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要約 

教育・学術支援を社会貢献の一環として実施している企業を対象に質問紙調査を行った。

本調査の結果として主に以下のことが明らかとなった。①実施している教育 CSR 活動は

「工場・職場見学」である一方、力を入れて取り組んでいる活動は「出前授業」が最も多

い。②企業により教育 CSR 予算の差が大きい。③企業のブランドイメージ向上といった

長期的利益確保を目的に教育 CSR 活動を行う傾向が見られる。 

キーワード：企業の教育 CSR、教育主体の多様化、出前授業、職場見学・職場体験、教育

の民営化 

 

１．問題と目的―教育 CSR を行うのはどのような企業か 

 本稿の目的は、教育 CSR の実績を持つ企業に対する質問紙調査を報告し、その実態解

明の一助とすることである。初等中等教育段階の学校の教育活動に、企業が社会貢献活動

の一環として参画する、いわゆる「教育 CSR」が盛んとなりつつある。事実、経団連の

調査では、社会貢献活動支出額の分野別支出割合において「教育・社会教育分野」が 2012

年から 2014 年にかけて 3 年連続トップとなっている（日本経済団体連合会 1％クラブ 

2015、Ⅰ-7 頁）。過去 10 年間でみても「教育・社会教育分野」がトップだったのは 2006、

2011 年度を除く 8 か年度にのぼる。しかし、その実態は報道などから断片的にうかがう

ことができる程度である 1。 

 インターネットサイト「CSR 図書館．net」2 には 556 社 2,864 冊の環境関連・社会貢

献活動関連報告書が掲載されている。例えば、カゴメ株式会社では 1999 年からジュース

用原料トマト「凛々子（りりこ）」の苗を全国の小学校、幼稚園、保育園に無償提供して

おり、2014 年度は 2,020 校・園で栽培されたことがわかる。経団連のウェブページには

「企業の教育支援プログラム ポータルサイト」3 が掲載されており、企業名、プログラ

ム名、ジャンル 4、対象（校種）が公開されている。 

また、個々の企業のウェブページで教育 CSR 情報を掲載している企業もある。たとえ

ば、第 1 に、カプコンは「カプコンの教育支援 10 年史―社会的課題の解決に向けた取り

組みの変遷―」を掲載している 5。これによると同社の教育支援活動は 2004 年度に企業
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訪問の受け入れ（1 件）から始まった。2014 年度には企業訪問受け入れ（14 件）、出前授

業（25 件）を行っている。第 2 に、みずほフィナンシャルグループでは「金融教育」を

軸に初等中等教育から高等教育にまたがった教育支援活動を行っている 6。第 3 に、日立

ソリューションズでは、IT 活用力育成プログラム（小中学校向け、2011 年度から 6 回実

施）、情報モラル授業（中学校向け、2008 年度から 6 回実施）を用意している 7。第 4 に、

TBS では教育 CSR として、出前授業、社内見学、夏休み職業体験、その他の活動（こど

も音楽コンクール）を掲げている 8。 

 ところで、教育 CSR はキャリア教育と密接に関連したものと認識されているようであ

る。たしかに、学校の教育活動で企業活動に触れることが企業や職業についての体験、認

識、知識を深める機会となる。キャリア教育プログラム開発促進コンソーシアムは次世代

育成（教育 CSR）に取り組む企業や団体が連携し、学校教育に活用できる教育プログラ

ムを普及させることを目的とするものであり、JR 東日本、東レグループ、株式会社ユニ

クロ等 28 企業・団体が加盟している 9。このコンソーシアムを運営しているのが教育・保

育事業専門のコンサルティング会社のキャリアリンクである 10。この企業の代表取締役の

若江眞紀氏は企業のブランディングの観点から教育 CSR の意義を説く（若江 2014）11。

このコンソーシアムが主催するイベントが「教育 CSR フォーラム」である 12。 

 他方、株式会社リバネス 13 は教育応援グランプリを主催している。このイベントは「企

業の次世代育成活動を、教育界側の視点だけでなく、産業界側の視点もとりいれ、多角的

に評価する日本で唯一のグランプリ」と謳われている 14。 

以上のように教育 CSR は萌芽的段階にあるとはいえ、徐々に規模を拡大し始めている

と考えられる。そこで本稿では、教育 CSR 活動内容（出前授業等活動の形態）、企業の投

入資金や活動範囲、企業が教育 CSR を行う理由に関する実態を把握することで、日本企

業における教育 CSR 活動の実態を明らかにすることを目的とする。 

 

２．理論的・政策的背景―学校の教育活動資源調達 

 前節で述べたように教育 CSR を行う企業によって、その取り組みは多様であることが

うかがい知れる（詳細は次節参照）。近年の学校運営をめぐる政策動向の特徴として、外

部資源の調達ということがあげられる。外部資源としては具体的に、NPO や教育 CSR を

実施する企業、また地域住民や保護者などがあげられるであろう。ではなぜ、このような

学校外の資源が学校教育にとって必要になるのであろうか。 

 従来、学校運営の主体は文部科学省、教育委員会、学校であり、その運営は学校の外部

に対して閉鎖的に行われてきた（青木 2013）。1998 年の中央教育審議会答申「今後の地

方教育行政の在り方について」の中に「学校が外部に対してとかく閉鎖的であり、家庭や

地域との連携が十分でない、などの指摘がなされている」といった記述がある。この記述

は学校運営が学校外部に対して閉鎖的に行われてきた当時の状況を示すものであろう。学
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校運営は教育の政策共同体の内部で完結しており、学校教育への外部機関の参入といった

ことは考えられていなかったのである。 

 しかし、特に分権改革以降、そのような閉鎖的な環境は打破された。学校運営に関連す

るものとして例をあげると 15、学校評議員制度や学校運営協議会制度、学校支援地域本部な

ど、学校と地域社会を密接に結び付けるような制度が現れた。特に学校運営協議会制度につ

いては 2004 年に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正され、法令上に根拠

をもつ制度となった（黒崎 2004、仲田 2015）16。さらに、現在中央政府では「チーム（と

しての）学校」（後に詳述）の実現の一環として、スクールカウンセラーやスクールソーシ

ャルワーカーといった職の法令上への位置づけが検討されている。このことは、現在非常勤

職員である専門的職員の学校運営への参画を、より積極的に進めようとするものであろう。 

 上に述べてきたように、学校運営への外部人材の活用といったイシューは近年重視され

ていることがわかるであろう 17。このようなことが求められる背景の 1 つとして時代の変

化に伴う学校や教員を取り巻く環境の変化といったことがあげられる。例えば、いじめや

不登校など問題行動の発生件数の増加、情報化に伴う ICT 教育の推進、グローバル化に伴

う外国人児童生徒数の増加、特別支援教育を必要とする児童生徒数の増加などといったこ

とがあげられる。それに伴って、教員の抱える業務も増大し、教員の多忙化を招く要因と

もなっている。 

 このことについて、より詳細に検討するために具体的な政策動向を確認する。2007 年

の中央教育審議会答申「今後の教員給与の在り方について」では「いじめ、問題行動、不

登校並びに被虐待児童及び外国人児童生徒への対応、発達障害も含めた特別支援教育とい

った様々な教育課題」への対応策として「外部人材の配置の充実」が 1 つの手段として提

言された。また外部人材の配置によって「教員の職務の見直しや学校事務の軽減・効率化」

も期待されている。このように時代の変化に伴う学校環境の変化、またそれに伴う教員の

負担の軽減といったことが外部人材の活用の目的として述べられている。 

 また、最近ではそのような外部人材の活用について、より具体的に、より積極的に検討

されている。2015 年に中央教育審議会答申「チームとしての学校の在り方と今後の改善

方策について」が出され、「チームとしての学校」の実現が求められた。この答申が出さ

れた背景として時代の変化に伴う教員の業務負担の拡大や、国際的に日本の教員の労働時

間が長いこと、特に課外活動や事務処理にかける時間が長いこと、また教職員に占める教

員以外の割合がアメリカやイギリスと比較して少ないことがあげられている 18。このこと

の解決方策として具体的に、非常勤職であるスクールカウンセラーやスクールソーシャル

ワーカーを法令上に位置づけて国庫補助の対象とすること、また教員の業務負担の拡大の

要因の１つである部活動指導を学校外部の指導者が行えるように、「部活動指導員（仮称）」

を法令上に位置づけることなどが提言された。またカリキュラム・マネジメント推進の方策

として「地域等の外部の資源」の活用も求められている。このように外部人材の活用をす
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ることで「チームとしての学校」を実現し、教員が本来の業務 19 である生徒指導や学習指

導等に集中して取り組み、「子供たちの教育活動を充実していくこと」が期待されている。 

 ここまで述べてきたように時代の変化に伴う学校または教員を取り巻く環境の変化、ま

たそれに伴う教員の業務負担の増大といったことが、学校外部の資源の活用が必要とされ

る背景として位置づいていることが、近年の政策動向から確認することができた。もちろ

ん教育 CSR を実施する企業も学校外部の資源として位置づくものである。多様な教育活

動を実施する学校にとって、教育 CSR を行う企業などの外部機関と連携して、教育活動

を展開することは、教員の業務負担の軽減も含めて、今後の学校運営にとって必要となっ

てくることが推察される。 

 

３．方法と結果―質問紙調査の概要、実施地域・活動内容・予算・実施理由 

（1）調査の概要 

 教育 CSR 活動 20 の実態を把握することを目的とし、東洋経済新報社『CSR 企業総覧

2015』に掲載されている全 1,305 社のうち、「教育・学術支援」欄に記載があり、なおか

つ「社会貢献担当部署」が明記されている企業 613 社を対象として質問紙調査を行った。

調査の概要は表 1 の通りである。 

 まず教育 CSR 活動の実施有無については、実施している企業が 172 社、実施していな

い企業が 18 社となり、ほぼすべての回答企業が教育 CSR 活動を行っていた 21 。 

 

表 1 教育 CSR 活動に関する質問紙調査の概要 

調査名称 企業による教育 CSR の実施に関する企業調査 

調査主体 国立大学法人東北大学大学院教育学研究科 教育行政学研究室 

調査目的 教育 CSR の活動内容（出前授業等活動の形態）、企業の投入資金や活

動範囲、企業が教育 CSR を行う理由に関する実態を把握することで、

日本企業における教育 CSR 活動の実態を明らかにする。 

調査対象 東洋経済新報社『CSR 企業総覧 2015』の掲載企業のうち、社会貢献

項目の「教育・学術支援」に記載があり、社会貢献部署が設置されて

いる企業 

データ数 613 社に調査票を郵送し、190 社からの回答を得た（有効回答率 30.9%）

調査時期 2015 年 10 月 19 日～11 月 19 日 

調査方法 調査票を郵送 

調査項目 1．企業名 2．教育 CSR 活動の実施範囲・予算額 

3．教育 CSR 活動実施状況 4．教育 CSR を行う理由 

調査協力機関 株式会社 東京商工リサーチ 

〔出所〕筆者作成。 



企業調査による教育 CSR の実態把握 
 

－5－ 

（2）実施地域 

教育 CSR 活動の実施地域については、無回答の 2 社を除く 170 社が有効回答となった。

対象地域としては「本社・支社周辺地域のみ」が 83 社（48.3%）と最も多く、「全国各地」

の 63 社（36.6%）、「その他」の 24 社（14.0%）と続いた。なお、その他の実施地域の具

体的な地域については、「営業管轄内地域」や「被災地」、また「活動により異なる」とい

う回答があった。 

 

（3）活動内容 

「実施教育 CSR の種類（複数回答可）」に関しては、今回設けたすべての教育 CSR 活動 22

について 1 社以上実施しており、実施している教育 CSR の種類数は平均 2.9 種類であっ

た。その内訳は、工場・職場見学が 147 社と最も多く、以下実施数の多い順に出前授業（122

社）、職場体験（99 社）と続いた（図 1）。特に工場・職場見学については、有効回答 172

社のうち約 85%の企業が実施しているという結果になった。その一方、教材提供（40 社）

や金銭・物品寄付（29 社）、奨学金（8 社）といった活動は実施数が少なく、児童・生徒

と直接触れ合うような活動が盛んに行われている一方、間接的活動はあまり行われていな

いことがうかがえる。 

 最も力を入れて取り組んでいる教育 CSR 活動としては出前授業という回答が最も多かっ

た（80 社）。実施数の最多は工場・職場見学であったのに対し、力を入れている活動では出

前授業が最多となり、実施活動がそのまま力を入れる活動となるわけではないようである。 

 

〔出所〕筆者作成。 

図 1 実施している教育 CSR 活動（複数回答）と最も力を入れている活動 
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活動別対象学校種は、すべての活動を合わせると小学校を対象としたものが最も多く

（262 件＝96＋73＋16＋27＋2＋17＋20＋11）、以下、件数の多い順に中学校（126 件）、

高校（69 件）、特別支援学校（23 件）となった（図 2）。なお、教育 CSR 活動の種類によ

って対象校種の割合が異なる。例えば主に小学校と対象としているのが出前授業、教材提

供、金銭・物品寄付であり、主に中学校を対象としているのが職場体験であった。 

 

 

〔出所〕筆者作成。 

〔注〕各項目の合計は、出前授業（122）、職場見学（147）、職場体験（99）、教材（40）、

奨学金（8）、金銭・物品寄付（29）、教職員研修（35）、その他（33）である。 

図 2 教育 CSR 活動別対象学校種の割合 

 

 教育 CSR 活動別に対象教科を集計すると、図 3 および図 4 の通りとなる。すべての活

動を合わせると「総合的な学習」の 138（35＋50＋41＋12）件が突出して多くなった。

また、その他（88 件＝23＋26＋32＋7）、不明（25 件＝4＋15＋5＋1）も全体的に多くな

っており、教育 CSR 活動が教科の枠に収まらないことがうかがえる。その一方、主要 3

教科である国語・数学・英語については、どの活動においても 0 件となった（そのため図

示せず）。出前授業や教材提供では総合的な学習の次に理科が対象教科としてあげられた

一方、それ以外の教科に関してはいずれも件数が一桁もしくは 0 件となった。一方、工場・

職場見学や職場体験では総合的な学習の次に多い教科が社会/生活となった。 
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〔出所〕筆者作成。  

図 3 教育 CSR 活動種別対象教科の割合（出前授業、工場・職場見学） 

 

 

 
〔出所〕筆者作成。 

図 4 教育 CSR 活動種別対象教科の割合（職場体験、教材提供） 
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（4）教育 CSR 活動予算 

教育 CSR 予算 23 は平均 642.3 万円となった。予算金額を 4 カテゴリーに分類した分布

は図 5 のとおりである。 

100 万円以下となっている企業が 39 社（46.9%）と最も多く、101～500 万円の 25 社

（30.1%）と合わせると、約 4 分の 3 の企業が 500 万円以下の予算となった。その一方、

501～1000 万円の企業が 7 社（8.4%）、1001 万円以上の企業が 12 社（14.4%）となって

いるなど、教育 CSR 活動に多くの予算をかける企業も少なからず存在した。 

 

 

   〔出所〕筆者作成。 

図 5 教育 CSR 予算の割合 

 

（5）教育 CSR 活動実施理由 

企業のイメージ向上や社員の社会貢献意識向上に関しては約 9 割の企業が「あてはまる」

もしくは「ややあてはまる」を選択した。一方、短期的な業績向上に関しては 8 割近くの

企業が否定的であり、6 割近くの企業が肯定的であった長期的業績向上とは対照的な結果

となった。入職希望者増加に関しては肯定的な回答が 6 割となっており、教育 CSR 活動

の効果として入職希望者の増加を期待している企業が少なからず存在することがうかが

える。なお、「地域の企業として果たすべき役割だから」という設問に関しては、ほとん

どの企業が「あてはまる」もしくは「ややあてはまる」を選択した。 

以上の結果から、短期的な業績向上や入職者数増加といった活動の効果が比較的短期に

表れるものよりも、企業のブランドイメージ向上や長期的な業績向上といった活動の効果

が時間を経て間接的に表れるような理由を支持する企業が多いという傾向が見られた。ま

た、社員の社会貢献意識向上という業績にはあまり影響を与えないような利益を得ること

に対しても肯定的回答が多かった。 
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〔出所〕筆者作成。 

図 6 教育 CSR 活動を行う主な理由 

 

４．今後の研究課題―学校内教育活動の多様化から教育政策立案の多様化へ 

 アメリカでは教育の「民営化」が進んでいるとされる。このことに関しては企業による

教育活動への参入にとどまらず、教育政策立案への参画という段階に及んでいるという指

摘がある（鈴木 2013）24。本稿はこの指摘の当否を検証することを目的とはしていない。

ただ、本稿にとって重要なことは、日本を事例とした研究でも、企業と学校の教育活動、

企業と教育政策立案との関係を想定する必要があるということである。つまり、単に学校

における教育活動の主体が多様化していることを記述するだけではなく、教育政策立案の

主体すら多様化する可能性があるという認識をもつことが求められている。これはいわば、

学校経営論と教育行政学双方の観点が必要になるということである。この主体の多様化に

ついては、日本でもすでに学校運営協議会、学校支援地域本部といった制度化が始まって

いる。さらに、災害という例外的な事例ではあるが、NPO が教育活動に関わるようにも

なっているとの観察もある（青木編 2015）。また、本稿でも指摘したとおり、日本の学校

運営については、「チーム（としての）学校」というスローガンが政策にも反映されてお

り、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーに代表される教員以外のスタッ

フが教育活動にこれまで以上に参画することが期待されている。 

 さて、このような動向を記述すること自体は、否定されるべきことではない。新しい状

況を記録しておくことは将来の学術的営為にとって貴重である。ただ、より重要なことと

して強調しておきたいのは、理論的視点をもつことである。従来、学校や教育分野は「閉
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じた」組織・分野と認識されていた（青木 2013）。そのため、教育活動提供主体や教育政

策立案の多様化という現象を目の当たりにして、理論的意義は等閑視される傾向があった

ように思われる 25。 

 そこで、今後の研究上の課題を次のように捉えて本稿のまとめとしたい。まず、企業に

限らず、NPO や地域住民等の「新たなアクター」の参入の態様を記述することが重要な

課題である。現状ではこのことすら心許ない。本稿の直接的意義はこの点に求められる。

次に、理論的課題である。単に資源の相互依存関係を指摘するのではなく、因果関係の解

明につながるような課題設定が必要である。ここでは、さしあたり二例あげておきたい。

第 1 に、企業が出前授業を行うことが一般化していけば、受け入れ側である学校の担当教

員の業務負担を検証する必要がある。担当教員の業務負担がどのように変化するのかが問

われることになるから、学校のタイムマネジメントがどのように変容するかということも

研究課題となる（青木 2015）。第 2 に、「新たなアクター」の参入・参画制度をどのよう

に教育委員会が構築するのかという観点も重要となるだろう。たとえば、「新たなアクタ

ー」の参入・参画制度の導入状況が教育委員会間で差が観察されるとすれば、それを従属

変数とした研究が可能であろう 26。そこでは、制度導入の阻害要因や促進要因が析出され

ることになるだろう。さらには、アメリカの動向をふまえれば、教育政策立案にも「新た

なアクター」が参画する可能性を念頭におく必要があるだろう。ただ、アメリカほどに状

況が進んでいるとは思えないため、この点については、まず現状把握とその記述が直近の

研究課題となるだろう。 

 本稿はあくまで企業による学校の教育活動への参入の態様を記述したものである。ただ、

本稿をふまえて、今後、学校内教育活動主体の多様化にとどまらず、教育政策立案主体の

多様化をも視野に入れた上で、理論的な観点からの研究を進めていくことが求められる。 
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【注】 

1  2015 年 8 月に国立教育政策研究所が「企業の教育 CSR 活動における多様なパートナ

ーシップに関する調査」を実施した（9 月まで）。この調査での教育 CSR 活動の定義は「CSR 
の中でも、自然体験活動、講師派遣、授業用教材の開発、職場体験プログラムの実施など、

企業が社外に向けて、学校教育内外を問わず、教育に参加する活動を指す。（企業内の従

業員の家族のみを対象とした活動は除く。）」である。 

2  同 HP＜http://csr-toshokan.net/index.php＞（2016 年 2 月 8 日閲覧）。 

3  同 HP＜http://www.keidanren.or.jp/japanese/profile/kyoiku/index.html＞（2016 年 2
月 8 日閲覧）。 

4  環境教育（ESD を含む）、キャリア・職業教育、理科教育（理科実験・科学技術体験）、

食育、金融・保険・経済教育、英語教育、地域理解、国際理解、礼儀・道徳、福祉・医療・

介護、生活指導・家庭、その他が示されている。 

5  カプコン HP＜http://www.capcom.co.jp/ir/csr/10years.html＞（2016 年 2 月 8 日閲覧）。 

6  同グループ HP＜http://www.mizuho-fg.co.jp/csr/education/index.html＞（2016 年 2
月 8 日閲覧）。 

7  同社 HP＜httpten//www.hitachi-solutions.co.jp/company/csr/archives/philosophy/ 
highlight02.html＞（2016 年 2 月 8 日閲覧）。 

8  出前授業については、小学校 5 年生以上高校 3 年生以下、月曜日から金曜日までの通

常授業内の 2 時限分、対象地域は TBS 放送エリア内（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉

県、群馬県、茨城県、栃木県）であり、教科は学校の要望によって対応可能となっている。

同社 HP＜http://www.tbs.co.jp/csr/education/＞（2016 年 2 月 8 日閲覧）。 

9  同 HP＜https://www.career-program.ne.jp/＞（2016 年 2 月 8 日閲覧）。 

10 同社 HP＜http://www.careerlink-edu.co.jp/＞（2016 年 2 月 8 日閲覧）。 

11 読売ＡＤリポート[オッホ]HP＜http://adv.yomiuri.co.jp/ojo/tokusyu/20110405/ 
201104toku1.html＞（2016 年 2 月 8 日閲覧）。 

12 同 HP＜http://www.career-program.ne.jp/forumreport/＞（2016 年 2 月 8 日閲覧）に

よれば、このフォーラムは 2011 年から開催されており、2016 年は 3 月 10 日にパナソニ

ックセンター東京ホールで開催される。 

13 同社 HP によると、事業内容としてたとえば「科学技術分野に関する各種教養講座の

企画・立案・運営及び学習教室経営に関する事業」等の他、「労働者派遣事業」「有料職業

紹介業」とある。同社 HP＜https://lne.st/＞（2016 年 2 月 8 日閲覧）。 

14 リバネス HP＜https://lne.st/pf/tceer/edu-gp2015/＞（2016 年 2 月 8 日閲覧）。なお、

以前は教育 CSR 大賞として開催されていた。エントリーには「教育応援プロジェクト」

への参加が条件となる（月額 3 万円）。おおよそ 100 社が参加しており、ノミネートされ

るのが 30 社程度となる。 

15 学校運営のレベルだけでなく、教育政策の実施過程でも首長や議会といった教育政策

共同体外部のアクターの影響力が大きくなった（青木 2013）。 

16 学校運営協議会制度は保護者や地域住民が学校運営に対して積極的に関与できる制度

として位置づいているものであるが、その内部での運用は必ずしも円滑に行われているわ

けではない（仲田 2015）。 

17 特に地方分権改革以降、学校の自主性・自律性を尊重した改革が進められてきた（雪

丸・青木 2010）。 

18 国際比較については「OECD 国際教員指導環境調査（TALIS）」が参考になる。同調

査によると事務処理にかける時間が日本の教員は 5.5 時間であるのに対して調査参加国全

体の平均が 2.9 時間、また課外活動にかける時間が日本の教員は 7.7 時間であるのに対し

て調査参加国全体の平均は 2.1 時間であった（国立教育政策研究所編 2014）。また、日本、
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アメリカ、イギリスの統計資料によると教職員に占める教員以外の割合については日本が

18%、アメリカが 44%、イギリスが 49%となっている。 

19 中央教育審議会答申「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について」では、

学校での業務について「教員が行うことが期待されている本来的な業務」「教員に加え、

専門スタッフ、地域人材等が連携・分担することで、より効果を上げることができる業務」

「教員以外の職員が連携・分担することが効果的な業務」「多様な経験を有する地域人材

等が担う業務」という 4 つに整理されている。このうち第 1 の業務に教員が専念できるよ

うに、政策の提言がなされている。＜http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/ 
toushin/__icsFiles/afieldfile/2016/02/05/1365657_00.pdf＞（2016 年 2 月 12 日閲覧） 

20 本調査における「教育 CSR 活動」の定義は「企業が学校と連携して行う教育支援活動」

とした。 

21 CSR 企業総覧の社会貢献欄における「教育・学術支援」は、その名の通り学術支援も

含んでおり、郵送による質問紙調査の「教育 CSR」の定義とは若干異なる。そのため郵

送による質問紙調査の際に、「教育 CSR 活動を行っていない」という回答が発生したと考

えられる。 

22 本調査では、典型的な教育 CSR 活動として、「出前授業」、「工場・職場見学」、「職場

体験」、「授業用の教材提供」、「児童・生徒への奨学金の支給」、「学校への金銭・物品寄付」、

「教職員に対する研修（教育委員会主催は除く）」、「その他」の 8 類型を用いた。 

23 教育 CSR 活動の 2015 年度年間予算を尋ねた。 

24 シンクタンクの「参入」についても指摘されている（宮田 2013）。 

25 一見、理論的な分析視角ではあるが、実際には従来の研究と接合されていない典型例

として、資源の相互依存論がある。たしかに、資源制約期（財政危機、縮小社会）におい

て、学校が単独で教育活動を行うことが困難になっているかもしれない。しかし、従来の

学校経営論や教育行政学の先行研究との親和性、近接性について十分検討した上で、資源

の相互依存論が当該研究の中核的視点として採用されているかは大いに疑問である。 

26 もちろん、量的研究だけを念頭においているわけではない。 

 

【引用文献】 

青木栄一（2013）『地方分権と教育行政―少人数学級編制の政策過程』勁草書房。 

青木栄一（2015）「巻頭論文 学校が健康で生き生きと働くことのできる職場となるため

に」岡山県教育委員会『教育時報』、平成 27 年 10 月号、4-7 頁。 

青木栄一編（2015）『復旧・復興へ向かう地域と学校』（大震災に学ぶ社会科学 第 6 巻）

東洋経済新報社 

黒崎勲（2004）『新しいタイプの公立学校―コミュニティ・スクール立案過程と選択によ

る学校改革―』日日教育文庫。 

国立教育政策研究所編（2014）『教員環境の国際比較―OECD 国際教員指導環境調査

（TALIS）2013 年調査結果報告書』明石書店。 

鈴木大裕（2013）「アメリカ公教育の崩壊―日本への警告（第 1 回）企業の企業による企

業のためのアメリカ『教育改革』」『人間と教育』第 80 号、126-131 頁。 

東洋経済新報社（2014）『週刊東洋経済臨時増刊 CSR 企業総覧 2015 年版』 

仲田康一（2015）『コミュニティ・スクールのポリティクス―学校運営協議会における保

護者の位置』勁草書房。 

日本経済団体連合会 1%クラブ（2015）『2014 年度社会貢献活動実績調査結果』 

宮田智之（2013）「アメリカにおけるシンクタンクの政治的影響力―教育改革を事例に」

『東京大学アメリカ太平洋研究』第 13 号、86-100 頁。 

雪丸武彦・青木栄一（2010）「分権改革が学校経営に与えたインパクト」『日本教育経営学



企業調査による教育 CSR の実態把握 
 

－13－ 

会紀要』52 号、240-249 頁。 

若江眞紀（2014）『協育のススメ―企業のブランドコミュニケーションの新たな手法』カ

ナリア書房。 

 
【参考文献】 

「教育 CSR 会議」事務局（2007）『教育 CSR 会議 vol.1』オンブック。 
東京財団 CSR 研究プロジェクト（2014）『CSR 白書 2014―統合を目指す CSR その現状

と課題』東京財団。 
東京財団 CSR 研究プロジェクト（2015）『CSR 白書―社会に応えるしなやかな会社のか

たち』東京財団。 
 
 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /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>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /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.)
  >>
  /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


