記述式問題で高得点が取れない、苦手なキミへ 裏面の問題にチャレンジして、
体験！

カイチの活用型問題 国・英・数 活用型問題の解き方
大きな差になります！対策講座 開講
！ 大公開！
これからの受験に必ず
出題される活用型問題 無料 9月22日迄

（ 大 手 前 高 校・文 理 学 科 レ ベ ル ）

記述式学力が、
これからの受験で

※活用型問題は、
教科型学習方法や
定期テスト対策では、
身につきません！

活用型問題の「教科型」
・
「合教科・科目型」
・
「総合型」の、どの問題も、問
題文中の限られた情報の中から、自分の考え、主張を論理的に述べさせ
るという、主に記述式問題です。

配点は、各教科１０〜２０％で、
１教科：10点〜最大20点の差がつきます。
文科省の指導指針が大きく変更されることで、
（2020年の大学入試制度変更）各県
は受験問題を変更してきており、大阪府も例外ではありません。これまでの問題とは
異なるため、当然ながら解答の方法も違っています。
教科型 は、特定科目において、身近な事例を問題に置き換える等して出題されるタ
イプの問題であり、生活の中で、その教科における学習がどのように役立つかという
ことを意識する必要があります。
合教科・科目型 は、単一科目ではなく、複数科目の知識や定理を使いこなす問題で
あり、データ分析力等のこれからの時代に必要な能力の基盤となる問題です。
総合型 は、全科目の知識及び直近の時事問題にまで踏み込んで、複雑な内容を自
らの意見をふまえつつ論理的に記述するという難解な問題です。

体験講座実施中!

つまり、この活用型問題の対策は、
最重要課題と言っても過言ではないのです。

※無料体験講座の日時は
各教室までお問い合わせ下さい。

これからの受験で合否を
分ける活用型問題。
活用型問題が求める
「思考力」「判断力」
「表現力」とは
どのような力なのか、
体験してみよう。
これからの新しい学習の
カタチがわかります。

各県別活用型問題出題割合比較表

奈良（H 28）
奈良（H 27）
滋賀（H 28）
滋賀（H 27）
兵庫（H 28）
兵庫（H 27）
京都（H 28）
京都（H 27）
大阪（H 28）
大阪（H 27）

教科型
12%
12%
27%
34%
0%
0%
0%
0%
22%
23%

国
語
総合型 合教科型 活用型合計 教科型
6%
0%
18%
20%
0%
0%
18%
10%
5%
0%
32%
33%
0%
0%
34%
17%
0%
0%
0%
15%
0%
0%
0%
24%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
22%
0%
0%
0%
23%
0%

数
学
総合型 合教科型 活用型合計 教科型
0%
0%
20%
16%
0%
0%
20%
16%
0%
0%
33%
21%
0%
0%
17%
11%
0%
0%
15%
0%
0%
0%
24%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
11%
0%
0%
0%
10%

英
語
総合型 合教科型 活用型合計 教科型
0%
0%
16%
16%
0%
0%
16%
13%
0%
0%
21%
27%
0%
0%
11%
21%
0%
0%
0%
5%
0%
0%
0%
8%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
11%
11%
0%
0%
10%
11%

いっしょに
頑張ろう！

入塾テストなし
<集団指導> 英・数・国 定員 各15名
対象学年

中1〜中3

税抜き価格となります。

授 業 料一覧

第1ターム

80分×4回

10,000円

第2ターム

80分×4回

10,000円

9月23日〜11月

12月・1月

第3ターム
2月・3月

80分×4回

今津教室

10,000円

坪田

今津教室
岡本

06-6167-9722

活用型問題対策講座で使用する問題は当塾スタッフが、
全国の高校入試問題や中高一貫校問題、大学の
AO入試問題から厳選しています。

2 自己添削
問題演習後、採点基準に基づき自己添削を行います。
自分で添削を行うことで、どのような論理構成、表現で
部分点が取れ、又、減点されるのかが理解でき、答案
作成能力が向上します。

問題から得た情報と、その事柄の背景となる知識、そして、自分の今まで
の経験を加味しながら自分の考え、主張を決定し、なぜその意見に至った
のかの論理構成を行い、それを文章として規定の文字数で表現し解答し
ます。
社会的背景の知識は広域に渡りますが、高校入試で問われる範囲に関し
ては、環境、技術革新、経済など、ある程度テーマを絞ることができます
ので、活用型問題対策講座の中では、テーマ別に知識を整理し、習得す
るようにしていきます。

この時、自分の主張を持つに至る論理構成については、活用型問題で
は、情報が問題文中にあり、それらと自分の知識と経験を組み合わせ、意
見を述べるという形式で共通していることから、ある程度、決まったパ
ターンがあります。講座内では、これらの論理構成のパターンについて
も、認識させ、使えるよう指導を行います。

3 添削指導
生徒達が添削した答案は毎回回収し、次の授業で担当
講師が添削して返却します。自分の添削と先生の添削を
比較することで、採点基準を再確認し、解答の書き方や、
理論展開の仕方なども、
より明確に理解することができます。

4 活用型問題特訓問題集

活用型問題は、ほとんどが小論文形式であり、対策が難しい側面があり
ますが、上記のように問題の解法を丁寧に分析することによって、その解
法には一連の型があることが分かります。それを理解し、習得すること
で、これらの問題に対応する力が身につくのです。

中学3年生には、自宅用教材として、当塾オリジナルの
活用型問題特訓問題集を配布。自宅で演習し、自己添削後、
先生にも添削してもらうことで、活用型問題への対策は
万全です。

活用型問題（国・英・数）は、３教科 30 点以上の差が開く可能性が…。

受験の合否を大きく左右し、付け焼刃では間に合わないと認識してください。
この度は活用型問題対策講座を開講することになりましたのでお知ら
せいたします。
端的に申し上げますと、活用型問題の国語・英語は、記述式の問題で
高配点になりますので、
ここで大きく差が開きます。私達は、1教科10点
以上の差が出てもおかしくない配点と採点基準だと認識し、
この問題
で受験の成否を大きく左右することになると考えて、
この活用型対策講
座を本格的にスタートさせた次第です。
問題そのものが、記述式ですので、慣れていなければ書けませんし、超
短期で習得しても、
しっかりと地力をつけていなければ、様々な問題に
対応できないことになります。
このように受験問題そのものが大きく変わった背景は、皆様もご存知の
通り、2020年大学入試制度の改定が影響しています。従来の受験で求
められてきた力は「知識・技術」に偏重していましたが、
今後は、
これらに
加え、
「思考力」
「判断力」
「表現力」
「主体性」
「多様性」
「協働性」など
も評価対象に加え、
より総合的な学力を評価するものに変化します。

ちなみに、総合型問題は大学受験における小論文レベルに近いため、
早くから取り組むことで、制度改正における大学受験時には、役立つことは間違いありません。

1 全国の入試問題から良問を抜粋

これらの問題を解く際には、まず、問題の条件設定を確認した上で、解答
に必要なキーワードについて問題文を理解、整理しながら探します。

各教室の様子

今後、大阪府でも他県に準じる出題になると思われます。
近畿各県では
【総合型問題】
の出題は少ないですが、
東京・神奈川をはじめとした他県では既に出題されていますので、
今後は出題される可能性が高いと考えられます。

合
計
総合型 合教科型 活用型合計
18%
2%
0%
18%
0%
0%
29%
2%
0%
21%
0%
0%
5%
0%
0%
8%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
11%
0%
0%
11%
0%
0%

講座内容

今福教室長

川西先生

目標は人それぞれですが、目標を達成するまでの
プロセスは同じだと思います。毎日少しずつの努力
が、やがては大きな成功につながることを勉強を
通して伝えられたらと考えております。まずは、私
自身がお手本になれるよう誰よりも頑張ります！

全国的には既に活用型問題は特にトップ校の推薦入試や独自入試で取
り入れられ、そのレベルは本チラシにも掲載しているように大変高いもの
となります。そして、
中学時代からこのような学習を積み重ねてきた全国
の子供達と大学入試では競うことになります。

そして、
これらの大学入試制度改革に対応する形で、既に高校入試の
問題傾向は、全国的には10年前から変化しており、それを顕著に表す
のがこのチラシに掲載しております活用型問題なのです。

私達はこの活用型問題対策講座を、高校受験の対策としてはもちろん
のこと、
その先を見据えた大学受験での基礎力の育成という位置づけで
考えております。

活用型問題とは限られた情報の中から、
自分なりの考えを導く、正答が
なく記述式でいくつかの答えが考えられる小論文形式の問題です。

教育制度が変化し、
各ご家庭ではご不安も多いことかと思います。
このような激動の時代であるからこそ、地域に根差した私達学習塾が子
供達、
保護者の方達にできることがあると考えております。

そして、大阪府でも、今年3月からの入試制度改定に伴い活用型問題
が高配点で出題され、更に入試制度の評価基準が本番のテスト重視
に変更されたことで、
これら活用型問題への対応が、受験の合否を分
ける大きなポイントとなっております。
そこで、
当塾ではこの9月より活用型問題対策講座を開設し、主要教科
の国語・数学・英語に関して、全国の入試問題や大学のAO入試、新聞
記事などから題材を取り上げ、必要な知識事項の習得と解法の習得に
取り組もうと考えております。

関目教室長

小田先生

私達は受験を通して、
地域の皆様を全力で
お支えしたいと考えております。
これからもどうぞ宜しくお願いいたします。

塾長

高木

諸口教室長

坪田先生

今津教室長

最終的には子供達が「自分で考え」
「自分で行動で
子供達は、学びたがっています。私達は
きる」ように、一人一人に応じたあらゆる手段で最大
授業を通してその気持ちに全力で応え、
限のサポートをしていきます。部活に友達関係に希
「学ぶ喜び」
を伝えていきます。地域にお
望する成績。通っていただく子供達には、すべてを
いて、
「厳しいけれど頼りになる」
、
そんな
手に入れて欲しいと願って指導させていただきます。 ふうに言われるような教室を目指します。

ご予約・お問い合せは
ホームページをクリック！

秀章

岡本先生

子供達は「こうなりたい」
「やってみたい」と
目標を持てば、行動が変わります。行動が変
われば結果に表れ自信になります。学習や
生活を通して10年・20年先にも続く自信を育
てるために全力でサポートしていきます。

開智総合学院

下記の問題は、平成２８年度の東京都立国立高等学校
（東京都立の高校でトップ３に入る難関校）
から
抜粋した小論文の問題です。東京では１０年以上前から活用型問題が出題されており、題材も時事問
題から各科目の深い知識を問うもの、哲学的なものまで様々です。
百聞は一見に如かず。一度解いて、問題を確認してみて下さい。

問. 次の移民・難民受け入れについて述べた文章を読み、各問に答えなさい。
ドイツが難民を多数受け入れているのは、戦後制定された憲法に、政治
的に迫害されている者は庇護
（ひご）
注1 権を有すると規定されているため
である。
戦後ドイツの歴史は国境を越えた人の移動との格闘の歴史ともいえる。
終戦後には敗戦で失った東方領土から多数の避難民を国内に迎えた。奇
跡の経済復興を遂げるに従って労働力不足となると、南欧諸国から労働
力を迎え、さらに不足するとトルコから
「ガストアルバイター」
注2を政府間
協定で受け入れた。
当時は一定期間の労働の後に帰国する前提であった。石油ショックで経
済環境が変化すると、協定による外国人労働者受け入れは停止された。そ
の後、帰還促進政策もとられたが、多くは家族を呼び寄せドイツにとどまり、
生活の基盤を築いた。そして現在では外国人労働者の第2・第3世代が社
会で活躍している。
外国人労働者は母国に帰るという前提から、国籍を与えて社会に統合
するという方向への転換が、2000年の国籍法改正だ。血統主義を前提と
しながらも、一定条件の下で出生地主義に基づきドイツで生まれた外国籍
者の子にもドイツ国籍が付与され、成人後に自ら親の国籍かドイツ国籍を
選べるようになった。
ドイツで生まれ育ち生活しながらも、移民2・3世が参
政権を持てないことへの対応であった。
2005年には長く激しい議論を経て旧外国人法を編成し直して、包括的
な移民法が制定された。高度職業人材や学生の滞在を容易にしたことや、
移民に対して日常会話を可能にする程度のドイツ語教育を導入するなど

移民を市民としてドイツ社会に取り込むことを意図したものとなっている。
ドイツでは長く、移民が持ち込んだ文化をそのままにして多文化共生社
会を築く社会モデルと、
ドイツ社会に統合する社会モデルをめぐる議論が
あった。今は移民の背景を有する多数の市民を抱え、政府は統合を強く打
ち出している。原理主義的宗教集団が子供を学校に通わせず国内で平行
社会を築いたり、人権原則に反するような社会生活を営んだりすることは
認めない。
だが統合は同化ではない。
ドイツ語を使い、憲法と法律を順守していれ
ば、それ以外の部分では多様な文化を許容する寛容な社会の構築が目指
されている。これが多数の難民受け入れの前提でもある。
①移民を受け入れ寛容な社会を構築してきた背景があったからこそ、今
回の難民危機にあたり市民が積極的にボランティアとして協力することが
可能となった。〜中略〜
ハンガリーで非人道的な状況に置かれた難民をメルケル独首相は人道
的配慮から受け入れた。〜中略〜
②難民受け入れについては、歴史的・地理的・社会的に異なるドイツの事
例を、我が国がそのまま参考にすることはできない。
しかし国際社会の一
員としてEUと基本的価値を共有するわが国が、実質的に門戸を閉ざし続
けることは想定しがたい。わが国も従来以上に、周辺国の負担軽減、国連
機関への一層の支援、国内での高度医療の提供など支援を惜しむべきで
はない。
（日本経済新聞2015年10月28日）

注1.庇護（ひご）:弱い立場のものをかばって守ること
注2.ガスト=アルバイター:外国人労働者（ガスト:客人、アルバイター:労働者）

問1. 下線部①について、移民受け入れの背景、国籍付与についての考え方、
社会統合の方向性に留意し、
ドイツが目指す多民族が共生する社会構築の
方向性を説明しなさい。
問2. 下線部②について、日本が難民を受け入れるうえで解決すべき課題としては、
どのようなものがあるでしようか。考えられる課題を3点挙げなさい。
また、そのうちの1点について、あなたの考えを簡潔にまとめて示しなさい。
問1

【解答例】

2000年の国籍法改正による外国籍者の子への国籍付与、2005年の包括的な移民法制定による高度職業人材や学生の滞在の容易化、移民に対するドイツ語教育の導入など、
ドイ
ツ政府は移民の統合を強く打ち出しつつも、
ドイツ語を使い、憲法と法律を順守していれば、それ以外の部分は移民の多様な文化を許容する寛容な社会の構築を目指している。

【問1解説】

この問題は移民受け入れの背景、国籍付与についての考え方、社会統合の考え方に留意しと書いてありますので、
これらを前提に考えていきます。問題文を読むと、
ドイツが目指
す社会構築の方向性は
「統合」
だということがわかります。そして、
「統合」
の具体的施策として、2000年に国籍法の改正を実施し、2005年には包括的移民法を制定しました。です
から、
まずは上記の内容を要約し、統合の方向性について述べていきます。そして、
ドイツの統合は同化ではなく、一定の条件さえ守れば、異文化を許容する寛容な社会の構築を
目指すということですので、その部分を付加して書く必要があります。

【解答例①】

問2

【解答例②】

一つ目の課題は日本は地理的に島国であり、
ヨーロッパのように民族交流が頻
繁に行われていないので、他民族との共生が容易かどうかの問題。二つ目の課題
は歴史的に日本は弥生時代から外国人を受け入れ、鎖国をしていた時代でも外国
人と共存してきた歴史があるが、現在でも難民を受け入れた後、文化、風習を認め、
日本社会に統合させることができるかと言う問題。三つ目の課題は社会的課題と
して、現在の日本でも定住外国人に対する参政権付与の問題があるように、難民
受け入れ後の法整備の問題である。
私は二つ目の課題について、意見を述べたいと思う。過去に外国人を受け入れ
てきた素地があるとはいえ、文化、風習が違いすぎて、全てを受容することは難し
い。
しかし、学校教育で他国の文化や風習を教えたり、近隣に住む外国人と交流す
るなどして、お互いのことをよく知り、理解できれば、日本社会に統合していくこと
はできるのではないかと考える。

一つ目の課題は日本は地理的に島国であり、
ヨーロッパのように民族交流が頻繁に行われて
いないので、他民族との共生が容易かどうかの問題。二つ目の課題は歴史的に日本は弥生時代
から外国人を受け入れ、鎖国をしていた時代でも外国人と共存してきた歴史があるが、現在で
も難民を受け入れた後、文化、風習を認め、日本社会に統合させることができるかと言う問題。
三つ目の課題は社会的課題として、現在の日本でも定住外国人に対する参政権付与の問題が
あるように、難民受け入れ後の法整備の問題である。
私は三つ目の課題について、意見を述べたいと思う。日本で難民の受け入れ数が他国に比べ
少ないのは、他国に比べ難民認定が難しいこともあるが、受け入れ後に難民をどのように扱い、
永住させるかという法的仕組みが不十分だからである。よって、法的仕組みを見直し、難民の為
に、日本語はもちろん、文化、慣習などの教育を行い、日本という国を理解し、順応してもらい、
日本社会に統合できるようにしていくべきである。

国立高校の推薦入試(小論文・作文)の採点基準について
<国立高校からの公式発表事項>
①大問2題で300点満点。
※今回はその中の1題を抜粋して
いるため150点満点とする。

②小論文の評価観点。
□問題解決能力・論理的思考力…教科横断的な課題に対して柔軟に対応し、これまで得た知識を生かして論理的に思考し、課題を解決する力。
□言語表現能力……………………思考した結果を、論理的にわかりやすく文章で表現し、相手に伝える力。

<当塾で考える評価基準>
①今回は大問2題中、1題を抜粋しているため150点満点とする。
②配点は問1を50点、問2を100点とする
問1

50点満点 内容40点（S40点

大阪府の小論文基準より、内容を8割、表記を2割の配点とする。左記に基づく大問1・大問2の配点は下記の通りとする。

A32点

B28点

問2

C20点）表記10点

100点満点 内容80点（S80点

A64点

B56点

C40点）表記20点

（大阪府・小論文基準より）
④内容・表記に関する採点基準は下記の通りとする。
・採点者は2名以上とする。
・採点については、各採点の平均点をとり、小数点以下の単数は四捨五入とする
・内容に関する配点は、S 100％ A80％ B70％ C50％とし、表記に関しては、上記基準に基づき1箇所につき1点ずつ減点する。

S

A

B

C

内容についての ・主題や要旨が非常に明快で、主旨を明確に読 ・主題や要旨が明快で、主旨を明確に読み取る ・主題や要旨に明快でないところがあり、主旨 ・主題や要旨が全く明快でなく、主旨を読み取
採点基準の例
み取ることができ、きわめて説得力がある。
ことができる。
をあまり明確に読み取ることができない。
ることができない。
・考えの根拠が妥当できわめて説得力があり、・考えの根拠が妥当であり、例示が具体的で分 ・考えの根拠に妥当でないところがあり、例示 ・考えの根拠が全く妥当でなく、例示が具体的
例示が非常に具体的で分かりやすい。
かりやすい。
があまり具体的でなくやや分かりにくい。
でなく非常に分かりにくい。
・論理が非常に明確で、筋道を立てて構成され ・論理が明確で、筋道を立てて構成されており、・論理があまり明確でなく、筋道を立てて構成されていな ・論理が不明確で、筋道を立てて構成されてお
ており、文章がきわめて円滑に展開されている。 文章が円滑に展開されている。
いところがあり、文章があまり円滑に展開されていない。 らず、文章が全く円滑に展開されていない。
問題の情報から新たな事実を類推し、理論
展開している。
表記についての採点基準の例

問題の情報を正確に理解し、理論展開して
いる。

・原稿用紙の使い方が正しい。

問題の情報の一部を理解し、理論展開してい
る。もしくは理論展開の一部に整合性がない。

・誤字や脱字がなく、漢字が適切に用いられている。

・語句の用法が適切である。

問題の情報を理解できていない。もしくは、
理論展開に整合性がない。
・文の成分の順序や照応が適切である。

【問2解説】

この問題を解くにあたり、自分で解決策を３点考えるとなると、日本の難民問題についての豊富な知識が必要となります。この問題が日本経済新聞からの引用であることを考えると、
新聞は読んでおきましょうというメッセージが高校側から与えられていますが、知識がなければどう考えていくか。まずは問題文を丁寧に分析することからスタートします。
問題文には
「難民受け入れについては、歴史的・地理的・社会的に異なるドイツの事例を、我が国がそのまま参考にすることはできない」
と書いてあります。ですから、
これをヒントに
「歴史的」
「地理的」
「社会的」
の３点からアプローチしていくことにします。
まずは 「地理的」
と言う観点です。まず、難民を多く受け入れているドイツと日本の違いは何なのでしょうか？大きな違いとして、
ヨーロッパは陸続きであり、大昔から民族間での交
流がありました。時には仲良くすることもあれば、争いになることも。
しかし、日本は島国であり、容易に民族間の交流はできませんでした。ですから、異民族の人達と共生していけるの
かという問題があります。この民族についての話は中学での学習レベルを超えているので、
この辺りでいいでしょう。
次に
「歴史的」
という観点からですが、歴史の授業でも習ったようにドイツでは第2次世界大戦中にユダヤ人に対する民族的差別迫害を行った経緯があります。その反省として、他民
族や社会的弱者に対して、庇護するようになりました。
しかし、日本ではドイツのような経験はほとんどありません。これが日本が難民の受け入れに積極的ではない背景だと考えました。
最後に
「社会的」
と言う観点です。これが一番難しい観点だと思います。まず、本文に記載されているドイツの
「社会的」
課題について見ていきましょう。下記の箇所になります。
外国人労働者は母国に帰るという前提から、国籍を与えて社会に統合するという方向への転換が、2000年の国籍法改正だ。血統主義を前提としながらも、一定条件の下で出生地主義に基づきドイツで
生まれた外国籍者の子供にもドイツ国籍が付与され、成人後に自ら親の国籍かドイツ国籍を選べるようになった。
ドイツで生まれ育ち生活しながらも、移民2・3世が参政権を持てないことへの対応であった。
2005年には長く激しい議論を経て旧外国人法を編成し直して、包括的な移民法が制定された。高度職業人材や学生の滞在を容易にしたことや、移民に対して日常会話を可能にする程度のドイツ語教育
を導入するなど移民を市民としてドイツ社会に取り込むことを意図したものとなっている。
ドイツでは長く、移民が持ち込んだ文化をそのままにして多文化共生社会を築く社会モデルと、
ドイツ社会に統合する社会モデルをめぐる議論があった。今は移民の背景を有する多数の市民を抱え、政
府は統合を強く打ち出している。原理主義的宗教集団が子供を学校に通わせず国内で平行社会を築いたり、人権原則に反するような社会生活を営んだりすることは認めない。

特に赤の部分が重要で、
ドイツは難民を受け入れた後の法整備がきちんとされており、法的仕組みに従って、難民に教育を提供するなど、定住支
援の仕組みがあるので、難民を受け入れやすいのではないかと考えます。日本では果たしてそのような状況にあるのでしょうか。日本では定住外
国人の参政権の問題を筆頭に、定住外国人に対する法整備は遅れています。それを踏まえ、法整備をした後に、受け入れるべきではないかという
ことで考えてみました。
あとは上記の課題３点のうち、自分で意見を書くことができそうなものを一つ選び、
この課題について自分の意見を述べればよいと思います。
その際、
この課題についての解決策を提示することが重要です。課題は解決することによって、はじめて課題ではなくなります。よって、自分の考え
の中に必ず自分の中での解決策を提示してください。

【ワンポイントアドバイス】

今回の問題では、移民、難民の受け入れがテーマになっています。
ＥＵからイギリスが離脱する問題、
アフリカや西アジアで起きている問題など、時事的なテーマで日本経済新聞の
記事から出題となっています。この問題は５教科の勉強以外にも新聞や本を読んで、今起きていることを理解して考えていますかという高校側からのメッセージだと思います。このよ
うな問題に対応していくには、扱われているテーマについて、普段から、新聞の社説を読んだり、ニュースを見たり、新書などにも目を通し、情報を収集しておかないと、理解するのは
難しいと思います。また、情報収集後は必ず、
自分の意見をまとめることが重要です。自分の意見をきちんとまとめておくことで、思考力、表現力が身につきます。まとめた意見は塾の
先生や学校の先生に添削してもらい、完璧になるまで何度も練習をするようにしましょう。

ご予約・お問い合わせはホームページをクリック!

※おかけ間違いのないようにご注意ください

スマホサイトでも様々な情報を
ご覧いただけます

担当：川西まで

担当：小田まで

担当：坪田まで

