
 

＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠

＠＠＠｣ｯｭＮｫｷ･､ｵｦｩｬ･ｳＮｷｷｷＯＯＺｨｴｴｰｳ＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ Ｊ

＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠Ｊ

ｨｴｴｰｳＺＯＯｫｷ･､ｵｦｩｬ･ｳＮ｣ｯｭＯＷ＠＠＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠Ｌ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠Ｊ

ｨｴｴｰｳＺＯＯｫｷ･､ｵｦｩｬ･ｳＮ｣ｯｭＯＷｩｳｬ｡ｭｩ｣＠＠＠＠＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠＠ ＠ ＠畿 ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠Ｊ

ｨｴｴｰｳＺＯＯｷｷｷＮｫｷ･､ｵｦｩｬ･ｳＮ｣ｯｭＯＷｩｳｬ｡ｭｩ｣Ｑ＠＠＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠ ＠ ＠畿 ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠Ｊ

ｨｴｴｰｳＺＯＯｷｷｷＮｫｷ･､ｵｦｩｬ･ｳＮ｣ｯｭＯｧｲ｡､･Ｗ＠＠＠＠＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠Ｊ＠＠＠＠＠

｢ｯｴ｟ｫｷｬｩｮｫｳＯｭ･ＮｴＯＯＺｨｴｴｰｳ＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠Ｚ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠＠＠＠＠＠＠＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.kwedufiles.com
https://www.kwedufiles.com/7
https://www.kwedufiles.com/7
https://www.kwedufiles.com/7islamic
https://www.kwedufiles.com/7islamic
https://www.kwedufiles.com/7islamic1
https://www.kwedufiles.com/7islamic1
https://www.kwedufiles.com/grade7
https://www.kwedufiles.com/grade7
https://kwedufiles.com/pages/search?teacher_name=أسماء الشمري
https://t.me/kwlinks_bot
https://t.me/kwlinks_bot
https://t.me/kwcourses
https://facebook.com/groups/grade7kw
https://facebook.com/grade7kw
https://t.me/joinchat/EO3lbhZl1JVzOtkRmeJhPQ
https://t.me/kwfiles_bot
https://t.me/kwcourses
https://t.me/kwcourses
http://www.tcpdf.org


 

≒ 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 مادة الAبية اإسامية تلخيص

 للصف السابع 

 الفصل الدراسي اأول

ʹͲʹͲǦʹͲʹͳュ 

 

ュシボャや るシΑもケ:

 ﾜゼ. に┚Ｚ⊃ づヾ るゾ にぜち ┩Ｉざﾜゼ
 るョヤバョャや キやキハや:

 に┚Ｚ⊃ づヾ るゾ yＩ⊇┼ﾜゼ

るシケキョャや りケΑキョ:

 ﾜゼ. にぜ｛ づ̈ るゾ ぜ ちâげ
 るΑルヘャや るヰィヱョャや:

 ﾜゼ. にÜ┱Ｚんゾ っき に┫ブＹ ど┫ にぜ▽

 التلخيص ا يغني عن الكتاب اWدرسي. مـاحـظـة: 



 

≪ 

 

   : للفصل الدراسي اأولللصف السابع اWقررة  *الدروس

 الصفحة اiال موضوع الدرس
≒-.るルΑルほョヅヱ ラョぺ ゆΑピャゅよ ヶルゅョΑま りキΑボバャや ≒∬ 

≪- .ヶゎゅΑェ ヶプ ラΑキャや ゆゎやケョ ペボェぺ ゐΑキェャや ≪∵ 

≫-   ゅルャヱシケ れゅヘタぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨ .ゅワキバよヱ るをバよャや メよホ  りケΑシャや ≫∽ 

√- .るョゅホΗやヱ ラやクΕや ヶルΑキ ケもゅバセ ラョ ヮボヘャや √∽ 

∽-  ヶゎΚタ)ゅヰルゅミケぺヱ ゅヰヅヱケセ ゅヰョミェ( ヮボヘャや ∽≪ 

∝-  ¬やキゎホや るヤョゅミ ヶゎΚタ ヵキぼぺ ヶよルャゅよぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨. ヮボヘャや ∝≫ 

∵- .キシェャやヱ キボェャや ラョ ヶよヤホ ドヘェぺ ゆΑクヰゎャや ∵≒ 

∫- ヮャヱシケヱ 聴 ゆェぺぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨. るプゅボをャや ∫≒ 

∬-りケケよャや ュやケミャや りケヘシャや ベヱボェヱ れゅヘタよ ラョぼぺ りキΑボバャや ≒≡≪ 

≒≡- ヶルゅョΑま.ケやケよΕや るミもΚョャゅよ りキΑボバャや ≒≒≡ 
≒≒- .メョバャや ヶプ ソヤカぺ ゐΑキェャや ≒≒∵ 

≒≪-  キョェョ ヶャヱシケ ヴヤハ ヶェヱャや メヱコルぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨. りケΑシャや ≒≪∽ 

≒≫- .りΚタャや れΚヅよョヱ れゅワヱケミョ ゆルィゎぺ ヮボヘャや ≒≫≪ 

≒√- .ラルシャやヱ れゅよィやヱャゅよ メョゎミゎ ヶゎΚタ ヮボヘャや ≒√≡ 

≒∽-  ヶよルャゅよ ¬やキゎホや るェΑェタ ヶゎΚタ ヵキぼぺ ぜ▽¨ぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ. ヮボヘャや ≒√∽ 

≒∝- .るョΑョルャやヱ るよΑピャやヱ るΑケカシャや ラハ ヶルゅシャ ラヱタぺ ゆΑクヰゎャや ≒∽≡ 
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*∨ りキゅヰセャや ュャゅハヱ ゆΑピャや ュャゅバよ キヱタボョャゅョ 

 

* ラゅョΑΙや ケをぺ ヱワゅョ
∨ゆΑピャゅよ  

:ゆΑピャや ュャゅハ ュゅシホぺ* 

 

 ュやケミャや メシケャや*م┟ﾚ│ا ┅┏┗┃ダ : ュヰルョヱ ゆΑピャや ュヤハ ラヱハキΑ Ι 

 

 

 

: ゆΑピャや ュヤハ ¬ゅハキや ケヱタ* 

 

 

 

ヶよシル ゆΑビ
フΑケバゎャや:

* るヅシやヱよ ヮゎプケバョ ¬ゅΑよルΖャ ラミョΑゅョ
をΑキェ メもゅシヱ るヅシやヱよ ュワケΑピャヱ ヶェヱャやる.

 メゅをョ:
ゅΑよルΕやヱ ラΑボよゅシャや ュやヱホΕや ソタホ ¬

 メシケャやヱ-ルィャや ネヱル ¬ゅよヅΕや フゅセゎミや ラΑ
るΑシヱケΑヘャや チやケョΕやヱ.

ペヤヅョ ゆΑビ
フΑケバゎャや:

*聴 ヮョヤバよ ケをほゎシや ゅョ ヱワ
ロキェヱ ヴャゅバゎ.

 メゅをョ:
 ヴャゅバゎ 聴 れやク- ュヤハ

 るハゅシャや-ゥヱケャや

ュΑィルゎャや フミャや り¬やケホ るルゅヰミャや ケェシャや

1Ǧ اني بالغيب أمن وطمأنينةcإ 

 ゆΑピャや ュャゅハ:  メゅィョ ラハ ヶヘカヱ ゆゅビゅョ メミ
ヶシェャや ゅルミやケキま. 

りキゅヰセャや ュャゅハ:  メタヱゎル ラぺ ノΑヅゎシル ケョぺ メミ
.るΑシェャや メもゅシヱャゅよ ヮゎキワゅセョ ヴャま 

るよホやケョよ ケヱバセャや
ヮャ 聴

 ヴヤハ るョゅボゎシΙや
聴 ケョぺ

サルΕやヱ るルΑルほョヅャや
ゅッケャやヱ

 ゥヱルき にï■ぇ ┐Ｎ〒ヽるゾ 

 ヮャヱホ ヶプ(( ヴャゅバゎ ヵキルハ ュミャ メヱホぺ Ιヱ
ゆΑピャや ュヤハぺ Ιヱ 聴 ラもやコカ )) 

ュΑケミャや ゅルャヱシケ ぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨  

 ヴャゅバゎ ヮャヱホ ヶプ (( ヶシヘルャ ポヤョぺ Ι メホ
ゅョ Ιま やケッ Ιヱ ゅバヘル 聴 ¬ゅセ )) 



 

∽ 

 

 りキゅィま
 メョバャや
ヮルゅボゎやヱ

ラゅシェΗや
れやキゅボゎハΙや

るルヅゅよャや

ラゅョΑΗや
 メやヱホΕやヱ メゅョハΕや

りケワゅドャや

ュΚシΙや

 

:ゐΑキェャや ヵヱやケ* 

:ゐΚをャや ラΑキャや ゆゎやケョ* 
 

 

: ラゅシェΗや ゆゎやケョ* 

 

∨ゐΚをャや ラΑキャや ゆゎやケョ ペボェぺ フΑミ* 
 

 

 

 

 

 

 

 

:るΑャゅゎャや れやケゅよバャや メもゅホ ラョ* 

( ュヱキバョャや ゆシミゎヱ メミャや メョェゎヱ ュェケャや メタゎャ ポルまフΑッャや ヵケボゎヱ)  : メもゅボャやるィΑキカ りキΑシャや Ｉ∬ ちöぃ け↑ゆゼ にぜ ち‶ブ  

( やケキタ ュヰェケセぺヱ ゅヘミ サゅルャや キヱィぺサゅルャや ベキタぺヱ ャるィヰ  )  : メもゅボャやゆャゅヅ ラよ ヶヤハ き ちïぃ け↑ゆゼ にぜ ち‶ブ 

ヮゎゅプヱ
ͻ メゎホ

 やキΑヰセ
≪≫⇒ワ

ロケをべョ
ͻオΑケゅゎャや ゆゎミ ラョ メヱぺ

 ヶャヱヱ ラΑョヤショヤャ
ラΑルシ ケセハ るプΚカャや

フタルヱ

ヮゎケヰセ
ͻ ケΑョぺ

ラΑルョぼョャや-

ベヱケゅヘャや

ヮョΚシま
ͻ∝ ラョ

るをバよャや

ヮョシや
ͻ ゆゅヅカャや ラよ ケョハ

ヵヱキバャや ヶセケボャや

るよホやケョャや
りキワゅセョャや

≪- ペボェぺ ヶゎゅΑェ ヶプ ラΑキャや ゆゎやケョ  

)ポやケΑ ヮルみプ ロやケゎ ラミゎ ュャ ラみプ( 

 聴 るョドハ ケッェゎシΑ
 ヮルョ ヮよケホヱ ヮΑヤハ ヮハΚヅやヱ
 ヮルゅボゎま ポャク ヴヤハ ゆゎケゎΑプ

.りキゅよバヤャ 

)ロやケゎ ポルほミ 聴 キよバゎ ラぺ( 

 ヮよヤボよ メィヱ コハ 聴 ケバセゎシΑ
 ラゅョΑΗゅよ ゆヤボャや ケヱルゎΑプ

ぶ るΑセカャや ゆィヱΑプ .ヴャゅバゎ 

*. ゆェ ラハ 聴 りキゅよハ 

 聴 るよホやケョ ケゅッェゎシや*
ドハヱョ.ヮゎ 

ラへケボャや ゆェ* りヱΚゎ 
.Κョハヱ やケよキゎヱ ゅドヘェヱ 

 

 

 るシやケキ: 
≒-キΑェヱゎャや りキΑボバャやヱ ペΑボェゎャ

.キΑェヱゎャや るョヤミ ヅヱケセ 
≪-ャや ゆゎミシりケΑ るよェョ ペΑボェゎャ

 メヱシケャや.ぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨   
≫-ヮボヘャや   るプケバョャ ュゅミェぺ.れやキゅよバャや 

 

*.るΑルャや ケゅッェゎシや 

ャやヱ ケよタャやヱ ラΑボΑャや*ゎ ヴヤハ メミヱ
聴 

聴 ¬ゅョシほよ ュヤバャや* .ヮゎゅヘタヱ 
.聴 ¬ゅッボよ ゅッケャやヱ ュΑヤシゎャや* 

るΑボルゎ* .ュゅワヱΕやヱ ポセャや ラョ ゆヤボャや 
 

ュΚシΙや ラゅョΑΙや ラゅシェΙや 

ぃ▽┻┗ きصفات رسولنا  -≪ にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨ قبل البعثة وبعدها 



 

∝ 

 

るルゅョΕやヱ ベキタャや 

 ュゎΑャや
ケボヘャやヱ

るィゅェャやヱ

 キシェャや
ゎゅョセャやヱ る

 るャヱゅェョヱ
メゎボャや

よやケボャや メゎホ る
ゆゅェタΕやヱ

 ゆコェゎ
 ュヱタカャや
 ゆャゅミゎヱ
 ¬やキハΕや

 ラョ キケヅャや
 ラヅヱャや
 キゅバよΙやヱラハ
メワΕや

 メヱシケャや れゅヘタ*ぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨  : るをバよャや メよホ 

   

メヱシケャや れゅヘタ*  ぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨   : るをバよャや キバよ 
 

 メヱシケャや フケハ*ぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨  (  ゆ ヮョヱホ ラΑよ ヮよゅよセ ヶプラΑョΕや ベキゅタャや) 

 るィΑキカ りキΑシャや れバョシ *Ｉ∬ ちöぃ け↑ゆゼ にぜ ち‶ブホΚカぺ ラハヮ  ぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨( ゅヰョΚビ ラョりケシΑョ( ヴャま ゅヰャゅョよ ヮゎヤェケ ヶプ )ュゅセャや キΚよ) 

 メヱシケャや フホヱョ*ぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨ ( ヴヤハ メキΑ るプケセョャや るよバミャや ¬ゅルよ キルハ るミョ ¬ゅョハコ ノョフケタゎャや ラシェヱ るョミェャや) 

 ゅルャヱシケ ゥやケゎホや ゆよシゅョ* け↑ゆゼ ぜ▽¨ぃ▽┻┗ き にï■ぇ  ヮョハ ヴヤハサゅよバャや ∨  ゆャゅヅ ヶよぺ キΙヱぺ ラョ やキャヱ ゅョヰルョ キェやヱ メミ クカほΑ ラぺ 

. メゅョャや メΑヤホ メゅΑバャや ケΑをミ ヮルΕ 

 メヱシケャや クカぺ*ぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨  ( ヶヤハ( サゅよバャや クカぺヱ  )ケヘバィ ) 

 * メヱシケャや ケョハ ラゅミぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨ ( るミョ ヶプ ¬ゅヘバッャや りケタゅルョャ ゅヘヤェ キヰセ ラΑェ≪≡ るルシ) 

 メヱシケャや ゆキぺ ラョ フホやヱョ*: ぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨ 

 

 

 メヱシケャや メョゅバゎ ラシェ ラョ フホやヱョ*ぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨ : 

* メヱシケャや るハゅィセ ラョ フホやヱョ ぜ▽¨ぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ : 

メヱシケャや ケよタ ラョ フホやヱョ* :ぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨:  
   

      

 

 

ラゅミヶゎほΑΑヱ ュワケヱコΑヱ ラΑョヤショャや ¬ゅヘバッ キヱバ
ュワコもゅルィ キヰセΑヱ ュワゅッケョ.

もゅミよヱ ヮルコェ ラハ ヮヤワΕ ヮヘΑヘカゎヱ ヮゎゅシやヱョ  ュヰ
 ュヰッケョ ラΑェ ュヰゎΑホケヱ

Αルェ ュヱΑ サゅルャや ケプ ラ
ヱ ヱワ Ιま れよをゅョヱ6

ヮよゅェタぺ ラョ.
 キゅホヱ ケキよ ュヱΑ コケよ

ヮシヘルよ るミケバョャや.
 ラョ ラヱバよシ メゎホ
ョプ キェぺ ヶプ ヮよゅェタぺ ゅ

フバッ Ιヱ ラワヱ.
 ポケゅバョャや チヱカΑ

ャや ケセゅよΑヱ ヮシヘルよメゅゎボ

¬ゅプヱャやヱ りケキゅよョャや  メキバャや ゆェ¬ゅヘバッャや りケタゅルョヱ  フケタゎャや ラシェヱ るョミェャや 

ゆキΕや るハゅィセャや ケよタャや るヤョゅバョャや ラシェ 

ヴセョ やクま ぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨  ノョ
ヮョゅョぺ ュヰヤバィΑ ヮよゅェタぺ. 

 ヮΑボャ ラョ ぺキよΑ
.ュΚシャゅよ 

 ヴハやケΑ ケハゅセョ
.ュヰシΑシゅェぺヱ サゅルャや 

 ュヤミゎΑ ュヤミゎ やクま
ョやヱィよュヤミャや ノ 



 

∵ 

 

ヶャヱシケ るよゅェタ ラョ ァクゅョル*  ぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨ やヱボヤカゎ:ュΑドバャや ヮボヤカよ 

 

    

     

 

 

 

 

  ヮィヱぺ
るルケゅボョャや  

            ラやクΕや               るョゅホΗや 

フΑケバゎャや  ドゅヘャほよ りΚタャや れホヱ メヱカキよ ュΚハΗやるタヱタカョ  ュΚハΗやるタゅカ ドゅヘャほよ ゅヰよ ¬キよャやヱ りΚタャや るョゅホみよ 

ュミェャや るΑゅヘミ チケプ や ヴヤハラΑョΑボョャ ヱるルシ ラΑケプゅショヤャ ヮルシ 

るピΑタャや ケよミぺ 聴 ケよミぺ 聴 ケよミぺ 聴 ケよミぺ 聴 

 聴 Ιま ヮャま Ι ラぺ キヰセぺ聴 Ιま ヮャま Ι ラぺ キヰセぺ 

 聴 メヱシケ やキョェョ ラぺ キヰセぺ聴 メヱシケ やキョェョ ラぺ キヰセぺ 

 りΚタャや ヴヤハ ヶェ りΚタャや ヴヤハ ヶェ 

 ゥΚヘャや ヴヤハ ヶェ ゥΚヘャや ヴヤハ ヶェ 

聴聴 Ιま ヮャまΙ ケよミぺ 聴 ケよミぺ  

ケよミぺ 聴 ケよミぺ 聴 

 聴 Ιま ヮャま Ι ラぺ キヰセぺ聴 メヱシケ やキョェョ ラぺ キヰセぺ 

りΚタャや ヴヤハ ヶェ ゥΚヘャや ヴヤハ ヶェ 

 りΚタャや れョゅホ キホ りΚタャや れョゅホ キホ 

聴 Ιま ヮャま Ι ケよミぺ 聴 ケよミぺ 聴 

 

 ヱワゅョ* ∨ ラクぼョャや メップ るΑヱゅバョ メゅホき ちïぃ け↑ゆゼ にぜ ち‶ブ  聴 メヱシケ れバョシぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨   

:メヱボΑ (や ラヱルクぼョャるョゅΑボャや ュヱΑ ゅホゅルハぺ サゅルャや メヱヅぺ) 

ラクぼョャや ヅヱケセ

≒-ュΚシΙや
≪-メボバャや
≫-コΑΑョゎャや
√-りケヱミクャや

ラやクΕや ヅヱケセ

≒-るΑルャや.
≪-りΚタャや れホヱ メヱカキ

≫-るΑよケバャや るピヤャや キハやヱボャ るボよゅヅョ
√- ゅΑャやヱゎョヱ ゅよゎケョ ラヱミΑ ラぺ

∽-れヱタャや ノプケ

 キやキボョャや
 ラよ
ヱケョハ 

 ュぺ
りケゅョハ 

 メゅホヱ ケキよ ュヱΑ ヶプ ュゅホ
 メヱシケヤャぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨   メヱシケゅΑ

 ポケョぺ ゐΑェ ヴャま チョや 聴
)...ポバョ ラェルプ 

 れヘホヱ キェぺ るミケバョ ヶプ
 るハゅィセヱ るャゅシよよ ノプやキゎ

 聴 メヱシケ ラハぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨ 
ゆ れよΑタぺヱ≒≒ . ゅェケィ 

√- るョゅホΗやヱ ラやクΕや ヶルΑキ ケもゅバセ ラョ 



 

∫ 

 

*: ラクぼョャや ヶプ ゆェゎシΑゅョ 

 

*メヱシケャや ヮΑヤハ ゅルをェ ヵクャゅョ ぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨ :るョゅホΗやヱ ラやクΕや ネゅョシ キルハ 

 

 

 

 : りΚタャや*ュΑヤシゎャゅよ るョゎゎカョヱ ケΑよミゎャゅよ るェゎゎヘョ メゅバプぺヱ メやヱホぺ れやク りキゅよハ.      

: りΚタャや ュミェ ラΑハ チケプ 

: ゅヰルΕ ヶゎΚタよ ュコゎャぺ* 

 
 : ヱワ ヅケセャや*ゅョ ゎΑゅョヱ めセャや キヱィヱ ヮΑヤハ フホヱ Ι .ヮよ Ιま ュゎΑ  

ラやクΕや ネゅョシ キバよ

 聴 メヱシケ メゅホぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽̈:
((ゆケ ュヰヤャや ¬やキルャや ノョシΑ ラΑェ メゅホ ラョ

れへ るョもゅボャや りΚタャやヱ るョゅゎャや りヱハキャや ロクワ
ョ ヮをバよやヱ るヤΑッヘャやヱ るヤΑシヱャや やキョェョ ゅョゅボ

 ヮゎキハヱ ヵクャや やキヱョェョ ∩ ヮャ れヤェ
るョゅΑボャや ュヱΑ ヶゎハゅヘセ))

ョゅホΗやヱ ラやクΓや ラΑよる ラやクΕや ネゅョシ キルハ

 聴 メヱシケ メゅホ ┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨ ぃ▽┻:

 ((ヱボプ ¬やキルャや ュゎバョシ やクま やヱャ
ラクぼョャや メヱボΑゅョ メをョ))

 ゥΚヘャや ペΑケヅ
 るルィャゅよ コヱヘャやヱ
ケゅルャや ラョ りゅィルャやヱ

ラゅョΑΗや メΑャキ ぶ るΑキヱよハ
ヴャゅバゎ

 ラΑよ るヤタ
ヮよケヱ キよバャや

バルョヤャ ケミセ ュ
ヮヤップ ヴヤハ

 聴 メヱシケ メゅホ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨ぃ▽┻┗  

((  ラやクΕや ラΑよ ¬ゅハキャや キケΑΙ
るョゅホΗやヱ)) 

∽- ゅヰルゅミケぺヱ ゅヰヅヱケセ ゅヰョミェ ヶゎΚタ 

メキバャや
 ュヤバャや

 れゅホヱほよ
りΚタャや

 ポΑケェゎ
 サぺケャや
 キルハ
ΑゎヤバΑェャやラ

 ラシェ
れヱタャや るルゅョΕや りケゅヰヅャや パヱヤよャや よボゎシや メゅ

るヤよボャや



 

∬ 

 

: ラミケャや* .ヮよ Ιま めセャや やクヰャ キヱィヱ Ιゅョヱ めセャや ラョ ¬コィ ラゅミゅョ 

*:りΚタャや ラゅミケぺ 

 

* : ヶワ るルΑルほョヅャやるミケェ キバよ ラヱミシ ヱぺ りΚタャや ラゅミケぺ ノΑョィ ヶプ ゅョ ゅルョコ ¬ゅッハΕや ケやケボゎシや. 
 

 ヴヤハ キヱィシャや るルシャや ヵキワ ラョ*∵   : フルΕや ノョ るヰよィャや–  ラΑヘミャや–  ラΑゎよミケャや– ラΑョキボャや 

 るシヤィ*スやケゎプΙや  キルハ るΑルゅをャや るバミケャや るΑゅヰル ヶプ ラヱミゎ.メヱΕや キヰセゎャや 

 るシヤィ*ポケヱゎャや   キルハ りケΑカΕや るバミケャや ヶプ ラヱミゎ ケΑカΕや キヰセゎャや. 
     

  

 

 

 

 

≒-ゐキェャや ラョ りケゅヰヅャや
≪-れホヱャや メヱカキ
≫-りケヱバャや ケゎシ

√- ゆヱをャやヱ ラキよャや りケゅヰヅ
ラゅミョャやヱ.

∽-るヤよボャや メゅよボゎシや
∝-るΑルャや

 ヅヱケセ
るェタ

≒- ュΚシΙや
≪-メボバャや
≫-パヱヤよャや

 ヅヱケセ
ゆヱィヱ

ネヱミケャや  り¬やケホ
るェゎゅヘャや ュやケェΙや りケΑよミゎ チケヘャや ヶプ ュゅΑボャや

Αよ サヱヤィャや ラ
ラΑゎキィシャや

メやキゎハΙやヱ キヱィシャや
キヱィシャや ラョ

 ラョ メやキゎハΙや
ゅョもゅホ ネヱミケャや

 ラョ ノプケャや
ネヱミケャや

ュΑヤシゎャや ゅミケΕや ゆΑゎケゎラ ケΑカΕや キヰセゎャや り¬やケホ
ヮΑプ サヱヤィャやヱ るルΑルほョヅャや

:りΚタャや ヅヱケセ 

∝-  ヶよルャゅよ ¬やキゎホや るヤョゅミ ヶゎΚタ ヵキぼぺぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽̈ 

∵-  キシェャやヱ キボェャや ラョ ヶよヤホ ドヘェぺ 

キシェャや キボェャや るヅよピャや 

 るョバル メやヱコ ヶルョゎ
 ヴャま キヱシェョャや

.キシゅェャや 

 ラミョゎΑ ュャ やクま サゅルヤャ ケセャや ケゅョッま
 ポャク ヶヘカΑヱ  ュヰルョ ュゅボゎルΙや ラョ

.るタケヘャや ラΑェゎ ラぺ ヴャま 

 ラゅシルΗや ヴルョゎΑ ラぺ ラョ ヮャ ラヱミΑ ラぺ
クャや メをョ ケΑカャや ベゅェャま ラヱキ ロケΑビ キルハ ヵ

 ケΑピャゅよ ケケッ.ヮルハ ケΑカャや ゆゅワク ヱぺ 



 

≒≡ 

 

るΑキヱよハ るよェョ

シ ラヱキ ヴャゅバゎ ぶゅよ るタゅカ るよェョ ロやヱ
 メクャやヱ ¬ゅィケャやヱ フヱカャや ゅヰョコヤΑヱ

キゅΑボルΙやヱ.

* ゆヱェタョャや キボェヤャ るィΑゎル ヶゎほΑ キシェャやキバャゅよヱや.りケワゅドャや り     

:キシェャやヱ キボェャや ゆゅよシぺ* 

*:キシェャやヱ キボェャや ケやケッぺ 

 

:キシェャやヱ キボェャや ラョ るΑゅホヱャや ベケヅ**ぶゅよ りクゅバゎシΙや ラタェゎャやヱ ヴャゅバゎ *ゅッケャや  .ヴャゅバゎ 聴 ュシホ ゅョよ* メミヱゎャや
.ヴャゅバゎ 聴 ヴヤハ*  れゅホキタャゅミ るェャゅタャや メゅョハΕや ラョ ケゅをミΗや* .ヮゎヤョゅバョ ラシェヱ キホゅェャや ヴャま ラゅシェΗや 

  

 

* : ヶワ るよェョャや.やケΑカ ヮルドゎヱ ロやケゎゅョ ヴャま サヘルャや メΑョ 

:るよェョャや ネやヱルぺ* 

 

 

 

 

 

: ヴャゅバゎ ぶ ヶゎよェョ ゆゅよシぺ* 

 

 ヴャゅバゎ ぶ ゅルゎよェョ れゅョΚハ*:-  ヴャゅバゎ 聴 ¬ゅボャ るよェョ-  聴 ュΚミ るよェョぁ ど┳┗ ちＺゃ -  ヮよェΑゅョ ュΑキボゎ.メゅョハΕや ラョ 聴 

ΑケカΓや ラハ ノプケゎャやラ

 ラぺ ヮΑヤハ メボをΑプ
ケΑビ ヮΑヤハ  ュキボゎΑロ.

¬ゅッピよャやヱ りヱやキバャや

 キシェャや ゆゅよシぺ キセぺ ゅョワ
 ヴャま ラゅΑキぼョャや キボェャやヱ

ュゅボゎルΙやヱ ヶヘセゎャや.

ケよミャや

 ヴヤハ ヴャゅバゎΑ ラぺ
ケピタゎシΑヱ ラΑケカΓやュワ.

サヘルャや ゐよカ

ケΑピヤャ ケΑカャや ロケミ.

 ゆヤボャや キシヘΑ
メョバャやヱ

ョ ヮよェゅタ ノルョΑ ラ
 ペェャや メヱよホ ラゅョΑΘャ ヶプゅルョ ルシェャや ソボルΑれゅ

 ュΑェケ
 ペΑヘセヱ
ロキゅよバよ

 ヶルボプヱ
 ヶルやキワヱ
ュΚシΚャ

 メΑよシ
 メヱカキャ
るルィャや

ラヱミャや ペヤカ
ヶャ ロケカシヱ

ルホコケヱ ヶルボヤカ ヶ
ノΑョィよ ヶルキョぺヱ

ュバルャや
ヘタよ フタゎョ れゅ

メゅョミャやヱ メΚィャや

∫-  ヮャヱシケヱ 聴 ゆェぺぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽̈ 

るΑキヱよハ れシΑャ るよェョ

* るΑバΑよヅ るよェョュゅバヅヤャ ノもゅィャや るよェョ メをョ.
*ュやケゎェやヱ メΚィま るよェョ :ロキャやヱャ キャヱャや るよェョ メをョ.

*ベゅヘセや るよェョロキャヱャ キャやヱャや るよェョ メをョ.
* ヮヘャぺヱ サルぺ るよェョ¬ゅホキタΕや るよェョ メをョ.



 

≒≒ 

 

るΑョルゎ るΑヘΑミ* ∨ゅルシヱヘル ヶプ 聴 るよェョ ぺケボルヮΑルゅバョャ ュヰヘゎヱ ケよキゎよ ラへケボャや -  メプやヱルャゅよ 聴 ヴャま ゆケボゎル- ラョ ケをミル
 聴 ケミク-    りΚタャや ヶプ ヮΑィゅルルヱ ヴャゅバゎ 聴 ノョ ヱヤカル-. ラΑホキゅタャや ラΑよェョャや サャゅィル 

 キョェョ ゅルャヱシケャ ゅルよェ ゆよシ*:ぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽̈ ラョ ヮよェヴャゅバゎ 聴 ゆェ - ョィ ヴヤハ ヮヤップ ペヤカャや ノΑ-  ヴャゅバゎ 聴 ヮヤバィ
るョェケ .ラΑョャゅバヤャ- るルィヤャ ヶャヱカキ ゆよシ ヮよェ- ュΑドバャや コヱヘャやヱ るΑやキヰャや. 

   
ヶゎよェョ メもΙキヱ れゅョΚハ* ヶよルヤャ ぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽̈: -ロケΑホヱゎヱ ヮョΑドバゎ - ヮゎΑよ メへヱ ヮゎよやケホ るよェョ - ほゎャや ロケミク キルハ ゆキ

ヮΑヤハ ュΚシャやヱ りΚタャゅよ -  ヮゎルシ ネゅよゎや-ヮゎケタルヱ ヮルハ ネゅプキャや. 
 

*.ラゅョΑΗや ラゅミケぺ ラョ ラミケ るミもΚョャゅよ ラゅョΑΙや 

: るΑボヤカャやヱ るΑボヤカャや るミもΚョャや れゅヘタ* 

 ∠カャや れゅヘタャやるΑボヤ  ⊥カャや れゅヘタャやるΑボヤ 

るェルィΕや  りケケよ ュやケミ 

メゅョィャや ¬ゅΑェャや 

ケやキボョャやヱ ペヤカャや ュドハ  聴 ラョ フヱカャや 

ラヱェミゅルゎΑ Ιヱ ラヱよケセΑ Ιヱ ラヱヤミほΑ Ι るΑタバョャや ュキハヱ るハゅヅャや 

 ラヱヘタヱΑ ΙるをヱルΕゅよ Ιヱ りケヱミクャゅよ ゆバゎャやヱ メヤョャや ュキハ 

 

:るミもΚョャや れやケキホ*  メミセゎャや-       るハケシャや-    ュゅドルャやヱ るホキャや-     るョΑドバャや りヱボャや. 

 メΑケよィ メミセゎ*┐Ｎ〒ヽるゾ き にï■ぇ ケセよ りケヱタ ヶプ :メラやケョハ れルよ ュΑケョ りキΑシャや- ヶよヤミャや るΑェキ ヶよゅェタャや-ヶよやケハや りケヱタ 

* : ラョ メミャ ロヱィヱャや ラゅシェ ゆゅよセ るもΑヰよ ュΚシャや ュヰΑヤハ るミもΚョャや れヤミセゎュΑワやケよま ュΚシャや ゅョヰΑヤハ ヅヱャヱ 

 ゐキェ ゅョミ ペヤカャや ポΚワみよ るヤΑヘミ ュヰルョ キェやヱャや るェΑタ*キヱョを ュヱボャ. 

∬-  ュやケミャや りケヘシャや ベヱボェヱ れゅヘタよ ラョぼぺりケケよャや 



 

≒≪ 

 

*ヱェル ヶよィやヱ :るミもΚョャや-     

   ≒- .ュヰゎよェョヱ るミもΚョャゅよ ラゅョΑΙや                

  ≪ -: ュヰもやクΑま ュキハヱ ュワケΑキボゎュヰΑプ ゆΑバャゅよ* .ゅェΑケタゎ ヱぺ ゅッΑケバゎ  よ *.メミセ ヵぺ ヴヤハ ュヰョシケ ヱぺ ュヰヤΑをョゎ 

      : メをョ ヶタゅバョャやヱ ゆヱルクャや ゆゅミゎケゅよ*)るシやケェャや ケΑビ( ゆヤミャや ¬ゅルゎホや ヱぺ メゅをョゎ ケヱタ ノッヱ 

          ( るヰΑケミャや るェもやケャゅよ*ォゅシヱΕやヱ りケやクボャやヱ ケもゅィシャやヱ ュヱをャやヱ メタよャや るェもやケ メをョ) 
 

* ¬ゅョシぺヱ るミもΚョャや :ュヰヘもゅドヱ

 
ヤャ 聴 ゅヰヤミヱぺ ヶゎャや ュゅヰョャや*:るミもΚョ ヴャゅバゎ 聴 ケョほよ ラゅシルΗや ドヘェ - ケェゎサヘルャや ヶプ ケΑカャや ゐハやヱよ ポΑ  - 

 メィシゎメゅョハΕや (れゅもΑシャやヱ れゅルシェャや  )-ラョぼョャや ゥヱケ チよホ キルハ ンケセよャやヱ ペプケャや. 

:ラΑルョぼョャや りゅタハヱ ケゅヘミャや ラョ るミもΚョャや フホヱョ* 

ケゅヘミャや ラョ ュヰヘホヱョ りゅタハ ラョ ュヰヘホヱョ ラΑルョぼョャや 

-ュヰゎやキゅバョヱ ュヰゎよケゅェョ 

-ュヰΑヤハ ゆやクバャや メΑコルゎ 

-ュヰルバャ 

ュヰゎよェョ ュキハ 

:ヶタゅバョャや チバよ ゆゅェタΕ ュヰルバャ 

-ヮΑカΕ ュヤショャや ノΑヱケゎ.-ュやケミャや るよゅェタャや ゆシ. 

-ュャゅドャや りケタルヱ ラΑキャや ヶプ ネやキゎよΙや.-.ヴャゅバゎ 聴 ペヤカ ケΑビ ラョ 

*:ヶゎゅΑェ ヶプ るミもΚョャゅよ ラゅョΑΙや ケをぺ 

 
 

 

 : ヴャゅバゎ ぶ ソヤカョャや*.ゆゅボバャや ラョ フゅカΑヱ ゆやヱをャやヱ ケィΕや ラョ 聴 キルハ ゅョΑプ メョほΑ ラョ ヱワ 

 ヶワ るΑルャや *ヮよやヱをヱ ヮゎゅッケョャ ゅよヤヅヱ ヴャゅバゎ 聴 ヴャま ゅよケボゎ メョバヤャ りキやケΗやヱ キタボャや. 

 : りケィヰャや *.ュΚシΗや キヤよ ヴャま ポケセャや キヤよ ラョ メゅボゎルΙや 

 ラコゅカ
ケゅルャやポャゅョ  ラコゅカ

るルィャやラやヱッケ
オヘルャや
 ヶプ

ケヱタャや
メΑプやケシや

 メミヱョャや
チよボよ
ゥやヱケΕや

 ポヤョ
れヱョャや

 メミヱョャや
ヶェヱャゅよメΑケよィ

≒≡- ケやケよΕや るミもΚョャゅよ ヶルゅョΑま 

 ヴャゅバゎ ぶ ケミセャや  ぶ るョもやキャや るよホやケョャやヴャゅバゎ ルΑルほョヅャやるミもΚョャゅよ サルΕやヱ る ケカΓや ュヱΑヤャ キやキバゎシΙや 

≒≒- メョバャや ヶプ ソヤカぺ 



 

≒≫ 

 

:ウャゅタャや メョバャや メヱよホ ヅヱケセ* 聴 ヮィヱャ ゅタャゅカ ラヱミΑ ラぺヴャゅバゎ- メヱシケャや ヮよ ¬ゅィ ゅョャ ゅボプやヱョ ラヱミΑ ラぺぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨ 

*ソΚカΗや  ヱワ.ヮャ ポΑケセ Ι ロキェヱ 聴 ヴャま ゅヰよ ゆケボゎャやヱ れゅハゅヅャゅよ ヴャゅバゎ 聴 キやケプま 

 るΑョワぺ*ソΚカΗや: ケドル メェョ聴 ヴャゅバゎ ゆヱヤボャや メゅョハぺ ラョ ヮルΕ –  るヘハゅッョ.りケΑシΑャや メゅョハΖャ ケィΕや 

 ケゅョを*ソΚカΗや:         ラゎヘャや ラョ りゅィルャや-      ラゅヅΑセャや ラョ るョタバャや- ヶよルャや るハゅヘセ メΑルぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽̈ 

 ヴヤハ ヶルルΑバゎ ヶゎャや ケヱョΕや*ソΚカΗや:  ュΑケミャや ラやケボャや ケよキゎ- れやキゅよバャや ラョ ケゅをミΙや- ヴャゅバゎ 聴 ュバル ケミクゎ-
.ラΑェャゅタャや るよェゅタョ 

 

* キョェョ ゅルΑよル ヴヤハ ヶェヱャや ケキやヱよ ヶワゅョиぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽̈ -     るホキゅタャや ゅΑぼケャや-.キよバゎャやヱ ¬Κカャや ヮΑャま ゆよェ 

 メヱシケャや ヮΑプ キよバゎΑ ラゅミ ヵクャや ケゅピャや*ぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽̈  ヱワ¬やケェ ケゅビ  

* ロケョハ ゆケゅホ ゅョキルハ ∨ヶェヱャや ヮΑヤハ メコル ヴゎョメや√≡ 

 メヱシケャや ヴヤハ ヶェヱャや メコル ヴゎョ*ぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽̈ ケヰセ ヶプ∨ ュゅハ ラゅッョケ∝≒≡ュ 

 メヱシケャや ヴヤハ れャコル るΑへ メヱぺ*ぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽̈ ( ヴャゅバゎ ヮャヱホペヤカ ヵクャや ポよケ ュシゅよ ぺケホや)..  ラョペヤバャや りケヱシ . 

* ヱワ ヶェヱャやノΑケシャや ヶヘカャや ュΚハΙや. : ゅハケセ ヶェヱャやシケヱ ヮもゅΑよルぺ ヴャゅバゎ 聴 ュΚハや.ヮピヤよΑ ラぺ キΑケΑ ゅョよ ヮヤ 

ヮゎィヱコ フホヱョゅョ*  るィΑキカ りキΑシャやＩ∬ ちöぃ け↑ゆゼ にぜ ち‶ブ ∨ヮΑヤハ ヶェヱャや メヱコル キバよ  メプヱル ラよ るホケヱ ゅヰョハ ラよΙ ヮよ れよワクヱ ヮゎぺキワ 

( : メもゅボャや ラョ*ポΑコカΑゅョ 聴ヱ Κミ ケャや メタゎャ ポルま 聴ヱ やキよぺ 聴ュェ..)  るィΑキカ りキΑシャやＩ∬ ちöぃ け↑ゆゼ にぜ ち‶ブ 

 (.ゅハクィ ヮΑプ ヶルゎΑャゅΑ ヴシヱョ ヴヤハ 聴 ヮャコル ヵクャや サヱョゅルャや やクワ.. )メプヱル ラよ るホケヱ. 
 

 

* りΚタャや :ヶワ. ゅヰΑプ ネヱセカャや キよバヤャ ヶピよルΑ ベヱヤカョャやヱ ペャゅカャや ラΑよ りゅィゅルョヱ ヴャゅバゎ 聴 ヴャま ゆケボゎ りキゅよハ 

れゅワヱケミョャや ポケゎ ケをぺ れゅワヱケミョャや メバプ ケをぺ 

ヴャゅバゎ ぶ ゅよケボゎ ゅヰミケゅゎ ゆゅをΑ ゅヰヤハゅプ ゆやヱを ソボルΑ 

るヤョゅミ りΚタャや ヮャ ゆゎミゎ ャや ヮャ ゆゎミゎるタホゅル りΚタ 

 

 

≒≪-  キョェョ ヶャヱシケ ヴヤハ ヶェヱャや メヱコルぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽̈ 

≒≫- りΚタャや れΚヅよョヱ れゅワヱケミョ ゆルィゎぺ 



 

≒√ 

 

*:りΚタャや れΚヅよョヱ れゅワヱケミョ 

りΚタャや れゅワヱケミョ  れΚヅよョりΚタャや 

*.るィゅェ ケΑピャ りΚタャや ヶプ れゅヘゎャΙや*¬ゅバホΗや 

*.キヱィシャや メゅェ ラΑハやケクャや スやケゎプや 

*りΚタャや ヶプ ケタカゎャや*ゆヱをャや メキシヱ ュヘャや るΑヅピゎ 

*りΚタャや ヶプ ゆぼゅをゎャや*.ラΑョキボャゅよ メΑΑョゎャや 

*.ラへケボャや ケヱシ ヶプ ゆΑゎケゎャや りゅハやケョ ュキハ 

*. りケヱケッャ Ιま ラΑルΑバャや チΑョピゎ 

*ゅヰヅヱケセ ラョ ヅケセ ポケゎ. 

*ゅヰルゅミケぺ ラョ ラミケ ポケゎ. 

*.りΚタャや るェヤタョ ケΑビ ヶプ やキョハ ュΚミャや 

*やキョハ ゆケセャやヱ メミΕや. 

*ケΑをミャや メョバャや*.るヰボヰボャや. 

*やキョハ りΚタャや サルィ ラョ メバプ りキゅΑコ. 

 ヱワ ¬ゅバホΙや*.チケΕや ヴヤハ ヮΑキΑ ノッヱヱ ヮΑョキホ ヱぺ ヮΑホゅシ ゆタルヱ チケΕゅよ ヮゎΑャや ベゅタャま 

 ヱワ ゆヱをャや メキシ*.チケΕや ゆΑタΑ ヴゎェ ゆヱをャや メゅシケま 

 :ケヱシャや サΑミルゎ*.りΚタャや ヶプ り¬やケボャや ¬ゅルをぺ ヮゎゅΑへヱ ラへケボャや ケヱシ ヶプ ゆΑゎケゎャや りゅハやケョ ュキハ 

 

( りΚタャや れゅよィやヱ*るΑャヱホ ゅヰヤミ) 

 
 れゅよィやヱャや ラョ ゅよィやヱ ヶヤタョャや ポケゎ やクま* やキョゅハ  ((  ヮゎΚタ れヤヅよ))  

 

れゅよィやヱ ラョ ゅもΑセ ポケゎ やクま*  りΚタャや  ゅΑシゅル:るΑャゅゎャや れΙゅェャや りゅハやケョ ヮΑヤバプ 

  

 

ゆィやヱャや ͻゅハケセ ヮミケゅゎ ュクΑヱ ュやコャΗや ヮィヱ ヴヤハ ヴャゅバゎ 聴 ヮよ ケョぺゅョ.

るルシャや ͻ ヶよルャや ラハ れよをゅョ ぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨ゎ ゆホゅバΑ Ιヱ ヮヤハゅプ ゆゅをΑヱ ュやコャΗや ヮィヱ ヴヤハ ラミΑ ュャヱヮミケゅ.

 サヱヤィャや
 キヰセゎヤャ
メヱΕや

 キヰセゎャや
 メヱΕや

 ゆケ メヱホ
 ヶャケヘビや

 ラΑよ
ラΑゎキィシャや

Αよシゎャや ウ
 ヶプ

キヱィシャや

Αよシゎャや ウ
 ヶプ

ネヱミケャや

ルよケ メヱホ ゅ
 ポャヱ
キョェャや

 メヱホ
聴 ノョシ
 ラョャ
ロキョェ

ケΑよミゎ れや
ゅボゎルΙやメ

≒√-  れゅよィやヱャゅよ メョゎミゎ ヶゎΚタラルシャやヱ 

 ラミケャや ヴャま メゅボゎルΙや メよホ
 ラゅΑゎΙや ヮΑヤハ ヮΑヤΑ ヵクャや
 やクま ヮΑシル ヵクャや ゆィやヱャゅよ

 ロケミク.ヮΑヤハ めセΙヱ 

 ヴャま メヱタヱャや メよホヱ メゅボゎルΙや キバよ
 ヶゎほΑヱ ノィケΑ ヮΑヤΑ ヵクャや ラミケャや

 ヮゎΚタ メョミΑヱ ヮΑシル ヵクャや ゆィやヱャゅよ
.ヱヰシャや キヱィシ ュΑヤシゎャや メよホ キィシΑヱ 

 ヵクャや ラミケャや ヴャま メヱタヱャや キバよ
 ヮゎΚタ ラョ ヶボよゅョ ュゎΑ ヮΑヤΑ

 ヶゎキィシ ュΑヤシゎャや メよホ キィシΑヱ
.ヱヰシャや 



 

≒∽ 

 

 ラゅョΑΙや ケヱル ゆワクゎ
ゅΑルキャや ヶプ ヮルハ

 ゅヰよェゅタ キボヘゎ
サゅルャや ラΑよ ュやケゎェΙや るルィャや ラョ ュケェゎ

 ケタやヱぺ ノヅボゎ
 ラΑよ るよェョャや

サゅルャや

ゆッピゎラョェケャや
 ヶッケゎヱ
ラゅヅΑセャや

 : りΚタャや ラルシ*. ゅヰミケゎ ヴヤハ ゆホゅバΑ Ιヱ ゅヰヤバプ ヴヤハ ゆゅをΑヱ ヶヤタョャや ゅヰよ ュヱボΑ ヶゎャや メゅバプΕやヱ メやヱホΕや ヶワ 

 るΑャヱボャや ラルシャや るΑヤバヘャや ラルシャや 

¬ゅハキャゅよ ヶゎΚタ ウゎヘゎシぺ ネヱミケャや ラョ ノプケャやヱ ネヱミケャやヱ ュやケェΙや りケΑよミゎ キルハ ラΑキΑャや ノプケぺ 

 ラゅヅΑセャや ラョ クヱバゎぺ.ュΑケミャや ラへケボャや り¬やケホ キルハ ュΑィケャや ケキタャや ベヱプ ンケシΑャや ヴヤハ ヴルョΑャや ノッぺ 

ュΑェケャや ラョェケャや 聴 ュシよ り¬やケホ メヱΕや キヰセゎャや ヶプ スケゎプや 

るェゎゅヘャや り¬やケホ キバよ ラΑョへ メヱホ ヶルゅをャや キヰセゎャや ヶプ ポケヱゎぺ 

るェゎゅヘャや キバよ ュΑケミャや ラへケボャや れゅΑへ ラョ チバよ ぺケホぺ . るバよシャや ¬ゅッハΕや ラミゅョぺヱ ヶヘルぺ ヴヤハ キィシぺ 

 ケヰィぺるΑケヰィャや りΚタャや ヶプ ゅョゅョま れルミ ラま り¬やケボャゅよ ラΑクカヘャや ヴヤハ ラΑキΑャや ノッぺ 

キヱィシャやヱ ネヱミケャや ヶプ りキェやヱャや るェΑよシゎャや ヴヤハ キΑコぺ キヰセゎャや ヶプ ケミクャや キルハ るよゅよシャゅよ ケΑセぺ 

ラΑゎキィシャや ラΑよ りケヘピョャや メやぼシ ヶプ ロケョャや ヴヤハ キΑコぺ  るェやケゎシΙや るシヤィ サヤィぺ 

キヰセゎャや キバよ ヶハキぺ シゎャや ヶプ メゅョセャやヱ ラΑョΑャや ラハ れヘゎャやラΑゎョΑヤ 

 

  

 

  

 

:るΑケカシャやヱ るョΑョルャやヱ るよΑピャや ュミェ*  

ケもゅよミャや ラョ るよΑピャや-  るルィャや ゅヰよェゅタ ュケェΑ るョΑョルャや- 聴 るョェケ ラョ キバよョ るΑケカシャや.   

:るΑケカシャやヱ るョΑョルャやヱ るよΑピャや ケやケッぺ*  

  

  

      

 

 

≒∝- るョΑョルャやヱ るよΑピャやヱ るΑケカシャや ラハ ヶルゅシャ ラヱタぺ 

るよΑピャや 

 ヮゎよΑビ ヶプ ラゅシルΗや むヱゅショ ケミク
 メバヘャやヱ メヱボャゅよ ラヱミゎヱ ヮΑプ ヶワヱ

るよゅゎミャやヱ りケゅセΙやヱ るミケェャゅミ 

るョΑョルャや 

 キゅシプΙゅよ サゅルャや ラΑよ ヶバシャや
 ラェセヱ ュヰルΑよ ネゅボΑΙやヱ チΑケェゎヤャ

るルΑピッャやヱ ¬やキバャゅよ ュヰよヱヤホ 

るΑケカシャや 

 コョヤャやヱ コョヰャゅよ ラΑケカΓや ケゅボゎェや
 ヱぺ メバヘャや ヱぺ メヱボャゅよ ュミヰゎャやヱ
.ゆゅボャΕゅよ コよゅルゎャやヱ りケゅセΗや 



 

≒∝ 

 

 るよΑピャや ゆゅよシぺ*:るΑケカシャやヱ るョΑョルャやヱ 

 
*: るΑャゅゎャや れやケゅよバャや メもゅホ ラョ 

≒- (¬やキ ヮルみプ サゅルャや ケミクヱ ュミゅΑまヱ ¬ゅヘセ ヮルみプ 聴 ケミクよ ュミΑヤハ : メもゅボャや  )ケョハ き ちïぃ け↑ゆゼ にぜ ち‶ブ  

≪-(ヮΑヤハ ポもプゅミぺ ラぺ れキケほプ ポゎゅルシェ ラョ ヶャま れΑキワぺ ポルぺ ヶルピヤよ キボャ  :メもゅボャや  )ヵケタよャや ラシェャや.  

 : るよシゅルョャや ラΚプ ラま メィケ ヮャ メゅホ ラΑェポよゅゎビや. 

≫- (キェぺ ラョ ラやコΑョャや ヶプ メボをぺ ゅョヰャ ロキΑよ ヶシヘル ヵクャやヱ  : メもゅボャや  ) メヱシケャやぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽̈  :るよシゅルョャや 

キヱバショ ラよ 聴 キよハ ヶホゅシ るホキ ラョ るよゅェタャや ポェッ ラΑェ.  

*れΙゅェャや チバよ ヶプ るよΑピャや コヱィゎ: 

 
 

 

 

 

 ..┆ベ┗ピ┑ｾ│ｴｷ ┅〞│ ┕ｽｴ┗┋┇ｽ ゾ وا│┋ｴﾆح

ノョゅヅョャや ペΑボェゎ ヮシヘル るΑミコゎ  キシェャや
Αワやケミャやヱケよミャやヱる ラゅョΑΙや フバッ

フΑケバゎヤャ  ケワゅィョヤャ
  ヮボシヘよ

ョ ケΑクェゎヤャ ラ
 ケセャや メワぺ

 ケΑΑピゎャ
 ケミルョャや

キルハ ュヤドゎョャや
  ヶッゅボャや


