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論文 

設問のタイプの違いが読解中のストラテジー使用に与える影響 

―中級日本語学習者を対象に― 

How Question Type Influences Strategies Used by Intermediate Japanese Learners 
during Reading 

山田 裕美子 

 

要旨 

第二言語で学習者が文章を読み設問に答えるという場合、この設問は読みの目的であり、一

種のタスクと考えられる。文章を読む際に異なるタイプの設問を与えられた場合、学習者の読

み方にはどのような影響が及ぶのか、中級日本語学習者に対して、読解過程にみられるストラ

テジーの使用傾向を、発話思考法を用いて調査した。その結果、ストラテジーの上位項目では

「構築処理」が、下位項目では「解釈・説明」「情報の再構成」が設問タイプによって影響を

受けることが確認された。読みの発達段階である学習者においても、異なる目的に応じて自ら

の読み方を変え、理解を作り上げようと試みていることが明らかになった。 

 

キーワード：設問、読解過程、読解ストラテジー、発話思考法、中級日本語学習者 

１．はじめに 

普段の生活の中で文章を読む場合、我々は何らかの目的を持って読んでおり、その目的

に応じてさまざまな読み方を行っている。日本語学習者の場合においても、母語で行って

いるさまざまな読み方を日本語での読解に応用していることは容易に想像できる。第二言

語の学習段階における読解の場合、その目的はタスクとして設定される。読解授業におい

て一番身近に使用されているタスクとして、設問があげられる。設問は、学習者が文章の

内容を理解しているかを測るために用いられるが、授業の活動の中でも、教師が学習者に

単語の意味や接続詞の指す内容や作者の意図をたずねるなどといった発問の形でも用いら

れるものである。これまでの読解研究では、この設問が理解促進に有効であるという見解

が示されているが、設問のある文章を読む際に学習者がその文章理解過程でどのような活

動を行っているかについては明らかではない。また、タスクを扱った研究では、タスクの

有無や異なるタスクによる文章理解の結果を比較し検討したものが多く、設問という同一

タスクにおける設問の種類の違いによる過程的な理解について扱ったものはない。 

本研究では設問を、学習者が文章を読んで理解する際に理解の穴を埋めるものとして捉

え、異なるタイプの設問を与えられた場合に、読み手の文章理解にどのような影響を及ぶ
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かについて検討することを目的とし、中級日本語学習者に対し発話思考法1による調査を

行った。調査では、設問を先に読むことを前提とし、設問のタイプの違いにより、読み手

の読解過程の活動にはどのような違いや特徴があらわれるのか、ストラテジー使用の傾向

という点に着目して検討する。 

２．先行研究 

第一言語の読解研究からは、経験豊富な読み手はどんな目的で読むかに応じて、文章中

の異なる情報に注意を向け、異なる情報処理に従事することが明らかになっている（堀場

2002）。例えば、Narvaez et al.（1999）は、大学生を対象に物語文、説明文を発話思考法

によって読ませ、読解中の推論活動について調べているが、その際、学習読みと娯楽読み

の 2 つの目的で比較したところ、学習読みの方が、再読、背景知識の欠如の認識、テキス

トの内容について評価するという推論活動が多くみられ、読みの目的が読解中の行動に影

響すると結論づけている。 

設問について言及した研究には、設問が文章理解を促進するという佐藤（2001）や、読

み手にグローバルな自問を促す「グローバルな設問2」を与えることが読み手の理解を促進

するという舘岡（2001）があり、これらは設問が文章理解を促進するという点で見解が一

致している。設問の種類に焦点をあて、その種類の違いが文章理解にどう影響を与えてい

るか調べたものに古本（2007）があるが、質問の種類、読解前の質問の有無はいずれも読

解を促進する要因にはならないと結論づけている。しかし、古本の実験は読解後の自由再

生テストの結果を比較しているものであり、質問の種類が「読解中の活動」にどう影響し

ているのかについては明らかではない。 

また、山田（2016）では設問のタイプの違いによる理解の影響を筆記再生データによっ

て分析している。その結果、筆記再生量は設問タイプの影響は受けないものの、何を理解

したかという理解の内容（再生内容）は設問で問われている部分に偏っており、設問タイ

プの違いによる影響がみられた。設問に問われている部分が理解した内容として記憶に残

るということは、読みの理解過程において設問に答えるというタスク（目的）に応じて読

み手が柔軟に読み方を変えていると予想される。そこで、本研究では異なる設問のタイプ

という条件のもと、読み手の文章理解過程の活動であるストラテジー使用にどのような影

響が及ぶのか、発話思考法を用いた調査により分析・考察していくことにする。 

                                                  
1 文章を読む際に、読み手の頭に浮かんだことを全て声に出して語らせることで、読みの過程

を分析する方法 
2 優れた読み手は、読解中に未知語などの語レベルの疑問（ローカルな自問）よりも、文脈で

の意味や、読み手の背景知識など広範囲での情報統合を必要とする疑問（グローバルな自問）

をしていることから、グローバルな設問が読解促進につながるとしている。 
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３．調査の概要 

3.1 調査対象者 

都内の民間日本語学校に在籍する留学生 13 名、国立大学に在籍する大学院研究生、交

換留学生、日本語・日本文化研修留学生（日研生）、学部生 7 名の計 20 名（男性 6 名、女

性 14 名）であった。日本語レベルは、大学院研究生が中級前半（旧日本語能力試験 3 級

合格程度）、日本語学校生と交換留学生、日研生、学部生が中級後半（同 2 級合格程度）

であった。被調査者の出身国および人数の内訳は、韓国 10 名、中国 2 名、台湾 2 名、オー

ストラリア、フランス、ロシア、ポーランド、ブラジル、キューバが各 1 名であった。 

3.2 材料文 

本調査では、新書からの説明文を 2 種類使用した。「子どもはピカソ」（以下「子どもの

絵」）と、「禁煙のはずのトイレに灰皿があるのは、なぜ？」（以下「トイレの灰皿」をそれ

ぞれ学習者のレベルに合わせて一部修正し、材料文とした（稿末の参考資料 1 を参照）。

選定にあたっては、被調査者の日本語レベルを考慮し、日本語能力試験旧 2 級読解問題の

長文問題と同じ程度の長さの文章であること、被調査者が文章内容についての背景知識を

持っていないと思われるもの、興味を持って読めるような内容であること、の 3 点を基準

として選んだ。「子どもの絵」は 854 字・22 文、「トイレの灰皿」は 908 字・22 文からな

る。文章中の漢字は、初級レベル以外のものには全てひらがなでルビをふった。これは、

本調査では漢字を読む能力を問題としてないこと、また、漢字の読み方に意識が向くこと

で読解中の発話思考に支障が出ることを防ぐためである。文章以外に、タイトル、絵、語

彙リストなどは載せなかった。調査実施時には、A3 サイズの用紙を見開き 2 ページとし、

左側に設問、右側に文章を印刷して使用した。 

3.3 設問のタイプの設定と被調査者の割り当て 

テキストを読んで理解するということは、個々の文の意味が分かっているだけでは成り

立たず、文と文との関係を意識し、それらの意味を結びつけ、テキスト全体の意味として

統合する必要がある。統合する文間の情報が狭い範囲のものであれば、文章の理解は局所

的な構築となるが、統合の範囲が広がれば、その理解は全体的なものとなる。仮に読み手

が設問を手がかりに理解を深めているなら、設問によってテキストの情報をどのように結

びつけ、理解を構築するかということにも影響が及ぶと考えられる。そこで、今回の調査

で用いる設問は、解答する際にテキスト中のどの情報とどの情報を結合して意味をまとめ

上げるかという点に注目し、そのまとまりの範囲を比較的狭い範囲から広い範囲へと段階

的に 3 つの種類のものを設定した。 

設問は、（A）局所的な理解で解ける「狭範囲照応問題」、（B）段落を超えた意味の理解

で解ける「広範囲照応問題」、そして（C）文章全体の意味を統合しなければ解けない「記
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憶照応問題」の 3 タイプである。具体的には、（A）の狭範囲照応問題は、下線部が指す意

味を問うような類のもので、文章の前後を参照すれば解答できる問題である。（B）の広範

囲照応問題は（A）と同様に下線部の意味を問う問題形式であるが、答えは下線部から離

れた箇所にあり、段落を超えた意味の理解ができないと解答できない。（C）の記憶照応問

題は、文章全体の内容について「～について合っているもの／合っていないものはどれか」

といったもので、文章を最後まで読み終わった後の全体の理解を照らし合わさなければ解

けない問題である。また、解答形式は多肢選択式とした。これは、選択肢が文章を理解す

る際のヒントになる可能性があると考えたためである。 

以上の 3 種類の設問に被調査者 20 名を割り振った。それぞれ「子どもの絵」「トイレの

灰皿」に 6～7 名ずつ割り当て、A タイプ群、B タイプ群、C タイプ群とした（表 1）。設

問は、A タイプでは 4 問、B タイプでは 3 問、C タイプでは 2 問を設定した。 

表 1：被調査対象者の各群への割り当て 

ID 所属 子どもの絵 トイレの灰皿 ID 所属 子どもの絵 トイレの灰皿

1 日本語学校生 A C 11 日本語学校生 B A 

2 大学院研究生 A B 12 大学院研究生 B C 

3 大学学部生 A C 13 学部交換留学生 B A 

4 日本語学校生 A B 14 学部日研生 B C 

5 日本語学校生 A C 15 日本語学校生 C B 

6 日本語学校生 A B 16 日本語学校生 C A 

7 大学院研究生 A B 17 日本語学校生 C B 

8 日本語学校生 B C 18 日本語学校生 C B 

9 日本語学校生 B A 19 大学院研究生 C A 

10 日本語学校生 B C 20 学部交換留学生 C A 

3.4 手続き 

調査は個々に調査者と対面式で行った。まず調査開始に先立ち、調査の概括的な説明を

行った後で、短いテキスト文を用いて発話思考法の練習を行った。被調査者には、テキス

ト文を音読しながら頭の中で考えていることを逐次報告するよう指示した。被調査者が思

考発話を十分行えると判断した時点で練習を終え、調査を開始した。手順は、①設問を黙

読する、②設問を音読しながら思考発話をする、③テキスト文を読みながら思考発話し、

設問に答える、④もう一つのテキスト文を読む（①～③の手順）、⑤フォローアップインタ

ビューという順番で行った。本調査は、被調査者が設問を先に読み、その内容を十分頭に

入れていることを前提とするため、手順の①②の設問部分は、黙読、音読しながらの思考

発話の計 2 回行うこととした。手順③の設問への解答は、テキスト文を読んでいる最中に

設問に答える、または、テキスト文を読み終わってから設問に答える、のいずれでもよい

とし、思考発話をする際の被調査者の言語は、日本語、母語のどちらでもよいとした。実
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際にはほとんどの被調査者は日本語で発話し、表現できない場合だけ母語で発話を行って

いた。手順②～⑤の被調査者の発話音声は、すべて IC レコーダーで録音した。被調査者

一人あたりの所要時間は、読解中が約 30 分×2 種類のテキストで 1 時間程度、説明やフォ

ローアップインタビューを含め、一人約 1 時間半から 2 時間程度であった。被調査者一人

につき、2 種類のテキストに、異なるタイプの設問 2 種類を割り当て、調査を行ったが、

テキストの種類と設問の組み合わせ及び実施の順序は、偏りが生じないようカウンターバ

ランスをとった（表 1 を参照）。 

４．分析方法 

4.1 分析対象 

読解過程での発話部分は、本文の前の設問部分を読みながらの思考発話部分、設問解答

部分を含む本文読解過程の思考発話部分、フォローアップインタビューを全て文字化し、

このうち、テキスト文を 1 回目に音読している部分を除いたものを分析対象とした。 

4.2 ストラテジーの認定 

4.1 の発話プロトコルデータを「文章を理解する上での機能」という観点から分割、分

類し、読解ストラテジーとして認定した。ストラテジーの分類にあたっては、菊池（2004, 

2006）3、Kamhi-Stein（2003）4を参考にし、新たな分類項目を追加した。その結果、被

調査者が使用するストラテジーは全部で 20 項目となった。それらは、①解釈・説明、②

置き換え、③語義の推測、④文法の確認、⑤漢字の読み、⑥先行文脈とのつながり、⑦情

報の再構成、⑧内容の精緻化、⑨世界知識、⑩予測、⑪内容に関する疑問、⑫感想・意見、

⑬テキスト構造の確認、⑭モニター、⑮保留、⑯設問への意識、⑰設問への解答、⑱再読、

⑲読み戻り、⑳読み飛ばしであった（稿末資料 2 を参照）。 

さらに、この 20 のストラテジーを 3 つの上位カテゴリに分けてまとめた。上位カテゴ

リの分類は、Kintsch（1988）のテキスト理解のモデル「構築－統合モデル（construction- 

integration model）」を参考にし、「構築処理ストラテジー」「統合処理ストラテジー」と

し、これに理解過程で読みをコントロールする「読解制御ストラテジー」を加えて、3 つ

の上位項目とした。ストラテジー①～⑤は、テキスト文の表層的な理解のための「構築処

                                                  
3 菊池（2004）では、ボトムアップストラテジー（形態素・音素分析、単語分析、文の統語・

意味分析）と、トップダウンストラテジー（推論、一般知識使用、テキスト構造、モニター）

の上位 2 項目 7 ストラテジー、同（2006）では、再読、内容説明、再構成、訂正、精緻化、

推測、保留、モニターの 8 つを取り上げている。 
4 Kamhi-Stein（2003）では、テキストベース（パラフレーズ、辞書使用、文脈使用、テキス

ト構造の確認、再読、重要情報の確認、重要情報の要約）、ハイレベル（情報の統合、推論、

テキスト内容に関する疑問、予測、感想）、理解モニター（問題点の認識、問題解決の試み）

の上位 3 項目 14 ストラテジーを設けている。 
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理ストラテジー」に、⑥～⑬は、テキスト文を読み手の知識や文脈の中に結び付けて理解

する「統合処理ストラテジー」に、⑭～⑳は「読解制御ストラテジー」に含まれる。 

プロトコルデータの下位分類には、筆者の他に 2 名（日本語教育の大学院を修了した日

本語母語話者）が独立して行い、3 名の不一致部分は筆者が調整し再度評定した。 

５．上位ストラテジーの使用傾向 

5.1 分析結果  

読解ストラテジーを文章理解の処理過程によって大きく 3 つに分けた「構築処理」「統

合処理」「読解制御」ストラテジーの上位カテゴリの使用が、設問のタイプによって、どう

影響を受けているかをみていく。 

発話プロトコルから抽出したストラテジーを 20 項目に分類し、これらを 3 つの上位カ

テゴリごとにまとめ、それぞれの出現数を記したものが表 2 である。 

表 2：ストラテジーの上位カテゴリことの出現数 （  ）内は平均値 

 A タイプ群 
（N=13） 

B タイプ群 
（N=14） 

C タイプ群 
（N=13） 

構築処理 169（13.00） 301（22.36） 276（21.23） 

統合処理 145（11.31） 163（12.43） 218（16.31） 

読解制御 421（32.15） 338（24.14） 319（23.69） 

計 735（56.54） 802（57.29） 813（62.54） 

 

出現ストラテジー総数の平均値は、A タイプ群（56.54）、B タイプ群（57.29）、C タイ

プ群（62.54）であった。大きな差ではないものの、ストラテジーの総出現数は C タイプ

群の出現数が一番高く、B タイプ群、A タイプ群の順に減少している。 

表 2 に示した上位カテゴリのデータに対し、SPSS（Ver.23）を用いて設問タイプを要因

とする分散分析を行い、「構築処理」「統合処理」「読解制御」のストラテジー使用が、設問

タイプの違いによる影響を受けているかを調べた。その結果、どのストラテジーでも 5%

水準で有意差はみられなかったが、「構築処理」にのみ有意傾向（p＝.094）が認められた。

しかし、Tukey SHD 法による多重比較では、いずれの群間の差も有意ではなかった。 

5.2 考察 

設問タイプの違いによる読解中の上位ストラテジー使用の影響については、「構築処理」

ストラテジーに影響が及ぶ傾向にあるものの、個々の群間には差はみられなかった。また、

「統合処理」「読解制御」いずれも設問タイプの違いによる影響はみられなかった。 

統計的な有意差は認められなかったが、「構築処理」ストラテジーでは、A タイプ群での

出現数が最も低く、B・C タイプ群で高く出現していた。A タイプ群が低かった理由は、A

タイプの設問が指示詞の指す内容を問うなど局所的な理解で解ける問題であったため、そ
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れほどこのストラテジーを活性化せずに、必要最低限の処理で理解していたと考えられる。

また、B・C タイプ群で「構築処理」ストラテジーが多く用いられていたのは、B・C タイ

プのような、広範囲でのまとまった意味を作り上げないと解答できないような設問を与え

られた場合、読み手は高次の理解を求められるため「統合処理」を行わなければならず、

その前段階として「構築処理」ストラテジーを活性化させる必要があったと考えられる。 

「統合処理」と「読解制御」で設問タイプの違いによる影響がみられなかった理由とし

て、まず「統合処理」では、読み手がテキストベースの構築に注意が向けられ過ぎていた

ため、高次処理である「統合処理」を効果的に働かせる余裕がなかったことが考えられる。

これは A・B・C タイプ群のいずれの場合においても「構築処理」の出現数の方が「統合

処理」より高くなっており、読み手が「構築処理」に頼りながら読みを進めていることか

らも分かる。また、「読解制御」は、自分の読みの理解を確認する「モニター」や、分から

ない箇所をそのままにする「保留」、理解に躓いた際にその箇所を複数回読む「再読」など

が下位カテゴリに含まれるが、これらは読みに躓いた時に起きるストラテジーであるため、

設問に関係なくどの群でも平均してあらわれ、上位カテゴリ全体での影響をみた場合、設

問タイプの違いが影響しなかったと考えられる。 

以上が、読解ストラテジーの上位カテゴリにおける、設問タイプの違いによる影響であ

る。次に、それぞれの下位カテゴリでは、具体的にどのようなストラテジーが読解過程で

影響を受けているのか、下位分類にみられる個々のストラテジーについて分析する。 

６．下位ストラテジーの使用傾向 

6.1 分析結果 

下位ストラテジーの 20 項目の出現数および平均値を表 3 に示す。 

上位カテゴリ同様、設問タイプを要因とする分散分析を行った結果、「解釈・説明」「情

報の再構成」に 5％水準で有意差がみられた（解釈・説明 F（2, 37）＝4.050, p ＜.05、情

報の再構成 F（2, 37）＝3.693, p ＜.05）。Tukey SHD 法による多重比較では、「解釈・説

明」が A タイプ群＜B タイプ群、A タイプ群＜C タイプ群、「情報の再構成」が A タイプ

群＜C タイプ群であった。 
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表 3：下位ストラテジーの出現数 （ ）内は平均値 

上位カテゴリ ストラテジー 
A タイプ群 
（N＝13） 

B タイプ群 
（N＝14） 

C タイプ群 
（N＝13） 

構築処理 ①解釈・説明 81 （6.23） 201（14.36） 178（13.69）

 ②置き換え 35 （2.69） 66 （4.71） 40 （3.08） 

 ③語義の推測 26 （2.00） 31 （2.21） 28 （2.15） 

 ④文法の確認 13 （1.00） 11 （0.79） 26 （2.00） 

 ⑤漢字の読み 14 （1.08） 4 （0.29） 4 （0.31） 

統合処理 ⑥先行文脈とのつながり 27 （2.08） 54 （3.86） 38 （2.92） 

 ⑦情報の再構成 9 （0.69） 24 （1.71） 25 （1.92） 

 ⑧内容の精緻化 31 （2.38） 39 （2.79） 48 （3.69） 

 ⑨世界知識 34 （2.62） 25 （1.79） 34 （2.62） 

 ⑩予測 1 （0.08） 1 （0.07） 4 （0.31） 

 ⑪内容に関する疑問 9 （0.69） 6 （0.43） 15 （1.15） 

 ⑫感想・意見 30 （2.31） 22 （1.57） 45 （3.46） 

 ⑬テキスト構造 6 （0.46） 3 （0.21） 3 （0.23） 

読解制御 ⑭モニター 49 （3.77） 43 （3.07） 45 （3.46） 

 ⑮保留 39 （3.00） 53 （3.79） 20 （1.54） 

 ⑯設問への意識 35 （2.69） 21 （1.50） 21 （1.62） 

 ⑰設問への解答 88 （6.77） 85 （6.07） 79 （6.08） 

 ⑱再読 172（12.23） 124 （8.86） 139（10.69）

 ⑲読み飛ばし 27 （2.08） 3 （0.21） 2 （0.15） 

 ⑳読み戻り 8 （0.62） 9 （0.64） 2 （0.15） 

計  735（56.54） 802（57.29） 813（62.54）

 

6.2 考察  

下位ストラテジーでは、設問タイプの違いにより「解釈・説明」と「情報の再構成」の

ストラテジー使用が影響を受けることが明らかになった。 

6.2.1 解釈・説明 

「解釈・説明」ストラテジーは、A タイプ群よりも B・C タイプ群に高くあらわれるス

トラテジーであった。つまり、段落を超えた文章全体の意味を問うような設問に答えると

いう課題を設定された場合、読み手の「解釈・説明」ストラテジーが活性化される。「解釈・

説明」ストラテジーは、読んでいる節や文の内容を自己の解釈で別の表現を用いて説明す

るストラテジーである。文の意味を説明するためには、当然単語や文法の意味を理解して

いなければならない。すなわち、「解釈・説明」は、他の「構築処理」ストラテジーである

「語義を推測する」「文法を確認する」などの文章理解におけるボトムアップ的な処理を経

た後のテキストベースを形成する最終的な処理段階であり、次の「統合処理」の段階へと

移る一歩手前の段階にあるといえる。例えば B タイプ群での発話では、テキスト文「「機
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内のトイレでは絶対にタバコを吸わないでください」といわれているのに、なぜか飛行機

のトイレには灰皿がある」という部分を読んだ後に「タバコを吸わないでくださいって書

いているのに、まだ飛行機のトイレには灰皿が残っているけど、…」と自分が解釈した内

容を説明している。この「テキスト文を読む」→「解釈・説明」というパターンは、A～C

群に共通してみられるのだが、この B タイプ群の読み手はその後に、「この理由は何か、

その内容と思います」と発話し、筆者がその理由は何なのかを問うている意味だと「情報

を再構成」している。さらに発話は、「機内の中でタバコを吸うことを禁止しているのに、

どうしてまだ灰皿が残っているのか、なんか、おかしいんじゃないか、（筆者は）その考え

じゃないかと思います。」と続き、「内容を精緻化」している。つまり、「テキスト文を読む

→解釈・説明」というパターンを理解の軸として、そこから「再構成」や「精緻化」など

の「統合処理」ストラテジーを展開させているのである。この例からもわかるように、B・

C タイプの設問の場合、広範囲での意味の構築、すなわち「統合処理」を行う準備として

「解釈・説明」ストラテジーを多く使用していると考えられる。一方、A タイプのような

局所的な理解で解答できる問題を与えられた場合、段落間やテキスト全体の情報を結びつ

ける必要がなくなるため、このストラテジーを働かせていなかったのだといえる。 

読み手は B・C タイプのように大きな意味のまとまりで理解を促すような設問を与えら

れることで、「解釈・説明」ストラテジーを活性化させ、そこでの理解を基にテキスト全体

の意味を構築しようと試みていることが明らかになった。A タイプのような設問の場合、

読み手は局所的な理解に留まってしまい、全体的な理解を抑制してしまう恐れがある。 

6.2.2 情報の再構成 

「情報の再構成」ストラテジーは、A タイプ群よりも C タイプ群に高くあらわれていた

ストラテジーであった。「情報の再構成」は、「A の前に B」という文から「B の後で A」

のように、本文の論の進め方とは異なる方法で再構成し、理解を確認するストラテジーで

ある。C タイプ群の発話には、以下のようなものがみられた。 

テキスト文『トイレの灰皿』で、飛行機の中は禁煙なのにトイレには灰皿があるという

内容の後に「…航空会社は乗客に対して「絶対の信頼」をおいていないのだ」という文を

読み、「…絶対信頼、信頼したら、灰皿はなかった」という発話や、『子どもの絵』で、「写

実的な絵を描く前に、イマジネーションが爆発する時期があるのだ。」を読み、「イマジネー

ションを使って、絵を描く、絵を描いたあと、写真的な絵を描くことになります。」などの

発話から、テキスト文とは違った論の進め方で読んだ情報を再構成していることがわかる。 

情報を再構成するためには、当該文の文意を理解していることが前提となり、再構成す

ることにより、理解がさらに強化される。C タイプの設問のように、文章の局所的な理解

ではなく、広範囲の理解が求められる場合、理解した情報を記憶し、それらを統合しなが

ら読み進めていかなければならない。多くの情報を記憶するために、情報を再構成して結
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束性を強化することが必要であったため、Aタイプ群よりも Cタイプ群で「情報の再構成」

が多く使用されていたものと思われる。 

6.2.1 でも触れたが、読み手は「解釈・説明」で得た理解をもとに、「情報の精緻化」や

「内容の再構成」などの高次処理へ移行する。今回統計的には「内容の再構成」以外に有

意な差がみられなかったが、それは中級レベルの日本語学習者が低次処理に頼る側面が大

きいために高次処理のストラテジーが上手く機能しなかったためであろう。 

しかしながら、文章の全体的な意味をつかませるようなタイプの設問を与えることが、

読み手の高次処理を促す可能性があることからも、教師としては局所的な質問よりもこの

ような設問を授業の中で発問として積極的に与えていく必要があると考える。 

７．まとめ 

本研究では、設問タイプの違いが中級日本語学習者の読解中のストラテジーの使用に与

える影響について検討した。結果は以下のようにまとめられる。 

①上位ストラテジーでは、テキストベースを形成する「構築処理」が影響を受け、局所

的な理解を求める A タイプ（狭範囲照応問題）では相対的に少なくなる。 

②下位ストラテジーでは、「構築処理」ストラテジー内の「解釈・説明」と、「統合処理」

ストラテジー内の「情報の再構成」が影響を受け、これらは、大きな意味のまとまり

での理解を促す B・C タイプ（広範囲照応問題・記憶照応問題）で活性化される。 

読解の高次処理を促すためには、B・C タイプのようなテキストの広い範囲で意味を統

合させるような設問を与えることが有効であることが分かった。 

読み手は B・C タイプの設問に解答するために、「解釈・説明」ストラテジーを多く用い

ていた。先述のように、このストラテジーは高次の読解処理である「統合処理」を行うた

めの前段階にあると考えられるため、読みの発達段階にある中級日本語学習者にとって、

このストラテジーをうまく活用できるか否かが、理解の到達への鍵となるのではないか。

「解釈・説明」ストラテジーによって表層的な理解に成功すれば、それが高次処理による

理解へとつながる。中級日本語学習者は、言語能力などの要因から低次処理に頼る側面も

あるが、読解中のオンラインでの理解（過程的な理解）において読解ストラテジーを変え、

高次処理を行おうとする過程自体は非常に意味のあることだと考える。 

中級レベルの学習者には、まずはこの「解釈・説明」ストラテジーを意識させること、

教師としては、局所的な設問に限らず、全体的な理解を促すような設問（または発問）を

与えていくことが読解促進への手がかりになると思われる。 

  



設問のタイプの違いが読解中のストラテジー使用に与える影響 
－中級日本語学習者を対象に－ 

67 

参考文献 

菊池民子（2004）「日本語学習者の読解における「読みのスタイル」の多様性‐使用ストラテ

ジーの観点から‐」『言語文化と日本語教育』27、pp.144-156、お茶の水女子大学日本言語

文化学会 

――――（2006）「よい読み手の読解過程に見られる特徴－ストラテジー連鎖の視点から－」『言

語文化と日本語教育』31、pp.1-10、お茶の水女子大学日本言語文化学会 

佐藤礼子（2001）「日本語の文章理解過程における問いの役割－英語を第一言語とする日本語

学習者を対象として－」『教育学研究紀要』47 第 2 部、pp.358-362、中国四国研究学会 

舘岡洋子（2001）「読解過程における自問自答と問題解決方略」『日本語教育』111、pp.66-75 

古本裕美（2007）「読解前の質問の種類と読解時間が日本語学習者の文章理解に及ぼす影響」

『2007 年度日本語教育学会春季大会予稿集』pp.265-266、日本語教育学会 

堀場裕紀江（2002）「第 2 言語としての日本語リーディング研究の展望」『第二言語としての日

本語の習得研究』5 号、pp.108-127、第二言語習得研究会 

山田裕美子（2016）「設問のタイプが文章理解に与える影響‐筆記再生データにみる結果的理

解を中心に‐」『一橋日本語教育研究』4 号、pp.87-96、一橋日本語教育研究会 

Kamhi-Stein, L.D. (2003). Reading in Two Languages: How Attitudes Toward Home 

Language and Beliefs About Reading Affect the Behaviors of “Underprepared” L2 

College Readers. TESOL Quarterly, 37, 1, pp.35-71 

Kintsch, W. (1988). The Role of Knowledge in Discourse Comprehension Construction- 

Integration Model. Psychological Review, 95, pp.163-182. 

Narvaez, D., Broek, P., & Ruiz, A.B. (1999). The Influence of Reading Purpose on Inference 

Generation and Comprehension in Reading. Journal of Educational Psychology: 91-3, 

pp.488-496 

 

材料文出典 

エラワン・ウイパー（2005）『ジャンボ旅客機 99 の謎』pp.203-205 二見文庫 

山口真美（2007）『正面を向いた鳥の絵が描けますか？』pp.61-63 講談社＋α新書 

  



一橋大学国際教育センター紀要第 7 号（2016） 

68 

参考資料１：問題文と設問 A～C ※解答の選択肢は省略 

子どもの絵 
子どもの頃に描いた絵を、覚えているだろうか。子どもの描く絵は、まるでピカソの絵のようである。 
3 歳くらいの子どもが描く人の絵は、人体の形をまったく無視したもので、頭から手と足が出ていて、

胸やお腹の部分がない。 
子ども向けの漫画のようなこの不思議な人の絵は、日本の子どもたちが漫画をまねして描いているわけ

ではない。実はこのような絵には「①頭足画」という名前がついている。世界の国の子どもたちが皆この
年齢に描く絵のスタイルなのだ。 
なぜ、世界中の子どもたちが皆こんな不思議な人物画を描くのか、はっきりわかっていない。しかし①'
子どもがこのような絵を描く理由には、物事をよく見て理解するという「認識能力」の発達が関係してい
ると考えられている。 

つまり、ふつうの人物画を描く前に、このような「頭足画」を描く時期があり、それは絵を描く能力の
発達だけではなく、認識能力の発達も表すものなのである。「絵を描く能力」と、「世界を認識する能力」
は深く関わっているのである。 

大人の目からすると変な絵だが、「もっと②きちんとした絵を描いて」とこのような絵を描くことを禁
止して、②'むりに写実的な人物画を描くように言ってはいけない。絵は、写実的に描くことがいいわけ
ではないのだ。（後略） 

設問 A（狭範囲照応問題） 
（1）下線部①「頭足画」とは何か。      （2）下線部②「きちんとした絵」とはどんな絵か。 
（3）下線部③「イマジネーションが爆発する時期」とはここではいつ頃か。 
（4）下線部④「クリエイティブな絵」とはどんな絵か。 

設問 B（広範囲照応問題） 
（1）下線①'「子どもがこのような絵を描く理由」と関係して、どんなことが分かるか。 
（2）下線②'「むりに写実的な人物画を描くように言ってはいけない」のはなぜか。 
（3）下線③「卵を半透明にして中に鳥の子どもを描いたりするような絵」を描くのはなぜか。 

設問 C（記憶照応問題） 
（1）「頭足画」の説明として合っていないものはどれか。 
（2）本文の内容と合っているものはどれか。（※答え「子どもの絵には外界を認識する能力の発達があら

われている」） 

トイレの灰皿 
「機内のトイレでは絶対にタバコを吸わないでください」といわれているのに、なぜか飛行機のトイ

レには灰皿がある。乗客が吸えない規則があるなら、灰皿はないほうがいいと思う。しかし、航空会社は
乗客に対して「絶対の信頼」をおいていないのだ。 

以前、客室座席の一部に喫煙してもよい座席があった。そこでの喫煙だけは許されていたが、①その時
代でも、他の座席や通路、さらにトイレも絶対禁止だった。しかし、喫煙席の乗客の中に、うっかりタバ
コを持ったままトイレに入ってしまう人がいた。持ち込んだタバコの処分に困り、トイレのなかにでも捨
てられたら大変である。 

そこで、②そうしたケースにタバコを捨てる場所として、灰皿がとりつけられていたわけだ。いまだに
トイレに灰皿があるのは、①'その名残である。 

だから、これを読んでいる皆さんは、機内のトイレで灰皿を見つけても、「ここで喫煙してもいいです
よ」という意味に、誤解しないでほしい。 

トイレのなかは紙などの可燃物が多いため、③火災が起こりやすい。機内はいつも乾燥状態なので、一
度火がついたら、短時間で大火事に発展するおそれがあるのだ。実際、機内の火災事故で最も多い出火場
所はエンジンでもブレーキでもなく、トイレなのである。（後略） 

設問 A（狭範囲照応問題） 
（1）下線部①「その時代」とはいつのことか。   （2）下線部②「そうしたケース」とは何か。 
（3）飛行機で③「火災が起こりやすい」場所はどこか。 
（4）下線部④「トイレ内には煙探知機が設置され」て、その後どうなったか。 

設問 B（広範囲照応問題） 
（1）下線部①'「その名残」とは何か。 
（2）下線部②「機内全面絶対禁煙」となってからも、トイレから灰皿がなくならないのはなぜか。 
（3）下線部③「いたちごっこ」とはここではどういう意味か。 

設問 C（記憶照応問題） 
（1）「機内全面絶対禁煙」になる前の機内での喫煙について合っているものはどれか。 
（2）タバコをめぐる航空会社と喫煙者の現状として合わないものはどれか。（※答え「トイレでタバコを

吸う乗客が減っている」 
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参考資料２：読解ストラテジーの詳細 

【構築処理ストラテジー】：テキストの表層的な理解を形成する 
①解釈・説明：自分が理解した節や文の内容を別の表現を用いて説明する。 

例）本文：「『絵を描く能力』と『世界を認識する能力』は深く関わっているのである。」 
→絵を描くことと、世界を理解するということの間に、関係が強いでしょう 

②置き換え：単語の意味を他のことばに機械的に変換する。母語などの他の言語に翻訳しているもの
もこれに含む。 例）通路って座席じゃなくて道、機内の道 

③語義の推測：未知語について、その意味を推測する。 
例）「はんとうめい」の意味は、分かりませんけど、「半分」の「はん」で、「明るい」の「あかるい」。

たぶん、aah、たぶん、半分だけのあいてある卵を描くと 
④文法の確認：機能語の意味を考える。また、主語や動詞などを探して文の構造を確認したり、活用

を考えたりする。 
例）この「なのだ」は「理由」、「理由がある」という意味です。 

⑤漢字の読み：漢字の読み方を考える。 例）描くほう、ほう、んー、え、読めないんです。 

【統合処理ストラテジー】：全体表象を形成する 
⑥先行文脈とのつながり：今読んでいる内容に対し、既に読んだ内容と結びつけながら考える。指示

語が表す内容を考えたりするのもこれに含む。 
例）こうした表現って、前の文章に書いている、うーん、写実的な絵じゃなくて、なんか、クリエ

イティブな絵、 
⑦情報の再構成：「A の前に B」という文から「B の後で A」のように、本文の論の進め方とは異なる

方法で再構成し、理解を確認する。 
例）本文：「写実的な絵を描く前に、イマジネーションが爆発する時期があるのだ。」 

→最初の時期は、頭足画の時期で、あとで人物画、ふつうの人物画 この普通の人物画、つま
り、写実的な絵 こと 

⑧内容の精緻化：読んでいる内容に何らかの情報を加え、さらに詳しくする。 
例）本文：「3 歳ぐらいの子どもが描く人の絵は、（中略）頭から手と足が出ていて、胸やお腹の部

分がない」 →子どもの心の中に、人の形は、頭と手と足しか、です。 
⑨世界知識：読んでいる内容に対し、連想される世界知識を結びつけて考える。 

例）自分のことが、考えますけど、実は私が、なにか絵をかく能力が低いですね。やはり、世界を
認識する能力が、弱いかなあ。 

⑩予測：今読んでいる内容から、このあとにどんな内容がくるかを考える。 
例）本文：「それは絵を描く能力の発達だけでなく」から、次にくる文の内容を推測 

→絵を描く能力、その能力だけじゃなくて、なんか認識と関係があるんだろう、 
⑪内容に関する疑問：読んでいる内容に対して、「どうしてそうのか」などの疑問を述べる。 

例）世界を認識する能力と、絵を描く能力の関係は、大人もそうかな。 
⑫感想、意見：読んでいる内容に対して感想や意見を述べる。 

例）それで私も今読みながらちょっとびっくりしました。 
⑬テキスト構造の確認：テキストの論の展開や重要情報についてコメントする。 

例）うん、まあ、また、あのう、文章の大切なトピックに戻りましたね。 

【読解制御ストラテジー】：読みをコントロールする 
⑭モニター：自分の読みの方略について述べたり、自分の読みの理解を確認する。 

例）じゃ、まあまあ、分かったと思いましたが、ちょっともう 1 回、説明を読んでみましょう。 
⑮保留：分からない部分をそのままにして、結論を出さない。 

例）写す、写すの意味はよく分からないですね。 
⑯設問への意識：本文読解中に設問を意識し、コメントする。 

例）不思議な人の絵、さっき不思議、不思議って言葉が（設問の選択肢に）出てきたから、チェッ
ク。はっきり読む。 

⑰設問への解答：設問の選択肢を選んだり、どうしてその答えなのか理由を述べたりする。 
例）えーっと、4 が合ってると思う。外界を えーっと ここに書いてあるんですね。どのように

世界を見て理解しているのか（注：本文最後の段落） 認識とか能力とか 
⑱再読：本文を始めに音読する以外に、今読んでいる文を複数回読み返す。 
⑲読み戻り：今読んでいる文よりも前に戻って読み直す。 
⑳読み飛ばし：本文を部分的に読まずに飛ばす。 

 

（やまだ ゆみこ 言語社会研究科博士後期課程） 



<<
  /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 /Warning
  /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
    /Aharoni-Bold
    /Andalus
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Aparajita
    /Aparajita-Bold
    /Aparajita-BoldItalic
    /Aparajita-Italic
    /ArabicTypesetting
    /ARBERKLEY
    /ARBLANCA
    /ARBONNIE
    /ARCARTER
    /ARCENA
    /ARCHRISTY
    /ARDARLING
    /ARDECODE
    /ARDELANEY
    /ARDESTINE
    /ARESSENCE
    /ARHERMANN
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /ARJULIAN
    /Batang
    /BatangChe
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /DaunPenh
    /David
    /David-Bold
    /DFKaiShu-SB-Estd-BF
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /DokChampa
    /Dotum
    /DotumChe
    /Ebrima
    /Ebrima-Bold
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /EuphemiaCAS
    /FangSong
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /Gabriola
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Gautami-Bold
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gisha
    /Gisha-Bold
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /HGGothicE
    /HGGothicM
    /HGGyoshotai
    /HGKyokashotai
    /HGMaruGothicMPRO
    /HGMinchoB
    /HGMinchoE
    /HGPGothicE
    /HGPGothicM
    /HGPGyoshotai
    /HGPKyokashotai
    /HGPMinchoB
    /HGPMinchoE
    /HGPSoeiKakugothicUB
    /HGPSoeiKakupoptai
    /HGPSoeiPresenceEB
    /HGSeikaishotaiPRO
    /HGSGothicE
    /HGSGothicM
    /HGSGyoshotai
    /HGSKyokashotai
    /HGSMinchoB
    /HGSMinchoE
    /HGSoeiKakugothicUB
    /HGSoeiKakupoptai
    /HGSoeiPresenceEB
    /HGSSoeiKakugothicUB
    /HGSSoeiKakupoptai
    /HGSSoeiPresenceEB
    /Impact
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /IskoolaPota
    /IskoolaPota-Bold
    /JasmineUPC
    /JasmineUPCBold
    /JasmineUPCBoldItalic
    /JasmineUPCItalic
    /KaiTi
    /Kalinga
    /Kalinga-Bold
    /Kartika
    /Kartika-Bold
    /KhmerUI
    /KhmerUI-Bold
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPCBold
    /KodchiangUPCBoldItalic
    /KodchiangUPCItalic
    /Kokila
    /Kokila-Bold
    /Kokila-BoldItalic
    /Kokila-Italic
    /LaoUI
    /LaoUI-Bold
    /Latha
    /Latha-Bold
    /Leelawadee
    /Leelawadee-Bold
    /LevenimMT
    /LevenimMT-Bold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LucidaConsole
    /LucidaSansUnicode
    /MalgunGothic
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothicRegular
    /Mangal
    /Mangal-Bold
    /Marlett
    /Meiryo
    /Meiryo-Bold
    /Meiryo-BoldItalic
    /Meiryo-Italic
    /MeiryoUI
    /MeiryoUI-Bold
    /MeiryoUI-BoldItalic
    /MeiryoUI-Italic
    /MicrosoftHimalaya
    /MicrosoftJhengHeiBold
    /MicrosoftJhengHeiRegular
    /MicrosoftNewTaiLue
    /MicrosoftNewTaiLue-Bold
    /MicrosoftPhagsPa
    /MicrosoftPhagsPa-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /MicrosoftTaiLe
    /MicrosoftTaiLe-Bold
    /MicrosoftUighur
    /MicrosoftYaHei
    /MicrosoftYaHei-Bold
    /Microsoft-Yi-Baiti
    /MingLiU
    /MingLiU-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-UNI-H
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MongolianBaiti
    /MonotypeCorsiva
    /MoolBoran
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /Narkisim
    /NSimSun
    /Nyala-Regular
    /OCRB
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /PlantagenetCherokee
    /PMingLiU
    /PMingLiU-ExtB
    /Raavi
    /Rod
    /SakkalMajalla
    /SakkalMajallaBold
    /SegoePrint
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeScript
    /SegoeScript-Bold
    /SegoeUI
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Light
    /SegoeUI-SemiBold
    /SegoeUISymbol
    /ShonarBangla
    /ShonarBangla-Bold
    /Shruti
    /Shruti-Bold
    /SimHei
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /SimSun
    /SimSun-ExtB
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga
    /Tunga-Bold
    /Utsaah
    /Utsaah-Bold
    /Utsaah-BoldItalic
    /Utsaah-Italic
    /Vani
    /Vani-Bold
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vijaya
    /Vijaya-Bold
    /Vrinda
    /Vrinda-Bold
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 2400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /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 false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 2400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /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 false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /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

  /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>
    /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.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /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 [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


