
 

＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠

＠＠＠｣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ＯＶ＠＠＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠Ｌ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠Ｊ

ｨｴｴｰｳＺＯＯｫｷ･､ｵｦｩｬ･ｳＮ｣ｯｭＯＶｳ｣ｩ･ｮ｣･＠＠＠＠＠

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

ｨｴｴｰｳＺＯＯｷｷｷＮｫｷ･､ｵｦｩｬ･ｳＮ｣ｯｭＯＶｳ｣ｩ･ｮ｣･Ｒ＠＠＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠ ＠ ＠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｡､･Ｖ＠＠＠＠＠

｢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/6
https://www.kwedufiles.com/6
https://www.kwedufiles.com/6science
https://www.kwedufiles.com/6science
https://www.kwedufiles.com/6science2
https://www.kwedufiles.com/6science2
https://www.kwedufiles.com/grade6
https://www.kwedufiles.com/grade6
https://t.me/kwlinks_bot
https://t.me/kwlinks_bot
https://t.me/kwcourses
https://facebook.com/groups/grade6kw
https://facebook.com/grade6kw
https://t.me/joinchat/EO3lbhZl1JVzOtkRmeJhPQ
https://t.me/kwfiles_bot
https://t.me/kwcourses
https://t.me/kwcourses
http://www.tcpdf.org




 

 

 

      るヤョゅミ モヨィ ヶプ ヶゎほΑ ゅヨハ ょィぺ :

サ1 :  リョ モミ るΒヨワぺ ゲミクぺ -:

 るΒヤガャや ¬ゅゼビ ش るΒヤガャや ケやギィ ش りやヲレャや شュコΚよヲわΒジャや 

 キやヲヨャや ァヱゲカヱ メヲカキ ユΒヌレゎヱ るΑゅヨエヤャ るΒヤガャや ¬ゅゼビش ユΒハギゎヱ るΑゅヨェ るΒヤガャや ケやギィ ش ヴヤハ ヵヲわエゎ ュコΚよヲわΒジャや 
 るΒシゅシΕや キやヲヨャやヱ れゅΒツバャや ノΒヨィ 

サ2 -: ゅボΒホキ ゅΒヨヤハ ΚΒヤバゎ ヶゎゅΑ ゅヨャ モヤハ-: 

リΒわョヱ ブΒんミ ょΒミゲわよ るΒヤガャや ケやギイャや ゴΒヨわΑ. 

 るャゅトわシΙや ヴヤハ れゅらレャや りギハゅジョヱ ユΒハギわャやヱ るΑゅヨエヤャ        

サ3 -ゅΒヨヤハ ゅヰらシゅレΑ ゅヨよ るΒャゅわャや れやケゅらバャΚヨミぺ :

 - フゲバΑ りキゲイヨャや リΒバャゅよ ンゲゎ Ι ヶわャや やギィ りゲΒピダャや ¬ゅΒセΕや るΑぼゲよ ウヨジΑヱ りゅΒエャや ユヤハ るシやケキ ヶプ るΒシゅシぺ りやキぺ
 ⇒⇒よゲヰイヨャや 

- るΒレΒバャや るシギバャやゲヌレゎ ヴわャや るシギバャや ヶワ リΒバャや ゅヰャΚカ リョ  ゅヰダエプ キやゲヨャや るレΒバャや るΑぼゲャ モカやギャや ヴャま . 

 -ヶワ るΒエャや れゅレもゅムャや ヶプ るΒもゅレらャやヱ るΒシゅシΕや りギェヲャや るΒヤガャや 

 - ヶツハれギィヲゎヱ ∩るΒヤガャや るトゼルぺ ノΒヨィ ヶプ ユムエゎゅヰΒプ ヶエャや リもゅムャや れゅヘタ キギエゎ ヶわャや ヶワヱ ∩ るΒをやケヲャや りキゅヨャや  
りやヲレャや 

 -ラヲムわャ ヂバらャや ゅヰツバよ ノョ るダダガわヨャや ゅΑΚガャや ノヨイわゎ  アΒジレャや 

サ4 -  ∨やクゅヨャ ∨るイジルぺ ヴヤハ ヵヲわエΑ ラぺ リムヨΑ モワ ∩るΒヤガャや ギΒェヱ リもゅミ ゅΑゲΒわムらャや

 るレΒバョ るヘΒニヱヱ リらバョ モヨバよ ュヲボゎ ヶわャや ゅΑΚガャや リョ ゲΒらミ キギハ リョ ラヲムわΑ アΒジレャや ラΕ  ∩ Ι. 

 

 

 

 

 

 

 



 ュコΚよヲわΒジャや 

 るΒヤガャや ¬ゅゼビ 

サ5  - ヶャゅわャや テトガヨャや モヨミぺ : 

                                                                                                             

 

サ6 -- るエΒエダャや るよゅィΗや メヲェ りゲもやキ ノッヲよ マャクヱ コゅヰィ ヱぺ ヲツハ ヱぺ アΒジル ラゅミ やクま ヶゎほΑ ゅヨョ モミ ヶヘレタ.: 

ぺ - るΒらダバャや ゅΑΚガャや リョ るハヲヨイョ(  アΒジル– ヲツハ – コゅヰィ ) 

ゆ - るもゲャや(  アΒジル– ヲツハ – コゅヰィ ) 

ァ - るルゅんョヱ ょャゅェヱ るΒヤミ(  アΒジル– ヲツハ – コゅヰィ ) 

 

サ-7   - るΒルやヲΒェ るΒヤカ ウッヲΑ  モよゅボヨャや ユシゲャや 

 マャクヱ るΒヤガャや ヶプ ギィヲΑ ゅョ るΒャゅわャや れゅΒツバャや リョ ゲわカや   

 るョΚハ ノッヲよ (  .  )  ゅヰヤヘシぺ. 
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 るΒヤガャや ¬ゅゼビ 



 

 

サ9 -  リΒわΒヤガャや  リΒよ モよゅホヱ ラケゅホ ユを りケヲダャや ヴャま ゲヌルや : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

サ1 : るΒェ ゲΒビ ヱぺ るΒェ れゅシヱゲΒヘャや ろルゅミ やクま ベゅヘゎΙや ¬ゅヨヤバャや りケギホ ュギハ ょらシ ゅョ . 

 モもゅバャや ユジィ ァケゅカ るΒェ ゲΒビ ヱギらゎ ゅヰルΕヱ ザヨガャや マャゅヨヨャや ヶプ るΒエャや れゅレもゅムャや リョ ヵや れゅヘタ マヤわヨゎ Ι ゅヰルΕ. 

サ2 : ∨ れゅシヱゲΒヘャや ゾもゅダカ ゲミクや

 るΑヲΒエャや れゅΒヤヨバャゅよ ュゅΒボャや ヴヤハ りケギボャや ゅヰャ ザΒャ ヱ るミゲエャや ノΒトわジゎ Ι ヱ るΑヲヤカ ょΒミやゲゎ ゅヰャ ザΒャ ヱ ゅΑΚカ ろジΒャ
 るΒエャや るΒヤガャや モカやキ ゲをゅムわャや ヴヤハ りケギボャや ゅヰャ  ゅワケギヘヨよ. 

サ3 :  ∨ れゅシヱゲΒヘャや ネやヲルぺ ヂバよ キギハ

 ゅΑゲΒわムらャや ユヰわヤョ サヱゲΒヘャや - - やゴルヲヤヘルΙや サヱゲΒプ -ケゅバジャや サヱゲΒプ. 

サ4 :  ブタ ょΒミゲわャや ヶシゅシΕや れゅシヱゲΒヘヤャ 
 ヶレΒゎヱゲよ フΚピよ るデゅエョ るΒをやケヱ りキゅョ リハ りケゅらハ 

サ5 :  ゥゲセやペΑゲデ り ゲをゅムわャや れゅシヱゲΒヘャや ノΒトわジゎ ヶわャや ゅヰよ ∨
 アわレゎ ヶわャや るΒヤガャや りやヲル ヴャま モカギΑ ヵグャや ヵヱヲレャや ヂヨエャや コやゲプみよ ュヲボΑ ユを ∩ るΒエャや るΒヤガャや サヱゲΒヘャや ヱゴピΑ

 るΒヤガャや リョ ゅヰィヱゲカ ヱ ¬ゅレよΙや れゅシヱゲΒヘャや. 
 
 

サ6 - ヶヤΑ ゅヨハ ょィや ユを ヮシケキや サヱゲΒヘャや ょΒミゲゎ ウッヲΑ モよゅボヨャや ユシゲャや : 

1- サヱゲΒプ ウッヲΑ ユシゲャや   ゅΑゲΒわムらャや ユヰわヤョ(  ヵゲΒわムよ サヱゲΒプ) 

2- ユシゲャや ヴヤハ れゅルゅΒらャや モヨミぺ  . 

3 - るΒヨジわャや ょらシゅΑゲΒわムらャや Ιや ょΒダΑ Ι ヮルΙ 

 

 

 

 

 

 

 

ヵヱヲル ヂヨェ 

ヶレΒゎヱゲよ フΚビ 

モΑク 

モΑグャや フゅΒャぺ 



サ7 :   ヶゎほΑ ゅヨャ モヤハ : 

1 - ラやヲΒエャや ヱや ラゅジルΙや ゲツΑ Ι チゲヨャゅよ ヒらわャや れゅらル ょΒダΑ ヵグャや サヱゲΒヘャや . 

るΒエャや れゅレもゅムャや ゅΑΚカ リョ リΒバョ ネヲル るよゅタみよ るダダガわョ れゅシヱゲΒプ ゅヰルΕ. 

2 - ザヨガャや マャゅヨヨャや リョ ヵぺ れゅシヱゲΒヘャや ブレダゎ Ι . 

ザヨガャや マャゅヨヨャや リョ ヵぺ ノョ ペプやヲわゎ や ヱ るΑヲヤガャや るΑゲヌレャや ケゅムプぺ ノョ ペプやヲわゎ Ι ゅヰルΕ. 

サ8 : るΒシヱゲΒヘャや チやゲョΖャ ンヱギバャや メゅボわルや ベゲデ キギハ : 

≒.  ザトバャや ヱ メゅバジャや. 
≪. るエプゅダヨャや ヱ ザョΚわャや . 
≫. るをヲヤヨャや リボエャや ヱ れやヱキΕや ュやギガわシや. 

サ9 :  チゲヨャゅよ るよゅタΗや チやゲハぺ: 

≒. ょバわャや ヱ リワヲャや 
≪.  ユジイャやりケやゲェ るィケキ ヶプ ネゅヘゎケΙや 
≫. . ュΙへ ヱ ネやギダャゅよ ケヲバゼャや 

 

サ10 : るΒャゅわャや れΙゅエャや リョ ヶプ ゐギエΑ ラぺ ノホヲわゎ やクゅョ 

1 - ヶエャや リもゅムャや サヱゲΒヘャや ヱゴピΑ ゅョギレハ . 

. チゲヨャゅよ ヶエャや リもゅムャや やグワ ゆゅダΑ. 

2 -ゥゅヘわャや れゅらル ヴャま ヒらわャや チゲヨャ ょらジヨャや サヱゲΒヘャや モボわレΑ ゅョギレハ 

 るダダガわョ れゅシヱゲΒプ ゅヰルΕ チゲヨャゅよ るよゅタま ヱ メゅボわルや ゐギエΑ Ι. 

3 - りギバヨャや アΒジル ヴャま ヵギらムャや ゆゅヰわャΚャ ょらジヨャや サヱゲΒヘャや モボわレΑ ゅョギレハ. 

 るダダガわョ れゅシヱゲΒプ ゅヰルΕ チゲヨヤャ ケゅゼわルや ゐギエΑ Ι. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 





 

 

 サ1 :  ゅボΒホキ ゅΒヨヤハ ΚΒヤバゎ ヶヤΑ ゅヨョ モムャ モヤハ: 

2 - れゅらレャや ヲヨル ヶプ ゅョゅワ やケヱキ ゅΑゲΒわムらャや ょバヤゎ . 

 るよゲわャや ヶプ るΑヲツバャや りキゅヨャや モヤエゎ ゅヰルΕ ヱ るよゲわャや ヶプ リΒィヱゲわΒレャや ろΒらんゎ ヴヤハ モヨバゎ ゅヰルΕ. 

3 -  るらダカ るよゲわャや ¬ゅボよ ヶプ ゅョゅワ やケヱキ ゅΑゲΒわムらャや ょバヤゎ 

ゅヰΒプ るΑヲツバャや りキゅヨャや モヤエゎ ヱ るよゲわャや ヶプ リΒィヱゲわΒレャや ろΒらんゎ ヴヤハ モヨバゎ ゅヰルΕ 

4 -テヘレャや ゆゲジゎ リョ れゅトΒエヨャや ロゅΒョ ゲΒヰトゎ ヶプ ゅョゅワ やケヱキ ゅΑゲΒわムらヤャ 

 やケゲッ モホぺ キやヲョ ヴャま ろΑゴャや ヶプ りゲトガャや キやヲヨャや モΑヲエゎ ヴヤハ りケギボャや ゅΑゲΒわムらャや ネやヲルぺ ヂバらャ ラΕ. 

サ2 : ∨ るΒエャや れゅレもゅムャや ネやヲルぺ ゅΑΚカ リハ るΑゲΒわムらャや るΒヤガャや ブヤわガゎ ブΒミ 

 フΚピよ るデゅエョ ゲΒビ りやヲレャや ヱ ヵヲヤカ ケやギィ ヱ ¬ゅゼビ リョ ラヲムわゎ ゅヰルぺ ゑΒェ ょΒミゲわャや るトΒジよ るΑゲΒわムらャや るΒヤガャや
ヵヱヲル. 

サ3 : ∨  ゅΑゲΒわムらャや ゅヰららジゎ ヶわャや チやゲョΕや ヂバよ ゲミクや 

 モジャや - ゅΑゅエジャや - やゲΒャヲムャや - ギΒもヲヘΒわャや 

サ4 :  ∨ るバプゅル ゅΑゲΒわムらャや ゅヰΒプ ュギガわジゎ ヶわャや ベゲトャや ヂバよ ゲミクや 

 るハゅレタ ヶプ ュギガわジゎ(  ラゅらィΕや ヱ ラゅらャΕや)  るゃΒらャや ゲΒヰトゎ ヶプ ∩. 

サ5 :  るΒャゅわャや れΙゅエャや ヶプ ゐギエΑ ラぺ ノホヲわゎ やクゅョ : 

  ΚΒルヲヨャゅジャや ゅΑゲΒわムらャゅよ ゐヲヤョ ュゅバデ メヱゅレゎ ギレハ 
 ヶもやグビ ユヨジわよ ゾガゼャや ゆゅダΑ 

サ6 :  ヶヤΑ ゅヨΒプ ゅΑゲΒわムらャや メゅムセぺ ユシケや : 

 

 

るΒルヱゴヤェ ゅΑゲΒわムよ           るΑヱゲミ ゅΑゲΒわムよ             るΑヲダハ ゅΑゲΒわムよ                        
 

 
 
 
 
 
 

 





 

ユΑヲボわャや モェ 

 メヱΕや メやぽジャや :∨ ヂΒらャや れゅレッゅェ ュギガわジル やクゅヨャ 

 ァゅわルΗや りキゅΑゴャ             . 

 ァゅわルΗや モΒヤボャ         . 

 ァゅィギャや リョ りギΑギィ ネやヲルぺ ァゅわルΗ        . 

 マわよゅィま ゲジプ  : ァゅわルや ヶプ ゲヨわジΑ ァゅィギャや ポゲゎヱ ァゅィギャやヱ ヂΒらャや ァゅわルや ノプケ ヶプ りコゅわヨヨャや ベゲトャや リョ ヶワ
 ヂΒらャや .

 

 

 

 ヶルゅんャや メやぽジャや : るよゲゎ ラヱギよ るボΑゲトよ ケゅΒガャや れゅらル るハやケコ キやケぺ リΒヨヤバわヨャや ギェや . ラぺ リムヨョ ギボわバゎ ケゅムプΕや ヵぺ
 ゅヰョギガわジΑ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ゑャゅんャや メやぽジャや :∨ るΒエャや れゅレもゅムャや ヶプ ゲをゅムわャや ネやヲルΕ ユΒワゅヘョ るデケゅカ ユヨタ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ノよやゲャや メやぽジャや : れΚムゼヨャや モェ れやヲトカ メΚカ リョ . るΒヘΒミヱ るΑヱやゲエダャや チケΕや リョ るバトホ ウΒヤダわャ Κェ ゲミクや
 ゅΒハやケコ ゅヰレΒジエゎ. 
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キやヲヨャや モダプ ベゲデ ヱ テΒャゅガヨャや モダプ るヤゃシぺ 
 メヱΕや メやぽジャや:ノよゲヨャや モΒヤヌわよ るΒャゅわャや れやケゅらバャや リョ ゅΒヨヤハ るエΒエダャや るよゅィΗや ゲわカや: 

≒-  ヶヤΑ ゅョ ギェやヱザΒャメヲヤエョ: 

ヵゅゼャや                  ¬ゅョ                  ゴΒルヲΑゅヨャや         れヲわャや ゲΒダハ       

≪- ベゲトャや ンギェみよ ギΑゲらわャゅよ ヮヤダプ リムヨΑ ¬ゅヨャやヱ ウヤョ メヲヤエョ: 

ケヲヤらわャや                 ¬ゅよゲヰムャや                      ゲΒトボわャや          ウΒセゲわャや 

3-ノヨホ ヱ ウΒセゲゎ るホケヱ ュやギガわシゅよ るヤダプ リムヨΑ るΒャゅわャや キやヲヨャや リョ ヵぺ: 

¬ゅョ ヱ モヘヤプ テΒヤカ                                            モヘヤプヱ ウヤョ テΒヤカ        

¬ゅョヱ ウヤョ テΒヤカ                                          ¬ゅョ ヱ ゲムシ テΒヤカ        

 ヶルゅんャや メやぽジャや: ギホゅレャや ゲΒムヘわャや 

1- メヲダエヤャ ゅヰョやギガわシや リムヨΑ るボΑゲデ ブタ ゆゲゼヤャ ウャゅタ ゲΒビ ヲワ ヱ ヮらもやク ゥΚョや ヴヤハ ゲエらャや ¬ゅョ ヵヲわエΑ
ゆゲゼヤャ ウャゅタ ¬ゅョ ゆヲミ ヴヤハ. 

....ゲΒトボわャや るΒヤヨバよ..... 

2- ギャゅカ ヴヤハ ゥゲわホや  モョゲャや ノョ テヤわガョ ラゅミ リムャヱ ウヤヨャや ノヨイよ ギャゅカ ュゅホ  モョゲャや ヴヤハ ウヤヨャや ザΒミ ギャゅカ リョ テボシ
ウヤヨャや ヴヤハ モダエΒャ るヤムゼヨヤャ モェ. 

 モョゲャや リハ ¬ゅヨャや モダプ ウΒセゲわャや るΒヤヨバよ ュゅΒボャや ユを モョゲャや ヶボらΑ ヱ ¬ゅヨャゅよ ウヤヨャや ゆヱグΑ  テΒヤガャや ヴヤハ ¬ゅヨャや るプゅッま
/¬ゅヨャや リハ ウヤヨャや モダプ ゲΒトボわャや るΒヤヨハ 

3-  ユヰョ ゲョぺ ベケヱ ヱ ょヤハ リョ れゅΑゅヘレャや ゲΑヱギゎ るΒヤヨハ ゲらわバゎ .マャク ウッヱ 

.....キケやヲヨャや ポΚヰわシや リョ モヤボゎ ヱ ゐヲヤわャや リョ るゃΒらャや ヴヤハ ナプゅエゎ..... 

 ゑャゅんャや メやぽジャや :ゾホゅレャや メヱギイャや モヨミや 

 ヴヤハ ラヲムョ モミ モダヘャや るΒヤヨバよ ろョゅホヱ  ケゅイセΙや ベケヱ ヱ ラヲヨΒヤャや ゲΒダハ リョ テΒヤカ ヴヤハ ユΑゲョ ろヤダェ
サ コヲョケ ゅヰわトハや  キやヲヨャや ンギェや ろヤダェ ヮヤェゲョ モミ ヶプ リΒわヤェゲョ-ソ 

るヤェゲヨャや るΒヤヨバャや るボΑゲトャや ユシや 
サ ゲイゼャや ベケヱ リョ ゾヤガわャや ウΒセゲわャゅよ 

ソ  ゲΒダハ れゅルヲムョ モダプ
  ラヲヨΒヤャや( ¬ゅヨャや) 

ゲΒトボわャゅよ 

 

 

 



 

 ノよやゲャや メやぽジャや: ラケゅホ ヱ モよゅホ 

1- モヘヤヘャや ヱ ウヤヨャや テΒヤカ ヱ ¬ゅヨャやヱ ウヤヨャや テΒヤカ リΒよ フΚわカΙや ヱ ヮらゼャや ヮィヱ ゅョ 

メヲヤエョ ザΒャ モヘヤヘャや ヱ ウヤヨャや     ¬ゅヨャゅよ ウヤヨャや ゆヱグΑ ゑΒェ メヲヤエョ  ¬ゅヨャやヱ ウヤヨャや.... 

≫-  ノらゼョ ベヲプ メヲヤエョ ヱ ノらゼョ メヲヤエョ リΒよ フΚわカΙやヱ ヮらゼャや  ヮィヱ ゅョ( リプ モムセ ュギガわシや) 

 

 

ゆやグヨャや リョ るΒヨミ ヵヲエΑ                 モΒャゅエョ      るよやクま モらボΑ Ι メヲヤエョ   

ノらゼわヤャ るョコΚャや るΒヨムャや リョ ゲらミや                           ゆやグヨャや リョ ギΑゴヨャや    

ノらゼョ ベヲプ                                     ノらゼヨャや              

 

 

ザョゅガャや メやぽジャや:ヶヤΑゅョ リハ ょィや 

 ラや ナェΙ  るΒィゅィゴャや サヱぽムャや ヶプ るヘヤわガョ テΒャゅガョ ゐΚを ヶョゅシ ヵギャ 

 サほムャや(ュ) :  モヘシΕや ヶプ りキゅヨャや ろバヨイゎ 

 サほムャや(ネ) :  ゆやグヨヤャ  ヮΒプ ゲをや Ι 

 サほムャや(ヱ) : ュ                                                             ヮャΚカ リョ るΑぼゲャや ノΒトわジΑ Ι 

 ラみプ テΒャゅガヨャや ネヲッヲョ ヶプ るボよゅジャや マわプゲバョ メΚカ リョ 

(ュ).....  ょシやケ 

(ネ).....メヲヤエョ                                                                                     ...   ネ 

(ヱ)......ょヤエわジョ.... 

 

ヱ                                                                                                                  
 

 

 

 





 ユΑヲボわャや モェ

 

 メヱΕや メやぽジャや    : ヶャゅわャや モムゼャゅよ るエッヲヨャや ユΒワゅヘヨャや るトΑゲカ ヶプ ラコヲャやヱ るヤわムャや リΒよ ラケゅホ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ヶルゅんャや メやぽジャや     : チケΕや ウトシ ヴヤハ ヮわヤわミ ¬ゅツプ モィケ =75 ょジェや ∩ ユイミ : 

≒-  ゲヨボャや ウトシ ヴヤハ ヮわヤわミ =75ユイミ  

≪-  チケΕや ウトシ ヴヤハ ヮルコヱ =750リゎヲΒよ  

≫-  ゲヨボャや ウトシ ヴヤハ ヮルコヱ =1/6 125 = 750 ىリゎヲΒル  
 

 ゑャゅんャや メやぽジャや : ヮヨシケや ユを るΒャゅわャや れやヱキΕや ュやギガわシゅよ ヶミゲらルコ ラやゴΒヨャ ゅトΒジよ ゅィクヲヨル ユヨタ: 

           ((  ゆヱケ るらヤハ– ケゅヨジョ – ヶデゅトョ テΒカ – マよゅゼョ – ベケヱ – ユヤホ – ンヲボョ ベケヱ  - メゅボをぺ))  

                 

 

 

 

 

 

るヤわムャや

 ヮΑヲわエΑ ゅョ ケやギボョ
りキゅョ リョ ユジイャや

 ヱや ュやゲィヲヤΒムャや
ュやゲイャや

 ヱク ラやゴΒヨャや
リΒわヘミ

 ゲΒピわゎ Ι ヮわよゅを
ラゅムヨャや ゲΒピわΑ

ラコヲャや

  チケΙや ゆグィ りヲホ
ユジイヤャ

リゎヲΒレャや

ヶミゲらルゴャや ラやゴΒヨャや

  ゲΒピわよ ゅヰわヨΒホ ゲΒピわゎ
ラゅムヨャや ヱや ょミヲムャや

 



 

 

 ノよやゲャや メやぽジャや: キゅトレョ ヱや りゲもゅデ ヶプ ラヲムΑ ゅョギレハ ヮルコヱ リョ ゲらミや ラヲムΑ チケΕや ウトシ ヴヤハ モィケ ラコヱ
 リミゅシ  .........∨ マャク ゲジプ 

 

 

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

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

 

 ザョゅガャや メやぽジャや :ヮわΒよクゅィ ゴミゲョ やキギエョ ゅヰボヤハ ユを ∩ ンヲボヨャや ベケヲャや リョ るΒホケヱ りゲもゅデ ユヨタや.  

 るΒよクゅイャや ゴミゲョヱ ノプゲャや ゴミゲョ ゅヰΒヤハ やキギエョ ゅヰボダャや ユを                      . 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


