
入学手続時の納入金について

特待生制度について

＊ 特待生に認定された方は、合格発表の際に合否照会サイト上で「A特待」または「B特待」と表示されます。
＊ 授業料免除の特待生は、１年ごとに成績により認定します。
＊ 帰国生入試（第一志望者）、Ａ推薦入試の合格者で、特待生資格の認定の希望者は、一般入試(第1回）を受験し、その得点で判定します。
 その出願方法は、合格発表のサイト上でお知らせします。受験料は不要です。

授業料減免制度について

本学には入学後に家計状況急変等により学納金の納入が困難となった家庭を支援する「授業料減免制度」があります。 

登校日

Ａ特待
入学金（290,000円）及び初年度1年間の授業料（34,000円×12）免除

帰国生入試(併願者）・Ｂ推薦入試・一般入試（第1回）（第2回）

3科300点満点で、得点が255点（85％）以上

B特待
入学金（290,000円）免除
帰国生入試(併願者）・Ｂ推薦入試・一般入試（第1回）（第2回）

3科300点満点で、得点が240点（80％）以上
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生徒募集要項
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インターネット出願ガイドブック
入力された個人情報は、入試および入学手続に関してのみ利用いたします。

・ 本校ホームページから入学手続サイトへ進んでください。
・ 支払期間は、合格発表から入学手続き日までです。
 （クレジットカード支払い、コンビニエンスストア支払いまたはペイジー支払い）
※一旦、納入した入学金は理由の如何に拘わらず、一切返還いたしません。

・ 本校ホームページから入学手続サイトへ進んでください。
・ 支払期間は、合格発表から入学手続き日までです。
 （クレジットカード支払い、コンビニエンスストア支払いまたはペイジー支払い）

・ 初年度校外学習費・文化教室費用・実力テスト代が含まれます（教科書代・副教材代は別）。
・ お預り金の残金は次年度に繰り越します。２・３学年における諸経費は各学年の６月頃にお知らせし、
不足の場合は７月～９月頃に納入していただきます。

授業料 34,000円 

維持費 7,000円

施設設備費 6,000円 

生徒会費 1,000円

後援会費 1,000円

❶入学金

❷諸経費

❸授業料等納入金 内
訳

49,000円
（月額）

150,000円

290,000円

・ 1学年4月分は入学手続時に入学金・諸経費とともに
　納入していただきます。
・ 1学年5月分以降は毎月指定された銀行口座より、
　自動引き落としされます。
・ 本校では、表記されている学納金以外の納入金は
　一切ありません。

※2・3学年では、科・コースの選択により授業数と授業料が異なります。　　28コマ 34,000円　29コマ 35,000円　31コマ 37,000円
※2021年度新入生より、入学時に2 in 1 ノートパソコン（約9万円）を購入していただく予定です。このパソコンは家庭でのオンライン授業の端末として使用
　したり、学校の授業や家庭での学習に用いる教材をインストールして利用します。
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4.その他

3月14日（日）　9:00から12:00まで（予定）　生徒・保護者　クラス発表・教科書配送手配・その他連絡

すべての入試において、新型コロナウイルス感染拡大の影響や大雪などによる入試の時間変更等の案内は、本校ホームページ上においてお知ら
せするとともに、出願の際に入力いただいた「保護者メールアドレス」にメール配信をいたします。出願情報入力の際、「保護者メールアドレス」欄に
は、日頃から頻繁に確認でき、かつ、「@e-shiharai.net」からのメールを受信できるように設定したメールアドレスを入力してください。

時間変更等緊急連絡について5
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インターネット上にて発表致します。スマートフォン、パソコン等でご覧ください。
本校ホームページから合否照会サイトへアクセスしてください。
その際、受験番号の入力が必要です。
合格された方の入学手続に必要な用紙・連絡は、すべてサイト上で見ることができます。

※出願に必要な顔写真は、デジタルデータによる登録が必要になります。
※出願情報入力時に、画面の案内に従って顔写真をアップロードしてください。
詳しい操作方法は、「顔写真登録ガイドサイト」
http://www.mirai-compass.jp.net/photo_guide/　をご覧ください。

※「調査書（本校指定用紙）」、「推薦書」、「入学確約書」は本校ホームページよりダウンロードできます。
※氏名の文字でパソコン表示できないものがある場合は、「正しく登録できない氏名等漢字の有無」で　あり を
選択し、その文字に近い漢字で入力してください。
※「保護者情報」欄の「緊急連絡先（説明）」は、以下の例に従って入力してください。（例） 父携帯、母勤務先 等

帰国生入試
一般入試（第1回）　　

A推薦・B推薦入試
一般入試（第2回）

11月16日（月）～12月 2日（水）
12月20日（日）～  2月 7日（日）

帰国生入試
一般入試（第1回）　　

A推薦・B推薦入試
一般入試（第2回）

11月16日（月）
  1月25日（月）

1月15日（金）
1月25日（月）

12月20日（日）～1月18日（月）
12月20日（日）～2月14日（日）

受験料等を納入できるクレジットカード会社・コンビニエンスストア

入試当日

1STEP

2STEP

3STEP

5STEP

1.出願手続の方法・合格発表の流れ

http://www.edojo.jp本校ホームページ 顔写真登録ガイドサイト

スライド合格制度（第二希望までの合否判定を受けることができます。）
○本校内で次の併願ができます。出願時に登録してください。
 第一希望：普通科Ⅲ類／第二希望：普通科Ⅱ類　　　第一希望：英語科／第二希望：普通科Ⅱ類

本校ホームページから出願サイトへアクセスしてください。

「受験票」を持参してください。

●正面を向いたご本人の顔がはっきり確認できるもの（無帽／ 顔に影がないもの）
●ご本人のみが写っているもの
●アップロードできるデータのファイルサイズは3MBまで

クレジット・コンビニ・ペイジーから選択してください。

【入試別出願開始日】

【入試別入力可能期間】

帰国生入試　12月6日（日） Ａ推薦入試　1月23日（土）

  8:30～   8:50 出欠確認・諸連絡・アンケート記入

  9:00～   9:50 国語

10:05～ 10:55 英語

11:10～ 12:00 数学（普通科）

11:10～ 11:40 リスニング（英語科）

12:40～ 面接

一般入試（第１回）　2月11日（木・祝）
　　 （第２回）　2月18日（木）

Ｂ推薦入試　   　　1月24日（日）

当日の予定（状況により若干の変更の可能性があります）

諸連絡

・8：30までに試験会場に入室できるように集合してください。　・試験会場は入り口に表示します。

・上履き、コンパス、分度器は必要ありません。　　　　　　　・問題にラインマーカーを使用するのは可とします。

・帰国生入試、A推薦入試の昼食持参は任意です。　　　 　・B推薦入試、一般入試（第1回）、一般入試（第2回）は昼食が必要です。

※保護者の控室はカフェテリアを予定しています。

  8:30～   8:50 出欠確認・諸連絡・アンケート記入

  9:00～   9:30 国語

  9:45～ 10:15 英語

10:30～ 11:00 数学

11:15～ 面接
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第一志望者（普通科）

  8:30～   8:50 出欠確認・諸連絡・アンケート記入

  9:00～   9:30 基礎学力試験　国語

  9:45～ 10:15 基礎学力試験　数学

10:45～ 面接

第一志望者（英語科）

  8:30～   8:50 出欠確認・諸連絡・アンケート記入

  9:00～   9:30 基礎学力試験　国語

10:00～ 面接

併願者

  8:30～   8:50 出欠確認・諸連絡・アンケート記入

  9:00～   9:50 国語

10:05～ 10:55 英語

11:10～ 12:00 数学（普通科）

11:10～ 11:40 リスニング（英語科）

12:30～ 面接

出願情報入力

受験料支払い

出願書類印刷 受験料支払い完了後、下記期日より受験票・志願票・宛名票が印刷できます。

※すべての入試において、新型コロナウイルス感染拡大の影響や大雪などによる入試の時間変更等の案内は、出願の
際に入力いただいた「保護者メールアドレス」に配信いたします。出願情報入力の際、「保護者メールアドレス」欄に
は、日頃から頻繁に確認でき、かつ、「@e-shiharai.net」からのメールを受信できるように設定したメールアドレスを
入力してください。

帰国生入試
一般入試（第1回）　　

A推薦・B推薦入試
一般入試（第2回）

12月 4日（金）
 2月  9日（火）

1月21日（木）
2月16日（火）

4STEP

【入試別書類提出期限】

出願書類郵送 下記期日必着で、レターパックか簡易書留にて郵送してください。

合格発表

※これ以前は印刷ができませんのでご注意ください。



2.出願書類
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❶志願票（本校ホームページより各自で印刷したもの。顔写真はデジタルデータが必要です）

❷海外在留期間証明書（保護者の勤務先で発行したもの、書式は自由）

❸調査書
 ・ 帰国後、国内の公立中学校に在籍した者
  　東京都または神奈川県内の中学校に在籍の者・・・本校指定用紙
  　（本校ホームページより各自で印刷したものに、在籍校が記入したもの）
  　東京都・神奈川県以外の道府県内の中学校に在籍の者・・・本校指定用紙または公立高校受験用調査書
 ・ 帰国後、国内の私立学校に在籍の者・・・本校指定用紙
 ・ 日本人学校に在籍の者・・・本校指定用紙（内申は５段階で記入）
 ・ 海外で学校教育を修了または修了見込みの者・・・海外における在籍校の成績証明書

❹（第一志望者）推薦書（本校ホームページより各自で印刷したものに、在籍校が記入したもの）

❺（第一志望者）入学確約書（本校ホームページより各自で印刷したものに、受験生・在籍校が記入したもの）

❻（第一志望者）英語検定準２級以上または他の英語の検定試験等において英語検定準2級と同等レベル以上の資格を取得して
　いることを証明する書類のコピー

❶志願票（本校ホームページより各自で印刷したもの。顔写真はデジタルデータが必要です）

❷推薦書（本校ホームページより各自で印刷したものに、在籍校が記入したもの）

❸調査書
 ・ 東京都または神奈川県内の中学校に在籍の者・・・本校指定用紙
  （本校ホームページより各自で印刷したものに、在籍校が記入したもの）
 ・ 東京都・神奈川県以外の道府県内の中学校に在籍の者・・・本校指定用紙または公立高校受験用調査書

❶志願票（本校ホームページより各自で印刷したもの。顔写真はデジタルデータが必要です）

❷調査書
 本校指定用紙（本校ホームページより各自で印刷したものに、在籍校が記入したもの）または公立高校受験用調査書

❶志願票（本校ホームページより各自で印刷したもの。顔写真はデジタルデータが必要です）

❷調査書
 ・ 東京都または神奈川県内の中学校に在籍の者・・・本校指定用紙
  （本校ホームページより各自で印刷したものに、在籍校が記入したもの）
 ・ 東京都・神奈川県以外の道府県内の中学校に在籍の者・・・本校指定用紙または公立高校受験用調査書

帰国生入試

A推薦入試

Ｂ推薦入試

一般入試
（第１回）
（第２回）

※「調査書（本校指定用紙）」、「推薦書」、「入学確約書」は本校ホームページよりダウンロードできます。
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試験期日

3.入学試験要項

入学手続

合格発表

出願書類
提出期限

出願開始日時
（出願書類印刷開始）

出願情報
入力期間
及び受験料
払込み期間

出願方法

受験料

選考方法

出願資格

募集人数

集合時間

＊ 電話による合否の問い合わせには一切応じません。
＊ インターネット上で合否の確認の上、入学手続書類をダウンロードしご確認ください。
＊ 正式な「合格通知書」は入学手続時にお渡しします。

＊ 合格発表後入学手続日までに、入学手続時納入金をクレジットカード支払い、コンビニエンスストア支払いまたはペイジー支払いでお
支払いの上、上記の日にちのいずれか一日に「受験票」を持参して入学手続をしてください。

＊ 上記の期間内に手続をしない場合は、入学資格を失うことになります。
＊ 1月26日（火）、3月8日（月）は、手続時に制服、規定品の注文ができます。（採寸には約1時間かかりますので、余裕を持ってお越し下さい。）

帰国生入試

2020年12月6日（日）

8:30
普通科　若干名

英語科　若干名

（1）2004年4月2日から2006年4月1日までに生まれた者で、日本語による履修に支障のない者。
（2）本校の教育方針を理解し、入学後も品行方正に学校生活を送ることができる者。
（3）現地滞在期間1年以上、帰国3年以内の者を原則とする。
 ※その他の場合は学校までお問い合わせください。
（4）入学後、保護者のもとから通学できる者。　
（5）（第一志望者）英語検定準2級以上を取得している者。　　

●学科試験

普通科　国語・英語・数学
英語科　国語・英語・リスニング
各50分（リスニングは30分）　各100点
普通科・英語科とも300点満点

●調査書

●面接（個人）　日本語

併願者

●基礎学力試験

普通科　国語・数学
英語科　国語
各30分　各50点
普通科 100点満点　英語科 50点満点

●調査書 

●面接（個人）　日本語

第一志望者

各20,000円（一旦納入された受験料は、理由の如何にかかわらず、一切返還いたしません。）
金額は2020年度実績であり、変更の可能性があります。

❶本校ホームページより出願サイトにアクセスし、ID・パスワードを登録、ログインしてください。
❷登録後、画面の案内に従って志願者・保護者の情報の入力と出願する試験の選択を行い、支払い方法をクレジットカード支払い、
　コンビニエンスストア支払いまたはペイジー支払いから選んでください。
❸クレジットカード支払いはそのまま画面上で行えます。コンビニエンスストア支払い、ペイジー支払いを選択すると、「払込番号」が発行
されますので、その番号を控えてコンビニエンスストアまたは金融機関ATMで受験料をお支払いください。
❹支払いが完了すると、登録したメールアドレスに確認のメールが届き、受験番号が入った「受験票」「志願票」「宛名票」を自宅のパソ
コンからA4の用紙に印刷できるようになります。
❺「受験票」「志願票」「宛名票」を印刷して切り離し、「宛名票」を角２の封筒（Ａ４サイズの用紙が折らずに入る大きさ）表面に貼付して、
　 P．3の出願書類を同封して郵便局より簡易書留にて郵送してください。※必ず封筒裏面に住所・氏名・電話番号を記載してください。
　（郵送には「レターパックライト」も利用可能です。「お届け先」欄に「宛名票」を貼り、「ご依頼主」欄を記入した上で、P.3の出願書類を同
封して投函してください。）

❻「受験票」は、入試当日持参してください。

2020年11月16日（月）
 0：00から

 2020年12月2日（水）
23：59まで

2020年11月16日（月）
0：00から

2020年12月4日（金）
＜郵送必着＞

＊ 持参不可。窓口での受付はいたしません。

2020年12月6日（日）16：00から12月7日（月）23：59まで
本校ホームページ上、合否照会サイトにて

2020年12月  7日（月）
14：00から15：00まで
＜本校窓口にて＞ いずれも 14：00から15：00まで

＜本校窓口にて＞

2020年12月 7日（月）
2021年  1月26日（火）
2021年  2月19日（金）
2021年  3月 8日（月）

本校にて、出願手続のお手伝いをいたします（要電話予約）
1月 16日（土） 1月 30日（土）  13:30～15:30

・パソコン等の操作方法のご相談／ご自宅にインターネット環境の無い方の本校での出願手続
・顔写真の登録に関するご相談をされる場合には、本人同伴でお願いいたします。
・スマートフォン、タブレット等をお持ちの方は、当日ご持参ください。
・受験料のお支払いまでされたい方は、クレジットカードまたは現金をお持ちください。
・当日出願書類の提出ができます。希望される方は、調査書等の必要書類を全て持参してください。
・電話予約先：江戸川女子高等学校　03-3659-1241



2020年12月20日（日）
 0：00から

 2021年1月18日（月）
23：59まで

2021年1月15日（金）
0：00から

2021年1月21日（木）
＜郵送必着＞

＊ 持参不可。窓口での受付はいたしません。

2021年1月23日（土）16：00から1月24日（日）23：59まで
本校ホームページ上、合否照会サイトにて

2020年12月20日（日）
 0：00から

 2021年1月18日（月）
23：59まで

2021年1月15日（金）
0：00から

2021年1月21日（木）
＜郵送必着＞

＊ 持参不可。窓口での受付はいたしません。

2021年1月25日（月）10：00から1月26日（火）23：59まで
本校ホームページ上、合否照会サイトにて

2021年1月26日（火）
14：00から15：00まで
＜本校窓口にて＞

2021年1月26日（火）
2021年2月19日（金）
2021年3月  8日（月）

いずれも 14：00から15：00まで
＜本校窓口にて＞

2020年12月20日（日）
 0：00から

 2021年2月7日（日）
23：59まで

2021年1月25日（月）
0：00から

2021年2月9日（火）
＜郵送必着＞

＊ 持参不可。窓口での受付はいたしません。

2021年2月11日（木・祝）19：00から2月12日（金）23：59まで
本校ホームページ上、合否照会サイトにて

2020年12月20日（日）
 0：00から

 2021年2月14日（日）
23：59まで

2021年1月25日（月）
0：00から

2021年2月16日（火）
＜郵送必着＞

＊ 持参不可。窓口での受付はいたしません。

2021年2月18日（木）18：00から2月19日（金）23：59まで
本校ホームページ上、合否照会サイトにて

2021年2月19日（金）
2021年3月  8日（月）

いずれも 14：00から15：00まで
＜本校窓口にて＞

2021年2月19日（金）
2021年3月  8日（月）

いずれも 14：00から15：00まで
＜本校窓口にて＞

（1）❶2020年3月以後、中学校卒業の者。
　  ❷2021年3月中学校卒業見込みの者。
（2）本校の教育方針を理解し、入学後も品行方正に学校   
　生活を送ることができる者。

（3）入学後、保護者のもとから通学できる者。

（1）❶2020年3月以後、中学校卒業の者。
　  ❷2021年3月中学校卒業見込みの者。
（2）本校の教育方針を理解し、入学後も品行方正に学校   
　生活を送ることができる者。

（3）入学後、保護者のもとから通学できる者。

試験期日

入学手続

合格発表

出願書類
提出期限

出願開始日時
（出願書類印刷開始）

出願情報
入力期間
及び受験料
払込み期間

出願方法

受験料

選考方法

出願資格

募集人数

集合時間

（1）2021年3月中学校卒業見込みの者で、本校を第一志望と
する者。

（2）本校の教育方針を理解し、入学後も品行方正に学校生活を
送ることができる者。

（3）入学後、保護者のもとから通学できる者。
＊ 上記（1）～（3）について中学校長がそれを認め、本校への入
学を推薦できる者。

（1）❶2020年3月以後、中学校卒業の者。
　  ❷2021年3月中学校卒業見込みの者。
（2）本校の教育方針を理解し、入学後も品行方正に学校生活を
送ることができる者。

（3）入学後、保護者のもとから通学できる者。
＊ 東京都、神奈川県の中学校の生徒は受験できません。

 

Ａ推薦入試 Ｂ推薦入試

試験期日

入学手続

合格発表

出願書類
提出期限

出願開始日時
（出願書類印刷開始）

出願情報
入力期間
及び受験料
払込み期間

出願方法

受験料

選考方法

出願資格

募集人数

集合時間

一般入試（第１回） 一般入試（第２回）

5 6

各20,000円（一旦納入された受験料は、理由の如何にかかわらず、一切返還いたしません。）
金額は2020年度実績であり、変更の可能性があります。

❶本校ホームページより出願サイトにアクセスし、ID・パスワードを登録、ログインしてください。
❷登録後、画面の案内に従って志願者・保護者の情報の入力と出願する試験の選択を行い、支払い方法をクレジットカード支払い、
　コンビニエンスストア支払いまたはペイジー支払いから選んでください。
❸クレジットカード支払いはそのまま画面上で行えます。コンビニエンスストア支払い、ペイジー支払いを選択すると、「払込番号」が発行さ
れますので、その番号を控えてコンビニエンスストアまたは金融機関ATMで受験料をお支払いください。
❹支払いが完了すると、登録したメールアドレスに確認のメールが届きます。その後、出願開始日時（出願書類印刷開始）になると受験
番号が入った「受験票」「志願票」「宛名票」を自宅のパソコンからA4の用紙に印刷できるようになります。（出願開始日時以前は「受
験票」「志願票」「宛名票」の印刷はできませんのでご注意ください。）

❺「受験票」「志願票」「宛名票」を印刷して切り離し、「宛名票」を角２の封筒（Ａ４サイズの用紙が折らずに入る大きさ）表面に貼付して、
P．3の出願書類を同封して郵便局より簡易書留にて郵送してください。※必ず封筒裏面に住所・氏名・電話番号を記載してください。

　（郵送には「レターパックライト」も利用可能です。「お届け先」欄に「宛名票」を貼り、「ご依頼主」欄を記入した上で、P.3の出願書類を
同封して投函してください。）

❻「受験票」は、入試当日持参してください。

各20,000円（一旦納入された受験料は、理由の如何にかかわらず、一切返還いたしません。）

金額は2020年度実績であり、変更の可能性があります。

❶本校ホームページより出願サイトにアクセスし、ID・パスワードを登録、ログインしてください。
❷登録後、画面の案内に従って志願者・保護者の情報の入力と出願する試験の選択を行い、支払い方法をクレジットカード支払い、
　コンビニエンスストア支払いまたはペイジー支払いから選んでください。
❸クレジットカード支払いはそのまま画面上で行えます。コンビニエンスストア支払い、ペイジー支払いを選択すると、「払込番号」が発行さ
れますので、その番号を控えてコンビニエンスストアまたは金融機関ATMで受験料をお支払いください。
❹支払いが完了すると、登録したメールアドレスに確認のメールが届きます。その後、出願開始日時（出願書類印刷開始）になると受験
番号が入った「受験票」「志願票」「宛名票」を自宅のパソコンからA4の用紙に印刷できるようになります。（出願開始日時以前は「受
験票」「志願票」「宛名票」の印刷はできませんのでご注意ください。）

❺「受験票」「志願票」「宛名票」を印刷して切り離し、「宛名票」を角２の封筒（Ａ４サイズの用紙が折らずに入る大きさ）表面に貼付して、
P．3の出願書類を同封して郵便局より簡易書留にて郵送してください。※必ず封筒裏面に住所・氏名・電話番号を記載してください。

　（郵送には「レターパックライト」も利用可能です。「お届け先」欄に「宛名票」を貼り、「ご依頼主」欄を記入した上で、P.3の出願書類を
同封して投函してください。）

❻「受験票」は、入試当日持参してください。

＊ 合格発表後入学手続日までに、入学手続時納入金をクレジットカード支払い、コンビニエンスストア支払いまたはペイジー支払いでお
支払いの上、上記の日にちのいずれか一日に「受験票」を持参して入学手続をしてください。

＊ 上記の期間内に手続をしない場合は、入学資格を失うことになります。
＊  1月26日（火）、3月8日（月）は、手続時に制服、規定品の注文ができます。（採寸には約1時間かかりますので、余裕を持ってお越し下さい。）

2021年１月23日（土）
8:30

2021年１月24日（日）
8:30

普通科　50名（Ａ・Ｂ推薦合計）

英語科　25名（Ａ・Ｂ推薦合計）

●適性検査
普通科・英語科とも
国語・英語・数学
各30分　各50点
150点満点
●調査書
●面接（個人）

●適性検査
普通科　国語・英語・数学
英語科　国語・英語・リスニング
各50分（リスニングは30分）　各100点
普通科・英語科とも　300点満点
●調査書
●面接（5名1組）

＊ 合格発表後入学手続日までに、入学手続時納入金をクレジットカード支払い、コンビニエンスストア支払いまたはペイジー支払いでお
支払いの上、上記の日にちのいずれか一日に「受験票」を持参して入学手続をしてください。

＊ 上記の期間内に手続をしない場合は、入学資格を失うことになります。
＊ 3月8日（月）は、手続時に制服、規定品の注文ができます。（採寸には約1時間かかりますので、余裕を持ってお越し下さい。）

2021年2月11日（木・祝）
8:30

2021年2月18日（木）
8:30

普通科　50名（第1回・第2回合計）

英語科　25名（第1回・第2回合計）

●学科試験

普通科　国語・英語・数学
英語科　国語・英語・リスニング
各50分（リスニングは30分）　各100点
普通科・英語科とも　300点満点

●調査書

●面接（5名1組）

●学科試験

普通科　国語・英語・数学
英語科　国語・英語・リスニング
各50分（リスニングは30分）　各100点
普通科・英語科とも　300点満点

●調査書

●面接（5名1組）

＊ 電話による合否の問い合わせには一切応じません。
＊ インターネット上で合否の確認の上、入学手続書類をダウンロードしご確認ください。
＊ 正式な「合格通知書」は入学手続時にお渡しします。

＊ 電話による合否の問い合わせには一切応じません。
＊ インターネット上で合否の確認の上、入学手続書類をダウンロードしご確認ください。
＊ 正式な「合格通知書」は入学手続時にお渡しします。
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