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اTهاز اإخراجي لإنسان ( : 4 – 2لدرس ) ا  

 مقدمة:
  メワ ( ゆケセゎ ラぺ ノΑヅゎシゎ170  ) ⇔やケゎャ  ¬ゅョャや ラョ ヶャやヱェ (45  ⇔ ゅΑョヱΑ ⇔ ゅルヱャゅィ∨)    
  ァゅゎェゎ ュヱΑャや ヶプ ゅヰェセケゎ ヶゎャや ゅヰヤミ ¬ゅョャや るΑョミ ラゅィケカゎ ポΑゎΑヤミ ラぺ ヱャ ¬ゅョャや ラョ りケΑよミャや るΑョミャや ロクワ ヴャま

キェやヱャや. 

  ラシェャ ラゅゎΑヤミャや キΑバゎシゎ ドェャや99 % .ロゅェセケゎ ヵクャや ¬ゅョャや ラョ 

  ポャクャΑョャや ラョ ヅボプ ラΑケゎャ ヴャま ケゎャ ラョ チヱバΑ ラぺ ュシィャや ァゅゎェメヱよ りケヱタ ヶプ ⇔ ゅΑョヱΑ ァケカΑ ヵクャや ¬ゅ. 
 :   لدى اإنسانخرا  اإ

  メをョヱタよ ヮゎゅΑェ サケゅョΑャ るヘヤゎカョャや れΚッヘャや ラョ ラゅシルΗや ソヤカゎΑ ラぺ キよΙ れゅルもゅミャや ノΑョィΑよヅ りケるΑバ. 

  キハゅシゎ.るΑヤョバャや ロクワ ヶプ るヘヤゎカョャや ュシィャや りコヰィぺ 

 ヶョッヰャや コゅヰィャや:  キケヅΑキやヱョャや .るよヤタ れΚップ りケヱタ ヶプ ュシィャや ァケゅカ るョヱッヰョャや ケΑビ 

 キヤィャや: ベケハ りケヱタ ヶプ れΚッヘャや ァやケカΗ. 

 ヶィやケカΗや コゅヰィャや:  るΑルΑィヱケゎΑルャや れΚッヘャや るャやコま ヶプ ソタカゎΑゅョキルハ ラヱミゎゎ ヶゎャや ゎゎヱケよャや ュッヰ れゅルΑ
るΑルΑョΕや チゅョェΕやヱ. 

  やクゅョ∨) ゅΑケヱΑャや (⇒よ キタボΑ 
:ゅΑケヱΑャや 
 ワ ヶ.ラΑィヱケゎΑルャや ヴヤハ ヵヱゎェゎ ヶゎャやヱ ラゅシルΗや ュシィ ゅヰルヱミΑ ヶゎャや りキゅョャや 

 

 ョ ゅや コゅヰィャや るΑョワぺΗ∨ヶィやケカ 
≒. ラΑィヱケゎΑル ヴヤハ ヵヱゎェゎ ヶゎャや れΚッヘャや ラョ ソヤカゎャや ) ゅΑケヱΑャや (. 
≪. .ュシィャや メもやヱシャ ヶヤカやキャや ラやコゎΙや ヴヤハ ドゅヘェャや  

 

  やクゅョゎΙや (⇒よ キタボΑヶヤカやキャや ラやコ )∨ 

  ヴヤハ ドゅヘェャや.ヶェャや ラもゅミャや ヶプ るΑヤカやキャや るもΑよャや れゅよを  
 

  ュョラゅシルΗや ンキャ ヶィやケカΗや コゅヰィャや ラヱミゎΑ∨ 
 
 
 
 
 
 

≒- :ラゅゎΑヤミャや 

 ¬ゅッハΕや  ヶィやケカΗや コゅヰィヤャ るΑシゅシΕや ラゅゎΑヤミャや ヶワるΑシゅシΕや ゅョヰゎヘΑドヱヱ .ュキャや ラョ れΚッヘャや ウΑセケゎ 

 ノボゎ ラゅゎΑヤミャや ヵケキタャや ソヘボャや ネゅホ キルハ  ュシィヤャ ヵケヰドャや ゆルゅィャや ラョ ゆケボャゅよケボヘャや キヱョバャや ヶよルゅィ ヴヤハヵ. 
:ラゅゎΑヤミャや るΑョワぺ 

 れΚッヘャや るャやコま るΑヱョキャや るΑハヱΕや ラョ ゅヰΑャま メカキΑ ヵクャや ュキャや ラョ  ヶヅケヱΕや ラゅΑケセャや ラョ ネケヘゎゎ ヶゎャや
ヱヱェゎ ヴャま ゅヰャケヘタぺ メもゅシ ラヱヤャや ヴョシΑ メヱよャや. 
 Αヤミャや キハゅシゎラゅゎ ヶプ ヅよッ  るΑョミ ゥΚョΕや るΑルキバョャや ゥΚョΕやヱ ¬ゅョャやヱュキャや ヶプ れゅルΑョゅゎΑヘャやヱ. 
  ラゅョドルゎるィケキ  ラΑィヱケキΑヰャや ラヱΑぺ コΑミケゎ (Hp )  ュキャや ュィェヱ ( れホヱ ヵぺ ヶプヱ ュキャや るΑョミ メタゎ キホ

 ヴャま ラΑゎΑヤミャや ヶプ りキヱィヱョャや25 % ラョ ) ュシィャや ヶプ ュキャや るΑョミ. 

ケィョ ンメヱよャや ラゅゎΑヤミャや ラゅよャゅェャや 

ヶィやケカΗや コゅヰィャや  ンキャラゅシルΗや 

るルゅをョャや るΑャヱよャや 
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≪- ラゅよャゅェャや  : 
 ゆャゅェャや  ラハ りケゅよハ ゆヱよルぺメΑヱヅ ヱ ノΑプケ ゆゅシルΑ メヱよャや ヮャΚカるΑヤミャや ヮィゎルゎ クャや  ヴャまるΑャヱよャや るルゅをョャや. 

  メョェΑ ゥヱやケゎゎ るプゅショャ メヱよャや ゆャゅェ メミ ラΑよ25  ヱ30 .ュシ 
≫- るΑャヱよャや るルゅをョャや: 
  りケゅよハ ラハ ヶヤッハ サΑミュシィャや ラョ ロキケヅ ラΑェ ヴャま メヱよャや ラコカΑ∩ ゎ ノボ るΑャヱよャや るルゅをョャやチヱェャや るボヅルョ ヶプ. 

 ヱ ゅヰャ りゅルホ ウゎヘゎャ ュシィャや ァケゅカヴョシゎ: メヱよャや ンケィョ. 
√-  メヱよャや ンケィョ : 

  キィヱゎれゅボヤェ メヱよャや ンケィョよ るルゅをョャや メゅタゎや ノッヱョ メヱェ れΚッバャや ラョ るルゅをョャや メカやキ メヱよャや ドヘェゎ. 
 るΑャへ:るΑャヱよャや るルゅをョャや ラョ メヱよャや キケヅ 

 キルハ ゅョるもヤゎョョ るルゅをョャや ラヱミゎ ゎΚッハ メシケゎゅヰ  ¬ゅシヤョャや れやケゅセまや ヴャまケヱキよ メシケΑ ヵクャや パゅョキャロ まΑシ ゅヰΑャ れΙゅ
 れゅッよル ヱぺ るΑよタハ メョバゎチよボルゎャ .るルゅをョャや ラョ メヱよャや キケヅ ポャクよ るよよショ 

 :تFالكلي وظائف
  メミ るΑヤミ ラハ りケゅよハるよェ ヮよセΑ ヱッハ  ゅΑャヱタゅヘャや ヒヤよΑヱゅヰャヱヅ ヶャやヱェ 10  ュシ.⇔ ゅよΑケボゎ 

 ミゎゎるΑヤミャや ラヱ  ラョラΑゎボヅルョ ゅョワ  (りケセボャや – ネゅカルャや ). 
 キゎョゎ  ヶゎボヅルョ メΚカネゅカルャやヱ りケセボャや  るミよセ りキボバョ ラョりキケヱΕや ヱ ラΑΑやケセャやメボルゎ ヶゎャや るΑヱョキャや れやケΑバセャやヱ 

 ラΑゎΑヤミャや ヴャま ュキャやャ ュを ヮェΑセケゎ ュゎΑロキΑバゎ  ヴャま ュシィャやヮェΑセケゎ キバよ. 
  ヶャやヱェ るΑヤミ メミ ヶプ キィヱΑ ラヱΑヤョ りキェヱラョ  るヤョゅバャや るΑヘΑドヱャや れやキェヱャや ヴョシゎ ヶゎャやキェヱャやれや  るΑヱヤミャや

(やれゅルヱケヘルャ.) 

  やクゅョ (⇒よ キタボΑれゅルヱケヘルャや ∨) 
れゅルヱケヘルャや: .ュキャや ラョ れΚッヘャや メΑコゎ ヶゎャや るΑヱヤミャや れゅェセケョャや ヶワ 

 

  ュョ( ラョ りキェヱ メミ ラヱミゎゎ れゅルヱケヘルャや ∨) 

  メミ ラヱミゎゎ ( るΑヱヤミ りキェヱるルヱケヘル ) ラョ るΑヱョキャや れやケΑバセャゅよ ヅゅェョ メΑヱヅ ヶャヱよ ゆヱよルぺ. 

  フケバΑ (⇒よ ヶャヱよャや ゆヱよルΖャ メミセャや ヶルゅィルヘャや フケヅャやラゅョヱよ るドヘェョ  ) ヅΑェΑ ヱワヱ ∩よノョィゎ バセャや ラョ れやケΑ
 るΑヱョキャや ヴョシΑるよΑよミャや ) るΑヱョキャや れやケΑバセャや ラョ るミよセ (. 

 :تكون البولآلية 
≒- ヅピッ ノプキΑ メもやヱシャや ュキャや  ヶプ キヱィヱョャや ュキャや ァケゅカ ヴャま りヱボよ れΚッヘャやヱるよΑよミャや. 
≪-  ゐΑェ メもやヱシャや ポケェゎゎ ヴャま れΚッヘャやヱラゅョヱよ るドヘェョ ヱ ノョィゎゎ ヶプヶャヱよャや ゆヱよルΕや  ラヱミゎΑ ゐΑェやメヱよャ. 

Αヱゎ ラヱミ ヶプ メヱよャや ラョ ヮョドバョ¬ゅョャや  ヮルミャ ヴヤハ ヵヱゎェΑゥΚョΕやヱ ポΑャヱよャや チョェヱ ゅΑケヱΑャや. 
≫- パケヘゎ  るΑャヱよャや ゆΑよゅルΕやるΑヱヤミャや りキェヱヤャ  ラョ コゅヰィ ヶプ ゅヰゎゅΑヱゎェョるバョゅィャや ゆΑよゅルΕや. 
√-  ケヱケョよ るバョゅィャや ゆΑよゅルΕや メΚカ メヱよャやソゅタゎョや キゅバΑ  ¬ゅョャや.⇔やコΑミケゎ ケをミぺ メヱよャや メバィΑ ゅョ 
∽-  ヶプ るΑゅヰルャやパケヘΑ  るバョゅィャや ゆΑよゅルΕや コゅヰィ  

 ラョ ヮΑプ ゅョメヱよ  ヶプゆャゅェャや  ヮヤボルΑ ヵクャやヴャま 
るΑャヱよャや るルゅをョャや  ュシィャや ァケゅカ ヴャま ゅヰルョヱ 

 メΚカ ラョメヱよャや ンケィョ.  
ヮよゎルや: 
  ケョΑ ヶャやヱェ180 ケよハ メもやヱシャや ラョ ⇔やケゎャ 

メもゅシャや やクワ メミ ウよタΑ Ι ラミャ ⇔ ゅΑョヱΑ るΑヤミャや 
 ⇔Κョゅェ ュキャや ンケィョ ヴャま キヱバΑ ヮョドバョプ ⇔Ιヱよ 

Αヘャやヱ ゥΚョΕやヱ コヱミヱヤィャや ヮバョ.ュシィャや ゅヰΑャま ァゅゎェΑ ンケカぺ キやヱョヱ れゅルΑョゅゎ 
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 ミ フΑ∨メヱよャや ラゅゎΑヤミャや ラヱミゎ ∨ュシィャや ヶプ ヶヤカやキャや ラやコゎΙや ラゅヅよッゎ フΑミヱ 

 ュシィャや ヶプ ヶヤカやキャや ラやコゎΙや ラゅヅよッゎヱ メヱよャや ラゅゎΑヤミャや ラヱミゎ :ヶワ るヘヤゎカョ れゅΑヤョハ ゐΚを メΚカ ラョ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ヶプ るΑヱヤミ りキェヱ メミメョバゎ  るよΑよミャや ケョΑヱ ウセケョミ メヱヤェョャや アゎゅルャや ウセケョャや ァケゅカ ヴャま ) ウΑセケャや (
 ゆΑよゅルΕや ヴャま ュを ラゅョヱよ るドヘェョ ヴャま ゅヰゎΑセビぺ メΚカ ラョ るΑヱョキャや れやケΑバセャや.るΑヱヤミャや 

 

  ¬ゅルをぺるΑヤョハ  ヶプ ソゅタゎョΙや りキゅハまるΑヱヤミャや ゆΑよゅルΕや  ヶプ りキヱィヱョャや ンケカΕや りキΑヘョャや キやヱョャやヱ ¬ゅョャや キゅバΑ
ウΑセケャや Αバセャや メカやキ ュキャや ヴャまケ .るΑヱョキャや れや 

 
 るΑヱヤミャや ゆΑよゅルΕや ヴャま りケセゅよョ ュキャや ラョ れΚッヘャや チバよ ポケェゎゎ よ フケバゎ るΑヤョハ ヶプ (⇒コやケプΗや ). 

 
  メヤハ:) ヶョヤバャや ゆよシャや ケミクぺ (  ンキェま コやケプΗや ケよゎバΑャや フもゅドヱ るョヰョャやャ.ラΑゎΑヤミヤ 
  ドヘェΑ ヮルΕ るィケキラΑィヱケキΑヰャや ラヱΑぺ コΑミケゎ  (pH ) .ュキャや ヶプ 

 
 
 
 
 
 

≒- ウΑセケゎャや ≪-  りキゅハまソゅタゎョΙや ≫- コやケプΗや 
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 :) التناضحي ( التنظيم اأSوزي
  ュミェゎャや ュゎΑるバョゅィャや ゆΑよゅルΕや ラやケキィ るΑクゅヘルよ  るヅシやヱよ キゅッョャや ラヱョケヰャや ( メヱよャや ケやケキΗADH .) 

 ラヱョケワ  ( ⇒ャやADH  ) ロコケヘΑりキピヤャ ヶヘヤカャや ソヘャや .るΑョゅカルャや 
 

  ラヱミゎ ゅョキルハャや ラやケキィ¬ゅョヤャ りクプゅル  メヱよャや ラョ ¬ゅョャや ソゅタゎョや キゅバΑ るバョゅィャや ゆΑよゅルΕや ヶプ るヅシやヱよ
るΑコヱョシΕや ゆよシよ ュキャや ヴャま  ヶプ ゥΚョΖャ ヶャゅバャや コΑミケゎャやネゅカルャや るボヅルョ るバョゅィャや ゆΑよゅルΕや キゎョゎ ゐΑェ. 

 

  ラヱミゎ ゅョキルハャや ラやケキィりクプゅル ケΑビ ¬ゅョヤャ  るΑヤョハ ゐキェゎ Κプメヱよャや ラョ ¬ゅョャや ソゅタゎョや. 
 

  ゅョキルハ ケやケキま キゅッョャや ラヱョケヰャや るΑョゅカルャや りキピャや コケヘゎ Ι るΑバΑよヅャや ュシィャや れゅよヤヅゎョ ¬ゅョャや メヱゅルゎ コヱゅィゎΑ
ゅョ ュキャや ヶプ メヱよャや りケΑよミ るΑョミ ァゅゎルま ヴャま ヵキぼΑ .チヘカルョ コΑミケゎ れやク メヱよャや ラョ 

 

 よ ュミェゎャや るΑヤョバ ¬ゅョャや ソゅタゎョや ラヱョケヰャや やクワ るヅシやヱよ メヱよ ァゅゎルま ヴャま ヵキぼΑ ゅョま チヘカルョ ヱぺ コΑミケゎャや
.¬ゅョャや ヴャま ュシィャや るィゅェャ ⇔ ゅボプヱ コΑミケゎャや ヶャゅハ 

 

  キルハ¬ゅョャや ラョ るヤΑヤホ れゅΑョミ ゆケセ  ヱぺ ゐヱキェゎフΑをミ ベケバ  キヱィヱ ヱぺュキャや ヶプ ウヤョャや ラョ るバヘゎケョ るよシル 
ノヘゎケΑ  ヵコヱョシΕや ヅピッャや ) ヶェッゅルゎャや (.ュキャや ヶプ 

 

 フセミゎ  ヅピッャや ヶプ ケΑピゎャや やクワるΑシェ れΚよボゎショ  パゅョキャや ヶプ りキヱィヱョキゅヰョャや れェゎ  るィΑゎル ポャクヱミゎゎラ 
 るΑよタハ るッよル メボゎルゎ るΑョゅカルャや りキピヤャ ヶヘヤカャや ソヘャや ヴャまコやケプま コヘェゎ  ラヱョケワ ⇒ャやADH ュキャや ンケィョ ヶプ. 

 

 フキヰゎシΑ  ⇔ ゅよよショ ラΑゎΑヤミャや ラヱョケヰャや やクワゆΑよゅルΕや ラやケキィ るΑクゅヘル ヶプ ⇔やキゅΑキコや ¬ゅョヤャ るバョゅィャや ソゎョゎプ ミ れゅΑョ
 メヱよャや ラョ ¬ゅョャや ラョ ケよミぺ∩ウΑセケャやヱ  ンケィョ ヴャま ¬ゅョャや メボゎルΑヱ∩ュキャや .ロコΑミケゎ キやキコΑヱ メヱよャや ュィェ メボΑプ 

 

 صحة اTهاز اإخراجي: 
 コゅヰィャや  ヶィやケカΗや.ュシィャや ァケゅカ メヱよャや ンケィョ ノボΑ クま ンヱキバヤャ チケバョ 

  ケよゎバΑュΑをやケィャ ⇔やケキタョ ァケセャや  ゅΑセΑケセまヵΙヱミ ヶゎャや  るΑャヱよャや るルゅをョャや ゐヱヤゎヱ メヱよャや ンケィョ メカキゎ ラぺ ラミョΑ
.ラΑゎΑヤミャや ゆΑタゎヱ ゆャゅェャや ヴャま メボゎルゎ ラぺ ラミョΑ ゅョミ 

  やクまラΑゎΑヤミャや ヶプ ンヱキバャや アャゅバゎ ュャ .りケΑヅカ りケヱタよ フヤゎヤャ ラゅッケバゎゎ キホ ラミョΑ ゅョ ネケシほよ 
 

:るΑィやケカΗや れΚミセョャや チやケハぺ 
  ラやキボプ ヴヤハ りケキボョャや るΑャヱよャや るルゅをョャゅよ ュミェゎャやヱ メヱよャや ヶプ ュキャや ケヱヰドヱ メヱよゎャや ヅケプヱ ュャΕゅよ ケヱバセャや 

 ラΑゎΑヤミャや るボヅルョ ヶプ.るバΑケシャや るΑよヅャや るΑゅルバャや ゆヤヅゎΑ やクワヱ ∩ 
 

:ヶィやケカΗや コゅヰィャゅよ るΑゅルバャや ベケヅ 
- ¬ゅョャや ラョ るΑプゅミ るΑョミ ゆケセ ( ∫  :≒≡  ) ⇔ ゅΑョヱΑ ¬ゅョャや ラョ ゆやヱミぺるプゅッΗゅよ .ンケカΕや れゅよヱケセョャや ヴャま 
- ポャク ヴャま るィゅェャゅよ れケバセ ゅョヤミ メヱよゎャや.  
- ラΑゎΑヤミャや フヤゎ ゆよシゎ キホ ゅヰルΕ るョゅシャや キやヱョャやヱ るΑヱキΕや ゆルィゎ. 
- るΑタカセャや るΑェタャや るΑゅルバャや ルョゎ.ンヱキバャゅよ ラΑゎΑヤミャやヱ るΑャヱよャや るルゅをョャや るよゅタま ノ 
-  フケバゎノΑケシャや ァΚバャや ヴャま メタヱゎャや ノΑヅゎシゎ ヴゎェ ンヱキバャゅよ るΑャヱよャや るルゅをョャや るよゅタま チやケハぺ).   

 

:ンヱキバャゅよ るΑャヱよャや るルゅをョャや るよゅタま チやケハぺ 
 チやケハΕや : ⇔ ゅョャぺ ぺヱ  メヱよャや ンケィョ ヶプ るミェヱ るルヱカシヱ りケケミゎョャやヱ りキΑキセャや るィゅェャゅよ ケヱバセャや.メヱよゎヤャ 

 
 
 



 : キやキハま /ぺ ヶヤハ ュΑワやケよま ケシゅΑ–  ュヱヤバャや ュシホ サΑもケ–  ラΑルよ るΑヱルゅをャや るΑィクヱョルャや りゅィルャや るシケキョよ                                                ∝ 

 

 

 الكلية الصناعية ) الديلسة (:
  ゅョるΑヤミヤャ ゐキェゎ ヶゎャや メミゅセョャや ュワぺ∨ 

 
 
 

≒-  れやヱタェ:るΑヤミャや    
  ラヱミゎゎ れやヱタェャや ロクワヱ るΑルキバョャや ゥΚョΕや ケヱヤよゎ ラョ ゥΚョぺポΑャヱよャや チョェ メヱよャや ヶプ ヱ キシゎ ラぺ ラミョΑホ りゅル

 メヱよャや ンケィョ.ヶャヱよャや ンケィョャやヱ ラΑゎΑヤミャや ヶプ りキΑキセ ⇔ ゅョΙへ るよよショ 
  :ァΚバャや 

  れルゅミ るェやケィャや.ゆΑケホ キヰハ ヴゎェ れΙゅェャや ロクワ メをョ るィャゅバョャ キΑェヱャや メΑよシャや ヶワ ぺ ゅョラΕや 

  ュキカゎシゎ れゅィヱョャや ベヱプラΑゎΑヤミャや メカやキ れやヱタェャや れΑゎヘゎャ るΑゎヱタャや  ァケカゎ ュをョ ュシィャや ラョ れゅゎヘャや.メヱよャや ノ 
 

≪-     :ヵヱヤミャや メセヘャや 
  ゐキェゎゎ ゅョキルハ ⇔やキィ りケΑヅカ るャゅェ ラゅゎΑヤミャや メセヘュゅΑボャや ヶプ .ゅョヰヘもゅドヱ 

:ヵヱヤミャや メセヘャや ゆゅよシぺ 
  ケをミぺ ラョ りゅルゅバョャや ヱワ ヵヱヤミャや メセヘャや ゐヱキェャ るバもゅセャや ゆゅよシΕやるヤΑヱヅ りケゎヘャ ヵケミシャや メヱよャや チケョ. 

 るΑョヱをケィャや ンヱキバャや.     

 ヶもゅΑョΑミャや ュョシゎャや. 
:ヮよゎルや  

 ゆよシΑ ゅシャや キやヱョャや ュミやケゎ ヵヱヤミャや メセヘャや.るゎΑョョ れゅΑヱゎショ ヱぺ れやコΑミケゎよ ュシィャや ヶプ るョ  
 

:ヵヱヤミャや メセヘャや ァΚハ 
 ュキカゎシゎ ) るΑハゅルタャや るΑヤミャや ( るシヤΑキャや バャ.ヵヱヤミャや メセヘャや ァΚ 

  ¬ゅルをぺよ チΑケョャや ュシィ メタヱ ュゎΑ るシヤΑキャや るΑヤョバよ ュゅΑボャやャゅコゅヰィ 
ケヅよ チΑケョャや ュキ ラョ れΚッヘャや メΑコΑ ヵクャやメをゅョゎ るボΑ ャやるボΑケヅ 

ャや ヶゎ ゅヰよ メΑコゎるΑヤミャや .ュキャや ラョ れΚッヘャや   
  

:ヮよゎルや  

  ゆィΑるΑヤョハ ¬やケィみよ ヵヱヤミャや メセヘャや ラヱルゅバΑ ヵクャや ソゅカセΕや ヴヤハ 
るシヤΑキャや .りキΑキィ るΑヤミ ネケコ るΑヤョハ やヱケィΑ ュャ やクま ⇔ ゅΑハヱよシぺ 

 
  ノΑヅゎシΑ:ヶャゅゎャゅよヱ ∩りキェやヱ るΑヤミよ るΑバΑよヅ りゅΑェ スΑバΑ ラぺ ラゅシルΗや 

 ラョケカへ ソカセャ ヮΑゎΑヤミ ンキェま ゆヰΑ ラぺ ソカセ ヵΕ ラミョョャや 
 ヶルゅバΑ.ヵヱヤミャや メセヘャや 

  
  

≒- るΑヤミャや ヶプ れやヱタェ ラヱミゎ. ≪- .ヵヱヤミャや メセヘャや 


