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令和３・４年度実施計画（教育・啓発）

京都大学競争的研究費等不正防止計画
・・・事務本部実施
対象者

・・・部局実施
第 1 四半期

別表 1

・・・コンプライアンス教育
第 2 四半期

第 3 四半期

第 4 四半期
【毎年度実施】
研究費使用ハンドブッ
ク配付（1 月）
会 計 手 続 き 等、 適 正 な
執行に関する知識を習
得させる。

e-Learning 研修
理解度チェックの分析・検証
研修内容の見直し

【毎年度実施】
e-Learning 研修・理解度チェッ
ク・意識調査アンケート実施
（1 月〜 3 月）※１
会計手続き等、適正な執行に関
する知識を習得させる。
【毎年度実施】
誓約書提出（1 月〜 3 月）※２

役

員

【令和 3 年度】
教職員の研究費に対す
る公正意識に関する緊
急アンケート調査
（6 月）※３

・・・啓発活動
備考

分析・評価・リスクマネジ
メントの実施
不正防止計画改訂案の策定
研修内容の見直し

【毎年度実施】
外部資金等内部監査結
果報告（3 月）
内部監査の結果を踏ま
えた問題点等を共有さ
せるなどの啓発を行う。

【月 1 回程度】競争的研究費等の不正防止実施本部会議 ※５
不正防止計画の策定、不正使用の発生要因に対する改善策の策定、競争的研究費に係る行動規範を浸透させるための方策の策定
を行う。
【月 1 回程度】不正防止推進室会議 ※５

不正防止計画の実施状況の把握及び検討を行う。

【毎年度実施】
研究費使用ハンドブッ
ク配付（1 月）
会計手続き等、適正な執行
に関する知識を習得させる。

【毎年度実施】
新任部局長等研修
（4 月、5 月）※６
管理職として求められ
る知識を習得させる。

※ 2 誓 約 書 を 未 提 出 の 場 合、
競争的研究費等の受入れ手続き
や予算の執行を留保することと
なっている。
※ 3 教職員の意識改革に資す
る実効性のある取組を検討する
ため、緊急アンケート調査を行
う。アンケート調査結果の分析・
評価を踏まえ、本学の潜在的な
リスクや組織風土の問題点に対
するリスクマネジメントを行い、
不正防止計画改定案の策定、研
修内容の見直しを行う。

【毎年度実施】
研究費不正防止啓発月間
（11 月〜 12 月）※４
全構成員に継続的な啓
発活動を行う。

【毎年度実施】
会計経理内部監査結果
報告（7 月）
内部監査の結果を踏ま
えた問題点等を共有さ
せるなどの啓発を行う。

※ 1 e-Learning 研修・理解度
チェックは正答率が 8 割未満の
場合は、再受講が必要となるシ
ステムとなっている。

※４ 「研究費不正防止啓発月
間」を設定し、全部局キャラバ
ンの実施の目的を構成員に意識
させるとともに、ポスターやポー
タルサイト等における啓発を行
う。
※ 5 不正防止実施本部会議に
お い て、 不 正 防 止 計 画 の 策 定、
不正使用の発生要因に対する改
善策の策定、競争的研究費に係
る行動規範を浸透させるための
方策の策定を行う。また、上記
の実施状況の把握及び検討を不
正防止推進室で行う。
※ 6 新任部局長等がコンプラ
イアンス教育を主導する責務を
果たすために必要となる情報を
共有し、管理監督者として求め
られる知識を習得させる。

【毎年度実施】
e-Learning 研修・理解度チェッ
ク・意識調査アンケート実施
（1 月〜 3 月）※１
会計手続き等、適正な執行に関
する知識を習得させる。

e-Learning 研修
理解度チェックの分析・検証
研修内容の見直し

【毎年度実施】
誓約書提出（1 月〜 3 月）※２

部局長等

【令和 3 年度】
教職員の研究費に対す
る公正意識に関する緊
急アンケート調査
（6 月）※３

分析・評価・リスクマネジ
メントの実施
不正防止計画改訂案の策定
研修内容の見直し

【令和 3 年度】
令和 2 年度実施の全部
局キャラバン及び全部局
長との意見交換に係る部
局長アンケート調査
（6 月）

分析・評価
研修内容の見直し

部局長会議
部局長へコンプライアンス教育
の重要性についての啓発を行
う。（1 月〜 3 月）※７
・e-Learning研修開始周知
（1月）
・各 部 局 の e-Learning 研 修 受
講状況報告（2 月、3 月）

【令和 3 年度】全部局キャラバン（11 月〜 3 月）※８
モニタリングの実施及び部局長と意見交換により、不正防
止計画及び再発防止策の実施状況、課題等を把握する。
【毎年度実施】
研究費不正防止啓発月間
（11 月〜 12 月）※４
全構成員に継続的な啓
発活動を行う。

【毎年度実施】
会計経理内部監査結果
報告（7 月）
内部監査の結果を踏ま
えた問題点等を共有さ
せるなどの啓発を行う。

【毎年度実施】
外部資金等内部監査結
果報告（3 月）
内部監査の結果を踏ま
えた問題点等を共有さ
せるなどの啓発を行う。

【月 1 回程度】競争的研究費等の不正防止実施本部会議 ※５
不正防止計画の策定、不正使用の発生要因に対する改善策の策定、競争的研究費に係る行動規範を浸透させるための方策の策定を行う。
【年 1 回以上】各共通事務部等において説明会・講習会の開催

※ 7 部局長会議で部局長にコン
プライアンス教育の重要性につい
て の 啓 発 を 行 う。 同 時 に、
e-Learning 研 修 開 始 の 周 知、
e-Learning 研修の受講状況報告
を行い、受講対象者が確実に受講
するよう要請を行う。また部局長
に対して、教職員採用時のハンド
ブックの配付及び研修の受講、誓
約書提出の徹底を通知する。
※ 8 研究公正担当理事は、全
部局に出向く「全部局キャラバ
ン」を実施し、不正防止計画及
び再発防止策が適切に実施され
ているか、モニタリングを実施
するとともに、部局長と意見交
換を行い、その中で把握した課
題について不正防止推進室に報
告する。

対象者

第 1 四半期

第 2 四半期

第 3 四半期
※７

※５ 不正防止実施本部会議

部局長会議

第 4 四半期

備考

各部局の教授会等
部局長からの啓発及び情報の共有
※９ （1 月〜 3 月）

※ 9 各部局の教授会等におい
て、e-Learning 研修の受講を周
知し、受講率 100％を堅持する。
また、各種コンプライアンス教
育の実施、不正防止に関する周
知・報告内容が全構成員に確実
に共有できるよう部局内の体制
を整備し、その整備状況につい
て総括管理責任者に報告する。

【月 1 回程度】各部局の教授会等で部局長からの啓発及び情報の共有
【毎年度実施】
研究費使用ハンドブッ
ク配付（1 月）
会 計 手 続 き 等、 適 正 な
執行に関する知識を習
得させる。

e-Learning 研修
理解度チェックの分析・検証
研修内容の見直し

【毎年度実施】
e-Learning 研修・理解度チェッ
ク・意識調査アンケート実施（1
月〜 3 月）※１
会計手続き等、適正な執行に関
する知識を習得させる。

教員等
分析・評価・リスクマネジ
メントの実施
不正防止計画改訂案の策定
研修内容の見直し

【令和 3 年度】
教職員の研究費に対す
る公正意識に関する緊
急アンケート調査
（6 月）※３

【毎年度実施】
会計経理内部監査結果
報告（7 月）
内部監査の結果を踏ま
えた問題点等を共有さ
せるなどの啓発を行う。

【毎年度実施】
誓約書提出（1 月〜 3 月）※２
【令和 3 年度】全部局キャラバン（11 月〜 3 月）※８
モニタリングの実施及び部局長と意見交換により、不正防
止計画及び再発防止策の実施状況、課題等を把握する。
【毎年度実施】
研究費不正防止啓発月間
（11 月〜 12 月）※４
全構成員に継続的な啓
発活動を行う。

【毎年度実施】
外部資金等内部監査結
果報告（3 月）
内部監査の結果を踏ま
えた問題点等を共有さ
せるなどの啓発を行う。

【年 1 回以上】各共通事務部等において説明会・講習会の開催
【採用時】新規採用教員講習 e-Learning（採用後、1 か月以内に受講）※ 10
コンプライアンス意識の向上を図るとともに、職務を遂行するためのルールを習得させる。（研究活動におけるコンプライアンス、研究
資金等の使用に関する会計ルール等）
【採用時】研究費使用ハンドブック配付、e-Learning 研修・理解度チェック実施
【採用時】誓約書提出
新規採用時
【採用時】時間雇用教職員に対する e-Learning（採用後、2 週間以内に受講）※ 11
労働条件、勤務管理並びに法令及び就業規則の遵守に関する知識を習得させる。
【採用時】京都大学コンプライアンスガイドブック配付
コンプライアンスの意識向上を図るため、本学の主なコンプライアンス事項、コンプライアンス体制、相談窓口を周知する。
【採用時】懲戒処分関係事例集配付
【毎年度実施】
新任部局長等研修
（4 月、5 月）※６
管理職として求められ
る知識を習得させる。

【毎年度実施】
研究費使用ハンドブッ
ク配付（1 月）
会計手続き等、適正な執行
に関する知識を習得させる。
【毎年度実施】
e-Learning 研修・理解度チェッ
ク・意識調査アンケート実施
（1 月〜 3 月）※１
会計手続き等、適正な執行に関
する知識を習得させる。

e-Learning 研修
理解度チェックの分析・検証
研修内容の見直し

【毎年度実施】
誓約書提出（1 月〜 3 月）※２
各事務組織の管理職
（部課長等）

【令和 3 年度】
教職員の研究費に対す
る公正意識に関する緊
急アンケート調査
（6 月）※３

分析・評価・リスクマネジ
メントの実施
不正防止計画改訂案の策定
研修内容の見直し
【毎年度実施】
会計経理内部監査結果
報告（7 月）
内部監査の結果を踏ま
えた問題点等を共有さ
せるなどの啓発を行う。

※５ 不正防止実施本部会議

部局長会議（陪席）
部局長へコンプライアンス教育
の重要性について啓発を行う。
（1 月〜 3 月）※７
（1 月）
・e-Learning 研修開始周知
【毎年度実施】
・各部局の e-Learning 研修受
研究費不正防止啓発月間
講状況報告（2 月、3 月）
（11 月〜 12 月）※４
【毎年度実施】
全構成員に継続的な啓
外部資金等内部監査結
発活動を行う。
果報告（3 月）
内部監査の結果を踏ま
えた問題点等を共有さ
せるなどの啓発を行う。

【月 1 回程度】各部局の教授会等で部局長からの啓発及び情報の共有

【年 1 回以上】各共通事務部等において説明会・講習会の開催
【採用時】研究費使用ハンドブック配付、e-Learning 研修・理解度チェック実施
新規採用
（転入）時

【採用時】誓約書提出
【採用時】京都大学コンプライアンスガイドブック配付
コンプライアンスの意識向上を図るため、本学の主なコンプライアンス事項、コンプライアンス体制、相談窓口を周知する。
【採用時】懲戒処分関係事例集配付

※ 10 新たに採用となった教員を
対象に、コンプライアンス意識の向上
を図るとともに、正しい認識のもとで
職務を遂行するためのルールについ
て周知する。受講者管理を徹底する。
※ 11 本学に新たに採用となっ
た時間雇用教職員を対象に、労働
条件、勤務管理並びに法令及び就
業規則の遵守に関して周知するた
め、 時 間 雇 用 教 職 員 に 対 す る
e-Learning を 実 施 す る。 な お、
令 和 3 年 5 月 24 日 以 降 採 用 さ
れた時間雇用教職員は必須受講者
であり、受講管理を徹底する。

対象者

第 1 四半期

第 2 四半期

第 3 四半期

第 4 四半期
【毎年度実施】
研究費使用ハンドブッ
ク配付（1 月）
会 計 手 続 き 等、 適 正 な
執行に関する知識を習
得させる。
【毎年度実施】
e-Learning 研修・理解度チェッ
ク・意識調査アンケート実施（1
月〜 3 月）※１
会計手続き等、適正な執行に関
する知識を習得させる。

e-Learning 研修
理解度チェックの分析・検証
研修内容の見直し

【毎年度実施】
誓約書提出（1 月〜 3 月）※２
【令和 3 年度】
教職員の研究費に対す
る公正意識に関する緊
急アンケート調査
（6 月）※３

事務職員、
時間雇用職員等
（研究費の管理・
※５ 不正防止実施本部会議
運営に関わる学生
アルバイト等を含む）

分析・評価・リスクマネジ
メントの実施
不正防止計画改訂案の策定
研修内容の見直し

【通年・月 1 回程度】各部局の教授会等で部局長からの啓発及び情報の共有 及び 各部局の事務連絡会で
事務組織の管理職からの啓発及び情報の共有
【毎年度実施】
会計経理内部監査結果
報告（7 月）
内部監査の結果を踏ま
えた問題点等を共有さ
せるなどの啓発を行う。

【毎年度実施】
研究費不正防止啓発月間
（11 月〜 12 月）※４
全構成員に継続的な啓
発活動を行う。

【毎年度実施】
外部資金等内部監査結
果報告（3 月）
内部監査の結果を踏ま
えた問題点等を共有さ
せるなどの啓発を行う。

【毎年度実施】
財務会計に関する講習会
（9 月）
会計実務担当者に本学の
財務会計諸制度について
の知識を習得させる。
※７

部局長会議

各事務部の事務連絡会等
部課長からの啓発及び情報の共
有（1 月〜 3 月）

【年 1 回以上】各共通事務部等において説明会・講習会の開催
【通年】研究推進部及び関係部署において、本実施計画の検討・実施
【採用時】時間雇用教職員に対する e-Learning（採用後、2 週間以内に受講）
労働条件、勤務管理並びに法令及び就業規則の遵守に関する知識を習得させる。
【採用時】研究費使用ハンドブック配付、e-Learning 研修・理解度チェック実施
新規採用時

【採用時】誓約書提出
【採用時】京都大学コンプライアンスガイドブック配付
コンプライアンスの意識向上を図るため、本学の主なコンプライアンス事項、コンプライアンス体制、相談窓口を周知する。
【採用時】懲戒処分関係事例集配付

学

生

【毎年度実施】
ガイダンス等で基本的
な ル ー ル、 不 正 事 例、
相談窓口について説明
（4 月）
学生向けパンフレット
Kyoto University Campus
Life Information 配付

【毎年度実施】
ガイダンス等で基本的
な ル ー ル、 不 正 事 例、
相談窓口について説明
（10 月）
学生向けパンフレット
Kyoto University Campus
Life Information 配付

【毎年度実施】
啓発のためのクリアファ
イル配付（4 月）
学生への禁止事項等に
ついて啓発を行う。

【毎年度実施】
啓発のためのクリアファ
イル配付（10 月）
学生への禁止事項等に
ついて啓発を行う。
【毎年度実施】
研究費不正防止啓発月間
（11 月〜 12 月）※４
全構成員に継続的な啓
発活動を行う。
学生向け広報誌 Kyoto
University Campus
Life News で周知
（1 月）
学生への禁止事項等に
ついて啓発を行う。

【通年】全学生共通ポータル（KULASIS) 全学生向け共通掲示板で基本的なルール、不正事例、相談窓口等の周知

備考

別表２
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ຎಲ౮֪ց֢֥֭֞ᆪാ့֭ዂআ
ᆊฝሻ֭ຎ

ੱධࡿ့॰Ⴁָ֘ಈஶ
ಈኃᆪ

ժᆊฝሻ૱ब༌㕱ӧ㕱ի

¢ଞ෮ුᆪ£
Ք་ॺԒԟՒଞᅉౚዿب؋့ׇ֪פ२႞ೄ֭ዂআՒ႞
२႞ೄ֭႞֭ᄧࡗ֧ଚ ֭ᄧࡗ֧ଚבነ॰ँ֖Ւၾ॒֪೮ཐՔ୰ᅳ֘Փ
ਸֲዂআבነ॰ँ֖Ւಲ
୲ต֭ցᆊฝሻฑ בԆᆊฝሻ෮ුಬԈ
ธᅏ֘Փ
Քᆪઅ֭ᆊฝሻฑב॰Ⴁ֖Ւᅢጅ֪ࣤ֗ൃସՔ౪၏בபօՓ

ժᆊฝሻ૱ब༌㕲ӧ㕱ի
ੱධࡿ့ଞᅉᆊฝבಛ
ᇀಈ֧֖֥ևՒᆊฝሻ
ప֭ጫश׃ಡבஸ׀
֧֒ഞׇօՒبר،؞
ࡱੱبחיՔᄇঊ၌ב
्֘Փ

բᆊฝሻಲ౮ᆪಈኃಬՔଞ෮ුᆪգ
Քப၌ਊᄧ֪֣փ֥Ԓԟ့֪ॺׇၾ೮ཐבபօՓ

ᆪӠӠઅ
Քᆪઅጫ႞ೄ֮Ւᅢጅ֪֥ࣤ֗Ւ๔Քᆪ့֪ᆱᆪઅጫ႞ Քಛᆪઅ֭ଞᅉ֪ᆊฝሻฑב
ೄ็בམ֘֨֩Ւ႘ඛ֪ኬၫՒಲ୲֩ጫၠईႷ֧ ॰Ⴁ֘Փ
֩ฑבธᅏ֖Ւಛᆪઅ֪։ᆊฝሻฑבᆪઅၾ֪೮ཐ֘
Փ

Քப၌ਊᄧ֪֣փ֥ੱධࡿ့֪೮ཐ֘Փ

բᆊฝሻ෮ුಬՔᆊฝሻಲ౮ᆪಈኃಬՔଞ෮ුᆪգ
Քಈኃᆪ֊࿓֔בببר֞ঊዿ֖Ւੱධࡿ့֪֘
Քຮଞᅉ֭ౚዿ֪֘ಡྔ௮ב࿊ৼ֪ಲ౮֖Ւੱධࡿ بר،ࡱੱبחי؞Քᄇঊ၌בಲ౮֘Փ
့֭بר،بחי؞ಡ֭ළ၅ဗב॰Ⴁ֘Փ
Քၾᆪ௮ଅऐՒ་ॺ֭ᆊฝಈ፯့֭ᆊฝሻ֪֘ගሇבঊ
Քੱධࡿ့ጫश֖փبר،׃ࡱੱبחי؞ᄇঊ၌֪֘ ዿ֖Ւׇ֭֨օ֩பࡡᆊฝ֪֩֊֭Ւᆊฝׇ֪֥֢ಲ֪֭֨
בببרఢถ֘Փ
ׇօ֩ᆊጦࢽภ֗օ֣֪֊֭փ֥Ւੱධࡿ့֪֖֥بר،؞
בפ؟بחיભ๊֪ነ֘Փ
Ք་ॺಈ፯့֭ᆊฝሻ֪֘ගሇבᆪઅ֪࿓֘Փ
Քੱධࡿ့֪֖֥ԵӷԙԵԱՆՂԺՂԷଞೲՔጫशဗבפל॰ಲ֪
Քᆪઅ֦֭بר،׃ࡱੱبחי؞ᄇঊ၌֭ၾዴב॰Ⴁ֖Ւᆊฝሻ ֚֔Փၟ֪ಡྔ௮׃ጫशဗ֭פלଅऐ့֊ᆊฝפ؟
֪֘ड༎့֪֣փ֥Ւྞไᆪઅבሞኴ֖ᆪઅጫ႞ೄ့ ஸփ֧ᄕཉ֔ພӡଞೄՒ႞ৼᆋੱࡿӢ֪֘ࡱੱՔ
֧ଣ୪হבபօՓ
ᄇঊ၌בഓ֪ಲ౮֘Փ

Քੱධࡿ့֮ப၌ਊᄧבวಲ֪ಲப֘
Փ
Քथੌ֭ᆊฝಈ፯ිઝ֦֢֒֞
֪֨օ֘֊Ւःؠ՛ؠඑኴ༎֦ց֢
֞֊֪֣փ֥ணև့Ւᆊฝבפ؟ಛ
ᇀಈ֧֖֥ևՒبר،بחי؞ಡ֭
୶එ֪ဖ׀Փ
Քव૱ؠ՛ׇ֭֨ؠօ֪֩פ؟ശ
֘ב֧֒ኬ֧֖֥փׁ֊׀ጫश
֦֧֘֒Ւᆊฝ֪פ؟֘শဗ֭
୶එ֪ဖ׀Փ

Քᆊฝ֭פ؟ପఓँ֖֮֞Ւ૪ጫ
բಈᆪգ
Քፅᅉ׃ይ֭౫ᆻփבॺภ֪֖֥Ւॺภ֘थੌ ႞ೄ׃ᆪઅጫ႞ೄ֪ະཎ့֘Ւ
Քශ႞ᆪઅྙ့ᆪઅጫ႞ೄ֧֖֥Ւبר،בࡱੱبחי؞ ֭ᆊฝಈࡎ֭೮ཐׇ֪Ւᆊฝ֭פ؟ໜఓ֧ᆊฝይೄ֧֖֥ശ ଼֦֮֩֎ຎද֧֖֥ࣤ֘Փ
၏֘ኃבऐ֪֞֘֞׀ᅢጅ֧֩ගሇבዛ֖Ւཐಡבၜ֔ ᄋ֔ईႷตցב֧֒Ⴁಡ֚֔Փ
֚֭׀֞ଞೲבಲ౮֘Փ
Քᆊฝ֪ይ֖֪֮֞Ւྈीശᇀב
ֿଯ֖փശᇀड֚ב֧֒ಛॲ
Քශਊంዿੱࡿ֭بר،بחי؞ಡ୶එ֭֞׀Ւශਊంዿੱࡿ
֘Փ
୶֭ԵӷԙԵԱՆՂԺՂԷבಲ౮֘Փ
բಈኃᆪ२ᆪգ
ՔԵӷԙԵԱՆՂԺՂԷଞೲՔጫशဗ֭פלಲ౮Ւఖኃव૱֪֘
व्֭௹့ׇ֪Ւੱධࡿ့֭व૱ؠ՛֪ؠ֘ཐಡبר׃،؞
بחיಡ֭ඦถב෨Փ
Քಡྔ௮׃ጫशဗ֭פלଅऐ့֊ᆊฝפ؟ஸփ֧ᄕཉ
֔ພ֪֖֥୲ऐ֩ੱࡱՔᄇঊ၌בபօՓ

1

ੜဒ་ॺຮଞᅉ့ᆊฝሻ૱बӷ༌㕹ӷӠ

፭Ꭼ㕳Ք㕴Ⴉဗಲ౮૱बӡᆊฝౚዿሻӢ

༌㕱Өၾ֭႞૩֭ነ॰ँՒ༌㕲Өฝ֩ࢥࢪՔጫ֭ৰᄯ֧֩ৄ੩֭ธᅏՒ༌㕳Өᆊฝ֭פ؟Ⴞ࠶֧ᆊฝሻ૱ब֭ప࿊Քಲ౮Ӡ

ຎಲ౮֪ց֢֥֭֞ᆪാ့֭ዂআ
ᆊฝሻ֭ຎ

ੱධࡿ့॰Ⴁָ֘ಈஶ
ಈኃᆪ

ᆪӠӠઅ

ժᆊฝሻ૱ब༌㕲Ӹ㕲ի

բଞ෮ුᆪՔఖኃᆪգ
Քੱධࡿ့֪֖Ւຮଞᅉ့֭ப֪ցָ֢֥֞व૱ Քੱධࡿ့ਸֲॺภ֪֖Ւָव૱ؠ՛׃ؠ໗Ւव
ੱධࡿ့ຮଞᅉ့ ؠ՛׃ؠ໗֪֣փ֥Ւଞᅉౚዿب؋֭פఢถՒԠ´㕺֭ ૱ؠ՛֭ؠᇥஏ့֪֣փ֥೮ཐב࿌֘Փӡભ֩೮ཐሑሓ֪
֪ಈኃശጫ໗֪֖ ธᅏՒ๊ነव֭ಲ౮့ׇ֪೮ཐ֘Փ
֣փ֥ᆪઅப၌૱ब֪֧֒׀ՓӢ
֥ዴ֪ጫशׇ֦օ
ؠ՛בؠነ॰ँՔျࡴँ֘ բఖኃᆪգ
Քव૱ؠ՛֧ؠಲ֧֭Ᏺጱ֪ਂ֤փ֞ಐ֪֮Ւಈኃᆪ֪ሇெ֘
Փ
Քव૱ؠ՛֭ؠश֪֣փ֥ᆪઅ֦ျࡴࢥዿב෨ׇօነ॰ Փ
ँ֘Փֽ֞Ւಲ֧֭Ᏺጱ׃ಲ୲ต֭֊ӣ࿊ৼ֪ଣྞ֖
בபօՓ
Քፅᅉ໗ॺ׃ภ֭զዿէ໗֪֣փ֥Ւශ֞֩ؠ՛֦ऀ֭ؠ
Քፅᅉ໗֪֖Ւ୪ྫྷᅉ֭ಲᅉย్ฑ၏ႚׇ֪ශ֞֩ؠ՛ ؠျࡴ֩ശጫבபօՓ
בነ॰ँՔျࡴँ֘Փ

Քຮଞᅉ့֭ౚዿ֪ց֢֥֮֞Ւ
ᆊነ֮૪ጫ༶ဴධࡿ֪ኴփ֚
֖֥֩֨ؠ՛֢֪֞࣎ؠያ్பבப
օՓ
Քಈኃධࡿ֮व૱ؠ՛בؠฝ֖֎ጫश֘
ׁ֪֧֧Ւव૱ؠ՛׃ؠ૪ጫ໗֭ኴ
փ֪֚โ֪षး֖֥ੱࡿ့תב
ؒ՛֘Փ

բಈᆪգ
Քॺภ֪֘ኃࡕጘבզઞէ֊ମ໋զዿዃէ֪ࡤப֖֞֒
ׇ֧֪໗֭ᇥஏ֪֣փ֥Ւؠ՛בؠነ॰ँՔျࡴँ֘Փ

ժᆊฝሻ૱ब༌㕲ӧ㕳ի

բఖኃᆪգ
Քධኃଚ֪֣փ֥ነ॰ँ֖Ւಲ֧֭Ᏺጱ׃ಲ୲ต֭֊Ւ
࿊ৼ֪ଣྞ֖בபօՓ

Քධኃଚ֭ଣྞ့֖֪֣փ֥Ւੱධࡿ့֪೮ཐ֘Փ

Քධኃଚ֪ৰ֤२ಛऐָ֞֘
႞בโ֪ጫश֘Փ

व૱ධኃଚבነ॰ँ֖Ւ
Քੱࡿᄇ֪֘ؠ՛ؠਸֲଙ೭Քଙ௮ב༶ဴ֘ೄ֭႞֪֣
ኃ֭ᇀ༶֭ಲ֧ਊ࿘֧
փ֥ੱධࡿ့֪֎֘׃֊೮ཐ֘Փ
Քੱࡿᄇ֪֭֮Ւᄇೄ֪ᄇ
֪֭Ᏺጱภ֗֩փׇօ Քੱࡿᄇ֮ੱࡱଞ֭ࣅঌ֊֣୲ጴ֩ப့֭֊ࡴ࿊
๐֭༖Ւᄇઞॽ့๊֭ነ႞ภ֗
֪֘Փ
֭ඞଉ֭ऀ֦Ⴁ׀ฑဗ֦ցՒ֭֜ඞଉ֧ᄇೄ֪ภ֗
ב֧֒ጫश֘Փ
႞֪֣փ֥೮ཐ֘Փ
Քଙ೭Քଙ௮ב༶ဴ֘ೄ֭ଚ֧႞בነ॰ँ֖೮ཐ֘Փ

ժᆊฝሻ૱ब༌㕳Ӹ㕲Ւ༌
㕷ի

Քஸጫ႞ೄׇ֪ᆊฝሻ૱बప࿊ӡू࿊Ӣଢ଼֪֘֊׃־Ւᆊ
ฝ֭פ؟ᄇภבᆪઅ֭ಲග֪֥ࣤ֗ᇀื֭օևՒ֭֜ભప
բಈኃᆪ२ᆪգ
Քᆪઅ֭ዂআבነ॰ँ֖Ւᆪઅ֪֥ಲ౮֘ᆊฝሻ֪ࣤప ב࿊֞׀ᆪઅப၌૱बבఢถ֖Ւ֭֜૱बבျউጫ႞ೄ֪ሇ Քᆊฝሻ૱बՔႩဗಲ౮૱बਸֲᆪઅ
ᆪ֧ᆪઅ֭ዂআਸֲੱධ בጵࡎ֖ՒႩဗಲ౮૱ब֪มֿՓ
ெ֘Փ
ப၌૱बבጫश֖Ւಛಲ౮ָ֘ப
ࡿ့ጽָ֘ಈஶבነ
၌בಲ֘Փ
॰֪֖Ւಲ୲ตցᆊฝሻ բᆊฝሻ෮ුಬգ
Քᆊฝሻ૱बՔႩဗಲ౮૱बਸֲᆪઅப၌૱बੱבධࡿ့֪೮ཐ
ฑבธᅏ֘Փ
Քᆊฝሻ૱ब֪ৰ֤ՒႩဗಲ౮૱बבఢถ֖Ւᆪઅ֪֖֥ᆪ ֖Ւཧಲ֪ಲப֘Փӡભ֩೮ཐሑሓ֪֣փ֥ཌ֭૱ब֪
֧֒׀ՓӢ
અப၌૱ब֭ఢถבਿ׀Փ
Քᆪઅఢถ֖֞ᆪઅப၌૱बבଙආ֖Ւᅢጅ֪ࣤ֗ൃସՔ౪၏בப Քᆪઅጫ႞ೄ֧૪ጫ႞ೄӡྫྷಈኃᆪྙՔಈኃӡᆪӢྙӢ֭؟՛
՛،֭ऀՒᆪઅಈኃ֧ྫྷಈኃᆪ֭༶ဴೄᎌૢ֖Ւᆪઅப
օՓ
၌૱ब֭ఢถՔ೮ཐՔಲப֪ց֞Փ
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ੜဒ་ॺຮଞᅉ့ᆊฝሻ૱बӷ༌㕹ӷ
༌㕴Өຮଞᅉ့֭ฝ֩ࢥࢪՔጫঊ၌
તᇀ㕱ӱ௮ଅऐՔצبח՛ଅऐ့ב၃ֽևՒᅢጅ֩ಈஶ

તᇀ

ᆊฝሻ֭ຎ

ຎಲ౮֪ց֢֥֭֞ᆪാ့֭ዂআ

ᄇภईႷต

ಈኃᆪ

ᅋඛઌධࡿ֭ంዿಐ֪
ઌኃጫሑሓ့בԵӷ
ԙԵԱՆՂԺՂԷבঊዿ๊֖
ነ֘Փ

ԆಈᆪԈ
Քጫ֦֭ؕઌኃጫב၏ႚ֘Փ
Քᆪઅ֪։ᅋඛઌධࡿਸֲၠೄ֧֭ኜཎ
ଅऐב؊آמ՛ח،֘Փ

Քጫ֦֭ؕઌኃጫַ֭၏ႚ֪ࣤ
֘Փ
Քઌኃጫඡੳב࿊ৼ֪Ⴞ࠶֘Փ

Քᆪઅಈኃ့֊Ւઌኃಲ֭॰Ⴁב֞
Քઌኃᅳבಈኃಬ֦ጫ֘Ւցփ֮ཬഞׇ֪
֪֮วಲ֪ࣤ֘Փ
Ԇ୰ฝྔ௮௮ಬԈ
ᅋඛઌධࡿਸֲၠೄ֧֭ኜཎבಲ౮֖Ւಲ
Քઌኃᅳׇ֪ઌጫඉೄ֪֖֥Ւၾᆪ ֭॰ႡבபօՓ
௮֪։ഌಈೄ့֧֭ኜཎ့ׇ֪ઌኃಲ
ཬבഞྔ௮֘Փ
Քᅋඛઌ౧֪֣փ֥֮Ւੱኃᆪ֧ಈᆪ
ᎌૢ֖Ւઌኃಲב॰ಲ֪Ⴞ࠶֘Փ

ヤ

ၠೄׇ֪ઌኃಐ
ጫב࿌֘Փ

⼇

ժᆊฝሻ૱ब༌㕴Ҕի
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ժતᇀ㕱ի
ይՔઞ

ᅋඛઌධࡿ׃ઞഌಈ
ೄ֭ઌኃඡੳבਰ
֪॰Ⴁ֘Փ

ੱධࡿ့॰Ⴁָ֘ಈஶ

¢ಈᆪ£
Քශ֪֞ంዿ֔֞ಐዿੱධࡿ့֮Ւვ
Քශਊంዿೄַ֭ਊ໋֭೮ཐᇌിզੜဒ་ॺ Քශਊంዿೄ֭ంዿಐ֪զੜဒ་ॺ֪ంዿ֔֞
ᆋ֔֞զੜဒ་ॺ֪ంዿ֔֞ಐዿੱ
֪ంዿ֔֞ಐዿੱධࡿַֽ֭֔֩־է֭ ಐዿੱධࡿַֽ֭֔֩־էבვᆋ֘Փ
ධࡿַֽ֭֔֩־էב॰Ⴁ֘Փ
ఢถՔ೮ཐӨבபօՓ
Քශਊంዿಐዿੱධࡿ֪֘Եӷ
Քශ֪֞ంዿ֔֞ಐዿੱධࡿ့֮ՒԵӷ
ԙԵԱՆՂԺՂԷӡ᎕။ඞଉՒઌኃጫਸֲሓ፭ള
Քශਊంዿಐዿੱධࡿ֪֘Եӷ
ԙԵԱՆՂԺՂԷӡ᎕။ඞଉՒઌኃጫਸֲሓ
ԙԵԱՆՂԺՂԷӡ᎕။ඞଉՒઌኃጫਸֲሓ፭ള ့๊֭ነӢ֭ב࿌֘Փ
፭ള့๊֭ነӢב֘Փ
့๊֭ነӢ֭ఢถՔ೮ཐבபօՓ

ժᆊฝሻ૱ब༌㕴Ҕի

ժᆊฝሻ૱ब༌㕴Ҕի

ᆪӠӠઅ

ӡይӢ
Քၠೄ֪֖ᆪઅၾ֭ଞೲ׃զಐዿධࡿ֭
โ֩ઌኃጫ֪֣փ֥էӡၠೄ୶Ӣבዿփ
֥Ւโ֩ઌኃጫ֭ಲ౮֪֣փ֥ഊᇀ๊֪ነ
בபօՓ

Քၠೄ֮Ւጫؕቦ֮ઌኃᅳ့֪
ԆಈᆪӡይӢՔఖኃᆪӡઞӢԈ
ׇՒઌኃಐ֭ጫב႘yபօՓ
ӡઞӢ
Քᅋඛઌධࡿਸֲઞഌಈೄ֭โ֩ઌኃጫ
Քॺภַ֭ઞ౫֪֣փ֥Ւଯቹ֪ဴตב॰
பׇօ࿊ৼ֪೮ཐבபօՓ
Քઞ֭ኃၾዴ့בഌಈೄ֪ಈ๊֪ነ֘
Ⴁ֘ב֧֒࿌֘Փ
Փॺภ֪֮ിኜ֦॰Ⴁ֘Փ
Քॺภַ֭ಈ๊ነӡኃၾዴ့Ӣಐ֪֮Ւഌಈ
౩בിኜ֦॰Ⴁ֘ב֧֒࿌֘Փ
Քઞ֭ઌኃಲ֪֣փ֥ཬഞ֖॰ႡבபօՓ

3

፭Ꭼ㕳Ք㕴Ⴉဗಲ౮૱बӡᆊฝౚዿሻӢ

ੜဒ་ॺຮଞᅉ့ᆊฝሻ૱बӷ༌㕹ӷ
༌㕴Өຮଞᅉ့֭ฝ֩ࢥࢪՔጫঊ၌
તᇀ㕲ӱ௮ଅऐ့֪ጽ֖Ւᅢጅ֩ಈஶ

તᇀ

ᆊฝሻ֭ຎ

ຎಲ౮֪ց֢֥֭֞ᆪാ့֭ዂআ
ಈኃᆪ
ᆪӠӠઅ

ᄇภईႷต

ժᆊฝሻ૱ब༌㕲ӧ㕲ի
բ୰ฝྔ௮௮ಬգ
Քၾᆪ௮֪։փ֥Ւபၾዴโ֊॰Ⴁ֘Փ

ᄇၾዴ֭ဴตבଞ
ᅉ֭ౚዿؠ՛֪ؠց
֥֚॰Ⴁ֘Փ
ժᆊฝሻ૱ब༌㕲Ӹ㕳ի

բఖኃᆪՔଞ෮ුᆪգ
ՔᄇՔଙ೭Քଙ௮ؓ׃ؠחؚଞᅉౚዿب
؋့֭פఢถՔვᆋՒԵӷԙԵԱՆՂԺՂԷଞೲ့֭ಲ౮
့ׇ֪Ւᄇฑဗ֪֣փ֥೮ཐ֘Փ

ੱࡿᄇഞᄧࡗ
֭֜׃ଚ֧႞ב॰
ಲ֪ጫश֚֔Փ
ժᆊฝሻ૱ब༌㕲Ӹ㕳ի

ヤ

ड़
ဴ
ዛ

ၾ
ᆪ

௮
ଅ
ऐ
౪

ಈ
ஶ
ዛ

Քვᇀ࿊֞׀ଞᅉ֭ౚዿؠ՛֣֪ؠփ֥ጫ
Քଞᅉ֭ౚዿؠ՛בؠႡಡ֖Ւଞ૱ब֪֢࣎֞
श֖Ւੱධࡿ့֪೮ཐ֘Փ
ׁ֦֭ցב֧֒॰Ⴁ֖֥֊ᄇבபօՓ
Քபၾዴโ֊॰Ⴁ֖Ւਝਟภ֮֗֞ଞ
ᅉ֭ౚዿؠ՛ؠਸֲଞ૱ब֪֢࣎֞ၾዴ֦ց
ב֊॰Ⴁ֘Փ

ՔᄇՔଙ೭Քଙ௮ؓ׃ؠחؚଞᅉౚዿب
؋פՒԵӷԙԵԱՆՂԺՂԷଞೲ့בዿփ֞೮ཐ࿌Ւශ Քශਊంዿੱࡿ׃ᆪઅၾ๊֭ነव့֖ྫྷבՒಛ
ਊంዿੱࡿ֭ጫ׃ᆪઅၾ๊֭ነव့֭ි בᄇଚ֧႞בነ॰֪Ⴁಡ֘Փ
ಲ౮֘Փ

ӷ

բఖኃᆪգ
Քዻിבఢถ֪֮֘ዻၾዴבભ֪ነಘ
Քࢂೄ֪֖Ւզேጵ་ॺሓੜဒ་ॺव૱ਊ
֘Փ
࿘էゅզேጵ་ॺሓੜဒ་ॺዃಈኃਊ໋էゅ
զேጵ་ॺሓੜဒ་ॺዃಈኃጅፚէਸֲ
Քଣู֚ᅢጅ֩ࡎଉ֪֣փ֥֮Ւᆷೄ֪
զேጵ་ॺሓੜဒ་ॺ֪։ዃ֪ࢂ࿄
Քࢂೄ֪֖ॺ֭ᄇՔଙ೭Քଙ௮ฑဗב೮ཐ ྞไଣูി֭ࡕጘ֘בՓ֩։Ւಈኃᄇבபօׁ
့ຂམጅፚէבള֖Ւᆊฝ֪ይ֖֩փ֧֒ב
֪֣֭փ֥֮ྫྷಈኃᆪ့֪ଣูി྇ࡕבጘ֘
֘Փ
ศዃ֚֔Փ
Փ
Քၟ࿊֭ೄ֧֭ࢂ֭ᇤ֩פ؟֭֨֩փ
Քॺ֭ੱධࡿ့֊ᆊโ֩பࡡ֭ࡕጘ့ց֢
Քࡕጘ֖֞ଣูി֪ᄇၾዴભ֪ነಘ֥֔
֊Ւבץب؟״ؗಲ౮֘Փ
֪֮֞Ւ໒ྫྷ֪֊׃ሇ֘ב֧֒ศዃ֚֔Փ
փ֊॰Ⴁ֘Փ
բ୰ฝྔ௮௮ಬգ
Քၟ࿊֭ೄ֧֭ࢂ֭ᇤ֪פ؟֖֭֨֩ࣤ
֞ၾᆪ௮בಲ౮֘Փ

ժᆊฝሻ૱ब༌㕴ҕի
ଞᅉ֭૱बப֧
ૅࣁฑဗ့֭ঊዿ້ב
ු֘Փ

ժᆊฝሻ૱ब༌㕴Җի
ಃౌጫӡহઞตᆾᆀ
בֿӢב࿌֘Փ

Քᆪઅಈኃ့֊ဴड़ᄇ֭ኬ֪֣փ֥॰Ⴁב
֞ಐ֮วಲ֪ࣤ֘Փ

Քଙ೭സ့ׇ֪Ւᄇೄࡒ॒֭༌ూೄଙ೭ב࿌
բ୰ฝྔ௮௮ಬգ
֘Փ
Քᄇೄ֮ᄇೄࡒ॒֭༌ూೄׇ֪ଙ೭ב֥
Քၾᆪ௮֪։փ֥Ւଙ೭ӡၟ֪ଙ೭״بװ՛ӢՔଙ௮
֊ᆾᆀ့בፚ֘ב֧֒࿌֘Փ
֪֣փ֥Ւโ֪ಲ౮֥֔փ֊॰Ⴁ֘Փ
Քଙ೭༶ဴೄ႞ಐ֪֭֜႞֧ଚ֪֣փ๊֥ነ
בபօՓ

ャ

थ
ੌ
֭
ᆊ
ฝ
ಈ
ࡎ

ヤ

ժતᇀ㕲ի
ᆾᆀ့֭
ᄇՔଙ೭ ժᆊฝሻ૱ब༌㕴Ғի
့
ੱධࡿ֧ࢂೄ့֧
֭ᆊโ֩ภ֗
֩փׇօ֩ৄ੩בඦถ
֘Փ

ャ

ଙ೭Քଙ௮בபօೄ֭
ଚ֧႞בነ॰ँ֘
Փ

ੱධࡿ့॰Ⴁָ֘ಈஶ

Քೄ֧֭֚֮ମ໋Ւቹಬ֦ப֩փՓבֿ׃
ၜ֩փ֮ᆷ֦ࣤ֘Փ

բఖኃᆪգ
Քᆪઅபඡੳ့֭โ֩Ⴞ࠶ਸֲວৼՔ૱ब Քᆪઅੱධࡿ့ַ֭பඡੳ့֭โ֩Ⴞ࠶ਸֲ
ວৼՔ૱बப့֭ᄇ့בபօՓ
ப့້֘ב౯֭ॺၾ೮ཐ့בபօՓ
Քຮଞᅉ့֭ૅࣁฑဗבᆪઅஓถࡿ֪೮ཐ
բଞ෮ුᆪգ
Քຮଞᅉ့֭ૅࣁฑဗ֭ॺ೮ཐבபփՒ ֖Ւኅጫ֩Ⴉဗၾ֭ౚփโבሻ֘Փ
ኅጫ֩Ⴉဗၾ֭ౚփโבሻ֘Փ
բ౮็ᆪՔ୰ฝྔ௮௮ಬգ
Քၾᆪ௮ӡಃౌጫӢ֪։ಃౌӡহઞตᆾᆀב
ֿӢ֭ଵᆾ॰Ⴁӡཬഞಲ௮Ӣ့בಲ౮֘Փ
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Քଞ૱ब֭༥ถ֪֭֞׀ᅢጅ֩ᆾᆀ့ࡒ॒֭மႚ
֮ப֩փՒᇤ֢֞ೄַ֭ᄇՒᇤ֢֞ಐৼ֭ᄇ
֮ப֩փ့ฝ֩ப֪ဖ׀ӨՓӨֽ֞Ւᅢጅ
֪֥ࣤ֗ૅࣁՒᇪ့֭໗בபօՓ

ՔಃౌӡহઞตᆾᆀבֿӢ֭ಲఓตב॰Ⴁ֘ ׀֞Քமႚ֖֞ಃౌӡহઞตᆾᆀבֿӢ֪ಃౌ՛בؠ
֪Ւ࿊ৼ֪ಲ௮့בಲ౮֘Փ
ᆋ֖Ւโ֪ጫ֘Փ

፭Ꭼ㕳Ք㕴Ⴉဗಲ౮૱बӡᆊฝౚዿሻӢ

ੜဒ་ॺຮଞᅉ့ᆊฝሻ૱बӷ༌㕹ӷ
༌㕴Өຮଞᅉ့֭ฝ֩ࢥࢪՔጫঊ၌
તᇀ㕳ӱࢂ໗ᅢጅ֩ಈஶ

તᇀ

ᆊฝሻ֭ຎ

ຎಲ౮֪ց֢֥֭֞ᆪാ့֭ዂআ

ᄇภईႷต

ಈኃᆪ

୪ྫྷᅉ֭ಲᅉย్ฑ֭
ؠ՛֣֪ؠփ֥೮ཐ
࿌֘Փ

բఖኃᆪՔଞ෮ුᆪգ
Քፅபౙփ֭ಈ࿓ഞבഞ྅ೄ֪೮ཐ࿌
ՔྫྷཐՒଞᅉౚዿب؋့֭פఢถՔვ
֖Ւၫഞ֭ց֢֞ፅபౙ֭ଂఏਸֲಈኃശጫ Քፅபౙփ֭ಈ࿓ഞב࿌֘Փ
ᆋՒԵӷԙԵԱՆՂԺՂԷଞೲ့ׇ֪ഞ྅໗֪
໗֮໒֪֊׃பօՓ
֣փ֥೮ཐ֘Փ

ժᆊฝሻ૱ब༌㕴Ҕի

ၾ
ᆪ

௮
ଅ
ऐ

ヤ

ड़

ဴ

ዛ

ؕ
ב
၏
ႚ
ያ
࿊

ャ

ፚ೭ി့֭ආՒഞ྅
ಈಲ॰Ⴁ֦ി፬
့֭࿓ഞב࿌֘Փ

ヤ
チ

ժᆊฝሻ૱ब༌㕴Ҕի

௬

ጅ
ࢀ
थ
֪
ੌ
֣
֭
փ
ᆊ
֥
ฝ
֮
ಈ
ௗ
ࡎ
ଢ଼

ャ

ժᆊฝሻ૱ब༌㕴Ҕի
ժતᇀ㕳ի
ႏഓᆻփਸֲ౫ב
ፅӠᅉ
ሻ֘Փ

ੱධࡿ့॰Ⴁָ֘ಈஶ

Քଞᅉౚዿب؋֭פঊዿՒॺၾव Քଞᅉౚዿب؋׃פᆪઅၾ๊֭ነव
့ַู֭ઇ֩ౄइׇ֪ፅᅉ֭ؠ՛ב့ ့֪ؠঊዿ֖Ւౚዿؠ՛ؠՒਊ࿘့֭ጫशבෆ
բଞ෮ුᆪՔఖኃᆪգ
׀Փ
֘ጫशבෆ׀Փ
Քଞᅉౚዿب؋֭ؠח့ؚؓפธ
ᅏՒ࿊ৼ֩ॺၾव့ׇ֪ፅᅉ֪֘
Քੱධࡿ့֪֖Ւᆪઅၾ๊֭ነव֭ಲ౮့ Քಛ֭பࡡؠ՛֪ؠ࿑֘֊ᄵ֊ᆊነ
ؠ՛ב့ؠ೮ཐ֘Փ
֮֩Ւᅢ֙Ւᆪઅ֭ະཎັ୵֪॰Ⴁ֘Փ
ׇ֪ፅᅉ֪֘ؠ՛ב့ؠ೮ཐ֘Փ

ժᆊฝሻ૱ब༌㕲Ӹ㕲Ւ
༌㕵ӸӼի

ፅபౙփ֭ಈ࿓ഞב
࿌֘Փ

ᆪӠӠઅ

౪

ಈ
ஶ
ዛ

ӷ

բఖኃᆪՔଞ෮ුᆪգ
ՔྫྷཐՒଞᅉౚዿب؋့֭פఢถՔვ
ᆋՒԵӷԙԵԱՆՂԺՂԷଞೲ့ׇ֪ഞ྅໗֪
֣փ֥೮ཐ֘Փ

բ୰ฝྔ௮௮ಬգ
Քၾᆪ௮֪։փ֥Ւഞ྅ೄ֧֭ኜཎՒቦ֮ഞ
྅๐ַ֭ಈಲ॰Ⴁࡴב࿊ಲ౮֘Փಲ౮֪
ց֢֥֮֞Ւፚ೭ി့֭ᆊ࿓ഞ׃ፚ೭ി့֭
ᆋᆊጅ֩ഞ྅့Ւᆊฝ֭פ؟ஸփࡎଉ
בዓ๐֪ཬഞ֘Փ
բఖኃᆪգ
Ք୪ྫྷᅉ֭ಲᅉย్ฑ֭ࢥዿඡੳ؟״ؗב
֘ץبՓᆪઅ֊࿊ৼ֪ሇெבօ֧
ׁ֧֪Ւፚ೭ി့֭ᆊ࿓ഞೄ֪֘౪၏ሑ
့ؠב՛֘ँؠՓ
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Քፅ࿘֭ᇥஏ׃ᆟ༶ᇀ֪֣փ֥ಈኃ༶
Քႏഓᆻփ׃थ౫בሻ֘׀֞Ւፅᅉษ
ဴೄ֪॰ಲ֪༥֘Փ
ਿി֭ാጡ֪֘بית֪ፅ࿘ᇥஏ׃
ᆟ༶ᇀ֭ዛኅ့֪֣փ֥॰Ⴁ֘ב֧֒
Քษਿၾዴב॰Ⴁ֭එՒാጡבಛᅤׇ֪
ഞ྅ೄ֪࿌֘Փ
ႚ֘ב֧֒࿌֘Փ

Քዿኃ๐Ւዿኃၾዴ့בભ֪ఐ֘֒
֧ਸֲ୪ྫྷᅉ֭ಲᅉย్ฑ֪ᄔօፚ೭ി့
࿓ഞ֪֣փ֥ഞ྅ೄ֪೮ཐՔ౪၏בபօՓֽ
֞Ւၾᆪ௮ඉ॒֭ഞ྅ಈࡎ֪֣փׁ֥Ւ
ཬഞׇ֪ഞ྅֭ಈಲ॰ႡבபօՓ
Քಈኃᆪ֪୪ྫྷᅉ֭ಲᅉย్ฑ֭ࢥዿඡੳ
בሇெׁ֪֧֧֘Ւፚ೭ി့֭ᆊ࿓ഞೄ֪
֖֥࿊ؠ֞׀՛֪ؠৰ֤౪၏בப
օՓ

Քፅபౙփ֪ዿኃ๐Ւዿኃၾዴ့בભ֪
ఐ֧֘֒ਸֲፚ೭ി့֭ආב࿓ഞ֘
֧֒ב࿌֘Փ

፭Ꭼ㕳Ք㕴Ⴉဗಲ౮૱बӡᆊฝౚዿሻӢ

ੜဒ་ॺຮଞᅉ့ᆊฝሻ૱बӷ༌㕹ӷ

༌㕵ӨගሇᄇමՔዛँ֭෮ුӡගሇ֧༥Ӣ

ᆊฝሻ֭ຎ

ժᆊฝሻ૱ब༌㕵Ӹ㕱ի

ຎಲ౮֪ց֢֥֭֞ᆪാ့֭ዂআ
ಈኃᆪ

ᆪӠӠઅ

բଞ෮ුᆪգ
Ք་ॺԒԟ֦զৰሑէՔզப၌ਊᄧէՔզᆊฝሻ૱बէՔզႩ
ဗಲ౮૱बէॺבၾ॒֪୰ᅳ֖Ւॺੱධࡿ့֪೮ཐב
ՔզৰሑէՔզப၌ਊᄧէՔզᆊฝሻ૱बէՔզႩဗಲ౮૱
࿌֘Փ
बէՔզᆪઅப၌૱बէבᆪઅੱධࡿ့֪೮ཐ֘Փ

ೄ֪ᅢጅ֩ගሇבዛ֘
Փ

ੱධࡿ့॰Ⴁָ֘ಈஶ

Քྫྷಈኃᆪਸֲᆪઅಈኃ֊ᄇම֔֞ගሇ֪֣փ֥
॰ႡבபօՓ

Քၾᆪ௮ଅऐ့בᆪઅੱධࡿ့֪೮ཐ֘Փ
բ୰ฝྔ௮௮ಬգ
Քၾᆪ௮֭ଅऐבॺੱධࡿ့֪೮ཐ֘Փ

ժᆊฝሻ૱ब༌㕵ӸӼի

բଞ෮ුᆪգ
Ք་ॺԒԟ֦ະཎັ୵ࡴጥב೮ཐ֘Փ

Քᆪઅੱධࡿ့֪֖֥Ւᆪઅၾ֭ະཎັ୵ב೮ཐ֘Փ

Քଞᅉ֭ౚዿ့֪֣փ֥ਝਟภ֗֞ቦ֮ଞೄ Քଞᅉ֭ౚዿ့֪֣փ֥ᆊነ֩ց֯Ւಈ֪ະཎ
բಈኃᆪ२ᆪգ
ଞᅉ֭ౚዿؠ՛့֪ؠ֘
့֊ະཎց֢֮֞Ւᆪઅၾ֦ଙ၀֖Ւೄ֦ ັ୵ַະཎבபօՓ
Քᆪઅ֊ዛ֔֞ಈ፯ב၃ֽևՒਗฑဗू֭ଙ၀
ະཎັ୵בঊዿ֘Փ
ගሇבዛ֭օևՒཡู֔֞ಈ፯בธጫՔᇀื֖Ւᅢጅ
בபօՓ
֪֥ࣤ֗ಈኃᆪ֪ዛ֘Փ
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相 談 窓 口 一 覧
本学において管理する競争的研究費等に関し、使用ルールや事務手続き等についての相
談に対応するため、以下のとおり相談窓口を設置しています。

本部窓口
区分

相談窓口

TEL

補助金関係（個人補助関係）

研究推進部研究推進課研究助成掛

075-753-2579

補助金関係（機関補助関係）

研究推進部研究推進課研究支援掛

075-753-2081

産官学連携関係（受託研究関係）
産官学連携関係（共同研究・学術指導関係）

研究推進部産官学連携課共創プロジェクト推進掛
研究推進部産官学連携課産業・地域連携掛

075-753-9726
075-753-9183

国際関係（日本学術振興会事業関係）

研究推進部研究推進課研究助成掛

075-753-2579

教育関係

教育推進・学生支援部教務企画課教育プロジェクト推進室

075-753-7499

部局窓口
部局名

資金区分

詳細区分

相談窓口

TEL

本部構内（文系）共通事務部
経理課 外部資金掛

075-753-6905

申請

本部構内（文系）共通事務部
総務課 総務・国際掛

075-753-2463

受入・執行・
報告

本部構内（文系）共通事務部
経理課 外部資金掛

075-753-6905

補助金

全般

本部構内（理系）共通事務部
経理課 補助金掛

075-753-3552

受託研究
受託事業
共同研究
寄付金

全般

本部構内（理系）共通事務部
経理課 外部資金掛

075-753-4744

受入・経理

本部構内（理系）共通事務部 経理課 補助金掛
本部構内（理系）共通事務部 経理課外部資金掛

075-753-3552
075-753-4744

申請

本部構内（理系）共通事務部
総務課 総務・国際交流掛

075-753-5004

全般
文学研究科／文学部
教育学研究科／教育学部
法学研究科／法学部
経済学研究科／経済学部
公共政策連携研究部・教育部
経営管理研究部・教育部
人文科学研究所
経済研究所

国際関係

学生総合支援センター
大学文書館
総合博物館

エネルギー科学研究科
情報学研究科
生命科学研究科
地球環境学堂・学舎
学術情報メディアセンター
大学院横断教育プログラム推進セ
ンター（デザイン学リーディング大
学院・社会を駆動するプラット
フォーム学卓越大学院プログラ
ム）

国際関係

部局名

人間・環境学研究科／
総合人間学部
総合生存学館

資金区分
受託研究
受託事業
共同研究
寄附金
補助金

詳細区分

高等研究院

吉田南構内共通事務部
経理課 外部資金受入掛

075-753-6588

執行

吉田南構内共通事務部
経理課 外部資金経理掛

075-753-6515

受入・報告

吉田南構内共通事務部
経理課 財務掛

075-753-9345

執行

吉田南構内共通事務部
経理課 外部資金経理掛

075-753-6515

申請・執行・報告

医学・病院構内共通事務部
経理・研究協力課 科学研究費掛

075-753-4685

機関経理補助金

科学研究費補助金

医学部附属病院
臨床研究戦略課 研究推進掛

上記以外の受入・報告

医学研究科
総務企画課 研究推進掛

075-753-9301

執行

医学・病院構内共通事務部
経理・研究協力課 寄附金・補助金掛

075-753-4460

受託研究
受託事業
共同研究

受入・報告

医学・病院構内共通事務部
経理・研究協力課 外部資金受入掛

075-753-9319

執行

医学・病院構内共通事務部
経理・研究協力課 外部資金執行掛

075-753-9483

企業治験

受入・執行・報告

医学部附属病院
臨床研究戦略課
倫理支援・利益相反掛

075-751-3120

申請
（医学研究科長推薦）

医学研究科
総務企画課 研究推進掛

075-753-9301

申請
（病院長推薦）

医学部附属病院
臨床研究戦略課 研究推進掛

075-751-4899

受入・執行・報告

医学・病院構内共通事務部
経理・研究協力課 寄附金・補助金掛

075-753-4460

申請・報告

医学・病院構内共通事務部
経理・研究協力課 国際掛

075-753-9529

補助金
受託事業(JSPSの
み)
寄附金

受入

宇治地区事務部
研究協力課 補助金掛

0774-38-3399

執行

宇治地区事務部
研究協力課 外部資金執行掛

0774-38-3361

受託研究
受託事業(JSPS以
外)
共同研究

受入

宇治地区事務部
研究協力課 産学連携掛

0774-38-3358

執行

宇治地区事務部
研究協力課 外部資金執行掛

0774-38-3361

医学研究科／医学部
医学部附属病院

大学院横断教育プログラム推進セ
ンター（メディカルイノベーション卓
越大学院）

寄附金

日本学術振興会国
際交流事業

化学研究所
エネルギー理工学研究所
生存圏研究所
防災研究所

（橋渡し）
075-751-4962

橋渡しﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（探索医
療）・臨床研究中核病
院 受入・報告
機関経理補助金

学際融合教育研究推進センター
（政策のための科学ユニット）

TEL

受入・報告

高等教育研究開発推進センター
国際高等教育院

相談窓口

（中核）
075-751-4880

部局名

薬学研究科／薬学部

資金区分
資金区分

詳細区分
詳細区分

相談窓口
相談窓口

TEL
TEL

全般

南西地区共通事務部
経理課 管理掛

075-366-7141

寄附金

南西地区共通事務部
経理課 運営費・寄附金掛

075-366-7148

受入

南西地区共通事務部
研究協力課 産学連携受入掛

075-366-7119

執行・報告

南西地区共通事務部
研究協力課 産学連携経理掛

075-366-7123

補助金

南西地区共通事務部
研究協力課 補助金掛

075-366-7120

機関経理補助金

南西地区共通事務部
研究協力課 補助金掛

075-366-7120

複合原子力科学研究所 財務掛

072-451-2320

複合原子力科学研究所 契約管理掛

072-451-2321

複合原子力科学研究所 財務掛

072-451-2320

執行・報告

複合原子力科学研究所 契約管理掛

072-451-2321

受入

複合原子力科学研究所 財務掛

072-451-2320

執行・報告

複合原子力科学研究所 契約管理掛

072-451-2321

アジア・アフリカ地域研究研究科
ウイルス・再生医科学研究所
東南アジア地域研究研究所
iＰＳ細胞研究所

受託研究・受託事
業・共同研究

アフリカ地域研究資料センター
こころの未来研究センター

全般
科研費申請
その他補助金申請
補助金
受入・報告
執行・報告
複合原子力科学研究所
申請（競争的資金）
受託研究
受託事業

共同研究
寄附金

受入

部局名

資金区分

詳細区分

相談窓口

TEL

公募申請

北部構内事務部
管理課 研究推進掛

075-753-6412

交付申請・執行
報告

北部構内事務部
経理課 科学研究費等補助金掛

075-753-3625

公募申請

北部構内事務部
管理課 研究推進掛

075-753-6412

契約

北部構内事務部
経理課 受入企画掛

075-753-6006

執行・報告

北部構内事務部
経理課 研究支援掛

075-753-3635

公募申請

北部構内事務部
管理課 研究推進掛

075-753-6412

受入・執行

北部構内事務部
経理課 第一運営費・寄附金掛

075-753-3610

公募申請

北部構内事務部
国際室

075-753-7660

契約

北部構内事務部
経理課 受入企画掛

075-753-6006

執行・報告

北部構内事務部
経理課 研究支援掛

075-753-3635

公募申請

北部構内事務部
管理課 研究推進掛

075-753-6412

交付申請・執行
報告

北部構内事務部
経理課 科学研究費等補助金掛

075-753-3625

公募申請

北部構内事務部
管理課 研究推進掛

075-753-6412

契約

北部構内事務部
経理課 受入企画掛

075-753-6006

執行・報告

北部構内事務部
経理課 研究支援掛

075-753-3635

公募申請

北部構内事務部
管理課 研究推進掛

075-753-6412

受入・執行

北部構内事務部
経理課 第二運営費・寄附金掛

075-753-6418

公募申請

北部構内事務部
国際室

075-753-7660

契約

北部構内事務部
経理課 受入企画掛

075-753-6006

執行・報告

北部構内事務部
経理課 研究支援掛

075-753-3635

補助金

理学研究科／理学部
数理解析研究所

受託研究
受託事業
共同研究

野生動物研究センター
学際融合教育研究推進センター
（宇宙総合学研究ユニット）
大学院横断教育プログラム推進セ
ンター（霊長類学・ワイルドライフ
サイエンス・リーディング大学院）

寄附金（助成金を
含む）

日本学術振興会国
際交流事業

補助金

農学研究科／農学部

受託研究
受託事業
共同研究

基礎物理学研究所
フィールド科学教育研究センター
学際融合教育研究推進センター
（森里海連環学教育研究ユニット）

寄附金（助成金を
含む）

日本学術振興会国
際交流事業

生態学研究センター

全般

北部構内事務部
経理課 生態学研究センター経理掛

077-549-8200

霊長類研究所

全般

北部構内事務部
経理課 霊長類研究所研究助成掛

0568-63-0517

部局名

資金区分

詳細区分

全般

工学研究科／工学部
福井謙一記念研究センター
大学院横断教育プログラム推進
センター（卓越大学院プログラム
「先端光・電子デバイス創成学」）

相談窓口

TEL

桂地区（工学研究科）事務部
管理課 財務分析・評価掛

075-383-2033

科研費等個人補
助金

全般

桂地区（工学研究科）事務部
学術協力課 補助金掛

075-383-2020

機関経理補助金

全般

桂地区（工学研究科）事務部
学術協力課 補助金掛

075-383-2020

桂地区（工学研究科）事務部
学術協力課 産学連携掛

075-383-2068

桂地区（工学研究科）事務部
学術協力課 産学交流掛

075-383-2060

受入
各種研究助成金応募

桂地区（工学研究科）事務部
学術協力課 研究・国際支援掛

075-383-2056

執行

桂地区（工学研究科）事務部
経理課 運営費・寄附金掛

075-383-3120

受託研究
受託事業

全般

共同研究

寄附金

附属図書館

全般

附属図書館
図書館企画課 図書館企画掛

075-753-2615

環境安全保健機構

全般

施設部 環境安全保健課 機構事務掛

075-753-2366

情報環境機構

全般

情報部 情報推進課 財務掛

075-753-7403

受託研究

研究推進部
産官学連携課 共創プロジェクト推進掛

075-753-9726

共同研究・学術指導

研究推進部
産官学連携課 産業・地域連携掛

075-753-9183

オープンイノベーション機構

全般

研究推進部
産官学連携課
オープンイノベーション機構支援掛

075-753-7768

国際戦略本部

全般

企画部 国際交流課 国際企画掛

075-753-2045

白眉センター

全般

白眉センター

075-753-2398

高大接続・入試センター

全般

教育推進・学生支援部 入試企画課

075-753-2525

産官学連携本部
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