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聴 ゅョヰョェケ ∂ヵキャやヱャ ¬ゅハキャや ュミャほシぺ

≒



 ュヰヘルΑシゅシΕや ラΑプケヅャや ケミク ラョ ヮΑプ キよΙ ヮΑよセゎャや ラぺ ペよゅシャや ュΚミャや ラョ ラゅョワヱ :
(ヮよ ヮよセョャやヱ ヮよセョャや )よタΑ メよ ⇔ ゅヰΑよセゎ キバΑ Ι ラΑルミケャや キェぺ フクェ やクみプりケゅバゎシや ウ.

 ヶワヱ ヮよセョャや ゅヰΑプ ∠フ ⌒ク ⊥ェ ヶゎャや(メヱΕや ラミケャや )ヮよ ヮよセョャゅよ ゥケタヱ.
メゅをョ :るミケバョャや ヶプ ゆケゅェΑ ⇔やキシぺ れΑぺケ .ヱワ るヤョィャや メタぺヱ :キシΕゅミ ヵキルィャや . ゅルルミャヱ

 ゅルプクェヮよセョャや ヮョコやヱャ ラョ ュコΙ ヮΑヤハ メキヱ( ゆケゅェΑ) れΑョシプ ヮよ ヮよセョャゅよ ゅルェケタヱ
るΑェΑケタゎ りケゅバゎシや.

 ヶワヱ ヮよ ヮよセョャや ゅヰΑプ ∠フ ⌒ク ⊥ェ ヶゎャや(ヶルゅをャや ラミケャや )ま コョケゎ ヮゎゅヘタ ラョ るヘタ れΑボよヱヮΑャ.
メをョ :コやコゎハΙやヱ ケカヘャゅよ れケバセプ ヶゎョぺ キゅィョぺ ラハ オΑケゅゎャや ヶルをキェ . ヮよセョャや フヱクェョャや

メタΕゅプ ∩ヮよ :ュΚミャや ヶプ ケミク ゅョルまヱ ケミクΑ ュャ ラゅシルΗや ラミャヱ ∩ラゅシルΗゅミ ゐキェゎΑ オΑケゅゎャや
ヮャヱホ ヱワヱ ヮΑヤハ メキΑ ゅョ : ヶルをキェ(りケゅバゎシや ゅヰルぺ ヴヤハ メΑャキャゅプ :ュヤミゎΑ Ι オΑケゅゎャや ラぺ.)

メゅをョ :るルΑキョャや ヶプ ケよカャや ケゅヅ.. ∩ケΑヅΑ ケもゅヅよ ケよカャや ゅルケヱタ キボヤプ るΑルミョ りケゅバゎシや
 ヮゎゅヘタ ラョ るヘタよ ゅルΑゎぺヱ ケもゅヅャや ゅルプクェヱ(ケゅヅ) ∩(りケゅバゎシや ゅヰルぺ ヴヤハ メΑャキャゅプ : ラぺ

ケΑヅΑ Ι ケよカャや.)
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 Ιヤャや メタぺ ヶプ ヮャ ュ∠キカゎシ ⊥ョャや ヮッケピャ ∂Ιま ヮΑよセゎャや メ ∠ョバゎシ⊥Α ラハ ケ∂ΑピゎΑ Κプ ∩るピ
 ⌒ッ ⊥ヱ ゅョ ケΑビ ヴヤハ りケゅよバャや ペΑヤバゎ ヶヰプ ∩りケゅバゎシΙや ゅ ∂ョぺ ∩ロゅルバョ るボΑボェ ヶプ ヮャ れバ

よ ∩ヮΑよセゎャや ヴルバョ ラ ∂ョッゎゎ りケゅバゎシや ∂メミ ∂ラみプ ポャクャ ∧るピヤャや メタぺ ぁメミ サΑャ ゅョルΑ
 ヮΑよセゎりケゅバゎシや.

ャや ベケヘ ヮΑよセゎャや ラΑよ
 りケゅバゎシΙやヱ
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 キΑヰョゎ ⇒ ⇔Ιヱぺ:
 ヶャゅゎャや メヱキィャや メョミぺ ⇒ や:

るヤョィャや ヮよセョャやヮよセャや りやキぺヮよ ヮよセョャやヮよセャや ヮィヱ

ヶプ コルミャゅミ ケェよャやゅヅバャや ¬.ケェよャやフゅミャやコルミャや¬ゅヅバャや

 コルミャゅミ ケェよャや.ケェよャやフゅミャやコルミャや⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒

コルミ ケェよャやケェよャや⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒コルミ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒

≪∨ メヱキィャや ヶプ ケΑカΕや ヮΑよセゎャや ヶプ ドェΚル やクゅョ ⇒
ヮよ ヮよセョャやヱ ヮよセョャや Ιま ヮΑよセゎャや ラョ ∠ペよΑ ュャ

 ペΑよヅゎャやヱ キやキハΗや ⇒ ゅ⇔Αルゅを:

 るハゅィセ キシΕゅミ メィケャや ⇒ ぺ.

メィケャや ケぺコ ⇒ ゆキシΕや ュシゎよや ⇒ ァ

≪ ヶヤΑ ゅョΑプ ヮよ ヮよセョャやヱ ヮよセョャや キキェぺ ⇒:
 るハゅィセ キシΕゅミ メィケャや ⇒.

ヮよセョャや ⇒: ヮよ ヮよセョャや ⇒        メィケャや :キシΕや
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≫ ラΑΑャゅゎャや ラΑャゅをョャや ヶプ フヱクェョャや ラミケャや れェゎ ゅ⇔ヅカ ノッぺ ⇒:
 メィケャや ケぺコ ⇒ ぺ (                       . ⇒ ヮよセョャやヮよ ヮよセョャや)

 キシΕや ュシゎよや ⇒ ゆ (                     . ⇒ ヮよセョャやヮよ ヮよセョャや)

√ るボよゅシャや メョィャや ヶプ フヱクェョャや ラミケャや ヴヤハ れャキ ヶゎャや るョヤミャや ゅョ ⇒:
ケぺコ ⇒ ぺ

ュシゎよや ⇒ ゆ

∽ゎΑャゅゎャや ラΑゎハヱョィョャや ヶプ りキケやヱャや メョィャや ラΑよ ゅ６Αヰヘセ ベケヘャや ラΑよぺ ⇒ ラΑ:

ュヴャヱΕや るハヱョィョャやるハヱョィョャやるΑルゅをャや

≒ ラゅシルま オΑケゅゎャやキやキィΕや ゥゅヘミ ゅルャ ヵヱケΑ. ンヱケオΑケゅゎャやキやキィΕや ゥゅヘミ ラハ.

≪ュ⌒ャゅバャやケェよ ュヤバャや るバシ ヶプ. れΑボゎャやケェよャやヤハ ラョ れキヘゎシやヱ ヮョ.

≫やゆハΚャュィル りやケゅよョャや ヶプ ノョΙ.メよホぺ ュィル ゅルΑヤハ りやケゅよョャや.

∝ るボよゅシャや るヤをョΖャ ヶョヰプ メΚカ ラョ ヶゎほΑ ゅョ メョミぺ ⇒:

 メをョゎ ヴャヱΕや るハヱョィョャやヮΑよセゎャや ∩ りケゅバゎシΙや メをョゎ るΑルゅをャや るハヱョィョャやヱ ∩
 ヮャ れバッ ⊥ヱ ゅョ ケΑピャ るヤョバゎショャや るョヤミャや ヶワ りケゅバゎシΙや ラぺ ヴャま メタヱゎルヱ

  るホΚバャるヰよゅセョャや ヴルバョャや りキやケま ラョ るバルゅョ るルΑケホ ノョヶボΑボェャや ヶヤタΕや ヱぺ
 ヮΑプケヅ キェぺ フ⌒ク ⊥ェ ヮΑよセゎ りケゅバゎシΙや ラほよ メヱボル ラぺ ノΑヅゎシルヱ ∩.

 ヮΑよセゎャや ゅルミケ キィやヱゎΑ ヴャヱΕや るハヱョィョャや ヶプ ( ヮよ ヮよセョャやヱ ヮよセョャや)
ぺ ゅョ るΑルゅをャや るハヱョィョャや ヶプ  ヮΑよセゎャや ヶルミケ キェぺ フク ⊥ェ ヮルぺ キィル

  ヶプ フヱクェョャや ラミケャや メゅをョャや(≒ ) ヮよ ヮよセョャや ヱワ ( ラゅシルま ) ヮョコやヱャ ラョ ュコΙ  ヮΑヤハ メキヱ ∩ ( ンヱケ )
 メゅをョャや  ヶプ フヱクェョャや ラミケャや (≪ ) ヮよセョャや ヱワ ( ュ⌒ャゅバャや ) ヮョコやヱャ ラョ ュコΙ  ヮΑヤハ メキヱ ∩(  ⇒ れΑボゎャや

 ヮョヤハ ラョ れキヘゎシや )
 メゅをョャや  ヶプ フヱクェョャや ラミケャや (≫ ) ヮよセョャや ヱワ ( ゆハΚャや ) ヮョコやヱャ ラョ ュコΙ  ヮΑヤハ メキヱ ∩ ( メよホぺ )

 ∩ りケゅバゎシΙゅよ ヴョシΑ ゅョ やクワヱ  .
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 るシケゅョョャや ゅ⇔をャゅを:

 ぺ ヴャゅバゎ メゅホ ⇒ " : ケヱルャや ヴャま れゅョヤドャや ラョ サゅルャや ァケカゎャ ポΑャま ロゅルャコルぺ ゆゅゎミ ケャや"
 フクェヱ ケヱルャゅよ ラゅョΑΗや ヮΑよセゎヱ れゅョヤドャゅよ ケヘミャや  ヮΑよセゎ ヮよセョャや (ゅョΑΗや ⇒ ケヘミャやや  ラ )

 ヮョコやヱャ ラョ ュコΙ ヮΑヤハ メキヱ(ケヱルャや ⇒ れゅョヤドャや ) りケゅバゎシΙや メΑよシ ヴヤハ.

 ヴャゅバゎ メゅホ ⇒ ゆ ": ゅ⇔よΑセ サぺケャや メバゎセやヱ ヶルョ ュドバャや ラワヱ ヶルま ゆケ メゅホ“
 ヮΑよセゎ ヮよ ヮよセョャや フクェヱ キヱホヱャゅよ サぺケャや ( キヱホヱャや ) ヮョコやヱャ ラョ ュコΙ ヮΑヤハ メキヱ

(メバゎセや ) りケゅバゎシΙや メΑよシ ヴヤハ.

 サョセャや : ケΑルゎ ゆΚヅャや メヱボハ サョセャやュヤバャゅよ.
メよヤよャや : ラゅェャΕや ゆクハほよ ヮもゅルビ キバよ りキゅバシャゅよ メよヤよャや ケバセ.

 ケェよャや : ¬ゅヅバャゅよ ケェよャや キΑ れキゎョや.
ケゅワコΕや : ケミゅよャや ゥゅよタャや ヶプ ゅヰョヱル ラョ ケゅワコΕや ドボΑゎシゎ.
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 キΑヰョゎ ⇒ ⇔Ιヱぺ
• ゅ⇔よΑセ サぺケャや メバゎセや             . ( りケゅバゎシや)

≪ るΑビΚよャや ゆΑゅシΕや ラΑよ ベケヘャや ラゅΑよ ヶプ ヶヤΑョコ ノョ ケヱゅェゎぺ ⇒ (ルミャや ⇒ ヮΑよセゎャや ⇒ りケゅバゎシΙや るΑゅ)

りケゅバゎシΙやヮΑよセゎャやるΑゅルミャや

ヶワヮΑよセゎケヅ キェぺ フクェ ヒΑヤよヮΑプ
 ゅルΑヤハ ケョボャや メよホぺ.

ラゅΑシゅシぺ ラゅプケヅ ヮΑよセゎヤャ :や ヮよセョャ
ヮよ ヮよセョャやヱ

 ュキボゎャや ゥΚシ ュヤバャや.

Ιヱ ケミクΑ ドヘャロゅルバョ ュコΙ キやケΑ ノョ
 りキやケま ラョ るバルゅョ るルΑケホ キヱィヱ ュキハ

 ヶヤタΕや ヴルバョャや.
ケゅル ヮャ ほヘヅゎ Ι ラΚプ.

 ペΑよヅゎャやヱ キやキハΗや ⇒ ゅ⇔Αルゅを:
≒ ヮΑよセゎ ヴャま るΑャゅゎャや れやケゅバゎシΙや メヱェぺ ⇒:

 ⇒ ぺ ゅ ⇔ョシゎよョ キシΕや ¬ゅィ.
 ラゅシルΗゅミ ュシゎよΑ キシΕや ¬ゅィ ⇒.

 チケΕや ヴヤハ ヮルゅルェよ ノΑよケャや メよホぺ ⇒ ゆ.
 ュΕゅミ ヮルゅルェよ チケΕや ュッΑ ノΑよケャや メよホぺ ⇒.

≪ りケゅバゎシや ヴャま るΑャゅゎャや れゅヰΑよセゎャや メヱェぺ ⇒:
 ヮよ ¬ゅッゎシΑ ケヱルャ メヱシケャや ラま ⇒ ぺ.

 ゅルゎゅΑェ ヶプ ュΑケミャや ゅルャヱシケよ ¬ヶッゎシル ⇒.

 ポΑキΑ サケビ ゅルぺ ⇒ ゆ.
 ポルゅゎシよ ヶプ れハケハケゎ ゅルぺ ⇒.

るシケゅョョャや

 ⇒ れやケゅバゎシや ヵヱェゎ ヶもゅセルま ラョ メョィ ゐΚを ゆゎミぺ:
•  ゅΑルキャゅよ ケヱルャや ∂ュハ ンキヰャや キャヱョよ.
• ヶゎョぺ キゅィョぺ ラハ オΑケゅゎャや ヶルョ∂ヤミ.
• ヶルΑハ ラョ ュヱルャや ケゅヅ.
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れゅよΑケキゎ
ヶシケキョャや ゆゅゎミャや ァケゅカ ラョ

ヴヤハ

りケゅバゎシΙや
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 ヴャゅバゎ メゅホ " : ンキヰャゅよ るャΚッャや やヱケゎセや“
 ヮよ ヮよセョャや フクェヱ るハゅッよャゅよ るャΚッャや ヮΑよセゎ ( るハゅッよャや ) ラョ ュコΙ ヮΑヤハ メキヱ

 ヮョコやヱャ ( やヱケゎセや ) りケゅバゎシΙや メΑよシ ヴヤハ.

 " ュΑボゎショャや ヅやケタャや ゅルキワや“
 フクェヱ ュΑボゎショャや ヅやケタャゅよ ラΑキャや ヮΑよセゎ ヮよセョャや ( ラΑキャや )ラョ ュコΙ ヮΑヤハ メキヱ

 ヮョコやヱャ(ュΑボゎショャや ヅやケタャや ) りケゅバゎシΙや メΑよシ ヴヤハ.

 " ラヱョヤドョ ュワ やクみプ ケゅヰルャや ヮルョ オヤシル メΑヤャや ュヰャ るΑへヱ“
 ヮΑよセゎ フクェヱ オヤシ⊥ゎ りゅセよ メΑヤャや ヮよセョャや ヮよ( りゅセャや )コやヱャ ラョ ュコΙ ヮΑヤハ メキヱ ヮョ

(オヤシル ) りケゅバゎシΙや メΑよシ ヴヤハ.

 ケハゅセャや メヱボΑ:
ラやヱをヱ ペもゅホキ りゅΑェャや ∂ラま     ヮャ るヤもゅホ ¬ケョャや ⌒ゆヤホ ⊥れゅホキ

 ヮΑよセゎ フクェヱ ュヤミゎΑ  ラゅシルみよ ゆヤボャや れゅホキ ヮよ  ヮよセョャや(  ラゅシルΗや ) ヮΑヤハ メキヱ
 ヮョコやヱャ ラョ ュコΙ(るヤもゅホ ) りケゅバゎシΙや メΑよシ ヴヤハ.

 " るョェケャや ラョ メクャや ゥゅルィ ゅョヰャ チヘカやヱ"
 ヮΑよセゎ フクェヱケもゅヅよ メクャや ヮよ  ヮよセョャや(  ケもゅヅャや ) ヮョコやヱャ ラョ ュコΙ ヮΑヤハ メキヱ

(ゥゅルィ ) りケゅバゎシΙや メΑよシ ヴヤハ.

ヴミよプ ヮシぺケよ ⊥ゆΑセョャや ポェッ    メィケ ラョ ュヤシ ゅΑ ヶよィバゎ Ι
 ヮΑよセゎ フクェヱ ポェッΑ ラゅシルみよ ゆΑセョャや ヮよ  ヮよセョャや(  ラゅシルま ) ュコΙ ヮΑヤハ メキヱ

 ヮョコやヱャ ラョ(ポェッ ) りケゅバゎシΙや メΑよシ ヴヤハ.

 ヶゎほΑ ゅョΑプ りケゅバゎシΙや ⌒ケィぺ:

聴 ゅョヰョェケ ∂ヵキャやヱャ ¬ゅハキャや ュミャほシぺ



 ¬ゅョシΕや ノッぺ るΑゎΓや りケゅバゎシや ラヱミゎ ゐΑェよ メョィ ヶプ:

•ケヅョャや  :ヶルヱΑハ ラョ ケヅョャや ケョヰルや ヶカぺ ケヘシ キルハ.
• れゅよルャや   : チケΕや れシゎミや れゅよルャゅよ.
• ヵぺケ  : ゅルゎゅΑェ ヶプ ¬ゅョミェャや ヵぺケよ ¬ヶッゎシル.
•ケワキャや  : ケワキャや ゅルッハ ヮよゅルよ.
•  りケワコ : れΑぺケ ゅヰョぺ ゅヰよハやキゎ りケワコ.
•キヱシΕや  : ュキボャや りケミ りやケゅよョ キヱシΕや チゅカ.

   ンケキ ゅョプ ヅゅシよャや ヶプ ヶセョΑ メよホぺヱヶボゎケΑ ケキよャや ヴャま ュぺ ヴバシΑ ケェよャや ヴャま
 フクェヱケキよャやヱ ケェよャゅよ ケハゅセャや ヮェキョΑ ヵクャや るヘΑヤカャや ヮよセ ヮよセョャや(るヘΑヤカャや )ヤハ メキヱ ヮΑ

 ヮョコやヱャ ラョ ュコΙ( るヘΑヤカャや ケタホ ヅゅシよ ヵぺ ヅゅシよャや ) りケゅバゎシΙや メΑよシ ヴヤハ.

 " ゅ⇔バΑョィ 聴 メよェよ やヱョタゎハやヱ“
 ヮΑよセゎ フクェヱ メよェャゅよ ラΑキャや ヮよセョャや( ラΑキャや ) ヮョコやヱャ ラョ ュコΙ ヮΑヤハ メキヱ

(   ノョィャや りヱホヱ ヅよケャや ヵぺ やヱョタゎハやヱ ) りケゅバゎシΙや メΑよシ ヴヤハ.

" サ∂ヘルゎ やクま ウよタャやヱ"
 フクェヱ ラゅシルみよ  ウよタャや ヮΑよセゎ ヮよ  ヮよセョャや(  ラゅシルΗや ) ヮョコやヱャ ラョ ュコΙ ヮΑヤハ メキヱ

(サ∂ヘルゎ ) りケゅバゎシΙや メΑよシ ヴヤハ.

  ゆゎミャや ラョ ¬ゅよルぺ ベキタぺ フΑシャやゆバヤャやヱ キィャや ラΑよ キェャや ロキェ ヶプ
 ヮよセ ヮよ  ヮよセョャや フクェヱ ラゅシルみよ フΑシャや( ラゅシルΗや ) ヮョコやヱャ ラョ ュコΙ ヮΑヤハ メキヱ

( ケゅよカぺ  ヵぺ ¬ゅよルぺ ) りケゅバゎシΙや メΑよシ ヴヤハ.

聴 ゅョヰョェケ ∂ヵキャやヱャ ¬ゅハキャや ュミャほシぺ



• ュΑケミャや ゅルャヱシケ ヴヤハ  ケヱルャや  ⇒ メィヱ コハ ⇒ 聴 メコルぺ.
ケヱルャゅミ ュΚシャや ヮΑヤハ キョェョ ゅルキΑシ ヴヤハ メ ｚコルョャや ュΑケミャや ラへケボャや .

.
•Εや ラΑョヤショャや ラハ ヶゎや¬やケホ ヶプ ヶョΚシΗや オΑケゅゎャや ケヅハ ペセルゎシぺ メもやヱ.

 ゆΑヅャや ゅワケをぺ ヶプ りケワコャゅミ ヶョΚシΗや ヒΑケゅゎャや.

• ヶッボΑ メシミャや ノョゎィョャや  ヴヤハ.
 ノョゎィョャや ケョキΑ チケョ メシミャや.

•ノョゎィョャや キッハ ラョ ラヱゅバゎャや ヵヱボΑ  .
 ノョゎィョャや ¬ゅルよぺ ラΑよ ヅよケΑ ヵクャや メよェャゅミ ラヱゅバゎャや.

 メヱェぺ  れゅヰΑよセゎャや ヴャま るΑャゅゎャや りケゅバゎシや:
• サヘルャや ヶプ ヮヤゎホ ゆィΑ ヱキハ メシミャや.

 メシミャや メホゅバャや メゎボΑ ヶプ ヮシヘル

• ノョゎィョャゅよ ポゎヘΑ チケョ るョΑョルャや.
 ノョゎィョャゅよ ポゎヘゎ るョΑョルャや.

• ァやヱョΕや ュヅΚゎョ ケェよ りゅΑェャや ラま.
 ァやヱョΕや るョヅΚゎョ りゅΑェャや .

• ゅヰゎゅボΑキタ ラΑよ や ⇔ケョホ りゅゎヘャや れΑぺケ.
 ゅ⇔シャゅィ や ⇔ケョホ れΑぺケ .

• ラΑョヤバゎョヤャ ペΑケヅャや ケΑルゎャ ベケゎェゎ るバョセ ュヤバョャや.
 ラΑョヤバゎョヤャ ペΑケヅャや ¬ヶッゎ るバョセ るシケキョャや 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


