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             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 
  ュゎま るバィやケョヱ キやキハ キゅョゎハやヱ.ュヱヤバヤャ 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 

  

 

 

リョ ギヨわバΑ 
ュゅバャや ユΒヤバわャや ネゅトホ 

ュゅバャや ヶレヘャや ヮィヲヨャや: 
 

: りキゅョ アヰルョ ノΑコヱゎ 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 サョゅカャや :¬コィャや メヱΕや 

ネヱよシΕ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 

メヱΕや ネヱよシΕや
 

るΑョヤバゎャや りキェヱャや 
ヴャヱΕや 

 ヶショセャや ュゅドルャやヱ ラヱミャや 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

れゅシケゅヨョヱ れゅボΒらトゎ 1  

れゅシケゅヨョヱ れゅボΒらトゎ 1  

ヶルゅをャや ネヱよシΕや
 

∨ ラヲムャや ラヲムわΑ ゅヨョ :サケギャや 
:るΒシゅシΕや ユΒワゅヘヨャや 

1-  ょミやヲムャや ヱ ュヲイレャや リョ リΒΑΚョ リョ ラヲムわΑ ラヲムャや
. るΒエャや れゅレもゅムャやヱ ケゅヨホΕやヱ 

2- りゲイョ モミ グガわゎ れやゲイヨャや リョ ギΑギバャや ヵヲエΑ ラヲムャや
.やゴΒヨョ Κムセ 

3-  ょミヲムャ リヅヲョヱ ノシやヱ ¬ゅツプ るルゅらわャや ゆケキ りゲイョ
.るΒジヨゼャや るハヲヨイヨャやヱ チケΕや 

1 

 
 

∨ ヶジヨゼャや ュゅヌレャや ゅョ :サケギャや 
ユΒワゅヘヨャや :るΒシゅシΕや 

1-  るΒルゅヨんャや ょミやヲムャやヱ ザヨゼャや ヲワ ヶジヨゼャや ュゅヌレャや
. ザヨゼャや メヲェ ケヱギゎ ュゅジィぺ リョ マャク ゲΒビヱ ∩ ゅワケゅヨホぺヱ 

2-  ザヨゼャや メヲェ ょミやヲムャや れやケやギョ.るΒイヤΒヤワま 
3-  リョ るΒジヨゼャや るハヲヨイヨャや ラヲムわゎ8  ケヱギゎ ょミやヲミ

 るヘヤわガョ キゅバよぺ ヴヤハヱ ヵヱゅツΒよ ケやギョ ヶプ ザヨゼャや メヲェ
. ゅヰレハ 

1 

 

ゐャゅをャや ネヱよシΕや
 

∨ヶジヨゼャや ュゅヌレャや ょミやヲミ ゾもゅダカ ゅョ :サケギャや 
:るΒシゅシΕや ユΒワゅヘヨャや 

1-  るハヲヨイヨャや ょミやヲミ れやゴΒヨョヱ ゾもゅダカ ネヲレわゎ
 ザヨゼャや リハ ギバらャやヱ ユイエャや ゑΒェ リョ るΒジヨゼャや れやゴΒヨョヱ

. ンゲカぺ 
2- れゅレもゅムヤャ りゅΒエャや れゅョヲボョ ヮよ ゲプヲわゎ チケΕや ょミヲミ

.るΒエャや 

1 

 

ヱ 
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リョ ギヨわバΑ 
ュゅバャや ユΒヤバわャや ネゅトホ 

ュゅバャや ヶレヘャや ヮィヲヨャや: 
 

: りキゅョ アヰルョ ノΑコヱゎ 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 サョゅカャや :¬コィャや メヱΕや 

ネヱよシΕ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 

 ノよゅゎ
 ネヱよシΕや
 

ゐャゅをャや
 

るΑョヤバゎャや りキェヱャや 
ヴャヱΕや 

 ヶショセャや ュゅドルャやヱ ラヱミャや 
 
 
 

 

. チケΕや るミゲェ :サケギャや 
:るΒシゅシΕや ユΒワゅヘヨャや 

1- チケΕや ラやケヱキ リハ るイゎゅル ケゅヰレャやヱ モΒヤャや りゲワゅド
. ゅヰジヘル メヲェ 

2-  リΒらトボャゅよ ゲヨΑ モもゅョ ヶヨワヱ テカ ヲワ チケΕや ケヲエョ
. ヶよヲレイャやヱ ヶャゅヨゼャや 

3- チケΕや ょミヲミ ヴヤハ テホゅジャや ¬ヲツャや るΒヨミ フΚわカや
.チケΕや ケヲエョ ラΚΒョ リハ アゎゅル 

4- ヮレハ アわレΑ ザヨゼャや メヲェ ゅヰルやケヱキヱ チケΕや モΒョ
.るバよケΕや メヲダヘャや りゲワゅド 

1 

 

ノよやケャや ネヱよシΕや
 

るΑョヤバゎャや りキェヱャや 
るΒルゅんャや 

ヵヲイャや フΚピャや れゅボらヅ 
 
 

れゅシケゅヨョヱ れゅボΒらトゎ 1  
 

∨チケΕゅよ テΒエΑ やクゅョ :サケギャや 
 ユΒワゅヘヨャや:るΒシゅシΕや 

1- ゆグイレΑ ヵヲイャや フΚピャや るΒよクゅイャや モバヘよ チケΕや ヲエル
.るΒッケΕや 

2- . れゅボらヅ りギハ リョ ヵヲイャや フΚピャや ラヲムわΑ 

1 

 

 ネヱよシΕや
サ

ョゅカャや
 

∨ヵヲイャや フΚピャや れゅボらヅ ゾもゅダカ ゅョ: サケギャや 
:るΒシゅシΕや ユΒワゅヘヨャや 

1- れゅボらヅ りギハ リョ ヵヲイャや フΚピャや ラヲムわΑ るボらトャや ∩
 ゲΒヘシヲよヱゲわャゅよ フゲバゎ チケΕや リョ るらΑゲボャやゅヰΒヤゎ  ヴヤハ

∩ ゲΒヘシヲゎやゲわジャや るボらヅ ヶャやヲわャや.ヱ ∩ ゲΒヘシヱゴΒヨャや ユを やゲΒカぺ
ゲΒヘシヲョゲΒんャや 

2- フΚピャや れゅボらヅ リョ るボらヅ モミ ネゅヘゎケや フΚわカや
. チケΕや ウトシ リハ ヵヲイャや 

3- ゴΒヨわゎ ヵヲイャや フΚピャや れゅボらヅ リョ るボらヅ モミ
. ラゅジルΗや ゅヰレョ キゅヘわシや ゾもゅダガよ 

4-.るヘヤわガョ ょジレよ れやコゅビ リョ ヵヲイャや フΚピャや ラヲムわΑ 

1 

 

ヲ 
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リョ ギヨわバΑ 
ュゅバャや ユΒヤバわャや ネゅトホ 

ュゅバャや ヶレヘャや ヮィヲヨャや: 
 
 
 
 
 
 
 

: りキゅョ アヰルョ ノΑコヱゎ 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 サョゅカャや :¬コィャや メヱΕや 

ネヱよシΕ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
ョゅカャや ネヱよシΕや ノよゅゎ

 

るΑョヤバゎャや りキェヱャや 
るΒルゅんャや 

 れゅボらヅヵヲイャや フΚピャや 
 
 
 
 
 

∨ ラヱコヱΕや ゅレΒヨエΑ ブΒミ :サケギャや 
:るΒシゅシΕや ユΒワゅヘヨャや 

1-( ラヱコヱΕや コゅビ ラヱコヱΕや るボらヅ ヵヲエゎO3. ) 
2-  るバセΕや リョ チケΕや ょミヲミ ヶヨエゎ ラヱコヱΕや るボらヅ

.りケゅツャや るΒイジヘレらャや ベヲプ 
3- リΒイジミΕや コゅビ キゅエゎや リョ ラヱコヱΕや コゅビ ラヲムわΑ
(O2( リΒイジミぺ りケクヱ )O ベヲプ るバセΕや ゲΒをほわよ )

. るΒイジヘレらャや 

1 

 

サ
キゅシャや ネヱよシΕや

 

れゅシケゅヨョヱ れゅボΒらトゎ 
 
 

1 
 

 

 :サケギャや れゅボらヅ ヴヤハ るヌプゅエヨヤャ るレョΓや れゅシケゅヨヨャや ゅョ
∨ヵヲイャや フΚピャや 

るゃΒらャや ペΑギタ ラゅジルΗや + ラヱコヱΕや るボらヅ 
:るΒシゅシΕや ユΒワゅヘヨャや 

1-るらジレよ チケΕや ょミヲミ ¬ゅヨャや ヶトピΑ71%   ヮよ テΒエΑヱ
 りケやゲェ るィケキ ヮャヱ リΒイジミΕや コゅビ ヵヲエΑ ヵヲィ フΚビ

 ヶわャや るΒよクゅイャや キヲィヲよ ゴΒヨわΑヱ りゅΒエャや りほゼレャ るらシゅレョ
.ヵヲイャやヱ ヶもゅヨャや ヮプΚビ ヴヤハ ろヌプゅェ 

2- るΑゅヨェ リョ ゅヰレムヨゎ ゾもゅダガよ ラヱコヱΕや るボらヅ ゴΒヨわゎ
.ケゅツャや ザヨゼャや ネゅバセま リョ チケΕや ょミヲミ 

3- モボレャや モもゅシヱヱ るハゅレダャゅよ るボヤバわヨャや ラゅジルΗや るトゼルぺ
ビヱ ポゲゎ ゅヨョ ヵヲイャや ¬やヲヰャや ゐヲヤゎ りキゅΑコ ヴャや れキぺ ゅワゲΒ

. ラヱコヱΕや るボらヅ ヴヤハ ゅゃΒシ やゲをぺ 
 

1 

 

ン 
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リョ ギヨわバΑ 
ュゅバャや ユΒヤバわャや ネゅトホ 

ュゅバャや ヶレヘャや ヮィヲヨャや: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

: りキゅョ アヰルョ ノΑコヱゎ 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 サョゅカャや :¬コィャや メヱΕや 

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

 ネヱよシΕや
ノよゅシャや

 るΑョヤバゎャや りキェヱャや 
るんャゅんャや 

 ヶプ ヶゃΒらャや ュゅヌレャや ゲをぺ
 ユジィ ヴヤハ ¬ゅツヘャや

ラゅジルΗや 

 :サケギャや∨ ヮヘもゅドヱ ¬やキぺ ヴヤハ マヨジィ ギハゅジΑ ヵグャや ゅョ 
) ヶヨツヰャや コゅヰイャや ( 

:るΒシゅシΕや ユΒワゅヘヨャや 
1- りゴヰィΕや リョ るハヲヨイョ リョ ラヲムわΑ ラゅジルΙや ユジィ

 モミ ゾわガΑ.るレΒバョ るヘΒドヲよ ゅヰレョ 
2- ヮゎケヲタ リョ ュゅバトャや モΑヲエわよ ュヲボΑ ヶヨツヰャや コゅヰイャや

 ゅヰレョ りキゅヘわシΙや ユジイヤャ リムヨΑ るΒもやグビ キやヲョ ヴャや るΒシゅシΕや
3- ュゅヨゎΗ るヘヤわガョ ¬やゴィぺ リョ ラヲムわΑ ヶヨツヰャや コゅヰイャや

.ユツヰャや るΒヤヨハ 

1 

 

∨ ヮヘもゅドヱ ¬やキぺ ヴヤハ マヨジィ ギハゅジΑ ヵグャや ゅョ :サケギャや 
ャや コゅヰイャや (ジヘレわ) ヶ 

 ユΒワゅヘヨャや:るΒシゅシΕや 
1- ¬やゲィΗ るヘヤわガョ ¬ゅツハぺ リョ ラヲムわΑ ヶジヘレわャや コゅヰイャや

. ザヘレわャや るΒヤヨハ 
2- リΒイジミΕや ヴヤハ メヲダエャや るΒヤヨハ ヶワ ザヘレわャや るΒヤヨハ

 ラヲよゲムャや ギΒジミぺ ヶルゅを キゲヅ るΒヤヨハヱ ∩ ペΒヰゼャや ¬やヲワ リョ
. ゲΒプゴャや ¬やヲワ ヴャや ュギャや リョ 

3- るΒヤヨハ ヶプ やゲΒらミ やケヱキ ヵキぽΑ ゴィゅエャや ゆゅイエャや
.ザヘレわャや 

4- ェ るΒヤヨハ ヲワ ヂΑΕや ュやギガわシゅよ ユジイャや ヶプ ¬やグピャや ベゲ
 ラヲよゲムャや ギΒジミぺ ヶルゅを コゅビ ゅヰレハ アわレΑヱ リΒイジミΕや

.¬ゅヨャや ケゅガよヱ 

1 

 
 

ヴ 
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ュゅバャや ヶレヘャや ヮィヲヨャや: 
 

 

: りキゅョ アヰルョ ノΑコヱゎ 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 サョゅカャや :¬コィャや メヱΕや 

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

 ネヱよシΕや
ラョゅをャや

 

るΑョヤバゎャや りキェヱャや 
るんャゅんャや 

 ヶプ ヶゃΒらャや ュゅヌレャや ゲをぺ
 ユジィ ヴヤハ ¬ゅツヘャや

ラゅジルΗや 

∨ ヮヘもゅドヱ ¬やキぺ ヴヤハ マヨジィ ギハゅジΑ ヵグャや ゅョ :サケギャや 
ャや コゅヰイャや (ヵケヱギ ) 

:るΒシゅシΕや ユΒワゅヘヨャや 
1- ょヤボャや リョ モムゼわΑ ヵヲョギャや ヵケヱギャや コゅヰイャや るΒハヱΕやヱ

.ュギャやヱ るΑヲョギャや 
2-  ュギャや れゅΑゲミヱ∩ ¬やゲヨエャや ュギャや れゅΑゲミ リョ ラヲムわΑ ュギャや

. れゅエΒヘダャやヱ ∩ ゅョコΚらャやヱ ∩ ¬ゅツΒらャや 
3- ラゅΑゲゼャや ( ネやヲルぺ ゐΚを るΑヲョギャや るΒハヱΕや–  ギΑケヲャや-

.) るΑヲョギャや りゲΒバゼャや 
4- ュヲツヰヨャや ¬やグピャや モボル ヴヤハ ギハゅジΑ ヵケヱギャや コゅヰイャや

 モボルヱ ユジイャや ¬やゴィぺ ヴャや リΒイジミΕやヱゾヤガわヤャ れΚツヘャや 
.ゅヰレョ 

1 

 

れゅシケゅヨョヱ れゅボΒらトゎ 1  
 

 ネヱよシΕや
ノシゅゎャや

 

∨ ヮヘもゅドヱ ¬やキぺ ヴヤハ マヨジィ ギハゅジΑ ヵグャや ゅョ :サケギャや 
 コゅヰイャや (ヶヨヌバャや) 

:るΒシゅシΕや ユΒワゅヘヨャや 
1- モムゼャや るヘヤわガョ ュゅヌハ リョ モムゼわΑ ヶヨヌバャや コゅヰイャや

.ユイエャやヱ 
2- ユジイャや ¬ゅトハま ヴヤハ ギハゅジゎ ヶヨヌバャや モムΒヰャや ュゅヌハ

 ユジイャや ユハギゎヱ ヮヤムセ.るΒヤカやギャや ¬ゅツハΕや ヶヨエゎヱ 
3-  ヶヨヌバャや モムΒヰャや ヶトバΑヱ ラゅヨヌハ ヮΒプ ヶボわヤΑ ノッヲョ

.ヂミゲャやヱ フゅヘわャΙやヱ ¬ゅレエルΗや ヴヤハ りケギボャや 
4- ギレハ ゅバョ ュゅヌバャや マジヨΑ ラゲョ ヵヲホ アΒジル ヅゅよゲャや

,モタゅヘヨャや 
5-.ヂバらャや ゅヰツバらよ ュゅヌバャや ポゅムわェま ノレヨゎ ブΑケゅツピャや 

1 

 

ヵ 



  
 

             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 
  ュゎま るバィやケョヱ キやキハ キゅョゎハやヱ.ュヱヤバヤャ 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 

  

 

リョ ギヨわバΑ 
 ネゅトホュゅバャや ユΒヤバわャや 

ュゅバャや ヶレヘャや ヮィヲヨャや: 
 
 
 
 
 
 
 

 

: りキゅョ アヰルョ ノΑコヱゎ 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 サョゅカャや :¬コィャや メヱΕや 

ネヱよシΕ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 

 ノよゅゎ
 ネヱよシΕや

ノシゅゎャや
 

るΑョヤバゎャや りキェヱャや 
るんャゅんャや 

 ヶプ ヶゃΒらャや ュゅヌレャや ゲをぺ
 ユジィ ヴヤハ ¬ゅツヘャや

ラゅジルΗや 

 ゅョ :サケギャや∨ ヮヘもゅドヱ ¬やキぺ ヴヤハ マヨジィ ギハゅジΑ ヵグャや 
ャや コゅヰイャや (ヶらダバ ) 

:るΒシゅシΕや ユΒワゅヘヨャや 
1- ヶミヲゼャや モらエャやヱ パゅョギャや リョ ラヲムわΑ ヶらダバャや コゅヰイャや

.ユジイャや ヶプ りゲゼわレヨャや ゆゅダハΕやヱ 
2- ゲらハ ユジイャや ¬やゴィぺ ブヤわガョ リョ モボわレゎ るΒジエャや モもゅシゲャや

. パゅョギヤャ ヶミヲゼャや モらエャや 
3- るΒらダバャや モもゅシゲャや モボレよ ュヲボゎ ゆゅダハΕやΒミゲエャや リョ る

.ゅョ モヨバャ るダわガヨャや れΚツバャや ヴャや パゅョギャや 
4- ∩オΒガヨャや ∩オヨャや ( るΒジΒもケ ¬やゴィぺ リョ ラヲムわΑ パゅョギャや

 ) モΒトわジヨャや ネゅガレャや 
5- ヲワ オΒガヨャや ヴヤハ りゲトΒジャやヱ るミゲエャや ゴミゲョ るよゅんヨよ

. ラゅジルΗや ユジィ ヶプ ラコやヲわャや 

1 

 

 ネヱよシΕや
ケセゅバャや

 

 : サケギャや ヴヤハ るΒもゅツヘャや るΒゃΒらャや フヱゲヌャや ゲΒをほゎ ヶワゅョ
 ユジィ∨ ラゅジルΗや 

:るΒシゅシΕや ユΒワゅヘヨャや 
1- るΒゃΒらャや フヱゲヌャや ヶプ るヘヤわガヨャや ユジイャや りゴヰィぺ ゲをほわゎ

.¬ゅツヘャや ヶプ 
2- モヨハ ヶプ るΒィヲャヲΑゴΒプ れやゲΒピゎ ラコヲャや ュやギバルや ょらジΑ

.ユジイャや りゴヰィぺ ヶプ ¬ゅツハΕや 
3- ユヰゎキヲハ ギバよ るΒエタ れΚムゼョ ¬ゅツヘャや キやヱケ ヶルゅバΑ

.チケΕや ヴャや 

1 
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ヶ 



  
 

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

:るドェΚョ 
  ュゎま るバィやケョヱ キやキハ キゅョゎハやヱ.ュヱヤバヤャ 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 

  

 

 

リョ ギヨわバΑ 
ュゅバャや ユΒヤバわャや ネゅトホ 

ュゅバャや ヶレヘャや ヮィヲヨャや: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

: りキゅョ アヰルョ ノΑコヱゎ 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 サョゅカャや :¬コィャや メヱΕや 

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

 ネヱよシΕや
ケセハ ヵキゅェャや

 

るΑョヤバゎャや りキェヱャや 
るバよやゲャや 

ヴヤハ ユジイャや りケギホ 
¬ゅヘゼャや 

 :サケキャや ∨ ゅルシヘルほよ るΑゅルバャや ベケヅ ヶワゅョ れゅプゅバシΗや
るΑャヱΕや ¬ゅョビΘャ 

:るΒシゅシΕや ユΒワゅヘヨャや 
1- ゅヰヨΑギボゎ リムヨΑ ヶわャや れや¬やゲィΗや ヶワ るΒャヱΕや れゅプゅバシΗや

 ゴミゲヨャや ヴャや メヲタヲャや モらホ ゐキゅエャや ラゅムョ ヶプ ゆゅダヨヤャ
.ヶエダャや 

2- ゆゅダヨヤャ ヶャヱΕや フゅバシΗや れやヲトガよ ュやゴわャΙや るΒヨワぺ
もキゅらヨよ りゲらカ キヲィヱ ヅゲゼよ.ヮ 

3-.ゅョゅヨゎ ヮΒハヲャ ゾガゼャや ギボプ るイΒわル ¬ゅヨビΗや ゐギエΑ 

1 

 

 :サケキャや れゅプゅバシΗや ∨ ゅルシヘルほよ るΑゅルバャや ベケヅ ヶワゅョ
フΑコルャや るΑャヱΕや 

:るΒシゅシΕや ユΒワゅヘヨャや 
1- ヵケヱギャや コゅヰイャや リョ ュギャや ラやギボプ リハ ブΑゴレャや アわレΑ

.るΑヲョギャや るΒハヱΕや ベゴヨゎ ょらジよ 
2-  ゥヱゲイャや : モんョ ゆゅらシぺ ヮャ ヶィケゅガャや ブΑゴレャや

 るトΒジらャや–  るボΒヨバャや ゥヱゲイャや– . フゅハゲャや 
3-  チやゲョΕや リョ ¬ゅヘゼわシΙや ヴヤハ りケギボャや ヮャ ユジイャや

.るヘヤわガョ  ベゲトよ れゅよゅタΙやヱ 
4-  ブΑゴレャや リョ ¬ゅヘゼわシΙや ヴヤハ ケキゅホ ラゅジルΗや ユジィ

.るΑヲΒェ れゅΒヤヨハ りギバよ 

1 

 

Α 



  
 

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

:るドェΚョ 
  ュゎま るバィやケョヱ キやキハ キゅョゎハやヱ.ュヱヤバヤャ 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 

  

 

 

リョ ギヨわバΑ 
ュゅバャや ユΒヤバわャや ネゅトホ 

ュゅバャや ヶレヘャや ヮィヲヨャや: 
 
 
 
 
 
 

 

: りキゅョ アヰルョ ノΑコヱゎ 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 サョゅカャや :¬コィャや メヱΕや 

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

 ネヱよシΕや
ケセハ ヶルゅをャや

 

るΑョヤバゎャや りキェヱャや 
るバよやゲャや 

 ヴヤハ ユジイャや りケギホ
¬ゅヘゼャや 

 :サケギャや れゅプゅバシΗや ∨ ゅレジヘルほよ るΑゅレバャや ベゲヅ ヶワゅョ
ケヲジムヤャ るΒャヱΕや 

ユΒワゅヘヨャや :るΒシゅシΕや 
1- りギバャ ユヌバャや ょΒダΑ マわヰゎ ヱぺ ベゴヨゎ ヶワ ュゅヌバャや ケヲジミ

.ゅワゲΒビヱ ょヤタ ユジイよ ュやギトタΙや ヱぺ ヅヲボジャや モんョ ゆゅらシぺ 
2-  ギΑギゼャや ユャΕや モんョ チやゲハや ょェゅダΑ ゲジムャや-ヘわルΙや ォゅ
-  ¬ゴイャや マΑゲエゎ ヴヤハ りケギボャや ュギハヱ ケギガャやヱ ゴカヲャや

. ゆゅダヨャや 
3-  ゲジムャゅよ ゆゅダヨヤャ ヶャヱΕや フゅバシΗや れやヲトガよ ュやゴわャΙや

 モらホ. ヴヘゼわジヨャや ヴャや ヮヤボル 
4-  : リΒゎヲトカ ヴヤハ ケヲジムャや ァΚハ ヶプ ギヨわバΑ ょΒらトャや 

 ゲジムャや ラゅムョ ギΑギエわャ るΒレΒジャや るバセΕや モヨバよ ¬ギらャや )ぺ
.ヮヨΒΒボゎヱ ヮハヲルヱ 

 ヶプゲヅ ろΒらんゎ ノョ ょシゅレヨャや ) ザらイャや ( りゲΒらイャや ノレタ )ゆ
. ケヲジムヨャや ユヌバャや 

5-  りギバよ ゲジムャや リョ ¬ゅヘゼわシΙや ヴヤハ ケキゅホ ラゅジルΗや ユジィ
. るΑヲΒェ れゅΒヤヨハ 

1 
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るΑョヤバゎャや りキェヱャや 
 るショゅカャや 

るヤョゅミゎョャや ュヱヤバャや 
ペヤバョ - 

るヤョゅミゎョャや ュヱヤバャや: るボヤバョャや サヱケキャや 
  ラョソ(89 まソ ヴャ92) 

 るΑョヤバゎャや りキェヱャや
るシキゅシャや 

 ¬ゅボゎシΙや ネヱケセョ
ヶョヤバャや 

ペヤバョ - 
るボヤバョャや サヱケキャや:  ヶプ ヶもΑよャや ュゅドルャや

 ¬ゅッヘャや 
 ラョ (ソ93 ま ソ ヴャ97 ) 

ペヤバョ -  ¬ゅタボゎシΙや ネヱケセョ :るボヤバョャや サヱケキャや
 ヶョヤバャや ラョ ソ(98 ま ソ ヴャ109 ( 

     : 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)  24  (  タェる 

Β 


