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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:                   ラョゅをャや :¬コィャや メヱΕや 
 

やネヱよシΙ 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 

メヱΕや ネヱよシΕや
 

 れゅボΑよヅゎヱ れゅシケゅョョ 1  

 りキェヱ
 りキゅョャや
:るホゅヅャやヱ 

 
りキゅョャや 

 

 サケキャや1 .りキゅョャや るバΑよヅ : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

- .れゅもΑコィ ヴョシゎ りキケィョャや ラΑバャゅよ ゅヰゎΑぼケ ラミョΑ Ι ⇔やキィ りケΑピタ れやキェヱ ラョ りキゅョャや ラヱミゎゎ 
- .るΑプゅミ るホゅヅ ゅワキボプ ヱぺ ゅヰよゅシゎミや キルハ ンケカぺ ヴャま るャゅェ ラョ りキゅョャや メヱェゎゎ 
- るェもやケャやヱ ュバヅャやヱ ラヱヤャや メをョ るΑバΑよヅ ソやヱカよ キやヱョャや コΑョゎゎ∩  るヤよゅホヱ ¬ゅよケヰミャやヱ りケやケェャや メΑタヱゎヱ

.メΑミセゎャやヱ ゆェシャやヱ ベケヅヤャ 
- .¬ゅョャや ウヅシ ヴヤハ ヱヘヅャや ヴヤハ ゅヰゎケキホヱ ゅヰゎプゅをミ ヶプ キやヱョャや フヤゎカゎ 

1  

サケキャや2りキゅョャや ゆΑミケゎ : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

-  ラぺ ラミョΑ りキゅョャや ラョ りキェヱ ケピタぺ ヱワ ¬ヵコィャやりキゅョャや ソやヱカよ ドヘゎェΑヱ キやケヘルや るャゅェ ヶプ キィやヱゎゎ 
- .ケタルバヤャ るΑもゅルよ りキェヱ ケピタぺ ヶワ りケクャや 
- .れゅΑヱゎショ ヶプ りやヱルャや メヱェ ケヱキゎ るルェセャや るよャゅシ れゅョΑシィ ヶワ れゅルヱケゎミャΗや 
- .りケクャや りやヱル ラョ ⇔や¬コィ メミセゎ るルェセャや るよィヱョ れゅョΑシィ ヶワ れゅルヱゎヱケよャや 
-  ラョ ⇔や¬コィ メミセゎ るルェセャや るョΑキハ れゅョΑシィ ヶワ れゅルヱケゎヱΑルャや.りケクャや りやヱル 
- .りケクャや りやヱル ヶプ れゅルヱゎヱケよャや キキハ ヱワ ヵケクャや キキバャや 
- .ケタルバャや りケク りやヱルャ るルヱミョャや れゅルヱケゎヱΑルャやヱ れゅルヱゎヱケよャや キやキハぺ ネヱョィョ ヱワ ヶヤゎミャや キキバャや 

1  

 サケキャや3.ゐΑキェャや ヵケヱキャや メヱキィャや : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

- コョケャゅよ ゅヰャ コョケ⊥Α れゅハヱョィョ ヵケヱキャや メヱキィャや ュッΑA  ラョ るョホケョ ヶワヱヱ  ヴャまΒ 
コョケャゅよ ゅヰΑャま ケゅセ⊥Α れゅハヱョィョヱB  ラョ ラヱミゎゎヱヱヰ .りキョハぺ 

-  ラΑョΑャや ヴャま ケゅシΑャや ラョ ケタルバヤャ ヵケクャや キキバャや キΑやコゎ ゆシェ ヵケヱキャや メヱキィャや ケタゅルハ れよゎケ
.ゆΑゎケゎャや ヶプ ゅヰボよシゎ ヶゎャや りケクャや ラハ ⇔やキェやヱ ⇔ ゅルヱゎヱケよ りケク メミ キΑコゎ ゐΑェよ 

1  
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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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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 

ヶルゅをャや ネヱよシΕや
 

 
 りキゅョャや りキェヱ

:るホゅヅャやヱ 
 

りキゅョャや 

 サケキャや3ゐΑキェャや ヵケヱキャや メヱキィャや /ノよゅゎ : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

-  キキバャや メをョ るョヰョ れゅルゅΑよ ヵヱェΑ ケタゅルバャや るΑボよ ラハ メタヘルョ ノよケョ ヮャ ケタルハ メミ
.るΑケクャや るヤゎミャやヱ ロコョケヱ ケタルバャや ュシやヱ ヵケクャや 

- ノッヱゎ れやキΑルゅをルΚャやヱ れやキΑルΑゎミΕや  ラョ メヱキィャや ヴヤハ ドゅヘェヤャ るヤタヘルョ りケヱタよ
.キもやコャや ネゅシゎΙや 

-  るハヱョィョャや ュホケ ヴヤハ メキΑ ケタルバャや りケクャ ヶィケゅカャや ンヱゎショャや れゅルヱケゎミャま キキハ
.ケタルバャや ゅヰΑプ ノボΑ ヶゎャや りケヱキャや ュホケ ヴヤハ メキΑ るホゅヅャや れゅΑヱゎショ キキハヱ 

2  

 サケキャや4 .るΑもゅΑョΑミャや ヅよやヱケャや : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

-  ヶワ るΑもゅΑョΑミャや るヅよやケャや ゅヰッバよ ノョ れゅルヱΑΕや ヱぺ れやケクャや ヅよケゎ ヶゎャや ポシゅョゎャや りヱホ
.チバよャや 

-  ヶプ るヘヤゎカョャや れゅルヱΑΕや ラΑよ ラミゅシャや ヶもゅよケヰミャや ゆクゅィゎャや りヱホ ヶワ るΑルヱΑΕや るヅよやケャや
.れゅルェセャや ネヱル 

-  ヶィケゅカャや ゅワやヱゎショ ラョ ケをミぺ ヱぺ ラヱケゎミャま れよシゎミや ヱぺ れキボプ りケク ヱワ ラヱΑΕや
.ケやケボゎシΙや るャゅェ ヴャま メヱタヱヤャ 

2  

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
ヲ 



 
 
 

             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 
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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
 

 りキゅョャや りキェヱ
:るホゅヅャやヱ 

 
りキゅョャや 

 サケキャや5.るΑもゅΑョΑミャや れΚハゅヘゎャや : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

-  りキゅョ ラ ∂ヱミゎ ヴャま ヵキぼゎ りキゅョヤャ れやケΑピゎャや チバよ ゐヱキェ ヱワ ヶもゅΑョΑミャや ケΑピゎャや
 ヶプ るΑヤタΕや りキゅョャや ラハ フヤゎカゎ りキΑキィ.るΑもゅΑョΑミャや ゅヰタやヱカ 

-  れゅルヱΑΕや ヱぺ れやケクャや ラΑよ るΑもゅΑョΑミャや ヅよやヱケャや ケΑシミゎ ヱワ ヶもゅΑョΑミャや メハゅヘゎャや
.るヘヤゎカョャや れゅルヱΑΕや ヱぺ れやケクャや ラΑよ りキΑキィ ヅよやヱケ ラ ∂ヱミゎヱ 

- .るホゅヅャや ヶプ れやケΑピゎ ゐキェゎ るΑもゅΑョΑミャや れΚハゅヘゎャや ゐヱキェ キルハ 
- ヅルや ∩ラヱヤャや ケ∂Αピゎ ∩ゆシやケ ラ ∂ヱミゎ( ヶもゅΑョΑミャや メハゅヘゎャや ゐヱキェ るャキぺ ∩るホゅヅ ベΚ

.)るΑコゅビ れゅハゅボプ ケヱヰド 

2  

 サケキャや6るΑもゅΑョΑミャや るャキゅバョャや : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

-  メハゅヘゎャや ヶプ るヤカやキャや キやヱョャや メゎミ ネヱョィョ ラぺ ヴヤハ るヤゎミャや ¬ゅボよ ラヱルゅホ ソルΑ
 .ヮルハ るィゎゅルャや キやヱョャや メゎミ ネヱョィョ ヵヱゅシΑ 

-  ⇔ ゅヘタヱ ヶもゅΑョΑミャや メハゅヘゎャや メをョΑ コィヱョ ケΑよバゎ ヶワ るΑもゅΑョΑミャや るャキゅバョャやヱ.⇔ ゅョミ 
- .⇔ ゅΑコョケヱ ⇔ ゅΑドヘャ るΑもゅΑョΑミャや れΙキゅバョャや るビゅΑタ 
- .るΑもゅΑョΑミャや れΙキゅバョャや ラコヱ 

2  

 

 

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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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 

 
りキゅョャや 

 サケキャや7.るΑもゅΑョΑミャや れΚハゅヘゎャや るハケシ : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

- .るΑもゅΑョΑミャや れΚハゅヘゎャや ゐヱキェャ ュコΚャや れホヱャや フヤゎカΑ 
-  キやヱョャや ヱぺ るヤハゅヘゎョャや キやヱョャや コΑミケゎ ケΑピゎ メキバョ ヱワ るΑもゅΑョΑミャや れΚハゅヘゎャや るハケシ

.ラョコャや りキェヱ メΚカ るィゎゅルャや 
- メハゅヘゎヤャ チケバョャや ウヅシャや るェゅショ :ヶもゅΑョΑミャや メハゅヘゎャや ヶプ ケをぼゎ ヶゎャや メョやヱバャや– 

 れΚハゅヘゎョャや コΑミケゎ-  りケやケェャや るィケキ– )りコヘェョャや りキゅョャや. 
- .ゅヰミΚヰゎシや ラヱキ ラョ ヶもゅΑョΑミャや メハゅヘゎャや るハケシ キΑコゎ キやヱョ ヶワ りコヘェョャや りキゅョャや 

2  

ペヤバョ 
 

るボヤバョャや サヱケキャや 
 サケキャや8ヱルゅルャや ゅΑィヱャヱルミゎ : 

  ソ50 - 55 
 りキゅョャや りキェヱ

:るホゅヅャやヱ 
 
¬ゅョャや 

 サケキャや1.¬ゅョャや りキヱィ るΑョワぺ : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

- :ゆケセヤャ ウャゅタャや ¬ゅョャや ソもゅタカ  ゆもやヱセャや ラョ メゅカヱ ∩るェもやケ Ιヱ ヮャ ュバヅ Ι

.ゥΚョΕや ラョ るよシル ヴヤハ ヵヱゎェΑヱ ∩ソゅタケャやヱ ゅΑケΑゎミよャや メをョ れゅをヱヤョャやヱ 

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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ソタェャや れゅドェΚョャや 

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 

 
¬ゅョャや 

 サケキャや2 ヴヤハ ゥΚョΕや ケをぺ :.¬ゅョャや 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

- .るよクバャや れやケΑェよャやヱ ケゅよΓやヱ ノΑよゅルΑャやヱ ケゅヰルΕやヱ ケゅヅョΕや ヶワ ゆクバャや ¬ゅョャや ケキゅタョ 

1  

 サケキャや3.ゅΑィヱャヱルミゎャや ュやキカゎシゅよ ¬ゅョャや るΑルボゎ : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

- .ヮゎゅΑェ ヶプ ラゅシルΗや ヮョキカゎシΑ ヵクャや ¬ゅョャや るタゅカヱ ∩¬ゅョャや るΑボルゎよ ュゅョゎワΙや ゆィΑ 
-  ュキカゎシ⊥ゎ.るボャゅバャや ゆもやヱセャや ラョ ¬ゅョャや るΑボルゎャ ¬ゅョャや れゅΑ∂ボルョ 

1  

 りキゅョャや りキェヱ
:るホゅヅャやヱ 

 
 サゅミバルや
 ケゅシミルやヱ
¬ヱッャや 

 サケキャや1.¬ヱッャや サゅミバルや : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

- ヱッャや ケΑシΑ¬ .るプゅヘセャや ヅゅシヱΙやヱ パやケヘャや ケよハ ヮョΑボゎショ ヅヱヅカ ヶプ 
- .るョゎバョャや ュゅシィΖャ メド ラヱミゎΑ 
-  るバセΕや キやキゎケや ヱワ ¬ヱッャや サゅミバルや.ゅョ ュシィ ウヅシ ヴヤハ ゅヰヅヱボシ るィΑゎル るΑもヱッャや 
- .サゅミバルΙや るΑヱやコ ヵヱゅシゎ ヅヱボシャや るΑヱやコ ラぺ ヴヤハ ソルΑ :メヱΕや サゅミバルΙや ラヱルゅホ 
-  キヱョバャやヱ サミバルョャや ネゅバセャやヱ ヅホゅシャや ネゅバセャや ラぺ ヴヤハ ソルΑ :ヶルゅをャや サゅミバルΙや ラヱルゅホ

.キェやヱ ヶボプや ンヱゎショ ヶプ ノボゎ ゅヰバΑョィ サミゅバャや ウヅシャや ヴヤハ ヅヱボシャや るヅボル ラョ ュゅボョャや 
- ヱルぺ.ュドゎルョ ケΑビヱ ュドゎルョ サゅミバルΙや ネや 

2  

 

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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 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:                    ラョゅをャや :¬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 

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 

 
 サゅミバルや
 ケゅシミルやヱ
¬ヱッャや 

 サケキャや2∨ゅΑやケョャや ネやヱルぺ ゅョ : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや  

-  ゅΑやゲヨャや ヶワ テホゅジャや ¬ヲツャや ザムバゎ ヶわャや ュゅジィΕや.ゅヨヌわレョ ゅシゅムバルや ゅヰΒヤハ 
-  ネやヲルぺ∩ゅΑやゲヨャや  .るΑヱゲミヱ るΑヲわジョ 
-.¬ヲツヤャ グヘレョ ゲΒビ ザミゅハ ヲわジョ ウトシ るΑヲわジヨャや ゅΑやゲヨャや 
 -  りへゲヨャや ヶプ るルヲムわヨャや りケヲダャや れゅヘタ るΑヲわジヨャや るャギわバョ(-  るシヲムバョ-  ユジイャや メヲヅ

 りケヲダャや メヲヅ ヵヱゅジΑ-  りへゲヨャや リハ りケヲダャや ギバよ ヵヱゅジΑ りぺゲヨャや リハ ユジイャや ギバよس ΑゲΑギボゎ る
ラヲムわゎ .)るジムバレヨャや るバセΕや れやキやギわョや ヶホΚゎ るイΒわル りへゲヨャや モカやキ 

1  

  サケキャや3.るΑヱケミャや ゅΑやケョャや : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

- .ゅヨヌわレョ ゅシゅムバルや ゅヰΒヤハ テボジゎ ヶわャや るΒもヲツャや るバセΕや るΑゲムャや ゅΑやゲヨャや ザムバゎ  
- .りゲバボョヱ るよギエョ ラゅハヲル るΑヱゲムャや ゅΑやゲヨャや 
-  るバセΕや サゅムバルや ブヤわガΑ るΑヱゲムャや ゅΑやゲヨャや ヶプ るΒもヲツャや. 
- ヶプ るルヲムわヨャや りケヲダャや れゅヘタ ブヤわガゎ  るよギエヨャや りへゲヨャやヱ りゲバボヨャや りへゲヨャや 
-  るΑヱゲムャや ゅΑやゲヨャや ¬やゴィぺ :ヶワ ケヲムわャや ゴミゲョ-  りぺゲヨャや ょトホ- りケぽらャや - シゅシΕや ケヲエヨャやヶ 
-  りへゲヨヤャ ヵケぽらャや ギバらャや- .)ケヲムわャや ゲトホ ブダル 
ど フヤゎカゎ  りケバボョャや りへケョャや りケぼよ ラハ りへケョャや りケぼよΑェ ラョ るよキェョャや ゐぶ るΑホΚゎョャや るバセΕや ネヱル
ど メもゅェ ヴヤハ ゅヰャゅよボゎシや るΑルゅミョま.) 
ど Αやケョヤャゅ .ゅルゎゅΑェ ヶプ りキΑキハ れゅョやキカゎシや りケバボョャやヱ るよキェョャや 

2  

 サケキャや4.るよキェョャやヱ りケバボョャや ゅΑやケョャや ヶプ るルヱミゎョャや ケヱタャや れゅヘタ : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

-  るらジレャゅよ ユジイャや ノッヲョ フΚわカゅよ りケヲダャや れゅヘタ ブヤわガゎジイャや ギバよ ヵぺ りゲバボヨャや ロへゲヨヤャ ユ
.ゅヰレハ 

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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 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:                    ラョゅをャや :¬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 

 
 ケゅシミルやヱ サゅミバルや

¬ヱッャや 

 サケキャや4 : ノよゅゎ りケバボョャや ゅΑやケョャや ヶプ るルヱミゎョャや ケヱタャや れゅヘタ
.るよキェョャやヱ 

:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 
-  れゅヘタ ブヤわガゎ ギバよ ヵぺ りゲバボヨャや ロへゲヨヤャ るらジレャゅよ ユジイャや ノッヲョ フΚわカゅよ りケヲダャや

.ゅヰレハ ユジイャや 
-  メカやキ ノボゎ りケピタョ るャキゎバョ るΑケΑキボゎ るよキェョャや ロへケョャや ヶプ るルヱミゎョャや りケヱタャや れゅヘタ

.ゅョもやキ ロへケョャや 

1  

 サケキャや5.¬ヱッャや ケゅシミルや : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

- ¬ヲツャや ケゅジムルや  リΒよ ゅヰャゅボわルや るイΒわル ユΒボわジヨャや ゅワケゅジョ リハ るΒもヲツャや るバセΕや フやゲエルや ヲワ

.るΒもヲツャや るプゅんムャや ヶプ リΒヘヤわガョ リΒプゅヘセ リΒトシヱ 

- .るΒもヲツャや るバセΕや ゲジミ ヴヤハ テシヲャや りケギホ るΒもヲツャや るプゅんムャや 

- .ヮΒプ ゲΒジΑ ヵグャや テシヲヤャ るΒもヲツャや るプゅんムャや フΚわカゅよ ブヤわガゎ ¬ヲツャや るハゲシ 

2  

 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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 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:                    ラョゅをャや :¬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 

 
 サゅミバルや
 ケゅシミルやヱ
¬ヱッャや 

 サケキャや6.ゅヰハやヱルぺヱ れゅシキバャや : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

ど るシキバャや ヮΑヤハ るヅホゅシャや るΑもヱッャや るバセΕや ケシミΑ フゅヘセ ヶィゅィコ ュシィ く 
ど  .りケバボョヱ るよキェョ ラゅハヱル れゅシキバャや 
ど  ヵケタよャや コミケョ( :ヶワ れゅシキバャや ¬やコィぺど  ケヱミゎ やコミケョど  ラゅゎケぼよど  ヶシゅシΕや ケヱェョャやど

 るシキバヤャ ヵケぼよャや キバよャやど ケヱミゎャや ケヅホ フタル 
-  .フやケヅΕや キルハ ペΑホケヱ ヅシヱャや キルハ ポΑョシ ゅプゅヘセ ヶィゅィコ ュシィ :るよキェョャや るシキバャや 
-  キルハ ポΑョシヱ ヅシヱャや キルハ ペΑホケ フゅヘセ ヶィゅィコ ュシィ :りケバボョャや るシキバャや

 .フやケヅΕや 
-  ブヤわガゎ りゲバボヨャや るシギバャや リハ ギェぺ ヴヤハ るトホゅジャや るバセΕや ケゅジョ ゑΒェ リョ るよギエヨャや るシギバャや

ヶヰィヱ や るシギバャるよギエヨャや( - )りゲバボヨャや ヱりケぽらャや ネヲル るルヲムわヨャや. 

2  

 サケキャや7.れゅシキバャや ヶプ るルヱミゎョャや ケヱタャや れゅヘタ : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

-  .ゅヰレハ ユジイャや ギバ⊥よ ょジェ ブヤわガゎ ゅヰバホヲョヱ るよギエヨャや るシギバャや ヶプ るルヲムわヨャや りケヲダャや れゅヘタ 

-  りケピタョヱ るャキゎバョヱ るΑケΑキボゎ ラヱミゎ りケバボョャや るシキバャや るヅシやヱよ るルヱミゎョャや りケヱタャや れゅヘタ

 りケぼよャや ラΑよヱゅョもやキ るシキバャや ュゅョや ヵケタよャや コミケョャや. 

2  

 

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:                    ラョゅをャや :¬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 
 サゅミバルや
 ケゅシミルやヱ
¬ヱッャや 

 サケキャや8.¬ヱッャや ケゅシミルやヱ サゅミバルや ラハ るィゎゅルャや ケワやヱドャや : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

- .ヶヤミャや サゅミバルΙや るィΑゎル ゐキェゎ りケワゅド ヶワ ゆやケシャや  
-  .るィケェャや るΑヱやコャゅよ ゅヰヤよゅボゎ ヶゎャや ヅヱボシャや るΑヱやコ フケバゎ るョもゅボャや ケゅシミルΙや るΑヱやコ ラヱミゎゎ ゅョキルハ 
-  ヅシヱャや ヴャや キゎケΑヱ ネゅバセャや ゅヰΑプ サミバルΑ るィケェャや るΑヱやコャや ラョ ケよミぺ ヅヱボシャや るΑヱやコ ヶワ ヶヤミャや サゅミバルΙや

るΑもヱッ るプゅをミ ケよミΕや. 

2  

 りキゅョャや りキェヱ
:るホゅヅャやヱ 

 
 ラΑバャや
るΑぼケャやヱ 

 サケキャや1 ンケル フΑミ :∨ゅルャヱェ ラョ ¬ゅΑセΕや 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

- .るョΑヤシャや ラΑバャや ヴャま ゅヰャヱカキヱ ュゅシィΕや ラハ ¬ヱッャや るバセぺ サゅミバルや るィΑゎル るΑぼケャや ゐキェゎ 

- :ヶャゅゎャゅミ ラΑバャや ¬やコィぺ ヴヤハ るΑもヱッャや るバセΕや ケョゎ 
.ヵケもやキャや ゅヰヅΑェョ ゆよシよ ゅヰャΚカ ロケヱケョ キルハ ¬ヱッャや ヶルェルΑ :るΑルケボャや 

 ヴャま メカやキャや ¬ヱッャや るΑョミよ ュミェゎゎ :るΑェコボャや.ラΑバャや ぼよぼよ ュィェよ ュミェゎャや ペΑケヅ ラハ ラΑバャや 
.るΑミよセャや ヴヤハ るェッやヱ ⇔やケヱタ ラ ∂ヱミゎャ ゅヰゎケぼよ ヶプ ¬ヱッャや るバセぺ ノΑョィゎよ ュヱボゎ :るシキバャや 

- るΑヤカやキャや ラΑバャや ¬やコィぺ ヶョェΑヱ ラΑバヤャ ヶィケゅカャや ¬コィャや ヱワ :るよヤタャや. 

1  

 サケキャや2∨ラゅシルΗや ラΑハ ヶプ りケヱタャや ラヱミゎゎ フΑミ : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

- ヴヤハ ケヱタャや ラヱミゎゎ  るΑよタハ れΙゅΑシ ヴャま ケヱタャや メΑヱェゎよ ュヱボゎ ゅΑΚカ ヴヤハ ヵヱゎェゎ ヶゎャや ラΑバャや るΑミよセ
.ヵケタよャや ゆタバャや るヅシやヱよ オョャや ヴャま メシケゎ 

- .るヅΑシよャや やケΑョゅミャや ヮよ メョバゎ ヵクャや ぺキよョャや ペプヱ ラΑバャや メョバゎ 
- .るΑボΑボェ ∩りケピタョ ∩るよヱヤボョ :ラΑバャや ヶプ るルヱミゎョャや りケヱタャや れゅヘタ 
- :ラゅハヱル ケゅタよΗや ゆヱΑハ 

ミゎゎ ヮΑプヱ :ケドルャや ケタホ.ヮィΚバャ りケバボョャや るシキバャや ュキカゎシ⊥ゎヱ るΑミよセャや ュゅョぺ ケヱタャや ラヱ 
.ヮィΚバャ るよキェョャや るシキバャや ュキカゎシ⊥ゎヱ るΑミよセャや フヤカ ケヱタャや ラヱミゎゎ ヮΑプヱ :ケドルャや メヱヅ 

-  りケΑをミ ⇔やケヱタ ラ ∂ヱミゎ ヶャゅゎャゅよヱ れゅシキバャや ラョ ケΑよミ キキハ ヴヤハ ゅヰもやヱゎェΙ るよミケョャや ラΑバャや りケセェャや ラΑハ ヴョシゎ
.ュゅシィΖャ 

1  

 

ラョ キョゎバΑ 
 ネゅヅホュゅバャや ュΑヤバゎャや 

:ュゅバャや ヶルヘャや ヮィヱョャや 
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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:                    ラョゅをャや :¬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
 

 りキゅョャや りキェヱ
:るホゅヅャやヱ 

 
るΑぼケャやヱ ラΑバャや 

ペヤバョ るボヤバョャや サヱケキャや 
サケキャや3 るΑケタよャや フゅΑャΕや :

)るΑもヱッャや( 
ソ154 - 156 

ペヤバョ サケキャや4 メョバゎ フΑミ :
∨るΑケタよャや フゅΑャΕや 

ソ157 - 166 
 チケΕや りキェヱ

:¬ゅッヘャやヱ 
 
 

 るΑヱィゎャや
るΑケバゎャやヱ 

 サケキャや1∨チケΕや ウヅシ ケΑピゎΑ フΑミ : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

-  ヮョィェ キやキコΑヱ キキョゎΑ ¬ゅョャや ラゅプ メもやヱシャや るΑボよ サミハ ヴヤハ りケやケェャや るィケキ チゅヘカルや キルハ ¬ゅョャや キョィゎΑ
 ラハ りケやケェャや るィケキ チヘカルゎ ゅョキルハヴ ヵ .るΑヱもョ 

-  .ゅヰルゅミョ ヶプ ゅヰヤヤェゎヱ ケヱカタャや れゎヘゎ ゅヰゎヅシやヱよ ュゎΑ ヶゎャや るΑヤョバャや ヶワ :るΑヱィゎャや 
- るΑヱィゎャやャや ケヱカタャや れゎヘゎ るΑヤョハ ヶワ :るΑミΑルゅミΑョャやヴ  ゐやキェや ラヱキ ラョ るΑもゅΑコΑプ メもゅシヱよ りケΑピタ ¬やコィぺ

 .ケΑΑピゎ 
- Αヤョバャや ヶワ :るΑもゅΑョΑミャや るΑヱィゎャやる  るィΑゎルミ ヶもゅΑョΑミャや ゅヰよΑミケゎ ケΑピゎΑヱ ケヱカタャや ゅヰゎヅシやヱよ メヤェゎゎ ヶゎャや

 .るΑもゅΑョΑミャや れΚハゅヘゎヤャ 
-  .るΑェャや れゅルもゅミャや メバヘよ ゐキェゎ るΑヱィゎ :るΑィヱャヱΑよャや るΑヱィゎャや 
-  ノョ ゅヰヤハゅヘゎ ゆよシよ ゅヰヤヤェゎヱ るΑケΑィャや ケヱカタャや るよやクま るΑヤョハ ヶワヱ るΑもゅΑョΑミャや るΑヱィゎャや メョやヱハ ラョ :ラよケミゎャや

.¬ゅョャや ヶプ ゆやクョャや ラヱよケミャや キΑシミぺ ヶルゅを コゅビ 
-  ⇔ ゅルヱミョ ラΑィシミΕや ノョ コヤヘャや ヮャΚカ キェゎΑ ヶもゅΑョΑミ メハゅヘゎ ヶワヱ るΑもゅΑョΑミャや るΑヱィゎャや メョやヱハ ラョ :りキシミΕや

や ぺキタ ヮΑヤハ メゅをョヱ コヤヘャや キΑシミぺ.キΑキェャ 
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 サケキャや2∨るΑヱィゎャや キバよ ゐキェΑ やクゅョ : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

- .ヮよΑシケゎヱ るΑヱィゎャや るΑヤョハ ラョ アゎゅルャや ヵケカタャや れゅゎヘャや メボルヱ メミべゎ :るΑケバゎャや 

- .ヵケゅィャや ¬ゅョャや ヱぺ ァやヱョΕや ヱぺ ケゅヅョΕや メバヘよ ラヱミΑ キホ ¬ゅョャや ケΑをほゎヱ ¬ゅョャやヱ ゥゅΑケャや :るΑケバゎャや メョやヱハ 
-  ゆよシよ るΑィヱャヱΑィ ケワゅドョ ゅセルゎ フヱヰミャやヱ ヅよやヱヰャやヱ キハやヱタャやヱ るΑヤョケャや ラゅよをミャや メをョ るΑケバゎャやヱ るΑヱィゎャや

.るΑッケΕや りキョハΙやヱ めヅやヱセャや るΑもゅョャや 
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サケキャや3.るΑケバゎャやヱ るΑヱィゎャや ヶゎΑヤョバャ りケョゎショャや れやケΑをほゎャや : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

-  りケセボャや ラぺ Ιま るΑケバゎャやヱ るΑヱィゎャや れゅΑヤョハ ケやケョゎシやヱ メコΙコャやヱ ラΑミやケよャや ゐヱキェ ュビケ
.ラやコゎや るャゅェ ヶプ メドゎ るΑッケΕや 

1  

 :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 


