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 ノΑコヱゎ :りキゅョ アヰルョ  ュヱヤバャや :ヶシやケキャや メタヘャや     メヱΕや2022-2023ュ 
    フタャや:                    ノシゅゎャや :¬コィャや メヱΕや 
 

ネヱよシΙや メゅィョャや サケキャやるΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや /  キキハ
ソタェャや れゅドェΚョャや 

 ネヱよシΕや
メヱΕや

 

 れゅボΑよヅゎヱ れゅシケゅョョ 1  

 ュヱヤハ りキェヱ
:りゅΑェャや 

 ヶプ ケをゅミゎャや
ラゅシルΗや 

 

 サケキャや1 ラゅシルΗや ヶプ ケをゅミゎャや りコヰィぺ : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

-   ヶワ ヵゲミグャや ヶヤシゅレわャや コゅヰイャや ¬やゴィぺ∩ラゅわΒダガャや(  ラゅゎゅレボャや∩ラゅわヤホゅレャや ツボャや ょΒ

キギピャやヱ  ラゅわヤタヲエャや ヶワヱ ヵゲミグャや コゅヰイャゅよ るボエヤヨャや∩ラゅわΑヲレヨャや  りギビ∩ゅゎゅわシヱゲらャや ビ ゅゎギ

)ゲよヲミ. 

- ¬ゴィ モミ .りキギエョ るヘΒドヱ ヮャ ヮゎゅボエヤョヱ ヵゲミグャや ヶヤシゅレわャや コゅヰイャや ¬やゴィぺ リョ  

-  ヶワ ヵヲんルΕや ヶヤシゅレわャや コゅヰイャや ¬やゴィぺ∩ラゅツΒらヨャや(  ゅゎゅレホ∩ゆヲャゅプ )モらヰヨャや ∩ユェゲャや. 

- モミ ¬ゴィ .りキギエョ るヘΒドヱ ヮャ ヵヲんルΕや ヶヤシゅレわャや コゅヰイャや ¬やゴィぺ リョ 
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:ュゅバャや ヶルヘャや ヮィヱョャや 
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 ュヱヤハ りキェヱ

:りゅΑェャや 
 

 ヶプ ケをゅミゎャや
ラゅシルΗや 

 サケキャや2ラゅシルΗや りゅΑェ メェやケョ : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

-  ブヤわガゎ ヴわヘャや ギレハ パヲヤらャや ゲワゅヌョ.りゅわヘャやヱ 
- やりキゅヨャや ブダル ゅヰゎやヲル ヵヲわエゎ ゅΒらジル ゲΒらミ ユイェ れやク モムゼャや るΑヱゲミ るΒヤカ るツΑヲらャ 

( るΒをやケヲャや23 .)ュヲシヲョヱゲミ 
-  りキゅヨャや ブダル ゅヰΒプ りやヲレャや サぺケ ヵヲエΑ やギィ りゲΒピタ るミゲエわョ るΒヤカ ヵヲレヨャや ラやヲΒエャや

 ( るΒをやケヲャや23 .)ュヲシヲョヱゲミ 
-  ゆゅダカΗや るΒヤヨハ ヶワ るツΑヲらャや リョ モミ れゅルヲムョ キゅエゎや るΒヤヨハラやヲΒエャやヱ  ヵヲレヨャや

 るエホΚャや るΒヤガャや るルヲムョ∩)れヲイΑゴャや( ヴヨジゎヱ  りゲわヘャや ゅョ ゆゅダカΗや るΒヤヨハ リΒよ
 りゲわヘよ りキΙヲャやヱ.モヨエャや 

2  

 サケキャや3 るΑヤシゅルゎャや りコヰィΕや チやケョぺ : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

-  メゅタゎΙや ラヱキ ヱぺ ヶシルィャや メゅタゎΚャ るィΑゎル ほセルゎ ヶヤシゅルゎャや コゅヰィャや チやケョぺ
.ヶシルィャや 

-  .ゆゅィルΗや ヴヤハ ラΑィヱコャや りケキボョ ュキハ ヱワ ュボバャや 
 

2  
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    フタャや:                    ノシゅゎャや :¬コィャや メヱΕや 
 

ネヱよシΙや メゅィョャや サケキャや /るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや  キキハ
ソタェャや れゅドェΚョャや 

ゐャゅをャや ネヱよシΕや
 

 ュヱヤハ りキェヱ
:りゅΑェャや 
 

るをやケヱャや 

 サケキャや1れやケヘヅャや : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

-  りゲヘトャやヶワ  ゲΒピわャやめィゅヘヨャや ヱぺ れゅレΒイャや ょΒミゲゎ ヶプ ゐギエΑ ヵグャや 
 れゅョヲシヲョヱゲムャやヵキぽΑヱ  モジル ヶプ りキヲィヲョ リムゎ ユャ りギΑギィ れゅヘタ ケヲヰド ヴャま

ヶエャや リもゅムャや.  
- ブヤわガゎ  るΒョヲシヲョヱゲムャや れやゲヘトャや れやゲヘトャや リハ ラゅムョ ゑΒェ リョ るΒレΒイャや

ゅヰをヱギェ.  
-  ヶワ るΒらΒミゲわャや れやゲヘトャや ネヲルぺ∩ゾボレャや ∩りキゅΑゴャやヱ ∩メゅボわルΙやヱ ヱ.ゆΚボルΙや 

2 

 

 サケキャや2 ヶバΑよヅャや ゆゅカゎルΙや : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

- ヶバΒらトャや ゆゅガわルΙや:  モムゼよ るバΒらトャや ペΑゲヅ リハ ゅワぼゅボわルや ユゎ るΑケヲトゎ れやゲΒピゎ
 ユヌわレョヱ ゲヨわジョヶもやヲゼハ ゲΒビヱ. 

-  るΒもやヲゼハ れやゲヘヅ るイΒわル るΒをやケヲャや れやゲΒピわャや ゐギエゎ∩るΒレΒィ をケやヲわゎ ギホヱ ゅヰ
 モヨエゎ ろルゅミ やクま メゅΒィΕやギΑゴゎ るヘタ  ヴヤハ ゅヰゎケギホ リョ∩¬ゅボらャや ゲヰヌゎヱ ィΕや ヶプ メゅΒ

.ゅヰΒヤゎ ヶわャや 

1  

 サケキャや3ヶハゅルタャや ゆゅカゎルΙや : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

 -  ゆゅガわルΙや:ヶハゅレダャや  るよヲビゲョ れゅヘタ ケゅΒわカや ゅヰΒプ ユわΑ ヶわャや るΒヤヨバャやヱゅヰヤボル 
メゅΒィΕや ヴャま. 

-  リョ ラゅジルΗや キゅヘわシや ゐゅエよΕゅミ れゅボΒらトわャや リョ ギΑギバャや ヶプ ヶハゅレダャや ゆゅガわルΙや
 るΒハやケゴャやるΒルやヲΒエャやヱ メヲダエヤャ モジレャや リΒジエわャ りギΑギィ れゅヘタ ヴヤハ. 

1  
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ソタェャや れゅドェΚョャや 

ノよやケャや ネヱよシΕや
 

 りキゅョャや りキェヱ
:るホゅヅャやヱ 

 
 

 メピセャや
りケキボャやヱ 

 サケキャや1メピセャや : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

 - .ゅヰワゅィゎや ヶプ ゅョ ュシィ るェやコみよ りケをぼョ りヱホ ゅヰΑプ ュヱボゎ るΑヤョハ :メピセャや 
-  りヱボャや = メピセャや :るΑッゅΑケャや るホΚバャや ラョ メピセャや ゆゅシェ ラミョΑ × るェやコΗや 
-  ( るェやコΗやd  るヅボル ヱ るΑやキよャや るヅボル ラΑよ ュΑボゎショ ヅカ ヶプ るプゅショ ケタホぺ  ヶワ )

.るミケェャや るΑゅヰル 
-  ( りヱボャやF  ゅヰルヱミシ るャゅェ ラョ ケΑピΑプ ュゅシィΕや ヴヤハ ケをぼΑ ヵクャや ヶィケゅカャや ケをぼョャや : )

.ゅヰゎミケェ ヱぺ 
-  ヶプ ゅョ ュシィ ウΑコゎ ゅョキルハ キェやヱ ラゎヱΑル ゅワケやキボョ りヱホ ロコィルゎ ヵクャや メピセャや :メヱィャや

ヱ ケゎョ るプゅショ ゅヰワゅィゎや.メピセャや サゅΑホ りキェヱ ヱワヱ キェや 

2  

 サケキャや2メピセャや メクよ ヅヱケセ : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

-  :メピセャや ゅヰΑヤハ フホヱゎΑ ヶゎャや メョやヱバャや 

 ( るェやコま キヱィヱ *d  . ) 

 ( りヱホ キヱィヱ *F .ヮシヘル るェやコΗや ロゅィゎや ヶプ ラヱミゎ ヱ ) 

1  

 れゅボΑよヅゎヱ れゅシケゅョョ 1  
 

ラョ キョゎバΑ 
ュゅバャや ュΑヤバゎャや ネゅヅホ 

:ュゅバャや ヶルヘャや ヮィヱョャや 
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サ
ョゅカャや ネヱよシΕや

 

 
 りキゅョャや りキェヱ

:るホゅヅャやヱ 
 

 メピセャや
りケキボャやヱ 

 サケキャや3りケキボャや : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

- .ラョコャや ラョ りキェヱ メΚカ ヶプ コィルョャや メピセャや ケやキボョ :りケキボャや 

-  ラョコャや / メピセャや = りケキボャや :るΑッゅΑケャや るホΚバャや メΚカ ラョ りケキボャや ゆゅシェ 
-  ( れやヱャや りキェヱよ りケキボャや サゅΑホW  ) るホゅヅ ( Κピセ アゎルゎ ) ソカセ ( るャへ りケキホ ヶワ ヱ ∩ )

. るΑルゅを メミ キェやヱ メヱィ ロケキホ 

1  

 サケキャや4りケキボャや ヅヱケセ : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

-  ( メピセャや ゅョワ ラΑヤョゅハ ヴヤハ フホヱゎゎ りケキボャやW  ) ( ラョコャや ヱt .) 
- .ラョコャや れゅよを キルハ るΑキケヅ ヶワ メピセャやヱ りケキボャや ラΑよ るホΚバャや 
-  ラョコャやヱ りケキボャや ラΑよ るホΚバャや.メピセャや れゅよを キルハ るΑシミハ ヶワ 

2  

 サケキャや5りケキボャやヱ るΑもゅよケヰミャや りコヰィΕや : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや  

- .メゅョハΕや ¬やキぺ ヶプ ヮャクよル ヵクャや キヰィャやヱ れホヱャや ラョ るΑもゅよケヰミャや りコヰィΕや メヤボゎ 

-  ラョ ケキホ メホぺ ポヤヰゎシゎプ るΑもゅよケヰミャや るホゅヅャや ドヘェゎ ヶゎャや るΑもゅよケヰミャや りコヰィΕや ¬やケセ メッヘ⊥Α
 ゅヰゎケキホ ノョ るホゅヅャや.るΑもゅよケヰミャや るホゅヅャや メΑヱェゎ ヴヤハ るΑャゅバャや 

1  
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サ
キゅシャや ネヱよシΕや

 

 りキゅョャや りキェヱ
:るホゅヅャやヱ 

 
ヅヘルャや 

サケキャや1れΑヱミャや ヶプ ヅヘルャや : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや  

-  るΑョゅショ れやク るΑッケΕや りケセボャや フヱィ ヶプ るΑィヱャヱΑィ ゆΑミやケゎ ヶワ ヅヘルャや キもゅタョ
.ヵケカタ ラやコカミ メョバゎ ラΑゎΑャゅハ るΑクゅヘルヱ 

-  .ケヱカタャや るΑクゅヘルヱ るΑョゅショ ヴヤハ ヅヘルャや ラやコカ るバシ キョゎバゎ 
-  るΑィヱャヱΑィャや ケヱタバャや ラΑよゎ ヶゎャや るΑケカタャや ゆΑミやケゎャや るシやケキ :ヶィヱャヱΑィャや ウショャや

.るドヱヘェョャや ケΑプゅェΕや ラョ ゅワやヱゎェョヱ 
- るΑルヱよケミヱケキΑヰャや れゅよミケョャゅよ フケバゎ るΑヱッハ るΑもゅΑョΑミ れゅよミケョャ ヅΑヤカ :ヅヘルャや. 
-  ヅヘルャや ラハ ゆΑボルゎャや ベケヅウショャや :ヶワ  ヶャやコャコャや ヴヤハ キョゎバゎ ヶゎャや )るΑョコΑシャや るボΑケヅャや(

∩るΑャやコャコ れゅィヱョ ケやキタま るΑよクゅィャや るボΑケヅヱ  るΑッケΕや るΑよクゅィャや フΚゎカや ヴヤハ キョゎバゎ ヶゎャや

 ∩ケヱカタャや るプゅをミ フΚゎカΙ ケカへ ヴャま ラゅミョ ラョるΑシΑヅゅルピョャや るボΑケヅャやヱ ハ キョゎバゎ ヶゎャや ヴヤ

セ ヶプ ヶシぺケャやヱ ヶボプΕや ケΑピゎャや メキバョ .サΑヅゅルピョャや メゅィョ りキ 

- :ヶワ ヅヘルャや りほセル ケシヘゎ ヶゎャや れゅΑケドルャや ュワぺ 

 .)ヵヱッハ メタぺ れやク ヅヘルヤャ ュΕや りキゅョャや ラぺ ヴヤハ キョゎバゎ( るΑヱッバャや りほセルャや  * 

 ヅヘルヤャ るルヱミョャや れゅルヱよケミヱケキΑヰャや ラΑヱミゎ ラミョΑ ヮルぺ ヴヤハ キョゎバゎ( るΑヱッバャや ケΑビ りほセルャや *
.) るΑヱッハ ケΑビ ケキゅタョ ラョ 

3  

 サケキャや2ヅヘルャや りケィワ : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

-  ヅヱピッャや ゐΑェ ケキタョャや ケヱカタ ヶプ ヮルヱミゎ ペヅゅルョ ラョ ヅヘルャや メゅボゎルや :ヅヘルャや りケィワ

.メホΕや ヅピッャや ゐΑェ ラョミョャや ヴャま るバヘゎケョャや 

1  

 

ラョ キョゎバΑ 
ュゅバャや ュΑヤバゎャや ネゅヅホ 

:ュゅバャや ヶルヘャや ヮィヱョャや 
 
 
 
 
 
 
 

 ヶ 



 
 

             るΑよケゎャや りケやコヱ 
      ュヱヤバヤャ ュゅバャや ヶルヘャや ヮΑィヱゎャや 

 

:るドェΚョ 
  ュゅバャや ヶルヘャや ヮΑィヱゎャや メよホ ラョ アヰルョャや ノΑコヱゎ るヅカ キゅョゎハやヱ るバィやケョヱ キやキハま ュゎヤャ  .ュヱヤバ 

  

 

 ノΑコヱゎ :りキゅョ アヰルョ  ュヱヤバャや :ヶシやケキャや メタヘャや     メヱΕや2022-2023ュ 
    フタャや:                    ノシゅゎャや :¬コィャや メヱΕや 
 

ネヱよシΙや メゅィョャや サケキャやるΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや /  キキハ
ソタェャや れゅドェΚョャや 

ノよゅシャや ネヱよシΕや
 

 りキゅョャや りキェヱ
:るホゅヅャやヱ 

 
ヅヘルャや 

 サケキャや2ヅヘルャや りケィワ /ノよゅゎ : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

-  ァケゅカ ヴャま ラΑヱミゎャや ゐΑキェ ヅヘル メゅボゎルや キルハ ゐキェゎ( るΑャヱぺ りケィワ :ヅヘルャや りケィワ ネやヱルぺ

 ヱぺ るよΑケボャや キもゅタョャや ヴャま ヅヘルャや メゅボゎルや キルハ ゐキェゎ( るΑヱルゅを りケィワヱ ∩)ケキタョャや ケヱカタ

.)ノョィゎャや ラミゅョぺ 

- メョやヱバャや ヶゎャや キハゅシゎ ヴヤハ りケィワ ヅヘルャや ぶ テビゅツゎゆシやヱケャやど れゅミケェャや るΑッケΕや ど ピッヅ 

やコゅピャ ヶバΑよヅャや ど るプゅんムャや ヱぺ ラコヱャや ヶハヱルャやふ 

2  

 サケキャや3ュゅカャや ヅヘルヤャ ヶもΑコィゎャや ケΑヅボゎャや : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

- .ゅヰルゅΑヤビ るィケキ ゆシェよ るィコゎョョ ヅΑャゅカョ れゅルヱミョャや メタプ るヤΑョハ :ヶもΑコィゎャや ケΑヅボゎャや 

- .ラΑコルよャや メをョ れゅィゎルョ ヴャま ケよミぺ るィケキよ ¬やコィΕや メタプ :ュやキヰャや ケΑヅボゎャや 

1  

  れゅシケゅョョれゅボΑよヅゎヱ 1  
 

ラョ キョゎバΑ 
ュゅバャや ュΑヤバゎャや ネゅヅホ 

:ュゅバャや ヶルヘャや ヮィヱョャや 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Α 



 
 

             るΑよケゎャや りケやコヱ 
      ュヱヤバヤャ ュゅバャや ヶルヘャや ヮΑィヱゎャや 

 

:るドェΚョ 
  ュゅバャや ヶルヘャや ヮΑィヱゎャや メよホ ラョ アヰルョャや ノΑコヱゎ るヅカ キゅョゎハやヱ るバィやケョヱ キやキハま ュゎヤャ  .ュヱヤバ 

  

 

 ノΑコヱゎ :りキゅョ アヰルョ  ュヱヤバャや :ヶシやケキャや メタヘャや     メヱΕや2022-2023ュ 
    フタャや:                    ノシゅゎャや :¬コィャや メヱΕや 
 

ネヱよシΙや メゅィョャや サケキャやるΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや /  キキハ
ソタェャや れゅドェΚョャや 

ラョゅをャや ネヱよシΕや
 

 
 りキゅョャや りキェヱ

:るホゅヅャやヱ 
 
ヅヘルャや 

 サケキャや3 : ノよゅゎュゅカャや ヅヘルヤャ ヶもΑコィゎャや ケΑヅボゎャや 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

- .ュやキヰャや ケΑヅボゎャやヱ ヶもΑコィゎャや ケΑヅボゎャや ヶゎΑヤョハ ネヱョィョ :ヅヘルャや ケΑケミゎ 
-  アゎやヱル.るよヤタヱ るヤもゅシヱ るΑコゅビ :ヅヘルャや ケΑヅボゎャや 

1  

 りキゅョャや りキェヱ
:るホゅヅャやヱ 

 
 れゅハゅルタャや

るΑヅヘルャや 
 

 サケキャや1ポΑゎシΚよャや : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

-  ヴハキゎ メシΚシ ラョ ラヱミゎゎヱ るヘヤゎカョ ケヱタよ メΑミセゎャや るヤヰシ りキゅョ )ラもやキヤャや( ポΑゎシΚよャや
 .れやケョΑャヱよャや 

-  ヱぺ るΑゎゅよル ラヱミゎ ラぺ ゅョま :るΑバΑよヅャや れやケョΑャヱよャや.るΑルやヱΑェ 
- .ヅヘルャや れゅボゎセョ ヴヤハ ゅヰゎハゅルタ ヶプ キョゎバゎ :るΑハゅルタャや れやケョΑャヱよャや 
-  )るΑもゅルよ れやキェヱ( りケΑピタ れゅもΑコィ ラョ りケΑよミ キやキハぺ キゅェゎや ラハ アゎルΑ ヶもゅΑョΑミ メハゅヘゎ :りケョヤよャや

.ケョΑャヱよャや ヴョシゎ りケΑよミ るΑャヱョ メゎミ やク ⇔ ゅョカッ ⇔ゅもΑコィ ラヱミゎャ れやケョルヱョャや ヴョシゎ 
-  ゅョワ ラΑハヱル ヴャま ポΑゎシΚよャや ュシボルΑ.ヵケやケェΚャや ポΑゎシΚよャやヱ ヵケやケェャや ポΑゎシΚよャや 

- .フをゅミゎャや りケョヤよヱ るプゅッΗや りケョヤよ ゅョワ ラΑハヱル ヴャま りケョヤよャや れΚハゅヘゎ ュシボルゎ 

2  

 サケキャや2るΑハゅルタャやヱ るΑバΑよヅャや フゅΑャΕや : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

-  メミセ ヴヤハ ゅヰャコビ ラミョΑヱ ∩るルヱケョャゅよ コΑョゎゎ メミセャや るΑヅΑカヱ るバΑプケ るヤΑヱヅ りキゅョ フゅΑャΕや
 .るィシルぺヱ ヅヱΑカ 

- .るΑハゅルタャや フゅΑャΕやヱ るΑバΑよヅャや フゅΑャΕや ゅョワ ラΑハヱル ヴャま フゅΑャΕや ュシボルゎ 

1  

 

ラョ キョゎバΑ 
ュゅバャや ュΑヤバゎャや ネゅヅホ 

:ュゅバャや ヶルヘャや ヮィヱョャや 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Β 



 
 

             るΑよケゎャや りケやコヱ 
      ュヱヤバヤャ ュゅバャや ヶルヘャや ヮΑィヱゎャや 

 

:るドェΚョ 
  ュゅバャや ヶルヘャや ヮΑィヱゎャや メよホ ラョ アヰルョャや ノΑコヱゎ るヅカ キゅョゎハやヱ るバィやケョヱ キやキハま ュゎヤャ  .ュヱヤバ 

  

 

 ノΑコヱゎ :りキゅョ アヰルョ  ュヱヤバャや :ヶシやケキャや メタヘャや     メヱΕや2022-2023ュ 
    フタャや:                    ノシゅゎャや :¬コィャや メヱΕや 

 

ネヱよシΙや メゅィョャや サケキャやるΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや /  キキハ
ソタェャや れゅドェΚョャや 

ノシゅゎャや ネヱよシΕや
 

 
 りキゅョャや りキェヱ

:るホゅヅャやヱ 
 

 れゅハゅルタャや
るΑヅヘルャや 

 
 

 サケキャや3るΑヅヘルャや れゅハゅルタャや : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

-  ヴャま りケΑよミャや るΑもゅΑョΑミャや ヅよやヱケャや ポミヘゎ ペΑケヅ ラハ ポャクヱ れやケΑョルヱョ ヴャま ュゅカャや ヅヘルャや メΑヱェゎ ュゎΑ

.ケピタぺ ヅよやヱケ 

- .るルΑバョ ァゅゎルま れゅΑヤョハ ペΑケヅ ラハ ポΑゎシΚよャや ラΑヱミゎャ ⇔ ゅΑもゅΑョΑミ れやケョルヱョャや ヅよケ ュゎΑ  

-  ァゅゎルΗや れゅΑヤョハ.ノヅボゎョャや ァゅゎルΗやヱ ケョゎショャや ァゅゎルΗや ゅョワ ラゅハヱル 

 

2  

 りキェヱ
 チケΕや
:¬ゅッヘャやヱ 

 
ラキゅバョャや 

 

 サケキャや1ラキゅバョャや : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

-  コΑョョ ヵケヱヤよ ュゅドル ゅヰャヱ るΑバΑよヅ りケヱタよ れルヱミゎ るΑヱッハ ケΑビ るよヤタ りキゅョ ラハ りケゅよハ ラキバョャや

.キキェョ ヶもゅΑョΑミ ゆΑミケゎヱ  

1  

 れゅボΑよヅゎヱ れゅシケゅョョ 1  
 

 

ラョ キョゎバΑ 
ュゅバャや ュΑヤバゎャや ネゅヅホ 

:ュゅバャや ヶルヘャや ヮィヱョャや 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Γ 



 
 

             るΑよケゎャや りケやコヱ 
      ュヱヤバヤャ ュゅバャや ヶルヘャや ヮΑィヱゎャや 

 

:るドェΚョ 
  ュゅバャや ヶルヘャや ヮΑィヱゎャや メよホ ラョ アヰルョャや ノΑコヱゎ るヅカ キゅョゎハやヱ るバィやケョヱ キやキハま ュゎヤャ  .ュヱヤバ 

  

 

 ノΑコヱゎ :りキゅョ アヰルョ  ュヱヤバャや :ヶシやケキャや メタヘャや     メヱΕや2022-2023ュ 
    フタャや:                    ノシゅゎャや :¬コィャや メヱΕや 
 

ネヱよシΙや メゅィョャや サケキャやるΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや /  キキハ
ソタェャや れゅドェΚョャや 

ケセゅバャや ネヱよシΕや
 

 チケΕや りキェヱ
:¬ゅッヘャやヱ 
ラキゅバョャや 

 
 

 サケキャや1: ノよゅゎ ラキゅバョャや 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

-  ゆΑミケゎ れやク ∩ヵケヱヤよ ュゅドル れやク ∩るよヤタ ∩るΑバΑよヅ :るΑャゅゎャや ソもゅタカャゅよ ラキゅバョャや コΑョゎゎ
.ラキゅバョ ロゅよセぺ ∩るΑヱッハ ケΑビ ∩キキェョ ヶもゅΑョΑミ 

1  

サケキャや 2ラキゅバョャや ソもゅタカ : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

- .ュドゎルョ ヶヤカやキ ヵ ∂ケク ¬ゅルよ れやク るよヤタ りキゅョ メミ ヶワ りケヤよゎョャや りキゅョャや  
-  ケタゅルバャや れゅルヱΑぺ ヱぺ れやケク ゆΑゎケゎ るィΑゎル コΑョョ ヵケヱヤよ メミセ るプヱケバョャや ラキゅバョャや ラョ ラキバョ メミャ

.るをΚをャや キゅバよΕや ヶプ ⇔ ゅョドゎルョ ⇔ ゅΑヤカやキ ⇔ ゅΑシキルワ ⇔ゅよΑゎケゎ ラキバョヤャ るルヱミョャや  
- や ュシボゎ ゆバミョャや ヶワヱ ∩るヘヤゎカョ れゅハヱョィョ れシ ヴャま チケΕや ラキゅバョ ュドバョャ るΑケヱヤよャや メゅミセΕ

.ヶシやキシャやヱ メΑョャや ヶをΚをヱ メΑョャや ヵキゅェぺヱ ュもゅボャや ヶルΑバョャやヱ ヶハゅよケャやヱ 
-  ヴョシゎ ケヱゅェョャや ラョ キキハ ゅヰルョ メミャヱ ∩ヵケヱヤよャや ュゅドルャや るΑケヱヤよャや メゅミセΕや ラョ るハヱョィョ メミ ヴョシゎ

.るΑケヱヤよャや ケヱゅェョャや 
- Α ヶゎャや るΑもゅΑコΑヘャや ソやヱカャや るΑプゅヘセャや ∩ スキカョャや ∩ ラヱヤャや :ラキゅバョャや ヴヤハ フケバゎヤャ ゅヰョやキカゎシや ラミョ

.¬ヱッゎャや∩ りキΚタャや∩ るルゅゎョャや∩ ラゅバョヤャやヱ 
- .サワヱョ サゅΑボョ ュやキカゎシゅよ ラキバョャや りキΚタ サゅΑホ ラミョΑ 
-  ( ュョェャや ヱぺ )ゅョィョャや (ケΑヰタャや キヤタゎ ゅヰルョ ベケヅ りキバよ るバΑよヅャや ヶプ るバΑよヅャや ヶプ ラキゅバョャや ラヱミゎゎ

 ラΑヱミゎ ペΑケヅ ラハ ヱぺ )ゅプΚャや.メヱェゎャや るΑヤョハ るヅシやヱよ ラキゅバョャや ラΑヱミゎ ヱぺ メΑャゅェョャや ラョ ラキゅバョャや 

2  

 サケキャや3るハゅルタャやヱ ラキゅバョャや : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

- .れゅハゅルタャや ヶプ りケΑよミ るΑョワぺ ラキゅバョヤャ  
-  りケセボャや フヱィ ラョ ンケカぺ るΑィヱャヱΑィ キやヱョ ヵぺヱぺ るョΑボャや ラキゅバョャや ソΚカゎシや ヱワ ラΑキバゎャやるΑッケΕや 

1  

 チケΕや りキェヱ
:¬ゅッヘャやヱ 

 
るョΑケミャや ケゅィェΕや 

ペヤバョ 
るボヤバョャや サヱケキャや 

サケキャや1るョΑケミャや ケゅィェΕや : 
ソ163 - 166 

ペヤバョ 
サケキャや2 ケゅィェΕや ソもゅタカ :
るョΑケミャや 

ソ167 - 169 

ペヤバョ 
サケキャや3 るョΑケミャや ケゅィェΕや :

るハゅルタャやヱ 
ソ170 - 176 

 :ヶシやケキャや メタヘャや ヶプ ソタェャや キキバャ ヶヤミャや ネヱョィョャや40                                                                  るタェ 
 

ラョ キョゎバΑ 
ュゅバャや ュΑヤバゎャや ネゅヅホ 

:ュゅバャや ヶルヘャや ヮィヱョャや 
 
 

 
 
 

 
 ヱヰ 


