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ョΚシΗや るΑよケゎャや りケミクョ るΑ
 ケセハ ヶルゅをャや フタヤャ
ルゅをャや るΑシやケキャや りケゎヘャや るΑ
 ヶシやケキャや ュゅバヤャ

 (≪≡≪≡-≪≡≪≒)

 るΑよケゎャや りケやコヱ
 るΑョΑヤバゎャや ¬やケヰィャや るボヅルョ
 ゐケゅェャや れルよ ヮヅΑケ るΑヱルゅを

 ュシボャや るシΑもケ:ぺ≡ぺ   るシケキョャや りケΑキョ                                       ヵコルバャや ヴヤΑャ≡ ラやキΑバャや ヶルゅョぺ



 るよャゅヅャや ヶゎコΑコハ:

Αよケゎャや りケミクョ ポΑキΑ ラΑよ ノッル る
をャや るΑシやケキャや りケゎヘヤャ るΑョΚシΗや るΑルゅ

 ラハ ヶルピゎ Ι りケミクョャや ラほよ ゅョヤハ
 ヶシケキョャや ゆゅゎミャや

 ゥゅィルャやヱ ペΑプヱゎャや ポャ ラΑルョゎョ





 ュΑドバゎ ュヱヰヘョ
 れゅョケェ 聴 :

( ケョぺ ¬ケョャや メゅをゎョや
ゅルゎィやヱ ヴャゅバゎ 聴 ゆ

 ヮΑワやヱル)

 ケもゅバセ ュヱヰヘョ 聴  :
( ラΑキ ラョ りケワゅドャや ュャゅバョャや

ケゅセャや ゅヰよタル ヶゎャやヱ 聴 ネ
 ¬やヱシ ゅョ ケョや ヴヤハ るョΚハ

 ュャゅバョャや ロクワ れルゅミるΑルゅョコ
 ヱや るΑルゅミョ)

 るヘΑケセャや るルョコΙや ヶワヱ:
 ラゅッョケ ケヰセ≪- るヤΑャ

 ケキボャや≫- ヵク ラョ ケセバャや
 るィェャや√- ケヰセΙや ュケェャや (

りキバボャや ヱク-ク ヱ るィェャやに
 ュケェョに ゆィケ)

 るルミョΙや るョドバョャや : ( るよバミャや
 るプケセョャやに キィショャや ュやケェャやに
 キィショャや ヵヱよルャやに キィショャやタホΙや  ヴ

- ケもゅシ キィゅショャや)
ͻコヱィΑΙヱや ュヰャやヱョや ヴヤハ ラΑョヤショャや ヴヤハ ¬やキゎハΙや

 ュヰッやケハや ヱや ュワキゅシィや ヱや ュヰシヱヘル
ͻュやケミャや るミもΚョャや ラョ 聴 ¬ゅΑャヱや ヴヤハ ¬やキゎハΙや ュΑケェゎ

¬ゅΑよルΙやヱ サゅルャや ラョ ラΑェャゅタャやヱ ラΑヤシケョャや
ャや るよゅェタャやヱ ヶよルャや れゅィヱコ ヴヤハ ¬やキゎハΙや ュΑケェゎ ュやケミ

れゅョケェ ュΑドバゎ ヶプ サゅルャや ュゅシホや
 聴メィヱコハ:

 ヱヤピャや メワぺ¬ゅヘィャや メワぺ
ͻ ヴボゎャやヱ ンキヰャや メワぺ

 れゅヘャゅカョャや ヶプ ネヱホヱャや ゆゅよシぺΑハケセャや る:
≒- ヴャゅバゎ 聴 ラΑキよ メヰィャや

ͻヶハケセャや ュヤバャや るヤホ
ͻャゅバゎ 聴 れやク ヶプ ュヤハ ケΑピよ チヱカャや ヴ

 ヮゎゅヘタヱ
 れΙコゅルゎャやヱ れゅルワやキョャやヱ ソΑカやケゎャや りケをミ

ͻれゅョケェ ュΑドバゎャ りキΑョェャや ケゅをΙや
ヴャゅバゎ 聴

ͻ ヶタゅバョャや ラハ キゅバゎよΙや
ͻ ゆケ 聴 ラョ ケΑカャや メヱタェ

 ラΑョャゅバャや
 ンヱボゎャやラゅョΑΙやヱ ゅョよ ポショゎャやヱ
 れ¬ゅィヮよ るバΑケセャや りケヰヅョャや.



 ( ヴャや ヱハキΑ ュΚシΙや
 クよルヱ るェゅョシャや ヱヤピャや)

 るェゅョシャや:
 ( ゅョ メクよゆィΑΙ ヶワヱ Κッヘゎ

 ¬ゅヅハΙや ヶプ ゆルゅィャや るャヱヰシ
 サヘルャや ゆΑヅヱヮよ)

ͻ ラΑキャや るェゅョシャ ヶヤをョ ヶョΚシΙや:
ͻ ラΑヤャやヱ るボヘセャゅよ ヮΑよル ヴヤハ 聴 ラゎョや
ͻや ヴャや ゆゅゎミャや メワや りヱハキ ヴヤハ 聴 ゐェ

や ラシェや ヶワ ヶゎャゅよ キΑェヱゎャ

ͻ ヱヤピャや : ( りキゅΑコャやヱ キェャや りコヱゅィョ
 ヱや やクカぺ ゅョク ヱや ゅェキョ ¬ヶセャや ヶプ

 ゅョョ ケをミほよ ゅミケゎ ペェゎシΑ)

ͻ ヶプ ヱヤピャや ゆゅよシぺ ラΑキャや:
    メヰィャや≪-    ュヰヘャや ¬ヱシ

≫-   るハゅヅャゅよ ¬ΚバゎシΙや
√-ンヱヰャや ネゅよゎや

≫- ネゅよヅャや ゆΑクヰゎャ れやケヱキ ュΑドルゎ
ゅヰをェヱペプケャやヱ ラΑヤャや ヴヤハ

√-ヶヰルャやヱ フヱケバョャゅよ ケョΙや
 ケミルョャや ラハ

 ヶプ ヱヤピャや ァΚバャ るヅカ ラΑキャや:
≒- ヶハケセャや ュヤバャや ュヤバゎ
≪¬ゅヅハラΑΑルゅよケャや ¬ゅョヤバヤャ メゅィョャや
ャ りケヱヅカ ラゅΑよ ヱヤピャや



 ( ゲΒヘムわャや リョ ゲΑグエわャやペΒジヘわャやヱ)

 ケヘミャや ヱワ ( チケゎプや ゅョョ ¬ヶセ キヱェィ
聴 ラゅョΑΙや ヮよラゅシヤャゅよ ヱや ゆヤボャゅよ

 ヱやゅョヰよ ゅバョ)

ͻ ケヘミャや ケよミΙや : ( ァケカΑヱ ラゅョΑΙや メタや チボルΑ ゅョ
ͻ ュΚシΙや りケもやキ ラョ ヮよェゅタ

 ヶプ キヱヤカャや ヮャ ゆィヱΑヱ ケゅルャや)
ͻ ラョ ヮョゅシホぺ:
ͻ ゆΑクミゎャやヱ ケゅミルΙや ケヘミ≪- ケゅよミゎシΙや ケヘミ
ͻ≫-  ポセャや ケヘミ√-チやケハΙや ケヘミ
ͻ∽- ¬やコヰゎシΙや ケヘミ∝-チピよャや ケヘミ

ͻ ケヘミャや ケピタΙや :(ゅョ Ι ラゅョΑΙや メタや ヶプゅルΑやΑΙヱァケカ
 ラΑキャや ソボルΑ メよ ュΚシΙや るヤョ ラョ ヮヘバッΑヱ)

ͻ ヮョゅシホぺ :≒- るョバルャや ケヘミ≪- ケΑセバャや ラやケヘミ≫
ͻ- 聴 ケΑピよ フヤェャや√- メゅゎホ ュヤショャや.

 ペシヘャや : ( 聴 るΑタバョ
 ラハ ァヱケカャやヱ ロケョや ポケゎヱ

 ヮルゅェよシ ヮゎハゅヅ ヴャゅバゎヱ)

 ケよミΙや ペシヘャやケピタΙやヱ :シヘャや ペ
 ケよミΙや :ヱワヱ ケよミΙや ケヘミャや フΑキケ

ヘルΑヱ ュΚシΙや ラョ ヮよェゅタ ァケカΑ ヶ
ルャや ヶプ キヤカΑヱ ラゅョΑΙや ペヤヅョ ヮルハ ケゅ

 ケヘミャや フΑキケ  ケピタΙや ペシヘャや
 Ι ヶゎャや るΑタバョャや ヶワヱ ケピタΙや
 Ιヱ ラゅョΑΙや ラョ ゅヰよェゅタ ァケカゎ
ヤシゎ Ιヱ ラゅョΑΙや メタや ラハ ヶヘルゎ ヮよ

 ヮヘタ ュΚシΙや.

 ケΑヘミゎャや ヱワ ( ソカセ ヴヤハ ュミェャや
 ラハ ァヱケカャゅよ ュΚシΙや)

-ペΑシヘゎャや : ソカセ ヴヤハ ュミェャやヮルゅよ
 聴 るハゅヅ ラハ ァケゅカヱ ソゅハ

 ノルやヱョ ケΑヘミゎャや:
≒- メヰィャや≪-   ほヅカャや≫- ロやケミΙや



 ( ケキボャや
 ペヤカヱ
   ラゅシルΙや)

 ンキゅルΑ ラゅミヱ ヶャクヰャや キヱバショ ラよ 聴 キよハ ヱワ ゐΑキェャや ヵヱやケヮョゅよ
 キよハ ュや ラよや ヮャ メゅボΑ

 コゅゎョや ヶゎャや れやコΑョョャや ュワや ラョゅヰよ:
ͻュΚシΙや ヶプ メヱカキヤャ ラΑボよゅシャや ラョ ラゅミ

ͻ ラΑゎケィヰャや るセよェャや ヴャや ケィゅワヮルΑキョャやヱルャや  ヴカや ゐΑェ りケヱルョャや ヶよ
ュやヱバャや ラよ ケΑよコャや ラΑよヱ ヮルΑよ

ͻ るミョ ヶプ ュΑケミャや ラやケボャゅよ ケヰィ ラョ メヱや
ͻメィヱ コハ 聴 ゆゅゎミよ るよゅェタャや ュヤハや

 ヶよルャや ノョ れやヱコピャや ノΑョィ キヰセ ヮΑヤハ 聴 ヴヤタ ュヤシヱ.

ͻ れゅョヤミャや れやキケヘョ ヮΑャゅゎャや:
 ノョィΑ :     ゐミョΑヱ ケキボΑ

 ヮボヤカ :      ヮボヤカ りキゅョ
 ラヅよ : ュΙや ュェケ

 るヘヅル :   ラゅシルΙや ヮルョ ラヱミゎ ヵクャや ヵヱルョャや ラやヱΑェャや
 るボヤハ :ュェケャや ヶプ ペヤバΑ キョゅィ ュキ
 るピッョ :     ヒッョΑ ゅョ ケキボよ ュェヤャや ラョ るバヅホ
 ヮヤィぺ : ロケョハ りキョ

 ペヤカ メェやケョ ラゅシルΙや:
 るピッョ ュを ヮボヤハ ュを るヘヅル

 ュを ゅョゅドハ ュをヱシミゅョェャ ュゅドバャや

ͻ れシΑャ りケよバャやロケをミよりケよバャや ゅョルや メゅョハΙや ゆ :
ケョバャやヱ メョバャや るョゎゅカ

ͻ 聴 ケョほΑ ゅョ るミもΚョャや ゆゎミゎヮよよ ペヤバゎョ りゅΑェ
 キバよ ラΑルィャや ケヱケョ :≒≪≡ュヱΑ



 ( 聴 りゲΒビ   ヴャゅバゎ)

 ヶゎャや れやコΑョョャや ュワやヱ ゐΑキェャや るΑヱやケ
 れコゅゎョやゅヰよ:

 ヶワるセもゅハ ヶよや れルよ ラΑルョぼョャや ュや
聴 ヴヤタ ヶよルャや ァヱコヱ ペΑキタャや ケミよ

 ヮΑャや ヮィやヱコや ゆェや ュヤシヱ ヮΑヤハ
 ュワぺ ゅヰゎやコΑョョ:

ͻ ベヱプ ラョ ヮャヱシケ ラョ 聴 ゅヰィヱコ
 れやヱョシ ノよシ

ͻ ゅワケΑビ やケミよ ヶよルャや ァヱコゎΑ ュャ
ͻ ヶよルャや ¬ゅシル ュヤハや ヶワ

 ヮョΚミ ヶよルャや ぺキよ ¬やキルよ (Α ゅ
 るョや キョェョ: )

ヵキゅルΑ ゅョミ ベゅヘセΙや ヴルバョャ
 ヮルよや ゆΙやるΑョワΙヱ ケョΙや

 ケΑクェゎ ュゅボョ ュゅボョャや ラヱミヱ
 フΑヱカゎヱケゅバセやヱΑケミゎャゅよ ュ.

ͻ れゅョヤミャや フキやケョ るΑャゅゎャや:
 るョや ゅΑ キョェョ : ラョやヱ ベキタ ラョ ゅΑ
ヮャゅシケよキョェョ
 ケΑビぺ :メタェΑ ケΑピゎ ヶワヱ ロケΑピャや

 るΑョェャや ラョるヘルΙやヱ
 ロキよハ : ヱや ラゅミ やケェ ラゅシルΙや ヱワ
 ゅボΑホケ
 ヮゎョぺ : るョΙや : るミヱヤョョャや りぺケョャや



 ( ヶプ サゅヨピルΙや リョ ケグエャや   ゅΒルギャや)
 ヵヱやケ ゐΑキェャや:

ヶゎヘョ るよヤバを ラよ ラゅルシ ラよ ポャゅョ ラよ キバシ ヱワ
 るルΑキョャやに ヶよルャや ノョ やコビ≒≪りヱコビ

 ベキルカャや キヰセヱ
 るバΑよヱ ラやヱッケャや. りケッカャゅよ ゅΑルキャや メヱシケャや フタヱ

∨ りヱヤェャや
- ゅヰルシェャ ゅョや ヱワ ヮよセゎャや ゆよシ

 るハケシ ヱや ゅヰゎクャヱ ゅヰゎケゅッルヱ サヱヘルヤャ
ヰもゅルプ ゅ.

 れやクヤョヱ ゅΑルキャや れやクヤョ りケカΙや:
 れやクヤョ ゅΑルキャや : るΑルゅプに ラョぼョヤャ ラヱミゎ ケプゅミャやヱにΙ

 れΙゅィョャや メミ ヶプ ラヱミゎ
 れやクヤョ りケカΙや :ヮΑホゅよ Ι ヴルヘゎ _ ラΑルョぼョヤャ ラヱミゎ ヅボプ

に れΙゅィョャや メミ ヶプ

ͻ ケヅゅカョ ヅΚゎカΙや:
ͻ るョケェョャや れゅホΚバャや ラΑヱミゎ

ͻ メΚカΙやゅヰョゅΑボよ るΑゅハケャや ヶプ るΑシゅシΙや ゅヰゎョヰョよ
ノョゎィョャやヱ るΑケシΙやるΑ



 ( 聴 ヶッケ ろΒらャや メや るらエョ   ユヰレハ)

 メへ∨ れΑよャや
 メへ ヶヤハに ケヘバィ メへ

に メへメΑボハに メへサゅよハ-
 ヮΑヤハ 聴 ヴヤタ ヶよルャや れゅィヱコュヤシヱ.

ゅョゅミェや ュヰルハ 聴 ヶッケ れΑよャや メΓ
 るボヤバゎョ るタゅカ ュヰよ..ヶワ:

≒-るホキタャや ュヰャ メェゎ Ι キョェョ メや
≪- ュヰΑヤハ りΚタャや るΑハヱケセョ
≫- サョカャや ヶプ ュヰボェ
√- メヱシケャや ゆシル ラゅよ ュコゅィャや ラΑボΑャや

 ゆケバャや ゆゅシルや フケセや ラョ ヮゎΑケクヱ

 聴 ヶッケ れΑよャや メや ノョ ゅルよィやヱ ュヰルハ:
≒- るよェョャやヱ りΙやヱョャや ペェ
ͻ ュヰルハ ネゅプキャや
ͻ ュヰよ ペΑヤゎ るャコルョ ュヰャやコルや



 ( 聴 ヶッケ リΒジエャやヱ リジエャや   ゅヨヰレハ)
ャや ラよ ラシェヤャ るΑゎやクャや りケΑシ ヶヤバャや.∨

 ヶよや ラよ ヶヤハ ラよ ラシェャや キョェョ ヱよや ヱワ
 ヮゎルゅェΑケヱ メヱシケャや ヅよシ  ゆャゅヅケΑョやヱ

 キΑシヱ ¬やケワコャや るョヅゅプ ラよや ラΑルョぼョャや
 メワや ゆゅよセ るルィャや.

∨ヮルハ 聴 ヶッケ ラΑシェャや ベΚカや ュワぺ
 ペェャや ヶプ るハゅィセャや ロキィ ラョ ゐケヱ

 キゅヰィャやヱゆゅヰΑΙヱ れヱョャや
 ヮゎキゅよハ : アェャやヱ りΚタャやヱ ュヱタャや ケΑをミ

 アェ メΑホヱ≪∽ ゅΑセゅョ るィェ

 聴 ヶッケ ラシェャや れゅヘタ ヮルハ"
セョ ラヱヤャや チΑよや ΚΑョィ ゅョΑシヱ やキΑシ ラゅミ ゅよケ

 フΑをミ ラΑキカャや メヰシ ラキよャや ラシェ りケョェよ
 ケΑタボャゅよ Ιヱ メΑヱヅャゅよ サΑャ るΑェヤャや

* 聴 ヶッケ ラシェャや ベΚカや ュワぺ ヵキキェ ヮルハ:
≒- ヮゎキゅよハ : ケΑをミロΚタャや アェャやヱ ュヱタャやヱ

 アェ メΑホヱ≒∽ りケョ- るプΚカャや ヶプ やキワコ
 ゅΑルキャやヱ≪-ュケミャやヱ キヱィャゅよ フタゎΑ

 ラΑシェャや メゎホセゅバャや ヶプ ケ
 ュケェョ ラョ ヶプ るボヅルョ

ミ ¬Κよケ
 ヶプ ラΑシェャや メゎホバホやヱ る.

 フヅャや



 ( るヘΒレェ ヲよぺラゅヨバレャや聴 ゅヨヰヨェケ ザルぺ リよ マャゅョヱ
  ヴャゅバゎ)

 ゆワやクョャや るΑヰボヘャや" るハヱョィョ
ヶゎャや るΑハケセャや ュゅミェΙや

 ラヱキヰゎィョャや るョもΙや ゅヰヅよルゎシや
 ゅヰゎャキや ラョるΑヤタヘゎャやャや ヶプ ゆゅゎミ

 るルシャやヱ"

や るヘΑルェ ヱよや ュゅョΙラゅョバルャや∨
 ヱワラゅョバルャや ラよ れよゅを ラよヶヅヱコラゅミ ヶシケゅヘャや

プヱミャゅよ キャヱ ヶシケゅプ メタや ラョ メよゅミ メワや ラョ ロキィ る
 ロヱよや ラゅミヱ ほセルメピゎセΑ コカャや りケゅィゎ ヶプ

 メョバプゅヰよ.

れゅヘタコケよぺ ヱよや ュゅョΙや るヘΑルェ:
≒-Αタよャや クゅヘルヱ メボバャや ¬ゅミクよ コΑョゎΑ りケ

≪-サヘルャや ヵケを
ͻ るルゅョΙや ュΑドハ

 りキゅよバャや ケΑをミ ポシルゎャや キΑキセ

 ュゅョΙや れゅヘャぼョ ュワやるΑヘΑルェヱよや:
-や ケよミΙや ヮボヘャ
にヮャゅシケ ュヤバゎョャやヱ ュャゅバャや
に るΑケキボャや ヴヤハ キケャや ゆゅゎミ

ョΙや るΑタカセ れバルタ ヶゎャや メョやヱバャや ュゅ
 ヮョェケ サルぺ ラよ ポャゅョ 聴:

≒-ョャや るルΑキョャや ヶプ ヮΑョヤバャや るもΑよャや りケヱル
≪-ヮェャゅタャや ヮゎケシや

≫- ュヤバヤャ ヮよェヱ ヵケヅヘャや ロキやキバゎシや

 ュゅョΙや れゅヘタ ュワや ポャゅョ:
≒-ヤハ 聴 ヴヤタ メヱシケャや ゐΑキェ ロケΑホヱゎ ヮΑ

 ュヤシヱ
≪- ペェャや ヶプ ヮゎヱホ

≫-るよゅェタャゅよ ヶシほゎャや ヶプ ヮゎキセ

ͻ ュゅョΙや れゅヘャぼョ ュワや
 ポャゅョ”≒-  ほヅヱョャや

≪- ヶプ るャゅシケ
          ケキボャや

 やヱドヘェ ラΑクャや ¬ゅョヤバャや ロゅィゎ ゅルよィやヱラΑキャや:
≒- ュヰゎケΑシ ュヤバゎル ラや

≪-ュヰハケヱヱ ュワやヱボゎ ヶプ ュヰよ ヶシほゎャや
≫-¬ゅョヤバャや サャゅィョ ヴヤハ メゅよホΙや

√- ペェャや るョヤミよ ポショゎャや



 ( 聴 ゅヨヰヨェケ モらレェ リよ ギヨェやヱ ヶバプゅゼャや   ヴャゅバゎ)

 ュゅョΙや ヶバプゅセャや:
ラよ キョェョ 聴 キよハ ヱよや ヱワ

 サゅよバャや ラよ サΑケキや
 りコビ ヶプ キャヱ ヶバプゅセャや
ゆヤヅ ヶプ キワゅィ ラΑヅシヤヘよ
 るシやケキ ヴャや ヮィゎやヱ ュヤバャや
 ドヘェ ゐΑキェャやヱ ヮボヘャや

 ケセハ ラよや ヱワヱ ほヅヱョャや
 ラΑルシ

 ュゅョΙや れゅヘタ コケよぺ ヶバプゅセャや:
 るヰΑキよャや ケッゅェ ケミヘャや ペΑョハ ゅΑプヱ ラゅミ
 やコΑョゎョ サヘルャや フΑヘハ りケゅよバャや メヰシ

 るルΑミシャゅよ

 ケゅをへ ュワや
 ヶバプゅセャや

るΑョヤバャや:
 ゆゅゎミ

 るャゅシケャやに
ュΙや ゆゅゎミ

 るΑゎやクャや りケΑシャやュゅョΚャ ラよ キョェや∨ メよルェ
 ヱよや ヱワ聴キよハ メよルェ ラよ メΚワ ラよ キョェや
ヶルゅよΑセャやヶヤもやヱャやルャや ノョ ヮよシル ヶボゎヤΑ ヶよ

ヱ キバよ ヮゎΑゅハケよ ヮョや れヤヘミゎ キやキピよ ヶプ キャヱ りゅプ
 ロキャやヱ

 キョェや ュゅョΙや フタゎや
 メよルェ ラよれゅヘタよ:

≒-     ヮハケヱヱ ロキワコ
≪-                   ヮバッやヱゎ
≫-ヮシヘル るヘハ



 メよルェ ラよ キョェや ュゅョΙや ゆボャ⇒よ ( メワや ュゅョや るルシャや )∨
ヮルΙ ゐΑキェャや ¬ゅョヤハ ラョ ヴボヤゎ ュゅドバャや ( ヵケゅカよャや ュヤショヱ )

ヮルΙヱ るルシャや メワΕ ケゅタゎルΙや ヮΑヤハ ゆヤビ

ゅヰャ チケバゎ ヶゎャや るルェョャや メよルェ ラよ キョェや ヶワ :メヱボよ ¬ゅョヤバャや ラヱョほョャや ュゅョΙや ュやコャや
 ポャクよ ケホやヱ ュタゎバョャや ¬ゅィ ヮゎプΚカ キバよヱ ュΑキボよ サΑャヱ ゐキゅェ ヮルやヱ ベヱヤカョ ラやケボャや ラや

 ヮΑぺケ ラハ ノィケΑ ュャヱ れよをプ ヮルィシヱ ロキヤィよ ケョほプ ポャク メよルェ ラよ キョェや チプケプ
ヮゎゅΑェ ヴャや キョェや ュゅョΙや キゅハヱ ュΚミャや メヅよほプ メミヱゎョャや るヘΑヤカャや ¬ゅィ ヴゎェ

 ヶゎヘΑャ ゐキェΑヱ.

 キョェや ュゅョΙや ケゅをや ュワや るΑョヤバャや:
 ( ュゅョΙや キルショ キョェや) ( ノョゅィャや ) ( ヶルピョャや)



れゅハケよゎャやヱ ベゅプケΙや キヱボハ
 ベゅプケΗや キヱボハ:

( ケキボャやヱ るヘタャや ヶプ ヮャ ヵヱゅショャや メキよャや キケ ヶワ ∩
 メよゅボョ ノヘル ケΑビ ラョ ラゅシェΗや チェョ ゅヰよ キやケΑヱ) メをョチケボャや キボハ

 るΑケゅバャやヱ
 ベゅプケま キヱボハ れΑョシヱ:バャや フやケヅぺ キェほよ ペプケャや ゅヰルョ キタボョャや ラΕ キボ

  . れゅハケよゎャや キヱボハヱ:
 ヶワ ( ベゅプケΗやヱ ラゅシェΗや ヮルョ キタホ キボハ メミ ) メをョ:

ペプケャや ケヱタ ラョ りケヱタ ヶワヱ るΑタヱャやヱ るホキタャやヱ るよヰャや
ュヤショャや ノョゎィョャや ヶプ ュェやケゎャやヱ.

 ポャクよ れΑョシヱ: ロケΑピャ ポヤョΑ ゅョハ メコゅルゎΑ キホゅバゎョャや ラΕ∩
 ヮよ ゅハケよゎョ ラゅミプ .



チケボャや
 ヱワ( ヮよ ノヘゎルΑ ラョャ メゅョャや ポΑヤョゎ ∩  ヮャキよ キケΑヱ  )

 チケボャや るェタ ヅヱケセ :
≒- ヮハケよゎ ウタΑ ラョョ チケボョャや ラヱミΑ ラや

≪-ネヱプキョャや メゅョャや ケキホ るプケバョ



 るΑケゅバャや

 ヶワ るΑケゅバャや:
 ( チヱハ Κよ ロケΑピャ ヮミヤョ ノプゅルョ ポャゅョャや るェゅよま. )

ゅヰΑプ ゆビケヱ ュΚシΗや ゅヰΑャま ゆキル ヶゎャや ケよャや メゅョハぺ ラョ メョハ るΑケゅバャや

 るΑケゅバャや るェタ ヅヱケセ:

≒- ケΑバョャや るΑヤワぺ
≪-ケΑバゎショャや るΑヤワぺ

≫- ゅェゅよョ ノヘルャや ラヱミΑ ラや
√- りケゅバョャや ラΑバャや ¬ゅボよ

ゅヰプΚゎや ュキハヱ るΑケゅバャや ヴヤハ るドプゅェョャや ケΑバゎショャや ヴヤハ ゆィΑ



 るよヰャや:
 ( ュヱヤバョャや ヮャゅョ ポΑヤョゎよ ¬ケョャや ネケよゎ ヶワ ∩ キヱィヱョャや ∩ ロケΑピャ ヮゎゅΑェ ヶプ. )

 るよヰャゅよ ペヤバゎゎ ュゅミェぺ:
≒- ゅヰΑプ ゆヱビケョ るルシ るよヰャや

≪- チプケ ¬ゅセ ラやヱ メよホ ¬ゅセ ラや ケゅΑカャや ヮャ ゆヱワヱョャや
≫-コヱィΑΙ るよヰャや ヶプ ネヱィケャや ゆワやヱヤャ

√- るΑヅバャやヱ るよヰャや ヶプ ¬ゅルよΕや キェや メΑッヘゎ コヱィΑ Ι



るホキタャや(Αピよ ヮィゅゎェΑ ラョ りゅΑェャや ヶプ メゅョャや ポΑヤョゎ ヶワ ケ
 チヱハ ∩ ⇒ ヴャゅバゎ ⇒ 聴 ヴャま ゅよケボゎ)

 れゅホキタャゅよ サゅルャや ヴャヱぺ :
≒- ヮヤワぺヱ ベキタゎョャや キΙヱぺ

≪- ュゅェケΙやヱ ¬ゅよケホΙや

≫-ウセゅミャや ュェケャや ヱク
√- ラΑミゅショャやヱ ¬やケボヘャや

 るホキタャや メゅヅよま:
❑ ケΑボヘャや ヴヤハ るルョャや
❑メΑョィャゅよ ロケΑミクゎ ヱぺ

❑ ンクΕや ラョ ヮΑヤハ ベキタゎャや メよゅボョ メョハ ヵほよ ヮヘΑヤミゎ ヱぺ.
 るホキタャや メヅよΑ ンクΕや ュヱョハヱ

ラョ ベキタゎゎ ラや りぺケョヤャ
 ラゅミ ラや ゅヰィヱコ メゅョ

 やケΑシΑ..



 ポヲレらャやゅヰハやヲルやヱ ゅヰレョ ュΚシΙや ブホヲョヱ

 フΑケバゎ ポヱルよャや:
 (ヮΑプ ドヘェΑ ラゅミョ

 ヶプ ュヰャやヱョや サゅルャや
 ゅヰルヱキケゎシΑヱ ラゅョや

 ラヱィゅゎェΑ ラΑェ
ゅヰΑャや)

 ネやヱルぺ ポヱルよャや:
≒- るΑコミケョャや ポヱルよャや
≪- るΑケゅィゎャや ポヱルよャや
≫- るΑョΚシΙや ポヱルよャや

 ュシボルゎヱ ヴャや:
≒- るΑョΚシや ポヱルよ

 るΑケゅィゎ
≪- ケゅカキΙや ポヱルよ
≫- るΑハゅョゎィや ポヱルよ
√- るΑョルゎャや ポヱルよ

 ポヱルよャや ソもゅタカ
 るΑョΚシΙや:

≒- ュやコゎャΙやュゅミェゅよ
 るバΑケセャや

≪-もゅヘャゅよ メョゅバゎャや ュキハ りキ
≫- るミやケセャや ぺキよョ ¬ゅシケや

 りケゅシカャやヱ ウよケャや ヶプ
√-メプゅミゎャや ぺキよョ ¬ゅシケや

 ヶハゅョゎィΙや

•ΑョΚシΙや ポヱルよャや ケヱキ る
や るΑョルゎャや ヶプ  :

≒- ペΑキゅルタ りケやキや
 りゅミコャや

≪- れゅハケよゎャや ュΑキボゎ
 れゅよヰャやヱ

≫-ヱキよ チヱケホ ュΑキボゎ ラ
 りキもゅプ ( チヱケホるルシェ)

√- ペΑキゅルタ りケやキや
 れゅハヱケセョヤャ るタゅカ

 るΑケΑカャや るΑハゅョゎィΙやヱ)



ヮボヘャや フホヱョ
 ラョ ヶョΚシΙや

 ポヱルよャや:

≒- りキハゅボャや ヶプ ュキボゎ
 るΑヰボヘャや (ヶプ メタΙや

 れΚョゅバョャや るェゅよΙや)

≪-ヴヤハ ポルよャや ヅゅセル ュゅホ やクや
 メョゅバゎャやヵヱよケャやゅセル ラヱミΑ ヮヅ

 ゅョケェョ ヮバョ メョゅバゎャやヱ ゅョケェョ
 ペェョ ゆゅよシや ュドハや ラョヱ
 ゅよケャや ヶヅゅバゎ メゅョャや るミケよ

≫- るバΑケセャや キハやヱホ ヮΑヤハ れャキ ヵクャや
ゅヰゎャキやヱョゅバゎゎ ヶゎャや ポヱルよャや ラや るョゅバャや メ

 るバΑケセャや フャゅカゎ Ι ヶゎャや ベケヅャゅよ
プや ノョゎィョヤャ ゅバヘル ペボェゎヱ るΑョΚシΙや メッ
ヴャや ウよケゎ ヶゎャや ゅヰゎΚΑをョ ラョ ケΑをミよ ウよケャや

 ヅボプ ヵキゅョャや

√- ヱワ ラΑョヤショャや ヴヤハ ゆィヱゎΑ
ゎΚョゅバゎヱ ュヰゎゅΑキゅタゎホや るΑボルゎ ュヰ

ョ ゅよケャや ヶプ ゅョャ ゅよケャや ラョ るΑャゅョャや ラ
 れゅミケよャや ペェョメやコルやヱ聴 ゆッビ

 ラΑよやケョャや ヴヤハ ヴャゅバゎ



 ヴョハΙや キΑヤボゎャや

キΑヤボゎャや:
ヱぺ メヱホ ヶプ ロケΑビ ラゅシルΗや ノよゎΑ ラぺ ヱワ
 ケΑビ ラョ ポヱヤシ ヱぺ キゅボゎハや ヱぺ メバプ

ケドル Ιヱ メΑャキ
ヶハヱヱ ポやケキま ラヱキヱ メョほゎ Ιヱ.

 ネゅよゎΙや  :
  ゅΑミゅェョ  ¬ケョャや ヮヤバヘΑ ゅョ ヱワ

よ ヱぺ  ケΑミヘゎよ   ロケΑビ ヮΑプ メΑャキ.

ヴョハΕや キΑヤボゎャや:
ロケΑビ ヮΑプ ゅΑミゅェョ  ¬ケョャや ヮヤバヘΑゅョ ヱワ

ヘΑ ゅョ  るボΑボェよ  ュヤハ ヱぺ   ケΑミヘゎ ラヱキ ヮヤバ
 ヮゎヘΑドヱ ラハ メボバヤャ メΑヅバゎ ヱワヱ.

 ヴョハΙや キΑヤボゎャや ケワゅドョ:
≒-ヤよ ヱや ゆワクョ ヱや ュヱボャ るΑよタバャや キ
≪-¬ゅシルャや ァケよゎ
≫- メゅヘゎェΙやキゅΑハゅよケゅヘミャや
√- キΑヤボゎュヰシゅよヤよケゅヘミャや
∽-  ゆΚミャや るΑよケゎ

 キΑヤボゎャや ラハ ヶヰルャや ラョ るョミェャや
 ヴョハΙや :

國.  るΑタカセャや ラやキボプ  ヴャま ヵキぼΑ ヮルΕ.
圍. ベΚカΕやヱ メΚェルΙやヱ  るハヱΑョャや  ヴャまヱ

りキシゅヘャや.
圓. るャヱィケャや メゎホヱ  りケミやクャや   フゅバッま  ヴャまヱ

るヘバャや ラハ キバよャやヱ.



 莠擣渫巍 憖瑣棣暘弭棔巍 幀帙珎抻嶼

 楸湃抻湫巍 檗暘瑣暘悸狆 椚橇惡棔巍

 橈恃欷楙棔巍 楸湃擣渫巍

 擂巍戌旙棔巍 檗棣秬拉楮

慳帙楙棔巍 楸憖暘弭棔帙狆 懆帙橇弩槝渫巍 殞
 舍 臧茲戌攘棔巍

幀帙瑣擯楙廚 舍 脩茱棔巍 檍檳憖暘棔巍 椚弸
 渺 戌楮巍



≒-プ  るΑケタバャや  るΑルボゎャや  メもゅシヱャや  メΚピゎシや  ゐよ ヶ
 るΑケミプヱ るΑプゅボを アョやケよ.

≪-ヶプ ポケゅセΑ るヤョゅミ るヰィやヱョ るΑィΑゎやケゎシや ノッヱ
ゅワクΑヘルゎ :ョΑヤバゎャや れゅヰィャやヱ ∩るシケキョャやヱ ∩れΑよャや ∩るΑ

 コゅヰィャやヱ ∩るΑキゅセケΗやヱ ∩るΑヱハキャや れゅシシぼョャやヱ
ポャクミ ヶルョΕや.

≫-タ るΑハケセ るΑョΚシま るもセルゎ キケヘャや るもセルゎ るェΑェ
ャ ラヱミΑ ゐΑェよ ∩ゅ ⇔ョΑヤバゎヱ るΑよケゎ ∩ケピタャや クルョ ヮΑキ

 るΑゎやクャや るルゅタェャや.

√- ュワケヱキよ ゅワヱケミヘョヱ るョΕや ¬ゅョヤハ チヰルΑ ラぺ
 ュゅョコよ やヱミショΑ ラぺヱ ∩ュヰゎョぺヱ ュヰゎゅバョゎィョ ロゅィゎ

 ヴヤハ ゅヰΑヰィヱョヱ ゅヰゎキゅホ やヱルヱミΑヱ 聴 ヴャま りヱハキャや
ウャゅタャや るョΕや ロクワ フヤシヱ メヱシケャや ヵキワ.

∽- ラゅミョミ ロケヱキ りキゅハまヱ キィショャや るャゅシケ メΑバヘゎ
ゅシほよ ∩ラΑョヤショャや るョゅバャ ヶハケセャや ュヤバャや メゅタΑΗ ゆΑャ
 れェゎヱ ∩ケタバャや フヱケド ノョ るよシゅルゎョヱ りケΑショ

ュΑヤシ ヵヱよケゎヱ ヶョヤハ フやケセま.



サョカャや れやケヱケッャや ヴヤハ るドプゅェョャや

 ラΑキャや : ヶヰャΗや ヶェヱャや ヱワ
ヵクャや ヱワヱ メシケャや ヴヤハ メコルΑ ヵクャや

 ラハ キΑセケャや ケヱタゎャや ヶヅバΑ
シルΙやヱ りゅΑェャやヱ ラヱミャやヱ ペャゅカャや ラゅ

 ラョ ラΑキャや ヴヤハ ドプゅェ ュΚシΗやヱ
 メΚカ :

≒- ヮバもやケセヱ ラΑキャや ラゅミケや キキェ
≪- ゅドゅヘェ ラΑキゎケョャや メゎホ ネケセ

 ラΑキャや ヴヤハ
 サヘルャや :Αケセよャや サヘルャや 聴 ドヘェ る

 ュΚシャや ヮΑヤハ ュキΙ るミもΚョャや キィシぺヱ
 サヘルャや ヴヤハ るドプゅェョヤャヱ  :

≒-サヘルャや ヴヤハ ¬やキゎハΙや ュΚシΗや ュケェ
 メゎボャゅよ

≪- ラハ ネゅプキャや ペェ ラゅシルΙや ヴヅハや
 ヮシヘル

≫- るバΑケセャや れヤヘミゎュΑドルゎよよェΕや メやヱ
 ベΚヅャやヱ ァやヱコャゅミ るΑタカセャや

 メボバャや :ヶゎャや るΑミやケキΙや りヱボャや ヱワ
ャや ポやケキや ゅヰよ ラゅシルΙや ノΑヅゎシΑ ュヱヤバ

フΑヤミゎャや ヅゅルョ ヱワヱ メΑタェゎャやヱ
 ヮΑヤハ るドプゅェョヤャヱ:

≒- ケョカャや ゆケセ ュΚシΗや ュケェ
≪- ゆワクや ラョャ るヤョゅミャや るΑキャや ゆィヱや

ソカセ メボハ
≫- ュヤバャや ヴヤハ ゐェ

 ヱワ メゅョャや :ヱシ ラゅシルΙや ヴルゎボΑ ゅョ メミ ¬や
ッヘャや ヱや ゆワクャゅミ るバヘルョ ヱや ゅルΑハ ラゅミ る
 ヮΑヤハ るドプゅェョヤャヱ ゅハケセ るョΑホ ヮャ ゅョヱ:

≒-メΚェャや ゆシミャや ヴヤハ ゐェ
≪- ネゅヘゎルΙや ケョやメやヱョΙゅよ

≫-メヅゅよャゅよ サゅルャや メやヱョぺ メミや ュケェ
√- ノヅホヱ るホケシャや キヱキェ ラョ キェ

 ペΑケヅャや

√- チケバャやヱ メシルャや:
 ヮΑヤハ るドプゅェョヤャ:

≒-ゅョゅミェや るΑョΚシΗや るバΑケセャや れバッヱ
 るョヤショャや りケシΙや ドヘェャ るボΑホキ

≪- ヴャや ヵキぼΑ ゅョ メミ ュΚシΗや ュケェ
 るセェゅヘャや:

≒- ケタよャや チピよ ケョや
≪- るェプゅタョ ュケェりやケョャや るΑよルィΕや

≫-ヅΚゎカΙや ノルョ



るョヤショャや るΑタカセャや れゅョシ
 ヶワ るΑタカセャや :ハゅョゎィΙやヱ るΑョシィャやヱ るΑヤボバャや れやケキボャやヱ れゅヘタャや ネヱョィョ るΑ

  ロケΑミヘゎヱ キケヘャや ポヱヤシ ヶプ サミバルゎ ヶゎャや

るΑタカセャや れゅョシ コケよぺ
 るョヤショャや:

≒-サヘルャや るΑミコゎ

≪- るΑヱヰャゅよ コやコゎハΙや
 るョヤショャや

≫-ゆャゅヅョ ラΑよ ラやコゎΙや
 りケカΙやヱ ゅΑルキャや

プ るΑョΚシΗや るプゅボをャや ケをぺ ヶ
 るΑタカセャや ラΑヱミゎ:

≒- れゅヘタ ラやケボャや ソカャ
ケヘャや りケヱシ ヶプ ラΑルョぼョャや ラゅホ

≪- ゆゅェタぺ メヱシケャや ゥキョ
ベΚカΙや

≫-メィケャや ノョ ヶよルャや フホヱョ
 キィショャや ヶプ メゅよ ヵクャや

 キルハ るΑヱシャや るΑタカセャや
 サヘルャや ¬ゅョヤハ:

≒-メΚカ ラョ ゅヰよェゅタ ヮィヱゎ
 むキゅよョ

≪-バシャゅよ ゅヰよェゅタ サェΑ りキゅ
≫- るヰィやヱョ ヴヤハ やケキゅホ

 れゅョコΙや
√- ラΑヱミゎ ヴヤハ ケキゅホ

 るΑハゅョゎィΙや れゅホΚバャや

 るΑタカセャや ケゅをへ ラョ
るョヤショャや:

≒- サゅルャや ラΑよ ラヱゅバゎャや
≪-サゅルャゅよ ヅΚゎカΙや
≫-サゅルャや ラΑよ ゥΚタΗや

√- ュヤバャや ゆヤヅ
∽-ラヅヱャや ラハ ネゅプキャや
∝- るΑャヱぼショャや メョェゎ



ュΚシΗや ヶプ るΑャヱキャや れゅホΚバャや

 ヶワ るΑャヱキャや れゅホΚバャや : ヶゎャや るΑィケゅカャや れΚタャやヱ れゅホΚバャや ネヱョィョ ラハ りケゅよハ
  れゅハゅョィャやヱ メヱキャや ラョ ゅワケΑビ ノョ るΑョΚシΗや るャヱキャや ゅヰョΑΑボゎ

 るΑャヱキャや れゅホΚバャや りほセル:
≒- ゆゎミャや メヱシケャや メゅシケや

 メもゅシケャやヱ
≪- ノョ れやキワゅバョャや ラョ キΑキバャや ュやケよや

るΑョΚシΗや ケΑピャや メヱキャや
≫-ャヱキャや ヶプ れゅホΚバャや れバシヱゎ る

 るΑシャキルΙや

ΚシΗや ヶプ るΑャヱキャや れゅホΚバャや フやキワぺ ュ:
≒-るャヱキャや るΑゅョェ

≪-るャキゅよゎョャや ウャゅタョャや るΑゅハケ
≫-ポケゎセョャや ラョΙや

√-るΑョΚシΗや りヱハキャや ケセル
∽- るョヤショャや れゅΑヤホΕや るΑゅョェ



 ヶプ るΑャヱキャや れゅホΚバャや ソもゅタカ
 ュΚシΗや:

≒- ケキゅタョャや ォヱシケヱ れゅよを
≪-ョもゅホ るΑルΑキ るピよタよ ゅヰビゅよタや る

ウョゅシゎャや ヴヤハ
≫-フΑΑミゎャや ヴヤハ りケキボャやヱ るルヱケョャや

れやケΑピゎョャやヱ れやキィゎショャや ノョ
√-ネゅシゎΙやヱ るΑャヱョセャや



 るヰよセ (Αシャや キェよ ケセゎルや ュΚシΗや ラや フ)
 るヰよセャや ヴヤハ キケャや:

 ュゅヰゎやΚシΙや メヅゅよ フΑシャゅよ ケセゎルや ヮルゅよュΚシΙゅプャ ロケミΑ ュ
ヮホゅルゎハや ヴヤハ ゅルゅシルや ケよィΑ ュャヱ キェや

 ヴャゅバゎ メゅホ (ラョ キセケャや ラΑよゎ キホ ラΑキャや ヶプ ロやケミや Ιヶピャや )


