
日英バイリンガル小学部（インリッチドクラス）への入学をご検討中のみなさまへ          

２０２０年１１月９日（月） 

 

２０２１年度新入生募集についてのおしらせ 

 

 上海リビングストンアメリカンスクール日本部日英バイリンガル小学部（インリッチドクラス）ではこの度、２０

２１年度新入生の募集を開始いたします。今年は新型肺炎の流行に伴い、例年行っておりました校内での願

書受付並びに抽選を行うことができません。つきましては、２０２１年度願書受付方法は下記の通りとさせて

いただきます。ご確認のほど、よろしくお願いいたします。 

 

入学説明会：HP にて Q&Aを公開いたします。説明会は実施いたしません。 

願書受付方法：メール受付のみ（詳しくは募集要項をご覧ください） 

願書選考方法：メールの先着順に受付 

合否判定方法：願書の受付順＋面接＆試験結果 

願書受付手順： 

① 出願料１０００元をお振込みください（出願料はいかなる理由があっても返金いたしかねます） 

※きょうだい児、元児童・園児、内部進学者等、優先入学権をお持ちの方も出願料が必要です 

② １１月２１日（土）午前９時（中国時間）～願書と出願料の振り込み控え（写真またはスクリーンショット

など）を合わせて、メールにてお送りください。 

  

转账成功

明细

1000RMB 

 

转账成功 

明细

1000RMB 

振込後のスクリーンショット（または

銀行でもらった振込控えの写真） 
記入済みの願書 

※時間厳守でお願いします※１１月２１日（土）AM９：００（中国時間）より受付開始です。 

受付時間前に届いたメールは、２３日（月）８時（中国時間）までに届いたメールの後ろに受付いたします。 

２１日（土）には出願料の振

込控えと願書を合わせてメー

ルでお送りいただく必要がご

ざいます。出願料は２１日

（土）より前にあらかじめお振

込みください。 

振込控え＋願書 この 2 点を必ず一緒にお送りください！ 

振込控えのない願書は、控えが確認できるまで受付できません。 



　　　　　　　　

２００９年４月２日～２０１５年４月１日生

【Ｇ１クラス】 （第１学年） ２５名　　 ２０１４年４月２日～２０１５年４月１日生

【Ｇ２クラス】 （第２学年） 若干名 ２０１３年４月２日～２０１４年４月１日生

　　【Ｇ３クラス】 （第３学年） 若干名 ２０１２年４月２日～２０１３年４月１日生

　　【Ｇ４クラス】 （第４学年） 若干名 ２０１１年４月２日～２０１２年４月１日生

　　【Ｇ５クラス】 （第５学年） １５名程度 ２０１０年４月２日～２０１１年４月１日生

　　【Ｇ６クラス】 （第６学年） １５名程度 ２００９年４月２日～２０１０年４月１日生

願書提出： ２０２０年１１月２１日（土）午前９時（中国時間）

出願料： １０００元 銀行振込のみ
※備考欄にJPE＋お子さまのお名前をローマ字でお願いします。

※ごきょうだいの場合、一緒に合わせてお振込みください。幼稚園はJPK。

※出願料はいかなる理由があっても返金いたしません。あらかじめご了承ください。

受付方法： 願書と出願料の振込控え（スクリーンショットや写真等）を、メールにてお送りください。

願書受付開始 ２０２０年１１月２１日（土）午前９時（中国時間）
あて先：gansho_lasjapan@yahoo.co.jp(担当：頼（らい））

※直接のお持ち込みや郵送は対応いたしかねます。

受付順：

選考について：

入園までの流れ： 【入学試験】 ２０２０年１１月３０日（月）～１２月１１日(金）

［入学試験（就学時知能検査・行動観察）・親子面接］

【入学枠確定日】 ２０２０年１２月１６日(水)

【  事務説明会  】 未定

【   入  学  式   】 未定
  　 　　２０２１－７E

※この期間内にご提出された入学願書のみ優先入学扱いとなります。
現在きょうだい児が登園・登校されている場合は、お子さま経由での願書提出が可能です。

優先入学の方も、出願料１０００元が必要です。

《優先入学制度について》

募集対象と募集人数：

ご入学可否は面接と試験（G1のみ）を経て確定いたします。
願書提出のみで確定ではありません。

２　０　２　１　年　度　　募　集　要　項

２１日（土）午前９時（中国時間）以降に送られたメールが対象となり、先着順で受付をいたします。
受付日時以前に送られたメールは、

２３日（月）８時（中国時間）の時点で届いているメールの最後尾に並びます。

必ず願書受付開始日の当日以降に願書をご提出ください。

※PDFまたはｊｐｇでお送りください。zipやrarで圧縮したり、パスワードを付けたりしないでください。
※件名は「2021年度インリッチドクラス願書送付」など、願書だとわかるようなものにしてください。
※願書受付後、事務から受付完了のメールをお送りします。数日経ってもメールが届かない方はご連絡ください。

２１日（土）午前９時（中国時間）以降に受信されたメールの、先着順に受付いたします。

優先入学願書受付：２０２０年１１月９日（月）～２０２０年11月３０日(月)まで
対象となる方：当校ぱんだ組在籍児本人、当校きょうだい児、在籍経験のある元園児・児童またはそのきょうだい児



※事務処理欄につき空欄のままにしてください

受　付　順 受　験　番　号 入　学　日 出願取消

　　　　　型

出生国

　携帯　①

　携帯　②

　メール① WeChatID①

　メール② WeChatID②

続　柄
生年月日
（西暦）

　その他身分証No.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有効期限　　　　　　　　　年　　　　　　　　月　　　　　日

　身分証種類　（旅行証　・　通行証　・　回郷証　・　台胞証　・その他　　　　　　                    　　　　　）

性　別

　日本・その他の国や地域（　　　　　　　　　）

児
　
　
　
　
童

国籍

　西暦　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日　　（満　　　　　　歳）

日本語レベル

身分証

男  ・  女

　読み書き能力：　ひらがな・カタカナが読める　・　習ったことがある　・　あまり得意ではない

写　　真ふりがな

3ヶ月以内に撮影したものを
お貼りください

（タテ４㎝×ヨコ３cm）

　パスポート№　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有効期限　　　　　　　　　年　　　　　　　　月　　　　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ローマ字表記

　受　付　日

　　　　　　202　　年　　　月　　　日　　　　　

↓　裏面も必ずご記入ください。

入　学　・　転　入　学　願　書

　ご自宅住所　　　
※公寓名も記入

氏　　名

生年月日

　会話能力：　ネイティブ（母国語）　・　日常会話が可能　・　あまり得意ではない

血　液　型

学　　　　年

　Ｇ

面　接　日　時 テスト日時

連
絡
先

　※学校から優先的にかける電話番号に☑をお願いします。　　□携帯①　□携帯②

電話番号

メールアドレス
WeChat

勤務先・通学中の学校名

（続柄：　　　　）

（続柄：　　　　）

日本語レベル　母国語 ・会話OK ・不得意

日本語レベル　母国語 ・会話OK ・不得意

（ローマ字表記）

氏　　名

（続柄：　　　）

（続柄：　　　）

家
族
構
成
　
※
児
童
本
人
を
除
く

２０２１年度版 ①現小きょ ②現園きょ ③元園児  

④元児童 ⑤インターきょ 



今まで診断されたことのある病名（学習障害等を含みます）

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

※ウェイティングとなる場合、願書の有効期限は２０２２年１月１２日（水）までとなります。

上海リビングストンアメリカンスクール　日英バイリンガル小学部（インリッチドクラス）

②氏名（　　　　　　　　　　　　　　　　）日本部幼稚園・日本部小学部・インター部　在籍中（学年　　　　　　）・卒業（　　　　　　　　　年度）

入
学
前
の
経
歴

学校名（正式名称）

ふりがな

ふりがな

入
学
動
機

健
康
状
態

保
育
園

幼
稚
園

小
学
校 入学

転学・退学（予定）

　ごきょうだい(本人含む)の方で当校日本部またはインター部を卒園・卒業または在籍されたご経験のある方はご記入ください。

①氏名（　　　　　　　　　　　　　　　　）日本部幼稚園・日本部小学部・インター部　在籍中（学年　　　　　　）・卒業（　　　　　　　　　年度）

園名（正式名称）

入園

卒園（予定）

願書記入日　　　　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日



①教育方針・教育目標

１、日本の学習指導要領をベースとした指導により、その年次に習得すべき学力を身につける

２、英語教育を通じて、異言語・異文化に興味を持ち理解する

　　　SLAS Core Values　[ＳＬＡＳ全体の４つの柱]

Communicative 有効なコミュニケーションをとることができる

Creative 柔軟に考えることができる

Compassionate 世界の一員として人を思いやることができる

Confident 自分に自信を持つことができる

②日英バイリンガル小学部（インリッチドクラス）の特徴

SLAS　日英バイリンガル小学部（インリッチドクラス）概要  

【日本の学習指導要領をカバー】
　日本の「学習指導要領」をベースとした指導を行っています。 日本に帰国されるご家庭、日本の教育を受けさせたいご家
庭にとっては安心のプログラムとなっています。

【毎日の英語指導】
　「国語科」と同じように「英語科」の授業が毎日あります。 インター部と同様のカリフォルニア州のカリキュラムを採用し
、ネイティヴ教員が毎日指導にあたっています。さらにレベル別の指導、サポート教員の配置、転入生への補習授業などすべ
ての児童のレベルが上がるよう工夫しています。

日英バイリンガル小学部（インリッチドクラス）は、アメリカンスクール内にある主に日本人向けの小学部でアメリ
カンスクールならではの特色を取り入れながら、より国際感覚を身につけられる環境を整えています。「豊かにする
・強化する」という意味の「インリッチド（Enriched）」。 その言葉の意味のとおり、インリッチドクラスでは子
どもたちの知識や経験、人間性をより豊かにするプログラムを取り入れています。

日英バイリンガル小学部（インリッチドクラス）は、日本の公立小学校や一般的なインターナショナルスクールとは
異なり、英語で算数科・生活科・実技科目を学ぶ『イマージョンプログラム』を取り入れています。『イマージョン
プログラム』とは 一言でいうと、”英語を学ぶ”のではなく、”英語で他教科を学ぶ”ということです。『イマージ
ョンプログラム』を通じて小学校で習得すべき内容を身につけながら、英語力の向上を目指すクラスです。

【中国政府が認可した正式な学校】
　中国政府から認可を受けた正式な学校法人です。 また、アメリカの教育認定機関である「ＷＡＳＣ」からの認可も受けてい
ますのでお子さまを安心してお預けいただけます。

【スペシャルクラス】
　実技教科(体育、コンピューター、図工、ダンス、音楽)は基本的にインター部教員がインター部と同じ内容で指導にあたり
ます。ただし、インター部とは長期休みが異なる為、その間は担任が日本語で指導します。

【イマージョンプログラム】
　「算数」と「生活・理科」は、日本の学習指導要領をベースに「日本語」と「英語」で指導しています。（学年により教科
が異なります。）日本人の担任が「日本語」での授業を担当し、「英語」での授業は英語教員が担当します。また、「英語」
での授業の際は担任はサポートにまわり、英語がわからない児童、学習内容の理解が難しい児童への個別の指導を行っていま
す。

【充実した環境】
　校内は異文化や異言語が当たり前に溢れています。英語や中国語で挨拶をしたり、アメリカンスクールならではのクリスマ
スやハロウィン等イベントに参加したり、子どもたちは日々様々な文化や言語に触れて生活しています。

【少人数での教科指導】
　英語や中国語の授業は、レベル別の指導を実践し、1クラス15人以下の少人数で授業を行うことによって、より一人ひとり
に目を向けた指導ができるよう体制を整えています。また、クラス定員の上限を2５人とし、クラス運営を行っています。

【アフタースクール】
　毎週月～木曜日１５：４５～１６：４５でインター部の主催するアフタースクールに参加が可能です。２０種類程度のクラ
スを開講しています。（料金は別途発生）また、日本部でも「日本語補習クラス」「英語補習クラス」「英検対策クラス」を
開講しています。

              

日本人としてのアイデンティティを確立し、世界で活躍できる国際人を育成する 

－1－



③授業日数・授業時数

授業日数　 　200日（2020年度）　

授業時数 約195日　×　毎日6時間　　=　年間1170時間

【2020年度学習指導要領で定められた1年生と比較】（1170-1122＝48時間は遅れている授業にあてる。）

国語 算数 生活 音楽 図工 体育 道徳 英語 特活 コンピューター 中国語 合計

306 136 102 68 68 102 34 - 34 - - 850

306 136 102 68 68 102 34 204 34 34 34 1122

④時間割 ある週Ｇ１の時間割　

1 9:00~9:45

2 9:50~10:35

3 10:40~11:25

11:30~12:30

4 12:35~13:20

5 13:25~14:10

6 14:15~15:00

⑤授業内容
●国語・社会(3年以上)－全て日本語での指導。海外子女用教科書を使用。　

●イマージョン科目－日本の学習指導要領をベースとした内容。日本語と英語で指導。

Ｇ１/Ｇ２－算数を日英で指導。生活は基本的に全て英語で指導。

Ｇ３/Ｇ４－算数・理科を日英で指導。

Ｇ５/Ｇ６－算数を日英で指導。その他「英文法」の時間を設定。

算数の教科書は、日本語版と英語版の教科書２冊を学校で購入し、言語によって使い分ける。

生活・理科の教科書は、海外子女用教科書を使用。

●スペシャルクラス(体育、コンピューター、図工、ダンス、音楽)－基本的にインター部教員の英語による授業。

補足分は担任が日本語で指導。

また、インター部は６月中旬から年度末の休みに入るため、その時期は実技教科も担任が指導。

●中国語－中国人教員が指導。生活するための会話を中心に、異文化に親しむためのカリキュラム。

Ｇ１/Ｇ２－週1時間設定。

Ｇ3以上に関しては「中国語」の時間は設けず、必要に応じて他教科と絡めて指導。

⑥評価
●学期末に通知表を渡す。(年3回)  G1の1学期のみ2段階評価。それ以降は3段階評価。

●日本語での一般的な通知表の他に英語科のみの成績表も作成。

●イマージョンプログラムの科目に関しては、イマージョン科目の専科教員と担任で評価。

●年度末に図書文化社のＮＲＴテスト（学力検査）を実施し、その段階での学力を測る。

●２年に１度、図書文化社の学年別知能検査を実施。個々の特性を知るとともに日頃の指導にいかす。

⑦制服
SLAS指定の制服、ジャージ、体操着等を購入。

（その他、各行事やイベントでコスチュームやＴシャツを購入することもあり。）

Living Living Math

Lunch

Living

Lunch

Chinese

Lunch

Fri

JapaneseJapanese

インリッチドクラスＧ１

Mon

Lunch

学年

１年生

Moral/Japanese

Lunch

Math Math

Dance

English

Music

ThuWedTue

HR

English

Art

Japanese Japanese 日本語による授業

英語による授業

中国語による授業

Art/Japanese Music

Cleaning/Library

Computer

Art/Japanese

Math

P.E.

English

P.E.

EnglishEnglish

Japanese
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⑧英語の内容・宿題について
●テスト－ＤＲＡ（リーディングテスト）　年３回

        ＩＰＴ（スピーキング、リスニングテスト）　年２回

　　　英検ＩＢＡテスト／年１回　　（受験料は自己負担）

●英語の学習内容

学年 ステージ 学ぶトピックについて

　
　〇Raz-kidsでのリーディング　毎日３０分
　　　　　（1）パソコンやタブレット等オーディオ機器を使って、最低2回は本の内容を聴く。
　　　　　（2）流暢に読めるまで、声に出して読む。
　　　　　（3）確認クイズで内容理解度をチェックする。
　　　　　（4）物語のはじめ－中－終わりともう一度話してみる。
　　　　　（5）Raz-kidsの音読記録にマークする。
　　　　　（6）次の本に移る。

お金、時間、水中動物、地理的特徴をはじめ、後半は職業、季節、アメリカの休
日などについて学ぶ。

Ｇ６
【上級Ⅱステージ】

自分の周りにあるもの
、日常生活で身近に関
わるもの、または人に
ついて焦点を当ててい
る。

色々な情報を含む文献
、テキスト、または文
学作品を扱い、読む力
、英文章の内容把握、
分析力を高めていくこ
とに焦点を当てている
。

Ｇ４
【上級入門ステージ】

読み手に応じて使っている英単語や英文の構造の違いを学んでいくなかで、内容
によって多種多様な英語表現があることを理解していく。様々な英語表現を学ぶ
なかで、自国の文化、また母国語についての理解も深め、自分自身の価値観を見
出すことで英語の表現能力を伸ばしていく土台をかためていく。
クラスでのディスカッション、ディベート、またはオーラルプレゼンテーション
、ライティングそしてマルチメディアを通じて英語の幅広い表現を勉強する。

Ｇ５
【上級ステージ】

Ｇ２
【初級ステージ】

物語を作ったり、色々な情報を扱う文章作りに取り組む。ひとつの単語を様々な
表現で表せる言語運用能力を高め、また英語表現を理解する力を深める。これら
の能力をスピーチやプレゼンテーション、ライティング、グループでのディスカ
ッション活動を通じて力を高めていく。

Ｇ３
【中級ステージ】

Ｇ１
【初級入門ステージ】

交通機関、日付の言い方、おもちゃ、野生動物、生活用品、物の形などの単語を
取り扱う。その他に天気、気持ちを表す表現、重要な標識・シンボルなどについ
て学ぶ。

●英語の宿題について（２０１９年度の英語の宿題）

　〇文作り（センテンスビルダー）：トピックに出てくる単語を音読し、その単語を使って文を作る。
　　（1）"I"のことばを指しながら、一緒に声を出して読む。
　　（2）"I"を使った文を作らせ、口に出して言わせるようにする。（例）I have a nice friend.
　　（3）.単語のはじめ・中間・終わりと韻ごとに分け、一緒に声を出して読む。
　　（4）トピックに出てきた単語をすべて声に出して読ませる。
 
　〇スペリング練習
　　１学期に単語を読めるようになり、その後スペリングをしっかりさせるというステップをとっている。
　　単語を繰り返し、何回も声に出して読む。繰り返し読むことによって、文字を追って読むのではなく、
　　一つの絵や形としてその単語のつづりを認識する。特に低学年は繰り返し練習をすることが重要。

　　スペリングテストについて：
　　　　　毎週スペリングテストをやっている目的は、
　　　　　（１）教員が音読した単語を文字で認識できること。
　　　　　（２）音声と文字を一致させ、正しくつづりを書けるようになること。
　　　　　（３）リスニング、またはスピーキングにおいても使えること。

家族や学校生活についての話題。その他、数、色、動物、食べ物、形、体の部分
などについて学ぶ。

職業、衣服、家畜動物、食物、世界の動物について学ぶ。

＊ スペリングテストで良い点をとる

ことが目標ではなく（スペリングの

みができることを目標としているわ

けではない）学んだ単語をベースと

して、その後読解力、コミュニケー

ション能力を高めていくことを目指

している。スペリングテストはその

土台づくりである。 
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⑨入学にあたって保護者の皆さまへお願い

⑩入学までに身につけてほしいこと

●身の回りのことは自分でできるようにする。

小学生は自分のことは自分でしなくてはなりません。できずに困ってしまうのは子ども達自身です。

入学までに最低限、以下の項目はできるようになっていると、スムーズに学校生活を送ることができます。

（１）衣服や靴の着脱が自分でできる。

（２）自分の荷物の管理、整理整頓ができる。

（３）好き嫌いせずに食事を２０分以内にきれいに食べることができる。

　 （４）時計をみて動くことができる。

　 （５）人の話をきちんと座って、静かに聞くことができる。

　 （６）自分の気持ちを日本語で伝えることができる。

●英語を身近に感じることができる環境をつくる。

　　 入学後、英語の指導をスムーズに進めるために、入学までに以下の内容の学習をご家庭でお願いします。

（１）自分の名前が英語で書ける。

（２）AからＺのアルファベット２６文字の大文字と小文字が書ける。

（３）AからZのアルファベット２６文字を正しく読み、発音できること。

　　（例：appleのaは「エイ」ではなく「ア」とわかること。）

（４）英語で１～２０までが言える。

（５）英語で色が言える。（赤、青、黄色、黒、白、緑、灰色、茶など）

（６）以下の単語・フレーズの意味を理解し、自分で発音できる。

　　　〇Bathroom 〇Thank you 〇Sit down

　　　〇Water 〇Yes/No 〇Raise your hand

　まず、学習の前に大切なことは、「生活習慣の確立」です。早寝・早起き・朝ごはん、持ち物の点検、忘れ物
をしない、家庭学習の習慣化、提出物の期限を守るなど、子ども達の学校生活が安定して送れるようサポートを
お願いします。安定した学校生活が送ることが、学習に最も大切なことです。

　その上で、インリッチドクラスのカリキュラムは授業時数も多く、休み時間も限られているため、保護者の皆
さまのご家庭でのフォローやサポートが必要不可欠です。宿題も日本語と英語で両方出ています。日本語+英語を
勉強することはとても大変なことですので、保護者の皆さまも子ども達と一緒に頑張る気持ちで入学していただ
きたいと思います。

　最近では英語の需要も高まり、今年度（２０２０年度）から公立の小学校でも３年生以上は英語が必修化され
、５年生からは教科化されています。今後ますます英語教育が早期化されていきますが、まずは「英語は楽しい
」「色々な国の人と話をしてみたい」など、子ども達が意欲的に、主体的に学べるようにすることが大切です。
言語はすぐには上達しませんし、結果も出ません。興味を持ち、楽しんで継続することが重要だと考えています
。
　
　また、日本語教育も重要です。まずは、国語力や日本で学ぶ学習内容をしっかりと定着させることが大切です
。その上で英語学習がありますので当校の方針をご理解のもとご入学いただけますと幸いです。

最後に、学校とご家庭の連携が子ども達の成長にとって最も重要なことです。学校といつでも情報を共有し、協
力して子ども達の生活環境を整えてくださるご家庭を私達は歓迎します。

 
新１年生へのお勧めウェブサイ

ト   

MES English    

【 http://mes-

english.com/ 】 

アルファベットの練習プリント

もあります。 
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⑪入学試験要項

①就学時知能検査
日本で行われている標準的な知能検査を実施します。（ペーパーテストで、設問は口頭で説明します。）
数の概念、仲間はずれ、仲間探し、同じ図形探しなどの設問を通して日本語の理解力、観察力、思考力をみます
。
また、学齢に伴う知的発達を検査します。
②行動観察
５名程度の集団で受験します。
簡単な質疑応答を通して基本的な生活習慣（話を聞く姿勢、目線、座り方、話し方）、
日本語でのコミュニケーション能力をみます。また、簡単な運動テストを通して基本的な運動能力をみます。
さらに英語での簡単な質疑応答を通して、現段階での英語力をみます。

③親子面接
親子で面接をします。お子様への質問を通して、日本語でのコミュニケーション能力をみます。
保護者の方への質問を通して、当校へのご理解があるか、判断させていただきます。
また、お子様の様子や親子の関係性も見させていただきます。

※今回の資料に関して、新型コロナの影響で、集団での活動が行えなかったり、制限される場合があります。
　また、カリキュラムに変更が出る場合もあります。
　ご理解とご協力の程、よろしくお願いします。

１１月３０日（月）～１２月１１日（金）　１５:００以降
　①就学時知能検査
　②行動観察
　③親子面接

①、②あわせて１時間程度要します。動きやすい服装でお越しください。持ち物は特に必要ありません。
保護者の方は待合室でお待ちいただきます。
③については①、②とは別日での１５:００以降で行います。
ご両親（都合がつかない場合はお父様もしくはお母様）とお越しください。服装は自由です。１家庭３０分程度
です。

詳しい日程は、願書提出後に追ってお知らせします。
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【振込先】  

銀行名 First Sino Bank Hong Qiao Sub-Branch  

富邦华一银行虹桥支行 

住所 No.88 East RongHua Road, Changning Shanghai 201103, P.R.C  

上海市荣华东道 88 号 201103 

電話番号 (8621) 2029-2888 

RMB A/C 人民币账号 50100001100004085  

A/C Name 上海李文斯顿美国外籍人员子女学校 

USD A/C 美金账号 50100001200004087  ※法人からはドルでのお振り込みはできません 

A/C Name Shanghai Livingston American School 

Remark （幼稚園の場合）JPK＋お子さまのお名前（ローマ字）  

（小学部の場合）JPE＋お子さまのお名前（ローマ字） 

SWIFT FSBCCNSH 
 


	88d1bf3dcebd1f2c5cf81d0369f51e9976ca829554e724261076db5454f8047e.pdf
	8be310c8ba6356e02c053ca9774a1416188e51fd2cdecb315841b7f519f9612c.pdf
	9c5ca82f533cc9dff1dba05b28e88feea0f6f35092b202deea81df1c751b0dad.pdf

	3a3223981f550d27e8e7a1edb2a3cb5fd4eee2b3c20ec764948d364b7edf7dcd.pdf
	8be310c8ba6356e02c053ca9774a1416188e51fd2cdecb315841b7f519f9612c.pdf
	83d6f6310a4d6b3efe08e6cb5756d17d32baa4e0d1118d28f42d23d22d249744.pdf
	df011fa382c59469ca4e923159afa21c427363494a6045ded1d8bb4a6514a9b1.pdf
	adbfb253a6bd06ade24ea27b73ec224cf5b3933eebe635c9fa11bd19a4db0ee3.pdf
	629c293d9ffb7404bc201fc6b97aab9f2eab5a60b681941c366fe36269ce1f10.pdf





	63968be830e8466b240093a47316947078dc01f41eb93617b8691571870a3459.pdf
	88d1bf3dcebd1f2c5cf81d0369f51e9976ca829554e724261076db5454f8047e.pdf

