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常に青々とした葉を繁らせ純白な花を咲かせて黄金の実を結ぶ橘こそ、常葉の象徴。

美しい心を持ち、より高い目標に向かってチャレンジし、学び続ける姿勢こそ、常葉の精神。  

　「より高きを目指して」～Learning for Life～を建学
の精神に掲げている本校は、学力を伸ばし、人間性を
高める教育を行っています。
　本校は一昨年４月に常葉大学附属橘中学校･高等
学校に校名を変更しました。附属高校になったことによ
り常葉大学との連携をさらに深めています。常葉大学は
10学部19学科の総合大学として大きく成長し、昨年の４
月には、ＪＲ草薙駅から徒歩４分の地に６階立て４棟の校
舎と体育館からなる新キャンパスが誕生しました。この
文教エリアである草薙の校舎には教育、外国語、保育、
社会環境、経営の５学部と短期大学部、大学院の学生
4000人が集まり、いきいきとした学生の街が彩られていく
ことになります。
　本校も最新の耐震設備が整った新校舎が完成して、
一昨年の冬には、全面人工芝のグラウンドも完成し、今
年から全教室にWi-Fi環境も整備しました。また、教育
内容でも、公立にはない新しい取り組みを行っておりま
す。中学校では、先取り授業を実施し、内容の濃い授業
を展開する「アドバンスコース」と通常の進度で確実な
学力を身に付ける「スタンダードコース」を設け、それぞ
れの希望に添った授業が行われています。
　また人間力を高める「７つの習慣Ｊ」や「橘よのなか
科」等、正解がひとつとはいえない課題に取り組む授業
も注目されております。
　高等学校では、国公立大学や難関私大への合格を目
指した一貫αコース・英数科をはじめ、常葉大学希望者
を中心とした総合進学コース、情操豊かな芸術の学び
を授業とともに実現出来る吹奏楽･美術の総合芸術コー
ス。その他、今年度からの新しい取り組みとして、県下２
校に指定されたＮＩＥ（新聞を使った授業）。文科省指定の
「地域協働アソシエイト推進校」。東京オリンピック・パラリ
ンピックの教育指定校「よーいどんスクール」など、特色あ
る教育活動を通して「学ぶ姿勢」を確立し、課題解決力
やコミュニケーション能力を育てています。「新生・常葉大
橘」として今歴史が変わろうとしているその瞬間に、皆さ
んと一緒に橘中学校の歴史をつくっていきたいと希望し
ています。

昭和40年 全寮制の男子校として開学
　第1回入学式

昭和53年 校名を「常葉学園橘中学校」に変更
昭和57年 男女共学の2学級編成となる
平成11年 常葉学園橘高校と統合

「常葉学園橘中・高等学校」と改称
平成21年 中高一貫コース設立
平成29年 校名を

「常葉大学附属橘中学校・高等学校」に変更

沿　革

常葉大学附属橘、
夢広がる
新たなステージへ

常葉大学附属橘中学校･高等学校
校長  関本　和彦

建学の精神

（幸せのために学び続ける）
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成長する力を高める6年間のストーリー 　　   【中学校】　

中学

3年
中学

2年
中学

1年
６年間の学校生活の中で、生徒さんは様々な活動や学習指導を通じて成長していきます。
中学の３年間は、学習はもちろんですが行事や体験を重視しています。
自分の役割を全うし仲間と協力して生活することで、協調性・責任感・主体性を育みます。　

６年間のストーリーのはじまり。
様 な々出会い、体験が
君を待っている。

焼津・松風閣にて、
座禅体験、人間関係プログラム

などを行います。

３年生がリーダーとなる
縦割りキャンプ。異学年の交流で
人間関係が広がります。

体育祭は中学独自で開催。
毎年、応援合戦に熱が入ります。

中学２年生で長野県菅平高原に
２泊３日で出掛けます。

インストラクターがレベルに応じて
丁寧に教えてくれるので
初心者でも安心です。

中学３年の秋に、
広島・大阪・京都方面に出掛けます。
平和学習、歴史学習だけでなく、

USJもたっぷり満喫。

入学式 新入生ゼミ 全校交流会
中学体育祭

スキー教室
修学旅行
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高校の３年間は、自分の適性や能力を見極め、社会における役割を見いだす時期です。
仲間との関係も、互いを尊重し高め合う関係になっていきます。
そして、卒業の日を迎え、中学入学時の頃とは見違えるたくましさを持ってはばたきます。

コース毎に目的地を決めての
バス遠足。服装も私服になって、
ちょっと大人になった気分

夏の高校野球を全校で応援。
野球応援を通じて愛校心を養います。

クラス対抗の球技大会。
クラスの団結のみせどころ。

HRデイ

野球応援クラスマッチ

高校２年の１２月に沖縄に出掛けます。
青い海と豊かな自然を体感してきます。

そして戦争舞台となった地
その悲劇もしっかり学んできます。

修学旅行

高校では、生徒数もぐっと増え、
ダイナミックな体育祭が行われます。

体育祭

高校

3年
高校

2年
高校

1年

成長する力を高める6年間のストーリー 　　   【高校】　

中高合同の文化祭。
文化部の展示・発表や中学生の各種作品展示。

模擬店もあり楽しい一日です。

尚志祭

６年間のストーリーの最後の日。
堂 と々胸を張ったその姿は自信にあふれ、

その瞳の先にある夢に向かい
第一歩を踏み出す日でもあります。

卒業式
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 ［わかりやすい授業］
中学の全教室にテレビモニターが設置されています。図版や動画など、視
覚に訴える教材が教室正面に投影されることで、生徒の理解力や関心度が
高まる授業が展開されています。また、教室からインターネットに接続でき
るため、ニュースサイトなどを全員で視聴でき、クラスでタイムリーな話題
で討論をすることもできます。

 ［夏期特別授業・中３補講］
・ ８月下旬に4日間、授業や補習を行う特別授業期間があります。
・ 橘高校への進学準備として、中学時代に定着させるべき学力を「新研究テ

キスト」を活用して徹底指導。中３の２学期からは７時間目補講がはじまり、
高校で求められる学力に対応できるようにします。

［集中講座の実施］
中3は１２月、高２は３月に常葉大学を会場にして特別授業を行います。中学
生は高校進学に向け、高校生は受験生となる高３進級前に、会場を大学とい
う普段とは異なる環境におき、担当の先生やクラスもこの日のために再編
成。緊張感の中に、お昼を大学の学食やカフェでとったりするお楽しみも。

 ［高大連携授業・常葉大学生の学習お助け隊］
常葉大学附属校となり、今まで以上に常葉大学との連携が強化されました。
大学の先生方が本校に来て直接教養講座や授業を行ったり、将来教育関
係の仕事を目指している常葉大学の学生さんが、本校の定期テスト前に
学習指導に来てくれます。テスト前にわからない部分を個別に指導してく
れます。

 ［学力と進路希望に合わせたクラス編成と授業展開］
中１～中２ 英語・数学の授業は、通常クラスを解体し習熟度により少人数指導　
 アドバンスコース・・・・・・・・・・・・応用力育成　　
 スタンダードコース・・・・・・・・・基礎力重視

中３ 高校進学に向け、英語・数学の授業を学力と進路希望に合わせて展開
 英語、数学のみαクラスとβクラスに分かれます。

高１ 中学時代の学習と進路希望にあわせた学習集団を編成
 すべての授業をαクラスとβクラス、それぞれで行います。
 一貫α・・・・・国公立大学　　  難関私立大学　　  常葉大学教育学部希望者
 一貫β・・・・・常葉大学をはじめとする私立大学　　専門学校希望者

高２～高３ 文系・理系に分かれ、希望進路に即した学習内容の選択

 ［グローバル教育の推進］
新大学入試制度では、英語の外部検定の取得状況が重視される見込みで
す。そこで、中学生は個々の英語力に応じて取得級を定め全員が英語検定
を受験します。高校ではαクラスの生徒を対象にベネッセが主催するGTEC
を全員が受験します。また、中高共に希望者（有料）はベルリッツ英語講座
や海外研修に参加し高い英語力を養成できます。 

 ［進路研究］
進路を具体的に決めていくには情報が不可欠です。そこで常葉大学や静岡
大学の先生方やそれぞれのプロフェッショナルの方から、直接講義をして
いただき、進学や社会人に必要な知識やスキルを身に付ける企画を行って
います。また卒業生が在籍している大学に訪問し、大学生活や受験体験を
聞く会も行っています。

学力を伸ばす
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「7つの習慣ʀ」とは、アメリカのスティーブン・R・コヴィー博士によ
り、まとめられたもので、空前のベストセラーになった本です。多く
の企業で社員教育に導入されています。この「７つの習慣ʀ｣を、
日本の小中学生向けにアレンジしたものが「７つの習慣Ｊʀ」です。
本校では、専門研修を受けたファシリテーター（指導者）が、道徳授
業を利用してみなさんに伝えていきます。

［7つの習慣Jʀ］

 ［朝の活動・朝読書］
中学高校全学年を対象に「朝読書」を行っています。指定図書を学校で購
入し、定期的にクラスで交換しながら多くの本を読破していきます。朝の
落ち着いた環境作り、受験・小論文対策、感性を磨く等、様々な効果がでて
います。

 ［総合学習・福祉］
総合学習として、中1で高齢者福祉、中3で幼児教育を学びます。
中1では、高齢者疑似体験や認知症サポート講習を経て、高齢者施設で介護
体験をします。
中3では、幼児の行動特性や感覚を学び、系列のたちばな幼稚園で保育実
習を行います。

 ［よのなか科］
よのなか科とは、特定の知識を教えるものではなく、「正解が一つでない課
題」に取り組む授業です。「携帯電話は中学生に必要か」といった身近な問
題から、「代理母出産は是か非か」「死刑は必要か」などの社会問題までを賛
成・反対の立場で考える授業です。
この授業を通じて、バランス感覚や、論理的思考力、プレゼン能力を高めて
いきます。

 ［たちばな　夢手帳］
中学1～2年は振り返り中心の日記帳。中３～高３は計画立案型の「夢手帳」
を持ちます。
ビジネス手帳に本校独自のアレンジを加えたもので、短期的・長期的な計
画を立てて、「時間管理」ができるようにすることを目標にしています。
スケジュール・タスク・段取り・目標の管理をして、自律型人間を育てます。

 ［総合学習・職場体験］
2年生は職業調べを行い、仕事について壁新聞やパソコンで発表。様々な
仕事の特性を調べた上で、地域の事業所で職場体験を行います。働くこと
のたいへんさを感じると同時に、地域の方々の温かさにも触れる経験とな
ります。

 ［東京 2020 よういドン！スクール］
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会より、教育実施校と
して認定されました。具体的な取り組みとして、オリンピック競技の実践、
国際交流、地域小学生との交流などを行っていきます。これらの活動を通じ
て、オリンピック・パラリンピック大会の価値やスポーツのもつ力を感じ学び
とり、将来に向かって成長していくことを目的としています。

第1の習慣  主体性を発揮する

第2の習慣  目的を持って始める

第3の習慣  重要事項を優先する

第4の習慣  Ｗｉｎ－Ｗｉｎを考える 

第5の習慣  理解してから理解される

第6の習慣  相乗効果を発揮する

第7の習慣  刃を研ぐ 「7つの習慣ʀ」および「7つの習慣Jʀ」は
フランクリン・コヴィー・ジャパン社の登録商標です。

「週間ダイヤモンド」「プレジデント」などのビジネス雑誌でも「７つの習慣Ｊʀ」が特集され、本校も紹介されています。

人間力を高める
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平成 29 年 1 月に新校舎、平成 30 年 1 月に新グランドが完成。
令和元年に中等部全教室にテレビモニター設置、全館 Wi-Fi 完備。
勉強からスポーツまで、生徒一人ひとりのやる気に応えるための環境をグレードアップ！

6年間の学び舎
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平成30年度　一貫コース卒業生　進路実績

一貫コース1期生から8期生までの主な進学先

私は小学生の頃に
野 球 の 強 い 中 学
校、高校に行きた
いと考え、橘中学
への入学を決心し
ました。
実際に学校生活が
始まるまで、野球と
勉強を両立するこ
とができるのかと

ても不安でした。しかし、先生方や先輩方に勉強
法を教えていただいたことで、野球に多くの時
間を費やすことできました。
高校入学時には、｢甲子園に出場して、静岡大学
に合格する｣という目標を立てて中学の時より
も文武両道を、より強く意識するようになりまし
た。一日一日を大切に過ごした結果、甲子園に
は出場できませんでしたが「東海大会優勝」、そ
して「静岡大学に合格」という結果を手に入れる
ことができました。
皆さんもぜひ目標に向って頑張ることで築かれ
る人間関係を大切にしながら、自分の夢を追い
かけて下さい。

現在私は東京農工
大学で化学分野の
研究で広く活躍す
るための基礎を学
んでいます。特に
私の所属する応用
分子化学科では、
現象を原子・分子
レベルで考え、制
御することに重点

を置いています。現在私は大学で自分が学び
たいことを学ぶことができていますが、そのた
めには中学生・高校生の時に様々な事に挑戦す
ることが重要だと思います。 部活や勉強, 趣味
等はそれぞれ切り離された別々の事象の様に
感じますが、どこかでつながっていて、最終的
に自分が挑戦したことは自分の力になります。
そこで得た力は文理選択や進路選択等、自分
の将来を決めるような場面で選択肢を増やし
てくれると思います。是非中学生・高校生のう
ちにジャンルに囚われず様々な事に挑戦して
みてください。

静岡市立蒲原中学校で保健体育の
教諭として勤務しています。部活動
はサッカー部・女子バレー部の顧問
を務めています。毎日が新しい発見
で、先輩の先生方から助言を受けな
がら充実した日々を送っています。
橘中学には、女子サッカー部があり、
部活動として活動することができま
す。クラブチームで活動することも
考えましたが、部活であるということ
で、競技力向上だけでなく、仲間と学
校生活も共に過ごすことで精神的な
成長や勉学との両立を図れると思い
入学をしました。

私自身が常に意識していることを３つ紹介します。それは「本気」「挑戦」「感謝」
です。
中学高校の６年間は楽しいことばかりではなく、辛く苦しく感じることもありま
したがその分、多くの力を身につけ、人として大きく成長することができまし
た。そんな思いができたのは、先生方からの手厚い支援や的確な助言、そして
仲間がいたからです。他の部活動と切磋琢磨しながら取り組むことができるの
も、橘の自慢だと思います。ここでの出会いが、現在の自分に繋がっているこ
とは間違いありません。

富士宮第一中学校に勤務し、中学二
年生の担任をしています。担当教科は
国語で、一・二年生を教えています。
私が教師という道を選んだのは橘高
校二年生の時でした。教師になると
いう具体的な目標ができ、苦手だっ
た勉強に対する姿勢も大きく変わっ
ていきました。
目標をもつまでは、学校生活で頑張
れずにいた私でしたが、橘中高の先
生は分からない問題があった時には
丁寧に解説してくれました。それまで
授業以外で話したことの無かった先
生とも授業のことや問題のことを聞

いたりする中で、先生のすてきな面を見つけることができ、考え方が大きく変
わっていきました。今でも橘中高の先生たちには支えてもらって感謝してい
ます。
もし、皆さんが橘中高に入学したら、自分が一歩踏み出せば今までとは違う世
界がきっと見えてきます。ぜひ、橘中学に入学して、自分の可能性を試してみて
ください。

大学では小中高(理
科)の教員免許と特
別支援学校の教員
免許を取得するた
めに日々勉強して
います。
私 が 橘 中 学 校 を
選んだ理由は女子
サッカー部に入る
ためと幅広い進路

選択ができることでした。中学高校時代の生活
の中心はいつも部活動だったので、部活動のす
べての経験が思い出になっています。
教員になりたいと思い始めたのは小学生の頃で
すが、中学高校の授業を通して理科の先生を目
指し始めるようになりました。
中学高校時代にやっておくべきこととして、勉強
でも部活でも趣味でも、ひとつだけでもいいか
ら、本気でやってみるということです。中高生に
は中高生にしかできないことがあるし、貴重な6
年間はあっというまに過ぎてしまうので、後悔し
ないように、本気になってみてください。

静岡大学 地域創造学環　在学中 東京農工大学 工学部 応用分子化学科　在学中
静岡大学 教育学部 学校教育教員養成課程
理科教育専修　在学中

海野　華菜　平成26年度卒業増田　耕大　平成１８年度卒業
 

内村　仁志　平成2８年度卒業 鈴木　優己　平成2９年度卒業
 

古屋あゆみ　平成29年度卒業
 

静岡市立蒲原中学校　教諭富士宮市立富士宮第一中学校　教諭

進路 卒業生の活躍
「本気」「挑戦」「感謝」自分の一歩を踏み出そう

目標に向かって進もう 挑戦することが重要 本気でやってみよう

6年後に実感できる、大学連携というメリット。
附属高校入試合格率97.8%！ 5年連続合格者数県内No.1

平成30年度 ４年制大学 短期大学 専門学校 その他（進学準備を含む）

全卒業者
49（人） 0 3（人） 2（人）
90.7％ 0 5.5％ 3.7％

〈国・公立〉 横浜国立大学 静岡大学 東京海洋大学 東京農工大学 静岡文化芸術大学
福島大学 山梨県立大学 福地山公立大学 静岡県立大学 防衛大学

〈難関私立大学〉 早稲田大学 慶応大学 東京理科大学 立教大学 法政大学
中央大学 関西大学 同志社大学 立命館大学

〈私立大学〉 常葉大学
東洋大学
玉川大学
国士舘大学
千葉工業大学
京都外国語大学
名古屋外国語大学

國學院大學
駒澤大学
大東文化大学
桜美林大学
神奈川大学
京都産業大学
東京経済大学

武蔵大学
北里大学
東海大学
杏林大学
関東学院大学
大阪体育大学

獨協大学
順天堂大学
亜細亜大学
工学院大学
中京大学
東京農業大学

日本大学
専修大学
帝京大学
日本体育大学
名城大学
関西外国語大学

[４年制大学]

静岡県立大学短期大学部 常葉大学短期大学部 上智大学短期大学部 帝京短期大学
武蔵丘短期大学 島田市立看護専門学校 北里大学保健衛生専門学院 横浜中央病院付属看護専門学校
中央医療専門大学校 中央調理製菓専門学校 静岡産業技術専門学校　他

[短期大学・専門学校]

注)一貫コースのみの進路実績となります。英数科や普通科他コースの卒業生の進路状況は本校のＨＰを参照してください。
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クラブ活動

●野球　　　　
●男子サッカー　　
●女子サッカー　
●柔道　　
●剣道　
●陸上　　
●卓球　　
●空手　
●少林寺拳法　
●ラグビー　　　　
●男子バスケットボール　
●女子バスケットボール

●太鼓　　
●音楽　　
●茶道　
●華道　
●英語　　
●自然科学　　
●美術　　
●放送　　
●家庭科　　
●将棋　
●吹奏楽※　

●男女テニス
●男女バレーボール
●弓道
●応援団
●チアリーダー

運動部運動部 文化部

令和元年度　中学生が所属できるクラブ 高校から入部可能な部活

※吹奏楽を高校で継続する場合、
　総合芸術コースへ転コースする
　必要があります。

学校生活で、もう一つ大切なのがクラブ活動です。
クラブ活動での仲間との出会い、好きなものにひたむきにとりくんだ時間は一生の財産になります。
本校のクラブ活動の多くは中学生と高校生が一緒に活動しているので、
より多くの選択ができ、高校生と共に、それぞれの目標に向かい努力しています。
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東静岡 草薙

至静岡 至清水

至静岡

至清水

長尾川

流
通
通
り

静清バイパス

北街道
長沼 古庄

運動場前 美術館前 草薙

交番

大和製缶

東高校 東部団地
たちばな幼稚園たちばな幼稚園

常葉大学附属橘中学校

常葉大学
瀬名キャンパス

常葉大学附属
橘高校入口

常葉大学 
草薙キャンパス

橘小学校

国道１号線

JR東海道線

静岡鉄道 【しずてつジャストラインバス】
●瀬名新田行　常葉大学附属橘高校入口下車（徒歩10分）

【しずてつジャストラインバス】 
●No.68 ： 東部団地行
　　　　　東部団地（終点）下車（徒歩5分）
●No.61 ： 瀬名川経由瀬名新田行
　　　　　常葉大学附属橘高校入口下車（徒歩10分）
●No.63 ： 則沢行
　　　　　常葉大学附属橘高校入口下車（徒歩10分）
●No.60 ： 水梨東高線東高経由瀬名新田行
　　　　　静岡東高校前下車（徒歩10分）

静岡駅より　約7km

草薙駅より　約3km

〒420-0911　静岡市葵区瀬名二丁目1番1号
TEL 054-261-2256   FAX 054-264-3005
URL https://www.tokoha.ac.jp/tachibana-jh/
常葉橘 検 索

セレクションに合格することにより、橘中学への入学が確約されるわけではありません。入学・入部するには、1月に実施される入学試験で、学力試験、
面接試験を受け、合格する必要があります。

● 男女サッカー部セレクション

右記の日程で
小学6年生対象に
セレクションを
開催します。 

第1回
第2回

男子サッカー部 女子サッカー部

2019年 9月29日日
2019年10月27日日

17：00～19：30

17：00～19：30

会場
11月10日／本校グランド
9月  8日／とこはグリーンフィールド

会場 本校グランド

第1回
第2回

2019年 9月  8日日
2019年11月10日日

17：30～20：00

17：30～20：00

※プレテスト受験は6年のみ・受験料はかかりません。● 本校主催行事【事前申し込み必要／すべて本校HPより】 

2019年   7月20日土
９：30～1１：30

2019年   9月 7日土
９：30～1１：30

●学校紹介　●７つの習慣J紹介

●授業体験　●学校紹介　●施設見学

●授業見学　●学校紹介

●国語、算数の模擬テスト
●児童受験中に保護者説明会

●国語、算数の模擬テスト
●児童受験中に個別相談

●入試対策授業　●出願上の注意

2019年   9月28日土
９：30～1２：00

2019年  10月19日土
９：30～11：30

2019年  11月 4日月
９：30～1２：０0

2019年 11月23日土
９：30～11：30

本　校 

本　校  

本　校 

本　校 

本　校 

本　校  

会　場内　容日　時名　称

第1回プレテスト※
保護者説明会

第2回プレテスト※
個別相談会

授業見学会

授業体験会

入試説明会

学校説明会

※時間は一般開放時間【申し込み不要 直接会場へ／本校ブースでの個別相談】● 他校との合同説明会

グランシップ5階 
交流ホール

グランシップ1階 
大ホール「海」

2019年   6月29日土
10：30～15：30

2019年 10月　6日日
１０：０0～15：00

●本校ブースでの個別相談

●本校ブースでの個別相談中高私学展

私立中学校フェア

会　場内　容日　時名　称

● 2021年入学者募集 学校説明会の日程 【事前申し込み必要／本校HPより】

小学5年生以下
学校説明会

2020年   3月14日土
9：30～1１：30

●学校紹介　●生徒発表

会　場内　容日　時名　称

● 塾対象説明会 【事前申し込み必要 申込み方法は、学校にお問い合わせください。】 

本　校  

本　校  ●学校紹介　●入試説明塾・予備校教員
対象説明会

2019年 10月17日木
１０：０0～11：30

会　場内　容日　時名　称

橘中学・高校のタイムリーな学校生活の
様子は公式フェイスブックをご覧ください。

特別奨学生制度の
設置 (若干名 )

中学 高校

入学時の納入金

入学金 110,000

学園振興施設費 100,000

入会金（PTA・後援会等） 20,700

新入生ゼミ費 20,000

学生総合保険 13,500

諸雑費 34,500

合　計 298,700

入学時の納入金

入学金 65,000

学園振興施設費 50,000

入会金（PTA・後援会等） 0

新入生ゼミ費 20,000

学生総合保険 14,500

諸雑費 11,800

合　計 161,300

毎月の納入金

授業料 26,000

生徒関係諸費 6,000

PTA・後援会費 2,100

生徒積立金 4,500

合　計 38,600

毎月の納入金

授業料 31,000

生徒関係諸費 1,600

PTA・後援会費 3,200

生徒積立金 8,000

合　計 43,800

入学時の納入金と毎月の費用は以下の通りです。

（参考・平成30年度入学生実績額）

一貫コース独自の奨学金制度があります。
高校進学時、中学時代の学業成績、生活態度等を審査し、本校規定により奨学金（授業料減免）を給付しています。

①上記のほか、制服、制靴、制鞄、ジャージ、体操着等指定品の費用（10万円程度）が必要です。
②橘小学校からの入学者については、入学金や施設費等が一部減免となります。詳細はお問い合わせください。
③中・高共に授業料については、所得に応じて国の就学支援制度があります。 

2020年度入試 学校説明会・プレテストの日程制服紹介

学費

事前申込みや詳しい案内は
右記QRコードから
HPにアクセスしてください


