また、母子感染しないようウガン
ダ共和国とケニア共和国で、大人に対してエイズ教
育を行ってきた。

⌧ᅾ䛾

䝭䝑䝅䝵䞁
Tweet with #plas

䝭䝑䝅䝵䞁䛸䛿䚸
PLAS䛾ᙺ䚸䚸Ꮡᅾព⩏䚸ᴗ⌮⏤䚹
䛩䜉䛶䛾ᅋయάື䛾ྥ䛛䛖ඛ䚹

ᾏእ㥔ᅾဨ䛸㐃ᦠ䛧䛶ᴗ㦵Ꮚ䛴䛟䜚
HIV/䜶䜲䝈䛻䜘䛳䛶ᙳ㡪䜢ཷ䛡䜛Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛜
➗㢦䛷䛔䜙䜜䜛♫䜢ᐇ⌧䛩䜛䚹

Tweet with #plas

Tweet with #plas
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その授業の中で、フィリピンのバナナは日本にか
ྛᴗ䛾୰ᮇ䚸୰㛗ᮇィ⏬䛾⟇ᐃ

なり安く入ってくるが、現地では労働者が低賃金で
働いているとか、中には子どもが学校へ行かずに働
いているということを初めて知って、非常に大きな
衝撃を受けた。その時は、海外に興味はなかったが
「これは他国の他人の問題ではない。自分の問題で
ある」と実感した。
Ꮫ䛾ᤵᴗ

Tweet with #plas

ㅮ₇

ᒸᮏ ୕ኵ䚸1999ᖺ䚸䛄ᖹᏛ䛾⌧ᅾ䛅ἲᚊᩥ♫
㭯ぢⰋ⾜䚸1982ᖺ䚸䛄䝞䝘䝘䛸᪥ᮏே䛅ᒾἼ᪂᭩
Tweet with #plas

私たちの生活は世界とつながっている。世界の誰
Tweet with #plas

かが食物を作っていて、私たちはそれらを安く手に
入れ食べている、世界と私たちは無関係ではないと

䛭䛾ᵝ䚻䛺
•
•
•
•

感じた。

ᅜෆ䛾ၨⓎ䜻䝱䞁䝨䞊䞁ᴗ
ᴗ΅እ
ົ
䜲䝧䞁䝖⏬䞉㐠Ⴀ

⚾䛯䛱䛾⏕ά䛿ୡ⏺䛸䛴䛺䛜䛳䛶䛔䜛

Tweet with #plas

私自身の国際協力と関わるきかっけは、大学の
授業での平和学との出会いである。

᪥ᮏே䛜1㐌㛫䛻㣗䜉䜛㣗⣊䚹⚾䛯䛱䛾⏕ά䛿ୡ⏺䛸┤᥋䛴䛺䛜䛳䛶䛔䜛䚹
Tweet with #plas

それから大学 3 年生の時に、パソコンで「フィリ
ピン

ボランティア」で検索して、1 番上にヒットし

た NGO へすぐにボランティアへ行った。
ᅜ㝿༠ຊ䛸㛵䜟䜛䛝䛳䛛䛡

Tweet with #plas
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その現状を見て「私にももっとできることがある

春休みを使って 1 か月間、フィリピンの孤児院で

し、しなければいけない」と思い、日本に帰国し

ボランティアをした。

た。それから数か月後、再びケニア共和国を訪れ、
䝣䜱䝸䝢䞁䛷䛾䝪䝷䞁䝔䜱䜰

孤児院へ連れて行ってもらった。そこで HIV に感染
している赤ちゃんや、親がエイズを発症して育てら
れない子どもたちに出会い、衝撃を受けた。元々、
私自身子どもが大好きということもあり、日本へ帰
国してから現在の PLAS という団体を立ち上げ、
活動している。立ち上げたばかりの頃は、3 か月
間アフリカへ行き、3 か月間日本に滞在、それから
3 か月間再度アフリカへ行くということをしていた。

Tweet with #plas

最初は自分のお給料がない状態だったので、残り
これがきっかけで「もっと国際協力について勉強

の 3 か月は日本で保険関係のアルバイトをして団体

したい」と思い、大学院へ進学した。その大学院

の活動を続けた。そのような状況が 2 年続いたが、

でアフリカの研究を少ししていたので「次はアフリ

少しずつ状況が変わり、今は PLAS の専従である。

カにも行ってみよう」と思いケニア共和国へ行った。
そこでケニア人だけで運営している NGO で、1 か
月間ボランティアをさせてもらった。小さな島での
ボランティア活動で、そこでは医師が 1 人という状

ᅜ㝿༠ຊ䜢┠ᣦ䛩ே䜈

況だったので、医師の鞄持ちをしながら訪問医療の
手伝いをさせてもらった。そこで 1 番感動したこと
は、ケニア人のボランティアが、自分の身を削って、
ケニア人の子どものために活動している姿だった。
私は恵まれていて、大学へ行き、大学院へも進学し

Tweet with #plas

「これからどうしようかな」と贅沢な悩みを持ってい
たが、ケニア人のボランティアは自分の仕事を投げ
打ってでも、子どもたちのために貢献している姿に
感銘を受けた。

• ⪃䛘䜛䛸ྠ䛻䚸ື䛟䛣䛸䚹
• ௰㛫䜢ぢ䛴䛡䜛䛣䛸䚹
• ከᵝ䛺ᩥ䚸⪃䛘᪉䛻ゐ䜜䜛䛣䛸䚹

䜿䝙䜰䛷䛾䝪䝷䞁䝔䜱䜰

• ㊊䜚䛺䛔䜒䛾䜢⿵䛔䛺䛜䜙䚸⮬ศ
䛻䛷䛝䜛䛣䛸䜢ᐇ㊶䛩䜛䚹䠄䛔䛴䛛䜔
䜝䛖䛷䛿䛺䛟䚸䜔䜜䜛䛣䛸䜢䜔䜛䠅

Tweet with #plas

国際協力に携わる上で大切にしていることが 4 つ
Tweet with #plas

ある。その 1 つが「考えると同時に動くこと」であ
る。最初にフィリピンへ行ったときは英語が全くで
きなかったが、動いてみる事で必要なこと、身に着
けるべきことが見えてきた。2 つ目は「仲間を見つ
けること」。
-11-

大学では心理学を専攻していたので、国際協力の

ではなく、今できることをやってみる。私の場

話をしても興味を持ってくれる人がクラスメイトには

合は「国際協力を仕事にしよう」と思ったが最

いなかった。しかし、活動する中で仲間が増え、共

初は難しかった。ボランティアから始め団体を立ち

感し、後押ししてくれる人が増えた。3 つ目は「多

上げたが、それでもすぐには仕事にはできなかった。

様な文化と考え方に触れる事」、4 つ目は「足りな

しかし、今できることを少しずつ積み重ねることで、

い事を補いながら今自分にできることを実践する

自分のやりたい事が明確になり、できる事が増えて

事」がとても重要であると考える。
「いつかやろう」

いくのではないかと自分の経験を通して学んだ。

（３）笹生

健司氏

千葉県総合企画部国際課副課長
企業で将来海外赴任される方々といっしょに学ぶ機
会に恵まれた。その後、ＪＥＴＲＯ（日本貿易振興
機構 ) への派遣でドイツのデュッセルドルフに駐在
した。帰国後は経済振興課というところで、国際会
議の誘致等に携わった。当時シンガポールに県の事
務所をつくる話があり、その業務にも関わった。他
にもさまざまな課へ異動したが、企業立地課では

笹生

外資系企業の誘致にしばらく従事した。そして現在、

健司 氏

国際課で国際交流や国際協力等の業務に携わって
私は自治体という立場からお話をさせていただ

いる。

く。他の登壇者のように自分でキャリアを切り開い
てきたわけではなく、組織の中で業務として国際協
力に携わっている立場であるが、自治体がどのよう
に国際協力と関わっているかについてお話ししたい
と思う。

༓ⴥ┴䛾ᅜ㝿༠ຊάື

私は２０代初めに千葉県庁に入庁して以来、ドメ
スティックな業務に携わってきたが、大学時代にド

䝷䜸䝇䞉䞂䜱䜶䞁䝏䝱䞁㒔Ỉ⎔ቃᨵၿᴗ
䡚⮬యᅜ㝿༠ຊಁ㐍ᴗ䠄䝰䝕䝹ᴗ䠅䡚

イツ語を勉強したこともあり、海外に関する業務に
携わりたいという希望をもっていた。そのとき、貿

༓ⴥ┴⥲ྜ⏬㒊ᅜ㝿ㄢ
ᖹᡂ䠎䠑ᖺ䠎᭶

易研修センターの研修の募集があり申し込んだとこ
1

ろ、英語や貿易実務及び国際経済学などを、民間
-12-

今年度、本県では、ラオスのヴィエンチャン都に

千葉県の国際課では、これまで５年間、ベトナム

おいて水環境改善事業を実施している。
ヴィエンチャ

のハノイ市において下水処理施設の維持管理に対す

ンでは近年、経済成長に伴い都市化・工業化が急

る支援を行ってきた。下水処理施設は微生物を使っ

速に進行しているが、まだ下水道が整備されておら

て水を浄化するもので、微生物管理が重要である。

ず、生活排水がほとんどそのまま河川に流されてい

ハノイ市での事業が、ひと段落したこともあり、次

る。

なる国際協力事業の対象を探していたところ、ラオ
スのヴィエンチャン都が浮上し、新たな地で事業を
開始することになった。

䝷䜸䝇ேẸẸඹᅜ
ேཱྀ䠖632ே䠄2008ᖺ䠅
㠃✚䠖236,800

䞉♫⩏ᅜ䠄୍ඪ⊂ไ䠅

ᴗ䛾⫼ᬒ

䞉୰ኸ㞟ᶒⓗ
䞉ᚋⓎ㛤Ⓨ㏵ୖᅜ

䠍 ᛴ㏿䛺㒔ᕷ䞉ᕤᴗ䛾㐍ᒎ
2

䠎 ᚋⓎ㛤Ⓨ㏵ୖᅜ

䞂䜱䜶䞁䝏䝱䞁㒔䛾⌧ἣ

䠏 䝧䝖䝘䝮䠄䝝䝜䜲ᕷ䠅䛷䛾⤒㦂

ேཱྀ䠖䠓䠌ே䠄2005ᖺ䠅
㠃✚䠖3,920
6

(༓ⴥ┴)
ேཱྀ䠖䠒䠎䠍ே䠄2010ᖺ䠅
㠃✚䠖5,156

Location Map (Vientiane)

3

JICA䛂䝡䜶䞁䝏䝱䞁ᕷỈ⎔ቃᨵၿィ⏬ㄪᰝ䛃䜘䜚

7

ᕷෆἙᕝ䛾ᵝᏊ䠄䠍䠅
4

8

5
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本事業のミッションは、ヴィエンチャン都の組織
である天然資源環境局を対象に、本県の水環境保

ᕷෆἙᕝ䛾ᵝᏊ䠄䠎䠅

全分野における知識、技術、経験、ノウハウを伝え
るというものである。我々の目的は、ヴィエンチャ
ン都の水環境に携わる職員の能力を向上させること
であり、ハードの整備は行わない。具体的には水質
のモニタリングや工場の立ち入り検査、採取した水
の分析方法等について技術的な指導を行う。また今
9

後は、住民に対する環境教育の方法についても支援
を行う予定にしている。

Schematic Diagram of Water Quality Classification of
the Mak Hiao River Basin

ᨭᴗ䛾ෆᐜ
䐟Ỉ⎔ቃ⾜ᨻ⫋ဨ➼䛾⬟ຊྥୖ
䐠Ỉ㉁䝰䝙䝍䝸䞁䜾䠄බඹ⏝Ỉᇦཬ䜃ᕤሙ
Ỉ䠅ཬ䜃ศᯒᡭἲ䛾ᢏ⾡ⓗᣦᑟ
JICA䛂䝡䜶䞁䝏䝱䞁ᕷỈ⎔ቃᨵၿィ⏬ㄪᰝ䛃䜘䜚
10

䐡⎔ቃᩍ⫱䛾䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥

13

Observed Water Quality at Each Survey Point
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䐠ᑓ㛛ᐙ䠄䠑ྡ䠅䛾䝷䜸䝇ὴ㐵䠄䠍䠍᭶12᪥䡚䠍䠓᪥䠅
䞉Ỉ㉁ศᯒ䚸䝰䝙䝍䝸䞁䜾➼䛾ᢏ⾡ᣦᑟ䚸᪥ᮏ䛾ἲつไ䚸
❧ධ᳨ᰝ䚸ᕤሙỈฎ⌮᪉ἲ➼䛾ㅮ⩏
䞉⌧ᆅ㛵ಀᶵ㛵䛸䛾༠㆟ 䛺䛹

JICA䛂䝡䜶䞁䝏䝱䞁ᕷỈ⎔ቃᨵၿィ⏬ㄪᰝ䛃䜘䜚
11

今回の事業は財団法人自治体国際化協会

䐡䝷䜸䝇◊ಟဨ䠄䠏ྡ䠅ཷධ䠄䠎᭶䠎䠐᪥䡚䠏᭶䠎᪥ணᐃ䠅
䞉┴⎔ቃ◊✲䝉䞁䝍䞊➼䛷䛾ᢏ⾡ᣦᑟ
䞉㛵㐃タ䛾どᐹ 䛺䛹

（CLAIR）の補助事業であるが、ゆくゆくは JICA

14

の草の根支援事業も申請し、５年間程度継続して
いきたいという展望を持っている。
άື䛾ᵝᏊ䠄䠓᭶䠅
ᴗ䛾ᴫせ
ᴗᮇ㛫䠖䠎䠐ᖺᗘ䠄䠎䠑ᖺᗘ䛻䛴䛔䛶䛿⏦ㄳ୰䚹䠅
䝇䜻䞊䝮䠖㈈ᅋἲே䛂⮬యᅜ㝿༠䛃⮬యᅜ㝿
༠ຊಁ㐍ᴗ䠄䝰䝕䝹ᴗ䠅
ෆ

ᐜ䠖䞂䜱䜶䞁䝏䝱䞁㒔䞉ኳ↛㈨※⎔ቃᒁ䠄DONRE䠅
䜢ᑐ㇟䛻䚸Ỉ⎔ቃಖศ㔝䛻䛚䛡䜛༓ⴥ┴
䛾▱㆑䞉⤒㦂䚸䝜䜴䝝䜴䜢ఏ䛘䜛䚹
DONRE : Department of Natural Resources and Environment

15

12
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水環境分野においては、千葉県だけがラオスを

άື䛾ᵝᏊ䠄䠓᭶䠅

支援しているのではなく、他のドナーも支援を行っ
ている。ＪＩＣＡでも公共施設整備支援の観点から
事業を実施されており、私たちも連携を保ちながら
事業を進めている。

◊ಟဨ䛾ཷධ䠄ணᐃ䠅
16

䞉䠎䠌䠍䠏ᖺ䠎᭶䠎䠐᪥䡚䠏᭶䠎᪥
䞉DONRE⫋ဨ䠏ྡ

άື䛾ᵝᏊ䠄䠍䠍᭶䠅
䐟┴⎔ቃ◊✲䝉䞁䝍䞊䛷䛾Ỉ㉁ศᯒ◊ಟ
䐠䝃䞁䝥䝸䞁䜾䠄᥇Ỉ䠅ᐇ⩦䚸ᕤሙỈタ
どᐹ
䐡ⰼぢᕝ➨୍⤊ᮎฎ⌮ሙ䚸ᡭ㈡ぶỈබᅬ
どᐹ
21

Ỉ⎔ቃศ㔝䛾䛾䝗䝘䞊

17

{

䠡䠩䠯䠬䠄䝣䜱䞁䝷䞁䝗䠅
䞉ᴗᮇ㛫䠎䠌䠍䠌䡚䠎䠌䠍䠐䚹䠯䠥䠠䠝䠄䝇䜴䜵䞊䝕䞁䠅䛾
⎔ቃ⟶⌮ᙉ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䝣䜵䞊䝈ϩ䠄䠑ᖺ㛫䠅䜢ᐇ
㉁ⓗ䛻ᘬ䛝⥅䛔䛷ᐇ䛧䛶䛔䜛䚹

{

䠦䠥䠟䠝䠄᪥ᮏ䠅
䞉䝡䜶䞁䝏䝱䞁ᕷỈ⎔ቃᨵၿィ⏬ㄪᰝ(2009.1䡚
2011.7)䜢ᐇ䚹䠎䠌䠎䠌ᖺ䜢┠ᶆᖺḟ䛸䛩䜛䝬䝇
䝍䞊䝥䝷䞁䜢సᡂ䚹
䞉䠎䠌䠍䠎ᖺ䛻䛂㤳㒔䝡䜶䞁䝏䝱䞁㒔ᕷỈ⎔ቃᨵၿ䝥䝻
䝆䜵䜽䝖䠋ᢏ⾡༠ຊ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛃䜢᥇ᢥ䚹

άື䛾ᵝᏊ䠄䠍䠍᭶䠅

SIDA : Swedish International Development Cooperation Agency
EMSP : Environmental Management Support Programme

22

最後に、事業の課題をいくつか述べたい。ヴィエ
18

ンチャン都側では国レベルでも地方レベルでも指導
者が不足している。それから、予算が十分に確保で

άື䛾ᵝᏊ䠄䠍䠍᭶䠅

きないため、サンプリングや水質分析の機材等を買
うことができない。また、色々なドナーが施設を造っ
ても、その維持管理ができていない。
「法の運用」
の面でも、環境関連の基本的な法律は外国の支援
で整備されたものの、それを実際に運用するため
の細則やマニュアル等がないためうまく運用されて
19

いない。
また、県側の問題点としては、財源の問題がある。

άື䛾ᵝᏊ䠄䠍䠍᭶䠅

現在この事業は補助事業として実施しているが、一
般財源を使おうとすると、財政当局から具体的に県
のためにどのように役立つのかという説明を求めら
れる。しかし、県の持っている技術、ノウハウ、経
験は貴重な資源であり、それを途上国を助けるため
に使うという無償の善意の動機ということでなけれ
20

ば説明はなかなかむずかしいと思う。
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また、関連する技術者が多忙でラオスまで行く時
間をつくり出すことがむずかしいということもある。

災している。そのような中で、どうして海外へ行く
必要があるのか、という意見もある。

東日本大震災の影響を受け、本県でも多くの方が被

ᴗ䛾ㄢ㢟
䠄䞂䜱䜶䞁䝏䝱䞁ഃ䠅
䐟 ᣦᑟ⪅䛾㊊䠄ᅜ䝺䝧䝹䞉ᆅ᪉䝺䝧䝹䠅
䐠 ண⟬䛾☜ಖ
䐡 タ䛾⥔ᣢ䞉⟶⌮
䐢 ἲ䛾㐠⏝
䐣 䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䠄ⱥㄒຊ䠅
䐤 ຍ㏿䛩䜛㒔ᕷ䞉ᕤᴗ

Thank you.

䠄༓ⴥ┴ഃ䠅
䐟 ㈈※䛾☜ಖ
䐠 ᚑᢏ⾡⫋ဨ䛾☜ಖ
23

（４）宇都

喬之氏

横浜国立大学公認
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国際協力サークル Tree of Message

ᆄὀ່
Ỗậ
Ἲὀὡ
ỗậ ͜ࠓᄁἺἩἸὀỌὡἱἩἺۋᬣ֠Նọ

宇都

喬之 氏

2

今日は Table For Two( 以下 TFT) の活動と一
学生として
「私と国際協力」というテーマで話したい。

ᔭࣿᎮι
ࠟᧁͿٽỀἘἺ ἱἝề


भસṝṟमॅ ۋᬣցईᾚὮ̵ᾮᾥ
ዷṜԋቷϜ ỎᣂᒋἝὛࠓἘźۋᬣ֠ՆὀὼόᾍẪὁἪὓὀ͜วỏ



ໍۋዊ ࠓݸௗᓉαቷࠓᦽ ộमỀθప֞ඃΓࠪề
ಷमॅࠓݸࠓݸ״ᬆἽᥴࠓΓࠪ

ỘमญἽ ὀՠὤᇵẪಘἹἔὝࠓӈὊὀ
 ᾜᾲήᾮᾥҸὤᆶତἫἱὓẪ
ۋᬣ֠Նὺ̵ὴᾰỌ㸦㸧ọὤឦዊẫ
బमỚಇࠓᯠἽἸ ᾜᾲήᾮᾥᫍẫ
ἥὐἹἽὧᾚᾯὰὀࠄἻὔἱἳὊࢇἣἱࠓംᏃᯠὁ०Ὃṟṛṛṛᯠω͢ẫ

͜ࠓᄁὀỌۋᬣ֠Նọ

ὐἱẪṝṛṜṜमṜṝಇǗṝṛṜṝमṣಇἽὡἱۋᬣ֠Ն ᾀᾸᾄ̵Ề  ề
ἹὩᾸᾄ̵ᾸՠἽΖẫ།ݰඃգὤଁখἩẪἽϓඃὖՓᎳẪᔭທϰ
ἺὀᥰୗᥴΖඃὤᎸᰲẫ
3

ໍۋዊࠓݸҽ៎ ۋᬣ֠Նὺ̵ὴᾰ ṿẝẐẐ ẚẑ ṸẐẞẞẌẒẐỀṿẚṸề
ࠟᧁͿٽ

先進国ではカロリー過剰摂取のような問題がある
が、途上国では飢餓という状況がある。企業の社
私は他の登壇者と比べたら、学生と言う立場であ

食やカフェにヘルシーメニューを提供して、1 食に

ることから経験も未熟であるが、学生の立場から国

つき 20 円を途上国に寄付するという単純・簡単な

際協力実施の形を紹介したい。

仕組みが TFT である。

-16-

Ỗậ

Ἲὀὡ

ỗậ ͜ࠓᄁἺἩἸὀỌὡἱἩἺۋᬣ֠Նọ

4

7

大学生もこの活動に参加しており、自分の大学

私個人としての国際協力の関わりで、大切にして

の学食やカフェに TFT 導入を働きかけている。私

いる事が 3 つある。その 1 つが「途上国で活動す

は大学 3 年生の時に TFT を知り、自分の大学に

る事だけが国際協力ではない」ということだ。私自

Tree of Message( 以下 ToM) を設立した。学内

身は途上国へ行っておらず、活動範囲は大学内と狭

で食事を提供している生協等へ働きかけ、実施して

いが、日本を含め世界のどこにいても国際協力はで

いる活動である。

きると思っている。

まだ 1 年経っていないが、軌道に乗り始めた。昨

2 つ目は、他者からの様々な協力が大きな力とな

年は、9 か月間 JANIC でインターンとして活動し、

る。サポートしてもらうことで、自分だけでは出せ

国際協力について勉強した。

ない大きな力を出すことができる。3 つ目は「相手

TFT に 興 味 を 持った 最 初 の きっか け は、 ゼ

を思う」ことだ。自分のやっている事は良いことだ、

ミの 後 輩 に 誘 わ れて 参 加した TFT University

というような思い込みがでてきやすいが、自分が良

Association が参加していたイベント（約 20 団体

いと思っている事が必ずしも相手にとって良いとは

が参加。TFT は参加団体の 1 つ）へ行ったことで

限らない。相手の事を思い描き「相手のためになっ

ある。そこで TFTと出会い、自分の大学には TFT

ているか、この方法でいいのか」と常に自分に問い

がないことを知り、導入を目指そうと思うようになっ

かけている。

た。

ἵἝἣ






ۋᬣ֠ՆἹৌἣἸὝἥἺ

শᤘὀ្ἹẪۋᬣ֠Ն᎐ὀࠓᄁۄϰἽὝ௺ฝὩᾞᾸᾍἽ
Չ



  ὀՠἽגᎳὥἹὝỌ  
  ọὀἺԅϜẪໍۋዊࠓݸἹὁ 
ಘҸἹἔὝἥἺὤᇵὝ



ᣰ᥆ἼࠊἹἔὝࠓݸᄁẪࠓݸׯἹ ὀՠἽגᎳὥἹ
ὝἥἺἽӀਖ਼ẪᔭᣰὀࠓݸὊὀҸὤᆶତἫἥἺὤ



ᥤ͢ۋἹՠἫὝἥἺἲἣỌۋᬣ֠ՆọἹὁἼ
ǙǙఎಚƈۋݰἺἘὤגἘ

ඬɴἼ֠ՆݸἼՆἺἼὝ
ǙǙὄἺἽԅಷὝἥἺὁᬀὛἸὝ

छἽỌᆹọὤἘἥἺ
ǙǙᔭὛὀᜋὤᄻἵἸὑὝἥἺ

5

8

自分や周りの人が一歩を踏み出すために大切な

ໍۋዊࠓݸἹὀՠὀἘἫ

キーワードがある。それは「身近」ということだ。

6
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ように「食べる事 = 日常生活」という身近な行為が
国際協力に繋がる。3 つ目は「身近なところに仲間

ۋᬣ֠ՆὀỌὁἪὓὀ͜วọ

がいる」ということ。私の経験として、TFT を始

ὲ̵ᾴ̵ᾎ ắ ᣰ᥆

めるに際して仲間を集めるために、身近なゼミの仲
間にアプローチすることから始め、それぞれが所属

ۋᬣ֠Նὤᣰ᥆Ἵਖ਼ἪὝ
ἹὝἥἺὁᣰ᥆ἽἔὝ
ᣰ᥆ἼἺἥὟἽύὝ

するサークルで声掛けし波及していき、協力してく
れるメンバーが集まった。潜在的に国際協力に関心
9

を持っている人はたくさんいるので「身近なところ
なぜ「身近」がキーワードなのか、3 つの理由を

に仲間がいる」と信じて、
身近なところからアプロー

説明する。1 つ目は、私のような普通の人間でも、

チしてみると大きな力が創出されるのではないだろ

国際協力に携わることができる。身近に、気軽に

うか。

参加できる国際協力の形がある。2 つ目は TFT の

㣗ࡿ♫㈉⊩ࠋ

 TABLE FOR TWOࡣࠊ㣗ࡢᆒ⾮ࢆゎᾘࡍࡿࡓࡵࡘࡃࡽࢀ
ࡓࠊ᪥ᮏⓎࡢ♫㈉⊩άື࡛ࡍࠋᑐ㇟࡞ࡿᐃ㣗ࡸ㣗ရࢆࡈ㉎ධ࠸
ࡓࡔࡃࠊ1㣗ࡘࡁ20ࡢᐤ㔠ࡀTABLE FOR TWOࢆ㏻ࡋ࡚㛤
Ⓨ㏵ୖᅜࡢᏊࡶࡓࡕࡢ⤥㣗࡞ࡾࡲࡍࠋ20࠸࠺ࡢࡣࠊ㛤Ⓨ㏵
ୖᅜࡢ⤥㣗㸯㣗ศࡢ㔠㢠࡛ࡍࠋࡘࡲࡾࠊ㸯㣗㣗ࡿࡇࡼࡾࠊ㸯
㣗ࡀ㉗ࡽࢀࡿ࠸࠺⤌ࡳ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊᑐ㇟࡞ࡿ㣗ရࡣࠊ࢝ࣟࣜ
࣮ࡀᢚ࠼ࡽࢀࡓ࣊ࣝࢩ࣮࡞㣗ရ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊඛ㐍ᅜഃࡢ㣗ࡢ㐣ከࡢ
ၥ㢟ࡢゎᾘࡶ⧅ࡀࡾࡲࡍࠋࡇࡢࡼ࠺ࠊTABLE FOR TWOࡣࠊ㛤
Ⓨ㏵ୖᅜඛ㐍ᅜ䛾ᗣ䛾ၥ㢟䜢ྠ䛻ゎỴ䛩䜛䛣䛸䛷䚸㣗䛾ᆒ⾮
䜢ゎᾘ䛧䜘䛖䛸䛧䛶䛔䜎䛩䚹

ၥ࠸ྜࢃࡏඛ㸸tftua@tablefor2.org
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まとめ
富野：
「国際協力」への関わりは色々な形がある。

学院時代に、JANIC でボランティアを始めたのが

NGO や行政、企業の活動に参加する、TFT の食

きっかけになっている。国際協力には多様なパター

事をする、フェアトレード商品を購入する、という

ンがあるので、自分の関心分野や問題意識に基づ

ことも国際協力である。

いて気になる NGO の報告会へ行くなど、関心のあ

仕事として国際協力に関わる上で「専門性や資格

るところから一歩踏み出してもらいたい。

が必要か？」という質問がよく寄せられるが、国際

本日の分科会は私自身も大変勉強になった。そ

協力の道は多種多様なので、自分の方向性が見つか

れぞれの登壇者の話を拝聴する中で「まずはアク

るまで「今すぐ何かしなくては！」と焦る必要

ションをとる」ということが重要であると改めて感

はない。国際協力に関わるには「旬」はないので

じた。この分科会が、ご参加くださった皆様にとっ

ある。国際協力の活動に色々な形で参加すること

て具体的に「一歩を踏み出す」きっかけになれば幸

が重要である。私自身も、企業で海外営業を経験し、

いである。

40 代で大学院へ進学し、JANIC に就職した。大

※このあと、質疑応答あり
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分科会

2

●テ

ー

マ

「わかる日本語」による情報提供

●ね

ら

い

「わかる日本語」は、多言語による情報提供を補完するばかりでなく、みんなに

～新たな取組を紹介！

わかりやすく情報提供するという意味で、多文化共生社会や高齢化社会などに幅
広く門戸を開くツールです。
「わかる日本語」を広めるための試みは着々と進んでおり、ここではその新たな
取組についてご紹介し、今後の展望を探ります。
●コーディネーター

梶村

勝利（東京日本語ボランティア・ネットワーク代表）

●基 調 講 演

庵

功雄（一橋大学国際教育センター・言語社会研究科

越智

慎司（ＮＨＫ報道局ネット報道部

薄場

郁子（荒川区区民生活部文化交流推進課都市交流係長）

●パネリスト

倉田
●参 加 者 数

専任記者（制作））

広（練馬区区民生活事業本部地域文化部地域振興課事業推進係長）

56 名

■分科会の構成■
基調講演 1 「やさしい日本語」研究の展開
基調講演 2

ＮＨＫ「ＮＥＷＳ

ＷＥＢ

ＥＡＳＹ」について

～「やさしい日本語」でニュースを書き換える研究と取組～
事例報告 1 「わかる日本語」による情報提供
～外国人のための生活便利帳作成の取組～
事例報告 2

やさしい日本語でいってみよう！

パネルディスカッション

コーディネーターより挨拶
梶村

准教授）

勝利氏（東京日本語ボランティア・ネットワーク代表）

日本語を母語としない人への情報提供については、英語・
中国語・韓国語などへの翻訳、多言語化は進んではいるが、
それには限界がある。また、その発信された情報が、受け取
る人に対して伝わらないと意味がない。どのようにしたら発
信された情報が手元に届くようになるのかということが大き
な問題になっている。そういったところで、今、
「やさしい日
本語」
「わかる日本語」について議論されるようになっている。
日常生活におけるいろいろな情報を、やさしい日本語、わか
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梶村

勝利 氏

りやすい日本語で発信するにはどうしたらいいか、

らお話していきたい。

各自治体や国際交流協会の現在の実態を、これか

基調講演 1 「やさしい日本語」研究の展開
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准教授）
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ĺ䛂䜔䛥䛧䛔᪥ᮏㄒ䛃
䞉ᯇ⏣䠄2000䠅䠖䝙䝳䞊䝇䜢䜔䛥䛧䛟䛩䜛䛣䛸䛷ෆᐜ䛻
㛵䛩䜛㉁ၥ䛾ṇ⟅⋡䛜30䠂䛛䜙90䠂䛻ୖ䛜䜛

䠄⫼ᬒ䠅ேᮦ⛣ື䛾䜾䝻䞊䝞䝹䚸
•
᪥ᮏ䛾ᑡᏊ㧗㱋䚸
•
⏕⏘ᖺ㱋ேཱྀ䠄15䡚64ṓ䠅䛾ῶᑡ
• ĺᾏእ䛻ᡂຌ䛾ሙ䜢ồ䜑䜛እᅜே䛸᪥ᮏ♫䛾せ
• ㄳ䛾᪉ྥᛶ䛜୍⮴
• ĺ䛣䛾ே䛯䛱䛜᪥ᮏ䛷⮬ᕫᐇ⌧䛷䛝䜛ྍ⬟ᛶ䜢ಖド
• 䛩䜛ᚲせᛶ
• ĺ䛂䜔䛥䛧䛔᪥ᮏㄒ䛃䜢⏝䛔䛶䛣䛾ၥ㢟䛻ྲྀ䜚⤌䜐

↑定住外国人＝ 1990 年代以降定住することと

↑阪神淡路大震災時の情報伝達

なったニューカマーの増加
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• ĺබᩥ᭩᭩䛝䛘䝥䝻䝆䜵䜽䝖

•

• ᅜ㝿ὶ䞉༠TOKYO㐃⤡⦅(2012)

• ᅜ㝿ὶ䞉༠TOKYO㐃⤡⦅(2012)

•

•

䛺ከゝㄒ䛿ᅔ㞴

• ĺ䛂䜔䛥䛧䛔᪥ᮏㄒ䛃䜢ሗᥦ౪䛾㑅ᢥ⫥䛾1䛴䛸䛩
•

䜛ᚲせᛶ䠄cf. ᒾ⏣2010䠅
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䛄᪥ᮏㄒ䜢ẕㄒ䛸䛧䛺䛔ே䜈䛾ሗⓎಙ➼䛻㛵䛩䜛ᐇែㄪ
•
ᰝሗ࿌᭩䛅
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䛄᪥ᮏㄒ䜢ẕㄒ䛸䛧䛺䛔ே䜈䛾ሗⓎಙ➼䛻㛵䛩䜛ᐇែㄪ
ᰝሗ࿌᭩䛅

↑「やさしい日本語」への言い換え

↑完全な多言語化は困難
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•
•

↑「やさしい日本語」本研究の立場

↑外国人が少ない材料で能動的に自分が言いたい
ことを日本語で表現できることを目指す
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↑「やさしい日本語」とは、補償教育であるとの

↑地域型日本語教育の実情に合った「初級」

立場
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（「地域型初級」）の必要性
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ヂ䝅䝇䝔䝮䜢㛤Ⓨ䛩䜛䠄䜋䜣䜔䛟䛣䜣䛻䜓䛟䝥䝻䝆䜵䜽䝖䠅䚹
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ଐஜᛖᛖᛅᎍ≟Ӗↀλ↻ͨ↝ଐஜʴ≡
Ņ ⇙∞⇯≋૨ඥ⅚ᛖ࢛≌↝Сᨂ⅚
ଐஜᛖⅺ↸ଐஜᛖ↧↝ᎇᚪ
↳ↄↆⅳଐஜᛖ≋؏עᅈ˟↚ⅹↀ↺σᡫᚕᛖ≌
Ń ∅⇱∄∆↝૨ඥ≋Step1, 2≌↗ᛖ࢛↝፼ࢽ
ଐஜᛖ⇢∓⇹⇔⇰∞≟ဃᎍ↗ↆ↕↝ٳʴ≡

↑「やさしい日本語」とは、地域における共通言語
→受け入れ側の日本人も一定程度学ぶことが必要
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↑公文書書き換えプロジェクト
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ᑐ䛧䛶䚸䛭䛾Ꮫ⩦䛾ᶵ䜢ಖド䠄Step3䡚Step5䠅
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ḟ䛷䛾⼥ྜ䠅

• ĺ䞉EPA䛻䜘䜛┳ㆤᖌೃ⿵⏕䛻ᑐ䛩䜛᪥ᮏㄒᩍ⫱䠄ᒾ⏣䞉ᗡ

2012䠅

•

↑公文書には受身が多い→必要でない限りは、

↑「やさしい日本語」の展開

受身を使わないように努力すべき
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～日本語教育の新しい枠組みの創出へ～

13

2013/2/23

16

䠐䠊᭩䛝䛘䛻䛴䛔䛶

䠒䠊䜎䛸䜑ʊ䛂䜔䛥䛧䛔᪥ᮏㄒ䛃䛾ᒎ㛤ʊ

• ⌧ᅾ䛿⮬య䛛䜙Ⓨ⾜䛥䜜䛯බᩥ᭩䠄䜰䜴䝖䝥䝑䝖䠅䜢ᑐ㇟䛻᭩䛝

• 䛂䜔䛥䛧䛔᪥ᮏㄒ䛃䛿䛂ᐃఫእᅜே䠄ே䠅䛃䜢ᑐ㇟䛻ฟⓎ

•
•
•
•
•
•
•
•

䛘䛶䛔䜛
ĺ䞉᭩䛝䛘䜛䛛䛹䛖䛛䛻䛴䛔䛶䛾ุ᩿䜢᭩䛝䛘⪅䛜䛧䛺䛡
䜜䜀䛺䜙䛺䛔䠄䛂ᨭ䝅䝇䝔䝮䛃䛜ᚲせ䠅
䞉බᩥ᭩సᡂഃ䛻䚸᭩䛝䛘䛻ᑐ䛩䜛䛂ಙឤ䛃䛜ṧ䜛ྍ⬟ᛶ
ĺ䞉බᩥ᭩䜢సᡂ䛩䜛㝿䛻䚸ゝㄒᏛ⪅䞉᪥ᮏㄒᩍ⫱㛵ಀ⪅䛜ཧ
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ရ᱁䜢Ᏺ䛳䛯᭩䛝䛘䛜ྍ⬟䛻䛺䜛
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• http://www.geocities.jp/wakamenokai_jsl/top/koredewakar

u.html

↑書き換え時の問題点と対策

↑「やさしい日本語」の展開
～「やさしい日本語」の対象を外国人児童・
生徒へ～
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9 ẖ᪥᭱᪂䛾ሗ䜢䛂䜔䛥䛧䛔᪥ᮏㄒ䛃䛷ᚓ䜙䜜䜛䚹
9 䛂䜔䛥䛧䛔᪥ᮏㄒ䛃∧䛸㏻ᖖ∧䛜ᑐᛂ䛷䛝䜛䚹
9 ĺᆅᇦ᪥ᮏㄒᩍᐊ䚸ᾏእ䛷䛾⏝䛜ྍ⬟䚹
9
ᐃఫእᅜே䛜⊂Ꮫ䛷᪥ᮏ䛾ሗ䛻䜰䜽䝉䝇䛷䛝䜛ྍ⬟ᛶ䚹
9
᪥ᮏே䛾Ꮚ䛹䜒䚸㞀䛜䛔⪅䛻䜘䜛⏝䚹
9 බ㛤䛻䛒䛯䛳䛶䚸᭩䛝䛘⪅䛸ሗ㐨㒊䛜༠ാయไ䛷᭩䛝䛘
䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹
9 ĺබᩥ᭩䛷䛿䜎䛰ᐇ⌧䛧䛶䛔䛺䛔༠ാయไ䛜ᐇ⌧䛧䛶䛔䜛䚹
•

• ĺ䞉䛂䝴䝙䝞䞊䝃䝹䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁♫ᐇ⌧䛃䛻ྥ䛡䛶
• ĺ䞉䛂ሗᙅ⪅䛃䠄እᅜே䚸㧗㱋⪅䚸Ꮚ䛹䜒䚸㞀䛜䛔⪅…䠅䜈䛾

ሗᥦ౪䛾ᡭẁ䛸䛧䛶䛾䛂䜔䛥䛧䛔᪥ᮏㄒ䛃䛾◊✲
• ĺ䞉⫈ぬ㞀ᐖ⪅䠄䜝䛖⪅䠅䛻ᑐ䛩䜛᪥ᮏㄒᩍ⫱䠄䛣䜜䛛䜙䛾◊

✲ㄢ㢟䠅䠄cf. ᒸ2013㏆ห䚸䛒䜉2013㏆ห䠅䚹
䖩䛂䜔䛥䛧䛔᪥ᮏㄒ䛃䛾ከ⏝䛺ᒎ㛤䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᗡ䞉䜲䞉᳃⦅
(2013㏆ห)䜢䛤䜙䜣䛟䛰䛥䛔䚹

↑「やさしい日本語」ニュースの重要性

↑「やさしい日本語」の展開
～ユニバーサルコミュニケーション社会実現
のために～
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• ᗡ ຌ㞝䞉ᒾ⏣୍ᡂ䞉᳃ ⠜Ⴙ(2011)䛂䛂䜔䛥䛧䛔᪥ᮏㄒ䛃䜢⏝䛔䛯බᩥ᭩䛾᭩䛝䛘䛃䛄ேᩥ䞉⮬

䠑䠊䛚䜟䜚䛻

↛◊✲䛅5䚸୍ᶫᏛ䠄http://hermes-ir.lib.hitu.ac.jp/rs/bitstream/10086/19016/2/jinbun0000501150.pdf䠅
• ᗡ ຌ㞝䞉䜲䞉䝶䞁䝇䜽䞉᳃ ⠜Ⴙ⦅(2013㏆ห)䛄䛂䜔䛥䛧䛔᪥ᮏㄒ䛃䛿ఱ䜢┠ᣦ䛩䛛䛅䝁䝁ฟ∧
• ᒾ⏣୍ᡂ(2010)䛂ゝㄒ䝃䞊䝡䝇䛻䛚䛡䜛ⱥㄒᚿྥ䛃䛄♫ゝㄒ⛉Ꮫ䛅13-1䚸♫ゝㄒ⛉Ꮫ

• 䛂䜔䛥䛧䛔᪥ᮏㄒ䛃䛿䚸ᖹ䛻䛚䛔䛶䜒䠄ᖹ䛻䛚䛔䛶䛣䛭䠅ᚲせ
•
•
•
•
•

• ᒾ⏣୍ᡂ䞉ᗡ ຌ㞝(2012)䛂┳ㆤᖌᅜᐙヨ㦂䛾䛯䜑䛾᪥ᮏㄒᩍ⫱ᩥἲ ᚲಟၥ㢟⦅䛃䛄ேᩥ䞉⮬

䛸䛺䜛ᴫᛕ
䛂䜔䛥䛧䛔᪥ᮏㄒ䛃䛿䚸䛣䜜䛛䜙䛾᪥ᮏ♫䛜እᅜே䜢㏄䛘ධ䜜
ඹ⏕䛧䛶䛔䛟ୖ䛷䚸ྍḞ䛺ᴫᛕ
䛂䜔䛥䛧䛔᪥ᮏㄒ䛃䛿䚸⮬య䛜ᕷẸ䛻ྥ䛡䛶ሗ䜢Ⓨಙ䛧䛶䛔
䛟㝿䛻ᚲ䛪⪃៖䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔ᴫᛕ
䛂䜔䛥䛧䛔᪥ᮏㄒ䛃䛿䚸᪥ᮏ♫䛜♫ⓗᙅ⪅䜢䛭䛾୰䛻㏄䛘
ධ䜜䚸Ⓨᒎ䛧䛶䛔䛟ୖ䛷ᇶ♏䛸䛺䜛ᴫᛕ
䛂䜔䛥䛧䛔᪥ᮏㄒ䛃䛿䚸⌧ᅾⓎᒎ䜢⥆䛡䛶䛔䜛ᴫᛕ
䛂䜔䛥䛧䛔᪥ᮏㄒ䛃䛿䚸䜏䛺䛥䜣1ே1ே䛜䛣䜜䛛䜙䛩䛠䛻ᐇ㊶䛷
䛝䜛ᴫᛕ

↛◊✲䛅6䚸୍ᶫᏛ䠄http://hermes-ir.lib.hitu.ac.jp/rs/bitstream/10086/22982/2/jinbun0000600560.pdf䠅
• ᒸ ᰤ(2013㏆ห)䛂䜝䛖ඣ䜈䛾᪥ᮏㄒᩍ⫱䛸䛂䜔䛥䛧䛔᪥ᮏㄒ䛃䛃ᗡ䞉䜲䞉᳃⦅(2013㏆ห)
• ᑿᓮ᫂ே(2004)䛂ᆅᇦᆺ᪥ᮏㄒᩍ⫱䛾᪉ἲㄽⓗヨㄽ䛃ᑠᒣᝅ⦅䛄ゝㄒ䛸ᩍ⫱䛅䛟䜝䛧䛚ฟ∧
• బ⸨அ(2004)䛂⅏ᐖ䛾ゝㄒ⾲⌧䜢⪃䛘䜛䛃䛄᪥ᮏㄒᏛ䛅23-8䚸᫂᭩㝔
• ᮾி㒔ᅜ㝿ὶጤဨ䞉ᅜ㝿ὶ䞉༠ຊTOKYO㐃⤡(2012)䛂᪥ᮏㄒ䜢ẕㄒ䛸䛧䛺䛔ே䜈䛾

ሗⓎಙ➼䛻㛵䛩䜛ᐇែㄪᰝሗ࿌᭩䛃䠄୍㒊䜢㓄ᕸ䠅䠄http://hermes-ir.lib.hitu.ac.jp/rs/bitstream/10086/23093/1/0491200201.pdf䠅
• ⏣୰ⱥ㍤䞉⨾㔝⚽ᘺ䞉㉺ᬛៅྖ䞉ᰘ⏣ඖஓ(2013㏆ห)䛂䜔䛥䛧䛔᪥ᮏㄒ䛻䜘䜛ሗᥦ౪ࠥNHK

䛾NEWS WEB EASY 䛾ሙྜ䛃ᗡ䞉䜲䞉᳃⦅(2013㏆ห)
• 㔝ඖ⳥㞝(1990) 䛂⡆⣙᪥ᮏㄒ䛃 䛄ᩥᯘ䛅26䚸ᯇⶱዪᏊᏛ㝔Ꮫ
• ቑ⏣㯞⨾Ꮚ(2012)䛂බⓗᩥ᭩䛾䛂䜔䛥䛧䛔᪥ᮏㄒ䛃䜈䛾᭩䛝䛘䛃2011ᖺᗘ୍ᶫᏛゝㄒ♫

◊✲⛉ಟኈㄽᩥ
• ᯇ⏣㝧Ꮚ䞉๓⏣⌮ెᏊ䞉బ⸨அ(2000)䛂⅏ᐖ䛾እᅜே䛻ᑐ䛩䜛ሗᥦ౪䛾䛯䜑䛾᪥ᮏㄒ

⾲⌧䛸䛭䛾᭷ຠᛶ䛻㛵䛩䜛ヨㄽ䛃䛄᪥ᮏㄒ⛉Ꮫ䛅䠓䚸ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
• ᒣ⏣ Ἠ(2002)䛂➨䠔❶ ᆅᇦ♫䛸᪥ᮏㄒᩍ⫱䛃⣽ᕝⱥ㞝⦅䛄䛣䛸䜀䛸ᩥ䜢⤖䜆᪥ᮏㄒᩍ

⫱䛅ซே♫

「やさしい日本語」の概念
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• ཧ⪃ᩥ⊩
• 䛒䜉䜔䛩䛧(2013㏆ห)䛂ሗಖ㞀䛸䛂䜔䛥䛧䛔᪥ᮏㄒ䛃䛃ᗡ䞉䜲䞉᳃⦅(2013

㏆ห)
• 䜲䞉䝶䞁䝇䜽(2009)䛂እᅜே䛜⬟ືⓗ䛻⏕䛝䜛䛯䜑䛾᪥ᮏㄒᩍ⫱䛃

䛄AJALT䛅32䚸ᅜ㝿᪥ᮏㄒᬑཬ༠
䞉䜲䞉䝶䞁䝇䜽(2013㏆ห)䛂᪥ᮏㄒᩍ⫱䛜䛂እᅜேᑐ⟇䛃䛾ᯟ⤌䜏䜢⬺䛩䜛䛯
䜑䛻䛃ᗡ䞉䜲䞉᳃⦅(2013㏆ห)
• ᗡ ຌ㞝(2009)䛂ᆅᇦ᪥ᮏㄒᩍ⫱䛸᪥ᮏㄒᩍ⫱ᩥἲ䠉䛂䜔䛥䛧䛔᪥ᮏㄒ䛃
䛸䛔䛖ほⅬ䛛䜙䠉䛃 䛄ேᩥ䞉⮬↛◊✲䛅3䚸୍ᶫᏛ䠄http://hermesir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/17337/2/jinbun0000301260.pdf䠅
• ᗡ ຌ㞝(2012)䛂䛂䜔䛥䛧䛔᪥ᮏㄒ䛃䛾ᮏ㉁䛸䛭䛾ᚲせᛶ䛃䛄ᮾி᪥ᮏㄒ䝪
䝷䞁䝔䜱䜰䝛䝑䝖䝽䞊䜽(TNVN) 䝙䝳䞊䝇䝺䝍䞊䛅77ྕ
• ᗡ ຌ㞝(2013㏆ห䠅䛂䛂䜔䛥䛧䛔᪥ᮏㄒ䛃䛸䛿ఱ䛛䛃ᗡ䞉䜲䞉᳃⦅(2013㏆ห)
• ᗡ ຌ㞝⦅(2011)䛂䜔䛥䛧䛔᪥ᮏㄒ䜢⏝䛔䛯䝴䝙䝞䞊䝃䝹䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵
䞁♫ᐇ⌧䛾䛯䜑䛾⥲ྜⓗ◊✲䛃䠄⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩䠄
୰㛫ሗ࿌䠅䠅䠄http://hermes-ir.lib.hitu.ac.jp/rs/bitstream/10086/19320/1/0411100201.pdf䠅
䞉ᗡ ຌ㞝┘ಟ(2010,2011)䛄䛻䜋䜣䛤䛣䜜䛰䛡䟿1, 2䛅䝁䝁ฟ∧

参考文献

追加資料では、受身表現の例をあげている。
日本語だけでなく、英語でも受身表現はできるだけ使わない方がいいとされている。
( 全米証券取引所ハンドブックより）
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㏣ຍ㈨ᩱ㸦ᗡ 2013 ༳ๅ୰㸧
  (4)  ࡉ࡚ࡶ࠺ࡦࡘࠊ࠸ᖜࢆࡁࡏ࡚࠸ࡿཷ㌟⾲⌧ࡀ࠶ࡿࠋࠗᮅ᪥࠘ኤหࡢ➨୍
㠃ࢺࢵࣉࡣ༑୕ᖺᗘࡢ㎰ᴗⓑ᭩ࡢෆᐜ⤂࡛ࠊ࠼ࡤࡇ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
     ࠕつᶍ㎰ᐙࢆ୰ᚰࠊᆅ࡞ࡼࡗ࡚つᶍᣑࢆᅗࡿືࡁࡀᙉࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊୡᖏࡀ༑ṓ௨ୖ࡛㊧⥅ࡂࡢ࠸࡞࠸㎰ᐙࡀ⣙ⓒᡞ࠶ࡿࡢ࡛ࠊᚋࠊ୰
᰾ⓗ㎰ᴗࡢᅵᆅ⏝ࡢ㞟✚ࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࠋࠖ
ࠕ㎰ᴗࢆᚑࡍࡿ➨✀වᴗ㎰ᐙࡣࠊ
♫ࡢᏳᐃᒙࡋ࡚ᆅᇦ♫ࡢ⥔ᣢࠊⓎᒎᐤࡍࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋࡋࡋࠊ
ฟ✌ࡂࠊ᪥㞠࠸࡞Ᏻᐃ࡞වᴗࡶ࠺ࡕ୕࠶ࡿࡢ࡛ࠊ㞠⏝ࡢᏳᐃດࡵࡿ
ࡁࡔࠖࠋࡇ࠺ࡋࡓࡇࡀⓑ᭩ࡢ࣏ࣥࢺࠋ
     ྑࡢ㎰ᴗⓑ᭩ࡢグ㏙ࡀఱ࡞ࡃ↓㈐௵ぢ࠼ࡿࡢࡣ࡞ࡐ࡛࠶ࢁ࠺ࠋഐ⥺ࡢ㒊
ศࡀࠊ
      ͐͐⪃࠼ࡽࢀࡿ ͐͐ᡂ⾜ࡀὀ┠ࡉࢀࡿ ͐͐ᛮࢃࢀࡿ
      ͐͐ࡳࡽࢀࡿ ͐͐ᛮ࠸ฟࡉࢀࡿ
    ࡞ྠࡌࠊ࠶ࡢᝏྡ㧗࠸ࠕ⮬↛ྍ⬟ⓗ࡞ཷ㌟ࠖ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡏ࠸࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ࡞ࡍ
ࡀࡲࡲࠖࠕ࡞ࡉࢀࡿࡀࡲࡲࠖࠕ⮬↛࡞ࡿࡼ࠺࡞ࡿࠖ࠸ࡗࡓㄪᏊ࡛᭩ࢀ࡚࠸
ࡦࢇ

ࡿࡽ↓㈐௵࡞༳㇟ࢆཷࡅࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ༴ᶵℜࡋࡓ᪥ᮏ㎰ᴗࢆࠊ㎰Ẹࡶࠊ
ࠊࠊ
Ṛࡶࡢࡄࡿ࠸࡛ᑡࡋ࡛ࡶࡲࡋ࡞᪉ྥ᥎ࡋ㐍ࡵ࡚࠸ࡡࡤ࡞ࡽࡠࡣࡎࡢ㎰ᯘỈ
ࡦ  ࡈ 

⏘┬ࡀࠊேࡢࡼ࠺ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᐟㄽ⪅ࡼࢁࡋࡃࠊ⮬↛ྍ⬟ⓗ࡞ཷ㌟⾲⌧࡛
࣏࣮ࣞࢺࢆグࡍࠋࡓ࠸ࡋࡓᗘ⬚࡛࠶ࡿឤᚰࡏࡊࡿࢆᚓࡠࠋⓑ᭩ࡄࡽ࠸ཷ㌟ᢤࡁ
࡛᭩࠸࡚ࡳࡓࡽ࠺࡞ࡢࡡࠋ
㸦ୖࡦࡉࡋࠗ⚾ᐙ∧᪥ᮏㄒᩥἲ࠘᪂₻ᩥᗜ㸧
(5) passive
The stock is bought by the investor.
In the passive voice the subject, the stock, is acted upon. The person or the
thing doing the action is introduced with “by.” But sometimes, the person or
thing doing the action is deleted, leading to...
passive with agent deleted
The stock is bought.
You don’t know who bought the stock. You’ll find many examples of the͆passive
with agent deleted” in disclosure documents.
Readers understand sentences in the active voice more quickly and easily
because it follows how we think and process information. Many times the
passive voice forces readers to take extra mental steps as they convert the
passive into the active.
  (6) Don’t ban the passive voice, use it sparingly
As with all the advice in this handbook, we are presenting guidelines, not hard
and fast rules you must always follow. The passive voice may make sense when
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the person or thing performing the action is of secondary importance to another
subject that should play the starring role in sentence. Use the passive voice
only when you have a very good reason for doing so. When in doubt, choose the
active voice.㸦⡿ドๆྲྀᘬᡤ A Plain English Handbook.㸧
⾲ 1 ཎᩥࡢཷ㌟
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⾲ 2 ᭩ࡁ࠼ᚋࡢཷ㌟
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8

ᡶࢃࢀࡿ

3

55.8

8

㏉ࡉࢀࡿ

3

57.7

⾲ 3 ᭩ࡁ࠼ᚋࡢཷ㌟㸦㸺⮬㸼㸺㸼ࡣࡑࢀࡒࢀࠕ⮬ືモࠖ
ࠕືモࠖ
㸧
㡰

ゝ࠸࠼

㢖ᗘ

㸣㸦⣼ィ㸧

1

㸺ࡢ⾲⌧㸼

15

9.6

1

Ỵࡲࡿ࣭Ỵࡲࡗࡓ࣭Ỵࡲࡗ࡚࠸ࡿ㸺⮬㸼

15

19.2

3

࠶ࡿ㸺⮬㸼

11

26.3

3

ࡶࡽ࠺࣭ࡶࡽ࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿ㸺㸼

11

33.3

4

᭩࠸࡚࠶ࡿ࣭᭩࠸࡚࠸࡞࠸㸺㸼

6

37.2

5

⾜࠺㸺㸼

5

40.4

5

సࡿ㸺㸼

5

43.6

5

࠺࣭࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿ㸺㸼

5

46.8

8

ゝ࠺㸺㸼

3

48.7

8

ぢࡘࡿ㸺⮬㸼

3

50.6

8

Ᏺࡿ࣭Ᏺࡽ࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸㸺㸼

3

52.6

8

㞟ࡵࡿ㸺㸼

3

54.5

12

㸦ࢆ㸧ࡍࡿ㸺㸼

2

55.8

12

ࡍࡿ㸺㸼

2

57.1

12

ࡿࢀࡲ┐ۻ

2

58.3

12

ᛮ࠺㸺㸼

2

59.6

12

ࡣࡗࡁࡾ᭩ࡃ㸺㸼

2

60.9
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12

㑅ࡪ㸺㸼

2

62.2

12

ᒆࡃ㸺⮬㸼

2

63.5

12

ᚲせ࡞ࡿ࣭ᚲせࡔ㸺⮬㸼

2

64.7

12

ᡶ࠺㸺㸼

2

66.0
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100.0

࠙ࡢ⾲⌧ࠚ
(7) ᧔ཤࡉࢀࡓ⮬㌿㌴ࢆᘬࡁྲྀࡿሙྜࡣࠊࡂእᅜேⓏ㘓ド᫂᭩ࡸ㐠㌿චチド࡞ࡢ㌟
ศド᫂᭩ࡀᚲせ࡛ࡍࠋ㸦ཎ㸧
(7)’ Ṇࡵ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ᡤṆࡵࡓ⮬㌿㌴ࢆಀࡢேࡀࡼࡑᣢࡗ࡚࠸ࡗࡓࡢ࡛ࠊࡑࢀࢆࡶࡽ࠸
ࡓ࠸ࡁࡣࠊࡂእᅜேⓏ㘓ド᫂᭩ࡸ㐠㌿චチド࡞ࡢఱ㌟ศࡀࢃࡿࡶࡢࡀᚲ
せ࡛ࡍࠋ㸦᭩㸧
(8) ᧔ཤࡉࢀࡿಖ⟶ᩱࡸ⛣ືᩱࢆᡶࢃ࡞࠸㏉ࡋ࡚ࡶࡽ࠼࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
㸦ཎᩥ㸧
(8)’ ಀࡀࡢሙᡤືࡋࡓࡁࠊࡑࡇ࡛㡸ࡿࡓࡵࡢ࠾㔠ࠊࡑࡇࡲ࡛ືࡍࡓࡵࡢ࠾㔠ࢆ
ᡶࢃ࡞ࡗࡓࡽࠊࡶࡽ࠺ࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡁࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
㸦᭩㸧
࠙Ỵࡲࡗ࡚࠸ࡿ࣭Ỵࡲࡗࡓࠚ
(10) 11㸬ᮏつ⣙ࡣࠊࡑࡢᡂ❧ࠊຠຊࠊゎ㔘ཬࡧᒚ⾜ࢆྵࡵࠊ࡚ࡢ㡯ࡘ࠸࡚᪥ᮏᅜἲ
௧つᚊࡉࢀࡿࡶࡢࡋࡲࡍࠋ
㸦ཎ㸧
(10)’ 11.ࡇࡢつ๎ࡣࠊ࡛ࡁࡓࡇࠊࡣࡓࡽࡁࠊ⪃࠼᪉ࠊ⾜࠸᪉࡞㒊ࡘ࠸࡚᪥ᮏᅜࡢἲ
ᚊ࡞࡛Ỵࡲࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸦᭩㸧
(12) 2. ᣦᐃࡉࢀࡓᮇ᪥ࡲ࡛ࠊᗈ࿌ࡢཎ✏ࢆࠕ࠾ၥྜࡏඛࠖࡲ࡛ࣇࣟࢵࣆ࣮ࢹࢫࢡࠊ࣓
࣮ࣝ➼࡛ᥦฟࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦ཎ㸧
(12)’ 2. Ỵࡲࡗࡓ᪥ࡕࡲ࡛ࠊᗈ࿌ࡢඖࡢᩥࢆࠕ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏඛࠖࠊࣇࣟࢵࣆ࣮ࢹࢫ
ࢡࠊ࣓࣮ࣝ࡞࡛ฟࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦᭩㸧
࠙࠶ࡿࠚ
(15) ึ᪥ࡣࠊ㝡ⱁࡢ᳃࡛ࢸ࣮ࣉ࢝ࢵࢺ࡞ࡢ࣮࢜ࣉࢽࣥࢢ࣋ࣥࢺࡀ⾜ࢃࢀࡓᚋࠊ᪥ᮏ
භྂ❔㤳㛗ࢧ࣑ࢵࢺࡀ㛤ദࡉࢀࡲࡍࠋ
㸦ཎ㸧
(15)’ ึࡵࡢ᪥ࡣࠊ㝡ⱁࡢ᳃࡛ࢸ࣮ࣉࢆษࡗࡓࡾࡍࡿึࡵࡢ࣋ࣥࢺࡀ࠶ࡗ࡚ࡽࠊྂࡃ
ࡽᅵ࡛సࡿධࢀ≀ࢆసࡿ᪥ᮏࡢ 6 ࡘࡢሙᡤࡢ⏫㛗ࠊᕷ㛗࡞ࡢ᪉ࡓࡕࡢ㞟ࡲࡾࡀ
࠶ࡾࡲࡍࠋ
㸦᭩㸧
࠙ࡶࡽ࠺࣭ࡶࡽ࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠚ
(17) ᐙ㸦㒊ᒇ㸧ࡢ㈤㈚ዎ⣙ࢆ⤖ࡪࠊᐙ㸦㒊ᒇ㸧ࡢ㘽ࡀΏࡉࢀࡲࡍࠋ
㸦ཎ㸧
(17)’ ᐙ(㒊ᒇ㸧ࢆࡾࡿ⣙᮰ࢆࡋࡓࡁࠊᐙ㸦㒊ᒇ㸧ࡢ㘽ࢆࡶࡽ࠸ࡲࡍࠋ
㸦᭩㸧
(18) ᙉไಖ㝤ࡢᑐ㇟࡞ࡽ࡞࠸ᑐ≀ᦆᐖ㸦ேࡢ≀ࢆቯࡍ࡞ࡢᨾ㸧ࡸ㌴୧ᦆᐖ㸦⮬ື
㌴ࢆ┐ࡲࢀࡿ㸧ࡸࠊᙉไಖ㝤ࡢᑐ㇟࡞ࡿᑐேᦆᐖ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᨾࡢ㈺ൾ㢠ࡀ⮬
㈺㈐ಖ㝤ࡢᨭᡶ࠸ࢆ㉸࠼ࡿᦆᐖ࡞ࡢࡁᨭᡶࢃࢀࡲࡍࠋ
㸦ཎ㸧
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(18)’ ࡳࢇ࡞ࡀධࡽ࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ಖ㝤ࡣ㛵ಀࡢ࡞࠸≀ࡀቯࢀࡓᦆᐖ㸦ࡢேࡢ≀ࢆቯ
ࡍ࡞ࡢᨾ㸧ࡸ㌴ࡢᦆᐖ㸦㌴ࡀ࡞ࡃ࡞ࡿ㸧ࡸࠊࡳࢇ࡞ࡀධࡽ࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ಖ
㝤࡛࠾㔠ࢆࡶࡽ࠺ࡇࡢ࡛ࡁࡿேࡘ࠸࡚ࡢᦆᐖ࡛ࡶࠊᨾ࡛ᡶ࠺㔠㢠ࡀ⮬ศ࡛Ỵ
ࡵ࡚ධࡗࡓಖ㝤ࡢ㔠㢠ࡼࡾከ࠸ᦆᐖ࡞ࡢࡁࡶࡽ࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
㸦᭩㸧
࠙᭩࠸࡚࠶ࡿ࣭᭩࠸࡚࠸࡞࠸ࠚ
(19) ࠶࡞ࡓ(㈗ᅋయ)㛵ࡍࡿሗࡀグ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⾜ᨻᩥ᭩ࡢබ㛤ㄳồࡘ࠸࡚ࠊḟࡢ࠾
ࡾ⾜ᨻᩥ᭩ࢆබ㛤ࡍࡿࡇࢆỴᐃࡋࡓࡢ࡛ A ᕷሗබ㛤᮲➨ xx ᮲࠾࠸࡚‽⏝ࡍ
ࡿྠ᮲➨ xx ᮲➨ x 㡯つᐃࡼࡾ㏻▱ࡋࡲࡍࠋ
㸦ཎ㸧
(19)’ ࠶࡞ࡓ㸦ࡢᅋయ㸧ࡘ࠸࡚ሗࡀ᭩࠸࡚࠶ࡿᕷࡢ᭩㢮ࢆぢࡓ࠸ேㄡ࡛ࡶぢࡏ࡚ࡋ
࠸ゝࡗࡓࡁࡣࠊḟ᭩࠸ࡓࡼ࠺ࡑࡢ᭩㢮ࢆぢࡏࡿỴࡵࡓࡢ࡛ A ᕷሗබ㛤
᮲➨ xx ᮲࡛࠺ྠࡌࡼ࠺࠺ྠࡌ᮲ࡢ➨ xx ᮲➨ x 㡯ࡢつ๎ࢆࡗ࡚▱ࡽࡏ
ࡲࡍࠋ
㸦᭩㸧
(21) ㏻ಙ㈍ࢡ࣮ࣜࣥࢢ࣭࢜ࣇไᗘࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࡀࠊᗈ࿌࡞㏉ရࡘ࠸࡚ศࡾࡸ
ࡍࡃ⾲♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡣࠊၟရ฿╔ᚋ 8 ᪥㛫ࠊ㏦ᩱᾘ⊂⪅㈇ᢸ࡛㏉ရࡀྍ⬟
࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ㸦ཎ㸧
(21)’ 㒑౽ࡸᏯ㓄࡛≀ࢆ㈙࠺ࡁࢡ࣮ࣜࣥࢢ࣭࢜ࣇ࠸࠺つ๎ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࡀࠊࡑࡢᗈ࿌
࡞≀ࢆ㏉ࡍ㏉ࡋ᪉ࡀศࡾࡸࡍࡃ᭩࠸࡚࠸࡞࠸ࡁࡣࠊࡑࡢ≀ࡀᒆ࠸࡚ࡽ 8
᪥ࡢ㛫ࠊ㏦ࡿ࠾㔠ࢆ⮬ศࡀᡶ࠺ࡇ࡛㏉ࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
㸦᭩㸧
ᗡ ຌ㞝(2013 ༳ๅ୰)ࠕබᩥ᭩᭩ࡁ࠼ࢥ࣮ࣃࢫࡢ⤫ㄒㄽⓗศᯒ̿ཷ㌟ࢆ୰ᚰ̿ࠖࠗே
ᩥ࣭⮬↛◊✲࠘7ࠊ୍ᶫᏛ
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基調講演 2

ＮＨＫ「ＮＥＷＳ

ＷＥＢ

ＥＡＳＹ」について

〜「やさしい日本語」でニュースを書き換える研究と取組〜
越智

慎司氏（ＮＨＫ報道局ネット報道部

専任記者（制作））

ẐởẰẲẟଐஜᛖẑỉಒᙲ
ᚡʙ ᙐᩃỂᧈẟᚡʙỊऴإửૢྸ
૨ඥ ଐஜᛖᏡщᚾ᬴ỉᵑኢểᵒኢỉር
Ὁ૨ửჺẪẴỦ
ὉᙐӳѣᚺỊ̅Ừễẟ ίᡜậЈẴύႮụɥầỦὸ
ὉӖẬ៲Ẇ̅ࢫỊỂẨỦẻẬ̅Ừễẟ
ẐủỦẆỤủỦẑỊӧᏡίݭὉᐯႆễỄể࢟ầɟᐲὸ
ὉᩊẲẟˡᎥᘙྵẐ῍ểẲềẟộẴẆ῍ểỚỤủềẟộẴẑễỄỊẨ੭ảỦ

ᛖ࢛ ଐஜᛖᏡщᚾ᬴ỉᵑኢểᵒኢẆኖᵏᵊᵔᵎᵎᛖᆉࡇ
Ὁ᫁ЈᛖẆᧉݦဇᛖẆஊӸᚺỊᚩܾẆྸễẨ੭ảỊẲễẟ

越智

慎司 氏

Ὁ܌ỆỊỐụầễử˄ɨ

3．
「やさしい日本語」の概要

ᵬᵣᵵᵱᴾᵵᵣᵠᴾᵣᵟᵱᵷἇỶἚỉဒ᩿̊
ᵬᵦᵩᴾẐᵬᵣᵵᵱᴾᵵᵣᵠᴾᵣᵟᵱᵷẑỆếẟề
ẐởẰẲẟଐஜᛖẑỂἝἷὊἋửẨ੭ảỦᄂᆮểӕụኵỚ

ΨἝἷὊἋồỉ
Ἴὅἁ

ᾝᾗᾚإᢊޅἕἚإᢊᢿ ឭ ॰Ӯ
᪦٣ϐဃ

Ốụầễ

ᑥ˄Ậ
ᠴ

࠰ỉИỜ

1

1．NHK「NEWS WEB EASY」について
「やさしい日本語」でニュースを書き換える

4

研究と取組

4．NEW WEB EASY サイトの画面例

ᄂᆮὉӕụኵỚỉᏑ
2013/2/23

Ὁϋỉٳʴʴӝỉفьί؏עỆợẾềᨼɶὸ

2䠊䛣䜜䜎䛷䛾䛂䜔䛥䛧䛔᪥ᮏㄒ䛃◊✲䛸ᮏ◊✲

ὉٳʴỆờỪẦỦẐởẰẲẟଐஜᛖẑồỉἝὊἌ

ῶ⅏䛾䛯䜑䛾䛂䜔䛥䛧䛔᪥ᮏㄒ䛃䠄ῶ⅏䠡䠦䠅
䠝 䠘ཎᩥ䠚
䛡䛥546ศ䛤䜝䠈රᗜ┴䛾ῐ㊰ᓥ㏆䜢㟈※䛸䛩
䜛䝬䜾䝙䝏䝳䞊䝗7.2䛾┤ୗᆺ䛾䛝䛺ᆅ㟈䛜䛒䜚䠈

ḵᐯ˳ɶ࣎ỆӕụኵỚ࠼ầỦ
ḛỪẦụởẴẟḜ ḵ ḛẴỔềỉʴỆỪẦụởẴẟḜ
ᵐᵒ῍ᵐᵔ࠰ࡇ ᾝᾗᾚኺփᚘဒ

5

⚄ᡞ䛸Ὢᮏ䛷㟈ᗘ䠒䜢グ㘓䛩䜛䛺䛹䠈㏆␥ᆅ᪉䜢୰
ᚰ䛻ᗈ䛔⠊ᅖ䛷䠈ᙉ䛔ᦂ䜜䛻ぢ⯙䜟䜜䜎䛧䛯䚹

ᾃếỉໜႸ

Ṡ્ᡛểᡫ̮ỉᗡӳˊỆỐẰỪẲẟẆẰộằộễˡᡛែửМဇẲẺૼẺễἇὊἥἋửΪܱẰẶộẴ

䠞 䠘ゝ䛔䛘ᩥ䠚
᪥䚸ᮅ䚸546ศ䛤䜝䚸රᗜ䚸㜰䚸䛺䛹䛷䚸䛸䛶䜒

ḵ ଐஜỆ˰ỮỂẟỦٳʴỉ૾ỆӼẬẆἝἷὊἋҾᆜửତễଐஜᛖỆ٭੭ẴỦ২ᘐởẆ
્ᡛểᡫ̮ỉᗡӳ২ᘐửဇẲẺٶᚕᛖễỄỉ્ࠧ܌ᡛễỄỉ২ᘐửႆ

2．ＮＨＫ経営計画にも、
「ニュース原稿を平易な
日本語に変換する技術」を開発、と明記

䛝䛔䚸ᙉ䛔ᆅ㟈䛜䛒䜚䜎䛧䛯䚹ᆅ㟈䛾୰ᚰ䛿䚸ර
ᗜ┴䛾ῐ㊰ᓥ䛾㏆䛟䛷䛩䚹ᆅ㟈䛾ᙉ䛥䛿䚸⚄ᡞᕷ䚸
Ὢᮏᕷ䛷䚸㟈ᗘ䛜䠒䛷䛧䛯䚹

5．ニュースの作成手順
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ૅੲἉἋἘἲỉᎋả૾

ဇ̊౨ኧỉ̅ẟᢊ

ẐởẰẲẟଐஜᛖẑỉؕแỊộẻᄩᇌẲềẟễẟ

ὉΨἝἷὊἋểẨ੭ảửଐẺỜềẟộẴ

Ὁ˺ಅᎍỆợỦੵủử৮ảỦ

ὉᢅӊỉẨ੭ả̊ửᙸỤủộẴ

Ὁ˺ಅỉјྙ҄ửụẺẟ

Ẩ੭ả̊

Ẩ੭ảૅੲỺἙỵἑ

ẐểẲềẟộẴẑử
ỄạẨ੭ảợạẦễ

ὉẨ੭ảἯỶὅἚẆẨ੭ảỆợỦᩊତࡇỉ҄٭ửᘙᅆ

ᾀɢόỆẴỦ
ểẲềẟộẴ

ᾀɢόỆẴỦ
ʖܭỂẴ

ᾄόộỂ
ểẲềẟộẴ

ᾄόộỂể
ൿỜềẟộẴ

ьᡮẰẶẺẟ
ểẲềẟộẴ

ờẾểଔẪᡶỜỦ
ẮểỆẲềẟộẴ

ဇ̊౨ኧἉἋἘἲ
ὉẨ੭ả̊ử੩ᅆ

9

6．支援システムの考え方

9．用例検索の使い道

（作業者による揺れを抑え、作業の効率化を図る）

Ẩ੭ảỺἙỵἑ ᚡʙᚸ̖ᘙᅆ
Ҿ૨

ଐࠖẨ੭ả

Ẩ੭ảỂẨễẟҥᛖ

ᚡᎍఄ᧠

Ὁ ཎഷễẟಒࣞửਤẾềẟỦᛖ
Ẑࢳẑ

ḵ ἝἷὊἋỂỊỖểỮỄẐίɧඥễὸᙸᡉụửࢳẲềắẼẸạ
ẴỦẑỉॖԛẇؕஜႎễॖԛỉẐắẼẸạẴỦẑỂẨ੭ảềờ
ˡỪỤễẟ

ẐԉẨ৷ẬẑẐज़௨ẑẐɧݙᎍẑ

Ὁ ࠼ẟಒࣞửਤẾềẟỦᛖ
ᩊତࡇᾉᵓᵓᵐᵏ

ᩊତࡇᾉᵐᵐᵎᵏ

ᩊତࡇᾉᵏᵕᵕᵑ

ẐᅦᅍẑẐπσʙಅẑẐᨥᅈ˟ẑẐؾբ᫆ẑ
7

7．書き換えエディタ

10．書き換えできない単語

（難易度の数字を小さくしていく）

（特殊な狭い概念語、広い概念語）

ဇ̊౨ኧἉἋἘἲ
Ὁ ᧉݦဇᛖẆஊỉᘙྵ
ẐᙀദʖምకẑẐἰἂἰ൦ᔕൢ༪ႆẑẐᩗࡇẑẐᘮעẑ

Ὁ ଐஜ૨҄ཎஊỉᛖ
Ẑọễʴ࢟ẑẐജᑈ˛ẑẐՓᒬẑẐọỪẻốẨẑ

8

8．用例検索システム

11．書き換えできない単語

（過去の記事の検索が可能）

（専門用語、固有の表現、日本文化特有の語）
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ἝἷὊἋỉॹဇᘙྵ

Ẩ੭ảầᩊẲẟҥᛖ
Ὁ Ẑấ࠰݃ụẑ

ὉẐ῍ểẲềẟộẴẑ

Ẑấ࠰݃ụẑḵẐấẳẟẰỮẆấịẝẰỮẑểẨ੭ảỦểϘᧈễҮᝋỆ

ὉẐ῍ểỚỤủềẟộẴẑ
Ὁ Ẑࢨ᪪ẑί૨ᏦỆợẾềॖԛầ٭ỪỦὸ

ὉẐᾧầᾨẲẺờỉỂẴẑ

Ẑעᩗỉࢨ᪪ỂཋầْủẺẑḵẐעᩗỂཋầْủẺẑ
Ẑᗡүೞỉࢨ᪪ỂẑḵẐൢầफẟẺỜẑ

Ẩ੭ả̊ᾉ
ẐᜩݑỊ῍ểẲềẟộẴẑ ḵ ẐᜩݑỊ῍ểᚕẾềẟộẴẑ

Ὁ ẐࠋׇửẲẪẑẐࠋׇửẴẑ

Ḥ ɼᛖầễẬủịẨ੭ảỦỉỊᩊẲẟ

ẐࠋׇửẲẪẑḵẐࠋׇử࠼ậỦẑỂỊẆݏỦẺỜỉแͳểẟạॖԛầᕓẪễỦ
ẐࠋׇửẴẑḵẐࠋׇửʑẦẴẑỂỊẆủẺࠋׇửʑẦẴҮᝋỆ

12．書き換えが難しい単語

15．ニュースの慣用表現

ႆᚕửৢẾẺҾᆜ

૨ỊჺẪẆẻầḠ
ὉẐᾐỊᾑửᛔẲẆႳᅠẲẆẬầửỪẶẺွẟỂᡴẰủộẲẺẇẑ

ႆᚕửẐởẰẲẟଐஜᛖẑỂẨ੭ảẺἝἷỴὅἋỉ҄٭ầᚩẰủỦẦᾎ

ὉẐᾐỊᾑửᛔẲộẲẺẇộẺႳᅠẲộẲẺẇẸẲềẬầửỪẶẺွẟỂᡴẰủ

Ὁ ႆᚕỉᘙྵẸỉờỉầբ᫆ỆễẾềẟỦ

ộẲẺẇẑ

ḵ Ẩ੭ảỂẨễẟ
ὉẐᾐỊᾑửᛔẲẺွẟỂᡴẰủộẲẺẇộẺႳᅠẲẺွẟỂᡴẰủộẲẺẇ
ẸẲềẬầửỪẶẺွẟỂᡴẰủộẲẺẇẑ

Ὁ ႆᚕỉϋܾầբ᫆ỆễẾềẟỦ
ݣሊᾉ Ṟ૨ửჺẪẲẴẩễẟ

ḵ ỂẨỦẻẬởẰẲẪẨ੭ảỦ

ṟ૨ửჺẪЎẬềẆᙲễ૨ẻẬസẴ

13．文を短くするときの注意点

16．発言を扱った原稿の書き換えについて

Ӗѣ७ẦᏡѣ७Ầ

૨ᏦૢྸỉẲẦẺṞ
ᾋΨᚡʙᾍᾀếỉ૨ỆẺẪẰỮỉऴإầᛄỜᡂộủềẟỦ

ҾЩ ᾉ Ꮱѣ७ửỂẨỦẻẬ̅ẾềẨ੭ảỦ

Ṟ ᾂଐỊẆʴൢỿἵἻἁἑὊỉἛἻảờỮỉᛓဃଐẦỤẼỢạỄᾀ࠰ЭỆẝẺụẆҾ˺ᎍỉ
ᕲ܇ὉᾕὉɧʚᨺẰỮầୌ࠰ửᢅắẲẺᅕ߷ډჄ߷߃ࠊỊἛἻảờỮỆཎКỆ˰ൟᅚử
ʩ˄ẲềᅔẟộẲẺẇίẐἼὊἛẑểԠịủỦᢿЎὸ

Ẩ੭ảỤủễẟئӳ
Ὁ ẐấửႭộủỦẑ Ẑ᪽ửỤủỦẑίᘮܹᎍầɼᛖὸ

ṟ ᾇ࠰ỆʧẪễẾẺᕲ܇ὉᾕὉɧʚᨺẰỮỉʴൢဒẐἛἻảờỮẑỊᾁᾀᾀᾁ࠰ᾈஉᾂଐỆ

Ὁ ẐấợẸᾀᾁˑỉࣖѪỉɶẦỤᢠịủẺଐஜỉሰܼἂἽὊἩỉᚨᚘẑίɼᛖ

ᛓဃẲẺểẰủẆᾂଐỊẼỢạỄᾀ࠰ЭỆẝẺụộẴẇ

ầଢᄩỂễẟὸ
Ṡ ᕲ܇ẰỮầୌ࠰ửᢅắẲẺ߷߃ࠊẦỤἛἻảờỮỆཎК˰ൟᅚầʩ˄ẰủỦẮểỆễụẆ
߷߃ࠊٶઊғỆẝỦᚡࣞỉἱἷὊἊỴἲỂẆ᧺ᢿܑᧈࠊپẦỤἱἷὊἊỴἲỉ˙ᕲծᇘ

Эࢸỉ૨ỉᙻໜểẵủỦẮểầễẟợạẆ᧙̞ầᐯỆỪẦỦợạỆ૨ửɳỔஆ

ᧈỆẆጏᾆἍὅἓ˷ụẆ್ᾄἍὅἓ˷ụỉἛἻảờỮỉዋầλẾẺཎКễ˰ൟᅚầ
บẰủộẲẺẇ

ảẺụẆऴإửЪᨊẲẺụẴỦẮểầẝỦ

ẔἝἷὊἋỉ૨ᇘỉཎࣉẕ
ऴإỉ፠ЗỂễẪẆẸủỤửኵỚӳỪẶềᾀếỉἳἕἍὊἊửˡảềẟỦ

14．できるだけ能動態を使って書き換える

17．文脈整理のしかた①
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૨ᏦૢྸỉẲẦẺṟ

π᬴ܱửᡫẳề

ᾋЎлኽௐᾍẸủẹủỉ૨ỊỪẦụởẴẟầẆ᧙̞ởޒ
ầợẪᙸảễẟ

Ὁ ᾁᾀᾁ࠰ٰỆٳʴểݱɶܖဃửݣᝋỆᘍẾẺ

Ṟ ᾁᾀᾁ࠰ᾈஉᾂଐỊẆஊӸễဒỉỿἵἻἁἑὊỉἛἻảờỮỉᾀ࠰Э

ἝἷὊἋỉྸᚐࡇἘἋἚỂẆΨᚡʙỆൔỔྸᚐࡇầ

ỉᛓဃଐỂẴẇ
ṟ ᅕ߷ډჄ߷߃ࠊỊἛἻảờỮỆẐཎК˰ൟᅚẑửบẲềᅔẟộẲẺẇ

ᾀήᆉࡇỴἕἩ

Ṡ ߷߃ࠊỊἛἻảờỮử੨ẟẺᕲ܇ὉᾕὉɧʚᨺẰỮầୌ࠰˰ỮỂẟẺỂẴẇ
ṡ ἛἻảờỮỊẆᾇ࠰ίᾀᾈᾈᾅ࠰ὸỆʧẪễẾẺᕲ܇ὉᾕὉɧʚᨺẰỮầ੨ẟẺ

Ὁ ٳʴẆ܇ỄờίẸỉᚃὸẆଐஜᛖᏋỉ᧙̞ᎍẆ

ஊӸễဒỉỿἵἻἁἑὊỂẴẇ
Ṣ ἛἻảờỮỉᛓဃଐỊẆᾁᾀᾀᾁ࠰ᾈஉᾂଐỆễẾềẟộẴẇ

ẰỤỆჷႎᨦܹởᎮᙾᨦܹỉ᧙̞ᎍẦỤờӒ᪪ẝụẇ

ṣ ᾁᾀᾁ࠰ᾈஉᾂଐỊἛἻảờỮầဃộủỦẼỢạỄᾀ࠰ЭỂẴẇ
Ṥ ᕲ܇ẰỮỊୌ࠰Ẇ߷߃ࠊỆ˰ỮỂẟộẲẺẇ

ẐờẾểૠửفởẲềẑẐờẾểẟỨỮễЎửẑ

ṥ ߷߃ࠊٶઊғỆỊἛἻảờỮỉ፦ᘐầẝụộẴẇ
Ṧ ߷߃ࠊỊἛἻảờỮỆẐཎК˰ൟᅚẑửบẲềẆᾀ࠰ЭỉᛓဃଐửᅔạẮể

ẐộẻỪẦụỀỤẟẑ

ỆẲộẲẺẇ
ṧ ߷߃ࠊᧈỊ፦ᘐỉᧈỆẆጏኖᾆᾲᾼẆ್ኖᾄᾲᾼỉἛἻảờỮỉ
ዋầ੨ẟềẝỦẐཎК˰ൟᅚẑửบẲộẲẺẇ

18．文脈整理のしかた②

21．公開実験により、ニュースの理解度がアップ

૨ᏦૢྸỉẲẦẺṠ

ấỪụỆ

ᾋஇኳኽௐᾍ
ऴإửถỤẴẆ૨ỉࡀử٭ảỦẆϐỎɟếỉ૨ỆẴỦễỄ
ẲềẆἳἕἍὊἊầଢᄩỆễỦợạỆẴỦ

Ὁ ɟếỉႸႎỉẺỜỆởẰẲẪẲẺଐஜᛖầẆ
ẟỨẟỨễႸႎỆࢫỆᇌế

Ṟ ஊӸễဒỉỿἵἻἁἑὊẆἛἻảờỮỊẆᾁᾀᾀᾁ࠰ᾈஉᾂଐỆဃộủẺẮểỆễẾềẟỦ
ẺỜẆẮểẲỉᾈஉᾂଐỊᾀ࠰ЭỉᛓဃଐỆễụộẴẇ
ṟ ἛἻảờỮử੨ẟẺỉỊẆᾇ࠰ίᾀᾈᾈᾅ࠰ὸỆʧẪễẾẺᕲ܇ὉᾕὉɧʚᨺẰỮỂẴẇ

Ὁ ẐႸỂᙸềẑẐỂᎮẟềẑ

Ṡ ᕲ܇ẰỮỊୌ࠰Ẇᅕ߷ډჄ߷߃ࠊỆ˰ỮỂẟềẆ߷߃ࠊỆỊᕲ܇ẰỮỉዋễỄửᨼỜẺ

ợụỪẦụởẴẟᚕᓶể૨ỂἝἷὊἋửˡảỦ

ᚡࣞờẝụộẴẇ
ṡ ẮỉẺỜẆ߷߃ࠊỊἛἻảờỮỉᾀ࠰ЭỉᛓဃଐửᅔạẮểỆẲộẲẺẇ
Ṣ ߷߃ࠊỉࠊᧈầᚡࣞỉᧈỆẆጏኖᾆᾲᾼẆ್ኖᾄᾲᾼỉἛἻảờỮỉዋầ੨ẟề
ẝỦཎКễ˰ൟᅚίᾌ˰ൟỉӸЭởဃộủẺଐễỄửᚡẴỦὸửบẲộẲẺẇ

19．文脈整理のしかた③

˺ಅỉࢫлЎਃ
ଐஜᛖࠖễỄ

22．

Ҿ૨

ᾂଐỊẆʴൢỿἵἁἻἑὊỉἛἻảờỮỉᛓဃଐẦỤẼỢạỄᾀ
࠰ЭỆẝẺụẆҾ˺ᎍỉᕲ܇ὉᾕὉɧʚᨺẰỮầୌ࠰ửᢅắẲ
Ẻᅕ߷ډჄ߷߃ࠊỊἛἻảờỮỆཎКỆ˰ൟᅚửʩ˄Ẳềᅔ
ẟộẲẺẇ

ҥᛖở૨ඥửởẰẲẪ
૨ửЎлẲềჺẪ

ἝἷὊἋỉܼᧉݦ
ᚡᎍễỄ

NHK 䛂NEWS WEB EASY䛃

ᾁᾀᾁ࠰ᾈஉᾂଐỊẆஊӸễဒỉỿἵἁἻἑὊỉἛἻảờỮỉ
ᾀ࠰ЭỉᛓဃଐỂẴẇ
ᅕ߷ډჄ߷߃ࠊỊἛἻảờỮỆẐཎК˰ൟᅚẑửบẲềᅔẟộ
ẲẺẇ
߷߃ࠊỊἛἻảờỮử੨ẟẺᕲ܇ὉᾕὉɧʚᨺẰỮầୌ࠰˰ỮỂ
ẟẺỂẴẇ

http://www3.nhk.or.jp/news/easy/

ϋܾửᄩᛐύᙲኖύऴإỉɳỔஆả
ஊӸễဒỉỿἵἁἻἑὊẆἛἻảờỮỊẆᾁᾀᾀᾁ࠰ᾈஉᾂଐỆ
ဃộủẺẮểỆễẾềẟỦẺỜẆẮểẲỉᾈஉᾂଐỊᾀ࠰Эỉ
ᛓဃଐỆễụộẴẇ

23

20

20．作業の役割分担

23．
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事例報告 1 「わかる日本語」による情報提供
〜外国人のための生活便利帳作成の取組〜
薄場

郁子氏（荒川区区民生活部文化交流推進課都市交流係長）

ᲬᲪᲫᲬ࠰༿ ဃ̝МࠚƷኰʼ
ᲢӋᎋᲣᒰ߷ғƷٳʴ˰ൟƴƭƍƯ
ᲬᲯ࠰ᲫஉᲫଐྵ נᲫᲯᲦᲭᲫᲭʴ
μғൟ ᲬᲪᲰᲦᲮᲯᲱʴ ٳʴൔྙ ᲱᲨᲮᲟ
К

Ĭɶ
ĭ᪡ȷஔᮗ
ĮȕǣȪȔȳ

ᲰᲦᲱᲮᲪʴ
ᲰᲦᲬᲱᲫʴ
ᲯᲫᲪʴ

࠰ᱫК

ĬᲬᲪˊ
ĭᲭᲪˊ
ĮᲮᲪˊ

ᲬᲦᲬᲲᲳʴ
ᲫᲦᲱᲳᲭʴ
ᲫᲦᲮᲮᲭʴ

᳸ǳȳǻȗȈᙀឱ᳸
Ũח܌Ј៲ƷٳʴғൟƕٶƍƨǊ
܌ǛٶƘ̅ဇƠƨŵ
Ũᒉƍɭˊƴ࣏ᙲƳऴإǛਫ਼᠍Ơƨŵ

薄場

3

郁子 氏

3．荒川区の外国人住民について
・荒川区は人口に占める外国人比率が２３区で 3
番目に高い

žǘƔǔଐஜᛖſƴǑǔऴإ੩̓

ᲬᲪᲫᲬ࠰༿ ဃ̝МࠚƷኰʼ
̝МࠚƷဇ

ٳʴƷƨǊƷဃ̝Мࠚ˺ƷӕǓኵǈ

Ũᣐࠋݣᝋᎍ
ૼᙹٳʴႇᎍŴᒰ߷ғ᠃λᎍ
ৎቔ˰ൟᛢᆸӝ
ᒰ߷ғᨥʩ්ң˟ଐஜᛖܴӖᜒဃ
ிʮᣃƷᨥʩ්ң˟ӏƼᨥʩ්ਃ࢘ᛢ

ᒰ߷ғғൟဃᢿ
૨҄ʩ්ਖ਼ᡶᛢᣃࠊʩ්̞
ᕓ ئᢷ܇

ᲮᲪᲪᢿ
ᲮᲪᢿ
ኖᲫᲪᲪᢿ

Ũᣐࠋ᧓
ᲬᲮ࠰Ჭஉ᳸ᲯஉǇư Ჭȵஉ᧓
ᲬᲮ࠰ᲱஉᲳଐ ٳʴႇඥોദ
1

1 ．外国人のための生活便利帳作成の取組

4

4．生活便利帳の活用（生活便利帳配布先）

ᲬᲪᲫᲬ࠰༿ ဃ̝МࠚƷኰʼ
ᲬᲪᲫᲭ࠰༿ ဃ̝МࠚƷኰʼ

ǳȳǻȗȈ

ǳȳǻȗȈ

ଐஜƴஹƯᲫ࠰ƙǒƍƷٳʴƕᛠǜư
ǘƔǔᒰ߷ғƷဃ̝МࠚǛ˺Ƣǔŵ

ٳʴƴƱƬƯ࣏ᙲƳऴإǛٳʴƕ
ᛠǜưǘƔǔᒰ߷ғƷဃ̝МࠚǛ
˺ƢǔŵᲢǫ༿Ʒ˺Უ

2

2．２０１２年版生活便利帳のコンセプト

5

・日本に来て 1 年ぐらいの外国人が分かる生活便
利帳

5．２０１３年版生活便利帳のコンセプト
・外国人にとって必要な情報を外国人がわかる
生活便利帳（３カ国版の作成）
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ᲬᲪᲫᲭ࠰༿ ဃ̝МࠚƷኰʼ

˺Ʒᛢ᫆ŴʻࢸƷᛢ᫆

ဃ̝Мࠚ˺Ʒ්Ǖ
ᲬᲭ࠰Ჯஉ

ŨžǘƔǔଐஜᛖſƷ൮ဇ҄
ŭžǘƔǔଐஜᛖᄂᆮ˟ſإԓƷဇ
ǘƔƪƕƖŴȫȓŴҥᛖƷᢠܭƷȫȸȫ҄
ąᛡưǋžǘƔǔଐஜᛖſƴᎇᚪưƖǔ
ǑƏƴƳǔƜƱƕྸेႎ
ŨᘍဇᛖǛǘƔǓǍƢƘƢǔپ

ဃ̝МࠚС˺˟ᜭ

Ⴘ
ႎᲴٳʴƴƱƬƯ࣏ᙲƳऴإƷᄩᛐ
ȡȳȐȸᲴଐஜᛖܴӖᜒဃ ɶŴ᪡ŴȕǣȪȔȳЈ៲ᎍӲᲫӸ
ଐஜᛖܴᜒࠖŴғࢫ࠻ᑀకϋਃ࢘ŴӲᚕᛖᡫᚪᎍ
ٳʴƷ٣
Ũዅ˄ǛӖƚǒǕǔऴإƸƢǂƯਫ਼᠍ƠƯǄƠƍ
ŨСࡇǛᚐᛟƠƯǄƠƍ
ŨעǛλƠƯǄƠƍ
ŪғࢫሥˌٳƷʙ ቔᢠ৸Ŵᢃ᠃βᚩ
ƴƭƍƯǋਫ਼᠍ƠƯǄƠƍ

ƝฌᎮƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨ
6

8

6．生活便利帳作成の流れ

8．作成の課題と今後の課題

・目的、メンバー

「わかる日本語」の汎用化

・外国人の声の活用




ᅜ㝿ᕷẸࣇ࢛࣮࣒ࣛ
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7．生活便利帳作成の流れ





・作成スケジュール

A4 サイズの冊子
約 10 ページにわたる。
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事例報告 2
倉田

やさしい日本語でいってみよう！

広氏（練馬区区民生活事業本部地域文化部地域振興課事業推進係長）

`

ʴӝᲢ࠰உྵנᲣ
Ń ʴᲢᇹˮᲣ

`

ٳቔ˰ൟ
Ń ʴᲢᇹˮᲣ

`

ٳቔ˰ൟƷൔྙ
Ń ᲟᲢᇹˮᲣ

倉田

広氏

3．練馬区の特色

`

ٳᛖႻᛩǳȸȊȸ
Ń உ᳸

Ҝࢸ᳸

Ń ᒍᛖȷɶᛖȷȏȳǰȫᲢƷǈᲣ
`

ጀᬔғ؏ע૨҄ᢿ؏עਰᐻᛢʙಅਖ਼ᡶ̞
̽ဋ ࠼

ᡫᚪȜȩȳȆǣǢ
Ń ႇᎍᲴᚕᛖӸᲢ࠰ࡇྵנᲣ
Ń ܱׅૠᲴׅ

`

1．

ƜƷǄƔŴଐஜᛖᜒࡈƳƲǛܱ

4．外国から練馬区へ来られた方々へのサービス

`

࠰ࡇƴܱƠƨžٳቔ˰ൟॖᜤॖӼᛦ
௹ſƳƲǛ៊ǇƑŴ࠰உሊܭ

`
`

ŨǈƲǓƕٶƍᲛ

`

ŨǢȋȡƕƞƔǜᲛ

ᨥʩ්ȷٶ૨҄σဃƷؕஜႎƳᎋƑ૾ǍŴؕஜ
ሊǛᙹܭ

2．練馬区について

5．平成２４年 3 月に、
「練馬区国際交流・多文化

・人口、外国籍住民数、外国籍住民比率

共生基本方針」を策定
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`

ؕஜሊ
Ń Წ

ٶ૨҄σဃƷਖ਼ᡶ

x ᲢᲣǳȟȥȋǱȸǷȧȳૅੲ
x Ǥ ғᎰՃƸٳʴғൟƴݣƠƯŴžǍƞƠƍଐஜᛖſǛᆢಊ
ႎƴဇƠŴଐஜᛖƴǑǔǹȠȸǺƳॖ࣬ƷျᡫǛႸਦƢƱƱ
ǋƴŴထ˟Ŵᐯ˟ሁƷ؏עƴƓƚǔѣƴƓƍƯǋŴžǍƞ
ƠƍଐஜᛖſƷဇƴƭƍƯգႆǛᘍƏŵ

6．基本施策について（多文化共生の推進）

9．職員研修において、税金を滞納した方への通
知の内容を、日本語がわからない方に説明する
場面を想定して、実際に外国人の方に来てもらい、
職員が外国人に説明した。各課の職員は一生懸
命説明していたが、なかなか外国人の方には理
解されなかった。しかし、講師の中山先生が、
「あ

`

ਃ࢘ᛢ˖ဒᄂ̲

なたは悪い人です。
」と言ってから説明したところ、

◊ ಟ ㏻ ▱
࠙㏻▱ෆᐜࠚࠉୗグ◊ಟࡢཷㅮࢆࡎࡿࠋ

Ń Ӳᛢƕᄂ̲ϋܾǛ˖ဒȷᢃփ
Ń ᎰՃƷѪᨼƸʴᏋᛢ
`

࠰ࡇϋƴᲭܱׅ
Ń ᇹᲫׅᲢᲲஉᲴӸᲣ

࠙㏻▱⪅ࠚࠉ⦎㤿༊㛗ࠉᚿᮧࠉ㇏ᚿ㑻

ようやく理解された。

࠙㏻▱᪥ࠚࠉᖹᡂ㸰㸳ᖺ㸯᭶㸰㸶᪥
グ

⦎㤿༊ᢸᙜㄢ⏬◊ಟ
ࠉࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒ㸦➨㸱ᅇ㸧ࠖ



◊ಟྡ



᪥ࠉࠉ

ࠉ ᖹᡂ㸰㸳ᖺ㸰᭶㸰㸳᪥㸦᭶㸧
ࠉࠉ㸯㸲㸮㸮ศ㹼㸯㸵㸮㸮ศ



ሙࠉࠉᡤ

⦎㤿༊⫋ဨ◊ಟᡤࠉ㸰㝵◊ಟᐊ



ᐇᶵ㛵

ᆅᇦ⯆ㄢ



◊ಟෆᐜ

ࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖࢆࡗࡓ㏻▱ᩥ➼ࡢ᭩ࡁ࠼ࠊ❆ཱྀ࡛ࡢᛂᑐ➼
ࠉࡘ࠸࡚Ꮫࡪ
ࠉͤᅇࡣ୍⯡༊Ẹࡶཧຍࡍࡿ◊ಟ࡛ࡍࠋࡑࡢࡓࡵࠊෆᐜ᪥ᖖ⏕
ࠉࠉά࡛ࡢᑐᛂࡶྵࡲࢀࡿணᐃ࡛ࡍࠋ



ࡑࡢ

◊ࠉۑಟཧຍ࠶ࡓࡾ᪑㈝ࡀⓎ⏕ࡍࡿሙྜࡣࠊࠕᨭฟ⛉┠ࠖࡢኚ᭦
ࠉࠉࡀᚲせ࡛ࡍࠋ
ࠉࠉヲࡋࡃࡣࠕ㒊㛛ࣇ࢛ࣝࢲࠖЍࠕேᮦ⫱ᡂㄢࠖЍࠕ⬟ຊ㛤Ⓨಀࠖ
ࠉࠉЍࠕ◊ಟ᪑㈝ࠖࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋ
◊ࠉۑಟᐊෆࡣࠊタഛࡢ㒔ྜୖࠊ୍ᚊ ᗘㄪᩚࢆࡍࡿࡇࡀ㞴ࡋ
ࠉࠉ࠸ࡓࡵࠊ⾰᭹ࡢ⬺ࡂ╔࡛ㄪ⠇࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡈ‽ഛࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࠉۑᮏ◊ಟࡣேᮦ⫱ᡂㄢࡢ◊ಟሗ࿌᭩ᥦฟࡣせ࡛ࡍࠋ
◊ࠉۑಟࡘ࠸࡚ࡢ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏ➼ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣ
ࠉࠉᆅᇦ⯆ㄢᴗ᥎㐍ಀࡈ㐃⤡ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࠉࠉ㸦ෆ⥺㸧㸳㸷㸵㸱ࠉ㸦┤㏻㸧㸳㸷㸶㸲㸫㸯㸳㸰㸱

Ń ᇹᲬׅᲢᲳஉᲴӸᲣ
Ń ᇹᲭׅᲢᲬஉଐᲣ
࠙⿕㏻▱⪅ࠚࠉ
θ

Ặྡ

ᡤᒓ

ഛ⪃

7．２４年度の 3 回の研修の講師は中山眞理子氏

`

ᜒࠖᲴɶޛྸ܇൞

`

ǲǹȈᲴٳቔ˰ൟᲢᇹׅᲴʴŴᇹׅᲴʴᲣ

Ń Ტ021ඥʴٶ૨҄܇ƲǋᐯᇌૅੲǻȳǿȸˊᘙྸʙᲣ

10．食中毒予防の研修
・食中毒で「お腹が痛い」ということを表す

Ń ȜȩȳȆǣǢଐஜᛖܴƴңщ̔᫂
`

`

᧓ᲴҜࢸ᳸Ტ᧓Უ

ときには、講師の先生はジェスチャーをし

Ń ᜒ፯Ტኖ᧓ᲣŴܱ፼Ტኖ᧓ЎᲣ

ておられた。

᫆ᲢӲᛢƔǒਤƪ݃Ƭƨ૰Უ

8．担当課企画研修を実施
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11．国保料納付のお願いの研修

14．研修の様子

12．研修の様子

15．研修の様子

䜰䞁䜿䞊䝖⤖ᯝ䛆䠄 䠅䛿➨2ᅇ䛇
⌮ゎ䛷䛝䛯

13．研修の様子

9ྡ䠄10ྡ䠅

䜋䛸䜣䛹⌮ゎ䛷䛝䛯

4ྡ䠄9ྡ䠅

䛒䜎䜚⌮ゎ䛷䛝䛺䛛䛳䛯

1ྡ䠄0ྡ䠅

䜎䛳䛯䛟⌮ゎ䛷䛝䛺䛛䛳䛯

0ྡ䠄0ྡ䠅

ᙺ䛻❧䛴

10ྡ䠄15ྡ䠅

ᑡ䛧ᙺ䛻❧䛴

4ྡ䠄4ྡ䠅

䛒䜎䜚ᙺ䛻❧䛯䛺䛔

0ྡ䠄1ྡ䠅

䜎䛳䛯䛟ᙺ䛻❧䛯䛺䛔

0ྡ䠄0ྡ䠅

16．アンケート結果
・かなりの方が、
「役に立つ」と回答
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`

ᲶᐯဌॖᙸᲸ

`

ႻᲢٳʴᲣƷᇌئƴƳƬƯƷᚕᓶƮƔƍŴ٭ٻѠࢍ
ƴƳǓǇƠƨŵࢫƷƸŴǄƱǜƲࢫͨƷᇌئư
̅ƬƯƋǔƜƱǛϐᛐᜤŵƜǕưƸٳʴǍ᭗ᱫᎍƴƸŴ
ЎƔǒƳƍƱ࣬ƍǇƠƨŵ

`

ܱᨥƴٳʴƷ૾ƴғࢫƷకϋǛᛟଢƠŴˡƑǔƨǊ
ƷǍƞƠƍଐஜᛖƷᩊƠƞǛƭƘƮƘज़ơǇƠƨŵ

`

ɟဃভԡᛅǛᎥƍƯƘƩƞǔ૾ႻưǋŴžˡƑǔſƜ
ƱƸᩊƠƔƬƨŵƦƷƜƱǛܱज़ưƖƯᑣƔƬƨŵ

17．アンケート結果（自由意見）

18．

パネルディスカッション
①

一連の報告を聞いてのご意見や、補足説明は？
いうことは、やさしい日本語、わかりやすい日本

庵：
やさしい日本語に書き換えるときには、いろいろ

語、構成法で表現しないと、理解されない相手に

な考え方があり、とにかく表現を切り落としてでも

説明するということである。文章を書く時だけでな

やさしくしよう、という方もいれば、一方で、日本

く、話すときも、これを意識する必要がある。こう

人が読んでも違和感がない程度に変えるべき、とい

いった訓練は、本来、国語教育の中でやるべきこと

う方や、文を長くしようとする方、短くしようとす

であり、幼少時から積み上げていくべきことである。

る方など、様々である。我々がやろうとしているこ

やさしい日本語は、もともと外国籍の大人を対象と

とは、そういったバリエーションをできるだけ減ら

していたが、以上の背景で、現在は日本人の子ども、

そう、という試みである。しかし、それは規格化を

大人をはじめ、日本社会のほとんど全ての人にやさ

するために必要なことであって、一般の書き換えに

しい日本語が必要である。

おいては、どうしたらやさしく伝えられるか、と考
えることが必要。そして、書き換え結果よりも、相

越智：

手が何を伝えようとしているのかをどうやって理解

庵先生の話を聞いて、報道の現場と同じだと感じ

し、どう相手に伝えるか、というプロセスが重要。

た。結局、報道に求められていることは、全く何も

例えば、今はなかなかレポートが書けない学生が多

知らない人にどう伝えるか、わからない人にどう伝

く、その書き方について大学で指導をする、という

えるか、
ということである。
やさしい日本語は、
ニュー

ことが行われているが、これは、本来高校までに

スをもっとわかりやすくする、という機能も果たし

できるようにしておくべきことである。レポートは、

ているのではないか。相手の立場に立って、どう伝

事情がわかっていない相手にどうやって説明するか、

えていくか、ということをこれからも意識していき

ということに配慮しなければならない。こういう技

たい。

術を身につけるためには、事情がわかっている相手
に説明する文章をいくら書いても意味がない。

薄場：
やさしい日本語による外国人のための生活便利帳

これができないということは、つまり、相手の立

を作ったときは、
「わかる日本語」が何なのか、と

場に立って文章を書く、という訓練を受けていない

いうことが理解されておらず、各部署にやさしい日

ということである。やさしい日本語で表現する、と

本語にした原稿を持っていくと、
「これでは私たちが
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ピンとこない。わからない」
と言われることが多かっ

倉田：

た。しかし、1 年目よりも 2 年目の方が、わかる日

やさしい日本語についての認識がまだ広がってお

本語が理解されていった。この生活便利帳を更新し

らず、その重要性についても理解は進んでいない。

ていくにあたり、外国人の立場に立って考えること

やさしい日本語研修には、なかなか受講生が集ま

を常に意識していきたい。

らない状況なので、やさしい日本語の必要性が特に
高いと思われる部署を中心に働きかけ、研修受講
生を増やしていきたい。

②

やさしい日本語を教える人材をどう育成していくかということについては、どう考えるか。
中国語、韓国語ではそういった表現はない。また、

庵：
やさしい日本語に書き換えることを教えるには、

不必要に主語を省略することをやめて、
「私」や「あ

かなりの専門知識を要するので、簡単には人材を育

なた」などの言葉を明示すべき。少なくとも、外国

成することはできない。むしろ、日本人の意識を変

人や子どもと話すときに、そういったことを意識す

えることの方が重要。例えば、結論を言わない言

るべき。人材育成以前に、こういうことを心がける

いさし表現（「～ので。」
「～だから。
」といった省略

だけで、大きく変わると思う。

表現）
、をやめるようにすることが必要。英語や、

③

ＮＨＫさんでは、何人くらいの方が NEWS WEB EASY に関わっているか。また、わかる日本語
に関する人材育成についてはどう考えるか。
したり言いさしをしたりすると外国人には分かりに

越智：
記者や日本語教師を含めて、実質１０名。わかる

くい、といった指摘を、私たちも日本語教師から受

日本語に書き換えをできる人を増やす必要はある

ける。通常のニュース原稿を書く段階で分かりにく

が、だからといって、そのための人材を育成するた

い表現を減らし、日本語として違和感を持たずに聞

めに何かをしなければ、ということはないと思う。

けて理解できる文章にしていきたい。こうした意識

さきほど庵先生がおっしゃったように、主語を省略

を記者も持つよう、働きかけていきたい。

④

わかる日本語に書き換えるときは、どのくらいの日本語レベルの人を想定していますか。
ＮＨＫさんでは、旧日本語検定 3 級から４級程度ということでした。

庵：
旧日本語検定 3 級から４級程度です。
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分科会

3

●テ

ー

マ

行ってみよう防災訓練、進めよう地域の取組

●ね

ら

い

３．１１を経験し、次なる震災に備えておくことは急務になっています。いざと
いう時に自分や家族などの身の安全を図るため、どのような備えをし行動をとっ
たらよいのか？自治体、地域、学校などで取り組まれている防災訓練に楽しみな
がら参加するにはどうしたらよいか、防災のための知識や経験を得るための地域
の取組を考えます。

●コーディネーター

土井

佳彦

（（特活）多文化共生リソースセンター東海

●パネリスト

古川

豊光

（八王子国際協会）

代表理事）

デズモンドＴ・ベル （小平市在住）
スッチー・マッシモ （八王子市在住）
●ワークショップ

堀之内

●参 加 者 数

19 名

陽子

（（特活）はままつ子育てネットワーク事務局）

■分科会の構成■
趣旨説明
防災に対する地域（国）の取組
質疑応答
ワークショップ

趣旨説明（コーディネーター）
土井

佳彦氏（
（特活）多文化共生リソースセンター東海

代表理事）

東日本大震災からまもなく２年が経とうとしている。ここで、
もう１度記憶を新たにするとともに、過去の歴史として残すの
ではなく、そこから多くのことを学び、次に生かしていく必要
がある。災害や防災ということに対して様々な視点からの取
組がのぞまれるが、本日は特に地域の取組に焦点を当てたい。
防災に対する取組は、自助、共助、公助という３つに分けら
れるが、今回はその中でも、共助、私たちの知識やこれまで
の経験をどのように共有すれば、より災害に対する対応力が高
まっていくのかということを考えていきたい。
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土井

佳彦 氏

防災に対する地域（国）の取組
①

八王子国際協会の取組

古川豊光氏（八王子国際協会）

■災害ヘルプカード
八王子国際協会では、東日本大震災と 2011 年１月の第 3 期外国人市民会議の提言を踏まえて、
「防災・
災害対応プロジェクト委員会」を立ち上げ、八王子地域で大災害が発生した場合の外国人市民への支援体制
について検討を重ねてきた。その結果、多言語での「災害ヘルプカード」と「防災マップ」を制作、配布した。
災害ヘルプカードは、予め自分の名前、国籍、現住所、血液型、電話番号などを書きこんでおき、災害時
に役立てるとともに、災害時の注意事項や、避難の方法、情報の取り入れ方などをコンパクトにまとめた機
能的・機動的な内容となっている。
防災マップは、災害ヘルプカードとセットになっており、災害時の避難場所となる 17 の市民センターが記
載されている。防災マップで近くの避難場所を知っておくことは、大地震の経験のない外国人市民にとって心
強いことである。これらは、手帳や財布等に常時携帯できるようなサイズで、日・英・中・韓・スペイン語
の 5 か国語で表示されている。

古川

豊光 氏

⇨

災害ヘルプカード（10.5 ㎝× 7.5 ㎝）

広げた裏面

⇨

防災マップ（上記とサイズ同じ）
災害ヘルプカードと 2 枚１組

広げた裏面
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日、英、中、韓、スペイン語の 5 カ国語で表示

を行った。

■災害発生時の行動概要図と防災訓練
八王子国際協会は、上記の災害ヘルプカード、防

次のような想定である。八王子市域に震度 6 弱

災マップの作成とともに、支援スキームとして「災

の大地震が発生し、避難場所に指定されている各

害時外国人対応要領運営要領」を作成した。
（資料

市民センターに、近隣に居住する外国人市民が避難

1 参照）

してきた。近くに住む語学ボランティアが、通訳支

具体的な内容は、八王子地域に大地震などの災

援のために市民センターへ駆けつけた。

害が発生した場合、八王子国際協会内に外国人支

上の想定のもと、防災訓練シナリオに沿って、実

援センターを立ち上げ、①外国人が必要とする情報

際に外国人市民と語学ボランティア、外国人支援セ

の収集と集約した情報を災害対策本部、避難場所

ンターの職員が、どう助けを求めるのか、どのよう

に提供する、②語学ボランティアを市民センターに

に語学ボランティアに要請するのかなど、災害時に

派遣する、③被災相談窓口（外国人相談）を支援す

スムーズに対処できるようにやりとりを練習した。

る、④外国人支援団体と情報交換を行うことであ

また、語学ボランティアが被災者から状況を聞き

る。災害時は、電話が使用できなくなる恐れがあ

取ったり、避難所を説明したりする訓練も行った。

るため、防災無線で情報を交換することになってい

さらに防災倉庫を見学し、どういった食糧が備えら

る。
（資料 2 参照）

れているのか、どのくらいあるのかなど情報提供も

2013 年 2 月 12 日に、 支援スキームに従い、

行った。
（資料 3 参照）

３つの市民センターで外国人市民のための防災訓練

ܹႆဃƷᘍѣಒᙲ
እᅜேᨭࢭࣥࢱ࣮㛤タ
ඵ⋤Ꮚᅜ㝿༠(ඵ⋤Ꮚ㺛㺖㺒㺏㺩㺼㺷 11 㝵)
㹤

עᩗሁỉܹႆဃ

㜵⅏↓⥺➼ࡼࡿ
ሗࡢ㞟࣭ᥦ౪

༠⫋ဨ➼

ᕷẸࢭࣥࢱ࣮㸦ᕷෆ 17 ᡤ㸧
እᅜேࡢሗᥦ౪➼ᨭ

࣎ࣛࣥࢸ

ᚐṌ࣭⮬㌿㌴࣭ࣂࢡ࡛
┤㏆ࡢᕷẸࢭࣥࢱ࣮
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㈨ᩱ㸯
ඵ⋤Ꮚᅜ㝿༠

⅏ᐖࡢእᅜேᕷẸࡢࡓࡵࡢࠕ⅏ᐖ࣊ࣝࣉ࣮࢝ࢻࠖࠊࠕ㜵⅏࣐ࢵࣉࠖࡢ 
㓄ᕸᨭࢫ࣮࣒࢟ࡘ࠸࡚
 2011 ᖺ 3 ᭶ 11 ᪥Ⓨ⏕ࡋࡓᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡣࠊᮾ᪥ᮏᆅᇦᮍ᭯᭷ࡢ⿕ᐖࢆࡶࡓࡽࡋࠊከࡃࡢᑛ
࠸ࡀዣࢃࢀࡲࡋࡓࠋඵ⋤Ꮚᅜ㝿༠࡛ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ 2011 ᖺ 1 ᭶ࡢ➨ 3 ᮇእᅜேᕷẸ
㆟ࡢᥦゝࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊྠᖺ 8 ᭶༠ෆࠕ㜵⅏࣭⅏ᐖᑐᛂࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺጤဨࠖࢆ❧ࡕୖࡆࠊඵ
⋤Ꮚᆅᇦ࡛⅏ᐖ㸦ᆅ㟈ࠊὥỈ࡞㸧ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡢእᅜேᕷẸࡢᨭయไࡘ࠸᳨࡚ウࢆ
㔜ࡡࡲࡋࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊゝⴥࡀ༑ศ࡛࡞࠸ࡓࡵ⅏ᐖᙅ⪅࡞ࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿእᅜேᕷẸࡢࡓࡵከゝㄒ࡛ࡢࠕ
ࠕ⅏
ᐖ࣊ࣝࣉ࣮࢝ࢻࠖࠊ
ࠕ㜵⅏࣐ࢵࣉࠖࢆไస࣭㓄ᕸࡍࡿࡶࠊᨭࢫ࣮࣒࢟ࡋ࡚ࠕ⅏
⅏ᐖእᅜே
ᑐᛂせ㡿㐠Ⴀせ㡿ࠖࢆసᡂ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋ
㸯㸬ࠕ ⅏ᐖ࣊ࣝࣉ࣮࢝ࢻ ࠖ
ࠕ⅏ᐖ࣊ࣝࣉ࣮࢝ࢻࠖࡣࠊணࡵ⮬ศࡢྡ๓ࠊᅜ⡠ࠊ⌧ఫᡤࠊ⾑ᾮᆺࠊ⮬Ꮿࠊ㤋ࡢఫᡤࠊ㟁ヰ
␒ྕࢆ᭩ࡁ㎸ࢇ࡛࠾ࡁࠊ⅏ᐖᙺ❧࡚ࡿࡶࠊ⅏ᐖࡢ㑊㞴ࡢ᪉ἲࡸሗࡢྲྀࡾ᪉࡞ࢆࢥ
ࣥࣃࢡࢺࡲࡵࡓᶵ⬟ⓗ࣭ᶵືⓗ࡞ෆᐜ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࣮࢝ࢻࡣඵ⋤Ꮚᕷᒃఫࡍࡿእᅜேᕷ
Ẹ㸦2012 ᖺ 12 ᭶⌧ᅾࠊ⣙ 9,000 ྡ㸧ࡢ᪉ࠎࡀࠊᡭᖒࠊ㈈ᕸࠊࣂࢵࢡ➼ᖖᦠᖏ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ
ࢧࢬࡣࠊ10.5 7.5 ࡛ࠊ᪥ࠊⱥࠊ୰ࠊ㡑ࠊࢫ࣌ࣥㄒࡢ 5 ᅜㄒ࡛⾲♧ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㸰㸬ࠕ 㜵⅏࣐ࢵࣉ ࠖ
⅏ᐖᕷẸࢭࣥࢱ࣮ࡀ㑊㞴ሙᡤ࡞ࡾࡲࡍࠋᕷẸࢭࣥࢱ࣮ࡢ࣐ࢵࣉࢆグ㍕ࡋࡓ㜵⅏࣐ࢵࣉ࡛
㏆ࡃࡢ㑊㞴ሙᡤࢆ▱ࡗ࡚࠾ࡃࡇࡣࠊᆅ㟈ࡢ⤒㦂ࡢ࡞࠸እᅜேᕷẸࡗ࡚Ᏻᚰࡍࡿࡇ࡛ࡁࡲ
ࡍࠋୖグࡢࢧࢬ࡛ࠊ⅏ᐖ࣊ࣝࣉ࣮࢝ࢻࡢ 2 ᯛ 1 ⤌࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

3㸬ࠕ ⅏ᐖእᅜேᑐᛂせ㡿㐠Ⴀせ㡿 ࠖ
 ᙜヱᨭࡢせ㡿ࡢෆᐜࡣࠊඵ⋤Ꮚᆅᇦᆅ㟈࡞ࡢ⅏ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࠊࡍࡳࡸඵ⋤Ꮚᅜ
㝿༠ෆࠕእᅜேᨭࢭࣥࢱ࣮ࠖࢆ❧ࡕୖࡆࠊձእᅜேࡀᚲせࡍࡿሗࡢ㞟㞟⣙ࡋࡓሗ
ࢆ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ࠊ㑊㞴ሙᡤᥦ౪ࠊղㄒᏛ࣎ࣛࣥࢸࡢᕷẸࢭࣥࢱ࣮ࡢὴ㐵ࠊճ⿕⅏┦ㄯ❆ཱྀ(እ
ᅜே┦ㄯ)ࡢᨭࠊմእᅜேᨭᅋయࡢሗࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ⅏ᐖࡣ㟁ヰࡼࡿ㏻ಙࡀ
࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࡓࡵ㜵⅏ᮏ㒊ࡸ㑊㞴ሙᡤ࡞ࡿྛᕷẸࢭࣥࢱ࣮᪤タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㜵
⅏↓⥺࡛㏻ಙࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ
17 ࡢᕷẸࢭࣥࢱ࣮ࠊ㏆ࡃᒃఫࡍࡿ༠ࡢㄒᏛ࣎ࣛࣥࢸ㸦⌧ᅾ⣙ 150 ྡࡀⓏ㘓㸧ࡀ㏻ヂ
࡞ࡢᨭ㥑ࡅࡘࡅࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ῧ㈨ᩱ㸸
ࠕ ⅏ᐖ࣊ࣝࣉ࣮࢝ࢻ ࠖ

ࠕ 㜵⅏࣐ࢵࣉ ࠖ

ၥ࠸ྜࢃࡏඛ㸸ඵ⋤Ꮚᅜ㝿༠
ᢸᙜ㸸ྂᕝࠊ㰻⸨
ఫᡤ㸸ඵ⋤Ꮚᕷ᪫⏫㸷㸫㸯ඵ⋤Ꮚࢫࢡ࢚ࣅࣝ㸯㸯㝵
㟁ヰ㸤FAX㸸 㸮㸲㸰㸫㸴㸲㸰㸫㸵㸮㸷㸯




Email㸸koko-8@nifty.com
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㈨ᩱ㸰
        

     

ඵ⋤Ꮚᅜ㝿༠⅏ᐖእᅜேᑐᛂせ㡿

➨ 1 ᮲㸦┠ⓗ㸧

ᮏせ㡿ࡣࠊඵ⋤Ꮚᕷᇦ࡛㟈ᗘ 6 ᙅ௨ୖࡢᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜཪࡣࡑࡢࡢ⅏ᐖࡼࡾ⿕ᐖ
ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡢࠊእᅜேᨭయไ㛵ࡍࡿඵ⋤Ꮚᅜ㝿༠㸦௨ୗࠕ༠ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢ⥭ᛴ
ᑐᛂࡘ࠸࡚つᐃࡍࡿࠋ
➨ 2 ᮲㸦⅏ᐖつᶍ㸧
⅏ᐖࡢ≧ἣࡼࡾࠊḟࡢ࠾ࡾᐃ⩏ࡍࡿࠋ
ࣇ࢙࣮ࢬ㸯㸸つᶍᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࠊඵ⋤Ꮚᕷᇦࡀቯ⁛ⓗ࡞≧ἣ࠶ࡿࠋ
ࣇ࢙࣮ࢬ㸰㸸ᆅ㟈Ⓨ⏕ᚋࠊඵ⋤Ꮚᕷᇦࡀቯ⁛ⓗ࡞≧ἣࡽࠊ㏻ࠊ㏻ಙᡭẁ➼ࡀᪧࡋࠊ
㐃⤡ࡀྍ⬟࡞≧ἣཪࡣࡑࡢࡢ⅏ᐖࡼࡾᒁᆅⓗ⅏ᐖࡀⓎ⏕ࡋࠊ㏻ಙᡭ
ẁ➼ࡀྍ⬟࡞≧ἣ࠶ࡿࠋ
ࣇ࢙࣮ࢬ㸱㸸ඵ⋤Ꮚᕷᇦࡢࣥࣇࣛ➼ࡀᪧࡋࡓ≧ἣ࠶ࡿࠋ
➨ 3 ᮲㸦እᅜேᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢタ⨨㸧
➨ 1 ᮲㸦┠ⓗ㸧ᐃࡵࡿ⅏ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡣࠊ㏿ࡸ༠ෆࠕእᅜேᨭࢭࣥࢱ࣮ࠖ
㸦௨ୗࠕᨭࢭࣥࢱ࣮ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆタ⨨ࡋࠊᚲせ࡞ᨭᑐᛂࢆ㛤ጞࡍࡿࠋ
タ⨨ሙᡤ㸸ඵ⋤Ꮚᕷ᪫⏫㸷-㸯 ඵ⋤Ꮚࢫࢡ࢚ࣅࣝ 11 㝵
TEL&FAX㸸㸮㸲㸰-㸴㸲㸰-㸵㸮㸷㸯
e-mail : koko-8@nifty.com
➨ 4 ᮲㸦ᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢᵓᡂ㸧
ᨭࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊ௨ୗࡢᨭࢭࣥࢱ࣮ဨ࡛ᵓᡂࡋࠊḟࡢ⫋ົࢆᢸ࠺ࠋ
ࢭࣥࢱ࣮㛗㸦༠⌮㛗㸧㸸⥲ᣓ㈐௵⪅ࠊᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢタ⨨
ࢭࣥࢱ࣮㛗㸦༠ົᒁ㛗㸧㸸ࢭࣥࢱ࣮㛗⿵బ
㐃⤡࣭ሗ⌜㸸ඵ⋤Ꮚᕷࡢ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ࡢ㐃⤡࣭ㄪᩚ㸦ᕷ⫋ဨ㸧
ࠊ⅏ᐖ࣎ࣛࣥࢸᑐ
ᛂ
┦ ㄯ ⌜  㸸⅏ᐖⓎ⏕ᚋࡢእᅜே┦ㄯ❆ཱྀ
ᕠ ᅇ ⌜  㸸ᕷẸࢭࣥࢱ࣮➼ࡢᕠᅇ
ሗᥦ౪⌜ 㸸SNS㸦♫ὶࢧࢺ㸧ཬࡧ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼ࡼࡿሗࡢ
ᥦ౪
⅏ᐖㄒᏛ࣎ࣛࣥࢸ㸸ᨭࢭࣥࢱ࣮ࠊᕷẸࢭࣥࢱ࣮➼࡛እᅜேࡢᨭ㸦㏻ヂ࣭⩻ヂ
➼㸧ࠊSNSࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡞ࡢ㐠⏝
                                 
➨㸳᮲㸦ᨭࢭࣥࢱ࣮ဨࡢཧ㞟㸧
ᨭࢭࣥࢱ࣮ဨࡣࠊ➨ 1 ᮲㸦┠ⓗ㸧ᐃࡵࡿ⅏ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡣࠊࣂࢡࠊ⮬㌿㌴ࠊᚐ
Ṍ➼ࡼࡾࠊ⮬ⓗ༠ཧ㞟ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ㏻ᶵ㛵ࡢΰ࣭㏻➼ࡼࡾཧ㞟ࡀ
ྍ⬟࡞ሙྜࡣ⮬Ꮿᚅᶵࡋࠊࢭࣥࢱ࣮㛗ࡢᣦ♧ࡼࡾ⾜ືࡍࡿࠋ
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➨ 6 ᮲㸦⅏ᐖㄒᏛ࣎ࣛࣥࢸ㸧
⅏ᐖ࣎ࣛࣥࢸࡣࠊᆅ㟈ཪࡣࡑࡢࡢ⅏ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࠊḟࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂࢆ⾜࠺ࠋ
ᅾᏯ㸸
㸸༠ࡀ࠶ࡽࡌࡵᣦᐃࡋࡓᕷẸࢭࣥࢱ࣮㥑ࡅࡘࡅࡿࠋ
እฟ㸸
㸸⮬ⓗ࡞ุ᩿ࡼࡾࠊᨭࢭࣥࢱ࣮ཪࡣ┤㏆ࡢᕷẸࢭࣥࢱ࣮㥑ࡅࡘࡅࡿࠋ
➨ 7 ᮲㸦ᆅᇦ㜵⅏↓⥺ࡢタ⨨㸧
ᨭࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊ㟁ヰࠊᦠᖏ㟁ヰ➼ࡀ㏻ࡢሙྜࠊ༠ෆタ⨨ࡋࡓᆅᇦ㜵⅏↓⥺ࡼࡾࠊ
ᕷࡢ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ཬࡧᕷẸࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐃⤡ࢆ⾜࡞࠺ࠋ
➨ 8 ᮲㸦ഛရࡢᖖഛ㸧
༠ࡣࠊ⥭ᛴഛ࠼࡚ࠊᨭࢭࣥࢱ࣮ဨ⏝ࡋ࡚ࠊḟࡢഛရࢆᖖഛ࠼࡚࠾ࡃࠋ
㸦㸯㸧㠀ᖖ㣗ཬࡧ㣧ᩱỈ
㸦㸰㸧㜵⅏࣓࣊ࣝࢵࢺ
㸦㸱㸧⏕ά⏝ရ㸦ẟᕸࠊ୰㟁ⅉ࡞㸧
㸦㸲㸧་⸆ရ
㸦㸳㸧ࡑࡢ
                                 
➨ 9 ᮲㸦ᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢࢫ࣮࣒࢟㸧
ᨭࢭࣥࢱ࣮ࡣ⿕ᐖࡢつᶍ➼ࡼࡾࠊ௨ୗࡢࡼ࠺ᑐᛂࡍࡿࠋ
                  
ࣇ࢙࣮ࢬ㸯

ࣇ࢙࣮ࢬ㸰

ࣇ࢙࣮ࢬ㸱

[㐃⤡ྍ⬟]

[⯆ᮇ]

[ቯ⁛ⓗែ≧ἣ]

ࢭࣥࢱ࣮㛗
ࢭࣥࢱ࣮㛗
㐃⤡ሗ⌜
┦ ㄯ ⌜
ᕠ ᅇ ⌜
ሗᥦ౪⌜
⅏ᐖㄒᏛ࣎ࣛࣥ
 ࢸ
                 
➨ 10 ᮲㸦ᮏせ㡿ࡢ⾜᪥㸧
ᮏせ㡿ࡢ⾜᪥ࡣࠊᖹᡂ 24 ᖺ 8 ᭶ 28 ᪥ࡍࡿࠋ
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㈨ᩱ㸱

 ࠙ⱥㄒ∧ࠚ
 ᕷẸࢭࣥࢱ࣮㜵⅏カ⦎ࢩࢼࣜ࢜
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㏻ヂ A㸸ゎࡋࡲࡋࡓࠋ
㸦᪥ᮏㄒ㸧 ヲࡋ࠸≧ἣࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦ⱥㄒ㸧
እᅜே A㸸ࣃ࣮ࢺࡽ⬺ฟࡍࡿࡁࠊ㌿ࢇ࡛ᡃࢆࡋࡲࡋࡓࠋேࡀྠࡌࣃ࣮ࢺఫ
ࢇ࡛࠸ࡲࡍࡀࠊ⾜᪉ࡀศࡽࡎᚰ㓄࡛ࡍࠋࡲࡓࠊ㣗ᩱࡸ㣧ᩱỈࡀ࠶ࡗࡓࡽศࡅ࡚
ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦ⱥㄒ㸧
㏻ヂ A㸸 ゎࡋࡲࡋࡓࠋࡲࡎᡃࡢᛂᛴᥐ⨨ࢆࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ㣗ᩱࠊ㣧ᩱỈࡣഛࡉࢀ࡚
࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊᩘ᪥㛫ࡣࡇࡇ࡛ࡋࡢࡆࡲࡍࠋேࡢࡇࡣࠊᾘ㜵⨫࡞ࡢ㛵ಀᶵ
㛵┦ㄯࡋࡲࡍࠋ㸦ⱥㄒ㸧
㏻ヂ A㸸 እᅜேᨭࢭࣥࢱ࣮ࠊᛂ⟅㢪࠸ࡲࡍࠋ㸦᪥ᮏㄒ㸧
እᅜேᨭࢭࣥࢱ࣮㸸ࡇࡕࡽእᅜேᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢ X ࡛ࡍࠋ≧ἣࢆሗ࿌㢪࠸ࡲࡍࠋ
㸦᪥ᮏㄒ㸧
㏻ヂ A㸸㸦≧ἣࢆ᪥ᮏㄒ࡛ሗ࿌ࡍࡿ㸧
ࢩࢼࣜ࢜㸰
እᅜே B㸸㏆ࡃఫࢇ࡛࠸ࡿࠋࡍ࡛ۑۑᅜ⡠ࡣⱥᅜ࡛ࡍࠋᐙ᪘ 2 ே㸦ጔࠊᏊࡶ 3 ṓ㸧
㑊㞴ࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ㣗ᩱࠊ㣧ᩱỈࠊᐟἩሙᡤࡣ࠶ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋே㤋
㐃⤡ࡋࡓ࠸ࡢ࡛ࠊ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
㸦ⱥㄒ㸧
㏻ヂ B㸸ゎࡋࡲࡋࡓࠋ㣗ᩱࠊ㣧ᩱỈࡣ࠶ࡾࡲࡍࠋᩘ᪥㛫ࡢᐟἩࡣࠊࡇࡇ࡛ྍ⬟࡛ࡍࡢ࡛
    ᚰ㓄ࡋ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋேࠊ㤋ࡢ㐃⤡ࡣࠊ㏻ಙᅇ⥺㸦㟁ヰࠊᦠᖏ㸧ࡀΰ
ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ㏻ࡌࡿ࠺ࡣࢃࡾࡲࡏࢇࡀࠊࡸࡗ࡚ࡳࡲࡍࠋ㸦ⱥㄒ㸧
㏻ヂ B㸸እᅜேᨭࢭࣥࢱ࣮ࠊᛂ⟅㢪࠸ࡲࡍࠋ
㸦᪥ᮏㄒ㸧
እᅜேᨭࢭࣥࢱ࣮㸸ࡇࡕࡽእᅜேᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢ Y ࡛ࡍࠋ≧ἣࢆሗ࿌㢪࠸ࡲࡍࠋ
㸦᪥ᮏㄒ㸧
㏻ヂ B㸸㸦≧ἣࢆ ᪥ᮏㄒ࡛ሗ࿌ࡍࡿ㸧
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Tuesday February 12, 2013 

Shimin Center Disaster Prevention Drill Scenario
Place: Minami Osawa Shimin Center, Yugi Chuo Shimin Center & Yugi Higashi
Shimin Center
Assumption: Big earthquake occurred in Hachioji area around 12㸸00 on Feb.12(Tues.)
and registered intensity of under 6. Foreigner living in the neighborhood were
evacuated to a Shimin Center nominated as a shelter. Language volunteer A (English)
and B (English) living in the neighborhood rushed to a Shimin Center for supporting
interpretation. Communication with Foreigner Support Center will be done by radio.
Line of communication 㸯
Foreigner A: My name is  ۑۑliving in the neighborhood. My nationality is USA. As
the apartment house where I live was collapsed by earthquake, I was evacuated here.
(English)
Staff: Language volunteer B, please be an interpreter. Please take your number. And
please take care of a foreigner directly. (Japanese)
Interpreter A: I understand. (Japanese)
Please tell me full details of your situation. (English)
Foreigner A: I fell down and was injured when I got out of the apartment house. While
my friend lives in the same apartment house, I worry about him as I do not know
where he is now. And please share me any foods and water if available. (English)
Interpreter A: I understand. First of all shall we take care of first aid to your injury. You
can stay here a few days because foods and drinking water are kept here. We will
consult with related organizations like fire station regarding your friend. (English)
Interpreter A: Hello Foreign Support Center, please answer. (Japanese)
Foreign Support Center: This is X from Foreign Support Center. Please report your
situation. (Japanese)
Interpreter A: ( explain the situation ) (Japanese)
Line of Communication2
Foreigner B: My name is  ۑۑliving in the neighborhood. My nationality is UK. I was
escaped together with 2 members ( wife and 3 years old child ) of my family. Are foods,
drinking water, staying accommodation available here ? I would like to communicate
with UK Embassy and my friend. Please arrange it.
Interpreter B: I understand. Foods and drinking water are available. Please do not
worry about accommodation because you can stay here a few days. I will try to arrange
communication with UK Embassy and your friend although I wonder it is possible or
not because communication lines ( telephone and hand phone ) are so busy.
Interpreter B: Hello Foreign Support Center, please answer. (Japanese)
Foreign Support Center:This is Y from Foreign Support Center. Please report your
situation.
Interpreter B: (report the situation ) (Japanese)
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②

イギリスの取組から学ぶ

～イギリスの取組の紹介～
デズモンドＴ・ベル氏 （小平市在住）

■イギリスの災害

～洪水～

イギリスは地震は少ないが、比較的土地が低いため洪水が多く、国民にとって、
「水」が心配事の１つである。
実際に 2012 年 11 月から12 月にかけて大雨が降り、かなりの地域が浸水した。100 年以上前には、年
間の溺死の死亡者は 5000 人程度で、現在の交通事故の死亡者が年間 2000 人程度なので、比較してみて
も多いことがわかる。このような背景のもと、100 年ほど前から水上の救命、訓練の必要性が叫ばれ、洪
水に対する備えが始まった。
■防災のポイント
水上の救命のポイントは以下の三角形の図の通りである。

ἲไ
ἲไᇳົ
Legislation

༠ຊ䞉༠㆟
Collaboration

Experience ⤒㦂
Training カ⦎
ᢏ⾡䞉䝸䞊䝎䞊䝅䝑䝥䞉ᣦᑟ⪅
ベル 氏

まず、一番下の段にあるのは経験や訓練等で、これを土台にして、その上に協力・協議がある。やり方の
異なる様々な団体があるため、お互いに協力していくことが必要である。一番上は法制・法制執務で、法律は、
下の２つの段階、市民が動きやすいように作られるべきものである。こういった考え方が大切である。
一番下にある「訓練」においては、イギリスには３つの代表的な団体がある。The Royal Life Saving
Society (RLSS)、Amateur Swimming Association (asa)、St. John Ambulanceである。RLSS は、
水上の救命を教育、訓練する団体、asa は、
競技水泳を教える団体である。そして St. John Ambulance は、
初めて病院を作ったという歴史のある団体で、国際救命救急ボランティア組織である。災害や事故、急病時
の応急措置などの救急救命活動や、応急措置のできるトレーナーの育成など様々な活動を行っている。救急
車を呼んでから到着までに 10 ～ 15 分程度かかることもあり、その間に命が失われることもある。応急措
置のできるボランティアが備えられていれば、そういった場合にも対処でき、救われる命が多くなる。この制
度ではイギリスで 2001 年に取り入れて、
「Community First Responder」(CFR) と言う最高級応急措置
訓練を受けた地区ボランティアが救急車と同時派遣され、多くの場合現場に先に到着し、応急措置を救急車
到着まで続けます。
３つの団体の共通点は、若いうちに教育が始められることである。若いうちにリーダーシップが育つこと
は防災を考える上で、大切なポイントである。
続いて協力・協議である。イギリスにおいては、水上の安全を守る様々な団体が集まった National
Water Safety Forum の中で協力・協議が行われているが、日本ではどうだろうか。小平市には、防災関
連の団体が 52 団体あるが、横のつながりはない。2013 年 1 月に小平市では、災害が起きた時、外国人
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を支援する仕組みを作ろうと、市と国際交流協会の間で協定が結ばれたが、今後の課題は、協会内の多くの
団体の横のつながりを作ることである。情報交換をどのように行うか、物資をどのように渡すかなどを考え
ていくことが非常に重要である。
最後に、法制・法制執務である。イギリスでは、ROSPA と HSE という団体がある。ROSPA は民間団
体であり、民間団体の意見をまとめて政府に法律作成の提案をする。HSE は、職場の安全を考える政府団
体である。法律はファシリテーターとして、団体の意見を受け入れ、団体が活動をしやすいように作られるこ
とが大切である。
■共同・協力・共通目標
●

～防災のキーワード～

・Learn to…（swim）

キャッチフレーズとして使われる。すべての団体が同じ水準の水泳を提供
する。１つのキャッチフレーズのもと、同じイメージを持つことができる。

●

・Save a…

人を助ける。

●

・Be prepared

想定外を予想する。

●

・Get involved

関わる。関係を持つ。

●

・Don' t just make a difference, be the difference
あなたの力がすべての力になる。

最も重要なキーワード： 参加して！あなたの為だから！
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UK Flooding 2012

᳨⣴ࠕUK Floods 2012ࠖ(2012 ᖺ 11 ᭶ 25 ᪥̿12 ᭶ 25 ᪥㡭)
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(Water) Safety Ᏻ࣭Ᏻྰ
Public education ♫ᩍ⫱

❧ 1891 ᖺ www.lifesavers.org.uk

❧ 1869 ᖺ
www.swimming.org/asa

Learn-to-(Swim)

(Swim) for Life

Legislation ἲไ࣭❧ἲ࣭ἲไᇳົ

(1916)

(1833)

www.rospa.com

http://www.hse.gov.uk/

Collaboration ༠ຊ࣭༠㆟

www.nationalwatersafety.org.uk

___________________________________________________________________________________________

ཧຍࡋ࡚㸟 ࠶࡞ࡓࡢⅭࡔࡽ㸟
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ᖹᡂ 25 ᖺ 2 ᭶ 5 ᪥-㒔ᨻ᪂ሗ

-53-

③

イタリアの状況と課題

スッチー・マッシモ氏（八王子市在住）

■イタリアの地震の状況
イタリアはヨーロッパの中では地震が多い国である。アフリカのプレートとユーロ・アジアのプレートがぶ
つかり合うところであり、実際にプレートが押し合っているので、イタリアの国自体が短くなっているほどで
ある。過去５年間で、比較的大きな地震は 3690 もあり、小さいものも含めると 6 万回にもなる。先週もロー
マがある州で大きな地震があった。
■課題
イタリアは古い建物が多いが、それらは耐震化構造になっていない。地震が起こると、多くの建物が崩壊し、
そのために亡くなる人も大勢いると考えられる。アブルッツォ州ラクイラの地震の被害者は 308 人にのぼり
ました。学生寮が崩壊したことで 8 人もの生徒が亡くなってしまいました。
日本では、比較的、建物が耐震化されているので、地震でも建物の被害は少ないと思われる。イタリアで
は、建物の約 10％が 1914 年以前に作られているので、耐震化されておらず、東日本大震災のような大き
な地震が起こったら、ほとんどの建物が崩壊するだろう。
1984 年に建物の耐震性に対する法律が作成された。しかし、90％以上の建物がその法律に則っておらず、
無視しているような状況である。従って政府は、この法律を周知させ、守らせる必要がある。また、防災訓
練や災害・防災の情報がないので、防災対策に力を入れていくことが必要である。

マッシモ 氏
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質疑応答
■古川さん
イギリスでは洪水が多いこと、イタリアでは地震が多いことについて知らなかったので、いい勉強になった。
■ベルさん→古川さん
Ｑ：避難生活について。どのくらいの期間、避難所に滞在することができるのか。
Ａ：数日間は可能であるが、実際のどのくらい滞在が可能かどうかはこれから検証していく。
■スッチーさん→古川さん
Ｑ：八王子市在住の外国人市民は、このような国際協会の取組を知っているのか。
Ａ：そこが今後の課題であり、今後どのように周知させていくか検討が必要であると考えている。災害ヘル
プカードは 5000 部つくり、大学、企業、モスク、教会などに配り、4000 部出たが、ただもらっただけで、
自分のものにするという意識は不足している。

■フロアーからの質問・コメント
①

八王子では、特に外国人市民のために、避

難場所を市民センターにしているが、一般の
日本人は避難場所として使用できないのか。
また、小中学校など一般の避難場所に外国人
市民が来たときには、市民センターをすすめ
るのか。
Ａ：外国人市民専用というわけではなく、日本人も
使用する。小中学校などの避難場所に外国人市

③

日本では、小中学校で必ず防災訓練がある

民が来たときの対応の仕方は課題で、今後検討

など、たとえ浅い知識ではあっても、防災の

する。

知識は広く一般的ある。イギリスでは、防災
や救命に対する知識は一般の人はどのくらい

②

イタリアでは、災害に対する心構えなどは

あるのか。また、日本で防災に対する知識を

どのようになっているのか。また地震への備

広めていくにはどうすればいいと思うか。

え、例えば、家具が転倒しないように器具を
つけるなどはあるのか。

Ａ：イギリスでは、子どもの頃から防災に対する
訓練を行っている。例えば、ボーイスカウト

Ａ：学校や家でも防災について教育することはなく、

は 42 万人、その指導者は 8 万人いたり、St.

よく知らない人が多い。先日地震があった時も

John Ambulanceでは、正社員は 2500 人、

対応は人それぞれであった。ただ、防災のパン

ボランティアは 4500 人いたりするなど、日本

フレットなどができ始めたので、少しずつ防災

と比較して、防災に対する知識の高い人は多い

に対する意識が高まってくるのではないかと思

と思われるが、確かにそういった訓練を受けて

われる。

いない人もいるし、忘れてしまっている人もい

また、家具の転倒を防ぐ器具などはない。

るので、一般的にどのくらいあるのかを答える
のは難しい。
-55-

ただ、日本と比較して、訓練の期間も長いし、

例えば、夜中に電気をつけないでトイレに行っ

テストの難易度も高いので、訓練をしてきた人

たりすることで、地震などが起こり、停電になっ

の防災に対する知識は高い。

たときにどう行動するかを訓練できる。
こういっ

防災に対する知識の広め方であるが、日常生活

た小さな訓練は毎日できるし、小さな子どもで

に取り入れ、普段の生活の中で訓練をしていく

もできる。このような小さな訓練の積み重ねが、

ことが大切である。

実際に地震などが起こった時に活きてくるので

日本では、防災訓練が大々的に行われるが、年

ある。

に１回しか行われないことが多く、それでは身

上の質問に戻るが、イギリスでは、こういった

に付けるのは難しい。身に付けていないといざ

訓練が小さい時から行われるので、災害時でも

という時に行動できない。

無意識で行動できる人は多いと思われる。

ワークショップ
堀之内
①

〜ぴっぴの防災ワークショップ

陽子氏 （（特活）はままつ子育てネットワーク事務局）

はままつ子育てネットワークぴっぴについて

■ぴっぴの活動と子どもを守る防災ワークショプ
はままつ子育てネットワークぴっぴは、2006 年
に子育て世代の人がほしい情報が集まりにくいとい
う状況を解決するために、子育て情報サイトを立ち
上げることから始まった。
現在、浜松市および周辺地域の人々に対する子

堀之内

陽子 氏

育てサポートを目的に、子育てに関する団体及び個
人の相互の情報交流をサポートし、地域社会におけ

災害時要援護者とは、自分の身を守るための適

る市民活動団体、行政、企業、学校などが連携す

切な防災行動がとりにくい人のことで、妊婦・子育

るための環境を作り、豊かな地域社会の形成に寄

て中の母親も要援護者であるとの視点から、ぴっ

与して活動している。

ぴ・浜松市社会福祉協議会・災害ボランティアコー

具体的には、情報収集発信事業、講座・研修・調査・

ディネーター、障害をもつ子どもの親の会・アレル

研究・コンサルティング事業、男女共同参画事業な

ギーの会などと共に、
「子どもを守る防災ワークブッ

どの活動を行っている。その中の講座の部分で、子

ク」を作成、このとき、外国人も「言葉の理解」と

どもの防災を考える地域のネットワーク事業が組み

いう面に置いて、
「要援護者」になりうるという観

込まれている。

点にたっていた。

防災訓練というと敷居が高い、堅苦しい、近づ

実際に避難生活を送ることになった場合に、例え

きにくい、または、子育て中など忙しくて後回しに

ば妊婦や子育て中の家族に不足しているものや支援

なる、さらには近所との付き合いの希薄化というよ

の必要性を感じてもその時には間に合わない。その

うな側面がある。このような面を見つめ直し、地域

ために、日ごろから人任せにしないで防災に関する

との日頃のネットワークの大切さを考えるために、

集会や訓練などに参加して、何が必要なのかなどを

子供を守る防災ワークプロジェクトを立ち上げた。

提言していく必要がある。

ワークショップの開催、地域交流、情報ネットワー
クを作ることを目的に活動している。

自然災害は避けられないので、被害を出さないと
いう考え方から、被害を想定した上で、なるべく低
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減させていこうという考え方に変わってきている。

だ、講座を開き情報を提示するだけでなく、ワーク

そこで、プロジェクトのスタッフが被災者にヒアリン

ショップも一緒に行い、子どもたちへの啓発も行っ

グし、新しい情報をプラスして「ぴっぴ家族の減災

ている。ワークには様々なものがあるが、
例えば、
「新

ブック」を作成し、これをもとに講座・ワークショッ

聞で作るスリッパ」、
「ビニール袋で作るカッパ」、
「君

プを行っている。

は何を持って逃げるゲーム」
、
「ぴっぴちゃんを救え」

ワークショップでは、震災への備えとして、家

やアレルギーを持つ子供が避難生活を送ることを想

族会議で避難する場所や連絡方法を確認するこ

定した紙芝居、災害に備えて家族会議の必要性を

と、実際に避難経路を確認すること、日常の危険

伝える紙芝居などもある。

物を教えること、命の大切さなどを伝えている。た

②

ワークショップ
講座だけでは「防災」の堅苦しい印象が残る。ワークを加えることにより、楽しみながら学び、日頃の知

恵を活かして備える。身近にある物を工夫して代用する知恵を育むことが大切だということを知ってもらうこ
とを目的としている。
■新聞でつくるスリッパ
災害時には、家の中でも、ガラス破損などにより床面が危険な状態になる可能性がある。身近にある新聞紙
でスリッパが作れれば、怪我をすることなく、安全に行動することができるし保温にもなる。
■ビニール袋でつくるカッパ
雨や風、寒さやホコリから体を守ることができる。
災害時など緊急時は、人は体験したことしか行動できないものである。いざという時のために体験しておく
ことが重要である。
http://www.hamamatsu-pippi.net

http://www.hamamatsu-pippi.net
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ビニール袋でカッパをつくる

新聞紙でつくったスリッパ
卵のパックをがれきに見立てその上を
歩いてみる
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分科会

4

●テ

ー

マ

「わかる日本語」ワークショップ
～外国人にとって、「わかる日本語」は本当にわかりやすいか

●ね

ら

い

日本語を学習する在住外国人は、
「情報はわかりやすい日本語で書いてほしい」
と希望する人が多くなっています。それに応えるように、
「わかる日本語」で情
報提供する動きが進んでいますが、在住外国人にとって本当にわかりやすいので
しょうか？ここでは、
「わかる日本語」を利用する在住外国人にも参加していた
だくワークショップを通じて、「わかる日本語」のさらなるブラッシュアップを
求めます。

●コーディネーター

中山

●ゲ

クリスティーナ・ロドリゲス

ス

ト

眞理子（NPO 法人多文化子ども自立支援センター 代表理事）

ヒュムン・ウォン
●参 加 者 数

36 名

■分科会の構成■
「わかる日本語」中山氏によるレクチャー
ワークショップ
グループに分かれ、課題文を「わかる日本語」にリライトし、それらを元に在住外国籍住民のゲスト 2
名に口頭で伝える。彼らが理解出来る内容、難解な表現の伝達等を取り上げ、在住外国人にとって本当
にわかりやすい「わかる日本語」について考える。

「わかる日本語」中山氏によるレクチャー
中山

眞理子（NPO 法人多文化子ども自立支援センター 代表理事）

（１）日本人と外国人とコミュニケーションを取る場合の相違は
以下の６項目にわたる注意点についてコメントがあった。
１．言葉遣い
２．話す速さ
３．相槌を打つ
４．要件の復唱
５．メモを取る
６．クッション言葉

中山
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眞理子 氏

（２）世界の Plain ○○語
全ての国民に対し情報を得る権利を保証する、という福祉的発想が起源。
移民を抱える国、EU 諸国、北欧に多く見られる発想。
特にスウェーデンでは、 やさしいスウェーデン語の 翻 訳者 養 成・啓 蒙機 能も充 実し、 公式の
PlainSwedish 通訳を養成し、各分野でプロの職業として認められている。
そのほか、英国や米国の状況について説明があった。
（３）日本の Plain 日本語
スタートは「外国人」で、阪神淡路大震災後の各研究機関による研究により普及。
NHK による「NEWS WEB EASY」の開始、各自治体の生活便利帳発行、東京日本語ボランティア・
ネットワークによる「わかる日本語」研究会での取組、練馬区「練馬区国際交流・多文化共生基本方針」
に基づく研修開催等について紹介があった。
（４）やさしい、わかる日本語の必然性
・New Comer が増加し、多文化共生社会が進展している。
・通訳、翻訳では対応できない多様性
多くの自治体では英語、中国語、ハングルのみの対応となっている。多言語対応は、人的、
経済的に限界が生じる。
・マイノリティーへの対応
マイノリティーは言語だけではなく情報伝達、利便性等あらゆる弱さを抱える。
マイナーな言語の場合、翻訳のチェック機能がないために伝達情報内容の真偽確認ができな
い。→「わかる日本語」の必要性
・「わかる日本語」3 つのゲージが必要
①行政文書：非常に厳しい枠組み
② NHK など
③フリーな立場の担い手
情報難民を出さないように、できるだけゲージを低くする必要がある。。
（５）ワークショップに向けて：一番下のゲージに合わせて行う。
①対象
・日本に住む日本語を母語にしない、簡単な日常会話ができる人。
・漢字圏なら 6 か月以内、非漢字圏なら 6 か月～ 1 年くらいの日本滞在歴。
・ひらがな、カタカナがわかる人。
②話す速度
・ゆっくり、相手の速さに合わせる。
③情報
・受け取る側にとって何が必要かを考える。
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・品格よりも情報が伝わるかが第 1 条件。
・必要に応じて情報をそぎ落とす、順序を変える。
・言い換え等を用い、全体で情報が伝わればよし。
④文表現：短くする。
・一つの文に、主語と述語が１つずつ。
・1 つの文に 1 つの情報。
・「尊敬語」「謙譲語」を使わず、「です・ます」の文体にする。
・否定表現は避け、肯定表現を用いる。
・二重否定を用いない。
・曖昧な表現は避ける。
・文末表現は単純化（受身・使役・使役受身等）を避け、できる限り統一。
・動詞活用を単純化し、学習しないと使えない文法は使わないようにする。
⑤言葉
・日常生活で使う言葉を用いる。（日本へ来て６か月程度の語彙力）
・外来語は避ける。
・カタカナ語は本来の意味との相違や発音等により通じない場合がある。
・擬態語、擬音語は中級レベルなので、できるだけ避ける。
・どうしても必要な言葉はそのまま使い、言い換えて説明する。

ワークショップ
課題文を 8 つの班ごとに分れ「わかる日本語」にリライトする。それを元に各班代表者が口頭で伝達し、
ゲストにその内容が理解できたかどうか、分からなかった語句や表現などについて指摘してもらう。
■課題 1 ■
4 つの課題を 8 つの班で分担し、
「わかる日本語」にリライトする。
【課題 1 － 1】地震の時（エレベーターの中にいる場合）
中山
・まず前提として、エレベーターの中にいるということを伝えた方がよい。
・「地震です」
・エレベーターは「押します、止まります」「止まりました、出ます。階段で逃げます」。
【課題 1 － 2】交通事故の時
ゲスト
・「公衆電話」「事故」「次のことを言います」「ぶつかる」がわからない。
・「どこにいるかわからないときは近くの大きな建物を言います」が長い。
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中山
・「ぶつかる」は中級用語。
・「いつ」「どこ」は「私」に主語を変えて文章にし、実際に警察に話すときと同じように具体
的に言って誘導する。
「私の名前は○○です」
「○時○分です」
「私の電話番号は○○○です」
など。
解答例（後半部分）
「あなたは今どこにいますか。わかりません。そのとき、見ます。あっ、大きい建物です。そ
の名前は何ですか。その大きいビルの名前を言います。わからないとき、日本人に電話を渡し
ます。日本人が言います。」
【課題 1 － 3】振り込め詐欺
中山
・まず「悪い人がいる」という前提がないと、そのあとの内容もわからない。
解答例
「悪い人がいます。嘘を言います。」
「もしもし、おばあちゃん、私、けがをしました。病気です。お金が要ります。今すぐお金を
ください。銀行にすぐ入れてください。」
「あれ？ちょっと変です。変な電話です。そのときは、あなたの家族に言います。そして、お
金を渡しません。そして、気を付けます。」
【課題 1 － 4】ペット
ゲスト
・「捨てる」「連れて行く」がわからない。
・「毛」を「ケーキ」だと思った。
中山
・「ペットの毛」ではわからない。
・具体的な例を挙げた点はよかった。
・「ルール」は用いず、「他の人が嫌いです」と言う。
■課題２■
さまざまな募集の文章を課題 1と同様にリライトする。
何を省いてどのようにまとめるかがポイントとなる。
【課題 2 － 1】リレー相談会の案内
中山
・「相談にのって解決します」という意図が伝わらない。
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解答例
「あなた、家族、友達に問題があります。そのとき、行きます。そして、話します。
偉い先生が『こうしてください、大丈夫です』と話します。それを聞きます。」
「いつですか。3 月 10 日、日曜日です。2 時から 4 時です。」
「電話、メールをしてください」
「とてもいい先生が話します。でも、タダです。」
「英語、中国語、韓国語、ドイツ語も大丈夫です。」
【課題 2 － 2】農園利用者の募集
解答例
「あなたは野菜が作りたいです。でも場所がありません。その時、借ります。」
「30 人だけ野菜を作ることが出来ます。他の人はだめです。1 年、5 万円です。」
【課題 2 － 3】書き損じハガキの収集
解答例
「ハガキを書きました。あー、間違えました。そのとき、ハガキを捨てません。」
「郵便局へ出します。お金が来ます。それで、このハガキをここに送ります。」
「これはチャイルド・ファンド・ジャパン。ネパールに子どもの学校を作ります。」
「そこにハガキをあげます。ですから、捨てません。ここに送ってください」
【課題 2 － 4】スタッフ募集
ゲスト
・「社会保険」がわからない。
中山
・機構についての単語は難しい。社会保険等の細かいことは外してもいい。
・まずその仕事に興味があるかどうかを聞く。
■最後に講師から
従来は課題 1 までを実施したが、課題 2 は今回初めての試みであり、大量にある情報の中から何を省き、
どのようにまとめていくかという力を問われる内容であった。
今回参加された方の多くは、ボランティア活動等を通して日常的に外国人に接しているのではないか。そ
のような経験が全くない方は課題２についてはお手上げである。皆さんが日常的に多文化共生の社会づくり
の担い手であることを実感することが出来、仲間が増えていくことを大変嬉しく思う。
先に述べたように日本語には３つのゲージが必要。今まではそのうちの真ん中レベルへのアプローチが主
であった。６か月～１年間の滞在者向けの「わかる日本語」によって、情報難民が出ないような社会が作れる
ように、そのゲージを皆さんに作っていってほしい。

-66-

課題について各班で話し合う
「わかる日本語」へリライト

ゲストはその内容を理解できるか

班の代表は 2 人に口頭で伝える
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㏻ᨾࡢ
 ㏻ᨾ࠶ࡗࡓࡣࠊ㆙ᐹ㟁ヰࡋ࡚ࣃࢺ࣮࢝ࢆࡧࡲࡍࠋ
 㟁ヰ␒ྕࡣᒁ␒࡞ࡋࡢ 110 ࡛ࡍࠋ110 ␒㟁ヰࡋ࡚ḟࡢࡇࢆఏ࠼ࡲࡍࠋ
࣭ఱࡀ࠶ࡗࡓࡢ   ࣭࠸ࡘ
࣭ࡇ࡛  ࣭Ặྡ  ࣭ࡅ࡚࠸ࡿ㟁ヰ␒ྕ
ఫᡤࡀࢃࡽ࡞࠸ࡣࠊ⌧ሙ㏆ࡃࡢ┠༳࡞ࡿ┠ᶆ≀ࢆఏ࠼ࡿࠊ㏆ࡃࡢ
බ⾗㟁ヰࢆ⏝ࡋࡲࡍࠋ
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㸦ㄢ㢟㸯㸫㸱㸧
ࡾ㎸ࡵブḭ
 ㏆ᖺࠊ᪥ᮏ࡛ࡁ࡞ၥ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿブḭ࡛ࡍࠋᐙ᪘࡞࡞ࡾࡍࡲࡋ
ࡓࡾࠊᐙ᪘ࡀ௳ࡸ≢⨥ᕳࡁ㎸ࡲࢀࡓ࠺ࡑࡢ㟁ヰࢆࡅࠊ㧗㢠ࡢ࠾㔠
ࢆࡾ㎸ࡲࡏࡲࡍࠋ
 ࡑࡢࡼ࠺࡞㟁ヰࢆཷࡅࡓࡣࠊᚲࡎࡑࡢᐙ᪘ࡢᒃሙᡤ࡞ࢆ☜ㄆࡋࡲࡋ
ࡻ࠺ࠋࡲࡓࠊ┦ᡭࡀᦠᖏ㟁ヰࡢ㐃⤡ඛࡋゝࢃ࡞࠸ࠊࡍࡄ⌧㔠ࢆࡾ㎸ࡴ
ࡼ࠺ᣦ♧ࡀ࠶ࡿሙྜ࡞ࡣὀពࡀᚲせ࡛ࡍࠋ

㸦ㄢ㢟㸯㸫㸲㸧
࣌ࢵࢺ
࣭࣌ࢵࢺࡣ⏕ࡁ≀࡛ࡍࠋ㣫࠸ࡋ࡚᭱ᚋࡲ࡛㈐௵ࢆࡶࡗ࡚㣫࠸ࡲࡋࡻ࠺ࠋ
࣭࣌ࢵࢺࡢ㬆ࡁኌࡸ࠾࠸ࠊᢤࡅẟ࡞ࡀཎᅉ࡛㏆ᡤࡢࢺࣛࣈࣝ࡞ࡿ
ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ࣌ࢵࢺࢆ㣫࠺ࡣࡇࢀࡽᑐࡋ࡚Ẽࢆ㓄ࡾࠊ࣮ࣝࣝࡸ
࣐ࢼ࣮ࢆࡋࡗࡾᏲࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
࣭ࣞࢫࢺࣛࣥࡸබඹタ࡛ࡣ࣌ࢵࢺࡢྠకࡀ⚗Ṇࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀ୍⯡ⓗ
࡛ࡍࠋ
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ᖹᡂ 24 ᖺᗘ ᅜ㝿ᕷẸࣇ࢛࣮࣒ࣛ in Tokyo ➨ 4 ศ⛉
                                 ᖹᡂ 25 ᖺ 2 ᭶ 23 ᪥(ᅵ)

㸦㸯㸧᪥ᮏேእᅜேࡢ┦㐪ࡣ
࠾ᐈᵝᑐࡍࡿ᯾༊ࡢ❆ཱྀᑐᛂࡢᇶᮏ᥋㐝࣐ࢽࣗࣝࡽ
ࠕ➗㢦ࡲࡈࡇࢁ࡛࠾㏄࠼ࡋࡲࡍࠖ࠾ᐈࡉࡲࢧ࣮ࣅࢫྥୖࡢࡓࡵࡢᇶᮏ࣐ࢽࣗࣝ
➗ ۑ㢦ࡲࡈࡇࢁ  ۑ   ࡘࡉ࠸࠶ ۑ㌟ࡔࡋ࡞ࡳ
࠸ࡍࡸࡾࢃ ۑㄝ᫂
⫋ဨဨࡀࠊ࠾ᐈᵝࡢヰࢆࡼࡃ⪺ࡁࠊᑀᑐᛂࡋࡲࡍࠋ
㸯㸬ゝⴥ㐵࠸ὀពࡋࡲࡍࠋ
㸦ᩗㄒࢆ࠸ࡲࡍ㸧
㸰㸬ࡺࡗࡃࡾヰࡋࡲࡍࠋ
㸱㸬࠾ᐈᵝࡢヰ┦ᵔࢆᡴࡕࡲࡍࠋ
㸲㸬⏝௳ࢆၐࡋࡲࡍࠋ
㸳㸬ᚲせᛂࡌ࡚࣓ࣔࢆྲྀࡾࡲࡍࠋ
㸴㸬ࢡࢵࢩࣙࣥゝⴥ㸦ゝⴥࡢ㡪ࡁࢆࡽࡆࡿゝⴥẼ㐵࠸ࡢゝⴥ㸧ࢆ࠸ࡲࡍࠋ

㸦㸰㸧ୡ⏺ࡢ Plain ۑۑㄒ
   1998 ᖺࠊᅜ㝿⡆᫆ゝㄒ༠タ❧
㸦ྛᅜࡢᅜẸᑐࡍࡿሗࢆᚓࡿᶒࢆಖ㞀ࡍࡿ㸧
   ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥࠊⱥᅜࠊ⡿ᅜࠊ㹌㹘
   ⱥᅜ㸸㹒㹦㹣 㹁㹭㹫㹮㹪㹣㹲㹣 㹎㹪㹟㹧㹬 㹕㹭㹰㹢㹱 1930 ᖺ௦
   ⡿ᅜ㸸㸯㸷㸳㸮ᖺ௦ึࡵ㸸㹎㹪㹟㹧㹬 㹃㹬㹥㹪㹧㹱㹦㐠ື
      㸯㸷㸵㸮ᖺ௦ᚋ༙࣮࢝ࢱ࣮⤫㡿ࡼࡾ࣐ࢫࢺ
⤫㡿௧㸸㐃㑥⫋ဨࠊἲ᭪⏺
      ⡿ᅜドๆྲྀᘬᡤ㸸㹎㹪㹟㹧㹬 㹃㹬㹥㹪㹧㹱㹦ࡼࡿሗ㛤♧ࢆ⩏ົࡅ
   ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ㸸1984 ᖺࠊἲ᭪⏺ࠊᨻᐙ➼ࡢྛศ㔝ࡢᑓ㛛ᐙࡢᵓᡂࡼࡿጤဨࡼࡾࠊ࣐ࢫࢺ
࡞ࡿࠋ
බⓗᶵ㛵ࠊྛᆅ᪉⮬య 400 ᶵ㛵㸸↓ᩱ┦ㄯࠊㅮ⩦ࠊᏘหㄅ
      බᘧ Plain Swedish ㏻ヂࢆ㣴ᡂࠊྛศ㔝࡛ࣉࣟࡢ⫋ᴗࡋ࡚ㄆᐃ

㸦㸱㸧᪥ᮏࡢ Plain ᪥ᮏㄒ
(እᅜேఫẸࡢࡓࡵࡢሗఏ㐩ࡢᚲせᛶࡽ)
㜰⚄ῐ㊰㟈⅏㸸㸯㸷㸷㸳㹼㸰㸮㸯㸯ᖺ 3 ᭶ 11 ᪥ࡢᮾ᪥ᮏ㟈⅏
࠸ࡋࡉࡸ ۔᪥ᮏㄒࡢ◊✲ᐇ㊶
◊✲ᶵ㛵㸸ᘯ๓Ꮫబ⸨அᩍᤵࠊᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࠊ୍ᶫᏛᗡᩍᤵࡑࡢ
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2012 ᖺ㸸㹌㹆㹉ࡀᨺ㏦㛤ጞ
㸦ྛᶵ㛵ࡀㄒᙡᩘࠊᩥᆺ࡞ࡢไ⣙ࢆタᐃࡋࠊ◊✲࣭ᐇࠝ2000 ㄒ⛬ᗘࠞ
ྛᆅ᪉⮬యࡀ⏕ά౽ᖒ࣭⏕ά࢞ࢻࣈࢵࢡࢆ⊂⮬ࡢᇶ‽࡛⩻ヂ
     2012 ᖺ㸸ᮾி᪥ᮏㄒ࣎ࣛࣥࢸࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ㺀ࢃࡿ᪥ᮏㄒ◊✲㺁ࡀᮾி㒔ᅜ㝿ὶጤ
ဨ HP ࡢࠕ⏕ά࢞ࢻࠖࢆࢃࡿ᪥ᮏㄒ⩻ヂ
     2012 ᖺ㸸⦎㤿༊ࡀࠕ⦎㤿༊ᅜ㝿ὶ࣭ከᩥඹ⏕ᇶᮏ᪉㔪ࠖࢆ⟇ᐃࠊ
ࠕ⫋ဨࠗࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏ
ㄒ࡛࠘࠾ᐈᵝᑐᛂࠊᚋࠊ༊Ẹࡶᾐ㏱ࢆᅗࡿࠖ᫂ᩥࠋᖺᗘ㸱ᅇࡢࢩࣜ
࣮ࢬ࡛⫋ဨࡢ❆ཱྀᑐᛂ◊ಟ㸸3 ᅇ┠ࡣ༊Ẹࡶ

㸦㸲㸧ࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࡢᚲ↛ᛶ
ከᩥඹ⏕♫ࡢ㐍ᒎ
㏻ヂ࣭⩻ヂ࡛ࡣゎỴ࡛ࡁ࡞࠸ከᵝᛶ
㸦ேⓗ㝈⏺ࠊ⤒῭ⓗ㝈⏺ࠊఏ㐩ሗෆᐜࡢ┿ഇࡢ☜ㄆࡀྍ⬟㸧

㸦㸳㸧ࢃࡿ᪥ᮏㄒ
   ձ ᑐ㇟㸸᪥ᮏఫࡴ᪥ᮏㄒࢆẕㄒࡋ࡞࠸ࠊ⡆༢࡞᪥ᖖヰࡀ࡛ࡁࡿே
ղ ヰࡍ㏿ᗘ㸸ࡺࡗࡃࡾヰࡍ㸸┦ᡭࡢ㏿ࡉྠࡌ
ճ ሗ㸸ཷࡅྲྀࡿഃࡗ࡚ఱࡀᚲせࢆ⪃࠼࠼ࡿࠋ
ᚲせᛂࡌሗࢆࡑࡂⴠࡋࠊₔࡉࢆྲྀࡾ㝖ࡃࠋ
ᚲせᛂࡌࠊሗࡢ㡰ᗎࢆኚ࠼ࡿࠋ
㸯ࡘ㸯ࡘࡢゝⴥࢃࡽࡎࠊయ࡛ሗࢆఏ࠼ࡿࠋ
մ ᩥ⾲⌧㸸▷ࡃࡍࡿࠋ
㸯ࡘࡢᩥࠊㄒ㏙ㄒࡀ㸯ࡘࡎࡘ
1 ࡘࡢᩥ 1 ࡘࡢሗ
ࠕᑛᩗㄒࠖࠕㅬㆡㄒࠖࢆࢃࡎࠊ㺀࡛ࡍ࣭ࡲࡍ㺁ࡢᩥయࡍࡿࠋ
ྰᐃ⾲⌧ࡣ㑊ࡅࠊ⫯ᐃ⾲⌧ࢆ⏝࠸ࡿࠋ
㔜ྰᐃࢆ⏝࠸࡞࠸ࠋ
᭕࡞⾲⌧ࡣ㑊ࡅࡿࠋ
ᩥᮎ⾲⌧ࡣ༢⣧㸦ཷ㌟࣭ᙺ࣭ᙺཷ㌟➼㸧ࡣ㑊ࡅࠊ࡛ࡁࡿ㝈ࡾ⤫୍ࡍࡿࠋ
ືモά⏝ࡣ༢⣧ࡋࠊࠕࡿ࣭࡞࠸࣭ࡓ࣭࡞ࡗࡓ㺁➼ࠕゝ࠸ษࡾࠖࡢᙧࡍࡿࠋ
յ ゝⴥ
᪥ᖖ⏕ά࡛࠺ゝⴥࢆ⏝࠸ࡿࠋ㸦᪥ᮏ᮶࡚༙ᖺ⛬ᗘࡢㄒᙡຊ㸧
እ᮶ㄒࡣ࡞ࡿࡃ㑊ࡅࡿࠋ
ᨃែㄒࠊᨃ㡢ㄒࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅ㑊ࡅࡿࠋ
࢝ࢱ࢝ࢼࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅ㑊ࡅࡿࠋ
࠺ࡋ࡚ࡶᚲせ࡞ゝⴥࡣࠊࡑࡢࡲࡲ࠸ࠊゝ࠸࠼࡚ࠊㄝ᫂ࡍࡿࠋ
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ï ᨥ҄ࠊൟȕǩȸȩȠ KP61-;1 ǢȳǱȸȈኽௐ
ũǢȳǱȸȈׅӓኽௐ ƷǂᲫᲫᲱӸᲢӋьᎍƷǂᲫᲮᲯӸᲣ  ׅӓྙᲴᲲᲫᲟ

żឱࡇŽ                   
ឱ   ᲢᲮᲯӸᲣ

ͤ༺
ṞṐ
ὖὖ༺
ṝṐ

ٻឱ  ᲢᲰᲯӸᲣ

༺
ṞṤṐ

ǍǍឱ Ტ ᲭӸᲣ
ɧ   Ტ ᲭӸᲣ

༺ݸ
ṠṡṐ


żɼƳज़ेŽ
ᇹᲫЎᅹ˟
z

ʻࢸƷӋᎋƱƳǔŵƖƬƔƚǛǊƨൢƕƢǔŵ

z

ᑥŷƳᇌئƷ૾ƔǒƓᛅǛ˨ƏƜƱƕưƖŴ٭ٻӋᎋƴƳƬƨŵ

z

ಮŷƳ࢟ưᨥңщƴઃǘǔ૾ŷƔǒƓᛅǛƍƨƩƍƯŴᐯЎƴ᧙࣎ƷƋǔƱƜǖƔǒɟഩ៊ǈЈ
ƠƯƍƜƏƱƍƏџൢǛƍƨƩƚƨŵ

z

ಮŷƳ࢟ưᨥңщƕưƖǔƷƩƱज़ơƨŵǇƨŴ3# ưᛇƠƍƓᛅƕᎥƚƨƷư᩼ࠝƴƓǋƠǖ
ƍƱज़ơƨŵᐯЎƷᨥңщǁƷᎋƑ૾ǋݲƠ٭ǘƬƨൢƕƢǔŵᐯЎƴǋưƖǔƜƱƕƋǔƷư
ƸƳƍƔƱ࣬ƬƨŵᝮƳƓᛅǛஜ࢘ƴƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵǋƬƱŴƍǖǜƳʴƴჷƬƯƍ
ƨƩƖƨƍƱ࣬Ƭƨŵ

z

ʻŴᐯЎƸ˴ƕưƖǔƔƴƭƍƯોǊƯᎋƑƞƤǒǕƨŵǇƨŴಮŷƳ૾ƷƓᛅǛᎥƚƯƱƯǋѠ
ࢍƴƳƬƨŵȕȭȸȁȣȸȈǛƭƘƬƯ˴ƕưƖǔƔƢƙƴǢǯǷȧȳǛឪƜƠƨƍƱ࣬Əŵ

z

ಮŷƳǭȣȪǢƷ૾ƷƓᛅƕᎥƚƯŴƱƯǋǑƔƬƨŵᐯЎƷᨥңщǁƷൢਤƪƕƞǒƴࢍƘƳ
Ƭƨŵ

z

ᲭƭǄƲƋǔŵĬᐯЎƸʻŴ
žȯȸȫȉȷȓǸȧȳȷǸȣȑȳſƱž70*%4ſƴ᧙ǘƬƯƍǔŵ
ᨥңщƴઃǘǓƨƍƱ࣬ƬƯǋŴƦƷǑƏƳٻƖƳ˳ׇƷƜƱƠƔǑƘჷǒƣŴܱᨥƴƍƯƍǔ
ʴƷဃƷ٣ǛᎮƘೞ˟ǋƋǇǓƳƔƬƨƷưŴʻׅŴಮŷƳ˳ׇǍˁʙŴǇƨƦǕǒƴƭƍƯƷᛢ
᫆ǍǍǓƕƍƳƲŴᝮƳƜƱƕᎮƚƨŵĭܖဃƔǒưǋǍǕǔƜƱƕƋǔƱƍƏƜƱŴ
žൢƮƍƨ
ǒѣƘſƱƍƏƜƱƕٻЏƩƱ࣬ƬƨŵĮƍǖƍǖƳƜƱƴਪƠǑƏƱ࣬Ƭƨŵኺ᬴ƠƯሉƑǛ
ᙸƭƚƯƍƜƏƱ࣬Ƭƨŵ

z

ѣƴλǔƖƬƔƚƱƳƬƨѣೞᲢ̊ƑƹȐȊȊƱଐஜʴƳƲᲣǛჷǓŴज़᥄Ơƨŵ

z

ᨥңщǁƷ᧙ǘǓ૾ƸಮŷƳƷƩƱોǊƯჷǕƯŴƱƯǋǑƔƬƨŵ

z

ƍǖƍǖƳǸȣȳȫƷᛅƕᎥƚƨƜƱŵȑȍȪǹȈƷʴᢠŵǳȸȇǣȍȸǿȸƕእǒƠƔƬƨŵ
ƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵ

z

ʻଐƷӲ˳ׇǛჷǔɥưƸҗЎƳϋܾƩƬƨŵɟഩ៊ǈЈƠƨƍƱࢍƘ࣬ƑǔϋܾƩƬƨŵ

z

ᨥңщǛڼǊǔƴƋƨƬƯŴƲƷǑƏƳЏǓӝƔǒᎋƑƯƍƘƔƱƍƏ᩿ưٶಮƳȐȃǯǰȩǦ
ȳȉǛਤƭʴƨƪƔǒƷᛅƕƋǓ᩿ႉƔƬƨŵ
žƸơǊƷɟഩſƱƍƏƓ᫆ƴༀǒƠӳǘƤǕƹŴྵ
נƷཞඞưᎮᘌƷʴŷƕƲǜƳƜƱƕưƖǔƷƔƱƍƏໜƴǋƏݲƠȕǩȸǫǹƠƯǋǑƔƬƨƷ
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ưƸƱज़ơƨŵ
z

ಮŷƳᇌئƷȑȍȪǹȈƷ૾ƔǒƓᛅǛ˨ƑƨƷưឱŵ

z

ᨥңщǁ̞ǘǔƖƬƔƚƷφ˳̊ƕǑƘǘƔƬƨŵƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵ

z

ࠢ࠼ƍЎƷ૾ƷƓᛅǛ˨ƏƜƱƕưƖǑƔƬƨŵឋբǛᎋƑǔ᧓ǛɨƑƯƍƨƩƚƨƓƔƛưŴ
јྙǑƘȑȍȪǹȈƷ૾ŷǁឋբƢǔƜƱƕưƖƯǑƔƬƨŵ

z

ܱᨥƴѣǛܱោƞǕƨ૾ŷƷဃƷ٣ǛᎥƚƨƜƱƕ˴ǑǓǑƔƬƨŵǇƨŴᨥңщƷЎƴλ
ǔႏƞǜƷƖƬƔƚƕႮǓᡂǇǕƯƍƨƷƕǑƔƬƨŵ

z

ƦǕƧǕƷᇌئƷ૾ƔǒƓᛅǛƍƨƩƚƯǑƔƬƨŵឋွࣖሉƷɶưǑǓφ˳ႎƳϋܾǍƓᛅǛᎥ
ƘƜƱƕưƖǑƔƬƨŵ

z

˂૾᩿ƷᇌئƔǒƷƓᛅƕᎥƚƯǑƔƬƨŵ

z

ჷʴƴᨥңщ 0)1 ǸȧǤǻȕᲢπႩᝠׇඥʴᲣǍǨǯȞȃȈȩᲢȐȳǰȩȇǷȥƴƯǹȈȪȸ
ȈȁȫȉȬȳૅੲѣŴգႆѣƢǔ˳ׇᲣưѣƠƯƍƯŴƦƷѣƷɟᇢǛჷǔƜƱƕႸႎư
ӋьƠƨŵݲƠྸᚐƕᡶǜƩŵƋǓƕƱƏƝƟƍǇƢŵ

z

ಮŷƳ૾ӼƔǒƷžᨥңщſƕƋƬƯŴᙻƕ࠼ƕƬƨŵႏƞǜஜ࢘ƴ࣬ƍƷီƳǔ૾ӼƔǒʻ
ƷѣǛƠƯƍǔƷƩƱ࣬ƬƨŵǳȸȇǣȍȸǿȸƷ૾ƷӮ˟ᡶᘍƕό๖ưݭ٭ٻƠƨŵ

z

ܱᨥƴѣƞǕƯƍǔ૾ƷƓᛅǛᎥƚƨƷưǑƔƬƨŵƲƏƍƬƨᛅᎍƷᢠЈǛƞǕƨƷƔൢƴƳ
Ƭƨŵ

z

ჷǓӳƍƷ˳ׇƕЈƠƯƍǔƔǒŵ

z

ǑƍХນǛӖƚǔƜƱƕưƖƨŵ

z

ܱᨥƴˁʙǛƠƯƍǔʴƷφ˳ႎƳᛅǛᎥƘƜƱƕưƖƨƷƸŴƱƯǋᝮƩƬƨŵᧉဋƞǜƷžᎋ
ƑǔƱӷƴѣƘƜƱſǛȢȃȈȸƴǤȳǿȸȳƳƲƴӋьƠƯƍƖƨƍŵ

z

ƦǕƧǕƷᇌئưŴᇹᲫዴưƞǕƯƍǔ૾ŷƷᛅƕᎥƚŴӋᎋƴƳƬƨŵ

z

ᨥңщƸᑥŷƱǍƬƯƍǔƕŴ021 ƳƷưƋǇǓӋᎋƴƳǒƳƔƬƨŵᨼǊƴᒊіƠƯƍǔŵ

z

Ӳ૾᩿ưңщƴઃǘƬƯƍǔ૾ŷƷѣϋܾƴƭƍƯႺᛟଢƍƨƩƚƨƷƸஊॖ፯ƩƬƨŵƨƩ
0)1 ሁưᐯɼႎƴѣƞǕƯƍǔ૾ƷᛅƴൔǂƯᐯ˳ƔǒӋьƞǕƨ૾Ƹࢫႎư᩿ႉƘƳƔ
Ƭƨŵ


ᇹᲬЎᅹ˟
z

ᏑŴܱោƷɲ૾ƷᛅǛᎥƘƜƱƕưƖƨŵ

z

ǍƞƠƍଐஜᛖƷఌ࠴ƷႸႎǛଢᄩƴჷǔƜƱƕưƖŴƞǇƟǇƳӕኵʙ̊ǛᜒࠖƷ૾ƔǒᎥƘƜ
ƱƕưƖƨƨǊŵ

z

ʁƠƿǓƷᄂ̲ӖᜒưƋƬƨƕŴᜒࠖƦǕƧǕᙸᜤƕ᭗ƘŴƓǋƠǖƔƬƨŵ

z

ᛖܖȜȩȳȆǣǢƱƠƯѣƠƯƍǔƷƩƕŴžǍƞƠƍଐஜᛖſƕٳቔƷ૾ŷƔǒଐஜʴƷ܇
̓ȷᎊʴȷᨦܹᎍƱݣᝋƱƠƯ࠼Ƙ୍ӏƠƭƭƋǔƱƍƏƓᛅǛ˨ƍŴ٭ٻӋᎋƴƳƬƨŵ

z

ž0GYU9GD'CU[ſƷǵǤȈǛИǊƯჷƬƨŵࡋέဃƷᜒ፯ƕǑƔƬƨŵ

z

˖ဒƕƍƍŵμՃƸƬƖǓƠƨᛅƠ૾ưྸᚐƠǍƢƍŵ૰ƕΪܱƠƯƍǔŵǫȩȕȫưǘƔǓǍ
Ƣƍŵ

z

žᚐǓǍƢƘΪЎƴˡƑǔƜƱſƴƭƍƯྵཞǛܖƿ᩼ࠝƴஊॖ፯Ƴೞ˟ƩƬƨŵႇّᎍǛƸơǊŴ

-74-

ʙѦޅŴ᧙̞ᎍƷႏƞǇƴज़ᜓƢǔŵʻࢸǋΪܱƠƨȕǩȸȩȠǛࢳƢǔŵ
z

ǍƞƠƍଐஜᛖƱƍƬƯǋŴଐࠝƷȜȩȳȆǣǢѣưƸƳƔƳƔΟƠƘưƖƳƍǇǇŴܖ፼ᎍƴ
ᛟଢƠƯƍǔƜƱǋٶŷƋƬƨŵƦƏƍƏӒႾǋԃǊŴƍƔƴΟƠƘˡƑǔƔŴǇƞƴဃ݅ბ
ưଐஜᛖȜȩȳȆǣǢǛዓƚƯƍƖƨƍƱ࣬Ƭƨŵ
0*-ž0GYU9GD'CU[ſƸŴƜǕǇưƷᒊіƕƻƠƻƠƱˡǘƬƯƖƯŴࣖੲƠƨƘƳƬƨŵᐯ
ЎǋŴܖ፼ᎍƴଐஜᛖǛƑǔƷဃƱƠƯ̅ƬƯǈƨƍŵ

z

ᅶƸྵענᩗܹƷȗȭȜȎᲢܼᧉݦƷჷᜤŴኺ᬴ǛƔƠƨȜȩȳȆǣǢᲣѣǛƠƯƍǔŵƦ
ƷɶưܹƷٳʴૅੲƕբ᫆ƱƳƬƯƖƯƍǔŵ
žǍƞƠƍଐஜᛖſƴƢǔƷƕᩊƠƍƱƍƏᛅ
ƸᎥƍƯƍƨƕŴʻଐƷᇹ  Ўᅹ˟ưƦƷƜƱƕǑƘǘƔƬƨŵʻࢸٳʴƴžǍƞƠƍଐஜᛖſ
ưܹƷૅੲƕưƖǔǑƏѣƠƨƍƱ࣬Əŵ

z

୍െƔǒžǍƞƠƍଐஜᛖſƴƭƍƯ᧙࣎ƕƋƬƨƷưŴᐻԛขƍƓᛅƕᎥƚƨŵཎƴ 0*-ž0GYU
9GD'CU[ſƸφ˳ႎƳӕኵ૾ǛƓᛅƍƨƩƖଐŷƷ٭ٻƞƕǑƘǘƔƬƨŵ

z

 ࠰ƿǓƴȕǩȸȩȠƴӋьƠŴǍƞƠƍଐஜᛖǁƷӕኵƕᡶǜưƍǔƜƱƴƓƲǖƍƨŵٶᚕᛖ
҄ƴƸǳǹȈƱ᧓ƕƔƔǓŴऴإƕӖƚƴƲƷǑƏƴྸᚐƞǕƯƍǔƷƔƣƬƱǊƖǕƣƴ
ƍǔŵǍƞƠƍଐஜᛖƷᙲࣱƕǑƘǘƔƬƨŵឋွࣖሉƷ᧓ƕǄƠƔƬƨŵ

z

ᘍǵȸȓǹƴƓƚǔנသٳʴૅੲƷܱ̊ǍಒࣞŴǇƨಮŷƳྵཞǛྸᚐƢǔƜƱƕưƖƨŵ

z

ǍƞƠƍଐஜᛖƷஊဇࣱǍᙲࣱǛોǊƯᛐᜤƢǔƜƱƕưƖƨŵέᡶႎƳӕኵƷኰʼƸƱƯǋӋ
ᎋƴƳƬƨŵ

z

лƱૼƠƍऴإǋٶƘŴჷǒƳƍƜƱǋٶƘƯ᩼ࠝƴӋᎋƴƳƬƨŵ

z

ᄂᆮᎍŴإᢊೞ᧙ŴᘍƱƍƏಮŷƳᇌئưƷӕኵǍȈȬȳȉǛ࠼ƘჷǔƜƱƕưƖŴᐻԛขƔƬ
ƨŵଐஜʴƱƠƯŴʴƱᛅƢƱƖƷॖᜤǛƲƏਤƭƔŴႻƴǘƔǓǍƢƘᛅƢ࣎ƕƚƴƭƍƯᎋ
ƑǔƖƬƔƚƱƳƬƨŵ

z

ᣐࠋ૰ƕΪܱƠƯƍƨƔǒŵ

z

žǍƞƠƍଐஜᛖſƷᎋƑ૾Ŵဇ̊ƳƲჺƍ᧓ưዡ፠ႎƴྸᚐƢǔƜƱƕưƖŴƱƯǋǑƍೞ
˟ƩƬƨŵ0GYU9GD'CU[ ƴƸ᧙࣎ƕƋƬƨƷưŴʙऴƕǘƔƬƯǑƔƬƨŵπ૨ƷƖ੭Ƒ
ƴƭƍƯƸŴᘍƷُǛଐ᪭Ɣǒज़ơƯƍǔŵπ૨ƷؕแƷɶƴžǍƞƠƍଐஜᛖſƷಒࣞƕႮ
ǓᡂǇǕƯƍǔƱƱƯǋᑣƍƱ࣬Əŵ

z

˂ғŴ˂ưŴٶ૨҄σဃƴӼƚƯӕኵƕᡶǜưƍǔƜƱǛჷƬƨƨǊŵᐯ៲ƷᎰئưǋਖ਼ᡶƠƯ
ƍƖƨƍŵ

z

ˌЭǑǓŴƜƷӕኵƴƸ᧙࣎ƕƋƬƨŵ
žǍƞƠƍଐஜᛖſƷžπ૨Ɩ੭ƑȗȭǰȩȠſƷ૾Ӽ
ࣱƸŴǑƘྸᚐưƖ٭ٻӋᎋƴƳƬƨŵྵנŴଐஜᛖࠖȜȩȳȆǣǢǛƠƯƍǔŵܖ፼ᎍƴƲƷ
ǑƏƳ࢟ưžǍƞƠƍଐஜᛖſǛӕǓλǕǔƔŴࢫᇌƭऴإƕƨƘƞǜƋƬƨŵ

z

ӲᜒࠖƷ૾ŷƷᛅƸ٭ٻǘƔǓǍƢƘŴእǒƠƔƬƨŵ

z

ᘍƷӕኵƕǘƔƬƯǑƔƬƨŵཎƴጀᬔғƕؕஜሊƴႮǓᡂǜưƍǔƜƱƸဒႎưƋǔŵʻ
ࢸŴࠊȬșȫưƷؕஜሊŴሊܭƕьᡮƢǔƱ࣬ƏƕŴžǍƞƠƍଐஜᛖſƷݰλǛࢳƠƨƍŵ

z

ٳʴƴƱƬƯ࣏ƣƠǋᒍᛖƕǘƔǔᚕᛖưƸƳƍŵӖ៲૨ƷǘƔǓƴƘƞŴଐஜʴӷٟưǋ̓܇
ǁƷᛅƠƔƚư᧙ǘƬƯƘǔƳƲƳƲŴૼƠƍႆᙸƕƋƬƨŵ

z

0*-ž0GYU9GD'CU[ſƷƜƱƸჷƬƯǑƔƬƨŵܖ፼ᎍưଐஜƷȋȥȸǹǛᙸƨƍƕǑƘǘƔ
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ǒƳƍƱƷ٣ǋƋǔƷưŴऴإƱƠƯჷǒƤƨƍŵ
z

žǍƞƠƍſƸŴGCU[ ưƸƳƘŴMKPF ƱƍƏᎋƑ૾ƕҮᝋႎưŴȝǤȳȈƩƱ࣬Ƭƨŵ

z

žǍƞƠƍଐஜᛖſƷ࣏ᙲࣱƱྵཞǛჷǔೞ˟ƕƳƔƬƨƷưǑƘǘƔƬƨŵưƖǕƹƋƱᲬ̿Ƙ
ǒƍƷ᧓ƕǄƠƔƬƨŵ

z

᧓ƕݲƳƢƗƨŵ

z

ž0GYU 9GD 'CU[ſƷӕኵƕᐻԛขƔƬƨŵƨƩŴǵǤȈƷλӝƕǘƔǓƴƘƍƷƸɟᎋƷ˷ע
ƋǓŵǘƔǔଐஜᛖᲷ˂ƷʴƷᙻໜǛॖᜤƱƍƏࡋέဃƷƓᛅƸᛖᏋƷɶƴǋӕǓλǕƯᘍƘ
ǂƖᛢ᫆ŵጀᬔғƷؕஜ૾ᤆŴӕኵƕǋƬƱ࠼ƕǔƜƱǛࢳŵ

z

ǍƞƠƍଐஜᛖŴǘƔǓǍƢƍଐஜᛖƷʙ̊ǛƏƔƕƍŴᐯЎƷᐯ˳ưưƖǔƜƱǍഎƚƯƍǔ
ƜƱƴൢƮƔƞǕƨŵ

z

φ˳ႎƳᛅǛƨƘƞǜᎥƚƯǑƔƬƨŵ

z

ᲮʴƷƓᛅƕμƯǘƔǓǍƢƔƬƨŵφ˳ႎƳ̊ǛƋƛƨ 0*- Ʊᒰ߷ғƷႆᘙƸǑƔƬƨŵǘƔ
ǔȷǍƞƠƍଐஜᛖƴƭƍƯᛦǂƯƍǔƨǊŴᘍƷᇌئǍȡȇǣǢƷᇌئŴᧉݦƷᇌئƳƲࠢ࠼
ƍᙸᚐǍऴإǛਖᎮƢǔƜƱƕưƖŴஊॖ፯ưƋƬƨŵܹƩƚưƳƘ࠼ƘʴŷƕƭƳƕǔƱƯ
ǋǑƍӕኵưƸƳƍƔƱ࣬Ƭƨŵ

z

0*- ƷӕኵǛИǊƯჷƬƨŵ

z

žǍƞƠƍଐஜᛖſƷφ˳ႎƳဇ̊ǛѠࢍưƖƨŵ

z

᧓ƕឱǓƳƍƱज़ơƨŵέᡶғƷʙ̊ǛኰʼƠƯǄƠƔƬƨŵ

z

0*-ŴឭƞǜƕӕɥƛǒǕƨž᳸ƱƠƯſƷᘙྵŴƜǕƸɟᑍଐஜʴưƋǔᅶǋࠝŷᨦǓƴज़
ơƯƍǔŵ᳸ǛᙸƯŴ᳸ƱᎋƑƯŴ᳸ƷွƍưŴ᳸ƱƍƏྸဌưƳƲǋƬƱφ˳ࣱǛਤƭǂƖưƠ
ǐƏŵ0*- Ʒɟᑍȋȥȸǹưǋž̝МᢔƍſƱƠƯƍǔƜƱƕ᩼ࠝƴٶƍƷưƥƻોծƠƯഒƠƍŵ
ᒰ߷ғƷѐщƴƸŴɶғưǋܖƿໜƕٶƘƋƬƨŵƨƩƠŴ
ž᳸ƷǄƏſƱƍƏᘙྵƕ᨟ƴƋƬ
ƨƷưᙲදॖŵܖఄƷέဃưǋᲢཎƴᒉƍ૾Უ
žƷǄƏਤƬƯƖƯƍƨƩƍƨưƠǐƏƔſƳƲ
ٶဇƠƯƓǓŴ֑ƔǘƠƍŵ

z

ྵئưƷӕኵƕӋᎋƴƳƬƨŵƜǕƔǒžǍƞƠƍଐஜᛖſǛǋƬƱǋƬƱ୍ӏƞƤƯƍƘ࣏ᙲƕ
ƋǔƱज़ơƨŵؕᛦᜒưǋኰʼƞǕƯƍƨᎇᚪૅੲǷǹȆȠƕࢳƪᢒƠƍŵ

z

ǍƞƠƍଐஜᛖǛٻƍƴᎋƑǔƜƱƴƳƬƨŵᐯЎƨƪƷஜǍᅹưǋȫȓǛ˄ƚǔƜƱǛࠎஓ
ƢǔŵྸᚐࡇƕفƢŵҔᎍӼƚǋ࣏ᙲƱ࣬ƬƯƍǔŵ

z

žǍƞƠƍଐஜᛖſƷᙻໜƕƔƳǓଢᄩƴƳǓǑƔƬƨŵ
ž0GYU9GD'CU[ſƸƥƻː᧓ƴǋኰʼ
Ơƨƍŵဃ̝МࠚƷ˺ᲢଐஜʴӼƚƷᎇᚪưƸƳƍໜƴදႸᲣӋᎋƴƳƬƨŵጀᬔғᎰՃݣᝋ
Ʒᄂ̲ŴғƷۋѬŴॖᜤƷ᭗ƞŴ٭ٻӋᎋƴƳƬƨŵɟᑍʴƴǋԠƼƔƚǒǕƨໜƕǑƔƬƨŵ

z

ٳʴƴݣƠƯǍƞƠƍଐஜᛖưࣖݣƠǑƏƱƍƏ࣬ƍƸྸᚐưƖǔŵƠƔƠƜƜǇưƢǔ࣏ᙲƕ
ƋǔƷƩǖƏƔŵٳưဃƢǔɥưᒊіǛˤƏƷƸ࢘ƷƜƱưŴᚕᛖƷُǋʈǓឭƑǒǕƳƍ
ǑƏƳٳʴǛӖƚλǕǔ࣏ᙲǛज़ơƳƍŵɭမƴƸᐯǒƷѐщưଐஜᛖǛӕࢽƠŴଐஜưƷݼі
ǛࠎஓƠƯƍǔʴƸٶƍƱ࣬ƏŵƦƏƍƬƨॖᜤƷ᭗ƍٳʴǛӖƚλǕǔǷǹȆȠǛನሰƢǔƜ
ƱƷǄƏƕᙲƴ࣬Ƒǔŵ̊ƑƹŴᡞƷᇌئưᎋƑƨئӳŴƲƜƷƕנଐஜʴƴݣƠƯྸᚐưƖ
ǔǑƏƴǍƞƠƍᛖưࣖݣƠƯƘǕǔƩǖƏƔŵƜǕƸǍƞƠƍƷưƸƳƘŴҥƳǔǍƔƠƩ
Ʊ࣬Əŵ
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ᇹᲭЎᅹ˟
z

ٳƷ૾Ʒ᧸ƴƭƍƯƷᛟଢƕᎥƚƨƜƱŵȯȸǯǷȧȃȗưǹȪȃȑǍǫȃȑ˺ǓǛܖǂƨƜ
Ʊŵ

z

עᩗƴݣƢǔӕኵǍཞඞǛǤǮȪǹŴǤǿȪǢŴଐஜǛൔ᠋ƠƨȗȭǰȩȠƕǑƔƬƨŵ

z

ܱဇႎƳϋܾƩƬƨƔǒŵ

z

ܱ˳᬴ƞƤƯƍƨƩƚƨƜƱưŴᐯЎᐯ៲Ʒॖᜤƕ٭ǘƬƨƱܱज़ưƖƨŵǍƸǓǍƬƯǈǔƜƱ
ƸٻЏŵ

z

ǤǿȪǢƷʙऴƕǑƘǘƔƬƨŵ

z

ǤǮȪǹŴǤǿȪǢƷʙ̊ƸᐻԛขƍᛅƩƬƨŵ

z

ȯȸǯǷȧȃȗǛǍƬƯǈƨƍŵ

z

ȯȸǯǷȧȃȗƕಏƠƔƬƨŵ

z

ٳቔࠊൟӼƚƷܹȘȫȗǫȸȉǍ᧸ጀƳƲƷѣǛ˨ƏƜƱƕưƖŴ٭ٻӋᎋƴƳƬƨŵ
ǤǮȪǹǍǤǿȪǢƷܹݣሊƴƭƍƯǋཞඞǛƏƔƕƏƜƱƕưƖƯѠࢍƴƳƬƨŵ

z

ٳƷ᧸ʙऴǛྸᚐƠŴଐஜưƷોᑣໜǋǈƑƯƖƨŵǍƞƠƍ᧸ᲢƽƬƽᲣƷᎋƑ૾ŴƱƯ
ǋᚃƠǈƕǋƯƨŵ

z

ෙٳƷעᩗŴܹݣሊǍࣱڡǍ̓܇ƴݣƢǔ᧸ȷถƷჷᜤǍऴإǛࢽǒǕƨŵٶ૨҄σဃƷᘍ
Ʒ૾ƱƓᛅƕưƖƨǓƱॖᙸʩ੭ƷئƴǋƳǓŴஊॖ፯ƩƬƨŵ

z

ٳưƷ᧸ጀƳƲŴଐஜƱƸࠀƕƋǔƜƱƕǘƔƬƨŵٳƷᑣƍໜƸଐஜưǋӕǓλǕǔǂ
ƖưƋǔƱ࣬Ƭƨŵ

z

ȑȍȪǹȈƷႏƞǜƷᛅƕٶಮưŴ᧸ƴƭƍƯٶᚌႎƴᎋƑǔƜƱƕưƖƨŵȯȸǯǷȧȃȗǋ
ಏƠƔƬƨŵ

z

ǤǮȪǹưᒉƍƏƪƔǒȪȸȀȸǷȃȗƷᏋǛƸƔƬƯƍǔᛅƕҮᝋƴസƬƨŵ᧸ƴࢫᇌƭƱ
ӷƴŴ᩷࠰ݲƷᧈƴƭƳƕǔŵȯȸǯǷȧȃȗǋٳʴݣᝋƴǍƬƯǈƨƍƱ࣬ƏƕŴӋьǛ
̟ƢȒȳȈƕǄƠƔƬƨŵ

z

ǤǮȪǹƷǱȸǹǛǋƬƱᛇƠƘჷǓƨƔƬƨŵᐯܹƷᙹǍׅૠƷໜưƸŴଐஜƷ૾ƕƣƬ
ƱबृƳƷưܖƿǂƖໜƱƠƯ ᒍƷȪȸȀȸƴƭƍƯܖƼƨƔƬƨŵǤǿȪǢƕעᩗƕٶ
ƍƜƱƸჷƬƯƍƨŵ

z

ჷǒƳƔƬƨӲƷ᧸ᏋƴƭƍƯѠࢍƕưƖƨǊƴƳƬƨŵٳʴƷ᧸ᏋưƋǔƱƔŴ
ܹƴٳʴƕƲƏѣƍƨǒǑƍƔŴऴإƸƲƏǍƬƯƱǔƔǛǋƬƱᎥƍƯǈƨƔƬƨŵǇƨŴ
ӕኵƴƲƏǍƬƨǒλǕǔƔƱƍƏƜƱǋŴƲƷǑƏƴᎋƑǒǕƯƍǔƷƔǛჷǓƨƔƬƨŵȯȸ
ǯǷȧȃȗƸಏƠƔƬƨŵ


ᇹᲮЎᅹ˟
z

ǘƔǔଐஜᛖƷȪȩǤȈƱٳʴƴྸᚐƠƯǋǒƑǔᩊƠƞǛܱ˳᬴ưƖƨŵ

z

ᜒ፯ƷǑƏƳǋƷƩƱ࣬ƬƯƍƨƚǕƲŴǰȫȸȗưܱᨥƴᐯЎƨƪưᎋƑǔƜƱƕưƖƯǑƔƬ
ƨŵ

z

ȯȸǯǷȧȃȗƷಏƠƞǛԛǘƬƨŵଐஜᛖưƷᛟଢƷᩊƠƞǛज़ơƨŵ

z

ˡƑǔƜƱƷᩊƠƞǛၘज़ƠƨƕŴऴإᩊൟǛ˺ǒƳƍƨǊƴݲƠưǋᝡྂưƖǔǑƏƴܖƼƨƍ
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Ʊ࣬Ƭƨŵ
z

ǍƞƠƍŴǘƔǓǍƢƍଐஜᛖƷ˺Ǔ૾ŴȝǤȳȈǛƠǅƬƯऴإǛႎᄩƴˡƑǔƜƱƷᩊƠƞǛ
ǋƏɟࡇᎋƑႺƢƍƍኺ᬴ƴƳƬƨŵ

z

ȯȸǯǷȧȃȗƸƱƯǋಏƠƔƬƨŵऴإƷૢྸǛƢǔƜƱƕǇƣٻЏƩƱǘƔƬƨŵ

z

ȯȸǯǷȧȃȗưܱោǛܖǂƨŵ

z

ҜЭɶƴࡽƖዓƖŴҜࢸƷȯȸǯǷȧȃȗƴǑǓƞǒƴφ˳҄ƠƨǤȡȸǸǛࢽƨŵಏƠƔƬƨŵ

z

ٳʴƴˡƑǔƨǊƷǍƞƠƍଐஜᛖƩƕŴႻƴˡƑǔஜឋƴƭƍƯોǊƯᎋƑƞƤǒǕƨŵǇ
ƨŴᛢ᫆ǛᡫƠƯƷǰȫȸȗȯȸǯƸ٭ٻಏƠƔƬƨŵ

z

ଐஜᛖǛҗЎᛅƕưƖƳƍʴƴŴऴإǛˡƑǔ˳᬴Ƹ᩿ႉƘᐻԛขƔƬƨŵ

z

ቇҥƴǘƔǓǍƢƘˡƑǔƱƍƏƜƱǛܖǜƩƨǊŵ

z

ᐯЎƷȐȃǯǰȩǦȳȉƱƍƏƔŴǇƩǇƩѠࢍŴኺ᬴ɧឱƩƬƨŵƱƯǋಏƠƘஊॖ፯ƩƬƨŵ

z

ǍƞƠƍଐஜᛖƴƢǔƷƕƍƔƴᩊƠƍƔܱज़Ơƨŵ

z

ܱᨥƷئ᩿ǛेܭƠƯŴѠࢍƢǔƜƱƕưƖƨŵ

z

ܱᨥƷܖ፼ᎍƱƷȯȸǯǷȧȃȗƕŴƝƨƑƕƋƬƯǑƔƬƨŵ

z

žǍƞƠƍଐஜᛖſƴ٭ƑƯƍƘƜƱƷᩊƠƞǛܱज़Ơƨŵ˂ƷʴƷᛅƢƷǛᎥƘƜƱưŴƱƯǋ
ѠࢍƴƳƬƨŵ

z

ܱᨥƴ˺ಅǛƢǔٳʴƷ૾ƕǘƔƬƨƔƲƏƔǛ౨ᚰƠƨƜƱƕƱƯǋǑƔƬƨŵ

z

φ˳ႎƳ̊ƕƋƬƯǑƔƬƨŵஹƯƘƩƞƬƨٳʴƷ૾ƕ  ʴᲢܱᨥƴƸ  ʴᲣƩƬƨƕŴǋƏ
ݲƠٶƚǕƹǰȫȸȗƝƱƴǋƬƱጀ፼ưƖƨƔǋƠǕƳƍŵ

z

ȪȩǤȈƷႸႎǛ˺ಅЭƴǋƏݲƠྸᚐƠƯƍǕƹǑƔƬƨŵˁʙƷѪᨼϋܾƳƲѨƴЪᨊƢǔ
ƜƱƴݲٶᢌԧज़ƕƋƬƨŵ

z

୍െᘍǘƳƍᎇᚪƕưƖƨŵ

z

φ˳ႎƳᚕƍ૾Ǜ˳᬴ưƖƨŵӋьƠƯƘƩƞƬƨٳʴƷ૾ƴƸஜ࢘ƴƓ၅ǕಮƱƍƍƨƍŵ

z

ž˷ᚘƳऴإƸЪǔſžɼᛖǛଢᄩƴſƷᙲࣱǛϐᛐᜤƠƨŵ

z

ݲƠࣕƠƢƗǔŵǋƏݲƠᛢ᫆ǛǓᡂǜưǄƠƔƬƨŵ

z

ܱᨥƴٳʴƴЙܭƠƯǋǒƍƳƕǒܱោưƖƨƷưǑƔƬƨŵǇƨŴಏƠƘܖƿƜƱƕưƖƨŵ

z

ʻǇưƷኺ᬴ƠƨƜƱƕƳƔƬƨƜƱƳƷưŴƳǔǄƲƱ࣬ƏƜƱƹƔǓƩƬƨŵƍƭǋƸȜȩȳ
ȆǣǢưܖ፼ǛƑƯƍǔƜƱƔǒɟឱƼƴྵܱႎƳɭမƴλƬƯƠǇƬƨŵƜǕƔǒƸƜƷɟ
ᢿǛܱោƠƯǈƨƍƱ࣬Əŵ

z

žǍƞƠƍଐஜᛖſƷ࣏ᙲࣱƕҗЎྸᚐưƖƨŵ

z

ȯȸǯǷȧȃȗƸफƘƳƍƕŴƋǇǓǇƱǇǓƕƳƔƬƨൢƕƢǔŵٳʴƴǋƋǔᆉࡇŴཞඞƴ
ʈƬƯǋǒǘƳƍƱᛅƕᡶǇƳƍŵႻƷٳʴƕЭӼƖƴᛅǛᎥƖƨƍƱƍƏᚨܭƴƠƳƍƱƦ
ǋƦǋᛅƕᡶǇƳƍŵᛢ᫆ƷϋܾƴྸƕƋǔŵ
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ᖹᡂ  ᖺ  ᭶Ⓨ⾜

ᅜ㝿ᕷẸࣇ࢛࣮࣒ࣛ LQ72.<2
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