Takuya Agemura

揚村 拓弥

Ｏ：まずは、合格おめでとうございます。

Ｏ：俺、後期合格やぞ！みたいな？(笑)

Ａ：ありがとうございます。

Ａ：お前何日程や？俺、後期やぞ！って(笑)
同じ向陽から、去年浪人して今年同じ後期で
東北大に合格した先輩がいて。僕と同じ、前期
で東大受けて、後期で東北の物理系、という。
心強い感じもありますね。

Ｏ：合格した瞬間の気持ちはどうだった？
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Ａ：番号を探して合否を確認するっていう発表
が、東北大学が初めてで。ほかの大学は全部、
マイページにログインしたらすぐに合否が分 Ｏ：理学部は、どんな理由で選んだの？
かるというものだったので。番号探して、お〜
Ａ：大学では、自分の勉強したいことを思いっき
あったわ！みたいな感じでした。
り勉強するつもりです。あとそれと並行して、
国家公務員の資格を取るための勉強もしよう
Ｏ：嬉しかった？
と思って。
Ａ：そら嬉しいですよ！
Ｏ：理学部で勉強したいことって…結局俺、よく
わかってないんやけど(笑)
Ｏ：（安全圏だった）慶應合格したときも、嬉し
いって言ってたもんね。
Ａ：物理の…理論の方ですね。素粒子物理論って
いうやつ。
Ａ：慶應のときも嬉しかったです。思ってたより
嬉しかったです(笑)
Ｏ：…どの辺が面白いの？
Ｏ：後期合格の東北大学に行く、と決めた今の気
Ａ：えっ(笑)一個の数式で、この世の全ての現象
持ちは？もうスッキリしてる？
を表そうっていう学問なんですよ。すごくな
（ 前期合格よりも難易度が高い）
Ａ：そうですね。
いですか？
後期合格なので、でかい顔できるかなと思っ
Ｏ：…。
て(笑)

Ｍ：それはいつから興味持ったの？中３のときに
すでに物理が面白いって言ってたよね。

Ａ：直結することはあんまりないですね。コン
ピューターぐらいじゃないですかね。

Ａ：そ う で す ね 。中 学 校 の と き に 、科 学 雑 誌 の Ｏ：そうだね。とにかく頑張って(笑)
ニュートンを読んで興味を持って。中学生時
代は定期購読してたんですよ。小学生の頃は、 Ａ：頑張ります！
興味があるのだけ買ってたのかな。
Ｏ：おうちの人が、読んでみたらって？
Ａ：そうですね。面白くって。科学の色んな分野が
載ってて。その中で、兄貴（AC卒・徳島大学生
物資源産業学部進学）は生物系に興味を持っ
て、僕は物理系に興味を持ったんですよね。

M： その物理学はどこまで突き詰めるのが自分の
中でのゴールだと思ってるの？
Ａ：多分、僕らが生きている間にその数式が完成
することはないと思っているので。だから大
学では、今物理学はどこまでいってるのかっ
ていうことを勉強できればいいなと思って
て。今、どんな議論がどこまで来てるのかを知
る、ということですね。それ以上踏み込んでい
くということもできればいいですけど、それ
は研究職になっていくと思うので、そこは、自
分に才能があるかどうか…まだ分からないの
で。大学に行って、ですね。

Ｏ：普段の勉強…宿題とか予習・復習みたいなこ
とは、いつやるの？学校が終わって家に帰っ
てからやってたの？
Ａ：そうですね…あんまり宿題ってなかったの
で、予習復習は…まぁ空いた時間を見つけて。
帰ってからかな。
Ｍ：中学のときは？割とコンスタントに勉強して
でしょう？
Ａ：そうですね。電車の中とかでも、３行分とか、
やればできるので、そういう時間を積み重ね
てやってましたね。

Ｏ：そうか、朋弥（兄）は生物大好きやったもんな。
では、４年間は素粒子物理論を勉強して。でも
それをその先につなげるっていうのは考えて
ないの？
Ａ：今のところはあんまり。また大学行ったら変
わるかもしれないですけど。今のところは理
系の国家公務員の資格を目指そうと思ってい
るので。ほんとに大学には勉強したいことを
しにいくっていうイメージです。

ましたけど。

Ｏ：メインはクラブが終わって家に帰ってから？

Ｏ：では、中学時代も含めて、勉強で自分なりに工
夫していたことを聞いていきたいな。
Ａ：そうですね…。高３になって、問題演習をどん
どんするべき時期になってからはそんなこと
言ってられないんですけど、高２ぐらいまで
は、１問に時間をかける、ということをやって
ました。極力解説は見ずに、最初自分が考えた
解法でどこまでいけるのかっていうことを１
問について２〜３時間考える、というような
こともありました。

Ａ：クラブでも、１日１ページ勉強して、その日の
クラブの感想を書いて先生に提出するってい
うのがあって。ほとんど僕しかやってなかっ
たですけど(笑)そういうことをコツコツやっ
てました。チャート式の演習とか。
Ｏ：どうやったら「揚村拓弥」が出来上がるかを知
りたいんだけど(笑)やっぱり積み重ねだね。
Ａ：コツコツ努力することですかね。友達にも言
われるんですけど、天才型ではなく、努力型な
んだと思います。同級生には天才型の子もい
るけど、お前はすごく努力してたよな、努力で
ごり押しするタイプだよな、と(笑)

Ｏ：それで鍛えられた？

Ｏ：話変わるけど、数学とか理科とかは１問に対
して時間をかけてっていうのは分かるけど、
Ａ：そうですね。最初に自分で思いついた方法を、
日本史とか英単語とか古文単語とか、暗記系
少しずつ変えたりしながら解いてみて。解説
はどうやっていたの？
読むと、そんなの思いつくかよ？みたいな解
法が載ってたりするじゃないですか。それを Ａ：もともと日本史は好きで。テスト期間になっ
M： 自分の興味を突き詰める、ということだね。
覚えるのも一つの方法だろうけど、僕はそう
たらその範囲の単語カードを作ってました。
じゃなくて、自分が思いつく範囲の中で、遠回
周りから「そんなん絶対いらんやん」って言わ
Ａ：そうです。大学にはそれを満たしに行きたい。
りで時間がかかってもいいから、どう正解ま
れてたんですけど、お前ら絶対後悔するから
でたどりつくかということをやってました。
国家公務員を目指すだけでいいなら法学部と
な！と思いながら(笑)それをぺらぺらめくっ
かの方が有利ですけど。
て覚えてました。
Ｏ：それは、そういう癖がついてた？
Ｏ：国家公務員になって、国を動かす、と。
Ｏ：単語カード？すごい古典的な手法だね。
Ａ：とにかく解説読むのが嫌いで。
Ａ：そうです。裏からこう…(笑)
Ａ：書いたら覚えるタイプなんですよ。だから単
Ｏ：それはプライドの問題？
語カードを作ってる段階でかなり頭に入る。
Ｏ：(笑)
それでも抜けていくところを、めくりながら
最終的には国家公務員か。それはずっと言っ Ａ：う〜ん。合ってるかどうか確認するために答
覚える、みたいな感じでしたね。それに作って
えを見るのは好きなんですけど。間違ってた
てたもんね。いやしかし、何回聞いても物理の
おいたら、センターのときでも役にたつだろ
ら、一回閉じて。やり直して。
面白さがわかんないな〜(笑)
うなと思って。英単語は…頑張りましたね
(笑)
Ａ：変わり者が多いって言いますからね、物理学 Ｍ：それ、テスト直前にやってたら間に合わない
Ｏ：方法論とかなく？
よね？
者は(笑)
Ｏ：やっぱり、工学部と違って、その研究が世の中
にどうつながるかとかが素人的にはよく見え
ないしね。

Ａ：う〜ん。でも直前でも、自分でこの問題はやっ
たほうがいいなと思えばやってました。その
せいで終わるのが結構ギリギリなこともあり

Ａ：そうですね。覚えた単語が例文で出て来たり
して、あ、これ覚えたやつや！って定着してい
く、みたいなことが多いかな。そういう感じで

した。
Ｍ：覚えるのは早い方だと思う？
Ａ：いや…そんなに記憶力が良い方ではなかった
と思います。
それこそ高１の最初の定期テストからコツコ
ツ覚えていった感じですね。
Ｍ：中学のときは？
Ａ：中学のときはそんなに単語とかテストにな
かったような…。あんまり中学の頃は意識し
てなかったような気がします。
Ｏ：理系の生徒が文系科目の暗記系にちゃんと手
が回るのはなんでなんかなって思うんだよね
〜。

業がすごく好きで。答案の書き方の、ここまで
できるんで…嬉しかったですね。
は書かなくていい、ここからは絶対書かなあ
かんとか、そういうところまで細かく教えて Ｏ：勉強できて、嬉しい…？
くれて、好きでした。久保田先生の英語の授業
も、文型を細かく教えてもらえて良かったで Ａ：やっぱり部活やってると出てくるんですよ
す。中学から高１・２まで、文型のことをしっ
ね。今のうちに勉強しておいたら高３になっ
かり頭に入れてもらいました。二次試験の勉
てから楽やな…っていうか。だからやってお
強をするときにすごく文型を意識するので、
きたい、みたいな。勉強が楽しい！っていうよ
そのありがたみを痛感しましたね。
りも、やっておきたい、という感じ…分かりま
す？
Ｏ：２年生では…
Ｏ：全然分かれへん！(笑)
Ａ：２年はそこに国語を追加して。時間設定が遅
くなったので。
Ａ：これだけやれた！みたいな…達成感に近いか
な？これやっておきたいな〜あ、DX行ったら
Ｏ：サテラインはいつからだったっけ？
できるな！できた！みたいな。
Ａ：サテラインは高２の間に、高２生対象の物理
と受験対策の化学を。高３からは、東大対策を
受講してました。

Ａ：まぁやっぱり空き時間にやる感じですね。で
もうち、親は文系なんですよね。母親は国語、
父親は英語だし。親戚もみんな文系で。僕と兄 Ｏ：高３になってからの、イベントはほとんど参
貴だけ理系で。不思議がられてました。だから
加してくれてたよね。
家でもよく理解されてないです(笑)物理？何
Ａ：そうですね。センター対策に特化したイベン
が面白いか分からん！って(笑)
ト以外はほぼフル参加でした。

Ｏ：夏の「入試の要諦」で、代ゼミのサテライン講
座を使って東大の過去問演習をやったよね。

M：
Ａ：

Ａ：やりましたね〜。あのタイミングで傾向を知
れたので、すごく良かったです。問題傾向とか
時間配分とかを詳しく知れて、それを夏の間
に知っておくのはすごくいいことだったと思
いますね。役立ちました。
まぁ結局傾向は変わりましたけどね(笑)
Ｏ：自習室DX（例年お盆期間に実施する7:00〜
22:00の管理型自習室）はどうだった？

Ｏ：

Ｏ：やっぱり！そうなんだ！(笑)では、授業につ
いて教えてほしいと思います。
Ｍ：まずは中学時代のことから。徳山先生（数学
科）と深山先生（英語科）のペアだったよね。
Ａ：あ〜そうでしたね！徳山先生の授業は、解説
が完璧すぎて。なかなか再現できないレベル
で、すごくきれいに解くので…これが身につ
けられたら完璧やな〜と思いながら受けてま
した。深山先生の授業でも、文型のことをきっ
ちりやってもらえてよかったです。
Ｏ：高１のときは、ACでは英語・数学を受けてく
れていました。
Ａ：国語は授業の時間が早くて、部活で来れな
かったので。久保田先生（英語科）と芳樹先生
（数学科）の授業でした。芳樹先生の数学の授

Ｏ：DXがしんどいとは感じなかった？
Ａ：さすがに最後の方は疲れてきましたね。

Ｏ：

Ａ：

Ｏ：

Ｏ：では、合宿のことを。
Ａ：合宿は…若干寂しくて(笑)

Ａ：自習室DXは高２の時から参加させてもらっ
て。ちょうどクラブがお盆休みになったので、 Ｏ：あぁ、スピーチでも言ってくれてたな。旧帝大
いい機会だなと思って。高２のDXでは、物理
コースだったから、通常コースからは隔離さ
の基礎をちゃんと固められて。
れてたからね。
Ｏ：２年で？
Ａ：はい。
「良問の風」をほぼほぼ終わらせて。あと
過去問かな…。数学もやってましたけど、やっ
ぱり物理が好きなので物理ばっかりやってま
したね。端っこに座らせてもらって(笑)
Ｏ：なんで２年の頃に行こうと思ったの？企画し
た俺が言うのもなんやけど、自分やったら絶
対行かんのやけど(笑)
Ａ：いや〜やっぱり普段クラブやってるので、ま
とまって勉強できる時間は嬉しいんですよ
ね。普段のテスト期間とかも、これだけ時間
あったらアレもできるなコレもできるなっ
て。自習室DXではほんとに朝から丸一日勉強

Ａ：でも休憩時間とかにみんなで集まってワイワ
イできるのは楽しかったですね。あとはひた
すらパソコンで授業を受けてたので…授業が
長くて…(笑)
でもあのタイミングで、夏にやった過去問を
数か月たってどのくらいできるようになって
るかが明確になったのはすごく良かったで
す。
Ｏ：センター対策はいつ頃から始めたんだっけ？
Ａ：12月の中頃ですね。10日頃だったかな。正直、
若干の焦りはありました。センターのことあ
んまりやってなかったので。でも岡先生を信
じ て 。1 2 月 か ら や り こ ん だ ら 間 に 合 う 、と
言っていただいたので。

Ｏ：だいぶ引っ張ったね。
Ａ：二次の勉強も、センターを意識して範囲を選
ぶようにはしてたんですけど。プレ（高３の
11月に実施される最後のセンター試験形式
の模試）で９割乗らなかったので、その焦りが
あって。センターはできれば９割乗せたかっ
たんですけど、模試ではなかなか乗らなかっ
たので。
Ｏ：でも、プレの結果を見て、もう少し二次対策に
時間を使っても大丈夫だなと思ったんだよ
ね。これ最終的に９割乗るなと思って。それで
そういう風に言ったんだ。プレのタイミング
でもう少し悪かったら、もうセンター対策始
めさせてたと思うんだけど。センター対策は
具体的に何を？

が話してたんですよ。俺と違う答えを言って
て、まわりの人たちが「やっぱりそうやんな
〜！」って安心してて。そんなタイミングでも
「いや、絶対俺の方が賢いし。俺が合ってる
わ。」と思えた(笑)あのとき、このメンタルは
部活やってたおかげだな、やってて良かった
なと思いましたね(笑)
Ｏ：俺の方が賢いし！(笑)
Ａ：いや、やっぱりスポーツやる上でそういう気
持ちって大事じゃないですか。すごく鍛えら
れたなと思っていて。それは純粋に良かった
なと思いましたね。
Ｏ：フェンシングでは、最高どこまで行ったん
だっけな？

Ａ：センター対策はもう過去問演習だけですね。 Ａ：個人では、近畿の新人大会で準優勝したのが
一番良かったです。和歌山はフェンシングが
日本史だけは細かく見ましたけど、それ以外
強いので、なかなか結果が出なくて。インター
の科目はひたすら過去問をやってました。
ハイはずっと2位でその上に行けなくて。団体
Ｏ：では話題を変えて。フェンシング部と勉強を
では、近畿で優勝して全国に行きました。
両立する上で、工夫することってあった？
Ｍ：部活もすごく頑張っていたみたいだけど、
Ａ：工夫…う〜ん…自分なりに精いっぱいやって
フェンシングにのめり込んで、勉強がおろそ
きた結果が今って感じなので…工夫…ってい
かになるっていうことはなかったんだね。家
う感じではないですけど、隙間時間を見つけ
に帰ってもフェンシングのことで調べものす
ることかなぁ。僕は電車通学で、乗ってるのは
るとか、オリンピックをずっと見ちゃう…と
５分だけなんですけど、その間でもできるこ
か。
とがあるので。そういう感じかなぁ。
Ａ：う〜んそれはやっぱり区別してましたね。家
Ｏ：気持ちの部分が大きいかな。
でたまに筋トレしたりすることはありました
けど…家で勉強する時間と、部活する時間は
Ａ：それも大きいですよね。僕は絶対に部活を言
しっかり区別してました。
い訳にはしたくなくて、部活と勉強の結果は
完全に関係のないものだと思っていたので。 Ｍ：やっぱり極めていきたいと思うと、生活の中
部活があるからとか、勉強があるからとか、そ
心がクラブになっていくこともあるよね。ク
ういうのが大っ嫌いだったんですよね。
ラブで勝ちたいという思いもあったと思うけ
ど、どう気持ちに区切りをつけていたの？
M： 部活に入ってない子がうらやましいなと思っ
Ａ：確かにそこのバランスは難しいですね。勝ち
たことはない？
たい気持ちも本当だし…それでも勉強はなお
Ａ：あ〜…うらやましい…うーん…自由な時間が
ざりにしたらあかんなと思っていて。
あるのはいいなと思ったことはありますね。
にしても、勉強してねぇなとは思ってました
(笑)俺の方が勉強してるじゃねぇかと(笑)だ
からどっちがいいかわからないですよね。部
活やってる人は、普段どうしても勉強時間が
削られる分、テスト期間で部活が休みになる
と、めちゃくちゃ勉強するし。部活やってない
人はテスト前も同じリズムでいくんですか
ね。だからどっちがいいかは分からないかな。

Ｏ：繰り返しになるけど、勉強に対してのモチ
ベーションはどんな感じなの？やらなきゃい
けない、みたいな気持ちではないんだよね。
Ａ：やっぱり、やっといたらいいよね、という感じ
ですね。部活をがんばっても、やっぱり一生ス
ポーツで生きていくわけじゃないので、知識
は身につけなきゃと。それならこれもやって
おきたい、あれもやっておきたい、みたいな感
じです。必要に迫られて…というよりは…
やっておきたい、みたいな？
Ｏ：夢とか大学とかに向けて勉強を頑張る、とい
う感じではないんだね？
Ａ：高校に入ってからはそれもあります。中学時
代はとりあえず自分ができることをやりた
い、みたいな感じかなぁ。やれることをちゃん
とやりたい、みたいな。それが実際に自分の思
うレベルでできたし、そこに結果もついてき
たので、そのまま突き進んできて。大学ってい
う具体的な目標ができたのは高校入ってから
かなぁ。
Ｏ：ACに入校してくれたときには、もうすでに東
大が第一志望じゃなかった？
Ａ：自分の中で決めたのは高１の初めころかな？
中学の頃は、旧帝大のどこかに行けたらいい
な〜ぐらいに思ってて。テストで点数とれて
も、まぁ中学やしな、ぐらいにしか思ってな
かったです。親からもそう言われてたし。でも
高校に入ってもそれなりの点数がとれてたの
で、
「おっ？」って。これは旧帝大に本当に行け
るかもしれんと。そのあたりで将来の夢が国
家公務員に決まったので、それだったら東京
大学がいいかなと。
Ｏ：国Ⅰ（国家公務員Ⅰ種）っていう目標から逆算
しての東大、なんだね。
Ａ：そういう感じですね。京大ではないな、と。中
３のときの担任の先生に、お前は京大より東
大向きやって言われたこともあって。それな
ら…目指すなら一番上がいいかなとも思っ
て。
Ｏ：受験を経験していく上で、しんどい時はな
かった？
Ａ：やっぱり二次試験が近づいてくると、プレッ
シャーはありましたね。
Ｏ：センターより後？

Ｏ：逆に、部活やってて良かったなと思うことは
どんなこと？
Ａ：やっぱりメンタルはめちゃくちゃ鍛えられま
したね。何回か挫折もあるし。センター試験っ
て、ほかの学校の生徒も同じ会場で受験する
じゃないですか。トイレでほかの学校の生徒

Ａ：後ですね。まぁセンターは配点が低いから、で
きれば９割とりたかったですけど、届かなく
ても出願には問題ないと思ってたので、それ
ほど。二次試験が近づいてきたら、親父が顔が
広いんで、いろんな先生から声をかけられて。
「頑張ってるらしいな！」とか。そういうのも

あったし、向陽でずっと一番だったっていう
こともあって、ちゃんといいところに行かな
きゃ、みたいなプレッシャーも…少なからず
ありましたね。
Ｏ：一番だって自他ともに認めてて、みんなから
東大受かって当然、みたいな感じで見られて
たもんな。しんどいよな〜。
Ａ：まぁそんなプレッシャーを明確に意識しだし
たのは二次試験の前ですけどね。でも受験が
終わったとたんに、ずっとひどかった蕁麻疹
がおさまりました。だからやっぱりメンタル
的にはしんどかったんだな、と思って。

Ｏ：受験が終わって、今思うことはある？
Ａ：努力したら努力しただけ結果が出るんだなっ
ていうことはセンター試験で分かりました
し、それでも届かないものがあるんやってい
うことも、前期試験で分かりましたし、それで
も最後まで努力し続けたら何とかなるんやっ
て東北大学に合格して分かりましたし。なか
なか濃い受験期間だったなぁと思いますね。

Ｏ：センターはほんとに高得点だったもんなぁ
…。
Ａ：あれだけとっても足りないのかよっていう
(笑)本当にいろいろ経験できました。
Ｍ：東大の不合格が本当に紙一重だったことにつ
いては、気持ちの切り替えはできてる？
Ａ：そうですね。点数が開示されたのは、全部の結
果が出てからだったので…もはや笑うしかな
い感じですよね。自分の点数はだいたいこれ
ぐらいだろうと思って通りだったんですけ
ど、もっと合格最低点が上で、惜しくもない感
じで不合格だったんだろうなと思ってたんで
すよ。そしたら0.3点足らずという…まぁさす
がに…笑いました。

ある？
Ａ：全部です。いい仲間に恵まれて。ほんとにまじ
めに勉強する奴らばっかりで。でもメリハリ
があって、楽しむところはすごく盛り上がっ
て楽しむし。先生方にもすごく良くしていた
だいて、本当に恵まれた環境だったと思いま
す。
Ｍ：GESも含めると…
Ａ：小６からなので…７年間ですね。お世話にな
りました。
Ｏ：後輩に向けて、何かアドバイスをお願いしま
す。

Ａ：う〜ん。まずは１問１問を大切に、ということ
Ｏ：ハガキ一枚持ってきて、
「笑うしかないでしょ
ですね。僕みたいに１問で泣かないように。あ
〜」って言ってたもんな。
とは、志望校の傾向に合わせて勉強するのも
大切なんですけど、今、入試が色々変わってる
Ａ：東大行けなかったことに対する後悔はないん
じゃないですか。今年もだいぶ変わったと思
ですけど、前期で決まってたらもっと楽だっ
うので、来年以降より分からなくなってくる
たのにな〜とは思いますね。部屋を決めたり
と思う。だから、傾向に合わせた勉強ももちろ
とかが。それぐらいです。
んするけど、そういうことにとらわれない実
力っていうのをつけるのも大切なんだろうな
Ｏ：今日話を聞いていて、勉強に対して義務感が
と思います。僕も結局、最終的には全然対策し
ないっていう感じが印象的でした。
てこなかった大学に受かったので。どんな問
題でも対応できる力をつけられるように。後
Ａ：やらなあかん、というよりは、やっときたい、
輩の皆さんには頑張ってほしいです。
ですね。手をつけられるところから、やってお
いた方がいいことをやっておこう、みたいな
感じですね。一つ問題集を終わらせたら、もう
一個上のことできるな！と思ってやる感じ
で。
Ｏ：知的好奇心なのかな？
Ａ：そうかもしれないです。
Ｏ：ACに来て良かったなと思ってくれることは

インタビューを終えて 〜カウンセリングスタッフより〜
インタビューの中にもあるように、揚村くんは天才型で

今のうちに、やれる時に勉強をしておきたい、部活を言

はなく努力型の生徒でした。高１生の頃から常に黙々と、

い訳にしたくない、部活と勉強の結果は関係ない…。下

淡々と机に向かってペンを走らせているという姿を見て

級生の皆さんには、揚村君の勉強に対する向き合い方や、

きました。努力の天才だったのだと思います。

部活と勉強のバランスや捉え方などは、非常に参考にな

中学生の頃から校内でナンバーワンの学力と言われ続け

ると思います。

ていましたが、恐らく勉強量でもダントツで校内ナンバー

国家公務員になるのか物理の研究者になるのか…彼の将

ワンだったはずです。一番勉強できる人間が一番勉強を

来はまだ彼自身が大学生活の中の様々な経験を通して決

している、そんな姿が周りの同級生にも刺激を与え、慕

めていくのだと思いますが、どのような道を選ぶにして

われていました。自他ともに認めるナンバーワンだから

も持ち前の精神力と強い意志とバイタリティで、きっと

こそのプレッシャーは彼にしかわからないことですが、

素晴らしい人生を歩んでいくと信じています。これから

そういうものにも負けずに最後までやり切った精神力の

も揚村君を応援していきます。頑張ってください！

強さも、揚村君の魅力なのだと思います。先を見据えて

ターミナル校

岡哲司

