2016 年 4 月

全国拡大教材製作協議会

世話人会

4月

議事録

（書記 傍島 、検証 津布久 ）
2016 年 4 月 27 日 13：30～
東京都障害者福祉会館
伊藤、猪狩、後藤、佐藤、寺本、傍島、津布久、原、山本
越島氏（四街道拡大写本の会）
来賓 全国拡大教材製作協議会 元代表世話人 難波順子氏
特別参加 小林聖心女子学院 タンポポ会 代表 山田五月氏、神奈川県視覚障害援助赤十字奉仕
団拡大写本部会 部会長遠藤赫子氏
日時・場所
出席者

会議に先立ち来賓難波さんから拡大協発足当時の話を聞き、話合いを持った。
タンポポ会 山田さんからは、拡大協発足当時からの思い、今協議会に望むことなど、ご意見をい
ただいた。
神奈川県視覚障害援助赤十字奉仕団拡大写本部会 部会長遠藤赫子氏からは、部会長就任のご挨拶
があった。
議事・内容
１．事務連絡
会員情報 退会１グループ（拡大写本グループＷＡが 3 月末で退会）
登録変更届けが 12 通出ている、そのうち代表者の交替が４団体出ている
個人会員の入会(新年度)を承認。越島陸雄氏（教科書電子化等の新時代に対応していただく）
新年度期首の会員数
５５ （グループ５３及び個人会員 ２）
２．検討事項
28 年度代表者会議の資料再検討
27 年度活動報告案
27 年度決算案
27 年度監査報告案
28 年度活動計画案
28 年度予算案
世話人会任期満了に伴う新年度世話人海鮮の推薦案について
３．全て案として決定し、印刷、発送作業を終えた。
挨拶文、出欠ハガキ、会員懇談会案内も同封した。
代表者リストは会議当日配布
４．代表者会議の進行手順と役割り分担を検討、決定
世話人集合時間 9:00
会場設営
受け付け開始：10:00～
5 月定例会 5 月 24 日に最終準備
代表者会議の後臨時世話人会を招集
５．会員懇談会の進行手順と役割り分担を検討、決定

次回定例会
5 月 25 日(水)13:30～ 東京都障害者福祉会館に於いて
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全国拡大教材製作協議会 世話人会

４月臨時会 議事録

日時・場所
出席者

２０１６年 ４月 ６日 １３：３０～
東京都障害者福祉会館
佐藤、伊藤、猪狩、北嶋、後藤、傍島、津布久、山本、寺本、
四街道拡大写本の会 戸田由紀子さん
越島陸雄さん
本日の書記と検証
書記 後藤
検証 傍島
1

事務連絡
◎読売新聞地方版に福岡アンパソの取材記事が掲載された
◎弱問研から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の施行をうけて、
文科省等へ要望書を提出

2

審議事項
◎27 年度活動報告と 28 年度活動計画案の検討
◎27 年度決算と 28 年度予算案の検討
◎世話人任期満了に伴う新年度世話人改選の推薦案の検討
◎副教材製作提供推進プロジェクトの 27 年度決算
報告

3

代表者会議ついて
日時：平成 28 年 5 月 29 日
時間：10:30AM～11:30 頃まで
場所：東京都障害者福祉会館 2F B1・B2
資料を 4 月 27 日の世話人会で発送 ハガキの締め切りは 5/23
案内文、地図などの内容検討
当日の役割り分担決定
代表以外の出席者は傍聴席を設けてそちらに案内する

4．代表者会議に続く会員懇談会について
11:30～12:30 昼食後 13:30～15:30
進め方等について詳細は次回定例世話人会で決定

次回定例世話人会

4 月 27 日 1 時 30 分～

東京都障害者福祉会館

２０１６年５月

全国拡大教材製作協議会

世話人会

５月議事録
（書記

日時・場所
出席者

２０１６年５月２５日

１３：３０～１６：３０

津布久

、検証

原

東京都障害者福祉会館

佐藤、伊藤、猪狩、後藤、寺本、傍島、津布久、原、山本〈欠）
越島陸雄氏（四街道拡大写本の会）、豊島秀子氏（のあざみ）

議事・内容
１．事務連絡
⑴代表者会議、会員懇談会の返信ハガキの到着状況の報告と対策
代表者会議
出席 ２３グループ
欠席 ２３グループ
棄権
１グループ
未回答 ８グループ
※未回答グループにはメール他で返信を促す
会員懇談会出席は４４名
⑵大学生〈全盲）の国家試験テキストのデジタル化の依頼について
宇野先生から依頼であったが拡大ではなくテキストデータ作成であるため、
四街道拡大写本の会 越島氏に担当をお願いする
２．議題
⑴代表者会議の進行手順及び役割分担の確認
机の配置、機材の手配等
⑵会員懇談会の進行手順及び役割分担の確認
会員の意見や質問に対する準備について
会員の意見や質問をメモにしてホワイトボードに貼れるように準備をする
製作依頼からグループ決定までの流れをわかりやすく説明する
⑶実績調査表の印刷
代表者会議当日に各グループに渡し、欠席のグループには送付する

次回定例会
６月２２日(水)

１３：３０～

於：東京都障害者福祉会館
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2016 年 6 月
全国拡大教材製作協議会 世話人会 6 月議事録
日時：場所 2016 年 6 月 22 日（水）13:30~16:45 東京都障害者福祉会館
出席者
猪狩 越島 佐藤 傍島 津布久 豊島 原 山本
欠席者 戸田
記録
豊島
連絡事項
・会計監査の細田さん体調不良の為、辞任届が提出される。
・会計監査変更については後日書面にて、各グループに通知し承認を頂く。
・世話人会欠員が生じた時の対処法については検討する。
審議事項
１．世話人役割分担
代 表
傍島
副代表
原
会 計
猪狩
会計監査
戸田 （後日了承確認）
書 記
豊島
業 務
製作実績調査
山本
広 報
津布久 傍島
依頼対応
傍島
外 渉
越島 佐藤
２．5/29 の代表者会議、会員懇談会について
代表者会議、集いで出た主な意見、質問に対して再度会報で説明を加える。
１．参照モデルとは
２．繰越金について
３．2016 年度具体的活動内容の提案
・文科省等訪問（代表交代の挨拶・高校生拡大教科書無償化の件等）
・利用者との交流
・勉強会実施
・会報での意見交換
４．高校教科書
今年度も時機を見て会員に公募
５．会報について
新内容を検討
7 月 送付予定
６．HP について
現在の HP 閲覧時、項目が探しづらいと言う意見もあり、以前検討した結果を少しず
つ反映させていく。
次回世話人会予定 7 月 27 日（水）13:30～

東京都障害者福祉会館

2016 年 7 月
全国拡大教材製作協議会世話人会 7 月議事録
日時・場所：2016 年 7 月 27 日（水）13:00~16:00
東京都障害者福祉会館
出席者： 猪狩、越島、佐藤、傍島、津布久、豊島、戸田、原、山本、
報告事項
1. 会員情報
代表者変更 福岡アンパソ
秦野市拡大写本赤十字奉仕団連絡担当変更
退会 拡大写本サークル「つばさ」 7/21 届け受領
2. 会報、会費納入請求書発送
会報・会費納入請求書・監査補欠候補１名推薦（承認請求）の件 ３件の通知送付
退会グループについては総会に出席されているので今年度は広報・会費送付の用紙は
送る。
3. 監査
監査補欠候補 1 名の推薦
細田さんから戸田さん
7/27 会員グループに書類を送付し、はがきで承認を頂く。
4. 世話人会名簿配布
5. 富士ゼロックス（株）主催「教科書用特定図書等の普及促進に関する講習会」開催
横浜会場 8 月 23 日（火）
13:00~16:30
仙台会場 11 月 11 日（金）
13:00~16:30
6. 視覚障がい乳幼児研究会主催 第 38 回 視覚障がい乳幼児研究大会（横浜大会）
2016 年 8 月 20 日（土）～21 日（日）
慶應義塾大学日吉キャンパス来往舎１階シンポジュウムスペース
全国拡大教材製作協議会世話人から一名参加
審議事項
1. 和洋九段副教材製作開始
・i ワーク（社会公民）は、p10～
・漢字の学習 p26～
・国語総仕上げ問題集 p62～
・体系古典準拠ノート
・漢文基本ノート

2.

星美学園中（北区赤羽）体系数学１ 代数 体系数学１ 幾何 は現在拡大製作中
＊副教材の負担については、今後全国拡大協がどう介入すべきなのか検討が必要。
笹原小学校弱視教室（世田谷区）見学、文科省等訪問
・盲学校とのつながりは大事にする。

・弱視学級見学の件は川嶋先生と連絡を取る。
文科省・文化庁の訪問について
・新しい体制を紹介し、特別支援級の関係の方にも顔つなぎをする。
・高校教科書の件は弱問研の方と伺う。（現状を良く把握し会員に通知する事が会と
して大事ではないか）
・文科省訪問は９月に実施する。（４・５人で伺うことを事前に連絡）
３．勉強会について
・教科書の製本の仕方
・講師は越島さんが行う。
（次回までに各自当日の運営の仕方のアイデアを持ち寄る）
４．2016 年度実績調査について途中報告
・締め切りは何時になっているのか。現在 ５４中３７集
・未回収の教科書作成グループのみ連絡を入れる。
・記入の仕方で分かりにくい所もあり来年度に向け形を変え準備する。
・集計順は教科書一覧順で行う。
５．HP について
・要望のあったことを取り入れて頂くよう準備しています。
６．その他
・会報記事について、会員のグループに呼び掛け投稿をお願いする。
・８月に次号の打ち合わせを行う。
８月

世話人会

8/24（水）13:30～

東京都障害者福祉会館

2016 年 8 月 29 日
全国拡大教材製作協議会世話人会 8 月議事録
日時・場所：2016 年 8 月 24 日（水）13：30～16：15
東京都障害者福祉会館
主席者： 猪狩、越島、佐藤、傍島、津布久、豊島、戸田、原、山本
報告事項
１．会員情報 変更なし
2．監査補欠候補 1 名の推薦承認 承認はがき 42 通で可決
3．協議会会費納入情報 8 月 24 日現在 44 グループ納入済
4．視覚障がい乳幼児研究会 第 38 回 視覚障がい乳幼児研究大会（横浜大会）
2016 年 8 月 20 日（土）～21 日（日）
慶応義塾大学日吉キャンパス来往舎１階シンポジュウムスペース
猪狩さん、原さん出席報告
※ 専門的な方々の出席が多かったが、お話を伺えたことはとても良かったこと、乳幼児
期の診断で後の視覚状態に大きくかかわることなどの問題点を教えて頂いた。
５．富士ゼロックス（株）主催「教科書用特定図書等の普及促進に関する講習会」開催
横浜会場 ８月 23 日（火）
午前 横浜市立盲特別支援学校図書館見学
午後 13：30～16：30 みなとみらいセンタービル４F
富士ゼロックス（株）セミナールーム
※ 出席者の報告
・アイパッドの使い勝手はソフトの開発努力でとても良くなっている
・タブレット端末を使った拡大教科書の進歩・普及に対する姿勢を全国拡大教材協と
してどうするか
・副教材のニーズをどう増やすのか
・副教材の費用はどうするか
６．笹原小学校見学について
川嶋先生から受けて下さる旨、了解を頂きました。日程については今後の調整
７．HP リニュウアルについて
世話人会開始時間前に HP リニュウアルについて、作製ボランティアの土居様と
一部世話人で協議しました。
・誰にでも見て頂けたらとの思いより、HP カテゴリーの入れ替えをしたい
今後の日程
最新の会報 アルバム お問い合わせ などの項目を前面に
・会員だけのものではないので他の方でも見やすい・探しやすいように
・見出しなどの文字は大きく、
・全国拡大教材製作協議会の見出しの裏の写真をなくす、又は入れ方の工夫
・写真・ロゴなどについても、もう少し 検討
・リンク整理も行う

以上の様な意見に対して、今後世話人会で検討を行う。
８．富士ゼロックスインターフィールド社の HP
https://www.fxif.co.jp/news/news_160719.html
に東京女子大学同窓会奉仕グループ・あじさいが掲載される
審議事項
１．文部科学省訪問日時決定
９月 16 日（金）13：30～
面談者 初等中等教育局教科書課
課長補佐 斎藤 大輔 様
庶務係長 諸岡 学 様
教科用特定図書電磁記録係長 松本 様
世話人会参加者
傍島・原・越島・佐藤
２．勉強会について
日時：場所 28 年 11 月 13 日（日）東京都障害者福祉会館 B１・２
内容
製本の仕方
教科書の製本の仕方
※ グループの製本の仕方のアンケートを取る（９月）手順の発表が出来るか否
かを伺う。
３．2017 年度実績調査についての報告
・教科書・副読本・副教材は集計
・その他の教材についてはどうするのか、この集計結果を何の目的に使用するのかに
よって集計の仕方も変わるのではないか。次年度に向けてもう一度検討の必要あり。
4．会報 11 月号について
各報告（文科省訪問、弱視学級見学、視覚障がい乳幼児研究大会（横浜大会）
、富士ゼロ
ックス講習会、会計監査候補承認、HP リニュウアル の件）
寄稿 タイトルと字数を決めていくつかのグループに声掛けをする。
5．その他
11 月の日程 勉強会のため世話人会を 11 月 9 日とする。
9 月の世話人会

9 月 28 日（水）13 時 30 分

東京都障害者福祉会館

２０１６年１０月４日
全国拡大教材製作協議会世話人会９月議事録
日時・場所：２０１６年９月２８日（水）13:30~16:00
東京都障害者福祉会館
主催者： 猪狩、越島、傍島、豊島、戸田、原、山本、 欠席者：佐藤、津布久
報告事項
１． 会員情報 変更なし
２． 協議会会費納入情報
９月２７日現在 ４４グループ
３． 文部科学省訪問 ９月１６日（金）１３：３０～
訪問者：傍島、原、佐藤、越島
教科書課庶務係長 師岡学様
斎藤課長補佐（武井課長補佐の後任）
教科用特定図書電磁記録係長 松本様（吉田係長の後任）
・新役員の報告・挨拶
同日 筑波大盲特別支援学校 宇野先生訪問
４． 塙保己一学園からの依頼について
小学校１年生
国語 光村図書 ５０ポイント 明朝体
算数 東京書籍 ５０ポイント ゴシック体
１０グループから応募
「赤いくつ」算数 山梨県拡大写本赤十字奉仕団」国語に決定
審議事項
１． 勉強会について
9/18 お知らせとアンケートを一斉メール送付 一部ファックス、郵送
締め切りは１０/１９（水）
現在１０グループからの返事
２． 笹原小学校 目の教室訪問
１０月１８日（火）午後２時半～４時頃まで
１０名程度で伺う旨連絡。
３． 会報１１月について
・筑波大盲特別支援学校 宇野先生に寄稿の依頼。
４． その他
・ホームページ掲載の内容確認
次回世話人会

１０月２５日（水）

東京都障害者福祉会館

２０１６年１０月２７日
全国拡大教材製作協議会世話人会１０月議事録
日時・場所：２０１６年１０月２６日（水）13:30~16:30
東京都障害者福祉会館
主催者： 猪狩、越島、佐藤、傍島、津布久、豊島、戸田、山本、 欠席者：原
報告事項
１．会員情報 変更なし
２．協議会会費納入情報
２８年１０月２６日現在 ５０団体納入済み
３．世田谷区立笹原小学校「目の教室」訪問
１０月１８日（火）14:30~17:00 訪問者：全国拡大協世話人会８名
対応者 峰岸副校長、弱視学級担任・ 細田元江先生・川嶋栄子先生
・ 通級・通常級の弱視児童の授業見学
・ 先生方との懇談
審議事項
１．勉強会について
・１０月２２日現在 回答３４、アンケート３２、出席人数 ５７名
・内容等検討
２．文部科学省からの質問について
・質問内容について検討
３．副教材作製の支援金支払いについて
・東住吉拡大写本グループ「さわやか」 代数編６分冊、幾何編４分冊
・厚木赤十字奉仕団拡大写本部
国語総仕上げ問題集８分冊
・平塚赤十字奉仕団拡大図書
漢字の学習５分冊
・神奈川県視覚障害援助赤十字奉仕団
古典６分冊
・四街道拡大写本の会
英語１２分冊 公民２１分冊
・柏拡大写本サークル
漢文６分冊
完成報告書の提出後、昨年同様とする。
４．会報１１月号について
・筑波大付属盲特別支援学校 宇野先生寄稿文、世話人山本、戸田報告文掲載
・ホームページ 画像・ロゴ募集
５．その他
・富士ゼロックス講習会 仙台会場 11 月 11 日（金） 全国拡大協より参加
11 月世話人会

11 月 9 日（水）

東京都障害者福祉会館

2016 年 11 月 10 日
全国拡大教材製作協議会世話人会 11 月議事録
日時・場所：２０１６年１１月９日（水） 13:30~16:20 東京都障害者福祉会館
主催者： 猪狩、越島、佐藤、傍島、津布久、豊島、戸田、山本、欠席者：原、戸田
報告事項
１． 会員情報 変更なし
２． 協議会会費納入情報
11/9 現在 51 グループ
３． 文部科学省の質問に対し回答
・拡大側の回答として
拡大は音声とは違い、目の助けもあるので、作りやすいが、そのような質問に対
して情報を共有できたら、参考になる
・文科省からは
音声訳の難しさがあり質問が多い事、同じ質問の繰り返しがあることから窓口を
一本化してほしい
音声訳・拡大写本で話し合う必要が有れば、文部科学省にいつでも来て欲しい
４． 会報の発送
54 グループ
URL をクリックしてもらうことで内容を見ることが可能になります。
会員以外の関係者にも URL をお知らせする。
５． 塙保己一学園 小 5 年算数、国語の依頼 現在１０グループ作成希望
抽選にて 2 グループに依頼する。
審議事項
１． 勉強会について
・11 月 6 日現在（回答３４、アンケート３２、出席人数 57 名）
・時間配分、資料準備、担当者決め、奥付けの見本準備を行う
２． 東京都弱視教育研究会 12 月例会に笹原小学校川嶋先生より出席依頼
日時：12 月 5 日（月） 午後 2 時～4 時 30 分
場所：都立文京盲特別支援学校（JR 飯田橋駅徒歩 7 分）
■内容について
・拡大協の全国ネットによる活動の紹介
・標準拡大教科書との違いとメリット
・ボランティア作成の拡大写本教科書サンプルの紹介
・副教材などの紹介等・・・
・世話人会にて資料・教科書サンプル等を準備、担当を決める
３． 副教材作製の支援金支払いについて
・東住吉拡大写本グループ「さわやか」10 分冊
・厚木拡大写本部 8 分冊
・平塚拡大図書 5 分冊

・神奈川県視覚障害援助赤十字奉仕団 6 分冊
・四街道拡大写本の会 33 分冊
・柏市拡大写本サークル 6 分冊
計 68 分冊
28 年度予算として 114,000 円計上 68×＠1,000＝68,000 ￥46,000 残
４． その他
・富士ゼロックス講習会 仙台会場 11 月 11 日（金）世話人会越島さん参加
・筑波大学付属視覚特別支援学校 高等部「総合的な学習」にて世話人会佐藤さん
講演
12 月世話人会

12 月 21 日（水）13：30

東京都障害者福祉会館

2016 年 12 月 24 日
全国拡大教材製作協議会世話人会 12 月議事録
日時・場所：2016 年 12 月 21 日（水）13：30～16：00 東京都障害者福祉会館
主催者： 猪狩、越島、佐藤、傍島、津布久、豊島、戸田、原、山本、
富士ゼロックス（株）首都圏 中里様 世話人会来訪
・クラウドソフトを使って拡大データを送り印刷依頼する計画について
・富士ゼロックス協力のステップアップ塾の件
報告事項
１． 会員情報 変更なし
２． 協議会会費納入情報（3 グループ未納）郵送にて確認する。
３． 勉強会（11 月 13 日）報告
製本に必要な用具を会に戻って作成した。
とても良い勉強会でした。などの感想を頂く。
４． 富士ゼロックス講習会出席（越島） 仙台会場 11/11（金）
横浜会場より多くの参加者が有り、拡大教科書展示を行う。
郡山かわずの会とも交流ができた
５． 東京都弱視教育研究会 12 月例会（12/5）に出席（猪狩、傍島、豊島、原、山本）
拡大協の経緯・現在の説明、拡大教科書作成内容の説明・展示
６． 筑波大学付属盲特別支援学校 高等部「総合的な学習」で講演 12/9（佐藤）
拡大協の経緯・拡大写本の説明、ボランティアグループの活動、取り組みについて
講演
７． 星美学園 長谷川様よりお礼状
審議事項・
１． 2017 年度勉強会の時期について
日程については未定
２． 会報 3 月号について
活動報告（富士ゼロックス講習会・弱視教育研究会・筑波大盲特別支援学
校 講演等報告）
柏市拡大写本サークル緑綬褒章受章報告
３． その他
ホームページ作成協力者、今現在なし
富士ゼロックスのステップアップ塾について説明会を 3 月にお願いする。

1 月の世話人会

1/25(水)

13:30～

東京都障害者福祉会館

2017 年 1 月 27 日

全国拡大教材製作協議会定例世話人会 1 月議事録
日時・場所：2017 年 1 月 25 日（水）12:30～15:30 東京都障害者福祉会館
出席者：猪狩、越島、佐藤、傍島、津布久、豊島、原、欠席者：戸田
報告事項
１． 会員情報 変更なし
２． 協議会会費納入情報

2 グループ納入済み

現在 53 グループ

残 1 グループ

審議事項
１． 文部科学省より訪問依頼
16 年 2 月 22 日（水）3 名参加 （傍島、原、越島）
・教科書デジタルデータ、テキストデータの打合会、
・富士ゼロックス（株）の提案書持参
２． 29 年度拡大写本依頼状況
・全体的に減ってきている。
・世話人会のグループでも中学校卒業生などで減になっている。
・高校の拡大教科書について文部科学省に伺いたい。
・拡大教科書を知ってもらう動きにヒントになる事があれば、会報で提供する。
３． 会報 3 月号について
1 面：29 年度依頼状況、協議会の動き、各グループへの呼び掛け（広報のあり方
等）
2 面 3 面：勉強会報告、富士ゼロックス講習会報告、東京都弱視教育研修会訪問
筑波大付属視覚特別支援学校 講演報告
4 面：今後の予定、柏市拡大写本サークル授章報告
４． その他
・勉強会の予定 17 年 7 月 9 日（日）
・文部科学省より AB5 変形教科書作成依頼の件 三省堂英語
全国拡大教材製作協議会のメンバーに募り、グループ名を提出し必要な盲学校
とつないで頂けるようお願いをする。
2 月の世話人会

休会

3 月の世話人会

3/22（水）

東京都障害者福祉会館

2017 年 3 月 27 日
全国拡大教材製作協議会定例世話人会３月議事録
日時・場所：2017 年 3 月 22 日（水）13:30～16:00 東京都障害者福祉会館
出席者：猪狩、越島、佐藤、傍島、豊島、原、山本、欠席者：津布久、戸田
報告事項
1. 会員情報 拡大写本豊明 代表者交代
2. 会報 ３月号 発送
3. 東京都弱視教育研究会より紀要、会報送付
審議事項
1. 盲学校採択高校教科書拡大について
経緯と課題
◍ 盲学校採択の三省堂英語２種類に関して２９年度拡大教科書が作成されないことがわか
り、文科省から依頼があった。各グループに呼びかけたが、一旦立ち消えとなった。その
後レイアウト拡大の依頼が再び浮上し、その結果あらかじめレイアウト拡大のデータを作
ることになった。
◍ 家庭科総合の依頼追加
◍ 盲学校の採択教科書であっても、全部が拡大されている状態ではない。適当な拡大教科書
がないまま、我慢している利用者はかなりの人数がいる。
◍ 全国拡大教材製作協議会として今後、この様な仕事を受けることが出来るのか、
出版社とコラボレーションしたらどうか。
◍ 今まで全国の盲学校のこのような実態がわからなかったが、全国拡大教材製作協議会とし
て今後どうすればよいのか？
◍ プライベート対応ではないが、このような形で受けられるなら 30 年度分として文部科学
省に話を持っていくことを考えたいがどうか。
2. 副教材について
◍ 昨年度からの依頼については今までの分で賄ったが追加請求があり利用者の方に
再度、追加請求をお願いした。
◍ 今年度もワーク（英語）の申し込みがあったためグループを探しお願いをした。
◍ 英語教科書の依頼もあり。
◍ 今後、依頼があった場合は依頼者にお願いをして作成グループと直接話し合いを
して頂く。
3. 教科書デジタルデータ（テキストデータ）の打ち合わせ会
2 月 22 日（水）10：00～ 文部科学省教科書課
参加者：富士ゼロックス社・音声教材製作団体（リハ教・東大・エッジ等）
◍テキストデータの作り方に関して経緯を説明し、検討。
代表者会議資料作り
◍ 4 月の世話人会で行う。
4. 文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会中間まとめから
◍ 国会通過後拡大をする側としては、どこまでが OK になるか勉強する必要がある
のではないか？ （７月の勉強会のテーマとして考えても）

5. HP リニューアルについて
◍ HP 内にブログを作り、トピックスやアルバムを載せたりする提案がある。
◍ カテゴリーを変えるのでリニューアルしたものを少し使いながら問題があれば変えて
いく。
6. その他
◍ 大分県大分市学校教育課よりの依頼のあった６教科の拡大教科書は東住吉拡大写本
グループ「さわやか」に受けて頂きました。
４月の世話人会

４/２６（水）

東京都障害者福祉会館

