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るΑよケゎャや りケやコヱ
Αヤバゎャや るΑルやヱケヘャや るボヅルョャ るョゅバャや りケやキΗやるΑョ

ュヱヤバヤャ ヶルヘャや ヮΑィヱゎャや



(ァ)

ラキバョ るェΑケセ

(ゆ)
ラキバョ るェΑケセ

(ぺ)

ラキバョ るェΑケセ

ケゎΑョぺるΑもヱッヱケヰミ るΑヤカ

 フケェャや ヶバッ ヅボプ(ぺ ) ヱぺ(ゆ ) ヱぺ(ァ ) るよシゅルョャや るΑタゅカャや ュゅョぺ:

るΑタゅカャやコョケャや

ヵケゅェョ ロケシミョ
ヶルヱよゅタ ヮショヤョ

 やケシミ ¬ヱッャや ケシミΑ
ゅィヱキコョ

 ヮボΑケよヵコヤプΙヵケΑケェ
ュゅタヘルや キィヱΑ Ι

 ラケョ(キヱバΑ ュを ヶルをルΑ)
るΑシやキシ ヮゎやケヱヤよ

ヮボΑケよヵコヤプΙヵぼャぼャ
ラやヱャΕや キキバゎョ



(ァ)

ラキバョ るェΑケセ

(ゆ)
ラキバョ るェΑケセ

(ぺ)

ラキバョ るェΑケセ

るΑもヱッヱケヰミ るΑヤカ

 フケェャや ヶバッ ヅボプ(ぺ ) ヱぺ(ゆ ) ヱぺ(ァ ) るよシゅルョャや るΑタゅカャや ュゅョぺ:

るΑタゅカャやコョケャや

ヵケゅェョ ロケシミョ
ヶルヱよゅタ ヮショヤョ

 やケシミ ¬ヱッャや ケシミΑ
ゅィヱキコョ

 ヮボΑケよヵコヤプΙヵケΑケェ
ュゅタヘルや キィヱΑ Ι

 ラケョ(キヱバΑ ュを ヶルをルΑ)
るΑシやキシ ヮゎやケヱヤよ

ヮボΑケよヵコヤプΙヵぼャぼャ
ラやヱャΕや キキバゎョ

ケゎΑョぺ  ( ぺ)

(ゆ)

(ぺ)

 ( ぺ)

(ァ)

(ゆ)

 ( ぺ)

(ゆ)

 ( ぺ)



メミセャやケヱゅィョャやメをョΑるよシル
ケタルバャやノセョャやヶボよゎョャやャやヱヵク

ケヰドΑノよケョラヱヤャゅよラミやキャやヴャま
ケタルバャやケボゎショャやヵクャやヱヰドΑケ

ノよケョラヱヤャゅよウゎゅヘャや∩やクみプ
れョヤハラぺケョハフタルャややクヰャ

ノセョャやケタルバャやワヱ(100000)

るルシラみプケョハるルΑバャやるヤをョョャや
メミセャゅよヱワ:

400000

300000

100000

200000

ノセョ ケタルハノセョ ケΑビ ケタルハ



メミセャやケヱゅィョャやメをョΑるよシル
ケタルバャやノセョャやヶボよゎョャやャやヱヵク

ケヰドΑノよケョラヱヤャゅよラミやキャやヴャま
ケタルバャやケボゎショャやヵクャやヱヰドΑケ

ノよケョラヱヤャゅよウゎゅヘャや∩やクみプ
れョヤハラぺケョハフタルャややクヰャ

ノセョャやケタルバャやワヱ(100000)

るルシラみプケョハるルΑバャやるヤをョョャや
メミセャゅよヱワ:

400000

300000

100000

200000

ノセョ ケタルハノセョ ケΑビ ケタルハ

300000



メップぺメゅョゎェやケョバヤャペヤヅョャやるボよヅャケィェャやヶヤョケャやヱワ:

ラョ メホぺ60  るルシ ラヱΑヤョ

ラΑよ180-100 るルシ ラヱΑヤョ

ラΑよ180 ʹ 60  るルシ ラヱΑヤョ

ラΑよ100 - 60  るルシ ラヱΑヤョ



メップぺメゅョゎェやケョバヤャペヤヅョャやるボよヅャケィェャやヶヤョケャやヱワ:

ラョ メホぺ60  るルシ ラヱΑヤョ

ラΑよ180-100 るルシ ラヱΑヤョ

ラΑよ180 ʹ 60  るルシ ラヱΑヤョ

ラΑよ100 - 60  るルシ ラヱΑヤョ



 ケゅよゎカや ¬やケィま ュゎ(メΑヤェゎ )ャや ラョ キキバャ ヶもゅΑョΑミャや ゆΑミケゎャや るプケバョャ ケヱカタ
プ ∩ ほヅカ ゐキェ フシΖャ ラミャヱ れゅルΑバャや ヴヤハ ¬ゅョシぺ ノッヱ ュゎヱ ∩ るΑケゅルャや メヰ

∨ るΑルゅを ゅヰゎΑョシゎ りキゅハま ノΑヅゎシゎ

れΑルやケィれΑコΑキルや

ヱケよゅィれΑケキΑケよ(れΑゎゅョヱミ)

ケゅよシヤプ20%



 ケゅよゎカや ¬やケィま ュゎ(メΑヤェゎ )ャや ラョ キキバャ ヶもゅΑョΑミャや ゆΑミケゎャや るプケバョャ ケヱカタ
プ ∩ ほヅカ ゐキェ フシΖャ ラミャヱ れゅルΑバャや ヴヤハ ¬ゅョシぺ ノッヱ ュゎヱ ∩ るΑケゅルャや メヰ

∨ るΑルゅを ゅヰゎΑョシゎ りキゅハま ノΑヅゎシゎ

れΑコΑキルやヱケよゅィ

れΑルやケィれΑケキΑケよ(れΑゎゅョヱミ)

ヱケよゅィ
ケゅよシヤプ20%



ヶプンキェやれΚェケャやるΑィヱャヱΑィャやュゅホサキルヰョヅヘルャやゥケセよるΑヘΑミミゎラヱヅヘルャや
ヮルぺヱラヱミゎΑヶプれゅΑよヱシケャや∩ヮャほシヱュワキェぺラョヵぺネヱルラョケヱカタャやΑュゎ

ヮィやケカゎシや∩ヮよゅィほプゅヰルほよるΑよヱシケャや∩キゅバプメほシヱ:メワラミョΑラぺゎシΑァケカ
ラョるΑケゅルャや∨やクゅョよプヮよゅィぺ∨

*るよゅィΗや:

.....................................



れッケハるョヤバョゅΑィヱャヱΑィャやるルΑハュェヘヤャヵケィェャやカぺヱンケれゅルやヱΑェャセホるΑケ
れドヘェュェヘゎャゅよ∩れャほシヱフΑミヵケシヘゎュキハケゅよゎハやュェヘャやヵケィェャややりケヱヘェ

ケゅよゎハやヱュェヘゎャやンキェやベケヅケヘェほゎャや∨

*るよゅィΗや:
.....................................



 *ゐヱキェ ウッゎΑ メよゅボョャや メミセャや ラョ
 ラョ ゆΑゎケゎャや ヴヤハ るΑャゅゎャや ゐやキェΕや

 ゐキェΕや ヴャま ュキホΕや:

1-ヅボプ れゅボよヅヤャ るΑケバゎ ゐヱキェ.

2-ゆΚホや れゅボよヅャや ノッヱャ.

3- ュを るΑケバゎゆΚホや.

4-ゆΚホま るΑケバゎ ュを.

3- ュを るΑケバゎゆΚホや.



 ラΑシキルヰョャや キェや ュゅΑホ キルハラΑィヱャヱΑィャやヱョャや ノよゅゎゎャや やクワ キィヱ ゅョ るボヅルョ ヶプ ネゅヅホ クカほよ ∩ ウッ
 るボヅルョャや ロクヰャ るΑィヱャヱΑィャや ゐやキェΕや ケΑシヘゎ ヶプ ヮゎキハゅショ ラΑバΑヅゎシゎ メワ.



 *ゐヱキェ ウッゎΑ メよゅボョャや メミセャや ラョ
 ラョ ゆΑゎケゎャや ヴヤハ るΑャゅゎャや ゐやキェΕや

 ゐキェΕや ヴャま ュキホΕや:

1-ヅボプ れゅボよヅヤャ るΑケバゎ ゐヱキェ.

2-ゆΚホや れゅボよヅャや ノッヱャ.

3- ュを るΑケバゎゆΚホや.

4-ゆΚホま るΑケバゎ ュを.

3- ュを るΑケバゎゆΚホや.



A

D

C

B

A

 フケェΕや れルゅミ やクみプ るΑィヱャヱΑィ れゅハゅヅホ ゐΚを メをョΑ ヶャゅゎャや メミセャや(D), (C), (B) , (A) メをョゎ
や れゅヘタ ポヤゎョゎ ヶゎャや りケヱヘェΕや ラみプ ∩ れゅハゅヅボャや ロクワ れゅボよヅ メカやキ ゅヰΑヤハ ケをハ ケΑプゅェぺ りケヱヘェΕ

 ヶワ りキセケョャや:

(A)(B)(C)(D)

A

A

B

A

A

D

D

B

A

(B)



V

X

W

Z

 メップぺりケヱヘェぺ ュホケ るボよヅャや ヶプ りキセケョ(3 ) ヶワ:

Fossil(Z)Fossil(X)Fossil(W)Fossil(V)Fossil(U)

Layer (4)

Layer (3)

Layer (2)

Layer (1)

X



ヶプンキェやれΚェケャやキワゅセケヱッェャやキェぺノΑよゅルΑロゅΑョャややヱャ¬ゅシゎヱラハタョケキ
ロクワロゅΑョャや∩ラゅミプゅヰルョロゅΑョャやるルヱケボョャや∩やヱャほシプヵぺネヱルラョネやヱルやΑョャやロゅ

ラミョョラぺラヱミゎ(ゆシェゅヰゎェヱヤョ)やクゅョよプゆゅィぺキセケョャや∨

*るよゅィΗや:
.....................................



メをョゎケヱタャやるΑャゅゎャやゐΚをれゅルもゅミるΑェ

れケワキコやヶプキェぺゆゅボェΕやるΑィヱャヱΑィャや

ラもゅミャやヱヵクャやペプやケゅワキィやヱゎヶプヶッゅョャやヱワ:



 * ヶヤΑ ゅョ ラΑよ ヶルケゅホ:
 ヮィヱ
るルケゅボョャやヶヤカやキャや ァクヱョルャやヶィケゅカャや ァクヱョルャや

メヤェゎ れホヱ
るプキタャや

 れホヱ
 ¬ΚゎョΙや
ゆシやヱケャゅよ

Αルゅを るプキタャや メェゎゎゅΙヱぺ るプキタャや メヤェゎゎ

 フΑヱィゎャや めヤゎョΑ
 ゆシやヱケャゅよΙヱや

 フΑヱィゎャや めヤゎョΑ
ゅΑルゅを ゆシやヱケャゅよ



 * ラΑよ ラケゅホヶヤΑゅョ:
 ヮィヱ
るルケゅボョャや

 ヮィヱ
ヮよセャや

 ヅピッャや ンヱホ ラョ ほセルΑ ゅョワΚミ
るΑヱルゅを ゆΑミやケゎ ゅョワΚミ



 * ラΑよ ラケゅホヶヤΑゅョ:
 ヮィヱ
るルケゅボョャや

 ヮィヱ
ヮよセャや ゅョワΚミれゅィヱョゎるΑヤョケャや ゆシやヱケャや ウヅシぺ ヴヤハ ゐキェゎ



 ネキタャや メΑョ るΑヱやコ れルゅミ やクま =ケヘタ
 ヮィヱ
るルケゅボョャやヵキゅハ ネキタサヱミバョ ネキタ

フェコャや
ヶよルゅィャや

キィヱΑ ΙキィヱΑ Ι



 るΑャゅゎャや ゐやキェΕや ラョ ヵぺ(1 , 2 , 3 , 4 )ウΑェタャや ヶルョコャや ゅヰバッヱョ ヶプ れシΑャ:

(1)

(3)

(2)

(4)

ゆΑゎケゎャやゐやキェΕや
(1) ヶャゅェャや ゅヰバッヱ れやケゅボャや れクカゎや

 ヶハゅョィ ヮよセ チやケボルやれゅΑョキボシぺケヤャ
フェやヱコャや りキゅΑシ

れゅΑもゅョケよャや ケゅセゎルや
(2)れゅΑケゅボプΚャや ケヱヰド
(3)るハケキョャや ポゅョシΕや
(4) るヤシヤシャや メミセゎるΑルヱケヱヰャや

(3)



 るΑャゅゎャや ゐやキェΕや ラョ ヵぺ(1 , 2 , 3 , 4 )ウΑェタャや ヶルョコャや ゅヰバッヱョ ヶプ れシΑャ:

(1)

(3)

(2)

(4)

ゆΑゎケゎャやゐやキェΕや
(1) ヶャゅェャや ゅヰバッヱ れやケゅボャや れクカゎや

 ヶハゅョィ ヮよセ チやケボルやれゅΑョキボシぺケヤャ
フェやヱコャや りキゅΑシ

れゅΑもゅョケよャや ケゅセゎルや

(2)れゅΑケゅボプΚャや ケヱヰド
(3)るハケキョャや ポゅョシΕや

(4) るヤシヤシャや メミセゎるΑルヱケヱヰャや

(3)



 ポルミョΑ メワ ンケゎ
プ ケヱキΑ やクゅョ ァゅゎルゎシや ヶ
∨ ケヱタゅルΑキャや ラワク



 *ゆよシャや ケミク ノョ るΑャゅゎャや ュΑワゅヘョャや ラョ フャゅカョャや キキェ:

1- ヅヘルャやʹれΑシャゅミャやʹ コゎケやヱミャや-れΑャゅヰャや
るよゅィΙや:ゆよシャや:

............................................................

2- ヅヘルャやʹ ラゅョケヰミャやʹ ヵケィェャや ュェヘャやʹ ヅホゅシゎョャや アヤをャや
るよゅィΙや:ゆよシャや:

............................................................

3- ゆワクャやʹ れΑケよミャやʹ れΑプやケィャやʹ コゎケやヱミャや
るよゅィΙや:ゆよシャや:

............................................................



 *ゆよシャや ケミク ノョ るΑャゅゎャや ュΑワゅヘョャや ラョ フャゅカョャや キキェ:

4- ケョェΙや れヱホゅΑャやʹれΑミΚョャやʹ キΑィャや-ラΑゎΚよャや
るよゅィΙや:ゆよシャや:

............................................................

5-サョヱΑよʹラゅΑキΑシよヱやʹ れャコゅよ-れΑルやケィ
るよゅィΙや:ゆよシャや:

............................................................

6-れΑケキΑヰルΙやʹれケΑセャやʹれΑョヱャヱキャやʹゅルΑミヱミャや
るよゅィΙや:ゆよシャや:

............................................................



 *ゆよシャや ケミク ノョ るΑャゅゎャや ュΑワゅヘョャや ラョ フャゅカョャや キキェ:

7-コやヱキケΙやʹ ュゅカケャやʹれシΑセ-サΑル
るよゅィΙや:ゆよシャや:

............................................................

8- アΑシルャやヶゎゅゎヘャやʹ アΑシルャやヵコヱゎシΑセャやʹ アΑシルャやコヱシΑゎャやヵʹ アΑシルャや
ヵコやヱキケΙや

るよゅィΙや:ゆよシャや:
............................................................



 *ゆよシャや ケミク ノョ るΑャゅゎャや ュΑワゅヘョャや ラョ フャゅカョャや キキェ:
9- メヱヅワケゅヅョΙやʹ りキェャや るピャゅよ れやケやキェルΙやʹ ヶゎゅよル ¬ゅヅビ キヱィヱ-メコΙコャや

るよゅィΙや:ゆよシャや:
ヶゎゅよル ¬ゅヅビ キヱィヱヶヤゎミャや ポケェゎャや ュヱゅボΑ ヮルΕ

ヮΑヤハ れやコヘェョ るΑボよャやヱ

10- れΙやキケゅヰルΙや ゅヰプゅヘッヱʹ ケゅボャや ポケよʹ るΑキΑヤィャや れやケゅΑヰルΙやʹェタャや ペヅゅルョャやるΑヱやケ

るよゅィΙや:ゆよシャや:
るΑヱやケェタャや ペヅゅルョャや

 るョもΚョ ケΑビ るもΑよケヘェほゎヤャ
1-2-3ノΑケシ ラプキ ペヅゅルョ

11- れΙやキケゅヰルΙや ゅヰプゅヘッヱʹ ケゅボャや ポケよʹ るΑキΑヤィャや れやケゅΑヰルΙやʹヵケゅボャや フケャや

るよゅィΙや:ゆよシャや:
ヵケゅボャや フケャやヮルΙるΑケェよ ノΑケシ ラプキ ラミゅョぺ



 *ゆよシャや ケミク ノョ るΑャゅゎャや ュΑワゅヘョャや ラョ フャゅカョャや キキェ:
12- ヶルキバョャや メやキよゎシΙやʹ ラキゅバョャゅよ ゆケセゎャやʹ ュェヘゎャやʹ(メョゅミャや ドヘェャや)

るよゅィΙや:ゆよシャや:
.....................................

13- ヵケィェ ュェプʹれΑャヱΑョヱルʹれΑよヱヤΑやケゎ-れΑャヱゎよやケィ

るよゅィΙや:ゆよシャや:
..................

......................

14-ケヘェほゎゐヱョゅョャやʹケヘェほゎ ラゅョケヰミャや ヶプ れやケセェャやʹケヘェほゎラゅルシΙやʹケヘェほゎ
 るΑケセボャや れゅルやヱΑェャや

るよゅィΙや:ゆよシャや:
..............................................



 *ゆよシャや ケミク ノョ るΑャゅゎャや ュΑワゅヘョャや ラョ フャゅカョャや キキェ:

15- るィケキョャや ネヱキタャやʹネヱキタャや るΑッヱェャやʹ るシヱミバョャや ネヱキタャやʹコケゅよャや ネヱキタャやり

るよゅィΙや:ゆよシャや:
ネヱキタャやるシヱミバョャや ラョ ヮルΕネヱキタャやョ ヶホゅよャやヱ るヅΑシよャや ラ

ネヱキタャやるよミケョャや

16- ヵキゅハ ネキタʹ りケバボョ るΑヅʹ るΑルやキョハ メタやヱプʹュΑルャや れゅョΚハ
るよゅィΙや:ゆよシャや:

 れゅョΚハュΑルャやケゎ ヶホゅよャやヱ るΑャヱΕや ゆΑミやケゎャや ラョ ヮルΕ ゆΑミや
るΑヱルゅを

17- るよキェョ るΑヅʹ るヤをゅョゎョ るΑヅʹ ヮよヱヤボョ るΑヅʹ るバィヅッョ るΑヅ
るよゅィΙや:ゆよシャや:

るΑヅるよキェョヮルΙよャやヱ ラΑェゅルィャや メΑョ ロゅィゎや ゆシェ フΑルタゎ ヶホゅ
ヵケヱェョャや ンヱゎショャや ノッヱ ゆシェ



18- メヱェ りケもやキ  ヶバッヮョシケャや ゆよシャや ケミク ノョ ゅΑョヤハ るョィシルョャや ケΑビ:



 ヶゎやケヱヤよ ラキバョ
 キキバゎョ るΑシやキシ

 ケシミョ ヱク ラやヱャΕや
ヶプ ヶルキィゎ ヵケゅェョ
るハゅシャや ゆケゅボハ

 ラョ
∨ゅルぺ



 ヱク るよバミョ ヶゎやケヱヤよ
 ノΑヅゎシゎ ウャゅョ ュバヅ

 ヶゎケヱヤよ ケヅセ
ヴャま ノシゎ れゅΑヱゎショよ
るヰよゅセゎョ フゅタルぺ

 ラョ
∨ゅルぺ



 れゅよΑよェ ラョ ラヱミゎや
 やキィ りケΑピタ るΑヱケミ
ラョ れゅボよヅ りケヱタ ヶプ
ュヱΑシャゅミャや れゅルヱよケミ
 るボΑホキ りやヱル メヱェ

 るヅシやヱよ ポシゅョゎやヱ
 ゅよャゅビ るョェΙ りキゅョ

るΑシヤミ ラヱミゎ

 ラョ
∨ゅルぺ



 ヶゎゅよΑよェりケヤよゎョ
 ュィェャや るΑヱゅシゎョ

 るタやケゎョヱラヱミゎや
ケカタ チケバゎ るィΑゎル

ヘよ メヱェゎヤャ ヶよヱシケ メバ
 ノョ メハゅヘゎぺヱ りケやケェャや

HCl

 ラョ
∨ゅルぺ



ヶィヱャヱΑィ ゆΑミケゎ
 ュキホぺ ヵヱルゅを

ミケョャや ヶプ れゅボよヅャや コ
 ラゅェゅルィャや メΑョΑヱ
ケヱェョャや ラハ やキΑバよ

 ラョ
∨ゅルぺ



れよヤヅるョヤバョラョンキェやれゅよャゅヅャやフΑルタゎるハヱョィョラョケヱカタャやヴャま
ゅヰハやヱルやゐΚをャやれバッヱプるよャゅヅャやるヘヅャやるョェゎヤョャやラョッケヱカタャやシケャやるΑよヱ

∩ゅョポボΑヤバゎヴヤハポャクノョケΑシヘゎャや∨

*ヵぺケャや:

*ペΑヤバゎャや:

.....................................

...................................



れよヤヅるョヤバョゅΑィヱャヱΑィャやノョれゅよャゅヅャやるΑヅピゎキェぺれΙヱゅヅャやメΑキゅルョよヱるΑホケ
∩ュをノッヱるΑョミラョメョケャやヶプコミケョやクワ¬ゅヅピャやュやキカゎシゅよヱ∩るヅゅヘセ

ケΑタハれョゅホれゅよャゅヅャやノプキよ¬やヱヰャやラョラヰワやヱプぺ¬ヅよよケクェヱヴヤハメョケャや∩
やクゅョプゐキェメョケヤャ∨

*るよゅィΗや:.....................................



れキワゅセンキェまれゅよャゅヅャやメカやキケよゎカョゅΑィヱャヱΑィャやネヱルラョケヱカタャやケゅルャやるΑ
れやクれやケヱヤよるヘヤゎカョュィェャや∩れャほシプるョヤバョャやラハアΑシルやクワケカタャやヱケシ

ヮルヱミゎ∩ゅョよプゅヰゎよゅィぺ∨

*アΑシルャや:

*ケシヮルヱミゎ:

.....................................

...................................



ゆΑゎケゎャやウΑェタャやラョュキホΕや
ゐキェΖャゐやキェΖャるェッヱョャやヶプ
メミセャやヶャゅゎャや:

I - L - J - k

L - I - J - KL - K - J - I

L- I - K - J

II J K

I - L - J - k



ヶプンキェやれΚェケャやるΑィヱャヱΑィャやキワゅセキョェョメもやキィラョァゅィコャやヶルゅミケよャや∩
ゅョキルハヱメほシキセケョャやヶィヱャヱΑィャやヮよゅィぺラゅよロクワメもやキィャやフケバゎケバセよよヶヤΑ

∩キヱゅバプヮャほシヱりケョンケカや∩フΑミれルヱミゎロクワメもやキィャや∨やクゅョよプヮよゅィぺ∨

*るよゅィΗや:

........................................



れケプゅシるョシルノョゅヰゎケシぺヴャまれゅΑΙヱャやりキェゎョャやるΑミΑケョΕや∩ポゅルワヱセれキワゅ
ヶプキェぺフェゅゎョャやサヱぼケュヰシΕ¬やキヱシバョΙる∩れャほシプゅワキャやヱ∩ゅヰルハ

ゅワケよカほプゅヰルほよるハヱルタョラョキェぺネやヱルぺケヱカタャやるΑケゅルャや∩れャほシプヮルハ∩
ラハヱゆよシヮョやキカゎシや∩メヰプノΑヅゎシゎゅヰゎキハゅショ∨

*ケカタャや:

*ゆよシャや:

.....................................

...................................



 * ヶヤΑ ゅョ ラΑよ ヶルケゅホ:
 ヮィヱ
るルケゅボョャやサヱミバョャや ネキタャやヶボプΕや ネキタャや

 ヮィヱ
フΚゎカΙや

ヅピッ ンヱホ メバヘよ
 ラΑワゅィゎや ヶプ ヅピッャや

 ヶプ ラΑキゅッゎョ
ラΑヘヤゎカョ ラΑΑヱゎショ

ソホ ンヱホ メバヘよ
 ラΑワゅィゎや ヶプ ヅピッャや

ヱゎショ ヶプ ラΑキゅッゎョ ン
 キェやヱ ヶボプぺ



 キヱィヱ メをョΑ ヵクャや ヶルゅΑよャや メミセャやりケヱヘェぺ りキセケョ:

ヶル
ョコ

ャや 
ンキ

ョャや

ヶプやケピィャや ケゅセゎルΙや

ヶル
ョコ

ャや 
ンキ

ョャや

ヶプやケピィャや ケゅセゎルΙや

ヶル
ョコ

ャや 
ンキ

ョャや

ヶプやケピィャや ケゅセゎルΙや

ヶル
ョコ

ャや 
ンキ

ョャや

ヶプやケピィャや ケゅセゎルΙや



 キヱィヱ メをョΑ ヵクャや ヶルゅΑよャや メミセャやりケヱヘェぺ りキセケョ:

ヶル
ョコ

ャや 
ンキ

ョャや

ヶプやケピィャや ケゅセゎルΙや

ヶル
ョコ

ャや 
ンキ

ョャや

ヶプやケピィャや ケゅセゎルΙや

ヶル
ョコ

ャや 
ンキ

ョャや

ヶプやケピィャや ケゅセゎルΙや

ヶル
ョコ

ャや 
ンキ

ョャや

ヶプやケピィャや ケゅセゎルΙや



ェルΙ るΑヱもョャや るよシルャやヱ ラョコャや ラΑよ るΑルゅΑよャや るホΚバャや ゆΚヅ るバよケぺ メをョ ケタルハ メΚ
タ メミセよ るホΚバャや メをョゎ ュヰΑキャ れケヰド ヶゎャや るΑルゅΑよャや れゅョヱシケャや ヵぺ ノセョウΑェ:

ノセ
ョャや

 ケタ
ルバャ

や れ
やケク

 キキ
ハ

 ラョコャや-るルシ

ノセ
ョャや

 ケタ
ルバャ

や れ
やケク

 キキ
ハ

 ラョコャや-るルシ

ノセ
ョャや

 ケタ
ルバャ

や れ
やケク

 キキ
ハ

 ラョコャや-るルシ

ノセ
ョャや

 ケタ
ルバャ

や れ
やケク

 キキ
ハ

 ラョコャや-るルシ



ェルΙ るΑヱもョャや るよシルャやヱ ラョコャや ラΑよ るΑルゅΑよャや るホΚバャや ゆΚヅ るバよケぺ メをョ ケタルハ メΚ
タ メミセよ るホΚバャや メをョゎ ュヰΑキャ れケヰド ヶゎャや るΑルゅΑよャや れゅョヱシケャや ヵぺ ノセョウΑェ:

ノセ
ョャや

 ケタ
ルバャ

や れ
やケク

 キキ
ハ

 ラョコャや-るルシ

ノセ
ョャや

 ケタ
ルバャ

や れ
やケク

 キキ
ハ

 ラョコャや-るルシ

ノセ
ョャや

 ケタ
ルバャ

や れ
やケク

 キキ
ハ

 ラョコャや-るルシ

ノセ
ョャや

 ケタ
ルバャ

や れ
やケク

 キキ
ハ

 ラョコャや-るルシ



ェルΙ るΑヱもョャや るよシルャやヱ ラョコャや ラΑよ るΑルゅΑよャや るホΚバャや ゆΚヅ るバよケぺ メをョ ケタルハ メΚ
タ メミセよ るホΚバャや メをョゎ ュヰΑキャ れケヰド ヶゎャや るΑルゅΑよャや れゅョヱシケャや ヵぺ ノセョウΑェ:

ノセ
ョャや

 ケタ
ルバャ

や れ
やケク

 キキ
ハ

 ラョコャや-るルシ

ノセ
ョャや

 ケタ
ルバャ

や れ
やケク

 キキ
ハ

 ラョコャや-るルシ

ノセ
ョャや

 ケタ
ルバャ

や れ
やケク

 キキ
ハ

 ラョコャや-るルシ

ノセ
ョャや

 ケタ
ルバャ

や れ
やケク

 キキ
ハ

 ラョコャや-るルシ



 ラΑよ るホΚバャや ラハ ウッヱョャや ヶルゅΑよャや ュシケャや ケよバΑ:

ラキバョャや ヶプ ュゅタヘルΙやヱ るヅよやケャや りヱホ

りケヱヤよャや ュィェヱ キΑケよゎャや メキバョ

 ラΑよ るΑヱやコャやヱ りケヱヤよャや ュィェるΑヰィヱャや

るヅよやケャや りヱホヱ ラキバョヤャ ヶハヱルャや ラコヱャや るヅよやケャや りヱホヱ ラキバョヤャ ヶハヱルャや ラコヱャや



ヶプンキェやれΚェケャやキワゅセケヱッェャやキェぺノΑよゅルΑロゅΑョャややヱャ¬ゅシゎヱラハタョケキ
ロクワロゅΑョャやフΑミプキケュヰΑヤハキセケョャや∨

*るよゅィΗや:

.....................................



Αケカ ¬ゅルよ ヶプ るΑャゅゎャや ュΑワゅヘョャや ヶヘドヱ るヅ
 ュΑワゅヘョャや

 れゅΑヅʹ りケバボョʹΑィヱャヱΑィャや ゆΑミやケゎャや る
ʹ るヤをゅョゎョʹ るよホʹ ンヱゎショャや ノッヱ

 ヵケヱェョャや- るΑャヱΕや ゆΑミやケゎャや- ネヱキタʹ
 るよヱヤボョ

ʹ るΑヱルゅをャや ゆΑミやケゎャやʹロゅィゎまィャや メΑョ ラΑェゅル
ʹ メタやヱプʹ るヤをゅョゎョ ケΑビʹ るよキェョʹもゅル るョ
ʹ チヱェ



 ュΑワゅヘョャや るヅΑケカ ¬ゅルよ ヶプ るΑャゅゎャや ュΑワゅヘョャや ヶヘドヱ
 れゅΑヅʹ りケバボョʹ るΑィヱャヱΑィャや ゆΑミやケゎャやʹ るヤをゅョゎョʹよホ るʹ

 ヵケヱェョャや ンヱゎショャや ノッヱ- るΑャヱΕや ゆΑミやケゎャや- ネヱキタʹ
 るよヱヤボョʹ るΑヱルゅをャや ゆΑミやケゎャやʹロゅィゎま ラΑェゅルィャや メΑョʹプ メタやヱʹ

 るヤをゅョゎョ ケΑビʹ るよキェョʹ るョもゅルʹ チヱェ
 るΑィヱャヱΑィャや ゆΑミやケゎャや

るΑャヱぺ ゆΑミやケゎるΑヱルゅを ゆΑミやケゎ

 メタやヱプ ネヱキタ れゅΑヅ

 ラΑェゅルィャや メΑョ ロゅィゎやヵケヱェョャや ヵヱゎショャや ノッヱ
 るよキェョ りケバボョ るよホ チヱェるヤをゅョゎョ るョもゅル  るよヱヤボョ ヤをゅョゎョ ケΑビ る



 るヅΑケカャや ヶプるΑケヱゎルミャや ラΑゎヅボルャや ラΑよ ゅョ ケをミぺ ケやキェルΙや るィケキ ラヱミゎ:

サソ

ュソ

ネメ

サ ネ

ネメ



Αケカャや ゅヰヤをョゎ ヶゎャや るボヅルョャや ヶプ ロキヱィヱ メョゎェョャや ケェよャや ロゅィゎや ゅョ るヅ:

ベケセ

 メゅョセ

ベケセ メゅョセ

ゆケビ メゅョセ

ベケセ メゅョセ


