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Ⅰ 認証評価結果 

 

高知女子大学は、大学設置基準をはじめ関係法令に適合し、大学評価・学位授与機構が定

める大学評価基準を満たしている。 

 

主な優れた点として、次のことが挙げられる。 

○ 教員組織の活性化を図るため、特に優れた実績を上げた教員に対して、各学部長の推薦に基づいて学

長が内申を行う勤勉手当加算制度が導入・運用されている。 

○ 共通科目には、高知県の歴史・文化・経済・自然・健康・福祉などを重視した土佐学、及び女子大学

としての特色を踏まえた女性学を配置している。 

○ 社会福祉士、精神保健福祉士、看護師、保健師、管理栄養士などの国家試験合格率が、全国平均に比

べて高い。 

○ サークル活動及び地域におけるボランティア活動が活発に行われている。 

○ 平成20年度には、当該大学が他の34大学・短期大学と共同申請した「四国地区大学教職員能力開発

ネットワークによる大学の教育力向上」が文部科学省の「戦略的大学連携支援事業」に採択された。こ

の事業では、ネットワーク加盟校が協働しながらＦＤ・ＳＤのプログラム開発や、教育業績記録、職員

業績記録の開発、ファカルティ・ディベロッパー（ＦＤｅｒ）の養成を目指しており、現在は先駆的な

取組の現地調査などに取り組んでいる。 

○ 大学の主要各部門が、年頭に立案した活動目標への取組、達成度、課題などについて、年度末に当該

各部門の出席の下、アニュアルレビューを行い、その評価を共有している。これは、学内の組織単位に

おける自己点検・評価と相互評価であり、各組織に相互評価結果が実質的にフィードバックされている。 

○ 『研究シーズ集 2008』に教員の優れた研究成果を盛り込むとともに、各頁のレイアウト、全体の装

幀・紙質・印刷の創意と工夫があり、外部者にとって非常に読みやすいものになっている。 

 

主な改善を要する点として、次のことが挙げられる。 

○ 学士課程の３年次編入において、生活科学部及び文化学部で入学定員充足率が低い。また、大学院修

士課程の中で、看護学研究科は入学定員超過率が高く、人間生活学研究科は入学定員充足率が低い。 

 

上記のほか、更なる向上が期待される点として、次のことが挙げられる。 

○ 学部では、それぞれ独自の規程を策定してＦＤ活動を展開しているが、全学的交流による相互学習を

促進するためには、全学的な教職員集会やシンポジウム方式の導入が期待される。 
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Ⅱ 基準ごとの評価 

基準１ 大学の目的 

１－１ 大学の目的（教育研究活動を行うに当たっての基本的な方針、達成しようとしている基本的な

成果等）が明確に定められており、その内容が、学校教育法に規定された、大学一般に求められ

る目的に適合するものであること。 

１－２ 目的が、大学の構成員に周知されているとともに、社会に公表されていること。 

 

【評価結果】 

基準１を満たしている。 

 

（評価結果の根拠・理由） 

１－１－① 大学の目的（学部、学科又は課程の目的を含む。）が、明確に定められ、その目的が、学校教育法第 83 条に

規定された、大学一般に求められる目的から外れるものでないか。 

当該大学では、学則第１条に、「教育基本法（平成18年法律第120号）の精神に基づき、広く知識を授

け、専門の学芸を教授研究し、もって人格の向上を図るとともに、平和と文化の発展及び福祉の増進に貢

献しうる女性を育成し、併せて地域社会の向上に寄与することを目的とする。」と定めている。 

この規程は、教育基本法における大学の目的に沿い、学校教育法第 83 条に規定された、大学一般に求

められる目的を厳密に踏まえた上で、高等教育における女性の人材育成を充実し、地域社会に貢献するこ

とを標榜したものである。  

また、学則に定める大学の目的及び「大学のめざすもの」を受けて、それぞれ領域の特性と社会ニーズ

を踏まえた上で、各学部において、「理念・目的等を定める規程」を制定している。 

これらのことから、目的が明確に定められ、その目的が、学校教育法に規定された大学一般に求められ

る目的から外れるものでないと判断する。 

 

１－１－② 大学院を有する大学においては、大学院の目的（研究科又は専攻の目的を含む。）が、明確に定められ、その

目的が、学校教育法第99条に規定された、大学院一般に求められる目的から外れるものでないか。 

当該大学における大学院教育の基本目標は、学校教育法に謳われた大学院一般の目的である「学術の理

論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識

及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与すること。」を踏まえ、大学院学則第２条で、「学術の理論及

び応用を教授研究し、その深奥を究めて、文化の発展に寄与することを目的とする。」と定めている。 

さらに修士課程の看護学研究科、人間生活学研究科、博士課程の健康生活科学研究科の３研究科は、大

学院の目的を受けて、領域の特性と社会ニーズを踏まえ、それぞれの目的を明確に規定している。 

これらのことから、大学院の目的が明確に定められ、その目的が、学校教育法に規定された大学院一般

に求められる目的から外れるものでないと判断する。 

 

１－２－① 目的が、大学の構成員（教職員及び学生）に周知されているとともに、社会に広く公表されているか。 

大学及び大学院の目的は『大学案内 2009（６頁）』、『年報』（平成 19 年度版１頁）に記載され、学部学

生用学生便覧及び大学院学生用学生便覧所載の学則第１条（目的）で明示されるとともに、ウェブサイト

でも公開され、学内及び社会に対して周知されている。また、各学部・研究科ではその教育目的を理解し
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やすく表現し、それぞれのウェブサイトに掲載している。新入生オリエンテーション及び在学生に対する

オリエンテーションにおいては、以上の資料に即して、学生に対する説明が行われている。さらに教職員

は、各年度末に開催される当該大学のアニュアルレビューを通じて大学の目的を再認識し、併せて成果と

課題を共有し、大学の使命と目的の再確認をしている。 

高校生や高等学校に対しては、オープンキャンパス、進学説明会、県内の校長会などの機会を捉えて大

学及び各学部の目的や特徴を説明している。また、進学志望者及び保護者、高等学校進路指導担当教員に

対しては、進学情報提供のための説明会を通じて、更なる周知も行っている。 

これらのことから、目的が大学の構成員に周知されているとともに、社会に広く公表されていると判断

する。 

 

以上の内容を総合し、「基準１を満たしている。」と判断する。 
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【評価結果】 

基準２を満たしている。 

 

（評価結果の根拠・理由） 

２－１－① 学部及びその学科の構成（学部、学科以外の基本的組織を設置している場合には、その構成）が、学士課程

における教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっているか。 

「広く知識を授け、専門の学芸を教授研究し、もって人格の向上を図るとともに、平和と文化の発展及

び福祉の増進に貢献しうる女性を育成し、併せて地域社会の向上に寄与する。」ことを目的として、地域の

生活・文化・健康・福祉の向上に寄与しうる県立大学を目指し、４学部６学科で構成されている。 

４学部６学科とは、 

・ 生活科学部：生活デザイン学科、健康栄養学科、環境理学科 

・ 文化学部：文化学科 

・ 看護学部：看護学科 

・ 社会福祉学部：社会福祉学科 

である。 

これらのことから、学部及びその学科の構成が目的を達成する上で適切なものとなっていると判断する。 

 

２－１－② 教養教育の体制が適切に整備され、機能しているか。 

大学では、教養教育は各学部を横断する共通教育であると位置付けており、共通教育は全学の教務委員

会の下に設置された共通教育専門委員会が企画運営している。共通教育専門委員会は、各学部・学科から

選出された教員で構成され、共通教育科目の編成や担当教員について検討し、時間割編成を行い、共通教

育の実施・運営に当たっている。共通教育の担当教員は専任教員を置かず、科目内容に近い専門分野の各

学部教員が担当する方針で臨み、当該大学教員で充足できない科目については非常勤講師を配置している。 

現在は永国寺キャンパスのみで実施している教養教育を、平成 22 年度からは永国寺及び池の両キャン

パスで実施し、学生の移動をなくす予定である。 

これらのことから、教養教育の体制が適切に整備され、機能していると判断する。 

 

２－１－③ 研究科及びその専攻の構成（研究科、専攻以外の基本的組織を設置している場合には、その構成）が、大学

院課程における教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっているか。 

大学院は、 

・ 看護学研究科（修士課程）：看護学専攻 

・ 人間生活学研究科（修士課程）：人間生活学専攻 

・ 健康生活科学研究科（博士後期課程）：健康生活科学専攻 

の３研究科３専攻で構成されている。 

基準２ 教育研究組織（実施体制） 

２－１ 大学の教育研究に係る基本的な組織構成（学部及びその学科、研究科及びその専攻、その他の

組織並びに教養教育の実施体制）が、大学の目的に照らして適切なものであること。 

２－２ 教育活動を展開する上で必要な運営体制が適切に整備され、機能していること。 
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看護学研究科は、看護学部の上に積み上げられた研究科（修士課程）であり、専門看護師(ＣＮＳ)コー

スと研究コースを有している。 

人間生活学研究科は、生活科学部、文化学部、社会福祉学部の３学部が連携協力する学際的な研究科（修

士課程）であり、生活科学領域、文化領域、社会福祉領域の３領域から構成され、これらの領域の複合的

な視点から教育研究を行い、高度専門職業人を育成している。 

健康生活科学研究科は、看護学研究科と人間生活学研究科を基礎とする研究科（博士後期課程）であり、

看護学領域、生活科学領域、社会福祉学領域の３領域から構成され、これらの領域の複合的な視点から教

育研究を行い、実践的課題を研究解決できる研究者を育成している。 

大学院は学部と異なり男女共学であり、また土曜・休日などに集中講義や研究指導を行っていて、社会

人でも在職したままで就学可能である。 

これらのことから、研究科及びその専攻の構成が、目的を達成する上で適切なものとなっていると判断

する。 

 

２－１－④ 別科、専攻科を設置している場合には、その構成が教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっている

か。 

該当なし 

 

２－１－⑤ 大学の教育研究に必要な附属施設、センター等が、教育研究の目的を達成する上で適切に機能しているか。

総合情報センターと地域創成センターを設置している。 

総合情報センターは、図書情報部門と情報処理部門で構成されている。 

図書情報部門は、教育研究に必要な学術図書資料を調査・収集・整理・保存して、学部学生・大学院学

生及び教職員に提供するとともに、図書館を県民にも開放するための活動を行っている。    

情報処理部門は、学内ネットワーク及びサーバ群の保守・運用を行うとともに、電子メールサーバ、ウェ

ブサーバなどによるサービスを提供し、学部学生・大学院学生及び教職員からなる利用者の支援を行って

いる。情報処理部門を担当する総合情報センター運営委員会の情報処理部会には専任の技術系職員が配置

されていないが、部会員の教員が学内ネットワーク及びサーバ群の保守・運用を行うとともに、電子メー

ルサーバ、ウェブサーバなどによるサービスを提供し、利用者の支援を行っている。 

地域創成センターは、地域産業の振興及び地域社会の発展に貢献するため、共同研究や受託研究の促進

と受入の調整、さらに地域住民や地域の専門職者に対する公開講座やリカレント講座を実施している。こ

れらの講座などの大学の活動を広報するために『KWU NEWS LETTERS』を発行し、現在、通算して第19号に

達している。 

これらのことから、必要な附属施設、センター等が、目的を達成する上で適切に機能していると判断す

る。 

 

２－２－① 教授会等が、教育活動に係る重要事項を審議するための必要な活動を行っているか。 

教育活動に関する重要事項等を審議するために、各学部には教授会を設置している。 

各学部の教授会は、専任教員で構成されており（生活科学部は助手を含む。）、定例で月１～２回以上開

催され、学科目の種類及び編成に関する事項、学生の入学、退学、転学、休学、復学及び卒業認定に関す

る事項、学生の試験及び単位修得に関する事項、学生の厚生補導及び身分に関する事項等の協議・審議が
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行われている。 

科目の編成及び内容について、各学部では、専任教員が領域あるいは科目群ごとに提案責任を持ち、学

科会議あるいは学部の教務関係委員会において提案の内容を検討・調整し、教授会で審議・決定している。 

また、大学院の教育活動に関する重要事項等を審議するために、各研究科に研究科委員会を設置してい

る。各研究科委員会は、各研究科担当として選任された学部の教員で構成されており、定例で月１回は開

催され、大学院の教育活動に関する重要事項として、研究指導･学位授与･学修等に関する事項、教育の内

容･方法等、教育の在り方に関する事項、学生の入学・休学・退学等、学生の身分に関する事項、学生の教

育･生活等への支援に関する事項等の協議・審議が行われている。 

これらのことから、教授会等が必要な活動を行っていると判断する。 

 

２－２－② 教育課程や教育方法等を検討する教務委員会等の組織が、適切な構成となっているか。また、必要な回数の

会議を開催し、実質的な検討が行われているか。 

全学に関わる教育方針や教育課程・教育方法等の検討、並びにそれらの学部間の調整を行うため、全学

の教務委員会を置き、その下に３つの専門委員会を設置している。全学の教務委員会は、３つの専門委員

会及び各学部の教務委員会と連絡を密にして連携を図るため、教務部長、３つの専門委員会の委員長、４

学部の各教務委員会の委員長から構成されており、月１回開催されている。 

３つの専門委員会のうち、共通教育専門委員会では全学の共通教育（教養教育）の運営を、教職課程専

門委員会では教職課程や教育方法等を、学芸員資格専門委員会では学芸員資格取得課程や教育方法等をそ

れぞれ検討している。 

これらのことから、教育課程や教育方法等を検討する組織が適切な構成となっており、実質的な検討が

行われていると判断する。 

 

以上の内容を総合し、「基準２を満たしている。」と判断する。 

 

【改善を要する点】 

○ 情報処理部門を担当する総合情報センター運営委員会の情報処理部会には専任の技術系職員が配

置されていない。 
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【評価結果】 

基準３を満たしている。 

 

（評価結果の根拠・理由） 

３－１－① 教員組織編制のための基本的方針を有しており、それに基づいて教員の適切な役割分担の下で、組織的な連

携体制が確保され、教育研究に係る責任の所在が明確にされた教員組織編制がなされているか。 

各学部の教育目標達成のために、生活科学部、看護学部及び社会福祉学部では領域、文化学部では科目

群ごとに専任教員が配置されている。当該大学の専任教員は、全員、学士課程の学部に所属している。 

教員組織の 小単位は学科である。 

専任教員の退職や増員などにより専任教員を配置する必要が生じた場合には、当該学部の教授会が、学

科会議（生活科学部）、人事委員会（文化学部、社会福祉学部）、総務委員会（看護学部）からの提案に基

づき、配置する分野・領域、担当科目、配置を必要とする理由を審議して方針を決め、学長に要望する。

要望後、学長の意思決定を補佐する運営会議が全学的な視点から検討した上で配置が決定される。すなわ

ち、教員の配置については、当該学部の教授会がその必要性、分野・領域及び科目について、各学科に置

かれた委員会等の提案を基礎として方針を決め、学長の意思決定を補佐する運営会議において全学的視点

から決定されている。 

これらのことから、教員組織編制のための基本的方針を有しており、それに基づいて教員の適切な役割

分担の下で、組織的な連携体制が確保され、教育研究に係る責任の所在が明確にされた教員組織編制がな

されていると判断する。 

 

３－１－② 学士課程において、教育課程を遂行するために必要な教員が確保されているか。また、教育上主要と認める

授業科目には、専任の教授又は准教授を配置しているか。 

当該大学の専任教員は、全員、学士課程の学部に所属している。学士課程における教員数は、次のとお

りであり、大学設置基準に定められた必要教員数以上が確保されている。 

・ 生活科学部：専任22人（うち教授12人）、非常勤43人 

・ 文化学部：専任21人（うち教授13人）、非常勤18人 

・ 看護学部：専任32人（うち教授14人）、非常勤44人 

・ 社会福祉学部：専任13人（うち教授６人）、非常勤９人 

当該大学では、各学部の領域あるいは科目群ごとに、専任の教授及び准教授、講師が配置され、主要授

業科目及び関連する専門科目を担当するとともに、共通教育科目と所属学部以外の授業科目の一部も担当

している。助教は、主要授業科目に準じる科目を担当している。また、非常勤講師は、必要に応じて採用

基準３ 教員及び教育支援者 

３－１ 教育課程を遂行するために必要な教員が適切に配置されていること。 

３－２ 教員の採用及び昇格等に当たって、適切な基準が定められ、それに従い適切な運用がなされて

いること。 

３－３ 教育の目的を達成するための基礎となる研究活動が行われていること。 

３－４ 教育課程を遂行するために必要な教育支援者の配置や教育補助者の活用が適切に行われてい

ること。 
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し、専門科目及び共通教育科目を担当している。 

共通教育科目には１人の客員教授を配置している。また、看護学部には 15 人、生活科学部には１人の

臨床教授を配置し、その特殊な技能や専門性を活かして通常の授業の支援や特別講義を担当させている。 

教員一人当たりの学生数は、学科単位では5.9～15.7人で、全学平均では10.2人であり、きめ細かい学

習指導ができる体制となっている。 

これらのことから、必要な教員が確保されており、また、教育上主要と認める授業科目には、専任の教

授又は准教授を配置していると判断する。 

 

３－１－③ 大学院課程（専門職学位課程を除く。）において、必要な研究指導教員及び研究指導補助教員が確保されてい

るか。 

当該大学の大学院課程における研究指導教員数及び研究指導補助教員数は、次のとおりであり、大学院

設置基準に定められた必要教員数以上が確保されている。 

〔修士課程〕 

・ 看護学研究科：研究指導教員10人（うち教授７人）、研究指導補助教員９人 

・ 人間生活学研究科：研究指導教員10人（うち教授９人）、研究指導補助教員19人 

〔博士後期課程〕 

・ 健康生活科学研究科：研究指導教員８人（うち教授８人）、研究指導補助教員８人 

大学院の専任教員はすべて学部教員を兼任しており、学部教員の中から各研究科委員会が定めた基準に

基づいて行う審査に合格した者のみを配置している。また、必要に応じて非常勤講師を配置している。 

大学院では、すべての学生に対して主又は正研究指導教員１人及び副研究指導教員２人又は３人を研究

指導担当者として配置して、主又は正研究指導教員を中心とした複数の教員による指導体制としている。

複数の領域にわたる複合的研究課題の指導に対応するため、副研究指導教員には主又は正研究指導教員と

は異なる領域の教員を配置している。主又は正研究指導教員は一人当たり平均して3.7人の学生の指導を

担当している。 

これらのことから、必要な研究指導教員及び研究指導補助教員が確保されていると判断する。 

 

３－１－④ 専門職学位課程において、必要な専任教員（実務の経験を有する教員を含む。）が確保されているか。 

該当なし 

 

３－１－⑤ 大学の目的に応じて、教員組織の活動をより活性化するための適切な措置が講じられているか。 

大学は、教員組織の活動をより活性化するため、以下のいくつかの措置をとっている。 

第一は、優秀な人材を確保するため、専任教員の採用は、原則として公募制によっている。専任教員の

採用状況は過去５年間において年平均8.8人である。 

関連して、平成16年度から同20年度までの専任教員の転出者合計は48人、転入者合計は44人で、当

該大学の平成 16 年度の専任教員定数 92 人に対する転出者合計の比率は 52.2％、転入者合計の比率は

47.8％であり、専任教員の流動性は高い。このうち、健康栄養学科は12人の教員数（助手を含む。）に対

し、５年間の転出者／転入者数はそれぞれ11人／13人、看護学科は32人の教員数に対し、５年間の転出

者／転入者数はそれぞれ、18人／20人となっており、この両学科においては流動性が特に高く、他方、環

境理学科では８人の教員数（助手を含む。）に対し、５年間の転出者／転入者数は、０人／１人である。 
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第二に、年齢構成のバランスに留意している。専任教員の平均年齢は全学では 46.6 歳であり、生活デ

ザイン学科と環境理学科が50歳代とやや高いが、ほかは40歳代半ばである。専任教員の平均年齢を職位

ごとにみると、教授53.1歳、准教授44.5歳、講師37.4歳、助教34.8歳、助手46.8歳である。一部の学

科を除いて、専任教員の年齢構成はバランスが取れており、スムーズな世代交代が行えるようになってい

る。ただし、助手の平均年齢はやや高い。 

第三は、性別構成のバランスである。専任教員に占める女性の比率は 51％で、全国平均（18％、平成

19年度学校教員統計調査）に比べて極めて高い。 

第四に、平成 15 年度から全教員が「２年間の活動計画」を作成して学部長に提出し、一人一人の教員

が自己の活動の点検に努めるとともに、学部長による他者評価を受けている。 

これらのことから、教員組織の活動をより活性化するための適切な措置が講じられていると判断する。 

 

３－２－① 教員の採用基準や昇格基準等が明確かつ適切に定められ、適切に運用がなされているか。特に、学士課程に

おいては、教育上の指導能力の評価、また大学院課程においては、教育研究上の指導能力の評価が行われてい

るか。 

教員の選考基準は、高知女子大学人事選考基準に規定されている。各学部・研究科はこの基準に沿って、

当該学部の専門分野の特性に応じた、より具体的な選考基準を、細則等において定めている。これらの細

則等には、採用選考においては教育能力、研究業績及び地域貢献その他の事項について審査を行うこと、

昇任審査ではさらに当該大学における職務の経歴及び実績を加えて審査することが明記されている。 

教員の選考手続きは、高知女子大学の教員人事に関する規程に基づき、各学部ごとに、規模、構成、実

情に応じ、規程等で定めている。 

学部教員の採用選考及び昇任審査は、各学部の教授会の下に設置した学部人事専門委員会が行っている。

採用選考及び昇任審査は、書類審査と面接審査の２段階の審査で行われる。採用選考では、面接時にプレ

ゼンテーションや模擬授業を実施させて教育上の指導能力の評価を行う。昇任審査では職務の経歴及び実

績の審査の中で教育上の指導能力の評価を行っている。教授会で承認された採用選考及び昇任審査の経過

と結果の詳細は、大学運営会議で報告された上で学長の承認を得る。 

大学院配置教員の採用選考においては、各研究科委員会において研究指導能力を含む大学院担当教員と

しての適格性を判定しており、配置後もおおむね２年間は研究指導補助教員として指導経験を積ませた上

で研究指導教員としての適格性を判定している。 

これらのことから、教員の採用基準等が明確かつ適切に定められ、適切に運用がなされていると判断す

る。 

 

３－２－② 教員の教育活動に関する定期的な評価が行われているか。また、その結果把握された事項に対して適切な取

組がなされているか。 

全教員による「２年間の活動計画」は、前２年間の活動の自己評価を踏まえて作成し、教員自身が自己

評価を定期的に行っている。 

「自己点検評価票」所載の「２年間の活動計画」は、学部長が閲覧して計画が適正であるかどうかの点

検を行っている。平成14年度から実施を開始した学部学生による授業評価の結果は各教員に提供され、「２

年間の活動計画」は、この結果も踏まえて作成されている。 

また、平成 20 年度末に「２年間の活動計画」を基礎資料として、教員の力量や活動水準の向上を目的

とした教員評価制度が試行された。この制度は、教員の活動を教育、研究、大学運営、社会貢献の４項目
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で評価するとともに、評価結果に基づいて学部長が必要な指導・助言等を行って改善に取り組ませるもの

である。今後は２年ごとに実施する予定である。 

以上に加え、教員組織の活性化を図るため、特に優れた実績を上げた教員に対する勤勉手当加算制度が

導入・運用されている。 

本制度においては、学長が学部長からの推薦を受けて加算候補者を設置者に内申する。学部長による推

薦の基準は学部ごとの特性に応じて稍異なるが、教育、研究、管理運営及び地域貢献の領域での活動を総

合的に判断して推薦している。 

これらのことから、教員の教育活動に関する定期的な評価が行われており、その結果把握された事項に

対して適切な取組がなされていると判断する。 

 

３－３－① 教育の目的を達成するための基礎として、教育内容等と関連する研究活動が行われているか。 

教員は、各担当科目に対応して多くの研究業績を公刊している。 

これらの研究業績は、『高知女子大学生活科学部学部報』、『高知女子大学文化学部活動記録』、『平成 20

年度高知女子大学看護学部年報』、『高知女子大学社会福祉学部報』にそれぞれ掲載されている。 

これらのことから、教育内容等と関連する研究活動が行われていると判断する。 

 

３－４－① 大学において編成された教育課程を遂行するに必要な事務職員、技術職員等の教育支援者が適切に配置され

ているか。また、ＴＡ等の教育補助者の活用が図られているか。 

教育課程の展開に必要な教育支援者である事務職員は、永国寺キャンパスでは事務局、改革推進室、総

務企画課、学生課及び図書情報課に、また池キャンパスでは、池事務室にそれぞれ配置されてその所管事

務を担当している。 

事務職員はすべて県職員が人事異動によって配置されて定期的に交替している。また、技術職員が配置

されていないなどの問題もあるが、助手から助教に昇任した教員、助手及びＴＡ等の教育補助者によって

教育支援業務が維持されている。 

これらのことから、技術職員は配置されていないものの、必要な事務職員等の教育支援者が配置されて

おり、ＴＡ等の教育補助者の活用も図られていると判断する。 

 

以上の内容を総合し、「基準３を満たしている。」と判断する。 

 

【優れた点】 

○ 教員組織の活性化を図るため、特に優れた実績を上げた教員に対して、各学部長の推薦に基づいて

学長が内申を行う勤勉手当加算制度が導入・運用されている。 



高知女子大学 

 

2-(36)-13 

 

【評価結果】 

基準４を満たしている。 

 

（評価結果の根拠・理由） 

４－１－① 教育の目的に沿って、求める学生像及び入学者選抜の基本方針などの入学者受入方針（アドミッション・ポ

リシー）が明確に定められ、公表、周知されているか。 

大学全体の教育の目的に沿い、各学部ごとに、それぞれの人材養成目的を実現するために求められる人

材像と入学者選抜の基本方針とを包括する入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）が定められ、学

生募集要項に掲載されるとともに、ウェブサイトにおいて常時公開されている。 

求められる人材像は、学生募集要項に、各学部ごとに詳細に提示されている。例えば、「平成21年度 学

生募集要項 一般選抜」においては、大要、次のように記されている。 

生活科学部では、「生活者の視点をもって、来るべき時代の新たな生活様式を創造することができる人

材を養成する」という目的と「学習に必要とされる基礎学力・思考力や適性を重視する」という選抜方針

が示され、その上で求める人材像については、生活デザイン・健康栄養・環境理学の３つの学科ごとに説

明がある。 

生活デザイン学科では、「人間生活そのものの質の向上に寄与できる人を育てることを目標として」、「単

にモノのデザインや、あるいはデザインされたモノについてだけではなく、人間生活を質的に向上してい

けるようなデザインについて、あらたな創造の視点をもって思考できる人」を求めている。 

健康栄養学科では、「人の健康と栄養に興味・関心をもち、たゆみない探究心をもって学習に取り組む

姿勢を持っている人、人と豊かなコミュニケーションを築くことができる人」を求めている。 

環境理学科では「私たちの生活を取り巻く環境の抱える諸問題に幅広い興味・関心とその解決に積極的

に取り組む意欲を持ち、これらの諸問題を理学的な観点から理解し探求する上で必要な基礎的学力および

思考力を持っている人」を求めている。 

文化学部では「人間社会に関心を持ち、国内外の文学・文化・言語を中心とする人文・社会系諸科学の

学問的素養を広く身につけたいと考えている者」、「人間に対する理解を深め、実践的なコミュニケーショ

ン力を体得し、現代社会の諸課題を主体的に発見・分析・解決するために必要な学習に意欲のある者」、「将

来、地域社会・国際社会の幅広い分野で、豊かな共生社会の実現に向けて活動したいと考えている者」を

求めている。 

看護学部では、「人間や生活、社会に対して興味、関心の持てる人」、「社会の一員であることを自覚し、

他者を尊重できる人」、「物事に主体的かつ積極的に取り組む姿勢をもつ人」、「看護学を学ぶ上で必要な基

礎学力と論理的な思考力をもつ人」を求めている。 

社会福祉学部では、「社会福祉の専門知識や実践的な援助技術を学ぶために必要な基礎学力を有するだ

基準４ 学生の受入 

４－１ 教育の目的に沿って、求める学生像及び入学者選抜の基本方針などの入学者受入方針（アド

ミッション・ポリシー）が明確に定められ、公表、周知されていること。 

４－２ 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に沿って適切な学生の受入が実施され、機能し

ていること。 

４－３ 実入学者数が、入学定員と比較して適正な数となっていること。 
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けでなく、社会福祉に対して熱意・意欲を持ち、コミュニケーション能力や協調性をそなえた人間性豊か

な人」が求められている。 

入学者選抜の基本方針の中心をなす「採点評価基準・合否判定基準」は、学生募集要項に記載されてお

り、生活科学部については各学科ごとに、文化学部、看護学部及び社会福祉学部は各学部ごとに、それぞ

れの試験科目に即して説明がある。 

「出題の意図等」は、当該大学のウェブサイトで、生活科学部生活デザイン学科及び環境理学科、文化

学部及び看護学部については問題に即して説明がある。大学院の各研究科は、入学者受入方針のうち、入

学者選抜の基本方針は、学生募集要項に掲載するとともに、ウェブサイトにおいて常時公開している。他

方、入学者受入方針のうち、それぞれの人材養成目的を実現するために求める人材像については、学生募

集要項の中で、特に表題を設けて説明していないが、それぞれの学生募集要項における「採点評価基準・

合否判定基準」の項の中で出題の意図を立入って説明し、そのことを通じて求める人材像に言及している。

なお、大学院学生便覧には、冒頭の「沿革及び組織」において特に「３ アドミッション・ポリシー」の

項を設け、看護学研究科（修士課程）、人間生活学研究科（修士課程）、健康生活科学研究科（博士後期課

程）のそれぞれの求める人材像を、簡潔かつ平明に提示しており、入学直後の学生に対して学習目的に対

する自覚を促す媒体となっている。 

各研究科では県内及び全国の医療施設、社会福祉施設、教育機関に対して、大学院案内と大学院学生募

集要項を送付して、学生だけでなく、関係施設や機関にも、大学院の入学者選抜の基本方針の周知を図っ

ている。 

これらのことから、入学者受入方針が明確に定められ、公表、周知されていると判断する。 

 

４－２－① 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に沿って適切な学生の受入方法が採用されており、実質的に

機能しているか。 

当該大学は、入学者受入方針に基づく入学者選抜の基本方針の中で公表しているように、理解力、知識、

思考力、分析力を有し、大学で学ぶ強い意欲を持ち、それぞれの学科の特性に応じた学生確保を目指して

いる。このため、各学部・学科の特性に応じた選抜方法が採用されており、大学入試センター試験及び総

合問題等による個別学力検査のほか、小規模大学の特性を活かしつつ、小論文、面接などを組み合わせて

多様な選抜を行っている。 

個別学力試験（前期）においてはセンター試験をすべての学部において課すとともに、学科ごとに総合

問題、小論文、面接を行い、健康栄養学科はアドミッション・ポリシーに記載されている「豊かなコミュ

ニケーションを築く」という方針に対して、プレゼンテーションを面接で課すなど、アドミッション・ポ

リシーに沿った入試が実施されている。個別学力試験（後期）においては３学部でセンター試験を課し、

うち２学部では面接を併用している。 

ＡＯ入試は、生活科学部環境理学科では、自己推薦書と調査書、面接によって、また、文化学部では、

志望動機書、小論文、討論、面接によって行われている。 

推薦入試が、調査書、小論文及び面接などによって行われている。 

私費外国人留学生入試が、日本留学試験、小論文、面接等により実施されている。 

編入学試験は、生活科学部生活デザイン学科、環境理学科、文化学部、及び社会福祉学部では、小論文、

面接によって、看護学部では、専門科目（看護学）、面接によって実施されている。 

大学院の入学試験は、修士課程の看護学研究科では、英語、専門科目、小論文、面接によって、同じく

修士課程の人間生活学研究科では小論文、口述試験、研究計画書によって、博士後期課程の健康生活科学
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研究科では、外国語（英語）、小論文又は口頭発表、口述試験によって行われている。 

これらのことから、入学者受入方針に沿って適切な学生の受入方法が採用されていると判断する。 

 

４－２－② 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）において、留学生、社会人、編入学生の受入等に関する基本

方針を示している場合には、これに応じた適切な対応が講じられているか。 

該当なし 

 

４－２－③ 実際の入学者選抜が適切な実施体制により、公正に実施されているか。 

入学試験制度の問題点などを検討・改善する組織としての大学自体の入学試験委員会、及び問題作成、

問題印刷、人員の配置などの入学試験の実施を担当する各学部及び大学院（３研究科共通）の入学試験実

施委員会が設置されている。 

また、出題ミスを防ぐため、学部の入学試験実施委員会、その学部以外の入学試験実施委員が加わった

問題検討会議、学部長の３段階のチェック体制をとっている。なお、入試に関する業務は、「入学試験採点

マニュアル」「合格者判定会議資料作成マニュアル」及び「作業進行確認票」といった各種マニュアルに従っ

て進められている。 

入学試験委員会、各学部及び大学院の入学試験実施委員会、当該学部以外の入学試験実施委員が加わっ

た問題検討会議によるチェック体制とは別に、入学試験委員会の委任を受けて入学試験の監査を行う入学

試験監査委員会を各学部と大学院に設置している。 

これらのことから、入学者選抜が適切な実施体制により、公正に実施されていると判断する。 

 

４－２－④ 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に沿った学生の受入が実際に行われているかどうかを検証す

るための取組が行われており、その結果を入学者選抜の改善に役立てているか。 

入学者受入方針に沿った学生の受入状況の検証は、各学部の学部入学試験実施委員会によって行われて

いる。問題があれば、当該学部が全学入学試験委員会に提案し、協議の上、改善が行われている。また、

入学試験委員会では入学試験だけでなく、高等学校進路指導担当説明会の在り方まで審議し、アドミッショ

ン・ポリシーに沿った学生の受入への取組が行われている。 

入学者受入方針に沿った学生の受入状況の検証は、学力・適性などを長期的視点から見て、大学教育全

体に即して行う必要があると考えられており、そのために退学率や資格試験の合格率の把握、卒業後の進

路の調査、卒業前の学生による教育目標に対する自己評価、卒業時の学生の満足度調査を行っている。 

研究科では、入学者選抜の改善が必要な場合には、各領域（専攻）教員の検討、研究科入試委員会の審

議を経て、研究科委員会、大学院及び全学入学試験委員会で対策を検討している。 

これらのことから、入学者受入方針に沿った学生の受入が実際に行われているかどうかを検証するため

の取組が行われており、その結果を入学者選抜の改善に役立てていると判断する。 

 

４－３－① 実入学者数が、入学定員を大幅に超える、又は大幅に下回る状況になっていないか。また、その場合には、

これを改善するための取組が行われるなど、入学定員と実入学者数との関係の適正化が図られているか。 

当該大学における平成 17～21 年度の５年間の入学定員に対する実入学者数の比率の平均は、次のとお

りである。（ただし、平成19年４月に開始された文化学部（３年次編入）、生活科学部（３年次編入）につ

いては、平成19～21年度の過去３年分。） 
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〔学士課程〕 

・ 生活科学部：1.11倍 

・ 生活科学部：（３年次編入）：0.18倍 

・ 文化学部：1.09倍 

・ 文化学部（３年次編入）：0.25倍 

・ 看護学部：1.03倍 

・ 看護学部（３年次編入）：1.05倍 

・ 社会福祉学部：1.08倍 

・ 社会福祉学部（３年次編入）：0.73倍 

〔修士課程〕 

・ 看護学研究科：1.36倍 

・ 人間生活学研究科：0.66倍 

〔博士後期課程〕 

・ 健康生活科学研究科：1.29倍 

看護学研究科（修士課程）では入学定員超過率が高いが、平成22年度から入学定員を現行の10人から

15人へと増員する。専任教員及び「診断・治療学」及び「薬理学」の非常勤講師を充実し、看護師の役割

増大に対応する人材養成を期している。 

生活科学部（３年次編入）、文化学部（３年次編入）及び人間生活学研究科（修士課程）では入学定員

充足率が低い。とりわけ、人間生活学研究科（修士課程）においては、長期間定員割れの状態が続いてお

り、当該大学としては、県内及び全国の医療施設、社会福祉施設、教育機関への周知活動を行うなどのＰ

Ｒ活動の強化、対象者の見直し、開講日である土曜・日曜・祝日の事務対応の充実、カリキュラムの有効

性を検討するなど、当該研究科の実入学者数の回復に努めている。 

これらのことから、入学定員と実入学者数の関係は、学士課程の一部の３年次編入及び大学院課程の一

部の研究科を除いて適正であると判断する。 

 

以上の内容を総合し、「基準４を満たしている。」と判断する。 

 

【改善を要する点】 

○ 学士課程の３年次編入において、生活科学部及び文化学部で入学定員充足率が低い。また、大学院

修士課程の中で、看護学研究科は入学定員超過率が高く、人間生活学研究科は入学定員充足率が低い。 
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【評価結果】 

基準５を満たしている。 

 

（評価結果の根拠・理由） 

＜学士課程＞ 

５－１－① 教育の目的や授与される学位に照らして、授業科目が適切に配置され、教育課程が体系的に編成されており、

授業科目の内容が、全体として教育課程の編成の趣旨に沿ったものになっているか。 

学則に定められた「平和と文化の発展及び福祉の増進に貢献しうる女性を育成し、併せて地域社会の向

上に寄与する。」という目的に沿い、全学部共通の共通教育と各学部の教育目的を基にした専門教育からな

る教育課程を編成している。 

共通教育科目は、土佐学科目群、女性学科目群、教養科目群（人文科学系、社会科学系、自然科学系)、

情報科目群、健康スポーツ科目群、教養セミナー群、外国語科目群の７科目群で構成されている。このう

ち、土佐学科目群と女性学科目群は、地域社会の要請に基づき平成17年度に新設され、また外国語科目群

における英語科目は、平成17年度に再編成されて、コミュニケーション能力の養成を主眼として能力別ク

ラスで受講する「英語コミュニケーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ」となっている。 

ほとんどの共通教育科目の授業は、永国寺・池の２つのキャンパスのうち、前者で実施されている。１

年次生については木曜日が共通教育受講日となっており、池キャンパスにある看護学部と社会福祉学部の

学生は永国寺キャンパスへ移動して受講する。 

専門教育科目は、それぞれの教育目的を達成するために必要な授業科目で、各学部によって、以下に示

すように開設されている。学年の進行に伴って専門教育科目の比率が高まり、基礎から専門まで段階的に

基準５ 教育内容及び方法 

（学士課程） 

５－１ 教育課程が教育の目的に照らして体系的に編成されており、その内容、水準、授与される学位

名において適切であること。 

５－２ 教育課程を展開するにふさわしい授業形態、学習指導法等が整備されていること。 

５－３ 成績評価や単位認定、卒業認定が適切であり、有効なものとなっていること。 

（大学院課程） 

５－４ 教育課程が教育の目的に照らして体系的に編成されており、その内容、水準、授与される学位

名において適切であること。 

５－５ 教育課程を展開するにふさわしい授業形態、学習指導法等が整備されていること。 

５－６ 研究指導が大学院教育の目的に照らして適切に行われていること。 

５－７ 成績評価や単位認定、修了認定が適切であり、有効なものとなっていること。 

（専門職学位課程） 

５－８ 教育課程が教育の目的に照らして体系的に編成されており、その内容、水準、授与される学位

名において適切であること。 

５－９ 教育課程が当該職業分野における期待にこたえるものになっていること。 

５－10 教育課程を展開するにふさわしい授業形態、学習指導法等が整備されていること。 

５－11 成績評価や単位認定、修了認定が適切であり、有効なものとなっていること。 
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学び、さらに生活科学部及び文化学部では課題研究における卒業論文・研究により、看護学部及び社会福

祉学部では様々な実習により、問題解決能力を修得する。なお、生活科学部については、生活デザイン、

健康栄養及び環境理学の各学科が専門教育科目の開設単位となっている。 

生活科学部生活デザイン学科は、学部共通、学科基礎、生活のデザイン、生活の経営、衣と生活、住と

生活、食と生活、情報、関連科目及び企業実習と課題研究である。 

生活科学部健康栄養学科は、学部共通、学科基礎、生体科学、栄養科学、食品科学、食の実践学、健康

科学、関連科目及び企業実習と課題研究である。 

生活科学部環境理学科は、学部共通、学科基礎、生命と環境、地球と環境、物質と環境、環境形成、情

報及び企業実習と課題研究である。 

文化学部は、文化基礎科目群、文学専修・文化創造専修・言語コミュニケーション専修からなる専修科

目群、及び自主研修・企業実習と卒業研究である。 

看護学部は、専門基礎科目、基礎看護学・看護援助学・看護管理学からなる看護基礎科目、急性期看護

学・慢性期看護学・老人看護学・精神看護学・小児看護学・母性看護学・助産看護学・在宅看護学・地域

看護学・学校保健からなる看護臨床科目及び総合科目である。 

社会福祉学部は、学部基本科目、相談援助展開科目、福祉新領域科目、特別演習科目、福祉研究科目、

及び社会福祉士・精神保健福祉士からなる福祉士指定科目である。 

これらのことから、授業科目が適切に配置され、教育課程が体系的に編成されており、授業科目の内容

が、全体として教育課程の編成の趣旨に沿ったものになっていると判断する。 

 

５－１－② 教育課程の編成又は授業科目の内容において、学生の多様なニーズ、研究成果の反映、学術の発展動向、社

会からの要請等に配慮しているか。 

教育課程の編成又は授業科目の内容については様々な配慮と工夫が行われている。 

当該大学では、自学部・自学科以外の授業を受けることを可能にし、かつそれを奨励するため、すべて

の学部において４～12単位の自由科目の履修を卒業要件としている。また、高知大学、高知短期大学及び

高知学園短期大学の３大学と単位互換協定を結び、相互の学生を特別聴講学生とし、他大学の授業の聴講

を可能にしている。 

企業研究、自己分析や自己ＰＲの方法の習得、また社会人との交流への学生の要求に対応するため、生

活科学部と文化学部では、インターンシップを導入しており、履修学生は平成18年度94人、平成19年度

105人、平成20年度60人である。 

授業に教員の研究成果や学術の発展動向を反映するための努力も行われている。例えば、看護学部では、

各看護学領域で「看護の動向と課題」を開講し、授業に 新の研究成果を取り込んでおり、また、専門看

護師や特定領域のスペシャリスト看護師などを講師として招いた「 新実践看護講座」で、 新の実践的

知識と技術を学ぶことができるように工夫している。また、観点３－３－①で見たように、教員の研究成

果は、すべての学部・学科において担当授業科目に反映されている。 

編入学への社会的要請に対応するため、生活科学部生活デザイン学科では定員２人、環境理学科では定

員２人、文化学部では定員５人、看護学部では定員４人をそれぞれ設定して、３年次編入学を実施し、学

年担当教員による個別履修相談を行うなど、編入学生の個別ニーズに配慮している。 

これらのことから、教育課程の編成又は授業科目の内容において、学生の多様なニーズ、研究成果の反

映、学術の発展動向、社会からの要請等に配慮していると判断する。 

 



高知女子大学 

 

2-(36)-19 

５－１－③ 単位の実質化への配慮がなされているか。 

シラバスには、各授業科目ごとに到達目標や講義内容、参考図書などを示すコメントや、成績評価に関

わる情報を明記し、また、全学でオフィスアワーを設定して科目担当教員や学年担当教員による履修相談・

指導を行うなど、学生の十分な自主学習を可能にする条件を整備している。 

社会福祉学部ではＧＰＡ（Grade Point Average）制度を平成21年度から導入し、学生が履修した科目

の成績の平均値（ＧＰＡ）を、配属実習を行う判断基準としている。配属実習を行うに当たって事前学習

を重視することで、配属実習の単位の実質化を図っている。 

これらのことから、単位の実質化への配慮がなされていると判断する。 

 

５－２－① 教育の目的に照らして、講義、演習、実験、実習等の授業形態の組合せ・バランスが適切であり、それぞれ

の教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされているか。 

学科の特性に応じ、講義、演習、実験・実習の相異なる比率を設定している。例えば、講義については、

環境理学科の72.4％が も高く、文化学科の 70.2％がこれに次ぎ、社会福祉学科が 65.9％、生活デザイ

ン学科が63.2％、健康栄養学科が63.0％で、看護学科の56.0％が も低くなっている。演習については、

看護学科の 34.6％が も高く、社会福祉学科の 27.1％がこれに次ぎ、文化学科が26.0％、生活デザイン

学科が 10.5％、環境理学科が 2.6％で、健康栄養学科の 1.1％が も低くなっている。実験・実習につい

ては、健康栄養学科の35.8％が も高く、生活デザイン学科の26.3％がこれに次ぎ、環境理学科が21.1％、

看護学科が9.4％、社会福祉学科が7.1％で、文化学科の3.9％が も低くなっている。 

少人数教育が実施されていることは、学部では教員一人当たり平均学生数が 10.2 人であること、及び

大学院では研究指導教員一人当たりの平均指導学生数が3.7人であることからも明らかである。 

これらのことから、授業形態の組合せ・バランスが適切であり、教育内容に応じた適切な学習指導法の

工夫がなされていると判断する。 

 

５－２－② 教育課程の編成の趣旨に沿って適切なシラバスが作成され、活用されているか。 

全学統一形式のシラバスが作成されている。教務委員会が、全学的観点から教育課程編成の主旨を明確

にし、具体的なシラバスモデルを提示して平成20年度から実施している。シラバスには、科目名、授業の

概要、達成目標（達成水準）と評価の基準、授業計画、成績評価の方法、教科書・参考書等などが記載さ

れている。 

平成 20 年度の導入時には、授業内容が読み取れない、到達目標が曖昧、授業時間外の学習方針が示さ

れていない、参考図書の紹介がないといったシラバスも散見されたが、平成21年度には、その問題点は解

消され、学生に必要な情報が掲載されるようになっている。 

シラバスは年度当初のオリエンテーションで学生全員に配付され、平成 21 年度からはウェブサイトで

も公開されている。 

これらのことから、教育課程の編成の趣旨に沿って適切なシラバスが作成され、活用されていると判断

する。 

 

５－２－③ 自主学習への配慮、基礎学力不足の学生への配慮等が組織的に行われているか。 

図書館を開放し、希望する学生の大学内での自主学習に配慮している。また、学生自習室や学生研究室

にパソコンや専門書などを備えているほか、実習室やＬＬ教室、情報処理室なども開放しており、自主学
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習の環境を提供している。 

少人数制のメリットを活かし、基礎学力不足の学生に対しては、学部学生委員会、学部教務委員会、科

目担当教員や学年担当教員などが支援する体制をつくり、履修相談を含めた各種相談に応じている。科目

担当教員や学年担当教員への相談に際しては、全学で設定されたオフィスアワーが活用されている。 

各学部は、各種相談と並行し、以下のように、当該学部の学生の実状に沿って基礎学力不足の学生に対

応している。 

生活科学部では、生活デザイン学科、環境理学科で新入生対象アンケートを実施し、入学者受入方針と

の適合性、高等学校での履修科目及び大学で学びたいことなどを調査して、対応措置を実施している。健

康栄養学科では、「基礎生物科学」、「健康環境情報論実習」において基礎学力の把握を行い、対応措置を実

施している。 

文化学部では、 低限英語及び日本語の基礎学力を把握するため、英語については平成 19 年度

にＴＯＥＩＣのスコア分布状況を検証して平成20年度入学生から２年次終了時点でＴＯＥＩＣ400点のク

リアを目標とし、日本語については、平成20年度から全員に３級レベル以上の日本語文章能力検定試験を

受験させ、２年次終了時点で準２級レベルのクリアを目標としている。 

看護学部では、基礎的な知識や技術習得等が不足したり、そのために留年した学生への支援として、講

義中・後に疑問や質問の時間を設け、講義終了後あるいは次の時間に回答している。統計学については、

理解状況を確認の上、知識が不足したり、不得意な学生に対しては補習を行っている。 

社会福祉学部では、欠席が多い学生やほかの学生に比べて支援が必要と思われる学生には、学年担当教

員、ゼミ担当教員、各科目担当教員による個別指導を行う体制を整えている。 

これらのことから、自主学習への配慮、基礎学力不足の学生への配慮等が組織的に行われていると判断

する。 

 

５－２－④ 夜間において授業を実施している課程（夜間学部や昼夜開講制（夜間主コース））を置いている場合には、そ

の課程に在籍する学生に配慮した適切な時間割の設定等がなされ、適切な指導が行われているか。 

該当なし 

 

５－２－⑤ 通信教育を行う課程を置いている場合には、印刷教材等による授業（添削等による指導を含む。）、放送授業、

面接授業（スクーリングを含む。）若しくはメディアを利用して行う授業の実施方法が整備され、適切な指導が

行われているか。 

該当なし 

 

５－３－① 教育の目的に応じた成績評価基準や卒業認定基準が組織として策定され、学生に周知されており、これらの

基準に従って、成績評価、単位認定、卒業認定が適切に実施されているか。 

成績評価基準は、学則第４章「修業年限及び在学期間、教育課程並びに履修方法」所収の第 18 条「共

通教育科目」、第19条「専門教育科目」、第20条「教職に関する専門教育科目」、第22条「単位」、及び学

則とは別に定められた「学修評価規程」を前提として、第23条「学修の評価」に明示されている。 

卒業認定基準は、学則第５章「卒業、学位及び資格」所収の第 26 条において、学部及び学科の区分に

応じて定められた「卒業要件」を前提とし、第27条「卒業の認定」及び第28条「学位の授与」に明示さ

れている。      
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これらの成績評価基準や卒業認定基準に関わる学則及び学修評価規程は学生便覧に記載され、オリエン

テーション等で説明されており、全学生に周知されている。また、各教科の単位認定に関する評価方法は

シラバスに記載され、全学生に周知されている。 

卒業論文・卒業研究は、各学部とも発表会・報告会などを開催しており、１年間の学習状況、発表会で

の発表内容、論文を総合して評価している。 

卒業認定は、３月上旬に卒業判定のための教授会で審議・判定している。 

これらのことから、成績評価基準や卒業認定基準が組織として策定され、学生に周知されており、成績

評価、単位認定、卒業認定が適切に実施されていると判断する。 

 

５－３－② 成績評価等の正確さを担保するための措置が講じられているか。 

成績評価の正確さを担保する措置として「成績に関する学生の疑義への対応について（申し合わせ）」

を定め、平成21年度から運用を開始している。なお、この申し合わせは、学年初めのオリエンテーション

で学生に配付する学生便覧に掲載し、周知している。 

このことから、成績評価等の正確さを担保するための措置が講じられていると判断する。 

 

＜大学院課程＞ 

５－４－① 教育の目的や授与される学位に照らして、教育課程が体系的に編成されており、授業科目の内容が、全体と

して教育課程の編成の趣旨に沿ったものになっているか。 

大学院では、各研究科の人材養成に関する目的を達成する教育課程を体系的に編成している。 

看護学研究科（修士課程）では、看護学研究科規程第３条に示された「広い視野に立って精深な学識を

授け、看護学の分野における研究能力または看護専門職に要求される高度な能力を養うこと」を教育目的

として掲げ、教育課程は看護学共通科目及び専攻領域科目からなる授業科目によって編成されている。看

護学共通科目の授業科目は、いずれも選択科目の「看護理論と実践」以下12科目が配置されている。専攻

領域科目は、いずれも選択科目で、家族看護学領域の12科目、精神看護学領域の10科目、在宅老人看護

学領域の27科目、がん看護学領域の８科目、小児看護学領域の８科目、慢性看護学領域の８科目、看護管

理学領域の10科目、臨床看護学領域の16科目が配置されている。 

看護学研究科（修士課程）には、専門看護師（ＣＮＳ）コースと研究コースが置かれている。専門看護

師コースは、がん看護学領域、小児看護学領域、精神看護学領域、在宅老人看護学領域、慢性看護学領域

に開設され、看護職者の高度な能力を培っていくための教育課程が編成されている。研究コースは、家族

看護学領域、看護管理学領域、臨床看護学領域に開設されている。 

人間生活学研究科（修士課程）では、人間生活学研究科規程第３条に示されるように、「広い視野に立っ

て精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を

養うこと」を教育目的として掲げている。 も中心的な教育理念は、「地域社会の特性をふまえて、生活・

社会福祉・文化・環境の面から、地域の人々の生活に関する総合的な地域システムづくりを計画・遂行で

きる高度専門職業人を育成する」（人間生活学研究科の理念・目的を定める規程第２条（２））ことに置か

れる。教育課程は、選択科目６・必修科目５の授業科目を配置する共通科目、いずれも選択である授業科

目11を配置する生活科学領域科目、いずれも選択である授業科目10を配置する社会福祉領域科目、いず

れも選択である授業科目７を配置する文化領域科目、及び課題研究演習によって編成されている。 

健康生活科学研究科（博士後期課程）では、健康生活科学研究科規程第３条に示されるように、「健康

生活に関する学術と研究を推進し、その深奥を究め、自立して研究活動を行う高度な専門的能力を養う」
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ことを教育目的として掲げている。 

教育課程は、研究指導科目及び研究支援科目から編成されている。 

このうち研究支援科目は、看護学領域・生活科学領域・社会福祉学領域からなる領域科目と専攻共通科

目から構成されている。研究支援科目のうちの領域科目は各領域の理論等を教授するために置かれ、看護

学領域に14科目、生活科学領域に６科目、社会福祉学領域に６科目がそれぞれ選択科目として置かれてい

る。研究支援科目のうちの専攻共通科目は、いずれも選択の３科目からなり、複眼的に健康課題の展開と

研究能力を養うことを狙いとして置かれている。 

研究指導科目は博士論文の作成指導のために置かれている。研究指導科目は、看護学特別研究、生活科

学特別研究及び社会福祉学特別研究の３研究領域からなり、各研究領域にⅠ・Ⅱ・Ⅲ、合計して９つの授

業科目が置かれている。この３研究領域の特別研究から学生が選択した１つの研究領域の４単位が選択必

修となっている。 

これらのことから、教育課程が体系的に編成されており、授業科目の内容が、全体として教育課程の編

成の趣旨に沿ったものになっていると判断する。 

 

５－４－② 教育課程の編成又は授業科目の内容において、学生の多様なニーズ、研究成果の反映、学術の発展動向、社

会からの要請等に配慮しているか。 

大学院学生の学習上の多様なニーズに対応するための取組を行っている。看護学研究科（修士課程）で

は、進路をめぐる学生の多様な要求に対応して専門看護師コース、研究コースを設定し、かつ 新の学術

の発展動向を紹介し、研究や課題研究に反映するように指導している。人間生活学研究科（修士課程）及

び健康生活科学研究科（博士後期課程）では、学生の学習ニーズに共同して対応し、複合的な領域を探求

できるように教育課程を編成するとともに、 新の学術動向を紹介している。各研究科の教育課程は、そ

れぞれの授業科目を相互に履修し、さらに学部授業科目の履修も可能となるように編成されている。例え

ば、人間生活学研究科（修士課程）では学芸員資格取得希望者には、該当学部である文化学部の授業科目

を履修できるよう配慮している。 

社会の要請に対応する取組として、有職者などの社会人の学習条件を容易にするため、開講時間・在学

期間の柔軟な調整を行っている。開講時間については、人間生活学研究科（修士課程）及び健康生活科学

研究科（博士後期課程）では、有職者などの社会人を主な対象にしているため、開講時間の設定に工夫を

こらし、土曜・日曜・祝日を中心に集中講義で授業科目を開講している。また、在学期間については、優

れた業績を上げた者については、人間生活学研究科（修士課程）では１年以上在籍すれば修了を可能とし、

健康生活科学研究科（博士後期課程）では修士課程も含めて３年以上大学院に在籍すれば修了できるよう

にしている。また、人間生活学研究科（修士課程）においては、長期履修制度を導入し、職業に就いてい

るなどの理由で標準修業年限を超えて教育課程を履修する学生には、３年間で履修することができるよう

に配慮している。この適用を受けると、授業料総額は２年で修了する場合とほぼ同額になる。平成21年５

月１日現在、在学生33人のうち、長期履修制度を活用している大学院学生は13人である。 

これらのことから、教育課程の編成又は授業科目の内容において、学生の多様なニーズ、研究成果の反

映、学術の発展動向、社会からの要請等に配慮していると判断する。 

 

５－４－③ 単位の実質化への配慮がなされているか。 

自主的な学習ができるよう院生研究室やゼミ演習室を整備して授業時間外の学習を支援している。また、

複数の指導教員によるきめ細やかな指導や指導時間などを確保して指導内容の充実に努めている。 
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これのことから、単位の実質化への配慮がなされていると判断する。 

 

５－５－① 教育の目的に照らして、講義、演習、実験、実習等の授業形態の組合せ・バランスが適切であり、それぞれ

の教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされているか。 

講義は、看護学研究科（修士課程）、人間生活学研究科（修士課程）、健康生活科学研究科（博士後期課

程）の３研究科のいずれの場合にも、対話・討論形式で実施している。また、研究科の特性に応じ、模擬

患者・医師役等を設定して行うロールプレイ、臨床現場での会議及びゼミなど、参加者中心の学習法を採

用している。 

看護学研究科（修士課程）の授業は、講義科目、演習科目、実習科目（専門看護師コース）から編成さ

れている。研究コースでは、講義科目と演習科目との比率が１：１、専門看護師コースでは講義科目、演

習科目と実習科目の比率が５：３：２となっている。 

人間生活学研究科（修士課程）の授業は、講義科目と論文作成のための演習科目（課題研究演習）から

編成され、その比率は、科目数換算で９：１である。 

健康生活科学研究科（博士後期課程）の授業は、講義科目（専攻共通科目と各領域科目からなる研究支

援科目）と演習科目（研究指導科目）から編成されている。演習科目（研究指導科目）の選択必修４単位

を支援するのが講義科目（研究支援科目）で、各領域によって異なるが、講義科目が22～28単位分を占め

ている。 

人間生活学研究科（修士課程）と健康生活科学研究科（博士後期課程）では、社会人を多く対象とする

という条件や研究者養成という目的に沿って、論文作成のための演習科目が設定されているが、講義科目

が多くなっている。 

これらのことから、授業形態の組合せ・バランスが適切であり、教育内容に応じた適切な学習指導法の

工夫がなされていると判断する。 

 

５－５－② 教育課程の編成の趣旨に沿って適切なシラバスが作成され、活用されているか。 

看護学研究科（修士課程）、人間生活学研究科（修士課程）及び健康生活科学研究科（博士後期課程）

では、シラバスが学部と同じ様式に統一されており、科目名、授業の概要、達成目標、授業計画、成績評

価の方法、教科書・参考書等などについての必要な情報が学生に提供されている。 

シラバスは、年度初めのオリエンテーションで配付され、学務委員からの詳細な説明が行われている。 

これらのことから、教育課程の編成の趣旨に沿ってシラバスが作成され、活用されていると判断する。 

 

５－５－③ 夜間において授業を実施している課程（夜間大学院や教育方法の特例）を置いている場合には、その課程に

在籍する学生に配慮した適切な時間割の設定等がなされ、適切な指導が行われているか。 

該当なし 

 

５－５－④ 通信教育を行う課程を置いている場合には、印刷教材等による授業（添削等による指導を含む。）、放送授業、

面接授業（スクーリングを含む。）若しくはメディアを利用して行う授業の実施方法が整備され、適切な指導が

行われているか。 

該当なし 
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５－６－① 教育課程の趣旨に沿った研究指導、学位論文（特定課題研究の成果を含む。）に係る指導の体制が整備され、

適切な計画に基づいて行われているか。 

看護学研究科（修士課程）及び人間生活学研究科（修士課程）では、それぞれ修士学位審査に関する内

規が、健康生活科学研究科（博士後期課程）については、博士学位審査に関する内規が定められており、

これらに従って研究指導及び学位審査が行われている。 

研究指導は、主（正）研究指導教員１人と副研究指導教員２人の計３人で行い、研究計画書提出、研究

計画書審査、必要なケースにおける研究倫理審査、中間報告会発表、論文提出、論文審査という過程に即

して行われている。健康生活科学研究科（博士後期課程）は、他領域の指導教員が１人必ず加わることに

なっている。 

また、研究上有益と認められる場合は、ほかの大学院又は研究所において必要な研究指導を受けること

ができる。 

これらのことから、教育課程の趣旨に沿った研究指導、学位論文に係る指導の体制が整備され、適切な

計画に基づいて行われていると判断する。 

 

５－６－② 研究指導、学位論文に係る指導に対する適切な取組が行われているか。 

主（正）研究指導教員は、大学院学生の専攻領域の専任教員が担当し、テーマの選定及び研究方法の検

討から論文作成までのすべての過程で責任を持って直接指導している。副研究指導教員は、主研究指導教

員と共に履修指導及び研究指導を補助し、各種審査を行い、 終の論文評価も行っている。 

看護学研究科(修士課程)では、主研究指導教員が中心となり２人の副研究指導教員が定期的に指導を行

い、２年次の４月に研究計画書提出、研究計画書の審査、研究計画書発表会を行い、12月に研究の中間審

査を受け、１月に修士論文を提出している。提出された修士論文は３人の審査委員から審査を受け、３月

に論文発表会で全教員の討論の場を設けている。 

人間生活学研究科（修士課程）では、年１回中間報告会を開催し、正・副研究指導教員以外の教員によ

る発表内容へのコメントや指導を実施している。 

健康生活科学研究科（博士後期課程）では、主研究指導教員の承認の下で、１年次の研究計画書審査、

２年次の中間報告、３年次の９月提出の博士論文一次審査を経ることになっている。一次審査合格者に対

して、学位論文審査委員会を立ち上げ、博士論文審査及び 終試験を行っている。それらの合格者には公

聴会を実施している。 

これらのことから、研究指導、学位論文に係る指導に対する適切な取組が行われていると判断する。 

 

５－７－① 教育の目的に応じた成績評価基準や修了認定基準が組織として策定され、学生に周知されており、これらの

基準に従って、成績評価、単位認定、修了認定が適切に実施されているか。 

大学院の授業科目の単位認定は、試験又は研究報告等により、当該授業科目の担当教員が行い、その際

の成績評価基準は、学則第22条及び学修評価規程を準用することを各研究科規程で定めている。 

課程修了の要件は修士課程については、大学院学則第 24 条、博士後期課程については、大学院学則第

25条に定めている。 

学則及び大学院学則は、大学院学生便覧に掲載されており、大学院学生全員に配付され、入学時のオリ

エンテーションで学務委員が説明を行っている。 

これらに従って、単位については、授業科目担当者が認定し、課程の修了については大学院学則に基づ
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いて、研究科委員会の議を経て学長が行っている。 

これらのことから、成績評価基準や修了認定基準が組織として策定され、学生に周知されており、成績

評価、単位認定、修了認定が適切に実施されていると判断する。 

 

５－７－② 学位論文に係る評価基準が組織として策定され、学生に周知されており、適切な審査体制が整備されている

か。 

学位論文に係る規程としては、第一に大学院学位規程、第二に看護学研究科規程、人間生活学研究科規

程及び健康生活科学研究科規程、第三に「看護学研究科修士学位審査に関する内規」、「人間生活学研究科

修士学位審査に関する内規」及び「健康生活科学研究科博士学位審査に関する内規」を定めている。そこ

では、研究仮題目の提出、研究計画書提出、中間報告会、論文発表会、審査委員会、第一次審査、論文審

査及び 終試験、審査結果の報告、学位授与の決定、論文発表会（博士学位の場合）という一連の手順を

示している。これらについて記載された大学院学生便覧は、大学院学生全員に配付されており、入学時の

オリエンテーションで学務委員から説明を行っている。 

論文審査委員会は研究科委員３人で、主（正）研究指導教員及び副研究指導教員（研究科委員会が指名

した専任教員）２人以上で構成し、論文審査委員会を設けて大学院学生ごとに審査を行い、審査結果を研

究科に文書にて報告し、研究科委員会で審議決定する。博士課程の場合は、一次審査に合格した場合、副

研究指導教員１人を追加した４人で学位審査委員会が設置され、博士論文の審査及び 終試験を行い、審

査結果を研究科長に文書で報告し、博士の学位授与の可否について研究科委員会で審議し、決定している。 

これらのことから、学位論文に係る評価基準が組織として策定され、学生に周知されており、適切な審

査体制が整備されていると判断する。 

 

５－７－③ 成績評価等の正確さを担保するための措置が講じられているか。 

大学は、「シラバス記載要領・記載例」において、成績評価の方法欄を設け、成績評価の基準を記載し

ている。このことを踏まえ、人間生活学研究科（修士課程）及び健康生活科学研究科（博士後期課程）で

は、大学院学生便覧所載のシラバスのすべての授業科目の成績評価の方法欄に具体的な記入を行っている。 

また、比較的規模が小さな大学院であり、授業担当教員と大学院学生とが一対一で対応できるという特

徴から、授業担当教員が大学院学生からの問い合わせに対応している。 

これらのことから、成績評価等の正確さを担保するための措置が講じられていると判断する。 

 

＜専門職学位課程＞ 

該当なし 

 

以上の内容を総合し、「基準５を満たしている。」と判断する。 

 

【優れた点】 

○ 共通科目には、高知県の歴史・文化・経済・自然・健康・福祉などを重視した土佐学、及び女子大

学としての特色を踏まえた女性学を配置している。 

○ 大学院に入学する社会人学生の就学条件を保障するため、開講日・開講時間の調整、在学期間の短

縮及び長期履修制度の導入など、総合的施策を講じている。
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【評価結果】 

基準６を満たしている。 

 

（評価結果の根拠・理由） 

６－１－① 学生が身に付ける学力、資質・能力や養成しようとする人材像等に照らして、その達成状況を検証・評価す

るための適切な取組が行われているか。 

当該大学の人材育成目標の達成度については、『年報』で、当該年度末までの教員免許申請状況及び国

家試験合格状況、及び当該年度の卒業者就職状況を公表している。 

また、毎年度末に、各学部、各研究科、新設予定の学部設置準備委員会、各センター、各全学委員会、

その他全学のワーキンググループ・プロジェクト及び課室等の代表者が一堂に会し、当該年度の活動を、

レジュメを配付し、各15分で報告・質疑を行う「アニュアルレビュー報告会」を開催し、その中で、各学

部・研究科の資格取得及び就職状況について報告を行っている。 

全学で学生への授業評価調査を行い、達成状況を検証し、その内容を年度ごとに、『学生による授業評

価実施報告書』としてまとめている。平成19年度の場合、報告書は２冊からなり、総計423頁、共通教育

科目、教職科目、学芸員資格科目、生活科学部、文化学部、看護学部及び社会福祉学部の７単位に整理さ

れ、各単位ごとに、アンケート結果のみでなく、責任者の総括及びすべての担当教員の自己評価コメント

が掲載されている。 

さらに、看護学部では、教務委員会が中心となり、教育目標や養成しようとする人材像から達成状況を

検証し、その結果を基に個々の科目や実習のシラバスを定期的に見直し、カリキュラム改正に取り組んで

いる。  

平成20年度には、生活科学部、文化学部及び看護学部では、達成度評価アンケートを卒業生に実施し、

さらに看護学部では平成19年度に在学生を対象に看護技術・看護概念・看護理論などの修得度の調査を行

うなど、検証のための様々な取組を行っている。 

大学院では、大学院学則の第２条及び各研究科規程の第３条で教育目標を定め、養成しようとする人材

像を明確にしており、看護学研究科（修士課程）では、平成20年度に全修了生を対象とするカリキュラム

評価や達成評価を行うための調査を実施している。 

これらのことから、学生が身に付ける学力、資質・能力や養成しようとする人材像等に照らして、その

達成状況を検証・評価するための適切な取組が行われていると判断する。 

 

６－１－② 各学年や卒業（修了）時等において学生が身に付ける学力や資質・能力について、単位修得、進級、卒業（修

了）の状況、資格取得の状況等から、あるいは卒業（学位）論文等の内容・水準から判断して、教育の成果や

効果が上がっているか。 

〔学部教育について〕 

履修登録者の中で単位修得に至った者の割合である単位修得率は、平成 20 年度においては、全学で

89.9％、学部別では79.8～98.3％である。 

基準６ 教育の成果 

６－１ 教育の目的において意図している、学生が身に付ける学力、資質・能力や養成しようとする人

材像等に照らして、教育の成果や効果が上がっていること。 
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平成 17 年度入学生のうち、生活科学部の生活デザイン学科、健康栄養学科、環境理学科、文化学部、

看護学部及び社会福祉学部を標準修業年限の４年間で平成 21 年３月に卒業した学生の比率は 88.9％、

95.2％、90.5％、86.0％、93.2％及び100％である。 

大学で取得できる看護師、保健師、管理栄養士、社会福祉士、精神保健福祉士の国家試験合格率は、平

成 20 年度については、それぞれ 100％、100％、71.4％、78.4％、93.8％である。すべての資格において

全国平均を上回っている。 

卒業（学位）論文等の公表にも積極的に取り組んでいる。例えば、生活デザイン学科では、学生の研究

成果に基づいて行われた学会発表、学会誌等の誌上発表論文、卒業設計での作品及び設計実習での作品中

の受賞点数、「環境デザイン実習」及び「住居設計実習Ⅲ」での制作作品のうちの団体受賞点数はそれぞれ

に顕著である。例えば、平成 15～19 年度の学会発表は合計 46 件に達している。看護学部では、平成 19

年度の11件の卒業研究に基づいて、６件の学会発表、５件の誌上発表が行われた。 

〔大学院教育について〕 

修士課程・博士後期課程の各年度の入学者数及び、修了者数の状況は以下のとおりである。 

看護学研究科(修士課程)では、平成10年度から19年度まで120人が入学し、平成21年３月までの修了

者は111人である。人間生活学研究科（修士課程）では平成13年度から19年度まで111人が入学し、平

成21年３月までの修了者は83人である。健康生活科学研究科（博士後期課程）では平成13年度から18

年度までに57人が入学し、平成21年３月までの修了者は31人である。 

人間生活科学研究科（修士課程）及び健康生活学研究科（博士後期課程）の標準修業年限内の修了率に

は課題はあるものの、両研究科とも職業に就いている社会人の受入を積極的に行っていることを反映して

いる。 

大学院の学位論文の公表状況は以下のとおりである。 

看護学研究科（修士課程）では、平成20年度までの修了生111人の中、修士論文に基づく学術学会誌、

論文集、紀要等での発表は59件である。 

人間生活学研究科（修士課程）は、平成20年度までの修了生83人の中、修士論文等の研究成果を論文

として発表した件数は延べ31件である。当該研究科では、研究者養成より高度職業人養成を目標としてい

る。 

健康生活科学研究科（博士後期課程）においては、平成20年度までの修了生31人の中で、博士論文等

の研究成果を論文として発表した論文は延べ34件（投稿中３件）である。 

平成20年度には研究科設置10周年を迎える節目として194人の修了生の修士論文のタイトルと論文要

旨を集約し関連施設・機関に配布し、修士課程教育の成果を発信した。 

資格取得状況について、看護学研究科（修士課程）は専門看護師養成機関及び認定看護管理者教育機関

としての認定を受け、専門看護師や認定看護管理者を養成している。平成20年度現在の専門看護師の認定

者数は、がん看護、小児看護、精神看護、老人看護、地域看護、慢性看護及び家族看護にわたり、合計28

人、認定看護管理者の認定者数は５人である。特に専門看護師は、全国の認定者数302人の中で当該大学

の修了生が占める割合は9.3％と、高い割合を示している。 

これらのことから、教育の成果や効果が上がっていると判断する。 

 

６－１－③ 授業評価等、学生からの意見聴取の結果から判断して、教育の成果や効果が上がっているか。 

〔学部教育について〕 

平成19年度には、全教員が学生授業評価を実施しており、『学生による授業評価実施報告書』にまとめ
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られている。平成20年度に、全学を対象として実施した学生授業評価調査では、延べ4,820人から回答を

得ている。生活科学部の３つの学科、文化学部、看護学部及び社会福祉学部の平均では、授業について「大

いに満足している」学生は42.6％、教材の適切さについて「たいへん適切であった」と評価している学生

は41.6％、教員の授業への熱意について「大いに感じられた」学生は54.9％となっている。さらに、学生

自身が意欲的に当該の授業に取り組めたと自己評価している学生は35.6％となっている。 

看護学部では、平成19年度に、知識や技能の習得度に関する２～４年次生を対象とする調査を行った。

そこでは「４年間で学ぶ看護技術」「４年間で習得するＮＩＣ心理社会的介入項目」及び「４年間で学ぶ概

念」「４年間で学ぶ理論」などを把握する試みが行われた。その結果によれば、看護学部では、学生は学年

を経るに従って確実に知識や技術を習得していると認識している。同学部ではまた、平成20年度の卒業前

の看護学部４年次生を対象として看護学部における教育が「役立っている」かどうかを、科目区分別に、

５点法で調査を行ったところ、共通教育科目 3.11、専門基礎科目 4.36、看護専門科目 4.53、学内演習・

臨地実習 4.58、看護研究 4.11 という結果であり、専門科目についてはおしなべて「役立っている」とい

う認識が示されている。「看護専門職者として歩んでいく自分に自信が持てる」かという設問ヘの回答は、

3.96である。 

文化学部では、平成 19 年度に、４年次生を対象とする「文化学部の教育システムと満足度」の調査を

行った。79人中47人から回答があり、「４年間の学習状況については42％が満足をしている」、「４年間の

学びについては76％が満足している」などの結果を得ている。 

〔大学院教育について〕 

大学院における教育に関しては、人間生活学研究科（修士課程）について、平成20年12月19日、「高

知女子大学大学院人間生活学研究科の講義・研究指導等に関する調査」が行われ、平成21年１月「高知女

子大学大学院人間生活学研究科の講義・研究指導等に関する満足度等調査結果の概要」が発表された。 

看護学研究科（修士課程）と人間生活学研究科（修士課程）では、在学生を対象として、講義内容、開

講方法、研究指導、研究環境に関してのアンケート調査を行っている。 

また、看護学研究科（修士課程）では、平成20年度に、修了前の学生14人を対象として、「カリキュラ

ムが役だっているかどうか」を11の課題別に５点法で調査した。８課題については４点台の回答を得てい

る。ただ、「高度な専門的知識・技術を開発する」、「必要なケアを提供するために保健医療福祉に携わる人々

の調整を行う」及び「社会の変化に対応する保健医療システムの変革に関わる」の３課題については、３

点台の回答にとどまっている。 

これらのことから、教育の成果や効果が上がっていると判断する。 

 

６－１－④ 教育の目的で意図している養成しようとする人材像等について、就職や進学といった卒業（修了）後の進路

の状況等の実績や成果について定量的な面も含めて判断して、教育の成果や効果が上がっているか。 

各学部において高い就職率を得ている。 

平成20年度については、看護学部では97.5％、生活科学部健康栄養学科では89.5％である。看護学部

では、卒業生のほぼ全員が資格を活かすことのできる職場に看護師、保健師、養護教諭として就職してい

る。社会福祉学部では94.1％であり、その４分の３の学生が資格を活かすことのできる福祉領域の職場に、

医療ソーシャルワーカー、精神科ソーシャルワーカー、福祉施設のソーシャルワーカー及び介護職、児童

相談所及び精神保健福祉センター職員として就職し、また、社会福祉協議会や高齢・障害者支援機構など

となっている。生活科学部生活デザイン学科では82.6％、生活科学部環境理学科では87.5％、文化学部で

は81.1％であり、これらの学部の卒業生は、建設・住宅、流通・小売、金融・保険、情報サービス、自動
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車、教育等、多岐にわたる分野に就職している。 

また就職する以外にも、少数ではあるが、各自の専門性を深めるために大学院や専門学校等へ進学する

卒業生があり、平成20年度では、看護学部７人、社会福祉学部１人、生活科学部の生活デザイン学科２人、

健康栄養学科１人、環境理学科４人の合計７人となっている。 

これらのことから、教育の成果や効果が上がっていると判断する。 

 

６－１－⑤ 卒業（修了）生や、就職先等の関係者からの意見聴取の結果から判断して、教育の成果や効果が上がってい

るか。 

就職先等の関係者への意見聴取は、民間企業志望者の多い生活科学部、文化学部の教員と学生支援担当

の職員が、採用実績のある企業等を訪問し、人事担当者と面談して、新規採用計画や卒業（修了）生の就

職後の状況を把握している。近年の調査では、生活科学部、文化学部の採用実績のある企業からは、「プレ

ゼンテーションが上手で自分の意見をはっきり伝える」、「毎年１人程度採用しているが各店舗で頑張って

くれている」などという肯定的評価が多く出された。 

看護学部卒業生の就職先である病院関係者からは、当該大学の卒業（修了）生は「主体的・能動的に機

能する」、「研究的視点を持って追求している」、「人間性・感受性豊かに物事を考える」点など、学部の教

育理念に沿った看護や社会福祉従事者としての能力が身に付いているとの評価を得ている。 

これらのことから、教育の成果や効果が上がっていると判断する。 

 

以上の内容を総合し、「基準６を満たしている。」と判断する。 

 

【優れた点】 

○ 社会福祉士、精神保健福祉士、看護師、保健師、管理栄養士などの国家試験合格率が、全国平均に

比べて高い。 
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【評価結果】 

基準７を満たしている。 

 

（評価結果の根拠・理由） 

７－１－① 授業科目や専門、専攻の選択の際のガイダンスが適切に実施されているか。 

新入生及び編入学生については、入学式後に３日間の「新入生オリエンテーション」を行い、共通教育・

教職課程・学芸員課程・学部学科別及び事務局のガイダンスを実施している。事務局のガイダンスには、

学生支援の内容を含んでいる。 

オリエンテーション初日には、学部学科別に新入生と保護者との合同ガイダンスを実施し、所属学科の

教員及び学科の教育理念などの紹介、学生生活全般の概要、諸手続きに関する説明・指導及び就職先など

の説明を行っている。 

在学生に対しても、「新入生オリエンテーション」の１日目及び２日目に「在学生オリエンテーション」

を行い、学部学科別に、学科教務委員から履修指導が行われている。 

新入生のオリエンテーションへの参加率は100％であり、在学生も約80～90％がガイダンスに参加して

いる。 

これらのことから、ガイダンスが適切に実施されていると判断する。 

 

７－１－② 学習支援に関する学生のニーズが適切に把握されており、学習相談、助言、支援が適切に行われているか。

学習相談は、各学部学科の学年担当教員、授業科目担当教員、卒業研究の担当教員及び学生課教務事務

職員などが行っている。 

学年担当教員は、各学部・学科ごとに決定され、入学から卒業まで、選択科目や再履修科目の履修相談

など、学習相談を含めた学生生活全般について個人指導が行われている。 

授業科目担当教員はオフィスアワーや、電子メールを利用しての質問や相談に応じている。また、各授

業終了後、研究室を開放し、いつでも学生に対応できるようにしている。平成21年度からは、全学部のシ

ラバスの概要にオフィスアワーを記載し、学生が相談しやすいようにしている。 

大学院の各研究科でも、主（正）研究指導教員が、直接、あるいは電子メールを利用して、学習指導に

関する質問や相談に応じている。 

また「オピニオンボックス」（管理者：学生部長、教務部長、人権委員会委員長、事務局長）を永国寺・

池両キャンパスに各２か所設置し、投函された学生の質問や要望などに対応し、学部長などの大学管理者

が内容に応じて必ず回答を公表している。 

携帯電話情報サービスを実施し、携帯電話端末用大学ウェブサイトに休講情報を掲載するとともに、「事

務局にひと言」コーナーを設置している。このコーナーは、学生から大学事務局に対する意見や疑問、相

基準７ 学生支援等 

７－１ 学習を進める上での履修指導が適切に行われていること。また、学生相談・助言体制等の学習

支援が適切に行われていること。 

７－２ 学生の自主的学習を支援する環境が整備され、機能していること。また、学生の活動に対する

支援が適切に行われていること。 

７－３ 学生の生活や就職、経済面での援助等に関する相談・助言、支援が適切に行われていること。
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談などを気軽に言える場として設けたもので、回答が必要な場合はメールで返信したり、学生課の掲示板

で公表している。 

これらのことから、学習支援に関する学生のニーズが適切に把握されており、学習相談、助言、支援が

適切に行われていると判断する。 

 

７－１－③ 通信教育を行う課程を置いている場合には、そのための学習支援、教育相談が適切に行われているか。 

該当なし 

 

７－１－④ 特別な支援を行うことが必要と考えられる学生への学習支援を適切に行うことのできる状況にあるか。また、

必要に応じて学習支援が行われているか。 

大学が国際交流協定に基づいて受け入れている交換留学生（平成21年度は13人）に対しては、国際交

流委員会が中心となり、日本語教育や日本語事情についての教育を実施するとともに、チューターを配置

して学習支援を行っている。 

大学院では、大学院設置基準第 14 条の適用対象となっている社会人学生が在籍しているため、勤務時

間等に配慮し、休日等の授業や電子メールを利用した学習指導が行われている。特に、人間生活学研究科

（修士課程）在籍の大多数の学生は有職者であるため、「長期履修制度」を導入し、２年間での修了か、

長３年間での修了かを選択できるようにしている。なお、３年間の履修期間であっても、授業料は２年分

である。 

また、障害のある学生には、使用教室や座席について配慮を行い、専用机・椅子やスペースを確保し、

学年担当教員や友人によるノートテーカーや、教室への入退室の援助などの学習支援を行っている。 

これらのことから、特別な支援を行うことが必要と考えられる学生への学習支援を適切に行うことので

きる状況にあり、また、必要に応じて学習支援が行われていると判断する。 

 

７－２－① 自主的学習環境が十分に整備され、効果的に利用されているか。 

学生の自主的学習環境は、永国寺及び池の両キャンパスにおける共用施設と、各学部及び研究科におい

てそれぞれ整備されている。 

共用施設としては、永国寺キャンパスに、図書館（パソコン５台）、総合情報センター第１情報演習室

（パソコン25台）、同第２情報演習室（ワークステーション25台）、就職相談室であるワクワクＷｏｒｋ！！

（パソコン10台）、ＣＡＩ教室（パソコン55台）、ＣＡＩ実習室（パソコン５台）、コミュニケーションルー

ム及びカンファレンスルームなどが置かれている。また、池キャンパスに、池情報処理演習室（パソコン

25台）、図書室（パソコン４台）、ワクワクＷｏｒｋ！！及びその他の学生用グループ研究室、教員院生用

グループ研究室が置かれている。 

すべての学部・研究科で、それぞれ教室、セミナー室兼資料室、実験実習室、実習室などを授業のない

時間帯に開放している。また、すべての学部・研究科において、学生のために、自習室を備置し、多くの

場合、パソコンあるいはインターネット接続可能なパソコンを設置している。看護学部には看護教育研究

開発室が、看護学研究科（修士課程）では大学院学生と教員の合同研究室が設けられ、専門図書・雑誌等

が整備されている。 

また、自己学習室、演習室、グループ室、教育研究開発室などには、視聴覚教材を含む自己学習用の教

材を整備している。看護学部では実習室に看護技術練習用のモデル人形及び種々のケア物品を整備すると
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ともに、必要に応じて教員及びＴＡ学生による相談体制を整えている。 

これらのことから、自主的学習環境が十分に整備され、効果的に利用されていると判断する。 

 

７－２－② 学生のサークル活動や自治活動等の課外活動が円滑に行われるよう支援が適切に行われているか。 

大学公認の学生サークルは、体育活動サークルが 18 団体、文化活動サークルが 32 団体登録され、700

人を超える学生が積極的に参加している。活動拠点として、体育館、運動場、テニスコートや学生会館な

どがある。 

四国インカレ参加費をはじめサークルの要請に応じて経費を交付するとともに、教室等の大学施設の開

放を行い、サークル活動を支援している。 

入学時に学生全員が学生教育研究災害傷害保険に加入している。サークル活動中の事故に対する保険金

請求の手続きは学生課で行っている。 

地域におけるボランティア活動は、例えば、サークル「エスコーターズ」や看護学部の学生の場合のよ

うに、活発に行われている。看護学部の場合には、看護学部教員が指導を担当している。すなわち、看護

学部では、平成17年度から、教員・学生が協同して、ボランティア委員会を組織し、学生の地域ボランティ

ア活動の推進窓口となっている。ボランティア活動は、「学校保健」「小児」などの５領域にわたっている。 

これらのことから、課外活動が円滑に行われるよう支援が適切に行われていると判断する。 

 

７－３－① 生活支援等に関する学生のニーズが適切に把握されており、健康、生活、進路、各種ハラスメント等に関す

る相談・助言体制が整備され、適切に行われているか。 

学生の生活支援に関する総合相談は、学生課の学生支援担当の専任職員２人が行っている。 

日常の健康に関する相談は両キャンパスの保健室の職員３人が行い、精神面での専門的な相談は精神科

医、臨床心理士、婦人科医師が行っている。平成20年度では、「保健室」での相談は212件、精神科医師

による相談は43件、臨床心理士の資格を持ったカウンセラーによる相談は102件、婦人科医師による相談

は20件、合計377件である。このように保健室における相談は学生の精神面の支えとして機能している。 

また、入学式翌日と翌々日に全学生の健康診断を実施しており、受診率は98％である。 

就職や進路の相談窓口としては、就職支援室（ワクワクＷｏｒｋ!!）が設置されており、相談員６人（永

国寺４人、池２人）が配置され、学生の就職先の情報の入手やその相談に応じている。平成20年度におい

て、就職相談室（ワクワクＷｏｒｋ！！）は、合計2,277件の相談を行っている。 

就職支援室は、例えば、平成19年度については、４月に先立つ19年２月の人事院による「国家公務員

の仕事」の説明に始まり、４月の「大切な一歩を踏み出すために」、５月の公務員ガイダンス・教員ガイダ

ンスなど、平成20年３月までの約１年間で、合計24回の行事を開催している。 

また、学年担当教員や卒業研究担当教員が、学生の生活、進路相談に応じている。 

各種ハラスメントなどに関しては、人権委員会が設置されており、セクシュアルハラスメント、アカデ

ミックハラスメント及び学内の人権事項に対応している。ハラスメント防止に対するガイドラインや、携

帯電話のメールによる相談窓口の体制も整備されている。このほかに電子メールを使用した「事務局にひ

と言」や、紙で投函する「オピニオンボックス」といった相談窓口を整備し、必要に応じて質問に回答、

公表している。これらはオリエンテーション時に学生便覧を使って学生に周知している。 

これらのことから、生活支援等に関する学生のニーズが適切に把握されており、健康等に関する相談・

助言体制が整備され、適切に行われていると判断する。 
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７－３－② 特別な支援を行うことが必要と考えられる学生への生活支援等を適切に行うことのできる状況にあるか。ま

た、必要に応じて生活支援等が行われているか。 

留学生への生活支援は、国際交流委員会が中心となって対応している。国際交流協定に基づく海外から

の交換留学生に対しては、全員に対して、入学料、入学手数料、授業料を免除している。また、２～７日

間の体験ホームステイ先を斡旋し、年２回程度のバスハイキングを実施している。相談教員３人と事務職

員１人を配置して相談に応じており、全員に対して学生チューターを配置している。中華民国及び中華人

民共和国の学生には、宿舎を無料提供し、宿舎のインターネット環境を整備している。また全員に自転車

を貸与している。 

発達障害のある学生に対しては、平成 21 年度に「高知女子大学「発達障害の学生支援体制について」

－高知県自閉症協会の要望への対応－」が作成され、支援体制が整備されている。 

これらのことから、特別な支援を行うことが必要と考えられる学生への生活支援等を適切に行うことの

できる状況にあり、また、必要に応じて生活支援等が行われていると判断する。 

 

７－３－③ 学生の経済面の援助が適切に行われているか。 

学生に対する主な経済的支援としては、授業料免除、日本学生支援機構からの奨学金斡旋及び大学独自

の奨学金交付、学生寮の貸与とアパート・マンションの斡旋がある。 

授業料免除については、平成 19 年度の授業料免除者数は、学部学生については、希望者の約40％（希

望者187人中免除者75人）、大学院学生については免除者７人である。  

日本学生支援機構奨学金の貸与者は大学院学生を含めた全学生数の47.3％である。平成 20 年度につい

ては、申込者総数は132人、採用者は第１種52人、第２種92人で、両者のうち第１種・第２種併用が13

人であり、合計で実質131人となっている。 

「高知女子大学後援会奨学金」「しらさぎ会奨学金」（同窓会）については、平成 19 年度に、前者は４

人、後者は１人に給付を行っている。 

学生寮の貸与及びアパート・マンションの紹介は、学生の約７割が自宅外通学であるという事情に対応

したものである。 

学生寮「あふち寮」は定員76人（１部屋４人制）であり、毎年新入生を対象に入寮者を募集している。

入寮希望者は多く、毎年、満室状態である。平成19年度は62人で、競争率1.8倍、平成20年度は51人

で競争率1.9倍であった。入寮者は希望者の家庭の経済状況をもとに決定されている。 

学生寮は昭和45年建築のため、平成22年度に耐震診断を行う計画である。また、平成22年度からは、

池キャンパスの学生数が増加し、学生の入寮希望が増加することも予想されるため、現在、設置者である

県に対して学生の寮の建築を要望している。 

アパート・マンションの紹介においては、仲介手数料のかからない物件を対象としている。 

これらのことから、学生の経済面の援助が適切に行われていると判断する。 

 

以上の内容を総合し、「基準７を満たしている。」と判断する。 

 

【優れた点】 

○ サークル活動及び地域におけるボランティア活動が活発に行われている。 
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【評価結果】 

基準８を満たしている。 

 

（評価結果の根拠・理由） 

８－１－① 大学において編成された教育研究組織の運営及び教育課程の実現にふさわしい施設・設備が整備され、有効

に活用されているか。また、施設・設備のバリアフリー化への配慮がなされているか。 

当該大学の校舎敷地面積は、永国寺キャンパス14,429㎡、池キャンパス31,586㎡で合計46,015㎡、運

動場は、永国寺キャンパス7,406㎡、池キャンパス9,620㎡で合計17,026㎡であり、大学設置基準に定め

られた校地面積以上が確保されている。一方、校舎等面積は永国寺キャンパス 10,093 ㎡、池キャンパス

12,566 ㎡で合計22,659 ㎡、そのほかに永国寺キャンパスの講堂兼体育館が1,238 ㎡、池キャンパスの体

育館が3,337㎡などであり、大学設置基準に定められた校舎面積以上が確保されている。 

大学設置基準第36条第１項から第４項に定める施設については､基準以上のものが設置されており、教

育研究組織の運営及び教育課程の実現のための施設・設備が整備されている。大学設置基準第36条第５項

の対象施設として体育館及び学生会館や学生寮等の福利厚生施設を設置している。 

バリアフリー対策は、永国寺キャンパスでは、講義棟、管理棟、実験棟１階、南学舎１階、体育館、図

書館、学生会館１階は車いすでの移動が可能である。それ以外の施設については未実施である。池キャン

パスの既存施設は、バリアフリー対応をコンセプトにした施設整備を行っている。 

耐震診断等については、キャンパスの将来計画との関連を踏まえて、必要な対応をする予定になってい

る。 

教育研究に必要な実験用機器等については、研究費及び学生実験実習費に加え、科学研究費補助金等の

外部資金を活用して整備、充実及び維持している。 

これらのことから、大学において編成された教育研究組織の運営及び教育課程の実現にふさわしい施

設・設備が整備され、有効に活用されており、また、施設・設備のバリアフリー化への配慮がなされてい

ると判断する。 

 

８－１－② 大学において編成された教育課程の遂行に必要なＩＣＴ環境が整備され、有効に活用されているか。 

平成 14 年度に図書館と情報処理センターとを統合して総合情報センターが設立されて以来、図書・資

料の電子化の進展やデータベースの多種多様化への組織的対応が可能となっている。 

大学では、主に情報処理教育を行うため、情報演習室を永国寺キャンパスに２室、池キャンパスに１室

設置し、また、永国寺キャンパスにコンピュータを活用した英語教育のためのＣＡＩ演習室を設置してい

る。これらに対応する中央処理装置室及び情報処理管理室は、永国寺キャンパスに設置されている。 

情報演習室、ＣＡＩ演習室ともに授業時間以外は学生に開放されており、学生の自己学習の場として、

レポート作成やインターネット検索、電子メールでの課題提出などに活用されている。また、 近では、

基準８ 施設・設備 

８－１ 大学において編成された教育研究組織及び教育課程に対応した施設・設備が整備され、有効に

活用されていること。 

８－２ 大学において編成された教育研究組織及び教育課程に応じて、図書館が整備されており、図書、

学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料が系統的に収集、整理されていること。 
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これらの施設は、コースマネジメントシステムに基づく教材の配信など学習支援が行われている。 

休講情報や集中講義情報等については、携帯電話サイトで情報提供している。 

学内ネットワークには、UNIXワークステーションとWindowsシステムがある。平成20年度のUNIXの登

録は、教職員302人、学生492人で、Windowsの登録は、教職員51人、学生1,050人である。この学内ネッ

トワークに接続された端末は、永国寺キャンパス約700台、池キャンパス約200台、総数約900台となっ

ている。このうち、学生が自由に使用できるパソコンは、授業時間帯以外においてWindowsシステム系が

使用できる情報演習室の52台が主となっている。 

これらのことから、大学において編成された教育課程の遂行に必要なＩＣＴ環境が整備され、有効に活

用されていると判断する。 

 

８－１－③ 施設・設備の運用に関する方針が明確に規定され、大学の構成員（教職員及び学生）に周知されているか。

施設・設備の維持・管理については、高知県財産条例等に基づき事務局総務企画課で一括管理している。 

また、校舎管理規則が定められ、学生便覧及びウェブサイトで学生や教職員に公表されている。 

施設のうち、大学図書館の利用については、高知女子大学総合情報センター図書館・高知短期大学総合

情報センター図書館規程及び高知女子大学総合情報センター池校舎図書室資料等利用規則により、情報処

理センターについては、高知女子大学情報処理センター利用規則に基づいて利用することとなっている。

これらの規程等も、学生便覧、ウェブサイトで学生や教職員に公表されている。 

これらのことから、施設・設備の運用に関する方針が明確に規定され、大学の構成員に周知されている

と判断する。 

 

８－２－① 図書館が整備され、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料が系統的に収集、整理され

ており、有効に活用されているか。 

総合情報センター図書館は、永国寺キャンパスに本館、池キャンパスに図書室を設置している。なお、

閲覧席は永国寺に95席、池図書室は60席設けられている。 

図書等の資料の収集は、平成 20 年度第９回総合情報センター運営委員会で決定された「本学の研究・

教育及び学生の人格形成と教養を高め、生活・文化を発展させ豊かにすることに資する資料を、長期的展

望に立って収集する。」という方針に従って収集されている。 

永国寺キャンパスにおける図書館で収集される図書は、分野別に見ると、一般教養分野、文化学部関係、

生活科学部関係の図書が主となっており、県立短期大学の図書室が併設されている関係で、社会科学系の

図書も収集されている。池キャンパスの図書室は、医療・看護関係及び社会福祉関係の専門図書がほとん

どであるという特徴がある。 

当該大学の所蔵図書は、系統別にみると、専門図書、一般教養図書、参考図書、逐次刊行物及びその他

に分類される。特に、地域資料としての高知県関係図書、女子大学という特性から女性学関連図書に特色

を持たせている。 

各年度に２回、各教員から授業等に関連した図書をリストアップする推薦図書制度が設けられている。

新任教員は、上述の年２回における推薦図書とは別に、着任年度当初に推薦図書をリストアップして、学

生の教育・研究環境を整えている。また、学生や教職員、その他利用者から購入希望を申し出ることがで

きる希望図書制度をも設けており、学生の多様な学習ニーズに対応できるように努めている。 

大学における所蔵図書等は、平成21年４月１日現在、蔵書239,848冊、学術雑誌3,032種である。これ

ら以外の視聴覚資料も含め、司書資格を持つ職員が、分類・整理し、利用者への効率的な提供に努めてい
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る。 

インターネットを活用した新しい資料収集への取組の一環として、国立情報学研究所（ＮＩＩ）、医学

中央雑誌刊行会、ＥＢＳＣＯ社などが提供する５種類のデータベース等については、学内ＬＡＮに接続し

た端末から利用するサービスの提供を行っており、さらに、平成22年度からの電子ジャーナルの導入を決

定している。 

永国寺キャンパスの図書館の開館時間は、平日は９時から 21 時、土曜（夏季・春季休業中を除く）は

10時から16時、池キャンパスの図書室は、平日は９時から19時、土曜（夏季・春季休業中を除く）は10

時から16時となっている。 

永国寺キャンパスの図書館及び池キャンパスの図書室はともに利用頻度は高く、平成 20 年度の利用状

況は、90,232人の延べ入館者があり、24,796冊の図書が貸し出されており、有効に活用されている。また、

平成19年度の学外登録者は、永国寺キャンパスの図書館及び池キャンパスの図書室合わせて1,347人であ

り、学生、教職員ばかりではなく、広く県民にも利用されている。 

書籍や雑誌のほか、視聴覚室では、ＤＶＤ（374タイトル）、ＣＤ（438タイトル）、ビデオ（1,329タイ

トル）、カセットテープ（609タイトル）等のＡＶ資料の利用もできるようになっている。 

これらのことから、図書館が整備され、教育研究上必要な資料が系統的に収集、整理されており、有効

に活用されていると判断する。 

 

以上の内容を総合し、「基準８を満たしている。」と判断する。 

 

【改善を要する点】 

○ 永国寺キャンパスの施設・設備については、老朽化が進んでいる。 
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【評価結果】 

基準９を満たしている。 

 

（評価結果の根拠・理由） 

９－１－① 教育の状況について、活動の実態を示すデータや資料を適切に収集し、蓄積しているか。 

学部及び大学院の教育活動の実態を示す基礎的データとしての授業関係（履修案内、シラバス、カリキュ

ラム、成績、時間割等）の資料、進級・卒業・修了等の資料、さらに学部・大学院の入学試験及び進学・

就職に係わる資料は、学生課が一元的に収集・管理し、それぞれの所定の期間保存されている。これらの

データは、教員の求めに応じて、個人情報の保護に留意しつつ提供されている。また、これらのデータの

一部は、学生の個人情報を含まない形で編集され、当該大学の『年報』において公表されている。学生の

試験答案、レポート及び卒業論文は担当教員及び指導教員が保管している。修士論文、博士論文は大学図

書館において保管されている。 

学生による授業評価の結果や学生生活に関する満足度調査の結果は、学生課が一元的に収集・蓄積して、

各担当教員や各学部・研究科に提供されている。各学部・研究科が独自に行う調査等の結果は、各学部・

研究科で収集・蓄積している。 

教員個々の教育活動の包括的な実態は、全教員が前２年間の活動の自己評価を踏まえて各学部長に提出

する「教員の２年間活動計画」の中でデータや資料が整備され、各学部が作成する学部報などの形で学内

外に公表されている。 

これらのことから、教育の状況について、活動の実態を示すデータや資料を適切に収集し、蓄積してい

ると判断する。 

 

９－１－② 大学の構成員（教職員及び学生）の意見の聴取が行われており、教育の質の向上、改善に向けて具体的かつ

継続的に適切な形で活かされているか。 

学生による授業評価は全学教務委員会が企画し、平成14年度から実施され、平成19年度からは非常勤

講師担当科目を含む全授業科目について実施されている。評価結果は全学教務委員会によって取りまとめ

られて担当教員に提供され、担当教員によって課題の分析と改善策の提案が行われ、授業の改善が実施さ

れている。これらの学生による授業評価結果、教員による課題分析結果、改善策は、全学教務委員会が編

集する『学生による授業評価実施報告書』に掲載して公表している。 

また、いくつかの授業科目では、授業時間ごとに、若しくは適当な期間ごとに受講生からリアクション

ペーパーを求め、次の授業にそのフィードバックを行い、学生の理解度や学習ニーズに対応して、授業の

内容を改善している。例えば、生活科学部では、「繊維製品消費科学」、「調理学実習」、「基礎食品学」など

合計６科目で、社会福祉学部では、「介護概論」、「社会福祉援助技術総論Ⅰ」など合計５科目で実施されて

いる。 

基準９ 教育の質の向上及び改善のためのシステム 

９－１ 教育の状況について点検・評価し、その結果に基づいて改善・向上を図るための体制が整備さ

れ、取組が行われており、機能していること。 

９－２ 教員、教育支援者及び教育補助者に対する研修等、その資質の向上を図るための取組が適切に

行われていること。 
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教育の質の向上に向けて、授業評価のほか、多様な方法で学生の意見の聴取が行われている。生活科学

部では新入生を対象とするアンケート調査や意向調査を行い、看護学部では２年ごとにカリキュラム評価

のアンケート調査を行っている。看護学部では、このアンケート調査結果を踏まえて、平成 20 年７月 31

日、「みんなの意見をカリキュラム改善に生かそう－学生の意見・要望をふまえて」としてフィードバック

の会を開催している。その結果、看護学部では、教科科目の開講時期の変更や演習科目の過密度の緩和な

ど、合計４つの改善措置をとっている。 

観点７－３－①で言及したオピニオンボックスへの意見に対する対応は、その内容に関係する部局等に

よって検討され、掲示あるいは学生への直接の通知により学生に提供されている。 

これらのことから、大学の構成員の意見の聴取が行われており、教育の質の向上、改善に向けて具体的

かつ継続的に適切な形で活かされていると判断する。 

 

９－１－③ 学外関係者の意見が、教育の質の向上、改善に向けて具体的かつ継続的に適切な形で活かされているか。 

平成15年８月に学長諮問評価会議を設置し、その後、平成20年度の評議会で学外関係者からの意見を

取り入れる努力をすることを確認し、この確認を踏まえ、平成20年12月10日開催の学長諮問評価会議で

は、「大学改革の状況」について報告した後、「男女共学化・名称変更」及び「永国寺キャンパスの在り方」

について学外有識者の意見を聴取している。  

ほかに、学部・研究科レベルでの学外者の意見聴取としては、入学式終了直後に実施する学長・学部長

と父母等との全学的懇談会、文化学部・看護学部・社会福祉学部及び生活科学部の３学科と父母等との懇

談会、生活科学部健康栄養学科の学外実習先職員等との懇談会、看護学部の臨床指導者会議、同学部の養

護実習に関する連絡会、社会福祉学部の学部就職セミナーに招いた卒業生との懇談会、同学部の実習先担

当者との実習連絡協議会、看護学研究科（修士課程）、人間生活学研究科（修士課程）、及び健康生活科学

研究科（博士後期課程）における全国的専門学会開催時における修了生との交流、学生課職員による企業

の人事担当者からの意見聴取などが行われている。 

平成20年12月の学長諮問評価会議における上記のいくつかの指摘は大学として即刻真摯に受け止めら

れており、また、各施設の実習指導者との意見交換会で指摘された学生の記録の書き方や患者との対応方

法などは次年度には改善され、養護教諭から指摘された看護学部における授業内容の欠点が是正されつつ

あるなど、注目すべき成果も見られる。 

これらのことから、学外関係者の意見が、教育の質の向上、改善に向けて具体的かつ継続的に適切な形

で活かされていると判断する。 

 

９－１－④ 個々の教員は、評価結果に基づいて、それぞれの質の向上を図るとともに、授業内容、教材、教授技術等の

継続的改善を行っているか。 

学生による授業評価結果を受けて、各担当教員によってなされる分析及び改善のための対策・方針の検

討は、『学生による授業評価実施報告書』に掲載され、公表されている。 

この報告書の中で、例えば、看護学部では、「これまで演習について学生から出されていた多くの意見

は、演習で取り上げる項目の見直し及びＴＡの活用によって、見られなくなった」、「対象が２回生である

ので、講義内容をできるだけ視覚的に説明できる視聴覚教材を探索する」という記載がある。また、生活

科学部では、ある教員が「2007－2008年度の２年間の活動計画を作成するにあたり、2005－2006年度の実

施状況及び自己評価を簡潔に記述することから始めた」とし、自己評価サイクルの形成に努めていること

が示されている。 
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平成 20 年度には、はじめて全教員の教員評価を試行した。この評価は、教員ごとの詳細な自己評価を

踏まえて、教員ごとについての他者評価を、学部・大学として組織的に実施したものである。評価結果で

特に問題のあった教員に対しては、各学部長による指導・助言が行われ、それに基づいた改善計画が次期

の「教員の２年間活動計画」に組み込むシステムとして考案されている。 

これらのことから、個々の教員は、評価結果に基づいて、それぞれの質の向上を図るとともに、継続的

改善を行っていると判断する。 

 

９－２－① ファカルティ・ディベロップメントが、適切な方法で実施され、組織として教育の質の向上や授業の改善に

結び付いているか。 

当該大学におけるファカルティ・ディベロップメント（以下「ＦＤ」という。）活動は、各学部・研究

科の教育分野や特性に対応するため、学部等を単位とした取組を主としている。各学部では、それぞれ独

自の規程を策定してＦＤ委員会を設置し、企画・運営を行って個別にＦＤ活動を展開している。どの学部

においても、教授会等、所属の教員の出席する会議と同時に開催されることから、多数の教員が参加して

いる。また、これらのＦＤ活動は、当該学部の教職員のみが参加するのではなく、全学の教職員に開放さ

れている。 

各学部におけるＦＤ活動では、学生による授業評価で高評価を得た授業や、授業改善を行った実施事例

などについて、その実施、工夫点、効果などについて意見交換し、相互学習が可能な形態で実施している。 

生活科学部では、平成20年５月から平成21年３月まで合計７回のＦＤ集会が持たれ、その中で、「学内

における植物（野菜）栽培－管理栄養士養成のための新しいツールとして」などの報告が行われている。 

文化学部では、平成20年４月から平成21年１月まで合計８回のＦＤ集会が持たれ、その中の２回では、

それぞれ同学部教員が「私の授業・私の実践」などのテーマで報告が行われている。 

看護学部では、平成20年７月から平成21年３月にかけて５回のＦＤ集会が持たれ、その中の１回では、

准教授６人、講師４人、助教８人がプレゼンテーションし、１年間行ってきた研究活動・研修活動・教育

活動を共有し、看護学・看護教育の動向と課題を検討した。 

社会福祉学部では、平成20年６月から平成21年２月までにＦＤ活動として、教員の一人が学長特別枠

経費による研究成果を発表し、社会福祉専門職養成機関としての役割とカリキュラム等について討議した。

この間同学部教員は、全国レベルの研修会とセミナーへ各１回、中四国レベルの研修会へ１回参加してい

る。 

平成20年度には、当該大学が他の34大学・短期大学と共同申請した「四国地区大学教職員能力開発ネッ

トワークによる大学の教育力向上」が文部科学省の「戦略的大学連携支援事業」に採択された。この事業

では、ネットワーク加盟校が協働しながらＦＤ・ＳＤのプログラム開発や、教育業績記録、職員業績記録

の開発、ファカルティ・ディベロッパー（ＦＤｅｒ）の養成を目指しており、現在は先駆的な取組の現地

調査などに取り組んでいる。  

これらのことから、ＦＤが、適切な方法で実施され、組織として教育の質の向上や授業の改善に結び付

いていると判断する。 

 

９－２－② 教育支援者や教育補助者に対し、教育活動の質の向上を図るための研修等、その資質の向上を図るための取

組が適切に行われているか。 

助手は、教育・研究の補助又は実習・実験の補佐を主な業務とする者として位置付けられ、研究費及び

自己研鑽を奨励するため任意の学外研修費の予算が配分されるとともに、所属する学部のＦＤ研修に参加
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している。 

ＴＡに対しては、授業担当前のオリエンテーションや個々の授業実施前の打ち合わせを行い、授業の進

め方、指導の重点、留意点を説明するなど、ＴＡの授業への参加がＴＡへの教育の機会となるように配慮

している。ＴＡを対象とした「アンケートの」自由記載欄から、ＴＡ制度が大学院学生に教育効果の大き

い研修の機会を与えていることが判明している。 

事務職員は、平成 19 年度には、公立大学協会主催の公立大学法人会計セミナー、同法人化セミナー、

同経営セミナーはじめ、合計11回、合計13人が学外研修に参加するとともに、全職員参加の人権研修会

等も開催されている。また永国寺キャンパス事務室では、独自に10数回の研修を実施しており、他方、池

キャンパス事務室では、高知県職員能力開発センター実施の研修会をはじめとする４回の学外研修に４人

の事務職員が参加している。事務職員は、さらに、学部・大学院主催のＦＤ企画にも参加し、課題意識の

共有や解決に向けて取り組んでいる。 

これらのことから、教育支援者や教育補助者に対し、その資質の向上を図るための取組が適切に行われ

ていると判断する。 

 

以上の内容を総合し、「基準９を満たしている。」と判断する。 

 

【優れた点】 

○ 各学部・研究科の教育分野や特性に対応するため、各学部では、それぞれ独自の規程を策定してＦ

Ｄ活動を展開し、多くの教員が参加している。 

○ 平成20年度には、当該大学が他の34大学・短期大学と共同申請した「四国地区大学教職員能力開

発ネットワークによる大学の教育力向上」が文部科学省の「戦略的大学連携支援事業」に採択された。

この事業では、ネットワーク加盟校が協働しながらＦＤ・ＳＤのプログラム開発や、教育業績記録、

職員業績記録の開発、ファカルティ・ディベロッパー（ＦＤｅｒ）の養成を目指しており、現在は先

駆的な取組の現地調査などに取り組んでいる。 

 

【更なる向上が期待される点】 

○ 学部では、それぞれ独自の規程を策定してＦＤ活動を展開しているが、全学的交流による相互学習

を促進するためには、全学的な教職員集会やシンポジウム方式の導入が期待される。 
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【評価結果】 

基準10を満たしている。 

 

（評価結果の根拠・理由） 

10－１－① 大学の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行できる資産を有しているか。また、債務が過大ではないか。

高知県を設置者とする公立大学であり、当該大学の教育研究活動を安定して遂行するために必要な校地、

校舎、設備、図書等の資産を有しており、当該大学としての債務は存在しない。 

 

10－１－② 大学の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行するための、経常的収入が継続的に確保されているか。 

当該大学では、授業料等の学生納付金、その他の収入を確保するとともに、高知県一般会計の歳入歳出

予算に計上され、経常的収入を確保している。 

また、当該大学では、学生が安定確保されていることから、規模に見合った収入が得られている。さら

に、科学研究費補助金等の外部資金の確保に努めている。 

これらのことから、教育研究活動を安定して遂行するための、経常的収入が継続的に確保されていると

判断する。 

 

10－２－① 大学の目的を達成するための活動の財務上の基礎として、適切な収支に係る計画等が策定され、関係者に明

示されているか。 

当該大学は、高知県を設置者とする公立大学であり、毎年度の高知県一般会計の歳入歳出予算について

は、高知県議会において審議・議決を経て確定した後、地方自治法等関係法令に基づき県民に公表してい

る。 

当該大学では、予算編成に当たって、大学運営会議で学内からの予算要求を審査し、予算要求の基本方

針として整理を行っている。 

これを評議会に諮り、予算要求の基本方針として決定している。決定後に予算要求を取りまとめ、県の

財政当局と予算折衝を行っている。決定された予算は、運営会議、評議会に概要が報告され、詳細は全教

職員が閲覧出来るようしている。 

これらのことから、適切な収支に係る計画等が策定され、関係者に明示されていると判断する。 

 

10－２－② 収支の状況において、過大な支出超過となっていないか。 

当該大学は、高知県を設置者とする公立大学であるため、高知県一般会計の歳入歳出予算により措置が

なされ、当該予算内で執行しており、収入と支出は均衡している。 

これらのことから、収支の状況において、支出超過となっていないと判断する。 

基準10 財務 

10－１ 大学の目的を達成するために、教育研究活動を将来にわたって適切かつ安定して遂行できるだ

けの財務基盤を有していること。 

10－２ 大学の目的を達成するための活動の財務上の基礎として、適切な収支に係る計画等が策定さ

れ、履行されていること。 

10－３ 大学の財務に係る監査等が適正に実施されていること。 
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10－２－③ 大学の目的を達成するため、教育研究活動（必要な施設・設備の整備を含む。）に対し、適切な資源配分がな

されているか。 

当該大学の予算配分に当たっては、県予算の抑制基調の中で、教員研究費と学生教育費は、一人当たり

の予算単価を維持するなど、水準を落とさないように対応している。さらに重要な事業が機動的に実行で

きる学長裁量経費を計上し、配慮している。 

また、施設・設備に係る予算配分については、特に大規模な建物等の修繕をしていくために県に要望し

県の一括管理により修繕を行っている。 

これらのことから、教育研究活動に対し、適切な資源配分がなされていると判断する。 

 

10－３－① 大学を設置する法人の財務諸表等が適切な形で公表されているか。 

当該大学は、高知県を設置者とする公立大学であるため、財務諸表は作成していない。 

なお、高知県一般会計の歳入歳出予算及び決算書として、地方自治法等関係法令に基づき、県民に公表

している。 

 

10－３－② 財務に対して、会計監査等が適正に行われているか。 

地方自治法に基づき、毎年度、高知県の監査委員による監査が行われている。 

さらに、平成 17 年度には、同法に基づき公認会計士等による包括外部監査が行われ、結果は公表され

ている。 

また、県の会計管理局による会計事務の検査が毎年度行われ、書類審査が行われている。 

これらのことから、財務に対して、会計監査等が適正に行われていると判断する。 

 

以上の内容を総合し、「基準10を満たしている。」と判断する。 
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【評価結果】 

基準11を満たしている。 

 

（評価結果の根拠・理由） 

11－１－① 管理運営のための組織及び事務組織が、大学の目的の達成に向けて支援するという任務を果たす上で、適切

な規模と機能を持っているか。また、危機管理等に係る体制が整備されているか。 

管理運営上の 高意思決定機関として評議会、その下に教授会、大学院の研究科委員会を置いている。

さらに学内諸規程により、自己点検・評価委員会、研究倫理審査委員会、人権委員会、キャリアセンター

運営委員会、国際交流委員会、学生委員会、入学試験委員会、教務委員会、総合情報センター運営委員会、

広報委員会及び地域創成センター推進委員会など11の全学委員会を置き、各学部・研究科には各種委員会

が置かれている。 

また、学長、各学部長、大学院課程長、学生部長、事務局長で構成する大学運営会議を置き、全学的な

立場から運営の重要事項に関することについて審議している。審議の結果、必要な事項については学長が

評議会に諮ることとしている。 

事務組織は、事務局長の下に大学改革に関する事務を所掌する改革推進室、庶務、財務、企画広報、地

域貢献等を所掌する総務企画課、教務事務や入試事務、学生の福利厚生などを所掌する学生課、図書館業

務と大学の情報システムを所掌する図書情報課及び池キャンパスの事務全般を所掌する池事務室を置いて

いる。 

しかし、事務職員の定期人事異動期間が約４年と短く、大学の業務に精通した人材の確保が困難となっ

ている。 

事務職員は常勤41人、非常勤20人である。 

危機が発生した際には、大学の危機管理規程により、学長を本部長とし、本部長が指名する学部長２人

を副本部長とする危機管理対策本部を設置して対応することとしている。また、火災、地震及び感染症発

生時においては、防火対策規程、東南海・南海地震防災規程などに基づく対応マニュアルを定めている。

また、学生や教職員の参加する避難訓練や消火訓練などを実施している。 

教職員の倫理を重視している。教員については、大学の教員倫理規程、事務職員については、高知県職

員倫理条例を定めており、大学の業務を行うに当たって、県民の信頼の確保に努めている。また、専任教

員が行う研究や、専任教員の指導の下で学生、研究生、委託生が行う研究については、研究倫理審査要綱

による審査の下で適切な研究が進められている。看護学部・看護学研究科（修士課程）・健康生活科学研究

科（博士後期課程）看護学領域については、看護研究倫理審査委員会が設置され、平成20年度の同委員会

活動報告書では、同委員会に対して、博士論文、修士論文、教員の研究計画及び学部学生の研究計画につ

基準11 管理運営 

11－１ 大学の目的を達成するために必要な管理運営体制及び事務組織が整備され、機能しているこ

と。 

11－２ 管理運営に関する方針が明確に定められ、それらに基づく規程が整備され、各構成員の責務と

権限が明確に示されていること。 

11－３ 大学の目的を達成するために、大学の活動の総合的な状況に関する自己点検・評価が行われ、

その結果が公表されていること。 
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いて合計39件の倫理審査申請が行われた（『平成20年度看護学部委員会活動報告書』）。 

これらに加えて、ハラスメント防止のためのガイドラインによるハラスメント防止の取組や、科学研究

費補助金の不正防止の取組などを進めており、大学のリスクへの対応力の向上に努めている。 

これらのことから、管理運営のための組織及び事務組織が適切な規模と機能を持っており、また、危機

管理等に係る体制が整備されていると判断する。 

 

11－１－② 大学の目的を達成するために、学長のリーダーシップの下で、効果的な意思決定が行える組織形態となって

いるか。 

学長の効果的な意思決定や、部局長等が学長とともに責任ある執行を行うために、全学的な立場から管

理運営の基本方針に関することや、予算に関すること、教員の人事に関すること、その他、運営の重要事

項に関することについて審議する大学運営会議を置いている。 

11の全学委員会については、効率的で責任ある業務執行を行うため、学長、学生部長、総合情報センター

長、教務部長、地域創成センター長及び大学院課程長が、基本的に、それぞれ複数の委員会を統括する統

括者となっている。教務部長は教務委員会のみを統括する。統括者は全員が評議員であり、このうち、学

長及び学生部長は、大学運営会議の構成員を兼任する。全学委員会の委員は適宜検討内容を所属する学部

の教授会に報告し、その教授会の意見も踏まえながら委員会に臨むことで、円滑な意思決定を図っている。

重点的案件及び委員会所管事項以外の案件などについては、個別にワーキンググループを設置して柔軟に

協議、検討を進めている。 

大学の構成員は、評議会、運営会議の議事録を、求めにより閲覧できることとなっている。また、これ

らの会議の内容は教授会でも報告されており、構成員の情報共有と共通理解に取り組んでいる。 

これらのことから、学長のリーダーシップの下で、効果的な意思決定が行える組織形態となっていると 

判断する。 

 

11－１－③ 大学の構成員（教職員及び学生）、その他学外関係者のニーズを把握し、適切な形で管理運営に反映されてい

るか。 

教職員については、大学運営会議、評議会、教援会、各委員会などを通じて、意見が反映できるように

なっている。 

学生のニーズ、要望及び意見等は、学生生活実態調査、「オピニオンボックス」、「事務局にひと言」な

どを通じて把握しているほか、小規模大学で学生の声がおおむね教員に伝わりやすいという特性を活かし

たニーズの把握を行っている。また、学部毎でもニーズに関する調査を行っている。 

学外関係者のニーズについては、平成15年８月以来、学長諮問評価会議が設置されている。同会議は、

大学の重要事項について学長の諮問に応じて審議し、学長に対して助言又は勧告を行う組織として、学外

の有識者12人で構成されている。大学の管理運営の基本方針に関すること、運営の重要事項に関すること、

管理運営、教育研究活動及び地域貢献活動等の評価に関することについて意見を聴取することとしている。

平成20年12月の同会議では、大学の中長期計画、男女共学・校名変更、永国寺キャンパスの活用などの

重要課題について多様な視点から意見が出された。 

これらのことから、大学の構成員、その他学外関係者のニーズを把握し、適切な形で管理運営に反映さ

れていると判断する。 
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11－１－④ 監事が置かれている場合には、監事が適切な役割を果たしているか。 

該当なし 

 

11－１－⑤ 管理運営のための組織及び事務組織が十分に任務を果たすことができるよう、研修等、管理運営に関わる職

員の資質の向上のための取組が組織的に行われているか。 

事務職員の資質向上のために、多面的な研修等の取組を行っている。 

平成 20 年度には、公立大学協会主催の会計セミナー、法人化セミナー及びＳＤセミナーに１人ずつ、

大学セミナーハウスの大学人コミュニケーション力養成セミナーに１人、大学評価・学位授与機構主催の

大学評価フォーラムに１人が参加した。ほかに知的財産学習会や高知県職員能力開発センター主催の研修

に事務職員が参加している。さらに日本図書館協会などの専門団体の研修、学内での人権問題やメンタル

ヘルス関係の研修も実施されている。認証評価関係の研修には、全員参加の研修会を含めて合計３回にわ

たり、33人が参加した。なお、永国寺キャンパス事務室は、10数回の研修に持続的に参加しており、池キャ

ンパス事務室では、高知県職員能力開発センター実施の研修会をはじめとする４回の学外研修に４人が参

加している。 

また、平成 20 年度より、愛媛大学が代表校になって四国の各大学が参加する文部科学省の「戦略的大

学連携支援事業」である「四国地区大学教職員能力開発ネットワークによる大学の教育力向上」事業への

参加など、他大学と連携した取組も進めている。 

これらのことから、管理運営に関わる職員の資質の向上のための取組が組織的に行われていると判断す

る。 

 

11－２－① 管理運営に関する方針が明確に定められ、その方針に基づき、学内の諸規程が整備されるとともに、管理運

営に関わる委員や役員の選考、採用に関する規程や方針、及び各構成員の責務と権限が文書として明確に示さ

れているか。 

学則第１条「目的」には、大学の目的が明確に定められており、第１条の２「大学運営」には、「本学

は、前条に掲げる目的を達成するため、学部その他の組織の一体的な運営により、その機能を総合的に発

揮するよう努めるものとする。」と定められている。管理運営体制及び業務分掌は、ここに定められた大学

の目的及び運営の方針に沿い、高知県行政組織規則第３章出先機関・第13節県立大学において定められて

いる。 

管理運営に係る組織の長の選考、教員採用の方法、教授会や研究科委員会の構成、全学委員会等委員の

選考、及び各構成員の責務と権限、並びに教授会等の所管事項は、大学規程集第２章組織及び運営・第１

節評議会、運営会議、教授会及び学長諮問評価会議、第２節委員会、第３節学部委員会及び第４節総合情

報センター等で定められている。 

これらのことから、管理運営に関する方針が明確に定められ、その方針に基づき、学内の諸規程が整備

されるとともに、管理運営に関わる委員や役員の選考、採用に関する規程や方針、及び各構成員の責務と

権限が文書として明確に示されていると判断する。 

 

11－２－② 大学の活動状況に関するデータや情報が適切に収集、蓄積されているとともに、教職員が必要に応じて活用

できる状況にあるか。 

毎年作成される『高知女子大学年報』（ 新は平成 19 年度版。Ａ４版・横書・103 頁。Ｗｅｂ公開は平
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成19年度版まで）には、大学の目的や活動状況、授業開設科目、教員の担当科目と氏名、学内行事日程､

組織､大学の沿革､在学生の状況､施設案内等、大学の活動状況に関する多くのデータや情報が掲載され、全

教職員に配付されるとともに、ウェブサイトでも公開されている。 

教職員は評議会、大学運営会議、教授会、研究科委員会、各種全学委員会等の議事録を、その求めに応

じて閲覧することができる。 

これらのことから、大学の活動状況に関するデータや情報が適切に収集、蓄積されているとともに、教

職員が必要に応じて活用できる状況にあると判断する。 

 

11－３－① 大学の活動の総合的な状況について、根拠となる資料やデータ等に基づいて、自己点検・評価が行われてお

り、その結果が大学内及び社会に対して広く公開されているか。 

平成９年３月の自己点検評価報告書『高知女子大学の現状の課題』の公表以来、自己点検評価に取り組

んでいる。平成14年３月には、『高知女子大学改学自己点検・評価報告書』を作成・公表し、平成15年３

月には、『高知女子大学外部評価報告書』を作成・公表し、平成15年には、教員評価（第三者評価）を受

けている。 

各学部・研究科においては、看護学部、社会福祉学部が平成 18 年度の活動について、生活科学部、文

化学部、看護学研究科（修士課程）、人間生活学研究科（修士課程）、健康生活科学研究科（博士後期課程）

は平成19年度の活動について、それぞれ自己点検評価を行った。 

また、平成 19 年度より、年度末に全学の４学部、３研究科、地域創成センター、附属図書館・総合情

報センター、キャリアセンター、学生委員会、教務委員会、入学試験委員会、国際交流委員会、広報委員

会、研究倫理審査委員会、認証評価ワ－キンググループ、法人化ワーキンググループ等、全学の各部門が

一堂に会してアニュアルレビューを実施し、一年を振り返り自己点検評価を行うとともに、次年度の課題

を明らかにする取組を行っている。 

平成 15 年度に設置された学長諮問評価会議は、大学の抱える問題について外部有識者に諮問するとと

もに、学長から大学の直面する課題を提示して検討している。 

平成20年度の評議会では、以下のことについて確認している。平成21年度から①学部活動報告書は毎

年作成し、公表すること、②年報を毎年作成し、大学の特色や改善点の分析といった用途に使用できる基

礎資料とし公表すること、③学部・研究科は、学部長・研究科長の責任によって３年に一度は自己点検評

価報告書を作成すること、④学長諮問評価会議を毎年開催して学外関係者の意見を聴くとともに、大学の

管理運営に反映していくこと。 

これらのことから、大学の活動の総合的な状況について、根拠となる資料やデータ等に基づいて、自己

点検・評価が行われており、その結果が大学内及び社会に対して広く公開されていると判断する。 

 

11－３－② 自己点検・評価の結果について、外部者（当該大学の教職員以外の者）による検証が実施されているか。 

平成13年度には平成10年４月に行われた改組及びこの間の大学の活動や改組に関して、自己点検・評

価を行い、その結果をもとに平成14年度に外部評価委員会による外部評価を実施し、その結果を報告書と

して公表した。以後、平成20年度までは、大学全体の活動に関する自己評価及びそれに基づく外部者によ

る評価とその結果の公表は行われていない。 

平成21年度に自己点検・評価を行い、それに基づいて認証評価を受けている。 

これらのことから、自己点検・評価の結果について、外部者による検証が実施されていると判断する。 
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11－３－③ 評価結果がフィードバックされ、管理運営の改善のための取組が行われているか。 

平成 19 年度より学部・研究科、センター、委員会など、大学の主要各部門が、年頭に立案した活動目

標への取組、達成度、課題などについて、年度末に当該各部門の出席の下、アニュアルレビューを行い、

その評価を共有している。これは、学内の組織単位における自己点検・評価と相互評価であり、各組織に

相互評価結果が実質的なフィードバックがなされる点で、意義は大きい。 

平成 15 年８月以来、学長諮問評価会議が設けられ、その後年１回程度開催されており、全学的自己点

検・評価を基盤にしたものではないが、平成20年12月の同会議では、学長等の報告に対し、外部有識者

委員からの率直な意見や提言が出され、大学としてこれを真摯に受け止めている。中長期計画の策定、男

女共学・校名変更問題や永国寺キャンパスの活用問題などの重要課題における大学の方針決定に役立てて

いる。 

これらのことから、評価結果がフィードバックされ、管理運営の改善のための取組が行われていると判

断する。 

 

11－３－④ 大学における教育研究活動の状況や、その活動の成果に関する情報をわかりやすく社会に発信しているか。

大学における教育研究活動の状況やその活動成果に関する情報は、全学レベルのものとして、『高知女

子大学年報』、『研究シーズ集 2008』、『研究者総覧』及び『高知女子大学 学生支援対策集 2009』があ

る。学部レベルのものとしては、『生活科学部学部報』、『文化学部活動記録』、『看護学部年報』、『平成 20

年度看護学部委員会活動報告書』及び『社会福祉学部報』などがある。このうち、『研究シーズ集 2008』

に教員の優れた研究成果を盛り込むとともに、各頁のレイアウト、全体の装幀・紙質・印刷の創意と工夫

があり、外部者にとって非常に読みやすいものになっている。 

地域創成センターの発行する『KWU NEWS LETTERS』は地域社会に対し、大学の教育・研究活動の現況や

計画を豊富な写真や新聞記事のリストを活用しながら多面的に地域社会に発信し、現在、通算して第 19

号に達している。 

ウェブサイトにも各教員の教育活動に関する情報を登載している。その他、公開講座やリカレント教育、

事例検討会などもウェブサイトなどで積極的な広報を行い、活動後には成果についても公表している。 

これらのことから、大学における教育研究活動の状況や、その活動の成果に関する情報をわかりやすく

社会に発信していると判断する。 

 

以上の内容を総合し、「基準11を満たしている。」と判断する。 

 

【優れた点】 

○ 大学の主要各部門が、年頭に立案した活動目標への取組、達成度、課題などについて、年度末に当

該各部門の出席の下、アニュアルレビューを行い、その評価を共有している。これは、学内の組織単

位における自己点検・評価と相互評価であり、各組織に相互評価結果が実質的にフィードバックされ

ている。 

○ 『研究シーズ集 2008』に教員の優れた研究成果を盛り込むとともに、各頁のレイアウト、全体の

装幀・紙質・印刷の創意と工夫があり、外部者にとって非常に読みやすいものになっている。 

○ 地域創成センターの発行する『KWU NEWS LETTERS』は地域社会に対し、大学の教育・研究活動の現

況や計画を豊富な写真や新聞記事のリストを活用しながら多面的に発信し、現在、通算して第 19 号

に達している。 
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ⅰ 現況及び特徴（対象大学から提出された自己評価書から転載） 

 

１ 現況 

（１）大学名  高知女子大学 

（２）所在地  高知県高知市永国寺町５番15号（永国

寺キャンパス） 

        高知県高知市池2751番地１（池キャン

パス） 

（３）学部等の構成 

   学部：生活科学部、文化学部、看護学部、社会福

祉学部 

   研究科：看護学研究科、人間生活学研究科、健康

生活科学研究科 

   関連施設：附属図書館本館及び池図書室、総合情

報センター、地域創成センター、キ

ャリアセンター 

（４）学生数及び教員数（平成21年５月１日現在） 

 学生数：学部946人、大学院103人 

   専任教員数：89人 

   助手数：3人 

２ 特徴 

 【沿革】本学は、昭和19年高知県立女子医学専門学

校を母体として発足し、昭和22年に高知県立女子専門

学校に再編され、同24年２月に文部省の設立認可を受け、

高知県立高知女子大学として家政学部生活科学科で構成

される単科大学として開学した。 

 その後、昭和27年に家政学部に看護学科が設置され

２学科となった。昭和31年には文学部2学科（国文学科、

英文学科）が併設され、昭和39年に家政学部が家政学

科、食物栄養学科、生活理学科、衛生看護学科（昭和56

年看護学科に改称）の４学科に再編され、平成10年４

月大規模改組が行われ、生活科学部（生活デザイン学科、

健康栄養学科、環境理学科）、文化学部（文化学科）、

看護学部（看護学科）、社会福祉学部（社会福祉学科）

の４学部６学科体制となり、大学院看護学研究科が新設

された。平成13年には、大学院に人間生活学研究科及

び健康生活科学研究科が増設され、現在の基本的な教育

研究体制が出来上がった。平成20年に再編構想が提起

され、生活科学部の健康栄養学科は学部昇格が県議会で

承認された。平成21年には、残る生活デザイン学科と

環境理学科の２学科が募集停止を決定し、再編・転換の

検討が行われている。本学の学部卒業生は8,932人、大

学院修了生は196人に達している。 

【設置理念に基づく特徴】本学は、「生活科学部」、

「文化学部」、「看護学部」、「社会福祉学部」の４学

部と「看護学研究科」、「人間生活学研究科」、「健康

生活科学研究科」の３研究科からなる大学院を擁し、

「21 世紀知識基盤社会」のニーズに対応して、各学部

と大学院が密接な連携を取りながら、質の高い包括的で

先駆的な高等教育に取組んでいる。 

本学は、昭和 24 年に平和と文化の発展を支える女性

の育成を掲げて誕生した。昭和 31 年４月制定の学則に

は、基本的な教育目的を「教育基本法の精神に基づき、

広く知識を授け、専門の学芸を教授研究し、もって人格

の向上を図るとともに、平和と文化の発展及び福祉の増

進に貢献しうる女性を育成し、併せて、地域社会の向上

に寄与することを目的とする」と定めた。本学は 60 年

の伝統を築き、今日まで「女性の高等教育拠点」として、

輝かしい足跡を残し、高度専門職の多様な資格を取得す

る体制を整えるなどして、多くの優れた人材を社会に輩

出し、社会の発展と男女共同参画社会の実現に貢献して

きた。 

 本学は、教育、研究、社会・国際貢献という３つの領

域の活動を重視し、「学生」「教員」「職員」「県民」

が４輪駆動の車輪の様に、協力・協働して「県民のくら

しに不可欠な大学づくり」、「県民の誇りとなる大学づ

くり」に向けて地道な成果を挙げている。学生は、自由

で明るいキャンパスライフを楽しむとともに、地域社会

の中に飛び出し、実習、フィールド調査研究、ボランテ

ィア活動、サークル活動など地域住民の暖かいご支援と

ご理解に包まれながら多くの貴重な経験を積んでいるの

も本学の特色である。 

 大学院は、「学術の理論及び応用を教授研究し、その

深奥を究めて、文化の進展に寄与する」（大学院学則

第１章第２条及び第２章第３条）ことを目的とし、博

士後期課程として、看護・生活科学・社会福祉・文化領

域の連携融合による「健康生活科学研究科」、修士課程

として、看護学専攻の「看護学研究科」、生活科学領

域・社会福祉領域・文化領域の連携融合による「人間生

活学研究科」の３研究科を擁している。研究科は学部と

異なり男女共学で、専門領域課題のみならず、地域問題

に取り組む専門家を養成し、地域密着型研究活動を推進

して成果を挙げている。また、土曜開講・集中講義・遠

隔授業などにより、社会人の就学やインターネットによ

る個別指導も可能にしている。 
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ⅱ 目的（対象大学から提出された自己評価書から転載） 

 

１．教育の目的と使命 

昭和31年４月学則制定により、大学の目的は「教育基本法の精神に基づき、広く知識を授け、専門の学芸を

教授研究し、もって人格の向上を図るとともに、平和と文化の発展及び福祉の増進に貢献しうる女性を育成し、

併せて、地域社会の向上に寄与することを目的とする」と定められ、今日まで変更することなく継続している。 

その後、平成９年には、１）21世紀の女子高等教育の創造と確立、２）県立大学の使命と地域社会の課題解決

への貢献、３）総合大学として質の高い国内外の知の拠点化、を目的の具体化として掲げている。また、平成10

年に大学院を開設し、「学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究めて、文化の進展に寄与する」ことを

目的としてきた。 

 

【使命】 

 高知女子大学は、地域社会の人々と共に“自由、創造、そして真の豊かさ”を具現化する社会を構築する人間

力、挑戦力に富む人材を育成し、地域に根ざし、地域と共に発展する大学をめざします。 

 高知女子大学は、「学生中心の大学」を大学運営の基本に据え、女性の自立と全人格的発達を促し、社会的

な課題に的確かつ柔軟に対応できる能力を涵養するとともに、併せて地域社会の向上に寄与するために、入学か

ら卒業にいたるまで、学生の修学、課外活動、社会活動、就職活動などキャンパスライフ全体にわたる学生支援

を目指します。 

 

 

２．大学運営の基本方針 

 

１）高知女子大学中長期計画に定めている大学の目的に沿って、大学全体が取り組んでいくことを基本方針と

し、各部局はこの方針を具現化するように努める。 

 

２）高知女子大学は、教育の質の向上のために、教員の業績を適切に評価する教員評価を行う方針のもとに、

本学では各教員が２年間の活動計画を提出し、２年毎にその達成度について自己点検評価を行うことが中長期

計画で示されている。 

 

３）高知女子大学は、常に教育に関する評価を積極的に聴き、教育の質の向上に努めることを基本方針とし、

各学部・研究科はこの方針の具現化に努める。 

 

４）高知女子大学は、教育の質の保証及び向上や継続的改善のために、教育の成果や達成状況について点検・

評価し、その結果に基づいて改善･向上することを基本方針とし、各学部・各研究科はこの方針を具現化するよ

うに努める。 

 

５）高知女子大学は、学習内容など学生生活に関して、学生からの意見の聴取を行い、これらの意見を取り入

れることを基本方針とし、各学部・各研究科はこの方針を具現化するように努める。 

 

６）高知女子大学は、教育に必要な施設を充実するとともに、地域貢献活動として、地域の方に積極的に施設

や生涯学習の場を提供することを基本的な方針とし、各学部・各研究科及び総合情報センターはこの方針を具
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現化するように努める。 

７）高知女子大学は、教育の質の向上や継続的改善のために、教職員それぞれの知識と技術が向上できるよう

に支援することを基本方針とし、各学部・各研究科がこの方針を具現化するように努める。 

 

８) 高知女子大学は、財務に関して、学生の教育を保証するとともに、教育研究活動を活性化するために、予

算を適切に配分し、効率的に執行することを基本方針とし、各部局はこの方針を具現化するように努める。 

 

９）高知女子大学は、大学の目的を達成するために、大学全体の活動及び活動の成果に関して自己点検・評価

を行い、継続的に改善を行うことを基本方針とし、大学として自己点検・評価を行う。 

 

３．大学改革 

永国寺キャンパスは、社会貢献の「知の拠点」のキャンパスとして、池キャンパスは健康・医療・福祉のキャ

ンパスとして発展させる方向での大学改革を推進している。 

池キャンパスについては、平成22年４月より、看護学部を45名から80名に、社会福祉学部を30名から70名にそ

れぞれ入学定員を増やすと共に、現在、永国寺キャンパスにある生活科学部健康栄養学科を20名から40名に入学

定員を増やし、健康栄養学部に学部昇格させて池キャンパスに移転させる予定である。また教員数についても、

看護学部を33名から49名に、社会福祉学部は13名から28名に、健康栄養学部は13名から18名に増やすことが決定

されている。さらに、社会福祉学部では介護福祉士の養成も開始する。これらの改革を踏まえ、池キャンパスの

３学部では連携して特色ある高度職業人育成教育を行うことを目指している。さらに今後、大学院での教育研究

の充実による看護教育等の高度化や、隣接する高知医療センターとも連携し、高知県の健康・医療・福祉を支え

る人材の育成を行うこととしている。 

永国寺キャンパスについては、平成22年度から生活科学部生活デザイン学科及び環境理学科の学生募集を停止

することを決定した。また、現在、高知県が設置している「県立大学改革における永国寺キャンパス検討会」

（県内大学関係者と有識者による検討会）において永国寺キャンパス全体の将来の方向性が検討されている。 

 

【改革の方向性】 

「地方主権の時代を展望し、“住民主体、そして協働”により、地域の中で学び、地域課題を総合的調査研究

により解決し、地域と共に育ち、地域に育てられる大学をめざします。」 

具体的な改革の方向性は次に示すとおりである。 

○「高知県民が誇りとする大学」「高知県民の生活に密着した大学」をさらに充実発展させていきます。 

○「人材育成立県・高知」を築くため、豊かな人間性と自律性に富む質の高い人材を養成します。 

○「人間尊厳のまちづくり」「安全安心のまちづくり」「協働のまちづくり」「環境・文化共生のまちづく

り」に貢献する人材を育成し、社会貢献活動を推進します。 

○「安心して健やかに暮らすことのできる地域社会」を支える健康・看護・福祉の高度専門職者を養成します。 

○社会の信頼に応え、時代のニーズに敏感で、社会的責務を果たし、倫理観にみなぎる大学運営を推進します。 

○地域に根ざし、「共に生きる誠意」に充ち満ちた社会支援ネットワーキングと知識、技術、文化、芸術、歴

史、情報拠点としての発展を促進します。 

○教育・研究・地域貢献を通して、多様で質の高い高等教育の充実と男女共同参画社会の実現に努めます。 

○地域社会と世界を包摂するグローカリズムを通して、国際人としてのセンスと資質を磨き、アジア諸国、国

際社会への貢献を志します。 
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ⅲ 自己評価の概要（対象大学から提出された自己評価書から転載） 

 

基準１ 大学の目的 

本学の大学及び大学院の教育目的は、学校教育法に規定された、大学一般に求められている目的から外れる

ことなく、女性の高等教育の質的向上や高度職業人人材育成、公立大学、地方大学の使命である地域社会への

貢献を遂行することが定められ、学則及び大学院則で明示されている。さらに各学部・研究科においても、そ

れぞれの特性を踏まえた教育の理念や教育目的が定められている。 

また、教育目標は、年報、学部報、大学案内、学生便覧、ホームページなどで公開するとともに、オープン

キャンパス、各種のオリエンテーション、県内の校長会などの多様な機会を捉えて学内及び社会に対して周知

を行っている。さらにアニュアルレビューを通じて教職員による大学の目的を再認識、成果と課題の共有化、

大学の使命と目的の再確認等を行う取り組みがなされている。 

なお、本学では平成 22 年４月から生活科学部健康栄養学科の健康栄養学部への学部昇格及び池キャンパスへ

の移転や、生活科学部生活デザイン学科並びに環境理学科の学生募集を停止することとしており、現在の教育

目的が適切であるか検討することが求められる。 

 

基準２ 教育研究組織（実施体制） 

本学の教育研究組織は、学士課程として生活科学部、文化学部、看護学部、社会福祉学部の４学部、大学院

課程として看護学研究科（修士課程）、人間生活学研究科（修士課程）、健康生活科学研究科（博士後期課程）

の３研究科から構成されている。生活科学部は、生活デザイン学科、健康栄養学科、環境理学科の３学科構成、

文化学部、看護学部、社会福祉学部は１学科構成である。看護学研究科は看護学部の上に積み上げられた研究

科であるが、人間生活学研究科は、生活科学部、文化学部、社会福祉学部の３学部が連携協力する学際的な研

究科、また健康生活科学研究科は、看護学研究科と人間生活学研究科を基礎とした学際的な研究科である。教

育研究に関わる全学的センターとしては、図書情報部門と情報処理部門からなる総合情報センターと、地域社

会の要請や課題解決に応え、地域貢献の役割も果たす地域創成センターを設置している。以上の４学部 6 学科、

３研究科、２センターは、本学の教育研究の目標を達成する上で適切に構成され、教育研究活動を行っている。 

教育課程や教育方法等に関して、各学部の専門教育課程に関する事項は、各学部に設置された学部教務委員

会において検討され、全学に関わる事項や学部間の調整を必要とする事項は、全学の教務委員会において各学

部教務委員会と連携しながら検討が行われている。全学の教務委員会の下に３つの専門委員会を設置しており、

共通教育専門委員会は、本学における教養教育に該当する共通教育の運営を、教職課程専門委員会は教職課程

やその教育方法を、学芸員資格専門委員会は学芸員資格取得課程やその教育方法を検討し、それぞれの教育課

程を運営している。 

各学部、各研究科の教育活動に係る重要事項については、毎月定例的に開催される各学部教授会、各研究科

委員会において協議・審議が行われている。 

 

基準３ 教員及び教育支援者 

本学では、全ての学部において、教員組織の 小単位を学科とし、科目編成及び科目内容の決定に関わる階

層的組織を構成し、学部長の責任のもとで運営する教授会が 終責任を負う体制を構築している。各学科では、

専任教員を学科目制に準じた形で配置している。教員配置数は、学部・学科に関する大学設置基準及び学科等

に設置する課程の基準を満たしている。 

  教員の採用基準として「高知女子大学人事選考基準」を、教員の採用手続きとして「高知女子大学の教員人

事に関する規程」を制定し、教員選考の基本方針、選考基準及び手続きを明確にしている。この規程に基づき、
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学部ごとに当該学部の実状及び専門分野の特性に応じた具体的な選考基準及び選考手続き・方法を定めた細則

を制定している。教員採用は原則公募とし、積極的に外部からの人材の確保に努めるとともに、採用選考にお

いては、教育上の指導能力を重視して評価している。教員の昇任審査においても、採用と同等以上の基準・手

続きに基づき審査を行っている。 

  教員の諸活動の自発的活性化に役立てるため、平成 15 年度から全教員が「２年間の活動計画」を作成して学

部長に提出し、計画に基づき活動を行っている。平成 20 年度には、「２年間の活動計画」を基礎資料として、

教員の力量や活動水準の向上を目的とした教員評価制度の試行を行った。以上のように、教員自身による自己

点検評価・計画と教員評価制度を組み合わせることにより、個々の教員の活動に対する PDCA（計画－実施－点

検－対策）サイクルが確立しつつある。また、平成 14 年度から実施を開始した学部学生による授業評価は、教

員自身による自己点検評価・計画の作成に活用される形でこのサイクルの中に組み込まれている。 

  教育内容と関連する研究活動が、すべての部局等において十分に行われており、これらは公表されているシ

ラバスと各学部の年次報告書との照合によって確認できる。 

  事務職員は、教育課程を展開するのに必要な業務に配置されているが、県職員として人事異動による交替が

定期的にあるため、大学職員として長期計画に基づいてスキルを向上させるにあたって障害となっている。 

ＴＡ等の教育補助者についても、実験、実習系科目を中心として配置されており、学生の教育支援に有効な

役割を果たしているが、配置の拡大・充実が必要である。 

 

基準４ 学生の受入 

各学部・研究科ではアドミッション・ポリシーを作成し、ホームページで公表するとともに、進学説明会、

入試説明会等で志願者をはじめ関係者に周知している。また入学者受入方針を具体的に示すため、全ての入試

問題の「採点評価基準」「出題の意図」を公表している。そして入学者受入方針に沿って、大学入試センター試

験、個別学力検査、小論文、面接、調査書の評定平均値などを組み合わせ、学科の特性に合った多様な評価方

法を採り、本学の「求める学生」の確保に努めている。 

  また、公正な選抜試験を実施し、過誤による受験生に対する不利益が生じないように、マニュアルを完備し、

監査委員会を設けて、実施上の誤りを防ぐ仕組みを構築している。さらに、毎回、改善を積み重ねる仕組みを

つくり、改良を重ねている。 

各学部では入学定員を守り、定員数は確実に確保できている。実質倍率は選抜機能が働く２倍以上であり、

「求める学生」が確保できている。しかし人間生活学研究科において定員割れの状態が続いている。ＰＲ活動

による入学者確保は行われているが、現在のカリキュラムを見直し、充実していくことが必要である。 

 

基準５ 教育内容及び方法 

〈学士課程〉 

 本学は、高知女子大学学則に定められている目的を 大の使命とした教育の実践に努めている。そのための

教育課程は、全学部共通の共通教育と各学部の教育目的を基にした独自の専門教育を実施し、互いに補完しあ

って、基礎から専門まで段階的に学び、卒業論文・研究により問題解決能力を修得するカリキュラムを実施し

ている。 

  学生の多様なニーズ、社会からの要請等に対応し、他学部や他大学との単位互換、インターンシップ、自由

科目制度、編入学者への配慮などを行っている。 

  シラバスは、全学的に統一したフォーマットで学士課程すべての授業科目において作成し、授業の目標と到

達 目標、授業計画、成績評価、オフィスアワーの時間などを明示し、学生の自学自習の支援を行っている。

各学部でも、授業時間外の学習時間の確保、学年担当教員によるきめ細やかな履修指導、ＧＰＡ制度の一部導
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入など、学生の自主的な学習を促し、十分な学習時間を確保する取り組みを行っている。 

  成績評価基準、単位認定基準、卒業認定基準は、学則に基づき学部学科ごとに基準を設け、学生に配付する

学生便覧に掲載し、オリエンテーションで学生に説明し、理解を深めている。成績評価等の正確さを担保する

ために、成績評価に対する学生からの異議申立ての制度を全学的に整備している。 

〈大学院課程〉 

 大学院設置基準の改正に伴い、各研究科の人材養成に関する目的を明確化するとともに、ホームページに公

表し、目的を達成する教育課程を体系的に編成している。課程・研究科コースごとに、教育の目的に沿って当

該学問分野や社会の動向も踏まえて授業科目を配置し、内容は教育課程編成の趣旨と教員の研究分野に基づく

内容により、 新の研究成果も反映する専門的、実践的なものとなっている。専門看護師教育課程の認定を受

けており、希望する大学院生のニーズに対応するように科目編成されている。有職者や社会人のニーズに応え

るために、土・日・祝日の授業開講を行っている。 

大学院生に必要な情報を記述したシラバスを入学オリエンテーション時に配布し、自主的な学習ができるよ

う院生研究室やゼミ演習室を整備して授業時間外の学習を支援し、複数の指導教員によるきめ細やかな指導や

指導時間などを確保して指導内容の充実に努めている。 

各研究科の規程・内規に基づいて研究指導体制が整えられており、それに即して研究を行うスケジュールが

組まれている。また、他の学問領域の研究者も含めた複数の教員での指導体制が取られている。 

成績評価基準並びに修了認定基準が、大学院学則などで定められおり、これらを記した大学院学生便覧を配

布すると共に、オリエンテーションで大学院生に周知している。基準に従って成績評価と単位認定がなされ、

修了認定が適切に行われている。 

 

基準６ 教育の成果 

学生が身に付ける学力、資質・能力や養成しようとする人材像については学則で示され、ホームページ、学

生便覧等により学生にも明らかにされている。また、卒業者率、資格試験合格率や就職率、卒論作成に向けた

取組み状況と内容からも、本学の教育の成果・効果は上がっていると判断できる。 

学生に対する授業評価調査でも、高い評価を得ており、教育の成果が上がっていると考えられる。また、授

業評価を行うだけでなく、教務委員会などが中心となって教育目標や、養成しようとする人材像から達成状況

を検証し、個々の科目や実習のシラバスを定期的に見直し、カリキュラム改正に取り組んでいることも評価で

きる。 

また、専門職者を養成する教育を検証するための試みもなされ、修得するべき知識や技術、その達成度につ

いて、学生に意見を聴き、調査を実施している。さらに、卒業生や修了生からの意見も聴取しており、結果と

して教育内容等について満足しているという評価を受けている。これらのことから、本学の専門職者の養成を

目指した教育は高い評価を得ていると判断する。 

大学院教育に関しても、修了状況、学位取得率の結果等の観点から見て、教育の成果・効果がみられると判

断できる。看護学研究科では、修了後、専門看護師や認定看護管理者の資格取得を積極的に行っており、教育

課程の設置の趣旨を反映した教育が行われていると考えられる。また、学位論文を学会等で発表するように取

組んでいるが、さらに早期に着実に公表するように支援していく必要がある。 

 

基準７ 学生支援等 

本学は、オリエンテーション、ガイダンスの充実に力を入れ、新入生に対しては履修指導や学生生活全般に

ついて、オリエンテーション及びガイダンスが実施されている。加えて、学部学科別にガイダンスや相談がき

め細かに行われている。各学部及び各研究科の在学生に対しても、新入生と同様に適切なガイダンスや相談が
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行われている。 

  学習相談、助言は、学年担当教員が行っている他に、「オピニオンボックス」による学生ニーズの把握、携帯

電話情報サービスを実施し、携帯電話端末用の本学ホームページに休講情報を掲載しており、そのページに「事

務局にひと言」コーナーを設置している。このコーナーは、学生から大学事務局に対する意見や疑問、相談な

どを気軽に言える場として設けたもので、回答が必要な場合はメールで返信したり、学生課の掲示板で公表し

ている。このように学生の意見・要望を聞く機会を日常的に設けている。 

  学習支援が必要と考えられる留学生、社会人、障害のある学生などへは、体制の整備を行い組織的な対応を

行っている。留学生に対して、国際交流協定に基づいた留学生には、入学料、入学手数料、授業料を免除して

いる。研究科では、看護学研究科（修士課程）の一部と人間生活学研究科（修士課程）及び健康生活科学研究

科（後期博士課程）は、大学院設置基準第 14 条に規定する社会人学生であり、勤務時間等に配慮し、休日や電

子メールを利用した授業や学習指導が行われている。障害を持つ学生には、使用教室、座席を配慮したり、専

用机・椅子・スペースを確保し、学習支援を行っている。 

自主的な学習環境について、情報処理センター、附属図書館などでは、ハードとソフト両面の整備を進め、

その整備に努めている。 

健康、生活、進路、各種ハラスメントなどに関するニーズの把握は多様であるが、学生課の学生支援担当の

専任職員２名が中心となって行っている。保健室からのデータや、就職支援室が行うガイダンスなどで悩みや

意見を聴き、多くの要望を汲み上げることでニーズを把握し、学生からの相談・助言体制が整備されている。

各種ハラスメントなどに関しては人権委員会が設置されてる。 

特別な支援が必要と考えられる学生には、留学生や障害のある学生に対して、施設・設備面で計画的に整備

を進めている。また、制度面や人的な面でも新たな制度や方法を導入し、支援を行っている。 

学生の経済面の援助では、奨学金申請者の採用率はほぼ 100％であり、近年その採用率は増加している。ま

た、学生寮の入居者数は常に満杯であり、高い利用率となっているのが現状であり、学生が期待する経済面で

の援助は効果的に行われていると思われる。 

 

基準８ 施設・設備 

校地及び校舎は、大学設置基準第 37 条及び第 37 条の２に定める面積を上回っており、講義室や演習室等の

教育課程に対応した施設・設備を有している。 

しかしながら、永国寺キャンパスの施設の老朽化や耐震対策、バリアフリー対策に課題を残している。永国

寺キャンパスの耐震対策については、耐震診断が始まっており、その他の課題については、大学改革にあわせ

て対応することとしている。そのための整備や検討も行っているので、大学改革の進捗に併せた整備が期待で

きる。 

施設・設備の利用についても、教職員は学内ウェブ、学生は学生課を通じて自由に予約することが可能であ

り、有効活用されている。さらに、施設・設備の利用に関しては利用方針を明示し、ホームページ、学生便覧

により学生・教職員に周知している。 

図書館と情報処理センターを統合し、総合情報センターを立ち上げ、教育・研究に関わる情報処理環境を充

実している。授業にも極めて有効に活用できる情報処理環境が整備されている。 

２つの図書舘(室)の図書、資料等は、相応の種類、数量等を備えているほか、検索システムも整備されてい

る。また、学外への開放にも取り組んでおり、学内者はもとより学外者にも有効に利用されている。 

施設・設備については、根幹となる維持・管理は高知県財産条例・規則等が定められ、その下に学内規程等

に基づいて適正な管理・運用が行われている。また図書舘（室）の利用も学内規程により適切に行われている。

これらの規程はすべてホームページで閲覧できることとなっており、特に学生に必要なものについては、学生
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便覧等でも提供している。 

本学の施設・設備については、編成された教育研究組織の運営及び教育課程の実現にふさわしい整備がされ、

有効に活用されているといえる。また、バリアフリー化への配慮を念頭にした取り組みも進めている。 

 

基準９ 教育の質の向上及び改善のためのシステム 

教育状況に関するデータや資料は、入試の実施状況や就職関係のデータや資料とともに、学生課において一

元的、継続的かつ適切に収集、蓄積されている。しかし、データベース化し統一的管理を行ない、データ相互

の照合による分析が可能な状況とすることが求められる。 

教員個々の教育活動の包括的な実態については、「教員の２年間活動計画」の形で教員のデータや資料が整備

されている。また、学部の活動や教員の活動は、大学年報および各学部の学部報、さらに教員の業績集等で公

表されている。 

  学生の意見聴取については、授業評価アンケートの実施を含む多様な取り組みがなされている。すべての授

業に対して授業評価アンケートが実施され、その結果は各担当教員にフィードバックされ、教員がこれに基づ

いて改善計画を作成・報告して実施するという形で改善活動に活用されている。 

  学外者の意見は、学長諮問評価会議において全般的・総合的な観点から聴取されており、これに加えて、学

外者実習や企業・高校訪問、卒業生参加企画など、さまざまな機会を利用して聴取されており、それぞれ、実

習内容、キャリア形成教育、高校生の現状やニーズにあった教育カリキュラム改善などに活用されている。 

  評価結果に基づいた個々の教員による授業の継続的改善も、授業改善策や「教員の２年間活動計画」などの

形で、各教員が改善の取り組みを行なっている。今後は、現在試行中の教員評価のシステムを整備して本格的

運用を開始し、これらの評価に基づいた改善に取り組んでいくことが必要である。 

ＦＤ活動は、学部・研究科等の部局毎に組織的に取り組まれており、それぞれの学部・研究科の特性や実態

に対応して実施され、ＦＤの結果をそれぞれの教員や学部教育の改善につなげている。 

 

基準 10 財務 

本学は、目的に沿った教育研究活動を遂行するために必要な校地、校舎、教育研究用備品、図書類等の資産

を有している。 

予算及び決算は、県が設置した公立大学であることから、地方自治法等に基づき適正な手続きにより成立、

認定され、県民に公表されている。 

歳入は、大学の財源の構成比率を見ると、自主財源が予算総額の 44％で、一般財源が残りの 56％となってい

る。自主財源の中心である授業料などは、大学の規模に見合った収入レベルにあると考えられるが、受験者の

減少が、不安定要素として出てきている。受験生に、より魅力のある大学として認知されるよう、大学の教育

研究の質の向上に一層努める必要がある。 

一方、歳出は、人件費率が高く、恒常的に必要となる経費の構成比率が高くなっている。これにより、新規

事業の選択の幅が狭まってきているので、より効率的で効果的な執行に努めると共に、創意工夫による実施が

求められている。 

教育研究に関する経費等は、教員や学生一人当たりの単価を維持した額が確保されている。しかし、教育研

究の推進のためには、科学研究費補助金の獲得はもちろん、民間企業や行政機関との連携などの取組強化など

による、外部からの資金導入の一層の拡充も図っていくことが必要である。 

また、本学では、学長裁量経費など、学長の裁量により活用できる執行枠を確保し、重要な案件に迅速に対

応出来るように配慮しているが、予算額が少なく、事業展開が限定的になっている。事業内容の充実と戦略的

な事業展開のために予算の増額に取り組む必要がある。 
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財務に関する監査体制としても、高知県監査委員による監査、県の会計管理局の会計事務検査が定期的に行

われ、さらに公認会計士等による包括外部監査も必要に応じ行われており、財務状況を適切に監査、監督した

上で、結果を県公報等により公表している。 

 

基準 11 管理運営 

大学の管理運営に関わる組織や構成員の責務、権限は、県の条例、規則や学内規程で明示され、学長を統括

者として大学運営会議、評議会、教授会、研究科委員会及び全学委員会等が置かれている。 

このような体制で、学長の効果的な意思決定が行われるとともに、部局長等が学長とともに責任ある執行を

行うために、大学運営会議において重要事項について審議しており、全学委員会の業務についても、統括者制

度を導入し、効率的で責任ある執行体制の構築に務めている。さらに、重点的に取り組みたい案件や委員会所

管事項以外の案件などについては、ワーキンググループを設置して、迅速な対応に努めている。 

事務局には、改革推進室、総務企画課、学生課、図書情報課及び池事務室が置かれ、大学の管理運営を支え

ている。職員の資質向上のため、職員を公立大学協会や県職員としての研修への参加、他大学と連携した取り

組みなどへの参加などにより、職員の資質向上への取り組みを行っているが、事務職員の定期人事異動期間が

約４年と短いため、教学に関する企画・立案、大学運営及び高等教育行政にある程度精通した人材の確保が難

しいことなど、公立大学であることによる課題があり、幅広い検討が求められる。一方、事務職員には目標設

定と人事評価が実施され、人事評価に基づく昇給などの措置も行われており、成果、能力を反映する人事制度

が導入されている。 

危機管理時の体制や対応マニュアルなどの基本規程等は整備されてきたが、災害等の発生時の具体的な対応

力の向上が求められており、引き続き避難や消火訓練等の内容を工夫し、能力の向上を図る必要がある。 

大学内外の関係者のニーズ把握については、学生生活実態調査、「オピニオンボックス」や「事務局にひと言」

による要望・意見、学外者との懇談、小規模大学で学生の声が教員に伝わりやすいという特性など、多様なル

ートで把握している。 

大学の活動状況等に関するデータや情報は収集、蓄積され、「高知女子大学年報」を作成し、ホームページ等

で学内及び学外に公表している。 

大学の活動の全体の状況について、根拠となる資料やデータ等に基づいて、自己点検・評価が行われている

が、大学として一定の方式が存在していなかったことが課題であった。平成 21 年度より、学部活動報告書や年

報の公表、３年に一度の自己点検評価報告書の作成、学長諮問評価会議の毎年開催などの改善策に取り組むこ

ととされている。 

平成 19 年度より各部門が年頭に立案した活動目標への取組み、達成度、課題などについてアニュアルレビュ

ーを行い、その評価を共有している。 
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ⅳ 自己評価書等 

 

 対象大学から提出された自己評価書本文については、機構ウェブサイト（評価事業）に掲載しておりますので

ご参照下さい。 

 なお、自己評価書の別添として提出された資料の一覧については、次ページ以降の「ⅴ 自己評価書に添付さ

れた資料一覧」をご参照下さい。 

 

 

 

 

 

 

機構ホームページ  http://www.niad.ac.jp/ 

 

  自己評価書     http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201003/ 

daigaku/no6_1_1_jiko_kouchijyo_d201003.pdf 
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ⅴ 自己評価書に添付された資料一覧 

 

基 準 資料番号 根拠資料・データ名 

基準１ １－２－①－１ 

１－２－①－２ 

１－２－①－３ 

１－２－①－４ 

１－２－①－５ 

１－２－①－６ 

高知女子大学大学案内2009 Ｐ.６ 

平成19年度高知女子大学年報Ｐ.１ 

高知女子大学生活科学部学部報第10号 ｢生活科学部の教育理念・教育目標｣ 

平成20年度看諸学部活動報告書Ｐ.20､21 

平成21年度保護者および新入生・編入生との学科別懇談資料(看護学部) 

平成21年度新任教員オリエンテーション資料（看護学部） 

基準２ ２－１－①－１ 

２－１－②－１ 

２－１－②－２ 

２－１－②－３ 

 

２－１－②－４ 

２－１－③－１ 

２－１－③－２ 

２－１－③－３ 

２－１－③－４ 

２－１－⑤－１ 

２－１－⑤－２ 

２－１－⑤－３ 

２－１－⑤－４ 

２－１－⑤－５ 

２－１－⑤－６ 

２－２－①－１ 

２－２－①－２ 

２－２－①－３ 

２－２－①－４ 

２－２－②－１ 

２－２－②－２ 

２－２－②－３ 

２－２－②－４ 

２－２－②－５ 

２－２－②－６ 

別冊２－１－⑤－１ 

高知女子大学学則第２章 

高知女子大学教務委員会規程 

高知女子大学共通教育専門委員会規程 

池キャンパスの学生が永国寺キャンパスに移動して受講している共通教育科目と受講者

数 

平成19年度高知女子大学年報Ｐ.28、29 

高知女子大学大学院学則第２章 

高知女子大学大学院2010 大学院案内Ｐ.４ 

高知女子大学大学院2010 大学院案内Ｐ.10 

高知女子大学大学院2010 大学院案内Ｐ.16 

高知女子大学総合情報センター・高知短期大学総合情報センター運営委員会規程 

図書部会規程 

平成19年度高知女子大学年報Ｐ.70､71 

情報処理部会規程 

高知女子大学地域創成センター設置規程 

平成19年度高知女子大学年報Ｐ.74､75 

高知女子大学教授会規程 

高知女子大学大学院看護学研究科委員会規程 

高知女子大学大学院人間生活学研究科委員会規程 

高知女子大学大学院健康生活科学研究科委昌会規程 

高知女子大学教職課程専門委員会規程 

高知女子大学学芸員資格専門委員会規程 

高知女子大学生活科学部教務委員会規程 

高知女子大学文化学部教務委員会規程 

高知女子大学看護学部教務委員会規程 

高知女子大学社会福祉学部教務委員会規程 

KWU NEWS LETTERS(March/2009№19) 

基準３ ３－１－①－１ 

３－１－⑤－１ 

３－１－⑤－２ 

高知女子大学の教員人事に関する規程 

学部別専任教員採用等の実績 

２年間の活動計画 
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３－２－①－１ 

３－２－①－２ 

３－２－①－３ 

３－２－①－４ 

３－２－①－５ 

３－２－①－６ 

３－２－①－７ 

３－２－①－８ 

３－２－①－９ 

３－２－①－10 

３－２－①－11 

３－２－①－12 

３－２－①－13 

３－２－①－14 

３－２－②－１ 

３－２－②－２ 

 

３－４－①－１ 

別冊３－３－①－１ 

別冊３－３－①－２ 

高知女子大学人事選考基準 

人事選考基準に関する生活科学部細則 

文化学都人事選考に関する基準細則 

高知女子大学看護学部教員の職位と基準 

看護学部人事選考に関する基準細則 

社会福祉学部人事選考に関する基準細則 

看護学研究科科目担当適格判定に関する規程 

人間生活学研究科の教員組織に加わる者の申請資格等に関する申し合わせ事項 

健康生活科学研究科の教員組織に関する申し合わせ事項 

生活科学部の教員人事に関する規程 

生活科学部人事専門委員会規程 

高知女子大学文化学部人事専門委員会規程 

看護学部人事専門委員会規程 

高知女子大学社会福祉学部人事専門委員会規程 

教員評価（試行）の実施資料 

高知女子大学大学院人間生活学研究科の講義・研究指導等に関する満足度等調査結果の

概要（平成20年度） 

事務職員配置表・職務分担表 

平成21年度開講科目 授業内容の概要（学部シラバス） 

平成21年度版 大学院便覧 

基準４ ４－１－①－１ 

４－１－①－２ 

４－１－①－３ 

４－１－①－４ 

４－２－①－１ 

 

４－２－③－１ 

４－２－③－２ 

４－２－③－３ 

４－２－③－４ 

４－２－③－５ 

４－２－③－６ 

４－２－④－１ 

４－２－④－２ 

高知女子大学(各学部・学科)入学者選抜におけるアドミッション・ポリシー 

平成21年度学生募集要項一般選抜｢[参考]入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)｣

平成2l年度学生募集要項一般選抜｢14．採点評価基準・合否判定基準(前期日程)｣ 

平成21度生活デザイン学科前期日程「出題の意図・採点評価基準」 

平成21年度入学者選抜に関する要項 別表３ 平成21年度高知女子大学入学者選抜の

実施教科・科目等について 

高知女子大学入学試験委員会規程 

高知女子大学入学試験実施に関する規程 

高知女子大学入学資格審査要綱 

高知女子大学入試センター試験実施に関する規程 

入学試験等実施後のコメント及び改善策について 

高知女子大学入試情報提供要領 

入試委員会議事録 

平成19年度看護学研究科自己点検評価報告書 Ｐ.17、18 

基準５ ５－１－①－１ 

５－１－①－２ 

５－１－①－３ 

５－１－①－４ 

５－１－①－５ 

履修規程別表第２ 生活科学部 生活デザイン学科 専門教育科目及び単位数 

履修規程別表第３ 生活科学部 健康栄養学科 専門教育科目及び単位数 

履修規程別表第４ 生活科学部 環境理学科 専門教育科目及び単位数 

履修規程別表第５ 文化学部 文化学科 専門教育科目及び単位数 

履修規程別表第６ 看護学部 看護学科 専門教育科目及び単位数 
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５－１－①－６ 

５－１－①－７ 

５－１－②－１ 

５－１－②－２ 

５－１－②－３ 

５－１－②－４ 

５－１－②－５ 

５－１－③－１ 

５－１－③－２ 

 

５－２－②－１ 

５－２－③－１ 

５－３－①－１ 

５－３－②－１ 

５－４－①－１ 

５－４－①－２ 

５－４－①－３ 

５－４－①－４ 

５－４－①－５ 

５－４－①－６ 

５－４－①－７ 

５－４－②－１ 

５－４－②－２ 

５－５－①－１ 

５－６－①－１ 

５－６－①－２ 

５－６－①－３ 

５－６－①－４ 

５－７－②－１ 

５－７－②－２ 

５－７－②－３ 

５－７－②－４ 

５－７－②－５ 

別冊５－１－①－１ 

別冊５－７－②－１ 

履修規程別表第７ 社会福祉学部 社会福祉学科 専門教育科目及び単位数 

看護学部履修モデル 

高知大学と高知女子大学の単位互換覚書 

高知短期大学と高知女子大学の単位互換覚書 

高知学園短期大学と高知女子大学の単位互換覚書 

高知女子大学看護学部編入生既修得単位認定に関する内規 

編入生の既習得単位認定に関する申し合わせ（看護学部） 

休講届様式 

社会福祉士及び精神保健福祉士受験資格取得に関する配属実習の要件（申し合わせ）（社

会福祉学部実習委員会） 

シラバス記載要領・記載事例 

基礎学力不足の学生等への支援体制 

高知女子大学学修評価規程 

成績に関する学生の疑義への対応について(申し合わせ) 

高知女子大学大学院学位規程 

高知女子大学大学院看護学研究科の理念・目的等を定める規程 

高知女子大学大学院人間生活学研究科の理念・目的等を定める規程 

高知女子大学大学院健康生活科学研究科の理念・目的等を定める規程 

高知女子大学大学院看護学研究科規程別表 

高知女子大学大学院人間生活学研究科規程別表 

高知女子大学大学院健康生活科学研究科規程別表 

健康生活科学研究科オリエンテーション資料 

高知女子大学長期履修学生規程 

平成21年度看護学研究科 開講科目について(履修モデル) 

高知女子大学大学院看護学研究科修士学位審査に関する内規 

高知女子大学大学院人間生活学研究科修士学位審査に関する内規 

高知女子大学大学院健康生活科学研究科修士学位審査に関する内規 

健康生活科学研究科の博士論文スケジュール 

高知女子大学大学院看護学研究科規程 

高知女子大学大学院人間生活学研究科規程 

高知女子大学大学院健康生活科学研究科規程 

博士論文第一次審査結果報告書 

博士論文審査結果報告書 

平成21年度版 時間割 

健康生活科学研究科委員会議事録 

基準６ ６－１－①－１ 

６－１－①－２ 

６－１－①－３ 

６－１－①－４ 

平成19年度高知女子大学年報Ｐ.41 

平成19年度高知女子大学年報Ｐ.69 

平成20年度看護学部活動報告書Ｐ.63-68 

平成20年度看護学部活動報告書Ｐ.83-87 
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６－１－①－５ 

６－１－①－６ 

６－１－②－１ 

６－１－②－２ 

６－１－②－３ 

６－１－②－４ 

６－１－②－５ 

６－１－④－１ 

６－１－④－２ 

６－１－④－３ 

別冊６－１－①－１ 

別冊６－１－②－１ 

平成20年度看護学部活動報告書Ｐ.104-130 

平成20年度看護学部活動報告書Ｐ.14-18 

生活デザイン学科学生成果発表一覧表 

平成20年度看護学部活動報告書Ｐ.97 

看護学研究科 研究成果等公表状況 

人間生活学研究科 学位論文成果公表状況 

健康生活科学研究科 学位論文成果公表状況 

高知女子大学キャリアセンター設置規程 

平成21年３月卒業者 産業別就職状況 

卒業者就職先リスト 

平成20年度アニュアルレビュー報告書 

大学院修了論文要旨集（2009年３月） 

基準７ ７－１－①－１ 

７－１－②－１ 

７－１－②－２ 

７－１－②－３ 

７－２－①－１ 

７－２－②－１ 

７－２－②－２ 

７－３－①－１ 

７－３－②－１ 

７－３－③－１ 

平成21年度オリエンテーション日程表 

平成21年度高知女子大学評議員及び各種委員等一覧表 

学生・院生・教職員の皆さんへ(お知らせ)～オピニオンボックスを設置しました～ 

高知女子大学「事務局への意見・相談箱｣設置要項 

自主的学習環境について 

エスコーターズへの感謝状 

地域と共に歩む看護学部 ～教員・学生が協働して参加するボランティア活動～ 

人権委員会規程 

発達障害の学生支援体制 

平成19年度高知女子大学年報Ｐ.65～67 

基準８ ８－１－①－１ 

８－１－③－１ 

８－１－③－２ 

８－１－③－３ 

８－１－③－４ 

別冊８－１－③－１ 

別冊８－２－①－１ 

平成19年度高知女子大学年報Ｐ.103 

高知県財産条例 

高知女子大学校舎管理規則 

高知女子大学総合情報センター・高知短期大学総合情報センター規程 

高知女子大学情報処理センター利用規則 

平成21年度版 学生便覧 

高知女子大学総合情報センター図書館利用案内 

基準９ ９－１－①－１ 

９－１－②－１ 

９－１－②－２ 

９－１－②－３ 

９－１－③－１ 

９－１－③－２ 

９－１－④－１ 

９－２－①－１ 

９－２－①－２ 

９－２－①－３ 

高知県公文書規程 

平成19年度学生による授業評価実施報告書（看護学部 社会福祉学部）Ｐ.４ 

｢オピニオンボックス｣実施状況 

H20年度｢事務局にひと言｣集計 

平成20年度学長諮問評価会議式次第 

企業訪問報告書様式 

平成19年度学生による授業評価結果報告書Ｐ.28､Ｐ.49 

生活科学部ＦＤ委員会規程 

高知女子大学文化学部ＦＤ委員会規程 

看護学部ＦＤ委員会規程 
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９－２－①－４ 

９－２－①－５ 

 

別冊９－１－②－１ 

別冊９－１－③－１ 

別冊９－１－③－２ 

別冊９－１－③－３ 

高知女子大学社会福祉学部ＦＤ委員会規程 

文部科学省戦略的大学連携支援事業「四国地区大学教職員能力開発ネットワークによる

大学の教育力向上」の概要 

平成19年度学生による授業評価実施報告書 

平成20年度学校栄養教育実習報告会 

平成20年度健康栄養学科３回生地域保健臨地実習報告会 

2008年度社会福祉実習報告書 めばえ 

基準11 11－１－①－１ 

11－１－①－２ 

11－１－①－３ 

11－１－①－４ 

11－１－①－５ 

11－１－①－６ 

11－１－①－７ 

11－１－①－８ 

11－１－②－１ 

11－１－③－１ 

11－１－③－２ 

11－１－⑤－１ 

11－３－①－１ 

11－３－①－２ 

別冊11－１－①－１ 

別冊11－２－②－１ 

別冊11－３－④－１ 

別冊11－３－④－２ 

別冊11－３－④－３ 

別冊11－３－④－４ 

別冊11－３－④－５ 

別冊11－３－④－６ 

高知女子大学危機管理規程 

高知女子大学・高知短期大学 防火対策規程 

高知女子大学・高知短期大学 東南海・南海地震防災規程 

高知女子大学教員倫理規程 

高知県職員倫理条例 

高知女子大学研究倫理審査要綱 

高知女子大学ハラスメント防止のためのガイドライン 

高知県立高知女子大学における公的研究費の不正防止計画 

高知女子大学運営会議規程 

平成19年度高知女子大学学生支援のための学生生活実態及びニーズ調査の概要 

高知女子大学学長諮問評価会議規程 

事務職員の研修参加状況 

高知女子大学自己点稔・評価運営委員会規程 

平成20年度高知女子大学活動アニュアルレビュー報告会（式次第） 

高知女子大学学生支援対策集 

平成19年度高知女子大学学報 

高知女子大学生活科学部学部報第10号 (2008年版) 

高知子大学文化学部 活動記録(2006年度) 

高知女子大学看護学部年報 平成20年度 

平成20年度看諸学部活動報告書 

高知女子大学社会福祉学部報第11号2009年 

研究者シーズ集 2008 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


