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　近年、肥満、偏った栄養摂取、朝食欠食など子ども
たちの健康問題が深刻化する現状に対応するため、学
校における食育の充実が必要とされています。
　このような状況を踏まえ、食に関する指導体制の整
備を図る栄養教諭制度が国において創設されました。
　この制度を導入し、栄養教諭を配置した都道府県
 （平成１８年２月現在）は、４道府県（北海道、福井県、
大阪府、高知県）であり、小・中学校等に全部で35名
の栄養教諭が配置されています。
　大阪府では、１８年1月より別表の府内９校において、
栄養教諭実践モデル校事業を実施しています。モデル
校には、栄養教諭を配置し、栄養教諭の役割及び食に
関する指導の充実方策についての実践的な研究を進め
ています。
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学校における食育の充実①
大阪府教育委員会事務局
教育振興室　保健体育課
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学校市

上 福 島 小 学 校大 阪 市1

中 央 小 学 校大 阪 市2

古 市 小 学 校大 阪 市3

西 大 冠 小 学 校高 槻 市4

牧 野 小 学 校枚 方 市5

東 小 学 校寝 屋 川 市6

意 岐 部 東 小 学 校東 大 阪 市7

東 深 井 小 学 校堺 市8

西 小 学 校貝 塚 市9

（別表）

―栄養教諭実践モデル校事業―

栄養教諭実践モデル校事業 平成１８年１月現在
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八尾市教育委員会保健給食課
課 長 補 佐　 田 中　 泰 子

学校給食展示会
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　「学校給食大会　展示会」を市役所の１階にある市民
ロビーでおこなっています。健康問題や食品に関する
情報等は各種メディアを通じて巷に溢れかえるほどあ
る昨今ですが、「給食展示会」では学校給食としての特
色ある内容の展示や、学校給食を通した子どもの食生
活や食習慣に関することなどについて展示することを
心掛けています。これまでの主な展示内容は次のとお
りです。

＜第４１回＞　（平成１４年１１月１９～２２日）　テーマ「給食
　　　　　の今むかし」
　　　　　　学校給食の歴史（年表）、年代ごとの給食
　　　　　再現、「調理室の一日」（ビデオや写真）
　　　　　「食品添加物」「朝ごはん」に関する食指導、
　　　　　給食児童委員会作成の壁新聞など

＜第４２回＞　（平成１５年１２月９～１２日）　テーマ「もっ
　　　　　と知ろう、給食のこと」
　　　　　　学校給食の歴史（年表）、郷土の味めぐり
　　　　　（実施した郷土料理等の紹介）、衛生に配慮
　　　　　した給食調理（写真）、魚に関する食指導、
　　　　　給食児童委員会活動の様子など

＜第４３回＞　（平成１６年１１月１６～１９日）　テーマ「おい
　　　　　しく・楽しく・安全に」
　　　　　　給食の豆料理、お楽しみパンの展示、衛
　　　　　生に配慮した給食調理（写真）、衛生自主検
　　　　　査の様子、「飲み物からの砂糖摂取」に関す
　　　　　る食指導、朝食についての学習活動など

＜第４４回＞　（平成１７年１１月２２～２９日）　テーマ「給食
　　　　　ってなあに？」
　　　　　　１か月分の給食を写真で紹介、当日の給
　　　　　食（実物）展示、給食ができるまで（検収
　　　　　から検食までを写真で）、子どもの給食当
　　　　　番活動や食事風景（写真）、「朝食」につい
　　　　　ての調査結果と指導・学習活動、子どもの
　　　　　絵画など
　

　本市では、昭和３７年から全国学校給食週間の取り組
みの一環として「八尾市学校給食大会」を開催してき
ました。その時々に応じた演題で大学教授や専門家の
方々等にご講演いただき、そして給食担当教諭や栄養
士が取り組んだ給食指導や食生活調査結果等について
研究報告するというようなものでした。掲示もおこな
い、時には地域の方の協力を得て八尾（中河内）の郷
土料理や地場野菜の実物展示を行ったこともありまし
た。
　ところが回を重ねるにつれて参加者が目に見えて減
少しきたこともあり、給食大会のあり方について検討
することになりました。
　そこで、それまでは保護者だけを対象としたもので
したが、市民レベルで参加してもらえるようにすれば、
もっと多くの方に学校給食に触れ、知ってもらえるよ
うになるだろうと、第４１回より「学校給食大会　展示
会」にして市役所の１階にある市民ロビーで開催する
ようになりました。
　この方法により都合のつく時間に来て見てもらうこ
とができます。また市役所での開催などで用事で来庁
された方の目に触れ、立ち寄っていただくこともでき
ます。
　開催案内は保護者への案内文、給食だよりのほかに
市の広報やコミュニティ放送（ＦＭちゃお）、掲示ポス
ターなどで行います。
　今年で４年目になりますが以前より多くの方に来場
いただいており（今年で５００名余り）、「たまたま立ち
寄っただけだったけれど、いい勉強になった」「子ども
の頃は給食が苦手だったけれど、この展示を見てまた
食べてみたくなった」「未来を担う子どもたちのために
も頑張ってください」などいろいろなご意見・ご感想
をいただいています。
　これからも給食展示会を通
して保護者はもとより広く市
民の方々にも関心をもち理解
していただくことが、学校･家
庭･地域の連携につながって
いけばと思います。
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展示物の一部を紹介します
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　従来、本校の「食に関する学習」は、それぞれの内
容が全校的なまとまりをもった取り組みとはなってい
ませんでした。
　そこで、今年度は平成��年��月��日に「平成��年度
大阪府学校給食研究協議会」が本校（藤井寺市立藤井
寺小学校）を会場校として実施されるということもあ
り、学校全体として整理していこうということにしま
した。
　まず、それぞれ各学年、各教科・領域で取り組んで
きた「食」に関する単元を「食に関する学習の年間指

導計画」として整理し、全学年を見通しての取り組み
を始めました。
　又この機会に、多くの方々から教えてもらおうとい
うことになり、�協議会当日に
は全学年が授業を公開させて
いただきました。つたない実
践ではありますが、当日公開
した授業の内容を中心に、紹
介させていただきます。
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6　　年5　　年4　　年３　　年２　　年１　　年月
大昔のくらしをのぞこう
生活を計画的に
じゃがいもの栽培
6年生になって

社会
家庭
総合
学活

農業の盛んな地域をた
ずねて
米作り体験
5年生になって

社会

総合
学活

かむことの力国語

４
大昔のくらしをのぞこう
動物のからだのはたらき
生活を計画的に
じゃがいもの栽培

社会
理科
家庭
総合

水産業の盛んな地域を
たずねて
植物の発芽と成長
米作り（代かき）

社会

理科
総合

かむことの力
くらしと水

国語
社会

野菜を育てよう生活ぐんぐんのびろ生活

５
動物のからだのはたらき
じゃがいもの栽培 （収穫祭）
1食分の食事を考えよう
（給食の献立を作ろう）

理科
総合
家庭

これからの食料生産
わたしにできることをやっ
てみよう
米作り（田植え）

社会
家庭

総合

大阪府のようす
よくかむといいこと
いっぱい

社会
総合

植物のからだをしら
べよう
毎日の生活と健康

理科

体育

野菜を育てよう生活ぐんぐんのびろ
きゅうしょくをつ
くっているひとびと

生活
学活６

１食分の食事を考えよう
（給食の献立を作ろう）
夏休みに向けての生活

家庭

学活

わたしにできることを
やってみよう
米作り（草取り）

家庭

総合

大阪府のようす
楽しい夏を過ごすた
めに

社会
学活

夏休みの生活学活野菜を育てよう
夏休みの生活

生活
学活

おむすびころりん
「とうがん」てなに
もうすぐなつやすみ

国語
学活
学活７

楽しい食事を工夫しよう家庭花から実へ
米作り

理科
総合

外国とつながる大阪府
暮らしを見つめて

社会
総合

買い物調べ
花と実を調べよう

社会
理科

元気だったよ生活ぐんぐんのびろ
かぼちゃのつる
どんどんならべて

生活
道徳
図工９

やまなし
戦争から平和への歩み
楽しい食事を工夫しよう

国語
社会
家庭

米作り（稲刈り）
お米大好き

総合いろいろな地域
暮らしを見つめて
野菜が体によいことを
知ろう

社会
総合

わたしたちのくらし
と人びとのくらし
店ではたらく人びと

社会野菜を育てて食べよう
（さつまいも）

生活
道徳

おおきなかぶ
ぐんぐんのびろ
そだててたべよう

国語
生活10

戦争から平和への歩み
病気の予防

社会
体育

作っておいしく食べよう
米作り（脱穀・籾す
り・精米）お米大好き

家庭
総合

暮らしを見つめて
野菜が体によいこと
を知ろう

総合品ものはどこから
すがたをかえる大豆食
べものはかせになろう
大豆パワーを考えよう

社会
国語

学活

野菜を育てて食べよう
（さつまいも収穫祭）

生活ぐんぐんのびろ
そだててたべよう
（小松菜・人参）

生活

11

病気の予防
冬休みの生活

体育
学活

作っておいしく食べよう
インスタントラーメンのたん
じょう
お米大好き（収穫祭）

家庭
道徳

総合

すくすく育てわたしのか
らだ
暮らしを見つめて体に
よい野菜を知ろう

体育

総合

品ものはどこから
買い物のくふう
はるおばちゃんのか
つどん

社会

道徳

冬休みの生活学活ふゆやすみのすごし
かた

学活

12

弁当作りに挑戦しよう家庭お正月料理
家族との触れ合いを楽しもう

道徳
家庭

寒くなると理科かぜのよぼう学活かぜのよぼう学活かぜのよぼう学活１
世界の人 と々のつながり
を広げよう
弁当作りに挑戦しよう
たてわり給食

社会

家庭
学活

食料生産を支える人々
家族との触れ合いを楽
しもう
たてわり給食

社会
家庭

学活

ごんぎつね
たてわり給食

国語
学活

たてわり給食学活みんな大きくなった
よね
たてわり給食

生活

学活

たてわりきゅうしょく学活

２

これからの家庭生活と社会家庭ごんぎつね国語毎日の生活とけんこう体育はるやすみのすごしかた学活３

藤井寺市立藤井寺小学校
健 康 教 育 部
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低・中・高学年別目標

はじめに

「食に関する学習」の年間指導計画

１．

２．

３．
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　４年生：総合的な学習
　　　　　「野菜が体によいことを知ろう」
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　これからも、計画の内容を検討しつつ実践を重ね、子どもたちが日常の食生活全般にわたって、主体的に考え自
主的に実践できるよう取り組んでいきたいと思っています。

　３年生：学級活動
　　　　　「大豆のパワーを考えよう」

　２年生：生活科
　　　　　「野菜を育てて＝レシピ作り」

　５年生：総合的な学習「お米大好き」

　６年生：体育科「病気の予防」　

各学年の授業４．

おわりに５．

　１年生：生活科「そだててたべよう」
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平成１８年度年間行事予定
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新規開発冷凍食品の取り扱いのご案内
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　平成１７年１２月に、下記のとおり、残留農薬検査を行いましたが、すべて基準内でした。

検査機関　　(財)日本食品分析センター

　平成��年�月��日（金）「たかつガーデン」で開催しました。基本配合パンの品質・製造技術の向上を図ることを

目的とし、市町村学校給食担当栄養士（今回は今年度パン実技講習会を受講された方に審査協力を依

頼しました。）や専門家、パン製造業者代表、行政など総勢��名の審査員により府内��工場の基本配

合コッペパンの審査検討を行いました。「第�回に続き全体的に良い出来映えであり、品質の良いパ

ンが供給されています。」とパン製造専門家の講評を受けました。

精米の検査について

平成１７年産　学校給食用精米の残留農薬検査結果について

ヒノヒカリ、あきたこまち、ひとめぼれ、日本晴、きらら３９７、キヌヒカリ
ササニシキ、つがるロマン米の銘柄

農薬検査 エトフェンプロックス、カドミウム、ＢＨＣ、ＤＤＴ、フサライド、ヒ素
重金属、フェノキサエル、シラフルオフェン、フサライド、ピロキロン検査項目

すべて基準値内結　　果

審査結果

品質管理原料配合割合

工　場　名 気孔率容積重量水E・Fイースト塩脱粉油脂砂糖小麦粉

％ｃｃｇ％％％％％％％ｇ

最優秀パン53955010257 0.1 2.0 1.8 4.0 8.0 6.0 70西田製パン所

優秀パン6065709467 0.1 2.0 1.8 4.0 4.0 4.0 70ジョートー食品

優秀パン6386009460 0.1 2.0 2.0 4.0 6.0 6.0 70河内農産工業

優秀パン51955010663 0.1 2.0 1.8 4.0 6.0 6.0 70Ｋ＆Ｋﾌｰｽﾞ本

平成１７年度　第２回　パン品質審査会開催について
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〔審査結果〕

１　次　審　査 ２　次　審　査 気　孔　率　測　定



学校給食だより／第8号 平成18年4月1日

　松原市で栽培されている農産物にはトマト、ほう
れん草、じゃが芋、玉ねぎ、そら豆、枝豆、ねぎ、
キャベツ、菊菜、大阪しろ菜、茄子などがあります。
　市では 「大阪エコ農産物」 の認証を受けた松原市内

の農家がトマト・枝豆・玉ねぎ・
じゃが芋などの生産物を「まっ
たら愛っ娘（まなっこ）松原育
ち」と名づけたものを始め、さ
まざまな農産物を市内や近郊
の農産物直販所で販売するな
ど、地産地消の活性化に取り
組んでいます。「まったら」は

古くから河内地域で呼ばれる「松原」の意味です。
　松原市の学校給食では平成７年度から地場産物
の使用に取り組みはじめました。今では近郊農業
振興事業の一環として経済振興課と連携し、年間計
画を立て、月に１～数回、地
場産物を学校給食に取り入
れています。
　地場産物の使用について
は、献立表に印を入れてお知
らせするようにしています。

����

松原市立天美南学校給食センター
学校栄養職員　伴　夕子
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★本日の栄養価

463カルシウム23.9脂　質23.1タンパク質609エネルギー

247ビタミンＡ2.3亜　鉛1.42鉄61マグネシウム

3.19塩分相当量23ビタミンC0.52ビタミンB20.4ビタミンB1

3.8食物繊維

　食育推進基本計画（案）が３月には示され、いよい
よ１８年度から５年計画で各方面での食育推進が展開さ
れます。当財団においても、市町村・学校に対し、事
業支援ができるよう配慮していきますので、ご意見を
お聞かせください。

２月は、１４日に地場産物のキャベツをスパゲティサラダ
に使用しました。 水菜１月大阪しろな９月小松菜、青ねぎ４月

キャベツ２月小松菜１０月キャベツ５月

青ねぎ３月大阪しろな１１月玉ねぎ６月

ほうれん草１２月枝豆７月

【平成１７年度計画】
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地場産物を取り入れた学校給食
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２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日のののののののののののののののののののの献献献献献献献献献献献献献献献献献献献献立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立２月１４日の献立

牛乳  ミニランチパン
ミートボールのスープ煮  スパゲティサラダ
手作り・チョコ蒸しケーキ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /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 false
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [841.890 595.276]
>> setpagedevice


