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平成２９年６月２日に、特定非営利活動法人おもちゃの図書館全国連絡会第３回総会を開会し、別載の
通りにご承認頂きました。よろしくお願い申し上げます。
限られた予算の中ではありますが、どれだけ充実した活動ができるかを考えて進んで参りたいと思いま
す。なかなか皆様のご意見をお伺いする機会がないのですが、メールでも、お電話でも、ＦＡＸでも、ぜ
ひお聞かせください。今年度は、ボランティアのつどいができませんでしたので、ボランティアの交流の
機会を作って欲しいという声を早速に頂きました。様々の形で、それにお応えできるように努力してまい
りたいと思います。全国連絡会として、皆さまの活動をバックアップできるように、情報の収集と発信に
力を入れてまいります。
「楽しくなければ、おもちゃ図書館活動でない」心の絆、心の支え、生きがい、心のバリアフリーを育
み、誰もが「生まれてきてよかった」と思える社会づくりを共に実践してまいりましょう。
特定非営利活動法人おもちゃの図書館全国連絡会
理事長 小泉 康代

平成２９年度事業計画
Ⅰ．特定非営利活動法人おもちゃの図書館全国連絡会総会の開催
Ⅱ．特定非営利活動法人おもちゃの図書館全国連絡会の運営
１．理事会の開催

２．理事会通信の発行

３．事務局世話人会の開催

４．世話人通信の発行 ５．事務局会議の開催
Ⅲ．各事業の活動内容等
第１ ボランティア活動の推進事業
１．研修会の開催 TOY らいぶらりあん（おもちゃ図書館ボランティア）講座の実施 初級、中級
２．ボランティアコーディネート

３．講師派遣・推薦

第２ 子どもたちの遊び場事業
子どもに関するイベント等の移動おもちゃ図書館活動
第３ おもちゃ図書館に関する情報提供・広報事業
１．情報提供、広報事業

２．公益財団法人損保ジャパン日本興亜福祉財団「NPO 基金強化資金助成」

第４ おもちゃの図書館活動の推進・運営に関する事業
１．活動状況調査

２．新規おもちゃ図書館立ち上げ支援

３．相談支援事業

４．寄贈おもちゃや啓発物品の配布

６．関係団体等の連絡調整及び協力

５．ネットワーク推進事業

７．被災したおもちゃ図書館への支援

１

２０１７年５月１０日～１３日、オランダのライデン市において国際会議が開催されました。最初は、元孤児
院だった場所（チルドレンハウス）で、基調講演やワークショップが実施されました。世界２５か国からの参加
があり、今までの会議で顔見知りになった国々の参加者と再会しプレゼントの交換からスタート。今回、日本か
らは髙村一人だけの参加で「リサイクルペーパーのおもちゃ作り」のワークショップを１時間行いました。幸せ
が舞い降りるパタパタ蝶、パクパク河童、牛乳パックのおしゃべり人形、ストローのいないいないばあ動物人形、
段ボールのアンパンマン独楽、パクパク狐等、大きなバッグに入った材料がすべてなくなるほどの好評で、参加
者に喜んでもらえました。
他のワークショップでは、関係性を育む遊具の遊び方を学びました。複数の人でひもを引っ張りながら絵や文
字を描く遊びです。キッズヨガのワークショップも童心に帰り体を動かしました。スタディツアーでは、スヌー
ズレンルームのあるライブラリーで癒しの体験をしてきました。ＩＴＬＡ（国際トイライブラリー協会）の新し
いボードメンバーも決まり、次回は２０１９年に南アフリカ共和国で開催される予定です。
（おもちゃの図書館全国連絡会副理事長 髙村 豊）

パタパタ蝶の制作で微笑みが！

みんなで協力して顔を描いた！

キャンピングカーのような
移動式スヌーズレンルーム

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

平成 29 年 6 月 2 日（金）9：30～12：00 （参加者：33 名）
会場：荒川区立障害者福祉会館アクロスあらかわ

全国各地の活動についての情報交換や地域のネットワークに
ついて討議し、おもちゃ図書館のさらなる発展を考える目的で昨
年に引き続き開催されました。当日は、全国より世話人のほか、
県連や市連から代表者や社協担当者の参加もあり、群馬・埼玉・
鳥取での取り組みについて発表がありました。今後も、各地の活
動について情報収集と発信、また連携をすすめていきたいと思い
ます。

埼玉

鳥取

２

群馬

日時：平成 29 年 6 月 2 日（金）13：30～14:30
会場：荒川区立障害者福祉会館アクロスあらかわ
総社員数：１６６ 出席した社員数：１３３（出席者３２ 委任状２８ 表面議決７３）
ネットワーク会議、永年表彰終了後、13：30 より平成 29 年度
（第３回）通常総会が開催されました。鈴木訪子議長のもと、平
成 28 年度事業報告、会計報告、29 年度事業計画、活動予算書、
役員について、すべて原案通り承認可決されました。総会にご参
加下さった皆さま、ありがとうございました。
※詳細については、連絡会ＨＰよりご覧いただけます。

平成 29 年 6 月 2 日（金）全国ネットワーク会議終了後、永年（20 年・30 年以上）活動を続けられている
館へ一般財団法人日本おもちゃ図書館財団、山科誠代表理事より表彰状が贈呈されました。今年は贈呈先７館、
当日はその中から２館が参加し、表彰を受けました。

【永年活動表彰状贈呈先】
≪30 周年≫
静岡県 浜松市
浜松おもちゃ図書館
愛知県 名古屋市 おもちゃ図書館ぴっころ
千葉県 我孫子市 我孫子おもちゃ図書館「かっぱの家」

前列

後列

左から
裕の会・竹内さん親子
≪20 周年≫
山科理事長
宮城県 南三陸町
むつみ・米原さん
東京都 昭島市
近江八幡 向井さん
兵庫県 丹波市

左から
ぴっころ・武田美和子さん
山科誠代表理事 （財団）
いそひよ・鈴木清美さん
小泉理事長
高橋事務局長（財団）

愛媛県

西条市

今年も「東京おもちゃショー」終了後、おもちゃメー
カーの皆さまよりたくさんのおもちゃを寄贈していただ
きました。頂いたおもちゃは、永年活動表彰館ほか、ア
ンケートにもとづき各地のおもちゃ図書館の皆さんへ送
らせていただきました。ご協力いただきましたメーカー
の皆様、日本玩具協会様、ありがとうございました。

南三陸町おもちゃの図書館いそひよ
昭島おもちゃの図書館トイトイぽっけ
かすがおもちゃライブラリーどりいむ
西条おもちゃ図書館「ぽけっと」

日本おもちゃ図書館財団のブースにて
おもちゃ図書館活動のＰＲを担当しました

【おもちゃを寄贈していただきました】（順不同敬称略）
株式会社アーテック 株式会社アガツマ 株式会社池田工業社
株式会社くもん出版
イワヤ株式会社 株式会社ジョイパレット 株式会社セガトイズ 株式会社トイコー
プラントイジャパン株式会社 株式会社アイアップ 石川玩具株式会社
コンビ株式会社
株式会社学研ステイフル 株式会社野中製作所 パイロットインキ株式会社 株式会社メガハウス

３

多くのおもちゃ図書館が、活動開始から 20 年、そして 30 年以上継続して活動されています。その中から
今回、永年活動表彰を受けられた皆さまよりメッセージをいただきました。

≪30 周年≫
☆☆浜松おもちゃ図書館（会員 NO.３８）静岡県浜松市
障害児の生きる力を高めることを目的に、通所支援事業の他、地域で豊かに生きるための事業のひとつと
して開設したおもちゃ図書館です。昭和 57 年に設立して、早いもので 35 年が経ちました。開設当初、通園
中の若いお母さんたちがこどもを遊ばせながら、子育ての悩みを話し合える場にもなり、小さいホールはい
つもゴチャゴチャ賑わい、笑顔があふれていました。
開館日には、子育て相談やおもちゃの貸し出し、地域の交響楽団
や合唱団の協力を頂いて、ドームコンサートを度々開き、こども達
にいいものを、本物を聞いてもらうことを心掛けました。その中か
ら、障害児ときょうだいのマリンバ教室が生まれ、発展して 10 年が
過ぎ、時々、演奏活動もしています。また、英国のレジャーライブ
ラリーに学んで始めた、成長した人たちの「わいわい青年学級」は
学生や社会人も交えて、社会へつながる活動として 30 年の月日を重
ねました。私たちは児童と学童の発達を支援する事業所の中で、少
しでも柔軟性のある活動を、これからも大切に続けていきたいと思
っています。（代表 荒岡倫子）

☆☆おもちゃ図書館ぴっころ（会員 NO.108）愛知県名古屋市
昭和 60 年、任意グループとして「ぴっころ」発足。当初はメンバー5
名の出発でした。利用者からの強い要望で 8 分館を 20 名で運営していま
す。何よりも活動が地域で継続できることで、子どもたちの笑顔と成長
を見ることが嬉しい。長く活動すると当初からのメンバーにも体力に変
化が、気持ち的には元気ですが、体力的に衰えを自覚、どうすれば楽に
できるか思考をめぐらせています。永年継続することで疲れたおもちゃ
図書館にならないよう目標を持ち、ぴっころが子どもたちの遊び場とし
て、お母さんには憩いの場として、明るく楽しく続けたいと思います。
（代表 武田美和子）

☆☆我孫子おもちゃ図書館「かっぱの家」（会員 NO.129）千葉県我孫子市
ことばを育てる親の会のメンバーや ST の先生を中心にして始まった
活動は、たくさんの方々に支えられ、30 年以上も続けてくることがで
きました。ありがとうございました。
昨年度は、30 周年記念のお誕生会でミニコンサートを開催しました。
かつての遊んだ思い出を替え歌にしての演奏は心に響く暖かくすてき
なものでした。また記念誌（日本おもちゃ図書館財団のご支援）を出す
中で、当時のご苦労やそれぞれの思い出にふれ、かけがえのないこの道
のりの重みを感じています。これからも試行錯誤をしながら、自分たち
を信じ、一歩ずつゆっくりと進んで行きたいと思います。子どもたち・
ご家族そして支える仲間みんなが、安心して集い、楽しく遊べる場所「か
っぱの家」として。 （代表 池上和子）

４

≪20 周年≫
☆☆南三陸町おもちゃの図書館いそひよ（会員 NO.417）宮城県南三陸町
《時流変わろうとも、交流変わらず強固なりけり》
平成７年１０月、『障がい児』という言葉を身近に感じ、志津川町内に【おもちゃの図書館・いそひよ】が
スタートすることとなりました。全国各地に広がり始めていた活動は、こんな田舎の町でも楽しくできるんだ
と応援して下さり、多くの仲間との交流も心強く感じています。平成２３年３月、誰も予想できなかった大災
害に見舞われ、開館拠点はたくさんの玩具・本・写真などとともに流失してしま
いました。それでも、全国のおもちゃ図書館関係者の皆様方等のご支援で、新た
な拠点が完成し、『いそひよ』らしい活動を継続できています。環境や社会全体
が大きく変化する中での２０年、万感の想いを抱いて表彰状を受け取りましたが、
今後の活動においてもしっかり地域の中に根付き、ゆっくり歩みたいと思ってい
ます。『くつろぐはうす』で。（代表 鈴木清美）

☆☆昭島おもちゃの図書館トイトイぽっけ（会員 NO.486）東京都昭島市
20 周年を迎えることができ、お世話になった皆々様には感謝の気持ちで一杯でございます。長い間支えて頂
きましてありがとうございました。トイトイぽっけは、障害を持った親が集まり立ち上げたボランティア団体
です。始めた頃は、おもちゃも決まった会館も無く、近隣のおもちゃ図書館からおもちゃをお借りして、予約
のとれた市立会館で月 1 回開館していましたが、今は、昭島保健福祉センタープレールームで月 2 回開館して
います。ボランティアにも恵まれ、おもちゃを修理する人、手話のできる人、
手芸の上手な人、企業から若いお兄さん、お姉さんも参加して、とっても恵ま
れたおもちゃ図書館だと思っています。障害のある子が多く来館していた頃は
お餅つきや、クリスマス会もして楽しんでいましたが、今はその子たちも成人
になり、合唱、フルート演奏、踊りなど楽しめる「歌って踊って楽しいコンサー
ト」を 10 周年を記念して始めました。今年で 8 回になります。これからも、ス
タッフの体力が続く限り頑張って行きたいと思います。（代表 和田寿美恵）

☆☆かすがおもちゃライブラリー どりいむ（会員 NO.515）兵庫県丹波市
20 年を経た今、「おもちゃライブラリーボランティア入門講座」で講演を聞き、訪問をした施設で聞いた具
体的なことを参考に準備をしたことが懐かしく思い出されます。当時は、土足の場所だったのでイグサのマッ
トの上にじゅうたんを敷きおもちゃを並べても、当然子どもはその場所からはみ
出して行きます。何度も引き止めながら遊んでもらっていました。そんな不自由
な中でもおもちゃが沢山あるのは子どもには魅力だったようです。年月を経て現
在はとってもいい環境下で開設出来ています。
子どもたちはしっかり遊んだ後も、気に入ったおもちゃを借りて帰れることが
嬉しいようです。新しくママ友ができたり、子育て不安が少しでも解消できるこ
とを願っています。私たちも元気で活動していきたいと思います。
（事務局担当 松山晴美）

☆☆西条おもちゃ図書館「ぽけっと」（会員 NO.527）愛媛県西条市
西条おもちゃ図書館「ぽけっと」ができたのは平成 9 年 1 月、障がいをもつ子供達のために遊びと人との出
会いの場を作りたいとの思いからでした。初代代表の強い思いと支援するボランティアの方たち 20 名 各々の
得意な事を生かしてニュース手作り・遊び・おもちゃの役割分担で活動し
始めて今年 20 年を迎えました。常に原点に立ち活動を繋いでいきたいです。
今回、日本おもちゃ図書館財団より永年表彰をいただきありがとうござい
ました。長年活動を続けてきたボランティアにとって励みとなり大変嬉しい
ことでした。活動の輪は少しづつ広がっています。開館日の充実、手作り
（おもちゃ作り）等を通して人との出会いを大切に仲間と共に楽しみながら、
子供達の笑顔に出会うために、活動を継続します。（代表 高橋伊都子）
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No．746 おもちゃ図書館えがお（東京都葛飾区）
おもちゃ図書館えがおは平成 27 年 10 月に開設しました。毎月第３日曜日の１０：００～１２：３０に、乳幼
児とその家族を対象に開館しています。開設に当たっては、おもちゃ図書館財団の助成を受けて、ボールプール
やぬくもりのある木のおもちゃをたくさん用意することが出来ました。母体の葛飾幼児グループは、障害児を対
象に児童発達支援事業を行っており、平成 25 年 4 月に区立児童館の 1 室か
ら引越して独立して以来、地域との交流を考える上で真っ先に浮かんだの
が、おもちゃ図書館の活動でした。現在は毎月、児童館や保育園の掲示板
に貼ってあるポスターを見たという、近所の親子が数組ずつ来館していま
す。閉館前にはいつも、葛飾幼児グループの親子遊びや揺らし遊びを提供
しており、今後、葛飾幼児グループの子どもたちと地域の子どもたちが、
一緒に遊び合える場として定着していければ幸いです。（代表 尾花裕子）

No．747 おもちゃ図書館 WAIWAI ひろば（埼玉県川口市）
「みんなで子育て！WAIWAI ひろば」は「ひとりぼっちではなく地域みんなで子育てを！」を目指し、川口市ふ
じの市商店街に 0123 歳の親子の遊び場として平成 20 年に開設しました。当初から同市で活動している「すてっ
ぷ」に月 1 回「おもちゃ図書館」を開催していただき、たくさんの親子が遊びに来ていました。広場では、おも
ちゃを購入する余裕もなかったので、私たちもこの日を楽しみにしていました。そして平成 28 年 9 月に「おも
ちゃ図書館 WAIWAI ひろば」を「すてっぷ」の協力や助成金を受け、開催することが出来ました。現在では、「お
もちゃ図書館」と「ジャングルジムで遊ぼう～ミニおもちゃ図書館大型
遊具の日～」を設定し、週 2 回開催しています。春休み中は、以前「お
もちゃ図書館」に来ていた幼稚園の兄弟も遊びに来てくれて、とても賑
やかでした。夢中に遊んでいる子ども達の姿に成長を感じながらおしゃ
べりするママ達。「おもちゃ図書館」を通して、一緒に成長を喜び合え
るそんなつながりが広がっていくように活動を続けていきたいと思い
ます。

（櫻井美穂子）

No．748 にじのひかり教室おもちゃ図書館（愛知県名古屋市）
発達障害児を教育支援する放課後等デイサービス事業所「にじのひかり教室」にお
いておもちゃ図書館を併設しました。名古屋中村おもちゃ図書館の専用の倉庫が無く
なったこともあり半分のおもちゃを移し、おもちゃ図書館財団の支援も受け、放課後
等デイサービスを利用する子どもたちのために、発達を促してくれるおもちゃを集め
ました。子どもたちは大変楽しそうにおもちゃ遊びに熱中しています。対象児は３歳
から高校生まで。障害の様子も、視力、聴覚に障害のある子から自閉、知的障害等様々
です。年齢差、異なる障害を乗り越えた中で、一人遊びから集団遊びが展開されてい
ます。中でも、瀬戸市の天才プロ棋士藤井聡太四段も子どものころから遊び、直観力、
空間認知を育んできたスイス・キュボロ社の玉の道はおすすめ玩具となっています。
（代表 高村俊輝）

６

日本における「おもちゃ図書館」はもともと「障がいのあるお子さん」のために始まったボランティア活
動です。今年度は、「障がいのあるお子さんとおもちゃ図書館」について、ボランティアの皆さんの体験を
通じて「おもちゃ図書館」「おもちゃ」「遊び」など、シリーズでお伝えします。
元おもちゃの図書館全国連絡会副代表、長年おもちゃ図書館ボランティアとして多くの障害のあるお子さ
んと接してきた 中嶋武子さんにエピソードとおもちゃを紹介していただきます。
障害者地域活動ホーム「いずみ会館」おもちゃ図書館 中嶋武子（横浜市）
１）おもちゃ名：不明
おもちゃ図書館を開館して間もない頃、恐ろしい怪獣の顔をし、金属性の太くけたたましい
声を出すおもちゃの寄贈がありました。あまりの迫力に戸惑い、併設されている作業所に譲る
事にしました。作業所には入所以来、何としても机の上から顔を上げないＡ君が、その日も同
じ様に机にうつ伏せになったままじっとしていました。が、おもちゃの出す大きな音を聴くと、
顔を上げたのです。それ以来、Ａ君のお気に入りのおもちゃになり、皆と一緒に作業にも参加
出来る様になりました。『ガツン』と頭を殴られた気がしました。この日の出来事は“おもち
ゃ遊び・おもちゃ選び”について多くの課題を投げかけていましたから。「あなたはどんなお
もちゃが好きですか？」いつも心の中で問い掛けながら過ごしています。
２）おもちゃ名：ＴＡＴＡＮ（たたん）くもん出版
幼少時はほとんど布団の上で過ごしていたＢ君も小学生になる
と力も付き、もたれ掛る事が上手に出来る様になりました。手を
添えてドームの上を打つと「タン、タンタンタン」ビーズの跳ね
る優しい音、下の鏡に映るビーズの動きに〈にっこり〉。ゆったり
とした時が過ぎてゆきます。
（※現在、このおもちゃの重版予定はありません）

追悼 ～鈴木廣子さん、ありがとうございました～
平成 29 年 3 月 17 日、おもちゃの図書館全国連絡会の理事、鈴木廣子さんが逝去されました。全国社会福祉
協議会の全国ボランティア活動振興センター副所長として、同センター所長であった故木谷宜弘先生ととも
に、おもちゃ図書館の普及と発展にご尽力くださいました。永年にわたっておもちゃ図書館を支えてくださっ
た廣子さん、本当にありがとうございました。

平成 28 年（2016 年）11 月
ボランティア全国フォーラムにて

おもちゃの図書館全国連絡会は、発足の時から鈴木廣子さんに大変お世話に
なりました。発足に至るまでの話し合いの時から、全国ボランティア活動振興
センターの副所長としてかかわって下さり、連絡会の基礎を作ってくださいま
した。廣子さんは、どんな時も全力投球で力を抜かれることがなかったように
思います。事に当たる時は、しっかりと調査され、あそこにもここにも話を通
され準備を怠らない方でした。気配りも細やかで、講演会などでは、講師やお
客様のお出迎えからお送りまで先に先にとご自分で動かれました。お優しさ
は、大先輩からとても若い方に至るまで、細やかにお心遣いを、そっとされて
いました。
全国連絡会がＮＰＯ法人として出発する際にも、理事としてご協力を頂き、
様々なご助言を頂き、やっと３年目を迎えます。廣子さんに頼ってばかりでし
たので、しっかり自立しなさいとおっしゃっているように感じます。
大好きな廣子さん、たくさんの感謝を込めて、ありがとうございました。
（おもちゃの図書館全国連絡会 理事長 小泉康代）

７

インフォメーション

☆ＴＯＹらいぶらりあん養成講座【初級】埼玉会場
■日程：平成２９年１０月２８日（土） 10:00～15:15 定員 ５0 名
■会場：浦和ふれあい館 第 1 会議室 （埼玉県さいたま市・ＪＲ北浦和駅より徒歩５分）

☆ＴＯＹらいぶらりあん養成講座【中級】東京会場
■日程：平成３０年１月２０日（土）2１日（日）
■会場：未定（東京都荒川区内予定）

定員 50 名

☆ボランティア全国フォーラム 201７
■日程：平成２９年１１月 18 日（土）19 日（日）
■会場：福山ニューキャッスルホテル（広島県福山市）他
■主催：ボランティア全国フォーラム２０１７備後圏域実行委員会
「広がれボランティアの輪」連絡会議 全国社会福祉協議会

☆事務局・夏季休暇のお知らせ☆
8 月１０日（木）～1６日（水）
※お急ぎのご用件がある方は
メールにてご連絡下さい

【おもちゃ図書館に関するご相談について】
おもちゃ図書館に関するご相談、お問い合わせ等は事
務局にて随時承っております。 助成金、新規立ち上
げ、研修・・などなんでもどうぞ！
火～金 10：00～17：00
TEL:０３-６８０７-８８１３

新入会員のご紹介
≪NO.751 ≫おもちゃライブラリーけまけま（兵庫県尼崎市）
≪NO.752 ≫おもちゃ図書館千石たまご荘（東京都文京区）
≪NO.753 ≫たかのおもちゃライブラリー（京都市左京区）
≪NO.754≫おもちゃ図書館おひさま（東京都文京区）
≪NO.755≫太田おもちゃ図書館 Heartful♡Tree（群馬県太田市）
≪NO.756≫大府市おもちゃ図書館あいあい（愛知県大府市）

【賛助会費・寄付の口座】
三井住友銀行 町屋支店
口座番号 普通７０１３９３０
（口座名）
特定非営利活動法人
おもちゃの図書館全国連絡会

【震災支援金の口座】

☆賛助会費をいただきました（敬称略・順不同）

三菱東京 UFJ 銀行 築地支店
口座番号 普通００７７７３５
（口座名）
おもちゃの図書館全国連絡会
代表 小泉康代 災害支援口

なかまおもちゃライブラリーポッポ 特定非営利活動法人ひまわり
ニューサービス日経西日暮里 おもちゃの図書館いそひよ
いいじまおもちゃ図書館 清須おもちゃ図書館ひだまり カフェの会
山田宜廣 鹿浜かよ 中西朗 昌玲寺 西峯行雄 南里惠美子 篠原敬子
鈴木清美 青塚和子 成田道子 山下和子 岸本理香 神﨑眞理子 渡邊昌行
増田ゆき 柚口千佳 隅田ひとみ 松山章恵 稲葉恵子 鈴木訪子 鈴木拓 鈴木憲
田中泰明 田中美都里 柘植法子 川上昭子 菅野龍夫 桜木弘子

福田めぐみ 大貫輝子

☆寄付をいただきました（敬称略・順不同）
津田博 アトリエエヌ
＜編集後記＞

梅雨明けの知らせを聞きながら日本が南北に長いことを思い出す季節ですね。そういえばこの季節の花、
アジサイの品種がどんどん増えていると思いませんか？しかもどれも美しくて驚かされます。
おかげさまで各館から活動状況調査やホームページのリンクのための資料が集まり、情報として整ってき
ました。情報の整理・維持には皆さんのご協力が欠かせません。これからもよろしくお願い致します。
誰の意見にも耳を傾け、小さなことも褒めてくださる方でした。鈴木廣子さん、おもちゃの図書館全国連絡
会を大切に育てていただきありがとうございました。（岸）
（編集委員：安達、岸、篠原、園山、藤井）
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