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■ＡＡと私 ～ 罪を犯した人の立直りとＡＡ
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
１ 私とＡＡのみなさまとのおつきあいは、平成２年に東京の更生保護施設で寮生のアルコール問題からの回復を支援する取組を始め
た時からになります。その後の平成６年、東京都墨田区において、ニュージーランドのメンバーを招き、ＡＡの方々のある会議が開かれた
際も、ご縁からお声をかけていただきました。日本で矯正施設にＡＡのメッセージを運ぶということについて話し合う会議でした。
福岡保護観察所長 荒木龍彦
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
そのころは、「日本は、先進国の中で矯正施設にＡＡのメッセー

たメンバーの方々のまなざしがありがたく、職場では見せない涙が

ジが届いていない唯一の国」などと言われていました。その少し前

その場ではとまらなかったことを覚えています。今もＡＡの方々との

に調査したところ、それ以前にもＡＡのメッセージが矯正施設の酒

交流の中での忘れられない思い出です。

害教育の中に取り入れられたことがないこともなかったのです。た

ＡＡの方にお声をかけて協力していただくことの大切さは、私た

だ、行われてもＡＡメンバー、施設側のいずれかの事情で断ち切

ち自身がそういう勇気やエネルギーをいただくところにもあるのだと

れになるということが多くあったようです。 その後、ＡＡの方々が矯

感じできました。するとある時、病院や福祉事務所のワーカーの方

正委員会を関東などで立ち上げるようになってから、全国で多数の

たちも同じことを話しているのを聞いて、そういう気持ちになることは

施設に活溌にＡＡのメッセージが運ばれるようになっています。

普遍的なものなのだなと思ったりしました。そのワーカーさんたちが

２ 犯罪をしてしまう背景に飲酒の問題がある人は、保護観察対
象者では約 1 割、刑事施設（刑務所と拘置所）の被収容者では、さ

とても熱心にアルコール問題に苦しむ方々の援助に関わっておら
れるお気持ちもわかる気がしたものです。

らに高い割合になります。典型的なアルコール依存症の方で無銭

４ その後、矯正・保護の関係者を集めるパブリックミーティング

飲食や酒類の窃盗を繰り返す場合もあれば、飲酒の影響のもとに

が、平成１３年から関東各県で、そして平成１８年からは全国を単

窃盗、暴力行為、自動車運転、放火、性犯罪などを繰り返してしま

位に開催されるようになって、ＡＡの皆さまと私たち矯正・保護等の

う人もいます。その中では、どうしたらこのジレンマから抜け出すこと

職員との接点も次第に広がっていきました。それは、各地域でそれ

ができるのかわからなくなっている人もいます。わからないという点

ぞれに活動していてあまり顔を合わせることがなかった人々（ＡＡメ

では指導を行う刑務官や保護観察官も同じで、なかなかそういう受

ンバー、矯正・保護職員、医療・福祉関係者等）が意見を交換し、

刑者たちが問題から回復して立ち直っていく姿をイメージできませ

その後の連絡につなげる貴重な場でありました。準備段階から、出

ん。

席者それぞれが、あらためてアルコール問題について考え、「ＡＡ

そのような時、刑事処分を受けた経験のあるＡＡのメンバーがそ

のメッセージをその地域の矯正・保護の現場に広げる」という課題

の体験を語り、ＡＡにつながってから、飲酒の問題から回復して、

にそれぞれ知恵をめぐらすよい機会になってきたと思います。です

再犯に至ることもなく、とても人間らしい生き方をしておられるという

が、どの会議でも、刑事処分を受けた経験があるメンバーの方々の

姿を示してくださることは、ＡＡを知らない受刑者にとっても矯正・保

体験発表が、ＡＡのプログラムについての生きたメッセージとして、

護の職員にとっても驚きであり、大きな希望を感じるものです。その

最も強く光彩を放っていたことは申すまでもありません。

ような生き方に接する機会こそ、数多い問題飲酒の受刑者たちが
新しい人生を始める第一歩であると思います。

５ 今年は、この矯正・保護パブリックミーティングが、初めて九州
沖縄地区でも開催されました。お話をされたメンバーの方々は、刑

３ ＡＡの方と出会いがあってから、私はどこの保護観察所に赴

事処分歴を語ることも初めてであったのか、どなたも緊張した面持

任しても、ＡＡメンバーの方々に支えていただくことがありました。関

ちでしたが、参加した関係者には大きな感動を与え、ＡＡのプログ

わっていて「この人はむずかしい」と感じる保護観察対象者であっ

ラムへの期待を集めるには十分であったと思います。平日に開催

ても、私たちを上回る熱心さと温かさでメンバーの方々は彼らに接

されたこともあって、ＡＡのメンバー以外の関係者の参加が５０人を

してくださいました。そのたびに私たちは、「あきらめちゃいけない

超え、終了後も多様な感想や意見が寄せられたようです。ＡＡを中

な」と感じ、その対象者に関わることを励まされてきました。ある日、

心として多業種の人々が年ごとに集う場として、長く続けていただ

すれ違って家族との再会をとげずに命を落としてしまったアルコホ

けたらと思っています。

ーリクの仮釈放の方がいた時には、仕事を終えてからすぐにＡＡの

各地におけるＡＡの方々の矯正・保護の分野でのメッセージ活

ミーティングに行き、そして別の日に地域フォーラムにも参加して無

動の進展に、心からの感謝とお祝いの気持ちを表したいと思いま

念の思いを話しました。どの折も、それを温かく受け止めてくださっ

す。
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■各地域より

-:+:-:+:-:+:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-

-:+:-:+:-:+:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-

第１８回ＡＡ日本評議会を終えて

矯正・保護パブリックミーティングを終えて
実行委員会 眞美
-:+:-:+:-:+:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:日程

２月２０日（水）１０時～１６時

場所

福岡市民福祉プラザ

-:+:-:+:-:+:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-

『大きなフロアには大きなハンドリングの輪』
関東甲信越地域 前期評議員 鈴木
平成２５年２月９日（土)から１１日(月)までの３日間、第１８回ＡＡ日

テーマ アルコール依存症からの回復」～ＡＡの願い～

本評議会が千葉県習志野市で開催されました。今まで開催してい

ＡＡを九州・沖縄地域の矯正保護施設関係者に知っていただくと

た川崎の街中とは違い、落ちついた静かな駅前に降り立つと緊張し

いう趣旨で、開催する事になりましたが、地域主催のイベントとして

た気持ちも少々和らいだ様でした。

は初の催し。何をしてよいのやら、どのように動いてよいのやら、内

そもそも私が評議員に相応しいとも思っていませんでしたし、させ

心は迷いと不安でいっぱいでした。福岡保護観察所の荒木所長、

ていただくことになるとも思ってもみませんでした。 ＡＡにつながっ

栗野監察官のご尽力がなければ、とてもこの日を迎える事ができま

た頃、評議員はソーバーの長い偉いメンバーがなるものと漠然と感

せんでした。心より感謝しております。また、各地区より選出していた

じていました。地区委員時代に出会った評議員はユーモアに富み、

だいた実行委員には、報告や情報の伝達が遅れがちになったり、

経験と知識を兼ね備え、やさしく分かりやすくＡＡの全体の事を教え

要望ばかりをお願いしたりと、ご迷惑をおかけしました！ メンバー

てくれました。それまでの評議員のイメージを変えて下さりました。非

の寛容さのなかで準備を進めさせていただいた事に感謝しておりま

常に悩みましたが、そのメンバーの事を思い出し、またスポンサーと

す。

も相談し今までのサービス経験と同様に自分を大きく変えてもらえる

当日は寒い朝でしたが、天気は晴れ。何人の関係者が来ていた

と信じて、お受けする事に致しました。

だけるのか？ とにかく広報できるところにはやったつもりでしたが、

前置きが長くなりました。評議会に先駆け事前勉強会が行われま

不安でした。普段より早めに会場入り。福岡の仲間が手慣れた様子

した。生憎自分は体調不良を起こしてしまい参加できませんでした。

で会場設営している横で打ち合わせが始まり、メンバーも早々と来

今回の議題について掘り下げ、共通理解を得る事や議事進行につ

てくれ、顔なじみの仲間、久しぶりに会う仲間、緊張の糸が解けてき

いての内容です。限られた３日間で３０件余りの議題を皆の良心に

ました。仲間のなかで安心して関係者の方々をお迎えすることがで

従い話し合うわけですから、スムーズに進行を行う為にはこの勉強

きました。１０時前には会場はほぼ満席の状態で、開会の挨拶が始

会は有意義なものだと思います。過去はもっと多くの議題があった

まってもまだお出迎えが終わりません。嬉しい悲鳴（人生初）でし

そうで評議会当日も深夜まで話し合いが行われたと聞きましたから、

た！（医療）２０名、（行政）１０名、（保護）９名、（矯正）３名、（弁護

先達のメンバーは、きっと熱く臨んでいたのだと思います。

士）５名、（メディア）４名、その他６名、メンバー６３名。 計１２０名（数
字は参加者名簿に基づき作成）。
ＡＡと矯正保護施設関係者の方々との交流の場を創出できた事

全体会議の大きな部屋に扇状にデスクが並び、正面には「第１８
回ＡＡ日本評議会」とあり身の引き締まる思いが致しました。ガイダ
ンスを終え、分科会に先立ち全国の地域の評議員さん達と再び今

で今回のイベントの意味合いができ、九州・沖縄地域にとって、確か

回の議題についての分かち合いを行いました。ここで全国から寄せ

な、大きな一歩を踏み出す事ができたような気がいたします。今回

られた提案の細かな背景を知り分科会や全大会に臨むわけです。

の経験から、いろいろな課題もいただきました。きちんと棚卸しをし、

私は関東に居住しており、関東のグループ数・地域オフィス充実の

貴重な財産として次回へ引き継いでいく事も肝要です。今後、私た

恩恵を受けているとあらためて感じました。その地域の感覚で思考

ちＡＡサイドとしては、関係各方面からのご要望にきちんと討議し対

しがちですが、ここは全国を土俵としている事(うまく言えませんが)私

応できる体制作り、過不足なく情報を伝達し、迅速にお応えできるネ

も含めメンバーには県境などなく今までの経験や伝えられた事と照

ットワークを築くことが急務ではないでしょうか？このパブリック・ミー

らし合わせて、１つ１つの議題に対して広い視野で臨むことに意識し

ティングの終了後直ちにたくさんの反響が届き始め、新しい展開が

なくてはと感じさせられました。

ありました。参加したＡＡメンバーからは、矯正・保護施設にメッセー

３日間の進行には多くのボランティアのメンバーが事務局として非

ジを届けている仲間の体験談を募り、矯正メッセージの必要性と喜

常に尽力をされており、初参加の自分にとって心強い思いで過ごす

びを伝えていきたいとの提案もいただきました。私たちがいただいた

ことが出来ました。大きな会議で皆がそれぞれの役割を果たしてい

この恵みを、どういう形でまとめ、どうやって世の中に出せば、一人

く姿に感動致しました。

でも多くの仲間に伝わるのか、熱心な試みが進行中です。近い将来、

飲まない年月を頂き社会にも戻り日々を過ごす中、丸々３日間多

ご報告をさせていただく機会があると思いますが、その節は、どうぞ

くのメンバーに囲まれＡＡの事だけを考え、話し合い、正直幸福を感

よろしくお願い致します。

じました。ＡＡにつながり苦しかったけれど仲間に囲まれていたあの

小さなことからコツコツと！ 一人ではできなくても、ひとりひとりの
力が集まれば、自ずと道は拓けていけると確信できたイベントでした。

頃を思い出しました。
全体会議も終わり、大きなフロアには大きなハンドリングの輪が出

末筆になりましたが、改めて荒木先生はじめ関係者の皆様のご尽力

来ました。３日間を通し、各地域の評議員さん、常任理事の皆さん、

に心から感謝申し上げます。

事務局の皆さんのＡＡへの真剣な思いと真摯な姿に頭の下がる思
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いでした。今後も多くの仲間と出会い、より深くサービスを学び、来

身も、昨今は以前より地区、地域の会議の途中でイライラしたり、誰

年の評議会に臨めたらと思います。

かを恨んだりすることが少なくなったように思います。日本のＡＡが

『ＡＡの役割と回復』
関西地域 前期評議員 西村

成長したのか、私が大人になったのかは不明ですが、評議会では
大変楽しく、清々しい日を過ごさせてもらったと思います。

アルコホーリクスアノニマスのプログラムに来てから誰でも必ず、

私は第二分科会の議長として仕事を二つもらって帰りました。「Ａ

一度はＡＡそのものやＡＡの運営のやり方に「んっ？」と思う時期が

Ａのラジオ CM 作成」と「ＡＡの新ポスターの公募」です。この役割に

あるように思います。

より、新たな人達と出会い、協力関係を築き、苦労もすると思います

例えば、ホームグループのチェアパーソンをやっていた時など、

けれど、楽しくもあります。飲んでる時は人と会うのも嫌で、頭の中は

「自分だけが何でこんなに苦労しなきゃいけないんだろう？」とか「あ

「次に飲む酒」の段取りばかりだった私でも前向きな考え方ができる

いつは何にもサービスやってないジャン？！」とか。直接自分に影

ようになり、過去にとらわれていた生き方からは解放されてきたなぁと

響を与えていない仲間を恨んだりします。グループの運営方針や顔

思います。日々の仕事と生活、ＡＡミーティング、ＡＡの役割などで

も見るのもイヤな人ができてグループを抜けて、しばらく無所属です

過去にとらわれる時間もありませんし。次の行動を考えなければなり

とか言うのです。しかし、やがて、グループに入ってないと自己紹介

ません。私の中から「次に飲む酒」がいつの間にか、消失していまし

の時少し恥ずかしく、そのうちだんだん寂しくなってきて、また、どこ

た。それに気が付くのは、やめ始めてからずっと後のことでしたが。

かに所属したりします。

「ＡＡプログラムは必ず幸せになり、自分の未来に希望を持て

飲む事の恨みや恐れや自己嫌悪からせっかく解放されたのにま

る」とこれからも伝えていきたいと思います。そう信じていると、仲間

た、新たな恨みが生活のなかに次々と生まれて来ます。水面下で依

のために奉仕することが、楽しさや安らぎにつながるのだと思いま

存症は進行しているのだと思います。だからプログラムをやらないと

す。

『書籍の売り上げはとても大きな収入』

悪くなる一方なのかも知れません。キライな仲間を恨んだり、頭の中
で批判したりする事は最近少なくなったのですが、以前はひどかっ

関東甲信越地域 前期評議員 吉野

たです。特に委員会やビジネスミーティングなどでＡＡにとって自分

今回の第３分科会（出版・財務・ＷＳＭ）では、新しい本を出版して

がこれこそ、一番正しいと思っていたことが否定されたりすると相手

欲しい、という議題があり、私も胸ふくらませて評議会に臨みました。

の言っていることを理解するより先に、「何にもこいつは分かってな

結果として今回は残念ながら勧告には至りませんでしたが、あきらめ

いんだ？」と心の中で思っていたものです。

ずにどうしたら出版できるようになるのかなど、考えてゆきたいところ

ＡＡでは年一回、選挙で選ばれた地域の代表者（評議員）が集ま

です。

り、地域やグループからの要望や話し合って欲しいことを持ち寄り、

ＡＡでは書籍の売り上げはとても大きな収入となっています。それ

二泊三日間の会議、「ＡＡ日本評議会」を開催します。分科会、ディ

は仲間のみんなからの献金と同じくらい大きな収入です。ならば、新

スカッションありの少々ハードスケジュールです。今年は初めて千葉

しい書籍が出たら収入も増えるわけだから出版したらよかろう、と考

県幕張で開催されました。

えられるわけです。しかし、せっかく作られた書籍でも売り上げが伸

今回の第 18 回評議会に参加して思った事はＡＡプログラムの中

びずに収入が増えるどころか掛かった費用をまだ回収できずにいる

のひとつである「仲間のために奉仕すること（サービス）」によって自

本もある、という話を聞き、新しい本もそうなる可能性を感じました。

分が助けられた、という実感でした。日々のミーティングが嫌になるこ

収入が増えなければ『ビッグブック』や『１２＆１２』を作ることに手一

とは滅多にないのですが、「疲れた」とか「雨が降ってきた」、「寒い」

杯になってお金を新しい本に回すことができないわけです。お金を

とか「暑い」とか、ミーティングへ行きたくなくなることが、たまにありま

ためて本を作る、本を作るとみんなが買って読んでくれる、ということ

す。ＡＡに疑問を持ち始めた頃と行きたくない気持ちがうまくかみ合

なら問題ないのかも知れません。

えば、当然ＡＡには行かなくなるのですが、何か役割を任されている

実は私の父は長く出版社に勤めた人で、電車の中でも家でもい

と豪雨の中でもがんばって出かけなければなりません。最初、それ

つも原稿を読んでいる人でした。家族で旅に出ても原稿を読んでい

は「仲間のために何かをやる！」と言う気持ちではなく、「いい加減な

たその父が、私の２２歳の誕生日に新書をくれました。しかし数日後、

やつ」だと思われたくないからで。単なるエエ格好しぃなのですが、

酔っぱらった私は「こんなもの、いらない」と丸めて父に投げつけて

動機は何であれＡＡのことに関わるのです。このことはアルコール依

いました。持っていた楽譜も裂き、アルバムの自分の写真をゴミに出

存症者の性格を逆手にとった良くできたプログラムだとつくづく思い

し、恩師の手紙も破ってしまいました。この場を借りて改めてごめん

ます。

なさい。

所属グループ運営のための話し合い（ビジネスミーティング）を手

さて、ＡＡにつながってセミナー等の書籍売り場に行くと、静かに

始めに、ＡＡの会議は「人間関係の回復」の実践リハーサルみたい

仲間が座っていますが、私はそういう役割をしている仲間になりたい

なものだと思います。イライラしたり、ある人を恨んだり、憎んだり。誰

と思っていました。やっと書籍担当を任された私は「どれがおすす

かを標的にして、優越感に浸ったり。

め？」と聞かれては大変だと思い、ちょっとずつ読みました。その頃

数年前の評議会は深夜まで及び、「寝不足で疲れたけど、感動し

の私の一番のおススメは『ベスト・オブ・ビル』（４００円）です。ちょっと

ました。」という感想が多かったように思います。近年は「楽しかった。

高くても、読んでいて胸が躍ったからです。今、おもしろいのは『ワー

充実した二泊三日を過ごせた。」のようなものが多くなりました。私自

ルド・サービスのための１２の概念』（５００円）です。わかりにくいこと

4
ばかりですが、おしまいの方に行くと、書いていたビルはちょっと楽
しかったのではないか、という感じがします。

そして現在、仲間のＡＡへの思いで寄せられた国際協力献金は、
毎年主に国際出版基金と一部分はＷＳＭやＡＯＳＭ開催のための

出版したい本があり、翻訳の手伝いもしてくれる仲間がいて、どう

資金としてニューヨークのＧＳＯのＷＳＭ事務局とＡＯＳＭ事務局に

したら出版できるようになるのかを考えるのは、これから新しくやって

送金され、感謝の言葉を添えて献金明細報告書が各国のＧＳＯに

くる仲間たちに対する私たちの責任かもしれません。この一年、ＡＡ

届けられています。

日本は「受け渡してゆくもの」というテーマで活動してゆくのですが、

献金の額にかかわらず、献金の行為そのものがワールドサービ

「受け渡してゆくもの」の中に書籍もぜひいれていただいて、新しい

スに参加していることになり、その事がまだＡＡの回復のプログラム

仲間だけでなく、多くの仲間がＡＡの書籍を電車の中で、バスの中

を知らないで苦しんでいる世界中の未来の仲間への愛あるメッセー

で、トイレの個室でお読みになっている姿がありますようにお願いし

ジ活動へと広がっていくのだと思います。一人でも多くの仲間のご

て、今年一年よろしくお願いいたします。

協力をお願いいたします。ご送金は、こちらまで。
郵便振替口座

:+:-:+:-:+:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-

６月１０日はＡＡグループの誕生日！！
国際協力献金（出版基金と協力献金）のお願い

口座番号： ００１８０－０－６８８７６
加入者名： ＡＡ ＪＳＯ
通信欄に「２０１３国際協力献金」、グループ名等をご記入の上、

-:+:-:+:-:+:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:国際協力委員会

ご送金願います。通常のグループ献金と合わせ、その他欄にその
旨ご記載の上ご送金いただいても結構です。

今年はＡＡが始まって７８年目を迎えています。昨年のＡＡ・GSO
（NY）の「BOX-４５９」ニューズレター夏季号の紙上で、(推定)世界
のメンバー数は２,１３３,８４２人、グループ数は１１４,０７０グループと

■JＳＯより
:+:-:+:-:+:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-

第２１回ワールド・サービスミーティング（ＷＳＭ）*
報告書のご案内

発表されました。
１９３５年にＡＡが始まってその４年後の１９３９年４月には『アルコ
ホーリクス・アノニマス』（ビッグブック）がＡＡの共同創始者ビル・W と
ドクター・ボブそして仲間たちによってＡＡの回復の原理が正確に世

*２０１０年メキシコ開催

界のアルコホーリクたちにメッセージとして届けられるように出版され

すでにご案内のとおり、今後は希望者のみへの頒布となります（1
部 500 円）。ご希望の方は、ＪＳＯまでご注文くださいますようお願い

ました。
そして現在ビッグブックをはじめ、多くのＡＡの出版物が７０言語に
翻訳されて１８０カ国にＡＡグループが存在し、毎日多くのアルコホ

いたします。ＡＡ内部資料につき、メンバーのみのご提供となりま
す。
ＡＡのロゴやインターネットなど、日本のメンバーにとって興味深

ーリクたちが回復と成長を続けているのです。
国際出版基金は、１９９０年開催の第１１回ＷＳＭ（ワールドサービ

いトピックばかりです。以下は、プレゼンテーションの一部です。

ス・ミーティング）において、ＡＡが始まったばかりの国のＡＡに対し
てＡＡゼネラルサービス評議会承認出版物の翻訳出版の支援をす



ＡＡのトレードマークの保護

る為に、ＷＳＭ参加国に基金の協力を呼び掛けたのがきっかけで



円と三角形の扱い

始まりました。



ＡＡとインターネット



インターネットにおけるアノニミティ



グループ間のスポンサーシップ



クロスアディクションへの対応



アルコホリズムの分野で働くＡＡメンバーの経験



女性のアルコホーリクに手を差し伸べるには



女性アルコホーリクが離れていかないために

ＳＭでもアメリカ・カナダの常任理事会から感謝の念をもって報告さ



霊的なものへの物質的な援助

れています。



共同の清貧



国際出版基金

その２０年後の２０１０年には３０数カ国から献金がＷＳＭ事務局に
送られて、出版資金の無い国々からの要請に基づいて、ニューヨー
クのＡＡ・ＷＳ社の援助で多くのＡＡ出版物が翻訳出版されています。
その結果ＡＡプログラムがアルコホーリクたちに届けられて世界中の
多くの仲間が回復と成長の道を歩き始めていることが、２０１０年のＷ

日本も１９７９年に、ＡＡアメリカ・カナダのワールドサービスの資
金的な援助でビッグブックが翻訳出版されてメッセージ活動と相まっ
てＡＡの回復の原理が数知れぬ多くのアルコホーリクスに今も届け

ＡＡの原理や伝統に対する理解が深まる資料です。ぜひ、ご活用く

られているのです。

ださい。
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