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１ 学校評価の目的 

① 各学校が，自らの教育活動その他学校運営について，目指すべき目標を設定し，その達成状況や達成に向

けた取組の適切さ等について評価することにより，学校として組織的・継続的な改善を図ること。 

② 各学校が，自己評価及び保護者など学校関係者等による評価の実施とその結果の公表・説明により，適切

に説明責任を果たすとともに，保護者，地域住民等から理解と参画を得て，学校・家庭・地域の連携協力に

よる学校づくりを進めること。 

③ 各学校の設置者等が，学校評価の結果に応じて，学校に対する支援や条件整備等の改善措置を講じること

により，一定水準の教育の質を保証し，その向上を図ること。 

 

２ 学校評価の方法 

① 自己評価は，全職員による自己評価をもとに，生徒・保護者へのアンケート（生徒年２回，保護者年１回）

の結果を加えて行う。 

② 自己評価は，年２回行う。 

③ 自己評価の結果を踏まえて，学校関係者評価委員会による学校関係者評価を年２回行う。 

④ 自己評価と学校関係者評価の結果を公表する。 

⑤ 自己評価と学校関係者評価の結果をもとに，改善点を全職員で共有し，来年度以降の学校教育に活かして

いく。 

 

３ 後期自己評価 

Ⅰ 自己評価の具体的方法 

 ① 本年度の学校教育目標をふまえて，評価項目を決定する。 

 ② 全職員が評価項目を４段階で評価する。 

４；よく当てはまる・十分達成している 

３；やや当てはまる・概ね達成している 

２；あまり当てはまらない・どちらかというと達成していない 

１；まったく当てはまらない・ほとんど達成されていない 

 ③ 全員の評価結果を集計し，項目ごとの平均値を算出する（小数点以下２桁目を四捨五入し，小数点以下１

桁で数値化）。この平均値を次のカッティングポイントに照らして，判定する。 

 

 

 

 

 

 

 ④ 全生徒と全保護者に向けて行うアンケートは，職員の自己評価項目と関連させながら項目を決定し，職員

の自己評価同様４段階の数値で評価する。アンケートの結果から項目ごとの平均値を算出し，職員の自己評

３．０以上 ・・・・・・Ａ（概ね良好である） 

２．９～２．５  ・・・・Ｂ（工夫・改善の余地がある。） 

 

２．４～２．１  ・・・・Ｃ（工夫・改善が必要である。） 

２．０以下 ・・・・・・Ｄ（根本的に工夫・改善を図る必要がある。） 
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価と同じカッティングポイントで判定（Ａ～Ｄ）する。 

⑤ 職員による自己評価をもとに，これに生徒・保護者へのアンケート結果を加えて自己評価書を作成する。 

 

Ⅱ 後期自己評価書（自己評価書） 

南アルプス市立白根御勅使中学校 平成２８年１２月２８日（月）作成 

学校長  大 堀 慎 司 記載者氏名  教頭  数 野 一 郎 

１ 本年度の学校教育目標 

（１） 校訓 「一生懸命」 

 

（２） 目指す学校像 

  ① 生徒一人ひとりを大切にする学校 

  ～生徒と教師がしみじみと話すことができる学校～ 

  ② 生徒が学力向上を自覚できる学校 

  ～生徒が，わからないところを教師に質問できる学校～ 

  ③ 教職員の息があっている学校 

  ～教職員が短時間の情報交換をこまめに行う学校～ 

 

（３） 目指す生徒像 

知を磨く生徒   心を耕す生徒   体を鍛える生徒   故郷を愛する生徒 

 

（４） 学校教育目標 

  「志を持ち，道を拓く生徒」 

 

（５） 五本柱 

知力 ～知識・技能，思考力・判断力・表現力を育てる～ 

     心力 ～たくましく他を思いやるやさしい心，粘り強く取り組む強い心を育てる～ 

     体力 ～たくましく生きる健康な体を育てる～ 

     安全 ～命の大切さを考え，家族や友達に目を向けると同時に，災害に対しても自分で考えて行動できる

生徒を育てる～ 

     信頼 ～生徒を中心にして，学校と家庭，地域，関係機関が連携する～ 

 

２ 職員自己評価集計結果（資料１），保護者アンケート（資料２），生徒アンケート（資料３） 

  平成２８年１２月に，学校職員による自己評価と保護者へのアンケート，そして生徒によるアンケートを実

施した。その質問項目と集計結果を，資料１～３に示した。 

  今回の職員自己評価と生徒アンケートは，前期と同じ質問項目で実施した。保護者へのアンケートは，後期

のみで，昨年度と同じ質問項目で実施した。来年度は保護者の変容をも把握するため前期もアンケート実施を

行う予定である。 

保護者アンケートの回答率は 93.2%ととても高く，本校への関心や協力姿勢のあらわれであると感謝に堪え

ない。今後とも家庭・学校との連携をさらに深いものにしていきたい。 
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３ 評価と改善策 

（１）全体的な評価 

  職員による自己評価については，全３７項目のうち，すべての項目がＡ判定となった。特に改善傾向が見ら

れたのが No18 の「あなたは，学習が遅れた生徒・進んでいる生徒などへ，個に応じた指導を行っている。」（０．

３アップ）と No25「生徒は，正しい言葉遣いで先生や友達と会話ができている。」（０．２アップ）の２項目

であった。前期評価と比較してみると，１６項目がアップ（うち０．２以上アップ７つ）し，１３項目がダウ

ンした。この結果から，全体的には，前期から引き続き良好な状況にあると判断できる。しかし，ダウンした

１３項目中０．２と下がった項目が４つもあり，このことは，大変重要なことと考え，今後，職員全体で共有

し低下傾向にあった項目を分析し，再度具体的な対策を講じていかなくてはならない。 

  保護者へのアンケート調査結果については，全２７項目中２１項目がＡ判定となった。全体的には大きな変

化はなく，昨年度から引き続き比較的良好な状況であると判断される。しかし，Ｂ判定となった項目を見ると，

No3「白根御勅使中は，各教科の指導が充実している。」・No7「白根御勅使中の教員は，わかりやすい授業を

行っている。」・No27「お子さんは，家庭学習をしている。」の学習に関する内容が３つある。この結果につい

ては昨年度と同じ結果であり，一部０．１アップした項目もあるが，真摯に受け止め，学校教育の基本的な内

容なので喫緊の最重要課題として取り組んでいかなくてはならない。項目の中で一番低かったのが２．７の

No23「お子さんは，自分の気持ちや意見をはっきり言える。」である。昨年度よりさらに０．１下がり，昨年

度からの取り組みが十分に改善されていないといえる。全教科での指導や学校行事・部活動等を通して意思表

示や自己表現の場を意図的に仕組んでいきたい。 

生徒へのアンケート調査結果では，２２項目中２１項目でＡ判定となった。Ｂ判定となった唯一は，No18

の毎日の家庭学習に関する項目でこれは，前期アンケートでも同様の結果であった。No18 については，一昨

年度から課題となっている項目であり，校内研を中心に家庭学習の方法について研究をし，自己学習ノートの

提出等粘り強く対策をしてきたところであるが，十分な結果がでていないと考えられるので，さらなる対応が

必要である。 

全体的には，前期と比較して多少の上がり下がりはあるものの，その差はすべての項目で０．１ポイント以

内であり，大きな変化はなく，引き続き良好な状況にあるものと判断される。 

 

（２）各項目の評価と改善策 

評価項目Ⅰ 「学校教育目標」に関して 

【自己評価】 

 職員評価の２項目ともＡ判定で，前期と比較しても，大きな変化はなかった。引き続き職員が学

校目標を意識して教育活動にあたっていると考えられる。前期で目標とした№２の項目の評価改善

はわずかながらだが上昇し達成できた。 

【改善策】 

 全体的には，これまでの努力を継続していくことが必要であると考えられる。あらゆる場面にお

いて学校教育目標を意識させ，教職員にさらに向上できるよう働きかけ，３学期と来年度への課題

としたい。 
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評価項目Ⅱ 「学校経営・学校運営」に関して 

【自己評価】 

 職員評価の８項目すべてがＡ判定であった。平均値も比較的高いことから，前期に引き続き望ま

しい教育活動が行われていると考える。しかし，平均値の比較では，前期よりも下降している項目

が４項目あることから，より緊張感をもって教育活動を行っていく必要があると考える。特に０．

２下がったあなたは，No４「個人情報保護･情報セキュリティの観点から，諸表簿や文書，記録媒体

を適切に管理･活用している。」については，危機管理意識を高め情報漏えいに細心の注意を払うよ

う努めたい。 

一方，保護者へのアンケートでは No17の施設・設備の整備に関する項目で，昨年度よりさらに下

がってしまった。これは，新築校舎建設に伴いプレハブ校舎での生活が影響しているものと思われ

る。環境下では不便を強いられている面もあるが，出来る限り不便さを感じさせないよう努めてい

く。 

【改善策】 

 職員による評価が下降している項目については，組織としての対応ができていないと読み取るこ

とが出来る。学校運営という観点から大きな問題であり，早急に結果を全教職員で共有し，具体的

にどの点に課題があるのかを検討する。その上で，組織自体の見直しの可能性も含めて，３学期中

に対応策を検討したい。 

 安全教育，安全対策，環境整備（№８～10）については，プレハブ校舎に移ってからの環境変化

に直ぐに対応できず，後手に回ってしまったことは否めない。命に関わることであり，早期にマニ

ュアルの見直しや防災・防犯訓練を含めた安全教育の実施に努めたい。 

保護者アンケートでも低い結果として表れているのが，No１７（施設設備が整っているか）の項

目である。授業参観や学園祭等で来校していただいた時に，旧校舎とプレハブ校舎を比較した時の 

感じた部分だとは思えるが，教育環境への悪影響を最小限に食い止める努力をさらにしていかなけ

ればならない。 

 

評価項目Ⅲ 「学習指導」に関して 

【自己評価】 

 職員評価の９項目すべてがＡ判定となった。前期に引き続き全体的には良好な状況であると言え

る。しかし，わずかずつではあるが，評価平均値が下がっている項目が４つ（№１１，１３，１６

１７）ある。この点については，保護者へのアンケートでも No３，No７，No２７の学習指導に関す

る項目がＢ判定となっており，非常に重要な課題であるととらえている。しかしながら，前期には

課題だった No１４「楽しくわかりやすい授業を行っている。」は，校内研究において学習意欲の向

上を図る授業として，全教科で小集団を活用した学び合いの場を設定した授業に取り組むことを積

極的に行った成果だと思われる。保護者アンケートでは０．１アップ，生徒アンケートでは前期と

同じポイントということで改善が見られた。 

 前期で改善すべき項目としてあげた家庭学習の充実については，職員，保護者（昨年度との比較

して同様の結果），生徒ともに低い評価数値となっており，「自主学習ノート」への取り組み強化を

図ったが，さらなる改善には至らなかった。 

No１１の「他の教職員と相互理解や信頼関係を深めて，教育活動にあたっている。」については， 

多くの先生方が参観できる授業公開を推進したが，空き時間におけるノートの点検や教材研究で思 
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うように参観できなかった。 

 No１８「学習が遅れた生徒・進んでいる生徒などへ，個に応じた指導を行っている。」については，

０．３アップした。各教科での教材の工夫やワークブック・プリント・ノート等の点検を行うこと

で，限られた時間を活用して個に応じた指導が出来つつあると思われる。今後も取り組みを継続し

ていきたい。 

【改善策】 

上記のように，家庭学習の定着に職員，保護者，生徒とも課題があると捉えている。県教育委員

会で出版した家庭学習のすすめ「学びの甲斐善八か条」を活用し，八のつく日は保護者にもお願い

をしてチエックを行い，家庭と学校が更なる連携を推し進めていきたい。具体的な取り組みとして

は，その日の授業振り返りのための「自主学習ノート」を活用し，改善を図っていく。 

「わかりやすい授業を行っているか」については，さらに改善策として①一人一実践として全員

が授業公開を行う。②空き時間を利用し互いの授業参観を行い，教師間での授業支援や助言を行う。

③管理職による授業観察と指導・助言を行う。など計画的に実施していきたい。成果が少しずつで

はあるが見えはじめているので，「確かな学力の定着」は学校教育としての大変重要な部分であると

とらえ，今後の最優先課題として取り組んでいく。特に全国学力・学習状況調査（３年）や学力把

握調査（２年）の結果をもとに，ピックアップ問題やチャレンジ問題（３年）に取り組んでいきた

い。個に応じた指導，言語活動の活発化については，校内研究会を通じて一層の意識化と実践を進

めていきたい。 

 

評価項目Ⅳ 「生徒指導」に関して 

【自己評価】 

 職員評価の１０項目中全ての項目がＡ判定となった。評価数値を見ても，評価が高かった前期と

ほとんど変化がない（０．１～０．２上下がいくつかあるが）。このことから，全体的に成果が上が

っているものと判断できる。「学校は楽しいですか」という生徒へのアンケート項目が前期と同じ数

値を維持していることからも，生徒自身の満足度がうかがえる。ただ，１年生が３．１と他学年に

比べ低いのが気になる。 

前期Ｂ判定となった項目 No２５の生徒が適切な言葉遣いをできているかを問うものでは，０．２

上昇した。長年課題であった言葉遣いが改善されたことは大きな成果である。地道な取り組みが成

果としてつながったのだと思われる。 

 保護者及び生徒アンケートでも，生徒指導に関連する項目は概ね良好であった。評価数値・判定

でも，前期と比較して大きな変化は認められなかった。前期評価が良いものであったことから考え

ると，生徒指導の成果が得られているものと判断する。ただ，保護者アンケートでは「自分の気持

ちや意見をはっきり言える。」という項目では，低い数値になっている。携帯やスマホの普及により，

「コミュニケーションづくりが苦手な若者が増えてきている。」という現象が，本校でも見られるか

もしれない。 

【改善策】 

 全体的には良い評価となっているので，これまで取り組んできた内容を，より一層徹底して進め

ていく。その中で，やはり職員の共通理解が大変重要となるので，手間と時間はかかるが，運営委

員会や生徒指導部会・職員会議の場で共通理解を図り，同一歩調で丁寧に進めていきたい。 

 ここ数年間課題となっている「適切な言葉づかい」については，その場その場で行う指導を継続
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するとともに，職員自らの言葉遣いにもいっそう気を配り，学校全体の言語環境を整えていく。 

Ａ判定になったことで，今後も安心せず粘り強く取り組んでいきたい。 

コミュニケーションづくりに関しては，各教科や道徳授業・学活・部活動等において同学年はも

ちろんのこと他学年での交流を通して培っていきたい。また，今後ボランティア活動や地域行事等

への積極的な参加を促し，コミュニケーション能力の育成を進めていきたい。 

前期評価ですべての項目をＡ判定とすることを目標とし，一応の成果が見られた。この結果に甘

えることなく，３学期以降も地道な取り組みを継続する。 

 

評価項目Ⅴ 「家庭・地域との連携」に関して 

【自己評価】 

 職員評価の５項目中全てがＡ判定となり，うち４項目は向上した。学校だよりや学級通信・学校

ＨＰ・学校メール等で学校生活のようすや生徒の活動のようすを情報発信することで，保護者や地

域の方々に把握して頂いたことが成果として繫がったと思われる。特に学園祭や合唱祭等における

学校行事は，保護者や地域の方々の関心事であり，今後もその期待に応える取り組みをさらに充実

させていきたい。 

【改善策】 

 学校の様子をわかりやすく伝える手段としては，担任や学年主任・養護教諭・学校司書等それぞ

れの立場で異なるので，その特性に応じた便りの継続的な取り組みを図っていきたい。また，保護

者との接点が多い学級担任等においては，面談や相談・電話・便り等を通じて，生徒の様子を具体

的に伝えていく努力を続けていきたい。また，学校開放日を多く設け，直接生徒のようすを実感で

きる機会を増やしていきたい。 

 生徒や保護者の悩みや相談に関しては，ＳＣ（スクールカウンセラー 毎週火曜日午後から）も

勤務しており，相談体制もあるので積極的な活用を促したい。 

 学校ホームページについても，できるだけ内容の更新を進め，いつでも活動の様子が分かる環境

づくりに努めたい。また，学校メールも今後も連絡事項を絶やさず，必要に応じて活用していく。 

 

評価項目Ⅵ 「学校の特色」に関して 

【自己評価】 

 職員評価の３項目中３項目すべてがＡ判定となった。前期に引き続き良好な結果であると考えら

れる。部活動に関しては，３年生からバトンタッチを受け，引き続き新人戦等においても好成績を

残した部活動もあり，どの部活も活発に活動している。 

No３７の生徒が進んで挨拶をするかを問うた項目は，職員・生徒・保護者とも高い数値となって

おり，取り組んできた成果が認められる。来客や地域の方々からも来校時に「大きなあいさつをし

てくれて気持ちがいい。」という感想をうかがうことが出来た。大いに評価したい。 

【改善策】 

 全体的に良好な評価となっているので，今後もこれまでの取組を継続させていく。特にあいさつ

励行については，生徒会として取り組んでおり，来校者からの好評もあることから，生徒を励まし

ながら継続できるように努力する。また，職員自身も，心のこもったあいさつができるよう意識の

向上を行っていきたい。 
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４ 学校関係者評価 

Ⅰ 第２回学校関係者評価委員会 

実施日：平成２９年１月１６日（月）午後６時００分～７時４０分 

会 場：白根御勅使中学校 校長室 

参加者：学校関係者評価委員 ････ 秋山 契（委員長）  岡貞善（副委員長）  佐貫富隆 

    篠㟢秀仁        

文書回答 ･･････････････ 山崎健  深澤昇 

学校職員 ･･････････････ 校長：大堀慎司  教頭：数野一郎  教務主任：望月昭栄 

 

１ 学校側から提案された内容 

（１） 白根御勅使中学校 学校関係者評価委員会会則について 

（２） 学校評価の目的について 

（３） 学校評価の方法について 

（４） 前期自己評価、保護者アンケート及び生徒アンケートの結果について 

 

２ 協議された主な内容 

（１） 自己評価結果についての全体評価 

（２） 自己評価結果から課題となる項目について 

（３） 保護者アンケート・生徒アンケートの結果と課題となる項目について 

（４） その他 

 

Ⅱ 平成２８年度 南アルプス市立白根御勅使中学校学校関係者評価書 （写） 

平成２９年１月１６日（月） 

学校関係者評価委員作成 

１ 全体評価 

 職員による自己評価については，全３７項目のうち，すべての項目がＡ判定となった。先生方の日頃 

の指導や取組が成果として現われた結果であり，今後も続けていって欲しい。特に改善傾向が見られた 

のが項目では，長年課題であった「生徒は，正しい言葉遣いで先生や友達と会話ができている。」（０． 

２アップ）は粘り強い取組があったからであり，素晴らしいことである。しかし，ダウンした項目が１ 

３あり，しかも０．２下がった４項目については，大変重要なことと受け止め，具体的な対策を講じて 

いって欲しい。 

保護者へのアンケート調査結果については，回答率は 93.2%ととても高く驚いている。それだけ学校 

に対する関心や期待があるので，それに応えるようにし，今後とも家庭・学校との連携をさらに深いも 

のにしていって欲しい。できれば，保護者アンケートについても，昨年度の比較だと保護者が変わって 

いるので，同じ保護者がどう見ているかという視点で前期との比較としたほうがいいのではないだろう 

か。来年度は実施していただけるよう検討をしていただきたい。項目別にみると学習に関する３つの項 

目がＢ判定となっている。この結果については昨年度と同じ結果であり，改善傾向が見られない。この 

結果を真摯に受け止め，学校教育の基本的な部分なのでしっかりと取組んでいって欲しい。 

生徒へのアンケート調査結果では，唯一Ｂ判定となった項目が，毎日の家庭学習に関する項目でる。 
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 これは，前期アンケートでも同様の結果であり，しかも，一昨年度から課題となっている項目である。 

家庭学習の方法については，学校だけでなく保護者の協力がなくてはならない部分なので，どう保護者 

と連携を行い，家庭学習の定着を図るかさらなる対応が必要である。 

全体的には，前期と比較して多少の上がり下がりはあるものの，大きな差はなく学校全体が良好な状 

況にあるものと判断される。 

（１）全般的なことについて 

  会に先立ち，校長や教務主任から学校の様子が話され，また，これまでに以上に学校の様子が分か 

る資料が提出されたことにより，この会への前向きな姿勢が感じ取れ，中身の濃い評価委員会を持つ 

ことが出来た。また，具体的な評価に関わり資料として，教師の改善ポイント・保護者の忌憚のない 

意見・生徒の意見など多くの資料が提出され，生徒や保護者が普段どんなことを考え，何を学校へ伝 

えたいのかが分かって良かった。 

保護者アンケートでの保護者意見が多く出されたことは，「大変ありがたいことである。」と捉え， 

学校に対して大いに期待や関心を寄せている表れだと思われる。全てを取り入れることは難しい面も 

あるが，出来るかぎり要望には応えるよう努力をして欲しい。その中でも公衆電話の設置が要望とし 

て挙げられているが，設置が難しいようであると聞いている。新築校舎になっても生徒や保護者が不 

便を強いられることのないよう取組んで欲しい。また，保護者から出された内容（要望）については， 

その結果について伝える必要がある。ＰＴＡ総会や学年部会等あらゆる機会を使って伝えて欲しい。 

書いていただいた保護者はその回答を待っていると思うので，一方通行にならないよう学校側として， 

可能な（できる）部分と無理な（できない）部分をしっかり伝えて欲しい。先生方が前期の評価を踏 

まえ努力している状況がわかる。 

（２）学校の施設について 

  仮設校舎に移って約半年が過ぎようとしているが，生徒たちが落ち着いて生活していると聞いて大 

変良かったと思う。施設・設備面で本校舎があった時と比べて不便を強いられているようだが，教育 

環境への悪影響を最小限に留めるよう教育委員会や市当局とも連携を取りながら取組んで欲しい。 

職員の喫煙場所について，学校敷地内は全面禁煙になっているので，敷地外で吸っている姿を見か 

ける事がある。正直，見た目やマナーの面で気になる点であり，難しい面があるが何とか工夫して， 

生徒には見えない所で，囲いをする等工夫をして喫煙する場所が設置されるといい。 

（３）学習活動について 

  例年課題として挙げられている家庭学習の定着については，生徒や保護者からも挙げられている。 

 取組に関しては学校だけでなく保護者の協力も必要だと思うので，山梨県の教育委員会から出されて 

いる「学びの甲斐善八か条」を活用しながら，取組をして欲しい。 

３年生の進路については，一人ひとりの希望がかなうようにさらに指導・支援をお願いしたい。ま 

た，保護者の立場として，子どもが常に向上心が持てるよう指導をお願いしたい。 

（４）生徒指導について 

生徒との関係については，互いが親しみを感じる関係になれば本音で話が出来るようになる。教師 

の上から目線での物言いはかえって生徒との距離を遠ざけることにもなるので。フレンドリー感覚も 

時には必要ではないだろうか。生徒による要望に関しても「一方的にダメ。」ではなく，生徒が納得で 

きるよう，また，柔軟に対応できるようなことも必要ではないだろうか。学校が厳しくすればするほ 

ど，隠れて行うことも考えられるので，ある程度の柔軟性をもった指導も必要だと思う。 

  全体としては，本当に落ち着いて生活をしているので，この環境を崩さずに続けていって欲しい。 
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（５）学校の特色（挨拶、部活動、紅タイム）について 

  学校の規模としては，決して大きくはないが，教職員・生徒が部活動に努力していると思う。（全国 

大会・県大会へ行く等結果も出ている。） 

  運動部をはじめ文化部でも非常に頑張った姿が，表彰という形で現れた。狭いグラウンドや仮設校 

舎（プレハブ）という環境の下で，例年以上に好成績が残せたことは，先生方の指導もあるが，生徒 

の頑張りが一番だったと思う。今度は新築校舎建設で，活動環境が心配されるがこの勢いで頑張って 

欲しい。 

（６）家庭・地域との連携 

  学校の様子を学校だよりや学級だより，保健だより，図書館だよりで伝えてもらって，日常の生徒 

の活動の様子がわかる。特に学級だよりは生徒の活動や思い，担任の考えが伝わってくるので，忙し 

いとは思うが続けて出して欲しい。 

（７）まとめとして 

  多くの評価委員の方々より，「逆境の中で生徒たちは強い精神力を持って過ごしていることは素晴らし

い。」との声が出された。 

全体として落ち着いた生活をしており，項目を見ても向上しているので，先生方の日頃の努力が成果 

として繫がっている。今後も引き続き先生方には，一致団結して学校運営に当たっていただきたい。ま 

た，学校目標でもある「生徒一人ひとりを大切に，伸び伸びと活発に活動している学校」をさらに作っ 

ていくことを期待する。 

 

 

 

 

記載責任者 

           南アルプス市立白根御勅使中学校 学校関係者評価委員会委員長  

 

秋 山    契   ○印  

 

※学校関係者評価書原本は別に添付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


