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  Omar ≡≫≡≫/∬≓≡≫                  مجال الجيولوجيا اأولمراجعة لاختبار القصير 

サ≒ .ヶヤΑ ゅョョ メミャ メヤハ /:Κョゅミ ゅΑィヱャヱΑィ やケΑシヘゎ ヶヤΑ ゅョ ケシプ 

≒.  ヅホゅシゎョャや アヤをャや フタヱΑヮルほよ ラキバョ 

≪.  ラゅィケョャやヱ ぼャぼヤャやヱ ラゅョケヰミャやラキゅバョミ フルタゎ Ι ヵケィェャや ュェヘャやヱ ァゅバャやヱ 

≫. ラキゅバョャや ロゅよセぺ ラョッ メゅよヱΙや フルタΑ 

√. ラキゅバョャや ラョ ロケΑビ ラハ ロコΑョゎ ヮゎゅルΑハ ノΑョィ ラΑよ るミケゎセョ るΑもゅΑョΑミヱ るΑもゅΑコΑプ ソやヱカ ラキバョ メミャ 

∽. メゅをョャや メΑよシ ヴヤハ ヵキケヱャやヱ ヶィシヘルよャや ゅヰルョプ コゎケやヱミャや ラやヱャや キキバゎゎ 

∝.  ラヱヤャや るΑタゅカ ヴヤハ キョゎバΑ Ι ゅョもやキ ュキカゎシΑ ゅョルΑよ ラキゅバョャや ゆヤビや コΑΑョゎャスヱキカョャや ラキゅバョャや ラΑよ コΑΑョゎヤャ 

∵. るョヤドョャや フヱヰミャや メカやキ ラキゅバョャや ラハ フセミャや ラミョΑ 

∫.  ゅヰヤボル キバよ るよやクィ ラやヱャゅよ サョセヤャ るッケバョャや ラキゅバョャや ケヱヰドヴャま るョゎバョ るプケビ 

∬.  れΑケヱヤヘャやヱ れΑャゅヰャや ラョ Κミ るルゅゎョ フタヱゎゅヰルほよ ベケヅヤャ Κよゅホ ゅルΑャ サゅェルャや ラヱミΑ ゅョルΑよ るセワ 

≒≡. や フヤゎカゎゅヰゎキΚタ ヶプ るヘヤゎカョャや ラキゅバョャ 

≒≒. ュゅタヘルや れゅΑヱゎショ ヴヤハ ンヱゎェΑ Ι コゎケやヱミャや メをョ ゅヰッバよヱ ュタヘルゎ ヱや ベボセゎゎ ゅミΑゅョャゅミ ラキゅバョャや チバよ 

≒≪.  ラヱミゎヮィヱΕや キェやヱャや ラキバョャや れやケヱヤよ ヶプ りコΑョョヱ るゎよゅを るΑケヱヤよャや 

≒≫.  るバΑよヅ フΚゎカやヮィヱΕや るΑケヱヤよャや 

≒√. キェやヱャや ラキバョャや れやケヱヤよ ヶプ るΑヰィヱャや ラΑよ るΑヱやコャや れゅよを 

≒∽. ドョ フΚゎカやラキバョャや れやケヱヤよ ケワ/  フΚゎカやュゅィェま メゅミセまヱ れやケヱヤよャや 

≒∝.  るョΑホ フヤゎカゎケゅィェΕや ゅΑケゅィゎ ゅヰョΑΑボゎ キルハ  るョΑケミャや 

≒∵. サゅョャやヱ れヱホゅΑャや ¬ゅルゎホや サゅルャや ゆェΑ 

≒∫.  コΑΑョゎ ラミョΑケゅィェΕや  るョΑケミャやるΑヤタΕや りキヤボョャや ラハ 

≒∬. キヤボョャやヱ ヶバΑよヅャや ュキルケヱミャや ラョ れゅルΑハ ラΑよ コΑΑョゎャや キルハ ケワゅィョャや ヱや りケよミョャや れゅシキバャや ュやキカゎシや 

≪≡. るハゅルタ ヶプ コゎケやヱミャや ュやキカゎシや ケキ サゅΑホ ヶプ ラΑャゅョケヱゎャやヱ れゅハゅシャややキィ るバヘゎケョャや りケやケェャや れゅィ 

≪≒. るハヱよヅョ りキゅョ ヴヤハ れΑシャゅミャや ラョ るプゅヘセ るバヅホ ノッヱ キルハ ラΑゎケョ りケケミョ るよゅゎミャや ケヱヰド 



 

≪≪. コゎケやヱミヤャ ュゅタヘルや れゅΑヱゎショ キィヱゎ Ι 

≪≫.  ヵケヱヤよャや メをゅョゎヤャるΑョワぺ ラキゅバョャや るシやケキ ヶプ 

≪√.  ラヱミゎ ラや ゆィΑケゅィェΕや ヶゎョ るョΑケミャや るΑャゅハ ゅヰゎキΚタヱ るル 

≪∽. ケシミョャや ネヱルヱ ベボセゎャや れゅΑヱゎショ メをョ ュΑケミャや ケィェャや ソやヱカ フケバゎ ラョ キよΙ 

≪∝.  ラョ ラΑゎΚよャゅよヱ るッヘャやヱ ゆワクャや  ラョ Κミ ケよゎバΑ ΙケゅィェΕや るシΑヘル ラゅバョミ ゅヰヘΑルタゎヱ るョΑケミャや 

≪∵. ゅルゅΑェや ヵコヤヘャや ヮよセ ベΑケよャゅよ れΑゎゅョΑヰャや れゅルΑハ チバよ 

≪∫. スキカョャや ゥヱャ ベΑケヅ ラハ コゎケやヱミャや スキカョ るプケバョ ラミョΑ Ι 

≪∬. キェやヱャや ラキバョャや れやケヱヤよ ヶプ ゅヰゎゅよをヱ ラキバョャや フΚゎカゅよ メをゅョゎャや るィケキ フΚゎカや 

サ≪ . ゐキェΑ やクゅョヴヤΑ ゅョョ るャゅェ メミ ヶプ: 

≒. ヵコヤプΚャや ベΑケよャや れやク ラキゅバョャや スキカョヱ ヵコヤヘャや ベΑケよャや れやク ラキゅバョャや スキカョ ソェプ 

≪.  れΑョΑヤΑヱャやヱ れΑシャゅミャや ラョ Κミ チケバゎるバセΖャ るΑィシヘルよャや ベヱプ 

≫.  ヶルΑタャや フコカャや ラョ るェヱヤよ れΑケΑよャや ラョ るバヅホ ポェ (スキカョャや るェヱャ) 

√. ポΑョャやヱ コゎケやヱミャや ラョ れゅルΑバャ ュゅタヘルΙや るΑタゅカ ソェプや 

∽. れΑゎゅよΙや ラキバョよ れΑケヱヤヘャや ラキバョ ポェ 

∝. ュゅカャや サゅェルャやヱ サヱゎシよシΙやヱ コゎケやヱミャや ラョ れゅルΑハ ケシミ 

∵. ヴハヱルャや ラコヱャや るルケゅボョ コゎケやヱミャゅよ れΑゎルィゅョャや ヱや サゅェルャや ヱや れΑケΑよヤャ 

∫.  れΑケΑよャや ラョ れゅルΑハ ポェ 

∬. れΑゎルィゅョャや ラキバョヱ ゅルΑャゅィャや ラキバョ ラョ れゅルΑハ ラョ サΑヅゅルピョャや ゆΑケボゎ 

≒≡. ヴヤハ れΑシャゅミ りケヱヤよ ノッヱ  フヱケェヱ れゅョヤミるハヱよヅョ りキゅョ 

≒≒. れΑケΑよヱルΑシケΙや ラョ れゅルΑハ ポェ 

≒≪. ヒッヤャ コゎケやヱミ りケヱヤよ チケバゎヅ 

≒≫. りケやケェヤャ ラΑャゅョケヱゎ りケヱヤよ チケバゎ 

≒√.  ラョ メミ ラョ れゅルΑハ チケバゎ (れΑケヱヤヘャやヱ れΑャゅヰャや )ゆシゅルョャや ベケヅヤャ サゅェルャやヱ 

≒∽.   ラョ れゅルΑバャ るルゅゎョャや るΑタゅカ ソェプ(ヱ サよィャやポヤゎャや )ゆシゅルョャや キゅヰィΚャ ゅミΑゅョャやヱ 



 

サ≫ .ヶヤΑ ゅョョ ァヱコ メミ ラΑよ ラケゅホ: 
≒.るルケゅボョャや ヮィヱ ヶィシヘルよャや コゎケやヱミャや ンキケヱャや コゎケやヱミャや 

ゆもやヱセャや ネヱル   
≪ .るルケゅボョャや ヮィヱ ベΑケよャや るΑコヤプ ラキゅバョャや ヵコヤプΚャや ベΑケよャや れやク ラキゅバョャや 
   
 れΑルΑャヱゅミャや れΑケよミャや 

ヵコヤプΚャや ベΑケよャや ネヱル   
≫ .るルケゅボョャや ヮィヱ  サよィャや りケヱヤよ-ゅミΑゅョャや  れΑシャゅミャやヱ コゎケやヱミャや (ヶボルャや) 

るΑプゅヘセャや   
√ .るルケゅボョャや ヮィヱ れΑシャゅミャや れΑョΑヤΑヱャや 

るΑィシヘルよャや ベヱプ るバセΖャ ヮッケバゎ ケをや   
るルケゅボョャや ヮィヱ ケヤヘゎャや ケヘシヘゎャや 

¬ヱッゎャや ラやヱャぺ ァゅゎルや れホヱ   
∽ ポヤゎャや サよィャや 

ヵコヤプΚャや ベΑケよャや 
りキΚタャや 

  

∝ るルケゅボョャや ヮィヱ れΑシャゅミャや コルケやヱミャや 
ヮよゅセゎャや ヮィヱ 

りキΚタャや 
ュやキカゎシΙや 

  

∵ るルケゅボョャや ヮィヱ コΑヤミヱをケΙや コゅよヱゎャや 
りキΚタャや   

∫ .るルケゅボョャや ヮィヱ りケヤよゎョャや ケΑビ りキゅョャや りケヤよゎョャや りキゅョャや 
 ヱや れやケクヤャ ヶシキルワ ゆΑゎケゎ キヱィヱ

れゅルヱΑΙや/ るΑもゅルよ りキェヱ/ヴミよセ ゆΑミケゎ /
りケヱヤよ ラヱミゎ 

  

∬ .るルケゅボョャや ヮィヱ りケヱヤよャや フやヱェ るョシィョャや るΑヱやコャや 
ラョ アゎルゎ   

≒≡ .るルケゅボョャや ヮィヱ れΑャゅヰャや れΑよャΙや- れΑルΑシミヱΙや 
メをゅョゎャや れゅΑヱゎショ キキハ   

≒≒ .るルケゅボョャや ヮィヱ ポヤゎャや れΑプやケィャや 
サョヤョャや   

≒≪ .るルケゅボョャや ヮィヱ れΑケΑよャや れΑケΑよヱルΑシケΙや 
るミェ キルハ るィゎゅルャや るェもやケャや   

≒≫ .るルケゅボョャや ヮィヱ  メをゅョゎャや ケヱェョ  ヶシぺケャやヶもゅルをャや  ケヱェョ  ヶシやケャや メをゅョゎャやヶをΚをャや 
 ネゅッヱΕや ゅワキルハ ケケミゎゎ ヴゎャや るΑヱやコャやるヰよゅセゎョャや   

≒√ .るルケゅボョャや ヮィヱ  メをゅョゎャや ヱェョ ヶシぺケャやヶハゅよケャや  メをゅョゎャや ケヱェョ ヶシぺケャやヶシやキシャや 
るヰよゅセゎョャや ネゅッヱΕや ゅワキルハ ケケミゎゎ ヴゎャや るΑヱやコャや   

≒∽. るルケゅボョャや ヮィヱ るΑゎゅミΑヤシΚャや ラキゅバョャや るΑゎゅミΑヤシャや ラキゅバョャや 
るバΑよヅャや ヶプ ゅワケゅセゎルや 

ラヱミΑヤシャや キヱィヱ 
  

≒∝. るルケゅボョャや ヮィヱ れΑャゅヰャや れΑプやケィャや 
るΑもゅルよャや りキェヱャや メミセ   

≒∵. るルケゅボョャや ヮィヱ ヶバΑよヅャや ュキルケヱミャや  キヤボョャや ュキルケヱミャや 



 

 ヱョルャや ヅヱヅカ フタヱ   
≒∫. るルケゅボョャや ヮィヱ ラゅョケヰミャや キヱシΙや ラゅョケヰミャや 

ラョ ラヱミゎΑ /ュヱヰヘョャや ヱや   
≒∬. るルケゅボョャや ヮィヱ キΑィャや /れΑケヱコΙや /れΑミΚョャや ァゅバャや 

ュΑケミャや ケィェャや ネヱル   
≪≡. るルケゅボョャや ヮィヱ れΑゎゅよΙやヱ ケゅよシヤヘャや ケョェΙゅゎヱホゅΑャや /ベケコΙや れヱホゅΑャや 

るΑケゅィゎャや るョΑボャや 
りキΚタャや 

ュΑケミャや ケィェャや ネヱル 

  

≪≒. るルケゅボョャや ヮィヱ ゆバミョャや りケヱヤよ ヶシやキシャや ュゅドルャや りケヱヤよ 
ヶルやケヱキャや ヶシやケャや メをゅョゎャや ケヱェョ ネヱル 

るヰよゅセゎョャや ネゅッヱΙや ゅワキルハ ケケミゎゎ ヴゎャや るΑヱやコャや 
  

≪≪. るルケゅボョャや ヮィヱ キヱシΙや ラゅョケヰミャや コゎケやヱミャや 
∨るィΑゎル るΑよケヰミ れゅルェセ アゎルΑ   

.≪≫るルケゅボョャや ヮィヱ ケヤヘゎャや ケヘシヘゎャや 
¬ヱッゎャや ラやヱャぺ ァゅゎルや れホヱ   

≪√ .るルケゅボョャや ヮィヱ ヵケィェャや ュェヘャや れΑプやケィャや 
るΑもゅルよャや りキェヱャや キヱィヱ   

≪∽ .るルケゅボョャや ヮィヱ れΑケよミャや れΑミΚョャや 
ラヱヤャや   

サ√.ぺ.   ュシケやヶヤΑ ゅョ ラΑよΑ ヶョヰシ ヅヅカョ: 

≒.ケタゅルバャや- るΑッケΙや りケセボャや 

≪.ュヱΑキヱタャや れゅルヱΑや るホΚハ  ケヱヤミャやヱ– るヤカやキゎョャや れΑャゅヰャや ラキバョ れやケヱヤよ 

ゆ .ヶヤΑ ゅョョ メミャ ュΑワゅヘョ るヅΑケカ ュシケや: 

≒. ノョ ベΑケよャや ヱや ラゅバョヤャや ネやヱルやるヤをョΕや 

≪.ラキゅバョャや ヶプ るルゅゎョャや るバΑよヅ ネやヱルや 

≫. ノョ ラキゅバョャや ヶプ ケシミョャや ネやヱルやるヤをョΕや 

√ . るΑィケゅカャや ソやヱカャやれやケヱヤよヤャ 

∽.るΑケヱヤよャや ュドルャや 

∝ .メをゅョゎャや ケタゅルハ 



 

∵ .ネやヱルぺ  メをゅョゎャや ケヱェョヶルやケヱキャぺ ヶシぺケャや 

∫ .ネやヱルぺ ケゅィェΕや  ノョ るョΑケミャやるヤをョΕや 

ァ .ヶヤΑ ゅョョ メミ ラΑよ るΑルゅΑよャや れゅホΚバャや ュシケや: 

≒.ラキゅバョヤャ るΑもゅΑョΑミャや ヅよやヱケャや りヱホヱ りキΚタャや 

≪.ラキゅバョヤャ るΑもゅΑョΑミャや ヅよやヱケャや りヱホヱ ュゅタヘルΙや 

キ .ケヱヤよ ュシケや ゅヰΑヤハ ゅルΑよョ ゆバミョャや ュゅドル り≫ れやケヱヤよヤャ るΑィケゅカャや ソやヱカャや ラョ- るΑゎゅミΑヤシャや ラキゅバョヤャ ヶもゅルよャや ゆΑミケゎャや ュシケや 

サ∽ .ゅョ ケミクや ヶヤΑ : 

≒ . ゅヰΑヤハ キョゎバΑ ヴゎャや メョやヱバャやれやケヱヤよヤャ ヶヤカやキャや ¬ゅルよャや 

≪.  ゅヰΑヤハ キョゎバΑ ヴゎャや メョやヱバャやりキΚタャや 

≫.  ゅヰΑヤハ キョゎバΑ ヴゎャや メョやヱバャや ュΑΑボゎケゅィェΕや ゅΑケゅィゎ るョΑケミャや(ゅΑケゅィゎ るョΑケミャや ケゅィェΙや ュΑΑボゎ サシや) 

√ . ゅヰΑヤハ キョゎバΑ ヴゎャや メョやヱバャやュゅィェぺ メゅミセまヱ  れやケヱヤよャや (りケヱヤよャや ケヰドョ) 

サ∝- ヶヤΑ ゅョョ りケゅよハ メミ ヴヤハ メやキャや ウヤヅタョャや ヱや ヶョヤバャや ュシΙや ゆゎミや: 

≒ キキェョ ヶもゅΑョΑミ ゆΑミケゎヱ コΑョョ ヵケヱヤよ ュゅドル ゅヰャ るΑバΑよヅ りケヱタよ れルヱミゎ るΑヱッハ ケΑビ るよヤタ りキゅョ  
≪  るヤョゅミャや りケヱヤよャや れゅヘタ メョェΑ りケヱヤよャや ヶプ ¬コィ ケピタやゅヰシヘル  
≫  ヶもゅΑョΑミャや ゆΑミケゎャや ヴャや ケボゎヘゎ ラキバョャや フΑケバゎ ゅヰΑヤハ ベよヅルΑ Ι  るバΑよヅャや ヶプ キやヱョ ヱや れゅよミケョ

ゅョヰΑヤミ ヱや ヵケヱヤよャや メミセャや ヱや キキェョャや 
 

√ ラキバョャや ベヱェショ ラヱャ  
∽  ゅヰゎキΚタ メヱボタョャや ケΑビ ヶルΑタャや フコカャや ラョ るバヅホ∝.∽  スキカョ ヴヤハ フケバゎヤャ ュキカゎシゎヱ

ラキバョャや 
 

∝  サミバルョャや ¬ヱッャや りキセ( ヱや ヮゎΑハヱル)ラキバョャや ウヅシ ヴヤハ ラョ  
∵  れやク れゅルΑバャや ラゅバョャ ポヤョゎ Ι ヵヱィャや ¬やヱヰヤャ ゅヰッケバゎ キルハ ラゅバョヤャや キボヘゎ ヮゎワゅよ るボよヅ ラヱミゎ

れΑゎゅョΑヰャや メをョ るΑコヤヘャや ラキゅバョャや ヶプ ケシミャや るをΑキェ ウヅシΕや 
 

∫  ヴヤハ ラキバョャや りケキホクゅヘルま ¬ヱッャや  



 

∬  ¬ヱッ ヴャや るヘヤゎカョャや るホゅヅャや メゅミセぺ ラキバョャや メΑヱェゎ ヴヤハ ラキバョャや りケキホ  
≒≡  るΑヤョハァゅゎルま ラやヱャぺ  ¬ヱッゎャや¬ゅルをぺ ケをぼョヤャ チケバゎャや  
≒≒ るΑィシヘルよャや ベヱプ るバセΖャ ヮッケバゎ キルハ れΑシャゅミャや ラキバョ ¬ヱッゎ ラヱャ  
≒≪ るΑィシヘルよャや ベヱプ るバセΖャ ヮッケバゎ キルハ れΑョヤΑヱャや ラキバョ ¬ヱッゎ ラヱャ  
≒≫  ゅヰワヱセゎ ヱや ラキゅバョャや ケシミゎ るャヱヰシ メヱゅルゎゎ  ソやヱカ るハヱョィョケΑをほゎよ キゅヰィΗや キョゎバゎヱ  ネヱル ヴヤハ

るΑもゅΑョΑミャや ヅよやヱケャや 
 

≒√ ロヱセゎャや ヱや ケシミヤャ  ラキゅバョャや るョヱゅボョ  
≒∽ スキカャや ヱや メミべゎヤャ ラキバョャや るョヱゅボョ サゅΑボョ  
≒∝  ラョ ラヱミョ ュヤシ ヱや ヶよシル ゆΑゎケゎ ラハ りケゅよハ ラキゅバョャや りキΚタ サゅΑボャ サゅΑボョ≒≡  るよゎケョ ラキゅバョ

りキΚタ メホΕや ラョ ( ポヤゎャや=≒ ) りキΚタ ケをミΕや ヴャや ( サゅョャや=≒≡) 
 

≒∵  ケΑビ ロゅィゎや ヶプ ラキバョャや ケシミ ラハ アゎゅルャや ウヅシャや メミセウヅシぺ ュゅタヘルΙや  
≒∫  りケやケェ るィケキ キルハ ¬ゅョャや ラョ ヮャ ヱゅショ ュィェ ラコヱ ヴャや ラキバョャや ラコヱ るよシル√ゼ  
≒∬  るバヅホ ヱや りケヱヤよ ノッヱ キルハ ラΑゎケョ フヱケェャや ケヱヰド ゆよシゎ れΑシャゅミャや ラキバョ コΑョゎ るΑケタよ るΑタゅカ

 るハヱよヅョ りキゅョ ヴヤハ れΑシャゅミャや ラョ るプゅヘセ 
 

≪≡  キャヱΑ  ラキバョ ヮゎやケヱヤよ フやケヅま ヴヤハ るΑよケヰミ れゅルェセ ノルタ ヶプ ュキカゎシΑ やクャ ヅピッヤャ ヮッケバゎ キルハ
れゅハゅシャや 

 

≪≒  キャヱΑ  ラキバョ ヮゎやケヱヤよ フやケヅや ヴヤハ るΑよケヰミ れゅルェセ ノルタ ヶプ ュキカゎシΑ やクャ りケやケェヤャ ヮッケバゎ キルハ
るΑャゅバャや りケやケェャや れゅィケキ サΑΑゅボョ 

 

≪≪ れルョシΙや ノΑルタゎ ヶプ ュキカゎシΑヱ ヵケΑィャや ケィェヤャ ヶシゅシΕや ラヱミョャや  
≪≫  ヴゎャや ラキゅバョャや るハヱョィョ (ラヱミΑヤシャや ヴヤハ ンヱゎェゎ Ι ) ゆワクャや メをョ るΑケタルバャや ラキゅバョャや メョセゎ

ポケョャや ラキゅバョャやヱ れΑケよミャやヱΕやヱ れやキΑャゅヰャやヱ れゅルヱよケミャや メをョ るよゅワケΑビヱ キΑシゅミ 
 

≪√  ヵケタルハ ヴヤハ ヶシゅシや メミセよ ンヱゎェゎ ヴゎャや ラキゅバョャや るハヱョィョラΑィシミΕや  ラョ ヴワヱ ラヱミヤΑシャやヱ
ゅワケをミやヱ るΑルキバョャや れゅハヱョィョャや ュワや るバΑよヅャや ヶプ やケゅセゎルや 

 

≪∽  ゅヰャヱ れゅルヱΑΙや ヱや れやケクヤャ ヶシキルワ ゆΑゎケゎ ゅヰャ りキゅョ ヱ るΑもゅルよ りキェヱ  ゆΑミケゎヶミよセ  
≪∝  ヱや れやケクャや ゆΑゎケゎ るボΑケヅ ゆΑゎケゎャや ヴヤハ キョゎバゎヱ ラキバョャや れやケヱヤよ ゅヰルョ ラヱミゎゎ ヴゎャや れゅルヱΑΙや

れゅルヱΑΙや ヱや れやケクャや ラΑよ るΑもゅΑョΑミャや ヅよやヱケャや るバΑよヅヱ ヶビやケヘャや 
 

≪∵  ヶプ るΑルヱΑΙや れゅハヱョィョャや ヱや れゅルヱΑΙや ヱや れやケクャや ゆΑゎケゎキゅバよΕや るをΚをャや  
≪∫ るΑもゅルよャや れやキェヱャや ケやケミゎ ラハ アゎゅルャや ゆΑミケゎャや  
≪∬  ァケゅカャや ラョ ロキェゎ サルゅィゎョ ゆヤタ  ュシィウヅシぺ  フヱケド れェゎるΑバΑよヅ メョやヱバよ れルヱミゎ るΑヱゎショ

りケやケェャやヱ ヅピッャや ラョ るよシゅルョ 
 

≫≡ ウヅシΕや ュ りケヱヤよャや キェゎ ヴゎャや れゅΑヱゎショャや ヱや ケよバゎヱ ュドゎルョャや ヶシキルヰャや ゅヰヤミセ ラΑバゎヱ ァケゅカャや ラ
りケヱヤよヤャ ヶヤカやキャや ヵケクャや ゆΑミケゎャや ラハ 

 

≫≒ ラΑケヱゅィゎョ ラΑΑケヱヤよ ラΑヰィヱ ヶホΚゎ ラハ アゎルゎ  
≫≪  るョΑボよ ケキボゎヱ ラΑケヱゅィゎョ ラΑΑケヱヤよ ラΑヰィヱ ヴヤハ ラΑョゅボョャや ラΑキヱョバャや ラΑよ りケヱタェョャや るΑヱやコャや

ラΑケヱゅィゎョャや ラΑヰィヱャや ラΑよ りケヱタェョャや るΑヱやコヤャ るヤョミョャや るΑヱやコャや 
 

≫≫ れやケヱヤよヤャ るΑヰィヱャや ラΑよ るΑヱやコャや サゅΑボャ りやキや ヱや コゅヰィ  
≫√ りケヱヤよャや ヶプ ラΑヰィヱ ラョ ケをミや ヶホΚゎ ラハ るィゎゅルャや るΑヱやコャや  
≫∽  りケヱヤよャや ヶプ るョシィョャや ゅΑやヱコャやヱ フやヱェャやヱ ヮィヱΚャ ュドルョャや ゆΑゎケゎャや  
≫∝  ァやヱキコや ヶプ ゅΑやヱコャやヱ フやヱェャやヱ るΑケヱヤよャや ヮィヱΙや ゅヰャヱェ ゆゎケゎゎ りケヱヤよャや ヶプ るΑコミケョ るΑョワヱ るヅボル

 ネゅッヱやヱ れゅプゅショヱるヤをゅョゎョ ラΑキゅッゎョ ラΑワゅィゎや ヶプ 
 

≫∵  ヱや るプゅェ ヱや ウヅシ ケヱヰド ケケミゎΑ ラや ヅケセよ りケヱヤよャや ヮャヱェ ケヱキゎヱ りケヱヤよャや コミケョよ ケョΑ ヶョワヱ ヅカ
るヤョゅミ りケヱキ メΚカ ケをミや ヱや ラΑゎケョ るョシィョ るΑヱやコ (≫∝≡ゼ) 

 

≫∫  りケヱタ ゅョワキェや ラヱミΑ ゐΑェよ ラΑヰよゅセゎョヱ ラΑΑヱゅシゎョ ラΑヘタル ヶャや りケヱヤよャや ュシボΑ ヵヱゎショりへケョ 
 フタルヤャケカΕや 

 

≫∬  るィケキヱ ケヤよゎャや ゐヱキェ ラゅミョヱ キΑケよゎャや メキバョヱ メヱヤェョャや ネヱル ヴヤハ キョゎバョャや ゅヰヤミセヱ りケヱヤよャや ュィェ 



 

メヱヤェョャや りヱゅボル 
√≡  るΑャゅハ りキΚタよ コΑョゎゎヱ ネやヱルΕや ヴヤビや ケよゎバゎ るョΑケミ ケゅィェや るルΑバョ ラやヱャや ゅヰャヱ メョェゎャや りキΑキセヱ

ベャほゎョ ベΑケよヱ るよやクィ 
 

√≒  るルΑコヤャ ュキカゎシゎ ゅヰゎケプヱャ ヱや ゅヰゎΑプゅヘセャ ヱや ゅヰゎキΚタ るヤボャ るΑケゅィゎャや るョΑボャゅよ れシΑャ るョΑケミ ケゅィェや
ノΑルタゎャやヱ れェルャやヱ 

 

√≪ るΑケよヱルタャや ケゅィセΕや れやコやケプや ラョ るΑピョタ りキゅョ ヴワヱ るΑヱッハ るョΑケミ ケゅィェや  
√≫  ヴワヱ るΑヱッハ るョΑケミ ケゅィェや れゅルもゅミャ ヵケィェ メミΑワや ラハ りケゅよハるΑケェよ  
√√ ケゅィェぺ るΑヱッハ るョΑケミ ケゅェョャや ラョ アゎルゎ ュヱΑシャゅミャや れゅルヱよケミ ラョ れゅよェ ラハ りケゅよハ  
√∽ ケゅィェぺ  ラゅルシや ラョ るΑヱッハ るョΑケミゆゅΑルぺヱ れゅルやヱΑェャや チバよ  
√∝ ヮミェ キルハ るΑもゅよケヰミ れゅルェセ キャヱΑ ヵケィェャや ュェヘャや ネやヱルや キェや  
√∵ ヮゎキΚタヱ ヶィゅィコ ヵコヤプ Ι  ヮボΑケよ ラキバョ∵   ロケシミョヱ  ュゅタヘルや れゅΑヱゎショ ヴヤハ ンヱゎェΑ Ιヱ

ヵケゅェョ ヅピッャや ケΑをほゎよ ゅヰΑプケヅ ヴヤハ るΑよケヰミ れゅルェセ ヮゎやケヱヤよ キャヱゎヱ 
 

√∫ ソゅタケャや ヴヤハ ヮもやヱゎェΙ ノヘゎケョ ヴハヱルャや ヮルコヱヱ ヵコヤプ ヮボΑケよ ラキバョ  
√∬ ヶヘΑャ ロケシミョ ラキバョ  
∽≡ サΑヅゅルピョャゅよ ケをほゎΑ やクャ キΑキェャや ラョ メゅハ ンヱゎェョ ヮャ ラキバョ  
∽≒  ラケョ ラキバョ ウもゅヘタ アゎルΑヱるバΑプケ  ュゅゎャや ヮョゅタヘルや ウヅシ ノョ ヵコやヱゎャや ロゅィゎゅよ ヮョゅタヘルや メΚェ  
∽≪  るヅよやケャや れやク ラキゅバョャや るルゅゎョるΑルヱΑΕや れΑケヱヤヘャやヱ れΑャゅヰャゅミ  
∽≫ ラキバョ ヮよセ ヮルゅよ フタヱΑ やクャ ケヱヤよゎョ ケΑビ ヮルミャヱ れよゅを ヶもゅΑョΑミ ゆΑミケゎ ヮャ ラキバョ  
∽√ ヶバΑよヅャや ュキルやケヱミャや ヶプ ヱョルャや ヅヱヅカ メミセ  
∽∽  ヮゎキΚタ ラキバョ≪  コΑョョヵケΑケェ ヵコヤプ Ι ベΑケよよ  
∽∝ ヶィルゎやケ ヱや ヶピョタ ヮボΑケよ ケヘタや ヮルヱャ ヵケタルハ ラキバョ  
∽∵ れΑルΑャヱゅミャや ラキバョ ベΑケよ  
∽∫ ゅミΑゅョャやヱ ポヤゎャや ラキゅバョ ベΑケよ  

 サ∵ .ヶヤΑ ゅョョ メミャ ゅΑョヤハ ヮよシゅルΑ ゅョよ パやケヘャや Ζョや: 

≒.ヱワ ヮΑプやケよ ュャゅバヤャ るΑもゅルよャや れやキェヱャや ヅゅョルや キキハ......... 

≪.コゅヰィよ るΑヰィヱャや ラΑよ るΑヱやコャや サゅボゎ .......................... れヘヤゎカや ゅョヰョ キェやヱャや ラキバョャや れやケヱヤよ ヶプ るヰゎよゅを ヴワヱゅヰョゅィェま 

≫.  メミ キルハ りケヱヤよャや ヶプ るヰよゅセゎョャや ネゅッヱΙや れケケミゎ やクや∝≡  ケヱェョ ネヱル ラヱミΑ  ゅヰルやケヱキ メΚカ るィケキ ヶシやケャや ヴルやケヱキャや メをゅョゎャや ....

√.キィヱΑ れΑャゅヰャや りケヱヤよ ヶプ ..............メをゅョゎ れゅΑヱゎショ ヶシぺケ ヴルやケヱキ メをゅョゎ ケヱェョ ゅヰャヱ .....

∽. ュキルやケヱミャや りキΚタ ......= サワヱョ サゅΑボョ ヶプ

∝ .ヵコヤプΙ ヮボΑケよ れΑルΑャヱゅミャや...................ゆ れΑケよミャや ゅョルΑよヵコヤプΙ ヮボΑケ ..........

∵. フルタΑ メゅよヱΙやラョ .................... ケヱヤよゎョ ケΑビ ヮルΙ

∫. ヴワ るΑケタよ るΑタゅカよ れΑシャゅミャや コΑョゎΑ..................  るハヱよヅョ りキゅョ ベヱプ ヮバッヱ キルハ ラΑゎケョ るよゎミャや フヱケェ ケヱヰド ゆよシゎ ヴゎャや

∬.ヵコヤプΚャや ベΑケよャや ヶホ れΑシャゅミャやヱ コゎケやヱミャや ヮよゅセゎΑ ..........

≒≡.ラキバョヱ れΑルΑシミヱΙや ラキバョ メをゅョゎ れゅΑヱゎショ ヴヤハ ンヱゎェゎ Ι ヴゎャや ラキゅバョャや ラョ .............

≒≒ .ラキバョ ュゅタヘルや れゅΑヱゎショ ヴヤハ ンヱゎェゎ Ι ヴゎャや ラキゅバョャや ラョ ............ りキΚタヱ るΑよケヰミ ソやヱカ ヮャ ラゅよ コΑョゎΑヱ=∵ 

≒≪.ラキゅバョャや フセミ ヴヤハ ¬ヱッゎャや るΑタゅカ キハゅシゎ............ フヱヰミャやヱ ュィゅルョャや メカやキ

≒≫.るΑタゅカ ゆよシよ............. るッケバョャや ラキゅバョャや チバよ ケヰドゎュヤドョ ラゅミョャ ゅヰヤボル キバよ るよやクィ ラやヱャゅよ サョセヤャ 


