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日中学生会議とは

 ⽇中�⽣��は、��省・(�)⽇���協�共�の�国�⽣国�問題�論�
「ザ・フォーラム」の��者により発�され、⽇中��に��のある⽇���⽣有

�が1986年に�⾏�員�を�立したのが�まりである。
 アカデミックな�論を�して⽇中�⽣の相�理�を�めることを⽬的に、�年8
⽉に3�間���（��）を⾏う。「⽇中友�へ、�⽣の挑戦。」という理念の
下、中国と⽇�で��に開�される。2021年は史上�のオンライン開�、2022年
はハイブリッドで開�した。2023年は「『��』〜��で�ぐ�なる��〜」と
いう42期独⾃の理念の下、5年�りの⽇中��⽣が�うリアル開�を�現する。
 �体的には�論・���流�・��を⾏う。

 ➂ �� 

 ➁ ���流�

 ➀ �論 

 �論は⽇中双�の�⽣によって構成される�科�ごとに⾏う。各�科�ごとに⾃

�たちが��したテーマで�論をし、8⽉の�����にてプレゼン形式で�論の
成果を�告する。�論を有�義なものにするため�⼀か⽉の事前��期間を�け

る。

�科���はp4へ

 �⾯期間は、�し物を披露してお�いの��を共有する。オンライン期間は、ク

イズ⼤�や�・�の1�1の中国�⽣との電�などのアクティビティ�して相�理
�を⽬指す。

 �⾯の場�各都�で1⽇�上の��をし、開�国側の�⽣が�内をする。オンラ
インの場�、オンライン�⾏プログラムを⾏う。



��� (Kana Cho)
ニックネーム�かな

�����・��

�属�復旦⼤�3年

北��� (Koki Kitahara)
ニックネーム�こうき

�����

�属���⼤�２年

�尾�昌 (Hiroaki Yokoo)
ニックネーム�ひろ

���財�

�属�立��⼤�２年

���佳 (Kyoka Yamamoto)
ニックネーム�きょうか

�����

�属���義�⼤�１年

�橋凜 (Rin Motohashi)
ニックネーム�りんりん

�����

�属����立⼤�２年

平野恵理 (Eri Hirano)
ニックネーム�えり

����⾏�員�

�属�上智⼤�１年

��� (Ushin Cho)
ニックネーム�うーちゃん

�����

�属�早稲⽥⼤��⼠１年

42期
日本側委員紹介
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�42回⽇中�⽣��⽇�側はこの7
�で��・��している。
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分科会紹介 ＊�科�とは�論を⾏う�のチームのこと。

��者は�味や��によって�属する�科�を�択できる。

エンタメ �� ��� ジェンダー��科�

担当�員����佳、李��

 スポーツ・ゲーム・��・��的�戯など、⼀⼝にエンターテインメントと�っ

てもさまざまな種�のものが思いつくだろう。時代を�て形を�えていった��や

スポーツが�くあることからもわかるように、エンターテインメントというジャン

ルは幅�いのではないかと�えている。そこでこの�科�では、⽇中それぞれのエ

ンタメ��やその発�の仕�、そしてエンターテインメントの国�からの捉えられ

�などを�く理�した上で、エンターテインメントのもつ可�性を⽇中�国の�点

から�える。そして、エンターテインメントというジャンルが、⽇中��のクッシ

ョンとしての��を担うことができるのかを模索し��することを⽬的とする。

1．eスポーツならびにその���野の昨�の発�と可�性について

2．漫�・アニメ・ゲームなどにおけるコンテンツの発�の��と��の��につ
いて

 エンタメ�科�

 ⽇中�国におけるエンタメとその可�性の模索

 ���科�

 よりよい��制度とは何か〜⽇中の��の�いと��との��性〜

担当�員����、李��

1．⽇中の��システムについて
 中国と⽇�の��を��しながら、どのように��や�に��を�えているか�

査し、また、どのような��のあり�が、⽇中友�また�界平和に貢�できるのか

を�論していく。

 �体的には、ジェンダー��、持�可�な��（SDGs）を⽬指す��、オンラ
イン��などを�えている。

2．����について
 英�は�界共���であり、�しもが⼀度は�れる��な��である。それにも

かかわらず、コミュニケーションをとれる�ととれない�に�りがある。�テーマ

では、なぜこのような問題が発⽣するのか、そして良い�決策はないかを�える。

 また�⼆�国�にもフォーカスしたい。そもそも�⼆�国�は必�なのか。また

必�なのだとしたらどの����するべきで、なぜその��が必�なのか。そして

どのような��で��していくのが�切なのか。⽇�と中国で�異はあるのかを�

論し、国��流を促�していきたい。



担当�員��橋凜、张⾬�

 ��にとって�事は�かすことができず、⽣��持の基�である。各地の気�や

⾵⼟を�映し⼟地に�付いた�や���は、�たちを物�的に形作るだけではな

い。また、�年では���向やグローバリズムの流れの中で、�事には⼤きな��

が�きている。これらを踏まえ、��科�は⼤まかな流れとして⼆つの�論を��

した。 �論を�して、⽇中�国の���について⾒識を�めるのみならず、ソフ
トパワーである�のあり�を模索する。

１．これまでの���

 ⽇中�国は、�界的に⾒ても稀有な���・��を有している。�界�形���

�に��された「和�」や「中国茶」などの��や��をいかにして��するか、

そもそも���や��を��していく�義とは何か。���査や��に�べること

などを�して⽇中それぞれの�野を持って��しながら��する。 

２．これからの���

 ��・���向の�まりを背�に、ヴィーガンやベジタリアンなど�事のトレン

ドや�たなムーブメントが⽣まれている。またグローバル�の��で、異国の��

�に�れる��が�えたり、ハラルフードへの��も�まりつつあったりするな

ど、�の���が�んでいる。⽇�国内に�して�えば、⼀�で�べる「個�」や

コロナ�の下では「中�」という�葉にも�⽬された。�年のこれらの動きが��

の���へどのように��を�えるか�論し、�来の�のあり�を�論する。

 ����科�

 �から⾒る⽇中の�性と���のこれから
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担当�員��尾�昌、张⼀�

 1．ジェンダー的��とは�
 ジェンダー論は��の当たり前を疑う��であり、�まで⾒えてこなかった��

の��や�別を��することを可�にした。��を男女という性別で⼆�しようと

する思�、そして、これを�々に当�なものとして�知させる��状況から�くの

問題が�き�こされている。そこでこの�科�では、ジェンダー的��を�につ

け、ジェンダー的��の下、�体的な問題を�り上げ、�論する。そしてジェンダ

ー的��について�論していく。

2．中国と⽇�におけるLGBTQの受�度は�
 性的�向は異性愛者だけではなく、�くの性的��者が�在している。�年、

LGBTQについての問題は�⽬されてきましたが、アジアでのLGBTQへの受�度は
⼀�的に�い。そこで、この問題に�して、中国と⽇�、�国�の�度と受��度

はどのようなものか、この�科�ではアンケートをおこなって�論する。

 ジェンダー�科�

 ジェンダー平等の�界へ〜性をめぐる���念、制度、�範を�える〜 



担当�員�北���、�佳君

貧���グループ

1. 中国の都��と���の��
 1990年代��中国の��成�は�まじく、わずか20年�度で⽇�を�い抜き、
そしてアメリカにも�いつこうとしている。また、⽇�と中国の��的な�びつき

も�常に�く、�国は切っても切れないような��である。中国の��発�は�ま

じいが、あまりにも��な発�により、都��と���で��が⽣じた。そして、

���の�たちは都��に�んでいる中国�と�く異なり、年�もインフラも�っ

ていない�界の中で⽣活をしている。貧����科�では、中国の���と都��

の現状や「�」に⽬を向けることで、��発�の�んでいる中国が�えている�題

を⾒つけ�して、�論を�して��していく。

��グループ

1.⽇�と中国の���式の�い
 中国と⽇�では、��⼿�の��に��な�いがある。 �に、��離の��⼿
�に�してだ。中国では、中��得者�がまだ�いため、��離�動の⼿�として

は��列⾞が��として�も�気がある。 ⼀�、⽇�では⼀�的に�得��が�
いため、�々の�択�はより���している。 都�内の�動⼿�としては、中国
では��やバスが発�しており、料金も�い。 また、ネットカーやタクシーも�
�的�価である。 ⽇�では、JR、��地下�、��が発�しているが、�賃は�
�的�い。 バスは����よりさらに�い。 また、ネットカーは�在しないが、
タクシーも�常に�価である。 それだけに、�電を�すと、とんでもないことに
なる。 �科�のメンバーは、�論を�じて、⽇中それぞれの���式の背�にあ
る�い理由を�り、お�いに�べることがないか、�ってみる。

 ��科��科�

 都�と��の��と���式、⼆つのアプローチで紐�く中国��

�科�での�論の��
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��わせミーティング
6⽉4⽇(⽇)

@オンライン
⾃⼰��/アイスブレイク/
⽇中�⽣��・�科���

中間��
6⽉10⽇(⼟)〜11⽇(⽇)
@東� 
アイスブレイク/�科��流/
模擬�論/発�/OBOG�流

オンライン��
7⽉2⽇(⽇)

@オンライン
中国側��者と�流/

���に向けた�科�活動��
 �前��
8⽉2⽇(�)〜3⽇(⽊)
@⼤�
��打ち�わせ/���の����/
��に�わる��事項の����� 

8⽉3⽇(⽊)〜21⽇(⽉)
@⾹�、東�

中国側���⽣との共同⽣活・�論/
各�科�で�告書の作成
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活動スケジ ュ ー ル

イベントの内�は�更の可�性あり。

また、��者には基��⽇�の��をお願いしているが、�しい場�は相�可�。



 ⽇�側��者が��前⽇に⼤

�にて事前��を⾏い、�⻄国

���から⾹�に向かう。現地

では�論の他、�平�や���

物�を��をしながら、�1�
間の共同⽣活を�る。また、⾹

�領事���で�流をする��

もいただける。⾹�での�⽇�

を�え、�国する。

 ⼤�や�物�、�念�、�

業など、�科�ごとに⽣の情

�を仕�れるためのフィール

ドワークは東�が��であ

る。⽇中の�⽣で��に現場

に⾏くことで得られる知識を

得て、�論のブラッシュアッ

プを⾏う。��場�も�いた

め���のリフレッシュや�

��ラストの思い�作りも⾏

う。
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開催地

 1．⾹� （�⾯期間）

 2．東� （オンライン期間）



「⽇中友�へ、�⽣の挑戦」と団体理念に掲げるように、

⽇中�⽣��は我々�⽣が挑戦できるプラットフォームとしての��を担っている。

⽇�で�ある�⽣団体の中で、なぜ貴�が⽇中�⽣��に��するべきか、その�⼒に�る。

日中学生会議の魅力

 8⽉の�1か⽉間、�科�に基づいた��的テーマに�して⽇中�⽣のチームで
�論する。英�・中国�・⽇��を�使して⾃�の�⾒を積�的に発�することが

�められるため、�いスピードで��⼒やアウトプット�⼒を向上させることがで

きる。

 �科�ごとにフィールドワークを⾏う。⽇中�⽣��の⼀員として専⾨�の�々

にアポイントメントを�り、��にお�をすることで�い�びを得る。また42期
��者�体で⼤使など著�な�を�問する予�であり、��では�えない�々との

�流により成�する。

 �科�の成果発�の�には�問の⼤��授やOBOGからフィードバックを得るこ
とができ、��が�まる。

 ➀ �の�い�論による��⼒やアウトプット�⼒の向上

 ② ��な�野の�⼀�で活�される�の�⾒に���れる

 ⽇��⼟、中国�⼟、また�界中から共�の��を持つ�⽣が�まる。�い想い

を持つ仲間同⼠だからこそお�いの�⾒を尊重し、��で��できる。��や専

⾨、�年を問わず、�々な⼤�から�⽣が�まっている。��なバックグラウンド

を有する�⽣と�わることで、�しい価��に�れられる。

 ⽇中�⽣��はこのような�い想いを持った�⽣の��により36年間、あらゆ
る��を乗り�えて��されてきた。OBOG�の協⼒を得るだけでなく、�⾏�員
も��者の挑戦をサポートするための体制を�えている。

 ③ 共�の��を持つ仲間同⼠で切���する
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 ④ ⾃�の⽬で中国、そして�界を⾒る

 �たちはそれぞれ���をかけて物事を⾒ており、�界情�に�する�⾒も異な

る。��に中国で⽣活する�⽣と��の��を�し、⾃�になかった価��・�え

�を得て、中国の��に�る。�まで⾃�の中になかった�たな�点を�り�れる

��が�められる。



 ⽇中の��なバックグラウンドを持つメンバーが�う、�科�をまとめるリーダ

ーを立��で�ぶ。��者5〜6�の1テーマごとに1�、リーダーとしての��が
ある。��で10テーマある。�員は��と�科�を�げる�⽬を果たし、リーダ
ーのサポートを⾏う。⼗�⼗�の価��・バックグラウンドを持つ仲間の中で、

「どうすれば�が�⾜するか�」「��として何が正しいのか�」という問いから

得る��は�⽣でしか得られない�びとなる。

 ��な価��・バックグラウンドを持つ�とどのような配慮を持って�論するべ

きかを�ぶ。相⼿国をマクロ�点からだけでなく、��によってミクロ�点の��

からとらえる⽬を�む。

 ⑤ リーダーシップを�ぶ

 ⑥ 国��流を�ぶ

 �科�の�論だけでなく�体での�流�や��、���、OBOGとの��など、
��なプログラムが⽤�されている。��な価��を持つ�との��や��を�

し、�味や⽬標を��できる。

 36年にわたって�けられてきた⽇中�⽣��は、2000��上のOBOGを��し
てきた。OBOGの�路は���から�業まで��にわたる。�年OBOG�を開�し
ており、貴重な�流の��が得られる。

 また、��者同⼠切���できるだけでなく、����もお�いを�めあえる仲

間が�うコミュニティーができることは�⼒である。

 ⑦ �来の⽬標を作る

 ⑧ �と�のつながり
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�����の⽇�側��者の�属⼤�（50�順）

＜⽇�国内の⼤�＞ ⻘���⼤� / ⼤�⼤� / ⼤���⼤� / お茶の�女�⼤� / �奈川⼤� /
�⻄��⼤� / �都⼤� / ��⼤� / 国���⼤� / 北��⼤� / ��義�⼤� / 埼⽟⼤� / 
上智⼤� / ��女�⼤� / 筑波⼤� / 中央⼤� / 津⽥�⼤� / 東�⼤� / 東���⼤� / 
東��国�⼤� / 同��⼤� / ⽇�⼤� / ⼀橋⼤� / ���立⼤� / ����⼤� / ��⼤� / 
立�⼤� / 立��⼤� / 早稲⽥⼤� 他

＜��の⼤�＞ 復旦⼤� / アメリカ�価⼤� / ライデン⼤� / 北��国�⼤� 他



15万円�1か⽉の�動�・�泊代・活
動�を�めた金�である。財団からの

賛助により、���は⼤幅に軽減され

ている。開�形�が�更された場��

��も�更する。活動�に�った活動

�は�金する。

募�期間 / ⼀��� （書���）�3⽉1⽇〜3⽉31⽇ 
⼀��果�4⽉18⽇前� 
⼆���（グループディスカッション・⽇��⾯� ）�4⽉25⽇〜5⽉15⽇ 
��者決��知�5⽉26⽇前�

 他�の�⾒を否�せず、��な�⾒を柔�に受け⽌めることができる�
 ⾃�の�⾒を持っている�
 �奇�が旺盛かつ��⼒がある�
 �しいことにチャレンジしたい�

1.
2.
3.
4.

 2023年4⽉時点で⼤�⽣、⼤��⽣、�期⼤�⽣、専⾨�⽣（留�⽣も�む）で
あること。（⽇��在中の�国�留�⽣も�む。）

 ⽇中�⽣��の活動スケジュールに�則として�て��できること。
 �界保���（WHO）の�型コロナワクチン��使⽤リストに掲�されているワ
クチンを3回�上�種していること。

1.

2.
3.

 �める�⽣�

 募���

 ����

 �募����下3つを�たすこと

42期募集要項

募����23�（⽇�側）

 ���

⽇��・中国�・英�

�体では⽇��・中国�を使⽤し、個

�同⼠の��や�科�ごとの�論で英

�を使⽤する��がある。上�の��

から2か国��上�せることが�まし
い。しかしながら、あくまでも��は

ツールに�ぎないため、��があれば

⽇��のみ�す�⽣も��可�であ

る。

 使⽤��
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実行委員長挨拶

 ⽇中国�正常�50周年を�えた昨年は、⽇中��の��を�り�り、未来を��す
る��の��でした。国�正常�50周年を�念し��の����型イベントを主�し
た�41期からバトンを受け�り、�たち�42回⽇中�⽣��は、開�理念として
「『��』〜��で�ぐ�なる��〜」を掲げます。「�鮮でいきいきしている」と

いう�味がある��という�葉には、�な�⽣間の�論や��が⽇�と中国のこれか

らの50年、つまり�しい形の⽇中��を�ぐ⼀�でありたいという�たちの思いを�
めたものです。

 ⽇中��に�々な指�がなされる中、2023年は⽇中平和友�����45周年を�え
ます。�たちが�える「⽇中友�」とはどのような�界なのか。それを�現するため

に、何ができて、また何が為されるべきなのか。このような問いについて、未来を担

う�たち�⽣が思�と��、�⾒��を�けていくことが不可�であり、そこに�期

の���を開�する�義があると�えます。

 �42回⽇中�⽣��は、⾹�と東�での開�を予�しています。�年は2018年�来
の��が�い、5年ぶりの現地の�⽣との�⾯開�となります。来たる��者には、
��に�えるという利点を��に味わい、⽇中の��者同⼠がお�いを正⾯から向き

�い、�く知る��を⼤切にしてもらいたいと思います。異なる価��をぶつけ�う

ことで⽣まれる��、疑問、共�など�々な�情を�しむマインドで��に臨んでも

らいたいです。

 �たち�42期�⾏�員�は、��者⼀�ひとりの個性や価��に�れる�論を仕掛
けていきます。���で�さまとお�いできることを�しみにしています。

⽇�側�⾏�員� 平野恵理

 ⽇�側�⾏�員��平野恵理

 过�的⼏年，�冠�情的蔓�、国际形势的�变�我们的⽣活产⽣了��⽽��的�

响。�议的开�也�可��地受�了波�，�流活动��转为线上��紧��消，可谓

是�⼏年的常态。

  但�便⾯临来⾃各�的挑战，我们��坚�“零��”是永远的主题。值此中⽇��50周
年、中⽇和平友��约缔结45周年���际，中⽇�⽣�议的��者不��是两国⻘年
�⽣的代�，也是两国��友��流的重�使者。希���者们���过���议，进

⼀����中⽇两国历史、��、经济等各�⾯的了�和认识�

 

 中国側�⾏�員��⻩兴
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（⽇���）

 ���年間に�きた、�型コロナウイルスの流⾏と国�情�の�的な��は、�た

ちの⽣活に�く��な��を�ぼしました。 ��の開�も必�的に��を受け、�流
活動はオンラインに�更となったり、��中⽌されたりすることを�儀なくされてお

り、これは�年の常�と�えます。

 しかし、��⾯からの�々な問題に�⾯しても、�たちは「ゼロ�離」が永�のテ

ーマであると�じています。 ⽇中国�正常�50周年、⽇中平和友�����45周年
を�念して、中⽇�⽣��の��者は�国の若い�⽣の代�であるだけではなく、 �
国�の友��流の重�なメッセンジャーでもあります。中⽇�⽣��への��を�じ

て、⽇中�国の歴史、��、��など各�⾯への知識と理�を�めていただければと

思います�

 中国側�⾏�員� ⻩兴

 中国側�⾏�員��王�川

  �川�域，⾵⽉同�。42�中⽇�⽣�议预计�于�年8⽉在中国⾹�开�，这是时�
5年�⼀�在中国线下举办，⼀周�中⽇双���别�回各⾃的��场，继续进⾏线上
�议。

  我们��有��、��科�、���、性别论、娱乐���科�，来⾃中⽇两国的�
⽣们，��这些话题进⾏由���的�讨，���彼此的了�，�����的桥梁。“�
流”是消�误�，�进理�的�⼀�式，让我们⼀�为���时代“��”的中⽇��⽽�
⼒!See you in CJSC!

 
（⽇���）

 �川�域，⾵⽉同�。（�や川、国は異なろうとも、⾵も⽉も同じ�の下でつなが

っている）�42回中⽇�⽣��は、�年8⽉に中国・⾹�で5年ぶりに中国で�⾯開�
される予�で、1�間の���、双�はそれぞれの場�（国）に�り、オンライン�
�を��する予�です。

 �たちは�回、��、��科�、���、ジェンダー、エンタメの�つの�科�を

�け、中国と⽇�の�⽣がこれらのトピックを�いものから�いものまで�論し、お

�いの理�を�め、コミュニケーションの架け橋を築きます。 「�流」は��を��
し、理�を�める�⼀の��です。�しい時代に「��な」中⽇��を築くために協

⼒しましょう! See you in CJSC!
中国側�⾏�員� 王�川
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 主�者としての�策

コロナ対策ガイ ドラ イ ン
（2023年3月時点）
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・開�中は当地のコロナ政策や決まりに従う。

・��者、�⾏�員ともに、��開�３⽇前にPCR�査を受�して�性��書を�得
することを����の必須�件とする。�性��書の提⽰が�来ない場�は、��へ

の��を�めない。

・ワクチン�種を3回�了した状�で��に��することを���件とする。
・��期間中は状況に�じてマスクの�⽤を��者に呼びかける。

・���の��り⼝にアルコール消��を��し、⼿指の消��び⼿洗いを��者に

呼びかける。

・�⽇��者�び�⾏�員の�温並びに体���を⾏う。

・発�等の⾵��状が⾒られる��者の��への��は�めない。また、�型コロナ

ウイルス�染の疑いがある��者が現れた場�は、開�地域の�型コロナ受�センタ

ー（保��）に相�する。

・万⼀��期間中に��者から�染者が�た場�、�やかに�染者を�離し、�染�

⼤�⽌に�める。��者への周知、����者の��、保���び使⽤��への��

等必�な�策を�やかに��する。

・3つの�（�閉・��・��）を�けるため、���は⼗�な�さを�保し、�切
な�離を�けて��を配�する。�科��に���を�けるなどして���（10�前
�）での活動に�める。また、�期的に�内の�気を⾏う。

・��の�は各���の�染予��策に従う。

・��期間中のスポーツ⼤�（�動�）��の可否は、��の�染状況を踏まえて�

重に��する。ボール等の��を使⽤する場�は事前に�念な消�を⾏い、��者に

は�技の前�で⼿指の消�、⼿洗いを必ず⾏ってもらう。

 
 ���体を�して、��者�び�⾏�員の��が何よりも優先されることを理�して
おり、�⾯開�期間おいても、上で�べた�りの⼗�な�染��策を��して��す

ることとする。�上。

 �42回⽇中�⽣��（���）の開�形�は⾹�での1�間�⾯開�、その�⽇
�側、中国側それぞれの�⾯開�をオンラインで�ぐことを予�している。



 中国��⼒は問いません。中国�ができないという理由のみで��することはあり

ません。

 ��者の中には中国にルーツがある�もいますが、中国の友�がほしい、�論がし

たいなど��動�は�々です。�味、��がある�や⾃�の�⾒を持っている�なら

⼤��です。

 ��者の�さんに希��科�を挙げていただきます。その上で各�科�のメンバー

を決�します。

 Q1．中国に�わりがなくても��できますか�

 Q2．中国�ができなくても��できますか�

 Q3．�科�はどのように決められるのですか�

よくある質問

- 15 -

 基�的には�科�ごとでの⾏動になりますが、�問場�などはそれぞれの希�をな

るべく�えるよう相�しながら決めていきます。

 Q4．⾃由時間はありますか�

 ���として15万円を�めます。都�間（�発〜⾹�間 / ⾹�〜東�間）の�動や
�泊にかかる�⽤が�まれています。⾃宅から��にかかる�⽤は⾃⼰負担です。

 Q5．�⽤はどれくらいかかりますか�

 �回は�々な状況を�みた�果、⼤�⽣�上とさせていただきました、ご了�く

ださい。

 ⽇�各地のみならず、��の⼤�に�う�⽣もいます。����者の在籍⼤�はp7
をご�照ください。

 Q6．どんな�が��しますか�

 Q7．��⽣は��できますか�



 Facebook：@jcsc_jpn Instagram：@jcsc_japan

 �援（順不同）  助成（順不同）

後援・助成

 ��省

 在中国⽇�国⼤使�

 在⽇�中国⼤使�

 ��科�省（申�中）

 ⽇中友�協�（申�中）
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（�財）ウェスレー財団

（�財）電��英�

お問い合わせ・SNS

 �式HP：https://jcsc-japan.org/  Twitter：@jcsc_japan

 メールアドレス：https://jcsc-japan.org/

その他申�中


