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- シヤシるヤ ケミクョ  れやぺ- シぺャや るョゅラΚセボ – ャやャや るピヤるΑよケバ – ΕやΕや ケΑタボャや ケゅよゎカ メヱ– やタャフ ャやよゅシノ - ャや フタルや ヶルゅをャ- ≪≡≒∬-≪≡≪≡  - 
 

- シヤるヤシ ョ  れやケミクぺ- シぺゅャや るョセボラΚ - ャやや るピヤ るΑよケバャ-   ΕやΕや ケΑタボャや ケゅよゎカヱ メやタャフ やタャフ ャやノよゅシ - フタルャや ヶルゅをャや- ≪≡≒∬-≪≡≪≡  - 

ヱ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

るヤジヤシ れやゲミグョ 

ぺ- ⊥ぺゅ∠シラΚ∇ゼ∠ボャやる∠ョ 
   (∽ )  ァクゅョル るャヱヤェョ 
やΙメヱΕや ケΑタボャや ケゅよゎカ 

 フタャやャやよゅシノ  
ケゎヘャやり ャやるΑシやケキ るΑルゅをャや 

 

≪≡≒∬-≪≡≪≡ 

 ゅルヱバよゅゎルホ ヴヤハケィヤゎャや りゅュや 
https://t.me/osamaalqashlan1 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



- シヤシるヤ ケミクョ  れやぺ- シぺャや るョゅラΚセボ – ャやャや るピヤるΑよケバ – ΕやΕや ケΑタボャや ケゅよゎカ メヱ– やタャフ ャやよゅシノ - ャや フタルや ヶルゅをャ- ≪≡≒∬-≪≡≪≡  - 
 

- シヤるヤシ ョ  れやケミクぺ- シぺゅャや るョセボラΚ - ャやや るピヤ るΑよケバャ-   ΕやΕや ケΑタボャや ケゅよゎカヱ メやタャフ やタャフ ャやノよゅシ - フタルャや ヶルゅをャや- ≪≡≒∬-≪≡≪≡  - 

ヲ 

ボャや ケゅよゎカΙや ( メヱΕや ケΑタ ァクヱョル≒) 
ぺ Ιヱ: ケゅΑバョャや ( – ≪ – ≒) 
- ぺケホぺ  ∂ソルャや ∩  ∂ュを ゆΑィぺ ゅ ∂ョハ ヮΑヤΑ ラョ るヤもシぺ:                                      

 ラΑルェャや ∠ュもやキ ヴボよΑ ヮルハ キバゎよや ゅョヰョ ヵクャやヱ ∩ヮΑャま ラゅシルΗや ヶョゎルΑ ヵクャや ⊥ラゅミョャや ヱワ ラヅヱャや ネヱィケヤャ

ケΑカ ラョ ラゅシルΗや キΑヘゎシΑ ヵクャや ヱワヱ ∩ヮΑャま ゅワケΑビヱ る∂ΑバΑよヅ れやヱケをヱ ケゅョをヱ ロゅΑョ ラョ ヮΑッやケぺ れや

 ゅルェルョΑヱ ∩スΑバャや るョやケミ ゅルャ ケプヱΑヱ ゅルΑョェΑ ヵクャや ヱワヱ Ι フΑミ ∩ケΑプヱ ロケΑカヱ ∩ュΑドハ ヮヤッヘプ ∩ケΑをミャや

∨るヅΑシよャや ロクワ ヴヤハ ケカへ ラゅミョ ぁヵぺ ゅルャ ヮェルョΑ Ι ゅョ ¬フキャやヱ るルΑルほョヅャやヱ ケやケボゎシΙや ラョ 
≒- ヤカゎシぺソ チケピャや Αもケャやヶシ  ∂ソルヤャ ベよゅシャや ヶプ るヤョィ りキΑヘョ:                                (≒) 
-  ................................................................................................... 

≪- ぺケホぺ ラΑ ∂タルャや ラΑΑゎΓや ュを ゆΑィぺ ゅョハ ゅョワキバよ ラョ るヤもシぺ:  
  : ゅΑルゅをゅΑバョャやケ  ( ≪ – ∫) -     

   ケゅゎカぺ るよゅィΗや るェΑェタャや ゅョΑプ ヶヤΑ  ≒-  

 ぺ-  ⌒ュヤバョヤャ ュ⊥ホ ΚΑィよゎャや ⌒ヮ∂プヱ                  Ιヱシケ ∠ラヱミΑ ラぺ ⊥ュヤバョャや キゅミ  

- ヵクャや ラョ メィぺ ヱや ∠フケセぺ ∠れョ⌒ヤ ∠ハぺ        Ιヱボハヱ ⇔ゅシヘルぺ ⊥めセル⊥Αヱ ヶルよΑ  

 ベΑケヅャや ュヰャ メヰシΑ るプケバョャやヱ ュヤバャゅよ ゆΚヅャや ュゅョぺ ベΑケヅャや ¬ヶッゎ ヶゎャや ュヤバャや りケゅルョ ヱワ ュヤバョャや - ゆ

 ヮよΚヅ ノョシΑ ベΑキタヱ ∀ゆぺ ヱヰプ メヰィャや ュヰルハ ノプケΑ ヵクャや ノプゅルャや ュヤバャや ュヰΑプ サケピΑヱ ベェャや るプケバョャ

 ベΚカΕや ヴヤハ ュヰΑよケΑ ヵクャや ゆキぼョャや ヱヰプ ュヰよキほΑヱ ヶルゅェャや ゆΕや ヱヰプ ュヰΑヤハ ヱルェΑ ヮもゅルよほミ ュヰヤョゅバΑヱ

ュワゅピゎよョ ュヰヘΑヱ ュワやヱミセ ノョシΑ ヵクャや ベΑキタャや ヱワヱ りキΑョェャや 

ぺ- ヮィヱ ャやよセヮ ラΑよ ラΑタルャや やャラΑボよゅシ メをョゎΑ ヶプ                                                  (≒)  

-    ュヤバャや メップ ウΑッヱゎ                    -  ケヱキ ラゅΑよ ュヤバャや ゆャゅヅ  

-   ョャや ¬やコィ ラゅΑよ ュヤバ                        - ケΑキボゎ ョャや ュヤバ  

ゆ -  ヮィヱ フΚゎカΙや ラΑよ ラΑタルャや ラΑボよゅシャや メをョゎΑ ヶプ                                           (≒)   

-  ケΑキボゎ ラハ ゐキェゎ メヱΕやルゅをャやヱ ュヤバョャやップ ラハ ヶ ュヤバョャや メ  

-  ケΑキボゎ ラハ ゐキェゎ メヱΕやルゅをャやヱ ュヤバョャやップ ラハ ヶャや メ ュヤバ  

-  ラハ ゐキェゎ メヱΕや ップャや メュヤバ ルゅをャやヱラハ ヶ バャや ゆャゅヅ ケヱキ ュヤ  

 



- シヤシるヤ ケミクョ  れやぺ- シぺャや るョゅラΚセボ – ャやャや るピヤるΑよケバ – ΕやΕや ケΑタボャや ケゅよゎカ メヱ– やタャフ ャやよゅシノ - ャや フタルや ヶルゅをャ- ≪≡≒∬-≪≡≪≡  - 
 

- シヤるヤシ ョ  れやケミクぺ- シぺゅャや るョセボラΚ - ャやや るピヤ るΑよケバャ-   ΕやΕや ケΑタボャや ケゅよゎカヱ メやタャフ やタャフ ャやノよゅシ - フタルャや ヶルゅをャや- ≪≡≒∬-≪≡≪≡  - 

ン 

 : ゅをャゅをケゅΑバョャや    ( ≪- ∽)                                                                        (√ )    

≒-ソカャぺ ソルャや ベよゅシャや ヶよヱヤシほよ ヶプ キヱキェ ラΑケヅシ ∩ ゅョコゎヤョ ヮゎケミヘよ ∩ ゅΑハやケョ るョΚシャや るΑヱピヤャや    

 ュヰボャゅカよ ュヰプケバΑヱ サゅルャや ュヤバΑ ヱヰプ ∧ュΑドハ メョハ ラョ ヮよ ュヱボΑ ゅョャ ュΚシΗや ヶプ ュΑドハ るルゅミョ ュヤバョヤャ ∂ラま

 ラぺ ゅルΑヤハ ゆィヱ やクャ 聴 ラョ ⇔るΑセカ サゅルャや キセぺ ュワ ラヱョヤバョャゅプ ュヰルΑキ ケヱョぺ るプケバョ ヶプ ュワキハゅシΑヱ

 ⇔やケΑよミ ⇔ゅョゅョゎワや ュヤバョャや ヴボヤΑヱ ∩ゆヱヤボャや ヮよ ヵヱゎケゎヱ ュゅシィΕや ヮルョ ノヤッゎゎプ ヮよケセゎゎヱ ュヤバャや ュヰルョ フケゎピル

 ケΑよミ メップ ラョ ヮャ ゅョャ ュヤバョャや ュヤバよ ¬ゅッゎシΙやヱ ュヤバャや りケゅルョ ノプケ ヶプ ウョヅゎ ヶゎャや ュキボゎョャや メヱキャや ヶプ

 るよシゅルョャや メヱヤェャや ノッヱヱ ヮよΚヅャ ノプゅルャや ュヤバャや メゅタΑま ヴヤハ ケヰシΑ ヱヰプ サゅルャや ラΑよ るホヱョケョ るルゅミョヱ

 ヵクャや ヱワヱ ゅワケゅよミ メよホ メもゅショャや ケゅピタよ ュヰΑよケΑヱ サゅルャや ュヤバΑ ヵクャや ヱワ ュヤバョャや .れゅョヱヤバョャや ゥケヅャ

 メタぼョャや ュヤバャゅよプ ∩メΑゅョゎΑ Ιヱ ゅヰΑプ ケをバゎΑ Ι ヶミャ ゅヰよΑゎケゎヱ ヮバョ メョゅバゎャやヱ りゅΑェャや れゅΑヱャヱぺ ヮボヘよ ュヰボヘΑ

 ∀メタヱョ ヮルま Ιま メΑヱヅ ベΑケヅャや やクワ ラゅミ ラま ヮΑプ りケΑェ Ι ュΑボゎショ ヅカ ヶプ ゆャゅヅャや ケΑシΑ ラぺ ノΑヅゎシΑ

りキゅィャや ヴャま 

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

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

≫ )    )                                                             ( ャやケゅΑバョ( ≫ – ∽ – ≪   よやケ : ゅバ  

≒- ぺゆゎミ ゅョ ヴヤョΑ  ∂ヶヤハ ヰャや りケゅヰョ () るヅシヱゎョャや りコョ   

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

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

 ( ラョぼョャやヱゎΑ Ιやケホ ラハ フホや り¬ラぺケボャ   Ιヱン∠ほ ∇ルΑ ヱ ヮルハヱワ キもゅハ ゅョもやキ ヮャ ヱヰプ ルヱ ⊥ぼ ∠ョ りケカΔャ ヮゎ

 りやケゎヱヶプ り ∠¬ゅよハ  ラゅョΑΗや Ιヱ サ∠も ∇ΑΑ るよヱゎャや ラョ ヴゎェ ョゎ∇ほ ∠ョゎョゎΑヱ ヮ ノ ャゅより ∠¬ヱケョ  メドΑヱヶプ る ∠も ∇Αワ 

ヱりケヱホ )   

 
 
 
 
 
 
 



- シヤシるヤ ケミクョ  れやぺ- シぺャや るョゅラΚセボ – ャやャや るピヤるΑよケバ – ΕやΕや ケΑタボャや ケゅよゎカ メヱ– やタャフ ャやよゅシノ - ャや フタルや ヶルゅをャ- ≪≡≒∬-≪≡≪≡  - 
 

- シヤるヤシ ョ  れやケミクぺ- シぺゅャや るョセボラΚ - ャやや るピヤ るΑよケバャ-   ΕやΕや ケΑタボャや ケゅよゎカヱ メやタャフ やタャフ ャやノよゅシ - フタルャや ヶルゅをャや- ≪≡≒∬-≪≡≪≡  - 

ヴ 

ボャや ケゅよゎカΙや ( メヱΕや ケΑタ ァクヱョル≪) 
ぺ Ιヱ: ケゅΑバョャや ( – ≪ – ≒) 
- ぺケホぺ  ∂ソルャや ∩  ∂ュを ゆΑィぺ ゅ ∂ョハ ヮΑヤΑ ラョ るヤもシぺ:                                      

(ヴバΑよヅ ケョぺ ロケΑビヱ ュヤショャや ラΑよ メョゅバゎャや  ヴヤタ メヱシケャやヱ りゅΑェャや ラほセ ポャク ラΕ ∩ 聴

 ュΚシΗや るェゅョシ れルゅミヱ ∩ ュヰヤョゅハヱ るルΑキョャや ヴプ ラΑミケセョャやヱ キヱヰΑャや スΑゅハ ∩ ュヤシヱ ヮΑヤハ

キもゅシ ヮゎΑルゅシルまヱ ラョ ケョぺ メミ ヴプ ラヱゅバゎヱ るΑルゅシルま りヱカぺ ゅョルまヱ ュヤド Ιヱ ラやヱキハ Κプ ∩ り

ラヱキ ュヰバョ ゐキェゎΑヱ キヱプヱャや ヴボヤΑ ヮΑヤハ 聴 ヴヤタ メヱシケャや ラゅミヱ ∩ りゅΑェャや ケヱョぺ  ケドルャや

ュヰルΑキ ヱぺ ュヰルヱャ ヴャま) 

≒- ヤカゎシぺソ チケピャや シΑもケャやヶ  ∂ソルヤャ ベよゅシャや ヶプ るヤョィ りキΑヘョ:                                (≒) 
-  ................................................................................................... 

≪- ぺケホぺ ラΑ ∂タルャや ラΑΑゎΓや ュを ゆΑィぺ ゅョハ キバよゅョワ ラョ るヤもシぺ:  
 ぺ-  ゅヰ∠ャ ⊥れキ ∠ィ ∠ヱ ゅョ∠プ ヶシヘ∠ル ⊥れよ ｚキ∠ぺ             ⌒よ ⌒ゆ ∠キ∠ぺ ラ ⌒ョ ⌒ヮャ⌒Ηや ンヱボ ∠ゎ ⌒ケΑ ∠ピ 

-  あメ ⊥ミ ヶプ ゅヰ⌒ゎΙゅェ れ ∠ケ ⊥タ∠ホ ラ⌒ま ∠ヱ           ぺ ⌒ゆケ ∠ミャや ヴヤ ∠ハ ゅヰ⌒ゎョ ∠タ ラ ⌒ョ ⊥メ ∠ップ 

 ゆ– (るョヤショャや るプケバョ ラま ンヱボゎャや るΑョワΕ ヤタヱΑ メΑよシ メミ ポヱヤシ ヴャま ポセ Ιヱ ゅヰバプやキゎゎ ゅヰヤップヱ ゅヰ

ヱタボョャや ヱワ やクワヱ ヴャゅバゎヱ ポケゅよゎ 聴 ンヱボゎ ヴャまキ. ヶプ ゅヰヤップヱ ンヱボゎャや るΑョワぺ ケヰドゎヱ:  るΑタヱ ゅヰルぺ

ヴャゅバゎ メゅホ ゅョミ ∩ラΑケカΓやヱ ラΑャヱΖャ メィヱ コハ 聴: ぴ  ∇キ∠ボ∠ャ ∠ヱ ∇ュ ⊥ミ⌒ヤ ∇よ∠ホ ∇ラ ⌒ョ ∠ゆゅ ∠ゎ ⌒ミ∇ャや やヱ⊥ゎヱ⊥ぺ ∠ラΑ ⌒クｚャや ゅ ∠ル ∇Α ｚタ ∠ヱ

 ∠ ｚ聴 やヱ⊥ボ ｚゎや ⌒ラ∠ぺ ∇ュ ⊥ミゅ ｚΑ⌒ま ∠ヱ...  び  

 : ゅΑルゅをケゅΑバョャや  ( ≪ – ∫)     

- ケゅゎカぺ るよゅィΗや るェΑェタャや ゅョΑプ ヶヤΑ  ≒-  

ぺ- ヮィヱ ヮよセャや ラΑよ ラΑタルャや ラΑボよゅシャや メをョゎΑ ヶプ                                                  (≒)  

-   ラゅΑよップンヱボゎャや メ                       - ッヱゎ キィショャや メップ ウΑ  

-  ラゅΑよやコィ ラョぼョャや ¬                      -  ケョΕや るハゅヅよ 聴  

ゆ -  ヮィヱ フΚゎカΙや ラΑよ ラΑタルャや ラΑボよゅシャや メをョゎΑ ヶプ                                           (≒)   

- ャやヱ ゆキΕゅよ ンヱボゎャや るホΚハ ラΑよΑ メヱΕやルゅをキヰャや ラΑよΑ ヶ ヵヱボゎャや ラョ フ  

 - ゎΑ ゅョワΚミ ンヱボゎャや ラハ ゐキェ  

 



- シヤシるヤ ケミクョ  れやぺ- シぺャや るョゅラΚセボ – ャやャや るピヤるΑよケバ – ΕやΕや ケΑタボャや ケゅよゎカ メヱ– やタャフ ャやよゅシノ - ャや フタルや ヶルゅをャ- ≪≡≒∬-≪≡≪≡  - 
 

- シヤるヤシ ョ  れやケミクぺ- シぺゅャや るョセボラΚ - ャやや るピヤ るΑよケバャ-   ΕやΕや ケΑタボャや ケゅよゎカヱ メやタャフ やタャフ ャやノよゅシ - フタルャや ヶルゅをャや- ≪≡≒∬-≪≡≪≡  - 

ヵ 

 : ゅをャゅをケゅΑバョャや    ( ≪- ∽)                                                                        (√ )    

ソカャぺ ソルャや ベよゅシャや ヶよヱヤシほよ ヶプ キヱキェ ラΑケヅシ ∩ ゅョコゎヤョ ミヘよヮゎケ ∩ ゅΑハやケョ るョΚシャや るΑヱピヤャや     

 るシケキョャや ヶヘプ ∧ゆャゅヅヤャ キもやヱプ ラョ ゅヰΑプ ゅョヱ るヘヤゎカョャや キやヱョャや ュヤバゎ ヴヤハ るシケキョャや ケヱキ  ケタゎボΑ Ιヱ

 れやケゅヰョャや ラョ ポャク ケΑビヱ るΑヱキΑ メゅピセぺヱ ュシケ ラョ るヘヤゎカョャや れやケゅヰョャやヱ れゅΑやヱヰャや ゆΚヅャや ヶョルΑ

 Ιヱ キバゎ Ι ケヱョぺヱ ベΚカぺヱ るΑよケゎ ラョ ゅルャ ヮョキボゎ ゅョよ るシケキョャや ラま .ゆΚヅャや ゅワケミゎよΑ ヶゎャや れゅハやキよΗやヱ

 れやキボゎバョャや ¬ゅルよ ヶプ ヮよ ュヱボゎ ヵクャや ケヱキャや ケキボル ラぺヱ ∩ゅヰΑヤハ るドプゅェョャや ゅルΑヤハ ゆィやヱャや ラョプ ヴタェ⊥ゎ

 ラぺ ∂キよ Ι ポャクャ ∩ノョゎィョャやヱ りケシΕや ¬ゅルよ ヶプ ヮよ ュワゅシゎ ゅョヱ ∩るもヅゅカャや れゅミヱヤシャや ウΑェタゎヱ るェΑェタャや

 ラハ ポャク ヱ ∩メョバャやヱ メヱボャや ヶプ るェャゅタャや りヱキボャゅよ ヶヤェゎャやヱ ∩りケシΕやヱ るシケキョャや ラΑよ ラヱゅバゎャや キヱシΑ

 ヴヤハ メョバャやヱ フバッャや ヅゅボル るプケバョャ ヶャゅワΕやヱ ラΑョヤバョャや ラΑよ れやケヱキヱ サャゅィョ キボハ ベΑケヅ

サゅルヤャ れィケカぺ るョぺ ケΑカ るョΕや ラヱミゎャ ∩ゅヰェΚタま 

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

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

  ョャや ゅバよやケ ( ケゅΑバ≫- ∽- ≪                )                                                     ( ≫ )  

ぺゆゎミ ゅョ ヴヤョΑ  ∂ヶヤハ ヰャや りケゅヰョ () るヅシヱゎョャや りコョ 
..........................................................................................................

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

ェャや ゆャゅヅャや ケッェラゅミヱ メヘ ョメ ⊥ぼゅヘゎ ャゅよりほ∠プゅミョ ヱ ェよ メョほミゎャや サベヱヘ もケ ケッェヱタャや サΑ ヮバョ フ

ヱシΕや ヴヤハ ゆゅィぺもヶプ るヤ るも⌒プ  ヶゎャやヱ るΑケョバャやシャほャや ゅヰメもゅシ  る∂Αもコ ⊥ィ  るΑヤミヱ ヱりほ ∇ィプ ャや ケッェヱョ∇ほ ∠ョヶプ ケ 

り ∠¬ゅよハ Α メョバャやメョェ サヱ ⊥ぼ⊥ミ ケヱヘャや ヮバョヱ ぺもるョ  キィショャや ケハゅセョ れキゅシプる∠も⌒プやキ Αよラ  ⌒ョる ∠も  ゆΚヅャや ラョ 

ヱヤョェヱや や コもやヱィャベヱプ ャやサヱぼ ⊥ケ  

 
 
 
 
 



- シヤシるヤ ケミクョ  れやぺ- シぺャや るョゅラΚセボ – ャやャや るピヤるΑよケバ – ΕやΕや ケΑタボャや ケゅよゎカ メヱ– やタャフ ャやよゅシノ - ャや フタルや ヶルゅをャ- ≪≡≒∬-≪≡≪≡  - 
 

- シヤるヤシ ョ  れやケミクぺ- シぺゅャや るョセボラΚ - ャやや るピヤ るΑよケバャ-   ΕやΕや ケΑタボャや ケゅよゎカヱ メやタャフ やタャフ ャやノよゅシ - フタルャや ヶルゅをャや- ≪≡≒∬-≪≡≪≡  - 

ヶ 

ボャや ケゅよゎカΙや ( メヱΕや ケΑタ ァクヱョル≫) 
ぺ Ιヱ: ケゅΑバョャや ( – ≪ – ≒) 
- ぺケホぺ  ∂ソルャや ∩  ∂ュを ゆΑィぺ ゅ ∂ョハ ヮΑヤΑ ラョ るヤもシぺ:                                      
( ∂ゆェル フΑミ ュΑケミャや ゅルルΑキ ラョ ュ∂ヤバゎル  ゅョミプ ∩ヶルヅヱ ゅΑ ∠れルぺ ∀コΑコハ .ゅルΑヤハ ゅヰヤップ ヴシルル Ιヱ ラゅヅヱΕや

 ∠れルぺヱ ∩ヮヤィぺ ラョヱ ヮΑプ ゅΑェル ヵクャや ∠れルほプ ∩"ゅルゎゅヰ ∂ョぺ ヴャま ヶョゎルル ゅョヤをョ ゅルルゅヅヱぺ ヴャま ヶョゎルル ゅル ∂ルま" :メゅボ⊥Α

 ∠れルぺヱ ∩ポΑプ ゅョ ∂メミよ ゅルルヱΑハヱ ゅルよヱヤホ ヶプ メョィΕや ヴボよゎ ポ∂ルぺ Ιま ラミゅョΕや メゅョィ ラョ ゅルΑぺケ ゅョヰョ ヵクャや

バセル ヵクャや ケカヘャやケ  ゅヰ∂Αぺ ゅルャ ∠れョキプ ∩ゅルキやキィぺ れΙヱヅよ ラョ ヮッケぺ れキヰセ ゅョョ ュ∂ヤバゎルヱ ュヱΑ ∂メミ ヮよ

ヶャゅピャや ラヅヱャや.( 
≒- ヤカゎシぺソ チケピャや シΑもケャやヶ  ∂ソルヤャ ベよゅシャや ヶプ るヤョィ りキΑヘョ:                                (≒) 
-  ................................................................................................... 

≪- ぺケホぺ ラΑ ∂タルャや ラΑΑゎΓや ュを ゆΑィぺ ゅョハ ゅョワキバよ ラョ るヤもシぺ:  
ぺ- ゎ ゆやヱをほよ メゅョィャや サΑャ ゅルルΑコ            ゆキΕやヱ ュヤバャや メゅョィ メゅョィャや ∂ラま 

-  ヮャ ラΑキャやヱ Ι ラョ ュΑゎΑャや サΑャヱ         ゆキΕやヱ ュヤバャや ュΑゎΑ ュΑゎΑャや ラま 

 ゆ- キヱΑボャや ラョ メヱボバャや ケ あケェΑ ∩¬ヶセ あメミ メタぺ ュヤバャや るミケェ ケΑ ⌒キ⊥Α ∩ュゅワヱΕや ラョ メヱボバャや ケ あケェΑ ∩

Ηや サゅシぺ ∩ラゅヅΑセャや れゅΑルョぺ ヴヤハ ヶッボΑ ∩キゅシヘャやヱ キゅシミャや ヴヤハ ヶ ⌒ッボ∠Α ∩るッヰルャや るヤィハ ケΑ ⌒キ⊥Α ∩ァゅゎル

ル⊥ャヱシケ ヴｚヤタ フΑミ ゅルョあヤバΑ ュ⌒ャゅハ ヴャま ァゅゎェゎ りΚタャゅプ ∩ュヤハ ラヱキ ヶあヤタル ラぺ ラミョΑ Κプ ∧りキゅよハ メミ ゅ- 

 ュヤシヱ ヮΑヤハ 聴 ヴヤタ- ミケぺヱ ゅヰΑプ メゅボΑ ゅョヱΙヱ ∩りΚタ Κプ ∩ュヤハ ラヱキ ュゅΑタャや ラミョΑ Ιヱ ∩ゅヰルゅ 

サゅシΕや ヱワ ュヤバャゅプ ∧ュヤハ ラヱキ アェ Ιヱ ∩キゅヰィ Ιヱ ∩りゅミコ Ιヱ ∩ュゅΑタ 

 : ゅΑルゅをケゅΑバョャや  ( ≪ – ∫)     

- ケゅゎカぺ るよゅィΗや るェΑェタャや ゅョΑプ ヶヤΑ  ≒-  

ぺ- ヮィヱ ヮよセャや ラΑよ ラΑタルャや ラΑボよゅシャや メをョゎΑ ヶプ                                                  (≒)  

-  Αッヱゎ ウ ュヤバャや メップ                     - Αよ ュΑゎΑャや りゅィゎ ゅルよィやヱ ラゅ  

-  ぺ ラゅΑよΑョワ ベΚカΕや る                     - キ ラゅΑよ ュヤバョャや ケヱ  

ゆ -  ヮィヱ フΚゎカΙや ラΑよ ラΑタルャや ラΑボよゅシャや メをョゎΑ ヶプ                                           (≒)   

-  るホΚバャや ラΑよΑ メヱΕやラΑよ ャやュヤバ  ラハ ゐキェゎΑ ヶルゅをャやヱ ゆキΕやヱュヤバャや キもやヱプ ラΑキャや ヶプ  

-  るホΚバャや ラΑよΑ メヱΕやュヤバャや ラΑよ  ラハ ゐキェゎΑ ヶルゅをャやヱ ゆキΕやヱ ュヤバャや キもやヱプノョゎィョャや ヶプ  



- シヤシるヤ ケミクョ  れやぺ- シぺャや るョゅラΚセボ – ャやャや るピヤるΑよケバ – ΕやΕや ケΑタボャや ケゅよゎカ メヱ– やタャフ ャやよゅシノ - ャや フタルや ヶルゅをャ- ≪≡≒∬-≪≡≪≡  - 
 

- シヤるヤシ ョ  れやケミクぺ- シぺゅャや るョセボラΚ - ャやや るピヤ るΑよケバャ-   ΕやΕや ケΑタボャや ケゅよゎカヱ メやタャフ やタャフ ャやノよゅシ - フタルャや ヶルゅをャや- ≪≡≒∬-≪≡≪≡  - 

Α 

-  るホΚバャや ラΑよΑ メヱΕやュヤバャや ラΑよ  ラハ ゐキェゎΑ ヶルゅをャやヱ ゆキΕやヱュヤバャや キもやヱプ  ゆヅャや ヶプ  

 

 : ゅをャゅをケゅΑバョャや    ( ≪- ∽)                                                                       (√ )    

ソカャぺ ソルャや ベよゅシャや ヶよヱヤシほよ ヶプ キヱキェ ラΑケヅシ ∩ ゅョコゎヤョ ヮゎケミヘよ ∩ ゅΑハやケョ るョΚシャや るΑヱピヤャや   

 ヴヤハ ンヱボΑ Κプ ∩ヮΑプ スゅハヱ ネケハケゎヱ ラミシ ソカセ ∂メミ ゆヤホ ヶプ りキヱィヱョ りケヅプ ラヅヱャや ∂ゆ ⊥ェ

や ラゅシルΗゅプ ∩ゅ ⇔ョヱキ ヮャ ヮョキボΑ ゅョ ヴシルΑ Ιヱ ヮゎケキゅピョベキゅタ メミセよ ヮルヅヱャ ヶョゎルョャ  るャヱゅェョャや ュもやキ ∂メドΑ

 メΑよシ ヶプ ュヤバャや ゆヤヅ ヴヤハ ソケェャやヱ ∩ヮもゅボゎケやヱ ロケ ∂ヱヅゎ ヶプ ュワゅシΑ ゅョ メバプヱ ∩ヮΑヤハ るドプゅェョャゅよ

 ヶャゅピャや メクよヱ ラヅヱャや ¬ゅルよ る∂Αョワほよ ∃ネやヱ アッゅル メΑィ ほセルΑャ ∩ヮャヱェ ラョャ ヶハヱャやヱ るプゅボをャや ケセルヱ るッヰルャや

 ラヅヱャや ∂ュワ メョェΑ メヱぼショ メΑィ ∩ヮゎバプケ メィぺ ラョ サΑヘルャやヱ ロキやケプぺ キルゅシΑヱ ∩ロゅハケΑヱ ュヰッバよ

 ロぼゅルよぺ ラヱミΑヱ ∩ノΑプケャや ベヤ ⊥カャやヱ りケゅッェャや サミバΑ ゅ ⇔ルヅヱ ラヱミΑャ ∩りキハゅショヤャ ァゅゎェΑ ラョ ラヱキハゅシΑヱ

キェやヱャや キシィャゅミ ゅ ⇔ョヱキ ラΑヘゎゅミゎョ. 

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

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

よやケ ( ケゅΑバョャや ゅバ≫ -∽- ≪         )                                                            (≫  )   

ぺゆゎミ ゅョ ヴヤョΑ  ∂ヶヤハ りケゅヰョ ( ヰャや) るヅシヱゎョャや りコョ 

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

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

 ( ラョぼョャやヱゎΑ Ιやケホ ラハ フホや り¬ラぺケボャ   Ιヱン∠ほ ∇ルΑ ヱ ヮルハヱワ もゅハキ ゅョもやキ ヮャ ヱヰプ ルヱ ⊥ぼ ∠ョ りケカΔャ ヮゎ

 りやケゎヱヶプ り ∠¬ゅよハ  ラゅョΑΗや  Ιヱサ∠も ∇ΑΑ るよヱゎャや ラョ ヴゎェ ョゎ∇ほ ∠ョゎョゎΑヱ ヮ ノ ャゅより ∠¬ヱケョ  メドΑヱヶプ る ∠も ∇Αワ 

ヱりケヱホ )   

 

 

 

 



- シヤシるヤ ケミクョ  れやぺ- シぺャや るョゅラΚセボ – ャやャや るピヤるΑよケバ – ΕやΕや ケΑタボャや ケゅよゎカ メヱ– やタャフ ャやよゅシノ - ャや フタルや ヶルゅをャ- ≪≡≒∬-≪≡≪≡  - 
 

- シヤるヤシ ョ  れやケミクぺ- シぺゅャや るョセボラΚ - ャやや るピヤ るΑよケバャ-   ΕやΕや ケΑタボャや ケゅよゎカヱ メやタャフ やタャフ ャやノよゅシ - フタルャや ヶルゅをャや- ≪≡≒∬-≪≡≪≡  - 

Β 

ボャや ケゅよゎカΙや ( メヱΕや ケΑタ ァクヱョル√) 
ぺ Ιヱ: ケゅΑバョャや ( – ≪ – ≒) 
- ぺケホぺ  ∂ソルャや ∩  ∂ュを ゆΑィぺ ゅ ∂ョハ ヮΑヤΑ ラョ るヤもシぺ:                                      

 ラョ フケバゎΑ ゐΑェ ¬ゅルよΕや るェヤタョ ヶプ ゆタΑ ゅョΑプ ュヤバョャや ノョ ラヱゅバゎャや メよシ メクよ ¬ゅよΓや ヴヤハ ゆィΑ

 ヶミャ ∧メヱほよ ⇔Ιヱぺ ュワケゅよカぺ るプケバョ ノΑヅゎシΑヱ ゅヰョ ∂ヱボΑヱ ゅヰΑヤハコミケΑャ フバッャや ヅゅボル ヴヤハ ュヤバョャや メΚカ

ョゅバゎャや メヰシΑプ ヮゎΑやキよ クルョ ケヅカャや ポケやキゎよ ュヱボΑれゅシシぼョャや ベゎゅハ ヴヤハ ヴボヤΑヱ ∩ヮバョ メ  るΑョΑヤバゎャや

ェ ヶプ ケΑよミャや るΑョワΕや メヱゅェΑル ュ ヮィヱ ヶプ フヱホヱャや ヮΑヤハ ゆィΑプ ゅヰΑヤハ ドゅヘェャやヱ ュヤバョャや ベヱボェ るΑゅョ

 ヮゎケΑショ ¬ゅルをぺ ュヤバョャや ヮャ チケバゎΑ ヵクャや ゆクャやヱ ゥキボャや メΚカ ラョ ュワケゅミプぺ スΑヱセゎヱ サゅルャや れΑゎセゎ

るΑョヤバャや. 
≒- ヤカゎシぺソ チケピャや シΑもケャやヶΑ  ∂ソルヤャ ベよゅシャや ヶプ るヤョィ りキΑヘョ:                              (≒) 
-  ................................................................................................... 

≪- ぺケホぺ ラΑ ∂タルャや ラΑΑゎΓや ュを ゆΑィぺ ゅョハ ゅョワキバよ ラョ るヤもシぺ:  
- ヶゎゅゎプ ゅΑ メもゅョカャや ラΑよ ヶヘホ      ポバョシΕれゅΑホゅよャや サヱケキャや 

-  れヤィゎ キホ ケヘシ ラヱミャや やクヰプ    ヮよ ヴョシぺれゅバもやケャや ヶルゅバョャや 

 ゆ– ( るΑェャや れゅルもゅミャや ヶプ ノもやケャや ネヱルゎャや ラハ ⇔ゅシゅシぺ アゎゅルャや ゅヰャゅョィよ ラゅシルΗや メヱェ ラョ るバΑよヅャや コゅゎョゎ

 ∩ロゅΑョャやヱ ∩メゅよィャや ラョ りキΑケヘャや サΑケゅッゎャや ポヤゎ ラハ ⇔Κップ ∩チケΕや ネゅボよ ヴゎセ ヶプ キィヱゎ ヶゎャや

ゅよゅピャやヱ ∩ゆゅッヰャやヱル ラョ ∃メゅョィよ サΑケゅッゎャや ロクワ ラョ キェやヱ メミ キケヘゎΑ ゐΑェ ∩れ ラハ ロコΑョΑ ソゅカ ネヱ

ミャや ネヱルゎャや やクワヱ ∩ンケカΕや サΑケゅッゎャや ∩¬ヱキヰャや ラハ ゐェよヤャ るバシやヱ れゅェゅショ サゅルヤャ ゥゅゎぺ ケΑよ

 ラョ メョィぺ ヱワ ゅョ キィヱΑ Ιヱ ∩メゅョィャや ベ ∂ヱクゎャ ベや ｚヱゎ ラもゅミ ヮゎバΑよヅよ ラゅシルΗゅプ ∩るルΑミシャやヱ ∩るルΑルほョヅャやヱ

るバΑよヅャや.) 

 : ゅΑルゅをケゅΑバョャや  ( ≪ – ∫)     

- ケゅゎカぺ るよゅィΗや るェΑェタャや ゅョΑプ ヶヤΑ  ≒-  

ぺ- ヮィヱ ヮよセャや ラΑよ ラΑタルャや ラΑボよゅシャや ョゎΑメを ヶプ                                                  (≒)  

- Αよヅャや メゅョィ ラゅΑよ るバ                               - Αよよヅャや ヴヤハ ドゅヘェャや ベケヅ ラゅΑ るバ  

-  ラハ ゐキェゎΑセぺよヅャや メゅミ るバΑ                       - ゐキェゎΑ ゐヱヤゎ よヅャや るバΑ  

  



- シヤシるヤ ケミクョ  れやぺ- シぺャや るョゅラΚセボ – ャやャや るピヤるΑよケバ – ΕやΕや ケΑタボャや ケゅよゎカ メヱ– やタャフ ャやよゅシノ - ャや フタルや ヶルゅをャ- ≪≡≒∬-≪≡≪≡  - 
 

- シヤるヤシ ョ  れやケミクぺ- シぺゅャや るョセボラΚ - ャやや るピヤ るΑよケバャ-   ΕやΕや ケΑタボャや ケゅよゎカヱ メやタャフ やタャフ ャやノよゅシ - フタルャや ヶルゅをャや- ≪≡≒∬-≪≡≪≡  - 

Γ 

ゆ -  ヮィヱ フΚゎカΙや ラΑよ ラΑタルャや ラΑボよゅシャや メをョゎΑ ヶプ                                           (≒)   

-  るホΚバャや ラΑよΑ メヱΕや るバΑよヅャや ケヱキプゎ ヶ ラゅシルΗや ュΑヤバ  ラハ ゐキェゎΑ ヶルゅをャやヱセぺよヅャや メゅミ るバΑ  

 ラΑよΑ メヱΕやΑよヅャや ヴヤハ ドゅヘェャや ベケヅ るバ   ラハ ゐキェゎΑ ヶルゅをャやヱセぺよヅャや メゅミるバΑ -  

ラΑよΑ メヱΕや ケヱキ ャや るバΑよヅプゎ ヶ ラゅシルΗや ュΑヤバ ゐキェゎΑ ヶルゅをャやヱ ゐヱヤゎ よヅャや るバΑ -  

 ( ケゅΑバョャや ゅバよやケ≪- ∽ )                                                                          (√  )  

ソカャぺ ソルャや ベよゅシャや ヶよヱヤシほよ ヶプ キヱキェ ラΑケヅシ ∩ ゅョコゎヤョ ヮゎケミヘよ ∩ ゅΑハやケョ るョΚシャや るΑヱピヤャや   -  

ワぺ ラヅヱヤャ ∂ラまャ るョΑドハ る∂Αョ ヮゎキ ∂ケセ ラョ ケョほよ ∂クヤゎシΑ Ιヱ ∩ラヅヱ Κよ ラゅミ ラョ スΑバャゅよ ほルヰΑ Κプ ∩ラゅシルΘ

クャ ∩メ⊥よ ⊥シャや ヶプ るョΑドバャや ヮゎΑョワぺ キィル ラェルヱ ∩ヮΑプ メキバャやヱ ∂ベェャや るョゅホまヱ ヮゎケゅョバャ メョバル ラぺ ゅルよィやヱ ラョ や

ケミャや ゅルルへケホ ヶプ ュΚシャや ヮΑヤハ ュΑワやケよま ゅル∂Αよル ラゅシャ ヴヤハ ヴャゅバゎヱ ヮルゅェよシ メゅホ クま ∂ヶョΚシΗや ゅルルΑキ ∇ク⌒ま ∠ヱ( :ュΑ

 ∠ラ ⌒ョ ⊥ヮ∠ヤ ∇ワ∠ぺ ∇ベ ⊥コ ∇ケや ∠ヱ ゅ ⇔ル ⌒ョへ や ⇔キ∠ヤ ∠よ や ∠ク 音∠ワ ∇メ ∠バ ∇ィや あゆ ∠ケ ⊥ュΑ ⌒ワや ∠ケ ∇よ⌒ま ∠メゅ∠ホ ) 徽 ⌒ケ⌒カ ∇Γや ⌒ュ ∇ヱ ∠Α∇ャや ∠ヱ ⌒ ｚぶゅ⌒よ ュ⊥ヰ ∇ル ⌒ョ ∠ラ ∠ョへ ∇ラ ∠ョ ⌒れや ∠ケ ∠ョ ｚをャや 

 :りケボよャや りケヱシ(≒≪∝ ヮャ ヱィケΑ ロキィルプ ∩ヮよ ヮボ∂ヤバゎヱ ヮルヅヱャ ュΚシャや ヮΑヤハ ュΑワやケよま ∂ゆェ ヴヤハ ∂メキΑ やクヰプ )

Αヱ メップΕや フΑミ ュΑケミャや ゅルルΑキ ラョ ュ∂ヤバゎルプ ∩ヮヤワΕ れやケΑカャゅよ ゅ ⇔もΑヤョ ゅ ⇔ルョへ や ⇔キヤよ ヮヤバィΑャ ヴャゅバゎ 聴 ヱハキ

 ∂ゆェル  ゅルルゅヅヱぺ ヴャま ヶョゎルル ゅル∂ルま" :メゅボ⊥Α ゅョミプ ∩ヶルヅヱ ゅΑ ∠れルぺ ∀コΑコハ .ゅルΑヤハ ゅヰヤップ ヴシルル Ιヱ ラゅヅヱΕや

∩"ゅルゎゅヰ ∂ョぺ ヴャま ヶョゎルル ゅョヤをョ.  

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

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

ョャや ( ケゅΑバ≫- ∽- ≪ )                                                               (≫  )   よやケバゅ  :  

ぺゆゎミ ゅョ ヴヤョΑ  ∂ヶヤハ ヰャや りケゅヰョ () るヅシヱゎョャや りコョ 

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

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

ェャや ゆャゅヅャや ケッェラゅミヱ メヘ ョメ ⊥ぼゅヘゎ ャゅよりほ∠プゅミョ ヱ ェよ メョほミゎャや サベヱヘ もケ ケッェヱタャや サΑ ヮバョ フ

ヱシΕや ヴヤハ ゆゅィぺもヶプ るヤ るも⌒プ  ヶゎャやヱ るΑケョバャやシャほャや ゅヰメもゅシ  る∂Αもコ ⊥ィ  るΑヤミヱ ヱりほ ∇ィプ ャや ケッェヱョ∇ほ ∠ョヶプ ケ 

り ∠¬ゅよハ Α メョバャやメョェ サヱ ⊥ぼ⊥ミ ケヱヘャや ヮバョヱ るョもぺ  キィショャや ケハゅセョ れキゅシプる∠も⌒プやキ Αよラ  ⌒ョる ∠も ョ ラ ゆΚヅャや 

ヱヤョェヱや や コもやヱィャベヱプ ャやサヱぼ ⊥ケ  

 



- シヤシるヤ ケミクョ  れやぺ- シぺャや るョゅラΚセボ – ャやャや るピヤるΑよケバ – ΕやΕや ケΑタボャや ケゅよゎカ メヱ– やタャフ ャやよゅシノ - ャや フタルや ヶルゅをャ- ≪≡≒∬-≪≡≪≡  - 
 

- シヤるヤシ ョ  れやケミクぺ- シぺゅャや るョセボラΚ - ャやや るピヤ るΑよケバャ-   ΕやΕや ケΑタボャや ケゅよゎカヱ メやタャフ やタャフ ャやノよゅシ - フタルャや ヶルゅをャや- ≪≡≒∬-≪≡≪≡  - 

ヱヰ 

ボャや ケゅよゎカΙや ( メヱΕや ケΑタ ァクヱョル∽) 
ぺ Ιヱ: ケゅΑバョャや ( – ≪ – ≒) 
- ぺケホぺ  ∂ソルャや ∩  ∂ュを ゆΑィぺ ゅ ∂ョハ ヮΑヤΑ ラョ るヤもシぺ:                                      

Αヤバゎ ラョ メョΑ Ι ヵクャや ウャゅタャや ュヤバョャや キヱィヱ ヱワ ノョゎィョャや るッヰルヱ れやケゅッェャや ュゅΑホ サゅシぺ ラま ュ

ゅΑィΕや ヮィやヱゎ ヶゎャや るΑヱボャや れゅヰよセヤャ ∃キタゎョヱ メヅゅよヤャ ⇔ゅョヱゅボョ ⇔ゅΑヱホ ⇔ΚΑィ めセルΑ ヱヰプ ∧ュヤバャや ケセルヱ メ

 ヶヰプ ¬ヶセ ゅヰヘホヱΑ Ι ケヱヅゎャやヱ ¬ゅヅバャや ヶプ りケョゎショヱ るミシゅョゎョ るョΕや ¬ゅボよ ヶプ キハゅシΑ ゅョョ ∧ノョゎィョャや

ハ ュヤバョャや メップ ラみプ ∩ヮョヤバョ ラョ ヮゎΑボΑ ゅョ ヴヤハ ンクピゎΑ ヵクャや ュヤバゎョャや ゅヰヤΑィ ラョ ゅヰゎヱホ チヰルゎシゎ ヴヤ

バゎョャや やヱキやキコΑプ ベェャや ュヰよヱヤボよ やヱケタよΑャ ュヰルハ メヰィャや ヅΑョΑ ヱヰプ サゅルャや ケもゅシ ヴヤハ メシケャや メッヘミ ュヤ

 聴 ラョ ュヰよケボΑヱ ュヰバヘルΑ ゅョよ ゆΚヅャや るΑハヱゎ ヴヤハ ソΑケェ ュヤバョャゅプ ュヰルΑキよ ⇔ゅミショゎヱ ュヰボャゅカよ ⇔ゅルゅョΑま

ヮゎケヘピョ ュヰよルィΑヱ 聴 ゅッケ ラハ ュワキバよΑ ゅョョ ュワケクェΑヱ. 

 
≒- ヤカゎシぺソ ピャやチケ シΑもケャやヶ  ∂ソルヤャ ベよゅシャや ヶプ るヤョィ りキΑヘョ:                                (≒) 
-  ................................................................................................... 

≪- ぺケホぺ ラΑ ∂タルャや ラΑΑゎΓや ュを ゆΑィぺ ゅョハ ゅョワキバよ ラョ るヤもシぺ:  
ぺ-  ⌒ヮよ ∠ポΑ ∠キャやヱ ∇ュ ⌒ケミほプ ∃チゅョ ⊥スΑバャや          ⌒ラゅシェまヱ ∃ュやケミみよ ヴャ ∇ヱぺ ぁュ⊥Εやヱ 

-  ⊥ヮ⊥ル ⌒ョ ∇キ⊥ゎ ⊥ネゅッケΗやヱ ⊥メョェャや ゅヰ⊥よシ ∠ェヱ       ⌒ラゅシルま ｚメミ Ιゅル ⌒メ ∇ッ∠ヘャゅよ ⌒ラやケョぺ  

 

( ゆΕや ヶヅバ⊥ゎ ∩ュケミャやヱ ¬ゅヅバャやヱ ゆェャやヱ ラゅルェャや ノよル ヶヰプ ∩チケΕや ウヅシ ヴヤハ ベヱヤカョ ュドハぺ ヶワ ュ

聴 ヴヅハぺ やクャ ∩ラゅョΕやヱ ラョΕや ヶワヱ ∩メよゅボョ ヵぺ ケドゎルゎ ラぺ ラヱキ ノΑョィャや ⇔るルゅミョ ュΕや ヴャゅバゎヱ ヮルゅェよシ 

 ⌒ま やヱ ⊥キ⊥よ ∇バ ∠ゎ ｚΙ∠ぺ ∠ポ ぁよ ∠ケ 音ヴ ∠ッ∠ホ ∠ヱ( :ヴャゅバゎ メゅホ クま ∩ゅワケよヱ ゅヰΑャま ラゅシェΗやヱ ゅヰゎハゅヅよ ケョぺヱ るョΑドハ ⊥ロゅ ｚΑ⌒ま ｚΙ

 ⊥ぺ ゅ ∠ョ⊥ヰｚャ メ⊥ボ ∠ゎ ∠Κ∠プ ゅ ∠ョ ⊥ワ ∠Κ ⌒ミ ∇ヱ∠ぺ ゅ ∠ョ ⊥ワ ⊥キ ∠ェ∠ぺ ∠ケ ∠よ ⌒ミ∇ャや ∠ポ ∠キル ⌒ハ ｚラ ∠ピ⊥ヤ ∇よ ∠Α ゅ ｚョ⌒ま 起 ゅ ⇔ルゅ ∠シ ∇ェ⌒ま ⌒ラ ∇Α ∠キ⌒ャや ∠ヱ∇ャゅ⌒よ ∠ヱ メ⊥ホ ∠ヱ ゅ ∠ョ ⊥ワ ∇ケ∠ヰ ∇ル ∠ゎ ∠Ι ∠ヱ ｙフ

 )ゅ ⇔ョΑ ⌒ケ ∠ミ ⇔Ι ∇ヱ∠ホ ゅ ∠ョ⊥ヰｚャ    

 
 : ゅΑルゅをケゅΑバョャや  ( ≪ – ∫)     

- ケゅゎカぺ るよゅィΗや るェΑェタャや ゅョΑプ ヶヤΑ  ≒-  

ぺ- ヮィヱ ヮよセャや ラΑよ ラΑタルャや ラΑボよゅシャや メをョゎΑ ヶプ                                                  (≒)  



- シヤシるヤ ケミクョ  れやぺ- シぺャや るョゅラΚセボ – ャやャや るピヤるΑよケバ – ΕやΕや ケΑタボャや ケゅよゎカ メヱ– やタャフ ャやよゅシノ - ャや フタルや ヶルゅをャ- ≪≡≒∬-≪≡≪≡  - 
 

- シヤるヤシ ョ  れやケミクぺ- シぺゅャや るョセボラΚ - ャやや るピヤ るΑよケバャ-   ΕやΕや ケΑタボャや ケゅよゎカヱ メやタャフ やタャフ ャやノよゅシ - フタルャや ヶルゅをャや- ≪≡≒∬-≪≡≪≡  - 

ヱヱ 

- ラゅΑよュΕや メップ                          -  ュΕや りゅィゎ ¬ゅルよΕや ケヱキ ラゅΑよ  

-   るΑャゅΑカャや れやケΑよバャや                     - Ηやヱ ウタルャや キゅセケ  

ゆ -  ヮィヱ フΚゎカΙや ラΑよ ラΑタルャや ラΑボよゅシャや メをョゎΑ ヶプ                                           (≒)   

- Α メヱΕやルゅをャやヱ ュΕや メップ ラΑよΑ ヶΑよゅミョ ラ ラへケボャゅよ ゅヰゎル                       

 - Α メヱΕやルゅをャやヱ ュΕや メップ ラΑよΑ ヶΑよゅミョ ラ ゅヰゎルゅルよΕや るΑよケゎ ヶプ¬                        

 

 : ゅをャゅをケゅΑバョャや    ( ≪- ∽)                                                                        (√ )    

ソカャぺ ソルャや ベよゅシャや ヶよヱヤシほよ ヶプ キヱキェ ラΑケヅシ ∩ ゅョコゎヤョ ヮゎケミヘよ ∩ ゅΑハやケョ シャやるョΚ るΑヱピヤャや  ≒-  

 るΑョΑヤバゎャや メプゅェョャや ヶプ ュヤバョャや ュΑケミゎプ ュヤバョヤャ ンヱタボャや るΑョワΕや ¬ΚΑま るΑョΑヤバゎャや れゅシシぼョャや ヴヤハ ゆィ

 ヵクャや ラヱゅバゎョャやヱ ュワゅヘゎョャや ノョゎィョャや ヶルよΑプ ヮゎゅィケカョヱ ュΑヤバゎャや ¬ゅヘミ ラョ ノプケΑ るΑプゅボをャや れゅルゅィケヰョャやヱ

 ゅΑヱ 聴 キルハ ケΑよミ ケィぺ ラョ ュヤバョヤャ ゅΑプ ∩るルシェャや ベΚカΕゅよ ゆクヰゎΑヱ るプケバョャゅよ ケヱヅゎΑヱ ュヤバャゅよ チヰルΑ

 るョΕや ロクワ サやケよル ュヤバョャゅプ ヮャ サゅルャや るΑセカ ラョ キΑコゎ 聴 ラョ るΑセカヱ サゅルャや ラΑよ ロゅィヱ コハ ラョ ヮャ

 ゆキΕや メワぺ メヘピΑ ュャ やクャ ∩ヮΑキケΑプ メヅゅよャや ヮよ フクボΑ ヵクャや ポゅゎヘャや ゥΚシャや ポヤョΑ ヱヰプ ∩ケΑカヤャ ゅワキもゅホヱ

 ゅワケヰセぺ ラョヱ ヮゎルゅミョヱ ュヤバョャや メップ ケヰドΑ ゅョ ァやケカま ヶプ やヱシプゅルゎ キボプ ュヤバョヤャ ュヰヘタヱ ラョ ¬やケバセャやヱ

 ュヰよェ ラハ やヱケよバΑ ヶミャ ゆΚヅャや ゅヰよ ヴルピゎΑ ⇔るΑルビぺ れェよタぺ ゅヰルま クま ュヤバョャや ヶプ ヶホヱセ ヮャゅホ ゅョ

ュヰョヤバョャ ュワケΑキボゎヱ. 

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

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

 ( ケゅΑバョャや≫ – ∽- ≪  )                                                               (≫  )   よやケ : ゅバ  

ぺゆゎミ ゅョ ヴヤョΑ  ∂ヶヤハ ヰャや りケゅヰョ () るヅシヱゎョャや りコョ 

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

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

 ( ラョぼョャやヱゎΑ Ιやケホ ラハ フホや り¬ラぺケボャ   Ιヱン∠ほ ∇ルΑ ヱ ヮルハヱワ キもゅハ  ヮャゅョもやキ ヱヰプ ルヱ ⊥ぼ ∠ョ りケカΔャ ヮゎ

 りやケゎヱヶプ り ∠¬ゅよハ  ラゅョΑΗや  Ιヱサ∠も ∇ΑΑ るよヱゎャや ラョ ヴゎェ ョゎ∇ほ ∠ョゎョゎΑヱ ヮ ノ ャゅより ∠¬ヱケョ  メドΑヱヶプ る ∠も ∇Αワ 

ヱりケヱホ )   

 



- シヤシるヤ ケミクョ  れやぺ- シぺャや るョゅラΚセボ – ャやャや るピヤるΑよケバ – ΕやΕや ケΑタボャや ケゅよゎカ メヱ– やタャフ ャやよゅシノ - ャや フタルや ヶルゅをャ- ≪≡≒∬-≪≡≪≡  - 
 

- シヤるヤシ ョ  れやケミクぺ- シぺゅャや るョセボラΚ - ャやや るピヤ るΑよケバャ-   ΕやΕや ケΑタボャや ケゅよゎカヱ メやタャフ やタャフ ャやノよゅシ - フタルャや ヶルゅをャや- ≪≡≒∬-≪≡≪≡  - 

ヱヲ 

るよゅィま  ァクゅョル ケゅよゎカΙやれや ボャや メヱΕや ケΑタ  
るよゅィま ボャや ケゅよゎカΙや ( メヱΕや ケΑタ ァクヱョル≒) 

ぺ Ιヱ: ケゅΑバョャや ( – ≪ – ≒) 
-  ヤハ ラヅヱャや メップ ラゅΑよΗや ヴ ラゅシル 
≪- ぺケホぺ ラΑ ∂タルャや ラΑΑゎΓや ュを ゆΑィぺ ゅョハ ゅョワキバよ ラョ るヤもシぺ:  
  : ゅΑルゅをケゅΑバョャや  ( ≪ – ∫) -     
ぺ- ヮィヱ ヮよセャや ラΑよ ラΑタルャや やャラΑボよゅシ メをョゎΑ ヶプ    - ケΑキボゎ ョャや ュヤバ  

ゆ -  ヮィヱ フΚゎカΙや ラΑよ ラΑタルャや ラΑボよゅシャや メをョゎΑ ヶプ-  ケΑキボゎ ラハ ゐキェゎ メヱΕやルゅをャやヱ ュヤバョャや ヶ
ップ ラハュヤバョャや メ  

)≪ ァクヱョル ( メヱΕや ケΑタボャや ケゅよゎカΙや るよゅィま 
ぺ Ιヱ: ケゅΑバョャや ( – ≪ – ≒) 
-   ラゅΑよ メョゅバゎャや ベケヅロケΑビヱ ュヤショャや ラΑよ 
≪-  : ゅΑルゅをケゅΑバョャや  ( ≪ – ∫)    
ぺ- ヮィヱ ヮよセャや ラΑよ ラΑタルャや ラΑボよゅシャや メをョゎΑ ヶプ     -   ラゅΑよップンヱボゎャや メ         

ゆ -  ヮィヱ フΚゎカΙや - ャやヱ ゆキΕゅよ ンヱボゎャや るホΚハ ラΑよΑ メヱΕやルゅをキヰャや ラΑよΑ ヶ ヵヱボゎャや ラョ フ  

  
るよゅィま ボャや ケゅよゎカΙや ( メヱΕや ケΑタ ァクヱョル≫) 

ぺ Ιヱ: ケゅΑバョャや ( – ≪ – ≒) 
≒-  チケピャや シΑもケャやヶ -  ヅヱャや るルゅミョ ラゅΑよラ Ηや キルハ ラゅシル 

 : ゅΑルゅをケゅΑバョャや  ( ≪ – ∫)     
ぺ- ヮィヱ よセャやヮ-  Αッヱゎ ウ ュヤバャや メップ                       

ゆ -  ヮィヱ フΚゎカΙや -  るホΚバャや ラΑよΑ メヱΕやュヤバャや ラΑよ  ラハ ゐキェゎΑ ヶルゅをャやヱ ゆキΕやヱュヤバャや キもやヱプ  ヶプ
ラΑキャや  

るよゅィま ボャや ケゅよゎカΙや ( メヱΕや ケΑタ ァクヱョル√) 
ぺ Ιヱ: ケゅΑバョャや ( – ≪ – ≒) 

≒-  チケピャや シΑもケャやヶΑ -  ぺ ラゅΑよワャや るΑョ ュヤバョャやヱ ¬ゅよΕや ラΑよ メタやヱゎ 
 : ゅΑルゅをケゅΑバョャや  ( ≪ – ∫)     

ぺ- ヮィヱ ヮよセャや - Αよヅャや メゅョィ ラゅΑよ るバ                      
ゆ -  ヮィヱ フΚゎカΙや-  るホΚバャや ラΑよΑ メヱΕや るバΑよヅャや ケヱキプゎ ヶ ラゅシルΗや ュΑヤバ  ラハ ゐキェゎΑ ヶルゅをャやヱ
セぺよヅャや メゅミ るバΑ  

るよゅィま ボャや ケゅよゎカΙや ( メヱΕや ケΑタ ァクヱョル∽) 
ぺ Ιヱ: ケゅΑバョャや ( – ≪ – ≒) 

≒-  ピャやチケ シΑもケャやヶ ウャゅタャや ュヤバョャや ケヱキ ラゅΑよ ノョゎィョャや ¬ゅルよ ヶプ 
 : ゅΑルゅをケゅΑバョャや  ( ≪ – ∫)     

ぺ- ヮィヱ ヮよセャや - ラゅΑよュΕや メップ   ゆ -  ヮィヱ フΚゎカΙや - Α メヱΕやルゅをャやヱ ュΕや メップ ラΑよΑ ヶΑよ ラ
ゅミョ ラへケボャゅよ ゅヰゎル                


