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-  :るャゅシケャや ⇔ΙヱぺゅヰヘΑケバゎ.   

- ゅヰハやヱルぺ .    

- るΑルヘャや ゅヰシシぺヱ ゅワケタゅルハ .   

-  .りケゅヰョャや るよゅゎミ キルハ ゅヰゎゅハやケョ ゆィΑ れゅョΑヤバゎ 

-  ァクゅョル .ゅヰハやヱルほよ るャゅシケヤャ りｚキバ ⊥ョ 

-  .ゅヰハやヱルほよ るャゅシケヤャ ゅΑもコィ るビ ｚケヘ ⊥ョ ァクゅョル 

-  .ュΑヱボゎャや 

- ゅΑルゅを: ソΑカヤゎャや . 

 
 
 
 
 
 

 مذكرة التعبE للصف العاشر 
 2023  –   2022العام الدراسي  

 الفصل الدراسي اأول 

ケゅヰョ:ゅゎ るャゅシケャや -  ソΑカヤゎャや 

ゆΑケビ ラョΑぺ / キやキハま 
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 ُｵ ُﾒFُ～ُﾆ｜ﾟنｯｳُ藷ﾆｯﾆダطُنｯ×カヅنُن｛＜ﾘُ］ヱُｳﾟُ،م～ﾜﾟُن‖＜ヱُنｯ±カヅُنｯギﾘ｜ﾑُジ』ﾟُُو،ُن／カｯ館ُ～ﾛُُن｛＜ﾙﾟُن｜【ﾞُظ］ヱ
 "ヱُｯ｠ً｜ﾛ"ُ1［ُنｯ藷＋ﾟةُنｳ藷ヱ｛≦ﾟيُ

ُ
  》ﾖ｜س ظو  نｯ薯ﾆｯ＜≠ﾟت ジﾘ نｯ＜ﾟُج ｱ≧［ ｯ薯ｵدズ  ｯُギﾟ『］ نｳﾟ  ジ』ﾟنジガ ｯﾆ｜ﾟُونｳﾟｯﾆ｜ﾟُنｳ藷÷－×ﾟ:ُُُىظ

ُُينｽダ｝نل ﾑ［ نｯ＜」≠”ドن
  ジﾘ ｯُギ』ｱｯ』ﾞ نぇﾆ｜≠ﾟ وﾐ薯E』をُ  نｳ藷ﾟｯ≠ﾟ، ظو  نヅدنتヱダｯ《 ｳを｝تさ｀ﾒ』ｵُُُوジガنｳﾟｯﾆ｜ﾟُنｳ藷≠ﾆ｜ﾟ:ُُىب

ｯ｠｛｀ﾆدن ظ～＋ヱ ｳﾖ藷ﾊو ،ｳ＜≦ﾒヱ …≦≠』ｵو ぇｭｯﾆ｜ﾟن  ｳُ藷≠ﾆ｜ﾟح ن｛ﾌ｛ﾟｯ《 م～ﾑو ぃ｀関』ﾟب  ن｛｀ﾆダون 
،｜ﾈｯ薯≠ﾟن ｯヱظ ｯُギカ｛≠＝ヱ ヴカｪﾘ ぃ｀』－》 ‐±ｽ ｳ±ﾆ―≠ﾟن ジ』ﾟن  ヴ Eｺ｛ ｵ  ヴُ藷ﾟإ ｳﾟｯﾆ｜ﾟظُو ن  ‐±ｽ 
ُُينｳﾟｯﾆ｜ﾟُونギﾟ～فﾌ｛ヱُｯギ＜ヱُ｝ض

  》ﾖ｜س ونﾙﾜ【≠ﾟ≧［ُُونﾒ×ﾟ｜نط نダد》ｯط ｱ≧［ｯ薯ｵُدズ  ｯギﾟ『］  نｳﾟ ジ』ﾟنジガ  ｯﾆ｜ﾟُوُُنｳﾟｯﾆ｜ﾟُنダدｳ藷ｱ:ُىج
＼ズ～＋ﾟن ］ﾑ ｳｷدｯｽ ｳ＜≦ﾒヱة｜関ﾘُゴ｀ﾑُد｜ﾟُُي،ُظوُن

ُ

ُُ
ｳ藷＋ｵُنｯちヱُ،ｳ｀≠±薯ﾟنُوثｯヱنｳ《ｯ』館ُُنｳﾟｯﾆ｜ﾟ،ُنﾆ］ُنぇﾆ｜≠ﾟُإヴ藷ﾟ،ُُ: 『＝≠［وｵُ:نｳヱ～ﾜ≠ﾟ ى1

ヴ藷ﾟُإぇﾆ｜≠ﾟن، )～ﾒ｠ُطوｳ≠｀ﾞ،ُُ)～ﾒ《ُｯヱُيظوُطظ 

ظوُُُُ،ظوُنﾑド『‖نتُ،ｯ館نُنｳ」＜ギ』ﾟنﾖﾟ｜سُنヱُジﾆｯﾆダ［ُنﾆُｳﾟｯﾆ｜ﾟ｝نطُنﾌ｛≠ﾟ｝ض:ُوぇ【≠をُ ى2
ｼ÷＜ﾟةُُ،ن｜関ﾘُゴ｀ﾑُد｜ﾟظوُن ...... 

ُُ｀≠｜ぇﾆُإヴ藷ﾟونｯﾑ～ﾟطｵُ＼≦ｽ،ُُﾟُ－『］ُنﾑｯ×ヱُ］ヱُ“藷：《ُｳﾟｯﾆ｜ﾟ｜ُنﾟ｝دُونｯﾀヅطُ:نｳ≠ｵｯ－ﾟ ى3
ｳ藷・ｯﾒﾟُونｳ＋÷ﾟｯ《｜ズ～ﾜ』ﾟتنتُنｯ薯、ُو｜ち×ﾟُن［》～ﾜｵُُُي،ُظو 

 ぇُ《±ｯتُنｳ＋ﾙ÷ﾟيｯ』ﾞُُ》ｳُنﾆ］ُنﾆ｜≠ﾟُ  ى4

_ُ_________________________________________________ 

ُيｯﾑ2014مُُ(،ُإﾑ～ندﾛُ±］ُنｳﾖ｀ﾟُنﾑُｳを｛カｯ【ｱُｳ藷｠｜ﾟ｜وةｱُ［ُنﾟ…｟≧｜24"ُنﾟ≠÷～ت:ُطｯギヱتنتُنｳ｀ｽ｜≠｀ﾟُ｜≦『ﾒ』ﾟُنｳを｛カｯ【ﾟُخ1ُ"

 :ラΑよ ゅョ るャゅシケャや ネヱルゎゎ :るャゅシケャや ネやヱルぺ 

:るΑルヘャや ゅヰシシぺヱ るャゅシケャや ケタゅルハ 

 الة ـــــــــلرسا



 

≫ 

 

ُ
ُ

 ヴ《ُう～』ﾜُيカ≠｝ذجバﾀُُ ُ》ُｳﾟｯﾆ｜｀ﾟُぇヱｯ関』ヱُلُنﾟ『～تさ｀（＜ズُ］ヱُ‐を ى1

 نｯ≠』ﾑدُنﾟ＋｝نتُونｳ×ﾛｯ＜≠ﾟُونｯ』＜』ﾆドجジﾘُُنカُﾐヱُぇヱｯﾒ』ﾟ≠｝ذجُنジ｀ズُｯ≠館ُｳﾟｯﾆ｜ﾟُ: ى2

 》］ｱُ～ظتُنｳﾟｯﾆ｜ﾟُض -

 ｯちヱُｯヱنｯギ』ｱｯ』館ُُض -

 ｯちヱُ～ズ～＋ｵُ［ｵُぇガنｯギ』ｱｯ』館ُضُيييييييガُｯヱُ｝ُض -

 ぇُإヴ藷ﾟض｜ﾆُ ］ُنぇガﾆ ُ≠ﾟُذ館｜ُن -

- ُُジ』ﾟُنｳ藷＋』ﾟُنｯヱُضヴ藷ﾟُإぇ  ﾆ｜ ≠ﾟُنゴﾟُإぇ  ﾆ｜ ≠ﾟُنｯギギｺو 

 ﾌ｛ヱُｯヱ｝ضُنｳﾟｯﾆ｜ﾟُض -

 ﾑُぇガ』｜تُنﾑُｳﾟｯﾆ｜ﾟ［ُنﾌ｛≠ﾟ｝ضﾌ｛ｱُ｝حُو｟ﾆｧ｀｝بｺُ≧～ُوﾐ＜ﾜヱي -

 》］ﾀُ『≠／ُنｳﾟｯﾆ｜ﾟُض -

ぇضُييي -  ﾆ｜ ≠ﾟُن［ﾆُن｜ﾞ ُذぇガُُي)ｳﾟｯﾆ｜ﾟُن‐ｵｯﾞط 

ُ
ُ
 

- ُُヴ藷ﾟُإぇﾆ｜≠ﾟنُنｯ館ُُإذن‐』関ｵُذنｯヱضُُييييي〕ﾜ》～ﾊُُين…を…ﾒﾟُنジﾜ》～ﾊُ:‐』ﾞُ
- ُヴ藷ﾟُإぇﾆ｜≠ﾟنُنｯ館ُُإذن‐』関ｵُذنｯヱُضُُيييي〕≠｀ﾒヱُينぇﾌｯﾙﾟُنえذｯ』ﾆُظ:‐』ﾞ 

- ヴ藷ﾟُإぇﾆ｜≠ﾟنُنｯ館ُُإذن‐』関ｵُذنｯヱُ｜ズ～ヱُ〕』ﾆت～ヱُييُيييُض‐』ﾞذُ:ُنｯ』ﾆダنジ｠｜≠ﾟيُنぇﾌｯﾙﾟُن
- ُヴ藷ﾟُإぇﾆ｜≠ﾟنُنｯ館ُُإذن‐』関ｵُذنｯヱُُيييييｳ館｜×ﾟُن｜ズ～ヱيييييُينｳ館｜ﾈُمｯﾑُ｜ズ～ヱُ～≦±ﾟُن:‐』ﾞُ
ييييُنﾞ『‐:ُنｯ』ﾆダذُن館～ﾟ『｝تｯヱُ～≦≠ﾑُذن関ｵُ『‐ُإذنｯ館ُنُنぇﾆ｜≠ﾟُإﾑُヴ藷ﾟ≠≧～ُإう～ｽُنｯ藷｀関ﾟتضُ -

ｳ藷｀ﾞُييييييييييييييُي

:るャゅシケャや りケゅヰョ ヴヤハ キΑィャや ゆΑケキゎャや れやヱヅカ 

ｯヱُذن関ｵُ『‐ُإذنｯ館ُنُنぇﾆ｜≠ﾟُإヴ藷ﾟُونﾟ～كضُييييُنﾞ『‐:ُونえ～ﾟُنを…ﾒﾟ…ُي •
 



 

√ 

 

- ُُ‥藷ｭتُت｛』館～ﾟذُنｯ』ﾆダُن:‐』ﾞضُييييُنｳﾒヱｯ】ﾟُن‥藷ｭُتヴ藷ﾟُإぇﾆ｜≠ﾟنُنｯ館ُُإذن‐』関ｵُذنｯヱ
 ｳﾒヱｯｺيييييييييييُي

ｯヱُذن関ｵُ『‐ُإذنｯ館ُنُنぇﾆ｜≠ﾟُإヴ藷ﾟُوثを｜ُنｳ藷｠｜』ﾟضُييييُنジﾟｯﾒヱُ:‐』ﾞُوثを｜ُنｳ藷｠｜』ﾟُي -
- ُヴ藷ﾟُإぇﾆ｜≠ﾟنُنｯ館ُُإذن‐』関ｵُذنｯヱدةｯ藷ﾆُ:‐』ﾞضُييييُنｳﾜ》～ﾊُُظوｳﾜ藷？ﾈُｳ ُوｳヱｯ－ﾘُت藷ｭ‥ُد゚و

ｳيييُي ُت藷ｭ‥ُد゚و
ｯヱُذن関ｵُ『‐ُإذنｯ館ُنُنぇﾆ｜≠ﾟُإヱُヴ藷ﾟ｀〔ُنﾒ±ﾟ｝د《ｳضُييييُنｯﾀُ｛≠ﾆُ:‐』ﾞدمُنヱ｜＋ﾟ≧［ُنﾙを｜×ﾟ≧［ُي -
- ُ｜≦ヱُظ｛≠±ﾟُن‐ｽｯﾊُة｜＝ｽُ:‐』ﾞدضُييييُنバ『ﾟُن｜≦ヱُظ｛≠ﾆُヴ藷ﾟُإぇﾆ｜≠ﾟنُنｯ館ُُإذن‐』関ｵُذنｯヱ

 نバ『ﾟدُي

ُ
ُ

 

 

 

 ぇガُنﾘ｛』ﾆ／ُنｯガ｜ﾊｯ＜ﾑُｳﾟｯﾆ｜ﾟُوظｯギ±ﾆُنｳ藷＜ﾙﾟُض -

 ぇガُنｯ＜ﾒﾟوを［ُونｯカｯ藷『ﾟتُن館‖≠ﾟ｝تةジﾘُُنｳ＋藷＋ﾊُｳﾟｯﾆ｜ﾟُض -

 ｯ館ُぇガنُنゴ＜ﾒ≠ﾟُونｯヱｯ≠ｵُｯ＋ﾌُدونُنｯ薯』ﾟجُظوﾕُ≠｝سض -

ぇガُُُُنｳ｀ギﾆُｳﾟｯﾆ｜ﾟُنｳﾕｯ藷÷ﾟض -
 ُيضونｵُぇガｳُを｛＋＜ﾟ－｀｝ُنヱُｳﾟｯﾆ｜ﾟ［ُنｯ（ﾀダطُنｳ藷ｭバヱヅُُُى -

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 メヱェ メやぼシ∨るャゅシケャや りキヱィ ンヱゎショ ヴヤハ ュミェル フΑミ :るャゅシケャや 
 



 

∽ 

 

ُ

:ゆャゅヅャや ヵコΑコハ   るよゅゎミ キルハ ゅヰハゅよゎやヱ ゅヰゎゅハやケョ ポΑヤハ ゆィΑ ヶゎャや ヅヱケセャや ラョ るハヱョィョ ポゅルワ
  ヅヱケセャや ロクワヱ ∩ケΑよバゎャや ネヱッヱョ れゅィケキ キボヘゎ Ι ｚュを ラョヱ ∩キΑィ メミセよ ヮゎよゅゎミ ラョ ラミョゎゎャ ケΑよバゎャや ネヱッヱョ

 ゅョΑプ ゅヰタカヤル :ヶゎほΑ 

:Ιヱぺ  ゆゎミΑ ゆャゅヅャや キィル ゅルゅΑェほプ ∩ゆヱヤヅョャや ネヱッヱョャゅよ ュやコゎャΙや りケヱケッ
ヶプ  :メをョ ゆヱヤヅョャや ネヱッヱョャや ケΑビ ネヱッヱョ 

-  ゆゎミや るャゅシケ " ラハ れΑヱミャや りケゅΑコャ りヱハキ " ラハ ゆゎミΑ ゆャゅヅャや キィルヱ ∩" キΑバャゅよ るもルヰゎ " ヱぺ " ゆヤヅ
フΑドヱゎ Κをョ " ! . 

ゅをΑル :ゅよ ュやコゎャΙや りケヱケッケタゅルバ  やャ ヱぺ るΑタカセャや( るャゅシケ)るΑョシケャや   ラョ
ゐΑェ ( ¬やコィΕや るヤョシよャや –  ラゅョコャやヱ ラゅミョャや -  ヮΑャま メシケョャや ュシや-  るャゅシケャや ラョ チケピャや –  るョゎゅカャや –   るよゅゎミ

 るェヘタャや ケゅシΑ メシケョャや ュシやるヅよやケゎョヱ るよゎケョヱ るヤシヤシゎョ れやケボプ メミセ ヶプ るよゅゎミャや ポャクミヱ ∩)  メョィャや るよゅゎミヱ ∩
 .るェッやヱャや れΙΙキャや れやク りケΑタボャや 

:ゅをャゅを  れやケゅヰョャや りゅハやケョるタゅカよヱ ∩ヶもゅィヰャや ュシケャや るェタヱ るΑもゅィヰャや   
• ペΑケヘゎャや  ¬ゅゎャやヱ ¬ゅヰャや ラΑよ   ∧ゅヰルゅΑシル ュキハヱ るヅヱよケョャや ¬ゅゎャや ベヱプ ラΑゎヅボルャや ノッヱ ゐΑェ ラョ るヅヱよケョャや

  ュヱボΑプ ∩ポャクよ ケバセゎ Ιヱ るィケキ ノよケ ヮΑヤハ ュシェ⊥Αヱ ゅΑもゅィワ ほヅカ ゆシゎェゎ ゐΑェ るィケキャや ポキボヘゎ ゅヰルΕ
  :やクミワ ラゅゎヅボルャや ¬ゅゎャや ベヱプ キィヱΑ Ιヱ るヅヱよケョ ¬ゅゎ ヴヤハ ヵヱゎェゎ ヶゎャや るョヤミャや れェゎ ヅカ ノッヱよ ウェタョャや 

-  ヮシケキョャや                       ロケィセ .るィケキ ノよケ ポキボヘΑ ヅカ メミ ドェΙ ∩ 

• ポャクミヱ ラΑよ コΑΑョゎャや   ゅヰバッやヱョ ヶプ メタヱャや りコョワヱ ノヅボャや りコョワ  ∧るェΑェタャや
 :メをョ フケバゎ Ι れルぺヱ ゅッΑぺ るィケキャや ポキボヘゎ ゅヰルΕ 

- ヴャや     .- ァケカや        .りゅミコャや メィケャや -  ラや           .りキゅよハ メョバャや -   ュΑワやケよや .ュΚシャや ヮΑヤハ 
  キボヘゎ ポャクよヱ るよヱゎミョ ケΑビ ゅヰルΕ ノヅホ りコョワ ゅヰよ ヶゎャや るョヤミャや れェゎ ゅヅカ ウェタョャや ノッΑ ゅッΑぺ ゅルワ

 ヱやヱ ヴヤハ( ゅヰゎケゅヰョヱ りコョヰャや ゆシェ ヴヤハ るィケキ ノよケ ゅッΑぺ–   ¬ゅΑ ヴヤハ –   ケヅシャや ヴヤハ–   ヴヤハ
 りケよル–  .)るプケヅゎョ 

 

•  ュやキカゎシやるプヱケバョャや ュΑホケゎャや れゅョΚハ   ゅョやキカゎシや るよシゅルョャや ヅよケャや れやヱキぺヱ
ゅボΑホキ   ⇔ ゅェΑェタヱ  :メをョ 

-  .メョィャや ラΑよ ヅよケヤャ ) ∩ ( るヤタゅヘャや 
-  .りケボプ メミ るΑゅヰル ヶプ ) . ( るヅボルャや 
-  :ヴャゅバゎ メゅホ メをョ )メヱボャや( キバよ ) : ( ラゅゎヅボルャや .......... : メをョ )メゅョィΗや( キバよ ヱぺ 

  .ケョΕやヱ ヶッゅョャやヱ ネケゅッョャや :ネやヱルぺ メバヘャや 

 ゆィΑ れゅョΑヤバゎ*ゅヰゎゅハやケョ  *ケΑよバゎャや ネヱッヱョ るよゅゎミ キルハ 



 

∝ 

 

- るピヤャや フバッ ラハ メヱぼショャや ラョ :メをョ メやぼシャや キバよ ) ∨ ( ュゅヰヘゎシΙや るョΚハ  るΑよケバャや   ケタバャや ヶプ
∨ゐΑキェャや 

- !ロキゅよバよ 聴 ュェケぺ ゅョ :メをョ ゆィバゎャや ゆヱヤシぺ キバよ ) ! ( ゆィバゎャや るョΚハ . 
Α メミセよ ロケヰドゎヱ ∩ゅボΑルぺ ゅよヱを ネヱッヱョャや サよヤゎ ヶゎャや ュΑホケゎャや れゅョΚハ ラョ ゅワケΑビヱ  ロゅよゎルや れヘヤ

 .ウェタョャや 

ケやバよ :ゅノプケゎ ヶゎャや "ゅヰゎやヱカぺヱ ラゅミ" りキハゅホ ュやキカゎシや :メをョ るΑヱェルャや キハやヱボャゅよ ュやコゎャΙや  
 メゅカキま ウタΑ Κプ ∩ケよカャや ゆタルゎヱ ぺキゎよョャや" ラゅミ "  :メをョ ゅヰゎキハゅホ メゅョワまヱ るヤョィ ヶプ 

-  ラゅミ" ラヱタヤカョ ラΑヤョゅバャや ラゅミ りキハゅホ ヶプ れほヅカぺ フΑミ ゆャゅヅャや ヵコΑコハ ケドルや ."メョバャや ¬やキぺ ヶプ∩!∨  
ほヅカャゅよ ゅワケよカ れバプケヱ ほヅカャゅよ ゅヰョシや れよタル ゐΑェ∩   ほヅカャや れェゎ ゅヅカ ウェタョャや ポャ ノッヱプ

 :ゆやヱタャやヱ ∩ヵケキゎ Ι れルぺヱ るィケキ ノよケ ゅッΑぺ ポキボヘΑ ポャクヱ ∩ヵヱェルャや "  ヶプ ラΑタヤカョ ラヱヤョゅバャや ラゅミ
メョバャや ¬やキぺ"  . 

- ゅルャや フヱケェャや メゅカキま ウタΑ Ι ポャクミヱ るカシ  "ゅヰゎやヱカぺヱ ｚラま"   ゆタルゎ ゐΑェ ゅヰゎキハゅホ メゅョワまヱ るヤョィ ヴヤハ
  :メをョ ケよカャや ノプケゎヱ ぺキゎよョャや 

 ｚラま"ラΑタヤカョ ラヱヤョゅバャや メョバャや ¬やキぺ ヶプ"  れよタルヱ " ｚラま" ュシや れバプケ フΑミ ゆャゅヅャや ヵコΑコハ ケドルや .
 ほヅカャゅよ ゅワケよカ!∨  ∩ゅッΑぺ るィケキ ノよケ ポキボヘΑ ポャクヱ ∩ヵヱェルャや ほヅカャや れェゎ ゅヅカ ウェタョャや ポャ ノッヱプ ∩

 :ゆやヱタャやヱ ."メョバャや ヶプ ラヱタヤカョ ラΑヤョゅバャや ｚラま" 

  " ｚラまヱ ラゅミ " ュやキカゎシや ラハ キバゎよゎ ラぺ メップΕやヱ  ∩ゅョヰゎキハゅホ れΑシル ヱぺ れキキケゎ ヱぺ れミミセ ラま
ヶプ ラヱタヤカョ ラヱヤョゅバャや" :メヱボゎプ ¬やキぺ "メョバャや   ラΚョゅバャや" ヱぺ ∩ュャゅシャや ケミクョャや ノョィャ るヤョィャや れルゅミ ラま

 ヴルをョヤャ るヤョィャや れルゅミ ラま "メョバャや ¬やキぺ ヶプ ラゅタヤカョ . 
 カゎシや キルハ ポャクミヱ ヶプ"ケィャや フヱケェ ュやキ–  ラョ–  ヴャま –  ラハ –   ヴヤハ –  フゅミャや–   ュΚャや–   ゐΑェ ∩"¬ゅよャや

  ノョィ ヱぺ ヴルをョ ケィャや フケェ キバよ ゅョ ラゅミ やクま ゅタヱタカヱ ロキバよ ゅョ ケィΑ Ιヱ ケィャや フケェ ゆゎミΑ ゆャゅヅャや キィル
 :やクミワ ゅョャゅシ ケミクョ 

-  ラョラΚィケャや       -  ヴャまラヱルシェョャや ∩  フケェ キバよ ケヱケィョャや れバプケ フΑミ ゆャゅヅャや ヵコΑコハ ケドルや
ケィャや∩!∨   ラΑゎョヤミャや れェゎ ゅヅカ ウェタョャや ポャ ノッヱ フΑミヱ∩!∨   ∩ゅッΑぺ るィケキ ノよケ キボヘゎ ポャクよヱ

 :ゆやヱタャやヱ -        ラΑヤィケャや ラョ -  .ラΑルシェョャや ヴャま 

 カゅショ :ゅれやケボプ メミセ ヶプ ヮゎよゅゎミよ ケΑよバゎャや ネヱッヱョ メミセ メΑョィゎ りケヱケッ  
 メミセ ゆャゅヅャや ロヱセΑ ラぺ メボバ⊥Α Κプ ∩)るヅよカセャや( ゆヅセャや ラハ キゅバゎよΙや ポャクミヱ ∩るョドルョヱ るよゎケョ  ネヱッヱョャや

ャや ケケミゎョャや )るヅよカセャや( ゆヅセャゅよヵク  Α  メヱタェャや ゆャゅヅャや ケドゎルΑヱ ロやケΑ ラョ ラΑハ ヶプ ゅェΑよホ ネヱッヱョャや メバィ
 :ケΑよバゎャや ネヱッヱョ :メヱボル ゅョもやキプ ∩るヤョゅミ るィケキャや ヴヤハ ラヱョッョヱ メミセ.                     

シゅシキ :ゅヶワヱ ∩ポΑヤハ りケケボョャや ケヱヅシャや キキバよ ュやコゎャΙや りケヱケッ ( ≒∝  )
るゎシ   ケセハャや フタャや ゆΚヅャ やケヅシケセゅバ  ∩りキゅΑコャや ケョΕや ヴハキゎシや ラま ポャク ヴヤハ りキゅΑコャや ラョ ノルゅョ Ιヱ ∩

 ∩ポルョ ノΑッΑヱ れホヱャや ポホケシΑ Ιぺ ヅケセよヱプるよゅゎミ ゅョぺ ∩るヤもシΕや ヶホゅよ メェ ラョ ラミョゎゎ Κ   ラョ メホぺ ケヅシぺ
をョ ゆヱヤヅョャや キキバャや  ( メ≡≒ ぺ りケセハ )ケヅシ ∩  ヱぺ  ( ∵  るバよシ )ケヅシぺ∩   れゅィケキャや キボヘゎ フヱシプ メホぺ ヱぺ

 キΑミほゎャゅよ .! 



 

∵ 

 

ُ
ُ

 
）ﾝ けザ／±ﾝ ｱﾝｭﾄث ー」ﾜا  ｱ署ﾄｭ＝÷〈 ｭヴ＜ﾖ カ》＝ヴｳﾝا／＜ﾐ  ｱ〈ｭ」間ﾝ ｱ書＝ﾗﾝا ｜ﾄゼا ｭ書0ا～｀ .

 .ｱﾝｭﾄ～ﾝا 

［ُ藷ｽ｜ﾟُن］≠ｽ｜ﾟُن╉ُ［±《ُ

ُジﾘُ／を｛関ﾟُُُُُُُُن/ُُُُُ/ُُُ
ジﾜ》～ﾊُُﾟن…を…ﾒُُ/ُيييييييييييييييييييييييييييييُي

ヴｵｯ館｜｠ُو╉ُｳ≠ｽُوت［ち藷｀ﾑُمバ±ﾟُصُُُييييييييييين～ﾒ｠ُو

ُُُُُُُ〕ﾟｯｽُ´藷館ジﾜ》～ﾊُُُ｜≦－《ُن｛関ｵُُظن╉ُ］ヱُ｛ｺضُُظت…を…ﾒﾟُيييُُُونｳ藷・ｯﾑُوｳ＋ﾊُ

ُظｯｽُ～ﾒﾆلُُُُُُ ジﾘُ ｳ≠を｜関ﾟُن ُظカ／ُونﾆダ｜ة ُظن関ｵُ｝ن ╉ُｯً藷、ُدن،え｜ズ～ﾜｵُوジｵｯ藷＋ｵُ〕ﾟُ ＼ﾒ《ُُُوُُ،ظ…ギ』カُظ ジ＜カ‒
ُُ ケ‖ガة～≦ﾒ±ﾟن ُｳ薯ﾆｯ＜≠ﾟتكُُىنｯ薯≠ﾟن ُ｜（ﾙﾟن ُ～≦ﾑُل｛｀ｽُｳ薯ﾆｯ＜ヱطُُصُُىｯﾑ～ﾟُونジカｯギ』ﾟن ُぇ≠ｺُظ［ち藷ﾟإ ُ＼ﾒ《ダ

ｱُ～ونمُنｯﾒ±ﾟدةُونﾟ±｜وتُوظنﾑُ╉ُぇ『ﾜ』ズُ…ُوｯ＜ヱｯ藷ﾊُぇｺُو；ｯ＜ヱｯ藷ُوｼﾟｯﾊُظｯ＜ﾟｯ≠ﾑُي

وظｧﾆلُ╉ゴﾟｯﾒｵُُظنُ《ケ‖ガُ～≦ﾒُنｯ＜≦｀ﾑُｳ薯ﾆｯ＜≠ﾟُوち藷｀ﾑ］ُوゴ｀ﾑُنｯًﾒ藷≠ｺُ］≦≠｀±≠ﾟُوﾜﾜ＋ｵُ～ﾛ／ُوｽ～ةُُُُُُُ
ُ［ギ』≠｀ﾞُي［ギｵ…ﾑُدةｯﾒ』ﾆُون

ُُُُُジُﾜ》～ﾊُُ:‐≦『＋ﾟُُُُنジ＜ヱُوジカن｛ﾀُإ］ヱُوえ～ﾟُون］ヱُジカｯギ』ﾟُنゴ≠ﾆتُوظｯ藷＋』ﾟُن｜（ﾑُظﾔ｀『ｵُُظن｛ｺظت
ゴ＜≠』カُｯ＜館ُ［館ُظنカُ…وتケ‖ガُジﾘُ［館ُنｳ薯ﾆｯ＜≠ﾟُنﾒ±＜ﾟُｳ≠を｜関ﾟ～ُُُوُُإゴﾟُون館～ﾟ］ُنぇﾌｯﾙﾟُو‒ゴﾟُإﾀ｝نカ〔ُنﾑダ…نطُ،

［関』をؤ｜ｱ،ًُُُｯﾒヱُｯガｯ＜≦＝ﾛُジ』ﾟُنｳ｀≦≠】ﾟمُنｯ》ダُن｜館‖』カُو،［ちﾒヱُ＼ズ～＋ﾟُُونｯ薯を｜ﾛُطｯﾜ｀ﾟｯ《ُ～ﾑُوゴ｀ﾑُ］＋カُو،
ｳ薯ﾆｯ＜ヱُｳﾊ｜ﾘُジﾘُُي

ُُُُُ～ﾒ±ｵ ظنُ ُ｛ｺظت ُジ』ﾟｯﾆت ｯ』ﾀمُ ُジﾘُُونو《～≦ﾒﾟｯُُ［関ﾟｯ≠ﾑظ ُｼﾟｯﾊو ُ［関』ﾑｯ” ُ╉ ُぇ『ﾜ』ズ وﾜｵ』｀｝نُُوظنُ ُ،
ُ±ｯ＜｠｛｀ﾛُ～ﾒيをُُ）≠「［ｯ＜ﾆ｛ﾙカُُُوُ《関＜ヱ］ｯ＜『ｽُ’ﾟｯﾀُُُوｯカ｜ズ～ﾜｵُ［藷〔ﾑ،ُو｟｝ﾊ｝لُتد ُ 

ُُُُُُُُُونバ±ﾟمち藷｀ﾑُ］ُوتｳ≠ｽُ╉ُو｟｜ヴｵｯ館يُُُُُُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ‐＋≠ﾟُن［館｛ﾀُيييييييييييييييييييييييييُيُُُ/ظ

 ∠バ ⊥ョ ァクゅョル :⇔Ιヱぺ  るよゅゎミャ りｚキ
るΑタカセャや るャゅシケャや 

1- :)ｱ》＝ヴｳ( ｱﾝｭﾄتج ث［÷ヱ 



 

∫ 

 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

اﾜ「ー ثそﾆ ｱﾝｭﾄ～ وザ／ﾚｳ～ مﾐｳ ）÷ﾞﾐ｀ グﾝ」～ ザ／ﾚｳ 〕ﾏ ｭヴ＜ﾖ～ك カﾝص ｀カﾞ×ﾗ〈 ｭﾖ～」ﾐص ｀ﾎ ｀～اｭﾏة   
.ｱﾝｭﾄ～ﾝا ｱ〈ｭ」間ﾝ ｱ書＝ﾗﾝا ｜ﾄゼا 

［ُ藷ｽ｜ﾟُن］≠ｽ｜ﾟُن╉ُ［±《ُ

ُジﾘُ／を｛関ﾟُُُُُُُن/ُُُُُُُُُ/ُ

ジ≠｀ﾒヱُُىえذｯ』ﾆُظﾟنぇﾌｯﾙ/ُُييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ُ╉ُｳ≠ｽُوت［ち藷｀ﾑُمバ±ﾟنヴｵｯ館｜｠صُُُُُُييييييييييييو～ﾒ｠ُو

ُُُُُُヴカُُُُإ］≠ﾟえُوت｜ﾆُジﾑُدون］ヱُُُُ،［を｜関ﾟُن 〕÷－×《ُ～ズ～×ﾟُنジｱｯ】ﾑُإケ‖ガُジ』ﾟｯﾆلُتバﾀُ］ヱُぇ】ﾆظنُظ
ُぇ館ُジﾘُジ『カｯ】《ُف｛ﾛ｛ﾟُونｳ藷カｯ＋ﾟُن〕ｵｯｵｯﾙ』ﾟُونジｱُ〕』ズｯ＜ﾑُ］±＋ﾟُぇを…】ﾟُنえ｜ちﾈو／ﾛُيو

ُُ≠『｝ﾆｳُ（ﾆ『＞ジﾘُｯُنｳ｀ｽ｜≠ﾟُنｯ館ُｯ≠ヱﾟنヴﾟُُظﾞ』｜ُنジﾘُ｜ｷダُدジﾒﾘُإゴﾟُنｱｯ【≠ﾟ｜ةُونｯギ』ｺドدُ”｝نلُدتنُوُُُُُُ
Eُギﾆوﾟُنｳ｀ｽ｜≠ﾟُنジﾘًُن｜≦【館ُｯ＜≦｀ﾑُぇｳを｛カｯ【ُُي

ُُُُُُぇﾌｯﾙﾟُنジ≠｀ﾒヱ:ُُｯ＜ﾛｯ＜ﾑُظ ｯﾛ｛（ヱُ〕ﾟُذぇ〔藷ﾆُوｯ＜≦≦ｽُｯヱُ〕｀＝ﾘُゴ±＜カُُظن］ち≠》ُドُُゴ±＜カُ］ ،゚ُو
ُُｯ＜ﾟُ〕ｵ｛ｱｧ《ُｯカ｜ﾒﾈُｯ＜カダُ〕ﾟكصُوذｯ±＜カُ］ ظｱ～نギｺُ｝دكُنカُｯ＜』｀ﾒｺُジ』ﾟ＋‐ُنﾒﾟ｀］ُونｯ≠館ُ،［藷｀ﾒ』ﾟُظﾟُｯ＜カ］゚ُو

関ｵُُُ｝نｯ≠｀ﾒヱُُيぇ『ﾛُظنُ

ُ～ﾛُ〕カُظ╉ُ～ギﾈن،ُوظ～≠ﾟطُنｯ＜ｱُ］ヱُ‐ﾒﾊُظ｛ガُｳ藷÷－×ﾟُونぇﾜﾒﾟطُنｯ＜ｱُنｧ《ُف｜』ﾑُظ:ぇﾌｯﾙﾟُنジ≠｀ﾒヱ
ُُ｜＋《ُ］ヱُｯ＜』≦ﾜﾆُو،ｯ＜ﾟُｯ薯ｽｯﾊُ［｀ﾒﾟُن／｀ﾒｺُو،ヴｺُو｜≦ﾀُゴ｀ﾑُ〕』カｯヱُظ／ズة،ُوظد｜≦【館ُلｯ藷ｺلُظ｛ﾜﾑُ／≦＜ｱ

ﾑُ｀≠〔ُوｵ｜『ﾀ〔ُي

ُُُىﾑ…ُوぇُｺىنﾟ～نｭ］،ُوظنُ《【ぇﾒُ╉ُُثﾟｯﾀُジｭバヱ’ُنｯﾑ～ﾟطُ》ジ＜ヱُ〕ﾟﾐ藷≠ｺُُُُさ≦ﾘ｛』ﾟｯُوヱ［ُُُُ:ظﾀ≧｜نًُُوُُُُُ
ヱُジﾘُ〕ﾟننذ…≦ُُ〕ｵｯ＜±ｽن｜－ﾘنُو｜ﾀُذ╉ُ〕ヱك،ُوظدن｜≠ﾑُジﾘُو〕｀≠ﾑُジﾘُ〕ﾟُتكｯ薯ズُُوظن،ُُｯ＜ﾟُُُُُوぇ関ﾟ

ُُينｯ藷ｺダل

ُونバ±ﾟمち藷｀ﾑُ］ُوتｳ≠ｽُ╉ُو｟｜ヴｵｯ館ُي

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ‐＋≠ﾟكُن‖≦≠｀ｵ/ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُيييييييييييييييييييييي

ُ

≪-   :)ケミセ( るャゅシケ ァクヱョル 



 

∬ 

 

 
ｭ－÷ﾞﾝُث間 ゴﾖ ｱ陥］‒―اﾝدوｱﾝ اﾜ「ー ثｱﾝｭﾄ مゴﾖ ）ﾚ〉／ﾈ グﾝ اﾝ」ﾞ／ اゴ】～ﾐﾝ اｭ‒‖ﾝ ｭヴ＜ﾖ ヮ［ﾏ／ｳ け＜ﾚ－ﾝثة 

ُُُُيﾘُ｜ギﾈ』｜نズ｜ُنジﾘُ｜を｜＋』ﾟُنドｯﾙ』ｽドتُ》ｯ藷、ｧد
［ُ藷ｽ｜ﾟُن］≠ｽ｜ﾟُن╉ُ［±《ُ

ُジﾘُ／を｛関ﾟُُُُُُن/ُُُُُُ/ُُ

ُ/…を…ﾒﾟُنジﾜ》～ﾊُيييييييييييييييييييييييييييييُي

ヴｵｯ館｜｠ُو╉ُｳ≠ｽُوت［ち藷｀ﾑُمバ±ﾟُيييييييييييييينEُヱظ،～ﾒ《ُｯُ

ُُُُُُُsُ～≠＋ﾟｯﾘُ］＋カُｯヱُظ،ｳ藷・ｯﾑلُو｟－≧｜ُوｯｽُ～ﾒﾆُظジﾘُｳ≠を｜関ﾟةُن｜ﾆダنُون｛関ｵُُظنゴﾟｯﾒｵُ╉ُلｧﾆظ
ｯ＋ﾟｯ《ُﾐ』≠』カُلُنﾟ）≧‐ُي

ُُُُُُُ:…を…ﾒﾟُنジﾜ》～ﾊُُُジ｀館ُو〕藷ﾟُإ‐』ﾞظ ُ 『｀ｵُُظنバヱنقُط｛ﾈظﾟتةُنｯを…ﾟُジｵ｛ﾑُدジ／を｛関ُُ／を｛関ﾟｯﾘُص
ヱ［ُظぇ≠ｺُنｯカｯｺ｜ギ≠ﾟتُُُ～ﾒFُُ نえ‖ﾟُ《ُ ُونｯﾜﾟدم،ﾘُ』｜نズ｜ُ》ｯ藷、ｧدُنゴ｀ﾑُｳ｀『ﾜヱُ｜ギﾈُジﾘُ｜を｜＋』ﾟُنｯﾙ』ｽドلُ

ُｳ藷？を｛±』ﾟنﾘ ُｽُぇ≠ｺｧ《ُ／を｛関ﾟُن］を…』ｵُｯギ≦ﾘُو،ｯ＜』ﾜ（＜ヱُジ `ُُُ｜×』＜ｵُتود｛ﾟن،ُونｯちヱُぇ館ُヂ≠ｵُة｜＝－ﾟｯﾘُ،ｯギ｀

 ُヱُｯギｭｯｺُظتジﾘ ُｽ｜ًُｳ薯ُُﾘ｛≦＝《Eُُوثوｯギُُﾐ』≠』』 نتｱُぇ館ُ］ヱُｯガ｀～،ُوظｯカُوظｯを…ﾟُﾐ｀（』カُジｵ｜ﾆتｵ〔ُنｳ薯？ｵ｜≠ﾟ،゚ُو
ケ‖ギｱُｯ＜ﾒヱُُنｺダ｝نطُنバガｧﾘُｳ｀≦≠】ﾟُوｱُ〕《ُバギﾆ≧［ُظガ｀〔ُوｱُジﾘ｀～كُنを｛関ﾟ／ُي

ُُُُُ ُ》ُえ‖ﾟُنジ≠｀ﾒﾟُن…館｜≠ﾟُن:ｯギｱُ｜－』ﾙｵُジ』ﾟُن／を｛関ﾟُن［ﾟｯﾒヱُ］ヱو ُﾒFُ～ُ ُ ［ガُظ］ヱُُ،ｳ藷ｽｯ藷±ﾟُن］ﾞｯヱダُُنヴ藷：ﾘ
 ُｵُｳﾑ｛＜』ヱُمｯ±ﾛظ ُ～ﾒ±ُ ُｵُジ』ﾟُون／を｛関ﾟنجُن｜ｱُظ〕ﾟ‖館ُو،ｯギﾟُジｭن｜ﾟن ُﾒFُ～ُُُ ｵُُｳｷバｷُ］ヱُن｛関』ｵُو،ｳをتｯ≠ﾒヱُｳﾙ＋

ظｱ｜نجｯ】』ヱُوتةُوヱ－『｀ｳﾙُنﾟ＋【］،ُونﾟ』｜جُن関』ズُ‥藷ｭ｜ﾟ｝نｵ｜館ُ］ヱُ≧［ُإｽ～نﾒ（ヱُｯギｱُｯ≠ガ］ズُ～وتｽُ｝لُ
ُُ］ヱُぇ館ُﾐ』≠』±藷ﾟُب｜ﾜヱُتｯ〔＜ヱُｯギｱُう｜ﾖ÷ﾟةُن｜関ﾟُون،／を｛関ﾟُن［ﾟｯﾒヱُぇ館ُヴ藷・ُ‥ﾟｯ】ﾟُن～ガｯ×藷ﾟُصヴ±ﾙカ

ﾟｯ《ُヴヱ～－』±》／を｛関ﾟُنｳ ｯ＜＜ち≠》ُｯ≠館ُثｯをتةُنﾟ≠±【～ُن関ﾟ』≧｜،ُوガ｝ُظｽ～ُنｯ＜≠ُ،ُُ［ﾟｯﾒ≠ﾟ（｜ُنヱُｳ｠｜ﾜ≠ﾟ［ُد゚و
ُنｳ藷ｽｯ藷±ﾟُنを｛関ﾟｯ《ُｳ藷ヱバﾆヅ／ي

دﾛُ～ﾑ｛ヱُジﾟُ～وヱ〔ُإｵُドEُ＜±』ズُゴ』ｽُｯ＜≦ﾟ＞‥ُظنｵُُ ظﾀ≧｜ن:ُُوُُُُُ ｯ＜ﾟُゴُنジﾘُ〕ﾟｯ薯？』ﾆُنｯ（≠ﾟتيُُُُُُُُُُُُُُ＋～ 
‐を｜ﾛُطｯﾜﾟُゴﾟ‒ُوジｵｯ藷＋ｵُ〕 ُُي゚و

ُييييييييييييييييييييييييُيُ/ظﾀ｝كُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

≫-  :)ペΑキタ りヱハキ( るャゅシケ ァクヱョル 



 

≒≡ 

 

ُ
  ｱ〈ｭ」間ﾝ ｱ書＝ﾗﾝا ｜ﾄゼة اｭﾏا～｀ ﾎ｀ صｱ】～ﾔﾝا ゴﾖ ）ｳｭヱｭﾐ｀ ｭヴ＜ﾖ を±ｳ ）〉／ﾝوا グﾝم ｱﾝｭﾄث ー」ﾜا

 .ｱﾝｭﾄ～ﾝا 
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ［ُ藷ｽ｜ﾟُن］≠ｽ｜ﾟُن╉ُ［±《ُ

/ُُُُُُُُُُ/ُُُُُُُُُُジﾘُ／を｛関ﾟُن

ُييييييييييييييييييييييييييييييُيُ/ظジｱُوظジヱُنを…ﾒﾟ…نن

:～ﾒ｠ُييييييييييييييييييييُوヴｵｯ館｜｠ُو╉ُｳ≠ｽُوت［ち藷｀ﾑُمバ±ﾟُن

ُُُُُ ُ～ﾈُظジﾘُｯカُوظジ』ﾟｯﾆُت［ち藷ﾟُإ‐』ﾞُُظ‐ｽُظｯ≠館ُ،［ﾞｯをُتؤゴﾟقُإ｛×ﾟُُنｳ＋÷｠ُو｜≦－《ُジ＜カُظ［館｜『ﾀظنُظ
ُوｳ藷・ｯﾑُي

ُُُُُ～ﾟُُنونえ ُُظジ＜カｧ《ُن｜ﾆُ［ち藷：ﾀُظドُ:نن…を…ﾒﾟن｜ُ≦【館ُジカｯﾑًُُُن ُ《ُ‐『±《 ُ～ﾒ ُ［ﾟُظジ｀ﾀُدنジﾘُو،［関＜ﾑُえُُُ｜≦『館
وｯカتｯギ」ﾙ（》ُドُｳ薯ギ』｀ヱُُإドُنﾒﾟ｝دةُإゴﾟُظ関カｯ＝ｽ］ُو‒ゴﾟُو”＞ジُنジﾟｯﾖﾟُنﾛｯﾘُジ＜』｀ﾒｺُｳ｠｜ﾖﾟｯﾘُ،／を｛関ﾟ～نُُ

Fُ｜≠ｵُｯ＜ガُمｯ》ダُون،ｯ≠ちﾒヱُｯギｱُ｜ﾒﾈُظ／＜館ُジ』ﾟُنぃ”ن｛ﾒ｀ﾟُEُ｛ﾒｵُ～ﾛُو،ｳ】ギ『ﾟｯ《ُت｛ﾒﾈُُدتُ دونﾑُُゴ｀
ُنｽ｛ﾟ～ةُنさズ～ﾊُバﾘُ،ｳ≠藷ﾟダُوドُتょﾜﾘُ،さ≦ﾘُنｽ｛ﾟ～ةُونぇ≠ﾒﾟي

ُُُُُE`ُﾒｵُジ＜カｪﾘُ،ｳ｠｜ﾖﾟننُن…ｽُظ］ﾑُن～≦ﾒ｠ُوｳカｯヱヂ ≠／ُنｯ－ｵذジﾘُُُنｳ｠｜ﾖﾟُظｯ藷ﾈط館ُ】≧｜ة،E`ُﾒｵُ～ﾜﾘُُ≠／ُ ゚و
ぃﾛن｛≠ﾟُن］ヱُ～ズ～ﾒﾟُنジﾘُえ～ｽنتُو｜ﾜﾟُُنｯ≠館ُ،ｳﾑ｜±《ُطｯ藷ﾈダجُونｯ＜ﾟُنｳﾜ藷？ｽُفｯ×』ﾞُن／≠｀ﾒｵُｯ≠館ُ،

＋』ヱُｯ÷－ﾈُｳ｠｜ﾖﾟُنジ＜』｀ﾒｺتني‖ｽُ｜【ﾞُوظｳ藷 ُ≠ﾟُバ｀≠±―゚و

ظتｯ≠関＜ヱُ｛ｺُ《ｯُظﾑ…ُنｯ＜ﾟجジ『｀ﾛُゴ｀ﾑُُنｯﾑ～ﾟطジﾟُُ》さ≦ﾘ｛』ﾟｯُونﾟ±～ند،ُوظ《＝ｯُُُونﾟ～نえُنを…ﾒﾟ…ننُ:ُُُُُ
ُُジ関ﾟُｳ｠｜ﾖﾟُنジﾘُぇ≠ﾒﾟنُن‖ガُジﾘُジｱ～カُة｜』ﾘُジギ』＜ｵُُظنゴ＜≠ｵُظ［館ُو،ｯ≠関ﾜｽُジﾘُت｜÷ﾛُُإنジ』＋ヱｯ±ヱ

ًُｯﾒ藷≠ｺُｯ＜』｀ｭｯﾑُ｛ギﾘُ،／を｛関ﾟُنジﾟｯﾖﾟُنジ＜”ُوｯ≠ちﾒヱُうُوظت،～ズ～ｺُ］ヱُｯﾒヱُﾐ≠』】カُو［ち藷ﾟدُإ｛ﾑُُيظ

ُُُُُ》ｯギカُジﾘُ:مｯ』－ﾟُنジﾘُُوゴﾟ‒ُو،ｳ藷・ｯﾒﾟُونｳ＋÷ﾟتُن｛ﾘ｛≠《ُ［』カُوظジ』ﾟｯﾆُت［関｀÷ｵُُظن｛ｺُظت،ジ』ﾟｯﾆُتｳ
ﾛُطｯﾜﾟُيゴﾟｯﾒｵُ╉ُذنｪ《ُ‐を｜ُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ/‐＋≠ﾟُن［関＜ｱُيييييييييييييييييييييييييُيُن

ُُُُُُُُُُُُ

√- :)るよケピャや ヶプ りゅルゅバョヱ ペΑッ( るャゅシケ ァクヱョル 



 

≒≒ 

 

 

ُ

2-  ｜ﾄゼا ｭ書0ص ｀～اカ】ثｭﾙأ ／ｻة أｭﾖ［ﾝ ｭ‒‖ﾐ｀و カﾝ ｭ書ﾄا［｀ ）ﾝ けザ／ﾈ グﾝم ｱﾝｭﾄث ー」ﾜا
.ｱﾝｭﾄ～ﾝا ｱ〈ｭ」間ﾝ ｱ書＝ﾗﾝا 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ［ُ藷ｽ｜ﾟُن］≠ｽ｜ﾟُن╉ُ［±《ُ
/ُُُُُُُُُ/ُُُُُジﾘُ／を｛関ﾟُن

ُُジﾜ》～ﾊيييييييييييييييييييييييُي/…を…ﾒﾟُن
ُو｟ﾒ～ُ:ُنバ±ﾟمち藷｀ﾑُ］ُوتｳ≠ｽُ╉ُو｟｜ヴｵｯ館يييييييييييييي

ﾑُ〕≠ﾑُةｯﾘ｛ﾟُ［館｜ｺُظ╉ُ［E〔–ُُ╉ُヴ≠ｽةييييييُيُُ–ت｜ﾙﾖ≠ﾟُونｳ≠ｽ｜ﾟｯ《ُヴﾟُ╉ُ｛ﾑُوظد
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُيييييييييي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُيييييييييييييي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُيييييييييييييييييُي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُيييييييييييييييييييييي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي

ُييييييييييييييييييييُيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي
ُوジﾘُنｯ』－ﾟم:関』≦≠ﾟُ╉ُ｜ﾙﾕُ］،ُوظدヴｵｯ＜ｺُｼ藷±ﾘُヴ｀ﾀ،ُو‒sُｯカُو‒ｯカُإヴ藷ﾟُتنﾒｺ｝نيُُُُُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ/〕ﾜ》～ﾊُُييييييييييييييييييييييييييُي

    ゅΑもコィ るビケヘョ ァクゅョル* :ゅΑルゅを
*るΑタカセャや るャゅシケヤャ 



 

≒≪ 

 

≫-  ）ﾝ ぃ＜ ص ｀～اｭ書0 اﾄゼ｜ اゴﾖ  ｱ書＝ﾗﾝ دثاカ」ﾄ واｳ ぃ＋間ﾝ】＼ثｭヴ＜ﾖ ヮ ｀〔 اｭ÷ケダلاー」ﾜ ثｱﾝｭﾄ مグﾝ `ج
 .ｱﾝｭﾄ～ﾝا ｱ〈ｭ」間ﾝُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ［ُ藷ｽ｜ﾟُن］≠ｽ｜ﾟُن╉ُ［±《ُ

/ُُُُُُُُ/ُُُُُُُジﾘُ／を｛関ﾟُن

ُثジ｀≦ヱُنを…ﾒﾟ…/ييييييييييييييييييييييييُي

ُ╉ُｳ≠ｽُوت［ち藷｀ﾑُمバ±ﾟن:～ﾒ《ُｯヱييييييييييييييييييييييُظヴｵｯ館｜｠ُو

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُيييييييييييييييييييييييييييييييي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُييييييييي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي

ييييييييييييييُييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييُيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي

ُيييييييييييُيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ُيييييييُيوジﾘُنｯ』－ﾟميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُيُُُُُُُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ/ぇﾆ｜≠ﾟيييييييييييييييييييييُيُن 

 



 

≒≫ 

 

ُ

•   ｭ書0ص ｀～اヮ［【ヱ ）署ｸص ووا）書ﾞﾏ カﾞ×ﾖ ｭヴ＜ﾖ ｭ【ﾊ［｀ "―‒［間ﾝا" ゴﾝｭﾔﾝو’＝（ ا グﾝم ｱﾝｭﾄث ー」ﾜا
.ｱﾝｭﾄ～ﾝا ｱ〈ｭ」間ﾝ ｱ書＝ﾗﾝا ｜ﾄゼا 

ُيييييييييييييييييييييييييييييييييييييُيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي

ُييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي

ُيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي

ييييييييييييييييييييييُييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُييييييييييييييييييييييييُي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُيي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي

ُيييييييييييُيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ُييييييييي/ُيييييييييييييييييُيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ

 :ュΑヱボゎャや 



 

≒√ 

 

ُ

ُ

ｳُ藷≠ﾆ｜ﾟُنぇｭｯﾆ｜ﾟُنさ｀ﾒ』ｵُEُ』をُو،ｳ藷ﾟｯ≠ﾟُظوُنｳをدنتヅتُن｛ヱダｯ《 ُﾐ薯ُジﾘُぇﾆ｜≠ﾟدنُُُن～＋ヱُｯ｠｛｀ﾆُظｯギ』ｱｯ』館
ُُｯギカ｛≠＝ヱُｯヱُظ،｜ﾈｯ薯≠ﾟبُن｛｀ﾆダُونぃ｀関』ﾟمُن～ﾑحُو｛ﾌ｛ﾟｯ《ُｳ藷≠ﾆ｜ﾟُنぇｭｯﾆ｜ﾟُن…≦≠』ｵُو،ｳ＜≦ﾒヱُｳﾖ藷ﾊو

:ُぇ【ヱُｯギｱُさ｀ﾒ』≠ﾟضُن｛ﾌ｛≠ﾟُن‐±ｽُُظوｳﾟｯﾆ｜ﾟُنヴ藷ﾟُإヴ Eｺ｛ ｵُジ』ﾟُنｳ±ﾆ―≠ﾟُن‐±ｽُぃ｀』－》ُヴカｪﾘُ

 バحｯヱُぇ｀ﾀُُيﾊ”｀‐ُإ ى

ُ
 ｀‐ُو（ｳﾙ藷ُي” ى

 

 ”｀‐ぇ≠ﾑُｳギｺُ］ヱُぇﾜカُُإぇ≠ﾑُｳギｺُゴﾟُظう｜ﾀُي ى

ُ
 

 ﾑｯ±ヱ～ةｳ藷ﾟｯヱُُيُ”｀‐ﾛُ｜سُظو ى

 

 ”｀‐ُإｯｺثةヱُ［ُنぇ≠ﾒﾟي ى

ُ
 

 مﾟُ｀～تنｳﾆُي”｀‐Fُ｜ﾙｵُ ى

 

 

 

        
 

 

 

 

 るΑョシケャや メもゅシケャや :ゅΑルゅを 



 

≒∽ 

 

 

 

ُُُُ 

1-  ｱﾝｭﾄث ー」ﾜمداثة ا グﾝمぃﾞｾ حデﾈم ｭヴ＜ﾖ ーﾞ“ｳ ）」ﾄث／｀ ｭ｀ ﾝا けﾖا～｀ ‘ﾐ〈 ゴﾖ  صｱﾄث／÷
.ｱ書÷ﾄ～ﾝا ｱﾝｭﾄ～ﾝا ｱ〈ｭ」間ﾝ ｱ書＝ﾗﾝا ｜ﾄゼا ｭ書0ا～｀ 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ［藷ｽ｜ﾟُن］≠ｽ｜ﾟُن╉ُ［±《ُ
ُ/ُيييييييُ/ُيييييييُيُنジﾘُ／を｛関ﾟُيييييي

ｳﾆت～≠ﾟُن｜ズ～ヱُ/ُぇﾌｯﾙﾟُنジ｠｜≠ﾟُن～≦±ﾟُن
ヴｵｯ館｜｠ُو╉ُｳ≠ｽُوت［ち藷｀ﾑُمバ±ﾟييين～ُﾒ｠ُييييُو

ヱ［ギｺُ｝د館ُ』≧｜ةُُُظﾜｵ～م関ﾟُ］ُ》－ﾟｯ’ُنち×ﾟ｜ُونｯ＜』ヱドنﾜｵُｯヱُゴ｀ﾑُ｝مُ》ヴُإدنتةُنﾟ≠～تｳﾆُنﾛ｛≠ﾟ｜ة
≦ﾘ｛』ﾟヱن｛ﾒﾟُن｜ｳُ藷≠藷｀ﾒ』ﾟُنｳ藷｀≠ﾒﾟحُنｯ】＜ﾟُｳ≠ｭバ≠ﾟُنぇُُيظُ(ط

ُظنﾙ｀カُ／ُنｺ｛ﾟُ［ちガｯ薯』カ｝دﾑُ～ةُظヱ｝تُ Fد｛カُ،ｯ＜』ﾆسُ》≠～ت｛ギ＜｀ﾟُぇﾊن｛』≠ﾟُن［ち藷。ﾆُ［｀ﾒカُｯ＜カダو
（ﾟُنｯギｺｯ』＋》ُｳをوت｜ﾌبُيバُ

ﾟُنジﾘُｳ藷ﾌｯを｜ﾟُن‐ﾑバ≠ﾟُن:ドُتظو～≠ُｳ÷ｽُｳ藷≠ガُظ［ち藷｀ﾑُゴﾙ－》ُドُو،～ズ～】ｵُゴﾟجُإｯ』＋ｵُｳﾆ
ُنﾟ『｜｟ｳ藷ُنﾟ』～ズ～】』ﾟُｳ藷カ～ُنゅｯ×＜ﾟُونｯ薯；ヅلゴ｀ﾑُُنﾟ＋÷’ُنﾟ～تنｳE≠ガُジﾘُｳ藷ﾆُوｳを｛≦ｽُي

ｳﾜﾘ｜≠ﾟُنケｯ藷≠ﾟُدوتةُن:ｯ藷カｯｷُُُت～≠ﾟُن～】±≠《～ズ～】ｵُゴﾟجُإｯ』＋ｵُｳﾆُﾐ藷（』±藷ﾟُةُُصバ÷ﾟبُظدنطُنバ（ﾟن
｛゚ギﾆُو｜±》ُジﾘيｳُ

ُإｵُゴﾟ【～ｼ＜≠』ﾟُｯギｭバ”ُ～ズُنﾟ｜نｳｽُنｳ藷±ﾙ＜ﾟُظｯ＜ｷطُنｳ÷＋ﾟيﾟｯｷ】ﾘُ:ｯ÷｝لُنﾟ≠～تｯ』＋ｵُｳﾆجُ
تن》ｯﾒ:ُنぃ÷ﾜ≠ﾟُنﾟ≠～تｯ』＋》ُジﾆجُإゴﾟُثｯをدةﾑُ～دُنﾟ＞｝نヴ藷・ُ‖ﾘص藷：－』ﾟُ´ُثｯｽمُنバ（ﾟبُظｯヱمُ

±をُوｳ ｛゚ギﾆُジﾘُنط｜×ﾟُونﾐ藷『ﾟُن［』≦ ُ｜ُينﾟ＞｝نﾘ‖ُنｳ藷ﾟｯ＋ﾟ،゚ُو
ぇを…ｺُｯ＜ヱُ［関ُوｯ』ﾀُジﾘمُتジ』ﾟｯﾆُظﾞ｜تえ｜ちﾈُُوギ】ﾟُえ｜ズ～ﾜｵ｝د ヱُｳ［ُظｯ＜｀ｺ،゚ُو 館］ُنﾟ≠』‖゚و

～ﾜ』ﾟُون｜ち×ﾟُين｜ズُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ/ُ‐ﾟｯ（ﾟُن［関＜ｱُُُيييييييييييييييييييييييييييُن

_ُ_____________________________________________________ُ

ُ｜فﾑُバﾜカُ［ُنｯ』ﾆダذُنヱُ/ُぇﾌｯﾙﾟ＋≠～ُنﾑｯﾜﾟ｝دُيｱ『÷ُظ(ُطُُُُُُُُ

ァクゅョル りｚキ∠バ ⊥ョ るΑョシケャや メもゅシケヤャ 



 

≒∝ 

 

ー」ﾜ ثｱﾝｭﾄ مザ／｀ グﾝ～ مあ／ｻ اｭ陥～－ﾝت カ＝｀ ーﾞ“ｳ اｭ【」ﾝヅق D〔ｳ ｱﾗ書”［ｯ اデﾏダن ゴﾖ ｭヴ＝ﾏ ا -1
 ｱ〈ｭ」間ﾝ ｱ書＝ﾗﾝا ｜ﾄゼا ｭ書0ص ｀～اカ」陥～ﾆ.ｱﾝｭﾄ～ﾝا 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ［藷ｽ｜ﾟُن］≠ｽ｜ﾟُن╉ُ［±《ُ

/ُُُُُُُ/ُُُُُُُジﾘُ／を｛関ﾟُن

ُ～≦±ﾟييييييييييييييييييييييييُينｳ館｜ﾈُ｜ズ～ヱُ/ذｯ』ﾆダُن

ｳُﾙ藷）يييييييييييييييييُ”｀‐ُوヴｵｯ館｜｠ُو╉ُｳ≠ｽُوت［ち藷｀ﾑُمバ±ﾟُن

ُｳﾙ藷）ُوゴ｀ﾑُل｛÷＋ﾟُنジﾘُジ＜ヱُｳ薯，نُت‖ガُジ『｀（《ُ［ち藷ﾟمُإ～ﾜｵُُظジカُإ＼≦ｽُ،［関』館｜ﾈُジﾘُジﾟُｳ薯ﾆｯ＜ヱ
ُُｳﾒヱｯｺُ］ヱُييييييييييييييييييييي’÷－ｵُيييييييييييييييييييｳ藷｀館ُｹを｜ﾀ

ُُジﾘُُدوتةゴ｀ﾑُ／｀÷ｽُジカُظｯ≠館ُ،ｯギｱُجｧ《ُドُة｜『ﾀُえ～ يييييييييييييييييييييييييييييييي،゚ُو
ُُぇ館ُｳﾙ藷）｛ﾟُن‐｀”ُﾐヱُ／ﾜﾘُظت～ﾛُو،ｳを…≦｀】カヅُنｳﾖ｀ﾟُنジﾘُُدوتةゴ｀ﾑُ／｀÷ｽُ〕ﾟ‖館ب،ُو｛ﾆｯ＋ﾟن

±≠ﾟننバﾑヅُنジﾘُｳ｠｛｀（≠ﾟدنتُنｯギ×ﾟنتُون～＜』ُُケ‖ガُو،ジﾟُｳ薯ﾆｯ＜≠ﾟُنｳﾙ藷）｛ﾟُنゴ｀ﾑُぇ÷ｽُظジ館
:ُジガُنت～＜』±≠ﾟُن

 ｯギﾈدةُنぇガ―≠ﾟُنﾟ～تنジﾆيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ى

 ُيｯثُدوتةُنﾆｯ＋ﾟ｝بｯギﾈ藷دةُنｺ『ُ– ى

ジﾘُｳ藷ُنｳﾖ｀ﾟُنｳを…≦｀】カヅُي ى  ｯギﾈدةُنズゼ｀『‥ُنﾟ～゚و

 ﾊ｝تةヱُ［ُنｳﾛｯ（薯ﾟُنｳ藷カ～≠ﾟُي ى

 ﾊ｝تةｺُ］ヱُ｝نثُنﾙ±ﾟ｜ُي ى

ُ］ヱُゴ＜≠ｵيوظ［関』館｜ﾈُゴﾟُإ［＝カُوظ،ジ『｀”ُゴ｀ﾑُｳﾜﾘن｛≠ﾟُنE［نننن』ننننｵُُظن╉ُ
え｜ちﾈُﾔﾟｯ《ُﾐヱُُو関ﾟُえ｜ズ～ﾜｵ］ي

ﾜヱُ～مُنﾟ）｀‐/ييييييييييييييييييييييييُيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُتﾛ］ُنぃｵｯギﾟ/يييييييييييييييييييييييييُيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُنｯ』ﾟتｿを/يييييييييييييييييييييييييييييُيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ



 

≒∵ 

 

2-   グﾝم ｺ書ﾆ～ｳ ーﾞ“〈 ｭヴ＜ﾖ م／ﾚ」ｳ ص―‒［間ﾝا ｱﾝو／ｯ ｱ書ヱ／÷ﾝا ｱ｀／】ﾝان ا［ザد グﾝم ｱ書÷ﾄث ｱﾝｭﾄث ー」ﾜا
 ｱ〈ｭ」間ﾝ ｱ書＝ﾗﾝا ｜ﾄゼا ｭ書0ص ｀～ا  ِゴﾄثا／ﾝا ）ﾞケ〇｀ ﾎ｀ けﾖا［」ｳ ゴ」ﾝا ｱ書｀［そ【ﾝت اｭヴ』ﾝا あ／ｻم

ｱﾝｭﾄ～ﾝا  .ｱ書÷ﾄ～ﾝا 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ［ُ藷ｽ｜ﾟُن］≠ｽ｜ﾟُن╉ُ［±《ُ
/ُُُُُُُ/ُُُُُُُُジﾘُ／を｛関ﾟُن

ｳُ藷カ～≠ﾟُنｳヱ～－ﾟننُن｛ズُد/‐｀（ﾟُنｳギｺُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُｳﾙ藷）｛ﾟُｼ藷ﾈ｜ｵُ‐｀”ُ/ض｛ﾌ｛≠ﾟُن

え～ｽُإジﾘُｼﾈ｜』｀ﾟُن‖ガُジ『｀（《ُم～ﾜｵُظنُظジカ｜±》ُُُジﾆتن～ﾟُنジ｀ガ―ヱُﾐヱُ‐ﾆｯ＜』ｵُジ』ﾟُنぃｭｯ）｛ﾟن
ｵُジﾘُ－÷’/ييييييييييييييييييｳﾒヱｯｺُ］ヱُ/يييييييييييييييييييييييييُي

｛ガُぇガ―≠ﾟُنゴ｀ﾑُل｛÷＋ﾟُنｿをتｯｵُييييييييييييييُيُ/ييييييي/يييييييييو
:ｳ藷ｵゼُنｳ藷ｵ｛『【ﾟنتُن～＜』±≠｀ﾟُتن｛ﾊُ‐｀（ﾟُنﾐヱُ／ﾜﾘُظت～ﾛُو

 ُُنぇガ―≠ﾟُنﾟ～تنジﾆُطｯギﾈدةُنﾟｯち薯ﾟ｝تを｝ج(ي ى

 ﾙ×ﾞ／ُنﾟ～تｯｺتﾟُ｀≠｝ندُنヱُｳ藷÷÷－』ﾟ［ُنｳ藷｀関ﾟُي ى

 ｯギﾈدةﾆُ］±ｽُ≧｜ُوﾆ｀｝كُي ى

 ﾊ｝تةｳﾛｯ（薯｀ﾟُُنｳ藷カ～≠ﾟُي ى

 ﾊ｝تةﾟُ【｝نثُنﾙ±ﾟ｜ُي ى

ُُゴ｀ﾑُジカ‒ُو،ジﾆتن～ﾟُنジ÷÷－』ﾟُｳ薯ﾆｯ＜ヱُｳギｺُゴﾟُإジ＋藷ﾈ｜ｵُ［』ズُُظنゴﾟｯﾒｵُ╉ُ］ヱُ｛ｺُظتｯ≠ﾞ
館ُｳ藷≠｝ن”［ｳヱ～ﾀُゴ｀ﾑُ’を｜ｽُُو”＞＞ｯُنジﾟｯﾖﾟُي ُنﾒ』ﾆ～ندぇ≠＋』ﾟُُنﾟ≠±―゚و

ُ｜ﾘلُون｛『ﾜ《ُن｛｀＝ﾙｵو』ُﾟنﾜنمُي｜』ｽドُون｜ズ～ُ

ُُيﾜヱ～مُنﾟ）｀‐/يييييييييييييييييييييُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُتﾛ］ُنぃｵｯギﾟ/ييييييييييييييييييييييُيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُｿをتｯ』ﾟُييييي/ييييييي/ييييييييييييُيُن

ُ



 

≒∫ 

 

3-   ）ﾞ÷ﾏ ｱヴｸ ゴﾖ ）」ﾝｭﾚ」ﾄا ーﾞ’ ل［「ﾙ カ＝｀ ーﾞ“ｳ ゴﾝｭ【ﾝك ا～ザ／｀ グﾝم ｱ書÷ﾄث ｱﾝｭﾄث ー」ﾜا
  ｜ﾗヱ ゴﾖ ثاة［」陥／ﾝدة اｭヴﾆ グﾞﾏ ）ﾝ［±ｻ ／ﾐ〈 ة／ザ／ｸ ぃ÷ﾏ ｱヴｸ グﾝل مｭﾚ」ヱデﾝ صｱ書ﾝｭ【ﾝا

｜ﾄゼا ｭ書0ص ｀～ا）±±】ｳ .ｱ書÷ﾄ～ﾝا ｱﾝｭﾄ～ﾝا ｱ〈ｭ」間ﾝ ｱ書＝ﾗﾝا 

 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ［ُ藷ｽ｜ﾟُن］≠ｽ｜ﾟُن╉ُ［±《ُ
ُ

ُُ/ُُُُُُُ/ُُُُُُُُジﾘُ／を｛関ﾟُن
ُ～≦±ﾟذُنｯ』ﾆダمُُُُ/نｯﾑُ｜ズ～ヱُُُييييييييييييييييييي

╉ُｳ≠ｽُوت［ち藷｀ﾑُمバ±ﾟُُوُن｠｜ُ館ｯｵヴُيييييُي:ُ～ﾒ｠ُو
ُُ(”｀‐ُنｳﾟｯﾜ』ﾆطنﾌ｛≠ﾟ｝ض:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُ
ジﾘُُُإﾜ』ﾟｯ《ُｯًﾜ《ｯﾆُ／≠ﾛُ～ﾛُ´藷）｛ｵُｳﾜ《ｯ±ヱُジﾘُ／＋】カｯギ≦ﾟ～مﾛُ～ُظｯ≠｀ﾑُ［館～≦ﾘُُジ＜カظُُُُُ

／を｛関ﾟُنｳﾒヱｯｺُُゴ｀ﾑُل｛÷＋ﾟُن～ﾒ《ジُ』ﾙ藷）طُوｯ＜ｷتنةُظ｛』館～ﾟدةُنｯギﾈُｳ藷ﾟｯ＋ﾟُُُنｼｭن｛｀ﾟُن‐±ｽ
〕ﾟ‖ﾟُｳ≠〔＜≠ﾟُن］≦カن｛ﾜﾟُُيون

نﾒ』ﾆ～ندنﾟバﾟُ『＋ｯقُُظتﾛُ［関＜ヱُ｛ｺ』｝لُنヱُジ』ﾟｯﾜ』ﾆ［ُو（ジ』ﾙ藷ُنｯ＜｠ُُ،ｳ藷ﾟｯ＋ﾟطヴ藷｀ﾑُُوُُُُُُ
 ي【ジ』ﾙ藷）｛ｱﾟｯｳﾒヱｯُنズ～】ﾟ～ةُ》

ُُُُُُُُُｯ≠館ُｯً≠｀ﾑُ［ち（藷ｽظ《ُُジ＜カｧُ～ﾛぇ≠ﾒﾟｯ《ُ／ﾜ＋』ﾟُنｳُ藷ﾟｯ＋ﾟُنジ』ﾙ藷）ُوジﾘُをُتｯ』ｱｿ 
ُيييي،ُوتジﾙ｀ヱُ［ﾛُنガُジﾙ藷）｛ﾟ｝يييييييييييييييُي..…/…/.…

ُُُ:‐｀（ﾟُنﾐヱُさﾘ｜ヱُو
ﾊُ｝تةヱُ［ُنｳﾛｯ（薯ﾟُنｳ藷カ～≠ﾟيُ ى
 館『｝تنةُيﾊ～ﾟ｝تةｯギﾈُ］ヱُدةُن ى

ｳﾙ藷）｛ﾟｯ《ُジُنズ～】ﾟ～ةي ى ｛゚『ﾛُنت｜ﾛُ］ヱُتة｛ﾊ 

ُوﾙｵ＝｀｝نُ》ﾜ』｝لぇを…ｺُُنち×ﾟ｜ُونｽド『｜نمُيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُُيﾜヱ～مُنﾟ）｀‐/يييييييييييييييييييييُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُيتﾛ］ُنぃｵｯギﾟ/ييييييييييييييييييييييُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُنｯ』ﾟتｿをيييييييي/ييييييي/ييييييييييُيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ



 

≒∬ 

 

4-  ）ﾝ ぃ±ﾖ اث～ﾙ وث／ﾈ ／ﾐ〈 ぃ÷ﾐﾞﾝ ）ｳد［ﾏ グﾞﾏ ｱﾚﾖا［÷ﾞﾝ ）ﾞ÷ﾏ ｱヴｸ グﾝم ｱ書÷ﾄث ｱﾝｭﾄث ー」ﾜا
 ﾎ｀ ص）ﾖو～” ｭ【ﾊ［｀ صぃ÷ﾐﾝا 〕｀.ｱ書÷ﾄ～ﾝا ｱﾝｭﾄ～ﾝا ｱ〈ｭ」間ﾝ ｱ書＝ﾗﾝا ｜ﾄゼة اｭﾏا～｀ 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ［藷ｽ｜ﾟُن］≠ｽ｜ﾟُن╉ُ［±《ُ
/ُُُُُُُُ/ُُُُُُُジﾘُ／を｛関ﾟُن

～≦±ﾟذُنｯ』ﾆダمُ/ن｜』＋≠ﾟييييييييييييييييييييييييييييُنｳ館｜ﾈُمｯﾑُ｜ズ～ヱُ
ُ╉ُｳ≠ｽُوت［ち藷｀ﾑُمバ±ﾟن:～ﾒ｠ييييييييييييوヴｵｯ館｜｠ُو

ُُُُُُُ～ﾒ《ُえ～ﾟُ‥藷 ظﾜｵ～مُ》）｀』ガُジ‖ن関ﾟُ］ُوジ｀館ُظｯ《ُぇヱ┰ُظｯ＜≦ﾆُヴカلぇヱｯ館ُ［関＜ヱُُنｯ≠』ガドم،゚ُو
ُ╉–ُヴカｯ＋薯ﾆُُُىヴ藷ﾟُإｧ】ﾟダُ［館｜≦ﾕ. 

ﾆ،ُُُُُｯギ≦ﾘُ／｀≠ﾑ＞｝نتييي関』館｜ﾈُ/［関』±ﾆ―ヱُジﾘُ／｀≠ﾑُ～ﾜﾟ］……ييُنﾛ｛≠ﾟ｜ةﾛُ｜ن》ｳُنل…يُُُُُ
ُُぇ≠ﾑُさを｜ﾘُ］≠ﾌُخバﾀヅｯ《ُジﾟُ～ギ×》ُيジ｀≠ﾑُنｯﾜｵ‒و 

ُُُُ『±《ُ］関 ±／ُظヱ｀〔ُظヱُえ÷～تｵジُ｀÷ﾘُُُ］ُ‐ُ（｜وジﾘُنﾟ）ｯتｳｭُونｳﾊｯ－ﾟ゚ُو ヱ［ُنぇ≠ﾒﾟ،゚ُو
ジُﾘُケｯﾜ｀ｵُظ／＜館ُえ‖ﾟُن‐ｵن｜ﾟُن｜≦ﾕُぇﾀ～｀ﾟُケ‖ガُُُ］ヱُ］ち≠ｵُظ［ نｳﾙ藷）｛ﾟُن館ُジ』ﾟ＞／ُظｯギ≦ﾘُぇ≠ﾑ،゚ُو

ｯًﾊ｛÷ﾀُوظنｳ｀ｭｯﾑُえ～ﾟُُظﾒｵُُُｯカ｀≠｝نｯ｠｛ﾒﾊُう～ヱُتُنｯ藷＋ﾟةظカ『］ُُنジﾘُぇ≠ﾒﾟُو（ｳﾙ藷ُظう｜ﾀ،ُُو
ｯُギ｀ｭｯﾑُ～≦ｽ｛ﾟن. 

ُُُُُ｛ｺنُظت‖ﾟُُえُظジﾘُُظوｯギ｀ﾖﾈُظ／＜館ُジ』ﾟُنｳﾙ藷）｛ﾟُنジﾘُぇ≠ﾒ｀ﾟُジｵدｯﾑُإジﾘُ｜〔＜ﾟُن［』ズُظن
ｯギﾘن～ガُظさ≦ﾜ＋ｵُوｳ館｜×ﾟُنｳヱ～－ﾟُえ～ギｺُうتｯ÷ﾛُل‖ｱｧﾆُو،ｳ薯ﾆｯ＜ヱُｯギカو～】ｵُう｜ﾀُظｳﾙ藷）و. 

تًنُُُُُ  ～ﾜヱًنُو｜ﾞｯﾈُ،ｳﾊｯ－ﾟُنジﾘو｜〔ﾟُ［ち≠ギﾙ』ﾟُو｜ズ～ﾜ』ﾟنمُون｜』ｽドُنぇ館ُل｛『ﾜ《ُن｛｀＝ﾙｵ..ُ
ُ

ﾜヱُ～مُنﾟ）｀‐/يييييييييييييييييييييُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُُيتﾛ］ُنぃｵｯギﾟ/ييييييييييييييييييييييُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُنｯ』ﾟتｿをيييييييي/ييييييي/ييييييييييُيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ



 

≪≡ 

 

ُ
ُ
 

1- ｱ書÷ﾄث ｱﾝｭﾄث ー」ﾜا   ｱ書ﾞ÷ﾐﾝاط ا～ｵ【و ｱ書÷＝」ﾝ ）ｳｭｻ～」ﾚ｀ ｭヴ＜ﾖ م／ﾚｳ صｱ書】～」ﾝوج‒～ ا ゴﾝｭﾐ｀ グﾝم
  ｱ書＝ﾗﾝا ｜ﾄゼا ｭ書0اص ｀～ا～＜ｵ･ｳو ｱ書ﾝｭﾐﾖ ～『ﾜأ ぃそﾆ グﾝم い／＜ﾞﾚ」ﾝا ｭヴﾞそﾆ 〕｀ ｭヴｸا～ｾ【و ｱ書÷書ﾞﾐ」ﾝا

 .ｱ書÷ﾄ～ﾝا ｱﾝｭﾄ～ﾝا ｱ〈ｭ」間ﾝ 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ［ُ藷ｽ｜ﾟُن］≠ｽ｜ﾟُن╉ُ［±《ُ
/ُُُُُُُُُُ/ُُُُُُُジﾘُ／を｛関ﾟُن

ｳُ藷｠｜』ﾟُن｜をُوثジﾟｯﾒヱُ/ت｛』館～ﾟُن～≦±ﾟُن
:ُ～ﾒ《ُｯヱيييييييييييظヴｵｯ館｜｠ُو╉ُｳ≠ｽُوت［ち藷｀ﾑُمバ±ﾟُن

ُُケ‖ギｱُ［ち藷ﾟｯﾒ≠ﾟُم～ﾜｵظ
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي

ييييييييييييُيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي

ييُيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُيييييييي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي

ُييييييييُيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي
ُوジﾘُنｯ』－ﾟم:ُظتｺ｝ُظن関ｵُ｝نケ‖ガُُنｯｽ｜』ﾜ≠ﾟتﾟｯカُ～ﾛُ／ُإｯ】ﾑبち藷ﾟｯﾒヱُ］ُيُُُُ

ُوﾙｵ＝｀｝نُ》ﾜ』｝لُونﾘ｜ُنち×ﾟ｜ُونｽド『｜نمي
ﾜヱُ～مُنｯｽ｜』ﾜ≠ﾟتُن関＜ｱ］ُنﾟｯ（ﾟ‐/يييييييييييييييييُيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 ゅΑもコィ るビ ｚケヘ ⊥ョ ァクゅョル* :ゅΑルゅを
 *るΑョシケャや るャゅシケヤャ 



 

≪≒ 

 

ُ
2-  ー」ﾜاｱ書÷ﾄث ｱﾝｭﾄث ）ﾞ÷ﾏ ｱヴｸ グﾝم   ｭ書0ص ｀～اぃ÷ﾐﾝجة ｀〔 اｭｸم グﾞﾏ ل［±【ﾝا ｭヴ＜ﾖ ーﾞ“ｳ

.ｱ書÷ﾄ～ﾝا ｱﾝｭﾄ～ﾝا ｱ〈ｭ」間ﾝ ｱ書＝ﾗﾝا ｜ﾄゼا 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ［ُ藷ｽ｜ﾟُن］≠ｽ｜ﾟُن╉ُ［±《ُ
/ُُُُُُُُ/ُُُُُُジﾘُ／を｛関ﾟُن

～≦±ﾟذُنｯ』ﾆダمييييييييييييييييييييُيُ/نｯﾑُ｜ズ～ヱُ
ُ╉ُｳ≠ｽُوت［ち藷｀ﾑُمバ±ﾟن:～ﾒ｠يييييييييييييييييييييوヴｵｯ館｜｠ُو

ُظﾜｵ～مُإガُジ『｀（《ُ［ち藷ﾟ‖نﾟُ｀＋÷｝لゴ｀ﾑُُإｯｺثةヱُ［ُنぇ≠ﾒﾟيييييييييييييييييييييييُي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي

يييييييييييييُييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي

يييُييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُييييييي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُييييييييييييييييي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي

ُييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي
ُُُُُ｜ち×ﾟُنぇを…ｺُ［関 ُونﾟ『ズ～ﾜ｜ُيُوظتｺ｝ُظنｯ＜ズُلُ”｀』ジُنﾟ≠｝نｳﾜﾘ،゚ُو

ُُيﾜヱ～مُنﾟ）｀‐/ييييييييييييييييييييييييييُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُتﾛ］ُنぃｵｯギﾟ/يييييييييييييييييييييييييييُيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ



 

≪≪ 

 

ُ
ُ

1-  ～ヴﾆ وم／ﾙ ｱ署ﾄｭ＝÷〈 ｭヴ＜ﾖ カ》＝ヴｳ ぃ÷ﾐﾝا ゴﾖ ك～ザ／｀ グﾝم ｱ書÷ﾄث ｱﾝｭﾄث ー」ﾜن اｭ× `ث
.ｱ書÷ﾄ～ﾝا ｱﾝｭﾄ～ﾝا ｱ〈ｭ」間ﾝ ｱ書＝ﾗﾝا ｜ﾄゼا ｭ書0ثكص ｀～اｭ署÷ﾝا 

ُيييييييييييييييييييييييييييييييُيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُيييييييييييييييييييييييييييييييييييُي
ُيييييييييييييييييييييييييييييييييييُي

ُييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُيييييييييي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُيييييييييييييييييييي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُيييييييييييييييييييييييييييييي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
ُييييييييييييييييييييييُيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ُُُُُُジﾘميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُيوｯ』－ﾟُييييييُين
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُｳُ」＜ギ』ﾟمُن～ﾜヱ/ُُيييييييييييييييييييييييييييييُي

ُ
ُ

:ュΑヱボゎャや 



 

≪≫ 

 

اー」ﾜ ثｱﾝｭﾄ ثｱ書÷ﾄ مｭﾏ ～ザ／｀ グﾝم اﾝ÷～وث 〉÷】ｱ（ﾖｭ اヴ』ﾝ～اطص ﾚｳ「～ح ゴﾖ ｱﾝｭﾐﾖ ヅ［ﾞｻ ｭヴ＜ﾖ  ى2
 ｱ陥～ｻ ～＜＋書ｳｱ書÷ﾄ～ﾝا ｱﾝｭﾄ～ﾝا ｱ〈ｭ」間ﾝ ｱ書＝ﾗﾝا ｜ﾄゼا ｭ書0مص ｀～اｭｻ‖ﾝت اｭﾙأو ゴﾖ وث～÷ﾝيا 

ُيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي
ُيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي

ُييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي
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るΑよキΕや メもゅシケャや :ゅをャゅを 

*るΑよキΕや メもゅシケヤャ りｚキバ ⊥ョ ァクゅョル* 
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ُ
ُ

•  ゴﾖ ）〉ثأ 〕ﾏ ｭヴ＜ﾖ ～「ﾐｳ ｱ書ｯأد ｱﾝｭﾄث ー」ﾜاｭヴ「」陥 ｱ±ﾙ ｭ〈دゼا ／ｻأ ｱ書＝ﾗﾝا ｜ﾄゼا ｭ書0طص ｀～ا
 ｱ〈ｭ」間ﾝｱﾝｭﾄ～ﾝا . 

                                   ュΑェケャや ラョェケャや 聴 ュシよ 

 れΑヱミャや ..... /..... / ..... /ヶプ 

 やΕや ゆΑキ....................................... /クゅゎシΕ 

                          シャやΚ  るョェケヱ ュミΑヤハ ュ 聴  ヮゎゅミケよヱ . 

                               キバよヱ るよΑヅ る∂Αェゎ : 

     や  ポャゅョハぺ  やケ∂キボョヱ ポャ  やケミゅセ るャゅシケャや  ロクワ ポΑャま  ゆゎミぺΕバもやケャや  るΑよキ∩る    ポヤタゎ ラぺ  ヱィケぺヱ
メゅェ ラシェぺ ヶプヱ りキ∂Αィ るェタ ヶプ れルぺヱ ヶゎャゅシケ ∩ キボプ れぺケホ  :るタホ ヶワヱ るハキよョャや ポャゅョハぺ キェぺ  

  ∩)¬ゅよケビ ゅルシャ(  メョバャや  やクヰよ  れバゎョゎシや  ュミヱ∩ノもやケャや    ヶワヱタホる  ヤΑョィ るバもやケヱ る  るミよェャゅプ  ∩ ゅヰΑプ
りケゅをま キホヱ ∩ ルゎ るシヤシ るボΑケヅよ ゐキェ ヴャま ゐキェ ラョ れヤボ ヱるバΑキよ . 

      ヶルよゅゎルや ュミヱ ∩るΑやヱケャや れゅドェャ ラョ るドェャ メミ スΑハぺ ヶルヤバィゎ ラぺ ネキよョャや ゅルよΑキぺ れバヅゎシや キボャ
  ベヱ∂セゎャやヱ るヘヰヤャゅよ ケヱバセ  キルハャや やクワメヅよ    フヱケド ヶプ ゅΑルキャや ヴャま ¬ゅィ ヵクャやるよΑィハ   ヱ∂セョ ゐやキェぺヱるホ  

 Αやヱケャや メヅよ ケΑタョ るプケバョャ.る 

     ャや  ロクワ  ヶプ  ヶルよィハぺ  ゅョョヱるタボ  や  チバよ  メヱゅルゎ  ヶプ  ゅヰゎぺケィヱ  りキΑキセャや  ゅヰゎΑバホやヱ  フホやヱョャ
 ヱΕや るヅよゎケョャや ゐやキェ ノョゎィョャや れゅもプ チバよよ れやケΑピゎャやヱ ∩ΙやるΑハゅョゎィ . 

     メッゅヘャや  ヵクゅゎシぺ:  ⊥ョ  るャゅシケャや  ロクワ  ュミΑャま  ゆゎミぺ  ヶルルま ⇔ ゅェキゅョヱ  ゅΑΑェ   ⇔ ゅΑィやケヱ    やクワ  ケョゎシΑ  ラぺ
やΗ  ∩ネやキよ ヱャや ロクワ ラぺ ンケぺ ゅルぺるタボ ハ るョΑドメボゎ Ι ゅヰゎハヱケ ヶプ ラハ Εや Αョャゅバャや メゅョハ.る 

     よ ラェルヱヴャま るィゅェ   Εやや メゅョハ Ηやヱ ヶプゅボをャや ラやキΑョャや ヵケをゎ ヶゎャや るΑハやキよΕよキヶ  やクワ キΑバゎシル ヶミ ∩
やΗネやキよ  ヵクャやヴヘゎカや ケゅよミャや ラΑΑもやヱケャや メΑェケよ . 

      ペャほゎャや ラョ やキΑコョヱ ∩るョキゅボャや ュミャゅョハぺ ヶプ ペΑプヱゎャや ポャ ヴルョゎぺ やケΑカぺヱ   ネやキよΗやヱ  ポャヱ ∩  ヶルョ
 ゎゅΑェゎ.キやキシャやヱ ペΑプヱゎャゅよ ヶゎやヱハキヱ ヶ. 

                                                                                                         .................... /メシケョャや 
 ____________________________________________ 

  )*(フケタゎよ.....   ヵヱゅョセバャや キョェぺ /メッゅヘャや クゅゎシΕや ラハ Κボル . 

.¬ゅよキΕや ⌒キェΕ ∃メョハ ヶプ ヵぺケャや ラハ ケΑよバゎ るャゅシケャ ァクヱョル :Ιヱぺ 
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•   Ι ゅヰルぺヱ ∩るΑよケバャや るピヤャや ケヱキャ ヮセΑョヰゎ ヴヤハ ゅヰΑプ キケゎ ¬ゅよキΕや キェぺ ヴャま るャゅシケ ゆゎミや

ヶプ ュキボゎャやヱ ケヱヅゎャや ゆミやヱゎ ゐΑキェャや ケタバャやるャゅシケャや るよゅゎミャ るΑルヘャや サシΕや ゅΑハやケョ ∩ . 
                                        ュΑェケャや ラョェケャや 聴 ュシよ 

......ヶプ れΑヱミャや/....../ ....... 

.るΑよケバャや るピヤャや ケヱキ スΑョヰゎよ ヵキゅルΑ ラョ /ヮΑャま メシケョャや 

                                      キバよヱ :るよΑヅ るΑェゎ.....      

     ラハ  ゅヰヤヘピゎ  やケヱョぺ  ポャ  ウッヱΕ  るャゅシケャや  ロクワ  ポΑャま  メシケぺ  ゅルゎピヤプ  ∩ゅルゎピャ   ⊥るΑよケバャや   ⊥るピャ  ヶワ  
 ⌒ゆケバャや ⊥ゎヱ  ∩ ∠バ ぁキ    れゅョ ∂ヱボ ⊥ョ  ∂ュワぺ  ラョ  るΑタカセ ヴャま  るョΕや  キヱボΑ  ペΑケヅ ゅヰ∂ルΕ ポャクヱ  ∩るΑよケバャや  るョΕや

ゎヱ ゅワケミプ ュΑドルゎヮヰΑィヱ  ャや ヴャまペΑケヅ   ∩ュΑヤシャや    ゅョミ ⊥ゎ  ゐΑェ ∩ュΑケミャや ラへケボャや るピャ るΑよケバャや るピヤャや キバ
∩ノΑキよャや ヴルバョャやヱ ∩ゆクバャやヱ メΑョィャや ラゅΑよャや ゅヰΑプ キ∂シィゎΑ  ヱ ゎ ヱ ∩るビΚよャやヱ るェゅタヘャゅよ コ∂Αョゎキホ    れキョタ

れやケゅッェャや ラョ ⇔やケΑをミ れキヰセヱ ∩ラヱケボャや ラョ ケΑをミ メΚカ∧    ⊥ソケェャやヱ ∩ゅヰよ ュゅョゎワΙや ケよゎバΑ ポャクャ
  .る∂Αルヅヱャやヱ る∂ΑルΑキャや れゅよィやヱャや ラョ ゅヰΑヤハ 

      Γや ヶプ ノィやケゎャゅよ れぺキよ るΑよケバャや るピヤャや ラぺ ケミルル ラぺ ラミョΑ Ι ラミャヱ ∠ゎ ュヤプ ∩りケΑカΕや るルヱ ⊥バ ∇キ    ゅヰャ
  ュワクヱヘル ノィやケゎヱ ゅヰャ ゆケバャや メゅョワま ゆよシよ ヮヤミ やクワヱ ∩サゅルャや ラΑよ るΑョワΕや ポヤゎ Ιヱ ∩るよΑヰャや ポヤゎ

 ｚキぺ ヵクャや ケョΕや ∩ュャゅバャや ヶプ ⊥ャ スΑョヰゎ ヴャま ン ュヰゎピゆよシよヱ ∩  ゆケピャや ∂ラセ    ゆケバャや ¬ゅルよぺ ラョ ケΑをミヱ
ラΑキホゅェャや  –  フシΖャ  -  るヤΑョィャや ゅルゎピャ ヴヤハ  ∃れΚョェ   ∠ャ サョヅャ ∩ゅルゎピ ヱ ∀サゅシぺ ヶワ ヶゎャや   ｚョΕや ヅよやケゎャ  る
 ｚΑョΚシΗやる . 

        ゆィΑヱヅヅカ  ラハ  フセミャや   ヱ  ゅワケヱキャヱ  ゅヰャ  ラΑセ ⌒∂ョヰ ⊥ョャや ｚセャや  メΑヰィゎ  ヴャま  フキヰゎ  ヶゎャや  ゆバ
 ∂ヶよケバャや ｚをョゎΑヱ ∩ ｚΑヱヰャや ュャゅバョ サョヅ メΚカ ラョ ポャク メ ｚΑョヱボャや る ｚΑよケバャや る ｚΑヱピヤャや る  ケゅヅホΕや ノΑョィ ヶプ る

  ∩るΑよケバャやゐΑェ   ｚΑワ  ほ¬Ιぼワ  ラヱキホゅェャや    ゆケピャや  メヱキ ノョ ｚヱィ ∠メΑをョ  Ι ⇔や   ⊥Α  ヴ∂ゎェ  ヮャやヱヘバッ   ルヅヱ ゅル  
ヶよケバャや ∧  よタΑプウ  バよゅゎゅ  ⊥ョ ΙボゎシΚ . 

      ヱ  ゅル ⌒ケヱキ ヱワ  ドゅヘェャや ヴヤハ  ゅヰΑヤハ ラΑキホゅェャや れやヱハキャ ヵキタゎャやヱ ∩ゅルゎピャ ∩ヱ  フケゅバョャや る∂プゅミ ュΑヤバゎ
  アワゅルョャや  ケΑヱヅゎ  ゆィΑ  ポャクャ  ∩サケやキョャやヱ  ∩れゅバョゅィャや  ヶプ  ゅワケセルヱ  ∩る∂Αよケバャや  るピヤャゅよ  ュヱヤバャやヱ

キゎャ  ュΑヤバゎャや  メェやケョ  フヤゎカョ  ヶプ  る∂ΑョΑヤバゎャや ラへケボャや  ュ∂ヤバゎ  ヴヤハ  るよドやヱョャやヱ  ∩る∂Αよケバャや  るピヤャゅよ  ゅヰシΑケ
 る∂Αヱホ  るピャ  ヴヤハ  るドプゅェョヤャ  ュΑケミャや ヱ  ∩  フヤゎカョ  ヶプ  るェΑタヘャや  る∂Αよケバャや  ネゅョシ  ヴヤハ  ラクΕや  キΑヱバゎ

 ∩ラミゅョΕやヱ  ∩ゅヰよ ペヅルャや ヴヤハ ラゅシヤャや キΑヱバゎポャクよヱ  ⇔ ゅョΑヤバゎヱ ⇔ ゅョヤハ ゅヰルゅボゎま ∂ュゎΑ. 
                                                                                                

/メシケョャや ...................  
 

¬ゅよキΕや キェぺ りケミプ ヴヤハ キケヤャ るャゅシケ ァクヱョル :ゅΑルゅを. 
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 ヴャま るャゅシケ ゆゎミや ヮセホゅルゎ ∩れやキゅバャやヱ ラΑキャや キヱΑホ ラョ りぺケョャや ケケェゎよ ラヱキゅルΑ ラΑクャや ゆゅゎミャや キェぺ
 サシΕや ゅΑハやケョ ∩ヮゎケミプ ヴヤハ キケゎヱ .るャゅシケャや るよゅゎミャ るΑルヘャや 
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 ....................................................................................................
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....................................................................................................   

    / メシケョャや...................... 
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ُ

／＜ﾗ÷ﾝث اｭヴ”ｨ〈 ثｭ±」ｾヅوا 〕＜＜「」ﾝا ｱﾔﾞﾝا ゴﾖ ‥書】ﾞ」ﾝا.  )*( 

［ケل   وデｾم دون   ｱﾞ＜ﾞﾙ ｭ÷ﾞ陥ت   ゴﾖ ﾊ［÷ﾞﾝ］م   ｱ書ﾄｭﾄゼا اｭ間ﾖゼث   〕ﾏ  ～＜「ﾐ」ﾝا اデ“ﾈヅح:   ゴﾖ
グ＝ﾐ÷ﾝا ゴﾖ مｭヴｯن أو م［÷×÷ﾝｭ〈  سصｭ】ﾝا ーｳｭ間ﾝب ا［ﾞﾄ･〈 ）ﾝص  وتｱ＝＜ﾐ｀ ｱ署＋ヱ カﾝ ｜書ﾝن  ص  و［そ〉 ぃｯ

‥】ﾞ÷ﾝا ｱｸｭｻ ー＋【〈 ）ﾝص  تカ＝｀ ة／ｫｭﾖ ヅ ｭ÷｀ ‥ﾞ】」ﾝا ［ケ دة［』ﾝث اｭ書　｀ أن ～＜ﾓ  ص  グﾞﾏ طｭﾚ〈ダوا
واグﾞﾏ 〔ｫｭﾙ ‥書】ﾞ」ﾝ اｭ』〉ダج ｀ﾎ وﾊ］ح  ص  ｭ陥ن تﾝ（ ا間ﾖ 〔ヴ÷ﾝ～ة أｱ書ﾄｭﾄ أو ｱ書0～ﾖاﾄ 〔ヴ÷ﾝ］اط  

 ا間ﾗﾝ～ة.

 

 

ُنギﾙﾟ］ُنﾟ｝نジﾑُونｯﾒ藷』ﾆドبُنﾌ｛≠ﾟُさ≦ﾛ～ﾟ｝ضُن藷－｀』ﾟ’يُُ 
 ギﾘة،ُون｜ﾜﾙﾟُنジﾘُｳ藷ﾆｯﾆダةُن｜関ﾙﾟُن［関ﾙﾟُُيｯギ』＋ｵُتج～＜ｵُジ』ﾟُنｳ藷ｭ…】ﾟُن｜ 

ُيُُو館‖نُن関ﾙﾟ｜ُنズ～＋ｵُｳ藷ｭ…】ﾟ～ُن関ﾙﾟ｜ةُنﾟ≠＋｝تﾌ｛≠｀ﾟُｳを｝ض 
 ｳﾘ｜ﾒヱُنぇ≠】ﾟُنｳ藷ﾆｯﾆダ،ُونぇ≠】ﾟُنﾙ≠ﾟ±｜ةُنｯ×ﾟتｳｽ،ُونぇ≠】ﾟُن館―≠ﾟ～ةُونｳ｀｀ﾒ≠ﾟيُ 

 ｳﾘ｜ﾒヱُنぇ≠】ﾟُنｳ藷ｽｯ』』ﾘドُنﾟ『ｵُジ』～ظｯギｱُُنﾜﾙﾟ｜ةيُُ 

 ﾐヱُة｜ﾜﾙﾟُنｳﾕｯ藷ﾊُدةｯﾑُإ関ﾙﾟُنゴ｀ﾑُっｯﾙ＋ﾟُن｛×＋ﾟنتُون｜関』ﾟُونｳﾘند｜』≠ﾟُنぇ≠】ﾟفُن‖ｽُو،ｳ藷ﾆｯﾆダُن｜
 ｯﾜ《ُﾐヱطぇ≠ｺُُنぇ≦｀ﾒ』ﾟيُُ

 ُُي》関ﾟｯ］ُنﾟ≠）｀｝بُدونُنバﾀヅلُ》ゴ＜ﾒ≠ﾟｯُُنﾟド『…نم 

 ُُｳﾊｯﾀضُو｛ﾌ｛≠ﾟُنっｯﾙﾟُظ“ﾒ薯ｱُｳカｯﾒ』ﾆドｯ《ُｼ≠±》ُ～ﾛُو،’ － ` ≠ﾟُنっｯﾙﾟｧ《ُن｛ち》ُ｜≦『ﾒ』ﾟن
 نｯ＋｀（÷≠ﾟتُنｳ藷≠｀ﾒﾟيُُ

ヱُ～ｱド［ُنﾟド『…نمُ》ｳカｯヱダｯُنﾑُｳ藷≠｀ﾒﾟ＞～ُن関』ﾘُ’藷－｀』ﾟ『‐ُظｯ関ﾘتُنｵｯ関ﾟ‐ُوطتنؤジガُｯ≠館ُ،ケُدونُُ 
 ヱُぇﾀ～ｵ［ُنﾟ≠ ｀－  ’ُإｳﾟｯｽُジﾘُドُنさ≦｀ﾒ』ﾟُنジｭｯギ＜ﾟُإذنｵُ）｀‐ُن藷－｀』ﾟ’ُذﾟ〔يُُ

إذنｯ館ُنُنﾌ｛≠ﾟ｝ضﾒ《ُ］≠＝』ズُ“ُنｯギ×』ﾆドدنتｯガｯ＜ﾒ≠《ُ｜館‖ｵُُوジﾀ｛ｵُ］ヱُ～ｱドُنｳﾛ～ﾟُإذنｯ館ُنُُ 
カط｜ﾛُｳ》ُطゴ＜ﾒ≠《ُدｯギ×』ﾆドيُُنょﾜﾘُنت｛＋ﾟنُن｛≠＝ヱُ／『【ズُنت｛＋｀ﾟُｳ薯±＜ﾟｯ《ُنｧ×ﾟُن〕ﾟ‖館يُوｳ≠を｜館ُｳ藷 

_ُ________________________________________________________ُ
 ُي2014نﾟ≠÷～ت:ُطｯギヱتنتُنｳ｀ｽ｜≠｀ﾟُ｜≦『ﾒ』ﾟُنｳを｛カｯ【ﾟ(ُإﾑ～ندﾛُ±］ُنｳﾖ｀ﾟُنﾑُｳを｛カｯ【ｱُｳ藷｠｜ﾒﾟ｜وةｱُ［ُنｯﾑُ｜≦｠…ﾟمطظ(ُ

 ソ⇒Αカヤ⇒ゎャや 

:ソΑカヤゎヤャ るΑルヘャや サシΕや 



 

≪∬ 

 

ُ
            .‥書】ﾞ」ﾞﾝ ｱ書＝ﾗﾝا ｜ﾄゼا ｭ書0ا～｀ ‐ﾞ『ﾝود ا／ｻ ゴﾖ ｱ書ｳジة ا～ﾚﾗﾝا ‥】ﾝ 

طنジガُｳを｜＋ﾟُظｯﾆجُن関ﾟ｜نｳヱُنｳ藷カｯ±カヅ،ُونﾟ≠≧…ةُنジ』ﾟُنｯギｱُ╉ُ’』ﾀُنｯ±カヅن،ﾐ藷（』±ｵُ／カｧﾘُُظنُُ
ُُｳﾜを｜（ﾟｯ《ُ｜×薯ﾟُن］ヱُتن｛ギ≠ｺُد｛ﾜｵُُظنﾐ藷（』±ｵُドُ〕＜関 ﾜｵ｝دヱُｯﾒ藷（ﾛُ［ُنﾖﾟ＞］ヴﾟُぇﾜﾑُドُヴカダُ،゚ُو

ُｯギ±ﾙカي［＜ﾖﾟُنﾐ藷（ﾛُｯギｱُد｛ﾜｵُジ』ﾟُن
إﾜｵُ～ﾛُ〕カ｝دガُ‖نُنﾟ【≠ギ｝تﾑُ｜『ﾒｵُ〕カダُ［ُإتندヴｵ،ُوダنُظﾘ｜ند関ﾙ》ُケ｜ونヱُ】｀〔،ُظوダُنُطتنطكُُ

［ガتｯ藷』ﾀｯ《ُ〕ﾙ｀ﾀُون｜≦±》ُ［ギﾘُ،［ギﾆ｛ﾙカُジﾘُｹ｀』－ｵُيｳを｜＋｀ﾟُطｯﾖﾟنُإ‖ガُジﾘُ‥藷 ُ،゚ُو
カヅنُن‖ガُぇ〔ﾟُｯガド｛ ±ｯنゴ』ｽُُُوﾛ～ُوﾙﾛ／ُنｳを｜＋ﾟُوتنطُنﾟ『ﾜ～مُونｯﾀ｜ﾟطُونﾟُ］ヱダ』＞ジُنｯ±カヅن،゚ُو

］ケ‖ガُｬ×＜ズُُنｯ＝＋ﾟتةُنガｯ薯ﾟ｜ةُُ ］ズُ『＋｜ت،゚ُو 〕ズُ［ﾟُｯ±藷『ｽُヴ｀ﾜﾑُぇ『＋｜ك゚ُو نﾟ≧｝مジﾘُُنギ関ﾟ｝ف،゚ُو
ُنﾟ＝｝ط،ُنｳ藷ﾟｯﾒﾟُنﾟ‖تن،ُنｳﾜヱｯ±ﾟُنダتｯ館نُي

ون藷｀ﾒ』ﾟ］ُظｯﾆجヱُ［ُنﾆダ‥ُنｳ》ｯﾛ｛ﾟُｳ＜≦』≠ﾟُنｳを｜＋ﾟُونｯﾘ～ﾟض藷｀ﾒ』ﾟｯ薯・ُ،ｯギ＜ﾑُ］ُ《÷ｼ薯ُنｯ±カヅنｯﾛُدتنُُ
ُُえُتظゴﾟُإぇ÷をُوｹ』＜』±をُو＼＋薯をُو｜関ﾙ》ُُظنゴ｀ﾑُُｯﾒ《ｯｵُن｛ち》ُドُ〕ﾟ‖｠ُو،ヴ｀ﾖ×ｵُジ』ﾟُنぇｭｯ±≠ﾟُنジﾘ

ケ｜≦ﾖﾟُ،ُونぇギ】ﾟُظヱُ‐『ﾆُ［〔ﾑ［ُظｯ薯ﾆبُنﾒﾟ』｝د《ｼ藷』ズُヴカダُ،ｳُنｯ薯。』ﾆドُｳﾊ｜ﾙﾟدُن薯ﾟ×｜ي
ｳُ ｛゚ﾙちヱُ／カｯ館ُُإذنドُإｯギ』ﾜ藷？ｽُゴ｀ﾑُ［ギ ｵُドُｳを｜＋ﾟُُُُونｳを｜＋ﾟُس｜ﾒ』ｵُُدونُظنｯギﾆتｯ≠ ｵُ،ﾐ藷≠】｀ﾟ

ُُ〕』≦＝ﾛُ［ギ≦｀ﾑُس｜ﾒｵُُإذنُظتدتُوظن［ギﾒ＜ﾜ ｵُُظن〕｀ﾘُ،］を｜ﾀゼُدونُظنُ《÷＋‐ُُن،／」ﾈُゴ』ヱ
ヱُ［ُظｯ≠ﾑلُنズ～ギ』ﾟ～ُظوُنぃ＜ﾒﾟ،ُظوُنﾟヅ…نمﾊُゴ｀ﾑُ｝تةヱُ［ُنﾟ÷｝ت(ُيُنﾒﾟ｜س  ぇ≠ﾑُضｯ＜ﾛヅُظوُن

ُطﾆヂﾟ『ｯذヱُ＋≠～ُثﾑُジ館』～ُنｯﾜﾟدتُ(ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُُジﾛｯ《ُゴ｀ﾑُنｯ±カヅُنゴﾟｯﾒｵُ╉ُ…≦ヱُ～ﾜﾟ｜≦『ﾒ』ﾟُونｳを｜＋ﾟｯ《ُتｯﾛ｛｀－≠ﾟصُُُُنケ｜関ﾘُوヴ》ُتظ］ﾑُُُوｯギﾟُｳを｜＋ﾟن
 ُﾒ をُو،ｯ＜±ﾙカｧ《ُヴ±≠｀カُوケن｜カُｯヱُن‖ガُو،ｯギｵتｯ＝ｽُوｳ藷カｯ±カヅمُن～ﾜｵُジﾘُｼﾌُون｜ｷظFُ～ُُ～ﾘُتن［藷｀ﾒ』ﾟُُُُنن］ヱ

ُُジﾘُ｜≦『館ُ｜ｷُظヴ نｯ≠館ُُぇ関ﾟُさを｜”ُぇギ】ﾟُظنُُوونｳﾘ｜ﾒヱﾟギﾛ｛ﾜ＋［ُُُُ،［ギｵｯ薯ｺُن薯ﾟ×｜ُُتونﾘ～ُنｳを｜＋ﾟ،゚ُو
ُُ،ぃ｀－ｵُُُوｯヱُﾐ藷≠】｀ﾟُさｽُｳを｜＋ﾟدُن｜ﾘُぇ館ُلｯ＜ズُ〕ﾟ‖｠ُو،］を｜ﾀゼتُنｯを｜ｽُﾐヱُتسｯﾒ』ｵُドُ／ヱدن

ヴُي ｛゚ｽُ］ヱُｳを｜＋ﾟُヴヱن｜』ｽتُن～ﾛُゴ｀ﾑُヴヱن｜』ｽُونケت～ﾛُ
ُ

 :ネヱッヱョャや ソΑカヤゎ 

ヶよΑケキゎ ァクヱ⇒⇒ョル:  



 

≫≡ 

 

ُ
 

 ゅョ ソカャ ヶゎほΑ   :ソΑカヤゎヤャ るΑルヘャや サシΕや ゅΑハやケョ ケヅシΕや キキハ ゐヤを ヶプ 

،‥ﾙ＜ﾟُنｼ藷＋ﾊُنｯ±カヅطُنｯ＜『ﾟُｼ藷＋÷ﾟُنさを｜（ﾟمُنバﾆヅُن［ﾆُت～ﾜﾟُ"ُُُُ［±】ﾟُونぇﾜﾒﾟُن［藷｀ﾆُُｯً藷ｱｯ】》نُإ｜÷＜ﾑُن｛ち藷ﾟ
ُُｳ」≦『ﾟُنぇち×》ُえ‖ﾟُنぇﾌｯﾙﾟُنジカｯ±カヅُنﾐ≠』】≠ﾟطُنｯ＜『ﾟُｼ藷＋÷ﾟُنさを｜（ﾟُن［ﾆُتｯ≠館ُ،｜≦『関ﾟُنヴﾒ≠』】ヱُジﾘُｯً＋ﾟｯﾊ
نｯ＜『ﾟُｳ＋ﾟｯ÷ﾟطُنｯ±カヅنُوヴ』」×＜ｵُنｳ」×＜』ﾟُنｳ≠藷｀±ﾟُوヴ』≦｠｜ｵُنｳ藷｠｜』ﾟُنヱُヴﾟُｼ藷』ズُｯ≠《ُｳ≠を｛ﾜﾟ［ُ”｜قُوドｯ】ヱتُُ

ヱُヴ＜ち≠ｵُ［ُإ（ｯギتُ”ヴｵｯﾛｯُوヴｵｯ関｀ヱُي
ﾜ～ُوガُﾐﾌ‖نُُ ُنﾟ≠｜نぇｽ゚ُُو ジﾘُمｯ』ﾟُن ヴｽｯ】カُ／『ｷُوظｯカ｜ﾛُ｜×ﾑُｳﾒ｠ُظت ‖＜ヱُさ≦『（』ﾟُن ﾐﾌ｛ヱُぇヱｯ×ﾟُن え｛｠｜』ﾟُن ｹギ＜≠ﾟن

ُُジヱバﾆヅُن ﾐ≠』】≠ﾟُن ｯ＜ｱُط ﾛُ｝ة ジﾘُ ｳ薯｀ｺُｳ＋ﾌحُونｯ】＜ﾟُن ُطｯｷتガُ‖ن ｯً≠ち＋ヱُｯً≠藷｀ﾆُｯギ≦ﾘُ،ُو（ギ｜ت ヴﾜ藷『（ｵُ نｯ館ُジ』ﾟن
ｳギｺُ］ヱ،ُُُうُ｜ﾀُظｳギｺُ］ヱُヴヱ～ﾜｵُوケتｯガُنثدジﾘتبُُُُُ،وｯ】』ﾟُونﾐｭｯﾛ｛ﾟُن／』『ｷنُنُُىوظ‖ガُ｜『ﾑُُぇﾘｯ＋ﾟُنぇを｛（ﾟُنｿをتｯ』ﾟ

ُُｳを｜関ﾙﾟُونｳをتｯ＝＋ﾟنتُن…】＜≠ﾟتُون｛ヱダُن［ｭｯ〔ﾒ《ُُُُىジﾘُحｯ】＜ﾟنُن‖ガُم｛｀ｱُ］ﾑُون｜÷ﾜ》ُ［ﾟُ］≦≠｀±≠ﾟُظنُن／』『ｷظ
ُُｳ藷｠｜ｵُو［ギｵｯ藷ｽُ‐≦ﾟｯﾆُظジﾘُمｯ〔＜ﾟنُن‖ガُジﾘُｳ藷ﾆｯﾆダُن‐カن｛】ﾟُن“ﾒ《ُ［ギﾟｯ≠ガヅُドةُإ｜ﾀｧ』≠ﾟُن［ギ－をتｯｵُぇｽن｜ヱ

ギｱｯ薯ﾈُ］ُي
ヱُظ］ヱُبｯ薯×ﾟُن‐≦÷》ُｯ≠ﾟُｼｺｯ＜ﾟجُنバﾒﾟُُإنُن｛ﾑ～ズُｯヱُぇち《ُぇ≠ﾒﾟُنジﾘُن｛ち》ُｯギ＜ヱُｳ》ｯﾛ｛ﾟنفُون｜＋カドنسُن｜

وｳ｀ヱｯﾒヱُوｳ藷｠｜ｵُُُُإガُヴ藷ﾟ‖نُنｹギ＜≠ﾟُنを｜ﾙﾟ～،ُونﾟド『…نمُ》ﾜ》ُｯヱُぇち｝مｯ〔カُヴ藷｀ﾑُمُدｯ＜＜ズُنﾜﾑُ］ヱُ´藷＜＋ﾟ≧～ةُو、ｯ薯دة،
╉ُ｜ヱونダُضｯ薯ｵُون،ｳ藷？｀ﾀ،ُヴ藷！ن｛カُبｯ＜』ｺُُيون

ُ
ُ
ُييييييييييييييييييييييييييييييييييُييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُ

ُ
ُيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ُ
ُييييييييييييييييييييييييييييييييييييُيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي

ُ
ُيييييييييييييييُيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُ
ُ

ُييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُي
ُ

ُييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

  

 :ュΑヱボゎャや≒ 
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  :ソΑカヤゎヤャ るΑルヘャや サシΕや ゅΑハやケョ ケヅシΕや キキハ ゐヤを ヶプ ヶゎほΑ ゅョ ソカャ 

”｀ﾒ｝نゴ｀ﾑُُنﾌُ～ﾜﾟُُ،ُُ［｀ﾑُ］ヱُ｜ギｱُｯ≠《ُｯヱ｛ズُ［ﾟｯﾒﾟ｜بُنﾒﾟ｜بُنﾟ≠±｀≠｝نバ【ヱُُظジﾘُゴ｀ﾑُنﾀド『｜نضُونｯ関』ｱドت
｜『】ﾟن ُ［｀ﾑُバ【ヱُن｛ﾑ｜』ﾀن ُ～ﾜﾘ, ُｳﾘ｜ﾒヱُُو نｯ藷ﾌｯを｜ﾟُت، ُジﾘُن｛ﾑ｜｠ُُو ،ُُ［ガوظ ُ｜≦（ﾜ』ﾟن نｯ藷≠藷関ﾟطُ ُ［｀ﾑُジﾘُن｛ﾙ×』ﾞون

“ُヱｯ＋ﾟｯ館ُｳ藷ｭｯ藷≠藷関ﾟُن ُنｯ＜ﾟتｳを،ُُنジ』を｜『関ﾟُون関ﾟ＋｝لُُنｯ薯館｜≠ﾟت ｳ＋｀ﾆダتودُونｯ薯ﾟُن ُنﾟ＋｜ب ］ﾘُ ジﾘُ وظدﾀ｀｝نُُ،ُُونﾑ｜』ﾀ｝ن
～ُ≦÷ﾟونُن｜関』ｱُن］ズ‖ﾟُن［ガُو‐（ﾟُن［｀ﾑُゴﾟُإｳ≠ギ≠ﾟُنｳをدوダُن］ヱُن｜≦【ﾞｳﾟُُ،｜≦【関ﾟُنｳｽن｜】ﾟُن［｀ﾑُジﾘُن｛ｷ～＋』ﾆُون،

ｳｽバ≠ﾟُنジﾘُｳ｀ﾊ｛『ﾟنُن｛ヱ～－』ﾆُونｳﾘ｜ﾀ…ﾟتةُونｯ≠ﾒﾟُنジﾘُة‖ｵｯﾆنُظ｛カｯ館ُُو،ُُｯ藷・ن｜ﾖ】ﾟُن［｀ﾑُジﾘُ‐≦ｺｯﾑダنُن｛ﾜﾜｽو
إヱُ｜≦【館ُゴﾟ［ُظｯ】ヱدُنﾀド『｜نضُُ،ゴ』ｽُُُ（｀／ُظوت｟ﾒヱُｯ『≠～ةｯ』館ُゴ｀ﾑُبُنヅدتジﾘُジ±をُنﾖ】ﾟ｜ن・ﾒﾟُｯ藷～ةﾛُ｜ونُُ

ُون薯ﾟ＋＼ُنジ≠｀ﾒﾟي
［ギ＋をُت／『ガُوذ［ギｺن｜ﾆُｯ薯ﾀُ［ｷ،ُُُُドُوジ＜ﾖｵُドُطｯ藷ﾈُظゴﾟُإ［ギヱｯ≠』ガتةُن―ｱُون…館ُوت［｀ﾒﾟُدتوبُن］ﾑُن｛ﾘ｜÷カن

ｯﾙ±《ُن｛｀ﾖ×カضُون｛ｺُ］ヱُ］≠±ｵﾆぃُُت｛ヱダُُن،ｯُギｭُوتن］ヱُｳ》ｯﾕُドُوｯギﾟُｳ≠藷；ُドُت｛ヱُظゴﾟُإ［ギｵｯﾛｯ”ُن｛ﾘ｜ﾊُｯ≠館،ُُُ
ヴ＜±ｽُو［ギ＜ﾑُ‐を｜ﾖﾟُن ヴ＜＝』ｽｯﾘُنث｜』ﾟُن ُظｯﾌض ］ヱُ［ガ～ﾒ《ُ ］ヱُطｯｺُُو،ヴ藷・ُُُو｟｜ث،،ُヴ＜≦ﾒヱُ］ヱُぇギ＜ズُヴ藷｀ﾑُ‐関カُُون

≦【関ﾟُون｜≦【関ﾟُنヴ＜ヱُ［｀ﾒ』をُي｜وｳ【ズ～ｽُｳ藷≠｀ﾑُنت｜関』『ヱتُوｯﾑ｜』－ヱُ］ヱُケ～ガｯ×ｵُｯヱُヴ藷｀ﾑُُثند［ｷُ،ُ
ｯ＜±ﾙカｧ《ُｯ＜』ﾜｷُد｜』±カُمُظن｛≦ﾟُن］≦≠｀±≠ﾟبُن｜ﾒﾟُن］＋カُｯ＜≦｀ﾑُ‐ｺن｛ﾟｯﾘ،ُُُُ［ギ』カｯちヱُطｯ≠｀ﾒ｀ وظنﾛُ［｀ﾒ｀ﾟُジ（ﾒカُ～تケ゚ُو

ジُوﾈُｯ＜ガ｛ｺ）｜ُنﾒﾟ｀］،ُُنｳﾜｭバﾟ،ُوظن ｛゚カُُえدｯ藷；ُسｯヱُ］ヱُｯ＜ﾟُنｯ館ُｯヱُゴﾟدُإ｛ﾒ＜ﾟُヴガｯ】ｵُｯ＜ヱｯ≠』ガُنぇ館ُ‐÷カُُو،
ヴ＜ヱُ～≠』±＜ﾘُُنﾜﾟ｝ةヱُ｜ﾌｯｽُさ｀ﾀُゴ｀ﾑُ【≧～ُي
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