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区立図書館では、いつでもどこでも本を読める「電子書籍サー
ビス」を始めました。来館をしなくても、インターネットへのア
クセスを通じて、気軽に読書が楽しめます。

また、毎月23日を「世田谷区家庭読書の日」と定め、家庭での
家族との読書の時間を推進しています。

コロナ禍で、家で過ごす時間が長くなっている中、自分らしい
読書のかたちを見つけ、新しい読書生活を楽しんでみませんか。

次のページで詳しく紹介！

区の鳥
「オナガ」
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毎月 日は「世田谷区家庭読書の日」★家の中での読書生活を見直してみよう！
「家庭読書の日」は、読書という方法で和やかな家庭環境をつくり、家族のコミュニケーションを図ろうというも

のです。まず子どもから大人まで楽しめる絵本を家族みんなで読むのはいかがでしょうか？
「世田谷区家庭読書の日」を推進するため、さまざまな活動を行っています。

すまいるルーム（特別支援教室）
「すまいるルーム」では、コミュニケーション

スキルの向上の指導を行っています。
少人数の落ち着いた環境で苦手なところに寄り

添い、自分のよいところを伸ばすための学習に取
り組みます。多くの成功体験から自信をもち、自
分の学級で楽しく前向きに生活することができる
ようになってほしいと願い、指導を行っています。

すまいるルームで行う指導内容の一例
学習上の目標 指導事例

自分の気持ちを上手に伝える ロールプレイや絵カード、ワークシートなどを用い、具体的な
場面での適切な言動について考えさせる指導を行う。

相手の立場になって考える 小集団での話し合いやソーシャルスキルゲームを通して、自分
の気持ちに気付き、相手の気持ちを考える経験を積み重ねる。

よい姿勢を保つ からだづくり運動やサーキット運動の指導を通して、体幹を育
て、体をスムーズに動かすことができるようにする。

集中して授業を受ける 情報を絞り、必要なものに注目できるための指導などを行う。
また、学級担任と連携し、学習環境を調整する。

特別支援学級
特別支援学級では、配慮が必要な児童・生徒の一人ひとりの教育的ニーズに

応えるために、障害の状態や発達上の特性に応じた、きめ細やかな指導に取り
組んでいます。

問 中央図書館　☎3429-1811 FAX  3429-7436 問 教育相談・特別支援教育課　☎5432-2983 FAX  5432-3041

いつでもどこでも 図書館への来館が
難しい方にも

インターネットにつな
がったパソコン、ス
マートフォン、タブ
レット端末から、いつ
でもどこでも利用でき
ます。

さまざまな理由から来
館が難しい方も、利用
しやすくなります。返
却も自動で来館不要で
す。
文字の拡大や音声での
読み上げ機能のある資
料も用意しています。

いつでも どこでも
読書の世界へ

世田谷区立図書館の電子書籍サービス

〇記念講演会
今年度は、映画化された小説「あん」で有名な、作家・歌手のドリアン助川さ

んをお招きし、「扉をあける読書」についてお話しいただきました。
講演のテーマである「扉をあける読書」とは、読書で生まれた疑問を「扉」に

見立て、それを入り口に調べたり行動を起こしたりすることで、本に書かれた世
界が立体化して見えるという読み方のことです。わかりやすい具体例を示しなが
ら、読書の楽しみ方、大切さを伝えてくださいました。
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〇どくしょノート
こぶたのイラストを使

用した、あたたかみのあ
るデザインで、毎日の読
書が楽しくなること間違
いなしです。たくさん読
んで、ぬりえの図書館
マップを完成させよう！
どくしょノートは、あな
たのすてきな思い出、宝
物にしましょう。

いっぱいになったら、
２冊目もどうぞ。

配布場所：区立図書館、図書室、図書館カウンター

〇家庭読書の日に
　お届けするおはなし

毎月23日、図書館ホーム
ページに、図書館員がおすす
めする本や、「おはなし会」
での楽しいエピソードなどを
紹介しています。すでに30回
以上続いているこのシリー
ズ、お気に入りのおはなしを
探してみてください。

一人ひとりの子どもが安心して学ぶために
～区立学校では多様な学びの場を提供しています～

新型コロナウイルス感染症の影響等により、図書館への来館が難しい場合にも、
読書を楽しめるように令和２年11月から電子書籍サービスを開始しました。

世田谷区立図書館共通利用カードをお持ちの区内在住・在勤・在学の方がご利用
できますので、ぜひ便利で気軽な電子書籍を体験してください（詳細は、図書館
ホームページをご覧ください）。

貸出数 :2点まで

貸出期間 :2週間

予約点数 :2点まで

予約取置期間 :1週間

https://www.d-library.jp/setagaya/

※利用にあたっては、相談申し込みが必要です。

世田谷区立の小・中学校の特別支援学級の種別 各学級の特徴的な指導内容

固定学級

通級指導学級

知　　的 自立活動を含め各教科・道徳・特別活動、日常生活の指導や、からだづ
くりなどを通して、一人ひとりの理解に応じた学習を行います。

肢体不自由 各教科・道徳・特別活動のほか、運動機能や言語訓練、日常の基本的な
生活訓練などを取り入れて各小中学校に準じた学習を行います。

自閉症・情緒障害
（令和3年 4月開設）

学年相応の教科学習を行います。日常的に個々の特性に応じながら集団
適応を促したり、対人関係の安定を図り、集団でのコミュニケーション
能力を育んでいくための自立活動を実施します。
＜開設校＞小学校：多聞・船橋、中学校：世田谷

目の教室（小のみ） 上手な目の使い方や視覚を補う機器の使い方を学習しています。

きこえの教室 補聴器や人工内耳等の活用を促し、音や語音を聞き取る力を伸ばします。
また、正しい発音やイントネーションで話す力も伸ばします。

ことばの教室（小のみ） 発音の誤り、吃音、ことばの発達の遅れについての指導や支援を行って
います。

すまいるルーム 上記記載

毎日この学級へ通います

特
別
支
援
学
級

通常の学級へ籍をおき
必要に応じて通います

朗読を交えながら、楽しく語っ
てくださいました。

「あいうえおはよう」
（にしまき かやこ作、こぐま社）

教材の一例 指導の様子 
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教育総合センターのことをもっと知りたい方はこちら

連載
⑦

学びが変わる―子どもたちの未来を見据えて―

教育総合センター（各エリアで展開される事業運営イメージ）

学びコラム
教育のDX※（デジタルトランス
フォーメーション）の推進

小中学校の児童・生徒への１人１台
タブレット配布が始まり、ICTを活用
した新たな学びに大きく変わります。
ICTを活用することで、今まで以上に
子どもたち一人ひとりに目を向け、個
性を伸ばし、子どもたちの世界を広げ
ることが可能となります。

教育総合センターでは、「新たな学
び」に向けた研究を推し進め、それに
対応した研修を行うことで、教員の質
を高めていきます。
※DXとは、「ICTの浸透が人々の生活をあらゆ

る面でより良い方向に変化させる」という
概念です。

世田谷区立教育総合センター 検索

問 新教育センター整備担当課　☎3429-0811 FAX  3429-2844

Ｅ 教育相談エリア
■ 保護者の教育についての相談にお応えしなが

ら、お子さんに対しても心理的な援助を行いま
す。

■お子さんが十分力を発揮し、楽しい学校生活を
送ることができるような就学先や支援の方法に
ついて、一緒に考えます。

A 事務室

災害時には避難所（一時集合所）としての役割も担います。

※設計段階における平面図であり、変更となる場合もあります。
※教育センター（弦巻3ｰ16ｰ8）は教育総合センター（若林5ｰ38ｰ１）に移転いたし

ますが、同じ館内にある中央図書館およびプラネタリウムは移転いたしません。

A
B

B C

D

E

E

F
F

A

窓を全開すると、交流ゾーンと
広場の一体利用が可能

Ｆ ほっとスクール
■不登校児童・生徒の心の居場所となり

ます。
■一人ひとりに応じた学習の支援を行い

ます。
■ 不登校児童・生徒の個性・能力を伸ば

し、社会を生き抜く力を育みます。
■屋上を利用して屋外活動も行います。

＊ほっとスクール城山を移設予定です。

Ｄ 広場
■広く区民に開放し、子どもたちの外遊びや体験・体感の場

として利用できます。
■園庭のない保育所等や、外遊びを推進する地域団体等が遊

び場として利用できます。

Ｃ 交流エリア
■科学実験、プログラミング、芸術的な

活動等、子どもたちの多様な興味・関
心に対応した取組みを実施します。

■子どもたちの創造力を育む取組みを紹
介し、アート体験もできます。

■公私立幼稚園・保育所等や区立小中学
校の特色ある活動を紹介します。

■民間団体・大学・企業等と連携して、
子どもの生きる力や個性を育む体験活
動等を実施します。

Ａ 統合事務室
■教育委員会事務局の一部等を移転し、

小中学校・幼稚園・保育所等を支える
拠点とします。

Ｂ 研究・研修エリア
■子どもたちの個性や能力を伸ばす学習を実現するための教育研究を実施

します。
■ 新たな学びに対応する教員の育成や、ＩＣＴを活用した授業手法の開

発・改善、教材開発等を行います。
■教員や保育士等の研究を支える資料の提供や、教員のさまざまな相談に

対応します。
■大学・民間企業等と連携した教育研究・研修を実施します。

〈１階〉 〈2階〉

屋上
屋上緑化

屋上

教員

職員

誰でも

誰でも

幼稚園教諭

小・中学生

保育士 保護者

世田谷区の教育を推進する拠点となる「教育総合センター」を、若林小学校の跡地（若林5ｰ38ｰ１）
に整備し、令和3年12月に開設する予定です。今回は、教育総合センター内の各エリアで、どのよう
な事業が展開されるのか、イメージをお伝えします。

※　　　　は各エリアの主な利用者です。あああ
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編集後記
今年度の教育広報では、「ICTを活用した新たな学び」を中心にご紹介しました。今後、

「せたがやの教育」についても、電子化を進めていきます。
多言語対応の電子書籍（デジタルブック）で配信を始めました。

電子書籍（デジタルブック）「カタログポケット」内で、日本語から９カ国語への自動
翻訳・音声読上げ機能により、「せたがやの教育」を多言語で読む・聞くことができます。

二次元コードよりアプリをインストールするか、ブラウザ版でご覧ください。

次号112号は令和3年7月に 発行予定です。お楽しみに！

問 学校職員課　☎5432-2672 FAX  5432-3025

生徒特別表彰（中学生・個人）
（1）スポーツ活動　11件

氏名 学校名 学年 活動内容
ヌワエメ　グレース 駒沢中学校 ２年 陸上
ロス　瑚花　アディア 駒沢中学校 ２年 陸上

上平　美優希 富士中学校 ２年 新体操
齊藤　真緒 玉川中学校 ２年 新体操
近藤　優太 瀬田中学校 3年 スキー
谷垣　葵衣 瀬田中学校 3年 新体操
平沼　愛美 深沢中学校 １年 新体操
笠井　優迦 砧中学校 ２年 バレエ
髙橋　知宏 千歳中学校 3年 陸上
髙宮　碧海 千歳中学校 3年 水泳
堀　永遠 千歳中学校 １年 陸上

（2）文化活動　6件
氏名 学校名 学年 活動内容

沖村　裕太郎 緑丘中学校 3年 ピアノ
武田　惇慈 弦巻中学校 3年 科学
武田　和靜 弦巻中学校 3年 科学

ヨハンソン　伊瑠麻 八幡中学校 3年 英語スピーチ
大藤　莞爾 深沢中学校 3年 ピアノ
太田　佳奈 芦花中学校 3年 弁論

（3）その他（善行）　5件
氏名 学校名 学年 活動内容

長尾　巧実 梅丘中学校 3年 人命救助
玉利　康太郎 梅丘中学校 3年 人命救助
南澤　響輝 梅丘中学校 3年 人命救助

本澤　慎之助 梅丘中学校 3年 人命救助
松村　息吹 梅丘中学校 １年 人命救助

生徒特別表彰（中学生・団体）
（1）スポーツ活動　6件

学校名 団体名
駒沢中学校 陸上競技部女子リレーチーム
北沢中学校 女子バレーボール部
玉川中学校 野球部

尾山台中学校 野球部
千歳中学校 陸上競技部男子リレーチーム
砧南中学校 ソフトテニス部

（2）その他（善行）　1件
学校名 団体名

桜丘中学校 生徒会

児童特別表彰（小学生・個人）
（1）スポーツ活動　15件

氏名 学校名 学年 活動内容
小島　莉々愛 代沢小学校 ６年 水泳
鈴木　真翔 多聞小学校 ６年 水泳
橋本　香蓮 駒繋小学校 5年 水泳
山本　大輝 赤堤小学校 ６年 陸上
兒島　惟高 松丘小学校 ６年 セーリング

関野　美佑汐 松丘小学校 ６年 水泳
馬場　悠吾 池尻小学校 ６年 テニス
鈴木　小暖 笹原小学校 ６年 ロープスキッピング

林﨑　萌々子 深沢小学校 ６年 テニス
久野　佑隼 玉川小学校 3年 テニス
樋口　大翔 京西小学校 ６年 テニス

古谷　はんな 九品仏小学校 5年 テニス
小林　梨音 砧南小学校 ６年 テニス
杉田　壮哉 給田小学校 ６年 陸上
髙木　翔太 山野小学校 ６年 スキー

（2）文化活動　4件
氏名 学校名 学年 活動内容

黒木　午帝 池之上小学校 3年 バイオリン
德田　海翔 笹原小学校 ４年 ピアノ
加藤　碧晄 給田小学校 5年 バイオリン
別所　優月 希望丘小学校 5年 書道

（3）その他（研究・発明）　1件
氏名 学校名 学年 活動内容

遠藤　里紗 桜町小学校 ６年 水栓キャップの発明、特許登録

児童特別表彰（小学生・団体）
（1）スポーツ活動　1件

学校名 団体名
駒沢小学校・中丸小学校

三軒茶屋小学校・池尻小学校
二子玉川小学校・瀬田小学校

下馬L.M.C．ジュニアフレンズ

（2）文化活動　1件
学校名 団体名

千歳小学校 吹奏楽団

第11回世田谷ガリレオコンテスト結果発表
（中学生・科学コンテスト）

令和3年１月23日（土）に、「第11回世田谷ガリレオコンテスト」（最終審査）の様子をオンライン配信しました。
応募総数2,198点の中から入賞９作品を選出し、入賞した中学生が最優秀賞（ガリレオ賞）をめざして発表を行いま
した。入賞作品の内容は、日常生活のふとした疑問に目を向けたもの、よりよい生活を送るための工夫を考えたもの
など、誰もが楽しめる発表内容でした。また、東京農業大学・矢口行雄教授による、電子顕微鏡で見るミクロの世界
についての講演をオンラインで同時配信いたしました。

ガリレオ賞
（最優秀賞）

青山　海央（上祖師谷中学校・１年） ダンゴムシの研究～交替性転向について～

千葉　ひかり（駒沢中学校・１年） 快適なマスクを探せ！！

新藤　真綾（用賀中学校・１年） ピーマンをおいしく食べるには？

アイデア賞
（優秀賞）

若林　美咲（駒沢中学校・１年） 風車の羽根の研究

山本　悠斗（梅丘中学校・１年） 宇宙で「音」は、どう聞こえる？
～真空ポンプの自作～

ドリーム賞
（優秀賞）

二宮　凛心（奥沢中学校・１年） マメルリハの羽と撥水の秘密

矢橋　彩果（船橋希望中学校・２年） 野菜を長持ちさせる方法

サイエンス賞
（優秀賞）

佐藤　涼（船橋希望中学校・２年） リラックスできる曲はどんな曲か？

古幡　桜（砧中学校・１年） 鏡のくもりを防ぐには

（敬称略）

児童・生徒の特別表彰
（令和2年度）

教育委員会では、スポーツや文化活動などの大会やコンクールですばらしい成績を収めた区立学校の
児童・生徒を表彰しました。

「世田谷区立中学校ビブリオバトル」開催
令和3年１月30日（土）に、「第3回世田谷区立中学校ビブリオバトル」をオンライン開催しました。ビブリオバトル

は、参加者が自分の好きな本の魅力を発表し合い、投票で「チャンプ本」（最も読みたいと思った本）を決定します。
予選で選ばれた４名の生徒たちが、本に託した思いや、自分自身のエピソードを

交えながら、推薦する本の魅力について、活き活きと個性豊かに表現しました。

問 教育指導課　☎5432-2703 FAX  5432-3041

発表者の皆さんと紹介本（発表順・敬称略）
発表者 学校名 紹介本 著者

荒木　瑚子 尾山台中学校 「きみの存在を意識する」 梨屋　アリエ

和泉　　諄 船橋希望中学校 「告白」 湊　　かなえ

古關　隼大 緑丘中学校 「トリガー」 板倉　　俊之

竹井　日夏 梅丘中学校 「冷たい校舎の時は止まる」 辻村　　深月

問 教育指導課　☎5432-2703 FAX  5432-3041

チャンプ本
「きみの存在を意識する」

☆掲載のご了承をいただいた方のみ、掲載しています。[敬称略]

チャンプ本

2020ボッチャ世田谷カップ
令和２年11月28日（土）に、新型コロナウイルス感染症対策を徹底したうえで、共生社会ホストタウン推進事業と

して「2020ボッチャ世田谷カップ」を総合運動場体育館で開催しました。
パラリンピックを契機とした障害者スポーツ推進の取組みとして、区内の障害者福祉施設、民間企業、アスリート

チーム等、全15チームが参加し、熱戦を繰り広げました。区内の小中学校からは、千歳台小学校と砧中学校（ I組）
が参加しました。

問 教育総務課　☎5432-2745 FAX  5432-3028

千歳台小学校

砧中学校（ I組）

NECボッチャ部（日本電気株式会社）
が優勝しました。

決勝トーナメント
まで進むことがで
きて正直おどろき
ました。

（5年男子）
ボッチャの楽しさ、
難しさを改めて知る
ことができました。

（担任）

オンラインで
の開催だった
ので、より工
夫しました。
是非読んでみ
て下さい！
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問 教育総務課　☎5432-2745 FAX  5432-3028

落語家

入
い り

船
ふ ね

亭
て い

　扇
せ ん

治
じ

さん

落語に興味を持った小３夏休みの最終
日と落語漬けの大学時代
―幼少期に好きだったことはなんですか。

本がとにかく好きで、天気のよい日曜日で
も、家で好きな本を読んでいるような子ども
でした。読書に関しては早熟な少年期を過ご
し、幼年、少年向けの本はすべて読み尽く
し、小学校高学年にはごく普通に大人が読む
本を読んでいました。

―落語に興味をもったきっかけはなんで
すか？

今でもよく覚えているのですが、小学校3
年生の夏休みの終わりですね。とにかく宿題
を後に残すタイプで、読書感想文が8月31日
まで残っていたんですね。父親の書棚を見た
ところ、落語の速記本があったんですよ。そ
の本を読み始めたところ、面白くて面白く
て。一気に読み切って、明け方読書感想文を
書き上げたんですよ。

中学と高校は、演劇や映画に興味のウェイ
トがかかっていました。大学になって、落語
研究会を見に行ったのですが、稽古後にOB
の方からご飯のお誘いを受け、そこでの話が
面白いんですよ。落語のエピソードやみんな
の会話が、私には江戸前な粋なやりとりに聞
こえ、居心地がいい空間でした。

―そこから、落語家になると決めたきっ
かけはなんでしょうか？

落語家になろうというのは当初は思ってい
ませんでした。落語研究会に入って、２年生
の秋かな、もっと落語を聞きたいと思い、寄
席でアルバイトをしました。新宿末廣亭が、
とても人情味のある寄席で、最終的には昼か
ら夜まで居たんですよ。落語をたくさん聞い
て、自分にはちょっとできないなと、就職活
動をしました。

3年生の６月だったと思いますが、新宿末
廣亭のトリで、大変人気のある柳家小三治が
休んだ代わりに、若手で実力のある柳家さん
喬を大抜擢したんですよ。「面白くなかった
ら帰りゃいいんだな。」と腰を浮かせていた
お客さんがみんな座り直して、寒気がするよ
うないい出来で。聞いているお客さんが引き
込まれているのがわかるんですよ、体が前の
めりになって。いい芸能に触れた時って、人

間、体が前にいきますよね。柳家さん喬はマ
イナスからの出発で聴衆を引き付けて、観客
を魅了して、最後はお客さんが拍手喝采。落
語は語るだけで人の心を動かすことができる
芸なんだ。あの時、衝撃的な高座に出合っ
て、落語をやってみたいと思うようになった
んですよ。

―司書資格を持っていて、図書館落語な
どをされていますが、今後新たに挑戦し
ていきたいことがあれば教えてください。

一つのネットワークを作って、図書館落語
を定期的にやっていきたいと思うんですよ
ね。出演者は私だけではなくて、読書が好き
な落語家や落語以外の芸の方にも入っても
らって、寄席演芸を楽しんでいただきつつ、
最後には私のブックトークや図書館にまつわ
る新作落語を披露して、司書落語家だからこ
そプロデュースできる図書館落語というのを
展開していきたいと考えています。

―落語に触れる機会の少ない、子どもた
ちに落語の魅力を教えてください。

まず落語は古臭いものでも、難しいもので
もないということですよね。現在進行形のと
ても面白い、楽しい、そして時にはホロっと
させられる、江戸時代の人情を今に伝えるス
トーリーを、ひとりの人間が座布団に座っ
て、右と左を見て、登場人物を描き分けなが
ら、分かりやすくお届けするものだと私は
思ってやっています。現代を舞台にした若い
世代に身近な新作落語も人気があります。 
だから古臭い、難しいという先入観を一回外
していただき、自分が聞ける範囲で、それこ
そ笑点を家族で見て感想を言い合うとかから
始めてみてください。ただあんまり私のよう
にのめりこんじゃって落語家になると、お父
さん、お母さんはがっかりされるかもしれま
せんけどね（笑）

自分の本当に好きなもの、自分の自信
の持てるものを持っていれば、どんな
逆境でも乗り越えていける
―最後に子どもたちにメッセージを

落語漬けで内向的で友達がそんなに多くな
かった人間でも、へこむことがあっても、自
分が本当に好きなものがあるとそれで救われ
ますから。落語、映画、そして読書ですよ

ね。私は常に本が傍にありました。どんなつ
らい悲しいときでも、その気分にあった本を
読んで自分の気持ちをグッと前に上げてい
く、それも一つの私の読書の楽しみです。自
分の本当に好きなもの、自信の持てるものを
一つ早い段階で持っていただいて、それを自
分の一番の友達、頼りになるもの、武器とし
て、常に寄り添ってもらうものとして携えて
いれば、おそらくどんな逆境でもまた乗り越
えていけるのではないかな、と私の経験で
思っております。

とにかく人間後ろを向くのは楽ですから、
前を向く方が大変です。でもその大変なこと
を、大変だと思わないで、つらくても笑いな
がら、これが一番人間やっぱりできないこと
ですね、つらい顔をするのは一番簡単ですか
ら。でもつらい顔をすると周りの方もつらく
て、それが伝染して嫌になっちゃいます。つ
らい時ほど笑える人が本当に強い人です。私
はそんなことは今できませんけど、そういう
人になれたらいいな、と思いますし。落語
やって笑った人の顔を見ると、それだけでこ
ちらも幸せになれます。しかめっ面とかつら
い顔は、できたら笑い顔でなんとか吹っ飛ば
せる、そういう人間に皆さんにはなっていた
だきたいな、と遥か昔に子ども時代を過ごし
た大人からの、これは皆さんへのお願いと希
望です。

入船亭 扇治（いりふねてい・せんじ）
岐阜県美濃市出身。上智大学文学部新聞学科を卒業
し、1986年入船亭扇橋に入門後、2001年真打昇進。「第
53回国立演芸場花形演芸会銀賞」「NHK新人演芸大賞
入選」「林家彦六賞」等、数々の賞を受賞。
図書館司書の資格を持ち、「本に囲まれて落語を聴こ
う」をコンセプトに全国各地で『図書館寄席』を展
開。世田谷区中央図書館読書の秋のイベントには、10
年連続で参加。NHK学園協賛の文化講座で、長く『落
語と江戸のトリビア』について講義。
綿密な調査に基づく豊富な知識と、ユーモラスな語り
口で人気を博す。2020年より開設したブログでは愛猫
をパートナーに、落語・江戸言葉遊び「雑俳」・ブック
レビュー・江戸の風俗習慣・日々雑感などが、イラス
ト・写真・アニメをまじえて綴られています。
『扇治のらくご的図書館』
https://senji-1365.blog.ss-blog.jp/

人間後ろを向くのは楽で、前向く方が大変。
つらい時ほど笑える人が本当に強い人です。

司書資格をお持ちの落語家である入船亭扇治
さんにインタビュー。
毎年、世田谷区立中央図書館で図書館落語を
行っていただいています。
落語や本とともに過ごした幼少期から学生時
代、また子どもたちへ向けて落語の魅力や
メッセージを語っていただきました。

インタビュー

教えて！せたがやの星
第16回
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