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リョ ギヨわバΑ 
ュゅバャや ユΒヤバわャや ネゅトホ 

ュゅバャや ヶレヘャや ヮィヲヨャや: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: りキゅョ アヰルョ ノΑコヱゎ ュヱヤバャや : ヶシやケキャや メタヘャや  メヱΕや2022-2023 ュ 
:フタャや ゐャゅをャや :¬コィャや メヱΕや 

ネヱよシΕや メゅィョャや サケキャや/ るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや  キキハ
ソタェャや  れゅドェΚョャや 

メヱΕや ネヱよシΕや
 

るΑョヤバゎャや りキェヱャや 
ャヱΕやヴ 
 
 
 
 
 
 
 

れゅシケゅヨョヱ れゅボΒらトゎ 1  

れゅシケゅヨョヱ れゅボΒらトゎ 1  

ヶルゅをャや ネヱよシΕや
 

 :サケギャや∨¬ゅヨャや ヶプ ズΒバャや ポゅヨシΕや ノΒトわジゎ ブΒミ 
や:るΒシゅシΕや ユΒワゅヘヨャ 

ポゅヨシΖャ るミゲわゼヨャや るΒィケゅガャや ょΒミやゲわャや  ∩ブルゅハゴャや(
) モΑグャや ∩リΒバャや 

1 

 
 

 :サケギャや∨ポゅヨシΕや ポゲエわゎヱ ザヘレわゎ ブΒミ 
や:るΒシゅシΕや ユΒワゅヘヨャ 
- ブΒムわャや  ヴヤハ ヶエャや リもゅムャや ギハゅジΑ ポヲヤシ ヱぺ るゃΒよ ヲワ

ヮわゃΒよ ヶプ ズΒバャや. 
-  ゆやグヨャや ¬やヲヰャや ザヘレわゎヱ ¬ゅヨャや ヶプ ポゅヨシΕや ズΒバゎ

ユΒセゅΒガャや るトシやヲよ. 
-   ノΒヨィ ヶプ るミゲエャや ヴヤハ るムヨジャや ギハゅジゎ ブルゅハゴャや

れゅワゅイゎΙや. 
- ァケゅガャや リョ ゅヰわΑゅヨエャ るムヨジャや ユジィ ヶトピゎ ケヲゼボャや. 

1 

 

ゐャゅをャや ネヱよシΕや
  :サケギャや ブヤわガゎ やクゅヨャ+ ∨ポゅヨシΕや ュゅジィぺ メゅムセぺ 

 : サケギャや∨ポゅヨシΕや キゅトダル ブΒミ 
や:るΒシゅシΕや ユΒワゅヘヨャ 

 :モんョ るΒわΑヲムャや るゃΒらャや ヶプ ポゅヨシΕや ギΒタ れやヱキぺ ネヲレわゎ ⇒
ケヲホゲボャやヱ りゲヌエャやヱ ギΒダャや ポゅらセヱ )ケやギΒヨャや( りケゅレダャや 

1 
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リョ ギヨわバΑ 
ュゅバャや ユΒヤバわャや ネゅトホ 

ュゅバャや ヶレヘャや ヮィヲヨャや: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 アヰルョ ノΑコヱゎ: りキゅョ ュヱヤバャや : ヶシやケキャや メタヘャや  メヱΕや2022-2023 ュ 
:フタャや ゐャゅをャや :¬コィャや メヱΕや 

ネヱよシΕや メゅィョャや サケキャや/ るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや  キキハ
ソタェャや  れゅドェΚョャや 

 ノよゅゎ
 ネヱよシΕや

ゐャゅをャや
 

 
 るΑョヤバゎャや りキェヱャや 

ヴャヱΕや 
 
 

 :サケギャやケヲΒトャや ゴΒヨわゎ やクゅヨよ∨ 
や:るΒシゅシΕや ユΒワゅヘヨャ 

ゅヰレョ ヮハヲレわョ れゅヘΒムゎ ケヲΒトヤャ : 
-  ヶよゅΒジルΙや ユジイャや モムセس  ょジェ モィケΙや フΚわカや

ゅヰΒプ ズΒバゎ ヶわャや るゃΒらャや.  
-  ゲカへ ヴャま ゲもゅヅ リョ ゅヰバよゅタぺヱ ケヲΒトャや モィケぺ ブヤわガゎ

ゅヰわゃΒよ ょジエよ.  
-  テらゎゲゎ ギホヱ ∩フやギイヨミ ゅヰヤィケぺ るΒもゅヨャや ケヲΒトャや モヨバわジゎ

るェゅらジャや ヴヤハ ゅワギハゅジゎ るΒゼビほよ ゅヰレΒよ ゅヨΒプ ノよゅタΕや. 

1 

 

ノよやケャや ネヱよシΕや
 

 れゅボΒらトゎれゅシケゅヨョヱ 1  
 

 :サケギャや∨ ゲもゅトャや ユジィ ¬ゅトビ るΒヨワぺ ゅョ 
や:るΒシゅシΕや ユΒワゅヘヨャ 

 ヴヤハ ロギハゅジゎ ヶわャや れゅヘΒムわャや リョ ゲもゅトャや ユジィ ¬ゅトビ
. ラやゲΒトャやヱ るミゲエャや 

-  ヴヤハ ロキヲィヱ ラゅムョ フΚわカゅよ ズΑゲャや ネヲル フΚわカや
.ヮわΒヨワぺヱ ゲもゅトャや ユジィ 

-  ¬フギヤャ ケギダャや メヲェヱ るらホゲャや ヴヤハ ズΑゲャや るヘΒドヱ
. ょビゴャや ヴヨジΑヱ 

-  ヴヤハ りギハゅジヨヤャ ゥゅレイャや ヶプヱ モΑグャや ヶプ ズΑゲャや るヘΒドヱ
 ヶシゅボャや ズΑゲャや ヴヨジΑヱ ラやゴゎΙやヱ ラやゲΒトャや. 

1 
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リョ ギヨわバΑ 
ュゅバャや ユΒヤバわャや ネゅトホ 

ュゅバャや ヶレヘャや ヮィヲヨャや: 
 
 
 
 
 
 

: りキゅョ アヰルョ ノΑコヱゎ ュヱヤバャや : ヶシやケキャや メタヘャや  メヱΕや2022-2023 ュ 
:フタャや ャやゐャゅを :¬コィャや メヱΕや 

ネヱよシΕや メゅィョャや サケキャや/ るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや  キキハ
ソタェャや  れゅドェΚョャや 

サ
ョゅカャや ネヱよシΕや

 

るΑョヤバゎャや りキェヱャや 
 ヴャヱΙや 

 
 
 

 :サケギャや∨ ケヲΒトャや ングピわゎ ブΒミ 
や:るΒシゅシΕや ユΒワゅヘヨャ 
-  リョ ゅヰレムヨゎ ヶわャや ゾもゅダガャや リョ ケヲΒトャや ゲΒホゅレョ

ヤハ メヲダエャやヴ . ゅヰもやグビ  
-  ¬やグピャや ネヲル フΚわカゅよ ケヲΒトャや ゲΒホゅレョ メゅムセや フΚわカや

 ヵグャや.ヮャヱゅレわΑ  

1 

 

 :サケギャや∨ゅヰレヅヲョ ノョ れゅルやヲΒエャや ブΒムわゎ ブΒミ 
)ユジイャや ¬ゅトビ( 

や:るΒシゅシΕや ユΒワゅヘヨャ 
-  りケやゲエャや リョ るΑゅヨエヤャ れゅルやヲΒエヤャ ユジイャや ¬ゅトビ るΒヨワぺ

.ンゲカΕや るΒゃΒらャや モョやヲバャやヱ りキヱゲらャやヱ 
- ブΒムわよ るトらゎゲヨャや ゾもゅダガャや リョ ユジイャや ¬ゅトビ

ゅヰゎゅゃΒよ ノョ れゅルやヲΒエャや.  

1 

 

サ
キゅシャや ネヱよシΕや

  れゅボΒらトゎれゅシケゅヨョヱ 1  
 

 :サケギャや∨ ゅヰレヅヲョ ノョ れゅルやヲΒエャや ブΒムわゎ ブΒミ 
 ) ケヲΒトャや りゲイワ ( 

や:るΒシゅシΕや ユΒワゅヘヨャ 
-  ゆやゲシぺ ゅヰよ ュヲボゎ るΒヨシヲョ るヤェケ ヶワ ケヲΒトャや りゲイワ

.ギΒイャや ォゅレヨャやヱ ¬やグピャや リハ ゅんエよ ケヲΒトャや リョ 

1 

 

ノよゅシャや ネヱよシΕや
 

 るΑョヤバゎャや りキェヱャや 
るΑルゅをャや 

 :サケギャや るヤョゅムわヨャや ュヲヤバャや1 + :サケギャや ュヲヤバャや
 るヤョゅムわヨャや2 1 

 

 るョΑヤバゎャや りキェヱャや 
るをャゅをャや 

 :サケギャや ヶもやグピャや モΒャギャや ュゲワ 
や:るΒシゅシΕや ユΒワゅヘヨャ 
- : ヶワ ヮわジャや るΒもやグピャや れゅハヲヨイヨャや 

 ゆヲらエャやヱ ゴらガャや(س  れやヱゲツガャやس  ヮミやヲヘャやس  ュヲエヤャや
ヂΒらャやヱ-  ょΒヤエャやس )れゅΑゲムジャやヱ ラヲワギャや 

-  ょジェ ゲカΓ ゾガセ リョ ブヤわガゎ るΒもやグピャや ゾダェ
 りキギエョ モョやヲハ. 

1 
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リョ ギヨわバΑ 
ュゅバャや ユΒヤバわャや ネゅトホ 

ュゅバャや ヶレヘャや ヮィヲヨャや: 
 

: りキゅョ アヰルョ ノΑコヱゎ ュヱヤバャや : ヶシやケキャや メタヘャや  メヱΕや2022-2023 ュ 
:フタャや ャやゐャゅを :¬コィャや メヱΕや 

ネヱよシΕや メゅィョャや サケキャや/ るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや  キキハ
ソタェャや  れゅドェΚョャや 

 ネヱよシΕや
ラョゅをャや

 

るΑョヤバゎャや りキェヱャや 
 るをャゅをャや 

れゅシケゅヨョヱ れゅボΒらトゎ 1  

 :サケギャや∨ ヶもやグビ ケゅわカぺ ブΒミ 
や:るΒシゅシΕや ユΒワゅヘヨャ 
- . ゅレわエダよ ゲツゎ るバΑゲジャや れゅらィヲャや 
-  ヵヲホ ユジィ ¬ゅレよ ヴヤハ ギハゅジΑ ネヲレわヨャや ヶエダャや ¬やグピャや

 ユΒヤシヱ. 
-  ラヲワギャや リョ りゲΒらミ るΒヨミ ヵヲエΑ ヶエダャや ゲΒビ ュゅバトャや

. ウヤヨャやヱ ゲムジャやヱ 

1 

 
 

 ネヱよシΕや
ノシゅゎャや

 

 :サケギャや¬やヲヰャや ヶャヲェ リョ  
や:るΒシゅシΕや ユΒワゅヘヨャ 

)¬やヲヰャや( るゃΒらャや ヴャま りゲツョ キやヲョ るプゅッま ヲワ ゐヲヤわャや 
-  ノルゅダヨャや ラゅカキ( ヵヲイャや ¬やヲヰャや ゐヲヤゎ れゅららジョس 

 れやケゅΒジャや ラゅカキس  ケゅらピャやس )れやゲゼエャや れやギΒらョ 
- ブΒヌレャや ¬やヲヰャや ヵヲわエΑ Ι ょもやヲセ ヱぺ れゅをヲヤョ ヴヤハ 
- ¬やヲヰャや ザヘレわよ ヶジヘレわャや ヵコゅヰィ るョΚシ ヴヤハ るヌプゅエヨャや

.ブΒヌレャや 
- るョゅバャや ペもやギエャや ヶプ ブΒヌレャや ¬やヲヰャや ギィやヲゎ リミゅョぺ

 るヨェキゴヨャや リミゅョΕやヱ ノルゅダヨャや リハ やギΒバよヱ 
- .ゐヲヤョ ノルゅダヨャや ¬やヲワ 
- ラゅジルΙや ヶわもケ ヴヤハ ゲをぽΑ ゐヲヤヨャや ¬やヲヰャや.   

1 

 

 :サケギャやブΒミ ∨⇔ゅヘΒヌル ¬やヲヰャや ヴヤハ ナプゅェぺ 
や:るΒシゅシΕや ユΒワゅヘヨャ 
-  れゅΒミヲヤジャや るシケゅヨョナプゅエゎ るΒエダャや  るエタ ヴヤハ

 コゅヰイャや.ヶジヘレわャや 
-  ヶプ るをヲヤヨャや リミゅョΕや リハ キゅバわよΙやナプゅエΑ るレΑギヨャや ハ ヴヤ

ゅレョゅジィぺ るョΚシ. 

1 
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リョ ギヨわバΑ 
ュゅバャや ユΒヤバわャや ネゅトホ 

ュゅバャや ヶレヘャや ヮィヲヨャや: 
 

 

: りキゅョ アヰルョ ノΑコヱゎ ュヱヤバャや : ヶシやケキャや メタヘャや  メヱΕや2022-2023 ュ 
:フタャや ゐャゅをャや :¬コィャや メヱΕや 

ネヱよシΕや メゅィョャや サケキャや/ るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや  キキハ
ソタェャや  れゅドェΚョャや 

 ネヱよシΕや
ケセゅバャや

 

 るΑョヤバゎャや りキェヱャや 
るをャゅをャや 

 :サケギャや∨ザボトャや るャゅェ ヴヤハ フゲバわゎ ブΒミ  
や:るΒシゅシΕや ユΒワゅヘヨャ 
-  ヴャま ュヲΑ リョ ゲΒピわΑ ヴャゅバゎヱ ヮルゅエらシ 聴 ラクみよ ザボトャや

ゲカへ. 
-  りゅΒェゲをほわゎ サゅレャや ザボトャや れやゲΒピわよ.  
-  ザボトャや メやヲェぺ リョ ゅレジヘルぺ ヴヤハ るヌプゅエヨャや.るヘヤわガヨャや 
-  りケやゲエャや れゅィケキ サゅΒボャ ュギガわジΑ ヵヲイャや ゲわョヲョゲわャや

.るヘヤわガヨャや 

1 

 

れゅシケゅヨョヱ れゅボΒらトゎ 1  
 

 ネヱよシΕや
ケセハ ヵキゅェャや

 

 :サケギャやヶわョΚシヱ ザボトャや 
や:るΒシゅシΕや ユΒワゅヘヨャ 
-  るヰィやヲョ ヶプ るョΚジャやヱ リョΕや れや¬やゲィま ネゅらゎま

るΒバΒらトャや ゲワやヲヌャや. 
-  ゲョΕや ュゴャ ゅョ やクま リΑゲカΓや りギハゅジョ. 

1 

 

 :サケギャやるバΒらトャや ヶプ ¬ゅヨャや りケヱキ 
や:るΒシゅシΕや ユΒワゅヘヨャ 
-れΙゅェ ゐΚんよ るバΒらトャや ヶプ ギィやヲわΑ ¬ゅヨャや. 
-  るャゅエャや ヴャま るヤもゅジャや るャゅエャや リョ りキゅヨャや メヲエゎ ヲワ ゲガらわャや

るΑコゅピャや. 
-  ヴャま るΑコゅピャや るャゅエャや リョ りキゅヨャや メヲエゎ ヲワ ブんムわャや

 るヤもゅジャや るャゅエャや.ギΑゲらわャゅよ 
-  ブんムゎヱ ¬ゅヨャや ゲガらゎ リヨツわゎ るバΒらトャや ヶプ ¬ゅヨャや りケヱキ

 ヶプ ゅヰバヨイゎヱ 聴 ラクみよ ケゅトョΕや ヅヲボシヱ ケゅガらャや
るΒもゅョ れゅエトジョ. 

1 
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