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: ゆャゅヅャや ュシや 
 ............................. 

 

 ラョゅをャや : フタャや 
 

 

 ラハ ケΑケボゎ 
  ¬ヱッャや ケゅシミルやヱ サゅミバルや 



 

 

 

 

 ¬ヱッャや ケゅシミルやヱ サゅミバルや 
 

 

 ¬ヱッャや サゅミバルや :  

  サヘル ヴャま サミゅハ ウヅシよ ゅヰョやキヅタや キルハ るΑもヱッャや ァやヱョΕや キやキゎケや ヱワ ¬ヱッャや サゅミバルや
 ∩ヮルョ れケキタ ヵクャや ヅシヱャや  キハゅシゎ ヶゎャや ヶワ るΑタゅカャや ロクワ ∂ラみプ ∩¬ヱッャや サゅミバルΙ るよシルャゅよヱ

  ¬ヱッャや サミハ ヴヤハ ゅヰゎケキホ ンキョ ゆシェよ キキェゎΑ ュゅシィΕや ラヱャ ∂ラぺ ゅョミ ∩ュゅシィΕや るΑぼケ ヴヤハ
 る∂Αィヱョャや メやヱヅΕや ヴヤハ キョゎバΑ ヵクャやヱ ヮタゅタゎョやヱ 

 

ヱッャや サゅミバルや ラヱルゅホ  : ¬  

  ヱゅシゎ ヶもヱッャや ネゅバセャや ヅヱボシ るΑヱやコ ∂ラぺ ヴヤハ ¬ヱッャや サゅミバルや ラヱルゅホ ∂ソルΑ  るΑヱやコ ヵ
  ヴヤハ ⇔ゅΑキヱョハ ノホやヱャや ヅカャや ヱワヱ ∩ラΑバョ ノィケョ ヴヤハ キゅョゎハΙゅよ ゅΑやヱコャや サゅΑホ ュゎΑヱ ∩ヮシゅミバルや

  ラΑよ りケヱタェョャや るΑヱやコャや ヶワ ヅヱボシャや るΑヱやコ ∂ラま ゐΑェ ∩サミゅバャや ウヅシャや ヱぺ りへケョャや ウヅシ
  ラΑよ りケヱタェョャや るΑヱやコャや ヶワ サゅミバルΙや るΑヱやコ ゅョルΑよ ∩ヵキヱョバャや ヅカャやヱ ヅホゅシャや ネゅバセャや

  ヅカャやヱ サミバルョャや ネゅバセャや ヵキヱョバャや  

 

¬ヱッャや サゅミバルや ヴヤハ るヤをョぺ  :  

  ゅルゎゅΑェ ヶプ れゅボΑよヅゎャや ラョ キΑキバャや ゅヰャ ¬ヱッヤャ るョドゎル ⊥ョャや ケΑビヱ るョドゎル ⊥ョャや れゅシゅミバルΙや
ゅヰルョヱ ∩るΑョヱΑャや  :  

   .りへケ ⌒ョャや ヶプ ンケカΕや ュゅシィΕや ヱぺ サヘルャや るΑぼケ ラョ ラ∂ ⌒ミョ⊥Α ヵクャや ¬ヱッヤャ ュドゎル ⊥ョャや サゅミバルΙや  

ャや ラミゅョΕや ロゅィゎや サョセャや ¬ヱッャ ュドゎル ⊥ョャや サゅミバルΙや .ノョΙ ウヅシ ケよハ るョヤド⊥ョ  

  ヶプ ¬ヱッャや ケセゎルΑ ゐΑェ ∩るョヤド⊥ョャや ラミゅョΕや ロゅィゎや サョセャや ¬ヱッャ ュドゎル ⊥ョャや ケΑビ サゅミバルΙや
 .ケゅよピャや れやケクよ ュキヅタΑ ゅョキルハ ポャクヱ ∩れゅワゅィゎΙや ノΑョィ 



 

 

 

   るシキハ メΚカ ラョ ュゅシィΕや るΑぼケャ りケよミ ⊥ョャや るシキバャや ヱぺ ヅΑシよャや ヶもヱッャや ケヰィョャや ュやキカゎシや
ャや サミバルΑ ゐΑェ ∩ラΑヰィヱャや るよキェ ⊥ョ るΑィゅィコ  ヱェルヱ るシキバャや メΚカ ュシィャや ヴヤハ ヅホゅｚシャや ¬ヱッ

りケｚよミ ⊥ョ ュゅシィΕや ヱキよゎ ポャクャ ∩ラヱΑバャや 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ゅョ ュシィ ウヅシ ヴヤハ ゅヰヅヱボシ るィΑゎル るΑもヱッャや るバセΕや キやキゎケや ヱワ : ¬ヱッャや サゅミバルや 



 

 

 

 : ¬ヱッャや ケゅシミルや 
  ¬ゅΑコΑヘャや メΚカ ラョ れプケハ ヶゎャや るΑもゅΑコΑヘャや ケワやヱドャや ラョ ヱワヱ ∩¬ヱッャや ソやヱカ ンキェま ヱワ

  ゅワケヱケョ キルハ るΑもヱッャや るバセΕや ケゅショ ヴヤハ ぺケヅΑ ヵクャや ケΑピゎャやヱ フやケェルΙや ヱヰプ ∩るΑミΑシΚミャや
  れゅィヱョ メミセ ヶプ ケΑピゎ ヱワ ⇔ ゅッΑぺヱ ∧ラΑルΑゅよゎョ ラΑプゅヘセ ラΑヅシヱ メタヘΑ ヵクャや ウヅシャや ラョ

 れゅもΑコィヱ ヵキゅョャや ヅシヱャや ヶプ れゅィヱョャやヱ れやケゅセΗや ゅヰもセルゎ ヶゎャや るミケェャや ラヱルゅホヱ ¬ヱッャや
ョ ュゅドルよ ラヱミゎ るミケェ めセルゎプ ∧ヅシヱャや やクワ  ヅシヱ ヴャま メゅボゎルΚャ るホゅヅャや ヮャΚカ ラョ ポケェゎゎ キキェ

  メキよゎゎ ュを ラョヱ るホゅヅャや るハケシ メやヱコ ゆィヱョよ ヶゎほΑ ケゅショャや ケΑピゎプ ∧るプゅをミャや ヶプ フヤゎカョ ラゅを
  ¬ヅよゎ ュを ラョヱ るプゅをミ ケよミΕや ヅシヱャや ヶプ れゅィヱョャや るミケェ ュやコゎャや ゆシよ るィヱョャや るハケシ

 メホΕや ヅシヱャや ペΑケヅ ラハ ポケェゎャや ヶプ るΑケェャや ノヘゎケゎヱ ゅヰゎハケシ 

 

ミルや ケやキボョ キΑキェゎ¬ヱッャや ケゅシ :  

   ヶャヱΕや ロゅィゎΙやヱ るィヱョャや るハケシ キΑキェゎ メΚカ ラョ るィヱョャや ケゅシミルや ケやキボョ キΑキェゎ ラミョΑ
  ヅヱボシャや ゅΑやヱコ ラΑよ ゅョ るホΚバャや フタΑ ヵクャや メΑルシ ラヱルゅホ ケゅシミルΙや ノよゎΑヱ ∩るィヱョャや ケゅセゎルΙ
 ヴャま メヱΕや ヅシヱャや ラョ るィヱョャや ヅヱボシ るΑヱやコ ゆΑィ るよシル ラぺ ヴヤハ ソルΑ ヵクャやヱ ∩ケゅシミルΙやヱ

 ヴャま ヶルゅをャや ヅシヱャや  るハケシ るよシル ヵヱゅシゎ ヶルゅをャや ヅシヱャや ヶプ るィヱョャや ケゅシミルや るΑヱやコ ゆΑィ
  ケゅシミルΙや メョゅバョ ヵヱゅシゎヱ ヶルゅをャや ヅシヱャや ヶプ ¬ヱッャや るハケシ ヴャま メヱΕや ヅシヱャや ヶプ ¬ヱッャや
 ヴャま りキゅョ ラョ ケゅシミルΙや メョゅバョ フヤゎカΑヱ ∩ヶルゅをャや ヅシヱヤャ ケゅシミルΙや メョゅバョ ヴャま メヱΕや ヅシヱヤャ

 ンケカぺ 

 

 



 

 

 

 


