
平成３０年度浦幌町立図書館・博物館協議会（第１回）顛末 

日時 平成30年5月31日（木）14：00～15：15 

場所 教育文化センター ２階会議室 

   

  会議の前段、春日委員の表彰状（北海道図書館振興協議会会長）が久門教育長から 

伝達された。 

 橋本委員長が急遽欠席となったため円子副会長に議事進行していただく。 

 

１．円子副会長あいさつ 

急遽議事進行をお願いされましたので、これと言ったあいさつを用意しておりませんが、本

日はどうぞよろしくお願いします。 
 

２．久門教育長あいさつ 

第１回目のこの会議にお忙しい中お集まりいただき感謝を申し上げます。今年も一年間どう

ぞよろしくお願いします。新聞紙上をにぎわせております、厚内から30年ぐらい前に発掘され

た化石がアロデスムス、1,500万年前の新種であったということで、後ほど学芸員から詳しく報

告させていただきます。 
今年度図書館におきましては、新たな事業としまして、子どもの読書活動推進計画を策定し

ていくという大きな仕事があります。 
博物館におきましては、本町の学芸員は北海道及び全国でも著名な方でして、いろいろな企

画を通して博物館事業をより一層守り立てていくと考えております。また、後ほど詳しく説明

がありますけれど、特に東部３町の博物館協議会があるのですが、この研究大会も本町で行わ

れます。また、浦幌ヒグマ調査会のイベントも本町で行われます。こういった新たな取り組み

も後で紹介させていただきます。 
今日お集まりの皆さんは、浦幌を代表とする。図書館・博物館の運営に様々な良いアイディ

アを出して頂く委員の皆様でございます。先だってライフネット生命という会社の創始者の本

を読みましたところ、これからの時代を生き抜く子どもたちだけではなく私たちもそうであり

ますけれど、自分の頭で考えて自分から行動する。こういう人間がいなければ日本は沈没して

しまう。そのためには何が必要かというと、３つ言っておりました。人・本・旅があります。  

「人」はどんどん外へ出て行って人から学ぶ、「本」はまさしくこの図書館であると思います。  

「旅」は体験を通して学びなさいという代名詞だと思うのですが、これは本町の図書館・博物

館に共通するものだと思います。ここに来れば町民の皆さんが本当に主体的になって帰ってい

き、自分たちでそれを広げていくことにつながっていく大変大事な協議会であると思いますの

で、今年も委員の皆様方から活発なご意見を頂きながらますますこの両館を活性化していきた

いと思いますのでどうぞよろしくお願いします。 
 

３．議案第１号「平成３０年度浦幌町立図書館事業計画について」髙田係長説明 

  議案第２号「平成３０年度浦幌町立博物館事業計画について」持田学芸員説明 

議案第３号「第２期浦幌町子どもの読書活動推進計画の策定について」髙田係長説明 

 

【図書館事業計画関係】 

＊広報啓発活動「コミュニティー浦幌」について 

円子副会長～このコミュニティー浦幌とはどういったものなのですか？ 

髙田係長～コミュニティー浦幌とは保健福祉課で、精神障害者を対象としたサークルでして、



その事業の中身で、図書館に依頼があれば司書体験などのボランティアをしていた

だく内容です。 

 

＊図書館ボランティアの育成支援「布絵本の会」について 

円子副会長～質問ではないのですが、浦幌のあいうえお、ということでひとつひとつの文字を

布で作っている活動をやっていて完成は来年になるのかなと思いますが、楽しみに

していますので、何か協力できればということです。 

 

【博物館事業計画関係】 

＊アロデスムスの新種について 

久門教育長～せっかくの機会ですので、委員の皆さんご存知かもしれないですけれど、詳しく

教えていただけたらな、と思っています。アロデスムスが新種ということですが素

人にはよくわからないのですね、どういうふうに新種なのかわかりやすく教えてい

ただけたらということ、それと、名前がウライポレンシスと言っていましたが、私

たちから言うと、ウラと言うのだから、ウラホまでつけていただけたら、と思うの

だけど訳があると思うのですがそのあたりを教えていただきたい。それと、レプリ

カは博物館に展示していますが、本物は足寄の博物館にある。今後その本物はどの

ようになっていくのか、厚内で発見されているから浦幌町出土のものなのだけど、

所有権といいますか、このあたりは今後どうなっていくのかこの辺りを皆さんにお

伝えいただきたい。 

持田学芸員～博物館だよりと新聞記事のコピーを見ていただけたらと思いますが、平成３年に

浦幌町の厚内のオコッペ川の川沿いから出土した状態でのレプリカが博物館にあ

り、展示しています。この岩石から化石自体を取り出す作業を20年近く足寄の博物

館で行ってまいりました。併せてその化石について、詳細な検討を筑波大学が研究

しています。アロデスムスというのは、1200万年から1500万年前の間に北太平洋全

域に生息していた海生の哺乳類で、アシカとかアザラシ、セイウチの仲間でして、

アロデスムスの化石は部分的には日本の新潟県の佐渡などで発見されているので

すが、今回厚内で発掘した化石は全身の44％が揃っている。なんで44％しかないの

かと思ったりするのですが、化石の世界ではほとんど全身が出てこないのですね。

大体10％から20％しか出てこない中、全体のうちで44％の骨が出てるというのは、

これは全身が出ているのと同じくらいの完璧な状態での出土です。今回は、頭骨の

部分と同定のポイントとなる背骨から腰回りにかけてで、残念ながら足の先端の骨

が失われている。それ以外の化石は出ている。検討した結果北アメリカから東南ア

ジアにかけて出土している従来のアロデスムス類の化石とは、違っていて、復元画

を見ていただきますと、前足のひれが非常に大きいというのがなんとなくわかって

いただけるのではないかと思います。現生の動物ですとアシカに近い、ただ、頭骨

の形態はセイウチに近い、つまりセイウチという分類部分とアシカという分類区分

を併せ持っているといったものですが、こういった特徴を持った種類というのがア

ロデスムスには見られなかったので、これが新種だと分かった訳です。また、従来

アロデスムスは、出土年代が1500万年から出ているということはあったのですけれ

ども、化石は1200万年から1400万年前で、今回出土した化石は、北アメリカの化石

とならんで、古い年代から出土したことから世界的にも大変古いものです。国内で

は従来発見された化石の中でも最も古い。特に北海道の地層から出ているところ、

関東以南の海域、南海域に生息していたと考えられていました。アロデスムスが北

海道のような緯度にも生息していたということが証明された大変貴重な資料です。



こういったことから新種として認定されたのですけれども、新種になるとですね新

しい名前が付きます。アロデスムスの仲間ということで、属名アロデスムスがつき

ますが、種名はウライポレンシスという名前になりました。浦幌の町名の由来には

ラポロ、オーラポロなどの町名が浮かぶと思うのですが、実は浦幌の町名は、アイ

ヌ語地名４種類あってですね、これのどれかはちょっとわからないですが、４つの

アイヌ語が想定されていてその中のどれかがウラホロとなったのだと考えられて

います。その中の一つにウライポロと言うのがありまして、意味としては大きな魚

を捕るための仕掛け「ヤナ」と言いますけれど、「ヤナ」という魚を捕るわななんで

すけれど、これをアイヌ語でウライと言います。ウライがわなでホロが川という意

味であります。大きな魚を捕るわなが仕掛けられている川というのが浦幌の町名の

由来のひとつとして考えられています。そして産出地の厚内にちなんで今回筑波大

学の人たちがウライポロという名前がいいのじゃないかと。学名というものはラテ

ン語で付ける決まりになっています。ラテン語でですね、「浦幌のアロデスムス」と

いう意味になるウライポレンシスとなっています。ちょっと複雑なのですが、国際

動物命名規約に沿って国際的に新種が出た場合の取り扱いの規則がですね、これに

基づいて命名するということです。化石の本物なのですけれども新種の化石は国際

動物命名規約に沿ってタイプ標本に指定しなければならないのです。以降アロデス

ムスの化石が世界のどこからか出てきた場合にその種類を検討するにあたって、必

ずタイプ標本が参照される。つまり世界中の研究者がアロデスムスの化石が出るた

びにこの化石を調べていかなければならない。タイプ標本というのは世界から付託

された正規準標本というのですけれども、一つだけの標本で、一般的な標本に比べ

て扱いが違う。金庫みたいなものに入れなければならないのです。それで展示公開

できません。湿度や温度の変化によって変質してはいけないので、厳重に管理して、

特別な研究者以外、触ったり、見ることもできない。という形の資料ですので、足

寄の動物化石博物館はタイプ標本資料はこれで８例目になるのですけれども、現状、

当博物館では環境が整っていません。アンモナイトであればああいう種類はタイプ

標本ではなくて新種ではなかったので、お借りしたり、保存を普通にしていても問

題はないのですが、タイプ標本の保存はそういった設備が必要である。もう一つは、

国際的なルールに基づいた化石の対応をしなければならないので、管理をする側に

も古生物学者（化石の専門家）である必要がある。そういったことから、現段階に

おいて浦幌にこの化石を持って帰ってきても展示できませんし、ちょっと非常に難

しいのかなと…はっきりとした所有権といったものはないのですが、足寄動物化石

博物館のほうで保管いただいて、レプリカのようなものでも全身復元の組み立てが

できることとなっておりまして、それを組み立てるのに３年くらいかかる。これが

出来ましたら、全身復元レプリカというものを浦幌にも持ってこれるので、そうい

った方向でいったほうがいいんじゃないかなと私は考えているところです。以上で

す。 

円子副委員長～タイプ標本ということになると、そういったことになるということははじめて

聞きましたし、管理が難しいのですね 

持田学芸員～例えば、タイプ標本には色々あってですね、長さのタイプ標本というものがある

のです。イギリスに１cmとか１ｍとか、この長さを１cmとしますよという決まりの

定規になるわけで、そういうものも温度、湿度が一定に管理された場所に保管され

ていて誰も見られないのです。これが誰かが触ってしまうと変化してしまう。これ

がわかりやすい例だと思うのですけれど、この化石がその基準になるので変化させ

てはいけない、ということで公開もできませんし、決まった人しか触ることができ



ない。という管理になります。私は植物学者ですけれども北大の植物のタイプ標本、

2,500点ぐらいなのですけれどやっぱり触らせてもらえませんでした。なかなか管

理が厳重で国際ルールに基づいた対応をしてやっていかなければならないので、か

なり厳しいかなと、現段階では思っています。 

＊十勝坊主について 

円子副委員長～ちょっと話が変わるのかもしれないですけれど、十勝坊主は展示できるのでし

ょうか。 

持田学芸員～厚内の昆布刈石というところの山林から十勝坊主という地形が発見されました。

綿密な調査は 学芸大の研究者とこれからお伺いするのですが、氷河時代いわゆる

3,000万年から5,000年前の、実際には氷河時代よりは温かくなってから過程ででき

ています。もともとは、その地形の中は永久凍土になっていて毎年、凍結と融解を

繰り返していって盛り上がっていく、そういった地形で現在十勝で残っている地形

は、ほとんどが天然記念物や学術資産等というもので、造地開拓などによってどん

どん失われていますので、本町で見つかったことには非常に意義があるのではない

かと思います。実際にこれを剥ぎ取って展示している博物館が東京にあります。も

う、中の永久凍土は死んでしまっていますから、ただの土壌になっています。です

から持ってくるのは可能ではないかと思います。ただ結構大きいのですね、１ｍ以

上で高さが50cmくらいで、これから正確な測量をしますけれども、どういう形で展

示できるかどうか、そのまま持ってきたほうがいいのか、レプリカみたいな形にし

たほうがいいのか、いずれにしろサンプルの標本は作製する形になると思います。 

＊開町120年について 

久門教育長～直接関係ないのですが、浦幌が生剛に役場が置かれて来年で120年目になる年を

迎える。町としては、今年の冬といいますか、来春の冬に花火をやるという話はし

ております。野球場周辺で勝毎とのからみで大きな花火大会、冬の花火大会をする。

これはイベントであって、事実上150年というか、それなりの大きな価値があると大

きな記念碑を作ったり、いろんなことをやる町がある。いずれにしても来年の話で

すから、でも博物館の事業の中で、何かがあれば、これから新たに予算をかけてと

いうことは難しいのですが、今年はタイムリーにこのアロデスムスとかが出てきて

いい年だったのですね。それはまた上部団体で考えて知恵を出しながらやっていく、

そういう平成31年度は迎えるということになっておりますのでよろしくお願いし

ます。 

円子副会長～この教育文化センターは、開町100年を記念して立てられているので、図書館、博

物館も20年ということになるのですね。図書館、博物館も20年のイベントを考えな

ければならないですね。 

 

【第２期浦幌町子どもの読書活動推進計画の策定について】 

＊読書アンケート調査について 

久門教育長～このアンケートで前回の計画策定時のアンケートと変わったところは何割ぐらい

あるのですか。基本的には同じものをかけていってその変化を見るといった内容に

なると思うのだが。 

髙田係長～基本ベースが大体変わらないです。 

久門教育長～更に新しい項目が加わったということですか。 

髙田係長～何といいますか、ゲーム機というか、今話題になっているスマホとかそういった部

分が入ってきていますので、タブレットとかそういう言葉が新しく入ってきている

のかなという形になっています。あとパソコンですとかね。 



髙田係長～補足なのですが、小学生、中学生に対するアンケートについてなんですけれども、

アンケート用紙を見ていただくとわかると思いますが、表紙の２番目に「先生と一

緒に答えてください。」という文言が入れてあるのですが、授業の中に、この内容を

組み込むということは可能なのでしょうか。もし、不可能であれば、ここを、「先生」

という言葉ではなく、「お父さん、お母さんと一緒に答えてください。」という内容

に切り替えたいと思うのですけれども 

久門教育長～学校ですぐやらせるのか、家に持ち帰ってやってもらうかということですね。家

に持ち帰ると回収率が落ちると考えられますが、学校でやるとなると先生方に負担

がかかる。どこかの時間で 10 分程度頂いてやれれば、本来であればやっていただけ

たらいいのかなと、学校さんのほうではいかがでしょうか。 

松橋委員～授業時間というのではなく教育長からもお話のあった、学級活動などの時間に、あ

と、授業中といっても、学級活動での時間もありますから、学校でやることは可能

だと思います。 

横山委員～いまざっと見させていただいて、量もそれほど多いものではありませんので、小学

校であれば、45 分とか１時間使うというものではありませんので、それは学校で対

応することはできます。ただ、今見てますと、低学年のほうはですね、高学年と同

じようの設問の中身になっていて、やさしくかなをふっている状況ですが、やはり

選択するという部分であってもまだ難しいかな、どのように考えるかなというよう

なところもあるかなという思いがしています。また、担任と相談する中でどうにか

なるのかとは思いますが、 

松橋委員～中学校のほうだと、特別に時間をとろうと思うと、はっきりいって難しいのかな朝

の会とか学活でやることが決まっているものですから、宿題の確認などをそこに時

間をとろうと思うと、厳しいのですけれど、帰りの時間までに合間を見て記入して

くれ、と生徒に言って帰りに集めると言った方法があるのかなと考えたりするので

すけれども。それが学級の状況として、いいのかどうか確認しなければならないで

すけれども、なるだけ、家に持ち帰らないでやらせたほうがいいと思います。 

円子副委員長～学校には負担になるのかもしれませんが、なるだけ、学校内で終わらせていけ

ればいいのかなと考えますが 

久門教育長～今この段階では４年生以上から中学生については学校でやっていただけるとあり

がたいと思います。小学１年から３年までは、難しいものがあろうかと思いますの

で、学校の先生方でちょっと協議していただいて、これは家に持ち帰らさせてやる

のか。学校でやろうやとなるのか、協議していただいて。いずれにしても多くの回

収ができればいいなと思っているわけですけども。その選択は学校さんにお任せし

て、それによって、お父さんやお母さんと一緒にやてもらうのいうのですかねその

あたりは柔軟にやっていこうかなと思いますが 

円子副委員長～大体どれぐらいの数を見込んでいるのですか。 

髙田係長～浦幌小学校ですと、１年生から３年生まで 86 名いらっしゃるのですよね、まあ、上

浦幌でも 19 名いらっしゃいまして、高学年になりますと４年生から６年生は浦幌

小学校が 83 名で上浦幌が 15 名という形で、中学校に関しては、浦中が 87 名上浦

幌中学校が 14 名が対象という形になりますので、まあ回収率を考えていけば学校

さんのほうにできればご協力いただいて回収したいというのが、現場の意見として

あれですけれども、先ほどあの先生がおっしゃられました小学校の１年生から３年

生につきましては、また、担当の先生の方とですね進めさせていただいて、あたり

をどうするのかこれを考えて行きたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。 



西森委員～ひとつ聞いていいですか、普段どれくらい公立図書館に行きますかという設問があ

るのですけれど、浦幌には浦幌町立図書館しかないのですけれども、読書通帳など

ではんこを押すのもありましたよね、ということは、他の町の図書館に行くという

可能性もあると思うのですけれども、そういうのはどの部分に入るのですか。 

髙田係長～図書館ですね、浦幌町のということではなくて、図書館ということですね。ここは、

浦幌町と限定せず、図書館に直せばいいでしょうかね。 

円子副会長～浦幌町立図書館の利用率というのは出ているのですか。 

髙田係長～浦幌町立図書館の利用状況は統計として出ております。ですから、子どもがどれぐ

らいの頻度で図書館に行かれているのかというのが、まあ、うちに来る分には統計

としてとれていますが、他の町の図書館に行ったりする部分につきましては、ちょ

っとこちらの方では把握しきれない部分がありますので、委員のおっしゃるとおり

ですね公立図書館というのは浦幌町の図書館に限らないんだよということを前面

に出したアンケートの内容にしたいという風に思いますのでよろしくお願いしま

す。 

円子副委員長～あと公民館にも図書室がありますよね、そういった部分にも対応したアンケー

トにしたらどうですか。 

髙田係長～そうですね、設問に公民館の図書室というのを追加させていただきます。 

西森委員～配本とかはどうなのですか。学校に配本されますけれども、それはどういう区分に

なるのですか。 

髙田係長～配本はあくまでも学校の図書で見たという形の、図書館から借りたというのではな

く、学校で見たということなので学校の図書室で見たという分類にはいってくるの

かなという風に考えています。 

西森委員～前回の計画があったと思うのですが、そのときは覚えていなかったのですが、保護

者からのアンケートがあったと思うのですよ。そのあたりはどうなっているのでし

ょうか。 

髙田係長～前回の計画のアンケートは小学生、中学生を主体としたアンケートを行っておりま

して、参考資料として幼児の保護者はこうでしたよ。あくまでも参考資料として計

画書の後ろのほうについていたのですけれども、計画書本文の中には、小学校、中

学校の学校と図書館の連携といった、本が本当に好きな割合はどれぐらいいるのか、

あと、学校でどれぐらい本を読んでいるのかとか、あと家に帰って読書の時間をど

れぐらい設けているのかというような内容が計画書の中に書かれているような形

になって、それが全道、全国と比較したら浦幌町はどういう状況なのですかという

ような形の書き方に成っておりまして、今回の計画も大幅に変えないということな

ので、基本的には小学校、中学校目線で、策定する形になりますけれど、ただ、ア

ンケートを実施する以上は、その保護者からあがってきた意見というのをですね、

やはり少しでもくみ上げた形のものにしていきたいという風に考えておりますの

で 

西森委員～幼児のアンケートは保護者を対象としたものですがこの意見は計画にどのように組

みこまれるのでしょうか。 

髙田係長～あくまでも、発達段階に応じた、という形で考えていきますので、小学生、中学生

の読書というものが前回計画では前面に出ていたわけですけども、そうではなくて、

発達段階に応じた読書の習慣という部分で幼児の部分ではこういう状況ですよと

いう表現にして、回答はどうでるかわからないですけれども、小さい子は親がどれ

だけ読み聞かせを何パーセントしているというものもこちらとしては把握したい

とといったような内容です。 



西森委員～前回の計画のアンケートをちょこちょこっと見ていましたら、保護者からこういう

ことがあったとか、こういったものが欲しかったとか、という意見が書いてあった

と思うのです。そういったことがなんとなくみんなに知られないというか、ただ、

アンケートを書いた人とそのアンケートを回収して集計する人のことだけでは、本

当に町民の親がどのように考えているか、子どもの読書にこのようなものがあった

らいいのに、そういう意見がちょっと気になっているというか、私もこういうもの

を見たときに感じたのでもしかしたらそういう意見を持っている人が、取り残され

るという形になると何となく、意見を出しづらい、意見を出しづらいけれども意見

を吸い上げる何とかそういう機会というか何か方法はないのか、ということを感じ

ました。 

髙田係長～いずれにしましても、「あなたは図書館にしてほしいことはないですか」という自由

記述がありまして、それは前回アンケートでもやっておりまして、自由意見という

ことで、図書館がして欲しいことを書いていただいております。そして、これが計

画書のほうに載って、それで、公表は前回もしてはいたのですけれども、今回はで

すね、できるだけ多くの意見を頂く部分でこういったお話も頂いている中で、パブ

リックコメントについては、ホームページはもちろんですが、各公民館、そして図

書館のほうでパブリックコメントを実施したいなと考えております。計画書素案を

ですね、色々な方がちょっと出かけていけば、見られるような場所に置いておく、

といったことがやはり少しでも意見を出しやすいという風に考えておりますので、

一応今のところ考えているのは、図書館と各公民館とホームページといったような

内容ですけれども、他にもこういった場所にも置いたほうがいいのではないかとい

うような意見がありましたら、そういった試みも、また、こういった考えを持った

お母さん方がいるんだ、というものをですね皆さんに知らしめるひとつの機会でも

ありますので、そういった場をできるだけ設けていきたいな、と思います。 

円子副会長～アンケートをしていく中ですべてをできるわけではないでしょうが、そういう意

見を少しでもくみ上げていくことが重要だと思います。 

高橋館長～今の頂いた意見の中出ですね、まずアンケートについては、先ほど校長先生が言わ

れたように小学１年生から３年生までの部分については、難しいとおっしゃられて

いた件もございましたので、一度お持ち帰りいただいて、目を通していただいて、

若干の中身をですね、変えるところは変えたいなと思っていますので、ここはちょ

っとお時間をいただきたいなと思っています。先ほど浦幌の図書館とかあと公民館

もありますので、そういったところがきっかけで出る場合もありますので、そうい

った意見もアンケートの中にですね、ちょっと考えながら相対的な意見を取れるよ

うにやっていきたいなと思っていますので、今日アンケートの提案をさせていただ

きましたけど、今すぐにこの場所で決定というわけではありません。そういうので

皆さんから了解いただいてご意見を頂いたものを吟味しながら学校とも話ししな

がらですね、皆さんの意見を集約できるような形で行きたいなと思っていますので

よろしくお願いします。 

松橋委員～このアンケートですね、このアンケートを基に今後の浦幌町の子どもの読書活動推

進計画を考えてみたときに、「子どもはどこで本を読んでいるのか」というのを一つ

設けたほうがいいのじゃないかと思います。借りた本をどこで読んでいるか、とい

うことをすると、その中から子どもの読書をする時間帯にターゲットを絞ったらい

いとか、見えてくるのじゃないかと思うのですよね、ちょっとその辺検討していた

だけたらと思います。 

円子副委員長～確かに家で読んでいるのが多いと思うのですが、教育文化センターのホールに



来ていることも多いと思うので、家で読む習慣づけというのも必要になるかもしれ

ないですね。いずれにしましても、浦幌の子どもたちのためになる子どもの読書活

動推進計画になればとおもいますね。 

横山委員～すいません、この子どもの読書活動推進計画策定委員会なのですが、我々も図書館

の協議会として参加しているのですが、我々もこの委員会に入るということでよろ

しいのでしょうか。 

高橋館長～後ほど「その他」でお話しようと思っていたのですが、前後させていただきますが、

今後の策定委員会委員の関係なのですが、一応この会からですね、皆さんをという

ことではなく、今考えておりますのが、議事進行していただいております。円子副

会長さんと、先ほど係長のほうからボランティアの方々のご意見も頂きたいという

形で説明させていただいておりましたので、ボランティアの方から、西森委員さん

に協議会員とボランティアで活動されている。このお二人をこの会の代表という形

出ていただこうということで、「その他」の部分でお話させていただこうと思ってい

ました。それでもちろん途中経過、進捗状況などはこの会議でも皆様にお話はして

いきたいなという風には考えております。すいませんちょっと前後してしまいまし

て。 

 

４． その他  

高橋館長～事務局から一点だけ連絡をさせていただけたらと思います。第２回目の本協議会な

のですが、８月に予定をさせていただきます。中身につきましては、このアンケー

ト、子どもの読書活動推進計画に係るものも一部で出ようとは思いますが、主は、

10 月に控えている図書館祭りの関係、こちらもある程度案を作成しておはかりした

いという風に考えております。それと、図書館・博物館の事業の中間報告という形

を考えておりますので、ご審議いただければ、と思いますのでよろしくお願いいた

します。 

 


