
 

 

 

 

児童館等における「遊びのプログラム」の開発・普及に係る調査研究業務 

報告書概要（案） 

 

実施主体：一般財団法人 児童健全育成推進財団 

 

優れた「遊びのプログラム」を調査・収集し、その健全育成上の効果等を分析して「児童

館等における遊びのプログラムマニュアル」を作成した。 

 

実施体制 

 

企画・検討委員（50 音順） 

安部 芳絵（工学院大学 准教授） 

植木 信一（新潟県立大学 人間生活学部子ども学科 教授） 

阪野 大介（愛知県児童総合センター 主査） 

柳澤 邦夫（栃木県上三川町立上三川小学校 校長） 

  事務局 

    鈴木 一光（児童健全育成推進財団 理事長） 

    野澤 秀之（     〃     事業部 部長） 

    尾崎 豊 （     〃     総務部 課長） 

    屶網 良 （     〃     事業部 課長補佐） 

 

１．企画・検討委員会の開催 

本事業の実施に際しては、有識者による企画・検討委員会を設置し、専門的助言を受けた。 

（１） 設置期間と開催回数 

第１回 平成 29 年 6 月 2 日（金）15:30～17:30 児童健全育成推進財団会議室 

    第２回  平成 29年 6月 14 日（水）14:30～16:30      〃   

第３回 平成 29 年 7 月 19 日（水）14:30～16:30      〃  

第４回 平成 29 年 8 月 23 日（水）14:30～16:30      〃 

第５回 平成 29 年 9 月 13 日（水）13:00～14:30 国立オリンピック記念青少年総合センター 

第６回 平成 29 年 12 月 5 日（火）10:00～12:00 児童健全育成推進財団会議室 

第 7回 平成 29 年 12 月 5 日（火）13:00～15:00       〃 

第８回 平成 29 年 12 月 15 日（金）13:00～15:00      〃 

 第９回 平成 30年 3月 20 日（火）16:00～18:00      〃 

  

第１２回遊びのプログラム等に関する専門委員会 

２０１８年（平成３０年）３月２３日 
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（２）検討内容 

・マニュアルに掲載する「遊びのプログラム」の選定とプログラムアドバイザーの選定 

・遊びのプログラムのカテゴリー分類 

・モデル的に実施した「遊びのプログラム」の効果検証 

・「遊びのプログラム」のマニュアルの作成 

・本事業の調査研究報告書の作成 

 

２．遊びのプログラムの開発・普及 

（１）「遊びのプログラム」、及びプログラムアドバイザーの選定 

児童館等における様々な実践プログラムの中から、優れた「遊びのプログラム」を選定

し、その実践者をプログラムアドバイザーとして６１名を委嘱した。マニュアルに掲載す

る「遊びのプログラム」は、児童館ガイドラインにおける活動内容に対応するよう以下の

ように整理した。 

 

児童館ガイドラインの活動内容に合わせて実施された遊びのプログラム 

(1)遊びによる子どもの育成 

1 

しまおに～異年齢での運動遊び～ 

仙台市館児童センター 

仙台市木町通児童館 

（公財）仙台ひと・まち交流財団 

狭い児童館のホールでも異年齢が存分に身体を動かして楽

しめる。子どもたちが主体的に楽しく取り組める。 

2 

S ケン～異年齢での運動遊び～ 

仙台市館児童センター 

仙台市木町通児童館 

（公財）仙台ひと・まち交流財団 

チーム対抗で夢中になって遊べる伝承遊び「Sケン」。子ど

もたちが主体的に楽しく取り組める運動遊び。 

3 
どんぐりマーケット 

神戸市六甲道児童館 

どんぐり等の木の実を貨幣に見立て、来館者が出品した工作

物を購入するお買い物ごっこ。木の実は珍しいものほど価値

が高い。身近な自然を発見し、近隣の山などを訪れ様々な木

の実に興味をもつきっかけともなる。 

4 

JBC（じどうかんベースボールクラシ

ック）～児童館版リアル野球盤～ 

台東区松が谷児童館 

段ボールで作ったリアルサイズの野球盤。スロープから転が

したボールを子どもたちがゴルフのように打つ。 

5 
あおむけビーチボールサッカー 

台東区松が谷児童館 

身近なサッカーを誰でも楽しめるようにアレンジし、苦手な

子どもでも親しみやすくなる。 

6 

忍者遊びでにんにん！修行 

～五感を使った野遊び～ 

新潟県立こども自然王国 

身近な自然の中で、忍者となり、目や鼻など五感を使った修

行（遊び）を通して生き物や植物の面白さや不思議にふれ、

野外で遊ぶきっかけを作る。季節の自然素材を使いながら想

像力を育み、表現の楽しさを発見する。  

7 
小麦粉ねんどの町づくり 

札幌市東雁来児童会館 

ブルーシートの上に小麦粉粘土で思い思いに道や建物など

を作っていき、参加者同士が交流しつつ「まち」として発展

させていく。プログラムを通じて、小学生と乳幼児、及びそ

の親との交流も狙う。 

8 
児童館からの脱出ゲーム 

愛知県児童総合センター 

館全体を使った謎解き脱出ゲーム。ストーリーの中で謎解き

をしていくことで、緊張感やグループでの達成感を感じ、ま

た想像力を働かせながら遊ぶ体験となる。仲間づくりや父親

の子育て参加促進のためのプログラムとして展開している。 



 

9 
ジブンの処方箋 

愛知県児童総合センター 

ビーズやどんぐりで薬をつくる→薬の名前や効能などを自

分で書き込み処方箋を書く（タノシクナール A等）→薬と処

方箋を薬袋にいれて、もらって帰る。遊びをとおして自分の

気持ちを整理したり、伝えることで、自分を見つめなおす。 

10 

コマ相撲夏場所 

品川区大原児童センター 

品川区北品川児童センター 

コマを力士に見立てて、土俵を模したコマ床の上で誰かと長

生き勝負をし、「星取表」に金星を増やしていく。「星取表」

には「序二段」から「横綱」まで１０ケのマス目が描かれて

いる。「横綱」まで昇進したら「星取表」の裏に「手形スタ

ンプ」と「しこ名のサイン」を書き、開催期間中児童館内に

掲示することができる。 

(2)子どもの居場所の提供 

11 
子ども自由ラジオ 

いわて子どもの森 

子どもたちのコミュニケーション能力育成を目指して開局

した自由ラジオ局。高校生ボランティアと職員がサポートし

つつ、企画、取材、台本作り、ＢＧＭ選び、ナレーション、

ＣＭ作りと、すべての過程を子ども主体で取り組む。 

12 
中高生向けアウトドアお泊り会 

練馬区平和台児童館 

児童館でお泊り会をしたいという希望に応えるため、「キャ

ンプ」を実施すると共に、自然体験活動へ誘う機会とする。 

13 

中高生タイムスペシャル ～児童館

でも食事支援、学習支援をしよう～ 

杉並区善福寺児童館 

中高生の居場所作りや自立支援を目的として、従来の「中高

生タイム」を時間延長して学習支援や食事支援を行う。中高

生が主体的に取り組めるよう、クッキングやレクリエーショ

ン等、中高生自身の企画も盛り込む。 

14 

居場所のための環境づくり 

～室内環境編～ 

ＮＩＫＯＮＩＫＯ館 

児童館を子どもにとって居心地のいい、行ってみたい場所に

するために『おもてなしの心』や『コミュニケーション』を

意識しながら工夫し、ハッピーオーラのある場所に整えてい

く。 

15 

居場所のための環境づくり 

～出会い編～ 

ＮＩＫＯＮＩＫＯ館 

児童館で、地域と出会える場を提供し、さりげないサポート

の中で、個々が活躍できるように地域と共に連携する。 

(3)保護者の子育ての支援 

16 

イクメン応援プログラム 

～お父さんを楽しもう！～ 

愛知県児童総合センター 

クッキング、スポーツ、ボードゲーム、立体工作など父親が

子どもとともに参加し、存分に関わりあい、父親ならではの

力を発揮して楽しめるプログラムをシリーズで実施する。父

親の仲間作りを進めるとともに、主体性を引き出すことを目

的とする。 

17 

赤ちゃんハイハイレース 

松山市北条児童センター 

松山市南部児童センター 

松山市久枝児童館 

子育てを始めたばかりの親たちに児童館を知ってもらうこ

とを目的として実施する。集まった親たちには、子育てに関

連する様々な情報もお伝えする。 

18 
小学生と乳幼児親子とのふれあい 

戸塚児童センターあすぱる 

子どもたちは命の大切さを知り、自分も親から愛されたこと

を振り返る。親は自分の育児を語ることで、改めて我が子に

対する愛着を深める。 

19 

「セルフタイマーで撮る 

『家族のうれしい顔』写真」 

愛知県児童総合センター 

セルフタイマーを使って家族で写真を撮るコーナーを用意

しておく。ポーズを考えたりタイマーがうまく作動せず手間

取ったりしながら、にぎやかに写真を撮ること自体を楽しん

でもらう。家族で来館するきっかけになり、写真展にすれば

再度来館してもらうきっかけにもなる。 

20 
愛着を育てる「人育ち唄」 

子ども家庭リソースセンター 

日本に伝わる赤ちゃんのあやし唄をベースとした、0歳の愛

着形成を促すためのかかわり遊び。小中高生が赤ちゃんと触

れ合い、交流するツールとしても有効な、都内児童館で人気

のプログラム。 

21 

キッズクラブ 

～母親同士の子どもの預けあいサポ

ート～ 

神戸市落合児童館 

神戸市須磨区社会福祉協議会 

親同士が交代で子どもを世話、預かりあいをする。安心して

子どもと分離し、リフレッシュの機会を設け、育児ストレス

の解消と子育て力の向上を目指す。 



 

(4)子どもが意見を述べる場の提供 

22 

とり＋かえっこ屋 

草加市氷川児童センター 

練馬区立平和台児童館 

使わなくなったおもちゃの交換をメインにした「子どものま

ち」遊び。大型児童館では１日のイベントだったが、小型児

童館では１週間継続して実施する。遊びながら、経済の仕組

みや労働の意味を学ぶことができる。 

23 

めざせ！６秒動画 100 連発 

～ビデオムービーづくり～ 

港区麻布子ども中高生プラザ 

子どもたちの意向に沿ってスタッフが館のビデオカメラで

撮影する。6 秒に編集し、100 本集まるまで館内のテレビモ

ニターで流す。100 本集まったら締め切り、投票でグランプ

リを決める。 

24 中高生が教える科学実験 
葉脈標本作りや、カルメ焼き作りなど、中高生が主体的に科

学プログラムを企画し、小学生に向けて実施する。小学生・

中学生・高校生のいい交流の機会ともなっている。 

25 
おいしいよ農園～会社経営ごっこ～ 

金沢市浅野町児童館 

「おいしいよ農園」という会社を設立し、様々な企画を子ど

も達が考えて取り組む。社長、副社長、専務などの役職も子

ども達が担う。野菜や米作りから商品化、販売までの一連の

活動や町内の文化祭で販売したり児童館で収穫祭を行った

りする。 

(5)地域の健全育成の環境づくり 

26 

ＴＶ番組撮影クルー体験 

～撮影ごっこをしてみよう～ 

福岡市中央児童会館あいくる 

地元ケーブルテレビの協力を得つつ、地域を紹介する番組作

りに挑戦する。子どもたち自身が、ディレクター、カメラマ

ン、リポーターなどを担い、編集作業も行う。地元ケーブル

テレビの協力を得つつ、館の活動を紹介する番組作りに挑戦

する。メディアリテラシーに加えて、責任感と団結力を育む。 

27 

多文化交流クッキング 

～「おいしい」体験は地域を繋ぐ～ 

燕市小中川児童館 

児童研修館｢こどもの森｣ 

外国にルーツを持つ母親に「皮から作る餃子講座」等、得意

メニューで親子クッキングの講師をお願いする。それを通じ

て、子ども同士の仲間づくりが促進されることを狙う。 

28 
地域こども工房～屋外での木工作～ 

台東区松が谷児童館 

近隣の材木店から材料を提供してもらい、町会、青少年委員、

民生児童委員など、地域の協力を得ながら児童館が近所の公

園で開催する。 

29 

児童館・こどもシティ 

～就労体験型まつり～ 

八王子市中野児童館 

八王子市北野児童館 

八王子市元八王子児童館 

子どもによる子どものための「子どものまち」ごっこ遊び。

綿あめ、工作、ゲーム、ハローワーク、市役所など、様々な

お店で遊ぶだけでなく、子ども自身がホスト役になって働

く。 

30 
地域ほっと･カフェ 

ＮＩＫＯＮＩＫＯ館 

児童館のひと部屋を地域カフェにすることで、すべての人が

気軽に集える居場所となる。また、そこで出会った人がお互

いに刺激しあい、元気をもらい、大切にできるようになる。 

(6)ボランティアの育成と活動 

31 

おかえり！児童館 

～同窓会でボランティア発掘～ 

松山市北条児童センター 

松山市南部児童センター 

松山市久枝児童館 

かつて児童館を利用していた大学生世代に「同窓会」と称し

て集まってもらい、旧交を温めつつ、児童館での主体的なボ

ランティア活動へつなげる。 

32 

じどうかん遊び塾 

～地域クリーン作戦～ 

フレンドリープラザ墨田児童会館 

３～６年生の組織活動。毎週一回の登録している児童の定例

活動。ボール遊びやレクリエーション、ボランティア活動等

幅広い活動を行う。その中でも月に一回クリーン作戦と称し

て地域の公園等のゴミ拾い活動を行う。 

33 

こどもヘルパー活動 

神戸市落合児童館 

神戸市須磨区社会福祉協議会 

高学年児童のボランティア活動の第一歩、児童館とその周辺

の地域の施設を拠点に子どもたち自身が考えて、児童館行事

の参画や異世代交流、募金や防災活動、報告会を行う取組。 



 

(7)放課後児童クラブの実施 

34 
ハロウィンパーティー 

仙台市岩切児童館 

仮装遊び。放課後児童クラブ登録児童と自由来館児童とが分

け隔てなく参加でき、やがて児童館を支える子どもボランテ

ィアの一員としても育てるプログラム。 

35 
新春おまつり遊び 

仙台市岩切児童館 

児童クラブの子どもが中心となり、自由来館児童、地域が分

け隔てなく遊ぶプログラム。生活とともにあった民族芸能や

和の音に出会い新春の喜びを皆で祝う。 

(8)配慮を必要とする子どもの対応 

36 

じどうかん子ども食堂 

～みんなで食べるとおいしいね～ 

松本市寿台児童館 

ワーカーズコープ松本事業所 

貧困対策と同時に子どもたちの自立支援を目指して、大人と

子どもが一緒に料理して食べる「食堂」イベント。余った食

材を集めて有効利用するフードドライブや、子どもたち自身

によるお弁当クッキング等、食育に関連するプログラムも実

施する。 

37 

障がいのある子を持つ親の会 

うるま市みどり町児童センター 

うるま市いしかわ児童館 

うるま市屋慶名児童館 

子どもの発達の事、困っていること、気になること、気軽に

おしゃべりができる場をもうける。その他、障がいのある子

の家庭支援を多く行う。 

その他、地域の実情に応じた先駆的な取組 

38 
防災段ボールキャンプ 

神戸市六甲道児童館 

防災意識の向上を目的に、段ボールで家を作って児童館等で

１泊する。宿泊（緊急避難）の持ち物は子どもが自分で考え

て準備する。当日それをみんなで確認し、危機管理について

学びあい、相互に防災意識を高めあう。 

39 
スタッフによる「自分の世界」企画 

港区麻布子ども中高生プラザ 

夏の間、週 1回、職員が持ち回りでプログラムを企画・実施

する。各職員の専門性や個性が最大限にされた「人に着目し

たプログラム」となるために、テーマや対象は自由。 

 

（２）「児童館・遊びのマルシェ」の開催 

「遊びのプログラム」の波及と、マニュアルそのもののブラッシュアップを目的として「児

童館・遊びのマルシェ」を開催した。当日はパイロット版（試作）マニュアルを配布し、

プログラムアドバイザーが直接ブースでの説明や体験ワークショップを行った、全国の児

童館から募集し、250 名の参加があった。 

また、前日にはプログラムアドバイザーを召集した事業説明会を開き、本事業の趣旨を理

解していただいた。 

 

▸ 期日：平成２９年９月１３日（水）１０時００分～１６時３０分 

▸ 会場：国立オリンピック記念 青少年総合センター 国際会議室、他 

 

（３）「児童館・遊びのミニマルシェ」の開催 

「遊びのプログラム」の更なる普及促進を図るため、厚生労働省委託事業である平成 29

年度 全国子どもの健全育成リーダー養成セミナー開催時に、ホワイエでのパネル展示、情

報交換会でのアドバイザーによるプレゼンテーションを行った。プログラムアドバイザーの

児童館から 18団体が参加し、305 名が来場した。 

 

▸ 期日：平成３０年１月２０日（土）１２時３０分～翌２１日（日）１３時 

▸ 会場：東京国際交流館プラザ平成 ホワイエ 



 

（４）「遊びのプログラム」の実施効果の検証 

①「遊びのプログラム」の評価 

「児童館・遊びのマルシェ」を開催時、各企画・検討委員がすべてのプログラムを視察し、

評価を行った。その際の評価項目は下記の通り。 

・子どもの成長・発達に資するプログラムか。 

・各地の児童館で実現可能性が高いプログラムか。 

・地域を巻き込んで展開するなど、児童館ならではのプログラムか。 

・子どもたちの興味関心を引きつける、おもしろいプログラムか。 

・子どもの参画度の高いプログラムか。 

 

同日に第５回の企画・検討委員会を開催。評価の共有、改善点の検討を行った。その際

討議された改善点はマニュアルの内容に反映した。また、評価項目も再検討し、マニュア

ルにレーダーチャートとして反映した。評価項目は報告書にて解説する。 

 

▸ 第６回 企画・検討委員会 

▸ 議題：各プログラムの評価について 

▸ 期日：平成２９年９月１３日（水）１３時～１４時００分 

▸ 会場：国立オリンピック記念 青少年総合センター 会議室 

 

②プログラムの試行（トライアル） 

「遊びのマルシェ」で紹介したプログラムを年内に試行的に実施するトライアル児童館を

公募した。 

トライアル児童館は、パイロット版マニュアルを参考にプログラムを実施、マニュアルの

精度を高めるために改善点等のフィードバックを行った。 

また、各プログラムアドバイザーは、実施に向け、直接トライアル児童館を訪問し、企画

会議への出席や、当日の運営支援など、実施までのサポートを行った。 

 

遊びのプログラム トライアル実施児童館一覧 

プログラム名 トライアル児童館 

しまおに～異年齢での運動遊び～ ・にこにこ浜っ子クラブ（岩手県大船渡市） 

どんぐりマーケット 
・西日暮里二丁目ひろば館（荒川区） 
・児童研修館「こどもの森」（新潟県燕市） 

防災段ボールキャンプ 
・ＫＦＪすかいきっず（川崎市） 
・寿台児童館（長野県松本市） 

JBC（じどうかんベースボールクラシッ
ク）～児童館版リアル野球盤～ 

・戸塚児童センターあすぱる(埼玉県川口市) 
・岩切児童館（仙台市） 

あおむけビーチボールサッカー 
・久留米市児童センター（福岡県） 
・日の出町志茂町児童館（東京都） 

忍者遊びでにんにん！修行 
～五感を使った野遊び～ 

・県立いわて子どもの森（岩手県一戸町） 

小麦粉粘土のまち作り ・鶴巻児童館（仙台市） 



 

児童館からの脱出ゲーム 
・南大谷児童館（東京都八王子市） 
・みどり町児童センター（沖縄県うるま市） 

ジブンの処方箋 
・にこにこ浜っ子クラブ（岩手県大船渡市） 
・日の出町志茂町児童館（東京都） 

イクメン応援プログラム 
～お父さんを楽しもう！～ 

・善福寺児童館（杉並区） 
・浅野町児童館（石川県金沢市） 

「家族のうれしい顔」写真 
・六甲道児童館（神戸市） 
・小中川児童館（新潟県燕市） 

コマ相撲夏場所 
・岩切児童館（仙台市） 
・善福寺児童館（杉並区） 

子ども自由ラジオ 
・氷川児童センター（埼玉県草加市） 
・落合児童館（神戸市） 

中高生向けアウトドアお泊り会 ・中央児童センター（愛媛県松山市） 

中高生タイムスペシャル～児童館でも
食事支援、学習支援をしよう～ 

・北条児童センター（愛媛県松山市） 

赤ちゃんハイハイレース 
・志津児童センター（千葉県佐倉市） 
・花の木ひろば館（荒川区） 

おかえり！児童館 
～同窓会でボランティア発掘～ 

・京ヶ瀬児童館（新潟県阿賀野市） 

愛着を育てる「人育ち唄」 ・志津児童センター（千葉県佐倉市） 

児童館遊び塾～地域クリーン作戦～ ・ＫＦＪすかいきっず（川崎市） 

めざせ！６秒動画 100 連発 
～ビデオムービーづくり～ 

・野川こども文化センター（川崎市） 
・宇福寺児童館（愛知県北名古屋市） 

スタッフによる「自分の世界」企画 ・高田馬場第一児童館（新宿区） 

児童館・こどもシティ 
～就労体験型まつり～ 

・飯島南児童センター（秋田市） 

中高生が教える科学実験 
・小中川児童館（新潟県燕市） 
・蒲江児童館（大分県佐伯市） 

おいしいよ農園 
～会社経営ごっこ～ 

・三和児童館（石川県金沢市） 

多文化交流クッキング 
～「おいしい」体験は地域を繋ぐ～                    

・東部児童館（愛知県東郷町） 

とり＋かえっこ屋 
・熊野前ひろば館（荒川区） 
・京ヶ瀬児童館（新潟県阿賀野市） 

TV 番組撮影クルー体験 
～撮影ごっこをしてみよう～ 

・県立こども自然王国（新潟県柏崎市） 

こどもヘルパー活動 ・蒲江児童館（大分県佐伯市） 

キッズクラブ～母親同士の子どもの預
けあいサポート～ 

・戸塚児童センターあすぱる(埼玉県川口市) 

ハロウィン・パーティー ・横代児童館（北九州市） 

新春おまつり遊び 
・弥生児童館（大分県佐伯市） 
・中野島こども文化センター（川崎市） 

じどうかん子ども食堂 
～みんなで食べるとおいしいね～ 

・蒲江児童館（大分県佐伯市） 
・浜岡中央児童館（静岡県御前崎市） 

障がいのある子を持つ親の会 ・堀留町児童館（中央区） 

３３プログラム ４９か所 



 

（５）児童館への視察 

実際の遊びのプログラムを確認するため、企画委員及び事務局担当職員が、主にプログ

ラムアドバイザーの勤務する児童館等への視察を行った。視察したプログラムアドバイザ

ーの児童館は以下の通り。 

 

平成 30年 1 月 28 日 日 
松山市久枝児童館 愛媛県 

松山市北条児童センター 愛媛県 

平成 30年 1 月 31 日 水 館児童センター 仙台市 

平成 30年 2 月 2日 金 松が谷児童館 東京都 

平成 30年 2 月 8日 木 こどもの森 新潟県 

平成 30年 2 月 9日 金 練馬区平和台児童館 東京都 

平成 30年 2 月 10 日 土 寿台児童館 長野県 

平成 30年 2 月 11 日 日 愛知県児童総合センター 愛知県 

平成 30年 2 月 13 日 火 福岡県中央児童会館 福岡県 

平成 30年 2 月 15 日 木 墨田児童会館 東京都 

平成 30年 2 月 16 日 金 ＮＩＫＯＮＩＫＯ館 愛媛県 

平成 30年 2 月 16 日 金 金沢市浅野町児童館 石川県 

平成 30年 2 月 17 日 土 落合児童館 神戸市 

平成 30年 2 月 18 日 日 草加市氷川児童センター 埼玉県 

平成 30年 2 月 24 日 土 
いわて子どもの森 岩手県 

平成 30年 2 月 25 日 日 

平成 30年 2 月 27 日 火 六甲道児童館 神戸市 

平成 30年 2 月 28 日 水 杉並区善福寺児童館 東京都 

平成 30年 3 月 1日 木 
東雁来児童会館 札幌市 

平成 30年 3 月 2日 金 

平成 30年 3 月 8日 木 みどり町児童センター 沖縄県 

平成 30年 3 月 9日 金 ＮＩＫＯＮＩＫＯ館 愛媛県 

平成 30年 3 月 11 日 日 八王子市児童館 東京都 

 ２１か所 

 

（６）児童への効果の検証とマニュアルの作成 

パイロット版のマニュアルとトライアル児童館からのフィードバックを参考に、一般の

児童館等で遊びのプログラムを効果的に実施するためのマニュアルを作成した。 

マニュアルは添付の通り（抜粋）。 

「児童館等における遊びのプログラムマニュアル」 概要 

プログラム数 ３９種類 

版型 Ａ４ 

ページ数 約３００ 

公開方法 ＰＤＦデータにてインターネット上に公開 

 
































