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■Lisa-I@brassband

■五一中→五高

ｾﾐKのｲｲﾄｺﾛ↓↓↓

・先生の話がおもしろい!!

・話が印象的なものばかりで

 頭に残る!!

・学校では教えてくれない詳しい
ことまで

 教えてもらえる!!

・部活が毎日あっても続けられる
!!

・教室&ﾄｲﾚがとにかくきれい!!

 ｲｲﾄｺﾛづくめ
 のｾﾐK!!!!

ｾﾐK
中3&高3
講座

ｾﾐK
中3&高3
講座 高校・大学受験はｾﾐﾅｰKでｷﾏﾘ!高校・大学受験はｾﾐﾅｰKでｷﾏﾘ!

中3
高校受験講座

高3
大学受験講座

■ 毎年春期講習(中2終了後)から開始
■ 入試5教科をすべて演習するｸﾗｽ授業形式。
■ 平日夕方2時間＋土日のいずれか2時間＋試験前対策(試験2週間前に集中して授業をします)

■ 毎年1月中旬から開始
■ 主にｾﾝﾀｰ試験過去問を、時間を決めて解き、
　 その場で解説するｸﾗｽ授業形式です。

■ 平日夕方2時間＋土日のいずれか2時間。
■ 新中3講座・新高3講座とも、日程や受講料は、
　 ﾒｰﾙでお問い合わせください。

高校合格! 生徒さんの声
■kano.e200kr　■弘一中→弘高

ｾﾐKｺｺがおｽｽﾒ
①先生のお話
学校の授業じゃ聞けない豆知識や秘話が満載です。特に歴
史。有名な歴史人物や事件の裏側を面白おかしく話してくれ
ます。面白おかしい話の方が教科書を読むよりも覚えてい
ることが多いので、社会の点数はぐんと上がりました。
②ﾊ ｿ゚ｺﾝを使った授業
数学の応用問題など、解説を聞くとなんとなくわかるけど、
実際にﾌ ﾘ゚ﾝﾄの図形を動かしたりすることが出来ないため、
ﾋ ﾝ゚とこない...なんてことがﾊ ｿ゚ｺﾝを使うとすぐに解決です。
先生の、文字を打つ速さが異常に速いため、先生の話と文字
が同時に頭に入ってきて、より理解がしやすいです。
ほかのどんな先生よりも深い知識と経験豊富なｷﾑﾗ先生が
いる清潔な美しい教室!ほんとうにおすすめ!

■me.yfkjx566　■明徳中→弘高

初めての塾という事と東大卒の先生と言う事で不安と緊張
でいっぱいでしたが、先生の人柄と分かりやすい授業のお
陰で、学校の授業よりも何倍も楽しかったです。
先生の知識の豊富さ、ﾊﾟｿｺﾝを打つｽﾋﾟー ﾄﾞの速さに感動しま
した。
また、ｾﾐKはきれいで快適設備充実。ﾄｲﾚは口ｺﾐ通り綺麗な
のはもちろん、今年は大きな机やﾓﾆﾀｰも新しくなり、ﾙﾝﾊﾞや
空気清浄機まであり、環境もばっちりです。
私が第一志望校に合格できたのもｾﾐKのお陰です。
大学受験の際にも必ずお世話になります。というか、ｾﾐK以
外は考えられません!

■Koh-S@baseball　■五一中→五高

ｾﾐﾅｰK、通称セミK(ｾﾐｹ̃)は、東大卒の知識豊富な木村先生
が、雑学を交えながら楽しく授業をしてくれるとてもすばら
しい場です!!
ｾﾐKの大きな特徴はなんといっても、一人一台使用する液晶
ﾓﾆﾀｰで授業を受けるということです。ﾓﾆﾀｰを使用することに
より、普通の塾や学校とは違い、ものすごくｽﾋﾟー ﾃ ｨ゙ｰかつわ
かりやすい授業を受けることができます!
また、わかりやすいだけでなく、生徒を絶対に飽きさせない
というところが、ｾﾐKの大きな魅力です!! 先生は生徒の気持
ちをよくわかってくれているので、学校ではつまらない授業
でも、ｾﾐKでは得意の雑学でおもしろく説明してくれます!な
ので、どんどん頭に授業の内容が入って来ます。
これが、ｾﾐKの生徒たちの点数がどんどん伸びる秘訣だと
思います!!

■Kz-Shr　■五一中→五高

ｾﾐKに行く前は、大手ﾁｪｰﾝの個別指導塾に行っていました
が、1回1時間だけで週1,2回だけで何万円もする個別指導
塾で受験に必要な5教科をすべてやれるわけないだろ!と気
づき、同時期に高3の兄が行き始めたｾﾐKで、自分も中3講
座を受けることにしました。
ｾﾐKでの内容の充実度や時間数の豊富さは、圧倒的でした。
生徒目線の先生の解説も、入試を完璧理解しきった感じで、
前行ってた個別塾のﾊ ｲ゙ﾄみたいな先生とは雲泥の差。しか
も料金はｾﾐKの方がかえって安かったです。
よその「自分に合ったゆとりの個別指導」って考え甘いです。
気づくのが遅かったら、ｾﾐKに行くのが遅かったら、運命堕
ちてました(笑

■Kch＿Sg　■鶴田中→五工

か、神ですか、ｾﾐﾅｰK木村先生は!?
授業中にﾊﾟｿｺﾝで英語を打つ速さは、CDでしゃべる外人の
英語より速いんじゃないですか? 数学の分数やﾙｰﾄも手も
とも見ないでしゃべりながら活字で入力するなんて。そのﾊﾟ
ｿｺﾝも自分で作ってるなんて。
だいたい、高校受験の5教科全部を一人で完璧に教えられ
て、教材も全教科ﾊﾟｿｺﾝで自分で作っていて、ｽﾎﾟー ﾂはﾄﾗｲｱｽﾛ
ﾝって…。
さらに、大学を受ける高校生にも数学とか英語を教えてい
るという。
しかも出た大学が半端なﾚﾍ ﾙ゙ではない(と親が言っていまし
た)。
一人の人間のﾚﾍ゙ ﾙを超越しています。

■Moon@tennis　■五一中→弘高

ｾﾐKの授業は、学校の授業とは全くちがって、楽しくて、時
間が過ぎるのがあっという間です。
木村先生は、５教科すべてにおいて膨大な知識を持ってい
るので、どの教科もわかりやすく、丁寧に、面白く教えてく
れます。
とくに歴史は、基本的なことはもちろん、教科書には載って
いない、学校の社会の先生が知らないようなことまで深く
教えてくれて、どんどん点数が取れるようになりました。以
前はあんなに嫌いだった歴史が面白いと思えるように
なったのは、ｾﾐKとの出会いのおかげです。
初めて通った塾がｾﾐKで大正解でした。絶対におすすめで
す。

■Mi-O@volleyball　■五一中→弘高

私はｾﾐKに入り、先生ｵﾘｼ ﾅ゙ﾙのﾌ ﾘ゚ﾝﾄやおもしろい話を交え
た解説での授業のおかげで、中間期末ﾃｽﾄや実力ﾃｽﾄの点
数が安定し、その後は順位も学年一桁をｷ ﾌーﾟすることがで
きました。中間・期末ﾃｽﾄの前に行われる『ｾﾐK社会Quiz大
会』は、とても楽しく最後の確認ができ、本番でとっても役
に立ちました。また「短時間集中型」の授業で、部活との両
立も可能で、無事志望高に合格できました。

■ako.mamok　■五一中→五高

ｾﾐKでは、数学の複雑な計算や、社会・理科のしくみ図を、ﾊ
ﾟｿｺﾝで先生が描いた図解をもとに、まっ白い紙に自分で書
き、先生の楽しいお話とともに学ぶので、ほんとうに深い
理解が得られます。
また、記述式問題や英作文では、まわって一人ひとり見に来
て下さるので、どこを直せばよいのかがよくわかります。
ぜひｾﾐKをすすめます。

■Yua.uzna-on　■五一中→五高

私は、いきなりｾﾐKに入ってついていけるか不安だったけ
ど、予想していたのと違って、実際には、先生のおもしろい
話を聞きながら問題を解き進むという感じでした。
私は歴史がまったくわからなかったけど、ｾﾐKの授業で楽
しく覚えていくことができました。
また、理数科目などﾚﾍﾞﾙごとにｸﾗｽ分けしている教科もあ
り、ｾﾐKには、無駄な時間というのは全くないです。
もし宿題ばかり多くてつまらない他の塾に入ろうとしてい
るなら、やめましょう!ぜひｾﾐKで無理なく楽しい勉強をし
てください!!

■momo.oyk　■五一中→五高

受けるたび、近づく受験への不安が募る定期テスト。毎度
毎度「今回死んだ」とほざき、やばい現実から逃げまくって
きた...なんていう君にｾﾐﾅｰKを勧めます。
ｾﾐK木村先生の授業は、学校の授業とも、楽しくない塾と
も違います。
膨大な知識があふれ出す先生の授業は、楽しくて、「そうゆ
うことだったのぉ!?」の連続です。
勉強の仕方がわかるとやる気も出るし、家での勉強も楽し
くなりました。
先生のおかげで志望校に合格できたと思っています。受験
が終わるころにはみんな先生の虜です。(笑)

■ayu.911.ich　■五一中→木造高

ｾﾐKは、一人一台の液晶ﾓﾆﾀｰを使い、ｽﾋﾟー ﾃ ｨ゙ｰで分かりやす
い授業を受けることができます。
また、県立入試の過去問を中心に先生がｵﾘｼ ﾅ゙ﾙで作ったﾌﾟ
ﾘﾝﾄを使用し、それに応じた解説をしてくれるので、苦手を
克服することができます。
私はｾﾐKに入ってから苦手だった英語の点数が20点くらい
上がり、五教科での学年順位は50位くらい上がりました。
興味がなくあまり復習する気にならなかった社会も、授業
やｾﾐK名物「ｸｲｽﾞ大会」をとおして楽しさに気づくことがで
きました。
おかげで志望校に合格できて良かったです!
ｾﾐK最高！受験生は絶対入るべきです！

■Yu.v1.gx73w　■五一中→五高

私はｾﾐﾅｰKのおかげで、勉強への苦手意識がなくなり、
「解ける」ことの楽しさを知りました。
英作文や数学では、こちらが正答しても、さらに簡単に
解くにはどうしたらいいか教えてくれるので、解き方を
理解しやすいし、問題を解くｽﾋﾟー ﾄ゙ を上げることができ
ました。
社会では先生の豊富な知識から、おもしろおかしく教え
てくれるので、印象に残り、苦手だった社会がむしろ得
意になりました。
ｾﾐKで勉強することができてほんとうに良かったです。

■Shuji-M@volleyball　■五一中→五工

まず言いたいのは、中3でｾﾐﾅｰKに入ってからというも
の、期末ﾃｽﾄなどの定期ﾃｽﾄは50点、実力ﾃｽﾄなどは、
100点あげることができ、学年順位も60番以上上が
り、その後ずっと順位を維持できたということです。
ｾﾐKでやる内容は、ほんとうにわかりやすい。学校じゃ1
ﾐﾘも習わないことをたくさん教えてくれます。
木村先生は、経験豊富で、受験科目のどんなことでも
知ってます。
東京のどまん中にある大学を卒業しているらしいし。
ｾﾐﾅｰKは、ただ勉強するだけじゃなくて、勉強するきっか
け・やる気を作ってくれる場所です。
先生にはほんとうに感謝しています。

■Koh-Y@basketball　■五一中→五高

自分は、ｾﾐKに行く前の定期ﾃｽﾄや実力ﾃｽﾄは、250点台
くらいと、低かったです。
ｾﾐKに行ってからは、80点UPして330点前後を取れる
ようになり、校内学年順位もそれ以前より80位以上、
上がりました。
自分が思うｾﾐKのいいところは、ﾊ ｿ゚ｺﾝﾓﾆﾀｰによるくわし
い解説が、とてもわかりやすいことです。
木村先生の話も順序だって聞きやすく、声も通りやす
かったです。
英語長文や英作文や社会も、先生が一人一人の解答を
見に回ってきてくれるので、理解しやすかったです。
自分が五所川原高校に合格することができたのは、ｾﾐK
に行ったからです。

■KsatoFishingALot　■鶴田中→五高

初めに言っておきます。
ｾﾐKは間違いありませんッ(。>д<)!!
全ての授業をただﾏｼ ﾒ゙に受けるだけで、もれなく、志望校へ
合格するための学力がつきます!!(ﾎ ｸ゙もその１人でした。）
ひたすら問題を解き続けるだけの苦悶式(ｺ ﾎ゙ｺ ﾎ゙..咳)や途中
でほとんどの人が投げ出すであろう親権蝉(ｹﾎｹﾎ..咳)とは
違って、授業に飽きることがないです。
ｾﾐKｷﾑﾗ氏はいわば合格請負人♪

■Yuk.1on.i　■五一中→青森北高

僕は今回、志望校である青森北高校に合格するすることができ
ました。
合格した理由の一つは「ｾﾐﾅｰK」に行ったということです。
まず「ｾﾐＫ」とはどのような塾か説明しましょう。
ｾﾐＫは、某「迷行G塾」「ﾊｲｼﾞ塾」よりはうんと小さいですが、先
生がとてつもなくすごい。弘大附属中・五高・東大といったﾊｲﾚﾍ
ﾙ゙な学校を卒業し、頭がとてもよいです。なので、学校の先生よ
りも何倍も教え方が上手です。ただ勉強するのではなく、学校
では教えてくれなそうな事まで教えてくれます。
次に、清潔感。教室は、年中いつでもきれいで、ﾄｲﾚもとてもきれ
いなので、勉強に集中できます。
どうですか、「ｾﾐＫ」に入りたくなりましたか。
それでは次に、「ｾﾐＫ」に入った時の大事なことを3つ教えます。
...→以下、ﾁｮｲやばそうなので、続きはﾎｰﾑｰﾍﾟー ｼﾞにGo！

■Nanak.amam.k　■五一中→木高

「『不合格』確実」だった自分が、
まさかの合格!?
ｾﾐKに入ったら60点UP!!
先生まじで神ってる!!
そしてしかも話がおもしろい!!
眠気も吹き飛ぶ話をたくさんもっている!!
入るなら絶対ｾﾐK!!(笑
入るなら絶対早めの方がいい!!

■M崎T瑛　■弘高→東北大学医学部医学科

僕は受験科目の中で英語が苦手だった為、ｾﾐﾅｰKで木村先生にお願い
することにしました。
ｾﾐﾅｰKでは、話し合って決めた志望校過去問につき、解き方のﾃｸﾆｯｸや
知識を中心に、一方的に習うのではなく、まず一度自分で解いてから先
生と対話式で疑問をその都度ぶつけながら授業が進むため、自分のﾍﾟ
ｰｽで理解を深めることが出来、英語の成績を伸ばす出来ました。長文の
自由英作文を、先生が直接添削してくれることも魅力です。

■Ayumi Rainbow8ppy　■弘高→弘前大学医学部医学科

ｾﾐﾅｰK木村先生の授業には、他の塾にはない特徴があります。数学で
は、木村先生がﾊﾟｿｺﾝを使って、手描きや黒板では表しにくい図形を正
確に描き、一人ひとりの机に設置された液晶画面に映し出します。こう
することで個々人で解く時点で理解ができなかった図形問題も、きち
んと図形をｲﾒｰｼﾞして考えることができました。計算問題でも計算を一
切省くことなく丁寧に書いてくれるので、一つひとつの計算過程を確認
することができます。
英語では、一つの英単語だけで覚えるのではなく、類義語や対義語な
どを次々と関連づけて覚えるということに重点を置いていて、頭の中
で整理された状態で英単語を覚えることができました。長文読解の際
には、木村先生の豊富な雑学を聞けることがあります。それがとても面
白くてﾀﾒにもなるので、より授業を楽しく受けることができました。
また、少人数のｸﾗｽなので、先生が一人ひとりに目を配って、理解ができ
ているかを見てくれているので安心です。少しでもわからないところが
あったら、すぐに質問できる雰囲気です。
ｾﾐﾅｰKは、学力においても、人間性においても自分を成長させてくれた
場だと思います。

■Kana-m.0202　■弘高→岩手大学人文社会学部

ｾﾐK木村先生と勉強して、勉強することを「楽しい!」と感じることがで
きました!
先生は、豊富な知識と経験から色々な話をおもしろく教えてくれます。
先生の独特のﾎ ﾘ゚ｼｰで、学校とはまったく違うやり方と和やかな雰囲気
で勉強できるし、先生は勉強以外のことでもお話してくれたり相談に
のってくれてとても頼りになるし元気をくれます。勉強は楽しんでこそ
伸びると思うので、後輩の皆さんも、木村先生と一緒に楽しく勉強して
ｸﾞﾝｸﾞﾝ力を伸ばせますよ!

■Anloharu-33.9-20　■五高→明治薬科大

姉の中1から高3まで、兄の中3から高3まで、私も中3から高3までと、
ずっと教えてもらいました。わが家が全員、薬剤師家族になったのも、
先生の教えで頭がどんどんよくなったからじゃないかなーと思います(笑
いつもふざけてたり他の人とは多少笑いのﾂﾎﾞがずれてて、おかしな子
だったので、木村先生も苦労したのかも…(;^^
いつも楽しい授業でした!本当にありがとうございました。

■Rush19　■弘高→千葉大学教育学部

中3の受験前からと、高2の冬から、ｾﾐKにお世話になりました。
中3講座では、木村先生お一人で5教科全部を教えてくださり、「この人
は一体...!?」とはじめは驚きました(笑
短期で集中的に覚えるべきところを学べ、点数が確実に上がりました。
高3講座では、数学と英語でした。まず一度自分で解いてから、木村先
生がわかりやすく解説してくださいます。その場で解くのでごまかしが
きかず、自分のその時点での実力を知ることができます。また、学校の
定期ﾃｽﾄ1週間前は休講とし、自分のやりたいﾃｽﾄ勉強に集中できる配
慮があります。
自分的には夏・冬の早朝の授業がとても良かったです。休みの日にはだ
らだら寝てしまいがちなのですが、早朝の授業のおかげで、一日を有効
に使えました。
そして何より、木村先生の豊富な経験からの楽しく役に立つお話は、他
の塾では絶対に聞くことはできません！
受講料も「良心的だね。」と家族で話題にしていました。

■Aoashikatudori　■弘高→弘前大学医学部医学科

---ｾﾝﾀｰ試験対策について---
学校では、「1ヶ月やれば十分だ」ということで、12月から対策を始めま
す。数学英語は、授業中に生徒が解き、解説冊子を配るだけです。どち
らも過去問ではありません。本番の重圧の中で普段通りの点数が取れ
ず、「ｾﾝﾀｰなめてた。対策足りなかった。」という人もいました。ｾﾐKでは、
ｾﾝﾀｰの英数過去問十数年分を時間を測って解き、その日に解説。これを
1年かけて丁寧に行います。本番1ヶ月前に全教科の演習、復習、学校で
やらない赤本に加えて数学、英語の過去問を10年分以上焦らずにやれ
るなら素晴らしいのですが、一年かけて対策する方が第一志望合格に
確実に近づくし直前の安心にもなるので、やる価値は大きいと思いま
す。
---ｾﾐKのいい所---
授業が丁寧。特に学校では難しい長文読解の対策や個別で質問できる
自由英作文の効果は絶大。年中無休(笑
毎月送られてくる通信や授業内での貴重で面白いお話で教養やﾓﾁﾍﾞー ｼ
ｮﾝが上がる。

■MySt　■弘高→弘前大人文学部

私は中3&高3講座ともにｾﾐＫに通っていました。ｾﾐKに通って
いてよかったなと思う点をいくつか挙げます。
まず、机の一つ一つにﾃ ｨ゙ｽﾌﾟﾚｲが設置してあり、先生が前で解
説しているのが見えやすいです。
先生の解説は、学校での教え方とは違った方向からの解説も
あったりしてとても分かりやすかったです(数学)。また、問題に
関連した文法や単語も教えてくれてためになりました(英語)。
進め方は、ある程度の制限時間を設けて問題に取り組んでか
ら、解説に入るので、小ﾃｽﾄ感覚でとてもよかったです。
宿題などほとんどないので、学校の課題には影響はないと思い
ます。さらに、木村先生は、ﾕﾆｰｸな先生で、おもしろい話をたく
さんしてくれます！ｾﾐＫは、経験した私から、ｾﾞﾋおすすめ！

■19SaMa　■弘前中央高→埼玉大学医学部理学療法学科

私は中3と高3の時にｾﾐﾅｰKに通い、県立高校、国立大学合格を
果たしました。私がｾﾐﾅｰKを勧める理由は３つあります。
1つ目は、先生が凄いという点です。木村先生はとんでもなく高
学歴で東京大学、上智大学など超一流大学出身です。他の塾を
探しても東京大学出身の先生など滅多に見つからないと思い
ます。人生でこのような先生に出会うことが出来ただけで、凄
いことだと思います。
2つ目は、授業がとても面白く、楽しく勉強ができるという点で
す。授業の合間には面白いことを教えてくれます。私が面白い
と思った話はいくつもありますが、一番は「*****」です。是非と
も聞いてみてください。
3つ目は、必ず点数が上がるということです。私は中学校、高校
で野球をしていたために受験勉強を始める時期が人より遅
かったのですが、塾の授業を受けて家でﾌﾟﾘﾝﾄを復習するだけ
で劇的に点数が上がりました。中学校の時、部活を行っていた
時は学年順位が20番台だった私が4ヶ月で実ﾃの点数が100
点上がり、学年順位が2番になりました。高校でも塾に行く前は
5割ほどだった英語筆記がｾﾝﾀｰ試験で約8割を取るまでになり
ました。
このようにｾﾐﾅｰＫに行けば楽しく授業を受けるだけで点数が面
白いように上がります。皆さんもｾﾐﾅｰKで志望校合格を果たし
て下さい。応援してます。

■wazvy629　■五高→弘前大学理工学部電子情報工学科

無事、やりたいことができる学科に合格することができました。
合格ができたのは、木村先生のおかげです。
「ﾄ゙ ｺの有名大学に入ったかよりも、どう過ごすのか」という木村
先生の言葉を念頭に置いて有意義な４年間にしたいと思いま
す。私がｾﾐＫ高校受験講座を初めて受講したとき、今まで受け
たことのないような密度の濃い授業に感動した記憶が鮮明に
残っています。
英語が大嫌いだった私ですが、大学受験の終盤には英文を読む
のが楽しいと感じるようにまでなりました。（得意ではありませ
んでしたが...)それも先生のﾕｰﾓｱと細かい解説によるものだと感
じています。

■山田太郎ことSK　■五高→新潟大学工学部工学科建築ﾌ ﾛ゚ｸ ﾗ゙ﾑ

私は高校入学前の春休みからｾﾐＫに通い始めました。中学校時
代は某個別指導塾に通っていましたが、ｾﾐＫの方がｽﾑｰｽﾞ。もち
ろん費用の面でもはるかにﾘｰｽ ﾅ゙ﾌ ﾙ゙です。
高３講座ではｾﾝﾀｰ試験の数学と英語の過去問を演習しました。
過去20年分くらい演習できたので、かなりの力がついたと思い
ます。ｾﾝﾀｰでは失点した科目もあったのですが、数学と英語は
安定した点数をとれ、無事に新潟大学に合格しました。
3年間通ってみて、ｾﾐKの強みは無駄のなさだと思います。自分
は学校で買った教材に疑問を抱くﾀｲﾌﾟの人間なので、ｾﾐKのよ
うにｼﾝﾌ ﾙ゚ｽﾄﾚｰﾄにｾﾝﾀｰの過去問を演習して解説するという点
が効率的で自分には合っていたと思います。
また、自分は目が悪いので遠くの黒板ではなく手元のﾃ ｨ゙ｽﾌﾟﾚｲ
なのは助かりました。ぜひ早いうちにｾﾐＫに入塾することをお
すすめします。

■taiking1202　■五高→岩手大学農学部植物生命科学科

木村先生のお陰で、ｾﾝﾀｰで高得点をとることができした。
思えば、高校受験も大学受験も木村先生のお陰で成功するこ
とができました。本当にありがとうございました。これから4年
間しっかり頑張ります。私は文章を書くのが苦手なので、ｾﾐＫの
よかった点を箇条書きにしてみます。
・ｾﾐKは、津軽弁で、堅苦しくない楽しい授業なため、わかりや
すいことがｾﾐKのいいところです。
・模試で英語の点数が50点伸びました。これはｾﾐK英語講座の
独特な練習の積み重ねによるものです。
・また、ｾﾐKの過去問ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞのおかげで、数学をﾊ ﾀ゚ｰﾝ化して解
けるようになりました。
・最終的にｾﾝﾀｰで大成功したことが、ｾﾐKから得られた結果です。

過去3年分からの
ごく一部です 大学合格! 生徒さんの声 過去3年分からの

ごく一部です


