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力があると思う
ゆえに
力が出る

　表題はウェルギリウスの叙事詩『アエネーイス』
（5.231）にみられる表現です。
　船による競技が最大の盛り上がりを見せる場面で、
勝利を確信し全力を尽くすトロイアの漕ぎ手たちに
ついてこういわれます。

　　　このとき、喚声は倍に高まる。
　　　　あとから追う船に全員が
　　　熱烈な声援を送り、
　　　　天空が割れんばかりの叫喚が響く。
　　　こちらでは、栄光は自分たちのもの、
　　　　栄誉は手中のもののはず、
　　　手にできぬは恥、誉れのためには
　　　　命を賭してもよい、と思う。
　　　こちらには僥倖が力を与えている。
　　　　力があると思うゆえに力が出る。

　　　　（岡道男、高橋宏幸訳、京都大学学術出版会）

　下線部に当たる元のラテン語（Possunt quia posse 
videntur.）は、「自信があればこそ実力が発揮できる」
という趣旨の名句として、今も欧米で用いられます。
ウェブで調べると、英訳の They can because they think 
they can. も人口に膾炙しているようです。これを日本
語で平たく訳せば、「できると思うからできる」とな
ります。実に簡単明瞭。表現の点でも内容の点でも
子どもにもわかります。

　と思いきや、この言葉が名言として受け止められる
のは、やはり内容が逆説的だからだと思います。以下
は表題の言葉にヒントを得たエッセイです。
　大人の常識に照らすと、「できると思うからできる」
のではなく、「実力があるからできる」のであり、単
に「思うだけではダメだ」となるでしょう。「努力」
が強調されるのはそのためです。しかし、これは大人
に通用する正論であり、子どもの場合は自信が何より
大切で、それさえあれば実力は後からいくらでもつい
てくる、と私は思います。
　子どもは人生経験が少なく、大人の目から見ればで
きないことだらけです。しかし、大人と違うのは挑戦
する心で満ちあふれていることです。「面白そうだ。
よし、やってみよう。自分にもできるはず」。これが
子どもの自信であり、何かに挑む心がまえです。思え
ば、赤ん坊のときにも言葉を発したり、一人で歩ける
ようになったり、子どもは挑戦の連続で成長していき
ます。しかし、そのような自信や挑戦する心も、いつ
かどこかでしぼんでしまう可能性があります。あるい
は逆に成長と共に自発的な努力を伴いながら、いつま
でも輝き続ける可能性もあります。
　この違いを生むポイントは何なのでしょうか。人生
行路は様々な要因が複雑に絡むため、詳しいことは誰
にもわかりません。ただ、私は幼児教育に携わる者と
して、何かに挑戦しようとする子どもに対し、周囲の
大人がどのような態度を取るのか――自信をくじくの
か、自信を守るのか――が決定的に大きな影響を与え
ると考えます（それゆえに幼児教育は重要な意味を持
つと信じます）。
　このことについて、一郎先生（先代の園長）は「ぐう・
ちょき・ぱあ――完全を求める親――」（『山下一郎遺
稿集』所収）というエッセイの中で、子どもの自信を
守るコツを次のように述べておられます。
　「今できないことを性急に求めるよりも、今できて
いることをまず認める。これが、わが子にやる気を起
こさせ、自信を持たせるコツです。」
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　大人にとって子どもの未熟を指摘し、努力を命じる
のは容易ですが、それは「今できないことを性急に求
める」ことにほかなりません。「今できていることをま
ず認める」。大人にはなかなかこれができません。一方、
大人が「今できていることを認める」なら、子どもは
次のステップに向かって挑戦する気持ちになれるで
しょう。
　すでに何度か書いていますが、かくいう私がそうで
した。小学校の低学年の頃、テストで 70 点をとったと
き、一郎先生（父）は「7つできて 70 点ということは、
100 点と同じことだ」と励ましてくれたのです。私は
時間内に 10 問中 7 つしか手をつけられませんでした
が、「手をつけた 7 つの問題のように残りを頑張れば、
次は 8 つできるかもしれない」と。嘘のような本当の
ような記憶でしたが、上に挙げたエッセイの中に「70
点は 100 点よ」という小見出しがあり、そこを読むと
子どもの名前こそ N子ちゃんとなっていますが、「ああ、
これは自分のことだな」と合点できるエピソードが記
されていました。
　父がそこで展開する議論は明快で、大人の完全主義
が子どもの自信とやる気を阻害する、というものです。
「初めから完全でなければと意気込みますと、あとで完
全になりうる力を持っていても、実力をついに出し切
れず低迷してしまうということは、よくあることです。
何事にも、じっと待つ、こころのゆとりが大切かと思
います。『親は完全でない。まして子どもが完全である
はずがない』。この気持ちが根底にあれば、子どもにもっ
とゆとりを持って接することができるのではないで
しょうか。」
　このこととの関連で申し上げると、小学校の勉強に
ついては、大人が 100 点（＝山頂）の位置に立って子
どもを手招きするのではなく、0 点（＝ふもと）の位
置から一緒に山登りを楽しんでほしい、と思います。
そして、本当の勉強はここからここまでと範囲を限定
するものではない以上、学校が「ここまでできたら
100 点」と決めた地点も通過点として軽やかに乗り越
えて頂きたい、つまり、親も子どもとともに好奇心を
輝かせ、どこまでも学ぶ気持ちを持ち続けて頂きたい
と願います。大人がチャレンジする気持ちを失って、
どうして子どもにそれを要求できるでしょうか。
　学びの山を一歩一歩登る子どもとともに、自分も寄
り添って一緒に学び直す気持ちを持てることは、大人
にとっても幸せなことです。山頂からふもとの子ども

を手招きするイメージでは、いらだちが増すだけで
す。子どもと一緒に立ち止まって景色を眺めたり、足
下の草花を愛でたりしながら一歩一歩登るには、たし
かに「心のゆとり」が不可欠ですが、それは学びの厳
しさに対して「甘い」態度を取ることとは異なります。
　以前にも書きましたとおり、私は小学校の高学年に
なるまで漢字の書き取りを父に見てもらいましたが、
あるとき、口頭で出題された漢字について、一瞬
「ん？」と考えてから正解を書いたことがあります。
それを正解にカウントしてもらえず、「やりなおし」
のリストに入れられたことが不満で、「ちゃんと書け
た」と主張したのですが、「自分の名前がスラスラ書
けるようには書けなかった」といわれたことがありま
す。学校の集団教育とは違い、家庭教育においては、
こうした一人一人の指の動きや息づかいまで細心の注
意を払って見守ることが大事であり、それはマンツー
マンなら十分可能である、という一例です。
　今、山の学校の母体である北白川幼稚園では、園児
一人一人の「挑戦する心」を大切にし、毎日鉄棒や縄
跳び、竹馬などに取り組んでいます。そこで最も大事
な鍵となるものは、今例に挙げた意味での保育者の
「目」であるといえます。それは子どもたちの一挙手
一投足をていねいに見守り、ほめどころと励ましどこ
ろを正確に見極めるものでなければなりません。
　子どもたちを励ますとは、けっして「がんばれ、が
んばれ」と連呼することでも、やみくもに褒め続ける
ことでもなく、昨日は鉄棒でここまでしか足が上がら
なかったのに、今日はさらに上まで足をけり上げるよ
うになった等の変化を正確に見極め、それを本人に伝
えることです。
　丁寧に見れば、子どもたちは毎日驚くほどの変化を
遂げ、日々成長しています。しかし、その一つ一つの
歩みは、見る目をもたないと「平凡」なものにしか見
えません。目の前の課題を乗り越えようとして本気で
打ち込む子どもたちが何より欲するのは、自らの挑戦
の軌跡をそばでていねいに見守る大人の目です。私は
そう信じ、目の前の園児たち、山の学校の子どもたち、
さらには「子どものように」好奇心を輝かせる大人の
人たちに接したいと願い、同じ志を持つ先生たちとと
もに日々試行錯誤を繰り返すのみです。道半ばではあ
りますが、私たちの取り組みを応援してくださるすべ
ての人とともに、これからもこの道を一歩ずつ歩んで
いきたいと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（山下 太郎）
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࡚ࡗᛮ࠸ࡓࡋᛂ࡛ࡃᚰࠊ࡛ࡇ࠸ࡋࡤ႐࠸ࡣࡇ

ࠊࡓࡂ㐣࡞ࡃከࡀάື㛫࡞ࢻࣥࠊࡋࡔࡓࠋࡍ࠸

㑊ࡣἣ≦࡞࠺ࡢࡅࡔ࠸࡚ࡋࣛࣂࣛࣂࡇ࡞ࡁዲࡀ࡞

ዲወࠊࡆᗈど㔝ࡘࠊࡀ࡞Ữ࠸ࡢࠎಶࠋࡍ࡛࠸ࡓࡅ

ᚰࡢⱆ࠺ࡏ⭾ᑟࡢ࡚ࡋࡕࡇࠊࡀࡇࡃ

ࡀࢹࡢᕤసࠖࠕࡣᅇึࠋࡍ࠸࡚࠼⪄࠶࡛

ࡓࡅฟ᳃ࡋᮦᩱ᥈ࡅࡔฟ᮶ࠊ࡛ࡢࡓࡋࡁฟ࡚ࠎཱྀ

ࠋࡍ࠸࡚ࡋ࠺࠺⾜ୗ࡛ࡢ✵㟷ࡢࡢࡑᕤసࠊ

6ࠊࡢࡓࡗ࠶ከᑡຠᯝࡢࡑࠉ ࡕ 7 ࢦᯞࡢᮌࡀࡃ

ᙜⓗࠊࡕᡴ⋣ࡢ▼ᮌษࠊ࡚ࡗ࠺ࡢ࣮ࢱࣃࡢࣇࣝ

እ࡛㐟࡛࡞ࠕࠋࡍ࠸࡚ࡋ⪄࡚ࡗ࡞⥴୍࣮ࢤ࡚

ࠋࡍ࠸࡚ࡋᮇᚅࡤࡀ⧄ᕤసࡢ࡚ࡋࠖࡅ

㸟ࠖ࠸ࡓࡁ⾜ࠕࠋࡓࡋ࠸ㄏἑ࡞ࠊᚋ༙ࡢ᪥ࡢࡑࠉ

࠺࠸ࠖࠥ࠸ࡓ࡚ࡋᕤస࡛ࡇࡇࡗࡕ࠺ࠊࠥ࠼ࠕᏊ࠺࠸

Ꮚࠋṧ㛫ᑡ࡛࡞࡛ࡑࠊࡀࡍ࡛ࡓࡗ࡞㏆㐨

㏻࡚ࡗἑࠋࡓࡋ࠸ྥ

ࠋࡍኚࡗࡀࡀ࠸ໝᆅⅬ࡛✵Ẽ࠶ࠊࡃ㏆࡙ࡀἑࠉ

㸟࠸ࡓỈ෭ࠥ࠺ࠕ ࡚ࡗゐࡉẕ࠾࡚ࡗᖐ࡛Ữࡇࠖࠕ

㸟࠺ ࡚ࡆୖࡕᣢ▼ࡢࡇࠊࢭࣥࢭ࠻ࡡࠊ࠶࡞࠸࡞࠸⽣ἑࠖࠕ

࡚ࠥ 㸽ࡣࡕࡗ࠶ࠊ࠵࡞࠸࡞࠸ࠖࠕ 㸟༉㸟ࡓ࠸ࡓ࠸ࠊࠥ࠺ࠖࠕ

᪩ࡃ᪩ࠥࡃ㸟㸦ࢶࢣࣂ㸟㸧ࠖࡢ◁ࠕ୰ࡗ࠸ࡀࡢࡓࡋࣛࣛࠊ

㸟࣭ࠖ࠶࡞ཎᩱࡢ⟨㸟㔠࠶࠸ࡥ ࠋ࣭࣭

㸟ᡠࡑࡑࠕࠉ ㊊ࡂᛴࡋ㸟ࠖᑡࠥ࠺࡚ࡗᚅࡗࡕࠖࠕ

ࢥࡓࡗධࡢỈࢶࢣࣂࡓࡗධࡢ⽣ἑࠋẁ▼ࡢ㐨ᖐࠊࡢ

㐠ࡪⓙࠊゝࠊ࠶ࡌࠕࠋࡓࡋ࠸ᗘ࠺ࡣᑡࡋ᪩ࡇ⾜

ࠖࠋ࣭࣭࣭࠺࡚ࡗᥒ㸟ࣛࣛ࠺

ࠋࡓࡋ࠸ᛮࡓࡗࠊ࡚ࡌಙዲወᚰࡢ࡞ࠉ



４

『つくる』䠄䠑ࠥ䠒ᖺ䠅 担当　福西亮馬

࠸Ꮚࡢ⏨ࡢ⏕㸯ᖺࡀ࡞ࡢᚐ⏕ࠊࡣࢫࣛࢡࡢ㸰&ࠉ

⢭୍ᮼࡀࡢࡃ࠸࡚࠸࡛ࡢ࡞ඖẼࡃࠊ࡛ࡇ࠺

⾜࡛ዟ࡚ࡗ࠶ࡇ࠺࠸㞵ࡣᤵᴗ࡛ࡢᅇึࠋࡍ࡛

ᤵᴗ࡛ࡢ┠㸰ᅇ࡚ࡗ࠶ືࡢࡑࠊࡀࡓࡋ࡛ࡏࡅ

ࡍࡓࡦሙᡤ࡛ࡓࡅ㛤࡛㐍ࡁ✺ᒣ㝈࠶ࡀ㛫ࡣ

⯋ᰯ࡚ࡗᆏ࡞�ᛴࡓⴥ࡛ᇙࡕⴠࠊ࡛㐟

ᡠࠋࡓࡋࡋࡇࡃ࡚ࡗ㛤ࡓࡅሙᡤぢࡅࡘ

⏕ᚐ㐩ࡀ⚾ࡣఱゝ⏤⮬ࠊ࡚ࡃ࡞⮬ศ࡛ࡕࡓ㐟

ࠋࡓࡋ࠸࡚࠼⪄᪉ࡧ

ᒣࡃࠊᤵᴗ࡛ࡢᚋ࡚ࡋ⏕ᶵືຊࡢࡇࠉ

ᕝࠋࡍ࠸࡚࠼⪄࠺ࡇ⾜ሙᡤ࠺ẖᅇ㐪㐍ࡁ✺

㝈࠺࠸㝸㐌࡛㸶㸮ศࠊࡓࡋⅆ࡚ࡗ⾜࡛

⤒㝈ฟ᮶ࡇ࠸࡞ࡁ࡛ࡋᒣ࡛ࠊ࡛ࡢ࡞㛫ࡓ

㦂ࠋࡍ࡛࠸ࡓ࠸࡚ࡋ

㛫ࡍࡈ୰࡛㐣ࡢ↛⮬࡚ࡘࡀ࠶㧗ᰯࠊ୰Ꮫࠉ

ࡗ࡞ேࠊ࡚ࡅ✵㛫࠸㛗ࠋࡍ࡛ࡢ࡞ࡃ࡞ᑡࡣ

ࡋ࡚ࡋ㦂⤒࡞ࠎᵝ࡛࡞ࡢ↛⮬ୡ௦ࡢḟ࡚

ࡑࡇ࡚ࡗ࠶ࡀ㦂⤒࡞㈗㔜ࡢᗂᑡᮇࡢ⮬ࡣࡢ࠺ᛮ࠸

ࠖࡐࡋࠕࡀࡇ✚㦂⤒࡞ࡢࡑࠋࡍ࡛

⏽ࡍᑐ↛⮬ࠋࡍࡌឤ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞ᤵᴗ࠺࠸

ᛧᑛᩗࡢᛕᢪࡓ࠸ேࠊࡣ࡞ከឤ࡞ᗂᑡᮇ

ࠋࡍ࠸ᛮࡔᚲせࡀ㐣ཤࡓࡋ㦂⤒࡞ࠎᒣ࡛ᵝ

ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢධᒣ࡚ࡗᣢⓗ┠ࠊࡣ࡛ࠖࡐࡋࠕࠉ

ᒣධࡀ┠ⓗ࡛ࡢࡑࠋࡍඛ࠺࠸ࠖࡐࡋࠕࡣ೧

࡞ඛ⏕ࡀ⏕ᚐ㐩࡛࡞ᩍࠋࡍࡃ࡚࠼

ࡣࢫࣛࢡࡢࡇࠉ � ேࡢ⏕ᚐࡀཧຍ࠸࡚ࡃ࡚ࡋ

ࡡࡦࠗࡃᕳࣃ⣬ࠊࡣ࡛ࡏ㢦ྜࡣᅇึࠋࡍ

ᙉᗘࡢࡑࠋࡓࡋసࢪࣜࠊ࡛࠘ࢺࡍ

ㄢ㢟ࠊࡇࡓࡋᙼࡣ㛫ࡢチࡍ㝈ࡂࡂ

࠶ࡁ࡛࡚ࡋ࠺ࡑࠋࡓࡋࡃ࡚ࡋจᕤኵ࡛

ࡉ㏻㐣࣮ࣥࢥࣔࣜࡢࡕ࠾ࠊୖࡢᶫࡓࡗࡀ

࠾ࡋࡦࠊࡣࡕࡓᚐ⏕ࠋࡓࡋࡋ㏉⧞ᐇ㦂ࡏ

࠺ࡓᚓ᮰⤖ࡢ௨ୖ࡛ࡑࠊ⥴୍㐩ᡂឤࡢ

ࠋࡓࡋ࡛

�ࠉ ᅇ┠ � ᅇ┠࡛ࠊࡣ㡢ㄢ㢟ࡓࡋ㟁Ꮚᕤసࡋ

࣮ࣥࢱࣥḟࠊసᑟ⥺㟁ヰࡣึ᭱ࠋࡓࡋ

సࠋࡓࡋ∦᪉࠺ࠊཱྀ࣮࣮ࣆࢫࡢ∦᪉ࡑࡢ

㸟࣮ࠊ࣮ࠊ࣮ࠕࠋࡍ࠸ࡀ࡚࠶⪥ ࡇ⪺ࠖࠕ

㸽ࠖؐࡍ࠼ 㡢≧ែ↓࠸ࡋ✵ࡢࡑࠋỿ㯲ࡢࡃࡤࡋؐ

ࠊ⥺㓄ࠊ※㟁ࠋ࠺ࡋ࡛ࡇࡓࡉࡔఱᗘᆅኌࠊ࡛

᥋ゐⅬ᳨ࠊ࡚ࡋᗘࢳࢫධࡋࣛࢺ࡚

㹼ࠖ࠶࠶ࠕࠊ㛫ࡢ᮰ࡢࡓᾋ႐Ⰽ㸟ࠖ࠶ࠕࠋࡍ

ࡍ㏉⧞ࠋ࠼ࡓࡈᡭ㞧㡢ࠊኚ⫺ⴠࡓ

ࡓࡋࡁࡗࡣࡀ࣮࣮ࣆࢫࡃ࠺ࠊ࡚ࡋࡑࠋ⪥✵

㡢㔞࡛ヰࡋጞࠋࡓࡋᛮ࣮ࡓࡗࠕࡎ㸟ࠖ࡞

ࡕࠋࡓࡋ � ᅇ࡛ᡂຌ࡞ࢺ࣮ࢫࡤࡍฟ᮶

㞧㡢↓ࡢ࡛ࡑࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸࡞࠸㐪ࡣࡢࡓࡗࡔ

㡢ࡓࡋࢻࢻࠊ࡚ࡃࡗࡦ⤒㦂࡛ࠋࡓࡋ

࠼⪄ࡑ⚾ࠊ㸽ࠖ࡞࠺సఱ⥴୍ࡣḟࠕࠉ

ࠋࡍ࡛ࡋᴦࡘ࠸ࡀࡇ



担当　梁川 健哲

５

『つくる』䠄䠍ᖺ 䞉 䠎ࠥ䠐ᖺ䠅 担当　小坂 諒

᪉࠸ࡢ㐨ලࠕᤵᴗ࡛ࡢึ᭱ࠊࡣ࡛ࢫࣛࢡࡢ⏕㸯ᖺࠉ

ࡎ࠼⪄సఱ≉ࠊ࡚ࡋᶆ┠ࡇࠖ࠼ぬ

ࢥࣀࠊࡁ⾜ྲྀ➉ᮌ࠸࡚ࡕⴠ᳃࡛࡞

ຍᕤᮦᩱࡓࡁ࡚ࡗᣠ࡚ࡗ᙮้ยࠊࣝࣜࢻࠊࣜࢠ

ࡀᚐ⏕ࡣᤵᴗ࡛ࡢᅇึࠊᐃࡢࠋࡓࡋࡋ � ே᙮

้ย࡛ᣦษ࡛ࡇࠊࡀࡓࡋ࠸ࡋ࡚ࡗล≀࠺

ࡢࡢ⏕ᑠᏛࠋࡍ࡛࠺ࡓࡃ࡚ࡗ࠸࠸ࡤ࠼ᢅ

ᤵᴗ௨ࡢ┠㸰ᅇࡋࡋࠋࡍ࡛ࡢࡁࡘࡣᡃࡃ࡙

㝆ࠊࡣ᙮้ยࡇ࠺ࠊࡇ㏫ᡃ

ࡕẼᣢ࠺࠸࠸ࡓࡋ࡞ࡇ࠸ࡑࠊࡑࡇࡓࡋ

࠸࡚ࡗ๐ᮌᚰ୍ࠊ࡛࠺࠶㸰ேࡀ

ࠋࡓࡋ

ᚐ⏕࠺࠸ࠖࡓࡃ࡚ࡋࡃࡋඃ⚾ࡀ᙮้ยࡣ᪥ࠕࠉ

ࡢ㐨ලࡣ㡭ࡢᏊ౪ࠋࡍ࠸࡚ࡗṧᚰ㠀ᖖࡀⓎゝࡢ

ษࡉ༴㝤ࡉᏛࡪᶵࡀᑡ᭱ࠊࡃ࡞㏆ࡣᏊ౪༴

ࡓࡗ࡞௦࡞࠺࠸࡚ࡅࡊ㐲⌮↓ࡢ࠸࡞

Ẽࠋࡍࡋࡀ༴࠸࡞ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞ࡏ༴࡞

ࠊ࠶ࡀᚲせ࠼ᩍ᪉࠸ࡢ㐨ල࠸ࡋṇࡑࡇ࠸

࡚࠼⪄࠶ࡀゎ⌮࠸῝ࡍᑐ⾡ᢏ㐨ලඛࡢࡑ

࡛ࡁࡪᏛ࡚ࡌឤ⮬࠸࡞༴ࡣࡢ࠸࡞༴ࠋࡍ࠸

ลࡣࡢࡃ࡚࠼ᩍࡑࡃ῝⡆༢࡚᭱ࡋࡑࠋࡍ

ࠋ࠺ࡋ࡛≀

ᣮᡓ᙮้ࡣ࡛ࠖࡃࡘࠕࡢ⏕㸯ᖺࠊ࡛ࡅ࠺࠸ࠉ

ᚐ⏕ࠋࡍ࠸࡚࠼⪄࠺ࡇ࠸࡚ࡋ � ேࠊㅮᖌ㸯ே࠸

ࠋࡍࡁ࠸࡚ࡋᤵᴗࡁ࡛ࡑࡇࡔᤵᴗࡢᑡேᩘ࠺

⏕࡞ᚓព࡛ࡁዲࡀᕤసࠊࡣ࡛ࢫࣛࢡࡢ⏕㸰ࠥ㸲ᖺࠉ

ᚐ㐩ࡀ㞟ࠕࠊ࠾࡚ࡗ᪥ࡢࡃࡘ࡞㸽ࠖ࠸⪺

ࡢࡃ࠸࡚ࡋᙧࢹ⮬ࡄࡍࡓ

ࡍࢫࣂࢻࡓࡋࡗࡕ࠺࠸⏕ඛࡣ⚾ࠊ࡛

ࠋࡍ࡛࠺࡞༑ศ࡛ࡅࡔ

ࡇ㋃ࢫࢭࣟ࠺࠸ヨ⾜㘒ㄗࡣᤵᴗ࡛ࡢࡇࠉ

㔜ࡃࡘࡣ࡛⦕➽୍࡚࠼࠶ࡍ࡛ࠋࡍ࠸࡚࠸⨨ࡁ

ࡉᡂ࡛ࣝࣥࢩࡣᵓ㐀ࠋࡍ࠸࡛㑅ࡢ࠸࡞

ࢹࡣసࡃ࠺ࠊࡅࡔࡢ࡞⡆༢ࡣࡇࡏ

࠸࡚ࡗసࡢ࡞ᚲせࡀࡇࡍᣮᡓఱᗘ

྿ࡓࡗࡢࢩࣛࢳࡓࡗᤵᴗ࡛సࡢᅇึࡤ࠼ࠋࡍ

࠺ࠊࡀࡍ⡆༢࡛㠀ᖖࡣ⮬యࡏࡉᡂࠊࡣ▮ࡁ

ࡋࡀ㛫࡛⚾ࡢேࡣࡢస࠺ࡪ㣕ࡃ

࠸ࡃ࠺࡚ࡋ࠺ࠊ࡚࡚ࡗసࡎ࠼࠶ࡣࡎࠋࡓ

࡙ࡢࡀࡢ࠺࠸ࡍᨵⰋࡑࠊ࡚࠼⪄࠸࡞

ࣥࢳࣃࡣᤵᴗ࡛ࡢ┠㸰ᅇࠋࡍ࠸ᛮࡔ㓬㓮ࡢࡃ

ࡣ࡛ࡅࡔࡓࡗసࡎ࠼࠶ࡇࠊࡀࡓࡋసࢥ

ୖᡭࡓࠊࡎ࠸ࡃ㣕ࡋࡤ᪉ࠊࡓࡗ࠶ࡀࢶࢥ㣕

ࡢᚐ㐩⏕ࠊࡓࡗ࠶ࡀࡋᝏࡋⰋࡉ㔜ࡢ▼ࡍࡤ

ࡋࡁ࠸ࡃᡭୖࡣᚋ࡚᭱ࡋᨵⰋࡘࡘࢹ

ࠋࡓ

࠺࠸ࡃ࡙ࡢࡓධྲྀヨ⾜㘒ㄗࠊ࠼࠸ࡣࠉ

ᚐ㐩⏕ࡣᶆ┠ࡢ␒㸯ࡣࠊ࠶ᶆ࡛┠ࡢ┠␒㸰ࡣࡢ

ࠊࡏࡉ⌧ᐇ࠸ᛮ࠸ᙉ࠺࠸ࠖ！をつくりたい◯◯ࠕࡢ
⣧⢋ࡢࡃ࡙ࡢᴦࡉࡋ࡛௨ୖឤ࡚ࡌ

ࠉࠋࡍ࡛ࡇ࠺



『かいが』䠄㻭 䞉 㻮䠅 担当　梁川 健哲

࠸ࡓࡋࡇࡣ᪥ࠕࡀࡕࡓᚐ⏕ࠊᇶᮏⓗࡣ࡛ࢫࣛࢡࠉ ࠊሙྜࡓ᮶࡚࠸ᢪᚰࠖ

ไస⏤⮬ࠕ࡞࠺ࡢࡑࠋࡍ࠸࡚ࡗ࡚ࡋ⾜ᐇࡑ ࡗ⤊༢Ⓨ࡛࠼ࡓࠊࠖࡣ

⏤⮬ࠕࡓᐃ⮬ࠊࡎ࡞ࡣ࠺ࡑሙྜࡢࠊࡀࡍ࠸ᛮ࠸࡞ࡃᝏ࡚ࡋࡓ

ㄢ㢟࡚ࠖࡋ᥈ồࠋࡍࡅ⥆ࡀ

ࠊࡣ࡚ࡘぢࡗࡌ㈨ᩱࡓࡋࡔࡕᣢᮏᲴࠊ࡛ࡁዲࡀṔྐࠊࡣྩ.ࡤ࠼ࠉ

ᡓᅜṊᑗࡢ࡞ே≀ᥥ⧞ࡇࡃ㏉࡛ࡑࠋࡍ࠸࡚ࡋ㣬ࡁ㊊ࠊࡎᯫ✵

ࠊ௰㛫࡛ࡣே㐩ࡢࡇࠊఱ௦┠⸬࡛ࠊ⸬ఱࡣேࡢࡇࠕࠋࡓࡋጞࡋⓏሙ≀ேࡢ

ࠖࠋ࡚͐࠸࡚ࡗதᆅࡢ⪂ࡣேࡢ࠶ ≀ㄒዲ࡞ࡁⅬ࡛ࠊᙼẼ࠺ྜࡢ 6 ࠊࡣྩ

᪤ᖺᗘࠊ⮬సₔ⏬ࡢࢬ࣮ࣜࢩࡢᡂࠊ࠾࡚ࡏࡉᖺᗘู࠸࡚ ࡣ

ே࡚ࡋࡑࠊ⥺ࡃᥥㄪཱྀㄒࡀேࠋࡍᶍᵝ࡛⤌ྲྀ᪂సࠊࢬ࣮ࣜࢩࡢ

ࠋࡍ࠸࡚ࡋࡁ⏕ࡁ⏕ࠊ⾲ࡢ≀

(ࠊ࡚ࡗゝࠖࡢసᅗ㚷ࡣ᪥ࠕ࡞ࡃ╔ᩍᐊࡣ᪥࠶ࠊࡓࠉ ࡣࡕ $ ࡕ

ࠎⰼࡓࡅࡘぢࠎḟࠊ⣬ࡢࡉᑠࠋࡓࡋጞࡁᥥⷪⷴ࠸࡚࠸ဏࠊฟ࡚ᗞ⥴୍

ࡓ᮶ᚋࠊ࡚ࡗゝࠖ⚾ࠕࠋࡍࡁ࠸࡚࠸ᥥ 5 㕲ࠕࠋࡍࡆᗈᯈ⏬ࡕ6ࠊࡕ

ࡣࡎࠊࡋࡇ࠸࡚ࡗᛮࡀᏊࡢࡑࠖࠕࠊ㏻࠺࠸ᡴ࡚ࠖࡕ࠺࠸⇕ࡣ

ᛮࡢ࠸ゎࡁᨺ࡚ࡗḧࠋࡍ࡛࠸ࡋ

ㄢࡀ࡞࠸ྜࡋヰࠊࡣࡁ࠸࡞࠸࡚ࡗᐃࡀᚰ࠺ࡇᥥఱࠉ

㢟ࡕࡇࠊࡓ࠼⪄⥴୍ᥦ࠶ࠋࡍࡋࡓࡋ᪥ࡢ

࡚ࡋᣮᡓㄢ㢟࠺࠸ࠖ࠺࡚࠸ᥥᮌࠕᐊෆ࡛ࠊࢫࣛࢡ

㸽ࡢ࠸࠸ᮌ࡛࡞ࠊ⏕ඛࠕࠋࡓࡋ࠸ ࡌᮌࠕࠖࠋㄽࠖࠕ

㸽ࡢ࠸࠸࡚࠸ᥥࡢ࠸࡞ ࠗࠋ࠸࠸ࠖࠕ ᮌࡅࡔᥥࡣ࠘࠺ࡇ

ゝࠕࠖࠋࡡ࠸࡞࡚ࡗⲔⰍ࡚ࡗ࠺࡚ࡗస͐ࡅࡗࡔ ࡉࠖࠕ

ࡋලࡢ⤮ࡢⓑࠊ㯤ࠊ㟷ࠊ㸽ࠖ㉥ࡈ࡚ࡋ㸽ヨ࡞࠺ࠊ࠶

ࡢࡇࡢ࠺࠸ࠊ࠸࡞ㄢ㢟ࠕࠋࡍ࡛࣮ࣝࣝࡢ⮬⏤ឤࡌ

͐࠻ࡡ࠺ࡋఱ࡛ࠊ࡚ࡗ⏤⮬�㸽ࡍ ࠋࡀ࡞ࡋ⟆ၥ࡞ࠖࡑ

ไసࡢᒇእ࡛ࠊㄢ㢟ࠖ⏤⮬ࠕ࡞࠺ࡢඛ㏙ࠊࡣ᪥ࡢࡢࡑࠉ

࠺ᛮ࠵࡞࠸࠸ఱࠊฟ࡚እࠕࠋࡍ࠸࡚ࡋࡈ㐣୰ᚰ

㸟࠺ࡅࡘぢࡢ ࠸㠃ⓑࠊࡈ࡚ࡋほᐹࡃᙧⰍࠖࠕ

Ⓨぢ࠶ࡀ㸟ࠖ᭱ึࡅ⚾ゝⴥࡢࡑࡣ⛬ᗘ࡛࠶ࠊ

㢼ࠊࡓࡗࡕࡓࡢほᐹᅗ㚷ࠖࠕࡢ≀ࡁ⏕࡚ࡌᛂࠎಶࡣ

ᬒ⏬ࠊࡓࡗ࡞✵ධΰࠋࡍࡁ࠸࡚ࡋࡓࡗࡌ

ࠖࡃᥥࠕࡣ࡛ࢫࣛࢡࡢࡇࠋࡍ࡛ࡢࡍぢฟࡀ࡞ࡣ⏤⮬ࠉ

ᚲࡕẼᣢࡍࢪࣥࣞࣕࢳࠊࡣࡓࡢࡑࠋ࡚࠸⏝ᡭẁ࠺࠸

せࡘ࠸ࠊࡇ࠺࠸ࡔẼ࡚࠸ࡘࡀḧࡁ࡛ࡀ⚾ࠋࡍ࡛࠸ࡋ

ࠊᖺ୍ࡢࡇࠋࡍ࡛࠸ࡃࡇసࡅࡗࡁࡢࡓࡢࡑࠊࡣࡢ

ࠋࡍ࠸ᛮ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋᚭᛂಀࡢ࡞

6
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担当　福西亮馬

『ことば』䠄䠎ࠥ䠐ᖺ䠅䚷『ことば』䠄䠎ࠥ䠏ᖺ䠅䚷 担当　福西 亮馬

『ことば』䠄䠍ᖺ䠅 担当　小坂 諒

⤌ࠖࡤࡇࠕࠖ⤮ࠕ࡛ࡢ࡞ࡁዲࡀࡇࡃᥥ⤮ࡀᚐ⏕ࠊࡣ࡛ࢫࣛࢡࡢࡇࠉ

⤮ࠕࡍࡋ࡚ࡗ⤮ࠊ࠸ᛮ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࣮ࢤ࡞⡆༢ࡓࡏྜ

ࡀ⤮�ࡢࡑࡁᥥ⤮ࡀㄡࡎࠊ⡆༢࡛ࡣ࣮ࣝࣝࠋࡍ࠸࡚ࡗࠖࡋ

࡛࣮ࢤ࡞ࣝࣥࢩ㠀ᖖ࠺࠸ࡃ᭩๓ྡࡢࡑୗࡢ⤮ࡀேࡓࡗ࡞

࡞ࡣ⤮ࡢࡇࠕࠖ࠸࡞ࡁ࡛⤮ࡅࡓ࠸ࡘ࠸ᛮࠕ࠸㐪ࡋࡢᬑ㏻ࠋࡍ

࠸ࡗ࠶ࠊࡎ㐍ࡣ࡛ࡅࡔࡓ࠸ࡘ࠸ᛮゝⴥࡢḟࡔࡓࠊ࠺࠺࠸ࠖ࠺ࡔ

୍ࠊ࡛ࡢ࠶ࡀᚲせࡍ⤮ゝⴥࠋࡍ࠸ࡋ࡚ࡂ㐣ࡀ�㛫㛫࠺ ࡗ⥴

࡚Ỵࡘ㸰ࡃᥥ࡞ࡣ᪥ࠕࠊࡔࡓࠋࡍ࠸࡚ࡗࡎࡇᡭ࡞࡞⚾࠸࡚

ࡗࡏࡔ࣮ࣝࣝ࠺࠸ࡋࠊࡢࡍࡓࡃ᮶࡚࡚ࡗゝ㸟ࠖࡓࡁ

㐍ࡀࡏࡋ࠸ࡋ࠾ࠊ࡛ࡢ࠺ࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡅᥥࡢࡓࡁ࡚Ỵࡃ

ࣥࢩࠊ࠺࠸ࡃ᭩๓ྡ࡚࡚࠶ࡑ࡚࠸ᥥ⤮࡞ࡁዲࡕ࠺ࡃ࠸࡚

⤮ࡢ㊊࣮ࣝࡣᅾ⌧ࠊ࡚ࡋ⏕ὴࡇࡑࠋࡓࡋࡁ࠸࡚ࡗ࡞࣮ࢤ࡞ࣝ

ᥥࠖࡅ࣮ࣝࠕ࡚࠸᭩ྡࡢࡘ୍ࠊ࠺ࡃモࡢ࠸࡞ࡁ࡛⌧⾲ࡣ࡛ࡅࡔ

ࠋࡍ࠸࡚࠸ᥥ

࠺ᛮ࠸ࡋḧ࡚࠸ᥥ⤮࠸ࡥࡗ࠸㛫ࠊ࡛ࡢ࡞ࡁዲࡀࡇࡃᥥ⤮ࡃࠉ

ᡂᮏ⤮ࡢస⮬ࡣⓗ⤊᭱ࠊࡁ࠸࡚ࡋቑ㔞ࡃᥥ⤮ᗘ୍ࠎᚎࠊ࡛ࡢ

ࠋࡍ࠸࡚࠼⪄࡞ࡓࡁ࡛ࡀࡇࡏࡉ

�ࠕࠉ 㹼 � ᖺࠖࠊࡣ࡛ࢫࣛࢡᖺᗘᘬࠊࡁ⥆ࡁⓒே୍㤳ࡢᬯၐࡋ

㤳ࠊⅬ࡛࠸࡚࠸᭩✏ࡢࡇࠊ༑㤳ࡢ࡛ࡇࠋࡍ࠸࡚

ࡤࡃ࡚῝ࡌ࡞࡛༑㤳୕ࠊㄪᏊ࡛ࡢࡇࠋࡓࡋࡋ㏣ຍ

ᛮࠋࡍ࠸

ᚐ⏕࠺࠸㬆ࡀ⭎࡚ࡃࡓࡋࡀヨྜࡢⓒே୍㤳ࡃࡑࡗࡉࠊ࡚ࡉࠉ

ࡣᏛᮇࠊ࠶ࡀせᮃࡢ �㐌㛫㐃⥆࡛ࡓࠕࠖ㛤ࠋࡓࡋࡁ

ࡓᙜࡀࡢ࠺࠸ࡍฟࡁືࡀᡭࡃ࠺࡛ㄞࠖྃࡢୗࠕࡣᖺ๓୍ࠉ

ぢᬑ㏻ࡀᵝᏊྲྀ㛫ࡢࠖྃࡢୖࠕࡣ㏆࡛᭱ࠊࡀࡓࡋගᬒ࡛ࡢ๓

ᚓពᮐࡢศ⮬ࠊࡓࠋࡍ࡛ࡇ࠸ࡋᎰࠋࡓࡋࡁ࡚ࡗ࡞࠺

ᏐỴ୍ࠋࡓࡋࡁ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞࠸࡚ࡋ࠺࠺ࠊ࡚ࡗゝࡔ

ࡀࡓᙜࡔࡔࠊ࡞ࡃࡋཝࡀࢡ࣮ࠖࡏࡉࡩࡍࠕࡢ

࠶ᚋ᭱ࠋࡓࡋࡁ࡚ࡗ࡞ࡃࡘࡁ � ᯛ࡛ࡇ࠺࠸㏫㌿ࠊࡓࡉ

㏫ � ᯛᕪ࡛✺ࡁᨺࠊࡓࡗ࠸ࡓࡋ㧗ࣞࣝ࡞ᒎ㛤ぢ࠺

ࠋࡓࡋࡁ࡚ࡗ࡞

ࣕࢳࡀࠕࡦࡐࠊ࡛ࡢࡍ࡛⏺ୡࡢࠖࡕ⪅ࡓ࠼ぬࠕࡔࡔࠊ࠼࠸ࡣࠉ

࠸ࡋ࡚ࡋ࣮ࢱࢫ➃∦ḷࡓࡗ࡞ࡁዲࠊ࡚ࡗᛮ㸟ࠖࢫࣥ

ᛮࠋࡍ࠸

ࡀࡕᣢࡢࡕࡓᚐ⏕ࠊసᩥ࡛ࡓࡗ࡚࠸᭩㏆᭱ᅇึࡓࠉ

࠺ࠊ࡛ࡢࡍ࠸࡚ࡋᥖ㍕ࢢࣟࡢᏛᰯࡢᒣࡑࠋࡍ࠸ฟ࡚ࡃ

ࠋ࠸ࡉࡔࡃぴࡈࡒ

�ࠕࠉ 㹼 �ᖺࠖࠕࠊࡣ࡛ࢫࣛࢡ㠴ኌ⢔⢔ኪἙΏ࡛ࢬ࣮ࣞࣇࡢࠖ᭷ྡࠊ࡞

㢗ᒣ㝧ࠗࡢᕝ୰ᓥ࠘ᬯၐࠋࡍ࠸࡚ࡋᖺᗘࠗࡣᏞᏊ࠘ࡢᬯၐࡋ

ࠋࡍ࡛ࡀ࡞ࡘࡢࡇࡓࡋឡㄙࡑࡀ⋟Ṋ⏣ಙࠊࡀࡓࡋ࠸࡚

ᶵࡍヰ࡚࠸ࡘᖹྜᡓ※ᡓᅜ௦ࡣᤵᴗ୰࡛࡚ࡋ⏕ὴࡇࡑ

ᚓࠋࡓࡋ
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⏕�ᖺࠉ �ᖺ⏕ࠗࠊࡣ࡛ࢫࣛࢡࡢ ㏞㊰࠘ࠗ㛫㐪ࠋࡍ࠸࡚ࡋࡃ࠘ࡋࡀࡉ࠸

ࠗࠉ ㏞㊰࠘ࡔࡔࠊࡣ㞴ᗘࡍࡍࠊࡃ࡚ࡗࡀୖࡀඛ㐍ࠊࡋࡇศᒱⅬ࡛ᚋᡠࡁ࡛

ࡑࡀㄢ㢟࡞ᢏ⾡ⓗ࠺࠸ࠖࡅሙྜศࠕࠋࡍࡁ࡚ࡗ࡞ࢶࢥࡀࡇࡁ࡛࣮ࠖࢭࠕ㒊ศ࡞ᐇ☜ࡢ㐣⤒ࠊࡇ

ࡋ࡚ࡅࡌࡃẼࠊ࠸࡞ࡓ❧ࡀࡋぢ㏻ࡢ࡛࣮ࣝࢦࠊࡀࡍၥ㢟࡛ࡢ⠊ࡅゎࡎᚲࡣ㊰㏞ࠋࡍ࠶ࡇ

�ࠕࡀ㐨ศࠊ࡛ࡇࡑࠋࡍ࠸ ㏻࡞ࠕࠖከ࡚ࡃ � ㏻ࠊ࠺࠺࠸ࠖぢ㏻ࠊࡤ࠸࡚ࡗ❧ࡀࡋ

⢓࡞⢭⚄ⓗࡣࡇࠋࡍࡁ࠸࡚ࡋቑࡉࡋᴦ↛⮬ࠊ࡚ࡗⓗዲወᚰ▱࠺࠸ࠖ࠸ࡓ▱యീࠕࡣ࠶

ᙉࡢ┠ࠕ࠶ูࡣࡉࡅᡤࠖࠋࡍ࡛ࣝࢫ࠺࠸⣽㒊㖄➹ࠊࡀ࡞ࡋືၥ㢟యᗈࡃぢᤣࠊࡣࡇ࠼

ᆅᅗసࡢ✀୍ࡣࡇࠕࠊࡢࡃゎࡀ࡞ࡘࡪ㜌㞼ࡔࡓࠊ࡚ࡋࡆୖၥ㢟㞟ࡢ୍ࠊᚋࡤ࠼ࡓ

ࠋࡍࡁ࡚ࡗ㐪ࡎࡢ࠾ࡣᗘ⇍⩦ࠊࡣ࡛ࡢࡃゎࡀ࡞ࡕᣢ⯆ࡓࡋ࠺ࡑᢳ㇟ⓗ࡛ࠊ࠺࠸ࠖࡔ࠸࡚ࡋ

$�� ၥ㢟ࡢ $�� ࠋࡍせ࡛⫢ࡀࡇࡍㄆ㆑ࡃࡑࠋࡇࡣศᒱⅬࠋࡢ࠸࡚ࡗ㐪࠺ࡀࡇࡣၥ㢟ࡢ

ࠗ㏞㊰࠘ࡔࣝࢫ࠸ࡋ࡚ࡗ⫱ࡇࠋࡍ࡛ࡁ✀ࡢࡑࡣᛮࠋࡍ࠸

࠶ࡣࡇࠋࡍࡀ࠶ࡁ࡛ࡀ㊰࠘㏞ࠗࡢ⪄ᛮࡢ✀୍୰ࡢ㢌ࠊ࠼ఏ࠼⪄ேࠊ࡛ࡇࠉ � ᖺ⏕ࡢዪ

⚾ࠕࠋࡍ࠸࡚ࡗṧࡃ῝㇟༳࡛ࠊࡀኌࡓࡕ‶ಙ⮬ࡓࡃ࡚ඖ࡛㏙⪥ࡢ⚾ࠊࡀ࡞ࡋື➹㖄ࠊࡀࡓࡋᏊ࡛ࡢ

࡛ࠋࡢࡓࡗ⾜ࡕࡗࡇࠊ࡚ࡗᡠࡓࠊࡓࡗ┠㥏ࠊࡅࡓࡗ⾜ࡕࡗࡇึ᭱ࡣ ࠊࡓࡗṆࡁ⾜ࡥࡗ

ࡗゝఱࡀᚐ⏕ࡢࡑࠊࡤࡅ࡞࠸࡚࠸⪺ሙ࡛ࡢࡑࡃࡑ࠾ࠋ㸟ࠖࡢࡓࡅ⾜ࠊࡓࡗ⾜ࡕࡗࡇᗘࠊ࡚ࡗᡠࡓ

ࣗࢩࢽࣇࡀၥ㢟ࠋࡍ࡛ࡢ࡞ฟ᮶࠶ࡀࢸ࡚ࣜࣜࡣࡑࡅࠋ࠺ࡋ࡛࠸࡞ࡋ↛ุࡢ࠸࡚

ࡤࡑ࡚ࡋࡑࠊࡇ࠸ぢ࡚ࡕࡇࡑࠋࡍ࠸࡚࠸㍤᪂㩭ࡣ┠ࡢࡍ࠺࠼ఏఱࡇࡓࡁ࡛

ࠋࡍ࠸࡚ࡗᛮ࠸ࡓࡋ␒୍ࡣ㛫࡛ࡢࠖࡎࠕࠊࡇࡆ࠶࡛႐⥴୍࡚࠸

ࠋࡍ࠸࡚࠸⪺⏤⌮࠺࠸ࠖ࠺㐪࠺ࠕࠊ࡚ࡃ࡞࡛ࡅࡔࡅࡘぢࠖࡇࠕࡀ⟆ࠊࡣ࡛࠘ࡋࡀࡉ࠸㛫㐪ࠗࠊ᪉୍ࠉ

ࡕࡗࡇࠊࡅ࡚ࡗᙇࡗฟࡣࡕࡗࡇࠕࠊࠖ࠸࡞ࡣࡕࡗࡇࠊࡢ࠶ࡣࡕࡗࡇࠕࠊࠖ࠸㸯ಶከࡀ᪉ࡢࡕࡗࡇࠕ

ࠋࡍ࠸࡚ࡋ௳᮲ࣜࢡࡇࡁㄝ࡛ࡓࡋ࡞࠸㐪ఱࠊࡀࡍ࡛ࠎᵝࡣ᪉࠸ゝࠊ࡞࡛ࠖࡇࡣ

ࠖ࠶࡞࠸ࡈࡍࠕࠊࡋᑐࡇࡓࡃ࡚ࡋ⌧⾲㸟ࠖࡓࡗศࠕࠊࡏ࠘ࡋࡀࡉ࠸㛫㐪ࠗࡏ㊰࠘㏞ࠗࠊ࠺ࡢࡑࠉ

ࠊ୰࡛ࡍྲྀࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍ࠸࡚࠼⪄࠺ࡔ࠼ᨭᏛ⩦ពḧࡢࡇࠊࡀࡇ࠸ぢ࡚࡚ࡗゝ

ᢏ⾡ⓗ࡞ࡕⒷࠊ⢭⚄ⓗ࡞⢓ᙉࡕࠊࡉᛂ࠺ࡇ࠸࡚ࡋᛮࠋࡍ࠸࡚ࡗ

ࡃ⨨࡛࣮ࣝࣝࡓࡗỴ㸦ᩘᏐࣞࣥࢼࠊࣝࢬࣃࡓࡗ⟭ࡋ㊊ࠊࡋቑせ⣲ࡢᒅ⌮ࡘࡎࡋᑡࠊࡣ㏆࡛᭱ࠉ

ࠋࡍ࠸࡚ࡋ࡞㸧ࣝࢬࣃ

ࣝࢬࣃ⌮ㄽࠗࠊୖࡢᅵተࡓࡋ࠺ࡑࠊࡣ࡛⏕�㹼�ᖺ࠶㧗Ꮫᖺ࡛ࠊ࡚ࡉࠉ ࠖࡋࠕࡣࡇࠋࡓࡋࡋᑟධࡢ࠺࠸࠘

ࠋࡍドၥ㢟࡛࠺࠸ࠊࡍ⏝᥇࡚ࡋ⟆ࡤࡅ࡞ࡀ┪▩ࠊࡋᲠ༷ᛶ⬟ྍࡢࡑࡤ࠶ࡀ┪▩ࠊ࡚࠸࠾௬ᐃ࠺࠸

ᒣࡢᏛᰯ࡛ࢢࣟࡢᐇ㝿⏕ᚐࡢࡕࡓゎ⟅ぢ࡚ࠊࡀࡍ࡛ࡢ࡞␒୍ࡅࡔࡓ࠸⏕ᚐࡣࡕࡓ༢⟆ゝ࠸ᙜ࡚

ⓑ⣬ࠕࡢࡇࠋࡍ࠸࡚ࡗ࡚ࡋᣮᡓࡇࡍㄽ㏙సᩥ⏝⣬ࡢⓑ⣬ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ ᛮࠗࠋࡍ㔜せ࡛ࡀࡇ࠺࠸ࠖ

࠶ࡣࡢ࠸ᛧఱ࠺ࠊࡤࡁ࡛ࣜࢡࡀࡑࠋ࠺ࡋ࡛࠼ゝࡢࡀ㈇Ⲵ␒୍୰࡛ࡢ㊰࠘㏞ࡢ⪄

ࠋࡏ

ࡇ▱ࡀ⚾ࠊࡣ࠘ࣝࢬࣃ⌮ㄽࠗࡢࡇࠊࡀࡍゝࡃ࡞ᚓពࡤࡁ࡛ࡀ㢟❶ᩥࠊࡣᩘ⟭ࡢᑠᏛᰯࠉ

ࠋࡍ࠸࡚࠼⪄࠸ࡋ࡚ࡆ࡞ࡘᏛᩘࠊ࡚ࡗ࡞ࡁዲయࠖ⮬ࡑࡇ࠼⪄ࠕࡦࡐࠋࡍᴟ࡛✲ࡢࡑࠊࡣ࡛

『かず』䠄䠍ᖺ䠅䚷『かず』䠄䠎ᖺ䠅䚷『かず』䠄䠐ࠥ䠒ᖺ 㻮䠅 担当　福西 亮馬

ࠗࠋࡍ࠸࡛ㄞ࡚ࡁ࡚㞟ࡢࡢ⤮࡞࠺ࡑᛧ࠸ࠊ࡞࠺ࡑዲࡀࡕࡓᚐ⏕≉ࠊࡣᮏ࡛⤮ࠉ ࡗࡋࡢ

ࡎࡡࡢ 㸦࣭࠘ࣞ ࠗࠋࡓࡋヰ࡛࠾ࡓ࠸ᩍカࡇẼ࡛ࠊࡣዲᏛ♫㸧ࠊᕝಇኴ㑻㸭ヂ㇂ࠊ㸭సࢽࣞ 㨣࠘ࡂ࠸ࡢ

㸦❧ᯇᖹ㸭ᩥࡃࡓ࠺ࡇࡀ࡞ࡋࠊ㸭⤮ࠊ�᪂ᶞ♫㸧ࡣ≀ㄒ࣮ࡇࡢࢫษ࠾࠸࡞ヰ࡛ࠗࡓࠋࡓࡋᕧ

ேࡅࡘࡁ㸟 㸦࣮࣭࠘ࣜࣝࢡసࡋࡉࡦࠊヂࠊᡂ♫㸧᭱ࡣᚋ࡞ࢫࣥࢭࣥࢼᛧࠋࡓࡋ࠶ࡀࡉ

ࠋࡍධࡀᡭࡢ࠸ྜࠖࡇ࠺࠸࠺ࡇࡣࡑ�㸟ࡓࡗศࠕ࡚ࡗỴࠊࡧࡓࡃࢪ࣮ࡢḟᮏ࡛ࡢࠉ

ᅄேࡢ⏕ᚐࡀᅄே࠸ࡀࡕ࠸ࡀࡓⓎ㏙ࡢࡑࠊ࡛ࡢࡃ࡚ᛂ㣬࠺ࡢࡑࠋࡏ࠶ࡀࡇࡁ

ࠋࡍ࠸࡚ࡌឤ࠼ᛂㄞ࡚⚾ࠊࡃࡋᎰࡀࡇ࠸࡚ࡃ࡚ࡋࡁ⪺ぢ࡛㎸ධ⏺ୡࡢヰ࠾ࠊࡋ㞟୰

�ࠊ᪉୍ࠉ ᖺ⏕┒࡚ࡗ࡞ጞࠗࡇࡓࡗ᥎⌮࠼⟆࡛ࠖ࠼࠸࠸ࠕࠖ࠸ࡣࠕࠋࡍ࠶ࡀ࠘ࢬࢡ

�ࠋࡍ࡛ࡢ࠺࠸ᙜ࡚࠸ゝἣ≦ࡀ࡞ࡋ㉁ၥ ᖺ⏕ࡢࡢࡑ㉁ၥୖࡀᡭࠋࡓࡋࡁ࡚ࡗ࡞

ᮏࠕ࡚␃࡛ࢫࢳ⣬ࡓ࠸᭩ࠊ㒔ᗘࡢࡑ࡚ࡋࡑࠋࡍ࠸࡚࠸᭩࡚ࡅ⥆ࡕᣢ⯆ࡃࡌྠཤᖺᏐ࠘₍ࠗࡓ

ࠋࡍ࠸࡚ࡃ࡚ࡏぢࡔࡇ࠺࠸ࠖࡍ

ࡓࡋ⾲Ⓨࡓࠊࡔㄞࡓ࠸᭩ࠊ࡚ゐ㇟༳࡞ࠎᵝࠋࡍ࠸ᛮࡔᮇ࡞ከឤࢸࣛࣂࡣᮇࡢࡇࠉ

ࠋࡍ࠸ᛮ࠸ࡋ࡚ࡗ࠸࡚࠼ពḧࡢࡇࡍ



『かず』䠄䠐ࠥ䠒ᖺ 㻭䠅　 『中学･高校数学』 㻭　『高校数学』 担当  浅野 直樹

『英語講読』㻯（John Dewey, Essays in Experimental Logic）
山の学校ゼミ  『倫理』, 『調査研究』 
『ことば』䠄䠐ࠥ䠒ᖺ䠅 担当  浅野 直樹

９

『かず』䠄䠏ᖺ䠅䚷『かず』䠄䠎ࠥ䠏ᖺ䠅 担当　吉川 弘晃

ศ⮬ࠕࠊࡣ࡛ࢫࣛࢡࡢࡇࠊࡎᏛᖺࠋࡓࡋ࡞ࡇࡍᢸᙜࢫࣛࢡࠖࡎࠕࡢ⏕ᑠᏛࠊᖺࠉ

ࠋ࠺ࡋ࡛ࡢ࠺㐪ࡀఱᤵᴗࡢᑠᏛᰯࠋࡍ࠸࡚ࡋࡇࡍయ㦂ࡉࡋᴦࡢࠖࡇ࠺㢌࡛ࡦ

ᑠᏛᰯࠊࡣ࡛ᩘ⟭ࡢ� ࡓࡍฟ࠼⟆ࡢࡑࠊࡋࡣᏛᰯ࡛ࡢᒣࠊࡀࡍ࠸࡚ࡉࡀࡇࡃᑟ࠼⟆ࡢࡘ

⮬ศࡢ㢌ࡅࡔࡓࡗࠊࡣ࡛ࢫࣛࢡࠋࡍ࠸࡚ࡋゎ⟅㐣⛬⏕ᚐࡀࡉㅮᖌㄝ࡛ࠊ࡛ࡁ

ၥ㢟ࠋࡍ࠸࡚ࡋ࠺࠺࡚࠼⪄

ᩘࠊ㸧࠼⪄ฟཱྀධཱྀࡓࡃゎࡃ㏿㸦ࡓࡋ㊰㏞ࠋࡍ࡛ࠎᵝࡣ࣮ࣥࢱࣃࡢᤵᴗࠉ ࡗ

ࡁゎ࡚ࡅࡘぢ࣮ࣝࣝ㸦つ๎ᛶࡓࡋ㢟❶ᩥࠊ㸧࠼⪄࡚࠺࡚ࡋゎ⌮㸦࣮ࣝࣝࡓࡋ࣮ࢤࡓ

᪉࠼⪄㸧ࡢࠋࡍ࠸࡚ࡋㄢ㢟ඹ㏻ࠊࡣࡢࡍ⏕ᚐࡉ � ேࠊ࡚ࡗࡦ⮬ศࡢ࡞᪉ἲぢࡅࡘ

๓ࡢࠖࡉᚲṚ࠸ࡋᴦࠕࡀᗈᩍᐊࡢࢫࣛࢡࠖࡎࠕࠋࡇࡋᴦ࡚ࡗ㢌࡚࠸ࡀᖖࠋࡍⅬ࡛࠺࠸

ࠋࡏ࠶㛵ಀேᏊ౪ࡣ

ࡅཷࡃᙉ㇟༳࠺࠸ຮᙉ㸦Ꮫၥ㸧ࡓࡋࡊ᰿ၥ㢟࡞㌟㏆ࠊᏛၥ㸧ࡢࡓࡢຮᙉ㸦Ꮫၥࡢࡓࡢຮᙉࠉ

ࠋࡓࡋ

ⱥㄒㅮㄞࠋࡍࡤࢬࢸࢢࣛࡣ᪉࠼⪄࡞࠺ࡢࡇࠉ &㸦John Dewey, Essays in Experimental Logic㸧ࡣ

ࢸࢢࣛࡋࠋࡏࡋࡢࡓࡅཷ㇟༳࡞࠺ࡢࡑ࡛ࡢ࡞᭩ࡓࡗᢅࢬࢸࢢࣛࡉ

ࠋ࠺ࡋ࡛ࡇࡔ႐ࡓࡗ▱ࡇࡢࡇࡋࡀ⪅ⴭࠋࡍࡌឤ࠺ࡑࡉ࠾࡞ࠊ࡛ࡢࡔ㑅ᮏࡢࡇᶵ࡛ື࡞ࢡ

ࡣᙜ࡚ࡃࡃ㦫௦⌧ࠊࡇࡓぢࡃࡋヲ࡚ࡗࡓᅇᩘ᪥ᮏᛮࡢỤᡞ௦ࡣ࡛ࢫࣛࢡ⌮ࠉ

ఱࡤ࠶࠼ࡉ㔠࠾ࠊ࡞㡹ᙉࡋ࠸࡞ࡀ㔠࠾ࡀ࠺ࡢά⏕ࡢ⯋⏣㒔ᕷࠋࡓࡋࡅཷឤ㖭࠺࠸

ேࡉ⏝㔜࡚ࡗ⏕ࡍᅛᐃࡀ➽ᐙࡁ⥆ࡃ㛗ࡀ௦࡞ᖹࠊ࠸࡚ࡗ࡞ୡ࠺࠸࠸࡚ࡋ

௦⌧ࡣ࡞グ㏙ࡢⲶ⏕ᚂᚙࡓࡗ࠸ࠊ࠶࡛ࡕࡀ࡞ጼໃࡢᏲ࠺࠸࡞ఱࡣࡕࡓேࡢࡑ࡚࠼ቑࡀ

ࠋࡍ࡛ࡍ㘒ぬ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡚㏙ࡇࡢ

ࡗࡕࡔࠕࠋࡍ࠸࡚ࡋ࠺࠼ᤊᚩ≉ࡢ௦⌧ཱྀษ࠺࠸ࢸࢸࣥࢹࡣ࡛ࢫࣛࢡ✲◊ㄪᰝࠉ

࡚㢦࠸ศ࠺ࡅ ࠗࠕࠖࠊ ࠥ ࠗ࠘ࠊ ㌟㏆࡚ᴟࡓࡗ࠸ࠖ࠺࠺ࡃゝⴥ࠺࠸࠘࡞࠸ࡓࠥ

ࠋࡓࡋࡋ↷ཧ✲◊⾜ඛ࠸࡚࡚❧⤌ࡀㄽ࣮ࢸ࡞

ࡤࡇࠉ �ࠥ� ᖺࡣ࡛ࢫࣛࢡ⮬ᕫ⤂᭩࡚࠸Ⓨ⾲ࡇ࠺࠸࠺࡚ࡋᏛᮇࠊࡏࡉࢺ࣮ࢱࢫ㐃ఇ

ࡇ࠺࠸࠺ྜࡋ㉁ၥ࡚ࡋ⾲Ⓨࠊࡕࡣࡢࡢࡑࡇࡃ᭩ࠋࡓࡋ࠸࡚ࡋ⾲Ⓨ࡚࠸᭩సᩥࡣࡅ

ࡗࡣࡀఱࠊࡇࡓࡗ࠸ࡢࡓ࠸࡚࠼⪄ࡇ࠺࠸࠺ࡇࡣேࡢࡇࠋࡍぢࡀ㌍ືឤࡓࡋࡁ⏕ࡁ⏕

ࠋࡍ࡞⪄ཧ⣧⢋ࠊࡀࡇࡓࡗ࠸ࡢ࠸࡚

❧ᙺ࠺ࡢࡀᏛᩘࡣᅇ࡛ࡇࡑࠋࡓࡋጞෆᐜࡓ࠼ഛᑵ⫋ヨ㦂࡛ࢫࣛࢡࡢᏛᩘᏛᮇࡢࡇࠉ

ࠋࡍࡋヰ࠺࠸ࡘ

࡞༝㏆ࠋࡍ࠶ࡀࡇ࠺ሙ㠃࡛ࡢά⏕࡞㛵ᩘࠊ㸯ḟ᪉⛬ᘧ࣭➼ᘧࠊ㸧ᩘࡢ㸦ሙྜ⋠☜ࠉ

࠸࡚ࡋ࠺ࡃゎࣝࢬࣃ࡚ࡗ᪉࠼⪄ࡢ㸧ᩘࡢ㸦ሙྜ⋠☜ࡣࡁ࡚❧⏬ィࡢ⩦ኟᮇㅮࠊࡍฟ

㸱ࡢࡍࢫࣛࢡ㸰ࡇࡑࠊ࡛௳᮲ࡢᡤࡀ┠⛉ᢸᙜࡢࡑㅮᖌ࡞⬟ฟㅮྍࠊ᭙᪥㓄ิࡢᖺࡢࡑࠋࡍ

సᴗ࠺࠸ࡪ㑅ࡢ࡞㐺᭱ࠊࡋฟ࠸࡚Ὑᛶ⬟ྍࡢࡢࡍᡂ⦆┠⛉࡞࠺ࡢࠊࡢࡍࢫࣛࢡ

㸯ḟ᪉⛬ᘧ࣭➼ᘧࠊࡣࡁỴࣥࣛࡢ࡞ᦠᖏ㟁ヰࠊࡍฟࡓࡋ╔ᐦά⏕ࡘ୍࠺ࠋࡍ࡛



『高校英語』䠄䠎ᖺ䠅　『中学英語』䠄䠎ᖺ䠅　『中学英語』䠄䠍ᖺ䠅

担当  吉川 弘晃

10

『中学・高校数学』㻮 担当　福西 亮馬

『中学・高校数学』㻯 担当　吉川 弘晃

୰Ꮫࠊᅾ⌧ࠊࡣࢫࣛࢡࡢࡇࠉ � ᖺ⏕ࡀ � ே᮶࡚࡚ࠋࡍ࠸࡚ࡃ┿㠃┠ࠊ࡛ࡢ࠸࡚ࡃ࡛⤌ྲྀศ

�ࠋࡍ࠸࡚ࡗྜࡁࡇࡣࡇ࠸࡞ ேᒣࡢᏛᰯ࡛ࡣᑠᏛ � ᖺ⏕ࡢ㡭ࡢ࡛࠸ྜࡁ㸦ࡗゝ

ࠋࡍ࠸࡚ࡗᛮࡔࡇ࠸㞴᭷ࠊࠎ᪥ࠊࡇࡃ࡚ࡏぢ㛗ᮇ㌶㊧ࡢᡂ㛗ࡢࡑࠊ㸧ࡀࡍ࡛ᗂ⛶ᅬ࠺

ࠊ࡚ࡗ㐩ᡂឤࡢ᪥ࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍ࠸࡚ࡗ࡚࠸ゎၥ㢟࠸ࡥࡗ࠸㛫ࠊ࡚ࡋΏၥ㢟⏝⣬ࡃࡑࡗࡉࠉ

ḟࡢᏛ⩦ពḧࡢࢫࣛࢡࡢࡇࠊࡀࡇ࠺࡚ࡆ࡞ࡘࠋࡍ࠸࡚࠼⪄ࡔ

࣮ࢧࡕࠋࡍ࠸࡚ࡋࡣ⚾ࡇ࠺࠸ࡍฟࣥࣛ࡞ィ⟬࡛᭱㐺ࠊࡋどぬ࡚ࡋ࡞ࡔ㛵ᩘ࡚࡚❧

ⴠ㌟యឤぬ್ᩘࡢࡑࡍ⟭ศ࡛ィ⮬ࠊࡀࡍࡃ࡚ࡋᥦ౪ࡣሗࡓࡋ࠺ࡑ࡛࠺ࡢ♫ࡍᥦ౪ࢫࣅ

ࠋࡍࡁ࡛ࡀࡇ㎸ࡋ

࠸⏝ᑵ⫋ヨ㦂࡛ࡢẸ㛫ᴗࠉ 63, ഴྥࡉฟ㢟ࡀၥ㢟ࡓࡋ╔ᐦά⏕ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡣ࡛࡞බົဨヨ㦂

ࢬࣃࡃせ㡿ࠊྠࡑࠋࡍ࡞ᇶᮏࡀࡢࡃᏛ࡛ゎᩘࡓࡗ⩦㧗ᰯ࡛୰Ꮫࡣၥ㢟ࡢࡇࠋࡍ࠶

ࣝⓗ࡞ฎ⌮ࡇ࠺࠸ࡍồࠋࡍ

ࡗࡋၥ㢟タᐃࠋࡍ࠼ゝ࠸࡚ࡋ⩦⦏㢟ᮦ࡛࡞࠸࠸⌮ฎ࡞ⓗࣝࢬࣃ࡞࠺ࡢࡑࡉࡣ࡛ࢫࣛࢡࡎࠉ

ᛶ⬟ྍ࠼⪄ࠊࡍぢฟ㐨࠸ࡋṇࡢࡘ୍ワ⌮࡛࡞㊰㏞ࠊ࠺ᢅࡃ࡞࠸㛫㐪Ꮠᩘࠊࡍゎ⌮

ࠋࡍసᴗ࡛ࡓࡗ࠸㸧ࡍ㝖እࡢ࡞࠺ࡑࡉ࡞ᚓ࠶㸦ࡪ㑅ࡢ࡞࠺ࡑ࠶࡚ࡋ⨶⥙

୰Ꮫࠊࡣᖺࠋࡓࡋ࡞ࡇࡍᢸᙜᤵᴗࡢ୰Ꮫ࣭㧗ᰯᩘᏛࠊᖺࠉ � ᖺ � ᖺࡢ⏕ᚐࡀࡉ � ேࡎ

࠼⟆ࠊ࡚࠸ゎၥ㢟ࡔ㑅ࡀㅮᖌࠊ࡚ࡌᛂᚓᡭ࣭ᚓᡭࡢಶே㐍ᗘࡢᏛᰯࡢࡒࡑࠊ࡛ࡢ࠸࡚ࡋㅮཷࡘ

ࠋࡍ࠸࡚ࡗྲྀࣝࢱࢫ࠺࠸ࡍࡏྜ

ࡋ┠⛉ᚲ㡲Ꮫཷ㦂࡛ᩘᏛࡣ㏆᭱ࠋࡍ࡞┙ᇶ࡞㔜せ᭱ࡢ࡛ୖࡪᏛ㧗ᰯᩘᏛࠊࡣෆᐜࡢ୰ᏛᩘᏛࠉ

࡚ㄢࡇ࠸࡞ࡉฟ࡚ࠕࠊ࠸ࡏࡓࡁ⮬ศᩥࡣ⣔ࠖࡔ᪩ࠎ⌮ᩘ⣔⛉┠ࡢຮᙉㅉ࠺ࡋ࡚Ꮫ⏕ࡀᑡ࡞

㧗ᰯࠊࡋࡋࠋࡏ࠶ࡃ � ᖺ࡚ࡋࠊ୰Ꮫ⏕ᩘࡀᏛㅉ࡚⮬ศࡢ㐍㊰ࡢ㑅ᢥ⫥ࡣࡢ࠺ࡋ࡚⊂ᮏᙜ

࠸࡚ࡃ࡞ࡋຮᙉᏛᩘࠊࡋࡎᚲࠊࡣࡇ࠸࡞ࡉฟධヨᏛᩘࡀᏛࡢ㒊୍ࠊࡉࠋࡍ࡛ࡇ࠸↓య

ᚤศ࣭ࡣᏛ㒊࡛῭⤒ࠊࡤ࠼ࠋࡏ࠶ࡣ࡛ࡇ࠺࠸ ✚ศࡢⓎᒎⓗ࡞Ꮫ⩦ࡣࡓࡢࡑࠊࡀࡍࡋ୰Ꮫ୍࡛ḟ࣭

ḟ㛵ᩘ⎍ࡍᚲせࠋࡍ࠶ࡀᏛࡢᩥࡢ⣔Ꮫ㒊࡛❶ᩥࠊㄞࡔ᭩ࡍࡓ࠸ㄢ㢟ࡀ㔞ฟ

ࠋࡍࡁ࡚ࡗ࡞㔜せ㠀ᖖࡀᏛⓗ⬟ຊᩘ࠺࠸ࠖ࠼⪄ࡢㄽ⌮ⓗ࡛ࡁ⥆ᡭ࠸ࡋṇࠕࡣ࡛ࡇࡑࠊࡀࡍࡉ

ࡣ୰Ꮫ࣭㧗ᰯᩘᏛᑵ⫋ヨ㦂࡛ࠊࡎၥẸ㛫࣭බົဨࠊࡓ࠸࡚ࡉ㔜せど࡛♫ࡣ⪄ㄽ⌮ⓗᛮࡓࡋ࠺ࡇ

ᚲ㡲⛉┠ࠋࡍ࠸࡚ࡗ࡞

�ࠊࡣࡢ࡞ษᚲせᛶ௨ୖࡢ࡛♫ࠊࡋణࠉ ༢ඖ࡛Ⰻࠕ࡛ࡢ࠸㠃ⓑ࠺࠸ࠖ࠸Ẽᣢࠋࡍ࡛ࡇࡘࡕከ

ᩘࠊ࡞㇏ࡀ࠼⪄࡞Ꮫⓗᩘࡅࡔࡑࠊࡤ࡞࠺ࡅゎࡀၥ㢟ࡢࡃ Ꮫᴦࠊࡣࡓࡢࡑࠋࡍࡁ࡚ࡗ࡞ࡃࡋ

ၥ㢟ᩥὀព῝ࡃㄞ࡛ࡇࡑࠊၥ᭱ࡀࡇ࠼⪄ࢺࣥ࠸࡚㔜せ࡛ࠋࡍゝⴥ࠺࠸࠺ព࡛ࠊࡣ

ᩘᏛࠕࡓᅜㄒࠖࠋࡍ࡛ࡢ࡞

ᏛࡤᏛⱥㄒࠊࡀࡍ࡛ࡕࡀࡉ࡞ぢ࡚ࡋࡇࡢ↛ᙜࡤ༙᪥ᮏ࡛ࠊࡣࡇࡍᚓ⩦ⱥㄒᏛ⏕௦ࠊࠉ

ࠊࡢ࠺࠸ࠋࡍࡏࡉᐇឤࡉࡋ㞴ࡢⱥㄒࠊࡪᏛࡤᏛゝㄒࡢࣃ࣮ࣟࣚ≉ࡢ௨እࡑࡓࠊࡪ

ⱥㄒ❶ᩥࡢㄞࡣࡓᇶᮏᩥἲຍࠊ࡚࠼㠀ᖖከࡢࡃ⇍ㄒ⾲⌧ᬯグࡍᚲせࠊࡘࠋࡍ࡛࠶ࡀㄒ

ᏛᏛ⩦ࡣ⫢ࡢㄒᙡࡢᏛ⩦࡛ࡃ࠶ゝࠊࡀࡍⱥㄒ࡛ࡢࡑ≉ࡣഴྥࡀᙉࡇࡢࡇࠋࡍ࡛ࡅ࡞ࡃ㋃

ࠋࡍ࠾࡚࠸⨨㔜ᚰ⩦Ꮫࡢ⌧⾲ㄒ⇍ࠊᤵᴗ࡛ࡢⱥㄒࡢᏛᖺࡢࡣ⚾ࠊ࠼



『高校英語』䠄䠏ᖺ䠅　『英語文法』　『中学英語』䠄䠎ࠥ䠏ᖺ䠅

『高校英語』䠄䠍ᖺ䠅㻌㻌   『中学英語』 担当  浅野 直樹
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ⱥࡢࡉࡃࡓࠊ࡛ࡢ࠼࡚ࡗ࡞࠺ࡣἲᩥࡤࡅ㛫ࡢ࡞ࡑࠊ࡚ࡋඹ㏻ࢫࣛࢡࡢࠉ

ㄒゐ࡚ㄒᙡቑࠋࡍ࡛ࡇ࠺࠸࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡗ࡛⮬ྛࡣࡇ࠺࠸ࡍ

ࡇࡓࡗ⩦࡛ࡑࠊࡀࡍ࠸⩦ἲᩥ࠸ࡋ㞴ࡓࡗ࠸㛵ಀ௦ྡモࠊศモࠊᅾ⌧ࠊែືཷࡣ࡛⏕୰Ꮫ㸱ᖺࠉ

ࡑ࠸࡚ࡗ❧࠺ࡇྥࠕࠊࡤ࠼ࠋࡍ࠼࡚ࡋゎ⌮࡛ࡇࡍ㏉⧞ㄝ⩦⦏ࠊࡤ࠸࡚ࡋゎ⌮ࡑ࠾

ඛ࡛ࡢ࡞ᩥ࡞㦵᱁ࡀࠖࡍᘵ࡛ࡢ⚾ࡣᑡᖺࡢࡑࠕࠊࡤ࠶࡛ᩥ࠺࠸ࠖࡍᘵ࡛ࡢ⚾ࡣᑡᖺࡢ 7KH

ER\�LV�P\�EURWKHU� ࡇ࠺࠸ᑡᖺ࡞࠺ࡢࠊ࡚ࡗసᩥ 7KH�ER\ �\7KH�ERࠊ࡚࠼ຍࡅᚋ┤ࡢ

�ZKR�LV��VWDQGLQJ�RYHU�WKHUH�LV�P\�EURWKHU� ࠋࡍ࠸࡚ࡋㄝࡓࡗ࠸ࠊࡃ࠸ࡃ࠺ࡍ

ࡑࠋࡍ࠼ቑࡀࡇ࠼ぬ⌧⾲࡞Ṧ≉ࡣ㧗ᰯⱥㄒ࡛ࠊ࡛ࡢ࠸࡚ࡗฟᥞࡣ┠୰Ꮫⱥㄒ࡛ᩥἲ㡯ࡣᐇࠉ

࠶࡛ࡢ࠸ⱝࡣRXQJ�DV�KH�LV��KH�LV�QHYHU�UXOHG�E\�KLV�HPRWLRQ�㸦ᙼ>ࠋࡍ࡛࠸ࡀࡢ࠼ᩥ࡛ぬ࡞ᆺⓗࡣ

࠸⏝࡛⨨ಽ࠺࠸᮶㢌ᩥࡀモᩥ࡛ᙧᐜモ࠺࠸㸧ࠋ࠸࡞ࡉᨭ㓄ឤࡢศ⮬࡚ࡋỴࠊࡀ DV

ࡣ WKRXJK ࠋࡍලྜ࡛ࡓࡗ࠸࠼ぬἲ⏝࡞Ṧ≉࠺࠸࡞ពࡢ

ࠋࡡࡍㄒᙡ࡛ࡣ࠶ࠋࡍࡅゎ⡆༢࡛ࡓ࠶㸰⣭‽ࡢⱥ᳨ἲၥ㢟࡛ᩥࡢᏛධヨࡤࡁ࡛ࡀἲᩥ࡛ࡇࡇࠉ

࡛ㄞࡉࡃࡓ❶ᩥ࡚ࡗ༢ㄒ㞟ࠋࡏࡁ࠸ࡣࡅ࠺࠸࠺࡚ࡋゎ⌮࡚ࡋㄝࡣࡤࡇ

࡞࠺ࡢࡢ᪉ἲ࡛ࠊ࡛ࡢ࠸⮬ศ࡛ㄒᙡቑࠋࡏ࠶ࡋ࠺࡚ࡋᚲせ⯆ᛂ࡛ࡇ࡚ࡌ

ࠋࡍ࠸ᛮࡓ࠼࡛㐍࡛

ࡇࠋࡍ࡛ࡇ࠺࠸ࡔㄒࠖ⇍ࠕࠊࡃ࡞ࡣ༢ࠖㄒ࡛ࠕࡣࡢ࠸࡞࡞ࡤࡡࡏᏛ⩦࡛⩦ᚓࡢゝⴥࠊࡣࡢ࡞ษ࡛ࡇࡇࠉ

ࡑࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡪᏛࡘࡎᏐᩥ୍Ꮠ₍ࡣᤵᴗ࡛ࡢᑠᏛᰯࠊ࡛ࡌྠ᪥ᮏㄒ࡛ࡣ � ࡘ � ࡚ࡋㄒ⇍ࡓࡡ᮰ࡘ

Ꮫࡑࡇ࡛ຠᯝࠋࡍ࡛ࡅ࠶ࡀⱥㄒࡢሙྜࡕ࠸ࠊ᪩ࡃぬࠊࡣࡁ࠼DVN  WKLQN ࡞ᇶᮏⓗ࠺⩦୰Ꮫ࡛ࡓࡗ࠸

ືモ๓⨨モ㸦┠ⓗㄒ࠺࠶ࡀ㸧ྡືモ㸦ືモࡀ WR ᐃモྲྀሙྜពࡣ㐪࠺㸧ࠊᐃモ㸦๓

WR ࡚ࡗᩥࡁὀព᭩ࡢἲ㡯ᩥࡢᣓᘼෆࡣ㸦㧗ᰯ⏕௨ୖࡍㄒ࡛⇍ࡃࡘࡧ⤖ࡀ࡞㸧࠸࡞ࡘࡃࡘࡀ

㐩ㄝ࠺ࡋ࡚ࡋ㸧ࠋ୰Ꮫ � ᖺ⏕ࠊࡣ� Ꮫᮇࡣࡕ࠺ࡢᩍ⛉᭩ฟ࡚ࡃ༢ㄒ � ⢭୍ᮼ࡛ࡢ࠼ぬࡘࡦࡘ

୰Ꮫࠊࡋࡋࠋࡍ࠸ᛮ � ᖺ⏕௨ୖࠊࡣ༢ㄒࡓࡏྜ⤌ࡢ⇍ㄒࢡࢺࢫࡢ㢌ࡢ୰సࡇࡃ࠸࡚ࡗព

㆑࡚ࡋຮᙉࠋࡍ࠸࡚࠼⪄࠸ࡋ࡚ࡋ

ࠊࢺࢫࢸ༢ㄒᖒࠋࡍసᴗ࡛ᢡࡢ㦵㠀ᖖࠊࡍ㏉⧞୧᪉ࡢࢺࢺࢺࣥࡣ⩦Ꮫࡢㄒ⇍ࠉ

ၥ㢟㞟༢ㄒࢺ࣮ࣀࡣ⚾ࠋࡍ࡛ࢺࣥࡀࡢࡍ㧗ᰯ � ᖺ࡛ࡢࢺࣥࡢࡇ࡛‶㊊ࡓࡓ࠸࡚ࡋ

ⱥㄒࡢᡂ⦼ࡣఙࡧᝎࠋࡓࡋ࠾࡛᪥ᮏㄒⱥㄒඖࡢࢺࢺࡍసᴗࡗ࡞࠺ࡁ࡛ࢬ࣮ࢫࡀ

㧗ᰯࡣ⚾ࠋࡍ࠼ゝࡓࡋᚓ⩦ㄒ⇍ࡢࡑ࡚ึ࡚ � ᖺࠊᩥⱥヂࡢၥ㢟ゎࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡃῧ๐ࡗ࡚ࡋ

ࡔศ࡛స⮬ࡣᶵࡢࢺࢺࠋࡓࡋࡁ࠸࡚ࡧఙࡀ⦼ᡂࡢⱥㄒ࡛ࡇࡍ㏉⧞ࡇࡍᬯグ⟆ゎࡓ

ࡢⱥసᩥ༢ㄒ⾜Ꮫᰯ࡛ࡢᒣࡣࡉࠊ㧗ᰯ୰Ꮫࠋࡍ࠸࡚ࡉព⏝ሙᡤ࡞㌟㏆ࡢࡉⓙࠊࡃ࡞࡛ࡅ

ᑠ࡛ࡇࡇࠋࡍ࡛ࢺࢫࢸṚ࡚ࡗ࡞࠸≬≀‶Ⅼ⧞㏉ࠊࡀࡇࡃ࠸࡚ࡋㄒᙡຊୖ㐩ࡢ㏆㐨࡛ࠋࡍ

㧗ᰯࠊࡀࡍ࡛࡚࠸ࡘᤵᴗࡢᏛᖺྛࠉ �ᖺࠊࡣ࡛ࢫࣛࢡࡢ� ᖺ࡛⩦ࡓࡗⱥᩥἲࡢ㡯₇⩦ᙧᘧ࡛⩦ࠋࡍ࠸࡚ࡋ

ẖᅇࠊ⇍ㄒᬯグ࡛ࡇ࠺⾜ࢺࢫࢸㄒᙡຊቑᙉດࠋࡍ࠸࡚୰Ꮫ � ᖺ࣮ࢧ࣮ࠕࠊࡣ࡛ࢫࣛࢡࡢ⋤≀ㄒࠖࡢ

⡆༢࡞ⱥᩥヂㄞࠊࡀ࡞ࡋ୰Ꮫᩥἲࠋࡍ࠸࡚ࡗ⾜⩦⦏ࣝࣜࢻࡢ୰Ꮫ � ᖺࢯࠕࠊࡣ࡛ࢫࣛࢡࡢᐯヰࠖࡢ

ⱥᩥㄞࡓᚲせ࡞ᇶᮏⓗᩥ࡞ἲ༢ㄒᤵᴗࡢࣝࣜࢻ୧᪉࡛Ꮫ⩦ࠋࡍ࠸࡚ࡋ

᭱ࠊ࠺ࡁ࡛ⰼ㐨࠸ࡋᴦ࡛ࡋᑡ㐨ࡢࡇࠊࡀࡍᆅ࡛ࡣ㏆㐨ࡢㄒᏛࠉ 㝈ࡃࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࢺ࣮ࢧᡤᏑ࡛ࠋࡍ

山の学校ゼミ『数学』 担当　福西 亮馬

�ࠊࡣ࡛ࢫࣛࢡࡢࡇࠉ ᖺ๓࡚ࠗ࠸⥆ᩘࡢ⥴ 㸦࠘ྜྷ⏣ṊⴭࠊᮾᾏᏛฟ∧㸧ㄞࠋࡍ࠸࡛⣙ ��� ࣮

࠸࠸ࠋࡓࡋࡋᕪ࡛ࢪ ���� ࠸ศཌࡢࡇẖ㐌ࠋࡓࡋࡁ࡚࠼Ⅼ࡛ࠖぢࠕࡀࡁ㡬ࡢᒣࠊ࣮ࣝࢦࡢࢪ࣮

࡛ࡀ➽ᢡࡇࡑࠋࡓࡋࡁ࡚ࡗ࡞ගᬒࡢᬑ㏻ࡀࡢᢡࠖࣥࢱࣃࠕᡤ⟠ࡢศ௨ୖ༙ࠊࡃ㛤ࢺࢫࢸ

ࠋࡡࡍἲ๎࡛⌮≀ࡇࠋࡍ࡛ࡆ࠾ࡓࡁ࡚ࡁ

ᡤ⟠ࡢຊᏛྂࡢࡕ࠺ࡢࡑࡣࠋࡍ࡞Ꮫ⌮≀ࡣϪ㒊➨ࠊࡀࡓࡋᏛ࡛ᩘࡣ࡛ϩ㒊➨ࠊࡣᙺࡢෆᐜࠉ

ὶࡀ࣮ࢾࣝࠊືᏛࡀࢡࣇࠊᴫㄝⓗ㛫ྜࡢࡑࠊᙺ࡛ࡗࡎࡀࣥࢺ࣮ࣗࢽࣞࣜࡣ࡛≀ேࠋࡍ࡛



『イタリア語講読』 担当　柱本 元彦

『ドイツ語初級』 担当　吉川 弘晃
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ఱࡣᏛᮇࠊࡋㄞ࠘⏕᪂ࠗࡢࢸࣥࢲணᐃ㏻Ꮫᮇࠋࡍ࠸࡚㐍࡛ࡌឤ࠺࠸ㄞ᭩ࡢྡ୕ࡎኚ┦ࠉ

ࡋ㑅ᢥ࣮࠘ࣞࢽࢶࣥࠗࡢࣝࣛࢺ࡛ࡅ࠺࠸ࠊࡣࡣḟࡢࢸࣥࢲࠊࡀࡓࡋᝎࠎᩓ࠺ࡋ

࠸ᛮ࠸࡞ࡣ㦂࡛⤒࡞㈗㔜☜ࠊࡣࡇࡍ⢭ㄞリேࡢே࡞ᑐ↷ⓗࡢࡇࡍ⾲௦Ꮫᩥࣜࢱࠋࡓࡋ

ࠗࠋࡍ࡛ࢫ࣮ࡢࡘᅄࡘ୕ࢺࢿࢯᤵᴗ࡛ࡢᅇ୍ࠋࡏ࠶ࡣ⡆༢࡛࡞࡞࠼࠸ࡣࠋࡍ ࣮ࢽࢶࣥ

ࠋࡍ࠶リ࠸㛗ࡀࡍ࡛ࢺࢿࢯࡢ༑ᅄ⾜リࡀ༙ࠊ⠍୍࡛ᖺศ㸧୍᪥୍ࡧ࠾㸦ᗎリࡢභභ⠍୕ࡣ࠘ࣞ

⦅ࡀᜊேࣛࣛᤝࡢ࡚ึࡅࠋࡍ࠸࡚ࡆฟ࠸༑ᖺᚋᙼዪࡣஸࠊ࡞ࡃභ␒ࡢ

ࡣࡢࡅ࡙ࡘㄞࡤリࡀࡍࡉࡃࠋࡍリ࡛ࡓャṚᚋࡢࣛࣛࠊࡣᚋ༙࣮࠘ࣞࢽࢶࣥࠗ

ኚ࡛ࠊ࡛ࡢࡍᅇ୍ࡃࡈࡣ࣮࠘ࣞࢽࢶࣥࠗࠊ㒊ࡅࡔㄞࠋࡓࡋࡋࡇ㡢ᴦࡀࡓࡅリ࠺ࡋᛮࡗ

࡚ㄪ࠺ࡔ࠶ࡗࠊࡍᮇᚅࡣࣝࣜࢻࡢࢹࣦࣝࢸࣥࣔࡓ࠸࡚ࡋᅄ᭤ࢫࣛࠋࡏ࠶ࡋ

ࣝࢻࣥࣛࣇࠊࡣⓎぢࡢ␒୍ࡅࠋࡓࡋࡘぢࡀ␒භභ୕ࡢస᭤ࢼ࣮ࣜࢺࢫࣞࣃࠊ༑᭤ࡀࢺࢿࢯࡢస᭤ࢫ

ࠋ㸧ࡍ࡛≀ேࡢୡ⣖๓୍ࡢࢹࣦࣝࢸ㸦ࣔࣥࡓࡋ࡛ࢺ࣮ࣦࣝࣛࡓࡗ࡞♽ࡢᴦὴࢶࢿࣦ࡚ࡁ࡚ࡗ

ᙼ࣮ࣞࢽࢶࣥࡣ⠍ࢺࢿࢯࡢ᭤ࡢ࣮ࢽࣇࣜࡋࡓࠋࡍ࠸࡚ࡅࡘ㡢ᴦゝⴥྲྀࡁ⪺

ࣦࠋࡍ᭤࡛࡞࠸ࡁࡃࡋ⣲ᬕࠊࡀࡏ࠶ࡣ⡆༢࡛ࡣࡢ ࡣࡇࠊࡓࡋ࡛࡚ึࡣࡢࡓ࠸⪺ࢺ࣮ࣝࣛ

ᮇࡢ࡞ࡁ✭࡛ࠋࡓࡋ

ྡࠊ࠺࠸ㄒࢶࢻࠋࡓࡋ࡞㛤ㅮࡀࢫࣛࢡࡢㄒࢶࢻࡃࡓ࡛ᖺࠉ モࡢᛶࡀ ᱁ኚ㸦ྡࠊࡓࡗ࠶ࡘ�

モᩥࡢ୰࡛ࡢᙺ࡚ࡗ༢ㄒෙモࡢㄒᑿࡀኚࡇࡍ㸧ࠊࡓࡗ࠶ࡀㄒࡀᚲึ᭱ࡋࡎ⨨ࡓࡗ࡞ࡋ

ࠋࡍ࡛ࡕࡀᢪ㇟༳࠺࠸࠸ࡋ㞴࡚ẚㄒࢫࣥࣛࣇⱥㄒࠊ

ࠉࠋ࠺ࡋぢ࡚᪥ᮏㄒヂᩥ⊃ࡢḟࡀࡍ࡛↛✺ࠊ࡚ࡉ

.Das ist ein von diesem Standpunkt aus zu betrachtendes Problemࠉ
ࠋ࠶㸭ၥ㢟㸭࡛ࡁࡉ㸭⪃ᐹ㸭ほⅬ㸭ࡢࡇ㸧㸭࠶㸭㸦ࡣࡇࠉ

ࡔࡓࡋ㏲ㄒヂㄒ㡰㏻༢ㄒࡢㄒᩥࢶࢻࡢୖࡣヂࡢୗࠋࡍ࡛❶ᩥㄞࡤ㏻୍ᩍ⛉᭩ࠊࡣࡇࠉ

ㄒᩥἲࢶࢻࠊࡤࡍ⪅᪥ᮏㄒヰࡣࡢࡅ࠸࡚ࡅࡘಟ㣭ㄒྃࠎḟ๓モྡ࠺࠸ၥ㢟ࠖࠕࠋࡍ࡛ࡅ

ぶࡋឤࡌⅬ࡛ࠋࡍⱥㄒࢫࣥࣛࣇㄒࡢࡇࠕࠊࡔほⅬ⪃ᐹ࠺࠸ࠖࡁࡉ㒊ศྡࠊࡣモࡢᚋ

ศモ㛵ಀモࡢᙧᘧ࡛ࡏ࠶ࡋࡅࡘ㸦ࢶࢻ࡞ࡕㄒ࡛ྡࠊモࡢᚋ㛵ಀモࡍࡅࡘ㸧ࠋ

᭩ࠊࡋ᭷ἲᩥ࡞ࠖ⏤⮬ࠕࠊⅬ࡛࠺࠸ࡁ࡛⌧⾲ㄒ㡰࡛࡞ࠎᵝෆᐜ࡛ࡌྠࡣㄒࢶࢻࠊࡣࡢศࡇࡇࠉ

ⱞ⚾ࡣࡢྲྀࡁ⪺࡛ࡢ࡞᪩ཱྀࡣேࢶࢻ㸦ࡍ࡛ࡇ࠺࠸࠶ゝⴥ࡛࠸ࡋᴦࠊ࡚࠸⪺࡚ࡋヰ࡛ㄞ࡚࠸

ປ͐ࡀࡍࡋ㸧ࠋ

ἲᩍ⛉᭩ᩥ࠸ⷧ࠺Ꮫ࡛ࠊࡣᤵᴗ࡛ࠉ � ᅇ � ㄢࡢ㐍ᗘ࡛Ꮫ⩦ࡢࡇࠋࡍ࠸࡚ࡋᩍ⛉᭩ࡣ � ᖺ࡛⤊ࡇࡏ

࡛ࡑࠊࡋࡋࠋࡍ࡛⮳ᚲࡣࡇ࡞ኚࡀ⩦ண⩦࣭࡚ࡗࡉᚐ⏕ࠊ࡛ࡢ࠸࡚సᐃ � Ꮫ

ᮇෆ࡛ᩥἲࢶࢻࠊࡣࡢࡍࡏ⤊ㄒ࠺࠸ゝⴥࡢ࡞㍯㒌⏕ᚐࡉ᪩ࡃᥗ࠸ࡓ࠸࡛

ධ㌟ࡣἲ㡯ᩥࠊࡤࡅ࡞ࡉ㏉⧞ᖺ㛫ᩘࡋ㏉⧞ࡢࢺࢺࢺࣥࠊ࠶ゝㄒ࡛ࡢࠋࡍ࡛

⥆ࡀ⩦Ꮫ࡚ࡗࣥࣙࢩ࣮ࢳࣔࡀ࠺ࡍ࿘୍᳃ࡣࡎࠊ࡚ࡗ࠶ࡀᮌࡓࡋṧษࠊከᑡࠊࡤ࡞ࡑࠋࡏ

ࠋࡍ࡛ࡢ࠺࠸ࡅ

ࠋࡍ࠶ࡇࡪᏛㄒࢫࣥࣛࣇㄒࢶࢻ࡚ࡋእᅜㄒ➨ࠊࡣ㧗ᰯ࡛ࡢ㒊୍ࡢ⣔ࣥࣙࢩ㛵ᮾᆅ᪉ࠉ

యຊᏛࡀࣝࣝࣕࢩࣝࠊ⇕ຊᏛࡀࣥࢶ࡚ࣝࡋࡑࠊẼయศᏊ㐠ືㄽฟ࡚ࠋࡓࡋࡁ㸦ᑡࣗࢩࣥࡅࡔࡋ

��ࠊࡣ❶ࡢࡓ࠶ࡢࡇࠋ㸧ࡓࡋࡁฟ࡚Ṧ┦ᑐᛶ⌮ㄽ≉ࡢࣥࢱ ୡ⣖௨㝆ࡢ㢌⬻ࡒࡑࠊࡀࡕࡓ⯆ᣢࡓࡗ

ࡗᐹ⪄ࠋࡓࡋ࡛ࢻ࣮ࣞࣃࣥࡢ᪉ἲ࠺࠸ࠖࡍฟⓎ࡚࡚❧௬ᐃࡇ࡞⣲ᮔࠕࡓࡍゎᯒ㇟⌧

࡚㛵㐃ࡅࡔࡢ࠶ࡢ⌮࡚࠸┬ࡁ┬ࠊࡋᚓࡓ⤖ᯝࡢࡑࠋᢳ㇟ᛶࡢ㧗ࠊ࠼ࡉ௬ᐃࡀᡂ࡞࡛ୖࡘ❧

ࡍࡕࡗࡁᏲഛ⠊ᅖ௬ᐃࠊࡤࡏ㏉ࠋࡉ㧗ࡢỗ⏝ᛶ࠼࡞༢ㄒࠖࠕࡍศᯒ㇟⌧ࡢࡑࠊࡤ

ࡢ⏕ㅮཷࡣࡇࠋࡉ㔜せࡢࡇ 0 ⏺㝈ᛶ⬟ྍࡘᣢࡀࡢ࠺࠸ゝⴥࠖࠕࡃࡓࡗࠊࡀࡍ࡛ࡇࡓࡉᣦࡀࡉ

ࠋࡓࡋ࠸ᛮࡔࡌྠヰࡢ

ࡢᖺࠉ � ᭶ᮎࡢᒣᓮኵඛ⏕ࡢㅮ₇࡛࠾ࠊヰఛࡢࢫࣛࣛࠕࡓࡗᝏ㨱ࠖⓏሙࠋࡓࡋࡋᚤศ᪉⛬ᘧ࡛᭩ࡅ

࠶ࠊࡀࡍ࡛ࡅ࠶௬ᐃ࡛ࡢክࡓ࠸ᢪࡀᏛ⪅㸦ဴᏛ⪅㸧⌮≀ࡢᙜ࠺࠸ࠊศࡀሗ࠶ࡢ㐣⌧ᮍࡤ

ࠋࡍ୰࡛᭱࠸ぢ࡚ࡣࠊࣝࢹࣔ࠺࠸ㄪືᏊࠖࠕࠊ࡚ࡋฟᡤࠖࠕࡢ⇕ࡢࡑࠊࡍࡏᐃྰྍ▱ㄽࡤࡃ



『フランス語講読』䠄㻭 䞉 㻮䠅 担当　渡辺 洋平

『ロシア語講読』 担当　山下 大吾
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Ꮫᮇࠉ %ࠊ$ ࡚ࡗጞࡀᤵᴗࡢࡇࠋࡍ࠸࡚㐍ㄞ᪉ἲᗎㄝ࠘ࠗࡢࢺࣝࢹ࡛ࢫࣛࢡࡢࡘࡓࡩ � ᖺᑡࡋ

$ࠊࡀࡍ࡞ ࡚ࡗ࠸ࡣෆᐜⓗࠊ࡞㡫ᩘ࠶ࡇࡍṧࠋࡓࡋࡁ࡚࠼ぢࡀ⤊ࡣࢫࣛࢡࡢ

ࠊᙜึࡣࢺࣝࢹࠋࡍ࠸࡚㏙ࡀࡘࡉࡁ࠸ࡓࡗ࡞ࡇࡃ᭩᪉ἲᗎㄝ࠘ࠗࠊࡣභ㒊࡛➨ࡢ❶⤊᭱ࠋࡍ࠸࡚ࡁ

ࠗୡ⏺ㄽ࠘ࡢู࠺࠸ⴭసබหࡍணᐃ࡛ࡢࢫࢡࢽࣝࢥࠊࡀࡓࡋᆅືㄝᨭᣢ࣮ࣟࡀ࣭ࣞࣜࣞࣜࡓࡋ

ἲ⋤ᗇ࡛᐀ᩍุࠊࡅ⤊㌟⚗ᅛࡢฮฎࠊ▱ࡇࡓࡏᛴ㑉බหࢥࢺࣝࢹࠋࡍྲྀ

ᒅᢡගᏛ࠘ࠗࠗ࠺࠶࡛࠸࡞࡞ᩍୖၥ㢟᐀࡛ࡇࡑࠋࡍ࡛ࡓࡓ࠸࡚ࡋᐃ⫯ㄝࡢࢫࢡࢽࣝ Ẽ㇟Ꮫ࠘ࠗ ᗄఱᏛ࠘

ࠗࠊࡋࡇࡍබㄽᩥࡢ⠍୕ࡢ ᪉ἲᗎㄝ࠘᭱ࡣᚋࡢࡑᗎᩥ࡚ࡋ᭩ࡘࡉࡁ࠸ࡢࡑࠋࡍ࡛ࡢ࡞ࡢࡓ

㏙ࠊࡘࡘᏛၥࡅ࠾ᐇ㦂ࡢ㔜せᛶࡀᙉㄪྡࡓࠊࡉᚰࡢᖹ✜ᮃࡢࢺࣝࢹேᇉ㛫ぢࡇ

$ࠋࡍࡁ࡛ࡀ ࠗࠊࡣࢫࣛࢡ ᪉ἲᗎㄝ࠘ࡀㄞ⤊ḟ➨ᩥ࣮ࣝࣀࠊᏛ㈹సᐙ ��㸦ࢪࣞࢡ࣭࣭ࣝ*0࣭࣭-���㸧

ࡢ L'Africain ������ ࠋࡍணᐃ࡛ࡍࢺࢫࢡࢸࢭఏⓗ⮬࠺࠸

%ࠉ ࡀᙧ⪋ୖᏛⓗ࡛ே࠶ࡀ㌟⮬ࢺࣝࢹࠊࡣᅄ㒊➨ࠋࡍ࠸࡚㐍ㄞᚋ༙ࡢᅄ㒊➨ࠊᅾ⌧ࡣࢫࣛࢡࡢ

ዲࠗࠊ࠾࠸࡚ࡗ᩿࠸࡞࡛ࡢ ᪉ἲᗎㄝ࡛࠘᭱࡞ࡢᢳ㇟ⓗ࡛ࠊෆᐜⓗศ࠸ࡃ⟠ᡤ࡛ࠋࡍ≉

ࡢࡓࡉ⦰ᅽ࠸࡞ࡢ㥏↓❶ᩥࠊࡀࡍ⾜ࡀᏑᅾドࠖࡢ⚄ࠕ࠸ࡍドᏑᅾࡢ⚄࡚ࡗ᥎ㄽ

࠸ࡃ࡞ࡣ᪥ᮏㄒࡣ࡛ࡅࡔࡍヂ┤ἲⓗᩥࠋࡍᡤ࡛⟠࠸ࡋ㞴ࡣࡢࡍゎ⌮㆟ㄽ࡛ࡅࡔࡓࡋㄞ୍ࠊࡓࡢ

ຎ➼ẚ㍑⣭ྰࡢᐃᩥࠊ㎡ࡢ ne ࡀពᩥ࡞࡞࠸࡞័ἲ㡯ᩥࡢࡇࠊࡓࡃฟ࡚ࡃከ࡞

࠶࡛ࡇ࠺ࡣࡇ▱ࠕࡢࡑࠋࡏ ⮬ࡀ㢟ࡓࡗ࠸ࠖ࠶Ꮡᅾ࡛࡞᭱ࡣ⚄ࠕࠖࠊ

㒊࠸࡞㎸㣧ࡃ࠺ࡣࡕࡓ⚾࠸ࡇࡓࡗࡓ㝸㛫ⓗ✵㛫ⓗࢺࣝࢹࠊࡓ࠸࡚ࡉ

ศ࠼࠸ࡣࠋࡍ࠶᥎ㄽ࠺࠸▱ᛶࡢാ⚄࡚ࡗࡁᤊࡍ࠺࠼ጼໃྂࠊࡣ ௦ࢩࣜࢠ௨᮶࣮ࣟࣚࡢ

ࡁ࠸࡚㐍ㄞࡃࡗࡌࡁ⥆ࡁᘬࠊࡘࡘࡋㄆ㆑Ṧᛶ≉ࡢࡑࠊࡋ࠺ࡋ࡛࠼ゝ࠸࡚⾲ࡀ㠃୍ࡢᩥࣃ

ࠋࡍ࠸ᛮ࠸ࡓ

ࡣᏛᮇࠊࡀࡍ࡛ࢫࣛࢡᙜࡓࡁ࡚㐍ㄞㄒリ≀ᢛリࡢࣥࢩ࣮࡛๓Ꮫᮇࠉ �� ୡ⣖ࣟᩥࢩᏛࡢ

ᤶᑿ㣭సᐙࡣࢺࢫࢡࢸࠋࡍ࠾࡛⤌ྲྀ⦆▷ࡢࣇ࣮ࢳᚋᮇࡢࣇ࣮ࢳ௦⾲ⓗ▷⦅▱࡚ࡋ

ࠗࠊ⠍୍➨ࡢᑠ୕㒊సࠖࠕ࠸ Ẇධ࠘⏨ࡓࡗㄞࠊ࠼⤊⌧ᅾࡣḟ⠍࠘ࡄࡍࠗࡢㄞ㐍ࠋࡍ࠾࡚

ཷㅮ⏕ࡣᘬࡁ⥆ࡁ ࡉ7 ࠋࡍ᪉࡛࠾ࡢࡉ1

ࠗࠉ Ẇධࡢ࠘⏨ࡓࡗேබࣜࡁ⾜࠼ࡉ࡛ࡔࡓࠊࡣࣇࢥሙ࠸࡞ࡢ㛢ሰឤ࠺⁻ࡕࡇࡕ࠶ࡀ �� ୡ⣖ᮎࣟࢩ

ேឤࡢᢚᅽ࠸࡞ࡢ࠺࠸ゝࠊࡀ࡞ࡋࡇⒷཱྀࡢࠖࡀ࠸࠸ࡤࡅ࡞ࡁ㉳ఱࠊ࠶࠶ࠕࠊ࡚ࡋᬒ⫼

ᘬࡁ㉳ࡓࠊࡏࡉࡇᢲࡋྂࡢࢪࢼࢠ࠸࡞࠸ࡣࡎࡅㄒᩍᖌ࡛ࠋࡍᙼࡢጼໃ୍ࡣṌ㊊㋃እࠊࡤࡏ

ᩘ༑ᖺᚋ࡛ࢩ࣭ࣟࢺࣅࢯࡢᐇ⌧ࡢ࣮ࣥࣜࢱࢫࡓࡗࡋ࡚ࡋ⢔Ύ࠺࠸ᛧᨻᒎ㛤ࡓࠊ࠶࡛ࡢࡍ

✍ࡢࣇࢥࣜࡣ㠃ⓗ⾲ࡃ࡞ᑡࠊࡀ࠺ࡋ࡛⬟ྍࡇㄞసရࡢࡇ࡚ࡋࡢࡍணゝࡋᚩ㇟ࡑ

Ⓑཱྀ࠸࡞ఱẼࡢ፧┦ᡭ⤖ࡢࡑࠊࡀ࡞ࡋ๓ࡢ┠፧⤖ᒁᙼ⤖ࠋࡍṧᚰࡃ῝㇟༳ࡀഃ㠃࡞⮑ࡢ࡞

ఱ࡚ࡗᙼࡋࡣࡑࠊࡀࡍ࠼㏄Ṛ࡞࡚ࡗ࡞ྲྀࡀኌ࠸➗࡞ᛌά࠺࠸㸟ࠖࣁࣁࣁࠕ࠶࡛

Ẇࠕ࡞ⓗ⌮࠸࡞ࡢᚲせࡍฟ㋃㊊Ṍ୍࠺࠸ᱩࠊሙࡢᏳᜥ࠸ࡓࡀ࠼௦ ࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗ࡞࡞ᚓ⋓ࠖࡢ

ࡇᥥᙧ࡛㝶ᡤ࡞↛⮬ࡃࡈࡀ⌧⾲ⲡ࠸࡞ఱẼࡎ࡞ࡢⒷཱྀࠊࡃࡋᛂ┦ྡࡢࠖࣥࢩ࣮ࡢᩓᩥࠕࠉ

ᢳฟࡢ࡞ᬑ㐢ⓗ࠶ࢥ୍ࡢ᪥ᖖࡓࡋࠎ∦ࠋయᩥࡢ≉⊃ࡍฟࡋ㔊ຠᯝࡢࣥࣞࣇࣜ⮬ࠊ

ࠋ࠺ࡋ࠼ゝࡘ୍ࡢࡧ႐ㄞࣇ࣮ࢳࠋᡭ㝿࡞㩭ࡃ࠸࡚ࡋ

ࡋཝ࡞ᢲ㡩⨨ࡢࢺࣥࢭࢡࠊసရ࡛㡩ᩥࡢ࡚ᙼࡣసရࡢࣥࢩ࣮ࡓࡁ࡛⤌ྲྀ࡛ࡇࠉ

㏻ᖖࡃࠊࡀࡍ㏻࡛ࡀࡢ࠺ࡋ࡚ࡗ࡞ࡋᚋᅇࡋࡣ࡚ࡋࢺࢫࢡࢸࡢㅮㄞ࡛⤡Ⅼࡢࡑࠊ࠶ࡀไ⣙࠸

⌧ࡀᙧែࡓࡗ࡞␗ࡣ᱁ᨭ㓄ࡢ㏻ᖖᨃேࠊࡣᤵᴗ࡛ࡢẖᅇࠋࡓࡋࡋ⮴⌧ᐇࡀᤵᴗࡢࣝࢱࢫㅮㄞࡢ

ࡍ㛵ࠖࡣ࡚ࠕࡢ᪥ᮏㄒࠊࡎ࡞ࡢၥ㢟ࡍ㛵ㄒࢩࣟ࡞ពࡓࡗ࡞␗ᙧែ࡛ྠࠊࡓ

ࠋࡍ࡛࠺ࡓࡁ࡚ࡗࡀࡁ☻ࠎ┈ࡣࣝࢱࢫບຮᏛࡢ᪉࠾ࠊୖヰ㢟ࡀ࡞ၥ㢟

ⱥㄒࢶࢻࠊࡕ࠺࠸࡞࡞ㄒጞࡓ㢌ࡀΰ࠺࠸࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡍኌᣲࡋࠊࡀ࠺ࡋ࡛ࡀ

ከᵝ࡞ゝⴥࡢᯟ⤌ࠊ࡛ࡇ▱ⱥㄒ࠺࠸ゝⴥ㐪ࡓࡗゅᗘࡀࡇ═ฟ᮶ࢶࢻࠊ࡛ࡢㄒࡢᏛ⩦ࡣ

ⱥㄒຊୖࡢ㐩ࠋࡍࡀ࡞ࡘᡃࡣࡑࡇᛮ࠺᪉࠾࡛ࡘ࠸ࠊࡣẼ㍍ࢶࢻㄒࡢ᳃㐟ࡧ᮶࡚ࠋ࠸ࡉࡔࡃ



『ラテン語初級』『ラテン語初中級』『ラテン語中級』
『ラテン語上級』 担当　広川 直幸

『ラテン語初級文法』䠄㻭 䞉 㻮䠅   『ラテン語初級講読』䠄㻭 䞉 㻮 䞉 㻯䠅 担当　山下 大吾
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ࡢᮌ᭙ኪࡀࢫࣛࢡἲᩥࡣᏛᮇࠉ $ ࡢᅵ᭙༗๓ࢫࣛࢡ % ࡢࢫࣛࢡ � ࢫࣛࢡࡢࡎ࠸ࠋࡍ࠾࡚ࡉ㛤ㅮ࡛ࢫࣛࢡ

�ࡢ᮶ᏛᮇᏛᮇࠊ࠸⏝࠘∧ᨵゞࠉㄒึṌࣥࢸ୰ගⴭࠗࣛ⏣ࡢ⾜ᒾἼ᭩ᗑห࡚ࡋᩍ⛉᭩ࠊᵝྠ࡛ࡇ࡛

Ꮫᮇ �� ᅇ࡛ࡢㄢ⛬ಟ┠ᣦ࡚ࡋຮᏛ୰࡛ࣥࢸࣛࠋࡍㄒᏛ⩦⪅ࡢ〈㔝ࡀᗈࡣࡇࡀ㈡ཷࠊ࡛ࡇ࠸࡞ୖࡢࡇㅮ

ᣦ༡ࠊ࠾࡚ࡉࡁࡗࡣ㉁ၥࡈࡃẖᅇ㡬ࡣᏛ⩦ពḧࡢࠎ᪉ࡢ⏕ㅮཷࠊࡀ࡞࡞␗ࡒࡑࡣᶵືࡢ

ᙺࡢ࡚ࡋ㈐௵ࡢ㔜ࡉ③ឤࠋࡍ࠾࡚ࡋᵝࣃ࣮ࣟࣚࡅ࠾ࣝࣞ࡞ࠎⓗ⌧㇟ᗏ㎶ຊᙉࡃᨭࣛ࠸࡚࠼

ࠋࡍ࠾࡚ࡋ⮴ດຊ࠺࠼ఏࡃ῝⯆㝈࡞⬟ྍࡘࠊࡃࡍศ࡛ࡋᑡ㨩ຊࡢㄒࣥࢸ

$ࠊࡣࢫࣛࢡㅮㄞࠉ %ࠊᘚㆤ࠘ࢫ࣮ࣝࠗࡢ࣮ࣟࢣࡣ࡛ࢫࣛࢡ &ࠊ᭩⡆リ࠘ࠗࡢࢫࢸ࣮ࣛࡣ࡛ࢫࣛࢡ

ࠋࡍ࠾࡚㐍ㄞࡁ⥆ࡁᘬ࡚࠘࠸ࡘࠗࡢ࣮ࣟࢣࡣ࡛ࢫࣛࢡ

&ࠉ ࡑ࠾ࡢయࡣ࡛ࢫࣛࢡ � ศࡢ � ࡓᙜ �� ⠇࡛ㄞཷࠋࡓࡋࡋㅮ⏕ࡣኚࡎ &L ��ࠋࡍ᪉୍࡛࠾ࡉ ⠇

ゝྡࡢࢫࢽࣥࡣ࡛ Amicus certus in re incerta cernitur.࡞☜ࠕࡣ☜࡞≧ἣ࡛☜ࠖㄞࡍᶵ

ࡏࡉ࠼⪄ࡧࡢ࠶ࡇ࡚ࡋࡓᯝࡣᮏពࡢ࣮ࣟࢣࡓࡋ࠺ࡑṧᚋୡࠊࡋグゝⴥࡢࡇࠊࡀࡓࡋᜨ

ࠋࡓࡋ࡞ࡇ

%ࠉ ࡃ᪩࡛࠸⥅ࡁᘬࡀ⚾⏕๓ᕝඛ࠶࡛⪅௵๓ࡣࢫࣛࢡ � ᖺ┠ࠋࡓࡋ࡞ㅮㄞࢿࢭࢺࢫࢡࢸࡢ

࡚ࡀ࡚ࡗ௦ࢫࢸ࣮ࣛ � ᖺࠗࠋࡍ࠾࡚ࡋ࠺⤒ࡀ リㄽ࠘ጞࠗࡓࡗ᭩⡆リ࠘⤊㏆࡙ࡘࡁ

ᅾ⌧ࠊ࠶ࡘ �ᕳࡢ �� ᭩⡆ㅮㄞ୰࡛ཷࡇࠋࡍㅮ⏕ࡢ &Dࡢࡉ0ࠊࡉ⇕ពࠊࡢࡓࡢ࡚ࡗ࠶⣲┤㢌ࡢୗࡀ

࡞㩭⨨㓄ࡢㄒ࡞ᑐ⛠ⓗࠋࡍ࡛࠸ᛮ Romae Tibur amem ventosus Tibure Romam.ࡣ⚾ࠕ྿ࡃ㢼࡛࣮ࣟࠊ࠺ࡢ

࠺ࡋ࡚ࡋឡ࣮ࣟࡣ࡛࣮ࣝࢸࠊ࣮ࣝࢸࡣ 㸦ࠖ�������㸧ࡢࢫࢸ࣮ࣛ࠺࠸ᾋẼࡣ࠼⪄࡞ᚑࠗࠊࡎ᭩

⡆リ࠘ㄞᚋࡌྠࡣ㡩ᚊ࡛࠶ᙼࠗࡢ㢼่リ࠘⤌ྲྀணᐃ࡛ࠋࡍ

$ࠉ ࡣ⏕ㅮཷࠊἣ≦࡞㈰ࡢ࡛๓Ꮫᮇࡣࢫࣛࢡ $ $ࠋࡓࡋࡋ⮴ኚᤵᴗ࠸ࡋᐢࠎᑡ࠺࠸᪉୍࠾ࡉ ࡉ

ࠋࡍ࠾࡚㐍ㄒ୍ㄒㄞ୍ࡘࡘධྲྀ⩦ࡢἲᩥࠊ࠶ᕼᮃࡈࡢ㌟⮬ࡈ

㝈㡿ᇦෆ࡞㝼⊂ࡢࡑࡣㄒࣥࢸࣛࠊࡀ࠸࡚㛫࡛ㄞࡢ᪘✀ࡢ࡚ࡣㄒࢩࣜࢠࠕࠊ��⠇࡛㏙ࠉ

≦ࡢ⏺ᆅ୰ᾏୡࡢᙜࡓࡗ࠶ඃໃ࡛ࡀㄒࢩࣜࢠ࡞ᮾᚁࡢ⋥ࢫࣟࢻࣥࢧࢡࣞࠊࡣゝⴥ࠺࠸ࠖ࠸࡚

ἣ㚷ᩥ≉ࠊࡤࡅ࡞Ꮠࡢ㠃࡛Ꮠ⩏㏻ୡ⏺ᖍᕳࠊࡓࡗࡋ࡚ࡋ⌧௦࡛ཬࡢࡑࡪᚋࣥࢸࣛࡢㄒᅪࡢᣑ

すὒྐⓗどⅬࡋࡍุ᩿ወ␗㡪ࡢࡑࠋࡍࡁໃຊࡢᣑᑐ࡚᭱ࡋ㈉⊩ࡑࡇࡢࡓࡋ࣮ࣟࢣࡠ࡞

ᙼࡢࡑࠊ࠶࡛ࡢ࡞ᴗᩥࡓࡋṧࡢ �� ⠇࡛ࠊࡣ೧࡞ඛ㐩ࢩࣜࢠఃࡍᙧ࡛ࣛ࠺࠸ࣥࢸᙧᐜモῧ࠼

㸦scriptores et Graeci et Latini㸧࡛ࠊᑗ᮶ࡢ⮬ࡢጼࡋぢᤣࡢࡑࠊ࠺ࡢࡓ࠼೧ᴗࡆࡋㆭࡇ࠼

ࠋࡏ࠸ࡣ࡚ᛀ

.㸸Hans H. Ørberg, Lingua Latina I: Familia Romana. Grenaa: Domus Latina, 1991ࢺࢫࢸࠉ䝷䝔䞁ㄒึ⣭ە
Capitulum XXIXࠊ�᭶��᪥⌧ᅾࠉ ࠋ⤊࡛㏵୰ࡢ

䝷䝔䞁ㄒึ୰⣭䠖䜹䜶䝃䝹ە 䛄䜺䝸䜰ᡓグ䛅 ㅮㄞ

 㸸O. Seel (ed.), C. Iulii Caesaris commentarii rerum gestarum, Vol. I: Bellum Gallicum. Leipzig: BSB B. G. Teubnerࢺࢫࢸࠉ
Verlagsgesellschaft, 1961.㸦PHI Latin Texts 㸧࠸࡚࠸⏝࡚ࡋࢺࢫࢡࢸࡢ࠸࡚ࡉ㘓

　W. Hering (ed.), C. Iulii Caesaris commentarii rerum gestarum, Vol. I: Bellum Gallicum. Leipzig: BSB B. G. Teubner 
Verlagsgesellschaft, 1987.
.ト㔘㸸G. Laurén, Caesar’s Commentaries: The Complete Gallic War, Revised Edition. Sophron, 2012ࠉ
�ᕳ➨ࠊ�᭶��᪥⌧ᅾࠉ ��⠇ࡢ㏵୰࡛ㄞࠋ

.㸸Hans H. Ørberg, Lingua Latina II: Roma aeterna. Grenaa: Domus Latina, 1990ࢺࢫࢸࠉ䝷䝔䞁ㄒ୰⣭ە
࡚࠸ࡘᅜᐙࠗࡢ࣮ࣟࢣࠋ⤊࡛㏵୰ࡢCapitulum LVI㸦᭱⤊ㄢ㸧ࠊ�᭶��᪥⌧ᅾࠉ ➨࠘ࡢ �ᕳࡢ࣮ࣆ࣮ࢫࠕክࠖ

����ࠋ࠸࡛ㄞ ᖺࡢ⛅Ꮫᮇ㛤ㅮ࡚ࡋ௨᮶ࡗࡎࠊ Lingua Latina Ꮫᤵᴗࡢࡇࡓࡁ࡛Ꮫㄒࣥࢸ࡚ࣛ࠸⏝

ᮇ࡛ࡃࡓ࡛ Lingua Latina ➨ࠋࡍ㐩฿࠸ࡋ࠾ࡢ � ᕳ � ᖺࠊ➨ � ᕳ � ᖺྜࠊィ � ᖺࡢ㛗ሙࡘ୍ࠋࡓࡗ࡞

ᩍ⛉᭩ࡢ � ᖺ㛫Ꮫࡣࡢࡅ⥆ࡧ୪࠸࡞ࡣ࡛ࡇࡢᛮཷ࠸ࠋ࠺ㅮ⏕ࡇࡓ࠼ྜࡄឤㅰ࠶ࠋ࠸ࡓࡋ

ࠗࡢࢫࢺࢱࡇࡢࠊࡀ࠸࡞࠸࡚ࡗỴࡔࠊࡣࢺࢫࢸࡢᏛᮇ⛅ࠋ࠸ࡤㄞཎࡃ㉱ࡢᚰࡣ

ࠋ࠸࡚࠼⪄࡞࠺ࡋ࠘ࣛࢥࣜࢢ

 ト㔘㸸D. H. Garrison, The Student’s Catullus, 4th edition. University of࣭ࢺࢫࢸࠉ䝷䝔䞁ㄒୖ⣭䠖䜹䝖䜳䝑䝹䝇ㅮㄞە
　Oklahoma Press, 2012.  ㏵୰࡛ࡢసရㄞࠊࡀ࡞ࡋࡔ�᭶��᪥⌧ᅾࠊ➨��ḷ࡛ㄞࠋ



担当　広川 直幸
『ギリシャ語初級』　『ギリシャ語中級』䠄㻭 䞉 㻮䠅

『ギリシャ語上級』　
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『新約ギリシャ語初級』 担当　堀川 宏

ㄒึṌࢩࣜࢠᅵᒱᘓࠗ᪂⣙⪷᭩ࠊࡁ⥆ࡁᘬඛᏛᮇࠉ 㸦࠘ᩍᩥ㤋㸧ᩍ⛉᭩ཷࠊ࡚ࡋㅮ⏕ � ⪷᪂⣙⥴୍ྡ

᭩ࣕࢩࣜࢠࡢㄒᩥἲᏛྡࠋࡍ࠸࡛モᙧᐜモࠊ௦ྡモࡢᏛ⩦↓ࠊ࡚࠼⤊Ꮫᮇື࠸࠸ࡣモࡢㅖᙧែ

ẁ୍࡞ά⏝ኚࡢモືࡣࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠶ࡣ࡛≀㞴モ࣭ᙧᐜモྡࡣㄒࣕࢩࣜࢠࠋࡍ࠸࡚ࡗධ⩦Ꮫࡢ

㞴ࡀࡢ࠺࠸ࠊ࠸ࡋᐇឤ࡛࡛ࡑࠋࡍᘱࡢ⩦⦏ࡠᡂᯝࡣ☜ᐇฟ࡚ࠊ࡚࠸ᇶᮏⓗ࡞ά⏝ࡪ࠸ࡎࡣ㥆ᰁࡁ࡛

ࠋࡍ࠸ᛮ࠺ࡓ

ฟㄒᙧࡓࡁၥ㢟࡛ฟ࡚⩦⦏ࠊゎ⌮࡞య⣔ⓗࡢ㸧ࢸࢫࢩࡢㄒᙧኚࡅἲ㸦ᩥࠊࡣࡢ࠸࡚ࡋᤵᴗ࡛㔜どࠉ

ⓎⅬࡢ࡚ࡋಶูࡢ✚࡛ࠋࡍゝㄒࡢᏛ⩦㐍ࡃ࡚㝿ࠊ࡚ࡋ༢ㄒ⌧⾲ሙᙜࡓⓗぬ࡛ࡅࡔࡃ࡚࠼

୍ࡋࡋࠋࡏ࠶࠸㛫㐪ࡣࡇࡀୖࡀ⋠ຠࡢ⩦Ꮫࠊ࡛ࡇࡪᏛつ๎ࡏࡓ❧ᡂ⌧⾲ࡢࠎಶࠊ༑ศ࡛ࡣ

᪉࡛ࣕࢩࣜࢠ≉ࠊㄒᩥ࠺ࡢἲᏛ⩦࡚ࡋ⭾࡞ኚ⾲ぬ࠸࡞࡞ࡣ࡚ࡃ࡞࠼ሙྜ୍࡚ࡍࡢࡑࠊᗘぬ࠼

ࡓࡋὀពᚩ≉࡞ἲⓗᩥࠊ⌧⾲ࡓၥ㢟࡛ゐ⩦⦏ᩥࡣࡎࠊ࡛ࡇࡑࠋࡏ࠶ࡣᐇⓗ࡛⌧ࡣࡇࡍ࠺

ࠊࡁ࡛ࡀ㊊ࡢࡓ࠼ぬ⾲ኚ࡚ࡗࡇࡍ࠺ࡑࠋࡍ࠸່࡚ࡇ࠺࠸ࡃ࡚࠼ぬࡘ୍ࡘ୍ࠊ࡛ୖ

グ᠈ࡢຓࣕࢩࣜࢠࠋࡍ࡛࡞ࡅㄒࡢᏛ⩦࡚ࡋ࠺ࡣ㛫ࠋࡍࡀᚋᛴࡎࡀᑡࠊࡘࡎࡋᆅ㐨࡞

ຮᙉ࡚ࡗ⾜࡚ࡅ⥆㡬ࡤࡅᛮࠋࡍ࠸

ཎ㸦ヲࡢ᪂ヂ⪷᭩ࠊ࡚ࡡව⩦ࡢἲᩥࡣᚋࡢࡑࠋࡍࡋ༊ษ୍࡛ጞࡢ᮶Ꮫᮇࠊࡣ⩦ἲᏛᩥࡢ࡚ࡗᩍ⛉᭩ࠉ

⣽ࡣᮍᐃ㸧ࡃࡗㄞ㐍ࡃ࡚ணᐃ࡛ࠋࡍ

ᑠᆏ�ㄹ ࢫ࣮ࢥ㸧ி㒔ᕤⱁ⧄⥔Ꮫᕤⱁ⛉Ꮫ㒊㐀ᙧᕤᏛㄢ⛬ព࠺�ࡉࡇ� �ᅇ⏕

ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ

ᇼᕝ�ᏹ 㸧ி㒔ᏛᩥᏛ◊✲⛉�すὒྂᏛᑓಟࡋࡦ��

࣭䛄᪂⣙䜼䝸䝅䝱ㄒึ⣭䛅 ����ᢸᙜ㸦ࢫࣛࢡ ᖺᗘ �� ᭶ࠥ㸧

࣭䛄䛧䛬䜣 㻮2 䞉 㻯㻞䛅 䛄䛣䛸䜀 㻝ᖺ䛅 䛄䛴䛟䜛 㻝 ᖺ 䞉 㻞ࠥ㻠 ᖺ䛅 䛄䝻䝪䝑䝖ᕤస䛅 ����ᢸᙜ㸦ࢫࣛࢡ ᖺᗘ �᭶ࠥ㸧

᪂௵ㅮᖌࡈࡢ⤂

䜼䝸䝅䝱ㄒึ⣭ە

.ᩍ⛉᭩㸸C. W. E. Peckett, A. R. Munday, Thrasymachus: A New Greek Course. Shrewsbury: Wilding, 1970ࠉ
�➨ࠊ�᭶��᪥⌧ᅾࠉㄢࡢᮏᩥ࡛⤊ࠋ

䖃䜼䝸䝅䝱ㄒ୰⣭㻭 䠖 䛄䜲䞊䝸䜰䝇䛅 ➨ 㻞㻠ḷㅮㄞ

.㸸 M. L. West (ed.), Homeri Ilias, Vol. 2. München; Leipzig: Saur, 2000ࢺࢫࢸࠉ
.ト㔘㸸C. W. Macleod, Homer: Iliad Book XXIV. Cambridge UP, 1982ࠉ
ࠋㄞసရࡢࡣᏛᮇ⛅ࠊ࠼⤊ㄞ��ḷ➨࠘ࢫ࣮ࣜࠗྠᏛᮇ⤊ࠋㄞ࡛⾜���ࠊ�᭶��᪥⌧ᅾࠉ

ఱㄞࡔࡣỴᐃࠊࡀ࠸࡞࠸࡚ࡋࠗࡢࢫ࣮ࣞࢸࢺࢫࣜࡇࡢリᏛ࠘ࡀ➨୍ೃ⿵࡛ࠋ࠶

䖃䜼䝸䝅䝱ㄒ୰⣭㻮 䠖䝥䝷䝖䞊䞁 䛄䝟䜲䝗䞊䞁䛅 ㅮㄞ

.ト㔘㸸J. Burnet, Plato’s Phaedo. Oxford UP, 1911࣭ࢺࢫࢸࠉ
　　　　　　　   　C. J. Rowe, Plato: Phaedo. Cambridge UP, 1993.
�ࠉ ᭶ �� ᪥⌧ᅾࠊ���G ணㄞ㞼࠘ࠗࡢࢫ࣮ࢿࣃࢺࢫࣜࡣᚋࡢࡑࠊ࠼⤊ㄞ࡛ᚋ᭱ࡣ๓༙ࡢᏛᮇ⛅ࠋㄞ࡛

ᐃ࡛ࠋ࠶

䖃䜼䝸䝅䝱ㄒୖ⣭䠖䜰䜲䝇䜻䝳䝻䝇 䛄䝔䞊䝞䜲ᨷ䜑䛾ᑗ䛅 ㅮㄞ

 .㸸M. L. West (ed.), Aeschyli tragoediae cum incerti poetae Prometheo, Editio correctior editionis primae (1990)ࢺࢫࢸࠉ
Stuttgard; Leipzig: B. G. Teubner, 1998.
.ト㔘㸸G. O. Hutchinson, Aeschylus: Septem contra Thebas. Oxford UP, 1985ࠉ
ࠋㄞ࡛⾜���ࠊ�᭶��᪥⌧ᅾࠉ



山の学校ゼミ『社会』 担当　中島 啓勝
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『ロボット工作』 担当　小坂 諒

UGXLQR$ࠊࡣ࡛ࢫࣛࢡࡢࡇࠉ ᮏࠋࡍ࠸࡚ࡋ〇సࢺࣟ⾜㸲㊊Ṍࡓࡗ

᮶ $UGXLQR ࡣ࡛ & ゝㄒࡀࢢࣥࣛࢢࣟࡓࡋࢫ࣮ᚲせ᭱ࠊࡀࡍ࡛ࡢ࡞㏆

ᮍ⤒㦂࡛ࡀࢢࣥࣛࢢࣟࠊ࠾࡚ࡗᩚ㛤Ⓨ⎔ቃࡢࡅྥ⪅ᚰึࡣ࡛

$UGXLQR ࡛Ẽ㍍㟁Ꮚᕤస࡛ࢫࣛࢡࡢࡇࠋࡍࡁ࡛ࡀࡇࡍ $UGX%ORFN

UGXLQR$ࠊ࡚࠸⏝࣮ࣝࢶࡁ࡛ࡢࡇࡃ᭩ࡀࢻ࣮ࢥឤぬⓗ࠺࠸ ♏ᇶࡢ

ࡣࡎࠋࡍ࠸࡚ࡋᣮᡓ㟁Ꮚᕤస /(' 㛵⠇ࡢࢺࣟࡣḟࠊࡏࡉ⁛Ⅼ

ࡢࡑࠊࡋື࣮ࢱ࣮࣮ࣔࢧ࠺ḟࡢࡑࠊ࣮ࢱ࣮࣮ࣔࢧࡢᩘ「ࡣḟࣟࡣ

ࡎࡋᑡ࠺࠺࠸ࠊ࠼⪄ࢻ࣮ࢥࡢࡓࡃṌ㎸⤌࣮ࢱ࣮ࣔࢺ

ࠋࡍࡁ࠸࡚ࡅ㏆࡙ᡂࢺ࡛ࣟ㋃ẁ㝵ࠊࡀࡍ࠶ࡣ࡛ࡘ

࠸࡚㐍ᤵᴗ࡛ࢫࣥࢱࢫ࠺࠸࡚ࡗࡎࠊࡎ࠼⪄ࡣࡇ࠸ࡋ㞴ࡃ

௨㝆ࡑࠊ࡛࡛ࡇࡃṌࡀࢺࣟ⾜㸲㊊Ṍࡣࡢస⥴୍࡛࡞ࠋࡍ

ࢺࣟࡀࠎྛࠊࡓࡋࡅ⏣༙ᇶᯈࣝࢧ࣮ࣂࢽࣘࡋࡃࡉᑠไᚚᇶᯈࠊࡣ

ࣟࡢࣝࢼࢪ࡚ࣜỴ࡞࣮ࢧࣥࢭ࠸ࡓࡏ㍕ࠊ࠸ࡓࡏࡉࡁື࡞

ࢢࣥࣛࢢࣟࠕࠋࡍணᐃ࡛ࡃ࠸࡚ࡗసࢺ ࡑࡣゝⴥ࠺࠸㟁Ꮚᕤసࠖࠖࠕ

ࠊࡀࡏࡋࡌឤゝⴥ࠸↓ࡢ⦖࡚ࠊࡍேࡢศ㔝௨እࡢ

ࡗ࡞㌟㏆㠀ᖖ࡚࠼㉸ቨࡢศ㔝ࠊ㏆ᖺࡣ㟁Ꮚᕤసࠖࠕࠖࢢࣥࣛࢢࣟࠕ

ࡢࡇ࡚ࡗᚐ㐩⏕ࠋࡍ௦࡛ࡃ᭩ࢻ࣮ࢥ࡛⏕ᑠᏛࡇ⏕୰㧗࠾࡚

⤒㦂ࡀᑗ᮶ࡢど㔝ᗈ࠸ࡋ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡍࡃᙉࡃᛮࠋࡍ࠸

ࡣ࡛ࡢ࠸࡚ࡗそ⏺ୡࡀ༴ᶵࠖࠕ࡞ࡁࡢࡘ࡚ࡗకᣑ㐍ᒎࡢࣝࣂ࣮ࣟࢢࠊ௨๓ࡣᤵᴗ࡛ࡢࡇࠉ

ࠊࡣ༴ᶵࠖࠕࡢࡘࡢࡑࠋࡓࡋࡁ࡚ࡋ㆟ㄽࡋゎㄞࢫ࣮ࣗࢽ⥴୍ࡉⓙࡢᚐ⏕࡚ࡗ❧どⅬ࠺࠸ࠊ࠸࡞

ᨻࠕࡅ࠾Ẹ⩏ࡢ༴ᶵࠖࠕࡅ࠾῭⤒ࠊ㈨ᮏ⩏ࡢ༴ᶵ࡛ࠖࠋࡍලయⓗࠊࡣ෭ᡓ⤊⤖࡚ࡗỴ

ᐃⓗ࡞ࡓᛮࡓ⮬⏤⩏㝕Ⴀࡑࠊᨭ࠼ࡢࡘ୰ᚰⓗ࠶࡛ࢸࢫࢩ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࣞ࡞

㆟ไẸ⩏㔠⼥㈨ᮏ⩏ࠊࡀࠊືࡃࡁᦂ࠺࠸࠸࡚ࡋぢ᪉࡛ࠋࡍ

ࠊࡣࡢ࡞ࡁࡍ┠ὀ≉ࠋࡍ࠸࡚ࡤྉࡀᶵ⬟ࡢ⩏ᆅᇦ࡛㆟ไẸ⮳ࡢ⏺ୡࠊࡣ࡚ࡋ㛵ᨻࠊࡎࠉ

┤᥋Ẹ⩏ⓗᡭ⥆ࡁᑐࡍせồࡢ㧗ࠋࡍ࡛ࡤ࠼ᖺࢻࣥࣛࢺࢥࢫࡢ⊂❧ఫẸᢞ⚊ࠊグ᠈᪂ࡋ

࡚ࡗࡇ㉳ከⓎⓗྠࡀែࡡጤẸពࠖࠕࡀᨻุ᩿࡞ࡁ࡚ᴟࠊ࡞⚊㜰ᕷ≉ู༊タ⨨ఫẸᢞ࠸

ࠋࡍ࠼ゝ࠸࡚⾜ࡀ࡚❧ࡋ⏦㆟␗ࡢ࡚࠸ࡘ᪉࠶ࡢ⩏Ẹࠋࡏ࠶ࡣ࡛↛അ࡚ࡋỴࠊࡣࡢ࠸

⩏㔠⼥⮳ୖࠊࡣᚋ㑇࡞ୡ⏺ⓗࡢࡑ࡚ࡋࡑࠊࢡࣙࢩ࣮ࣥࣜࡓࡋⓎ➃ၥ㢟࣮ࣥࣟࣛࢧࠊࡓࠉ

ⓗ࡞⌧ᅾࡢ㈨ᮏ⩏యไࡢᛕ⏕ฟࡓࡋ࠺ࡇࠊ࣮࣭ࠖࢸࢣࣆࠕ࠸ࠋࡓࡋࡋᛕ⫼ᬒ

ฟ࡚ࡢࡓࡁゝࠋࡍ࡛࠺ࡑ࠼

ࣝࣞ࡞ཎ⌮ⓗ⩏㈨ᮏ⩏ẸࠊࡣㄽⅬ࡞㔜せ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࡅ࡞࠾࡚ࡋὀព࡚ࡗ༴ᶵࡢࡕࠉ

ࠖ࡞⩏Ẹ࠸Ⰻࡤ࡞⩏᥋Ẹ┤ࠕࠊࡘࠋࡍⅬ࡛࠺࠸ࠊ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡚ࡅཷᣮᡓࡢ࡛

ヰ࡛ࡓࡗ࠸ࠖ࠺ࡋ❧☜⩏㈨ᮏࡓࡋࡕࡓࡋ㔜ど῭⤒ᐇయࠊࡔࡂ㐣ࡁ⾜ࡣ⩏㔠⼥㈨ᮏࠕࠊ

࡞ࡤࡅ࡞࡛ࣝࣞ࠺࠸ࠖࡢ࠸࡞ᚓ࠶ࡋ⩏㈨ᮏࠊࡢ࡞ࡢ࠸࠸ᮏᙜࡣ⩏Ẹࠕࠊࡎ῭ࡣ

ࠋࡍ࡛ࡢ࡞ࡇ࠺࠸ࡓࡗ࡞ࡃ࡞

࡚ࡀࠎᅜࡢᅪ࣮ࣛࢫࠋࡍ㢌࡛ྎࡢ⩏࣮ࣛࢫࡢ㏆ᖺࠊࡀࡢ࠸࡚ࡋᚩ㇟ഃ㠃ࡢࡘ୍࠺ࡇࠉ

୍ᯛᒾ࡛ࠊ࡚ࡀẸ⩏㈨ᮏ⩏ྰᐃࡢ࣮ࣛࢫࠊࡋࡋࠋࡏ࠶ࡣ࡛ࡅ࠸࡚ࡋᩍ࡚ࡗ࠼

ᅜᐙ῭⤒㐠Ⴀ࣮ࣛࢫ࠺࠸࠺ࡇ࠸࡚ࡋ⩏࠼⪄ࡢ᪉ࠊࡣ✲ᴟⓗࡣẸ⩏㈨ᮏ⩏┦ᑐ࠺ࡋ

ࡋ㢧ᅾ௨ୖࡣ㐪┦ࡢ౯್ࡓࡋ࠺ࡇࠊ࡞ࡤ࡞ᐦ⥭ࡀ⏺ୡࠊ㐍ࡀࣝࣂ࣮ࣟࢢࠋࡍ࡛ࡢࡍ

ࡢࡁᙇ࡛ᬑ㐢ᛶࡢ⮬࡛ࡑࡣ⩏㈨ᮏ⩏Ẹࠊ࡚ࡋᑐᑐᢠໃຊࡓࡋ࠺ࡇࠋ࠺ࡋ࡛ࡇࡃ࡚

ࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡚ၥࡀ

ᒣࠕࡢࡇࠋࡍ࠸࡚ࡋ࿊┦ᵝࡢෆ៧እᝈࡕࠊࡣ༴ᶵࠖࡢ⩏㈨ᮏࠕ༴ᶵࠖࡢ⩏Ẹࠕࠊ࠺ࡢࡇࠉ

Ꮫᰯ㸦♫㸧ࠖࡢ ศ⮬ࠊࡋ┤࠼⪄ሙᡤ࡞᰿ᮏⓗࡎᐤᏳఱࠊ௦≧ἣࡓࡋ࠺ࡇࡋࠊࡣ࡛

ࡇࠊࡓࡅࡘ࣮ࢩࣛࢸࣜࡃᢤㄞࢫ࣮ࣗࢽࡢࠎ᪥ࠋࡍ࠸࡚࠼ᤊࡔዲᶵ࠼㘫⪄ᛮࡢ࡞ࡕࡓ

ࠋࡍ࠾࡚ࡗᛮ࠺ࡇ࠸࡚ࡋจពᕤኵ
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『ギリシア文学の国際性、今むかし』
● 講演会    

古典の夕べ   
講師：中務 哲郎 ( 日本西洋古典学会委員長・京都大学文学部名誉教授）

ࡣ௨ୗࠉ ���� ᖺ � ᭶ �� ᪥ࡓ⾜ㅮ₇グ㘓࡛ࠋࡍ

᪥ᮏすὒྂᏛࡣᅾ⌧ࠊᩍᤵ࡛ྡࡢி㒔ᏛᩥᏛ㒊ࠋࡓࡋࡇ࡚ࡆᤝᾭ⏕✲◊すὒྂࠊࡣ⏕୰ົඛࠉ

ࠗࠊࡀ⥅㖊⾰ࡢ⏕ᨾᒸ㐨⏨ඛࠊ⏕ᨾᯇᖹ༓⛅ඛࠋࡍ࠸࡚ࡉጤဨ㛗ࡢ ᐯヰ㞟ࢯ 㸦࠘ᒾἼᩥᗜ㸧ࡌࡣ

ࡁ࡚ࡉ㞟ጤဨ⦆ࡢすὒྀྂ᭩㸦ி㒔ᏛᏛ⾡ฟ∧㸧ࠊಟ┘ヂ⩻ࡢከᩘࡢᏛసရᩥࣥࢸ࣭ࣛࢩࣜࢠࡍ

సရࢫࢻࢩᖺࠗࠋࡓࡋ 㸦࠘ி㒔ᏛᏛ⾡ฟ∧㸧➨ �� ᅇㄞᩥᏛ㈹㸦◊✲࣭⩻ヂ㈹㸧ཷ㈹ࡓࡉ

ࠋࡍ࡛ࡇ࠸ࡋ᪂᠈グࡣࡇ

∦ࠋࡓࡋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋヰ࠾ࢻ࣮ࢯࣆࡢ㌟⮬ࡈࡓࡗ࡞ࡅࡗࡁࡍᚿすὒྂࠊࡣ⏕୰ົඛࠊෑ㢌࡛ࡢㅮ₇ࠉ

ᒸ᱇Ꮚඛ⏕ࠊ࠺࠸୰ົඛ⏕ࡢ୰Ꮫ⏕௦ࡢᢸ௵ࡢඛ⏕ࡢࡑࠋࡍ࠾ࡀᜠᖌࠊࡢ୰ົඛ⏕ࡀᏛฟࡇࡓ

ࠊࡣ⏕ᒸඛ∦ࡓ࠾࡚ࡌ㌿ኪ㛫୰Ꮫࠊᙜࠋࡍ࡛࠺ࡑࡓࡗ࡞ࡁ⪺࠾ㄒ≀ࡢࡘ୍࠶ࠊᢡࡓ⾜ࡋሗ࿌

ᡓத࡛ᩍ⫱ࡢᶵኻࡓࡗேࡅཷࢫࣛࢡࡢࡕࡓᣢࡇࡑࠋࡓࡋ࠾࡚ࡗ㏻ࡓ࠾࡚ࡗᖺ㓄ࡢ᪉ࡗ࠾࠺ࡇࠊࡀ

ࠗࠕࠋࡍ࡛࠺ࡑࡓࡗࡋ ኴ㝧 ࡓ࠼ぢ࡚ࡗ㐪ࡀኴ㝧ࠊ᪥ࡢḟࡢࡑࠊࡓࡗ⩦࡚ึᏐ₍࠺࠸࠘ ࠊࢻ࣮ࢯࣆࡢࡑࠋࠖ

୰ົඛ⏕ࡣḟ࠺ࡢゎ㔘ࡢ≀ࠕࠋࡍ࡛࠺ࡑࡓࡉぢ᪉ࡀኚ࡞࠺ຮᙉࡣࡑࠋ࠸ࡉ࡞ࡋᏛᰯ࠸㛫ࡅࡔ

ࡗ⮳᪥ࠊṆࡅཷࡔࢪ࣮ࢭ࣓ࡢᜠᖌࡑࠋࠖࡍ࡛ࡢ࡞ᚲせࡗࡎࡇࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛

ࠋࡓࡋ࡛ࡇ࠺࠸࠸࡚

ࡓ࠸ࡋヰ࠾࣮ࢸࡇࠖࡓࡗࡔᅜ㝿ⓗ࡛ࡍࡀᏛᩥࢩࣜࢠࠊ࡚࠸࠾ࢩࣜࢠ௦ྂࠕࠊࡣㅮ₇࡛ࡢࡧࡓࡢࡇࠉ

♧ᩍࡈ࡚ࡋ㏻ලయṧ⫣ᩥࠊᡤ⟠ࡓࡗ࠶ࡢᙳ㡪ࠊࢫࢭࣟࡍ⌧ᐇࡀᅜ㝿ᛶࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋࡁࡔ

ࠋࡓࡋࡁࡔࡓ࠸

ࣥࢧࢡࣞࡤ࠼ࡓࠊࡃ⪺ࠖᩥࠕࠋࡓࡋ࡛࡚࠸ࡘࢫࢭࣟࡢᅜ㝿ࠊື⛣ࡢ㸦≀ㄒ㸧ᩥࠊࡣෆᐜࡢึ᭱ࠉ

ࣞ࡞ࡉᑠࡗࡣᐇ㝿ࠊࡀࡍ࡛ࠋࡍࡧᾋ࠸ᛮඛࡗ┿ࡀࢪ࣮࣓ࡢື⛣ࠊ࠺ࡢᮾ᪉㐲ᚁࡢ⋥ࢫࣟࢻ

୰ࠊ࡚ࡋࡢ㞟ᅋ࡞ࡉᑠࡢࡑࠋࡓࡋ࡛ࡇ࠺࠸࠺ࡔࡓ࠸࡚ࡌ⏕ࡕࡇࡕ࠶ࡀྜ⼥ື⛣ࡢ㞟ᅋ࡚࠸࠾ࣝ

ົඛ⏕ࠗࡢࢫࢺࢻ࣮ࣟࠊࡣṔྐ 㸦࠘� ᕳ ���ࠊ��ࠊ��� 㹼 ��� ❶㸧࣮ࠊேࢱࣟࢧࠊேࡢ⦕㉳ࡢ

㒊ศᘬ⏝࣮ࠋࡓࡋࡉேࡣᡓதື⛣࡚ࡗᙉࡓ࠸࡛ࢱࣟࢧࠊே㸦ࢹࣗࣜ࡞♽ࡢ

ࠋࡓࡋ࡛ࡓࡋື⛣࡚ࡗ㣚㤡ࠊࡣே㸧

ேࡍၟරኈ┦ᡭ࡞ᑠᗑࠊᩱ⌮ேࠊ㓇ᒇࡍ㝶ࡑࠊ࡛ࡅࡔࡍື⛣ࡀ㌷㝲ࡢ༑ேつᶍࠊ௬ࠉ

࠸࡚ࡗࡌΰே࡞ࡁዲࡢㄒ≀ࠊࡤ⌧ே࠼ぬࡄࡍゝⴥ୰ࡢࡑࠋࡍ࡞ࡇࡍື⛣ᐙ᪘ࡢࡑ

ࠋࡓࡋヰ࡛࠾࠺࠸ࠊ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠸࡚ࡋື⛣ࡀᩥ࡞࠺ࡉ⾲௦ㄒ≀ࠊ࡚ࡋࡕࡓேࡓࡋ࠺ࡑࠋࡍ

ࡢࡑࠊዲࡀࡇࡍࡓࡗㄒࡓ࠸⪺ࡋ㏉⧞ࠊㄒ≀ࡌྠᮏ⬟ⓗࠊࡣሙ࡛ࡍወ㐝ࡀ㞟ᅋ࡞ࡉᑠࠊࡕ࡞ࡍ

⤖ᯝᩥ࡞␗ࠊ࡚ࡋࡢ୰ࡀ✀ࡌྠⵗࠊࡢࡑࡣẸ᪘࡞࠺ࡍ♧࣮ࢸࢸࣥࢹࡢ≀ㄒ㸦ᚋ࡛ぢ

ᪧ⣙⪷᭩࡞㸧ࡢᯟ⤌ࡢ୰ࠊඹ㏻ࡀࣇ࣮ࢳࣔࡢᾐ㏱ࠋࡓࡋ࡛ࡇ࠺࠸࠺ࡔࡢࡓࡗ࠸࡚ࡋ

ࠊࡣ⏕୰ົඛࠊ࡚ࡋࡢࡑࠋࡓࡋ࡛࡚࠸ࡘᙳ㡪࡞ᅜ㝿ⓗࡢᏛᩥࢩࣜࢠࠊࡣෆᐜࡢḟࠉ ࠘ࢫ࣮ࣜࠗࡢࢫ࣮࣓ࣟ

㸧௦ⓗࡀ❧ᡂ㸦ᩥᏐࠊࡀࣇ࣮ࢳࣔࡢࡘ࠶୰ࡢࡑࠊࡉ⏝ᘬヰ࠘⚄ࢩࣜࢠࠗࡢࢫ࣮ࣟࢻࣟ

ᑡࡋᚋࠗ࡞ᪧ⣙⪷᭩࠘ࡢ୰ࡁࡗࡣᏑᅾࡢ࠸ࡊࠗࡣࡘ୍ࠋࡓࡋࡉ♧ࡇࡍᡭ⣬ࣇ࣮ࢳࣔࡢ ࠘ࠊ

ࠋࡓࡋ࡛ࡢࡤ࠘ࣇ࣮ࢳ࣭࣮ࣔࣛࢻࣃࠗࡣࡘ୍࠺࡚ࡋࡑ

ࠗࠉ ࢫ࣮ࣜ 㸦࠘� ᕳ ��� 㹼㸧ࣟࢺࠊࡣ᪉ࢩࣜࢠࠊࢫࢥࣛࢢࡢ᪉ࠊࡀࢫ࣮ࢹ࣮࣓ࢹࡢඛ♽ྠኈࡀ

᠓ྲྀ▩ࠊ▱ࡇࡓࡗࡔୗࠊࡆṊලࡢࡑࠋࡍ࠶ࡀࡔࡃ࠺࠸ู࡚ࡋඛ♽ㄒ㒊ศࠊ

ࠗࡀࡢぢ୰ࡢㄒ≀ࡢࢫ࣮ࢸࣥࣟࣞࡢࡑࠋࡍࡋⓏሙࡀⱥ㞝࠺࠸ࢫ࣮ࢸࣥࣟࣞ ࣮ࢳࣔࡢᡭ⣬ࡢ࠸ࡊ

ࠋࡓࡋ࡛㏻ࡢ௨ୗࡣࡑࠊ࡛ࡢࡤ࠘ࣇ

ࡢࡑࠋࡍ࠸࡚ࡏᐤ㌟ࡢ⋥ࢫࢺࣟࡢᅜ␗ࡓΎ⨥ࡓẅ㌟ෆ࡚ࡗ㐣ࠊࡣࢫ࣮ࢸࣥࣟࣞࠉ

࠸࡞ࡆ㐙ࡀ࠸ᛮࡢศ⮬ࡣᙼዪࡋࡋࠋࡍࡋᠱࡀࢸࣥ࠶ጔ࡛ࡢ⋥ࢫࢺࣟࠊࢫ࣮ࢸࣥࣟࣞ

ࢫࢺࣟࠋࠖࡓࡋࡋ࠺㎯⌮▮⌮↓⚾ࡀ᎘ࡀࢫ࣮ࢸࣥࣟࣞࠕࠋࡍࡋㆷゝ࠺ࡇኵࠊ▱

ࡢᵝ⚄ࡣᐈேࡢᅜ␗ࠊࣝࣛࣔࡢேࢩࣜࢠࡢᙜࠊࡋࡔࡓࠋࡍࡋ࠺ࡑẅࢫ࣮ࢸࣥࣟࣞࠊᛣࡣ⋥

㌟ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡋ┤᥋ᡭࠊࡣ⋥ࢫࢺ࡛ࣟࡇࡑࠋࡍ៸ࡣࡇࡅぶᡉ࡛⋥࠶ᡭ⣬ᒆࡅᙺ
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ࡉ⪅㸦సࠋࡍࡅࡘ࠸ゝࢫ࣮ࢸࣥࣟࣞ┠

ࡢࡇࠊ࡛ࡢࡍ࠸࡚ࡗ࡞ࡇ࠸࡞▱Ꮠᩥࡣࢫ࣮࣓ࣟ

ᡭ⣬ࠕࡣ༳࡛ࠖࡓࡋ࡛ࡇ࠺࠸࠶㸧ࡢࡑࠊ࡛ࡇࠋ

ᡭ⣬ࡇࠕࡣᣢཧ⪅ࡓࡋẅ࠺࠸ࠖࡋࡍពࡀ㎸

ᡭ⣬࡞༴㝤ࡢࡑࡣࢫ࣮ࢸࣥࣟࣞࠋࡓࡋ࠸࡚

ᦠࠊ࠼ఱࡎ▱࡚ࡋࡑࠋࡍࡕ❧࠸┦ᡭ᪉ࡣ⋥ࡢ

࠸ࣛࠊ࡚ࡋ౽᪉ࡍẅᙼࠊ࡞ぢᡭ⣬ࡢࡑ

ࣟࣞࡢᚋࡢࡇ㸦ࠋࡍࡌ㏥ࡢ⋇ࡢయྜయ୕࠺

࡚ࡗࡀࡓࢫࢯ㤿࣮ࡢ⩼᭷ຓ⚄ࠊࡣࢫ࣮ࢸࣥ

ࠋ㸧ࡍࡋ㌿ኚࡣ㐠ࡢᙼᚋࡢࡑࠊࡀࡍࡋಽࣛ

ୖࠊ࡚ࡋࡑࠉ ࠗࡢ ࣇ࣮ࢳࣔࡢᡭ⣬ࡢ࠸ࡊ ᪧ⣙⪷᭩࠘ࠗࠊ࠘ࡀ

㸦ࣝࢧグୗ ��㸧ぢࡇᩍࡢ⋥ࢫࢺࣟࠋࡓࡋࡁࡔࡓ࠸࡚࠼ᙺᅇࠋࡓࡋ࡛ࢹࣅࢲࡀᙼࣖࣜࡣ

⥺๓ࡢ࠸ᡓࣖࣜࠊࡓࡍࡈࡇࡓࡗࡈ㌟Ꮚࡢศ⮬ࡀᙼዪࠊࡋ⩏ࣂࢩ࣭ࢺࣂጔࡢ

ࡁ࠶ࡇࡍ㞃⩏ࡣࢹࣅࢲ࡛ࡇࡑࠋࡍእࡣᛮᝨࡢࢹࣅࢲࠊࡎᐤࡕ❧ࡣᏯ⮬ࡣࣖࣜࡋࡋࠋࡍࡋᡠࡧ

ࡓࡀࡑࡣࣖࣜࠋࡍ㏦௧ᐁྖࡢ⥺๓ࠊ࡚ࡏࡓᣢ㌟⮬ࣖࣜ௧᭩ࡓࡋグ᪉ἲࡍẅࣖࣜࠊ

Ṛࠋࡍ࠸ࡋ࡛⪷᭩Ꮫࡢ᪉࡛ࡢࣖࣜࠗࡇࠊࡣᡭ⣬࠘ࣇ࣮ࢳࣔࡢ᭱ࠋࡍ࡛࠺ࡑࡪ⤊ⓗᩥ᭩ࡢᙧ⧳

ࡑࠊࡃྂࡀ᪉ࡢᪧ⣙⪷᭩࠘ࠗࡣ࡚ࡋㄒ≀ࠊࡅ࠸ࡋ᪂࠘ࢫ࣮ࣜࠗࡀ᪉ࡢᪧ⣙⪷᭩࠘ࠗࡣࡢࡓ

ࠋࡓࡋ࡛ࡇ࠺࠸ࠊ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗఏࢩࣜࢠ࡚ࡗ㊰⤒ࡢఱࡀ

ࡢࡑࡀㄒ≀ࡢ࣮ࣛࢻࣃᏐ㏻ᩥࡣࣇ࣮ࢳࣔࡢࡇࠋࡓࡋࡉ⤂࠘ࣇ࣮ࢳ࣭࣮ࣔࣛࢻࣃࠗḟࠊࡣ⏕୰ົඛࠉ

ᆺࠊ࡛ࡢࡓࡗ࡞ඛࢫ࣮ࢸࣥࣟࣞࡢᠱࠕࠊࡃࡌྠࢸࣥࡓࡋேጔࡢㄏᝨ ࣮ࢻࣟࠋࡍᆺ࡛࠺࠸ࠖ

ヰ⚄ࢩࣜࢠࠗࡢࢫࣟ 㸦࠘せ ���� 㹼㸧ᘬ⏝ࠊࡣࢻ࣮ࢯࣆࡓࡉ௨ୗࠋࡓࡋ࡛ࡢ࡞࠺ࡢ

ࣗࣜࣄࡋࡋࠋࡍ࠸ࡋ࡚࠸ᢪᜊᚰࢫࢺࣗࣜࣄࡢ㣴Ꮚࠊࡀ࡞࠶ᚋጔ࡛ࡢࢫࢭ࣮ࢸࡣ࣮ࣛࢻࣃࠉ

࣮ࣥࢻࢭ⁛◚ࡢࢫࢺࣗࣜࣄࡀࢫࢭ࣮ࢸ࡛ࡇࡑࠋࡍࡋㆷゝࢫࢭ࣮ࢸࡣᙼዪࠊࡉ⤯ᣄࢫࢺ

ᪧ⣙⪷᭩ࠗࡓࡀ㢮ヰࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍᒎ㛤࡛࠺࠸ࡀ࡞ࡘṚࡢࢫࢺࣗࣜࣄࠊ♳ 㸦࠘ୡグ ��㸧ࡢ᪉

ࠗࠊ࠶ ࠋࡓࡋ࡛ࡇ࠺࠸࠼ఛ࡚ࡋࢻ࣮ࢯࣆࡢጔ࠘ࡢࣝࣇࢸࣇࢭࣚ

࠘ࣇ࣮ࢳࣔࡢᡭ⣬ࡢ࠸ࡊࠗࡤ࠼ࡓࠊ࡛࠺ࡓࡗㄒࡋ㏉⧞࡛ዲࡀࠎேࡣࣇ࣮ࢳࣔࡢࡘࡢࡇࠊࡇ࠸㠃ⓑࠉ

ࠋࡓࡋ࡛ࡇࡢ⌧ᶫጲ࠘ࡢᏱࠗㄒ࡛≀ࡢ᪥ᮏࡃ㐲ࠊධ࠘ࢺࣞࣁࠗࡣ࡚࠸࠾㏆௦すὒࠊࡔ᪉ࡢ

㢮ヰࡢᮾᆅ᪉ࠖഅྜࠊ࠶ㄒすὒ≀ࡓఝṈヰࠕ㐲㔝≀ㄒ࡛࠘ࠗࡀ⏨ᰗ⏣ᅧࠊࡣ⏕୰ົඛ࡚ࡋࡑ

ᑐ࡚ࡋト᭩ࡇ࠸࡚࠸ᣦࠋࡓࡋࡉ

ࠗࡔㄞࡢࡑࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠶ࡀᶵࡍ⣬Ⱚᒃࡣ⚾ࡕࡓᏊ౪ࡢ⏕ᑠᏛࠊ࡛ࡇࠉ ᡭ⣬ࡢࡋࡠࡢࡠ 㸦࠘❺

ᚰ♫㸧࠺࠸⣬Ⱚᒃࡢࡇࠋࡓࡋ࡛ࡑࡃࡋࡉࠊࡀㅮ₇࡛┠࡚ࡗ▱ࠖࡇࡀࡑࠕ㫣࡛ࠋࡓࡋ

ࡇࡃ⪺ヰ࠾࡞ࠎᵝࠊࡁࡔࡓ࠸࡚ࡗྲྀࡉࡃࡓ㛫ࡢ㉁ၥࠊᚋࡢࡑࠋࡍ௨ୖ࡛ࡣෆᐜࡓࡗἢ࣓ࣗࢪࣞࡢㅮ₇ࠉ

ࠋࡓࡋࡁ࡛ࡀ

ࠗࠕࠋࡓࡋ࠶ࡀ㉁ၥ࡞࠺ࡢḟࠊࡀࡓࡋ࡛᪉ࡢ⪅ཧຍࡢᛶ⏨ࡣࡇࠊࡤ࠼ࡓࠉ ࣜࢺࢫࣄ 㸦࠘ᒾᆒࠊㅮㄯ♫㸧

࠾ࠊ࡚࠸Ẹᆅ᳜ࡢ⣔ࢩࣜࢠࡀேබࠊ୰࡛ࡢࡑࠋࡍ࠶ࡀ⏬ₔࡓࡋྎ⯙⋤௦ࢫࣟࢻࣥࢧࢡࣞ࠺࠸

ᗑࡢே᭱ࡢࢫࢩࣂࢼࡢ࣮ࣥࣀࢭࢡࠗࠊ᪂หࡍ࡛ࡔࡣ ࠊࡣேࢩࣜࢠࠊ࠺ࡢࡑࠋࡍࡁฟ࡚ࡀ࣮ࣥࢩࡃ⪺࠘

ᮏᅜࡢ᭩≀᳜ࡢࡕࡇࡕ࠶Ẹᆅ࡛ㄞ࠺࠸ࡓ࠸࡛ᅜ㝿ᛶ࠺ࡋ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡣ ࠗ⏕୰ົඛࠊᚋ࡛ࡢࡑࠋࠖ 

ࠋࡓࡋࡁ࡛ࡀࡇ࠺ఛὶ㏻ࡢᮏࡢᙜࠊヰ࠾࡞࠺ࡓࡋࣜࢫࢱ⏺ୡࡢ࠘ࢫࢩࣂࢼ

ࡗࡔసᴗ㦵ᢡ࠺࠸้᙮▼ࡣࡇࡃ᭩ࠊᙜࠕࠋࡓࡋ࠶ࡀ㉁ၥ࡞࠺ࡢḟࠊࡣ᪉ࡢ⪅ཧຍࡢዪᛶࡓࠉ

᠈グ㐣ཤࡣே㛫ࠕࠊࡣ⏕୰ົඛ࡛ࡇࡑࠋࠖ࠺ࡋ࡛ࡢࡓࡋ࠺࠼ఏㄒ≀࡚ࡋ࡛࠺ࡑࡣேࡐ࡞ࠊࡢࡓ

ᛮ࠺ࡔࡢ࡞࠶ࡀࡢࡁ࠺࠸⬟ᮏࡢㄒ≀ࡤ࠸ࠊ࠺࠸࠸ࡓࡁ⪺ࡋ㏉⧞ヰࡌྠࠊ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋ

Ṕྐࡢே㢮ࡃࡑ࠾ࠊ࠺࠶ࡀㄝ࠺࠸ࡍ㏉⧞⏕⣔⤫Ⓨࡣ⏕ಶయⓎࠕࠋࡓࡋ࠾࡚࠼⟆ࠖࡍ࠸

Ꮚ౪௦ྠࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ ࠋࡓࡋ࡛ࡇ࠺࠸ࠖ࠺ࡋ࡛ࡢࡓࡗࡔᮇ࡞࠺࠺ᛮ࠸ᛌࡋࡇࡃ⪺ࡋ㏉⧞ヰࡌ

ࡋࡓᙜ࠸ᛮ࠺ࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗࡔฟ᮶࡞࠺ࡢࡑᐇᆅࠊࡍࡋࠊࡀㅮ₇⮬యࡢࡇࡩ࡛ࡇࡑࠉ

ࡗ࠸ேྡᆅྡࠊグ㏙ࡢ࡚࠸ࡘ័⩦ࡢᙜࠊࡎࡉࡣࡇࡆୖㄞࡔࡓ❶ᩥࡓࡉ⏝ᘬࠊࡣ⏕୰ົඛࠋࡓ

ㄝࡗࡓሙឤ⮫ࠊ࡚࠸⥆ゝⴥ࠺࠸ࠖ͐͐ࡣࡢ࠺࠸㹼ࠕࠊࡧࡓࡢࡑࠊࡃฟ࡚ࡀᅛ᭷ྡモࡢࢼࢱࡓ

ࠗࠕࠊࡤ࠼ࡓࠋࡓࡋ࠸࡚ࡉ ࣮ࢸࡢࡑࠊࡀࡍ㤳㒔࡛ࡢࢩࣜࢠࡀࡢ࠺࠸ࢼ࣮ࢸࠊࡣࡢ࠺࠸࠘ࢸ

࡛ࠖ͐͐ࡍ࡛ࡢ࡞࠺࠺࠸㏆␥ᆅ᪉࡚ࡋᑐி㒔ࡤ࠼ࡓࠋࡍ࠸ゝࢸᆅᇦྵࢼ ࢠࠕࠊࡓࡗ࠶

ࠗࠊẸ᪘࡛࡞ࡁὗⴠዲࡣேࢩࣜ ஙࠊ࡚ࡋᾘࡕᡴࡑࡀࠊஙᡣ࡛ࡀࢫࢰㄒ࡛ࢩࣜࢠࠊࡣࡢ࠺࠸࠘ࣥࢰ
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ࠋࡓࡋ࡞࠺ࡃ᮶࡚ᑗᲦ㐨ሙࡀࡕࡓᏊ౪࠸ࡋ᪂ࡓࠊ࡞᪂ᖺᗘࠉ

Ỵࡅ㈇ࡕ༢ࡣᑗᲦࠊࡣࡢ࠸࡚ࡋ࠺࠼ఏࡕࡓᏊ౪ࡀ࡞ࡘ࠸ࠉ

ࠋࡍ࡛ࡇ࠺࠸ࡔ࣮ࢤ࡞ఏ⤫ⓗ⤊♩ጞ♩ࠊࡃ࡞ࡣ࡛࣮ࢤࡢࡅࡔ

⤊ࡀ㈇ࠊࡀࡍ࡛ࡀࡕࡓᏊ౪ࡃ࡚ࡋ⾜ᐇࡣࠖࡍࡋ࠸㢪࠾ࠕࡢࡌࡣ

ࡓࡋࡅ㈇ࠕࡢ࠶ࡓࡗ ࡕࡁࡀ࠺࠸ࠖࡓࡋ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶ࠖࠕ

࡚ࡅ㈇࡛㈇ࡢ࠶ࡓࡗᠱ㡹ᙇ⏕୍ࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ᑡពእࡣࡕࡓᏊ౪ฟ᮶

ᡭ┦࡚ࡋฟኌࠖࡓࡋࡅ㈇ࠕศ⮬ࡁ࡞ࡑࠋ࠸ࡋ࡚ࡣࡢ࠺ࡋ

ࠋࡍ࡛ࡢ࠸ࡋ㞴࡞࡞ࡣࡢ࠼ఏ

ࡢࡇࡍ⾲ࡧ႐࡚ࡋࢬ࣮ࢶࡀ࠺ࡓࡗࠊ㛫▐ࡓ࠸ࡘࡀᩋࠊࡣ㈇࡛ࡢ࡞ࢶ࣮ࢫ࡞ⓗ⯡୍ࠉ

㸟ࠖࡓࡗࠕࡀ࠺ࡓࡗࠊࡁࡓࡋỴࡀᩋࠊࡣ࡛࣮ࢤࡢ࡞◻ᅖᑗᲦࡋࡋࠋ࠺ࡋ࡛࠸ከࡀ࠺

ゝࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ࠺㈇ࠕࡀ࠺ࡓࡅ㈇ࠖࡓࡋࡅඛゝⴥⓎ࡚ࡅཷࡑࠋࡍࡋ࠺ࡓࡗ㟼࠶ࠕ

ࠊ࠶ࡓ࠸ࡘࡀ㈇ࠊ࠸ぢ࡚࡞ᑐᒁጼࡢ࡛ࣟࣅࣞࢸࠋࡍ࡛♩ࡀࡢࡆୗ㢌ࠖࡓࡋ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ

ࡓࡗ᪉㈇ࡓࡅ᪉㟼ࡗࡌឤẅ୍ࠊ࡛ࡢ࠸࡚ࡋぢࡀࡕࠊࡢࡓࡗศࡋࠋࡍ࡛࠸࡞

ࠋࡍ࠸࡚ࡉᏛ⨾ࡢ࡛⏺ୡࡢ◻ᅖᑗᲦࡀࡑࡋ

ᑐᒁ࡛ࡢࡋ࠺Ꮚ౪ࡕࠋࡏࡋ࠸࡙ศࡀ࣮ࣝࣝࡓࡋ࠺ࡑࡣᏊ౪ࡢࡤࡓጞᑗᲦࠉ

࠺ࡏⁱࡉ࠶ࡉࡋࡀ࠺ࡓࡅ㈇ࠊࡇࡍ⌧⾲┤⣲ࡧ႐ࡀ࠺ࡓࡗࡣࡁࠊࡍ

ࡓࡋࡅ㈇ࠕࡢᒁᚋ⤊ࠊูࡣࡑࡔࡓࠋࡍ࠸ᛮ࠸Ⰻ࡚ࡗ࠶ࡀࡇ࡞ ࠸ࠖࡓࡋ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶ࠖࠕ

࠸࡚ࡋᣦᑟ࠺ࡢࡑࠊ࡚࠼⪄࡞࠸ࡋ࡚ࡅࡘ㌟ࡕࡓᏊ౪ࡢ࠺㏻ᑗᲦ㐨ሙࡣࡇࡍᣵᣜ࠺

ࡃ࡚ࡗ࡞࠺ฟ᮶㢼࠺࠸࠺ࡑ↛⮬ࠊࡃ࡚ࡗࡀୖࡀᲦຊࠊ࡚ࡡ㔜ᅇᩘ᮶ᑗᲦ㐨ሙࡣࠋࡍ

ࠋࡍ࡛࠸ከࡀ࠺ࡢࡕࡓᏊ౪

ࡘ㸦⮬ศࡣࡕࡓᏊࡢ⏨≉ࠋࡍ࠸࡚ࡋ࠺ࡍὀព࡞ጼໃࡢࡁ࠸࡚ࡋᣦᑗᲦࡣ㏆᭱ࡓࠉ

࠸࡚ࡋ㞟୰㠃┙ࡃࡋ࡞࠾࡚ࡗ㯲ࡗࡎᑐᒁ୰ࠊ࡛࠸ࡥࡗ࠸㸧ඖẼࡀࡍ࡛ࡢศࡃ࡛ࡢࡓࡗࡔ࠺ࡑ࡚

࡚ࡋࡤᘏ➽⫼ࡅࡔࡁ࡛ࠊࡇ࠸࡞ࡋႅ࠾ࡣᑐᒁ୰ࠊࡘࡎࡋᑡ࡛ࡑࠋࡍ࡛ࡢ࠸ࡋ㞴ࡣࡢ࠺࠸

᳔Ꮚᗙࠊࡇ㞄ࡢᑐᒁཱྀᣳࡔຓゝࠊࡇ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡋࡓࡋṌ࣭ᚅࡢ࡞ࡓࡗ๎ࡓࡗ࠶ࡀ

⣲┤㠀ㄆ࡞ࠊࡇᩍࡄࡍࠋࡍ࠸࡚ࡋ࠺࠼⎍ࠊ࡚ࡃ࡞࡞࠺ࡁ࡛ఱᗘᑗᲦ

㐨ሙ㏻࠺࠸࠺ࡑࠊࡕ࠺࠺ែᗘ㌟ࡓ࠼࡚ࡗ࠸࡚ࡅࡘᛮࠋࡍ࠸࡚ࡗ

ࡣᮇⓗ▷ࠋࡍࡋ㛵┦ࡎᚲࠊࡤぢ㛗ᮇⓗࡣࡧఙࡢᲦຊࡢᑗᲦࠊࡇᏲࡕࡁࡀ♩ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠉ

♩ᏲࡎᲦຊࡀఙ࡚ࡧࡃࡕᏊ࠺࠸࠺ࡑࠊࡀࡍ࠸Ꮚ࡛ࡇࡣᚲࡑࠋࡍࡁࡎࡘࡎ

ࡣึ᭱ࠊࡤ࠸࡚ࡋࡗࡋࡀᑐᒁጼໃ㏫ࠋ࠸ከሙྜ࠸࡞࠼㉺ቨࡢࡑࠊࡁࡓ࠸ࡎࡘ࡚ࡋ࠺

Ღຊࡀఙࡎࡧࡕᝎ࠶ࠊ࡚࠸࡛Ⅼ࡛ࡗࡄᲦຊࡀఙࡢࡑࠊ࡚ࡧᚋ㡰ㄪᡂ㛗࡛ࡁሙྜࡀከࠋࡍ࡛࠸

࡚ࡋ㠃࡛ᡂ㛗ࡢ୧᪉ࠊసἲ♩ࡢᑐᒁ୰ᐇຊࡢᑗᲦ࡚ࡋ㢼࡞ࡑࠊࡣࡕࡓᏊ౪ࡃ࡚ࡗ㏻ᑗᲦ㐨ሙࠉ

ࠋࡍ࡛࠸ࡋᎰࡓ࠼࡚ࡗ࠸

ᡣ࠺࠸ࠊ࠸࡞ࡀព࡛ࡣࡕࡓࣥࢰ࡞ࡐ࡞ࠋࡍ㤿ୖ࡛ᘪᘬྑࠊࡍࡁഃࡢஙᡣ㑧㨱ࡔ⮬ศษ

࡛ࠖ͐͐ࡍ࡛ࡢࡓࡗࡋ࡚ࡋⴠ ㏵୰ࡢヰ࠾ࡀᏊ౪ࠋࡓࡗ࠶ ఱ㸽ࡣࡑ࡛ࠕ ࠊࡀࡍ࠶ࡀࡇࡍ㏉⧞㉁ၥࠖ

୰ົඛ⏕ࡢㄒࡢࡑࡓ࠶ࠊࡣཱྀ㉁ၥ๓࡚࠼⟆࡚ࡗୗ࠺࠸࡚ࡗࡉឤ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋࡌ⚾⮬㌟ࡎ▱ࠊ❺

ᚰ㏉ࠊ࡚ࡗ࠸࡚ࡗேヰ࠸࡛ࡀࡏ࠸ ࡞࠺ࡢẼᣢࡢࣇ࣮ࢳࣔࠊࡓࠋࡓࡋ࡞ࡕඹ㏻ࡍ≀ㄒ

ࠋࡓࡋ࠼ぬࡁ╔ࡕⴠ࡞࠺࠸࡚࠸⪺Ἴ㡢ࡍ㏉⧞࡚ࡗ❧๓ࡢᾏࡢࡘ୍࡛ࠊ࠸࡚࠸⪺࡚ࡏྜࡡ㔜

᪉ࡓࡗࡉୗㄞ࠾࡛ࡇࡇࡋࠊࡀࡏ࠸࡚ࡁ࡛ࡋࡇ࠺㏣࡚ࡗࡌࡍ࠶࡚ࡋ㛵య㦂ࡢࡑࠊࡣ࡛✏ࡢࡇ

ࠋࡓࡋ࡛➨ḟ࠺ᛮࡓࡗࡓࡁࡔࡓ࠸࡚࠸⪺ࡌࡢࡑࡦࡐࠊࡣ

ࢩࣜࢠࡐ࡞ࠋࡇࡢ༳Ḣ♽ㄒࠊヰࡢ⣬⫼ᩥ᭩ᮏࠊࡇࡢ〇⣬ࡢ௦ྂᅗ᭩㤋ࣜࢻࣥࢧࢡࣞࠊࠉ

ࡑࠋࡢࡓࡗᡓ࡚ࡋṊჾࠊࡋ㢗ఱࡣேࢩࣜࢠࠊࡢࡓࡁ࡛ࡀࡇࡘᖇᅜࣕࢩࣝࡀᑠᅜ࡞࠺ࡢ

ḟࡢ⪅ཧຍࠋ࡞ࡇࡢࢫࣜࣂࣗࢩ⣔᳜Ẹ㒔ᕷࢩࣜࢠࡔ⁛ἑ࡛㉕ࡣ᪉୍࡛ࡓࠋゝㄝࡢࢫࢺࢻ࣮ࣟࡢ࡚࠸ࡘ

ࡀୖࡁၥ୰ົඛ⏕ࡣ༶ጁᛂ࡚ࡌୗࠊࡉ㛗㛫ࠊከᒱ࠾࡚ࡗࡓヰࠋࡓࡋࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋḟ

ࠋࡓࡋ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶ࠋࡍ⮳ࡀ࠸ᛮࡇࡓࡗࡔ㛫࡞㈗㔜࠸ࡓࡀኚᚓࠊࡅࡘ㏉ࠉ

㸦⚟す�ு㤿㸧


