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放送大学 岩手学習センター
〒020－8550 岩手県盛岡市上田３－１８－８
（岩手大学構内）
TEL：019（653）7414
FAX：019（653）7410
ホームページ：http://www.ouj.ac.jp
岩手学習センターホームページ：
http://www.sc.ouj.ac.jp/center/iwate
水沢校：水沢地区センター１階（旧 水沢公民館）
〒023-0063 奥州市水沢区字聖天８５－２
TEL：0197（23）3165
釜石校：釜石市教育センター ５階
〒026-0031 釜石市鈴子町１５－２
TEL：0193（22）8835
二戸校：二戸市立図書館 ３階
〒028-6103 二戸市石切所字狼穴１－１
TEL：0195（23）3447

‘イーハトーブ’とは、宮沢賢治による造語であり、岩手のことをエスペラント語風に美しく名詞化したものです。
賢治の考えるイーハトーブとは、田園の風と光に満ちたドリームランドで、不思議な楽しい国土として賢治の
心象中に実在し、そこから詩や童話としての心象スケッチが生み出されました。
このようなドリームランドを当学習センターでも実現させたいと思い、機関紙の名称を｢イーハトーブ｣と命名しました。

◆◇ 岩手学習センター所長から

◇◆

木を知り漆を知る民
放送大学岩手学習センター 所長 橋本 良二
（専門分野：環境樹木学、森林環境造成学）

私たちは野山にウルシの木が生えているのをよく知っています。秋早くきれいな紅葉、でも、木に触るとた
いへん、かぶれますよね。実は、この木の正式名称は“ヤマウルシ”で、漆塗りの樹脂液で知られる“ウル
シ”の木とはちがいます。日本には“ウルシ”の栽培林はありますが、自然には“ウルシ”は生えていません。

木の専門家は古くから“ウルシ”は中国方面から持ち込まれたものと考えてきました。
ところが、2001年、今は函館市ですが、旧南茅部町の垣ノ島遺跡の土坑墓から、赤色漆塗りの糸が
出てきて、約9000年前のものと測定されました。これはたいへんな驚きで、何故なら、中国では浙江省河
姆渡遺跡から出土した漆器が最古で、約7000年前でしたので、それより2000年も前に日本で漆が利用さ
れていたことになるからです。当然、漆の文化は日本固有のもので縄文人が起源と、主張する人たちが
出てきます。
私が子供の頃、親が親戚の祝いの席に呼ばれ持ち帰った引き出物は、たいていお椀や小皿など漆器
のセットでした。また、何かの記念でいただいたものは漆塗りの文具箱などでした。昔は、漆塗りのお盆、お
膳、また家具調度品や宗教具など、漆工芸品が家のなかにたくさんありました。しかし、今は、キッチンや
ダイニングではプラスチックの容器、発砲スチロールのトレイ、ペットボトルが目立ち、家のなかで漆塗りのも
のなどほとんど目にしなくなりました。生活様式の変化です。
漆の塗膜は、鉄を溶かす塩酸・硝酸、白金や金を溶かす王水、陶磁器やガラスを溶かすフッ化水素
に対してもほとんど変化をおこしません。そうした堅固な塗膜でありながら、質感はやわらかく、底艶のある光
沢、使い込んで変わる美しさをもっています。何千年も前の遺跡から漆工芸品が出土するように、素材に
抜群の耐久性を与えます。

私たちの多くは、木の良さをよく知っており、その良さを感じる家で暮らしたいと思っています。これとほぼ同
じ感覚で、木に塗り込んだ漆塗膜の質感の良さを受け入れます。今、漆器の利用は激減し、関連の産
業は消滅の危機にありますが、世の中は本物を志向し真価を問う時代に変わってきています。木がそうで
あるように漆も然りで、木の良さを知る木の国の民が、漆塗膜の良さを手離すとは思えません。漆利用の
ルーツも大いに気になるところですが、私たちにとって地域にとって大切にしたいものを見つめていきたいと
思っています。
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平成２７年度第２学期、岩手学習センターからは
教養学部３５名、大学院修士課程１名が卒業・修了されました。
教職員一同心よりお祝い申し上げます。
【生活健康科学プログラム】１名
大学院 計

１ 名

【生活と福祉専攻】

１名

【生活と福祉コース】

７名

【心理と教育コース】

１７名

【社会と産業コース】

３名

【人間と文化コース】

７名

～大学院 修了生～

学 部 計

～教養学部 卒業生～

３５ 名

３～４ページに、卒業生・修了生の方々からいただいたメッセージを掲載しています。
岩手学習センター所属の卒業生・修了生の累計は、平成２７年度第２学期卒業の方々

を含めて、卒業生８１４名・修了生３６名となりました。

平成２７年度

放送大学学位記授与式が執り行われました

放送大学では、毎年学位記授与式を挙行しております。昨年度の学位記授与式は３月
２６日（土）にＮＨＫホールで開催されました。こちらは、センター主催の学位記授与式とは
異なる日程で行われ、卒業された方々が全国から一堂に集まります。岩手学習センター所
属の卒業生も何名か出席し、皆さん大変大感激した様子でした。卒業を目指している皆さ
んも、無事卒業を迎えた暁にはご出席されることをお勧めします！
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ハヤチネ ノボル さん

―生活と福祉コースー

所長先生、事務長さん、スタッフの皆様、大変お世話になりました。ＨＮＫホールの学位記授与式に出
席して、学びの大切さを改めて実感しました。４月から心理と教育コースに再入学させていただきますが、
これからも自分なりに学びの頂点を目指し努力したいと決意を新たにしております。今後ともご指導よろ

しくお願いします。

らん さん

―生活と福祉コースー

柏倉 豊 さん

―心理と教育コースー

働きながらの勉学は大変でしたが、無事卒

３年間ありがとうございました。学習される皆

業できとてもうれしく思います。生きている

様の勉学に対する意欲には頭が下がります。これ

限り（一生涯）勉強が必要だと感じながらの

からも社会に貢献出来るようにともに頑張ってい

４年間でした。

ければと思います。

キリン さん ―心理と教育コース―

Ｋ．Ｋ さん ―心理と教育コース―

４年間、晴耕雨読の生活は、これからの人

途中から４年で卒業しようと欲張ったら、いろ

生の潤滑油になると思っています。これから

いろとバタバタして大変でした。でも何とかしよ

も学び続けていきたいと考えています。

うと思えば何とかなるものです。

髙橋 歩 さん ―心理と教育コース―

千葉 千絵 さん ―心理と教育コース―

一人で勉強を続けていく事は、とても大変

初めてこの学習センターを訪れた日のドキド

な事だと思いますが、一生懸命頑張ってくだ

キ、ま新しい教科書を開く時の喜び・・・。何

さい。努力した事は必ず報われます。

もかもが新鮮で刺激的でした。好奇心、積極性
など入学前とは明らかに違う私に出会えている
ことを大変嬉しく思います。放送大学を通して
お会いした方々、お世話になった皆さん、家族
に感謝の気持ちでいっぱいです。
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E子 さん ―心理と教育コース―

ハッカマン さん ―心理と教育コース―
平成２０年の入学から、８年でようやく卒業

まさか４年で卒業できるとは思っていませ

することが出来ました。仕事をしながらで途中

んでした。これも先生方や職員のおかげだと

何度かくじけそうになりましたが、家族の協力

思います。大変お世話になりました。これか

のもとここまで来れたと思っています。所長様、

らも放送大学で学んでいくつもりなので、よ

教職員の皆様、大変お世話になりありがとうご

ろしくお願いいたします。

ざいました。

ｃａｎｄｙ．Ａ さん

―心理と教育コースー

入学したものの２年間は勉強せず（単位取得）そのまま放置していましたが、大学からの休学手続き
の郵便が届き、“このままではダメだ”と思いを新たに少しずつ単位取得してきました。専門分野だけ
でなく、自分の好きなテーマについても学ぶことが出来ました。面接授業の講師の方々からより深い知
識を得ることができました。本当にお世話になりました。諸先生方、職員の方々に心より感謝申し上げ
ます。ありがとうございました。

ＫＭ さん ―心理と教育コース―

米屋 邦雄 さん ―心理と教育コース―

“学び”は私にとって、心静まる時の支えに

放送大学の学びは日々生活している中で、自

なりました。

分自身の成長に繋がっていると思います。家族、
親戚、地域の皆様とのコミュニケーションがと

れて、毎日精一杯な気持ちで暮しています。

彩花 みず穂 さん ―社会と産業コース―
卒業するのは楽ではありませんが、努力すれ

和平 さん

ば必ず卒業できます。みなさんもきっといつか

―社会と産業コース―

学んだら「わからないこと」がますますふえ

は卒業できると思います。ありがとうございま

たので、再入学することにしました。４月から

した。

「新入生」です。

Ｓ．Ｙ さん ―人間と文化コース―

菅原 広二 さん ―人間と文化コース―

たくさんの先生方や同じ学生の方と出会えて

継続は力なり。途中でいやになることは誰で

とても楽しかったですし、将来に役立つ学習が

もあると思いますが、その時はしばらく休んで、

出来て本当に良かったです。

自分のペースで自分を信じて続けていけば、ど
なたでも卒業できると思います。
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通信指導の提出について
通信指導に合格しなければ、単位認定試験が受けられませんので、試験の受験を希望する方は期日ま
でに必ず答案を提出してください。

※提出については、一部の科目を除き、インターネット上

◆ 提出期間 ◆

で通信指導の解答・提出・解説の閲覧ができる『Web通

〈Web〉

信指導』が利用可能です。またはWeb通信指導のみの

5月17日（火）10時～6月７日（火）17時

科目もあります。詳しくはキャンパス・ネットワーク・ホー

〈郵送〉

ムページをご覧ください。

5月2４日（火）～6月７日（火）必着

※提出期限を過ぎて到着したものは受理できません。

通信指導は、印刷教材と一緒に発送されます（新規開設科目については別に送付します）。
なお、平成2７年度第2学期に登録した科目で、すでに通信指導を提出して合格したが、試験のみ不合

格だった科目については、今回、通信指導は送付されません。自動的に再試験を受験することができます。
一方、平成2７年度第2学期に登録した科目で、通信指導を未提出または不合格だった科目については、
今回再び通信指導が送付されますので、是非、答案を提出して試験に挑戦してください。

各種届（願）出について
【住所等変更届】

【単位認定試験受験センター変更願】
所属学習センター以外で「平成２８年度第1学期単

現住所、電話番号等に変更があった時は、すみ

位認定試験」の受験を希望する方は、システムＷＡＫ

やかにシステムWAKABAにて手続きを行うか、所

ＡＢＡにて手続きを行うか、放送大学本部学生課単位

属学習センター（大学院生は放送大学本部）へ『住

認定試験係へ『単位認定試験受験センター変更願』

所等変更届』を提出するとともに、現住所の変更に

を提出してください。

ついては、最寄りの郵便局にも転居届を提出してく
ださい。『住所変更届』は随時受け付けています。

〈受付期間〉
４月１日（金）～５月２７日（金）本部必着
システムWAKABAによる手続きは６月３日（金）まで

学生証の受け取りはお済みですか？
学生証は、写真票を提出していただき、システムＷＡＫＡＢＡに
登録された上で、学習センターから発行されます。
写真が未提出の方は、システムＷＡＫＡＢＡの「学生カルテ」から直接顔写真を登録するか、「学生
生活の栞」の巻末についている写真票（システムＷＡＫＡＢＡからダウンロードすることもできます）
でお早めに本部学生課入学履修係へ提出願います。試験期間中は事務室が大変混み合いますので早めの
手続きをお願いします。郵送をご希望の方や、遠方にお住まいの方は岩手学習センターまでお問い合わ
せください。学生証は、学習センター利用時・単位認定試験時に必携となります。

学生証の受け渡しは、入学許可証の提示、または古い学生証との交換になりますのでご持参ください。
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放送大学では、下記の日程において夏季集中科目履修生（「学校図書館司書教諭講習」及び「看護師
資格取得に資する科目」の受講生）への出願を受付しています。
募集要項をご希望の方は、放送大学本部または学習センターまでご請求ください。

《学校図書館司書教諭講習》
○受講資格・・・以下の①、②どちらかに当てはまる方
①教育職員免許法に定める小学校・中学校・高等学校・特別支援学校（養護教諭、
栄養教諭もしくは幼稚園を除く）の教諭の免許状を有する方。
②大学に２年以上在学し６２単位以上を修得している現在在学中の学生の方。
注１：司書教諭としての職務に就くには、教諭であることが必要です。
注２：司書教諭の資格は、図書館司書の資格とは異なります。
○出願期間・・・５月１日（日）～ ６月７日（火） 〈郵送：放送大学本部（千葉県）必着〉
※放送大学在学生も、改めて科目登録をすることにより「学校図書館司書教諭講習」
を受講できますが、この講習科目の単位は本学の卒業単位として算入されません。

《 看 護 師 資 格 取 得 に 資 す る 科 目 （夏季集中型） 》
○受講資格・・・平成１３年４月１日以前に生まれた方
○出願期間・・・５月１日（日）～ ５月３１日（火） 〈郵送：放送大学本部（千葉県）必着〉
５月１日（日）９時 ～ ６月１日（水）２４時 〈インターネット〉
准看護師の方が看護師国家試験の受験資格を得る方法の一つとして、准看護師として１０
年以上の就業経験を有したうえで、看護師学校養成所２年課程（通信制）に入学し６５単位
を修得して、卒業する方法があります。放送大学では「看護師学校養成所２年課程（通信
制）の教育内容に対応可能な授業科目」を開設しており、本学で修得した単位は、各看護師
学校養成所の判断により、最大３２単位まで当該養成所において履修したものとして認定を
受けることが可能です。
※放送大学は養成所ではないため、放送大学の学習だけでは、仮に放送大学を
卒業しても看護師国家試験の受験資格を得ることはできません。養成所に入
学し卒業する必要があります。
※放送大学在学生も「看護師資格取得に資する科目」を受講でき、本科目の単
位を修得した場合は、２学期の卒業単位算入となります。

「学校図書館司書教諭講習」と「看護師資格取得に資する科目」との二重出願・科目登録はできません。
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教養
学部

平成２８年度第１学期

追加登録できる期間は、それぞれの科目の開講日の１週間前までとなります。なお、授業準備
の関係で追加登録を１週間前まで受け付けられない科目もありますのでご了承ください。
※追加登録の手続き方法は、「利用の手引」３０～３１ページでご確認ください。
※対象者は平成２８年度第１学期に教養学部に在籍する全ての学生（特別聴講生は除く）です。
※各科目の空席数・追加登録受付期限日は岩手学習センター３階の教務掲示板やキャンパス・ネッ
トワーク・ホームページで確認、または事務室へお問い合わせください。
※授業日時、授業会場等詳細は、『平成２８年度第１学期面接授業時間割表』をご覧ください。時
間割表をお持ちでない方は岩手学習センターへご請求ください。

～平成２７年度第２学期の面接授業の様子です～

『共修生』制度のご案内
―“放送大学”で大学の授業を体験してみませんか―
面接授業は、本来教養学部に在籍し科目登録を行った学生だけが受講できるものですが、
生涯学習環境のさらなる充実を図るため、正規に科目登録した学生以外＝「共修生」にも聴
講の機会を拡げることとなりました。定員に余裕のある科目に限り受け付けますので、対象
科目および募集期間・申請方法等の詳細は事務室へお問い合わせください。
●「共修生」として聴講できる方
→本学学生（正規登録者以外の教養学部生、および大学院生）
教養学部生は「共修生」として、以前受講した科目を再受講する
ことも可能です。但し、単位の修得はできません。

→本学の学籍を持たない一般の方

ぜひ、ご家族や友人、知人にご紹介ください。

●受講料は５，５００円／１科目です。
●受講の際は、８回全ての時限に出席することを原則とします。また、大学・講師の指示に
従い、遅刻や途中退席などの授業の妨げとなる行為はないようにしてください。
●単位の修得、認定証等の発行はできません。また、試験・レポートへの参加もできません。

教養学部生で単位修得を希望される方は、追加登録にてお申し込みください。
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放送大学ホームページ、
キャンパス・ネットワーク・ホームページを
ご利用ください！

放送大学ホームページ

キャンパス・ネットワーク・ホームページ、システム
ＷＡＫＡＢＡ、メールはこちらからご利用いただけます。
※ログインＩＤ、パスワードは入学許可書に記載して
います。

キャンパス・ネットワーク・ホームページ
ヘルプ
学習生活全般についてよく
ある質問とその回答や、この
システムのマニュアルを見る
ことができます。

資料室
公開されているすべての
科目のインターネット配信、

学習室

事務室

単位認定試験問題・解答など

学習に必要な情報（放送授

学習案内（放送授業、面接

を見ることができます。

業の放送日程、単位認定試験

授業、卒業研究など）、各種

の日程など）を科目別に見る

手続き、学生生活や附属施設

ことができます。

の情報を見ることができます。

-８-

学割証の発行について

「Ｏｐｅｎ Ｆｏｒｕｍ」
第１２号 発売中

学割証（学生旅客運賃割引証）は、教養学部
全科履修生、及び大学院修士・博士全科生に学
習センター事務室にて発行します。学習セン
ターに備えてある「学割証発行願」に必要事項

「Ｏｐｅｎ Ｆｏｒｕｍ（放送大学大学院

を記入の上、申請してください。郵便で申請す
る場合は、返信用封筒（サイズ長３、切手貼付、

教育研究成果報告書）」第１２号が発行され

宛名明記）を同封してください。

ました。本冊子は、平成２６年度放送大学大

なお、利用目的は下記の場合に限られ、個人

学院修士課程修了生の修士論文が掲載された

的用務、社会体育参加、サークル活動等には利

「学生論文集」です。岩手学習センターでは

用できませんのでご注意ください。

視聴学習室に配架していますので、興味のあ
る方は是非ご覧ください。

また、学割証の有効期限等、詳しくは学生生

また、放送大学の学生であれば６５８円で

活の栞（P128～130）をご覧ください。

購入できます（一般販売価格は８２３円）。
学割証の利用が認められる範囲

ご希望の方は事務室までお申し出ください。

◆面接授業の受講及び単位認定試験の受験

第２～４号・第９～１１号につきましても、

◆学習センター・放送大学本部への通学

学生の方には７４２円、第１・５号～８号は

◆オリエンテーション及び学習相談への出席

６５８円で販売中です。

◆大学が主催する学校行事への参加

《創刊号（第１号）・第２・第３号は在庫

◆卒業研究の調査・研究指導のために指導教

わずかのため、センターでは販売しておりま

員の指示により旅行する場合

せん。詳しくは学習センターまでお問い合わ

◆その他大学が必要と認める場合

せください。》

郵送による放送教材の貸出について
岩手学習センターでは、地理的、時間的な要因により、岩手学習センターやセンター外視聴施設に来
所して放送教材等を借りることが困難な学生への利便的向上を図るため、放送教材の郵送による室外貸
出しを実施しています。詳細については、『岩手学習センター利用の手引』Ｐ１８～１９をご覧くださ
い。
★１回の貸出につき３本まで申込みできます。
放送教材の種類と本数

片道
郵送料金

ＣＤ（またはＤＶＤ）×１

１５円

ＣＤ（またはＤＶＤ）×２

２５円

ＣＤ（またはＤＶＤ）×３

２５円

★貸出期間は発送に要する期間を含めて９日間です。
★郵送の送料は貸出時、返却時ともに申込者負担となります。
「文部科学省認可通信教育」第四種郵便
の料金は概ね左の通りです。重量によって
料金が異なりますので、実際負担する郵送
料は、教材を貸出する際にご案内します。
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学習交流会のご案内です♪
☆新入学者のための学習交流会☆

☆学習計画の立て方についての
学習交流会☆

『単位認定試験への準備・対策』

『第２学期科目登録申請に向けての
迷いを解決』

卒業生・ベテラン在学生（学友会）に分野

卒業生・ベテラン在学生（学友会）から経験

別、科目別に失敗談や成功談をまじえて、た

談を聴き、何でも質問し、互いに情報交換しま

めになる話をしていただきます。新入学者は

しょう。センターの学務担当エキスパートから

もちろん、在学生の方もぜひ参加してくださ

も助言があります。

い。
日時：６月４日（土）10時30分～12時

日時：８月７日（日）10時30分～12時

場所：岩手学習センター大講義室（4階）

場所：岩手学習センター大講義室（4階）

★申込は学習センター事務室まで（お電話でも可）★

ささき

よしひこ

佐々木 吉彦

（事務長）

４月１日に就任いたしました。学生の皆様が岩手学
習センターで学んで良かったと思える環境を目指して
頑張りますので、よろしくお願いします。

しのむら ゆきかず

篠村 幸和

（前事務長）

放送大学岩手学習センターでは、４年間勤務させていただきました。皆様の学びへのひたむき
な姿と熱意をすぐそばで感じられたこの４年間は、私がこれから歩んでいく人生への大きなエー

ルとなりました。このご恩に対して、どれくらいのサポートで応えることができたのかを考える
と不安が残ります。これまでのいたらなかった多くの点について、この場をお借りしてお詫び申
し上げます。そして、私のいたらなかった点を支え、センターの運営にご協力くださったすべて
の皆様に感謝申し上げます。
今年もセンター前の桜が咲き、ガラス窓や水面にきれいな鏡桜を創り出すことでしょう。私も
周りの人たちに素敵な影響を与えられる人間になりたいと思います。そのためにも皆様と同様に
学びを続け、自分を磨きたいと思います。４年間本当にありがとうございました。
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休所日
面接授業
単位認定試験期間
休所日
面接授業
単位認定試験期間
休所日
面接授業
単位認定試験期間
◇ １日（日）

５月
月 火 水 木 金 土 日
1
2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

６月
月 火 水 木 金 土 日
6

7

3

4

1

2

5

8

9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

７月
月 火 水 木 金 土 日
4

5

6

7

夏季集中科目履修生 出願受付開始
看護師資格取得に資する科目 ＜郵送：５月３１日（火）まで本部必着＞
＜Web ：６月１日（水）２４時まで＞
学校図書館司書教諭講習
＜郵送：６月７日（火）まで本部必着＞
◇ １７日（火） （Ｗｅｂ）通信指導 提出開始
＜６月７日（火）17：00まで＞
◇ ２４日（火） （郵送）通信指導 提出開始
＜６月７日（火）まで（本部必着）＞

1

2

3

8

9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

５月の面接授業
●
１日（日） 「アメリカ文学」 「臨床心理学実習」
● ７日（土）・ ８日（日） 「画像処理入門」 「都市・地域デザイン」
●１４日（土）・１５日（日） 「家族心理学」
●２１日（土）・２２日（日） 「芸術作品と表題」
●２８日（土）・２９日（日） 「道徳的なサルと不道徳な人間」
「動物の食べ物と栄養」

◇ ７日（火） 通信指導 提出締切 ＜本部必着＞ ＜Webは17：00まで＞
◇１５日（水） （郵送）平成２８年度第２学期教養学部生・修士選科生・修士科目生
出願受付開始 ＜第１回８月３１日（水）まで・第２回９月２０日（火）まで＞
◇１５日（水） 平成２８年度修士全科生入学者募集要項配布開始
◆ 上 旬： 卒業研究履修の手引 配布開始
◆ 中 旬： 入学時既修得単位認定通知 送付
６月の面接授業
● ４日（土）･ ５日（日） 「からだのしくみ入門」
●１１日（土）･１２日（日） 「法学入門」
「ロシア語圏の文化」
●１８日（土）・１９日（日） 「初級ドイツ語」
「転換する日本の農業政策」
●２５日（土）・２６日（日 ）「心理学実験１」

◆ 中 旬： 次学期科目登録申請要項 送付 ※次学期も学籍のある方対象
◆ 中 旬： 通信指導添削結果、単位認定試験受験票 送付
◇１５日（金）～７月３１日（日） 視聴学習室 室外貸出停止 ※教養学部生は１７日（日）から停止
◇２２日（金）、２３日（土）
大学院 単位認定試験
◇２４日（日）、２６日（火）～７月３１日（日） 教養学部 単位認定試験
◇２９日（金） 休所日
７月の面接授業
● ２日（土）･ ３日（日） 「ポップソングと現代詩で学ぶ英語」
「「公衆衛生学」入門」
● ９日（土）･１０日（日） 「果樹のふしぎ」
「内界表現と個人的当為の措定」
●１６日（土）・１７日（日） 「初歩から復習する英語の仕組み」

【編集後記】
新入生の皆様、ご入学おめでとうございます。今年も岩手学習センターから観える桜は見事でした。
一気に花々の賑やかな季節になりましたね。今年度も職員一同学生の皆様のサポートをしていきます
ので、わからないことがありましたらお気軽にお問い合わせください。（木村）
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