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1V.ーストラリアの大学における留学生支援

大学のオリヱンチーションかう「支援」のあり方を考える

青木麻衣子

1胞 はじめに一問題的所在

現在百オーストラリアの教育訓練機関には約42万 7千人の留学生が在籍

する 1)。当初耳開発援助の一環とみなされてきた同国の留学生受け入れ政

策は百 1980年代の経済不振を背景にその見直しが行われると、全額授業料

を納める私費留学生の受け入れを積極的に認める方向へと急速に舵を切っ

ていったの。 1980年代後半に約 2万人だった留学生数は百十年後にはその

倍の20万人を越え百教育産業は同国第三の輸出品と言われるまでに成長

した3)。

しかしながら百急激な高等教育市場の開放とそれに対する対応は可多様

な背景@目的 e ニーズを持った留学生の受け入れを可能にするとともに、

民間機関による強引な勧誘やそれによる不法移民の流入等百様々な問題を

も引き起こした。この状況に対処すべし政府は百 1990年代に百「留学生

に対する教育サーピス法 (EducationServicεs for Overseas Students Act : 

ESOS法)Jの制定をはじめ可教育訓練機関が遵守すべき法整備の構築に努

めてきた。また近年では百 2008年の可主にインド人留学生を対象とした一

連の暴力事件(カレー@パッシング) 4)への対応から百 ESOS法の見夜し

を行うとともに百連邦および各州首相の合意の下市新たに「留学生戦略

(Intεrnational Student Strategy for Australia : ISSA) J を策定し司教育訓

練機関とともに留学生の権利保護に積極的に取り組むべき姿勢を明確に示

している。

このような展開は百オーストラリアの留学生受け入れ政策が開発援助か

ら産業へと大きくその方向性を転換させると同時に百それにより必要とさ

れる「支援J の範囲も百法整備等司教育機関が遵守すべき規則@基準の提

示から百留学生の生活面も含めた権利保護へと百徐々に拡大@綴密化させ

られてきたことを示している。

本稿は百このような政策の転換および「支援」のあり方の変化に注目し、

特に2008年以降百オーストラリアにおける留学生支援がどのように具現化

されているのかを百政策@実践双方のレベルで検討し百提示する。特に九
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ISSAで四つの行動領域のうちのーっとして重視されている「学生の生活

支援@福利 (StudentWellbeing) J に焦点を当て百各大学の支援の現場で

それがどのように徹底されているのかを百現地調査で入手したオリエン

テーション資料の分析をもとに考えてみたい。また百間接的にそれを支え

る構造を明らかにすることによ仏大学における留学生支援のあり方につ

いても言及できればと考える。

オーストラリアの国際教育 (internationalεducation) に関しては可それ

が溜学生数の増加とともに同国に莫大な利益をもたらしているため、留学

生受け入れ戦略や高等教育のグローバルイヒとそれに伴う質保証等可政策@

制度に関する研究を中心にその蓄積が見られる5)。留学生支援の分野も百

未だ数こそ少ないが百地域との交流@活性化6)を切り口とした研究が為さ

れる等可注目を集めつつある。本稿は百これらの研究を土台とし刊新たに

「生活支援@福利J という観点から百大学における「支援」のあり方を考

えるものである。

ι オーストラリアにおける罷学生受け入れの現状と支援体制

2. 1 オーストラリアにおける関学生数の概要

2011年の統計によれば九オーストラリアの教育訓練機関には、約42万7

千人の留学生が在籍する。この数値は単純に計算すれば百日本の留学生数

の約 3倍にあたりの九世界各国と比べても上位に位置する。しかしながら百

同国の留学生数は百 2009年をピークに減少傾向にあり、特に職業教育訓練

(Vocational Education乱ndTraining : VET) 部門司短期集中英語コース

(E時 lishLa時 uageIntensive Coursεfor Overseas Stude凶 s: ELICOS) 部

門での減少は著しい8)。これには百インド百ネパール出身者の多くがVET

機関での教育。訓練に従事していることから9) その前年に生じたいわゆ

るカレーリてッシングの影響も多分にあると考えられるが九世界的に長引

く経済不況や百後述する政府による規制強化等百様々な要因が複合的に絡

み合った結果と整理できょう 10)。

一方、このように留学生数の減少が見られるなか可唯一その数をわずか

ながらも伸ばしているのが可高等教育部門である。高等教育機関には九現

在百同国の留学生総数の約半数の22万 6千人が在籍する 11)。大学により

ばらつきはあるものの百学生総数に占める溜学生の割合は百平均すると約

21%である 12)。なかでも、中国人留学生数の増加が著しい13)。また『学
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部生の割合が学生総数の半数以上 (56%) を占め九大学院生でも修士課程

に籍を置くものが全体の 8割程度であることから 14)可大学で「教育J を

けている者の割合が相対的に高いと言える。

これらの学生の半数以上は百高等教育機関入学前に百 ELICOSやVET等百

にで他の教育訓練機関を修了している 15)。そのため百大学をはじめ

とする高等教育機関への入学に際しでは百同国の社会や機構について九既

に一定の知識@理解を持っと想定できる。しかしながら九当然のことかも

しれないが~例えば中国や韓国五タイ出身者が一般的にELICOS経由で大

入学するのに対し九マレーシア九インド百インドネシア九シンガポー

ル等百英語を公用語とする由からの留学生は百高等教育機関に直接留学す

る者が多い16)。そのため百各大学においては九言語による壁が低いから

こそ生じ得るかもしれない摩擦や文化による壁をいかに解消できるかにも

配慮が必要だと考えらぺ v'o，) 0 

た可 2010年に行われた留学生調室までは百教育に直按かかわる項目につ

いての満足度は概して高かったものの百オーストラリア入学生との交流や

アルバイトの機会が少ないことに不満を持っている学生が少なくないこと

も明らかになった17)。今後五学生に対するきめ細やかな対応を含む百「生

活支援@福寺UJの充実が求められている。

オーストラリアで留学生の教育@訓練に携わる機関は百連邦レベルで定

められた一連の法体系 (ESOSLegislati vξFramework) に従うことが義務

づけられている。なかでも上位法に位置づけられるESOS法では百①留学

の権利百特に教育訓練サーピスの被提供者としての利益を守ること百②

オーストラリアが国際教育 φ 留学生教育の分野で継続的に高い評価を得る

ための保証をすること百③移民法の遵守を補完することを目的に九留学生

け入れ機関が守らなければならない基準@事項が示されている 18)。

ESOS法に従い九留学生に教育 φ 訓練を提供する機関はすべて百「連邦留

け入れ機関登録制度(にCor鼠1丑1m臨 O叩臼Wε問註l比t出 R恥e昭gl凶S討t伐ε訂r0ぱfIn註lS託stit印1日lt仕10r註lSa日

C01旺lrsεsfor 月 Ovεrsε問呂sS臼t札T凶1吋鎚註t臼s: CR悶ICOS)J への登録が義務づけられてい

るO 徹底した管理体制を維持するために可 CRICOS主主録機関は、すべての

広報物九ウェブサイト等にもその登録番号を記載しなければならない。ま

た九連邦教育省のウェブサイトで登録機関に関する情報をデータベース化
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して公開@提供することによ仏学生が事前に司自分が留学を希望するコー

ス等が百正式に国の認可を受けたものであるかもチェックすることができ

る。さらに百このCRICOSは『留学生のピザ受給に関する情報管理制度

(Provider Registration and IrほrnationalStudεnts Managen1ent System : 

PRISMS) とも連動しており九留学生の包括的かっ一元的な管理を可能と

している。

2009年には可先に言及したその前年の一連の暴動を契機として百 ESOS

法の見直しが行われ19)可各教育訓練機関は新たな基準に則ってすべて再

登録が求められた。 ESOS法とともにオンブズマン法 (On1budsmanAct 

1976) の改正も行われ九留学生が適切に苦情を申し立てる場@手段も確保

された。このように可留学生を対象に教育@サーピスを提供する機関の管

理は百現在一層強化されている。

の枠

2010年百連邦およびナ1'1首相が一向に会し百国の重要戦略について検討す

るオーストラリア政府審議会(Councilof Australian Governments : COAG) 

で百 γオーストラリア留学生戦略2010~2014年(ISSA) J が策定された。

ESOSが一連の法規則としてオーストラリアにおける留学生の受け入

れおよび教育を主として制度面から支えているのに対し百このISSAの目

的は百留学生のオーストラリアでの「経験の質 (highquality experience) J 

を高めることにある。そのため可実際にISSAの開発にも百連邦@各ナr'l政

府および教育機関だけでなし官学生自身が参加し九意見を反映させてき

た。

ISSAでは百留学生の「経験の質」を高める上で百表 1に示したように百

①生活支援@福利 (StudentWellbeing)百②教育の質の確保 (Qualityof 

Education)百③消費者保護 (ConsumerProtεction)、④よりよい情報提供

出社 r rm抗ion) の四つを行動領域 (ActionArea) とし、それぞ、れ

の領域で既に得られた成果が示されるとともに百連邦@州政府および各教

育訓練機関がさらなる支援の提供を約束した12の取り組みと役割分担とが

提示された。「教育の質の確保ム「消費者保護ム「よりよい情報提供」に

ついては百その具体的取り組みの内容から明らかなように司法的@制度的

整備といった枠組みの強化が中心であり百主として可サービスの受け手で

ある留学生の権利をいかに国@政府が保護@保証すべきかに関心が払われ

つμつ1
U



ている。

表 1 ISSAの四つの行動領域(上設)と異体的拡取り組み(下段)

学生(])生活3創設権利 数帯の欝の護保 ;興費者保護 よザよい情報提{共
e 学生用パーソナjレセイフチィ a 秒 AQTF(Australian @教育訓練提供機関関 • Study in Australiaポ-51
ガイドの作成 Qualitγ了間ining 鎖!こ関するうZスクフォ… んの開設

e 教予著書11練援換機関のための学 Frameworlすの強化 スの設鐙 ゃ政府のサービス、授業
生安全き十醸の作成 砂 ESOS法林系の強化 e 営横取り扱いの徹底と 料および授業料等免除に
場健康保験の強化 紛争の解決 践する情報の提供
@コミュニヂィとの結びつき強化 @ 留学さ主誠査の実施
のための鼠家戦略

e 欝学生協議委員会
一 一一一一・一一一・一一一一一・4・一一・ー・4・・4・一一

出所:Council of Australian Government (COAG)， Internω;1，0仰 lStudent Strategy for 

Australiα2010-2014， Commonwealth of Australia， p. 8.をもとに筆者作成

一方、「学生の生活支援@福手IjJ では百留学生個人の「満足感 (senseof 

well being) J の向上が指標に掲げられ百①個人の安全百②安心して住める

住居可③コミュニティとの強国なつながり百④意思決定過程への参加可⑤

健康が具体的な支援項目として提示された20)。留学生のオーストラリア

滞在の目的がそもそも学位@資格の取得にあることから百教育の質が重要

視されるのは言うまでもない。しかし百留学総験の質を百特に個人の「満

足感」を指標に測るとき百それを決定する要因は複雑化する。先に言及し

た留学生調査でも明らかにされたように百オーストラリア入学生との交流

やアルバイトの機会の充実を求める留学生の声は少なくない。そのため市

大学をはじめとする教育訓練機関でも百安全@安心の確保はもちろんのこ

と、留学生に可より開かれたキャンパス有地域とのつながりを構築@保証

していく必要がある。

そこで次に可各大学ではISSAで示された項目にならい百留学生の「生

活支援@福利」にどのように取り組んでいるのかを検討する。各大学での

各種取り組みを具体的に分析することは百物理的@資料的制約から困難な

ため百本稿では1各大学が留学生に対し入学時に配布するオリエンテーショ

ン資料から百その具体的な取り組みの整理を行い百各大学ともに重視して

いる項目と各大学における工夫とを抽出できればと考える。

3銅 器学生支壊の現状一語大学のオリエンテーション資料的分析か

オーストラリアにはおの大学 (u日lVεrsity)が存在する 21)。一般的に各
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ともに官学生の受け入れに熱心だが九それは留学生からの学費収入が

の軍要な財源になっていることに加え22)九かれらがもたらす多様性

がキャンパスおよび地域の一層の活性化に貢献すると考えられているから

である23)。ここでは百留学生に対するオリエンテーション資料の分析から九

大学が留学生に対しどのような取り組みを提供しているのかを検討す

。また百オリエンテーションの企画@運営者が誰かを明らかにすること

より百各大学における留学生支援の構造も考えてみたい。

ヱド稿では百 Go8 (Group 8) 24)のメンバーでいわゆる研究中心大学の

デレ…ド大学五クイーンズランド大学に加え九地方都市に位置するジェー

ムス@クック大学の 3校を事例として取り上げる。シドニーやメルボルン

の大都市に次ぐアデレードやブリスベンといった中都市では百大学は留

の獲得競争の激化を視野に入れつつも 1 大学が置かれた地理的状況を

活かしつつ百留学生支援に取り組むことができる。しかし有地方都市では

の地理的条件ゆえ百さらなる工夫が必要とされることもある。本稿では九

学の訪問時期が異なるため一概に比較はできないが25)百それぞれの

学の取り組み(項目)を整理するとともに百各大学が百自ら置かれた状

況に照らし百どのような支援の提供に努めているのかを紹介したい。

(1 ) アヂレード大学思 U iv告掲ityofAd副部jd的)

デレード大学は1874年に創設されたオーストラリアで三番目に古い総

である。学生総数は約 2万 5千人であり百そのうち留学生が占める

割合は25.6%であるお)。留学生の生活支援にあたるのは主として留学生

センター (Inte ation Student Cen廿りであるが司教務や奨学金等百オー

トラリア入学生も共通に対応が必要な事柄は可全学の窓口が対応するこ

とになっている。

留学生向けオリエンテーションは百留学生センターが企画@運営してい

る。大学のオリエンテーション@ウィーク百いわゆる oWeek直前の 1週

間を利用して百新入留学生全員に参加を求める「到着後すぐの説明会

(Aηival Brie .口gSession) J をはじめ九「アデレードでの生活 (Livingin 

Adε凶由)Jや「安全な行動 (gεtting乱roundsafety)ムさらには「オース

トラリア文化 (AussiεCul re) J から「目標設定と時間の使い方 (Goal

d
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びワークショップが開催される 27)O 新入留学生は百各自でスケジュール

を立て可必要なセッション百セミナ一等に参加することになるが百全員に

参加が求められる「到着後すぐの説明会」は期間中毎日刊また重要度が高

いと考えられる「安全な行動J や「目標設定と時間の使い方J 等は数度に

わたり複数回開催されている。また有期間中は五官学生センターの留学生

アドバイザーが新入留学生の対応にあたるだけでなく百一定期間訓練を

けた学生メンター (InternationalStudent Cεntre Peer Mentor)が九センター

前に特設されるウェルカム@センター (WelcomeCentrε)で新入生の疑問@

質問に応じる。メンターは百大学周辺の散策や週末旅行等~様々なイベ

トも企画@運営している2針。

「到着後すぐの説明会J では百新入留学生に九オリエンテーションのプ

ログラム一覧を示した冊子とともに百南オーストラリアナ[，rの政府機関であ

るスタデイ⑫アデレード (StudyAdεlaidε) が作成したアデレード市の生

活一般を紹介した複数の冊子が九 PCも入る赤い肩掛けかばん (Red ag 

と呼ばれる)に入れて渡される29)O それらの冊子のなかには百「ムスリム

学生のためのアデレード案内 (Muslimstudents' guide to Adelaide) J も含

まれ百多文化国家の強みを活かした可学生の多様性に配慮、した支援の提供

が重視されている。

さらに~卒業時に必要とされる手続きや母国@地域へ戻る心の整理のた

めの準備等を記載したパンフレットも九オリエンテーション時に渡される。

先に百「目標設定と時間の使い方ム「キャリア@プランニングJのセミナ一

等も開催されると言及したが百卒業後のイメージを持って学生生活を送る

ことの重要性を百大学が強くメッセージとして新入留学生に送っているこ

とが分かる。また百アデレード大学では九留学生センターの企画として学

期中市「言語@文化交流 (LanguagεandCul tural Exchange) J プログラム

を行っているが九この取り組みの紹介リーフレットもオリエンテーション

時に配布されている。

(2) CTh思 Univ告rsityof Qu的窃門部land:UQ) 

(U Q) は九 1911年に創設され刊現在ではブリスクイーンズ、ランド

ベンに四つのキャンパスを持つ総合大学である。 2011年10月現在百約 4万

7千人の学生が在籍する 30)。全学生数に占める留学生数の割合は24.3%

である 31)。U Qにおける留学生支援は九その責任部署が「学生支援J 局

戸ヘU
勺
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(Student Services Dirεctorate) であることからも明らかなように百学生

全体に対する支援@福利の一つに位置づけられている。学生支援局では古

住居やキャリア形成@就職支援古学習支援 (learninghub)百カウンセリン

グ等の業務を担当しているが百留学生支援はなかでも百学習相談

(1εarning ad vicε)可特別支援サポート (disabi1itysupport) とともに「学

習支援J のーっと整理されている。

他大学同様にUQでも可各学期開始前の 1週間をオリエンテーション@

ウィーク (0Weεk) としているが刊新入留学生は百滞在期間や教育課程

にかかわらず百全員百「入学にあたって (GettingStarted) J と名付けられ

たセッションに参加することが義務付けられている。短期間の交換留学や

大学院での一時的な研究のためにUQに在籍する場合百授業@研究の開始

時期は百学生により異なる。そのため百学生支援局は百学期はじめの一時

期のみならず百学期期間中は毎週 2~3 度このセッションを開催し百すべ

ての学生に必要な情報が漏れなく行き渡るよう努めている。

このセッションの主な目的は百①学生支援局の留学生アドバイザーの顔

を見せること百② 1Dカード取得や授業履修をはじめとする諸手続きを理

解させること百③銀行開設や交通費の学割制度等百生活に必要な'情報を提

供することにある。また百このセッションで配布される資料に明記されて

いる留学生支援の業務としては百各種諸手続きや家族可異文化理解に関す

る問題等百オーストラリアでの生活や大学での学業@研究に適応するため

の支援が掲げられており百留学生だからこそ直面するであろう課題を可共

に解決するための支援に力が入れられていることが分かる。また古学生支

援局では百アデレード大学同様百「卒業とその後 (Graduation and Beyond) J 

と題する冊子も用意しており九 UQでも百入学から卒業までが一つの流れ

と捉えられている。

(3) ジェーム点@ 大学 CJam思sCook University : J CU) 

ジェームス@クック大学 (JC U) は百ブリスベンとケアンズの間に位

置するクイーンズランドナ['1第二の都市タウンズピルにメイン@キャンパス

を持つ地方大学である。創設は1970年と比較的最近だが百グレート@バリ

ア@リーフに近接するとの地理的特性から百海洋学百熱帯生態学百観光学

等の分野の研究では世界の先頭を走っている 32)。学生総数は約 1万4二千

人であり百そのうち留学生の占める割合は九オフショア@キャンパスも含
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め29.6%である 33)。留学生にかかわる業務は百リクルーテイング百入試

関連司生活支援に至るまで百留学生センターが担当している。

留学生センターでは百大学のオリエンテーション@ウィークが始まる前

に九すべての新入留学生に対し「到着後すぐの説明会 (Welcome

ation Sessions) J に参加することを義務付けている。説明会では五

週のオリエンテーション@ウィークに関する説明とともに九健康保険制

度やピザ、関係の手続き百大学やコミュニテイで提供されるサーピスや学生

のクラブ百サークル等についての情報が提供される。またその際司関連資

料が大学のエコバッグに入れられて配布されるが百その中には安全に関す

る情報提供の一環として百デング熱等に関する注意喚起を促す資料や日焼

け止め対策の重要性を説明する外部団体の作成したリーフレットも含ま

れ百地域特性をうかがうことができる。また百他大学同様に学生のキャリ

ア形成が重視されており百初年次から最終年次までの道のりを年次ごとに

したリーフレットも入学時に提供されている。

なお百説明会では昼食も提供される。また百オリエンテーション@ウィー

ク期間中に百留学生センター主催による先輩留学生との交流を目的とした

イベントも行われるが百その日時や内容についても百この説明会で周知し

ている。

以上のことから百

生活を始めるにあたり 1

ともに五新入留学生がオーストラリアで新たな

活で必要とされる手続きはもちろんのこと九

活に不可欠な'情報の提供に力が注がれていると整理できる。大学に

よりその方法は異なるが百到着後すぐの説明会は百すべての留学生に参加

を義務づけており百情報周知が徹底されている。またこれは九説明会で実

際に顔を合わせることを通して可留学生支援担当者や先輩留学生と新入留

とをつなぐ役割も果たしており九特に渡豪後まもない学生にとっては丸

心感@所属感の付与に貢献していると考えられる。

もう一つの共通点として百 ともに九入学時から卒業を意識したキャ

リア形成に力を入れていることが指摘できる。オーストラリアの大学で知

識@スキルを身に付けた留学生がオーストラリア社会で百もしくは帰国後

にオーストラリアとのつながりを糧に活躍の場を見つけることができれ

ば百オーストラリア社会@経済にとって多大な利益となることは言うまで

もない。
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一方百各大学の相違点は可留学生支援に当たる部署のちがいや百具体的

な情報の伝達方法等があげられるが百それらは 大学の置かれた地理的状

況や規模にそれほど左右されるものではないと考えられる。

おわりにーまとめにかえ

本稿ではこれまで百オーストラリアにおける留学生支援が近年百政策@

実践のレベルでどのように具現化されているのかを百政策文書および現地

調査で入手したオリエンテーション資料の分析をもとに検討してきた。こ

こでは最後にそれらを再度整理するとともに百オリエンテーションの実施

形態から百支援のあり方について検討してみたい。

1980年代後半に私費留学生に公的に門戸を開いて以降、オーストラリア

における留学生数は急増の一途をたどり可 1990年以降は問題への対処とそ

の予防を目的に百連邦政府を中心として百留学生受け入れ@支援体制の整

備が進められてきた。 2008年の暴動を契機として近年では法体制の強化の

みならず百留学生の生活面も含めた権利保護へとその支援の関心は拡がり

つつある。 2010年にCOAGが発表した「オーストラリア留学生戦略2010~

2014年 (ISSA)J でも百留学生の「経験の質」の向上を目的に、溜学生の

活支援@福利の充実が一つの柱に掲げられた。

本稿で取り上げた各大学におけるオリエンテーションでは九各大学とも

に可すべての新入留学生を対象に渡豪後すぐの諸手続きおよび生活@安全

情報を提供する説明会を義務化し可かれらの安全@安心の確保に努めてい

る。また百キャリア形成についての意識を入学時にもたせることにより百

各自が目標を持って留学生活を送れるよう百その注意喚起も行っている。

大学によりオリエンテーションの開催時期百回数、内容等は異なるが可主

に留学生支援に携わる百留学生アドバイザーといわれる専門職員が企画@

運営に携わり 大学と新入留学生をつなぐ役割を果たしていることにちが

いはない。また百留学生支援の構造に少し踏み込めば司教務情報やカウン

セリング等百他の学生にも必要とされる支援は他部局等で行われ百大学の

横のつながりが確保できている点も共通する。

アデレード大学の官学生オリエンテーションでは百生活@学業に必須と

される情報のみならず九オーストラリア文化や時間百お金の使い方等様々

なセミナーが開催されるとともに百ピア@メンターによる学生日線のイベ

トが企画@提供される等可新入留学生がオーストラリアでの生活可大学

oo 
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に早く馴染めるよう工夫が為されている。また司クイーンズランド大学で

は、学期中毎週数度にわたり渡豪後の説明会が実施されており百多様な背

景 e ニーズを持った学生に柔軟に対応しようとする姿勢がうかがえる。さ

らに百ジェームス@クック大学ではオリエンテーション時に昼食が提供さ

れる等五アットホームな雰囲気がっくり出されている。

ISSAで目標とされる習学生の「満足感J の向上には百留学生の数だけ

その指標が存在すると考えれば可すべての学生に必須とされる安全@安心

の確保はもちろんのこと百学生の多様性に配慮したきめ細やかな支援の提

供が求められると言えるのかもしれない。大学がどこまでの支援を提供す

べきか1 議論が分かれるところであろうが九世界的に留学生獲得競争が激

化するなか可今後百支援のあり方も百一つの評価基準と見なされる度合い

が強まることは百間違いないだろう。

医

脇

本稿をまとめるにあたり百アデレード大学留 センター百クイーンズ

ランド大学学生サーピス可ジェームス@クック大学留学生センターの留

支援担当職員のみなさまにご協力いただきました。また百本稿では事例

として取り上げることができませんでしたが百その前段の調査のために訪

問させていただいた百メルボルン大学留学生サーピス(Intern抗ional

St吋印tSεrVICεs)百モナシュ大学学生@コミュニティサーピス部門

(Studε川知dCommunity Services Di . sion) の留学生支援担当職員の方々

にもお世話になりました。ありがとうございました。
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