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たちばなとタッキーの話 

「らぶっく」の名称を決めるにあたり、応募作

品の中に「たちばな」や「タッキー」を使ったも

のが多かったので、ちょっと調べてみました。 

学園の校章は高知学園のはじまりである江

陽学舎の創立者信清権馬氏の家紋である

「橘（たちばな）」が元になっているようです。

昭和26年に城東高校（高知高校の前身）校長

となられ、高知学園を創られた川島源司氏の

家紋も奇しくも橘でした。 

高知学園のあちこちで活躍している、タチバ

ナ・タッキーはやなせたかし高知学園名誉学

園長（平成15年3月より）によるデザインで

す。学園の校章である「橘（たちばな）」をイ

メージしたウサギっぽい動物キャラクターで、

躍動と愛を表現 

しています。 

高知学園短期大学図書館 

図書館運営委員会 

発行日  

平成22年8月4日 

Kochi Gakuen Col lege Library News 

 大学時代、私の関心は砂漠とオアシス

の世界、西域（現在の中国領中央アジ

ア）、いわゆるシルクロードでした。ヘディ

ンをはじめ、スタイン、ル=コック、ペリオ、

コズロフ、そして大谷探検隊などの探検記

を翻訳書で読みあさり、それを肉づけして

卒論を書きました。テーマの舞台が外国、

しかも中国であることから、英語に中国

語、それに漢文（古典）で書かれた本を

読みました。英語や漢文は高校時代苦

手で成績も良くなかった科目でしたが、

知りたい一心で辞書を引きました。 

 興味関心があれば、ましてや必要とあれ

ば、苦手なことでも我慢してやり通そうと

する。そのあとには達成感が得られます。

そうなると何かが身についています。    

 では、それらの本をどこで見つけたか。

―図書館です。小さな図書館でしたが、

書架のあいだをまわり、何気なく手に取っ

た本に思いも寄らない文章やヒントとなる

ことばを発見すると、思わ

ず「ヤッタ～！」と叫びそ

うになりました。また親切

な司書の方に関連する

本や学外の図書館のこと

を教えてもらいました。 

 将来の進路についてす

でに目標をもって入学さ

れた皆さんにとって、

日々の授業の一つ一つ

が将来、現場で役立つ知識・技能を習得す

る場です。まずその授業をしっかりと受講す

ることが大事ですが、さらに理解を深め知識

を広げるための情報を得られる場が図書館で

す。予習や復習、ちょっと気になったことを調

べようと思ったら、あるいは気分転換をしたいと

思ったら、ぜひ図書館に足を運んでください。 

そして本を手にとってページをめくってください。

きっと“Yahoo！”検索では得られない発見が

ありますよ。 ●●  

                    （7月23日） 

学  長     片  岡  一  忠 

「らぶっく」のネーミングについて 

図書館報の名称は、公募により寄

せられた候補の中から、看護学科2

年久保詩織さん、竹村有左さんの

「らぶっく」が採用されました。図書

館に親しみをもってたくさん本を読

んでもらいたいという委員会の願い

とマッチした、ラブとブックをかけた

爽やかな響きをもつ「らぶっく」。 

 副名称として「Kochi Gakuen College 

Library News」が採用されました。

副名称の応募用紙には氏名があり

ませんでした。応募者の方は図書

館まで申し出てください。 

ら ぶ っ く 



学年・学科別貸出統計(２００９年度）
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貸出回数が多かった本ベスト１０(２００９年度） 

1. 新染色法のすべて        ７０回 

2. 病理学/病理組織細胞学    ５７回 

3. 臨床免疫学             ５５回 

4. 臨床検査総論           ４５回 

5. 臨床化学               ４３回 

6. 臨床血液学              ３４回 

7. 臨床生理学              ３０回 

8. 染色法                 ２８回 

9. 微生物学/臨床微生物学     ２７回 

10. 医学領域における臨床検査学入門  ２３回 

数字でみる図書館利用状況(２００９年４月～２０１０年３月） 

１階にはパソコンが

１８台あるんだ。レポートを書いたり、イン

ターネットができるよ。各階にはLAN環境

も整ってるよ 

貸出・返却はここで。 

他の図書館から本を借

りたり、文献のコピーを

頼んだりできるよ 

コピーカードを使って

館内でコピーができる

よ。コピーカードは教

務係で販売してるよ 

ここは雑誌コーナー。半年

から１年経つと、製本して 

２階の製本雑誌架におく

んだよ 

視聴覚資料コーナー

ビデオ・CD・DVDが  

たくさんあるよ 

辞書・事典・白書など

参考図書はここ 

蔵書検索用パソコン

探している本があるか

調べることができるよ。

館内のどこにあるかも

表示されるんだ 蔵書検索用パソコン

１階には検索用パソ

コンが２台あるよ 

図書は内容によって 置き場所をか

えているんだ。 

自然科学関係の本や医学書は２階

にあり、それ以外の図書は地階だよ 

まずは図書館に行って実際に見てみ

よう！ 

学内ＬＡＮにつながったパソコンから

探している本が図書館にあるか調べ

ることもできるよ。URLはこちら↓ 
http://192.168.21.181/schoolilis/
menu.asp 

高知県に関する資料は

地階のこの棚に集めて

あるよ 

絵本や紙芝居など

子供向けの本が 

たくさんあるよ 

地階の蔵書検索用 

パソコンはここにあるよ 

岩波新書は薄くて

読みやすいので読

書にはもってこい 

毎朝の新聞チェックは短

大生の常識!?高知新聞他

いっぺんに６紙の新聞が  

読めるよ 

グループ学習室は授業や

サークルの話し合いに利

用できて人気があるんだ 

蔵書検索用パソコン 

 1階にあった雑誌

は製本してここに

保存されるんだ 

 図書館って  

どんなとこ？  
そんなあなたのために図書館をどどんとご紹介！ 

わからないことはどんどん図書館員に質問してください 

図書館には他にも便利な機能がたくさん！ 

次号では検索端末の使い方など、詳しく紹介していくよ 

学生１人あたりの

貸出冊数（2009年度）
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※生活科学学科・幼児保育学科は2年課程。看護学科は2008年に開設したため、2009年度は2学年のみ 



■■在宅看護■■ 

 在宅におけるストーマケアマニュアル 

 写真でわかる訪問看護   

 場面でまなぶ在宅看護論   

 在宅看護クイックマニュアル   

 図解でわかる介護保険のしくみ 最新 改訂４版  

 在宅人工呼吸器ポケットマニュアル  

 在宅酸素療法マニュアル 第２版   

 根拠がわかる在宅看護技術 第２版 

 家庭でできるリハビリとマッサージ   

 図解脳卒中のリハビリと生活   

 目からウロコ！三好春樹のまちがいだらけの片まひリハビリ 

 在宅療養支援診療所連携ガイドブック 

 現場から学ぶ自立支援のための住宅改修 

 地域看護アセスメントガイド  

 訪問看護における摂食・嚥下リハビリテーション 

 ニーズのとらえかたとケアプラン作成 

■■精神看護■■ 

 知られざる万人の病てんかん 改訂２版 

 感情と看護  

 べてるの家の「当事者研究」  

 べてるの家の「非」援助論  

 退院支援、べてる式。   

 認知行動療法、べてる式。 

 看護診断にもとづく精神看護ケアプラン 第２版  

 境界性人格障害患者の理解と看護  

 看護師版〈統合失調症患者〉心理教育プログラムの 

  基礎・実践・理論   

■■母性看護■■ 

 妊婦健康診査パーフェクトマニュアル 

 母乳育児支援ブック  

 産科スタッフのための新生児学 改訂２版 

 写真でわかる母性看護技術   

 事例で学ぶ看護過程 ｐａｒｔ ２   

 周産期看護学アップデート   

 母性看護学 改訂３版   

■■養護教諭■■ 

 保健師・看護師のための介護予防の知識と技術 

 新型インフルエンザの学校対策  

 命を蝕むドラッグ乱用   

 保健実験大図鑑 全３巻セット 

 学校でできる心理学を取り入れた生活習慣病予防 

  プログラム   

 作ろう！遊んで学べるオモシロ掲示 ｖｏｌ．１、２  

 コマザキ先生のほけんだより 

 ゲームで保健の授業！  

 ワークショップで保健の授業！ 

 小学校の保健学習 
 小学校「授業書」方式による保健の授業 
 子どもと対話ですすめる１５分間保健指導２１ 

  ＆わくわくアイディア教材   
 保健教材の作り方・使い方 
 からだといのちを感じる保健教材・教具集 
 救急処置「なぜ・なに」事典 

 これだけは知っておきたい養護教諭の実践に活かす 

  教育法規Ｑ＆Ａ  

 解説教育六法 平成２２年版  

■■老年看護■■ 

 アセスメントからはじまる高齢者ケア 

 アルツハイマー病が予防できる 

 イラスト高齢者の生活援助  

 エビデンス老年医療  

 高齢者機能評価ハンドブック 

 高齢者ケア「疑問すっきり」便利事典 

 高齢者ケアの考え方と技術 

 重度痴呆性老人のケア  

 痴呆性高齢者の残存能力を高めるケア 

 特別養護老人ホーム看護実践ハンドブック 

老年者ケアを科学する 

各学科の先生方から寄せられた選書リストを元に選書委員会が選書した選りすぐりの本が図書館の新たな蔵書になります。今回ご紹介するのは7月の選書委員会で

購入が決定した図書です。新着書架を是非チェックしてみてください。 

■■情報科学■■ 

 アイスブレイク入門   
 Ｍｏｏｄｌｅ入門   
 ｅラーニング専門家のためのインストラクショナルデザイン 
 作って覚えるＶｉｓｕａｌ Ｃ＃ ２００８ Ｅｘｐｒｅｓｓ Ｅｄｉｔｉｏｎ入門 
 絶対現場主義Ｖｉｓｕａｌ Ｃ＃実践講座 
 ひと目でわかるＷｉｎｄｏｗｓ ７操作＆設定テクニック厳選２００！ 
 Ｗｉｎｄｏｗｓ ７上級マニュアル 
 達人が教えるＥｘｃｅｌグラフテクニック１０１  
 達人が教えるＥｘｃｅｌ集計テクニック１５６  
 達人が教えるＥｘｃｅｌ ＶＢＡテクニック２０７ 
■■教養教育■■ 

 大学新入生のためのリメディアル数学  
 忘れてしまった高校の数学を復習する本 
 小学校６年間の算数が６時間でわかる本 
 調査報告「学力低下」の実態 
 これからの「正義」の話をしよう 
 ２０歳のときに知っておきたかったこと 
 もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメン 

  ト』を読んだら   
 詭弁論理学 
 逆説論理学 
 日本語修辞辞典  
 反論の技術 

■■栄養教諭■■ 
 食教育の指導実践集 小学１，２，３年生   
 食教育の指導実践集 小学４，５，６年生   
 食育指導ガイドブック   
 わかりやすいＥＢＮと栄養疫学  
■■絵本■■ 

 ちことゆうのおだんごやさん  
 みみとみん おとうさんおきて！  
 ボクらはオコジョのおまわりさん  
 いたちのこもりうた  
 おばけのどろんどろんとぴかぴかおばけ  
 きょうだいきかんしゃたろうとじろう  
 ぱっくんおおかみとくいしんぼん  
 トマトせんせいのじどうしゃ  
 かばのさかだちあいうえお  
 ゆでたまごまーだ  
 いたずらララちゃん  
 おばけのラーバン  
 １１ぴきのねことあほうどり 
 １１ぴきのねことぶた  
 １１ぴきのねこふくろのなか  
 １１ぴきのねことへんなねこ  
 １１ぴきのねこどろんこ  
 ふしぎなガーデン 
 かくれているのだあれ？ 
 ふしぎなおるすばん  
■■生涯スポーツ実技■■ 

 図説スポーツの歴史  
 ブリューゲルの「子供の遊戯」 
 日本こどものあそび大図鑑 
 英国社会の民衆娯楽  
 ﾋﾞﾃﾞｵ:(野外ｹﾞｰﾑ) 第1巻コミュニケーション編 
■■幼児保育■■ 

 保育のための教育心理学 第２版 
 保育・教育に生きる臨床心理学  
 新乳幼児発達心理学  
 いい人間関係ができる子に育てたい 
 スタディガイド心理学 
 保育士養成講座 第３巻 改訂４版  
 人間関係  
 発達心理学 
 子どもの気持ちがわかると子育ては、もっと楽しい 
 子どもに好かれるせんせいの「ことばがけ」 
 造形表現で生きる総合保育 
 子どもの表現力をグングン引き出す造形活動ハンドブック 

 幼稚園・保育園の毎日のおりがみ  
 段ボール＆ポリ袋であそぼう  
 絵画・製作・造形あそび指導百科  
 ０・１・２歳児の造形あそび百科  
 こどもの造形  
 保育内容造形表現の指導 第３版  
 幼児の遊びと学び  
 １歳児の発達にあったあそびアイデアｂｏｏｋ 
 ２歳児の発達にあったあそびアイデアｂｏｏｋ 
 乳幼児の造形教材集  
 造形表現  
 保育をひらく造形表現 
 おりがみよくばり百科  
 年齢別１２か月こどものうた１５４ 
 ０～５歳児のちょこっとあそびじっくりあそび１９６ 
 カンタン！スグできる！製作あそび  
 ０～５歳児の生活習慣身につけｂｏｏｋ 
 ケガ＆病気の予防・救急マニュアル 
 ０歳児のクラス運営 
 １歳児のクラス運営 
 ２歳児のクラス運営 
 ３歳児のクラス運営 
 ４歳児のクラス運営 
 ５歳児のクラス運営 
 標準音楽辞典（全２巻） 新訂第２版 
■■医学■■ 

 みえる人体 
 人体解剖カラーアトラス 原書第６版 
 人体機能生理学 改訂第５版 
 ＷＨＯ分類第４版による白血病・リンパ系腫瘍の病態学  
 脳と神経のはたらき   
 遺伝子工学の衝撃   
 がんの謎に迫る   
 免疫のしくみ   
 ＲＮＡが拓く新世界   
 Ｄｉｓｅａｓｅ   
 バイオ研究者がもっと知っておきたい化学 １－３ 

 バイオ研究者が知っておきたい化学の必須知識  
 くり返し聞きたい分子生物学講座   
 免疫学イラストレイテッド 原書第７版 
 コ・メディカル版ステッドマン医学辞典 
 驚異のソフトマテリアル   
 元素の事典   
 Ｊａｎｅｗａｙ’ｓ免疫生物学 原書第７版 

 トンプソン＆トンプソン遺伝医学  

 症例でわかる新しい臨床遺伝学 
 CRC Handbook of Chemistry and Physics 91 HRD  
 無機化学命名法   

 物理化学で用いられる量・単位・記号 第３版 

 骨格筋ハンドブック   
 レセプト電算処理システム対応傷病名ガイドブック  
■■基礎看護■■ 

 エビデンスのための看護研究の読み方・進め方 
 根拠がわかる疾患別看護過程  

 基礎からわかるナースのための薬の知識ハンドブ 

  ック  

 糖尿病治療の手びき 改訂第５４版   

 ナースのための心電図初歩の初歩   

 一目でわかる糖尿病といわれた人の看護Ｑ＆Ａ 

 看護過程を使ったヘンダーソン看護論の実践  

 看護過程展開ガイド 改訂版 ヘンダーソン  

 ビジュアル基礎看護技術ガイド  

 ベストティーチャーが教える！看護過程目からウロ 

  コの教え方＆学び方   

 ２４の臨床シーンでわかるコミュニケーションの上手な方法 

 Ｓｔａｒｔ Ｕｐ質的看護研究  

 ねじ子のヒミツ手技 １ｓｔ ｌｅｓｓｏｎ  

 看護データバンク  

 看護場面における感染防止 
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2010年 8月 

日 月 火 水 木 金 土 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

2010年 9月 

日 月 火 水 木 金 土 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

無印は８：３０～１８：００、■は８：３０～１７：００、 

■はオープンキャンパスのため９：００～１５：００、■は休館です 

※9月15日(水）～22日（水）は蔵書点検のため休館します。 

ガイダンス名（所要時間） 対象 

①図書館ツアー（15分） 図書館を使いこなそうとしている方 

②蔵書検索（15分） レポート作成などに図書館資料を役立てたい方 

③J-Dream（30分） 科学技術（医学系含む）の日本語論文を探したい方 

④PubMed(30分） 医学系の外国語論文を探したい方 

☆ガイダンスは組み合わせ自由で随時実施しております。 

お申込の際は希望日時と参加人数を図書館カウンターまでお知らせください。グループ3名から受け付

けます。 

図書館ガイダンスのご案内 

図書館職員の紹介 

   

安岡 隆 

図書課長 

司 書 

西本 恵子 

図書係長 

諏訪 有香 

事務職員 

司 書 
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編集後記 

このたび、図書館から「らぶっく」を創刊

することになりました。年6回（奇数月末）

の発行予定です。今回は創刊号というこ

とで、巻頭に片岡一忠学長に寄稿して

いただきました。ありがとうございました。 

皆さんが本をたくさん読んで、図書館に

親しみをもってもらえるよう、役立つ情報

を掲載していきたいと思います。図書館

にご意見箱を設置しておりますので、ご

意見・ご感想をお寄せください。 

図書館運営委員の紹介 

開館時間のお知らせ 

ホームページもご覧下さい 
http://www.kochi-gc.ac.jp/

toshokan/ 

      

山﨑美惠子 

委員長 

図書館長 

看護学科長 

小西 文子 

（生活科学学科） 

竹村 正 

（幼児保育学科） 

森田 尚亨 

（医療衛生学科 

医療検査専攻） 

野村 加代 

（医療衛生学科  

歯科衛生専攻） 

吉村 澄佳 

（看護学科） 



<<
  /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
  /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 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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /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


