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ヵケミクャや ヶヤシゅルゎャや コゅヰィャや 

ラョ ラヱミゎΑ: 

ラゅゎΑタカャや : ヴャま ラΚボゎルゎ ュを りキΙヱャや メよホ ヶルヅよャや フΑヱィゎャや メカやキ ラヱミゎゎ ラヘタャや サΑミ ゐΑェ ュシィャや ァケゅカ
 るΑケミクャや ァゅセョΕや ラヱミゎ ゆシゅルゎャ ⇔ΚΑヤホ るッヘカルョ りケやケェャや るィケキ(るΑヱルョャや れゅルやヱΑェャや) 

オよケよャや : ヴヤハ りケキボャや ゆシゎミゎ ゐΑェ るΑヱルョャや れゅルやヱΑェャや アッル ヮΑプ メョゎミΑ ∩ るΑタカャゅよ メタゎΑ フゎヤョ ゆヱよルぺ
るミケェャや 

メホゅルャや ¬ゅハヱャや : チよボルゎ ゅョキルハ ュシィャや ケキゅピゎ ヶワ ヱ るΑヱルョャや れゅルやヱΑェャや メボル ヶプ ュヰシΑ オよケよャや ラョ キゎョゎ りゅルホ
ヮヘヤピゎ ヶゎャや ¬ゅシヤョャや れΚッバャや 

るΑヱルョャや れΚタΑヱェャや : れゅルやヱΑェャや ヮョキカゎシゎ れゅΑケミシャゅよ ⇔ゅΑルビ ⇔Κもゅシ アゎルゎ ∩ュΑボゎショャや ヱ るルゅをョャや ラΑよ ノボゎ
るホゅヅヤャ ケキタョミ るΑヱルョャや 

れゅゎシヱケよャや りキビ:  ヶヤシゅルゎャや コゅヰィャや ヶプ チゅョェΕや メキゅバΑャ ⇔ゅΑヱヤホ ⇔Κもゅシ コケヘゎ りケセゅよョ るルゅをョャや れェゎ ノボゎ
ヵヱをルΕや 

ケよヱミ ゅゎキビ :メΑヤェΗや ヶプ ヶッョェャや メヱよャや ゅΑゅボよ メキゅバΑ ⇔ゅΑヱヤホ ⇔Κもゅシ コケヘゎ. 

るΑヱルョャや れゅルやヱΑェャや ラΑヱミゎ 

パヱヤよャや ラシ キルハ るΑヱルョャや れゅルやヱΑェャや ァゅゎルま ケミクャや ぺキよΑ . 

 ゅョワコケヘΑ ラゅルヱョケワ ラΑゎΑタカャや メョハ ュドルΑるΑョゅカルャや りキピヤャ ヶョゅョΕや ソヘャや  ゅョワ 

  ( ケヘタΕや ュシィヤャ ヮよルョャや )LH  : ヶシルィャや ラヱョケヰャや コやケプま コヘェΑ ヱワ ヱラヱケΑゎシゎシゎャや   

  (るヤタヱェヤャ ヮよルョャや )FSH   

 ラョ メミFSH   ヱラヱケΑゎシゎシゎャや  ヶプ るΑヱルョャや れゅルやヱΑェャや ァゅゎルま コヘェΑれゅよΑよΑルΕや るΑヱルョャや 

 メカキゎ るΑヤカ メミュゅシボルΗや フタルョャや(るΑヱルョャや れゅルやヱΑェャや ラヱミゎャ ュコΚャや ) アゎルゎ4  るΑヤョバャや ロクワ ラョッゎゎ∩ ァゅセョぺ
 キキバャや フΑタルゎヶョヱシヱョヱケミャや ラョ(46=2n ) ヴャま(23=1n  ) 

るΑシΑもケ ¬やコィぺ るをΚを ラョ ヵヱルョャや ラやヱΑェャや ラヱミゎΑ: 

サぺケャや:ヵヱゎェゎ  ヴヤハ ヵヱゎェゎ ゅョミ ∩ ゆΑタカゎャや ¬ゅルをぺ るッΑヱよャや ベやケゎカや ヴヤハ キハゅシゎ れゅョΑコルま ヴヤハ ヮゎョホ23 
るッΑヱよャや れゅョヱシヱョヱケミ ノョ アョキルゎ ヶゎャや ヶワ ュヱシヱョヱケミ. 

ヴヅシヱャや るバヅボャや : ラョ りケΑよミ キやキハぺ ヴヤハ ヵヱゎェゎゅΑケキルヱミヱゎΑョャや  るホゅヅャゅよ ヵヱルョャや ラやヱΑェャや キヱコゎ ヶゎャや. 

メΑクャや(ヅヱシャや :)るミケェャや ヱッハ. 

ロケヱヅゎ ヱ ラゅシルΗや ケをゅミゎ 



ヵヱルョャや メもゅシャや れゅルヱミョ 

るΑヱルョャや れゅルやヱΑェャや 

るΑヱルョャや れΚタΑヱェャや ロコケヘゎ ヵクャや れゅΑケミシャゅよ ヶルピャや メもゅシャや 

れゅゎシヱケよャや りキビ ロコケヘゎ ヵクャや ヱ ヵヱをルΕや ヶヤシゅルゎャや コゅヰィャや ヶプ るΑヱヤボャや チゅョェΕや メキゅバΑ ヵクャや ヵヱヤボャや メもゅシャや 

ケよヱミ ゅゎキビ ロコケヘゎ ヵクャや ヱ メΑヤェΗや ヶプ ヶッョェャや メヱよャや ゅΑゅボよ メキゅバΑ ヵクャや ヵヱヤボャや メもゅシャや 

 

ヵヱをルΕや ヶヤシゅルゎャや コゅヰィャや 

ラョ ラヱミゎΑ: 

ラゅッΑよョャや:ヶΑコヱャ  メヘシぺ るボヅルョ ヶプ ラゅバボΑ ∩メミセャやラゅィゎルΑ∩ラヅよャや るΑヱをルΕや ァゅセョΕや(れゅッΑヱよャや) 

ゆヱャゅプ ヶゎゅルホ :ュェケャや ヴャま るィッゅルャや るッΑヱよャや メボルゎ 

ュェケャや:ヱッハ  ゅヰΑプ ュミェゎΑ ュェケャや ベルハ ヴョシΑ ヮャ ヶヤヘシャや メカキョャや りケΑピタ  キΑ るッよホ ュィェ ヮョィェ ゆケゅボΑ フヱィョ ヶヤッハ
りケタゅハ るヤッハ 

メよヰョャや  :キΑャヱャや ゅワケよハ ァケカΑ ヶゎャや りゅルボャや ヱワ ヱ ュシィャや ァケゅカ ヴャま ヵキぼΑ. 

れゅッΑヱよャや ヱ るΑヱルョャや れゅルやヱΑェャや ァゅゎルま: 



チΑェャや りケヱキ 
 メミ28 るッΑヱよ ヵヱをルΕや ヶヤシゅルゎャや コゅヰィャや ケッェΑ ュヱΑ 

  るッΑヱよ アッルゎ ∩ れホヱャや やクワ ヶプヱ  りゅルホ メカキゎゆヱャゅプ  ヵヱルョ ラやヱΑェ ノョ ァゅョキルΙや ヴヤハ りケキゅホ ラヱミゎ ゐΑェ . ヱ
 メヤェゎゎ ゅヰルみプ アョキルゎ ュャ やクま  . 

 ∩ メェやケョ ゐΚを ヴャま チΑよョャや りケヱキ ュシボゎ ヱ 
 ゐョヅャや ベプキゎ ケヱヅ:  ノもやヱョヱ ∂ュキ ベプキゎ ヱワ ゐョヅャや ベプキゎ ∂ラまるィシルぺ  ヅゅカョヱ ∩ュェケャや るルゅヅよ ラョ るΑもΚヅ ゅΑΚカヱ

 アΑシル ヶワヱラヅよΑ ュェケャやるッΑヱよャや ゆゅタカま キルハ ラΑルィャや ヮΑプ サケピルΑ ∩ . ヶプ ュヱΑャやや サョゅカャ ∩ゅ ⇔よΑケボゎぺキよΑ  ュェケャや
りケヱキャや ケやケョゎシや ノョ ゅヰミョシ キやキコΑ りキΑキィ るルゅヅよ ラΑヱミゎよ. 

 
 ケヱヅ るヤタヱェャや: 

 ヮよルΑ ヵクャや ベΚヅΗや ラヱョケワ キゅヰョャや れェゎ コケヘΑ るΑョゅカルャや りキピヤャ ヶョゅョΕや ソヘャや ヮよルョャや ラヱョケヰャや コやケプま ヴャま
 るヤタヱェヤャFSH .∨ラヱョケヰャや やクワ るヘΑドヱ ゅョ 

ゆやヱィャや : ヶプ ヵヱヤカャや ュゅシボルΙや ヮよルΑるヤタヱェャや  . 
 ゅッΑぺ コケヘゎ ヱ ∩ るΑもやクピャや キやヱョャゅよ るッΑヱよャや るヤタヱェャや ゅΑΚカ キヱコゎラΑィヱケゎシΙや  れゅョゅシボルΙや ヮよルΑ ヵクャや

 ∩ るルゅヅよャや ポョシ りキゅΑコ ヴャま ヵキぼΑ ゅョョ∩ ュェケャや るルゅヅよ ゅΑΚカャ るΑヱゅシゎョャや メΚカ コΑミケゎ メタやヱΑ ∩ れホヱャや やクワ
 ュキャや ヶプ ラΑィヱケゎシΗやヮハゅヘゎケま   ∩ チΑよョャや ウヅシ ヴャま るッΑヱよャや メボゎルゎヱ  . 

 ヴャま ノヘゎケョャや ラΑィヱケゎシΗや コΑミケゎ ヵキぼΑ るよィヱョ るバィやケ るΑクピゎ コやケプΗ るΑョゅカルャや りキピヤャ ヶョゅョΕや ソヘャや ヮよルΑプ ∩
 ラヱョケワ (LH )るッゅよΗや ケヱヅ ゐヱキェ ¬キよ ヮよルΑ ヵクャや. 

 
 ケヱヅるッゅよΗや: 

ネゅヘゎケΗや  ラヱョケワ コΑミケゎ ヶプ キゅェャや (LH  ) るッΑヱよャや ケΑケェゎ ヱ るヤタヱェャや ケゅィヘルや ヴャま ヵキぼΑ. メボゎルゎ ュを
 ュェケャや ヴャま ケよハ メボゎルゎ ュを ゆゅタカΗや ケドゎルゎ ゐΑェ ゆヱャゅプ りゅルホ ヴャま るッΑヱよャや . キやヱョ ヴヤハ るッΑヱよャや ヵヱゎェゎ ヱ

 ヶャやヱェ りゅΑェャや キΑホ ヴヤハ ゅヰもゅボよャ るΑプゅミ るΑもやクビ24  るハゅシ  . 
 

 ケヱヅ ケヘタΕや ュシィャや: 
 ラヱミゎ ヱ ∩ るヤタヱェャや フΑヱィゎ Ζョゎプ りケィヘルョャや るヤタヱェャや ゅΑΚカ ヱョルゎ ュシィャやケヘタΕや.ヵクャや  コやケプま ヶプ ぺキよΑ

ラョ りケΑよミ れゅΑョミ: 
1-  ラヱケゎシィヱケよャや: ゅョョ ュェケャや るルゅヅよ ヶプ るΑもやクピャや キやヱョャや ヱ メもやヱシャや ラΑコカゎ ヱ るΑヱョキャや るΑハヱΕや ヱョル ヮよルΑ ヵクャや

 ュェケャや るルゅヅよ ポョシ りキゅΑコ ヴャま ヵキぼΑ. 
 ヴャま ラヱケゎシィヱケよャや ヱ ラΑィヱケゎシΙや コΑミケゎ  りキゅΑコ ヵキぼΑ るΑよヤシ るバィやケ るΑクピゎ りキピャや フホヱゎ ゅヰルハ アゎルΑ ∩

 ヶルヱョケワ コやケプま ラハ るΑョゅカルャや(LH  ) ヱ(FSH .) 
  ケヘタΕや ュシィャや ケヱヅ ュヱキΑ14  ヶプ ∩ ゅョヱΑゅヰもゅルをぺ  ヱ ラヱケゎシィヱケよャや コΑミケゎ ノヘゎケΑラΑィヱケゎシΗや  ゅョルΑよ ュキャや ヶプ

ケヘタΕや  ュシィヤャ ヮよルョャや ラヱョケヰャや ヱ るヤタヱェヤャ ヮよルョャや ラヱョケヰャや やコΑミケゎ チヘカルΑ. 
 チΑェョャや  : 

 るッΑヱよャや ゆゅタカま ュゎ やクま ∩ ュェケャや るルゅヅよ ヶプ るィゎゅルャや るェホΚャや サケピルゎ 
 ラΑィヱケゎシΙや ァゅゎルま ヶプ ケやケョゎシΚャ ケヘタΕや ュシィャや ヮよルΑ ∩ ヴャヱΕや メョェャや メェやケョ メΚカ アゎルΑ ∩ ラヱョケワ キィヱΑ ヱ

 ュェケャや るルゅヅよ ポョシ ヴヤハ ドプゅェΑ ヱ ∩ ラヱケゎシィヱケよャや ヱ. 
 ゆゅタカΗや ベボェゎΑ ュャ やクま ヱ ラΑィヱケゎシΙや ゆゅΑビ ラま ∩ るΑシルィャや れゅルヱョケヰャや ァゅゎルま ラハ ケヘタΕや ュシィャや フホヱゎΑ ∩

 ュェケャや るルゅヅよ メヤェゎ ヴャま ヵキぼΑ ラヱケゎシィヱケよャや ヱ .ケヱヅャや やクワ ヶプ. 
 



 チΑよャや りゅルホ ラョ ヵヱヤバャや ¬コィャや ヶプ ゆゅタカΗや るΑヤョハ ュゎゎ 
 

 ノΑヅゎシΑ りキョ ヴをルΕや ュシィ ヶプ ゅΑェ ¬ゅボよャや ヵヱルョャや ラやヱΑェャや48  ラョ ケをミΕ ¬ゅボよャや ノΑヅゎシゎ Ι るッΑヱよャや ゅョルΑよ るハゅシ
24  るハゅシ 

 ラョ ゆケゅボΑ ゅョ ケミクャや フクボΑ300  ゆよシよ れゅもョ ンヱシ るッΑヱよヤャ ゅヰルョ メタΑ Ιヱ ァヱやコゎャや ¬ゅルをぺ ヵヱルョ ラやヱΑェ ラヱΑヤョ
 ヴをルΕや ュシィ ヶプ ゅヰャ ¬ゅッΑよャや ュキャや れゅΑケミ るョィゅヰョ 

 
 ゅもΑセプ ゅもΑセ るッΑヱよヤャ ヶョコΚよャや ¬ゅセピャや フバッゎ るョッゅワ れゅョΑコルま ヵヱェΑ るΑヱルョャや れゅルやヱΑェヤャ ヶョボャや ュシィャや 

 ゅヰよゅタカま ヶプ ヅボプ キェやヱ ラミョゎΑャ  るッΑヱよャゅよ ヅΑェョャや コィゅェャや フゅバッま ヶプ ュワゅシゎ るΑヱルョャや れゅルやヱΑェャや ラョ れゅもョ 
るッΑヱよャや ベやケゎカや ノΑヅゎシΑ ヅボプ キェやヱ ヵヱルョ ラやヱΑェ ヱ  るッΑヱよ ラヱミゎゎャ るッΑヱよャや りやヱル ノョ  ヮゎやヱル アョキルゎヱ ゅヰよゅタカま

 ゅヰΑキャ るよタカョ46  ュヱシヱョヱケミ 
 
 

 ヵヱゎェゎるΑャヱΑゎシΚよャや  ヴョシゎ ゅΑΚカ るハヱョィョ ヴヤハ
 ラΑルィ ウよタゎ ヶゎャや るΑヤカやキャや るΑヱヤカャや るヤゎミャや 

 るミケェ メバヘよヱ りゅルボヤャ ¬ゅシヤョャや れΚッバャや れゅッゅよボルや メバヘよ チΑよャや りゅルホ ケよハ るよタカョャや るッΑヱよャや メボゎルゎ
 りゅルボャや ゆやキワぺ 

 キバよ30  るΑヱヤカャや れゅョゅシボルΙや ケョゎシゎ ュを ヵヱヤカャやヱ ヵヱゅシゎョャや ュゅシボルΚャ ノッカゎ ゆゅタカΗや ヴヤハ るハゅシ 
 るΑゎヱゎャゅよ フケバΑヱ ュェケャや ラΑルィャや メカキΑ ゐャゅをャや ュヱΑャや ヶプ( ゅΑΚカャや ラョ るよヤタ りケミ  ) 

 サΑミャ るΑゎヱゎャや ケヱヅゎゎ サョゅカャや ュヱΑャや ヶプるΑャヱΑゎシΚよャや ( ゅΑΚカ ラョ るプヱィョ りケミ  ) 
 ュェケャや るルゅヅよよ ベタゎヤゎ サキゅシャや ュヱΑャや ヶプ 

 ュェケャや ヶプ サやケピルΙや メョゎミΑ ケセゅバャや ュヱΑャや ヶプ 
 サΑミャ るΑヤカやキャや るΑヱヤカャや るヤゎミャや ケヱヅゎゎるΑャヱΑゎシΚよャや  ラΑルィャや ヴャま メヱェゎゎヱ 

 
 

 ラΑルィャや ケヱヅゎャ メヱΕや ネヱよシΕや ヶプ
 るヤェケ ヶプ れやケΑピゎ りキハ ゐキェゎ

 チΑよャや りゅルホ ケよハ るェホΚャや 
 るΑヱヤカャや るヤゎミャや れョシボルや メゅェ ヶプ

 ベよゅヅゎョ ュぺヱゎ アゎルΑ キボプ 



 ヅΑェゎ るΑセビぺ るバよケぺ
 ¬ゅセピャや ヶワ ラΑルィャゅよ
 ¬ゅセピャやヱ ヶルヱΑルョΕや
 サΑミャやヱ ヶルヱΑケヱミャや

 ¬ゅボシャやヱ ヶェョャや 

 ラΑルィャゅよ るヅΑェョャや るΑセビΕや : るΑルΑルィャや ァケゅカ るΑセビΕや 

ヶルヱΑルョΕや ¬ゅセピャや  ヵクャや ヶルヱΑルョΕや メもゅシャや ヴヤハ ヵヱゎェΑ ラΑルィャゅよ ヅΑェΑ ゅシΑミ メミセゎ るボΑホケ るボよヅ
メコバャやヱ るΑゅョェャや ヮャ ケプヱゎヱ ラΑルィャや るミケェ フヅヤゎ りヱセェ メミセΑ 

 ¬ゅボシャやヱ ヶルヱΑケヱミャや ¬ゅセピャや  るョΑセョャや ラΑヱミゎ ヶプ ラゅョワゅシΑ 

ヶェョャや サΑミャや  ¬やケョェャや ュキャや ゅΑΚカ ラΑヱミゎャ メヱΕや ノホヱョャや メをョΑ ヮルミャヱ ウョ ヴヤハ ヵヱゎェΑ Ι
 ラΑルィヤャ 

 ¬ゅセピャや ラョ りケΑピタ れやキやキゎョや ぺキよゎ ゆゅタカΗや ラョ ラΑハヱよシぺ キバよヶルヱΑケヱミャや  ノよゅタぺ りケヱタ ヴヤハ
 ヵクャや ヱッバャや ヶワヱ るョΑセョャや ラヱミゎ ぺキよΑ ゅョミ ラヱΑケヱミャや れΚョカ ヴョシゎヱ ュェケャや ケやキィ メカやキ ヱョルャゅよ

 れΚッヘャや ラョ ソヤカゎΑヱ ラΑルィヤャ ラΑィシミΕやヱ ¬やクピャや ケプヱΑ 
 

 サヱケΑプヱ りキゅッョャや ュゅシィΕやヱ ケΑホゅボバャやヱ りケキカョャや キやヱョャやヱ るΑクピョャや キやヱョャやヱ ラΑィシミΕや ラΑルィヤャ メボゎルΑ
 ヮよ るよゅタョ ュΕや れルゅミ やクま るハゅルョャや ソボル 

 

 るョΑセョャや ヱョル メゅョゎミや  ケセゅバャや ネヱよシΕや ヶプ 

 れゅボよヅャや  ラΑゎΑェヅシ ラΑゎボよヅ 
 ヶプ  ラヱミゎヱ ヶルヱΑケヱミャや ¬ゅセピャや ラョ ゅホΚヅルや メミセゎゎ ラΑルィャや ラョ りキョゎショ るボよヅ

 ラΑルィャや るヰィやヱョ  るボよヅヱ ュェケャや るィシルぺ ラョ ラヱミゎゎ ュΕや ラョ りキョゎショ 

 キルハ ゅヰゎヤゎミヱ  ゅヰミョシヱ ゅワケヅホ
メゅョゎミΙや 

 ゅワケヅホ15-20 cm  ゅヰミョシヱ2.5 cm  ゅヰゎヤゎミヱ0.45 kg  

 るヘΑドヱャや  メよェャや ケよハ ラΑルィャや ヴャま ュΕや ラョヱ ュΕや ヴャま ラΑルィャや ラョ キやヱョャや メゅボゎルや ュΑドルゎ
 ヵケシャや 



 ラΑィシミΕやヱ るΑクピョャや キやヱョャや ヶョゅルャや ラΑルィャや メキゅよゎΑ
 ュΕや ノョ ラヱよケミャや キΑシミぺ ヶルゅをヱ るΑッΑΕや れΚッヘャやヱ

 るョΑセョャや メΚカ ラョ 
 ラョヱ ュΕや ラョ メミ ラョ るィシルぺ ヴヤハ るョΑセョャや ヵヱゎェゎ

 ラΑルィャや 
 るョΑセョャや ケよハ ュキャや ゅΑΚカ メボゎルゎ Ι 

 メョェャや ¬ゅルをぺ ヶルヱョケヰャや ュゅドルャや 

 ラΑルィャや ケヱヅゎ ラョ メヱΕや ネヱよシΕや メΚカ  コやケプまるΑヤシゅルゎャや キキピヤャ ヅセルョャや ヶルヱΑケミャや ラヱョケヰャや  ヴヤハ ドプゅェΑ
 ラヱョケワ コケヘΑ メドΑプ ヮヤヤェゎ ュキハヱ ケヘタΕや ュシィャや ケやケョゎシや

 メホぺ ゆシルよ ラΑィヱケゎシΙやヱ るΑャゅハ ゆシルよ ラヱケゎシィヱケよャや 

 ラョ ケヰセぺ るをΚを ヴャま ラΑケヰセ ケヱケョ キバよ
 ラΑルィャや ケヱヅゎ 

 ラヱケゎシィヱケよャや ヶルヱョケワ ラョ るΑプゅミ れゅΑョミ るョΑセョャや コケヘゎ
 メョェャや ケやケョゎシΙ るョもΚョャや フヱケドャや ケΑプヱゎャ ラΑィヱケゎシΙやヱ 

 チΑェ りケヱキ ノルョΑ ラヱケゎシィヱケよャや ネゅヘゎケや
  りキΑキィ 



 ヴャヱΕや るをΚをャや ケヰセΕや  るΑルゅをャや るをΚをャや ケヰセΕや  りケΑカΕや るをΚをャや ケヰセΕや 

 るィシルΕや メミ ラヱミゎ ぺキよΑ
 りコヰィΕやヱ ¬ゅッハΕやヱ 

 ケΑをほゎャ るッケハ ケをミぺ ラΑルィャや
ケΑホゅボバャやヱ メヱェミャや 

 ゆよシよ るΑボヤカ ゆヱΑハ ケヰドゎ キホ
 るΑクピョャや キやヱョャや チバよ ソボル 

 ベヤヅΑ ラョゅをャや ネヱよシΕや るΑゅヰル
 ラΑルィ ュシや ヮΑヤハ 

 るΑゅヰル キルハ りコヰィΕや メミセゎゎ
 ヴャヱΕや るをΚをャや ケヰセΕや 

 ヮΑハやケク ポΑケェゎ ノΑヅゎシΑ
ヮΑョキホ ノよゅタぺヱ ヮΑキΑ ノよゅタぺヱ 

 ヴヤハ ケΑよゅバゎャや チバよ ケゅヰドま
ヮヰィヱ 

 れゅョタよ ヮバよゅタΕ ウよタΑ 

 ヱョル るヤェケョ 
 ゆヤホ チよル ネゅョシ ラミョΑ

 ネヱよシΕや ラΑよ ラΑルィャや18 
ヱ20   

ヮバよタや ソョ ノΑヅゎシΑ 
ベやヱヘャゅよ ゆゅタΑ キホ 
ヮゎΚミケヱ ヮミゅよゎケゅよ ュΕや ケバセゎ 
ロケバセ ラヱミゎΑ 
ロゅルΑハ ウゎヘルゎ 
 キホ るヤェケョャや ロクワ るΑゅヰル ヶプ

 ァケゅカ スΑバャや ラョ ラミョゎΑ
 メカキゎ るヅシやヱよ ュΕや ュェケ

 サΑャ メゅョゎェΙや ラミャヱ ヶよヅ
 りケキホ ュキハ ゆよシよ やケΑよミ

 ヴヤハ ドゅヘェャや ヴヤハ キヱャヱョャや
 ュャヱ るゎよゅを りケやケェ るィケキ
 ヶプ メセヘΑプ ロゅゎもケ メョゎミゎ

 ロコゅヰィ メョゎミΑ ュャヱ サヘルゎャや
 キバよ ヶハゅルョャや 

 ノΑケシ メミセよ ヱョルャゅよ ケョゎシΑ 
 ロキヤィ れェゎ ラヱワキャや ュミやケゎゎ

 キルハ るャコゅハ るボよヅ ケプヱゎャ
 りキΙヱャや 

 ヶプ るΑよタハ ゅΑΚカ ラヱミゎゎ
 メキバョよ パゅョキャや250000 

 るボΑホキャや ヶプ るΑヤカ 
 れやヱタΖャ るよゅィゎシや ヵキよΑ

 ヴボΑシヱョャやヱ ヮョぺ れヱタ メをョ 



 ロクワ ュやキカゎシゅよ ケΑヱタゎャや ヶプ
 るΑゎヱタャや れゅィヱョャや キゎケゎ れゅィヱョャや
 るΑもケョ りケヱタャ メヱェゎゎャ ラΑルィャや ラハ 
 りキΑィ りケヱタよ ヱョルΑ ラゅミ やクま キキェゎ

 Ι ュぺ 
 ュェケャや メカやキ ヮゎΑバッヱ キΑキェゎャ 

 ヮシルィ るプケバョ 

 ラΑルィャや ヶプ れΙΚゎカΙや ソΑカセゎ 

 ラヱΑケヱミャや れΚョカ れゅルΑハ クカぺ
 りケヅシホ ゆヱよルぺ ケよハ 

ヶルヱΑルョΕや メもゅシャや ソェプ  るΑルヱΑケヱミャや れΚョカャや ソェプ 

 ケヰセΕや るヤェケョ ヶプ ロぼやケィま ュゎΑ
 るΑルゅをャや るをΚをャや 

 ケヰセΕや るヤェケョ ヶプ ロぼやケィま ュゎΑ
 ヴャヱΕや るをΚをャや 

 ラハ ラΑルィャや ゅΑΚカ ソェプ
 メΑヤェゎ ヱぺ ヵヱヱルャや ヅョルャや ベΑケヅ

DNA 

 るヅシやヱよ ラΑルィャや ゅΑΚカ メヤェゎ
 ヵヱヱルャや ヅョルャや 

 キやキハぺ キΑキェゎャ ュキカゎシΑ
 るΑバΑよヅャや ケΑビ れゅョヱシヱョヱケミャや
 サゅΑホヱ ラΑルィャや サルィ キΑキェゎヱ

 るヅよゎケョ れゅョΑコルま れゅΑヱゎショ
 るルΑバョ れΙゅェよ 

 ラハ フセミヤャ ュキカゎシゎ
 ラΑルィャや ヶプ れΙΚゎカΙや

  メΑもッ ケヅカ ヴヤハ ヵヱヅルゎヱ
 ヅゅボシま メゅョゎェや ヶプ メをョゎΑ

  ラΑルィャや 


