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平成２８年５月～２８年５月 

    （順不同。用字については原文のままとしました。） 

１．  ５．２８土  たのしかった！ たっきゅうもた

のしー！ ごはんもおいしー！ ぜんぶたの

しー！ちなみにわたくし日の市にすんでま

す！ 

２．  Ｈ２８．5月28日 ぼく男です！ 今日たい

せいそうにきたのは、おかあさんと、おとうさん

と、おとうとと、ぼくの 4人できました。たっきゅ

うたのしかったです！こんどもきたいです！ 

おふろもたのしかった！（あったかかった）です！おしょくじもおいしい！ あした、シャト

レーゼにいこうと思います！ちなみに、ぼく日野市にすんでいます！おとうともすごいよろ

こんでいましたよ！でも、今日で 2回目です！で、今日こどものくににきました。アスレチッ

クで、こわかった～！そして…へんけいじてん車にのりました！も～まんぞく！また、こんど

いきた～い！ねるとき、マクラにカバーつけるの大へんでした！ （甲府市の山梨県立こ

どもの国に寄ったものと思われます。 まくらカバーは、袋状になっていてそれにい

れるだけなので、とても簡単なハズですが・・・） 

３．  7月23日土 今日、たいせいそうにいきました。そして今日の人数は、おとうさんと、おか

あさんとわたしの 3人できました。たいせいそうにつくと、わたしとおかあさんでさいしょに

たっきゅうをしました。バドミントンもしました。バドミントンをしているとおとうさんもきました。

おとうさんもやってうれしかったです。あと、みんなこどものくにと書いていたので、こんど

いってみよーかなと思いました。あと、あしたアクアリゾートにもいくよ。とーいです。たいせ

いそうはきょうで 6 回目くらいです。まくらにカバーをつけるのが、すこしたのしかったです。

さっき、まくらなげをしました。」たのしかったです。 

４．  今日、大せいそうに行きました。大せいそうは、森いっぱいのいいところです。森のなかに

あるのでしぜんを見ながら、おふろに入るのがきれいです。そして、森でたんけんしたり、
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森でなく、げいじゅつびじゅつかん、アウトレット、しぜんぶんか園どれもいいけど、ぼくの

おきにいりはパノラマの湯です。前には夕日としずむふじさん、絵だと、すごくきれいで、夕

日いってみようと思います。 

５．  大成荘…イイネ！ “ｐｏｋｅｍｏｎ ｇｏ” できない… きのうリリース。ＧＰＳの信号がないか

らできない。 

６．  Ｈ２８．７．２７ 部活の合宿で来ました。部活仲間とどこかに行くのは初めてなので楽しい

です。（全員で来たかった） チーズやノース君と、たぶん初めて会話しました。ご飯美味し

かったけど、完食できなかったのは申し訳ないです。４Ｇやりたい。就寝！！  油です。小

学生の時ぶりにここに来ました。ゲームもたのしい。（日野高校） 

７．  ２０１６．6月5日（日）晴  今日、来て見たいと思っていた大成荘に、念願かなって、やっ

との思いで来て良かった。 仕事でなかなか今まで来られなく、いざ出発って決めてから、

朝降っていた雨はやんで、暑くもなく、新緑を見ながら着いた次第です。 新緑に囲まれた

大成荘が、初めての私たちを迎えてくれました。森の中の一軒家ですね。 建物にビックリ

しました。おとぎ話に出てきそうな玄関。本も読める図書室的な場所もあり、とてもキレイにさ

れてありました。夜空の星座とってもキレイでしたヨ！いちばんビックリしたのは私たち二人

で貸し切り！でした。こんな日もあるんですね、大成荘さん。 お風呂も、ご飯も最高でした。

又来たいと思っております。有りがとうございました。 

８．  かぶとむしとり、たのしかったです。（昆虫の類は越冬が困難なために少ないです。） 

９．  ８・２ おふろが、かしきりでしずかだった。 

１０．  ８/１０ 1年ぶりに祖母、母、妹、私の女3世代で来ました！空気おいしい！今日の夕食

のデザート、美味しかった。 ８/１１天女山から美し森まで約 4時間！これはさすがにつか

れる。 ８/１２そろそろ出発する時間。なんとかぼくじょう行ってきます。 

１１．  8月11日～8月13日  卓球が楽しかったです。上手ではないけど。ご飯がとてもおい

しくて、すずしいので、うれしいです。今日はぼくじょう行ってきました。牛や馬がたくさんい

ました。乗馬はできなかったけど、草をあげられたのが楽しかったです。来年もまたきたい

です！ 

１２．  ２０１６．７．２９ 文芸部の合宿で来ました～！ここは自然がいっぱいで良い雰囲気ですね。

小説の題材探し、という事で国道を少し下りたところで森に入ってみたのですが・・・。角み

たいな木があったり楽しかったです！後半が鹿が走っていくのを見たらしいですけど…。

私も見たかったなあ。2泊3日じゃ、足りないよー！もっといたかったー！！ 合宿楽しかっ
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たです。面白い小説書けるように、がんばります！ （日野高校） 

１３．  ８・９ 火 育成会で来たよー！ 

１４．  2016年5月20日～21日 1泊 今年もここに来られた事を感謝しています。広い窓から

やわらかな木の葉の赤ちゃん葉っぱが濃い緑色へと成長してゆきますように、私達も又１年

成長してゆきたいと願います。 おいしい空気をいっぱいすってー、日野に帰ります。あち

らこちらと寄りながら、地元の野菜等安く買わせて頂きながらと、楽しみつつ…。 やぎも羊

も、今年もさわらせてくれました。うさぎも抱っこしたかったけれど…。 ステキなメニューと味

でおいしい食事もうれしく感謝します。皆さんの働きに感謝し、次にまた来られますようにと

祈っています。ありがとうございました。 

１５．  たのしかったです。またきます。ごはんがとってもおいしかったです。またたべたいです。

またきたいです。 ２０１６・７・３０～８．１ 

１６．  ２０１６年８月９・１０日 たいせいそうは、とてもたのしかったです。ごはんをたべたり、みん

なとゲームをしたりしました。またきたいです。 おいしいみかんより 

１７．   ２０１６．８．１０～１１ １泊２日💛 かきごおりがおいしかったです。 卓球で全然あそべ

なかったので、あそびたかったです。ごはんがおいしかったです。おふろがきもちよかった

です。夜に虫が入ってきて、少しイヤでした。みんなで花火をしたことが楽しかったです。あ

そぶところが、もうすこしひろいといいです。いっぱい思い出が出来て楽しかったです。あり

がとうございました。 ごはんの用意などたくさんお世話になりました。宿の方々、ありがとう

ございました。また、きたいです。 （虫については、ある程度ご容赦いただきたいです。

ただ、網戸が傷んでいて、補修しているところもあります。カメムシ対策として長期

休館中に補修したいと思います。） 

１８．  ２０１６．７．２(土) 日野市に住んで３０余年。ずーと前から大成荘にきたいと思っていまし

た。（３０年前に大成荘ありましたっけ？） ともかく、ずっと前から来たかった所に、やっとく

ることができました。思っていたとおり、外観からして美しい所。居心地の良い雰囲気にあふ

れています。今回は一泊ですが、これからも訪れてみたい所。お食事も、スタッフの心が伝

わってくる、美味しいお料理の数々。我が家の初孫の初めての電車での旅でした。大きな

お風呂にびっくりはしたものの、みんなで楽しくすごせました。ありがとうございました。大成

荘のみなさま。 

１９．  ８月１６・１７ ２１１室 のぎく わたしは、ひらやまからきました。 小さいころからきていた

大成荘は、とてもきれいなへやで、すごすことができました。わたしがねぜきたのかというと、
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お兄ちゃんが、がっこうできて、とてもたのしかったときいたからです。だから、わたしもたの

しくすごせるとおもっていたので、きました。わたしは大成荘に来てよいとおもいました。 

（移動教室が良い結果となっています。） 

２０．  ２０１６．６．３   ５月３１日に予約の℡をさせていただき、今日やって来ました。今日、泊

めていただくなんて本当に夢のようです。野生の鹿にも会えたし、それも２頭。おいしい空

気もお腹の底から吸えたし、感謝。 

２１．  
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２２．  ２０１６．６．５ 朝 朝ごはんはおいしかったですか？品数・量・味付け・見た目・タイミン

グ…満足。 

２３．  ２０１６．６．１１ 今日、急に連絡をし、急きょ予約をいれてもらいました。急にお願いした

にもかかわらず、こころよく対応していただき、泊まれて良かったです。梅雨の晴れ間で日

野は暑かったのですが、こちらは寒いくらい…。でも、清泉寮のソフトクリームおいしかった。

大成荘の食事は品数多く、味付けも良く、とても満足です。今夜は４組しか客がいなくて、貸

し切り状態でした。今度は娘、息子も連れて来ます。ありがとうございました♡ 

２４．  ２０１６．６．１７ ごはんおいしかったー>_<  お腹いっぱいごちそうさまでした☆ 

２５．  ２０１６．７．２４  ごはんのおかず他、従業員の方、施設もすべて良かった。が、一つ残

念なこと、ご飯だけが悪かった。パラパラの感じ。 

２６．  ２０１６．８．１７  今回は大成荘に連泊させていただきました。天候にも恵まれ、有意義

な２日間でした。従業員の方は全員がこころよく対応していただきました。食事の方もボ

リュームもあり、大満足です。又、こちらにきたいと思います。本当にお世話になりました。 

２７．  ２０１６．６．２６ おふろがすいてて、おもしろかったです。ごはんがおいしかったです。

ごちそうさまです！お腹いっぱい、ごちそうさまでした。 

２８．  ８がつ３にち すいようび あさごはんのパンがおいしかったです。おふろもあったか

かったです！！またきたいです！！ 

２９．  ８月３～５日で２泊しました。６月に生まれた０歳の赤ちゃんの初めての旅行でした。少し

天気が良くなく、残念なところもありましたが、大成荘のみなさんはとても親切でのんびりと

過ごせました。なんと！学校の先生方も同日で研修に来ていてにぎやかでした。食堂が…。

子供達はずっとトランプや卓球をしています。今度はいつ来られるか分かりませんが、また

来たときは、よろしくお願いいたします。 

３０．  ２０１６．８．１０～１２ ２泊３日 家族で初の大成荘に宿泊しました。子どもは小５の林間学

校で来て、とても気に入り、又、行きたいと言ってたので実現しました。お部屋もきれいで、
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廊下もピカピカ。お風呂も気持ち良く清潔でスタッフの方々の心遣いが大変有難く感謝して

います。日野よりものんびりと清々しい空気でマイナスイオンたっぷりです。食事も地産のも

のをとてもおいしくホッコリしました。また是非遊びに来ます。 

３１．  学校の宿泊とふくめてきょうは２回目でした。４人で行ったので、他のへやにいき、サブレ

やおふろ上がりのゆかたがあってとてもサービスがよく、スタッフの方々ががんばっている

ことがよく分かりました。そして、フロントでもおみやげがじゅうじつしていて、よかったです。

へやもほとんど木で作られていて、とてもすごしやすかったです。今度で３回目になるけど、

また行きたいなと思いました。 

３２．  ２０１６年５/２２（☼） ２０４室かえで 田崎様 きのうプールと温泉ともえ木の村へいきまし

た。今日はパパのたんじょう日です。こ年で３９才になりました。ママがしっかりしてください

と言いました。これからパターゴルフに行く予定です。旅かんの人たちありがとうございまし

た。ママはふかふかのベットがきもちよかったといっていました。おせわになりました。また

きたいと思っています。ありがとうございました。 

３３．  ２０１６．６．２７ ６/２６～２７ とお世話になりました。満天の星を観る事ができました！！

ページ最後なので、もう読むことはないと思いますが、また、泊まりに来たいです。食事もお

いしかったしオセロも楽しかったです！！ありがとうございました。 

３４．  ２０１６．８．１４ ８/１３～１４とお世話になりました。とても楽しかったです。ごはんもおいし

かったです。しょうぎもたっきゅうもバドミントンもとても楽しかったし、部屋もいごこちがよ

かったです。本当にありがとうございました。 

３５．  ８/１４（日） わたしは、このホテルにとまってしょくどうに行ってから、ぜったいおいしい

だろうなあと思いました。本当にありがとうございました。 

３６．  ２０１６ ５/７（土） 久しぶりに大成荘へ来ました。お風呂とても気もち良かったです。夕食

もとても美味しかったです！朝のバイキングに大好きな玉子焼きがなくなってしまっていた

のが少し残念でした（泣） また食べたいです！（たぶん好評で？ 追加が間に合わな

かったものと思われます。 

３７．  ７/１ ２０１６ 今日は、２年ぶりくらいに大成荘に来ました。大成荘はとてもきれいでお風

呂とかもすごく気持ちが良くて「大成荘はとてもすてきなとこだな」と思いました。明日は、テ

ニスの試合があるのでがんばります。１日という少ない時間でしたが、とても楽しかったで

す！明日、絶対にテニスの試合で勝ってきまーす！！本当にありがとうございました。Very 

    Mush taiseisou 
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３８．   ７月１０日 初めて来ましたが、朝ごはんもおいしくて、楽しい思い出ができました！星

空が曇りで見れなかったのが、心残りです。なので、また家族で来たいと思います！ありが

とうございました。 

３９．  ７/２５（月） 今年で２０回目の大成荘。毎年毎年めちゃくちゃ楽しくて思い出がどんどん

積み重なっていき、幸せのかたまりになってきました。今度友達とも来たいと思いマス。いつ

もありがとうございます。 

４０．  ７/３０（土） きょうはあつかったですね。１４年前の３月、３年前の１０月、今回は７月で３回

目の大成荘です。毎回びっくりするのが、夕飯のおいしく量の多さにはすばらしいです。少

し残してすみませんね。実は息子夫婦が招待してくれたんですよ。うれしかったです。そし

て楽しかったです。今日は清里の道の駅で遊びました。明日はぶどう狩りです。孫がぶどう

狩り行くのにまた大成荘にもと思って、くじ運のいい息子が抽選で当たりました。びっくり

びっくり。スタッフのみなさまありがとうございました。 

４１．  ２０１６年５月２１～２２日 両日快晴！ 新緑がとてもまぶしくて、気持ちの良い旅でした。

ごはん、風呂、部屋満足でした。朝の散歩、気持ち良くておすすめです(^^)/   

４２．  ２０１６．７/２８～２９ 夏休み！！ フィールドバレエをみに来ました♡  さわやかな八ヶ

岳を楽しんで帰りまーす👋  （バレエを目的のお客様は、チケットを事前に購入して

お見えです。） 

４３．  ８/１０（水） 火曜日の日は夜、れんげのみなさんと一緒に花火をしました。その日の夜に

ある男性の方と一緒に花火合わせをして、ロマンチックなことをしました。打ち上げ花火は、

一人でみられて、うれしかったです。  打ち上げ花火は禁止しているのですが・・・ 

４４．  ８月１３日土曜日～８月１５日月曜日 たっきゅうとバドミントンが楽しかったです。また、き

ます。（５年生になったら） 

４５．  初めての利用です。料理もおいしくて大満足しています。息子は卓球にハマって、何回

もやりました。楽しい時間をすごさせていただきました。ありがとうございました。家族三人と

もまた来たいです。 ２０２ 山ざくら 

４６．  ７/２１  一回学校で来て、すごく楽しかったので、また家族で来ました。いつもおいしい

ごはんで、食べすぎてしまいます。今回もいいおもいでになりました！ありがとうございまし

た！ 

４７．  今日はシャトレーゼにいきました。アイスをたべました。 

４８．  ８月２日 HAPPY   BIRTHDAY  キャーブ  今日はシャトレーゼアイス工場に寄ってか
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らフィールドバレエを見に来ました。日野山荘は色々と設備やサービスが充実していて、流

石！！ 府中山荘とは違うなと思いました。ちなみに世田谷住です。これからも女優がんば

ります♡♡  

４９．  ８月２日 今日、フィールドバレエみに行ったら、ゲリラ豪雨がおそってきた。びっしょに

なってかえってきた。ほんとさいあく。もうちょっとみたかったし、くつが、かえがない・・・。 

５０．  ２回目で山梨に来ました。最初に来た事は、なんだか分からなかったけど、それを来た

時想いました。仕事の場で来ました。男子部屋に入ってしまいました。眠れなかったから男

子部屋に入りました。ホテルあるあるです。川の遊びしました。ホテルを泊まってなかったら

後悔してましたし、ここまでこれなかったです。頑張れる様になりました。ココまでこれてな

かったら今の自分に入れません！ありがとうございます。最後一番に楽しめました。楽しい

一日を過ごせました。 

５１．   

 

５２．  ２０１６年８月９日 宿泊研修で大成荘に参りました。綺麗な建物ですね。フロントが明る

かったです。２階へ上がる階段と踊り場が火曜サスペンス劇場のような雰囲気でした。お風

呂のボディーソープがとても良いにおいがしました。ドライヤーがあって有難かったです。 

５３．  ２０１６．８．１５  おじいちゃん夫婦、息子夫婦、孫の三世代で来ました。とてもきれいで

保養所のイメージをくつがえす快適さ！お食事も豪華で本当に楽しい二泊三日でした。
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太って帰っちゃうかも～・・・（笑） 

５４．  台風が２日目の夕方あたりから近づいているとのことで心配していましたが、とってもい

い天気☼ パノラマ展望も楽しかった～～♪ 

５５．  ６/１１（土） わたしは、ここにとまりにくるのは二回目でした。この行きのと中、昆虫びじゅ

つ館に行きました。そのこん虫びじゅつかんで、おみくじをしました。もう、ほんとに歩くのが

つらかったから、アイスをたべて、車でここにきたのだ～！！ 

５６．  ２０１６．７．９ 家族４人で☆ 今日は小雨だったけれど美し森へ行ってきました。霧がす

ごかったけど、楽しかった。清春白樺美術館に行きました。静かで良かった！（うちの娘がう

るさめだったけれど）明日はブルーベリー狩りをするぞ！その前に卓球、夕食が楽しみ

～！また、３週間後に来ます。今度は違うメンバーで。大勢で。 

５７． 
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５８．  ２０１６．７．２１  ～１日目～川に行ってきました！！天気もよくてスライダーもあってとて

もよかったです。 ～２日目～今日はとてもきりがこくてびっくりしました。アウトレットでお買

い物をしてきました。とてもたのしかったです☆  ～３日目～いよいよ大成荘もさいごの日。
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へやでもゆっくりできて、ごはんもおいしくてとってもよかったです。またこようと思っていま

す。 

５９．  ７月２３日 今日は弟のサッカーの合宿があり、大成荘を利用しました。シャトレーゼの工

場や、美しの森や、おいしいそば屋に行きました。今日はおいしい夕食がたのしみです。

明日はどこに行くのかな…。たのしみです。 

６０．  楽しかったです！ 

６１．  ２０１６ ８/３  きょうは朝５：３０におきるはずでしたが、きあいのはいりすぎのせいか５：

１５におきてしまいました。シャトレーゼやもえぎの森に行ったりして４：００くらいにたいせい

そうに着きました。ホールの勉強会で４・３くみの先生にあいました。 

６２．  ２０１６ ８/１２ 移動教室いらいに久しぶりに大成荘に来て、前、食べれなかった夕食は

今回食べれてリベンジができた。清泉寮に行きソフトクリームを食べた。大成荘で卓球をお

父さんとやって、ズタドロにされました。 

６３．  おふろが気持ちよかった。 

６４．  無料で貸し出してくれる（卓球など）品数が多くて、良かった。平成２８年５/２９ 

６５．  ２０１６ ７/１０ お風呂がすごくきもちよかったです。ここの宿サイコー。 

６６．  ７/２２ ごはんがおいしかった！おふろ最高～ いっぱい、とまったり遊んだりできてよ

かった☆彡 

６７．  タッキュウをやったら、ともだちにあったよ。ぐうぜんあってびっくり！！！ ごはんのス

テーキがとてもおいしかったよ。またたべたいよ！！ 

６８．  ７月３０日（土日） 今日たいせいそうに行きました。タッキュウもいっぱいやってタッキュ

ウもちょっとづつできるようになりました。とってもたのしかったです。トランプもやったヨ！！ 

６９．  Ｈ２８．８．２・３ 大成荘に来てよかった！牧場で食べたアイスおいしかった。 

７０．  Ｈ２８．８．１０・１１ ご飯おいしかった！また、食べたい。おふろも最高☆彡 気持ちよ

かった～。卓球楽しい！あせいっぱいかいた。星がみれなかった。すこし残念。 

７１．  卓球できんんくつ～。でも朝ご飯のバイキングおいしかった。また行きたい！！全部楽

しかった。 

７２．  サンメドウズおすすめ！ ありがとうございました。 

７３．  女４人（娘二人と小４の孫と私）では、初めての大成荘でした。お料理がおいしいのは毎

回感じる事ですが、スタッフの皆さんがとても感じよく、改めていい所だなあと、思いました。

帰り際に食堂へ氷をもらいにいったところ、ちょうど（従業員が）朝食中だったのですが、て
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きぱきととても感じよくたいおうしていただき、嬉しかったです。お世話になりました。又、伺

いたいと思います。２０１６．８．１１ 

７４．  

 

 

７５．  大成荘楽しかったDESU！どうもありがとうございました。卓球も楽しかったです。食事も

おいしかったです。大成荘最高！ 

７６．  Ｈ２８ ８/１２～１４  清泉寮のソフトクリームはすごくおいしいです！ 卓球、バドミント
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ンなど、１回３０分でも十分楽しめました！お風呂は熱めで、心身共に温められました！ご

飯はい～っぱいあってすごく美味しかったです！卓球サイコ⤴ ありがとうございました！！ 

７７．  初めて利用させて頂きました。お部屋もすごくキレイでお食事もとてもおいしかったです。

０才の娘がいましたので、食事の時、とても親切にご対応して頂きました。ありがとうございま

す。小学６年の息子は昨年お世話になりました。本日はサッカー合宿の為、おりませんでし

たが、次は、家族４人でお世話になりたいと思います。１泊でしたが、お世話になりました。 

７８．  ７・３１（日） こんにちは！ ハート大好き！ＬＯＶＥ（あだな）デス💛  大成荘は団体棟

にしか泊まったことがなかったので、新せんでした。 ごはんもおなかいっぱいになるまで

食べました(^_-)-☆  少し量が多かったカモ(^^)/  でもおいしければ満足、満足！ お

風呂もさっぱりした～  子どもにとっては、ちょっと暑かったケド、そこがいいのかな？ お

風呂の後の卓球もサイコ～～！ポカポカだったけど、やったらもっとポカポカ💛 楽しかっ

たです！！では！！さよーなら～💛 

７９．  楽しかった！ ８/１１－１３日 朝は小鳥のさえずりで目をさました。（ウグイスです）お盆

休みに宿泊しました。満室らしく、食堂がにぎやかで皆さん楽しく過ごされているようでした。

今年は桃を箱ごと買ってみました。途中道に迷って夫とけんかしてしまいましたが、気を取り

直して、安全運転しないといけませんね。山梨県はおいしいものがいっぱいで、帰る日に

はあちこち寄って行きます。あきれる夫を尻目に獏買いしてしまいます。おいしいお食事と

温かいおもてなしをしてくださる大成荘さんに感謝いたします。どうもありがとうございました。 

８０．  ８/１５～１６ １泊しました。萌木の村Roｃkが焼けてしまっていました。来年には再建して

るといいな！ ハイジの村にも行きました。ハイジの村に隣接するひまわり畑がとてもキレイ

でした。ひまわり畑だけを見るなら駐車料金がかかりますが、ハイジの村にも入園するなら

ハイジの村の駐車場（無料）に停めると、お得です。その日おなかがいたくて、ごはんがあ

まりたべれませんでした。来年は学校で来ます♡ 

８１．  ばんごはんうまかった！またきたい。 

８２．  みどりが一番美しい季節に来て、良かった。食事も美味しく、安らぎました。又、夏休み

に孫たちと訪れます。 

８３．  ２０１６．７．１２  日野に住んで５０年。独立した二人の子供も移動教室で、お世話になっ

た大成荘です。今まで、５月の連休や夏休みしか休みがとれず、予約がとれませんでした。

初めての大成荘へ２泊。２０年ぶりに訪れた清里。だいぶ、かわっていましたが、こちらを拠

点に天文台や、リフトで山の頂上。清泉寮をのんびり散策で来ました。２日間ゆっくりさせて
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頂きました。お食事も品数たっぷりでおいしい！また、おじゃましたいと思います。お世話

になりました！ 

８４．  Ｈ２８ ７/３１  この絵を描いていたら、親に「オタクかよ。キモッ！」って言われました。

テレビは部屋を明るくして離れて見ろよッ！ 

８５．  ２０１６．８．４  南平小３年男子２人組と夏休みに来ました。涼しくて緑に囲まれ、食事も

新鮮でおいしく、日々の忙しさからホッとできる時が流れました。スタッフの皆様のお心遣い

ありがとうございます！帰ったら宿題がんばらせます！！ 

 


