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子どもたちは、生まれてから独り立ちするまでのおよそ 18
年の歳月の中で、さまざまなものを見聞きし、体感していくこ
とで、その感性や考える力を磨き、変化の激しい社会に対応し
て生きていくための力を獲得していきます。その過程において、
読書が与える影響はとても大きいものがあります。
しかしながら、日々出版される膨大な数の本の中から、子ど
もたちのその時期にあった本を選ぶことは、親にとっても図書
館員にとっても頭を悩ませる難しい問題です。そこで福岡市総
合図書館では、子どもたちの本を選ぶ目安として、
「幼児用」
「初
級」
「中級」
「上級」と、子どもの対象年齢に応じて４段階に分
けたモデル児童図書目録を刊行しております。
今回刊行します目録は、平成８年６月に刊行しましたモデル
児童図書目録（上級）の改訂版で、多くの児童図書の中から、
検討を重ね、92 点を選定し、収録したものです。今回収録され
た本は、どれも子どもたちにとって、人生をより深く生きる力
を身につけるきっかけとなってくれることでしょう。
この目録の選定や紹介文の執筆に当たっては、長年、子ども
たちへのおはなしや読み聞かせに携わってこられた、「福岡お
はなしの会」
、
「ブックトーク 2001」の方々に、その培ってこら
れた経験と知識に基づくご協力をいただきました。
最後になりましたが、ご尽力いただいた上記２団体のボラン
ティアの皆様に厚く御礼申し上げます。

平成 24 年 3 月
福岡市総合図書館長 中 沢 浩
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凡

例

１ この目録は平成８年６月作成の、モデル児童図書目録（小学５・
６年生用）
を基として、
福岡市総合図書館と
「福岡おはなしの会」
、
「ブックトーク 2001」が協力して選定した小学５・６年生用の図
書 92 点をまとめたものです。
２ 配列は日本十進分類法の順で、各区分内は書名の 50 音順です。
３ 図書に関する記載事項は、書名、副書名、シリーズ名、著者名
等（著者名、画家名、訳者名等）
、出版社、出版年、福岡市総合図
書館請求記号、ページ数、図書の大きさ、定価、原書名、原書の
出版年の順にしています。上下巻など分冊されているもののペー
ジ数、図書の大きさ、定価については、刊行順に左から記載して
います。
４ 著者名等（著者名、画家名、訳者名等）の表示については、当
該図書に記載されているものに従いました。
５ 本体価格、入手の可否は、選定時のものによりましたので、そ
の後の変更につきましては、ご了承ください。
６ 巻末の著者等（著者名、画家名、訳者名等）の索引は、50 音順
に配列しています。ただし、同一人物で図書によって表示が違う
場合は統一しています。
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ࠅࠍឬߊޕ㝷ᅚߩⴊࠍᒁߊ⧷࿖ੱߩᲣߩ߽ߣᆎߚ㝷ᅚୃⴕ৻ޕ
⇟ᄢಾߥߩߪ⥄ޟಽߢࠆߎߣޠ
ޕᣧኢᣧ߈ߩⷙೣᱜߒ↢ᵴ߿
⥄ὼߣߩ⸅ࠇวޔᲣߣߩ᷷߆ᵹࠍ⚻ߡޔォᩞవߢᣂߒ↢
ᵴࠍᆎࠆᗧࠍ࿕ࠆߩߛߞߚߩࠄ⥄ޕᖡᗧ߿ਇߦᝄࠅ࿁ߐࠇ
ߥࠃ߁ߦ⥄ޔಽߣะ߈วߥ߇ࠄᚑ㐳ߒߡߊ‛⺆ޕ

ੑಽ㑆ߩ౨㒾


ጟ↰ ᷕ㧛⪺
ᄥ↰ ᄢ㧛⛗
ஒᚑ␠ 2:96 ᐕ :24 㨿㩀
348Q 33dn 2-511 



㧢ᐕ↢ߩᖗߪޔᩞᐸߢ㤥₀ߦޠࠞ࠳ޟળޔਇᕁ⼏ߥ⇇߳
ࠅߎߪߦߎߘޕห⚖↢ߚߜ߇ࠆߩߛ߇߽⺕ޔᖗߩߎߣࠍ⍮ࠄ
ߥޕᖗߪߩߘޔਛߩ৻ੱ߆߅ࠅߣߦߩߣ┥ޔ⍮ᕺߣജߩᚢߦ
ߎߣߦߥࠆޕరߩ⇇ߦᚯࠆߦߪޔ
ߟࠍޠߩ߽ߥ߆ߒߚ⇟৻ޟ
ߌߥߌࠇ߫ߥࠄߥߩߛ߇̖̖ޕ
ᄸᅱߥ⠧ੱߚߜޔ
┥ߣߩߥߙ߆ߌޔ
ߘߒߡᚢߣޔᄙߊߩ⻘ߣ࠹ࡦࡐߩㅦዷ㐿ߢ⺒⠪ࠍ߭߈ߎޕ
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⢈ᓟߩ⍹Ꮏ
ጤᵄዋᐕᢥᐶ


 ⴕ㧛
ጤᵄᦠᐫ 3112 ᐕ :24 㨼㩙
351Q 29dn 791 




ᳯᚭᤨઍᧃᦼޔ⢈ᓟ㧔ᾢᧄ⋵㧕ߦታߒߚ⍹Ꮏ㗡 ጤ᳗ਃ㇢ߣ⍹
ᯅㅧࠅߦ㑐ࠊߞߚੱޕ⺆‛ߩޘ
ࠍੱޟᷰߔᯅޔጯߣጯߣࠍߟߥߋ⟤ߒ
ᯅࠍޠࠅߚߣ㗿߁ਃ㇢ߩᜰዉߩ߽ߣޔ⍹Ꮏ㨯ᄢᎿᐣደ⊖
ᆓߚߜ߇ߩࠇߙࠇߘޔᖤߒߺ߿ᘾߒߺࠍߎ߃ജࠍวࠊߖߡޔᓟߦ
ᱷࠆ⍹ᯅࠍ▽ߚޕᱞ჻ߦࠃࠆߩ‶†ߣߥߞߚᒰᤨߩੱ⧰ߩޘ
ߒߺߣޔ⍹Ꮏߩᛛⴚߦੱ↢ࠍ߆ߌߚ⡯ੱߩᾲᗧ߇ޔ⢷ߦߖ߹ࠆޕ

౨㒾⠪ߚߜࠟࡦࡃߣච߭߈ߩખ㑆


ᢪ⮮ ᖳᄦ㧛
⮳ౝ ᱜᐘ㧛↹
ጤᵄᦠᐫ 2:93 ᐕ :24 㩅㨼
489Q 34dn 2-911 



↸ߢᐔಠߥᲤᣣࠍㆊߏߒߡߚ࠼ࡉࡀ࠭ࡒߩࠟࡦࡃࠆޕᣣഥߌ
ࠍ᳞ߡ߈ߚፉࡀ࠭ࡒߦળ⛘ࠇࠊⷅߦ࠴࠲ࠗޔṌߩෂᯏߦࠆ
ᓐࠄࠍᢇ߁ߚ ޔߩખ㑆ߣ߇ߌߩ౨㒾ߦᣏ┙ߟޕᖡ㝷⊛ᒝߐ
ߩࠗ࠲࠴⋧ࠍޠࠗࡠࡁޟᚻߦޔᖠߺࠅߥߦ߁ߘߌߓߊޔࠅ߆ߟ߱ޔ
ߥ߇ࠄ߽ᒝᗧᔒߢ┙ߜะ߆ߞߡߊࠟࡦࡃߚߜޕ
⍮ᕺࠍߒวޔ
ജࠍวࠊߖߡ࿎㔍ࠍਸ਼ࠅ߃ߡߊޔᗵേߩേ‛ࡈࠔࡦ࠲ࠫޕ
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߷ߊߩ߅ᆌߐࠎ


ਐ ୃਃ㧛⪺
߆ߺ߿ ߒࠎ㧛⛗
ஒᚑ␠ 2:97 ᐕ :24 㨿㩀
293Q! 33dn 2-311 



࠳࠙ࡦ∝ߩߚ߽ߣߎࠆߴ߾ߒޔᢙࠍ߆ߙ߃ࠆߎߣ߽ḩ⿷ߦߢ߈
ߥ  ᱦߩ߅ᆌߜ߾ࠎࠍ߽ߟᒉߩޔߦ߆߶ޕ㓚߇ߩࠆሶߣߘ
ߩሶߦ߹ߟࠊࠆੱߩߣޘ᧪ࠍឬߚ⍴✬㓸ޔ߽⺆‛ߩߤޕ㓚߇
⠪ߣࠅߩੱߚߜߩᣣᏱޔ
ߘࠇߙࠇߩᝄ⥰߿ᛴߡࠆᕁ߇ޔ
ࠬ࠻࠻ߦޔ᷆ޕࠆߡࠇࠄ⺆ߣޘຠߩ⸷߃ࠆജߪޔഃߣ
߁ࠃࠅ႐ࡐ࠻ߦㄭᒝߐ߇ࠅ⺒ޔ⠪ߩᔃࠍᛂߟޕ

߷ߊࠄߩࠨࠗ࠹ߩᄐ


╣↢ 㓁ሶ㧛
߿߹ߛ ߥߣ㧛⛗
⻠⺣␠ 2::7 ᐕ :24 㩅㩉
275Q! 33dn! ᚻਇน



߷ߊߪޔ㓏Ბ߆ࠄ㘧߮㒠ࠅࠆࠥࡓߢᚻ㚂ࠍߨࠎߑߔࠆߣ߁ᄬ
ᢌߣߦᄐભߺࠍㄫ߃ߚߡߒߣ⟏ޕ྾ㅳ㑆ߩࡊ࡞㒰ࠍ⸒ߟߌ
ࠄࠇߚ߇ߚߞߥߦߣߎࠆ߿ߦ✜৻ޔᩙ↰ߪޔࡂࡂޕࠗࠞ࠙ࡎࠗ࠹ࠞޟ
ࠗࠛ࠺ޕࡖࠫ࠙ࡖࠫ࠙ࡒ࠭ࡀޔ࠾ࠠࠪࡗࠗࠞ࠶࠺ޕ
߁ߣޠསߩᜬߜ
ਥߩߊ߷ߡߒߘޕኅᐸߦ߽㆐ߦߪߖߥ⒁ኒ߇̖̖ޕ
㆐߿ኅᣖߦߟߡ⠨߃ᚑ㐳ߔࠆ╬りᄢߩዊቇ↢ߩ‛⺆ޕ
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࡙࠙ࠠ


દ⮮ ㆆ㧛
 ᘕ㧛↹
㖸㙚ᦠᐫ 3114 ᐕ :24 㨼㩎
315Q! 31dn! 2-411 



ォൕᣖ߇ᄙᧅᏻᏒߩዊቇᩞޕਥੱߩࠤࠗ࠲߇ቇએ᧪㆐ߦ
ߥߞߚォᩞ↢ߩฬߪޟၮޠ
ޟᖘ᮸ޠ
ޟാᲞޠ
ࠄߚߒ߆ߒ߽ޕᐲߩォ
ᩞ↢߽̖̖ޕ
ߣᦼᓙߒߚࠤࠗ࠲ߩ೨ߦࠇߚߩߪਇᕁ⼏ዋᅚߩఝᏗޕ
ఝᏗߣߩᵹࠍㅢߒߡᔓࠇ߆ߌߡߚ㧟ੱߩ࡙࠙ࠠߣߩᖱ߇ࠤࠗ
࠲ߩਛߢᄢಾߥ߽ߩߦᄌࠊߞߡߞߚޕォᩞ↢ߣࠍࠇߘޔㄫ߃ࠆሶ
ߤ߽ߚߜߩੱࠍᕁ߁᳇ᜬߜߦ߰ࠇߚ‛⺆ޕ

ࠁ߮ߧ߈ዊ〝ߩ⒁ኒ
㖸㙚ᢥᐶ


ዊ㘑 ߐߜ㧛
ዊ㊁ ߆߅ࠆ㧛↹
㖸㙚ᦠᐫ 3119 ᐕ :24 㩄㩀
511Q! 28dn! 911 



ࡃ࠻ࡓዋᐕ߇߈ߧ߮ࠁޟዊ〝ߚߞࠄ߽ߡߞ⾈ߢޠฎ⌕ߦߪޔ
৻ߟߛߌ⇣ߥࠆࡏ࠲ࡦ߇ઃߡߚ┙ޕደߩ߅߫ߐࠎ߇㧡⌕ߩ
ߦ৻ߟߕߟઃߌߚߘߩࡏ࠲ࡦࠍ㓸ࠆ߁ߜߦ࠲ࡏߪࡓ࠻ࡃޔ
ࡦ߇ᜬߟਇᕁ⼏ߥജߦࠃߞߡᐲޘㆊ߳࠲ࠗࡓࠬ࠶ࡊߔࠆޕ
ࡏ࠲ࡦߦ㑐ࠊࠆੱߚߜߩㆊߣࠍᏁᅱߦ⛊߹ߖߩᤨޔ⒖ࠅᄌ
ࠊࠅߣ
⥄ߦߎߎޟಽ߇ሽߔࠆߎߣޠ
ߩᄸ✼ࠍឬߊࡈࠔࡦ࠲ࠫޕ
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࡞࠴ࠕߐࠎ


㜞ᭈ ᣇሶ㧛
ਭᩮ ⢒㧛⛗
ࡈࡌ࡞㙚 3114 ᐕ :24 㩊㩀
273Q! 2:dn! ᚻਇน



ࠬ࠘ߣ࡞࠘࡞࠘ߩᆌᆂ߇ࠇ߇ߘߚޟደᢝߦޠᣂߒኅᇚߩ
࡞࠴ࠕߐࠎ߇߿ߞߡ߈ߚޕੑੱߦߪޔ㆙⦁ߩᣏߦߡࠆῳ߆ࠄ
߽ࠄߞߚ᳓⦡ߩቲ⍹ߩࠃ߁ߦ࡞࠴ࠕߐࠎ߇శߞߡ߃ߚޕਇᕁ⼏ߦ
ᕁߞߚੑੱߪ࡞࠴ࠕߐࠎߩ〔ࠍㅊޔᆷߩࡏࡆߣળ߁ࠍޕ⡞
ߚࡏࡆߪߣࠎߐࠕ࠴࡞ޔኅᣖߩ⒁ኒߦㄼߞߡߊޕ
ᣣᏱߩ↢ᵴߩਛߢ㆙႐ᚲ߿ᐘߦߟߡᕁࠍ㚓ߖࠆຠޕ

ඨಽߩ߰ࠆߐߣ⑳߇ᣣᧄߦߚߣ߈ߩߎߣ


ࠗ ࠨࡦࠢࡓ㧛⪺
Ꮤ⿷ ᰴ㇢㧛↹
㖸㙚ᦠᐫ 2::4 ᐕ :27 㨼
53:Q! 33dn! 2-911 



㖧࿖߇ᣣᧄߩᬀ᳃ߛߞߚߎࠈ⪺ޔ⠪ߪᦺ㞲ੱߩਔⷫߩ߽ߣߦޔ
ᣣᧄߢ↢߹ࠇߚޕ
ߪ࠷࡞ߩ⛔ⴊޟਔⷫߩ࿖ߦ↢ޔᵴߩ࡞࠷ߪᣣ
ᧄߦޠ⢒ߟߥ߆ߢ㛎ߒߚߎߣ߇ޔሶߤ߽ߩ⋡✢ߢ✄ࠄࠇߡࠆޕ
ㄆᤨઍߦࠅࠍᄬࠊߕޔࠆߊߚߊ߹ߒߊ↢߈ࠆੱߩޘᆫߪᤨޔ
ઍ߇ᄌࠊߞߡ߽ㅢߓࠆᜰ㊎ߣߥࠅޔዋᅚߩ᳇ᜬߜߦነࠅᷝ߁ߎߣߢ
ᷓ߹ࠆ᷷߆ᗵߪޔᣣ㖧㑆ߩℂ⸃ࠍㅴࠆഥߌߣߥࠆߛࠈ߁ޕ
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ࠕࡆࠕࡦ࠽ࠗ࠻ਅ
ጤᵄዋᐕᢥᐶ


࠺ࠖࠢ࠰ࡦ㧛✬
ਛ㊁ ᅢᄦ㧛⸶
ጤᵄᦠᐫ ᣂ 3112 ᐕ :3 㨻
422Q457Q 29dn! ฦ 831 
Gbjsz!ubmft!gspn!uif!Bsbcjbo!Ojhiut)2:62*!


ޟජᄛ৻ᄛ‛⺆ߩޠฬߢ߽⍮ࠄࠇࠆޔߪޠ࠻ࠗ࠽ࡦࠕࡆࠕޟ
ࠕࡆࠕߢ⺆ࠅ⛮߇ࠇߚᄙᢙߩ‛⺆ࠍ㓸ߚ‛⺆㓸ߘޔߪᧄߩߎޕ
ߩਛࠃࠅఽ┬ะߌߦฬ㜞  ✬ࠍ㍳ޕ
ᒰᤨߩࠕࡆࠕߩᣣᏱ↢ᵴ
߿ⓨᗐ⇇߇❱ࠅㄟ߹ࠇߚ⇣࿖ᖱ✜ߦḷࠇߚਇᕁ⼏ߥ‛⺆ߩᢙޕޘ
ࠪࡦ࠼ࡃ࠶࠼ߪᵄੂߩ౨㒾ࠍ➅ࠅߒߪࡦࠫࠕޔᏂᄢߥ㝷ੱࠍถ
ߒᛴ߃̌ߪࡃࡃࠕޔ㐿ߌߏ߹̍ߣᢥࠍ໒߃ࠆޕ

࠴ࡌ࠶࠻ߩ߽ߩ߁㠽


↰ ᶏῆ㧛✬
ำፉ ਭሶ㧛⸶
ጤᵄᦠᐫ 2: ᐕ :3 㩋
3:1Q! 34dn! 3-511 
㊄₹㡅ಪ 2:72 


₺ሶߪ⧷ޔߥ࿖₺ߣߥࠆߚ⍮ᕺࠍߌߡߊࠇࠆ㡅ಪࠍ߹߃
ߦⴕߊ₺ߒ߆ߒޕሶ߇ญࠍ߈ߊߣ㡅ಪߪ㘧߮ߞߡߒ߹߁₺ޕሶߪ
㡅ಪߩ⺆ࠆߦߟࠄ߆ࠇߘޟ㧫ߣޠߨࠆ₺ޕሶߪޔ㡅ಪࠍ߹
߃ߡߪㅏ߇ߒㅏ߇ߒߡߪ߹߃ᐞߟ߽ߩ‛⺆ࠍ⡞ߊ߁ߜߦޔᴉ⌕ߢ
ᒝ㕢ߥᕈᩰࠍߘߥ߃ߡߊޕ㡅ಪߩ⺆ࠆ৻ߟ৻ߟߩ߇ᰴߥߟߦޘ
߇ࠇ৻ㆉߩᄢ߈ߥ‛⺆ࠍߥߔㅪⅣᒻᑼߩ࠴ࡌ࠶࠻ߩ᳃ߢࠆޕ
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ࡀࠡࠍ߁߃ߚੱ ᦺ㞲᳃ㆬ
ጤᵄዋᐕᢥᐶ


㊄ ⚛㔕㧛✬
ጤᵄᦠᐫ ᣂ 3112 ᐕ :3 㩒
364Q! 29dn! 791 


ੱ߇ࡀࠡࠍ㘩ߴࠆࠃ߁ߦߥߞߡ߆ࠄੱࠍੱ߇㘩ߴߥߊߥߞߚޔ
࠽ࡦࠠࡦ⯻ߩ㈬⋓ࠅޔᅚߣ⚿ᇕߒߚᧁߎࠅߩࠍࠦࡃ࠲ޔๆ߁ࠁ
߆ߥ࠻ߩߥߤޔฎᤄ߆ࠄญવ߃ߦߟߚࠊߞߚᦺ㞲ߩ᳃߇
 ✬ޔ⍮ᕺ߿⍮⼂߇ㅴᱠߒߡ߽ࠆߢੱ߇ੱޔ㒢ࠅᤄߥ߇ࠄߩᔃࠍ
ᄬ߁ߎߣߥߊߘߐࠍ╉ޔࠇࠄߌ⛯ࠅ⺆߽ޔⓨᗐࠍᭉߒࠆޕ
ੱߣേ‛߇Ḅὼ৻ߣߥߞߚᐢ߇ࠅߩࠆ⇇߇ឬ߆ࠇߡࠆޕ

߽ߜࠈࠎࠍ߹ߞߡ߹ߔ


ࠟࡠࡦࡈࠚ࠺࡞ࠕࡒ࠶࠻㧛
Უⴼ ᄐ↢㧛⸶
⮮ ↱♿㧛⛗
ጤፒᦠᐫ 2::: ᐕ :3 㨻
25:Q! 31dn! 2-511 


ࠆߊߡర᳇ߥ  ᱦߩᅚߩሶࡁࠕߪޔ
㙃⼔ቇᩞߦㅢ߁ゞࠗࠬߩዋ
ᐕ࠼࠘࠺ࠖߣᢥㅢࠍᆎࠆߢ⋥₸߽ߡߣޕᭉߒᚻ⚕ߩ߿ࠅߣࠅࠍ
ߔࠆ߁ߜޔੑੱߪߦ㝯߆ࠇวᄢಾߥሽߦߥߞߡߊ߇߿ޕ
ߡ⋥ߦࠖ࠺࠘࠼ߪࠕࡁޔធળߚߣ⸒ߔ⥄ޕಽߩᆫࠍࡁࠕߦ
ࠄࠇߚߊߥ࠼࠘࠺ࠖߪᖠߺ⧰ߒᧄޕ㖸ߢ߱ߟ߆ࠆࡁࠕߦޔᰴ
╙ߦᔃࠍ㐿ߡߊ࠼࠘࠺̖̖ࠖޕੑੱߩᖱߪᗵേ⊛ߛޕ
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߿߉ߣዋᐕ


+$ࠪࡦࠟ㧛
/ࡦ࠳࠶ࠢ㧛⛗
Ꮏ⮮ ᐘ㓶㧛⸶
ጤᵄᦠᐫ 2:8: ᐕ :3 㩆
244Q! 34dn! ᚻਇน


ࡁࡌ࡞ᢥቇ⾨ฃ⾨ኅ߇ሶߤ߽ะߌߦᦠߚೋߡߩຠߢޔ
৾ߟߩ⍴✬߆ࠄߥࠆߩࡓ࡞ࡋޕ㐳⠧߿ࠪࡘࡒ࡞ߣߞߚࠎߣޔ
߹ߢṖⓀߛ߇ᘾߥ⊓႐ੱ‛߿ߡߞߣߦޘੱߩࡗ࠳࡙ޔᄢಾߥࡂ
ࠞߩ⑂ࠅߥߤ߇㓐ᚲߦߡ߈ߡޔ⠪ࠪࡦࠟߩ࡙࠳ࡗᢥൻߦኻ
ߔࠆࠅߣᗲ⌕ᔃ߇߁߆߇ࠊࠇࠆࠍ߅ߢࠆ߹ޕ⡞ߡࠆࠃ߁ߦ
ᭉߒࠆޕ

⡙ᢪᔒ⇣
ጤᵄዋᐕᢥᐶ


⫱ ᧻㦂㧛
┙㑆 㧛✬⸶
ጤᵄᦠᐫ ᣂ 3111 ᐕ :3 㩖㩩
393Q! 29dn! 791 


⊖ᆓ߇Ꮢ႐ߢ᪸ࠍᄁߞߡߚޕ჻߇৻ߟᕺࠎߢߊࠇߣ߁߇ޔ
⊖ᆓߪᢿߞߚޔߣࠆ߿ߡߞ⾈߇ੱߚߨ߆ޕ჻ߪ⊝ߦ᪸ࠍߏߜߘ
߁ߔࠆߣޔ
⊖ᆓࠍߎࠄߒࠆߚߦਇᕁ⼏ߥ߹ߓߥࠍ߁
ޟ
჻ߣ᪸ߩᧁޠ
ޕ
ߘߩઁߦ߽ᐝ㔤ߣ㈬ࠍ㈨ߺߒᖱࠍᷓࠆ߿ࠞ
ࠬߣ⚿ᇕߔࠆ⟤ޔᅚߩ⊹ࠍⵍߞߚ㝩ߩߥߤޔਛ࿖ߩᷡᤨઍߩᕋ
ߒߊਇᕁ⼏ߥ‛⺆߇  ▻㍳ߐࠇߡࠆޕ
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⿒Ძߩࠕࡦ
ቢ⸶⿒Ძߩࠕࡦࠪ࠭ 


.㨯/㨯ࡕࡦࠧࡔ㧛⪺
ដᎹ ᕶሶ㧛⸶
⻠⺣␠ 2::1 ᐕ :4 㩝
57:Q! 32dn! 3-111 
Boof!pg!Hsffo!Hbcmft)2:19*!


ቅఽ㒮߆ࠄ↵ߩሶࠍᒁ߈ขࠆߎߣߦߒߚ⠧ఱᆂࡑࠪࡘーߣࡑ
ߩ߽ߣ߳߿ߞߡ߈ߚߩߪ⿒ߢߜ߸ߞߖ߿ޔᲫߢ߅ߒ߾ߴࠅߥዋᅚࠕ
ࡦߛߞߚޕߣḓߩࠕࡧࠜࡦߩ⟤ߒ⥄ὼߩਛߢޔᄞ߇ߜ
ߢᄙᗵߥࠕࡦߪߩߗ߅߅ޔ㆐ߦ࿐߹ࠇޔᄬᢌࠍߒߥ߇ࠄ߽ࡑ
㆐ߩߚߚ߆ᗲᖱߦᡰ߃ࠄࠇߡᣂߒ↢ᵴߦߥߓࠎߢߊޕ
߅ߥߓߺࠕࡦࠪ࠭ߩ╙৻ޕ

ߒߥ߇߅ߓߐࠎ
㖸㙚ᢥᐶ


,㨯࠙ࠚࡉࠬ࠲㧛↹
ဝ ㇚⟤㧛⸶
㖸㙚ᦠᐫ 3115 ᐕ :4 㨽
367Q! 28dn! 811 
EbeezǽMpohǽMfht)2:23*!


ቅఽߩࠫࡘ࠺ࠖߪቅఽ㒮ߩ⹏⼏ຬߩ߭ߣࠅߦᢥࠍࠄࠇޔ
ᄢቇ߳ߒߡ߽ࠄ߁ߎߣߦߥࠆ᧦ޕઙߪᓐߦᲤᚻ⚕ࠍߔߎߣޕ
ᱜࠍ߆ߐߥᓐߦߣޠࠎߐߓ߅߇ߥߒޟฬઃߌޔᄢቇߢߩ↢
ᵴࠍߎߣ⚦߆ߦᦠ߈ㅍࠆޕᢙᐕᓟޔᕜᗲ㗴ߦᖠᓐᅚߪᓐߦળ
ߦⴕߊߎߣߦߥࠆޔߡߐޕᙏࠇߩߒߥ߇߅ߓߐࠎߩᱜߪ̖̖
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ⓣ


࡞ࠗࠬࠨ࠶ࠞ㧛
ᐘ↰ ᢕሶ㧛⸶
⻠⺣␠ 2::: ᐕ :4 㩅
41:Q! 31dn! 2-711 
Ipmft)2::9*!


߹ߕᤨߦ߹ߕߣߎࠈߦߚߚߦߪࡦ࠲ࠬޔήታߩ⟋ߢ
⍾Ṽߩ⌀ࠎਛߦࠆᦝ↢ᣉ⸳߳ࠇࠄࠇߡߒ߹߁ߪߢߎߘޕዋᐕߚ
ߜ߇Ფᣣ৻ߟߕߟᄢ߈ߥⓣࠍជࠄߐࠇߡߚߪ⊛⋡ߩߘޕᚲ㐳߇⸒
߁ੱޟ㑆ᒻᚑߩߚޕߚߞ߆ߥߪߢޠ
ⓣࠍជࠆᧄᒰߩ⋡⊛ߣߪ㧫⍾Ṽߩᣉ⸳߆ࠄᱫߩ⣕ࠍ࿑ߞߚࠬ
࠲ࡦߪࠍࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߩ߆㧫ᖱߣ౨㒾ߣᚑ㐳ߩ‛⺆ޕ

ࠄߒߩ೨
ጤᵄዋᐕᢥᐶ


࠼࠼࡛ࡦࠣ㧛
ศ㊁ Ḯਃ㇢㧛⸶
ጤᵄᦠᐫ ᣂ 3119 ᐕ :4 㩠
383Q! 29dn! 791 
Uif!mfwfm!mboe)2:54*!


ࠝࡦ࠳ߩߦࠄߔ߅ޔක⠪ߐࠎ৻ኅࠝ࡞࠻ኅߩ‛⺆ੱޕ
ߦዅᢘߐࠇࠆῳޔᗲᖱᷓᲣߩ߽ߣ㧢ੱߩሶߤ߽ߚߜߪᐘߥᣣޘ
ࠍㅍߞߡࠆߥࠎߘߒ߆ߒޕኅᣖߦޕࠆࠇ⸰߇ޠߒࠄޟਛ┙ࠍ
ߞߡ߈ߚࠝࡦ࠳ߦ߽ߟߦ࠼ࠗ࠷ァ߇ㄟࠎߢ߈ߚߩߛ╙ޕੑ
ᰴ⇇ᄢᚢਅ⚿᧤ߒߡ↢߈ࠃ߁ߣߔࠆኅᣖߩᆫ߇ᗵേ⊛ޕ
⛯✬ߦޕࠆ߇ޠߣߩߒࠄޟ
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ᄢ߈ߥߩዊߐߥኅ
ࠗࡦࠟ࡞ࠬ৻ኅߩ‛⺆㧝


ࡠࠗࡦࠟ࡞ࠬࡢࠗ࡞࠳㧛
ᕲ ਃሶ㧛⸶
ࠟࠬ࠙ࠖࠕࡓ࠭㧛↹
㖸㙚ᦠᐫ 2:83 ᐕ :4 㩦
365Q! 32dn! 2-711 ߶!
Mjuumf!ipvtf!jo!uif!cjh!xppet)2:43*!

 ᐕઍࠞࡔࠕޔਛㇱߩ෩ߒᄢ⥄ὼߩਛ⥄ޔಽߚߜߩᚻߢ
↢ᵴࠍ▽߈ߍߡߞߚ৻ኅߩ৻ᐕ㑆ࠍޔዋᅚࡠߩ⋡ࠍㅢߒߡ
߈߈ߣឬߊޕኅᣖߩ⚷ߩᄢಾߐޔ᷷߆ߐࠍᡷߡᗵߓߐߖߡߊ
ࠇࠆ‛⺆ߢࠆޕ㐿ᜏ↢ᵴࠍㆊߏߒߚ⪺⠪ߩ⥄વ⊛㐳✬ࠪ࠭ߩ
╙৻⋡ޟߦ✬⛯ޕᄢ⨲ේߩዊߐߥኅޠ
ޔ
ߩࠢࠢࡓࡊޟᚻ
ߢޠ
ޔ
ߩࠢࠗࡃ࡞ࠪޟጯㄝߢޠ
ޔ
ޟㄘ႐ߩዋᐕޕࠆ߇ޠ

ᒉߩᚢ


ࡠࡃ࠻࠙ࠚࠬ࠻࡞㧛
ේ↰ ൎ㧛⸶
ᓼ㑆ᦠᐫ 2::6 ᐕ :4 㨽
283Q! 2:dn! 2-311 
Hvmg)2::3*!


ḧጯᚢ߇ᆎ߹ߞߚᄐߩࠆᣣߩࡓ࠻ޔᒉࠕࡦ࠺ࠖ߇⓭ὼᄸᅱߥ
⸒⪲ࠍߒ߾ߴࠅ⥄ޔಽߪࠗࠢߩዋᐕߛߣ⸒ߒߚޕᄢჿߢต
ࠎߛࠅޔᔶࠅߣᘾߒߺߩᖱߢ߆ญߞߚࠅߒߡߚ߇߇߿ޔ
ߡࠗࠢ߳ߩⓨ߇ᆎ߹ࠆߣߦ⁁ᘒߪߐࠄߦᖡൻߒߡߊޕ
ࠗࠢ߇ߩࠅ߁ߟߞߚᒉߩ⸒േࠍㅢߒߡ↹ࡆ࠹ޔߪࡓ࠻ޔ㕙
ߦ߁ߟࠆᚢߩะߎ߁ߦࠆታޔ
ᢜߢߩᕟᔺ߿⧰ߒߺࠍ⍮ࠆޕ
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߅߿ߔߺߥߐ࠻ࡓߐࠎ


ࡒࠪࠚ࡞ࡑࠧࠕࡦ㧛
ਛ ᅱሶ㧛⸶
⹏⺰␠ 2::2 ᐕ :4 㩙
525Q! 31dn! 3-111 
Hppeojhiu!Njtufs!Upn)2:92*!


╙ੑᰴᄢᚢਅޔ
ࡠࡦ࠼ࡦ߆ࠄ↰⥢߳⇹㐿ߒߡ߈ߚዋᐕ࠙ࠖࠕࡓޕ
Უⷫߩ⯦ᓙߢり߽ᔃ்߽ࠍ⽶ߞߚᓐߪޔᒁ߈ขࠄࠇߚ࠻ࡓ⠧ੱߩ߽
ߣߢޔ㆐ࠍߟߊࠅޔᛂߜߎࠆߎߣࠍߟߌߡᚑ㐳ߒߡߊߘޕ
ߒߡߘߩᆫ߇ޔᆄࠍߥߊߒߡ߆ࠄੱߣࠊࠆߎߣࠍㆱߌߡߚ࠻ࡓ
ߩᔃ߽ޔ
ߚߚߡߊߎߣߦߥࠆޕ
ᚢߩᓇࠍ⦡Ớߊឬ߈ߥ߇ࠄޔ
ᧂ᧪߳ߩᏗᦸࠍᒝߊශ⽎ߠߌࠆຠޕ

㘑ߦߩߞߡ߈ߚࡔࠕࡐࡇࡦ࠭
ጤᵄዋᐕᢥᐶ


2.࠻ࡧࠔࠬ㧛
ᨋ ኈศ㧛⸶
ጤᵄᦠᐫ ᣂ 3111 ᐕ :4 㩎
3:6Q! 29dn! 831 
Nbsz!Qpqqjot)2:45*!


ሶߤ߽ߩߖࠊଥߣߒߡࡃࡦࠢࠬኅߦ߿ߞߡ߈ߚࡔࠕࡐࡇࡦ
࠭ߪߣߞࠂߜޔ㘑ᄌࠊࠅ߽ߢޕሶߤ߽ߚߜߪߞߣ߁㑆ߦࡔࠕ
ߩߣࠅߎߦߥߞߡߒ߹߁ޔࠄߥߗߥޕᓐᅚߪਇᕁ⼏ߥജࠍᜬߞߡ
ߡޔേ‛ߣࠍߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚࠅ৻ޔ⍍ߦߒߡ⇇ࠍ࿁ࠆߎߣ
߇ߢ߈ߚࠅޔ
ᓐᅚߣࠆߣࠊߊࠊߊߔࠆࠃ߁ߥ౨㒾߇ߢ߈ࠆ߆ࠄߛޕ
ฎ߈ࠗࠡࠬߩ㔓࿐᳇߇ࠊ߃ࠆ‛⺆✬⛯ޕ㧟ౠࠅޕ
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㌁ߩࡠࡃ


࠰࠾ࡖࡂ࠻ࡀ࠶࠻㧛⪺
㊁ᴛ ૫❱㧛⸶
ਥᇚߩ␠ 3117 ᐕ :4 㩔
2:1Q! 31dn! 2-611 
Uif!tjmwfs!epolfz)3115*!


⥰บߪ╙৻ᰴ⇇ᄢᚢਛߩࡈࡦࠬޕ᷼ߦㄭߩਛߢޔੑੱߩ
ᐜᆌᆂߪ⋡ߩ߃ߥ⣕ࠍߟߌࠆޕᓐߪޔ㊀∛ߩᒉߦળ߁
ߚࠗࠡࠬᶏጽࠍࠊߚࠅߚߩߛߣ⸒߁ޕߣ߆ᓐࠍഥߌߚߣ
⠨߃ߚᆌᆂߪޔᲤᣣߎߞߘࠅ㘩ᢱࠍዯߌࠆޕᆂߩࠦࠦߪ჻߇ᐘㆇ
ߩ߅ࠅߣߒߡᜬߞߡߚ㌁ߩࡠࡃߦᔃ߭߆ࠇޔ჻ߪࡠࡃߦ߹ߟ
ࠊࠆ‛⺆ࠍ⺆ࠅᆎࠆޕ

ࠢࠬࡑࠬࠠࡖࡠ࡞
ጤᵄዋᐕᢥᐶ


࠺ࠖࠤࡦ࠭㧛
⣁ ሶ㧛⸶
ጤᵄᦠᐫ 3112 ᐕ :4 㩍㩨
327Q 29dn 751 
B!Disjtunbt!dbspm)2954*!


ࠬࠢ࡞ࠫ⠧ੱߪ಄㉃ߥ㌛ᅛߩࠬࡑࠬࠢޕ೨ᄛ߽߁ᔃߥߤ
ᓸႲ߽ߥߊޔ㊄ൊቯ߫߆ࠅࠅߣ߭ޔ߇ࠈߎߣޕᏫቛߒߚᓐߩ⸵߳߆
ߟߡߩખ㑆マーレイߩᐝ㔤߇ࠊࠇޔ㧟ੱߩᐝ㔤ߩ⸰ࠇࠍ๔ߍ
ࠆޔߡߒߘޕㆊޔߩ᧪ᧂޔᐝ㔤ߦዉ߆ࠇߚߩࠫ࡞ࠢࠬޔ
߽ߩߪ̖̖ߩࡦ࠼ࡦࡠޕਅ↸ߩᔃߚߚ߹ࠆࠢࠬࡑࠬߩ‛⺆ޕ
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ࠣࡦࡁ࠙ߩሶߤ߽ߚߜ
ࠣࡦࡁ࠙‛⺆ 


./ࡏࠬ࠻ࡦ㧛
 ବ㧛⸶
⹏⺰␠ 2:83 ᐕ :4 㩘㩨
365Q 32dn 2-611 
Uif!dijmesfo!pg!Hsffo!Lopxf)2:65*!


ࠝ࡞࠼ࡁ࠙ᄢ߅߫ߐࠎߩฎደᢝߦߎߣߦߥߞߚዋ
ᐕ࠻ߩߎࠆࠇ߫ࠃߣ࠙ࡁࡦࠣޕደᢝߦߪޔਇᕁ⼏ߥߎ
ߣ߇ᰴ  ߪ࠻ߡ߇߿ޔࠅߎ߅ߣޘᐕ೨ߦߎߩደᢝߦࠎߢ
ߚ㧟ੱߩሶߤ߽ߚߜߣᭉߒࠊࠅࠍ⚻㛎ߔࠆޕ
⠪ߩᕷሶߦࠃࠆᝌ⛗߇‛⺆ߩ㔓࿐᳇ࠍߣߡ߽ࠃߊવ߃ߡࠆޕ
߶߆✬⛯ޔ㧡ౠޕ

ࠢࡠ࠺ࠖࠕߩ⒁ኒ
ጤᵄዋᐕᢥᐶ


'.ࠞ࠾ࠣ࠭ࡃࠣ㧛
᧻᳗ ߰ߺሶ㧛⸶
ጤᵄᦠᐫ ᣂ 3111 ᐕ :4 㩀
353Q! 29dn! 791 
Gspn!uif!njyfe.vq!gjmft!pg!Nst/Cbtjm!
F/Gsbolxfjmfs)2:78*!

⺕ߛߞߡᤨߦߪኅࠍ⠨߃ࠆޕఝ╬↢ߢ⦟ሶߩࠢࡠ࠺ࠖࠕߪ
 ᱦ߽⚳ࠊࠅߩࠆᣣޔᒉࠍ⋧ߦኅߒߚ߈ⴕޕవߪߣࡔ࠻ࡠ
ࡐ࠲ࡦ⟤ⴚ㙚 ޕ♿ߩ⽕⪇ߥࡌ࠶࠼ྃޕ᳓ߢߩ᳓ᶎࡦࠤࡒޕ
ࠫࠚࡠߩຠߣࠊࠇࠆᄤߩߩ⒁ኒࠍតࠅߒߚੑੱߪ̖̖ޕ
ᄢੱߦߥࠅ߆ߌߚዋᅚߩౝ㕙߇ᗲᖱᷓߊឬ߆ࠇߡࠆޕ
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ࠦ࠙ࡁ࠻ߣੱߩሶߤ߽ߚߜ


/㨯࠺ࠖࡗࡦࠣ㧛
㆙⮮ ኼሶ㧛⸶
ጤᵄᦠᐫ 2:78 ᐕ :4 㩍㩨
467Q! 34dn! 3-611 
Uif!xiffm!po!uif!tdippm)2:65*!


ࠦ࠙ࡁ࠻߇ደᩮߦᎽࠍࠆߣᐘㆇ߇ߊࠆ⸒ߥࠎߘޕવ߃߇
ࠆࠝࡦ࠳ߩዊߐߥṪߩ‛⺆ޕ
ߦߗߥޟ㠽߇Ꮍࠍ߆ߌߥߊߥߞߚ
ߩ⇼ߩ࠽ޠ߆ࠄޔ㧢ੱߩዊቇ↢ߩࠦ࠙ࡁ࠻߮ᚯߒᚢ߇
ᆎ߹ࠆޕᎽߦ߁ゞベࠍᝡߒߡ߈ࠆᢙߩޘઙ߇ߣࠕࡕ࡙ޔ᷷
߆╩ߢឬ߆ࠇߡߡޔᔃࠃᗵേࠍࠃ߱ޕ

᳖ߩ⧎ߚ߫
ጤᵄዋᐕᢥᐶ


ࠕ࠰ࡦࠕ࠻㧛
⍹ ᩶ሶ㧛⸶
ਛᎹ ᧘ᨑሶ㧛⸶
ጤᵄᦠᐫ ᣂ 3115 ᐕ :4 㨻
323Q! 29dn! ᚻਇน


㔐ߦㅅߞߚῳⷫߩࠍᢇߞߚ⻘ߩ↵ߪߦ␞߅ޔἹㄝߩࡃࠬࠤ࠶
࠻ߩਛߩ߽ߩࠍⷐ᳞ߔࠆޕኅߦᏫߞߚῳⷫ߇ࡃࠬࠤ࠶࠻ߩਛࠍߩߙ
ߊߣߪߦߎߘޔᗲᆷ߇⌁ߞߡߚޕ⠉ᣣߦߥࠆߣ↵ߣߩ⚂᧤ߪᄞߩ
ਛߩ᧪ߩࠃ߁ߦᕁ߃ߡ߈ߚῳⷫߛߞߚ߇ߊߒ⟤ޔߜ⚻߇ᤨޔᚑ
㐳ߒߚᆷߩ߽ߣߦਇᕁ⼏ߥ⿅ࠅ‛߇ዯߌࠄࠇࠆࠃ߁ߦߥࠆޕ
㗴ޡ᳖ߩ⧎ߚ߫ߩߟޔ߆߶ޢਇᕁ⼏ߥ‛⺆ޕ
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ߎߜࠄ࠼ࡦޡᣂ⡞✬ޢ㓸ㇱ


ࠕࡦ࠼ࡘࠢࡔࡦ࠷㧛
↰ਛ ᄹᵤሶ㧛⸶
દ᧲ ⟤⾆㧛⛗
⻠⺣␠ 3113 ᐕ :4 㩂
29:Q! 33dn! 2-611 
Uif!Mboesz!Ofxt)2:::*!

ࠞࡦ࠼ߪォᩞߒߡ߈ߡࡩޕᲤᣣᢎቶߩߔߺߢ৻
ੱㆊߏߔ⋡┙ߚߥᅚߩሶߛޕ
ᣂ⡞ࠅ߇ᅢ߈ߢޔ
࠼ࡦޡᣂ⡞ޢ
ࠍቇᩞߢࠅߪߓࠆ߇ޔᤨࠆޔ࿐ࠍᏎ߈ㄟࠎߛ㛍േࠍߎߒ
ߡߒ߹߁ޕ
ߩ⥄↱ߣ⽿છߦߟߡߣ࠻ࠗࡔࠬࠢߣࠞޔవ↢߇⠨߃
ߥ߇ࠄቇࠎߢߊᆫࠍឬߚ‛⺆ޕ

ࠨ࡞ߚߜߩ߅ߊࠅ߽ߩ


࠙ࠖ࡞࠰ࡦ࠙࡞࠭㧛
ၳᎹሶࡕࠗࡀࡋࡦ㧛⸶
⹏⺰␠ 2:95 ᐕ :4 㩡
467Q! 32dn ᚻਇน
Tvnnfs!pg!uif!npolfzt)2:87*!


 ᱦߩዋᐕߦࠆᣣ⸰ࠇߚ࡞ࠨޔ₪ࠅᄢᚢ⾨ޕ㊄ߩ߆߆ߞߚࠨ
࡞ࠍ߹߃ߡዊ㚍ߣ㌂ࠍᚻߦࠇࠃ߁ߣߒޕࠆ߫ࠎ߇߽ߢ߹ߊޔ
㗿߇ฟ߁ߣࠊࠇࠆޟᅯ♖ߩベߚߌߟࠍޠዋᐕ߇㗿ߞߚౝኈߣ
ߪ̖̖࡞ࠨޕ₪ࠅߩ⚿ᨐߪ̖̖ޕ
⼾߆ߥ⥄ὼឬ౮ߣ࡙ࡕࠕߩࠆ߇ᭉߒࠆ‛⺆ޕ
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ࠪࡖࡠ࠶ࠢࡎ࠙ࡓ࠭߹ߛࠄߩ߽߭
ጤᵄዋᐕᢥᐶ


ࠦ࠽ࡦ࠼ࠗ࡞㧛
ᨋ సᏆ㧛⸶
ጤᵄᦠᐫ ᣂ 3111 ᐕ :4 㩎㩨
442Q! 29dn! 831 


ࡠࡦ࠼ࡦߣߘߩㄝߢ߈ߚਇน⸃ߥઙࠍฬតࡎ࠙ࡓ࠭߇
ੱࡢ࠻࠰ࡦߣߣ߽ߦ㞲߿߆ߦ⸃߈߆ߔޕ
ᱫࠎߛᆌ߇ᱷߒߚ⻘ߩ⸒⪲ޔ
ߤߎ߆ࠄ߆߈ߎ߃ࠆਇ᳇ߥญ╍̖ޕ
ࠆฎደᢝߢ߈ߚᕟࠈߒઙߩ㘂ᧃࠍឬߚ
ޠ߽߭ߩࠄߛ߹ޟ
ޕ
⿒Ძߩᚑੱ↵ᕈࠍ㓸ߔࠆ᳞ੱᐢ๔ߩ⌀ߩ⋡⊛߇߆ߐࠇࠆ⿒ޟᲫ
ㅪ⋖ߺ⺒ޔߤߥޠᔕ߃ߚߞ߲ࠅߩ㧢✬ࠍ㍳ޕ

ࠫࡖࡦࠣ࡞ࡉ࠶ࠢ
㖸㙚ฎౖ┬ࠪ࠭


4㨯ࠠ࠶ࡊࡦࠣ㧛
ᧁፉ ᆎ㧛⸶
⍹Ꮉ ാ㧛↹
㖸㙚ᦠᐫ 2:8: ᐕ :4 㩁
593Q! 32dn! 3-411 
Bmm!uif!Npxhmj!tupsjft)29:6*!

ࠗࡦ࠼ߩࠫࡖࡦࠣ࡞ߢࠝࠝࠞࡒߦ⢒ߡࠄࠇߚዋᐕࡕ࡚ࠣࡅޕ
࠙߿࠾ࠪࠠࡋࡆߩ࡞ࠣࡦࡖࠫߦߤߥࡑࠢޔឌࠍቇ߮ᚑ㐳ߔࠆ߇߿ޕ
ߡࠫࡖࡦࠣ࡞ߩਥੱߣߥࠅേ‛ߚߜࠍዉߊޕ
ੱ㑆ߢࠆ߇ࠁ߃ߦᖠߺߥ߇ࠄ߽ޔᣂߒߊ↢߈ࠆࠍㆬᛯߔࠆዋ
ᐕߩᆫߣࠍࠇߘޔࠆേ‛ߚߜߣ߇߈߈ߣឬ౮ߐࠇߡࠆޕ
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ࠫࡦࠧࠫࡖࡦࠧߩ౨㒾ᣏⴕ


5ࡈࠗࠪࡘࡑࡦ㧛
ᷰㆺ ੌ㧛⸶
┻ ⟤㧛↹
߆ߨᦠᚱ 2::6 ᐕ :4 㩖
34:Q! 32dn! 2-411 
Kjohp!Ekbohp)2:82*!

ᾍ⓭㒰ߢሶߤ߽ߚߜࠍߎ߈߁ࠬࠞࡠ࠶ࠢァ߇ᝡߒߡߚ
ߩߪޔቲߩ࿑߇ᓂࠄࠇߚࠢࠫߩᱤߛߞߚ㧍ߘߩࠢࠫߩᱤࠍ
ὼᚻߦࠇߚቅఽߩዋᐕࠫࡦࠧߪߩࠧࡦࠫޔῳⷫߛߣฬਸ਼ࠆᕋߒ
↵ࡇࠦ࠶ࠢࡋࡓࡠ࠶࡚ࠢࠫࡦ࠭᳁ߣߦቲߩࠆࡔࠠࠪࠦ
߳ะ߆߁ޕᨐߚߒߡࠬࠞࡠ࠶ࠢァࠃࠅవߦቲࠍߟߌߖࠆߩ
߆㧫ᵄੂߦߣࠎߛ౨㒾‛⺆ޕ

ᄥ㓁ߩᚢ჻
ጤᵄዋᐕᢥᐶ


ࡠ࠭ࡑࠨ࠻ࠢࡈ㧛
ⁿᾢ ⪲ሶ㧛⸶
ጤᵄᦠᐫ 3116 ᐕ :4 㩅
4:6Q! 29dn! 871 
Xbssjps!tdbsmfu)2:69*!


✖⦡㧙ߘࠇߪㇱᣖߩᚢ჻ߩߺりߦ߹ߣ߁ߎߣ߇⸵ߐࠇߚ⦡ߒߘޕ
ߡޔᚢ჻ߣࠄࠇࠆߚߦߪࡒࠞࠝࠝޔᲕߒࠍᚑߒㆀߍߥߌࠇ߫
ߥࠄߥޕฝ⣨߇߈߆ߥዋᐕ࠼ࡓߪޔῳࠠࡖࠬࡦߦᚢ჻ߦ
ߪߥࠇߥߛࠈ߁ߣ⸒ࠊࠇߚ⥄ߪࡓ࠼ޔ߽ߤࠇߌޕಽߩജߢᚢ჻
ߩ✖⦡ࠍᚻߦࠇࠆߎߣࠍޔ࿎㔍ߣߩᚢߩᣣ߇ޘᆎ߹ߞߚޕ
㕍㌃ེᤨઍߩࡉ࠹ࡦፉࠍ⥰บߦዋᐕߩᝂ᛬ߣᚑ㐳ࠍឬߚ‛⺆ޕ
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ቲፉ
㖸㙚ᢥᐶ


4.ࠬ࠹ࠖࡉࡦ࠰ࡦ㧛
ဈ ᥍ᒾ㧛⸶
ኹፉ 㦖৻㧛↹
㖸㙚ᦠᐫ 3113 ᐕ :4 㩇
587Q! 28dn! 961 
Usfbtvsf!Jtmboe)2994*!

ࠫࡓࡎࠠࡦ࠭ዋᐕߪ⦁ޟ㐳ࠄ߆ޠቲፉߩ࿑ࠍᚻߦࠇޔ
ࡉࠫవ↢ߦ߽ߣߣࠄࠎߐ࠾ࡠ࠻ޔቲតߒߦ߆ߌࠆޕㅜਛޔ
ਸ਼⚵ຬߩ࡚ࠫࡦࠪ࡞ࡃߩੂߦࠃࠅ⦁ߪਸ਼ߞขࠄࠇߡߒ߹߁ޕ
ፉߢߩᚢࠍ⦁ޔขࠅᚯߔ⒁ኒᚢޔᰴ߆ࠄᰴߦᏎ߈ߎࠆ౨㒾ߦ
ᕷࠍߟߊ㑆߽ߥߊ৻᳇ߦ⺒ߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ ߆ࠄ  ᐕࠍ⚻ㆊ
ߒߡ߽ޔߒߡ⦡ߖࠆߎߣߩߥޔ౨㒾ዊ⺑ߩฬޕ

⒳ࠍ߹ߊੱ


ࡐ࡞ࡈࠗࠪࡘࡑࡦ㧛⪺
ጟ ߒߩ߱㧛⸶
ߔߥࠈᦠᚱ 2::9 ᐕ :4 㩖
:6Q! 31dn! 2-311 
Tffegpmlt)2::8*!


↢ࠧࡒ߿ฎ࠲ࠗࡗߢߞ߬ߩⓨߦዋᅚ߇⼺ߩ⒳ࠍ߹ߚ‛ޕ
⺆ߩ⺆ࠅᚻߪߘࠇࠍ⓹߆ࠄߺߡߚᅚᕈ߳ޔᰴߦᓐᅚߩ㓏ਅߦ
ቇᩞ↪ോຬ߳ߦࠄߐޔධ☨⒖᳃ߩዋᐕౕ߳ߚߞߣޔวߦᰴ߆ࠄᰴ
߳ߣ⒖ࠅ߆ࠊߞߡࠁߊੱޕ⒳߽ᐕ㦂߽Ⴚㆄ߽⇣ߥࠆࠕࡄ࠻ߩੱ
߇ߘࠇߙࠇߩℂ↱߆ࠄߎߩⓨߦ㑐ࠊߞߡ߈ߡ߇߿ޔⓨߪߺߏ
ߣߥ⇌߳ߣᄌࠊߞߡࠁߊޕ
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ῳߐࠎߩ⚊ደ


ࠕࡧࠖ㧛
⼱ญ ↱⟤ሶ㧛⸶
ஒᚑ␠ 2::8 ᐕ :4 㨻
269Q! 31dn ᚻਇน
Uif!cbso)2::5*!


 ♿ࠕࡔࠞߩ㐿ᜏߦ↢߈ࠆኅᣖߩ‛⺆ޕ
∛ߩᐥߦࠆῳⷫ߳ߩ⿅ࠅ‛ߣߒߡޔ㧥ᱦߩዋᐕࡌࡦߪᆌ߿ఱߣ
৻✜ߦ⚊ደࠍᑪߡߪߓࠆޕ
⛘ߪߜߚߊ߷ޟኻߦ⚊ደࠍᑪߡߥߌࠇ߫
ߥࠄߥޕ
ޠ
ర᳇ߦߥߞߡ߶ߒߣ߁㗿ߪῳⷫߦዯߊߩ߆㧫ߘߒ
ߡቢᚑߒߚ⚊ደࠍ೨ߦޔሶߤ߽ߚߜ߇⢷ߦᛴߊᕁߣߪ̖̖ޕ

ᤨߩᣏੱ


ࠕࠬࡦࠕ࠻㧛⪺
ዊ㊁ ┨㧛⸶
⹏⺰␠ 2:91 ᐕ :4 㨻
435Q! 32dn! 2-711 
Usbwfmmfs!jo!ujnf)2:4:*!


ⓨᗐኅߢ∛ᒙߥዋᅚࡍࡀࡠࡇߪޔ෩ߒ౻ߩ㑆ߩࠬࠡࠗޔฎ
ㄘߢㆊߏߔߎߣߦߥࠆޕ
ߘߒߡޔ
ࠆᣣ⒁ኒߩᚭญࠍㅢࠅߧߌޔ
ߩᤨઍߦࠅߎࠎߢߒ߹߁  ߃ࠍᤨޔߪߎߘޕᐕ೨ߩࠛࠩ
ࡌࠬᅚ₺ᤨઍߛߞߚᤨߩߣ߽ޕઍߦᚯࠇߥߊߥࠆ߆߽ߒࠇߥਇ
ߩਛߢޔㆊߦੱߚߜߦ㝯߆ࠇߡߊࡍࡀࡠࡇޔߪ⺆‛ޕᱧ
ผࠍ᛬ࠅ߹ߗߥ߇ࠄዷ㐿ߒߡߊޕ
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ߣ߱⦁ ਅ
ጤᵄዋᐕᢥᐶ


ࡅ࡞࠳࡞ࠗࠬ㧛
⍹ ᩶ሶ㧛⸶
ጤᵄᦠᐫ ᣂ 3117 ᐕ :4 㩣
343Q!378Q! 29dn! 751 !791 
Uif!tijq!uibu!gmfx)2:4:*!


߁ߔᥧዊߐߥᐫߢߪ࠲ࡇޔฎዊߐߥ⦁ࠍᚻߦࠇࠆߘޕ
ࠇߪታߪ㝷ᴺߩ⦁ߛߞߚ㧍ߘߎ߆ࠄࠄ࠲ࡇޔ㧠ੱߩ߈ࠂ߁ߛ
ߩᄢ౨㒾ߩᣣ߇ޘᆎ߹ࠆޕ㆙ߊࠛࠫࡊ࠻߳ᣏߒߚࠅޔᤄߩࠗࠡࠬ
߳࠲ࠗࡓ࠻ࡌ࡞ߒߚࠅߩߪߦᤨޔ⇇ࠕࠬࠟ࡞࠼߽߳㧍
⺕ߒ߽߇ᜬߟノߊሶߤ߽ᤨઍࠍޔ౨㒾ࠍ߃ߡឬߊ‛⺆ޕ

࠻ࡓ࠰ࡗߩ౨㒾 ਅ
ጤᵄዋᐕᢥᐶ


ࡑࠢ࠻࠙ࠚࠗࡦ㧛
⍹ ᩶ሶ㧛⸶
ጤᵄᦠᐫ ᣂ 3112 ᐕ :4 㩎
373Q!365Q! 29dn! ฦ 791 
Uif!bewfouvsft!pg!Upn!Tbxzfs)2987*!


ࠕࡔࠞධㇱࡒࠪࠪ࠶ࡇᴡ⇎ߩዊߐߥࠍ⥰บߦࠊࠎ߬ߊߥ࠻
ࡓ࠰ࡗ߇ޔᶋᶉఽࡂ࠶ࠢ࡞ࡌࡈࠖࡦ߿ቇᩞߩ㆐࡚ࠫ
ࡂࡄߣᗢᔟߥ౨㒾ࠍ➅ࠅᐢߍࠆޕኅࠍߒߡᣣ߽ᶏ⾚ߏߞߎ
ࠍߒߚࠅޔᄛਛߩჄߢᲕੱઙࠍ⋡᠄ߒߚࠅ̖̖⓭ߦᤨޕᜉሶ߽
ߥⴕേߢ↸ਛߩᄢੱߚߜࠍᄢ㛍߉ߐߖߥ߇ࠄ߽⥄ޔὼߩਛߢ⥄↱
ߦߚߊ߹ߒߊㆆ߱ሶߤ߽ߚߜߩᆫ߇↢߈↢߈ߣឬ߆ࠇߡࠆޕ

- 30 -

࠻ࡓߪ⌀ᄛਛߩᐸߢ


ࡈࠖࡄࡇࠕࠬ㧛
㜞᧖ ৻㇢㧛⸶
ጤᵄᦠᐫ 2:78 ᐕ :4 㩕㩩
415Q! 34dn! 2-:11 
Upn(t!njeojhiu!hbsefo)2:69*!


߅߫ߩࠕࡄ࠻ߦ㗍ߌࠄࠇޔㅌዮߒߡߚ࠻ࡓߪ⌀ޔᄛਛߦᄢᤨ
⸘߇  ߩ㏹ࠍᛂߟߩࠍ⡞ߊޕᄖߦࠆߣߪߦߎߘޔᤤ㑆ߪߥ߆ߞߚ
ߪߕߩ⟤ߒᐸ߇ᐢ߇ߞߡߚߢߎߘޕળߞߚਇᕁ⼏ߥዋᅚࡂ
࠹ࠖߣ㆐ߦߥࠅޔᕁ߇ߌߥߊ߈߈ߣߒߚࠍޠᤨޟᭉߒߎ
ߣ߇ߢ߈ߚ࠻ࡓߪ̖̖ޕᄞߣታࠍ߃ߥ߇ࠄᤨޟ㑆߰ߡ߃ࠍޠ
ࠇ߁㝬߇ޔᐛᗐ⊛ߦឬ߆ࠇߡࠆޕ

ߩߞ߸ߩࠨ


ࡄ࠻ࠪࠕࡑࠢࠢࡦ㧛
㊄ේ ℰੱ㧛⸶
ਛ ᖝሶ㧛⛗
ᓼ㑆ᦠᐫ 3114 ᐕ :4 㩙
259Q! 2:dn! 2-411 
Tbsbi-qmbjo!boe!ubmm)2:96*!

ᄢ⨲ේߦࠕࡦ࠽ߣࠤࠗࡉᆌᒉߩߣߎࠈߦߩࡄࡄޔᅏߐࠎ
ߣߒߡ߿ߞߡ߈ߚࠨߪߩߞ߸ߢਇ⚦Ꮏ߽ߢޕੑੱߪޔ߁ߎߣ
߇ᅢ߈ߢޔࠃࠅᶏ߇ᅢ߈ߥᓐᅚ߇ᄢᅢ߈ߦߥࠆߪࠨߡߒߚߪޕ
ੑੱߩᣂߒࡑࡑߦߥߞߡߊࠇࠆߛࠈ߁߆㧫 ᣂߒߊኅᣖࠍㄫ߃ࠆ
ߣޔኅᣖߦߥࠈ߁ߣߔࠆߩᦼޔᓙߣਇ߇ࠅᷙߓߞߚ᳇ᜬߜ
߇߿ߐߒߊឬ߆ࠇߡࠆޕ
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ࡃ࠼ߩᚺ߇߭ࠄߊߣ߈


ࠢࠬ࠻ࡈࠔࡐ࡞ࠞ࠹ࠖࠬ㧛
೨ᴛ ᨑ㧛⸶
ᓼ㑆ᦠᐫ 3114 ᐕ :4 㩀
381Q! 2:dn! 2-711 
Cve-opu!Cveez)2:::*!


ᄢᕟᘓᤨઍߩࠕࡔࠞ ޕᱦߩࡃ࠼ߪࡑࡑ߇ᱫࠎߢ߆ࠄߕߞߣ߭
ߣࠅ߷ߞߜ߇ࡑࡑޕᄢߦߒߡߚࠫࡖ࠭ࡃࡦ࠼Ṷߩ࠴ࠪߎޔ
ߩࡃࡦ࠼ߩ࠳߇߷ߊߩ߅ῳߐࠎߛ㧍ߘ߁⋥ᗵߒߚࡃ࠼ߪ߅ޔ
ῳߐࠎࠍតߒߦⴕߊߎߣߦߒߚ␠ߒ߮߈ޕળࠍ⍮ᕺߣാ᳇ߢਸ਼ࠅ
߃ߡߊ㤥ੱዋᐕߩ‛⺆ޕᥧ⋧ࠍ⢛᥊ߦߒߥ߇ࠄޔシᔟߥ⺆
ࠅญߣਥੱߩࠆߐߪᔃߦᏗᦸࠍਈ߃ߡߊࠇࠆޕ

Უ߆ࠄߩવ⸒ ೝしゅう↹ߦㄟߚᕁ


ࠛࠬ࠲࠾ࡦ࠲࡞ࠢ࠾࠶࠷㧛
ࡃ࠾ࠬࠬ࠲ࠗࡦࡂ࠻㧛
ጟ ߒߩ߱㧛⸶
శᢎ⢒࿑ᦠ 3118 ᐕ :4 㩂
74Q! 39dn! 2-:11 
Nfnpsjft!pg!tvswjwbm)3116*!

╙ੑᰴᄢᚢਅ ޔᱦߩዋᅚࠛࠬ࠲ߩࡐࡦ࠼ߩዊߐߥ
ߦ߽࠽࠴ࠬ߇ߞߡ᧪ߚޕᓢ߽ߒࠄߩߡߒߣੱࡗ࠳࡙ߦޘዅ෩߽
ᅓࠊࠇߡⴕߊߦߟޕኅᣖߣߣ߽ߦኈᚲߦㅍࠄࠇࠆᣣޔᓐᅚߪᆂ
ߣੑੱߛߌߢㅏߍᑧ߮ࠆޕᚢᓟޔᆷߚߜߦ➅ࠅߒ⺆ߞߚߘߩ㛎
ࠍᢙචᐕ߆ߌߡ⚛ᧉߛ߇♖ኒߢ߈߈ߣߒߚೝߒࠀ߁↹ߦߒߚޕ
ᆷ߇⺑ᢥࠍᷝ߃ߚޔᲣ߆ࠄሶߤ߽ߚߜ߳ߩޟવ⸒ޕࠆߢᧄ⛗ߩޠ
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ᱤߺ߇߈ߟߊߞߡంਁ㐳⠪
߿ߐߒߊࠊ߆ࠆ⚻ᷣߩ


ࠫࡦࡔ࡞㧛
ጟᧄ ߐࠁࠅ㧛⸶
ᐔ㊁ ᕺℂሶ㧛⛗
ஒᚑ␠ 2::8 ᐕ :4 㩜
285Q! 33dn! 2-411 
Uif!uppuiqbtuf!njmmjpobjsf)2:83*!

 ᱦߩዋᐕ࡞ࡈࠔࠬߪᏒ⽼ߩᱤߺ߇߈ߪ୯Ბ߇㜞ߣᕁߞߡ
⥄ಽߢߞߡߺߚࠍࠇߎޕ㧝ࡦ࠻ߩఢߌߢᄁߞߚࠄޔᄢߚࠅޕ
㆐ࠍᏎ߈ㄟࠎߢળ␠ࠍࠅ␠㐳ߣߥߞߚᓐߪంਁ㐳⠪ߦޕ
᧚ᢱ⾌ߣఢߌߩ⸘▚ޔᩣߣ㈩ᒰ㊄ޔຠ㐿⊒ޔଔᩰ┹ߥߤޔᭉ
ߒߺߥ߇ࠄᬺޔળ␠⚻༡⚻ޔᷣߩߒߊߺ߇ℂ⸃ߢ߈ࠆシᔟߥ⺒ߺ
‛ޕ

ࡅ࠶࠻ߩߔ


ࠫࡖ࠶ࠠࡈࡦ࠴㧛
ߐߊ߹ ࠁߺߎ㧛⸶
㋈ᧁ  3115 ᐕ :4 㩖
332Q! 33dn! 2-511 
Ijumfs(t!ebvhiufs)2:::*!


ࠬࠢ࡞ࡃࠬࠍᓙߟ㑆ߦޔዋᅚࠕࡦ࠽߇ᆎߚ߅ࠥࡓޕዋᐕ
ࡑࠢߪⵙ⁛ߩ࠷ࠗ࠼ޔ⠪ࡅ࠶࠻ߦࡂࠗࠫߣ߁ߔ߇ߚ
ߣ߁߅ߦᒁ߈ㄟ߹ࠇߡߊ⥄ޔߒ߽ޕಽ߇ࡅ࠶࠻ߩߎߤ߽
ߛߞߚࠄᚢࠍᱛࠆߎߣ߇ߢ߈ߚߛࠈ߁߆㧫߽ߒ⥄ޔಽߩ߹ࠊࠅ
ߩੱ߇ᖡߎߣࠍߒߡߚࠄ⥄ಽߪߤ߁ߔࠆߛࠈ߁߆㧫

- 33 -

⒁ኒߩ⧎
㖸㙚ᢥᐶ


(㨯*㨯ࡃࡀ࠶࠻㧛
ⁿᾢ ⪲ሶ㧛⸶
ၳౝ ⺈৻㧛↹
㖸㙚ᦠᐫ 3114 ᐕ :4 㩔㩨
567Q! 28dn! 961 
Uif!tfdsfu!hbsefo)2:22*!

ਔⷫߩᱫߦࠃࠅޔῳߩછࠗࡦ࠼߆ࠄ㆙ߊ㔌ࠇߚ࿖ࠗࠡࠬ
߳ߣᏫߞߡ߈ߚዋᅚࡔޕᒁ߈ขࠄࠇߚῳߩኅߪߔߚࠊޔ㒢
ࠅ⛯ߊ⨹㊁ߩᨐߡߦ┙ߟᐢᄢߥฎደᢝߛߞߚޔߪߦߎߘޕ㜞႖
ߢ࿐߹ࠇ㎛߇߆ߌࠄࠇߚޔᖤߒࠊߊߟ߈ߩ⒁ޟኒߩᐸߞ߇ޠ
ߚ⨹ޕᑄߒߚᐸࠍ⟤ߒ⧎ߣߒߡ↨߃ࠄߖߡߊߥ߆ߢޔ㗎ߥߛ
ߞߚࡔߩ㐽ߑߐࠇߚᔃߦ߽ᄌൻ߇⸰ࠇࠆޕ

ਇᕁ⼏ࠍᄁࠆ↵


ࠫࠚ࡞࠺ࠖࡦࡑࠦ࠶ࠢࡦ㧛
㊄ේ ℰੱ㧛⸶
┻ ⟤㧛⛗
ஒᚑ␠ 2::9 ᐕ :4 㩙
444Q! 33dn! 2-611 
B!qbdl!pg!mjft)2:99*!

ࠛࠗ࡞ࠨߩᲣⷫߩฎౕደߢᓧߩ⍮ࠇߥ↵߇ߊߎߣߦߥߞ
ߚޕᓐߪᐫߩቴߦ߹ߎߣߒ߿߆ߦฎౕߩ↱᧪ࠍ⺆ߞߡ߈߆ߖࠆߩ
ߛ߇ޔߣߎࠈߒ߽߅ߩߩߘޔਇᕁ⼏ߥߎߣޕቴߪߘߩߦߔߞ
߆ࠅᔃࠍᅓࠊࠇߡ⊝ޔຠ‛ࠍ⾈ߞߡࠁߊޕᓐߩߪࡠࡑࡦࠬ߆ࠄࡎ
ߣታߦᄙ⒳ᄙ᭽ޕᐫߩቴߛߌߢߥߊ⑳ߚߜ߽ߚߞ߲ࠅߣߘߩ
⇇ߦ߭ߚࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
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߰ߒ߉ߩ࿖ߩࠕࠬ
㖸㙚ᢥᐶ


࡞ࠗࠬࠠࡖࡠ࡞㧛
↢㊁ ᐘศ㧛⸶
࡚ࠫࡦ࠹࠾ࠛ࡞㧛↹
㖸㙚ᦠᐫ 3115 ᐕ :4 㩁
317Q! 28dn! 711 
Bmjdf(t!bewfouvsft!jo!Xpoefsmboe)2976*!

࠴࡚࠶ࠠࠍ⌕ߡᤨ⸘ࠍᜬߞߚ࠙ࠨࠡߩᓟࠍㅊߞߡ߇ࠬࠕޔ㘧߮
ߎࠎߛⓣߩਛߪޔᄸᅱ߈ߡࠇߟߥ⇇ߛߞߚޕ߆㘶ࠎߛࠅ㘩ߴߚ
ࠅߔࠆߚ߮ߦߩࠬࠕޔߪિ߮ߚࠅ❗ࠎߛࠅޕേ‛ߚߜߣߩ߅ߒ
߾ߴࠅߪᨐߡߒ߽ߥߊ⣕✢ߔࠆߩߊߍޕᨐߡߦᄌߡߎߥⵙ್ߦᏎ
߈ㄟ߹ࠇߡ̖̖ޕ
⥄↱ᅁߥሶߤ߽ߩᔃߘߩ߹߹ߩޕࠆߢޠ߅ߥ߉ߒ߰ޟ

ࡌࠣ࡞࠴ࡓߩᚢ
ጤᵄዋᐕᢥᐶ


'.ࠞ࠾ࠣ࠭ࡃࠣ㧛
᧻᳗ ߰ߺሶ㧛⸶
ጤᵄᦠᐫ ᣂ 3117 ᐕ :4 㩀
338Q! 29dn! 751 
Bcpvu!uif!C(obj!Cbhmft)2:7:*!


ࡑࠢዋᐕߪޔᲣⷫ߇㊁࠴ࡓߩ⋙〈ࠍᒁ߈ฃߌߡ߈ߚߎߣ߆
ࠄޔᕷሶߢࠅㆬᚻߢࠆߣ߁ⶄ㔀ߥ┙႐ߦ┙ߚߐࠇࠆޕᲣⷫߪ
ᾲᔃߦ߇ࠊޔߦ࡞ࠢߒ߆ߒޔሶߦ߽ㆬᚻߚߜߦ߽ធߒߡ࠴ࡓࠍ
߽ࠅ┙ߡߡߊⷫޔ߇ࠢࡑޕ߿ࠟ࡞ࡈࡦ࠼߿࠴ࡓࡔࠗ࠻
ߣߩ㑆ߦߎࠆߐ߹ߑ߹ߥ᧪ࠍㅢߓߡᚑ㐳ߒߡߊᆫࠍᓸᅱߥ
ᔃℂߣߦឬߊޕ
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߷ߊߚߞ߾ߓࠎߩࠍࠡࠞޔ㧍
߽߁ࠄߚߞ࡚ࠗࠫޔ


ࠫࡖ࠶ࠢࠡࡖࡦ࠻ࠬ㧛
೨ᴛ ᨑ㧛⸶
ᓼ㑆ᦠᐫ 3118 ᐕ :4 㩀㩨
316Q! 2:dn! 2-511 
Kpfz!Qjh{b!txbmmpxfe!uif!lfz)2::9*!


ߓߞߣߒߡࠄࠇߥ⥄ޔಽߩᜰࠍ㋦╩ࠅߦ߆ߌߜ߾߁ޔኅߩ
㎛ࠍ㘶ߺߎࠎߓ߾߁ޔ
ߘࠎߥࠞࠥࠠߥዊቇ㧠ᐕ↢ߩ↵ߩሶ࡚ࠫࠗޕ
ᓐ߇ޔ࿐ߩᗲᖱߣᡰេࠍฃߌߥ߇ࠄޔዋߒߕߟ⥄ಽߩ᳇ᜬߜ߿
ⴕേࠍᓮߔࠆࠍߟߌߡߊ‛⺆ޕ
ᧄޟᒰߪߤ߁ߦ߆ߒߡሶߢߚ㧍⥄ߦߩޠಽ߇ᓮߢ߈ߥ
ሶߤ߽ߩ᳇ᜬߜࠍޔࠆߊᭉߒߊឬߊޕ

ࡎࡆ࠶࠻ߩ౨㒾


,44࠻࡞ࠠࡦ㧛
ἑ↰ ⽵ੑ㧛⸶
ኹፉ ┥৻㧛⛗
ጤᵄᦠᐫ ᡷ 2:94 ᐕ :4 㩎
594Q! 34dn! 3-631 
Uif!Ipccju)2:62*!

ዊੱᣖࡎࡆ࠶࠻ߩࡆ࡞ࡏࡃࠡࡦ࠭ߪޔ㝷ᴺߩࠟࡦ࠳࡞ࡈߣ
࠼ࡢࡈᣖߩ⸰ࠍ߁ߌޔ
㤛㊄ߩቲࠍߣࠅ߽ߤߔ౨㒾ߩᣏߦടࠊࠆޕ
ᔃࠃㇹࠍߣߦߒߚࡆ࡞ࡏߪጊߩ߫ߌ߽ߩ࠻ࡠ࡞߿ࠎߌࠎ
ߢᖡࠄߟߥ┥ߦߞߚࠅ࿎㔍ߥᣏࠍ⛯ߌࠆߪࡏ࡞ࡆߒ߆ߒޕ⍮ᕺߣ
ാ᳇ࠍ߽ߞߡ⸃ޔખ㑆ࠍഥߌ⋡⊛ࠍᨐߚߔᄢࡈࠔࡦ࠲ࠫ‛⺆ޕ
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ࡑ࠴࡞࠳ߪߜߐߥᄢᄤᚽ


ࡠࠕ࡞࠼࠳࡞㧛
ችਅ Ꭸᄦ㧛⸶
ࠢࠚࡦ࠹ࠖࡦࡉࠗࠢ㧛⛗
⹏⺰␠ 2::2 ᐕ :4 㩊㩨
443Q! 32dn ᚻਇน
Nbujmeb)2:99*!

ᗵฃᕈ߇ᒝߊߡ㗡߇ࡑ࠴࡞࠳ߪޔ㧠ᚽߜࠂߞߣߢ࿑ᦠ㙚ߩᧄ
ࠍ⺒⎕ߒߡߒ߹ߞߚޔ߇ࠈߎߣޕਔⷫߪᆷߩߎߣࠍߊޠߚ߱ߐ߆ޟ
ࠄߦߒ߆ᕁߞߡߥⷫߩࠅ߆߫ߡߒࠄߜࠅߥߤޔߪ࠳࡞࠴ࡑޕ
ߚߜ߿ᮮߥᅚᩞ㐳ߦኻߒߡߒࠍߔࠆߎߣߦߒߚޕ
ᛥ⊛ߥᄢੱ㆐ߦᛶ᛫ߒޔ㗡ࠍߞߡ࡙ࡕࠬߦႎᓳߔࠆޟᄢ
ᄤᚽޠዋᅚߩ∩ᔟߥ‛⺆ޕ

߹߷ࠈߒߩዊߐ›


ࡈࠖࡄࡇࠕࠬ㧛
ⁿᾢ ⪲ሶ㧛⸶
ጤᵄᦠᐫ 2:9: ᐕ :4 㩕㩩
352Q! 33dn! 2-911 
B!eph!tp!tnbmm)2:73*!


ዋᐕࡌࡦߪ㧡ੱ߈ࠂ߁ߛߩਃ⇟⋡ߛ߇߆ߎߤޔቅ⁛ߛߞߚࡌޕ
ࡦߪ⥄ಽߩߜߐߥ›߇᰼ߒߣᕁࠆ߇ኅᣖߩℂ⸃߿ቛߩ
ᖱߩߚߦߥ߆ߥ߆߆ߥ߃ࠄࠇߥޕઍࠊࠅߦῳᲣߪ⺀↢ᣣߦ
ዊߐߥ›ߩ⛗ࠍㅍߞߡߊࠇࠆߩ⛗ޕਛߩሶ›ߪࡌࡦߩߩߒࠈ߷߹ޟ
›ߩࡦࡌޕߊߡߞߥߦޠᔃߩ߆ߞߣ߁ߣᚑ㐳߇ឬ߈ߟߊߐࠇߚ
ຠޕ
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ࡓࠡߣ₺ߐ߹
ࡈࠔ࡚ࠫࡦຠ㓸 


ࡈࠔ࡚ࠫࡦ㧛
⍹ ᩶ሶ㧛⸶
ጤᵄᦠᐫ 2:82 ᐕ :4 㩖
581Q! 31dn! 3-711 
Uif!mjuumf!cpplsppn)2:66*!


㊄⦡ߦノߊ㤈⇌ࠍᜬߟῳߩᣇ߇₺ࠃࠅ㊄ᜬߜߛߣ⸒ߞߚߚޔ㤈
⇌ߪ߈ᛄࠊࠇޔዋᐕߩᚻߦ৻ីࠅߩ㤈߇ᱷߞߚߛߌߛߞߚ߆ߒޕ
ߒߘߩ㤈ࠍ߹߈ޔታߞߚߎࠈߩ₺ޟߪ㤈ࠃࠅ߽㐳㧍ߣޠตࠎߛ
₺ߪᱫߦߚࠇࠄ⫋ߦ✜৻ޔ㤈ߪᢙජᐕߩߩߜౣ߮⧘↢߃ߚ߁ߣޔ
㗴߶߆ߥ߹ߑ߹ߐޔࠊᷓຠ߇  ▻ࠄࠇߡࠆޕ

ࡕࠡߜߐߥ߈߽ߩᏧ


ࡦ࠳ࠬࡄࠢ㧛⪺
ጟ ߒߩ߱㧛⸶
ߔߥࠈᦠᚱ 3114 ᐕ :4 㩔㩩
2::Q! 31dn! 2-411 
B!tjohmf!tibse)3112*!


ਛ࿖ߩ⊞Ꮲߦ߹ߢߘߩ⟤ߒߐࠍ⍮ࠄࠇࠆ࠴ࡘ࡞ࡐߩߩ㜞㤀㕍⏛ޕ
ߩᯅߩਅߢ࠻࠘࡞ࡒߓߐࠎߣࠄߔቅఽߩዋᐕࡕࠡߪ߈ࠆޔ
ߞ߆ߌߢߢ߽ᜰ᛬ࠅߩ⠧߈߽ߩᏧࡒࡦߩਅ߈ߦߥࠆޕ
ࠆᤨޔችਛᓮ↪㆐ߩ߈߽ߩᏧࠍᜰฬߔࠆ₺᭽ߩ⠪߇ߦ߿
ߞߡ߈ߚߩࡦࡒޕ⣨ࠍାߓࠆࡕࠡߪߥߋߔߞ߹ߩߘޔ᳇ᜬߜߢࡒޔ
ࡦߩ߈߽ߩࠍߡ߽ࠄ߁ߚߦᅁߔࠆޕ
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ᐥਅߩዊੱߚߜ
ዊੱߩ౨㒾ࠪ࠭ 


ࡔࠕࡁ࠻ࡦ㧛
ᨋ ኈศ㧛⸶
ጤᵄᦠᐫ ᡷ 3121 ᐕ :4 㩓
367Q! 32dn! 3-311 
Uif!cpsspxfst)2:63*!


߽ߒ߽ߩߚߥޔりߩ߹ࠊࠅߢ‛߇ߥߊߥࠆߣߒߚࠄ߫߃ޔ
ోࡇࡦࠄ߆ࠇߘޔ㊎߿㋦╩߿ࡋࠕࡇࡦߥߤߩߚߥߪࠇߘޕኅߦ୫
ࠅࠄߒߩዊੱ߇ࠆߩ߆߽̖̖ߩࠬࠡࠗޕฎኅߩᐥਅߢ߭ߞ
ߘࠅߣࠄߔࠕࠛ࠶࠹ࠖߩኅᣖ߇∛ޔ᳇≮㙃ߦ᧪ߚ↵ߩሶߦࠄ
ࠇߡ߆ࠄߩਇߣߐ߹ߑ߹ߥ౨㒾߇ឬ߆ࠇࡢࠢࡢࠢᔃべࠆ‛⺆ޕ

ᅯ♖ߦߐࠄࠊࠇߚ↵ߩሶ
ࠕࠗ࡞ࡦ࠼ߩᤄ

9$ࠗࠚࠗ࠷㧛
0ࡈࠖ࠶ࡊ㧛✬
ጊౝ ሶ㧛⸶
ጤᵄᦠᐫ 2::: ᐕ :4 㨼
372Q! 33dn ᚻਇน
Gbjsz!ubmft!pg!Jsfmboe)2::1*!

ࠕࠗ࡞ࡦ࠼ࠍઍߔࠆੱࠗࠚࠗ࠷߇ฦߢ⡞߈㓸ߚᤄ߿
ᅯ♖‛⺆߆ࠄㆬࠎߛ  ✬ߩ‛⺆ߣޔ
ࠗࠚࠗ࠷⥄ߩ㧝✬ࠍߚ
߽ߩߢࠆޕ
ࠕࠗ࡞ࡦ࠼ߩੱߡߞߣߦޘりㄭߥሽߢࠆᅯ♖߿㝷ᅚޔᏂੱ
ߚߜޕᓐࠄߣੱ㑆߇ߊࠅᐢߍࠆ᭽ߥޘਇᕁ⼏ߥ‛⺆ࠍᭉߒߎߣ߇
ߢ߈ࠆޕ
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ࠗࠝࡦߣ㝷ᅚ
࠽࡞࠾ࠕ࿖߽ߩ߇ߚࠅ 


%5࡞ࠗࠬ㧛
ἑ↰ ⽵ੑ㧛⸶
ጤᵄᦠᐫ ᡷ 2:97 ᐕ :4 㩣
359Q! 32dn! 2-811 
Uif!mjpo-uif!xjudi!boe!uif!xbsespcf)2:61*!


ࠕ࠾࡞࠽ޟ࿖‛⺆ᦨߩޠೋߦ⊒ߐࠇߚ߽ߩ⊕ޕ㝷ᅚ߇࠽࡞࠾
ࠕ࿖ࠍࠢࠬࡑࠬߩߥ᳗㆙ߩ౻ߦߒߡߒ߹߁ࠬࠕ₺ࡦࠝࠗޕ
ࡦߣࠤࠕࡄࡌ࡞ߩ྾ߟߩ₺ᐳߦߟߊ྾ੱ߇㝷ᅚࠍ߶ࠈ߷ߔߣ
߁ޔવ߃ߩࠄࠇࠆᤨ߇ߟߦ߿ߞߡ᧪ߚ࠽ࠄ߆ߔࠎߛⵝޕ
࡞࠾ࠕ࿖߳ⴕߞߚ࡞ࠪࠖߚߜߩ౨㒾‛⺆ߢࠆ⛯ޕ㧝㨪㧣߹ߢޕ

ࡠࡆࡦ࠰ࡦࠢ࡞࠰
㖸㙚ᢥᐶ


&࠺ࡈࠜ㧛
ဈ ᥍ᒾ㧛⸶
$ࡇࠞ࡞㧛↹
㖸㙚ᦠᐫ 3114 ᐕ :4 㩍㩨
556Q! 28dn! 911 
Uif!mjgf!boe!tusbohf!tvsqsjtjoh!bewfouvsft!
pg!Spcjotpo!Dsvtpf!pg!Zpsl-nbsjofs)282:*!
ࠗࠡࠬ↢߹ࠇߩࡠࡆࡦ࠰ࡦߪ⇇ਛࠍᶉߒߚߣ߁ᕁ߆
ࠄ⦁ਸ਼ࠅߦߥࠆ⥶ޕᶏߩᧃߦ⽷ࠍߥߒޔቯߒߚࠄߒࠍߒߡߚ
߇౨㒾ᔃ߆ࠄౣ߮⥶ᶏ߳߇ࠈߎߣޕ፲ߦࠅߣ߭ޔήੱፉߦߚߤ
ࠅߟߊޕౕ߽ߥߊખ㑆߽ߥ߭ߣࠅ߷ߞߜߩፉߢࡦ࠰ࡦࡆࡠޔ
ߪߤߩࠃ߁ߦ  ᐕ㑆↢߈ᛮߚ߆ޕ
߅ࠃߘ  ᐕ೨ߦᦠ߆ࠇࠆࠇ߇⛮ߺ⺒߅ߥޔฬޕ
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ࡠࡆࡦࡈ࠶࠼ߩࠁ߆ߥ౨㒾
ጤᵄዋᐕᢥᐶ


ࡂࡢ࠼ࡄࠗ࡞㧛
ጊ ⍮⟵㧛⸶
ጊ 㧛⸶
ጤᵄᦠᐫ ᣂ 3113 ᐕ :4 㩔㩩
375Q!386Q! 29dn! 791  ᚻਇน
Uif!nfssz!bewfouvsft!pg!Spcjo!Ippe)2994*!

ࠗࡦࠣࡦ࠼ߢ৻⇟ߩᑿߩฬᚻࡠࡆࡦࡈ࠶࠼ߪߨߕߚ߅ޔ⠪ߣ
ߥࠅࠪࡖ࠙࠶࠼ߩߦ㊁ᱞ჻ߩખ㑆ߚߜߩ㓌㐳ߣߒߡޕ㐳
ߩߤࠎߥ⟂ߦ߽ޔᄸ⍮ߩ╷⇛ߢ㔍㑐ࠍ⓭⎕ߒߡߒ߹߁ޔߡߒߘޕ᰼
ᒛࠅߥ㊄ᜬߜ߇ࠄ߆ޘੱߒ⽺ޔઍ߿⟏㊄ࠍขࠅ┙ߡ⧰ߒࠆߩ
ࠍᙼࠄߒޔᅓขࠄࠇߚ‛ߪขࠅߒߡ᧪ࠆ∩ᔟߥ‛⺆ޕ

ࡠࡢࡦߣ㝷ᴺߩ࿑
ࡦߩ⼱ߩࡠࡢࡦ 


ࠛࡒࡠ࠶࠳㧛
ߐߊ߹ ࠁߺߎ㧛⸶
┻ ⟤㧛⛗
ߔߥࠈᦠᚱ 3113 ᐕ :4 㩥
327Q! 32dn! 2-411 
Spxbo!pg!Sjo)2::4*!

ߩ↢ᵴࠍᡰ߃ࠆᎹ߇ᐓ߇ߞߚޕේ࿃ࠍߟ߈ߣࠆߚޔാ⠪
㧢ੱ߇┥ߩጊ߳ะ߆ߞߚ∛⤪ޕ⠪ߩࡠࡢࡦ߽߿߿ടࠊߞ
ߚޕᓐߒ߆㝷ᴺ߇߆ߌࠄࠇߚ࿑ࠍ⺒ߥ߆ߞߚ߆ࠄߛޕㅜਛߩ࿎
㔍ߦᰴߣޘ⣕⪭⠪߇ࠆ߽ᦨޕാᢓߥᔃࠍᜬߟ⠪ߣߪ⺕ߥߩ߆㧫౨
㒾ࡈࠔࡦ࠲ࠫߩ࠭ࠪޠࡦࡢࡠߩ⼱ߩࡦޟ㧝Ꮞ⋡ߩߤޕᏎ
߽⻘⸃߈ߣᕈ⼾߆ߥ⊓႐ੱ‛ߢ⺒⠪ࠍߋߋ߭ߞ߬ߞߡࠁߊޕ
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ߩᐕߩᤐߪᣧߊ߈ߚ


%ࡀࠬ࠻ࡦࠟ㧛
↰ ⌀⠰ሶ㧛⸶
ጤᵄᦠᐫ 2:95 ᐕ :5 㩒
393Q! 33dn ᚻਇน
Nbjl¥gfs-gmjfh")2:84*!


 ᐕ㧟ߩ࠙ࠖࡦߩⴝޕⓨⷅߢኅࠍ߆ࠇޔᄢ߈ߥደᢝ
ߩ▤ℂੱߣߥࠆ৻ኅ࠷ࠗ࠼ߡ߇߿ޕァ߇᠗ㅌߒߦࠅࠊ߆ޔଚߒߡ
߈ߚ࠰ㅪァߩᄢ㓌㐳ߩኋ⥢ߣߥࠆደᢝޕኅߦߪ࠼ࠗ࠷ァੱߛߞߚῳ
߇ࠆߩߦޕଔ୯ⷰߩォ឵ᦼߦޔ߇ᄢߥߩ߆⥄ಽߢ⠨߃ޔᅁ
ߦⴕേߔࠆዋᅚߦ⣕Ᏺߐߖࠄࠇࠆޕ⠪ߩේὐߣ߃ࠆຠޕ
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㛉჻⠌࠹ࠖ࠙ߪޔ㛉჻ߦߥࠆߚߩ⹜✵ߩᦨਛߦࠅߣ߭ޔ
ߩ⠧ੱ߆ࠄഥߌࠍ᳞ࠄࠇࠆߩߘߪ࠙ࠖ࠹ޕ⠧ੱࠍഥߌࠆߚޔ
⹜✵ࠍ᫈ߒ৻ޔㅢߩᚻ⚕ࠍ࠙࠽ࡧࠚࡦ₺ߦዯߌࠆߚߩᣏߦ
ࠆޕ㐳ᣏߩਛߒⷫޔߣߩળޔᚻ⚕ࠍ⁓߁ೝቴߥߤߩ᭽ޘ
ߥ⧰㔍ࠍਸ਼ࠅ߃ߡޔᓐߪᧄᒰߩ㛉჻ߣߥࠆޕ
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࠼ࠗ࠷࠷࠶ࠫ࠙ޔᣇߩࠢࡃ࠻વ⺑߇⚛᧚ߦߥߞߡࠆޕ
ዋᐕࠢࡃ࠻ߪࠦ࡞Ḩߩ᳓ゞ႐ߦ⠌ߣߒߡߞߚߘޕ
ߎߢ㇎ᖡߥ㝷ᴺߦᏎ߈ㄟ߹ࠇࠆ߇⥄ޔಽߩᗧᕁߣ⺈ޔታߥᖱߩഥ
ജߩࠅߣ߭ޔᆷߩᗲߦࠃߞߡ⥄ޔಽࠍᢇ߁ߎߣߦᚑഞߔࠆ⊓ޕ႐ੱ
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㤥ఱᒉ ਅ
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㈬ነ ㅴ৻㧛⸶
ߔߥࠈᦠᚱ 3113 ᐕ :5 㩍
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 ᐕ㗃ߩࠬࠗࠬߣࠗ࠲ࠕߢߩታ㓙ߩ⸥㍳ࠍࡕ࠺࡞ߦ↢߹ࠇ
ߚຠߦ߃ࠁߐߒ⽺ޕりࠍᄁࠄࠇޔᾍ⓭㒰ᄦߣߒߡ߆ߐࠇࠆዋ
ᐕߚߜޕᄥߞߡߪᾍ⓭ߦࠇߥߊߥࠆ߆ࠄߣࠈߊߦ㘩߽ਈ߃ࠄࠇ
ߥޕ㘫߃ߣኙߐߣ∛ߦ⧰ߒᓐࠄߪ߿߇ߡ⒁߆ߦ⚿᧤ߒߡᡰ߃
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߮ߡߊޕ
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߃ߡ߽ࠄ߁⚂᧤ࠍߣࠅߟߌߚ߇ᦨޔᓟߩ㗿ࠍᱷߒߚ߹߹ޔᖡ㝷ߦ
ߘߘߩ߆ߐࠇߡ⥄ಽߩᔃ⤳ߣ߭߈߆߃ߦንߣ⍹ߩᔃ⤳ࠍฃߌขߞߡ
ߒ߹߁ޕ㗴ޟ಄ߚᔃ⤳ޔ߆߶ߩޠ
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ࠍߪߓ᭽ߥޘઙ߇ߎࠆ߇ޔᕈ⼾߆ߥ↢ᓤߚߜ߇⍮ᕺߣജࠍ
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߁ߩ߁߷ࠈߤޔ᭽ࠬࠠࡇࠝޕሶߤ߽ߛߌߩᭉߒ⇇ߪߡ߇߿ޔ
ఱᒉࠍㅊ߁តߩߢ⢿߆ߐࠇࠆޔ߳ߎߘޕᓐࠄߦᄢ㊄߇ࠆᄢ
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ࠫߩᦶ㑪㆐ߥ‛⺆ޕᄌࠊࠅ⠪ߩῳߦߕߌࠄࠇࠆ߇ޔጊ⟠⇟ߩ
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ࡕߒ߆ߒޕἯ⦡ߩ↵ߚߜߩߦࠃࠅߩߘޔዊߐߥᐘߖ߇უߐࠇߡ
ߊޕἯ⦡ߩ↵ߚߜߪੱޔ㑆߆ࠄᤨ㑆ࠍᅓࠄ߆ࡕࡕޔᄢಾߥ㆐
ࠍᅓߞߡߞߚᤨߪࡕࡕޕ㑆ߩ࿖߳ⴕߊᤨޕ㑆ࠍߟ߆ߐߤࠆࡑࠗࠬ
࠲ࡎߣࠕࠗࡍࠝࠪࠞߩޔදജߒߡἯ⦡ߩ↵ߚߜߣᚢޔᅓ
ࠊࠇߚᤨ㑆ࠍขࠅᚯߔޕਇᕁ⼏ߥਇᕁ⼏ߥ߅ޕ
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࠴࡞࠴࡞ߣࡒ࠴࡞ߪޔ㝷ᴺߦ߽ࠄߞߚਇᕁ⼏ߥᏲሶߩജߢޔ
›߿₀ޔశ߿ࡄࡦߩ♖ߥߤߣߦޔᐘߖߩ㕍㠽ࠍតߔᣏߦࠆޕ
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ᦺୖ 㧛⸶
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ߩࠬࠢࡋޟචੑߩ߷߁ߌࠎޠ
ޔ
ࠕࠗࡠ࠻ޟᚢޠ
ޔ
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松永 ふみ子 ･･････････････ 23,35

バルブッソ,エレナ ･･･････････ 48

宮沢 賢治 ･･･････････････････ 3

ピアス,フィリパ ･･････････ 31,37

宮下 嶺夫 ･･･････････････････ 37

ピカール,B.･･････････････････ 40

村上 勉 ･････････････････････ 8

平野 恵理子 ･････････････････ 33

村上 豊 ･････････････････････ 6

蒲 松齢 ･････････････････････ 17

村山 亜土 ･･･････････････････ 41

ファージョン ････････････････ 38

村山 知義 ･･･････････････････ 41

フィリップ,N.････････････････ 39

メーテルリンク ･･････････････ 47

福永 武彦 ･･･････････････････ 6

メリル,ジーン ･･･････････････ 33

二木 真希子 ･････････････････ 7

母袋 夏生 ･･･････････････････ 16

舟崎 靖子 ･･･････････････････ 4

モンゴメリー,L.M.････････････ 18

フライシュマン,S.････････････ 27
フライシュマン,ポール ･･･････ 28

＜や＞

ブレイク,クェンティン ･･･････ 37

矢川 澄子 ･･･････････････････ 46

フレンチ,ジャッキー ･････････ 33

藪内 正幸 ･･･････････････････ 11

プロイスラー,オトフリート ･･･ 43

やまだ ないと ･･･････････････ 12

フンケ,コルネーリア ･････････ 45

山内 玲子 ･･･････････････････ 39

べルヌ,J.････････････････････ 47

湯本 香樹実 ･････････････････ 9

ペルフロム,エルス ･･･････････ 44

横山 充男 ･･･････････････････ 6

帆足 次郎 ･･･････････････････ 14

吉井 忠 ･････････････････････ 5

ボストン,L.M.････････････････ 23

吉野 源三郎 ･････････････････ 19

-- 53
53 --

ヨング,ドラ・ド ･････････････ 19
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ラウルズ,ウィルソン ･････････ 25
ルイス,C.S. ･････････････････ 40
ルイス,ヒルダ ･･･････････････ 30
ロッダ,エミリー ･････････････ 41
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ワイルダー,ローラ・インガルス ･････ 20
脇 明子 ････････････････････ 22
渡邉 了介 ･･･････････････････ 27
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