
ご案内（大学所在地・交通）

● 最寄り駅から草薙キャンパスへのアクセス

● 静岡までのアクセス

JR東海道新幹線 JR東海道新幹線

JR東海道本線 7分

JR東海道新幹線

草薙

東京名古屋 静岡新大阪

●東京から : 東京→静岡　約1時間
●大阪から : 新大阪→静岡　約2時間

●名古屋から : 名古屋→静岡　約1時間
  （いずれも「新幹線ひかり号」を使用した場合）

【草薙キャンパス】

バス

徒歩 JR「草薙駅」南口（県大・美術館口）、または静岡鉄道「県立美術館前駅」
静岡鉄道「草薙駅」から徒歩15分

静鉄バス
JR「草薙駅」南口（県大･美術館口）バス停から草薙団地行き（三保草薙線）で
「県立大学入口」下車、徒歩5分  ＊平日の午前のみ、「県立大学前」下車が可能（下車0分）
　

〒422-8526  静岡県静岡市駿河区谷田 52 -1（草薙キャンパス）

（学生部入試室）054-264-5102
https ://www.u-sh izuoka-ken.ac . jp/

054-264-5007（代表）TEL 学部案内School Guide 2023

新カリキュラム
での学びが
進行中



　世界はよく言われるようにグローバル化に向かっているのか、あるいは逆に、反グローバル主義に
向かっているのか、昨今の国際情勢はますます混迷の度合いを深めているように見えます。その中にあって、
グローバル「人材」の育成を期待される本学部は、個人や地域を深く見すえるミクロな次元の洞察力と
社会や地球を広く見渡すマクロな次元の構想力を兼ね備えた「人物」を育てることを提案します。
　皆さんがグローバル社会で活躍できる人材と聞いた時にまず思い浮かべるのはどのような人でしょうか。
世界を舞台に、外国語を流暢に操っての華々しい交渉の末に、自分たちの会社や社会に利益をもたらす人
かもしれません。そのような能力自体は素晴らしいことで、否定はしません。ただ、最初から自分たちの
経済的利益のことしか頭にないような態度では目の前の相手は全く動いてくれません。相手が持っている
文化や価値観、背負っている歴史、単なる道具ではないはずの言語、属している社会、置かれている環境、
それらを自らの力で理解してから話しかける、第一歩はおそらくそこだろうと思います。
　本学部は2019年４月より、社会に出てからも役に立つ基礎力とキャリアにつながる専門性をあわせ
育てる新たなカリキュラムをスタートさせました。ミクロな次元とマクロな次元を重ねる「人物」を育てる、
そのための多様で複眼的なアプローチを提供できる準備を整え、皆さんをお待ちしています。

地域と地球をつなぐ創造的「人物」を育む 寺尾 康国際関係学部長

国際関係学部とは
専任教員1人あたりの学生数は国際関係学部は14.8人です。大人数大教室の
マスプロ教育ではなく少人数クラスが中心となります。さらに3・4年次には数
名から十数名の少人数による「ゼミナール」で専門分野に集中して取り組むこ
とによって、自分の関心を発見し深めます。これによって高い専門性と多角的
視点を両立させていきます。

徹底した少人数教育03

Small Classes

国境を越えて人や物、情報や文化が活発に移動・交流し、IT技術の発展により
グローバル化が進展する一方で、世界各地で貧富の格差や民族対立、地域紛
争がますます激化しています。ダイナミックに変化する国際社会の課題に応え
るために、アジア、アメリカ、ヨーロッパ、ロシア、中東、アフリカ、オセアニアなど
多様な地域研究、およびその前提としての語学教育に力を入れています。

充実した地域研究01

Renowned Area Studies Experts

ひとくちに地域研究といっても、地域の現状分析から、その母胎としての歴
史・文化・言語の研究に至るまで様々あります。国際関係学部は、思想、文学、
言語学、歴史学、人類学、社会学、政治学、経済学や法律学など人文社会科学
系の諸分野を広くカバーしています。本学部では、複雑化と不透明化が進む
現代社会での問題理解に必須となる分野横断的で多面的な思考を養うこと
ができます。

多彩な研究分野02

Diverse Perspectives and Interdisciplinary Fields

オハイオ州立大学、モスクワ国立国際関係大学、ブレーメン経済工科大学、リー
ル政治学院、バリャドリード大学、ボアジチ大学、フィリピン大学、浙江大学、延
世大学との間では交換留学・単位互換が行われています（P.17-18参照）。外国
の状況や社会問題について関心をもった学生が、現地の大学に留学して状況
を肌身で知ることによって問題の理解を深めています。国際関係学部は今後も
さらに海外の大学との協力体制を充実させていきます。

活発な海外交流04

Dynamic International Collaboration

多面的な思考力と深い洞察力を兼ね備えた教養ある人材の育成。これこそが国
際関係学部のミッションです。こうした人材の育成が、不透明で複雑な国際社
会の未来を切り拓いていくものと確信しています。また、教員・学生それぞれの
活動を通して、地域とのつながりを深め、社会への貢献に努めています。

洗練された教養人の育成と
地域への貢献05

Sophisticated Intellectuals and Local Contribution
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◆ 学部特設サイト
　 https://ir.u-shizuoka-ken.ac.jp/
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国際関係学部 は小さな地球
多様な地域、言語、専門分野を豊富にカ バーするミニチュア版の地球へようこそ

静岡の地から世界と未来への扉 をひらく主役はあなたです。

      あなたと世界を橋渡しする  多様な学知が世界中から集結
少人数教育ならではの和気あいあいとした  雰囲気の中で新しい先生や友人と出会い

あなたの将来へと通じる  扉をみつけてください。

世界が多様であるように授業も多様です。まだ関心が定
まっていなくても、バリエーション豊かな授業を通じて自分
が進むべき方向を少しずつ探っていくことができます。

多種多様な専門領域をカバー自由な校風

4つの特色 1国際関係学部 4つの特色 2国際関係学部

自由度が高く、好奇心のおもむくままに幅広く世界を学べ
るカリキュラムを用意しています。学部運営にも学生の皆
さんの意見を採り入れています。

少人数の授業が大半です。小さな教室で、学生が読んだ
り、書いたり、発表したりする授業を通じて、先生や友人
とふれあい、興味を持った分野を掘り下げて学ぶことが
できます。

メディアにも登場する教授陣が国際舞台で活躍する先輩と
して授業をリードします。特定の分野のエキスパートになり
たいと思う皆さんを親身になってサポートします。

第一線の専門家による授業 ホームな少人数教育

4つの特色 3国際関係学部 4つの特色 4国際関係学部

最先端の英語教育

学生が英語で
プロジェクトを実施する
PBL English 

各種メディア教材を使った
インタラクティブな
自律学習が可能な
最新の施設

（SALL、STUDIO）

ネイティブ英語教員
による必修科目

学習効果を高める
レベル別クラス編成

TOEIC対策科目・
TOEIC留学英語の

開設

日本語教員
  養成課程・
単位修得証明書

高等学校教諭
一種免許状

（英語または国語）
社会調査士

英語に加えて学ぶ世界の多様な地域言語 取得できる免許・資格

フランス語、ドイツ語、スペイン語、ロシア語、
中国語、韓国語、フィリピン語、日本語（留学生対象）

から一言語を履修

ethnicity

  
 

  
 

 

地域貢献

学生が国際会議

field work

ボランティア

英語でプレゼン

warart 平
和
構
築

思想

芸能

労働
格差

伝統

信仰

共生

日本
アジア

ヨーロッパ

人権

宗教
紛争開発

福祉
韓国

ロシア
英国

中東

アフリカ

中
国

オセアニア

アメリカ

ハラール
グローバル史

民族

難民

哲学
生活

比較古
典

貧困削減
観光 援助

障害

幸福

経済 条約

英語学習

国際法

公共政策憲法
国連
政治政党

選挙

社会調査
安全保障

日本語教育

慣習多文化

移民

地球環境問題

nationalism

language

media
movie
gender
family

globalization
fair trade diversity
JICA

literature

orientalism

Renaissance
LGBT

NPO

EU

populism

SNS

communication
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学部基礎

国際関係学科　野田 栞那さん

◆受講生の声
　文献購読では自分の意見を述べる機会があ
り、思考力が高められただけでなく、難しいこと
に対して屈せずに根気強く考えることもできる
ようになりました。また、この授業でKJ法を学
び、レポート作成の時に重要になってくる論理的
に考える力を鍛えることができました。実践に重
きをおいた授業なので、受け身ではなく主体的
に取り組むことができ、やりがいがありました。

　高校までの学びと異なり、論理的に考える力を身につけ、専
門知識を活用するための必要な幅広い教養を身につけること
が国際関係学部では求められます。この授業では特定の専門
分野にこだわらず国際関係学部でこれから学ぶ力の基礎をつ
くります。以下の３つが柱となります。１）文献講読のペース配
分を掴む、２）図書館を使うことに慣れ書籍に親しむ、３）一見
バラバラな情報の断片を関連づけて理解し、発想する方法を身
につける。

◆教員からのメッセージ　宮崎 晋生

アカデミック・リテラシー

学知の森に分け入りながら
読む力、書く力、調べる力
発表する力を育む

学知の森に分け入りながら
読む力、書く力、調べる力
発表する力を育む

コンピューター・リテラシー、社会調査法入門、
日本語教育学、日本文学研究、国際政治入門、
国際法学入門、家族・ジェンダー論入門、
グローバル化と地域社会、国際言語文化入門、
比較文化入門、文学と社会、映像と社会

科目（一部）

ベーシック・スタディPick up

国際関係学科　山本 怜さん

◆受講生の声
　この授業は英語コミュニケーション力の養成を目
的としており、一般的な英会話の授業とはかなり異
なった形式をとっています。受講生は英語のみで
ディスカッションを行いながら、効果的なプレゼン
テーション方法を学びます。自分の能力を駆使して
コミュニケーションを取ることで、実践力が養われ
ていることを実感しています。難易度が高い授業で
すが、とても充実しています。

"PBL English" stands for Project-Based Learning (in) English. 
Students in these courses use practical English to reflect on 
their personal experiences and observations, share their 
thoughts and opinions, and engage in meaningful project 
work designed ultimately to transform not only themselves as 
individuals but also the wider communities they belong to. As 
a result, PBL English learners develop the advanced skills of 
communication, critical thinking, creativity, and collaboration 
necessary for success in an ever-changing society.

◆教員からのメッセージ　ディハーン・ジョナサン

英語コミュニケーション力

課題に取り組むことで
実際に使える実践的英語力を鍛える
最先端の英語教育

課題に取り組むことで
実際に使える実践的英語力を鍛える
最先端の英語教育

フレッシュマンイングリッシュ、
英語コミュニケーション、英会話、英作文、
英語プレゼンテーション、
英語アクティブラーニング、時事英語、
英語で読む国際関係入門

科目

PBL EnglishPick up

国際言語文化学科　大城 正美さん

◆受講生の声
　私は、将来日本に住む中南米出身の方の支援に携り
たいと考えて、スペイン語を選択しました。スペイン語は
広い範囲で話されている言語ですが、担当の先生には
スペインや中南米のご出身の方もおられ、さまざまな地
域のスペイン語と文化に触れることができました。授業
を通してスペイン語圏への興味がますます高まり、交換
留学制度を利用してバリャドリード大学へ留学をするこ
とに決めました。現在はその準備に奔走しています。

　「地域言語」科目の目標は語学習得に加えて、世界の多様さ
や文化と言語の深い結びつきを実感し、翻訳・通訳行為や異文
化間のコミュニケーションについて理解を深め、学びの基盤を
作ることです。この科目で言語の基礎を身に着け、その後「研
修外国語」「会話」「テクスト研究/リーディングス」「表現研究/
表現法」などの科目を通して、さらに上の語学力を目指すことも
可能です。また、協定校への交換留学の道も開かれています。

◆教員からのメッセージ　森　直香

地域実践力
地域の言葉・文化・現場を学ぶことで
世界の特定の地域で活躍できる力を育む
地域の言葉・文化・現場を学ぶことで
世界の特定の地域で活躍できる力を育む

中国語、韓国語、フィリピン語、ドイツ語、
フランス語、ロシア語、スペイン語、日本語、
現代アメリカ論、現代ヨーロッパ論、
現代東南アジア論、フィールドワーク

科目（一部）

地域言語・スペイン語Pick up

国際関係学科　竹本 亮雅さん

◆受講生の声
　この授業を受けることによって、普段何気な
く目にしている国際関係や国際政治関連の
ニュースをより深く理解できるようになりまし
た。それぞれの国や地域の論理や歴史、国家
や権力について学ぶことで、実際に起こってい
る出来事・現象の背景が分かるようになって
きました。

　高校までに学習した世界史の授業や、新聞やテレビ等のメ
ディアによるニュース報道で得てきた知識を、国際政治学と
いう学問分野での学びに繋げる「橋渡し」的な授業です。学生
の主体性を重視し、プレゼンテーションやグループ討論等も
行います。

◆教員からのメッセージ　浜　由樹子

学部基礎力
国際関係学部での
学びのスタートアップに必要な
基礎と教養の力を身につける

国際関係学部での
学びのスタートアップに必要な
基礎と教養の力を身につける

人類と文化、国際関係論、日本文化論、
ことばと心理、国際政治学

科目

国際政治学Pick up

07 08











本学では、グローバルに活躍する人材の育成を目指して、世界各国の大学や研究機関と協定を結び、共同研究や学術交流、
短期交換留学生の派遣・受け入れを積極的に行っています。2019年４月には、国際交流業務を一括して体系的、総合的に行い、
本学のグローバル化を促進する組織として「国際交流センター」を設置しています。国際交流・留学情報

●…大学間交流
●…部局間交流
●…語学研修

フランス

●モルドバ外交政策協会
モルドバ

●ラジャヒ大学／理学部薬学科
バングラデシュ

●グリフィス大学
オーストラリア

中華人民共和国
●●●浙江大学（旧杭州大学）／薬学院
　　●浙江省医学科学院
　●●東華大学
　　●延辺大学
　　●寧波大学／浙東文化研究院

●ニューキャッスル大学

●バリャドリード大学
スペイン

●モスクワ国立国際関係大学

ニュージーランド
●リデット研究所
●ニュージーランド植物・食物研究所 （旧ホート研究所）
●マッセイ大学／食品栄養・人類健康学部

ロシア

●フィリピン大学
フィリピン

イギリス

●ブリュッセル自由大学
ベルギー

タイ
●●コンケン大学／看護学部・医学部・薬学部
　●チュラロンコーン大学／薬学部
●●マヒドン大学／熱帯医学部・薬学部・理学部・環境資源学部
　●タマサート大学／医学部
　●スラナリー工科大学

静岡県立大学

●フエ大学／科学大学部
ベトナム

ドイツ
●ブレーメン州立経済工科大学

●ボアジチ大学
トルコ

●マラヤ大学／医学部
マレーシア

●パルマ大学
イタリア

　●●オハイオ州立大学

　　●ネブラスカ大学リンカーン校
　　●カリフォルニア大学バークレー校
　　●カリフォルニア州立大学ノースリッジ校
　　●アリゾナ大学
●●●カリフォルニア州立大学サクラメント校／生涯教育学部

　●●カリフォルニア大学デービス校

　　●ロジャーウィリアムズ大学
　　●ポートランド州立大学

アメリカ合衆国

●パジャジャラン大学
インドネシア

カナダ
●●ビクトリア大学／イングリッシュ・ランゲージ・センター

大韓民国
●延世大学校
●東西大学校／日本研究センター
●ソウル大学校／日本研究所
●大邱保健大学校 ※短期大学部

交換留学・派遣留学提携校 語学研修提携校
本学には、IFC（International Friendship Club 国際学友
会）という日本人と留学生の交流を目的としたクラブがあり、
大学祭などの行事への参加や旅行などが企画されています。

新入生歓迎会／新入留学生ガイダンス
バーベキュー
IFC主催国際交流旅行 
IFC主催国際交流旅行
剣祭／試食会
IFC主催スポーツ大会
クリスマスパーティー／留学生交流会
IFC主催国際交流旅行

4月
5月
6月
9月
10月
11月
12月
3月

■ 主なイベント

外国文化や言語について勉強する中で、文字の上での知識だけでなく
実際に海外の文化や生活に触れてみたいとかねてから考えていたため留
学を決心しました。フランスは様々な人種、ルーツを持つ人々が暮らして
おり、日本では珍しい価値観や考え方の違いに接することができます。ま
た、リール政治学院では国内外の社会・政治の抱える問題について学べ
るので、日常生活とは違う視点でフランスという国を見ることができます。

小林 美翔さん
国際関係学部 国際言語文化学科 4年

この研修プログラムを受講して良かったことは自宅にいながら長
期休みを利用して毎日集中的に英語に触れることができたこと
です。オンラインではありますが、授業では人前で英語を話す機
会がたくさんありどうすればより伝わるのかを考えて次の日には
実践することができました。

根本 美來さん
国際関係学部 国際関係学科 3年

アメリカでは文化の異なる方々と接する機会が多々あり、当初は文
化の違いからか、うまく打ち解けられないこともありました。しかし、共
に過ごしていくにつれてお互いへの理解が深まり、最終的には一緒
に食事に行くほどに打ち解けられるようになりました。文化が異なる
方々と相互に理解するためには、「交流しお互いを知る」ことが何よ
りも大切だと、自分の経験から実感することができました。

田口凌大さん
国際関係学部 国際言語文化学科 3年

私は日韓の政治問題や歴史問題に関心があり、韓国への留学を決心し
ました。実際に韓国の学生と一つのテーマについてディスカッションした
り、プレゼンテーションをしたりしたことは、大学の学部留学だからこそ得
られた経験です。また、未来キャンパスのある江原道はソウルから離れた
場所にあるので、地域の方に田舎ならではの暖かいおもてなしや日常の
気遣いを受けたことも印象深い思い出になっています。

紅林 亜緒依さん 
国際関係学部 国際言語文化学科 4年

オハイオ州立大学

アメリカ

延世大学校

韓国

リール政治学院

フランス

アメリカ

難しい状況下でもオンラインで世界各国の学生と楽しく学べまし
た。異なる言語や文化を持つ学生とのディスカッションを通じ、より
多角的に思考し自身の価値観を広げることが出来ました。また、世
界各地から参加したボランティアと楽しくゲームする機会もあり充
実した語学研修でした。

石部 未久さん
国際関係学部 国際言語文化学科 3年

ビクトリア大学

カナダ
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PICK
UP

浙江大学【中国】

東華大学【中国】

カリフォルニア州立大学 サクラメント校【アメリカ】

カリフォルニア大学 デービス校【アメリカ】

ポートランド大学【アメリカ】

キャンパスフランス（フランス政府留学局）の
短期語学留学プログラム受入校【フランス】

ビクトリア大学【カナダ】

３月上旬から下旬の３週間

８月上旬から下旬の３週間

８月中旬から10月上旬の８週間

８月上旬から９月上旬の４週間
２月中旬から３月中旬の４週間

８月上旬から下旬の３週間

８月の４週間
２月下旬から３月下旬の４週間

８月の４週間
３月上旬から下旬の４週間

大学名 研修期間

モスクワ国立国際関係大学【ロシア】

フィリピン大学【フィリピン】

リール政治学院【フランス】

ボアジチ大学【トルコ】

ブレーメン州立経済工科大学【ドイツ】

バリャドリード大学【スペイン】

延世大学校【韓国】

オハイオ州立大学【アメリカ】

８月から６ヶ月以内

８月から３月までの間の６ヶ月以内

９月から１学期間又は２学期間

9月下旬から１学期間又は２学期間

4月末から１学期間又は２学期間

９月から１学期間又は２月から１学期間

３月から１学期間又は１年間

９月から１学期間又は２学期間

大学名 留学期間

留学期間は目安 研修期間は目安

国際交流センター長M e s s a g e 澤﨑 宏一

国際交流センターでは、新型コロナウイルス感染拡大
の前から、オンラインで米国との遠隔教育や交流事業を
推進・実施してきました。これは、国際的な双方向の教
育手法を活用するCOILと呼ばれるプログラムで、オンラ
イン上で異なる文化・価値観を持った人たちとつながり
交流することにより、国際的な視野で学びを深めようと
するものです。このCOIL型教育をさらに広め、その他に
も、オンラインでの交換留学や海外語学研修など、コロ
ナ禍で渡航できない場合の留学にも取り組みます。
また、2022年４月には小規模ながらも国際学生寮が新
設されますので、キャンパス内での国際交流にも力を入
れていきます。

●リール政治学院 

●サンテティエンヌ・ジャン＝モネ大学/語学・文明国際センター
●グルノーブル・アルプ大学/フランス語教育センター
●CIELブルターニュ（西ブルターニュ大学提携の語学学校）

オンライン
語学研修

オンライン
語学研修

カリフォルニア大学
デービス校
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就職・キャリア支援

令和4年（2022年）3月卒業生就職状況

オープンキャンパス・入試情報

国際関係学部のオープンキャンパスは学生が中心となり企画・運営を行っています。全体説明、保護者説明会、模擬授業、在校生による大学生活
（授業・課外活動・留学）・受験に関する案内・相談など、国際関係学部がよくわかる企画をご用意しています。

Open Campus
https://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/admissions/opencampus/詳しくは右記のアドレスをご覧ください。 URL
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大学入学共通テスト
を免除する

大学入学共通テストの利用教科・科目名 大学入学共通テスト・個別学力検査等の配点等

一般選抜

一般選抜
前期

特別選抜
学校推薦型選抜

大学入学共通テスト
を課す

大学入学共通
テストを課す
学校推薦型
選抜

大学入学共通テスト

大学入学共通テスト

4
98.4 96.0

2

帰国生徒

JALスカイ、TOKAIホールディングス、アイエイアイ、アイリスオーヤマ、天野回漕店、臼井国際産業、エイエイピー、エイチ・アイ・エス、エンケイ、
遠州鉄道、遠鉄百貨店、杏林堂薬局、公立学校共済組合、静岡ガス、静岡銀行、静岡県、静岡県教育委員会(高校教員)、静岡県警察、静岡
県森林組合連合会、静岡市、静岡市社会福祉協議会、静岡新聞社･静岡放送、静岡鉄道、静岡県労働金庫、清水銀行、秀英予備校、スズ
キ、鈴与システムテクノロジー、鈴与商事、スター精密、生活協同組合ユーコープ、ソニー・ミュージックソリューションズ、損害保険ジャパン日本
興亜、大王パッケージ、タミヤ、帝人フロンティア、テレビ静岡、東京海上日動火災保険、東京消防庁、東京税関、トヨタホーム、長野県、名古屋
鉄道、西日本旅客鉄道（JR西日本）、日本漢字検定能力検定協会、日本銀行静岡支店、日本航空（JAL）、日本郵便、はごろもフーズ、羽田エ
アポートエンタープライズ、阪急阪神エクスプレス、法務省名古屋出入国在留管理庁、マイナビ、みずほ証券、三井住友信託銀行、明治屋、明
治安田生命保険、焼津市、山田工務店、ヤマザキ、ヤマハ発動機、横浜市社会福祉協議会、横浜税関、楽天、ローランドディー.ジー.

ANAエアポートサービス、BUFFALO、JALスカイ、JR東海ツアーズ、TOKAIホールディングス、アイエイアイ、一条工務店、伊藤園、臼井国
際産業、エイチ・アイ・エス、エン・ジャパン、エンケイ、神奈川県教育委員会（高校教員）、河合楽器製作所、空港ターミナルサービス、静岡
伊勢丹、静岡ガス、静岡カントリーグループ、静岡銀行、静岡県、静岡県教育委員会（高校教員）、静岡県国民健康保険団体連合会、静岡
市、静岡新聞社･静岡放送、静岡鉄道、島田市、シマノ、清水銀行、集英社、スズキ、鈴与、鈴与システムテクノロジー、スター精密、宣伝会
議、全日本空輸（ANA）、千葉教育委員会（高校教師）、デンソー、東京海上日動火災保険、とぴあ浜松農業協同組合、トヨタホーム東海、
豊橋市、中島屋ホテルズ、日鉄住金物産、日本航空（JAL）、日本食研ホールディングス、日本製紙、日本通運、日本郵便、野村證券、浜松
市、浜松ホトニクス、日立化成、藤枝市、法務省名古屋出入国在留管理庁、星野リゾート、三島市、ミリアルリゾートホテルズ、村上開明堂、
矢崎総業、ヤマハ発動機、ヤマハモーターソリューション、米久、楽天グループ、リビエラ、ローランドディー．ジー．

卒業生数 医療・
福祉

左記以外
のもの

2018 62 58 57 98.28 1 3

2019 63 58 56 97 2 5
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2018 122 115 114 99.13 3 4

2019 131 119 114 96 4 13
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22020 66 56 53 94.64 1 0 301006101231030 3

2020 125 110 108 98.18 7 0 6 1015013018178521750 1

2021 132 124 120 96.77 1 0 10 701117217208432410 3

32021 56 50 47 94 1 0 007189332800 3 5
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