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                                                                        るΒよゲわャや りケやコヱ         ュヲヤバヤャ ュゅバャや ヶレヘャや ヮΒィヲわャや 
 
 

 
 

  るよゅィま ァクヲヨル るヤゃシぺ マレよ 
 ゅΒィヲャヲΒイャや アヰレョ 

 ヴャヱΕや るΒシやケギャや りゲわヘヤャ 
 ヶシやケギャや ュゅバヤャ 
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ｳ館｜』×≠ﾟن ｳ藷＜ﾙﾟن ｳ＜】｀ﾟند ن～ﾑن ｯ藷ｺ｛ ｛゚≦】｀ﾟ 
 نヴ藷ｺ｛』ﾟ نジ＜ﾙﾟ نｯﾒﾟم ﾒ｀ﾟ｀｝م

 
 

やヮィヲヨャ ヶレヘャや ュゅバャや   ュヲヤバヤャ 
                                        ぺヵケゅダルΕや ヴレョ. 
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اゼول: )    ا〇＋ﾝال   ｱ｀デﾏ  ﾎﾊ［ｯ  ）ﾝوت  ゴﾞザ  ｭ÷書， ｭ署0ثة   ぃ陥  ゴﾞｳ  ゴ」ﾝا اｭ〈ｭｸダت   〕＜ｯ  〕｀  ｱ【書【±ﾝا  ｱ〈ｭｸダا  ～」ｾا✓  )
:ｭヴ｀ｭ｀أ 
1- ÷ﾐﾝثش واゾﾝ ｱヱ［そ÷ﾝاد ا［÷ﾝا ｱﾄول دثاｭ＝」ザ ｭ書ｸ［ﾝ［＜』ﾝا 〔ﾞﾏ تヅｭ』｀ ／ｻأ〔」ｳ ゴ」ﾝت اｭ書ﾞ   ثشゼا ｺ“ﾄ ―【ｳ

 グﾞﾏ أو  :ｭヴ【“ﾄ 
   ｱ書ｫｭ‒‖＜ﾗﾝا ｭ書ｸ［ﾝ［＜』ﾝا                 〕ザ／ﾐ」ﾝا ｭ書ｸ［ﾝ［＜ｸ 
   ｱ書「＜陥～」ﾝا ｭ書ｸ［ﾝ［＜』ﾝا      ｱ書】‒ثｭ」ﾝا ｭ書ｸ［ﾝ［＜』ﾝا 

2-  :ゴﾊｭ÷ﾝا ゴﾖ ―ｵ／ｻ ゴ」ﾝا ｱ書ｸ［ﾝ［＜「ﾝوا ｱ書ｫｭ‒‖＜ﾗﾝات ا～＜＜ﾔ」ﾞﾝ ゴ＝  اｭ』÷ﾝل اグﾐ＋〉 い＼ﾝ مグﾝ وー＜ｳ～ｳ ﾎﾊ `ج
  ｸ［ﾝ［＜』ﾝا ｱ書ｫｭ‒‖＜ﾗﾝا ｭ書       〕ザ／ﾐ」ﾝا ｭ書ｸ［ﾝ［＜ｸ 

   ｱ書「＜陥～」ﾝا ｭ書ｸ［ﾝ［＜』ﾝا      ｱ書】‒ثｭ」ﾝا ｭ書ｸ［ﾝ［＜』ﾝا   
اﾝ±【］ث -3  ゴﾖ  ～ｵ〇ｳ  ゴ」ﾝا  ｱ書ﾝｭ【ﾝا اｭ書ﾞ÷ﾐﾝت   グﾞﾏ ﾐ」ヱ～ف  أن   ｭ＝＜ﾞﾏ ｭ÷〉／ﾙص  اﾝ±【］ث  ヱ－･ة   ｱ書．書陥  〔ヴﾗﾝ

 :وｭヴ』ｫｭ」ヱص وケ＼ا ｀ヴﾗ｀ カ書ﾞﾏ ‥＝ザ ｭ］م
   ゴﾊｭ÷ﾝح اｭ」ﾗ｀ ～ﾊｭ【ﾝا               ゴﾊｭ÷ﾝا～ﾊｭ【ﾝح اｭ」ﾗ｀   

      ぃ‒［’ 〕 〔 ゴｸ［ﾝ［＜ｸ اﾚﾝ／〈〕 ﾙ カﾝ］اカ＝＜ヱ اぃそﾆ    ｱﾈｭ】ﾝ اゼثش ﾔ」ザ 〔ﾝ＞～ ｀＝＼ `ج ‖`ﾝا 
 

 ( أ｀ｭم اｭ署　ﾝثة ﾓ＞～ ا   : ゴﾞザ ｭ÷書， ｱ【書【±ﾝ( أ｀ｭم اｭ署　ﾝثة اｱ【書【±ﾝ وｱ｀デﾏ )  ✓〇＋ﾝال اｱ｀デﾏ ﾎﾊ:ゴヱｭ『ﾝ ) ا
1-  ）ﾞﾗﾝا 〔ﾞﾐ〈 ثشゼا 〔ﾞﾏ ゃ署ｳ～ザ ヅ               (       ) 
2-  〉  ｱ書ｫｭ‒‖＜ﾗﾝا ｭ書ｸ［ﾝ［＜』ﾝا ｱﾄدثا ぃ「ﾙ ثشゼا ｽ‒ثｭｳ ｱﾄدثا ー』                    (       ) 
3-  ‘ﾐ〈 ات～＜ﾔ」ﾝا グﾞﾏ ～ｵ〇ｳ ゴ」ﾝن  ا［間ｳ ثشゼا ｺ“ﾄｭヱｭ書ｻأ  ｱﾐ‒～ﾄｭ陥 ヅ〕＜ﾜا～「ﾝثات ا［ｵو ｱ書ﾊثゼت اｭﾙヅ‖ヱ   (✓  ) 

: ｭヴ「ﾄｭ＝ザ ｭ÷〈 ｱ書ﾝｭ」ﾝت اｭﾓا～ﾗﾝا ぃ÷ﾜأ: ‐ﾝｭ『ﾝال ا〇＋ﾝا- 
1-  グﾝم ｭ書ｸ［ﾝ［＜』ﾝا 〔＋ﾚｳ .... ｭ÷ケ 〕＜ﾝｭ』｀ｱ書ｫｭ‒‖＜ﾗﾝا ｭ書ｸ［ﾝ［＜』ﾝو .....ا ...  ｭ書ｸ［ﾝ［＜』ﾝاｱ書】‒ثｭ」ﾝا.....   

2-   ―｀／】」ﾄا...  ｱ書0ｭﾐﾆダا ｱﾙｭ“ﾝثش.  ....اゼا ～÷ﾏ ／ザ／【ｳ ｱﾝوｭ【｀ ゴﾖ 

3-  ﾎﾊو..... ‐ｻｭ署ﾝن ا［ｳｭケ ｜÷書ｸ ..........ة／ｻا［ﾝة ا～＜ｳ［ﾝأ ا／「｀ . 

4-  ...... ～ﾊｭ【ﾝن اｨﾖ 〔〉／」＋÷ﾝم اｭ（」ヱダأ ا／「｀ ー＋ｻ グﾞﾏحｭ」ﾗ｀...... .ゴﾊｭ÷ﾝا .. 

  .......اｱﾙｭ“ﾝ اｱ書0ｭﾐﾆダأول ｀】ｭوﾏ ／ザ／【」ﾝ ｱﾝ÷～ اゼثش ﾄｭ〈 ―ヱｭ陥「【／ام .... -5

:チケΕやヱ ラヱミャや :ヴャヱΕや りキェヱャや 
 

 メタヘャやメヱΕや :ゅΑィヱャヱΑィャや ュヤハ ヶプ るョキボョ 
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ｯ ー」ﾜا: ﾎ〈ا～ﾝال ا〇＋ﾝا＜ :ゴﾞザ ｭ÷｀ ثةｭ署0 ぃ陥 グﾞﾏ ال／ﾝا ゴ÷ﾞﾐﾝا ｺﾞ“±÷ﾝأو ا 〔ﾄヅا 〕＜ﾄ［ﾚﾝا 〕- 

   أぃ÷ﾜ اｱ“‒～】ﾝ اｱ書＝ケ＼ﾝ ا〇＋ﾝ｜｀ｭ】: ｱ書ﾝｭ」ﾝال اﾝا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ﾖ ｭ書ｸ［ﾝ［＜』ﾝا ーﾞ“」ｳ:ｱﾚ〈ｭ＋ﾝا ｱ書＝ケ＼ﾝا ｱ“‒～】ﾝｭ〈 ｱヱｭﾐ」ﾄヅｭ〈 * دنｭ署÷ﾝ ｭﾚ書「“ｳو ｭ÷ヴطｭ‒‖＜ﾗﾝطو  اｭ書÷書間ﾝط و   اｭ書ｻゼا 

1- 
 ｺ“ﾄ ―【ｳ 〔」ｳ ゴ」ﾝت اｭ書ﾞ÷ﾐﾝثش واゾﾝ ｱヱ［そ÷ﾝاد ا［÷ﾝول اｭ＝」ザ い＼ﾝا ｭ書ｸ［ﾝ［＜』ﾝل اｭ』｀

 . ＋“ｺاグﾞﾏﾝ  اゼثش أو
 ｭ書ｸ［ﾝ［＜』ﾝا

 ｱ書ｫｭ‒‖＜ﾗﾝا 

2- 
＝ﾎ×〉    ｭ署＜ｳ～ｳ    ｭ書  اい＼ﾝ   اｭ』｀  ｭ書ｸ［ﾝ［＜』ﾝل   ｵ／ｻ―  اﾝ「ゴ  واﾝ」＞］ｱ書ｸ［ﾝ  اﾔ」ﾞﾝ  ｱ書ｫｭ‒‖＜ﾗﾝ＞～ات  `ج

ゴﾖ ｱ＝  اｱ書ﾊｭ÷ﾝ.  اｱ書ｸ［ﾝ［＜』ﾝ اゼ`ج
 ｭ書ｸ［ﾝ［＜』ﾝا

ﾝاｱ書】‒ثｭ」 

3- 
〕＜ヱا［ﾚﾝا   ｱ書ｫｭ‒‖＜ﾗﾝا   ｱ書ｫｭ書÷書間ﾝوا  ｱ書ｸ［ﾝ［＜「ﾝوا  ｱ÷ｫｭﾚﾝا  ジنا  ゴケ  ｭヴ＋ﾗヱ   ゴﾖ   ゴﾊｭ÷ﾝا  

＜』ﾝاゴｸ［ﾝ［ 
 ｀」／أ اｳ［ﾝ＞～ة اﾝ］اｻ／ة

4- ｱ‒～（ヱ ‥＝ｳ グﾞﾏ أن ﾎﾙا［÷ﾝا ｱ書　書「“ﾝثش اゾﾝ  ―ﾞそ－ｳ  ／ﾐ〈 م［ﾙاث  و［陥 ث ｱﾞｫｭケ  اثث［間ﾝا ｱ‒～（ヱ 

 ユヤハ
チケΕや 

. ユヤハや ラキゅバヨャ 
 
 

 
 ケヲガダャや ユヤハ 

 
 

 ゅΒィヲャヲΒィ ロゅΒヨャや 
 

 
 ゅΒィヲャヲΒィ メヱゲわらャや 

 ユヤハ メコΙゴャや 
 
 

 ユヤハ リΒミやゲらャや 
 
 
 

  ゅΒィヲャヲΒィるΒもゅΑゴΒプ 
 
 

 ゅΒィヲャヲΒィ るΒらΒミゲわャや 

 ユヤハ ¬ゅΒェΕや 

  ユヤハ
.............. 

 ょミやヲムャや ゅΒィヲャヲΒィ 

Εや ユヤハ ゲΒプゅェ  ユヤハ れゅトΒエヨャや 

 ユヤハ マヤヘャや 

 ユヤハャや れゅボらト  ユヤハ れゅΒよヲシゲャや 
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  :ｭ書÷ﾞﾏ デ＜ﾞﾐｳ ゴｳ･〉 ｭ÷ﾝ ぃﾞﾏ   ｭ【書【ﾈ  : ا〇＋ﾝال اゼول

1-  ー陥［陥 .〔ｫدا ～＜ﾔｳ ゴﾖ ثشゼا 
.ｱ”［【ﾞ｀ ～＜ﾓ  ا／ｸ ｱ》＜“〈 ات～＜ﾔ」ﾝ ｱﾖｭﾊダｭ〈 صｱ書ﾊثゼت اｭﾙヅ‖ヱヅوا 〕＜ﾜا～「ﾝجل واヅ‖ﾝا ぃ『｀ ｱﾐ‒～ﾄ ات～＜ﾔｳ وث／ｻ ー「＋〈 

 ｯｭｵ― اｺ｀デ÷ﾝ وー陥［  .～＜ﾔ」｀ ～＜ﾓ اゼثشﾚ」ﾐ〉陥／ ا間ﾝ』＞～ون أن  -2
 ‒±ｭヴ」（ｻデ｀ ーﾐ  و  ｸ／ا 〉“＞《ｱ  ص و間ｳ］ن ﾔｳ＞～ات اｳ ゴ」ﾝ“～أ ｭ＝ケカ書ﾞﾏك ヅن 

3-  〔ヴﾖ ぃ『÷〉 ثشゼا ー陥［陥  . ا～＜「陥  ｭ〉／【ｳ 
.／ﾚﾐ｀ ｽ‒ثｭｳة و／ザ／ﾏ ｱﾞﾏｭﾗ」｀ اط‖ｸتو أ ゴそ書｀ｭ＝ザد 〔＋ｸ ｭ＝「陥［陥 نゼ 

4-  ｭｳ ｱﾄدثا ぃ「ﾙ ｱ書ｫｭ‒‖＜ﾗﾝا ｭ書ｸ［ﾝ［＜』ﾝثح ا／ｳ أن ー』〉  ｭ書：“＝｀  .ثشゼا ｽ‒ث 
 ゼ ｭ＝＜ﾞﾏ من ゛書陥 دثاك〉  ぃ÷ﾐ ー陥［陥 ゼأثش ا  ヅو  ぃ「ﾙولأｭ【ヱ اث  ن／ｻأ グﾞﾏ ف～ﾐ」ﾝاゴﾊｭ÷ﾝا.  

 〉ｭ｀    ｭ書ｸ［ﾝ［＜ｸ   : ゴﾞザ ｭ÷｀ ぃそ اﾚ÷ﾝ±］دا〇＋ﾝ :ゴヱｭ『ﾝال ا
1-    〔ﾞﾏ  :ثشゼا  ｭヴ「＜陥～ｳو ｱ‒وｭ÷＋ﾝام ا～ｸゼｭ〈 ｭヴ」ﾙデﾏو ｭヴｳ･－ヱ ‐＜ｻ 〕｀ ثشゼｭ〈 けﾞﾐ」ザ ｭ｀ ぃ陥 ｱﾄثا／ｯ ‥」】〉 〔ﾞﾏ

ゴ」ﾝاث ا／ｻゼوا  .ｭヴ＜ﾖ ～ｵ〇ｳ ال‖ｳ ヅ ゴ」ﾝا ｱ書ｸثｭ】ﾝوا ｱ書ﾞｾا／ﾝا ぃ｀ا［ﾐﾝوا ｭヴｳ／ヴﾆ 
  ｱﾞｫｭケث  陥］اث  وﾙ］م 〉ｭ署』ﾝｭ陥―ﾞそ－ｳ ／ﾐل واﾝ］د〈ｭن  ゾﾝثش اｱ書　書「“ﾝ اﾝ÷］اﾎﾙ أن ｱ‒～（ヱｱ‒～（ヱ  ‥＝ｳ グﾞﾏ ا間ﾝ］اثث:  -2

ﾝال ا〇＋ﾝاﾎ〈ا～  ｱﾏ［＝」｀ ｱﾞ》ﾄأ : 
1-ｭ書ｸ［ﾝ［＜ｸ ｱ÷ﾞ陥 グ＝ﾐ｀ ［ケ ｭ｀ط ｱ書ﾄｭﾄゼا ｭヴ｀ｭ＋ﾙأ ゴケ ｭ｀ط و 

      ｱ÷ﾞ陥 "〕＜ﾐ“ﾚ｀ 〕｀ ｱヱ［そ｀ ｱ書＝＜ｳヅGeo  ثش صゼا ゴ＝ﾐｳوlogy ."ثشゼا 〔ﾞﾏ " ゴ＝ﾐｳو 
      . ｱ書】‒ثｭ」ﾝا ｭ書ｸ［ﾝ［＜』ﾝوا ｱ書ｫｭ‒‖＜ﾗﾝا ｭ書ｸ［ﾝ［＜』ﾝا :〕＜＜＋書ｫث 〕＜ﾝｭ』｀ グﾝم 〔＋ﾚｳ 

 . ～ﾖ＋ صー陥［陥 〔ヴﾖ اゼثش ا陥  ｭ〉／【ｳ ぃ『÷〉 カ書ﾞﾏ …書　ヱ い＼ﾝ」＞～ا  من  -2
 وｭｳث‒ﾚﾐ｀ ｽ／ و｀〔 أヴﾖ ぃｸ〕 اﾝ±【］ث اｭ＝＜ﾞﾏ ｱ÷〉／ﾚﾝ أوヅ أن ゼ      〔ヴﾗヱن ｸ ｭ＝「陥［陥＋〕 دゴそ書｀ｭ＝ザ تو أｸ‖اط ｀「ザ／ﾏ ｱﾞﾏｭﾗ／ة    
      "ゴﾊｭ÷ﾝح اｭ」ﾗ｀ ［ケ ～ﾊｭ【ﾝأن " ا いص أｭヴ』ｫｭ」ヱو ｱ書ﾝｭ【ﾝت اｭ書ﾞ÷ﾐﾝا 

〔 اｸ ぃ‒［’ ゴｸ［ﾝ［＜』ﾝ／ا  وﾏ÷～ اゼثش 陥」＞～ و間ﾝ〔 أول ｀】ｭوﾏ ／ザ／【」ﾝ ―÷ｳ ｱﾝ÷～ اゼثش ｭﾏ ゴﾖ ―÷ｳم -4 ‖`ﾝا
 م . 1905

  ｱﾚ‒～“ﾝا ゴケｭ｀ｱ｀／】」＋÷ﾝا ｳ ゴﾖثشطゼا ～÷ﾏ ／ザ／【   ｱ書0ｭﾐﾆダا ｱﾚ‒～“ﾝا 
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* (ｱ｀デﾏ ﾎﾊ［ｯ ）ﾝوت ゴﾞザ ｭ÷書， ثةｭ署0 ぃ陥 ゴﾞｳ ゴ」ﾝت اｭ〈ｭｸダا 〕＜ｯ 〕｀ ｱ【書【±ﾝا ｱ〈ｭｸダا ～」ｾول:اゼال ا〇＋ﾝا✓ ) : ｭヴ｀ｭ｀أ 
(1 )れやコゅピャやヱ ケゅらピャや リョ るヨガッ るよゅエシ リョ ろルヲムゎ るΒジヨゼャや るハヲヨイヨャや ラぺ チゲわヘゎ るΑゲヌル: 

          るΒヨΑギジャや               れゅらムΑヲムャや        ケゅらピャや るよゅエシ         ゲもやゴャや ユイレャや 

(2 )キぺン  ゅヰゎゅルヲムョ ポゲエゎ ヴャま ケゅらピャや るよゅエシ メヲェ ュヲイレャや るバセぺ リハ アゎゅレャや テピツャや   : 

          ギェやヱ ロゅイゎや ヶプ るハゲジよ            るΒもやヲゼハ るミゲェ ヶプ るハゲジよ 
          ギェやヱ ロゅイゎや ヶプ ¬テらよ                                テらよ  るΒもやヲゼハ るミゲェ ヶプ ¬ 

(3 ) ゅヰルヲムゎ るΑやギよ ヶプ チケΕや ろルゅミ    : 

           るらヤタヱ りキケゅよ                           るヤもゅシ るャゅェ ヶプヱ りキケゅよ 
          るヤもゅシ るャゅェ ヶプヱ ⇔やギィ りケゅェ                           るらヤタヱ ⇔やギィ りケゅェ 

(4 ) チケΕや ょミヲミ ウトシ ヴヤハ れゲヰド ヶわャや るΒエャや れゅレもゅムャや メヱぺヮゎほゼル ギバよ チケΕや : 
           るΑゲワコΚャや れゅゎゅらレャや                 ケヱグらャや りやゲバョ るΑゲワゴャや れゅゎゅらレャや 

          ケヱグらャや りゅトピョ るΑゲワゴャや れゅゎゅらレャや                      るホケゴヨャや ¬やゲツガャや ゅΑゲΒわムらャや 

(5 ): コゅピよ チケΕや ギΑヱゴゎ ヶプ るホケゴヨャや ¬やゲツガャや ゅΑゲΒわムらャや ろヨワゅシ 

           ジミΕやリΒイ            ラヲよゲムャや ギΒジミぺ ヶルゅを       リΒィヱゲわΒレャや          ¬ゅヨャや ケゅガよ 

(6  : ゴ＝ﾐ〉 ثشゼت اｭヱ［そ｀ ‖ザｭ÷ｳ ) 
   . ｭヴ」ﾖｭ『陥 ー＋ｻ ثشゼت اｭヱ［そ｀ 〔書＋ﾚｳ 
   . ة／ｻوا ｱﾞ」そ陥 ثشゼت اｭヱ［そ｀ ぉデ」ｾا 
  . ة～ヴ±＝｀ثة وｭｻ ―ヱｭ陥 أن ／ﾐ〈 ثشゼت اｭヱ［そ｀ ودة～ｯ 
 ｱﾗﾞﾓأ グﾝثش مゼت اｭヱ［そ｀ 〔書＋ﾚｳ  .  ｭ書ｫｭ書÷書陥و  ｭ書ｫｭ‒‖＜ﾖ ｱヴｯｭ－」｀ 

 ( أول اｱﾗﾞﾓゼ اー陥［陥 グﾞﾏ ｱヱ［間」÷ﾝ اゼثش ケ］ اデﾔﾝف : 7)
  いجｭﾔﾝا    ゴｫｭ÷ﾝا   ｜〈ｭ書ﾝا     い［＜【ﾝا 

(8 :〕＜ﾜا～「ﾝثان ا［ｵو ｱ書ﾊثゼة ا～－ﾚﾝت اｭﾏ／±ｳ ｷｳا［ヱ 〕｀ ｜書ﾝ ｱ書ﾝｭ」ﾝجات اｭﾔﾝا ／ｻأ ) 
  〕＜』＋ﾜゼا   نｭ『＜÷ﾝا    طｭ÷ﾝث اｭ】〈    間ﾝا ／＜＋ﾜأ ゴヱｭｵ   ن［】～ 

iموعة الشمسية نشأة ا 
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  : ｱ書ﾝｭ」ﾝثات اｭ署　ﾝا 〕｀ ぃ陥 グﾞﾏ ال／ﾝا ゴ÷ﾞﾐﾝا ｺﾞ“±÷ﾝأو ا 〔ﾄダا ー」ﾜا : ゴヱｭ『ﾝال ا〇＋ﾝا     

(1         ( )‖ザｭ÷」ﾝا          〕｀ 〔＋ﾚ｀ 〔＋ｸ グﾝم ‘ﾐ署ﾝا ｭヴ×ﾐ〈 ﾎ｀ ｱ“ﾞ」】｀ اد［｀ 〕｀ ن［間」ｳ ｱﾞ」陥 〕｀ ثشゼل ا［【ｳ ) 
                                ÷ﾝة ا／【」｀ ｱﾗﾞﾓأ グﾝم ぃｾا／ﾝا  . ‖陥～ 

ｺﾊ［ｳ ｱ‒～（ヱ ان اｱﾏ［÷』÷ﾝ اｭ〈ｭ【ﾄ 〕＜ｯ 〕｀ ―ヱ［間ｳ ｱ書＋÷－ﾝت اｭﾔﾝج واｭ署。ﾝث اゴヱ［間ﾝ اｵｭ＝」÷ﾝ～  (  ｱ〈ｭ【ﾄ ｱ‒～（ヱ اｭ署。ﾝث ( )  2)
. ｱヱｭ署」ﾝتثام  ｀『～ة دثب ا ゴﾖ 

 ( ｱ｀デﾏ ﾎﾊ : ‐ﾝｭ『ﾝال ا〇＋ﾝا* ( ｱ｀デﾏو ｱ【書【±ﾝثة اｭ署　ﾝم اｭ｀أ ) : ゴﾞザ ｭ÷書， ｱ【書【±ﾝا ～＜ﾓ ثةｭ署　ﾝم اｭ｀أ ) 
 (   )        د اゼثش ｭヴ×ﾐ署ｯ اﾐ署ﾝ‘ أｻ／ اｭ署ﾄゼب اゴ」ﾝ أدت مグﾝ اثｭﾗｳم دثｻ ｱｸ～اثｭヴｳ .   ( اｭ間」ｻك ｀］ا1) 
 (2ｻوا ヮｭ』ｳا ゴﾖ ك～【」ｳا و／ｸ ثةｭｻ ｱ〉ا／「ﾝا ゴﾖ ثｭ署。ﾝا ｱ〈ｭ【ﾄ ―ヱｭ陥 )                     . ／          (    ) 
 (3                  . 〕＜』＋ﾜゼا 〕｀ ヮ［ﾞ】〈 ゴﾝوゼا いجｭﾔﾝف اデﾔﾝا ‖＜÷」ザ )                            (   ) 
 (    )          ( ｱﾖｭ『陥 ｀］اد اゼثش ｭ÷ﾞ陥 ぃﾚｳ ا陥～｀ ［【ヱ ｭ＝ヴ』ｳ‖ اゼثش .                                4) 

 *ا〇＋ﾝال اﾝ～ا〉ﾎ : ا｀ゾ اﾗﾝ～ان ゴﾖ اｭ署　ﾝثات اｭ÷ﾞ陥 〕｀ ｭヴ「ﾄｭ＝ザ ｭ÷〈 ｱ書ﾝｭ」ﾝت : 
 ....... ا間ﾝ］اｭーﾜت اﾔ±ﾝ＞～ة أدあ م間ｳ グﾝ］ن ヱ］اة .....( وｱ〈ｭ【ﾄ ｱ‒～（ヱ けﾖ اｭ署。ﾝث ｨﾖن اｭ÷間ヱخ اﾝ／وا｀1)  

 ....... ｭ÷ﾞ陥 ا陥～｀ ［【ヱ ｭ＝ヴ』ｳ‖ اゼثش .  ｳ‖‒／( ｱﾖｭ『陥 ｀］اد اゼثش .......2)  
  (3...... 〕｀  ｭﾄｭﾄأ ゴﾝوゼا いجｭﾔﾝف اデﾔﾝن ا［間」ザ )طｭ｀ ثｭ】〈..........2.....وCO ......ن...........وｭ『＜÷ﾝا ...... 

ﾝال ا〇＋ﾝا*｜｀ｭ】 ゴﾞザ ｭ｀ ぃﾞﾏ :   :  ｭ÷書ﾞﾄ  ｭ書÷ﾞﾏ  デ＜ﾞﾐｳ 
 (1 ) . ‖陥～÷ﾞﾝ ｭ＝ヴ』ｳا ｭ÷ﾞ陥 ｱﾖｭ『間ﾝداد ا‖ｳ ‐＜ｻ صｱﾖｭ『間ﾝｭ〈 ثشゼا ー陥［間ﾝ ｱヱ［そ÷ﾝت اｭﾙｭ“＝ﾝثج ا／」ｳ 

  ヮ＼ケ ｱ書ﾊثヅة ا～－ﾚﾝا ｱヱ［そ｀ ｺ“＋ﾝا ｱ書ｻｭヱ ｱﾖｭ『陥 ぃﾙゼة ا～ヴ±＝÷ﾝاد ا［÷ﾝت ا／ﾐﾈ ‐＜ｻ ثشヅت اｭヱ［そ｀ ‖ザｭ÷ｳ ｱ書ﾞ÷ﾏ ー「＋〈
 ［±ﾝم وا［＜＝÷ﾝヅوا ｭそ書ﾞ＋ﾝｭ〈 ｱ書＝ﾓ اد［÷ﾝا  ～ヴ±＝÷ﾝا ／ザ／【ﾝا ぃ『｀ ｱﾖｭ『陥 ～『ﾜゼة ا～ヴ±＝÷ﾝاد ا［÷ﾝا ―ﾈｭﾓ ｭ÷＝＜ｯ مص［＜ﾄｭｳ［「ﾝم وا［ザد

ヱ［そ｀ ثشヅا 〕’ｭ〈 グﾝا  ｭ .ثشヅا ーﾝ 
 (Ϯ ) جادت ｭヴヱ［間ｳ ｱ〉ا／ｯ ／＝ﾏ ｱ〈＼ﾏ ―ヱｭ陥 أن ／ﾐ〈 تｭ“書【÷ﾝا ヮｭ書｀ ｱｻ［ﾞ｀. 

ﾝا ｱ書ﾝوゼت اｭ“書【÷ﾝا ｱヱ［そ｀ ｱ×ﾗ】＝÷ﾝا け’ｭ＝÷ﾝا ゴﾖ ثｭ“｀ゼا ヮｭ書｀ ﾎ÷』ｳ ｱ』書」ヱ ―ヱ［間ｳ ｭヴヱゼ  〔ｵ ｱ〈＼ﾏ ｭヴケｭ書｀ ―ヱｭ陥 ゴ」 جادت
 ｀ｱ』書」ヱ ｭヴ」ｻ［ﾞ اتا〉ｱ اｭ÷ﾝط اｭ』ﾝثデ｀ゾﾝ いح واｭﾐ÷ﾝدن اｸ［÷ﾝ］دة ﾙ ゴﾖ－～ة اゼثش  

 . اヮｭ』ｳ واｻ／وゴﾖ ｭヴ」陥～ｻ دوثان ｀ｭヱ［そت ｱ〈ｭ【ﾄ اｭ署。ﾝث اｱﾏ［÷』÷ﾞﾝ ｱヱ［そ÷ﾝ اゃ〈  ｱ書＋÷－ﾝط (3) 
 .ｱ〈ｭ【＋ﾝل ا［ｻ ن［間ﾝا ゴﾖ ة～－」＝÷ﾝم ا［』＝ﾝا ｱﾐﾆأ 〕ﾏ ｷｳｭ＝ﾝا ゃﾔ×ﾝا ー「＋〈 
(4 )ｳثｭ署。ﾝا ｱ〈ｭ【ﾄ 〕｀ ة～＜ﾔﾈ تｭ｀ن دوا［間 .    

  ｱ』書」ヱ  ة［ﾚﾝ  تبｭ』ｳ  تｭ》‒‖』ﾝف  اデ」ｾوا  ｭヴ」ﾏ～ﾄ  ぃｾس  دا～ﾚﾝا  ―ヱ［間ｳ  تｭ｀ة  دوا～＜ﾔﾈ  ―－÷間ヱوا  ぃﾜ  ｱ｀دوا  ｱヱ［そ｀  اة［ヱ   ー陥［ﾜ  
ぃﾚ」＋｀  . 
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 : أﾏ ーｸ〔 اｱﾞ》ﾄゼ اｱ書ﾝｭ」ﾝ :  دحاｭ＋ﾝا〇＋ﾝال 

 (1ｱ〉ا／ｯ ゴﾖ ثشゼاثة ا～ｻ ｱｸدة دثｭ‒ج グﾝأدت م ゴ」ﾝا ぃ｀ا［ﾐﾝا ～陥ات )   ط ｭヴヱ［間ｳ 
    –اｭ間」ｻك ｀］اد اゼثش 間ｳ ｭヴ×ﾐ署ｯ］ن   –ぃﾞ【ｳ اﾈｭ＝ﾐﾝ～ اゃﾙｭ＋ｳ–    カﾐ－÷ﾝ اｭ＋ｸゼم اｱ〈ｭ【ﾄ 〕｀ ヮ～＜ﾔ±ﾝ اｭ署。ﾝث 

 ｱ書ｫｭ書÷書間ﾝت اデﾏｭﾗ」ﾝوا ／＜ﾄｭﾜゼن ا［間ｳ 

 : ｀ｭتا 〈】／ث ゴﾖ اヅｭ【ﾝت اｱ書ﾝｭ」ﾝ :  اｭ＋ﾝ〉ﾎ*ا〇＋ﾝال 
 】］ثヮ. اゼثش ｻ］ل ｀ー陥［陥 ( اｭ間」ｻك ｀］اد اゼثش 〉ﾐ署ｯ ｭヴ×ﾐ‘ أｭ＝ｵط دوثان 1) 

 اヅثش ةｳ‖داد ｻ～اث              

ﾝال ا〇＋ﾝا*〕｀ｭ『  : ー「＋ﾝا ～陥ت ﾎ｀ ｱﾏ［÷』÷ﾞﾝ ゴ÷」＝ザ ヅ ゴﾞザ ｭ÷｀ いأ : 
  ラゅんΒヨャや (-  リΒイジミヱΕやس  ¬ゅヨャや ケゅガよس .ヶャ ∂ヱΕや ヵヲイャや フΚピャや りほゼル ヶプ ) ラヲよゲムャや ギΒジミや ヶルゅを 

 
 : ヶヨわレΑ Ι ヵグャや ギレらャや リΒイジミΙや  

 
 : ょらジャやレらャや るΒヤヨハ アゎやヲル リョ ヮルΙ  . ヶもヲツャや ¬ゅ : ヶホゅらャやヱ. リΒミやゲらャや ラやケヲをヱ るΒッケΕや りゲゼボャや れゅハギダゎ アゎやヲル リョ 
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اｾ「～ اｱ〈ｭｸダ اｯ 〕｀ ｱ【書【±ﾝ＞〔 اｭ〈ｭｸダت اｭ署0 ぃ陥 ゴﾞｳ ゴ」ﾝثة ，ゴﾞザ ｭ÷書 وتﾎﾊ［ｯ ）ﾝ  ا〇＋ﾝال اゼول:  
 ( ｱ｀デﾏ✓ :ｭヴ｀ｭ｀أ )- 

 ونｽ～ة ｯﾙﾊ ］ヱ ／±藷ﾟ ジ｀ズ ｯ≠ヱت نﾒ≠ﾟ～ن: ى1
  ｳ±カｯ】』ヱ ｳ薯｀ﾊ   ｳ藷。藷『”   ぇﾊذنت أ  え｛＝ﾑ   د～＋ヱ ジｭｯ藷≠藷館 ‐≦館｜ｵ ヴﾟ 

 نｱｯｷ ジｭｯ藷≠藷館 ‐≦館｜ｵ ヴﾟ え‖ﾟ／ وヱ ｜≦ﾕ『』｀｝ت ガ｝:   ن館｜≠ﾟ‐  ى2
 جｯ≠ﾟن   ／≦ﾟｯギﾟن    ダل نｯ｠و      …ｵنت｛関ﾟن 

  《ヱ ｜『』ﾒ［ نｯﾒ≠ﾟدن:ド ونジ｀ズ ｯ≠ヱ ～ｽ  ى3
  …ｵنت｛関ﾟن     ／≦』＜ｺｯ≠ﾟن    ／を｜『関ﾟن     د｜『ﾟن 

 ヱ［ نｯﾒ≠ﾟدن نｳを｜÷＜ﾒﾟ:  ى4
  ／≦ﾟｯギﾟن    …ｵنت｛関ﾟن   関ﾟن ／を｜『     ／≦』＜ｺｯ≠ﾟن   

≧＞≧／ さを｜『ｱ ى5  : 《≠『ｯث ﾒヱ～ن نｯ関ﾟ゚و
           ジﾖ≠ﾊ    ジｱن｜ｵ    ジｺｯｺث    え― ―゚ﾟ 
 ﾒヱ～ن نｱ ／≦±ﾟｯ関ﾟ｀｝ن:  طズ『＝｝  ى6

           ｜≠ｽأ     ジガثن ｜ﾙﾊأ    ジ＜ｱ     أثتق 
 》ﾟｯ｀｝ن نﾀダ＝｜ نﾘ ｳﾒﾈヂﾟ ヴﾌ｜ﾒｵ ～＜ﾑ ﾐ”ｯ±ﾟ｝ق نｳ藷】±ﾙ＜『ﾟ:   طنﾒ≠ﾟ～ن نズ え‖ﾟ『＝｝  ى7

          ﾟن〕｀』    ／≦ﾞバ≠ﾟن    ／≦±ﾟｯ関ﾟن   ｀を｛ﾟن藷 ／≦≠ 
 《÷＞ﾒヱ ぃ～ن يييييييييي ヱ［ ｽ≧＼ نﾒヱ ヴカｧ《 ｳ藷・ｯﾙ×ﾟ『］: ى8

           …ｵنت｛関ﾟن    ‥薯】ﾟن   ｯち藷≠ﾟن   〕｀』ﾟن 
 ヱ ～ﾒｵ［ نﾟ－｝نخ نｯﾒ≠｀ﾟ ｳ藷ちﾆｯ≠』ﾟدن: ｳ藷ﾊｯﾀ ييييييييييييي ド ى9

           دةバ÷ﾟن    ｳカｯ』≠ﾟن  ح～－≠ﾟن    さﾜ×』ﾟن 
 :ｽ ］ヱ ｯち藷≧＼ نﾌ ］ヱ ｳカｯ』≠ﾟ≠［ نｯﾒ≠ﾟدن 《÷＞ﾒヱ ぃ～ن نﾟ≠ ى10

          ｳ×ギﾟن   ｳカ｜≠ﾟن    ﾐ（ﾜ｀ﾟ ｳ｀ｱｯﾜﾟن    ｳ＜≦｀ﾟن 
 ぇﾛ نｯﾒ≠ﾟدن バﾊدة ガ｝:أ ى11

          جｯ≠ﾟن   〕｀』ﾟن    ‥薯】ﾟن    …ｵنت｛関ﾟن 

 《ﾒ『』｜ ييييييييييييييヱ［ نｯﾒ≠ﾟدن نヱ ゴ｀ﾑ え｛』＋ｵ ド ジ』ﾟ±『｝ｯをت さﾜ×ｵ 》±』‐ ﾛ｝ة ヴｵｯ」を…ｺ 〕ﾆｯ≠ｵ:  ى12

           ／≦±ﾟｯ関ﾟن    ～＜｀『カت｛ギﾟن    تｯ薯±｀ﾙﾟن    …ｵنت｛関ﾟن 
 
 

( チケΕや キやヱョ :るΑルゅをャや りキェヱャや1 ) 
 

 メタヘャや:メヱΕや ラキゅバョャや 
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 نｯ＋≠ﾟتﾒヱケ  :え～ن يييييييييي ち≠《 …≦≠』ズ±｜  ى13

  ／≦±ﾟｯ関ﾟن    ／を｜≦『ﾟن    …ｵنت｛関ﾟن   ج｛』±薯ﾆドن 
 ﾒヱ～ن نズ :｜±ち≠ﾟｯ《 ／を｜≦『ﾟ『≠≧… ى14

  え｛』±≠ﾟن    え｛』±≠ﾟن ｜≦ﾕ   えتｯ＋≠ﾟن    ジﾙ藷｀ﾟن 
 ズ『≠≧… ييييييييي 》ち》 ヴカｧ±｜ نﾟ＝｝ط 館±｜ًن ヱ…دوｯًｺ:  ى15

 ن ／≦ﾟｯギﾟ    ／をت｛｀ﾙﾟن    ／≦±ﾟｯ関ﾟن    ／≦ﾘ｛ち±ヱ 
 ﾒヱ～ن ｵ『｜نｱ ゴ｀ﾑ ［ﾞ｀｝تنｯ＜＋ﾈ ヴｵت ょﾖ＝｀ﾟ ｯギﾌ｜ﾒｵ ～＜ﾑ ｳ藷｠｜ギ館: ى16

  …ｵنت｛関ﾟن    ｯ＜≦ﾟｯ】ﾟن    ］≦ﾟｯヱت｛』ﾟن    ／を｜『関ﾟن 
 أｽ～ نｯﾒ≠ﾟدن نヴ±≠｀≠《 …≦≠』ズ ｳ藷ﾟｯ』ﾟ نジ＜ガ～ﾟ:  ى17

  ／≦ﾟｯギﾟن     ／を｜≦『ﾟن    ‥薯】ﾟن    ／≦ﾘن｜】ﾟن 
 ｜نｳ＋ｭ نﾟ】｝م ヴちｽ ～＜ﾑ: نﾒ≠ﾟ～ن نｱ …≦≠』ズ え‖ﾟ｜ن館 ｳ＋ｭ  ى18

  ／を｜≦｠｛＜≦ﾆتダن   ／を｜≦『ﾟن    ／≦』＜ｺｯ≠ﾟن    ／≦ﾘن｜】ﾟن 
 نﾒ≠ﾟ～ن نズ え‖ﾟ『≠≧… ｱ｜نｳ＋ｭ ن関ﾟ』｜ヴちｽ ～＜ﾑ ／を أو ヴ＜≦－±ｵ:  ى19

  ／を｜≦『ﾟن    ／を｜≦｠｛＜≦ﾆتダن   ／≦ﾘن｜】ﾟن    ］≦ﾟｯヱت｛』ﾟن 
 نｯ≠ﾟدة نﾟ≠『』｀｜ة : ونｽ～ة ヱ ］ヱ ジ｀ズ ｯ≠ヱ≠≧…نت  ى20

 ｜±ちヱ ～ｺ｛をم وｯ÷ﾙカن ～ｺ｛ズ ド    ｺ｛ズ ド ジﾕن｜ﾘ ジち薯ﾈ ‐≦館｜ｵ ～ 
  تｯカ｛ズダتنت أو ن‖｀ﾟ ジﾆ～＜ガ ‐≦ｵ｜ｵ د｛ｺم و～ﾑ   ～ｺ｛ズ ｯギ≠〔ﾒヱ ジﾘ｜±ちヱم وｯ÷ﾙカن  

 ヱ ～ﾒｵ［ نﾟ－｝نخ نｯ－ﾟتﾟ ｳ藷ｺ｀』｀｝تنت:    ドونヱ ～ｽ［ نﾟ－｝نخ نｳ藷ﾟｯ』ﾟ  ى21
  ｳをت｛｀『ﾟن ヴｺوダن     ぇｷｯ≠』ﾟن …館｜ヱ 
  ｳ≠±】≠ﾟن ｳをنو…ﾟن      えت｛｀『ﾟف ن｜ｽダن 

 

 ±ジﾘ ｳﾒ أｽ～ نｳ≠〔カダ نﾑ :ｳ藷ﾟｯ』ﾟ～د ｯを｛』±ヱت نｯ±》 ぇｷｯ≠』ﾟوｵ え ى22
                     

 
 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن             

 ﾒヱ～ن ｱ｀｝تنｯギﾟ ‥藷ﾟ ヴｵ أｯを｛』±ヱ えت ぇｷｯ≠ｵ:  ى23
  ／を｜『関ﾟن   ダن ／≦『ﾟ      ／ズتن｛｀ﾙﾟن    ／≦ﾟｯギﾟن 

ヴ نダوｯﾌض نヱ ぇｷｯ≠ｵ ×』≠ﾟ＋｝ت ى24 ｛゚ｽ ت｜関』ｵ  ぇ館 ｳギｱｯ120  :ｳｺدت 
  ジｭｯ＜【ﾟن    ジｷバ【ﾟن    ジﾑｯ｠｜ﾟن   ジﾆن～±ﾟن 
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ギヨわバョ 
 ( るョΚハ ノッ :ヶルゅんャや メやぽジャや✓  ( るョΚハヱ るエΒエダャや りケゅらバャや ュゅョぺ )   : ヶヤΑ ゅヨΒプ るエΒエダャや ゲΒビ りケゅらバャや ュゅョぺ )- 

  

1 ドن ｜『』ﾒ》ﾟيｯًカ～ﾒヱ ジﾑｯ＜÷ﾟج نｯ≠     (  ) 

 ﾒ》    (  )『』｜ نヱ ｜ち±ﾟ［ نｯﾒ≠ﾟدني  2

3 ヱ …≦≠』ズ                                                                        يえ…｀ﾘ ヴ薯ﾈ さを｜『ｱ ／≦ｵｯ≠藷ギﾟن ن～ﾒ   (✓  ) 

 ﾒヱ ｜『』ﾒ》   (  )～ن نヱ 〕｀』ﾟ［ نｯﾒ≠ﾟدن نｳﾘｯﾙ×ﾟي  4

 (  )   نｽ『｝نط ن関ﾟ｝نتゴ｀ﾑ …ｵ أヴ薯±ち》 ～ズ～ｽ ～≦ﾆｯﾞ نﾟ｀｝ن نﾟ』＞ジ】±ﾙي                5

 ｯﾜヱ う～≠《   (  )وぇﾞ･』｀ﾟ ヴ』ヱ ونﾟ－～حيｯﾜｵج ｳカｯ』ヱ نﾒ≠ﾟ～ن  6

7 ダن ｳ（《ن｜ﾟدن ذنت نｯﾒ≠ﾟن …≦≠』ｵ ｯギカｧ《 ｳ藷カ｛ズ                             قي｜（ﾟن ～＜ﾑ ｜±関』ｵو ｳ×ガ   (  ) 

 (  )   《±『－～م ｯ藷？ヱج ヱ ］≦≦ﾒｵ ジﾘ ‥ガ｛ヱ－～ح نﾒ≠ﾟ～ني                           8

9  えوｯ±ｵ ‥ガ｛ヱ جｯ藷？ヱ ゴ｀ﾑ ／≦±ﾟｯ関ﾟن ن～ﾒヱ دةバﾊ(3 )  (✓   ) 

 ﾆｯ＜』ズ    (   )‐ نｯ÷ﾙカドم ”｜د《ﾛ ﾐヱ ｯً｝ة نﾟ｜ن》）ｳ ي 10

 (   ✓)  ﾒヱ …≦≠』ズ～ن ن薯ﾆド±『｝ج 》ち≠ﾟｯ±｜ نジﾙ藷｀ﾟي  11

 (  ✓)    ﾒヱ ｜ｷｧ』ズ～ن ن藷”ｯ＜ﾖ≠ﾟｯ《 ／≦』＜ｺｯ≠ﾟ‥ي 12

 (   ✓)   نｯ≠ﾟدة نﾟ≠『』｀｜ة ذنت ｯ＜ｱط ذتえ دنヱ ジ｀ﾀ＞『〕］ي  13

 (   )   .ةｯヱ ぇﾞدة ذنت أｯ±｀ヱ ｼ（ﾆط ｱ ｜『』ﾒｵ ｳを｛』±ヱ｀｝ت  14

 (   ✓)  ﾑ～د أゅｯ≠カ نｽ｛ﾟ～نت نｳ藷ｭｯ＜『ﾟ أت｟ｯً（≠カ ｜×ﾑ ｳﾒي  15

ｱ ジﾘ ヴ』ｱｯｷ ゴﾜ薯ｵ ｯギ＜関｀｝تنت نﾒ≠ﾟ～ن نﾟ｝نｽ～ي    16  (  ✓)   ぃ｀』－ｵ دتｳｺ نバ』ﾀｯ《 ぇｷｯ≠』ﾟف نｯﾒ≠ﾟدن ゚و

17  ジｷバｷ ぇｷｯ≠ｵ ت｛＋ヱ د｛ｺو ］ﾑ ｜『ﾒ》 ｳ｀ヱｯ関ﾟوتة ن～ﾟن ジﾘ ］≦ｵ｜ヱ ｳをت｛｀『ﾟن ヴｺوダنت ن｜関ｵ   (   ) 
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ギヨわバョ 
 

 -: ｀〔 اｭ署　ﾝثات اｱ書ﾝｭ」ﾝاﾝｭ『ﾝ‐ : اー」ﾜ اﾄヅ〕 أو اｺﾞ“±÷ﾝ اゴ÷ﾞﾐﾝ اﾝ／ال ｭ署0 ぃ陥 グﾞﾏثة  ا〇＋ﾝال

 

1-  ヵケヲヤよ ュゅヌルヱ キギエョ ヶもゅΒヨΒミ ょΒミゲゎ ゅヰャ るΑヲツハ ゲΒビ るΒバΒらヅ るジルゅイわョ るらヤタ りキゅョ モミ
ゴΒヨョ . ラギバヨャや 

2-  ゅヰジヘル るヤョゅムャや りケヲヤらャや れゅヘタ ゅヰャヱ りケヲヤらャや ヶプ ¬ゴィ ゲピタぺ. りギェヲャや るΒもゅレらャや 

3-  ゎ れゅらミゲョ ゅヨヰΒヤミ ヱぺ ヵケヲヤらャや モムゼャや ヱぺ キギエヨャや ヶもゅΒヨΒムャや ょΒミゲわャや ヴャま ゲボわヘ .  ラキゅバヨャや ロゅらセぺ 

4-  ラギバヨャや ウトシ ヴヤハ リョ ヮわΒハヲル ヱぺ ザムバレヨャや ¬ヲツャや りギセ.  ペΑゲらャや 

5- ¬やヲヰヤャ ゅヰッゲバゎ ギレハ ゅヰルゅバヨャ ギボヘゎ るわワゅよ るボらヅ ラヲムゎ ヶわャや るΑゴヤヘャや ラキゅバヨャや ペΑゲよ.  ヵゴヤプ ヮらセ 

6- マェ リハ アゎゅレャや ラギバヨャや ベヲエジョ ラヲャ   ゲΒビ ヶレΒダャや フゴガャや リョ るバトホ ヴヤハ ラギバヨャや
メヲボダヨャや . スギガヨャや 

7-  スギガャや ヱぺ モミべわヤャ ラギバヨャや るョヱゅボョ サゅΒボョ . ャや りキΚダ 

8-   .ュゅダヘルΙや れゅΑヲわジョ ゲΒビ ロゅイゎや ヶプ ロゲジミ ギレハ ラギバヨャや ウトシ モムセ ゲジムヨャや 

9- 
  ヴャま りキΚタ モホΕや リョ るらゎゲョ ラキゅバョ りゲゼハ リョ ラヲムわΑ ユヤシ リハ りケゅらハ りキΚダヤャ ヶらジル ょΒゎゲゎ

ヤハΕやりキΚタ ヴ . 
 ザワヲョ サゅΒボョ 

10-  ラギバヨャや ラコヱ るらジルま  りケやゲェ ヮィケキ ギレハ ¬ゅヨャや リョ ヮャ ヱゅジョ ユイェ ラコヱ ヴャ4 るΑゴΒヤΒシ るィケキ .  ヶハヲレャや ラコヲャや 

11- るΑヲわジョ ¬ゅジヤョ ウトシぺ ァケゅガャや リョ ロギエΑ ザルゅイわョヱ ケヲヤらわョ ょヤタ ユジィ . りケヲヤらャや 

12- 
 Εや  ょΒゎゲゎ  るボΑゲヅゎ  ヶわャやヱ  ラギバヨャや  れやケヲヤよ  ゅヰレョ  ラヲムわゎ  ヶわャや  れやケグャやヱ  れゅルヲΑ  ゅヰヤムセ  リΒバ

ユヌわレヨャや ヶシギレヰャや . 
 ヶヤカやキ ヵケク ¬ゅレよ 

13-  フゲェΕやるイゎゅレャや .リΑケヱゅイわョ リΒΑケヲヤよ リΒヰィヱ ヶホΚゎ リハ フゲェ  ヵケヲヤよ 

14- リΑケヱゅイわョ リΒΑケヲヤよ リΒヰィヱ ヴヤハ リΒョゅボヨャや リΑキヲヨバャや リΒよ りケヲダエヨャや ゅΑやヱゴャや. 
るΑヱやゴャや リΒよ  

 るΒヰィヲャや 

15- ヤらャや ヶプ るヨジイヨャや ゅΑやヱゴャやヱ フやヲエャやヱ ヮィヱΖャ ユヌレヨャや ょΒゎゲわャやりケヲ. モをゅヨわャや ヱぺ ペシゅレわャや 
ヵケヲヤらャや 

16- .るヤョゅムャや りケヱギャや ヶプ リΒゎゲョ るヰよゅゼわヨャや ネゅッヱΕや ヮャヲェ ケゲムわゎ モをゅヨゎ ケヲエョ  ヶもゅレを モをゅヨゎ ケヲエョ 

17-  .るヤョゅムャや りケヱギャや ヶプ れやゲョ ゐΚを るヰよゅゼわヨャや ネゅッヱΕや ヮャヲェ ケゲムわゎ モをゅヨゎ ケヲエョ  ヶをΚを モをゅヨゎ ケヲエョ 

18- ぺ るヰよゅゼわヨャや ネゅッヱΕや ヮャヲェ ケゲムわゎ モをゅヨゎ ケヲエョ .るヤョゅムャや りケヱギャや ヶプ れやゲョ ノよケ 
  モをゅヨゎ ケヲエョ

 ヶハゅよケ 

19-  .るヤョゅムャや りケヱギャや ヶプ れやゲョ ろシ るヰよゅゼわヨャや ネゅッヱΕや ヮャヲェ ケゲムわゎ モをゅヨゎ ケヲエョ 
  モをゅヨゎ ケヲエョ

ヶシやギシ 
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ギヨわバョ 
 

 - ｭ÷〈  ｭヴ「ﾄｭ＝ザ : ｭ書÷ﾞﾏ اｱ書ﾝｭ」ﾝ اﾗﾝ～اｭﾓت أぃ÷ﾜ :اﾝ～ا〉ﾎ  ا〇＋ﾝال

 .け‒～「ｯ   い～‒～ｻ اゴﾗ書ﾞﾝ اザ ｜署』ﾝ「÷＞‖ ي1
 .ｭヴﾝデｾ ｀〔 واｱ【ﾊ اｭ＋ｸゼم ثؤ‒ﾚ〈ｭヴ グﾞﾏ ｱ／ثｳ اｱﾖｭﾗ－ﾝ اｭﾐ÷ﾝدن ｳ「÷＞‖ ي2
 .ヅ  い‖ﾞﾖو  カ署ﾆ   い‖ﾞﾖو  グﾝ  い‖ﾞﾖم اｭﾐ÷ﾝدن を＝±〉  け‒～ｯ ي3
 間ｳ］ن   اｱ‒‖ﾞﾗﾝ  اﾝ～وا〉ゃ  تات  اｭﾐ÷ﾝدن  ｭ÷＝＜ｯ  صوｱヱｭ」｀  ｱ－ケ  ～＋間」ｳ   تات   間ｳ］ن   ....اｱ書ヱ［ザヅ...  اﾝ～وا〉ゃ  تات  اｭﾐ÷ﾝدن ي4

ｱ＝＜ﾝ ｱﾞｯｭﾙق  و～“ﾞﾝ   .ｱﾝ［ヴ＋〈 
 . ﾙ ）ﾄｭ÷ｳ カｳｭ》‒‖ｸ］ة 〉＋」ｭ‒［」＋｀ けﾚ－ｳ ーت ヅ   い［」【〉 グﾞﾏ ا間ﾝ］اثﾐ｀ ‖ｳ／ن ي5
 . 間ﾝ］اثﾐ÷ﾝ ‖ｳ／ن اゴﾏ［＝ﾝ اﾝ］جن  ｀〔 أぃﾚｵ اﾐ÷ﾝ ―‒～＜「ﾝ／ن اゴﾏ［＝ﾝ اﾝ］جن  ي6
ﾐ｀ 〕＜ﾝｭ／ن ﾞｯ］ثة ﾏ 〕＜】＋ｳ＝／ ي7  . ｭ＝【ﾆ ｱ書ｫｭ】～ヴ陥ت اｭ【ﾝد اﾝ“～ف ﾝ［」ザ グﾞﾏ／ اﾝ「］`ث
  اｯ   ｱ書ヴｸ［ﾝ＞〔  واﾝ‖او‒ｱ  اﾞ「ﾝ］ث‒ｱ  واｻゼ～ف  اﾞ「ﾝ］ث‒ｱ  اゼوﾏ  ゴケ  カｸ］ا｀ﾐ〈  ぃ／ة  ﾞ「ﾞﾝ］ثات  اｭ】ﾝثｱ書ｸ  اﾝ【］اس  ｳ「】／د ي8

ﾝواｭ〉وا‖ ｱ÷＋』÷ﾝا . 

 .  اゼوｱﾞ÷」そ｀ カｸو   اゼوｱ±ﾙｭヱ カｸو  اゼوグﾝ ｱ÷〉／ﾏ カｸم اゼوカｸ اｭ÷」ﾜل ｻ＞‐ ｀〔 اﾞ「ﾝ］ثات ﾚｳ＋〕 ي9
 .  اｭ÷」ﾝح グ÷＋〉 ～」｀［＜ヱ［ｸ  اｯ ｱ書ヴｸ［ﾝ＞〔 اﾝ‖او‒ｭ書・ ｱح  ゴﾖ اﾝ÷＋「【／م اｭヴ』ﾝج ي10
 . دثぃ陥 90 ｱｸ اﾝ～【ゴﾏｭ اﾝ÷】］ث ｻ］ل  اｱヴｯｭ－」÷ﾝ وｭﾊما間」ｳ  ゼ～ث ي11

   .اتاﾞ「ﾝ］ث  ﾔﾈ 〔』ｻ～ اﾐ｀ ／‒～「」ﾝ／ل جاد متا ي12
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ギヨわバョ 
   -: ぃﾞﾏ ｭ÷ﾝ ゴｳ･〉   デ＜ﾞﾐｳ   ｭ書÷ﾞﾏ   ｭ【書【ﾈ :  اｭ】ﾝ｀｜ ا〇＋ﾝال

 ｯ≠＜≦ｱ نﾟ』｜د ｯًカ～ﾒヱ ｜『』ﾒ》 ドي 《ﾒ『』｜ نｹ｀【ﾟ نｯカ～ﾒヱ ょﾛｯ±』≠ﾟً   ى1
   ｼ（±ﾟ ヴ   نダتسيダن نｹ｀【ﾟ 《＋ﾟｯｽ ゴ｀ﾑ あﾘｯ『ヴ نジﾘ ｳ薯｀÷ﾟ دتｯｺت ｼ（ﾆ نダتس ｯ≠＜≦ｱ نﾟ』｜د ズ『＋｝ل ｳﾟｯ＋｀ﾟ نｳ｀ｭｯ±ﾟ 》カ ～ﾒ…゚و
 نｯヱ｜ギ関ﾟن ヱ［ نｯﾒ≠ﾟدني ヱ ぇ館 ｜『』ﾒ》 ド［ نょﾙ＜ﾟ و   ى2

 ぇｭｯﾆ ょﾙ＜ﾟن نダ  え｛＝ﾑوｳ薯｀ﾊ دنｯﾒ≠ﾟن ｯ≠＜≦ｱ ｳを｛＝ﾑ ｜≦ﾕي ، وｳを｛＝ﾑ ｜≦ﾕ ن｛関ｵ دنｯﾒ≠ﾟن ｯ≠＜≦ｱ え｛＝ﾑ ヴ｀ﾊن أｯヱ｜ギ関ﾟون 
 ي ヱ［ نｯﾒ≠ﾟدنｯ≠＜≦ｱ نｼ｀ヱ ｜『』ﾒ》  ‥藷ﾟ ｜ち±ﾟ نｯﾒ（ﾟم ｯカ～ﾒヱً   ى3

 ｯ≠＜≦ｱ ،تسダن ゴ｀ﾑ ｳ藷。藷『” تة｛÷《 ～ｺ｛ｵ ة｜｀『』ヱ ｳを｛＝ﾑ ｜≦ﾕ ｳ薯｀ﾊ دةｯヱ مｯﾒ（ﾟن ｼ｀ヱ نダ ｳ藷、ｯ＜ﾊو ｳを｛＝ﾑ دةｯヱ ｜ち±ﾟن 
 ﾘ ｜『』ﾒ》 ド｀… نカ｛≠ﾟダ≧｝م ｯًカ～ﾒヱي  ى4

  ｳ藷。藷『” ／±藷  ズ ヴカダ『］ نｳ藷、ｯ＜ﾊ ｳﾜを｜（《 ヴｵｯヱｯﾀ ］ヱ ヴﾊバ－』ﾆ ゚و
 نバ』ﾀف أﾟ｝نن ﾒヱ～ن ن関ﾟ｝نتｵ…ي          ى5

 》±』‐ 》ﾒ“ نﾟ×｝نぇ【ヱ ‐ｭ أﾆｯﾞ≧～ نﾟ≠＞【＞≧… وأﾆｯﾞ≧～ نズ～＋ﾟ～ ونカｯ』≦』ﾟ≧｝مي
 دن ｯﾑدة 《ち｝ن ﾕ≧｜ دさ≦ﾛينﾆ『－～نم نﾟ｀｝ن ズ～＋』ﾟ ｳ｀≦ﾆ｛館～ نｯﾒ≠ﾟ ى6

ｳﾙ｀』－ヱ نن｛ﾟأ ヴ藷（ﾒ』ﾘ ‐ｭن｛×ﾟن “ﾒ《 ゴ｀ﾑ え｛』＋ｵ دنｯﾒ≠ﾟن “ﾒ《 نダ ن｛｀ﾟن ジﾘ ن～ﾒヱ ］ヱ ｜【ﾞأ ヴ《ｯ×』ズ ～ﾛي، و 

 ﾒヱ～ن ن薯】ﾟ‥ 《－～ح نﾟ『｀〔 وﾀ ﾐ藷（』±》 ド～ح نﾟｯ関ﾟ±≧／ي ى7
(  ［ﾛت  ‥薯】ﾟن  ぇ≠＋》 バ÷｀ﾟدة   ‥ガ｛ヱ جｯ藷？ヱ  ‐±ｽ نダ2( ［ﾛت  ぇ≠＋》  え‖ﾟن  〕｀』ﾟن ・ﾀ ﾐ藷（』±藷～ح   )1 ｯ藷？ヱ  ジﾘ ج  ( 

 ［ﾛت ぇ≠＋》 ／≦±ﾟｯ関ﾟن ｯ≠＜≦ｱ ‥ガ｛ヱ)3( يヴﾈ～ﾀ ﾐ藷（』±》 バﾘ دةバ÷｀ﾟ ‥ガ｛ヱ جｯ藷？ヱ ジﾘ 
 ﾒ《 ｳ藷｀ｱｯﾛ“ نｯﾒ≠ﾟدن ﾟ｀）｜ق ونﾟ±＋‐ي   ى8

 ｯギカダｳを…｀ﾘ ょ《دن ذنت تونｯﾒヱ 
 نﾆ『－～نم ﾒヱ～ن ن関ﾟ｝نتｳﾑｯ＜ﾊ ジﾘ …ｵ نｯﾑｯ±ﾟتي ى9

ょﾖ＝｀ﾟ ヴﾌ｜ﾒｵ ～＜ﾑ ｳ藷ｭｯ｠｜ギ館 تｯ＜＋ﾈ ヴｵتن｛｀ｱ ゴ｀ﾑ ～ ｛゚』ｵ ヴカダ 
 تジﾘ ］≦ﾟｯヱ أギｺ…ة ；ｯ藷ج دتｯｺت نﾟ＋｜نتة نｳ藷ﾟｯﾒﾟي نﾆ『－～نم ﾒヱ～ن نﾟ『｝  ى10

～ ゴ｀ﾑ أ”｜نف ｱ｀｝تنｯ＜＋ﾈ ヴｵت ﾟ ヴﾌ｜ﾒｵ ～＜ﾑ ｳ藷ｭｯ｠｜ギ館｀＋｜نتة  ｛゚』ｵ ヴカダ 
 《±≠ヱ ゴ＋｝ت نぇｷｯ≠』ﾟ نギｱ ジｷバ【ﾟ‖ن نﾆド］ي  ى11

 ｳ｀ヱｯ関ﾟوتة ن～ﾟن ジﾘ نت｜ヱ ثバｷ ｳギｱｯ×』≠ﾟض نｯﾌوダنت ن｜関ｵ ‐『±《 
 نﾀ『バف أｯ】ｽم نﾟ』｀｝تنت وأｯギﾟｯちﾈي  ى12

ぇヱن｛ﾑ ة～ﾑ ‐『±《  وةｯﾜカ ｳｺدت ،｜｀『』ﾟوث ن～ｽ نｯちヱ ،～を｜『』ﾟل ن～ﾒヱ ،ل｛｀＋≠ﾟض ن｛カ :ぇ【ヱ لي｛｀＋≠ﾟن 
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 ゅョ ゲミクぺ )ぺ( :サキゅジャや メやぽジャや :ヶゎほΑ-  
1. ソやヲカ :ラギバヨャや     

* りキゅョ るらヤタ                  *  りゲヤらわョ    *ゲΒビ  るΑヲツハ 
* るΒバΒらヅ                       * ゅヰャ ょΒミゲゎ ヶもゅΒヨΒミ  キギエョ  ュゅヌル* ヵケヲヤよ  .ゴΒヨョ 

2. ソやヲガャや るΒィケゅガャや :れやケヲヤらヤャ 
* ヮィヱΕや  るΑケヲヤらャや  * フやヲエャや ヱや フゲェΙや るΑケヲヤらャや   
* るΑヱやゴャや リΒよ  るΒヰィヲャや * ゅΑやヱゴャや るヨジイヨャや                              

3. ゲタゅレハ モをゅヨわャや ヱぺ ペシゅレわャや :ヵケヲヤらャや                                    
ゴミゲョ*  モをゅヨわャや  ケヲエョ* モをゅヨわャや     * ンヲわジョ  モをゅヨわャや 

 
 

 ط  ザ ｭヴ＜ﾞﾏ ぃ陥 ｭ÷｀ ゴﾞザ「］・゛ اゴ」ﾝ اﾐﾝ］ا｀ｭ｀ ぃ ـ )ب( 
 اﾐ÷ﾝ／ن: デﾈدة-1
  وｭヴｳ［ﾙ اﾝ～وا〉ヱ ゃ］م * . ﾐ÷ﾞﾝ／ن اゴｫｭ書÷書間ﾝ اゴﾖ  ー＜陥～」ﾝ اｭ÷ﾝط أو   اヴﾝ＞／ثوｱﾏ［÷』｀ ぃ＜＋陥 وｸ］د *
  ﾞ「ﾞﾝ］ثات:  اﾝ／اゴﾞｾ اｭ＝「ﾝط-2
* ー＜ｳ～」ﾝا ゴﾓا～ﾗﾝثات ا＼ﾞﾝ ت. أوｭヱ［ザヅا  * ｱﾐ書「’ ゃ〈وا～ﾝا .ｱ書ｫｭ書÷書間ﾝا 
 وأｭヴﾝｭそﾆ:  اﾞ「ﾝ］ثات أｭ』ｻم اデ」ｾف-3

 اｻ  ／‒～「」ﾝ／وث *｀ｭそن     اﾞ【÷ﾝ］ل  *ヱ］م
   اﾞ【ﾞ÷ﾝ］ل ｭﾚヱوة *دثｱｸ     اﾐ｀*  ／‒～「」ﾝ／ل
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 ط ｭ書ｸ［ﾝ［＜ｸ ぃそ〈  ｭ÷｀ ゴﾞザ   اﾚ÷ﾝ±］د ｀ｭ  اﾎ〈ｭ＋ﾝ: ا〇＋ﾝال

  أو  اﾗ＝「ﾝ＋『ﾖ ｱ書］ق  اｱﾐﾆゼ أو اﾝ】～اثة   ｀』ぃ اｱﾗﾞ」】÷ﾝ اｱﾙｭ“ﾝ أｭそﾆل 〈】］ل ｭ｀／＝ﾏ ｀「×］ط 〉･カヱ اﾐ÷ﾝ／ن をﾈ［ザ اﾝ「×］ط:-1

ゼاｱﾐﾆ ｱ書＝＜＋ﾝا グﾝط م［ﾊ  をﾞ」】〉 〕ﾏ カヱ［ﾝ .ゴﾞﾈゼا 

3-:ｱ書，ｭﾗ－ﾝا ゴケ  ثة／ﾙ ن／ﾐ÷ﾝا グﾞﾏ تｭﾗヱط. م［×ﾝا 

4- :ｱヱｭ」÷ﾝا ［ケ  ｱ  اヮ［－」ﾝ. أو 間ﾞﾝ＋～ اﾐ÷ﾝ／ن ｀ｭﾚ`و

  間ｳ］ن   〉】＞‐  ｀ﾐ＞〔ص  ﾏ  カﾊ～ﾐｳ  ゃﾔ×ﾝ＝／  و｀＝「）÷ｱ  ｀】／دة  أｸ‖اط  مグﾝ  واｭ±ﾗヱゼم  けﾚ－」ﾞﾝ  اﾐ÷ﾝ／ن  ケ  ｱ書ﾞｯｭﾙ］  اｭ±ﾗヱヅم:  -4

 اﾐ÷ﾝ／ن. ゴﾖ اｭ‒［」＋｀ を　×ﾝت أو  اｭ±ﾗヱヅم ｀＋「］‒ｭت ｱ‒［」＋｀ グ÷＋ｳ  أｺ“ﾄ ا｀「／اد グﾞﾏ أو  ｀「］اج‒ｱ اゃﾔ×ﾝ اｭケｭ』ｳت

   اｱｵデ『ﾝ اｭﾐ〈ゼد ﾞﾝ  ヱ［そ｀ｱ   ｭ署＜陥～ｳ ｭ書そ署ﾆ   ｭ÷（」＝｀ ゴﾖ＼ثات ｸ［ｯ ー＜ｳ～ｳ  ゴﾄ／＝ケ］د ｳ「÷＞‖ اｭ÷ﾝ ゴ」ﾝدةا اﾞ「」÷ﾝ～ة: اｭ÷ﾝدة-5

6- ゼا カｸو  :ｱ‒ث［ﾞ「ﾝا  ｺ“ﾄゼت  أو  اｭ‒［」＋÷ﾝا  ゴ」ﾝا ／【ｳ  ثة［ﾞ「ﾝثج  ｀〔  اｭ】ﾝا  」ﾝواゴ   ＜ﾐｳ〕  ｭヴﾞそﾆ  ゴﾄ／＝ヴﾝا   〔（」＝÷ﾝا ～「ﾐｳو  〕ﾏ  

ー＜陥～」ﾝا  いث＼ﾝا ゴﾞｾا／ﾝثة.  ا［ﾞ「ﾞﾝ 

7-ｱ‒او‖ﾝا 〕＜ｯ ｱ書ヴｸ［ﾝا: ｱ‒او‖ﾝثة ا［±【÷ﾝا 〕＜ｯ  ザد［÷ﾐﾝا〕 〕＜｀ｭﾚ÷ﾝا グﾞﾏ 〕＜ヴｸث‒＞〔 و［ﾞｯ 〕‒وثｭ』」｀ 

8-ｱ‒او‖ﾝا :ｱ÷＋』÷ﾝا ｱ‒او‖ﾝا ｱ』ｳｭ＝ﾝا 〕ﾏ ゴﾙデｳ ～『ﾜأ  〕｀ 〕＜ヴｸو ゴﾖ ثة［ﾞ「ﾝا 

9-  ‖陥～｀ :ぃｵｭ÷」ﾝا ｱ“ﾚヱ ｱ書÷ケو  ｀ｱ‒‖陥～  ゴﾖ ثة［ﾞ「ﾝا ーｳ～」ｳ ｭヴﾝ［ｻ カｸوゼا ｱ‒ث［ﾞ「ﾝاف ا［【ﾝوا ｭ〉وا‖ﾝوا ゴﾖ  اجدواج 

  ｀～ｳ＞〔   اﾞ「ﾝ］ثة  ｀〔  ｸ‖ط  أヴ”  い］ث  ザ「間～ث  〉】＞‐  اﾝ」ﾞ］ثة  カﾝ［ｻ  وｳ／وث  اﾞ「ﾝ］ثة  〉÷～陥‖  〈÷～  وゃｾ  ゴ÷ケ  اぃｵｭ÷」ﾝ:  ｀】］ث  -10

 .اｱﾞ｀ｭ間ﾝ  اﾝ／وثة デｾل أﾜ』～ أو

11-   い［」＋｀  :ぃｵｭ÷」ﾝا   あ［」＋｀  〔＋ﾚ〉  ثة［ﾞ「ﾝا   グﾝم  〕＜ﾗ±ヱ  ｭ＋」｀〕＜‒و  〕＜ヴｯｭ－」  ｀～ظة   ﾈ］ثة  اﾗ±＝ﾝ＞〔  أｻ／  〈そ］ن   〉】＞‐  `و

を±＝ﾞﾝ ～ｾジا 
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 :〕｀ｭ『ﾝال ا〇＋ﾝا :ｱ】［ﾞ“÷ﾝا ｱヱثｭﾚ÷ﾝا カｸأو ー＋ｻ ゴﾞザ ｭ÷｀ ぃ陥 〕＜ｯ ثنｭﾙ 

 
 :ﾎﾄｭ」ﾝال ا〇＋ﾝب ا［ﾞ“÷ﾝا ー＋ｻ ｱ書ﾝｭ」ﾝا ｱﾞ》ﾄゼا 〕ﾏ ーｸأ:-   

 

1- :るΒャゅわャや キやヲヨャや ゅレΑギャ ゲヰヌΑ るΒャゅわャや りケヲダャや メΚカ リョ 
 ョ モんヨゎ リΒわレΒバャや ヵぺ ∨⇔ ゅルギバ ゴゎケやヲミ 
   .ラギバヨャや れゅヘタ ゲミクや 
  るらヤタ 
  るΑヲツハ ゲΒビ 
  るΒバΒらヅ 
  キギエョ ヶもゅΒヨΒミ ょΒミゲゎ ゅヰャ 
  ゴΒヨョ ヵケヲヤよ ュゅヌル ゅヰャ 

 るルケゅボヨャや ヮィヱ ゲヤヘわャや  ゲヘジヘわャや 

  るャやコや ギバよ ¬ヲツャや ケやゲヨわシや
 ゲをぽヨャや 

 ¬ヲツャや ゲヨわジΑ Ι  ¬ヲツャや ゲヨわジΑ 

 るルケゅボヨャや ヮィヱ  ゴゎケやヲムャや  サヲわジらシΙや 

ゲジムヨャや ヵケゅエョ  ヶヘΒャ 

 るルケゅボヨャや ヮィヱ りゲヤらわヨャや りキゅヨャや  りゲヤらわヨャや ゲΒビ りキゅヨャや 

ュゅダヘルΙや  ギィヲΑ  ギィヲΑ Ι 

ゲジムヨャや  ギィヲΑ  ギィヲΑ 

れやケグヤャ ヶシギレヰャや ょΒゎゲわャや  ギィヲΑ  ギィヲΑ Ι 

 ヶムらゼャや ょΒミゲわャや  ギィヲΑ 
 

 ギィヲΑ Ι 

  ろΒらャΕや ラギバョ ろΒャゅヰャや ラギバョ 

 モをゅヨわャや れゅΑヲわジョ キギハ  ギィヲΑ Ι 9 

 ヶハゅよゲャや ヶルやケヱギャや モをゅヨわャや ケヲエョ ョ ヶもゅレんャや ヶルやケヱギャや モをゅヨわャや ケヲエ 

  るヰよゅゼわヨャや ネゅッヱΕや ケやゲムゎ
 るヤョゅムャや りケヱギャや ヶプ  れやゲョ ノよケぺ  リΒゎゲョ 

 ノッヱ モミ りキゅハま るΑヱやコ ケやギボョ 90  るィケキ 180  るィケキ 

 اUجري الفحم  الكوارتز 
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2- ヶャゅわャや ヶヨヰジャや テトガヨャや モヨミぺ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3- キギェ ∩ Ι ヱぺ ⇔ ゅルギバョ ろルゅミ やクま ケヲダャゅよ るエッヲヨャや るΒャゅわャや キやヲヨャや .ゆゅらシΕや ゲミク ノョ 
 
 
 
 
 
 

 
ャや ヅヱゲセ ヮΒヤハ ペらトレゎラギバヨ    ラギバョ ザΒャ るΑヲツハ りキゅョ ヮルΕ    ャや ヅヱゲセ ヮΒヤハ ペらトレゎ ラギバヨ 

     
 
 
 
 
 
 

ラギバョ ザΒャ モもゅシ ヵヲツハ ヮルΕ    ラギバョ ザΒャ    ヮルΕ  リョ  れやゴヤプャやバレダヨる                  ヮルΕ ラギバョ ザΒャ
ヵヲツハ       
 

4-  るボプゲヨャや りケヲダャや ヶプ るレΒハ ゲヰヌゎメゅよヱΕや . 
        ∨ラキゅバヨャや リョ ゲらわバΑ モワリムャヱ ラキゅバヨャや リョ ゲらわバΑΙ ラキゅバヨャや ロゅらセぺ リョ   
        ょらジャや ゲミク ノョゴΒヨョ ヵケヲヤよ ュゅヌル ヮャ ザΒャ  

 
 

 

 

 ゲダレバャや 

ラギバョ  ケヲガタ 

  ケヲガタ
 るΑケゅル 

  ケヲガタ
るΒよヲシケ 

  ケヲガタ
るャヲエわョ 

  りゲゼボャや
 るΒッケΕや 

 اﾅ┋┙ي ا╊┿┏¨ ا╊╇‒ار│┛  اベﾇゅس

 اぇ《ﾇゅ‒م  ╊╇】┙‶ベن ا ا╊》┿┭ 
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5-  Ι ヶわャや ラキゅバヨャや リョ ヲワヱ ゴゎケやヲムャや ラギバョ ゅレΑギャ ゲヰヌΑ ペプゲヨャや モムゼャや ヶプ
スギガヨャや  ゥヲャ  ヴヤハ  ⇔やゲをぺ  ポゲわゎ∩    スギガョ  ヴヤハ  メヲダエャや  リムヨΑ  ブΒミ  リΒよ

 ∨ラキゅバヨャや ログワ モんョ 
 ヱぺ ペエシ  ラギバヨャや やグワ リエヅ 

 
 
 

6-マヤわャや ラキゅバヨャ れゅレΒハ ゅレΑギャ  ゅムΒヨャやヱ ザらイャやヱヴヤハ ょΒゎゲわャや∩ .マャク ウッヱ るルゅわヨャや リョ リΒバョ ネヲレよ ゴΒヨわゎ ゅヰレョ モミ 
 
 
 

 
 
 
 

       :マヤわャや モよゅホ ノトボヤャ                        :ザらイャや モよゅホ ノトボヤャ                                    :ゅムΒヨャや ラゲョ 
 
 

7-  ュギガわジΑ ユΒプャや サゅΒボヨよ ウッヲヨャやヨャや モムゼャゅモよゅボ ∨ 
  

ゅΒボャ サゅΒボョラキゅバヨャや りキΚタ サ 
 

 
 
 

8- ムャや ヱぺ テガャや ゲヰヌ⊥Α モムゼャゅよ ウッヲヨャや ラギバヨャやれゅヨヤ ハヲらトヨャやる るィヱキゴョ . 
 ヶワ ゅョ るΒタゅガャや  ∨ゅヰヤんヨゎ ヶわャや るΒもゅΑゴΒヘャや 

 ¬ヲツヤャ ァヱキゴヨャや ケゅジムルΙや るΒタゅカ 
  ゲミクやラギバヨャや ユシま . 

 ろΒジャゅムャや ラギバョ 
 
 

 

9- ¬ゅレらャや ヵケグャや Βレをや リΒヤョゅバよ ペヤバわΑ ケヱゅイヨャや モムゼャや ヶプ ゲヰヌΑ ゅヨミ りケヲヤらヤャ ヶヤカやギャや  リ 
  .ゅヨワゲミクや 

          ヶビやゲヘャや ょΒゎゲわャや 
         .るΒもゅΒヨΒムャや テよやヱゲャや るバΒらヅ 
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 ادثح اぃそ－ﾝ اｭ』÷ﾝوث وأぃ÷ﾜ اﾞ“÷ﾝ］ب:  -10

- ( ユホケ ユヰジャや1 :ヴヤハ メギΑ ) るヨジイョ るΑヱやコ 

ヶワ :ゅヰルほよ フゲバゎヱ  ヵケヲヤよ ヮィヱ リョ ゲんミぺ ヶホΚゎ リョ るイゎゅレャや るΑヱやゴャや 

- ( ユホケ ユヰジャや2ヮィヱ :ヴヤハ メギΑ ) ヵケヲヤよ    フゲバΑヱ 
ヮルほよ    ウトシぺぺァケゅガャや リョ りケヲヤらャや ギエゎ れゅΑヲわジョ ヱ  :ヴヤハ ゅヰわバΒらヅ ブホヲわゎヱ 

 りギもゅジャや るΒもゅΒヨΒムャや ヱや るΒバΒらトャや フヱゲヌャや ヴヤハぺ ヲヨレャや ¬ゅレを 
 - ( ユホケ ユヰジャや3 ヴヤハ メギΑ )プゅェる るΑケヲヤよ ) ヵケヲヤよ フゲェ ( 

 :ゅヰルほよ フゲバゎヱリΒΑケヱゅイわョ リΒΑケヲヤよ リΒヰィヱ ヶホΚゎ リハ アゎゅル 
 

11-や モヨミぺハ るらシゅレヨャや れゅヨヤムャゅよ ヶャゅわャや テトガヨャ :⇔ ゅΒヨヤ 

 
 
 

 
 
 
 

12-  ヶプま  モカやキ  るΒィヲャヲΒイャや  れΚェゲャや  ンギェぺユィゅレヨャや  ギェ∩   リハ  ブヤわガゎ  るよやグィ  ラやヲャほよ  ラキゅバヨャや  ヂバよ  ケヲヰド  ナェヲャ
ぺΕや ラヲヤャゅよ ゅヰツバよ ゲヰド ゑΒェ るΒヤタΕや ゅヰルやヲャゲワゅらャや ゲヨェ(A)    ∩Εや ラヲヤャゅよ ゲカΓや ゲヰド ゅヨレΒよ  ノヅゅジャや ゲツカ(B) 

ログヰよ ケヲヰヌャや ヶプ ゅヰツバよ ゲヨわシや るヨヤヌョ フゲビ ヴャま ゅヰヤボル ギレハヱ    ゲカΓや ヂバらャや リョ ろヘわカや ゅヨレΒよ )@(  ラやヲャΕや
 .)@@( 

るΒタゅガャや ログワ ヴヤハ フゲバわャや ヶプ ゑエらャや ペΑゲプ ギハゅシ. 
-  ノホヲわゎ やクゅョま リΒルギバヨャや ユシA , B  (A  ろΒジャゅミB  ) ろΒヨΒヤΑヲャや 
-  ゅョリΒルギバヨャや リΑグワ ゴΒヨゎ ヶわャや るΒもヲツャや るΒタゅガャや ∨  )@(.ゲヘジヘゎ    ) @@( ゲヤヘゎ 

 

13- れやケヲヤよ ナェΚプ モらイャや ヶプ ギヨエョ ケゅシバョ るΒルギメゅムセΕや るΒシやギシ ラやヲャΕや りキギバわョ∩ ヰゎキΚタ ゲらわカやヱゅ ∩るΒャゅハ ろルゅミヱ ヱ  ユャ
ゎ  ヴヤハ ⇔やゲをぺ ポゲわスギガヨャや ゥヲャ∩  ラギバヨャや やグワ ラやヲャぺ れキギバゎ やクゅヨャ ょイバゎヱ∩    ラやヲャぺ キギバゎ ゲΒジヘゎ ヶプ ヮゎギハゅジョ ノΒトわジゎ モワ

 ∨ヶイジヘレらャやヱ ヵキケヲャや リΒルヲヤャや るタゅガよヱ ラギバヨャや ょもやヲセ キヲィヱ リョぺギΒシゅミ  ゴΒレイレヨャや ギΒシゅミぺヱ ギΑギエャや 
-ミ ∨スギガヨャや ゥヲヤャ ヮセギカ ュギハ ゲジヘゎ ブΒキΚタヮゎ ぺ スギガヨャや ゥヲャ リョ ヴヤハ 
- ∨ラギバヨャや やグワ りキΚタ リΒΒバゎ リムヨΑ ブΒミ マΑぺケ ヶプュやギガわシゅよ  ザワヲョ サゅΒボョ 
- ∨ラヲムΑ ラぺ ノホヲわゎ やクゅョ ゴゎケやヲミ 

1 

3 

2 

 للبلورة اVواص اVارجية

 زاوية Yسمة  زاوية بF وجهية وجة بلورية أ أحرف بلورية 
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14- りゲシぺ れケゲホヤハヶ テホゅジわヨャや アヤんャや りゲシΕや れギワゅセ ポゅレワヱ るΒよケヱΕや キΚらャや ンギェま ヴャま るヤェケ ヶプ ゆゅワグャや∩  
 ヶヤハ メほシヱ ロギャやヱ ⇔ ゅルギバョ アヤんャや やグワ ゲらわバΑ モワ  ∨テホゅジわヨャや キゲらャや リΒよヱ ヮレΒよ ベゲプ ポゅレワ モワヱ ∨ 

 メぼゅジわャや ヴヤハ るよゅィΗや ヶプ ギャやヲャや りギハゅジョ マレムヨΑ ブΒミ  ∨ 
  ヶプ ヮわよΚタ ヴヤハ ナプゅエΑヱ ゴΒヨョ ヵケヲヤよ ュゅヌルヱ キギエョ ヶもゅΒヨΒミ ょΒミゲゎ ヮャヱ ょヤタ ヮルΙ ラギバョ テホゅジわヨャや アヤんャや ユバル

 メヲエわΑ キゲらャや リムャヱ チケΙや りケやゲェ るィケキまモもゅシ ヴャ レハチケΕや ウトジャ ヮャヲタヱ ギ 
 

15-  ヴヤハ  ケヲんバャや  ユゎ  れゅレΒハ  ヶプ  るΒルギバョまギェン  るΒィヲャヲΒイャや  れΚェゲャや∩   ヶレんヤャ  るヤよゅホ  るルゲョ  ヴャヱΕや  りキゅヨャや  ラぺ  ナェヲャヱ
  ペボゼわゎヱ∩るャヲヰジよ    るボΒホキ れゅホゅホケ りギハ ヴャま ノトボヤャ るヤよゅホ るΒルゅんャやヱ  ∩  ケゅらわカや ギレハヱま  ケやゲョや¬ヲツャ  ∩ゅヰャΚカ リョ    ラぺ ギィヱ

ャヱΕやヴ  ゴΒΒヨゎ リムヨΑ Ι リムャヱ ¬ヲツャや グヘレゎ ゅヰャΚカ リョ りケヲダャやヶプ  ¬ヲツャや クゅヘル リムヨΑ Ι ンゲカΕや ラぺ リΒェャΚカゅヰ . 
 マバホヲゎ ゅヨプや リΒゎゅワ ラヲムゎ ラぺ ∨リΒわレΒバャ 

ャや ラギバヨャ るレΒハ ヮΒルゅんャやヱ ゅムΒヨャや ラギバヨャ るレΒハ ヴャヱΕやマヤわ  
 

16- ょらジャや ゲミク ノョ るハヲヨイヨヤャ ヶヨわレΑ Ι ヶヤΑ ゅヨョ ヵぺ : 
  ろΑゲらムャや( *س  ろΒわΒレィゅヨャやس  ゅレΒャゅイャやس ャや)ろΒジャゅム わシやケキ メΚカ リョ.ラキゅバヨヤャ ヶもゅΒヨΒムャや ょΒミゲわヤャ マ 

-やラギバヨャ    : ヶヨわレΑ Ι ングャや ろΑゲらムャや 
-  :ょらジャやラギバョ ゲダレハヵ  : ヴホゅらャやヱ ョョ ラキゅバ らミゲ る 
 
 

 *  ¬ヲツわャや(س   スギガヨャやس   ペΑゲらャやس )りキΚダャや  .ラキゅバヨャや ソやヲガャ 
- やるΒタゅガャ ャやわ Ι ヴゎヶヨわレ    : りキΚダャや 
- . :ょらジャや ャや リョソやヲガ バヨヤャ るΒムシゅヨわャやゅラキ  : ヴホゅらャやヱ ャや リョヲガソや るΒもヲツャや.... 
 

 * るトよやゲャや りヲボャや リΒよヱ ゅヰレΒよ るホΚバヤャ マわシやケキ メΚカ リョ (りキΚダャや س るルゅわヨャや س ュゅダヘルΙや ) 
- やるΒタゅガャ ャやわ Ι ヴゎ   : ヶヨわレュゅダヘルΙや 
- . :ょらジャや  るトよやゲャや りヲホ ノョ ⇔ ゅΒジムハ ょシゅレわゎ: ヴホゅらャやヱ るトよやゲャや りヲホ ノョ ⇔ ゅΑキゲヅ ょシゅレわゎ.... 
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 :メヱΕや メやぽジャやや るよゅィΗや ゲわカや  ( るョΚハ ノッヲよ マャクヱ ヶヤΑ ゅヨΒプ りケゅらハ モミ ヶヤゎ ヶわャや れゅよゅィΗや リΒよ リョ るエΒエダャ✓ :ゅヰョゅョぺ )- 

1- ﾝا ｱﾞ＋ﾞ＋ﾝا グﾖ ة～ﾞ「」÷ﾝدن اｭﾐ÷ﾝط  أول اｭ＝ｯ ｱ‒ثｭ＝ﾝث ا［】±ﾝا ゴﾖ ｱﾞﾈا［」÷  :［ケ ونｭ〈 ぃﾏｭﾗｳ ｱﾞ＋ﾞﾄ グﾞﾏ 
    ろΑゅルヲわΒらャや     ろΒらャΕや   リΒヘΒャヱΕや    ゴゎケやヲムャや 

2- ﾞ＋ﾝا ゴﾖ  ثا［ﾞ「ｳ دنｭﾐ÷ﾝا ～ｾاأ ｱﾞ＋  طｭ＝ｯ ｱ‒ثｭ＝ﾝث ا［】±ﾝا ゴﾖ ぃﾈا［」÷ﾝ  ＝ﾓ ن［そ〉 ونｭ〈 ぃﾏｭﾗｳ ｱﾞ＋ﾞﾄ グﾞﾏゴ  ～±＝ﾐـｯ : 
  ュヲΒジャゅムャや      ュヲΑキヲダャや   ュヲΒシゅゎヲらャや    ラヲムΒヤΒジャや 

3-  ｱ‒ثｭ＝ﾝث ا［】±ﾝا ゴﾖ ｱﾞﾈا［」÷ﾝا ～＜ﾓ ｱﾞ＋ﾞ＋ﾝا ゴﾖ ة～ﾞ「」÷ﾝدن اｭﾐ÷ﾝط  أول اｭ＝ｯ  :［ケ ونｭ〈 ぃﾏｭﾗｳ ｱﾞ＋ﾞﾄ グﾞﾏ 
ャや ろΒゎヲΒら    ろΒらャΕや   ヘΒャヱΕや リΒ    ゴゎケやヲムャや 

 ｭ〈 ぃﾏｭﾗｳ ｱﾞ＋ﾞﾄ グﾞﾏون ｭ＝ｯ  .［ケط  ゴﾖ اﾓ ｱﾞ＋ﾞ＋ﾝ＞～ اﾝ÷「］اゴﾖ ｱﾞﾈ اﾝ±【］ث اｭ＝ﾝث‒ｱ  ا  ｾ～ اｭﾐ÷ﾝدن ｳ」ﾞ］ث ظ -4
 ろΒゎヲΒらャや    ろΒらャΕや   リΒヘΒャヱΕや      リΒジミヱゲΒよ 

 ÷ｳ ｱ書，ｭ】「］グﾞﾏ い اゼوﾗ書ﾝ＞〔 واﾝ」＞～و陥＋＞〔:اｱﾏ［÷』｀ﾝ ｀〔 اﾝ±【］ث ﾖ］ق   -5
 ろΒィヱΕや    ろΒゎヱギΑゲらャや  ミヲィΚらャや ゴΒヤ    ケゅらジヤヘャや 

6-  :ゴケ ｱ書」＜ヱا～』ﾝث ا［】±ﾝا グﾖ ｱ署ﾝｭﾔﾝدن اｭﾐ÷ﾝا 
ゅムΒヤΒジャやるΒゎ  るエゎゅヘャや    リΒジミヱゲΒらャや   メヲらΒヘョΕや    ゅムΑゅヨャや 

 ﾈ【］ث ｭﾐ÷ﾝｭ〈 ｱ書＝ﾓدن اｳｭﾖ ｱ書ｳｭそ書ﾞ＜＋ﾝ】ｱ اﾞﾝ］ن ｀』ぃ ا間ﾝ］اثｳ‖ واｭ署＋ﾞﾗﾝث. -7
  ろャコゅらャや     ろΒルやゲイャや   ろΑゴΑギルま    ろΒゎヱギΑゲよ 

8- ヱ書＋間」ザ あثｭヱ ｷｯ 〕｀ ثات ］ن［ﾞ ة～＜「陥 ثجةｭ〈  ［間ｳ ة～＜ﾔﾈ ثات［ﾞｯ ｭヴｯ ゃ書【ｳ〕＜」ﾞｻ～｀ グﾞﾏ ن ／‒～「」ﾝا 〕｀  : 
    ヶィゅィコ     ヶハゅボプ    ヵゲΒプケヲよ    ヶわΒゎゅヨイよ 

 : ÷ｭدة اヴ±÷ﾝ］ثةاﾝ「」～‒／ اﾈ ‖＜÷〉 ｷ書＋ヱ〕ﾏ ｷｳｭヱ ﾞﾝ ﾎ‒～＋ﾝ【～ اゼو【＋＞／〈ｭن  -9
  ヶィゅィコ    ヶハゅボプ   ンゲΒプケヲよ    ヶわΒゎゅヨイよ 

をャや りキェヱャやるをャゅ( チケΕや キやヱョ :2 ) 
 

 メタヘャや るΑケゅルャや ケヱカタャや :メヱΕや 
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 -ｺﾞ اｳ い＼ﾝ／ل ｭ署0 ぃ陥 カ書ﾞﾏثة ｀〔 اｭ署　ﾝثات اゴﾝｭ」ﾝ: : اー」ﾜ اﾄヅ〕 أو اﾝ÷±“اゴヱｭ『ﾝا〇＋ﾝال 
1  .ょヤダわゎヱ りゲヰダレヨャや りキゅヨャや キゲらゎ ゅョギレハ ラヲムわゎ ケヲガタ  (るΑケゅレャや ケヲガダャや ) 
2 チケΕや ウトシ ヴャま モダゎ ゅョギレハ りケヲヰダヨャや りキゅヨャや ヴヤハ ペヤトΑ ( ゅプΚャや  / るΒルゅミゲらャや ユヨエャや ) 

3   ヴヤハ  りゲヰダレヨャや  りキゅヨャや  ょヤダわゎ  ゅョギレハ  ラヲムわゎ  ヶわャや  るΑケゅレャや  ケヲガダャや ウトシ
                .チケΕや ( るΒエヘトャやヱぺ るΒルゅミゲらャや ) 

4   リョ  ラヲムわゎ  ケヲガタ  ヴャま  ゅヰビヲヤよ  モらホ  るミゲエャや  ヴヤハ  りケギボャや  ギボヘゎ  ヶわャや  りケゅヰダャや
 .ケヲヤらわゎヱ チケΕや ウトシ (るヤカやギわヨャやヱぺ るΒプヲイャや ) 

5   れやケヲヤよ  ょΒゎゲゎヱ  モムゼャやヱ  ユイエャや  ヴャま  キゅレわシΙゅよ  ゲガダヤャ  ュゅバャや  ゲヰヌヨャや  ブタヱ
         .るムよゅゼわヨャや ゲガダャや (アΒジレャや ヵゲガダャや) 

6   モわムミ  るハゲジよ  キゲらゎ  ヶわャや  ヱぺ  ウトジャや  ヴヤハ  ラヲムわゎ  ヶわャや  るΑケゅレャや  ケヲガダャや  アΒジル
りゲゼボャや モカやキ るΒエトジャや       . (ケヲヤらわャや ペΒホキ アΒジル ) 

7  .るハゲジよ ゅワギΑゲらゎヱ ヵヲイャや フΚピャや ヴャま ユヨエャや フグホ リハ アゎゅル アΒジル  (ヶィゅィゴャや アΒジレャや) 

8 ゅボヘャや ゅヰわヘヤカ れやヲイプ ヮよ  ケヲヤらわャや  るボΒホキ ⇔やケヲガタ ブダΑ アΒジル ¬ゅレをぺ  るΑコゅピャや  れゅハ
ゅプΚャや ょヤダゎ . 

( ヶハゅボヘャや アΒジレャや
イレヘシΙやヱぺヶ ) 

9  .ュヲΒジレピヨャやヱ ギΑギエャや リョ るΒャゅハ るらジル ヴヤハ ヵヲわエゎ ヶわャや ケヲガダャや                                      (るΒわャコゅらャや ヱぺ るΒプゅヨャや ) 
10 ゲガタ                              .ヵヲヤバャや ゥゅセヲャや るボらヅ ヶプ ヶシゅシΕや ラヲムヨャや ゲらわバΑ                     (ろΒゎヱギΑゲらャや ) 

 メやぽジャや :ゑャゅんャや :⇔ ゅΒヨヤハ ゅヰらシゅレΑ ゅヨよ るΒャゅわャや れゅビやゲヘャや モヨミぺ- 
1-  るΑケゅレャや ケヲガダヤャ るルヲムヨャや ュΕや りキゅヨャや ヴヨジゎりケゅヰダャゅ⇒よ . 
2-  キギバよ れやケヲヤよ ヲヨル ¬ヶトらャや ギΑゲらわャや コゴバΑモΒヤホ   ユイエよヱゲΒらミ . 
3- キギバよ れやケヲヤよ ヲヨル ノΑゲジャや ギΑゲらわャや コゴバΑ ゲΒらミ   ユイエよヱピタゲΒ . 
4- ゅムΒヤΒジャゅよ るΒレピャや るΒわΒルやゲイャや りケゅヰダャや ウヘトゎ ゅョギレハるヤわムミ  ⇔やギィ るィゴャゅヰルみプ   ゲガタ るルヲムョ ょヤダわゎ ラゅΑギΒジよヱΕや. 
5-  るイΒわル ⇔やギィ りゲΒらミ ろΒゎゅヨイΒらャや ヶプ れやケヲヤらャやるヤもゅジャや るゃΒらャや ケヲヤらわャや コゴバゎ ヶわャや . 
6- ヵゲダレバよ るΒレビ るレミやギャや ゅムΒヤΒジャや  ュヲΒジΒレビゅヨャやヱ ギΑギエャや. 
7- バもゅゼャや ラキゅバヨャや ユワぺ ヶワ るレミやギャや れゅムΒヤΒジャや リョ ラヲムわゎ ヶわャや るΒッケΕや りゲゼボャや ヶプ る ぺリΒヘΒャヱ ヱリΒジミヱゲΒよ ヱぺメヲらΒヘョ 
8- ゲタゅレバよ るΒレビ ラヲムゎ るエゎゅヘャや ゅムΒヤΒジャゅよ るΒレピャや ゅヨィゅヨャや ュヲΒシゅゎヲらャやヱュヲΑキヲダャや ヱュヲΒジャゅムャや  
9-  ょΒミゲゎ ゅヰャ ラヲヤャや るレミやキ ゅムΒヤΒジャや ラキゅバョ リョ りゲプヱ ヴヤハ ヵヲわエゎ ヶわャや ケヲガダャや ヶわャコゅよ 

10-  ヨャや ラヲムゎゲダレハ ヴヤハ ゅヰもやヲわェや ょらジよ ラヲヤャや るレミやキ るΒプゅヨャや ラキゅバ ギΑギエャや  るプゅんミ れやク ゅヰルほよ ゴΒヨわゎヱるΒャゅハ 
11-    ケヲガダャやベヲプ   るΒプゅヨャや    ゅムΒヤΒジャや  るらジル  ラヲムゎ  ゅヰΒプ リョ モホぺ45    ケヲガダャやヱ %るΒわΒルやゲイャや    ゲらミぺ  ゅヰΒプ  ゅムΒヤΒジャや  るらジル ラヲムゎ
リョ70 .% 
12- アΒジレャや れやク るΑケゅレャや ケヲガダャや ラヲムわゎ リゼガャや  ょヤダわゎ ゅョギレハミミ モわム¬テらよ りケゅヰダャや リョ りゲΒら . 
13-   ゆ ヵケゅレャや ゲガダヤャ ヵゲΒプケヲらャや アΒジレャや ヶプ りゲΒらムャや れやケヲヤらャや ヴヨジゎャやれやケヲヤら  りコケゅらャや 
14-  ゆ ヵケゅレャや ゲガダヤャ ヵゲΒプケヲらャや アΒジレャや ヶプ ゅヨイェ ゲピタΕや れやケヲヤらャや ヴヨジゎるヤわムャや るΒヤヘジャや 
15-   ヴヨジゎ ヶルゅミゲらャや ァゅィゴャや リョ モもやギィ るΒわャコゅらャや ユヨエャや フグホ リハ ゅルゅΒェぺ アわレΑヶヤΒよ ゲバセ 
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ギヨわバョ 
 

 :ノよやゲャや メやぽジャや: ⇔ ゅエΒエタ ⇔ゅΒヨヤハ ⇔ΚΒヤバゎ ヶゎほΑ ゅヨャ モヤハ- 
 るΑケゅレャや ケヲガダャや リョ るヨガッ ヮヤわミ ゅヰルぺ ヴヤハ チケΕや ブタヱ リムヨΑ.  س 1
    ヶャやヲェ ヵケゅル モタぺ リハ るャヲエわヨャや ケヲガダャや ノョ モムゼゎ ゅヰルΙ95    ヶトピΑ ヵグャや ゥゅセヲャや ラや ゅヨミ るΒッケΕや りゲゼボャや リョ %82    %

るΑケゅル るΑゲガタ りキゅョ リョ ラヲムわΑ チケΙや ユイェ リョ . 
 

 ヵケゅレャや ゲガダャや ブタヲャ ンゲガダャや アΒジレャや ウヤトダョ ュギガわジΑ.  س 2
  キゅレわシΙゅよ ュゅバャや ゲヰヌヨヤャ ブタヱ ゲらわバΑ ヮルΕま るムよゅゼわヨャや ヮゎやケヲヤよ ょΒゎゲゎヱ モムゼャやヱ ユイエャや ヴャ. 
 

3- .チケΕや ウトシ ヴヤハ りゲセゅらョ るヤカやギわヨャや るΑケゅレャや ケヲガダャや ゲヰヌゎ Ι 
  ゲヰヌゎ Κプ ウトジャや リハ やギΒバよ ほゼレゎ ゅヰルΕまゎ ヶわャや ケヲガダャや るΑゲバゎ ギバよ Ι ゅワヲヤバ . 
 

4- .ラゅΑギΒジよヱΕや ゲガタ ゴΒヨΑ ヴィゅィゴャや アΒジレャや 
  ほゼ⌒レΑ ノΑゲジャや ギΑゲらわャや るイΒわル ユヨエヤャゅムΒヤΒジャゅよ るΒレピャや るΒわΒルやゲイャや るハゲジよ キゲらゎ ゑΒェ ヵヲイャや フΚピャや ヴャま フグボゎ ヶわャや . 

 ろΒルやゲイャや ゲガタ ょΒミゲわャ ヮよゅゼョ るΒわΒゎゅヨイらャや ケヲガダャや ユヌバョ ょΒミゲゎ.                 س 5
  Ηらミ れやケヲヤよ ヴヤハ ゅヰもやヲわェ ケヲヤらわャや コゴバゎ ヶわャや るヤもゅジャや るゃΒらャや るイΒわル リΑギィやヲわヨャや ろΒプヲムジヨャやヱ ケゅらジヤヘャやヱ ゴゎケやヲムャや リョ りゲΒ. 

 

 . よ るトΒシヲャや ケヲガダャや るハヲヨイョ ろプゲハみΑギルΗや ケヲガダャや ユシ るΒわΑゴ س6
 ギルΕや ゲガダャ るらジル Α ラゅわハヲヨイヨャや ノョ ポゲわゼゎ れゅヘタ ヮャ ゑΒェ るΒわャコゅらャやヱ るΒわΒルやゲイャや ケヲガダャや リΒよ ノホやヲャや ろΑゴ. 
 

 ジヤジャや ヴヨジゎヤる Ηや やグヰよ るΒヤハゅヘわャや ラヱゅよ るヤジヤシ ヶプ るヤタやヲわヨャや ゲΒビ.ユシ س 7
   ヂバらャや ゅヰツバよ リハ るΒもゅΑゴΒヘャや ゅヰタやヲカヱ ヵケヲヤらャやヱ ヶもゅΒヨΒムャや ゅヰらΒミゲゎ ヶプ ブヤわガゎ るヤジヤジャや ログワ ヶプ ラキゅバヨャや ラΕ 
 

8-  .モΒボを ヶハヲル ラコヱヱ リミやキ ラヲヤよ ろΒィヱΕや ラキゅバョ ヮハヲヨイョ ゴΒヨわゎ 
  ゅヰルΙ ヵヲわエゎ  ヴヤハるΒャゅハ るらジル るΒレピャや ラキゅバヨャや リョ ヨャやヱ ギΑギエャゅよゅムΒヤΒジャや りケギルヱ ュヲΒジΒレピ 
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ギヨわバョ 
 

 :リョ モミ ラヲムゎ るΒヘΒミ ⇔ ゅΒィヲャヲΒィ ゲジプ :ザョゅガャや メやぽジャや- 
 るΑケゅレャや ケヲガダャや ヶプ )れゅらΒらエャや ペΒホキ( ケヲヤらわャや ペΒホギャや アΒジレャや. س 1

 ウトジャや ヴヤハ ゅヰルヲムゎ るイΒわル ノΑゲジャや ギΑゲらわャや ょらジよぺ りゲΒピタ モわムミ ヱリョ ゅらΑゲホ ウトジャや . 
 ヤらわャや リゼカ アΒジル れやク るΑケゅレャや ケヲガダャや .)れゅらΒらエャや リゼカ( ケヲس 2

 ⇔やギΒバよ りケゅヰダャや リョ りゲΒらミ モわミ ょヤダゎ リョ ラヲムわゎ ゅヰルΕ  ⇔ ゅボΒヨハ ウトジャや リハ  ¬ヶトよ ギΑゲらわャや メギバョ ゑΒェ チケΕや モカやキ. 
 るΑケゅレャや ケヲガダャや ヶプ ンゲΒプケヲらャや アΒジレャや.   س 3
Ε  モカやキ りケゅヰダャや ょヤダわゎ ゑΒェ リΒわヤェゲョ ヴヤハ ほゼレΑ ヮル  りゲゼホコケゅらャや れやケヲヤらャや( りゲΒらミ れやケヲヤよ るルヲムョ チケΕやりΒわル )  ギΑゲらわャや るイ

ラゅミゲらャや ゅヰプグボΒプ りケゅヰダャや リョ モもゅシ ¬ゴィ ゅヰレΒよ ヵヲわエゎヱ ¬ヶトらャや  ウトジャや リョ ゆゲボャゅよ ヱぺ  プ れやケヲヤよ ラヲムわプ ノΑゲシ ギΑゲらわャ チゲバわわ
ゲΒピタり ヘジャや るヤわムャや(Βヤ ヶボらわヨャや モもゅジャや ¬ゴイャや リョ )る. 

 るΑケゅレャや ケヲガダャや ヶプ ヴィゅィゴャや アΒジレャや.   س 4
 ⇔やギィ ノΑゲジャや ギΑゲらわャや るイΒわル ピャや ヴャま ユヨエャや フグボゎ ゅョギレハ ヵヲイャや フΚぺ .るΒルゅミゲらャや れやケヲんャや ヂバよ ¬ゅレを 

5 -  .るΑケゅレャや ケヲガダャや ヶプ ヶハゅボヘャやヱ ヴイレヘシΕや アΒジレャや 
  れやヲイプ るヘヤガョ ウトジャや ヴヤハ ゅプΚャや ょヤダゎ ¬ゅレをぺ るΑコゅピャや れゅハゅボヘャや ゆゲジゎ るイΒわル. 
 るΑケゅレャや ケヲガダャや ヶプ ンケゅレャや ヴゎゅわヘャや アΒジレャや.  س 6
 らャや ラやケヲんャや ヮプグボΑ ヵグャや ヵゲガダャや れゅわヘャや ょヤダゎヱ アョキ るイΒわル  ヱぺ りゲヰダレョ フゅトル ヱぺ ペΒホキ キゅョケ リハ りケゅらハ ヶワヱ ギΑギゼャや ヶルゅミゲ

 ラゅミゲらャや るワヲプ ラやケギィ リョ るハゴわレョ りゲΒらミ るΑゲガタ モわミ. 
 るΑケゅレャや ケヲガダャや ヶプ ヶわΒゎゅヨイらャや アΒジレャや.  س 7

      ケヲヤヘャやヱ  ケヲヤムャやヱ  ¬ゅヨャや  モんョ  りケゅΒトャや  キやヲヨャや  るΒボらわヨャや  りケゅヰダャや  ヶプ  ヴボらΑ  ラぺ  ギバよ  ケヲヤらわャや  リョ  りゲカほわヨャや  モェやゲヨャや  ヶプ  ほゼレゎ
ヱよ ラヲムわプ ケヲヤらわャや コゴバゎ るヤもゅジャや るゃΒらャやヱ ゅヰわィヱゴャ リョ モヤボΑヱ るヤもゅシ ゅヰヤバイΑ ゅヨョ るΒャゅハ るらジレよ ろΑゲらムャや ゅワゲトホ ギΑゴΑ りゲΒらミ れやケヲヤ

ヨΒわレシ リハヱ ゲわ ギェや 
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ギヨわバョ 

 ｭﾙثن ー＋ｻ ゴﾞザ ｭ÷｀ ぃ陥 〕＜ｯ أوカｸ اｭﾚ÷ﾝثｱヱ اｱ】［ﾞ“÷ﾝ: ا〇＋ﾝال اｭ＋ﾝدح: 
 

 

                

 

 るルケゅボヨャや ヮィヱ  るハヲヨイョ リョ ラヲムわゎ ヶわャや るΑケゅレャや ケヲガダャや 
ケゅらジヤヘャや ラキゅバョ 

  るハヲヨイョ リョ ラヲムわゎ ヶわャや るΑケゅレャや ケヲガダャや
 ろΒィヱΕや ラキゅバョ 

ジルゅムヤΒジャや るら ゅムΒヤΒジャや りゲプヱ ゅムΒヤΒジャや りケギル 
  ギΑギエャや るらジル
 ュヲΒジレビゅヨャやヱ  ュヲΒジΒレビゅヨャやヱ ギΑギエャや りケギル  ュヲΒジΒレビゅヨャやヱ ギΑギエャや りゲプヱ 

 ヶハヲレャや ラコヲャや  ブΒヘカ  モΒボを 
 ラヲヤャや ウゎゅプ リミやキ 

 

ま アΒジレャや ユシ 
 るハゲシヱ ラヲムわャや ラゅムョヱ フヱゲド

 ギΑゲらわャや 
れやケヲヤらャや ユイェ  メゅんョ 

 ケヲヤらわャや ペΒホキ ウトジャや ヴヤハ  ウトジャや リョ ゆゲボャゅよ
 ⇔ ゅΒらジル ノΑゲシ ギΑゲらゎ 

 ⇔やギィ りゲΒピタ  ゲヰイヨャゅよ ゴΒヨゎ ろャコゅらャや  ろΑΙヲΑケ / 

リゼカ ケヲヤらわャや  ⇔やギΒバよ ウトジャや リハ- ¬テらよ ょヤダわゎ  るΑヱゅジわョヱ りゲΒらミ ろΒルやゲイャや-  ヱゲよゅイャや 

ヵゲΒプケヲよ 

  るボΒヨバャや りケゅヰダャや るヤわミ れケゅを やクま
 ギレハ りゲΒらミ れやケヲヤよ ヴヤハ るΑヲわエヨャや

¬ゴィ ラゅプ ウトジャや  ヴボらわヨャや ゅプΚャや
 ⇔ ゅΒらジル るハゲジよ キゲらΒシ 

  ゅヰよ テΒエゎ )りコケゅらャや れやケヲヤらャや( りゲΒらミ れやケヲヤよ
 )るΒヤヘジャや るヤわムャや( りゲΒピタ れやケヲヤよ 

 ンゲΒプケヲよ ゲガタ 

 ヶィゅィコ るハゲジよ ウトジャや ヴヤハ  れやケヲヤよ ラヲムわゎ ユャ  ラゅΑギΒジよヱΙや 

 ヶイレヘシや/ヶハゅボプ  るΒルゅミゲらャや ユヨエヤャ ゅΒヤバャや るボトレヨャや  るΑコゅビ れやヲイプ キヲィヱ +ケヲヤらわャや るボΒホキ 
ゅΑケヲムジャや- 
 ザョヲΒらャや 

 ヶわΒゎゅヨイよ 
 るΒプヲイャや ケヲガダャや モわミ フやヲェ ギレハ
 リョ りゲΒカΕや モェやゲヨャや ヴプ りゲΒらムャや

ヲヤらわャや ケ 
  > ゅヰゎやケヲヤよ れゅらΒらエャや るレゼカ1 ユシ  ろΒゎゅヨイらャや ケヲガタ 

 るΒゎゅムΒヤΒジャや ラキゅバヨャや ネやヲルぺ るレミやギャや ラキゅバヨャや るエゎゅヘャや ラキゅバヨャや 

りゲんムよ ゅヰよ りキヲィヲヨャや ゲタゅレバャや  ュヲΒジΒレピョヱ ギΑギェ  ュヲΒシゅゎヲらャやュヲΒジャゅムャやヱ ュヲΑキヲダャやヱ 

ゅムΒヤΒジャや リョ ゅワやヲわエョ  モΒヤホ ゅムΒヤΒジャゅよ るΒレビ 

リΒャゅんョ  ろΒゎヲΒらャやヱ リΒジミヱゲΒらャや ∩リΒヘΒャヱΕや ¬ゅツΒらャや ゅムΒヨャやヱ ケゅらジヤヘャや ∩ゴゎケやヲムャや 
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 :ﾎ〈ｭ＋ﾝال ا〇＋ﾝب:ا［ﾞ“÷ﾝا ー＋ｻ ｱ書ﾝｭ」ﾝا ｱﾞ》ﾄゼا 〕ﾏ ーｸأ 
 
 1- ∨るΒャゅわャや れΙゅエャや ヶプ ゐギエΑ やクゅョ 

- ャギレハ りケゅヰダヤ ∨ゅヰよ テΒエΑ ゅョ ヴャま るハゲジよ りケやゲエャや ギボヘゎ ゅョ 
 りゲΒピタ れやケヲヤよ モムゼゎヱ ょヤダわゎよヱミ キやギハほΒん りゲ 

-   ∨¬ヶトよ ギΑゲらわャ チゲバわゎ ゅョギレハ りケゅヰダャや れゅルヲΑΕ 
ゎ . りキヲィヲヨャや るΑケヲヤらャや ょΒミやゲわャや ギェほよ るΑゅヰレャゅよ テらゎゲゎ ヴわェ キヲΒホ ラヱキ れゅルヲΑΕや モボわレ 

 

 -اｱ書ﾝｭ」ﾝ: أぃ÷ﾜ اｭ““】÷ﾝت  : 2
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- よ )るΒわΑゴΑギルΕや( るトΒシヲャや ケヲガダャや ゴΒヨわゎや ヴヤハ ゅヰもやヲわェゅるΒャゅわャや ラキゅバヨャ: 
 
 

 
 

 
 
-  るΑケゅレャや ケヲガダャや メゅムセぺ ゅワグガわゎ ヶわャや るΒプヲイャや :るバΒらトャや ヴプ 
 

     
 
 

              
 
 
 
3: ヶヤΑ ゅヨハ ょィぺ ユを るΒャゅわャや メゅムセΕや サケキや : 
 

  ヶプ るΑケゅレャや ケヲガダャや メゅムセぺ リハ ゲらバΑ ヶャゅわャや ユシゲャや 
.るバΒらトャや 

 :ヴャま ゲΒゼゎ るΒャゅわャや ュゅホケΕや 
1.  ゑΒャヲよヲャ 

2. ギシ 

3. ノヅゅホ 

4.  ゑΒャヲをゅよ 

5.  ゑΒャヲミΙ 
 
 
 

     メヲらΒヘョぺ  リΒジミヱゲΒよ         ろΒゎヲΒよ  ヵゴΒヤミヲΒィΚよ ケゅらジヤプ 

ﾎ’ｭﾙ ／ﾄ  ‐＜ﾝ［ﾜヅ    ‐＜ﾝ［ｵｭ〈  ‐＜ﾝ［】［ﾝ 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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ϰ-  :〔ヴﾞﾗﾄول أ／』ﾝا ぃ÷ﾜأ 〔ｵ ｱ書ﾝｭ」ﾝا ｱ書“書“】」ﾝل اｭそﾆヅادثح ا- 
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 るルケゅボヨャや ヮィヱ 
 るΒわΒルやゲィ ょΒミやゲゎ 

 )るΒジヤプ( 

 るΒトシヱ ょΒミやゲゎ 

 )るΒわΑゴΑギルま( 

 るΒわャコゅよ ょΒミやゲゎ 

 )るΒプゅョ( 
ヲプ ょΒミやゲゎ  ベ
 るΒプゅョ 

  るΒヨミゅムΒヤΒジャや リョ ゅワやヲわエョ  りゲΒらミ  るトシヲわョ  るヤΒゃッ  ⇔やギィ るヤΒゃッ 

 リョ ゅワやヲわエョ るΒヨミFe ∩Mg  ⇔やギィ るヤΒゃッ  るトシヲわョ るΒャゅハ 
 るヤョゅミ りケヲダよ

 تقريبا 

 ラキゅバヨャや リョ ラゅレをま 

るらャゅピャや るΒゎゅムΒヤΒジャや 
 ゴゎケやヲミ-  ケゅらジヤプ

 ヶシゅゎヲよ 

 れやケゅらジヤプ
 るΑゴΒヤミヲΒィΚよ- 

 メヲらΒヘョぺ 

リΒジミヱゲΒよ-  ケゅらジヤプ
  ヶレビ ヵゴΒヤミヲΒィΚよ

ュヲΒジャゅムャゅよ 

 リΒヘΒャヱや- 

 ケゅらジヤプ
  ヵゴΒヤミヲΒィΚよ
ュヲΒジャゅムャゅよ ヶレビ 

りゲんムよ ゅヰよ りキヲィヲヨャや ゲタゅレバャや 

  ュヲΒシゅゎヲよس
ュヲΑキヲタ-
ュヲΒジャゅミ-

 リΒイジミや
 ラヲムΒヤΒシヱ 

 リΒイジミぺ
 ラヲムΒヤΒシヱ 

ギΑギェ- ュヲΒジΒレビゅョ-
ュヲΒジャゅミ 

 ギΑギェ
 ュヲΒジΒレビゅョヱ 

 チケΕや ヶプ ゅワギィやヲゎ ラゅムョ 

  ウトジャや ヴヤハ
  モんヨΑ ゑΒェ

40  リョ %
 るΑケゅレャや ケヲガダャや 

 ノョ ペプやゲわゎ
ャや  ヶルゅミゲらャや ヅゅゼレ

 ゲダエレΑ ヵグャや
 フやヲェ ギレハ

れやケゅボャや 

 テΒエヨャや ネゅホ
ヱャや  ケゴイ

ャや  モカやキ るΒルゅミゲら
 チやヲェΕや

ヱャや  メヲΒジ
ャや  ヴヤハ るΒルゅミゲら

れやケゅボャや 

 ラヲムヨャや
  ヶプ ヶシゅシΕや
 ゥゅセヲャや るボらヅ 

ウトジャや ベヲプ ケヲガダャ るヤんョぺ  ろΒャヲΑケ ギルぺΑ ろΑゴ ろャコゅよ  ろΒゎゅョヲミ 

ウトジャや ろエゎ ケヲガダャ るヤんョぺ  ろΒルやゲィ  ろΑケヲΑキ  ヱゲよゅィ  ろΒゎヱギΑゲよ 

ャや ラヲヤャや ギもゅジ ウゎゅプ  テシヲわョ リミやキ  ⇔やギィ リミやキ 

 ヶハヲレャや ラコヲャや  ブΒヘカ  テシヲわョ  モΒボを  ⇔やギィ モΒボを 

 ゲΒヰダャや るィヱゴャ  ァゴャ  テシヲわョ  るィヱゴヤャや モΒヤホ モもゅシ 

 ケヲヤらわャや りケやゲェ るィケキ  るツヘガレョ  テシヲわョ るΒャゅハ やギィ るΒャゅハ 
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5-   :ー「＋ﾝا ～陥ت ﾎ｀ ｱﾏ［÷』÷ﾞﾝ ゴ÷」＝ザ ヅ ゴﾞザ ｭ÷｀ いأ 
 

1) )リΒヘΒャヱΕや س ろΒらャΕや س リΒジミヱゲΒらャや س ΒヘョΕやメヲら( ラヱゅよ モハゅヘゎ るジヤジャ マわシやケキ メΚカ リョ 
-やラギバヨャ ...............   : ヶヨわレΑ Ι ングャやろΒらャΕや ..................... 
- .......... :ょらジャやラヱゅらャ るヤダわヨャや るヤジヤジャや ラキゅバョ リョ....: ヴホゅらャやヱ ..............るバトボレヨャや るヤジヤジャや リョ ............. 
2) ヱゅよ モハゅヘゎ るヤジヤシ ヶプ ゲヤらわャや フヱゲヌャ マわシやケギよラ 

 ( リΒヘΒャヱΕやسس  リΒジミヱゲΒらャやس ュヲΒジャゅムャゅよ ヶレビ ゴΒヤミヲΒィΚよ-  ゴゎケやヲミ( 
-やラギバヨャ ...............   : ヶヨわレΑ Ι ングャや ゴゎケやヲミ ..................... 

- .......... :ょらジャやガレョ りケやゲェ れゅィケキ ギレハ ゲΒヰダャや ケヲヤらゎ モェやゲョ ゲカへ ヶプ ケヲヤらわΑヘ るツ  .............. 
: ヴホゅらャやヱ ..........ゎムらョ ケヲヤらわるΒャゅハ りケやゲェ れゅィケキ ギレハ ゲΒヰダャや ケヲヤらゎ モェやゲョ メヱぺ ヶプ ⊥やゲ .............. 

3) ( リΒヘΒャヱΕやسس  )ろΒプヲムジョ(¬ゅツΒよ ゅムΒョ-  )ろΒゎヲΒよ(¬やキヲシ ゅムΒョ- リΒジミヱゲΒらャや( 
-やラギバヨャ ...............   : ヶヨわレΑ Ι ングャや )ろΒプヲムジョ(¬ゅツΒよ ゅムΒョ ..................... 
- .......... :ょらジャやるエゎゅヘャや れゅムΒヤジャや リョ   .............. 

: ヴホゅらャやヱ  ..........  るレミやギャや れゅムΒヤジャや リョ .............. 
4)  ヶィゅィゴャや アΒジレャや(س  ケヲヤらわャや ペΒホキ アΒジレャやس )ケヲヤらわャや リゼカ アΒジレャや 
-...............   : ヶヨわレΑ Ι ングャや ギレらャやケヲヤらわャや リゼカ アΒジレャや ..................... 
- .......... :ょらジャや)¬ヶトよ ギΑゲらゎ ( チケΕや フヲィ ヶプ ラヲムわゎ....: ヴホゅらャやヱ ...........)ノΑゲシ ギΑゲらゎ ( ヶエトシ ............. 
5)   ろΒルやゲィس  ヱゲよゅィ-  ろャコゅよس   ろΑケヲΑキ 
-ゲガダャや ...............   : ヶヨわレΑ Ι ングャやろャコゅよ ..................... 
- ... :ょらジャや.. ガタゲ  アΒジル( ヶエトシ)ペΒホキ ...... ヴホゅらャやヱ :.アΒジル( るΒプヲィ ケヲガタ  )リゼカ ............. 
6)   ろΒルやゲィس  ろΒャヲΑケ- ろΒゎヱギΑゲよس  ザョヲΒよ 

-ゲガダャや  ...............   : ヶヨわレΑ Ι ングャや ろΒゎヱギΑゲよ ..................... 
- .... :ょらジャや  るΒプゅヨャや ベヲプ ケヲガダャや リョ ギΑギエャゅよ るΒレビ )るレミやキ(ュヲΒジレピヨャやヱ  ヶプ りゲΒボプ()ゅムΒヤジャや ......   

ヴホゅらャやヱ :.タプ ケヲガよ りゲΒボプ( )るエゎゅプ( るΒジヤ) ゅムΒヤジャゅよ るΒレビ()ュヲΒジレピヨャや ヱ ギΑギエャゅ ............. 
7)  ラゅΑギΒジよヱやس  ヱゲよゅィس ろャコゅよ س ゅΑケヲムシ 
-ゲガダャや  ...............   : ヶヨわレΑ Ι ングャやラゅΑギΒジよヱや ..................... 
- ... :ょらジャや.. ョリ るΒジヤヘャや ケヲガダャや   ....: ヴホゅらャやヱ ......るΒプゅヨャや ケヲガダャや リョ ............. 
8)   ろΒャヲΑケس ΑギΒジよヱやラゅس  ろャコゅよس  ろΑゴΑギルや 
-ゲガダャや  ...............   : ヶヨわレΑ Ι ングャやラゅΑギΒジよヱや ..................... 
- ... :ょらジャや.. イΒジルヮ  ヶィゅィコ...... ....: ヴホゅらャやヱペΒホキ アΒジル ............. 
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 :メヱΙや メやぽジャやノッヲよ マャクヱ ヶヤΑ ゅヨΒプ りケゅらハ モミ ヶヤゎ ヶわャや れゅよゅィΗや リΒよ リョ るエΒエダャや るよゅィΗや ゲわカや   ( るョΚハ✓ :ゅヰョゅョぺ )- 
 

1.  :ょシやヱケ ヴヨジゎ るΒもゅΒヨΒムャやヱ るΒムΒルゅムΒヨャや るΑヲイわャや リョ モミ リハ るヨィゅル るらヤタ れゅヨΒジイミ モボレゎヱ ほゼレゎ ヶわャや ょシやヱゲャや- 
るΒゎゅわプ       るΑヲツハ    るΒもゅΒヨΒミ     るΒレΒヅ 

2.  :るΒヤヨバよ るΒよヲシゲャや ケヲガダャや りほゼル るΑやギよ モんヨわゎ 
  るΑヲイわャや     モボレャや     るΑゲバわャや     ょΒシゲわャや 

3.  シゲゎ ゐギエΑ :ギレハ るΒよヲシゲャや ケヲガダヤャ ュゅガャや キやヲヨャや ょΒ 
   ゥゅΑゲャや るハゲシ りキゅΑコ       ゲΒピゎや     ゥゅΑゲャや ロゅイゎ 
      ブタやヲハ ゐヱギェ      やるハゲシ チゅヘガル ゥゅΑゲャや    

4.  :ゅヨワ )るΒゎゅわプ( るΒムΒルゅムΒヨャや るΒよヲシゲャや ケヲガダャや ユヌバヨャ ラゅΒジΒもゲャや ラゅルヲムヨャや 

 ゴゎケやヲムャやヱ るΒレΒトャや ラキゅバヨャや        ゴゎケやヲムャやヱ れゅルヲよゲムャや 
 ャやれゅルヲよゲムャやヱ るΒレΒトャや ラキゅバヨ    ろΒジャゅムャや  ゴゎケやヲムャやヱ 

5.  ァゅわエΑ るΒャゅわャや るΒよヲシゲャや れゅらΒらエャや ネやヲルぺ ギェぺま :ヮヤボレャ ロゲΒビ リョ ゲらミぺ るホゅヅ ヴャ 
  ヴダエャや     モョゲャや   リΒトャや       ヴヨトャや 

6. :ユイエャや ゑΒェ リョ るΒャゅわャや るΒよヲシゲャや れゅらΒらエャや ゲピタぺ 
  れやゲΒョヲヤイルヲムャや   ゅΒゼΑゲらャや      ゲイエャや ヶヤョゲャや    リΒトャやヶエヘダャや 

7.  :ヮルほよ ヵゲΒイャや ゲイエャや ゲガタ リハ ろΒョヲャヱギャや ゲガタ ゴΒヨわΑ 

  るよΚタ ゲんミぺヱ モボをぺ       ュヲΒジャゅムャやヱ ュヲΑキヲダャや れゅルヲよゲミ リョ ラヲムわΑ 
  るよΚタ モホぺヱ ブカぺ       ノΑゲシモハゅヘわャや  ブヘガヨャや マΑケヲヤミヱケギΒヰャや ヂヨェ ノョ 

8.  :れやゲガらわヨャや リョ ゲらわバΑ Ι るΒャゅわャや ケヲガダャや ギェぺ 
  ザらイャや      ヲルやヲイャや    ろΑゲΑギΒヰルΙや    ヵゲガダャや ウヤヨャや 

 

9.  :モΒャゅエヨャや ヶプ るよやグヨャや ュヲΒジャゅムャや れゅルヲよゲミ りキゅョ ょシゲゎ リョ ラヲムわΑ ゲガタ 
  ザらイャや     ヵゲΒイャや ゲイエャや  ヵゲガダャや ウヤヨャや   ゅレΒミヲムャや 

 

10.  :ヲワ ゅヰムシゅヨゎ ユを モョゲャや れゅらェ メヲェ ュヲΒジャゅムャや れゅルヲよゲミ ょシゲゎ リョ りゲΒピタ れゅΑゲミ ラヲムゎ リハ アゎゅル ゲガタ 
  リΒゎゲプやゲわャや    ヵゲΒイャや ゲイエャや  ゲイエャや  ヶカヱゲトらャや ヵゲΒイャや  ろΒョヲャヱギャや   

 

をャや りキェヱャやるをャゅ( チケΕや キやヱョ :2 ) 
 

るΑよヱシケャや ケヱカタャや :ヶルゅをャや メタヘャや   
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11.  :ヲワ テよやヲヰャやヱ ギハやヲダャや りギヨハΕ ラヲムヨャや ヶシゅシΕや ラギバヨャや 
 ろΒジャゅムャや                      ゴゎケやヲムャや                                                ザらイャや ろΒャゅヰャや 

 

12. ギェぺ  :るΑヲツバャや ケヲガダャや リョ ゲらわバΑ Ι るΒャゅわャや ケヲガダャや 
             ヲルやヲイャや           ゅレΒミヲムャや                        ろレヤヘャや                               ゲΒセゅらトャや 

13.  モミゅΒワ ユミやゲゎ リハ アゎゅル ゲガタ るΑケゅボヘャや れゅレもゅムャや ュゅヌハヱ :ヲワ 
                                      ゲΒセゅらトャや                     ヲルやヲイャや 
                                 ゅレΒミヲムャや                         ャや れゅヘシヲヘ 

14. Εや るミゲェ リハ アゎゅル ょΒミゲゎ ⇔ ゅよゅワク るΒエトジャや ァやヲョ ヱま ⇔ ゅよゅΑ  :¬ヶヅゅゼャや リョ るらΑゲホ るヤエッ るゃΒよ ヶプ- 
                          るΑケゅΒわャや ユΒレャや れゅョΚハ                  るィケギヨャや ユΒレャや れゅョΚハ 
                        るΒィヲヨャや ユΒレャや れゅョΚハ                 るΒよグよグわャや ユΒレャや れゅョΚハ   

15.  :ヵゲエらャや ヶらΒシゲわャや チヲエャや リヨッ リョ ウらダΑ ヵグャや ¬ヶヅゅゼャや ヶトピΑ ゑΒエよ ゲエらャや ロゅΒョ ンヲわジョ ネゅヘゎケや 
 ゲエらャや ラゅΒピヅ                  ゲエらャや ケゅジエルや                                          ヶョゅルヲジゎ  ケゴィヱ ギ⇒⇒⇒⇒ョ 

 

16. シやヱゲャや れゅボらヅ ょゎゲわゎ ゲエらャや ノィやゲゎ メゅェ ヶプ:ヶャゅわャゅミ ゐギェΖャ ュギホΕや リョ ょ 
 ヵゲエよ-   ヶャゅボわルやس ヵケゅホ                                       ヵゲエよ-   ヵケゅホس  ヵゲエよ 
   ヵケゅホس ヵゲエよ-                     ヵケゅホ                      ヵケゅホس  ヶャゅボわルやس ヵゲエよ 

17.  ⇔ ゅΒイΑケギゎ りギェやヲャや るΒよヲシゲャや るボらトャや モカやキ れゅらΒらエャや ユイェ ゲΒピわΑ ゅョギレハ  ガャや リョ  りギハゅボャや ギレハ リゼま ケゅゼΑ ∩ペΒホギャや ヴャ
ま:ヮルぺ ヴヤハ マャク ヴャ 

                             ノヅゅボわヨャや ペらトわャや                   ァケギわヨャや ペらトわャや   
                                      モもゅヨャや ペらトわャや             ゆクゅムャや ペらトわャや 

18. ヴヤハ メギゎ るΒルゅィゲヨャや ょシやヱゲャや  やク るΑゲエよ ろルゅミ るゃΒらャや ラぺ :ロゅΒョ れ 

 るゃプやキヱ るヤエッ                                                   りキケゅよヱ るヤエッ 
 るゃプやキヱ るボΒヨハ                                                     るボΒヨハ  りキケゅよヱ 

19.  :ょシやヱゲャや ヶワ るΑゲヰル るΑケゅホ るゃΒよ ヴヤハ メギゎ ヶわャや ょシやヱゲャや 
 るΒヨトャや                           るΒルゅィゲヨャや                                       るΒゃヅゅゼャや         るΒゎゅルヲよゲムャや 

 

20. :ょシやヱゲャや ヶワ るボΒヨハ るΑゲエよ るゃΒよ ヴヤハ メギゎ ヶわャや ょシやヱゲャや 
          るΒレΒトャや               るΒゎゅルヲよゲムャや                                 るΒエヤヨャや               るΒゃヅゅゼャや 

21. ュギガわジΑ るΒャゅわャや ケヲガダャや ネやヲルぺ ギェぺ  :ケヲガダャや ヶワ ¬ゅレらャや ケゅイェぺヱ ギΒョゲボャやヱ ケゅガヘャや るハゅレタ ヶプ 
            るΒエヤヨャや             るΒレΒトャや                                                   るΒヤョゲャや  るΒジヤムャや 
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ギヨわバョ 
 

 :ヶルゅんャや メやぽジャやッ ( るョΚハ ノ✓  ( るョΚハヱ るエΒエダャや りケゅらバャや ュゅョぺ )  Α ゅヨΒプ るエΒエダャや ゲΒビ りケゅらバャや ュゅョぺ ) : ヶヤ- 
1  .るΑゲバわャや モョやヲハ モバヘよ るらヤダャや れゅヨΒジイャやヱ るらもやグャや れゅルヲムヨャやヱ キやヲヨャや モボわレゎ  

2 .ょシやヱゲャや リョ ヶよヲシケ ゲガタ ラヲムゎヱ るヨェΙ りキゅョ るヅゅシヲよ ょシやヱゲャや マシゅヨゎ ヶレバゎ るわレヨジャや るΒヤヨハ  

3 ゲプヲわヨャや るバもゅゼャや ラキゅバヨャや リョゴゎケやヲムャや ゲらわバΑり ゲんムより るΑヲイわヤャ ⇔やギィ ュヱゅボョ ヮルΕ るΒよヲシゲャや ケヲガダャや ヶプ 
 .るΒもゅΒヨΒムャや 

 

4  .Ιヱぺ ょシゲわゎ りゲΒピダャや れゅらΒらエャや ラみプ るハゲジよ るホゅトャや ¬ゅヨャや ケゅΒゎ ギボヘΑ ゅョギレハ  

5  .ヶもゅΒヨΒムャや ょΒミゲわャや ょジェ れゅらΒらエャや るΒもやヲヰャやヱ るΒもゅヨャや れやケゅΒわャや コゲヘゎ  

6 .ケゅらジヤヘャや ラキゅバヨャ るΒもゅΒヨΒムャや るΑヲイわャや リョ りゲプヱ ゲんミΕや アわレヨャや ヶワ るΒレΒトャや ラキゅバヨャや  

7  ラキゅバョ キヲィヱ ラまやゅムΒヨャやヱ れやケゅらジヤヘャ   るΑゲバわャや るΒヤヨハ るハゲシ ヴヤハ メギΑ るΒよヲシゲャや ケヲガダャや ヶプ
 .ょΒシゲわャやヱ 

 

8  ⇔Ιヱぺ ょシゲわΑ ヵグャや ラギバヨャや  .⇔ ゅルゅよヱク モホΕや ヲワ るバらゼヨャや るΒもゅΒヨΒムャや モΒャゅエヨャや リョ  

9   るΒゎゅルヲよゲムャや るΒよヲシゲャや ケヲガダャや ラヲムゎ ¬ゅレをぺ ラヲムわΑ ろΒルヲィやケΕや  ユを メヲエわΑ.ろΒジャゅムャや ヴャま  

10 わガΑ ろΒョヲャヱギャや .るハゲジよ チゅヨェΕや ノョ モハゅヘわΑ Ιヱ るバヘゎゲヨャや ヮゎキΚダよ ヵゲΒイャや ゲイエャや リハ ブヤ  

11  .ろホヲャや ケヱゲヨよ ろΒジャゅムャや ラギバョ リハ るバΒらトャや ヴプ ろΒルヲィケΕや ラギバョ るらジル ギΑゴゎ  

12  .ノホやヲボャやヱ ュゅヌバャゅミ ゅワゅΑゅボよ ユミやゲゎヱ るΒエャや れゅレもゅムャや ヅゅゼル モバヘよ ラヲムわΑ ヵヲツバャや ヵゲΒイャや ゲイエャや  

13 ワ リョ れゅヘシヲヘャや ケヲガタ アわレゎ.るΒヤガャや りギΒェヱ るΑゲエらャや れゅルやヲΒエャや モミゅΒ  

14  .りギΑギィ るらボェ るΑやギよヱ るΒらΒシゲゎ るらボェ るΑゅヰル ペらトゎ ンヲわジョ モミ モんヨΑ  

15  るプゲバヨャ るΒよグよグわャや ユΒレャや れゅョΚハ ュギガわジゎや るΒもゅヨャや れやケゅΒわャや ロゅイゎ  

16 .るΒヤカやキ るΑケヲヤよ れゅレΑヲムゎ ヴヤハ ヵヲわエゎ るΑゲガタ ブΑヱゅイゎ れやキヲΒイャや  

18 ゲャや ケヲガダャや るシやケキ ゅレレムヨゎ.チケΕや オΑケゅゎ ヴヤハ フゲバわャや リョ るΒよヲシ  

19 .りギェやヱ るΒもゅΒヨΒミヱ るΒもゅΑゴΒプ フヱゲド れやク ゅヰルほよ るΒらΒシゲわャや れゅゃΒらャや ノΒヨィ ゴΒヨわゎ  
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ギヨわバョ 
 :‐ﾝｭ『ﾝال ا〇＋ﾝا :ｱ書ﾝｭ」ﾝثات اｭ署　ﾝثة ｀〔 اｭ署0 ぃ陥 グﾞﾏ ال／ﾝا ゴ÷ﾞﾐﾝا ｺﾞ“±÷ﾝأو ا 〔ﾄヅا ー」ﾜا- 

:ﾎ〈ا～ﾝال ا〇＋ﾝا   ｭ書÷ﾞﾏ ｭヴ「ﾄｭ＝ザ ｭ÷〈 ｱ書ﾝｭ」ﾝثات اｭ署　ﾝا ゴﾖ تｭﾓا～ﾗﾝا ぃ÷ﾜأ :-   
1 -  キやヲヨャや リョ ゅムΒヤΒジャや ゲらわバゎるエΒエセ  .¬ゅヨャや ヶプ ラゅよヱグャや 
 ラキゅバョ キヲィヱ ペΑゲヅ リハ リΒバΑゲシ ょΒシゲわャやヱ るΑゲバわャや ラぺ ゴΒΒヨゎ リムヨΑ ゅムΒヨャやヱ ケゅらジヤヘャや  س 2
 ヲシゲャや ケヲガダャや リΒよ ゴΒヨわヤャ メヱΕや ケゅΒバヨャやΒよる  Βゎゅわヘャやる  ヲワ れゅらΒらエャや ユイェ س 3
4-  ⇔ ゅらャゅビ  るヨェΙ りキゅヨよ ヶカヱゲトらャや ゲガダャや れゅらΒらェ マシゅヨわゎ るΒジヤミ 
5-  ンゲエらャや ラゅΒピトャや るャゅェ ヶプモボゎ  .るΑケゅボャや るェゅジヨャや 

 

 :｜｀ｭ】ﾝال ا〇＋ﾝا:  ｭ【書【ﾈ  ｭ書÷ﾞﾏ  デ＜ﾞﾐｳ ゴｳ･〉 ｭ÷ﾝ ぃﾞﾏ- 
1- るΒゎゅわヘャや るΒよヲシゲャや ケヲガダャや ヶプ りゲんムよ ゴゎケやヲムャやヱ るΒレΒトャや ラキゅバヨャや ギィやヲわゎ . 
よ れゅムΒヤΒジャや ラキゅバヨャ るΒもゅΒヨΒムャや るΑヲイわャや ょらジるョヱゅボョヱ  ゴゎケやヲムャやヤャるΒもゅΒヨΒムャや るΑヲイわ . 
 

2- ゲΒらミ ヴダエャや キヲィヱ ュギハ るΒヤョゲャや ラゅらんムャや れゅルヲムョ リヨッ ユイエャや. 
 るホゅヅ ょヤトわΑ ヵグャや モョゲャや ザムハ ゲらミぺ るホゅヅ ヮヤボル ょヤトわΑぺ .モホ 

 

3- やΕや リハ ザらイャや りキΚタ チゅヘガルろΑケギΒヰル . 
          やヲわェや ょらジよ¬ ゅヨャや ヴヤハ ザらイャや るΒもゅヨャや ュヲΒジャゅムャや れゅわΑゲらミ ヶワヱ ¬ ヶわャや.ゅヰゎキΚタ リョ モヤボゎ  

 

4- るΒゎゅルヲよゲムャや ケヲガダャや ラヲムゎ . 
   るΒジヤムャや モΒャゅエヨャや リョ ュヲΒジャゅムャや れゅルヲよゲミ ょΒシゲゎ るイΒわルヵヲエゎ ヶわャや  .るらもやク ュヲΒジャゅミ れゅルヲよゲミ 
 

5- れゅゃΒらャや ヂバよ ヶプ るΒレΒトャや れゅボボゼわャや ゐヱギェ. 
  ゲャや  ラぺ  ヴヤハ マャク メギΑヱャや  ょシやわヰΒプ  ろルヲムゎ  ヶゅ  ヤわらョ ラゅミる  プゅィヱる  ヰッゲバゎ ンギャヱ るよヱゅレわョ りケヲダよゅ   モわらヨャや  リΒトャや  ブイΑ ¬やヲヰヤャ

 ⇔ ゅョゅヨゎ ョ ズヨムレΑヱルヲム ⇔ ゅ .れゅボボゼゎ  
6- るΒゃヅゅゼャや るゃΒらャや ヴヤハ ヶトガわャや りゲワゅド ゐギエゎ . 

ゎ ゲエらャや ロゅΒョ ンヲわジョ ノヘゎゲΑ ゅョギレハ ヮルΕわΕや ノよゅわわャや ベヲプ りギΑギイャや るΑゲエらャや ょシやヱゲャや ょシゲ ろルゅミ ヶわャや るボトレヨャや ヴャま ロゅトガわわャ ュギホ
  .るΑケゅホ るΒゃヅゅセ 

1 エャや  れゅボらトャや  ろエゎ  るヨΑギボャや  ょシやヱゲャや  リプキ  ゅヰらィヲヨよ  ゐギエΑ  るΒヤヨハんΑギ ヴャま  ⇔ ゅΒイΑケギゎ  メヲエわゎヱ  る
ヶよヲシケ ゲガタ  るわレヨジャやヱ ソやゲわャや モバヘよ  ゲイエゎ 

2 .ゅバョ るΒもゅΒヨΒムャやヱ るΒムΒルゅムΒヨャや るΑヲイわャや リハ るヨィゅル るらヤタ れゅヨΒジイミ ゅヰヤボル ユわΑヱ ほゼレゎ ヶわャや キやヲヨャや  るΒゎゅわヘャや ょシやヱケ 

3 るΒもゅΒヨΒムャや るΑヲイわャや リハ りゲΒらミ るΒヨムよ るイゎゅレャや るらもやグャや キやヲヨャや ょシゲゎ リハ るイゎゅレャや ょシやヱゲャや    モバヘよ
や .るΒィヲャヲΒらャや ヱぺ るΑヲツバャや れゅΒヤヨバャ  るΒもゅΒヨΒミ ょシやヱケ 

4 .リΒΑコやヲわョヱ リΑキギエョ リΒエトジよ ゴΒヨわΑ ザルゅイわョ ヵゲガタ マヨシ るボらトャや 

5  ヱや ロゅΒヨャや るミゲェ モバヘよ るΒよヲシゲャや れゅボらトャや ウトシぺ ヴヤハ ゲヰヌΑ ヵグャや モョゲャや ヶプ りゲΒピタ れゅィヲヨゎ
.¬やヲヰャや ユΒレャや れゅョΚハ 

6 .ょシやヱゲャや ヮΒプ ユミやゲわゎ ヵグャや ラゅムヨャや  るΒらΒシゲゎ るゃΒよ 

7   るΑケゅレャや  ケヲガダャや  ヂバよヱ  るΒよヲシゲャや  ケヲガダャや  ヶプ  ろルヲムゎ  るΒィヲャヲΒィ  るΑゲガタ  れゅレΑヲムゎ
 .るΒヤカやキ るΑケヲヤよ れゅレΑヲムゎ れやク るΑゲガタ ブΑヱゅイゎ リハ りケゅらハ ヶワヱ るΒルゅミゲらャや れやキヲΒイャや 

8  .るΒジΒもゲャや ペらトわャや れゅΑヲわジョ ヴャま るらジレャゅよ るヤもゅョ ペもゅホケ リョ れゅボらヅ  ノヅゅボわヨャや ペらトわャや 
9 .れゅボらトャや リΒよ ヮヤタゅヘャや れゅΑヲわジヨャや Αヲわジョ ペらトわャや れゅ 
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ギヨわバョ 
 
 

7-ゅョ るボトレョ ケヲガタ ヶプ ァケギわヨャや ペらトわャや キヲィヱ . 
                ユイエャや るヘヤわガョ ょシやヱケ ヴヤハ ヵヲわエヨャや ¬ゅヨャや リョ ノΑゲジャや ょΒシゲわャや ゴΒヨΑ ゅョ ゲんミぺ ヲワ ァケギわヨャや ペらトわャや ラΕプ  ケゅΒゎ ギボヘΑ ゅョギレバ 
                ⇔Ιヱぺ りゲΒらムャや れゅらΒらエャや ょシゲわゎ るハゲジよ るホゅトャや ¬ゅヨャや ゲピタΕゅプ ゲピタΕや ゅヰΒヤゎヱ.  

 

8- ゲわャや ⇔やギィ るヨヰョ るΒよヲシゲャや ケヲガダャや ヶプ ょΒミや Εや オΑケゅゎ ゲΒジヘわャチケ. 
  れゅョヲヤバョ るΒよヲシゲャや  ケヲガダャや ヶプ ょΒミやゲわャや  ゲプヲゎま らシゲゎ ヶわャや  るヘヤわガヨャや  フヱゲヌャや  ザムバゎヱ チケΕや オΑケゅゎ  ゲΒジヘわャ  るΒプゅッ ろ  

るボらヅ モミ ゅヰΒプ . 
 

9- ゎ チケΕや オΑケゅゎ るシやケキ ヶプ ペらトわャや れゅΑヲわジョ ュギガわジ 
        ラΕ れゅΑヲわジョ れゅボらトャやゎや るらボェ るΑゅヰル モんヨ .りギΑギィ るらボェ るΑやギよヱ ょΒシゲわャ 

 

10-  ペらトわャや れゅΑヲわジョ ラヲムゎ ヴャま ヵキぽΑ ろホぽヨャや ょΒシゲわャや ブホヱ ゅルゅΒェぺ 
    るヤΒゃッ ラヲムゎ ギΑギィ リョ ゅヰジヘル るらシゲわヨャや りキゅヨャや ラヲムわャ ソゲヘャや ラΕ 
 

 :サキゅジャや メやぽジャや :るよヲヤトヨャや るルケゅボヨャや ヮィヱぺ ょジェ ヶヤΑ ゅヨョ モミ リΒよ ラケゅホ 
 

 るルケゅボヨャや ヮィヱ  るΑケゅΒわャや ユΒレャや れゅョΚハ レャや れゅョΚハ るΒよグよグわャや ユΒ 

ラヲムわャや ょらシ よ リΒミゲエわヨャや ¬ゅヨャや ヱぺ ¬やヲヰャや るトシやヲよゅ ロゅイゎ
テボプ ギェやヱ 

 ⇔ ゅよゅワク るΒエトジャや ァやヲョΕや るミゲェ リハ アわレゎ ヱま ⇔ ゅよゅΑ 
 ¬ヶヅゅゼャや リョ るらΑゲホ るヤエッ るゃΒよ ヶプ 

 ギΑギエゎ ノョ ユシゲャやや ロゅイゎ
ケゅΒわャや 

 

 

 

 
ゅヰヤムセ  モをゅヨわョ ゲΒビ  モをゅヨわョ 

 るルケゅボヨャや ヮィヱ ゅレΒミヲムャや ヲルやヲイャや 
Βミヘ  ヶプ ラヲムわャや るΒ

るバΒらトャや 
  ろバヨイゎ ヶわャや フやギタΕや れやゲジミ リョ ラヲムわΑ

 るヨェΙ りキゅョ るトシやヲよ 

 

  ケヲΒトャや ゐヱケ ユミやゲゎ リハ アゎゅル ヶゎゅヘシヲプ ゲガタ
 るΑゲエらャや 

 るルケゅボヨャや ヮィヱ ヵゲΒイャや ゲイエャや  ろΒョヲャヱギャや 
 りキΚダャや りキΚタ モホぺ りキΚタ ヶヤハぺ 

  ノョ モハゅヘわャや るハゲシ
HCl  モハゅヘわャや ノΑゲシ  モハゅヘわャや ¬ヶトよ 
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 るルケゅボヨャや ヮィヱ  れやゲガらわヨャや ょシやヱケ ダャやるΒジΒヤジャや ケヲガ 
 ょシやヱゲャや ネヲル ぺ るらもやク ゥΚョ ゅムΒヤΒシ 

キやヲヨャや ラゅよヱク るィケキ  るゎヱゅヘわョ ラゅよヱグャや るエΒエセ 
 ケヲヤらわャや  りケヲヤらわョ 

 
 ケヲヤらわャや るヨΑギハ 

 )モムゼャや( るゃΒヰャや  れゅボらヅ モムセ ヴヤハ ギィヲゎ 
 

 れゅボらヅ ヱぺ れゅルケキ ヱぺ ギボハ 
 ケヲガダヤャ るヤんョぺ ウヤョ ∩ろΑケギΒヰルぺ ∩ザらィ 

 
 れゲΒセ ∩ろレヤプ 

 
 ノホヲわゎ やクゅョ :ノよゅジャや メやぽジャやぺゐギエΑ ラ るΒャゅわャや れΙゅエャや ヶプ ∨ 

1-  ヶルゅを コゅビヱ ¬ゅヨャや リョ ゅワやヲわエョ るΒジヤムャや ュヲΒジャゅムャや れゅルヲよゲムΒよ モΒャゅエョ ギボヘゎ ゅョギレハぺ .フヲヰムャや ヶプ ラヲよゲムャや ギΒジミ 
 テよやヲヰャやヱ ギハやヲダャや モムゼわゎ 

 
2-  ギレハゎ.モΒャゅエヨャや リョ ゅムΒヤΒジャや ょシゲわ 

 れゲΒゼャやヱ ろレヤヘャや モんョ ケヲガタ ラヲムわゎ 
 
3- やケやヲヘャや メヲェ ュヲΒジャゅムャゅよ るΒレピャや ロゅΒヨャや ウセゲゎ.りケゅエャや ノΒよゅレΒャやヱ れ 

  リΒゎゲプやゲわャや ゲガタ ラヲムわΑ 
 
4- るボヤピョ るΑゲエよ るゃΒよ ヴヤハ りケやゲエャや るィケキ りキゅΑコ ギレハ  . 

 .るΒエヤヨャや ょシやヱゲャや ラヲムわゎ 
 
5-  .¬ゅヨャや ザらイャや ギボプ やクま 

ゴゎヱ ろΑケギΒヰルΙや ラヲムわΑキ .ヮゎキΚタ キや 
 
6- Εやヱ るヤエツャや れやゲΒエらャや れゅゃΒよ ヴヤハ フゅヘィヱ りゲΒトョ れやゲわプ ゆヱゅレゎ .るΑヱやゲエダャや チやヲェ 

Βトャや れゅボボゼわャや ラヲムわゎ .るΒレ 
 
7-  るミゲェ ゐヱギェぺバプやケ るΒッケる  .ヵケゅボャや フゲャや ネゅホ リョ ¬ゴィ フゅゼムルやヱ 

 ゲエらャや ロゅΒョ ンヲわジョ チゅヘガルや 
 
8-  .るハヲレわョ ュゅイェぺ れやク ょシやヱケ ヴヤハ ンヲわエヨャや ¬ゅヨャや ヴプ ノΑゲジャや ょΒシゲわャや 

 ァケギわゎ ュゅイェぺ れゅらΒらエャや ゅヰらシゲゎ ギレハ  .ァケギわヨャや ペらトわャや ラヲムわΑヱ ヴヤハΕや ヶプ ペΒホギャや ヴャま モヘシΕや ヶプ リゼガャや リョ 
 
9- ャや ゅΑゅボよ ユミやゲゎ.れゅバボレわジヨャや ゲバホ ギレハ ろバヨイゎヱ ろゎゅョ ヶわャや れゅゎゅらレ 

  ヵゲイエャや ユエヘャや / るΒヨエプ ょシやヱケ ラヲムわゎ 
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Εや リハ ょィや :リョゅんャや メやぽジャや ヶわャや れゅョヲシゲャや ヶプ るΒャゅわャや るヤゃシぺ :マョゅョ- 
 

(1Εや ノよゅわわャや ベヲプ りギΑギイャや るΑゲエらャや ょシやヱゲャや ょシゲわゎ ゅョギレハ .ぺ )  ュギホ 
        ロゅトガわわャま Αケゅホ るΒゃヅゅセ ろルゅミ ヶわャや るボトレヨャや ヴャ る ∩  ヴヨジゎ やクゅョ 
        ∨りゲワゅヌャや マヤゎ 

           りゲワゅド ヶトガわャや 
 

 キギェ .ゆま                       ∨ユシゲャや ヴヤハ りゲワゅド モミ ユシ 
 

                                                                                .....ケゅジエルま........    ........ラゅΒピヅ      ............ 
             

 
(2 ゅョ  .ぺ )や ヵグャや モムゼャや ユシ ぺ ∨マョゅョ 

               ....... ユΒレャや れゅョΚハ ....... 
     .ゆ1- . ...るΑケゅΒわャや ユΒレャや れゅョΚハ ... 

        2-    ..るΒよグよグわャや ユΒレャや れゅョΚハ... 
 

-  ∨ケゅΒわャや ロゅイゎや ユヰジャゅよ キギェ 
 

 
 
(4)  ゅョま ∨モムゼャゅよ ウッヲヨャや ょΒミゲわャや ユシ 

れやキヲΒイャや 
 
 

 
(5) ャや モムゼャや ヴヤハ キギェゅヰレΒよ るヤもゅヨャや れゅボらトャやヱ ペらトわャや れゅΑヲわジョ リョ モミ ノヅゅボわヨャや ペらトわヤャ ウッヲヨ . 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 

2 

 れゅΑヲわジョ
 ペらトわャや 

  れゅボらトャや
るヤもゅヨャや 
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 ケェよャや ヅカ 

 
(6) るΒよヲシゲャや ケヲガダャや リョ リΒハヲレャ るエッヲヨャや ケヲダャや メΚカ リョ :ギェやヱ ゲガタ リョ ゅヨヰヤタぺヱ 

- ゐギェぺ リΑゲガダャや ヵぺ  ⇔ ゅレΑヲムゎ ∨..... B ........ 

-  ゅョま:リョ モミ ギレハ ゲガダャや ユシ 

- (A)  :  ゅΒゼΑゲよ 

- (B)  :れやゲΒョヲヤイルヲミ   

 

(7)  モんヨΑ ュヲシゲヨャや モムゼャやまるΒよヲシゲャや ケヲガダヤャ るΒャヱΙや ょΒミやゲわャや ンギェ∩ ぺモムゼャや やグワ やギΒィ サケキ∩ ヱぺ:ゆヲヤトヨャや リハ ょィ 

           
- ネゅトボャや やグワ モんヨΑ やクゅョ∨ 

 ゲエらャや ラゅΒピヅ りゲワゅド 
- りゲワゅヌャや ログワ モムゼゎ ゲジプ. 

 めヅゅゼヤャ るトよゅワ るΒッケぺ るミゲェ ゐギエゎヱゲエらャや ウトシ ンヲわジョ ネゅヘゎケやユミやゲわゎヱ ∩ Αギイャや るΑゲエらャや ょシやヱゲャや  るヨΑギボャや ベヲプ りギ 
-  ゅョぺょΒミやゲわャや ログワ るシやケキ るΒヨワ ∨ 

 ょΒシゲわャや ¬ゅレをぺ るヘヤわガヨャや フヱゲヌャやヱ チケΕや オΑケゅゎ ゲΒジヘゎ 
- Εや ュやギガわシゅよ ユシゲャや ヴヤハ キギェるジよゅΒャや るミゲェヱ ゲエらャや ロゅΒョ るミゲェ ユヰシ . 
-  りケゅセゅよ キギェX  .るΒャゅボわルΙや ょΒシゲわャや るゃΒよ 

(8)   :ヶャゅわャや ゆヲヤトヨャや るΒらΒシゲわャや れゅゃΒらャや ネやヲルぺ テトガョ ヴヤハ キギェ 
-  るΒゎゅルヲよゲムャや ょシやヱゲャや ギィやヲわャ ギェやヱ ノホヲョ( ユホゲャや ノッヲよ1  ) 
- ( ユホゲャや ノッヲよ るΑケゅホ るΒらΒシゲゎ るゃΒらャ ギェやヱ ノホヲョ2   ) 
-  ( ユホゲャや ノッヲよ れやゲガらわヨャや ラヲムわャ りギェやヱ るゃΒよ3 ) 
- ( ユホゲャや ノッヲよ るΒャゅボわルま るゃΒらャ ギェやヱ ノホヲョ4 ) 

 
 

 
 
 
 
 

A B 

 

2 

X 

   1 

3 

   4 
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(9) らャや ネヲル るΒらΒシゲわャや れゅゃΒらャや テトガョ ヴヤハ れゅビやゲヘャや ヶプ キギェ ヱぺ るΑゲエよ ろルゅミ やクま るゃΒや :るΑケゅホ ヱぺ るΒャゅボわル 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 メやぽジャや:ノシゅわャや  るヤゃシΙや リハ ょィや :るΒャゅわャや-  
1-   ヶヘゼミ ペΑゲプ ょワクま れゅバよゅわわャや リΒよ るΒルゅィゲョ ょシやヱケ ギィヱ ヵゲガダャや ノよゅわわャや るシやケキ ギレハヱ りギヨイわヨャや ゅΑゲΒらΒシ るボトレョ ヴャ

∨マャク リョ メギわジゎ やクゅョ ヴヤハ ∨るΑゲガダャや 
          ゃΒらャや ラぺ ヴヤハ メギΑ  るゃプやキヱ るヤエッ ロゅΒョ れやク るΑゲエよ るゃΒよ るヨΑギボャや るレョコΕや ギェぺ ヶプ ヵゲガダャや ノよゅわわャや やグワ ヶプ ろルゅミ る 

 
2-  モカキ    ヶィヲャヲΒィ ユャゅハま  ヴャギェぺ  るΒィヲャヲΒイャや フヲヰムャや  ∩  るΑゲガタ ブΑヱゅイゎ ヴヤハ ヵヲわエゎ ヶわャや ケヲガダャや リョ ネヲル ゅヰよ ギィヱヱ

 るプゅッΗゅよま.るΒヤカやキ るΑケヲヤよ れゅレΑヲムゎ ヴャ れゅレΑヲムわャや ログワ ヶワ ゅョ∨ ヱ ネヲル ゅョ ログワヲガダャや ケ∨ 
            キヲΒイャや ヶワ れゅレΑヲムわャや∩      ケヲガダャやヱャや リョ ラヲムゎ ギホ ケヲガダャやるΒよヲシゲ るΑケゅレャや ケヲガダャや ヱぺ . 

 
3-  ⇔ ゅバョ るΒもゅΒヨΒムャやヱ るΒムΒルゅムΒヨャや るΑヲイわャや リハ るヨィゅレャや るらヤダャや れゅヨΒジイャや モボル るイΒわル るΒゎゅわヘャや るΒよヲシゲャや ケヲガダャや ラヲムわゎ " 

 ⇔やケゅゼわルや ゲんミΕや ラキゅバヨャや ゅョ( るボよゅジャや りケゅらバャや リョ ." や ヶプ  )∨りゲんムよ ゲプやヲわゎヱ るΒゎゅわヘャや るΒよヲシゲャや ケヲガダャ 
           ケゅらジヤヘャや るタゅガよヱ れゅムΒヤΒジャや ラキゅバヨャ るΒもゅΒヨΒムャや るΑヲイわャや ょらジよ :るΒレΒトャや ラキゅバヨャや  
          .るΒもゅΒヨΒムャや るΑヲイわャや ュヱゅボΑ ヮルΕ :ゴゎケやヲムャや   

 
4-  Βムャや モΒャゅエヨャや ヴプ るよやグヨャや ラキゅバヨャや ょシゲゎ るイΒわル るΒもゅΒヨΒムャや るΒよヲシゲャや ケヲガダャや ラヲムわゎ  るΒもゅΒヨΒミ れゅΒヤヨハ るトシやヲよ るΒもゅΒヨ

 ⇔Ιヱぺ ょシゲわΑ ヵグャや ラギバヨャや ラヲムΑヱ るバらゼヨャや モΒャゅエヨャや リョ ょシゲわャやヱ ゲΒガらわャや モんョ   ⇔ ゅルゅよヱク モホΕや ヲワ    ザらイャや(س    ろΑケギΒヰルΕや
 ンゲガダャや ウヤヨャや(.  س

-  ⇔ ゅバらゎ ラキゅバヨャや マヤわャ ヴボらトャや ノよゅわわャや ょゎケ るバΒらトャや ヴプ ゅヰルヲムわャ. 
ザらイャや-  ろΑケギΒヰルΕや- ンゲガダャや ウヤヨャや   

 
5-  キギェゃΒらャや  ゅヰΒプ ラヲムわゎ ヶわャや る ょシやヱゲャや:りケヲミグヨャや   

:るΒヨエヘャや ょシやヱゲャや   るΒもやヲわシや れゅバボレわジョ るΒゃよ 
 :るΒエヤヨャや ょシやヱゲャや  るΑヱやゲエタ るゃΒよ ヱぺ るボヤピョ ケゅエよヱ るΒャゅハ りケやゲェ れやク るゃΒよ 

 :るΒゎゅルヲよゲムャや ょシやヱゲャや  るボΒヨハ るΑゲエよ るゃΒよ 
:るΒヨトャや ょシやヱゲャや  るΑゲヰル るΑケゅホ るゃΒよ 

 

  るΑケゅホ  るΑャゅボゎルや 

 
 るΑケェよ 
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6-   ギバゎ  るシやケキΑゅピヤャ  るヨヰョ  るΒよヲシゲャや  ケヲガダャやチケΕや  オΑケゅゎ  ゲΒジヘゎ  ヶプ  る∩  ゅヰΒプ  ろルヲムゎ  ヶわャや  フヱゲヌャや  ユヰプ  メΚカ  リヨプ ∩ 
 ¬ゅヨヤバャや ノΒトわジΑ るΒィヲャヲΒイャや ゐやギェΕや ゲΒジヘゎ.ケヲガダャや ログワ ラヲムゎ ¬ゅレをぺ りギもゅジャや  

ゲガタ ゲわカや るΒャゅわャや ケヲガダャや リョ リΒΒよヲシケ リΑ ∩ リョ ギΒヘわジル ブΒミ ウッヱヱるシやケキ るボトレヨャや オΑケゅゎ るプゲバヨャ ゅヨヰレョ モミ .  
ンゲイエャや ユエヘャや(-  ゲΒセゅらトャやس や .)ろΑケギΒヰルΕ 

*  るΒもやヲわシや れゅバボレわジョ るΒゃよ ヴヤハ メギΑ ヵゲイエャや ユエヘャや 
キ ゲΒセゅらトャや *ャ  るΑゲエよ るゃΒよ ヴヤハ モΒ 

*  るΑヱやゲエタ るゃΒよ ヱぺ るボヤピョ ケゅエよヱ るΒャゅハ りケやゲェ れやク るゃΒよ ヴヤハ メギΑ ろΑケギΒヰルΕや 
 

7-  ぺ  マわヤェケ ¬ゅレをャま  ヴまギェン    リムヨΑ ヵグャや ゅョ ユΒル れゅョΚハ ヴヤハ ヵヲわエΑ ゲガタ れギィヱ ペヅゅレヨャやぺ ギボΑ ラョ ゲガダャや やグワ ヮョ  れゅョヲヤバョ リ
ΒィヲャヲΒィ  るマャク ズホゅル. 

  ロゅΒヨャや  るミゲェ ヲワヱ ょらジャや  るプゲバョ  ノΒトわジル  モムゼャや  るヤをゅヨわョ  ゲΒビ ろルゅミ  やクま*ぺ  れやケゅΒわャや  るミゲェ ロゅイゎや  ギΑギエゎ  ノΒトわジルヱ  ゥゅΑゲャや  ヱ
 .ゥゅΑゲャやヱ るヨΑギボャや 

 るミゲェ ヴヤハ メギゎ ヶヰプ るヤをゅヨわョ ろルゅミ やクま ゅョや*ぺ.めヅゅゼャや るらΑゲホ るヤエッ るゃΒよ ヶプ るΒエトシ ァやヲョ 
  

8-   ョ ヶよヲシケ ゲガタ ノらわゎレブゼム  Εや ウトシ ヴヤハ  リムヨΑ ブΒミ ゥゲセやヱ ケヲガダャや りケヱキ モジヤジゎ ヶプ チケぺ  ゲガダャや やグワ メヲエわΑ ラャま  ヴ
 ヶよヲシケ ゲガタへ.ゲカ 

モらホ リョ マシゅヨわョ ヶよヲシケ ゲガタ キヲィヱ メΚカ リョ∩  チゲバわΑ  まヶもゅΒヨΒムャやヱ ヶもゅΑゴΒヘャや ろわヘわャや リヨツわゎヱ るΑヲイわャや モョやヲハ ヴャ∩    アわレΒプ
カぺ  ラゅムョ  ヶプ  ょシゲわゎ  ユを  るヘヤわガヨャや  るΑゲバわャや  モョやヲハ  モバヘよ  モボレゎヱ  ヵゲガタ れゅわプ ソやゲわャや  モバヘよ  ゲイエわゎヱ  れゅΒよヲシゲャや  モムゼわゎヱ  ゲ

 .ギΑギィ ヶよヲシケ ゲガタ ヶトバわャ るわレヨジャやヱ 
 
9-  リョ ゅヰΒヤΑ ゅヨハ ょィや ユを ∩るΒャゅわャや るバトボャや ぺゲホやぺ :るヤゃシ 

Βよヲシゲャや ケヲガダャや ヶトピゎる  チケΕや ウトシ ヴヤハ りゲΒらミ れゅェゅジョ  るΒよヲシゲャや ケヲガダャや リョ ネやヲルぺ  ケゅイェΕや モんョ Βヤョゲャやる    ケゅイェΕやヱ
ΑゲΒイャやる ヶエヘダャや ヶレΒトャや ゲイエャやヱ ゲャやヱょシやヱ Βエヤヨャやる ユエヘャやヱ ラやヲダャやヱ. 

-   るΒムΒルゅムΒョ( ろルゅミ やクま るΒよヲシゲャや ケヲガダャや ネヲル ょジェ ヴヤハ るボよゅジャや ケヲガダャや ブレタس るΒもゅΒヨΒミس .)るΑヲツハ 
 

 ゲガダャや ユシや  ヮハヲル 
 るΒヤョゲャや ケゅイェΕや  )ヶゎゅわプ(ヶムΒルゅムΒョ 
 るΑゲΒイャや ケゅイェΕや  ヶもゅΒヨΒミ 

 ヶレΒトャや ゲイエャや  )ヶゎゅわプ(ヶムΒルゅムΒョ 
 るΒエヤョ ょシやヱケ  ヶもゅΒヨΒミ 

 ユエヘャや ヵヲツハ 
 ラやヲダャや  ヶもゅΒヨΒミ 

 
-  ヶもゅΒヨΒムャや ゅヰらΒミゲゎ るボよゅジャや ケヲガダャや リョ ヵぺれゅルヲムョ ヵヲエΑ Ι  ∨るΒルギバョユエヘャや 
-   ∨るハやケゴャやヱ ¬ゅΒヨΒムャや ヶプ ュギガわジΑ るボよゅジャや ケヲガダャや リョ ヵぺ るΒエヤヨャや ょシやヱゲャや 
-  ∨ギΒョゲボャやヱ ケゅガヘャや るハゅレタ ヶプ ュギガわジゎ るボよゅジャや ケヲガダャや リョ ヵぺ ヶレΒトャや ゲイエャや 
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12-ょィぺ ユを るΒャゅわャや りゲボヘャや ぺゲホや  :ゅヰΒヤΑ ヶわャや るヤゃシΕや ヴヤハ 
 チケΕや  ウトシ ベヲプ  りゲワゅヌャや  ケヲガダヤャ  ヶもゅΑゴΒヘャや  ろΒわヘわャや  リヨツわゎ  ヶわャや  るΑヲイわャや  るΒヤヨバよ  るΒよヲシゲャや  ケヲガダャや  りほゼル  ぺギらゎ(

ヱ )ユガッ ゲガタ( キヲヨヤイャや モんョ ュゅイェΕや るヘヤわガョ ょシやヱケ ゅヰレハ アわレΑヱャやヴダエ∩  ヴダェ ゅヰツバよヱ りキゅェ フやヲェ ヱク ゲΒらミ ゅヰツバよ
ジョ  フやヲェ  ヮャヱ  るΒルギバヨャや  キヲボレャや  ユイェ  ヶプ リΑヲムわャや  るボよゅシ  ケヲガダャや  チゲバわゎ  マャグミヱ  ∩リΒトャやヱ  リΑゲピャやヱ  メゅョゲャやヱ  ∩りゲΑギわ

.)るャヲヤエヨャや れゅルヲΑΕや リΑヲムゎ ヴャま ヵキぽゎ るヘヤわガョ るΒもゅΒヨΒミ れゅΒヤヨハ ヴャま )るャヲエわョヱ るΒよヲシケヱ るΑケゅル( 
 

* ∨りゲボヘャや ヶプ れゲミク ヶわャや るΒヤヨバャや ヶヤゎ ヶわャや るヤェゲヨャや ヶワ ゅョ 
          るΑゲバわャや 

*  ∨ょΒシゲわャや るΒヤヨハ ぺギらゎ ヴわョ 
ガレゎ ゅョギレハ モボレャや モョゅハ るホゅヅ ヂヘ 

 *るΒもゅΒヨΒムャや モΒャゅエヨャや リョ ⇔Ιヱぺ ょシゲわゎ キやヲヨャや ヵぺ   ∨ ⇔ ゅルゅよヱク モホΕや 
 *  ヵゲガダャや ウヤヨャや :リΑヲムわャや るΑヲャヱぺ ょジェ ヴヤハ るΒャゅわャや ケヲガダャや ょゎケس  ザらイャやس  .ろΑケギΒヰルΕや 

 ザらイャやس  ヵゲガダャや ウヤヨャや _ ろΑケギΒヰルΕや 

* ヴヤハ ケヲヤらわャや るヨΑギハ ゅムΒヤΒジャや ょシゲゎ リハ るイゎゅレャや ケヲガダャや ネヲル ゅョ    ∨れゅボらヅ ヱぺ れゅルケキ モムセ るΒジΒヤΒジャや ケヲガダャや 

 
13- ょらジャや ゲミク ノョ るハヲヨイヨヤャ ヶヨわレΑ Ι ヶヤΑ ゅヨョ ヵぺ  : 

 

 *(ゅレΒミヲムャや س れゅヘシヲヘャや س リΒゎゲプやゲわャや س ヲルやヲイャや ( 
-...............   : ヶヨわレΑ Ι ングャや ギレらャやリΒゎゲプやゲわャや ..................... 
- .......... :ょらジャやもゅΒヨΒムャや るΒよヲシゲャや ケヲガダャや リョるΒ....: ヴホゅらャやヱ ....................るΑヲツバャや るΒよヲシゲャや ケヲガダャや リョ 

* (れやゲΒョヲヤイルヲムャや س ゅΒゼΑゲらャや س ャや ヶヤョゲャや ゲイエس  ヵゲΒイャや ゲイエャやس ヶレΒトャや ゲイエャや ) 
-...............   : ヶヨわレΑ Ι ングャや ギレらャやヵゲΒイャや ゲイエャや ..................... 
- .......... :ょらジャやゅΒヨΒムャや るΒよヲシゲャや ケヲガダャや リョるΒも...: ヴホゅらャやヱ .......... るΒムΒルゅムΒヨャや るΒよヲシゲャや ケヲガダャや リョ........ 

* (ヵゲガダャや ウヤヨャや س ろΑケギΒヰルΕや  س ャやザらイس ャやヵゲイエャや ユエヘ) 
-...............   : ヶヨわレΑ Ι ングャや ギレらャやヵゲイエャや ユエヘャや ..................... 
- .......... :ょらジャや るΒよヲシゲャや ケヲガダャや リョるΑヲツバャや ヴホゅらャやヱ .............:  るΒよヲシゲャや ケヲガダャや リョるΒもゅΒヨΒムャや ........ 

 ヱぺ ......るΒもやヲわシや れゅバボレわジョ るゃΒよ ヶプ ラヲムわΑ...: ヴホゅらャやヱ ..........  るゃΒよ ヶプ ラヲムわΑ れやク りケやゲェ りギΑギセ ケゅエよヱ   るボヤピョ 
るらジルヱ ゲガよ ギΑギセ ヱぺ るゃΒよ るΑヱやゲエタ  
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  ウッヲゎ  るΒャゅわャや  ユΒワゅヘヨャや  るトΑゲカ  マョゅョぺ  :ゲセゅバャや  メやぽジャやぺ  るΒよヲシゲャや  ケヲガダャや  ネやヲルやミ ⇔ ゅョギガわジョ  テもやゲガャや  モヨ   ケゅムプΕや

 れゅヨヤムャやヱ るらシゅレヨャや :ゅヰわシケキ ヶわャや- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 メやぽジャやゲゼハ ヵキゅエャや : るΒャゅわャや れやギワゅゼヨャや リョ メギわジゎ やクゅョ :- 
1- Εや リョ ょシやヱゲヤャ ヶャゅわャや ノよゅわわャや キヲィヱヴヤハ Ζャモヘシ  ヶヤョケ ゲイェ :س   ヶレΒヅ ゲイェس  ヵゲΒィ ゲイェ  

 ゐヱギェケゅジエルま  るΒッケぺ るミゲェ るイΒわル ヵゲエよ バプやケ る 
 

2- .るΑゲエらャや ょシやヱゲャや ベヲプ るΑケゅホ ょシやヱケ キヲィヱ                              
  るバプやケ るΒッケぺ るミゲェ るイΒわル ヵゲエよ ケゅジエルや ゐヱギェ 

 

3- ペらトわャや れゅΑヲわジョ キヲィヱ.                                               
 ケヲガダャや ょΒミゲゎ ヱぺ れゅらΒらエャや ユイェ ヶプ ゲΒピゎ ゐヱギェぺ ょΒシゲわャや ヶプ ブホヲゎ ゐヱギェ ヱ 

 

 
んャや メやぽジャやヶルゅ  :ゲゼハ- やゆヲヤトヨャや ユシケ 

1-  .ギェやヱ ペらトゎ ンヲわジョ キギェヱ るボΒホギャやヱ るレゼガャや れゅらΒらエャや ゅエッヲョ ァケギわヨャや ペらトわャや    
 

        
 

       ペらトゎ ンヲわジョ 
 
 
 

2- わヤャ ヶトΒトガわャや ユシゲャやわ バャや ノよゅゅイゎゅレャや れゅボらトヤャ ヵキヲョる ゲエらャや ラゅΒピヅ リハ 
 

ヵゲエよ 
 
 
 
 

 ヵケゅホ 
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 :メヱΕや メやぽジャやモミ ヶヤゎ ヶわャや れゅよゅィΗや リΒよ リョ るエΒエダャや るよゅィΗや ゲわカや   ( るョΚハ ノッヲよ マャクヱ ヶヤΑ ゅヨΒプ りケゅらハ✓ :ゅヰョゅョぺ )- 
(1)  :ヶレバΑ メヲエわャや 

 ゲガダヤャ ヶィケゅガャや モムゼャや ゲΒピゎ     ゲガダャや ザルゅイゎ るィケキ ゲΒピゎ 
 ゲカへ ネヲル ヴャま ゲガダャや ネヲル ゲΒピゎ     ゲガダヤャ ノもゅゼャや ラヲヤャや ゲΒピゎ 

(2)   :ヶプ ゲΒピゎ ゲガダャや メヲエゎ リハ アわレΑ 
         テボプ ヶもゅΒヨΒムャや ヮらΒミゲゎ       テボプ ヶルギバヨャや ヮらΒミゲゎ 
         ヶもゅΒヨΒムャやヱ ヶルギバヨャや ヮらΒミゲゎヱ ヮイΒジル     テボプ ゲガダャや アΒジル  

 

(3)  :パヲヤよ ヴわェ ゅヰャ ょΒイわジΑ メヲエわャや モョやヲハ ヴャま ゲガダャや チゲバゎ ギレハ 
        りギΑギイャや フヱゲヌャやヱ るゃΒらャや ノョ ラコやヲわャや         るルヲムヨャや ラキゅバヨヤャ ケヲヤらわャや りキゅハま リョ るャゅェ     

        ロゅダホぺ ヮャ ヶもゅΒヨΒムャや ゲΒピわャや     るャゅェ ギヨイわャや ユを モョゅムャや ケゅヰダルΙや 

(4)   :ヴヨジΑ ヶムヨャや ュゲエャや ヶプ ュギガわジヨャや ュゅカゲャや 
        サヲシゅゎ    サヲシΙ   サゅゎヲシ     サヲャゅゎ 

 

(5)   :ゲガタ ヶプ ⇔やギΒィ ヵゲガダャや ベゅボゼルΙや ゲヰヌΑ 
       ろジΒゼャや    コやヱキケΗや    ろΑやゴゎケやヲムャや    ュゅカゲャや 

 

(6) ヤわミヱ メヲエわャや るャゅワ ユイェ リΒよ るホΚバャや ウッヲΑ ヵグャや ヶルゅΒらャや ユシゲャや : ヶワ ヵケゅレャや ユジイャや る 
                   

 
 

  ن ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن          
(7)   るΒゎゅムΒヤΒジャや ラキゅバヨャやヱ るレミやギャや ろΒゎヲΒらャや れやケヲヤよ リョ ゅヰツバよ リハ るヤダヘレョ るョゴェぺ るゃΒワ ヴヤハ メヲエわヨャや ゲガダャや ヱギらΑ ゅョギレハ

 ヮイΒジル ブタヲΑ ∩るエゎゅヘャや⇒ャゅよ グもギレハアΒジレ : 
         ヵコヲジΒレャや       ヵコヲわジΒゼャや   ヵコやヱキケΗや     ヶらΒらエャや 

 

(8)  :ヶヤッゅヘわャや キゅヰィΘャ るらジレャゅよ るエΒエタ るΒャゅわャや れやケゅらバャや ギェぺ 
 

     ヶヤッゅヘわャや キゅヰィΗや ロゅイゎゅよ ケヲガダャや ズヨムレゎ 
   れゅワゅイゎΙや ノΒヨィ ヶプ るΑヱゅジわョ ンヲボャや ラヲムゎ 

   ヶヤッゅヘわャや キゅヰィΗや ロゅイゎゅよ ケヲガダャや ウトヤヘわゎ          
  ヶヤッゅヘわャや キゅヰィΙや ノョ ギョゅバわヨャや ロゅイゎΙや ヶプ ケヲガダャや ズヨムレゎ 

(9) : メヲエわャゅよ フゲバゎ ゅヰよ るトΒエヨャや ケヲガダャや ヴヤハ るΑケゅレャや れΚカやギわャや るイΒわル るΒャゅバャや りケやゲエャや ゲΒをほゎ リハ るゃセゅレャや メヲエわャや るゃΒよ 
       ヶジョΚわャや     リプギャゅよ   りケゅエャや モΒャゅエヨャゅよ    ヶヨΒヤホΗや 

 (10ジョ フヱゲド ゲプヲわゎ ゅョギレハ )  :⇒よ ラヲムゎ メヲエわャや るゃΒよ ラみプ ∩るボΒヨバャや れゅボらトヤャ ブΒバツャや メヲエわャや ンヲわ 
                リプギャや     ザョΚわャや   りケゅエャや モΒャゅエヨャや    りケやゲエャや 

ゅをャや りキェヱャやるをャ( チケΕや キやヱョ :2 ) 
 

やるャヱェゎョャや ケヱカタャや :ゐャゅをャや メタヘャ 
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 ( るョΚハ ノッ :ヶルゅんャや メやぽジャや (るョΚハヱ∩ るエΒエダャや りケゅらバャや ュゅョぺ ):ヶヤΑ ゅヨΒプ るエΒエダャや ゲΒビ りケゅらバャや ュゅョぺ )- 

 

1.  ヱ ヮルヲャヱ メヲエわヨャや ゲガダャや アΒジル ブヤわガΑ                             .ヮレョ ラヲムゎ ヵグャや ゲガダャや リハ ヮらΒミゲゎ   ( ✓ ) 
2.                           .ケヲヤらわャや りキゅハま れゅΒヤヨバャ れやゴヘエヨミ モヨバゎ るΒルギバヨャや れゅらΒらエャゅよ テΒエゎ ヶわャや モもやヲジャや   (✓   ) 
3.  .ヮィヲョ テピッ ヴャま ベゅヨハΕや ヶプ るルヲプギヨャや ケヲガダャや チゲバわゎ (     ) 
4.  ダわャやヱ ヶトヤャ ケヲガダャや チゲバわゎΙや ゲΒをほわャ るイΒわル ヅゅジらルΙやヱ ネギ                   .ゅヰΒヤハ ヶヤッゅヘわャや キゅヰィ (✓     ) 
5.  .ヶエもゅヘダャや アΒジレャゅよ ろジΒゼャや ゲガタ ゴΒヨわΑ (✓     ) 
6.                     .れやゲわヨΒわレシ りギハ ヴャま メヲエわャや るャゅワ るミゅヨシ ろピヤよ ゅヨヤミ ヵケゅレャや ユジイャや るヤわミ れキやコ ゅヨヤミ (     ) 
7.  ゅヨわョ モムゼよ ろΑケヲヤムャや ラギバョ ラヲムわΑ                                         .るツヘガレヨャや りケやゲエャや るィケギャ ゴΑ   (✓  ) 
8.                                      .ヶジョΚわャや メヲエわャや ノョ リョやゴわャゅよ りケゅエャや モΒャゅエヨャゅよ メヲエわャや ゐギエΑ ⇔ ゅらャゅビ (  ✓   ) 
9.  らΒヘョΕやヱ ゅムΒヨャや ラキゅバヨよ るΒレピャや ケヲガダャや ヶプ ⇔ ゅらャゅビ ベケヲわヨャや ゲΒビ アΒジレャや ゲヰヌΑ                  .メヲ   (  ) 

10.                                                 .⇔ ゅΑケやゲェ リΒトャや メヲエゎ るイΒわル ザヤヘルケヲヰャや ゲガタ ラヲムわΑ   ( ✓ ) 
11.  Ιや ロゅイゎゅよ ケヲガダャや ズヨムレゎ         .ヮΒヤハ ギョゅバわヨャや ロゅイゎΙゅよ メヲトャや ヶプ ギΑゴゎヱ ヶヤッゅヘわャや キゅヰィ   ( ✓ ) 
12.  ャや ンヲわジョ ヴヤハ ベケヲわャや るΒヤヨハ ギヨわバゎャやヱ メヲエわンヲわエヨ                            .ュΕや ゲガダヤャ ヶルギバヨャや   ( ✓ ) 
13.                              .ブΒツヨャや ゲガダヤャ ヶもゅΒヨΒムャや ょΒミゲわャや ゲΒΒピゎ ヴヤハ りケギボャや りケゅエャや モΒャゅエヨヤャ   ( ✓ ) 

 
 

 メやぽジャやゑャゅんャや:  :るΒャゅわャや れやケゅらバャや リョ りケゅらハ モミ ヴヤハ メやギャや ヶヨヤバャや ウヤトダヨャや ヱぺ ユシΙや ょわミや- 
 

1                                                             .ゲカへ ネヲル ヴャま ケヲガダャや リョ ネヲル ゲΒピゎ (メヲエわャや るΒヤヨハ ) 

2   ヵキぽわプ れゅワゅイゎΙや ブヤわガョ ヶプ ゲガダャや ヴヤハ ゲをぽゎ るΑヱゅジわョ ゲΒビ ンヲホ
        .ヮワヲゼゎ ヴャま (ヶヤッゅヘわャや キゅヰィΙや) 

3  .ヶもやヲゼハ ノΑコヲゎ れやク ラキゅバョ ヵヲエΑ ヵグャや ゲガダャや アΒジル                                (ベケヲわョ ゲΒビヱぺ ヶらΒらエャや ) 

4  ヱギらゎ るヤΒトわジョ ラキゅバョ ヱぺ るΒエもゅヘタ ラキゅバョ ヵヲエΑ ヵグャや ゲガダャや アΒジル
                                                                 .るΑコやヲわョ ヮらセ ヱぺ るΑコやヲわョ フヲヘタ ヶプ るΒルギバヨャや ゅヰゎゅらΒらェ (ヶエもゅヘタ ヱぺ ヵコヲわジΒセ アΒジル ) 

5 ゎ  ヶプ るΒらΒミゲわャや ゲワゅヌヨャや ヱぺ るΒルギバヨャや れゅらΒらエヤャ れゅエトジョ ペプヱ ょΒゎゲ
            .ゲガダャや (るホケヲわヨャや るイジルΕや ) 

6  ヮホゲヅ ギレハ ゅヰャヲヅ ヴヤハ ゲガダャや ペゼレΑ ⇔やギィ るよケゅボわョ るΑヲわジョ ウトシぺ
        .るホゲトヨよ (コやヱキケΙや ベゅボゼルΙやヵ ) 

7  ベゅトル ゲヰダレョ ヵケゅル ユジイャ ペタΚョ  ヶわャや ゲガダャや ¬やゴィぺ ヮΒプ ノボゎ
Βピわヤャ ろッゲバゎ                                             .ゲ (メヲエわャや るャゅワ ) 

8   りキゅハま ょらジΑヱ ∩るΒもゅΒヨΒムャや れΚハゅヘわャや ヴヤハ ゴヘエΑ ヵグャや メヲエわャや モョゅハ
         .ラキゅバヨャや ケヲヤらゎ (りケやゲエャや) 

9   ⇔Ιヲエゎ )モヘトャや( ヶエもゅヘダャや リΒトャや メヲエゎ リハ アゎゅル メヲエわョ ゲガタ
 ⇔ゅΑケやゲェ. (ザヤヘルケヲヰャや ) 

10 ゐギエΑ メヲエわャや リョ ネヲル  ⇔ ゅヅゅエョ ゲガダャや ラヲムΑ ゅョギレハよ ヵケゅル ユジイ
          .ゲヰダレョ (ヱぺ ヵケやゲエャや ヶジョΚわャや ) 

11  ユイエャや るΑヱゅジわョ りゲヤらわョ れゅらΒらェ るゃΒワ ヴヤハ ゲガダャや ヮΒプ ゲヰヌΑ アΒジル
    .るタやゲわョヱ (Εやるホケヲわヨャや ゲΒビ るイジル ) 

12                              .ヵゲΒイャや ゲイエヤャ ヶジョΚわャや メヲエわャや るイΒわル ラヲムわΑ メヲエわョ ゲガタ (やュゅカゲャ) 
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 :ノよやゲャや メやぽジャや :⇔ ゅΒヨヤハ ゅヰらシゅレΑ ゅヨよ るΒャゅわャや れゅビやゲヘャや モヨミぺ- 
(1)  ゲらわバゎりケやゲエャや   .メヲエわャや モョやヲハ ユワぺ リョ 

(2)   テピツャや ヴャま チケΕや リヅゅよ ヶプ るルヲプギヨャや ケヲガダャや チゲバわゎテΒエヨャや 

(3)   ゲらわバΑラヲよゲムャや ギΒジミぺ ヶルゅを    .るトゼレャや モもやヲジャや ヶプ りキヲィヲヨャや りゲΑゅトわヨャや れゅルヲムヨャや リョ 

(4) ャ りゴΒヨヨャや ラキゅバヨャや ラヲムわゎ ラギバョ モんョ るΒャゅバャや りケやゲエャや るィケギろルケゅイャや .ヵケゅヰダャや ユジイャや リョ ゆゲボャゅよ   

(5) リョ るワヲゼョ れゅらΒらェ ヴヤハ ろジΒゼャや ヵヲエΑ ギホ ゴゎケやヲムャや ヱケゅらジヤヘャや 

(6)  ヴヤハ メヲエわャや るャゅワ ユイェ ブホヲわΑヵケゅレャや ユジイャや るヤわミ ヱ ヮゎケやゲェ  ヱ ブΒツヨャや ゲガダヤャ ヶルギバヨャや ょΒミゲわャや 

(7) リハ るイゎゅレャや るんバらレヨャや るホゅトャや リョ ほゼレゎ るΒヤカやギャや チケΕや りケやゲェ ヶハゅバセΗや モヤエわャや ヱるルゴガヨャや るΑケやゲエャや るホゅトャや   

(8)  ⇒よ マャク ヴヨジΑ れゅワゅイゎΙや ブヤわガョ ヶプ るΑヱゅジわョ ゲΒビ ゲガダャや ロヲゼゎ ヶわャや ンヲボャや ラヲムゎ ゅョギレハヶヤッゅヘわャや キゅヰィΗや     

    (9 )ヨャや メヲエわャや ょェゅダ ャ れやケゅボャやヱ メゅらイヤャ るΒルゅらャや るΒッケΕや りゲゼボャや れゅミゲエャや ヲワメヲエわ Ηや ヶヨΒヤホ 
    (10や モΒャゅエヨャや ゲヨゎ ゅョギレハ ) ⇒よ メヲエゎ ゐギエΑ ケヲガダャや ベヲボセ ゲらハ れゅルヲΑΕゅよ るΒレピャや りケゅエャりケゅエャや モΒャゅエヨャや 
    (11)ヶらΒらエャや(ベケヲわヨャや ゲΒビ アΒジレャや れやク ケヲガダャや リョ ) ュゅカゲャや ヱ ろΑゴゎケやヲムャや 
    (12 アΒジレャや ゴΒヨΑ るエゎゅヘャや ラギバヨャやヱ るレミやギャや ラキゅバヨャや リョ るョゴェぺ キヲィヱ ) ヵコヲジΒレャや 
 

 メやぽジャや:ザョゅガャや  ⇔ ゅΒヨヤハ ⇔ΚΒヤバゎ ヶゎほΑ ゅヨャ モヤハ: ⇔ ゅエΒエタ - 
(1)  .メヲエわャや モョやヲハ ユワぺ リョ りケやゲエャや ギバゎ 

.りギΑギィ ラキゅバョ リΑヲムゎ ヴヤハ モヨバゎ ギホヱ .りキヲィヲヨャや ラキゅバヨャや ケヲヤらゎ ギΒバわプ ∩るΒもゅΒヨΒムャや れΚハゅヘわャや ゴヘエゎ ヶわャや るホゅトャや ケギダョ ゅヰルΕ 
(2)   .るΒヤタΕや ケヲガダャや ヴヤハ テΒエヨャや テピツャやヱ ヮィヲヨャや テピツャや ゲΒをほゎ ブヤわガΑ 

Αヱゅジわョ ンヲボャや ラヲムゎ テΒエヨャや テピツャや ヶプ ヮルΕゅョぺ .ユイエャや ゾヤボわよ ゲガダャや ロヲゼゎ ヴャま ヵキぽΑ ゅヨョ れゅワゅイゎΙや ノΒヨィ リョ る 
  メヲトャや  ヶプ  りキゅΑコヱ  ンヲホΕや  キゅヰィΗや  ロゅイゎゅよ  スゅヨムルやヱ  ゲダホ  ヴャま  ヵキぽわプ  るΑヱゅジわョ  ゲΒビ  ンヲボャや  ラヲムゎ  ヮィヲヨャや  テピツャや  ヶプ

.ヮΒヤハ ギョゅバわヨャや ロゅイゎΙや ヶプ ウトヤヘゎヱ 
(3)   .ヵコヲわジΒゼャや アΒジレャゅよ るャヲエわヨャや ケヲガダャや ヂバよ ゴΒヨわゎ 

  れゅらΒらェ ヲヨル  ょらジよ リムヨΑ  ゑΒエよ(  ヶヤタΕや  ユイエャや  リョ れやゲョ  りギバよ  ゲらミぺ  ユイェ ヴャま  コやヱキケΗや  ヶプ  るボΒホギャや  ろΑケヲヤムャやヱ  ゅムΒヨャや
 .るバヘゎゲヨャや りケやゲエャや れゅィケキヱ テピツャや るイΒわル )りキゲイヨャや リΒバャゅよ ゅワゴΒΒヨゎ 

(4)  .ケヲガダャや ヂバよ メヲエゎ ヴヤハ リプギャや ギハゅジΑ 

ヴャま  ヵキぽΑ  ゅヨョ  るルヲプギヨャや  ケヲガダャや  ヴヤハ  るΒッケΕや  るΒプヲイャや  りケやゲエャやヱ  テピツャや  りキゅΑコ  ょらジよ   れゅルヲムヨャや  ケヲヤらゎ  りキゅハや
 るΒルギバヨャや 
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 メやぽジャや:サキゅジャや  :るよヲヤトヨャや るルケゅボヨャや ヮィヱぺ ょジェ ヶヤΑ ゅヨョ モミ リΒよ ラケゅホ 
 

 るルケゅボヨャや ヮィヱ テΒエヨャや テピツャや  ヮィヲヨャや テピツャや 

ゲガダャや ヴヤハ ロゲΒをほゎ  ヵヱゅジわョ  ヵヱゅジわョ ゲΒビ 

 るルケゅボヨャや ヮィヱ  ベケヲわヨャや アΒジレャや  ベケヲわヨャや ゲΒビ アΒジレャや 

 ヮΒプ ラキゅバヨャや ょΒゎゲゎ  るらゎゲョ  るらゎゲョ ゲΒビ 

 るルケゅボヨャや ヮィヱ ろルケゅイャや ろΑケヲヤムャや 
 メヲエわャや りケやゲェ ヴヤハぺ  モホぺ 
 るルケゅボヨャや ヮィヱ ャや ュゅカゲ ろジΒゼャや 

 メヲエわャや モョゅハ りケやゲエャや  りケやゲエャやヱ テピツャや 

 るルケゅボヨャや ヮィヱ リプギャゅよ メヲエわャや  ヶヨΒヤホΗや メヲエわャや 

 ロケゅゼわルや ペヅゅレョ ょΒシゲわャや チやヲェぺ メゅらイヤャ るΒルゅらャや りゲゼボャや れゅミゲェ/ れやケゅボャや 

 るルケゅボヨャや ヮィヱ りケやゲエャや モΒャゅエヨャや るトゼレャや 

ゲガダャや メヲエゎ ヶプ ロケヱキ  ギΒバわプ るΒもゅΒヨΒムャや れΚハゅヘわャや ゴヘエゎ
 ケヲヤらわャや ゎ ゴヘエ るΒヤヨハまケヲヤらわャや りキゅハ 

 
 メやぽジャや:ノよゅジャや : るΒャゅわャや るヤゃシΕや リハ ょィぺ- ما هو  ∨∨ 

(1 ゲガタ )ョ メヲエわタレョ グガわ⊥Αヱ ∩メコゅレヨャや フヲボシ ヶプ モヨバわジΑ .りゲツガャや ヱぺ るホケゴャや ヴャま ゆゲツΑ リミやキ ラヲャ ヱク ∩ヶャゅダヤタ ヶエもゅヘ ヮ  
ヤャ ゥやヲャぺ レョ ノレダ⊥Α ゅヨミ ∩るよゅわムヮ  .ロゅΒヨャや ょΒよゅルぺ ⇔ ゅルゅΒェぺ 
 コやヱキケΙや 

 (2  )ゲガタ    ∩メヲエわョ ヶジヤミ Α  リョ ラ ∂ヲムわろΒジャゅムャや   モんョ ンゲカΕや チやゲビΕや リョ ギΑギバャや ヶプ ⇔ ゅツΑぺヱ ∩ろエレャや ヶプ モヨバわジΑ .⇔やギィ ヶボレャや
  ギホヱ  .れゅョゅヨエャや  ラやケギィヱ ラやケギイャやヱ  れゅΒッケΕや  ¬ゅジミまΑ フヲィ ヶプ  リΒわヤもゅヰャや  りケやゲエャやヱ  テピツャや  リョ  りケキゅル  フヱゲド ろエゎ  ラヲムわ

 りゲゼホ .チケΕや 

 ュゅカゲャや 

(3  ゲガタ )  ベケヲわョ メヲエわョヮらゼΑ  コやヱキケΗや ゲガタ∩  Α  ァゅわエ  ヴャま  ゲヰヌゎヱ コやヱキケΗや リΑヲムゎ ゅヰレハ アわル ヶわャや マヤゎ リョ ヴヤハぺ メヲエゎ るらゎケ
ゎやケヲヤよヮ ケヲガタ コゅわヨゎヱ コやヱキケΗや れやケヲヤよ ユイェ リョ ゲらミぺ ロ  れゅΑヲわジョ ヴヤハ ゲヰヌΑ ペΑゲよ ヱぺ ラゅバヨャ ゅヰャ ラほよャや ベケヲわ 

ろジΒゼャや 
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(4) や ネヲル ょわミやヱ マョゅョぺ ヶわャや りケヲダャゅよ リバヨゎやゲヘャや リョ モミ ヶプ メヲエわャるΒャゅわャや れゅビ: 

 
 
 
 
 
 

 
 

•  ( ユホゲャや ギレハ1  メヲエわャや ネヲル ) リプギャゅよ 

•  ( ユホゲャや ギレハ3  メヲエわャや ネヲル ) ヶヨΒヤホΗや 

•  ( ユホゲャや ギレハ5  メヲエわャや ネヲル ) ヶジョΚわャや 

 

(5) るヨヤムャや モタ  ( るハヲヨイヨャや リョ るらシゅレヨャやゆ( リΒわハヲヨイヨャや リョ ゅヰらシゅレΑ ゅヨよ )ぺ )ァ( ヱ ) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 نｳﾑ｛≠】≠ﾟ )أ( 

 ベケヲわョ アΒジル 

  アΒジル 

 ベケヲわョ ゲΒビ 

 )ゆ( るハヲヨイヨャや 

コやヱキケま 

 ュゅカケ 

 ろΑやゴゎケやヲミ 

 ろジΒセ 

 ザΑゅル 

 

 )ァ( るハヲヨイヨャや 
 ヵゲΒィ ゲイェ 

 ヶエヘタ リΒヅ 

コヲミケぺ 

ヶヤョケ ゲイェ 
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(6) エわヨャや ゲガダャや ネヲル ょわミやヱ マョゅョぺ ヶわャや りケヲダャゅよ リバヨゎ るΒャゅわャや れゅビやゲヘャや リョ モミ ヶプ ヮルヲムゎ ノホヲわヨャや メヲ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (7 モムゼャや  メΚカ リョ ∩ヵヲイャや  テピツャや  フゅバッぺ リハ ギΑゴゎ  ヅヲピッヱ るヘヤわガョ りケやゲェ れゅィケキ リΒよ  りキゅハ メヲエわャや  ゐギエΑ  )

ヶャゅわャや ∩  ∨るゃΒらャやヱ ヶルギバヨャや ょΒミゲわャや ヴヤハ ⇔¬ゅレよ ゅヰルヲムゎ ノホヲわヨャや ケヲガダャや ヶワ ゅョ 
 

 

       

ザΒレャや 
 

ろジΒゼャや 
 

 コやヱキケΙや 
 

 ザΒル 
 ろジΒセ 

 コやヱキケぺ 
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 : ゴﾖ ～】±ﾝ اｱﾐ書「“ﾝدوثة ا اﾆ～ح (8) 

  るルヲムョ るヘヤわガョ メゅムセぺヱ モェやゲョ ヴヤハ ょヤダわゎ ヶわャや りケゅヰダャや リョ ぺギらゎ
  ウトジャや ヴヤハ ゲヰヌゎ ゅワケヱギよ ヶわャやヱ るΒプヲィ ヱぺ るΒルゅミゲよ るΑケゅル ケヲガタ

るΑゲバわャやヱ るΑヲイわャや れゅΒヤヨバよ ヱぺ リΒミやゲらャや ラやケヲを ギバよ   ヴャま チゲバわゎ ギホヱ
 るャヲエわョ ケヲガタ ラヲムわャ テピッ ヱぺ りケやゲェ リョ メヲエわャや モョやヲハ 

 
わヤャ  ゅヰッゲバゎ  ギレハ  ヮヤボル  ユわΑ  れゅわプ  ヴャま  メヲエわゎヱ  ゲジムわゎヱ  ろわヘわゎ  るΑヲイ

  れゅゃΒよ  ヶプ  ょΒシゲゎ  ヮャ  ゐギエΑ  ユを  リョヱ  るΑゲバわャや  モョやヲハ  ペΑゲヅ  リハ
 ⇔ゅルヲムョ  ゲイエわΒプ  ヮわレヨシヱ  ソやゲゎ  ヶわΒヤヨハ  ヮャ  ゐギエゎヱ  るヘヤわガョ   ⇔やゲガタ  

 ⇔ ゅΒよヲシケ  ヱ  ヶわャや  リムヨΑ  ゲらハ  ギΑギィ  リョ  りケゅヰダャや  ラヲムわャ  キヲバゎヱ  るャヲエわョ  ケヲガダャ  メヲエわゎヱ  りケやゲエャやヱ  テピツヤャ  チゲバわゎ  ゅワケヱギよ
ゅヰダルΙや  ヶもゴイャや ケ 

 
 
(9) ー「＋ﾝا ～陥ت ﾎ｀ ｱﾏ［÷』÷ﾞﾝ ゴ÷」＝ザ ヅ ゴﾞザ ｭ÷｀ いأ : 

 ｳ ｛゚＋』≠ﾟت ن｛－÷｀ﾟ ل｛＋』ﾟن ぇヱن｛ﾑو ｳ】±カヂﾟ 〕』ﾆل دتنバﾀ ］ヱ  
 

  えث｛』±藷×ﾟن(–  えتدونثダن–   えث｛±藷＜ﾟن– ジ『≦『＋ﾟن( 
 : ゴ  نｳ《ｯｺヅ نダ゚و

 ييييييييييييييييييييي  نジ『≦『＋ﾟ نﾟ』＞～ نジ≠』＜ズ ド う‖ﾟ :   ييييييييييييييي-
 يييييييييييي  نょﾖ＝ﾟ ييييييييي ونゴﾛｯ薯ﾟ :يييي ぇヱｯﾑ نﾟ『＋｝ل نﾟ≠±』‐ ガ｝ نﾟ＋｜نتة يييييييي نﾟ±』‐: ى

   
 :ｳ藷カｯｷ ｳ《ｯｺإ 
 ييييييييييييييييييييي  ジنﾟ＋』≧』 نﾟ』＞～ نジ≠』＜ズ ド う‖ﾟ :   ييييييييييييييي-
 ييييييييييييي  تヱｳﾛ［ نｳ】±カダ نﾟ≠『｝  ييييييييييي ونゴﾛｯ薯ﾟ :يييي ヱ［ نﾕ ｳ】±カダ≧｜ نﾟ≠『｝تｳﾛ نﾟ±』‐: يييييييييي ى
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  (ﾎﾊو ゴﾞザ ｭ÷｀ ثةｭ署0 ぃ間ﾝ ｱ【ﾈ ～『ﾜゼا ｱ〈ｭｸダا ～」ｾول: أゼال ا〇＋ﾝا: ｭヴﾝ وثｭ』÷ﾝا ﾎ】～÷ﾝا ゴﾖ )- 
1-  ゴﾞ」間ﾝك ا～【」ﾝات ا‖ﾗ【｀ 〕｀ ة／【ﾝا ｱﾔﾝｭ〈 اثات／【ヱダا:ぃﾐﾗ〈 ｱ‒～ﾐ」ﾝا 〕ﾏ ｷ」＝ｳ ゴ」ﾝوا 

 をｻ‖ﾝا  い／＜ﾞ』ﾝا   ة／ザ／－ﾝح اｭ‒～ﾝا    ثｭヴヱゼا ―【ヱ   ｱ書ｫｭ÷ﾝثات اｭ書」ﾝا   
2-  :ぃﾐﾗ〈 ث／【ｳ طｭ÷ﾝｭ〈 ｱﾐ署－÷ﾝا ｱ書【“＋ﾝاد ا［÷ﾝا ｭヴ＜ﾞﾏ ن［間ｳ ゴ」ﾝا ぃ＜＜＋」ﾝا ｱ書ﾞ÷ﾏ 

 をｻ‖ﾝا  い／＜ﾞ』ﾝا    جلヅ‖ﾝا     ثｭヴヱゼا ―【ヱ   ｱ書ｫｭ÷ﾝثات اｭ書」ﾝا   
3- グﾞﾏ ｱ」ｯｭｵ تｭ署＜「【ﾝا ｭヴ＜ﾞﾏ ن［間ｳ ゴ」ﾝاث ا～ﾚ」ﾄヅا ｱ‒جاو ／÷」ﾐｳ : 

   تｭ署＜「【ﾝم ا［ヱ     تｭ署＜「【ﾝا 〔』ｻو ぃそﾆ    تｭ署＜「【ﾝث ا／±｀   ｳ～ｳ تｭ署＜「【ﾝا ー＜ 
4- ゴﾖ ～＜ﾔ」ﾝا ぃﾐﾗ〈 い～】±ﾝط اｭ“ﾔﾞﾝ をｻ‖ﾝا ｱ書ﾞ÷ﾏ ث／【ｳ : 

  طｭ÷ﾝا ｱﾏ～ﾄ    い～】±ﾝط اｭ“ﾔﾝت اｭヱ［そ｀    い～－署ﾝا ぉｭ－＝ﾝا   اثة～【ﾝت اｭｸدث 
5-   : グﾞﾏ  デ＜ﾝد ）ﾝت ／ﾐ〉 ｭヴﾚ÷ﾏ 〕｀  ｭﾏｭ＋ｳا ～『ﾜث أｭヴヱゼن اｭ〉ن ود［間ｳ ｭ｀／＝ﾏ 

  ゴﾞ」間ﾝك ا～【」ﾝا ～＜ｵ･ｳ ة［ﾙ         ゴﾞ」間ﾝك ا～【」ﾝا ～＜ｵ･ｳ を　ﾊ          
  ～＜ｵ･」ﾝم ا／ﾏ         ｱ〈ｭｸا ／ｸ［ｳ ヅ 

 
:ゴﾞザ ｭ÷｀ ثةｭ署0 ぃ陥 ぃ【｀ ゴ÷ﾞﾐﾝا ｺﾞ“±÷ﾝأو ا 〔ﾄゼا ー」ﾜا :ゴヱｭ『ﾝال ا〇＋ﾝا- 

1-   ｱ書ﾊثゼا ｱ書ｯتｭ』ﾝا ～＜ｵ･ｳ ―【ｳ ث／【＝÷ﾝا ぃﾗﾄأ ［【ヱ ｱ】～」ﾝم واｭ陥～ﾝث وا［】±ﾝك ا～【ｳ     (ゴﾞ」間ﾝك ا～【」ﾝا      ) 
2-  〕＜ｯ ｭ｀ ぃ±ﾗ〉 قｭ“ヱ د［ｸو ﾎ｀ ぃ」間ﾝك ا～【ｳ           . ｭヴ」【ｳ ｭ  (         ヅ‖ヱق اダ )         اぃ」間ﾝ اｱﾚﾝ‖＝÷ﾝ `و
3-   (       . ｱﾚﾐﾞ÷ﾝا カ署－〉 グﾞﾏأ グﾝم ～ﾐﾚ｀ グ＝【＝｀ ぃそﾆ グﾞﾏ カ書， ぃﾈｭﾗﾝا ｺ“＋ﾝن ا［そ〉 ダاヱゴヱوثا／ﾝق اヅ‖      ) 
4- (           .   ｱﾚ署’ ｺ“ﾄ م أو／ﾈ أو ぃﾈｭﾗ陥 ［」＋｀ ｺ“ﾄ グﾞﾏ カ書， ｱ陥～【ﾝن ا［間ｳ  ダاヱ ダق اヅ‖」ヱゴﾝｭﾚ     )    
 (     ｭ書＋ヱب اゴ｀ｭ陥～ﾝاダ اｭ書＋ヱダب اｳ 〕÷×」ザ い＼ﾝ】～ك اｱ】～」ﾝ واｭ“ﾔﾝط اい～】±ﾝ اｱ書÷陥 ﾎ｀ ）間ﾗ÷ﾝ ｀〔 اｭ÷ﾝط.  )  -5
6-   (  . ～‒‖ﾔﾝا ～“÷ﾝط اｭ＝ｵأ ｱ署’～ﾝا け’ｭ＝÷ﾝا ゴﾖ لデ」ﾝا ーヱا［ｸ グﾞﾏ ث／【〉 い＼ﾝب اｭ書＋ヱダا ダا  ゴﾊثゼب اｭ書＋ヱ)  
7- ﾝا ぃﾚ＝ザ い＼ﾝا ゴﾞ」間ﾝك ا～【」ﾝام ا［ヱأ ／ｻأ ）間ﾗ÷ﾝا い～】±ﾝط اｭ“ﾔﾝوا ｱ】～」ｷ‒ث／」ﾝｭ】ط وゃ署ｯ.(         をｻ‖ﾝا                           ) 
 

や れゅΑヤョバャや : るバよやケャや りキェヱャや チケΕや サΑケゅッゎ ケΑピゎ ヶゎャ 
 

ヶヤゎミャや ポケェゎャや : メヱΕや メタヘャや 
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( ｱ｀デﾏ ﾎﾊ :‐ﾝｭ『ﾝال ا〇＋ﾝا (ｱ｀デﾏصو ｱ【書【±ﾝثة اｭ署　ﾝم اｭ｀أ )  ثةｭ署　ﾝم اｭ｀أ )ｱ【書【±ﾝا ～＜ﾓ  :ゴﾞザ ｭ÷書，- 

1-    ｱ書ﾊثゼا ｱ書ｯتｭ』ﾝة ا［ﾙ ゴケ ｱ書ﾊثゼا ぃ」間ﾝك ا～【ｳ 〕ﾏ ｱﾝو〇＋÷ﾝا ｱ書＋書ｫ～ﾝة ا［ﾚﾝا  (                  .  ) 
2-     (  .   ～】±」ﾝا ゴケ ｜‒ثｭ×」ﾝوا ～ケｭ（÷ﾝا 〔（ﾐ｀ 〕‒［間ｳ ゴﾖ ｱ‒［』」ﾝا ゴﾞｳ ゴ」ﾝا ｱ｀ｭヴﾝا ｱ書ヱｭ『ﾝة ا［“】ﾝا   ) 
3-   ｱ‒ثｭ』ﾝا ヮｭ書÷ﾝوا ゴﾞ」間ﾝك ا～【」ﾝا 〕ﾏ ｱ』ｳｭ＝ﾝت اデ＜そ－」ﾝا 〔ケأ 〕｀ ゴケ          . لｭ署』ﾝن واｭ〉د［ﾝا   (     ) 
4- ｱ書ﾞ」間ﾝت اｭ陥～【」ﾝا 〔（ﾐ｀ ث／【ｳ             . 〕‒［間」ﾝا ｱ÷〉／ﾙ ة～ﾏ［ﾝل اｭ署』ﾝا ゴﾖ ｱ》ｸｭﾗ÷ﾝوا ｱﾐ‒～＋ﾝا    (   ) 
5-           .    ｭヴヱｭそ｀ 〕｀ ｷｳا［＝ﾝك ا～【ｳ دون ｭヴｳتا ／【〈 ｱ‒［』」ﾝا 〕ﾏ ｱ書ﾊثヅث‒｜ اｭ×」ﾝا ｷ」＝ｳ      (  ) 
 (   )             اﾝ】～اけｫ.                    اﾆ「ｭﾐل  اゼثｱ書ﾊص اｭﾙヅ‖ヱヅت  ＋」ケー〕 اﾗ【÷ﾝ‖ات اｳ ゴ」ﾝأ｀〔   -6
7-      .  ゃﾙｭ＋ｳ グ÷＋〉 ة～ﾚ」＋｀ اد［｀ 〕｀ ｭヴ」【ｳ ｭ  (     )      وｸ］د ｭ“ヱق ｯ ｭ｀ ゛書　ﾊ＞〔 اぃ」間ﾝ اｱﾚﾝ‖＝÷ﾝ `و
 

:ｭ書÷ﾞﾏ デ＜ﾞﾐｳ ゴﾞザ ｭ÷｀ ぃ陥 ぃﾞﾏ : ﾎ〈ا～ﾝال ا［＋ﾝا- 
1- .ゴﾞ」間ﾝك ا～【」ﾝت اｭ書ﾞ÷ﾐﾝ ات‖ﾗ【÷ﾝا 〔ケأ 〕｀ جلヅ‖ﾝا ～「」ﾐｳ 

ｺ÷＋ｳ ة～ﾆｭ署｀ مثｳ／ادات   ｭヴﾐ署」ザ اヅ‖ﾝجل  اｱそﾄｭ÷」÷ﾝ وゼ   ｺ÷＋ｳن   ～＜ﾓ اد［÷ﾝوا اﾝ±【］ث   〕｀ ｱ÷】ﾊ تｭ書÷陥 ｱﾞ】ﾞ】〈
.ｭヴﾏデ」ﾙｨ〈 

2- .ゴﾞ」間ﾝك ا～【」ﾝا ｱ書ﾞ÷ﾏ 〕｀ けｫا～【ﾝم ا～  ＋ｳ 

  ぃそ－ｳ أن 〕そ÷‒قص وヅ‖ヱダا グﾝم ぃ」間ﾝا ぃ＜÷ｳ ゴﾝｭ」ﾝｭ】ف وｭ』ﾝا ｜ﾚ“ﾝوا けｫا～【ﾝا ｱ』書」ヱ を』ｳو ）ﾗ」ｳ ｭ書ﾞﾐﾝا ｱﾚ署“ﾝن اゼ
書÷ﾝا ｱ書÷陥 ／‒‖ザ ｭ÷｀ طｭ÷ﾞﾝ ة＼ﾗ＝｀ ～＜ﾓ ｱﾚ署’ けｫا～【ﾝا .い～】±ﾝم اｭ陥～ﾝج وا‖ﾞﾝا 〕＜“ﾝا 〕｀  デ＜ﾄ ／ﾝ［」＜ﾖ カ‒ثｭ』ﾝا ヮｭ 

3-  ダك ا～【」ｳ)ｱ‒～】±ﾝا( ｱ書ﾊثゼثات اｭ書ヴヱ .ة～＜「陥 ｱﾏ～＋〈 

 ｭ｀／＝ﾏ 〈そ］ن اﾝ÷＝】／ث ザ／ﾆ／ اヱダ】／اث ｨﾖن اｭ書ヴヱダثات اﾎﾖ／＝ｳ ｱ‒～】±ﾝ مグﾝ أぃﾗﾄ 〉＋～陥 ｱﾏ」＞～ة.
4-   ｭ書ヱا／＜｀ ーﾐ±ﾝا 〕｀ .をｻ‖ﾝا ｱ書ﾞ÷ﾏ ｱ（ｻデ｀ 

’ ―ﾙو グﾝج اｭ」【ｳ をｻ‖ﾝا ｱ書ﾞ÷ﾏ نゼ  け‒～’ 〕ﾏ ヅم ｭヴ」（ｻデ｀ 〕そ÷〉 デﾖ ا／ｸ ｪ＜“〈 ぃそ－〈 ث／【ｳ ｱ書ﾞ÷ﾏ ゴケو ぃ‒［
 مﾝ「］اط اﾄゼ］اث و】جاｱｻ اﾏヅ÷／ة.

5- . ゴﾞ」間ﾝك ا～【」ﾝا グﾝت مｭｳｭ署＝ﾝا ｱﾝمجا いد〇ｳ 

ｭﾚ｀  ゴﾖ  ／ﾏｭ＋〉 اｭ署＝ﾝت  اｱ‒～ﾐ」ﾝص  و ゼن   ｱ｀ث／【＝÷ﾝا مﾚ」ﾄ～اث   ゴﾖو  ｱ書【“＋ﾝا  ｱﾚ署“ﾝوا  ｱ】～」ﾝا ｭ署＜「ｻت   ゃ】～ｳ ﾝｭﾖ『＼وث  ص 
 و【ゴﾝｭ」ﾝｭ مجاｱﾝ اｭ署＝ﾝت 〇ザدい مグﾝ اﾝ「】～ك اゴﾞ」間ﾝ وｱﾈｭｾ متا ｭ陥ن اﾝ÷＝】／ث ザ／ﾆ／. اｭヴ×ﾐ署ｯ ｱそ間ﾗ÷ﾝ اﾐ署ﾝ‘ص 

 〈÷そ〔 أن 〈】／ث اﾝ「】～ك اｯ ゴﾞ」間ﾝ／ون وｸ］د ｀】ﾗ‖ات ”ケｭ～ة . -6

グ」ｻ〔ﾝ  اゼثｱ書ﾊ    اｭ』ﾝتｱ書ｯ  وケ］  أｯ   ゴﾄｭﾄ／اﾎﾖ  واｭ陥～ﾝم   اﾝ±【］ث  ｳ】～ك  ｭ署0  〕ﾏثة  اゴﾞ」間ﾝ  اﾝ「】～ك  ゼن  ｳ「］اｸ／   و】ن 
 .أﾗ【｀  あ～ｾ‖ات
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:｜｀ｭ】ﾝال ا［＋ﾝثن  -اｭﾙ : ゴﾞザ ｭ÷｀ ぃ陥 〕＜ｯ- 

 ダا ゴﾊثゼق اヅ‖ヱ  ダا ゴ｀ｭ陥～ﾝب اｭ書＋ヱ  ｱヱثｭﾚ÷ﾝا カｸو 

 メΚゎャや ゆルやヱィ  ｱ‒اث／÷ﾝا ｱ書ﾞ「』ﾝا け’ｭ＝÷ﾝوث  ا／【ﾝن اｭそ｀  

¬ゅョャゅよ ポミヘョ ヵケカタ ¬ゅヅビヱ るよケゎ  ¬ゅョャや ノョ るミミヘョ ヵケカタ ¬ゅヅビヱ るよケゎ   ｱ陥～【」÷ﾝاد ا［÷ﾝا ｱﾐ書「’ 

 ぃそﾆ グﾞﾏاتأ～“ﾙ أو ｱ＝＋ﾝ  るΑェヱケョ ゆシやヱケ 』ｳｭ＝ﾝا ーﾄوا～ﾝا ぃそﾆ ｱ 

 
  

 をｻ‖ﾝا  ダث اｭ書ヴヱا ｱ‒～】±ﾝت ا   ｱヱثｭﾚ÷ﾝا カｸو 

 ｪ“〈 ﾎ‒～ﾄ  ｱ陥～【ﾝل ا／ﾐ｀ 

 ゴﾖ خｭ÷間ヱヅد وا／÷」ﾝوب اｭ＝ｳ
 ／÷』」ﾝا ぃﾐﾗ〈 ｱ書【“＋ﾝاد ا［÷ﾝا

 واﾝ＼و【ｭن واｱ】［’～ﾝ واｭﾗ』ﾝف

Αケカタャや メゎミヤャ ノΑケシャや ポケェゎャや メキバョる  
- るもィゅヘョ れゅミケェゎ  ｱ署「＋÷ﾝا ぃ｀ا［ﾐﾝا 

  

  

 ダق اヅ‖ヱ  ダب اｭ書＋ヱ   ｱヱثｭﾚ÷ﾝا カｸو 

 Ιコルま ヶルやケヱキ ベ–  ヶャゅボゎルま ベΙコルま   ゴ｀ｭ陥ب ثｭ書＋ヱم– ゴﾊب اثｭ書＋ヱام   ا［ヱゼا 
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 -اぃ陥 ーヱｭ』〈 ー」ﾜ ثﾄ〕 ｀〔 اﾄ～ﾝ］م اヱ ｱ書ﾝｭ」ﾝ］م اﾝ「】～ك اゴﾞ」間ﾝ اﾝ／ال カ書ﾞﾏ: -اﾝ＋］ال اｭ＋ﾝدح :

              
 

ゴ｀ｭ陥～ﾝب اｭ書＋ヱヅا 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ゃﾙｭ＋」ﾝا 
 
 
 

 
 
 

 ゴﾝｭﾚ」ヱヅق اヅ‖ヱヅا 
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  ゴヱوثا／ﾝق اヅ‖ヱヅا 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 مع Nنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح 


