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入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）

⚫日本文学・日本語学および関連諸学に関わる高度
な専門知識を持って社会に貢献したいという意欲
を持った人

⚫日本文学・日本語学および関連諸学についての思
考や判断を通して、自己の仕事と生き方について
考えを深めたい人

⚫日本文学・日本語学および関連諸学のいずれかの
分野での研究を希望する人

⚫本専攻で学んだ技能を生かして、修了後にさまざ
まな分野で社会貢献をしたいと思っている人
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具体的には……

⚫教職を目指す人

⚫博物館学芸員を目指す人

⚫日本語教員を目指す人

⚫研究職を志す人

⚫自分の研究をさらに深めたい人

⚫一度社会に出たが、再び学問の世界に
戻りたいという意欲のある人
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博士前期・後期課程の流れ

⚫博士課程前期（マスター）

標準修業年限２年（長期履修コースあり）

修士論文 学位：修士（文学）

さらに研究を深めたい場合

⚫博士課程後期（ドクター）

標準修業年限３年

その後、博士候補生→博士論文

学位：博士（文学）
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日本文学専攻の特徴

◆多岐に亘る専門科目の設置

・日本文学

・日本語学

・漢文学（中国文学）

・日本語教育学

・図書館情報学

◆少人数教育・親身の指導

◆活発な研究活動

（国語国文学会秋季大会・修論中間発表会・

博士成果報告発表会・博士論文公開審査会など）
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さまざまなサポート

◆学部の資格関係科目を履修するために
科目等履修生になる場合は費用がかからない

◆時間を掛けて学びたい人・資格を取得したい
人のための長期履修生コース
（３年コース・４年コースあり）

◆「国語科教員の会」のネットワークにより、
非常勤講師・専任教員などの募集が多い
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一般入試（詳細は大学院入試要項で）
＊新型コロナ対応で変更の可能性があります。

◼試験日
9月出願：2020年10月19日(月)

2月出願・後期課程：2021年 2月24日(水)

◼試験科目
＊必答問題（論述式）

但し留学生は文章要約問題

＊専門科目

古典文学・近現代文学・日本語学・

漢文学・日本語教育学

＊英語
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大学院の授業

✓少人数授業（基本的に10名未満）

✓「講義」と銘打っていても演習形式で

進められるものが殆ど

✓発表は1回で終わらないことの方が多い

大学院は学部の延長ではない！
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大学院での1年間の流れ（平常時）

4月 新入生歓迎会

5月 国語国文学会春季大会

9月下旬 修士論文中間発表会

博士課程（後期）成果報告会

11月末？ 国語国文学会秋季大会

（午前の部：Ｍ1と希望者による研究発表）

1月下旬 修士論文提出締切

2月中旬 修士論文口述試験・Ｍ2お別れ会

※これ以外に学科・専攻主催のシンポジウムや研究会、
博士論文公開審査会（随時）etc.あり
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履修モデルA（古典文学専攻・Ｍ1）

月 火 水 木 金

1限

2限  　

3限  
書誌学ー１
書誌学ー２

上代文学演習-1
上代文学演習-2

　

4限
中世文学講義-1
中世文学講義-2

5限
中古文学講義-1
中古文学講義-3

近代文学講義-1
近代文学講義-2
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履修モデルA（古典文学専攻・Ｍ２）

月 火 水 木 金

1限  
漢文学演習‐１
漢文学演習‐２

2限  

3限
書誌学-1
書誌学-2

4限  

5限
中古文学講義‐１
中古文学講義‐２

　  

非常勤講師
（私立高校）

非常勤講師
（私立高校）
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履修モデルB（近代文学・Ｍ1）

月 火 水 木 金

1限
近代文学演習Ⅱ-１
近代文学演習Ⅱ-2

漢文学演習‐1
漢文学演習‐2

2限 　 　

3限
近代文学特論‐１
近代文学特論‐２

近代文学の研究-1
近代文学の研究-2

4限
文献情報処理‐1
文献情報処理‐2

近代文学講義‐1
近代文学講義‐2

5限
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履修モデルB（近代文学専攻・Ｍ２）

月 火 水 木 金

1限
近代文学演習Ⅱ₋１
近代文学演習Ⅱ‐2

2限 　

3限
近代文学特論₋1
近代文学特論₋2

4限 　
近代文学講義-1
近代文学講義₋2

5限
日本語学演習₋1
日本語学演習₋2

非常勤講師
（私立高校）

非常勤講師
（私立高校）
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履修モデルC（日本語学専攻・Ｍ1）

月 火 水 木 金

1限
日本語学講義-１

(前期のみ）

2限
日本語教育学演習-1
日本語教育学演習-2

日本語学講義-２
（前期のみ）

　

3限 　

4限
日本語学研究-1
日本語学研究-2

言語学特殊講義₋1
言語学特殊講義-2

5限
日本語学演習Ⅰ-1
日本語学演習Ⅰ-2

日本語教育学研究-１
日本語教育学研究-2
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履修モデルC（日本語学専攻・Ｍ２）

月 火 水 木 金

1限
日本語学講義-1
(前期のみ）

2限
日本語教育学演習-1
日本語教育学演習-2

日本語学講義-2
（前期のみ）

3限  

4限
日本語学研究-1
日本語学研究-2

5限
日本語学演習Ⅰ-1
日本語学演習Ⅰ-2
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履修モデルD（日本語教育学専攻・Ｍ1）

月 火 水 木 金

1限
日本語学講義-1
(前期のみ）

2限
日本語教育学演習-1
日本語教育学演習-2 　

日本語学講義-2
（前期のみ）

3限

4限

5限
日本語学演習-1
日本語学演習-2

日本語教育学研究-1
日本語教育学研究-2

　

非常勤講師
（日本語学校）

非常勤講師
（日本語学校）
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履修モデルD（日本語教育学専攻・Ｍ２）

月 火 水 木 金

1限 日本語学講義-1

2限
日本語教育学演習-1
日本語教育学演習-2 日本語学講義-2

3限

4限
日本語学研究-1
日本語学研究-2

5限
日本語教育学研究-1
日本語教育学研究-2

非常勤講師
（日本語学校）

非常勤講師
（日本語学校）
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主として学位(博士)取得者の修了後の進路
(大学専任教員等)

跡見学園女子大学 小田原女子短期大学

富士山世界遺産センター 慶応義塾大学

十文字学園女子大学短期大学部 玉川大学

天理大学 東京国際大学

名古屋自由学院短期大学 日本女子大学

ノートルダム清心女子大学 目白大学

立命館大学 流通経済大学

大連外国語学院日本語学院(中国)北京師範大学(中国)

タマサート大学（タイ） 白石大学校（韓国）ほか
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修了後の進路（中･高専任教員）
跡見学園中学高等学校 鎌倉女学院中学高等学校

関東学園大学附属高等学校 相模女子大学中学高等学校

成蹊中学・高等学校

清泉女学院中学高等学校 鶴見大学附属中学校･高等学校

東海大学付属高輪台高等学校 日本女子大学附属中学校

日本女子大学附属高等学校
フェリス女学院中学校･高等学校

星野学園中学校･星野高等学校

目白研心中学高等学校

早稲田実業学校中等部・高等部

秋田県立高等学校 神奈川県立高等学校

茨城県公立中学校 埼玉県公立中学校

静岡県公立中学校 横浜市立中学校 その他 19



修了後の進路（中高非常勤）

埼玉平成高等学校

女子美術大学附属高等学校・中学校

日本女子大学附属高等学校

日本女子大学附属中学校

日本大学習志野高等学校

横浜隼人中学高等学校

流通経済大学付属柏高等学校　ほか
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修了後の進路（企業その他）

京セラ丸善システムインテグレーション（株）

（株）光文社

（株）国書刊行会

（独）国際交流基金日本語国際センター

（独）雇用・能力開発機構

（株）昭栄美術

（株）小学館集英社プロダクション

日立ソフトウェアエンジニアリング（株）

（株）ビーブレイクシステムズ

（株）辰巳法律研究所

三菱UFJインフォメーションテクノロジー （株）

株式会社ベックスコーポレーション  ほか 
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現役の大学院生からのメッセージ
（音声編）

●博士課程前期1年 Oさん（近世文学）

●博士課程後期2年 Kさん（近代文学）

＊再生を止めるには、右クリックして「コンテンツを非アクティブにする」を選んで下さい。

＊再生を止めるには、右クリックして「コンテンツを非アクティブにする」を選んで下さい。
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現役の大学院生からのメッセージ
（テクスト編）

博士課程後期2年の片木と申します。専攻は近代文学で、山口
俊雄先生の研究室に所属しております。私は、将来的に近代文学
の研究者になりたいという思いから大学院の博士課程後期に進学
しました。今日は、博士課程前期を修了するまでの生活と、博士課
程後期への進学を検討されている方にも参考になるような話もで
きればと思います。

この文章を読まれている中には、絶対に大学院に進学してゆくゆ
くは研究者を目指すのだという強い気持ちを持っている方から、専
修免許を取得して教職につきたい方、就職も含め進路選択の一つ
のとして大学院進学を検討している方まで、様々な方がいらっしゃ
るかと思います。何を目指すにせよ、多くの同級生たちが就職して
社会人となっていく中で、学生を続けるという選択には少し不安を
感じている方も少なくないのではないでしょうか。
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私も数年前、大きな不安抱えながら大学院に進学したのですが、
入学後は、大変密度の濃い充実した生活を送ることができています。
これからご説明する、大学院は具体的にどういった場で何が身につ
くのか、先輩方が修了後どのような進路を歩まれているのか、と
いった内容が、大学院進学について検討する際の判断材料の一つ
となれば幸いです。

まずはじめに、学部生としての生活と、大学院進学後の生活との
違いからお話していきます。

現在皆さんが受講している演習では、半期に一度くらいのペース
で演習発表を行う場合が多いかと思います。演習発表が回ってくる
となれば、何度も図書館に足を運んで調べ物をし、レジュメを作り
……とほとんどの方が何週間も前から時間をかけて発表に臨まれ
ているのではないかと存じますが、大学院ではその演習発表に類
するものが大体１〜２週間に一度ほどの頻度であります。
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さらに、発表に必要な資料の量も考察の質も、学部生の頃とは比
べものにならないほどレベルの高いものが求められます。タイミン
グが悪く、他の演習発表と時期が重なってしまったなんてことも日
常茶飯事で、その時は、朝から晩まで大学に籠もって研究なんて
日々が続くことも珍しくありません。それだけに、一つ一つの演習
発表の質を維持しながらも、同時に様々な作業をこなす能力が必
要とされます。博士課程前期に在籍している間に、今やらなくては
ならないことを順序立て、日々着々と研究を進めるといったような、
マルチタスクを処理する能力が否応なしに身についてくるはずです。

こうした研究生活を送っていると、勉強してきた分だけ知識がつ
いていることを確かに実感することができます。これは、大学院で
の学びの醍醐味でもあるように思います。
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確かに演習発表では自身の思考の未熟さや知識の浅さに打ちの
めされることも少なくないのですが、それは、知識が身についてい
る裏返しとも考えられます。８万字にも及ぶ修士論文を完成させた
後、自身が執筆した卒論を読み返した時にはきっと、２年、ないし３
年間の成長を身にしみて感じることができるでしょう。大学院生活で
培った能力は、修了後どんな進路に進んだとしても、生かされ続け
るのではないかと思います。

次に、大学院での教職履修についてもご説明します。

将来教師を目指される方だけでなく、研究者を志す方も将来のこ
とを見据えて教員免許状を取得することをおすすめします。今、す
でに教職課程を履修している方は問題ないのですが、履修してい
ないという方も諦める必要はありません。
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本学には、そういった方をサポートする大学院の長期履修コース
という制度が設けられています。これは、大学院に進学してから教
員免許取得を目指す学生が、２年間分の学費で博士課程前期に３
年、または４年間在籍し、教職履修と修士論文執筆を両立させなが
ら修了するというものです。

私も、教員免許は大学院進学後に取得しました。博士課程前期在
籍時は、日々の授業に、教職課程の講義、教育実習、修士論文執
筆…と目まぐるしい忙しさではありましたが、決して不可能なことで
はありませんでした。また、教職につくことを志して大学院に進学し
た私の同期も、３年間ですべての教職科目を履修、大学院３年時に
教育実習、教員採用試験、修士論文、とこなし、現在は高校の教員
として勤務しています。大学院からの教職履修は負担が大きいので、
やはり相応の覚悟は必要になりますが、２年、３年の頑張り次第で
自分の進路の幅がぐっと広がります。
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教職の話ばかりしてしまいましたが、大学院修了後は一般就職を
検討しているという方も少なくないと思います。修了後の進路は、な
にも教職や研究職ばかりではなく、当然一般企業に就職し、各方面
で活躍されている先輩も多くいらっしゃいます。教員志望、研究者志
望ではないけれど、まだまだ研究に打ち込みたいという方もぜひ大
学院進学を視野に入れてみて欲しいと思います。

最後に、私が現在所属している博士課程後期での活動について
お話したいと思います。

博士課程後期は、主に研究者を目指す学生が進学する課程にな
りますので、大学院での講義に加えて、大学院外に出ての精力的
な研究活動が求められます。学会への参加や、学外での研究発表、
査読論文への投稿を積極的に行っていくことが、今後のキャリアに
つながってきます。
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私もまだまだ勉強中の身ですが、徐々に本学の大学院以外での
つながりも持つことができ、良い刺激を受けながら研究に勤しんで
います。また、本学にはそれぞれの分野で活躍をされているOGの

研究者もたくさんいらっしゃいますので、色々とアドバイスいただけ
る点も大変心強く、研究者を目指す上での大きな支えとなっていま
す。

大学院進学は、これからの生き方、働き方を左右する大きな決
断となりますので不安もあるかと思いますが、何か一つの分野の
ことを究めることだけに膨大な時間を費やせる大学院生活は、こ
の先の長い人生の中でもなかなか得難い貴重な体験となるに違
いありません。皆さんと一緒に、大学院で学べる日が来るのを楽し
みにしております。■
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博士課程前期修了者からのメッセージ
2018年度博士課程前期修了・武居さん（長野県立高等学校勤務）

大学院を修了して２年、出身地の長野県で高校の教員をしていま
す。地元の短大から高校の教員免許取得のため本学に３年次編入
しましたが、学部生時代は単位を取ることで精一杯でした。そこで、
もう少し専門を極めてから自信を持って教壇に立ちたいと思い、大
学院への進学を決めました。また、長野県の教員採用試験には、大
学院進学者・在学者に対する採用猶予制度があります。私は学部４
年生の時に合格をいただけたので、前期課程在学の２年間は、採
用を保証された状態で勉学に打ち込むことができました。たとえ４年
の時に不合格であったとしても、この制度を利用すれば、大学院在
学中に再度試験を受け、教員になるチャンスを増やすことができま
す。
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たしかに学部卒でも教員になることは可能であるし、他の人より
社会に出るのが遅れてしまうことに不安はありました。しかし、教員
はほとんど研修なしで現場に即送り出される特殊な職業です。今
だから言えることですが、大学院で鍛えられていなかったら、教員
１年目の大変さは乗り越えられなかったかもしれません。「専修免
許」として資格にも箔がつくわけであり、とりわけ教員の場合は、プ
ラス２年ないし３年をかけて大学で学ぶことは全く無駄ではありま
せん。

大学院での２年間は、人生で一番、自分の専門分野に向き合っ
た期間でした。思い出すのは図書館や院生控え室の光景ばかりで
す。
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私は、学部生の時から中世ゼミに所属し、「玉藻前」という狐の妖
怪の物語について研究していました。苦労して書いた卒業論文を
もっと深めたいという思いが強かったため、迷わず「玉藻前」の研究
を継続することにしました。

卒論を加筆修正したものを『国文目白』に載せていただくことができ、
見習い研究者としての第一歩を踏み出しました。

１年次の夏、最古本である絵巻を中心に研究すると決め、根津美
術館蔵『玉藻前草紙』の現物を見せていただきました。本来、美術館
の所蔵物を特別に見せてもらうことはできません。幸運なことに、単
位互換制度で授業を受けていた学習院女子大学の先生のご協力の
もと、修士論文執筆のためであるという理由で閲覧を許していただい
たのです。厳格な空気の中、息を殺しながら絵巻の現物を間近で見
た時間は忘れることができません。院生だからこそ経験させていた
だいたことであり、自分の研究への刺激になる大変貴重な機会でし
た。



33

その一方で、学生でなく研究者の一員であるという自分の立場を自
覚し、無理を言って絵巻を見せていただいた以上、粗末な修論を書く
わけにはいかないという責任が生まれました。

このように、大学院での学びは学部生のものとは異なり、すべて「本
物」です。メインとなる修論は、卒論とは違ってアカデミックな価値が求
められます。普段の授業も、講義を聞きテストを受けて単位を取る科
目は少なく、ほとんどが中身の濃い演習形式で進められます。学内・
学外問わず、先生方のご専門そのものに触れる授業を受けることが
でき、授業内で後期課程の方や他大学の院生と意見を交わすことも
ありました。

授業の準備や修論執筆にあたって、なくてはならなかったのが、同じ
ゼミの先輩・後輩、そして同期の存在です。あえて「友人」ではなく「同
期」と呼ぶのには理由があります。
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私は同じ研究室の同期が多かった学年だったので、進学直後は卒
論ゼミの延長のような気持ちでいました。編入して誰も知り合いが居
なかった頃に比べると、いつでも話せる人が近くに居るだけで安心
感がありました。しかし、その安心感は徐々に「分からなかったら同
期に聞けばいいや」「同期がやってないから大丈夫」という甘えにつ
ながっていきました。間に合わなかったから発表資料は直前に印刷
すればいい、シンポジウムや学会は余裕があったら出ればいい……

そんな我々の態度には、先生方や先輩方にとって目に余るものが
あったはずです。

ある時、指導教員の石井先生から「あなたたちは仲良しグループで
はない。院生としての態度はどうなっているのですか。」とお叱りの言
葉がありました。「これから始まるのはつらい生活、人生で一番勉強
する時間」と覚悟を決めていたにも関わらず、簡単にその覚悟を手
放していた自分を深く恥じました。田舎からたった一人で東京に来て、
残りの単位を取りながら、教採と院試の勉強をし、卒論を仕上げた
学部生の時の気概はどうしたんだ、と悔しくてたまりませんでした。
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この時から、同期とは「お友達」ではなく「仕事仲間」の感覚で付き
合うこととし、馴れ合いは絶対しないと自分に誓いました。一人で研
究を進めていると、研究対象が近いぶん、大事な前提を落としてし
まったり、変な思考にはまって堂々巡りをしたりしてしまうことがあり
ます。そのような時に、研究分野を理解しつつも、フラットな目を持っ
ている同期のチェックはありがたいものでした。修論中間発表会の
前、考えても考えても結論がまとまらず、途方に暮れていた時期が
ありました。余裕を持って準備をしていたつもりが、本格的に執筆に
入る直前に大きくつまずいてしまい、とても苦しかったのを覚えてい
ます。悩む私の隣で根気強く一緒に考えてくれたのが同期です。中
間発表のレジュメや読み原稿、修論の原稿に目を通してもらったり、
発表練習に付き合ってもらったりしました。

同期は私のことを分かったうえで本気で語り合える貴重な存在で
あり、院生控え室や日文図書館でともに過ごした仲間です。教職に
就いた人も多く、今でも時々ＳＮＳで情報交換をしています。
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同期だけでなく、先輩・後輩とも切磋琢磨しあえるのが研究室の良
いところです。学会発表の前には勉強会が行われ、互いの発表がよ
り良くなるよう、アドバイスをしあいました。日本女子大学蔵『狐の草
子』絵巻や、朝ドラで有名になった広岡浅子による歌集の翻刻・考察
といった共同研究も行いました。

研究室で過ごしたなかで特に印象に残っているのは、中世文学会
の活動です。たまたま事務局校になっていた関係で、学会に関わる
事務作業や学会当日の受付など、石井先生のわずかなお手伝いを
しました。慣れない作業に苦戦しましたが、あの時得たスキルは事務
作業の多い学校現場で確実に役立っています。学会は、参考文献で
名前を見るような先生方が一堂に会し議論し合う場です。その空間
に居ることは不思議な気もしましたが、自分が研究者の端くれである
ことをひしひしと感じる時間でした。秋季大会では和歌山と秋田へ行
き、スムーズな学会運営のため、所々に気を配ることを覚えました。
予想外の事態をみんなで乗り越えながら、空き時間には名所をめぐ
り、美味しい物を食べるなど、大学院生活を代表する思い出になりま
した。
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大学院での学びを語るうえで欠かせないのが、Ｔ.Ａ.をさせてもらっ

た経験です。学部生のみなさんは基礎演習や変体仮名演習で、大
学院の先輩に指導されたことがあると思います。私は卒論ゼミのＴ.

Ａ.を担当し、卒論執筆を控えた４年生に助言をするという責任重大
な立場になりました。同じ中世とはいえ、なかなかにマニアックな作
品を選ぶゼミ生たちに助言するにはそれなりの準備が必要です。
「院生のお姉さん」が学部生以下であるわけにはいかないと、前日ま
でには発表レジュメに目を通して質問を考え、図書館にこもって本文
や参考文献を読み込んでいました。当日は何気ないふうを装って意
見を言っていましたが、内心はドキドキしていたし、裏ではかなり必
死でした。これほどまでＴ.Ａ.の予習を課していたのは、その場で気の
利いたことを言う自信が無かったこともありますが、何より一生懸命
な後輩たちを応援したかったからです。ゼミ生たちは真面目で優秀
な子が多く、こちらが驚くような鋭い意見が言える子も居ました。そん
な彼女たちに対して、どうでもいいことや的外れなことは間違っても
言えないと思っていました。
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毎回「あの発言はよかったのだろうか」と反省するばかりでしたが、
学部生のために勉強したことは自分のためにもなりました。だんだ
んとやりがいを感じるようになり、石井先生にお願いして２年次でも
卒論ゼミのＴ.Ａ.をやらせてもらいました。修論執筆との両立に負担
がなかったとは言えませんが、１年次からのスタンスは変えません
でした。２年目の卒論ゼミは少人数で３、４年生の仲がよく、研究室
でお茶を片手に、後輩たちのオタク議論を見守る楽しい時間でした。
未熟なところばかりでも私を慕ってくれるのが嬉しく、彼女たちのこと
を「０番目の生徒」だと勝手に思っています。後輩のことを思って必
死で勉強したことは、生徒の実態を鑑みながらする教材研究に似て
います。教えられる人の立場に立って充分な準備をしておくことは、
教員となった今、授業をするうえでも心がけています。
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学会の事務作業やＴ.Ａ.の経験だけでなく、大学院で学んだことの

多くが教員の仕事をするうえで生きています。高校の教科書に載っ
ている『古今和歌集』や近代文学の授業を履修しておいて良かった。
日々、文章と格闘していたため、生徒の小論文や志望理由書の指
導にも対応することができました。しかし、これらはある意味例外で、
大学院の授業で扱った作品そのものを教えることはほぼありませ
ん。それでも、調査で使った様々なツールや発表の仕方などのスキ
ルは、たとえ直接的でなくても教材研究や授業づくりに役立ってい
ると感じます。そして、修士論文の執筆を通して一つの作品に本気
で向き合ったことは、学部卒業時には無かった自信につながりまし
た。
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教員１年目は分からないことだらけで、授業準備に加え、部活に
分掌にと追われるうちにいつの間にか過ぎていきました。毎日、授
業力の至らなさや知識不足を痛感しています。そんな時は、「私に
は大学院で培った土台がある、それに新たな知識や経験を上乗
せしていけば良いのだ」と、自分に言い聞かせます。

教材のデジタル化や授業形態の変化など、学校現場は従来の
姿を脱し始めています。ただ勉強を教えるだけでなく、変化に対応
し、新しいことに挑戦できる教員が求められるでしょう。大学院で
の学びはそのような力をつけるのにふさわしい場所です。

教員の仕事は大変でとても忙しいです。しかし、学んだことがそ
のまま役に立ち、好きなことを勉強し続けられる職業は教員しかあ
りません。さらに、生徒の成長に携わることができるというオプショ
ンまで付いてきます。授業内で生徒と楽しくやり取りできた時や、
部活や行事を通して生徒と心を通わせられた時は、何物にも変え
がたい喜びがあります。今年度は担任を持ち、昨年度以上に充実
した日々を送ることができそうです。
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最後に、教員を１年やってみて大切だと思ったのは「愛」です。生
徒への「愛」、国語への「愛」、教員という仕事への「愛」。「卒論・修
論は（作品への）愛だ」という石井先生の言葉が蘇りました。日本女
子大学・大学院で学んだことは私の精神に埋め込まれています。
今後も大学院で身につけた力を糧に、教育現場に新しい風を吹か
せられるよう、そして、常に愛を持った教員であれるよう、挑戦を続
けていきます。■



最後に……

日本文学専攻スタッフ一同、

意欲のある皆さんを大学院に

お迎えすることを、心から楽しみに

しています！
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