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［研究ノート］

日本における絵本関連ワークショップの
先行研究調査
寺島 知春（東京学芸大学大学院教育学研究科美術教育専攻、ライター）

抄録
本論文は、わが国で絵本関連ワークショップ研究がどう行われてきたかを明らかにするもの
である。絵本学会研究紀要における文献群（115 文献）
と、CiNii 検索で該当した文献群（47 文献）
という２つの対象を調査分析した結果、絵本研究の場である前者では 2000 年から5 件の文献が
該当し、そこで扱われる絵本関連ワークショップは人間の思考を捉える傾向があると判明した。
一方、後者は一般の研究の場であり、そこでは該当文献の主要な流れがやはり2000 年前後から
始まっているのは同じだが、文献内で扱われる絵本関連ワークショップは絵本や絵本の概念を
手段として限定的に捉える傾向があると判明した。こうした結果を土台として、新たに方向性の
選択という課題が生まれることと、両群の間に横たわる認識の溝をどう扱っていくかとの課題が
生まれることを指摘し、引き続きの観察が必要であると結論づけた。
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1. はじめに
本論文は、わが国で絵本関連ワークショップ研究がどう行われてきたかを明らかにし、この分野
の先行研究に関する基礎的情報を提示するものである。絵本研究の場における文献群と、一般
の研究の場における文献群という2 つの対象を調査、分析し、先行研究の全体的な見取り図を描
き出すことを目的とする。これにより、この分野における今後の課題や可能性を明らかにする。

1-1. 研究の背景
日々の何気ない場面で、ワークショップという言葉を耳にする機会は多い。ためしに筆者の住む
東京都西東京市のワークショップをインターネット検索すれば、たとえば市が運営に関わるものと
して
「多摩六都フェア パラアート制作ワークショップ」1）や「『地域映画』制作ワークショップ」2）を見
つけられる。一般市民がこうしたものに気軽に参加できる状況の中で、絵本関連ワークショップも
また日常茶飯事であり、さらに絵本関連ワークショップを取り上げた研究も行われている。
ところが、国内における絵本関連ワークショップ研究の全体像はこれまでほとんど把握されてこ
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なかった。今後、本分野の研究がいくつも積み重ねられるだろうと仮定した時、この全体像を研
究者らが把握・共有することは、文脈に沿った論理展開によって議論を発展させたり、未着手の分
野に挑戦したりする上で、欠かせないことではなかろうか。また、全体像の把握は、将来生まれる
であろう個々の文献内容のみならず、それらの文献内で実施される絵本関連ワークショップにも、
幅を与えると予想する。こうした課題の存在を捉え、研究に着手した。

1-2. 研究の目的と構成
本研究では、わが国で発表された絵本関連ワークショップ研究を包括的に調査分析し、その見取り
図を提示することを目的とする。第一章では既に見てきた通りであるが、研究の背景や目的を
述べ、この後に本論文で使用する言葉の定義について述べる。第二章では、絵本学会研究紀要に
おける先行研究を調査、分析する。第三章では、CiNii 検索で該当した先行研究を調査、分析する。
第四章では、第三章までで明らかになった実態をふまえ、総合的な考察を行って結論づける。

1-3. 用語の定義
本論文で絵本関連ワークショップという言葉を使用し、単に絵本ワークショップとしないのには
理由がある。絵本とは本来、紙の印刷物を製本したものを指すが、今日のワークショップの場で
はデジタルコンテンツが絵本の代用品として用いられたり、絵本という物体は用いられないが「絵
本の観念」は取り入れられているなど、多様な取り組みが存在するからである。
そもそも絵本とは、様々な解釈の余地を有する言葉だ。香曽我部秀幸（2012:10）によれば「広
義には『絵のある本〈挿し絵入りのこどもの本〉』、狭義に
『文（言葉）
と絵が融合して物語を展開す
る本』
として一般に認識されている」
としつつ、それだけでは定義として不十分であると指摘した
上で、改めて
「絵本は、絵（視覚表現）
と詞（言語表現）
という、異なる二つの要素が互いに調和結
合した、本（書籍）
という形態を持つ表現メディアである」
とされる。ここからは、物体としての絵本
を重要視する姿勢がうかがえる。一方で、たとえば村中李衣（2004:28）は「絵とことば、
『描く力』
と
『語る力』がからみあって、ひとつの流れを持ちながら、構築される世界である」
と言い表し、さ
らに
「文字のない絵本であろうと、絵の中にもことばがあり、画面を構成する余白にもことばがあ
り、絵にも文にもことばがある
（中略）文字も画面の中の重要な絵であるし、ことばと絵がつながれ
て初めて世界が見えることもある」
と述べる。ここからは、絵本内で表現されるものから受け取るイ
メージを含めて
「絵本」
とする姿勢がうかがえる。先述の「絵本の概念」
とは、これを指して使った
言葉だった。本論文ではこうした概念のもと、物体としての紙の絵本を用いたワークショップを絵
本ワークショップ、デジタル表現や絵本の概念を組み込んだワークショップを絵本的表現ワーク
ショップとし、２つを総称して、絵本関連ワークショップと定義する。
また、ワークショップという言葉については、中野民夫（2001:11）による
「『講義など一方的な
知識伝達のスタイルではなく、参加者が自ら参加・体験して共同で何かを学びあったり創り出した
りする学びと創造のスタイル』を『ワークショップ』
と呼んでおきたい」の言を引き、
「一方向的でな
く、双方向的であること」
「 参加者の体験があること」の２要素を満たすものと定義する。
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2. 絵本学会研究紀要における先行研究
本研究では、絵本学会研究紀要に属する文献群と、CiNii で「絵本 ワークショップ」
と検索して
該当した文献群の、2 つのまとまりに分けて検討を進めた。本章ではまず、前者を取り上げる。
絵本関連ワークショップの先行研究を探すのに最適な文献群として「絵本学会研究紀要」に
注目した。1999 年の創刊号から2018 年の 20 巻までを通読し、収録文献 115 件から絵本関
連ワークショップに関するものを取り上げて検討して、絵本研究の場における絵本関連ワーク
ショップの位置づけや扱われ方を把握した。結論から述べれば、該当文献は表 1 の 5 件にとど
まり、115 件の内で絵本関連ワークショップについて書かれたものはかなり少ないとわかった。

表1

絵本学会研究紀要内で絵本関連ワークショップを扱った文献

本群においてワークショップという言葉は、
「現代タイ絵本の概況」
（ 竹内 ,2000）で初めて登
場した。タイで図書館ボランティアに従事する論者によって、タイのおおまかな絵本史と、発表
当時のタイの物語絵本が 5 ジャンルに大別できることが示された。文献内でワークショップとい
う言葉は 2 度登場した。ただし、いずれもワークショップ開催の事実のみを伝え、内容や意図な
どの詳細記述はなかった。なお、本文献では「2-5. お話会に適した絵本」で、お話会での絵本の
読み聞かせ方法についての言及が見られた。しかし、お話会や読み聞かせは一般に、物語を提
示する大人とそれを享受する子どもという一方向的な位置の固定があるため、第一章で示した
ワークショップの定義にあてはまらないと考え、ここでは扱わない。
次にワークショップの話題が紀要内で登場するのは、５年後だ。
「美術へのアプローチとして
の絵本の可能性」
（ 杉浦 ,2005）では、ワークショップという言葉は使われないものの、まさしく
その話題を扱っている。論者は、現代では表現することや美術が専門者だけに委ねられている
とし、誰もが本来持つ造形能力に働きかけるには絵本が役立つと仮定して、保育者養成課程の
学生らを対象とした絵本を使う２件のワークを行った。その結果、絵本を使った美術は造形
表現の経験不足を補うことができ、美術に苦手意識を感じる保育養成課程の学生にも有効であ
ると結論づけた。
2017、2018 年には、立て続けに 3 文献が該当テーマを取り上げた。
「保育者養成校授業に
おける絵本の効果−『おこだでませんように』を読む学生の視点−」
（ 三好 ,2017）および「『さっ
ちゃんのまほうのて』を学生同士が読み合う効果−保育者養成校のレポート記述の分析−」
（三
好 ,2018）は、同じ論者によって執筆された。前者では、保育者養成課程の学生に障がい児の
実際をよりよく理解させるには絵本が有効と仮定して、彼らに絵本を用いた 8 限の授業を用意
し、最終回にそれまで読んだ絵本から1 冊を選んでレポートを作成させた。よく選ばれた絵本の
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内、特に『おこだでませんように』
（くすのきしげのり／作、石井聖岳／絵、小学館、2008）に注
目して、この読み取りから学生が能動的に学習した様子を指摘し、この絵本が障がい者理解を
含めた子ども理解・保護者理解のための教材として有効であるとした。後者では、前者と同様に
授業実施までを行い、最終回でレポートに取り上げる絵本として『さっちゃんのまほうのて』
（た
ばたせいいち／作・絵、偕成社、1985）を選んで、その絵本がもたらす生涯学習効果を検討し
た。検討前に論者は、この絵本が「障害児に関する知識・理論の理解」
「 実践課題解決や、今後
の課題解決」
「 学習意欲の増進」に効果をもたらすと予想し、結果的に 3 点全てに効果があると
結論づけた。
「哲学的なテーマのある現代絵本の可能性−大人と子どもが『ぼくのニセモノをつくるには』
を対話的に読む−」
（ 永井 ,2018）は、
「現代タイ絵本の概況」以外のこれまでの文献が授業での
実践を述べたのに対し、初めてワークショップと冠する実践について述べたものだ。現代絵本
『ぼくのニセモノをつくるには』
（ヨシタケシンスケ、ブロンズ新社）を「『自分とは何か』
という哲
学的なテーマがあり、現代絵本としての特徴を備え」
る作品とし、論者と 10〜12 歳の 4 名の子
どもたちとがこの絵本を仲立ちに哲学的な要素を含む対話をした様子を記録し分析した。その
結果、子どもたちは哲学的な対話を成立させ問いを自分たちで深められることがわかり、またそ
うした対話を成立させる現代絵本の特徴を 4 点考察した。
絵本関連ワークショップを扱う5 文献では、ワークショップという言葉だけが見られた最初期
の段階から、授業内での絵本関連ワークショップを扱った複数の文献が出現した段階を経て、
2018 年になって一般を対象とした絵本関連ワークショップをテーマに据えた 1 件がようやく見
られた状況までを把握できた。一方で、2017、2018 年と絵本関連ワークショップを扱う文献が
目立って多くなったことは、絵本やその概念をより道具的に捉え、それを使って何らかの気づき
や答えを導き出そうとする動きが、絵本研究界隈で起こってきたことの表れと言える。

3.CiNii 検索で該当した先行研究
CiNii 検索群の先行研究の検討では、一般の研究で絵本がどう用いられているかを把握できる。
論文検索データベース CiNii で「ワークショップ 絵本」
と検索して該当した全 47 件の文献を対象と
した。末尾に文献リストを添付する。なお、調査のために各文献には便宜的に文献番号を付した。
これも文献リストを参照されたい。各文献内での絵本の用いられ方で 47 件を分類すると
「別テー
マ（伝達、調査、啓蒙）」
「表現」
「活動の一部」
「再現」
「導入」
「検討の対象」
「読み聞かせの道具」
「参
考例」
「まとめ」
「経験の拡大」
「プロ作家の育成」
「その他（ハウツー、宣伝、評論、分類不可）」の 12
カテゴリにでき、各該当文献数は図 1 の通りとなった。
「別テーマ
（伝達、調査、啓蒙）」
と
「表現」の
２カテゴリが際立って多かった。
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図１ 47 文献の分類とその群に属する文献数

各カテゴリ名を説明する。
「別テーマ（伝達、調査、啓蒙）」に属する文献では、文献内における
ワークショップで、絵本が、別テーマの伝達あるいは調査、啓蒙のために用いられた。
「表現」に
属する文献では、文献内におけるワークショップで絵本の制作が行われ、制作は個々人の内面の
表現を目的とした。
「活動の一部」に属する文献では、文献内における一連の活動に、絵本が一部
として組み込まれた。
「再現」に属する文献では、文献内におけるワークショップで、絵本（市販、
自作を問 わな い）の 内 容を再 現していた。
「導 入」に属 する文 献では、文 献 内 にお けるワーク
ショップの導入として絵本を取り入れていた。
「検討の対象」に属する文献では、絵本を何らかの
検討の対象として扱っていた。
「読み聞かせの道具」に属する文献では、文献内で絵本を読み聞
かせに使用する道具として捉え、その具体的な方法を述べていた。
「参考例」に属する文献では、
そこで述べられたテーマの参考例として絵本を引き合いに出していた。
「まとめ」に属する文献で
は、そこで述べられたテーマを総括するものとして絵本が用いられた。
「経験の拡大」に属する文
献では、文献内におけるワークショップで絵本を用いることで、参加者に物語を疑似体験させ、彼
らの経験イメージを拡大させていた。
「プロ作家の育成」に属する文献では、プロ作家の育成を目
的として絵本制作を行っていた。
「その他（ハウツー、宣伝、その他）」には、ワークショップ実施の
記述が見られない文献などを分類した。
表２に、全 47 文献が発表された 1987 年から2018 年までの各年で、どのカテゴリに何件の該
当があったかをまとめた。初めての文献は「表現」
で 1987 年に登場し、その後しばらく間が空い
て、2001 年に
「別テーマ（伝達、調査、啓蒙）」
で２件目が現れている。2002 年には再び０件と
なるが、翌年からは 2005 年を除いて毎年何らかの文献が発表されてきたことがわかる。年別合
計数を見ると2003 年から2018 年までの 16 年間は、2005 年以外で年に２〜５件が見られた。
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表２ 47 文献のカテゴリ別の出現年

図 1と表 2 の結果を重ねて言えるのは「別テーマ（伝達、調査、啓蒙）」
と
「表現」の 2 カテゴリが
目立って多く、また全文献の出現期間において満遍なく現れていることだ。これは一般の研究で、
絵本の担う役割と捉えられているのがこの２点であることの裏付けになるだろう。絵本は、何か別
のテーマに気づかせたり踏み込んだりするための手段として認識され、一方でそれを作る作業は
比較的ハードルが低いと考えられており、作られた絵本作品は人の内面を可視化する道具として
有効だとも認識されていると言える。
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4. おわりに：両方の先行研究検討からの考察
絵本学会研究紀要における文献群と、CiNii 検索における文献群で、絵本関連ワークショップ
の先行研究を調査、分析した。
両者の検討結果で共通するのは、ともに 2000 年以降で主要な流れが始まっていることである。
わが国の研究において、絵本関連ワークショップが話題として登場するのは 2000 年前後から
と判明した。しかし、絵本研究の代表的な場である絵本学会研究紀要の群と、一般的な研究の
場を表す CiNii 検索の群とでは、絵本関連ワークショップや絵本（あるいは絵本の概念）に対す
る認識に差が見られることもわかった。絵本学会研究紀要の群では、2005 年の 2 件目の文献
以降で絵本を人の内面に働きかける可能性を持ったものとして捉える姿勢が一貫しており、そ
れを用いた絵本関連ワークショップは人間の思考を捉えて表現させたり、理解を深めようとする
傾向が見られた。それに対し CiNii 検索の群では、絵本（あるいは絵本の概念）を手段として捉
える色合いが強く、そこで扱われる絵本関連ワークショップにおいても、絵本や絵本の概念の役
割は手段として限定的に捉えられる傾向が見られた。両者の間には、研究にあたる各論者の、
絵本への関わり方の立ち位置の違いや、それらを用いた活動へのそもそもの位置づけ方に違
いがあると推測される。
今回の結果は、わが国における絵本関連ワークショップ研究のこれまでを俯瞰するものと
なった。２つの対象群ともに、比較的よく論じられ深められてきたテーマ（あるいは手法）
と、そ
うでないものとが存在するとわかったことは、これから該当研究にあたる研究者がどの方向へ自
身のテーマの舵をとるかの判断材料になる。その選択は同時に、今後の絵本関連ワークショッ
プ研究全体の進む道を決定するものであり、どの方向に力が入れられるべきかを考えるという
新たな課題の誕生を意味する。また、絵本研究を代表する場と一般の研究の場とで、絵本（あ
るいは絵本の概念）の捉え方や位置づけ方が大きく異なることについても、両者がその溝の存
在をどう扱うかが新たな課題として浮上したと言え、引き続き観察していく必要がある。

注
01）東京都の小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市の５市による、文化事業や図書館
の相互利用などのサービス提供組織「多摩北部都市広域行政圏協議会」が、2015 年度から
行うワークショップ。５市内に在住・在勤・在学する障害者を対象に、作品制作の場が毎年設
けられ、事後には展示やコンテストも行われる。
02）
2017年9月2日から2018年3月18日の期間に、保谷こもれびホールにおいて全27回開催された
映画制作ワークショップ。プロの映画監督を招き、市内に在住・在勤・在学する一般受講者
24 名が参加。参加者らが映画制作に必要な役割を各々で担い、地域映画「つなぐ人」を完成
させた。
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µщͬͪͪͮĄĎɱƖ~ʉŰȈȢ̫
ͭͮ

ŹƖϕεβϐŹƖȗáη ©ϴŝβϊɱƖϘͯͬUαϯΦψϗγόͲUη˰ʆƕϗŁϕϭϰϒŒţΧψϱϕϘ˰ʆϗ ©ǰ
¬ɭ͚ηĜ͉τϰϒ̇ϠϊϑΦͲUϗВϹЙлϕώβϐ=ΨϕʉæΧψϗȂĤϒςϐΦ»ÃϔнЮрЗϸЊЍаϟϗ˫˪Φıɸ
ϗʯȋϕ̤θϴʁκXĴϗŁǚϑɱƖϗɷ/ĭϩКйЮДЕЂϔƶļϴ̈ǑςϊξϒϗͬǷϴœνϊΧ

έεζαπϵϗϊϵσϬγŹήέκϣπϵϕθβϐοϮϵήϴϯνΦЗЀЌЙΦɱϗ ŵϕώβϐΦʈ˅Ǿϕϔϰϒϓγ̗ύϐβϰζ
ϕʿΧʈ˅Ǌ̺ϑЗЀЌЙϋμϑϔκΦɱϕϧ¾sϗ ʐĭηαϰϒŒţΧ

ϼсЅуМϹтйДзЦϗpȁǍˋɱƖʉ
ͭͫ

Ⱦ͈͖ƉČϗɺ̀ʊΦǳȑɢϕϭϰµΧ˕ŰϗĚĔϘNκϒύϐβϔβϗϑ
ακϣϑµϗ±ϴZϔβηΦɺ̀ʊϗϕώβϐϗ̠ÍɫϴR/Ƞϔ3ϴϒύϐ˂̫ςϊξϒϕϘÜϗĴηαϰϒʿ
δϰΧÃɑ)ƏтЋгкεσπϵΦЌЍЀІуЋтθϪγϯπϵαϞϔβϭϗͬUϕώβϐϗʿαϯΧ

ÃǃƒϗɱƖϕώβϐΦ˰β͠#gϗƵșϴ̈βΦψϗϑŜ͎ϗІмЂЊзрϗ+ʁ!μϴ̇ϠϰΧƖІмЂЊзрϘÃǃƒ
ϗëĄϗɱƖ/͚ϴϡϢψϗϣϣèσ̂ϦϊϧϗϒβύϐϭβϒςϐβϰΧ

˕Űщ|Ɖϒʈ˅ɱƖϕ̱τϰʉæ
έεζαπϵϗϊϵσϬγŹήϕώβϐ
ͬͱ

Ŝ͎ϗͬ1ʊϕϭϰέεεθϔζϞήέϫθϥτϦήέССдϿуςϲβϒϯήϗͭ1ϕώβϐΦˌɪϔʼæϒĕȐϕϭϰ1Ȍʽϗ
ϑΦŰs'̖ϕεμϰ͎ǷϴŒţΧΫŹƖηнЊϷϕçςϐőύϐβϰΆΑ·ΈϒΆΑΐΗΈΐΕΌΑΐη`Ȑπϱϐŝζϱϊϗϑαϰά
ϒɖʊϘ̇ϠϰΧπϮϕнЊϷZ˹ʊͮϟϗʌθϯϑΦ1Tϕȋ®ϗη̗ĶϴĶσϰ̠[ϧœνϐβϰΧ

ɱƖȗáϕϭϰɱƖ˕ϗŰȈкЌЙΧ

˰ʆƕϕϭϰ ©ǍˋɱƖϕώβϐϗʉ
æ
ͬͰ

ͺϕϭϰȜȽY[ϴμϊŜ͎ɱƖϕώβϐΦШйрЅŰďTϗęƀƔP̯˩ŲϴřϯΦɭɻϒΦːʽϗȜȎǬϴ̇ϠϰΧ
Ŝ͎Ɩϗ1ʊϗϕϘȑɆηεϯΦ̧;Ȏ´ϕώβϐƉβϊgϗ˕ŰфʧʊȁхϒкрЂΧ.ʪĩʚϗϺЊп
ϾЦайϗ˂̇ϧαϯΧ

ɁÖɱƖϒβγʿʦϗǇϴ̈γΧͫͳͭͱĄϕ2ϳϱÍϦΦͫͳͮͭĄέɱƖϗȳɈήZǾϗξϲϕƁςϊϒ̇ϠϰΧ

µщɺ̀ʊϒϘ0ʊζ

ͬͮ

90-106

ɱƖϕεμϰʯȋϴΦƶ̌_ϕ[͑ςϐβϰΧͬͷϗȘΦώϣϯξϗ˕Űϑβγϒξϲϗȣɹƶ̌ϗϤϑʉδηόϔɱƖϋηΦ
ψϗ ϕϧξϵϔϕÁƷϔ[͑ϒψϗR/3ηαϰϒβγξϒϴȯϰξϒηϑθϰΧ

ͬͫ

ͬͭ
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gϑŃύϊІмЂЊзрϗΦɱ́ˍϕȬȢςϊȳɈΧЀрГуЧЕЂ#gζϮαύϊÃǃƒϗɱ́ˍϘΦξϗ˕Ű#gϑϘα
ϣϯϯνϮϱϰξϒηϔζύϊηΦЀрГуЧЕЂ#ÀϗƷΨϔɱ́ˍϴϒϯανϐβϰΧN/ϗƶļϗEΦςζμϕώβ
ϐΦ{cΦ˒ϤȁϗTâΦ˒ʊΦęƀϗńˈΦʯɦϗвДуЦϒŝθŵϗ¾̛ΦІмЂЊзр ϗĸ̟κϵϗ˒Ϥ˴ϟϗʿΦ
ęƀϗȹ&ʏƂϕʿςϐβϰΧ

ͫͳͮͱĄϕнЊϷϑZǾπϱϊйДзЦŕɱϗέСЊЀулǍˋ̀ήϑΦйДзЦηϘσϦϐpȁϕƎϴȬφϐ1ȗςϊξϒϴЗуЮ
ϕ˕̇ΧйДзЦʕ˹ϗLɏƉȗáϒςϐϗZȜϗξϲζϮΦpȁȗϴ½ϯϕτϰϕʖϰϣϑϗɭɻϴ̇ϠΦπϮϕgĠϗнЊϷ
ȹ&ʏƂırϕʿςϐΦϔχġϗ1ȗηȁ˜ϴ̣ςϊζϴ̇ϠϰΧйДзЦʕ˹ϘǍˋϴϭϯǃȵϕ'δϰϊϦϕξϗŁǚ
ϴϒύϊϒ̇ϠϰΧ

ɱƖϴȐβϊоуЂЊзЕШȠϔˋ͎ηɣʶϑϘσϦϐȝ¶Χ
ʃʮϗʟŁϔʊϗÁβ:ʍÖɁϗÖȎϴçˠϕΦɱƖηʃʮÐβϗKƎϕĝ˦γϗϑϘϔβζϒϗ˕ϴʀϯĉνϰΧ

ͭͯ

ÃǃƒϕεμϰΫǇɱƖάϕϤϮϱϰȂʛ
ͨƗĂþ Æ§Ɖ͖ŀʨΫǓȑІмЂЊзрάϴ
Ħϕͨ

ͭͰ

ÑϓϧϗϹбуЋϒɏȗ
έІКвПЂМήϗǄǄ̾тòƖāт]ñǯ
ϗ¶
ȼƟǦÑ

ͫͳͮͭĄъͬͪͪͫĄϣϑϗɱƖ˕ϕεμϰ̤ʶ§ƉϕώβϐΦŰȈʽ͎ϴʭϔύϐβϰΧĠxϕϘɱƖϕώβϐƉζϱϊȌ˕Ɖ
ϴɶʂτϰкЌЙη!ðΧ

ͬͪͪͭĄͳƌъͬͪͪͮĄͲƌϕȜʭπϱϊɱƖȳɈϗ~ʉŰȈкЌЙΧyʭƖт§̫Φɣʶ˕Űϕ[ζϱϰΧ

ǓȑІмЂЊзрϭϯΦÃǃƒϗǇɱƖϴȂϕʷϊϧϗΧȂϕϭκϯνϮϱϊȁϩΦǇɱƖZǾϗʏƂϕϝϱΦψϱϮ
ηĩĵ©ϔϓϗũčϗĴ§τϰũəϩŵĭϴɤɡϕžςΦζώȤϗμϴȄύϐ1ϮϱϊϧϗϑαϯΦǇȠϔĴ
ϕ ȫϴεβϐβϔβϒɮ˕ϏμϊΧçˠɱƖϗʺαϯΧ

ÃǃƒϗɏȗϕώβϐΦȂϕŜ͎ϗͭϴϯνϐΦŝζϱϐβϰÑϓϧFϴ[ƞΧɏȗϗÑϓϧʼϗʷZςϑΦɏˋΦɏ˙Φ
ɏȗϗÃǃƒϕεμϰļɍϕώβϐϧʾϱϐβϰΧ
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ͭͱ

ßǳˬǗϗɏˋϴ|1ϒτϰɱƖϕεμϰϹ
буЋϗ§Fs
ͨʿˏʯȋϕ³ϏκȗFĚļϒςϐϗɱƖb ɕƖɤ
1ϗȳɈ

ͭͳ

ȳɈПуЙ
ŹƖϗСкϷЦкуɱƖ
ͨψϗȋȃϒ ʐĭͨ

ͭͫͨͮͯ

˝ƆÑ

ͬͪͪͰΠ;ΑͩͲ

ͮͱͨͰͪ

ťфʹϘźÒх
Ñ

ͬͪͪͰΠ;ΑͩͲ

ͰͫͨͰͱ

ɩƚɣ"

ͬͪͪͰΠ;ΑͩͲ

Ͱͳͨͱͮ

êǳ.ÔÑц ÷ǔ
ʃцʵʑȒ`ÑцđȑȨ
ƅÑц íʃ:цƖJ
įц×ʘÑфƮʜÉÑ
ÃÖÃÖ̶ɱƖǱʇЏ
Я1ļх

ͬͪͪͰΠ;ΑͩͲ

ͱͯͨͲͮ

÷ǔʃцʵʑȒ`
ÑцđȑȨƅÑц íʃ
:цƖJįц×ʘÑ
фƮʜÉÑÃÖÃÖ̶
ɱƖǱʇЏЯ1ļх

ͬͪͪͰΠ;ΑͩͲ

Ͳͯͨͳͬ

ȼƟф¯ƖхǦÑ

ͬͪͪͱΠ;Αͩͳ

ͫΠͫͭ

ШйрЅŰďϕŀʨϗƭÄ̟ͬͳUϕώβϐΦ/ʰϩTâϕώβϐϗƵʶϴŞȸΧͬͳUϴʺʯϕςϊϧϗϒΦπϮϕψϗȁˏ
Ƞƶļϴ[ƞςϊʯϴώμϐβϰΧͺϕϭϰƱ̲ϗ˲Żϴ̇ϠϊϑΦƱ̲ϒβγʭǸϗȭȥϩ@ϯϴŒţΧ

ŹƖϕεμϰСкϷЦкуɱƖϗb1ЌВуЙζϮȋȃϴ̇ϠΦπϮϕˮ˦ʊϗŬϗëϔπϕϭϰ4ɯϗëϔπϒβγ͎ǷϴŒ
ţΧ

µщtǢ̕ϕεμϰЧЕЂЌВуЙƲɗϗ
ȋȃϒ˓͎
ͮͪ

µщɱƖΚŰȈʽ͎
ͮͫ

tǢ̕ϑϗЧЕЂЌВуЙϗΦ˕ŰŜ̀ƀϣϑϗȃǙϒΦɚηεϯϕκβʕǗ/ϑϘéMϧ̓ςβξϒϩΦЧЕЂЌВуЙϗɬ
Ϥϴ2ϳϔβȅʕϗϯɬϤηαϰξϒϔϓϕϝϱϊΧtǢ̕ϗЧЕЂЌВуЙʶɵϒΦÞŶþȖƚϕώβϐϗ[͑ʯαϯΧ

ʵǝΦŹƖϗɱƖϕώβϐ̇ϠϐβϰŰȈϴΦƉɟΦ˕Űϗ ŵϑкЌЙsΧ

µщͬͪͪͯĄĎɱƖ~ʉŰȈȢ̫
ͮͬ

90-106

ßǖˬǗϗЗЀЌЙϴϧϒϕɱƖsςϊ1ϴʴŬǌ˿ςΦˬǗЗЀЌЙϗϧώȂÜĭϒΦR/Ƞϔ3ϴȸτΧǜͭϕpȁϗŦ
sϕ̱τϰ~ʉŰȈϗŞȸαϯΧȮ̥ƅέpȁɱƖϴϦλϰW̸Κpȁу̰ÖϗмЕЌрήnʣƉĿ
ͬͪͪͰΠ;ΑͩͲ

z͌ϕZǾπϱϊΫƭÄ̟άϴϦλύϐ
ͨШйрЅŰďŀʨɱƖϴ Ħϕͨ
ͭͲ
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ͬͪͪͮĄͳƌъͬͪͪͯĄͲƌϕȜʭπϱϊ̱̍ŰȈϗкЌЙΧyʭƖт§̫Φ§ƉΦɣʶ˕ŰΧ

ІКвПЂМϑǞ˸ςϊƖȑĊÄ̟Φ̩ƓǄΦǄǄ̾ΦòƖāϔϓϗȗáϗɱϒΦлтбулϮϗɱϴR/1ϑçǻςΦ͑
*ǷϴŒţΧФЂЙкϷƑȠϔūˁϗňĜπϱϰĠʊϗɱϕçςΦψϱϴ~ǻςϊϒʉδϮϱϰgʊϘΦψξϴÑϓϧϗ̑ϛϟϒ¾
ŠςϐβϰξϒϩΦŹƖϒʵǝϑϗŰsȠϔȤĜ͉ϕώβϐΦƜʵϗÑϓϧʼϕώβϐη̇ϠϮϱϐβϰΧ

ͮͭ

έІКвПЂМήϗɏȗϒͺчϺϸлФуЂтлт
бул
ͨϹбуЋϗ'ŅϒψϗĴͨ

ͮͮ

ͽΑΕΈΓͤΑΑΔΈΚɱƖϕεμϰƌϗ§Fϗ¾̛
ϕώβϐ
ͨͺΈΙͤ·Ό··ΎΈͤ·Ό··ΎΈΞϗ¶ͨ
ʵʑȒ`Ñ

ͬͪͪͱΠ;Αͩͳ

ͫͯͨͬͲ

ͮͯ

ɱƖɉ̰ϗĳβZ
ͨΫɱƖϕ̱τϰĳβZά˔ƨζϮϤϊΦɱƖ
âϗ˗ȤεϭϛψϗĴʅу

ÃƼȧȒʃ

ͬͪͪͱΠ;Αͩͳ

ͬͳͨͮͪ

ͮͰ

ȳɈПуЙ
εϩϫϛϚϦϒΖΏ΅ΈΎΌΐ΄
ͨɱƖϕʷϰŰsȠúȚϒƁ̓ĭͨ

gǖżƢ

ͬͪͪͱΠ;Αͩͳ

ͮͫͨͯͬ

ͮͱ

ȳɈПуЙ
Ź̈́ľϗɱƖϕŝζϱϊнЊϷϛнЊϷ
F

íʃ:

ͬͪͪͱΠ;Αͩͳ

ͯͭͨͰͮ

ǐȑƬÑц íʃ
ͬͪͪͱΠ;Αͩͳ
:

Ͱͯͨͱͯ

¯ƖǦÑ

ͬͪͪͲΠ;Αͩͫͪ

ͫΠͫͭ

Ȏ͙ąÑ

ͬͪͪͲΠ;Αͩͫͪ

ͫͯͨͬͲ

đȑȨƅÑц ÷ǔ
ʃцʵʑȒ`Ñц íʃ
:цƖJįцǪ̞Ȓ
ʃфΫξλϣȹϗɱƖάȳ
Ɉ&х

ͬͪͪͲΠ;Αͩͫͪ

ͬͳͨͮͫ

ϣςϣφώξϗϳϮϠγϊɱƖϕώβϐΦͫъͮƒϕϳμΦϳϮϠγϊɱƖϗŴςπΦɱƖƹɨƀ"ΦξλϣȹϒiϰʻÑϗγϊϗδ
ϡϵΦćLϗϳϮϠγϊδϡϵϒψϱωϱ!μϐƱˀςϐβϰΧ˔ƨϗ«ϕȅʕϗʌθϯƉɞϴŗδϐεϯΦTâϴƕ
íϑÞ̻ϕʷϮϱϰΧ

ȑȒ͗

ͬͪͪͲΠ;Αͩͫͪ

ͮͭͨͯͬ

̮ŴÄϗ1ηЛрЎрЌϒϙϱϰξϒϕçςϐΦЛрЎрЌϒϘ0ζΦπϮϕ̮ŴÄϗЛрЎрЌϒϘ0ζϴʉæτϰΧŰÖ
ϕεμϰЛрЎрЌϗÜʅϴȵˎςϊϑΦ̮ŴÄϗЛрЎрЌϕϘЊелмϷкЌаΦϷМЯЍаΦɒβηαϰξϒϴŒţΧ˒ʊ
ϴϒϯξϥ1ȂĤηαϯΦψξϑˏϮϱϰϗϘȘϗ ʐĭϑαϰϒςϊΧ

ͬͪͪͲΠ;Αͩͫͪ

ͯͭͨͯͲ

ǐȑƬÑц íʃ
ͬͪͪͲΠ;Αͩͫͪ
:

ͯͳͨͱͬ

ϹЁкЌϒŹƖϑŝζϱϊŜ͎ϗɱƖϕεμϰΦƌϗ§Fηϓγ¾sςϐθϊζϴʉæΧ

Ãǃтſ]ƒȎϣϱϗͯϕɱƖϗ˂Ļϴʌθϯ˔ƨςϊ˂̫ΧɱƖψϗϧϗϴĬβZτ#ϕΦψϗɱƖϴ˒ϵϋȃǙϩ
ϗĳβZΦĄͣϴ̤ϖϐζϮϗˠϒϗкрЂϔϓηˏϮϱϰΧ

ϷрИлЎрɏˋϗεϩϫϛϚϦϕώβϐΦϷрИлЎрϕϭϰ]ǾϕŕɱϴŝβϊсϸлЩлатЫуЉЎрϗŝθŵϕϝϱ
ϊϑΦŹƖϒƿɠϗͬͭUϴǌ˿ΧƁ̓Ƞϕʯȋπϱϰ̠[ϒΦŀðτϰŰsϔϓϕϭύϐ¾sτϰ̠[ϴŒţΧ

Ź̈́ľƒϕȜʭπϱϊɱƖΦЭрДɱϑΦŹ̈́ľϴŝβϊϧϗϴ̀ϦϐβϰΧÞȁϴȵˎςϊϧϗϒςϐgʊͫͯUΦĠʊͫͭ
UΧβυϱϧŮ©нЊϷϴĘΨςβϧϗΦŹƖϴoϣςβϧϗϒςϐŝβϊϒ̇ϠϰΧ

µщͬͪͪͰĄĎɱƖ~ʉŰȈȢ̫
фͬͪͪͯĄͳƌͨͬͪͪͰĄͲƌȜʭ[х
ͮͲ

3ĄϕσΧ

ÑϓϧϗϹбуЋϒвГМЍа
уέІКвПЂМήϗɏȗϗ˗Ȥу
ͮͳ

ɱƖϗȁˏƶ̌ϕ̱τϰȳɈ
уΝʭθϐāϯςΝȁˏϒÑϓϧϗɱƖ/͚у
ͯͪ

ϣςϣφώξϗϳϮϠγϊɱƖϕώβϐ
уξλϣȹϒϗZ&βу
ͯͫ

έζβσϪγϊόϗβϰϒξϲήϒέϦύθϮϧθϮϓεϵϓϵήϗͬUϴǌ˿ςϐΦξϱϮΝʭθϐāϯςΝȁˏϗQ̋ǷϒȤ̗Ƿϴœν
ϰΧπϮϕǋʻϗȝ¶ϩΦʭκϒξϲϒāϰϒξϲϗĴϕώβϐ˕σΦ˒ϤŁϑαϰÑϓϧϗʕûĶȵɍϕĜ͉τϰϒŒţτϰΧ

̮ŴÄϗЛрЎрЌ
ͯͬ

ͯͭ

ί˕ˑΰέϼЮεϙαόϨϵήηŝκЭЋЗϸЧт
ϼϹЋрЃ
уЋϻрГуsςϊϼϹЋрЃϴȎθϰΫεϙα ÃȖąÇ
πϵάʉу

έϼЮεϙαόϨϵήϑϗ Pϴ̋ςϐΦεϙαπϵϒβγÓ¬ϗЋϻрГуϕ¢ϳϱϊαϯϭγϒΦψξζϮʒςϊ Pϗȸ
τŴϊϔ6?ϕώβϐ̇ϠϰΧŹƖϗɱƖέςϕηϤϒεϙαπϵήϒϗǌ˿ϧˉϤϐβϰΧ

µщͬͪͪͱĄĎɱƖ~ʉŰȈȢ̫
фͬͪͪͰĄͳƌуͬͪͪͱĄͲƌȜʭ[х
ͯͮ

ͫͳͬͬĄi\ϗέІКвПЂМήϕώβϐΦψϗɏȗʄηвГМЍаϕʲłόπϱϊϧϗфǍ
ʅϩȏƲ͇ϗɮơϒςϐϗÃʬ
ȹ&ΦÃ̦вПȹ&ϗaƛϕϭύϐΦÑϓϧϗʯȋϧψϱϴĠŋςτϰTâϕϔύϊхϋύϊǷϩΦŹ̈́ľƀϕϘфȎǞϩʃ
ȠĶʹϴŋςZςϊϧϗϑϘαϰηх̪ĠϴØϰĴβϗɱƤηʷϮϱϊǷϔϓΦƀ"ϕǘύϊ¾͇ϴ̏νϐβϰϒςϊϑΦ
ψϗĠϕϘнЊϷϷСрЁглКϗĜ͉ηĈϧϗȗáϕϤϮϱϊξϒϴœνΦψϗĠϗŹƖɱƖϟϗϭβĜ͉ϕϔύϊξϒϴ
ŒţςϐβϰΧ

3ĄϕσΧ
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ȗáтƓʦİÑϗ
уÃ®ϒβϗόηŝζϱϊ˺˴у
ͯͯ
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ƓʦİÑϗȗƲN/ΦώϣϯɱƖͫͱUϕlδϐΦʔÃϔŬǉπϱϊВЧнуϔϓΦτϠϐϴϦϐ[͑ςȂĤϴ̇ϠϐβϰΧ
ͬͪͪͪĄϕ˝ǁÑфǋхη˾ǖɱƖϗưʃʮ͖ϴ˃ϱΦƓʦϗɱȗϔϓͫͯͪͪǷϒȗƙϔϓϗІмЂЊзрϴä˯ςϊξϒη
θύζμϑΦɖʊϘïȸϒƖ˕Ű²ɖϴςϊΧ

ȶƚαϏπ

ͬͪͪͳΠ;Αͩͫͫ

ͫΠͫͭ

ÃƼȧȒʃ

ͬͪͪͳΠ;Αͩͫͫ

ͫͯͨͬͲ

ͯͱ

ƘǠɝÑ

ͬͪͪͳΠ;Αͩͫͫ

ͬͳͨͮͪ

ƓǾϗɱƖ1áΦŁô̟ϕώβϐΦψϗN1фęƀхͭͪ1ĘϴΦͭώϗƒϕ[μϐβϰΧɖʊϕϭϱϙɔͫƒϘɱƖϒβγ
ĚķϕʘϴϧύϐϯɬϵϋƀƒΦɔͬƒϘȁˏĭϕ̤θηʁζϱϊƀƒΦɔͭƒϘȁˏĭϒXÞϕʲłόπϱϊ̚ƫϔʯȋ
ϗƀƒΧ

ͯͲ

J¿ėȳɈфɔͫƒх
уΩóǛϗÑϓϧϗƖΪɺ̀ϣϑϗÑϓϧϗƖ
ϕ̱ϳϰу
Ȏ͙ąÑ

ͬͪͪͳΠ;Αͩͫͫ

ͮͫͨͯͭ

J¿ėϕώβϐΦóǛϗÑϓϧϗƖϕŢϳϰ#gϗLɏƉȁ̱̍ϗ˺˴ϴ̈γΧф̱ϳύϐ#̴ϕώβϐϘΦɔͬƒȳɈϒς
ϐϣϒϦϰϒϗ˂̇αϯΧхȎβɍόζϮͫͳͯͬĄϣϑϗpθϴϣϒϦϊˌɪϔĄʯαϯΧʈ˅Φɺ̀Φˈ˕ΦʧƉϗ_ϧʯTϕτϠ
ϐƉζϱϐβϰΧ

ͬͪͪͳΠ;Αͩͫͫ

ͯͯͨͰͰ

ǐȑƬÑц íʃ
ͬͪͪͳΠ;Αͩͫͫ
:

ͰͱͨͱͲ

ȱ|ŪÑ

ͬͪͫͪΠ;Αͩͫͬ

ͫΠͫͬ

ͬͪͫͪΠ;Αͩͫͬ

ͫͭͨͬͯ

Ŝ͎ϗɱƖʄϴĕθβϕZςΦɱƖϕʷϰ̡þ͒ƂΦϯȁΦ-ɉ̰ΦáŷϹбуЋϔϓϕƀ"ϗȂĤηʷϮϱϰϒŒţΧę
ƀϗζϳϮǾϔϓϒƷΦɱƖϧ̄"ŹƖϗƇϮςϗ'δŁϋϒʽκΧʚÌˬǋϩĭ_ĝh[Ʋϔϓηʀϯ̅ςŝζϱϰξϒϕϭ
ϯΦȗsπϱϊ̄"áŷϗƇϮςϗвИлϴŞȸςΦ̄"©áηē˄πϱϰϗϕ̤ʶϔĜ͉ϴδϊϒςϐβϰΧ

ʵʑȒ`Ñц ÷ǔ
ʃцđȑȨƅÑц íʃ
:цƖJįцǪ̞Ȓ
ʃц×ʘÑфΫξλϣȹ
ϗɱƖάȳɈ&х

ͬͪͫͪΠ;Αͩͫͬ

ͬͱͨͭͳ

ʵýʡÑη1ɱϒϧϕōęςϊɱƖʄϴĕθβϕZςΦ PΦʛěΦȗ͆ï̯Φɉ̰ʯȋΦЗЀЌЙϒβύϊȂĤϴ[ƞτ
ϰϒϒϧϕΦψϗ ϑϧέϳϊςϗорХуЌήϘʄϴŉβϊ1ϒ+ʁϏμϰΧÑϓϧϊόϗĨϕώβϐΦ1̰ϗǌ˿ϑψϱ
ϴ̇ϠϐβϰΧϣϊΦϣϒϦϑϘΦέϳϊςϗорХуЌήηb1πϱϊęƀϗZǾȘϗƷÑϕϧʿηαϰΧ

Ȏ͙ąÑ

ͬͪͫͪΠ;Αͩͫͬ

ͮͫͨͯͪ

Ŝ͎ϗЗуЮϕώβϐΦóǛϗÑϓϧϗƖϗ̢ƖкЌЙΦZǾϗɭɻϕ̱τϰĄ"͋ϗ˩ŲкЌЙΦZǾϗˈ6ϕ̱τϰ˩ŲкЌ
ЙϗͭǷϴανΦπϮϕψϱωϱϗ ϑǜȢτϠθϧϗϴХЕЂϷЕШςϐʿςϐβϰΧóǛϗÑϓϧϗƖϗƵʶϕώβϐϗΦƪ
ƖȠϔ˩ŲϒϔϰŰȈΧ

ƯǠȨȒʃ

ͬͪͫͪΠ;Αͩͫͬ

ͯͫͨͯͱ

ƓȨȌÑ

ͬͪͫͪΠ;Αͩͫͬ

ͯͳͨͰͲ

ǐȑƬÑц íʃ
ͬͪͫͪΠ;Αͩͫͬ
:

ͰͳͨͲͪ

ȑȒ͗

ͬͪͫͫΠ;Αͩͫͭ

ͫΠͫͫ

ó.GÑ

ͬͪͫͫΠ;Αͩͫͭ

ͫͭͨͬͯ

ɕƖɤ

ͬͪͫͫΠ;Αͩͫͭ

ͬͱͨͭͰ

ͬͪͫͫΠ;Αͩͫͭ

ͭͱͨͮͲ

ͬͪͫͫΠ;Αͩͫͭ

ͮͳͨͯͰ

ɱ́ˍϕŝζϱϊΝ̑ϛϗϹбуЋΝ
уΫǓȑІмЂЊзрάϴ3ϒςϐу
ͯͰ

Łô̟ɱƖуƓǾȗϕϭϰĆĳʯȋ
уȜĳϗ|Ƿϒςϐϗtŵ͒«у

ͯͳ

ЙЯутϺрЅйуηϯɬϥΝ ʅĭΝϒβγ
͎
уέτϐθϔϕϵλϤήέЏйлГϒ¡β
͝ήέαϊϮςβϒϧϋόήϗ[ƞȳɈу

ȑȒ͗

µщͬͪͪͲĄĎɱƖȳɈ~ʉŰȈȢ̫
фͬͪͪͱĄͳƌуͬͪͪͲĄͲƌȜʭ[х
Ͱͪ

Ŝ͎ϗɱƖϕώβϐϯνΦ|SϴЃкаɏˋͫͲͫͬǾϕϒύϐβϰξϒϩΦŌˠĎϗ͛βɱϒŰÒЗЀЌЙϒϗåŚϔ̱̍ϴŒ
ţΧ

ϼнултлтϾϹр
ɱƖϕεμϰɱϒŰÒЗЀЌЙϗ̱7
уέβϙϮϚϦήϴϦλύϐу

Ͱͬ

ɱƖϕʷϰΜƇϮςϗϹбуЋΝ
у̧;Ȏ´ϗiƲƒɱƖфͫͳͪͲуͬͭхϴ
3ϒςϐу
ÃƼȧȒʃ

έϳϊςϗорХуЌή˕
уψϗȂ˭ϴϦλύϐу

ΩóǛϗÑϓϧϗƖΪZǾϗǇȠƱˇ˩Ųϒ
J¿ėϗƲɾфɔͬƒх˩ŲϗȳɈ
Ͱͮ

Ͱͯ

ÑʍϐŧšϒςϐϗЧЕЂЌВуЙϗ ʐĭϒ
˓͎
уtǢ̕įĐþϗ˔ƨɮơϴ̋ςϐу

tǢ̕įĐþϑͲĄηɭ̔ςϊƀǷϗΦǞpϗξϱϣϑϒȋȃΦǞpζϮʷZφϊИуВϴ̯ȸςϐβϰΧ˓͎ϒςϐΦǼʻϗʍ
L~lϴЧЕЂЌВуЙϕϭύϐ8τξϒηαϰϒ̇ϠϰΧ

ͮǆLΦͯǆLϴçˠϕΦǤΨϒ˒ϥΦŇşϴώμϐ˒ϥϗͬŵǚϴÞʭςϊÞ͚ϗɮơµΧϓόϮηɲçϕββϒϘƵϕʿ
δυΦĄͣϒƐϣςβȜ̖ϗȃǙϴʉĺςϐ̚ÝȐβϮϱϰϠθϋϒςϐβϰΧ

ćɄªϕεμϰ̀¦ϟϗɱƖϗ˒Ϥŵηć
Lϗ˹/ȠтʿˏȠĨϕϢτĜ͉
ͰͰ

µщͬͪͪͳĄĎɱƖȳɈ~ʉŰȈȢ̫
фͬͪͪͲĄͳƌуͬͪͪͳĄͲƌȜʭ[х
Ͱͱ

ͰͲ

ÃϴéκÑϓϧϗȝ¶
учϺрЅйуϗМеуиуЂƀ"ϗɱƖϴ
˒ϥу

3ĄϕσΧ

ͿΎΈΐΕΙͤΕΑͤ΄ΕΆ˕
Ͱͳ

ɽ̯θɱƖϗȳɈ
ͱͪ

ͱͫ

ͱͬ

ȳɈПуЙщ
J¿ėȳɈΚɔͭƒфͫͳͰͳĄъǕĠZǾх˔
ƨ
Ȏ͙ąÑ
уľĠɱƖϕεμϰɱƖȳɈϗʥʞу

ȳɈПуЙщ
tǢ̕įĐþϕεμϰЧЕЂЌВуЙϗƱˇ
уǋʻζϮϗʌθϯ˔ƨϴ̋ςϐу

1ɱϒϧϕϺрЅйуϕϭϰͭUϗɱƖϴϯνΦψϗ ʅĭϴŒţΧR/ȠϔŝXϒςϐϘΦJϒ̳Φ¡γϧϗϒ¡ϳϱϰϧϗΦ
ϿйЂВϒϷуЙϒβύϊвЗϸуЦηαϯΦȹ&ϗǽ̹ϕȎθϰϧϗηĮϱϴőϊϔβ ʊϕϭύϐ̯ȫτϰЌЙукуϗ ϑΦξ
ϱϮηȸπϱ ʅĭηˏϮϱϰϒ̇ϠϰΧƋĠϕɖʊϘΦϺрЅйуϗëĄƒϕʾϱΦ ʅȠϔϧϗϗʷŵϴȉĢςϊɭɻϴś
æςϐβϰΧ

3ĄϕσΧ

Ͱͫ

Ͱͭ

ǓȑІмЂЊзрϴΦΫ̑ϛϗϹбуЋάζϮȪϦϊϧϗΧІмЂЊзр ϗɱ́ˍϕŝζϱϊ̑ϛϗϹбуЋϕϘΦ£Ôϗ_Φƀ"
ĭΦ̑ϛϗ¶Φ̑ϛϗ̕RΦ̑ϛϗ~lʊϗζθ[μηʷϮϱΦψϗξϒϘʵǝŰsϗéMϩЋϻрГуu_ϴȸςΦ˒ʊϑα
ϰÑϓϧϕμϐVȎȏπϱϊΫϹбуЋάϑαϯΦ˒ʊϮηƶɛτϰƾ"ϗȹ&pϕĜ͉ϴδϊϒβδϰϒɖʊϘŒţτ
ϰΧ

ƯǠȨȒʃ

ϺрЅйуϗͫͳͯͰъͱͫĄϕεϭϞМеуиуЂƀ"ϕώβϐΦZǾπϱϊͬͪUϴŁηζϯϕΦļkϗʏƂфȌʽʊηÓ¬ςΦДг
рЌϕǮϱϊƀ"ϑαύϊξϒхΦɱƖζϮ͂ϱϊ|¥ϒģāΦ1 ϗȝ¶ȁϗ[ƞϴ̇ϠϰΧϺрЅйу1ϑϘÑϓϧη
Ãϴ¾δϰʾÏϒςϐŝζϱϰϒŒţΧ

ϷбкϾϑǞ˸ςϊɱƖ1áΦOôÄ̟ϗΦͫͳͯͪĄ"ϕę®ϑ\ʭπϱϊŜ͎1ϕώβϐΦNЫуЋϕǪϯˌɪϔ˒Ϥϴˍ
ϑʭϔύϐβϰΧŹƖϴ͂ϱϊŹƖηΦëĄƀ"ϗĬβZϔϓϋμϴЪуЌϕb1ςϐεϯΦÞϒȚϔϰɪζϔŝXф˞ʓ
ϗ1ϯŵхϩΦęƀϗϷбкϾZǾȘϑƐϣϱϊŝθŵϴτϰϊϦϕŹƖϗȃǙϒ̗γϧϗфȕÉη ϵϑǅκхϴϤϔηϮϧΦ
ɢɼϔʯȋϑŹƖϴˏϯɳλ1ϒςϐˈ6ςϐβϰΧ

ɽ̯θɱƖͭͪUϴ̀ϦΦ[ƞΧΡɽ̯θɱƖϕϘ̯θϒ̯θηαϯΦ ʊϘƽʐϗúȚηαϰξϒ͛πтǥπϗʯȋϩ
̒pϗʯȋϕƍmΣƶ§ϴģτϰВϹШϒ̮βȗ͆ϗ̠[ϴʷφϰВϹШηαϰΤUÑƖ#ÀϑϧÁƷϔ ʐĭϴ
ϧώΚϒβγͮǷηŒţπϱϊΧ

J¿ėϕώβϐΦ̍ɴȳɈϗƋɫ¤ΧŜ͎ϗƀƒϕ̱ϳύϊŰȈϗʺαϯΧ

tǢ̕įĐþϑϗЧЕЂЌВуЙͫƒϗǋʻͫͯϕΦͲĄĠϕʌθϯ˔ƨςϊϧϗϴ[ƞΧΡćL̍ϱϑ§Ɖ͖ϴ`Ȑτϰá
ŷη¹δϊɱƖηІЯеМЄуЊзрϗƍmŁǊϒϔύϊΣÑϓϧϗƖÊθϩıpʍļΦÑʍϐϕεμϰʻϗЌЙмЌ˾ǩϕώ
ϔηύϊΤɱƖϗ˒ϤʌζφϕǣƳȠϔǋʻϗQ̋ǷϒςϐϘÑϓϧηͭ#βϐǋʻʕ˹ηćëƀϗ˒Ϥʌζφϴ/͚
ςϐβϔβξϒηÁβΚϗͮǷη^żΧǋʻϋμϕǺǷϴαϐϐβϰϗηǎϕϔϰηΦɱƖϴϔχ˒ϥϠθζϗСЕЂϷЕШ˩Ųϒ
ςϐĴʅηαϰΧ
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µщͬͪͫͪĄĎɱƖȳɈ~ʉŰȈȢ̫
фͬͪͪͳĄͳƌуͬͪͫͪĄͲƌȜʭ[х
ͯͱͨͰͳ

ͱͮ

ȱJį

ͬͪͫͬΠ;Αͩͫͮ

ͫΠͫͬ

ͱͯ

ȳɈ˕ŰщOôÄ̟ϗвв̠1ϕʷϰɢȼ
ϗ˺˴
уɋϗ§FϕȬȢςϐу
ó.GÑ

ͬͪͫͬΠ;Αͩͫͮ

ͫͭͨͬͯ

̩ƓɆǛ

ͬͪͫͬΠ;Αͩͫͮ

ͬͱͨͭͳ

ưͤʹ

ͬͪͫͬΠ;Αͩͫͮ

ͮͫͨͯͬ

÷ǔʃцʵʑȒ`
ÑцđȑȨƅÑц íʃ
:цƖJįцǪ̞Ȓ
ʃц×ʘÑ

ͬͪͫͬΠ;Αͩͫͮ

ͯͭͨͰͮ

͗ƊĽ̠ȿąц
ͬͪͫͬΠ;Αͩͫͮ
íʃ:ц×ʘÑ

Ͱͯͨͱͯ

ǐȑƬÑц íʃ
ͬͪͫͬΠ;Αͩͫͮ
:

ͱͱͨͳͭ

ñɥɿ

ͬͪͫͭΠ;Αͩͫͯ

ͫΠͫͬ

ȑȒ͗

ͬͪͫͭΠ;Αͩͫͯ

ͫͭΠͬͭ

̩ƓɆǛ

ͬͪͫͭΠ;Αͩͫͯ

ͬͯΠͭͱ

ʪƖƑüцǐ̿
ͬͪͫͭΠ;Αͩͫͯ
Ñц˰ʆìʃ

ͭͳΠͮͰ

ǐȑƬÑц íʃ
ͬͪͫͭΠ;Αͩͫͯ
:

ͮͱΠͰͪ

ťфʹϘźÒх
Ñ

ͬͪͫͮΠ;ΑͩͫͰ

ͫΠͫͪ

Ͳͱ

̩ƓɆǛ

ͬͪͫͮΠ;ΑͩͫͰ

ͫͫΠͬͭ

ͲͲ

ȳɈ˕ŰщΫκϣϗϷуОЌЙεσπϵάЊкуЍ
ϗɱƖʯȋ
уʿʦϕ5ÓςϔβʯȋŒϕȬȢςϐ
ñƖʃÿ

ͬͪͫͮΠ;ΑͩͫͰ

ͬͯͨͭͰ

ȳɈ˕ŰщɱƖϑŝζϱϊΫ͈άϗ|͒Ƃ
уέϢκηγϣϱϊ͈ήʉу

ȳɈ˕ŰщεϒιˋsπϱϊÛȻ'ɱƖέɱƖ
ɉǢΚεÃĀπϣή
ͱͱ

ȳɈПуЙщέͫͫϜθϗϖξή˕
уЀгйЂВуϗ[ƞϴ Ħϕу
ͱͲ

έͫͫϜθϗϖξήϕώβϐΦʷ̯θϗƶ§ϔϓϗ[ƞϴςϊϑΦЀгйЂВуϗ[ƞфͫͫϜθϑαϰȌȒΦȇϑαϰȌȒϔϓхΦ
πϮϕ̀¦ʭpϴ³˽ϕςϊȁˏϑαϰξϒϴ̇ϠϰΧψϗʇĹϗϔβƿɠϑϘΦʈ˅ƖηɲǾϕϔύϐβϰξϒϕϧʾϱϰΧ

ͬͪͪͯĄͭƌȜ\ϗɱƖÖͱϑȜʯςϊƷϗȳɈĠΦŴϊϕІмЂЊзрϗ_ϗ́ˍʄηȜʷπϱϊξϒϴγμΦʉæςϔε
ςϊϧϗΧ

µщͬͪͫͫĄĎɱƖȳɈ~ʉŰȈȢ̫
фͬͪͫͪĄͳƌуͬͪͫͫĄͫͬƌȜʭ[х
Ͳͪ

3ĄϕσΧ

ȳɈ˕Űщέ͞ǚϗξϒϙήʉ
ͨļɍ̔ɃϒΫʿʦάϗjͨ
Ͳͫ

ɱƖт͞ǚϗξϒϙϕώβϐΦϹНϹЕЙϗˊϑαϰξϒΦƝȑɧÑΦƦƓǔė̟ϗb1ϴϊϓϯΦψξϕŝζϱϰϧϗϕώβϐ̇
ϠϰΧ˒ϤϩτκΦ˕Ȍï̯ϧ͆ȞβΧ

ȳɈ˕ŰщΕΈͤΕΓΈΈͤΓΑ΅΅ΈΓΔΚϗʯȋƷĔ
Ͳͬ

ЙЯутϺрЅйуϗτϐθϔϕϵλϤϕώβϐΦкеЗϸϗȌ˕ϕ³ϏθΦЗЀЌЙϒɱϴ[ƞΧЗЀЌЙϘиунЕТŽˋϕ̄
κΦÕɍĭΦă͆ĭΦƳɐĭΦ¨ÜĭϗƷĔϴȸτΧϣϊɱϘΦЗЀЌЙϗψϱϮϗƷĔϴ:őςϊʯȋϑαϰϒ̇ϠϰΧ

ȳɈ˕ŰщȑôğέϿϽή˕
ͨɱƖϕεμϰΫȎάϗʯȋϴřϰͨ
Ͳͭ

Ͳͮ

ȳɈПуЙщвукЌтЎрГЕЂϗЭВу˕Ʊ
ˇ
ͨf̷πϱϊͮƠϗϹйЌЙмуЊзрͨ

έϿϽήϴ˕σϰϕαϊϯΦʕ˨ZǾϗYÉɱƖтςϙϐϵζϮϗɭɻϴ̃ϯώώΦƋɫȠϕϘϿϽϑʯȋπϱϰϧϗϘςϙϐϵϗ
ƀϗǣsʚϗɘδϑαϰϒ̇ϠϰΧȑôğϗɱƖb1ϴˣβϐʷϰΧ

µщͬͪͫͬĄĎɱƖȳɈ~ʉŰȈȢ̫
фͬͪͫͬĄͫƌͨͫͬƌȜʭ[х
Ͳͯ

ͲͰ

ȳɈ˕ŰщЮкутЬултϼЕЖϗбЀЊІЌ
Йуку
έЂкЌЮЌϣϑαϒͳŹήʉ
ͨɱƖϴ̋ςϐϗÁŰsтȚŰsȌʽϗʸǷ
ζϮͨ

Ŝ͎ϗɱƖϕώβϐΦϼЕЖϗШнЦϸулϩb1ϼХАуКϴϝϣδϐʉæΧ Pϗȁ˄ÜηęƀϗбЀЊІϗÞ̻ϒȚ
ϔϰξϒϴΦQ1ʊϧϭκĬϳϔζύϊξϒΦπϮϕψϗǷϴʉĺτϰξϒϘȋ¬ϕεβϐħʶϑαϰξϒϴŒţτϰΧ

Ŝ͎ϗɱƖϗ1ϯN/ϴɪζϕʼæςϊϑΦ̰ϑϔβϧϗϗȩϯϕǺǷϴαϐϰξϒϑȩϯϗƖ˭ϴ͟żϕŝθZςϐβϰϒ
̇ϠϰΧϘϊϮθζμΦ/ϩT͆ϴ̯κɱƖϗ ʐĭϴπλϰŁηζϯϕϔϰϒƋĠϕʾϱϐβϰΧ

µщćɄªт:ʍŀϕεβϐɱƖϘϓϗϭγ
ϕŃϳϱϐβϰζ
ʵ¯êȟцɜǖ
ͨ:ʍʊϟϗǞpÞķтĴ˚˔ƨζϮͨ
ͬͪͫͮΠ;ΑͩͫͰ
ʩцƺʪƬÑ

ϿЧкϼлтСрЈрϗŜ͎ЊкуЍϕȬȢςΦЗЀЌЙϴƳ̵ϣϑȦβϊʯȋϴʼæτϰΧ1ʊηξϗϭγϔŵǚϴϒϰϗϘΦ˒
ϤŁηɱƖϗϔζϕ /ȠϕĴϴʷZτϊϦϑαϯΦψϗϊϦϕ1 ϑϘΦʿʦϗ2βŵΦɱϗ ϗ˂ĭΦƶ§ϔϓηù
Åπϱϐβϰϒ˕ʊϘŒţτϰΧ

:ʍʊϗɱƖϟϗϯɬϤϗÞķϒĴ˚ϕώβϐΦ̦ȠИуВϴȸτΧ
ͭͱΠͮͮ

µщɱƖȳɈ~ʉŰȈȢ̫ͬͪͫͭ
фͬͪͫͭĄͫƌͨͫͬƌȜʭ[х
ͳͪ

ЭВуϗХуВуйФЕЙηΦɀáǾζϮƲǾϕϔϰϒθϕf̷πϱϊͮǷϗϹйЌЙмуЊзрϕώβϐΦЎрГЕЂηŒţςϊ
ǷϴƱˇτϰΧξϱϕĴτϰŵϑΦЎрГЕЂϗŒţϘϹйЌЙмуЊзрϗˈ6ϗƣϴZυΦĠϕμϊ˓͎ϧÁŬαϰ
ϒ˕ʊϮϘ̇ϠϰΧ

yʭƖΦ§̫тȗ̀ΦµтȢ̫Φ́ˍΦɣʶ˕ŰϡζϴкЌЙsΧ

ȳɈ˕ŰщζηκβϚϲςέεϝϒϵζμϊϮή
˕

Ͳͳ

ΫСаϒЄнάЊкуЍϴΦϗ˒ʊηƴςϥϊϦϗϹрВйЂЗϸЧĭϴCδϊ1ϒŖδΦψϗĭ˭ϗT˅η0ϑαϰϗζϴ
ŒţτϰΧψϱϘR/ȠϕϘΦȝ¶ȁфСаϒЄн#ÀϗЈЧЀгйЂВуϦхϑαϯΦȗ͆ï̯ϕεμϰùÅϑαϯΦ1áϕ
ϭϰɪζϔȘϗƶɛϑαϰϒ̇ϠϰΧɱƖϴΫϹрВйЂЗϸЧάϗA͆ζϮϘύθϯŖδϊ˕ŰϘΦƖɣʶTϑϘ]ϦϐΧϣϊΦ
ξϗ˕ŰϑʷϮϱϰΫϹрВйЂЗϸЧĭϘϓϗʯȋϕãύϐβϰζΦψϗ̠[ϗŒţάϘΦŌˠȠϕϔϯηόϔɱƖʯȋϗ[ƞ
ϴłȴτϰϧϗϋϲγΧȂϕʯͫϗϭγϔƶ§ϗ§ĔsϘΦϳζϯϩτβŵǚϋϒĶσϊΧ
ūɱƖέɱƖɉǢΚεÃĀπϣήϕώβϐΦļϯɍόϩɱƖ1áтƯñ9Åϗ˱Ȑϔϓϕώβϐ̇ϠϰΧ

µщÃǃƒϕεμϰëĄϗɱ́ˍІмЂ
Њзртʳ̝
ͱͳ

ͬͪͪͳĄЧйЗϸЌйСȘɱƖ|ȗïϑ̧ǿ˫ϴ˫ςϊέϢκηγϣϱϊ͈ήϕώβϐΦɺ̀ʊżϟϗϹрВФеуϧ~ʉ
ϕΦʏƂϴřϰΧ©TфαϰβϘȜ\ęƀϗɺ̠̀TхϗĨϧ˕ʊημǂϦώώΦαδϐˋ͎ϕςϐβϰϒW͍ϑųύϐβ
ϰΧ

OôÄ̟ϗϷбкϾϕεμϰɱƖ̠1ϴ̋ςϐΦɋϒβγвДуЦϗϧώĴϴʉæΧ

ȳɈ˕ŰщôȑϫζΫСаϒЄнάЊкуЍϕε
μϰϹрВйЂЗϸЧĭ
ͱͰ

90-106

3ĄϕσΧ
ǐȑƬÑц íʃ
ͬͪͫͫΠ;Αͩͫͭ
:

ͱͭ
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:

ͮͯΠͰͫ
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ȳɈ˕ŰщͽΌΓΓΑΓ˕
уЌуЋуткуϗɱƖϗŴςπϴʉδϰу
ͳͫ

ͳͬ

ȓűʋÑ

ȳɈ˕Űщ
ŸÓϗȁˏϴ͎ƙϒτϰʿʦϗϔβɱƖϗȳ
Ɉ
ñƖʃÿ
уΫ˰υθϵάɱƖϴ3ϒςϐу

ͬͪͫͯΠ;Αͩͫͱ

ͫΠͫͫ

ͬͪͫͯΠ;Αͩͫͱ

ͫͭͨͬͯ

ͳͭ

ȳɈПуЙщ
нуйтϹрϿлЌтоϹлГу1
έ́¶ϗëĄήϕεμϰͬϗϹйЌЙмуВу

̥͛ĖÑ

ͬͪͫͯΠ;Αͩͫͱ

ͬͱͨͭͰ

ͳͮ

ȳɈПуЙщ
©ϗǍˋΫ̮͜ËάϗɱƖsϴϦλύϐ
уŽˋɱƖϗЃнуСлsϕϤϰ˗͎у

ḁ̈̄ǚÑ

ͬͪͫͯΠ;Αͩͫͱ

ͭͱͨͮͰ

ḁ̈̄ǚÑц÷T
vÑц¯ƖǦÑц
ͬͪͫͯΠ;Αͩͫͱ
ǐȑƬÑц íʃ
:

ͮͱͨͱͬ

µщͬͪͫͮĄɱƖȳɈ~ʉŰȈȢ̫
фͬͪͫͮĄͫƌуͫͬƌȜʭ[х
ͳͯ

ͳͰ

ͫΠͫͬ

ͬͪͫͰΠ;ΑͩͫͲ

ͫͭͨͬͬ

ͳͲ

ȳɈ˕Űщ
βϳπθόϚϲέϒϔϯϕθϊξήϴʉδϰ
уЋϻрГуϗʸǷζϮϗŴϊϔ ʐĭу

ßʃȲÑ

ͬͪͫͰΠ;ΑͩͫͲ

ͬͭͨͭͯ

ͳͳ

ȳɈПуЙщ
ǲȗáϒɱƖ
уΫǲȗáϗɱƖϗ&άϗǞpϕώβϐу

ư͛Jĉ

ͬͪͫͰΠ;ΑͩͫͲ

ͭͱͨͮͲ

¯̠ʃ

ͬͪͫͰΠ;ΑͩͫͲ

ͮͳͨͯͮ

ḁ̈̄ǚÑц÷T
vÑц¯ƖǦÑц
ͬͪͫͰΠ;ΑͩͫͲ
ǐȑƬÑц íʃ
:

ͯͯͨͲͪ

ƖĊʃw"

ͬͪͫͰΠ;ΑͩͫͲ

ͲͫͨͲͰ

ɑ̆ȺÑ

ͬͪͫͰΠ;ΑͩͫͲ

Ͳͱͨͳͬ

LȊʢ

ͬͪͫͱΠ;Αͩͫͳ

ͫΠͫͬ

ͫͪͯ

ͫͪͰ

ȳɈ˕Űщ
αϠĖºϗɱƖέϼБϽϽϾЯȁˏή˕
у̥Ȏpȁϗǈϗŝθŵϴ Ħϕу

ȳɈПуЙщ
:ʍʊ͕ļƩŘƲϕεμϰɱƖϗmơ
уέεξϋϑϣφϵϭγϕήϴ˒ϥÖȎϗʸ
Ƿу

ƖζϮÍϣύϊΧ

HǐÜǃϗŌˠȗáϒςϐϗǅϤϴ˷ϣδϊϑΦέϧξΚϧξϧξή#gϗͯ1ϴʼæςΦ1ʄϗȂĤϩέϧξΚϧξϧξήϕώϔ
ηϰϧϗϴʷZςϐβϰΧ

Ŝ͎ϗɱƖϴ ĦϕΦψϗŝζϱŵζϮΦαϠĖºϗǈȎʼΦϷϹНϗǈȎʼϕϣϑʿςϐβϰΧ

ƘǠɝÑцɩƚɣ
"ц:ȑȯį
ÑцǨǏ˥Ñц͛ ͬͪͫͱΠ;Αͩͫͳ
ƼƄÑцƻȑȒɣ
Ñ

ͫͭͨͬͬ

Ê)Ñ

ͬͪͫͱΠ;Αͩͫͳ

ͬͭͨͭͬ

gȑǒ

ͬͪͫͱΠ;Αͩͫͳ

ͭͭͨͮͫ

ḁ̈̄ǚÑц÷T
vÑц¯ƖǦÑц
ͬͪͫͱΠ;Αͩͫͳ
ǐȑƬÑц íʃ
:

ͮͭͨͰͰ

:ʍʊ͕ļƩϑϗŜ͎ϗɱƖϴȐβϊŘƲϴΦÖȎϗ¼ϗŜ̀ϧϦϐ˂̫ςϐβϰΧɱƖϴȐβϊоуЂЊзЕШϗ3ϒςϐ
ХЕЂϷЕШϑθϰΧ

µщ
ЃлЋϷфЋзуЋϷхɱƖϗȋ¬
ͫͪͱ

ͫͪͲ

µщ
ͬͪͫͰĄɱƖȳɈ~ʉŰȈȢ̫
фͬͪͫͰĄͫƌуͫͬƌȜʭ[х

Ä̟ϗ1ϗϔζϑϧΦЫуЋϗǞȐη͏ʧϒ˕ʊη̇ϠϰΫÄ̟тςζμɱƖάЊкуЍϗͭUέθβϲβϗϘόϬγ
όϬήέϒγπϵϣβοήέϣϓζϮεκϯϧϗήϕώβϐ[ƞΧΡϦκϯϗgĠϕɱƤϴ¾sπφϐΦ¾sϕŪĶϔУЙϗʸʹϕˆδϐ
mơϴ>¹πφϐβϰξϒΦ̽πϱϊ̠[ϴʳÙτϰʸʹȂĭϴdǴςϐβϰξϒΦΣ͑*ςϊϧϗºϴώϔλУЙϗȯʹȂ
ĭϴdǴςϐβϰξϒΦΤʿˏȠŒȸϕĜ͉ϴγμϰʸʹȂĭϴ̉ŁϕϯΦĴʯϴώκξϒΦὙ}ϗ˂ĻϕĜ͉πϱϰʸʹȂ
ĭϴ̉ŁϕϒύϐĴʯϴώκξϒϴŒţΧϗ1Ϙ̰ϗʸȯʹȠȂĭϕʗαϰβϘͅʗτϰξϒϑ¨ÜʼĪϕϒϮϳ
ϱϔβƥ˻ϔĬʉϴ8ςϐβϰϒ̇ϠϰΧ

ƖζϮÍϣύϊΧ

µщͬͪͫͯĄɱƖ|ȗïтɱƖȗáïкЌЙ
фͬͪͫͯĄͫƌуͫͬƌ̯D[х

ȳɈ˕Űщ
ȋ"ϷуЗϸЌЙHǐÜǃϗ]ƒϗδϡϵ1
ʄ
уέϧξΚϧξϧξήϭϯ#gϗͯ1ϴ Ħϕу

ͫͳͮͱуͬͪͪͮĄϣϑϕͭͪ¤ф̊ ͫ¤%Ϥх̯DπϱϊŜ͎ϗ&ϕώβϐϗ˂̫Χ~lбрСуϘεεϙǌΦ.÷ʃ"Ä
̟ΦÁȑУнЊΦŁ·ǗʫΦ̮ŴÄΦǐôĸΦƜăΦ͘¶ϗϢϰΦḀ̏Φg÷ζυεΦƧ|ʚăΦϩϔφϊζςΧξλϣ
ȹηͫͳͰͪĄ"ϕǲȗáϗɱƖϒɇƳȠϕZǾςϐβϊξϒϒϧ̱̍ςϐβϰΧ

gĄϕσκΦ́ˍ˂кЌЙϧαϯΧ

µщɱƖȳɈ~ʉŰȈȢ̫фǢÀх

ͫͪͮ

ВϹЙлϴœνΦЃнуСлsϕϭϯȚ©ϗ

Ŝ͎ϗUϴΦβϳπθόϚϲϗŴϊϔȗ͒ϒȗƲϗï̯ϴϧϊϮςϊ1ϒ+ʁϏμΦN/ϴ[ƞΧπϮϕЋϻрГуϗʸǷζ
ϮϓϗϭγϔĴϴϧώζϕώβϐΦb1ęƀϗȹ&ȃǙϩόϚϲϴϯýκȍ¸ζϮʼæςϊΧ

˕ˑщ
ΫÄ̟тςζμɱƖάЊкуЍϕϤϮϱϰУЙ
ϗʸȯʹȠȂĭϕɓτϰʯȋ

ͫͪͭ

нуйтϹрϿлЌтоϹлГуϗΫêπϔáάЊкуЍϕɱϴώμϊͬϗȗáΦЩмртЊеуϺϻлϒϿуЌтϺϸкϷаЍϴǌ˿Χ
σ1̠[ϴŝβϊɱϴβκώϧçǌπφΦgʊϘЗЀЌЙϕĩÞϕŝβϊξϒΦĠʊϘ˔ϠϴĥċςЗЀЌЙϗʏƂϣϑϧ
ŝβϊξϒϴŒţςϊΧZǾHϑαϰРуТуȹϗɺ̀ʊϷуЊейтПуКЌЙнуаϕϭϯΦЊеуϺϻлϗɱηʱ͔ȠζώƷ
ĔȠϑαϰϒˈ6πϱϐβϊÞϕϧʾϱΦϺϸкϷаЍϴˈ6τϰɍ¶ϴϒύϐβϰΧ

Ŝ͎ϗɱƖUϕώβϐΦNȗ͆ϗʼæϒʽˑϴϝϣδϐΦϓϵϔϧϗϕϧηαϰϒβγ1ʊϗĬβϒΦψϱϴμύϊ˒ʊ
ηʕ[ʕ˹ϗȎϴÞĶϑθϰϒ̇ϠϰΧ
̩ƓɆǛ

ͫͪͬ

ОуамЌϗΫ˰υθϵάɱƖͳUϴçˠϒςΦψϱϮηϧώȂĤϴʼæςϊΧτϔϳόΦψϧψϧΫ˰υθϵάϒβγЗуЮϴ̜Ϟξ
ϒῃ̵ÜȠϔȁˏϴŝξγϒτϰÎrϑαϯфЫнуϒЃкаϗ_ηαϰϕςϐϧΦϧϒϘŅȁˏϑαϰϊϦхΦʿʦϴ2ϳϔβ
¶ϕ1ϑϘϓϗϭγϔ'̖ŵǚϴϒύϐβϰζфˏϮϱϔβgϗ̈lΦθZςϗǞȐϔϓхϩΦȯϗȁˏϑαϰξϒ
ϴ`ȐςϐŴ͟ϔʯȋϴȎϤZςϐβϰξϒфȁˏϗ̠[ϗÃʎϔϾЕЙϔϓхηȂĤϑαϰϒŒţςϊΧ

LɏĦȌÖʊϑΦŜ͎ϗʶɵəÜϴś̎ςϊǛḀ́ÙǗϕΦăļͬĄϕ˕ʊηʭύϊʌθϯϴϧϒϕƶļΧǛḀ́ϗȎβɍ
όζϮΦʶɵϗgĠϑ̃ύϊɭɻϴŔϯ̅ϯΦȋ¬#̴ϗɱƖȳɈϕȎζτ̕ϴƹɨτϰϧϗΧ
ͬͪͫͰΠ;ΑͩͫͲ

ȳɈ˕Űщ
ζηκβϚϲςέϧκϧκϩζϵή˕
уΫϧϗάϒΫpθάϴ Ħϕу

µщͬͪͫͯĄɱƖȳɈ~ʉŰȈȢ̫
фͬͪͫͯĄͫƌуͫͬƌȜʭ[х

ЧЕЂИЉϹрϴÖϛΦȌ˕Şȸϴ ʭπφϐɱƖb1ϴʭγЌуЋуткуϗΦɱƖέͽΌΓΓΑΓήϴϯνϐ˕σϰΧ1ϑϘΫϗ
ϓάϗÓ¬ϴǞȐςΦȋÞΦ̭ϗȘΦϗϓϗgϗȘΦϗϓϗÈϗȘϗͮώϴɍόηϮφϐβϰϒ̇ϠϊΧϹрВйЂЗϸЧ
ĭϑļϯɍώŴϊϔÓ¬ϒςϐ˕σϐβϰΧ

3ĄϒσȁϕlδΦ́ˍTϑϗɱƖ̱̍˂кЌЙϧŜ̀Χ

ͳͱ

ͫͪͫ

90-106

©ΦЙрŷϗǍˋϑαϰΫ̮͜ËάϕώβϐΦψϱϴϧϒϕZǾπϱϊɱƖϗŹ
ʸǷηǧρϰξϒϑϧϒϧϒϗ'ŅζϮ̘ρζύϐςϣγƷÑϴŒţΧ

ȳɈ˕Űщ
ǛḀ́ÙǗϒΫLɏ˒ȁŨ М̱ЌлŒȸʶ
ɵά
.ΨƓÚÑ
фTqȦ˛:î§Ɖ˓шſͫͭĄͫͪƌх
уĕθɳλϠθ˓͎ϒϘ0ζу

ͫͪͪ
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ЃлЋϷϗɱƖıϕώβϐΦųǽȠϕ˂̫ΧƋĠϕЃлЋϷϑϗɱƖоуЂЊзЕШϒĬϳϱϰ˂̇ηëςαϰηΦȂÜϗ1
áηςϊξϒϗГϹЋϻЌЙ˂̫ϑαϰΧ

gĄϕσΧ

103

C.Terashima / アートミーツケア

ͫͪͳ

µщ
ͬͪͫͰĄɱƖ|ȗïтɱƖȗáïкЌЙ
фͬͪͫͰĄͫƌуͫͬƌ̯D[х

ɑ̆ȺÑ

ͬͪͫͱΠ;Αͩͫͳ

ͰͱͨͱͰ

ͫͫͪ

ȳɈ˕Űщ
ǄþOv̾ϗΫĶσϰɱƖάϒϘ
уέϤδϔβμϓΚϤδϰϗήϴ Ħϕу

ñįÑ

ͬͪͫͲΠ;Αͩͬͪ

ͫΠͫͪ

ǐ̿Ñ

ͬͪͫͲΠ;Αͩͬͪ

ͫͫΠͬͫ

ͬͪͫͲΠ;Αͩͬͪ

ͬͭͨͭͫ
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