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: ゆャゅヅャや ュシや 
 .............................. 

 

 ラョゅをャや : フタャや 
 

 ラハ ケΑケボゎ 
 ュやキカゎシゅよ ¬ゅョャや るΑボルゎ

 ゅΑィヱャヱルミゎャや 



 

 

 

 

 ゅΑィヱャヱルミゎャや ュやキカゎシゅよ ¬ゅョャや るΑボルゎ 
 

 ¬ゅョャや るΑボルゎ  ∩るΑヱッバャや ケΑビヱ ∩るΑヱッバャや キやヱョャやヱ ∩るΑもゅΑョΑミャや れゅよミケョャや るャやコま るΑヤョハ ヶワ
  メΑヱェゎ ヶワヱ ∩ケΑヅボゎャや るΑヤョバャや ロクワ メョセゎヱ ∩¬ゅョャや ラョ るよヱビケョャや ケΑビ るΑバΑよヅャや ゆもやヱセャやヱ

  メΚカ ラョ れゅルヱΑΕや るャやコまヱ ∩メもゅシ メミセ ヴヤハ ンケカぺ ⇔りケョ ヮヘΑをミゎ ュゎΑャ ケゅカよ ヴャま メもゅシ
 ヴヤハ キハゅシゎ ゅヰルΕ るΑゅピヤャ るョヰョ ¬ゅョャや るΑボルゎ るΑヤョハ ケよゎバゎヱ ∩るよもやクャや ゥΚョΕや ソΚカゎシや

ケセヤャ るェャゅタ るΑボル ロゅΑョ ケΑプヱゎ  ∩るΑよヅャや れΙゅィョャや ヶプ ゅヰョキカゎシや ラミョΑヱ ゅョミ ∩ゆ
  れゅョΑシィャやヱ ∩ゆもやヱセャや コΑミケゎ メΑヤボゎよ ュヱボゎ ヶヰプ ∩るΑハゅルタャやヱ ∩るΑもゅΑョΑミャやヱ ∩るΑルΙキΑタャやヱ

 れゅΑケヅヘャやヱ ∩れゅシヱケΑヘャやヱ ∩ゆャゅェヅャやヱ ∩ゅΑケΑゎミよャやヱ ∩れゅΑヤΑヘヅャやヱ ∩るボャゅバャや 

 

れゅヅΑェョャや ロゅΑョ るΑボルゎャ るをΑキェ るΑルボゎ :  

 

ケゅミケΑシ スΑャゅョゅミ ュゅホ   ヱワヱ ヶシケΑィヱΑル キヰバョよ るΑもゅΑョΑミャや るシキルヰャや ヶプ ケヱシプヱケよ
や ¬ゅョ ラョ ゥΚョΕや るャやコΗ るをΑキェ るΑルボゎ ケΑヱヅゎよ ∩ゅΑィヱャヱルミゎヤャ  ヶゎャやヱ ∩れゅヅΑェョャやヱ ∩ケゅェよャ

 よ ヴョシ⊥ゎケセゅよョャや ヶもゅセピャや ケΑヅボゎャや ュゅドル  ∩  ュゎΑ ヵクャや ケェよャや ロゅΑョ るΑボルゎ ヴヤハ るΑルボゎャや ロクワ メョバゎプ
 ョィョ ヴヤハ ヵヱゎェΑ ヶミΑゎシΚよ ¬ゅセビ ケよハ ペプキゎΑヱ ∩ヮルΑカシゎ  るプヱィョャや ゆΑよゅルΙや ラョ るハヱ

  ウョシゎャ るョョタョ りケΑピタ れゅョゅショ ヴヤハ ゆΑよゅルΕや ヵヱゎェゎヱ ∩ケヅボョャや キケゅよャや ¬ゅョャゅよ るもΑヤョャやヱ
  ¬ゅョャや ケゅカよ ケセゎルΑ ュを ∩ゅヰΑヤハ ウヤョャや ラョ ヶャゅカャや ¬ゅョャや ケゅカよ ノョィゎΑプ ∩ゅヰホやケゎカゅよ ¬ゅョャや ケゅカよャ

 ケよゎバΑヱ ∩メもゅシャや ¬ゅョャや メミセゎΑ ヴゎェ ∩ヮヘΑミをゎャ ンケカや りケョ ヮよェシ ュゎΑャ ゆΑよゅルΕや ケよハ  ュゅドルャや
ケゅミケΑシ スΑャゅョゅミ ヱケシΑプヱケよヤャ ゅボプヱ るΑゅピヤャ メゅ∂バプ  ∩ ヮルハ アゎルΑ ゐΑェよϴϬ   ロゅΑョ ラョ ⇔やケゎャ

 メミャ ゆケセャやϭϬϬ   ∩るΑキゅバャや ロゅΑョャや るΑヤェゎ るΑルボゎ ヮィゎルゎ ゅョ フバッ ヵぺ ∩ケェよャや ロゅΑョ ラョ ケゎャ
  るィケキ ノルョャ りケやケェヤャ フヤミョ ケΑビヱ ∩⇔ ゅゎよゅを ⇔やケキタョ ゆヤヅゎΑ ヮ∂ルぺ ュゅドルャや やクワ むヱゅショ ラョ ラミャヱ

 ヴヤハ ¬ゅョャや りケやケェメキゅバゎャや ラョ ¬ゅセピャや ヶよルゅィ  

 

 



 

 

 

 

 

 

 ロゅΑョャや るΑボルゎ れやヱヅカ  :  

 ヶゎΓゅミ ヶワヱ ∩るΑシΑもケ れやヱヅカ サョカ ヶプ ロゅΑョャや るィャゅバョヱ るΑボルゎ るΑヤョハ ソΑカヤゎ ラミョΑ   :  

るΑヘタゎャやるΑヘタゎャや るヤェケョよ ケョΑ ラぺ ゆィΑ ¬ゅョャや :    ∩  ヱぺ ケゅヰルΕや ロケキタョ ラヱミΑ ゅョキルハ
 るΑバΑよヅャや ゆもやヱセャや るャやコみよ ュヱボゎ るΑヘタゎャや ラΕ ∩れやケΑェよャや  ∩ゆセカャや ヱぺ ∩れゅゎゅよルャや メをョ りケΑよミャや

 ∩るヤェケョャや ロクワ ヶヅカゎ ラミョΑプ ∩るΑプヱィャや ロゅΑョャや ヱワ ¬ゅョャや ケキタョ ラゅミ やクま ゅョぺ ∩ポゅョシΕや ヱぺ
 る∂ΑバΑよヅャや るΑヘタゎャや るΑヤョハ ヶプ ∩チケΕや ラョ れゅボよヅ ケよハ ∂ケョ キホ ラヱミΑ ¬ゅョャや ラΕ 

 

 

るΑもゅΑョΑミャや るィャゅバョャや るΑもゅΑョΑミャや るィャゅバョャや るヤェケョ ヶプ :  ∩ゆセャや ケィェ るプゅッま ュゎΑ ∩ ビヱ  ラョ ロケΑ
  ゆクィゎ ゐΑェ ∩るィコャ りケΑピタ れゅもΑコィ メ∂ミセゎ ヴャま ヵキぼΑ ゅョョ ∩¬ゅョャや ヴャま るΑもゅΑョΑミャや キやヱョャや
  ラやコカ ネゅホ ヶプ ベケピゎャ ヶヘミΑ ゅョよ るヤΑボを れゅもΑコィャや ウよタゎプ ∩ゆもやヱセャや ¬やコィぺ れゅもΑコィャや ロクワ

 ¬ゅョャや 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ケΑヰヅゎャや :ケΑヰヅゎャや メΚカ   りケ∂ ⌒ヰヅョ るΑもゅΑョΑミ キやヱョ フゅッ⊥ゎ ュを ∩ペヤピョ ラやコカ ヴャま ¬ゅョャや メボゎルΑ
や れゅルもゅミャやヱ ∩ゅΑケΑゎミよャや メゎホ ヴヤハ りキハゅショヤャ ∩ケヱヤミャや メをョ  ゅヰルぺ ゅョミ ∩¬ゅョャや ヶプ るボよゎョャや るΑェャ

  るΑボルゎ るヅェョ れョゅホ メゅェ ヶプヱ ∩ヮバΑコヱゎ ュゎΑ ヴゎェ ∩¬ゅョャや るプゅドル ヴヤハ ドゅヘェャや ヴヤハ キハゅシゎ
 キΑェヱ ケキタョミ るΑプヱィャや ロゅΑョャや ュやキカゎシゅよ ¬ゅョャや  ヮゎΑボルゎャ るよヱヤヅョャや りキΑェヱャや りヱヅカャや ラみプ ∩¬ゅョヤャ

  ヴャま ゆΑよゅルΕや ケよハ ヮバΑコヱゎ ュゎΑ ヴゎェ ペヤピョャや ラやコカャや ヶプ ¬ゅョャや ヴボよΑ ュを ラョヱ ∩ケΑヰヅゎャや ラヱミゎ
 れゅミケセャやヱ メコゅルョャや 

 

 :るΑヘタゎャやるΑヘタゎャや メΚカ   ∩ュェヘャや ゅョよケヱ メョケャやヱ ヴタェャや ラョ れゅボよヅ ケよハ ¬ゅョャや ケョΑ
  ヵぺ ラョ ロゅΑョャや るΑヘタゎ ヴヤハ キやヱョャや ロクワ メョバゎ ゐΑェ  るボよヅャや ラヱミゎ ゅョ ⇔ ゅよャゅビヱ ∩るΑボよゎョ ゆもやヱセ

  ヶャやヱェ ペョバよ ヴタェャゅよ りゅヅピョャやϯϬ  ヶャやヱェ ペョバよ るΑヤョケャや るボよヅャやヱ ∩⇔やケゎョΑゎルシϳϲ  
 ⇔やケゎョΑゎルシ. 

  


