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 りゲミグョるΒョΚシや 

                                         ノシゅわャや ブダャや  -≪≡≪≡ 
 モダヘャやヶルゅんャや  れゅΑゅヘミ 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

ま キやキハ : 
ラシェョャやキよハ / ぺ キョェョ 
 
 

 

               
 
 

 

 :  ュゅワ 
や ゆゅわムャや リハ ヶレピゎ Ι りゲミグヨャや ログワ ヶシケギヨャ 



 

キョェョ ラシェョャやキよハ / ぺ ≪ 

 ゐΑキゅェぺノシゅゎ  ヶルゅをャや メタヘャや≒∬≪≡/≪≡≪≡ 
 るをャゅをャや りキェヱャや 

≒- ゅョ ラよ サルぺ ラハャポ -  -  ヶよルャや ラハ- -    るョゅΑボャや ュヱΑ キよバャや ヮよ ゆシゅェΑ ゅョ メヱぺ« :メゅホ
 ソ » ヮヤョハ ケもゅシ キシプ れキシプ ラまヱ ∩ヮヤョハ ケもゅシ ヮャ ウヤタ  れェヤタ ラみプ ∩りΚタャや≪√ 

  
≪-   聴 メヱシケ ラま  メゅホ  ラョ ゅョ  聴 ペゎバΑ ラぺ ラョ ケをミぺ ュヱΑ   ラョ ケゅルャや ラョ るョや ヱぺ  やキよハ ヮΑプ

ュヱΑ るプケハ るミもΚョャや ュヰよ ヶワゅよΑ ュを ヱルキΑャ ヮルまヱ   )¬Ιぼワ キやケぺ ゅョ メヱボΑプ∽≫ 

≫-   ⌒ ｚ亂 ⊥メヱ⊥シ ∠ケ ∠メゅ∠ホ  ∠Ι ∠ヱ やヱぁヤ⊥ピ∠ゎ ∠Ι ∠ヱ やヱ ⊥コ ∇ビや ∠ケ∠ヘ∠ミ ∇ラ ∠ョ やヱ⊥ヤ⌒ゎゅ∠ホ ⌒ ｚ亂 ⌒メΑ⌒よ∠シ ヶ⌒プ ∠ヱ ⌒ ｚ亂 ⌒ュ ∇シ⌒よ やヱ ⊥コ ∇ビや( :
)や⇔キΑ⌒ャ ∠ヱ やヱ⊥ヤ⊥ゎ∇ボ∠ゎ ∠Ι ∠ヱ やヱ⊥ヤ⌒∂を ∠ョ⊥ゎ ∠Ι ∠ヱ やヱ ⊥ケ ⌒キ∇ピ∠ゎ ソ∝∬ 

√- メゅホ  ヴヤハ    メゅホ  れバョシ メヱシケ 聴 祐  メヱボΑ ゅョ( ョラ ョュヤシ キヱバΑ ゅョヤショ りヱキビ Ιま ヴヤタ 
ヮΑヤハ ラヱバよシ フャぺ ポヤョ ヴゎェ  ヶショΑ  ラまヱ ロキゅハ るΑセハ Ιま ヴヤタ ヮΑヤハ ラヱバよシ  フャぺ ポヤョ ヴゎェ  

ウよタΑ  ラゅミヱ ヮャ フΑケカ  ヶプ )るルィャや  ソ∫≡ 

るバよやケャや りキェヱャや 

∽- りケΑケワ ヶよぺ ラハ    聴 メヱシケ メゅホ :メゅホ-  (  Ιヱ :やヱャゅホ るルィャや ヮヤョハ ュミルョ キェぺ メカキΑ ラャ
:メゅホ ∨聴 メヱシケ ゅΑ れルぺ るョェケヱ メッヘよ ヮルョ 聴 ヶルキョピゎΑ ラぺ Ιま ゅルぺ Ιヱソ )∬∝ 

∝- ラハ ポャゅョ ラよ サルぺ     聴 メヱシケ ラぺ   ラョ ノィケりヱコビ  ポヱよゎ ラョ ゅルキプ るルΑキョャや  メゅボプ (
ラま るルΑキョャゅよ ュミバョ やヱルゅミ Ιま ゅΑキやヱ ュゎバヅホ Ιヱ やケΑショ ュゎケシ ゅョ ゅョやヱホぺ   聴 メヱシケ ゅΑ やヱャゅホ

ュワヱ るルΑキョャゅよ ュワヱ メゅホ るルΑキョャゅよ ケクバャや ュヰシよェ ) ソ≒≫∝ 

∵-   ヶよルャや メゅホ  ( ゅホケヘゎΑ ュャ ゅョ ケゅΑカャゅよ ラゅバΑよャや –  ゅホケゎヘΑ ヴゎェ メゅホヱぺ-キタ ラみプ  ポケヱよ ゅルΑよヱ ゅホ
ゅョヰバΑよ るミケよ れボェョ ゅョゎミヱ ゅよクミ ラまヱ ゅョヰバΑよ ヶプ ゅョヰャ [ ソ≒∽∝ 

 
∫-  ポャゅョ ラよ サルぺ ラハ  聴 メヱシケ メゅホ :メゅホ  (  ラみプ るヤΑシプ ュミキェぺ キΑよヱ るハゅシャや れョゅホ ラま

メバヘΑヤプ ゅヰシケピΑ ヴゎェ ュヱボΑ Ι ラぺ ネゅヅゎシや)   ソ≒∝∽ 
 
 
 
 
 
 

 



 

キョェョ ラシェョャやキよハ / ぺ ≫ 

: サケキャやメヱΙや ( ゆゅシェャや ュヱΑよ ラョぼぺ≒ )ゆゎミャや ュΑヤシゎ  りキΑボバャや  : メゅィョャや るをャゅをャや りキェヱャや 

-  ヶルゅバョャや ヴヤハ メやキャや ヶハケセャや ウヤヅタョャや ゆゎミや: るΑゎΙや 
 (ェャやゆゅシ   ) ゆゅボハぺ ヱぺ ゆやヱを ラョ ヮルヱボェゎシΑ ゅョヱ ュヰャゅョハほよ ュヰプケバΑヱ ロキゅよハ ヴャゅバゎ 聴 フホヱΑ ラぺ.  
( るハゅヘセャや) ケΑピヤャ ヅシヱゎャや :キ ヱぺ るバヘルョ ゆヤィよりケッョ ノプ 

ラケゅホ  ケゅヘミャや メゅェヱ ラΑルョぼョャや メゅェ ラΑよ:メヱキィャや ヶプ ウッヱョ ヱワ ゅョミ ゆゅシェャや ュヱΑ 
 

 るルケゅボョャや ヮィヱぺ  ラヱルョぼョャや ケゅヘミャや 
 ゆゎミャや ュΚゎシや るボΑケヅ ラΑョΑャゅよ ケゅシΑャゅよ 

ゆゅシェャや ネヱル チケハ ゆゅシェ るセホゅルョ 
¬やコィャや  るルィャや ケゅルャや 

-  るΑャゅゎャや れゅビやケヘャや メョミぺ れゅョヤミ ラョ ゅヰよシゅルΑ ゅョよ :- 
≒-  ラョ メヱぺ   るョぺ ュワ るョゅΑボャや ュヱΑ ュョΕや ラョ ゆシゅェΑ キョェョ . 
≪- キバシぺ ラョ ゅルャや メヱシケャや るハゅヘセよ サ    ラョ聴 Ιま ヮャま Ι メゅホ    ヮよヤ⌒ホ ∇ラ ⌒ョ ゅ ⇔タ⌒ャゅ ∠カ 
≫- ョゅΑボャや ュヱΑ キよバャや ヮΑヤハ ゆシゅェΑ ゅョ メヱぺ   るりΚタャや  .   
√-  ソもゅタカ ラョ キョェョ るョぺ  ゅヰルぺキヰセゎ るボよゅシャや ュョΕや ヴヤハ るョゅΑボャや ュヱΑ 
∽- ヶプ るハゅヘセャやケもゅよミャや メワぺ ゅヰルョ やヱィケカΑ ラぺ ケゅルャや ュヰャヱカキ キバよ キΑェヱゎャや メワぺ ラョ 
∝-ヶプ るョゅΑボャや ュヱΑ サゅルャや ラΑよ ヶッボΑ ゅョ メヱぺ ¬ゅョキャや 
∵-や ケヱョΕノよケΙや  ヶゎャや メほシΑルハ るョゅΑボャや ュヱΑ キよバャや ゅヰ: ラハロケョハ プΑロゅルプぺ ゅョ  ヱラハ .ヮョヤハ  メバプ ュΑプヱ   ラハ

  ヮャゅョ  ヮよシゎミや ラΑぺ ラョヱ.ラハ ロキシィ ぺ  ゅョΑプロΚよ                                  
や ゆゎミセャや ヅヱケセ ラョ ラΑルをや : るョゅΑボャや ュヱΑ るハゅヘ 

≒- やヤャ ヴャゅバゎ 聴 ラクや ヱワヱ : ラクΗ ノヘセΑ ラぺ ノプゅセ  ≪- ッケャやヱ :ゅネヱヘセョヤャ ヴャゅバゎ 聴 ヶッケ ヱワ   ヮャ 
や るヤョミゎャや ケゎカネヱよ るよシゅルョャや : ヶゎほΑ ゅョΑプ ゅヰゎェゎ ヅカ 

≒-  るョゅΑボャや ュヱΑ キよバャや ヮΑヤハ ゆシゅェΑ ゅョ メヱぺラョ バャやメョ     (りΚタャや –  ュゅΑタャや-) りゅミコャや 
≪- ぺ メヱぺ キヱヰΑャや (  るョゅΑボャや ュヱΑ ゆゅシェヤャ チケバゎ るョ- ンケゅタルャや– ラΑョヤショャや ) 
≫- ΑΗや  ゆゅシェャゅよ ラゅョ                        (ゆィやヱ –  るルシ–  ゥゅよョ) 
 

: ヶャゅゎャや ヶョヰシャや ヅヅカョャや メョミぺ 
 
 
 
 

 ュキホ : ヶゎほΑ ゅョョ メミャ るェΑタル 
≒-  ヮルゅシヤよ ラΑケカΓや ヵクぼΑ ラョ ロキΑヱ 

Ιや るΑクや ュキバよ ヮェタルぺヶセ メミ ラΕ ラΑケカ るョゅΑボャや ュヱΑ ヮΑヤハ ゆシゅェΑ フヱシ 
≪- ゎΑ ラョゎ ヶプ ラヱゅヰ: ゅヰルハ メシゅミゎΑヱ りΚタャや ケΑカほ 

ェタルぺ ラほよ ヮゅΑボャや ュヱΑ ゅヰΑヤハ ゆシゅェΑ ゅョ メヱぺ りΚタャやるョ 
 ゅョゆゅシェャやヱ メゅョハΕや チケハ ラΑよ ベケヘャや ∨ 
≒- シェゆゅ チケハ : ラョぼョャや ソカΑ やクワヱ       
   ≪-  :るセホゅルョ ゆゅシェ ャ やクワヱケゅヘミヤ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

や ケヲョΕノよケΙや  ヶわャや メほジΑ レハヰ ゅュヲΑ ギらバャや るョゅΒボャや 

ョハ ロケ ロゅルプぺ ゅョΑプ  .ヮョヤハ  メバプ ュΑプ ヱ   ラハ  ヮャゅョ ヮよシゎミや ラΑぺ ラョ ラハ ィロキシ ぺ  ゅョΑプ ロΚよ                                  



 

キョェョ ラシェョャやキよハ / ぺ √ 

 
 
 

 :サケキャやヶルゅをャや -  ゆゅシェャや ュヱΑよ ラョぼぺ ラやコΑョャや ヅやケタャやヱ チヱェャやヱ りキΑボバャや :メゅィョャや ェヱャやるをャゅをャや りキ 
ャや ヶハケセャや ウヤヅタョャや ヴルバョ ゆゎミや ヶャゅゎ : 

 (ヅやケタャや)    .るョゅΑボャや ュヱΑ ュルヰィ ケゅル ヴヤハ ゆタルΑ ヵクャや ケシィャや 
や(ラやコΑョャ) るョゅΑボャや ュヱΑ ヴャゅバゎ 聴 ヮバッΑ ゅョ ヱワ ラコヱャよバャやヱ キゅュヰャゅョハぺ フもゅェタヱ ュヰャゅョハぺ. 
(ャやチヱェ)  るョゅΑボャや ュヱΑ ゆゅシェャや フホやヱョ ヶプ ケをヱミャや ラョ メコゅルャや ¬ゅョャや チヱェ 
- るョΚハ ノッ  ) √  ( りケゅよバャや キバよ ) × ( るョΚハヱ るェΑェタャや りケゅよバャや キバよ るェΑェタ ケΑピャやヶゎほΑ ゅョΑプ:  
≒- ュヰルゅョΑま ゆシェ ヴヤハ ラヱミΑ フヱシ ヅやケタャや やクワ ヴヤハ ラΑルョぼョャや ケヱよハ )  √ (       
≪-- コヱΑプ ラ ヅボプ メゅョハΙや フもゅェタ ラやコΑョャや ヶ  .                              )  × ( 
≫-  Ι ヮルョ ゆケセ ラョ ラぺ チヱェャや ソもゅタカ ラョほョドΑ     やキよぺ               )  √ ( 
- . るョゅΑボャや ュヱΑ ラやコΑョャや メボをゎ ヶゎャや メゅョハΕや ゆゎミや 

ェΑよシゎヱ  ロキョェヱ  ヴャゅバゎ 聴 ケミク          ヮ≪- シェャや ラ ペヤカ         ≫ - ャやゅゎキゅヰセ.ラ 
- ¬やケぺ ラΑよ  ¬ゅョヤバャや ラやコΑョャや ヶプキキバゎョ ュぺ キェやヱ ラやコΑョ ヱワ メワ. 
≒-       .メゅョハΕや ヱぺ キやケプΕや ヱぺ ュョΕや ゆシェよ キキバゎョ≪- ∩ペもΚカャや メミャ キェやヱ ラやコΑョ ヱワ :ュヰッバよ メゅホヱ 
  ゆケャや ヮよ ケよカぺ ヵクャや ラやコΑョャや やクヰよ ラゅョΑΗや ヱワ ゅルΑヤハ ゆィやヱャやヱ-ヴャゅバゎヱ ポケゅよゎ- ヮΑよルヱ  

や るヤョミゎャや ケゎカやよシゅルョャよ ラョ るラΑ  :るΑゎΓや メもやキよャや 
≒- :ゆシェよ ヅやケタャや ラヱルョぼョャや ケよバΑ           (  ュヰャゅョハぺ-  ュワケゅョハぺ- ) ュヰよゅシルぺ 
 ≪-  ヶよルャや チヱェ- :りケΑショ                  (  ケヰセ-  ラΑケヰセ- ) ケヰセぺ るをΚを 
 ≫- :ヮャヱ ヶボΑボェ るョゅΑボャや ュヱΑ ノッヱΑ ヵクャや ラやコΑョャや          るヘミ (- ラゅゎヘミ - ) れゅヘミ ゐΚを 
 -や メョミぺやケゅよバャ:れゅョヤミ ラョ ゅヰよシゅルΑ ゅョよ るΑゎΓや れ 
-  メボをゎ ヶゎャや メゅョハΕや ラョラやコΑョ るョゅΑボャや ュヱΑ キよバャや.ペヤカャや ラシェ.  
- ラやコΑョ  ラヱミΑ るョゅΑボャや ュヱΑ メゅョハΕや  ラコヱャャゅョハぺ フもゅェタヱ ュヰャゅョハぺヱ キゅよバャやュヰ 
- ΑィラやコΑョャや メボゎ ヶゎャや メゅョハΕや ヶプ ュヤショャや キヰゎ や : ゅヰルョヱラゅゎキゅヰセャ  ヱペヤカャや ラシェ   ヱケミク ヴャゅバゎ 聴 

ャや ゅョキヲダボヨ ( :ヴャゅバゎ ヮャヲボよユムレョ ゅョヱ ケ ヴヤハ ラゅミ ゅワキケやヱ Ιまよボョ ゅヨわェ マΒツゅ ) 
ぺヅやゲダャや ヴヤハ ラヱゲヨΒシ ゲゼらャや ノΒヨィ ラ  ヮヤヨハ ょジェ ヴヤハ モミ 

 
: ヶャゅゎャや ヶョヰシャや ヅヅカョャや メョミぺ        

 
 
 
 

: ヶャゅゎャや ヶョヰシャや ヅヅカョャや メョミぺ 
 
 

 
 
 
 

: ヶャゅわャや ヶヨヰジャや テトガヨャや モヨミぺ 
 

 
 
 

 ラΑハ るプケヅミ  ベケよャゅミ 

ヴヤハ ラヱルョぼョャや ケョΑ  ヅやケタャや 

ヱゅィやヱ ウΑケャゅミ メΑカャや キΑ                                   

ミク 聴 ケ-  ヴャゅバゎ-   ヮェΑよシゎヱ ロキェヱ ペヤカャや ラシェ 

 ラョΕや メゅョハ   ャや ヶゎ  メボをゎ
ラやコΑョャや 

ラゅゎキゅヰセャや 

ラよヤャや ラョ チΑよぺ  メシバャや ラョ ヴヤェぺ  ポショャや ラョ ゆΑヅぺ 

  チヱェャや るヘタ 



 

キョェョ ラシェョャやキよハ / ぺ ∽ 

 ゐャゅをャや  サケキャや ぺミェュゅ ゅΑコや りケ ケヱよボャ  ゐΑキェャや :メゅィョャや             るをャゅをャや りキェヱャや 
( るョΚハ ノッ√( るョΚハヱ ∩るェΑェタャや りケゅよバャや メよゅボョ )嘶ヶゎほΑ ゅョΑプ るェΑェタャや ケΑビ りケゅよバャや メよゅボョ )  : 

≒-  りキΑケよ やコビ-  聴 メヱシケ ノョ-  - .りヱコビ ラΑケセハ          (嘶)                  
≪- ェゅヘャや ュΚミャや ヱワ ケィヰャや.メヅゅよャやヱ ス                                  (√ ) 
 ≫-  ( .ノΑボよャや メワぺ ケヱよホ ケヱコΑヱ ¬ゅよホ キィショ ヶプ ヶヤタΑ ラぺ るルΑキョャや ケやコ ラョャ ゆェゎシΑ   √) 
 

: ヶャゅわャや ヶヨヰジャや テトガヨャや モヨミぺ 
 

 
 
 

:ヶゎほΑ ゅョ モヤハ 
≒- ケョΕや メヱぺ ケヱよボャや りケゅΑコ ラハ ヶヰルャや 

よ ュワキヰハ ゐΑキェ サゅルャや ラΕタほゎ ゅョヤプ るルゎヘャや ュヰΑヤハ ヶセカプ  ケヘミャゅΑΗや メヶプ ラゅョ  ュヰャ ラクぺ ュヰよヱヤホコャゅよ りケゅΑ 
≪- ケヱよボャや りケゅΑコ ヴヤハ ゐェャや          - .るドバャやヱ りケよバャや クカΕ ヱ ヮΑャま ラゅシェΗやヱ れΑョヤャ ¬ゅハキャや 
 - ゆゎミや ケヱよボャや りケゅΑコ ヅヱケセ  

≒- ヶよルャや ヴヤハ ュΚシャや       ゆキほよ≪- ¬ゅハキャや キルハ ケよボャや メよボゎシΑ Ιヱ ¬ゅセΑ ゅョ ヮΑプ ヶヤタΑ  
 ゆゎミや や ケヱよボャや りケゅΑコ ネやヱルぺるョケェョャ∨ 

≒-                  るッェョ るΑミケセ りケゅΑコ                ≪-   :りケミルョャや るΑハキよャや りケゅΑコャや 
や ゆゎミや ラョ ラΑルをゆゅよシぺ  ケヱよボャや りケゅΑコ るΑハヱケセョ 

≒ - .るドバャやヱ りケよバャや クカΕ                       ≪-  ヮΑャま ラゅシェΗやヱ れΑョヤャ ¬ゅハキャや 
ラΑよョ ヱワ ゅョミ ゐΑキェャや ヵやヱケャ るΑヘΑケバゎャや るホゅヅよャや メョミぺ ャゅよキィメヱ  : ヶャゅゎャや 

 : ラョ Κミ ウタルゎ ュよ 
-  ュヤショケプゅシΑ ャ ゅタヱタカョ ヶよルャや ケよホ りケゅΑコ 

ヮェタルぺ  りケゅΑコャ ケヘシャや ラほよ ヶよルャや ケよホ   コヱィゎ Ι ゅハケセ 
- ヱコΑ ュヤショケよホ ケ ィケウャゅタ メ ポケよゎヱ ルΕ ヮよ ウャゅタ メィケ ケよホ ヮ 

 るョケェョ れやケゅΑコャや ロクワ ヮルほよ ヮェタルぺハぺ ラョヱゅシヱ ュドポケセャや メも 
- Αヱ やケよホ ケヱコΑ ュヤショボャや キルハ ウよク ケよ 
- ぺ ヴャゅバゎ ぶゅよ ポケ ヮルΕ  メバヘャや やクワ ポケゎΑ ラぺ ヮェタル- 

 
 
 
 
 
 

 ヮゎΑルミヱ ヮョシや
 ヮよシルヱ 

 聴 キよハ ヶよほよ ヴルミΑヱ ∩ヶョヤシΕや 聴 キよハ ラよ ゆΑタェャや ラよ りキΑケよ 

ヮョΚシや  ヶよルャや ヮよ ケョ ラΑェ ュヤシぺ.- - ∩ュΑョピャゅよ やケィゅヰョ. 
ヮよホゅルョ  聴 メヱシケ ノョ やコビ- -  ェャや キヰセ ∩りヱコビ りケセハ れシ ラやヱッケャや るバΑよ ノΑゅよ ∩るΑよΑキ

ヱャぺ キェΕ Κョゅェ ラゅミヱ ∩りケィセャや れェゎョャや るΑ ラΑョヤシ .るミョ ウゎプ ヶプ 
ヮゎゅプヱ ケィヰャや ラョ ラΑゎシヱ ゐΚを るルシ ラゅシやケカよ ヶプヱゎり 

ュやケェャや キィショャや 
 や キィショャや ヵヱよルャ 

キィゅショ るをΚを ヴャま Ιま メゅェケャや キセゎ Ι 

やショャや ヴタホΙや キィ 



 

キョェョ ラシェョャやキよハ / ぺ ∝ 

  サケキャやノよやケャや  聴 れΑよャ ヶィェ)アェャや れゅよィやヱヱ ラゅミケぺ(  :メゅィョャやヮボヘャや   るをャゅをャや りキェヱャや 
ヶャゅゎャや ヶハケセャや ウヤヅタョャや ヴルバョ ゆゎミや: 

ヱワ アェャや ヶプ ポシゅルョャや ¬やキほよ ぶ キよバゎャや : ラゅミョソヱタカョ  ソヱタカョ れホヱ ヶプ 
ォΕやヱ ラよΙやヱ ゆΕゅミ やキよぺ りぺケョャゅよ ァやヱコャや ヮΑヤハ ュケェΑ ラョ ヱぺ ァヱコャや: りぺケョヤャ ュケェョャや 

:ゅヰよシゅルΑ ゅョよ るΑャゅゎャや れゅビやケヘャや Ζョや 
≒- プるルシャや ヶプ アェャや チケ るバシゅゎャや  .りケィヰヤャ 
 ≪- ルバョ アェャや キシィΑ ヴりやヱゅショャや  ョヤショャや ラΑよ .ゅワキミぼΑヱ ラΑ 

≫- メヱシケャや るィェ ヴョシゎ    よャや るィェネやキヱ  ケィヰャや ラョ りケセゅバャや るルシャや ヶプ れルゅミヱ .り 
:ラョ メミ アェ ュミェ ゅョ 

≒ -  :ケプゅミャや コヱィΑ Ιアェャや ヅヱケセ ラョ .ュΚシΗや 
≪- : ヶよタャや  ュΚシΗや るィェ ラハ ヮΑヘミΑ Ιヱ ウΑェタ ヮィェ 

アェャや メもゅップ ラョ ラΑゎルをや ゆゎミや : 
ぺ- メゅョハΕや メップぺ      ゆ- ュゅをΓやヱ ゆヱルクャや ヱェョΑ      ァ- るルィャや ロぼやコィ ケヱケよョャや アェャや 
キ- ャや ァゅィェ聴 キプヱ ケゅョバャやヱ バゎゅヴャ           ⇒ワ- れゅプケハ メワほよ ヮゎミもΚョ ヶワゅよΑ 聴 ラま 

.ヮヅヱケセ ケプやヱゎ ノョ アェャや ケカぼΑ ラョャ るェΑタル ュキホ 
 チケプ アェャや ラぺケヘャや ¬やキほよ ネケシゎヤプ ヮヤィぺ ヶゎほΑ ヴゎョ キェぺ ュヤバΑ Ιヱ ヮΑヤハ ゆシゅェゎ フヱシヱ りΚタャや メをョ.チや 

- よバャや キバよ ) × ( るョΚハヱ るェΑェタャや りケゅよバャや キバよ ) √  ( るョΚハ ノッヶゎほΑ ゅョΑプ るェΑェタ ケΑピャや りケゅ : 
≒-     りケィヰャや ラョ りケセゅバャや るルシャや ヶプ アェャや チケプ                           ) × ( 
≪- や 聴 ヮッケプ ∩ュΚシΗや ラゅミケぺ キェぺ アェャ-  ヴャゅバゎ- ケョバャゅよ りキェやヱ りケョ ラΑョヤショャや ヴヤハ  ) √  ( 
≫-   コヱィΑビ ラョ ゆィやヱャや アェャや ヶプ りぺケョャや ケヘシΑケ るルョへ るボプケ ノョ ラゅミ やクま ュケェョ   ) √  ( 
 ラョ ラΑゎルをや ゆゎミや ェャやョミる  アェャや るΑハヱケセョ : 

≒ -  ぶ キΑェヱゎ-ヴャゅバゎ-     ≪-  ∩キΑバャやヱ るハゅョィャやヱ るバョィャや りΚタ ヶプ 聴 ヮハケセ ゅョャ るョゎゎ 
≫-   キェやヱ キΑバタ ヶプ ゅヰよケゅピョヱ チケΕや ベケゅセョ ラョ ラヱョヤショャや ノョゎィΑャ アェャや 聴 ネケセ 
√- ィぺ ラョ サヘルャや りキワゅィョ ヴヤハ ヶヤョバャや ゆΑケキゎャや ラやヱャぺ ラョ ラヱャ ∩ゅΑヤバャや メをョャや ヴャま メヱタヱャや メ 
∽- るΑョΚシΗや るョΖャ ヶカΑケゅゎャや ノホやヱャゅよ ヅゅよゎケや  ∝-  ラΑョヤショャや ラΑよ りやヱゅショャや ヴルバョ キシィΑヱ キミぼΑ アェャや 

: ヶャゅわャや ヶヨヰジャや テトガヨャや モヨミぺ 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

: ヶャゅわャや ヶヨヰジャや テトガヨャや モヨミぺ 
 

 
 
 
 
-ェゎ ヅカ ノッヱよ るΑャゅゎャや メもやキよャや ラΑよ ラョ るよシゅルョャや るヤョミゎャや ケゎカやゅヰゎ 

 
 キヤよャや ゆケホ ャや ラシ パヱヤよフΑヤミゎ 

メワΙや キヱィヱ るヤェやケャやヱ キやコャや ヴヤハ りケキボャや 
 
 
 

ュΚシΙや 
 

パヱヤよャや 

アェャや ヅヱケセ ラョ 

メボバャや 

タラキよャや るェ 
 

ペΑケヅャや ラョぺ 

 ラョケヱョΕや  ヶゎャやボェゎゎペ るハゅヅゎシΙや ゅヰよ 

りぺケョヤャ ュケェョャや 

るΑケェャや ヅゎシΙやるハゅ 

 キやコャや ヴヤハ りケキボャや 



 

キョェョ ラシェョャやキよハ / ぺ ∵ 

 
 

  サケキャやサョゅカャや )ヮよヱィヱ ヅヱケセヱ ヮョミェ( 聴 れΑよャ ヶィェ  :メゅィョャやヮボヘャや   るをャゅをャや りキェヱャや 
 

ヶャゅゎャや ヶハケセャや ウヤヅタョャや ヴルバョ ゆゎミや: 
≒- アェャや ヶプ ラミケャや: ラョ ゅルミケ ァゅェャや ポケゎ ヱャヱ ∩ヮよ Ιま アェャや ペボェゎΑ Ι ゅョ ヱワ ヮィェ ウタΑ ュャ アェャや ラゅミケぺ 
≪- アェャや ヶプ ゆィやヱャや:ュキよ ヮＺケゎ ケよィΑ ラミャ ヮィェ ウタ ァゅェャや ヮよ ュボΑ ュャ やクま ヵクャや メョバャや ヱワ 
≫-  :ュやケェΗやアェャや ポシゅルョ ヶプ メヱカキャや ュヤショャや るΑル ヱワ  
√-  : るッゅプΙや フやヱヅるΑャやヱゎョ ヅやヱセぺ るバよシ るプケセョャや るよバミャや メヱェ フやヱヅャや ヮよ キタボΑヱ 
∽- ゎャや れゅホヱΕや ヶワ :るΑルゅョコャや れΑホやヱョャやゅヰΑプ Ιま アェャや メゅョハぺ ラョ ¬ヶセ ウタΑ Ι ヶ 
∝- るΑルゅミョャや れΑホやヱョャや : りケョバャや ヱぺ アェャや キΑケΑ ラョ ゅヰルョ ュケェΑ ヶゎャや ラミゅョΕや 

: ラΑシヱボャや ラΑよ ウΑェタャや るよゅゎミよ ヅカ ヮゎェゎ ゅョ ウェタ 
≒-  ヮャ ュやケェΗやるバよケぺ                       .ネやヱルぺ               ) ゐΚを ( 
≪- ヱワ アェャや ラゅミケぺ ラョ ュドハΕや ラミケャや ヅャやフやヱ .               )ヮプケバよ フヱホヱャや ( 
≫-  るヤΑャ ラヱミΑ るヘャキコョよ れΑよョャやケセハ ヵキゅェャや )ケセゅバャや (  . るィェャや ヵク ラョ 
√ -  ラョΑャや メワぺ れゅボΑョるヘΑヤェャや ヱク.                            ュヤョヤΑ (– るΑキバシャや ) 

アェャや れやケヱドェョ ラョ るをΚを ゆゎミや. 
≒- . りぺケョャや ラヱキ メィケヤャ ヅΑカョャや サよャヱ サぺケャや るΑヅピゎ        ≪- .ラキよャやヱ ゆヱをャや ヶプ ゆΑヅャや メゅョバゎシや 
 ≫- .ケヘドャやヱ ケバセャや るャやコま                                      ≫ - .ヮャ チケバゎャや ヱぺ ヵケよャや ラやヱΑェャや キΑタ 
 ∽- Αピャ ヱぺ ヮシヘルャ ァやヱコャや キボハケ                                 ∝- .ヮΑハやヱキヱ ネゅョィャや 
 よシャや ケミク ノョ るΑャゅゎャや れΙゅェャや ヶプ ュミェャや ゆゎミやゆ: 

≒- るプケバよ フヱホヱャや ポケゎ ァゅェ. 
ュミェャや:  ヮィェ メヅよ 

ゆよシャや: アェャや ラゅミケぺ ラョ ラミケ  ヮルΕ 
≪- ネやキヱャや フやヱヅ ヶシルヱ ロキヤよ ヴャま るミョ ラョ ァケカ ァゅェ. 

ュミェャや:  りゅセ ウよク( ュキ ヮョコヤΑヱ ヮィェ ウタ ) 
ゆよシャや  :アェャや れゅよィやヱ ラョ ゆィやヱ  ヮルΕ 

るよΑピャや ヱぺ ゐΑキェャや ヱヰヤよ ヮィェ ュゅΑぺ ヶッボΑ ァゅェャ るェΑタル ュキホ 
ゅハやケョ ヴヤハ ∠ソケェやΕやヱ ⌒ゆやキΓや ⌒り りキゅよバャやヱ るハゅヅャや ヶプ れゅホヱΕや ロクワ メピゎシや ポャクミヱ ⌒るΑハキΕやヱ ⌒ケゅミク 
 ウΑェタャや ュホケャや ノッヶャゅゎャや メヱキィャや ヶプ ュゅΑΕや ¬ゅョシぺ ラョ ヮよシゅルΑ ゅョ ュゅョぺ 

ュホケャや ュゅΑΕや ュホケャや ゅワぼゅョシぺ 
≒ ャやるィェャや ヵク ラョ ケセハ ヵキゅェ ≪ ケェルャや 
≪ るィェャや ヵク ラョ ケセゅバャや ≒  るΑヱケゎャや 
≫ ィェャや ヵク ラョ ノシゅゎャやる ≪  ペΑケセゎャや ュゅΑぺ 

≫ ヮプケハ 
ヶゎほΑ ゅョョ メミャ ラΑヅケセ ゆゎミや: 

りヱケョャやヱ ゅヘタャや ラΑよ ヶバシャや ヅヱケセ フやヱヅャや ヅヱケセ 
-  フやヱヅャや キバよ ラヱミΑ ラぺ - ≒-            りケゅヰヅャや   ≪- りケヱバャや ケゎシ 
≪-  .ヅやヱセぺ るバよシ ラヱミΑ ラぺ  ≫-   キヱシΕや ケィェャや ラョ ぺキよゎ るヤョゅミ ヅやヱセぺ るバよシ フやヱヅャや ラヱミΑ ラぺ 
≫- ゅヘタャゅよ ぺキよΑ ラぺ .りヱケョャゅよ ヶヰゎルΑヱ  √- ゅヰヤカやキ サΑャヱ るよバミャや ァケゅカ フやヱヅャや ラヱミΑ ラぺ.  
 √-   ペΑケヅャや ヶプ ラヱミΑ ラぺゅヘタャや ラΑよ  りヱケョャやヱ ∽-  フもゅヅャや ケゅシΑ ラハ るよバミャや ラヱミゎ ラぺ 



 

キョェョ ラシェョャやキよハ / ぺ ∫ 

: ヶャゅわャや ヶヨヰジャや テトガヨャや モヨミぺ 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

: ヶャゅわャや ヶヨヰジャや テトガヨャや モヨミぺ 
 

 
 
 
 
 

: ヶャゅわャや ヶヨヰジャや テトガヨャや モヨミぺ 
 

 
 
 
 
 
 

  アェャや ラゅミケぺ ラョ ラΑルをや ゆゎミや 
≒-       ュやケェΙや               ≪-  るプケバよ フヱホヱャや 
 ≫-   Ιや フやヱヅ  るッゅプ         √-りヱケョャやヱ ゅヘタャや ラΑよ ヶバシャや 

 ラョ ラΑルをや  ゆゎミや ュやケェΗや ラルシ: 
≒- ゅヰヅャや.メップぺ ヱワヱ メゅシゎビΙやヱ ¬ヱッヱャゅよ ペボェゎゎヱ ∩りケ 

 ≪ - ケシゎヱ ゆケゅセャや ソホヱ ケゅヘドΕや ュΑヤボゎよ ラヱミゎヱ ∩るプゅドルャや.るΑェヤャやヱ サぺケャや ケバセ ウΑ 
 ≫- や.ュやケェΗや れホヱ ラョ ゅヰよ ぺキよΑヱ ∩るΑよヤゎャ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

メやヱセ 
 

るΑルゅョコャや れΑホやヱョャや 

りキバボャや ヵク 

≒-るヘΑヤェャや ヱク ≪- るボカィャや 

るΑルゅミョャや れΑホやヱョャや 

√- メコゅルョャや ラケホ 

メヱぺ るィェャや ヵク ラョ りケセハ 

≫- ュヤョヤΑ ∽- ベケハ れやク 

Ηや ラョ ュやケェ 
れゅボΑョャや 

 フやヱヅ
ネやキヱャや 

アェャや れゅよィやヱ 

ケゅョィャや ヶョケ  れΑよョャや
よるヘャキコョ 
  るッゅプΗや キバよ 

れゅプケハ ラョ 

 ペヤェ
 ヱぺ ケバセャや

ケΑタボゎャや 
 

 れΑよョャや
 ュゅΑぺ ヴルョよ
 ペΑケセゎャや

るをΚをャや 



 

キョェョ ラシェョャやキよハ / ぺ ∬ 

 
 サケキャやャやサキゅシ  ヶャヱシケ れやヱコビ ラョ-  -    ラΑルェ りヱコビ∫  ワ⇒  )メやヱセ( 

 
 :メゅィョャや りケΑシャや    るをャゅをャや りキェヱャや 

:るよシゅルョ れゅョヤミよ るΑゎΓや れゅビやケヘャや Ζョや 
.りケィヰャや ラョ  )メやヱセ( ⇒ワ ∫  るルシ ラΑル画 ロヱコビ れバホヱ -≒  

  Κゎゅボョ  フャぺ ラヱケセハ ラΑミケセョャや ラΑヤゎゅボョャや キキハヱ  フャぺ ケセハ ヴ ルをや   ラΑルェ りヱコビ ヶプ ラΑョヤショャや ラΑキワゅィョャや  キキハ ヒヤよ  -≪  
.ラΑルェ りヱコビ ヶプ   メゎゅボョ ラΑバよシ ラΑミケセョャや ラョ メゎホヱ   ¬やキヰセ るバよケぺ   ラΑョヤショャや ラョ キヰセゎシや -≫ 

.:ヶゎほΑ ゅョ メヤハ 
≒-- ボを ァヱケカるミケバョャや ヶプ メゅヘヅΕやヱ ¬ゅシルャゅよ ラコやヱワヱ フΑ 

よを ヴャま ヴハキぺ ポャク ラヱミΑャメゅゎボャや ヶプ ュヰゎゅ 
≪- » るヤホ ラョ ュヱΑャや ゆヤピル ラャ« :ラΑルェ りヱコビ ヶプ ラΑョヤショャや チバよ メヱホ 

 ラΑョヤショャや チバよ ンぺケ ゅョャΑよミ スΑィャや  やケゆィハぺ  ケヱケピャや キェ ヴャま るヤョゅミャや るボをャや ュヰゎヤカやキ ∩ラΑョヤショャや ラョ やケΑをミ 
≫- シボゎΑュ  聴 メヱシケ-- ハ ュもゅルピャやヤヴ ホΑケス  .ゆケバャや フやケセぺヱ 

ョ フやケセΕ ゅヰルョ やケΑよミ ゅョシホ ヴヅハぺ キホヱュΚシΘャ ュヰよヱヤホ フャぼΑャ ゆケバャや ラ 
( るョΚハ ノッ√( るョΚハヱ ∩るェΑェタャや りケゅよバャや メよゅボョ )X:ヶゎほΑ ゅョΑプ るェΑェタャや ケΑビ りケゅよバャや メよゅボョ ) 

≒-                       .フもゅヅャや ラョ ゆΑケホ ラΑルェ ヵキやヱ                           (√) 
≪- ルャやヱミΑ ケタ.キキバャや りケをミよ ラ                                                       (X) 
≫-  メヱシケャや ゆヤヅ- -  サゅよバャや ヮョハ ラョ- - .ケゅタルΕやヱ ラΑケィゅヰョャや りやキゅルョ   (√) 
√-  .サルぺ ラよ ポャゅョ ヱワ ラΑルェ りヱコビ ヶプ ラΑミケセョャや スΑィ キもゅホ                     (X) 
∽- りケィヰャや ラョ るバシゅゎャや るルシャや ヶプ ラΑルェ りヱコビ れバホヱ                                (X) 

よ ラケゅホシホ ケゅヘミャやヱ ラΑルョぼョャや ラΑ ヶゎほΑ ゅョ ゐΑェ ラョ ラΑルェ りヱコビ ヶ : 
るルケゅボョャや ヮィヱ ラヱルョぼョャや ケゅヘミャや 

キもゅボャや  メヱシケャや- -  フヱハ ラよ ポャゅョ 
ラΑヤゎゅボョャや キキハ ゅヘャぺ ケセハ ヶルをや ゅヘャぺ ラΑケセハ 
るミケバョャや アもゅゎル ∩¬やキヰセ るバよケぺ  ラョ ケをミぺΚΑゎホ ラΑバよシ 

 : るよシゅルョャやヱ るΑャゅゎャや れやケゅよバャや メもゅホ ラョ 
≒-  ヶよルャや ゅルぺ«Ι ゆクミ やキよハ ラよや ゅル »ゆヤヅョャや 

 : メもゅボャや メヱシケャや- - 
 : るよシゅルョャや ュヰホケヘゎヱ るミケバョャや るΑやキよ ヶプ ュヰよやケヅッやヱ ラΑョヤショャや フヱヘタ ヶプ メヤカャや ネヱホヱ 聴 メヱシケ ラハ- 

- ゅワキルハ ∩メΑヤボャや Ιま ヮバョ れよをΑ ュャ ゐΑェ 
≪- . .»るヤホ ラョ ュヱΑャや ゆヤピル ラャ« 

 : メもゅボャや ラΑョヤショャや ラョ チバよ 
 : るよシゅルョャやヤショャや チバよ ンぺケ ゅョャ ラΑョ やケΑよミ スΑィャや ラゅミゎよィハぺ ュヰ や ュヰゎヤカやキ ∩ラΑョヤショャや ラョ やケΑをミ るボをャ

 るヤョゅミャやラΑＺケセョャや ヴヤハ キミぼョャや ケタルャや ラョ ケヱケピャや キェ ヴャま 
 ャや ラョメヱシケャや ヮルョ ゆヤヅ ヵクャや ヶよゅェタ. ∨ サゅルャや ヶプ ヵキゅルΑ ぺ 

 サゅよバャや ラョ--  れヱタャや ヵケヱヰィ ラゅミヱ- サゅルャや ヶプ ヵキゅルΑ ラぺ 



 

キョェョ ラシェョャやキよハ / ぺ ≒≡ 

サケキャや  ノよゅシャや :   ヶャヱシケ れやヱコビ ラョ-  -  りヱコビ   るゎぼョ∫ ワ ⇒  )ヴャヱΕや ンキゅョィ(  :メゅィョャや りケΑシャや     るをャゅをャや りキェヱャや 
:るΑゎΓや メもやキよャや ラΑよ ラョ るェΑェタャや るよゅィΗや ケゎカや 

≒- :るルシ ヶプ るゎぼョ りヱコビ れバホヱ              (∵  ⇒ワ-      ∫⇒ワ   -  ∬) ⇒ワ  
≪- :るゎぼョ りヱコビ ヶプ ラΑョヤショャや キキハ ヒヤよ     フΙへ ゐΚを (    -    フΙぺ るショカ- フΙぺ りケセハ   )     
≫- :るゎぼョ ュヱΑ ラΑョヤショャや ¬やキヰセ キキハ       (   ケセハ ゅルをや –   ラヱケセハ  -   ラヱをΚを )   
√- シ⊥ミ キΑャヱャや ラよ キャゅカ キΑ ヶプ ケ           フゅΑシや るショカ (-   フゅΑシや るバよシ- ゅΑシや るバシゎフ ) 
∽- ャや キもゅボャやぺ( ヮゎぼョ りヱコビ ヶプ ケタゎルや ヵク キΑコ ラよ るョゅシ– ゅカ キャ キΑャヱャや ラよ –    キΑコ るをケゅェ ラよ –  キバシ よゅバョ ラ  ク  ) 

∨ゆΑゎケゎャや ゆシェ るゎぼョ りヱコビ ヶプ スΑィャや ¬やケョぺ ュワ ラョ 
≒-  るをケゅェ ラよ キΑコ- -                               ≪- ゆャゅヅ ヶよぺ ラよ ケヘバィ- -  
≫- るェやヱケ ラよ 聴 キよハ- -                           √-  キΑャヱャや ラよ キャゅカ- - 

∨ュシΙや やクヰよ るゎぼョ りヱコビ れΑョシ やクゅョャ -≪ 
 ゅヰゎルゅミョヱ ゅヰルほセ ュドバャ    

-  ゆャゅヅ ヶよぺ ラよ ケヘバィ ヶよゅェタャや ヶョシ やクゅョャ-- ∨ケゅΑヅャや ケヘバィよ 
るルィャや ヶプ ゅョヰよ ケΑヅΑ ラΑェゅルィ ヮΑキΑ ラハ 聴 ヮャキよぺ ラΕ 

 ケヘバィ ヶョシゆャゅヅ ヶよぺ ラよ   ゅよケゅΑヅャ  
( るョΚハ ノッ√( るョΚハヱ ∩るェΑェタャや りケゅよバャや メよゅボョ )XョΑプ るェΑェタャや ケΑビ りケゅよバャや メよゅボョ ) ヶゎほΑ ゅ:- 

≒-  キΑャヱャや ラよ キャゅカ ュッルや- - ャ .ヮョΚシま キバよ りケョ メヱΕ ゅミケゅセョ るゎぼョ りヱコビ ヶプ スΑィヤ(√) 
 ≪-  キΑャヱャや ラよ キャゅカ ヴャヱゎ-  -  メヱシケャや ラョ ラΑΑバゎよ るゎぼョ りヱコビ ヶプ スΑィャや りキゅΑホ- - .(X)  

≫-  メヱシケャや ラゅミ- -                            .るゎぼョ りヱコビ ヶプ ゅミケゅセョ(X) 
 √- キΚよ ウゎヘャ やキΑヰョゎヱ ポヱよゎ りヱコピャ るョキボョ るゎぼョ りヱコビ れルゅミ  .ュゅセャや(√ ) 

∨りキゅヘゎシΙや ヮィヱ ゅョヱ ∨メもゅボャや ラョ 
 «.» りキゅヰセ ゅョまヱ ∩ケヱヰド ゅョま :ラΑΑルシェャや ンキェま ヶワ ゅョルみプ やヱボヤヅルゅプ ∩ 

  :メもゅボャや * るェやヱケ ラよ 聴 キよハ- 
: るよシゅルョャやゅョャ ヤよ ュヱケャや ラぺ ラΑョヤショャや ヒ ュΑドハ スΑィ ヶプ ¬ゅボヤよャや チケぺ ラョ )ゆべョ( ヶプ やヱバョィゎ 

ヱりキゅヘゎシΙや ヮィ   :りキバャやヱ キキバャゅよ りヱボャや サΑャ ヴャゅバゎ 聴 ラΑキ ネゅよゎや ヶプ りヱボャや ゅョルや  りケをミャやヱ 
 

: ヶャゅわャや ヶヨヰジャや テトガヨャや モヨミぺ 
 

 
 
 
 
 
 

 ラョ ラΑルをや ゆゎミやるゎぼョ りヱコビ アもゅゎル  : 
ぺ-  聴 ヴボャぺ-ヴャゅバゎ-  ュヱケャや ゆヱヤホ ヶプ ゆハケャや  

ゆ-  ュワヱキハ ラΑよヱ ュヰルΑよ ベケゅヘャや ュビケ ラΑョヤショャや ケゅタゎルや  
ァ- ヤホ ラョ ュビケャや ヴヤハ ラヱョヤショャや ネゅヅゎシや フΑミ ゆケバャや スワキヮィヱ ヶプ やヱヘボΑ ラぺ ュワキキハ る  ヱキバャやュヱケャや ュワヱ  . 

 るをケゅェ ラよ キΑコ
- -                               

 ヶよぺ ラよ ケヘバィ
 ゆャゅヅ- 

るゎぼョ りヱコビ ヶプ スΑィャや ¬やケョぺ 

√-  ラよ キャゅカ
 キΑャヱャや- 

 ラよ 聴 キよハ
 るェやヱケ- -                           



 

キョェョ ラシェョャやキよハ / ぺ ≒≒ 

サケキャや  :ラョゅをャや ルハ ヶよキほゎチΑケョャや りケゅΑコ キ  :メゅィョャやりケΑシャや   るをャゅをャや りキェヱャや 
( るョΚハ ノッ√タャや りケゅよバャや メよゅボョ )( るョΚハヱ ∩るェΑェXヶゎほΑ ゅョΑプ るェΑェタャや ケΑビ りケゅよバャや メよゅボョ ): 

 ≒-  .¬Κよ サゅルャや メホぺ ュワ ュΚシャや ュヰΑヤハ ¬ゅΑよルΕや(X)         
 ≪-  るェャゅタャや メゅョハΕや ラョ チΑケョャや りケゅΑコ .ヮゎゅΑェ ヶプ ュヤショャや ゅヰヤョバΑ ヶゎャや(√) 
 ≫-  .ゆゅシゎェΙやヱ ケよタャや ヴャま ヮルョ ァゅゎェゎ Ι ラゅシルΗや ゆΑタゎ ヶゎャや チやケョΕや(X)  
 √- メミ ヶプ ヮゎケゅΑコ チΑケョャや りキゅΑハ ゆやキへ ラョ  .ヮΑヤハ ラゅルもョヅΚャ れホヱ(X) 

ノョゎィョャや ヴヤハヱ チΑケョャや ヴヤハ チΑケョャや りケゅΑコ ケゅをへ ゅョ : 
 

キケヘャや ヴヤハ ノョゎィョャや ヴヤハ 
 ロキΑコΑ聴 ¬ゅッボよ ゅッケ るよェョャや ケセゎルゎ 

ラΑケカΔャ るよェョ ロキΑコΑ ノョゎィョャや キやケプぺ ラΑよ ヅよやケゎャや キΑコΑ 
 :るΑゎΓや るヘΑケセャや ゐΑキゅェΕや ラョ キゅヘゎショャや ゅョ 

≒-  聴 メヱシケ メゅホ :)るもΑヅカ ゅヰよ ヮルハ れΑェョヱ るィケキ ゅヰよ ヮャ ゆゎミ Ιま ゅヰホヱプ ゅョプ ∩るミヱセ ポゅセΑ ュヤショ ラョ ゅョ« 
 : りキもゅヘャや .ルバョ ノプケ ヱれゅΑヱ  チΑケョャや  れゅィケキャや ノプケΑヱ ゆヱルクャや ヶェョΑ チケョャや ラほよ ヮョΚハみよ 

≪-  聴 メヱシケ メゅホ : : ∩ヶショΑ ヴゎェ ポヤョ フャぺ ラヱバよシ ヮΑヤハ  ｇヤタ Ιま りヱキビ ゅョヤショ キヱバΑ ュヤショ ラョ ゅョ«
ヮΑヤハ ｇヤタ Ιま るΑセハ ロキゅハ ラまヱ  や ヶプ フΑケカ ヮャ ラゅミヱ ∩ウよタΑ ヴゎェ ヶヤヤョ フャぺ ラヱバよシ .)るルィャ 

 : りキもゅヘャやハ ケィぺ ゅヰャ チΑケョャや りキゅΑハるミもΚョャや ヮΑヤハ ヶヤタゎヱ ュΑド 
.ゅヰルョ ラΑルをや ゆゎミや .りキΑキハ ゆやキへ チΑケョャや りキゅΑバャ 

≒- りケゅΑコヤャ るよシゅルョャや れゅホヱΕや ケゅΑゎカや 
≪- ュやコゎャΙや  ∩るョゅバャや ゆやキΓゅよ  
≫- ゅョヤミよ チΑケョャや ノョ ゐΑキェャやヶよゅィΑま れ 
 
 

: ヶャゅわャや ヶヨヰジャや テトガヨャや モヨミぺ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  るΑルヅゅよ チやケョや
 ュキャや ヅピッ : メをョ

ケミシャやヱ 

 ネやヱルぺ るをΚを ヴャま ラゅシルΗや ゆΑタゎ ヶゎャや チやケョΕや 

 メをョ るΑよヤホ チやケョぺ
 キシェャや : - ケよミャや 

-  るΑシヘル チやケョや
 ゆゅもゎミΙや: メをョ-

サやヱシヱャや 



 

キョェョ ラシェョャやキよハ / ぺ ≒≪ 

 : ヶャゅゎャや ウヤヅタョャや ヴルバョ ゆゎミや 
チΑケョャや りキゅΑハ :ワ ヮゎよゅタぺ やクま ロキボヘゎΑヱ ュヤショャや ロゅカぺ ュヤショャや ケヱコΑ ラぺ ヶ フバッ  

:るよシゅルョ れゅョヤミよ るΑゎΓや れゅビやケヘャや Ζョ 
≒-  やクま ュヤショャや ヮΑヤハ ゆゅをΑ チケョャやケよタ やヱゎェゆシ 
≪-  ヴヤハ ゐェ ュΚシΗやチΑケョャや りケゅΑコ 
≫-  チΑケョャや りケゅΑコ ュミェるルシ  
√- Αケョャや りキゅΑハ メゅョハΙや ラョ チ るよェゎショャや 

 ラョ ラΑルをや ゆゎミや: チΑケョャや りケゅΑコ ゆやキへ- 
≒- ケゅΑゎカや れゅホヱΕや  るよシゅルョャや  ラヱミゎ ラぺ  メをョヱョショ れホヱ ヶプ ゥ–  るよシゅルゎョチΑケョャや るャゅェ ノョ 
≪- よ ュやコゎャΙやゅ メをョ るョゅバャや ゆやキΓ   ラやクもゎシΙや-ケタよャや チビ 
≫- るバΑィセゎ メをョ るΑよゅィΑみよ チΑケョャや ノョ ゐΑキェャや  ケよタャや ヴヤハ- チΑケョャや れゅΑヱルバョ ノプケ  
√- セャゅよ ヮャ ¬ゅハキャや¬ゅヘ   ∽- れゅΑΙゅよ チΑケョャや ヶホケゎ ラぺ∝- チΑケョャや ヴヤハ ケヱケシャや メゅカキや 

: ラョ Κミ ウタルゎ ゅョよ 
≒- ルハ ΚΑヱヅ ゅゎホヱ サヤィΑ チΑケョ ケヱコΑ ラゅシルやキ  チΑケョャや 

ェタルやヮ チΑケョャや りケゅΑコ ヶプ るャゅヅΙや ュキバよ 
≪- Ι ュヤショ チΑケョャや ロケゅィ ケヱコΑ 

るルシ ゅヰルΕ チΑケョャや りケゅΑコよ ヮェタルや 
≫-  ケヱコΑ ソカセシや ラヱキよ ゅッΑケョ ラやクもゎ 

ゅΑコャや メよホ ラやクもゎシΙゅよ ヮェタルやりケ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

キョェョ ラシェョャやキよハ / ぺ ≒≫ 

 


