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新時代の教育の焦点はICT活用における個への対応であるという視座のもと，コンピュータを活用

した学習指導の歴史を概観しながら個への対応について考察した。結果，新時代においても個への対

応が重要であることを指摘し，学習者用デジタル教科書の使いどころとその効果的な学習場面を示し

た。学習者用デジタル教科書による個別学習状況はスタディ・ログで把握できるため，授業改善に役

立つ可能性についても示した。 
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１．はじめに 

政府(2016)は，2016年度から５か年の「科学技術基本

計画」を閣議決定した。その中では，ICT（Information 
and Communication Technology）を最大限に活用し，

サイバー空間とフィジカル空間（現実世界）とを融合さ

せた取組により，人々に豊かさをもたらす「超スマート

社会」を未来社会の姿として共有し，その実現に向けた

一連の取組を更に進化させつつ「Society5.0」として強

力に推進していくとしている。これを踏まえ，文部科学

省（2019）は，これから到来するSociety5.0時代を見据

え，「新時代の学びを支える先端技術活用推進方策」の最

終まとめを行い公表した。その中では，新時代における

先端技術・教育ビッグデータを効果的に活用した学びの

在り方として，「人工知能（AI）により，必要な情報が

必要な時に提供されるようになり，膨大なデータから最

適解を導き出すことが可能となる」ことを示している。

そして「個別に最適で効果的な学び」として，個々の子

供の状況に応じた問題を提供するAI を活用したドリル

教材等の活用によって知識・技能の習得等に関して効果

的な学びが可能になることや，子供の多様で大量の発言

等の学びに関する情報を即時に収集，整理・分析して可

視化することによってより深い学びが可能になるなどの

例を挙げている。 
このように，新時代の学びは「個別に最適で効果的な

学び」を目指すことによって，個々に応じた学習や発言

等の可視化による深い学びが実現されると言える。個に

応じた学習はこれまでも重要視されてきたが，ICTを最

大限に活用することによってこれまで以上に個々に応じ

た学習が可能になると考えることができる。 
個々に応じた学習は，タブレット端末と学習者用デジ

タル教科書を活用することにより，これまで以上に充実

させることができると考える。また，発言等の可視化に

はスタディ・ログが役立つと考えられるが，学習者用デ

ジタル教科書によるスタディ・ログの活用はこれからの

課題のひとつになっていくと思われる。 
一方，我が国の教育の歴史においては，1970年代に多

くの研究者によって「教育の個別化」が論じられたこと

が，財団法人教育調査研究所（1973）による紙上セミナ

ーをまとめた書籍『学習の個別化・システム化・評価』

によって確認することができる。そして，1980年代に入

ると個別化教育や個性化教育の実践が多く行われるよう

になった。加藤（1982）は『個別化教育入門』において

一斉画一授業中心の学校教育の一大改革を目指すものと

しての「指導の個別化」と「学習の個性化」を主張する

とともに，先進的に取り組まれている小中学校の実践例

について紹介している。水越（1988）は『個別化・個性

化教育の新動向』を編著し，全国の小中学校の実践研究

をまとめている。愛知県東浦町立緒川小学校（1983）は

『個性化教育へのアプローチ』と題する著書を発刊し，

子どもたちの適正に応じた学習について紹介している。 
折しも1980年代は小学校や中学校にコンピュータが

入ってきた時期であり，学習の個別化も図られた。山崎・
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米田（1987）は『小学校のコンピュータ学習実践と課題』

を編著し，コンピュータ活用による個に応じた教育の可

能性について，石川県金沢市立此花町小学校の授業実践

例を紹介している。1980年代当時，学習指導におけるコ

ン ピ ュ ー タ 活 用 は ， CAI （ Computer Assisted 
Instruction）教育と称されていた。そして，新時代を迎

えた今日では，ICT教育と称されている。 
2017年に公示された小学校学習指導要領解説総則編

において「ICT等を活用した学習活動等を充実する」こ

とが示されていることから，呼称は違っても学習の道具

として共通なのは，コンピュータであると言える。 
以上のことから本研究では，新時代の教育の焦点は

ICT活用における個への対応であるという視座のもと，

コンピュータを活用した学習指導の歴史を概観しながら

個への対応について考察することを目的とする。 
 

２．考察の手順 

（１）コンピュータ活用と個への対応 

筆者自身による小学校の授業実践を振り返りながら，

コンピュータ活用と個への対応について整理するととも

に，それが当時の教育の動向に照らして合致していたか

について考察する。 
（２）コンピュータ活用の変遷とその背景 

我が国におけるコンピュータ活用について1990年代，

2000年代，2010年代と，10年ごとに区切って，その変

遷について整理するとともに，学校においてICT活用が

一般的なものになった背景について考察を加える。 
（３）タブレット端末の普及 

新時代を迎えようとする2010年代中頃から，小中学校

において急速にタブレット端末が導入されていることに

言及するとともに，タブレット端末１人１台環境下の学

習指導における課題を提示する。 
（４）学習者用デジタル教科書の使いどころ 

学習者用デジタル教科書の普及に伴い，その使いどこ

ろについて考察するとともに，紙の教科書と学習者用デ

ジタル教科書の違いや学習者用デジタル教科書の使いど

ころについて言及する。 
（５）学習者用デジタル教科書の特性を生かした授業 

学習者用デジタル教科書の特性を生かす活用方法につ

いて考察するとともに，個に対応した学習指導例を提示

して今後の学習者用デジタル教科書活用授業に資するこ

とを目指す。 
 

３．考察の結果 

（１）コンピュータ活用と個への対応について 

筆者は1980年４月，金沢市の山間部にある複式の小学

校に新採教員として赴任した。５年後には自己の意思で

さらに山間部にある複式の小学校で６年間教鞭を執った。

1980年代は，我が国においては前述したように個別化や

個性化を重視した教育実践が行われたり，学校にコンピ

ュータが入ってきたりした時期である。 
1988年４月，筆者は３，４年学級の担任となった。３

年生１人，４年生７人の学級である。この際，１人の３

年生にどのように算数の学習指導を行うかを思案した。

算数は完全複式の学習形態であったため，４年生に直接

指導を行っている間，３年生は間接指導によって１人で

学習しないといけないからである。 
思案の結果，私費でコンピュータを購入し，当時のCAI

教育を行うことにした。４年生に直接指導している間に，

３年生の児童がパソコンで考えたり答え合わせしたりす

る学習指導を行った。これによりコンピュータ支援によ

る個別学習の実践知を得ることができた。 
これが契機となり，1990年４月に石川県教育センター

に内留し，個に応じたコンピュータ活用をテーマに研究

した。その結果，複式学級における１人１台のコンピュ

ータ活用による学習指導について内留報告書としてまと

めることができた。 
この実績がもとになって1991年４月に視聴覚教育推

進校の小学校に赴任し，校内のコンピュータ活用推進役

を担った。 
この当時，ハイパーメディアやハイビジョン番組が注

目されていた。筆者はこれらを活用した社会科を中心と

する環境教育を行った。実践の中ではハイパーメディア

を利用してハイビジョン番組を個別視聴する学習方法を

採用することで，一人一人の視聴感想を生かした学習課

題の設定と追究が可能になることを明らかにし，坂元・

村井ら（1995）による著書『マルチメディア時代の子ど

もたち』において「個の活動が意識の面からも行動の面

からも開かれた学習環境を創造することによって，環境

認識の概念枠」が拡張されたことを示した。また，この

実践を長期にわたって参与観察した木原・水越（1992）

は，ハイパーメディアが「メディアシステムとして具体

化されたことは，実践終了後に子どもに対しておこなっ

たインタビューによって確認された」ことや，メディア

ミックスの学習によって，一人一人の「子どものイメー

ジが豊かになったりメディア活用能力が高まったりする

ことも保障された」と報告している。 
1995年４月，４校目の小学校に赴任し，金沢市のコン

ピュータ活用モデル校としてマルチメディアルームの設

計・配置・運用に携わった。1997年には加配教員の立場

から全学年のコンピュータを活用した学習指導に携わり，

金沢市教職員実践研究委託報告書『学習指導におけるコ

ンピュータの有効利用－個に応じた利用法を求めて－』

をまとめた。 
以上が新採から19年間に及ぶ授業実践の変遷である。

筆者個人による変遷であるが当時の教育の動向に照らし，

個に対応する学習指導及びそれに伴うコンピュータ活用

の時流に合致しているものと考える。すなわち，1980年
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代の個別化・個性化の教育の波に乗るとともに個を生か

すためのコンピュータ活用を個人レベルから学校全体の

取り組みの中核を担ったからである。 
 

（２）コンピュータ活用の変遷とその背景について 

坂元（1995）は『マルチメディア時代の子どもたち』

の中で「1994年になって，マルチメディアが一気に入っ

て」きたことに触れ「火をつけたのは，コンピュータと

ネットワークの急速な技術の進歩」であり，「1994年は

マルチメディア元年」であると述べるとともに，「マルチ

メディアは，コンピュータ・通信ネットワーク・映像の

提示と，映像・音声の提示がひとつのシステムに統合さ

れたもの」と定義している。これは今日の情報通信技術

（ICT）を予測したものと言える。 
坂元のいうマルチメディアに代わってICTという用語

が教育で用いられるようになったのは，東原（2008）に

よれば「総務省（2004）のu-japan構想で『世界最先端

のICT国家』として登場して以降は一般にも広く用いら

れるようになった」としている。 
文部科学省（2010）の『教育の情報化に関する手引』

には，ICTとは「コンピュータや情報通信ネットワーク

などの情報コミュニケーション技術のこと」であり，「今

回の学習指導要領の改訂では，各教科等の指導における

1）教員によるICT活用，2)児童生徒によるICT活用，の

いずれについても充実が図られたところである」との記

述がある。端的には，1990年代のマルチメディア活用か

ら2000年代に入りICT活用へと変遷してきたことが分

かる。 
2010年代の後半を迎えている現在，学校におけるICT

活用は一般的なものになった。その背景として，総務省

によって2011年から始まった「フューチャースクール推

進事業」，そして，文部科学省によって2012年から始ま

った「学びのイノベーション事業」の成果が挙げられる。

フューチャースクール推進事業と学びのイノベーション

事業は連携したものであり，小学校においては全国の10
校に１人１台のタブレット端末と電子黒板を導入してデ

ジタル教科書・教材を活用するといった取り組みである。 
これらの取り組みにより，フューチャースクール推進

事業報告書にあたる手引書（2013）において，児童１人

１台のタブレット端末を配備することによって「児童が

主体的に表現することや，児童の学習成果を題材にクラ

ス全体で学び合うこと」ができたと報告している。学び

のイノベーション事業報告書（2014）においては，児童

のICTを活用した授業の意識として「楽しく学習するこ

とができた」「集中して取り組むことができた」「学習の

めあてをつかむことができた」の割合が全教科で高い数

値であったと報告している。端的にはICT活用の効果が

あったと言える。 
 

（３）タブレット端末の普及について 

学びのイノベーション事業報告書が出された時期，全

国の小中学校においては学習者用のタブレット端末を導

入する動きが加速し始めた。 
文部科学省（2014）による「平成25年度学校における

教育の情報化の実態等に関する調査結果（概要）」におい

て，2014年3月現在，タブレット端末は72,678台であり，

前年度の36,285台と比較して２倍以上に増加している。

同じく平成27年度調査結果では2016年3月現在253,755
台を示し，２年で3.5倍に増加している。 

例えば，岡山県備前市においては2014年度末に市内す

べての小中学校に１人１台のタブレット端末が導入され

た。これに関し，Terashimaら（2019）の研究によって，

１人１台環境下において教師は個別教育に高い関心を抱

いていることなどを明らかにしている。 
以上により新時代を迎えた現在及び今後の教育では，

タブレット端末を活用する学習指導において個別学習し

た結果をどのように次の授業の学習展開に繋げていくか

が重要であり課題であると考えることができる。 
 

（４）学習者用デジタル教科書の使いどころについて 

F. Shipmanら（2003）が行った大学生を対象にした

研究によると，「私たちはいろいろな理由で本や資料を読

むが，楽しみながら読むときには注釈（アノテーション）

を付けることはめったにない。しかし，特定のタスクに

不可欠な資料を読む場合には多くのアノテーションがあ

り，仕事関連の読書中に発生するアノテーションは既存

の文書の４分の１以上であることが分かった」と報告し

ている。このことは，学校での授業中に教科書を読みな

がら線を引いたり印を付けたりする行為につながる知見

であると言える。例えば，小学校の国語の学習において

は説明的な文章，物語的な文章，いずれにおいても分か

ったことや疑問に思うことなどについて当該の文章に書

き込みすることが多い。 
NHKが2019年４月15日に放送した「NHKニュース

７」において，埼玉県戸田市立戸田東小学校における学

習者用デジタル教科書を活用した授業が紹介された。第

５学年国語科の物語文「あめ玉」の授業で学習者用デジ

タル教科書を使い，登場人物の心情について読み取った

ことをペンで書き込んだり，文と文を線で繋いだりする。

このことから国語の学習の場合には，紙の教書書，学習

者用デジタル教科書のいずれにおいても文章に書き込む

ことは多いと言える。しかし，国語以外の学習において

は赤堀（2014）が言うように「教科書は読むもの，ノー

トは書くものという役割が明確」になっているように思

える。実際，算数や社会，理科などの教科書に線を引い

たり印を付けたりすることは，国語の学習ほど多いとは

言えない。このことを学習者用デジタル教科書に当ては

めて考えてみることとする。 
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学校教育法等の一部改正等により制度化され2019年

４月から紙の教科書に替えて使用できるようになった学

習者用デジタル教科書は，文部科学省（2018）の「学習

者用デジタル教科書の効果的な活用の在り方等に関する

ガイドライン」によれば「紙の教科書と同一の内容がデ

ジタル化された教材であり，教科書発行者が作成するも

のである」としている。端的には紙の教科書がそのまま

デジタル化されたものと言える。とすれば，デジタル化

された教科書をタブレット端末でも読んでいる最中に重

要だと思う箇所や疑問に思った箇所に線を引いたり印を

付けたりすることができることになる。 
これはタブレット端末による操作の簡便さもあるが，

意識的な気軽さから自由に線を引いたり消したりするこ

とができる効果もある。子どもたちが各々に付けた箇所

をネットワークサーバ側の処理によって量的データとし

てまとめ，それを提示することによって短時間でクラス

全体の傾向が分かり，その後の学習展開の見通しが持て

る。また，子どもたちが個々に学習者用デジタル教科書

のどこを見ていたか，何を拡大して見ていたかなど，個

人データを集積することにより，一人一人の学習の状況

を短時間で把握することができる。 
これらは文部科学省（2019）の「学習者用デジタル教

科書実践事例集」（以下「事例集」）で示されている「児

童生徒の学習の進捗・習熟の程度や学習の過程を把握す

る」ことや「教師の教材準備や黒板への板書の時間を削

減し，児童生徒に向き合う時間を増やす」ことに該当す

ると思われる。ここに紙の教科書ではなく学習者用デジ

タル教科書の使いどころがある。 
 

（５）学習者用デジタル教科書の特性を生かした授業 

前掲の「事例集」において紹介している事例は，小学

校では国語２事例（第３学年と第６学年），社会１事例（第

６学年），算数１事例（第４学年），理科１事例（第３学

年）であり，事例の数は多くない。 
そこで本研究においては，事例集で取り上げられてい

ない第５学年を対象に社会の学習における学習者用デジ

タル教科書活用の具体例を提示する。 
ここでは，より具体的な学習場面における学習者用デ

ジタル教科書の活用例を示すため，教科書発行者である

東京書籍の現行教科書「新しい社会５下」を用いること

にする。また，本教科書をもとに具体的な学習場面を抽

出するため，事例集の「附属資料」で示されている「社

会科における学習者用デジタル教科書・学習者用デジタ

ル教材の活用」の「Ⅰ．教科書の挿絵や写真から調べて

考える学習」をめやすとする。 
① 学習者用デジタル教科書の特性について 

東京書籍による小学校社会科学習者用デジタル教科書

は，児童が閲覧した画面，画面へのメモ，拡大した箇所

などがスタディ・ログ（学習データ）としてネットワー

クサーバに記録される。このデータをコンピュータ処理

によって個別に，あるいはクラス全体に見ることができ

る。よって，一人一人の児童が１時間の学習中にどこを

どのように見たかを把握したり，クラス全体の傾向につ

いて把握したりすることができる。指導にあたる教師は

これをもとに次の学習の見通しを持ち，授業を改善して

いくことが可能になる。 
これまでのICT活用授業では使用するコンピュータ内

に学習データが記録されなかったり，記録できても分析

に時間を要したりしていた。しかし，スタディ・ログに

より短時間で次の授業に生かせるようになれば，紙の教

科書ではできなかったことができるようになる。新時代

の教育においては，学習者用デジタル教科書をどのよう

に使うかだけでなく，個別学習データを生かして授業改

善していくことに焦点を当てる必要がある。 
 

② 期待できる学習効果 
学習者用デジタル教科書に掲載されている写真やイラ

スト，グラフなどを拡大し，マークしたりメモしたりす

ることにより，社会的事象等の気付きが生まれやすくな

る。その気付きによって追求意識が高まったり理解が深

まったりする。これは，社会科の資質・能力の「知識・

技能の向上」や「見方・考え方の向上」につながると言

える。また，マークしたりメモしたりした写真やイラス

ト，グラフなどを電子黒板に映し出すことで説明がしや

すくなる。これは社会科の資質・能力の「表現力の向上」

につながると言える。 
 

③ 学習者用デジタル教科書を活用する学習場面 
学習者用デジタル教科書を活用する学習場面を選定す

る際，上述の「期待できる学習効果」で示した写真，イ

ラスト，グラフなどの図表がヒントになる。そこで先に

示した「新しい社会５下」の中から３つの学習場面を選

定して解説する。 
 

ア 日本の工業生産の特色をつかむ 
日本の工業生産の特色を学ぶための資料として，工業

生産や工業地域に関する帯グラフや分布図がある。表１

に当該図表を示す。児童は帯グラフから生産額が多い工

業種類を見つけたり分布図を見て工業地域の分布を理解

したりする。そこで，学習者用デジタル教科書を使って

帯グラフにマークしたり分布図を拡大してメモしたりす

ることにより，理解が深まりやすくなる。 
 

表１ 工業生産の特色を学ぶための図表 

頁 図表タイトル 学習の視点

p.6 工業種類別の工業生産額の
割合の変化 

機械工業の割合が増えてき
ている 

p.7 日本の工業地域の分布 機械工業の生産が多い地域
は太平洋側に集中している 
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このように学習者用デジタル教科書を使った場合，図

１で示すような学びの具体が考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 分布図にマーキングしたタブレット端末画面 

 
イ 日本の工業の課題について知る 

日本の工業の課題に関する資料として，製造業で働く

人の棒グラフや海外進出する企業の折れ線グラグがある。

表２に当該グラフの内容を示す。児童は棒グラフを見て

製造業で働く人口の変化を読み取る。次に，折れ線グラ

フを見て海外進出する企業の数の変化を読み取る。そこ

で，学習者用デジタル教科書を使って２つのグラフを横

に並べてマークしたりメモしたりする。これにより日本

の工業の課題についての気付きが生まれやすくなる。 
 

表２ 日本の工業の課題を知るためのグラフ 

頁 グラフタイトル 学習の視点

p.49 
（上） 製造業で働く人口の変化 製造業で働く人口は1990年

から年々減ってきている 

p.49 
（下） 

海外進出する日本企業の数
の変化 

海外進出する企業は1992年
度から年々増えてきている

 
このように学習者用デジタル教科書を使った場合，図

２で示すような学びの具体が考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図２ ２つのグラフにマーキングしたタブレット端末画面 

ウ 豊かな水資源をもつ京都市の様子をつかむ 
豊かな水資源をもつ京都市の様子をつかむための資料

として，鴨川の写真がある。表３に当該写真の内容を示

す。児童は写真を見て，たくさんの子どもや大人は川で

何をしているか考える。そこで，学習者用デジタル教科

書を使って写真を拡大して子どもや大人がしていること

を確かめる。また，クラスのみんなに伝えたい箇所にマ

ークしたりメモしたりする。これにより豊かな水資源を

もつ京都市の様子をつかみやすくなる。 
 

表３ 鴨川の様子を紹介する写真 

頁 写真タイトル 学習の視点

pp.114
-115 

市民のいこいの場
となっている鴨川 

子どもや大人が河川敷や川の中で
それぞれに遊んでいる 

 
このように学習者用デジタル教科書を使った場合，図

３で示すような学びの具体が考えられる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３ 写真にマーキングしたタブレット端末画面 

 
④ スタディ・ログについて 

上述したように３つの学習場面を選定し，それぞれに

どのように学習者用デジタル教科書を活用するか解説し

た。その中では図，グラフ，写真に線を引いたり囲んだ

りする学習例を示したが，スタンプを押したり書き込み

したりすることもできる。そして，いずれの場合におい

てもスタディ・ログによって，個別学習の状況を把握す

ることができる。つまり，一人一人の児童が学習者用デ

ジタル教科書の何を見てどのように感じたか，その感じ

方を教師が把握できることは学習者用デジタル教科書の

メリットであると言える。 
この「感じ方」について，赤堀（2019）は「AIには，

心がなく，感情もなく，あるのは，データだけである。

人は，感じることができる，この感じることを，さらに

大切にする必要がある」「この感じることを，AI時代に

は大切にしてきたい」と述べている。この点，学習者用

デジタル教科書による学習では，児童がどのように「感

じた」かは，児童が興味を持って示した箇所，課題に対

して根拠として示した箇所等を通して，スタディ・ログ
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で把握することができる。 
 

４．おわりに 

新時代の教育の焦点は，ICT活用における個への対応

であるという視座のもと，コンピュータを活用した学習

指導の歴史を概観しながら個への対応について考察した。 
その結果，新時代を迎えた現在及び今後の教育では，

タブレット端末を活用する学習指導において個別学習し

た結果をどのように次の授業の学習展開に繋げていくか

が重要であることを指摘するとともに，学習者用デジタ

ル教科書の使いどころについて学習者用デジタル教科書

ならではの視点を示した。また，学習者用デジタル教科

書の効果的な学習場面について小学校第５学年社会科を

例に挙げて示した。さらに，学習者用デジタル教科書に

よる個別学習状況はスタディ・ログで把握することがで

きるため，授業改善に役立てることが可能であることを

示した。 
今後は学習者用デジタル教科書活用授業におけるスタ

ディ・ログの処理と活用について研究していきたい。 
 

【参考文献】 

・Kosuke Terashima, Hitoshi Nakagawa, Yuki Kobayashi, 

Masuo Murai（2019）, Technology Integration Changes 

over Three Years: Teacher Technology Acceptance in a 

One-to-One Tablet PC Integration Across Cities, 

International Journal for Educational Media and 

Technology 2019, Vol.13, No.1, pp.17-26 

・ Shipman,F.,Price,M.,marshall,C.,and Golovchinsky, G.

（2003） , Identifying Useful Passages in Documents 

based on Annotation patterns. 7th European Conference, 

ECDL2003 Trondheim, Norway, August 17-22, 2003 

Proceedings, Research and Advanced Technology for 

Digital Libraries, pp.101-102 

・NHK（2019），「NHK ニュース７」，2019 年4 月15 日19:00

放送 

・愛知県東浦町立緒川小学校（1983），『個性化教育へのアプロ

ーチ』，明治図書 

・赤堀侃司（2014），『タブレットは紙に勝てるのか タブレッ

ト時代の教育』，ジャムハウス，p.52 

・赤堀侃司（2019），「AI 時代の資質・能力とは」，学習情報研

究７月号，pp.34-35 

・閣議決定（2016），「科学技術基本計画」，内閣府，p.11 

・加藤幸次（1982），『個別化教育入門』，教育開発研究所 

・木原俊行・水越敏行（1992），「ハイパーメディアを中核とす

る新しいメディアミックス〜環境教育単元「人と森林」の

設計・実施・評価を事例として〜」，視聴覚教育研究22 巻，

pp.27-45 

・財団法人教育調査研究所（1973），『学習の個別化・システム

化・評価』，教育出版 

・坂元昻・村井万寿夫他 14 名（1995），『マルチメディア時代

の子どもたち』，産調出版，1995 年，pp.19-90 

・総務省（2013），「教育分野における ICT 利活用促進のため

の情報通信技術面に関するガイドライン（手引書）2013～

実証事業3 年間の成果をふまえて～」，p.3 

・東京書籍（2014），『新編新しい社会５下』，pp.6-7，p.49，

pp.114-115 

・東原義訓（2008），「我が国における学力向上を目指した ICT

活用の系譜」，日本教育工学論文誌，32 巻3 号，pp.241-252 

・水越敏行（1988），『個別化・個性化教育の新動向』，図書文

化 

・村井万寿夫（1990），「メディアの有効利用に関する実証的研

究～コンピュータを中核に据えたメディアミックス・アプ

ローチによる授業設計・実施・評価～」，平成２年度石川県

教育センター指導者養成講座研修報告書 

・村井万寿夫（1997），「学習指導におけるコンピュータの有効

利用－個に応じた利用法を求めて－」，平成 9 年度金沢市

教職員実践研究委託報告書，pp.1-82 

・文部科学省（2010），「教育の情報化に関する手引」，pp.2-16 

・文部科学省（2014a），「学びのイノベーション事業実証研究

報告書」，p.186 

・文部科学省（2014b），「平成25 年度学校における教育の情報

化の実態等に関する調査結果（概要）」，p.5 

・文部科学省（2016），「平成 27 年度学校における教育の情報

化の実態等に関する調査結果（概要）」，p.2 

・文部科学省（2017），「小学校学習指導要領解説総則編」，p.7 

・文部科学省（2018），「学習者用デジタル教科書の効果的な活

用の在り方等に関するガイドライン」，p.3 

・文部科学省（2019a），「新時代の学びを支える先端技術活用

推進方策（最終まとめ）」，pp.2-4 

・文部科学省（2019b），「学習者用デジタル教科書実践事例集」，

p.10 

・文部科学省（2019c），「学習者用デジタル教科書実践事例集

附属資料」，p.2 

・山崎豊・米田昭二郎（1987）， 『小学校のコンピュータ学習 

実践と課題』，日本教育新聞 

 
 

AI時代の教育論文誌 30



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /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 /UseDeviceIndependentColor
  /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 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 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 ()
  /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 [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




