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第 4 分科会
地域の実践から考える
「生活者としての外国人」のための日本語教育

Ⅲ

国際化市民フォーラム in ＴＯＫＹＯ

アンケート結果

Ⅰ 事業概要
１

開催概要

（１） 目

的

平成 25 年 10 月 1 日現在、都内の外国人登録者数は約 39 万人で全体の約 3％を占めてい
ます。経済のグローバル化、少子高齢化が進展する中で、在住外国人の増加と安住化の傾向は
今後ますます進んでいくと考えられます。このような在住外国人を取り巻く課題や問題点、国
際協力の在り方などについて、国際理解を促進し問題解決への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）※第 3 分科会は中止（悪天候の為）
（３） 内

容

①

地球づくりと国際協力～わたしたちにできること～

②

外国にルーツを持つ子ども達の学習支援と居場所づくり

③ （ドキュメンタリー「多民族社会の風」をもとに防災の今を考える）※中止
④

地域の実践から考える「生活者としての外国人」のための日本語教育

（４） 日

時

平成 26 年 2 月 8 日（土）10:00 ～ 12:30（第 1､ 第 2 分科会）
平成 26 年 3 月 22 日（土）13:30 ～ 16:00（第 4 分科会）

（５） 場

所

ＪＩＣＡ地球ひろば

（６） 定

員

各分科会

新宿区市谷本村町 10-5

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
2 8

平成 26 年

開催日時

月

午前分科会
午後分科会

日（土）

10：00 〜 12：30
13：30 〜 16：00

平成 25 年 10 月 1 日現在、都内の外国人登録者数は約 39 万人

ＪＩＣＡ地球ひろば

開催場所

で全体の約３％を占めています。経済のグローバル化、少子高

（東京都新宿区市谷本村町 10-5）

齢化が進展する中で、在住外国人の増加と定住化の傾向は今後
ますます進んでいくと考えられます。
このような在住外国人を取り巻く課題や問題点、国際協力の
在り方などについて、国際理解を促進し問題解決への認識を深
める機会とします。

第１分科会

10：00 〜 12：30

セミナールーム６００（６ F）

第２分科会

10：00 〜 12：30

セミナールーム２０１（２ F）

第３分科会

13：30 〜 16：00

セミナールーム６００（６ F）

第４分科会

13：30 〜 16：00

セミナールーム２０１（２ F）

施設内 2 階の「Jʼ s Café」が本日営業しています。
（10 時〜 15 時）
お昼をご持参いただいた場合、セミナールーム 203（椅子を並べた昼食スペース）やロビーをご利用いただけます。

ご案内

第２、４分科会会場

第１、３分科会会場

2F

6F

昼食スペース

主催

東京都国際交流委員会

午前

国際交流・協力
際交流・協力 TOKYO 連絡会
連

共催

東京都

日本国際連合協会東京都本部

後援

JICA 地球ひろば

財団法人自治体国際化協会

10:00 〜 12:30

地域づくりと国際協力〜わたしたちにできること〜

セミナールーム６００（6F）

実際に地域密着での国際協力や国際協力啓発活動に取り組んでいる方にご登壇いただき、地
域で行われている様々な国際協力の取組についてお話いただきます。
本分科会は、参加者が地域で取り組まれている国際協力の事例を聞くことで、国際協力と私
たちの生活との繋がりを知り、身近で始められる国際協力のヒントを得ることを目的とします。
コーディネーター

富野

基

演

パ ネ リ ス ト

調

講

岳士 氏

（特活）国際協力 NGO センター

事務局次長

毛受

敏浩 氏

（公財）日本国際交流センター

執行理事

毛受

敏浩 氏

（公財）日本国際交流センター

執行理事

浦

輝大 氏

めんじゅ

JICA 多摩地区デスク

東京都国際協力推進員

にえかわ

贄川

恭子 氏

松本

義弘 氏

（特活）ＷＥ21 ジャパン
横須賀市政策推進部
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事務局長

副部長兼国際交流課長

セミナールーム２０１（2F）

外国にルーツを持つ子ども達の学習支援と居場所づくり

外国にルーツを持つ子ども達は、日本語や学習の遅れなどにより周囲のサポートを必要と
している実情があります。また、日本の文化や地域になじめず孤立感を深めているケースも
見られます。このような子ども達に様々なサポートを行っている活動例を紹介するとともに、
高校進学後の様子なども知ることにより、学習の支援や居場所づくりをどのように進めていっ
たらいいのか、皆さんと一緒に考えます。
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

パ ネ リ ス ト

中西

久恵 氏

CCS/ 世界の子どもと手をつなぐ学生の会

海老原周子 氏

しんじゅくアートプロジェクト

角田

東京都立小山台高等学校

仁氏

代表
事務局長

代表

教諭

※悪天候の為、中止になりました
ドキュメンタリー「多民族社会の風」をもとに防災の今を考える

セミナールーム６００（6F）

平成７年１月に発生した阪神淡路大震災は、都市の直下型地震で死者６千人以上と大きな
被害をもたらしました。その復興のプロセスを通し、日本人と多国籍住民がともに生きる社
会や豊かに暮らすまちづくりへの道を描いたのが、ドキュメンタリー「多民族社会の風」です。
今、東京で大地震が発生した時、当時の教訓や取組は生かされるのか、ドキュメンタリーの
出演者を交えて考えるとともに、東北での支援活動例についても報告していただきます。
コーディネーター

山本

重幸 氏

パ ネ リ ス ト

田村

太郎 氏

共住懇

代表

（一財）ダイバーシティ研究所

代表理事

吉富志津代 氏

（特活）たかとりコミュニティセンター

合田

（一社）ピースボート災害ボランティアセンター

茂広 氏

常務理事
理事

３月 22 日
（土） 13:30 〜 16:00（２月８日悪天候の為、延期）
、延期）
地域の実践から考える「生活者としての外国人」のため
の日本語教育

セミナールーム２０２（2F）

東京には約 39 万人、200 近い国・地域から来た人々が暮らしています。このように日本で日常的な生
活を営むすべての外国人を「生活者としての外国人」と呼んでいます。外国人も「地域で暮らす生活者」
であり、住民であるという考え方に立つものです。この分科会では、
「生活者としての外国人」が通う地
域の日本語教室に役立つ「標準的なカリキュラム案」の活用について、実際の活動例や教材の紹介を交
えてお話しします。希望者には詳しい資料をお配りしますので、これからの活動の参考にしてください。

コーディネーター

吉田

聖子 氏

（公社）日本語教育学会 人材育成プロジェクト・コーディネーター

パ ネ リ ス ト

加藤

早苗 氏

文化審議会国語分科会日本語教育小委員会委員
インターカルト日本語学校 校長
聖徳大学言語文化研究所 教授
（社福）さぽうと 21 学習支援室コーディネーター
文化庁文化部国語課 日本語教育専門職

北村 弘明 氏
矢崎 理恵 氏
増田麻美子 氏
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Ⅱ 実施概要
分科会 1

●テ ー マ

地域づくりと国際協力～わたしたちにできること～

●ね ら い

実際に地域密着での国際協力や国際協力啓発活動に取り組んでいる方にご登壇いただ

き、地域で行われている様々な国際協力の取組についてお話いただきます。本分科会は、参加者が地域
で取り組まれている国際協力の事例を聞くことで、国際協力と私たちの生活との繋がりを知り、身近で
始められる国際協力のヒントを得ることを目的とします。

●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）

めんじゅ

●基 調 講 演

毛受 敏浩

（
（公財）日本国際交流センター 執行理事）

●パネリスト

毛受 敏浩

（
（公財）日本国際交流センター 執行理事）

浦

（JICA 多摩地区デスク 東京都国際協力推進員）

輝大

にえかわ

●参 加 者 数

贄川 恭子

（
（特活）WE21 ジャパン 事務局長）

松本 義弘

（横須賀市政策推進部 副部長兼国際交流課長）

２９名

司 会：本日は「地域づくりと国際協力〜わたしたちにできること〜」というテーマで地域に密着した
国際協力や国際協力啓発活動に従事されていらっしゃる方々にご登壇いただき、地域で行われ
ている様々な国際協力の取り組みについてお話をいただく。

地域づくりと国際協力
毛受

敏浩氏

（公財）日本国際交流センター執行理事
ᖹᡂ䠎䠑ᖺᗘᅜ㝿ᕷẸ䝣䜷䞊䝷䝮 inTOKYO

ᆅᇦ䛵䛟䜚䛸ᅜ㝿༠ຊ
2014.2.8
බ┈㈈ᅋἲே ᪥ᮏᅜ㝿ὶ䝉䞁䝍䞊
ᇳ⾜⌮ ẟཷᩄᾈ
tmenju@jcie.or.jp

「地域づくりと国際協力」というテーマでお話を
させていただくが、主な話の内容は「人口減少」に
ついて前半で話をさせていただき、続いて「地域

毛受 敏活 氏

活性化に向けての国際協力」について述べる。
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年には 84 百万人、2035 年には 63 百万人と働
く人は 2 千万人減少する。

䝯䜲䞁䝔䞊䝬

2035 年には 2005 年に比べて人口が 2 割以上

• ேཱྀῶᑡ༴ᶵ䛾ᆅᇦ♫

減る自治体が６割。75 歳以上の人口が 25% の自
治体が社会に依存する人口が 4 割を占めることと
なり、子どもがいない社会が生まれる。

• ᆅᇦάᛶ䛻ྥ䛡䛶䛾ᅜ㝿༠ຊ䛾ᙺ

人口を増やせばいいと思われるが、既に手遅れ
である。ベビーブームで誕生した「団塊の世代」が
生まれた時代は、1947 年から 1949 年 3 年間く
らいで終わっている。

人口がどんどん減っているということは皆さん
ご存知かと思うが、あまり知られていないのは人
口の減り方はこれから加速度的に減少していくと

ேཱྀῶᑡ䛸ኚ䛩䜛♫

いうことである。

㛢ᰯ䛩䜛Ꮫᰯ䛾ᛴቑ
䠎䠌䠌䠏ᖺ௨㝆䚸ẖᖺ䠐䠌䠌ᰯ௨ୖ
䠎䠌䠌䠌䡚䠎䠌䠍䠎ᖺ
㛢ᰯ䛧䛯බ❧Ꮫᰯ 䠑䠓䠕䠒ᰯ

ຍ㏿䛩䜛ேཱྀῶᑡ
2013ᖺ ẖᖺ 24ே
2020ᖺ
60ே
2030ᖺ
80ே
2040ᖺ
100ே
2050ᖺ
130ே

5

ேཱྀῶᑡ䛸ኚ䛩䜛♫

毎年 24 万人の減少と言われているが、オリン

ᗫṆ䛥䜜䜛㕲㐨⥙
2000䡚2012ᖺ 35㊰⥺ 䠒䠓䠐K䡉

ピックの開催される 2020 年には 60 万人減少す
ると言われている。2050 年には毎年 130 万人の

ᗫṆ䛥䜜䜛䝞䝇㊰⥺
ẖᖺ䚸䠎䠌䠌䠌K䡉

減少。四国の人口 4 百万人だが、2050 年には、

ᆅᇦ㕲㐨䛾䠔䚸ᆅ᪉䝞䝇♫䛾䠕䛜㉥Ꮠ

3 年すると四国はなくなるという計算で人口は減っ

6

ていく。

ᑡᏊ㧗㱋

ྛᆅ䛾ேཱྀኚື
2035ᖺ䛻䛿
ᅜ䛾⮬య䛾䠑ศ䛾䠍௨ୖ䛜ேཱྀ䠑༓ேᮍ‶䛻
䠎䠌䠌䠑ᖺ䛻ẚ䜉䛶ேཱྀ䛜䠎௨ୖῶ䜛⮬య䛜䠒䜢㉺䛘䜛
䠓䠑ṓ௨ୖ䛾ேཱྀ䛜䠎䠑䠂௨ୖ䜢༨䜑䜛⮬య䛜䠑䜢㉺䛘䜛

᪥ᮏ䛾ேཱྀ䠄༢ 䠍䠌䠌ே䠅
䠍䠑ṓᮍ‶ 㻝㻡䡚 䠒䠐ṓ 㻢㻡ṓ௨ୖ

㻣㻡ṓ௨ୖ

㼀㼛㼠㼍㼘

㻞㻜㻜㻡

㻝㻤

㻤㻠

㻞㻢

㻝㻞

㻝㻞㻤

㻞㻜㻝㻡

㻝㻡

㻣㻣

㻟㻠

㻝㻢

㻝㻞㻡

㻞㻜㻞㻡

㻝㻞

㻣㻝

㻟㻢

㻞㻞

㻝㻞㻜

㻞㻜㻟㻡

㻝㻝

㻢㻟

㻟㻣

㻞㻞

㻝㻝㻝

ᖺᑡேཱྀ䠄䠍䠑ṓᮍ‶䠅䛾ྜ䛜య䛾䠍䠌䠂ᮍ‶䛾⮬య䛜䠏ศ䛾
䠎䜢㉺䛘䜛䚹
䛂᪥ᮏ䛾ᕷ⏫ᮧูᑗ᮶᥎ィேཱྀ䛃䠄ᅜ❧♫ಖ㞀䞉ேཱྀၥ㢟◊✲ᡤ
2008ᖺ䠅

䛄᪥ᮏ䛾㒔㐨ᗓ┴ูᑗ᮶᥎ィேཱྀ䛅䠄ᖹᡂ㻝㻥ᖺ㻡᭶᥎ィ䚸ᅜ❧♫ಖ㞀䞉ேཱྀၥ㢟◊✲ᡤ䠅䜢䜒䛸䛻
సᡂ

7

人口が減るだけでなく、少子高齢化が言われてい

ベビーブームの人たちの次の世代、
「団塊ジュニ

るが、
15 歳未満の人口が 2005 年には 18 百万人、

ア」といわれる人たちがいるわけだが、その人た

2035 年には、11 百万人といわれており、15 歳

ちが 1971 年から 74 年生まれということで、こ

から 64 歳の「生産年齢人口」の年齢層は、2005

の時期も短い。その後の世代は、団塊ジュニア世
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代に比較して人口が 3 割程少ない。その人たちが

私にとって「内向き志向」や「閉塞感」という

3 割多く産んでも、元々の人口が少ないので、出生

言葉が持つ意味は、未来を悲観しており、リスク

率を上げても追いつかないという現状がある。

のあることはなるべく避けたい、ということであ
る。国際協力というのは、世界と手をつないで行
こうということなので、一般の人が「世界と繋がっ

ᆅᇦ♫䛾ᑗ᮶䛿䛹䛣䛻ぢ䛔䛰䛫䜛䛛䠛

ている」と実感できる機会である。日常生活から世
界と繋がることで、日本の事を違う次元から考え、

• ୡ⏺䚸≉䛻䜰䝆䜰䛸ⲡ䛾᰿䛾䝺䝧䝹䛷ከ㠃ⓗ䛻䛴䛺䛜䜛䛣䛸

新たな視点で暮らしを見つめることができる。視

• ༢䛻⤒῭䛾⤖䜃䛴䛝䛰䛡䛷䛿䛺䛟䚸ே䛾⤖䜃䛴䛝䚸Ꮫᰯྠኈ䚸ᕷẸ
ᅋయྠኈ䛾⤖䜃䛴䛝䚸 ᮶䛜῝䜎䜚䚸άⓎ䛺ὶ䛜⾜䜟䜜䜛䛣䛸

点だけではなく、NGO の活動は個人のエンパワー
メントにつながるのではないかと思う。

ᆅᇦ䜢ኚ䛘䜛ᅜ㝿༠ຊ

地域社会の将来はどこに見いだせるかという点

• ᆅᇦ䛸ୡ⏺䜢⤖䜃䛴䛡䜛
• ᕷẸ䛻ᗈ䛔ど㔝䛸ᐇయ㦂䜢
• ඹ㏻䛩䜛ᛮ䛔䜢ᣢ䛴ே䚻䛾
䛴䛺䛜䜚䛾᰾
䞉㛢ሰឤ䛛䜙⬺⓶䛧ᮍ᮶ᚿྥ
䛾ຊ䜢㧗䜑䜛

だが、特にアジアと草の根レベルで多面的につな
がることが重要と私は考える。人や経済の交流だ
けではなく、人の結びつきや、人もどんどん移り
住んで行くということになっていかないと、恐ら
く日本という国は持たないのではないか。

「地域を変える国際協力」とは、地域と世界を結
NGO䛾ᙺ

びつけるだけではなく、市民同士を結びつける役

• 䠎䛴䛾䝣䝻䞁䝔䜱䜰䛸䛔䛖⪃䛘
㏵ୖᅜ䛾ᆅᇦ♫䛸᪥ᮏᅜෆ䛾ᆅᇦ♫

割を担っている。体験に基づく新しい視野を国際
協力は与える事が出来る。

᪥ᮏ䛾ᆅᇦ♫䛻᪂䛯䛺ග䜢ᢞ䛢䛛䛡䜛Ꮡᅾ

「グローバル人材」とは特別な人たちではなく、

NGO䛿᪥ᮏ䛾ᮍ᮶䜢ษ䜚㛤䛟ඛᑟᙺ

開かれた意識を持つ一般市民であり、これからの
日本に必要になってくるであろう。開かれた意識、
新しい事にチャレンジする意欲、そういう意欲を
持った人たちを作るのが国際協力の日本国内での

NGO の役割は、2 つある。1 つは、海外の現場

役割ではないか。

での活動、もうひとつは日本国内の現場である。日
本の地域社会の中で、新しい光を投げかける存在
であり、日本の未来を切り開く存在である。それ
はなぜかというと、日本は内向き傾向や閉塞感が
強いと言われている。

ෆྥ䛝ᚿྥ䛾᪥ᮏ䜢ኚ䛘䜛ຊ
ᙉ䜎䜛㛢ሰឤ䚸ᑗ᮶䜈䛾Ᏻឤ
эᅜ㝿༠ຊ䛿ୡ⏺䛸ᡭ䜢䛴䛺䛠䛣䛸䛷䚸ே䚻䛻⮬ศ䛯䛱䛜ୡ⏺䛸䛴䛺
䛜䛳䛶䛔䜛䛣䛸䜢ឤ䛨䛥䛫䚸᪥ᖖ⏕ά䛛䜙୍Ṍ㧗䛔ḟඖ䛛䜙䛾ど㔝
䜢䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
эᅜ㝿༠ຊάື䜢䝔䞊䝬䛻ከ䛟䛾ᕷẸ䛜ཧຍ䛩䜛ሙ䜢ᥦ౪䛩䜛䚹ල
యⓗ䛺άື䛾ሙ䛜䛒䜛䛣䛸䛷䚸ᕷẸ䛜άື䛻ཧຍ䛧䚸୍యឤ䜢ឤ䛨
䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹ಶே䛾䜶䞁䝟䝽䞊䝯䞁䝖䜈䚹
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JICA の取り組み
浦

輝大氏

JICA 多摩地区デスク

東京都国際協力推進員
JICA 多摩地区デスクは八王子市役所内にある多
文化共生推進課にあり、国際協力を市民の方々に
知って頂く活動を展開している。

οྛ܇ᨥʩ්ȕǧǹȆǣȐȫ

浦 輝大氏

毎年八王子市で開催される国際交流フェスティ
バルは、国際交流協会、市役所、JICA が主に実施
しているが、毎年 1000 人程の方にご来場いただ
ᾙᾘᾒᾐٶઊעғἙἋἁ

ි ᠗ٻ

いている。

᩷࠰ෙٳңщᨛ

؏עưᨥңщƴӕǓኵǉ
ॖ፯Ʊјௐ

ᨥңщ



ࠊൟѣ

ଐࠊԧޒ

ᆅᇦ䛷⾜䛖䛂䛸䜚䛟䜏䛃

ᅶƷˁʙ
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フェスエティバルでは、NGO/NPO の方々にも
ご参加いただき、ブース展示等の実施を通し、国

ž᩷࠰ෙٳңщᨛſ˳᬴ᛩ

際交流、国際協力の各活動について、市民の皆様
への紹介を行っている。

ǹȝȸȄƔǒᎋƑǔ
ǰȭȸȐȫʴǻȟȊȸ

青年海外協力隊体験談を行う出前講座も年間約
30 件行っている。最近では「国際協力は余裕のあ
る人が行うものだ」と言われることが多く、特に初
等中等教育の現場で重要だと感じられているのは
「多文化共生」ではないかと私自身は実感している。
クラスの中に海外からの生徒が増加しつつあると
いうこともあり、多様性を認めながら一緒に生活
していく事について生徒を対象にした講座をして

നᔺᨥʩ්
ȕǧǹȆǣȐȫ

欲しいという要請が近年増えつつある。

žჷǔƜƱƕƢưƴ
ᨥңщưƋǔſ

自分自身が青年海外協力隊の体育隊員（バヌア
ツ）であったことから、
「スポーツから考えるグロー
バル人材セミナー」を実施している。このセミナー

ଐஜƱɭမƸጟƕƬƯƍǔƜƱǛჷǔ

では、体育関係で海外に行った協力隊員やこれから
体育関係で青年協力隊員を目指す人が中心となり、
海外と日本の体育教育の異なる点や捉え方の違い、

国際協力とは「知ることがすでに国際協力」で

海外で日本人が体育を指導する必要性等について

ある。私自身は青年海外協力隊員として海外で活動

話し合っている。海外では、運動と規律を守るこ

する機会をいただいたが、日本国内にいながらも、

とがなぜ一緒なのか、運動と規律は何にも関係な

日本と世界は繋がっていることを認識し、国際協

いと言われ反発されることが多い。日本の体育は、

力を意識することの方が大切であると感じている。

もともと軍隊から派生しており、規律を守り、組織

今までの日本は、特にご年配の方々からよくお

としての人間を作るという意味を含んでいた。しか

聞きするのは「国際化＝インターナショナル」や「英

し海外においては、運動は「楽しむもの」であると

語を話せるように」といったことで、日本では重

いう認識の違いから、体育隊員は自分たちの活動

用視されていたという事である。

について現地で思い悩むことが多々ある。セミナー
では、日本人のアイデンティティはどこからきて
いるのか？我々日本人はどういう民族なのか？と
いった内容を話し合う場としても展開している。
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と感じることもある。しかし、国際協力の活動に

ʻࢸƷޒஓ
ƂǤȳǿȸȊǷȧȊȫƃ

は国境の概念はなく、日本も海外も先進国も途上
国も関係ないという気持ちで日々取り組んでいる。

ƂǰȭȸȐȫƃ

ȷನȡȳȐȸ
Ტᅈ˟ኺ᬴ƕᝅ݈Ƴ૾Უ

ȷನȡȳȐȸ
ᲢܖဃŴᒉᅈ˟ʴɶ࣎Უ

ȷݣᝋ ᲢέᡶᲣ

ȷݣᝋ
ᲢǢǸǢȷǢȕȪǫᲣ

ȷႸႎ Ტᨥʩ්Უ

ȷႸႎ

žɭƷɶſǛᑣƘƢǔѣƴ

ᲢᨥңщᲣ

ؾƸƋǓǇƤǜŵ

しかし若い世代は、文部科学省がグローバル人
材育成の推進を打ち出したこともあり、大学で「グ
ローバル」をテーマにした授業が増え、学生自身
が特に意識しなくても多様な海外の情報を得るこ
とができる時代に変わってきた。
途上国での海外研修へ参加したり、先進国以外
の国に目を向ける若者も昔と比べて増加しつつあ
るという印象を受ける。
私が業務で携わっている国際交流フェスティバ
ル等で、この二つの世代が一緒に何かをしようとす

ƝฌᎮƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵ

ると、意識の違いが問題になってくることがある。
学生はグローバルという視点で意見をし、年配の成
功体験が多い方は先進国に目が向いている。私の位
置はその中間にあり、まとめるのがなかなか難しい

地域拠点をもつ市民参加型事業
贄川

恭子氏

WE21 ジャパン
（特活）WE21

事務局長

2014ᖺ2᭶
≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே WE21䝆䝱䝟䞁

贄川 恭子氏
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WE21ࢪ
ࢪࣕࣃࣥࡀࡵࡊࡍࡶࡢ

WEࢩࣙࢵࣉ
࣮ࣜࣘࢫ࣭ࣜࢧࢡࣝ
⚄ዉᕝ┴56ᗑ⯒㸩ᮾி1ᗑ⯒

4

「チャリティショップ」と言われることもあるが、
チャリティショップという言葉に抵抗があり、あ

ᅕ߷ډჄϋᵑᵕỉᵬᵮᵭầᡲઃẲềѣ

まり使わないようにしている。というのは、リユー

WE21䝆
䝆䝱䝟䞁

スリサイクル活動をしているが、一番大切なのは

37䛾NPO

日本と世界がつながっている、世界で起こってい
ることが私たちの暮らしとつながっていることを
伝えることを重要にしているからである。

WE21䝆䝱䝟䞁ᆅᇦNPO

WE21䝆䝱䝟䞁
ᆅᇦNPO

WE䝅䝵䝑䝥

WE ショップは神奈川県に 56 店舗、東京にも 1
店舗オープンし、合計 57 店舗ある。
市民の方から「まだ使えるけれども自分は使わ
ない」というものをご寄付いただき、販売し、そ
の売り上げで国際協力や地域活動を行っている。
我々の活動のモデルはイギリスのオックスファ
ムである。オックスファムと違う点は、オックス
ファムは直営型で、中央組織がすべての店舗を管

売れなかった衣類は、故繊維会社でさらにリサ

理しているが、WE21 は地域ごとに独立した NPO

イクルされている。衣類以外のガラスや携帯の回

が店舗を運営している。草の根で分権型であるの

収も進めるなど、リサイクル機能を少しずつ増や

が WE ショップの特色であり、小さい店舗が多い。

している。

2012ᖺᗘ䛾ᴗᐇ⦼
㼃㻱䝅䝵䝑䝥⥲ᴗ㧗

䠏䠐䠓䠈䠐䠎䠕䠈䠓䠓䠎
䠑䠐䠈䠒䠏䠔䠈䠔䠔䠌

㼃㻱㻞㻝䝆䝱䝟䞁ᴗ㧗
䝅䝵䝑䝥䜈䛾≀ရᐤ

ൟᨥңщ

䝅䝵䝑䝥䛻
ᅜ䛛䜙

䠍䠌䠍䠈䠔䠍䠓௳
䠍䠈䠎䠕䠌௳

䝅䝵䝑䝥䝪䝷䞁䝔䜱䜰ᐇேᩘ

䠍䠌䠈䠔䠑䠌ே

㼃㻱䝅䝵䝑䝥⏝⪅䛾⥲ேᩘ

䠐䠐䠕䠈䠓䠏䠍ே

ᨭຓᡂ㔠

䠏䠏䠈䠑䠎䠐䠈䠓䠒䠍
6

事業実績については、去年海外へ送った支援金
は約 3 千 3 百万円で、海外だけではなく東北震災
の支援のためにも使っている。
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30䛛ᅜ
ᕷẸὶ
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ሊ੩ᚕ

ᆅᇦ࡛⾜࠺ᅜ㝿༠ຊ
•
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•

ୡ⏺䛾㈋ᅔၥ㢟ゎỴ 䜰䜽䝅䝵䞁
┿ᒎ

⮬↛䜶䝛䝹䜼䞊
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䝸䞊䝣䝺䝑䝖㓄ᕸ

ලయⓗ䛺ྲྀ䜚⤌䜏
ᆅᇦ䛷ᅜ㝿༠ຊ䛻ྲྀ䜚⤌䜐ព⩏
ᆅᇦ䛻䜒䛯䜙䛩ຠᯝ
ᚋ䛾ᒎᮃ

ୡ⏺䛾ၥ㢟䜢⪃䛘䜛䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥

WEࢩ
ࢩࣙࢵࣉࡢඹឤ౯್

؏עỂᘍạᨥңщỉӕኵỚʙ̊

࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢሙ
࣭࣎ࣛࣥࢸࡸ࠾㈙࠸≀ࡀ♫㈉⊩⧅ࡀࡿሙ
࣭ୡ⏺࡛㉳ࡁ࡚࠸ࡿၥ㢟ࢆᏛࡿሙ
࣭ேᮦ⫱ᡂࡢሙ㸦ᑵປᨭࠊ
Ꮫᰯࡢ⫋ሙ◊ಟࠊ♫ဨ◊ಟ
࡞ࡢཷࡅධࢀ㸧

ᅜෆእNGOຓᡂ
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ὶࠊ༡༡ὶ⏬

Ў

ᆅᇦࡢ㈨※㸦ேࠊࣔࣀࠊ㔠ࠊሗ㸧ࢆࡘ࡞ࡄ
ᆅᇦࡢᕷẸࡢᗈሗ
㸦ᗑෆᥖ♧ࠊ࣮ࣜࣇ
ࣞࢵࢺ㓄ᕸ࡞㸧

Ў

ᕷẸࡼࡿᆅᇦࡢࢭ࣮ࣇࢸࢿࢵࢺ࡙ࡃࡾ
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収益で国際協力活動を行っているが、WE21 グ
ループ全体の支援先は 30 か国で、市民交流も年
に数回行っている。この交流は市民と他国の方々
との顔の見える関係を作っている。一般の NGO の
場合、既に国際協力に関心のある人がアクセスし
てくるのに対し、WE ショップの特徴は、国際協力
に関心のない方がお店にいらっしゃることである。
「あそこは安いものがある」
「面白い物がある」と買

؏עỂᨥңщỆӕụኵớॖ፯
• ᆅᇦࡢᕷẸᅜ㝿༠ຊάືࡘ࠸࡚ሗ
ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
䠄㼃㻱䝅䝵䝑䝥㉎ධ⪅ ᖺ㛫㻝ᗑ⯒ᖹᆒ㻤㻘㻜㻜㻜ே䠅
• ⚾ࡓࡕࡢᬽࡽࡋࡀୡ⏺ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡢ୰
࡛Ⴀࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆ▱ࡿᶵ࡞ࡿࠋ
• Ꮫࡧࡢሙ࡙ࡃࡾࢆ㏻ࡌ࡚ࠊୡ⏺࡛㉳ࡁ࡚
࠸ࡿၥ㢟ࢆ▱ࡾࠊ࠺ࡋࡓࡽ࠸࠸ࢆ⪃
࠼ࠊ⾜ືࡍࡿᕷẸࢆ⫱࡚ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

い物に来られる方も、店舗内にある国際協力の展
示物をご覧になることを通して、自然に情報が入っ
てくる。

؏עỆờẺỤẴјௐ

またショップでは、ワークショップも頻繁に行っ
ており「私が今朝食べたものが世界のあの地域に
繋がっており、その国にはこのような環境問題が

ɟஔɟٲỆỊјௐầᙸảỦỪẬỂỊẝụộẶỮầὉὉὉ

䞉ᅜ㝿༠ຊάື䛻㛵ᚰ䛜䛺䛔ᕷẸ䛜䚸⮬ศ䛾
ᬽ䜙䛧䛾୰䛻䚸ᅜ䜢㉸䛘䛯䛴䛺䛜䜚䛜䛒䜛䛣䛸
䛻Ẽ䛵䛝䚸㛵ᚰ䜢ᣢ䛴䜘䛖䛻䛺䜛䚹

起こっているのか」というように、知っていただ
䞉ᆅᇦ䛾ᕷẸάືᅋయ䚸Ꮫᰯ䚸ᴗ䛺䛹䛸㢦䛾
ぢ䛘䜛㛵ಀ䜢⠏䛝䚸ศ㔝䜢㉺䛘䛶䜎䛱䛵䛟䜚
䛷㐃ᦠ䛩䜛䜘䛖䛻䛺䜛䚹

くきっかけにもなっている。
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募金したお金が動くまでに時間がかかるというこ
とがある。今までも募金箱を置いて、きちんと成

ʻࢸỉޒஓ

果を返してきたという実績があり、そういった意

㻼㼑㼛㼜㼘㼑㻌㼠㼛㻌㻼㼑㼛㼜㼘㼑㻌

識を持っていただけたと思っている。

ᅜ䜢㉸䛘䛯ᕷẸ䛸ᕷẸ䛾ಙ㢗䛸㐃ᖏ䛾⣒䜢
↓ᩘ䛻䛴䛟䜛

今後の展望としては、我々は国を超えた市民

㻸㼛㼏㼍㼘㻌㼠㼛㻌㻸㼛㼏㼍㼘

同士のつながりを大切にしてきた。WE ショップを

ᆅᇦ⾜ᨻ㛫䛷ᅜ䜢㉸䛘䛶ὶ䛧Ꮫ䜃ྜ䛖

㻯㼛㼛㼜㻌㼠㼛㻌㻯㼛㼛㼜

中心にして、地域の方が集まり、コミュニティ対

ᆅᇦ♫䛷ຓ䛡ྜ䛖ᕷẸ䛾⮬⤌⧊䛜
ᅜ䜢㉸䛘䛶㐃ᦠ䚸༠ຊ䛩䜛

コミュニティをつなげることができる。毎日 57 店
舗が動いていると苦労も多いが、素人で始めた人

次に地域にもたらす効果であるが、目に見え

が少しずつ玄人になってきている。できれば神奈
川以外にも活動を広げて行きたい。

る形で示しにくいが、具体例を 2 つあげる。
1 つは、児童労働について市民向けに報告会
をしたときのことである。NGO に発表していただ
いたが、児童労働をしている子どもの数割合をス
タッフが質問すると、全員が正確に答えた。4 ～ 5
年継続して活動を続けると、現状を正確に把握す
るようになっていたのである。
フィリピンで台風被害が発生した際には、募
金箱を置くよう地域の方から声があがった。大き

Thank you
you! !
Thank
Thank you

な団体だと、結果どう使われたか分からない上に、

地域づくりと国際協力＜連携と協働＞
—フェアトレードの啓発をとおして—
松本

義弘氏

横須賀市政策推進部

副部長兼国際交流課長

ᖹᡂ25ᖺᗘ ᅜ㝿ᕷẸ䝣䜷䞊䝷䝮 in TOKYO
䛄ᆅᇦ䛵䛟䜚䛸ᅜ㝿༠ຊ䡚䜟䛯䛧䛯䛱䛻䛷䛝䜛䛣䛸䡚䛅

ᆅᇦ䛵䛟䜚䛸ᅜ㝿༠ຊ 䠘㐃ᦠ䛸༠ാ䠚

䠉 䝣䜵䜰䝖䝺䞊䝗䛾ၨⓎ䜢䛸䛚䛧䛶 䠉
ᶓ㡲㈡ᕷ
ᨻ⟇᥎㐍㒊 ᅜ㝿ὶㄢ
1

松本 義弘氏
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それを聞いて、自治体にできること、自分にで

䠍 ᶓ㡲㈡ᅜ㝿ὶ༠
䝛䝟䝸䡡䝞䝄䞊䝻䛸䛾㐃ᦠ䞉༠ാ

きることはなんだろうと考えた結果フェアトレー
ドの「啓発」だと思った。

䠄1䠅䛝䛳䛛䛡䛿䠛
䖩 NPOᶓ㡲㈡ᅜ㝿ὶ༠䛾⮬ᴗ
(2004ᖺ11᭶)
•
•

䠎 ⮬య䛜FT䛻ྲྀ䜚⤌䜐ព⩏

䝣䜵䜰䝖䝺䞊䝗䠄䝛䝟䞊䝹䠅䝁䞊䝠䞊䜢ົᐊ䛷㈍㛤ጞ
ᶓ㡲㈡ᕷ䛜䝣䜵䜰䝖䝺䞊䝗䜢ຮᙉ䛩䜛ዎᶵ

䠄䠍䠅ᖹ
ᖹၨⓎᴗ䛸䛧䛶ၨⓎ

NGO䞉NPO䛸㐃ᦠ

䖩 䛂ᕷẸᖹ䛾䛴䛹䛔䛃䛾䝔䞊䝬䛻 FT

2008ᖺᗘ ᕷẸᖹ䛾䛴䛹䛔

2

ཧຍ䛧䜔䛩䛔ᖹᏛ

横須賀市が NGO/NPO、市民団体と連携を始め

䠉䝣䜵䜰䝖䝺䞊䝗䛷㏵ୖᅜ䛾㈋ᅔ䜢䛺䛟䛧䚸⣮த䛾䛺䛔ୡ⏺䜈䠉

ཧຍᆺ䛾ᖹᏛ䠇ཧຍᆺ䛾ᅜ㝿༠ຊ

たのは、NPO 横須賀国際交流協会の自主事業とし

5

てフェアトレードコーヒーの販売を開始したこと
がきっかけである。市から NPO 横須賀国際交流協

具体的には、自治体がフェアトレードに取り組

会に業務委託をしている関係で、委託料が協会歳入

む意義とは、1 つは NGO/NPO と連携した平和啓

の半分以上か確認する義務がある。それが横須賀

発事業であり、2 つめは次世代育成事業である。

市がフェアトレードを勉強するきっかけとなった。

䖩 䛂䛛䛺䛜䜟⮬య䛾ᅜ㝿ᨻ⟇◊✲䛃
䛾◊ಟ䝔䞊䝬 䠄2008ᖺ1᭶䠅
䝛䝟䝸䞉䝞䝄䞊䝻௦⾲䛾άືሗ࿌

䝣䜵䜰䝖䝺䞊䝗 ĺ 䛄ཧຍᆺ䛾ᖹᏛ䛅
䛂ᕷẸᖹ䛾䛴䛹䛔䛃䛷䝣䜵䜰䝖䝺䞊䝗䛾⌧≧䜢
㟼䛛䛻⇕䛟ㄒ䜛ᅵᒇẶ

⮬య䛷䛷䛝䜛䛣䛸䞉⮬ศ䛻䛷䛝䜛䛣䛸
䠙 ၨⓎ

6

3

2008 年に横須賀市の国際協力担当者向けの研

䝣䜵䜰䝖䝺䞊䝗䝁䞊䝠䞊䛾䝁䞊䝘䞊

修会でネパリバザーロ（横浜を拠点に 1992 年か
ら活動を行っているフェアトレード団体）の副代表
の活動報告があり「フェアトレードは参加型の平

ఇ᠁㛫୰

和学である」というお話があった。
「国際協力」と
いうとハードルが高く感じるが、平和学という切

䛂ᕷẸᖹ䛾䛴䛹䛔䛃 ఇ᠁㛫䛻䜰䜲䝇䝁䞊䝠䞊
䛾㈍䝃䞊䝡䝇

り口があることを知った。

7

◊ಟ䛷᭩䛝䛸䛳䛯䝜䞊䝖

Ꮫ
⏕
吳
呀
呉
吝
叺
叹
厮
⇕
ᚰ
双
ᒎ
♧
呍
〇
ရ
ㄝ
᫂

䛔䛳䛯䛔⮬ศ䛻ఱ䛜
䛷䛝䜛䛰䜝䛖䞉䞉䞉䠛 4

听
叾
叹
吟
呃
呎
吠
〇
ရ
叏
ᒎ
♧
呍
㈍

吊
呎
吡
呎
8

-13-

平和啓発事業としては、
20 年以上続けている「市

を探してやることが重要。

民平和のつどい」という平和イベントのテーマを
2008 年からフェアトレードにした。

䠏 ྲྀ⤌䜏䛾ᐇ㝿
䠄1䠅 ྲྀ⤌䜏䛾䝇䝍䞊䝖

䠄䠎䠅 ḟୡ௦⫱ᡂᴗ䛸䛧䛶ၨⓎ

䖩 ᶓ㡲㈡ᕷ ᅄᅜ㝿ᘧ
䞉 䠎䠌䠌䠔ᖺ䠐᭶䠔᪥ ĺ ྲྀ⤌䜏㛤ጞ䟿

ᅜ㝿䝴䞊䝇䝣䜷䞊䝷䝮

ྛᘧ䛾䝺䝉䝥䝅䝵䞁䛷ᥦ౪䛩䜛䝁䞊䝠䞊
ĺ 䝣䜵䜰䝖䝺䞊䝗䞉䝁䞊䝠䞊䛻䟿

㧗ᰯ⏕䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯䝇䝢䞊䝏䠃ὶ
12

䞉䝔䞊䝬䛻䝣䜵䜰䝖䝺䞊䝗

横須賀市の場合、４つの国際式典で必ずレセプ
9

ションを行う。そこで提供するコーヒーをフェアト
次世代育成事業では、高校生を対象にしたフォー
ラムで、フェアトレードをテーマにして実施した。

⡿ᅜ䝁䞊䝟䝇䜽䝸䝇䝔䜱ᕷ䛾㧗ᰯ⏕
䛻䜘䜛䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁

䛂⚾䛾䜎䛱䛸䝣䜵䜰䝖䝺䞊䝗䛃

レードに替えるという小さな工夫が出発点になっ
た。
୍
ᩥ
Ꮠ
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⦭
厦
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叇

ᡂ

ᡭ
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叫
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厵
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㐃
ᦠ
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13

10

どちらも今までやってきた事業に、フェアトレー
ドを加えて実施した例である。

䠏 ྲྀ⤌䜏䛾ጞ䜑᪉
䠄1䠅 ᴦ䛻䛷䛝䜛䛣䛸䛛䜙
ĸᕷ
ᕷ㛗Ỵ

ĺ᪤
᪤Ꮡ䛾ᴗ䛻┦䜚䛥䛫䛺䛜䜙

䠄2䠅 ⮬ศ䛾⌮ゎ䛾⠊ᅖ䛷䛷䛝䜛䛣䛸䛛䜙
ĺ⮬ศ䛷⣡ᚓ䛧䛶䜔䛳䛶䛔䜜䜀⮬ಙ䛜⏕䜎䜜䜛
14

䠄3䠅 ờ䛰䛡䛷䛷䛝䜛䛣䛸䛛䜙
ĺண⟬䜔ேဨ䛜䛺䛟䛶䚸ᖺᗘ㏵୰䛛䜙䛷䜒䚸䛯䛳䛯୍ே
䛷䜒䛷䛝䜛
11

䠄2䠅 ᆅ㐨䛺ᣑ 䠉ᴗ㐃ᦠ䜢䛧䛺䛜䜙䠉

こういった取り組みは、どこから始めたらいい
のか？まずは「楽にできることから始める」
。既存
の事業に相乗りさせながら、今までのものに一味
加える。自分の理解の範囲でできることを始める、
自分で納得していることを実施する。よく「予算が

䖩 䜘䛣䛩䛛䜹䝺䞊䞉䝣䜵䝇䝔䜱䝞䝹
䞉2009ᖺ5᭶9᪥䞉10᪥䠄⤒῭㒊ほගㄢ䠅
䡚2014ᖺ䛻⥅⥆

䖩 䜘䛣䛩䛛᪂ᖺ㈡モḼ
2010ᖺ1᭶4᪥䠄⥲ົ㒊⛎᭩ㄢ䠅
䡚2014ᖺ䛻⥅⥆

ない」
「人員が足りない」ということも耳にするが、
15

汗だけでできることが必ずあるはずなので、それ
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䖩 䜘䛣䛩䛛䜹䝺䞊䞉䝣䜵䝇䝔䜱䝞䝹
䖩 ⾜ᨻィ⏬䜈䛾᫂グ
䕿 ᶓ㡲㈡ᕷ ⎔ቃᇶᮏィ⏬
䞉⎔ቃ䛸ㄪ䛧䛯⤒
⤒῭άື䛾᥎㐍
䛂䝣
䝣䜵䜰䝖䝺䞊䝗〇ရ䛾ᬑཬၨⓎ䜢⾜䛔䜎䛩䛃䛸᫂グ

䞉⎔ቃ䛸ㄪ䛧䛯♫
♫άື䛾᥎㐍
䛂ᅜ
ᅜ㝿ⓗ䛺⎔ቃಖ䛾どⅬ䛛䜙䚸
䝣䜵䜰䝖䝺䞊䝗䛾ᬑཬಁ㐍䜢⾜䛔䜎䛩䛃䛸᫂グ
16

可能かどうか分からなかったが熱心に説明した
䝣䜵䜰䝖䝺䞊䝗䞉䝁䞊䝠䞊㈍䝤䞊䝇

ら「フェアトレードの普及促進を行います」と市
の実施計画と環境基本計画で計３項目に渡って掲
載された。

➨ ۻ㸴ᅇጜጒ⮬యὶ⾲ᙲ࡛

⥲ົ⮧㈹ࢆཷ㈹
ᖹᡂ24ᖺ䠄2012ᖺ䠅6᭶䠍᪥
17

ጜጒ㒔ᕷ Ꮫ⏕ᴗ䜢ά⏝䛧䛯

䝣䜵䜰䝖䝺䞊䝗䛾᥎㐍
䖩 ⾜ᨻィ⏬䜈䛾᫂グ
21

䕿 ᶓ㡲㈡ᕷ ᐇィ⏬䠄2011-2013䠅

2012 年には姉妹都市との交換留学生事業（高
校生交換留学プログラムの選考作文と現地研究の

ᅜ㝿᥎㐍ᴗ䛸䛧䛶䚸
䛂䝣
䝣䜵䜰䝖䝺䞊䝗䛾ၨⓎ䛃䜢᫂グ

テーマをフェアトレードに設定）が評価され、総
務大臣賞を受賞した。

ᶓ㡲㈡ᕷ䛾ጜጒ㒔ᕷ

行政計画にもフェアトレードを明記した。
ⱥ䠖Medway

ᶓ㡲㈡ᕷᐇィ⏬(2011-2013)
䝣䜵䜰䝖䝺䞊䝗ၨⓎ䛾ண⟬㢠䛿

䠖Brest

䢠䠌 -

⡿䠖Corpus Christi

䠖Fremantle

19
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⥲ົ⮧㈹ ホ౯䛾䝫䜲䞁䝖

ᖹᡂ23ᖺᗘ ጜጒ㒔ᕷᏛ⏕

• ẚ㍑ⓗ㞴䛧䛔䝔䞊䝬䛷䛒䜛䝣䜵䜰䝖䝺䞊䝗䛾ၨⓎ䛾᥎
㐍䜢ᅜ㝿᥎㐍ᴗ䛸䛧䛯䛣䛸䛻ຍ䛘䚸䛭䛾ᅜ㝿
ᴗ䛸ጜጒ㒔ᕷὶ䜢⤖䜃䛴䛡䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶䚸ᅜ㝿
⟇䜢⥲ྜⓗ䛻ᒎ㛤䛧䛶䛔䜛Ⅼ䚹
• 㧗ᰯ⏕䜢ᑐ㇟䛻䛧䛯ᅜ㝿ே⫱ᡂ䛾䝥䝻䜾䝷䝮䛜ᑡ䛺
䛔୰䚸Ꮫ⏕䠄㧗ᰯ⏕䠅䜢య䛸䛧䛯ὴ㐵䛾◊✲䜹䝸䜻䝳
䝷䝮䛻䛧䛳䛛䜚䛸ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛚䜚䚸༢䛺䜛ᾏእὴ㐵䛻䛸
䛹䜎䜙䛪䚸ᅜ㝿ၥ㢟䞉ᅜ㝿༠ຊ䛻䛴䛔䛶⪃䛘䛥䛫䜛䛔
䛔ᶵ䛻䛺䛳䛶䛚䜚䚸ᑗ᮶ᛶ䛜ឤ䛨䜙䜜䜛Ⅼ䚹
27

23

䖩 ᶓ㡲㈡ᕷ䛾ጜጒ㒔ᕷᏛ⏕䝥䝻䜾䝷䝮
䕿 䠍䠕䠒䠓ᖺ䛛䜙䛣䜜䜎䛷䛻䚸䠏䠌䠌ே௨ୖ䛾
㧗ᰯ⏕䜢ὴ㐵

ᅜ㝿䝴䞊䝇䝣䜷䞊䝷䝮
ᅜෆእ䛾㧗ᰯ⏕䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯䝇䝢䞊䝏䠃ὶ

䕿 ኟఇ䜏䛾䠎㐌㛫

ཷධᏛ⏕䛻䜒䚸ẕᅜ䛾䝣䜵䜰䝖䝺䞊䝗䛻䛴䛔䛶
๓ㄪᰝ䜢౫㢗

䕿 䠐䛴䛾ጜጒ㒔ᕷ䛻 䚸䠎ྡ䛪䛴
䕿 ィ䠔ྡ䛾ᕷෆᅾఫ䛾㧗ᰯ⏕䜢ὴ㐵

ὴ㐵Ꮫ⏕䛸䛸䜒䛻ྛᅜ䛾䝣䜵䜰䝖䝺䞊䝗䛾⌧≧
䜢Ⓨ⾲

䕿 ྠᩘ䜢ጜጒ㒔ᕷ䛛䜙ཷධ
24

28

ᶓ㡲㈡ᕷ䛾䝣䜵䜰䝖䝺䞊䝗䛾ྲྀ⤌䜏䜢Ⓨಙ
䖩 ᶓ㡲㈡ᕷ䛾ጜጒ㒔ᕷᏛ⏕䝥䝻䜾䝷䝮
䕿 ➨䠍ḟ㑅⪃䠄➹グ䞉䝸䝇䝙䞁䜾䠅
䕿 ➨䠎ḟ㑅⪃䠄㠃᥋䞉䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽䠅
䕿 ◊✲䝔䞊䝬䜢䛂䝣䜵䜰䝖䝺䞊䝗䛃䛻
䕿 㑅⪃ヨ㦂సᩥ䛂ᶓ㡲㈡ᕷ䛸䝣䜵䜰䝖䝺䞊䝗䛃
䕿 ᛂເせ㡯䛷๓䛻࿘▱
ĺ ཷ㦂⪅ဨ䛜䝣䜵䜰䝖䝺䞊䝗䜢▱䜛
25

29

ὴ㐵‽ഛ◊ಟ䛷ᶓ㡲㈡ᕷ䛾ྲྀ⤌䜏䜢ຮᙉ䟿

ሗ࿌᭩䛷ㄪᰝ⤖ᯝ䜢⪃ᐹ

䝞䝘䝘䟿䝁䞊䝠䞊䟿䝏䝵䝁䝺䞊䝖䟿
䝣䜵䜰䝖䝺䞊䝗䛾䝷䝧䝹䠛

䜎䛰䜎䛰ὸ䛟䚸⛶ᣋ䛰䛡䜜䛹
30
⮬ศ䛾⾜ື䜢⮬ศ䛾ゝⴥ䛷
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䠑 NGO䞉NPO䛸⮬య䛜
㐃ᦠ䞉༠ാ䛩䜛䛸䠛

ᖹᡂ25ᖺᗘ

䜘䛣䛩䛛⎔ቃ䝣䜷䞊䝷䝮2014

㐃ᦠ┦ᡭ䛻ᑐ䛧䛶ఱ䛜䛷䛝䜛䛛䠛
䠄䠍䠅 ᑓ㛛ᛶ䛾䝅䜵䜰䝸䞁䜾
䠄䠎䠅 ᥦ౪䝥䝻䜾䝷䝮䛾ᐇ

䐟⎔ቃᨻ⟇㒊 ⎔ቃ⏬ㄢ䜈
ĺ㞟ᐈ䝯䝙䝳䞊䛾ᥦ౪

䠄䠏䠅 ᗈሗ䛾ከゅ䛸㞟ᐈຊ䛾ྥୖ
䠄䠐䠅 ⤒㈝䛾๐ῶ

䐠NPOᶓ㡲㈡ᅜ㝿ὶ༠䜈
ĺFT䝁䞊䝠䞊䛾㈙䛔ྲྀ䜚

䠄䠑䠅 䝇䝔䞊䝍䝇䛾ྥୖ
31
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䠒 䜟䛯䛧䠄䛯䛱䠅䛻䛷䛝䜛䛣䛸
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吴
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呉
吟

䠄䠍䠅 䛂୍⥴䛻䛷䛝䜛䛃䛸ಙ䛨䜛䛣䛸
䖩䛯䛳䛯୍ே䛾ẁ㝵䛛䜙䚸⪅䛸䛾㐃ᦠ䞉༠ാ䛜
ྍ⬟䛰䛸ಙ䛨䜛䛣䛸
䠄䠎䠅 㐃ᦠ䞉༠ാ䜢⥅⥆䛩䜛䛣䛸
䖩ጞ䜑䛯䜙Ṇ䜑䛺䛔
䠄䠏䠅 ᑠ䛥䛺ᡂຌయ㦂䜢ᨭᣢ䛩䜛䛣䛸
䖩௰㛫䜔㐃ᦠඛ䛜⪃䛘ฟ䛧䛯䛻Ẽ䛟
䖩⮬ศ䛷䛷䛝䜛䛣䛸䜢䛯䛪䛽䜛
䖩ᮏẼ䛷ᨭ䛘䚸ᮏẼ䛷ᡂຌ䛥䛫䜛
32

35

皆さんには「一緒にできるんだ」ということを、
一人で行動する段階から信じていただきたい。それ
が、他者との連携をすすめるうえで非常に大切な
こと。もう一つは、
連携を始めたら途中でやめない。
よく自治体は次年度には違うことをしようと言う
が、違うことをする必要はない。同じことを愚直
に続けることが連携・協働で信頼関係を築く基本
である。

ᖹᡂ25ᖺᗘ

䜘䛣䛩䛛⎔ቃ䝣䜷䞊䝷䝮2014

㐃ᦠ┦ᡭ䛿ఱ䜢䛧䛶䛟䜜䜛䛛䠛
䐟⎔ቃᨻ⟇㒊 ⎔ቃ⏬ㄢ䛛䜙
ĺሙ䛾ᥦ౪䞉ᗈሗ
䐠NPOᶓ㡲㈡ᅜ㝿ὶ༠䛛䜙
ĺFT䝁䞊䝠䞊䛾ᥦ౪䝃䞊䝡䝇
䠙䝇䝍䝑䝣䛾↓ൾὴ㐵
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37

づくこと、またそれを大切にすること。
「あなたに
は何ができますか」ではなく、
「私にできることは
䠉 ᶓ㡲㈡ᕷ䛿

䛣䜜䛛䜙䜒

なんですか」と尋ねること。成功まで本気になっ
て一緒に汗をかくこと。こうしたことが国際協力

䛂䝣䜵䜰䝖䝺䞊䝗䛃 䜢

の基本だと思っている。

㐃ᦠ䞉༠ാ䛷ၨⓎ䛧䛶䛔䛝䜎䛩 䠉

世界中がつながっているので、日本だけがよく

ᶓ㡲㈡ᕷ
ᨻ⟇᥎㐍㒊 ᅜ㝿ὶㄢ

なることはありえない。地球のみんなが良くなる
ために、皆さんにできることを行動に移すことが
38

大切なのではないか。世界の空と海はと日本の空
そして小さな成功体験を共有すること、支持す

と海につながっているのだから。

ること。仲間、連携先が考えだした新たな案に気

パネルディスカッション

ツの話をした際に、日本式の規律という体育が軍

富野氏：
本日のパネルディスカッションでは、パネリス

隊から派生したということで、海外に出たからこ

トがそれぞれの立場で実践している地域に根付い

そ日本の体育の見方が変わったということで、そ

た国際協力の取組みから見えてきた現状の課題を

れも国際協力のひとつの在り方であるし、今まで

洗い出し、今後のあるべき姿について考えを深めた

と違う側面が見えてきている。

い。そして、一般市民でもある「わたしたち」一

WE21 については、フランチャイズ的に拡大で

人ひとりができることについて皆さんと一緒に考

きたのか。NGO はお山の大将としてひとつ構えて

えてみたい。まずは、先ほどの 3 名の事例発表を

いるところはあるが、面的な広がりがあるというと

聞いて、毛受さんからコメントをいただきたい。

ころでは、なかなかそういった活動をしている団
体は珍しい。平塚の店舗は、多文化共生も念頭に
いれてカフェを運営している。地域の面的な NGO
というのは他にないと思う。活動を展開した秘密
はどこなのか伺いたい。
横須賀市のフェアトレードは、自治体でもここ
までの活動ができている。いろいろなものをハイ
ブリットに混ぜていくアイデアが活きている。自
治体の立場からどうアプローチするのか。自治体
として斬新だと思った。

富野 岳士氏

毛受氏：

富野氏：

浦さんは現場をずっと歩いていらっしゃるとの

本日事例報告をしていただいた 3 名は、それぞ

ことで、グローバルとインターナショナルについ

れの立場で地域に根付いた国際協力の取組みを実

て、明確に仰っていただいたのは初めてかなと思

践されていることがわかったが、
「日々の活動を通

う。国際協力、国際交流、多文化共生が繋がりな

して現在直面している最重要課題は何か？」を皆

がら、というのが面白いと思った。途上国でスポー

さんにお伺いしたい。
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浦氏：

富野氏：

若い層の方々と社会人経験の豊かな方々が一緒

確かに、声の大きな人に引っ張ってもらうこと

にイベントの実行委員会を行うと経験豊かな方の

も大事だが、一方でついていけない人もいる。世代

意見が強くなり、学生は比較的事務的な要素が多

間のギャップ、一部の人に活動が偏ってしまうとこ

い。そうすると、学生が来なくなってしまう。なぜ

ろをどうバランスを取っていくか、はどの組織に

来なくなったのかと経験豊かな方々は悩まれるが、

とっても重要な課題である。NGO も気を付けなけ

中間的な立場から見ているとそういった学生の気

ればならないのは、報告会をして大切なことを言っ

持ちがわかる。しかし、一方で学生に全て任せよ

ているつもりでも、あまり NGO 活動に詳しくない

うとなると、学生にそこまでやっていく実行力が

人たちに対しては、正面から正しいことを熱く語っ

あるのかと思うところもある。その調整やバラン

ても伝わらない。相手の立場に立って伝えること

スを取ることが難しい。

が大切である。登壇者の皆さまのお話しを聞いて
いて、国際協力を地域の方に伝えるために苦労し
ている共通点はそこにあるかと感じた。

贄川氏：
一番の課題は、活動を行う方々の世代交代であ

このような課題に直面しながらも、それぞれの

る。活動を始めた 40 代 50 代の主婦が 10 年以上

アクターが地域に根付いた国際協力を進めること

継続している。もっと参加する人を多様にしてい

の意義について、毛受さんにお尋ねしたい。

きたい。コンビニのように若い人からお年寄りま
で誰もが気軽に入れる WE ショップにしてきたい。

毛受氏：

まずそのためには、ショップの雰囲気を変えていく

やはり、活動することが楽しいということが受

のもひとつ。HP や Facebook の分析から、30 ～

け入れられるということではないか。活動すること

40 代の男女が最も多くアクセスしており、若い人

で新しい発見があることや、知らない自分自身を見

が関心をもってくれていることがわかった。そう

つけることができるなど、知的な意味での楽しさ、

いった世代の方々に活動の場に参加してほしいた

面白さを刺激できるような活動が NGO である。

め、Facebook や Twitter、メルマガを始めるなど
工夫をしている。ファンを増やして地域でやってい

富野氏：

るイベントにも足を運んでいただき、いろんな世

確かに、
「楽しい」とか「面白い」というのが大

代の方に参加していただけたらと思っている。就

事なのだろうと感じる。
「NGO は社会的にいいこ

労支援のサポートや学校・企業の体験の場にはなっ

とをやっているから支援してください」ということ

ているが、まだ大きな流れにはなっていない。

をよく言うが、
それはその通りだが、
それ自体が「楽
しい、面白い」と思えることが最初のきっかけと
して大事なのではないかと思う。最初から知識を

松本氏：
活動の意義自体、何をどうすればいいのか、仲

つめこむことや、上から目線にたって講義をする

間も含めて内外で意識をどう共有できるかという

ということよりも、知的おもしろさを提供するた

点。フェアトレードがなぜ必要なのか、自分自身や

めに NGO がもっと工夫していくと、次の一歩を踏

身近にいる人たちがどこまで理解できるか、そこが

み出すことにつながるのではないかと思う。

課題である。多文化共生と同様に、目を向ける相手

今日ご登壇いただいた方は、いわば国際協力の

が多様化している。国籍・民族の違いからはじまり、

専門家や仕事で国際協力に関わっている方である。

ジェンダーや世代の違い、経営者と顧客という視点

他方、市民にとっては、途上国でプロジェクトに関

の違いも存在していて、こうした多様化する違いを

わるとなると国際協力はハードルが高いと思われ

包括して、フェアトレードの理念をいかに馴染み

てしまいがちだが、地域で行う国際協力というのも

やすくして共有できるかという課題を抱えている。

実は大事な役割を担っている、ということをお伝え
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するのが本日全体のテーマである。しかしながら、
地域に根差した国際協力をどこからはじめたらい
いのかわからないという方も多くいると思うので、
地域に根付いた国際協力を進めるにおいて“わたし
たちにできること”について、パネリストの皆さ
まそれぞれの立場からアドバイスをいただきたい。

松本氏：
知って、考えて、楽しく行動を起こすこと。楽
しいことをやることが大切。お互いの良さを褒め
あうことも大切である。けなしあうとマイナス面

■まとめ

が見えてくるが、褒めあうことで、良いところが

富野氏：

見えてくる。楽しみながら既存事業に国際協力を

最後に、登壇者から一言、
「地域に根付いた国際

つなげていくこと、PR していくことが重要だと思

協力を進める上で最も大切だと思うことはズバリ

う。

何か？」をキーワードでいただきたい。

贄川氏：

浦氏：

地域で運営している立場から「買い物で国際協

「芯をついていること。
」学校で国際協力をやっ

力を」ということを取り上げたい。ただ「WE ショッ

ていることはすばらしいが、学校の現場には必要

プで買い物をして」というだけでなく、普段買い物

がないと言われたことがあった。学校は NGO の自

で品物を選ぶときにそれがどこからきて、その地域

己実現の場ではないと言われた。立場をわきまえ

にどういう問題が起きているのかを考えて欲しい。

ながら、おもしろくて現場でのみずみずしい体験
を伝えられるかということが大切なのかと思う。

浦氏：
以前ある人に「世界の格差をなくそうと行動す

贄川氏：

るだけではなく、世界の格差がなくなるような意

「国という境を意識しないで考えていく。
」はじ

識を持った子どもをひとりひとりが育てればいい」

めてフィリピンの山岳地域にいったときにすごい

と言われたことがある。そういう考え方も持ちな

ところに行くのだと意気込んでいった。実際に行っ

がら長期的なビジョンで考えられればいいのでは

てみるとなんてことのない祖母の家のような暮ら

ないかと思う。

しであった。私たちの失ったものがある、学ぶこと
の多いコミュニティであった。国ってなんだろう、
と思うが、壁は自分の心の中にあった。壁を取り

毛受氏：
NGO は会員制度をとっているところがあるの

払うことが大切だと思う。

で、会員になってみるのもいいと思う。メディア
で報道されていることと異なる情報も、NGO の

松本氏：

ニュースレターで得られる。同じ活動について定

「国際協力は援助、支援ではない。対等な関係の

点観測することもできる。NGO によって活動が違

なかでお互いの得意なところと不得意なところを

うが、どの活動が一番効果的なのか、ということ

交換しあって活動していくこと。
」これを理解して、

を観測するものひとつだと思う。

自分が起こせる行動を見つけて楽しく行動する、や
めずに続けてみる、それが身近なものではないか
と思っている。
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き、改めてお礼を申し上げたい。

毛受氏：
「橋渡し役が必要。
」橋渡しをするときに、共感
をテーマにして人をつなげていくことが大切であ
る。お互いのことを分かりながら繋げていく人が必
要だと思う。そのときに人を動かしていくわけであ
るが、いろいろな手法があり、楽しくもひとつだが、
危機感も一つであると思う。
地域社会から変えていく、その役割を NGO が
持っていると思っている。新しい時代の橋渡しを
NGO が担っている。自分たちの理念を人々と共感
して広げていくことである。

富野氏：
本日のパネルディスカッションを通して、地域
に根付いた国際協力を実践されている登壇者の皆
さまから新しい視点やキーワードを沢山いただけ
たのではないかと思う。
最後に、本日の分科会をなぜこのテーマ「地域
づくりと国際協力～わたしたちにできること～」で
企画したのかを話して終わりにしたい。
NGO は途上国に目が向きがちだが、事務所があ
る地域や国内にももっと目を向けていくことが大
事ではないかと常々思っていた。海外で継続して
よい活動をするうえでも、地域の人に支えられて、
地域の人の意識も変えながら、海外と地域という
両方の視点をもつことがとても大切だと思ってい
た。また、JICA や自治体も、いろいろな仕事や取
り組みの中で、地域社会と国際社会を結ぶような役
割があるということを、皆さまと共有したいと思っ
ていた。そして、一般市民でもある「私たち」にで
きることとして、国際協力はハードルが高いと思わ
れるかもしれないが、自分たちにできることから
はじめればよいのだという気付きを皆さまに与え、
それをきっかけに何かアクションを起こしていた
だけたらと常々思っていた。それが、フェアトレー
ドのような買い物かもしれないし、今日学んだこ
とを家族や友達に話すことかもしれない。このよ
うに、NGO、JICA、自治体、そして一般市民の皆
さまにとって、地域に根付いた国際協力の意義を
伝えられればと思い、本日の分科会を企画した。
本日は大雪の中、この分科会に参加していただ
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分科会 2

●テ ー マ

外国にルーツを持つ子ども達の学習支援と居場所づくり

●ね ら い

外国にルーツを持つ子ども達は、日本語や学習の遅れなどにより周囲のサポートを必
要としている実情があります。また、日本の文化や地域になじめず孤立感を深めてい
るケースも見られます。このような子ども達に様々なサポートを行っている活動例を
紹介するとともに、高校進学後の様子なども知ることにより、学習の支援や居場所づ
くりをどのように進めていったらいいのか、皆さんと一緒に考えます。

●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）

●パネリスト

中西 久恵 （CCS/ 世界の子どもと手をつなぐ学生の会 事務局長）
海老原周子 （しんじゅくアートプロジェクト 代表）
角田

●参 加 者 数

仁 （東京都立小山台高等学校 教諭）

31 名

コーディネーターより挨拶
梶村

勝利氏（東京日本語ボランティア・ネットワーク

代表）

外国にルーツを持つ子どもたちは、日本語や
学習の遅れなどにより周囲のサポートを必要とし
ている実情がある。また、日本の文化や地域にな
じめず孤立感を深めているケースも見られる。こ
の分科会では、このような子どもたちに様々なサ
ポートを行っている活動例をパネリストの方々に
紹介していただく。また、高校進学後の子どもた
ちの様子なども知ることにより、今回のテーマに
ついて皆さんと一緒に考えていく。

梶村 勝利氏

まず、パネリストの方々には 15 分ずつ活動を
紹介していただき、さらに各 5 分程度で補足、別の視点からのご意見等を伺う。参加の皆様には、休憩時
に配布した用紙に質問事項を書いていただき、後半でパネリストの方々に答えていただく。皆様には、この
分科会で何らかのヒントを見つけていただきたい。そして、それらが実際の活動現場で活かされることを期
待している。
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各登壇者より発表
（１）中西

久恵氏 （CCS ／世界の子どもと手をつなぐ学生の会 事務局長）
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中西 久恵氏
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◆外国にルーツをもつ子どもたち：文化的背景・来
日理由・来日時期もさまざま。
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◆外国にルーツをもつ子どもが抱える問題とは？
⇒自分の意思とは関係なく来日している。
（例：
親の仕事、結婚・再婚 など）

1

←↱↘܇↓↱⇁⇪∞∑↚ٳ

2

CCS↝ѣϋܾ

3

ʻࢸỉᛢ᫆

また、親もいつまで日本にいるのか、先の見
通しが立っていない場合が多いので、子ども自
身も、自分が将来どの国にいるのかが分からず、
宙ぶらりんな状況に置かれている。そのような中
2

で、勉強する場所と居場所を提供するのが CCS
◆ CCS/ 世界の子どもと手をつなぐ学生の会とは

の役割。

⇒・学生 ( 主に大学・大学院生 ) 主体の NGO 団体
1Ͳ2 እᅜ䛻䝹䞊䝒䜢䜒䛴Ꮚ䛹䜒䛜
ᢪ䛘䜛ၥ㢟䛸䛿䠛

・外国にルーツを持つ子どもの学習支援

ప䛔㧗ᰯ㐍Ꮫ⋡

᪥ᮏே⏕ᚐ䛾㧗ᰯ㐍Ꮫ⋡

6

እᅜ⡠⏕ᚐ䛾㧗ᰯ㐍Ꮫ⋡
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日本人生徒の高校進学率：9 割以上

・孤立・不適応 メンタル面での問題

外国籍生徒の高校進学率：6 割以下

反日デモ等の社会的な問題が、子どもたちの

⇒ CCS では高校進学のサポートに力を入れてい

精神に影響を及ぼす。どこに行っても「外国人」

る。

と呼ばれ、疎外感を感じてしまう。
1Ͳ2 እᅜ䛻䝹䞊䝒䜢䜒䛴Ꮚ䛹䜒䛜
ᢪ䛘䜛ၥ㢟䛸䛿䠛

◆子どもたちはどのようなことで困っているの
か？
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ᢪ䛘䜛ၥ㢟䛸䛿䠛
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¾ 䛂ゝ䛔䛯䛔䛣䛸䛃䛿䛔䜝䛔䜝䛒䜛䛡䛹䚸᪥ᮏㄒ䛰䛸䛖䜎䛟⾲⌧䛷䛝䛺䛔䞉䞉䞉
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・日本の教育制度への保護者の理解不足

¾ ᩗㄒ䛳䛶㞴䛧䛔䚹ᩗㄒ䛜ศ䛛䜙䛪䚸ඛ㍮䜢ᛣ䜙䛫䛶䛧䜎䛳䛯䛣䛸䛜䛒䜛䞉䞉䞉
¾ 䛂ᮏ㡢䛸ᘓ䛶๓䛾㐪䛔䛃䛂㐲ᅇ䛧䛺⾲⌧䛃䛂ㅬ㐯䛧䛯⾲⌧䛃䛺䛹䛿
ୖ⣭⪅䛷䛺䛔䛸ศ䛛䜙䛺䛔䞉䞉䞉

試験なしで高校に進学できる国がたくさんあ
8

り、それらの国から来た親の多くは、日本に高
校受験があることや、受験の仕組みを知らない。

・日本語習得：読み書きができるようになるには時
間がかかる。

2Ͳ1 CCSⓎ
Ⓨ㊊䛾⤒⦋
1Ͳ2 እᅜ䛻䝹䞊䝒䜢䜒䛴Ꮚ䛹䜒䛜
ᢪ䛘䜛ၥ㢟䛸䛿䠛
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¾ ẕᅜ䛷䛾ᡂ⦼䛿Ⰻ䛛䛳䛯䛾䛻䚸᪥ᮏ䛻䛝䛶ᝏ䛔Ⅼᩘ䜀䛛䜚䛷䝅䝵䝑䜽䞉䞉䞉
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9

◆ CCS 発足の経緯
大学生・若い社会人が主体となって活動

・教科学習習得
日本語で書かれた教科書を理解し、テストで

⇒先生や親といった「大人」の立場ではなく、

良い点を取るのはかなりハードルが高い。母国

「お兄さん・お姉さん」のような存在として子ど

で優秀であっても、日本に来て悪い成績を取っ

もに寄り添い、一緒に頑張っている。学習だけ

てしまい、愕然としてしまう。

でなく、メンタルや生活面でのサポートを行う
こともある。

1Ͳ2 እᅜ䛻䝹䞊䝒䜢䜒䛴Ꮚ䛹䜒䛜
ᢪ䛘䜛ၥ㢟䛸䛿䠛
2Ͳ2CCS䛾Ṕྐ
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1994

2002

2014

¾ ୧ぶ䛿᪥ᮏㄒ䛜䛷䛝䛺䛔䛛䜙䛪䛛䛧䛔䛧䚸Ꮫᰯ䛻᮶䛶䜋䛧䛟䛺䛔䞉䞉䞉
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䜏䜣䛺䛾㍯䛾୰䛻ධ䜜䛺䛔䞉䞉䞉
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2Ͳ5Ꮚ
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㻟㻚 እᅜ䛻䝹䞊䝒䜢䜒䛴Ꮚ䛹䜒䜢ྲྀ䜚ᕳ䛟ᩍ⫱ไᗘᨵၿ䛾䛯䜑䛾䜰䝗䝪䜹䝅䞊άື

15

18

◆ CCS の歴史、組織概要

◆具体的な活動例

1993 年：八王子で発足。学生が子どもの自

◎学習支援：学校の勉強、高校進学のサポート

宅を訪れ、家庭教師のような派遣型サポートを

学生と子どもが 1 対 1 になって勉強を教えて

行っていた。

いる。場合によっては、グループになってゲー

現在：八王子、三鷹、目黒、練馬、新宿、日

ム形式で勉強することもある。
（例：夏休み自由

暮里で活動している。その後、ニーズが高まっ

研究対策のための理科実験）

てきたこともあり、教室型のサポートに切り替
2Ͳ5Ꮚ
Ꮚ䛹䜒䜈䛾䝃䝫䞊䝖άື䠄䛭䛾1䠅
Ꮫ⩦ᨭ䛸ὶ䜲䝧䞁䝖ᐇ

わり、現在に至る。

䛚ᩱ⌮ᩍᐊ䞉BBQ䞉㐲㊊䛺䛹䛾ᵝᏊ

2Ͳ4CCS䛾
䛾άືෆᐜ

୕⪅䜈䛾ാ䛝䛛䛡
ᑐᏊ䛹䜒

ᑐ♫
ᑐಖㆤ⪅
19

Ꮫ⩦䝃䝫䞊䝖
䜶䞁䝟䝽䝯䞁䝖

䜰䝗䝪䜹䝅Ȇάື
ሗᥦ౪䛸┦ㄯᑐᛂ

• ᩍ⛉Ꮫ⩦䝃䝫䞊䝖

• ᒃሙᡤ䞉ὶ䛾ሙ䛾

ᥦ౪

• 䝛䝑䝖䝽䞊䜽άື

• ᩍ⫱ሗ䛾ᥦ౪

• 㧗ᰯ㐍Ꮫ䝃䝫䞊䝖

• ᩍ⫱┦ㄯᑐᛂ

• ᨻ⟇ᥦゝ

◎交流イベント実施：年齢を超えた縦のつながり

• ㅮ⩏䞉ㅮ₇

• ᐃᮇⓗ䛺㠃ㄯᐇ
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・料理教室：子どもたちが母国の料理をつくり、み
んなで食べる。学生はアシスタント。
2Ͳ5Ꮚ
Ꮚ䛹䜒䜈䛾䝃䝫䞊䝖άື䠄䛭䛾1䠅
Ꮫ⩦ᨭ䛸ὶ䜲䝧䞁䝖ᐇ

・バーベキュー、チーム対抗のミニ運動会
・年 1 ～ 2 回の遠足 ( 水族館、動物園など）

ᩍ⛉Ꮫ⩦䝃䝫䞊䝖䚸㧗ᰯ㐍Ꮫ䝃䝫䞊䝖䜢⾜䛖
Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛾ᒃሙᡤ䚸Ꮚ䛹䜒䛹䛖䛧䛾ὶ䛾ሙ䜢ᥦ౪䛩䜛

・学校行事への参加 ( 学芸会、運動会、卒業式など）
2Ͳ6Ꮚ
Ꮚ䛹䜒䜈䛾䝃䝫䞊䝖άື䠄䛭䛾2䠅
ᫎ⏬䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥

እᅜ䛻䝹䞊䝒䜢䜒䛴
Ꮚ䛹䜒䛜
ᮍ᮶䛾㑅ᢥ䜢
ᗈ䛢䜙䜜䜛䜘䛖䛻

ᫎ⏬䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䛸䛿
ゝⴥ䜢䜟䛺䛔ᫎീ䛸䛔䛖䝒䞊䝹䜢⏝䛔䛶䛾⾲⌧άື䜢㏻䛧䚸⮬ᕫ⌮ゎ䜢῝䜑䜛άື
2011ᖺᗘ 䛂ே䛻⪺䛝䛯䛔䛣䛸䛃䜢䝔䞊䝬䛻䝗䜻䝳䝯䞁䝍䝸䞊ᫎ⏬ 䇾Human Rights”䜢ไస

17
2012ᖺᗘ 䛂ᑗ᮶䜢⪃䛘䜛䛃䜢䝔䞊䝬䛻䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䜢ᐇ

◆ CCS の活動内容：三者への働きかけ
①対子ども：学習面でのサポート、居場所・交流

2013ᖺᗘ 䛂䜟䛯䛧䛾䝥䝻䝰䞊䝅䝵䞁䝮䞊䝡䞊䜢స䜝䛖䟿䛃䜢䝔䞊䝬䛻ᫎീ䜢ไస

する場の提供
20

②対保護者：情報提供、教育相談
③対社会：日本社会や日本人の意識を変えるため
の情報発信
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◎映画ワークショップ：言葉を使わずにできる表

◆アドボガシー活動

現活動。プロの映画監督もサポート。
2011 年 度

学校に赴いて講演を行い、外国にルーツを持

子どもたちが大人にインタ

ビューをしてまとめたドキュメンタリー映画

つ子どもが抱えている問題について情報を発信
する。

2012 年度 「将来を考える」をテーマとした
ワークショップ
2013 年度

自由な手法による、自分のプロ

モーション映画の作成
2Ͳ7Ꮚ䛹䜒䜈䛾䝃䝫䞊䝖άື䠄䛭䛾䠏䠅
㐍㊰䜺䜲䝎䞁䝇

䝩䞊䝮䝨䞊䝆
http://www.ccs-ngo.org/

䝤䝻䜾䛂CCSάື᪥グ䛃
http://blog.livedoor.jp/ccs21/

㧗ᰯ⏕䛾䛯䜑䛾㐍㊰䜺䜲䝎䞁䝇䛸䛿
䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䜢㏻䛧䚸㧗ᰯ༞ᴗᚋ䛾㐍㊰䛻䛴䛔䛶⪃䛘䜛䜲䝧䞁䝖

Facebook 䛂䛔䛔䛽䟿䛃䛚ᚅ䛱䛧䛶䛔䜎䛩䟿
24

⮬ศ䛾⯆䞉㛵ᚰ䞉ክ䛻䛴䛔䛶⪃䛘䜛䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥

♫ே䜈䛾䜲䞁䝍䝡䝳䞊䛸䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁

እᅜ⡠⏕ᚐᩘ䛾᥎⛣
Ꮫ䜔ᑓ㛛Ꮫᰯ㐍Ꮫ䛻㛵䛩䜛ㄝ᫂

እᅜேᙜ⪅䛾Ꮫ⏕䜔♫ே䛛䜙䛾䝯䝑䝉䞊䝆

21

2Ͳ8ಖ
ಖㆤ⪅䜈䛾䝃䝫䞊䝖

3⪅㠃ㄯ➼䜢㏻䛧䚸ᩍ⫱ሗᥦ౪䜔ᩍ⫱┦ㄯᑐᛂ䜢⾜䛖
ከゝㄒ㏻ヂ䛝䛾㧗ᰯ㐍Ꮫ䜺䜲䝎䞁䝇䜢⾜䛖

ฟ䠖ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛂Ꮫᰯᇶᮏㄪᰝ䛃

㻞㻜㻝㻞ᖺ⌧ᅾ䚸⣙㻣㻝㻘㻡㻠㻡ே䛾እᅜ⡠⏕ᚐ䛜᪥ᮏ䛾බ❧Ꮫᰯ䛻ᅾ⡠䛧䛶䛔䜎䛩䚹 27

እᅜ䛻䝹䞊䝒䜢䜒䛴
Ꮚ䛹䜒䛜᪥ᮏ䛾ᩍ⫱ไᗘ

᪥ᮏㄒᣦᑟࡀᚲせ࡞እᅜ⡠⏕ᚐᩘ

䛛䜙䜒䜜䜛䛣䛸䛺䛟䚸
ᚲせ䛺ᩍ⫱䜢ཷ䛡䜛䛣䛸
䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻

22

◎進路ガイダンス：親以外の大人を知り、仕事観
や将来像を描く
・職場訪問とインタビュー
ฟ䠖ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛂Ꮫᰯᇶᮏㄪᰝ䛃

・進路の選択肢、かかるコストや奨学金について

㻞㻜㻝㻞ᖺ⌧ᅾ䚸᪥ᮏ䛾බ❧ᑠ䞉୰䞉㧗➼Ꮫᰯ䛻ᅾ⡠䛩䜛
䛂᪥ᮏㄒᣦᑟ䛜ᚲせ䛺እᅜ⡠⏕ᚐᩘ䛃䛿㻞㻣㻘㻜㻝㻟ே䛷䛩䚹

28

・多言語通訳付きの進学ガイダンス
2Ͳ9䜰
䜰䝗䝪䜹䝅䞊άື

ẕㄒูእᅜ⡠⏕ᚐᩘ

ᅜ㝿⌮ゎ䜔ከᩥඹ⏕䜢䝔䞊䝬䛸䛧䛯ㅮ⩏䞉ㅮ₇䜢⾜䛖
⮬య䜔ᅜ䜈ᩍ⫱ไᗘᨵၿ䜢ồ䜑ᥦゝ䜔せㄳ䜢⾜䛖
ྲྀᮦᑐᛂ䜔ཎ✏ᇳ➹䛺䛹䛻䜘䜚⌧ሙ䛾ኌ䜢Ⓨಙ䛩䜛

♫䜈䛾䜰䝥䝻䞊䝏䜢㏻䛧䚸
እᅜ䛻䝹䞊䝒䜢䜒䛴
Ꮚ䛹䜒䛾⌧≧䛻䛴䛔䛶
ฟ䠖ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛂Ꮫᰯᇶᮏㄪᰝ䛃

ㄆ▱䞉⌮ゎ䜢ồ䜑䜛

እᅜ⡠⏕ᚐ䛾䜋䛸䜣䛹䛜୰༡⡿䜔䜰䝆䜰ฟ㌟⪅䛷䛩䚹

23
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29

᪥ᮏ࡛ᬽࡽࡍእᅜேࡣ㸽

Ꮚ䛹䜒䛾ᩥⓗ⫼ᬒูෆヂ

Ọఫ⪅䛜50%
᪥ᮏㄒᏛᰯ䜔Ꮫ䛺䛹䜈䛾␃Ꮫ⏕䛜9%
䜲䞁䝗䝅䝘㞴Ẹ䚸᪥⣔ே䚸୰ᅜᖐᅜ⪅䛺䛹䛜8%
᪥ᮏே䛾㓄അ⪅䜔Ꮚ䛹䜒䛜8%
ᴗ䞉㎰ᴗ䞉⁺ᴗ䛺䛹䛷ᢏ⾡䜢Ꮫ䜣䛷䛔䜛ே䛜7%
እᅜேປാ⪅䛾ᢇ㣴ᐙ᪘䛜6%
㏻ヂ䞉ⱥヰㅮᖌ䛺䛹䛜3%
䜶䞁䝆䝙䜰䜔ㄪ⌮ᖌ䛜2%

ࣥࢻ㸤ࢿࣃ࣮ࣝ
ࣇࣜࣆࣥ㸤࢚ࢡࢻࣝ
᪥ᮏ㸤ࣟࢩ
᪥ᮏ㸤ࢥࣟࣥࣅ
᪥ᮏ㸤࣮࢞ࢼ
᪥ᮏ㸤ࣥࢻࢿࢩ
᪥ᮏ㸤࣓ࣜ࢝
࣮࣐ࣝࢽ
㡑ᅜ
ࣛࣥ
᪥ᮏ㸤࣋ࢿࢬ࢚ࣛ
᪥ᮏ㸤ࢹ࣐࣮ࣥࢡ

ἲົ┬⤫ィ䠄2012ᖺᅾ␃㈨᱁ูᅾ␃እᅜேᩘ䠅

᪥ᮏ㸤ྎ‴
᪥ᮏ㸤ࢱ
ࣃ࢟ࢫࢱࣥ
᪥⣔࣮࣌ࣝ
࣑࣐࣮ࣕࣥ
᪥ᮏ㸤୰ᅜ
᪥ᮏ㸤ࣇࣜࣆࣥ14
ࣇࣜࣆࣥ
୰ᅜ
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30

35

᪥ᮏ࡛ᬽࡽࡍእᅜேࡣ㸽

Ꮚ䛹䜒䛾Ꮫᖺูෆヂ
35

2012ᖺ
፧ጻ௳ᩘ668,869௳䛾䛖䛱
ᅜ㝿⤖፧௳ᩘ23,657௳

30

25

20

15

10

⣙25⤌䛻1⤌䛜ᅜ㝿⤖፧

5

0
ᑠ2

ᑠ4

ᑠ5

ᑠ6

୰1

୰2

୰3

᪤༞

㧗1

㧗2

㧗3

ཌ⏕ປാ┬ ேཱྀືែㄪᰝ䠄2012ᖺኵጔ䛾ᅜ⡠ู䛻䜏䛯ᖺḟู፧ጻ௳ᩘ 䠅

36

31

◆どのような国から、

◆どこに暮らしているのか？

どのような目的で日本に来た人？
᪥ᮏ࡛ᬽࡽࡍእᅜேࡣ㸽
᪥ᮏ䛷ᬽ䜙䛩እᅜே䛸䛿䠛
ᅜ䛷䜏䜛䛸䞉䞉䞉
㤳㒔ᅪ䚸ᮾᾏ䚸㏆␥䛻70%䛜ᒃఫ
ἲົ┬⤫ィ䠄2012ᖺ㒔㐨ᗓ┴ููᅾ␃እᅜேᩘ䠅

ᮾி䛷䛿䞉䞉䞉
௨ୗ10䛾༊䛻50%䛜ᒃఫ
ᮾி㒔䛾⤫ィ䠄2012ᖺ༊ᕷ⏫ᮧูእᅜேேཱྀ䠅

38

33

◆どんなことで困っているのか？
᪥ᮏ࡛ᬽࡽࡍእᅜேࡣ㸽

እᅜே䛜ᢪ䛘䜛ၥ㢟䛸䛿䠛
䠍䠊ゝⴥ䜔ᩥ䛻㛵䛩䜛䛣䛸

2012ᖺ
ᖺ䛾ᅾ␃እᅜே䛿2033,656ே
୰ᅜ䜔㡑ᅜ䞉ᮅ㩭䛺䛹䛾䜰䝆䜰ฟ㌟⪅䛜80%௨ୖ
䝤䝷䝆䝹䜔䝨䝹䞊䛺䛹䛾༡⡿ฟ㌟⪅䛜⣙12䠂

䠎䠊ᕪู䜔እឤ

ἲົ┬⤫ィ䠄2012ᖺᅜ⡠䞉ᆅᇦูᅾ␃እᅜேᩘ䠅

䠏䠊Ᏻᐃ䛧䛯⫋䜢䛘䜛䛣䛸
䠐䠊ఫᒃ䜢᥈䛩䛣䛸
䠑䠊Ꮚ⫱䛶䜔Ꮚ䛹䜒䛾ᩍ⫱
䛺䛹䛺䛹䞉䞉䞉
34

40

-27-

እᅜே䛜ᢪ䛘䜛ၥ㢟䛸䛿䠛

እᅜே䛜ᢪ䛘䜛ၥ㢟䛸䛿䠛

䠐䠊ఫᒃ䜢᥈䛩䛣䛸

䠍䠊ゝⴥ䜔ᩥ䛻㛵䛩䜛䛣䛸

¾ 䛂እᅜே䛚᩿䜚䛃≀௳䛜䜎䛰䜎䛰ከᩘ䞉䞉䞉

¾ ᪂ไᗘ䛻㛵䛩䜛ሗ䛺䛹㔜せ䛺䛚▱䜙䛫䛜⾜䛝ᒆ䛛䛺䛔䞉䞉䞉

¾ ಖドே䛜ぢ䛴䛛䜙䛪䚸ዎ⣙䛷䛝䛺䛔䛣䛸䜒䞉䞉䞉

¾ 㝔䛷≧䜢ఏ䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䞉䞉䞉

¾ ㈤ᩱ௨እ䛻ᩜ㔠♩㔠䜔᭦᪂ᩱ䛺䛹⤒῭ⓗ䛺㈇ᢸ䛜䛝䛔䞉䞉䞉

¾ Ꮚ䛹䜒䛾Ꮫᰯ䛾ඛ⏕䛸ពᛮ㏻䜢䛿䛛䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䞉䞉䞉
¾ 䝂䝭ฟ䛧䛾䝹䞊䝹䛜」㞧䛷ศ䛛䜙䛺䛔䞉䞉䞉
¾ ᐀ᩍୖ䚸㣗䜉䜙䜜䛺䛔㣗ᮦ䛺䛹䚸᪥ᮏே䛻䛺䛛䛺䛛⌮ゎ䛧䛶䜒䜙䛘䛺䛔䞉䞉䞉

41

44

◆子どもたちは日々どのようなことを感じている
እᅜே䛜ᢪ䛘䜛ၥ㢟䛸䛿䠛

のか？

䠎䠊ᕪู䜔እឤ

እᅜ䛻䝹䞊䝒䜢䜒䛴Ꮚ䛹䜒䛜
ᢪ䛘䜛ၥ㢟䛸䛿䠛

¾ ẕᅜ䠄୰ᅜ䜔㡑ᅜ䠅䛷᪥䝕䝰䛺䛹䛜㉳䛣䜛䛸䚸࿘ᅖ䛾ែᗘ䛜ኚ䜟䜛
¾ 䛂䛣䜜䛰䛛䜙䖃䖃ே䛿䞉䞉䞉䛃䛸䛔䛖䝇䝔䝺䜸䝍䜲䝥䛺ᛂ䛜ከ䛔

䖃ຮᙉ䛻㛵䛩䜛䛣䛸
䞉ᐟ㢟䛜ከ䛟䛶䚸ඛ⏕䜒ཝ䛧䛔䠄䝤䝷䝆䝹䠅
䞉Ꮫᰯ䛜⤊䜟䜛㛫䛜㐜䛔䛛䜙䚸⑂䜜䜛䠄䝣䜱䝸䝢䞁䠅
䞉Ꮫᰯ䛾ຮᙉ㛫䛜▷䛔䛧䚸≀㊊䜚䛺䛔䠄୰ᅜ䠅

¾ እᅜே䛸䛔䛖䛣䛸䛷㢖⦾䛻⫋ົ㉁ၥ䛥䜜䜛
¾ 䠄㟁㌴䜔䝞䝇䛷䠅࿘ᅖ䛾ே䛿⮬ศ䛾㞄䜚䛻ᗙ䜚䛯䛜䜙䛺䛔

䖃య⫱䛻㛵䛩䜛䛣䛸
䞉య⫱䛜ᴦ䛧䛟䛺䛔䠄䝤䝷䝆䝹䠅
䞉䛹䛖䛧䛶䜏䜣䛺䛜ྠ䛨య᧯╔䜢╔䛺䛡䜜䜀䛔䛡䛺䛔䛾䠛䠄䝤䝷䝆䝹䠅
䞉䛹䛖䛧䛶䛔䛴䜒ᩚิ䚸⾜㐍䜢䛩䜛䛾䠛䠄䝣䜱䝸䝢䞁䠅
䞉⏨ዪู䛻୪䜆䛾䛿ኚ䛰䠄䝨䝹䞊䠅
䞉ẕᅜ䛷䛿ỈὋ䛾ᤵᴗ䛜↓䛛䛳䛯䛾䛷䚸య⫱䛾ᤵᴗ䛷Ὃ䛢䛺䛟䛶ᅔ䛳䛯䠄୰ᅜ䠅

¾ 䛔䛴䛷䜒䚸䛹䛣䛷䜒䇾䜺䜲䝆䞁䇿ᢅ䛔

42

䖃Ꮫᰯ䛾䝹䞊䝹䛻㛵䛩䜛䛣䛸
䞉⏕ᚐ䛜ᤲ㝖䜢䛩䜛䛾䛿䛚䛛䛧䛔䠄䜰䝯䝸䜹䚸䝤䝷䝆䝹䠅
䞉䛹䛖䛧䛶Ꮫᰯ䛻䝢䜰䝇䜢䛧䛶䛔䛳䛶䛿䛔䛡䛺䛔䛾䠛䠄䝣䜱䝸䝢䞁䚸䝤䝷䝆䝹䚸䝁䝻䞁䝡䜰䠅
䞉䛹䛖䛧䛶䜏䜣䛺ྠ䛨ไ᭹䚸ྠ䛨䜹䝞䞁䛺䛾䠛䠄䜰䝯䝸䜹䚸䝣䜱䝸䝢䞁䚸䝤䝷䝆䝹䠅
䞉ᣢ䛱≀᳨ᰝ䛺䜣䛶䛒䜚䛘䛺䛔䚹䝥䝷䜲䝞䝅䞊䛾ᐖ䛰䟿䠄䜰䝯䝸䜹䚸䝝䞁䜺䝸䞊䠅
46

እᅜே䛜ᢪ䛘䜛ၥ㢟䛸䛿䠛

䠏䠊Ᏻᐃ䛧䛯⫋䜢ᚓ䜛䛣䛸

እᅜ䛻䝹䞊䝒䜢䜒䛴Ꮚ䛹䜒䛜
ᢪ䛘䜛ၥ㢟䛸䛿䠛

¾ ᪥ᮏㄒ䛜ヰ䛫䛺䛔䛸⫋䜢ᚓ䜛䛣䛸䛿⮳㞴䛾ᴗ䞉䞉䞉
¾ ༢⣧ປാ䞉3Kປാ䛺䛹䛜༙䞉䞉䞉

䖃㣗ᩥ䛻㛵䛩䜛䛣䛸
䞉⤥㣗䛷䛿䚸᐀ᩍୖ㣗䜉䜙䜜䛺䛔䜒䛾䛜䛯䛟䛥䜣ฟ䜛䛾䛷ᅔ䛳䛯䠄䜶䝆䝥䝖䚸䝟䜻䝇䝍䞁䠅
䞉᪥ᮏ䛾㣗䜉≀䛿ዲ䛝䛨䜓䛺䛔䛾䛻䚸䛂⤥㣗䜢ṧ䛧䛶䛿䛔䛡䛺䛔䛃䛸ゝ䜟䜜䛶ᅔ䛳䛯䠄䜰䝯䝸䜹䠅
䞉䛹䛖䛧䛶䜏䜣䛺䛷୍ᩧ䛻㣗䜉ጞ䜑䚸୍ᩧ䛻㣗䜉⤊䜟䜛䛾䠛䠄䜰䝯䝸䜹䠅
䞉䛹䛖䛧䛶Ꮫᰯ䛾እ䛻䛚ᘚᙜ䜢㈙䛔䛻⾜䛛䛫䛶䛟䜜䛺䛔䛾䛛䠛䠄䝅䜶䝷䝺䜸䝛䠅
䞉᪥ᮏ䛾Ꮫᰯ䛻䛿䜹䝣䜵䝔䝸䜰䛜↓䛔䛾䛻䛚䛹䜝䛔䛯䠄䝤䝷䝆䝹䠅

¾ ᭷ᮇ㞠⏝䞉ὴ㐵ປാ䞉䜰䝹䝞䜲䝖䛺䛹䛜༙䛷㞠⏝䛜Ᏻᐃ䞉䞉䞉
¾ ⚟ཌ⏕䜔ປാ᮲௳䛜ᖹᆒỈ‽䜘䜚ຎ䜛䞉䞉䞉
¾ ᪥ᮏㄒ䛜ヰ䛫䛯䛸䛧䛶䜒䚸䛂እᅜே䛚᩿䜚䛃䛜䜎䛰䜎䛰Ꮡᅾ䛩䜛䞉䞉䞉

䖃ᑐே㛵ಀ䛻㛵䛩䜛䛣䛸
䞉䛹䛖䛧䛶㐩䛻┤᥋䜒䛾䜢ゝ䜟䛺䛔䛾䠛䠄୰ᅜ䚸䝅䜶䝷䝺䜸䝛䠅
䞉䛹䛖䛧䛶䛿䛳䛝䜚⮬ศ䛾ពぢ䜢ゝ䜟䛺䛔䛾䠛䠄䜰䝯䝸䜹䠅
䞉䛹䛖䛧䛶㐩䛻㐲៖䛩䜛䛾䛰䜝䛖䠛䠄䝙䝳䞊䝆䞊䝷䞁䝗䠅
䞉䛩䛠䛂㏞ᝨ䛨䜓䛺䛔䠛䛃䛸⪺䛟䛾䛿ኚ䠄䝣䜱䝸䝢䞁䠅
䞉㒊ά䛾ඛ㍮ᚋ㍮㛵ಀ䛳䛶ኚ䠄䝯䜻䝅䝁䠅

43

㻯㻯㻿䛾Ꮚ䛹䜒䛾Ⓨゝ䜢୰ᚰ䛻䜎䛸䜑䛯䛜䚸୍㒊௨ୗ䛾ᩥ⊩䛾ㄪᰝ⤖ᯝ䛛䜙ᘬ⏝
䛄䛂䜺䜲䝆䞁䛃⏕ᚐ䛜䜔䛳䛶䛝䛯䛅 㧗ᶫṇኵ䚸䝅䝱䝻䞁䞉㻿䞉䝞䜲䝟䜶 ඹⴭ ಟ㤋᭩ᗑ
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（２）角田

仁氏 （東京都立小山台高等学校

教諭）

䛂እᅜ䛻䛴䛺䛜䜛⏕ᚐ䛾ᨭ䛸ᒃሙᡤ䛵䛟䜚䛾ヨ䜏
ከᵝ䛩䜛ኪ㛫ᐃไ㧗ᰯ䛾⌧ሙ䛛䜙䛃

ᮾி㒔❧ᑠᒣྎ㧗➼Ꮫᰯᐃไ
ᩍဨ ゅ⏣ ோ

角田 仁氏
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方を使い分けている。

「外国につながる生徒の支援と居場所づくりの試み
多様化する夜間定時制高校の現場から」

ከᵝ䛷䛒䜚䚸ᐃ⩏䛩䜛䛣䛸䛜㞴䛧䛔Ꮚ䛹䜒䛯䛱
ኪ㛫ᐃไ㧗ᰯ䛾ኚᐜ

䠍 ᅜ⡠
እᅜ⡠䛰䛡䛷䛺䛟↓ᅜ⡠䛾Ꮚ䛹䜒䜒䛔䜛
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䠎 ẕㄒ
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❧㧗ᰯ䠍䠌䠌ᰯィ⏬䚸ᮾி㒔❧㧗ᰯ䠎䠌䠌ᰯ䚹㧗ᰯධ䛾௦䜈䚹
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ປ㟷ᖺ䛜㏻䛖䛯䜑䛾Ꮫᰯ䛸䛧䛶䛾ᙺ䛜పୗ䛧䛶䛔䛟䚹
䠏 Ꮫᰯ䛾㝵ᒙ䛾୰䛷⨨䛵䛡䜙䜜䜛䚹
᪥ไᬑ㏻⛉䚸᪥ไ⫋ᴗ⛉䠄ၟᴗ䚸㎰ᴗ䚸ᐙᨻ⛉䠅䚸ᐃไᬑ㏻⛉䚸ᐃไ
⫋ᴗ⛉

ᅜ㝿⤖፧䛾Ꮚ䛹䜒䞉䞉䞉䝎䝤䝹䠄䛛䛴䛶䝝䞊䝣䛸䜀䜜䛯䠅
䜒䛯䛱䛸䜀䜜䜛䚹

䛾Ꮚ䛹

䠐 ከᵝ䜈䠄䠍䠕䠔䠌䡚䠍䠕䠕䠌ᖺ௦䠅
䛂పᏛຊ䛃䚸Ⓩᰯ䚸ᮏពධᏛ䚸䛂పᏛຊ䛃䚸㧗ᰯ୰㏥䛾ཷ䛡ධ䜜ᰯ ᡂே䛾ධ
Ꮫ Ꮫᰯ䛻䛺䛨䜎䛺䛔⏕ᚐ䚸䛂㠀⾜䛃ᑡᖺ䛾ᩍ⫱
ᩍ⫱䝉䞊䝣䝔䜱䝛䝑䝖䛾ᙺ䜢䛻䛺䛖䚹

・無国籍や日本国籍、国際結婚の子ども ( ハーフ、
ダブル、ミックス）もいる。母語も多様。

・夜間定時制高校の変容
1960 年代には 100 校あったが、現在では

200ே䜢㉸䛘䜛ᅾ᪥እᅜே
ᮾி䛿40㉸䛘䜛

50 校程度に減少した。
1975 年に東北地方からの集団就職制度が終

እᅜேⓏ㘓⪅ᩘ
2,186,121ே
䠄᭱᪂䠖2,088,872ே 2011/ᖹᡂ23ᖺ9᭶䠅
ᅜ
ෆ䚸
୰ᅜ
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㡑ᅜ䞉ᮅ㩭
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䝤䝷䝆䝹
267,456ே (12.2%)
䠄2009/ᖹᡂ21ᖺᮎ ἲົ┬䠅
ᮾி
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ෆ䚸
୰ᅜ
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㡑ᅜ䞉ᮅ㩭 115,845ே (27.5%)
䝣䜱䝸䝢䞁
30,722ே (7.3%)
䠄2010/ᖹᡂ22ᖺ10᭶ ᮾி㒔⥲ົᒁ䠅

わり、勤労青年が通うための学校としての役割
が低下していった。その後、入学してくる生徒
が抱える事情が多様化し、現在では教育セーフ
ティネットの役割を果たしている。

ከᵝ䛸䝬䜲䝜䝸䝔䜱䛾⏕ᚐ

・外国人登録者数

ከᵝ䛾୰䛷䚸䝬䜲䝜䝸䝔䜱䛾⏕ᚐ䛯䛱䛜ධᏛ䛧䛶䛟䜛

䠍 䛂㞀䛜䛔䛃䛾䛒䜛⏕ᚐ

全国で 200 万人を超える外国人登録者のう

䠍䠕䠓䠑ᖺ ᅜ㐃㞀䛜䛔⪅ᇶᮏἲ
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⤫ྜᩍ⫱䜔䜲䞁䜽䝹䞊䝅䝤ᩍ⫱䛾ᥦၐ䛸ᐇ㊶

ち、東京には 40 万人以上が住んでいる。
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᪥ᮏㄒᣦᑟ䛜ᚲせ䛺Ꮚ䛹䜒䛯䛱
μƷཞඞ

・多様化とマイノリティの生徒：
「障がい」のある
生徒、外国につながる生徒
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・
「外国につながる生徒」とは何か？ その定義は？
・学校の現場ではその時々の場面に合わせて、呼び
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・日本語指導が必要な子どもたちと高校進学率

䝭䝱䞁䝬䞊 䝧䝖䝘䝮

2

䜰䝯䝸䜹

2

1

⏕ᚐᩘ

55

㡑ᅜ

2

䝟䜻䝇䝍䞁

䜲䞁䝗

1

1

䝣䝷䞁䝇

1

1

䜲䞁䝗䝛䝅
䝁䝻䞁䝡䜰
䜰

4

1

3

3

䝛䝟䞊䝹 䝙䜹䝷䜾䜰

1
1

1
1

䝗䜲䝒

ィ

1

13

1
1

12

1

9

1
2

䛭䛾

1

2

1

1

1

1

1

1

12
1

1

46

⏕ᚐ䛾୰䛻༨䜑䜛 ⏕ᚐ䛾୰䛻༨䜑䜛
ྜ䠄እᅜ䛻䛴䛺䛜䜛⏕ ྜ䠄᪥ᮏㄒᨭ䛾ᚲせ
ᚐᩘ䠅
䛺⏕ᚐᩘ䠅
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ྜィ
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22
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䠆ᾏእᖐᅜ⏕ᚐ䜒ྵ䜐

◎東京都立小山台高校定時制の現状

全国の公立高等学校：1980 人（実際にはもっ

・15 か国 46 名の外国につながる生徒（214 名中）

と多い）

⇒東海地方などとは違い、東京都では生徒たち

都公立中学校：1090 人
（全国 2 位）
、
都立高校：
317 人（全国 2 位）

の国籍は多岐にわたっている。
・５人に 1 人が日本語支援を必要とする生徒

⇒東京都における外国籍（日本国籍保有者、私
ᮾி㒔❧ᑠᒣྎ㧗ᰯᐃไ䛾ྲྀ䜚⤌䜏

立高校進学者は含まず）の進学率は、1950 年
台の高校進学率（40% 台）と同じ状況であるこ
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とが予想される。
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・東京都小山台高校定時制の取り組み：多様な生徒
とどう向き合うか
人権教育 / 多文化共生教育

◎厳しい状況にある生徒たち

Ꮫຊಖ㞀䛸⏕䛝䜛ຊ䛾⫱ᡂ

・政治の民主化運動に身を投じる親を持ち、経済的
困難に苦しむ生徒
・中退する生徒⇒日本語がわからないため、何に
困っているのかがわからない。

ᮾி㒔❧ᑠᒣྎ㧗ᰯᐃไ䛾⌧≧
ከᵝ䛺⏕ᚐ䛸ከᵝ䛺ㄢ㢟
䠍 ከᵝ䛺⏕ᚐ䛾Ꮡᅾ

䠎 እᅜ䛻䛴䛺䛜䜛⏕ᚐ
䠍䠑䞄ᅜ䠐䠒ྡ䠄䠎䠍䠐ྡ୰䠅
୰ᅜ䚸䝣䜱䝸䝢䞁䚸䝭䝱䞁䝬䞊䠄䝡䝹䝬䠅䚸䝧䝖䝘䝮䚸䝍䜲䚸㡑ᅜ
䜲䞁䝗䚸䝟䜻䝇䝍䞁䚸䝙䜹䝷䜾䜰䚸䝁䝻䞁䝡䜰䚸䝗䜲䝒䚸䝣䝷䞁䝇䚸
䜰䝯䝸䜹䚸䜲䞁䝗䝛䝅䜰䚸䝛䝟䞊䝹
䛣䜜䜎䛷䚸䝤䝷䝆䝹䚸ᮅ㩭䚸ྎ‴䚸䜹䝯䝹䞊䞁䛺䛹
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䠍 ≉Ⰽ䛒䜛䜹䝸䜻䝳䝷䝮
䐟ᇶ♏ᇶᮏ㔜ど
䐠Ꮫᰯタᐃ䛂ᩍ⛉䛃䞉䛂⛉┠䛃
ከᩥ⌮ゎ䛸ᕷẸ⛉
䐡⥲ྜⓗ䛺Ꮫ⩦䛾㛫䛾ぢ┤䛧
䛔䛾䛱䛸ேᶒ ㌟㏆䛺ἲ ᅜ㝿⌮ゎ
ാ䛟䛸䛔䛖䛣䛸䞉䞉䞉
䐢䜅䜜䛒䛔䝇䜽䞊䝹

特色あるカリキュラム

Ꮫᰯタᐃᩍ⛉䛂ከᩥ⌮ゎ䛃䛸䛂ᕷẸ⛉䛃䛾㛤ㅮ
䐟ᩍ⛉䛂ከᩥ⌮ゎ䛃
ࠕ┠⛉ەୡ⏺ฟ࠺ࠖ㸯࣭㸰Ꮫᖺ
እᅜࡘ࡞ࡀࡿ⏕ᚐࡢᏑᅾ᪥ᮏே⏕ᚐࡢከᩥ⌮ゎᏛࢆ⫼ᬒࡋ࡚㛤ㅮࡋࡓࠋ
ᅾ᪥ࣇࣜࣆࣥேࡢᕷẸㅮᖌࢆᣍ࠸ࡓᤵᴗ➼
ࡢ࡚ࡵึࠕ┠⛉ە㡑ᅜㄒࠖࠕึࡵ࡚ࡢ୰ᅜㄒࠖ㸱࣭㸲Ꮫᖺ
⏕ࡤࡇࠕ┠⛉ەάࠖ㸱࣭㸲Ꮫᖺ
᪥ᮏㄒᨭࡢᚲせ࡞⏕ᚐᑐ㇟

・ice breaking、インタビュー授業

䐠ᩍ⛉䡞ᕷẸ⛉䛃

እᅜ䛻䛴䛺䛜䜛⏕ᚐ䛾᪥ᮏㄒᨭ䛾ྲྀ䜚⤌䜏

䖃⛉┠䛂ඹ䛻⏕䛝䜛䛃䠍Ꮫᖺ
ከᩥඹ⏕♫䛻⏕䛝䛶䛔䛟䛯䜑䛻ᚲせ䛺ᕷẸᛶ䜢㣴䛖䛣䛸䜢┠ⓗ䚹
䜰䞁䝛䞉䝣䝷䞁䜽䜢ᩍᮦ䛻䚸እᅜே䜈䛾೫ぢ䜔ᕪู䛾ゎᾘ䜢䜑䛦䛧䛯ᤵᴗ䚹
⮬ศ䛸ฟ䛖䚸⪅䛸䛸䜒䛻⏕䛝䜛䚸ᕷẸ䛸䛧䛶⏕䛝䜛䛜༢ඖ
ᤵᴗ᪉ἲ䛿䛷䛝䜛䛰䛡⏕ᚐ䛻䜘䜛άື䛸ཧຍ䜢ྲྀ䜚ධ䜜䜛䚹

•
•

䕺ᮾிᏛⱁᏛᅜ㝿ᩍ⫱䝉䞁䝍䞊䛂ከᩥඹ⏕♫䛻䛚䛡䜛ᕷẸᛶ
ᩍ⫱䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛃䛸䛾㐃ᦠ

䛂ྲྀ䜚ฟ䛧ᤵᴗ䛃䞉䞉䞉䠍䡚䠏ᖺ⏕䜎䛷
ᅜㄒ䚸ᆅṔ䚸⌮⛉䛷ᐇ
⿵⩦
ᤵᴗ๓䞉䞉䞉ᮾிእᅜㄒᏛᏛ㝔⏕
㐌䠎ᅇ
ᨺㄢᚋ䞉䞉䞉㏥⫋ᩍ⫋ဨ䝪䝷䞁䝔䜱䜰
㐌䠎ᅇ

䖃⛉┠䛂♫ཧຍ䛃䠏䞉䠐Ꮫᖺ
䝔䞊䝬䛿䚸ᮏ䛸᪂⪺䜢ㄞ䜐䚸⚟♴䚸ാ䛟䛸䛔䛖䛣䛸䚸ἲ䛺䛹䛜ෆᐜ䚹
ᕷẸㅮᖌ䛻䜘䜛ᤵᴗ䞉䞉䞉ከᙬ䛺ᤵᴗ䛻䜘䜚⏕ᚐ䛾♫ཧຍ䛾ពḧ䜢㧗
䜑䜛䚹

・多文化理解と市民科

・日本語支援：取り出し授業による並行授業
・補習：学生や退職教員によるボランティア

ᕷẸ⛉ 䠍Ꮫᖺ⛉┠䛂ඹ䛻⏕䛝䜛䛃
㐍㊰ᣦᑟ䜢䜑䛠䛳䛶
䐟 ᐃไ㧗ᰯ䛾㐍㊰ᣦᑟ
㐍Ꮫ䛸ᑵ⫋䛾ᕼᮃ䛜䛒䜛䛜䚸㐍㊰䛜Ỵ䜎䜙䛺䛔⏕ᚐ䜒ከ䛔䚹㐍㊰ᮍᐃ䚸㠀ṇつ㞠⏝䚸䜰
䝹䝞䜲䝖䛾ᘏ㛗䛜ከ䛔䚹
䐠 Ꮫᕼᮃ䛿ኪ㛫ㄢ⛬䠄㒊䠅ᕼᮃ⪅䛜ከ䛔䚹
ධᏛ㔠䛸ᤵᴗᩱ䛜ᖺᖹᆒ⚾145䚸ᅜ❧80䛿㧗䛩䛞䜛䛾䛷䚸㒊䜢ᕼᮃ䛩
䜛⏕ᚐ䛜ከ䛔䚹
䛒䜛እᅜ䛻䛴䛺䛜䜛⏕ᚐ䛜ධᏛ䛧䛯䚹䛂Ꮫ䛻ධ䜜䛶䛸䛶䜒䛖䜜䛧䛔䚹䛷䜒᪥ᮏㄒ䛜㞴䛧
䛔䛃䠄ึᖺᗘ72䚸ḟᖺᗘ45䠅䚹
䐡 㒔❧⫋ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨ䝉䞁䝍䞊
⫋ᴗ㑅ᢥ䛻⤖䜃䛴䛟䛜䚸ᤵᴗᩱ↓ᩱ䛜ᗫṆ䛥䜜䚸ᖺ11௨ୖ㈝⏝䛜䛛䛛䜛䜘䛖䛻䛺䛳
䛯䚹
䛒䜛⏕ᚐ䚸ྜ᱁䛧䛯䛜䚸㈝⏝䛜ฟ䛫䛪䛻㎡㏥䛧䛯䚹ಖㆤ⪅䛾ᙉ䛔ពྥ䛻䜘䜛䚹
䐢 ᑓ㛛Ꮫᰯ
ᕼᮃ䛿ከ䛔䛜䚸ᤵᴗᩱ䜢๓䛻䛧䛶ᝎ䜣䛷䛔䜛⏕ ᚐ䛜ከ䛔䚹ᖺᖹᆒ120䛛䛛䜛䛜䚸
⫋ᴗ䛻䛴䛺䛜䜛䛾䛷㛵ᚰ䛿㧗 䛔䚹ධᏛᚋ䛾୰㏥䛿㑊䛡䛯䛔䚹
䕿䛂⨾ᐜᖌ䛛ಖ⫱ኈ䛻䛺䜚䛯䛔䛃䝣䜱䝸䝢䞁䛾⏕ᚐ䛿䚸ኪ㛫䛾ᑓ㛛Ꮫᰯ䜢᥈䛧䛶䛔䛯䛜ᤵᴗᩱ䛜
㧗䛩䛞䛶䚸⤖ᒁධᏛ䜢䛒䛝䜙䜑䛶䛧䜎䛳䛯䚹
䕿䛂⨾ᐜᖌ䛻䛺䜚䛯䛛䛳䛯䛜䚸䜟䛯䛧እᅜே䛰䛛䜙ᑵ⫋䜒Ꮫᰯ䜒䛷䛝䛺䛔䛛䜙䜎䛰Ỵ䜑䛶䛔䛺
䛔䛃䠄䝟䜻䝇䝍䞁䛾4ᖺ⏕ዪᏊ⏕ᚐ䠅䚸᭱⤊Ꮫᖺ䜢䛒䛸ṧ䛩䛣䛸ᩘ䞄᭶䛷䛣䛾䜘䛖䛺ኌ䜢⪺
䛔䛯䚹እᅜே䛷䛒䜛䛸䛔䛖⌮⏤䛷㐍㊰䜢ྰᐃⓗ䛻⪃䛘䛶䛧䜎䛳䛶䛔䜛䚹䛹䛣䛻ㄢ㢟䛜䛒䜛
䛾䛛䚹

䠏 እ㒊䛸㐃ᦠ䛧䛯⏕ᚐᨭ
┦ㄯయไ
䜹䜴䞁䝉䝷䞊
ᆅᇦ䛾ᨭᅋయ
䝺䜺䞊䝖䛚䛚䛯䠄እᅜேᨭ䠅
ᮾிྖἲ᭩ኈ
䠪䠬䠫 㢼㞾♫୰䠄㞀䛜䛔⪅䛾⮬❧ᨭ䠅
䜰䞁䝣䜯䞁䝟䝺䝑䝖䜋䛛 Ꮫ⏕ Ꮫ㝔⏕
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◆放課後支援：離婚した親を持つ生徒へのサポー
ト（大学生による学習支援・相談）
䖃㧗ᰯ⏕ὶ䝣䜵䝇䝍
㧗ᰯ䜢㉸䛘䛯䛴䛺䛜䜚ྜ䛔
₇ዌ䚸ḷ䛸䝎䞁䝇䚸⮬ᕫ⤂䚸ඛ㍮䛛䜙䛾䝯䝑䝉䞊䝆䚸⮬ᕫ⤂䚸䝀䞊䝮䛺䛹䜢㏻䛧䛶ὶ䛩䜛(3ᖺ㛫
ྲྀ䜚⤌䜣䛰䠅䚹

≉Ⰽ䛒䜛Ꮫᰯ㐠Ⴀ㐃⤡༠㆟䛾䝯䞁䝞䞊
䠍 ከ䛟䛾Ꮫᰯ䛿䚸୰Ꮫᰯᰯ㛗䚸PTA䚸⏫ෆ䚸㆙ᐹ䚸ᾘ㜵䚸ྠ❆䛺䛹
䠎 ᑠᒣྎ㧗➼Ꮫᰯᐃไ䛾ሙྜ
Ꮫ㆑⪅䛸ᆅᇦ䛾ᨭ䛾᪉䛻䛚㢪䛔䛧䛶䛔䜛䚹
బஂ㛫Ꮥṇ
ྜྷ㇂Ṋᚿ
Ἑ㊰⏤ె
ఀ⸨⨾㔛
ᮌᮧඖ⣖
㕥ᮌᙪ

ඖ❧ᩍᏛ ᩍᤵ
ᮾிᏛⱁᏛᅜ㝿ᩍ⫱䝉䞁䝍䞊 ᩍᤵ
ᮾிእᅜㄒᏛᏛ㝔⥲ྜᅜ㝿Ꮫ◊✲ဨ ᩍᤵ
䠥䠳䠟ᅜ㝿ᕷẸ䛾 ඖ௦⾲
䛧䛺䛜䜟ேᶒ䜴䜵䞊䝤 ௦⾲
䝺䜺䞊䝖䛚䛚䛯௦⾲⌮ 䠫䠟䠪䡁䡐 ඖ௦⾲

・部活動、文化祭
・大学に行こうプロジェクトへの参加

◆学校運営連絡協議会：学識経験者、地域の日本

・高校生交流フェスタ

語教室の方をメンバーに迎える。

ᅜ㝿ὶ⌜ ぢᏛ䞉䝞䞊䝧䜻䝳䞊
◆居場所づくり
⏕ᚐ䛾ᒃሙᡤ䛵䛟䜚䛸ὶάື
እᅜ䛻䛴䛺䛜䜛⏕ᚐ䛸᪥ᮏே⏕ᚐ䛾ὶ
䖃ᅜ㝿ὶ⌜
䠍 ┠ⓗ
䠄䠍䠅⏕ᚐ䛾ᅜ㝿ὶάື䜢䛚䛣䛺䛖
䠄䠎䠅እᅜ䛻䛴䛺䛜䜛⏕ᚐ䛾ὶ䛾ሙ䛸䛩䜛
䠄䠏䠅⏕ᚐ䛾Ꮫᰯ䜈䛾ᐃ╔䛾ሙ䛸䛧䛶䛾ᒃሙᡤ䛵䛟䜚
䜢䜑䛦䛩

㧗ᰯ⏕ὶ䝣䜵䝇䝍䞉䞉䞉እᅜ䛻䛴䛺䛜䜛⏕
ᚐ䛸᪥ᮏே⏕ᚐ䛾ὶ ᖺ䠍ᅇ㛤ദ

䠎 άືෆᐜ
䠄䠍䠅ᴦ䛧䜐
䝇䝫䞊䝒䝀䞊䝮䜔䝞䞊䝧䜻䝳䞊(₻㢼බᅬ䠅䛺䛹
ᩥ⚍(ᫍ㟖⚍䠅䜈䛾ཧຍ䠄ᒎ♧䚸ྜၐ䚸ᒇྎ䛺䛹䠅
䠄䠎䠅Ꮫ䜆䡡య㦂䛩䜛
ぢᏛ䜔ඛ㍮య㦂ㄯ䛺䛹
䐟 㐣ཤ䛾ぢᏛ䜶䝸䜰
ᮾிᆅ᪉ุᡤ䚸Ụᡞᮾி༤≀㤋䚸ᶓ⥙බᅬ(㟈⅏⿕ᐖ⪅៘ 㟋ᇽ䠅䚸
᪥ᮏ䝔䝺䝡䚸ᶓᾏእ⛣ఫ㈨ᩱ㤋䚸୰⳹⾤䚸᪩✄⏣Ꮫ䚸❧ᩍᏛ䚸 ụ⿄
୰ᅜே⾤䚸᪂ஂಖ(ከᅜ⡠䝍䜴䞁䠅䚸㧗㯇༤≀㤋䚸ᅾ᪥㡑ே㈨ᩱ㤋䚸 Ụ䝜
ᓥ䚸㙊䚸㒔❧₻㢼බᅬ䚸ୖ㔝බᅬ(༤≀㤋䠅䚸ᅜ(⾗㆟㝔䠅䚸䜸䝨䝷㚷
㈹䚸ᖹグᛕᒎ♧㈨ᩱ㤋䚸ᮾி㒔ᗇᒎᮃྎ䛺䛹

䝖䞊䜽䝍䜲䝮 䜾䝹䞊䝥䛻䛺䛳䛶ヰ䛭䛖

䠄䠏䠅ฟ䛖
⌜ဨྠኈ䛾䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䜢䛿䛛䜛
ᝎ䜏䜔ᅔ䜚䚸Ᏻᚰឤ
䛰䛱䛾䝹䞊䝒䜔ᩥ䛻ゐ䜜䜛
䕿㧗ᰯ⏕ᅜ㝿ὶ䝣䜵䝇䝍䛻䠏ᅇཧຍ䛧䛯䚹
䕿⚄ዉᕝ䛾እᅜ䛻䛴䛺䛜䜛⏕ᚐ䛾ὶ䠄䜸䝹䝍䝪䜲䝇䡡䜻䝱䞁䝥䠅
䜈䛾ཧຍ
䕿ᅜᅾ᪥እᅜே⏕ᚐὶ(රᗜ䠅䜈䛾ཧຍ
䠄䠐䠅Ꮫ䛻⾜䛣䛖䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛻ཧຍ
⚄ዉᕝ䛾ME–net䛸᪩✄⏣Ꮫ䛸䛾䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛻ཧຍ䛧䛯䠄2013䡚䠅
䝁䝻䞁䝡䜰䛾⏕ᚐ䛸୰ᅜ䛾⏕ᚐ

-32-

・多言語による保護者会（通訳付き）

䝣䜱䝸䝢䞁䛾䜾䝹䞊䝥䛻䜘䜛䝎䞁䝇
⏕ᚐ䛾ᨭ䐠 ⏕ᚐ┦ㄯ
Ᏻᚰ䛧䛶Ꮫᰯ䛻㏻䛖䛯䜑䛻

┦ㄯ䛾ᐇ䠄䠎䠌䠍䠏䡚䠅

䠍 䝺䜺䞊䝖䛚䛚䛯䠄⏣༊䠅
ẖ᭶➨䠏ᮌ᭙᪥䛾ኪ
┦ㄯ
㏻ヂ䠄୰ᅜㄒ䚸䝧䝖䝘䝮ㄒ䠅䜒๓䛷䛒䜜䜀䛚㢪䛔䛷䛝䜛
ᅾ␃㈨᱁䚸㐍㊰䚸䜰䝹䝞䜲䝖䚸⏕ά䛾ᝎ䜏䜋䛛
䠎 ᮾிྖἲ᭩ኈ
ẖ᭶➨䠍ᮌ᭙᪥䛾ኪ
ἲᚊ┦ㄯ䚸䛚㔠䚸ᐙ᪘䚸㐍㊰䚸ே㛫㛵ಀ䝖䝷䝤䝹䛺䛹䚹
䠎ྡ䛾ྖἲ᭩ኈ䛾᪉䛜᮶ᰯ

⏕ᚐ䛾ᨭ䐟

ከゝㄒಖㆤ⪅䛾ྲྀ䜚⤌䜏

䕿እᅜ䛻䛴䛺䛜䜛⏕ᚐ䛾ಖㆤ⪅䛸⏕ᚐ䜢ᑐ㇟䛻䛧䛯ಖㆤ⪅
䕿㏻ヂ䛿ᆅᇦ䛾ᨭ䜾䝹䞊䝥䛾䠫䠟䠪䡁䡐䛸㞴Ẹᴗᮏ㒊䛻౫㢗
䝍䜲ㄒ䚸䝍䜺䝻䜾ㄒ䚸䝭䝱䞁䝬䞊ㄒ䚸୰ᅜㄒ䚸䝧䝖䝘䝮ㄒ➼䛻䜘䜛ྠ㏻ヂ䚹
䕿๓༙䞉䞉䞉Ꮫᰯ䛾䛧䛟䜏䚸ᡂ⦼䚸㐍⣭䚸༢ㄆᐃ䚸⏕ᚐᣦᑟ䚸Ꮫᰯ䛾䝹䞊䝹䚸
㐍㊰ᣦᑟ䚸᪥ᮏㄒᨭ➼䛻䛴䛔䛶䛾ㄝ᫂䚹
䕿ᚋ༙䞉䞉䞉ᢸ௵䛸ಖㆤ⪅䚸⏕ᚐ䛜㏻ヂ䜢䛧䛶䛾㠃ㄯ䚹
䕿ᡂᯝ䞉䞉䞉ಖㆤ⪅䛛䜙䛿ዲホ䚹ẖᅇཧຍ䛩䜛ಖㆤ⪅䜒䛔䜛䚹
䛒䜛䝭䝱䞁䝬䞊㞴Ẹ䛾⏕ᚐ䞉䞉䞉䠐ே䛾ᨭ⪅䛻༠ຊ䛧䛶䜒䜙䛳䛯䚹

ከᩥඹ⏕䛾Ꮫᰯ䛵䛟䜚 㒔❧ᑠᒣྎ㧗ᰯᐃไ
䠍
䠎
䠏

䜰䞁䜿䞊䝖䛾⤖ᯝ䠄10ྡ䠅
ཧຍ䛧䛶䜘䛛䛳䛯䠖100%䚸ㄝ᫂䜢⌮ゎ䛷䛝䛯100%䚸㏻ヂ䛜䛴䛔䛶䜘䛛䛳䛯
100%䚸䛣䛾ḟ䜒ཧຍ䛧䛯䛔䛛䠖100%䚸ᚲせ䛰䛸ᛮ䛖䛛:100%
ពぢ䠖ፉ䛾Ꮫ⩦≧ἣ䛻䛴䛔䛶▱䜚䛯䛔䚹Ꮚ䛹䜒䛾ᡂ⦼䚹Ꮚ䛹䜒䛾Ꮫᰯ䛷䛾
ែᗘ䚸Ꮫᰯ䛷䛾つ๎䛸♫䛾䝹䞊䝹䚹

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛾ேᶒᩍ⫱◊✲ᣦᐃᰯ(2013)
ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ䛾ேᶒᑛ㔜ᩍ⫱◊✲ᣦᐃᰯ䠄2011
䡚2012)
Ꮫᰯබ㛤ᤵᴗ
䠎䠌䠍䠐ᖺ䠎᭶䠍䠕᪥䠄Ỉ䠅 䠎䠌᪥䠄ᮌ䠅
䠍䠓䠏䠌ศ䡚䠎䠍䠌䠑ศ
䜅䜜䛒䛔䝇䜽䞊䝹≉ูᤵᴗ
䝅䝔䜱䝈䞁䝅䝑䝥ᩍ⫱䛾ᤵᴗ
᪥ᮏㄒᨭ䛾ᤵᴗ
䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛤ぴ䛟䛰䛥䛔䚹

http://www.koyamadaih.metro.tokyo.jp/cms/html/catego
ry/26/index.html

ከゝㄒಖㆤ⪅

◆子どもたちの人権保障：すべての子どもたちは
教育を受ける権利を持っている。

（３）海老原

周子氏 （しんじゅくアートプロジェクト

代表）

SHINJUKU
ART
PROJECT

海老原 周子氏
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創造的事業」に採用されたのが始まり。平成 24

◆しんじゅくアートプロジェクトとは

年度新宿区協働事業に採用される。

外国にルーツを持つ子どもたちと若者たち、
日本人の子どもたちを対象に、芸術家の方々を

・芸術家を招き、外国にルーツを持つ高校生 20 名

招いてワークショップを開き、共同制作を通じ

を対象とした映像ビデオを共同製作する事業を

て子どもたちの様々な活動をサポートしている

行う。新宿区で学習補助活動を行っている団体
「みんなのおうち」の教室に通う子どもたちが参

団体

加した。
ᮏ᪥䛾ὶ䜜

・写真、映像、ダンス、音楽のワークショップ

䞉ᴫせ
䞉άື⤂DVD

“Different is beautiful”

MISSION

䞉⫼ᬒ䞉Ṕྐ

“Diversity is potential”

䞉䝭䝑䝅䝵䞁䞉┠ⓗ
䞉άືෆᐜ 䠄WS/ࢥ࣑ࣗࢽࢸ/䝴䞊䝇/Outreach)

Shinjuku Art Project believes “diversity” enriches the society.

䞉䜲䞁䝟䜽䝖䠄Ꮚ䛹䜒䚸䜰䞊䝔䜱䝇䝖䚸ᆅᇦ䚸䜎䛱䛵䛟䜚䚹♫䠅

ከᵝᛶ䜢ᙉ䜏䛸ឤ䛨䜙䜜䜛♫䜢┠ᣦ䛧䛶

䞉䛣䜜䜎䛷䛾䛚ヰ 䛸 䛣䜜䛛䜙䛾䛚ヰ

᪥ᮏ䛻䛿䚸䛭䜜䛮䜜䛾⏕䜎䜜⫱䛳䛯⎔ቃ䜔ቃ㐝䛾㐪䛔䛛䜙

䞉Q&A

“ከᵝ䛺䝞䝑䜽䜾䝷䜴䞁䝗”䜢ᣢ䛱ྜ䜟䛫䛯Ꮚ䛹䜒㐩䛜䛯䛟䛥䜣䛔䜎䛩䚹
⚾䛯䛱䛿䚸䛭䛾䇾ከᵝ䛺䝞䝑䜽䜾䝷䜴䞁䝗䇿䛣䛭䛜ᙼ䜙䜢䚸
䛭䛧䛶⚾䛯䛱䛾⏕䛝䜛♫䜢
䜘䜚୍ᒙ䜖䛯䛛䛻䛧䛶䛔䛟䝏䜹䝷䛷䛒䜛䛸䚸ಙ䛨䛶䛔䜎䛩䚹
⚾䛯䛱䛜ྲྀ䜚⤌䜐䜰䞊䝖䞉⾲⌧άື䛾ᶵᥦ౪䛿
䛣䛖䛧䛯Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛾䇾ከᵝᛶ䇿䜢⮬⏤䛻ᘬ䛝ฟ䛩䝒䞊䝹䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜎䛩䚹
䜰䞊䝖䜢య㦂䛩䜛ᶵᥦ౪䛻䜘䛳䛶
Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛜䚸ከᵝᛶ䜢ᙉ䜏䛸ឤ䛨䜙䜜䜛♫䜢┠ᣦ䛧䛶䚹
ከᵝ䛺䝞䝑䜽䜾䝷䞁䝗䜢ᣢ䛴Ꮚ䛹䜒䛜ከ䛟ఫ䜐⾤䞉᪂ᐟ䛛䜙
⚾䛯䛱䛿άື䜢ᒎ㛤䛧䛶䛔䛝䜎䛩䚹

BACKGROUND
䕺᪂ᐟ䞉ஂಖ
䞉10ே䛻䠍ே䛜እᅜ⡠ఫẸ䚹

◆国際交流と多文化共生は表裏一体

䞉እᅜ䝹䞊䝒䛾Ꮚ䛹䜒㐩䛜බ❧ᑠ୰Ꮫᰯࡢ⣙㸴ࠊ㸵
䞉እᅜ⡠ఫẸ䛾Ꮩ❧䚸᪥ᮏ♫䛸䛾ᦶ᧿

・国際交流は伝統的な文化紹介などのきれいなイ

䕺ከᩥඹ⏕䛂ၥ㢟䠛䛃
䞉ᅜ㝿ὶ䠋ከᩥඹ⏕ 䠄䠎䛴䛾䝁䜲䞁䛾⾲䠅

メージが強いが、多文化共生問題では「○○が

䞉እᅜ䝹䞊䝒䛾Ꮚ䛹䜒㐩䠙ከᩥඹ⏕䛂ၥ㢟䛃䠛
䞉ᅾఫእᅜே䛾Ꮚ䛹䜒㐩䠙ᮍ᮶䛾♫䜢䛴䛟䜛ே㈈

できない」といったネガティブなイメージが多
い。
・子ども自身ではなく、社会の仕組みに問題がある
のではないか。厳しい状況下での自発性や柔軟
◆活動拠点：新宿・大久保

性、多様性に関する寛容さなど、子どもには様々

・10 人に 1 人が外国籍住民

な可能性が潜在している。多様性を持った子ど

・外国にルーツを持つ子どもたちが小中学校の約 6

もたちこそが未来の社会の担い手である。
・アートを通じて、多様性を強みと感じられる社会

～7割

を目指す。

・外国籍住民の孤立化、日本社会との摩擦
HISTORY

AIM

㻞㻜㻜㻤ᖺ 䠄⊂䠅ᅜ㝿ὶᇶ㔠♫ෆබເไᗘ 䛂ඛ㥑ⓗ䞉㐀ⓗᴗ䛃䛻᥇⏝䚹
㻞㻜㻜㻥ᖺ ᪂ᐟ༊ෆ䛾Ꮫ⩦⿵ຓᅋయ䛸ඹദ䛧䛂୰㧗⏕䛻䜘䜛ᫎീඹྠไసᴗ䛃
㻞㻜㻝㻜ᖺ 䛂ஂಖ䜰䞊䝖䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛃䛸䛧䛶ᫎീ䚸┿䚸ᕤస䚸䝎䞁䝇䛾㼃㻿ᐇ
䛯䛛䛸䜚䝁䝭䝳䝙䝔䜱䝉䞁䝍䞊䠄⚄ᡞ䠅䚸ᮾிእᅜㄒᏛ䚸䠄⊂䠅ᅜ㝿ὶ
ᇶ㔠䛻䛶
సရ䛾ᒎ♧ୖᫎ䚸άືⓎ⾲
㻞㻜㻝㻝ᖺ ௵ពᅋయ䛧䜣䛨䜕䛟䜰䞊䝖䝥䝻䝆䜵䜽䝖タ❧
ᫎീไసྜᐟ䚸⌧௦䜰䞊䝖䚸䝇䝖䝸䞊䝖䝎䞁䝇䚸┿㼃㻿䚹
䝤䝷䝆䝹ேᏛᰯ䚸ᐃไ㧗ᰯ䚸⏣༊䚸⚟⏕䛷䛾ฟᙇ䜰䞊䝖㼃㻿
㻞㻜㻝㻞ᖺ ᖹᡂ㻞㻠ᖺᗘ᪂ᐟ༊༠ാᴗ᥇⏝䚹
䜻䝸䞁㈈ᅋຓᡂᴗ䚸᪥ᮏᩍ⫱බົဨᘯ῭ຓᡂᴗ᥇⏝
㻞㻜㻝㻟ᖺ ᖹᡂ㻞㻡ᖺᗘ᪂ᐟ༊༠ാᴗ䠄䠎ᖺ┠䠅
㻞㻜㻝㻟㻭㼟㼍㼔㼕㻭㼞㼠㻲㼑㼟㼠㼕㼢㼍㼘ཧຍᅋయ᥇ᢥ

እᅜ䛷䛾⏕ά䜢Ⴀ䜐ୖ䛷䞉䞉䞉
䐟䛭䛾ᅜ䛾ゝⴥ䞉ᩥ䜢▱䜛䞉Ꮫ䜆
䐠⮬❧䠄䛭䛧䛶䛭䜜䜢ᚓ䜛Ⅽ䛾ᩍ⫱䠅
䐡㐩䠄䝩䝇䝖♫䛸䛾䛴䛺䛜䜚䠅

䜰䞊䝖䜢䛳䛯ඹྠసᴗ䜢㏻䛨䛶䚸
㐩䜢䛴䛟䜛䚹᪂䛧䛔య㦂䜢䛩䜛䚹
ୡ⏺䛸ᆅᇦ䛸䛴䛺䛜䜛䚹
䜂䛸䛵䛟䜚

䜎䛱䛵䛟䜚

䐟⾲⌧䞉ఏ䛘䜛䞉ඹྠ䛩䜛䛸䠙⏕䛝䜛ຊ

䐟ᆅᇦ♫䛸䛴䛺䛠

䐠సရ䜢䛴䛟䜛㐩ᡂឤĺ⮬ᑛᚰĹ䚹

䐠䝉䜲䝣䝔䜱䝛䝑䝖䛸䛧䛶ᶵ⬟

䐡Ꮚ䛹䜒䜈䛾䜶䞁䝟䝽䝯䞁䝖

䐡䜰䞊䝖సရĺ⾤䜢㇏䛛䛻

◆これまでの活動

◆外国での生活

・6 年前に活動を開始し、3 年前に団体設立。行

・言葉・文化を知る

政独立法人国際交流基金社内公募制度「先駆的・

・仕事を得るための教育
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・ホスト社会、人と人とのつながり⇒アートを使っ

ACTIVITIES PHOTOGRAPHY WORKSHOP

た共同作業を通じてつながる。
WHY WE USE ART?
䛂ከᵝᛶ䛾୰䛷⏕䛝䜛䛃
䛂ከᵝᛶ䛃䠙䛂㐪䛔䛃䛸୍⥴䛻⏕ά䛩䜛䛣䛸䛿䚸
⡆༢䛺䛣䛸䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹
䛷䛿䚸䛹䛖䛧䛯䜙㐪䛔䜢䝥䝷䝇䛸ᤊ䛘䜙䜜䜛䛾䛷䛧䜗䛖䛛䠛
䛄䜰䞊䝖䛻䜘䜛ඹྠయ㦂䛾ᥦ౪䛅
䐟␗㉁䛷䛒䜛䛣䛸䚸ከᵝᛶ䛷䛒䜛䛣䛸䛿䚸ዲ䜎䛧䛔䛣䛸䚹
䐠ㄡ䜒䛜⡆༢䛻ཧຍ䛷䛝䜛䞉ఏ䛘䜙䜜䜛䚹
䐡ゝⴥ䛷䛿ఏ䛘䜙䜜䛺䛔䜒䛾䜢ఏ䛘䜛䚹

《写真》
・個人作業。1 人 1 台のカメラを使い、テーマを
決めて自由に撮影する。

◆なぜアートなのか？
・違いをプラスにとる→芸術はオリジナリティが求

・ポストカードに印刷し、それらをボードに張り、
自分の作品にタイトルをつける。

められる。
・言葉ではないものを使い、誰でも簡単に参加でき

・皆で各作品のタイトルを想像した後、最後に作成
者自身がタイトルを発表。

る。

⇒視点や考え方の多様性をビジュアルで体験する

・様々な視点、価値観に働きかけることができる。

ことが狙い。

◆活動：4 つのワークショップ（ビデオ、写真、ダ

・教育現場の大人にとっても、子どもの様々な視点

ンス、音楽）を月１回行う

に気づく機会となっている。

・プロの芸術家を招き、５～ 30 名の多文化の子ど
もたちが参加。

ACTIVITIES DANCE & PERCUSSION WS

・外国にルーツを持つ子どもたちだけでなく、日本

2012
ኟఇࡳ࣮⛅ࡢ࠾⚍ࡾࡅ࡚
ࣇࣜࣆࣥࡢ୰㧗⏕ࢆ୰ᚰཧຍ

の子どもたちも参加できる。いろいろな子ども

2013
᭶㸯ࡢඣ❺㤋ᴗࡋ࡚ᐇᆅ
ᮏሷ⏫ᆅᇦ࣭ஂಖᆅᇦ࡛ࡢᕪ

が参加するという状況を作ることが大切。

୰Ꮫ⏕䠄䝎䞁䝇䠅䚸ᑠᏛ⏕䠄䛯䛔䛣䠅䛾

・中学生、高校生を対象としているが、それより下
の年齢の兄弟姉妹も一緒になって参加すること
もある。また、学習支援側のシニア層も参加し、
幅広い年齢層の人が集まる。
ACTIVITIES

VIDEO WORKSHOP

《ダンスとパーカッション》
・夏休みに週１回のペースで集中的に練習し、地域
のお祭りで発表する。
・体を動かしながら、異年齢の交流が活発に行われ

䞉ᫎീ䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥

る。

䜰䜲䝇䝤䝺䞊䜻䞁䜾ĺ䜴䜷䞊䝮䜰䝑䝥
ࢢ࣮ࣝࣉศࡅĺᙳĺ⦅㞟ĺୖᫎ
࣭ࢳ࣮࣒ࣅࣝࢹࣥࢢ
࣭ᙺศᢸ
࣭௰Ⰻࡃ࡞ࡿ
࣭ᆅᇦࢆ▱ࡿ

《ビデオ撮影》
チームで一緒に作り、最後に発表を行う。テーマ
は与えるが、やりたいことをやっていい。
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ACTIVITIES

ACTIVITY 䞊 COMMUNITY

MUSIC WORKSHOP
䛂⮬ศ䛾䝹䞊䝒䛻䜚䜢ᣢ䛴䛃
䜢䝔䞊䝬䛻䠏ே䛾䜰䞊䝔䜱䝇䝖䛜ཧຍ
GOW 䝣䜱䝸䝢䞁/䝇䝁䝑䝖䝷䞁䝗 ᪥ᮏ⫱䛱
䛚䜏䜖䛝CHANNEL ᒣ 䝷䝑䝟䞊
O.G.Sacred 䝬䝙䝷 䝖䞁䝗䠄䝇䝷䝮⾤ฟ㌟䠅
ᅜ㝿ὶᇶ㔠䝬䝙䝷ົᡤ䛸䛾ඹദ

άືணᐃ
䞊Sing for Philippine䞊
ྎ㢼䝶䝷䞁䝎䜈䛾⯆ᨭ䛸䛧䛶䝏䝱䝸
䝔䜱䝋䞁䜾䜢ไస䛧䚸i-tune䛻䛶㓄ಙ䚹
㉎ධ㈝䜢䝣䜱䝸䝢䞁䛻ᐤ䚹

《音楽》

・毎年大久保祭りに参加し、ダンスを披露する。

・
「自分のルーツに誇りを持つ」をテーマに、ルー
ツの異なる 3 人のアーティストを招く。

・写真、映像作品は図書館等で展示する。
⇒地域に出していくことは大切。日本社会の意識

・アジアのルーツがある場合にはそれを隠す傾向が

を変えないと何も変わらない。

ある。自分が外国人であることを隠し、親の存

INTERCULTURAL CITY

在を恥ずかしがる子どもたちに、自分のルーツ
にもっと誇りを持ってほしい。

◆ワークショップの成果：地域での発表
ACTIVITY 䞊 COMMUNITY

ART(MALAYSIA) MBA(BERLIN)

ACTIVITY 䞊 COMMUNITY

Art-Ed

䝧䝹䝸䞁ᏛMBA䝁䞊䝇

䝬䝺䞊䝅䜰䛾䜰䞊䝖NPO䚹
䞉䝁䝭䝳䝙䝔䜱䜰䞊䝖
䞉㟷ᑡᖺ⫱ᡂ䚸ᆅᇦάᛶ
䞉䜰䞊䝖䜾䝑䝈䛾సᡂ

Social Business
䞉䜎䛱䛒䜛䛝
䞉ὶ
䞉䜿䞊䝇䝇䝍䝕䜱

◆海外との交流：イタリアの移民の多い都市の団
体との交流、マレーシアとベルリンからの視察
ACTIVITY 䞊 YOUTH

⮬Ⓨⓗ䛺άື䛾䝃䝫䞊䝖
䞉┿WS䛜䛝䛳䛛䛡䛸䛺䜚䝴䞊䝇άື
䞉ཎᐟ䛾䜹䝣䜵䛻䛶┿ᒎぴ
䞉JTB䜾䝹䞊䝥䛾CSRάື䛻ཧຍ
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《子どもたちの変化》

ACTIVITY 䞊 AAF

・ここに来れば新しい人に会える、友達ができる。
・高校生になったときに昔の友達と集まれる。学習
支援を卒業した後の居場所。
IMPACT YOUTH & CHILDREN
Ꮚ䛹䜒㐩䛾ኚ
㐩䛜䛷䛝䜛
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《大人の変化》
・子どもたちから学び、パワーをもらう。
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・作品や活動を通じ、外国にルーツを持つ子どもの
存在が可視化された。

◆参加する子どもたちについて
・当時中学生だった子どもが大学生になり、サポー
ト側として携わるようになった。
・義務教育後の子ども達の参加が増え、自分たちで
活動を始めることが多くなった。
・近くに学習補助組織がない、遠いエリアの子ども
たちも来るようになった。
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◆これからのお話
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◆新しい役割：子どもの進路相談において、適切
な機関に橋渡しをすること。
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パネルディスカッション
◇今後の課題
社会的な機能を果たしている。勉強を教えるだけ

中西：
高校入学後の留年やドロップアウトが問題に

でなく、生徒が学校に定着するための試みがどう

なっている（勉強についていけない、将来どうして

しても必要であり、その試みが生徒の希望進路の

いいか、何のために学校に行くのかがわからない、

選択につながるのであれば、学校を造り替えてい

相談する人がいない）
。

くようなことも必要になってくる。そのためには、

かつて活動をしていた学生やサポートを受けて

教員だけでなく地域の力や大学・研究者などのサ

いた子どもが大人になり、悩みを抱える高校生た

ポートも必要である。また、語学能力を生かせる

ちに、当事者の立場として自分の人生を語り、相

ような受け皿があれば、能力が発揮される。

談に乗りたいという声も。
⇒当事者同士の支え合い、身近なロールモデル
としての存在。勉強を教えるだけでなく、社会で
生きていく力を一緒につける。

角田：
かつての学校は勉強するだけの場であり、先生
からアドバイスをもらうことはあまりなかった。し
かし、今の夜間高校はセーフティネットとしての
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海老原：

は、楽しみなイベントとしての位置づけのものと、

新しい友達ができると言う子がいる一方で、飽

継続的に参加できるような活動（冊子の編集など）

きてしまう子もいる。また、最初は斜に構えている

を検討している。継続的な事業のためには安定し

子でも、夢中になって取り組むようになる。今後

た組織との連携が必要である。

◇子どもたちの反応
かごバスケや映画を撮る中で、授業では見られな

中西：
小中学生からの率直な意見はあまりないが、反

い表情や自発的な一面が見られる。

抗期ながらも毎回イベントに来る。かつての子ど
もたちからは、自分が自分らしくいられる場所で、

海老原：

違うのが当たり前という居心地の良さがある、と言

２年前にインタビューを行ったところ、自分が

う声もある。勉強を教えることがメインだが、居

素でいられる、学習ボランティアの人に会えるだか

場所としての機能も果たせているのではないかと

ら参加するという子どもたちが多いことが分かっ

思う。また、CCS がきっかけでつながった関係が

た。その一方で、飽きてしまう子、さらに高いハー

その後も続いている。人と出会いつながる場を提

ドルを求める子も出てくる。これまでは楽しいこ

供できたと思う。

と、遊ぶことがメインだったが、それでは飽きてし
まう子も出てくる。さらに次のステップへ行く必要
がある。ルーツを語ることを織り交ぜたりすること

角田：
生徒たちにお互いにインタビューしてもらって

も必要だろう。また、小学生の子たちが忙しそう

いる。それぞれに役割を決めてルーツを聞き合って

にしているのが気になる。指導要領など、子ども

もらったところ、生徒たちは自信をもって、生き生

たちを取り巻く環境が変わっている。子どもにとっ

きと自分のことを話していてびっくりさせられた。

て刺激が多すぎるのかもしれない。

質疑応答
《CCS の今後 10 年 20 年先の方向性と今後の課題は？》
のような組織化が必要か？

中西：

学生の４年間という限られた活動期間の中で、

CCS が設立されて 20 年、
私が携わるようになっ
て 12 年が経つ。高校進学支援をしているが、夢や

サポートする方も大変なのではないか。

目標がない中で勉強するのは難しい。親以外の大人
を知らない子が多いので、社会にどんな仕事があっ

中西：

て、どうやって辿り着くのかを考える力をつける

自分自身の将来が定かではない大学生が、子供

必要がある。今後は学習支援と共に、高校生の進

のキャリア支援を行うのは難しい。キャリア支援

学支援やキャリア教育にも力を入れていきたい。

の担い手として、日本人を含む OB・OG の社会人
たちが手を挙げてくれている。学生が活躍できる
場と、それでは補えきれない場面は社会人と学生

梶村：
CCS は学生のサポーターが活動しているが、ど

が共同で取り組んでいけたらいいと思う。
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《定時制高校の市民科の目的と内容は？》
中学も終わり頃になってくると、将来自分がどのよ

角田：
シチズンシップ教育を取り入れている。若者た

うな人間になり、どのように社会に役立っていくの

ちが主権者・市民として主体的に社会に参加するこ

か、というようなことを考える時期を迎える。中学

と、民主主義、人権、法の支援について学んでい

での受験勉強、高校での授業は、子どもたちにとっ

くことがポイントである。東京都立小山台高校の

て本当に大切である。これまでは子どもの支援と言

シチズンシップ教育は、多文化共生社会に生きる

うと、小中学生が主な対象であったが、今後は高校・

市民を育てることをテーマとしている。15 か国の

大学から社会人に至るステップにおける支援の話

生徒がいる環境の中で、いじめや差別をすること

も出てくるだろう。

なく、いかにして共に生き、学んでいくことが出
来るのか。社会に出たときにお互いを尊重し合い、
共に社会を形成していくか、という視点から生徒
をサポートしていくことがこの授業の目標である。
教科書による知識の注入ではなく、子どもたち自
身に考えさせる工夫をしている。

梶村：
物事の考え方ができるようになる年代がある。

《作品を見る人とのつながりをどのように作っていくのか？》
ことを意識している。また、6 年間の活動を積み

海老原：
多文化共生だけではなく、アート NPO としての

重ね、発表しきれない作品も出てきている。今後

側面も持っており、講演を行うこともある。アサ

はそれらを集めて展覧会やビデオ上映などによる

ヒ芸術財団が地域の様々なアート NPO を集めて行

発表の場を設けたいと考えている。今の社会を作っ

う「アサヒアートフェスティバル」にも参加し、地

ている 20 代から 40 ～ 50 代の世代に対する啓蒙

域の人をつなげるようなアート活動をサポートし

活動、活動について知ってもらうことに取り組みた

ている。アート活動には地域づくりに焦点を置い

い。
「外国にルーツをもつ」という意味そのものや、

たものが多いが、その中に外国人の存在が入って

子どもの「在日韓国人」の存在についてはまだ知ら

いない。多文化共生でも国際交流でもない他のジャ

れていない。アートを通じて知られていない部分

ンルの活動に積極的に参画し、発表する場を持つ

を可視化していくことが重要なミッションである。

《日本語ではない母語保持の機会を持っているか？》
梶村：

大阪府立高校のうち何校かが母語保持の授業を

活動の中で、子どもたちの母語についてどのよ
うに見ているか？

行っている。小山台高校では選択科目として韓国
語と中国語の授業を設置している。在日 2、3 世
の生徒がそれらの授業を選択することは可能だが、

角田：

それらを母語とする生徒たちは日本語の授業を選

都立高校では母語保持の取り組みは見られない。

択する。
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中西：

海老原：

以前、CCS では母語教室をやっていたが、当時

学習支援等の教育活動は行っていないので、母

は小学生くらいの小さい子どもが多く、保護者が

語教育にも取り組んでいない。音楽ワークショップ

協力して母語教育を行っていた。近年は中学進学

では、メロディを作った上で多言語の歌詞を作る試

後に来日する子どもが増え、彼らは来日から 1 ～

みをしている。参加者にはフィリピン人の子どもも

2 年で受験を迎える。そのため、
受験に向けたサポー

多くおり、フィリピンが台風被害を受けた時には

トがメインになり、母語教育を行える余力がない。

音楽を作って ITunes で配信し、その利益を現地に

比較的大人になってから来日した子どもは母語力

届けた。そのような活動の際に母国のことを意識

があり、外でのみ日本語を使っている。彼らの中

し、
母語を活用する取り組みしている。その一方で、

にはさらに母語力を高めるために、大学で母語を

日本生まれの子にとって「○○の国の子だから言葉

勉強する子もいる。その一方で、日本で生まれた

もできるよね？」と言うのは、その子にとって大き

子どもの多くは、母語が全くできない、あるいは

なプレッシャーやコンプレックスになってしまう。

聞けても話せない。例えば、両親がタガログ語で

母語への取り組みにはバランスも大事である。ワー

話しかけてくるのに対して、日本語で返答すると

クショップを行う際には、子どものバックグラウ

いうこともある。日常会話程度であればそのよう

ンドをしっかり聞いた上で接するようにしている。

な状況でもよいかもしれないが、進路等の込み入っ

日本語ができない子を日本語ができる子がサポー

た話の場合にはうまく意思疎通が図れない。アイ

トをしている場面もあるが、年齢の高い子どもた

デンティティの問題だけでなく、家族関係の構築

ちの集まりでは全て英語で話すこともある。教育

のためにも母語教育は必要である。

上よくない部分もあるが、その場の状況に応じて
言語を混ぜて使っている。

《目的を共有するネットワークの見つけ方と作り方、組織運営について》
教育以外の問題、在留資格などは弁護士に、DV の

海老原：
私たちは福祉団体ではないので問題解決はでき

問題は支援活動の団体に相談するというように、他

ない。だからこそいろいろな団体と連携し、情報共

の分野の専門家とつながっている。2 つ目として、

有することはとても大切である。私たちの活動は、

地域ごとの国際交流団体の会議に参加して情報や

子どもの一定の時期だけではなく、彼らの人生全

意見の交換をしている。３つ目として、東京都の中

体につながっている。学習相談やネグレクト等の

で「日本語を母語としない親子のための高校進学

問題があるが、関係する団体・機関に相談し、つな

ガイダンス」が区部と支部とに分かれて年に 6 回

げるようにしている。目的の共有は難しく、同じ理

行われており、区と地域の NPO・NGO、各地域

念を持っていうわけではない。また、行政側にはで

の国際交流協会、都立高校の先生方と一緒に実行

きることとできないこともある。行政側にある程

委員会を組織している。
地域の団体を取り巻く世界は狭く、皆だいたい

度の青写真がないと、いくら働きかけても難しい。
団体の運営にあたっては、いろいろな方から協力

は顔見知りである。お互いにそれぞれのやり方が

を得ており、ワークショップ参加者が成長してユー

あるが、切磋琢磨し合うというよりは縄張り意識

ススタッフとして活動に携わっている。

や否定に入る傾向がある。目指すべきゴールは外
国人にとって住みよい街を作ること、子どもにとっ
て良い教育を与えることであり、共通のミッション

中西：
行 政 か ら の 委 託 や 共 同 事 業 は 行 っ て い な い。

を持っているはずなのに、そこまでの道のり、や

CCS には 3 つのつながりがある。1 つ目として、

り方が違うことが原因で衝突することがある。そ
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ういう部分をプラスの力に変えていけば、もっと

梶村：

実り多いものになるはずである。

教職の立場でこのようなことを展開ができるの

子どもは勉強を押し付けてもやらない。子ども

はユニークである。制約がある部分も多いだろう。

だけに任せると苦手な科目を一切やらなくなり、学

文科省の指定校であるからこのような活動ができ

生だけに任せると押し付けになってしまうので、学

るのだろう。行政サイドの明確な申し出があれば動

習計画は学生と子供と共同で、現状を見据えながら

きやすい。多文化共生社会を具体化するのは難し

設定する。自分の決めた目標に対しては子どももが

いことだが、本日紹介したような活動を通して進

んばれる。また、イベントをする際にも学生と子

めていくことが大切である。本日皆さんからいた

供が一緒に企画することにより、大人にやらされ

だいた質問にも、母語保持の問題をはじめ、議論

るという感覚をなくし、楽しめるようにしている。

の対象となるものが多くあった。ネットワークの
運営には、目的を達成するためにいろいろな方が
応援し、一緒になって取り組むことが大事になる。

角田：
私の学校には大学の先生が 3 名携わっている。

一つのところからアンテナを出し、そこを上手くつ

その他の方々にも様々なつながりがきっかけとな

ないでいくためには、情報をどう捉えていくかが

り、ご協力いただけるようになった。今月予定し

カギとなる。今回のようなフォーラムに目的を持っ

ている公開授業を配布したが、それらの授業は様々

て参加し、活動の様子や問題について知ることも

なつながりによって実現している。お金持ちより

非常に有意義である。

も人持ちになることが大事である。
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Ўᅹ˟ Ხ




Ȇ ȸ

Ȟ ؏עƷܱោƔǒᎋƑǔžဃᎍƱƠƯƷٳʴſƷƨǊƷଐஜᛖᏋ



ƶ ǒ

ƍ ٶಮƳܖ፼ᎍƴࣖݣƢǔ̾ŷƷܴȷȜȩȳȆǣǢૅੲᎍƕྵئưᛢ᫆ǛৼƑƯƍ





ǔிʮƷྵཞƴݣƠƯŴžแႎƳǫȪǭȥȩȠకſƱƍƏࢼஹƷ૨૨ඥɶ࣎Ʒᆢ



ǈɥƛƴ᫂ǒƳƍܖ፼૾ඥǛ੩ᅆƢǔŵʻׅƸžǫȪǭȥȩȠకſƱƦƷᎋƑ૾Ǜ



ɟƭƷЏǓӝƱƠƯŴܴѣƷȪǽȸǹƴƳǔǍᚸ̖ȄȸȫƱƱǋƴŴӲעƷ



ཎࣉႎƳဇ̊ƴƭƍƯǋኰʼƠŴૅੲƴࢫᇌƯƯƍƨƩƚǔǑƏƴƠƨƍ ŵ


ᴒᴈᴛᴶᴀᴠᴈᴘᴈ
Ӵဋ Ꭲ ܇ᲢπᅈᲣଐஜᛖᏋ؏ע ˟ܖʴᏋᴤᴷᴳᴔᴶᴂᴐᴜ ᴒᴈᴛᴶᴀᴠᴈᴘᴈ




  ࠰ࡇଐஜᛖᏋᄂᆮңᜭ˟ᜒࠖ

ǳȸȇǣȍȸǿȸǑǓਮਠ
ȑȍȪǹȈ
فဋ ፦ ܇૨҄࠻૨҄ᢿᛖᛢଐஜᛖᏋᧉݦᎰ


ьᕲ  ଔᒁ ૨҄ݙᜭ˟ᛖЎᅹ˟ଐஜᛖᏋۀݱՃ˟ۀՃ



ᴊᴵᴘᴈᴎᴱᴜଐஜᛖܖఄఄᧈ



ჵ߃  ྸऔ ᅈ˟ᅦᅍඥʴƞǆƏƱᲬᲫ ܖ፼ૅੲܴǳȸȇǣȍȸǿȸ



҅  ࢀଢ Ꭲࣈܖٻᚕᛖ૨҄ᄂᆮ



Ӌ ь ᎍ ૠ  Ӹ




Ӌᎋ૰
 žဃᎍƱƠƯƷٳʴſƴݣƢǔଐஜᛖᏋƷแႎƳǫȪǭȥȩȠక  ໜǻȃȈ


žဃᎍƱƠƯƷٳʴſƷƨǊƷଐஜᛖᏋȏȳȉȖȃǯᲢᚾᘍ༿Უ



èɥᚡƷ૰ƸŴ૨҄࠻ *2 ᛖሊȷଐஜᛖᏋ  ଐஜᛖᏋ  žဃᎍƱƠƯƷٳʴſƴ
ݣƢǔଐஜᛖᏋƷϋܾȷ૾ඥƷΪܱ ᲢǫȪǭȥȩȠకᲦǬǤȉȖȃǯᲦ̊ᨼᲦଐஜᛖᏡщ
ᚸ̖Ღਦݰщᚸ̖ᲦȏȳȉȖȃǯᲢᚾᘍ༿ᲣᲣǑǓȀǦȳȭȸȉưƖǇƢ





 ǳȸȇǣȍȸǿȸǑǓਮਠ
Ӵဋ Ꭲ܇൞ ᲢπᅈᲣଐஜᛖᏋ؏ע ˟ܖʴᏋᴤᴷᴳᴔᴶᴂᴐᴜ ᴒᴈᴛᴶᴀᴠᴈᴘᴈ
 
ʴӝȩȳǭȳǰμᲫŴኖᲮᲪɢʴƷٳʴƕǒƢிʮŵ
 ࠰ƷǪȪȳȔȃǯ͵ǛƑŴʻࢸǋૠٶƘƷٳʴƕ
ஹଐƢǔƱᎋƑǒǕƯƍǔŵٶಮƳܖ፼ᎍƴࣖݣƢǔ؏עƷܴŴ
ȜȩȳȆǣǢૅੲᎍƕྵئưৼƑƯƍǔᛢ᫆Ʒɟƭƴž૨૨ඥᆢ
ǈɥƛƴǑǔᏋƩƚưƸྵཞƴࣖݣưƖƳƍſƱƍƏǋƷƕƋ
ǔŵƜƷᛢ᫆ƴݣƠஜଐɟƭƷžకſǛኰʼƠƨƍƱ࣬Əŵࢼஹٶ
Ƙ̅ǘǕƯƖƨ૨૨ඥᆢǈɥƛƴǑǔᏋƩƚưƸƳƘŴૼƠ
ƍᙻໜƔǒᙸƨܖ፼૾ඥǛьƑǔƜƱưŴѣƷࠢƕ࠼ƕǓŴǑǓ
ٶƘƷܖ፼ᎍƷȋȸǺƴࣖƑǒǕƳƍƩǖƏƔŵǇƨŴܴѣƷ
ȪǽȸǹƱƳǔǍᚸ̖ȄȸȫƳƲཎࣉႎƳဇ̊ǛኰʼƠŴǈ
ƳƞǜƷૅੲƴࢫᇌƯƯƍƨƩƚǔǑƏƴƠƨƍƱᎋƑƯƍǔŵƜ
ǕƔǒŴǇƣžแႎƳǫȪǭȥȩȠకſƷ˺ᎍͨ  Ӹƕμ˳
ሁƴƭƍƯᛅƠŴഏƴܱោᎍ  ӸƴᛅǛƠƯǋǒƏŵ
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 ᖺࠊᏛᅾᏛ୰
ᆅᇦ࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒ࣎ࣛࣥࢸά
ືࢆ㛤ጞࠋᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡢ◊ಟࢆ
⤒࡚ࠊࡋࢇࡌࡹࡃከᩥඹ⏕ࣉࣛࢨ
ࡢ᪥ᮏㄒࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࢆົࡵࠊ
⌧ᅾࡣ㤳㒔ᅪࢆ୰ᚰྛᆅ࡛᪥ᮏ
ㄒ࣭࣎ࣛࣥࢸ㣴ᡂㅮᗙࡢ⏬ࢆ
ᢸᙜࡍࡿ⮬య⫋ဨ➼ࡢࢧ࣏࣮ࢺ
ࡸㅮᗙࡢࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢺࠊᆅᇦࡢከ
ᩥඹ⏕ࢆ┠ᣦࡍேᮦ⫱ᡂࣉࣟࢢࣛ
࣒ᦠࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘ᪥
ᮏㄒᩍ⫱◊✲༠㆟ㅮᖌ

Ū ؏עƷܱោƔǒᎋƑǔžဃᎍƱƠƯƷٳʴſƷƨǊƷଐஜᛖᏋ  فဋ ፦܇

  
فဋ ፦ ܇ǇƢƩ ǇǈƜ 
 ᭗ఄˊƴଐኒȖȩǸȫʴƷࢼڶڻ
 ƱƷϐ˟ǛೞƴଐஜᛖࠖǛႸਦƢŵ
 ࠰ǑǓൟ᧓ଐஜᛖܖఄƴѮѦŵ
 Ѧɼ˓ŴࠖሁǛਃ࢘ŵǇƨŴư
 ᩊൟǍி҅ᘮٳቔࣱڡƷଐஜᛖܖ፼ૅੲƴ

᧙ǘǔŵ
 ࠰ɟܖٻܖٻᨈᚕᛖᅈ˟ᄂᆮᅹ̲ٟᛢ
ᆉ̲ʕࢸŴ᳂᳅્ᡛ২ᘐᄂᆮžǍƞƠƍଐ
ஜᛖſƴǑǔȋȥȸǹ੩̓ȗȭǸǧǯȈǹǿȃ
ȕǛኺƯ  ࠰ǑǓྵᎰŵ
Ă   ࠰ࡇƷඥѦႾႆᘙƴǑǔƱŴϋƷנသٳ
ʴƸ  ɢ  ӸưЭ࠰ൔ فŵɟ૾Ŵנသ
ž൨˰ſǛਤƭٳʴƸኖ  ɢʴư فŵଐஜƴ
൨˰ŴǋƠƘƸɟܭ᧓˰ൟƱƠƯǒƢٳʴƸفьͼ
Ӽŵ
ɟ૾Ŵ૨҄࠻ƷଐஜᛖᏋܱ७ᛦ௹ƴǑǔƱϋƷଐஜᛖ
ܖ፼ᎍૠƸ  ɢʴŵ
ā ܖ፼ᎍƷЈ៲Ƹ  ƷƱ؏עƴǘƨǓŴኖᲲ
лƕǢǸǢЈ៲ŵƜƜૠ࠰șȈȊȠŴȍȑȸȫƔǒƷܖ
፼ᎍƷفьƕႸᇌƪŴٶቔ҄ƷͼӼƕƋǔŵ

ƜƷǑƏƳٳʴƷفьͼӼǛӖ
ƚŴ  ࠰ƴ૨҄ݙᜭ˟ᛖЎ
ᅹ˟ƴଐஜᛖᏋۀݱՃ˟Ǜᚨፗŵ
ٳʴƴݣƢǔଐஜᛖᏋƴƭƍƯ
Ʒ౨᚛Ǜڼŵ
૨҄࠻ʙಅƸٻƖƘᲬƭƷ௵ưನ
ƞǕǔŵଐஜᛖᏋۀݱՃ˟ưƷݙ
ᜭƱŴžဃᎍƱƠƯƷٳʴſƷ
ƨǊƷଐஜᛖᏋʙಅǛƸơǊŴਃ
࢘ᎍƴݣƢǔᄂ̲ŴଐஜᛖᏋƴݣ
ƢǔྸᚐǛขǊŴέᡶႎƳӕኵʙ̊
ǍଐஜᛖᏋƷᛢ᫆ǛσஊƢǔଐஜ
ᛖᏋᄂᆮңᜭ˟ƳƲǛܱƠƯƍ
ǔŵ


ā žဃᎍƱƠƯƷٳʴſƷƨǊƷଐஜᛖᏋʙ
ಅŵ؏עଐஜᛖᏋƴӕǓኵǇǕƯƍǔ૾עπσׇ
˳ŴܖٻሁƷᏋೞ᧙Ŵ021 ඥʴǛƸơǊŴൟ᧓ׇ
˳ƳƲƕဇŵ؏עଐஜᛖᏋܱោȗȭǰȩȠ # ư
ƸŴ
žǫȪǭȥȩȠకſǛဇƠƨܱោƕᘍǘǕŴಮŷ
Ƴӕኵʙ̊ǍƸŴ૨҄࠻Ʒ 0'95 ଐஜᛖᏋǳ
ȳȆȳȄσஊǷǹȆȠᲣư౨ኧȷဇưƖǔŵ
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ǫȪǭȥȩȠకǛƸơǊƱƢǔᲯໜǻȃȈƷ˺Ʒኺዾƴƭ

ƍƯŵᲬᲪ࠰Ძஉƴžʻࢸ౨᚛ƢǂƖଐஜᛖᏋƷᛢ
᫆ſƱƠƯᲦ؏עᅈ˟ƷɟՃƱƠƯٳʴƕᅈ˟ӋьƢǔƷ


ƴ࣏ᙲƳଐஜᛖܖ፼ƷૅੲƴƭƍƯᲦĬϋܾƷોծᲦĭ˳С
ƷૢͳᲦĮᡲઃңщƷਖ਼ᡶƴƭƍƯଔ࣯ƴ౨᚛ƕ࣏ᙲƱƷإ
ԓǛǇƱǊƨŵ؏עᅈ˟ƷɟՃƱƠƯŴٳʴƕᅈ˟ӋьƢ
ǔƨǊƴƸƲƷǑƏƳૅੲƕ࣏ᙲƱƞǕǔƔƱƍƏᚇໜƔǒ
౨᚛ǛᘍƬƯƍǔƜƱƴදႸƠƯƍƨƩƖƨƍŵ

ଐஜᛖᏋۀݱՃ˟ưƸŴଐஜᛖᏋƷಮŷƳ౨᚛ᛢ
᫆Ǜ  ƷᛯໜƴૢྸƠŴƜǕǒƷᛯໜƴƭƍƯᜭᛯ
ǛᘍƏƨǊƴȇȸǿǛӓᨼȷૢྸƠŴ᧙̞˳ׇሁƔǒ
ȒǢȪȳǰኽௐƱӳǘƤƯӕǓǇƱǊƯƍǔŵۀՃ˟
ƸͯᎮǋӧᏡŵᜭʙǋπƞǕƯƍǔƷưŴදႸƠƯ
ƍƨƩƖƨƍŵ

ᲬᲫ࠰ᲫஉƷإԓƷȝǤȳȈƸഏƷᲮໜŵĬ˳
СૢͳƱƠƯᲦȷᣃᢊࡅჄȷࠊထƷࢫлЎਃǛ
ᅆƠƨƜƱ ĭᲦᣃᢊࡅჄᲦࠊထƕĬưᅆƠƨ
ࢫлǛௐƨƢƨǊƴƸᲦᨥʩ්ң˟ǍܖٻᲦଐஜ
ᛖܖఄǍƳƲƷൟ᧓˳ׇǍ˖ಅሁƱᡲઃңщ
ǛᡶǊǔƜƱƕ࣏ᙲ ĮܱᨥƴᡲઃңщǛᘍƏᨥƴ
ƸᲦǳȸȇǣȍȸȈೞ᧙ȷʴƕ࣏ᙲ įžဃᎍ
ƱƠƯƷٳʴſƴݣƢǔଐஜᛖᏋƷϋܾƷٻ
ưƋǔŵ

ဃᎍƱƠƯƷٳʴƴݣƢǔଐஜᛖᏋƷϋܾưƋ
ǔžဃɥƷᘍໝƷʙ̊ſŵ
ƜƷႸɟᚁƸŴǬǤȉȖȃǯƴਫ਼᠍ŵܖ፼ᎍƷȋȸ
Ǻᛦ௹ƴဇưƖǔǑƏŴྵנᲯᚕᛖƴьƑŴਘٻƢ
ǂƘแͳɶŵဃƴ࣏ᙲƳଐஜᛖƸŴ̾ŷʴƷཞඞƴ
ǑƬƯᢌƏƨǊŴΟέˮǛƭƚŴ࣏ᙲƳƜƱƔǒܖ
፼ૅੲǛᘍƏƨǊƴဇƠƯƍƨƩƖƨƍŵ

ƜƷǫȪǭȥȩȠకǛᲬᲬ
࠰ƴӕǓǇƱǊŴ፻࠰ƷᲬ
Ჭ࠰ƴžဇƷƨǊƷǬǤȉȖ
ȃǯſŴ ࠰ƴƸž̊
ᨼſƱžଐஜᛖᏡщᚸ̖ſŴƦ
ƠƯମ࠰  உƴƸᲯໜǻȃȈƷ
இࢸƱƳǔžਦݰщᚸ̖ſǛӕ
ǓǇƱǊƨŵǇƨŴƜƷᲯໜǻ
ȃȈƷϋܾǛǘƔǓǍƢƘቇ
ƴǇƱǊƨžȏȳȉȖȃǯᲢᚾ
ᘍ༿Უſǋ˺ƠŴᣐࠋƠƯƍ
ǔŵ
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ǫȪǭȥȩȠకǛჷƬƯƍƨ
ƩƖŴ؏עƷଐஜᛖܴƷᛢ

᫆ƷᚐൿƴࢫᇌƯƯƍƨƩƚ
ǕƹƋǓƕƨƍŵƜƷǫȪǭ
ȥȩȠకƸŴɟƭƷకưƋ
ǓŴƜƷǇǇ̅ƬƯƍƨƩƘ
ƨǊƷȞȋȥǢȫǍᅹư
ƸƳƍŵƦǕƧǕƷܖ፼ᎍƷ
žဃᎍſƱƍƏ᩿ͨưƷȋ
ȸǺƴࣖơƯဇƠƯƍƨƩ
ƘƱƱǋƴŴǑǓᑣƍǫȪǭ
ȥȩȠƴƳǔǑƏŴܱោƔǒ
ƷࣂॖᙸǛ᩼Ɠ݃ƤƍƨƩ
Ɩƨƍŵ





Ū žแႎƳǫȪǭȥȩȠకſ ໜǻȃȈƱƸ  ьᕲ ଔᒁ


ຍ⸨ ᪩ⱑ
 ࠰ǑǓǤȳǿȸǫȫȈ
ଐஜᛖܖఄưသܖဃƷƨǊƷଐஜᛖ
ᏋƴઃǘǓڼǊǔŵƦƷࢸŴ
ǤȳȉȍǷǢưƷଐஜᛖࠖኺ᬴ǛኺƯŴȓǸȍ
ǹଐஜᛖᄂ̲Ʒ˖ဒᢃփŴଐஜᛖࠖŴ؏ע
ưƷଐஜᛖᏋƱŴѣƷርǛ࠼ƛƯƍǔŵ
 ࠰ǑǓଐஜᛖᏋۀݱՃ˟ۀՃŵ
ܖఄƱƠƯƸŴ૨҄࠻žဃᎍƱƠƯƷٳʴſ
ƷƨǊƷଐஜᛖᏋʙಅǛ  ࠰ƴǘƨƬƯӖᚠŴ
ǇƨŴᡈᨩᣃჄӏƼࠊƔǒƷۀᚠƴǑǔžଐஜᛖ
ਦݰȜȩȳȆǣǢᜒࡈſǛᘍƬƯƍǔŵ

ଐஜưɟደƴǒƠƯƍƚǔƜƱǛஇኳႸႎƱƠƨƱ
ƖŴਦݰƢǔͨƕܖ፼ᎍƷᇌئƴƳƬƯᎋƑƯǈǔƜ
ƱǋٻЏưƋǔŵ

žဃᎍƱƠƯƷٳʴſƴݣƢǔଐஜᛖᏋƷႸ
ႎȷႸƸŴžᅈ˟ƷɟՃƱƠƯ࢘ƨǓЭƷƜƱǛŴ
ଐஜưଐஜᛖǛ̅ƬƯưƖǔǑƏƴƳǔƜƱſưƋǔ
ƱᎋƑǔŵ
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žǫȪǭȥȩȠకſμ˳ƴ්ǕƯƍǔؕஜႎƳ
ᎋƑ૾ƸžჷǔƜƱưƸƳƘŴưƖǔǑƏƴƳ
ǔƜƱſŵ˴ƕଐஜᛖưưƖǔǑƏƴƳǔƔƕ
ɶ࣎ႎƳᎋƑ૾ưƋǔŵ 

ᲯໜǻȃȈǛ˺ƬƨͨƱƠƯŴஜଐƸƦƷಒ
ᙲǛჷƬƯƍƨƩƖƨƍƱᎋƑƯƍǔŵ

žǫȪǭȥȩȠకſưƸž܇ᏋƯſžƘſƱƍƏႸ
ƕƳƍŵؕஜႎƴٳʴƴσᡫƢǔႸǛᎋƑƯ˺Ơ
ƨƨǊŴƜƷᲬႸƸ৷ƍƨŵ
ž܇ᏋƯſžƘſƕܱᨥƴ࣏ᙲƳܖ፼ᎍƕƍǔئӳ
ƸŴؕஜƱƳǔᎋƑ૾ƸӷơưƋǔƷưŴƥƻƜƷ
žకſǛӋᎋƴŴӲᐯư˺ǓɥƛƯഒƠƍŵ 

žଐஜᛖܴƔǒ؏עᅈ˟ǁſƷᚕᓶƕॖԛƢǔǋƷƸŴ
žଐஜᛖܴǛҡಅƠƯ؏עᅈ˟ǁᘍƘſƱƍƏܖ፼Ўਃ
ƷƜƱưƸƳƍŵ
ଐஜᛖܴƷɶƕ؏עᅈ˟ưǋƋǔǑƏƴŴžଐஜᛖǛ
ƑǔܖఄſưƸƳƘŴž؏עᅈ˟ƕܴƷɶƴǋƋǔſƱ
ƍƏᎋƑ૾ǛॖԛƠƯƍǔŵ 

žܖ፼ᎍƷȋȸǺ৭੮ăܖ፼ϋܾƷ౨᚛ăȗȭ
ǰȩȠƷ˺ăܱăᙸႺƠſǛጮǓᡉƢŵ
ƦƷ̾ŷƷʙ̊ƕƔǕƯƍǔƷƕǬǤȉȖȃ
ǯưƋǔŵ 

žǫȪǭȥȩȠకſǛƲƏ̅ƬƯƍƘƔŴȝ
ǤȳȈǛᚐᛟƠƯƍƘŵ 
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ƲǜƳئ᩿ưƲǜƳƜƱǛƢǔƷƔŵƲǜƳƴ̅Ƒǔ
ǑƏƴƳǔƷƔŵ
ƦƷئ᩿ưଐஜᛖǛ̅ƏƨǊƴƸƲǜƳᛖ࢛Ŵ૨ඥƕƋ
ǔƷƔŵ
ƲǜƳႆޒႎƳѣǛƢǕƹƍƍƔŵƜƷƸಅƷ්
ǕƷȗȩȳకǛᅆƠƨǋƷưƋǔŵ 

˴ƕưƖǔǑƏƴƳǓƨƍƷƔŴ˴ƕƠƨƍƷ
ƔŴ˴ƕưƖƳƘƯƬƯƍǔƷƔŵ
ƓƦǒƘƜƏƩǖƏƳŴƱƍƏेưƸƳƘŴ
ŷƕദᄩƴ৭੮ƢǔƜƱƕᙲưƋǔŵ 

φ˳ႎƳ̊ǛϙჇǛ̅ƬƯ੩ᅆƠŴǤȡȸǸǛǇƤǔƜ
ƱƔǒѣǛᡶǊƯᘍƘŵ
ƜƜưƸžࡽƬឭƠſƷϙჇǛ̅ƬƯئ᩿ǛσஊƢǔŵ 

ᲯໜǻȃȈƷɶƴᚸ̖ᚡλȪǹȈƕแͳƞǕƯƍ
ǔƕŴƨƱƑƹИǊƯᐯЎɟʴưƍƨଐஜᛖƷ
ኡƳƲƷௐཋǋޗഭƱƠƯ̬܍ƠƯƓƘŵ 


ܖ፼ƠƨϋܾǛਰǓᡉƬƯӒႾƠŴӷƴܖ፼Ơƨ
ƜƱǛᄩᛐƠƯᚡƢǔ
žଐஜᛖܖ፼ȝȸȈȕǩȪǪſǛ̅Ƭƨᚸ̖ƴƭƍ
ƯᛅǛƠƯƍƖƨƍƱ࣬Əŵ 

Ꮱщᚸ̖ǛƢǔƱƖƸŴӈƠƍᘙྵưᚸ̖Ƣǔ
ƷưƸƳƘŴǍǔൢǛڂǘƤƳƍŴȢȁșȸǷ
ȧȳǛɥƛǔپƕ࣏ᙲƱƳǔŵ
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ಅǛǍǓƬƺƳƠưኳǘǒƤǔƷưƸƳƘŴǑǓӼɥǛ
ႸਦƠŴƑǔͨǋᐯЎƷಅǛਰǓᡉǔŵ  

ᚸ̖Ǜԃǉž2ᲢᚘဒƠᲣă&ᲢǍƬƯǈƯᲣă%
ᲢȁǧȃǯƠᲣă#ᲢӒႾȷોծƢǔᲣſƱƍƏƜ
ƷਦݰǵǤǯȫǛ੩కƠƨƍŵ  

ӷƴƑǔͨƷѣǋޗഭƱƠƯ˺ƢǔƜƱǛ
ƓѰǊƢǔŵ 

ā ʻǇưƸȜȩȳȆǣǢƴǇƔƤƬƖǓưƋƬ
ƨŵƠƔƠƜƜૠ࠰ŴƕƖƪǜƱଐஜᛖᏋƴƭƍ
ƯᎋƑŴ
ѣƖЈƠƨƱƍƏᝋࣉƕƜƷᲯໜǻȃȈưƋǔŵᲯໜ
ǻȃȈƸƍǖƍǖƳ࢟ư̅ƏƜƱƕưƖǔŵ
̅ƍƳƕǒƍǖƍǖƳƑ૾ƕƋǔǜƩƱƍƏƜƱƴ
ൢƮƘƖƬƔƚƴƳǕƹŴƱᎋƑƯƍǔŵ
ݱƞƳɟഩƔǋƠǕƳƍƕŴžకſƱƠƯž̊ſƱƠ
ƯŴᲯໜǻȃȈǛѣƷӋᎋƴƠƯƍƨƩƖƨƍŵ 
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Ū žٳʴ˰ൟȷଐஜʴ˰ൟσᏋƪଐஜᛖܴޒʙಅſ  ჵ߃ ྸऔ
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ǘƨƠƨƪƷѣƸŴǇƩы̊ƱƸᚕƑƳƍƕŴ
ܱោƠǑƏƱƠƯƍǔ̊ǛஜଐƸإԓƢǔŵ  



ႏƞǜƔǒƍƨƩƍƨ݃˄ƸŴଐஜμƴƍǔᩊൟ
ࢂ܇ŴଐኒʴƳƲƷᏋƷƨǊƷኺฎੲяƴ̅ǘǕ
Ưƍǔŵ

ࡉࡱ࠺㸰㸯ࡢᴗ

оᇌǑǓŴ˟ƸžƬƨƱƖƸƓƨƕƍƞǇſǛȢȃ
ȈȸƱƠƯѣƠƯƍǔŵ

Ꮫ⩦⪅ࡣ㞴Ẹ➼ᐃఫእᅜேࢆᑐ㇟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ㞴Ẹࠖࡘ࠸࡚ᑡࡋ࠾ヰࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
㺀ଐஜƸᩊൟᛐྙܭƕ᩼ࠝƴ˯ƍŵƨƱƑƹ  ࠰
ࡇŴဎᛪᎍૠ  ʴŴီᜭဎƠᇌƯᎍ  ʴŴᛐ
ܭᎍૠ  ʴŵƨƩƠŴଐஜưƸᩊൟᛐܭƸƠƳƍƕנ
သƸᛐǊǔСࡇƕƋǓŴ  ࠰ࡇǋ  ʴƕנသ
ǛᛐǊǒǕƯƍǔſ

ܖ፼ᎍƸᩊൟሁٳ˰ܭʴǛݣᝋƱƠƯƍǔŵ
žᩊൟſƴƭƍƯݲƠƓᛅƠƯƓƖƨƍŵ
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άືሗ࿌



ᐯƴ࠙ǔƜƱƕưƖƣŴƣƬƱଐஜưဃƢǔᩊൟሁ
ǛݣᝋƴѣǛᘍƬƯƍǔŵ

ܖ፼ᎍƔǒƷȋȸǺǍᙲஓƴǑƬƯŴƞǇƟǇƳȆȸ
Ȟƴ᧙ƢǔʙǛܱោѣǛᡫƠƯܖ፼ƠƯƍǔŵഏ
ƴƦƷƍƘƭƔƷ̊ǛϙჇưኰʼƢǔŵᲢኡ᩿ƷСኖ
ɥϙჇƸɟᢿлग़Უ

ⴠㄒ
࣐ࢼ࣮
Ꮫ⩦
࣎ࣛࣥࢸ◊
ಟࢆ࢝ࣇ࢙ࡢࡼ
࠺࡞✵㛫࡛
࢝ࣇ࢙ࢥ࣮ࢼ
࣮ࢆタࡅࠊ࢝
ࣇ࢙㐠Ⴀࢆᐇ
㊶⦎⩦

ᕝᰗᩍᐊ

Ꮫ⩦⪅ࡢࡸࡾࡓ࠸ࡇᛂ
࠼࡚࠸ࡃࠊࢇࢇάື
ࡢᖜࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡗࡓ

ᫎ⏬㚷㈹㸦እ
ᅜ࣮ࣝࢶࡀ
࠶ࡿᏊࡶ
㛵ࡍࡿࡶࡢ㸧

࠾㣰ࡘࡁ

⮬Ⓨⓗ࡞άືࡀቑ
࠼ࠊᏛ⩦⪅࣎ࣛࣥ
ࢸࡼࡗ࡚
⏬㐠Ⴀࡉࢀࡿάື
ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿ
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බᅬ࡛ࣂ࣮
࣮࣋࢟ࣗ

ࢡࣛࣈάື
ࡢ୍⎔࡛
᪂⪺Ⓨ⾜




ޒʙಅƷɶƷžσᏋƪſƴƸŴٳʴƷƨǊƩƚưƸ
ƳƘŴɟደƴဃƠƯƍǔᅶƨƪǋƜƷܴǛᡫƠƯ
ᧈƠƯƍƖƨƍŴƱƍƏൢਤƪǛᡂǊƨŵ

૨҄࠻ۀᚠʙಅưƸᲭƭƷӕǓኵǈƕࢳƞǕǔŵ

ѣဒǛ˺ƠƨྸဌƸŴ
žǫȪǭȥȩȠకſǛǘƔǓǍƢƘ
ƠƨƔƬƨƨǊưƋǔŵǇƨŴᐯ៲Ʒኺ᬴ưǋŴٳưɟ
ࡇǋᘍƬƨƜƱƕƳƍƱƜǖƴᘍƘƱƍƏƜƱƸŴƱƯǋ
ȏȸȉȫƕ᭗ƍŵʙЭƴئ᩿ǛᙸƯŴƦƜư̅ǘǕǔଐஜ
ᛖǛܖƿƜƱƕưƖƨǒ࣎ܤƢǔƷưƸƳƍƔŴƱᎋƑƨŵ

Ტѣဒኰʼ ғࢫƴƯ˰ൟᅚǛӕǔئ᩿
૨܌ऴإƋǓᲣңщǛࢽǔƨǊƴ᧙̞ᎍƷȍȃ
ȈȯȸǯǛМဇƠƨŵ

Ტѣဒኰʼ ഫҔᎍƷئ᩿ ૨܌ऴإƋǓᲣ
ഫҔᎍŴधᎍࢫƕƳƔƳƔᙸƭƔǒƳƔƬƨŵ

Ტѣဒኰʼ އᣒދƷئ᩿ ૨܌ऴإƋǓᲣǳȟȥȋǱȸ
ǷȧȳƷƖƬƔƚǛƲǜƳƴƱǔƷƔǛჷƬƯǄƠƍƱ
࣬ƍŴƦƷǑƏƳѣဒǋ˺Ơƨŵ

12
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ƜǕǒƷѣဒƸ ;QW6WDG ưπƠƯƍǔŵ

*2 ưǋኰʼƠƯƍǔŵ

 žእſƔǒžſǁŴྵנƸኡ҄ƴӕǓኵ
 ǜưƍǔŵ

ଐஜᛖܴư̅ဇƠƨज़ेǛᚕƬƯǋǒƍŴʻࢸ
ƷોծໜƱƠƨŵ



ĂžဃɥƷᘍໝſǛѣဒưᅆƢƜƱƴǑǓŴܖ፼ᎍƕžܖ
፼Ơƨƍئ᩿ſǛᢠ৸ƠǍƢƘƳǔŵѣဒǛ˺ǔᢅᆉưԗ
ǛࠇƖᡂǜưƍƖŴѣဒ˺ƕٳʴŴଐஜʴŴǈǜƳưɟ
ደƴѣƠƯƍƘƨǊƷെƱǋƳǓƏǔƷưƸƳƍƔƱज़
ơƯƍǔŵ
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Ū %CPFQ ಅƴǑǔଐஜᛖܴ ᳸ਰǓᡉǓǷȸȈ᳸ ҅ ࢀଢ
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ŷƷஇኳႸႎƸžଐஜᛖǛƑǔƜƱſưƸƳƘŴ

ž૨ඥƱҥᛖǛƠƬƔǓƱƑǕƹ˟ᛅƸưƖǔǑƏ
ƴƳǔſƱƍƏᛚᚐƕƔƳǓఌࢍƘസƬƯƍǔŵ

 ଐஜᛖܖ፼ǛᡫơƯٳʴƷžဃૅੲſǛƢǔƜƱ
 ưƋǔŵƦƷॖԛư؏עଐஜᛖܴƸҥƳǔଐஜᛖܖ












ఄưƋƬƯƸƳǒƳƍŵʻŴᏋƸᚸ̖ƱᡲѣƞƤǔ
ƜƱƕٻЏƱᚕǘǕƯƍǔŵᚸ̖ƷƳƍಅƱƸŴ
Ƒǔͨǋܖ፼ƢǔͨǋಅǛਰǓᡉǒƣŴǍǓƬƺƳ
ƠƷಅƷƜƱǛਦƢƕŴƜǕưƸᢋज़ǋјௐǋज़
ơǒǕƳƍŵᚸ̖ǛЭ੩ƱƠƯᏋǛᘍƏƱᏋᐯ˳
ƕ٭ǘƬƯƍƘŵƦƷƨǊƷžਰǓᡉǓǷȸȈſǛ੩
కƠƨƍŵ










Ӓࣄጀ፼ƠᙾƑƞƤǔƜƱƴǑƬƯŴұŴᢃဇ
ᏡщƕࢽǒǕǔƱƍƏƜƱưƸƳƍŵƍǘǏǔ
žᙾƑƜǇƤਦݰſƸ %CPFQ ಅƱƸᢌ
Əŵ

ž૨ඥᲢ૨ᲣਦݰƷᨥŴݲƠܱᨥƷ˟ᛅ̊૨Ǜ˄ƚ
ьƑǕƹŴ˟ᛅᏡщƕƭƘŴƱƍƏᎋƑ૾ƸŴܱᨥƴ
ᘍƬƯǈǔƱቇҥƳƜƱưƸƳƍƜƱƕǘƔǔŵž˴
ƷƨǊƴŴᛡƴƦƷ̊૨Ǜ̅ƏƷƔſƱƍƏƜƱǛƖ
ƪǜƱᎋƑŴஊјƳžೞᏡſǛਤƬƨ̊૨Ǜ˺ǔƜƱ
ƸŴ૨ƷॖԛᛟଢƷƨǊƷ̊૨ƴॹǕᢅƗƯƠǇƬ
ƨਦݰᎍƴƸƱƯǋᩊƠƍŵᘙ᩿ႎॖԛǛྸᚐƢǔᏡ
щƱŴ૨ƴೞᏡǛਤƨƤǔᢃဇᏡщƸƔƳǓီƳǔŵ
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ܴƴƸŴಮŷƳȬșȫǍȋȸǺǛਤƬƨܖ፼
ᎍƕᨼǇƬƯƘǔŵ

ƍǖƍǖƳ˺ಅǛᡫƠƯᢃဇᏡщǛᄶƍƯ
ƍƘŵ

%CPFQ ಅƸࠖɟʴƷᛟଢƴƸƳǒƣŴ
ܖ፼ᎍƱݣᛅƠƳƕǒಅǛᡶǊƯᘍƘ࢟ƴƳ
ǔŵئ᩿ǛƓʝƍƴσஊƠŴƜƷئ᩿ưƲǜƳᘍ
ѣǛƠƨƍƔŴƦƷƨǊƴƲǜƳଐஜᛖᘙྵƕ࣏
ᙲƔŴᘍѣɶ࣎ɼ፯ưಅǛᡶǊƯƍƘŵ

ࠝƴݣᛅǛ࣎ƕƚŴܖ፼ᎍƔǒႆᛅǛࡽƖ
ЈƠƳƕǒಅǛƢǔƜƱƕٻЏŵ

Ӳ˳ׇƱᡲઃǛƠƳƕǒŴѣǛᘍƬƯƍ
ǔŵ
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ȜȩȳȆǣǢଐஜᛖܴƕǍƬƯƠǇƍƕƪƳ
ಅƱƸŴĬჷᜤ͞ಅŴĭϋܾƕဃૅੲƴ
ƳƬƯƍƳƍಅŴĮႆᛅጀ፼ƕΪЎưƳƍ
ಅŴįž᳸ưƖǔſǛႸƴƠƯƍƳƍಅŴƳ
ƲưƋǔŵƜǕƔǒƸ 5VTCVGIKERNCPPKPIᲢ
ဦႎᚘဒᲣưƸƳƘŴ5VTCVGIKEKPVGPVᲢဦႎ
ႸႎᲣƷ૾ӼưᎋƑƨƍŵ%CPFQ ಅưǋ૨
ƱƍƏಒࣞƸ᩼ࠝƴٻʙưƋǔƕŴ૨ƦƷǋ
ƷǛƑǔƜƱƕႸႎưƸƳƍŵ



ƦƷƨǊƴƸŴǇƣဃᘍѣƕƳƞǕǔئ᩿ǛƖ
ƪǜƱ੩ᅆƢǔƜƱƕЭ੩ƱƳǔŵஇИƴμ˳ႎ
ئ᩿Ǜ੩ᅆƠŴݣᛅǛƠƳƕǒئ᩿ǛǓᡂǜư
ƍƘŵଐஜᛖǼȭƷܖ፼ᎍưǋϙჇƳƲǛ̅ƏƜ
ƱƴǑƬƯॖ࣓ျᡫᲢǳȟȥȋǱȸǷȧȳᲣǛӕ
ǔƜƱƸưƖǔŵ

੩ᅆƞǕƨئ᩿ƴƓƍƯŴƲƏƍƏଐஜᛖǛ̅Ƒ
ƹᐯЎƕᚕƍƨƍƜƱƴᡈƮƚǔƔƷɟ̊Ǜᅆ
ƢŵǻȪȕǛᙾƑƜǇƤǔƜƱƕႸႎưƸƳƍƜ
ƱƴදॖƠƨƍŵ
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ݣᛅǛƠƳƕǒƍǖƍǖƳཞඞǛᚨܭƠƯƍƖŴܖ፼ᎍƕ
ˡƑƨƍǻȪȕǛƬƯƍƘŵ૨ඥႎƴȫȸȫǛܖ፼ƠƳ
ƍƱ૨ƕᚕƑƳƍƱƍƏᎋƑ૾Ƹ૨ɶ࣎ɼ፯ƷᎋƑ૾ư
ƋǓŴƜƜưƸžᐯЎƕᚕƍƨƍƜƱƕˡǘǔſǛႸႎƱ
ƠƯƍǔŵ

ܖ፼ᎍƸਰǓᡉǓǷȸȈǛ̅ƬƯŴҥƳǔૺ༾ႎƳ
ჷᜤưƸƳƘŴဃૅੲƴࢫᇌƭᏡщǛ៲ƴƭƚǔ
ƜƱƕưƖƨƔǛᄩᛐƢǔƜƱƕưƖǔŵɟ૾Ƒ
ǔͨƴƱƬƯǋŴਰǓᡉǓǷȸȈƷኽௐǛᙸƯŴᐯ
ЎƷಅǛӒႾƢǔȄȸȫƱƠƯМဇƢǔƜƱƕư
Ɩǔŵ

ਰǓᡉǓǷȸȈƸŴˮƮƚǍൔ᠋ǛႸႎƱƠƯᘍƏǋ
ƷưƸƳƍŵಅƷϋܾƕƖƪǜƱܭბƠƨƔƲƏƔǛ
ᙸǔƨǊƷǋƷưƋǔŵݣᛅƠƳƕǒƷܱោಅưƸ
ܼƴਤƪ࠙ǔȎȸȈƳƲƕƳƍŵਰǓᡉǓǷȸȈƸஜ
ƷȝǤȳȈƷᄩᛐƱƠƯ̅ဇƠŴᐯЎƕܖ፼ƠƨϋܾƷ
ȎȸȈˊǘǓƴƢǔŵǇƨƜǕƸȝȸȈȕǩȪǪƱƠƯ
ᝪǊƯƍƘƜƱƕஓǇƠƍŵ

ਰǓᡉǓǷȸȈƸƋǒƔơǊ˺ƠƯƓƘŵܖ፼ᎍƴ
ƍƍໜૠǛӕǒƤǔƨǊƷಅǛ࣎ƕƚǔƱŴஜư
ƭƚƞƤƨƍᏡщǛƠƬƔǓॖᜤƠƯಅǛᘍƏǑƏ
ƴƳǔƷưŴಅƕ҄٭Ƣǔŵ

ݣᛅǛᡶǊƯᘍƘƱŴܖ፼ᎍƔǒૠٶƘឋբƕ
ЈƯƘǔŵƦǕƴࣖƑǔƔƨƪưಅǛޒƠ
ƯƍƘŵ
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%'(4 Ʒ #ᲫȬșȫƷܖ፼ᎍƸŴਰǓᡉǓǷȸȈƷ૨܌Ǜ
ᛠǉƜƱǋƘƜƱǋưƖƳƍŵƦƜưଐஜᛖщƕǇƩҗ
ЎưƸƳƍܖ፼ᎍƴݣƠƯƸŴࠖƕಅưǍƬƨƜƱƱ
ӷơϋܾǛǯǤǺƷǑƏƴЈƠŴዋƳƲưᢠƹƤǔ࢟ư
ಅϋܾǛਰǓᡉǒƤǔŵǇƨŴਰǓᡉǓǷȸȈǛᙸǔƱ
ƑǔͨƕƑǔȝǤȳȈǛƲƜƴፗƜƏƱƠƨƷƔŴƲƏ
ƍƏಅǛƠǑƏƱƠƨƷƔƕǘƔƬƯƘǔŵ



Ūȑȍȫ᚛ᜭ

؏עƷܱោƔǒᎋƑǔžဃᎍƱƠƯƷٳʴſƷƨǊƷଐஜᛖᏋ

 ˟ئưᣐࠋƠƨǷȸȈžЭҞƷႆᘙǛᎥƍƯွբƴ࣬ƬƨʙŴƥƻᎥƍƯǈƨƍƜƱǛưƖ
ǔƩƚφ˳ႎƴƓƖƘƩƞƍŵſƴွբǍឋբǛᚡλƠƯƍƨƩƖŴᛆ࢘ƢǔȑȍȪǹȈ
ƕƦǕƴሉƑǔ࢟ư᚛ᜭǛᘍƬƨŵ

ឋբᲫᲣ ૨҄࠻ƷžǫȪǭȥȩȠకſƕφ˳ႎƴƲǜƳǋƷƳƷƔྸᚐưƖƣŴʻƻƱƭȔȳƱƜƳ
ƍŵჵ߃ƞǜƱ҅ƞǜƴŴʚʴƷʙ̊ƱžǫȪǭȥȩȠకſƷ᧙ᡲࣱǛᛟଢƠƯഒƠƍŵ



ჵ߃൞Უ žǫȪǭȥȩȠకſǛܱᨥܴưƲƏ̅ƬƯƍƍƔǘƔǒƳƔƬƨ
ƷưŴѣဒǛ˺Ơƨŵ
žŹŹƱƍƏᘍໝƕưƖǔǑƏƴƳǖƏſƕŴ
ƍƬƨƍƲƏƍƏᘍໝƳƷƔǛᙸǍƢƍ࢟ŴžǫȪǭȥȩȠకſǛӒପ
ƞƤƨѣဒƴƠƨŵƜƷѣဒǛǋƬƱ̅ƍǍƢƘƢǔ

▮ᓮ ⌮ᜨ (ࡸࡊࡁ ࡾ࠼)

ƨǊƴኡǛʻ˺ƠƯƍǔƱƜǖưƋǔŵƜƷѣ

ᅈ˟ᅦᅍඥʴƞǆƏƱᲬᲫ 
ܖ፼ૅੲܴǳȸȇǣȍȸǿȸ
 ܖٻưଐஜᛖᏋǛݦૌƠŴҡಅƱӷ
ƴ᩷࠰ෙٳңщᨛƴӋьŴȕǣȪȔȳٳѦ
ᄂ̲ưଐஜᛖǛƑǔŵ࠙ࢸŴܖݼဃ
ǍသܖဃƷଐஜᛖᏋƴઃǘǔŵྵנƸᩊ
ൟሁٳ˰ܭʴƷᐯᇌૅੲƷѣǛዓƚ
ǔŴᅈ˟ᅦᅍඥʴƞǆƏƱᲬᲫƷŴܖ፼ૅ
ੲܴǳȸȇǣȍȸǿȸǛѦǊǔŵȢȃȈȸ
ƸžǪȸȗȳᲠǷǧǢſŵཎ২ƸžݏƳƘ
ƯǋΨൢƳƜƱſŵ

ဒƱኡƕƬƨƱƖŴžဃᎍƱƠƯƷٳʴſ
ƷଐஜᛖᏋƷƋǓ૾ƕŴݲƠᙸƑƯƘǔƷưƸƳƍ
ƔƱᎋƑƯƍǔŵ
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҅൞Უ žǫȪǭȥȩȠకſƕЈƯƖƨఌเƸŴžဃئ᩿ƔǒЏǓ
ᩉƞǕƨਁᝋႎƳᚕᛖ˳ኒǛܖƿƷưƸƳƘŴဃᎍƱƠ
ƯƷٳʴƕଐஜưဃƢǔɥưஇ˯ᨂ࣏ᙲƱƞǕǔဃ
ɥƷᘍໝǛଐஜᛖưᘍƑǔǑƏƴƢǔƨǊſƱƍƏƱƜǖ
ƴƋǔŵࢼஹٶƘᙸǒǕƨ૨ᛟଢಅ
ƸŴဃئ᩿ƔǒЏǓᩉƞǕƨᚕᛖ˳ኒǛ
ܖƿƜƱƴƳƬƯƸƍƳƔƬƨƔŴࢫƴᇌ
ƭǑƏƳଐஜᛖǛƖƪǜƱܖƹƤƯƍƨ
ƔŴƦƏƍƏƜƱǛᅶƨƪƸǋƏɟࡇਰǓ
ᡉǓŴٳʴƷဃƴࢫᇌƭᘙྵǛȕǩȭ
ȸƢǔႆेƕ࣏ᙲưƋǔŵ

ឋբᲬᲣ ؏עƷଐஜᛖܴưƷӕǓኵǈƸŴ
žǫȪǭ
ȥȩȠకſƕưƖǔЭƔǒӲעưᘍǘǕƯ

ᮧ ᘯ᫂ (ࡁࡓࡴࡽ ࡦࢁ࠶ࡁ)
᩷ܖޛᨈࠖᜒܖٻȷଢࠖᜒܖٻȷᨥଐஜᛖ
ܖᨈఄѦɼ˓ȷ
 ᨥ૨҄ʩ්ң˟ଐஜᛖՃǻȳǿȸɼ˓ȷ
ǢȫȕǡᨥܖᨈᖊƷᧉఄఄᧈƳƲǛኺƯŴᎢ
ࣈܖٻʴ૨ܖᢿŴྵנƸӷܖٻᚕᛖ૨҄ᄂ
ᆮ
 ݦૌƸŴᚕᛖՋܖȷଐஜᛖܖȷଐஜᛖᏋ
ɼƱƠƯҘᓶிᓹ؏עǛɶ࣎ƱƠƨӲᨥʩ
්ң˟Ʒ؏עଐஜᛖᏋೞ᧙ƱᡲઃƠƯŴžܱ
ោȷဃૅੲƷଐஜᛖਦݰඥſƴƭƍƯᄂ
̲ᜒࡈƳƲǛƍƯƍǔŵ૨҄࠻ۀᚠʙಅƴ
ƸŴ ࠰ᡲዓưӋьŵ

ƖƨŵࢼஹƷਦ૾ݰඥǍƑ૾ƕƋǔɶưŴžǫȪǭȥȩȠకſƷᎋƑ૾ǛݰλƠƯƍƘƴ
ƋƨǓŴܱᨥƴƲǜƳᒊіǍپŴӒࣖƕƋƬƨƷƔŵǇƨφ˳ႎƴ˴ƔƷࢫƴƨƬƨƱƍ
Əʙ̊ƸƋǔƔŵ

ჵ߃൞Უ ž૨ǛǍǓƨƍſƱƍƏܖ፼ᎍƴݣƠƯž૨ƸǍǔƳſƱƍƏ࣏ᙲƸƳƍŵܖ፼Ƣǔᢠ
৸ᏃƸٶƘƯƍƍŵƦƷᢠ৸ᏃǛفǍƠƨƍƱᎋƑƯƍǔŵžǫȪǭȥȩȠకſǛƦƷǇǇ
̅ƏƜƱƸᅶƨƪƴƱƬƯᩊƠƔƬƨƕŴဃƔƠ૾ǛᎋƑƨኽௐŴѣဒǛ˺ƢǔƜƱƴƠ
ƨŵ̅ƬƯǈƨƔƬƨǒƜƏƍƏǋƷǋƋǔǑŴƱ੩̓ưƖǔǋƷƕɟƭفƑƨƱ࣬Əŵܖ
፼ᎍƕ˴Ǜɟဪ൭ǊƯƍǔƷƔŴ˴ǛܖƼƨƍƷƔǛჷǔƜƱƕଐஜᛖȜȩȳȆǣǢƴƱƬ
ƯᙲƳƜƱưƋǔƱᎋƑƯƍǔŵ

ឋբᲭᲣ žǫȪǭȥȩȠకſƳƲŴƔǒ૾עπσ˳ׇŴᐯ˳ŴȜȩȳȆǣǢኵጢƴ૰ƕऴإσ
ஊƞǕƯƍǔƷƔŵ

فဋ൞Უ   ࠰ࡇƴƸŴᲯໜǻȃȈƷܦǛӖƚƯŴ࠰ٰƴிʮư͵ƠƯƍǔଐஜᛖᏋٻ
˟ƴьƑŴૼƨƴ˅ӨŴ᧵ٻŴᅦޢưଐஜᛖᏋᄂᆮңᜭ˟Ǜ͵ƠŴӲעưǫȪǭȥȩȠ
కǛȆȸȞƴЎᅹ˟ǛᘍƏƜƱưŴ᧙̞ᎍƴԗჷǛƬƯƍǔŵǇƨŴᣃᢊࡅჄȷࠊғထ
ሁଐஜᛖᏋਃ࢘ᎍᄂ̲ǍŴ؏עƴƓƚǔଐஜᛖᏋңᜭ˟ሁư૾עπσ˳ׇƷਃ࢘ᎍƴݣ
ƠƯǋऴإ੩̓ǛᘍƬƯƍǔŵࡽƖዓƖŴԗჷȷဇƴѐǊƯƍƖƨƍŵ

ឋբᲮᲣ ᲯໜǻȃȈƸҽƘƯǘƔǓƴƘƍŵɟᑍƷȜȩȳȆǣǢƸƱƯǋ̅ƏƜƱƕưƖƳƍŵƜƷ
ǻȃȈƷᛟଢǍܱ̊ኰʼǛᜒŴᄂ̲ƳƲǛᡫƠƯƑƯǋǒƏƜƱƸưƖǔƷƔŵ
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فဋ൞Უ ૨҄࠻ưƸŴଐஜᛖᏋƴ᧙ƢǔሊǍǫȪǭȥȩȠకሁƷဇƷƨǊƷᜒȷȯȸǯǷȧ
ȃȗǛᘍƬƯƍǔŵǇƨŴᜒࠖǛኰʼƢǔƜƱǋƋǔŵ૨҄࠻ᎰՃƴǑǔЈࢌƷئӳŴ૾ע
πσ˳ׇሁǛᡫơƯŴ̔᫂ǛӖƚƯƍǔƷưŴࣂႻᛩƍƨƩƖƨƍŵ

ឋբᲯᲣ ዒዓႎƴܖ፼ǛᘍƬƯƍǔئӳƷᚸ̖ƸӧᏡƔǋƠǕƳƍƕŴɟׅᨂǓŴܖׅ፼ᎍƕ٭ǘ
ǔئӳƷᚸ̖ƸƲƏᎋƑǔƔŵ

ьᕲ൞Უ ᚸ̖ƷႸႎǛᎋƑƨƱƖŴɟဪƷႸႎƸžܖ፼ᎍƷǍǔൢǛɥƛǔƜƱſŵഏƴžǋƏɟഩ
ƕǜƹǖƏƱƍƏൢਤƪƴƞƤǔƜƱſưƋǔŵಅƷڼǇǓƱኳǘǓưଐஜᛖƴݣƢǔȢ
ȆǣșȸǷȧȳƕ҄٭ƠƨǓŴʻଐƷܖ፼ưƜǜƳƜƱƕưƖǔǑƏƴƳƬƨƶŴƱᛅƠƨ
ǓƢǔƜƱǋᚸ̖ƱᎋƑƯƍƍŵᚸ̖Ǜ࣏ƣƠǋᧈƍኺዾƷɶưƷǈᎋƑƳƘƯǋƍƍƱ࣬
Əŵ

ឋբᲰᲣ ИኢȬșȫưƸƳƘŴƦǕˌɥƷȬșȫƷܖ፼ƸƲƏƠƨǒƍƍƔŵᡵƴɟׅƩƚƠƔܖ፼
ưƖƳƍئӳƸƲƏƠƨǒƍƍƔŵƍƭƔ࠙ƠƯƠǇƏᇌئƷʴǁƷܖ፼ƸƲƏƠƨǒƍ
ƍƔŵ

ьᕲ൞Უ ؏עܴŴଐஜᛖܖఄƷғКƸƲƜƔƱᎋƑǔŵݼᎰǍܖٻᡶܖǛࠎஓƢǔʴǋƍǔŵጏ್
ƷᡲઃƕưƖǔƱƍƍƳƱ࣬ƏŵƜǕƸƑǔርǛЎƚǔƱƍƏƜƱưƸƳƘŴႻʝƴң
щƠƋƍŴஊјƴМဇƠƋƑǕƹƍƍƱƍƏƜƱưƋǔŵǤȳǿȸȍȃȈƕ୍ӏƠŴܴƴ
ǈǜƳưᨼǇƬƯܖ፼Ƣǔ࢟७ưƸƳƍ࢟Ʒܖ፼ƕƜǕƔǒ࠼ƕƬƯƍƘŵႾ࠻ǋܖఄǋע
؏ǋឭƑƯᡲઃƠƯƍƘƜƱƕŴƜǕƔǒƷଐஜᛖᏋƷഏǁƷɟഩưƸƳƍƔƱ࣬Əŵ

Ӵဋ൞Უ ʻƷƓᛅƷǑƏƴƍǖƍǖƳƱƜǖƱጟƕǔŴ࠼Ƙμ˳ǛᙸบƠŴᧈႎƳȓǸȧȳǛਤƬ
ƯŴೞ᧙Ʊೞ᧙Ŵ؏עϋƷီಅᆔǍʴƱʴǛጟƛǔƜƱŴƜǕƕКƷ૾ƷឋբƴƋƬƨǳȸ
ȇǣȍȸǿȸƷௐƨƢǂƖࢫлƩƱᎋƑǔŵ

ឋբᲱᲣ ѣဒ˺ƴƓƍƯŴȗȩǤȐǷȸƷ̬ᜱŴᣐॾƸƲƜǇưᘍƬƨƔŵ

ჵ߃൞Უ ѣဒǛજࢨƢǔЭƴЈᎍƴʙऴᛟଢǛᘍƬƨŵዻᨼࢸƷǋƷǛᙸƯǋǒƍŴʕ১ƷǵǤȳ
ǛǋǒƬƨŵɼƴʙऴǛྸᚐƠƯƘǕǍƢƍȜȩȳȆǣǢƴңщƠƯǋǒƬƨƕŴᬜƳƲπ
σƷئ᩿ưƸɟᑍƷʴƕପǔƜƱƕƳƍǑƏᣐॾƠƨŵ

ឋբᲲᲣ ˺ƠƨѣဒƸƲƏ̅ဇƢǔƷƔŵ

ჵ߃൞Უ ƨƩᙸǔƩƚưǋƍƍƕŴᙸƳƕǒܖ፼ᎍƴွբǛਤƬƯǋǒƑǔǑƏŴƦƷƖƬƔƚ˺Ǔ
ƴဇƢǔƱƍƍƱ࣬ƏŵᛡƔƕɟደƴྵئƴᘍƚƹѣဒƳƲᙸǔ࣏ᙲƸƳƍƱƍƏॖᙸǋ
ƋǔƕŴƜƷȓȇǪƷႸƸŴʙЭƴᙸǔƩƚưƸƳƘŴƨƱƑƹɟࡇƸଐஜʴȜȩȳȆǣ
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ǢƳƲƱɟደƴᘍƑƨᘍໝǛǋƏɟࡇѣဒưਰǓᡉǓžഏƸᐯЎɟʴưǋưƖǔǑƏƴƳǔ
ƜƱſưƋǔŵȜȩȳȆǣǢƱஹଐ᧓ǋƳƍٳʴưᙸǔǑǓǋŴέٳʴǛʩƑƯᙐૠ
ƷႸưᙸǔƱŴဃଐஜᛖǛஊјƴܖ፼ưƖǔŵ

ឋբᲳᲣ %CPFQ ಅƕɟဪƍƍƷưƠǐƏƔŵ

҅൞Უ ƲƏƍƏಅƕɟဪƍƍƔưƸƳƘŴႻƴƲƏƍƏᏡщǛ៲ƴƭƚƞƤƨƍƔƕᙲưƋ
ǓŴƦǕƴǑƬƯਦݰඥǋီƳǔŵଐஜᛖȜȩȳȆǣǢƷႸƕǇƣƸٳʴǁƷဃૅੲ
ƴƋǔƷƩƔǒŴဃئ᩿ƔǒЏǓᩉƞǕƨਁᝋႎƳئ᩿ǛƑƯƹƔǓưƍƯƸဃૅੲ
ƴƸƳǓƴƘƍŵƜƷئӳƸѐǊƯဃૅੲƴႺኽƠƨǋƷǛƑǔǄƏƕƍƍŵ᧓ኺᢅ
ư҄٭Ƣǔܖ፼ᎍƷȋȸǺǛƦƷŷưᄩᛐƠŴƦǕƴࣖơǔᏡщƕƭƘǑƏƳƑ૾ǛƢ
ǔƜƱƕٻЏưƋǔŵ
     ʻŴɭမƷᚕᛖᏋƸ %'(4ᲢȨȸȭȃȑᚕᛖσᡫӋༀᲣƕɼ්ƱƳƬƯƍǔŵ%CP
FQUVCVGOGPVU ƱƍƏᚕᓶƸƜƜƔǒЈƯƖƨŵ
žܖǜƩᚕᛖư˴ƕưƖǔƔſǛᚸ̖ƠǑ
ƏƱƍƏɭမแưƋǔŵžǍǓƨƍƜƱƕưƖǔǑƏƴƳǔƨǊƷᚕᛖܖ፼ſƕŴƜǕƔ
ǒƸᚕᛖᏋƷɶ࣎ƴƳƬƯƍƘŵ

Ӵဋ൞Უ இࢸƷឋբƴƳǓǇƢƕŴ૨҄࠻ƔǒᲯໜǻȃȈƕЈƨྵཞǛ៊ǇƑŴƜǕƔǒƴࢳƢǔ
ƜƱƸƳǜưƢƔŵ

҅൞Უ ȜȩȳȆǣǢਦݰᎍƷǹǭȫǢȃȗƸžᩊᘍưƸƳƘତᘍǁſƱࠝŷ࣬ƬƯƍǔŵžƑ૾
ƕफƍƷƸȜȩȳȆǣǢਦݰᎍƷѠࢍɧឱƩſƱƍƏᎋƑ૾ƸڤƖưƸƳƍŵਦݰƴƭƍƯ
ƸИ࣎ᎍƷٶƍȜȩȳȆǣǢƕծॖưᘍƬƯƍǔѣƴݣƠŴ̅ƍǍƢƘǘƔǓǍƢƍਦݰ
ඥǍǛ੩̓ưƖǔǑƏŴʻࢸǋᄂᆮȷႆƠƯƍƖƨƍƱ࣬Əŵ

ჵ߃൞Უ žǫȪǭȥȩȠకſƷᑣƍ᩿Ǜᑣƍ૾ƴဃƔƤǔǑƏŴᡕƍƳƕǒǋዓƚƯƍƜƏƱ࣬Əŵ
ǈƳƞǜǋɟደƴ᪴ࢌǓǇƠǐƏŵ

ьᕲ൞Უ žƴſƔǒžƕſǁŵᅶƨƪଐஜʴƕٳʴžƴſ˴ƕưƖǔƔŴƦǕǋٻʙƩƕŴٳƷʴ
žƕſƱƍƏƴٳʴƴƭƘяᚺƕžƴſưƸƳƘŴžƕſƴƳǔǑƏƳѣǛᘍƏƜƱŵ
ˌЭǤȳȉƷʴƴૠܖǛƑƯǋǒƏೞ˟Ǜ˺ƬƨƱƖŴଐஜʴƷܖٻဃǍ̓܇ƨƪŴƦƷƓ
ƞǜƨƪƕஹƯƘǕƨŵٳʴƕɼ˳ƱƳƬƯ˴ƔǛᘍƑǔئǛ˺ǔƜƱƕưƖǔƱ࣬Ə
ƜƱƴॖԛƕƋǔƱᎋƑǔŵ

فဋ൞Უ ƜǜƳƴٻѬƷ૾ƴžǫȪǭȥȩȠకſƴ᧙࣎ǛƓਤƪƍƨƩƖŴƓᨼǇǓƍƨƩƍƨƜƱ
ƸƱƯǋஊᩊƍŵƨƩŴƦǕƩƚԗჷƕҗЎưƳƘŴǘƔǓƴƘƍƱƍƏƜƱǋၘज़Ơƨŵ
žǫȪǭȥȩȠకſƸŴɼƴᐯ˳ƷଐஜᛖᏋਃ࢘ᎍǍ؏עଐஜᛖᏋǳȸȇǣȍȸǿȸ
ƴဇƍƨƩƘƜƱǛेܭƠƯƍǔƷưŴᐯ˳ਃ࢘ᎍǍଐஜᛖᏋƷܼᧉݦƴჷƬƯƍƨ
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ƩƖŴ؏עƷᛢ᫆ᚐൿƴࢫᇌƯƯƍƨƩƚǔǑƏѐǊƯƍƖƨƍŵ

Ӵဋ൞Უ ǘƨƠƨƪƸŴʻଐƍƨƩƍƨॖᙸǛŴƜǕƔǒƷѣƴဃƔƠƯƍƖƨƍƱ࣬Əŵ
     ǇƨஜଐӋьƢǔƴƋƨǓŴƦǕƧǕƴႸႎƕƋƬƨƱ࣬ƏŵʻਰǓᡉƬƯƦƷႸႎƕݲƠ
ưǋᢋƞǕƯƍǕƹŴЎᅹ˟ǛƍƨॖԛƕƋƬƨƱ࣬ƏŵƜǕǛƖƬƔƚƴȍȃȈȯȸ
ǯƕ࠼ƕǓŴ؏עƷɶưσƴဃƖŴσƴܖƼŴǇƪƮƘǓǛႸਦƠƯƍƚǔǑƏƳŴƦǜƳ
ᅈ˟ƴƳǔƱƍƍƱ࣬ƏŵʻଐƸƝӋьƍƨƩƖŴƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵ

                                           ˌɥ
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Ϫᅜ㝿ᕷẸࣇ࢛࣮࣒ࣛ LQ72.<2ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ
ࢺ࣮ࢣࣥیᅇ⤖ᯝ ࡢ㸷㸮ྡ ཧຍ⪅ࡢ㸯㸯㸱ྡ    ᅇ⋡㸸㸶㸮㸣

ࠓ‶㊊ᗘࠔ
‶
㊊
 ‶ ㊊
ࡸࡸ‶㊊

‶

ࡸࡸ‶㊊ ‶



㸦ྡ㸧
㸦ྡ㸧
㸦 ྡ㸧
㸦 ྡ㸧

‶㊊


‶㊊





ࠓ࡞ឤࠔ
  ➨ڦศ⛉
z

᪥ࠎᝎࢇ࡛࠸ࡿࡇࢁࡀࡢ୰࡛ぢ࠼࡚ࡁࡓࠋࡍࡈࡃຮᙉ࡞ࡗࡓࠋẼ࡙ࡁࢆᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

z

ᬑẁࡢ⏕ά࡛ゐࢀ࡞࠸ࠊព㆑ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇࡢሗࢆᚓࡽࢀࡓࠋ

z

ㅮ₇⪅ࡑࢀࡒࢀࡽࠊ㐪ࡗࡓどⅬࡢࠕᅜ㝿༠ຊࠖ㛵ࡍࡿ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

z

ᬑẁᮏࢆㄞࢇࡔࡾࡍࡿࡼࡾࠊ㌟㏆ᅜ㝿༠ຊάືࢆឤࡌࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋලయⓗ࡞άືࢆ▱ࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡓࠋ

z

ẟཷẶࡢ࠾ヰࡣࠊኚࢃࡾࡸࡍࡃ⚾⮬㌟ࡀ᪥ࠎ⪃࠼࡚࠸ࡿࡇࡢ☜ㄆ࡞ࡾࠊᮏᙜཧ⪃࡞
ࡗࡓࠋᾆẶࡢ࠾ヰࠊ᪂ࡋ࠸どⅬࡽࡢࠕᆅᇦᅜ㝿༠ຊࠖࡀ࡚ࡶཧ⪃࡞ࡾࠊ᪂㩭࡛ၨⓎⓗ࡛⯆
῝ࡃ⫈ࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ
㉔ᕝẶࡢάືࡣࠊᑡࡋᡃࠎࡢᅋయ࡛ࡶఝࡓࡼ࠺࡞ࡇࢆࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊኚཧ⪃࡞ࡗࡓࠋ
ᯇᮏẶࡢ࠾ヰࠊ⮬యࡋ࡚ࣇ࢙ࢺ࣮ࣞࢻྲྀ⤌ࡴࡇࡀྍ⬟࡞ࡢࡔ᪂ࡋ࠸どⅬࢆ࠸ࡓࡔࡁࠊ
⯆῝ࡃᣏ⫈ࡋࡓࠋ

z

ᐇ㝿ࡢྲྀ⤌ࡳ࡞ࠊヲࡋࡃ▱ࡿᶵࡀ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ࡚ࡶࡓࡵ࡞ࡗࡓࠋⓙࡉࢇࡢάືࡀࡘ
࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿឤࡌࡓࠋ

z

 ேࡢㅮᖌࡑࢀࡒࢀࡢヰࡀ่⃭‶ࡕ࡚࠸ࡓࠋၨⓎࡉࢀࡓࠋ୍ே୍ேࡢヰࡀ⡆₩ࡲࡲࡗ࡚࠸࡚
⫈ࡁࡸࡍࡗࡓࠋ

z

⮬ศ࡛ࡁࡿࡇࢁࡽࡣࡌࡵࡿ࠸࠺ព㆑ࢆࡶࡘࡇࡀᩍ࠼࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ

z

ேཱྀၥ㢟ࡋ࡚ࡣࠊබඹᨻ⟇ࡢ❧ሙࡽ⾜ᨻ㠃ࡽࡳࡓᏛࡧࡀ࡛ࠊ࡞࡞⾜ࡁඛࡀぢ࠼ࡎ
㆟ㄽࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᅇཧຍࡋ࡚ࠊᆅᇦࡋ࡚ࡢᅜ㝿༠ຊ࠸࠺ぢ᪉ࠊཧຍࡢ᪉ࠊάືᐇ⦼
࡞ࠊྛ₇⪅ࡢせ㡿ࡼࡃ⡆₩ࠊ᫂░ࡲࡵࡽࢀࡓヰࠊࣞࢪ࣓ࣗࡼࡗ࡚♧ࡉࢀࠊࡲࡉ┠ࡽ࢘
ࣟࢥࡢឤࢆᙉࡃឤࡌࡓࠋᨻᗓ㛫࡛ࡣ࡞࡞㞴ࡋ࠸ࡇࡶ࠶ࡾࠊẸ㛫ࡢάຊࠊᆅᇦࡢάືࡼࡗ࡚ࠊ
⪃࠼ࠊ㛵ᚰࢆᣢࡕࠊάືࡍࡿࡇࡢษࡉࢆ▱ࡽࡉࢀࡓࠋ
ࣃࢿࣝࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡶ࡚ࡶ㐺ษ࡞㐍⾜ࡲࡵ᪉ࡼࡾࠊάືᐇ⦼ࡼࡿせⅬࡢࡳࢆࡲࡵ
ࡽࢀࡓⓎゝ࡞⪺ࡁධࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋయࡋ࡚ࠊᨻࡸ࣐ࢫࢥ࣑ࡢሗ㐨࡞࡚ࡶ㈋ᅔ࡞᪥ᮏ
࠾࠸࡚ࠊᆅᇦࠊẸ㛫ࠊᕷẸࡀ⪃࠼άືࡋ࡚࠸ࡿࡇࡢษࡉࠊ㔜せࡉࡀࠊࡇࢀࡽࡢᮍ᮶ྥࡅ࡚
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ࡢ⏕ࡁ᪉ࠊάືࡔឤࡌࡉࡏࡽࢀࡓࠋ₇⪅ࡶⓙ⣲ᬕࡽࡋ࠸ேࡓࡕࡔࡗࡓࠋ࡚ࡶ᭷ព⩏࡞ࢭ࣑ࢼ࣮
ཧຍ࡞ࡗࡓࠋ
z

᪂ࡋ࠸ࡇࢆ▱ࢀࡓࠋ⮬ศ࡛ࡶάືࢆጞࡵࡼ࠺ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ

z

ㅮᖌࡢ᪉ࡢ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞⪃࠼᪉ࡸάືෆᐜࢆ⪺ࡅࡓࡢࡣ࡚ࡶཧ⪃࡞ࡗࡓࠋ

z

ᆅᇦ࠸࡞ࡀࡽࠊᅜ㝿༠ຊཧ⏬࡛ࡁࡿࡇࡀࢃࡗࡓࠋ

z

༗ᚋࡢ㒊ࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡢࡀṧᛕࡔࡗࡓࡀࠊ➨  ศ⛉࡛ከࡃࡢ❧ሙࡢேࡢヰࡀ⪺ࡅ࡚ኚཧ⪃࡞
ࡗࡓࠋ

z

ᚋࠊ᪥ᮏᅜෆ࡛ᅜ㝿༠ຊࢆ⾜࠺ࡓࡵࡣࠊࡢࡼ࠺ࡍࢀࡤࡼ࠸ࡢ⪃࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

z

ࡕࡻࡗ⾲㠃ⓗࡍࡂࡿឤࡌࡔࡗࡓࠋୡ௦ẖ⨨ࢀ࡚࠸ࡿ♫≧ἣࡀ᪥ᮏᅜෆ࡛ࡶ↛㐪࠺ࠋ㇏
࡞௦ࡢ᪥ᮏᬽࡽࡋ࡚ࡁࡓୡ௦ࡢேࡣࠊవ⿱ࡢ࡞࠸ⱝᖺᒙࡢⓎࢆ⌮ゎࡍࡿດຊࢆࡍࡿࡁࠋ
ᅜ㝿༠ຊࡣࡕࡻࡗవ⿱ࡢ࠶ࡿேࡀࡸࡿࡶࡢ࡛ࠊࠊከᩥඹ⏕ࡢ࠺ࡀඃඛ㡰ࡀ㧗࠸࠸࠺ᾆ
ࡉࢇࡢゝⴥࡣ㔜࠸ᛮ࠺ࠋ

z

๓༙㒊ศࡢྛࡸάືࡍࡿ୰࡛ࡢᕤኵ࡞ࢆࡶࡗ⪺࠸࡚ࡳࡓࡗࡓࠋ


➨ڦ㸰ศ⛉
z

⤂ࡉࢀࡓ  ᅋయࡢᐇ㊶ࡣ࡚⣲ᬕࡽࡋ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋኚࡼࡗࡓࠋ

z

 ྡࡢࣃࢿࣜࢫࢺࡢάືෆᐜࠊⓎ⾲ෆᐜ㠀ᖖ่⃭ࢆཷࡅࡓࠋ

z

⚾⮬㌟ࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡸእᅜࡘ࡞ࡀࡿᏊ౪ᑐࡍࡿẕㄒᩍ⫱㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ཧ⪃࡞ࡿ㒊ศࡀ
ከࡗࡓࠋࡲࡓࠊ ྡඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀཧຍᆺࡢᏛ⩦ࢫࢱࣝࢆࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁࡶ⮬ศ⮬㌟ࡢ
άືཧ↷ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊᚓࡿࡇࢁࡀࡁࡗࡓࠋ

z

 ྡࡢ᪉ࡽ࠾ヰࢆఛ࠼ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ゅᗘࡽࡢᨭࡘ࠸࡚ࢃࡗࡓࠋ

z

ᑡᩘゝㄒࠊ᪉ゝࠊࡇࡤࡢษࡉࢆᗈሗࡍࡿᅋయ࡛ࡍࠋኚཧ⪃࡞ࡗࡓࠋ┠ୗࠊᅾ᪥ࣈࣛࢪ
ࣝேᏊᘵࡢ᪥࣭࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒᑐヂᩍᮦࢆไసࠊ↓ᩱ㓄ᕸࡍࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋఱ༠ຊ
࡛ࡁ࡞࠸ឤࡌࡓࠋ

z

㈨ᩱࡀᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋࢸ࣮࣐ࠊே㑅ࡀࡼࡗࡓࠋᮾி࡛ࡢእᅜேᨭࡘ࠸࡚ࠊ㐺ษ࡞άືࡢᐇ
ࡀࢃࡗࡓࠋᫎീࢆ⏝ࡋ࡚ࢃࡾࡸࡍࡗࡓࠋ

z

⮬ศࡀᡤᒓࡍࡿᅋయ࠾࠸࡚ࡢάືࢹࡋ࡚ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࣥࢫࣆ࣮ࣞࢩࣙࣥࡀᚓࡽࢀࡓࠋ


z

Ꮚࡶࡢᒃሙᡤ࡙ࡃࡾࡢࡓࡵྛᅋయࡀࡢࡼ࠺࡞άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢ▱ࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊᚋ
ࡢࡼ࠺࡞༠ຊࢆ࠾࠸ࡋ࡚࠸ࡅࡿ⪃࠼ࡿⰋ࠸ᶵ࡞ࡗࡓࠋ

z

࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ྲྀ⤌ࡳࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᅋయࢆ▱ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

z

ᆅᇦࡢ࣎ࣛࣥࢸࡢάື⠊ᅖࢆ㉸࠼ࡓάືࡢሗ࿌࡛᪂ࡋ࠸どⅬࢆᚓࡽࢀࡓࠋ

z

ᵝࠎ࡞㠃ࡽࡢྲྀ⤌ࡳࢆ▱ࡾࠊኚཧ⪃࡞ࡗࡓࠋ⮬ศࡓࡕࡢάືࡢࡼ࠺ྲྀࡾධࢀࡽࢀࡿࡢ
ࠊ⊂ࡾࡼࡀࡾ࡞ࡽࡎཧຍࡋࡓᏊࡶࡓࡕ⮬㌟ࡀ๓ྥࡁᤊ࠼ࠊே⏕ࡀᥥࡅࡿࡶࡢࢆ࠼ࡽࢀࡿ
ࡢ⪃࠼ࡉࡏࡽࢀࡓࠋ

z

ࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟୍࡛␒ᅔ㞴ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᆅᇦ♫࣭⾜ᨻࡢ⌮ゎ㊊ࠋ᪥ᮏㄒࡀୖᡭ࡞እᅜ
ࡘ࡞ࡀࡿᏊࡶࡓࡕࡢᅔ㞴㸻ゝⴥࠊࢹࣥࢸࢸࠊእぢ࡞ࡢ⌮ゎࡀࡃ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ឤ
ࡌ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢᅔ㞴ࢆᆅᇦ♫ࠊᏛᰯࠊ♫ࡀඹ᭷ࡍࢀࡤከࡃࡢᏊࡶࡓࡕࡀᏳᚰឤࢆࡶࡗ࡚⏕ά࡛ࡁࡿࡢ࡛
ࡣឤࡌ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢၥ㢟ࢆࡢࡼ࠺ຠᯝⓗ♫Ⓨಙࡋ࡚࠸ࡅࡿࡢࡘ࠸࡚ࡐࡦ⪃࠼࡚࠸
ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠺ࠋ

z

ࠕ᪂ᐟ࣮ࢺࣇ࢙ࢫࢸࣂࣝࠖࡸࠕ&&6 ࡢάືࠖຍ࠼࡚ࠊ⌧⫋ࡢᩍဨࡼࡿࠕከᵝ࡞ࣂࢵࢡࢢࣛ࢘
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ࣥࢻࢆᣢࡘ⏕ᚐࡢᩍ⫱ࡸάືࠖࡢヲ⣽ࢆ▱ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
z

࠶ࡿ᪉ࡢලయⓗ࡞άືෆᐜࡀࢃࡾࡼࡗࡓࠋࣃࢿࣝࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡣࡶ࠺ᑡࡋヰ㢟ࢆ᥀ࡾୗࡆ࡚
ࡶࡼࡗࡓࡢ࡛ࡣࠋ

z

࣎ࣛࣥࢸᏛ⏕ࡀ༠ຊࡋ࡞ࡀࡽᏊࡶ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢆᐇࡋ࡚  ᖺ࡞ࡿࠋ⌧ᅾ  ேࡢᏊࡶ
ࡀࠊỈࠊᅵࡢ㐌  ᪥㏻ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋᩍ⫱ࡣࠊᏛᖺไࢢ࣮ࣝࣉศࢀ࡚࠸ࡿࠋேᩘ୍ᣓᩍ⫱ᑡ
ࡋ㐪࠺ࡼ࠺࡞Ẽࡀࡍࡿࠋ

z

㉁ᛂ⟅ࡢᚋ༙㒊ศࡀ⯆῝ࡗࡓࠋࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ᙺࡢ᪉ࡀ࡚ࡶୖᡭࡃࡘ࡞࠸࡛࠸ࡽࡋࡓࡢࡀ
༳㇟ⓗࡔࡗࡓࠋ

z

ࣃࢿࣜࢫࢺࡢ୕⪅ࡀ㐪࠺❧ሙࡢ᪉ࡔࡗࡓࠋྠࡌ┠ᶆྥࡗ࡚࠸ࡿ␗࡞ࡗࡓᐇ㊶ࡀ⪺ࡅ࡚ࡼࡗࡓࠋ

z

␗࡞ࡿ❧ሙࡢ࠾୕᪉ࡽᐇែࢆఛ࠼ࠊ⌧ሙࡢᵝᏊࡀࡳ࠼ࡿࡼ࠺࡞ẼࡀࡋࡓࠋࠕᏊࡶࡓࡕࡢᛮ࠸ࠖࡶ
ᇉ㛫ぢࡽࢀࡓࡼ࠺ឤࡌࡓࠋே࡞ࡗࡓእᅜࡢ᪉ࡢຊࢆ⏕ࡍⓎࡀษࠋࠕ࢟ࣕࣜᩍ⫱ࠖࡶㄢ
㢟ࡋ࡚ࡳ࠼࡚ࡁࡓࠋ

z

ᐇ㊶ࡢάືࡀ⪺ࡅ࡚ࡼࡗࡓࠋ&&6 ࡢ᪉㠃㆑ࡀ࡛ࡁ࡚ࡼࡗࡓࠋྠࡌάືࢆࡋ࡚࠸ࡿே࠼࡚
ࡼࡗࡓࠋ

z

άືࡢ⌧ἣࢆ▷࠸㛫࡛ᩍ࠼࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊࡶࡗ῝ࡃ▱ࡾࡓ࠸࠸࠺ࡁࡗࡅ࡞ࡗࡓࡀࠊᮏᙜ
㥑ࡅ㊊ࡢ⤂ࡔࡗࡓࠋ࡛ࡶࠊࡓࡃࡉࢇࡢ♧၀ࠊどⅬࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ

z

ࡶ࠺ᑡࡋヲࡋࡃㄝ࡛᫂ࡁࡿ㛫ࡀࡋࡗࡓࠋෆᐜⓗࡣ࡚ࡶࡼࡗࡓࠋᏊࡶ᪥ᮏㄒᩍᐊࡢ㐠
Ⴀࡘ࠸࡚ኚࣄࣥࢺࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ

z

ሙཧຍ⪅ࡢពぢࡀ⪺ࡅ࡞ࡗࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡢᅋయࡢᢪ࠼࡚࠸ࡿၥ㢟ࢆࡶࡗ⪺ࡁࡓࡗࡓࠋ


➨ڦ㸲ศ⛉
z

ே㑅ࡀⰋࡗࡓࠋࣃࢿࣜࢫࢺࡢヰࡀศࡾࡸࡍࡗࡓࠋ㈨ᩱࡀ࢝ࣛࣇ࡛ࣝศࡾࡸࡍࡃ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ

z

ᚑ᮶ࡢᩥᆺᤵᴗࡢᙧ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛ⩦⪅ࡀఱࢆồࡵ࡚࠸ࡿࡢࢽ࣮ࢬᛂ࠼ࡿࡢࡀ࣎ࣛࣥࢸࡢ
࡞┬ࡉࡏࡽࢀࡓࠋ

z

࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡘ࠸࡚ᑡࡋ⌮ゎࡀ῝ࡲࡗࡓࠋලయⓗື⏬ࡢヰࡶฟ࡚࡚ࡶཧ⪃࡞ࡗࡓࠋ

z

ෆᐜࡀ⣲ᬕࡽࡋࡗࡓࠋࡋࡗࡾຮᙉࡋ࡚᪥ᮏㄒ࣎ࣛࣥࢸࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ

z

ᩍ⛉᭩ࢆࡗ࡚ᩥᆺ࠶ࡾࡁ࡛ᣦᑟࡋ࡚࠸ࡓࠋᑟධ࡛⏝ࡍࡿሙ㠃ࢆᥦ♧ࡋࠊᩥᆺࡢᙧࡢㄝ᫂ࢆࡋࡓ
ࡾࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊሙ㠃ࢆ༳㇟࡙ࡅࠊ࠼ࡿࡼ࠺ࡍࡿࡇࢆ㔜どࡍࡿᣦᑟἲࡀษࡔ☜ㄆࡉࡏࡽ
ࢀࡓࠋ

z

ྛศ㔝ࡢᑓ㛛ᐙࡢ᪉ࡢศࡾ᫆࠸࠾ヰࡀ⫈ࡅࠊ᭱᪂ࡢὶࢀࡀⰋࡃศࡗࡓࠋ

z

ᨻᗓࡑࡢࡼ࠺࡞ືࡁࡀ࠶ࡿࡇࢆ▱ࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡚ࡼࡗࡓࠋᩍᮦࡢࣄࣥࢺࡶࡶࡽ࠼ࡓࡋࠊᩍᮦ
ࢆ↓ᩱᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿᅋయࡀ࠶ࡿࡇࢆ▱ࡗ࡚ឤᚰࡋࡓࠋ

z

⌧ᅾࠊᾏእࡢ᪥ᮏㄒᩍᐊఫࢇ࡛࠸ࡿᆅᇦࡢᅜ㝿ὶ༠ࡢ᪥ᮏㄒὶᩍᐊ࡛࣎ࣛࣥࢸάືࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᾏእࡢ᪥ᮏㄒᩍᐊࡣᩥᆺ⦎⩦ࡀ࡛࠶ࡾࠊᩍ⛉᭩㏻ࡾ㐍ࡵ࡚࠾ࡾຠᯝࡣูࡋ࡚ ᾏ
እࡔࡽࡸࡴࢆ࠼࡞࠸㸽 ᩍᖌࡋ࡚ࡣᴦ࡛࠶ࡿࡀࠊ᪥ᮏࡢ᪥ᮏㄒὶᩍᐊ࡛ࡣᏛ⩦⪅ࡢࢽ࣮ࢬࢆ
ᢕᥱࡋ࡞ࡅࢀࡤຠᯝⓗ࡞Ꮫ⩦ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡛ⱞປࡋ࡚࠸ࡓࠋࡘࡢᅋయࡢάື≧ἣࡣ㠀ᖖཧ⪃࡞
ࡗࡓࠋࡼࡾຠᯝⓗ࡞ࢡࣛࢫ㐠Ⴀࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ດຊࡋࡓ࠸ࠋ

z

ࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖࡢࡓࡵࡢᶆ‽ⓗ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆᐇ㊶ᙺ❧࡚ࡿࡢ᭷ຠ࡛ලయⓗ࡞ࣄࣥ
ࢺࡀ࠸ࡓࡔࡅࡓࠋᙺᡤࡢ᪉ࡽࡢㄔព࠶ࡿࡈㄝ᫂ࠊྖ⪅ࡢ㐍⾜ࠊࡲࡵࡶ⣲ᬕࡽࡋࡗࡓࠋ

z

⬟ຊホ౯ࡢࠕࡶ࠺୍ᜥࠖ࠸࠺⾲⌧ࠋ&DQ'R ᆺᤵᴗࠋࡾ㏉ࡾࢩ࣮ࢺࡢព⩏࣭ຠ⏝ࡘ࠸࡚࡚ࡶ
‶㊊ࡋࡓࠋ
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z

ಶேⓗࡣ࡚ࡶࢃࡾࡸࡍࡃㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࡓᛮ࠺ࠋࡓࡔࠊᣢࡕᖐࡗ࡚ⓙࡉࢇㄝ᫂ࡍࡿࡢ
ࡣ࡚ࡶࣁ࣮ࢻࣝࡀ㧗࠸ࡼ࠺ᛮ࠼ࡿࠋࡶࡗከࡃࡢேⓎಙࡍࡿ᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿࡁ࡛ࡣ࡞࠸
ᛮ࠺ࠋ

z

Ꮫ⩦⪅ࡢせᮃࡶ࠶ࡾࠕࡳࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒࠖ࡞ࡢࢸ࢟ࢫࢺ୰ᚰ࡛ᤵᴗࢆ⾜࠺ࢣ࣮ࢫࡀከࡗࡓࡀၥ
ࢆឤࡌ࡚࠸ࡓࠋ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠕᶆ‽ⓗ࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠖ Ⅼࢭࢵࢺࢆཧ⪃ࡋ࡚ &DQ'R ᆺࡢᤵᴗࢆ
ᐇ㊶ࡋ࡚ࡳࡓ࠸ᛮ࠺ࠋ

z

࡞ࢇ࡞ࡃᩍ࠼᪉ࡢ࣓࣮ࢪࡀࢃ࠸ࡓࠋ

z

&DQ'R ᆺᤵᴗࡢ⯆࠶ࡿᐇࠊࡘࡲࡾࠕື⏬⏝ࠖ᭦ࠕࡾ㏉ࡾࢩ࣮ࢺࠖࡢຠᯝⓗ࡞⏝ἲࢆ▱
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

z

ᐇ㊶ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪉ࡢ࠾ヰࡣ࡚ࡶ㠃ⓑࡗࡓࠋ⮬ศࡢ࣎ࣛࣥࢸάືࢆぢ┤ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠺ࠋ
ᩥᗇࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣࡦࡘ┠ⓗࡀࢃࡽ࡞ࡗࡓࠋࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡶ⪺ࡁࡓࡗࡓࠋ

z

ᅇࡢᵝ࡞ࢭ࣑ࢼ࣮ࡣึࡵ࡚ཧຍࡋࡓࡀᐇ㝿ᵝࠎ࡞ᩍᐊ࡛ᩍ࠼ࡓࡾ㐠Ⴀࡋࡓࡾࡋ࡚࠸ࡽࡗࡋࡷ
ࡿ᪉ࠎ࠾࠸࡛ࡁࡓࡢ࡛ࠊ㠀ḟᅇࡣᑠࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࢹࢫ࢝ࢵࢩ࡛ࣙࣥࡁࡿᵝ࡞ᶵࡀ࠶ࡿⰋ
࠸ឤࡌࡓࠋ

z

ᶵ࠶ࡿࡈࡇࡢࡼ࠺࡞ཧຍࡋ࡚ࡁࡓࡢ࡛ヰࡢෆᐜࡣࡔ࠸ࡓ࠸ゎࡗࡓࠋᩥᗇࢡࢭࢫࡍ
ࢀࡤᆅᇦ࡛ᬽࡽࡍእᅜேࡢࡓࡵࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢᐇࡀࡓࡸࡍࡃ࡛ࡁࡿⰋ࠸ᛮ࠺ࠋ࠼ࡤࠊ㹆㹎
ࡽࡢ⤮ᩍᮦ࡞⾜ࡁ╔ࡃࡢࡕࡻࡗ㛫ࡀࡗࡓࡾࡍࡿࠋ࡛ࡶࠊά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

z

ㅮ₇ࢆ⪺ࡅࡤ⪺ࡃࠊࢇࢇ㐍ࡋࡓ᪥ᮏㄒࡢ▱㆑ࡀᚓࡽࢀࡿࠋᩍᤵἲ࡛ᩍ࠼࡚࠸ࡿ⪅ࡣ
ኚ᭷ព⩏࡞ヰࡔࡗࡓࠋ

z

ࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖࡢ⾲グࡢពࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡓࡢ࡛ࠋࠕࡾ㏉ࡾࢩ࣮ࢺࠖࡢసᡂᐇࡢព
ࡀࢃࡾࠊࡸࡾ᪉ࡢ୍ࡋ࡚⮬ศ࡞ࡾసᡂᐇ⾜ฟ᮶ࡿᛮࡗࡓࠋ

z

⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠊࡑࡢព⩏ពࡣࡼࡃࢃࡗࡓࠋከࡃࡢၥ㢟Ⅼ࡞ྵࢇ࡛࠸ࡿࡢ࡛࣎ࣛࣥࢸ
ࡢάື࠸࠺ࡇࡶྜࢃࡏ࡚ᚋ࠸ࢁ࠸ࢁ⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸ࠋ

z

ᮏ᪥ࡢศ⛉࡛ᇶᮏⓗ࡞ࡇࢆᏛࡧࠊࡑࢀࡒࢀࡢᅋయྜࡗࡓ㐍ࡵ᪉࡛Ⰻ࠸࠸࠺࡛Ᏻᚰࡋࡓࠋ
Ꮫ⩦⪅ࡢ⏕άྜࢃࡏࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ࠸࠺ࡇࡶຮᙉ࡞ࡗࡓࠋ

z

ࣇࣟࡽฟࡓ㉁ၥᑀṇ┤⟅࠼࡚ࡃࢀࡓࠋ⌧ሙ࡛άືࡋ࡚࠸ࡿ࣎ࣛࣥࢸࡢ❧ሙࠊ┠⥺
ࢆࢃࡗࡓୖ࡛ࡢヰࡀ㌟㏆ឤࡌࡽࢀࡓࠋ

z

ᩥἲࡸᩥᆺࡽࢃࢀ࡞࠸ึ⣭ࡢᤵᴗࢆヨࡳ࡚ࡳࡓ࠸ᛮ࠺ࠋࡾ㏉ࡾࢩ࣮ࢺࢆẖᅇసᡂࡍࡿࡇ
ࡣኚᛮ࠺ࡀࠊᏛ⩦⪅ࡗ࡚ࡣ࡚ࡶゎࡾ᫆࠸ᛮ࠺ࠋẖᅇࠊࡑࡢ᪥ࡢ┠ⓗ࣭┠ᶆࢆ᫂☜
ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡞ࡿࠋ

z

ᨵࡵ࡚⏕άᨭࡢࡓࡵࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡛࠶ࡿࡇࢆㄆ㆑ࡋࡓࠋ

z

᪥ᮏࡢ⏕ᚐᏛᰯ࡛ⱥㄒࢆᩍ࠼ࡿࡢᩥ⛉┬ࡣࡇࢀࡽࡢࡇࢆ⪃៖ࡋ࡚࠸ࡿࡢ㸽࠾࠸ࡢࣇ
࣮ࢻࣂࢵࢡࡀᚲせ࡛ࡣ㸽

z

ࠕ⏕ά⪅ࠖࡋ࡚ࡢእᅜேࢆᑐ㇟ࡋࡓࢭ࣑ࢼ࣮࡞ࡢ࡛ࠊ༶ຠᛶࢆࡋࡓࡼ࠺࡞༳㇟ࢆཷࡅࡓࠋ
Ꮫ⩦⪅ࡢ୰ࡣᏛ⏕ࠊᐙᗞࡢ፬ࠊ⮬⏤ே࣭࣭࣭ᖜࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡶ࠺ᑡࡋᗈ࠸ព࡛Ꮫ⩦ෆᐜࢆ⪃
࠼ࡓ࠸ࠋ

z

ၨⓎࡉࢀࡓࠋ

z

ࣃࢿࣜࢫࢺࡶࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡶ⣲ᬕࡽࡋ࠸ࢆࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋෆᐜࡀワࡲࡾ㐣ࡂ࡚㥑ࡅ㊊࡛㐍ࢇ
࡛࠸ࡗࡓࡼ࠺ᛮ࠺ࠋࡶ࠺ᑡࡋ⤠ࡗ࡚ࡑࢀࡒࢀࢆࡺࡗࡃࡾᢅࡗ࡚ୗࡉࡿࡼࡗࡓࡼ࠺ᛮ࠺ࠋ

z

ㄪᕸᕷᅜ㝿ὶ༠࡛ࡣࠊձᡂே 㧗ᰯ⏕௨ୖ ղᑠ࣭୰Ꮫ⏕ճᏊ⫱࡚୰ࡢぶᏊᑐࡍࡿ᪥ᮏㄒᨭ
ࢆ PDQWRPDQ ᪉ᘧࢆ࣮࣋ࢫᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡘ࠸࡚ཧ⪃ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇࡀከࡃ
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࠶ࡗࡓࠋ
z

࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆᐇ㝿ᩍᐊ࡛ᩍ࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺ᩍᮏࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡃࡢࡀ㞴ࡋ࠸ࠋ⤮ࢆࣉࣜࣥࢺ
࢘ࢺࡋ࡚࠺ࡢࡶࡶ࠺ᑡࡋ⡆༢ฟ᮶ࡿ࠸࠸ࠋ

z

ࡑࢀࡒࢀࡢⓎ⾲ࡘ࠸࡚ࠊෆᐜࡣ࡚ࡶ⯆῝ࡗࡓࡢࡔࡀࠊࡶ࠺ᑡࡋ㛫ࢆࡗ࡚ヲࡋ࠸ヰࢆ⪺
ࡁࡓࡗࡓࠋ

z

ᮧඛ⏕ࡢᥦࡉࢀࡓ &DQ'R ᆺᤵᴗࡢࠕ⏕ά༶ᙺ❧ࡘᤵᴗࠖࡣ᪂㩭 ࡲ࡛ᩥᆺ୰ᚰ࡛⪃࠼࡚ࡁ
ࡓ⪅ࡗ࡚ ࠋ⏕άᨭࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡿࡇࢆࡋࡗࡾ⬚ධࢀ࡚ࠊᚋ㡹ᙇࡾࡓ࠸ᛮ࠺ࠋ

z

᭱ᚋࡢ㉁ᛂ⟅ࡀຮᙉ࡞ࡗࡓࠋࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡀࡼࡗࡓࠋ

z

ᅜࡢᨻ⟇ࡸ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ➼ࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡓࠋ

z

ሗ㔞ࡀከࡗࡓࡢ࡛㦵Ꮚࡣ⌮ゎ࡛ࡁࡓࠋ

z

Ꮫ⩦ᨭࡢ୰࡛ྲྀࡾୖࡆࡓࢸ࣮࣐ࡀᏛ⩦⪅ࡢࡼ࠺ཷࡅྲྀࡽࢀࡓࠊ⮬ᕫホ౯ࡍࡿࡇࡢ㔜せ
ࡉࡣ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡀࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞࡛ࣞ࣋ࣝᐇ㊶ࡢ୰࡛ࡢࡼ࠺ホ౯᪉ἲࢆసࡾୖࡆࡿࡢᡭᘬࡁࡀ
ࡋ࠸ࠋ

z

⮬ศࡓࡕࡢ᪥ᮏㄒᩍᐊࡣ㐪ࡗࡓෆᐜࡔࡗࡓࠋ

z

⌮ సᡂ ⌧ሙ ᐇ㊶ ࡢ㞳ࡀࡳࡽࢀࡓࡀࠊࡇࢀࡀ⌧≧ࡔᨵࡵ࡚ㄆ㆑࡛ࡁࡓࠋ

z

ࠕ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖࡘ࠸࡚ㄆ㆑ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ

z

㔜せࢸ࣮࣐ࡀከࡍࡂ࡚⌮ゎ㊊࡛࠶ࡗࡓࠋ

z

&DQ'R ᆺࡢ㏣ồ㈶ྠࡍࡿࠋ

z

ᩥᗇࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢලయࡀࢃࡗ࡚ࡼࡗࡓࠋᩥᗇࡢኟࡢࡢෆᐜࡀࡼࡾ⌮ゎ࡛ࡁࡓࠋ
࡛ࡁࢀࡤࡶ࠺ᑡࡋ㛫ࡀḧࡋࡗࡓࠋ࠸࠸࠾ヰࡔࡗࡓࡢ࡛ࡶࡗ⪺ࡁࡓࡗࡓࠋ

z

᪥ᮏㄒᩍᐊࡢ┠ⓗࠊᣦ㔪ࡣศࡗࡓࡀ㐠⏝᪉ἲࢆࡶ࠺ᑡࡋලయⓗᩍ࠼࡚࠸ࡓࡔࡁࡓࡗࡓࠋࡉࡱ
࠺  ࡢ <RXWXEH ࡣཧ⪃ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮࡗࡓࠋ

z

ࡢᶵࡶ◊ಟཧຍࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡀࠊఱࢀࡢሙྜࡶࢫࢱࣥࢫࡀ᪥ᮏேഃ࠶ࡾࠊ┦ᡭࡢゝ
ㄒࡢࡇࡸᩍ⫱ࡢཷࡅ᪉↷ࡽࡋ࡚ࠊࡘࡲࡾ┦ᡭࡀ࠺ࡋ࡚ぬ࠼ࡿࡢࡀ୍␒Ⰻ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡿ
ࡢࣉ࣮ࣟࢳࡀࢇぢࡽࢀ࡞࠸ ⣙  ྡࡢㅮᖌࡢ᪉ࡢࡳ㓄៖ࡀぢࡽࢀࡓ ࡢࡀࡴࡋࢁᛮ㆟ࡔࠋ

z

࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛసᡂഃࡢㄝ᫂ࡀ⾲㠃ⓗ࡛᥈ࡾୗࡆḞࡅ࡚࠸ࡿࡼ࠺ᛮ࠼ࡓࠋ
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