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様式第４号（第 15条関係） 
 

会  議  録 
 
１ 附属機関等の会議の名称   
平成３０年度第２回美里町近代文学館運営審議会 

 
２ 開催日時  平成３１年２月２８日（木） 午後２時 
 
３ 開催場所  美里町近代文学館 視聴覚会議室 
 
４ 会議に出席した者 
（１）委 員 
 清野 守  小嶋 恵美子  木村 陽子  沖田 万里子  古内 世紀 

 斎藤 順一  廣瀬 安子  大町 龍一 

（２）事務局 
 教育総務課課長補佐兼近代文学館長兼小牛田図書館長兼南郷図書館館長  

草刈 明美 
 近代文学館 主査 倉橋 肇一郎 
 
５ 会議を欠席した者 
 玉野井 ゆかり  千田 秀子 
 
６ 議題及び会議の公開・非公開の別 
 （１）議題 
   ①議事録署名人について 
   ②平成３０年度事業報告について 
   ③平成３１年度事業計画について 
   ④図書選書会 
  
 （２）会議の公開・非公開の別 
   公開 
 
７ 非公開の理由 
 
８ 傍聴人の人数 
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 ０人 
 
９ 会議資料 
 別紙のとおり 
 
10 会議の概要 
（１）会議録署名人について 
  斎藤順一委員、沖田万里子委員の２名とした。 
 
（２）平成３０年度事業報告について 
館内行事、館外サービス、施設見学、町民ギャラリー企画展、視聴覚会議室

利用講座、南郷図書館講座及び体験研修受入の実績を事務局から報告し、承認

された。 
 

（３）平成３１年度事業計画について 
 図書館行事、視聴覚会議室利用講座及び町民ギャラリー企画展の計画につい

て事務局から説明を行い、承認された。 
 
（４）図書選書会について 
 美里町小牛田・南郷図書館資料収集方針に基づいて事務局から説明を行い、

承認された。 
 
（５）意見の詳細 
  別紙のとおり 
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 【午後２時 開会】 
事務局 
（草刈館長） 

 玉野井委員さんと千田委員さんが本日所要により欠席と報

告頂いていますので本日は全員お集まり頂きました。ただい

まから、平成３０年度第２回美里町近代文学館運営審議会を

開会いたします。 
事務局 
（草刈館長） 

 【館長あいさつ】 

事務局 
（草刈館長） 
 
 

 前回会議録署名委員は木村委員と小嶋委員でしたので、名

簿の順でいいますと沖田委員と斎藤委員でお願いしてよろし

いですか。 

  【拍手】 
事務局 
（草刈館長） 

 それでは司会の方を委員長さんよろしくお願いします。 

古内委員長  【委員長あいさつ】 
古内委員長  それでは協議に入ります。（１）平成３０年度事業報告 
事務局 
（草刈館長、

倉橋主査） 

 館内行事、館外サービス、施設見学、町民ギャラリー企画展、

視聴覚会議室利用講座、南郷図書館講座、体験研修受入につい

て配布資料に基づいて説明 
古内委員長  只今の報告について、何かお聞きになりたいことなどあれ

ばお願いします。 
廣瀬委員  直接事業には載ってないんですがクリスマスの時読まない

んだろうなという本をパッケージして貸し出ししていた取組

を継続していってもらいたいなと思います。 
それからもう一つ職場体験の中の中学生か高校生だったと思

うんですが、おすすめの本のコーナーがあったんです。そちら

も、素晴らしい事業だなと思ったんでぜひ、継続していただき

たいなと思います。 
事務局 
（草刈館長） 

 本のおなべということでラスト１行だけを書いて、本は眼

隠して置くというものだったんですが、やった職員たちも喜

ぶと思います。 
古内委員長 いつごろからされていますか。 
事務局 
（草刈館長） 

 去年からです。本屋さんで最初の１行を書くというのから

始まったんですが、全部真似するのではなく、ラストの１行だ

け書いてみましょうということで始めたんです。 
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古内委員長  他にございませんか。 
斎藤委員  体験研修というのは中学生が町内の事業所に自分の意思で

選んでいくわけですか。 
事務局 
（草刈館長） 

 希望通りにいかないところもあるんですが、出きるだけ希

望するところにいかせるようにしているみたいです。基本蔵

書点検にあたらなければ皆受け入れるようにしております。 
古内委員長  後で感想など頂くようになりますか。 
事務局 
（草刈館長） 

 頂きます。そこでカウンターとか外から見ただけではわか

らない仕事があるということに気づきましたという感想を頂

きます。 
古内委員長  他にございませんか。なければ（２）の事業計画にうつりま

す。 
事務局 
（草刈館長、

倉橋主査） 

 図書館行事、近代文学館視聴覚会議室講座、町民ギャラリー

事業について配布資料に基づいて説明 

古内委員長  平成３１年度事業計画について説明頂きましたが、何かご

質問等あれば受けたいと思います。 
斎藤委員  本でたどる平成でこれから具体的になっていくんだろうと

思いますが、分野について決めていらっしゃいますか。 
事務局 
（草刈館長） 

 考えてるのが、それぞれの年の直木賞作品とか芥川賞作品

をやる。それから通史で見れるような平成をまとめた本をデ

ィスプレイしたりとか、あと社会性のあるもの、話題性になっ

たもの、ザ・ゴールとかそういうような、当時話題になってい

るものなので小説以外の様々な写真集とか含めて展示してい

きたいなと思います。出版されていないところもあるんです

が報道写真集も含めて年ごとに、平成元年、二年というような

形である程度ディスプレイして、その中で通史とかテーマ性

のあるものを持ってこようかなと思っております。他に流行

語とか事件があったものをコメントみたいなのをその年の所

におくとより鮮明なイメージがでるんじゃないかなと思って

おります。ギャラリー全体を使ってやりたいと考えておりま

す。 
古内委員長  他にございませんか。無ければ（３）図書選書会について事

務局より説明お願いします。 
事務局 
（草刈館長） 

 図書選書会について配布資料に基づいて説明 
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古内委員長  只今選書会の予定とか資料収集方針について御説明頂きま

したが何かご質問ございますか。 
斎藤委員  資料収集の中で刊行物と書いているんですが官報の取り扱

いですね。これは図書館でやっているのか、それとも、別の部

署でやっているのかお聞きしたいです。 
事務局 
（草刈館長） 

 別の部署ですね。以前は図書館にも、回ってきたんですけど 
今は総務課の方で対応しております。 

斎藤委員  数年で捨てないと大変なことになりますね。 
事務局 
（草刈館長） 

 今はデジタル資料、ネットでの対応になります。 
 

斎藤委員  官報に対する問合せみたいなのはないんですか。 
事務局 
（草刈館長） 

 もちろん、官報で、ネットとかでお渡しできる情報があれば

そちらの方でお渡しするんですが、そうでないときには別の

部署をご紹介いたします。今ですね公的な情報とかはそれぞ

れの省とか庁でのホームページでの掲載が殆どになってきて

おります。情報も早く前の月のこととかもデータとかも分か

るんですが、パソコンが使える方はいいのですが、それが分か

らない方はなかなか探し出せないという状況なので、カウン

ターで受け付けてプリントアウトしてお渡ししているという

状況です。白書も使える白書と使えない白書あるんです。 
斎藤委員  新聞の収集なんですけれども、ブロック紙は河北新聞です

か、地域紙は大崎タイムス、あと、スポーツ紙ということなん

だろう思うんですが、スポーツ紙は小中学生にはあまり見て

ほしくない当て字で、日本語になっていないで雰囲気で読ま

せるという、これから日本語を学んでいこうとする子供たち

にとってはいい方向ではなく、かえって悪い覚え方をさせて

しまうのかなと感じがします。全国紙の新聞でも当て字とか

もありますが、これは年に何回かで、分かるくらいで、それが、

スポーツ紙になると何面にもおよび見出しが当て字になって

いるところがあります。ですから、かならずしもスポーツ紙を

置く必要性はどうなのかなと思っております。 
事務局 
（草刈館長） 

スポーツ新聞は子どものコーナーとは別のところに新聞は

置いているですけれども、子ども用の新聞は子どものコーナ

ーにおいております。確かにスポーツ新聞は表は野球とかサ

ッカーの記事があるんですが、中の方には競馬の記事や大人

向けの記事になっているところもあります。 
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古内委員長  スポーツ紙は何紙とってらっしゃいますか。 
事務局 
（草刈館長） 

 １紙です。オリンピックとか世界選手権とかの写真とかで

情報を得たいという方もいらっしゃいますので、ビジュアル

でも見れるようなスポーツ新聞の取り扱いを考えておりま

す。高校野球とかの情報もありますので。 
斎藤委員  新聞を見て情勢を判断するというか、ブロック紙イコール

河北新聞じゃなく、東京新聞とか官邸に嫌われている新聞記

者がいる新聞。官房長官が社名を上げて個人名を上げて批判

している新聞を逆に図書館で購入するというのは、分かりに

くい政治を分かりやすく文章で示すことになるんでないでし

ょうか。メディアというのは半権力の部分もなければ何のた

めの新聞ということにもなりますので、せっかくブロック紙

と書いてて河北新聞の名前がでてないのだから、ブロック紙

を総点検した上でブロック紙を何紙か入れてほしいなと思い

ます。地域紙は大崎タイムスのみで本当の狭い範囲のみしか

分からないですが、今官邸でも、言っているですが沖縄の２

紙、地方紙を廃刊にするためには広告を出さなければいいと

圧力をかけている国会議員もいるんですね。それが新聞記事

になっている。だったら沖縄は実際何が行われていてどのよ

うなことをされているのかを知るということを大事な図書館

の役目ではないのかなと思います。琉球新聞とか沖縄タイム

スとかの２紙ぐらいは取っていてもいいのではないでしょう

か。知事選で基地はいらないよとしっかり明示したわけだか

らそれに沿った形で地域紙はいきているんじゃないのかなと

思います。ですので東北にいても、沖縄のことはリアルタイム

で紙で知るということが大切なことではないのかと思いま

す。 
事務局 
（草刈館長） 

 図書館開館した時にはですね。北海道から九州まで新聞取

ってたんです。秋田魁新聞、北海道新聞、福島民報、九州の新

聞と中国新聞なども取ってたんですが、財政難のあおりを受

けまして、なかなか難しい状況になりました。確かにそこの地

域で取り上げている情報というのは、そこの地域の新聞とい

うのが詳しく書いてますし、ニュースとかネットだけでは分

からないような主義主張とかも記者さんの考えもあります。

今のところそういったところまで広げることは難しい状況で

す。主要全国紙、朝日、読売、毎日、日経、産経と取っていま
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す。地域紙に石巻河北を取っています。 
斎藤委員  石巻日日新聞は震災により全部だめになって手書きにより

新聞を発行したというのが有名ですよね。 
事務局 
（草刈館長） 

 県の図書館に保存されています。 

斎藤委員  ブロック紙というのは北海道、東北なんですよ。選挙になれ

ば東北、北海道選挙区のくくりがあるので、北海道には２つの

ブロック紙があるので、どちらか一方はいれてほしいなと思

います。 
事務局 
（草刈館長） 

 ３１年度の予算はもうかたまっているところなので、今回

のご意見を考えつつ３２年度以降に検討してまいりたいと思

います。 
古内委員長  参考までにローカル紙ですね。共同通信というところでネ

ットワークを組んでいて全国的なベースは大体共通なんです

ね。只今話題になった沖縄とか、北海道のローカルなニュース

は地方紙の方が詳しいということですね。 
斎藤委員  共同通信は全国紙と契約している場合と契約していない場

合があるんです。共同通信の記事がかならず載るとはかぎり

ません。共同通信の全国紙でいえば愛知新聞が共同通信と提

携しておるんです。ヘリコプターも毎日新聞の大阪本社のほ

うで入れたんですが、それも、共同通信の社員と共同で運営す

る。記事も二通りの記事を書いて、それでどっちを採用するか

とかそういう取り決めがあるようです。あと、朝日は共同通信

とやめたはずです。 
古内委員長  全国紙の場合は取材網、支店網が充実しております。河北新

報などは九州とか東北以外はそういう支店は置いていないの

で、お互いにローカル紙が協力しあっているんですよね。全国

紙に対抗するためにはそういう作戦というかシステムを作っ

ています。河北新報でも沖縄のニュースをもっと取り上げる

こともできるんでしょうが、新聞社の考え方なんでしょうね。 
やっぱり、東北のニュースの方が重要だろうということで、沖

縄のニュースは特に重要な案件のみ掲載している。 
事務局 
（草刈館長） 

 例えば皆さんに選書して頂くときに、新聞社で出している

本とかだと結構特徴があったりとかもするので、河北なんか

でも地元のものをまとめたものとかも出していますので、今

のご意見聞いてて、琉球新報などで出版されている特徴ある
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本があるかもしれません。 

斎藤委員 
 
 
 
 

流通に載っていない取り扱っていないものがあるんです

ね。「秋田の魁」など、取り扱っているものと取り扱っていな

いものがあって、私がどうしても欲しかったものは仙台の東

北支社に行ってわざわざ買ってくるとか、そういうことも必

要になります。 
事務局 
（草刈館長） 
 

 出版社に直接発注かけたりとか、新聞社にお願いしたりと

かもあるので私たちもそういう情報が手薄になっているの

で、今のお話を伺って選書会のところで意見として頂ければ

と思います。 
斎藤委員  殆どの地方紙の仙台支所みたいなのがありますので。 

事務局 
（草刈館長） 

 中央出版センターみたいなのがあって、まとめて取扱いし

て頂いていた時があります。 

古内委員長  他にございませんか。はい、廣瀬委員 

廣瀬委員 
 
 
 
 
 

 これから閉架書庫見せて頂けるということで、すごく期待

しています。実はどうしても読みたい本が過去にかなり高い

値がついてなかなか手の届く範囲じゃなく図書館で探してみ

たところあったんです。そしてぜひ、ネット環境にない人のた

め閉架書庫を見せるのは難しいと思うので、こういった本が

あるんだよとか、情報を教えていただければと思います。 

事務局 
（草刈館長） 
 
 
 
 
 
 

 閉架書庫がすごく遠い存在に考えている方もいらっしゃる

方も多いと思います。こちらの方でも当たり前にあると思っ

てたんですが、分からない人のため表示なりＰＲを考えさせ

て頂きたいと思います。閉架書庫も自由に入れる図書館もあ

るんですが、こちらの図書館は可動式の書架なんですね。電動

式ではないので危険性はあまりないのですが怪我したり、指

はさんだりすることもありますので、職員が対応することに

しております。今回こういった形で資料の収集の仕方ですと

か閉架書庫とかいろいろお話させていただいたので、目録が

あるんです。毎週私達もこれをもとに本を選んでいるんです

が 1,200 冊から 1,800 冊ぐらい毎週出版されるんです。我々
職員が毎週見てチェックをして見て司書が会議を開いて大体

小牛田は４０冊から５０冊、南郷は２０冊ぐらい買います。小
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牛田と南郷がダブらないように重複しないように調整しつつ

選んでいる状況です。皆さんでご興味ある方は目録をお貸し

ましますので、どういった本があるのか参考に見て頂いて、あ

とは新聞の下の方の本を見てて、「この本面白そうだけどこの 
本図書館にはいってないかも」と思ったらそういったご意見

でもいいですし、署名とかがわからくて「英語の会話の本が古

くなったから新しく入れてほしい」とか「生物系の図鑑が少な

いからいれてほしい」とか「流通の本が少ないので入れてほし

い」とかの大きなくくりでのご意見でもよろしいので、頂いた

ものでも参考にして選書につなげていきたいと考えておりま

す。 
 運営審議会は年２回で計画しておりましたので、図書の選

定会というのはもともとボランティアで運営するというとこ

ろで進めていたところなんです。それで大変申し訳ないんで

すが３月に図書の選定会を実施したいと考えているですがも

ちろん皆さんご都合つかない方もいらっしゃると思います

が、都合つく方、興味ある方はぜひ、参加頂ければと思います。 
実施時期は３月に計画をしております。 

古内委員長  実施時期はいつになりますか。 

事務局 
（草刈館長） 

 ３月１５日午後２時からどうでしょうか 
 

   皆さん了承の声 

古内委員長  ２時間ぐらいですか 
事務局 
（草刈館長） 
 
 

 はい、長くても２時間ぐらいです。 
 それで、もし、都合つかなくて欠席される場合でも、リスト

を前もって頂ければ、それも、選定の資料とさせていただきま

すので、よろしくお願いします。 
斎藤委員 
 

 ３０年度選書、児童図書リストの中の仏像なんでも事典と

いうのは子どもから上がってきたんですか。 
事務局 
（草刈館長） 
 

 仏像何でも事典も子どもの本です。仏教美術とかそういう

ものが和の授業とかがあるんですね。和風の和です。宗教的な

事よりは美術的な事でキリスト教よりは仏教の方が身近であ

るのかもしれません。仏像の美術的な観点でみているという

ところですね。 
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古内委員長 
 
 
 

 他にございませんか。なければその他で意見というか要望

があるんですね。辞書とか入っている奥まった部屋があると

思いますが。手元を明るくするライトがあればいいのかなと

思います。 
事務局 
（草刈館長） 

 そういうご意見があったということで今後の検討という形

で受け止めていきたいと思います。 

古内委員長 
 

 選書で１次選考２次選考という形で絞り込む作業とかする

んですか。 
事務局 
（草刈館長） 
 

 次回３月の選書会で頂いたところで皆さんに頂いた意見に

ついては予算の範囲で入れるようにはしたいんですが、只そ

の類書があったりだとかすでに所蔵している本だとか、絶版

のものに関しては手に入らないというところがあるので、そ

このチェックは司書の方でやりたいと思います。予算が大体

１０万ぐらいと考えております。 
古内委員長  選書会について審議委員の他にもいらっしゃるですか。 
事務局 
（草刈館長） 

 今回は皆さんだけです。 
 

古内委員長 
 

 専門書などは大学図書館や県立図書館にあると思うので、

そちらの本は美里町の図書館を通じて借りることができます

よね。 
事務局 
（草刈館長） 
 
 
 
 
 

 館外貸し出しが出来ないというという時もあるんです。そ

ういった場合は調査・相談レファレスンスというんですけど 
、それぞれの図書館や機関に申し込みをすると必要な部分だ

けをコピーしていただく手だてもあります。１著作物の半分

までになります。１論文の半分までになります。今は論文はネ

ットで見れるようになりましたので私たち司書でもお調べす

ることができますし、３２年度国立国会図書館のデジタルア

ーカイブのデータベースが１６０万冊公開しているところが

あるんですね。個展席から見れるんですね。そちらの方の加入

も検討しておりますのでネットで利便性が高くなって国会図

書館、大学図書館でも情報公開しているところがあるので、そ

ういうとこも活用していけたらと考えております。 
古内委員長 
 
 

 視覚障害者などを対象にしてサピエというシステムがある

そうなんですが、大崎市図書館は加入しているですけど、美里

のほうは加入してない状況になっている。それはどうしてで
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すか 

事務局 
（草刈館長） 
 
 
 

 先ほど申し上げましたけど、図書の配達されている方で視

覚障害者の方がお二人いらっしゃるので、そちらの方も県の

視聴覚センターにもことあるごとに問い合わせはしてて、視

覚障害者用の録音図書というのがあるんです。デイジー図書 
というものがあるんですが、そういったものの利用方法はど

うでしょうかと聞いたところ、図書館をかいさずに障害者の

方と直接ということもあるので、そういったお知らせとかも

できますよとか話しているんですが、今実際利用されている

利用者の方はかえって図書館の資料とか県立図書館の録音図

書を利用したいということだったので、ご案内したり要望が

あれば対応する準備はあります。 
古内委員長 
 
 

論文をコンピュターでみれるということですが、それと関

連してパソコンが家になくて情報格差になっている方々もい

らっしゃるのかなと、そのインターネット環境整備したパソ

コンを図書館の一角に２台とか設置する方法もあるのかな思

いましたし、逆に使い方によっては若い人に占領されてしま

うかもしれません。 
事務局 
（草刈館長） 
 
 
 
 
 

 今、玄関のところにあるパソコン２台については、インター

ネット見れる環境にあります。しかし、プリントアウト出来な

いというところがあります。あと、かなり厳しいガードをかけ

てあります。実はネットショッピングする人がいるんですね。 
ネットショッピングの画面までは行くんですがそこから先の

申込みまではいかないようになっております。あと、今の時期

になりますが、合格発表。若い人は皆スマホとかで見れるんで

すが、大学試験じゃなく国家試験の結果を自分の所でみれな

いので見ていいですかと聞いてくる人がいます。それこそ個

人情報なのでいけないことです。ガードがかかっててみれな

いようになっています。 
古内委員長  最近、利用者のマナーについてはいかがですか 
事務局 
（草刈館長） 

 若い方が下の方で長くいるということはなくなってきまし

た。かえって学習席の方で午前中いっぱいとか、午後いっぱい

とか利用されている方もいるんですが思ったほど落書きがあ

るとか、上の方はなくて、下の方であります。あと、高齢者の

方が耳が遠かったりして、お友達どうしで大きい声で話され
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ている方がいて、すごい長い時間ではなくプライバシーに関

する件じゃなく、ご挨拶程度であれば注意まではしません。あ

と携帯電話で、若い人はメールとかラインなどを使うんです

が、私達ぐらいから上の世代の人は電話を使用するんですが、

外で対応する方はいいのですが、中で電話している方は外で

お願いしますと一言注意します。また、憩いのコーナーでお昼

寝する方もいらっしゃて中にはいびきとかかかれる方もいら

っしゃいますのでその時は大丈夫ですかと声をかけたりしま

す。 
古内委員長  他にございませんか。はい、斎藤委員 

斎藤委員  日版でだしている出版物販売額の実態という本があるんで

すね。それによると紙媒体の売り上げ自体は１０年前より３

割減っているそうなんですね。一方図書館に関して２０１４

年度文科省の調査では図書館で借り受けした年間延べ人数は

１億８０００万人を超え１９６７年度の約２３倍もの伸びを

示している。ここには本の売り上げが減少しているとし買え

控え、家計の苦しさをしみじみ出ているじゃないのかと思い

ます。図書館というのは日本の国民文化を支える図書館事業

として国民にとって切っても切れない関係にあるという結論

に至りました。 
事務局 
（草刈館長） 

 副本でいれる図書館は殆どなくて、例えば中央館と地域館

で１冊ずつ持つというのはあるんですけど大量に１０冊持つ

というのは無くて仙台市の図書館だと１館で持つのが２冊ま

でなんです。そうすると大ベストセラーになると予約が百二

十何人とか二百何人とかなりまして、それでも、買わないで 
やっているというところがあるので、反対にベストセラーを

待ちつつこちらで違う本を読むとか、あと不思議なことに図

書館の近くにある本屋さんは儲かるというような話もあるん

です。予約がいっぱいで買った方が早いというような判断す

る人もおり、共存でいけるとこもあるのではないかと思いま

す。 
古内委員長  作家への補償制度があるみたいですね。 

事務局 
（草刈館長） 

 上乗せして図書館は購入しなければいけないというような

ことがあるみたいです。そうすると大手は生き残れるんです。

只弱小の図書館とか大学はそれこそ貴重の本だからというと
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ころで買わなくなってしまう。そうすると小さな出版社がど

んどん潰れていってしまうことなのでおそらくそういった上

乗せというのは大きな出版社の考えというところが多いかと

思います。 
古内委員長 
 
 
 
 

 いい出版社程いい出版物を出したいと思っているけれども

それが採算が合わなくて白洋舎とかみすずとかあらゆる伝統

があるところは多くて数百、１千部まではいかないのではな

いでしょうか。だから単価が高くなるのではないんでしょう

か。 
事務局 
（草刈館長） 

 購入しようと思っても絶版なんです。増刷もしないので、持

っている図書館から借りるというところです。 
古内委員長 
 

 全国の公共図書館３，０００ぐらいあるんですね。買っても

らうお金で本を出せるということをきいたことがあります

ね。 
斎藤委員  出版社がを抱えていると財政的に負担が重くなるでしょ

う。そんな中でも、定価に反映させていつも、どの本でも、注

文があれば確実にお届けしますという本があるんですね。そ

れは講談社文学文庫全集ですね。古い作家の作品でもかなら

ず揃うんです。殆どは 
１冊１，０００円超えますけどね。でも、それをコスト代と考

えれば欲しい人にとっては貴重なシステムだと思います。と

りわけ出版社の手元に置いておく。売れない本を置いておく

ということは相当なダメージを汲んで経営が困難になりかね

ないということです。１冊でも多く売りたい、在庫を減らした

いという考えですね。これが価格に反映していることなので

すがね 
事務局 
（草刈館長） 

 在庫がネックになるんですよね。 
 

斎藤委員  バーゲンセールができません。 

古内委員長  他にございませんか。なければ以上で第２回運営審議会を

終わりたいと思います。 

 
 
 
 



14 
 

上記会議の内容に相違ないことを証するため、ここに署名します。 
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