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平成２７年度 全国学力・学習状況調査の結果について 

 

本年４月２１日に，小学校第６学年および中学校第３学年を対象に実施された「全

国学力・学習状況調査」の結果概要について，本市の児童生徒の学力の定着状況，学

習状況，生活習慣等の分析結果や今後の取組を以下のとおりまとめました。今年度は，

国語，算数・数学に加え３年ぶりに理科においても調査がありました。 

なお，「全国学力・学習状況調査」は，義務教育の機会均等とその水準の維持向上

の観点から，全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し，教育施策の成果と

課題を検証し，その改善を図るとともに，学校における児童生徒への教育指導の充実

や学習状況の改善等に役立てる目的で実施されています。さらに，そのような取組を

通じて，教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立することを目的とされていま

す。しかしながら，調査により測定できるのは学力の特定の一部分であり，学校にお

ける教育活動の一側面です。このことを十分考慮し，今後の当市の教育の一層の充実

を図ってまいります。 

 

１．教科に関する調査結果より 

（１）各教科における特徴的な傾向 

  三重県と亀山市の平均正答率を比較して，その差が±５ポイント以上の項目につい

て，以下に示します。   

  

＜小学校 国語 A＞ 

○学年別漢字配当表に示されている漢字を正しく書くことに課題がある。 

 ・問題 1二 2,3：漢字でていねいに書く（巣，病院） 

 

＜小学校 国語 B＞  

○目的に応じて文章の内容を的確に押さえながら要旨を捉えることを苦手とし

ている。 

・問題２二：文章の要旨をまとめて書く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■小学校国語全体の傾向から見られる課題 

  ①文脈に合わせて漢字を正しく読んだり書いたりすることが難しい。 

  ②見出しを付ける，要旨をとらえるなど，書かれている内容を的確に読み取

り，まとめて書くことに課題がある。 

  ③条件（字数制限など）に沿って書き抜くことを苦手としている。 
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＜小学校 算数 A＞ 

○小数の減法について，計算の結果のおよその大きさを捉えることが難しい。 

・問題１（１）：８．９－０．７８の差の概算の結果として，ふさわしい数値を選ぶ 

 

＜小学校 算数 B＞  

○平行四辺形の作図の方法に用いられる図形の性質や約束の理解を苦手として

いる。 

・問題１（２）：作図に用いられている平行四辺形の特徴を選ぶ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜小学校 理科＞  

○生物の成長に必要な養分のとり方について，調べた結果を視点をもって考察

し分析することが難しい。 

・問題２（２）：生物の成長に必要な養分のとり方について，仲間分けした観点を選ぶ 

○理科の実験器具（メスシリンダー）の名称を理解していない児童が多い。 

・問題３（４）：示された器具（メスシリンダー）の名称を書く 

 

 

  

 

 

 

 

 

小学校で，昨年度と比較し改善が見られた主な領域 

（県平均正答率との差において，昨年より改善が見られた領域） 

国語 A 「話すこと・聞くこと」 

算数 A 「量と測定」「図形」 

 

 

 

 

■小学校算数全体の傾向から見られる課題 

  ①分野別に考えると，図形の性質や約束及び作図の意味の理解や，割合の問

題に課題がある。 

②基礎的・基本的な知識や技能を，必要な場面で適切に活用できるようにす

る必要がある。 

③自分の考えた理由や考え方等を言葉や式を使って記述することが難しい。 

■小学校理科全体の傾向から見られる課題 

  ①調べた結果を，視点をもって考察して分析することに課題がある。 

  ②実験器具の名前を正確に理解することに課題がある。 

③考察した内容や理由を論理的に記述することに課題がある。 
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＜中学校 国語 A＞ 

○聞き手を意識し，分かりやすい語句を選択して話すことを苦手とする。 

・問題１二：「成否」という言葉を，聞いて分かりやすい表現に直す 

○表現の技法や特徴についての理解に課題がある。 

・問題３一：用いられている表現の工夫として適切なものを選択する 

・問題６二：文章について説明したものとして適切なものを選択する 

○登場人物の心情や行動に注意して読み，内容を理解することが難しい。 

・問題３二：一人も返事をしたものがなかった理由として適切なものを選択する 

○伝えたい事実を明確に書くことに課題がある。 

・問題４一：棒グラフの  部の変化の内容を適切に書く 

○必要に応じて質問しながら聞き取ることに課題がある。 

・問題８一：インタビューをする際の質問の意図として適切なものを選択する 

・問題８二：意図に合った質問として適切なものを選択する 

○漢字を正しく書くこと，語句を文脈の中で適切に使うこと，品詞を類別する

ことなど，言葉の基礎的な使い方に課題がある。 

・問題９一２：漢字を書く（地図のシュクシャクを調べる） 

・問題９三ウ：適切な敬語を選択する（私が先生のお宅に参ります） 

・問題９三エ：適切な語句を選択する（彼女は，学級の縁の下の力持ちと言える存在だ） 

・問題９四①②：「青い」と「青さ」の品詞として適切なものを選択する 

○代表的な古典への関心が低い。 

・問題９七１：漫画の言葉に対応する部分を古典の文章の中から選択する 

・問題９七２：古典の作品名を漢字で書く 

 

＜中学校 国語 B＞ 

○資料を工夫して提示し，それを活用して話すことを苦手とする。 

・問題１一：ノートのその他の情報を役立てられる場合として適切なものを選択する 

・問題１三：演奏するタイミングを選択し，その理由をノートの内容と結び付けて書く 

○表現の工夫について自分の考えをもつことが難しい。 

・問題３一：「お泣きなさるな」という翻訳の効果として適切なものを選択する 

・問題３一：「あたりは……良かった。」の説明として適切なものを選択する 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜中学校 数学 A＞ 

○正負の数や一次式の計算，文字式の変形，方程式を正しく解くことなど，数

■中学校国語全体の傾向から見られる課題 

①相手の意図を理解して，質問しながら聞き取ることに課題がある。 

②語句を文脈の中で適切に使い，根拠を明確にして文章を作成する力に課題が

ある。 

③資料から必要な情報を読み取り，それを活用して説明することに課題がある。 
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と計算に課題がある。 

・問題１（２）：１２－２×（－６）を計算する 

・問題２（１）：５ｘ－ｘを計算する 

・問題２（２）：赤いテープの長さがａ㎝で白いテープの長さの３／５倍のとき，白い

テープの長さをａを用いた式で表す 

・問題２（３）：等式 ２ｘ－ｙ＝５ をｙについて解く 

・問題２（４）：連続する３つの整数のうち最も小さい整数をｎとするとき，それらの

和が中央の整数の３倍になることを，ｎを用いた式で表す 

・問題３（１）：一元一次方程式 ７ｘ＝５ｘ＋４ を解く際に用いられている等式の性

質を選ぶ 

・問題３（２）：一元一次方程式 １.２ｘ－６＝ ０.５ｘ＋１ を解く 

・問題３（４）：連立二元一次方程式  ４ｘ＋２ｙ＝５   を解く 

                   ｘ＋ ｙ＝２ 

○平面図形の作図，平面の回転や投影図，角の性質，体積の求め方など，図形

の理解に課題がある。 

・問題４（２）：△ＡＢＣを，矢印の方向に４㎝ 平行移動した図形をかく 

・問題５（２）：直角三角形の斜辺を軸として回転させてできる立体を選ぶ 

・問題５（３）：与えられた投影図から立体を読み取り，その立体を選ぶ 

・問題５（４）：与えられた式で体積が求められる立体を全て選ぶ 

・問題６（１）：同位角の位置にある角について正しい記述を選ぶ 

・問題６（２）：四角形を五角形に変えたときの，内角の和の変化について正しい記述

を選ぶ 

○平面図形の性質をもとにした，証明の理解に課題がある。 

・問題７（１）：ひし形ＡＢＣＤにおいて，ＡＣ⊥ＢＤが表す性質を選ぶ 

・問題７（２）：証明で用いられている三角形の合同条件を書く 

・問題７（３）：与えられた方法で作図された四角形が，いつでも平行四辺形になるこ

との根拠となる事柄を選ぶ 

○関数について，比例・反比例や，時間と道のりの関係を表すグラフを正しく

読み取ることに課題がある。 

・問題９：ｙがｘの関数でない事象を選ぶ 

・問題１０（２）：比例ｙ＝２ｘのグラフ上の点Ａのｘ座標が３のときのｙ座標を求め

る 

・問題１０（３）：比例のグラフから，ｘの変域に対応するｙの変域を求める 

・問題１１：一次関数の表から，ｘとｙの関係を表した式を選ぶ 

・問題１２（１）：時間と道のりの関係を表すグラフから，速さが最も速い区間を選ぶ 

・問題１２（２）：時間と道のりの関係を表すグラフを基に，出発してから１５分後に

いる地点までの家からの道のりを求める 

○与えられた資料から中央値を求めることを得意とする。 

・問題１４（１）：反復横とびの記録の中央値を求める  
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＜中学校 数学 B＞ 

○必要な情報を選択し，的確に処理することを苦手とする。 

・問題１（１）：投映距離と投映画面の高さの関係を式で表す 

・問題５（１）：１回目の調査で，落とし物の合計のうち，文房具の占める割合を求め

る式を答える 

・問題５（３）：記名のある落とし物を１個１点，ない落とし物を１個２点として集計

するとき，表彰する学級の決め方として正しい記述を選ぶ 

○図形の性質・表・式などを用いて問題を解決する方法を説明することに課題

がある。 

・問題２（１）：連続する３つの整数が１９，２０，２１のとき，それらの和が中央の

整数の３倍になるかどうかを確かめる式を書く 

・問題２（２）：連続する３つの整数の和が中央の整数の３倍になることの説明を完成

する 

・問題２（３）：連続する５つの整数の和について成り立つ事柄を表現する 

・問題３（１）：ポップアップカードを９０°に開いたとき，四角形ＥＦＧＨが正方形

になる場合のＥＦの長さを求める 

・問題３（２）：四角形ＥＦＧＨがいつでも平行四辺形になるように点Ｆの位置を決め

る方法を，平行四辺形になるための条件を用いて説明する 

・問題６（２）：底面になる円の半径の長さが８㎝のとき，表や式から，側面になるお

うぎ形の中心角の大きさを求める方法を説明する 

○証明を振り返り，発展的に考えることに課題がある。 

・問題４（２）：正方形ＡＢＣＤを平行四辺形ＡＢＣＤに変えても，ＡＥ＝ＣＦとなる

ことの証明を完成する 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜中学校 理科＞ 

○化学式や濃度に関する知識・技能に課題があり，それらを活用した実験を考

察し科学的に説明することも同様に苦手としている。 

・問題１（１）：塩化ナトリウムの化学式を選ぶ 

・問題１（１）：濃度５％の塩化ナトリウム水溶液１００ｇをつくるために必要な塩化

ナトリウムと水の質量を求める 

・問題１（２）：同じ量の水に同じ量の炭酸水素ナトリウムと硫酸ナトリウムをそれぞ

■中学校数学全体の傾向から見られる課題 

①平面図形の性質や，投影図から空間図形を読み取ることなど，図形全般

の理解に課題がある。 

②表や式，図形の性質などを用いて，問題を解決する方法を説明すること

に課題がある。 

③問題の解決に向けて，最後まで粘り強く考えようとする意欲が低い。 
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れ加えたとき，どちらが炭酸水素ナトリウムであるかを選ぶ 

・問題１（３）：水上置換法では二酸化炭素の体積を正確に量れない理由を説明する 

・問題１（４）：炭酸水素ナトリウムを加熱したときの質量の変化のグラフから，温度

と化学変化の記述として適切なものを選ぶ 

・問題１（６）：他者の考えを検討して改善し，炭酸水素ナトリウムとクエン酸の混合

物を加熱したときの化学変化の説明として最も適切なものを選ぶ 

○天気の記号から風力・風向きを読み取ることに課題がある。 

・問題２（１）：天気図から風力を読み取る 

・問題２（２）：天気図から風向を読み取り，その風向を示している風向計を選ぶ 

○日常の事象を，実験等により科学的に説明することが難しい。 

・問題２（３）：湿った空気が斜面に沿って上昇してできる雲について，その成因を説

明した他者の考えを検討して，誤っているところを改善する 

・問題２（４）：上空を飛行中の飛行機内での菓子袋の膨らみを検証する実験について，

空気を抜く操作に対応する飛行機の状況を推論する 

・問題４（１）：実験の結果から，凸レンズによる実像ができるときの，像の位置や大

きさについて適切な説明を選ぶ 

・問題６（１）：音の波形を比較し，音の高さが高くなった根拠として，正しいものを

選ぶ 

・問題８（３）：課題に対して適切な（課題に正対した）考察になるよう修正する 

○オームの法則を正しく使うことが難しい。 

・問題５（１）：抵抗に加わる電圧と流れる電流から，抵抗の大きさを計算して求める 

○デンプンが消化酵素によって分解される働きについて，科学的に探求するこ

とに課題がある。 

・問題７（１）：消化酵素によって，デンプンが最終的に分解された物質の名称を選ぶ 

・問題７（２）：キウイフルーツがゼラチンや寒天を分解する働きを説明した記述とし

て適切なものを選ぶ 

・問題７（３）：キウイフルーツの上に置いたゼリーの崩れ方に違いが見られたという

新たな疑問から，適切な課題を記述する 

 

 

 

 

 

 

中学校で，昨年度と比較し改善が見られた主な領域 

（県平均正答率との差において，昨年より改善が見られた領域） 

数学 A 「資料の活用」 

数学 A 「関数」 

■中学校理科全体の傾向から見られる課題 

①実験の結果を分析して解釈し，規則性を指摘することに課題がある。 

②理由を考え，論理的に考察・表現することが難しい。 

③見出した問題を基に，適切な課題を設定することに課題がある。 
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２．生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査（児童生徒用・学校用）結果より 

（１）児童生徒質問紙における特徴的な傾向 

児童生徒質問紙については，三重県の割合と比較して，±５ポイント以上の項目の

中から，顕著な特徴が見られるものについて，以下に示します。 

 

①小学生 

＜強み＞ 

○学校の図書館や地域の図書館に週１回以上行く児童が多い。 

○地域の行事への参加率がとても高い。 

＜弱み＞ 

○算数について，授業の内容がよく分かる，算数の勉強が好きだと答えた児童が

県と比較するとやや少ない。また，簡単に解く方法を探る・新しい問題を解こ

うとするなど意欲を問う項目で，肯定的に答えている児童が少ない。 

○算数や理科の授業で学んだことを，実生活に活用しようとする児童が多くない。 

○自然の中での遊びや自然観察の経験がある児童が県平均と比べると少ない。 

○理科の授業で，予想をもとに観察や実験の計画を立て，進め方を振り返り，結

果から分かったことを考えている児童が少ない。 

○「総合的な学習の時間」で，自分で課題を立てて情報を集め整理して，調べた

ことを発表するなどの学習活動に取り組んだ児童が少なく，学習したことが普

段の生活や社会に出たときに役に立つと感じている児童が少ない。 

○家庭で授業の予習・復習をしたり，自分で計画を立てて勉強をしたりしている

児童が少ない。また，平日に学校の授業時間以外に 1時間以上勉強している児

童が少ない。 

○自分の考えを他の人に説明したり文章に書いたりすることが難しいと感じて

いる児童が多く，記述問題で最後まで解答を書こうと努力した児童が少ない。 

○読書が好きだと答えている児童が少なく，家庭において読書を全くしないと答

えている児童が多い。 

○地域や社会で起こっている問題や出来事に関心を持ったり，地域をよくするた

めに何をすべきかを考えたりしている児童の割合が低い。 

○自分の良いところを自覚している児童が，県平均と比較すると少ない。 

○毎日同じくらいの時刻に就寝・起床している児童が，県平均と比較すると少な

い。 

 

＜改善がみられた項目＞ 

○授業のはじめに目標が示され，授業の最後に振り返りの活動が行われていたと

感じている児童が，昨年に比べ約１０ポイント増加している。 

○テレビゲームに費やす時間が２時間未満であった児童は県平均とほぼ同等で

あるが，昨年度の市平均よりも約３ポイント向上している。 
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○国語Ａの問題の解答時間が十分にあったと答えた児童が増えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

②中学生 

＜強み＞ 

○地域の行事への参加率が県平均と比較するととても高い。 

○国語の勉強が好きだと答えた生徒が多い。 

○授業の最後に，学習内容を振り返る活動をよく行っていたと答えた生徒が多い。 

○数学の授業で，問題の解き方や考え方が分かるようにノートに書いていると答

えた生徒が多い。 

＜弱み＞ 

○自然の中で遊んだり，自然観察をしたりする経験が県平均と比較すると少ない。 

○理科の授業内容がよく分かる，理科の勉強や観察・実験を行うことが好きだと

答えている生徒が少ない。また，理科の勉強が大切だと考えたり，授業で学習

したことを実生活に活かそうと考えたりしている生徒が少ない。 

○理科の授業で，自分の予想をもとに観察や実験の計画を立てたり，観察や実験

の結果からどのようなことが分かったのかを考えたりしている生徒が少ない。

また，自分の考えをまわりの人に説明したり発表したりしている生徒が少ない。 

○読書が好きだと答えた生徒が県平均と比較すると少ない。 

○休みの日に，２時間以上勉強をしている生徒が少ない。 

○毎日，同じくらいの時間に就寝している生徒が，県平均と比較すると少ない。 

○学級で協力して何かをやり遂げ，うれしかったことがある生徒が，県平均と比

較すると少ない。 

 

＜改善がみられた項目＞ 

○数学の記述問題で，最後まで解答を書こうと努力した生徒が増えた。 

○数学の公式や決まりの根拠を理解するようにしている生徒が増えた。 

■児童質問紙の傾向から見られる課題（小学生） 

①算数・理科における学習意欲が低い傾向が見られる。また，理科学習に

つながる日常的な経験が少ない。 

②家庭での予習・復習などに主体的に取り組む児童が少ない。 

③文章や資料を読み取ったり，自分の考えをまとめて書いたり発表したり

することを苦手と感じている児童が多い。 

④地域の行事への参加率は高いが，地域や社会の出来事への関心が低い。 

⑤自分に良いところがあると思っている児童が少ない。 

⑥就寝・起床時間を一定にするなど，基本的生活習慣の改善に取り組む余

地がある。 
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○授業の冒頭で，目標（めあて・ねらい）が示されていたと答えた生徒が大幅に

増えた。 

○学校生活での悩み事を抱えたら，そのままにしないで誰かに相談すると答えた

生徒が大幅に増えた。 

○平日，テレビゲーム（スマホのゲームを含む）をする時間が２時間未満である

生徒が，昨年と比べて増えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）学校質問紙における特徴的な傾向 

 学校質問紙については，三重県の割合と比較して，小学校ではその差が±１０ポイ

ント以上，中学校ではその差が±２０ポイント以上の項目の中から，顕著な特徴が見

られるものに限って，以下に示します。 

 （すべてについて，前年度の状況に関する質問調査結果です。） 

【参考：市内小学校数１１校，中学校数３校】 

 

①小学校 

＜強み＞ 

○コンピュータ等を活用した授業や，図書館・博物館などを利用した授業をよく

行っている学校が多い。 

○自然の中での集団宿泊活動を，全ての学校で行っている。また，職場見学や職

場体験活動を行っている学校が多い。 

○長期休業日や土曜日を利用した補充的な学習サポートを実施した学校が多い。 

○国語で発展的な学習を，国語・算数・理科で補充的な学習を行った学校が多い。 

○学級での話し合い活動の中で，児童が相手の考えを最後まで聞くことができて

いると答えた学校が多い。 

○各教科のねらいを明確にした上で言語活動を適切に位置づけた学校が多い。 

○ノートに，学習の目標（めあて，ねらい）とまとめを書くように指導した学校

が多い。 

○算数で，実生活との関連を図った授業を行っている学校が多い。 

○総合的な学習の時間において，課題設定からまとめへの過程を意識している学

校が多い。また，資料を使った発表や，調べたことや考えたことを分かりやす

■生徒質問紙の傾向から見られる課題（中学生） 

①自然の中で遊ぶ経験が少なく，理科の学習に意欲的な生徒が少ない。 

②読書が好きだと答えた生徒が少ない。 

③休みの日にまとまった時間を学習に費やしている生徒が少ない。 

④起床時刻と比べ，就寝時刻が一定である生徒が少ない。 

⑤仲間と協力して何かをやり遂げた達成感や喜びを味わった経験が少ない。 
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く文章に書かせる指導をした学校が多い。 

○児童が礼儀正しく，授業中の私語が少なく落ち着いていると答えた学校が多い。 

＜弱み＞ 

○理科の指導として自由研究や課題研究などの家庭学習を与えたり，家庭学習の

課題について評価･指導したりした学校が少ない。 

 

＜改善がみられた項目＞ 

○校長が，週に２日以上，校内の授業を見回っている学校の割合が増えた。 

○授業中の私語が少なく，落ち着いていると答えた学校の割合が増えた。 

○長期休業日を利用した学習サポートを実施している学校の割合が増えた。 

＜その他＞ 

○ 経験年数の浅い教職員（５年未満）が多い。 

 

 

 

 

 

 

②中学校 

＜強み＞ 

○コンピュータ等を活用した授業や，図書館・博物館などを利用した授業をよく

行っている学校が多い。 

○長期休業日や放課後を利用した補充的な学習サポートを実施した学校が多い。 

○理科で発展的な指導や，観察や実験のレポートの作成方法に関する指導を行っ

た学校が多い。また，理科・国語で補充的な指導を行っている学校が多い。 

○言語活動の実施状況や課題について全教職員で話し合ったり検討したりしてい

る学校が多い。 

○学級やグループでの話し合い活動で，生徒が自分の考えを相手にしっかりと伝

えることができていると答えている学校が多い。 

○国語で，目的や相手に応じて話したり聞いたりする授業を行った学校が多い。 

○数学で実生活における事象との関連を図った授業を行った学校が多い。 

○生徒自ら学級やグループで課題を設定し，その解決に向けて話し合い，まとめ，

表現するなどの学習活動を取り入れている学校が多い。 

○「総合的な学習の時間」において，課題設定からまとめ，表現に至る探求の過

程を意識した指導をしている学校が多い。 

○地域や社会で起こっている問題や出来事を学習の題材として取り扱った学校が

多い。 

○家庭学習の与え方について校内教職員で共通理解を図った学校が多い。また，

調べたり文章を書いたりしてくる宿題を与えた学校が多い。 

■学校質問紙全体の傾向から見られる課題（小学校） 

①理科の指導として自由研究や課題研究などの家庭学習の課題を与え，評

価･指導している学校が少ない。 
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○学校図書館を活用した授業を計画的に実施している学校が多い。 

＜弱み＞ 

○数学でティーム・ティーチングによる指導を行った学校が少ない。 

○授業研究を伴う校内研修を年間５回以上実施した学校や，学校外での研修に積

極的に参加できるようにしている学校の割合が低い。 

○国語で，書く習慣を付ける指導を行った学校が少ない。 

 

＜改善がみられた項目＞ 

○地域の人材を外部講師として招聘した授業を行った学校の割合が増えた。 

○国語・数学の家庭学習に関する課題を，評価・指導した学校の割合が増えた。 

○校内外の研修に参加した成果を教育活動に積極的に反映させた学校が増えた。 

○生徒が礼儀正しく，授業中の私語が少なく落ち着いていると答えた学校の割合

が増えた。また，学習規律の維持を徹底した学校の割合が増えた。 

＜その他＞ 

○ 経験年数の浅い教職員（５年未満）が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．課題解決に向けた取組 

 

  各学校は，「亀山市学力向上推進計画」の趣旨・内容を踏まえつつ，自校の児童生

徒の状況に基づいた「学力向上推進計画」を作成するとともに，着実な実践，的確な

評価・改善に努めることとする。 

教育委員会は，抽出した課題に対して，学校・家庭と連携・協働して「亀山市学力

向上推進計画」に基づき，取組を推進する。 

 

 

 

 

 

■学校質問紙全体の傾向から見られる課題（中学校） 

① 数学の授業でティーム・ティーチングによる指導を行っている学校が少

ない。 

② 授業研究を伴う校内研修の実施や，学校外での研修への参加が少ない状

況がみられる。 

③ 国語科で，書く習慣を付ける指導を行った学校が少ない。 
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資料 各教科における調査の領域・分野等別正答率（％）の状況 

 

① 小学校                  ②中学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


