資料 2-2
検討事項 「国立公文書館等の指定の在り方について」
１．国立公文書館等の指定に関する定め
○公文書等の管理に関する法律（平成２１年法律第６６号）
（定義）
第二条
３

（略）

この法律において「国立公文書館等」とは、次に掲げる施設をいう。

一

独立行政法人国立公文書館（以下「国立公文書館」という。
）の設置する公文書館

二

行政機関の施設及び独立行政法人等の施設であって、前号に掲げる施設に類する機能を有する
ものとして政令で定めるもの

○公文書等の管理に関する法律施行令（平成２２年政令第２５０号）
（法第二条第三項第二号の政令で定める施設）
第二条
一

法第二条第三項第二号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
宮内庁の施設であって、法第十五条から第二十七条までの規定による特定歴史公文書等の管理

を行う施設として宮内庁長官が指定したもの
二

外務省の施設であって、法第十五条から第二十七条までの規定による特定歴史公文書等の管理
を行う施設として外務大臣が指定したもの

三

独立行政法人等の施設であって、法第十五条から第二十七条までの規定による特定歴史公文書
等の適切な管理を行うために必要な設備及び体制が整備されていることにより法第二条第三項第
一号 に掲げる施設に類する機能を有するものとして内閣総理大臣が指定したもの

２、議論のポイント
①多くの独立行政法人等においては、国立公文書館等の指定について、必ずし
もその必要性を認識していない。
②他方で、独立行政法人等から国立公文書館への歴史公文書等の移管が進んで
いない。
③国立公文書館等の指定を受けるための要件（いわゆる「ハードル」）が厳しい
との指摘

３、現状の分析と課題
①必要性がないと判断されている背景
＜平成 25 年度に内閣府及び国立公文書館が実施したアンケート調査＞
・独立行政法人・特殊法人（全 113 法人中 80 法人が回答）においては回答し
た法人の全てが国立公文書館等への指定を検討していない又は予定がない
と回答。
・国立大学法人・大学共同利用機関法人（全 83 法人）のうち、約 8 割の法人
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が国立公文書館等への指定を検討していない又は予定がないと回答。
・その理由として、移管すべき文書がない又はわずか である、場所や施設（設
備）の確保が困難 、という回答が半数以上を占めている。
＜平成 26 年度に内閣府が実施した委託アンケート調査＞
・回答があった 130 法人中、121 法人が指定を受ける必要性を感じないと回答。
・その理由としては、歴史的に重要な公文書は全て国立公文書館へ移管すれば
良い 、歴史的に重要な公文書を保有していない 、施設の利用ニーズが期待
されない 、歴史資料等保有施設の指定のみで充分 であるから、との回答が
主なもの。
②移管の状況及びその背景
・独立行政法人等から国立公文書館への移管は、平成 23 年度 9 ファイル、平
成 24 年度 131 ファイル、平成 25 年度 31 ファイルと概して低調である。
・他の国立公文書館等、ことに大学文書館の移管ファイル数及び移管率は下表
のとおり。もちろん、移管率は文書の質の面をもカバーするものではないが、
施設間でバラつきが大きく、国立公文書館に比して、当該施設側の裁量で多
くの法人文書が移管されている（「歴史公文書等」と考えているものの幅が
大きい）ことがうかがえる。
平成 25 年度

平成 24 年度

平成 23 年度

東北大学

68（1.6%）

243（3.8%）

84（2.4%）

名古屋大学

394（6.8%）

447（9.5%）

176（7.6%）

京都大学

3,009（44.7%） 2,685（26.4%） 3,159（32.7%）

大阪大学

2,954（28.0%）

―

―

神戸大学

448（27.3%）

288（14.8%）

192（5.2%）

広島大学

900（32.8%）

657（20.8%）

0

九州大学

36（0.70%）

354（1.3%）

27（0.5%）

単位：ファイル（％は移管率）

・制度上、国立公文書館に歴史公文書等を移管する法人からの移管が進んでい
ない理由としては、アンケート調査によれば、そもそも 歴史的に重要な公
文書を保有していない 、歴史的に重要な公文書については長期の保存期間
を設定している 、との回答が主であるが、法人文書については何が歴史的
に重要な公文書に該当するのかについて、明確な基準やガイドラインが存在
しないことから、一部には 公文書の重要性の判断が困難 であるとの指摘も
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ある。
・国立公文書館においては、法人からの問い合わせに対して専門的技術的助言
を行っているが、個別的な対応に止まっている。
・さらに、アンケート調査によれば、多くの法人において 現用文書を保存す
るスペースが手狭に なってきており、その確保について具体的に検討する
予定も立っていない。
③施設の指定に係る要件に対する認識
ⅰ）運用面での課題
・施設の指定に係る要件は、特定歴史公文書等の保存、利用及び廃棄に関する
ガイドラインに示されているが、運用面での課題は、必ずしも法令改正を必
要とするものではない。
・運用面での課題について、平成 26 年度にフォローアップを行った既存指定
施設（5 法人）等からの意見としては、恒常的に温湿度管理を行うことがで
きる施設や設備が（ランニングコストを含めて）確保できない、くん蒸施設
が整備できない、消火設備が整備できない、利用者対応を行うための常勤職
員が確保できない、少ない利用者に対して平日フルタイムで窓口（閲覧室）
を開くのが厳しい、寄贈・寄託資料について 1 年以内の目録公開が難しい、
写しの交付について多様なメニューへの対応や低廉な手数料設定が難しい、
といったもの。
・平成 26 年度に既存指定施設へのフォローアップ（5 法人）や、指定を希望
する法人との意見交換（4 法人）を実施し、積極的なケアに努めたが、その
過程で、指定を希望する法人におけるこうした認識が、一部誤解に基づき、
必ずしも懸念要因にはならないことがクリアになるケースが多く、サポート
が重要であることが理解できたところ。
＜国立公文書館等の指定を受けるための要件（いわゆる「ハードル」）が厳
しいとの指摘に対する考え方＞
温湿度管理が可能な施設・設備
…湿度については充分な留意が必要であるが、施設の置かれた環境や
スペックに応じて、書庫の温度が年間を通して緩やかに変動がある
ことについては支障がないと考えている（人為的な管理を行ってい
ない施設も指定を受けている）。
くん蒸施設
…必置ではない（くん蒸施設がある方が稀である）
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※くん蒸：主に害虫駆除や防カビ・殺菌の目的で、薬剤（ガス）を資料に浸透させ
る方法

消火設備
…必ずしもガス式消火（イナージェンガス、二酸化炭素ガス）である必
要性はない。水を使用した消火は避けたいが、薬剤式（保存に影響を
与えない中性薬剤を利用したものが望ましい）でもやむを得ない。
常勤職員の確保
…施設の担当職員が常勤であることや専門的知見を有する者である必
要性はなく、利用決定等のための審査事務の意思決定をしかるべき
者が行う体制が整っていればよい（人数についても要件を課してい
ない）。
窓口（閲覧室）の運営
…必ずしも職員を窓口（閲覧室）に常駐させておく必要性はなく、窓口
利用者にきちんと対応できる体制が整っていればよい。
寄贈・寄託文書の目録公開
…一般的には、寄贈・寄託の契約行為を成立させる上で、点数等を確定
した目録の作成や利用条件を設定しておくことが適切であると考え
られる。契約の発効をもって受入れの起点とすれば、そこから原則１
年以内の排架と目録公開について困難があるとは考えられない。
手数料の設定
…ガイドラインではマイクロフィルムなど多様なメニューが例示され
ているが、その選択は施設側が可能なものでよい。また、手数料はあ
くまでも実費を請求するものであり、写しの作成作業を外注するこ
とが必要である場合は、その費用を転嫁することについては支障が
ない。
・平成 27 年度から新たに国立公文書館等としての指定を受けた法人側の担
当者によれば、ガイドラインが指定の要件として、何を、どの程度まで求
めているのかについて、記述や説明が不充分なのではないか との意見が
あったところ。
ⅱ）施設面での課題
・これまでに指定を行った施設のスペック及び体制（指定時）は下表のとお
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り。近年の傾向としては、より小規模な施設・体制でも指定を受けられる
素地が固まりつつあることがうかがえる。

書架延長

所蔵
ﾌｧｲﾙ

専属
職員

東北大学

900m

5,000

6名

H12

併

名古屋大学

490m

24,586

7名

S60

併（H25）

京都大学

13,340m

29,663

9名

神戸大学

564m

18.531

9名

広島大学

2,056m

14,227

九州大学

950m

大阪大学

指定

H23

設置

備考

H12
H22

併

4名

H16

併

6,200

4名

H17

1,600m

―

5名

東京大学

324m

16,200

7名

東京工業大学

340m

―

3名

H25
H27

H24

併

S62

併・2 施設体制

H25

【参考】指定に向けた準備を進めている法人
東京外国語
大学

（309m）

25,000

3名

現在は事前予
約制

H24

（※1）大阪大学及び東京工業大学は指定時に特定歴史公文書等となる資料を保有していない。
（※2）
「併」は同一施設の他の部門が歴史資料等保有施設としての指定を併せて受けているもの。

・指定に向けた準備を進める上で、最も障害となっているのは、保存及び利用
のためのスペースの確保である（平成 25 年度のアンケート調査では、国立
大学法人等のうち、準備を進めている 8 法人中 6 法人、検討を行っていない
とした 68 法人中 39 法人が、場所や施設の確保がネックになっていると回
答しており、このような傾向は平成 26 年度の調査においても確認できる）。
特に書庫については、一部の既存施設においても満架が近づきながら、新
たな場所を確保することが難しい状況にある（数値は平成 25 年度末現在）。
総書架延長

排架済（率）

備考

東北大学

510m

730m（143%）

耐震工事により仮移転中

名古屋大学

788m

622m（79%）

H25 年度に書庫を増設

京都大学

13,205m

1,235m（9%）

神戸大学

572m

459m（80%）

広島大学

2,063m

932m（45%）

九州大学

1,131m

1,028m（91%）

H30 年度に移転の予定あり。

大阪大学

1,600m

7m（0.4%）

H25 年度より受入開始

（※）排架済の延長には、目録記載後に排架予定の文書の量を加算した。
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参考資料 1
「国立公文書館等」と歴史資料等保有施設について
比較事項

保存文書の種類

国立公文書館等

歴史資料等保有施設

特定歴史公文書等

歴史的若しくは文化的な資料又
は学術研究用の資料

（保存期間が満了した行政文書又は法人文書であっ
て 歴史資料として重要なものを主とする）

行政文書又は法人文書

可 能

不 可

可 能

可 能

文書の保存義務

永久保存

な し

文書の利用提供

義 務

義 務

対 象

対象外

対象外

対象外

の移管の受入れ
法人その他の団体又は
個人からの寄贈・寄託
の受け入れ

公文書管理法に基づく
利用請求
情報公開法に基づく開
示請求

利用制限事由

・個人情報
・法人情報
・国の安全
・公共の安全
・事務事業（一部）
・寄贈又は寄託の条件
・原本の汚損又は破損等

・個人情報
・法人情報

・寄贈又は寄託の条件
・原本の汚損又は破損等

※判断に当たって「時の経過」を考慮

指導監督体制

公文書管理法上
の根拠

・目録公開（1 年以内）
・目録公開
・利用規則への同意、規則の公開 ・利用規則の公開
・施行状況報告（毎年度）
・勧告
・指定取消し（注 1）
・指定取消し（注 2）
(法律) 第２条第３項

(法律) 第２条第４項第３号、第５項第３号

(政令) 第２条第１項

(政令) 第３条第１項、第５条第１項各号

（注 1）独立行政法人国立公文書館を除く。宮内公文書館、外交史料館にあっては、それぞれ宮内庁長官、外務大臣が指定及びその取消し
を行うこととされている。
（注 2）政令に規定された国立文化財機構の設置する博物館、国立科学博物館の設置する博物館、国立美術館の設置する美術館を除く。

6

参考資料2
□

国立公文書館等一覧【１３施設】
（平成２７年４月１日現在）

○

公文書等の管理に関する法律第二条第三項第一号の規定に基づく国立公文書館等【１施設】
施

設

の

名

称

所

独立行政法人国立公文書館

○

東京都千代田区北の丸公園３－２

設

の

名

称

所

宮内庁書陵部図書課宮内公文書館

在

地

東京都千代田区千代田１－１

公文書等の管理に関する法律施行令第二条第一項第二号の規定に基づき国立公文書館等として
外務大臣が指定した施設【１施設】
施

設

の

名

称

所

外務省大臣官房総務課外交史料館

○

地

公文書等の管理に関する法律施行令第二条第一項第一号の規定に基づき国立公文書館等として
宮内庁長官が指定した施設【１施設】
施

○

在

在

地

東京都港区麻布台１－５－３

公文書等の管理に関する法律施行令第二条第一項第三号の規定に基づき国立公文書館等として
内閣総理大臣が指定した施設【１０施設】
施

設

の

名

称

所

在

地

国立大学法人東北大学学術資源研究公開センター
史料館公文書室

宮城県仙台市青葉区片平２－１－１

国立大学法人東京大学文書館

東京都文京区本郷７－３－１

国立大学法人東京工業大学博物館資史料館部門公
文書室

東京都目黒区大岡山２－１２－１

国立大学法人名古屋大学大学文書資料室

愛知県名古屋市千種区不老町

国立大学法人京都大学大学文書館

京都府京都市左京区吉田河原町１５－９

国立大学法人大阪大学アーカイブズ

大阪府箕面市粟生間谷東８－１－１

国立大学法人神戸大学附属図書館大学文書史料室

兵庫県神戸市灘区六甲台町１－１

国立大学法人広島大学文書館

広島県東広島市鏡山１－１－１

国立大学法人九州大学大学文書館

福岡県福岡市東区箱崎６－１０－１

日本銀行金融研究所アーカイブ

東京都中央区日本橋本石町１－３－１
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参考資料3
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䥹⊂䥺ᅜ❧ᩥ㈈ᶵᵓዉⰋᅜ❧༤≀㤋

 ᅾ

ᮾி㒔ྎᮾ༊ୖ㔝බᅬ୍୕ࡢ



䥹⊂䥺ᅜ❧ᩥ㈈ᶵᵓி㒔ᅜ❧༤≀㤋


劭  タ 劮 
协⊂卐協⊂❧⾜ᨻἲே


 ڧṔ ྐ ㈨ ᩱ ➼ ಖ ᭷  タ  ࡋ ࡚ ᨻ ௧ ࡛ ᐃ ࡵ ࡿ  タ

ᮾி㒔



༊භᮏᮌࡢࡢ








 ڧṔ ྐ ㈨ ᩱ ➼ ಖ ᭷  タ  ࡋ ࡚ ᣦ ᐃ ࡋ ࡓ  タ 协 ⾜ ᨻ ᶵ 㛵 ࡢ  タ 卐



协
 ᖹᡂ༑ᖺ༑᭶୍᪥⌧ᅾ卐






 ۑබ ᩥ ᭩ ➼ ࡢ ⟶ ⌮  㛵 ࡍ ࡿ ἲ ᚊ  ⾜ ௧ ➨ ୕ ᮲ ➨ ୍ 㡯 ࡢ つ ᐃ  ᇶ ࡙ ࡁ Ṕ ྐ ㈨ ᩱ ➼ ಖ ᭷  タ  ࡋ ࡚ ෆ 㛶 ⥲ ⌮  ⮧ ࡀ ᣦ
ᐃ ࡋ ࡓ  タ 劭  タ 劮 


タ

ࡢ

ྡ

ᐑෆᗇ㛗ᐁᐁᡣ⏝ᗘㄢ䥹୕ࡢᑦⶶ㤋䥺
ᐑෆᗇ᭩㝠㒊ᅗ᭩ㄢ䥹ᅗ᭩ᑅᩥᗜ䥺

⛠

ᡤ



 ᆅ



ᮾி㒔༓௦⏣༊༓௦⏣୍ࡢ୍





ᮾி㒔༓௦⏣༊༓௦⏣୍ࡢ୍



ᐑෆᗇṇ㝔ົᡤ

ዉⰋ┴ዉⰋᕷ㞧ྖ⏫୍


ᅜ⛯ᗇ⛯ົᏛᰯ◊✲㒊䥹⛯ົሗࢭࣥࢱ䤀⛒⛯ྐᩱᐊ䥺


ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤᩍ⫱◊✲ሗࢭࣥࢱ䤀䥹ᩍ⫱ᅗ᭩㤋䥺
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬᪥ᮏᏛኈ㝔䥹ᅗ᭩ᐊ䥺


ᩥᗇ᪥ᮏⱁ⾡㝔䥹ᒎ♧ᐊཬࡧಖ⟶ᗜ䥺


ᅜᅵ㏻┬ᅜᅵᆅ⌮㝔ᆅ⌮✵㛫ሗ㒊ሗࢧ䤀ࣅࢫㄢ䥹ᆅᅗ
⛉Ꮫ㤋䥺  
⎔ቃ┬ᅜ❧Ỉಛ⥲ྜ◊✲ࢭࣥࢱ䤀䥹Ỉಛሗࢭࣥࢱ䤀䥺
㜵⾨┬㜵⾨Ꮫᰯ⥲ྜሗᅗ᭩㤋


㜵⾨┬㜵⾨◊✲ᡤᡓྐ◊✲ࢭࣥࢱ䤀䥹ྐᩱᐊ䥺

 ᅾ






ᇸ⋢┴ගᕷ༡ࡢ୕ࡢ


ᮾ ி 㒔 ༓ ௦ ⏣ ༊ 㟘 ࡀ 㛵 ୕ ࡢ  ࡢ  
ᮾி㒔ྎᮾ༊ୖ㔝බᅬࡢ୕ 
ᮾி㒔ྎᮾ༊ୖ㔝බᅬ୍ࡢ୕ࠐ

㔞ࡢ

Ⲉᇛ┴ࡘࡃࡤᕷ㒓୍



⇃ᮏ┴Ỉಛᕷ᫂⚄⏫ࡢ୍ࠐ


⚄ዉᕝ┴ᶓ㡲㈡ᕷ㉮Ỉ୍ࡢ୍ࠐࡢࠐ
ᮾி㒔┠㯮༊୰┠㯮ࡢࡢ୍
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Ṕྐ㈨ᩱ➼ಖ᭷タࡋ࡚ᣦᐃࡋࡓタ协⊂❧⾜ᨻἲே➼ࡢタ卐 
ڧ

    协
 ᖹᡂ༑ᖺ༑᭶୍᪥⌧ᅾ卐





 ۑබᩥ᭩➼ࡢ⟶⌮㛵ࡍࡿἲᚊ⾜௧➨᮲➨୍㡯➨ᅄྕࡢつᐃᇶ࡙ࡁṔྐ㈨ᩱ➼ಖ᭷タࡋ࡚ෆ㛶⥲⌮⮧ࡀᣦᐃࡋࡓ
タ劮 
タ 劭

䥹⊂䥺䥾⊂❧⾜ᨻἲே䣍䥹◊䥺䥾ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே䣍䥹ᅜ䥺䥾ᅜ❧Ꮫἲே䣍䥹䥺䥾Ꮫඹྠ⏝ᶵ㛵ἲே
 タ
 ࡢ
 ྡ
 ⛠
 
䥹ᅜ䥺ᾏ㐨Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᾏ㐨Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᾏ㐨ᏛᏛ㝔ᩥᏛ◊✲⛉ᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ᾏ㐨ᏛᏛ㝔⤒῭Ꮫ◊✲⛉࣭⤒῭Ꮫ㒊ᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ᾏ㐨ᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲⛉࣭་Ꮫ㒊ᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᾏ㐨ᏛᏛ㝔ṑᏛ◊✲⛉࣭ṑᏛ㒊ᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ᾏ㐨ᏛᏛ㝔⋇་Ꮫ◊✲⛉ᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ᾏ㐨ᏛᏛ㝔Ỉ⏘⛉Ꮫ◊✲㝔࣭Ꮫ㝔Ỉ⏘⛉Ꮫ㝔࣭Ỉ⏘Ꮫ㒊ᅗ᭩ᐊ
䥹ᅜ䥺ᾏ㐨ᏛᏛ㝔ᆅ⌫⎔ቃ⛉Ꮫ◊✲㝔ᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ᾏ㐨ᏛᏛ㝔⌮Ꮫ◊✲㝔࣭⌮Ꮫ㝔࣭⌮Ꮫ㒊୰ኸᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ᾏ㐨ᏛᏛ㝔⌮Ꮫ◊✲㝔࣭⌮Ꮫ㝔࣭⌮Ꮫ㒊ᩘᏛᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ᾏ㐨ᏛᏛ㝔⸆Ꮫ◊✲㝔࣭⸆Ꮫ㒊ᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ᾏ㐨ᏛᏛ㝔㎰Ꮫ◊✲㝔ᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ᾏ㐨Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊࣭Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ㝔࣭ᩍ⫱Ꮫ◊✲㝔ᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ᾏ㐨ᏛᏛ㝔ಖ⛉Ꮫ◊✲㝔ᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ᾏ㐨ᏛᏛ㝔ᕤᏛ◊✲㝔୰ኸᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ᾏ㐨ᏛᏛ㝔ᕤᏛ◊✲㝔ᮦᩱᏛ⣔㒊㛛ᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ᾏ㐨ᏛᏛ㝔ᕤᏛ◊✲㝔ሗ⛉Ꮫ◊✲⛉ᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ᾏ㐨Ꮫప ⛉Ꮫ◊✲ᡤᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ᾏ㐨Ꮫ࢟䣺ࣥࣃࢫᅗ᭩ᐊ 

ᡤ  ᅾ
  ᆅ
 
ᾏ㐨ᮐᖠᕷ༊ඵ᮲す 
ᾏ㐨ᮐᖠᕷ༊୍᮲すඵ 
ᾏ㐨ᮐᖠᕷ༊୍ࠐ᮲す 
ᾏ㐨ᮐᖠᕷ༊᮲す 
ᾏ㐨ᮐᖠᕷ༊୍᮲す 
ᾏ㐨ᮐᖠᕷ༊୍୕᮲す 
ᾏ㐨ᮐᖠᕷ༊୍ඵ᮲す 
ᾏ㐨ภ㤋ᕷ ⏫୕ࡢ୍ࡢ୍ 
ᾏ㐨ᮐᖠᕷ༊୍ࠐ᮲す 
ᾏ㐨ᮐᖠᕷ༊୍ࠐ᮲すඵ 
ᾏ㐨ᮐᖠᕷ༊୍ࠐ᮲すඵ 
ᾏ㐨ᮐᖠᕷ༊୍᮲すභ 
ᾏ㐨ᮐᖠᕷ༊᮲す 
ᾏ㐨ᮐᖠᕷ༊୍୍᮲す 
ᾏ㐨ᮐᖠᕷ༊୍᮲す 
ᾏ㐨ᮐᖠᕷ༊୍୕᮲すඵ 
ᾏ㐨ᮐᖠᕷ༊୍୕᮲すඵ 
ᾏ㐨ᮐᖠᕷ༊୍୕᮲すඵ 
ᾏ㐨ᮐᖠᕷ༊୍᮲すඵ 
ᾏ㐨ᮐᖠᕷ༊୍᮲す୍ࠐ 

䥹ᅜ䥺ᾏ㐨Ꮫࢫࣛࣈ࣭ࣘ䤀ࣛࢩ◊✲ࢭࣥࢱ䤀ᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ᾏ㐨ᏛᏛᩥ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᾏ㐨ᩍ⫱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ᮐᖠ㤋 
䥹ᅜ䥺ᾏ㐨ᩍ⫱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ภ㤋㤋 
䥹ᅜ䥺ᾏ㐨ᩍ⫱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋᪫ᕝ㤋 
䥹ᅜ䥺ᾏ㐨ᩍ⫱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋㔲㊰㤋 
䥹ᅜ䥺ᾏ㐨ᩍ⫱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ᒾぢἑ㤋 
䥹ᅜ䥺ᐊ⹒ᕤᴗᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᑠᶡၟ⛉Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᖏᗈ␆⏘Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺᪫ᕝ་⛉Ꮫᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ぢᕤᴗᏛᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᘯ๓Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᘯ๓Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋་Ꮫ㒊ศ㤋 
䥹ᅜ䥺ᒾᡭᏛᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᮾᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᮾᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋་Ꮫศ㤋 
䥹ᅜ䥺ᮾᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋㟷ⴥᒣศ㤋 
䥹ᅜ䥺ᮾᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋ᕤᏛศ㤋 
䥹ᅜ䥺ᮾᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋㎰Ꮫศ㤋 
䥹ᅜ䥺ᮾᏛᏛ⾡㈨※◊✲බ㛤ࢭࣥࢱ䤀ྐᩱ㤋グᛕ㈨ᩱᐊ 
䥹ᅜ䥺ᐑᇛᩍ⫱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺⛅⏣Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺⛅⏣Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋་Ꮫ㒊ศ㤋 
䥹ᅜ䥺ᒣᙧᏛᑠⓑᕝᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᒣᙧᏛ་Ꮫ㒊ᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᒣᙧᏛᕤᏛ㒊ᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᒣᙧᏛ㎰Ꮫ㒊ᅗ᭩㤋 

ᾏ㐨ᮐᖠᕷ༊᮲す 
ᾏ㐨ᮐᖠᕷ༊ඵ᮲す 
ᾏ㐨ᮐᖠᕷ༊࠶࠸ࡢ㔛᮲୕ࡢ୍ࡢභ
ᾏ㐨ภ㤋ᕷඵᖭ⏫୍ࡢ 
ᾏ㐨᪫ᕝᕷ㛛⏫ 
ᾏ㐨㔲㊰ᕷᇛᒣ୍ࡢ୍ࡢ 
ᾏ㐨ᒾぢἑᕷ⥳ࡀୣࡢ୕ᅄࡢ୍ 
ᾏ㐨ᐊ⹒ᕷỈඖ⏫ࡢ୍ 
ᾏ㐨ᑠᶡᕷ⥳୕ࡢࡢ୍ 
ᾏ㐨ᖏᗈᕷ✄⏣⏫す⥺୍୍ 
ᾏ㐨᪫ᕝᕷ⥳ࡀୣᮾ᮲୍ࡢ୍ࡢ୍ 
ᾏ㐨ぢᕷබᅬ⏫୍භ 
㟷᳃┴ᘯ๓ᕷᩥி⏫୍ 
㟷᳃┴ᘯ๓ᕷᅾᗓ⏫ 
ᒾᡭ┴┒ᒸᕷୖ⏣୕ࡢ୍ඵࡢඵ 
ᐑᇛ┴ྎᕷ㟷ⴥ༊ᕝෆࡢ୍ 
ᐑᇛ┴ྎᕷ㟷ⴥ༊ᫍ㝠⏫୍ࡢ୍ 
ᐑᇛ┴ྎᕷ㟷ⴥ༊ⲨᕳᏐ㟷ⴥභࡢ୕ 
ᐑᇛ┴ྎᕷ㟷ⴥ༊ⲨᕳᏐ㟷ⴥභࡢභ 
ᐑᇛ┴ྎᕷ㟷ⴥ༊ሐ㏻㞵ᐑ⏫୍ࡢ୍ 
ᐑᇛ┴ྎᕷ㟷ⴥ༊∦ᖹࡢ୍ࡢ୍ 
ᐑᇛ┴ྎᕷ㟷ⴥ༊ⲨᕳᏐ㟷ⴥ୍ᅄ 
⛅⏣┴⛅⏣ᕷᡭᙧᏛᅬ⏫୍ࡢ୍ 
⛅⏣┴⛅⏣ᕷᮏ㐨୍ࡢ୍ࡢ୍ 
ᒣᙧ┴ᒣᙧᕷᑠⓑᕝ⏫୍ࡢᅄࡢ୍ 
ᒣᙧ┴ᒣᙧᕷ㣤⏣すࡢࡢ 
ᒣᙧ┴⡿ἑᕷᇛ༡ᅄࡢ୕ࡢ୍භ 
ᒣᙧ┴㭯ᒸᕷⱝⴥ⏫୍ࡢ୕ 
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䥹ᅜ䥺ᒣᙧᏛ㝃ᒓ༤≀㤋 
䥹ᅜ䥺⚟ᓥᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ⲈᇛᏛᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ⲈᇛᏛᅗ᭩㤋ᕤᏛ㒊ศ㤋 
䥹ᅜ䥺ⲈᇛᏛᅗ᭩㤋㎰Ꮫ㒊ศ㤋 
䥹ᅜ䥺⟃ἼᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋୰ኸᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺⟃ἼᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋య⫱࣭ⱁ⾡ᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺⟃ἼᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋་Ꮫᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺⟃ἼᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋ᅗ᭩㤋ሗᏛᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺⟃ἼᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋ሯᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺⟃ἼᏛ䥹Ꮫ㤋ᮅỌグᛕᐊ䥺 
䥹ᅜ䥺⟃Ἴᢏ⾡Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋⫈ぬ㞀ᐖ⣔ᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺⟃Ἴᢏ⾡Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋どぬ㞀ᐖ⣔ᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺Ᏹ㒔ᐑᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺Ᏹ㒔ᐑᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋ᕤᏛ㒊ศ㤋 
䥹ᅜ䥺⩌㤿Ꮫ⥲ྜሗ࣓ࢹ䣵ࢭࣥࢱ䤀ᅗ᭩㤋㒊㛛୰ኸᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺⩌㤿Ꮫ⥲ྜሗ࣓ࢹ䣵ࢭࣥࢱ䤀ᅗ᭩㤋㒊㛛་Ꮫᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺⩌㤿Ꮫ⥲ྜሗ࣓ࢹ䣵ࢭࣥࢱ䤀ᅗ᭩㤋㒊㛛⌮ᕤᏛᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᇸ⋢Ꮫᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᇸ⋢Ꮫ⤒῭Ꮫ㒊䥹◊✲㈨ᩱᐊ䥺 
䥹ᅜ䥺༓ⴥᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋ᮏ㤋 
䥹ᅜ䥺༓ⴥᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋㰯ศ㤋 
䥹ᅜ䥺༓ⴥᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋ᯇᡞศ㤋 
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛ⥲ྜ◊✲༤≀㤋 
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛ⥲ྜ◊✲༤≀㤋ᑠ▼ᕝศ㤋 
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛᩥ᭩㤋Ꮫྐ㒊㛛 
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛ⥲ྜᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛ㥖ሙᅗ᭩㤋 

ᒣᙧ┴ᒣᙧᕷᑠⓑᕝ⏫୍ࡢᅄࡢ୍ 
⚟ᓥ┴⚟ᓥᕷ㔠㇂ᕝ୍ 
Ⲉᇛ┴Ỉᡞᕷᩥிࡢ୍ࡢ୍ 
Ⲉᇛ┴᪥❧ᕷ୰ᡂἑ⏫ᅄࡢ୍ࡢ୍ 
Ⲉᇛ┴✄ᩜ㒆㜿ぢ⏫୰ኸ୕ࡢ୍ࡢ୍ 
Ⲉᇛ┴ࡘࡃࡤᕷኳ⋤ྎ୍ࡢ୍ࡢ୍ 
Ⲉᇛ┴ࡘࡃࡤᕷኳ⋤ྎ୍ࡢ୍ࡢ୍ 
Ⲉᇛ┴ࡘࡃࡤᕷኳஂಖࡢ୍ࡢ୍ 
Ⲉᇛ┴ࡘࡃࡤᕷ᪥୍ࡢ 
ᮾி㒔ᩥி༊ሯ୕ࡢࡢ୍ 
Ⲉᇛ┴ࡘࡃࡤᕷኳ⋤ྎ୍ࡢ୍ࡢ୍ 
Ⲉᇛ┴ࡘࡃࡤᕷኳஂಖᅄࡢ୕ࡢ୍ 
Ⲉᇛ┴ࡘࡃࡤᕷ᪥ᅄࡢ୍ࡢ 
ᰣᮌ┴Ᏹ㒔ᐑᕷᓠ⏫୕ࠐ 
ᰣᮌ┴Ᏹ㒔ᐑᕷ㝧ᮾࡢ୍ࡢ 
⩌㤿┴๓ᶫᕷⲨ∾⏫ᅄࡢ 
⩌㤿┴๓ᶫᕷ⏫୕ࡢ୕ࡢ 
⩌㤿┴᱒⏕ᕷኳ⚄⏫୍ࡢࡢ୍ 
ᇸ⋢┴ࡉ࠸ࡓࡲᕷᱜ༊ୗஂಖ 
ᇸ⋢┴ࡉ࠸ࡓࡲᕷᱜ༊ୗஂಖ 
༓ⴥ┴༓ⴥᕷ✄ẟ༊ᘺ⏕⏫୍ࡢ୕୕ 
༓ⴥ┴༓ⴥᕷ୰ኸ༊㰯୍ࡢඵࡢ୍ 
༓ⴥ┴ᯇᡞᕷᯇᡞභᅄඵ 
ᮾி㒔ᩥி༊ᮏ㒓ࡢ୕ࡢ୍ 
ᮾி㒔ᩥி༊ⓑᒣ୕ࡢࡢ୍ 
ᮾி㒔ᩥி༊ᮏ㒓ࡢ୕ࡢ୍ 
ᮾி㒔ᩥி༊ᮏ㒓ࡢ୕ࡢ୍ 
ᮾி㒔┠㯮༊㥖ሙ୕ࡢඵࡢ୍ 

䥹ᅜ䥺ᮾிᏛ᯽ᅗ᭩㤋 
༓ⴥ┴᯽ᕷ᯽ࡢⴥࡢ୍ࡢ
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛἲᏛ㒊◊✲ᐊᅗ᭩ᐊ 
ᮾி㒔ᩥி༊ᮏ㒓ࡢ୕ࡢ୍
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛἲᏛ㒊㝃ᒓ㏆௦᪥ᮏἲᨻྐᩱࢭࣥࢱ䤀䥹᫂᪂⪺㞧ㄅᩥᗜ䥺  ᮾி㒔ᩥி༊ᮏ㒓ࡢ୕ࡢ୍
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛ་Ꮫᅗ᭩㤋 
ᮾி㒔ᩥி༊ᮏ㒓ࡢ୕ࡢ୍
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛᕤᏛ࣭ሗ⌮ᕤᏛᅗ᭩㤋ᕤ୍ྕ㤋ᅗ᭩ᐊ㸿 
ᮾி㒔ᩥி༊ᮏ㒓ࡢ୕ࡢ୍
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛᕤᏛ࣭ሗ⌮ᕤᏛᅗ᭩㤋ᕤ୍ྕ㤋ᅗ᭩ᐊ㹀 
ᮾி㒔ᩥி༊ᮏ㒓ࡢ୕ࡢ୍
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛᕤᏛ࣭ሗ⌮ᕤᏛᅗ᭩㤋ᕤྕ㤋ᅗ᭩ᐊ 
ᮾி㒔ᩥி༊ᮏ㒓ࡢ୕ࡢ୍
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛᕤᏛ࣭ሗ⌮ᕤᏛᅗ᭩㤋ᕤ୕ྕ㤋ᅗ᭩ᐊ 
ᮾி㒔ᩥி༊ᮏ㒓ࡢ୕ࡢ୍
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛᕤᏛ࣭ሗ⌮ᕤᏛᅗ᭩㤋ᕤᅄྕ㤋ᅗ᭩ᐊ㸿 
ᮾி㒔ᩥி༊ᮏ㒓ࡢ୕ࡢ୍
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛᕤᏛ࣭ሗ⌮ᕤᏛᅗ᭩㤋ᕤᅄྕ㤋ᅗ᭩ᐊ㹀 
ᮾி㒔ᩥி༊ᮏ㒓ࡢ୕ࡢ୍
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛᕤᏛ࣭ሗ⌮ᕤᏛᅗ᭩㤋ᕤྕ㤋ᅗ᭩ᐊ 
ᮾி㒔ᩥி༊ᮏ㒓ࡢ୕ࡢ୍
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛᕤᏛ࣭ሗ⌮ᕤᏛᅗ᭩㤋ᕤභྕ㤋ᅗ᭩ᐊ 
ᮾி㒔ᩥி༊ᮏ㒓ࡢ୕ࡢ୍
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛᕤᏛ࣭ሗ⌮ᕤᏛᅗ᭩㤋ᕤྕ㤋ᅗ᭩ᐊ 
ᮾி㒔ᩥி༊ᮏ㒓ࡢ୕ࡢ୍
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛᕤᏛ࣭ሗ⌮ᕤᏛᅗ᭩㤋ᕤ୍ᅄྕ㤋ᅗ᭩ᐊ 
ᮾி㒔ᩥி༊ᮏ㒓ࡢ୕ࡢ୍
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛᕤᏛ࣭ሗ⌮ᕤᏛᅗ᭩㤋⌮ྕ㤋ᅗ᭩ᐊ 
ᮾி㒔ᩥி༊ᮏ㒓ࡢ୕ࡢ୍
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛᏛ㝔ேᩥ♫⣔◊✲⛉࣭ᩥᏛ㒊ᅗ᭩ᐊ 
ᮾி㒔ᩥி༊ᮏ㒓ࡢ୕ࡢ୍
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛᏛ㝔⌮Ꮫ⣔◊✲⛉࣭⌮Ꮫ㒊≀⌮Ꮫᅗ᭩ᐊ 
ᮾி㒔ᩥி༊ᮏ㒓ࡢ୕ࡢ୍
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛᏛ㝔⌮Ꮫ⣔◊✲⛉࣭⌮Ꮫ㒊ኳᩥᏛᅗ᭩ᐊ 
ᮾி㒔ᩥி༊ᮏ㒓ࡢ୕ࡢ୍
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛᏛ㝔⌮Ꮫ⣔◊✲⛉࣭⌮Ꮫ㒊ᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫᅗ᭩ᐊ 
ᮾி㒔ᩥி༊ᮏ㒓ࡢ୕ࡢ୍
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛᏛ㝔⌮Ꮫ⣔◊✲⛉࣭⌮Ꮫ㒊Ꮫᅗ᭩ᐊ 
ᮾி㒔ᩥி༊ᮏ㒓ࡢ୕ࡢ୍
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛᏛ㝔⌮Ꮫ⣔◊✲⛉࣭⌮Ꮫ㒊⏕≀Ꮫᅗ᭩ᐊ 
ᮾி㒔ᩥி༊ᮏ㒓ࡢ୕ࡢ୍
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛᏛ㝔⌮Ꮫ⣔◊✲⛉࣭⌮Ꮫ㒊⏕≀Ꮫᅗ᭩ᐊ 
ᮾி㒔ᩥி༊ᮏ㒓ࡢ୕ࡢ୍
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛ㎰Ꮫ⏕⛉Ꮫᅗ᭩㤋 
ᮾி㒔ᩥி༊ᘺ⏕୍ࡢ୍ࡢ୍
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛ⤒῭Ꮫᅗ᭩㤋 
ᮾி㒔ᩥி༊ᮏ㒓ࡢ୕ࡢ୍
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛᏛ㝔⥲ྜᩥ◊✲⛉ᅗ᭩㤋 
ᮾி㒔┠㯮༊㥖ሙ୕ࡢඵࡢ୍
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛᏛ㝔⥲ྜᩥ◊✲⛉⮬↛⛉Ꮫᅗ᭩ᐊ 
ᮾி㒔┠㯮༊㥖ሙ୕ࡢඵࡢ୍
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛᏛ㝔⥲ྜᩥ◊✲⛉㝃ᒓࢢࣟ䤀ࣂࣝᆅᇦ◊✲ᶵᵓᅗ᭩ᐊ 
ᮾி㒔┠㯮༊㥖ሙ୕ࡢඵࡢ୍
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛᏛ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉࣭ᩍ⫱Ꮫ㒊ᅗ᭩ᐊ 
ᮾி㒔ᩥி༊ᮏ㒓ࡢ୕ࡢ୍
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䥹ᅜ䥺ᮾிᏛ⸆Ꮫᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛᏛ㝔ᩘ⌮⛉Ꮫ◊✲⛉ᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛᏛ㝔ሗᏛ⎔࣭Ꮫ㝿ሗᏛᗓᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛᏛ㝔ሗᏛ⎔࣭Ꮫ㝿ሗᏛᗓ㝃ᒓ♫ሗ◊✲㈨ᩱࢭࣥࢱ䤀
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛ་⛉Ꮫ◊✲ᡤᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛᆅ㟈◊✲ᡤᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛᮾὒᩥ◊✲ᡤᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛ♫⛉Ꮫ◊✲ᡤᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛ⏕⏘ᢏ⾡◊✲ᡤᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛྐᩱ⦅⧩ᡤᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛᏱᐂ⥺◊✲ᡤᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛ≀ᛶ◊✲ᡤᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛẼᾏὒ◊✲ᡤᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛඛ➃⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ࢭࣥࢱ䤀ᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛ⥲ྜ◊✲༤≀㤋ᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ᮾி་⛉ṑ⛉Ꮫᅗ᭩㤋ሗ࣓ࢹ䣵ᶵᵓᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᮾி་⛉ṑ⛉Ꮫᅗ᭩㤋ሗ࣓ࢹ䣵ᶵᵓᅗ᭩㤋ᅜᗓྎศ㤋 
䥹ᅜ䥺ᮾிእᅜㄒᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᮾிᏛⱁᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᮾி㎰ᕤᏛᗓ୰ᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᮾி㎰ᕤᏛᑠ㔠ᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᮾி㎰ᕤᏛ⛉Ꮫ༤≀㤋 
䥹ᅜ䥺ᮾிⱁ⾡Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ୖ㔝ᰯᆅᅗ᭩㤋ᮏ㤋 
䥹ᅜ䥺ᮾிⱁ⾡Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ྲྀᡭᰯᆅᅗ᭩㤋ศᐊ 
䥹ᅜ䥺ᮾிⱁ⾡ᏛᏛ⨾⾡㤋 
䥹ᅜ䥺ᮾிⱁ⾡ᏛᏛ⨾⾡㤋ྲྀᡭ㤋 
䥹ᅜ䥺ᮾிᕤᴗᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᮾிᕤᴗᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋ࡍࡎࡅྎศ㤋 

ᮾி㒔ᩥி༊ᮏ㒓ࡢ୕ࡢ୍ 
ᮾி㒔┠㯮༊㥖ሙ୕ࡢඵࡢ୍ 
ᮾி㒔ᩥி༊ᮏ㒓ࡢ୕ࡢ୍ 
ᮾி㒔ᩥி༊ᮏ㒓ࡢ୕ࡢ୍ 
ᮾி㒔 ༊ⓑ㔠ྎᅄࡢභࡢ୍ 
ᮾி㒔ᩥி༊ᘺ⏕୍ࡢ୍ࡢ୍ 
ᮾி㒔ᩥி༊ᮏ㒓ࡢ୕ࡢ୍ 
ᮾி㒔ᩥி༊ᮏ㒓ࡢ୕ࡢ୍ 
ᮾி㒔┠㯮༊㥖ሙᅄࡢභࡢ୍ 
ᮾி㒔ᩥி༊ᮏ㒓ࡢ୕ࡢ୍ 
༓ⴥ┴᯽ᕷ᯽ࡢⴥࡢ୍ࡢ 
༓ⴥ┴᯽ᕷ᯽ࡢⴥࡢ୍ࡢ 
༓ⴥ┴᯽ᕷ᯽ࡢⴥࡢ୍ࡢ 
ᮾி㒔┠㯮༊㥖ሙᅄࡢභࡢ୍ 
ᮾி㒔ᩥி༊ᮏ㒓ࡢ୕ࡢ୍ 
ᮾி㒔ᩥி༊ᓥ୍ࡢࡢᅄ 
༓ⴥ┴ᕷᕝᕷᅜᗓྎࡢඵࡢ୕ࠐ 
ᮾி㒔ᗓ୰ᕷᮅ᪥⏫୕ࡢ୍୍ࡢ୍ 
ᮾி㒔ᑠ㔠ᕷ㈏⏫ᅄࡢ୍ࡢ୍ 
ᮾி㒔ᗓ୰ᕷᖾ⏫୕ࡢࡢඵ 
ᮾி㒔ᑠ㔠ᕷ୰⏫ࡢᅄࡢ୍භ 
ᮾி㒔ᑠ㔠ᕷ୰⏫ࡢᅄࡢ୍භ 
ᮾி㒔ྎᮾ༊ୖ㔝බᅬ୍ࡢඵ 
Ⲉᇛ┴ྲྀᡭᕷᑠᩥ㛫ࠐࠐࠐ 
ᮾி㒔ྎᮾ༊ୖ㔝බᅬ୍ࡢඵ 
Ⲉᇛ┴ྲྀᡭᕷᑠᩥ㛫ࠐࠐࠐ 
ᮾி㒔┠㯮༊ᒸᒣࡢ୍ࡢ୍ 
⚄ዉᕝ┴ᶓᕷ⥳༊㛗ὠ⏣⏫ᅄ 

䥹ᅜ䥺ᮾிᾏὒᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᮾிᾏὒᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋㉺୰ᓥศ㤋 
䥹ᅜ䥺࠾ⲔࡢỈዪᏊᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺㟁Ẽ㏻ಙᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺୍ᶫᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋୰ኸᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺୍ᶫᏛᅜ㝿ᴗᡓ␎◊✲⛉ᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺୍ᶫᏛ⤒῭◊✲ᡤ㈨ᩱᐊ 
䥹ᅜ䥺୍ᶫᏛ⤒῭◊✲ᡤ㝃ᒓ♫⛉Ꮫ⤫ィሗ◊✲ࢭࣥࢱ䤀 
䥹ᅜ䥺୍ᶫᏛ♫⛉Ꮫྂ㈨ᩱࢭࣥࢱ䤀 
䥹ᅜ䥺ᶓᅜ❧Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋୰ኸᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᶓᅜ❧Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋♫⛉Ꮫ⣔◊✲ᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᶓᅜ❧Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋⌮ᕤᏛ⣔◊✲ᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᶓᅜ❧Ꮫ⤒῭Ꮫ㒊㝃ᒓࢪ⤒῭♫◊✲ࢭࣥࢱ䤀 
䥹ᅜ䥺᪂₲ᏛᏛ⾡ሗᇶ┙ᶵᵓ㝃ᒓᅗ᭩㤋䥹୰ኸᅗ᭩㤋䥺 
䥹ᅜ䥺᪂₲ᏛᏛ⾡ሗᇶ┙ᶵᵓ㝃ᒓᅗ᭩㤋᪫⏫ศ㤋䥹་ṑᏛᅗ᭩㤋䥺
䥹ᅜ䥺㛗ᒸᢏ⾡⛉ᏛᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ୖ㉺ᩍ⫱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᐩᒣᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋୰ኸᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᐩᒣᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋་⸆Ꮫᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᐩᒣᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋ⱁ⾡ᩥᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺㔠ἑᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋䥹୰ኸᅗ᭩㤋䥺 
䥹ᅜ䥺㔠ἑᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋䥹་Ꮫ⣔ศ㤋䥺 
䥹ᅜ䥺㔠ἑᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋䥹⮬↛⛉Ꮫ⣔ᅗ᭩㤋䥺 
䥹ᅜ䥺㔠ἑᏛ㈨ᩱ㤋 
䥹ᅜ䥺㔠ἑᏛ་Ꮫ㒊グᛕ㤋 
䥹ᅜ䥺⚟Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋⥲ྜᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺⚟Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋་Ꮫᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᒣᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋 

ᮾி㒔 ༊ ༡ᅄࡢࡢ 
ᮾி㒔Ụᮾ༊㉺୰ᓥࡢ୍ࡢභ 
ᮾி㒔ᩥி༊ሯࡢ୍ࡢ୍ 
ᮾி㒔ㄪᕸᕷㄪᕸ䣿ୣ୍ࡢࡢ୍ 
ᮾி㒔ᅜ❧ᕷ୰ࡢ୍ 
ᮾி㒔༓௦⏣༊୍ࢶᶫࡢ୍ࡢ 
ᮾி㒔ᅜ❧ᕷ୰ࡢ୍ 
ᮾி㒔ᅜ❧ᕷ୰ࡢ୍ 
ᮾி㒔ᅜ❧ᕷ୰ࡢ୍ 
⚄ዉᕝ┴ᶓᕷಖᅵ䣿㇂༊ᖖ┙ྎࡢභ
⚄ዉᕝ┴ᶓᕷಖᅵ䣿㇂༊ᖖ┙ྎࡢභ
⚄ዉᕝ┴ᶓᕷಖᅵ䣿㇂༊ᖖ┙ྎࡢභ
⚄ዉᕝ┴ᶓᕷಖᅵ䣿㇂༊ᖖ┙ྎࡢ୕
᪂₲┴᪂₲ᕷす༊༑ᔒࡢ⏫ඵࠐࠐ 
᪂₲┴᪂₲ᕷ୰ኸ༊᪫⏫㏻୍␒⏫ᅄ 
᪂₲┴㛗ᒸᕷୖᐩᒸ⏫୍භࠐ୕ࡢ୍ 
᪂₲┴ୖ㉺ᕷᒣᒇᩜ⏫୍ 
ᐩᒣ┴ᐩᒣᕷ⚟୕୍ࠐ 
ᐩᒣ┴ᐩᒣᕷᮡ㇂භ୕ࠐ 
ᐩᒣ┴㧗ᒸᕷୖ⏫୍ඵࠐ 
▼ᕝ┴㔠ἑᕷゅ㛫⏫ 
▼ᕝ┴㔠ἑᕷᐆ⏫୍୕ࡢ୍ 
▼ᕝ┴㔠ἑᕷゅ㛫⏫ 
▼ᕝ┴㔠ἑᕷゅ㛫⏫ 
▼ᕝ┴㔠ἑᕷᐆ⏫୍୕ࡢ୍ 
⚟┴⚟ᕷᩥி୕ࡢࡢ୍ 
⚟┴ྜྷ⏣㒆Ọᖹᑎ⏫ᯇᒸୗྜ᭶୕ࡢ୕
ᒣ┴⏥ᗓᕷṊ⏣ᅄࡢᅄࡢ୕ 
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䥹ᅜ䥺ᒣᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋་Ꮫศ㤋 
䥹ᅜ䥺ಙᕞᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋୰ኸᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ಙᕞᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋ᩍ⫱Ꮫ㒊ᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ಙᕞᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋་Ꮫ㒊ᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ಙᕞᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋ᕤᏛ㒊ᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ಙᕞᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋㎰Ꮫ㒊ᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ಙᕞᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋⧄⥔Ꮫ㒊ᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᒱ㜧Ꮫᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᒱ㜧Ꮫ་Ꮫᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺㟼ᒸᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺㟼ᒸᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋ᯇศ㤋 
䥹ᅜ䥺ᯇ་⛉Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ྡྂᒇᏛᏛᩥ᭩㈨ᩱᐊṔྐ㈨ᩱ࣭Ꮫྐ⦅⧩㒊㛛
䥹ᅜ䥺ྡྂᒇᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋୰ኸᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ྡྂᒇᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋་Ꮫ㒊ศ㤋 
䥹ᅜ䥺ྡྂᒇᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋་Ꮫ㒊ศ㤋ಖᏛᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ྡྂᒇᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋ᩥᏛᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ྡྂᒇᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋ᩍ⫱Ⓨ㐩⛉Ꮫᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ྡྂᒇᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋ἲᏛᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ྡྂᒇᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋⤒῭Ꮫᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ྡྂᒇᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋ሗ࣭ゝㄒྜྠᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ྡྂᒇᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋⌮Ꮫᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ྡྂᒇᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋ᕤᏛᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ྡྂᒇᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋⏕㎰Ꮫᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ྡྂᒇᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋ᅜ㝿㛤Ⓨᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ྡྂᒇᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋⸆⛉Ꮫᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ྡྂᒇᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋⎔ቃ་Ꮫ◊✲ᡤᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ྡྂᒇᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋Ᏹᐂᆅ⌫⎔ቃ◊✲ᡤᅗ᭩ᐊ 



䥹ᅜ䥺ྡྂᒇᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋ࢯࢺ䤀ࣉ⥲ྜࢭࣥࢱ䤀ᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ྡྂᒇᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋ሗᇶ┙ࢭࣥࢱ䤀ᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ྡྂᒇᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋⥲ྜಖయ⫱⛉Ꮫࢭࣥࢱ䤀ᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ྡྂᒇᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋ᅜ㝿ᩍ⫱ὶᮏ㒊ᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ྡྂᒇᏛ༤≀㤋 
䥹ᅜ䥺ឡ▱ᩍ⫱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ྡྂᒇᕤᴗᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺㇏ᶫᢏ⾡⛉ᏛᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺୕㔜Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺㈡Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺㈡Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ᩍ⫱Ꮫ㒊ศ㤋 
䥹ᅜ䥺㈡Ꮫ⤒῭Ꮫ㒊㝃ᒓྐᩱ㤋 
䥹ᅜ䥺㈡Ꮫ⤒῭⤒Ⴀ◊✲ᡤ 
䥹ᅜ䥺㈡་⛉Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ி㒔Ꮫ⥲ྜ༤≀㤋 
䥹ᅜ䥺ி㒔Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ி㒔Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋Ᏹศ㤋 
䥹ᅜ䥺ி㒔ᏛᏛ㝔ᩥᏛ◊✲⛉ᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ி㒔ᏛᏛ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉࣭ᩍ⫱Ꮫ㒊ᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ி㒔ᏛἲᏛ㒊ᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ி㒔ᏛᏛ㝔⤒῭Ꮫ◊✲⛉࣭⤒῭Ꮫ㒊ᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ி㒔ᏛᏛ㝔⤒῭Ꮫ◊✲⛉࣭⤒῭Ꮫ㒊ㄪᰝ㈨ᩱᐊ 
䥹ᅜ䥺ி㒔Ꮫ⌮Ꮫ㒊୰ኸᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ி㒔Ꮫ་Ꮫᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ி㒔Ꮫ་Ꮫᅗ᭩㤋ே㛫ᗣ⛉Ꮫ⣔ᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ி㒔ᏛᏛ㝔⸆Ꮫ◊✲⛉࣭⸆Ꮫ㒊ᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ி㒔ᏛᏛ㝔ᕤᏛ◊✲⛉࣭ᕤᏛ㒊ᆅ⌫⣔ᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ி㒔ᏛᏛ㝔ᕤᏛ◊✲⛉࣭ᕤᏛ㒊ᆅ⌫ᕤᏛ⛉ᅗ᭩ᐊ 
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ᒣ┴୰ኸᕷୗἙᮾ୍୍୍ࠐ 
㛗㔝┴ᯇᮏᕷ᪫୕ࡢ୍ࡢ୍ 
㛗㔝┴㛗㔝ᕷᏐす㛗㔝භࡢࣟ 
㛗㔝┴ᯇᮏᕷ᪫୕ࡢ୍ࡢ୍ 
㛗㔝┴㛗㔝ᕷⱝ㔛ᅄࡢ୍ࡢ୍ 
㛗㔝┴ୖఀ㑣㒆༡⟪㍯ᮧඵ୕ࠐᅄ 
㛗㔝┴ୖ⏣ᕷᖖ⏣୕ࡢ୍ࡢ୍ 
ᒱ㜧┴ᒱ㜧ᕷᰗᡞ୍ࡢ୍ 
ᒱ㜧┴ᒱ㜧ᕷᰗᡞ୍ࡢ୍ 
㟼ᒸ┴㟼ᒸᕷ㥴Ἑ༊㇂ඵ୕භ 
㟼ᒸ┴ᯇᕷ୰༊ᇛ୕ࡢࡢ୍ 
㟼ᒸ┴ᯇᕷᮾ༊༙⏣ᒣ୍ࡢࠐࡢ୍ 
ឡ▱┴ྡྂᒇᕷ༓✀༊⪁⏫ 
ឡ▱┴ྡྂᒇᕷ༓✀༊⪁⏫ 
ឡ▱┴ྡྂᒇᕷ༊㭯⯙⏫භ 
ឡ▱┴ྡྂᒇᕷᮾ༊ᖾ༡୍ࡢ୍ࡢࠐ 
ឡ▱┴ྡྂᒇᕷ༓✀༊⪁⏫ 
ឡ▱┴ྡྂᒇᕷ༓✀༊⪁⏫ 
ឡ▱┴ྡྂᒇᕷ༓✀༊⪁⏫ 
ឡ▱┴ྡྂᒇᕷ༓✀༊⪁⏫ 
ឡ▱┴ྡྂᒇᕷ༓✀༊⪁⏫ 
ឡ▱┴ྡྂᒇᕷ༓✀༊⪁⏫ 
ឡ▱┴ྡྂᒇᕷ༓✀༊⪁⏫ 
ឡ▱┴ྡྂᒇᕷ༓✀༊⪁⏫ 
ឡ▱┴ྡྂᒇᕷ༓✀༊⪁⏫ 
ឡ▱┴ྡྂᒇᕷ༓✀༊⪁⏫ 
ឡ▱┴ྡྂᒇᕷ༓✀༊⪁⏫ 
ឡ▱┴ྡྂᒇᕷ༓✀༊⪁⏫ 

ឡ▱┴ྡྂᒇᕷ༓✀༊⪁⏫ 
ឡ▱┴ྡྂᒇᕷ༓✀༊⪁⏫ 
ឡ▱┴ྡྂᒇᕷ༓✀༊⪁⏫ 
ឡ▱┴ྡྂᒇᕷ༓✀༊⪁⏫ 
ឡ▱┴ྡྂᒇᕷ༓✀༊⪁⏫ 
ឡ▱┴ส㇂ᕷ䣿㇂⏫ᗈἑ୍ 
ឡ▱┴ྡྂᒇᕷ༊ᚚჾᡤ⏫ 
ឡ▱┴㇏ᶫᕷኳ⏫㞼㞛ࢣୣ୍ࡢ୍ 
୕㔜┴ὠᕷᰩ┿⏫ᒇ⏫୍ 
㈡┴ᙪ᰿ᕷ㤿ሙ୍ࡢ୍ࡢ୍ 
㈡┴ὠᕷᖹὠࡢࡢ୍ 
㈡┴ᙪ᰿ᕷ㤿ሙ୍ࡢ୍ࡢ୍ 
㈡┴ᙪ᰿ᕷ㤿ሙ୍ࡢ୍ࡢ୍ 
㈡┴ὠᕷ℩⏣᭶㍯⏫ 
ி㒔ᗓி㒔ᕷᕥி༊ྜྷ⏣ᮏ⏫ 
ி㒔ᗓி㒔ᕷᕥி༊ྜྷ⏣ᮏ⏫ 
ி㒔ᗓᏱᕷ䣿ᗉ 
ி㒔ᗓி㒔ᕷᕥி༊ྜྷ⏣ᮏ⏫ 
ி㒔ᗓி㒔ᕷᕥி༊ྜྷ⏣ᮏ⏫ 
ி㒔ᗓி㒔ᕷᕥி༊ྜྷ⏣ᮏ⏫ 
ி㒔ᗓி㒔ᕷᕥி༊ྜྷ⏣ᮏ⏫ 
ி㒔ᗓி㒔ᕷᕥி༊ྜྷ⏣ᮏ⏫ 
ி㒔ᗓி㒔ᕷᕥி༊ⓑᕝ㏣ศ⏫ 
ி㒔ᗓி㒔ᕷᕥி༊ྜྷ⏣㏆⾨⏫ 
ி㒔ᗓி㒔ᕷᕥி༊⪷ㆤ㝔ᕝཎ⏫୕ 
ி㒔ᗓி㒔ᕷᕥி༊ྜྷ⏣ୗ㜿㐩⏫ᅄභࡢ
ி㒔ᗓி㒔ᕷすி༊ி㒔Ꮫ᱇ 
ி㒔ᗓி㒔ᕷᕥி༊ྜྷ⏣ᮏ⏫ 



䥹ᅜ䥺ி㒔ᏛᏛ㝔ᕤᏛ◊✲⛉࣭ᕤᏛ㒊᱇ᘓ⠏⣔ᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ி㒔ᏛᏛ㝔ᕤᏛ◊✲⛉࣭ᕤᏛ㒊ྜྷ⏣ᘓ⠏⣔ᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ி㒔ᏛᏛ㝔ᕤᏛ◊✲⛉࣭ᕤᏛ㒊᱇≀⌮⣔ᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ி㒔ᏛᏛ㝔ᕤᏛ◊✲⛉࣭ᕤᏛ㒊ྜྷ⏣≀⌮⣔ᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ி㒔ᏛᏛ㝔ᕤᏛ◊✲⛉࣭ᕤᏛ㒊㟁Ẽ⣔ᅗ᭩ᐊ䥹᱇䥺 
䥹ᅜ䥺ி㒔ᏛᏛ㝔ᕤᏛ◊✲⛉࣭ᕤᏛ㒊㟁Ẽ⣔ᅗ᭩ᐊ䥹ྜྷ⏣䥺 
䥹ᅜ䥺ி㒔ᏛᏛ㝔ᕤᏛ◊✲⛉࣭ᕤᏛ㒊Ꮫ⣔ᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ி㒔ᏛᏛ㝔ᕤᏛ◊✲⛉࣭ᕤᏛ㒊ᕤᴗᏛ⛉ᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ி㒔Ꮫ㎰Ꮫ㒊ᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ி㒔ᏛᏛ㝔㎰Ꮫ◊✲⛉⏕≀㈨※⤒῭Ꮫᑓᨷྖ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ி㒔Ꮫྜྷ⏣༡⥲ྜᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ி㒔ᏛᏛ㝔࢚ࢿࣝࢠ䤀⛉Ꮫ◊✲⛉ᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ி㒔ᏛᏛ㝔ࢪ࣭ࣇࣜ࢝ᆅᇦ◊✲◊✲⛉ᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ி㒔ᏛᏛ㝔ሗᏛ◊✲⛉ᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ி㒔ᏛᏛ㝔ᆅ⌫⎔ቃᏛᇽ࣭Ꮫ⯋ᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ி㒔Ꮫேᩥ⛉Ꮫ◊✲ᡤᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ி㒔Ꮫேᩥ⛉Ꮫ◊✲ᡤ㝃ᒓᮾࢪேᩥሗᏛ◊✲ࢭࣥࢱ䤀
䥹ᅜ䥺ி㒔Ꮫ⏕་⛉Ꮫ◊✲ᡤᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ி㒔Ꮫᇶ♏≀⌮Ꮫ◊✲ᡤᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ி㒔Ꮫᇶ♏≀⌮Ꮫ◊✲ᡤᕝグᛕ㤋ྐᩱᐊ 
䥹ᅜ䥺ி㒔Ꮫ⤒῭◊✲ᡤᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ி㒔Ꮫᩘ⌮ゎᯒ◊✲ᡤᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ி㒔ᏛཎᏊ⅔ᐇ㦂ᡤᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ி㒔Ꮫ㟋㛗㢮◊✲ᡤᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ி㒔Ꮫᮾ༡ࢪ◊✲ᡤᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ி㒔Ꮫ⏕ែᏛ◊✲ࢭࣥࢱ䤀ᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ி㒔Ꮫᆅᇦ◊✲⤫ྜሗࢭࣥࢱ䤀ᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺ி㒔Ꮫࣇ䣵䤀ࣝࢻ⛉Ꮫᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ䤀᳃ᯘ⣔ᅗ᭩ᐊ 

䥹ᅜ䥺ி㒔Ꮫࣇ䣵䤀ࣝࢻ⛉Ꮫᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ䤀℩ᡞ⮫ᾏᐇ㦂ᡤᅗ᭩ᐊ
䥹ᅜ䥺ி㒔ᩍ⫱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ி㒔ᕤⱁ⧄⥔Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ி㒔ᕤⱁ⧄⥔Ꮫ⨾⾡ᕤⱁ㈨ᩱ㤋 
䥹ᅜ䥺㜰Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋⥲ྜᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺㜰Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋⏕⛉Ꮫᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺㜰Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋⌮ᕤᏛᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺㜰Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋እᅜᏛᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺㜰ᏛᏛ㝔ே㛫⛉Ꮫ◊✲⛉ᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺㜰Ꮫᚤ⏕≀◊✲ᡤᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺㜰Ꮫ⏘ᴗ⛉Ꮫ◊✲ᡤᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺㜰Ꮫ⺮ⓑ㉁◊✲ᡤᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺㜰Ꮫ䤀࢝ࣈࢬᏛྐ㈨ᩱ㒊㛛 
䥹ᅜ䥺㜰ᩍ⫱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺㜰ᩍ⫱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ኳ⋤ᑎศ㤋 
䥹ᅜ䥺රᗜᩍ⫱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺⚄ᡞᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋⥲ྜᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺⚄ᡞᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋♫⛉Ꮫ⣔ᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺⚄ᡞᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋⮬↛⛉Ꮫ⣔ᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺⚄ᡞᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋ேᩥ⛉Ꮫᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺⚄ᡞᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋ᅜ㝿ᩥᏛᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺⚄ᡞᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋ே㛫⛉Ꮫᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺⚄ᡞᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋⤒῭⤒Ⴀ◊✲ᡤᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺⚄ᡞᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋་Ꮫศ㤋 
䥹ᅜ䥺⚄ᡞᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋ಖ⛉Ꮫᅗ᭩ᐊ 
䥹ᅜ䥺⚄ᡞᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋ᾏ⛉Ꮫศ㤋 
䥹ᅜ䥺⚄ᡞᏛᏛ㝔ᾏ⛉Ꮫ◊✲⛉ᾏ༤≀㤋 
䥹ᅜ䥺ዉⰋᩍ⫱Ꮫᅗ᭩㤋 
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ி㒔ᗓி㒔ᕷすி༊ி㒔Ꮫ᱇ 
ி㒔ᗓி㒔ᕷᕥி༊ྜྷ⏣ᮏ⏫ 
ி㒔ᗓி㒔ᕷすி༊ி㒔Ꮫ᱇ 
ி㒔ᗓி㒔ᕷᕥி༊ྜྷ⏣ᮏ⏫ 
ி㒔ᗓி㒔ᕷすி༊ி㒔Ꮫ᱇ 
ி㒔ᗓி㒔ᕷᕥி༊ྜྷ⏣ᮏ⏫ 
ி㒔ᗓி㒔ᕷすி༊ி㒔Ꮫ᱇ 
ி㒔ᗓி㒔ᕷᕥி༊ྜྷ⏣ᮏ⏫ 
ி㒔ᗓி㒔ᕷᕥி༊ⓑᕝ㏣ศ⏫ 
ி㒔ᗓி㒔ᕷᕥி༊ⓑᕝ㏣ศ⏫ 
ி㒔ᗓி㒔ᕷᕥி༊ྜྷ⏣ᮏᯇ⏫ 
ி㒔ᗓி㒔ᕷᕥி༊ྜྷ⏣ᮏ⏫ 
ி㒔ᗓி㒔ᕷᕥி༊ྜྷ⏣ୗ㜿㐩⏫ᅄභ 
ி㒔ᗓி㒔ᕷᕥி༊ྜྷ⏣ᮏ⏫ 
ி㒔ᗓி㒔ᕷᕥி༊ྜྷ⏣ᮏ⏫ 
ி㒔ᗓி㒔ᕷᕥி༊ྜྷ⏣ᮏ⏫ 
ி㒔ᗓி㒔ᕷᕥி༊ⓑᕝᮾᑠ⏫ᅄ 
ி㒔ᗓி㒔ᕷᕥி༊⪷ㆤ㝔ᕝཎ⏫୕ 
ி㒔ᗓி㒔ᕷᕥி༊ⓑᕝ㏣ศ⏫ 
ி㒔ᗓி㒔ᕷᕥி༊ⓑᕝ㏣ศ⏫ 
ி㒔ᗓி㒔ᕷᕥி༊ྜྷ⏣ᮏ⏫ 
ி㒔ᗓி㒔ᕷᕥி༊ⓑᕝ㏣ศ⏫ 
㜰ᗓἨ༡㒆⇃ྲྀ⏫ᮅ௦すࡢ୍ࠐ୍ࠐ 
ឡ▱┴≟ᒣᕷᐁᯘᅄ୍ࡢ 
ி㒔ᗓி㒔ᕷᕥி༊ྜྷ⏣ୗ㜿㐩⏫ᅄභ 
㈡┴ὠᕷᖹ㔝ࡢࠐࡢ୕ 
ி㒔ᗓி㒔ᕷᕥி༊ྜྷ⏣ୗ㜿㐩⏫ᅄභ 
ி㒔ᗓி㒔ᕷᕥி༊ⓑᕝ㏣ศ⏫ 





ḷᒣ┴す∹፝㒆ⓑ⏫ᅄ 
ி㒔ᗓி㒔ᕷఅぢ༊῝ⲡ⸨᳃⏫୍ 
ி㒔ᗓி㒔ᕷᕥி༊ᯇ䣿ᓮᶫୖ⏫୍ 
ி㒔ᗓி㒔ᕷᕥி༊ᯇ䣿ᓮᶫୖ⏫୍ 
㜰ᗓ㇏୰ᕷᚅවᒣ⏫୍ࡢᅄ 
㜰ᗓ྿⏣ᕷᒣ⏣ୣࡢ୕ 
㜰ᗓ྿⏣ᕷᒣ⏣ୣࡢ୍ 
㜰ᗓ⟪㠃ᕷ⢖⏕㛫㇂ᮾඵࡢ୍ࡢ୍ 
㜰ᗓ྿⏣ᕷᒣ⏣ୣ୍ࡢ 
㜰ᗓ྿⏣ᕷᒣ⏣ୣ୕ࡢ୍ 
㜰ᗓⲈᮌᕷ⨾✑䣿ୣඵࡢ୍ 
㜰ᗓ྿⏣ᕷᒣ⏣ୣ୕ࡢ 
㜰ᗓ⟪㠃ᕷ⢖⏕㛫㇂ᮾඵࡢ୍ࡢ୍ 
㜰ᗓ᯽ཎᕷ᪫䣿ୣᅄࡢභඵࡢ୍ 
㜰ᗓ㜰ᕷኳ⋤ᑎ༊༡Ἑᇼ⏫ᅄࡢඵඵ
රᗜ┴ຍᮾᕷୗஂ⡿ᅄࡢ୍ 
රᗜ┴⚄ᡞᕷℿ༊㭯⏥୍ࡢࡢ୍ 
රᗜ┴⚄ᡞᕷℿ༊භ⏥ྎ⏫ࡢ୍ 
රᗜ┴⚄ᡞᕷℿ༊භ⏥ྎ⏫୍ࡢ୍ 
රᗜ┴⚄ᡞᕷℿ༊භ⏥ྎ⏫୍ࡢ୍ 
රᗜ┴⚄ᡞᕷℿ༊㭯⏥୍ࡢࡢ୍ 
රᗜ┴⚄ᡞᕷℿ༊㭯⏥୕ࡢ୍୍ 
රᗜ┴⚄ᡞᕷℿ༊භ⏥ྎ⏫ࡢ୍ 
රᗜ┴⚄ᡞᕷ୰ኸ༊ᴋ⏫ࡢࡢ୍ 
රᗜ┴⚄ᡞᕷ㡲☻༊ࡀୣࡢ୍ࠐࡢ
රᗜ┴⚄ᡞᕷᮾℿ༊῝Ụ༡⏫ࡢ୍ࡢ୍
රᗜ┴⚄ᡞᕷᮾℿ༊῝Ụ༡⏫ࡢ୍ࡢ୍
ዉⰋ┴ዉⰋᕷ㧗⏿⏫ 







䥹ᅜ䥺ዉⰋዪᏊᏛᏛ⾡ሗࢭࣥࢱ䤀 
䥹ᅜ䥺ḷᒣᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ḷᒣᏛ⣖ᕞ⤒῭ྐᩥྐ◊✲ᡤ 
䥹ᅜ䥺㫽ྲྀᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺㫽ྲྀᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋་Ꮫ㒊ศ㤋 
䥹ᅜ䥺ᓥ᰿ᏛᏛ⾡ሗᶵᵓ㝃ᒓᅗ᭩㤋ᮏ㤋 
䥹ᅜ䥺ᓥ᰿ᏛᏛ⾡ሗᶵᵓ㝃ᒓᅗ᭩㤋་Ꮫᅗ᭩㤋
䥹ᅜ䥺ᒸᒣᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᒸᒣᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋㮵⏣ศ㤋 
䥹ᅜ䥺ᒸᒣᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋㈨※᳜≀⛉Ꮫ◊✲ᡤศ㤋
䥹ᅜ䥺ᗈᓥᏛᅗ᭩㤋୰ኸᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᗈᓥᏛᅗ᭩㤋ᮾᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᗈᓥᏛᅗ᭩㤋すᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᗈᓥᏛᅗ᭩㤋㟘ᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᗈᓥᏛᅗ᭩㤋ᮾ༓⏣ᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᗈᓥᏛ⥲ྜ༤≀㤋 
䥹ᅜ䥺ᗈᓥᏛᩥ᭩㤋Ꮫྐ㈨ᩱᐊ 
䥹ᅜ䥺ᒣཱྀᏛᅗ᭩㤋⥲ྜᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᒣཱྀᏛᅗ᭩㤋་Ꮫ㒊ᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᒣཱྀᏛᅗ᭩㤋ᕤᏛ㒊ᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᒣཱྀᏛ⤒῭Ꮫ㒊ᮾள⤒῭◊✲ᡤ 
䥹ᅜ䥺ᚨᓥᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᚨᓥᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋ⶶᮏศ㤋 
䥹ᅜ䥺㬆㛛ᩍ⫱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺㤶ᕝᏛᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺㤶ᕝᏛᅗ᭩㤋་Ꮫ㒊ศ㤋 
䥹ᅜ䥺㤶ᕝᏛᅗ᭩㤋ᕤᏛ㒊ศ㤋 
䥹ᅜ䥺㤶ᕝᏛᅗ᭩㤋㎰Ꮫ㒊ศ㤋 

ዉⰋ┴ዉⰋᕷ㨶ᒇす⏫ 
ḷᒣ┴ḷᒣᕷᰤ㇂୕ࠐ 
ḷᒣ┴ḷᒣᕷᰤ㇂୕ࠐ 
㫽ྲྀ┴㫽ྲྀᕷ†ᒣ⏫༡ᅄࡢ୍ࠐ୍ 
㫽ྲྀ┴⡿Ꮚᕷす⏫ඵභ 
ᓥ᰿┴ᯇỤᕷすᕝὠ⏫୍ࠐභࠐ 
ᓥ᰿┴ฟ㞼ᕷሷ෬⏫ඵࡢ୍ 
ᒸᒣ┴ᒸᒣᕷ༊ὠᓥ୰୕ࡢ୍ࡢ୍ 
ᒸᒣ┴ᒸᒣᕷ༊㮵⏣⏫ࡢࡢ୍ 
ᒸᒣ┴ᩜᕷ୰ኸࡢࠐࡢ୍ 
ᗈᓥ┴ᮾᗈᓥᕷ㙾ᒣ୍ࡢࡢ 
ᗈᓥ┴ᮾᗈᓥᕷ㙾ᒣ୍ࡢᅄࡢ 
ᗈᓥ┴ᮾᗈᓥᕷ㙾ᒣ୍ࡢࡢ 
ᗈᓥ┴ᗈᓥᕷ༡༊㟘୍ࡢࡢ୕ 
ᗈᓥ┴ᗈᓥᕷ୰༊ᮾ༓⏣⏫୍ࡢ୍ࡢඵ 
ᗈᓥ┴ᮾᗈᓥᕷ㙾ᒣ୍ࡢ୍ࡢ୍ 
ᗈᓥ┴ᮾᗈᓥᕷ㙾ᒣ୍ࡢ୍ࡢ୍ 
ᒣཱྀ┴ᒣཱྀᕷྜྷ⏣୍භࡢ୍ 
ᒣཱྀ┴Ᏹ㒊ᕷ༡ᑠ୵୍ࡢ୍ࡢ୍ 
ᒣཱྀ┴Ᏹ㒊ᕷᖖ┙ྎࡢ୍භࡢ୍ 
ᒣཱྀ┴ᒣཱྀᕷྜྷ⏣୍භࡢ୍ 
ᚨᓥ┴ᚨᓥᕷ༡ᖖ୕ᓥ⏫ࡢ୍ 
ᚨᓥ┴ᚨᓥᕷⶶᮏ⏫୕ࡢ୍ඵࡢ୍ 
ᚨᓥ┴㬆㛛ᕷ㬆㛛⏫㧗ᓥᏐ୰ᓥᅄඵ 
㤶ᕝ┴㧗ᯇᕷᖾ⏫୍ࡢ୍ 
㤶ᕝ┴ᮌ⏣㒆୕ᮌ⏫Ꮠụᡞ୍ࠐࡢ୍ 
㤶ᕝ┴㧗ᯇᕷᯘ⏫୍ࡢࠐ 
㤶ᕝ┴ᮌ⏣㒆୕ᮌ⏫Ꮠụᡞ୕୕ 





䥹ᅜ䥺ឡᏛᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ឡᏛᅗ᭩㤋་Ꮫ㒊ศ㤋 
䥹ᅜ䥺ឡᏛᅗ᭩㤋㎰Ꮫ㒊ศ㤋 
䥹ᅜ䥺㧗▱Ꮫ⥲ྜሗࢭࣥࢱ䤀䥹ᅗ᭩㤋䥺୰ኸ㤋 
䥹ᅜ䥺㧗▱Ꮫ⥲ྜሗࢭࣥࢱ䤀䥹ᅗ᭩㤋䥺་Ꮫ㒊ศ㤋
䥹ᅜ䥺㧗▱Ꮫ⥲ྜሗࢭࣥࢱ䤀䥹ᅗ᭩㤋䥺㎰Ꮫ㒊ศ㤋
䥹ᅜ䥺⚟ᒸᩍ⫱ᏛᏛ⾡ሗࢭࣥࢱ䤀ᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᕞᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋୰ኸᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᕞᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋་Ꮫᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᕞᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋ⱁ⾡ᕤᏛᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᕞᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋⟃⣸ᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᕞᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋ఀ㒔ᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᕞᕤᴗᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᕞᕤᴗᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋ሗᕤᏛ㒊ศ㤋 
䥹ᅜ䥺బ㈡Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺బ㈡Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋་Ꮫศ㤋 
䥹ᅜ䥺㛗ᓮᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋୰ኸᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺㛗ᓮᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋་Ꮫศ㤋 
䥹ᅜ䥺㛗ᓮᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋⤒῭Ꮫ㒊ศ㤋 
䥹ᅜ䥺㛗ᓮᏛ⤒῭Ꮫ㒊ᮾ༡ࢪ◊✲ᡤ 
䥹ᅜ䥺⇃ᮏᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋୰ኸ㤋 
䥹ᅜ䥺⇃ᮏᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋་Ꮫ⣔ศ㤋 
䥹ᅜ䥺⇃ᮏᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋⸆Ꮫ㒊ศ㤋 
䥹ᅜ䥺⇃ᮏᏛ㧗グᛕ㤋 
䥹ᅜ䥺ศᏛᏛ⾡ሗᣐⅬ䥹ᅗ᭩㤋䥺 
䥹ᅜ䥺ศᏛᏛ⾡ሗᣐⅬ䥹་Ꮫᅗ᭩㤋䥺 
䥹ᅜ䥺ᐑᓮᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺ᐑᓮᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋་Ꮫศ㤋 

ឡ┴ᯇᒣᕷᩥி⏫୕ 
ឡ┴ᮾ ᕷᚿὠᕝ 
ឡ┴ᯇᒣᕷᶡ୕ࡢࡢ 
㧗▱┴㧗▱ᕷ᭖⏫ࡢࡢ୍ 
㧗▱┴༡ᅜᕷᒸ㇏⏫ᑠⶈ 
㧗▱┴༡ᅜᕷ≀㒊எࠐࠐ 
⚟ᒸ┴᐀ീᕷ㉥㛫ᩥᩍ⏫୍ࡢ 
⚟ᒸ┴⚟ᒸᕷᮾ༊⟽ᓮභࡢ୍ࠐࡢ୍ 
⚟ᒸ┴⚟ᒸᕷᮾ༊㤿ฟ୕ࡢ୍ࡢ୍ 
⚟ᒸ┴⚟ᒸᕷ༡༊ሷཎᅄࡢࡢ୍ 
⚟ᒸ┴᪥ᕷ᪥බᅬභࡢ୍ 
⚟ᒸ┴⚟ᒸᕷす༊ඖᒸᅄᅄ 
⚟ᒸ┴ᕞᕷᡞ⏿༊Ỉ⏫୍ࡢ୍ 
⚟ᒸ┴㣤ሯᕷᕝὠභඵࠐࡢᅄ 
బ㈡┴బ㈡ᕷᮏᗉ⏫୍ 
బ㈡┴బ㈡ᕷ㘠ᓥࡢ୍ࡢ୍ 
㛗ᓮ┴㛗ᓮᕷᩥᩍ⏫୍ࡢ୍ᅄ 
㛗ᓮ┴㛗ᓮᕷᆏᮏ୍ࡢ୍ࡢᅄ 
㛗ᓮ┴㛗ᓮᕷ∦ῡᅄࡢࡢ୍ 
㛗ᓮ┴㛗ᓮᕷ∦ῡᅄࡢࡢ୍ 
⇃ᮏ┴⇃ᮏᕷ୰ኸ༊㯮㧥ࡢᅄࠐࡢ୍ 
⇃ᮏ┴⇃ᮏᕷ୰ኸ༊ᮏⲮ୍ࡢ୍ࡢ୍ 
⇃ᮏ┴⇃ᮏᕷ୰ኸ༊Ụᮏ⏫ࡢ୍ 
⇃ᮏ┴⇃ᮏᕷ୰ኸ༊㯮㧥ࡢᅄࠐࡢ୍ 
ศ┴ศᕷᏐ᪦㔝ཎࠐࠐ 
ศ┴⏤ᕸᕷᤃ㛫⏫་䣿ୣ୍ࡢ୍ 
ᐑᓮ┴ᐑᓮᕷᏛᅬᮌⰼྎす୍ࡢ୍ 
ᐑᓮ┴ᐑᓮᕷΎṊ⏫ᮌཎࠐࠐ 




14

䥹ᅜ䥺ᐑᓮᏛ㎰Ꮫ㒊㝃ᒓ㎰ᴗ༤≀㤋 
䥹ᅜ䥺㮵ඣᓥᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺㮵ඣᓥᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋ᱜ䣿ୣศ㤋 
䥹ᅜ䥺㮵ඣᓥᏛ㝃ᒓᅗ᭩㤋Ỉ⏘Ꮫ㒊ศ㤋 
䥹ᅜ䥺㮵ᒇయ⫱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺⌰⌫Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
䥹ᅜ䥺⌰⌫Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋་Ꮫ㒊ศ㤋 
䥹ᅜ䥺㝣ඛ➃⛉Ꮫᢏ⾡Ꮫ㝔Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋
䥹ᅜ䥺ዉⰋඛ➃⛉Ꮫᢏ⾡Ꮫ㝔Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋
䥹ᅜ䥺ᨻ⟇◊✲Ꮫ㝔Ꮫᅗ᭩㤋 

ᐑᓮ┴ᐑᓮᕷᏛᅬᮌⰼྎす୍ࡢ୍ 
㮵ඣᓥ┴㮵ඣᓥᕷ㒆ඖ୍ࡢ୍ࡢ୕ 
㮵ඣᓥ┴㮵ඣᓥᕷᱜ䣿ୣඵࡢ୕ࡢ୍ 
㮵ඣᓥ┴㮵ඣᓥᕷୗⲨ⏣ᅄࡢࠐࡢࠐ 
㮵ඣᓥ┴㮵ᒇᕷⓑỈ⏫୍ 
Ἀ⦖┴୰㢌㒆すཎ⏫Ꮠ༓ཎ୍ 
Ἀ⦖┴୰㢌㒆すཎ⏫Ꮠୖཎࠐ 
▼ᕝ┴⬟⨾ᕷ᪫ྎ୍ࡢ୍ 

ዉⰋ┴⏕㥖ᕷ㧗ᒣ⏫ඵ୍භࡢ 

ᮾி㒔 ༊භᮏᮌࡢࡢ୍ 
⚄ዉᕝ ┴୕ᾆ 㒆ⴥᒣ⏫ ୖᒣཱྀ Ꮠ㛫㛛 ୍භࠐ
䥹ᅜ䥺⥲ྜ◊✲Ꮫ㝔Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ᮏ㒊ᅗ᭩㤋 
ࡢ୕ 
䥹䥺ே㛫ᩥ◊✲ᶵᵓᅜ❧ṔྐẸ༤≀㤋 
༓ⴥ┴బᕷᇛෆ⏫୍୍ 
䥹䥺ே㛫ᩥ◊✲ᶵᵓᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋ሗᴗࢭࣥࢱ䤀ᅗ᭩㤋 
ᮾி㒔❧ᕝᕷ⥳⏫୍ࠐࡢ୕ 
䥹䥺ே㛫ᩥ◊✲ᶵᵓᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ◊✲ᅗ᭩ᐊ 
ᮾி㒔❧ᕝᕷ⥳⏫୍ࠐࡢ 
䥹䥺ே㛫ᩥ◊✲ᶵᵓᅜ㝿᪥ᮏᩥ◊✲ࢭࣥࢱ䤀ሗ⟶⌮タ䥹ᅗ᭩㤋䥺  ி㒔ᗓி㒔ᕷすி༊ᚚ㝠ᯞᒣ⏫୕ࡢ 
䥹䥺ே㛫ᩥ◊✲ᶵᵓᅜ❧Ẹ᪘Ꮫ༤≀㤋 
㜰ᗓ྿⏣ᕷ༓㔛༤බᅬ୍ࠐࡢ୍ 
䥹䥺⮬↛⛉Ꮫ◊✲ᶵᵓᅜ❧ኳᩥྎᅗ᭩ᐊ 
ᮾி㒔୕㮚ᕷἑࡢ୍ࡢ୍ 
䥹䥺⮬↛⛉Ꮫ◊✲ᶵᵓ᰾⼥ྜ⛉Ꮫ◊✲ᡤᅗ᭩ᐊ 
ᒱ㜧┴ᅵᒱᕷୗ▼⏫୕ࡢභ 
䥹䥺⮬↛⛉Ꮫ◊✲ᶵᵓᒸᓮሗᅗ᭩㤋 
ឡ▱┴ᒸᓮᕷ᫂ᑎ⏫Ꮠす㒓୰୕ඵ 
䥹䥺㧗࢚ࢿࣝࢠ䤀ຍ㏿ჾ◊✲ᶵᵓᅗ᭩ᐊ 
Ⲉᇛ┴ࡘࡃࡤᕷ✑୍ࡢ୍ 
䥹䥺ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤሗᅗ᭩ᐊ 
ᮾி㒔❧ᕝᕷ⥳⏫୍ࠐࡢ୕ 
䥹䥺ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ሗᏛ◊✲ᡤᅗ᭩ᐊ 
ᮾி㒔༓௦⏣༊୍ࢶᶫࡢ୍ࡢ 
䥹䥺ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓ⤫ィᩘ⌮◊✲ᡤᅗ᭩ᐊ 
ᮾி㒔❧ᕝᕷ⥳⏫୍ࠐࡢ୕ 
䥹䥺ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧㑇ఏᏛ◊✲ᡤᅗ᭩ᐊ 
㟼ᒸ┴୕ᓥᕷ㇂⏣୍୍୍୍ 
䥹◊䥺Ᏹᐂ⯟✵◊✲㛤Ⓨᶵᵓᮏ♫ᅗ᭩㤋 
ᮾி㒔ㄪᕸᕷ῝ᑎᮾ⏫ࡢᅄᅄࡢ୍ 
䥹◊䥺Ᏹᐂ⯟✵◊✲㛤Ⓨᶵᵓ⟃Ἴᅗ᭩ᐊ 
Ⲉᇛ┴ࡘࡃࡤᕷ༓⌧ࡢ୍ࡢ୍ 
䥹◊䥺Ᏹᐂ⯟✵◊✲㛤ⓎᶵᵓᏱᐂ⛉Ꮫ◊✲ᡤᅗ᭩ᐊ 
⚄ዉᕝ┴┦ᶍཎᕷ୰ኸ༊⏤㔝ྎ୕ࡢ୍ࡢ୍ 

䥹◊䥺Ᏹᐂ⯟✵◊✲㛤Ⓨᶵᵓゅ⏣ᅗ᭩ᐊ 
䥹◊䥺ᾏୖᢏ⾡Ᏻ◊✲ᡤᅗ᭩㤋 
䥹◊䥺⛉Ꮫᢏ⾡⯆ᶵᵓሗ㈨ᩱ㤋 
䥹◊䥺⛉Ꮫᢏ⾡⯆ᶵᵓሗ㈨ᩱ㤋⟃Ἴ㈨ᩱࢭࣥࢱ䤀
䥹⊂䥺ᕤᴗᡤ᭷ᶒሗ࣭◊ಟ㤋ᅗ᭩㜀ぴᐊ 
䥹⊂䥺ᅜ㝿༠ຊᶵᵓᅗ᭩㤋 
䥹⊂䥺ᅜ㝿༠ຊᶵᵓᾏእ⛣ఫ㈨ᩱ㤋 
䥹⊂䥺ᅜ㝿ὶᇶ㔠ࣛࣈࣛࣜ䤀 
䥹⊂䥺ᅜ㝿ὶᇶ㔠᪥ᮏㄒᅜ㝿ࢭࣥࢱ䤀ᅗ᭩㤋 
䥹⊂䥺ᅜ㝿ὶᇶ㔠㛵すᅜ㝿ࢭࣥࢱ䤀ᅗ᭩㤋





䥹◊䥺ᅜ㝿㎰ᯘỈ⏘ᴗ◊✲ࢭࣥࢱ䤀ᅗ᭩㤋 
䥹⊂䥺ᅜẸ⏕άࢭࣥࢱ䤀ሗ㈨ᩱ㤋 
䥹⊂䥺ᅜ❧༳ๅᒁ䥹༤≀㤋䥺 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓภ㤋ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛ᏛᰯᶵᵓⱢᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓ㔲㊰ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓ᪫ᕝᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓඵᡞᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓ୍㛵ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓྎ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯྡྲྀ࢟䣺ࣥࣃࢫᅗ᭩㤋 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓྎ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᗈ℩࢟䣺ࣥࣃࢫᅗ᭩㤋 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓ⛅⏣ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓ㭯ᒸᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩࣓ࢹ䣵ࢭࣥࢱ䤀
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓ⚟ᓥᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛ᏛᰯᶵᵓⲈᇛᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓᑠᒣᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩ሗࢭࣥࢱ䤀 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓ⩌㤿ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
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ᐑᇛ┴ゅ⏣ᕷྩⴛᏐᑠ㔠ἑ୍ 
ᮾி㒔୕㮚ᕷ᪂ᕝභࡢ୕ඵࡢ୍ 
ᮾி㒔⦎㤿༊᪫⏫ࡢඵࡢ୍ඵ 
Ⲉᇛ┴ࡘࡃࡤᕷ㓇୕ 
ᮾி㒔༓௦⏣༊㟘ࡀ㛵୕ࡢᅄࡢ୕ 
ᮾி㒔᪂ᐟ༊ᕷ㇂ᮏᮧ⏫୍ࠐࡢ 
⚄ዉᕝ┴ᶓᕷ୰༊᪂ ࡢ୍ࡢ୍ 
ᮾி㒔᪂ᐟ༊ᅄ㇂ᅄࡢᅄࡢ୍ 
ᇸ⋢┴ࡉ࠸ࡓࡲᕷᾆ༊ᾆࡢභࡢ୕භ 
 㜰 ᗓ Ἠ ༡ 㒆 ⏣ ᑼ ⏫ ࡾ ࢇ ࡃ ࠺ ࣏䤀 ࢺ  ୕ ࡢ ୍
ᅄ 
Ⲉᇛ┴ࡘࡃࡤᕷࢃࡋ୍ࡢ୍ 
ᮾி㒔 ༊㧗㍯୕ࡢ୍୕ࡢ 
ᮾி㒔༊⋤Ꮚ୍ࡢභࡢ୍ 
ᾏ㐨ภ㤋ᕷᡞ⏫୍ᅄࡢ୍ 
ᾏ㐨Ɫᑠ∾ᕷᏐ㘊ᒸᅄᅄ୕ 
ᾏ㐨㔲㊰ᕷᴦẟすࡢ୕ࡢ୍ 
ᾏ㐨᪫ᕝᕷගྎ᮲ࡢ୍ࡢභ 
㟷᳃┴ඵᡞᕷᏐ⏣㠃ᮌᏐୖ㔝ᖹ୍භࡢ୍ 
ᒾᡭ┴୍㛵ᕷⴗⲮᏐ㧗 
ᐑᇛ┴ྡྲྀᕷឡᓥሷᡭᏐ㔝⏣ᒣᅄඵ 
ᐑᇛ┴ྎᕷ㟷ⴥ༊ឡᏊ୰ኸᅄࡢ୍භࡢ୍ 
⛅⏣┴⛅⏣ᕷ㣤ᓥᩥி⏫୍ࡢ୍ 
ᒣᙧ┴㭯ᒸᕷᒸᏐἑ⏣୍ࠐᅄ 
⚟ᓥ┴࠸ࢃࡁᕷᖹୖⲨᕝᏐ㛗ᑿ୕ࠐ 
Ⲉᇛ┴ࡦࡓࡕ࡞ᕷ୰᰿ඵභභ 
ᰣᮌ┴ᑠᒣᕷᏐ୰ஂ႐୍ 
⩌㤿┴๓ᶫᕷ㫽⩚⏫ඵࠐ 

䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓᮌ᭦ὠᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
༓ⴥ┴ᮌ᭦ὠᕷΎぢྎᮾࡢ୍୍ࡢ୍ 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓᮾிᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
ᮾி㒔ඵ⋤Ꮚᕷ᳦⏣⏫୍ࠐࡢ 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓ㛗ᒸᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
᪂₲┴㛗ᒸᕷす∦㈅⏫ඵඵඵ 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓᐩᒣ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋ሗࢭࣥࢱ䤀ᮏ㒓ᅗ᭩㤋 ᐩᒣ┴ᐩᒣᕷᮏ㒓⏫୍୕ 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓᐩᒣ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋ሗࢭࣥࢱ䤀ᑕỈᅗ᭩㤋 ᐩᒣ┴ᑕỈᕷᾏ⪁Ụ⦎ྜ୍ࡢ 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓ▼ᕝᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
▼ᕝ┴Ἑ㒆ὠᖭ⏫୰᮲ࢱ୍ 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓ⚟ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
⚟┴㪆Ụᕷୗྖ⏫ 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓ㛗㔝ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
㛗㔝┴㛗㔝ᕷᚨ㛫୍භ 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓᒱ㜧ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
ᒱ㜧┴ᮏᕢᕷୖ┿᱓୕භࡢ 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓὠᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
㟼ᒸ┴ὠᕷᒸ୕භࠐࠐ 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓ㇏⏣ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
ឡ▱┴㇏⏣ᕷᰤ⏕⏫ࡢ୍ 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓ㫽⩚ၟ⯪㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
୕㔜┴㫽⩚ᕷụୖ⏫୍ࡢ୍ 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓ㕥㮵ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
୕㔜┴㕥㮵ᕷⓑᏊ⏫ 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓ⯙㭯ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
ி㒔ᗓ⯙㭯ᕷᏐⓑᒇ୕ᅄ 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓ᫂▼ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
රᗜ┴᫂▼ᕷ㨶ఫ⏫すᒸභࡢ୕ 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛ᏛᰯᶵᵓዉⰋᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
ዉⰋ┴㒆ᒣᕷ▮⏣⏫ 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓḷᒣᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
ḷᒣ┴ᚚᆓᕷྡ⏣⏫㔝ᓥ 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓ⡿Ꮚᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
㫽ྲྀ┴⡿Ꮚᕷᙪྡ⏫ᅄᅄᅄඵ 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛ᏛᰯᶵᵓᯇỤᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
ᓥ᰿┴ᯇỤᕷす⏕㤿⏫୍ᅄࡢᅄ 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓὠᒣᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
ᒸᒣ┴ὠᒣᕷභᅄࡢ୍ 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓᗈᓥၟ⯪㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
ᗈᓥ┴㇏⏣㒆ᓮୖᓥ⏫ᮾ㔝ᅄࡢ୍ 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓ࿋ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
ᗈᓥ┴࿋ᕷ㜿㈡༡ࡢࡢ୍୍ 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓᚨᒣᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
ᒣཱྀ┴࿘༡ᕷᏛᅬྎ୕୕ඵ 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛ᏛᰯᶵᵓᏱ㒊ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
ᒣཱྀ┴Ᏹ㒊ᕷᖖ┙ྎࡢ୍ᅄࡢ୍ 
ᒣ ཱྀ┴ᓥ 㒆࿘㜵ᓥ⏫ Ꮠᑠᯇ ୍ࠐ୍ࡢ
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓᓥၟ⯪㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
୍ 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓ㜿༡ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
ᚨᓥ┴㜿༡ᕷぢ⬟ᯘ⏫㟷ᮌභ 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓ㤶ᕝ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ㧗ᯇ࢟䣺ࣥࣃࢫᅗ᭩㤋 
㤶ᕝ┴㧗ᯇᕷສ⏫୕ 

䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓ㤶ᕝ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯル㛫࢟䣺ࣥࣃࢫᅗ᭩㤋
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓ᪂ᒃᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓᘪ๐ၟ⯪㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓ㧗▱ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓஂ␃⡿ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓ᭷᫂ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓᕞᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓబୡಖᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓ⇃ᮏ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ⇃ᮏ࢟䣺ࣥࣃࢫᅗ᭩㤋
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓ⇃ᮏ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯඵ௦࢟䣺ࣥࣃࢫᅗ᭩㤋
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓศᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓ㒔ᇛᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓ㮵ඣᓥᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
䥹⊂䥺ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛ᏛᰯᶵᵓἈ⦖ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅗ᭩㤋 
䥹⊂䥺ᅜ❧ዪᛶᩍ⫱㤋ዪᛶᩍ⫱ሗࢭࣥࢱ䤀 
䥹⊂䥺ᅜ❧≉ูᨭᩍ⫱⥲ྜ◊✲ᡤᅗ᭩ᐊ 
䥹⊂䥺ᅜ❧ᩥ㈈ᶵᵓᮾிᩥ㈈◊✲ᡤ㈨ᩱ㜀ぴᐊ 
䥹⊂䥺ᅜ❧ᩥ㈈ᶵᵓዉⰋᩥ㈈◊✲ᡤᅗ᭩㈨ᩱᐊ 
䥹⊂䥺ᅜ❧ᩥ㈈ᶵᵓዉⰋᩥ㈈◊✲ᡤᖹᇛᐑ㊧㈨ᩱ㤋 
䥹⊂䥺ᅜ❧ᩥ㈈ᶵᵓዉⰋᩥ㈈◊✲ᡤ⸨ཎᐑ㊧㈨ᩱᐊ 
䥹⊂䥺ᅜ❧ᩥ㈈ᶵᵓዉⰋᩥ㈈◊✲ᡤ㣕㫽㈨ᩱ㤋 
䥹◊䥺⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤᾏ㐨ࢭࣥࢱ䤀ᅗ᭩ᐊ 
䥹◊䥺⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤᮾࢭࣥࢱ䤀ᅗ᭩ᐊ 
䥹◊䥺⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤࡘࡃࡤ➨ᅗ᭩ᐊ 
䥹◊䥺⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤࡘࡃࡤ➨୕ᅗ᭩ᐊ 
䥹◊䥺⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤࡘࡃࡤ➨ᅗ᭩ᐊ 
䥹◊䥺⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤࡘࡃࡤ➨භᅗ᭩ᐊ 
䥹◊䥺⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤࡘࡃࡤ➨ᅗ᭩ᐊ 
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㤶ᕝ┴୕㇏ᕷル㛫⏫㤶⏣୍ 
ឡ┴᪂ᒃᕷඵ㞼⏫ࡢ୍ 
ឡ┴㉺ᬛ㒆ୖᓥ⏫ᘪ๐ୗᘪ๐୍ࠐࠐࠐ 
㧗▱┴༡ᅜᕷ≀㒊எࠐࠐࡢ୍ 
⚟ᒸ┴ஂ␃⡿ᕷᑠ᳃㔝୍ࡢ୍ࡢ୍ 
⚟ᒸ┴∹⏣ᕷᮾⴗᑿ⏫୍ࠐ 
⚟ᒸ┴ᕞᕷᑠ༡༊ᚿࡢࠐࡢ୍ 
㛗ᓮ┴బୡಖᕷἈ᪂⏫୍ࡢ୍ 
⇃ᮏ┴ྜᚿᕷ㡲ᒇභࡢ 
⇃ᮏ┴ඵ௦ᕷᖹᒣ᪂⏫භ 
ศ┴ศᕷᏐ∾୍භභභ 
ᐑᓮ┴㒔ᇛᕷྜྷᑿ⏫ᅄ୕ࡢ୍ 
㮵ඣᓥ┴㟝ᓥᕷ㞙ே⏫┿Ꮥ୍ᅄභࠐࡢ୍ 
Ἀ⦖┴ྡㆤᕷᏐ㎶㔝ྂࠐ 
ᇸ⋢┴ẚ㒆ᔒᒣ⏫Ⳣ㇂ඵ 
⚄ዉᕝ┴ᶓ㡲㈡ᕷ㔝ẚࡢ୍ࡢ୍ 
ᮾி㒔ྎᮾ༊ୖ㔝බᅬ୍୕ࡢᅄ୕ 
ዉⰋ┴ዉⰋᕷబ⣖⏫ᅄࡢ୍ 
ዉⰋ┴ዉⰋᕷబ⣖⏫ 
ዉⰋ┴᷃ཎᕷᮌஅᮏ⏫ᅄࡢ୍ 
ዉⰋ┴㧗ᕷ㒆᫂᪥㤶ᮧዟᒣභࠐ୍ 
ᾏ㐨ᮐᖠᕷ㇏ᖹ༊᭶ᐮᮾ᮲୍ࡢࡢ୍ 
ᐑᇛ┴ྎᕷᐑᇛ㔝༊ⱞ➉ᅄࡢࡢ୍ 
Ⲉᇛ┴ࡘࡃࡤᕷᱵᅬ୍ࡢ୍ࡢ୍ 
Ⲉᇛ┴ࡘࡃࡤᕷᱵᅬ୍ࡢ୍ࡢ୍ 
Ⲉᇛ┴ࡘࡃࡤᕷᮾ୍ࡢ୍ࡢ୍ 
Ⲉᇛ┴ࡘࡃࡤᕷᮾ୍ࡢ୍ࡢ୍ 
Ⲉᇛ┴ࡘࡃࡤᕷᮾ୍ࡢ୍ࡢ୍ 

䥹◊䥺⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤࡘࡃࡤᮾᅗ᭩ᐊ
䥹◊䥺⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤࡘࡃࡤすᅗ᭩ᐊ




䥹◊䥺⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤ୰㒊ࢭࣥࢱ䤀ᅗ᭩ᐊ



䥹◊䥺⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤ㛵すࢭࣥࢱ䤀ᅗ᭩ᐊ 
䥹◊䥺⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤ୰ᅜࢭࣥࢱ䤀ᅗ᭩ᐊ 
䥹◊䥺⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤᅄᅜࢭࣥࢱ䤀ᅗ᭩ᐊ 
䥹◊䥺⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤᕞࢭࣥࢱ䤀ᅗ᭩ᐊ 
䥹◊䥺᳃ᯘ⥲ྜ◊✲ᡤᅗ᭩㤋 
䥹◊䥺ᅵᮌ◊✲ᡤᐮᆅᅵᮌ◊✲ᡤᐮᆅᅵᮌᢏ⾡ሗࢭࣥࢱ䤀 
䥹⊂䥺᪥ᮏⱁ⾡ᩥ⯆ᅜ❧ሙᮏ㤋ఏ⤫ⱁ⬟ሗ㤋 
䥹⊂䥺᪥ᮏⱁ⾡ᩥ⯆ᅜ❧ሙ₇ⱁ㈨ᩱ㤋㈨ᩱᒎ♧ᐊ 
䥹⊂䥺᪥ᮏⱁ⾡ᩥ⯆ᅜ❧ሙ⬟ᴦᇽᅗ᭩㜀ぴᐊ 
䥹⊂䥺᪥ᮏⱁ⾡ᩥ⯆ᅜ❧ሙ⬟ᴦᇽ㈨ᩱᒎ♧ᐊ 
䥹⊂䥺᪥ᮏⱁ⾡ᩥ⯆ᅜ❧ሙᩥᴦሙᅗ᭩㜀ぴᐊ 
䥹⊂䥺᪥ᮏⱁ⾡ᩥ⯆ᅜ❧ሙᩥᴦሙ㈨ᩱᒎ♧ᐊ 
䥹⊂䥺᪥ᮏⱁ⾡ᩥ⯆ᅜ❧ሙ࠾ࡁ࡞ࢃࣞࣇ䣴ࣞࣥࢫࣝ䤀࣒ 
䥹⊂䥺᪥ᮏⱁ⾡ᩥ⯆᪂ᅜ❧ሙሗࢭࣥࢱ䤀ᅗ᭩㜀ぴᐊ 
䥹⊂䥺᪥ᮏⱁ⾡ᩥ⯆⯙ྎ⨾⾡ࢭࣥࢱ䤀㈨ᩱ㤋 
䥹⊂䥺᪥ᮏࢫ࣏ 䤀ࢶ⯆ࢭࣥࢱ䤀ࢫ ࣏䤀ࢶ༤≀㤋䥹⛛∗ ᐑグᛕࢫ࣏䤀ࢶ༤≀
㤋䥺 
䥹⊂䥺᪥ᮏ㈠᫆⯆ᶵᵓࢪ䣷ࢺ࣭ࣟࣅࢪࢿࢫࣛࣈࣛࣜ䤀 
䥹⊂䥺᪥ᮏ㈠᫆⯆ᶵᵓࢪ䣷ࢺ࣭ࣟࣅࢪࢿࢫࣛࣈࣛࣜ䤀㜰 
䥹⊂䥺᪥ᮏ㈠᫆⯆ᶵᵓࢪ⤒῭◊✲ᡤᅗ᭩㤋 
䥹◊䥺㎰ᴗ⎔ቃᢏ⾡◊✲ᡤᅗ᭩㤋 
䥹◊䥺㜵⅏⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ᡤ♫㜵⅏ࢩࢫࢸ࣒◊✲㡿ᇦ࢘ࢺࣜ䤀ࢳ࣭ᅜ㝿◊✲
᥎㐍ࢭࣥࢱ䤀⮬↛⅏ᐖሗᐊ 
᪥
 ᮏ㖟⾜㔠⼥◊✲ᡤ㈌ᖯ༤≀㤋 

ᨺ
 ㏦ᏛᏛᅬᨺ㏦Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋

Ⲉᇛ┴ࡘࡃࡤᕷ୪ᮌ୍ࡢࡢ୍ 
Ⲉᇛ┴ࡘࡃࡤᕷᑠ㔝ᕝ୍භࡢ୍ 
ឡ▱┴ ྡྂᒇ ᕷᏲᒣ༊ Ꮠୗ ᚿẁ ✰䣿Ὕ
භභࡢඵ 
㜰ᗓụ⏣ᕷ⥳ୣ୍ࡢඵࡢ୕୍ 
ᗈᓥ┴ᮾᗈᓥᕷ㙾ᒣ୕ࡢ୍୍ࡢ୕ 
㤶ᕝ┴㧗ᯇᕷᯘ⏫୍ࡢ୍ᅄ 
బ㈡┴㫽ᰨᕷᐟ⏫ඵࠐࡢ୍ 
Ⲉᇛ┴ࡘࡃࡤᕷᯇࡢ㔛୍ 
ᾏ㐨ᮐᖠᕷ㇏ᖹ༊ᖹᓊ୍᮲୕ࡢ୍ࡢ୕ᅄ 
ᮾி㒔༓௦⏣༊㞙⏫ᅄࡢ୍ 
ᮾி㒔༓௦⏣༊㞙⏫ᅄࡢ୍ 
ᮾி㒔㇂༊༓㥏䣿㇂ᅄࡢ୍ඵࡢ୍ 
ᮾி㒔㇂༊༓㥏䣿㇂ᅄࡢ୍ඵࡢ୍ 
㜰ᗓ㜰ᕷ୰ኸ༊᪥ᮏᶫ୍ࡢ୍ࡢ୍ࠐ 
㜰ᗓ㜰ᕷ୰ኸ༊᪥ᮏᶫ୍ࡢ୍ࡢ୍ࠐ 
Ἀ⦖┴ᾆῧᕷໃ⌮ᐈᅄࡢ୍ᅄࡢ୍ 
ᮾி㒔㇂༊ᮏ⏫୍ࡢ୍ࡢ୍ 
༓ⴥ┴㖯Ꮚᕷ㇏㔛ྎ୍ࡢ୍ۑᅄᅄ 
ᮾி㒔᪂ᐟ༊㟘䣿ୣ⏫୍ࡢۑ



ᮾி㒔 ༊㉥ᆏ୍ࡢ୍ࡢ୕ 
㜰ᗓ㜰ᕷ୰ኸ༊Ᏻᅵ⏫ࡢ୕ࡢ༑୕
༓ⴥ┴༓ⴥᕷ⨾༊ⱝⴥ୕ࡢࡢ 
Ⲉᇛ┴ࡘࡃࡤᕷほ㡢ྎ୕ࡢ୍ࡢ୕ 
Ⲉᇛ┴ࡘࡃࡤᕷኳ⋤ྎ୕ࡢ୍



ᮾி㒔୰ኸ༊᪥ᮏᶫᮏ▼⏫୍ࡢ୕ࡢ୍

༓ⴥ┴༓ⴥᕷ⨾༊ⱝⴥࡢ୍୍
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