平成２９年度 免許状更新講習 第６回認定（選択必修領域）

平成２９年度（第６回）認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」
主な受講対象者
開設者名

講習の名称

取り扱う事項

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料
学校種

免許職種、教科等

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

職務経験等

東京学芸大学

【選択必修】学習指導要領の改
訂の動向等

主に，戦後の学習指導要領の展開について，教育内容やカリ
キュラム原理，その時々の社会状況や教育課題，教育政策との
学習指導要領の改訂の動向
関係から振り返り，その変遷について概観するとともに，最新の 佐々木 幸寿（教育学部教授）
等
学習指導要領がどういう経緯や背景で成立しているのかを解説
する。

東京都小金井
市

6時間 平成29年8月7日

小学校
中学校
高等学校

教諭、養護教諭

特定しない

6,000円

平成29年8月7日
受講予定だった講習が
講師の都合により開講
平29-10025110人 不可となった方で、当
301757号
日受講を希望される方
を対象者とします。一
般募集はしません。

東京学芸大学

【選択必修】学習指導要領の改
訂と「チーム学校」「地域学校協
働本部」の動きについて

2017年に新しい学習指導要領が示された。「資質・能力」の習得
を強調したり、「社会に開かれた教育課程」を標榜するなど、21
世紀から22世紀を見通す中で、学校教育を大きく変革することが
中に含まれたものとなっている。また、そのための具体的な政策
学習指導要領の改訂の動向
課題として「チーム学校」「地域学校協働本部」といった次世代の 松田 恵示（教育学部教授）
等
教育体制の推進も謳われている。本科目では、このような教育
政策動向について、その背景や中身について理解するとともに、
現場での実践に具体化していく際のポイントについて考えること
をねらいとする。

東京都小金井
市

6時間 平成29年8月21日

小学校
中学校

教諭、養護教諭

特定しない

6,000円

平成29年8月21日
受講予定だった講習が
講師の都合により開講
平29-10025100人 不可となった方で、当
301758号
日受講を希望される方
を対象者とします。一
般募集はしません。

東京学芸大学

【選択必修】「学習指導要領の改
訂の動向等」及び「法令改正及
び国の審議会の状況等」（算数・
数学を中心に）

学習指導要領の改訂の動向
等
法令改正及び国の審議会の
状況等

「学習指導要領の改訂の動向等」、「法令改正及び国の審議会
の状況等」の２つの事項について、これまでの研究によって得ら
太田 伸也（教育学部教授）
れた知見に基づいて講義する。なお、数学教育を専門とする教
員が担当する。

東京都小金井
市

6時間 平成29年8月2日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

算数、数学

特定しない

6,000円

東京学芸大学

【選択必修】「学習指導要領の改
訂の動向等」及び「法令改正及
び国の審議会の状況等」（算数・
数学を中心に）

学習指導要領の改訂の動向
等
法令改正及び国の審議会の
状況等

「学習指導要領の改訂の動向等」、「法令改正及び国の審議会
の状況等」の２つの事項について、これまでの研究によって得ら
太田 伸也（教育学部教授）
れた知見に基づいて講義する。なお、数学教育を専門とする教
員が担当する。

東京都小金井
市

6時間 平成29年8月3日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

算数、数学

特定しない

6,000円

東京学芸大学

【選択必修】「学習指導要領の改
訂の動向等」及び「法令改正及
び国の審議会の状況等」（算数・
数学を中心に）

学習指導要領の改訂の動向
等
法令改正及び国の審議会の
状況等

「学習指導要領の改訂の動向等」、「法令改正及び国の審議会
の状況等」の２つの事項について、これまでの研究によって得ら
太田 伸也（教育学部教授）
れた知見に基づいて講義する。なお、数学教育を専門とする教
員が担当する。

東京都小金井
市

6時間 平成29年8月9日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

算数、数学

特定しない

6,000円

東京学芸大学

【選択必修】「学習指導要領の改
訂の動向等」及び「法令改正及
び国の審議会の状況等」（算数・
数学を中心に）

学習指導要領の改訂の動向
等
法令改正及び国の審議会の
状況等

「学習指導要領の改訂の動向等」、「法令改正及び国の審議会
の状況等」の２つの事項について、これまでの研究によって得ら
太田 伸也（教育学部教授）
れた知見に基づいて講義する。なお、数学教育を専門とする教
員が担当する。

東京都小金井
市

6時間 平成29年8月10日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

算数、数学

特定しない

6,000円

東京学芸大学

【選択必修】「学習指導要領の改
訂の動向等」及び「法令改正及
び国の審議会の状況等」（算数・
数学を中心に）

学習指導要領の改訂の動向
等
法令改正及び国の審議会の
状況等

「学習指導要領の改訂の動向等」、「法令改正及び国の審議会
の状況等」の２つの事項について、これまでの研究によって得ら
太田 伸也（教育学部教授）
れた知見に基づいて講義する。なお、数学教育を専門とする教
員が担当する。

東京都小金井
市

6時間 平成29年8月17日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

算数、数学

特定しない

6,000円

香川大学

【選択必修】英語科教育法概説

英語教育

小中連携による英語科教育を視野に入れ、児童・生徒の言語能
力の発達を踏まえつつ、英語の教授法、教材論、指導技術、評
価論の観点から、講義を中心としながら一部演習活動を取り入
れて、英語教育の諸側面を論ずる。演習活動には、受講生を児 竹中 龍範（教育学部教授）
童・生徒に見立ててのマイクロ・ティーチング型活動、及び外国
語活動の指導実践を通して得た問題意識の共有を前提とするグ
ループ討議を含む。

香川県高松市

小学校
中学校

教諭

特定しない

0円

60人

八戸工業大学

【選択必修】情報通信技術の活
用と情報モラル教育

教育の情報化（情報通信技
術を利用した指導及び情報
教育（情報モラルを含む。）
等）

生徒が情報通信機器・技術・サービスを利用する機会が一般化
し、教育現場でもこれらを活用した取り組みが行われているが、
一方で、有害情報やいじめなどの影の部分への対応が喫緊の
課題となっている。本講習では、タブレットやタッチディスプレイな
小玉 成人（工学部准教授）
どの情報通信技術の最新動向やこれらを活用した指導方法、情
今出 敏彦（感性デザイン学部准教授）
報モラル教育の必要性やその具体的な指導方法と内容などに
ついて解説する。また、学校種ごとにグループ討議し、今回の講
習で得た知識を担当教科の教材の一部として活用できる能力を
養う。

青森県八戸市

6時間 平成29年9月23日

中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

20人

平成29年7月24日～
平成29年8月23日

平29-30030301756号

0178-25-8024

http://www.hitech.ac.jp

城西大学

教育の情報化（情報通信技
【選択必修】インターネットを利用 術を利用した指導及び情報
した新しい教育法と評価を学ぶ 教育（情報モラルを含む。）
等）

全ての教員に求められている「教育の情報化」では、ICTを活用
した新しい授業設計や教材作成、学習評価などの視点が必要と
なってきました。本講座では、これらを踏まえ、インターネットを利
用した新しい指導法に基づく学習評価のあり方を理解します。ま 栗田 るみ子（経営学部教授）
た、PCを用いた実習では、officeソフトの基礎的な操作を用いた
①インターネットを活用したファイル管理を学び、②自作ルーブ
リックによる学習評価ファイルを完成させます。

埼玉県坂戸市

6時間 平成29年8月23日

小学校
中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

15人

平成29年7月16日～
平成29年7月30日

平29-30090301745号

049-271-7723

http://www.josai.ac.jp/

城西大学

講義内容：次期学習指導要領の議論が本格化している。そこで
は、これから求められる資質・能力の育成を見据えた教育課程
【選択必修】学習指導要領の改
学習指導要領の改訂の動向 の編成が試みられようとしている。講義では、①なぜ必要なの
訂とこれから求められる資質・能
後藤 顕一（東洋大学食環境科学部教授）
等
か、②どのような内容なのか、③どのように実践するのか、等に
力の育成
ついて、具体的な事例に触れることや演習を行うことを通じて理
解を深めることを目標にする。

埼玉県坂戸市

6時間 平成29年8月23日

小学校
中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成29年7月16日～
平成29年7月30日

平29-30090301746号

049-271-7723

http://www.josai.ac.jp/

城西大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】学校における危機管
対応の必要性
理上の課題とマネジメントマイン
学校における危機管理上の
ド
課題

埼玉県坂戸市

6時間 平成29年8月23日

小学校
中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

15人

平成29年7月16日～
平成29年7月30日

平29-30090301747号

049-271-7723

http://www.josai.ac.jp/

清和大学

【選択必修】教育相談

千葉県木更津
市

6時間 平成29年9月2日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

主に初任者～中
堅教員向け

6,000円

35人

平成29年7月16日～
平成29年7月23日

平29-30123301748号

0438-30-5567

http://seiwa-univ.ac.jp

清和大学

教育の情報化（情報通信技
【選択必修】OSSとSaaSを活用し 術を利用した指導及び情報
た教育の情報化
教育（情報モラルを含む。）
等）

千葉県木更津
市

6時間 平成29年10月7日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

主に初任者～中
堅教員向け

6,000円

35人

平成29年7月16日～
平成29年7月23日

平29-30123301749号

0438-30-5567

http://seiwa-univ.ac.jp

学校を巡る近年の状況変化と教員の役割を踏まえた上で、様々
な危険にさらされている子ども達の安全確保にかかる教職員の
意識の向上と非常事態に備える学校の危機管理及び教員が起 青木 秀夫（元城西大学理学部非常勤講師）
こす可能性のある事故の防止の在り方を考察し理解を深めてい 上村 聖（経営学部准教授）
く。また、組織的対応をする上で必要とされるマネジメント・マイン
ドの重要性を業務改善など企業の事例を通して理解する。

【講習概要】不登校やいじめなど教育現場における今日的課題
教育相談（いじめ及び不登校 とこれらに対する学校教育相談が果たすべき機能について【到
への対応を含む。）
達目標】カウンセリングに関する知識や技法について理解を深
め、事例検討を通して問題解決に至るプロセスを確認する

清水 聡（清和大学非常勤講師）

【講習概要】OSS（オープンソース・ソフトウェア）及びSaaS（サー
ビスとしてのソフトウェア）を例に，その概要を紹介する。これらの
ツールを教育の情報化，特に「教科指導におけるICT（情報通信 宝剱 純一郎（法学部教授）
技術）活用」及び「校務の情報化」で使いこなせるようになるため
に，演習に取り組みながら理解を深める。

24時間
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平成29年8月12日～平
成29年8月13日
平成29年9月17日～平
成29年9月18日

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

平29-10025301759号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

平29-10025301760号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

平29-10025301761号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

平29-10025301762号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

平29-10025301763号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

平成29年7月16日～
平成29年7月28日免許
法認定公開講座として 平29-10073教育委員会等の推薦 301751号
者を対象者とするため
一般募集はしません。

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp/

平成29年8月2日
受講予定だった講習が
講師の都合により開講
110人 不可となった方で、当
日受講を希望される方
を対象者とします。一
般募集はしません。
平成29年8月3日
受講予定だった講習が
講師の都合により開講
110人 不可となった方で、当
日受講を希望される方
を対象者とします。一
般募集はしません。
平成29年8月9日
受講予定だった講習が
講師の都合により開講
110人 不可となった方で、当
日受講を希望される方
を対象者とします。一
般募集はしません。
平成29年8月10日
受講予定だった講習が
講師の都合により開講
110人 不可となった方で、当
日受講を希望される方
を対象者とします。一
般募集はしません。
平成29年8月17日
受講予定だった講習が
講師の都合により開講
110人 不可となった方で、当
日受講を希望される方
を対象者とします。一
般募集はしません。

平成２９年度（第６回）認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」
主な受講対象者
開設者名

講習の名称

取り扱う事項

講習の概要

担当講師

【講義概要】 PowerPointのアニメーション機能を使った英文の直
読直解トレーニング教材を作成する。 【到達目標】 PowerPoint
を使った英文リーディングの教材の作成方法とそれを用いた指
導方法を身につける。【講習内容】 この講習では、英文直読直
加藤 貴之（法学部准教授）
解の教材をパワーポイントのアニメーション機能を使って自前で
作成する方法を学ぶ。また、模擬授業への参加をしていただき、
作成した教材を授業や自習でどのように使うことができるか検討
したい。

清和大学

【選択必修】PowerPointを使った
英語教育
英語リーディング教材の作成

桜美林大学

【選択必修】次期学習指導要領
の改訂を読み解く－これから育
てるべき学力と授業づくり－

横浜商科大学

多様化する生徒への対応について、本人、家族、学校スタッフに
生じている様々なニーズにどう対応したらいいかを考える。特に
【選択必修】教育相談（多様化す 教育相談（いじめ及び不登校 最新の医学的知見、心理学的知見を概観しながら、身体症状と
松嵜 くみ子（跡見学園女子大学 教授）
る生徒への対応）
への対応を含む。）
心理的な要因、精神科的疾患との関連などについて整理すると
ともに、「問題解決」の枠組みについて簡単な実習をしながら体
験的に学ぶ。

花園大学

【選択必修】「学校危機管理」及
び「学習指導要領の動向」

花園大学

学校における危機管理上の課題を、災害時の学校対応や日常
学習指導要領の改訂の動向
における学校安全管理、また安全教育学の知見を交えて考え
奥山 研司(教職課程教授)
【選択必修】「学校安全」及び「ア 等
る。また、外国の事例も合わせて紹介する。また、学習指導要領 中 善則(教職課程教授)
クティブ・ラーニングの指導法」
学校における危機管理上の
の改訂の動向等を、アクティブ・ラーニングなど指導法の工夫も
課題
交えて探っていく。

花園大学

【選択必修】教育相談（いじめ及
び不登校への対応を含む）

講習の開催地

千葉県木更津
市

次期学習指導要領の改訂は、平成32年以降、各学校段階にお 長澤 直臣（リベラルアーツ学群・教職センター
いて順次実施される予定である。本講座では、中央教育審議会 教授）
学習指導要領の改訂の動向 での審議における「論点整理」や「審議のまとめ」、平成28年12月 堀竹 充（十文字学園女子大学 リメディアル教
インターネット
等
の「答申」等の諸資料をもとに、次期学習指導要領の方向性、そ 育センター特別任用教授、児童教育学科教授）
の趣旨などについて読み解くとともに、小学校、中学校、高等学 中尾 豊三郎（東京都北区教育委員会教育アド
校の各改訂のポイントとその対応策について解説している。
バイザー）

学校における危機管理上の課題を、平成13年に起こった大阪教
学習指導要領の改訂の動向
安井 義和(畿央大学教育学部教授)
育大学附属池田小事件をはじめ学校における様々な事件・事故
等学校における危機管理上
奥山 研司(教職課程教授)
を通して考える。また、学習指導要領の改訂の動向等を、近年
の課題
の中教審の動きも交えて探っていく。

近年、学校現場における問題は複雑化・多様化している。本講
習では、教育相談の基本的な理論・技術について概説するととも
教育相談（いじめ及び不登校
平塚 信子(社会福祉学部非常勤講師)
に、不登校・いじめを中心とした子どもの心理的問題への理解、
への対応を含む。）
水野 真理(愛知淑徳大学 学生相談室員)
さらに校内・外での協働によるチーム支援について講義およびグ
ループワークを通して具体的に考えていく。

幼少期は人間形成の基盤を培う重要な時期であり，教育に関連
今西 利美(幼児教育科非常勤講師)
する機関や組織が連携し，家庭や地域とも力を合わせて子ども
学習指導要領の改訂の動向
泉谷 光孝(幼児教育科非常勤講師)
【選択必修】教育政策の動向およ
を育てていくことが必要です。ここでは幼稚園教育要領や幼保連
大阪千代田短期
等
前野 裕彦(河内長野市教育委員会指導主事)
び学校内外での連携協力につい
携型認定こども園教育・保育要領，小学校学習指導要領につい
大学
学校における危機管理上の
川崎 幸子(河内長野市教育委員会指導主事)
ての理解
て理解を深めるとともに，園や学校における危機管理上の課題
課題
伊藤 一雄(幼児教育科教授)
についての事例をもとに，教育機関や保護者，地域社会との連
携のあり方について考えていきます。

時間数

講習の期間

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

学校種

免許職種、教科等

職務経験等

6時間 平成29年11月23日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

主に初任者～中
堅教員向け

6,000円

35人

平成29年7月16日～
平成29年7月23日

平29-30123301750号

0438-30-5567

http://seiwa-univ.ac.jp

平成29年8月1日～
平成30年3月31日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

9,600円

1,500人

平成29年7月18日～
平成30年3月30日

平29-30143301744号

042-797-9914

http://www.obirin.ac.jp
/kyomen/

小学校
中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成29年7月16日～
平成29年8月4日

平29-30285301752号

045-583-9062

http://www.shodai.ac.jp

特定しない

特定しない

5,000円

150人

平成29年9月4日～
平成29年9月29日

平29-30421301753号

075-279-3640

http://www.hanazono.a
c.jp/

特定しない

特定しない

5,000円

70人

平成29年9月4日～
平成29年9月29日

平29-30421301754号

075-279-3640

http://www.hanazono.a
c.jp/

平成29年9月4日～
平成29年9月29日

平29-30421301755号

075-279-3640

http://www.hanazono.a
c.jp/

平29-35250301743号

0721-52-4141

http://www.chiyoda.ac.j
p

平29-40014301765号

03-3983-3385

http://www.wadaminor
u.ac.jp/tokyo/

平成29年7月16日～
平成29年9月1日
平成29年度第二期特
平29-7002219人 別支援教育専門研修
301764号
の受講者を対象とする
ものであるため、一般
募集はしません。

046-839-6889

http://www.nise.go.jp/

6時間

神奈川県横浜
市

6時間 平成29年8月18日

京都府京都市
中京区

6時間 平成29年12月23日

京都府京都市
中京区

6時間 平成29年12月23日

京都府京都市
中京区

6時間 平成29年12月23日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

5,000円

80人

大阪府河内長
野市

6時間 平成29年12月2日

幼稚園
小学校

幼稚園教諭、小学校教諭

特定しない

6,500円

300人

幼稚園

特定しない

特定しない

6,500円

60人

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

教諭、養護教諭

教員経験年数3
年以上

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校
幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

平成29年9月1日～
平成29年9月10日

【選択必修】幼児教育の最新動
東京教育専門学
向及び学習指導要領改訂の動
校
向

新幼稚園教育要領、新保育所保育指針等の理解を深めるた
学習指導要領の改訂の動向 め、法令及び国の審議会の状況を把握しその改正のポイントと 無藤隆（白梅学園大学子ども学部教授子ども支
等法令改正及び国の審議会 背景を理解すると共に、学習指導要領の改定の動向など理解し 援学科長）
東京都豊島区
の状況等
つつ幼児教育が担う道徳性の芽生えについても取り上げながら 藤村公三郎（東京教育専門学校専任講師）
幼児教育現場に求められている資質・能力について講義する。

6時間

独立行政法人国
【選択必修】平成29年度第二期
立特別支援教育
特別支援教育専門研修
総合研究所

インクルーシブ教育システムの充実に向け、障害のある幼児児
童生徒の教育を担当する教職員を対象として、多様な学びの場
（通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校）
学校を巡る近年の状況の変
における各障害種別の指導者（スクールリーダー）の専門性向
化
上を目的とし、専門的知識及び技術を深め、指導力の一層の向
学習指導要領の改訂の動向
上を図り、今後の各都道府県等における指導者としての資質を
等
高めるための講習。
講習内容は、特別支援学級設置校経営の現状と課題、言語障
害教育の教育課程等で構成される。

田中 裕一（文部科学省初等中等教育局特別
支援教育課特別支援教育調査官）
寺崎 晶子（東京都世田谷区立駒沢小学校校
長）
神奈川県横須
山中 ともえ（東京都調布市立飛田給小学校校 賀市
長）
庄司 美千代（文部科学省初等中等教育局特
別支援教育課特別支援教育調査官）

平成29年9月21日、
6時間 平成29年9月26日、
平成29年9月28日

公益財団法人全
日本私立幼稚園
【選択必修】教育の最新事情
幼児教育研究機
構

日々の保育実践の中で直面する園内外における連携の課題、
また、通常の対処能力では解決できない非常事態（学校危機）
学習指導要領の改訂の動向
について、実際の事例を用いながら組織的連携の必要性への
等
理解を深める。「学習指導要領」と「幼稚園教育要領」の改訂をも
学校における危機管理上の
とに、小学校１年生における学習内容と幼稚園における教育内
課題
容との接続について、法令的な理解と実践的な指導方法。な
お、本講習は8月3日開催の必修講習と連続して行うものです。

桃枝智子（洗足こども短期大学幼児教育保育
科講師）
並木真理子（洗足こども短期大学幼児教育保
育科准教授）

神奈川県川崎
市

6時間 平成29年8月4日

幼稚園

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成29年7月17日～
平成29年7月23日

平29-80012301767号

03-3237-1975

https://youchien.com/

公益財団法人全
日本私立幼稚園
【選択必修】教育の最新事情
幼児教育研究機
構

本講習では「学校を巡る近年の状況の変化」や「学習指導要領
学校を巡る近年の状況の変
の改訂の動向等」の事項について、幼稚園教諭に求められる最
化
新の知識の修得と今日的な教育的課題についての理解を深め 鈴木正敏（兵庫教育大学准教授）
学習指導要領の改訂の動向
ることを目指す。なお、本講習は8月3日開催の必修講習と連続
等
して行うものです。

兵庫県神戸市

6時間 平成29年8月2日

幼稚園

特定しない

特定しない

6,000円

120人

平成29年7月16日～
平成29年7月23日

平29-80012301768号

03-3237-1975

https://youchien.com/

大阪府大阪市

6時間 平成29年9月10日

幼稚園
小学校

特定しない

特定しない

6,000円

80人

平成29年7月18日～
平成29年7月21日

平29-90023301766号

06-6829-2538

http://www.osakaseikei.ac.jp

学校教育（保育）に関する諸答申と法令改正の動向および最新
学習指導要領の改訂の動向
石田 貴子(大阪成蹊大学教育学部准教授)
大阪成蹊大学・ 【選択必修】教育の最新事情Ⅱ
の調査研究の情報と知見を踏まえ、①今日求められるべき教育
等
赤沢 真世(大阪成蹊大学教育学部准教授)
大阪成蹊短期大 －教育課程政策論・教育経営論
観、②時代の変化に対応する学校経営のあり方とその方法、の
様々な問題に対する組織的
山田 敏男(大阪成蹊大学教育学部准教授)
学
－
各項目について考察を深めることにより、受講者の教員としての
対応の必要性
橋本 隆公(大阪成蹊大学教育学部准教授)
資質向上に寄与していく。
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平成29年8月23日、
平成29年8月25日

0円

平成29年7月18日～
平成29年7月28日

