
2023年度 生徒募集要項
大成高等学校

推薦・特色入学試験 一般入学試験

志願者登録期間
（ネット登録期間）

2022年12月12日（月）10:00
　　  ～ 2023年1月13日（金）正午

2022年12月12日（月）10:00
　   ～ 2023年1月18日（水）15:00

出願期間
（書類提出期間）

2023年1月11日（水）
　　　　～ 2023年1月13日（金）

2023年1月13日（金）
　　　　～ 2023月1月18日（水）

入学試験日 2023年1月16日（月） 2023年1月23日（月）

合格発表
2023年1月17日（火）
午後５時  本校ホームページ
「合否発表専用サイト」で発表します。

2023年1月25日（水）
午後５時  本校ホームページ
「合否発表専用サイト」で発表します。

入 試 日 程入 試 日 程

募 集 定 員募 集 定 員（予定）（予定）

コース名 募集定員（推薦・特色・一般）

ラトナディアコース（6年制編入） 男・女　 20名

グローバルフューチャーコース（留学進学） 男・女　 20名

プラウディアコース（普通進学） 男・女　 96名

●個別留学説明会
日　程：2022年10月8日（土）～ 12月17日（土）まで（日曜・祝日除く）
時　間：平日／午後4時から午後6時まで、土曜日／午前9時から午後4時まで
申込み：本校ホームページまたはお電話（0586-77-9900）にてお申し込みください。
※お申込みは2022年10月1日（土）より受け付け開始いたします。

特色入試については別紙「GRP特別コース入試（特色入試）募集要項」をご確認ください。

グローバルフューチャーコースの出願条件として
出願前に「個別留学説明会」に参加する必要があります。

グローバルフューチャーコースの出願について

〒491-0814 一宮市千秋町小山字大福田1878番地の2　TEL  0586-77-9900　https://www.aichi-shinwa-taisei.ed.jp/high/

新型コロナウイルスの感染状況によっては日程等に変更が生じる場合があります。
最新の情報は本校ホームページでご確認ください。



出願資格
① 2023年3月に中学校を卒業見込みで、成績、人物ともに優良で、
　 在籍中学校長の推薦を得た者。
②本校を第1志望とする者で、合格した場合必ず本校に入学する者。

志願者登録期間
（ネット登録期間）

2022年12月12日（月）10:00～ 2023年1月13日（金）正午
※志願者登録及び検定料の支払いは24時間可能です。

出願書類 調査書（愛知県私立学校共通様式）
（提出していただく調査書は推薦書を兼ねるため、推薦書の提出は必要ありません。）

出願期間
（書類提出期間）

2023年1月11日（水）～1月13日（金）〈必着〉
（持参の場合  受付時間：午前９時～午後５時　最終日は正午迄）
本校事務局に出願書類をWeb・郵送・持参のいずれかで提出してください。
Web提出の場合は在籍中学校による調査書登録をインターネットから実施、ご提出く
ださい。Web提出ができない場合は郵送（簡易書留）または持参で提出してください。

入学検定料
14,000円（検定料支払い時に、別途手数料が必要となります。）
志願者登録手続きをして納入してください。（支払い方法は6ページを参照してください。）

いったん納入した入学検定料は理由を問わず返却できません。

受験票印刷
2023年1月11日（水）10：00以降
受験票ダウンロード可能のメール受信後に、受験票を印刷してください。
※A4白色用紙指定

入学試験

日時  2023年1月16日（月）　　会場  大成高等学校

〈試験科目及び試験時間〉
①国語／  9:00～   9:40（40分）
② 数学／  9:55～10:35（40分）
③ 英語／ 10:50～11:30（40分）　 ※リスニング試験はありません。
　 面接／ 11:45～ 13:00

選抜方法
面接・３教科（国語・数学・英語）の試験結果及び在籍中学校の調査書により
合否を判定します。

試験当日の注意

①午前8時35分までに試験会場に入ってください。（開場は午前7時40分です。）
② 受験票（プリンターから印刷後、各自で保管してください。）を必ず持参してください。
③ 筆記用具、上履、靴袋を持参してください。
④ 試験当日は検温して体調に問題ないことを確認してから来校してください。 
　 体調不良で欠席の場合は、後日追試を行います。（詳細はお問い合わせください。）

合格発表

2023年1月17日（火） 午後５時から
本校ホームページ「合否発表専用サイト」で発表します。
※受験票控えに記載されている「合否発表専用サイト」へアクセスしてください。
※電話などによる合否に関するお問合せには一切応じられません。

教育活動支援金制度
推薦入学試験を受験して特待生合格の生徒は特待生制度の特典に加えて
教育活動支援金として学校生活に係る諸費用の一部を免除します。

▲

インターネットから志願者登録をしてください。出願書類が本校に提出されるまで出願は完了しませんのでご注意ください。

推薦入学試験

※学力試験は
　3教科全て
　記述式です。
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出願資格 原則として2023年3月に中学校を卒業する見込みの者。
志願者登録期間
（ネット登録期間）

2022年12月12日（月）10:00～2023年1月18日（水）15:00
※志願者登録及び検定料の支払いは24時間可能です。

出願書類 調査書（愛知県私立学校共通様式）

出願期間
（書類提出期間）

2023年1月13日（金）～ 1月18日（水） 〈必着〉
（持参の場合  受付時間：平日のみ午前９時～午後５時）
本校事務局に出願書類をWeb・郵送・持参のいずれかで提出してください。
Web提出の場合は在籍中学校による調査書登録をインターネットから実施、ご提出く
ださい。Web提出ができない場合は郵送（簡易書留）または持参で提出してください。

入学検定料
14,000円（検定料支払い時に、別途手数料が必要となります。）
志願者登録手続きをして納入してください。（支払い方法は6ページを参照してください。）
いったん納入した入学検定料は理由を問わず返却できません。

受験票印刷
2023年1月13日（金）10：00以降
受験票ダウンロード可能のメール受信後に、受験票を印刷してください。
※A4白色用紙指定

入学試験

日時  2023年1月23日（月）　　会場  大成高等学校
〈試験科目及び試験時間〉
①数学／  9:00～  9:50（50分）
② 国語／ 10:20～ 11:10（50分）
③ 英語／ 11:40～12:30（50分）　 ※リスニング試験を含みます。
　 　 　 　   昼食
④理科／ 13:15～ 14:05（50分）
⑤ 社会／ 14:35～ 15:00（25分）

選抜方法
５教科（数学・国語・英語・理科・社会）の試験結果及び在籍中学校の調査書により
合否を判定します。

試験当日の注意

①午前8時35分までに試験会場に入ってください。（開場は午前7時40分です。）
② 受験票（プリンターから印刷後、各自で保管してください。）を必ず持参してください。
③ 筆記用具、上履、靴袋、昼食を持参してください。 
　（マークシート方式での解答部分があるため、筆記用具はHB以上の濃さの鉛筆を推奨）
④ 試験当日は検温して体調に問題ないことを確認してから来校してください。 

 体調不良で欠席の場合は、後日追試を行います。（詳細はお問い合わせください。）

合格発表

2023年1月25日（水） 午後５時から
本校ホームページ「合否発表専用サイト」で発表します。
※受験票控えに記載されている「合否発表専用サイトURL」へアクセスしてください。
※電話などによる合否に関するお問合せには一切応じられません。

転コースの
合否判定

受験コースが合格点に達していない場合でも、他コースの合否判定を下記のよう
に行います。

転コースの合否判定を希望されない場合は、試験当日までに本校へお申し出ください。

▲

インターネットから志願者登録をしてください。出願書類が本校に提出されるまで出願は完了しませんのでご注意ください。

※一般入学試験の特待生合格では教育活動支援金制度はありません。

ラトナディアコース
グローバルフューチャーコース

⇒
⇒
プラウディアコース
プラウディアコース

転コース志望コース

一般入学試験

※学力試験は
　5教科全て
　記述+マーク
　シート方式です。
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※12月12日（月）10:00～出願期間の最終日まで志願者登録・入金可能

◆ログインIDとパスワードは、志願者登録後も必要になりますので、忘れないように控えておきましょう。

出願アカウント作成

登録

ログインID

パスワード

必要事項の入力・登録

登録

氏名

カナ

郵便番号

住所

ログイン

大成高等学校
合否発表サイト

受験番号：
ID:
パスワード：
生年月日：

出願アカウント作成

登録

ログインID

パスワード

必要事項の入力・登録

登録

氏名

カナ

郵便番号

住所

ログイン

大成高等学校
合否発表サイト

受験番号：
ID:
パスワード：
生年月日：

ログインID パスワード

インターネット出願手順○＋合否発表～入学金等納付まで

1. 志願者登録

※メールが届かない場合、「ckip.jp」を受信可能なド
メインとして設定してください。又は、迷惑メール
フォルダをご確認ください。

空メールを送信して
手続き開始
※メールアドレスが必要となります。 1で返信されるメールの内容に

従い、出願サイトにアクセスする
際に必要なアカウント（IDとパ
スワード）を作成してください。

3の方法でサイトへアクセス
したら、2で作成したアカウン
トで、出願サイトにログインし
てください。

個人情報保護方針に同意の上、必要
事項を入力し登録してください。

出願内容の登録後、お支払い画面へ遷移
します。次のいずれかの方法でお支払い
いただくことができます。

●クレジットカード決済
●コンビニ決済
●ＡＴＭ決済（ペイジー）
●各銀行のネットサービス決済（ペイジー）

詳細はP6「納入方法」を参照

※画面イメージは実際とは異なる場合がございます。

検定料支払い後は、入力内容の修正・変更をすることはできません。
万一、入力内容に不備があった場合は、在籍中学校を通じて本校まで早急にご連絡ください。

重要

※中学校の指導により、出願内容を中学校に提出する必要がある場合は、5の願書入力の後、志願者
登録確認シートをダウンロードできますので、これを提出してください。ただし、出願時に当校に
提出する必要はありません。印刷の方法は、次ページの「出願と受験票の印刷」をご確認ください。

※インターネット環境がないなど、手続きが困難な場合は、大成高等学校にご相談ください。

2で返信されるメールに記
載の出願サイトURLよりア
クセス

or

大成高校ホームページから
専用Webサイトにアクセス
●本校HP上のリンクよりアクセス

アクセス方法

出願サイトの
アカウント作成

出願サイトへ
ログイン 出願情報の入力 入学検定料のお支払い

出願サイトへ
アクセス

1

4 5 6

2 3

空メール送信後、
自動で返信されるメールを確認ください

宛先：
taisei_h@ckip.jp
（出願手続き期間のみ有効）

以上で志願者登録は完了です。

ログインID

パスワード

操作方法にご不明の点がある場合は、
右記サポート窓口へお問い合わせください。

株式会社アットシステム
サポート窓口

受付時間／平日9:00～ 17:00（土・日・祝日を除く）
0120-47-3712

愛知 大成高校 検索
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出願アカウント作成

登録

ログインID

パスワード

必要事項の入力・登録

登録

氏名

カナ

郵便番号

住所

ログイン

大成高等学校
合否発表サイト

受験番号：
ID:
パスワード：
生年月日：

5. 入学前納金及び入学金の支払い

志願者は受験票を持参して受験します。
●受験票は、受験票控えと切り離してご利用ください。
●受験票控えは、合否発表の時に必要になりますので、大切に保管してください。

3. 受験当日

出願サイトより、入学前納金及び入学金の支払いをお願いします。
●クレジットカード決済、コンビニ決済、ＡＴＭ決済（ペイジー）、各銀行のネットサービス決済（ペイジー）がご利用できます。
※手数料は各自でご負担ください。

出願期間中に、「必要書類」を本校へ提出してください。
※必要書類は、推薦入試は調査書（推薦書を兼ねる）のみ。特色入試は調査書とプレゼンテーション資料。
一般入試は調査書のみです。すべての入試で願書の提出は不要です。
　（特色入試の詳細については別紙「GRP特別コース入試（特色入試）募集要項」でご確認ください。）

受験票が印刷できるようになるとダウンロード可能のメールが届きます。
●推薦入試・特色入試は2023年1月11日（水）10：00以降
●一般入試は2023年1月13日（金）10：00以降

2. 出願と受験票の印刷

受験票の印刷方法

▲ 自宅のプリンターで
   印刷する
※スマホで登録した場合、
出願サイトからPCに添
付ファイルでメール転
送できます。

▲ コンビニで印刷する

※出願サイトからコンビニの印刷に必要な番号を取得できます。

コンビニの大型プリンターにて番号を入力して印刷します

コンビニで
印刷する

コンビニを
選択する

番号
XXXX

※A4白色用紙指定

受験票控え 受験票

合否発表日時以降に
合否発表サイトへアクセス

受験番号等の入力

合
否
を
確
認

受験票控えに記載されている合否発表専用
サイトへアクセスしてください。

受験票控えに記載されている「受験番号」と、
ご自身の「ID」「パスワード」及び「生年月日」を
入力し、出願サイトのアカウントで、ログイン
してください。

インターネットで合否を確認します。
●合否発表専用サイトにて、確認してください。 ※画面イメージは実際とは異なる場合がございます。

1 2

4. 合否発表

大成高等学校
合否発表サイト

受験番号：ｘｘｘｘｘｘ
https://xxxxxx..........

QR
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以下の1～3のいずれかの方法で、お支払ください。　
※手数料は各自でご負担ください。支払方法により手数料が異なります。

※カード券面に上記のマークがついているカードであれば発行会社・国を問わず利用可能です。

VISA mastercard JCB American 
Express Diners

出願登録画面より直接支払いが可能です。

クレジットカード決済1

コンビニ毎の支払い方法は、コンビニ選択後にメールにて案内します。

コンビニ決済2

※入学金は10万円を超えるため、 ATM
では現金での支払いはできません。
キャッシュカードをご利用ください。

ペイジーマークのあるＡＴＭ、または銀行のネットサービスより支払いが可能です。

① 「税金・料金払込」を選択
② お客様番号、確認番号を入力
③ 支払方法を選択 
   （現金またはキャッシュカード）

〈利用できる銀行例〉

ゆうちょ銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行、
三井住友銀行、りそな銀行  など

ATM決済（ペイジー）、および、各銀行のネットサービス決済（ペイジー）

銀行のネットサービスＡＴＭ

3

入学検定料、入学前納金・入学金の納入方法

■個人情報の取扱について
出願および入学試験また入学手続きにあたってお知らせいただいた氏名、住所その他個人情報は、適正な管理と保護のもと、本校の入試
および入学に関わる業務のみに使用します。また、出願内容や合否結果の在籍中学校への情報提供についてご同意をお願いします。ご同
意いただけない場合は、試験日までに本校へお申し出ください。
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特待生制度特待生制度

教育活動支援金制度教育活動支援金制度
令和４年度より特待生制度を拡充し、教育活動を支援するための「教育活動支援金」を創設しました。
学校生活に係る諸費用の一部を教育活動支援金として補助します。詳細は担当者までお問い合わ
せください。

特待生特典・免除一覧

入学金※ 授業料
3年間※

教育充実費
3年間 受験料 教育活動

支援金

推薦入試

成績特待A 全額 全額 全額 全額 20万円

成績特待B（ラトナディアコースのみ） 全額 半額 全額 全額 10万円

スポーツ特待A（プラウディアコースのみ） 全額 全額 全額 全額 10万円

スポーツ特待B（プラウディアコースのみ） 全額 半額 全額 全額 5万円

一般入試 成績特待A 全額 全額 全額

特待生制度

1. 成績特待生
（1）成績特待A（推薦入試）：国語、数学、英語の3教科が特に優秀な者。
（2）成績特待B（推薦入試）：国語、数学、英語、理科、社会の5教科が優秀な者。（ラトナディアコースに限る）

（3）成績特待A（一般入試）：入学試験の成績が特に優秀な者。

2. スポーツ特待生（プラウディアコースに限る）
（1）スポーツ特待A（推薦入試）：柔道の技術が特に優れた者。
（2）スポーツ特待B（推薦入試）：柔道・サッカー・野球の技術が特に優れた者。

〈特典〉
ランクA…入学金全額及び授業料全額の納入額に相当する奨学金を支給します。
ランクB…入学金全額及び授業料半額の納入額に相当する奨学金を支給します。
上記いずれの特待も教育充実費（月額4,000円）を免除します。

○ 受験生の保護者の皆様へ ○

試験当日は自動車での送迎はご遠慮ください。近隣住民のご迷惑となりますので、路上や他の
敷地（コンビニエンスストアなど）での駐停車はくれぐれもご遠慮ください。なお、怪我等で送迎
の必要がある場合は事前に本校へ連絡の上、大成高校の敷地内に駐車してください。

Neｗ

※ 入学金と授業料は授業料軽減制度と併用しての免除となります。

特待生制度について
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※駅名下の時間は、当該駅から
　「一宮駅」または「岩倉駅」までの
　乗り換え時間を含んだ、
　おおよその所要時間です。

地下鉄上飯田線

JR線
名鉄線
近鉄線

地下鉄東山線
地下鉄名城線
地下鉄桜通線
地下鉄鶴舞線

名古屋
15分

栄
30分

岐阜
10分

大垣
25分

新鵜沼
25分 新可児

45分

犬山
20分

小牧
40分

上飯田
45分

平安通
41分

丸の内
21分

上小田井
10分稲沢

4分

清洲
7分

江南
7分

西春5分

津島
40分

弥富
40分

近鉄弥富
35分

伏見
23分

上前津
26分

大成
高等学校

名鉄岐阜
15分

金山
23分

一宮 岩倉

名古屋駅から
岩倉駅経由で 約25分 約30分岐阜駅から

一宮駅経由で

地下鉄鶴舞線は、
名鉄犬山線を経由して、
『岩倉駅』まで
直通運転しています！

入学手続き・学納金（学費）

推薦入試・特色入試合格者は1月24日（火）17:00までに全額納入してください。
一般入試合格者は1月31日（火）17:00までに前納金20,000円を納入し、残金181,100円を3月10日（金）正午までに納入してください。
※一般入試グローバルフューチャーコース合格者は1月31日（火）までに全額納入してください。

合格後のスケジュールなど詳細は合格発表時に本校ホームページ上に掲載します。

●名鉄電車・JR「一宮駅」下車→名鉄バス「尾張一宮駅前」より17分「羽根」下車徒歩
●名鉄電車「岩倉駅」下車→名鉄バス「岩倉駅」より7分「元小山」下車徒歩

201,100円（入学金 200,000円・PTA入会金 1,100円）入学手続き入学手続き

※ 学費の他に各コースによって諸費用が必要となります。

令和5年度入学生の学納金は以下の予定です。（学納金は3ヶ月分ごとの前納となります。）

コース名 授業料※ 教育充実費 PTA会費 生徒活動費 計

ラトナディア 34,100円 4,000円 3,100円 1,600円 42,800円
グローバルフューチャー 34,100円 4,000円 3,100円 1,600円 42,800円

プラウディア 34,100円 4,000円 2,600円 1,600円 42,300円

学 納 金学 納 金

〒491-0814 一宮市千秋町
小山字大福田1878番地の2　

周 辺 M A P周 辺 M A P路 線 図路 線 図

授業料の補助（令和4年度実績）

入学金の補助（令和4年度実績）

区分
支給額 軽減月額

（合計） 実質負担額 授業料負担者の
所得の目安国から 県から

甲
33,000円 1,100円

34,100円 0円
年収590万円未満程度

9,900円 24,200円 年収720万円未満程度

乙 9,900円 7,700円 17,600円 16,500円 年収840万円未満程度

その他 9,900円 0円 9,900円 24,200円 年収910万円未満程度

就学支援金及び愛知県授業料軽減につきましては、所得
に応じて支給されます。また、入学金についても所得に
応じて支給されます。（尚、愛知県授業料軽減と入学金減
免は、保護者・生徒共に愛知県内在住の方に限り対象と
なります。※1）

授業料軽減制度について授業料軽減制度について

区分 支給額

甲 200,000円

乙 100,000円

詳細は愛知県私学協会のホームページを
ご確認ください。

※1  令和5年度入学生より岐阜県在住で、「岐阜県私立高等学校等授業料軽減補助金」対象生徒については、相当額を学園から支給します。 Neｗ
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2023年度 GRP特別コース入試（特色入試）
募集要項

大成高等学校

出願資格

① 2023年3月に中学校を卒業する見込みの者。
②本校を第1志望とする者で、合格した場合必ず本校に入学する者。
※推薦入試との併願はできません。
※不合格の場合、一般入試に出願し受験することが可能です。その際、一般入試の受験料を免除します。 

募集人数 各コース若干名

求める生徒像

グローバルフューチャーコース：
　　将来、グローバルな活躍をしたいという目標を持っている生徒

ラトナディアコース：
　　将来、理数系の研究などを目標としている生徒

プラウディアコース：
将来、SDGsや社会貢献の達成を目標としており、これまで定期的にボランティアなど社会
活動を行ってきた生徒

志願者登録期間
（ネット登録期間）

2022年12月12日（月）10:00～ 2023年1月13日（金）正午
※志願者登録及び検定料の支払いは24時間可能です。

出願書類

①調査書（愛知県私立学校共通様式）
②プレゼンテーション資料 ※1

（本校ホームページから所定用紙をダウンロードして
入力したもの・最大３ページまで使用可）
提出されたプレゼンテーション資料の返却はできません。

出願期間
（書類提出期間）

①調査書について
2023年1月11日（水）～1月13日（金） 〈必着〉
（持参の場合  受付時間：午前９時～午後５時　最終日は正午迄）

・本校事務局に調査書をWeb・郵送・持参のいずれかで提出してください。
Web提出の場合は在籍中学校による調査書登録をインターネットから実施、ご提出く
ださい。Web提出ができない場合は郵送（簡易書留）または持参で提出してください。

②プレゼンテーション資料について
2023年1月５日（木）～1月11日（水）〈必着〉
・入力したプレゼンテーション資料（Microsoft「Wordファイル」）を
「nyushi@taisei-jr.net」宛にメール添付で送付してください。
 その際、件名は「GRP特別コース入試資料」としてください。

入学検定料
14,000円（検定料支払い時に、別途手数料が必要となります。）
志願者登録手続きをして納入してください。
いったん納入した入学検定料は理由を問わず返却できません。

▲

インターネットから志願者登録をしてください。出願書類が本校に提出されるまで出願は完了しませんのでご注意ください。

※1  ②のプレゼンテーション資料用紙は右の
       QRコードからダウンロードできます。



「ネット志願者登録について」や「学納金について」などは、
別紙「大成高等学校  2023年度生徒募集要項」をご確認ください。

受験票印刷
2023年1月11日（水）10：00以降
受験票ダウンロード可能のメール受信後に、受験票を印刷してください。
※A4白色用紙指定

入学試験

日時 2023年1月16日（月）　　会場  大成高等学校
〈試験科目及び試験時間〉
①国語／  9:00～   9:40（40分）
② 数学／  9:55～10:35（40分）
③ 英語／ 10:50～11:30（40分）　 ※リスニング試験はありません。
　 　 　 　   昼食
④面接・プレゼンテーション／13:00～

面接・
プレゼンテーション

※1

以下に記載してある志望コースの各テーマでプレゼンテーション資料を作成し、
試験当日は3分30秒以上、5分以内で発表すること。
なお、発表するときは資料を見ないで発表すること。
発表内容について面接試験を行います。

グローバルフューチャーコース：グローバルフューチャーコース：
「あなたが関心のある世界で起きている社会問題について、関心のある理由と
それに対するあなたの考え」

ラトナディアコース：ラトナディアコース：
「あなたがこれまでに学習した理科または数学で興味のある分野についてと
その理由」

プラウディアコース：プラウディアコース：
「SDGs17の目標の中から1つを選び、その目標達成のためにあなたが実行しよ
うと考えている今後の計画について」

選抜方法

面接（プレゼンテーション含む）・3教科（国語・数学・英語）の試験結果及び提出書類
により合否を判定します。

［ 配点比率 ］
グローバルフューチャーコース→学力試験：面接（プレゼン・提出書類含む）＝40：60
ラトナディアコース 　　 →学力試験：面接（プレゼン・提出書類含む）＝70：30
プラウディアコース 　　 →学力試験：面接（プレゼン・提出書類含む）＝60：40

試験当日の注意

①午前8時35分までに試験会場に入ってください。（開場は午前7時40分です。）
②受験票（プリンターから印刷後、各自で保管してください）を必ず持参してください。
③筆記用具、上履、靴袋、昼食を持参してください。
④試験当日は検温して体調に問題ないことを確認してから来校してください。
　体調不良で欠席の場合は、後日追試を行います。（詳細はお問い合わせください。）

合格発表

2023年1月17日（火）  午後５時から
本校ホームページ「合否発表専用サイト」で発表します。
※受験票控えに記載されている「合否発表専用サイト」からアクセスしてください。
※電話などによる合否に関するお問合せには一切応じられません。

転コースの合否判定 転コースの合否判定はありません。

※学力試験は
　3教科全て
記述式です。


