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キョゅェ / ぺ 

 

 ラコやヱゎョャや ¬やクピャや 

     ヮヤョゅミゎョ るΑもやクビ りキェヱミ ¬やクピヤャ ケドルャや ラョ キよΚプ  めシ ¬やクビヱ キΑィ ¬やクビ ¬やクピャや フΑルタゎ ほヅカャや ラョ 

     るΑケヱケッ ラコやヱゎョャや ¬やクピャや るシやケキ : メヤハ. 

     チやケョΙゅよ ヮよゅタΙや メキバョ チΑヘカゎヱ るハゅルョャや るΑヱボゎ ヴヤハ メョバゎヱ るΑョルゎャやヱ るェタャや サゅシや ヴワ るΑクピゎャや ラΙ 

     れゅハヱョィョ ヮゎシ ラョ ラヱミゎΑ ラコやヱゎョャや  ¬やクピャや : 

     れやケキΑワヱよケミ–  ラヱワキ– れゅルΑゎヱケよ- ¬ゅョ-   るΑルキバョ ゥΚョや- れゅルΑョゅゎΑプ  

     ゆヤピゎゎ フΑミるΑェタャや るΑもやクピャや メミゅセョャや ヴヤハ ∨ 

     ラΑカキゎャや ュキハヱ るッゅΑケャや るシケゅョョヱ  ヴェタ  ヴもやクビ ュゅドル ネゅよゎゅよ  

:  ¬やクピャや ヴプ ¬ゅョャや るΑョワや      

 

 ¬ゅョャや キヱィヱ ヴプ ヴャや ュシィャゅよ るΑヱΑェャや るΑもゅΑョΑミャや れΚハゅヘゎャや ュゎゎ Ι      :  るョゅワ るドヱェヤョ              

       

 

 

 

 フィΑヱ  ケヘタΑヱ メよクΑ 

  ケッカョ ウよタΑヱ ヱョルΑ 

 るΑヱΑェャや れゅΑヤョバャやヱ  れゅよルャや ヱョルャ ンケヱケッ ¬ゅョャや 

 れゅΑクピョャや ソゅタゎョや ヴヤハ れゅよルャや キハゅシΑ ¬ゅョャや 

 ヴェ めセ メミ ¬ゅョャや ラョ ゅルヤバィヱ 



キョゅェ / ぺ 

 

       ≪- : ゥΚョΙやヱ れゅルΑョゅゎΑヘャや  

        

 

るボΑホキャや れゅΑクピョャや     

     ゥΚョΙやヱ れゅルΑョゅゎΑヘャや メョセゎヱ ¬やクピャや ラョ るホゅヅャや ァケカゎシゎ ヴゎャや ヴもやクピャや ュゅドルャや ラョ ヴシゅシや ¬コィ  

 : れゅルΑョゅゎΑヘャや     

          ヴワ  るΑィケゅカ るΑもやクビ ケキゅタョ ラョ ゅヰΑヤハ メヱタェャや ラミョΑヱ ュシィャや ゅヰΑャや ァゅゎェΑ りキボバョ るΑもゅΑョΑミ れゅよミケョ  

    サョセャや るバセや ラョ ヮΑヤハ メヱタェャや ラミョΑ ヱや るΑもやヱキ ソやケホゅミ ロクカや ラミョΑ)   ( ラΑョゅゎΑプ : メゅをョ  

 

 ュヱΑシャゅミャや 
キΑキェャや  

 ュヱΑキヱタャや  

≪≡   %  
√%  

∵ %  

√%  
≪%  

 ュゅドバャや ¬ゅルΑ  
  ラΑよヱヤィヱョΑヰャや ァゅゎルや 
   メもやヱシャや ラコやヱゎ  

   ヱョルャやヱ  るΑぼケヤャ ュヰョ 
   キヤィャや ヴヤハ るドプゅェョャや      )ァ( ラΑョゅゎΑプ  

  )ぺ( ラΑョゅゎΑプ 

D 



キョゅェ / ぺ 

 

 れゅルΑョゅゎΑヘャや チバよ アゎルゎ ラゅシルΙや ュシィ ヴプ ゅΑケゎミよャや ネやヱルや チバよ   -≒  : るドヱェヤョ    

                ≪- れゅルΑョゅゎΑヘャや チバよ キボヘゎ ゅヰルゅプ ゅヰルΑコカゎ りキョ りキゅΑコ ヱや ヴヰヅャや りキゅΑコャ るィコゅヅャや るョバヅΙや チケバゎ キルハ  

 

     ポやキΑ るョヤミ ¬ゅョャや ヴプ ゆヱクゎ Ι れゅルΑョゅゎΑプ  : ドヘェャや るャヱヰシャE,D,A,K 

                         サよ るョヤミ ¬ゅョャや ヴプ ゆヱクゎ れゅルΑョゅゎΑプB ,C 

     やゥΚョΙ :  ラゅシルΙや ゅヰよ ュヱボΑ ヴゎャや れゅΑヤョバャや ラョ キキハ ヴプ ュワゅシゎ るΑもゅΑョΑミ ケタゅルハ 

      ネヱルゎョ ヴもやクビ ュゅドル ネゅよゎや キルハ ゥΚョΙや ヴヤハ ラゅシルΙや メタェΑヱ 

      ュヱΑキヱタャや : るヤをョや-  サゅェルャや– ュヱΑシャゅミャや-  ュヱΑシゅゎヱよャや–  ュヱΑシルピョャや– キΑキェャや-  ポルコャや 

 

 

 

 

 



キョゅェ / ぺ 

 

 

   や         

     

 

 



キョゅェ / ぺ 

 

 

≒-  れゅルΑゎヱケよャや ュッワ るィゎゅルャや るΑルΑョΙや チゅョェΙや≪-      れゅルΑョゅゎΑヘャや≫-  るΑルキバョャや ゥΚョΙや 

√-      れやケキΑワヱよケミャや ュッワ ラョ るィゎゅルャや れゅΑケミシャや∽- ラヱワキャや ュッワ ラョ るィゎゅルャや るΑルワキャや チゅョェΙや 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るドヱェヤョ 

 キΑキェャや  ュヱΑキヱタャや  ラΑョゅゎΑホD 



キョゅェ / ぺ 

 

     ゅヰΑッやケや ヴヤハ スΑバΑ ラョ メミャ りゅΑェャや メよシ メップや ケΑプヱゎ ヴャや ヴバシゎ るャヱキャや ラや ドェΚル : るドヱェヤョ 

           キヰィヤャ りケプヱョャや るΑもゅよケヰミャや りコヰィΙやヱ れΚタヱョャやヱ るΑクビΙや ネやヱルや メミ ケΑプヱゎ メΚカ ラョ 

     ∨ ヴェタャや りゅΑェャや ゆヱヤシΙ るΑシゅシΙや ケタゅルバャ や ヴワ ゅョ 

≒-  ラコやヱゎョ ヴェタ ュゅバヅ メヱゅルゎや メヱゅルゎ ゅヰルョゅヰΑプ ゆヱビケョ ケΑピャや ラヱワキャや ラョ ソヤカゎヤヤェΚョΙやヱ ュヱΑシャゅミャ 

≪- ゅΑハヱよシや フをミョャやヱ ヴセョャや メをョ  ゅΑョヱΑ メキゎバョャや ヴルキよャや ヅゅセルャや 

≫-  ラΑカキゎャや ラハ キゅバゎよΙや 

√-  ラコヱャや りキゅΑコヱ ネヱィャや ヴャや ンキヱΑ ヮルΙ )メヤハ ( ケゎヱゎャや ラョ メΑヤボゎャや 

∽-  )メヤハ( ュヱルャや ラョ ヅシホ クカやヱ サョセャや るバセΙ フゅミ ケキボよ チケバゎャや 

   ( ラΑョゅゎΑプ ァゅゎルや ヴヤハ キハゅシゎ サョセャや るバセぺ  ラΙDゅΑΚカャや キΑキィゎャ ンケヱケッ ュヱルャやヱ ) 
 

-  ¬やクピャや ヴプ るホゅヅャや: 

 ュシィャや ヴプ ¬やクピャや ベケェ キルハ アゎルゎ ヴゎャや りケやケェャや るΑョミ 

  るホゅヅ ラョ るΑヱゎェゎ ゅョ ケやキボョ ヴプ るΑクビΙや フヤゎカゎ メヤハ 

  るホゅヅ ラョ ュシィャや キョゎ ヴゎャや るΑもやクビ ケタゅルハ ラョ るΑクビΙや ンヱゎェョ ラΑゅよゎ ゆよシよ 

- : るΑケやケェャや りケバシャや 

  るΑもやクピャや ケタゅルバャや ラョ キェやヱ ュやケィ ンヱゅシΑ サΑェよ ¬やクピャや ラョ るホゅヅャや ヮよ サΑボル ンクャや サゅΑボョャや 

 るヤをョや 

≒  = ラヱワキャや ラョ ュィ∬  るΑケやケェ りケバシ 

≒ = れやケキΑワヱよケミャや ュィ√ るΑケやケェ りケバシ 

≒ =れゅルΑゎヱケよャや ュィ√  るΑケやケェ りケバシ 

 

 

 



キョゅェ / ぺ 

 

     ¬やクピャや ドヘェ ベケヅ: 

      

 

 

 

 

 キΑョィゎャや 

フΑヘィゎャや 

ゆΑヤバゎャや 

ゅヰルヱャ ケΑピゎ ュキハヱ ゅヰヘヤゎ ュキバャ ¬ゅョャや ゆェシ 

 ゅヰルヱャ ケΑピゎ ュキハヱ ゅヰヘヤゎ ュキバャ 

  ケΑピゎヱ るドプゅェ キやヱョ るプゅッまゅヰルヱャ 

 ゅヰゎキヱィヱ ¬Ιコゅよャや ラヱャ フΚゎカや 

 キΑョィゎャや 

 ネゅバセΙや 

  るドプゅェ キやヱョ るプゅッゅよ ゆΑヤバゎャや 

 ゆよシΑ ヴェタ ケΑビ ゅヰッバよヱ ケやケッや ゆよシΑ Ι ラョや ゅヰッバよ
 ケやケッや 



キョゅェ / ぺ 

 

       るョバヅΙや ドヘェ    : 

    ゅΑよヤシ ヮΑヤハ ケをぼゎ Ιヱ るΑもやクピャや ヮゎョΑホ ケΑピゎ ラヱキ ラョ るョバヅΙや キゅシプ ヴャや ンキぼゎ ヴゎャや メョやヱハ ヅゅセル フホヱゎ ヮよ キタボΑ 

   ∨ るョバヅΙや キシヘゎ ヴゎャや メョやヱバャや ゅョ 

      ラΑィシミΙやコ れゅョΑコルΙやヱ るボΑホキャや ¬ゅΑェΙや 

    ∨ るョバヅΙや ドヘェ ラョ フキヰャや ゅョ 

≒- ヮィゎルゎ Ι ラミゅョや ヴプ ヱや ヮィゅゎルや ゆシゅルゎ Ι れゅホヱや ヴヘワケΑプヱゎ ンや  ュゅバャや ンキョャや ヴヤハ るョバヅΙや ケΑプヱゎ 

≪-  ンケカや れゅィゎルョ ヴャや キバよ ゅョΑプ ヮバΑルタゎ キゅバΑ ュゅカ ロキゅョミ ロケΑプヱゎ 

 

 

     ¬やクピャや ドヘェ ベケヅ 

    ≒- キΑョィゎャゅよ るΑクビΙや ドヘェ ¬やクピャや ゅワキルハ キョィゎΑ ヴゎャや るィケキャや ヒヤよゎ るッヘカルョ りケやケェ れゅィケキ キルハ るΑクビΙや ドヘェゎ : 

ゅワキョィゎ ヴヤハ ドプゅェゎ りケやケェ れゅィケキ キルハ ゅヰルΑコカゎヱ 
 キΑョィゎャやるボΑケヅ れやコΑョョ :   りケやケェャや チゅヘカルゅよ サΑャヱ ヴミΑルゅミΑョャや ケΑをゅゎャゅよ るボΑホキャや ¬ゅΑェΙや チバよ メゎホ 

タャやヱ るェもやケャやヱ ュバヅャや ゐΑェ ラョ りキゅョャや れゅヘタ ヴヤハ ドプゅェΑヱるΑバΑよヅャや れゅヘ 
:キΑョィゎャや るボΑケヅ ゆヱΑハ    るΑェ メドゎ¬やクピヤャ るをヱヤョャや ¬ゅΑェΙや ラョ るよシル 

     るドヱェヤョ :≒- ケをミや ヱや ヮルシ りキョャ ケヘタ るィケキ キルハ りキョィョ ドヘェゎ ラや ラミョΑ キΑョィゎャゅよ ドヘェゎ ヴゎャや るΑクビΙや 

      ≪- メップや るィケキよ メヱヅや りキゅョャや ドゅヘゎェや ラゅミ ラΑコカゎャや りケやケェャや るィケキ れッヘカルや ゅョヤミ 

    ≪-  るΑバΑよヅャや るΑもゅΑョΑミャや キやヱョャゅよ ドヘェャや :  ゅヰボΑバゎ ヱや ゅヰゎΑョゎ キホ るボΑホキャや ¬ゅΑェΚャ キゅッョ メバプ ゅヰャ キやヱョ ヴワ 

                                                           ゅヰゎヱョ ヴャや ンキぼゎ ラや ラヱキ 

 



キョゅェ / ぺ 

 

    ≫-  るΑもゅΑョΑミャや るプゅッョャや キやヱョャやゅバヅャや ヴャや ヮよゅホケヤャ ヮバッゅカヱ ヮルョや キやヱョ るプゅッや   :ュ 

           ヴもやクビ ュョシゎ ヱや れゅルヱヤョャや るタゅカヱ るΑシゅシェ ゆよシゎ キやヱョャや チバよ ラや Ιや 

       ケクェよ るΑもやクピャや るホゅヅよャや り¬やケホ ゆィΑ 

 

≫- )フΑヘィゎャや( るよヱヅケャや ネコルよ ドヘェャや   ヱワ るボΑケヅャや りクヰャ ヴョヤバャや サゅシΙや  :¬やクピャや ヴプ るよヱヅケャや るよシル チボカ 
                                              Ι ゐΑェよゅヰヅゅセル メヱやコゎ ラや るボΑホキャや ¬ゅΑェΙや ノΑゎヅシゎ 

   るドヱェヤョ: ヴもゅョ ヅシヱ ヴプ るΑョΑコルΙや れΚハゅヘゎャや ュゎゎヱ りケΑョカャやヱ るボΑホキャや ¬ゅΑェΙやヱ ゅΑケゎミよャや ケをゅミゎ ヴヤハ メョバゎ ヮよヱヅケャや 

    るッヘカルョ ヮよヱヅケ るよシル ヴヤハ ドプゅェゎ フヱケド ヴプ ヮヘΑヘィゎ キバよ ¬やクピャや ラΑコカゎ ゆィΑ : メヤハ 

     ゅΑェΙや ヅゅセルャ ¬やクピャや チケバゎΑ Ι ヴゎェ るΑもゅΑョΑミャやヱ るΑヱΑェャや れΚハゅヘゎャやヱ るボΑホキャや ¬ 

     フΑヘィゎャや ネやヱルや ヱワ ゅョ∨ 

≒- りケやケェ ケキタョミ メピゎシゎ るΑショセャや るホゅヅャや ベΑケヅ ラハ : ) ヴショセ( ヴバΑよヅ フΑヘィゎ 

≪- りケやケェャや ヴヤハ メヱタェヤャ ¬ゅよケヰミャや ベΑケヅ ラハ ゅΑハゅルタ ラカショ ¬やヱワ ュキカゎシΑ :  ヴハゅルタ フΑヘィゎ 

                      ヴバΑよヅ ¬やヱワ ゆゅΑシルや ュキカゎシΑ ゅョミ ヴハゅルタ ヱや 
- ヱヤョ ゅヰよ るΑコゅピャや れゅよヱケセョャや るェタャや ヴヤハ ケをぼゎ るドプゅェ キやヱョヱ れゅル 
 
 
 

 

 るΑホケキャや りキピャや コやケプや  ヴプ りキゅΑコ ゆよシΑ 

るΑシゅシェャや ヅケプ ヴプ ラヱルゅバΑ ラョャ ぼΑボゎヱ ラゅΑをビ ゐヱキェ  

       ラヱルゅバΑ ラΑクヤャや ソゅカセΙや チバよャ るΑシゅシェャや ゆよシゎ
ヱよケャや チケョ 


