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『神保町で五十五年』 

矢 口 哲 也  

 

 矢口書店は私で三代目になります。お陰様で昨

年百周年を迎えることが出来ました。結婚するま

での約30年間は店に住んでいました。今まで千代

田区以外に住んだことはありません。十数年前か

ら日本教育会館のある一神町会の役員もしていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 幼稚園の頃はまだ店の前に都電（路面電車）が

走っていました。この頃の写真を見ると風呂敷を

マントにしてプラスチックの剣を振り回していた

り、おそ松くんのイヤミのトレードマーク

「シェー」のポーズをしています。僕は神田日活

で映画を見た記憶はありませんが東洋キネマでは

まだ映画を上映していたと思います。東宝のゴジ

ラシリーズを観た事を覚えています。400勝投手

金田正一の引退試合を観に昔の後楽園球場（東京

ドームの前身である野球場）に父に連れられて

行った記憶があります、まだ電光掲示板ではなく

黒板スタイルのスコアボードでした。野球場は終

盤になると入口が開放されて中に入れるので、無

料で観戦できました。球場や遊園地、スケート場

やボーリング場など神保町界隈に住んでいた子供

たちには、後楽園はとても身近な娯楽施設でした。 

 

 昭和50年に先代である父が映画・演劇・戯曲・

シナリオの専門店の看板を掲げました。映画のパ

ンフレットやチラシなどを中古の本として売り物

にした先駆けだったのではないでしょうか。外国

の映画やＴＶドラマがとても人気があった時代で

した。「スクリーン」や「ロードショー」といっ

た外国のスターを扱う雑誌も人気でした。私の学

区の公立校は錦華小学校（現お茶の水小学校）か

ら一橋中学校（現神田一橋中学校）でした。学校

のノートをプラスチック製の透明なバインダーに

して「DO IT YOURSELF」と書かれていたものが

人気があったと思います。その中に自分の好きな

スターや歌手・スポーツ選手の写真の切り抜きな

ど入れて自分のオリジナルなノートを作るのが流

行った時期でした。 

 

 都営三田線に続き新宿線が通り、店も土台を直

したり色々な所に手を入れて古い建物ですがかな

り近代的になりました。神保町の建物がビルに

なっていったのもこの頃だったと思います。僕は

まだ学生で友達にバイトに来てもらい古本まつり

を手伝ったりしていました。その後地上げの波が

来て友達の家も引っ越すところが多くなりました。 

 

 僕が店に入った頃、映画を専門に扱う古書店は

当時珍しく取材も多かったと思います。不思議な

ことに平日の昼間でも店には必ず数人はお客様が

いらっしゃいました。店の映画パンフレットを隅

から隅まで見て数十冊まとめて買っていかれたり、

小中学生が親御さんと来店して雑誌を買って貰っ

たりと店には活気がありました。インターネット

の無い時代でしたから、古書は古書店に来なけれ

ば手に入らなかったのでお客様も足繁く通われる

方が多かったのでしょう。古本まつりも盛況で会

場は隙間ないぐらいお客様であふれていました。

この頃は手伝いではなく自分で仕入れて古本まつ

りをやってましたから、本当に古本は良く売れる

ものだと思っていました。 

 

 私は店に入ってからずうっとノートを付けてい

ました。専門店なので同じ本を何度となく扱いま
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す。この本は重版が続いていて現在の定価はいく

らなのでこの値段で売る、あの本は出版社で品切

れ重版未定で探しに来る人が多いのでこの値段で

売るというようなことをまとめたものです。当時

はよく売れる本で出版されてから数か月しか経っ

ていないのに、最近ちょっと見かけなくなったと

感じると、すぐ出版社に在庫を確認しました。そ

して品切れと確かめると定価に何割か乗っけて売

値を高くしてみます。来店したお客様がその本を

見つけて喜んで値札を見るとプレミアムが付いて

います。がっかりしながらレジに持ってきて『買

おうと思ってんだけど、買いそびれて新刊屋に

行ったら絶版だと聞いた。探しに来たけど、もう

値上がりしてるんだ』と言って買っていかれます。

そうなると定価より高くてもこの本は需要がある

ので買取価格も高くなります。売りに来たお客様

も高く買ってくれたと喜ばれ、だんだんその本が

値上がりすると買ったお客様もいい時に買ってお

いたと喜ばれます。逆に値段を下げるとどうして

値下がりしたんだと怒られることも屡々だった時

代です。 

 

 それから数年たってブックオフが出来てから郊

外の古書店が神保町に移ってくることが増えまし

た。西暦2000年に近くなってパソコンを導入しま

した。パソコンで在庫管理や価格などを管理出来

るようになりとても便利になりましたが、その反

面インターネットも普及し本を探す事を店やお客

でなくＩＴが行うようになりました。来店客や売

上も減少傾向にあると思います。しかし東京の古

本屋の数は減っていますが、神保町にはまだ100

件以上あります。そして「ブックタウンじんぼう」

「日本の古本屋」など神田古書店連盟や東京古書

組合もＩＴ化しています。神保町という古書店の

多い特殊な街が今後衰退していかないよう努力し

ていかなければならないと日々感じています。 

最近の受入図書(１) 
（2018年12月～2019年３月受入） 

 

【日教組刊行物】 

『第10回 ＴＯＭＯ－ＫＥＮ 報告集 2018』日本

教職員組合編 2018.12 

『日教組全国学校事務研究集会レポート集』製本 

1962.8-1973.8 日本教職員組合編 

 

【教育研究全国集会報告書】 

『日教組教育研究全国集会報告書』第68次 第１

分科会～第22分科会 日本教職員組合編 

 

【教育総研・県教組刊行物】 

 寄贈ありがとうございます。 

『岩手高教組70年企画：継往開来』岩手県高等学

校教職員組合編・発行 

★岩手県高等学校教職員組合様より 

  戦中・戦後の生活用品・教

科書・おもちゃ・軍装品など

を平和教材として収集してい

た岩手高教組の組合員がいま

した。高等学校の国語教師小

山義（おやまただし）さんの

収集された「もの」と「思い」が語る貴重な歴

史の証言冊子です。 

『北流（復刻）』（第１号～第８号） 岩手県教

員組合編 

★岩手県教職員合様より 

  2018年４月に竣工した岩手

教育会館の新築工事に伴う資

料整理によりみつかりまし

た。1949年から52年にわたっ

て発刊された冊子の復刻版を

作成、寄贈いただきました。 

『季刊フォーラム教育と文化』 93号（2018 

Autumn）教育文化総合研究所編 ㈱アドバン

テージサーバー 2019.1  
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≪図 書 紹 介≫ 

 

 

 

 

 

 

斎藤一久・堀口悟郎編『図録 日本国憲法』 

弘文堂、2018年12月発行 

 

憲法の教科書であり資料集 

 「本書のテーマである『憲法』も含めて、大学

で学ぶ科目には、残念ながら資料集がほとんど存

在しません。そこで思い立ちました。ならば、私

たちが『憲法の資料集』をつくろう！」。 

 そうしたことをきっかけとしてつくり出された

本書には、編者によると、以下のような特徴があ

るという。 

 第一に、本書の主役は文章ではなく、写真や図

表などの視覚的なコンテンツである。第二に、本

書は、単なる資料集ではなく、資料集と教科書の

「いいとこ取り」をしたテキストであり、一般的

な教科書では扱われていないような最新の時事問

題を積極的に扱いつつも、伝統的な憲法学の体系

に基づいた構成をとっている。第三に、本書の執

筆者は、ほとんどが30代前半の若手であり、その

若手の執筆者がこれまでに重ねてきた創意工夫が

存分に盛り込まれている（以上、１頁）。 

 憲法の教科書であり、資料集でもある本書が持

つそれらの特徴は、目次からもうかがうことがで

きる。目次をめくると、「１ 憲法とは何か」か

ら「30 憲法改正」まで、30個の項目が４ページ

ごとに並んでいる。つまり、一つの項目が見開き

２ページ×２の計４ページで完結している。一つ

の項目の解説として、多過ぎず少な過ぎずという

分量で収まっている。 

 また、項目が30個に整理されているのも示唆的

である。要は、大学での講義を意識しているので

あろう。大学では１コマ90分４単位の講義が前期

15コマ、後期15コマで構成されるのが普通である。

つまり、年間で講義は30コマということになるの

で、それに合わせてあるのである（以前は前期、

後期合わせて年25コマ程度でも良かったのだが、

近年は文部科学省の指導が厳しく、年30コマを確

保するように、どの大学も言われている）。 

 

セメスター制にも対応？ 

 さらに言えば、最近では、前期と後期とで課程

を分けるセメスター制を採用する大学も増加して

おり、１コマ90分２単位の講義を前期か後期に15

コマというケースも多い。 

 本書では、「１ 憲法とは何か」から「15 勤

労の権利・労働基本権」が「人権」分野、「16 

参政権と選挙制度」から「30 憲法改正」までが

「統治機構」分野、と分けることも可能な章立て

となっている。従って、同じ「憲法」の講義でも、

前期「憲法Ⅰ（人権）」、後期「憲法Ⅱ（統治機

構）」といった形に分けることも容易である。 

 各章ごとの分量がバラバラな一般的な教科書で

講義をすると、本来は終えるべき項目まで進まず

に１年が（半期が）終わってしまうことも多いの

ではないかと思う。だが、本書は１回の講義で扱

うべき分量が明瞭であるので、教え切れずに１年

が（半期が）終わってしまうということも回避し

やすいだろう。どこまでも大学での講義に適した

教科書であり、かつ資料集なのである。 

 ただ、法学部の憲法の講義は、「人権」分野で

１コマ90分を年30コマ、「統治機構」分野で同じ

く１コマ90分を年30コマ、という構成をとるのが

一般的で、「人権」も「統治機構」も含めて１コ

マ90分を年30コマで完結、というのは、法学部以

外の学部で開講されている一般教養や関連科目と

いう場合が多い。 

 その意味では、法学部での憲法の講義の教科書

というよりは、法学部以外の学部での教科書に向
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いているのかもしれない。だが、先程も触れたよ

うに、最新の時事問題を積極的に扱っていること

からすれば、法学部での憲法の講義においても、

教科書というよりは資料集として非常に適してい

るのではないかと思われる。 

 いずれにしても、法学部においても、法学部以

外においても、憲法の教科書・資料集として活用

しやすい構成であるというのが、本書の最大の特

徴ではなかろうか。 

 

高校教育や生涯学習にも 適 

 「本書は、大学で教科書や参考書としてお使い

いただくのはもちろん、18歳選挙権の実現により

主権者教育の充実が期待されている高校での発展

的な学習教材としても、また憲法にご関心のある

一般の方々に憲法学の入門書としてお読みいただ

くのにも適していると思います」（１頁）。 

 先程も触れたように、本書の特徴は「写真や図

表などの視覚的なコンテンツ」を多用していると

ころにある。その点では確かに「高校での発展的

な学習教材」としても本書は使えると私も思った。 

 ただ、本書は高校生にはやや高度な内容ではな

いかとも思うので、公民科の担当教員にも、本書

の内容を理解し、それを使いこなす力量が必要で

はないかとも感じる。また、一冊2,300円＋税と

いう価格もややネックである。 

 一方、一般の方向けの入門書としても、確かに

適していると思う。市民運動や平和運動に関わる

人から、「何か憲法についての分かりやすい本は

ないか」とのお尋ねをいただくことがしばしばあ

る。文章がメインの一般的な憲法の概説書だと、

一般の方には敷居が高くて、こちらとしてもお勧

めしづらいのだが、「写真や図表などの視覚的な

コンテンツ」がメインの本書であれば、一般の方

にも勧めやすいし、憲法についての理解も深めや

すい。 

 その意味では、大学教育や高校教育のみならず、

生涯学習にも適した教科書であり、資料集である

（ただ、字のポイントが小さいため、ご年配の方

には少し読みづらいかもしれない）。 

 

現首相も読んだ方が良い 

 以上のように、幅広い世代の学習に活用できる

であろう本書が、初版だけで終わってしまっては

何とももったいない。編者や執筆者、編集者の負

担となるので、軽々なことは言えないが、可能で

あれば最新の時事問題を追加するなどして、２～

３年ごとに改訂版を発行して欲しいと思う。 

 また、本書には、項目としては別々なのだが、

互いに関連した内容が盛り込まれている部分があ

る。例えば、第８章の「表現の自由・各論」には

「政治参加と表現の自由」という一節があるが、

これは第16章の「参政権と選挙制度」と関連の深

い内容でもある。互いの章に「○ページも参照」

といった注が付されていると、より使いやすいも

のとなるのではないか。 

 非常に構成が工夫された本書が世に出るまでに

は、編者、執筆者、編集者の長い時間の挌闘が

あったことが、本書の行間から伝わってくる。こ

の力作が、大学教育のみならず、高校教育や生涯

学習など、幅広く様々な場で活用されることを願

わずにはいられない。現在の首相にもお読みいた

だきたいものだ。 

（専修大学大学院法学研究科 中川 登志男） 

 

教育図書館について 

 教育図書館は1966年10月１日、(財)日本教育会

館の附設図書館として設立されました。教育関係

図書を中心に、日本教職員組合結成以来の刊行物、

全国教研集会報告書などのほか、国民教育文化総

合研究所（略称教育総研、前身は国民教育研究所）

の研究成果、教育学一般、教育実践記録などを重

点的に収集、閲覧に供しています。 
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最近の受入図書(２) 
（2018年12月～2019年３月受入） 

 

【文部科学省刊行物】 

『保育所保育指針解説 平成30年３月』厚生労働

省 フレーベル館 2018.3 

『幼稚園教育要領解説 平成30年３月』文部科学

省 フレーベル館 2018.3 

『小学校学習指導要領解説（平成29年告示）』 

『中学校学習指導要領解説（平成29年告示）』 

『学校基本調査報告書』平成30年度 初等中等教

育機関編 日経印刷 2018.12 

 

【平和教育】【人権】 

『六十年目に問い直す 沖縄戦』大田平和総合研

究所編集・発行 2005.6 

『高校生平和大使にノーベル賞を』「高校生平和

大使にノーベル賞を」刊行委員会編 長崎新聞

社 2018.8 

『ボンちゃんは82歳、元気だよ！』石山春平著 

社会評論社 2018.1 

 

【社会・歴史・教育】 

『運動部活動の戦後と現在』中澤篤史著 青弓社 

2018.8 

『数学的な見方・考え方を働かせる算数授業』 

盛山隆雄/[ほか]著 明治図書出版 2018.9 

『学力テストで測れない非認知能力が子どもを伸

ばす』中山芳一著 東京書籍 2018.11 

『主体的・対話的に深く学ぶ算数・数学教育』小

寺隆幸編著 ミネルヴァ書房 2018.1 

『戦時下の絵本と教育勅語』山中恒著 子どもの

未来社 2017.11 

『唱歌教育の展開に関する実証的研究』嶋田由美

著 学文社 2018.12 

『子どもが危ない！ スマホ社会の落とし穴』清

川輝基､ 内海裕美共著  少年写真新聞社  2018.1 

『格差社会を生き抜く読書』佐藤優・池上和子著 

筑摩書房 2018.11 

『保育・教育に生かすOrigamiの認知心理学』丸

山真名美編著 梶田正巳、杉村伸一郎、竹内謙

彰ほか著 金子書房 2018.11 

『子供の危機管理～いじめ・不登校・虐待・暴力

にどう向き合うか』 Vol.9  ぎょうせい編 

ぎょうせい 2019.1 

『学校プラットフォーム』 山野則子著 有斐閣 

2018.11 

『不登校でも大丈夫』末富晶著 岩波書店 

2018.8 

『「公教育」の私事化』岩崎充益著 東京図書出

版 2018.1 

『学校の「当たり前」をやめた』工藤勇一著 時

事通信社 2018.12 

『百歳の遺言』大田堯、中村桂子著 藤原書店 

2018.6 

『国語教育の危機』紅野謙介著 筑摩書房 

2018.9 

『となりのＰＴＡの実践このＰＴＡがすごい！』

日本ＰＴＡ全国協議会著 ジアース教育新社 

2017.8 

『＜超・多国籍学校＞は今日もにぎやか！』菊池

聡著 岩波書店 2018.11 

『教育勅語の戦後』長谷川亮一著 白澤社 

2018.9 

『「非認知能力」の育て方』ボーク重子著 小学

館 2018.1 

『気持ちを切り替える力＜レジリエンス＞』森薫

著 太郎次郎社エディタス 2018.7 

『人生100年時代の教養が身に付くオックス

フォードの学び方』岡田昭人著 朝日新聞出版 

2019.1 

『遊びが学びに欠かせないわけ：自立した学び手

を育てる』ピーター・グレイ著 吉田新一郎訳 

築地書館 2019.1 

『仏教抹殺』鵜飼秀徳著 文藝春秋 2018.12 

『＜ヤンチャな子ら＞のエスノグラフィー：ヤン
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キーの生活世界を描き出す』知念渉著 青弓社 

2019.1 

『学校心理学にもとづく教育相談』山口豊一，松

嵜くみ子著 金子書房 2018.1 

『学校は行かなくてもいい』小幡和輝著 健康

ジャーナル社 2018.9 

『知ってはいけない ２』矢部宏治著 講談社

2018.11 

『佐高信の昭和史』佐高信 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2018.8 

『ＳＮＳカウンセリング入門』杉原保史、宮田智

基著 北大路書房 2018.5 

『限界を超える子どもたち』アナット・バニエル 

太郎次郎社エディタス 2018.8 

『そろそろ左派は＜経済＞を語ろう』ブレディみ

かこ，松尾匡，北田暁大著 亜紀書房 2018.5 

『給食の歴史』藤原辰史著 岩波書店 2018.11 

『危ない道徳教科書』寺脇研著 宝島社 2018.9 

『「ものの見方・考え方」とは何か 授業力向上

の処方箋』北俊夫著 文渓堂 2018.11 

『ホモ・デウス』上・下 ユヴァル・ノア・ハラ

リ著 河出書房新社 2018.9 

『幼小中一貫教育で育む資質・能力』広島大学附

属三原学校園編 ぎょうせい 2018.12 

『「明治礼賛」の正体』斎藤貴男著 岩波書店 

2018.9 

『隠された十字架 法隆寺論』梅原猛著 新潮社 

2019.2 

『未来をはじめる』宇野重規著 東京大学出版会 

2018.9 

『コンビニオーナーになってはいけない』コンビ

ニ加盟店ユニオン，北健一著 旬報社 2018.9 

『会計の世界史：イタリア、イギリス、アメリカ 

  ― 500年の物語』田中靖浩著 日本経済新聞

出版社 2018.9 

『エスタブリッシュメント：彼らはこうして富と

権力を独占する』オーウェン・ジョーンズ著 

依田卓巳訳 海と月社 2019.1 

『洗脳された日本経済：４つの思い込みで日本は

崩壊する』浜矩子著 日本文芸社 2019.1 

『「通貨」の正体』浜矩子著 集英社 2019.1 

『横田空域：日米合同委員会でつくられた空の壁』 

 吉田敏浩著 株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.2 

『日航機123便墜落 後の証言』 堀越豊裕著

平凡社 2018.7 

 

【家庭・芸術・趣味・文学一般 ほか】 

『１Ｒ１分34秒』町屋良平著 新潮社 2019.1 

『ニムロッド』上田岳弘著 講談社 2019.1  

『子どものための精神医学』滝川一廣著 医学書

院 2018.1 

『ベルリンは晴れているか』深緑野分著 筑摩書

房 2018.12 

『箱根０区を駆ける者たち』佐藤俊著 幻冬舎 

2018.12 

『やっぱり、それでいい。』細川貂々，水島広子

著 創元社 2018.11 

『木曜日の子ども』重松清著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

2019.1 

『疲れない体をつくる疲れない食事』柏原ゆきよ

著 ＰＨＰ研究所 2019.1 

 

 編集後記  

 「１月は行く、２月は逃げる、３月は去る」と

いいますが、この３月で、30年以上教育会館に勤

務、図書館業務に携わってこられた横川さんが図

書館を去られます。経験と知識は代わることはで

きませんが、教えていただいたことを大切に、図

書館業務に努めたいと思います。 

 また、ご多忙にもかかわらずご寄稿いただきま

した、矢口様、中川様ありがとうございました。

本の値付けが「人」からＩＴに変化していく時代

の流れ、ノートをつけてこられた視点と感性。興

味深いものでした。 

 「写真や図表などの図録」の憲法テキストとし

ての図書紹介、わかりやすいところから、憲法を

考えられたらと思います。（川内） 
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 教育図書館案内  

＊ 開 館 日：月 ～ 金 

＊ 開 館 時 間：10：00 ～ 16：30  

 （2019年４月から変更の可能性があります。） 

ホームページをご覧ください。 

＊ 蔵書の貸出 

   貸出冊数：５冊／貸出期間：３週間 

   館外貸出には、利用者登録が必要です。 

＊ 閉館時返却方法 

５Ｆ図書館入口前の「ブック・ポスト」をご

利用下さい｡ 

＊ レファレンス・サービス 

  当館所蔵の図書・雑誌、その他教育に関する

お問い合わせに対応しています。 

＊ コピー：白黒１枚10円／カラー30円 

 

 

 

 平和資料コーナー： 

反核（原発関連を含む）・平和運動、平和教

育教材、平和教育実践記録、戦争体験記など 

 日教組刊行物コーナー： 

日教組教育新聞・雑誌（「教育評論」「月刊

ＪＴＵ」など）、教育政策、教育課程、教科

書問題、各部の図書・資料など 

 教育総研刊行物コーナー： 

年報、理論講座、ブックレット、季刊「教育

と文化」、各研究委員会報告書など このほ

か旧国民教育研究所時代のあらゆる刊行物も

含む 

 日教組教研全国集会報告書・県教研のまとめ 

 都道府県・高教組史誌、同機関誌 

 文部科学省統計調査報告書・刊行物： 

学校基本調査、国際比較、教育費、学習指導

要領、指導書など 

 海老原治善文庫：元東京学芸大学教授、教育

総研初代所長海老原治善氏からの寄贈書 

 鈴木喜代春文庫：児童文学者、元教育相談室

相談員鈴木喜代春氏の著作本、寄贈書 

 人権・防災・減災コーナー 

 

 蔵 書 の 特 徴  

 教育関係図書を中心に和書、和雑誌・新聞・

洋書、洋雑誌などを収蔵しています。 

 蔵書数 約68,000冊（2018年９月現在） 

 教育図書館のホームページの蔵書検索の画面

から検索できます。 

 (https://ilisod001.apsel.jp/kyoikutoshokan.lib/wopc/ 

   pc/pages/TopPage.jsp) 

 千代田区立図書館のホームページ「大学・専

門図書館横断検索」からも教育図書館の蔵書

が検索できます。 

 

 交 通 案 内  

神保町駅 Ａ１出口より徒歩３分 

九段下駅 ６番出口より徒歩７分 

竹橋駅  １ｂ出口より徒歩５分 

水道橋駅西口  徒歩12分（ＪＲ総武線） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特 別 コ － ナ － 



<<
  /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 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /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 /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 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

  /CreateJDFFile 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 <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /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 [1200 1200]
  /PageSize [419.528 595.276]
>> setpagedevice


