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蠹螫蜃蜻袙亥 衢蠏袙亥
蜊褊蜉蟋蠻袙亥 蜊衙袢袙亥 育逸蜃袰

 褄裄蜃蝠袙亥 褄螫亥茨螢袙亥 袮蠏袁袙亥

聴 ゅョヰョェケ ∂ヵキャやヱャ ¬ゅハキャや ュミャほシぺ



 ラヱルΑ Ι ヵクャや ゆケバョャや ュシΙや ヱワ フケタャや ラョ ネヱルョョャや ロケカへ.

 Ι ヱヰプ ∩ラΑヱルゎャや メよボΑ Ι ヮルぺ ヮルヱミ ゆルゅィ ヴャま フケタャや ラョ ネヱルョョャや ュシΙや るョΚハよボΑ るョΚハ メ
プケ るョΚハ ゅョぺ ∩りケシミャや ラョ ⇔Ιキよ るェゎヘャや るョΚハ ラヱミゎ ケィャや るャゅェ ヶプヱ ∩ゅ ⇔ッΑぺ ケシミャや ヶヰプ ヮバ

ラΑヱルゎ ケΑビ ラョ るェゎヘャや ヶヰプ ヮよタル るョΚハヱ ラΑヱルゎ ケΑビ ラョ るョッャや.

ゅ⇔プゅッョ ラゅミ ヱぺ メや ⇒よ ヮヘΑケバゎ ュゎ やクま りケシミャゅよ フケタャや ラョ ネヱルョョャや ケィ コヱィΑ

 フΑケバゎフケタャや ラョ ネヱルョョャや

 ゆやケハまフケタャや ラョ ネヱルョョャや

  フケタャやッャや ノプケャや ヶプ ¬ゅョシΕや ヴヤハ ケヰドΑ ヵクャや ラΑヱルゎャや ヱワ るΑよケバャや るピヤャや ヶプ メをョ ラゅゎョ
(∀キョェョ ) ラゅゎェゎヘャや ウゎヘャや ヶプヱ( ⇔やキョェョ ラま ).. ラゅゎケシミャや ケィャや ヶプヱ( ∃キョェョャ )シΙやヱ Ι ヵクャや ュ

 ポャク ヴヤハ メゅをョヱ ラΑヱルゎャや メよボΑ Ι ヵクャや ュシΙや ヱワ フケタルΑ(⊥キィゅショャや )ャや るャゅェ ヶプ ヱ ノプケ( ラま
 ∠キィゅショャや )ヱ ゆタルャや るャゅェ ヶプ( ⌒キィゅショヤャ )ケシミャや るャゅェ ヶプ  .

聴 ゅョヰョェケ ∂ヵキャやヱャ ¬ゅハキャや ュミャほシぺ



≒-ゅ ⇔ョヱゎカョ ュシΙや ラヱミΑ ラぺりケヱタボョャや ヱぺ キヱキョョャや ゐΑルほゎャや フャほよ.
–るヤをョぺりキヱキョョャや ゐΑルほゎャや フャΕ : ¬やケョシ– ¬やキΑよ– ¬やケェタ–¬やケクハ.
–りケヱタボョャや ゐΑルほゎャや フャΕ るヤをョぺ : ンケピタ– ンケよミ– ヴヅシヱ–ヴョドハ.
≪-るピΑタ ヴヤハ ュシΙや ヶゎほΑ ラぺフケェぺ るをΚを ヱぺ ラゅプケェ ヮバョィ フャぺ キバよ ヶゎほΑ ラぺ ヵぺ ∩ネヱョィャや ヴヰゎルョ.
–フャΕや キバよ ラΑプケェよ ネヱョィャや ヴヰゎルョ るピΑタャ るヤをョぺ : キィゅショ– ペもやキェ–メよゅルシ.
–フャΕや キバよ フケェぺ るをΚをよ ネヱョィャや ヴヰゎルョ るピΑタャ るヤをョぺ : ウΑよゅタョ– ラΑゎゅシよ–ケΑプゅタハ.

≒-ゅ⇔ドヘャ ゅ⇔をルぼョ ラゅミ やクま :ゅ⇔ドヘャ ヅボプ ¬ゅゎャゅよ るをルぼョ ゅヰルミャヱ メゅィケャ ¬ゅョシぺ ラヱミゎ ヵぺ
メゅをョ : りコョェ– るェヤヅ– るΑヱゅバョ–りキゅゎホ

≪-ヴルバョャゅよ ゅ⇔をルぼョ ラゅミ やクま :ゐΑルほゎャや ¬ゅゎよ るョヱゎカョ ケΑビ ゅヰルミャヱ ゐゅルΗ ¬ゅョシぺ ラヱミゎ ヵぺ.
メゅをョ : ュΑケョ– キゅバシ–ュゅΑワ ⇒ ゆルΑコ

≫-ゅ⇔ドヘャヱ ヴルバョ ゅ⇔をルぼョ ラゅミ やクま :ゐΑルほゎャや ¬ゅゎよ るボェヤョヱ ゐゅルΗ ¬ゅョシぺ ラヱミゎ ヵぺ.
メゅをョ : るセもゅハ– るタヘェ–るョヅゅプ

√-フケェぺ るをΚを ヴヤハ ⇔キもやコ ゅ⇔Αョィハぺ ュヤバャや ラゅミ やクま  :
 ヶルバゎヱフケェぺ るをΚを ラハ キΑコゎヱ ヶよケハ ケΑビ ゅヰヤタぺ ヶゎャや ¬ゅョシΕや.

メゅをョ : ュΑワやケよま– ゆΑバセ–ゆヱボバΑ
るドヱェヤョ :るΑョィハぺ ¬ゅΑよルΕや ¬ゅョシぺ ノΑョィやキハ ゅョヅヱャヱ ゥヱルヱ キヱワヱ ゆΑバセヱ ウャゅタヱ キョェョ

∽-ゅ⇔Αィコョ ゅ⇔よΑミケゎ ゅ⇔よミケョ ラゅミ やクま :ラΑゎョヤミ ラョ るルヱミョ ¬ゅョシや ヶワヱ
メゅをョ : れヱョケッェ– ポよヤバよ–ポケヱΑヱΑル

∝-ラΑゎキもやコ ラヱルヱ フャほよ ゅ ⇔ョヱゎカョ ラゅミ やクま :ュシΙや ヴヤハ りキもやコ ラヱルヱ フャぺ ヵぺ.
メゅをョ : ラゅョΑヤシ– ラやケョハ–ラやキョェ

∵-メバヘャや ラコヱ ヴヤハ ラゅミ やクま : ⇔Κバプ ヱや ュシや るョヤミャや ラヱミゎ ラや ラミョΑ ヵぺ.
メゅをョ : キョェぺ– キΑコΑ–フケセぺ

∫- やクま ヴヤハ ラゅミメバ⊥プ ラコヱ
メゅをョ : ケョ⊥ハ– メェ ⊥コ–ゥコ⊥ホ

≒-ラコヱ ヴヤハ るヘタャや ラヱミゎ ラぺゅヰをルぼョヱ ラΚバプラコヱ ヴヤハヴヤ∇バ∠プ
メゅをョ :ラゅセヅハ / ヴセヅハ–ラゅよッビ / ヴよッビ–ラゅェケプ /ヴェケプ

≪-ラコヱ ヴヤハ るヘタャや ヶゎほゎ ラぺメバプぺ
メゅをョ : キヱシぺ– チΑよぺ– ケョェぺ–メョィぺ

≫-ラコヱ ヴヤハ ¬ゅィ ゅョメ∠バ∇ヘ ∠ョ ヱぺ メゅバ⊥プラョ キキバャや ¬ゅョシぺ ラョ≒ ヴャま≒≡
メゅをョ : キェ ∇ヱ∠ョヱ キゅェ⊥ぺ– ヴルをョヱ ¬ゅル⊥を–ゐヤを ∠ョヱ ゐΚ⊥を

√-ラコヱ ヴヤハ るヘタャや ヶゎほゎ ラぺメバ⊥プ るョヤミ Ιま ゅヰルョ サΑャヱ(ケカ⊥ぺ ) ヶワヱ ノョィ ( ンケカぺ)

  ⇒ヶをΚをャや ゐルぼョャや ュヤバャや
 コヱィΑ ヅシヱャや ラミゅシャや

コヱィΑヱ フケタャや ラョ ヮバルョ
 メをョ ヮプケタ(ケタョ  .)

 ュヤバャや ⇒ ラゅミ やクま ヶョィハΕや
プ ヅシヱャや ラミゅシ ⇔ ゅΑをΚを ヮルみ

 メをョ フケタΑ(ゥヱル.)

 メヱΕや ネヱルャや :キェやヱ ゆよシャ フケタャや ラョ ネヱルョョャや

 ヶルゅをャや ネヱルャや : フケタャや ラョ ネヱルョョャや ラΑよよシャ :ぺ ュヤハ るヘタ ヱ

聴 ゅョヰョェケ ∂ヵキャやヱャ ¬ゅハキャや ュミャほシぺ



 フケタャや ラョ ネヱルョョャや (≒ )

 キΑヰョゎャや ⇒ ⇔Ιヱぺ:
≒ ウΑェタャや ヅよッャや ゅ⇔Αハやケョ るΑケヰィ り¬やケホ るΑャゅゎャや メョィャや ぺケホぺ ⇒:

ヶプ スΑィャや ケタゎルや ⇒ ぺ ノホやヱョャや りケΑをミャや                      . ⌒ノホやヱョャや
 メゅヘヅΕや キキケΑ ⇒ ゆアΑコゅワΕや るΑよバセャや                      . ⌒アΑコゅワΕや

 ヶプ るホゅセ りゅΑェ るΑキゅよャや メワぺ スゅハ ⇒ ァ¬やケェタ れΑヱミャや    . ⌒¬やケェタ

 ヮゎェゎ ゅョ ゆやケハま るョΚハ
 メョィャや ヶプ ヅカるボよゅシャや

りケワゅドャや りケシミャや

 ペΑよヅゎャやヱ キやキハΗや ⇒ ゅ⇔Αルゅを:

ョャや ゐΑルほゎャや フャほよ ヶヰゎルョャや ュシΙやヱ ∩ ネヱョィャや ヴヰゎルョ るピΑタ ⇒ ぺ りキヱキョ

 ウΑェタャや ヅよッャや ゅ⇔Αハやケョ るΑケヰィ り¬やケホ るΑャゅゎャや メョィャや ぺケホぺ ⇒ や:
ヶプ スΑィャや ケタゎルや ⇒ ぺ ∠ノホやヱョ ∃りケΑをミ.

 メゅヘヅΕや キキケΑ ⇒ ゆ ∠アΑコゅワぺ るΑよバセ.
 ヶプ るホゅセ りゅΑェ るΑキゅよャや メワぺ スゅハ ⇒ ァ ∠¬やケェタ ∃るヤェゅホ.

≪ るΑャゅゎャや るヤもシΕや ラハ ゆΑィぺ ⇒:

 ヶゎャや るミケェャや ゅョ ⇒ ぺ
 ケカへ ヴヤハ れバッヱ

ゎェゎ ヶゎャや れゅョヤミャや ゅヰ
∨ ヅカ

 るェゎヘャや
りケワゅドャや

ヶゎャや れゅョヤミャや メワ ⇒ ぺ
ぺ るプケバョ ヅカ ゅヰゎェゎ ュ

∨ りケミル

 ヶプ ベケヘャや ゅョ ⇒ ぺ
ョヤミャや ラΑよ るミケェャや れゅ

 ヅカ ゅヰゎェゎ ヶゎャや
ゎ ヶゎャや ノよやヱゎャやヱ∨ ゅヰΑヤ

ミケェ れバッヱ ∠ュ⌒ャ ⇒ ぺ る
ヶゎョヤミ ヴヤハ るェゎヘャや

 ( ¬やケェタ ⇒ ノホやヱョ)∨

りケミル
るヘヤゎカョ

•ゎェゎ ヶゎャや れゅョヤミャや るミケェ ゅヰ
 りケワゅドャや るェゎヘャや ヶワ  ヅカ

•ゎャや ノよやヱゎャや るミケェ ゅョルΑよ ヶ
ケワゅドャや りケシミャや ヶワ ゅヰΑヤゎ  り

 ∠ノホやヱョ : ラョ ネヱルョョ ュシや
 フケタャや(ヴヰゎルョ るピΑタ

ネヱョィャや)
 ∠¬やケェタ : ネヱルョョ ュシや

 フケタャや ラョ (ヰゎルΑ ュシや ヶ
キヱキョョャや ゐΑルほゎャや フャほよ り)

聴 ゅョヰョェケ ∂ヵキャやヱャ ¬ゅハキャや ュミャほシぺ



≫ ペよシ ゅョャ ヶョヰプ ¬ヱッ ヶプ ァゅゎルゎシΙや メョミぺ ⇒:
   ヵクャや ヱワ ¬ゅョシΕや ラョ フヱケタョャやヱ ∩ ラΑヱルゎャや ヱワ フケタャやラ ∂ヱルΑ ヱ ∩ラョ ネヱルョョャや

 フケタャや ラヱルΑ Ι ヵクャや ヱワ.
 ラョ りキケィョ ラヱミゎ ラぺ フケタャや ラョ ¬ゅョシΕや ノルョャ ヅケゎセΑ ⇒ ( メや ) ヴヤハ るャやキャやケバゎャやフΑ

 ケΑビ ラヱミゎ ラぺヱ ∩ るプゅッョ

 フケタャや ラョ ノルョゎ ヶゎャや ¬ゅョシΕや ラョ ⇒:
≒   メをョ ラョ メΑハゅヘョヱ メハゅヘョ ラコヱ ヴヤハ ネヱョィャや ヴヰゎルョ るピΑタ ⇒キィゅショ ヱよゅタョウΑ
≪ フャほよ ヶヰゎルョャや ュシΙや ⇒     りキヱキョョャや ゐΑルほゎャや メをョ ラョ ( ¬やキΑよ)

 るャゅェ ヶプ ゆやケハΗや ヶプ ¬ゅョシΕや ラョ ゅワケΑビ フケタャや ラョ るハヱルョョャや ¬ゅョシΕや フャゅカゎ ⇒
 ケィゎプ ∩ ヅボプ ケィャや るェゎヘャゅよ.

フケタャや ラョ るハヱルョョャや ュΚハΕや ⇒ ゆ

√ るΑケヰィ り¬やケホ るΑャゅゎャや メョィャや ぺケホぺ ⇒:
ヶプ ⇒ ぺ ∠ケョキゎ るボよゅシャや れやケゅッェヤャ るボΑケハ ケゅをへ.

 キヰハ ヶプ ケタョ れェゎプ ⇒ ゆケョ⊥ハ ゆゅヅカャや ラよ.
 るΑルゅルよヤャや るルΑキョャや れケヰゎセや ⇒ ァポよヤバよ るよΚカャや ゅヰゎバΑよヅよ.

 ヶよぺ りキゅΑボよ ラΑョヤショャや スΑィ ケタゎルや ⇒ キ ∠りキΑよハ ゥやケィャや ラよ .
 コΑョゎΑ ⇒ ⇒ワ ラョ メミ ケヱルぺヱ キゅバシヱ るョヅゅプヱ ∠ラゅョをハゎゅよゅゎミ ヶプ ケカΓや ラハ ヮ.

 ヴヤハ れΑルをぺ ⇒ ポ ∃キ∇ルワ         . ヴヤハ れΑルをぺ ヱぺ ∠キ ∇ルワ.
ュラョ ネヱルョョャや ュヤバャや

フケタャや
メゅをョ

≒ケョキゎるΑョヤバヤャるΑョィハΕやゆヱボバΑ
≪ケョ⊥ハるΑョヤバヤャメ∠バ⊥プ ラコヱ ヴヤハメ∠よ⊥ワ
≫ポよヤバよるΑョヤバヤャゆミケョゅ⇔Αィコョ ゅ⇔よΑミケゎれヱョケッェ

√りキΑよハるΑョヤバヤャゅ⇔Αドヘャ ゅ⇔をΑルほゎ ゐルぼョりコョェ
∽ラゅョをハるΑョヤバヤャゎキもやコ ラヱルヱ フャほよ ヶヰゎルΑラΑラΚョセ
∝キゅバシるΑョヤバヤャゅ⇔をΑルほゎ ゐルぼョゅ⇔ΑヱルバョュゅΑワ
∵ケヱルぺるΑョヤバヤャメバヘャや ラコヱ ヴヤハキョェぺ
∫るョヅゅプるΑョヤバヤャヱ ゅ⇔Αヱルバョ ゅ⇔をΑルほゎ ゐルぼョゅ⇔ΑドヘャりケΑルョ

ゆゅよシΕや
メヱΕやヶルゅをャや

聴 ゅョヰョェケ ∂ヵキャやヱャ ¬ゅハキャや ュミャほシぺ



∝ ペよシ ゅョャ ヶョヰプ ¬ヱッ ヶプ ァゅゎルゎシΙや メョミぺ ⇒:

ャや ゆよシよ フケタャや ラョ ュシΙや ノルョΑ るΑョヤバ
ヱ:

るΑョィハΕや

 ６Αィコョ ゅ⇔よΑミケゎ ゆミケョゅ

バョャや ヶドヘヤャや ゐΑルほゎャやヵヱル

ゎキもやコ ラヱルヱ フャほよ ヶヰゎルΑラΑ

メバヘャや ラコヱ ヴヤハ

 ラコヱ ヴヤハ ( メ∠バ⊥プ)

 るシケゅョョャや ⇒ ゅ⇔をャゅを:
≒ るョヤミ メバィぺ ⇒さ ケΑワゅセョさヤΑ ゅョ や ⇔ケΑピョ るヤョィャや  るよゅゎミ キΑハぺヱ ∩ りケシミャゅよ りケヱケィョ ュコ:

 ラョ ヅΑョシャや ラョェケャや キよハ ⇒ ∠ケΑワゅセョ るよェョャゅよ ュΚシΗや やヱケセル メもΚホ.
 ラョ ヅΑョシャや ラョェケャや キよハ  ラΑクャや メもΚボャや ⌒ケΑワゅセョャや ュΚシΗや やヱケセル るよェョャゅよ.

≪ ヶヤΑ ゅョΑプ ほヅカャや ゆヱタぺ ⇒  :
 ⌒るミョ ヶプ や⇔キィショ ラヱョヤショャや ほセルぺ.

 ゆやヱタャや ⇒:
∠ るミョ

 ⇒ ほヅカャや:
 ⌒るミョ

ゆよシャや ⇒:
 フケタャや ラョ ネヱルョョ ュシや ( ュヤハ
 ゅ６Αドヘャ ゅ⇔をΑルほゎ ゐルぼョ)

≫ るョヤミ ュキカゎシぺ ⇒ ( ペもやキェ )ャゅよ りケヱケィョ ラヱミゎ ラぺ ヴヤハ ∩ ヶもゅセルま ラョ りキΑヘョ メョィ ヶプ るェゎヘ
 ンケカぺ りケョ りケシミャゅよヱ りケョ:

 * ラョ ュミ ∠ペもやキェるプゅドルャゅよ ュゎヰゎ りケΑをミ.
 * ヶプ るΑキゅセケま れゅェヱャ キィヱゎ ⌒ペもやキェ れΑヱミャや.

聴 ゅョヰョェケ ∂ヵキャやヱャ ¬ゅハキャや ュミャほシぺ



  フケタャや ラョ ネヱルョョャや (≪)

 キΑヰョゎ ⇒ ⇔Ιヱぺ:
 ヶヤΑ ゅョ メΚカ ラョ ラキョャや ロクワ ラミゅョぺ ヴヤハ フケバゎぺ ⇒ ぺ:

 ペセョキ ⇒ キΑバシ ケヱよ ⇒ るよヅケホ ⇒ りキィ
 るルΑキョ キィヱゎ  キΑバシ ケヱよ ∩ ケタョ ヶプ ヱペセョキヱシャや るΑよケバャや るΑケヱヰョィャや るョタゅハ ∩るΑケ

 ケョェΕや ケェよャや サヱケハヱ  りキィ ゅョぺ るよヅケホサャキルΕや ヶプ ケワやコャや ラΑョヤショャや オΑケゅゎ ヶワ.

 フケタャや ラョ るΑャゅゎャや ¬ゅョシΕや ノルョ ゆよシ ラΑよぺ ⇒ ゆ:
 ウΑよゅタョ ⇒ :メΑハゅヘョ ラコヱ ヴヤハ ネヱョィャや ヴヰゎルョ るピΑタ

 キΑコΑ ⇒ :メバヘャや ラコヱ ヴヤハ ュヤハ
 ¬ゅルシェ ⇒ :りキヱキョョャや ゐΑルほゎャや フャほよ ヶヰゎルΑ ュシや

 ペΑよヅゎャやヱ キやキハΗや ⇒ ゅ⇔Αルゅを:
 メヱΕや メゅをョャや ヶミゅェぺ ⇒ や  :

るョヤミャやラコヱャや
ケョェぺメ∠バ∇プ∠ぺ
ネゅよケメゅバ⊥プ

ラゅセヅハラΚ∇バ∠プ
ヴセヅハヴヤ∇バ∠プ

ケをミぺメ∠バ∇プ∠ぺ

≪ るΑケヰィ り¬やケホ るΑャゅゎャや メョィャや ぺケホぺ ⇒.
 ∃メィケ ラΑよ るヤョゅバョャや ヶプ ベケヘΑ Ι ュヤショャや ⇒ ぺ ∠チΑよぺィケヱ ∃メ ∠キヱシぺ.

 るΑェゎャや やヱ∂キケ ⇒ ゆ ∠ラシェほよ ゅヰルョ.
 ラョ ゅョ ⇒ ァ ∠ラゅセヅハヱ ∠ラゅハヱィバャや キΑ ヮャ れ∂キョヱ Ιま ュャゅバャや ヶプ ラヱ.

 れゅボよゅシゎョ れ ∂ョッルや ⇒ キケ ∠カ⊥ぺ るボよゅショャや ヴャま.
 ラヱボよゅシゎョャや ノプキルや ⇒ ロ ∠ネゅよケヱ ∠ゐΚをヱ ヴルをョ.

≫ るΑャゅゎャや るヤもシΕや ラハ ゆΑィぺ ⇒:

 れゅョヤミャや メキゎ メワ ⇒ ぺ
 ヶプ ヅカ ゅヰゎェゎ ヶゎャや
ハ ヴヤハ るボよゅシャや メョィャや ュヤ

∨ るヘタ ュぺ
るヘタ

るョヤミ キケヘョ ゅョ ⇒ ぺ
 ( ケカぺ)∨

れゅヘタャや ァケカゎシや ⇒ ぺ
 ラコヱ ヴヤハ れゎぺ ヶゎャや

 ( メ∠バ∇ヘ ∠ョ ) ヱぺ ( ⊥プ メゅバ )

ンケ ∇カ⊥ぺ⇒ ゐΚ⊥を ⇒ ヴルをョ
ネゅよ ⊥ケ

聴 ゅョヰョェケ ∂ヵキャやヱャ ¬ゅハキャや ュミャほシぺ



√ ペよシ ゅョャ ヶョヰプ ¬ヱッ ヶプ ァゅゎルゎシΙや メョミぺ ⇒:

  ヴヤハ るャやキャや ¬ゅョシΕや チバよ ノルョゎ るヘタ ヶゎΓゅミ ヶワヱ フケタャや ラョ  :
  ラコヱ ヴヤハ ⇒ やメ∠バ∇プ∠ぺ メをョ ∩ ¬ゅゎャゅよ ゅ ⇔ョヱゎカョ ゅヰをルぼョ ラヱミΑ Ιぺ ヅケセよ :よぺ ⇒ ケョェぺ ⇒ チΑ
 ラシェぺ ⇒ メップぺ.

≪ヱ フャほよ るΑヰゎルョャや ⇒ ラヱルゅゎよ ゅ ⇔ョヱゎカョ ゅヰをルぼョ ラヱミΑ Ιぺ ヅケセよ ∩ ラΑゎキもやコ ラョ ゐΑルほゎャや ¬
 ヴバよセ ヮをルぼョヱ ラゅバよセ メをョ.

≫ ラコヱ ヴヤハ りケセバャや ヴャま キェやヱャや ラョ れピΑタ やクま ⇒ ( メ∠バ∇ヘ ∠ョ ) ヱぺ ( メゅバ⊥プ )ラョメをョ:
ゐΚ⊥を ⇒ ゐ∠ヤ∇を ∠ョ

√ るドヘャ れルゅミ やクま ⇒さケカぺざ  ノョィ ンケ ∇カ⊥ぺ.

∽ フケタャや ラョ ゅヰバルョ ゆよシ ラΑよぺヱ ∩ るΑャゅゎャや れゅョヤミャや ラョ メミ ゐルぼョ ケミクぺ ⇒.

 るョヤミャやゐルぼョャや ュシΙやヮバルョ ゆよシフケタャや ラョ

ケヘタぺ¬やケヘタ ¬ゅゎャゅよ ゅ ⇔ョヱゎカョ サΑャ  ゅヰをルぼョヱ  メ∠バ∇プ∠ぺ  ラコヱ ヴヤハ るヘタ

ラゅよッビヴよッビるヘタ¬ゅゎよ ゅ ⇔ョヱゎカョ サΑャ  ゅヰをルぼョヱ ∩ ラΑゎキもやコ ラヱル ヱ フャほよ るΑヰゎルョ ゐΑルほゎャや

∝ フケタャや ラョ ネヱルョョ ュシゅよ るΑャゅゎャや メョィャや メョミぺ ⇒.
   ⇒ ヮルハ 聴 ヶッケ ⇒ るセもゅハ ラΑルョぼョャや ュぺ ⇒ ぺメップぺΑヤハ 聴 ヴヤタ ⇒ ヶよルャや ¬ゅシル ⇒ ュヤシヱ ヮ

 ゐΑキェヤャ るΑやヱケ.
 れルぺヱ るッゅΑケャや サケゅョゎ Ι ⇒ ゆラゅセヅハ.

 ヮルヱャ ゆやケピャや ⇒ ァキヱシぺ.
 ヱ ネゅよケ ゆΚヅャや ケゅシ ⇒ キサゅョ ⊥カ.

∵ りキΑヘョ メョィ ヶプ ゅヰバッぺヱ フケタャや ラョ るΑャゅゎャや ¬ゅョシΕや ノルョ ゆよシ ケミクぺ ⇒.

 るョヤミャやゆよシャやるヤョィャや

 ¬やケッカ りキヱキョョャや ゐΑルほゎャや フャほよ ヶヰゎルΑ ュシや.ョェ ラョ ゅヰピよタ キバよ るよΑボェャや ラヱャ メヱェゎ ¬やケ
 ¬やケッカ ヴャま.

ンケよミヶヰゎルΑ ュシやりケヱタボョャや ゐΑルほゎャや フャほよ. ⊥れケケョ ンケよミ ヴヘセゎショよ サョぺ.

∫ るョヤミ ゆケハぺ ⇒ ( メップぺ ) ラΑゎΑャゅゎャや ラΑゎヤョィャや ヶプ:
 ケヱタャや メップほよ ロキほプ ⇔Κョハ れヤョハ やクま ⇒ ぺ.

 ゅルゎゅΑェ ヶプ ヶルほゎャや ラョ メップほよ るヤィバャや ゅョ ⇒ ゆ.

聴 ゅョヰョェケ ∂ヵキャやヱャ ¬ゅハキャや ュミャほシぺ



∬ るェΑェタ ゅヰゎよゅゎミ キΑハぺ ュを ∩ るΑャゅゎャや るヤョィャや ヶプ ほヅカ メミ ゆヱタぺ ⇒:
 ∠ケョェぺ ケカへヱ ∃チΑよぺ ∃ゆヱをよ れよィハぺ ⇒.

 ∃ゆヱをよ れよィハぺ ∠チΑよぺ ケカへヱ ∠ケョェぺ.

 るシケゅョョャや ⇒ ゅ⇔をャゅを:
≒ ヶゎほΑ ゅョャ りキΑヘョ メョィ ヶプ メをョぺ ⇒:

 るΑョィハΕやヱ るΑョヤバヤャ フケタャや ラョ ネヱルョョ ュシや ⇒ ぺ.
 ラョ るャゅシケ れョヤゎシやュΑワやケよま.

 ラヱルャやヱ フャΕや りキゅΑコヱ るΑョヤバヤャ フケタャや ラョ ネヱルョョ ュシや ⇒ ゆ.
 ケヰセ ヶプ ヶよぺ ゆワクラゅッョケヴャま るミョ.

 メバヘャや ラコヱ ヴヤハヱ るΑョヤバヤャ フケタャや ラョ ネヱルョョ ュシや ⇒ ァ.
ゆ れケケョキΑコΑ キィショャや ヶプ.

 ラコヱ ヴヤハヱ るΑョヤバヤャ フケタャや ラョ ネヱルョョ ュシや ⇒ キ ( メ∠バ⊥プ.)
ヴャま メキバャや ゆシ⊥ル ケョ⊥ハ.

ゅ⇔Αィコョ ゅ⇔よΑミケゎ ゆミケョヱ るΑョヤバヤャ フケタャや ラョ ネヱルョョ ュシや ⇒ ロ
 ヶプ ⊥れキャヱ キΑバシ ケヱよ ケタョよ.

≪ヰバルョャ ゆシゅルョャや ゆよシャゅよ フケタャや ラョ るハヱルョョャや れゅヘタャや ヱぺ ¬ゅョシΕや メタぺ ⇒ ラョ ゅ
 ヶヤΑ ゅョΑプ フケタャや:

ュ ラョ るハヱルョョャや るョヤミャや
フケタャや

ュホケャやゆよシャや

ぺキィゅショキバヘャや ラコヱ ヴヤハヱ るΑョヤバヤャ フケタャや ラョ ネヱルョョ ュシやメ
ゆるΑョぺゆ ⇔をΑルほゎ ゐルぼョヱ るΑョヤバヤャ フケタャや ラョ ネヱルョョ ュシやゅ⇔Αドヘャ ゅ.
ァサゅョカぺ ラコヱ ヴヤハ ネヱョィャや ヴヰゎルョ るピΑタ ( メハゅヘョ)
キキΑコΑァ ラコヱ ヴヤハ フケタャや ラョ ネヱルョョ ュシや ( メゅバ⊥プ)

⇒ワ¬やキケィ⇒ワりキヱキョョ フャほよ ヶヰゎルョ フケタャや ラョ ネヱルョョ ュシや.

聴 ゅョヰョェケ ∂ヵキャやヱャ ¬ゅハキャや ュミャほシぺ

 ゅルぺ
ベヱヘゎョ



≫ ヶヤΑ ゅョΑプ ゆヱヤヅョ ヱワ ゅョャ フケタャや ラョ るハヱルョョ れゅヘタ ヱぺ ¬ゅョシほよ メをョぺ ⇒:

ュゆよシャや ラョ るハヱルョョャや るョヤミャや
フケタャや

ぺゅ⇔をΑルほゎ ゐルぼョヱ るΑョヤバヤャ フケタャや ラョ ネヱルョョ ュシやゅ⇔Αヱルバョ.ゆルΑコ
ゆゅ⇔をΑルほゎ ゐルぼョヱ るΑョヤバヤャ フケタャや ラョ ネヱルョョ ュシや ゅ⇔Αヱルバョ

 ゅ⇔Αドヘャヱ.
るョヅゅプ

ァヴヰゎルョ るピΑタ ラコヱ ヴヤハ ネヱョィャや ( メΑハゅヘョ)ケΑプゅタハ
キヴヤハヱ るヘタ ヴヤハ メやキ フケタャや ラョ ネヱルョョ ュシや ラコヱ

 ¬ゅゎャゅよ ゅ ⇔ョヱゎカョ ゅヰをルぼョ ラヱミΑ Ιぺ ヅケセよ メバプぺ.
ラシェぺ

⇒ワャほよ るΑヰゎルョ るヘタ ヴヤハ メやキ フケタャや ラョ ネヱルョョ ュシや フ
ゅ ⇔ョヱゎカョ ゅヰをルぼョ ラヱミΑ Ιぺ ヅケセよ ラΑゎキもやコ ラヱルヱ¬ゅゎよ

 ゐΑルほゎャや.

ラゅハヱィ

聴 ゅョヰョェケ ∂ヵキャやヱャ ¬ゅハキャや ュミャほシぺ



⇒ ぺ“  ゅョぺ ヶプ ラヱヤョバΑ ラΑミゅショャ れルゅミプ るルΑヘシャやケェよャや”
 ⇒ ゆ“ ケヰセ ンキワ ラへケボャや ヮΑプ メコルぺ ヵクャや ラゅッョケサゅルヤャ”
 ⇒ ァ“ ラゅョΑヤシャ ゅルミケゅよ ヶゎャや チケΕや ヴャま ロケョほよ ヵケィゎ るヘタゅハ ウΑケャやプゅヰΑ”

 ゅルケプゅシ ⇒ キるミョ ュを りキィ ヴャま.
 れバョィ ⇒ ⇒ワ ラゅヘハ ラよ ラゅョをハ キヰハ ヶプ フェゅタョャや.

 Ι ⇒ ヱ ンヱボゎャゅよ Ιま チΑよぺヱ キヱシぺ ラΑよ ベケプ.
 ⇒ コキョェぺ ヴヤハ れョヤシ
 ⇒ ゥ“ ラョプ ュゅΑぺ ラョ りキバプ ケヘシ ヴヤハ ヱぺ ゅッΑケョ ュミルョ ラゅミケカぺ”
 ⇒ ヅ“ やクまヱ ラシェほよ やヱΑェプ るΑェゎよ ュゎΑΑェゅヰルョ”

  ュキカゎシぺ るョヤミ(ペョハぺ ) りケヱケィョ ラヱミゎ ラぺ ヴヤハ ∩  ヶもゅセルま ラョ りキΑヘョ るヤョィ ヶプ
  りケョ るェゎヘャゅよ ∩ ンケカぺ りケョ りケシミャゅよヱ.

..........................................................................................
..............................................................................

 るョヤミ ゆケハぺ ( キィゅショ ) ラΑゎΑャゅゎャや ラΑゎヤョィャや ヶプ:
• ⌒キィゅショャゅよ れΑヤタ るΑケをΕや.
• キィゅショャや:....................................................
• れΑヤタ りケワゅボャや ⌒キィゅショよるΑケをΕや.
• キィゅショ.........................................................:

ョ ゅヰバルョャ ゆシゅルョャや ゆよシャや ウΑッヱゎ ノョ フケタャや ラョ るハヱルョョャや れゅヘタャや ヱぺ ¬ゅョシΕや キキェぺ ラ
  フケタャや:

ュフケタャや ラョ るハヱルョョャや るョヤミャやゆよシャや
ぺ
ゆ
ァ
キ
ロ
ヱ
コ
ゥ
ヅ

聴 ゅョヰョェケ ∂ヵキャやヱャ ¬ゅハキャや ュミャほシぺ


