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        るΑよケゎャや りケやコヱ 
  ュヱヤバヤャ ュゅバャや ヶルヘャや ヮΑィヱゎャや 

 

:るドェΚョ 
  ュゅバャや ヶルヘャや ヮΑィヱゎャや メよホ ラョ アヰルョャや ノΑコヱゎ るヅカ キゅョゎハやヱ るバィやケョヱ キやキハま ュゎヤャ  .ュヱヤバ 

  

          

 

 :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 ノよゅシャや                    :¬コィャや メヱΕや 
 

ネヱよシΙ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
 

 れゅボΑよヅゎヱ れゅシケゅョョ 1  

 りキゅョャや りキェヱ
:るホゅヅャやヱ 

 
¬ゅよケヰミャや 

 

 サケキャや1 るルミゅシャや ¬ゅよケヰミャや : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

-  るΑヤョハ るィΑゎル ュシィャや ヴヤハ るョミやケゎョャや るΑもゅよケヰミャや れゅルェセャや ヶワ るルミゅシャや ¬ゅよケヰミャや
ャキャやポ .)ポゅミゎェΙや( 

-  れゅレエゼャや メゅボわルゅよ ウヨジゎ Ι るャコゅバャや キやヲヨャやるΒもゅよゲヰムャや∩ レハ ゅヰルゅムョ ヶプ ヴボらゎ モよ ギ
.)ポゅムわェΙや( マャギャや ノホヲョ 

-  モボわレゎ クま ゅΒもゅよゲヰミ ュゅジィΕや リエセ ゅヰΒプ ユわΑ るボΑゲヅ)ポゅムわェΙや( マャギャゅよ ゆゲヰムわャや
 .ラヲエゼョ ゲΒビ ゲカへ ゅヨジィ ゅヰわジョΚョ ギレハ るヨミやゲわヨャや るΒもゅよゲヰムャや れゅレエゼャや 

- .りキゅョャや ネヱル ヴヤハ ゅヰャゅボゎルや ュキハ ヱぺ れゅルヱケゎミャΙや メゅボゎルや フホヱゎΑ 

1  

 サケキャや2るΑもゅよケヰミャや れゅルェセャや ネやヱルぺ : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

-  るルェセャや ラヱミゎゎ ポャキャや るΑヤョハ るィΑゎル ∩ゆィヱョヱ ゆャゅシ :ラゅハヱル るΑもゅよケヰミャや れゅルェセャや
 ヵクャや ュシィャや ヴヤハ るよィヱョャや るルェセャやヱ れゅルヱケゎミャや ゆシゎミΑ ヵクャや ュシィャや ヴヤハ るよャゅシャや

.れゅルヱケゎミャま キボヘΑ 
-  キヱィヱ ラハ フセミヤャ ュキカゎシΑ コゅヰィ ヶもゅよケヰミャや フゅセミャや ュシィ ヴヤハ るΑもゅよケヰミ るルェセ

.るルェセャや ネヱル キΑキェゎヱ ゅョ 

1  

 サケキャや3るボハゅタャやヱ キハケャやヱ ベケよャや : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

-  ヒΑケヘゎャや るィΑゎル ペハやヱタャやヱ キハケャやヱ ベケよャゅミ るΑバΑよヅャや ケワやヱドャや チバよ ほセルゎ
.ヶもゅよケヰミャや 

1  

 

ラョ キョゎバΑ 
ュゅバャや ュΑヤバゎャや ネゅヅホ 

 ヮィヱョャや:ュゅバャや ヶルヘャや 
 
 
 
 
 
 
 

 

ヱ 
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 :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 ノよゅシャや                    :¬コィャや メヱΕや 
 

ネヱよシΙ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
ヶルゅをャや

 

 りキェヱ
 りキゅョャや

:るホゅヅャやヱ 
 

¬ゅよケヰミャや 

 サケキャや4ヶもゅよケヰミャや ケゅΑゎャや : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

-  るミケェ ヱワ ヶもゅよケヰミャや ケゅΑゎャやれゅルヱケゎミャΗや ラョ メΑシ .るヤタヱョャや ポΚシΕや ノヅボョ ケよバゎ 
-  るョドゎルョ るΑャゅボゎルや るミケェ れゅルヱケゎミャΙや ヮΑプ ポケェゎゎ ペヤピョ ケゅショ ヶワ るΑもゅよケヰミャや りケやキャや

 ポΚシΕや メΚカ りケョゎショヱ.るヤタヱョャや 
- ヱ れゅルヱケゎミャΙや ノプキャ るホゅヅャや ケキタョ フゅィャや キヱョバャや ケよゎバΑ∩ゅヰボプキゎ ャや ペプキゎΑ ゐΑェ ケゅΑゎ

ゆィヱョャや フケヅャや ヴャま フゅィャや キヱョバヤャ ゆャゅシャや フケヅャや ラョ. 
- .ヵコやヱゎャや るボΑケヅヱ ヶャやヱゎャや るボΑケヅ :ラΑゎボΑケヅよ ュゎΑ るΑもゅよケヰミャや れやケやキャや メΑタヱゎ 
- やヱゎャや ヴヤハ メコゅルョャや ヶプ るΑもゅよケヰミャや れやケやキャや メΑタヱゎ るボΑケヅ.ヵコ 

2  

ペヤバョ るボヤバョャや サヱケキャや 
 サケキャや5 りキセ ラョ メミ サゅΑホ :

ソ .ヶもゅよケヰミャや ケゅΑゎャや27  

ペヤバョ  サケキャや6 キヰィャや ベケプ :
ソ ラΑゎヅボル ラΑよ ヶもゅよケヰミャや28 

 サケキャや7 るホゅヅャや れΙヱェゎ : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

-  ケヱタ ラョ りケヱタ ヶワ ¬ゅよケヰミャや∩るホゅヅャや ゎ ペΑケヅ ラハ ほセルゎ ラぺ ラミョΑヱェ ケヱタ メヱ
 ラョ ンケカぺるホゅヅャや. 

-  るΑもゅΑョΑミヱケヰミャや りキョハΕやりキョハΕや(  れΙヱェゎャ メゅをョ るΑもゅよケヰミャや れやケやキャや ヶプ )るプゅィャや
∩るホゅヅャや  るホゅヅ ヴャま るΑもゅΑョΑミャや るホゅヅャや メヱェゎゎ ゐΑェ.るΑもゅよケヰミ 

- ゎ ノルタャやシΑヅゅルピョれゅ ャやΑもゅよケヰミる  るバヅホ メヱェ ヶもゅよケヰミャや ケゅΑゎヤャ メタヱョ ポヤシ フャ キルハ
 ラョ∩キΑキェャや .フゅィャや キヱョバャや ヶよヅボよ ポヤシャや ヶプケヅ メΑタヱゎヱ 

- ゎ メヱェ ポヤシャや れゅヘャ キキハ りキゅΑコよ れホぼョャや ヶもゅよケヰミャや サΑヅゅルピョャや ゆクィ りヱホ キΑコ
 メタゎョ ポヤシ ヮャヱェ フヱヘヤョャや ケゅョショャゅよ るヤタゎョャや るプゅィャや りキョハΕや キキハ りキゅΑコよ ヱぺ ケゅョショャや

.フゅィャや キヱョバャや ヶプケヅよ - .ヶシΑヅゅルピョ メゅィョ キャヱΑ ヶもゅよケヰミャや ケゅΑゎャや 

2  

 

ラョ キョゎバΑ 
ュゅバャや ュΑヤバゎャや ネゅヅホ 

:ュゅバャや ヶルヘャや ヮィヱョャや 
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 ノΑコヱゎ :りキゅョ アヰルョ  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:                    ノよゅシャや :¬コィャや メヱΕや 
 

ネヱよシΙ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 

ゐャゅをャや ネヱよシΕや
 

 りキゅョャや りキェヱ
:るホゅヅャやヱ 
¬ゅよケヰミャや 

 サケキャや8メコルョャや ヶプ ¬ゅよケヰミャや : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

- るΑシゅェルャや ポΚシΕや ヶプ ¬ゅよケヰミャや りケΑよミャや るΑもゅよケヰミャや れやキャヱョャや ノプキゎ∩  メボゎルゎヱ
るヘヤゎカョャや るャヱキャや ペプやケョヱ メコゅルョャや ヴャま キΑャヱゎャや れゅヅェョ ラョ ¬ゅよケヰミャや. 

1  

 
 りキゅョャや りキェヱ

:るホゅヅャやヱ 
 

¬やヱヰャや 

 サケキャや1 ゅルャヱェ ラョ ¬やヱヰャや : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

- .ラゅミョ メミ ヶプ ゅルャヱェ ¬やヱヰャや 
-  フΚピャや るΑゅヰル ヴゎェ チケΕや ウヅシ ラョ りキゎョョャや るボよヅャや ヱワ ¬やヱヰャや.ヵヱィャや 
-  ソもゅタカ りキバよ ¬やヱヰャや コΑョゎΑ:ゅヰルョ  るェもやケ Ιヱ ュバヅ Ιヱ ラヱャ ヮャ サΑャ– カほΑ ク

 ヮΑヱェΑ ヵクャや ¬ゅルΗや メミセ–  ヅシヱャや ラョ やコΑェ メピセΑ– .ヮヅピッ ラミョΑ 
-  ヴヤハ るΑェャや れゅルもゅミャや りゅΑェャ るΑケヱケッ れやコゅビ ヴヤハ ヮもやヱゎェや ヶワ ¬やヱヰャや るΑョワぺ

チケΕや ウヅシ.  

1  

 サケキャや2 ¬やヱヰャや れゅルヱミョ : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

-  りケミャゅよ ヅΑェゎ れやコゅビ ラョ ヅΑヤカ ラョ ¬やヱヰャや ラヱミゎΑ∩るΑッケΕや  ゅヰΑャま るよヱクィョ
るΑッケΕや るΑよクゅィャや メバヘよ. 

-  ( ロコョケ ヶもゅΑョΑミ ゆミケョ ヱワ ラヱよケミャや キΑシミぺ ヶルゅを コゅビ2CO . ) 
-  ( ロコョケ ヶもゅΑョΑミ ケタルハ ヱワ ラΑィシミΕや コゅビ2O ) . りゅΑェャや コゅビ ヱワ ヱ ∩ 

1  

ペヤバョ 
 

るボヤバョャや サヱケキャや 
 サケキャや3.るもケャや るバシ : 

 ソ50 – 52 
 サケキャや4 ¬やヱヰャや ヶプ ラΑィシミΕや るよシル : 

:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 
- ( メをョΑ ゐΑェ ¬やヱヰャや ヶプ るゎよゅを るよシル ヮャ ラΑィシミΕや コゅビ21% ). 
-  コゅビ ラΑィシミΕや∩ュヰョ  ゅΑΚカ メカやキ ¬やクピャや ベやケゎェやヱ サヘルゎャや るΑヤョハ サゅシぺ ヱヰプ

るΑヱΑェャや フもゅドヱャゅよ ュゅΑボヤャ るョコΚャや るホゅヅャや ケΑケェゎャ ヶェャや ラもゅミャや. 

 
1 
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:ュゅバャや ヶルヘャや ヮィヱョャや 
 

 
 
 
 
 
 

ン 
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ノよやケャや ネヱよシΕや
 

 りキゅョャや りキェヱ
:るホゅヅャやヱ 

 
¬やヱヰャや 

や サケキャ5¬やヱヰャや るョヱゅボョ : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

- ¬やヱヰャや るョヱゅボョ ヴョシゎ りヱボよ ュゅシィΕや ヴヤハ ¬やヱヰャや ケをぼΑ. 
-  ュシィ ヅヱボシ ヴヤハ ¬やヱヰャや るョヱゅボョ ヶプ りケをぼョャや メョやヱバャや:ヶワ メョゅハ  ウヅシャや

.メミセャやヱ 
-  るェゅショ ノョ ゅΑキケヅ ゅよシゅルゎ ¬やヱヰャや るョヱゅボョ ゆシゅルゎゎ.ウヅシャや 
-   メミセャや れやク ュゅシィΕや ヴヤハ ¬やヱヰャや るョヱゅボョ メボゎヶよゅΑシルΙや ヶャコピョャや(.) 

2  

 サケキャや6ペΑケェャや めプゅヅョ : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

-  ュキカゎシゎめプゅヅョ  るェプゅミョャ ペΑケェャや∩ペもやケェャや  ネヱル フΚゎカゅよ フヤゎカゎヱや.ペΑケェャ 

1  

 れゅボΑよヅゎヱ れゅシケゅョョ 1  
 

ラョ キョゎバΑ 
ュゅバャや ュΑヤバゎャや ネゅヅホ 

:ュゅバャや ヶルヘャや ヮィヱョャや 
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 ノΑコヱゎ :りキゅョ アヰルョ  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 
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サ
ョゅカャや ネヱよシΕや

 

 
 りキゅョャや りキェヱ

:るホゅヅャやヱ 
 

¬やヱヰャや 

 サケキャや7¬やヱヰャや ヅピッ : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

- ゅルゎゅΑェ ヶプ ¬やヱヰャや ヅピッ るΑョワぺ. 
-  れゅェゅショャや りキェヱ ヴヤハ ゅΑキヱョハ ケをぼョャや ¬やヱヰャや ラョ キヱョハ ラコヱ ヱワ ヵヱィャや ヅピッャや

 ラョ.ウヅシャや 

1  

 サケキャや8¬やヱヰャや ヅピッ ヴヤハ りケをぼョャや メョやヱバャや : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

- ュィェャや れゅよを キルハ ゅΑキケヅ ゅよシゅルゎ ¬やヱヰャや ヅピッ ノョ りケやケェャや るィケキ ゆシゅルゎゎ.  
-  るィケキ れゅよを キルハ ¬やヱヰャや ヅピッ ノョ ゅΑシミハ ゅよシゅルゎ ュィェャや ゆシゅルゎΑ.りケやケェャや 

2  

 サケキャや9ヅピッャや サゅΑボョ : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

-  ¬やヱヰャや ヅピッ サゅΑボよ るタゅカャや れやキェヱャや ラョ やキキハ れやキェヱヤャ ヶャヱキャや ュゅドルャや キョゎバΑ
:ヶワヱ 

1-  ( ゅワコョケ ヱ メゅミシゅよャや りキェヱPa ). 
2-  ( ゅワコョケ ヱ メゅミシゅよヱゎミΑヰャや りキェヱHpa ). 

1  

 

ラョ キョゎバΑ 
ュゅバャや ュΑヤバゎャや ネゅヅホ 

:ュゅバャや ヶルヘャや ヮィヱョャや 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

          

 

ヵ 



 
 
 

        るΑよケゎャや りケやコヱ 
  ュヱヤバヤャ ュゅバャや ヶルヘャや ヮΑィヱゎャや 

 

:るドェΚョ 
  ュゅバャや ヶルヘャや ヮΑィヱゎャや メよホ ラョ アヰルョャや ノΑコヱゎ るヅカ キゅョゎハやヱ るバィやケョヱ キやキハま ュゎヤャ  .ュヱヤバ 

  

 

 ノΑコヱゎ :りキゅョ アヰルョ  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:                    ノよゅシャや :¬コィャや メヱΕや 
 

ネヱよシΙ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
キゅシャや ネヱよシΕや

 

 りキェヱ
 ュヱヤハ
:りゅΑェャや 
 

 ¬ゅルよャや
ヶもヱッャや 

 サケキャや1ヶもヱッャや ¬ゅルよャや るΑヤョハ : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

-  ヶルゅを コゅビ ゅヰΑプ キェゎΑ ヶゎャやヱ ヶもヱッャや ¬ゅルよャや るΑヤョハ ペΑケヅ ラハ ヮシヘルよ ヮもやクビ れゅよルャや ノルタΑ
¬ゅセルャやヱ ラΑィシミΙや コゅビ ヮルハ アゎルΑ ヵクャや ¬ゅョャゅよ ラヱよケミャや キΑシミぺ. 

 

2  

 サケキャや2ラΑィシミΕや アゎルΑ れゅよルャや : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや  

-  るャキゅバョャや ヶプ ヶもヱッャや ¬ゅルよャや るΑヤョハ メをョゎゎ:るΑャゅゎャや  
                                      サョセャや ¬ヱッ りキハゅショよ 

       ラヱよケミャや キΑシミぺ ヶルゅを コゅビ + ¬ゅョ             ケミシ( ¬やクピャや ゅセルヱコゅビ + ) ラΑィシミΕや 
                                        メΑプヱケヱヤミャや    

 

1  

 サケキャや2ラΑィシミΕや アゎルΑ れゅよルャや /ノよゅゎ : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや  

-   ゐキェゎ るΑもヱッ Ι れΚハゅヘゎヱ るΑもヱッ れΚハゅヘゎ ヴャま ヶもヱッャや ¬ゅルよャや るΑヤョハ れΚハゅヘゎ ュシボルゎ
るヘヤゎカョ ¬やコィぺ ヶプ ¬やケッカャや りキΑゎシΚよャや メカやキ. 

 

1  

 

ラョ キョゎバΑ 
ュゅバャや ュΑヤバゎャや ネゅヅホ 

:ュゅバャや ヶルヘャや ヮィヱョャや 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ヶ 



 
 
 

        るΑよケゎャや りケやコヱ 
  ュヱヤバヤャ ュゅバャや ヶルヘャや ヮΑィヱゎャや 

 

:るドェΚョ 
  ュゅバャや ヶルヘャや ヮΑィヱゎャや メよホ ラョ アヰルョャや ノΑコヱゎ るヅカ キゅョゎハやヱ るバィやケョヱ キやキハま ュゎヤャ  .ュヱヤバ 

  

          

 ノΑコヱゎ :りキゅョ アヰルョ  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:                    ノよゅシャや :¬コィャや メヱΕや 
 

ネヱよシΙ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 

ノよゅシャや ネヱよシΕや
 

 
 ュヱヤハ りキェヱ

:りゅΑェャや 
 

 ¬ゅルよャや
ヶもヱッャや 

 サケキャや3ヶもヱッャや ¬ゅルよャや るΑヤョハ るΑョワぺ : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

-  ケタゅルバャや ヴヤハ メヱタェャや ヶプ キハゅシゎ るヘヤゎカョ ¬やコィぺ れゅよルヤャルよャや るΑヤョバよ ュゅΑボヤャ るΑシゅシΕや ¬ゅ
.ヶもヱッャや 

 

1  

 サケキャや4れゅよルャや ヶプ メボルャや : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

-  ケゅショ ヶプ メミ ¬やクピャやヱ ¬ゅョャや メボルャ ¬ゅェヤャやヱ ゆセカャや るΑハヱぺ ュッゎ るΑもゅハヱ ゅョコェ れゅよルャや ヵヱェΑ
.ソゅカ 

-  るΑハヱぺ:ゆセカャや  ¬ゅョャや メボルΑ れΑョ アΑシルラキゅバョャやヱ  .ベやケヱΕや ヴゎェ ベゅシャや ヴャま ケヱクィャや ラョ 
-  るΑハヱぺ:¬ゅェヤャや  ケミシャや メボルゎ ゆΑよゅルぺ ラョ ラヱミゎΑ ヶェ アΑシルれゅΑクピョャやヱ Αョィ ヴャま ベやケヱΕや ラョ ノ

.れゅよルャや ¬やコィぺ 
-  ウョシゎ ヶヤヘシャやヱ ヵヱヤバャや れゅよルャや ヶゎホケヱ ヶェヅシ ヴヤハ りキヱィヱョ ロケΑピタ れゅェゎプ ヶワ ケヱピをャや

.れゅよルャや ヴャまヱ ラョ れやコゅピャや メキゅよゎよ 
 

1  

 サケキャや4.れゅよルャや ヶプ メボルャや /ノよゅゎ : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

- ケヱタよ ケヱピをャや ペΑケヅ ラハ れゅよルャや るィゅェ ラハ キもやコャや ¬ゅョャや ァヱケカ るΑヤョハ ヱワ ウゎルャやり  ケゅカよ
.¬ゅョ 

- ゥゅΑケャや メをョ メョやヱハ りキハ ウゎルャや るΑヤョバよ ュミェゎゎ∩ ¬ヱッャやヱ ∩りケやケェャや るィケキヱ∩ .るよヱヅケャやヱ 

1  

 れゅボΑよヅゎヱ れゅシケゅョョ 1  
 

ラョ キョゎバΑ 
ュゅバャや ュΑヤバゎャや ネゅヅホ 

:ュゅバャや ヶルヘャや ヮィヱョャや 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Α 



 
 
 

        るΑよケゎャや りケやコヱ 
  ュヱヤバヤャ ュゅバャや ヶルヘャや ヮΑィヱゎャや 

 

:るドェΚョ 
  ュゅバャや ヶルヘャや ヮΑィヱゎャや メよホ ラョ アヰルョャや ノΑコヱゎ るヅカ キゅョゎハやヱ るバィやケョヱ キやキハま ュゎヤャ  .ュヱヤバ 

  

          

 ノΑコヱゎ :りキゅョ アヰルョ  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:                    ノよゅシャや :¬コィャや メヱΕや 
 

ネヱよシΙ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 

ラョゅをャや ネヱよシΕや
 

 ュヱヤハ りキェヱ
:りゅΑェャや 
 

 ¬ゅルよャや
ヶもヱッャや 

 サケキャや5.りキΑゎシΚよャや ゆΑミケゎ : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

-  ソゅルゎホや ヴヤハ キハゅシゎ ヶワヱ ∩メΑプヱケヱヤミャや るピよタ ゆルゅィ ヴャま るヘヤゎカョ れゅよルャや ベやケヱぺ れゅピよタ
ヶもヱッャや ¬ゅルよャや るΑヤョハ ュゅョゎΗ るΑショセャや るホゅヅャや. 

1  

 サケキャや6 ヱョル ヴヤハ りケをぼョャや メョやヱバャや :.れゅよルャや 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

-  ゅヰΑプ ラキゅバョャや キヱィヱヱ るよケゎャや るよヱタカ ゐΑェ ラョ ∩るよシゅルョャや るもΑよャや ケプやヱゎ ヴャま れゅよルャや ァゅゎェΑ
 .スΑバΑヱ ヱョルΑャ るよシゅルョ ¬ゅョ るΑョミヱ るよシゅルョ りケやケェ るィケキ ポャクミヱ 

1  

 ュヱヤハ りキェヱ
:りゅΑェャや 

れゅΑクピョャや 

 サケキャや1.れゅΑクピョャや ネやヱルぺ : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

-  るョバヅΕや れョシホ( ヴャま ゅヰャヱゅルゎル ヶゎャや6 れゅハヱョィョ ).るヘヤゎカョ 
-  ヮャヱゅルゎル ヵクャや ヶョヱΑャや ュゅバヅャや フルタΑ:ヴャま  ヶルやヱΑェ–  ヶゎゅよル– るΑルキバョ ゥΚョぺヱ ¬ゅョ. 
 

1  

 サケキャや1.れゅΑクピョャや ネやヱルぺ /ノよゅゎ : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

-  るェタヤャ るΑケヱケッャや れゅΑクピョャや ヴヤハ ラコやヱゎョャや ¬やクピャや ヵヱェΑ.りキΑィャや 
-  るΑヱッハ ヴャま れゅΑクピョャや ュシボゎ.るΑヱッハ Ιヱ 

1  

 

ラョ キョゎバΑ 
ュゅバャや ュΑヤバゎャや ネゅヅホ 

:ュゅバャや ヶルヘャや ヮィヱョャや 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

          

Β 



 
 
 

        るΑよケゎャや りケやコヱ 
  ュヱヤバヤャ ュゅバャや ヶルヘャや ヮΑィヱゎャや 

 

:るドェΚョ 
  ュゅバャや ヶルヘャや ヮΑィヱゎャや メよホ ラョ アヰルョャや ノΑコヱゎ るヅカ キゅョゎハやヱ るバィやケョヱ キやキハま ュゎヤャ  .ュヱヤバ 

  

 

 

 ノΑコヱゎ :りキゅョ アヰルョ  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:                    ノよゅシャや :¬コィャや メヱΕや 
 

ネヱよシΙ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 

ノシゅゎャや ネヱよシΕや
 

 
 ュヱヤハ りキェヱ

:りゅΑェャや 
 

れゅΑクピョャや 
 
 

 サケキャや2.ヶョゅバヅ るョもゅホ : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

- るヘヤゎカョ フもゅドヱよ ュゅΑボヤャ ュシィヤャ るヘヤゎカョャや れゅΑクピョャや るΑョワぺ. 
-  チゅョェぺ ヴョシゎ ケピタぺ れやキェヱ ラョ ラヱミゎゎ りキボバョ りケΑよミ れゅもΑコィ れゅルΑゎヱケよャや∩るΑルΑョぺ ヱ ケプヱゎ

ュシィャや ヱョルャ ¬ゅルよャや キやヱョ. 
-  るヤョゅミ れゅルΑゎヱケよ ヴャま れゅルΑゎヱケよャや フルタゎれゅルΑゎヱケよヱ  ケΑビ.るヤョゅミ 
- るバよセョ ケΑビヱ るバよセョ ラヱワキ ヴャま フルタゎヱ ュシィヤャ りキΑヘョャや れゅΑクピョャや ラョ ラヱワキャや. 
- るΑヱッハ れゅΑクピョ ヶワ れやケキΑワヱよケミャや ヱ ラΑィヱケキΑヰャやヱ ラヱよケミャや ラョ るルヱミョ.ラΑィシミΕや 
-  ラ ∂ヱミゎ ケピタぺ れゅもΑコィ ヴャま ケシミゎゎ りケΑよミ れゅもΑコィ ラョ ラヱミョ ヶゎやケキΑワヱよケミ ゆミケョ ゅセルャや

.れゅΑケミシャや 
-  コゅヰィャやヱ パゅョキャや るタゅカよ ヶェャや ラもゅミャや ュシィャ るホゅヅャや れやケキΑワヱよケミャや ケプヱゎ∩ヶよタバャや ゎヱ キハゅシ

 るΑヤョハ ヴヤハ∩ュッヰャや  ュドルゎヱ∩ァやケカΗや  ヶプ ラヱワキャや チΑヘカゎ ヴヤハ メョバゎヱ∩ュキャや ヘカ ヶャゅゎャゅよヱ チ
ケゅッャや メヱケゎシΑャヱミャや. 

2  

 サケキャや3れやケキΑワヱよケミャや :. .ラヱワキャや .れゅルΑゎヱケよャや 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

- ュシィャや ゅヰΑャま ァゅゎェΑ ヶゎャや れゅΑクピョャや ノΑョィ ヵヱゎェΑ ヵクャや ヱワ ラコやヱゎョャや ¬やクピャや. 

1  

 れゅボΑよヅゎヱ れゅシケゅョョ 1  
 

ラョ キョゎバΑ 
 ュΑヤバゎャや ネゅヅホュゅバャや 

:ュゅバャや ヶルヘャや ヮィヱョャや 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Γ 



 
 
 

        るΑよケゎャや りケやコヱ 
  ュヱヤバヤャ ュゅバャや ヶルヘャや ヮΑィヱゎャや 

 

:るドェΚョ 
  ュゅバャや ヶルヘャや ヮΑィヱゎャや メよホ ラョ アヰルョャや ノΑコヱゎ るヅカ キゅョゎハやヱ るバィやケョヱ キやキハま ュゎヤャ  .ュヱヤバ 

  

 ノΑコヱゎ :りキゅョ アヰルョ  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:                    ノよゅシャや :¬コィャや メヱΕや 
 

ネヱよシΙ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 

ケセゅバャや ネヱよシΕや
 

 
 ュヱヤハ りキェヱ

:りゅΑェャや 
 

れゅΑクピョャや 
 
 

 サケキャや3 : ノよゅゎれやケキΑワヱよケミャや. .ラヱワキャや .れゅルΑゎヱケよャや 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

-  れゅルΑョゅゎΑヘャやフヤゎカゎ ∩ゅワケキゅタョ  ケヱキ ゅヰルョ メミャヱドゅヘェヤャ ュゅワ  るェタ ヴヤハ.ュシィャや 
-  ⊥キ ⌒ハゅシ⊥ゎ  ⊥れゅルΑョゅゎΑヘャや ヴヤハ  ⌒ュΑドルゎ  ⌒れΚハゅヘゎャや  ⌒る∂ΑもゅΑョΑミャや ヶゎャや  ⊥メ ⌒ ∂ヱェ⊥ゎ  ∠¬やクピャや ヴャま るホゅヅ る∂Αェ るィシルぺヱ 

1  

 サケキャや4.ヶもゅΑョΑカャや ケよカョャや : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

 - .ヶもやクピャや アゎルョャや ゅヰΑヱェΑ ヶゎャや れゅΑクピョャや るΑョミヱ ネヱル ラハ れゅョヱヤバョ れゅΑクピョャや るホゅヅよ ヵヱェゎ 
- ∩れやケキΑワヱよケミャや ラョッ フルタゎ るΑヱッハ れゅよミケョ ヶワ れゅΑケミシャや  ュバヅよ ュゅハ メミセよ コΑョゎゎヱ

.るΑヤェゎヤャ るよケセΕやヱ るョバヅΕや ヶプ ュキカゎシゎ ポャクャ ヱヤェ 
-  コィハ ラハ ュィゅルャや ュキャや ケミシ ゆΑミケゎ ヶプ クゅセ ネゅヘゎケゅよ フタゎゎ るョコΚゎョ ヱワ ヵケミシャや チケョ

.ラΑケョΕや Κミ ヱぺ ∩ラΑャヱシルΖャ るィシルΕや るΑシゅシェ チゅヘカルや ヱぺ ∩ラΑャヱシルΕや ラヱョケワ 

1  

 サケキャや5.ュゅバヅャや ドヘェ : 
:るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

- ヅセルゎ ゅΑケΑゎミよャや れゅΑケヅヘャやヱ キルハ ケプヱゎ りケやケェャや るよシゅルョャや るよヱヅケャやヱ .ンクピゎゎ よャや ゅΑケΑゎミ
れゅΑケヅヘャやヱ ヴヤハ ュゅバヅャや ヮヤΑヤェゎよ ヮヘヤゎゎプ ウよタΑヱ やキシゅプ ケΑビ ウャゅタ メミΖャ. 

- キハゅシ ドヘェ るΑクビΕや ヶプ メバィ りゅΑェャや るをΑキェャや ケをミぺ .⇔やケシΑ 
- ドヘェ ュゅバヅャや ヶルバゎ るドプゅェョャや ヴヤハ るョバヅΕや ラョ キゅシヘャや ヴゎェ ラミョΑ りキゅヘゎシΙや ゅヰルョ メヱヅや ョりキ 

るルミョョ ノョ るドプゅェョャや ヴヤハ ゅヰゎゅヘタ るΑバΑよヅャや ラョ ゐΑェ ラヱヤャや ュバヅャやヱ るェもやケャやヱ ゅヰゎョΑホヱ 
.るΑもやクピャや 

-  ベケヅ りキハ フヤゎャや ラョ るョバヅΕや ドヘェャ:ゅヰルョ  キΑケよゎャやキΑョィゎャやヱ ヱ∩フΑヘィゎャや ゎャやヱ ウΑヤョゎャや ケΑミシ
.ゆΑヤバゎャやヱ 

2  

 :ヶシやケキャや メタヘャや ヶプ ソタェャや キキバャ ヶヤミャや ネヱョィョャや40                                                               るタェ 
 

ラョ キョゎバΑ 
ュゅバャや ュΑヤバゎャや ネゅヅホ 

:ュゅバャや ヶルヘャや ヮィヱョャや 
 
 
 
 
 
 
 

 

ヱヰ 


