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研究報告書について

本研究報告書は、調査研究「障害のある子どもの教育における情報手段活用についての知識・技能の効果的
な普及方策に関する実際的研究」の研究成果を報告するものです。
この調査研究では、障害のある子どもの教育における情報手段活用に関する知識・技能をどのようにすれば
効果的・効率的に普及できるかを、研究所で実施する平成19年度「情報手段活用による教育的支援指導者研修」
の企画・実施・評価・フォローアップを通じて検討しました。本研究により、情報手段活用に関する研修にお
いて、講義、実習、演習、ｅラーニングをどのように組み合わせて実施すればよいかについての知見や、効果的・
効率的な研修の実施方法や改善点についての知見を得ることをねらいとしています。
この調査研究の成果は、今後の研究所における情報手段活用に関する研修の実施に生かされていきますが、
情報手段活用に関する知識・技能の普及を図るさまざまな研修の場においても参考にしていただければ幸いです。
本研究を実施するにあたり、研究協力者をはじめご協力いただいた皆様に感謝いたします。
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第１章

研究の概要

この章では、調査研究「障害のある子どもの教育における情報手段活用についての
知識・技能の効果的な普及方策に関する実際的研究」の研究の概要、研究体制、研究
の経緯、研究報告書の構成等について述べている。

研

究

の
渡邉

概

要

章

（教育研修情報部）
ここでは、調査研究「障害のある子どもの教育における

研修におけるｅラーニングの活用については、まず、プ

情報手段活用についての知識・技能の効果的な普及方策に

ロジェクト研究「障害のある児童生徒等の教育の総合的情

関する実際的研究」の研究の概要、研究体制、研究の経緯、

報提供体制の構築と活用に関する実際的研究」において、

研究報告書の構成等について述べる。

教員研修におけるｅラーニングの活用の試みについて報告
している２）。また、この研究でさらに継続して検討が必要

Ⅰ

研究の概要

な課題について検討を行った調査研究「障害のある児童生
徒等の教育の総合的情報提供体制におけるコンテンツの充

１．研究の目的

実・普及方策に関する実際的研究」においても、ｅラーニ

本研究は、障害のある子どもの教育における情報手段活

ングの活用方法について検討している３）４）５）。

用に関する知識・技能をどのようにすれば効果的・効率的

本研究は、研究所におけるこれらの検討を踏まえて、平

に普及できるかを、研究所で実施する平成19年度「情報手

成19年度「情報手段活用による教育的支援指導者研修」を

段活用による教育的支援指導者研修」 の企画・ 実施・ 評

モデル研修として位置づけ、この研修における研修内容、

価・フォローアップを通じて検討することを目的としてい

実施方法、ｅラーニングの活用方法について実際的な知見

る。

を得ることをねらいとしている。

２．研究課題設定の理由

４．研究の意義

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所の教育研修情

本研究により、情報手段活用に関する研修において、講

報部では、専門的研修のモデルプログラムの開発・提供を

義、実習、演習、ｅラーニングをどのように組み合わせて

行うことが所掌事務のひとつとなっている。また、障害の

実施すればよいかについての知見が得られ、効果的・効率

ある子どもの教育における情報手段の活用に関する調査及

的な研修の実施方法や改善点についての知見が得られる。

び研究を行うことも所掌事務のひとつとなっている。
本研究では、これらの両方に関係する研究課題として、

５．研究の特色

平成19年度「情報手段活用による教育的支援指導者研修」

本研究の特色は下記の点である。

をモデル研修として位置づけ、 この研修の「企画→実施

１）実際の研修会を通じて検討する実際的な研究である。

→評価→改善」の各プロセスについて検討することによっ

２）体験型の研修とインターネットを利用したｅラーニ

て、障害のある子どもの教育における情報手段活用に関す

ングを融合させた取組である。
３）本研究所で実施している研修の改善・充実に結びつ

る知識・技能を効果的・効率的に普及するための研修の実
施方法について知見を得ることをねらいとしている。 ま

く研究である。

た、 本研究を通じて、 研修前の事前学習と研修後のフォ
ローアップの有効な実施方法について知見を得ることもね

６．研究の寄与

らいとしている。

特別支援教育における情報手段活用の推進は重要な課題
のひとつであり、 本研究は、 障害のある子どもの教育に

３．本研究に関連する研究所の取組

おける情報手段活用についての知識・技能の普及に貢献す

本研究に関連する研究所の取組としては、教員研修の在

る。また、特別支援教育における情報手段活用についての

り方については、特別研究「教員の資質の向上と教員支援

研修の実施方法に関する実際的な知見が得られ、研究所で

システムに関する研究」において、障害のある子どもの教

実施する研修や各地で実施される研修の質の向上に寄与す

育を担当する教員の研修と支援システムの在り方について

る。

１）

検討している 。
－－

フォローアップ

Ⅱ

研究体制

12月

１．所内研究分担者

フォローアップ調査の実施

［平成20年］

所内研究分担者は、教育研修情報部の研修企画担当及び

１月

原稿締め切り

情報普及担当である下記のメンバーから構成されている。

２月

研究報告書編集作業

３月

研究報告書完成
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Ⅳ

研究成果

修情報部長
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俊

本調査研究の研究成果は、以下のとおりである。

渡邉正裕

教育研修情報部・研究員

・自主シンポジウム「主体的な参加を促す研修のあり方を

柳澤亜希子

教育研修情報部・研究員

考える－情報手段活用による教育的支援指導者研修を通
して－」．第45回日本特殊教育学会，平成19年９月．

２．研究協力者

・平成19年度調査研究「障害のある子どもの教育における

研究協力者として、平成18年度「情報手段活用による教

情報手段活用についての知識・技能の効果的な普及方策

育的支援指導者研修」の受講者より下記２名に依頼した。

に関する実際的研究」 研究報告書（本報告書）， 平成20

今村典宏

福井県立南越養護学校・教諭

福島浩之

長崎県立希望が丘高等養護学校・教諭

年３月．
また、本研究の概要と実施経過については、下記の研究

３．原稿執筆者

所Webサイトにより、情報提供を行っている。

上記の所内研究分担者と研究協力者に加えて、平成19年

http://www.nise.go.jp/blog/2007/10/post_706.html

度「情報手段活用による教育的支援指導者研修」の受講者
である下記２名に、平成19年度受講者の立場からの原稿執
筆を依頼した。

なお、 本研究報告書は、 下記の研究所Webサイトに掲
載する予定である。

織田晃嘉

大阪府立茨木養護学校・教諭

和田克彦

広島県立広島北特別支援学校・教諭

Ⅲ

http://www.nise.go.jp/kenshuka/josa/kankobutsu/
pub-b.html

研究の経緯

Ⅴ

研究報告書の構成

本研究の実施経過は、下記のとおりである。
本研究報告書の第２章以降の部分は、次のような構成と
［平成19年］
４月

なっている。

平成19年度「情報手段活用による教育的支援指導者
研修」の企画検討

５月～７月
８月
９月

第２章は、 研究所における情報手段活用に関する研修
コースの推移について述べている。ここでは、１）研究所

研修の効果的な実施方法の検討

の研修事業、２）短期研修「教育工学コース」と「情報教

受 講者用Webサイトの開設及び事前学習用講義配

育コース」、３）「情報手段活用による教育的支援指導者研

信開始

修」、について述べている。

平成19年度「情報手段活用による教育的支援指導者

第３章は、平成19年度「情報手段活用による教育的支援

研修」の実施

指導者研修」の取組について述べている。ここでは、１）

９月

受講者アンケートの実施

平成19年度「情報手段活用による教育的支援指導者研修」

９月

第45回日本特殊教育学会大会自主シンポジウムにお

の研修企画の取組、２）平成19年度「情報手段活用による

ける報告

教育的支援指導者研修」の実施概要について、３）平成19

研究協議会の実施

年度「情報手段活用による教育的支援指導者研修」の実施

９月

10月～11月

受講者アンケートデータの整理・改善点の検討

11月～12月

学校訪問調査、 インターネットを利用した

結果と今後の改善点について述べている。

－－

第４章は、研修支援ツールの活用について述べている。

ここでは、まず、１）研修用コンテンツの蓄積と活用を支

する研究」報告書，国立特殊教育総合研究所，1998．

援するためのシステムについて報告し、次に、２）事前学

２）小野龍智：平成16年度「障害のある子どもの情報教育

習及びフォローアップにおける研修支援ツールの活用につ

とその指導法」 における取り組み． プロジェクト研究

いて報告している。

「障害のある児童生徒等の教育の総合的情報提供体制の

第５章では、
「情報手段活用による教育的支援指導者研

構築と活用に関する実際的研究」報告書，独立行政法人

修」に参加した研修受講者の立場から、この研修での体験
について述べていただいた。まず、平成18年度受講者の立

国立特殊教育総合研究所，37-43，2005．
３）小野龍智：インターネットを利用した情報教育の講習

場から、１）電子会議室を利用した受講後の継続的な研修、

会について－「障害のある子どもの情報教育とその指

２）研修から学んだことを地域でいかに還元していくか、

導」をとおして－．調査研究「障害のある児童生徒等の

について報告していただいた。次に、平成19年度受講者の

教育の総合的情報提供体制におけるコンテンツの充実・

立場から、１）研修の成果を学校でいかに活用していくか、

普及方策に関する実際的研究（平成17年度～平成18年

２）受講者の主体的な研修参加、について報告していただ

度）」 研究報告書， 独立行政法人国立特別支援教育総合

いた。

研究所，29-33，2007．

第６章は、研修評価方法の検討について述べている。こ

４）中澤惠江・小野龍智：盲ろう児童生徒担当教諭モデル

こでは、１）初めての試みとして実施した平成19年度「情

講習会－二回の実施を通したプログラムの改善－．調査

報手段活用による教育的支援指導者研修」のフォローアッ

研究「障害のある児童生徒等の教育の総合的情報提供体

プ調査の結果について、２）研修評価の課題と今後の研修

制におけるコンテンツの充実・普及方策に関する実際的

評価の在り方について述べている。

研究（平成17年度～平成18年度）」 研究報告書， 独立行

第７章は、本調査研究で得られた知見のまとめと今後の

政法人国立特別支援教育総合研究所，34-36，2007．
５）太田容次：情報手段活用による教育的支援指導者研修

課題について述べている。
巻末には、本調査研究に関する資料を掲載している。

におけるｅラーニング活用．調査研究「障害のある児童
生徒等の教育の総合的情報提供体制におけるコンテンツ

引用文献

の充実・普及方策に関する実際的研究（平成17年度～平
成18年度）」 研究報告書， 独立行政法人国立特別支援教

１）特別研究「教員の資質の向上と教員支援システムに関

－－

育総合研究所，37-39，2007．

第２章

研究所における情報手段活用に関する
研修コースの推移

この章では、研究所における情報手段活用に関する研修コースの推移について述べ
ている。すなわち、１）研究所の研修事業、２）短期研修「教育工学コース」と「情
報教育コース」
、３）
「情報手段活用による教育的支援指導者研修」について述べている。

研究所における情報手段活用に関する研修コースの推移
中村

均

（教育研修情報部）
変化が生じたのは平成３（1991）年からであった。

Ⅰ

研究所の研修事業

Ⅱ

短期研修「教育工学コース」と「情報教育コース」

独立行政法人特別支援教育総合研究所は、昭和46（1971）
年10月に国立特殊教育総合研究所の名称の下、文部省（当

昭和60（1985）年度から、文部省（当時）が学校がコン

時）の直轄研究所として発足した。翌昭和47年度には教員

ピュータ等を購入するのに対して補助金を出すようになっ

研修を開始した。 半年間の長期研修と１月間の短期研修

た。 これは障害のある子どもの教育の分野でも大きな変

で、短期研修は障害種別ごとの８コースが開設された。さ

化が起こるきっかけとなった。盲・聾・養護学校及び特殊

らにその翌年には、長期研修は１年間、短期研修は２月余

教育センター等で実施されてきた実践研究課題の推移を調

（３ヶ月研修と呼ばれたこともあったが実質は２月余）に

べた中村（1997）によれば、コンピュータに関する研究課

延長されて、その後短期研修のコース編成の変更や期間に

題数が1986年から急増し1990～1993年にピークを迎えてい

若干の変動はあったものの、ほぼ同じ長さの期間で長期研

る。

修・短期研修が実施された。昭和58（1983）年には、短期

学校現場の混乱は大きかったようである。「コンピュー

研修よりも更に短期間の講習会が開設され、その後その種

タは導入した。しかし、使いこなせる教員がいない。ソフ

類は増加した。平成12（2000）年度に実施された研修事業

トウェアもない。さてどうする？」といった状況だという

は、長期研修、短期研修８コース、講習会４コースであっ

ことがあちこちから聞こえてきた。研究所の教育工学研究

た。

部では、昭和50年代の終盤から障害のある子どもの教育に

平成13（2001）年４月、研究所は独立行政法人として再

おけるコンピュータの利用に関する研究課題を開始し、少

出発したが、これまで実施してきた研修・講習会に加え、

数ながらソフトウェア開発も行っていた。また、研究所で

さらに文部科学省から移管された２講習会が開設されるこ

の開発だけではソフトウェアの数が足りないのは明白だっ

とになった。その後も研修・講習会のコースの新設・統廃

たので、学校現場の教員の開発したソフトウェアの提供も

合が行われた。これら研修・講習会のうち、長期研修は平

得て、ソフトウェア・ライブラリも作りつつあった。昭和

成18（2006）年度限りで廃止され、１年間の研修コースと

60年以降、これらを目当ての盲・聾・養護学校からの来訪

しては平成19年度から特別支援教育研究研修員制度が発足

者・見学者が激増した。コンピュータを障害のある子ども

した。なお、長期研修廃止にともなって、従来からの短期

の教育に利用することに関して何らかのヒントを得たい、

研修は特別支援教育専門研修と名称を改めた。

できればソフトウェアも無償ないし極めて安価で入手した

さて、本研究のテーマである情報手段活用に関しての研

いというものであった。特に年度末の２月、３月には来訪

修であるが、長期研修では次のような状況であった。即ち、

者が集中し、正確な記録は残っていないが、ほぼ毎日、場

長期研修生（当時の呼称。その後、長期研修員）は研究室

合によっては同一の日に複数の学校からの来訪者を迎える

（平成８年から研究部）が受け入れることになっていたた

ことすら少なくなかった。教育工学研究部の仕事に支障が

め、昭和47（1972）年５月設置された教育工学研究部の教

起こる状況であり、さらに、それらの来訪の中には予算消

育工学研究室が昭和49（1974）年度には教育工学を自己の

化が主目的だと思われるものもかなり混じっていたため、

研修課題とする長期研修生を受け入れている。教育工学を

次の年度は来訪者・ 見学者の受け入れは４～１月のみと

課題とする長期研修生は毎年派遣されてきたわけではない

し、２～３月は受け入れないことにすることも試みた。と

が、その後も受け入れはあり、昭和60（1985）年頃から、

ころが、その２～３月になると、校長・教頭からの直談判

年によっては３名受け入れる状態が出来た。一方、短期研

の、あるものは懇願の、あるものは強引な電話による来訪

修はコース編成が障害種別で行われていたため、教育工学

申し込みがあり、相当件数の受け入れは行わざるを得なく

を研修課題とするコースは開設されていなかった。状況に

なった。

－－

ソフトウェアの提供についても問題があった。担当職員数

占めていた。巻末の資料１として、短期研修各コース共通

や会計規則の面から、コピー・サービスを実施するのは困

の講義等は省いた、平成３年度の教育工学コース独自の講

難であり、そもそもそれ以前の著作権の問題が解決できて

義・演習等の題目を示す。

いなかった。来訪者に対して事情を説明し、所蔵するソフ

受講者に関しては、コンピュータについての経験の度合

トウェアは見本・手本として供覧する程度に止めざるを得

いにばらつきが大きかった。 コンピュータをいち早く導

なかった。

入した学校で先導的な試みを続けてきていて、ソフトウェ

前述したように、コンピュータの利用を研修課題とする

ア作成のためのプログラミングも不自由なく行える教員が

長期研修員は受け入れていた。しかし、短期研修にはそれ

さらなるレベルアップを目指して参加しているのに併行し

に対応するコースは開設されていなかった。それまで短期

て、コンピュータに触れた経験がほとんどない教員も混在

研修のコース編成が障害種別で行われていたためだという

した。例えば、短期研修コース開設３年目の平成５（1993）

理由も既に述べたが、それ以外にも大きな課題があった。

年度であっても、受講者18名中２名はコンピュータを操作

即ち、コンピュータの利用に関する研修コースでは不可欠

した経験がなかった（中村, 1994）。日常的に使用している

であると考えられる実習・演習を行うのに必要な台数のコ

受講者は10名だった。６名は、コンピュータは使用するが、

ンピュータが、研究所になかったのである。当時の研究所

その程度は頻繁ではないという回答だった。

におけるコンピュータの利用は、大型のコンピュータに接

その後、教育工学コースは概ね受講者10名台で推移し、

続する端末が部課に１台程度配備され、これが各種の業務

平成14（2002）年度から「情報教育コース」と名称を改め

に使われるという程度であった。研究課題等で必要が生じ

た。ただし、この改称はカリキュラムに大きな変更を伴っ

れば、それ以外に１台、２台とパーソナル・コンピュータ

てはいない。毎年受講者の要望に応えるべく可能な限りの

を購入して使うことが可能ではあったが、それにしても保

改善を続けてきており、それら毎年行う程度の、いわば例

有台数は少なく、２ヶ月余りの短期研修の期間中受講者の

年並みの改善が図られただけであった。その理由は次の通

利用に提供する余裕はなかった。

りである。即ち、前述したように、その前年、平成13年に

しかし、問題解決を全く怠っていたわけではない。研究

研究所は独立行政法人として再出発したのだが、一部改組

所内に事務局が置かれた心身障害児教育財団（当時。 現

が行われ、教育工学研究部は情報教育研究部となった。短

在は障害児教育財団）の主催する「マイコン講習会」が夏

期研修の各コースは基本的に担当研究部が担い、教育工学

期に数日間開催され、これには職員が積極的に関わってい

コースは教育工学研究部が担当していた。その研究部の名

た。この講習会では、必要な台数のコンピュータをこの期

称が情報教育研究部と変わったので、そこが担当する短期

間だけ借入し、その費用を参加費で賄うことによって、実

研修コースの名称も情報教育コースと変わったのである。

習・演習を可能にした。

巻末の資料２として、やはり短期研修各コース共通の講義

平成２（1990）年、短期研修コース編成の見直しが行わ

等は省いた、平成14年度の情報教育コース独自の講義・演

れ、翌平成３年度から教育工学コースが開設されることに

習等の題目を示す。資料１と比較すれば大きな違いがある

なった（マイコン講習会はこの年限りで終了することに

のは事実だが、この違いの大部分は平成13年と14年度の間

なった）
。十分な台数のコンピュータやソフトウェアが準

に生じたものではなく、平成３年以来コンピュータに関連

備できたわけではないが、それらの体制が整うのを待って

した時代の変化に伴って漸次行われてきたカリキュラム改

いてでは時代の要請に遅れすぎると判断しての、いわば見

善の集積したものである。例えば、平成３年度の講義・演

切り発車であった。幸か不幸か、20名の募集に対して受講

習の一覧表には全くないインターネット関連の講義・演習

者数は13名であった。コンピュータの台数からは、１人１

が平成14年度の一覧表にはその名称が直接題目に出ている

台に近い状況で実習・演習が行える見通しができた。ただ

ものだけでも３題目12時間分設定されているが、これはこ

し、 ソフトウェア面では整備が行き届かず、 例えば、 当

の年にいきなり設定されたということを意味しない。イン

時広まりつつあったOSである、 マイクロソフト社のMS-

ターネットが一般社会に広く広まるのは1995年の商用化以

DOSですらコンピュータの台数分なく、 受講者が所有し

降であるが、 教育工学コースではそれよりも早く平成６

ているものがあれば持参するよう依頼する状況であった。

（1994） 年のカリキュラムに講義を３時間設定している。

この短期研修コースは、
「教育工学コース」 であり「コン

資料２に示された時間増はその延長上にある。 教育工学

ピュータ利用教育コース」 ではなかったので、 カリキュ

コース・情報教育コースの受講者数の推移を表１に示す。

ラム内容としては学習理論、教育機器全般、教材・教具な
ど教育工学の分野で取り扱うべきものが一渡りカバーされ
ていた。ただし、主要な話題はコンピュータに関連した事
項で、基礎から応用まで講義と実習・演習が大きな位置を
－－

表１

教育工学コース・情報教育コースの受講者数
年度（平成）

育コース以外の短期研修コースで情報手段活用についての
講義を実施し、希望者には時間外に教材作成や支援機器の

受講者数

３

13

４

15

５

18

６

10

７

13

８

18

９

７

10

13

11

10

12

16

13

15

14

７

15

７

実習を行ってきたのだが、その希望者数から判断して需要
が減ったとは考えられなかった。
研修員は主に都道府県から研究所に派遣される。都道府
県の研修員派遣用の予算は、全体としては減額傾向にある
ものの、極端に増減することはない。情報手段の活用に関
する教員研修の必要度はあっても、より緊急度・重要度の
高い課題があれば、そちらに優先的に研修員が派遣される
はずである。多額の派遣予算を必要としない研修講座を開
設すれば、より多くの教員の受講が望め、情報手段活用の
ノウハウを普及できるのではないかと考えた。
そこで、平成15（2003）年度限りで短期研修の情報教育
コースは廃止し、それに替わって平成16年度から、期間を
２週間（実質10日間）に短縮し、募集人員は20人から60人
に増やした「情報手段活用による教育的支援指導者講習
会」を開設することにした。この講習会における講義・演

Ⅲ 「情報手段活用による教育的支援指導者研修」

習等を資料３として示す。なお、本講習会の目的を的確に
表現しようとするのならば、「情報通信手段の活用を中心
としたアシスティブテクノロジー講習会」となろうが、ア

表１に示した短期研修の教育工学・情報教育コースの受
講者数を見れば、 平成９年度に一時的に１桁台の受講者

システィブテクノロジーが一般の人に理解が行き届いてい
るとは思えない状況を勘案して前記の名称を採用した。

だったのを除き、平成13年度までは10～18名で推移してき

平成19（2007）年度は、研究所の研修事業全体の見直し

た。ところが、平成14年度に１桁台の７名に減少し、15年

の中で、 知識・ 技術を一方的に伝えるものではない研修

度もそのままだった。独立行政法人は業務・運営の見直し

コースは「講習会」ではなく「研修」という名称を使うと

を絶えず行う必要があり、 役割を終えた事業や地方自治

いう整理の下で、「情報手段活用による教育的支援指導者

体・民間で実施可能な事業の継続は許されない。受講者数

研修」と名称を改めた。

が１桁台で推移する短期研修コースをそのまま継続するの
は適当でなくなった。

引用文献

しかし、教員誰もがコンピュータを使いこなし、障害の
ある子どもの教育に情報手段が十分活用されるようになっ

１）文部科学省：学校における情報教育の実態等に関する

たために国レベルの教員研修が不要になったとは考えられ
なかった。例えば、文部科学省は学校の情報化施策として、

調査結果, 2003．
２）中村

均：コンピュータ利用者育成について．特別研

平成17（2005）年度までに「概ね全ての教員がコンピュー

究報告書「心身障害児学習用コンピュータソフトの開発

タを使って指導ができる」 ようにすることを目標として

とその普及方策に関する研究」, 国立特殊教育総合研究

掲げていたが、平成15年３月31日現在では、盲・聾・養護

所, 89-92, 1994．

学校教員のうちコンピュータを使って指導ができる教員は

３）中村

37.4％にすぎなかった（文部科学省, 2003）
。また、情報教

－－

均：特殊教育とマルチメディア技術．情報管理,

40, 570-577, 1997．

第３章

平成19年度「情報手段活用による教育的支援
指導者研修」の研修企画及び実施結果

この章では、平成19年度「情報手段活用による教育的支援指導者研修」の取組につ
いて述べている。ここでは、１）平成19年度「情報手段活用による教育的支援指導者
研修」の研修企画の取組、２）平成19年度「情報手段活用による教育的支援指導者研
修」の実施概要について、３）平成19年度「情報手段活用による教育的支援指導者研修」
の実施結果と今後の改善点について述べている。

平成19年度「情報手段活用による教育的支援指導者研修」の
研修企画及び実施結果
渡邉

章

（教育研修情報部）

Ⅰ

はじめに

Ⅲ

平成19年度「情報手段活用による教育的
支援指導者研修」の研修企画の取組

本稿では、平成19年度「情報手段活用による教育的支援
指導者研修」の研修企画の取組と、その実施結果について

１．研修企画検討のプロセス

報告する。すなわち、平成18年度の「情報手段活用による

平成19年度「情報手段活用による教育的支援指導者研

教育的支援指導者研修」の実施を踏まえて、平成19年度の

修」の研修企画についての検討プロセスは下記のように行

研修企画ではどのような点が改訂されたか、そしてその実

われた。

施結果はどのようなものであったかについて述べる。

Ⅱ

本研修に関係する研究所の取組

①

平成18年度アンケート調査結果の分析

②

アンケート調査結果を踏まえた改善点の検討

③

平成19年度研修プログラムの作成

これらのプロセスについて、以下に述べる。
研究所における「情報手段活用による教育的支援指導者
研修」の実施に至る経緯は、第２章で報告されているとお

２．平成18年度アンケート調査結果

りであるが、本研修には、研究所で行ってきた研究を踏ま

１）平成18年度アンケート調査の概要

えて、新しい試みが盛り込まれている。

平成19年度「情報手段活用による教育的支援指導者研

本研究所では、プロジェクト研究「障害のある児童生徒

修」の企画を行う際に、平成18年度の「情報手段活用によ

等の教育の総合的情報提供体制の構築と活用に関する実際

る教育的支援指導者研修」の受講者へのアンケート調査結

的研究」において、教員研修におけるｅラーニングの活用

果の分析から、 研修プログラムの改善点について検討を

の試みについて報告し１）、さらに調査研究「障害のある児

行った。

童生徒等の教育の総合的情報提供体制におけるコンテンツ
の充実・普及方策に関する実際的研究」において、ｅラー

平成18年度の受講者数は36名であり、そのうち30名から
回答が得られた。回収率は、83%であった。

ニングの活用方法について検討してきた２）３）４）。

平成18年度のアンケート調査用紙は、資料４に示すもの

これらの研究の成果を、研究所で実施している研修に実

であり、１）全体としての満足度、２）プログラム内容・

際に応用することをねらいとして、本研修では、平成18年

編成について、３）研修の支援体制について、４）施設・

度から、１）インターネットを通じた事前学習用講義の配

設備について、５）生活環境について、の項目から成って

信、２）受講者間の情報共有及び意見交換のための電子会

いた。

議室の利用、３）研修終了後のフォローアップのための電
子会議室の利用、という取組を開始した。

本研究では、研修プログラムの検討という観点から、密
接に関係のある２）の「プログラム内容・編成について」

本調査研究では、平成19年度「情報手段活用による教育

の調査項目への回答結果について示す。
２）プログラム内容・編成について

的支援指導者研修」をモデル研修として位置づけ、研修内
容、実施方法について検討するとともに、上記のｅラーニ

「プログラムの内容や編成の方法は適切であったと思い

ングの活用方法について検討し、研修の改善・充実をはか

ますか」という設問に対する回答結果は、図１に示すとお

ることをねらいとした。

りであった。

－－

書に研修の趣旨を明記するとともに、配信講義ビデオにお
いて研修の趣旨をわかりやすく説明することとした。
④については、どのように研修を進めていくかがわかり
にくかったという回答がみられたことから、配信講義ビデ
オによって、研修の進め方をわかりやすく説明するととも
に、来所してからのオリエンテーション時にも研修の進め
方について説明することとした。
⑤については、 本研修では、 情報手段活用のための知
識・技能を各地域で普及させるための研修企画書を作成す
ることを研究協議の時間の課題としているが、アンケート
図１

プログラム内容・編成について

調査の回答では、この研修企画書の作成の仕方がわかりに
くかったという回答がみられた。そのため、平成19年度に

この図に示されているように、プログラムの内容や編成

おいては、研究協議の時間を増やすとともに、研究所職員

の方法については、
「とても適切であった」という回答が

が研究協議の時間に各班に加わって、研修企画書作成の支

23%、
「適切であった」 という回答が60%となっており、

援を行うこととした。
⑥については、平成18年度では、２つの学校への実地研

これらを合わせると83 %となっていた。
「どちらかといえ

修を行っていたが、これが日程的に厳しかったという回答

ば適切ではなかった」という回答は７ %となっていた。
この結果から、平成18年度のプログラムの内容や編成方

がみられた。そのため、遠方の学校への実地研修を廃止し、

法については、おおむね適切であると受講者から評価され

その分の時間を研究協議に充て、研究協議の時間を増やす

ているということができる。

こととした。

この設問への自由記述回答は、資料５に示されている。
この自由記述回答には、改善が必要であると考えられる点

４．平成19年度研修プログラムの作成
上述のアンケート調査結果に示されているように、研修

に関する記述も含まれていた。
平成19年度の研修企画に際しては、これらの自由記述回

プログラムの構成については、おおむね適切という回答が

答を検討し、研修をさらに充実したものとするための改善

多かったことから、講義、演習、実習の構成については、

点について検討した。

平成18年度を踏襲することとした。しかし、研究協議につ
いては、時間数を増やすこととした。

３．アンケート調査結果を踏まえた改善点の検討

このような方針の下に、平成19年度については、資料６

平成18年度アンケート調査の自由記述回答について研修

に示すような講義、演習、実習、研究協議の構成とした。

実施グループで検討したところ、次のような点が改善点と

また、実施日程案として、資料７に示す案を作成した。

してあげられた。
５．アンケート調査項目の改訂

①

受講者レポートの作成方法の明確化

②

配信講義ビデオの改訂

③

研修の趣旨についての理解促進

④

研修の進め方の明確化

⑤

研究協議の時間の拡充及び充実

研修の満足度について回答を求めているが、この項目への

⑥

実地研修（学校見学）の見直し

回答には、研修プログラムへの満足度だけでなく、生活面

平成18年度に実施したアンケートの調査項目についても
改訂の必要があると考えられた。
まず、１）の全体としての満足度についての項目では、

まず、①については、事前に提出する受講者レポートの

や施設・設備面への満足度など、いろいろな要因が影響を

作成の仕方がよくわからなかったという回答がみられたた

与えている可能性がある。そのため、満足度ではなく、研

め、受講者レポートの作成の仕方を説明した作成要領を、

修のねらいに対して実際の研修がどうであったかを尋ねた

よりわかりやすく改訂することとした。

方がよいと考えられた。

また、②については、事前学習のための配信講義を視聴

また、２）のプログラム内容・編成についての項目は、

する時間がなかなかとれなかったという回答が見られたた

プログラム全体について訊いており、プログラムのどこを

め、配信講義ビデオの内容をより簡潔にし、視聴のための

改善していけばよいかが、その回答からみえにくい設問に

時間的な負担を軽減することとした。

なっていると考えられた。

③については、研修の趣旨が来所するまでよくわからな

さらに、３）、４）、５）の項目は、研修の支援体制、施

かったという回答がみられたことから、事前に配布する文

設・設備、生活環境について訊いており、研修プログラム

－10－

や実施方法の改善に直接的に結びつくとはいいがたい。そ

うにしている。

のため、これらはまとめて、ひとつの項目にしてもよいと
考えられた。

受講者用Webサイトについては、来所前、研修受講中、
研修受講後を通じて、受講者が利用できるようにした。

これらの方針により、資料11に示すアンケート調査用紙
に改訂した。

Ⅳ

この受講者用Webサイトの詳細については、 本報告書
の第４章で報告されている。

平成19年度「情報手段活用による教育的
支援指導者研修」の実施概要について

４．事前学習について
この研修では、平成18年度から、来所してからの研修を
円滑に受講できるように、配信講義を来所前に視聴するこ

平成19年度のカリキュラムに基づき、平成19年度「情報

とを受講者に求めている。

手段活用による教育的支援指導者研修」を実施した。ここ
では、その実施概要について述べる。

しかし、 平成18年度のアンケート調査への回答におい
て、配信講義を視聴する時間がなかなかとれなかったとの
回答がみられたため、平成19年度については、より短時間

１．研修の概要

（10分間程度）の配信講義用ビデオを作成した。

１）受講者

作成した配信講義用ビデオは、下記の２本であった。

平成19年度の受講者数は、35名であった。

①

研修内容に関するオリエンテーション

２）実施期日

②

特別支援教育における情報手段活用の意義と研究所

平成19年９月３日から９月14日までの期間、資料７に示

の活動

す日程表に沿って実施した。

受講者は、受講者用サイトにアクセスし、これらの配信

３）研修実施グループ

講義を視聴した。

研修実施グループ7名によって、研修の運営に当たった。

この事前学習の詳細についても、本報告書の第４章で報
告されている。

２．受講者レポートについて
この研修では、受講者レポートを事前に作成し提出する

５．講義・演習・実習について

ことを求めた。

平成19年度の研修の講義・演習・実習の構成は、資料６

受講者レポートでは以下の事項についての記述を求め

に示すとおりであった。

た。

この資料に示されているように、１）教育及び福祉にお

①

情報手段活用に関するこれまでの取組

ける情報手段活用に関する施策についての講義、２）各障

②

研修で深めたいこと

害種別における情報手段活用に関する講義、３）情報手段

この受講者レポートは、研究協議で利用されるものであ
り、来所後に受講者全員に配付された。

活用に関わる重要な事項、４）情報手段活用に関する演習
及び実習、から構成されていた。

また、この受講者レポートの提出時に、研究協議の班編
成の参考とするため、下記のキーワードの中から関心の高

６．研究協議について

い事項について回答することを求めた。

研究協議については、受講者レポートにおける関心のあ

①

障害に応じた機器利用

る事項についての回答を踏まえて、下記のようなテーマに

②

教材作成

よる班を編成した。

③

アクセシビリティ

①

機器利用・ＡＡＣ（７名）

④

ＡＡＣ

②

教材・ネットワーク（８名）

⑤

ネットワーク利用

③

機器利用・ネットワーク（６名）

⑥

その他

④

感覚障害における機器活用・教材（８名）

⑤

アクセシビリティ（６名）

受講者レポートの作成要領は、 資料８に示すとおりで
あった。

これらの班では、受講者が各学校に戻ってから、どのよ
うに学校あるいは地域に還元するかという観点から、各班

３．受講者用Webサイトについて

で掲げたテーマに関して校内研修等を実施する際の研修企

この研修では、 平成18年度から、 受講者用Webサイト

画案について検討した。

を開設しており、来所前から、このサイトを通じて研修に

これらの班には、研究所の研修実施グループのメンバー

関するさまざまな連絡事項等についての情報を得られるよ

が参加し、各班における研究協議の円滑な運営のための支

－11－

援を行った。

りであった。

研究協議の実施内容は、資料９に示すとおりであった。
各班で協議した内容については、資料10に示す様式で議
事録を作成した。
７．研修成果発表について
研修期間の最終日に、研究協議の時間に各班で検討した
研修企画案について、班ごとに作成したポスターに基づき
成果発表を行い、受講者間での意見交換の場とした。

Ⅴ

平成19年度「情報手段活用による教育的
支援指導者研修」の実施結果と今後の改
善点について

図２

平成19年度の「情報手段活用による教育的支援指導者研
修」においては、前述のように種々の改善のための取組を
行った。ここでは、それらの改善点が受講者に対して十分
な効果をあげているかどうかを、受講者へのアンケート調
査の結果から検討し、それを踏まえて今後の改善点として

指導者研修として有意義か

２）講義・実習・演習について
「この研修の講義・実習・演習は、指導者研修として必
要な知識や技術を習得する上で役立つものであると思いま
すか」という設問に対する回答の結果は、図３に示すとお
りであった。

どのようなことがあげられるかについて述べる。
１．アンケート調査の実施方法
１）調査対象
平成19年度の受講者35名を対象とした。
２）調査実施期日
アンケート調査は、研修の最終日の平成19年９月14日に
実施した。
３）調査項目
アンケート調査用紙は、資料11に示すとおりであり、調
図３

査項目は、１）指導者研修としての意義、２）講義・実習・
演習について、３）研究協議について、４）研修成果発表
について、 ５） 事前学習について、 ６） 受講者用Webサ
イトについて、７）その他、の項目から成っていた。

講義・実習・演習について

３）研究協議について
「この研修では、研修企画について研究協議を行いまし
たが、この研究協議は指導者研修として有意義であると思

４）調査実施手続き
調査は、受講者に調査用紙を配布し、回答してもらった。
５）回収率

いますか」という設問に対する回答の結果は、図４に示す
とおりであった。

平成19年度の受講者数は35名であり、そのうち32名から
回答が得られた。回収率は、92%であった。
２．平成19年度のアンケート調査結果
ここでは選択枝形式の回答の結果について述べる。 ま
た、各項目の回答における「その理由やお気づきの点など
について、お書きください」という自由記述回答欄への回
答結果は、資料12に示されている。
１）指導者研修としての意義
「この研修は、指導者研修として有意義であると思いま
すか」という設問に対する回答の結果は、図２に示すとお
－12－

図４

研究協議について

４）研修成果発表について

３．平成19年度アンケート調査結果についての考察
１）指導者研修としての意義

「この研修では、研究協議での検討を踏まえて、ポスター
発表による研修成果の発表を行いましたが、この研修成果

この研修が指導者研修として有意義であるかどうかにつ

発表は指導者研修として有意義であると思いますか」とい

いては、「とても有意義である」という回答が62%、
「有意

う設問に対する回答の結果は、図５に示すとおりであった。

義である」という回答が38%となっており、これらを合わ
せると100%となっていた。 本研修は指導者研修として有
意義であるという評価が得られたということができる。
２）講義・実習・演習について
この研修の講義・ 実習・ 演習が指導者研修として必要
な知識や技術を習得する上で役立つものであったかどう
かについては、「とても役立つものである」という回答が
59%、「役立つものである」 という回答が41%となってお
り、これらを合わせると100%となっていた。講義・実習・
演習についても、指導者研修として必要な知識や技術を習
得する上で役立つものであったという受講者の評価であっ

図５

研修成果発表について

たということができる。
３）研究協議について

５）事前学習について
「配信講義の視聴による事前学習は、効率的に研修を進
める上で有効であったと思いますか」という設問に対する
回答の結果は、図６に示すとおりであった。

研究協議が、指導者研修として有意義であったかどうか
については、「とても有意義である」 という回答が53%、
「有意義である」 という回答が41%となっており、 これら
を合わせると94%となっていた。 また、「どちらかといえ
ば有意義ではない」という回答が６%（２名）となってい
た。このように、研究協議が有意義であったとする受講者
は多いが、その一方で、少数ではあるが、有意義とは思え
なかった受講者がいたことがわかる。
４）研修成果発表について
ポスター発表による研修成果発表が指導者研修として有
意義であったかどうかについては、「とても有意義である」
という回答が44%、「有意義である」 という回答が50%と
なっており、 これらを合わせると94%となっていた。
「ど

図６

ちらかといえば有意義ではない」という回答は６%（２名）

事前学習について

となっており、これも少数ではあるが、有意義とは思えな

６）受講者用Webサイトについて

かった受講者がいたことがわかる。
５）事前学習について

「受講者用Webサイトは、研修を円滑かつ効果的に進め
る上で有効であったと思いますか」という設問に対する回
答の結果は、図７に示すとおりであった。

配信講義の視聴による事前学習が有効であったかどうか
については、「とても有効である」という回答が22%、
「有
効である」という回答が66%となっており、これらを合わ
せると88%となっていた。「どちらかといえば有効ではな
い」という回答は12%（４名）となっており、少数ではあ
るが、配信講義の視聴が有効とは思えなかった受講者がい
たことがわかる。
６）受講者用Webサイトについて
受講者用Webサイトが研修を円滑かつ効果的に進める
上で有効であったかどうかについては、「とても有効であ
る」 という回答が66%、「有効である」 という回答が31%
となっており、これらを合わせると97%となっていた。ま

図７

受講者用Webサイトについて

た、無回答が３%となっていた。受講者用Webサイトの開
－13－

設は、受講者から有効であるという評価を得ているという
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ことができる。
７）まとめ

おわりに

上記のように、平成19年度の研修については、受講者か

本稿では、平成19年度「情報手段活用による教育的支援

ら高評価を得ているということができる。しかし、特に、

指導者研修」の研修企画の取組と、その実施結果について

事前学習については、配信講義の内容について、さらに有

報告した。この研修では、研修実施後のフォローアップの

効なものとするよう検討が必要であると考えられる。

取組も実施しているが、その取組の実施結果については、
第６章で報告されている。

４．今後の研修における改善点
引用文献

１）事前学習について
配信講義については、視聴することにより来所後の研修
が円滑に行えたとする意見が多いが、さらに内容の充実を

１）小野龍智：平成16年度「障害のある子どもの情報教育

図っていく必要があると思われる。今後は、受講者にとっ

とその指導法」 における取り組み． プロジェクト研究

て視聴にかかる時間的な負担が少なく、しかも内容面につ

「障害のある児童生徒等の教育の総合的情報提供体制の

いては一層の充実を図っていく必要があると考えられる。

構築と活用に関する実際的研究」報告書，独立行政法人

２）研究協議について

国立特殊教育総合研究所，37-43，2005．

研究協議については、受講者ひとりひとりの興味・関心

２）小野龍智：インターネットを利用した情報教育の講習

が異なるため、 各班における協議が十分に自分の満足の

会について－「障害のある子どもの情報教育とその指

いくものでなかったと感じた受講者がいたことが推察され

導」をとおして－．調査研究「障害のある児童生徒等の

る。今後も、受講者の興味・関心に沿った班編成について

教育の総合的情報提供体制におけるコンテンツの充実・

検討していくとともに、研究所職員による支援体制につい

普及方策に関する実際的研究（平成17年度～平成18年

ても検討を行っていく必要があると考えられる。

度）」 研究報告書， 独立行政法人国立特別支援教育総合

３）研修成果発表の在り方について

研究所，29-33，2007．

研修成果発表会については、 多くの受講者が有意義で

３）中澤惠江・小野龍智：盲ろう児童生徒担当教諭モデル

あったと回答していたが、少数ではあるが有意義と感じな

講習会－二回の実施を通したプログラムの改善－．調査

かった受講者もいた。平成19年度はポスター発表形式によ

研究「障害のある児童生徒等の教育の総合的情報提供体

る成果発表会を実施したが、研修成果発表会の持ち方につ

制におけるコンテンツの充実・普及方策に関する実際的

いては、どのような形式の成果発表会が適切かについて、

研究（平成17年度～平成18年度）」 研究報告書， 独立行

さらに検討を行っていく必要があると考えられる。

政法人国立特別支援教育総合研究所，34-36，2007．

４）受講者用Webサイトの活用について

４）太田容次：情報手段活用による教育的支援指導者研修

受講者用サイトは多くの受講者から有効であるという回

におけるｅラーニング活用．調査研究「障害のある児童

答を得た。 受講者用Webサイトの開設は、 受講者への各

生徒等の教育の総合的情報提供体制におけるコンテンツ

種連絡や受講者間の情報共有等において有用であると考え

の充実・普及方策に関する実際的研究（平成17年度～平

られ、今後の研修における活用の拡がりが期待される。今

成18年度）」 研究報告書， 独立行政法人国立特別支援教

後、研究所のさまざまな研修における活用について検討し

育総合研究所，37-39，2007．

ていく必要があると考えられる。
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第４章

研修支援ツールの活用

この章では、研修支援ツールの活用について述べている。ここでは、まず、１）研
修用コンテンツの蓄積と活用を支援するためのシステムについて報告し、 次に、 ２）
事前学習及びフォローアップにおける研修支援ツールの活用について報告している。

研修用コンテンツの蓄積と活用を支援するためのシステムについて
渡邉

正裕

（教育研修情報部）
Management System）について

Ⅰ

国立特別支援教育総合研究所での取組

テキストや画像などのデジタルコンテンツを統合的に管
理し、配信など必要な処理を行うシステムの総称。コンテ

国立特別支援教育総合研究所で実施されている、情報手
段活用による教育的支援指導者研修において、平成18年度

ンツ管理システムとも呼ばれる。
・XOOPSについて

より研修を３つのステージに分け、それぞれに受講者が参
加するタイプを試行した。

日本で人気のあるCMSの一種。 前述のフォーラム機能
は、XOOPS本体の機能ではなく、 追加してインストール

第１ステージ

動機づけと予備知識

するモジュールとして提供されている。同様に、数多くの

第２ステージ

研究所での本研修

モジュールがインターネットで提供されており、これらを

第３ステージ

eラーニングの手法による主体的な研修

選択して組み込むことによって機能を拡張することができ

継続

る。

第１ステージ（事前研修）では、基礎的な内容の講義を
ネットワーク配信する。また、第２ステージ（本研修）で

２．平成19年度の取組

活用する電子会議室を開設し、講義受講やレポート提出な
どで活用を始める。

平成19年度は、CMSであるXOOPSを基に教育機関向け
に開発されたLMS（Learning Management System） の

第２ステージでは、日々の研修記録や継続的な議論等を

NetCommons をeラーニングのシステムとして利用した。

ポートフォリオとしての電子会議室を活用して行う。企画

しかし、 今回の取組では、 カリキュラムと同期した評価

案を検討していくための問題解決の場としての講義や実習

など、LMSとしての機能を十分に活用したとはいえず、

を受講する。また、研究協議や企画演習、自主研修の時間

CMSとしての活用にとどまった。LMSとしての機能を十

を利用し、研修企画を検討する。そして最終的に研修企画

分に活用するためには、評価項目の設定や、質問があった

書を提出し、発表を行う。

場合に誰が対応するか等、次年度以降に向けて検討すべき

さらに第３ステージでは、フォローアップ研修と位置づ
け、情報交換を電子掲示板で継続的に行う。

ことも多い。
・NetCommonsについて
平成17年８月にGPL（General Public License） オープ

１．平成18年度の取組

ンソース・ソフトウェアとして公開、NetCommons公式サ

平成18年度は、CMS（Contents Management System）

イトより配布されている情報共有基盤システム。XOOPS

の一種であるXOOPSをカスタマイズしてeラーニングシス

を基にｅ-ラーニング機能およびグループウェアの機能を

テムとして利用した。 研修中に収集した情報を研修員の

強化して構築された。NetCommonsではXOOPSにはない

間で共有するためのフォーラム機能が好評だったようであ

「ルーム」 という概念を持つ。「会員のプライベートルー

る。

ム」「授業用ルーム」といった仮想空間が実現されている。

第１ステージは、 本研修にむけた動機づけと予備知識

・KNOPPIX for NetCommons について

習得を目的に計画した。 具体的には、 電子会議室に設置

平成19年度の情報手段活用による教育的支援指導者研修

された事前講義のコーナーに、 ３つの講義ビデオとオー

の参加者から、NetCommonsのようなｅ-ラーニングやコ

ディオ視聴のための配付資料を配置した。 講義ビデオは

ミュニケーションのサイトについて研修のテーマにした

Windows Media Video形式 で 配布 し た。 オ ー デ ィ オ は

いという希望があったので、KNOPPIX for NetCommons

mp3形式で携帯型オーディオプレイヤーに対応した。 ま

を 利用 し た 実習 を 行 っ た。KNOPPIX for NetCommons

た、資料は、PDF形式とした。

は、 １枚のCD-ROMからパソコンを起動するだけで、

・コ ンテンツマネージメントシステム（CMS：Content

NetCommonsのサイトを作ることができるLinuxのディス

－15－

の1つ。Webサーバ上にマルチメディア・データファイル
（音声データ・ 動画データなど） をアップロードし、RSS
を通してWWW上に公開すること。自由なペースや、自由
な場所で学習ができるという利点がある。
２．国内６大学が講義をネット公開（IT media Newsよ
り引用
トリビュ ーションである。NetCommonsは従来PC-UNIX
をインストールしてあるパソコンにインストールして運用

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0505/13/
news080.html）

するが、パソコンにPC-UNIXをインストールするには様々

東京、東京工業、京都、大阪、早稲田、慶應義塾の6大

な知識が要求されるため、誰もが簡単にNetCommons を

学は、 講義情報のネット公開を進める組織「日本OCW連

インストールして試すことはできなかった。KNOPPIX

絡会」 を設立し、 このほどWebサイトを開設。 情報公開

for NetCommons を使用すれば、PC-UNIXの知識なしに

を始めた。講義のシラバスや資料などを無償公開し、大学

NetCommonsのサイトを作って試すことが出来る。 ある

外への情報発信や大学教育の質の向上につなげる。

研修グループは、
「学校要覧型ホームページからの脱却 双

大学の講義情報をネットで無料公開して世界中の人に

方向情報ネット型学校サイト」というテーマでレポートを

使ってもらおうと、米マサチューセッツ工科大学（MIT）

まとめ、ポスター発表を行った。

が2002年に始めた「Open Course Ware」（OCW）に賛同

Ⅱ

して企画した。MITの講義情報ともリンクする。

eラーニングの動向

引用文献・参考文献
１． カリフォルニア大学バークレー校の取組（英語教育
ニュースより引用

１）UC Berkeley Youtube Channel：

http://www.eigokyoikunews.com/news/20071011/12.
shtml）

http://www.youtube.com/ucberkeley
２）webcast.berkeley：

カリフォルニア大学バークレー校（アメリカ・カリフォ
ルニア州）は、同校の講義を動画共有サイトYouTube で
配信開始した。大学の全講義をYouTubeで公開するのは、

http://webcast.berkeley.edu/index.php
３）eラーニング

「教材配信の場としてのblogの活用（１回目）」

同校が初めてで、現在300時間以上もの講義が無料で試聴
可能。講座の内容は、バイオエンジニアリングから、平和

http://kiban.typepad.jp/blog/2007/06/blog1_abc6.html
４）XOOPS Cube日本サイト

紛争論、未来の大統領のための物理学など様々な分野に及
ぶ。同校では、これからも配信する講座を増やしていく予定。

最新動向 Watch! 2007年６月６日(水)、

http://xoopscube.jp/
５）NetCommons 公式サイト

同校はこれまでも授業内容の公開に積極的で、2006年に

http://www.netcommons.org/

は音声によるポッドキャスト配信を開始。アップル社の音

６）太田容次：情報手段活用による教育的支援指導者研修

楽、 動画配信サービス「iTunes」 でも講義を無料配信し

におけるe ラーニング活用、障害のある児童生徒等の教

ていた。

育の総合的情報提供体制におけるコンテンツの充実・普

・YouTubeについて（IT用語辞典e-Wordsより）

及方策に関する実際的研究、pp.37-39

2005年２月に設立された米ネットベンチャーYouTube

７）太田容次・渡邉正裕：ブレンデッド型研修による教員

社が運営する、 動画コンテンツ共有サイト。 会員登録を

研修に関する研究―情報手段活用による教育的支援指導

することによって誰でも容量100MB、 再生時間10分以内

者研修を通して―、日本教育情報学会第23回年会論文集

の動画ファイルをアップロードし公開することができる。

８） 新井紀子：NetCommons で作る、 魅力あふれる学

YouTubeで公開された動画ファイルは会員登録をしてい

校サイト－国産オープンソースCMS・NetCommonsを

ないユーザでも無料で閲覧することができる。閲覧したい

使った学校サイトの構築、平成17年度Eスクエア・エボ

動画のキーワード検索も行うことができ、 会員登録した

リューション成果発

ユーザはさらに閲覧した動画に対するコメントを投稿した

９）IT用語辞典e-Words

り、動画を5段階で評価したりといったこともできる。

http://e-words.jp/

・ポッドキャスト（Podcast）について

10）日本OCW連絡会

インターネット上で音声データファイルを公開する方法
－16－

http://www.jocw.jp/

事前学習及びフォローアップにおける研修支援ツールの活用について
太田

容次

（教育研修情報部）
Management System) を採用して、 研修後の普及につな

Ⅰ

はじめに

がることを意識したものとした。
こうした研修支援ツールを活用することの有効性を、下記

平成18年度情報手段活用による教育的支援指導者研修よ

の点で検討したいと考えた。
・受講者が研修全体を通して問題解決的に活用を進めて

り活用を始めた研修支援ツールの活用については、「情報

いく中で、研修支援ツールの検討を行うこと

手段活用による教育的支援指導者研修におけるeラーニン
グ活用」 においてその主旨や活用の実際について述べて

・Web上の研修と来所後の講義や演習等の研修の組み

いるところである。それをふまえた上で平成19年度情報手

合わせによるブレンデッド型研修のあり方の検討を行

段活用による教育的支援指導者研修を計画・実施するにあ

うこと

１）

たり、情報通信ネットワークによる研修支援ツールの活用

ブレンデッド型研修については、東原（2004）により現

と来所しての演習を組み合わせた受講者参加型のカリキュ

職教員研修への適用が報告されている２） が、 特別支援教

ラム構成を行うことを確認し、下記のような３部構成を基

育に特化したものはみられない。また、こうした研修支援

に研修を実施した。

ツールの検討は、 情報通信白書３） やITによる地域活性化

・事前（第１ステージ）事前学習と研修の準備

等緊急プログラム骨子４） に述べられているように、 社会

・研究所での研修（第２ステージ）本研修

的な背景からも求められていることである。

・事 後（第３ステージ）e-learningの手法による主体
的な研修継続

そこで、19年度本研修で使用する研修支援ツールとして
は、新井（2006）により次世代情報共有基盤システムとし
て開発されたNetCommons５） を使用することとした。 そ
の特徴については、（１）研修用コンテンツの蓄積と活用
を支援するためのシステムの構築についてにおいて述べて
いる通りであるが、受講者の立場からは、研修終了後各地
域において特別支援教育を推進する上で、特別支援学校の
センター的機能を推進するツールとしての活用も期待でき
ることから、 一般的なCMSよりも教育利用を前提に設計
されたものとしてNetCommonsを採用した。
研修支援ツールとしてのNetCommonsの設定は、 研修カ
リキュラムとの関連から下記のような構造をとった。

図１

研修の流れのイメージ

前年度の同研修の結果から、 第１～３ステージともメ
ディアの特性に応じた利用をすれば、研修支援ツールは受
講者の参加度を高め、演習等を実施する上で、有効に機能
することが明らかになった１）。そこで、今年度は、研修カ
リキュラムと研修支援ツールの設定等の内容を、昨年度以
上に関連をもたせるなどの検討を加えた。
研修支援ツールの構築にあたっては、 独自の電子会議
システムをWeb上に構築するのではなく、CMS(Content
－17－

図２

グループウェアに設定した電子会議室等

トップページには、連絡事項を表示し、表示された内容
は、あらかじめ設定された受講者のメールアドレスにメー

り、それに対する感想と研修に対する意気込みが次々と書
き込まれ、18名の参加者の意見交換が行われた。

ルマガジンとして自動配信される。なお、本研修支援ツー
ルは、 あらかじめ配布されたIDとパスワードで、 トップ

なお、第２ステージにおけるツール利用の詳細について
は、後述しているので、ここでは詳細に述べない。

ページよりログインする形態をとっている。
MyRoomは、 各自が自由なエリアとして使用可能であ

Ⅲ

電子会議室を利用したフォローアップについて

るが、今回は、研修期間が短いことと、特に使用を勧めな
研究所での研修（第２ステージ）を終え、フォローアッ

かったためにその機能を使用する受講者はいなかった。
本研修全体を通して活用するのが、GroupRoomである。

プとして電子会議室での受講者相互の情報交換を支援し

その中に研修室と談話室を設置した。研修室は、研修に関

た。 昨年度の研修では、 第２ステージ終了後より徐々に

係する内容を主なテーマと設定して、電子会議室とファイ

メッセージ交換数が減少していったため、 今年度は、

ル共有のためのフォルダを配置した。研修室内の研修フォ

NetCommonsの電子メール配信機能を活かし、 定期的に

ルダは、第１ステージの講義配信用ファイルを配置し受講

メールマガジンとして情報提供を行うこととした。メール

者が事前に視聴出来るようにしたほか、特に第２ステージ

マガジン発行に際しては、第２ステージ期間中に受講者を

以降では、フォルダの設置も含めて受講者が自由に活用で

対象として、電子メール利用に関する聞き取り調査を行っ

きるファイル共有フォルダとした。さらに研修室内の電子

た。 その結果、 学校に勤務する受講者は、 日常的な電子

会議室は、班ごとに行う演習ための研修室（第１～５）と

メールの利用を行っていないことが多いことが明らかに

して設置した。また、談話室は、受講者が各種情報交換等

なったため、携帯電話でのメール受信を可能としての配信

を自由に行えるスペースとして設置した。

を実施した。第３ステージでは約３ヶ月間で６回の配信を
行った。その内容は、電子会議室内でのやりとりのトピッ
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研修支援ツールを利用した事前学習の
実施について

クを伝えることが主であった。
表１

（第３ステージ新規書込／全期間書込）

事前学習（第１ステージ）では、電子会議室（研修室を
中心に）を活用して研修全体の導入等を行った。

９月19日以降の情報交換数

談話室

13／24スレッド

研修室全体掲示板

6／17スレッド

研修フォルダ

4／14フォルダ

第1研修室

1／4スレッド

・研修内容に関するオリエンテーション（時間６分36秒）

第2研修室

5／18スレッド

・情報手段活用の意義と研究所の活動（時間10分51秒）

第3研修室

1／6スレッド

受講者は、事前学習の期間（約40日間）に、研修内容と

第4研修室

1／2スレッド

第5研修室

1／8スレッド

まず事前学習として講義配信を行った。 準備した講義
は、以下の２本である。なお、講義で使用したスライドと
同じものを資料としてほとんどのパソコンで閲覧印刷可能
なPDF形式で配布した。

進め方を説明したオリエンテーション（のべ373回視聴）
と情報手段活用による教育的支援の概論と研究所の活動
（のべ440回視聴）の２本を視聴した。そののべ視聴回数か
ら受講者は一人あたり複数回視聴していることが伺える。
また、 昨年度は電子メールかファックスで提出を求め
ていた事前レポートを、 その提出先として電子掲示板の
GroupRoom内の研修室に設置した研修フォルダを指定し、
各自がファイルを登録するよう連絡した。ほぼ全員が決め
られた期日に所定の方法で登録を終えることが出来た。こ
れは、受講者のネットワークに関する基本的なスキルの高
さを示していると考えられる。
さらに、来所後の研修でのコミュニケーションを活発に
するために、 電子掲示板で自己紹介などのメッセージ交

第３ステージ期間には、表１に示すように談話室の情報
交換が多く見られた。そのテーマの多くは、研修終了後の
情報交換や実践情報交換、 研修実施報告などが主である。
中には、情報提供を求める書き込みも見られた。研修フォ
ルダでは、第３ステージになって新規に４フォルダが作成
され、受講者より情報が提供された。また、研究協議で使
用した各研修室のフォルダについては、教材・ネットワー
クをテーマとした第２研修室のみが第３ステージに移行し
ても継続して使用していることがわかる。その他の研修室
は、事務的連絡が行われる程度で継続的なやりとりはみら
れなかった。

換を促した。具体的なコミュニケーション内容の例を挙げ
ると、研究所前の海岸の風景の写真を添えた書き込みがあ
－18－

会議室で、２週間の研修期間（第２ステージ）で議論しき
れなかった内容の継続や、実践報告や研修成果の還元に関
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研修支援ツール活用の効果について

する情報交換が主な内容として継続的に議論された。受講
者アンケートでも第２ステージ終了後も引き続き継続した

１．研修支援ツール利用の視点から

情報交換等を受講者間で求めている意見は多く、研修支援

図３に第１ステージを設定した７月25日より12月末まで

ツールは有効に機能していると考えられる。

の研修支援ツールへのアクセス等に関する受講者35名の一
人あたりの平均を示した。ログイン回数等多くの項目にお

２．研修カリキュラム検討の視点から

いて来所しての研修である第２ステージを中心に多く利

研修カリキュラムの計画段階において、研修支援ツール

用されていることがわかる。 特にアクセス回数について

の活用と研修カリキュラムとの関連を意識した。そのこと

は、９月のログイン回数の最大が32.3回となっている。そ

により、３つのステージを通して、継続的に研修支援ツー

れはアクセスする時間や環境が保障されており、演習等の

ルとして機能させることが可能となった。

研修の中で研修支援ツール活用の必然性があるためと思わ

また、 教育機関での利用を前提としたCMSを採用する

れる。また、研修室と談話室へのアクセス数も同様に、９

ことで、研修支援ツールとしての活用にとどまらず地域で

月が群を抜いている。また、講義視聴と事前レポート提出

の活用を前提とした検討が行われた。

という課題を課した７～８月はログイン及びアクセスの項

今後研修を支援するためのLMS（Learning Management

目で、第３ステージの10月以降より多く見られる。第３ス

System） としての検討が必要になると考えられる。 こう

テージでは、メールマガジンによる定期的な研修支援ツー

した各自の研修を管理し、 地域や時間にとらわれないコ

ルへのアクセス促進のためか、平均して10月は８回、11・

ラボレーションを可能とするシステムを利用することと対

12月は３回とアクセスが見られる。第３ステージの時期に

面の研修を組み合わせるなど６）、これまでの教員研修とは

複数の研修員へ聞き取りを行ったところ、メールマガジン

異なるカリキュラム構成も可能になると考えられることか
ら、引き続き検討が必要であると考えられる。
引用文献・参考文献
１）太田容次：情報手段活用による教育的支援指導者研修
におけるeラーニング活用，調査研究障害のある児童生
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究所，37-39，2007．
２） 東原義訓： 現職教員のためのWeb研修と集合研修を
融合した教員研修，日本教育工学会第20回全国大会講演

はログインへの意欲を促進しているとのことであった。
図３

論文集，969-970，2004.
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５） 新井紀子： 求められるインターネットの情報共有

前に情報提供を実施することによって多くの受講者は、研

NetCommonsでつくる学びを育む学校Webサイト， 国

修への不安軽減や主体的な参加につながると評価されてい

立情報学研究所，2006．

る。そうした状況の中で、さらなる改善を求める声が多く

６）戸田俊文，益子典文，川上綾子，宮田敏郎：研修と実

あった。

践を継続的につなぐ現職教員のための遠隔研修コースの

また、第３ステージでは、研修室と談話室の双方の電子
－19－

開発－長期的・改善指向の研修コース設計の検討－，日

第５章

研修受講者の立場から

この章では、「情報手段活用による教育的支援指導者研修」に参加した研修受講者の
立場から、この研修での体験について述べていただいた。まず、平成18年度受講者の
立場から、１）電子会議室を利用した受講後の継続的な研修、２）研修から学んだこ
とを地域でいかに還元していくか、について報告していただいた。次に、平成19年度
受講者の立場から、１）研修の成果を学校でいかに活用していくか、２）受講者の主
体的な研修参加、について報告していただいた。

電子会議室を利用した受講後の継続的な研修について
－電子会議室での受講者同士のやりとりをとおして－
福島

浩之

（長崎県立希望が丘高等養護学校）
る資料を事前に提出することが多くあったが、 本研修で
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は、指導者研修ということもあり、研修を受けたあと、ど
のような形で学校に還元するかについての企画書を提出す

昨年度受講した「情報手段活用による教育的支援指導者

ることが研修の始まりであった。このような研修経験が不

研修」において、受講者の立場から本研修のもたらした効

足していたため、研修の実施要項をもらった際にかなり戸

果について述べてみたい。

惑いがあった。以前に本研究所で研修経験のある上司の助

昨年度まで所属していた学校では情報教育部を担当し、

言を受けつつ、試行錯誤で企画書を練って提出した。研修

情報機器に関して若干の知識を有していたが、実際に参加

初日には、 提出した企画書をもとに一人ひとり発表があ

してみると、 本研修にはPCのエキスパートを始め、 ハイ

り、受講に際しての準備がしっかりできているかを問われ

テクからローテクまで幅広い教材製作や、子どもの実態に

ているようで、かなり緊張して発表した。

合わせたフラッシュやアニメーション制作の経験者など、

２週間の研修講座は実際には１か月かけてもいいような

これまでに自分が経験したことのない分野に詳しい知識を

内容の濃いものであり、 消化不良を起こしかねない状況

もつ方々が多く参加されており、自分がやってきたことは

でもあった。ただし、これは個人差があり、受講者によっ

ほんの一部に過ぎないことを肌で感じ、自分にとってとて

てはもっと突っ込んだ内容を研修したい場合もあるであろ

も有意義な研修であった。

う。

ここでは、その研修中に利用した電子会議室での受講者

こういった状況が予想されたのか、本講座の受講者用の

同士のやりとりを中心に、 従来の研修と本研修との違い

電子会議室が、研修開始前から利用できるようになってい

や、研修後に現場に戻って実践したことなどについて述べ

た。その背景には、本研修講座が「情報手段活用による教

てみたい。

育的支援指導者研修」ということもあり、他の研修に比べ
PCに関しての知識があることを想定されての取組であっ
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研修へ向けての取組

た。
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１．事前研修の取組

電子会議室を利用した取組

これまでに受講してきた研修では、研究協議等で使用す
表１

１．電子会議室の役割

従来の研修と今回の研修との違い

県内での研修

電子会議室の役割としては、事前提出資料の送付手段の

今回受けた研修

ひとつになっていた。 その後は、 研修に入ってから、 各

事前研修

・実 施要項 に 簡単 な 研 ・イ ン タ ー ネ ッ ト 配信
に よ る 事前学習 の 実
修内容説明
施（配信講義 ビ デ オ
・研 修中 の 研究協議用
の資料提出
視聴）
・研修後の企画書提出

研修
期間
その他

・一 つ の 講座 で 長 く て ・２週間
２～３日
・電子会議室の開設

受講者が自己紹介を書き込んだり、研修中の諸連絡や講義
資料も電子会議室に掲載されたりした。はじめは閲覧中心
だったが、 次第に受講した講義のまとめを自分のポート
フォリオに保存・公開したり、電子会議室上でお互いの得
意分野を生かした情報交換をしたりと、自分の研修内容を
まとめる場として、また情報共有の場として、徐々に利用
の幅が広がっていった。さらに、書き込みした回数が増え
るごとに利用者の呼称が変化するので、次はどんな呼称に
なるのかと受講者同士で話題にしながら書き込みをするこ

－21－

表２

電子会議室の役割

人は毎日必ずいた。
研修期間中は電子会議室以外に宿舎で情報交換をしてい

・事前提出資料の送付先

たが、学校に戻った後も、電子会議室を利用していると、

・パーソナルメモの作成

すぐそばにお互いがいるような気がして、実際に受講した

・事務連絡、講師の資料掲載

２週間以上の研修効果はあったように感じた。

・電子会議室にて受講者同士の情報交換

表３

・ポートフォリオに保存・公開
↓

研修後の電子会議室での利用状況

・研修後の近況報告

研修内容のまとめの場や情報共有の場として利用

・研修企画書を利用して実際に講座を行ったときの報告
・受講者が製作した補助具を講座で紹介（情報共有）

ともあった。また、受講者がもっと利用しやすいように、
最新記事をトップページに掲示するなど掲示板も徐々に進
化していった。

研修で得たものを継続し続けるということが、課題とし
ていつも挙げられる。最終的に電子会議室の利用が減少し
てしまったが、この電子会議室によって受講者同士が結び

２．電子タイマー製作と活用

つき、一定の期間継続して研修が継続されたこと、また、

２週間の研修では、さまざまな分野のものが組まれてい

この研修を踏まえて、新たな場所に情報交換のための電子

た。中でも、電子キットやスイッチ製作は、これまであま

会議室を設け、一部の受講者が現在も継続して情報交換を

り経験したことのない分野ではあったが、物作りが大好き

していることは、ある程度継続的な研修が達成できたとい

だったので、自分でも製作したいと思い、学校に戻ってか

うことができる。

ら、研修の復習も兼ねて、研修期間中に購入した電子タイ
マーやスイッチなどを製作した。中でも電子タイマーは、
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研修中に担当の先生が使用されているのを見て、音の出る
タイムタイマーとして利用する場面を想定し、購入して製
作したいと考えていた。

おわりに

最後に、研修中に講師の方が言った言葉でいくつか印象
に残っているものがある。ひとつは、日常生活において誰

製作に取りかかりはじめると、この電子タイマーの製作

にでも“困る”場面はあるという考えを常に念頭に置くこと

は、説明書に描かれている図だけでは理解が難しいことが

が重要である。もうひとつは、スイッチ製作において、ス

あった。そのようなときに、電子会議室を利用して実際の

イッチを押すことが目的ではなく、押すことによって自分

部品を写真で添付し疑問を投げかけた。研修が終ったばか

の意志が表出できるということを覚えてもらうことが目的

りということもあり、回答をすぐにもらうことができたの

であることを忘れないでほしいということである。どちら

で順調に製作することができた。情報を提供してくださっ

も当たり前だと言われればそうかもしれないが、ときとし

た先生方は、これまでも多くの電子キットや手作り教材を

てそのことを忘れがちになることがあるような気がする。

製作しており、 適切なアドバイスをいただくことができ
た。

研修講座を開く際にも同じようなことがいえると思われ
る。現場の教師がどんなことに悩んでいるのか、あるいは

完成後、実際に作業学習において、集中の持続が難しい

どんなことを勉強したいのか、どんな情報を共有したいと

生徒に作業時間を設定して利用を試みたが、 光や音で残

思っているのかを想定し、講座を受講することによって現

り時間や終了を知らせることで活動の見通しがもて、作業

場でどう展開していってほしいかという目的を明確にする

に集中できるようになった。結果として、この研修で得た

必要がある。もちろん、受講する側も、もっと研修意欲を

ことを、学校に戻ってすぐに実践に結びつけることができ

もつ必要があるということが前提ではある。そういった意

た。

味で、 今回受講したこの研修講座では、（指導者研修とい
うこともあったのだろうが）受講に際し、研修での目的意

３．電子会議室がもたらしたもの

識をもたせるための企画書の作成や研修で学んだことをも

研修後も、受講者同士で、研修後の近況報告や実際に講

とに研修企画書としてまとめ、最終日にポスター発表を行

座を開いたこと、受講者が製作した教材の紹介など、とて

い、研修後はその研修企画書に沿って地元で講座を開き、

もにぎわっていた。研修後は、日を追うごとに利用者が掲

還元するという理想的な研修形態ができていたように感じ

示板に書き込むことは減少したが、掲示板を閲覧している

た。

－22－

研修から学んだことを地域でいかに還元していくか
今村

典宏

（福井県立南越養護学校）
動によって、学校の「地域のセンター的機能」としての一
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面を担えるのではないかと考えた。
製作研修会で作った教材の一部を紹介する。図２に示す

独立行政法人特別支援教育総合研究所での「情報手段活

プリント製版機は、生徒の興味を引くように、押す部分に

用による教育的支援指導者研修」で学んだことを、地域で

スイッチをつけ、音と光が出るようになっている装置であ

いかに還元していくかが筆者の課題であった。本稿では、

る。図３は、20秒間録音できる簡易的な音声録音装置の電

勤務校にもどってから、研修で学んだことを学校や地域に

子キットである。

還元することをねらいとして取り組んできた実践について
報告する。

Ⅱ

教材製作研修会の実施

まずは、学校内で肢体不自由児の教材製作や、電子キッ
トなどを用いた教材製作の研修会を実施した（図１）。希
望者の参加という形式で行ったが、それぞれの教員が持っ
ている「こんなことができれば」といった課題を出しても
らい、解決するための道具や電子キットをお互いに知恵を
出し合いながら探し出し、変更を加えながら自主製作をし
ていった。
図２

図１

プリント製版機

教材製作研修会の実施風景
図３

音声録音装置の電子キット

こういった活動を通して、同じ教職員に知識が広がって

Ⅲ

行けば、自ずと周辺地域の学校にも広がっていくのではな

学校Webサイトを利用した地域への還元

いか、 また、 そのような情報を学校のWebページ上で公
開することで地域への情報提供を行い、今後は、地域での

研修を受けるにあたり、筆者は、地域の人たちといかに

研修会を開催できるのではないかと考えた。このような活

コミュニケーションを図っていくかといった課題を持って
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いた。 そこで、 学校Webサイトを使った地域への情報提

らうといった使い方もできるようになった。これらの取組

供の取組を行った。 テーマは「Web2.0を活用した、 生産

は、園芸室にとどまらず、他の作業学習班でも行っていき

者と購入者のコミュニケーションの図り方と、ものづくり

たいと考えている。

等に対する意欲の向上を目指した学習の在り方について」
であった。
具体的には、１）作業学習内容のBlogの作成、２）生産
物販売の機会を増やす、３）Webカメラの設置、４）QR
コードの作成、５）メールマガジンの送信、といった取組
を行った。
まず、 作業学習内容のBlogは、 次のようなものであっ
た。生徒たちが普段の作業学習をこなしていく中で、その
時々の感想や意見などを書きとめ、活動状況の写真ととも
にBlogにアップしていく。また、生産物販売の時期が近づ
くとその情報をBlogに流したりした。
サイトの閲覧にはIDとパスワードが必要となっており、
このサイトへ利用者を誘導するための有効な手段として、
図４

QRコードを作成し活用している。生産物購入者にQRコー

作業学習内容のBlog

ドを読み取ってもらうことでIDとパスワードを知らせ、
さらに、交流の一環として、地域の商業高校生との交流

サイトのアドレスも直接入力されるようになっている。
こういったBlogの作成を通し、 実際に生徒たちが生産

を、 テレビ会議システムを使って、 インターネット上で

物を販売した後で、Blogへのアクセス数が多いときには、

行った。内容は、作業学習でつくった生産物の委託販売に

生徒たちも非常に喜んでいた。ただ、Blogでは購入者から

関する交渉である。

のコメントが得にくいといったこともあり、地域の人々と

このような状況の中、生徒の保護者にも活動の内容を随

のより深いコミュニケーションを得るために、今後はBlog

時知ってもらうために、保護者のメールアドレスを任意で

ではなくSNSに移行し、コミュニティといった枠作りの中

提出してもらい、作業学習やBlogの紹介といったメールマ

で、多くのコメントを得たいと考えている。

ガジン配信の取組を始めている。

次に、このサイトを立ち上げてから、生産物をつくる過

Ⅳ

程をリアルタイムに表示できないか、またそのことで購入

おわりに

者の関心をより引き出せないか、といった課題が挙がって
きた。そのため、現在は、園芸室にWebカメラを設置し、

以上に述べたような情報提供の取組を通して、生徒たち

花の苗の生育情報を映像で流すといった方法による情報提

が家庭に戻ってからも、保護者と、学校で行っている活動

供にも取り組んでいる。

について、より具体的なコミュニケーションが図れるよう

生徒たちは、随時自分たちの生産物（花の苗）を見られ

になることを期待している。さらには、こういった一連の

ているといった意識の中で、活動への真剣さが増してきて

活動が、地域に開かれた学校づくりとして評価されればと

いるように思われる。またこの取組の副産物として、生徒

期待している。

たちの作業学習の様子を、リアルタイムに保護者に見ても
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研修の成果を学校でいかに活用していくか
－大阪府立茨木養護学校の取組をふまえて－
織田

晃嘉

（大阪府立茨木養護学校）
以前に「盲・聾・養護学校高等部のための情報教育ガイド

Ⅰ

はじめに

ブック」の第２章第４節「肢体不自由養護学校における取
組－大阪府立茨城養護学校の実践事例－」１） において紹介

独立行政法人特別支援教育総合研究所で平成19年９月３

されているのでここでは詳しくは述べない。

日から９月14日まで「平成19年度情報手段を活用した教育
的支援指導者研修」が実施され、筆者も受講者の一人とし

２．情報コースの課題

て参加した。本研修は「障害のある子どもの情報教育を担

現在なんらかの対応が必要と考えられる課題の主なもの

当する教職員で、各都道府県及び政令指定都市において指

は、以下の３つのとおりである。

導的立場にある者に対して、情報手段活用による教育的支

①

生徒数の増大

援（アシスティブ・テクノロジー）等の専門的知識及び技

 情報コース入学者であるが、平成15年度は３名、平成

能を高め、その指導力の向上を図ること」を目的に、「障

16年度は４名、平成17年度は７名、平成18年度は５名、

害のある子どもに対する情報教育・情報手段活用による教

平成19年度は８名と増加傾向にある（中途でのコース変

育的支援（アシスティブ・テクノロジー）等に関する専門

更者含む）。 平成19年度の情報コース在籍生徒数は20名

的知識及び技能を高め、各地域で研修を企画・実施するこ

で、設立以来最多となっている。多くの生徒を迎えると

とができる力を身に付けること」を目標とするものであっ

いうことは情報コースの存在が認知・評価されているこ

た。教員を対象とした研修であるので、成果を還元する第

との表れであり、好ましいことではあるが、施設設備や

一の対象は児童・ 生徒への教育と考えるのが妥当であろ

教員の体制などの面で現行の体制ではこれ以上の生徒の

う。本稿では、研修の成果をどのように学校での教育に還

受け入れは難しいと思われる。

元していくかを、筆者の勤務校での取組を中心に考えてい

②

生徒の多様化
 ここ数年の入学者を見ると、肢体不自由のみを有する

きたい。

生徒は少数で、 知的障害や発達障害と言った他の障害

Ⅱ

本校の取組について

や疾患を併せ持っている生徒、学習の遅れや経験の少な
さ、コミュニケーションや対人関係の難しさと言った課

１．情報コースの概要

題も併せ持っている生徒が多くみられるようになってい

筆者の勤務する大阪府立茨木養護学校は昭和45年に設立

る。特に広汎性発達障害を有する生徒の認知特性に応じ

された養護学校で、小学部・中学部では肢体不自由のある

た指導法やカリキュラムの検討が課題となっている。ま

児童生徒を、高等部では肢体不自由及び知的障害のある生

た、入学時における情報機器操作についての習熟度も、

徒を対象とし、平成19年度は171名の児童生徒が在籍して

それぞれの生徒の興味・関心の所在や中学校での指導と

いる。

いった要因によってかなりの幅がみられる。

本校の特色としては、情報コースの設置があげられる。

③

カリキュラムの再構成

情報コースは「高度情報社会における就業に向けた意欲を

 設立５年目を迎え、 実践にも一定の蓄積ができた現

向上させ、障害種別に応じた就業に必要な専門的な知識、

在、各学年における教科間の学習内容の連携や３年間を

技能を身につけ、積極的に働く態度を育成する。また、情

通してのカリキュラムの系統性について、生徒にどのよ

報機器等の操作方法や職業能力開発を通して社会参加・自

うな力を付けさせるかという視点から再検討する段階に

立を目指した学習を行う」 ことを目的としたコースとし

あると思われる。特に前述した広汎性発達障害を有する

て、平成15年度に設立された。その設立の経緯については、

生徒への指導と、卒業後の進路を踏まえたカリキュラム
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の検討が望まれるところである。

ｂ．文書作成⑵
 物品製作と販売などグループの生徒全員で力を合わ

３．本年度のカリキュラム

せての活動に取り組む。

以上の課題に対応するために、本年度はカリキュラムの

ｃ．マルチメディア制作

一部について変更を行った。なお、情報コースでは各学年

 動画やWebページなどのマルチメディア作品の制

とも週６時間（２時間を３回）
、教科情報の授業を履修す

作を行う。

ることとしている。
表１
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平成19年度情報コースカリキュラム

授業での取組

１．情報Aにおける取組

１年

２年

３年

情報A

情報B

情報C

情報と表現

コンピュータデザイン

情報実習

くの文章を入力する文字入力練習を行っている。文字入力

情報産業と社会

課題研究

課題研究

就労を目指す生徒にとっては必須の技能と考えられるた

１）文字入力練習について
当授業では毎授業の最初に制限時間10分でできるだけ多
はコンピュータ活用能力の基礎であり、特に事務職等への
め、１年を通して文字入力練習に取り組むこととした。そ

１）情報A

の際、生徒の多くは肢体不自由・知的障害・発達障害、も

ワープロソフトや表計算ソフトの活用、 情報モラルな

しくはそれに準ずる障害や認知特性から生じる要因により

ど、情報を学ぶ上で基礎となる内容についての学習を行っ

テキストの読み取り、コンピュータ操作などそれぞれの段

ている。

階において何らかの配慮を必要とする場合が多い。

２）情報と表現

情報Aの授業において、それぞれの生徒の実態に応じた

ポスターなどのデザインやプレゼンテーションの学習な

支援を行うことによって、機器活用能力に一定の向上をも

どコンピュータを使って表現をするための方法について学

たらすことができたことを文字入力数という指標を使って

習する。

紹介したい。

３）情報産業と社会

２）生徒A

情報化社会の技術や仕組み、 ネットワークの仕組み、

生徒Aは車いす利用の生徒である。体幹の支持性が低い
ため、学習や食事の際には脇までの高さの机に肘をつくこ

Webページ作成（HTML）などに取り組む。
４）情報B

とによって体幹の安定と上肢の操作性を確保している。ま

JPEG、GIF画像の作成や処理、 アニメーションの作成

た左腕より右腕の方が麻痺は強い。
当初はノートパソコンを利用していた（写真１）が、低

について学んでいる。
５）コンピュータデザイン

い机に肘をつくことにより、腰が引けた状態となり、コン

コンピュータを使って色彩理論について学習する。

ピュータ操作に影響が見られた。９月より他の活動に用い

６）情報C

るのと同じように当生徒の脇の高さに合わせた机を用いた

卒業に向けての制作活動に取り組む。それぞれの年度の

ところ（写真２）、 入力文字数に顕著な変化が見られた。

生徒の学習進度や興味関心に応じた学習内容を設定してい

脇の高さの机を用意したことで体幹の支持性と上肢の操作

る。

性が増した。また、デスクトップパソコンに変更したこと

７）情報実習

に付随して麻痺の強い右腕側は手前に、左腕側は奥になる

２年生までの学習をより深めながら、さらに高度な作品

ようにキーボードを斜めにおくことにより両手を使っての

作りを目指す。それぞれの年度の生徒の学習進度や興味関

操作が可能になった。

心に応じた学習内容を設定する。
８）課題研究
それぞれの生徒の興味や関心によって、２年・３年を次
の３つのグループに編成して授業を行う。
ａ．文書作成⑴
 卒業後の進路でのコンピュータ活用を目標に、ワー
プロソフトや表計算ソフトの活用能力の向上を目指し
写真１

ている。
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写真２

図１

文字入力数の変化

入力文字数の結果は、図１のとおりである。机を用意し

る」を選択し、文字数を30字に設定しなければならない。

たのは第７回目からである。８回目、９回目に入力文字数

当生徒はこのようなページ設定の方法をなかなか習得で

の落ち込みがみられるが、10回目以降は入力文字数の増加

きず、30字でなく、30行に設定したり、ページ設定自体全

がみられている。

く行っていなかったりという状態がしばらく続いた。 ま

３）生徒B

た、聴覚情報処理にも困難を有するため、口頭による指示

生徒Ｂは全般的な能力からみて文字入力数が極端に少な

では設定を指示どおりに行うことが難しかった。

い生徒であった。文章を読む際に指で行を追うこと、コン

当生徒への支援方策として視覚支援を行うこととした。

ピュータ操作の際に手順を声に出して確認しながら行うこ

ページ設定方法の手順を説明するプリント（写真５）を作

と、プロジェクタで前方・遠方に提示した内容を読み取る

成し、提示した。プリントを見ながらであれば、独力で指

ことに難しさを示すことから、この生徒Ｂには視覚認知や

示どおりにページ設定を行うことができるようになった。

文章読解に難しさを有していることが推測された。
そのため、学習障害を有する生徒への指導でもよく用い
られる文字スリット（写真３、写真４）を試してみた。生
徒Ｂも使いやすいと感じたようなので継続的に使用した。
スリットの使用が定着し始めたのは第５回目あたりであ
る。
写真５

図１に見られるように、文字入力数は徐々に増加してい
ることから、テキストの読み取りには文字スリットの利用

２．情報A以外の授業での取組

が一定の効果を上げていると考えることができる。

情報A以外の授業においても同様にそれぞれの生徒の状
況に合わせた個別の支援を行っている。以下にその例を挙
げる。
１）生徒D

キーガードの使用

筋力の低下により、 腕を一定時間あげることの難しい
生徒Dに対して使用した。当初はパソコンデスクの段差を
写真３

写真４

利用して親指を引っかけることにより手を支えて入力して
いた（写真６）が、疲労感も強く、操作性も決して高いと

４）生徒C

はいえなかった。そこで、キーガードを活用し、手をキー

本課題では１行の文字数が30字と規定されている。

ガード上に置く（写真７）ことによって、腕をあげる必要

Microsoft Wordのページ設定では「文字数と行数の指

が無くなり、操作性が増し、疲労感も減少した。

定」において、既定値では「行数だけ指定する」が選ばれ

生徒Dは新しい取組に抵抗感を持つことが多く、学校生

ている。当課題においては文字数を設定するのみで、行数

活の他の場面でも一定の効果があると本人が認識しつつ

は設定の必要がない。そのため、
「文字数と行数を設定す

も、 新しい取組であるということから固辞するという局
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面がよく見られる。実際、情報機器利用に関してもマウス

さらに難しい問題として、②の通常の使用法へのこだわ

の操作にも困難さを有するので、トラックボールなどを勧

りがあげられる。コンピュータはキーボードとマウスで操

めたが利用するに至らなかった。キーガードのようなこれ

作するものだ、もしくは操作するべきだという固定観念や

まで使ったことのない機器の利用を受け入れたということ

こだわりを有している場合がある。より効果的な情報機器

は、生徒Dにとってそれだけ大きな改善効果を実感できた

の活用が活動の質を上げることになるという視点から個々

からであろう。

の状況に合わせた支援や導入についての方策を考えていく
必要があるだろう。

Ⅳ

研修の成果の還元について

上述のように、本校では情報手段を活用した広範な取組
を行っている。そして、特別支援教育の本格的な実施を迎
写真６

写真７

え、支援者である教員は生徒の教育的ニーズを把握し、適
切な指導や必要な支援を行うことがますます求められるよ

２）どっちもクリップ

うになっている。このような状況にあって、適切な指導や

ホームセンターなどで購入できるものであり、フレキシ

支援のためにはどのような支援が求められているかを見極

ブルなアームの両側が強力なクリップになっており、片側

める目と同時に、支援を行うための「引き出し」をどれだ

は机などに固定、反対側で紙などをはさみ、見えやすい位

け多く持っているかも要求されてくる。

置に固定するものである（写真８）
。視線の移動に困難を
有する生徒には、特に有効と感じる。

この度の研修では視覚障害教育、聴覚・言語障害教育、
肢体不自由教育、病弱教育、知的障害教育、発達障害教育、
自閉症教育などさまざまな障害の特性や課題、それぞれに
対応した情報手段活用についての知見、アシスティブテク
ノロジーの導入や評価、各種の支援機器やそのフィッティ
ングなどについての知見を得ることができた。
これらの知見は、一人一人の生徒の情報手段活用に関す
るニーズに対応していくための「引き出し」を豊かにする

写真８

上で、大きな意義があったと考えている。今後の本校にお
ける取組において、研修で得られた知見を踏まえて、一人

３．今後の方向性

一人の教育的にニーズに的確に対応していきたいと考えて

機器の導入は支援者が強制するものでなく、利用者が効

いる。

果を実感し、使ってみたいと思ってこそ成功するものであ

Ⅴ

る。情報コースに入学する生徒でも情報機器利用において

おわりに

通常の機器を、通常の使い方で利用してきている生徒が大
半である。身体面・認知面に起因する困難さを感じる場合

情報機器活用、特に適切な機器を選定するには一定の知

でもそのまま利用している場合が多い。原因としては①周

識や技術が必要である。また、個々の生徒の障害や課題を

囲の支援者が支援の方策を知らない場合と、②通常の使い

考察し、よりよい支援を提供するための知識や技術も必要

方にこだわりを有している場合の二つが多く見受けられる。

となってくる。研修で得られた知見を踏まえて、それらの

①への対応としては積極的な情報提供も求められるだろ

知識や技術を学校及び地域に対して効果的に提供し、かつ

う。現在、情報機器活用に関しては、様々な機器が開発さ

継続的に成果を活用してもらうための方策を、今後も積極

れ、それぞれ個別の状況に応じて適切な機器を選ぶことが

的に検討していきたい。

可能になっているし、より効果的に活用するための方策も
引用文献

多々考案されている。ただし、それらの機器や利用法が広
く知られているとは言い難い状況である。今後は利用・活
用や機器導入の方策についての支援や実践の蓄積、情報機

１）大峠貴弘：第２章第４節

肢体不自由養護学校におけ

器活用全般に関する情報提供をさらに広く行っていく必要

る取組－大阪府立茨城養護学校の実践事例－．盲・聾・

があるだろう。本研修を受講した指導者に当たる人間が取

養護学校高等部のための情報教育ガイドブック，独立行

り組むべき課題のひとつである。

政法人国立特殊教育総合研究所，26-36，2005．
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受講者の主体的な研修参加について
和田

克彦

（広島県立広島北特別支援学校）
すなわち、生活基礎という選択教科を作り、そこに情報

Ⅰ

はじめに

を取り入れた。さらに「情報」については、生徒の実態か
ら、表２に示すように３コースを設定した。

勤務校では、情報教育をテーマに実践研究として取り組

表２ 「情報」の３つのコース

んできた。 確かに、 支援機器やパソコンの活用について
一定の成果や有効性が明らかになってきた。しかし、情報

Ⅰ

ワープロ検定を取り入れた発展的な内容

教育を進めるに当たって、私には、マンネリ化と行き詰ま

Ⅱ

パソコンの基礎基本を中心とした内容

Ⅲ

パソコンを含めた支援機器を活用する内容

り感があった。今回の研修では、最新の情報と本校の情報
教育の方向性について何らかのヒントが得られないかとい
う期待を持っての参加であった。この研修への参加を通じ
て、受講者の主体的な研修の参加に関して考えたことにつ
いて述べる。

特に、高等部では「職業教育の充実」という観点から、
資格取得を目指しパソコン検定を取り入れた。合格者がで
るようになり、成果も出てきた。しかし、指導体制やパソ
コン台数等の環境から、３コースを維持するのは難しく、

Ⅱ

「情報Ⅱ、Ⅲ」の生徒は０人であり、支援機器を含め幅広

学校における取組

く情報手段活用を行っていくための情報教育の在り方が本

本校では、平成15年度より高等部で普通教科「情報」を
教育課程の中に取り入れ情報教育を進めてきた。「情報」
をカリキュラムの中に入れることに当たっては、その当時
にいろいろな意見が出された。個々の生徒の実態がある中
でパソコンを中心とした情報教育に全ての生徒がなじまな
いこと、社会自立、生きる力ということが当時のキーワー
ドであった。パソコンを使えることが卒業後の生活をより
豊かにしていくのではないか、しかし、パソコン以前に社
会性や自立に向けては、家庭科的な要素を含んだ身辺自立
を重要視すべきではないか、など情報化社会の動向と生徒
のニーズにどこで整合性を持たせるかということや、何を
もって本校の「情報」とするかといったことである。
こうした議論を通じて、生徒の実態に応じた「情報」の
内容と、どのようにカリキュラムに位置づけていくかを、
表１のように整理していった。

校での課題になってきている。
高等部では、パソコンを中心とした「情報」であるが、
支援機器を中心に小学部、 中学部における取組も行って
きた。小学部から中学部、中学部から高等部と継続した支
援機器の利用も見られるようになった。情報教育において
は、パソコンやローテクにおける情報支援機器を合わせて
積極的な活用が行われ、小学部から高等部へ向けた一貫性
のある情報教育が実施されるようになってきた。
高等部においては、資格取得に向けパソコン検定を目指
す内容に絞られるようになってきた。
支援機器の活用については、朝の会などの挨拶や返事に
活用されることが多く、パソコンの活用は検定に特化して
来ている。しかし、これからは、もっと活用の幅を広げて
いく必要があると感じていた。
勤務校における取組を通じて、このような課題意識のも
とに研修に参加することになった。

表１ 「情報」の内容とカリキュラム上の整理

Ⅲ

生活基礎（選択教科）
情報

生活

リズムと体

パソコンの基本
操作から応用と
パソコン検定

被服、 住生活、
食生活など

音楽を用いたリ
ズム活動、 バラ
ンス運動など

研修への参加について

１．研修参加までの時期について
１）事前レポート・事前計画の作成
今回の研修では、事前のレポートや研修成果の活用等に
おける事前計画を書くことになっていたので、そのことに

－29－

触れておきたい。

研究協議では、班のメンバー全員が、協議に参加しやすい

参加前の事前レポート作成や事前計画を書くに当たって

ようなテーマを絞れるかが鍵になってくると思うが、 付

は、全国から来られる受講者とどのような接点があるだろ

箋を利用して意見を出し合いながら、テーマを絞り込んで

うか、的はずれなことにはなりはしないだろうかなどいろ

いった。多くの課題が出されたが、課題をグループ化し意

いろなことを考え、戸惑いながら仕上げた。

見を出し合いながらテーマを整理していった。そして、研

事前レポートの作成では、漠然としたところから、キー
ワードを頼りに考え、自分なりにテーマが明確になってき

修企画案のためのポスター発表のテーマは、「ICTを活用
した発達障害のある子どもの支援」に決まった。

た。テーマを明確にしていく中で、不安を解消するために

テーマが決まってから、お互いの困っていることなどを

さまざまな資料を集めて事前学習を行い、参加に向けた準

話し合ううちに、意見が散漫になり方向性を見失いそうに

備を進めた。

なったこともあったが、時間をかけるところには時間をか

また、研修成果の活用に関する事前計画書を作成するこ
とは、 参加への自覚を促してくれた。 プレッシャーと感

け、まとめるところはまとめお互いに軌道修正しながらま
とめることができた。

じることはなかったが、研修後の計画を立てることは、気

研究協議は、今回の研修の柱でもあり、それぞれが意見

が引き締まる思いであった。この研修は２週間の研修期間

を発言し、 情報を共有することで、 主体的な参加につな

であったが、ある意味では、レポートを書くところから始

がった。メンバーの誰もが意見を発言し、参画できたと感

まっていたと感じている。

じた。班としてポスターを作成し、発表を行うことにより、

２）配信講義の視聴による事前学習

メンバー間の情報交換もでき、各学校の取組についても知

今回の研修で、インターネットの配信を視聴できたこと

ることができた。班での討議を通じて、今回の研修の受講

は、とても新鮮だった。参加にあたっては、どのような講

者の目的意識の高さを感じることができた。

師の先生方がおられるのだろうか、どのようなペースで進

３）受講者用Webサイトの利用

んでいくのだろうか、研修内容以上に、講師の先生方の顔

今回の研修では受講者用Webサイトが利用できたこと

も気になることの一つである。よく講演会などでは、講師

も便利であった。 この受講者用Webサイトは、 一日の研

の先生の顔入りで広告されたものがあるが、顔写真入りの

修が終わり部屋に帰ってから、その日の講義のまとめや研

案内は好感が持て、参加者にとっては親しみやすい。

修内容についての意見交換などに利用でき、非常に有効で

今回の研修では事前学習ための講義を受講者用Webサ

あった。 この受講者用Webサイトは、 時間と場所を気に

イト上で視聴することができた。今日の情報機器環境では

せずに意見交換ができ、研究協議の準備やスケジュールの

不思議ではないが、まさにミッションが届いた感じで、情

確認には欠かせないものであったと思う。

報手段活用の研修なのだということを実感させられた。紙

講義のプレゼン資料なども、 この受講者用Webサイト

による資料以上に、いろいろな情報を得ることができて安

で配信されたので、 講義の内容を後で振り返ることがで

心感を持てた。

き、 便利だった。 また、 受講者用Webサイトの中に設け
られた研究協議の各班の掲示板を利用することにより、受

２．研修期間中について

講者同士の資料交換や情報交換に役立った。

１）講義について

今回、 受講者用Webサイトを利用し、 受講者同士の意

講義では、多くのプレゼン資料が使われたが、このプレ
ゼンの資料も情報手段活用ということだけあって、 それ

見交換や情報交換を行ったことは、受講者が主体的に研修
に参加する上で、有効であったと感じた。

ぞれの講師の個性があふれていて、 資料の作り方につい
て、とても勉強になった。飽きさせないようなさまざまな

３．研修終了後

配慮がなされていたおかげで、集中力を持続することがで

研修終了後も、 受講者用Webサイトを引き続き利用す

きた。アニメーション的なものや動画を使ってあるものな

ることができた。受講者用Webサイトにアクセスすると、

ど、プレゼンの資料を見ているだけでも、今後、自分が研

各地に戻った受講者から、早速に教材を作ったという報告

修を主催していく上で参考になり、このような楽しいプレ

がされていたり、 参考になる本やWebサイトの紹介など

ゼンができたらと思いながら受講できた。また、講義と演

の情報が掲載されていたりして、各地に戻ってからの受講

習の時間配分も参考になった。

者の活躍を知り、自分も何かできないかと思った。

２）研究協議について

受講者が各地に戻って実施した研修会の報告では、画像

研究協議はとても勉強になり、有意義であった。学校に

もあり、その様子が伝わってきた。「研修を企画して、こ

戻ってから、すぐにでも研修会を開けそうな研修企画案の

のような研修を実施しました。」と、報告をしあえる場が

ポスターを作成することができたと思う。

あるということは、お互いの参考になることも多く、刺激
－30－

し合える場として有効な環境だと考える。このように受講
者が各地に戻って実施した研修の取組についての情報が得
られることにより、研修内容もよりよいものになっていく
と考えられる。 研修後にすぐに研修会を開くということ
は、年間行事計画の関係から難しい場合があるので、次年
度の計画を立てるのに参考になると思われる。
また、 受講者用Webサイトには、 学会や研修会の案内
なども紹介されていて、次の研修への手がかりを得ること
ができた。 紹介のあった神戸での特殊教育学会に参加し
て、研修時に講師で来ていた先生方に再びお会いすること
ができ、情報交換や意見交換を行うことができた。

図１

研修終了後、私自身はなかなか研修を計画できないでい
たが、広島県では、
「学校行こう週間」という学校公開の
時期があり、学校を地域や近隣校に知ってもらおうという
取組がある。 そこで今回の研修に参加した際に製作した
支援機器を展示し、地域の方々に知ってもらうことができ
た。

事前学習の流れ

２．DO（研修実施）
研修実施においては、講義資料や受講者間のデータの情
報共有を受講者用Webサイトによって行うことができ、
研修を効率的に進めることができた。

このように、 受講者用Webサイトを利用することによ
り、情報交換が容易にできたことで、研修終了後も情報手
段活用に関する継続した取組ができたと思う。
情報機器や支援機器の活用においては、最新情報は欠か
せない。 そのため、 受講者用Webサイトにより、 さまざ
まな最新情報を得ることができたことは、情報手段活用を
行っていく上で有意義であると考えられる。

Ⅳ

主体的な研修参加のために

ここでは、受講者の主体的な研修参加について、マネジ
メントサイクルに基づいて考察してみたい。
１．PLAN（計画）
事前学習では、 受講者用Webサイトを通じて動画とプ
レゼン資料の両方をみることができ、研修について見通し
を持ちやすいように工夫されていた。封筒に入った資料が
届くより、 受講者用Webサイトによる情報提供は利用し
やすかった。 受講者には、 この受講者用Webサイトをい

図２

かに主体的に利用して、研修の計画・準備を行うかが問わ
れると考えられる。

研修実施期間における活動

研究協議では、講義や演習の内容も盛り込みながら討議
を進めることができた。 討議では実践的な意見交換がで
き、各学校における取組の状況やパソコン等の整備状況な
ども知ることができ、具体性のある検討を行うことができ
た。このことは研修終了後の受講者間の交流にもつながっ
た。
３．CHECK（評価）
研修における評価は、研修最終日に行われた各班のポス
ター発表がそれに当たると考えられる。
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図３

Ⅴ

ポスター発表における評価

おわりに

このように、 マネジメントサイクルにあてはめてみる
このポスター発表では、単に成果発表というだけではな

と、自分の教育活動の実践を踏まえて、取り組むべき課題

く、 資料提示の仕方、 最新の情報提供、 話し方、 発表時

を明確にしていくことが研修への主体的な参加につながっ

間のペース配分など、発表技術についても学ぶところが多

ていくのではないかと思われる。
今回の研修参加において、私の場合は、勤務校での取組

かった。他の班の発表では、いろいろな教材を作ったとこ

を通じての課題と校内外のネットワーク化について課題意

ろもあり、刺激を受けた。

識を持っていた。事前レポートの作成を通じてテーマを明
４．ACTION（改善）

確化することで、主体的な研修の参加につながったと感じ

今回の研修に参加することにより、情報手段活用の現状

ている。

を把握することができたと考えられる。 このことを通じ

他の参加者においても、研究協議における積極的な発言

て、 勤務校での取組を客観的に見ることができるように

から、課題解決に向け、日々取り組んでいる様子がうかが

なった。講義の中では、日々の教育活動について考えさせ

われた。研修最終日の各班のポスター発表においても、各

られる内容も多く、現在取り組んでいる情報教育をとらえ

班のメンバーの意気込みを感じることができた。

直す材料も得られたように思う。これらを踏まえて、図４

日々の自分たちの実践について話し合うこと、自分たち

に示すような手順で、今後の勤務校における情報教育に関

の授業や学校に戻ってからの研修実施などの取組を、受講

する取組を改善していきたいと考えている。

者間で積極的に情報交換していくことは、各学校に戻って
からの意欲につながり、次の研修への主体的な参加につな
がって行くのではないかと考える。
謝

辞

今回の研修は、多くの方にご指導いただくことができ、
今後に行かせる有意義な研修であった。改めて御指導いた
だいた先生や受講者の方々に謝意を表したい。
参考文献
１）広島県教育委員会：平成19年度広島県教育資料P121-123．

図４

学校での取組の改善に向けて
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第６章

研修評価方法の検討

この章では、研修評価方法の検討について述べている。ここでは、まず、平成19年
度「情報手段活用による教育的支援指導者研修」のフォローアップ調査の結果につい
て報告し、次に、研修評価の課題と今後の研修評価の在り方について述べている。

平成19年度「情報手段活用による教育的支援指導者研修」の
フォローアップ調査について
渡邉

章 ・ 太田

容次 ・ 渡邉

正裕

（教育研修情報部）
への回答期限は、平成20年１月14日であった。

Ⅰ

目

的

４．調査項目

本研修は、障害のある子どもへの情報手段活用による教

調査項目は、資料13に示すとおりであった。

育的支援に関する専門的知識及び技能を高め、各地域で研
修を企画・実施することができる力を身に付けることを目

５．回答数

標としている。

18名の受講者から回答が得られた。

研究所で実施している研修の評価については、研修実施

Ⅲ

期間の最終日に、受講者アンケートを実施してきた。しか

結

果

し、受講者が、各学校にもどってから、研修の成果をどの
ように生かしているかということについての資料は、これ
まで収集していなかった。

１．校内研修等の実施状況について
「研修後からこれまでの間に、研修したことを生かして、

研究所では、これまでにｅラーニングの活用に関する取

る回答結果は、図１に示すとおりであった。
８７６５４３２１０
回答数

組を行ってきており１）２）、研修後のフォローアップにおけ

校内研修等を行った事例がありますか」という設問に対す

３）４）

るｅラーニングの活用に関する取組も行ってきた

。

本研究では、これらの取組を踏まえて、受講者が各学校
にもどってから研修の成果をどのように生かしているかに
関する資料を得ることを目的として、研修受講後３か月を
経過した時点で、受講者が各地で校内研修等を実施した事

１．調査実施方法

未定

法

今後実施する
予定である

方

実施していない

Ⅱ

実施した

例があるかどうかについて、フォローアップ調査を行った。

調査は、研修終了後も引き続き利用できるようにした受
図１

講者用サイトを利用して実施した。フォローアップ調査へ

校内研修等の実施状況

の協力依頼を受講者用サイトに掲示し、その協力依頼は、
メールによっても受講者に配信された。回答は、受講者用

また、実施した研修会等の名称についての自由記述回答

サイト内に置かれた設問に回答してもらう方式をとった。

は、資料14に示すとおりであった。

２．調査対象

２．受講者用サイトの利用について

平成19年度の受講者35名を対象として、調査への協力依
頼を行った。

「この研修では、研究所での研修のフォローアップとし
て、受講者用サイトを研修後に利用できるようにしました
が、これは有意義であると思いますか」という設問に対す

３．調査実施期間

る回答結果は、図２に示すとおりであった。

調査への協力依頼は、平成19年12月18日に行った。調査
－33－

この結果が示すように、研修終了後も継続的に受講者用
サイトを利用できるようにしたことは、有意義であるとい

回答数

14
12
8
6
4
2
0

う評価であったといえる。
自由記述回答においても、受講者用サイトの利用期間の
延長を希望する記述がみられた。受講者用サイトは、研修
有意義ではない

どちらかといえば
有意義ではない

有意義である

とても有意義
である

終了後における情報共有や意見交換の場として、受講者か
ら有意義であったと評価されたといえる。
本研修では、このような受講者用サイトの活用を行って
いるが、他のさまざまな研修においても、受講者用サイト
を有効に活用できると考えられる。
受講者用サイトを活用する場合の課題として、自由記述

図２

回答にもあるが、さらに受講者の利用を活発にするための

受講者用サイトは有意義であったか

手立てを検討する必要があると考えられる。

また、上記の設問の回答における「その理由やお気づき
の点などについてお書きください」という自由記述回答欄

３．全般についての意見・感想について
全般についての意見や感想については、研修がよかった

への回答は、資料14に示すとおりであった。

ことについての記述が多くみられたが、「障害別に実施し、
もう少し掘り下げた内容を研修したいと思った」という意

３．研修全般についての意見・感想
「その他、 情報手段活用による教育的支援指導者研修に

見もみられ、障害種別により深い内容について研修したい

ついて、ご意見・ご感想等ありましたらお書きください」

と考える受講者に対して、どのような内容を提供していく

という設問に対する自由記述回答は、資料14に示すとおり

かについて、さらに検討が必要である。

であった。
４．まとめ
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考

察

本研究では、初の試みとして、受講者サイトを利用して、
研修終了後約３か月を経過した時点で、受講者が各地で研
修を実施した事例があるかどうかについてフォローアップ

１．校内研修等の実施状況について
図１に示されているように、回答のあった18名の受講者

調査を行った。その結果、18名の受講者から回答があり、

のうち、７名から校内研修等を実施したという回答が得ら

そのうちの７名から校内研修等を実施したという回答が得

れた。これは、回答者（18名）の39%にあたる。

られた。研修終了後の比較的短期間の間に、研修のねらい

このフォローアップ調査を実施したのは、研修終了後約

のとおり、各学校等にもどって研修の成果を還元する取組

3か月を経過した時点であり、受講者が各学校等に戻って

を行っている事例があることが示された。また、本研修で

から比較的短期間の間に、研修の成果を生かした校内研修

は、研修終了後も受講者用サイトを継続的に利用できるよ

等の取組を実施している事例があることがわかる。また、

うにしたが、これについても受講者から有意義であるとい

実施した研修会等についての自由記述回答によれば、校内

う評価が得られた。

研修だけでなく、より広域の地域における研修会を実施し
引用文献

ている例もみられた。
また、
「今後実施する予定がある」 という回答は4件で
あり、すでに「実施した」という回答を合わせると11件と
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研修評価の課題と今後の研修評価の在り方について
松村

勘由 ・ 横尾

俊 ・ 柳澤亜希子

（教育研修情報部）
ここでは、 研修評価の考え方について整理するととも

①

評価の対象

に、 本研究所及び都道府県等の特別支援教育センターで

研修事業評価であれば、研修事業全体の企画や実施状況

行っている研修評価の状況や課題をまとめ、今後の研修評

が対象になる。研修コース評価であれば、個々の研修コー

価の課題について考察する。

スの企画や実施状況が対象になる。
②

Ⅰ

研修評価の考え方の整理

評価者
研修事業評価は、内部評価と外部評価があり、それぞれ

事業主体である組織による自己評価と組織外の関係者及び
１．研修評価の考え方
ここでは、 原

広く一般が評価者となるだろう。

義彦２） が説明している事業評価につい

研修コース評価では、研修企画及び実施担当者、受講者、

ての記述を参考に、研修評価の考えを次のように整理した。

受講者の所属機関や派遣元などが評価者となる。

①研修評価とは

③

評価の方法

研修評価には、 各研修コース等を評価対象とする研修

いつどのように評価するかは、研修事業評価、研修コー

コースの評価と、それらの総体としての研修事業の評価が

ス評価それぞれについて、評価の過程、評価項目や評価指

ある。

標に関連付けられ、その方法が検討される。

研修の事業の評価は、研修事業の構想及びその具体であ
るコース編成等に関わる事業全体の企画とその実施を対象

３．評価の過程

とする評価である。
（以下、
「研修事業評価」とする。）

評価は、企画段階、実施段階、実施後の各段階において

各研修コースの評価は、研修事業として構成された個々
の研修コースの企画と実施を対象とする評価である。（以

行われることが多い。
①

下、
「研修コース評価」とする。
）

企画段階の評価
研修事業評価であれば、研修事業の企画に関するニーズ

１）研修事業評価

のアセスメントが重要となる。

 研修事業評価は、 研修事業の実施状況や成果を測

研修コース評価では、受講対象者の研修ニーズや受講に

定・分析するなどして実態を把握し、事業主体の目的

係るレディネスのアセスメントが必要となる。

や目標に照らして、価値的な判断を加えることであろう。

②

２）研修コース評価

実施段階の評価
研修事業評価であれば、実施計画期間内の実施状況を評

 研修コース評価は、各研修コースの実施状況や成果

価し、実施状況の確認や計画の修正などの改善を行うこと

を測定・分析するなどして実態を把握し、各研修コー

になるだろう。

スの目的や目標に照らして、価値的な判断を加えるこ
②

研修コース評価であれば、研修コースの実施期間中の実

とであろう。

施状況について、受講者や実施担当者による評価を行い、

研修評価の目的

その確認と必要な改善を行うことになる。

研修評価の目的は、目標の設定や計画の策定等の研修の

③

実施後の評価

企画及び研修の実施の改善に生かすためのものである。研

研修事業評価であれば、実施計画期間の終了にあたる時

修評価の結果によって得られた資料は、次の研修事業や研

期に、期間内の実施状況を評価し、次の研修事業計画の策

修コースの企画・実施の改善に活用される。

定や改善の資料とすることになる。
研修コース評価であれば、研修コースの終了時、また、

２．研修評価の区分

終了後の一定期間などを区切って、受講者、受講者の所属

研修評価は、何を評価するか、誰が評価するか、いつど
のように評価するかによって区分できる。

機関・派遣元などによる評価と研修コースの企画及び実施
担当者による評価を行い、次の研修コースの企画立案や改

－37－

善の資料とすることになる。

これらの規定は、本研究所が実施する研修事業が、都道
府県等地方公共団体が行う教員研修、各学校で行う校内研

４．アウトプット評価とアウトカム評価

修等との役割を区分するとともに、それらの研修と関連さ

近年、各事業の実施後の評価について、これまでのアウ

せながら、国として行うべき研修としての位置付けを示し

トプット評価に加えて、アウトカム評価が求められるよう

ている。

になってきた。

②

研修事業の評価

研修事業においても、研修事業計画として立案された事

本研究所の研修事業の評価は、研究所の中期目標・中期

業が、どのように実施されたかを評価するアウトプット評

計画に対応し、 その評価項目と評価指標が設定されてい

価に加え、研修事業として実施したことが、その後、各地

る。研修事業の評価は、中期目標・中期計画に対する評価

域や各現場にどのような価値的な変化をもたらしたのか評

となっている。具体的には、以下のような研修の実施状況

価するアウトカム評価の視点が必要になっている。

が評価の対象となっている。

研修コース評価においても、各研修コースについての参

１）都道府県等の特別支援教育政策等の推進に寄与する

加者数や受講者の研修状況を評価するアウトプット評価に

専門性の向上のために、特別支援教育研究研修員制度

加え、受講者が研修終了後に研修の成果を具体的にどのよ

実施すること
２）各障害種別に対応する指導者の専門性の向上のため

うに地域や現場に還元したのかを評価するアウトカム評価
の視点での評価が求められるようになった。

に、特別支援教育専門研修を実施すること
３）国の重要な特別支援教育政策や教育現場の喫緊の課

５．評価項目と評価指標

題等に対応する指導者の養成のために各種研修等を実

何を観点として評価するかを示すのが評価項目である。

施すること

設定する評価項目は、 研修事業や研修コースの目標・ 計

研修評価は、各研修の区分毎にその評価項目と評価指標

画、目的や企画などに沿ったものとなるだろう。研修事業

が定められ、その総体が研究所の実施する研修事業の評価

評価であれば、研修事業の目標・計画にしたがって評価項

として、毎年、事業報告として報告されている。

目が設定されるであろうし、また、研修コース評価であれ

本研究所の研修事業の評価項目と評価指標は、概ね次の

ば、各研修コースの目的、カリキュラムやプログラム構成

ようになっている。以下、今期、中期計画の記述から、研

などにしたがって、評価項目が設定されるであろう。

修区分に共通の内容の主なものを括った。

各評価項目の評価には、評価指標が必要となる。評価指

１）各研修の受講者に対して、研修成果の還元に関する

標は、募集定員に対する受講者数の充足度などの定量的な

事前計画書等の作成・提出を求めるとともに、修了直

評価指標と受講者の研修プログラムに対する満足度などの

後又は修了後１年後を目途として、研修の内容・方法

定性的な評価指標があるだろう。

等についてアンケート調査を実施し、平均85％以上の
有意義であったとのプラス評価を確保し、仮に、85％

Ⅱ

本研究所が行っている研修事業及び
各研修コースの評価と今後の課題

を下回った場合には、 研修の内容・ 方法等を改善す
る。また、受講者の任命権者である派遣元の教育委員
会等に対して、研修成果の還元に関する事前計画書等

１．本研究所の研修事業とその評価

の作成・提出を求めるとともに、修了１年後を目途と

①

して、研修成果の還元内容・方法等についてアンケー

本研究所が行っている研修事業
本研究所が実施する研修事業は、 各都道府県等におい

ト調査を実施し、80％ 以上の受講者が、 各地域で行

て、指導的な立場にある教職員及び今後の指導的な立場に

う研修、研究会等の企画・立案及び研修の講師として

立つことが期待される教職員を対象として行っている。

指導的な役割を担っているなどという結果などプラス

その目的は、国の教育政策に基づく教育を実施するため

の評価を確保する。仮に、80％ を下回った場合には、

に、各地方公共団体で指導的な立場に立つ人材の養成を地

研修の内容・方法等を改善するなどとしている。

方と分担して行うこと、国の政策課題、喫緊の課題につい

２）研究所が設定する受講者数に対する実際の受講者の

ての研修を各地方公共団体の指導者を対象に行い、実施の

参加率が85％以上となるようにし、仮に、実際の受講

推進を図ること、地方公共団体で行うことの出来ない研修

者の参加率が85％を下回った場合には、次年度の受講

を国が行い地方を支援すること等である。

者数の見直し等、必要な措置を講じるとしている。

受講者は、それぞれの研修毎に受講資格を示し、都道府

③

県等地方公共団体の教育委員会より推薦を受けた者につい
て、理事長が決定している。

研修評価に関する終了直後アンケート調査の実施
本研究所が研修の受講者を対象に研修修了時に行ってい

るアンケート調査は、各研修の区分や研修コース毎の違い
－38－

はあるもの基本的には、次のような構成になっている。

・研修成果の活用状況

１）評価の目的についての説明
２．研究所の研修評価の特徴と今後の課題

２）研修コースの受講全体を通しての評価
３）各研修コースのプログラム構成についての評価

研究所の研修評価は、研究所が設定する受講者数に対す

４）各研修コースで設定している講義・演習・研究協議
等の各プログラムの評価

る実際の受講者の参加率を指標とする定量的な測定を行う
評価と受講者の研修に対する満足度(有意義であったかど

５）各研修コースの研究所職員の対応や支援体制の評価
これまで、研修修了時のアンケート調査の様式の改善を
次の観点で進めてきた。

うか）を指標とする定性的な測定を行う評価があり、その
いずれもが研修のアウトプット評価と位置付けられる。一
方、研修修了後に受講者が、各地域で行う研修、研究会等
の企画・立案及び研修の講師として指導的な役割を担って
いるなど研修成果を活用し、地域や学校の教育の向上に寄

１）４件法での評価へ変更したこと
 これまで、それぞれの評価項目について、肯定的な

与しているかどうかを評価するアウトカム評価が導入され

評価から否定的な評価まで５件法で行っていたが、肯

ている。

定的でも否定的でもない中間的な評価を避け、評価の

これらの評価は、研究所が行う研修事業の内部評価の結

結果をより明確に得ることを目的に、４件法で行うこ

果として示されるとともに、外部評価を経て公表され、研

ととした。

究所が行う事業についての説明責任を果たすものである。

２）評価の目的を明確にし、その趣旨を明記したこと

研修事業の具体的な改善に関わる評価については、これ

 これまでのアンケート調査の中に、個人的な見解や

まで、 研修の企画・ 実施などに関わる様々な観点から、

自己評価などの記述が見られ、評価の目的とは異なる

行ってきた。研修企画担当及び研修実施の各担当部署と各

内容が記入されることがあった。そのため、アンケー

研修区分毎に担当実施グループにおいて、その時々の評価

ト調査の目的が、受講者個人の研修の状況について自

の視点で行ってきた。こうしたこれまでの評価の取組を整

己評価を求めるものではないこと、研修コース等の改

理し、評価に関わる様式の整備をすることも検討課題とな

善のために行うことなどの目的を明記した。

るだろう。

３）企画趣旨に対応した評価指標を示したこと

Ⅲ

 これまで、特定の講義等について、肯定的であった

特別支援教育センターの研修評価の課題

り、否定的であったりというように、個々の受講者の

④

知識や経験、教育観などを背景とした記述が見られる

全国特別支援教育センター協議会（事務局：国立特別支

ことがあった。企画された研修が必ずしも個々のニー

援教育総合研究所）では、毎年、各地域の持ち回りで全国

ズや思いに対応するものではないことを踏まえ、指導

大会を実施している。全国大会では、研修の分科会が設定

者を対象とした研修であることなどの各研修の企画趣

され、その年のテーマに沿った実践報告と協議が行われて

旨を示し、その趣旨目的に照らしての評価を求めるな

いる。松村（筆者）が参加した最近数か年の分科会の協議

どの評価の観点を明記した。

の中で、研修の評価について、次のような内容の報告や協

研修評価に関する修了1年後アンケート調査の実施

議があった。

各研修の受講者に対して、修了後１年後を目途として、

①

各種研修講座の評価項目と評価指標について

研修の内容・方法等についてアンケート調査を、また、受

各種研修講座の募集定員に対する参加率や受講者の修了

講者の任命権者である派遣元の教育委員会に対して、研修

後の満足度を評価項目とする。

成果の還元内容・方法等についてアンケート調査を実施す

②

ることとしている。現在、アンケート調査項目について、

研修評価の結果の反映

次のような観点項目で検討が進められている。
１）受講者に対するアンケート

参加率や満足度などを基に評価指標を数値化した指数を
設定して、研修講座を廃止する目安としている。
③ 政策課題に対応する研修講座の評価

・当初の研修の受講の目的

政策課題に対応する研修講座など、受講者の満足度のみ

・受講した結果、職務において役立ったこと

で評価することが適切でないものもある。

・研修成果の還元内容・方法

④

評価に係る事務負担

２）任命権者に対するアンケート

研修講座について、各講座の設定内容、各講師の選定な

・受講者の研修への派遣の目的

どを詳細に尋ねるアンケート調査を行っているセンター

・研修への派遣の条件

があり、その集計・分析のための事務量が膨大になってい

・研修目的の達成状況

る。（以上、松村が、その内容を整理している。）
－39－

これらの報告を整理すると次のような課題が見えてく

び、相互の関連を検討すること。

る。
研修評価は、受講者の満足度を評価項目・評価指標とす

４．企画・実施・実施後に至る評価の過程の区分と関連付け

ることが多いが、結果の分析には、留意する必要がある。
希望研修など、受講者のニーズに対応した研修では受講者

研修には、企画から実施及び評価に至る各プロセスがあ
り、それぞれの段階の評価と相互の関連を検討すること。

の満足度を指標とすることで、改善につながる評価を得る
ことができるが、政策的な課題に対応した研修などでは、

５．評価の効率化を図ること

受講者のニーズとは関わりなく、必要な事項を取り上げら

研修評価にあてる時間と労力及び費用等を視野に入れ、

れることがあり、満足度が低いことについては、その背景

最小限のコストで的確な情報を得るための評価様式を検討

も含めた分析が必要となる。

すること。

評価項目、評価指標を多く設定することでより適切な評
価を得ることができると考えられるが、資料の収集や整理

６．調査等の分析を的確に行うこと

分析に当たる時間や労力等とのバランスを考え、より効果
的で適切な評価資料の収集が必要ではないか。

調査等の結果がより適切な評価結果に結びつくように分
析の視点を検討すること。

限られた財源と資源を有効に活用するために、研修講座
の改廃が必須であり、そのためは研修評価が重要である。

７．評価結果に対する改善策、対応策を持つこと
評価結果が、研修の具体的な改善に結びつくように、可

Ⅳ

今後の研修評価の在り方について

能な改善方策を検討すること。

以上、研修評価の考え方と本研究所及び各都道府県特別

８．研修コースの改廃に関わる評価指標を持つこと

支援教育センターの研修評価について整理した。これらの

資源・財源の有効活用の視点から、役割が終わった研修

整理を踏まえ、今後の研修評価の在り方を検討するための

コースが適切に廃止できるような評価項目と評価指標を検

視点と思われることを以下に示す。

討すること。

Ⅴ

１．研修評価の目的の明確化

まとめ

研修の評価の目的は、①実施する事業についての公的機
関としての説明責任を果たすこと、②研修の改善を検討す
るための資料を得ること、③限られた予算を有効に活用す

ここでは、研修評価の考え方や現状について整理し、今
後の研修評価の課題について考察した。

るための廃止（あるいは、継続、拡充等）を決定するため

研修の評価は、それぞれの研修コースで実施されるプロ

の資料とすることなどであり、その目的にそった評価方法

グラムを通して実現される教職員の変容として、評価され

を検討すること。

ることには違いない。また、加えて、そのことが結果とし
て、地域の教育の向上にどう貢献したか、また、地域の児

２．研修事業評価と研修コース評価の区分と関連付け

童生徒にどのような価値的変容をもたらしたかについても

研修評価には、研修事業評価と研修コース評価があり、

目を向けていくことが求められるであろう。

それぞれの区分に沿った評価、及び相互の関連を検討する
参考文献

こと。
３．企画評価と実施評価の区分と関連付け

１） 独立行政法人 情報処理推進機構：ITスキル標準セン

研修の評価には、企画を観点とする評価と実施の状況を
観点とする評価があり、それぞれの区分に沿った評価、及

ター，研修ロードマップ，2006．
２）原 義彦：事業評価の技法,生涯学習研究ｅ事典，2007．
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第７章

まとめと今後の課題

この章では、本調査研究で得られた知見のまとめと今後の課題について述べている。

研究のまとめと今後の課題
ここでは、調査研究「障害のある子どもの教育における

ていた。

情報手段活用についての知識・技能の効果的な普及方策に

これらの結果が示すように、平成19年度「情報手段活用

関する実際的研究」で得られた知見のまとめと今後の課題

による教育的支援指導者研修」については、全般的に受講

について述べる。

者から高評価を得ているということができる。しかし、事
前学習については、さらに有効なものとするよう一層の検

Ⅰ

平成19年度「情報手段活用による教育的
支援指導者研修」の実施結果

討が必要であると考えられる。

Ⅱ

（渡邉

章）

研修支援ツールの活用について

本調査研究では、平成19年度「情報手段活用による教育
的支援指導者研修」をモデル研修として位置づけ、その研

１．研修用コンテンツの蓄積と活用を支援するためのシス
テムの構築について

修企画の取組と実施結果について報告した。
平成19年度「情報手段活用による教育的支援指導者研

国立特別支援教育総合研究所における情報手段活用によ

修」の研修企画においては、平成18年度のアンケート調査

る教育的支援指導者研修における研修を支援するシステム

結果の分析を踏まえて、改善点を明確にした。

を構築するにあたり、研修を支援するツールとして、eラー

平成19年度の受講者へのアンケート調査では、次の結果
が得られた。

ニングシステムの現状について調査を行った。研修では、
平成18年度は、CMS（Contents Management System）の一

１） この研修の指導者研修としての意義については、

種であるXOOPSを利用し、平成19年度は、XOOPSを基に

「とても有意義である」という回答が62%、
「有意義で

教育機関向けに開発されたLMS（Learning Management

ある」という回答が38%であり、これらを合わせると

System)のNetCommons を利用した。 しかし、 今回の取

100%となっていた。

組ではLMSとしての機能を十分に活用したとはいえず、

２）講義・実習・演習が指導者研修として必要な知識や

CMSとしての活用にとどまった。 今後、LMSとしての機

技術を習得する上で役立つものであったかどうかに

能を十分に活用するためには検討が必要なことも多く残さ

ついては、
「とても役立つものである」という回答が

れている。

（渡邉

正裕）

59%、
「役立つものである」という回答が41%であり、
２．事前学習及びフォローアップにおける研修支援ツール

これらを合わせると100%となっていた。

の活用について

３）研究協議が、指導者研修として有意義であったかど
うかについては、
「とても有意義である」という回答

本調査研究では、研修支援ツールの活用と来所しての講

が53%、
「有意義である」 という回答が41%であり、

義・ 演習等を組み合わせた受講者参加型のカリキュラム

これらを合わせると94%となっていた。

構成を基にした研修において、研修支援ツールの活用を検

４）ポスター発表による研修成果発表が指導者研修とし

討した。 事前・ 事後とも来所研修との関連を高めること

て有意義であるかどうかについては、
「とても有意義

で、 研修支援ツールの利用は質・ 量共に活性化した。 今

である」 という回答が44%、
「有意義である」 という

後、 研修を支援するためのLMS（Learning Management

回答が50%であり、これらを合わせると94%となって

System）としての検討が必要であると考えられる。

いた。



（太田

容次）

５）配信講義の視聴による事前学習が有効であったかど

Ⅲ

うかについては、
「とても有効である」という回答が

研修評価について

22%、
「有効である」 という回答が66%であり、 これ
１． 平成19年度「情報手段活用による教育的支援指導者

らを合わせると88%となっていた。

研修」のフォローアップ調査について

６） 受講者用Webサイトが研修を円滑かつ効果的に進
める上で有効であったかどうかについては、
「とても

本研究では、 初の試みとして、 受講者用Webサイトを

有効である」 という回答が66%、
「有効である」 とい

利用して、研修受講後約３か月を経過した時点で、受講者

う回答が31%であり、これらを合わせると97%となっ

が各地にもどってから研修を企画・実施した事例があるか

－41－

どうかについてフォローアップ調査を行った。

Ⅴ

その結果、18名の受講者から回答があり、そのうちの７

今後の課題

名から校内研修等を実施したという回答が得られた。この
フォローアップ調査により、研修受講後約３か月の時点に

平成19年度「情報手段活用による教育的支援指導者研

おいて、研修の成果を各学校等に還元する取組を行ってい

修」では種々の改善を行い実施した。その結果、受講者か

る事例があることが示された。

らおおむね高評価を得ることができた。また、今回の取組

また、この研修では、研修終了後も受講者用サイトを利

で初めて実施した研修終了後３か月時点でのフォローアッ

用できるようにしたが、このことについては、回答のあっ

プ調査の結果、研修受講者が各地にもどってから、校内研

た18名の受講者のうち４名が「とても有意義である」と回

修等で研修の成果を各学校に還元した事例があることが示

答し、13名が「有意義である」と回答した。研修終了後の

された。

受講者用サイトの利用は、受講者にとって有意義であると
評価されたということができる。

（渡邉

章）

平成20年度においては、障害のある子どもの教育におけ
る情報手段活用に関する内容は、専門研修の中の「重点選
択プログラム」として位置づけられることとなったため、

２．研修評価の課題と今後の研修評価の在り方について

より短期間で効果的な研修を実施することが課題になると

研修評価の考え方について整理するとともに、本研究所

考えられる。

及び都道府県等の特別支援教育センターで行っている研修

そのため、本調査研究における検討を踏まえて、事前学

評価の状況や課題をまとめ、今後の研修評価の課題につい

習のための講義配信や受講者用Webサイトを、 さらに有

て考察した。

効に活用し、 短期間の日程でも十分に効果があがるよう

教員研修の評価は、研修事業で実施されるプログラムを
通して実現される教職員の変容とともに、地域の教育の向

に、研修の効率的な実施方法を検討していく必要があると
考えられる。

上にどう貢献し、地域の児童生徒にどのような価値的変容
をもたらしたかについても目を向けていくことなどが今後
の課題となった。

（松村

勘由）
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（渡邉

章）

資

料

ここでは、本調査研究に関する資料を掲載している。
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․ᱶᢎ⢒ߦ߅ߌࠆ⍮ᔃℂቇ⊛㧯㧭㧵㧟
⍮ᔃℂቇ⊛㧯㧭㧵ࠪࠬ࠹ࡓታ⠌㧟
㓚ኂ⠪ߣࠦࡦࡇࡘ࠲㧟
⡯ᬺᜰዉߣࡄ࠰ࠦࡦߩ↪㧟
ࠦࡦࡇࡘ࠲ߣஜᐽߦ㑐ߔࠆ⻉㗴㧟
ᢎ⢒ᯏེߩᵴ↪ߣࡑࠗࠦࡦ↪㧟
ᢎ⢒ߦ߅ߌࠆ࠾ࡘࡔ࠺ࠖࠕߩ↪㧟
․ᱶᢎ⢒ߦ߅ߌࠆᖱႎᯏེࠍᵴ↪ߒߚᜰዉ 
ⷞⷡ㓚ኂ⠪ߩᖱႎಣℂ㧢
㊀ⶄ㓚ኂఽߩᜰዉߣࠦࡦࡇࡘ࠲㧟
ࡑ࡞࠴ࡔ࠺ࠖࠕߣࡂࠗࡄ࠹ࠠࠬ࠻㧟
․ᱶᢎ⢒ߦ߅ߌࠆࡑ࡞࠴ࡔ࠺ࠖࠕߩᵴ↪ᴺ㧟
ࠦࡦࡇࡘ࠲ߩᯏ⢻ߣၮᧄ⊛ᠲ㧟
․ᱶᢎ⢒↪ߩᢎ᧚ࡊࡠࠣࡓ 㧢
ቇ⠌࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕߩᚑᴺ㧟
․ᱶᢎ⢒ߢലߥㄝᯏེ 㧢
㖸ᭉ㧔㧹㧵㧰㧵㧕ᯏ⢻ߩ↪ᴺ㧟
ࡄ࠰ࠦࡦㅢାߩ↪ᴺ㧟
㖸ჿวᚑߩ↪ᴺ㧟
ࠬࡄࠗࡦࡐ࠭ᯏ⢻ߩ↪ᴺ㧟
࠺࠲ࡌࠬߣᖱႎᬌ⚝㧢
࠺࠲ࡌࠬࠕࡊࠤ࡚ࠪࡦߩ↪ᴺ㧟
ࠣࡈࠖ࠶ࠢ࠷࡞ߩᵴ↪ᴺ㧟
․ᱶᢎ⢒ߦ߅ߌࠆࠨ࠙ࡦ࠭ߣᤋߩ↪ᴺ㧟
ࡑ࠙ࠬ࠲࠶࠴ࠬࠢࡦߩ↪ᴺ㧟
⥄ᢎ᧚ᢎౕߩᎿᄦ㧟
ᢎ᧚ᢎౕ㧔ታ⠌㧕㧙ⷞⷡ㓚ኂᢎ⢒ߣࠦࡦࡇࡘ࠲㧙㧢
ᢎ᧚ࡊࡠࠣࡓᚑታ⠌
ᒛജⵝ⟎ߩ↪ᴺߣ㧢
ታ⎇ୃ
⎇ⓥද⼏


㧔ᵈ㧕⸥ߩઁޔ⍴ᦼ⎇ୃߩߤߩࠦࠬߦ߽ㅢߥ⻠⟵ታ⠌ታ⎇ୃ╬߇⸳ቯߐࠇߡࠆޕ
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㧔⾗ᢱ㧞㧕

ᐔᚑ  ᐕᐲߩᖱႎᢎ⢒ࠦࠬߩ⻠⟵Ṷ⠌╬ߣᤨ㑆ᢙ


ᢎ⢒Ꮏቇ⺰                     㧟
․ᱶᢎ⢒ߦ߅ߌࠆᢎ⢒Ꮏቇ㧢
․ᱶᢎ⢒ߦ߅ߌࠆᖱႎᢎ⢒㧢
Ꮏቇ⺰㧟
․ᱶᢎ⢒ⴕߣᖱႎᯏེߩᵴ↪㧟
㓚ኂ⠪ߣࠦࡦࡇࡘ࠲㧟
㓚ኂఽ⠪ߩߚߩ࠹ࠢ࠾ࠞ࡞ࠛࠗ࠼㧟
ࠕࠪࠬ࠹ࠖࡉ࠹ࠢࡁࡠࠫߣ☨࿖ߩᢎ⢒ᐲ㧟
ሶߤ߽ߩ⍮․ᕈߩℂ⸃ߣᢎ᧚ߩ↪㧟
ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ߩၮ␆㧢
ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ߩࡃࠕࡈ㧟
․ᱶᢎ⢒ߦ߅ߌࠆࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ߩᵴ↪ߣ⺖㗴㧟
ᖱႎ⊒ାߩᛛᴺ㧢
ᖱႎ୶ℂߣੱᖱႎߩ⼔㧟
ᖱႎᢎ⢒⎇ୃળߩડ↹ߣㆇ༡㧟
ᄢ⣖ߩ↢ℂ∛ℂ㧢
ᖱႎᯏེߩᵴ↪ߣකቇ⊛ߥ㈩ᘦ㧟
ࠦࡦࡇࡘ࠲ߣஜᐽߦ㑐ߔࠆ⻉㗴㧢
⍮⊛㓚ኂᢎ⢒ߣࠦࡦࡇࡘ࠲㧢
ⷞⷡ㓚ኂ⠪ߣࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦᡰេᯏེ㧟
㊀ⶄ㓚ኂఽߩࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦ㧟
ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦࠛࠗ࠼㐷㧢
ࠦࡦࡇࡘ࠲ߩၮ␆㧥
ㅍᤋᢎ᧚ߩᵴ↪㧢
․ᱶᢎ⢒ߦ߅ߌࠆ߅߽ߜ߾ߩᵴ↪      㧟
․ᱶᢎ⢒ߦ߅ߌࠆᢎ᧚࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕߩ↪ 㧟
․ᱶᢎ⢒ߦ߅ߌࠆᢎ᧚ᢎౕߩ↪ߩࠅᣇ㧟
․ᱶᢎ⢒ߦ߅ߌࠆᢎ᧚ᢎౕߩᵴ↪㧟
⥄ᢎ᧚ࠍᵴ↪ߒߚᬺߠߊࠅ㧟
㓚ኂߦᔕߓߚᢎ᧚ᚑታ⠌
ታ⎇ୃ
⎇ⓥද⼏


㧔ᵈ㧕⸥ߩઁޔ⍴ᦼ⎇ୃߩߤߩࠦࠬߦ߽ㅢߥ⻠⟵ታ⠌ታ⎇ୃ╬߇⸳ቯߐࠇߡࠆޕ
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㧔⾗ᢱ㧟㧕
ᐔᚑ  ᐕᐲߩᖱႎᚻᲑᵴ↪ߦࠃࠆᢎ⢒⊛ᡰេᜰዉ⠪⻠⠌ળߩ⻠⟵Ṷ⠌╬ߣᤨ㑆ᢙ


   㨇⻠⟵㨉

     ․ᱶᢎ⢒ߦ߅ߌࠆᖱႎᚻᲑᵴ↪ߩᗧ⟵          㧝
     ᖱႎᚻᲑᵴ↪ࠍផㅴߔࠆߚߩᣉ╷ߦߟߡ       㧟
     ᣉ╷ߣᖱႎᯏེᵴ↪                㧟
     ߩᜰዉ⸘↹ߣᖱႎᚻᲑߩᵴ↪            
     ⡯ᬺᢎ⢒ߦ߅ߌࠆᖱႎᢎ⢒ࠞࠠࡘࡓ         
     ⷞⷡ㓚ኂᢎ⢒ߦ߅ߌࠆᖱႎᚻᲑᵴ↪ߩታ㓙        
     ⡬ⷡ⸒⺆㓚ኂᢎ⢒ߦ߅ߌࠆᖱႎᚻᲑᵴ↪ߩታ㓙     
     ⍮⊛㓚ኂᢎ⢒ߦ߅ߌࠆᖱႎᚻᲑᵴ↪ߩታ㓙        
     ⢇ਇ⥄↱ᢎ⢒ߦ߅ߌࠆᖱႎᚻᲑᵴ↪ߩታ㓙       㧟
     ∛ᒙᢎ⢒ߦ߅ߌࠆᖱႎᚻᲑᵴ↪ߩታ㓙          
     ⥄㐽∝ᢎ⢒ߦ߅ߌࠆᖱႎᚻᲑᵴ↪ߩታ㓙         
      .&#&*#㜞ᯏ⢻⥄㐽∝ᢎ⢒ߦ߅ߌࠆᖱႎᚻᲑᵴ↪ߩታ㓙  㧟
     ․ᱶᢎ⢒↪ቇ⠌࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕߩ↪ᴺ          
     㧭㧭㧯㐷                      㧟
     ⋤ࠈ߁㧔ੑ㊀㓚ኂ㧕ࡀ࠶࠻ࡢࠢ            
     㓚ኂ⠪ߩ㜞╬ᢎ⢒ߦ߅ߌࠆᖱႎᚻᲑᵴ↪ߩታ㓙      
     ᖱႎᢎ⢒⎇ୃߩડ↹ߣㆇ༡               

   㨇⻠⟵ߣṶ⠌㨉

     ㊀ᐲ㊀ⶄ㓚ኂᢎ⢒ߦ߅ߌࠆᖱႎᚻᲑᵴ↪ߩታᘒ     㧢
     ᖱႎᚻᲑᵴ↪ߦ߅ߌࠆකቇ⊛ߥ㈩ᘦߣࡈࠖ࠶࠹ࠖࡦࠣߩᎿᄦ 

   㨇Ṷ⠌ታ⠌㨉

     㓚ኂ⠪ߩࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻↪ߣᖱႎᯏེߩࠕࠢࠪࡆ࠹ࠖ 㧢
     ࠕࠪࠬ࠹ࠖࡉ࠹ࠢࡁࡠࠫߩዉߣ⹏ଔ          㧟
     ᖱႎ㑐ㅪᡰេᯏེᠲṶ⠌                㧟
     ⎇ୃߩ߹ߣ㧔⎇ⓥද⼏㧕                㧝
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㧔⾗ᢱ㧠㧕

ᐔᚑ  ᐕᐲޟᖱႎᚻᲑᵴ↪ߦࠃࠆᢎ⢒⊛ᡰេᜰዉ⠪⎇ୃ࠻ࠤࡦࠕޠ




᳁ ฬ
㧔᳁ฬߪᏅߒᡰ߃ߥߌࠇ߫ߏ⸥ߊߛߐޕ㧕


 ᧄࠕࡦࠤ࠻ߪୃ⎇ޔᬺߩ⹏ଔߣᓟߩᡷༀలታߩߚߦታᣉߔࠆ߽ߩߢߔ⿰ޕᣦࠍߏℂ⸃ߚߛ߈ޔ
ߏදജࠍ߅㗿ߚߒ߹ߔ ޕ
 ᧄ⎇ୃߪޔ㓚ኂߩࠆሶߤ߽ߩᖱႎᢎ⢒ࠍᜂᒰߔࠆᢎ⡯ຬߢฦ⋵╬ߢᜰዉ⊛┙႐ߦࠆ⠪ߦኻߒߡޔᖱႎᚻ
Ბᵴ↪ߦࠃࠆᢎ⢒⊛ᡰេ㧔ࠕࠪࠬ࠹ࠖࡉ࠹ࠢࡁࡠࠫ㧕╬ߩኾ㐷⊛⍮⼂߮ᛛ⢻ࠍ㜞ߩߘޔᜰዉജߩะ
ࠍ࿑ࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߒߡታᣉߒߡ߹ߔޕ
 ߎߩࠃ߁ߥ⿰ᣦࠍ〯߹߃ߡޔ࿁ߩ⎇ୃߦߟߡ⊝ߐࠎ߇ߤߩࠃ߁ߦᕁࠊࠇߚ߆ࠍ߅ߨߒ߹ߔޕ
㨇ᒰ㗄⋡ߦ٤ශࠍઃߌߩߘޔℂ↱߿߅᳇ߠ߈ߩὐߥߤߢ߈ࠆߛߌౕ⊛ߦ⸥ㅀߒߡߊߛߐޕ㨉

㧝㧚࿁ߩ⎇ୃߪోޔߣߒߡḩ⿷ߩߊ߽ߩߢߒߚ߆ޕ
   (1) ߣߡ߽ḩ⿷ߛߞߚ
   (2) ḩ⿷ߛߞߚ
   (3) ߤߜࠄ߆ߣ߃߫ḩ⿷ߢߥ߆ߞߚ
   (4) ḩ⿷ߢߥ߆ߞߚ
  ߘߩℂ↱߿߅᳇ߠ߈ߩὐߥߤࠍ߅ᦠ߈ߊߛߐޕ
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

㧞㧚ߎߩ⎇ୃߢߪޔ೨ቇ⠌ࠍ〯߹߃᧪ޔᚲᤨߩ⻠⟵Ṷ⠌╬ߩฃ⻠ࠍㅢߒߡ⎇ୃࠍㅴࠆࠃ߁ߦ⸘↹ߒߡ
߹ߔߩࡓࠣࡠࡊޕౝኈ߿✬ᚑߩᣇᴺߪㆡಾߢߞߚߣᕁ߹ߔ߆ޕ
   (1) ߣߡ߽ㆡಾߢߞߚ
   (2) ㆡಾߢߞߚ
   (3) ߤߜࠄ߆ߣ߃߫ㆡಾߢߪߥ߆ߞߚ
   (4) ㆡಾߢߪߥ߆ߞߚ
  ߘߩℂ↱߿߅᳇ߠ߈ߩὐߥߤࠍ߅ᦠ߈ߊߛߐޕ
                                                
                                                
                                                
                                                

  ೨ቇ⠌ߩౝኈߦߟߡ߅ޔ᳇ߠ߈ߩὐ߇ࠇ߫߅ᦠ߈ߊߛߐޕ
                                                
                                                
                                                
                                                
㧔ⵣ㕙ߦ⛯ߊ㧕
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᧪ᚲᤨߩ⻠⟵Ṷ⠌╬ߩౝኈߦߟߡ߅ޔ᳇ߠ߈ߩὐ߇ࠇ߫߅ᦠ߈ߊߛߐޕ
                                      
                                      
                                      
                                      

㧟㧚㑐ଥ⡯ຬߩᡰេ߿ኻᔕߪߩୃ⎇ޔฃ⻠ߦᒰߚߞߡㆡಾߢߒߚ߆ޕ
   (1) ߣߡ߽ㆡಾߢߞߚ
   (2) ㆡಾߢߞߚ
   (3) ߤߜࠄ߆ߣ߃߫ㆡಾߢߪߥ߆ߞߚ
   (4) ㆡಾߢߪߥ߆ߞߚ
 ߘߩℂ↱߿߅᳇ߠ߈ߩὐߥߤࠍ߅ᦠ߈ߊߛߐޕ
                                      
                                      
                                      
                                      

㧠㧚⎇ୃߩฃ⻠ߦᒰߚߞߡޔᔅⷐߥᣉ⸳⸳ߪᢛ߃ࠄࠇߡ߹ߒߚ߆ޕ
   (1) ߣߡ߽ࠃ߆ߞߚ
   (2) ࠃ߆ߞߚ
   (3) ߤߜࠄ߆ߣ߃߫ࠃߊߥ߆ߞߚ
   (4) ࠃߊߥ߆ߞߚ
  ߘߩℂ↱߿߅᳇ߠ߈ߩὐߥߤࠍ߅ᦠ߈ߊߛߐޕ
                                      
                                      
                                      
                                      

㧡㧚↢ᵴⅣႺߪߤ߁ߢߒߚ߆ޕ
   (1) ߣߡ߽ࠃ߆ߞߚ
   (2) ࠃ߆ߞߚ
   (3) ߤߜࠄ߆ߣ߃߫ࠃߊߥ߆ߞߚ
   (4) ࠃߊߥ߆ߞߚ
  ߘߩℂ↱߿߅᳇ߠ߈ߩὐߥߤࠍ߅ᦠ߈ߊߛߐޕ
                                      
                                      
                                      
                                      





















































































































































































㧢㧚ߘߩઁޔ㐿ᤨᦼ߿ᣣᢙ╬ࠍߏޔᗧ߇ࠅ߹ߒߚࠄ߅ᦠ߈ߊߛߐޕ
                                               
                                               
                                               
                                               
ߏදജࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߒߚޕ
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㧔⾗ᢱ㧡㧕

ᐔᚑ  ᐕᐲޟᖱႎᚻᲑᵴ↪ߦࠃࠆᢎ⢒⊛ᡰេᜰዉ⠪⎇ୃޠ
ࠕࡦࠤ࠻⥄↱⸥ㅀ࿁╵
㧔ੱฬ⃰ޔฬޔᯏ㑐ฬޔຠฬ╬ߦ㑐ߔࠆ⸥ㅀ߇߹ࠇߡࠆ࿁╵ߪ⋭⇛ߒߚޕ㧕
㧞㧕ࡊࡠࠣࡓౝኈ✬ᚑߦߟߡ
ޔߪߢୃ⎇ߩߎޟ೨ቇ⠌ࠍ〯߹߃᧪ޔᚲᤨߩ⻠⟵Ṷ⠌╬ߩฃ⻠ࠍㅢߒߡ⎇ୃࠍㅴࠆࠃ߁ߦ⸘↹ߒߡ
߹ߔߩࡓࠣࡠࡊޕౝኈ߿✬ᚑߩᣇᴺߪㆡಾߢߞߚߣᕁ߹ߔ߆⸳߁ߣޠޕߦኻߔࠆฦㆬᛯ⢇ߩ࿁╵ߦ
߅ߌࠆ⥄↱⸥ㅀ࿁╵
߽ߡߣޟㆡಾߢߞߚޠ
ߤ߁ߞߚౝኈ߆੍⍮⼂߇߽ߡߚޕ
೨ቇ⠌ߩࡆ࠺ࠝࠍⷰߡ߽߹ࠅ⦟ߊಽ߆ࠅ߹ߖࠎߢߒߚޕฃ⻠೨ߩᗧ᰼ߩ㗴߆߽ߒࠇ߹ߖࠎޕ
⎇ⓥડ↹ᦠߦߟߡߩ⺑߇ਇ⿷ߒߡߚߣᕁ߹ߔߩ࠳ߒ߆ߒޕ㙃ᚑߣߘߩ⎇ୃߩᚑᨐࠍ↢߆ߔ
ߚߩข⚵ߪߣߡ߽⦟߽ߩߛߣᕁ߹ߒߚޕ
೨ߦߊߟ߆ߩ㗴ὐࠍᵞߒୃ⎇ߊߥߢࠅ߆߫⟵⻠ޔຬห჻ߢද⼏ߒߥ߇ࠄㅴߡߊᤨ㑆ߥߤ߽
ࠅలታߒߡߚޕ

ޟㆡಾߢߞߚޠ
ਛりߩỚౝኈ߫߆ࠅߛߞߚࠍୃ⎇ߩߘߛߚޕᶖൻߔࠆߩߦᤨ㑆߇⿷ࠅߥ߆ߞߚޕᚯߞߡ߆ࠄߩ⎇ୃ߹ߢ
ߦ߈ߜࠎߣᢛℂߒߡવ߃ߡ߈ߚޕ
⑺⪲ේߦⴕߊ೨ߦࠬࠗ࠶࠴࠻ࠗߩ߇ࠆߣ⦟߆ߞߚޕ
หߓࠃ߁ߥౝኈ߿ⷐ߇ᄙ߆ߞߚߩߢߩߘޔಽኾ㐷⊛ߥࠍ⡬߈ߚ߆ߞߚߢߔߦ․ޕ㓚ኂ⒳ߦߟߡߪ
ዉ⊛ߥߎߣߪ⍴ߢࠃߩߢߪޕฬߥవ↢ᣇߩ߇⡬ߌߡ⦟߆ߞߚߢߔޕ
ᣂߒข⚵ߛߣᕁ߹ߔޕ
ߥ߆ߥ߆⡬ߊߎߣߩ᧪ߥ⻠Ꮷߩᣇ߿ታ⠌߇ࠅ⦟߆ߞߚ߇⥄ಽߩડ↹᩺ߩౝኈߩ⻠⟵߇ࡐࠬ࠲ᚑ
ᓟߥߩ߇ᱷᔨߢߞߚޕ
⎇ୃડ↹᩺࠲ࠬࡐޔᚑߦߟߡ⑳ࠍᄙߊߩవ↢ᣇ߇ᚭᖺߞߡ߹ߒߚౕޕ⊛ߦߤ߁߁߽ߩࠍ
ᚑߒߥ߁ࠃߩߤޔᒻߢㅴߡߊߩ߆߇ ోߡߪߓߡߛߞߚߩߢ ㅢߒ߇ᜬߡߥ߆ߞߚࠃ߁ߦᕁ߹
ߔޕᐕᐲߩข⚵߇ᰴᐕᐲએ㒠ߩෳ⠨⾗ᢱߦߢ߈ࠇ߫⦟ߩߢߔ߇ޕ
ㆡಾߛߞߚߣᕁ߹ߔޕ⢇ਇ⥄↱ߩቇᩞߩవ↢ߦߪߣߡ߽ᓎ┙ߟ߽ߩߛߣᕁ߹ߔ⋤ޕቇᩞߩ⑳ߣߒߡ
ߪ߿߿‛⿷ࠅߥ᳇߽ߒ߹ߒߚ߇ޔᓟߩ․ᡰេቇᩞ߳ߩ⒖ⴕߩߚߦߪᄢಾߥౝኈߛߣᗵߓ߹ߒߚޕ
೨ቇ⠌ߪࡊࡠࠣࡓߢࠆ߇ᤨ㑆⊛ߦߪߥ߆ߥ߆ࠆᤨ㑆߇ߥ╙ޕਃࠬ࠹ࠫߩࡈࠜࡠࠕ࠶ࡊ
߇ࡈࠜࡓ╬ߢߐࠇࠆߩߪᄢᄌࠃࠕࠗ࠺ࠕߣᕁ߹ߒߚޕ
ࡐࠬ࠲ᚑߩᤨ㑆ࠍ߽ߞߣ⏕ߒߡ߶ߒ⻠ޕᐳ೨ᓟߩ⥄ਥ⎇ߪߞߚ߇ޔਇචಽޔߪߩߚࠇߐ⏕ޕ
߶ߣࠎߤශߦࠊࠇߚޕ
⻠⟵⾗ᢱ╬ ࡈࠜࡓߦ ࠕ࠶ࡊߒߡߊߛߐࠅഥ߆ࠅ߹ߒߚޕߚߒ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޕ
೨ࡐ࠻ߩਥᣦ߇ಽ߆ࠅߠࠄ߆ߞߚߣᕁ߹ߔޕ

߫߃ߣ߆ࠄߜߤޟㆡಾߢߥ߆ߞߚޠ
ೋߡߩ⹜ߺߢ㔍ߒ߆ߞߚ߆߽ߒࠇߥ߇ࡐࠬ࠲╬ౕޔ⊛ߥㅴᣇࠍ೨ߦߒߞ߆ࠅ⍮ࠄߖߡ߶ߒ߆
ߞߚޕ
ડ↹᩺ψડ↹ᦠࡐࠬ࠲ߣㅢߒ߇ᜬߜߦߊ߆ߞߚ⺑ޕ߇⋥೨ߢࠆߎߣ߽ߞߚߩߢ߽߁ዋߒ
ࠍߺߡߚߛߊߣ㔍߆ߞߚޕ

ㆬᛯ⢇ߩ࿁╵ߪߥ߆ߞߚ߇⥄↱⸥ㅀ࿁╵߇ߞߚ߽ߩ
⎇ୃડ↹᩺ߩᚑ߇ಽ߆ࠅߦߊ߆ߞߚߢߔޕ
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 ޟ೨ቇ⠌ߩౝኈߦߟߡ߅ޔ᳇ߠ߈ߩὐ߇ࠇ߫߅ᦠ߈ߊߛߐ⸳߁ߣޠޕߦኻߔࠆ⥄↱⸥ㅀ࿁╵
㧔࿁╵ࠍಽ㘃ߒޔౝኈࠍߔߒࠍઃߌߚ㧕
㨇ࠃ㨉
೨ߦડ↹᩺ࠍߞߡ߅ߡ⦟߆ߞߚߢߔޕ㗴ᗧ⼂ࠍ߽ߞߡ⎇ୃࠍฃߌࠆߢࠅࠃޔౝኈࠍりㄭߦᗵߓ
ࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߒߚޕ

㨇೨ࡐ࠻㨉
೨ߦឭߒߚฃ⻠⠪ࡐ࠻㧔⎇ୃડ↹᩺㧕ߩᦠ߈ᣇ߇ಽ߆ࠅߦߊ߆ߞߚߢߔޕ
࿁߇ೋߩ⹜ߺߛߞߚߖߢߒࠂ߁߇߁߽߇ߩ࠻ࡐޔዋߒಽ߆ࠅ߿ߔߌࠇ߫⦟߆ߞߚ߆߽ߒࠇ߹ߖ
ࠎޕ
⎇ୃડ↹᩺ࠍᚑߔࠆߚߩᖱႎ߇߁߹ߊℂ⸃ߢ߈ߥ߆ߞߚޕ
ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻㈩ାߦࠃࠆ⻠⟵ߪ⎇ୃߩⷐ߇೨ߦಽ߆ࠅ⦟߆ߞߚߢߔޕឭ⾗ᢱߦ㑐ߒߡߪ⸥
߽ࠅ߹ߒߚ߇ ߩ߽ߥ߁ࠃߩߤޔౝኈ ߦߔࠇ߫⦟ߩ߆ዋߒᚭᖺ߽ࠅ߹ߒߚޕൊ㆑ࠍߎߐߥ
ࠃ߁ߥ␜ߩᣇࠍߒߡߚߛߌࠆߣ㔍ߢߔޕ
ᧄ߮࿁ߩ⎇ୃߩᗧ⋡ᜰߔ߽ߩ߇᧪ࠆ߹ߢߪಽ߆ࠅߦߊ߆ߞߚޕ
⸥ࠍߡᦠ߈߹ߒߚ߇ਥᣦ߇ࠃߊℂ⸃ߢ߈ߕࡔ࡞ߦߡวࠊߖߡߒ߹߹ߒߚৼޕካߥࠍ
㗂߈ᚑߔࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߒߚߪ⸥ߩޕಽ߆ࠅߠࠄ߆ߞߚߢߔޕࠎߖ߹ߺߔޕ
ࠫࡔߛߌߢ߽⦟ߣᕁ߁ޕ

㨇೨ቇ⠌㨉
࿁ߩ೨ቇ⠌ߦߟߡߪᤨ㑆ࠍߣࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߖࠎߢߒߚޕ
᥉Ბߩᬺോ߇߹ࠅߦᔔߒߊචಽ⻠⟵ࡆ࠺ࠝߥߤࠍࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߖࠎߢߒߚ੍ߣࠎ߾ߜߣߞ߽ޕ⠌ߒ
ߡߊࠇ߫⦟߆ߞߚߣ᧪ߡ߆ࠄ⋭ߒ߹ߒߚޕ
⎇ⓥᚲߦ᧪ߡ߆ࠄߢߪߥߊޔ೨ቇ⠌ߩᲑ㓏ߢ߽ߞߣ㔚ሶឝ␜᧼ࠍലߦᵴ↪ߔࠇ߫⦟߆ߞߚߣޔ⋭ߒ
ߡ߹ߔޕ
⻠ᐳᢙ߇߽ߞߣࠇ߫⦟߆ߞߚߩߢߪߥ߆ߣᕁ߹ߔޕ

㨇ߘߩઁ㨉
ੱ⊛ߥ㗴ߥߩߛࠈ߁ߣᕁ߹ߔ߇ޔ೨ߦ㧵㧰ߣࡄࠬࡢ࠼߇߁߹ߊᚻరߦዯ߆ߕ⧰ഭߒߚޕ
ੱߩ㧵㧰ߥߤ߇ኽ╴ߦߞߡߚߎߣߦ᳇ઃߊ߹ߢᤨ㑆߇߆߆ࠅ߹ߒߚޕ
㐿ߌߥ㧔ሽߢ߈ߥ㧕࠺࠲߇ዋߒࠅ߹ߒߚޕ





－49－


 ᧪ޟᚲᤨߩ⻠⟵Ṷ⠌╬ߩౝኈߦߟߡ߅ޔ᳇ߠ߈ߩὐ߇ࠇ߫߅ᦠ߈ߊߛߐ⸳߁ߣޠޕߦኻߔࠆ⥄
↱⸥ㅀ࿁╵㧔࿁╵ࠍಽ㘃ߒޔౝኈࠍߔߒࠍઃߌߚ㧕
㨇ࠃ㨉
⻠⟵ߩ㧝ߟ㧝ߟ߇ߣߡ߽ീᒝߦߥࠆ߽ߩ߫߆ࠅߢߒߚޕ
ኋᴱᚲߩࠝࠛࡦ࠹࡚ࠪࡦߪᄢᄌഥ߆ࠅ߹ߒߚޕ
↢ᵴ㕙⻠⟵Ṷ⠌ߦߟߡৼߦߓߪޔካߦ⺑ߒߡ㗂߈ޔಽ߆ࠅ߿ߔߊㅢߒࠍᜬߟߎߣ߇ߢ߈߹ߒߚޕ
ࠬࠗ࠶࠴ߩޔീᒝߦߥࠅ߹ߒߚޕ

㨇⎇ୃߩ⋡⊛㨉
⑳߽ࠃߊℂ⸃ߢ߈ߡ߅ࠅ߹ߖࠎߢߒߚ߇ࠍ⊛⋡ߩୃ⎇ߩߎޔᒰೋℂ⸃ߢ߈ߡߥᣇ߇߅ࠄࠇ߹ߒߚޕ

㨇ౝኈ㨉
ዋߒὶὐ߇ቯ߹ࠄߥ⻠ᐳ߽ࠅ߹ߒߚ߇㨯㨯㨯ޕ
߽߁ዋߒߒౝኈߢ߽⦟߆߽ߒࠇ߹ߖࠎޕ
↪ᗧߒߚౝኈ߇ᶖൻߒ߈ࠇߥ⻠⟵Ṷ⠌߇ߊߟ߆ࠅᱷᔨߢߒߚޕ

㨇ᤨ㑆㨉
ෳടဳߩ⎇ୃ߇ᄙߊߡ⦟߆ߞߚߣᕁ߹ߔޕ⍮⼂ߛߌߩℂ⸃ߢߪߥߊ㛎ࠍㅢߒߚℂ⸃߇ᄢಾߛߣᕁ߹
ߒߚޕ⻠ޔᏧߩవ↢ᣇߩኾ㐷ᕈࠆ߅ߪ߽ߡߣޔෳ⠨ߦߥࠅ߹ߒߚߒ߆ߒޕౝኈߦᲧߒߡᤨ㑆߇ਇ⿷
ߒߡߚࠃ߁ߦᕁ߹ߔޕ
ᤨ㑆߇⿷ࠄߥߊߥࠅᦨᓟ߹ߢ⡬ߌߥ߆ߞߚ⻠⟵߇ߊߟ߆ߞߚߩߢᱷᔨߢߒߚޕ
ᤨ㑆ߦㅊࠊࠇߡᓟඨߩౝኈ߇⧯ᐓᣧ⿷ߥ႐㕙߇ࠅޔ㧞ㅳ㑆ߩᦼ㑆ߣߒߡߪࡏࡘࡓ߇ߞߚࠃ߁ߥ
᳇߇ߔࠆޕ
⻠⟵ࠍߒߡߊߛߐࠆవ↢ᣇߦߪ߽߁ዋߒᤨ㑆ߩᔅⷐߥ႐㕙߽ࠅޔࠍ߽ߞߚᤨ㑆ഀߢࠇ߫ࠃࠅᷓ
ౝኈ߇⡬ߌߚ߆ߥߣᕁ߹ߔޕ

㨇ቇ㨉
ቇᩞቇߩᣣ⒟߇ᄢᄌ෩ߒ߆ߞߚޕᣣ⒟ࠍ߽ߞߣ⠨߃ߡ߶ߒޕ
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㧔⾗ᢱ㧢㧕

ᐔᚑ  ᐕᐲޟᖱႎᚻᲑᵴ↪ߦࠃࠆᢎ⢒⊛ᡰេᜰዉ⠪⎇ୃ╬⟵⻠ޠౝኈ
⻠⟵╬ߩౝኈ

ࠦࡑᢙ

ᄌᦝὐ

㨇೨ቇ⠌㨉
⎇ୃౝኈߦ㑐ߔࠆࠝࠛࡦ࠹࡚ࠪࡦ㧔15 ಽ⒟ᐲ㧕
․ᡰេᢎ⢒ߦ߅ߌࠆᖱႎᚻᲑᵴ↪ߩᗧ⟵ߣ⎇ⓥᚲߩᵴേ㧔15 ಽ⒟ᐲ㧕
㨇✚⺰ᣉ╷㑐ଥ㨉
ᖱႎᚻᲑᵴ↪ࠍផㅴߔࠆߚߩᣉ╷
ᣉ╷ߣᖱႎᯏེᵴ↪

0.5
0.5

㨇ฦ⺰㓚ኂ⒳㨉
ⷞⷡ㓚ኂᢎ⢒ߦ߅ߌࠆᖱႎᚻᲑߩᵴ↪
⡬ⷡ⸒⺆㓚ኂᢎ⢒ߦ߅ߌࠆᖱႎᚻᲑߩᵴ↪
⍮⊛㓚ኂᢎ⢒ߦ߅ߌࠆᖱႎᚻᲑߩᵴ↪
⢇ਇ⥄↱ᢎ⢒ߦ߅ߌࠆᖱႎᚻᲑߩᵴ↪
∛ᒙᢎ⢒ߦ߅ߌࠆᖱႎᚻᲑߩᵴ↪
⥄㐽∝ᢎ⢒ߦ߅ߌࠆᖱႎᚻᲑߩᵴ↪ߣታ㓙
㨇╳ᵄᄢቇ㒝ዻਭ㉿ᵿ․ᡰេቇᩞߦ߅ߌࠆታ⎇ୃ㨉
⊒㆐㓚ኂᢎ⢒ߦ߅ߌࠆᖱႎᚻᲑߩᵴ↪

2.0
1.0
1.0
1.0

㨇ᖱႎᢎ⢒G#6 㑐ㅪߢ᭴ᚑߔߴ߈ౝኈ㨉
ࠕࠪࠬ࠹ࠖࡉ࠹ࠢࡁࡠࠫߩᵴ↪
ߩᜰዉ⸘↹ߣᖱႎᚻᲑߩᵴ↪
㜞╬ᢎ⢒߮ዞഭߦ߅ߌࠆ ICT ߩᵴ↪
↢ᵴߦኒ⌕ߒߚᖱႎࡕ࡞ߣੱᖱႎߩ⼔

1.0
0.5
0.5
0.5
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ᄌᦝ

0.5

㨇Ṷ⠌ታ⠌ࠍ߽ߩ㨉
㊀ᐲ㊀ⶄ㓚ኂᢎ⢒ߦ߅ߌࠆᖱႎᚻᲑߩᵴ↪㧔⻠⟵ታ⠌㧕
ᖱႎᚻᲑᵴ↪ߦ߅ߌࠆකቇ⊛ߥ㈩ᘦߣࡈࠖ࠹ࠖࡦࠣߩᎿᄦ㧔⻠⟵Ṷ⠌㧕
ᖱႎ㑐ㅪᡰេᯏེ߮ࠕࠢࠪࡆ࠹ࠖ㧔ታ⠌㧕
ࠕࠪࠬ࠹ࠖࡉ࠹ࠢࡁࡠࠫߩዉߣ⹏ଔ㧔⻠⟵Ṷ⠌㧕

㨇⎇ⓥද⼏╬㨉
⎇ⓥද⼏㧝㧔⎇ୃౝኈߩࠝࠛࡦ࠹࡚ࠪࡦ㧕㧘㧞㧘㧟㧘㧠㧘㧡㧘㧢
⎇ୃᚑᨐ⊒ળ㧔ࡐࠬ࠲⊒㧕



0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0

ల

ల

㧔⾗ᢱ㧣㧕

ᐔᚑ  ᐕᐲޟᖱႎᚻᲑᵴ↪ߦࠃࠆᢎ⢒⊛ᡰេᜰዉ⠪⎇ୃޠᣣ⒟
 ߎߩ⎇ୃฃ⻠ߩߚޔ㔚ሶળ⼏ࠪࠬ࠹ࡓ╬ࠍᵴ↪ߢ߈ࠆࠃ߁ޔኾ↪ Web ࠨࠗ࠻ࠍ㐿⸳ߔࠆޕ
 ߹ߚޔኾ↪ Web ࠨࠗ࠻ߦࠃࠅޔᰴߩౝኈߦߟߡୃ⎇ޔฃ⻠ߦᒰߚߞߡߩ೨ቇ⠌ࠍⴕ߁߽ߩߣߔࠆޕ
ୃ⎇ޟౝኈߦ㑐ߔࠆࠝࠛࡦ࠹࡚ࠪࡦޠ㧔15 ಽ⒟ᐲ㧕
․ޟᡰេᢎ⢒ߦ߅ߌࠆᖱႎᚻᲑᵴ↪ߩᗧ⟵ߣ⎇ⓥᚲߩᵴേޠ㧔15 ಽ⒟ᐲ㧕
ඦ೨㧔9㧦15㨪12㧦15㧕
㧥
㧛
㧟

ฃ ઃ



10:00 

㐿
⻠
ᑼ

ඦᓟ㧔13㧦15㨪16㧦15㧕

ࠝ
ࠛࡦ࠹
࡚ࠪ
ࡦ

⎇ⓥද⼏ 㧝

11:15㨪12:15

13:15㨪14:40

ᖱႎᚻᲑᵴ↪ࠍផㅴߔ
ࠆߚߩᣉ╷
14:50㨪16:15

11:00

㨪10:45

16:30
㨪17:15

㨪11:15

㊀ᐲ㊀ⶄ㓚ኂᢎ⢒ߦ߅ߌࠆᖱႎᚻᲑߩᵴ↪㧔⻠⟵ታ⠌㧕
㧠

Ἣ       

㧡

ⷞⷡ㓚ኂᢎ⢒ߦ߅ߌ
᳓ ࠆᖱႎᚻᲑߩᵴ↪

10:50㨪12:15

ᧁ

㧣

⊒㆐㓚ኂᢎ⢒ߦ߅ߌ
㊄ ࠆᖱႎᚻᲑߩᵴ↪



11

Ἣ

 ࠕࠪࠬ࠹ࠖࡉ࠹ࠢࡁࡠࠫߩᵴ↪

ߩᜰዉ⸘↹ߣᖱႎᚻ
Ბߩᵴ↪

ᖱႎᚻᲑᵴ↪ߦ߅ߌࠆකቇ⊛ߥ㈩ᘦߣ
ࡈࠖ࠶࠹ࠖࡦࠣߩᎿᄦ㧔⻠⟵Ṷ⠌㧕

10:50㨪12:15



9:15㨪10:40

10

14:50㨪16:15

13:15㨪14:40

⎇ⓥද⼏ 㧟
㧢

⎇ⓥද⼏ 㧞

⡬ⷡ⸒⺆㓚ኂᢎ⢒ߦ߅ߌ ᣉ╷ߣᖱႎᯏེᵴ
ࠆᖱႎᚻᲑߩᵴ↪
↪

9:15㨪10:40

ࠕࠪࠬ࠹ࠖࡉ࠹ࠢࡁࡠࠫߩዉߣ⹏ଔ
㧔⻠⟵Ṷ⠌㧕

⥄㐽∝ᢎ⢒ߦ߅ߌࠆᖱႎᚻᲑߩᵴ↪ߣታ㓙

ᖱႎ㑐ㅪᡰេᯏེ߮ࠕࠢࠪࡆ࠹ࠖ
㧔ታ⠌㧕

⍮⊛㓚ኂᢎ⢒ߦ߅ߌࠆ
ᖱႎᚻᲑߩᵴ↪

⎇ⓥද⼏ 㧠
14:50㨪16:15

13:15㨪14:40

12

⢇ਇ⥄↱ᢎ⢒ߦ߅
᳓ ߌࠆᖱႎᚻᲑߩᵴ↪

13

↢ᵴߦኒ⌕ߒߚᖱႎ
ᧁ ࡕ࡞ߣੱᖱႎߩ
⼔

⎇ⓥද⼏ 㧡

∛ᒙᢎ⢒ߦ߅ߌࠆ
ᖱႎᚻᲑߩᵴ↪

9:15㨪10:40

10:50㨪12:15

㜞╬ᢎ⢒߮ዞഭߦ
߅ߌࠆICTᵴ↪

⎇ⓥද⼏ 㧢

10:50㨪12:15

9:15㨪10:40

14

㊄

⎇ୃᚑᨐ⊒ળ
㧔ࡐࠬ࠲⊒㧕
9:15㨪11:45

㐽
⻠
ᑼ
12:00-



┵ᧃ
↪
⺑
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ࡐࠬ࠲ශ


㧔⾗ᢱ㧤㧕

ᐔᚑ  ᐕᐲޟᖱႎᚻᲑᵴ↪ߦࠃࠆᢎ⢒⊛ᡰេᜰዉ⠪⎇ୃޠฃ⻠⠪ࡐ࠻ߦߟߡ

 ฃ⻠⠪ߪޔਅ⸥ߩⷐ㗔ߦߒߚ߇ߞߡࡐ࠻ࠍᚑߒޔឭߒߡߊߛߐޕ

㧝㧚ᚑߚߛߊࡐ࠻ߩ࠹ࡑౝኈ
 ᧄ⎇ୃߪޔ㓚ኂߩࠆሶߤ߽ߦኻߔࠆᖱႎᢎ⢒ᖱႎᚻᲑᵴ↪ߦࠃࠆᢎ⢒⊛ᡰេ㧔ࠕࠪࠬ࠹ࠖࡉ࠹ࠢࡁ
ࡠࠫ㧕ߦ㑐ߔࠆኾ㐷⊛⍮⼂߮ᛛ⢻ࠍ㜞ޔฦၞߢ⎇ୃࠍડ↹ታᣉߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆജࠍりߦઃߌࠆ
ߎߣࠍ⋡ᮡߣߒߡ߹ߔ⥄ߏޔߪߡߟޕりߩᖱႎᚻᲑᵴ↪ߦ㑐ߔࠆߎࠇ߹ߢߩข⚵ߣࠍୃ⎇ߩߎޔㅢߓߡ
ᷓߚߣ⠨߃ߡࠆᨩߦߟߡޕߐߛߊߡߣ߹ߦ࠻ࡐޔ
㧔㧝㧕ᖱႎᚻᲑᵴ↪ߦ㑐ߔࠆߎࠇ߹ߢߩข⚵
㧔㓚ኂߩࠆሶߤ߽߳ߩᖱႎᚻᲑࠍᵴ↪ߒߚᢎ⢒⊛ᡰេߦ㑐ߒߡ⥄ߏޔり߇ⴕߞߡ߈ߚข⚵㧕
㧔㧞㧕⎇ୃߢᷓߚߎߣ
㧔ߎߩ⎇ୃࠍㅢߓߡޔᷓߚߣ⠨߃ߡࠆᨩߦߟߡ ◲ẖߦ߅ᦠ߈ߊߛߐ㧕

㧞㧚ࡐ࠻ߩ᭽ᑼߣឭᦼ㒢
㧔㧝㧕ࡐ࠻ߩ᭽ᑼ
   ⸥ 2 ὐࠍ A4 1 ᨎ⒟ᐲߦ߹ߣߡߊߛߐޕ㧔᭽ᑼࠍෳᾖߒߡߊߛߐޕ㧕
㧔㧞㧕ឭᣣឭవ
8  17 ᣣ㧔㊄㧕߹ߢߦࡔ࡞ᷝઃߦࠃࠅ⎇ୃᖱႎ⺖⎇ୃଥ߹ߢឭߒߡߊߛߐޕ
߹ߚޔኾ↪ 9GD ࠨࠗ࠻ߩ㔚ሶળ⼏ቶߦ߽ޔ૬ߖߡឭߒߡߊߛߐޕ
㧔㧟㧕㑐ᔃߩ㜞㗄㧔ࠠࡢ࠼㧕
  ߥ߅⎇ޔⓥද⼏ߩࠣ࡞ࡊ✬ᚑߩෳ⠨ߣߒߡޔ㑐ᔃߩ㜞㗄ߦߟߡޔਅ⸥ࠠࡢ࠼ߦࠃࠅޔ
ᦨ߽㑐ᔃߩࠆ㗄ࠍ╙৻Ꮧᦸޔᰴߦ㑐ᔃߩࠆ㗄ࠍ╙ੑᏗᦸߣߒߡߩ࠻ࡐޔឭᤨᧄ࡞ࡔޔᢥ
ߦߡ߅⍮ࠄߖߊߛߐޕ
Ԙ㓚ኂߦᔕߓߚᯏེ↪ޔԙᢎ᧚ᚑޔԚࠕࠢࠪࡆ࠹ࠖޔԛ㧭㧭㧯ޔԛࡀ࠶࠻ࡢࠢ↪ޔ
Ԝߘߩઁ㧔 ౕ⊛ߦ߅ᦠ߈ߊߛߐ  㧕

㧔᭽ᑼ㧕      ᐔᚑ㧝㧥ᐕᐲᖱႎᚻᲑᵴ↪ߦࠃࠆᢎ⢒⊛ᡰេᜰዉ⠪⎇ୃ ࡐ࠻


 ฃ⻠⇟ภ     ᚲዻ㧦             ᳁ฬ㧦                  

㓚ኂ⒳㧔㧦ⷞⷡ㓚ኂޔ⡬ⷡ㓚ኂޔ⍮⊛㓚ኂޔ⢇ਇ⥄↱∛ޔᒙઁߩߘޔ㧔     㧕㧕

㧝㧚ᖱႎᚻᲑᵴ↪ߦ㑐ߔࠆߎࠇ߹ߢߩข⚵












㧞㧚⎇ୃߢᷓߚߎߣ㧔◲ẖߦ߅ᦠ߈ߊߛߐ㧕




̪ࡐ࠻ᚑߦᒰߚߞߡߩ⇐ᗧ㗄
 ឭߐࠇߚࡐ࠻ߪ߹߹ߩߘޔශ㧔⊕㤥ශ㧕ߒޔฃ⻠⠪ోຬ߳㈩ઃߔࠆ੍ቯߢߔߩ࠻ࡐޕᚑߦᒰߚ
ߞߡߪޔฦቇᩞᯏ㑐ߩㇱᄖ⒁ᖱႎ߮ੱᖱႎߩ⼔▤ℂߦ⇐ᗧߒߡߊߛߐޕ
 ߥ߅ޔߪ࠻ࡐߩߎޔᓟޔᒰ⎇ⓥᚲߩ⎇ⓥ⾗ᢱߣߒߡ߽↪ߐߖߡߚߛ߈߹ߔޕ
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㧔⾗ᢱ㧥㧕

⎇ⓥද⼏ߩታᣉౝኈ
ᦼ ᣣ
9  3 ᣣ㧔㧕
㧔13 ᤨ 15 ಽ㨪14 ᤨ 40 ಽ㧕

ታᣉౝኈ
㨇⎇ⓥද⼏㧝㨉
ㅴᣇߩࠝࠛࡦ࠹࡚ࠪࡦ
⃰ࡔࡦࡃ㗻วࠊߖ
⥄Ꮖ⚫
⃰㐳ࠍࠆޕ
ฦ࿁ߩมળ⠪⸥㍳⠪ࠍࠆޕ
⎇ୃᚑᨐ⊒ળ߹ߢߩ߅߅ࠃߘߩㅴᣇߦߟߡߒว߁ޕ

9  5 ᣣ㧔᳓㧕
㧔14 ᤨ 50 ಽ㨪16 ᤨ 15 ಽ㧕

㨇⎇ⓥද⼏㧞㨉
ฦ⃰ߢද⼏ࠍⴕ߁ޕ
ฦ࿁ߩมળ⠪ߪ⎇ⓥද⼏ߩㅴⴕࠍⴕ߁ޕ
ฦ࿁ߩ⸥㍳⠪ߪࠍ߆ߚߞ߇⺰⼏ߥ߁ࠃߩߤޔ㧭㧠 ߢ 1 ᨎߦ߹
ߣ㧔⾗ᢱ 10㧕ޔฦ⃰ߩታᣉࠣ࡞ࡊࡔࡦࡃߦޔᰴ࿁ߩ⎇ⓥද
⼏ߩ㓙ߦᷰߔޕ

9  6 ᣣ㧔ᧁ㧕
㧔9 ᤨ 15 ಽ㨪12 ᤨ 15 ಽ㧕

㨇⎇ⓥද⼏㧟㨉
ฦ⃰ߢද⼏ࠍⴕ߁ޕ

9  11 ᣣ㧔Ἣ㧕
㧔14 ᤨ 50 ಽ㨪16 ᤨ 15 ಽ㧕

㨇⎇ⓥද⼏㧠㨉
ฦ⃰ߢද⼏ࠍⴕ߁ޕ

9  12 ᣣ㧔᳓㧕
㧔13 ᤨ 15 ಽ㨪16 ᤨ 15 ಽ㧕

㨇⎇ⓥද⼏㧡㨉
ฦ⃰ߢද⼏ࠍⴕ߁ޕ

9  13 ᣣ㧔ᧁ㧕
㧔13 ᤨ 15 ಽ㨪16 ᤨ 15 ಽ㧕

㨇⎇ⓥද⼏㧢㨉
ࡐࠬ࠲ᚑࠍⴕ߁ޕ
ࡐࠬ࠲߇ቢᚑߒߚ⃰ߪޔශ╬ࠍⴕ߁ޕ
⊒ߩᣇߦߟߡᬌ⸛ߔࠆޕ

9  14 ᣣ㧔㊄㧕
㧔9 ᤨ 15 ಽ㨪11 ᤨ 45 ಽ㧕

㨇⎇ୃᚑᨐ⊒ળ㨉
ฦ⃰߆ࠄߩ⊒ࠍⴕ߁ޕ

㨇⎇ⓥද⼏ߩฦ⃰ߩㆇ༡ߦߟߡ㨉
⎇ⓥද⼏ߩᤨ㑆ߢߪޔฦ⃰ߩࡔࡦࡃߩ㑐ᔃߩࠆౝኈߦߟߡޔቇᩞ╬ߦ߽ߤߞߡ߆ࠄ⍮⼂ᛛ⢻ࠍߤ
ߩࠃ߁ߦ᥉ߐߖߡߌ߫ࠃ߆ߣ߁ⷰὐ߆ࠄୃ⎇ޔડ↹᩺ߦߟߡᬌ⸛ߔࠆޕ
ද⼏ߩㅴⴕߪޔฦ࿁ߩมળ⠪߇ⴕ߁ޕ
⃰㐳ߪޔታᣉࠣ࡞ࡊࡔࡦࡃߣߩㅪ⛊⓹ญߣߥࠆޕ
⎇ⓥᚲߩታᣉࠣ࡞ࡊࡔࡦࡃߪޔㆡቱޔഥ⸒ޔㅪ⛊⺞ᢛ╬ߦߚࠆޕ
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㧔⾗ᢱ㧝㧜㧕

⎇ⓥද⼏⼏㍳᭽ᑼ
⃰ ฬ
ᦼ ᣣ

ᐔᚑ٤ᐕ٤٤ᣣ 㧔  㧕   ٤ᤨ٤ಽ㨪٤ᤨ٤ಽ

⃰ࡔࡦࡃ

ද⼏ౝኈ
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㧔⾗ᢱ㧝㧝㧕

ᐔᚑ  ᐕᐲޟᖱႎᚻᲑᵴ↪ߦࠃࠆᢎ⢒⊛ᡰេᜰዉ⠪⎇ୃ࠻ࠤࡦࠕޠ
᳁ ฬ
㨇ߎߩࠕࡦࠤ࠻ߩ⋡⊛ߣ߅㗿㨉
 ߎߩࠕࡦࠤ࠻ߪ⎇ޔⓥᚲߦ߅ߌࠆ⎇ୃᬺߩᡷༀలታߩ⾗ᢱߣߐߖߡߚߛߊߚߦޔ࿁╵ࠍ߅㗿ߔ
ࠆ߽ߩߢߔޕ
 ࿁ߩᖱႎᚻᲑᵴ↪ߦࠃࠆᢎ⢒⊛ᡰេᜰዉ⠪⎇ୃߪޔ㓚ኂߩࠆሶߤ߽ߩᖱႎᢎ⢒ࠍᜂᒰߔࠆᢎ⡯ຬߢޔฦ
ㇺᐭ⋵߮ᜰቯㇺᏒߦ߅ߡᜰዉ⊛┙႐ߦࠆ⠪ߦኻߒߡޔᖱႎᚻᲑᵴ↪ߦࠃࠆᢎ⢒⊛ᡰេ㧔ࠕࠪࠬ࠹
ࠖࡉ࠹ࠢࡁࡠࠫ㧕╬ߩኾ㐷⊛⍮⼂߮ᛛ⢻ࠍ㜞ߩߘޔᜰዉജߩะࠍ࿑ࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߒߡ߹ߔޕ
 ߎߩࠃ߁ߥ⎇ୃߩ⋡⊛ࠍߏℂ⸃ߚߛ߈ߏߩ߳࠻ࠤࡦࠕޔදജࠍ߅㗿ߚߒ߹ߔޕ
㨇ᒰ㗄⋡ߦ٤ශࠍઃߌߩߘޔℂ↱߿߅᳇ߠ߈ߩὐߥߤߢ߈ࠆߛߌౕ⊛ߦ⸥ㅀߒߡߊߛߐޕ㨉
Σ ⎇ୃోߦߟߡ
ߎߩ⎇ୃߪޔᜰዉ⠪⎇ୃߣߒߡᗧ⟵ߢࠆߣᕁ߹ߔ߆ޕ
    (1) ߣߡ߽ᗧ⟵ߢࠆ
    (2) ᗧ⟵ߢࠆ
    (3) ߤߜࠄ߆ߣ߃߫ᗧ⟵ߢߪߥ
    (4) ᗧ⟵ߢߪߥ
  ߘߩℂ↱߿߅᳇ߠ߈ߩὐߥߤߦߟߡޕߐߛߊ߈ᦠ߅ޔ
                                                
                                                
                                                
Τ ⎇ୃౝኈߦߟߡ
 㧝㧚⻠⟵ታ⠌Ṷ⠌ߦߟߡ
  ߎߩ⎇ୃߩ⻠⟵ታ⠌Ṷ⠌ߪޔᜰዉ⠪⎇ୃߣߒߡᔅⷐߥ⍮⼂߿ᛛⴚࠍ⠌ᓧߔࠆߢᓎ┙ߟ߽ߩߢࠆߣ
ᕁ߹ߔ߆ޕ
    (1) ߣߡ߽ᓎ┙ߟ߽ߩߢࠆ
    (2) ᓎ┙ߟ߽ߩߢࠆ
    (3) ߤߜࠄ߆ߣ߃߫ᓎ┙ߚߥ
    (4) ᓎ┙ߚߥ
  ߘߩℂ↱߿߅᳇ߠ߈ߩὐߥߤߦߟߡޕߐߛߊ߈ᦠ߅ޔ
                                                
                                                
                                                
 㧞㧚⎇ⓥද⼏ߦߟߡ
  ߎߩ⎇ୃߢߪୃ⎇ޔડ↹ߦߟߡ⎇ⓥද⼏ࠍⴕ߹ߒߚ߇⎇ߩߎޔⓥද⼏ߪᜰዉ⠪⎇ୃߣߒߡᗧ⟵ߢ
ࠆߣᕁ߹ߔ߆ޕ
    (1) ߣߡ߽ᗧ⟵ߢࠆ
    (2) ᗧ⟵ߢࠆ
    (3) ߤߜࠄ߆ߣ߃߫ᗧ⟵ߢߪߥ
    (4) ᗧ⟵ߢߪߥ                            㧔ⵣ㕙ߦ⛯ߊ㧕
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ߘߩℂ↱߿߅᳇ߠ߈ߩὐߥߤߦߟߡޕߐߛߊ߈ᦠ߅ޔ
                                               
                                               
                                               
㧟㧚⎇ୃᚑᨐ⊒ߦߟߡ
 ߎߩ⎇ୃߢߪ⎇ޔⓥද⼏ߢߩᬌ⸛ࠍ〯߹߃ߡୃ⎇ࠆࠃߦ⊒࠲ࠬࡐޔᚑᨐߩ⊒ࠍⴕ߹ߒߚ߇ߩߎޔ
⎇ୃᚑᨐ⊒ߪᜰዉ⠪⎇ୃߣߒߡᗧ⟵ߢࠆߣᕁ߹ߔ߆ޕ
   (1) ߣߡ߽ᗧ⟵ߢࠆ
   (2) ᗧ⟵ߢࠆ
   (3) ߤߜࠄ߆ߣ߃߫ᗧ⟵ߢߪߥ
   (4) ᗧ⟵ߢߪߥ
 ߘߩℂ↱߿߅᳇ߠ߈ߩὐߥߤߦߟߡޕߐߛߊ߈ᦠ߅ޔ
                                               
                                               
                                               

Υ ೨ቇ⠌ߦߟߡ
  ߎߩ⎇ୃߢߪޔ㈩ା⻠⟵ߩⷞ⡬ߦࠃࠆ೨ቇ⠌ࠍታᣉߒߡ߹ߔޕ㈩ା⻠⟵ߩⷞ⡬ߦࠃࠆ೨ቇ⠌ߪޔല
₸⊛ߦ⎇ୃࠍㅴࠆߢലߢߞߚߣᕁ߹ߔ߆ޕ
    (1) ߣߡ߽ലߢࠆ
    (2) ലߢࠆ
    (3) ߤߜࠄ߆ߣ߃߫ലߢߪߥ
    (4) ലߢߪߥ
  ߘߩℂ↱߿߅᳇ߠ߈ߩὐߥߤߦߟߡޕߐߛߊ߈ᦠ߅ޔ
                                                
                                                
                                                
Φ ฃ⻠⠪↪ 9GD ࠨࠗ࠻ߦߟߡ
  ߎߩ⎇ୃߢߪޔฃ⻠⠪↪ Web ࠨࠗ࠻ࠍ⸳ߌߡ߹ߔޕฃ⻠⠪↪ Web ࠨࠗ࠻ߪࠍୃ⎇ޔṖ߆ߟലᨐ⊛ߦ
ㅴࠆߢലߢߞߚߣᕁ߹ߔ߆ޕ
    (1) ߣߡ߽ലߢࠆ
    (2) ലߢࠆ
    (3) ߤߜࠄ߆ߣ߃߫ലߢߪߥ
    (4) ലߢߪߥ
  ߘߩℂ↱߿߅᳇ߠ߈ߩὐߥߤߦߟߡޕߐߛߊ߈ᦠ߅ޔ
                                                
                                                
                                                
Χ ⎇ୃߦߟߡߩߏᗧߏᗵᗐ
ߘߩઁ↢ୃ⎇ޔᵴ㕙߽ޔ࿁ߩ⎇ୃߦߟߡߏᗧߏᗵᗐ╬ࠅ߹ߒߚࠄޕߐߛߊ߈ᦠ߅ޔ
                                                
                                                
                                                
                                                
ߏදജࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߒߚޕ
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ᐔᚑ  ᐕᐲޟᖱႎᚻᲑᵴ↪ߦࠃࠆᢎ⢒⊛ᡰេᜰዉ⠪⎇ୃޠ
ࠕࡦࠤ࠻⥄↱⸥ㅀ࿁╵
㧔ੱฬ⃰ޔฬޔᯏ㑐ฬޔຠฬ╬ߦ㑐ߔࠆ⸥ㅀ߇߹ࠇߡࠆ࿁╵ߪ⋭⇛ߒߚޕ㧕


Σ ⎇ୃోߦߟߡ
ޔߪୃ⎇ߩߎޟᜰዉ⠪⎇ୃߣߒߡᗧ⟵ߢࠆߣᕁ߹ߔ߆⸳߁ߣޠޕߦኻߔࠆฦㆬᛯ⢇ߩ࿁╵ߦ߅ߌ
ࠆ⥄↱⸥ㅀ࿁╵
߽ߡߣޟᗧ⟵ߢࠆޠ
․ᡰេᢎ⢒ߦ߅ߌࠆᖱႎᚻᲑߩᵴ↪ߦߟߡޔᄙᣇ㕙ߩߢ⻠⟵ౝኈ߇⚵ߺߎ߹ࠇߡࠆὐޕၞߦ
߅ߌࠆᖱႎᢎ⢒ߩᜰዉ⠪ߣߒߡߩᗧ⼂ߠߌߩ࡞ࠠࠬޔะߦ㊀ὐ߇⟎߆ࠇߡࠆὐޕ
ᐢߊ⎇ୃߢ߈ߚߩߪ⦟߆ߞߚޕ
ઁ⋵ߩᄙߊߩᣇߣޘᗧޔᖱႎ឵ࠍߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚߎߣ߿ޔᐢ▸࿐ߢᖱႎᚻᲑᵴ↪ߦߟߡߩ
ࠍ⡞ߊߎߣ߇ߢ߈ߚޕ
ᦨᣂߩᖱႎࠍᚻߢ߈ޕߔߢߚߞ߆ߚ߇ࠅࠎ߳ߚޔ
⎇ୃߩߩᐢߐޔౝኈߩᷓߐߦ߽ߣޔḩ⿷ߢ߈ࠆߣ߁ࠃࠅ߽ᦼޔᓙࠍߪࠆ߆ߦ߹ࠊࠆ߽ߩߢߒߚ⎇ޕ
ୃࠍฃߌࠆ೨ߣޔᓟߣߢߪޔ⍮⼂ߢࠆ߹߇⼂ޔᄌࠊߞߡࠆ⥄ಽ߇߹ߔޕ᥉ㅢቇ⚖ߢ⊒㆐㓚ኂߩఽ
┬ࠍฃߌᜬߜ߅ޔߕ߈ߢ߽ߣߎࠆߔ߁ߤޔᚻߍ⁁ᘒߢߞߚߩߢߔ߇⍾ޔṼߩਛߢޔ࿑ߣᣇ⏛㊎
ࠍᚻߦߒߚࠃ߁ߥ߽ߩߢߔޕ
ᄢᄌീᒝߦߥࠅ߹ߒߚޕ࿁ߢࠆߥߊߥ߇ୃ⎇ߩߎޔ㧔ᒻࠍ߆߃ߡᱷࠆࠄߒߢߔ߇㧕ߩߪᧄᒰߦᱷᔨߥ
᳇ᜬߜߥ⋥₸߇ߩ߁ߣޔᕁߢߔޕࠃࠅ߽ో࿖ߦࡀ࠶࠻ࡢࠢ߇ߢ߈ߚߣ߁ߩ߇̌⽷↥̍߆ߥޔ
ߣᕁߞߡ߹ߔޕ
․ᡰេᢎ⢒ߣߒߡ᳞ࠄࠇߡࠆὐࠍ✂⟜ߒߚౝኈߢޔᖱႎᚻᲑએߩ㓚ኂࠍ߽ߞߚఽ┬↢ᓤࠆޔ
ߪ㓚ኂ⠪ߩࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦࠍ⠨߃ࠆߢᄢᄌᗧ⟵ߢߒߚޕᖱႎߦ♖ㅢߒߡࠆ⠪߇ฃߌࠆ⎇ୃߣ
߁ᕁ߇ࠅ߹ߒߚ߇․ޔᡰេᢎ⢒ߦ៤ࠊࠆ⠪߇↢ᵴ႐㕙ޔቇ⠌႐㕙ߦ߅ߡᵴ↪ߒߡߊߢᄢ
ߥⷞὐ߿ᣇᴺࠍᢎ߃ߡߚߛ߈߹ߒߚޕߔ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޕ
Ꮻᩞߒߡᐢߡߊߦߚࠅߩୃ⎇ߩߘޔᣇޔડ↹ᣇᴺߦߟߡ߽ቇ߱ߎߣ߇ߢ߈ޕߚߞ߆⦟ޔ
⥄ಽߩਛߩ⺖㗴ߢߞߚޟAAC ߪߥߗᐢ߹ࠄߥ߆߁ߣޠ㗴ߦ⥄ಽߥࠅߩ⸃╵ࠍᓧࠆߎߣ߇ߢ߈ߚ
ߚޔߚ߹ޕᣣᧄฦߩవ↢ᣇߣᵹߒޔᖱႎ឵ߢ߈ࠆߎߣ߽ᗧ⟵ߢߞߚޕ
㧞ㅳ㑆ߣ߁⍴ᦼ㑆ߢߔ߇ޔฦㇺᐭ⋵ߩᖱႎᢎ⢒ࠍᜂᒰߒޔᜰዉ⊛┙႐ߦࠆ⠪ห჻߇ᗧޔᕁ߿
ᖠߺࠍ឵ߔࠆ႐ߦ߽ߥࠅޔฦၞߦᚯࠅޔߡߟߦࠫࡠࡁࠢ࠹ࡉࠖ࠹ࠬࠪࠕޔ⡯ຬߦႎ๔ߒޔታ
〣ߦะߌදജߒߡ߇ࠎ߫ࠆߙࠍࠡ࡞ࡀࠛ߁ߣޔᓧࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߒߚޕ
╙৻ࠬ࠹ࠫ߆ࠄ╙ਃࠬ࠹ࠫ߹ߢࠅޔෳട೨ߩᔃ᭴߃߇㆑ߞߚޕᗧ⼂ࠍ߽ߞߡขࠅ⚵ߚޕ㧔ߚߛޔ
ജ߇⿷ࠅߡ߹ߖࠎ߇㧕ౝኈ߽⋓ࠅߛߊߐࠎߢޔ᭽ߥޘᣇ㕙߆ࠄߩ߇⡞ߌߡ⦟߆ߞߚޕ
ᦨᣂߩᖱႎ߿⠨߃ᣇࠍ⡞ߊߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
ࠄࠁࠆ㓚ኂ⒳ߦኻߔࠆࠕࠪࠬ࠹ࠖࡉ࠹ࠢࡁࡠࠫߦߟߡޔቇ߱ߎߣ߇ߢ߈߹ߒߚߪ⑳ޕ⍮⊛㓚ኂࠍ
߽ߟሶߤ߽ߦ㑐ࠊߞߡ߹ߔ߇ޔㅢߔࠆㇱಽ߇߆ߥࠅࠆߎߣࠍᗵߓ߹ߒߚޕ
ᢥ⑼⋭ߩㅢ㆐ߥߤࠍߡߡ߽ޔᖱႎᚻᲑᵴ↪ࠍⓍᭂ⊛ߦⴕ߁ࠃ߁ޔ߇ࠆߡᦠޔᣇߩቇᩞߢߪߘޔ
ߎ߹ߢߩᗧ⼂ߪߥࠃ߁ߦᕁ߃ࠆࠄ߆⋵ޕ㧝ฬߣ߁ߩߪᱷᔨߢߪࠆ߇ߣߞ߽ޔᄙߊߩੱߦ⍮ߞߡ߽ࠄ
ߚಽ㊁ߢࠆ⥄⑳ޕり߽ޔᚯߞߡ߆ࠄᄙߊߩߎߣࠍવ㆐ߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥߣᒝߊᕁߞߚޕ
ߎࠇ߹ߢޔනߦᯏེ߿࠰ࡈ࠻࠙ࠛࠕߩ↪ߣ߁ⷰὐ߆ࠄߒ߆⠨߃ߚߎߣ߇ߥ߆ߞߚ߇ޔ᭽ߥޘ㓚ኂ⒳ߦ
ᔕߓߚޔᢎ⢒⊛ޔක≮⊛ߥߤⷺߥࠈࠈޔᐲ߆ࠄߩߒߢޕߚߞ߆ࠃ߽ߡߣޔ
᭽ⷞߥޘὐ߆ࠄޔᖱႎᚻᲑᵴ↪ߦߟߡ⠨߃ࠆᯏળࠍᜬߟߎߣ߇ߢ߈ߚޔߚ߹ޕ᥉Ბߪߥ߆ߥ߆⡞ߊߎߣ
ߩߢ߈ߥవ↢ᣇߩ⻠⟵ࠍฃ⻠ߢ߈ߡޕߚߞ߆⦟ޔ
ో࿖ߩࡔࡦࡃ߇㓸߹ߞߡ߇ߢ߈ࠆࠃᯏળߢࠆޕ
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ฦಽ㊁ߒࠄ߫ߔ߽ߡߣޔవ↢ᣇߛߞߚߣᕁ߹ߔޕ
ޟᗧ⟵ߢࠆޠ
᭽ߥޘᖱႎᚻᲑߩᵴ↪ߦߟߡޔ⟵⻠ޔṶ⠌߇ࠅޔᄙᣇ㕙ߦࠆⷞὐ߇㙃ࠊࠇߣߚߞߛୃ⎇⦟ޔᕁ
߹ߔ߁ࠈޔߪ⑳ޔߛߚޕቇᩞߦൕോߒߡ߅ࠅ߹ߔ߇ޔ⡬ⷡߦ㑐ߔࠆ⻠⟵߇ዋߥ߆ߞߚߩߪዋߒᱷᔨߢߒ
ߚޕ
ߎߩᯏળߢߥߣ⍮ࠆߎߣߩߢ߈ߥᖱႎ㧔ᣉ⸳ߦࠆᢎ᧚ᢎౕޔᯏེޔฦ⋵ߩ᭽ሶ⻠ޔṶ╬㧕ࠍᓧࠆߎ
ߣ߇ߢ߈߹ߒߚޕ
ኻ⽎ߣߥࠆ㓚ኂ⒳߇ᐢ߆ߞߚߩߢࠍୃ⎇ߣޘ⦡ߢࠎߎࠅ⛉ࠍ࠻ࡦࠗࡐߣߞ߽ޔฃߌߚ߆ߞߚߣ߁ᕁ
߽ࠆ߇ޔㅒߦ⦡ߥޘᖱႎᚻᲑߩࠍ⡞ߌޔᔕ↪ߒߡߌࠆㇱಽ߇߽ߡߣޔᄙߦ᳇ઃߌߚߩߪ⦟߆
ߞߚޕ
ࡔࡦࡃߩਛߦᯏེ╬ߩ↪⚻㛎ߩዋߥᣇ߇ฃߌࠄࠇߚߩ⋵ޕផ⮈ߩᲑ㓏ߢ߁߽ޔዋߒ⠨ᘦߒߚੱㆬ
߇ᔅⷐߢߪߥ߆ߣᗵߓߚޕ
⑳⥄りߪߊోߢ߹ޔᖱႎᢎ⢒ࠍᜂᒰߒߡ߈ߡߥ߆ߞߚߩߢ੍ޔ⍮⼂߇ߥߊߥߌߡߟޔᚲ߽ᄙ
ߊࠅ߹ߒߚ⥄ޕಽߩቇᩞߣߪ㆑߁㓚ኂ⒳ߩߎߣࠍߒߊ⍮ࠆߎߣ߇ߢ߈ߡࠃ߆ߞߚߢߔޕ
᭽ߥޘ㓚ኂ⒳ߩవ↢ߣᗧ឵ߢ߈ߚߎߣߪᗧ⟵ߢߒߚߩߘޕ㕙ޔᐢߊᵻߊߩ⻠⟵ߢ߽߁ዋߒជࠅਅ
ߍߚᖱႎࠍ⡞߈ߚߣ߁ᕁ߽ࠅ߹ߒߚޕᓟ߿ࡓࠜࡈޔ࿁㗂ߚ⾗ᢱࠍෳ⠨ߦ⥄ಽߥࠅߦ
⎇ୃࠍߒߚߣᕁ߹ߔޕ
ߎߎߩሽࠍ⍮ߞߚߎߣ߇ᄢᄌ⦟߆ߞߚߢߔޕ
߹ߢ⥄ಽߦߪߥ߆ߞߚⷞὐ⠨߃ᣇ߿⍮⼂ࠍᓧࠆߎߣ߇ߢ߈ߡᗧ⟵ߢߞߚޕታ⠌Ṷ⠌߇߽߁ዋߒ
ߞߡ߽ࠃߣᗵߓߚޕ
㧝㧜ᣣ㑆ߩ⎇ୃߥߩߢߩࠎߐߊߚޔౝኈࠍᓧࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ߇৻ޔㆊᕈߩ߽ߩߦߥࠅ߆ߨߥߣޔᕁߞߚޕ
߿ߪࠅޔ㧝㧜ᣣ㑆ߢࠇ߫⻠ߩੱ৻ޔᏧ߇㧝ㅳ⋡ߣ㧞ㅳ⋡ߦ⻠⟵ߐࠇߡ߽ࠃ߆ߞߚ߆ߥߣޔ᰼߫ࠅߥߎ
ߣࠍ⠨߃ߡ߹ߔޕ
ᖱႎᚻᲑᵴ↪ߦߟߡߩᣇะᕈߣ⦡ߥޘᖱႎࠍ⍮ࠆߎߣ߇ߢ߈ޕߚߞ߆ࠃޔ
ᵻߊᐢߊߩࠃ߁ߥᗵߓ߇ߒߚߥߊߒߦࡦࠦ࠰ࡄޕ⠪ߦߣߞߡߪࠃߊಽ߆ࠄߥㇱಽ߇ᄙ߆ߞߚࠇߎޕ
ߛߌߩߎߣࠍߔࠆߦߪᦼ㑆߇⍴ޕ
ޟᖱႎᚻᲑᵴ↪ߦࠃࠆߣޠฬࠍ߁ߞߡࠆߎߣߣ⋡ߩࠫࡠࡁࠢ࠹ࡉࠖ࠹ࠬࠪࠕޔᜰߔߣߎࠈߦዋߒ㆑
ᗵ߇ࠅ߹ߒߚޕᎿᄦߒߡ߈ߚߣᕁ߹ߔޕ

Τ ⎇ୃౝኈߦߟߡ
 㧝㧚⻠⟵ታ⠌Ṷ⠌ߦߟߡ
⟵⻠ߩୃ⎇ߩߎޟታ⠌Ṷ⠌ߪޔᜰዉ⠪⎇ୃߣߒߡᔅⷐߥ⍮⼂߿ᛛⴚࠍ⠌ᓧߔࠆߢᓎ┙ߟ߽ߩߢࠆߣ
ᕁ߹ߔ߆⸳߁ߣޠޕߦኻߔࠆฦㆬᛯ⢇ߩ࿁╵ߦ߅ߌࠆ⥄↱⸥ㅀ࿁╵
߽ߡߣޟᓎ┙ߟ߽ߩߢࠆޠ
ߘࠇߙࠇߩ㓚ኂߩၮᧄ⊛ߥ⍮⼂ߣޔICT ᵴ↪ߩⷞὐߦߟߡౕޔࠍㅢߒߡ⠌ᓧߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚὐޕ
․ᡰេᢎ⢒ߦ߅ߌࠆ ICT ߩᵴ↪ߦߟߡޔ╷ߩⷞὐ߆ࠄߚ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃ࠄߣޔὐޕ
ߔߴߡߩ㓚ኂ⒳ߦ߅ߌࠆ⻠⟵߇ࠅޔᐢ⍮⼂ࠍᓧࠆߎߣ߇ߢ߈ߚޕታ⠌ޔṶ⠌ߢߪޔᢎ᧚ߩᚑޔᯏ
ེߩᠲ㛎╬ߢޔ⍮⼂ޔᛛⴚࠍ㜞ࠆߎߣ߇ߢ߈ߚޕ
࿁ߩ⎇ୃߪޔᢎຬ⚻㛎ᐕᢙߩᵻ⥄ಽߦߣߞߡߪ⥝߽ߡߣޔᷓ⻠⟵ౝኈ߇ᄙ߆ߞߚޕ
ᦝߦᤨޔ㑆ࠍߣߞߡᷓߚౝኈ߽ࠅ߹ߒߚޕ
⻠⟵ޔታ⠌ޔṶ⠌ࠍฃߌࠆߩ┙႐ߦ┙ߡߚߎߣߩߘޔߚ߹ޔ㓙ߩᜰዉ⠪ߣߒߡߩ⍮⼂߿ᛛⴚࠍ⠌ᓧߢ߈
ߚߎߣ߇ߣߡ߽ࠃ߆ߞߚޕ
ߘࠇߙࠇߩౝኈߪߩߢ߹ࠇߎޔታ〣ࠍᝄࠅࠆᗧߢ߽߽ߡߣޔᗧ⟵ߢߒߚᤨޕ㑆ਇ⿷ߩ⻠⟵߽ࠅޔ
ౝኈࠍ৻ㇱ⋭⇛ߣ߁ߎߣߦ߽ߥࠅ߁߽ޔዋߒ߅ࠍુ߃ߚࠄߣᕁ߁ߎߣ߇ࠅ߹ߒߚޕ
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⻠⟵ߛߌߢߪߥߊޔታ⠌߇ߢ߈ࠃ߆ߞߚޕPC ߢߩታ⠌ࠍ߽ߞߣߒߚ߆ߞߚޕ
㧞ㅳ㑆ߣ߁⍴ᦼ㑆ߩਛߢᐢ⎇ୃ߇ߢ߈ߥޘ⦡ޔᣇ㕙߆ࠄ⠨߃ࠄࠇࠆࡅࡦ࠻ࠍᓧࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߒ
ߚ࠴࠶ࠗࠬޕࠅޔᭉߒ߆ߞߚߢߔޕ
⻠⟵৻ߟ৻ߟ߇ਛり߇Ớߊޔ᭽ߥޘ⍮⼂߿ᖱႎࠍᓧࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ߆ࠄోޔߚ߹ޕ࿖߆ࠄవ↢ᣇ߇㓸߹ߞ
ߡߡޔฦㇺᐭ⋵ߩᖱႎ឵߽ߢ߈ޔߊߥߢߌߛ⟵⻠ޕߚߞ߆⦟߽ߡߣޔታ⠌߽ߞߚߩߢࠃࠅ⦟߆
ߞߚޕ
Ṷ⠌ߢߪౕࠅࠃޔ⊛ߦᵴേߢ߈ߚߩߢޕߚߞ߆ࠃޔ
ᯏེߩ↪߿ࡈࠖ࠶࠹ࠖࡦࠣߩṶ⠌ߥߤߪޔ⢇ਇ⥄↱ఽ߇ਛᔃߛߞߚޕ㊀ᐲߩ⍮⊛㓚ኂఽ߿⥄㐽∝ఽ
߳ߩ VOCA ╬ߩ↪ࠍ߽ߞߣ⍮ࠅߚ߆ߞߚޕ
ቇᩞ႐ߦߡߪޔ⍮ࠆߎߣߩߢ߈ߥࠃ߁ߥޔవㅴ⊛ޔ㜞ᐲߥౝኈߦ߰ࠇࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߒߚޕ
⑳⥄りࡦࠦ࠰ࡄޔ㧩ᖱႎߣ߁⠨߃ߢߩߘޔ߇ߚ᧪ߦୃ⎇ޔ⠨߃߇ߐߪ߆ߛߞߚߎߣࠍᕁߒࠄߐࠇߚޕ
ᄙߊߩታ〣ࠍቇ߱ߎߣ߇ߢ߈ޔሶߤ߽ߚߜ߳ߩᜰዉߩ߇ᐢ߇ߞߚߣ⏕ାߒߡࠆޕ
ᐳቇߛߌߢߥߊޔ㛎⊛ߥౝኈ߽ᄙߊขࠅࠇߡ߅ࠅ⥄ޔߚ߹ޕߚߞ߆ࠃߡߞ߇ࡂࡔޔಽ߇⎇ୃ⻠
ᐳࠍ㐿ߊߦߚߞߡޔ᳇ࠍߟߌࠆὐߥߤ߽߃ߡ߈ߡࠃ߆ߞߚޕ
⥄ಽߩ߹ࠅ⍮ࠄߥ߆ߞߚޔⷡⷞޔ⡬ⷡ㓚ኂ⠪ߩᡰេ࠷࡞╬ࠍࠆߎߣ߇ߢ߈ߚޕ
⍮ࠄߥߎߣ߽ቇߴߡߣߡ߽ࠃ߆ߞߚޕ
⋓ࠅߛߊߐࠎߩౝኈߢ߽ߡߣޔలታߒߡㆊߏߐߖߡ㗂߈߹ߒߚޕ
ޟᓎ┙ߟ߽ߩߢࠆޠ
ᣢ⠌ߩ߽ߩ߇ᄙ߆ߞߚ߇ޔ⍮⼂ߣߒߡᓧࠄࠇࠆ߽ߩ߽ߞߚޕࠃࠅޔᜰዉ⠪ߩⷞὐߢ⎇ߦ߁ࠃߩߤޔ
ୃࠍ㐿ߌ߫ޔ⡞߈ᚻߦಽ߆ࠅ߿ߔߩ߆ࠍޔᄙߊߩవ↢ᣇߩ⻠⟵߆ࠄቇߴ߹ߒߚޕ
⥄ಽ⥄りߩࠬࠠ࡞ࠕ࠶ࡊߦߣߡ߽ᓎ┙ߞߚ߇ޔ႐ߢߪޔߛ߹ޔᖱႎᯏེߣ⡞ߚߛߌߢᢘ㆙ߔࠆ⡯ຬ߽
ᄙߚߞ߁ߘޕᣇୃ⎇ߦޘᚑᨐࠍߒߡߊὑߩ৻ഥߣߒߡޔ࿁ߩ⎇ୃߩ⾗ᢱ߇ߣߡ߽ᗧ⟵ߛ߇ޔ
ߢ߈ࠇ߫㔚ሶᖱႎߢࡈࠜࡓߦ⟎ߡਅߐࠆߣ 3rd ࠬ࠹࠶ࡊߦ↢߆ߖࠆߣᕁߞߚޕ
⻠⟵ߣታ⠌ߩᲧセࠍห╬ߦ⸳ቯߔࠆߩ߇ࠃࠅࠃޕ㜞ᐲߥᵴ↪ᣇᴺࠍቇ߮ߚߣᕁߞߡෳടߒߡࠆ⠪߽
ࠆߣᕁ߁ޕ
ᜰዉ⠪ߣߒߡߣ⠨߃ࠆߥࠄ߫ޔ࿁߅⡞߈ߒߚ⻠⟵ࠍ߽ߣߦ⥄ಽߥࠅߦᷓߡߌ߫ࠃߣ߁ࡅ
ࡦ࠻ࠍߒߡ߽ࠄߞߚࠃ߁ߦᕁ߹ߔޕ
⥄ಽߩ⍮ࠄߥࠨࠗ࠻߿ࡊࡦ࠹࡚ࠪࡦߩലᨐ⊛ߥ⊒ାߩᣇࠍቇ߱ߎߣ߇ߢ߈߹ߒߚޕ
᥉Ბ⡞ߊߎߣ߇ߢ߈ߥౝኈߩ⻠⟵߇ߞߡઁޔߚ߹ޔ⒳ߩ㓚ኂߦߟߡℂ⸃ࠍᷓࠄࠇ߹ߒߚޕ
ࠆ⒟ᐲߩߎޔಽ㊁ߩข⚵ࠍߒߡߚߩߢޔᣢߦ⍮ߞߡࠆߎߣ߽ߞߚ߇ޔᷓㇱಽ߿ᣂߒㇱಽ߽
ࠅޔߚ߹ޔᣂߚߥታ〣ߦᓎ┙ߡࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ߽ߩߢࠆߣᗵߓߚޕ
⻠⟵ߩౝኈ߇㊀ⶄߒߡࠆ႐ว߇ᄙߊߞߚ⺞ޔ߫ࠇ߈ߢޕᢛߒߡ߽ࠄࠅࠃޔᄙߊߩ⍮⼂ޔᖱႎࠍવ߃
ߡ߽ࠄ߃ࠆߣࠅ߇ߚߩ࠲ࠢࠚࠫࡠࡊޔߢ⟵⻠ߩ߆ߟߊޔߚ߹ޕౝኈߣᚻరߦ㈩ࠄࠇߚ⾗ᢱߩౝ
ኈ߇⇣ߥߞߡߚࠅޔᖱႎᵴ↪ߣోߊ⇣ߥࠆ⻠⟵ౝኈߢᦨᓟ߹ߢߒࠍߐࠇߚࠅߒߡߚߩ߇ޔ᳇ߦߥ
ߞߚޕ
᭽ⷞߥޘὐ㧔ⷰὐ㧕߆ࠄޔᖱႎᚻᲑᵴ↪ࠍߣࠄ߃ߡޔ⍮⼂ᛛⴚࠍ⠌ᓧߢ߈ߚߩߪ߽ߡߣޔᗧ⟵ߢޔᓎ
ߦ┙ߟ߽ߩߢࠆߣ⸒߃ࠆޕ
ߒวߢߪޔዋߒᤨ㑆߇⿷ࠅߥ߆ߞߚߩ࠴࠶ࠗࠬޕታ㓙߇ࠃߊಽ߆ߞߚޕ

 㧞㧚⎇ⓥද⼏ߦߟߡ
ୃ⎇ޔߪߢୃ⎇ߩߎޟડ↹ߦߟߡ⎇ⓥද⼏ࠍⴕ߹ߒߚ߇⎇ߩߎޔⓥද⼏ߪᜰዉ⠪⎇ୃߣߒߡᗧ⟵ߢ
ࠆߣᕁ߹ߔ߆⸳߁ߣޠޕߦኻߔࠆฦㆬᛯ⢇ߩ࿁╵ߦ߅ߌࠆ⥄↱⸥ㅀ࿁╵
߽ߡߣޟᗧ⟵ߢࠆޠ
᭽ߥޘ⠨߃ᣇ┙ޔ႐ߩ⠪߇ޔද⼏ߔࠆߎߣߢวᗧࠍᒻᚑߔࠆㆊ⒟ࠍ⚻㛎ߢ߈ࠆޕ
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㓚ኂ⒳ߩ㆑߁వ↢ᣇߣߒวࠍ㊀ߨࠆਛߢߥࠈࠈޔᗧ߿ᖱႎࠍ⡞ߊߎߣ߇ߢ߈ⷞޔ㊁߇ᐢ߇ߞߚޕ
߹ߚޔవ↢ᣇߩ⎇ୃ߿ᢎ⢒ߦ⥃ᆫߦߪᄢᄌߥೝỗࠍฃߌߚޕ
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ᩞോࠍⴕߥ߇ࠄߩ೨⎇ୃߛߞߚߩߢޔᔔߒߊߥࠃ߁ߦ㈩ᘦߒߡߊߛߐߞߚ߽ߩߛߣᕁ߁ߩߢߔ߇ޔ
࿁ߩౝኈߢߒߚࠄޔ㈩Ꮣ⾗ᢱߛߌߢࠃ߆ߞߚߩߢߪߥ߆ߣᕁ߹ߔޕ
߽߁ዋߒᷓౝኈߢߞߡ߽ࠃߣᕁ߁ޕ
ⷞ⡬ߒߡෳടߒߚ߇ⷞޔ⡬ߒߡߥߊߡ߽㗴ߩߥౝኈߛߞߚޕ㧔หߓࠃ߁ߥౝኈࠍࠝࠛࡦ࠹࡚ࠪ
ࡦߢⴕߞߡߚޕ㧕
߽ߞߣߚߊߐࠎ⻠⟵߿⺖㗴߇ࠆߣᕁߞߡߚޕ
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Φ ฃ⻠⠪↪ 9GD ࠨࠗ࠻ߦߟߡ
ޔߪߢୃ⎇ߩߎޟฃ⻠⠪↪ Web ࠨࠗ࠻ࠍ⸳ߌߡ߹ߔޕฃ⻠⠪↪ Web ࠨࠗ࠻ߪࠍୃ⎇ޔṖ߆ߟലᨐ⊛ߦ
ㅴࠆߢലߢߞߚߣᕁ߹ߔ߆⸳߁ߣޠޕߦኻߔࠆฦㆬᛯ⢇ߩ࿁╵ߦ߅ߌࠆ⥄↱⸥ㅀ࿁╵
߽ߡߣޟലߢࠆޠ
ᖱႎࠍߔࠆߎߣߢ⺖ޔ㗴⸃ߦะߌߚදߩข⚵߇ଦㅴߐࠇࠆὐޕ
⎇ୃᤨ㑆ᓟ߽ Web ߢᖱႎ឵ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߩୃ⎇ޔㅢߒ߿ޔᔃ᭴߃ࠍᜬߟߎߣ߇ߢ߈ߚޕ
೨߆ࠄ↪ߢ߈ߚߩߪ⦟߆ߞߚޕ
ࠈࠈߥᖱႎࠍᓧࠆߎߣ߇ߢ߈⎇ޔⓥද⼏ߩ⸥㍳ࠍߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚߎߣߥߤޕߚߞ߆ࠃ߽ߡߣޔ
ᩞౝߢߩࠣ࡞ࡊ࠙ࠛࠕ᭴▽ߩෳ⠨ߦ߽ߥࠅ߹ߒߚޕ
ᄙߊߩవ↢ᣇ߆ࠄޔᜬߞߡࠆᖱႎࠍߩߖߡߚߛߚߩߢޔෳ⠨ߦߥࠅ߹ߒߚޕቇᩞߢᵴ↪ߐߖߡߚ
ߛ߈߹ߔޕ
ߐߔ߇ޔᖱႎᢎ⢒ߩ⎇ୃળߛߣ߁ᗵߓ߇ߒ߹ߒߚޕ
ߎ߁ߞߚ⡯ຬะߌߩᖱႎᚻᲑᵴ↪߽ߩୃ⎇ޔᯏળ߇ࠆߣሜߒޕฦቇᩞනߢޔᜂᒰ߇ᚻߐߋࠅߢࠨ
ࡃࠍߚߡߚࠅࠍࠢࡢ࠻࠶ࡀޔ᭴▽ߒߚࠅߒߡࠆߩߢޕ
ࠊࠁࠆ̌╙㧟ࠬ࠹ࠫ̍ߣߒߡฃ⻠ᓟ߽ ߊࠄ߫ߒޔWeb ࠨࠗ࠻ࠍㅢߒߡ⎇ୃߢ߈ࠆ߆ࠄޕ
ߣߡ߽Ṗߢലᨐ⊛ߦ⎇ୃࠍㅴࠆߎߣߩߢ߈ߚ࠷࡞ߛߞߚޕ
ઁߩࠣ࡞ࡊߢߩ㗴߽ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߡޕߔߢߚߞ߆ࠃޔ᭽ߥޘᖱႎࠍᓧࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߒߚޕ
ઁߩవ↢ᣇߣߩᖱႎߩ߿ࠅߣࠅ߇ߣߡ߽ࠬࡓ࠭ߦߢ߈ߣߚߞ߆ࠃޔᕁ߹ߔࠢࡢ࠻࠶ࡀޕࠅߣ߁
ߎߣߪࠍߣߎ߁߁ߎޔᜰߔߩߛߣ⏕ߔࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߒߚޕ
⎇ୃᤨ㑆એᄖߩቇ⠌ߢലߦᵴ↪ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚޕ
ࠈࠈߣᖱႎ឵߇ߢ߈ߚߒ⾗ޔᢱ߿ᖱႎߩ߽ኈᤃߢߞߚޕෳട⠪ะߌߩࠢࡠ࠭࠼ߥࠨࠗ࠻ߥ
ߩߢᔃᗵ߇ࠆୃ⎇ޕᓟ߽ᵴ↪ߒߡߌࠇ߫ࠃߣᕁ߁ޕ
Ფᣣޔᦺޔᤤޔᄕ߅ޕߚߒ߹ߡߒࠢ࠶ࠚ࠴᥅ޔߩᖱႎ឵߇ࠬࡓ࠭ߦߢ߈⥝ࠎߐߊߚޔߩࠆ
⾗ᢱࠍᓧࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߒߚޕᐕᐲਛߣ⸒ࠊߕߦޔߣߞߕޔ㐿ߡߡ߶ߒߢߔޕ
ᖱႎ឵߿ࡈࠔࠗ࡞ߩ߇ޔṖߦⴕ߃ߡ⦟߆ߞߚޕ
ᦼ㑆ߛߌߢߥߊޔ೨ᓟ߽߃ࠆߎߣ߇ࡔ࠶࠻ޕ
ᖱႎߩ߇ߢ߈ޔᗧ⟵ߛߞߚޕ
ࠣ࡞ࡊߢߥ߆ߥ߆㓸߹ࠆߎߣ߇ߢ߈ߥߩߣߩࠇߙࠇߘޔᜬߞߡࠆ᭽ߥޘᖱႎࠍ◲නߦ឵ߢ߈ߡࠃ
߆ߞߚޕ
ࡈࠔࠗ࡞ࠍߢ߈ߚࠅޔឝ␜᧼ߢߩળߥߤޔᗧ⟵ߢߞߚޕ
ᖱႎ឵ߩࠃ႐ߢߞߚޕ
Web ߢߩᗧ឵߇ᵴ⊒ߦⴕࠊࠇߡߡߦ࠻ࡦ࠲ࠬࡦࠦޔᖱႎࠍᓧࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߒߚޕ
ޟലߢࠆޠ
ㅪ⛊ߪࠅߣࠅ߿ߩ࠲࠺ޔଢߢߒߚޕ
ߤߎ߆ࠄߢ߽ࠇࠆޕᣇะߢᗧ឵߽ߢ߈ޔᓟߩዷ㐿ߦᦼᓙ߇߽ߡࠆޕ
߽߁ዋߒޔWeb ࠨࠗ࠻ࠍᱷߒߡ߅ߡ᰼ߒޕ
᧪ࠆ೨߆ࠄᖱႎ឵߇ߢ߈ޕߚߞ߆ࠃޔ
⥄⋵ߦ߽ߤߞߡ߽ߩ⋵ઁޔవ↢ᣇߣߩᖱႎ឵߿⎇ⓥᚲ߆ࠄߩᖱႎࠍᚻߢ߈ࠆޕ
࠺࠲ߩฃߌᷰߒ߇ᭉߢߒߚޕ
߹ߐߒߊޔᖱႎᚻᲑߩᵴ↪ߛߣᕁ߹ߔޕ
߅߽ߒࠈข⚵ߢߒߚޔߛߚޕലߢࠆߣ߁⹏ଔߦߣߤߐߖߡ߽ࠄߞߚߩߪ╙ޔ㧟ࠬ࠹ࠫ߇ᐕౝ
߹ߢߣ߁ߎߣ߇ࠅ߹ߔߩߎޕಽ㊁ߦ៤ࠊࠆᢎຬߪޔరߦᚯࠆߣዋߥߊޔᖱႎᚻᲑ߇߶ߣࠎߤࠅ
߹ߖࠎ߁߽ޔࠄߚ߈ߢޕዋߒᦼ㑆ࠍߩ߫ߒߡߚߛ߈ޔࠄ߆ߩᒻ߇ߢ߈ࠆ߹ߢߩᯅᷰߒࠍߒߡߚߛ
ߌߚࠄߣᕁ߹ߔޕ
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Χ ⎇ୃߦߟߡߩߏᗧߏᗵᗐ
 ↢ୃ⎇ޔઁߩߘޟᵴ㕙߽ޔ࿁ߩ⎇ୃߦߟߡߏᗧߏᗵᗐ╬ࠅ߹ߒߚࠄߣޠޕߐߛߊ߈ᦠ߅ޔ
߁⸳ߦኻߔࠆ⥄↱⸥ㅀ࿁╵㧔࿁╵ࠍಽ㘃ߒޔౝኈࠍߔߒࠍઃߌߚ㧕
㨇ࠃ߆ߞߚ㨉
ห↢ᵴࠍߔࠆߎߣߢޔฃ⻠⠪ห჻ߩࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦ߇ᷓ߹ߞߚޕ㧔⎇ୃౝኈࠍᷓࠆߎߣޔၞᖱ
ႎߦ㑐ߔࠆߎߣޔᜰዉౝኈ߿ᣇᴺߦ㑐ߔࠆߎߣߥߤࠍ⺖㗴ߣߒߡᵹࠍᷓࠆߎߣ߇ߢ߈ߚޕ㧕
⍮⼂ޔᛛⴚ߽ᵻ߹߹ෳടߒߡߒ߹ޟޔᜰዉ⠪⎇ୃ߁ߣޠౝኈߦߪ⑳ߪኻ⽎ᄖߛߞߚ߆߽ߒࠇ߹ߖࠎޕ
߇ᧄޔᒰߦߚߊߐࠎߩ⍮⼂ޔᖱႎࠍᓧࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߒߚోߚ߹ޕ࿖ߩవ↢ᣇߣߩ߹߈ߢ߽ࠅ߇ߥߟޔ
ߒߚߢߎߎޕቇࠎߛߎߣࠍቇᩞޔၞߦㆶరߒߡ߈ߚߣᕁ߹ߔޕ
ᄢᄌ⥝ᷓߊߥࠈࠈޕߚߒ߹߈ߛߚߡߖߐୃ⎇ޔಽ㊁ߦ߅ߡߩࠎߐߊߚޔᖱႎࠍᓧࠄࠇࠆߎߣ߇
ߢ߈ޔᗧ⟵ߢߒߚޕߚߒ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޕ
ߣߡ߽ᗧ⟵ߥ㧞ㅳ㑆ߢߒߚࠍୃ⎇ߩߎޕᵴ߆ߒߡᓟߩ↢ᵴߢߣߚ߈ߡߒ߆↢ޔᕁ߁ޕ
㧞ㅳ㑆ߦࠊߚࠅ߅ࠎ߳ߚޔߦߥࠅ߹ߒߚޕ
ࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߒߚୃ⎇ޔߦ․ޕᜂᒰߩవ↢ᣇߦߪޔᲤᣣ⾗ᢱࠍḰߒߡߚߛߡ߅⦟߽ߡߣޔ
↥߇ߢ߈߹ߒߚ߿ୃ⎇ࡊ࡞ࠣޔߚ߹ޕⓨ߈ᤨ㑆ߦഥ⸒ߒߡߊߛߐߞߚవ↢ᣇߦ߽ᗵ⻢↳ߒߍ߹ߔޕ
߅ᔔߒਛᧄޔᒰߦ߅ߦߥࠅ߹ߒߚޕ
⎇ୃ↢ᵴ㕙ୃ⎇ޔౝኈ⑳ޔ㆐ߦኻߔࠆࠨࡐ࠻╬ᦼޔᓙએߩ߽ߩ߇ࠅ߹ߒߚޔߡߞߣߦ⑳ޕ㐳ᢎຬ
↢ᵴߩਛߢ߽․╩ߔߴ߈㛎ߢߞߚߣᕁ߹ߔ⻠ޕᏧߩᣇࠍୃ⎇ޔޘᡰ߃ߡߊࠇߚࠬ࠲࠶ࡈߩᣇޔߦޘ
ᔃ߆ࠄᗵ⻢ߒߚߣᕁ߹ߔߢߎߎޔ߇ࠎߖ߹ࠅ߆ࠊ߆ࠆ߈ߢߢ߹ߎߤޕߚߒ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޕᓧ
ߚߎߣࠍ႐ߢㆶరߒߚߣᕁ߹ߔޕ
⡯႐ߩ⊝ߐࠎ߳ᚑᨐࠍㆶరߒߚߢߔߒߚߞ߁ߎޔᯏળࠍ⚻ߣߞ߽ߣߞ߽ޔ㛎ߢ߈ࠆߣޔ⡯ຬߩࡕ࠴ࡌ
࡚ࠪࡦ߇߇ࠆߣᕁ߹ߔޕᯏળࠍਈ߃ߡਅߐࠅޕߚߒ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޔ
↢ᵴ㕙ߪࠈࠈ㈩ᘦߚߛ߈߽ߦୃ⎇ޔᕁߞ߈ࠅߩߙ߹ߒߚߩࡈ࠶࠲߽ࠬࠇߎޕᣇޕߔߢߍ߆߅ߩޘ
ࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߒߚޕ
㧞ㅳ㑆߅ޔߦߥࠅ߹ߒߚޕᄙߊߩᖱႎࠍᓧࠄࠇߚߎߣޔฦߦ⍮ࠅว߇ߢ߈ߚߎߣߪ⾆߽ߡߣޔ㊀
ߢߒߚޕߚߒ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޕ
⥄ಽ⥄り⚻ޔ㛎߽ᵻߊ⺖ߩࠄ߆ࠇߎޔ㗴߇ࠍୃ⎇ߩߎޔㅢߒߡߺߟߌࠆߎߣ߇ߢ߈߽ߡߣޔᗧ⟵ߢߒߚޕ
ᧄᒰߦࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߒߚޕ
ቇᩞߦᚯࠅޕߚߒ߹߈ߢ߇ߣߎߊߛߚࠎߐߊߚࠍࠡ࡞ࡀࠛ߁ߣߚߺߡߞ߿߽ࠇޔߚߒ߽ࠇߎޔ
߹ߕߪࠈࠈޔቇࠎߛߎߣࠍવ߃ޔߡߟߦߣߎߩߘޔᾲߒวࠍⴕޔሶߤ߽㆐ߩᜰዉߦ߆
ߒߡ߈ߚߣ⠨߃ߡ߹ߔޕ㧞ㅳ㑆ࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߒߚޕ
ᄢᄌീᒝߦߥࠅ߹ߒߚޕቇᩞ߽߳ߜ߆߃ࠅޔዋߒߢ߽႐ߦㆶరߒߡ߈ߚߣᕁ߹ߔ߅ޕߦߥࠅ
߹ߒߚޕ
⎇ⓥᚲߩవ↢ᣇ߇߽ߡߣޔᾲᔃߢߩߤޔᣇ߽ᣇ߫߆ࠅߢޔㆊߏߒ߿ߔߊዬᔃ߇ࠃ߆ߞߚߢߔޕᄢᄌ
߅ߦߥࠅޕߚߒ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޔ
ࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߒߚޕ
ߎߩࠃ߁ߥᗧ⟵ߥ⎇ୃ߇ޔᐕᐲߢ⚳ࠊࠆߩߪߣߡ߽ᱷᔨߢߔ߽ߣ߭ߗޕౣ㐿ߐࠇࠆߎߣࠍᦸߺ߹ߔޕ
㧞ㅳ㑆ࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߒߚޕ
⦡ߥޘᣇߩදജߢޔ࿁ߩ⎇ୃࠍฃߌࠆߎߣ߇ߢ߈ߚࠆ᧪ޕ೨ߪߩ╬⟵⻠ޔᢙߦ߇߆ࠆߌߡߟޔਇ
ߢߞߚ߇ୃ⎇ޔౝኈ߇లታߒߡߡ߁ߣߞޔ㑆ߦ⚳ࠊߞߡߒ߹ߞߚࠃ߁ߥ᳇߇ߔࠆߩߎޕಽ㊁ߩ
ኾ㐷ᕈࠍ⏴߈ߚߣ߁᳇ᜬߜ߽ᒝߊߥߞߚߩ⎇✚․ޕవ↢߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޔ߹ߐ⊝ߩࡈ࠶࠲ࠬޔ
ߒߚޕ
࿁ޔ߇ߔߢߣߎ߁ߣੌ⚳ߪୃ⎇ߩߎޔᣣᧄߩ․ᡰេᢎ⢒ߩ⊒ାߣߒߡ߆ߣࠎߥޔᓳᵴ㧔ᣂ⸳㧫㧕
ߐߖߡߚߛ߈ߚߣᕁ߹ߔޕᄙߊߩߎߣࠍቇ߱ߎߣ߇ߢ߈߹ߒߚޕߚߒ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޕ
ߣߡ߽ഥ߆ࠅ߹ߒߚޕ࿁ߢᦨᓟߣ߁ߎߣߢߔ߇ߣߛ߈ߴࠆߌ⛯ޔᕁ߹ߔޕ
 ߗ߭ޕߔߢߒ߶ߡߌ⛯ޔ
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㨇ߘߩઁ㨉
㐿⻠ᑼߩ߅ߦ߽ߞߚࠃ߁ߦޔ࿁ߩ⎇ୃ߇ᦨᓟߦߥࠆ߆߽ߣ߁ߎߣߪޔᱷᔨߦᕁ߹ߔޕෳട⠪ߩ
ዋߥߐߪ㧞ㅳ㑆ߣ߁ߎߣ㧔⥃ᤨ⻠Ꮷ߇ߟ߆ߥ㧕⺖ޔᬺᦼ㑆ਛߣ߁ߎߣ߇ේ࿃ߛߣᕁ߹ߔ߇ޔ
ᓟߪ⥄ಽ⥄り߇ᖱႎࠍࠠࡖ࠶࠴ߢ߈ࠆࠃ߁ߦ߹ޔߒ߁ࠂߒߢߥࠄߥߪߡߊߥ߆ߡߞߪࠍ࠽࠹ࡦࠕޔ
ߚߩઁޔవ↢ᣇߦᖱႎࠍવ߃ߣߊߡ߈ߢޔᕁ߹ߔޕ
ᤤߩભߺ߇⍴ߊޔඦᓟߩ⎇ୃߩߚߩޔฦ⥄ߩḰ߇ਇ⿷߇ߜߢߞߚޕฦ߆ࠄߩᖱႎ߇චಽ឵ߢ߈
ߥ߆ߞߚޕ
㧞ㅳ㑆ߪዋߒ⍴᳇߇ߒߚޕᣣࠍ㧞࿁ߪߐࠎߢ㧟ㅳ㑆ߊࠄߞߚᣇ߇߁߽ޔዋߒࠁߞߚࠅࠅߊߞߓޔ
⎇ୃߢ߈ࠆߣᕁߞߚޕ
ߣߡ߽⦟߆ߞߚ߇⥄ޔਥ⎇ୃߩᤨ㑆ࠍඨᣣߢ⦟߆ࠄ⸳ቯߒߡ᰼ߒ߆ߞߚߢߔޕ
Ⳟ߇ቶౝ߹ߢㆆ߮ߦ߈ߡޔᲕߔߩ߽߆ࠊߘ߁ߥߩߢޔᲤᣣㅊߔߎߣߦ࿎ࠅ߹ߒߚޕ
ෳടߔࠆ⠪ߪ߇‛⩄߽ߡߒ߁ߤޔᄙߊߥࠅ߹ߔߢࠄߜߎޕḰߢ߈ࠇ߫ޕࠎߖ߹ࠅߪߣߎߚߒߎߦࠇߘޔ
࠻ࠗ࠶࠻ࡍࡄ߿ࠧࡒⴼߪޔᄙዋഀ㜞ߢ߽ޔኋᴱߢ⽼ᄁߒߡߚߛ߈ߚޕ㧝㓏ߪޔ⡯ຬߩㅢ〝
ߦߥߞߡߡߣߚ߇ࠅߣࠆ߇ߩ߽ߥ߁ࠃߩߒߊ߆⋡ޕߥࠇࠄߡߌࠍ࠼ࡦࠗࡉޔᕁߞߚޕ
ߪࠍઁޔㅢ〝ߦߒߡߚߛߊߣ߆ߚ߹ޔߡߒ߆↢ࠍୃ⎇ߩߎޕߚߒ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅࠈࠈޕ
ᣣ߆ࠄ߇ࠎ߫ࠅ߹ߔޕ
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㧔⾗ᢱ㧝㧟㧕

ᐔᚑ  ᐕᐲޟᖱႎᚻᲑᵴ↪ߦࠃࠆᢎ⢒⊛ᡰេᜰዉ⠪⎇ୃޠ
ࡈࠜࡠࠕ࠶ࡊࠕࡦࠤ࠻
᳁ ฬ
㨇ࡈࠜࡠࠕ࠶ࡊࠕࡦࠤ࠻߳ߩߏදജߩ߅㗿㨉
 㧥ߦ㐿ߐࠇߚޟᖱႎᚻᲑᵴ↪ߦࠃࠆᢎ⢒⊛ᡰេᜰዉ⠪⎇ୃ߽ߊ߿ߪޔࠄ߆ޠ㧟ࡩ߇ߚߜ߹ߒߚୃ⎇ޕ
ߦෳടߐࠇߚవ↢ᣇߦ߅߆ࠇ߹ߒߡߪ߅߇߆ޔㆊߏߒߢߒࠂ߁߆ޕ
ߎߩߚ߮ߦୃ⎇ߩߎޔෳടߐࠇߚవ↢ᣇߦߏߩ߳࠻ࠤࡦࠕࡊ࠶ࠕࡠࠜࡈޔදജࠍ߅㗿ߒߚߊޔߣ
ߙࠃࠈߒߊ߅㗿↳ߒߍ߹ߔޕ
ߎߩࠕࡦࠤ࠻ߪ⎇ޔⓥᚲߢታᣉߔࠆᓟߩ⎇ୃࠍࠃࠅలታߒߚ߽ߩߦߒߡߊߚߦߏදജࠍ߅㗿ߔࠆ
߽ߩߢߔޕ
㧝㧚⎇ୃߒߚߎߣߩᵴ↪ߦߟߡ
  ⎇ୃᓟ߆ࠄߎࠇ߹ߢߩ㑆ߦޔߡߒ߆↢ࠍߣߎߚߒୃ⎇ޔᩞౝ⎇ୃ╬ࠍⴕߞߚ߇ࠅ߹ߔ߆ޕ
    (1) ታᣉߒߚ
    (2) ታᣉߒߡߥ
    (3) ᓟታᣉߔࠆ੍ቯߢࠆ
    (4) ᧂቯ
  ޟታᣉߒߚߩ߃╵߅ߣޠᣇߪޔታᣉߒߚ⎇ୃળ╬ߩฬ⒓ߦߟߡޕߐߛߊ߈ᦠ߅ޔ

㧞㧚ฃ⻠⠪↪ࠨࠗ࠻ߦߟߡ
ߎߩ⎇ୃߢߪ⎇ޔⓥᚲߢߩ⎇ୃߩࡈࠜࡠࠕ࠶ࡊߣߒߡޔฃ⻠⠪↪ࠨࠗ࠻ࠍ⎇ୃᓟߦ↪ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߒ
߹ߒߚ߇ߪࠇߎޔᗧ⟵ߢࠆߣᕁ߹ߔ߆ޕ
    (1) ߣߡ߽ᗧ⟵ߢࠆ
    (2) ᗧ⟵ߢࠆ
    (3) ߤߜࠄ߆ߣ߃߫ᗧ⟵ߢߪߥ
    (4) ᗧ⟵ߢߪߥ
  ߘߩℂ↱߿߅᳇ߠ߈ߩὐߥߤߦߟߡ߅ᦠ߈ߊߛߐޕ

㧟㧚ᖱႎᚻᲑᵴ↪ߦࠃࠆᢎ⢒⊛ᡰេᜰዉ⠪⎇ୃో⥸ߦߟߡߩߏᗧߏᗵᗐ
ߘߩઁޔᖱႎᚻᲑᵴ↪ߦࠃࠆᢎ⢒⊛ᡰេᜰዉ⠪⎇ୃߦߟߡߏޔᗧߏᗵᗐ╬ࠅ߹ߒߚࠄ߅ᦠ߈ߊߛ
ߐޕ

ߏදജࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߒߚޕ
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㧔⾗ᢱ㧝㧠㧕

ᐔᚑ  ᐕᐲޟᖱႎᚻᲑᵴ↪ߦࠃࠆᢎ⢒⊛ᡰេᜰዉ⠪⎇ୃޠ
ࡈࠜࡠࠕ࠶ࡊࠕࡦࠤ࠻⥄↱⸥ㅀ࿁╵
㧔ੱฬ⃰ޔฬޔᯏ㑐ฬޔຠฬ╬ߦ㑐ߔࠆ⸥ㅀ߇߹ࠇߡࠆ࿁╵ߪ⋭⇛ߒߚޕ㧕


㧝㧚⎇ୃߒߚߎߣߩᵴ↪ߦߟߡ
 ୃ⎇ޟᓟ߆ࠄߎࠇ߹ߢߩ㑆ߦޔߡߒ߆↢ࠍߣߎߚߒୃ⎇ޔᩞౝ⎇ୃ╬ࠍⴕߞߚ߇ࠅ߹ߔ߆⸳߁ߣޠߦ
߅ߌࠆታᣉߒߚ⎇ୃળ╬ߩฬ⒓ߦߟߡߩ⥄↱⸥ㅀ࿁╵ޕ
⎇ୃႎ๔ળ
ฬ⒓ߪ⎇ୃႎ๔ߣ߁ᒻߢߚߒ߹ߒߚޕౝኈߦߟߡߪޔᖱႎᢎ⢒ߣ +%6 ᵴ↪ߣߩ㆑߿㜞╬ㇱᲑ㓏ߢߩ⍮⊛
㓚ኂ㙃⼔ቇᩞߩ⋡ᮡޔ#6 ߣ ##% ߦߟߡߩ⚫ߢୃ⎇ߩߘߚ߹ޔീᒝߒߚᡰេ⠪ߣߒߡߩᔃᓧ⊛ߥㇱಽߣࠇߘޔ
ࡕ࡞ߦߟߡߢߔ⥄ޕಽߢ߽ᶖൻਇ⦟ߥㇱಽ߇ᄙ߆ߞߚߩߢߔ߇⻠ޔᏧߩ࠙ࠚࡉࠨࠗ࠻߿ޔᖱႎࠠࡘ࠹ࠖ
㑐ଥࠍෳ⠨ߦߒߡ⺞ߴࠄࠇࠆㇱಽߪႎ๔ߒ߹ߒߚޕ
㓚ኂߦᔕߓߚᖱႎᯏེߩ↪
․ޟߥᢎ⢒⊛࠾࠭ߣᖱႎᯏེᵴ↪ޔߡ߅ߦޠ#6 ߮ ##% ߩ⠨߃ᣇ߿㓚ኂ⒳ߏߣߩౕ⊛ౝኈߦߟߡ⚫
ߒߚޕ
ᩞౝߩೋછ⠪⎇ୃߦ߅ߡߩࠫࡠࡁࠢ࠹ࡉࠖ࠹ࠬࠪࠕޟޔᵴ↪ߦߟߡ᧪ޕߚߒ߹ⴕࠍ⟵⻠߁ߣޠᐕᐲߩ
ᄐߦߪోޔ⡯ຬࠍኻ⽎ߦ⎇ୃળࠍⴕ߁੍ቯߢߔޕ
G#6 ᯏེ㛎ળ⎇࠲ࡘࡇࡦࠦޔⓥળળ
ࡈࠜࡠࠕ࠶ࡊ⎇ୃ․ޔᡰេቇᩞᢎ⑼ᜰዉ⢻ജะ⎇ୃ

㧞㧚ฃ⻠⠪↪ࠨࠗ࠻ߦߟߡ
⎇ޔߪߢୃ⎇ߩߎޟⓥᚲߢߩ⎇ୃߩࡈࠜࡠࠕ࠶ࡊߣߒߡޔฃ⻠⠪↪ࠨࠗ࠻ࠍ⎇ୃᓟߦ↪ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߒ߹ߒ
ߚ߇ߪࠇߎޔᗧ⟵ߢࠆߣᕁ߹ߔ߆⸳߁ߣޠߦኻߔࠆฦㆬᛯ⢇ߩ࿁╵ߦ߅ߌࠆ⥄↱⸥ㅀ࿁╵ޕ
߽ߡߣޟᗧ⟵ߢࠆޠ
⎇ୃߢ⍮ࠅวߞߚᣇߩޘㄭᴫ߿ޔᚯߞߡ߆ࠄߟߌߚࠨࠗ࠻ࠍ឵ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚޕ
ฃ⻠⠪ߩߟߥ߇ࠅ߇⛽ᜬߢ߈ߡࠆߎߣߢޔᔅⷐߥᖱႎࠍតߔ㓙ߦ߽ޔౝኈࠍචಽߦ⛉ࠅㄟࠎߢᛩߍ߆ߌࠆߎߣ
߇ߢ߈ࠆޕ
ᩞౝ⎇ୃታᣉߦะߌߡߩ⾗ᢱࠅߥߤߦߣ߽ࠍ࠲࠺ߥࠈࠈޔᚑߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚޕ
ᖱႎ឵߇ߢ߈ߚޕቇળߩᖱႎߥߤ߽ࠅޔෳ⠨ߦߥߞߚୃ⎇ޕෳട⠪ߣᖱႎ឵ߢ߈⾗ޔᢱߥߤ߽߽ࠄ߁ߎߣ
߇ߢ߈ߚ⥄ޕಽߚߜߢߜ┙ޔߍࠇ߫ࠃ߇ߩߘ߆ߥ߆ߥޔⅣႺ߇ߔߋߦߢ߈ߥߩߢޔෳ⠨ߦߥߞߚޕ
ޟᗧ⟵ߢࠆޠ
⎇ୃᓟ߽ޔᩞౝ⎇ୃࠍ㐿ߊߦߚߞߡߥࠈࠈޔᖱႎࠍᚻߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚޕ
᭽ߥޘᖱႎ឵߇ߢ߈ߚߩߢࠃ߆ߞߚߣᕁ߹ߔޕ
⥄ಽ߇ࠈࠈߥߎߣࠍቇࠎߛߩߛߣ߁ߎߣࠍᔓࠇߕߦޔᏱߦᗧ⼂ߒߡࠄࠇࠆޕ
ᗧ⟵ߣᕁ߹ߔ߇߆ߥ߆ߥޔᵴ↪ߔࠆᤨ㑆߇ߣࠇߥߩ߇ᱷᔨߢߔޕ
ฦᩞߦᏫߞߚవ↢ᣇ߇ߘࠇߙࠇߩቇᩞߢߩᬺࠍ⚫ߒߚࠅޔᣂߚߥ⎇ୃߩᖱႎࠍឭଏߒߚࠅߒߡޔᓟ߽ᵴ
↪ߒߡ߈ߚޕ
⥄ಽߦߪߥ߆ߞߚⷞὐߩ⠨߃ᣇ߿ᖱႎࠍᓧࠆߎߣ߇ߢ߈ߚ߆ࠄޕ
ฃ⻠⠪↪ࠨࠗ࠻ߪᐕᐲᧃ㧔㧟㧕߹ߢ↪ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߒߡ߶ߒޕ
⎇ୃᦼ㑆ߦ᳇ઃ߆ߥ߆ߞߚὐࠍ⏕ߢ߈ߚࠅߩઁޔෳട⠪ߩߘߩᓟߩ⁁ᴫ߿ᖱႎࠍ⍮ࠆߎߣ߇ߢ߈ߚࠅޔᄢᄌෳ
⠨ߦߥࠅ߹ߒߚ⥄ޕಽߩᤨ㑆ߦࠁߣࠅ߇ߥ߆ߞߚߚޔචಽᵴ↪ߢ߈ߥߊߡᱷᔨߢߔޕ
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⎇ୃᓟߩࡈࠜࡠࠕ࠶ࡊ߿ᖱႎ឵ߩ႐ߣߒߡߪ৻ቯߩᗧ⟵ࠍߔࠆ߽ߩߣᕁ߁⥄⑳ޔߛߚޕり߽ߘ߁ߢࠆ߇ޔ
ᣣߦޘㅊࠊࠇߡߥ߆ߥ߆⎇ୃࠍᝄࠅߞߚࠅߔࠆ߇ߥߊޔฃ⻠⠪↪ࠨࠗ࠻߽ߚ߹ߦࠆ⒟ᐲߢߥ߆ߥ߆ᦠ߈
ㄟߎߣ߇ߥ߆ߞߚ߇ੱߚߞ߁ߘޕᄙߣᦠ߈ㄟߺ߇ᵴ⊒ߦߐࠇߕߟߣ߭߹ޔᵴ᳇ߩߥ⁁ᴫߦߥߞߡߒ߹
߁߈ᦠߔ߹ߔ߹ߣࠆߥ߁ߘޕㄟߺࠍߔࠆߎߣ߇ంധߦߥߞߡߒ߹߁ޕᖱႎߪ⊒ାߣฃାߩᣇ߇ߞߡᚑ┙ߔࠆ
ߩߢࠆ߆ࠄޔⓍᭂ⊛ߦ⊒ାߢ߈ࠆࠃ߁ߦᔃ߇ߌߚޕ
ᖱႎ឵ߩ႐ߣߒߡߪߣߡ߽ߣᕁ߹ߔޔߛߚޕᖱႎ឵ߣ⸒ߞߡ߽ฦ⡯႐ߦᚯࠇ߫ߘࠇߙࠇߩ⺖㗴߽ᄙߊޔ
ߥ߆ߥ߆ฃ⻠⠪㑆ߢᗧ឵ߣ߁ߎߣߦ߹ߢߥࠅߦߊߣᕁ߹ߔޔߦ․ޕ࿁ߩ⎇ୃߪᦼ㑆߇㧞ㅳ㑆ߣ߁
ߎߣ߽ࠅୃ⎇ޔຬ㑆ߩᷓ߹ࠅߪ߭ߣߟ߆ߥߣ߽ᕁ߹ߔޕ
⎇ୃ⚳ੌᓟޔ႐ߦᚯࠆߣߟ⎇ୃਛߦ⠨߃ߡߚߎߣࠍᔓࠇߡߒ߹߁ࠍ࠻ࠗࠨᧄޔߦᤨߥ߁ࠃߩߘޕ㑛ⷩߒߚ
ࠅޔߢߣߎࠆߔࠅߚߛߚߡߖ߹⺒ࠍ࡞ࡔޔౣᐲ⼂ࠍߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
߫߃ߣ߆ࠄߜߤޟᗧ⟵ߢߪߥޠ
ᣣᏱߩᬺോߩਛߢ߈ᦠ߆ߥ߆ߥޔㄟߺࠍߔࠆᤨ㑆߇↢ߺ߹ߖࠎߢߒߚޕ

㧟㧚ᖱႎᚻᲑᵴ↪ߦࠃࠆᢎ⢒⊛ᡰេᜰዉ⠪⎇ୃో⥸ߦߟߡߩߏᗧߏᗵᗐ
ߘߩઁޔᖱႎᚻᲑᵴ↪ߦࠃࠆᢎ⢒⊛ᡰេᜰዉ⠪⎇ୃߦߟߡߏޔᗧߏᗵᗐ╬ࠅ߹ߒߚࠄ߅ᦠ߈ߊߛߐޕ
㧔࿁╵ࠍಽ㘃ߒޔౝኈࠍߔߒࠍઃߌߚ㧕
㨇ࠃ߆ߞߚ㨉
ᄢᄌߚߦߥࠆ⎇ୃߢߒߚޕᓟߩᬺߩਛߦᵴ߆ߒߡߌࠆࠃ߁㗎ᒛࠅߚߢߔޕ
ࠕࠪࠬ࠹ࠖࡉ࠹ࠢࡁࡠࠫߦ㑐ߔࠆၮ␆⊛ߥ⍮⼂ࠍᓧࠆߎߣ߇ߢ߈ߚߎߣߩࠎߐߊߚޔߊߥߢߌߛࠇߘޔవ↢ᣇ
ߣળ߃ߚߎߣߢޔ⇇߇ᐢ߇ߞߚ᳇߇ߒ߹ߔޕᚯߞߡ߆ࠄߊߘߞߐޔᵴ↪ߢ߈ߚߎߣ߽ࠅޔෳടߢ߈ߚߎߣ
߇ᧄᒰߦࠃ߆ߞߚߢߔޕ
⎇ୃߪޔ㧞ㅳ㑆ߣ߁⍴߽ߩߢߞߚ߇߽ߡߣޔౝኈߩỚలታߒߚ߽ߩߢߞߚޕ࿁ߩ⎇ୃߩᚑᨐࠍࠈ
ࠈߥߣߎࠈߢ⊒ើߒߡ߈ߚߣᕁ߁ޕ
㧞ㅳ㑆ߣ߁⍴ᦼ㑆ߢߪࠅ߹ߒߚ߇ޔਛりߩỚ⎇ୃࠍߔࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߒߚ⻠ޕᏧᚲຬߩవ↢ᣇߦߪᄢ
ᄌ߅ߦߥࠅ߹ߒߚޕ࿁ߢߎߩ⎇ୃ߇⚳ੌߔࠆߎߣߪᄢᄌᱷᔨߢߔޕ
ౕ⊛ߥౝኈߣᦨޔᣂߩᖱႎࠍขࠅࠇࠄࠇߚߎߣߪߣߡ߽ᗧ⟵ߢߞߚޕ
⎇ୃᓟୃ⎇ޔౝኈࠍવ㆐ߔࠆߚߩ⾗ᢱ߿ߘࠇߦ߁࠺࠲ࠍឭଏߊߛߐߞߚߎߣ߇ޔ㕖Ᏹߦഥ߆ࠅ߹ߒߚ߹ޕ
ߛ⾗ޔᢱߣญ㗡ߦࠃࠆႎ๔ߒ߆ߒߡߥ⁁ᴫߢߔ߇ޔᓟߚߒୃ⎇ޔౝኈࠍߢ߈ࠆߛߌᣧߊᚲዻᩞ⡯ຬ߿⋵ౝ
ߩ㑐ଥ⡯ຬߦવ㆐ߔࠆߚߩ⎇ୃળࠍ߽ߜߚߣᕁߞߡ߹ߔޔߛߚޕᱜ⋥ߥߣߎࠈ⤘ᄢߥ⎇ୃౝኈࠍ㧞ㅳ㑆ߢ
ℂ⸃ߔࠆߩߪ㔍ߒߊ৻߁߽ޔᐲ⎇ୃࠍฃߌߚߣᕁߞߡ߹ߔ᧪ޕᐕᐲ߽߆ࠆߥߊߥ߇ୃ⎇ߩߎޔ⍮ࠇߥߣ⸒
߁ߎߣࠍ⡞ߡߣߡ߽ᱷᔨߦᕁ߹ߔ߅ࠈࠈޕߦߥࠅ߹ߒߚޕ
ቇᩞߢߩᬺ╬ߦ߅ߡ࿁⎇ୃߒߚߎߣ߇↢߆ߐࠇߡࠆߣᗵߓ߹ߔߩ߆߶ߢୃ⎇ࠍࠇߘޕᢎຬߦ߽વ߃ߡ
ߌࠆࠃ߁ߥขࠅ⚵ߺࠍߒߡߌࠇ߫ߣᕁ߹ߔޕ
ታ㓙ߩᬺߦࡄࡢࡐࠗࡦ࠻߿ᶧ᥏ࡊࡠࠫࠚࠢ࠲ࠍᵴ↪ߔࠆߥߤߢୃ⎇ޔቇࠎߛߎߣࠍᓢࠆߌߡߒ߆↢ߦޘ
ࠃ߁ߦߥߞߡ߈߹ߒߚޕᓟ߽߅ߦߥࠆߎߣ߇ࠆߣᕁ߹ߔߩߘޕ㓙ߪࠃࠈߒߊ߅㗿ߚߒ߹ߔޕ
ฦᣇ㕙ߩᦨᣂߩᖱႎࠍᓧࠆߎߣ߇ߢ߈ࠎ߳ߚޔᗧ⟵ߢߒߚޕߚߒ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޕ

㨇ߘߩઁ㨉
㧞ㅳ㑆ߣ߁⍴ᦼ㑆ߢߞߚߚޔᐢߊᵻߊߩ⎇ୃߛߞߚࠃ߁ߥ᳇߇ߔࠆޟޕᖱႎᚻᲑᵴ↪ߦࠃࠆᢎ⢒⊛ᡰេޠ
ߣ߁ᐢ▸࿐ߩ⎇ୃߢߪߥߊ⎇ߩߢࡊ࡞ࠣޔⓥද⼏ߩ࠹ࡑߩࠃ߁ߦߊ߆⚦ޔಽߌߡࠃࠅኾ㐷⊛ߥ⎇ୃ߇ߢ
߈ߚࠄߣᗵߓߚޕ
㓚ኂߦታᣉߒ߁߽ޔዋߒជࠅਅߍߚౝኈࠍ⎇ୃߒߚߣᕁߞߚޕ
ߘࠇߙࠇߩᩞౝ⎇ୃߢ⊒ߒߚ⾗ᢱࠍ㐿ߒว߃ߚࠄ৻ޔጀ⎇ୃࠍㅢߒߡቇࠎߛߎߣ߇ᷓ߹ࠆߣᗵߓࠆޕ
߽ߣ߽ߣᖱႎᢎ⢒߿ ##%ޔ#6 ╬ߦߟߡࠆޔ⒟ᐲߩ⍮⼂ߩࠆ႐วߪޔ࿁ߩ⎇ୃߢࠬࠠ࡞ࠕ࠶ࡊߢ߈ߡ
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ߩ߆߽ߒࠇ߹ߖࠎ⥄ޔߛߚޕಽߩ႐วߪ߇ߤࠎߣ߶ޔᣂߒᖱႎߢ⥄ޔಽ⥄りߩീᒝߦߪߥࠅ߹ߒߚ߇ୃ⎇ޔળ
ࠍ㐿ߊߩߪ㔍ߒߣᗵߓߡ߹ߔޕ࿁ߩߎߣࠍ߈ߞ߆ߌߦⷞὐߪᐢ߇ߞߚߒޔሶߤ߽߳ߩᢎ᧚╬ࠍ⠨߃⋥ߒߚ
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調査研究
「障害のある子どもの教育における情報手段活用についての
知識・技能の効果的な普及方策に関する実際的研究」
（平成19年度）
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