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山びこ通信
たのしい学び。  本当の学び。大人も子どもも！

秋
学期号

山下 太郎山の学校代表

かず

しぜん

つくる
かいが

ことば
数学

ロボット工作

ユークリッド幾何

 山の学校ゼミ（社会  / 数学  / 調査研究 /法律 / 生活と文化 /倫理  ）

ウェブプログラミング

英語漢文 将棋道場
歴史

イタリア語

ドイツ語 イベント

フランス語
ロシア語ラテン語

ギリシャ語
２~4

17 6

4,5

8~12

 7,9 9, 11~127~9

13 16

15

18

18

14

16 911 7

2015
Sept.- Dec.

学校法人 北白川学園

lvdvs collinvs
山の学校

〈▶巻末へ続く〉

Homo sum. 私は人間である。
　10 年、20 年先の未来を考えるとき、どのような教育が必要とされるのだろうか。インターネットが社会の
仕組みを変えたように、今後多方面でロボットの活躍が期待される中、人間にしかできない仕事は何かがます
ます問われるに違いない。
　すでに複数の研究機関が予測しているように、これから 20 年先まで存続する職業は、現在の 5 割程度といわ
れる。かりにそうであるなら、従来のようにロボットが一瞬で採点できる問題に最適化された「人材」でなく、
ロボットが採点しえない価値を生み出せる「人間」を育てることが教育界では強く求められるだろう。
　今後重要になるのは、一言でいえば「人間による人間のための教育」ということになるが、それは具体的に
どのようなものだろうか。このような問いは何か目新しい答えを期待させるが、私はすでにこの世に存在して
きた教育がベースになると考える。ただし、従来の知識の多寡を競わせる教育の影に隠れていた教育である。
　我田引水のそしりを恐れずにいえば、幼児教育こそロボットが代行できない教育の象徴だと思う。幼稚園に
通知簿はないが、人間としての評価（言葉による励まし等）がそこにはある。園児は人として、つまり偏差値
や 100 点までの数字に置き換えられない存在として認められ、自由に遊び、夢中になって汗をかくことができる。
　幼児にとっての遊びは能動的な学びの機会である。友だちとの遊びを通して、子どもたちは思考力や想像力、
問題解決力を養っていく。社会性も、優しさも、いたわりも、友情も。「三つ子の魂百まで」といわれるように、
幼児教育は人間の魂の根幹にかかわる点で、今後ますますその重要性を高めるにちがいない。
　幼児教育だけではない。小学校以上の教育においても、人が人を教え、人と人が切磋琢磨して学びあう場所
であるかぎり、そこにはひとりひとりの努力を見守る温かいまなざしがあるし、これからもあるだろう。ただし、
小学校以上では何かモノサシを当てて子どもたちを評価しないといけない現実がある。このモノサシを取り去っ
ても有意義な教育ができるかどうか。ロボットが一瞬で満点を取るようなモノサシを今後どれだけ生徒たちに
当てはめ続けるのか。
　本来大学は、幼児のような自由な心をもった人間の集う場所のはずである。歴代のノーベル賞受賞者が口を
そろえていうせりふは、「面白いからやる」で一致している。創造と発見はロボットのもっとも苦手な領域であ
るが、今の高校に至るまでのモノサシ教育は、大学で行う学問研究を生徒たちから遠ざけることはあっても、
近づけることはないだろう。知的創造は、「正解」があるという前提で行われる椅子取りゲームではなく、むし
ろ幼児の没頭する遊びに近い。少し観察すればわかるとおり、子どもたちの遊びは試行錯誤と創造的模倣の連
続である。
　ラテン語で「子どもたち」を意味する liberi 本来の意味は「自由な人」であり、「幼い人」でも「小さい人」でもない。
また、study（勉強、学問）はラテン語の studium（熱意、情熱）に由来し、student（生徒、学生）は同じく

D
c eLib nssi ！



2

『しぜん』䠄㻭 䞉 㻮䠍 䞉 㻯1䠅 担当　梁川 健哲

୰ࡢᐇࡢᮌࡓࡗᣠࠋࡕࡓ௰㛫ࡢ⏕㸯ᖺ࡞ᚓពࡀほᐹⓎぢࠉ

ࡢ୰࡛ᑠⰍࡢ᳃ࠊࡓࡋⓎぢᶍᵝ࡞⣲ᩛࠊ

ࠋࡓࡅࡘぢࢥࣀ

ࡓ࠸╔ᩍᐊࡃ᪩ࠋࡇࡢ᪥࠶ࠉ $ ࡓ᮶࡚ࡗᣢᐙࡀྩ

ࠋࡍࡃ࡚ࡗㄒዧẼ⯆ࠊࡀ࡞ࡏぢᅗ㚷ࠖࣜࢶࢱࠕ

ࡔࡃ࠸࡚࠼ቑࡀᩘࡢ ࠊࡡࡍᡂ㛗ࡣẆࡢࣜࢶࢱࠕ

ࠖࠋ ࡍㄝࡀ࡞ࡁ᭩ᅗࢻ࣮ࢺ࣡ $ ࡣᙼࠋྩ

⾲ᚋ࡛Ⓨࠋࡡࡓࡗ࡞⩦⦏⾜ணࠕࠋࡍ࡛ࡢ࡞ࡁዲࣜࢶࢱࡢ

ࠖࠋ࠺ࡋ ࠋࡓࡋ࠼ఏᙼ

ࡍࡕ࠺ࡢࢪࣥࣞࡆ࠶ேཧࠕࠋ㛫ࡢ⾲Ⓨࡢࡘ࠸ࠉ

㸟࡛ ࡢࡓࡋࡕ࠺ࡢỈⰍࡓ࡚ࡆ࠶ࡗࡤࢫࢱࣞ⚾ࠖࠕ

ぢ࠶ࡇࡓ㸟 㸟ࡔࡍ࣮ࣗࢳ࡚ࡗࣜࢶࢱࠖࠕ ᮏࠖࠕ

ᙜ㸽 ࠗࠖࠕ $ఱ㸽࡚ࠖࡗ࠘ άⓎࠊษ⓶⾲Ⓨࡢྩ

ࠋࡓࡋࡉࡀⓎゝ࡞

࠺ࡋᥦ࡞᪥ࡢࡇࠊࡋ⛠⾲Ⓨࡢ⚾ᚋ᭱ࠉ

ᛮࠕࡓ࠸࡚ࡗⴥࡥࡗᅗ㚷࡙࡚࠸ࡘࠖࡃㄝᩘࠋࡓࡋࡋ

ᖺ๓ࡢࢫࣛࢡඛ㍮㐩ࡀసࠕࡓࡗᅗ㚷 ࠽࠾ࠕࡏぢ┿ࠖࡢ

ࠥ㸟ࠖ࠺࠸Ḽኌࠕࠋస࠸ࡓ࡚ࡗே㸽୍ࠖᩧᡭᣲࡆ

ࠋ࡞

ࠖ㞟ࡥࡗⴥࠕࠖࡋ᥈ࣜࢶࢱࠕࡣ᪥ࡢࡇ࡚ࡋ࠺ࡇࠉ

࡚ࡗࡇࡌ㛢Ẇࡀࣜࢶࢱ㏆᭱ࠋࡓࡋỴ࠺ࡋ

࠺ᖹẼ࡚ࡋࡀࠊ࡛ࡢࡅぢࡢ࠸ $ ࡡイྩ

ࠖࠋ࠺ᛮ࠸࠸ࡤྲྀࡈࡥࡗⴥ࠸࡚࠸ࡘࡗࡃࠕࠊ࡚

ㄪࡥࡗⴥ࡞ࡁዲࡢࣜࢶࢱࠊ࠶ࡌࡑࠕࠋࡍ࠼⟆

㸟ࠖࡡ

୍ࡓ࠸ࡘࡗࡃᖿࡢࢪ㸟ࣔࡓࡋ᪩㏿ᒃࠊฟᩍᐊࠉ

௨๓ࠋࡍ࠸࡚ࡗጞࡀᐦᇶᆅࠖస⛎ࠕࡣᏛᮇ⛅ࠉ

ࠊ࡚ࡅཷࡇࡓࡗ࡞⥆ࡢ࠸ᛮࠊ࡚ࡅ

C1 クラス

Aクラス

༉ࡢࡇࡥࡗࠕࠋࣜࢶࢱࡢ㎶ࡀ࠘ࢽࢳࢡࠗࡣከࠖࠋ࠵࡞ࡔ࠸ࡓ࠸ ぢ࡚ࣜࢶࢱ ࠗࠕࠋྩ$ ⴥࡗ

㸽࡞ฟ᮶ࡀᅗ㚷㸟࠘ࣜࢶࢱࡥ ࠖࠥ࡞࠸ࡓ㞟▼ࡓࠖࠕ ) ࠖࠋࡡࡔ࠺ࡑࡁ࡛ࡀᅗ㚷࡞ࠎⰍࠕࠋࡕ

ࠋ࠺ࡋ࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡋⓎᒎᅗ㚷࡞య୍ࠋࡓࡋࡁ⾜࡚ࡗࡀୖ࡞ẁ▼ࡀ࡞ࡋゝⴥ࡞ࡑ

ᅇࡣ⡆༢ࢺࣥࣄࠕ࡞㞟ࠖస࡚ࡗΏࡀࡑࠋࡓࡋ࡚ࡋຌዌࠊࡢࡓࡋ

ࠋࡍ࠸㐪ࡘ࠸ࡀ᪉ษᙇ㸟ࠖ࠺࠺ࠕ

ࠎᮌࠊ㝆㠃ᩳ⬥ࡅࡔࡋᑡ㐨ࡢ࠸ᑿ᰿ఏࠋࡋሙᡤ᥈ࡣࡎࠉ

ࡔࡇ㸦ࠋࡓࡋ࠶ࡀሙᡤ࡞ᡭ㡭࠸࡚ࡗ࡞ᖹࡅࡔࡋᑡ࡚ᅖ

㸟㸧࠺ࡋ࡛࠼ゝᡂࡣศ༙࡛ࡅ

ཱྀฟධࡀᶓࡢᮌࡢࡇࠊ࡚ࡗᅇࡕࡗࡇࠕࠊࡋぢᅇࡃ㎶ࠊḟࠉ

͐࡞࡞ ࡉᗈࠊ࡚ࡗྜ࠸ゝ࡞ࠖ͐࡞࡞ቨࡪ⤖ࡇࡇࠖࠕ

ࡗᡭ⇃ࠊࡅࡔᆅ㠃ࡓᰕ࡛ࠖᅖࠕࡢࠎᮌࠊࡀ࡞☜⥺ື

ぢࠊ㝖ྲྀࡀᑠᯞⴥࡕⴠࡓࡋ↛㞧ࠊࡍࠋࡍࡁ࠸࡚ࡋ័࡚

㐪ࠕ࠼ሙࠖࠕࠋࡍࡁ࡚⌧☜ࡀ⛎ᐦᇶᆅࠖసࡢᴦࡉࡋ⌮

ᒅࡣせ࡛ࠕ࠺ࡢࡇࠊࡀࡍሙⓎぢࡢࡘ୍ࠖࡇࡍ࡞ࡁពࡀ

ࡌឤ㧗㬆ࡢ⬚ࠊ⾲ࡁືࡢ࡞ࠊࡓࠋࡍ࠸ᛮ࠺࠶

ࠋࡍࡁ࡚࠼ぢ࠺ࡢḧồࡓࡋࡊ᰿⬟ᮏࡇࡣࡑࠊࡅࡘ

ࠉ

ࡋᮦᩱ➉ࡓ࠸࡚ᤞ࡚࡚ࡋ㛫ఆࡣ᪥ࡢࡇࠊ࡚ࡉࠉ

⠇୍࡛ࡂࡇࡢࠋࡓࡋ࠸᮶࡚࡛㐠࡚ࡋࡅᡭศ࠺

ศษ➉ࡓࡗ㕶ᡴ㎸ࠊ㠃ⓑࣥࣃ࠺࠸

࡚ࡅ⭜➉ࡓࠋࡍ 6 ᗘ୍ேࡀ⠇୍ࠋྩ

ศࡢ⭜࡞ࡅẼࢳ࡛ࣥ࡞ࠊࡁస࡚ࡗ

㸟ࠖࡄ┤ࡗ┿ࡕࡗࠊぢ࡚ࠕࠋࡓࡋ࡞ࡇ

ࡪぢ࡚႐➉ࡓ 7 $ࠕࠋྩ 㸟ࠖࡒసࡀನࡣศࡢࡕ

ᙇษ . ᡂࡀࢳࣥࡢ➉㛫ࡃ▐ࠊసᴗ࡛ὶࠋྩ

ࠋࡍ࠶ࡓ⫼㸟ࡓࡋࡋ

ఱࡓࡋᡂࠋᐦᇶᆅ⛎ࡢᮏᙜᮏᙜࡢࡅࡔ࡞ࠉ

ࠋࡍ࠸࡛㐍ࡣ⏬ィࡀ࡞ࡋࢡ࣡ࢡ࣡࠺ࡑࡈ㐣࡚ࡋ
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B2 クラス

B1 クラス

㐪ࡃ࠺࠸⡆༢ࡢᐇ㝿ࠋࡍ⡆༢࡛㠀ᖖࡔ❶ᩥࠋࡃࡘࢥ࡚ࣥࣛࡅࡗᘬ࣮ࣟᮌࠉ

ࠋࡓࡗࡔಽᮌぢࡃࠊࡓࡗ࡞㢗࡚ࡋࡓࡗ࠶ࠋࡏࡓぢᙜࡀᮌ࠸࠸࠺ࡕࠊࡎࠋࡓࡋ࠸

>ࠊࡕ࠺ࡢࡑ Ꮠศࡓᮌࡀ � ᮏࠊࡤ࠶㛫࠸࡞ࡏྞࢥࣥࣛ᥈ࡍᮌኚ࡚ࡋࡑࠊࡁ࠸࡚࠼↓ࣛ

࣮ࢩࡣᅇ࡛ࡢḟࠊ࠸࡞ࡌ࠶ࡀࢡࣔࣥࣁࡤ࠼࠸ࡀୗࡪ࡚ࡗᮌࡢ�ᮏࠊ࡛ࠋࡓࡋࡋᡂࡣࢥࣥ

࠸࡚࠼⏕㛫㝸࡛࠸࠸࠺ࡕࠊࡍ᥈ᯞ࠸ኴࡓฟࡁ✺ᶓࠋࡓࡋ࡚ࡋࢡࣔࣥࣁࡓࡗࢶ � ᮏ

ࠋࡓࡋࡁ࡛ࡀࡇࡪ㛫㐟ࡢࡃከࠊ⡆༢࡛ᅽಽⓗࡀ᪉ࡢ⪅ᚋࡢ࡞ࡌྠࡣᯝ⤖ࠊࡣ࡛ࡢࡍ᥈ᮌࡢ

ᑡࡋぢ᪉ኚ࡛ࡅࡔ࠼⡆༢࠺࠸࡞ᐇ⏕άゝࡣ↛⮬ࡇ࠼ᩍࠋࡍࡃ࡚࠼⏕ᚐࡉ㐩ࡣࡣ

ຊ࡛㐟ࠊ࠸࡛ேࠖ࡞ࡓࡗ࠶ࡀࡇ࡞࠶ࡤ࠼࠸࠺ࡑࠕ࡚ࡗ࡞ᐇឤࠋࡍ࡛࠸ࡓ࠸࡚ࡋ

ࡀࡢࡃ⾜ἑࡗࡍࡣ࡞ࠊᏛᮇ௨᮶ࠉ

ዲࠊ࡛࠺ࡓࡗ࡞ࡁ㐠ື㠐ࡢὶࡢ୰

ฟ௰㛫ࡍࡓࡁ࡚࠸ᒚ㛗㠐࡚ࡗ๓ࠊࡓ࠸Ṍࣕࢪࣕࢪ

㸟࠸ࡓ࠼ᑐࣝᤕ⤯ࡣ⚾ࠕࠋࡓࡋࡁ࡚ ࠗࠖࠕ ◁㔠 㸟ࠖࡒ㞟࠘

࠵࡞࠸࡞࠸⽣ἑࠕ ࠸ᛮ࡞ࠎᵝ࡛ࠎࡢࡑ㸟ࠖ࠸ࡓసࢲࠖࠕ

ᢪ࡚࠸ἑࡍࡓࡦࠊࡁ⾜㐟ࠋࡍࡧ

ࠊࡇ࠸࡚ࡋฟᰁࡀỈࡕࡇࡕ࠶ࡢ㠃ᩳࡢ⬥ࠊ୰࡛ࡢࡧ㐟ࠉ

ሙᡤ࡚ࡗὶࡢᙉࡀࡉ㐪ࠊࡇ࠺Ⰽࡇ࡞ࠎẼ࡙ࠋࡍࡁ

㸧ࡘࡇࡗࡀ㢡ୗ㦵㸦ࠕࠋࡍ࠶Ⓨぢ࠸ࡋ⌊ࡓࡗ࠸㦵ࡢ≀ືࡣ

ࡢ㸟ࠖ㦵༤ኈࡔ ࠋࡍ࠸ゝ࠺ࡑࡋᎰࡀ0ྩ

ࠊ࠶ᗏࡢὶ࠸ὸ࡛⦅ࠊࡣࡢ࠶ࡀேẼ࡞≉ࠉ

࡛ྉ㸟ࠖ࠶ࡕࡗࡇࡇࠊ࠺ࠕࠋࡍ࡛◁ග㔠Ⰽࣛࣛ

࠺ࡑࡅ◚ࡀ⿄࣮ࣝࢽࣅࡣࠊ࠸ᥒ࠺ࡑࡣ࡛ࡇࡀࡋ

ࠋࡍ㞟࠸ࡃ࡞

㸟ࡔ㔠◁ࠕࡑࡣ࡞ࠉ ⟨㔠ࠕࡣ⚾ࠋࡍࡧ㸟ࠖࡔ⟨㔠ࠖࠕ

ࡢ୰ࡢἑࠕࡑࠊࡓࡌᛂ࡞㸟ࠖࡡࡔ㯇⥡ࠋ࠵࡞

ࡑࠊࡣ୰ࡢ᪉ࡓㄞ࡛ࡇࡇࠋࡍ࠸࡚ࡋࡔࠖࣛࣛ

㆑ࠖ▱࡞☜ṇࠕࡣ⚾ࠋ࠺ࡋ࡛ࡇ࠸᪉ࡢࡌᏑࡈࡢ࡞ఱࡀṇయࡢ

ࡣᙜ㠃ࠊࡀࡓࡋᝎ࡚ࡅ⛗ኳᗄᗘㄆ㆑ࠖࡢ࡞ࠕ

๓⪅ᑒ༳ࡇࡃ࠾࡚ࡋỴࠋࡓࡋఱᨾࠊ࡞๓⪅ࡣ࡚࠸ࡘ㸦୰

Ꮫ࡛࡞⛉⌮ࡢ㸧㐜᪩Ẽ࡙ࡃࡀ᮶ࠊࡋ࠺ࡋ࡛ఱ

࠸ᑛࡀࡇࠖ࠸࡚Ỵ౯್ࡢࡑศ࡛⮬ࡀ㌟⮬࡞ࠕ

ᛮࠋࡍ࡛࠼ᐇࠊ㏱ࡁ㏻࡞Ỉᗏᮌ₃᪥ᾎࡧ 㔠࡚ࠕ

ࡘぢࠋࡍ࡛ࡉࡋ⨾࡞࠺ࡍࡗ࠺ࠊࡣගᬒ࠸࡚࠸㍤ࡀࠖ⟨

ࠋࡍ࠸࡚࠸㍤ࣛࣛ࠺ࡢࡍᛂ⾲ࡢࡕࡓᏊ

ࣛࡢࡇࠊ࡚ᙜ࡚ᔐࠖ࠼⟆࠸ࡋṇࠕぶษᚰࡀேࡇࡑ

࡛ࢺࢭࣥࣆࠋࡍ⡆༢࡛࠸ࡣࡇࡏ⤊ࡃ᪩㛫ࡓࡋࣛ

࡞ࠊ࠺࠸࠺࡚࠸║㙾࡛なࠊ࠺ἑᒣ㞟ࡅࡔࠖ⟨㔠ࠕ

⨾ࡓࡋぢฟ୰ࡢ↛⮬ࡓࡁ⏕ࠊ࠺ࡠࡉᕪỈࡕẼᣢ࡞Ⓨⓗ⮬ࡢ

ࠋࡍ࡛ࡇ࠸࡚ࡗぢᏲ㟼ࠊࠊࡋᑛ㔜᪉ࡢ౯್
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ࡗ㕶࡛⸅ࠊࡓࡋࡇ㉳ⅆ࡛ࢳ࠸࡞ᑡࠊࡓⲗ࡛࡚㣗ᰩࡓࡗᣠࠊࡓ㣗࡛ࡆ⣲ᥭ⽣ἑࡓ࠼ᤕࠉ

ࡓ࠼ᤕࣜࣔࣖࠊࡓ࡚ࡗẼ୍࡚ࡗⓏᆏ࡞ᛴࠊࡓ࡚ ��� ࠸࡚ࡋᒣ࡛ࡇ࡞ࡑ �� ศࡣ

ࠕࡣᤵᴗ࡛ࡢḟࠊ࡚ࡗ࡞㸽ࠖ⤊࠺ࠕࡣ⤊ᤵᴗࡘ࠸ࠋࡍ࠸ࡋ࡚ࡗ࠸࡚ࡂ㐣࠺ࡢ▐୍ࡢ

᪥࠺࠶㸟ࠖゝࡌྠࠊ࡚ෆᐜࡢᤵᴗ࠺ࡋ࡚ࡗ࡞ᛮࠊࡁ࠸ぢ≀ࡁ⏕࠸࡞ࡢࡇࡓぢࡘ

ࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ᑡពእࡣࡇ࡞ෆᐜ࡞࠺ࡓఝࡃࠊࡓ࠸ࡘ࠼⪄ࡧ㐟࠸ࡋ᪂ࠊࡓࡅ

ࡘࠊឤぬࡢ┠③࡛↮ࠊឤぬࡢ㠐ࡓᕝ࡛ࠊࡀࡏ࠶ࡎࡣࡇᖐࡎở᭹ᤵᴗ࡛㠐ࡢࡇࠉ

⏕ࡘ࠸ࠋࡍ࡛ࡇ࡞ல⣽࡚࡞ởࠊࡣࡓ࠺࡚ࡗᖐࡕᣢ࡚ࡋฟ࠸ᛮྠࡢᰩࡓࡗᣠࡁࡗࡉ࠸

ᚐࡉ㐩ࡀேࡓࡗ࡞ࡃ⮯↮࡞᭹ࡢໝ࠸Ⴅࡢࡇࡩࠊ࡛࠸ᤵᴗᛮ࠸ฟࠊࡋḟࡢୡ௦࡞࠺ࡌྠ⤒㦂

ࠋࡍ࡛࠸ᖾࡤࡃ࡚ࡏࡉ

C2 クラス

ࠊࢺ࣭ࣟࢢࣥࢩࢡࡢࣥࢥࣔࣜ⥺᭷ࡢᕷ㈍ࠊࡣᏛᮇ⛅ࠉ

ணࡀࣝࢺࣂࡢୖ┙ࡢࡑࠋࡓࡋ࡚❧⤌ࢺࣟࡢᆺࢩࢺ

㏻ࡢⓑ⇕ࡪぢࠋࡓࡋࡏᕷ㈍⟽ࡌྠࠊ࡛ࡢ࡞ࡢࡢ

ࠋࡓࡋ࠶ࡀᒎ㛤ᚋࡢࡑࠊࡀࡍ࡛ࡢࡀ࠶ࡁ࡛ࡀࡢࡌྠࡣ

㸯ேࡢ⏕ᚐ࠸࠸࡚ࡗࡇࠕࡀ㸽ࠖ㐨ල⟽ᣦᕪ࡚࠸⪺࡚ࡋ

ࢳࢫࣛࡓࡗవࡢࡘ࠸ࠊࡣࡢࡓࡗࡀࡋḧࡀᙼࠋࡓࡋࡁ

ᚐ⏕ࡢࡑࠊ࠺ゝࠖ࠸࠸ࠕࡀ⚾ࠋࡓࡋᗫᮦ࡛ࠊࢶ࣮ࣃࡢࢡ

ࡑࡃࡑࡗࡉࠊ࡚ࡋ᪉ࡧ႐ᅇୖணࡢ⚾㸟ࠖ࠶ࡓࡗࠕࡣ

ࣃࠊ㊊ᅇࡢࢺ࣭ࣟࢢࣥࢩࢡࡢศ⮬ࠊ࡚ࡗࢶ࣮ࣃࡢ

ࡓࡗࡇ㉳ࠊࡌࡌࠊࡣ⚾ࠋࡓࡋጞࡋᙉ㒊ศࡢࢳࣥ

ฟ᮶⌮ゎ࠶࡞࡞ࡇࠊ࠶࠶ࠕࠋࡓࡋࡋ㸟⚾ࡢࡘ࠸�

୰࡛႑ࡢᚰ࠺ࡑࠋ㸟ࠖࡣࡇࡓ࠸࡚ࡗᛮ࠶࡞࠸ࡓࡋࡓࡁ࡛

㔗ࠋࡓࡋ࡛ࡢࡓࡆ࠶

ࠋࡓࡋࡋฟࡣࡀᨵ㐀ࠊ㸟ࠖࡃࠊ࠶ࠕࠊ࡚ࡗ࡞ᙺࡅⅆࡀᚐ⏕ࡢࡑࠉ

ࠊ࡚ࡁ࡚ࡗᣢᗘࡓࠕࡣࡕࡓᚐ⏕ࠊ࡛ࡢࡓࡗࡋ᮶࡚ࡀ㛫࡛ࡑࡣ᪥ࡢࡑ

ࡣḟࠋࡓࡋ࠸ྜࡁࡎ࡞࠺ࠊ࡚ࡗゝࠎཱྀ࠺ࡑ㸟ࠖࡐ࠺ࡏࡉᑐỴ࡛࡞

㐌㛫ᚋࠊ࠶ࠕࡃࡑ࠾ࠊࡣ⚾ࠋᛀࡓ㸟ࠖ࠺࠸⏕ᚐ୍ࡀே࡞ࡔ࠺ࡑ࠸ࡣ࠸ࡄ

ࡢဨࠋࡓࡋእࡣࡑࠊ࡚ࡅ㛤ࡓࡩࡅࠋࡓࡋ࠸࡚ࡋண

͐͐ࣇࣇࠕࠊࡣ୰ࡢࣥࣂࡢ࠸࠾ ࣟࡓࡅཷࡋឿࠊࠖ͐͐ࣖࢽࠖࠕ

ࠋࡓࡋ࡛ࡢࡓࡉࡓᯝࠊぢࡣ࠸ㄋࠋࡓࡋࡁฟ࡚ࡀࢺ

ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋࡁ࡚ࡗ㸯ྎᣢࡕ࠾ࡍ⦪᧯࡛⥺↓ࡀ⚾ࠊࡣ㏆࡛᭱ࡓࠉ

ᤵᴗ࡛ࡑࡣ㉮ࢫ࣮ࢥࡏẁ࣮࡛ࣝస࣓ࣛࠋࡓࡋീ➃ᮎ࡛ぢ

ᆏࡃࡑࡗࡉࡣࡕࡓᚐ⏕ࠋࡍ࡛ࢺࢭࣥࢥ࠺࠸࠺࠾ⅆ᥈⣴Ẽศࠊࡀ࡞

㐨ࡢᘓタฟࠊࠖ࡞࠸ࡓ࣮࣮࣓࣭ࣜࠕࠋࡓࡋࡋᛮ࠸ᛮࡢ࠸

ࡂⓏࠋࡓࡋࡀ࠶ࡁ࡛ࡀࢫ࣮ࢥ࡞࠺ࡢᏐࡢඵࡣᚋ᭱ࠊ࡚ࡏࡉ⌧ᐇࢹ

ࣥࢺࡢ✰࠸࡞㏻࠸࡞ࡆୗ㤳ࡀࢺࣟࠊᆏ㐨ࡓࡉタᐃゅᗘࡢࡂ

ᚐ⏕ࠊ࡞యᕪ❧ࠊᶫ࠸࡞㏻࠸࡞ࡏࡃ࠺୧㍯ࣛࣆࢱࣕࠊࣝࢿ

ࡗ࡚ࡗࠊぢ࡚ᵝᏊࡢࡑࠋࡓࡋ࠸࡚ࡏ⭾ീ࠸ࡥࡗ࠸㛫ࡣࡕࡓ

ࠋࡓࡋࡁ࡚࠼ᛮ⚾ࡓ

ࠋࡍ࠸ᛮ࠺࡚࠸⪺ࡓࡕࡓᚐ⏕ࠊ࠸ࡓࡋఱࡣḟࠉ

『つくる』䠄䠑ࠥ䠒ᖺ䠅 担当　福西亮馬



担当　梁川 健哲

５

『つくる』䠄䠍ᖺ 䞉 䠎ࠥ䠐ᖺ䠅 担当　小坂 諒

�㹼ࠉ � ᖺ⏕ࠊࡣ࡛ࢫࣛࢡࡢᮌᕤࡘ࠸ࠋࡍ࡛࣓ࣥࡀ

ḟᅇࠊ࡛ࡢ࡞㝸㐌ࠋࡍ࠸࡚ࡗస࡛ࣜࢠࣜࢠ㛫

ࡓࡣࡓ᮶ḟࠊࡣไస࡛࡞࠺ࡍ㉺ࡕᣢᤵᴗࡢ

ࠊ࡛ࡢࡏࡋ࠸࡚ࡗ࡞ࡃࡓసࡢࡢู

㸯ᅇࡢᤵᴗ࡛ᡂ࣓ࣥࡢࡏࡉไస࠸࡚ࡋ

࠶࠼ࡉࣂࣛࢻ㟁ືࣜࢠࢥࣀ࡚ࡗ࠶ࡀᮦᩱࠋࡍ

ࡢ࠺ࡋ࡚స࡛࡞ពእࡤ࠼ᛮ࠺సࠊࡤ

ࠋ࠺ࡋ࡛࠸࡞ࡃࡋᴦ࠶ࡣ࡛ࡅࡔࡑࠊࡋࡋࠋࡍ࡛

࡚ࡋ㠃⾲࡛ࡍ⣬ࠊࡓ࡚ࡋ㞃ࢪࢿ

ࡢ࡞࠺ࡓఝࠊࡓ࡚ࡗሬⰍ࡞ࡁዲࠊࡓ

ࡀୖసရࡓࡗ㐪ࡃ࡛ࡅࡔ࠼ኚ᪉ྥᛶ࡛

ࠋࡍ㒊ศ࡛࠸㠃ⓑࡢᮌᕤࡀࡢ

ࠊࡀࡍ࡛ࡇ࡞༢⣧ࡣࡢษᮌ࡛ࣜࢠࢥࣀࠊࡓࠉ

⡆༢ࡣࣜࢠࢥࣀࠊࡋࡋࠋࡏ࠶ࡣ࡛ࡇ࡞

ẖᅇ⥺ࡎࠋࡍ࠸࡚ࡗᘬࡗࡋࠊࡁᮦᩱᢲ

ࡎᢤẼ࡛ᚋ᭱ࠊࡕಖゅᗘࡌྠลࠊ࠼ࡉ

ࠊࡣ࣮ࣝࣝࡢࣜࢠࢥࣀ࠸࡞ษࡃᡭୖᑐ⤯ࠊ࠸࡞

ࢠࢥࣀࠋࡍ࡛ࡔ࣮ࣝࣝࡁ࡛⏝ᛂ㐨ල࡛࡞

ࡣே࠺࠸࠸࡞࠼ᢅࡃᡭୖࡣࡅ࠼ᢅࡃᡭୖࣜ

ࡇࠖࡃࡘࠕ࣮ࣝࣝ࡞ࡢࡇࠋ࠺ࡋ࡛࠸࡞࠸

ࠋࡍࡁ࠸࡛Ꮫ࡚ࡋ㏻

1 ～ 2 年

2 ～ 4 年

࡚ࡗ࡚ࡗ࠺ࠉ �㹼 � ᖺ⏕ࠊࡣ࡛ࢫࣛࢡࡢᤵᴗ๓༙

ࡢࡓࡗᅬᗞ࡛స࣮ࣝࣞࡣᤵᴗᚋ༙ࠊไస

࣮ࢱࣃࡢ㥆ᰁ࠾ࡀࡢ࠺࠸ࡪ㐟ࡁࡗ࠸ᛮ࡚ࡗ

ࡗࡕ࠾ࡢᡭసࡕࠋࡍ࠸࡚ࡗ࡞ࣥ

࡚㐟ࠊ࡛ࡢࡪ㐟ࡕ࠺࠸࡛ලྜࡀฟ࡚ࠋࡍࡁ

ࡗᛮࡔ㒊ศ࠸ࡋ࠾ࡢᤵᴗࡢࡇࡀࡇࡑࠊࡋࡋ

࠺┿࠸࡛㣕⾜ᶵ࡛㐟ࠋࡍ࠸࡚

ࡣࡕ࠾ࡢ࡞ࠊࡃ࡚ࡗ࡞┙⤊ࡢᤵᴗࠊ

⿵ࠋࡍ࡛ࡀࡇ࠸࡚ࡉᙉ⿵࡛࣮ࢸ

ᙉࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ⏕ᚐࡢࡉᛮ࡛ࡁࡘ࠸ᑿ⩼ቑ࡚ࡋ

ࡗῶࡀ㛫ࡪ㐟ࠋࡍࡁ࠸࡚ࡋᨵ㐀ࠊࡓ

ࡋẼࡣࡉ㯇⥡ࡢ┠ࡓぢ࠶ࠊ࡛ࡢᅔ࠺ࡋ࡚

ࠊࢦ㍯ࠊ࣮ࢸࠊࡍ㓬㓮࡛ࡀᨵ㐀ࠋࡏ

ࠋ࠺ࡋ࡛࠼ゝჾ⚄ࡢ✀୕ࡢᤵᴗࡢࡇࡣ࣮ࣥࣝࢢ

ࡗసࢫࣟࢡࠊ࠸࡚࠸⥆ఱᅇࡀᤵᴗ࡞ࡇࠉ

ࡔ࠺ࡑᙅࡇࡇࠊ⏕ඛࠕ๓ࡪ㐟ࡣᤵᴗ࡛ࡢᅇࡓ

⿵ᙉࡓࡗ࠸ࠖ࠺ࡋලྜ⚾ࠊẼࡇ࠸࡞

ᣦୖࡀࡇࠖࡃࡘࠕࠋࡍ࠶ࡇࡃ࡚ࡋᡭ

ࡇࠋࡍ࠸ᛮ࡞ࡃᡭୖࡇࠖࡪࡑ࠶ࠕࡤ࡞ࡃ

ࠋࡍ࠸࡚ࡗ࡛⤌ຊ࡛ྲྀ୧᪉ࡣᤵᴗ࡛ࡢ



6

『かいが』䠄㻭 䞉 㻮䠅 担当　梁川 健哲

6

�ࠊࡣ࡛ࢫࣛࢡ㸦ⅆ᭙㸧$ࠉ ேࡒࡑࡀ

ࠋࡍ࠸࡚ࡋ᥈ồࠊࡋタᐃㄢ㢟࡞␗

࣮ࣛࢥࡣ࡛ࢫࣛࢡ㸦ᮌ᭙㸧%ࠉ

ࢪ 㸦ࣗ㈞⤮㸧ࠋࡍ࠸࡚ࡋ

A クラス

B クラス

࡞ࡁዲ≀ࡁ⏕ࠉ .HQ ࡀࡢࡃᥥ⤮ࡢ❲ࡣ㏆᭱ࠊྩ

Ẽධࠊ࡛ࡢ࡞࠺࠸࡚ࡗ❳ࢺࢫࣛࡢぢࠊࡓ

✵⧊࠸ࠊࡀ࡞ࡋࡓࡐ㏕ຊฟࡏ

᧿࡚ࡡ㔜Ⰽ࡛ࣝࢸࢫࣃࠊࡣࠋࡍ࠸࡚ࡋ㏣ồ

᪉ἲẼධࠋࡍ࡛࠺࠸࡚ࡗ❳ࡢ㉁ឤ㔞ឤࡀ

ฟ࡚ࠋࡍ࠸

ඛࠕࠋࡍ࠸࡚ࡗจ⏬ₔࡁ⥆ࡁᘬᖺᗘࠊࡣ6ྩࠉ

*ࠊ⏕ ࢥ㸟ࡡᐃつࠊ࠶㸽࠶ࢺ㸽࣡ࡣࣥ

ไస㢼ᬒࡢₔ⏬ᐙ࡛ఱࣅࣞࢸ㸟ࠖ࠺

ぢࠋࡍ࡛࠺ࡓ┿ఝࡣࡇ࡚ࡋ࠸⤖ᵓࡔᛮ

ₔ࡚ࡋධࣥࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡆ㖄➹ୖࡣᅇࠋࡍ࠸

ࠋࡍᶆ࡛┠ࡀࡇࡍ༳ๅ⏬

R.ࠉ ≀㟼ࡣᅾ⌧࡚࠸⥆⏕ࡢⰼࡢᏛᮇࠊࡣࡕ

⤌ࠊࡧศ࡛㑅⮬ࣇ࣮ࢳࣔࠋࡍ࠸࡛⤌ྲྀ⏬

❧࡚࡚ᥥࡃ୰࡛ࠊᵓᅗⰍࡃ࡙⤮ࡏྜ⤌ࡢ

ࡉឤ࿘ᅖࠋࡍ࠸ᛮ࠸ࡋḧ࡚ࡌឤࡉ㠃ⓑࡢ

ヰ࠾ࡢேබࡀᯘ᷍ࡓࡗࡔࣇ࣮ࢳࣔࡣᗘࠊࡢࡓ

ࠋࡓࡋጞྲྀࡃᮏ࡙⤮ࠊࡁࡘ࠸ᛮ

D.ࠉ ⣬ࠖษࠕ࠺࠸ࡓ࠸࡛⤌ᐙ࡛ྲྀⓗ⮬ࠊࡣྩ

ධ┠ษࢲࣥࣛᢡ⣬ࠋࡓࡋࡃ࡚ࡏぢ

࡚సࡑࠊࡢࡓࡗ㔜࡚ࡡ᪂࠸ࡋᶍᵝⓎᒎࡏࡉ

ࡀࡏྜ⤌ࡢⰍࡃ࡞Ẽࡉࠋࡍ࠶ࡀ࡞ࡢࡓ

⣲ᩛ࡛ࡢࡇࠋࡍࠊᇛᇛୗ⏫⤮ࡢᒊ㢼ࠊࡍ

Ṕྐ≀ㄒࠊ࡞ࡃࡘᛮ࠸ᥥࡀࡇ࠸࡚࠸ᗄࡘ

ࠋࡍ࡛࠺࠶

୍ㄢ㢟ࡓᐃ⮬ࠋࡏ࠶ࡣᚲせ↔࡚ࡋỴࠉ

࡞㠀ࠊࡏࡉ⳹᪼ࠊ ࡃࡗࡌࡘࡎࡘ

⮬ಙ࡚ࡅࡘḧ࠸ࡋ㢪ࠋࡍ࠸࡚ࡗ

ࡢ↛⮬ࡔศ࡛㑅⮬ࠊ࡛ࡇࡣ࡞ࠉ

ዲⲡⰼ≉ࠋࡓࡋࡁ࡚࠸ᥥࣇ࣮ࢳࣔ

≀᳜ࡢ࡞≀╔ࡣ୰ࠊ࠾࡚࠸ᥥ࡛

≀᳜ࠊ࡛ࡢࡓ࠸ᚐ⏕࠺࠸ࡘᣢ⯆

ࡋᥦึ᭱ㄢ㢟ࡃࡘᅗ㢟ᮦ

࡛࠺࠸ࡋ㞴ࠎᑡࡣタᐃࡢࡇࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓ

ࠋࡓࡋ

⣠ᵝࠊࢩࣛࢳᗈ࿌ࡢ᪤Ꮡࠊ࡛ࡇࡑࠉ

Ⰽᶍᵝ࡞㯇⥡୰ࡢ≀༳ๅࡓࡗධࡢ

Ⓨぢࠊࡋᢤࡁฟ⏤⮬࡚ࡋᵓᡂࢥࡃ࠸࡚ࡋ

ࡣᮦᩱࠋࡓࡋࡋᥦㄢ㢟ࡢࣗࢪ࣮ࣛ

࡞ࡢࡅ㈞⣬ࠊ࡞ⴠⴥ

ࠋࡍ࠸࡚ࡋࡋఱ࡛

ࢧࣁ㏿᪩ࠊࡣ࡞ࡓᚓせ㡿ࡄࡍࠉ

ࡃᙧ࡞㞧「ࠎ㯲࡛࣮ࢱࣥࢨࢹ

ྜ⤌࡞⫺࠸࡞࠸ᛮࠊࡓ࠸ᢤ

ࠋࡍ࠸࡚ࡋᒎ㛤స⤮Ⓨࡏ

┿࡚ࡋຮᙉࡢᵓᅗ⤊ࡢ๓Ꮫᮇࠉ

ᙳࡢㄢ㢟ࠊࡀࡓࡋ⤌ྲྀᅇ㠃

ⓑ࠸ᵓᅗἑᒣⓎぢ࡚ࡋḧ࠸ࡋᛮࠋࡍ࠸

࣮ࣛࢥࡢᅇࡣ┿ࡓࡗࡁࡢࡑࠊࡓ

ࠋࡍࡁ࡛ࡇ࠺ࣗࢪ

࡚❧⤌ࣝࢬࣃ࠶ࡢ࠼⟆ᩘ↓ࠉ

ࡋᴦᏑศࡏྜ⤌ࡢᙧⰍࠊ࠺

࡛ḧ࠸ࡋᛮࠋࡍ࠸



７

『ことば』䠄䠎ᖺ䠅䚷『ことば』䠄䠎ࠥ䠐ᖺ䠅䚷 担当　福西 亮馬

『ことば』䠄䠍ᖺ䠅 担当　小坂 諒

『かず』䠄䠍ᖺ䠅䚷『かず』䠄䠎ᖺ 㻭䠅䚷『かず』䠄䠑ࠥ䠒ᖺ䠅 担当　福西 亮馬

࠸࡞ࡁ࡛ࡀࡧ㐟ࡓࡗᏐᩥ࠸࡞ࡃ࡚࠼ᩍ࠶ࡣᑠᏛᰯ࡛ࠊ࡛ࡢ࠺⩦ᑠᏛᰯ࡛ࡣࢼࢱ࡞ࡀࡦࠉ

ᛮࡣ࡛ࢫࣛࢡࡢࡇࠊ࠸ࣝࢬࣃࢻ࣮࣡ࢫࣟࢡゎࠋࡍ࠸࡚࠸

㆑▱ࠊࡣ࡚ࡗ㐩ࡉᚐ⏕ࡢ࡚ࡓ࠼ぬᏐᩥࠊࡀࡍ࡛ࣝࢬࣃၥࡀㄒᙡຊ㆑▱ࡣࢻ࣮࣡ࢫࣟࢡᮏ᮶ࠉ

ㄒᙡຊྠㄞ᭩ࡁᚲせྡࡅ࡚ࡗ▱ࠕࠋࡍ࡛ࣝࢬࣃ࡞ࢻ࣮ࣁ࡞࡞ࠊ࡛ࡢ࡞๓ᛀࠖࡓࡗࡕ

ࠗࠕ ࣮ࠖ࠸࡞ࡇࡓ࠸⪺ࠕ࡚ࡋࡏྜ࠼⟆ࡢၥ㢟࠸࡞ศࠊࡓࡏᝎ㢌㸽ࠖࡅࡗࡔᏐ࡞࡚ࡗ࠘ࢿ

࠼࠸ࡣࢻ࣮࣡ࢫࣟࢡࡢࡔࡓࠊࡓࡗฟゝⴥ࠸ࡋ᪂࠸࡞▱ࡃ㢼࠺࠸ � ၥ � ၥ᪂࠸ࡋⓎぢ࠶ࡀẖ㐌

ᝎࡢࡋ࡞ࡥࡗ �� ศ㛫࡛ࠋࡍࡣ ��� ࡚ࡗ㍕⪺᪂࡚ࡋ༠ຊ࡛࡞ࠊࡀࡍ࡛ࢻ࣮࣡ࢫࣟࢡ࡞ࡉᑠࡢࢫ

ࠋࡍ࠸࡚࠼⪄࠸ࡓ࡚࠸ゎࢻ࣮࣡ࢫࣟࢡ࡞㌟㏆࡞࠺࠸

ࠊࡓࡋ᥈ࡢ࠸ከࡢᩘ⏬ࠊࡣࡕࡓᚐ⏕ࠋࡍ࠸࡚ࡋ࠺ࡑฟࡁᘬ⯆ࡢᏐ₍ࠊࡣ࡛ࢫࣛࢡ⏕㸰ᖺࡢỈ᭙᪥ࠉ

ㄪࡇࡓ᭩ࡓ࠸⏬⏝⣬ቨࠊ࡚ࡗ㈞ேぢ࡚ࡇ࠺ព㆑ࠊࡓࡋ⮬ศ࠸࡚ࡗ▱ࡢ₎Ꮠ⧞㏉ࡋ

᭩≉ࠋࡓࡋࡃ࡚ࡗ⥛ࡁ⮬ศྡࡢ๓࠸࡚₎Ꮠࡣᣢࡢࡑࠋࡍ࡛࠺࠸࡚ࡗගᬒࡣࡢ

ᮇ≉᭷࠺ࡔࡢࡢᛮࠋࡍ࠸ࠋࡍ࡛࠸ࡓࡋ

ࠋࡍ࠸࡚ࡗ࡛ࡋᴦᬯྕゎㄞࡢࡑࡕࡓᚐ⏕ࠊࡋసᡂ❶ᩥࡀ⚾ࠊᏐ࡛₍ࡢᙧࡢࡕࡓ࡞ࠊࡣ㏆࡛᭱ࠉ

ࡃࠊ࡞ࡇ࠶ࡀࠖ┠ࠕࡣ୰ࡢࠖ┤ࠕࠊࡇ࠸ࡀᏊࠖࠕࡣ୰ࡢᏛࠖࠕࠊ࡚࠸⨨ࡤࡑ㎡ࡕࡓ࡞

ࠋࡍ࠶ࡀⓎぢ࡞ࠎⰍࠊぢࡃ

ࠗࠊࡣ࡛ᮏㄞࠉ ᾮయ࣮ࢲ࣮ࣥ 㸦࠘5�0� ᑡࡣᮏࡢࡇࠋࡓࡋጞㄞᅜᅵ♫㸧ࠊᓥṇᐇヂ⚟ࠊⴭ࣮࣮ࣜࣇ

ᖺᑡዪྥ6ࡢࡅ)సရ࡛⚾ࠋࡍ㸰ᖺ⏕ࠊ㸱ᖺ⏕୍ࡢࡁ࠾࡚ࡗࠊࡁ່࡛࠾࡛⬟▱ࠕ⥴୍ࡦࡐࠋࡍᣢࡗ

ࠋ࠺ࡋ࠸ㄒ≀ࡢᛧࡢᾮయࠖࡓ

࡚ࡋ࠺ࡑฟࡁᘬ⯆ࡍᑐ⌧⾲ࠊࡓࡗ࠸ತྃసࠊヰస࠾సᩥࠊࡣ࡛ࢫࣛࢡ⏕㸰㹼㸲ᖺࡢⅆ᭙᪥ࠉ

⦡ࡑࠊࡀ࡞ࡁ⨨ᛕ㢌ࡣᏘㄒࠊࡣತ࡛ྃ≉ࠋࡓࡋࡕᣢᶵฟእࡢᩍᐊࡓࡢࡑࠋࡍ࠸

ほᛕࠊ࡞࠺࠺࠸ࡓࡗࡔᏘㄒࡀࡑࡤ࡚ࡗ࡞ᚋࠋࡍ࡞ࡃ࡞ࡘࡉࡉ࠸ࡣ࡛ࡢጞࡁ᭩࡚

ඛࡌࡋ࡚ࡅࡀฟ࡚⾜୍࡛ྃࡢࡃከࡃ᭩ࡁṧ࠸ࡋ࡚ࡋ㢪ࠋࡍ࠸࡚ࡗᙜࡢ⮬ศࡢぢࡓᬒᚰ

ࠋࡍ࡞⣊ࡢฟ࠸ᛮ࡞㈗㔜ࠊࡣ⤮Ꮠᩥ࠸࡚࠼᠈ࡁືࡢ

ࠋࡍ࠸࡚ࡅ⥆࡛ࡎ㞳ࡎ╔ᬯၐࡢⓒே୍㤳ࠊ㏻࡛ࡇࠊࡀࡓࡋ࠼ቑࡀ㢖ᗘࡍ⤂ತྃࠊࡣᏛᮇ⛅ࠉ

ᖺᗘ༑㤳ࠊᖺᗘࡣࡢⅬ࡛༑㤳୕࡚ࡏྜࠊ༑㤳ࡀᩘࠋࡓࡋࡁ࡚ࡋࡗࡕቑࡓࡁ࡚࠼ศࡉ࠾ࠊ

ࠋࡍ࠸࡚࠼⪄࠸ࡓࡋࡓࠊࡅᶵ࡙ືࡢࡑࡓࠋࡓࡋࡁ࡚࠼ቑࡇࡍ࠸

ࠊ࡛ࡀ࡞ࡘࡅฟ୰ࡢᒣࡋ᥈⛅ࡣ㏆࡛᭱ࠋࡓࡋࡁ࡛ㄞࡢ࡞✍ࠊ࡞ᮏ⤮ࡢⴠㄒࠊࡣ࡛ᮏㄞࠉ

ࡃ࡚ࡗ࡞ᰤ㣴ࡢヰస࠾ࡀࡑࠋࡍ࠸࡚ࡋࡇࡪ㑅ఏㄝヰࡢ┠ᛧ࡞࠺ࡃฟ࡚ࡢࡤ

ࠋࡍ࡛࠸ᖾࡤ

ጭࡢ❔ࠉࡃにࡓࠉ⛅ࡃ⾜

ၥ㢟࡞᧯యࡢ㢌ࠊࢺࣥࣜ࡞࠸⿵ࡢᏛᰯࠊࡣ࡛ࢫࣛࢡ⏕㸰ᖺࡢⅆ᭙᪥ࠊࢫࣛࢡ⏕㸯ᖺࡢỈ᭙᪥ࠉ

ΰࠋࡍ࠸࡛⤌ྲྀ࡚ࡐᚋ⪅ࠊࡣ㛫㐪ࡋࡀࡉ࠸㏞㊰ࠊ㊊ࡓࡗ࠸ࣝࢬࣃ⟭ࡋᐃ␒ࡢ࣮ࣞࣝࣝࡀ⚾ࠊ

ࠋࡍၥ㢟࡛ࣝࢬࣃ࡞࠺ࡃ࡚ࡗᛮ㸟ࠖ࠶ࡓࡗࠕ࠸ࡣ᪥ࡢࡑࡓࡅゎၥ୍࡛ࠊ࣮ࢤࡓࡋࢪࣥ

ࡋࡀࡇ㏕᪉࠼⪄࡞ᰂ㌾௨ୖ࡛ࡇࠊ࡚ࡋᑐࡘ୍ࡘၥ㢟୍ࠊࡣࡕࡓᚐ⏕ࠊࡣ࡛ࣝࢬࣃࡅࠉ

ࠊࡉࡋᴦࡢࡇࡍࡓ࠸ゎㄞ࡛࣮ࣥࢱࣃࠊࡓ࠼ᤣ⭜ࡃᙉࡤࡡࠊࡣࡕࡓᚐ⏕ࠊ࡞࠺ࡢࡑࠋࡍ࡛ࡤࡋࡤ

ᚎࠊࡀࡍ࡛ࠎࡀࡑࠋࡍ࠸࡚ࡗఱࡢⰋ࠸ᛮ࠸ฟᙧᡂࡢ࡛ࢫࣛࢡࡢࡇࠊࡀࡇࡃ࡚ࡋ┠ⓗ࡛ࠋࡍ

㸟ࡓࡋࡇ࡞ࡇࠊᏛᰯ࡛᪥ࠕࠊࡣࡕࡓᚐ⏕ࠊ᪉୍ࠉ ࠊࡇࡓࡗ࠸㸟ࠖ࠸ࡓࡋ⟭ࡁᘬࠊ࡚ࡃ࡞ࡌ⟭ࡋ㊊ࠖࠕ

⯆༶ࡣࡢ࠶ࡀ㸦୍␒ຠᯝసၥ㢟࡛ࡇ࠺࠸ࠖ͐͐࠶ࡌࡑࠕࠊ࡚ࡋពぢࡢࡑࠋࡍ࠸ゝࡃ



８

『かず』䠄䠏ᖺ䠅䚷『かず』䠄䠎ᖺ 㻮䠅 担当　吉川 弘晃

ឤ࠺ࡓࡁ࡚㥆᪉㐍ࡢᤵᴗࡃ࠺ࠊᖺ༙ࡣࠊ࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉᢸᙜࢫࣛࢡࠖࡎࠕࡢ⏕ᑠᏛࠉ

ࠋࡓࡋ࡛ࡇࠖ࠺࡛ࡋᴦࡇ࠺㢌࡛ࡦศ⮬ࠕࡣᶆ┠ࡓࡆᥖࡀ⚾ࡢ࡛ࢫࣛࢡࡢࡇࠊࡑࡑࠋࡍࡌ

ᚑࠊ࡚ࡗᤵᴗጞࡣࡇࡢࡤࡓᑠᏛᰯ࡛⩦ᩘ⟭࠺ᑡࡢࣝࣞࡋ㧗࠸ၥ㢟ゎ࡚ࡋࡇ࠺࡚࠸

ࡓ࠸࡚ࡗ࡞ࡀⅬ࠺࠸ࠖ࠺࡛ࡋᴦࠕࠊ࠸ࡋ࡚ࡂࡍᅃࡇ࠺࠸ࠖ࠺㢌ࠕࠊࡀࡓࡋ࠸

ࡋ࡚࠸ࡘ㌟ࡀᝏᘢ࠺࠸ࠖ࠸࡞ࡋࡇ࠸ࡓࠕࠊ࠺ࡋ࡚ࡋ㔜どࡤ⪅ᚋࠊࡋࡋࠋࡍ࠼ᛮ࠺

ሗ࠸ࡍࡁࡘࡀⒷࠖ࠸࡞ぢࡋࡢ࠸ࡓぢࠕ㸦ࡍ࡞ࡇ࠺ࡋ࡚⊂ど㔝ࡢࡉᚐ⏕ᯝⓗ⤖ࠊ࠸

♫࡛ࡣࡅࡔࡇࡣ㑊ࡍ࡛ࡇ࠸ࡓࡅ㸧ࠋ

ࡇ࠺㢌⥴୍㐩ḟࠊ࡛ࡦศ⮬ࡣึ᭱ࠕࠋࡓࡋ࠼ኚ࠺ࡢḟᶆ┠ࡢᤵᴗᏛᮇ⛅ࠊ࡛ࡇࡑࠉ

ࡍព⏝୧᪉ࡢ㛫࠼⪄⥴୍㐩㛫࠼⪄࡛ࡦศ⮬ࠊ୰࡛ࡢᤵᴗࠊࡘࠖ࠺࡛ࡋᴦ

ࠋࡍ࡛ࡇ࠺࠸

᭱ࠊࣝࢬࣃᅗᙧ㊰㏞ࠋࡍ࠸࡚࠸ゎ࡛ࡦศ⮬ㄢ㢟ࡍᣦᐃࡀㅮᖌࠊࡣ๓༙࡛ࡢᤵᴗࠊࡣලయⓗࠉ

㏆ࡔ⡆༢࡞ㄽ⌮࡞ࣝࢬࣃᣮᡓ᭱ࠋࡍ࠸࡚ࡗ࡚ࡋపࠊ�� 㹼 �� ศࡣ⮬ศࡋࠊ࠸࡚࠼⪄࡛ࡦ⟅

ㄝศ࡛ㅮᖌ⮬ࠊ⛬㐣ࡢ࡛⮳࠼⟆ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ࠼⟆ࠊࡓࠋࡏࡅ࠸ࡣ࡚࠼ᩍ㐩࡚ࡗศࡀ࠼

⮬ࠊࡃ࡞ࡣሙᡤ࡛ࠖ࠺➇ࠕ⋠⟆ṇࡣࢫࣛࢡࡢࡇࠊ࡞ࡐ࡞ࠋࡍ࠸࡚ࡗ࡚࠼⪄ࠊ࡛࡞࠺ࡁ࡛

ศࡢ࡞᪉࡛㛫࡚ࡅ㢌ࠕࡇ࠺ᴦࠖࡋሙᡤࠋࡍ࡛ࡔ

ࠋࡍ࠸⾜࣮ࢤ࠺⌮ㄽࡎࠊࡣᚋ༙࡛ࡢᤵᴗࠋࡏ࠸ࡣ࡚ᛀࡋᴦࠖ࠺➇ࠕ㐩ࠊࡋࡔࡓࠉ

๓༙ࡢㄢ㢟࡛ࡣ ఱࡀ㐩ࠊ࡛ࡢ࠺⾜ே࡛ᩘ「ࡣ࣮ࢤࡢᚋ༙ࠊࡀࡍ࠸㢌࡛ࡦศ⮬࡚ồ࠼⟆ࡢࡘ�

ࠊࠎ᪥ࠊࡓࡃ࡚ࡗኚᑐᛂ࡚ࡗἣ≦ࡢሙࡢࡑࠊࡋࡏ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞㢌࡚ྵࡢ࠸࡚࠼⪄

᪂㩭࡞ᴦ࣮ࣝࣝࡢ࣮ࢤࠋࡍࡁ࠸࡚⏕ࡀࡋ㥆ࡓ⏕ᚐࡘ࠸ࡀࡉࠊ࡞࠺ࡘࡢ⏕ᚐࡉ

࡚ࡋᕤኵࡢ࡞࠼ຍᡭ࣮ࣝࣝࠊࠎᑡࡀㅮᖌࠊ࠺ࡃ࡚ࡗ㢌࡛ࡕẼᣢ࠸ࡋ᪂ࡀⓙࡢᩍᐊࠊྵ

ࠋࡍ࠸

⟭ࠕࠋࡍ࠸ぢ࡚ᐃ╔ලྜࡢࡇࡓࡗ⩦Ꮫᰯ࡛ࠊ࡚ࡗ࠺ࡑࠋࡍࡀୖ࠸࡚࠸ࡓࡣࣥࣙࢩࣥࢸࡢࡕࡓᚐ⏕ࠊ㸧ࡍ࡛

ࣕࡓࡋ࠺ࡑࠊࡣᮇࡢࡇࠊ࡛ࡢ࡞ࡑࠋࡍ࠸࡚࠼⪄ࡣ⚾ࡔฟࠖ࠸ᛮࡢேࡓࡃ࡚ࡗྜࡁࡑࠊࡣᩘ

ࠋࡍ࠸ᛮࡔඛఱࠊࡀࡇࡋᴦ࣮ࣝࢳ

࡞㹼ࡋࠕࠋࡍ࠸࡚ࡋࣝࢬࣃ⌮㝸㐌࡛ㄽࠊࡣ࡛ࢫࣛࢡ⏕㸳㹼㸴ᖺࡢ㔠᭙᪥ࠉ ྥⓑ⣬ࠊࠖ͐͐࡞ࡐ࡞ࠖࠕ

ࡢኚ㈇Ⲵࠊ࡛ࡌྠࡢ࠺⫗➽ࡢ㌟࡛ࢶ࣮ࢫࠊࡣࡑࠋࡍࡋฟࡁ᭩㐨➽ࡢ୰ࡢ㢌ࡢศ⮬ࠊ࡚ࡗ

ࠋࡍ࡛ࡇ

ࠖࡋࠕࠊࡋฟࡁ᭩ࠊࡣࡑࠋࡍ࠶ࡀࡇ࠸࡚࠼⪄࠸ࡋ࡚ࡅ╔㌟ࡕࡓᚐ⏕≉ࡀ⚾ࠊ࡛ࡇࡑࠉ

࠼ࡎࡓࡑࡋࠋࡍᖖዓᡭẁ࡛ࡢࡓࡍศᯒၥ㢟ࠊࡣࡑࠋࡍ࡛ࡇ࠺ゝⴥࡢ௬ᐃ࠺࠸

ࡑࡃࡑ࠾ࠋࡍ࡞ࡃᙉ௨ୖࡅሙྜศࡢἣ≦࡞㞧↹ࠊࡋࡃ࡞㥏↓ࡢ⪄ᛮࠋࡍ࡛ࡢࡓࡋࠊࡤ࡞࠺

ࠋࡍ࠸ᛮࡣ⚾࠺ࡔࡢ࡞ࡇ࠸࡚࠼㘫㒊ศ࡞࠺ࡢࣝࢫ࣭࣮ࢼࣥࠊࡎၥ⣔࣭⌮⣔ᩥࠊࡣ

ၥ㢟ࡓࡗࡔ⇱↓ࡢ࡛ࠊ࡛ࡑࠋࡓࡋࡋⓎぢࡇ࠸㠃ⓑࡍ࡚❧ㄒ≀ఱࠊࡣ㏆࡛᭱ࠊ࡚ࡉࠉ

୍ࠊ࡚ࡋᕤኵᩥ ၥ⤖࡛ࡓ࠶ࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ㏞ᐑࡢዟࡁ✺㐍ࡢ≀ࡁ⥆ࠊ࡞࠺ෑ㝤㆓ࠋࡓࡋ࡚ࡋ㸦ᩥ

❶㢟࡛ࡣᩘ⟭ࠊࡀࡍ࡛ࡢ࡞࠺ࡑീຊࡀᚲせࡔᛮࡍ࠸㸧ࠋᯝࡢࡑ࡚ࡋࡓዟ୍ࠊࡣ యఱࡀᚅࡋ࡛ࡢ࠸࡚ࡗ

㸽͐͐࠺

ࠋࡍ࠸ᛮ࠸ࡋ࡚ࡆ࡞ࡘಙ⮬ࡢࡇࠊయ㦂ࡢࡑࡦࡐࠉ

『中学・高校数学』㻮 担当　福西 亮馬

࡚ࡘࡀࢫ࣮࡞ෆⓗࠊ࠸Ⰻࠊࡀࡓࡋࡁ࡚ࡅ⥆ࠎῐㄢ㢟Ꮫᮇࠊࡣ࡛ࢫࣛࢡࡢࡇࠉ

ࡑࠊࡣࡕࡓᚐ⏕ࠊࡀࡍ࠸࡚ࡋព⏝ࢺࣥࣜࡓࡋㄪᩚ㞴ᗘࠊẖᅇࡣㄢ㢟ࠋࡍࡌឤ࠺࠸࡚ࡁ

ࡇ࠶࡛ࠖ࠸㞟ࠕ࠸㧗ࡢⓗព㆑┠ࠊࡇ࠸࡞ࡢㄒ⚾ࠋࡍ࠸࡚ࡃ࡚ࡋ྾ࠊ࡚࠸ゎࠎ㯲ࠊ⮬ྛ

ឤࠋࡍࡌ�� ศ࠺࠸ࡗ࠶ࡀ㛫࡛ࡗ࠺ࠊィぢᛀࠊ⤊㛫㐣࠶ࡀࡇ࠸࡚ࡗࡋ࡚ࡂ

ࡗㄪᏊ࡛㡹ᙇࡢࡑࠊ⮬ྛࠋࡍ࠸ᛮࡤ࠼࡚ࡋ࣮࣮࣓ࢫ࣮ࡢ㝿ࡍᐙ࡛ຮᙉࠊࡁ⥆ࡁᘬࠋࡍ

࡚ୗࠋ࠸ࡉ



『かず』䠄䠐ᖺ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

ࠋࡍ࠸࡚ࡋ㠃┤ၥ㢟࡞ࡁ࠺࠸࠼⪄࠺ࡢ௦࠺࠸௦⌧ࠉ

ࢫ࣭ࢲࡣḟࡢࡑࠋࡍ࠸࡛㐍ྈ୰ࡗ┿ࡢ㏆௦ᛮ࡚ࡗ⮳ࢺࣥዎ⣙ㄽ♫ࡣ࡛ࢫࣛࢡࠖ⌮ࠕࠉ

ࡀࡇ࠺࠸࠼⪄࠺ࡢ♫ࡎ࠸ࠋࡍணᐃ࡛࠺ᢅྲྀ⩏ຌᏛ῭⤒ࡓࡗ࠸ࢧࣥࢫ

ࠊศᴗࡣ࡛ࢫࢫ࣭ࢲࠊົ⩏ᛶ⌮࡞ᬑ㐢ⓗࡣ࡛ࢺࣥࠊࡕ❧ᡂࡢ♫ࡣዎ⣙ㄽ࡛♫ࠊ࠶࡛࣮ࢸ࡞ࡁ

ࠋࡍ࠸࡚ࡗ࡞࠼⟆ࡢࡑࡀ᭱ࡢ⏝ຠࡣ࡛ࢧࣥ

࡞ࡁ࡛ࡣࡣࡇࡌಙⓗ┠┣ᩍ᐀࡞ఏ⤫ⓗࠊ࡛㐍㒔ᕷᴗ⏘ࠊࡋⓎ㐩ࡀᏛ⛉ࠊࡣᛮࡢࡇࠉ

ᙉຊ࡞࠺ぢㄽ࡛㢧ⴭົ⩏ࡢࢺࣥࡋࡋࠋࡍ࡛࠸ࡁ㒊ศࡍඹ㏻ࠎᡃࡁ⏕Ⅼ࡛⌧௦࠺࠸࠸

ࡣࠎᡃ௦ࡓࡉᑐ┦ࡀ౯್ほ࡚⤒ᛮࣥࢲࣔࢺࢫ⩏ᐇᏑࠋࡓࡋࡌឤࡉ⮯ྂࡋᑡࡣᬑ㐢ᚿྥ࡞

ࠋࡍ࡛࠸

ලࡎࡏᐃᛶ⌮࡞ᬑ㐢ⓗ࡞࠺࠺ゝࡀࢺࣥࠋࡍᚤጁ࡛ࡣ⨨ࡕ❧ࡢࢬࢸࢢࣛ࡞࣮ࣗࢹࠊ࡚ࡉࠉ

యⓗ࡞ሙ㠃▱ࡅ࠾ᐃ࠺࠸ࡍⅬ࡛┦ᑐⓗࡔゝࢧࣥࠊࡀࡍ࠼Ⓨࡍຌ⩏ࡢ┦ᛶࡣࡉࡢ

ࠋࡍࡌ㏻ᬑ㐢ᛶࡢ✀࠶

ᑐᛶ┦࡞࠺ࡢࡇࠉ � ಶே � ᬑ㐢ᛶ � ♫ � ౯ࡢಶேࠋࡍ࠼⪄ࡣ⚾࠸࡞ࡣㄢ㢟࡛࡞ࡁࡢ௦⌧ࡀㄪࡢ

್ほࡣከᵝ࡛ࡢ࡞ࣥࣇࢺ࣮ࢫᢏ⾡ྛ࡚ࡗ࠶ࡆ࠾ࡢಶேࡁ࡛ࡀࡇࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥ⏤⮬ࡣ

㠃ࠊᏳᐃࡉឤ୍ࡢࡑࡢࡌ࡛ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡍ≧ἣࠕㄪᰝ◊✲࣮ࠖࣗࣅࢱࣥࡣ࡛ࢫࣛࢡ㏻࡚ࡌᾋࡁ᙮

ࠋࡍ࠸࡚ࡋ࠺ࡋ

ࡕࡓ⪅Ꮫဴࡓࡋゝཬ࡛ࡇࡇࠋࡍ࠸㧗ᗘゝⴥࡣࡓࡍࡓㄪࡓ࠼⪄ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡇࠊ࡛ࡇࠉ

ゝⴥ࡞࠺ఏ☜ṇࡀពᅗ㝿ࡍ࣮ࣗࣅࢱࣥࠊࡋࡍ࠶ࠎከࡀࡇࡍⱞປࡢ㞴ゎ࡛ㄞࡣⴭసࡢ

ࡔㄞࡣ࡛ࢫࣛࢡࠖࡤࡇࠕࠊࡓ࡞࠺࠼࠺࠺ᛮࡅࡔࡁ࡛ゝⴥࠋࡍ࠶ࡀᚲせࡍ㑅ᢥ

ࠋࡍ࡛࠸ࡓࡁ࡚ࡋάືࡍࡓࡋヰࡓ࠸⪺ࡓ࠸᭩

㊥㞳ࡢ⥺┤Ⅼࠊ࡚ࡋ୍ࠋࡍ࠸࡚ࡋ㔜どࡇࡍ⣡ᚓᒅ⌮ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࠼ぬ᪉༢ࡔࡓࠉ

♧࠸ࡁࡣࡁࡓ࠼⟆ሙ࡛ࡢࡑ࡚ࡉ㉁ၥព⏕ㅮཷ࠶㸦ࡍࡋ♧࠺ࡁ⣡ᚓ࡛බᘧồ

ࠋࡍࡋࡓࡗࡔධヨၥ㢟ࡢ㜰Ꮫࡢ㏆᭱ࡢࡑࡀࡇࡣᐇࠋ㸧ࡍࡋᣮᡓ࡚ሙࡢࡇࠊ࡛ࡢࡓࡗ࡞ࡏ

ࡋ⨾ࡗࠋࡍ࡚ࡋドࡣ࡛ࡑࠉ

ࡉࡍࠊࡀ࠺ࡋ࡛࠶ࡣ᪉ἲ࠸

┤ᆶࠋࡍ࠸࡚ࡋ⟭ィ┤ហ࡚ࡋඃඛ

� � ���Ѹࡅࡁഴࡢ⥺┤

�ࠊࡇ࠺࠸࡞ Ⅼ㛫ࡢ㊥㞳ࡢồ᪉

ࡢᖹ᪉୕ࡕ㸦ࡤ࠸࡚ࡗ࠼ࡉ

ᐃ⌮࡛⡆༢ࡍࡏ♧㸧ࠊ୰Ꮫ⏕⌮ゎ

ࠋࡍ࡛ࡎࡣࡁ࡛

[\�ᖹ㠃ࠊ࡚࠸࠾Ⅼ��[
0
��\

0
㸧┤⥺�D[���E\���F� ࡢ���㊥㞳ࡣ

���ࠋࡏドࡇࠋ࠶࡛ࠉ 㜰Ꮫ ���� ᖺධヨၥ㢟 �

担当　浅野 直樹

]��Ⅼࠊ࠺ࡢᕥᅗࠉ
0
��\

0
㸧� 3 3ࠊࡋ ⥺┤

D[���E\���F� ���ᆶ⥺ᘬࡢࡑࠊ࡚࠸ᆶ⥺ࡢ㊊ +

+G� �3ࠋࡍ ⥺┤㸦�㸧ࠊࡣ௨ୗ࡛ࠋ࠶࡛ 3+ ᘧࡢ

⥺┤㸦�㸧ࠊồ 3+ ⥺┤ D[���E\���F� �� Ⅼ࡛ࡢ

࠶ 㸦�㸧�Ⅼࠊồᗙᶆࡢ+ 3+ 㛫ࡢ㊥㞳㹢ồࠋ
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『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

11

『中学・高校数学』㻯 担当　吉川 弘晃

୰Ꮫࠊࡣࢫࣛࢡࡢࡇࠉ � ᖺ୰Ꮫ � ᖺ⏕ࡢ⏕ᚐࡉၥ㢟ゎࡒࡑࠊ࠸࡚࠸ㅮᖌࡀゎㄝຍ࠼

࡚࠼㇟༳࡞࠺ࡢ࠶࡛ࠖࢫࣛࢡ⩦⮬ࠕ࡞༢ࠊࡃ⪺ࡅࡔࡇࠋࡍ࠸࡚ࡗࣝࢱࢫࠊ࠺࠸

�ࠊࡀࡏࡋ࠺ࡋ ࠖࡃ᭩⣬⛬㐣ࡢㄽド⟭ィࠕࠊࡣࡑࠋࡍ࠶ࡀࡇ࠸࡚ࡋᕤኵࡅࡔࡘ

ࠋࡍ࡛ࡇ࠺࡚ࡅࡘࡉᚐ⏕Ⓑ࠺࠸

ࠊᐇ㝿ࠋࡍ࡛࠺࠼ࡣ᱁Ⅼྜࡤ࠸࡚ࡗྜ࠼ࡉᏐᩘࡢ࠼⟆ࡣ୰Ꮫ࡛ࠊ࠸ぢ࡚ᶍヨ㧗ᰯධヨၥ㢟ࠉ

ゎ⟅⏝⣬ᩘࡣᏐ᭩ࠊ࡛ࡅࡔࡏⰋ࡚ࡃ✰ᇙᆺᘧࡢㄽドࠊ☜ࠋࡍ࡛࠸ࡃ࠶ࡀᑠᏛ⟬ᩘ୰

ᏛᩘᏛࡢᶫΏࡍࡋ୰Ꮫ � ᖺࡢⅬ࡛ᩘࠊࡣᏐグྕṇ࡚࠸⏝ࡃࡋィ⟬㛫㐪ࡀࡢ࠺⾜ࡃ࡞࠸➨୍࡛

⣽࠶ࡣ㒊ศࡢㄽドࠖࠕࠊࡇ࠺࡚࠸ゎィ⟬ࠖၥ㢟ࠕࡢࡃከࡅࡔࡁ࡛ࡣᤵᴗ࡛ࠊࡍ

ࠊࡏࡉᚭᗏࡉᚐ⏕ࡇࡍṧ⣬ࡗࡋ⛬ィ⟬㐣ࠊࡓࡄ㜵ࢫ⟭ィࠊࡋణࠋࡏࡋᣦᑟࡃ

ࠋࡍ࠸࡚ࡋࡇ࠺࡚ࡋㄆ㆑ࡢࡓࡋࢫⅬ࡛ࡢࠊࡣሙྜࡓ࠼㛫㐪ࡋ

୰Ꮫࠊࡀࡇࠉ �ᖺࠊ࡞ィ⟬㐣⛬ࡀ」㞧ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ࡞ᅗᙧᩘᘧࠕࡓ࠼⪄࡚ࡏྜ⤌ㄽ

ドࠖࡢせ⣲ࡀ㔜せ୍➨࡛ࡇࡇࠋࡍࡁ࡚ࡗ࡞㔜せᩘࠊࡀࡢ࡞Ꮫ࡛ゝⴥࡢពṇࡃࡋ⌮ゎࡍ

ࡢࡇࠊࡀࡍࡋⓏሙࡀ㛵ᩘࠖ᪉⛬ᘧࠕࠊ࡚ࡋ┠Ꮫ⩦㡯࡞㔜せ᭱ࡢᏛᖺࡢࡇࠊࡤ࠼ࠋࡍ࡛ࡇ � ࡀࡘ

グྕᏐᩥࡍⓏሙၥ㢟ᩥࠊࡀࡢ࡞㔜せḟࠋࡍ࡛ࡇ࠺࠸ࡁㄝ࡛㐩ࡃࡋṇࡢ࡞␗࠺

࠺ࡤࡏ⾲ࣇࣛࢢࡣ㛵ᩘࠊࡢࡍពఱࡣᏐᩥࡓࡁၥ㢟ᩥ࡛ฟ࡚ࠊࡤ࠼ࠋࡍ࡛ࡇ࠼⪄ពࡢ

ࠊࡁ࠺Ꮠᩥࡌྠၥ㢟ᩥࡁ࡚❧ศ࡛ᘧ⮬ࡣࡉࠊࡢࡍពఱࡣࡑ࡚ࡗ࡞ᙧ࠺࠸

㐪ᩥ࠺Ꮠࡇࠋࡁ࠺ � ࡁ᭩ࡗࡋ⣬ࣇࣛࢢᘧࡓࡢࡑࠊ࠼⪄ࡗࡋࡘࡦࡘ

ṧࠊࡍ௨ୖ័⩦ࡢ㌟ࠊ࡛ࡇࡅࡘㄽド㐣⛬ࢫࡢ㜵ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡆ㧗ᰯᩘᏛ࡛ᚲせࡉㄽド

ࠋࡍฟ᮶ࡀࡇࡪᏛṌึࡢグ㏙ࡢ

ࢫࣛࢡࡢⱥㄒࡢ⏕㧗ᰯ⏕୰Ꮫࠊࡣ⚾ࠉ � ㌟ࡀ⚾࡛⩦ⱥㄒᏛࡢ୰Ꮫ࣭㧗ᰯࠋࡍ࠾࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉᢸᙜࡘ

ࡇ࠺࠸࠺ࡣⅭ⾜࠺࠸ࠖㄞࠕࡑࡑࠊࡀࡍ࡛ࡇ࠺࠸ࠖㄞࡃࡋṇ❶ᩥࠕࠊࡣࡢ࠸ࡓ࠸࡚ࡅࡘ

ㄞࠕࠊࡎࠋ࠺ࡋ࡛ 㡢ㄞࠕࡆୖㄞ࡚ࡋฟኌࢺࢫࢸࠊࡣゝⴥ࠺࠸ࠖ 㯲ㄞࠖࠕධ㢌࡚ࡗ㏣࡛┠ࠖ

࠺࠸ ࣮࣓ࡢ⪅ᚋࠊࡣ௦♫࡛⌧࠸࡞㛫ࡍฟኌ࡚ࡂࡍከࡀᮏࡁㄞ࠶ࠋࡍྵពࡢࡘ�

ࡇࡢ㡢ㄞࠖࠕࡤ࠼࠸ࠖㄞࠕࠊࡣ㏆ୡ௨๓࡛ࡓࡗࡔᅔ㞴ࡀࡢධ㧗౯࡛ᡭࡀᮏࠊࡀࡍ࠸ࡋ࡚ࡋ⾜ඛࡀࢪ

ࠖㄞࠕࠊ௨ୖ࠸࡞ࡂ㐣Ⅽ⾜࠸࡚ࡋ୰࡛㉸㧗㏿࡛㡢ㄞࡢ㢌ࢺࢫࢸࠊࡤ࠼⪄ࡃࠊ㯲ㄞࠖࠕࠋࡓࡋ࡛

ࠋࡍ࡛ࡢ࠺࠸ࡁゎ࡛⌮ᐇ⏕άୖ࡛Ṕྐୖ࡛ࡣࡇ࠺࠸࠶㡢ㄞ࡛ࠖࠕࡀᇶᮏࡢ

ࠖࡃ᭩ࠕࡣࡇ࠺࠸ࠖㄞࠕ᪉୍࡛ࠊࡀࡍ࡞ࡇ࠺࠸ࠖࡍヰࠕࡣᮏ㉁ࡢⅭ⾜࠺࠸ࠖㄞࠕࠊ࡚ࡗᚑࠉ

ࡀ࡞↛ᙜࠊࡀࡍࡋᏑᅾࡀᡭࠖࡁ⪺ࠕࡎ㸧ᚲ࡚ྵ⟆⮬㸦⮬ၥࠊ㝿ࡍヰ≀ఱࠋࡍ࠶࡛ࡇ࠺࠸

ࡍసᴗࡓࡋ࠺ࡇ࡚ࡋࡑࠋࡍࡁ࡛ࡀࡇ࠺࡚ࡋᏳᚰࡣ࠶ࡤࡅ࠾࡚ࡋ♧ᡭ࡛ࡢᗘ⮬ศ୍ࠊ࠺ࡢࡇࠉ

ࠋࡍ࠼㘫ࡀᛮ⪃ຊࠊ࡛ࡇ
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ࡍ㡢ㄞࠊ࡚ࡋ⾜୪ࡑࠋࡓࡋࡁ᭩ࡔࡇࡍቑㄒᙡࡣ࠶ࡓࡋᚓ⩦ἲᩥࡢ㏻ࡦࡣ๓ྕ࡛ࠉ

ࠋࡍࡁ᭩ࡣྕ࡛࡚࠸ࡘࡇࡍయᚓࢬࣜࡢⱥㄒࡇ

ࡀࡇㄞⱥᩥࡤ࠶࠼ࡉ㛫㎡᭩ࠊࡁゎ࡛⌮ࡣἲᩥࡢ㏻ࡦࡤࡍ⩦Ꮫⱥㄒ┠㠃┿㧗ᰯࠊ୰Ꮫࠉ

ㄞࡎࡅ࠶㛫ࡤࡍ࠺ࠊ࡚ࡋࡍࡎ࠶ࡣ㎡᭩ࡤ࠼ቑࡀㄒᙡࠋࡍࡋ㐩ẁ㝵ࡁ࡛

ࠋࡍ࡛ࡇ࡞࠺ࡁᢕᥱ࡛๓࡛ࢬࣜࡢⱥㄒⱥㄒࡣ࠼⟆ࡢࡑࠋ࠺ࡋ࡛ࡢ࡞࠺

ࠋ࠸ࡉࡔࡃぢ࡚ᩥ࡞࠺ࡢḟࠉ

A huge aquarium has also been built next to the bay to educate people about the importanceࠉࠉ
.of taking better care of the oceansࠉࠉ

㛫࡛▷ⱥㄒࠊࡀࡁᢕᥱ࡛ࡃ࠺࡚ࡋࡘᡠࡘࡁ⾜ఱᗘࡑࠊࡁᢕᥱ࡛࡚ࡋㄞ୍ᩥࡢࡇࠉ

ᴦㄞࡢ࠺ศ୍࡚ࡋ࠺ࡢࠋࡍ࡛┠ㄞ࡛ࡅࡔࡍពᢕᥱࡢ࠸࡚ࡋ⌧ࠋࡍࡋ

ࠋࡍ࡞࠺ࡢḟࡣᩥ࡛ࡢඛࠋࡍᡤ࡛༊ษ⟠࡞㐺ษࠊࡎࠉ

 / A huge aquarium / has also been built / next to the bay / to educate people / about the importanceࠉࠉ
　　of taking better care / of the oceans.

࠺࠸ࠋࡍ࡛࠸࡚ࡃ࡞࡞᪥ᮏㄒ࡞࠸ࡁࠋࡍࡋᢕᥱពࡢࡑ๓ࡈ༊ษࡢࡑ࡚ࡋࡑࠉ

ࠊᐅୖ౽࠺࠸ࡍ࠼ఏ࠾ࡉ࡞ࡣ࡛ࡇࡇࠋࡍࡋࢪ࣮࣓୰࡛ࡢ㢌ᴫᛕࠊࡎࡏ᪥ᮏㄒࡋ

ࠋࡍࡋ᪥ᮏㄒ࡚࠼࠶

ࡀỈ᪘㤋࡞ࡁࠉࠉ ࡓᘓ࡚ࡓ� 㞄ࡢ‴ࡢࡑ� �ேࠎᩍ⫱ࡓࡍ �㔜せᛶ࡚࠸ࡘ ࠸�

ࡢࡇࡍୡヰࠉࠉ ࡚࠸ࡘᾏࡢࡑ�

ࡇࡍࡘᡠࡘࡁ⾜ࠊࡍ㡢ㄞࠋࡍࡋࡍࡍ࠾ࡇࡍ㡢ㄞࡣࡓ࡞࠺ࡁ࡛࠺ࡢࡇࠉ

ࡔㄞ࡛ࡍࡤࡁ࡛ࠋࡍ࡛ࡉᙉไࡀࡇࡍᢕᥱᗘ࡛ព୍๓࠺ࡢࡇࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ

ࠋࡍຠᯝⓗ࡛ࡍ㡢ㄞఱᗘⱥᩥ࠸࡚ࡗ▱ෆᐜ࡚ࡗ࠶ࡀࡇ

ࡗධ୰ࡢ㢌ࡀពࡢࡑࡎࡉ᪥ᮏㄒࠋࡍ࡞ࡃ࡞࡛③ⱞࡀࡢㄞⱥㄒ࡞࠺ࡁ࡛ࡀࡇࠉ

ࠋࡍ࡛࠸ࡓ࠸࡚ࡋయ㦂ࡉ࡞ࡦࡐࡑࠋࡍឤゐ࡛ࡃ࡚

ヰࡍ๓ࡢࡑࡣෆᐜ㢌ࢺ࣮ࣀࡢண᭩ࡏ࡞ࡤࡡ࠾࡚࠸㸦ᑐ

ヰࡢሙྜࠕࠊ᭩ࡀ࡞ࡁヰࡍ࡞ࡇ࠺࠸ࠖࡍ㸧ࡣ࡚࠸ࡘࡇࠋ

ㄒᏛⓗ⯆῝ࠋࡍ࠶ࡀࡇ࠸ேࡓࡗෆᐜࠕㅮ⩏ࠖ

ⱥㄒ࡛ࡇࡍ OHFWXUH ⛉ᩍᩍ༟ࡀㅮᖌࡣ࡚ࡋࢪ࣮࣓ࠊ࠸ゝ

᭩㸦ヰࡍෆᐜ᭩ࡢࡓ࠸㸧ࡑࠊ࡚࠸⨨ヰࠋࡍ࡛ࡢ࠺࠸ࡍ

ྠࠊࡋᑐࡇ ࡌ OHFWXUH ㄞࠕࢺࢫࢸࠊ࡞༢ㄒࡢㄒࢫࣥࣛࣇ࡛

ࡇࠖࡃ᭩ࠕෆᐜࡢࡑࠊࡣࡓࠖࡍヰࠕࠋࡍ࡛ࡢ࡞ព࠺࠸ࠖ

ㄞࠕࡣධᡭෆᐜࠖࡃ᭩ࠕࠊ࠶ᚲせ࡛ࡀ ࠖࡃ⪺ࠕࡣࡉࠖࠊ

ㄞࠕࡣㄒᏛヨ㦂࡛ᅾ࡛⌧ࠋ࠺ࡋ࡛ࡇࡓࡗ࠸ࠊ࠶ᚲせ࡛ࡀࡇ

ゎ సᩥࠖࠕ ゎ⫈ࠖࠕ ࡢヰࠖࠖࠕ � ࡚ࡣᮏ᮶ࠊࡀࡍၥࡀຊ⬟ࡢࡘ �

ࠋࡍ࡛ࡇ࠺࠸࠶࡛ࡘ

ࡢ௨ୖࠊࡀࡓࡋ࠸ࡋ࡚ࡗ࡞ヰ࡞ᢳ㇟ⓗࠉ � ࡢศ⮬ࡀⅭ⾜ࡢࡘ

୰࡛ࡇ࠺࠸ࠊ࠶ࡀࡇ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘࡇ⏕ᚐࡀࡉᤵᴗ

ෆ࡛ᑡ࡛ࡋẼࡀࡢ࠺࡚࠸᪂࠸ࡋ┠ᶆᥖ࡞࡞ࠋࡍ࠾࡚ࡆ

ࡢⱥㄒࡃ୰࡛ඖẼⰋࡢᩍᐊࠊࡣࡎࠊࡀࡏྲྀࡣࣝࢱࢫ࡞᪂

⥆ࡎᛀ័⩦࠺࠸㏉ࡕ❧ᇶᮏ࠺࠸ࡍ㡢ㄞࠖࠕࢺࢫࢸ

ࠋࡍ࠾࡚࠼⪄࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡅ
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ᑠࠕࡓጞ⤌ྲྀ๓Ꮫᮇ㏵୰ࠋࡍ࠾࡚ࡗ࡞ㅮㄞࡢ⦆▷ࡢࣇ࣮ࢳࡁ⥆ࡁᘬ๓Ꮫᮇࠊࡣࢫࣛࢡᙜࠉ

୕㒊సࠖ᭱ࡢᚋࠗ࠶࡛⦆▷ࡢឡ࡚࠘࠸ࡘㄞཷࠋࡍ࡛ࡇࡢࡤࡓ࠼⤊ㅮ⏕ࡣኚࡎ 7 1ࠊࡉ ࡉ

እᅜㄒㅮㄞࠋࡓࡋ࡞ࡇࡍே࡛ඹ᭷୕㐩ᡂឤ࡞࠺ࡓ࠼⤊୍ࠊࡣ㛫▐ࡢㄞࡢࡑࠊ᪉࡛࠾ࡢ

㝈ࠊࡎ」ᩘே࡛ㄞ㐍ㄞ᭩ࡢࡣ࡛࡞య㦂ゝࢩࣟࡅࠊࡀ࠺ࡋ࠼ㄒ࠺ࡢㄒᙧኚࡀከࠊࡃ

⥥ᐦ࡞ண⩦ࡀḞ࠸࡞ࡏゝㄒࡢㅮㄞࡢࡑࠊࡅࡔ႐୍ࡣࡧᒙቑ࠺ࡓࡋᛮࠋࡍḟᅇࠕࡣࢺࢫࢡࢸࡢᑠ୕㒊సࠖ

ᡂ❧ࡢ┤๓᭩ࡢ࠘ࢳࢾ࣮ࠗ⦆▷ࡓணᐃ࡛ࠋࡍ

࡞␗ࡀࢱࡒࡑࠊࡀ࠘ࡄࡍࠗ࠘⏨ࡓࡗධẆࠗࡍ⾜ඛࠊࡣ࡚࠘࠸ࡘឡࠗࡍᙜ┦ᚋ᭱ࡢ㒊స୕ࠉ

㢟ࡢ㏻ࣝࢺࢱࠊ༢ย┤ධࠊ࡞␗ࡢࡓࡗ࠶࡛ࣝࢺࢱ࡞ẚ႘ⓗࡍ♧ᬯ࣮ࢸ≀ேࡢᐃ≉࠼࠸ࡣ

ᐇࠊ࠶୍࡛ྠ࣮ࢸࡔ⤌ᑐヰ⠍ࠗ㤫ᐗ࡛࠘ྲྀࡢࡑࡀ࣮ࣥࢺࣛேဴࡢࢩࣜࢠ௦ྂࠋࡍࡋᒎ㛤ࡀ➽࡛

ࡉࡗ࠶ࡣᐹ⪄࡞ⓗ⯡୍࠸㧗ࡢᏛⓗ࡛ᢳ㇟ᗘဴࠊࡀࡍጞሙ㠃ࡍඹᮅ㣗ࡀࡕࡓ≀Ⓩሙேࡣ࣮࣮ࣜࢺࢫ

ࡢࡘ୍ࡀဨࡣⓗ⤊࡚᭱ࡋࡑࠊഃࡆᗈ㆟ㄽഃࡍヰ㢟ᥦ౪ࠊࡣ࠺࠸ഃࡪᏛഃ࠼ᩍࠋࡍ࠼ࡀ

࠸࡚ࡋ㈇⮬⛎࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡚ࡁᣢ࡛⥔ࡀሙ࡞ࢺࣛࣇ㠀ᖖ࠺࠸࠺ྜࡋヰࡀ࡞ࡋඹ᭷࣮ࢸ

ࠊ࡛ࡢࡍ࠸ࡋ࡚ࡁฟ࡚ឤ࡞ࣜࢿࣥࡀᤵᴗᒎ㛤࡚ࡋ࠺࡞ᐃ୍ࡀ࣮ࣂ࣓ࣥࠊࡋࡋࠋࡍ

ᚋࢫ࣮ࣗࢽ࠺ᢅྲྀࡣᨻ⤒῭㛵㐃ᩥࡢ࡞ࢶ࣮ࢫ⏬ࠊࡃ࡞࡛ࡤ㠃⧊ࡓࡁ࠸࡚ࡋ࠺ࡐ

ࠋࡍ࠾࡚࠼⪄࠸

8)ࠊヰ㢟࠸ከࡢࡇࡆୖ㏆ྲྀ᭱ࡇࡇࠉ ୰ᚰࣜࢩമົ༴ᶵࡢࣕࢩࣜࢠࠋࡍࡆᣲࡀၥ㢟ࡍ㛵

ヂ࠸࡚ࡗ㉮ࡀ㟈⃭ࣃ࣮ࣟࣚࠊ࡞௳ࢺࣇࢯṇࡢ♫ࣥࢤ࣮࣡ࢫࢡࣝࣇ࡚ࡋࡑࠊ㞴Ẹၥ㢟ࡢᆅᇦࡓࡋ

ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡀࡍ࡛ (8 ᪥ᮏேࠎᡃࠋࡍ࠸ࡀᅜ࠺࠸ࢶࢻ࠸࠸࡚ࡗゝࡎᚲࡣ୰ᚰࡢฟ᮶ࡘ

����ࠊࡀࡍᅜ࡛ࡢࡇ࠶ࡇゝ࠸࡚ࡗᣢᩥᅜẸᛶ࠸㏆ࡇࠊࡉẚ㍑ࡃ ᖺ⌧ᅾࣂ࣮ࣟࢢࠊ

ࣝࡢ୰࡛᪥ᮏ࠸࡚⨨ࡀࢶࢻ⨨ࡣ㝶ศ㐪࠺࠸࡚ࡗぢࠋࡍ࠼ᅜࡢ࡚ࡋ㢦ᮏ᱁ⓗぢࡏ

ጞ8)ࠊ ኴᖹࢪࠊࡋΏㆡ୰ᅜᆅࡢ࡚ࡋᅜ῭⤒ࡢ᭱ࢪࠋࢶࢻࡍ࠺࠾ᢸᣦᑟⓗ❧ሙࡢ

ὒᆅᇦࡢ᪂࠸ࡋᆅᇦ⛛ᗎ࠺ᑐᛂࡁࡃ࠸࡚ࡋᶍ⣴࠸࡚ࡋ᪥ᮏࠋᡃ࡚ࡗࡃ࠶ࡇࡢࢶࢻࡣࠎ

ࡗࡃ࠶ࠊࡇࡢᅜࡢࡕࡓศ⮬ࡓ࠸࡚ࡗᛮ࠸ఝ࡚ࢶࢻࠊࡍࡔࠊ࡚ࡋࡑࠊࡣ࡛ࡢࡓࡗ࡞࠸

ࢪ࣮࣓࠸࡚࠼⪄࡛⯡ୡ㛫୍ࠊࡇࡣᤵᴗ࡛ࡢࡇࠋࡍ࡞ࡕẼᣢ࠺࠸ࠊࡣ࡛ࡢࡓࡗ࡞࠸࡚

ࡢࡇ࠸࡚ࡗࡇ୰࡛㉳ࡢୡࠊ࡛ࡇゐࢫ࣮ࣗࢽ࡞ࠎᵝࠊࡎ

⫼ᚋࠕ࠶ὶࠖᥗ࠺Ꮫ࠸ࡓࡁ࠸࡛ᛮࠋࡍ࠸࡚ࡗ

ㄢ㢟ᅗ᭩ࠊ࡚ࡋ㍈ࡢࡘ୍࠺ࡪ୪ゎㄝࡢࢫ࣮ࣗࢽࠊࡣᤵᴗ࡛ࡢࡇࠉ

��ࠗࡢబၨᛮࡣᅾ⌧ࠊࡀࡍ࠸࡚ࡗ⾜ㅮㄞࡢ ୡ⣖ࡣఱࠉࡢࡓࡗࡔ

すὒࡢἐⴠࢬࣜࣂ࣮ࣟࢢ 㸦࠘PHPᩥ ᗜ㸧ࡘࡎ❶୍ㄞ㐍ࠋࡍ࠸࡚ⴭ

࡚ࡋ㥑ᶓ↓ᑾ⦪㆑▱࡞ࠎᵝ࡞ṔྐࠊᏛဴࠊᛮࡀ⪅ �� ୡ⣖ࡢࡁ

ࡣࠎඖࠋࡍ୍࡛࡞㔝ᚰⓗࡍ♧ᥦ࣮ࠖࣕࢳࢡࣆ࣭ࢢࣅࠕࠊᅗぢྲྀ࡞

ி㒔Ꮫ࡛ࡢㅮ⩏ࡣ❶ᩥ࡛ࡢ࡞ࡢࡓヰࡋゝⴥ㏆ࡃㄞࡢ࠸ࡍ

⡆༢ࡣᮏࡓࡋ࠺ࡇࡓࡋⓗ┠ࡇᥗᒁࠖࠕࡉᏛⓗཝᐦࠊࡀࡍ࡛

ὶࠕࠊࡋࡋࠋࡍ࠶ࡀࡉࡋ㞴ࡢ✀࠶ࠊ࠸࡞ࡃ࡚ࡋチゎ⌮ࡣ ࠖࠕ

ᒁࠖᑐࡍឤཷᛶ㧗ࠊࡀࡑࡇࡇࡃ࠸࡚ΰ㏞ᴟ࡞࠺ࡢ௦

ࠋ࠺ࡋ࡛࠸࡞ࡣᚲせ࡛ࡣ

୍࡞㎰ያゎᨺࠊ࡚ࡋࡔࡁࡍಶูࡒࡑࢫ࣮ࢣࡢࠎಶࠊࡉᛕ᩿

㐃ࡢ♫ኚືࠊ࡚ࡗ௨๓࡞⚟⿱ࡢᆅ㌿ⴠࡓࡗࡋ࡚ࡋ⏣⯋ᬽࡢࡋἐⴠ㈗᪘ࠊ

ࠋࡍࡁ࠸࡚ㄒ≀ࡀࢻ࣮ࢯࣆࡘឡࡓࡋ㦂⤒ࡢࣥࣄ࣮ࣙࣜ

㏫ㄝⓗࠊࡣಙ☜ࡢ࡚࠸ࡘឡࡓࡋ㐩฿ᚋ᭱ࡢᙼࡢࡎࡣࡓࡗㄒࡁࡎㄽಶูⓗࠉ

ࡢࡇᒁᐇ⤖ࠊࡣࡉࡋᝒࡢࡢࡑࠋࡍΏᰁ⬚ࡢேㄞࠊ࠸కࡁ㡪ࡢᬑ㐢

ࡑࣇ࣮ࢳࠊ࠼⛠⌧ࡢᢛリࡢࣥࢩ࣮ࠊࡎ࡞ࡢ㢭ᮎࡢឡࡓࡗ࡞

ࡗࡉᬯࡢࠊࡉࡅ㟼ࡢ≉⊃ࡌឤࡢࡉࡍࠊ࠺⁻ㄒࢩࣟࡢேࡢ

࡚ಸຍࠋࡍ࡛࠺ࡍෑ㢌࡛グࡓࡋᡃࡢࠎ㐩ᡂឤࠊ㏉ࡤఱࡋῐ࠸ᙳࡢ

ࠋࡍᛮ࠺ࡓ࠸࡚ࡗకࡀࡁ╔ࡕⴠ࡞࠺
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$ࠉ ࣭ࣦ࣮ࢱࢫࣗࢠ㸻࣭ࣜࣥࣕࢪࡣᅾ⌧ࠊ࠼⤊ㄞ᪉ἲᗎㄝ࠘ࠗࡢࢺࣝࢹᏛᮇ࡛ࡣࢫࣛࢡࡢ ࢪࣞࢡ࣭ࣝ

㸦�����㸧ࠊ࣮ࢭࡢL’ Africain㸦ࠊ����㑥㢟ࠗ ࡦࡢࣜࣇ 㸧࠘ㄞࠋࡍ࠸࡛㢟ྡࡦࡢࣜࣇࠕࡢ ࣝࠊࡣࠖ ࣭

ཎࡢࡑ࡚ࡋࡑࠊ⸩ⴱឤ࡞ᚤጁࡓࡁ࡚࠸ᢪ࡚ࡋᑐ∗ᮏ࡛ࡢࡇࡣࢪࣞࢡ࣭ࣝࠊ࡛ࡇࡢ࣭ࣝࣛ∗ࡢࢪࣞࢡ

ᅉᥥ࡛ࣜࣇࡣ∗ࠋࡍ࠸࡚࠸་⪅࡚ࡋാࠊࡀࡓࡋ࠸࡚࠸➨ḟᡓࡢᙳ㡪࡛࠸ࢫࣥࣛࣇᐙ᪘୍ࡣ

ษ㐃⤡∗ࡀࢪࣞࢡ࣭ࣝࠊࡎࡁ࡛ࡀࡇጞ࡚ࡣࡢࡓࡗᙼࡀ � ṓࡢࠊᡓத࡚ࡗ⤊ࡀᐙ᪘࡛∗ࡢඖ

ࣞࢡ࣭ࣝࠊ࠾࡚ࡗ࡞ே㛫࡞⊃མୡⓗ࡛Ꮩࡓࠊࡃࡗᶒጾⓗ࡛ᛣࡣ∗ࠊ࡛ࡍࡢࡑࠋࡓࡋ࡛ࡓࡗྥ

࡚ࡋࡑࠋࡏࡁ࡛ࡀࡇධࡅཷࡃ࠺∗ࡢࡇࡣࢪ �� ṓ㉸࡞ࡇࡀ∗ࠊࡣࢪࣞࢡ࣭ࣝࡓ࠼ே㛫ࡗ࡞

㏻∗ࡣࢪࣞࢡ࣭ࣝࠋࡍ࡛࠺࠸࡚࠼⪄ࡓࡗࡔ࠸ࡏࡢࠎ᪥࠸ࡋཝࡅ࠾ࣜࣇᡓதࠊࡣࡢࡓࡗࡋ࡚

ࡉࠊቃ⎔࠸ࡋཝࡢࣜࣇࡓ࡚ࡋࡑࠊࡉ㓶ࡉ✍ࡢࠎே࠸ࡇࡑ⟇Ẹᆅᨻ᳜ࠊࡉᝒࡢᡓதࠊ࡚ࡋ

࡞ᐈほⓗ࠺ࡢฟ᮶࠸࡞㛵ಀࡣศ⮬ࡇࠊࠎῐࠊឤࡢศ⮬ࡍᑐ∗࡞ࡦࡢேࡢࡑ∗ࡣ

ᩥ❶࡛グ㏙ࠋࡍ࠸࡚ࡋᮏ᭩ࠊࡃ▷ࡀᩥ୍ᩥ୍ࡣ❶ᩥࡢࢪࣞࢡ࣭ࣝࡅ࠾ಶேⓗ࡞ឤയࡣ࣮ࢪࣝࢱࢫࣀᴟຊ

㝖࠺࠸࡚ࡉᛮࠊ࡚ࡗࡑࠋࡍᡓதࡉࡋ✵ࡢேࡢࠎ↓ຊឤ᳜ࠊẸᆅᨭ㓄ࡢហ࡚ࡋࡑࠊࡀࡉ

ࣦࠊయᩥࡓࡋ࠺ࡇ㸦ࡍ࡛࠺ࡢࡃ࡚⾲ࡃࡋࠎ⏕ᒙ୍ࡀ㐪ឤࡢࢪࣞࢡ࣭ࣝࡍᑐ∗Ꮩ⊂ឤࡢ∗ ࣮

ࡓࡗ࠸ࢺࢫ࣮࣭ࣝࣝࢭࣝࡣ࠸࠶ࠊࢫࣙࢪ࣭ࢬࢪࣇ࣭ࣝࢽࢪ �� ୡ⣖ึ㢌ࠕࡢព㆑ࡢὶࠖ

ࢪࣞࢡᑡᖺ࣭ࣝࠊࡣ࠘ࡦࡢࣜࣇࠗ࠼࠸ࡣࠋ㸧ࡍ࡛࠺ࡑ㠃ⓑࡇ࡚ࡋᑐẚὶ₻ࡢᏛᩥࡓࡤ

࠼ఏ࡚ࡋ㏻┠ࡢᑡᖺࠊ࠾࡚ࡉฟࡁᥥࡃࡋࠎ⍞⏤⮬ࠊᖾ⚟ឤ㧗ᥭឤ࡞ᵝ␗ࡓࡋయ㦂࡛ࣜࣇࡀ

ࠋࡍ࡛࠺ࡢࡉ▱࠸ᛮࡉࡉᑠࡢᏑᅾࡢே㛫ࠊࡣࡉࡋ࡚ࡋࡑࠊࡉ㞝ࡢࡑຊࡢ↛⮬

ࡣࢪࣞࢡ࣭ࣝࡢࡓ࠸᭩ࡇࠉ �� ṓࡀ∗ࠋ⏺࡛ࡍ࡚ࡋከࡢࡃᖺ᭶ࡓࠊࡕ⤒ࡀ⮬㌟ᖺ㱋㔜ࡇࡓࡡ

࡛∧ࢺࢣࡣཎ᭩ࠋࡍ࡛࠺ࡢࡓࡁ࡛ࡀࡇࡍฟࡁྤࠊࡋᾘ㐣ཤࡃ࠺࡛ ��� 㡫ࡢᑠ࡞ࡉᮏ࡛ࠊ

࡛ࡍࡓࡓࡋ㛤ㅮ㏻ᖖ㏻ᮇ㛫ኟఇࡓ � ศࡢ � ⛬ㄞࡤࡅ࠸࡛ࡢࡇࠋࡓࡋࡋᖺࡅ㡭ࡣㄞ࡛ࡁ

ࠋࡍ࠸ᛮ

�

%ࠉ ࠸࡚㐍ㄞ᪉ἲᗎㄝ࡚࠘ࠗ࠸⥆ࡁᘬᏛᮇࡣࢫࣛࢡࡢ

ࡢࢺࣝࢹࠊࡀࡏ࠶ࡣࡃከࡑࡣ㔞㐍ᅇ୍ࠋࡍ

㛗ᩥᛕㄞ㐍ࠋࡍ࠸࡚㛗ᩥ࡞ࡤ࡞௦ྡモ

㛵ಀ௦ྡモࠊ᥋⥆モࡢ que ാ࡞࠺ࡢࠊ࠾࠸࡚ࡅཷ࡞ࡀ

࠸࡚ࡋㄆ☜ࡘࡦࡘࡦ࡞ᇶᮏⓗ࠺࠸ࡢ࠸࡚ࡋࡁ

ࡢㄒࢫࣥࣛࣇ≉ࠋࡍ࡞㔜せࡀࡇࡃ que ࡢⱥㄒࡣ that 
ࡢẚ㍑㛵ಀ௦ྡモࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡁാࡢ᥋⥆モࡓ࠶ than ࡚ࡋ

ࡕࡁࡢ࠸࡚ࡗᢸ⬟ᶵࡢ࡛࡞ࡢ❶ᩥࠊࡓ

ྵࡀᚑᒓ⠇ࡉᚑᒓ⠇ࠋࡍ࠶ࡀᚲせ࠼ࡉᢲ

ㄆ☜ࡘࡦࡘࡦᵓ㐀ᩥࠊ࡛ࡢ࠸ከ❶ᩥࡢᏊᵓ㐀ධ࡞࠺

ࠋࡍ࠸࡚㐍ㄞࡀ࡞ࡋ

➨ࠊᅾ⌧ࡣෆᐜࠉ �㒊ࡢᚰ⮚ࡢヰ࠸࡚ࡋ⟠ᡤㄞ࡚ࡗࢺࣝࢹࠋࡍ࠸࡛⏕ࠊ࠶࡛ࠖ⇕ࠕࡢ✀୍ࡣ

ᚰ⮚ࡢࡇࡃࡋࡉࡣ⇕ᶵ㛵࡛ࡢࡇࡣࢺࣝࢹࠋࡍ⏕㸻⇕ㄝ♧ࠊࡓࡍᙜࣜࡢࢫࣜࢠ࡛ࡍ

ᶵ㛵⇕ࡣ⮚ᚰࠊࡤࢺࣝࢹࠋࡍ࠸࡚ࡋᢈุㄝᚰ⮚㸻ࣥࠊࡓ࠸࡚ࡌㄽ࡚ࡗࣦ࣮ࣁ࣭

⎔ᚠࡀᾮ⾑ࡋᙇ⭾ࡀ⮚ᚰ࡚ࡗࡑࠊࡋⓎࡏ⇕࡚ࡗ⇕ࡢࡇࡣᾮ⾑ࡃ࡚ࡗධ⮚ᚰ⬦㟼ࠊ࠶࡛

࠸࡚ࡗ㛫㐪ࠊࡀࡍ࡞ࡇ࠺࠸ࡓ࠸࡚ࡗ㛫㐪ࡀࢺࣝࢹࡃࡋṇࡀࣦ࣮ࣁࡤぢ௦⌧ࠋࡍ࡛ࡢࡍ

ᛮ࠺࠼ᇉ㛫ぢࡀດຊࡢ⪅Ꮫဴࡍ࠺ࡋグ㏙࠺᭷ࡢ⏺ୡయ⣔ⓗぢ▱ࡓ㝈ࠊࡑࡇ

ࠋࡍ

ᚰᡣ࠺࡛ゝࠊ࠾࡚࠼⪄ࡢ࡞ᚰᐊࡢࡘࡓࡩࡀ⮚ᙜᚰࠊ࠸࡛ㄞグ㏙ࡢࢺࣝࢹࡓࠉ

⬦㟼ࡒࡑࡣ⬦ື⫵ࠊ⬦㟼⫵ࡓࠋࡍศࡀࡇࡓ࠸࡚࠼⪄㒊ศࡓࡗࡀᣑࡢ➃ᮎࡢ⬦㟼⫵ࠊ⬦㟼ࡣ

ᛶື⬦ືࠊ⬦ᛶ㟼⬦ࡣࠊ࠾࡚ࡤᚰ⮚ྑࡢഃࡀ⟶⾑࠶㟼⬦ࠊᕥഃ⬦ືࡀࡢ࠶࠸࡚ࡤ

ࡗࡃࡢ࡞⬦㟼ࡀ࡛⬦ືࡀࠊࡣ㝿࠺⩦ᵓ㐀ࡢ⮚ᚰ࡛࡞୰Ꮫᰯ࡛ࠋࡍศࡇࡓ

ࠋࡏࡋࡢࡓ࠸࡛ᝎ࠺ࡌྠࠎேࡢࣃ࣮ࣟࣚ࠸ྂࠊࡀࡍࡋࡓ

ࠊ࡛ࡢࡍ࠶ヰ࠸㠃ⓑࡓ࡞࠸㐪ࡢ≀ືே㛫ࡤࡅᢤࡇࡇࠊࡀࡍࡁ⥆ࡀグ㏙࡞⍢↹ࡏࡎ࠸ࠉ

ࠋࡍ࠸ᛮ࠸ࡓࡁ࠸࡚㐍ㄞ࡚ࡋ㎞ᢪࡃࡤࡋ࠸



『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』㻮   『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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ࡢ㛤ㅮᅵ᭙༗๓ࡣࢫࣛࢡἲᩥࡢᏛᮇࠉ B ቃ⎔࠸ࡃࡋࠎΎࡢᒣ࠾࠶ࡘࡘ⛣⛅ᬌࠊࡉ⥆⥅ࡀࢫࣛࢡ

࡛ࡇᏛᮇࠊࡁ⥆ࡁᘬᙧᐜモモྡࡢኚ୕➨ࡔ⤌๓Ꮫᮇ࡛ྲྀࠋࡍ࠾࡚Ⴀࡀ୰࡛ຮᏛࡢ

ᙧᘧཷືែືモ᥋⥆ἲࣥࢸࣛ࠺࠸ㄒᏛ⩦ୖࡢࡢࡘᑿ᰿↓㉺ཷࠋࡓࡋ࠼ㅮ⏕ࡢ Cu Tࠊࡉ ࡉ

࡞ࡉ㉁ၥୗࡈࠎᗘࡢㄒࣥࢸࣛࡓゐᶵࡢᡤ⟠ࡓᛮၥࠊࡎᛰ⩦ண⩦᪉ඹ࠾

ᤵᴗࡣẖᅇ่⃭ࠊ࠾࡚ࡕ‶ᣦ༡ᙺࡇ࡚ࡋ᭷㞴ࠋࡏ࠶ࡣࡇ࠸↓࣮ࣝࢦ㏄࠼▐㛫

ࠋࡍ࠾࡚ࡋࡋᴦ

ࡁ⥆ࡁᘬࡣࢫࣛࢡㅮㄞࠉ A Cࠊࢫࣛࢡ ࠊ࡚࠘࠸ࡘࠗᘚㆤ࠘ࢫ࣮ࣝࠗࡢ࣮ࣟࢣࡒࡑࡣ࡛ࢫࣛࢡ

B Bࠋࡍ࠾࡚㐍ㄞࢫࢸ࣮ࣛࡣ࡛ࢫࣛࢡ ࡋࡓ࠸࠼ఏ࠾ணᐃࡢࡑ㏻ಙ࡛࠘ࡇࡧᒣࠗࡢ๓ྕࡣ࡛ࢫࣛࢡ

1968ࠊィ୕ᕳࡢᮇ㛫࡛࠺࠸ᖺᙉࡅ㊊ࠋࡍ࡛ࡇࡢࡤࡓ࠼⤊ㄞ࡚ࡍ᭩⡆リ㞟࠘ࠗࡢᙼࠊࡀࡓࡋ
ࡢ⏕ㅮཷࠊࡀ࡞ࡇࡉ㨩ຊࡢリே࠺࠸ࢫࢸ࣮ࣛࠋࡓࡋ࡞ㄞࡢ⾜リࡢ⾜ Ca Mࠊࡉ ẖࡢࡉ

ᅇࡢᤵᴗࡅ⇕ࡓࡗ࡞⬟ྍ࡚ึ࡚ࡗㄞ࡛࠾ࡀྕࡢࡇࠋࡍᡭඖᒆࡃ㡭ࠗࡣㅕ่リ㞟࠘ㄞ㐍

ࠋࡍணᐃ࡛࠸࡚

ࡣࡕࡓ⪅࡞㝜Ẽࠊ࡞ࡔ࠺᎘ࠕ.Oderunt hilarem tristes tristemque iocosi, / sedatum celeres, agilem navumque remissiࠉ

㝧Ẽ࡞ேࠊㄯዲࡣࡕࡓ⪅ࡢࡁ㝜Ẽ࡞ேࠊ/ ㎿㏿ࡢࡣࡕࡓ⪅࡞㟼࡞ேࠊ↓Ẽຊࡣࡕࡓ⪅࡞άືⓗ࡛ຮ࡞

ே 㸦ࠖࠗ ᭩⡆リ࠘1.18.89-90㸧㸫ࠊ࡞ࠖ࠸ࡀ≟ࡇࡑࠕᡃࡢࠎẕㄒ࡛࠶᪥ᮏㄒ࡛≉ࡣ༢ᩘ」ᩘࡢ༊ูࠊࡎࡉ⾲

ࡋࠎ ࠊṍࡀࢪ࣮࣓ࡢ㇟ᑐࠊ࠸ࡋ࡚࠸ഴࡀព㆑ࡕࡑ࡚ࡗ࠼ࡍ࠺ࡋ☜ࡑࡋ

࡚⮬↛ࡢࡇࠊࡀࡏࡡ࡞⌧⾲࡞リ⾜࡛࠺࠸࠺᎘ࡣឤᢪࡃㄒ᎘ࠊᩘ「ࡣᑐ㇟ࡢ┠ⓗㄒࡣ༢

༢ⓗㄒ┠ពᅗⓗࡣࢫࢸ࣮ࣛࠊࡎࡌ⏕ࡣ㡩ᚊୖᨭ㞀࡚ࡗ࡞ᩘ「ࡀⓗㄒ┠ࠋࡍ࠸࡚ࡗ࡞ᩘ

ᮏࡢே㛫ࠊࡢࡢ࠸࡞ࡢࡇࡏᢪ㇟ዲ༳࡚ࡋᛶ㉁ୖỴࡢࡑ࠺࠸ࠖ࠺᎘ࠕࠋࡍぢ࡚ྲྀࡀࡇ࠸࡚ࡋᩘ

᮶᭷ࡍ᰿※ⓗ࡞ឤࡢᘬࡁ㉳ࠊࡍࡇỴ࡚ࡋ↓ど࡛ࡠࡁ㔜せ࡞ᮏᛶࡇࡇࡀࡘ୍ࡢ㢧ࠋࡍ࡛࠺࠸࡚

ࡀࡅຓ࡛ࡕࡗே୍ࡣேࡢࡑࠊࡀ㎸ࡂὀឤ࡞‵㝜ࡢࡑேࡢᛶ᱁ࡍ┦ࡣ⮬ࠊ࡚ࡋᣲࡣࠎே࠶ࠉ

ࡅྥ㇟ᑐࡢே୍࠸࡞ࡢሙࡆ㏨ࠊ࡛ࡉ㝜㝤ࡢᵝྠࡀឤࡌྠࡃࠊࡍᐈ㌿ኚࡀែࡀࡇࠋ࠸࡞

Oderuntࠖ࠺᎘ࠕࡢ㢌ᩥࠊࡎ࠸ࡣ㸦┠ⓗㄒ ࠋ㸧ࡍ࠸࡚ࡗ࡞ᵓᡂᣳㄒࡢࡒࡑモື࠺࠸

⊃Ꮩ࠸ࡉὀどࠊࡃᙅᖖ࠶ே࡛࡞࠺ࡢࡀࡑࠊࡣேࡉࡓ❧ඛ▩ࡢ㠀㞴ࠊே᎘ࡏࡎ࠸

࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠼࠸ࡘ୍ࡢ⾜リࡓ࠼ᤊࡀឤぬࢫࣥࣛࣂࡢࡣ࡛࡞ᙼࡓࡋಙ᮲ᚨࡢ୰ᗤࠋ㎸࠸㏣ሙ❧ࡢ

ࠋ࠺ࡋ࡛

Hans H. Ørberg, Lingua Latina I: Familia Romanaࠊࡣㄒึ⣭࡛ࣥࢸࣛࠉ ࠋ࠸࡛ᏛṌึࡢㄒࣥࢸࣛࠊᩍ⛉᭩

10 ᭶ 12 ᪥ࡢⅬ࡛ 31 ㄢ࡛⤊ࡢ㐍ࡀ࣮ࣝࢦࡑࡑࠊ࡛ࡢࡔぢࠋࡓࡁ࡚࠼㔜せᩥἲ㡯┠ṧࡇࡍ᥋⥆ἲ࣭

㐣ཤ31ࠋ࠶࡛ࡅࡔ ㄢ࡛ gerundivum ࠊࡀ࠸࡚ࡋ༴࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࡞⾜ࡃᡭୖ࠶ࡀᑟධࡢ

gerundivum ⩦࡚ࡋព㆑ཎ๎࠺࠸ࡏࡉ⮴୍ᛶ࣭ᩘ࣭᱁せ⣲ࡍᙧᐜࠊ࠶࡛✀୍ࡢᙧᐜモືࡣ

ࠋ࠸࡛ࡘ࠺⾜㏣ຍㄝࡤ࠶ᚲせ࡛ࠋ࠸ࡓ࠸࡚ࡋ

࡚࠼ᩒࠊࡣࢺࢫࢸࠋ࠸࡚ࡋㅮㄞᡓグ࠘ࣜࠗࡢࣝࢧࠊࡓ័ㄒࣥࢸࣛࠊࡣㄒึ୰⣭࡛ࣥࢸࣛࠉ

ࡢୖࢺࢿ࣮ࢱࣥࡣ⏕ㅮཷࠊࡅ㑊୍⤫ PHI Latin Texts ᡤࡢ O. Seel ᰯゞ∧㸦ᪧ࣮ࢼࢺ∧㸧ࡣ⚾ࠊ࠸⏝ W. 
Hering ᰯゞࠋ࠸࡚࠸⏝∧࣮ࢼࢺ⌧ࡢᏛᮇ୰ࡣ➨ 1 ᕳࡢࡑࠋ⤊ࡀᚋࠗ ᡓグࣜ ࠊࡅ⥆ㄞ࠘

ࠊ⛣ࡢࡢࡇࡢᮍᐃ࡛ࠋ࠶

Ꮫᮇࠊࡣㄒ୰⣭࡛ࣥࢸࣛࠉ Hans H. Ørberg, Lingua Latina II: Roma aeterna ࢺࢱᚰᶵ୍㌿ࡣᏛᮇ⛅ࠊࡋㄞ

2014ࠊࡣト㔘ࢺࢫࢸࠋ࠸࡛⤌ྲྀఏ࠘ࣛࢥࣜࢢࠗࡢࢫ ᖺฟ∧ࡢࡤࡓࡉ A. J. Woodman, C. S. 
Kraus, Tacitus: Agricola㸦ࡢࢪࣜࣥࢣ㯤Ⰽࢬ࣮ࣜࢩࡢ⥳㸧ᇶᮏࠋ࠸࡚ࡋᅽ⦰ࡀ⌧⾲ࡓࡉ㞴ゎ୍࡛ࠊᗘ

㐍㔞ࡣࡇࡢ OCT ∧ 1 ࠗࠋ࠶ᗘ࡛⛬ࢪ࣮ ࡋࡔ㐍࡛ࢫ࣮ࡢࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡃ㛗࠶ࡣఏ࠘ࣛࢥࣜࢢ

ࠋ࠸࡚ࡗᛮࡤࡅ⾜࡚ࡆୖࢫ࣮ࠎᚎࠊࡀ࡞័యᩥࠋ⤊ㄞࡣኟࡢ᮶ᖺࠊ࡚



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

ᖺࡣࢫࣛࢡࡢࡇࠉ �� ᭶ጞࠋࡓࡋᅵᒱᘓࠗ᪂⣙⪷᭩ࢩࣜࢠㄒึṌ 㸦࠘ᩍᩥ㤋㸧ࡓࡗᇶᮏᩥἲࡢᏛ

౽⡆࠾ࡣ㎡᭩ࠋࡍ࠸࡚ࡌࡣㄞ㡢᭩㸧⚟ࢱᮏᩥ㸦ࡢ᪂⣙⪷᭩Ꮫᮇࠊ࡚࠼⤊㏻ࡦ⩦

ㄒᑠ㎡ࢩࣜࢠࠗ᪂⣙⪷᭩⏣⧊࡞ 㸦࠘ᩍᩥ㤋㸧ୖࠊ࠸グࡢᩍ⛉᭩࡛ᇶᮏⓗᩥ࡞ἲ☜ㄆࡣࡎࠊࡀ࡞ࡋ � ᅇ

ࠋࡍ࠸࡚㐍ㄞᮏᩥࡘࡎࡋᑡ࡛ࢫ࣮ࡓࡋࡃࡗࡢᤵᴗ࡛�⠇ࡢ

⦏ࡢᩍ⛉᭩ࠋࡍ࠶ࡀࡉࡋ㞴ࡓࡗ㐪ࡓࡣࡢࡃゎၥ㢟⩦⦏ࡢᩍ⛉᭩ࠊࡣࡇࡃ࡛ㄞ❶ᩥࡓࡗࠉ

⩦ၥ㢟࡛ࡣㄢ㢟ᩥࢺࣥࡢ㸦ࡢࡑㄢ࡛ࡢᏛ⩦㡯㸧ࠊࡀࡍ࡛☜ࡀཎᩥㅮㄞࡀᩥࡢࡒࡑ࡞ᣢᩥࡘἲⓗ࡞

≉ᚩ⮬ຊ࡛ࡀࡇࡘᚲせࠊࡓࠋࡍ࡞㎡᭩ᩍ⛉᭩ࡓࡗ࠸㐨ලຠᯝⓗࠊࡢ࡞࠺࠼

ࠋࡍㄢ㢟࡛ࡢᙜ㠃ࡀࡇࡍඞ᭹ㄢ㢟ࡢࡇࠋࡍᚲせ࡛ࡀ⩦⦏ࡢ࡞ࡑ

ࠋࡍ࠸࡚ࡋ㔜どࡇ࠺ྜࡁྥࡢࡢࡑㄒࣕࢩࣜࢠࡢ᭩ᮏᩥ⪷ࡃ࡞ࡣᤵᴗ࡛ࠊࡘࡘࡋព␃ࡇࡢ௨ୖࠉ

ண⩦࡛ࡣ⩻ヂ࠸࠾࠾ཧ⪃ࡢ┠ࠊࡀࡍ࠸࡚ࡗ࡚ࡋ๓ࣕࢩࣜࢠ࠶ㄒ࡞࠺ࡢࡑࡐ࡞ࡀពࠋࡢ࡞

ࠋࡍ࠸࡛㐍ࡀ࡞ࡋྫྷࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡞ࢫࣥࣗࢽ࠸࡚ࡗࡋ࡚ࡕⴠࡅᢤ࡛ࡇࡍヂ⩻ࡣ࠸࠶

ẖᅇࡓࡋࡗࡕⓎぢࠊ࠶ࡀཎᩥㅮㄞࡢᴦཷࡉࡋㅮ⏕⚾ᐇឤࠋࡍ࠸࡚ࡋ

ࠋࡍ࠸ᛮࡤࡉཧຍୗࡈࡦࡐࠊ࡛ࡢࡏ࠸ᵓ࡛㏵୰ࠊࡣ᪉࠶ࡢ⯆ࡇ࡞࠺ࡢࡇࠉ

Peckett & Munday, Thrasymachusࠊࡣㄒึ⣭࡛ࣕࢩࣜࢠࠉ ⤊ࡀᏛᮇࠋ࠸࡛ᏛṌึࡢㄒࣕࢩࣜࢠ࡚ྂ࠸⏝

ࡢࡇࠊ࡛ࡢࡓࡗ⾜ẖ㐌ᤵᴗ࡚ࡋ⩦ኟᮇㅮ㛫ࡢᕼᮃ࡛ኟఇࡢ⏕ㅮཷࠋ࡞ࡇࡓࡗ⤒ᖺ୍ᤵᴗ㛤ጞ

ཎ✏᭩࠸࡚࠸Ⅼ㸦10 ᭶ 12 ᪥㸧࡛ 32 ㄢ༙ࡢศ㐣ࡂ➨ 17 ㄢࡢ⦎⩦ၥ㢟ࡢ㏵୰࡛㐍ࠕࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇㄒᙡ

㞟ࡢ㢗ᮏᩥㄞゎࡓࡗ࡚ࡋᚋ࡛ゎㄝ࡚ࡋ⦎⩦ၥ㢟㐍࠺࠸ࠖ᪉㔪ࡣኚࠋ࠸࡞࠸࡚࠼ᩍ⛉᭩ࡀඃ

ࡇࡢࠊࡀ࠸࡞ࡣࢱ࣮ࢹࡢࡁ࡛⯡୍ࡔࠊࡓᜨ⏕ㅮཷ࠸Ⰻࡉഅࡣ࠸࠶ࠊ࠸࡚

ࠋ࠺ᛮ࠺ࡇ⾜࡚㐍ㄪᏊ࡛ᩍ⛉᭩ᚋ༙ࡢࡇࠋ࠸࡚ࡋ⬟ᶵࡃ࠺ண௨ୖࡣ᪉㔪ࡢࡇ

ㄒ୰⣭ࣕࢩࣜࢠࠉ A ࠺࠸ト㔘᭩ࡢⱥㄒ࠸ࡍࡋධᡭࠋ࠸࡛ㄞリᏛ࠘ࠗࡢࢫ࣮ࣞࢸࢺࢫࣜᏛᮇࠊࡣ࡛

D. W. Lucas, Aristotle: Poetics. Oxford UP, 1968ࠊ࡛ࡇ ࡣᮏᩥ㒊ศࡢᮏࡢࡇࠋࡓࡋᣦᐃࢺࢫࢸ Kassel ᰯゞࡢ

OCT Brillࠊ㡭ࡓࡗ⤒ࡋᑡ࡚ጞㄞࠋ࠶࡛ࡢࡢ ࠸ࡋ᪂ editio maior ࡛ࠊࡁẼࡇ࠸࡚ࡉ∧ฟࡀ

リࠗࡑࡑࠊࡀ࠶ᵝᏊ࡛࠸࡚ࡗᡞᝨ๓ࢺࢫࢸ࠺㐪ࡢẟⰍࡃࡣ࡛ࡣ⏕ㅮཷࠋ࠸࡚ࡋᇶࡑࡣ

Ꮫ࠘࠺ࡢᮏఏᢎᝏࠊࡃෆᐜ㞴ゎࡁ࡛ࠋ࠸࡞ࡀࡎࡣࡃ⾜࡛⦕➽୍ࡀࢺࢫࢸ࡞⠊ᅖ࡛ᵝࡋ⊟΅⫣ᩥ࡞ࠎ

ࠋ࠺ࡇ⾜࡚῝ゎ⌮ࡘࡎࡋᑡࡘᡠࡘࡁ⾜ࠊࡀ࡞

ㄒ୰⣭ࣕࢩࣜࢠࠉ B ┠ᅇ୕ࠊ࠼⤊ㄞ࣮࠘ࣥࢻࣃࠗࡢ࣮ࣥࢺࣛ࡞ᤵᴗ࡛ࡢ┠ᅇࡢᏛᮇࠊࡣ࡛

ࡣト㔘ࢺࢫࢸࠋࡓጞㄞ㞼࠘ࠗࡢࢫ࣮ࢿࣃࢺࢫࣜ K. J. Dover, Aristophanes: Clouds. Oxford UP, 1968 ᇶᮏ

ࡗࡕࠋ࠸࡚ࡋ࣓ࣥ⩦⦏㡢ㄞ㡩ᚊศᯒࡇࡢࠊ࡛ࡢ࡞࡚ึࡣࡢㄞᤵᴗ࡛㡩ᩥࡢࡇࠋࡓࡋࡇࡍ

ࠊࡤ࠼ࡋ࡚ࡋど↓㡩ᚊࠊ࡚ࡗ࠸ࡔ࠺ࡑࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗᛮ⚾ࡣ࡞ࠖศࠕࡀ㡩ᚊࡢリࡢእᅜㄒ࡛⩦⦏ࡢ

リㄞ႐༙ࡣࡧῶࠋ࠺ࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ↓ࡇศࠊ࠸ࡓឤ࠺࠸࠸ࡓࡌጼໃ࡛㡢ㄞࠋ࠸ࡓ࠸࡚ࡋ⩦⦏ࡢ

10ࠋ࠶ᑗ࡛࠘ࡢᨷࣂ࣮ࢸࠗࡢࢫࣟࣗࢫࡁ⥆ࡁᘬࠊࡣࡢ࠸࡚ࡗㄒୖ⣭࡛ᢅࣕࢩࣜࢠࠉ ᭶ 12 ᪥ࡢẁ㝵࡛

650 Martin Westࠊࡀ࡞ࡋྫྷၥ㢟Ⅼࡢᮏᩥᢈุୖ࡚ࡋࠊ࡛ࢫ࣮ࡓࡋࡃࡗࡢࡎኚ┦ࠋࡓ࠼㉺⾜
ゞᮏᰯࡢࢫࣟࣗࢫࠋ࠸࡛ㄞ㸧∧࣮ࢼࢺゞᮏ㸦ᰯࡢ West ࡔࡇ࡞ࡏᖾᮏᙜࡣࡢࡓࡃ࡚ࡋṧࡀ

ᛮࡢࡇࠋ࠺⛥᭷ᰯ࡞ゞᮏᑟࡁᡭࠊ࡚ࡋᚋ༙ࡃࡗࡌㄞ㐍ࠋ࠸ࡓ

ࡣト㔘ࢺࢫࢸࠋ࠸࡛ㄞࡃࡗࢫࣝࢺࡁ⥆ࡁᘬࠊࡣㄒୖ⣭࡛ࣥࢸࣛࠉ D. H. Garrison, The Student’ s 
Catullus᭱ࡢ᪂➨4∧ࡣ࡛ࡅࡔࡇࠊࡕࠋ࠸࡚࠸⏝฿ᗏኴยᡴࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡁ࡛ࡕβ ࠋ࠸࡚ࡋ⪄ཧ⫣ᩥ࡞ࠎ

⌧ேࣕࢩࣜࢠ௦ྂࠊࡤ࡚࠼⪄ࠊࡀࡓ࠸࡚࠸㦫ࡀ⏕ㅮཷࡇࡍ㢖ฟࡀ⌧⾲〮⊣ࡓࡋⓗ┠ಽ⨫ࠊ࡛ࡇ

௦࣮ࣚࣟࣃே࡚ࡗ⌧⾲࡞࠺ࡢࡑᝏཱྀゝࡀࡇ࠺ከ࠺࠸࠺ࡑࠋ࠸ఏ⤫࡞࠺ࡢࡑࡑࠋ࠺ࡔࡢ࠶ࡀ⩦

⪄࡚ᨵఱࡣヂㄞᶵࡇࠋ࡞ᯝ⤖ࡘ❧㝿ࡀࡤࡉ〮⊣࠺ࡋ࡚ࡋヂ᪥ᮏㄒ࠸࡞ࡀ័

ࠋ࠸࡞ࡋ࠸ࡢ࡚࠼
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『将棋道場』 座主　百木 漠
月例イベント ັ

௲

『ロボット工作』 担当　小坂 諒

DUGX%ORFNࠊࡣ࡛Ꮫᮇࠉ ࠺࠸ 3& ࡔࡏྜ⤌ࢡ࡛ࣟୖ

ࡇࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗࢺࣇࢯ࣮ࣜࣇࡃ࡚࠸᭩ࢻ࣮ࢥࠊ࡛ࡅ

ࠋࡍ࡛ࡇ࠸࡞ࡅ࠸࠸࡞ࡏࡉᡂࢻ࣮ࢥศ࡛⮬㸯ࡣ㞴Ⅼࡢ

ᬑ㏻࠺ࡢࡇࡢᛮࠊࡀࡏࡋ࠼DUGXLQR ࣟࡓࡗ

ࡋ࡛࠼࠸ࡇ࡞⛥ᑀࡣࡢࡃ᭩ࢻ࣮ࢥ㸯࡚࠸࠾ᕤసࢺ

)',DUGXLQRࠊࡢ࠺࠸ࠋ࠺ ࠊࢻ࣮ࢥࣝࣥࢧ࡚ࡗධ

࡞ᡭᮏ࠾ࠊ࡞ࢻ࣮ࢥࣝࣥࢧ࠸࡚ࡋ㓄ᕸࡀ〇㐀ඖࡢ࣮ࢧࣥࢭ

࡛ࡅࡔࡏྜ⤌ࡑࠊ࠾࡚ࡋᏑᅾᩘ↓୰ࡢୡࡣࢻ࣮ࢥ

ࠊ࡛ࡇ࠺࠸ࠋࡍ࠸ࡋ࡚ࡁ࡛ࡣࡇࡢᏛᮇࣥࢧࡣ

ࡀศ⮬ࠊ࡚ࡏྜ⤌ࢻ࣮ࢥࣝ DUGXLQR ࡚࠸᭩ࢻ࣮ࢥ࠸ࡓࡏࡉ

࣮ࣃ࡞ࢢࣟࢼṌⓗ࡛ึ࡞ࠊࢧࣥࢭගࠊࢳࢫࢺࢡࢱࠊ')/ࠋࡍ࠸

ࡗࢧࣥࢭຍ㏿ᗘࡣᅾ⌧ࠊጞࢻ࣮ࢥࣝࣥࢧ࡞Ṍⓗึࢶ

࠸࡚㐍ᤵᴗ࣓ࣥࢧࣥࢭຍ㏿ᗘࠊᥦ࠺࠸࠸ࡓ࡚

ࡢࢧࣥࢭ㏦ಙྕ࣮ࢧࠊ࡚ࡋኚ್ࡓࡗྲྀㄞ࡛ࢧࣥࢭࠋࡍ

ഴࡁ㐃ືྜ⤌ࡢࢻ࣮ࢥࣝࣥࢧࡇࡕࠋࡓࡋ࡚ࡏࡉ

㌟࠸࡚ࡗධࡎᚲࡣࢫࠊ࠺࠸ࢧࣥࢭຍ㏿ᗘࠋࡍ࡛ࡢࡏ

㏆ࡀࡍ࡛ࢧࣥࢭ࡞㌟㏆࡞࠸ࠊࡑࡇࡔ࠸᪉ࡀീ࡛ࠋࡍࡁ

ᚋࡢᤵᴗෆᐜࡣ⏕ᚐࡉ㐩ࡢᥦḟ➨ࡇ࡛ࡢ࡞ᴦࠋࡍ࡛ࡋ

ࡧࡓࡢࡇࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࡏ▱࠾ࡣ࡛࡞ࢢ࡛ࣟࡍࠉ �᭶ࡢᑗᲦ㐨ሙࠊ࡚ࡗ�ᖺ༙ົ࠸࡚ࡏࡉ

ࠊ࠶ࡇࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉົࡃ㛗㛤ጞࠋࡓࡋ࡞ࡇࡃࡔࡓ࠸࡚ࡏ᭰ᢸᙜࡢᑗᲦ㐨ሙࡓ࠸ࡔࡓ

ᑗᲦ㐨ሙࡣಶேⓗᛮ࠸ධࡀ⚾ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗࡔࢺࣥ࠶ࡢᖺ � ᭶Ꮫ㝔༞ᴗࡢ✲◊࡚ࡋࡀᛁࡋ

��ࠊࡇࡓࡁ࡚ࡗ࡞ࡃ ᭶᭶᭙᪥᯾Ꮫ࡛㠀ᖖㅮᖌᢸᙜ࡛ࢢࣥࢱࡢࡇࠊ࠶ࡇࡃࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉᒣ

ୗඛ⏕࠾㢪ࠊ࡚ࡋ࠸ᢸᙜ௦ࠋࡓࡋ࡞ࡇࡃࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ

ಟኈࡢᏛ㝔ࡀ⚾ࠊࡣᑗᲦ㐨ሙࠉ � ᅇ⏕ࡁࡢ༤ኈㄢ⛬ࡢ༞ᴗࠊ࡛⮳� ᖺ༙ࡆୖࡕ❧࡚ࡗࡓ㛵

ࡢ࠸࡞ࡁ࠼ᩘࠊࡃ࡚ࡋཧຍᑗᲦ㐨ሙࡀࡕࡓᏊ౪ࡢࡉࡃࡓ࡛ࡇࠋࡍ࡛ࢺࣥࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏ

㈇ࡢ┠ࡢ⚾๓࡛⧞ᗈࡅࡔࡇࡀ࡞ࣥࣇࢺ࣮ࢫࢺࢿ࣮ࢱ࣮ࣥࢤࣅࣞࢸࠋࡓࡋࡃ࡚ࡆᬑཬࡓࡋ

௦ࠊ࡚ࡗ࠶Ꮚ౪ࡀࡕࡓᑗᲦ┙㥖࣮ࢤࡢࡀ࡞ࡓࡗࡘ⇕୰ࡃ࡚ࡋᵝᏊぢࠊࡣࡢࡃ࡚ࡏ⚾

ࠋࡓࡋ࡛ࡧ႐࡞ࡁࡘ࠸࡚ࡗ
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ࠊࡓࡋࡁἽࡋ࡚ࡅ㈇㈇ࡣࡁࠉ

ࡓ࠸࡚ࡉࡃ࡚ࡩࡎࡧఙࡀࡕ࡞࡞

ࡓࡋ࠶ࡇࡍ┠ጼࡢᏊ౪ࡍ

ᑗࡕ࠺ࡢᏊ౪ࠊ࡚ྵ㦂⤒ࡓࡋ࠺ࡑࠊࡀ

Ღ㏻࡚ࡋ㈇ࡢཝࡉࡋᑐᒁ࣮ࢼࡢᏛ

⪄ࡣ⚾ࡔࡎࡣ࡞ࡧᏛ࠸Ⰻ࡚ࡣࡢࡪ

࡚ࡅ⥆ࡅ㈇ࡣ㡭ࡢึ᭱ࠊᐇ㝿ࠋࡍ࠸࡚࠼

Ꮚ౪ࡓࡃ࡚ࡗ㏻ᑗᲦ㐨ሙࡃ㛗ࠊ࡚࠸

ࠊ࡚ࡗ࠸࡚ࡋࡤఙᐇຊࡘࡎࡋᑡࠊ࡞ࡣࡕࡓ

㈇ࡘ႐ࡧᑗᲦࡢ㠃ⓑ࣭ࡉᴦࡗ▱ࡉࡋ

ࠋࡍ࠸ᛮࡇࡓࡃ࡚

ࠖ♩ࠕ࠺࠸࠺ࡑࡣࡋᑡࠊ࡚ࡁ࡚࠼ఏࡕࡓᏊ౪ࡋ㏉ࡃẖᅇࡇ࠺࠸ࠊࡔ࣮ࢤ⤊♩࡚ࡗጞ♩ࡣᑗᲦࠉ

༢ࠊࡃ࡞࠸࡚ࡁ࡛㊶ᐇࡣ⎍ࡔࠋࡍ࠸࡚ࡋ㈇⮬࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗఏࡕࡓᏊ౪ࡀࡉษࡢసἲࠖࠕ

ࠊࡤ࠼࡚ࡗ▱ࡕࡓᏊ౪ࡇ࠶ࡀసἲࠖࠕࠖ♩ࠕࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊ࠸࡞ࡁ㑏ඖ࡛ࡅࡔࡅ㈇ࡕࡢ࣮ࢤ

࠼⪄࡚ࡋ㞟୰ࠊࡔࡇࡢ㈇ྠࡑࠋࡍ࡛ࡎࡣࡘ❧ᙺ࡛ࡕࡓࡢఱࡁࡓࡗ࡞ேࡀࡇࡢࡑ

ࠋ࡞ᛮ⪃ຊㄞඛࠊຊ

ゝ♩࠾ࡕࠖࡓࡋ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶࡛ࡇࠕࡀࡕࡓᏊ౪ࡢఱேࠊ࡛࠶ࡓࡗ⤊ࡀᑗᲦ㐨ሙᚋ᭱ࠉ

ࡢࡓࡃ࡚ࡗྲྀࡅཷࡕࡀࡕࡓᏊ౪ࠊࡇࡓࡁ࡚࠼ఏ࡛ࡇࡀศ⮬ࠋࡍ࡛ࡓࡗࡋᎰࡢࡓࡃ᮶࡚࠸

⥆ࡁᘬᚋࡢࡇࠊ࡛ࡢ࠺ᛮࡧఙࡣᐇຊࡍᣦࡤࡏᣦࡉࡃࡓᑗᲦࡔࡔᏊࡢࠋࡓࡋࡋࡀẼ࠺࠸࡞

ࠋࡍ࠸࡚ࡗ㢪ࡤ࠼࡚ࡗ࡞ࡃࡋ㏾ࡃᙉࡉࠊ࠸࡚ࡗ㏻ᑗᲦ㐨ሙࡁ

࠸㢪࠾⏕୰㇂ຬဢඛ࠶ᚋ㍮࡛ࡢᏛ㝔ࡣ௵ᚋࠉ

ࠊࡋࡍ࠶ᐇຊࡢᑗᲦࡓࡋࡗࡋࠋࡍ࠶࡚ࡋ

┿㠃┠࡛ぶษ࡞ேࠊᙼ࡞ಙ㢗ࡢ࠶ࡢࡇ࡚ࡋ

ᑗᲦ㐨ሙࡏ௵ᛮ័ࡣࡕ࠺ࡢึ᭱ࠋࡓࡋ࠸

᪂ࡢ࡞ᙼ࡚ࡅ㛫ࠊࡀ࠺ࡋ࡛࠶ࡇ࠸࡞

࠶࡚࠼ఏࡤ࠼࡚࠸࡚ࡗసᑗᲦ㐨ሙ࠸ࡋ

ࠋࡍ࡛࠸ᖾࡤࡅࡔࡓ࠸࡚ࡗぢᏲࡃ ࡉⓙࠋࡍ

ࠋࡓࡋ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶࠺࡛ࡇ
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〈● 巻頭文の続き〉
ラテン語の studens（＜真理を＞熱心に求める人）に遡る。さらにラテン語で「学校」を表す ludus の一般的意
味が「遊び」であることは注目に値する。彼我の言葉のニュアンスの相違は、日本人の学問や学校に対する独
自の価値観を浮き彫りにするが、今問われるべきなのはオリジナルの言葉の意味である。
　表題の「私は人間である」は、古代ローマの喜劇作家テレンティウスの言葉であり、「人間に関わることで自
分に無縁なものは何もないと思う」と続く。ヨーロッパ精神の根幹をなすフーマニタース（人間であること）
の理念を象徴する言葉として欧米では広く知られるものである。人間とは何か。この問いを極限まで問い続け
た精神の記録がヨーロッパの文学、とりわけ古典文学に刻まれている。近未来において予想されるロボットの
活躍は、「人間とは何か」の問いをいっそう際立たせるだろう。それに伴い、いまだ「洋才」偏重の日本社会が「洋魂」
を真摯に問い求め、「和魂」を照らす確かな鑑を得るかもしれない。また、それによって普遍的「人間の魂」を
見つめる時代を迎えるかもしれない。
　今後人間による人間のための教育、すなわち幼児教育を規範とする新しい人間教育が市民権を得、世の中の
教育全般がより豊かな成果を生み出す方向に動き出すことを願わずにいられない。平成 27 年の今、このような
願望はあまりに楽観的すぎると一笑に付されることは間違いないが、私のささやかな希望は 10 年、20 年先の
世の中においてなお、山の学校の教育が新しい私塾のあり方を示す一つの exemplum（範例）として世の片隅
を照らし続けることである。

　山下太郎

୰㇂�ຬဢ㸦࠺�ࡓ࡞㸧

ி㒔ᏛᏛ㝔�ே㛫࣭⎔ቃᏛ◊✲⛉�༤ኈᚋᮇㄢ⛬

࣭᭶ࢺࣥ 䛄ᑗᲦ㐨ሙ䛅 ᢸᙜ㸦���� ᖺᗘ �� ᭶ࠥ㸧

᪂௵ㅮᖌࡈࡢ⤂
ັ
௲

䜲䝧䞁䝖 䛄ளັࡗ௲䛅

毎月一回、月曜日開催。（無料）
▶P.18,19䜢ᚚぴୗ䛥䛔䚹

ࠗラテン語初級 B࠘クラス
2015年 12月 8日 㸦ࠥணᐃ㸧
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一から学ぶチャンス。  新規開講。
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　読んで聞いて話して書くことによってラテン
語を一から学ぶ授業です。文法事項を無理やり
暗記してから暗号解読のような短い練習問題を
解くという方法ではなく、初学者向けにラテン
語だけで書かれた教科書を用いて、イラストを
頼りに愉快な物語を読み、理解と表現を繰り返
すことで総合的なラテン語の力を身に付けるこ
とを目指します。前提知識は一切必要ありませ
ん。同じ内容の授業は今後しばらく開講しない
ので、興味のある方はこの機会をお見逃しなく。


