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-  :ΙヱぺフΑケバゎ ペΑヤバゎャや  . 
-   .るΑルヘャや ヮシシぺヱ ロケタゅルハ 

-  .りケゅヰョャや るよゅゎミ キルハ ゅヰゎゅハやケョ ゆィΑ れゅョΑヤバゎ 

- ャ りｚキバ ⊥ョ ァクゅョル ペΑヤバゎヤ. 

- ヤャ ゅΑもコィ るビ ｚケヘ ⊥ョ ァクゅョル ペΑヤバゎ . 

-  .ュΑヱボゎャや 

-  :ゅΑルゅをソΑカヤゎャや . 

         
 
 
 
 
 

Eادي عشر مذكرة التعبUللصف ا 

   2023  –   2022العام الدراسي  

 الفصل الدراسي اأول 
 

ケゅヰョ:ゅゎ ャや ペΑヤバゎ  -   ソΑカヤゎャや 

ゆΑケビ ラョΑぺ / キやキハま 



 

≪ 

 

                      
   りケミプ チケハ ヱワ  ゅワケΑシヘゎヱ ゅヰェΑッヱゎヱ ゅヰェケセヱ るΑッホ ヱぺ ネヱッヱョ ヱぺ   メΑヤバゎャや ノョ

メΙキゎシΙや ラシェヱ ゅヰΑヤハ  ラぺ :るをΚを ケタゅルハ ヱぺ ¬やコィぺ ゅヰャ りケゅヰョミ ペΑヤバゎャや ヶプ ュヰョャやヱ ∩
 ⊥Α  ペヤバゎゎヱ ∩るヤタヘルョ ケΑビヱ ∩るヅよやケゎョ れやケボヘャや ラヱミゎヱ ∩るヤボゎショ りケボプ ヶプ ケタルハ メミ ゆゎミ

ゅェΑッヱゎヱ ゅェケセ ペΑヤバゎャや ネヱッヱョよ ゅヰヤミ   ∩ヴャヱΕや りケボヘャや ヶプるΑルゅをャや りケボヘャや ヶプ ΚΑヤバゎヱ  ∩
.るをャゅをャや りケボヘャや ヶプ ΙΙキゎシやヱ (≒ ) 

 
 
ガ ジﾘ‖ن نﾒﾟ＞÷｜ وケ‖ガ نﾟ－）｝ة ﾈ ［』ズ｜ح ن関ﾙﾟ｜ة ظو نｳ藷＝ﾜﾟ  و ｼ: ن藷ﾌ｛』ﾟنﾟ×｜ح  ى1

ｯギｽ｜ﾈو ｯギ≦｀ﾑ さ≦｀ﾒ』ﾟب ن｛｀（≠ﾟض ن｛ﾌ｛≠ﾟتظج ن ジﾘ  ｯギ』≦≠ガن ظｯ藷｠ش وｼﾌون ぇち×《   ジﾘ
 ｯギｱ ｳ｀ﾜ』±ヱ ة｜ﾜﾘ ｼﾌب ون｛｀ﾆｧ｠ة و｜≦÷ﾛ ぇ≠ｺ لバﾀ ］ヱ ي 

ظو  ظو نｳ藷＝ﾜﾟ   ظｳ藷≠ガ ن関ﾙﾟ｜ة ظو نﾌ｛≠ﾟ｝ضو ｯ藷ｱن ケ‖ガ ジﾘ   ‐『ﾆ نﾟ－）｝ة ズ『］و  :ぇنﾒ』ﾟ｀≧  ى2
وظｯ薯×｀ﾟ ｯギ』≦≠ガب バ【ヱ ظو    ونジ≠ﾟｯﾒﾟش وظゴ｀ﾑ ｯガ｜ｷ نﾙﾟ｜د ونﾐ≠』】≠ﾟ نジ｀＋≠ﾟ  وｯギｵ～ｭｯﾘ نガｯ〔ﾟ｜ة

ش وゴ｀ﾑ ‐ｵ｜』ズ ｯヱ نｯギｱ ‖ﾀダش ظو ゴ｀ﾑ إｯギﾟｯ≠ガش وガ ‐』ちを‖ن نぇｺ｜｀ﾟ  ｜÷＜ﾒﾟ ظو نﾟ≠｜ظة 
ゴ  ي ظ《＝ﾜﾘ ジﾘ ｯ｜ة ｳ｀ﾜ』±ヱ و関ｵ｝ن ｳ（薯ｵ｜ヱ 》ﾜﾙﾟｯ｜ة نダ゚و

 : نヱ ｳﾒ＜ﾜ≠ﾟ［وذｯ藷ｵヅｯ《 〕ﾟن 》ﾟｯ×｝نﾊ ゴ｀ﾑ ～ガ｝نب 関ﾘ｜ة ظو ｯギ」（ﾀ  ل:نｽド～』ﾆド±［  ى3
 نを｜×ﾟ´ي نズ～＋ﾟ＼  ى                     ينを｜関ﾟ］ نﾜﾟ｜طن   -

 ］ ونｯ【ヱダليち  نﾟ＋   ى                     ينﾒ×ﾟ｜ظｯ藷ｱت   -

 ونｯ÷ｽヅطنت نｳ藷≠｀ﾒﾟي  ن薯ﾟ＋｝ث ونﾟ～تنｯﾆت  -

ゴ｀ﾑ نぇﾛダش ﾒ》 ＼≦ｽ｜س نぇ≦ﾟ～ﾟ وヴｽ｜×を    ظو دﾟ～ ぇ≦ﾟ≧｀≧［ﾒ』≠ﾟｱ｀］ نｯ藷ｵヅن ゴ｀ﾑ نو 
  ｳ（薯ｵ｜ヱ ｳ｀ﾜ』±ヱ ة｜ﾜﾘ ジﾘ ｯ＝》ظ ｜÷＜ﾒﾟن ن‖ガ ‐』ちをش وヴ藷・ لド～』ﾆドن ヴｺو ］≦『をو

 ］≦ｵ｜ﾜﾙﾟｯ《］≦』ﾜ《ｯ±ﾟي ن 
 __________________________________________________ 

 ي2014±］ نｳﾖ｀ﾟ نﾑ ｳを｛カｯ【ｱ ｳ藷｠｜ﾒﾟ｜وة ｱ［ نｯﾑ ｜≦｠…ﾟم  : طｯギヱتنت نｳ｀ｽ｜≠｀ﾟ ｜≦『ﾒ』ﾟ نｳを｛カｯ【ﾟ(ش إﾑ～ند ﾛ" نﾟ≠÷～ت1"

ペΑヤバゎャや 

   :るΑルヘャや ヮシシぺヱ ペΑヤバゎャや ケタゅルハ 



 

≫ 

 

 

 

 :ケ‖ガ ジﾘ نｯ（ﾀダط ظ関ｵ ｯカｯ藷ｽ｝ن و 
 نさ≦｀ﾒ』ﾟ ونｳﾟｯﾜ≠ﾟ ظو ﾌ｛ヱ ｳ《ｯ』館｝ض ﾜﾘ ジﾘ ］≦ﾒヱ｜ة ظو ﾜﾘ｜نت ヱ『｜ن》）ｳي نｱ ょ｀－ﾟ≧［   ى1

ﾑ～م نｯﾙ藷』ﾆط ﾊｯ＜ﾑ｜ نさ≦｀ﾒ』ﾟ وظｺ…نヴｭش 》ｧن 《ジﾙ』ち نﾒ』≠ﾟ｀］ 》－）｝ة نﾟ×｜ح   ى2
 ドو ぇ≦｀ﾒ』ﾟن ゴﾟإ ｯガن～ﾒ』ズ ～ﾛش وｳ藷＝ﾜﾟة ظو ن｜ガｯ〔ﾟح ن｜ﾈ ～＜ﾑ ぃﾜをش وｼ藷ﾌ｛』ﾟون

 《÷ぇ إゴﾟ نド～』ﾆドلي 

 ぃﾒﾌ نぇ≦｀ﾒ』ﾟ وケ｜ﾜﾘ وﾑ～م وﾟｯ《 ヴｭｯﾘ≠）｀｝بي  ى3

ぃﾒﾌ نド～』ﾆドل وﾑ～م ｳ薯ﾆｯ＜ヱ نダد関ﾙ｀ﾟ ｳﾟ｜ةش ظو ﾑ～م ｯギｽ｜ﾈ و｟ｯ藷ن ｯギ』ﾛバﾑ   ى4
 》ｳ藷＝ﾜﾟｯ ظو ن関ﾙﾟ｜ة نﾟ≠）｀｝ب نｯギ≦｀ﾑ さ≦｀ﾒ』ﾟي 

 ﾑ～م ﾜﾘ ジﾘ ｜÷＜ﾑ ぇ館 ｳ《ｯ』館｜ة ｳ｀ﾜ』±ヱي  ى5

 ي ش ズ ド ＼≦ｽ『～تب نゴ｀ﾑ ‐ﾟｯ（ﾟ نｯギ≠ﾟتة 》ぇち×ﾟｯ نｼ藷＋÷ﾟظｯ（ﾀط ジﾘ نﾟ『～تを‐ ى6

 

 

 ぇガ نゴﾘ｛』ﾆ نｽ ］ヱ ケ｜ﾊｯ＜ﾑ さ≦｀ﾒ』ﾟ≧＼ طنｼ藷ﾌ｛』ﾟ ونぇ≦｀ﾒ』ﾟ وｽ±［ نド～』ﾆドل(ض  ى1

ﾜﾘ ジﾘ ヴ｜ة ｳ｀ﾜ』±ヱ وジﾛｯ《 ﾐヱ ｳ（薯ｵ｜ヱ نﾊｯ＜ﾒﾟ｜ض  ى2  ｯ＜ｵ E［ｵ ｜÷＜ﾑ ぇ館 ぇガ゚و

 カｯ館 ぇガ／ نｯﾘ｛』±ヱ ｜ 関 ﾙﾟة وｳ薯ｵ｜ヱ دون 関ｵ｜نتض  ى3

 ｯ館 ぇガن نゴ＜ﾒ≠ﾟ ونｯヱｯ≠ｵ ｯ＋ﾌ دون نｯ薯』ﾟج ظو ﾕ≠｝سض ى4

 نぇギﾆ さ≦｀ﾒ』ﾟ نｳﾕｯ藷÷ﾟضぇガ  ى5

 ﾜﾘ ジﾘ｜ة نド～』ﾆドل وｯﾛم ﾌ｛≠《 ｯ≠ギ（｠｜ｱ｝ض نさ≦｀ﾒ』ﾟض  ［ ｯｺ ぇガط نﾟ～ｱ ‐ﾟｯ（ﾟ≧｀≧ ى6

 ض ぇガ 《－｀｝ نヱ さ≦｀ﾒ』ﾟ［ نｯ（ﾀダط نｳ藷ｭバヱヅ ونｳを｛＋＜ﾟ ى7

 

 :ペΑヤバゎャや るよゅゎミ ヶプ ¬ゅヅカぺ 

 ∨ペΑヤバゎャや りキヱィ ンヱゎショ ヴヤハ ⊥ュミェル フΑミ :ペΑヤバゎャや メヱェ メやぼシ 
 



 

√ 

 

 

:ゆャゅヅャや ヵコΑコハ  ヶゎャや ヅヱケセャや ラョ るハヱョィョ ポゅルワ  ゆィΑヤハ  キルハ ゅヰハゅよゎやヱ ゅヰゎゅハやケョ ポΑ
  ∩ケΑよバゎャや ネヱッヱョ れゅィケキ キボヘゎ Ι ｚュを ラョヱ ∩キΑィ メミセよ ヮゎよゅゎミ ラョ ラミョゎゎャ ケΑよバゎャや ネヱッヱョ るよゅゎミ

 :ヶゎほΑ ゅョΑプ ゅヰタカヤル ヅヱケセャや ロクワヱ 
 

:Ιヱぺ   ゆゎミΑ ゆャゅヅャや キィル ゅルゅΑェほプ ∩ゆヱヤヅョャや ネヱッヱョャゅよ ュやコゎャΙや りケヱケッ
 ケΑビ ネヱッヱョ ヶプ :メをョ ゆヱヤヅョャや ネヱッヱョャや 

-   メもゅシヱ" ヱぺ "ラΑキャやヱャや ケよ" ラハ ゆゎミΑ ゆャゅヅャや キィルヱ ∩" りぺケョャや ケヱキ" ラハ ゅボΑヤバゎ ゆゎミや
 .Κをョ "ヶハゅョゎィΙや メタやヱゎャや 

 

ゅをΑル:ゅ   るよゅゎミ ヶプ ゅヰルョ りキゅヘゎシΙやヱ ∩ケケボョャや アヰルョャや れゅハヱッヱョ フΑドヱゎ
 ネヱッヱョ メをョ ケΑよバゎャやャや りケヱシ ラョ れゅΑへ" ネヱッヱョ ケヱル ラゅミ ラま " ャや ネヱッヱョ ペΑヤバゎ  ラハ  ゆやキΓや

ノョゎィョャや ヶョェΑ ラタェミ るΑョΚシΗや ュΑボャやヱ ネヱッヱョ ラョヱ ∩ " ケィヘャや ラへケホャや ネヱッヱョ ラゅミ ラま "ペΑヤバゎ  
 ラハ¬ゅルよΕや ヶプ ¬ゅよΓや るΑよケゎ ケΑをほゎ ラョヱ ∩ ネヱッヱョ  " ラΑルェヱ るよケビャや ラゅミ ラま "ペΑヤバゎ   ラハ ゆヱヤヅョャや

ヮヤィぺ ラョ るΑェッゎャやヱ ラヅヱャや ネヱッヱョ ケゅミプぺ ラョヱ ∩ " ペヤボャや ゆゅよシぺ メΑコル フΑミや ラゅミ ラま " ペΑヤバゎャ  
メヅゅよャゅよ ゅヰヅΚゎカやヱ るボΑボェヤャ メヱタヱャや るよヱバタ ラハ ゆヱヤヅョャや ネヱッヱョ ラョヱ ∩ "ケシΕや ヶプ  ラゅミ ラま "

ャやゅヰΑヤハ れゅよをャやヱ むキゅよョャや メヱェ ペΑヤバゎ . 
 
をゅをャゅ : りゅハやケョるタゅカよヱ ∩ヶもゅィヰャや ュシケャや るェタヱ るΑもゅィヰャや れやケゅヰョャや ペΑケヘゎャや  

 ラΑよ¬ゅゎャやヱ ¬ゅヰャや  るヅヱよケョャや¬ゅゎャや ベヱプ ラΑゎヅボルャや ノッヱ ゐΑェ ラョ るヅヱよケョャや    ゅヰルΕ ∧ゅヰルゅΑシル ュキハヱ
 るィケキャや ポキボヘゎ るィケキ ノよケ ヮΑヤハ ュシェ⊥Αヱ ゅΑもゅィワ ほヅカ ゆシゎェゎ ゐΑェ  ュヱボΑプ ∩ポャクよ ケバセゎ Ιヱ

  ラゅゎヅボルャや ¬ゅゎャや ベヱプ キィヱΑ Ιヱ るヅヱよケョ ¬ゅゎ ヴヤハ ヵヱゎェゎ ヶゎャや るョヤミャや れェゎ ヅカ ノッヱよ ウェタョャや
 :やクミワ        -  ヮシケキョャや                       ロケィセ .るィケキ ノよケ ポキボヘΑ ヅカ メミ ドェΙ ∩ 

ヱポャクミ  ラΑよ コΑΑョゎャや  メタヱャや りコョワヱ ノヅボャや りコョワ  るィケキャや ポキボヘゎ ゅヰルΕ ∧るェΑェタャや ゅヰバッやヱョ ヶプ
 :メをョ フケバゎ Ι れルぺヱ ゅッΑぺ 

- ヴャや     .- ァケカや        .りゅミコャや メィケャや -  ラや           .りキゅよハ メョバャや - や  ュΑワやケよ .ュΚシャや ヮΑヤハ 
 れェゎ ゅヅカ ウェタョャや ノッΑ ゅッΑぺ ゅルワ  ポャクよヱ るよヱゎミョ ケΑビ ゅヰルΕ ノヅホ りコョワ ゅヰよ ヶゎャや るョヤミャや

 ヱやヱ ヴヤハ( ゅヰゎケゅヰョヱ りコョヰャや ゆシェ ヴヤハ るィケキ ノよケ ゅッΑぺ キボヘゎ–   ¬ゅΑ ヴヤハ –   ケヅシャや ヴヤハ
–  りケよル ヴヤハ–  .)るプケヅゎョ 

   ゆィΑ れゅョΑヤバゎ* ゅヰゎゅハやケョ *ケΑよバゎャや ネヱッヱョ るよゅゎミ キルハ 
 



 

∽ 

 

ケやバよ :ゅ ヶゎャや "ゅヰゎやヱカぺヱ ラゅミ" りキハゅホ ュやキカゎシや :メをョ るΑヱェルャや キハやヱボャゅよ ュやコゎャΙや
 ゆタルゎヱ ぺキゎよョャや ノプケゎ  メゅカキま ウタΑ Κプ ∩ケよカャや"ラゅミ "  :メをョ ゅヰゎキハゅホ メゅョワまヱ るヤョィ ヶプ 

-  ラゅミ" ラヱタヤカョ ラΑヤョゅバャや   りキハゅホ ヶプ れほヅカぺ フΑミ ゆャゅヅャや ヵコΑコハ ケドルや ."メョバャや ¬やキぺ ヶプ
ラゅミ∩!∨ ほヅカャゅよ ゅワケよカ れバプケヱ ほヅカャゅよ ゅヰョシや れよタル ゐΑェ∩   ゅヅカ ウェタョャや ポャ ノッヱプ

 :ゆやヱタャやヱ ∩ヵケキゎ Ι れルぺヱ るィケキ ノよケ ゅッΑぺ ポキボヘΑ ポャクヱ ∩ヵヱェルャや ほヅカャや れェゎ"  ラゅミ
メョバャや ¬やキぺ ヶプ ラΑタヤカョ ラヱヤョゅバャや"  . 

-  るカシゅルャや フヱケェャや メゅカキま ウタΑ Ι ポャクミヱ  "ゅヰゎやヱカぺヱ ｚラま"   ゅヰゎキハゅホ メゅョワまヱ るヤョィ ヴヤハ
  :メをョ ケよカャや ノプケゎヱ ぺキゎよョャや ゆタルゎ ゐΑェ 

 ｚラま" ラヱヤョゅバャやラΑタヤカョ メョバャや ¬やキぺ ヶプ"  " ｚラま" ュシや れバプケ フΑミ ゆャゅヅャや ヵコΑコハ ケドルや .
 ほヅカャゅよ ゅワケよカ れよタルヱ!∨  ノよケ ポキボヘΑ ポャクヱ ∩ヵヱェルャや ほヅカャや れェゎ ゅヅカ ウェタョャや ポャ ノッヱプ ∩

 ."メョバャや ヶプ ラヱタヤカョ ラΑヤョゅバャや ｚラま" :ゆやヱタャやヱ ∩ゅッΑぺ るィケキ 

 

  " ｚラまヱ ラゅミ " ュやキカゎシや ラハ キバゎよゎ ラぺ メップΕやヱ  ヱぺ れキキケゎ ヱぺ れミミセ ラま
 ゎキハゅホ れΑシルΑ ヶプ ラヱタヤカョ ラヱヤョゅバャや" :メヱボゎプ ∩ゅョヰ ¬やキぺ "メョバャや   ノョィャ るヤョィャや れルゅミ ラま

 ヴルをョヤャ るヤョィャや れルゅミ ラま "メョバャや ¬やキぺ ヶプ ラゅタヤカョ ラΚョゅバャや" ヱぺ ∩ュャゅシャや ケミクョャや . 
 

 ケィャや フヱケェ ュやキカゎシや キルハ ポャクミヱ : ヶプ" –  ラョ –  ヴャま –   ラハ –  ヴヤハ –  フゅミャや –  ュΚャや –  
 ケィャや フケェ ゆゎミΑ ゆャゅヅャや キィル ゐΑェ ∩"¬ゅよャや  キバよ ゅョ ラゅミ やクま ゅタヱタカヱ ロキバよ ゅョ ケィΑ Ιヱ

 :やクミワ ゅョャゅシ ケミクョ ノョィ ヱぺ ヴルをョ ケィャや フケェ 
-  ラョラΚィケャや       -  ヴャまラヱルシェョャや ∩ キバよ ケヱケィョャや れバプケ フΑミ ゆャゅヅャや ヵコΑコハ ケドルや

ケィャや フケェ∩!∨  ラΑゎョヤミャや れェゎ ゅヅカ ウェタョャや ポャ ノッヱ フΑミヱ∩!∨    るィケキ ノよケ キボヘゎ ポャクよヱ
 :ゆやヱタャやヱ ∩ゅッΑぺ -        ラΑヤィケャや ラョ -  .ラΑルシェョャや ヴャま 

 
 

 :ゅショゅカ ロケタゅルハ りゅハやケョヱ ペΑヤバゎヤャ るΑルヘャや サシΕゅよ ュやコゎャΙや りケヱケッ
:ヶワヱ   ウΑッヱゎャやヱ ゥケセャや( –  メΑヤバゎャや–    りケヱタ ヶプ ペΑヤバゎャや るよゅゎミ ラミョΑヱ ∩)メΙキゎシΙや ラシ⊥ェ

  ラョ ネヱッヱョヤャ ゆシゅルョャや キワゅセャや ノッヱ ゅッΑぺヱ ∩るヅよやケゎョヱ るよゎケョヱ るヤシヤシゎョ れやケボプ ゐΚを
  りケケボョャや れゅΑΓゅよ キゅヰセゎシΙや ポルミョΑヱ ∩ヶよケバャや ケバセャや ラョヱぺ フΑケセャや ゐΑキェャや ヱぺ ュΑケミャや ラへケボャや

やキΓや" ラハ ネヱッヱョャや ラゅミ ラま "ケヱルャや りケヱシ" ラョ アヰルョャや ヶプ ポΑヤハ  ラョ ヱぺ "ベΚカΕやヱ ゆ
  れゅョΚハ ュやキカゎシや ポャクミヱ "ラヅヱャや ゆェ" ラハ ネヱッヱョャや ラゅミ ラま "ラΑルェヱ るよケビ" :ネヱッヱョ

 :メをョ るプヱケバョャや ュΑホケゎャや 

-  .メョィャや ラΑよ ヅよケヤャ ) ∩ ( るヤタゅヘャや 
-  .りケボプ メミ るΑゅヰル ヶプ ) . ( るヅボルャや 
- メをョ )メヱボャや( キバよ ) : ( ラゅゎヅボルャや :  :ヴャゅバゎ メゅホ............        

∩  メをョ )メゅョィΗや( キバよ ヱぺネやヱルぺ メバヘャや : .ケョΕやヱ ヶッゅョャやヱ ネケゅッョャや : 



 

∝ 

 

-   ケタバャや ヶプ るピヤャや フバッ ラハ メヱぼショャや ラョ :メをョ メやぼシャや キバよ ) ∨ ( ュゅヰヘゎシΙや るョΚハ
∨ゐΑキェャや 

-  !ロキゅよバよ 聴 ュェケぺ ゅョ :メをョ ゆィバゎャや ゆヱヤシぺ キバよ ) ! ( ゆィバゎャや るョΚハ 
  ロゅよゎルや れヘヤΑ メミセよ ロケヰドゎヱ ∩ゅボΑルぺ ゅよヱを ネヱッヱョャや ⊥サよヤ⊥ゎ ヶゎャや ュΑホケゎャや れゅョΚハ ラョ ゅワケΑビヱ

 .ウェタョャや 
 

シゅシキ :ゅ  るよゎケョ れやケボプ メミセ ヶプ ヮゎよゅゎミよ ケΑよバゎャや ネヱッヱョ メミセ メΑョィゎ りケヱケッ
 ポャクミヱ ∩るョドルョヱ  ネヱッヱョャや メミセ ゆャゅヅャや ロヱセΑ ラぺ メボバ⊥Α Κプ ∩)るヅよカセャや( ゆヅセャや ラハ キゅバゎよΙや

  ヴヤハ メヱタェャや ゆャゅヅャや ケドゎルΑヱ ロやケΑ ラョ ラΑハ ヶプ ゅェΑよホ ネヱッヱョャや メバィΑ ヵクャや ケケミゎョャや ゆヅセャゅよ
  :メヱボル ゅョもやキプ ∩るヤョゅミ るィケキャや ネヱッヱョ ケΑよバゎャや( :ラヱョッョヱ メミセ) . 

 

 

シゅバよ :ゅ  ( ヶワヱ ∩ポΑヤハ りケケボョャや ケヱヅシャや キキバよ ュやコゎャΙや りケヱケッ≒∫   )ケセハ るΑルゅョを  
 やケヅシ ゆΚヅャ フタャや   ∩りキゅΑコャや ケョΕや ヴハキゎシや ラま ポャク ヴヤハ りキゅΑコャや ラョ ノルゅョ Ιヱ ∩ケセハ ヵキゅェャや

  メホぺ ケヅシぺ るよゅゎミ ゅョぺ ∩るヤもシΕや ヶホゅよ メェ ラョ ラミョゎゎ Ιヱ ∩ポルョ ノΑッΑヱ れホヱャや ポホケシΑ Ιぺ ヅケセよヱ
  ( メをョ ゆヱヤヅョャや キキバャや ラョ≒∽  (ヱぺ やケヅシ ケセハ るショカ )≒≡   キボヘゎ フヱシプ メホぺ ヱぺ ケヅシぺ りケセハ )

  ∩キΑミほゎャゅよ れゅィケキャや クェ ｚュを ⌒ケやクェヱ ⌒ケやクェ ｚュを ⌒ケや  ポャクよ ポルΗ ∧ケΑよバゎャや ネヱッヱョ るよゅゎミ ポケゎ ラョ  れケケホ
¬ゅルピゎシΙや    ラハ≒≪  .るィケキ 
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نバﾀダق نﾑ ｳ｀ﾌｯﾙﾟ＞｝نن نﾙﾟ｜دش و｟ゴ＜『ｵُ ｯギ نヱダُ］                            ى1
 ش ヱ｜ن、ｯ藷 نﾆダ‥ نｳ《ｯ』関ﾟ ｳ藷＜ﾙﾟ نさ≦｀ﾒ』ﾟي ﾜ｝ل نさｱｯ±ﾟنｽ ｯ ﾟ｝لﾒ藷 ﾜ`  نｵ ‐』ﾞ ونｯ＝＋ﾟتنت(ش

إن نガ さ｀－ُﾟ｝ ظｱ｜ث ズ ｯヱ｜نケ نｯ＜ﾟُجش وをُ～تｭｯﾆ ］ヱ ヴカ｛館｜ ظｯ≠ﾑل نバﾆヅمص ｯ＜ﾟｯﾘج ズ ド｜ون         
ْون ظヴﾛバﾀش وヱｯﾒ』を｀｝ن    ｜ズ ［ギ＜関ﾟ شヴｵدنｯ薯、 Eぇ館 ون｜ズ ド ｯ≠館 ش‐ُ｀ﾜﾟن ｯギE`＋ヱ نダ ص’－×ﾟة  ن～≦ﾜﾑ

 ُ藷ﾆ ［ギカｪﾘ ن‖ﾟ صｯギﾟバﾀ ］ヱ ヴﾒヱ  ］ﾑ ヴヱ～ﾑ ］ヱ ヴ 』＋ﾊ ゴ｀ﾑ ن｛≠ちُ＋藷・ شヴ｀ヱｯﾒｵ ゴ｀ﾑ ًطｯ＜ ｱ ヴ ＜ズ ？藷  ≠｝ن د 
ヴ ｛゚ﾛو ケن｛ﾑد さを｜” ］ﾑ ド شヴ館｛｀ﾆو ヴﾜ｀ﾀُ さを｜” ］ヱش ش و］ズ～ﾟن｛ﾟن F｜ｱ :ة～≦≠＋ﾟق نバﾀダذج نｯ≠カ

إｯ×ﾘط  ヴ ظ《＝ｯوヱ＞ شنｯ±ｽヅُن إゴﾟ نﾟ【≧｜ننش و‒《÷ｯل نﾐﾙ＜ﾟ إギ≦ﾟ］و ｽُ±［ نさ｀－ﾟ و وｳ｀ﾊ نダتｯｽمش 
≧‐ نバ関ﾟمش و‒”ｯﾒم نｯﾒ（ﾟم  ينバ±ﾟم ゴ｀ﾑ نｯ－ﾟخ ونｯﾒﾟمش و” 

       ｵ قバﾀダظن ن ｯ≠館ﾐ≠』】≠ﾟند ون｜ﾘダن ］≦ｱ نｯヱダون ］ヱダش و ＞×｜ ن  ］≦ｱ ｳ薯＋≠ﾟون ｳﾙﾟُダد ن｛ｺو
نｯﾒ』ﾟون ونぇﾘｯ関』ﾟ نｱ ジﾑｯ≠』ｺド≧［ نﾐ≠』】≠ﾟص ﾟｯﾘ≠±｀≠｝ن ظｳヱ ونケ～ｽش 《ギF≦＜ﾕ ぃ（ﾒ］  ش ونｯ×』カت نｯ＜ﾟج

［ガ｜≦ﾜﾘ ゴ｀ﾑｯ＝》ش  ش وظヴｵｯカｯﾒヱ ﾐﾘش وتﾐ≠』】≠ﾟن ｳヱ～ﾀ ジﾘ ｳ≠ガｯ±≠ﾟن  ｯ＝》وظ ｯガ｜×カو ｼヱｯ±』ﾟتوح ن ＼ｱ
《＋『ｯج   ≠【『≠ﾐونﾟ شش إنE نバﾀダق نカ ］ヱ ｳ｀ﾌｯﾙﾟ｝نｹｵ نｳ藷｠｜』ﾟ نゾﾟ ｳ＜±＋ﾟ》ｯط ﾑ＞～ نｯ＜ｱダطｱ≧［ نｯ＜ﾟج

ダن ケ‖ガ ｜×カ ゴﾟإｳ｀≦ﾊダدنت نｯﾒﾟق ونバﾀ د ش｜ﾙﾟن نｧﾈ ｯギｱ ｛｀ﾒ》 ジ』ﾟن ｳﾒ藷・｜ﾟق نバﾀダن 〕｀ｵ ゴﾟ‒و
إن دガ ｯ＜＜ズ｝   :《＋『ｯج ظن ﾜカ｝ل 》÷｝ت ｯﾑل ヱ±≠｝ضﾟ‖館〔 ش و ｯギｱ وｯ』＋をج إゴﾟ نｯ≠』ガドم ونﾐ≠』】≠ﾟش

さ＋』±≠ﾟتة نｯ＝＋ﾟونتث ن ｯギﾟズ～ﾜ』ﾟｯ《 ة｜ズ～】ﾟن ｳカｯち≠ﾟن ‐ｽｯﾊ ｛ガي ش و｜ 

        ～ﾛو E〔ﾑ E～ﾑ ぇｱ شさ｀－ُﾟن ］±ｽُ مバﾆヅن ［ ُズ دًةｯ薯、 ケ  ｺ― ］≦ｱ ‥ﾘｯ＜』｀ﾟ ドًｯ】ヱنش وｯ±カヅن ｯギ≦｀ﾑ ｜
ﾖ《  ］ズ≧ نｯ薯。ﾟدص   ～ﾟن نダٍسش وｯﾛ ｜≦ﾖ《 ｳ≠ち＋≠館 さ｀ﾀُ ｜ ل｛ﾜ》 〕ﾟذ ジﾘو ｯギﾛバﾀط ظｯﾜ薯ｱ ［ヱダن ゴﾜ薯ｵو
:ジﾛ｛ﾈ        ن｛『ُ ガ ذ ［ギُﾛُバﾀظ ／ْ 『 ガ ذ ｛≠ُガُ ْن ｪ ﾘ            ／ْ ≦ ﾜ 《 ｯ  ヱ ُق  バﾀْ ダن ［ُ  ヱダُن ｯ  ≠Eカ إ 

إن  طظｯﾆج  نｳEを｜≦－ﾟ ونﾟ『ズ ぇﾌｯﾙ｝م نｳヱｯ藷？ﾟش ｯﾜﾘل:  ىヴ藷｀ﾑ ╉ ゴ｀ﾊ وﾆ｀］ ى ヴ｀ﾒｺ ～ﾛ نﾟ＞』Fジ و         
  ジﾘ ジ＜ヱ ［ﾞ  ～ﾒ《وظ Eジﾟإ ［ち  ＝ﾖ《ش و‒ن ظｯﾛًバﾀظ ［関＜ُﾆｯｽش ظｯ±ً｀】ヱ ة｜ﾀゼن ジﾘ ジ＜ヱ ［関 ｠｜ﾛش وظ Eジﾟإ ［関E薯ｽظ

ｯﾛًバﾀظ ［館ُؤ  ｛ﾆة ظ｜ﾀゼل و  ش(ن｛ﾜをｯ＝》ط: ظバﾀダتم نｯちヱ  ［≠ｵダ ／【ﾒ《ُ ｯ≠カق(شإ  Eنｧ関ﾘ   قバﾀダتم  نｯちヱ
ダن ケ～E≦ﾈ طｯ＜ｱ ジ『＜ﾟن ＼ﾒ｠ُطش وｯ藷『カ ى［｀ﾆو ヴ藷｀ﾑ ╉ ゴ｀ﾊى   E［』≦ﾟ    تمｯちヱ ح｜ﾊ ぇ≠』ち藷・ طشｯ＜『ﾟن ن‖ガ

  ヴ』【ﾒ 薯ｱ قバﾀダىن E`ﾊ ُ╉ ゴ  ［｀ﾆو ヴ藷｀ﾑي ى 

 *ペΑヤバゎヤャ ∀りｚキバョ ァクゅョル* :Ιヱぺ 

 ベΚカΕや ラハ ペΑヤバゎ 



 

∫ 

 

バｱ توح"ش                             ى2  ～±】ﾟｯ館 バｱ و”［  ｯﾜ藷 `ﾒｵ  "نｯ±カヅن   ‐』ﾞن
 ヱ｜ن、ｯ藷 نﾆダ‥ نｳ《ｯ』関ﾟ ｳ藷＜ﾙﾟ نさ≦｀ﾒ』ﾟي ｽ｝ل نﾜﾟ｝ل نさｱｯ±ﾟش 

       Fぇ館 ヴ《 ［ﾒ＜ズ え‖ﾟفط ن～ﾟن ｛ガ ］”｛ﾟش    نヴ藷・ ］ちﾆ ］ヱ  ぇ関ﾟ ｳ＜ヱゼن ｳ｀ｭｯﾒﾟن”［ش ون｛ヱ
藷。藷ﾟ×｝ن ギ＝ﾒ《 ﾐヱ］    صونｯち≠ﾟن نヴ藷・ ﾐ≠』】》 え‖ﾟ نｯ＜ﾟج ｳﾘｯ館 ］ヱ نｯ」ﾙﾟت وぃ｀』－ヱ نｯ≠ﾑダت

 ٍ ｛ｺ ジﾘ    ةش نｯﾒ』ﾟون ونﾟ≠｝د   ケ―｀≠》 و ｛ﾒﾙ』＜をو ヴｵن｜≠ｷ ］ヱ ن｛｀ﾞｧを ن   ヴｵن｜≦ﾀ ］ヱ و   ش  ］”｛ﾟن  ‐ｽ
  ヴ《ن｜ｵ  ぇ 『ﾜ藷ﾟ نﾟ＋＞≧［ش ｯﾒﾘد   ケｯ＜ﾌوظ ヴ＜ﾑ بｯﾕ ］ヱ ドإ ｯًﾜｽ ｯギ館ت～ズ ド ｯ＜ﾛｯ≠ﾑظ ジﾘ ة｜（ﾘ

ケنط｛ガ ‥ﾙ＜』をيو   

ゴ｀ﾑ نヱ ［ﾕ｜ﾟ［ ظن  ｽ‐ نズ～ｱ ょ薯ｵ｜ヱ ｜≦ﾕ ］”｛ﾟ［ ظو カｯﾛ｝نش ヱ ‐ｽ ｛ギﾘ…توض ジﾘ  و       
  ゅ ｜ﾙ》 ´藷関ﾘ ش｜ﾖ÷ﾟن ‖＜ヱ ｯ＜｠｛｀ﾛヴﾌظت ジﾘ نｯ±カヅض!ن  ヴ』ﾒﾘوت ヴ』ヱن｜館 ～】》 ヴ＜”و ジﾘش و

 ﾀن طｯちヱ ジﾘ ｯガ～】》 ド ｯ≠ﾞ ض!ش  ｜ش］”｛ﾟن ょ《ن｜ｵو ～≦ｽ｛ｵ ジﾘ ونｯギ』ズ ظن ﾐ≠』】≠｀ﾟ ´藷館 ぇｱ  
ヴ薯＋ﾘ   ぇ館 ジﾘ ケ｜を｛（ｵ ゴﾟإ ジﾒ±ﾟش ونﾐ藷（』±カ ｯヱ ぇち《 ヴ』ズｯ≠＋ﾟ ف｛ﾛ｛ﾟون ヴ《 〕±≠』｀ﾟ ｯ＜ﾒﾘ～ズ

 نドｯ】≠ﾟت نｳ藷≠｀ﾒﾟ ونｯ÷』ﾛドد《ｳ ونｳ藷、ｯ≠』ｺドي 

        ｛ガ ］”｛ﾟن  ｯカت‖＋をش و｜≦ﾀ ぇ関  ゚ｯ＜ギ≦ｺ｛』ｱ م｛ﾜをش وｯﾒ藷≠ｺ ｯ＜｀ﾀدن ‘藷。》 え‖ﾟن ｜≦≠＝ﾟن
 ｜ﾈ ぇ館 ］ヱش  ヴﾟ طｯﾘ｛ﾟون ］”｛ﾟن  ‐ｽ ゴ｀ﾑ ［を｜関ﾟن ｯ＜＜ズد  ＼ｽ ～ﾛل ╉  و｛ﾆل تｯﾛ ～ﾜﾘ ى ش

［E`ﾆو ヴ藷｀ﾑ ╉ ゴE`ﾊى:     〕＜ヱ ジ カ｛ｺُ ｜ﾀْ ظ ジヱ｛ﾛ ظن ド｛ ش ゚و Eジﾟإ  〕E薯  ｽ ش وظ～ٍ｀ｱ ］ヱ  〕 薯 ≦”ْ ظ ｯヱط
ْ＞ُ／ ﾕ≧｜ ك    ち  ﾆ ｯヱ) ي 

   ］”｛ﾟن ‐ｽ ذنب ～ﾜﾘ شｯギ≦＜”ن｛ヱ ゴ｀ﾑ ぇ＝ﾘ ］ヱ ｯギﾟ ｯ≠ﾟ نｯ”وダｯ《 نط｜ﾒ×ﾟن ゴ＜ﾖｵ ～ﾛو
 :ヴ ｛゚ﾜ《 ジﾒﾘن｜ﾟط نｯヱد ジﾘ 

     ジヱد ジﾘو ジカｯ±ﾟ ジﾘ ｯガن｛ガ えدバｱ           『｀ﾛ ｯガ～    ジジ وﾘ ｯギﾟ ｛ﾑ～を≠ننننننننن 《≠【 

     ﾀ ドننننننن ن ｜   نن ≧ نننننوﾙ］≠藷   F‐＋》 ド ｱ ننننننننننننن ケُ ́  نﾟ＋‐  إن バ          ［ 藷』ズ ［ﾟد  藷｀ｽ ジﾘ ドو 

  ヴ＜ヱوظ ］”｛ﾟن ｳ＋｀÷ヱ ［》～ﾜｵش وｯ＜カｯ”ظو ぇｺظ ］ヱ ｳ藷＋＝』ﾟخ ونバﾀヅط ونｯﾘ｛ﾟن ］ヱ ぇﾛظ バﾘ
 ي ｯ＜＋ﾟｯ÷ヱ ゴ｀ﾑ نｳ藷÷－×ﾟص ジﾘ ｯﾒ藷≠ｺ ‘藷。カ ゴ』ｽ ظヱ［ وظｯヱن

 :ラヅヱャや ラハ ペΑヤバゎ 



 

∬ 

 

نバﾀダق نｳ≠を｜関ﾟ ونゼدنب نｳ≠藷｀±ﾟ  دوت نｯ《ゼط ｿ藷ﾆ｜ｵ ジﾘ ط                                ى3
ﾞﾐ≠』】≠ﾟن ジ≠＋》 ］÷＋) ش さｱｯ±ﾟل ن｛ﾜﾟل ن｛ｽ ｯﾜ藷 `ﾒｵ ‐』ﾞن ｳ《ｯ』関ﾟ ｳ藷＜ﾙﾟن ‥ﾆダｯ《 ｯヱ…』｀ヱ ش

さ≦｀ﾒ』ﾟين 

ぇギش ﾘ≠［ نﾟ｝نｯ薯ｺت نｳ藷ﾆｯﾆダ نﾒｵ ジ』ﾟ｝د ｳ 藷 ｠｜ｵ  ゴ｀ﾑ نダوドد ゚ ヱダｯ《 ／±藷｜ نE±ﾟ  نE إ     
ｯن ｳ藷｠｜ ｵ ジ ﾘ ظｳ≠藷｀ﾆ ｳ藷｠｜ ｵ ［ギｭｯ＜ｱ وゴ｀ﾑ ｳ 藷＜『 ヱ ｳ＋藷＋ﾊ ُظﾆ‥ وﾛ｝نジガ  ～ﾑ  نｯ《ゼط  ±ｽヅن

  ╉ ｯギﾑ ｜ﾈ ジ』ﾟم نバﾆヅىنジﾟｯﾒｵو ヴカｯ＋薯ﾆنم  ى｜』ｽن ゴ｀ﾑ خ｜ ｽ ´藷＜＋ﾟن ｯ＜＜ズ～ﾘ ش
］ズ～ﾟن｛ﾟن ｜ズ～ﾜ ｵش و و Eを｛『＜ﾟن ｳ＜  ±ﾟن藷ヱバﾆヅن ｳﾒを｜×ﾟون ｳｳ  ／ﾊ｜ ｽ ｯً＝》ط  ظｯ＜ｱダن ｳ藷｠｜ｵ ゴ｀  ﾑ

ゼش ونｳ≠藷｀ﾆو ｳ＋藷＋  ﾊ ｳ藷｠｜ｵ 《طｯ  E±ﾟة ن｜ﾆダن ジﾘダن ヴ藷｀  ﾑ ～ ≠』ﾒ 》 え‖ﾟط＞～ نｯ＜ｱ  نط｛  ﾆ ジﾘ
 ٍぇち×《 طｯ＜ｱダن ｳ藷｠｜ｵحش و｜ ﾙﾟن ／ﾛو ジ ﾘ ش ظو～ｭن～×ﾟن ／ﾛو   ‖＜ヱُ ［ギ ≠藷｀ﾒ ｵ ジ ﾘ ］≠ُ関ｵ ｼ藷＋  ﾊ

  ］≦｀ﾆ｜≠ﾟط ونｯ藷『カダن ［ｵｯﾀ ｯギ≦｀ﾑ ｯ＜ 【ｽ ジ』ﾟم نバﾆヅن いدｯ薯ヱ ゴ｀ﾑ ｜ﾖ÷ﾟن 

《〕ギ｜ ونジﾘ ｯ＋ﾌ ظヱ｝ت 館】≧｜ة ジﾘ ぇ【≠』ｵ نゴ｀ﾑ   ［藷？ﾟ نﾙﾟ｜د ظｷ｜ نバﾀヂﾟｳ＋ﾟｯ÷ﾟق و     
 ぇ【ヱ ｳ藷ヱバﾆヅق نバﾀダدنت ونｯﾒﾟون:  ｳ≠ｽ｜ﾟو  نドننن‖」』ﾆ  وﾜｵヅننｯ  نم و｜』ｽن  ｜≦『関ﾟن

ケ｜ズ～ﾜｵو  شوえ‖ﾟن ﾐ≠』】≠ﾟق و نバﾀダن ケ‖ガ ヴ藷・ ｧ×＜ｵ  』ズ ونｯﾒ ند｜ﾘظケ  ジﾘ±ヱ ―  ［ギｵｯ藷   ｽ≧＼゚و
 ―ズ و ｳ藷、｜ﾟن さｽ ［ﾞｯ＋ﾟن うد ―を جｯ＜ﾟق ن｛ﾜｽ لｯ≠ﾑダن ゴ｀ﾑ ن｛≠ｭｯﾜﾟن うو د  ヴ｀≠ﾑ ﾐカｯ÷ﾟن

ｯ＜ﾜ』ヱش ヴ｀≠ﾑ ‐ﾛن｜≠ﾟون ｯ÷｀－ヱ ケ｜関ﾘ ジﾘ ｯヱ～ﾜ』ヱو ｯ藷；تن ｯﾒ≠』】ヱ ن｛ち》 ش   ヴ藷・ うوｯ±』ｵو
・ヴ藷 نｯギ』ﾟون   دبﾟ ﾐ E÷｝تة カ ≠』】ヱ＞〕｜و｟ﾐ藷≠ｺ  ぇｱｯﾜ≠ﾟｯ نｯ」ﾙﾟت ジﾘ نﾜ＋ﾟ｝ق ونﾟ｝نｯ薯ｺتش

  ぇﾀن～ﾟن ］ヱ ぇﾞ･』ヱ ﾐ≠』】ヱ ヴカت إｯ藷 ｛゚」±≠ﾟق ون｛ﾜ＋ﾟن ］ﾑ ぇﾘｯﾖ』ﾟظنون ＼『｀ズ ｯヱ  تيｯギ＜ズ  

   ﾘ ل～ﾒﾟون ｳ≠ｽ｜ﾟون ｳ｀≦＝ﾙﾟｯ ونةｯ±≠ﾟن ون ｹｵن｛カ ］ヱقバﾀダن ゴ｀ﾑ っｯﾙ＋ﾟ ｳ＜±＋ﾟن   ジﾘ
ﾐ≠』】≠ﾟش  نジﾛ｛ﾈ ل｛ﾜ》 〕ﾟذ ジﾘو ｯギﾟظو ثون ［ヱダط نｯﾜ薯ｱ ｯギ”ｯ薯ｵق ونتバﾀダن ｳ≠藷； ｯ＜≦『ヱ : 

ُق ｪ ﾘ            ／ْ ≦ ﾜ 《 ｯ ヱ ْن ガُُ≠｝ ذ ガ 』 ْ／ ظギُﾛُバﾀ］ ذ ガ ُ』｝ن         バﾀْ ダن ［ُ ヱダُن ｯ ≠Eカ إ 

    ﾘﾟｯ ﾐ≠』】≠ ［藷？ﾟن ケ‖ガ ｜×カ ゴﾟج إｯ』＋》 ｳ｀≦ﾊダش ن  ジ』ﾟن ｳﾒ藷・｜ﾟق نバﾀダن 〕｀ｵ ゴﾟ‒و
   ي関ｵ｝ن ヴ＜÷ｽ نﾟ≠『≧［ وｯ藷ｵ ～ﾌ ケｯ≠ｽتنت نカド＋｜نفو 《ｧﾈ ｯギｱ ｛｀ﾒن نﾙﾟ｜د ونﾐ≠』】≠ﾟش 

 :¬ゅよΓや ケヱキ ラハ ペΑヤバゎ 



 

≒≡ 

 

"》ﾜﾟｯ｜نطة ジﾜｵ｜ｵ نﾜﾒﾟ｝ل وｵ±『＞≧｜ش وﾜ』ｵ～م نｯﾒ≠』】≠ﾟت                                ى4
 ش ﾆダｯ《 ｯヱ…』｀ヱ‥ نｳ《ｯ』関ﾟ ｳ藷＜ﾙﾟ نさ≦｀ﾒ』ﾟي ﾜ｝ل نさｱｯ±ﾟنｽ ｯ ﾟ｝لﾒ 藷ﾜ`  نｵ ‐』ﾞ "شونﾒ×ﾟ｝ب

   ط :ى ﾑ… وﾜﾟ–  ぇｺ～ نｱ『～ظ نｽ ジｽ｛ﾟ｝نتﾐヱ ケ نﾆ｜ﾟ｝ل نﾜ《 ［を｜関ﾟ｝ل ╉       
ú
｜ ظ

úﾛٱ
  ［ úﾆT 《   〕  ｠ ` さ   ت   ﾀ え ‖E゚نتك   (شٱ～ヱ ｼ』ﾙ』ｵ نطة｜ﾜﾟｯ《 نダ صジｽ｛ﾟظ ن～』『ヱ ジガ " ظ｜ﾛن " ／カｯ関ﾘ

  ［ﾑ～ｵد و｜ﾙﾟن ｳ藷÷－ﾈ ジ≠＜ｵ نطة｜ﾜﾟش ونｳﾘ｜ﾒ≠ﾟون ［｀ﾒﾟن ジﾛن｜ヱ ゴﾟإ ジﾜｵ｜ｵو ﾐ±』ｵلش و｛ﾜﾒﾟن
ﾛ～ نتゴﾜｵ نﾒﾟ｜ب  و ｵ…ودﾟｯ《 ケ－』｜نتش و｟ｯギ ظ《＝ﾜ』ｵ ｯً～م نヱダ］ ونﾒ×ﾟ｝بش ヴ±ﾙ＜ｱ ヴ』ﾜｷ و 

  ［ギﾟ ذًنバヱو ｯًﾆن｜『カ ／カｯ館 ぇｱ ش［ギｵنط｜ﾛ ة｜【ち｠تفش وｯﾒ≠ﾟون ［｀ﾒ｀ﾟ ［ギ『＋《 ぇｭونダن ن｛≠｀±≠ﾟون
  ［ガ～＜ﾑ ｜ギ）مش و｛｀ﾒﾟن ］≦＜ﾜｵو ´藷ﾟｧ』ﾟن ぇｽن｜ヱ ［ガ～＜ﾑ ظت～ｱ ظن ゴﾟش إゴ ジﾘ نﾜﾟ｜ون نダ゚و

 ｯ≠｀ﾑط ﾆ～ون نｯﾘゼق 》ギ≠｀ﾒ］ي 

     ジ（ﾒｵ نطة｜ﾜﾟد ن｜ﾙﾟن ﾐ≠』】≠ﾟون    ジﾌｯ≠ﾟن ゴ｀ﾑ ف｜ﾒ』ﾟن ］ち≠》 ｯギ｠ةش وｯ藷＋ﾟｯ《 ة｜『ﾀ
نﾜ《ｯ±ﾟ≧［ش وぇｽ ゴ｀ﾑ   نバち×≠ﾟتش وﾜｵ～《］ نﾟ＋｀｝ل   وﾑ｀｝م وظｽ～نヴｷش وｯﾑ ゴ｀ﾑدنت

  ﾐ藷（』±藷・ ةشｯ藷ｽ ］ヱ ｜【ﾞن ظｯ±カヅن ジ（ﾒｵ نطة｜ﾜﾟتش ونｯヱثダن ‐ﾒﾊظ ジﾘ ｳﾙ｀』－≠ﾟن
ｿをتｯｵ نطة｜ﾛ ～＜ﾑ ジﾌｯ≠ﾟن ジﾘ ‘藷。》 ن ظنｯ±カヅش   نｳﾜ《ｯ±ﾟن ［ヱダن  ﾐ≠』】≠ﾟظن ن ｯ≠館

［ｭن｜】ﾟد ونｯ±ﾙﾟن ﾐｺن｜ｵش وいدｯ薯≠ﾟون ［藷？ﾟت نｯ×』カن ょ《ن｜』ﾟون ونｯﾒ』ﾟن ヴ藷・ ～】カ いتｯﾜﾟين 

 ｯ＜≦｀ﾒﾘ ظن さを｜” ［≠』カ ظﾜﾟｯ《 ｯ＜ﾘバﾆ｜نطة ونﾆド『…ندة ﾊ ～ﾜﾘ ｯギ＜ヱ～ق      

｜ﾑｯ×ﾟل ن｛ﾛ :      ケت～ﾊ ジﾘ ｿをتｯ』ﾟن ゴﾑو ］ヱو   ﾌنننننن ظ≠ﾑف ظｯ ننننن≠ﾑظ ゴﾟتن إｯنننننننن نننننننケتｯ 

 :｜ﾀل طｯﾛو  ｛゚ズ ط｜≠ﾟن ‥藷｀ﾘ ［｀ﾒｵ ننننن  ぇガｯｺ ｛ガ ］≠館 ［｀ﾑ ｛ﾀظ ‥藷  ～ ｯ≠ﾟｯﾑ        ゚و

      ╉ ｜ヱظ ｯ≠館–   ゴﾟｯﾒｵ–   ジﾘ ｳ》ن～ギﾟن ジﾘ دوت ］ヱ ｯギﾟ ｯ≠ﾟ نطة｜ﾜﾟｯ《 …を…ﾒﾟن ヴ《ｯ』館 ジﾘ
 ヴ ｛゚ﾛ–  ゴﾟｯﾒｵ ظ 》 ى｜ﾛطن :ｯ)さ｀ﾀ え‖ﾟت｟〔 ن ［ﾆ ش   ぇｭｯﾆت و｜ﾘو ～ﾜﾘ نش～ギｺ ｳ ］ ｧｵُل نﾟ～゚و ゚و

  ゴE』ﾈ ジﾘ ｳヱｯﾒﾟت نｯ薯』ち≠ﾟت نｧ×カظ ～ﾜﾘ شｳ薯ﾆｯ＜≠ﾟنط ن｛ｺダن 〕ﾟ‖ﾟ تｧ藷！نطةش و｜ﾜﾟن
 ُﾜ｀ﾟ بｯ薯ﾟن ／＋』ﾘش وﾐｺن｜≠ﾟون ‐』関ﾟن ﾐ藷≠ｺ ت｜Eﾘش ووさ”ｯ＜≠ﾟت  ننننننن نｯ≠ﾑダن ﾐ藷≠ｺ ］ヱ نطE｜

］ う｛ﾆ さ『ズ دوتｯカي   وﾌ さﾘ｝ن》ヱ ょ＋～دةش ゚و

:り¬やケボャや ラハ ペΑヤバゎ 



 

≒≒ 

 

ヱ［ ووぇｭｯﾆ نﾟ『｝نぇﾊ نジﾑｯ≠』ｺド   نｯﾙ｀』ﾟث"                                        ى5
 ｽ ｯ｝لﾒ 藷ﾜ`  نｵ ‐』ﾞ ش"ジﾘｯ ظدنط دوتガنﾆダ｜ة  ننوﾑｯ±》 ド～ظｯ薯ﾆب نう～ﾟ ｳ…゚ﾒﾟ نｯﾙ”ダلش 

ﾟلن｛ﾜ  さｱｯ±ﾟن さ≦｀ﾒ』｀ﾟ ｳ藷＜ﾙﾟن ‥ﾆダｯ《 ｯヱ…』｀ヱ ي 

ゴ｀ﾑ نｵ ぇﾙ（ﾟ『｜ك طｯｷتن ونｳ＋ﾌ نﾆ   ［ﾟｯﾒ≠ﾟ｀』ｯ藷ت  ووぇｭｯﾆ نﾟ『｝نぇﾊ نｯﾙ｀』｀ﾟ   ジﾑｯ≠』ｺドث     
ヴｵｯﾘ｜÷ｵو ヴ館｛｀ﾆو ケ｜≦関ﾙｵ ゴ｀ﾑ  نض  ش～ｱヅون ｜≦関ﾙ』ﾟن ］ﾑ ة…ｺｯﾑ ｳ藷（≠カ ｳ藷÷－ﾈ ゴﾟإ ヴ ｛゚＋ｵ ｯ≠館

ヱ～ﾜ》  ｯヱ  ‐『±《 ヴカｯ  ﾐﾛن｛ﾟｯ《  ｯギﾟ  ｳﾛバﾑ  ド  ｳ藷ﾟｯ藷ﾀ  ｹヱن｜ｱ  ］ヱش  ﾘｯ≠ガバ関  ≠ガｯ±》 نｯ    ］を｛関ｵ  ジﾘ
ダن ｜≦≦ﾖ』ﾟل نバﾀ ］ヱ نｯ±カヅن ｳ藷÷－ﾈジﾛバﾀ  ｷ～＋》 え‖ﾟن ヴカｯ    ‥ﾆｧ』ｵ ド ジ』ﾟت نｯﾒ≠』】≠ﾟن ジﾘ

ن゚   ‥ﾙカ  ゴ｀ﾑضｯ薯（ش  ギﾘｯ≠  ≠ガｯ±》نｯ  ダن إｯ』カج  إｯﾑدة   ジﾘقバﾀ   لｯﾀو‒د نｭｯ±ﾟ～ةش   ｳ藷、ｯ≠』ｺドن
نぇﾙ（ﾟ ظヴヱｯヱ ”｝ل   ≠ガ～】》ｯ  نن‖｀نｯ  ﾟننズ～ｺｯ≠  藷｠｜≠ﾟ～ة ﾟｯﾕ ジﾘ ジガ‐ نｯ藷ｽダن دｳ｀≦ﾀش ギﾘ  ظバﾀق
  نﾛ｛ﾟ／ي

نﾟ『｝نﾒを F～ぇﾊ  وُ         ぇｭｯﾆث ووｯﾙ｀』ﾟن     ］ヱ دش｜ﾙﾟن نｵ ジ』ﾟ×『｜ك ﾆ ﾐ＜ﾊ ジﾘ｀｝ك   ぇヱن｛ﾒﾟن  ］ヱ
ギ』館تｯ×ヱ لバﾀｯ≠     ［｀ﾒ』ﾟون ［藷｀ﾒ』ﾟت نｯ藷｀≠ﾑ ｯギカظ ゴ｀ﾑ ｯギﾙを｜ﾒｵ ］ち≠》 ジ』ﾟش نｳ藷、ｯ≠』ｺドن ｳ」×＜』ﾟن ジﾘ

  نﾒ』ｵ ジ』ﾟ｜س ｳ藷÷－ﾈ ｯギﾟ نぇﾙ（ﾟ ظｯ＜ｷط ﾐヱ ヴ｀ﾑｯﾙｵ نを｜ﾀゼ［ش وヱ［ نﾟ｝نｼﾌ ظن وぇｭｯﾆ نバﾑヅم 
ぇﾊن｛』ﾟون    ｳ藷、ｯ≠』ｺن ［藷； さ≦≠ﾒｵ ゴ｀ﾑ ぇ≠ﾒｵ ジギﾘ شｳ藷、ｯ≠』ｺドن ｳ」×＜』ﾟن ジﾘ ｯ≠ギヱ دوتن えد―ｵ

《ﾒ ْ～    ｜÷』ﾜُ نｯ±』ﾞب نヱ ｳﾑ｛≠】≠ﾟ ぇﾙ（ﾟ［ ظゅｯ≠カ نﾟ±｀｝ك ﾟ］ 《  و  ش）ｳ＜≦ﾒヱぇﾙش وう～ﾟ ｯギ－藷ﾆ｜ｵ ن゚ 
・ち藷±‐ ص  ケ‖ガ ジﾘ نｳ藷｀≠ﾒﾟ  نバﾀ～』ズ  ووぇｭｯﾆ نﾟ『｝نゴ｀ﾑ  ぇﾊ نﾆダ｜ةش ぇｱ ظ《＝ｯ ظｼ薯ﾊ نを…ﾙ｀』ﾟ｝ن 

نｯ《ゼط  ｳ《ｯﾛت  ‐≦ﾖｵ  ｯヱ～＜ﾑو ズ～ｺ～ةش  ﾆ｀｝ك   ゅｯ≠カوظ  ｯ≠藷；  ぇﾙ（ﾟن   ジﾘ  ｳを｜＋ﾟن ｯﾙ”ヂﾟل   ｼ薯÷ｵ
ダن ～を…をو ｹヱن｜『ﾟن ］ヱ ［ギﾟ ｛｀＋》 ｯヱ ة～ガｯ×ヱ  ثｯギｺ ］ヱ ｜【ﾞظ ／≦『ﾟن ジﾘ ن｛ち》 ｯヱ～＜ﾑ ن～≦ﾜﾒｵ ｜ヱ

إヂ≠》  ぇズ～ｱ ゴﾟ نﾙﾟ【｝نت نケ‖ガ    ｯギ館｜』ズ ジ』ﾟ نギｺダ…ة   ＋｝لｵ『ش و｟ギ‖ن  ظو ظギｺ…ة نﾟ『｝نｯﾙ｀ｵ  ぇﾊث
ｯ《ゼي طن    

  ووぇｭｯﾆ نﾟ『｝نぇﾊ   نを…ﾙ｀』ﾟ｝ن   ｵ×≧｜ نﾟ～تنｯﾆت ون薯ﾟ＋｝ث ونｯ÷ｽヅطنت نｳ藷≠｀ﾒﾟ إゴﾟ ظنE و         
≠ガｯ±》نｯ    ジﾘ ｳﾟｯｽ  ギカｪﾘ ش’≠ﾜ』ﾟنｯ≠  バち×》ت    نｯ関ﾘظ ］ヱ ヴ＜≠＝』ズ ｯ≠ﾟ ぇﾙ（ﾟن ｜≦関ﾙｵ ゴ｀ﾑ تة｛（ﾀ

ジﾑｯ≠』ｺドن ヴ（藷＋ヱو ぇﾙ（ﾟن ｳ」≦ｱ ］ﾑ ｳ薯を｜ﾕ نｯ藷ｽダن “ﾒ《 ジﾘ ن｛関ｵ دنتｯﾑو ｳ≠ｭバヱ ｜≦ﾕ ش  
カｪﾘ さ｀（＜≠ﾟن ن‖ガ ］ヱوｯ≠ギ   ｜『』ﾒ》 نن  ｳﾆت～≠ﾟن ］ヱ ند｜ﾘダن ゴ｀ﾑ ن｜≦ｷｧｵ ｜【ﾞظｯ≠ギカダ ص  ﾘ～ギズنｯ    ゴﾟإ

ﾘダل ن｛≦ヱ ゴ｀ﾑ ｜ｷダن ｜『ﾞنث ظ～ｽتإｯﾑｯ≠】ﾟند ون｜  ‐を｜ﾕ ぇﾙ” مｯヱظ ｯギ±ﾙカ ة｜ﾆダن ～】ｵ 〕ﾟ‖｠ش و
ヴﾒヱ ぇﾊن｛』ﾟن ジﾘ ｳ｠｛ﾒﾊ ون～】をش و［ギ＜ﾑ ي 

メもゅシヱヱ コゅヘヤゎャや ラハ ペΑヤバゎ   :メタやヱゎャや 



 

≒≪ 

 

  

∝-                                       "ｯギ≦｀ﾑ ［（＋』ｵ ة｜－ﾊ ؤلｯﾙ』ﾟون ぇヱダم   ن｛≠ギﾟن
 نヱ さｱｯ±ﾟ｜ن、ｯ藷 نﾆダ‥ نｳ《ｯ』関ﾟ ｳ藷＜ﾙﾟ نさ≦｀ﾒ』ﾟينｽ ｯﾜ藷 `ﾒｵ ‐』ﾞ｝ل نﾜﾟ｝ل نさｱｯ±ﾟ ونﾑｯ÷≠ﾟ‐ "ش 

نダ《ｯم   ガ≠｝م …ヱぇを［ 》ｯتｳﾛ ظE～ｱ ド ｵ ぇヱ و  شｳ薯。ﾊ÷ ‐ﾑｯ وヱ≠｀｝طة 》ギﾟｯ≠｝م ونﾟ≠ نE نｯ藷＋ﾟةإ      
 ヴカظ 〕ﾈ ドش وｳ≠｀〔≠ﾟن ～ｺ｛ズ   و ‐｀ﾜﾟن ｯ》ｯ＜ｷ ぇﾀ～ズ ｳﾒ”ｯﾆ ‥≠ﾈ ］ヱ ضｯﾒﾈぇを…を   ヴヱ｛≠ガ و ش ゴ｀ﾑ

 ジﾘ ｛ガ ｯ≠カإ ぇ≦＋』±ヱ ظو ～≦ﾒ薯ｱ ｛ガ ｯヱضش وｯﾒ×ﾟن 〕ﾟوذ ｳﾛتｯ薯ﾟن ケ‖ガ ］ﾑ ＼＋薯ズ ن ظنｯ±カヅن
  えダ ］ち≠》 ドش وｳﾟｯ＋ヱ ド ｯ＜ًち≠ヱ ن｛ち藷ﾆ 〕ﾟن ذｪﾘ ｜≦≦ﾖ』ﾟن ゴ｀ﾑ م…ﾑو う｛カ ｯヱ ذنｪﾘ ヴ｀ﾜﾑو ケ｜≦関ﾙｵ

ｵ ［ﾟ ｯヱ ｳ≠ギ≠ﾟن ケ‖ギｱ م｛ﾜ》 ظن ジｺتｯﾀ ｜ｷ―ヱ  شヴ±ﾙカ نｯ±カヅن ～＜ﾑ ］”ｯ薯ﾟن ぇﾜﾒﾟن ジﾘ دة｛ｺ｛ヱ ］関
ｳ（藷＋≠ﾟوف ن｜〔ﾟن ｜≦ﾖ』ｵ ゴ』ｽ ‥ﾙ＜ﾟن ｜≦≦ﾖｵ دوت ジｵｧ》 ｯ＜ガ ］ヱي و 

إذن ｯヱ نｯ薯ﾊ ぇ館 あﾜ藷』ﾆح و｟～ظ 》ｯ≠｀ちت إ《【ｳ藷ｱｯ ظنE نｯ±カヅن  ズ｜ون  ｯ≠｀ﾑط نﾙ＜ﾟ‥و         
ｳ｀ｭｯﾙ』ヱش ﾆش وｳ｀ｭｯﾙ』ヱو ｳｽ｜ﾘ ｳ藷・ｯﾊ وح｜ｱ いتｯ” えل ظｯ薯？』ﾆド ｯ」ً≦ギ』ヱ ن｛ち藷ﾆ ジﾟｯ』ﾟｯ《  م ظن…ﾒ藷

 ｯガ～＜ﾑ شヴﾟ ぇ÷＋》 ｯヱ ぇ関ﾟ ｳ藷ｱｯ】》ヅة ن｜〔＜ﾟوتة ن｜ﾌ ～館―をش وジ『｀ﾆ ｜≦関ﾙｵ えظ ヴ±ﾙカ ］ﾑ ～ﾒ薯ズ
ｹ＝＜ｵ ؤلｯﾙ』ﾟون ぇヱダت نｯ≠ｷ ظ～『ｵ ょﾜﾘ ش و ぇ館 ジﾘ ぇヱダؤل ونｯﾙ』ﾟج ن｜ﾕ ジﾘ ｜≦『館 ｜ｷظ ヴﾟ ｯ ≠ヱ

  ｳ藷ｱｯ】》إ ヴ《 ｳ（藷＋≠ﾟنط ن｛ｺダن ن｛関』ﾟ ゴﾒ±をو ケطｯﾛ～ﾊن ظｯ±カヅن ｜≦－』≦｀ﾘ شょ藷＋≠ﾟن ｛】ﾟن ｛ガ ‥ﾙカ
カ  ／ ﾙ｝تｯﾛ ヴ薯｀ﾛ ジﾘ ｯガدتة  ﾀو ｯガ～ﾜ』ﾘن ｯ≠｀館 ぇヱダن ｳﾛتｯ薯ｱ ケ～をو…ｵ ゴ｀ﾑ . 

関ﾟゴﾟｯﾒｵ ヴ［ نｯ±カヅن ﾒ》 ド｀］ش  ジﾘ ｯ＜ًヱｯ館｜±ﾒﾟ ن  館｜±藷ﾟ】≧ً｜ن ち》 ｯヱ｝ن نو       ｛゚ﾜﾟ نق～÷ヱ 〕ﾟوذ  
 ジﾘح｜×ﾟتة ن｛ﾆ :(ぴ や ⇔ケ∇シ⊥Α ⌒ケ∇シ⊥バ∇ャや ∠ノ ∠ョ ｚラ⌒み∠プ∽や ⇔ケ∇シ⊥Α ⌒ケ∇シ⊥バ∇ャや ∠ノ ∠ョ ｚラ⌒ま び )ぴ∝ び ∩ ｯヱ ぇ館 〕ﾟ‖ ゚و

］ち≠》 نｯ±カデﾟ  E`＋』ズ ظن ｛ガ ヴ｀ﾒﾘ ｜≦ﾀ ヴ藷・ ぇ÷＋》 ｯヱ ぇ館 نｧ《 ］≦ﾜ藷ﾟن ونｯ≠》ヅون ｜『÷ﾟｯ《 ゴ
ｯ藷ｽ ジﾘة   ش وｯカ｛ち》 ｯ≠ガنوヱ±｜ة و‒ن ガｯ） ］関ｵ ［ﾟ｜ة ﾒ｀ﾟ≧［ش وガ‖ن 《【｀‐ نｯﾙ』ﾟؤل ونぇヱダ 》ｯ藷＋ﾟｯة

 ～＜ﾑ ╉ نダ شゴﾟｯﾒｵ ┰ｯ《 ］〔ﾟن نｯ±ｽ‒و ｯ≠ًｭدن ぇ＝ﾘダن ﾐﾛ｛ｵ لバﾀ ］ヱ ］ヱ―≠ﾟن ］±ｽ  ］）
  ｳ藷、｛ﾌ｛ヱو ｳ藷ｱｯ】》ｪ《 ت｛ヱダن ぇ館 ﾐヱ ぇヱｯﾒｵ ｯヱ إذن ］ヱ―≠ﾟت نｯ≠ﾆ ］ヱ ؤلｯﾙ』ﾟن ن｛ちをش وヴ《 ～『ﾒﾟن

وذﾟ〔   ش "ｯﾙｵطﾟ｝ن 》ｵ ｜≦－ﾟｯ【～وケ"وカ〕｜ة ｳ｀ｭｯﾙ』ヱ طｧ《 ｳ｀ヱن نｯﾛ ｜≦－ﾟدم ｳﾟｯ＋ヱ ドش و館】≧ً｜ن ｯﾜ》ُ ｯヱل: 
 ぇヱダن さを｜” ジﾘ ｯヱإ ｜≦関ﾙ』ﾟن ヴ藷ｺ｛ｵ ゴ｀ﾑ دتةｯﾛ ｳ＜”ｯ薯ﾟن ‥ﾙ＜ﾟن نダ ؤموｯ×』ﾟج ونｧ藷ﾟؤل ظو نｯﾙ』ﾟن  ∩

ﾘ ～を｜ズ ｯヱ ゴﾟإ ぇ÷》 ن ظنｯ±カヅن ﾐ藷（』±をةش وｯ藷＋ﾟم ن｛≠ガ ｯギ≦｀ﾑ ［（＋』ｵ ة｜－ﾊ ぇヱダؤل ونｯﾙ』ﾟｯ
ド ヴ薯・ شヴ藷｀ﾑ ｯﾒ藷≠ｺ خ｜＋＜｀ﾘ شぇヱダｯ《 تｯ》ｯﾕنف و”≠｝ح و～ガظ ］ヱ ケ｜≦ﾖ《  ي‘藷。カ 

          

 :メぼゅヘゎャやヱ メョΕや ラハ ペΑヤバゎ 
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1-  D±ﾝا""～－ﾝأو ا ～＜】ﾞﾝ ーｻｭﾄ ーｻｭ ،さｱｯ±ﾟل ن｛ﾜﾟل ن｛ｽ ｯﾜ藷 `ﾒｵ ‐』ﾞن ∩  ｯً＜≦『ヱ
 ًｯ《ｯ】》‒و ｯً薯｀ﾆ ヴ薯ｽｯﾊ ةｯ藷ｽ ジﾘ ‐ｽｯ÷ﾟن ｜ｷظ  ｳ《ｯ』関ﾟ ｳ藷＜ﾙﾟن ‥ﾆダｯ《 ｯヱ…』｀ヱ ش

 さ≦｀ﾒ』ﾟي ن 
ﾐ藷（』±カ  ぇ関ﾘ ظن カ『』≧［ ｳ藷÷－ﾈ وｳﾜ藷？ｽ نｯ－ﾈダخ ヱ［ バﾀل ギｭｯカ｜ﾛ］ وギｭｯ（｀ﾀ］ وﾑ×｜نギｭ］ش       

  ］≦ｱ تｯ関ﾘダن ｹヱ～＜ｵ ＼≦ｽ شｯ＋ﾟｯ” نｯ館 ظو ｯ＋ﾟｯﾊ نｯ館 إن ｯ＋ﾌًن ون｜ｷｧｵ ヴ薯ｽｯ÷《 ｜ｷｧ』ズ ’－ﾈ
 نｽ ］≦『ｽｯ÷ﾟ±‐ نﾒ』ﾆ～ندｷｧ』｀ﾟ ｯ≠ガ≧｜ ظو ن関ﾙ《 ｜ｷｧ』ﾟ｜ وﾜﾑ≧～ة ｯ≠ギ＜ヱ ぇ館ي 

      ｛関ｵ ｿをتｯ』ﾟن ～ギﾈ ～ﾛوを ｛ﾛ تｯﾛن～ﾊ ］ぇ【ヱ ｳ藷－をتｯｵ تｯ藷÷－ﾈ ］≦ｱ ｳをيييييييييييييييييييييييي  
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

ييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 ［を｜関ﾟل ن｛ﾆ｜ﾟل ن｛ﾛ ﾐヱ さﾙ』ズ ن‖ガو–   ［｀ﾆو ヴ藷｀ﾑ ╉ ゴ｀ﾊى  ｜〔＜≦｀ﾘ شヴ｀≦｀ﾀ ］ズد ゴ｀ﾑ ط｜≠ﾟن " :
《ち｝ن ヴ薯ｽｯﾊ さ｀ﾀ ‥ﾙカ ゴ｀ﾑش ｪﾘن ｯ館ن ｯ館 ｯً＋ﾟｯﾊ ヴ薯ｽｯﾊن  ظぇﾟｯ－》 ］ヱ ［館～ｽ"ش ظえ إن نｯ±カヅن 

 :｜ﾑｯ×ﾟل نｯﾛ 〕ﾟ‖  ヴ｀【ヱش و‒ن ｯ館ن ﾆｯﾘ～ًن ｯ館ن ヴ｀【ヱش ゚و

                 え～』ﾜ》 تنｯﾜ≠ﾟｯ《 ］を｜ﾛ ぇ関ﾘ            ヴ＜を｜ﾛ ］ﾑ ぇﾆو ぇ±ｵ ド ط｜≠ﾟن ］ﾑ 

ييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

るビケヘョ ァクゅョル* :ゅΑルゅを ゅΑもコィ *ペΑヤバゎヤャ 
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1-  :ゴﾙ［ﾆ ／÷ｻل أｭﾙ 

          ケ نｨﾖ              ―＜ﾚ〈 ｭ｀ قデｾゼا 〔｀ゼا ｭ÷ヱا÷  م［「ケت 〔ヴﾙデｾأ ―「ケت ［ 

       ｵ ‐』ﾞن  `ﾒ藷ﾜ  ｯ ل｛ﾜﾟل ن｛ｽさｱｯ±ﾟن バ｀ﾒヱو ｯ＋ﾌ｛ヱ   ｯ藷、ن｜ヱ لش｛ﾜｵ ｯヱ ゴ｀ﾑ ドً～』±ヱو
 نﾆダ‥ نｳ《ｯ』関ﾟ ｳ藷＜ﾙﾟ نさ≦｀ﾒ』ﾟي

      E`＋』ズ ジ』ﾟن ［藷？ﾟن ｳヱ｛〔＜ヱ ジガ قバﾀダتشإن نｯﾒ≠』】≠ﾟن ］ヱ ﾐ≠』】ヱ ぇ館 ｯギｱ ゴ  ／ｱن｛【ﾟن ジガو
 ～＜ﾑ ｯギﾟ تًنｯ＜ヱ ｯギ＜ヱ ／｀ﾒｺش وｯً【ズ～ｽو ｯً≠》～ﾛ تｯﾒ≠』】≠ﾟن ｯギｵ｜ﾛظ ジ』ﾟن いدｯ薯≠ﾟون ～ｭن～×ﾟشن   ～＜ﾑ قバﾀヂ ゚و

نﾟ≠±｀≠≧［ نﾟ＞÷≧‐ نダوｳ》ｯ≠ｽ ジﾘ ｜ﾘ نﾙﾟ｜د ونｳﾑｯ≠】ﾟش ｯ≠館 ظن バﾀヂﾟق نｷダ｜ نﾟ｝نジﾘ ｼﾌ إｯ×ﾘط 
 ｳ藷；ن～÷ヱ ゴ｀ﾑ ｯガنت｜≠』ﾆون ［ヱダط نｯﾜ《 ～≠』ﾒをش وﾐ≠』】≠ﾟند ن｜ﾘظ ］≦ｱ ｳ薯＋≠ﾟم ونバ±ﾟون ］ヱダتوح ن

〕ﾟذ ゴﾟت إｯﾈظ ｯ≠館 ｳ藷≠藷？ﾟن ｯギ』ヱ｛〔＜ヱو ｯギ』ｱن｛ｷ ゴ｀ﾑ っｯﾙ＋ﾟن ジﾘ ب｛ﾒ×ﾟي   نさｱｯ±ﾟن ヴ』≦ｱ ジﾘ ジﾛ｛ﾈ
 ｳヱダة ن｛ﾛش وｳ藷；バﾀظ ／ｱن｛ｷو ［藷； ］ヱ ヴ』ﾟｯﾆت ジﾘ ｯ≠《 ］ズ～ﾟم ن｛ズ ゴﾟإ ｯガｯﾜ《ن وظｯ》دダن ｜ﾀم طバﾆヅون

ヴ≠藷；م وバﾆヅن いدｯ薯≠《 ｯギち±≠ｵ ］ヱ ～≠』±ｵي  
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  ﾜ｝ل نさｱｯ±ﾟنｽ ｯ ﾟ｝لﾒ 藷ﾜ`  نｵ ‐』ﾞ"وぇｭｯﾆ نﾟ『｝نぇﾊ نバﾆ ジﾑｯ≠』ｺドح ذو ズ～ｽ［"ش  ى1

   ヱ｜ن、ｯ藷 نﾆダ‥ نｳ《ｯ』関ﾟ ｳ藷＜ﾙﾟ نさ≦｀ﾒ』ﾟي 

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييي 
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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ييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

يييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

ييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

     :ュΑヱボゎャや 



 

≒∝ 

 

］ ガ‖ｵ‐ طｯｷتｯガ نE藷±ﾙ＜ﾟ  ى2  ｽ ｯ｝لﾒ藷ﾜ`  نｵ ‐』ﾞش ゴ｀ﾑ نﾙﾟ｜د ونﾟ≠【『≠ｳ "ﾐ"ذガ』／ 館｝توｯカ ゚و
ﾟن さｱｯ±ﾟل ن｛ﾜ  يさ≦｀ﾒ』ﾟن ｳ《ｯ』関ﾟ ｳ藷＜ﾙﾟن ‥ﾆダن ｯ藷、ن｜ヱ 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييي 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

يييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييي 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

يييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييي 



 

≒∵ 

 

ヱ｜ن、ｯ藷 نﾆダ‥ نﾜ   ｳ藷＜ﾙﾟ｝ل نさｱｯ±ﾟنｽ ｯ ﾟ｝لﾒ藷ﾜ`  نｵ ‐』ﾞ"نｯﾌ ］≦ﾀ～』ﾟت ｺ～ن 》ｳ＋÷ﾟｯ"ش  ى3
 ｳ《ｯ』関ﾟ نさ≦｀ﾒ』ﾟي 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييي 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

يييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييي 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 يييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 
 
 



 

≒∫ 

 

 

 

.／＜ﾗ÷ﾝث اｭヴ”ｨ〈 ثｭ±」ｾヅوا 〕＜＜「」ﾝا ｱﾔﾞﾝا ゴﾖ ‥書】ﾞ」ﾝ1" ا " 

［ケل   وデｾدون م ｱﾞ＜ﾞﾙ تｭ÷ﾞ陥 ゴﾖ م［ﾊ［÷ﾞﾝ ｱ書ﾄｭﾄゼث اｭ間ﾖゼا 〕ﾏ ～＜「ﾐ」ﾝح: اデ“ﾈヅا ゴﾖ
グ＝ﾐ÷ﾝا ゴﾖ مｭヴｯن أو م［÷×÷ﾝｭ〈  ،سｭ】ﾝا ーｳｭ間ﾝب ا［ﾞﾄ･〈 ）ﾝوت  ،ｱ＝＜ﾐ｀ ｱ署＋ヱ カﾝ ｜書ﾝو  ،

‥】ﾞ÷ﾝا ｱｸｭｻ ー＋【〈 ）ﾝن ت［そ〉 ぃｯ  ،  ة／ｫｭﾖ ヅ ｭ÷｀ ‥ﾞ】」ﾝا ［ケ دة［』ﾝث اｭ書　｀ أن ～＜ﾓ
カ＝｀  ،  اط［ﾄ 〔ヴ÷ﾝا グﾞﾏ طｭﾚ〈ダواｱ書0～ﾖ أو ｱ書ﾄｭﾄة أ～間ﾖ 〔ヴ÷ﾝا ）ﾝن تｭ陥  ، 〔ｫｭﾙ ‥書】ﾞ」ﾝوا

 グﾞﾏ اｭ』〉ダج ｀ﾎ وﾊ］ح ا間ﾗﾝ～ة. 

 

 

 نギﾙﾟ］ نﾟ｝نジﾑ ونｯﾒ藷』ﾆドب نﾌ｛≠ﾟ さ≦ﾛ～ﾟ｝ض ن藷－｀』ﾟ’ي   
 ギﾘةش ون｜ﾜﾙﾟن ジﾘ ｳ藷ﾆｯﾆダة ن｜関ﾙﾟن ［関ﾙﾟ  يｯギ』＋ｵ تج～＜ｵ ジ』ﾟن ｳ藷ｭ…】ﾟن ｜ 

 ي  و館‖ن ن関ﾙﾟ｜ نズ～＋ｵ ｳ藷ｭ…】ﾟ～ ن関ﾙﾟ｜ة نﾟ≠＋｝تﾌ｛≠｀ﾟ ｳを｝ض 
 ｳﾘ｜ﾒヱ نぇ≠】ﾟ نｳ藷ﾆｯﾆダش ونぇ≠】ﾟ نﾙ≠ﾟ±｜ة نｯ×ﾟتｳｽش ونぇ≠】ﾟ ن館―≠ﾟ～ة ونｳ｀｀ﾒ≠ﾟي  

 ｳﾘ｜ﾒヱ نぇ≠】ﾟ نｳ藷ｽｯ』』ﾘド نﾟ『ｵ ジ』～ظ ｯギｱ نﾜﾙﾟ｜ةي   

 ﾐヱ ة｜ﾜﾙﾟن ｳﾕｯ藷ﾊ دةｯﾑإ 関ﾙﾟن ゴ｀ﾑ っｯﾙ＋ﾟنت  ن｜関』ﾟون ｳﾘند｜』≠ﾟن ぇ≠】ﾟف ن‖ｽش وｳ藷ﾆｯﾆダن ｜
 ونｯﾜ《 ﾐヱ ｛×＋ﾟط ぇ≠ｺ نぇ≦｀ﾒ』ﾟي  

   ي》関ﾟｯ］ نﾟ≠）｀｝ب دون نバﾀヅل 》ゴ＜ﾒ≠ﾟｯ  نﾟド『…نم 

   ｳﾊｯﾀض و｛ﾌ｛≠ﾟن っｯﾙﾟظ “ﾒ薯ｱ ｳカｯﾒ』ﾆドｯ《 ｼ≠±》 ～ﾛش و’ － `≠ُﾟن っｯﾙﾟｧ《 ن｛ち》 ｜≦『ﾒ』ﾟن
 نｯ＋｀（÷≠ﾟت نｳ藷≠｀ﾒﾟي  

   ジガ ｯ≠館 شケوطتنؤ ‐ｵｯ関ﾟت نｯ関ﾘظ ‐』関』ﾘ ’藷－｀』ﾟن ～＜ﾑ ｳ藷≠｀ﾒﾟن ｳカｯヱダｯ《 نم…』ﾟドن ］ヱ ～ｱド
 دون ヱ ぇﾀ～ｵ［ نﾟُ≠｀－  ’ إｳﾟｯｽ ジﾘ ド نさ≦｀ﾒ』ﾟ نジｭｯギ＜ﾟ إذن ｵ）｀‐ ن藷－｀』ﾟ’ ذﾟ〔ي

  

 ___________________________________________________ 
 ي 2014نﾟ≠÷～ت: طｯギヱتنت نｳ｀ｽ｜≠｀ﾟ ｜≦『ﾒ』ﾟ نｳを｛カｯ【ﾟ( إﾑ～ند ﾛ±］ نｳﾖ｀ﾟ نﾑ ｳを｛カｯ【ｱ ｳ藷｠｜ﾒﾟ｜وة ｱ［ نｯﾑ ｜≦｠…ﾟم" 1"

 

 ソ⇒Αカヤ⇒ゎャや 

:ソΑカヤゎヤャ るΑルヘャや サシΕや 
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 .‥書】ﾞ」ﾞﾝ ｱ書＝ﾗﾝا ｜ﾄゼا ｭ書0ا～｀ ‐ﾞ『ﾝود ا／ｻ ゴﾖ ｱ書ｳジة ا～ﾚﾗﾝا ‥】ﾝ 

  ／カｧﾘ نｯ±カヅنش   ｯギｱ  ╉  ’』ﾀن  ジ』ﾟن ونﾟ≠≧…ة  نｳ藷カｯ±カヅش   ｳヱن｜関ﾟن ظｯﾆج   ジガ  ｳを｜＋ﾟطن
ﾐ藷（』±ｵ ド 〕＜関 ظن ﾜｵ｝د ギ≠ｺ｝تن  ﾐ藷（』±ｵ ظن ﾜｵ｝د ヱ ｯﾒ藷（ﾛ［ نﾖﾟ＞］ ヴﾟ ぇﾜﾑ ド ヴカダش ゚و

  ｯギ±ﾙカ ｳﾜを｜（ﾟｯ《 ｜×薯ﾟن ］ヱ ي［＜ﾖﾟن ﾐ藷（ﾛ ｯギｱ د｛ﾜｵ ジ』ﾟن 
إﾜｵ ～ﾛ 〕カ｝د ガ‖ن نﾟ【≠ギ｝ت ﾑ ｜『ﾒｵ 〕カダ［ إتندヴｵش وダن ظﾘ｜ند関ﾙ》 ケ｜ون ヱ】｀〔ش ظو ダن  

［ガتｯ藷』ﾀｯ《 〕ﾙ｀ﾀ ون｜≦±》 ［ギﾘ ش［ギﾆ｛ﾙカ ジﾘ ｹ｀』－ｵ يطتنطكｳを｜＋｀ﾟ طｯﾖﾟن إ‖ガ ジﾘ ‥藷  ش ゚و
カヅن ن‖ガ ぇ〔ﾟ ｯガド｛ ±ｯن  وﾛ～ وﾙﾛ／ نｳを｜＋ﾟ وتنط نﾟ『ﾜ～م ونｯﾀ｜ﾟط ونﾟ ］ヱダ』＞ジ نｯ±カヅنش ゚و

 ケ‖ガ  ｬ×＜ズ  ［ ゚و ズ『＋｜تش   ［ ゚و ズ『＋｜ك   ［ﾟ  ｯ±藷『ｽ  ヴ｀ﾜﾑ  ぇ〔 ゚و نギ関ﾟ｝فش   ジﾘ نﾟ≧｝م   ゴ』ｽ
 نｯ＝＋ﾟتة نガｯ薯ﾟ｜ة نﾟ＝｝طش نｳ藷ﾟｯﾒﾟ نﾟ‖تنش نｳﾜヱｯ±ﾟ نダتｯ館ني

ون藷｀ﾒ』ﾟ］ ظｯﾆج ヱ［ نﾆダ‥ نｳ》ｯﾛ｛ﾟ ｳ＜≦』≠ﾟ نｳを｜＋ﾟ ونｯﾘ～ﾟض ｯギ＜ﾑش ・藷｀ﾒ』ﾟｯ薯］ 《÷ｼ薯 نｯ±カヅن  
  えتظ ゴﾟإ ぇ÷をو ｹ』＜』±をو ＼＋薯をو ｜関ﾙ》 ظن ゴ｀ﾑ دتنｯﾛ  〕ﾟ‖｠ش وヴ｀ﾖ×ｵ ジ』ﾟن ぇｭｯ±≠ﾟن ジﾘ

  ｳﾊ｜ﾙﾟن  ｼ藷』ズ  ヴカダ نﾒﾟ』｝د《ｳش  ظｯ薯ﾆب   ］ヱ  ‐『ﾆ  ［〔ﾑظ  ぇギ】ﾟون ケ｜≦ﾖﾟش   ｯﾒ《ｯｵ 《ち｝ن   ド
 ｯ薯。』ﾆドد ن薯ﾟ×｜ي

ｳ ｛゚ﾙちヱ ／カｯ館 إذن ドإ ｯギ』ﾜ藷？ｽ ゴ｀ﾑ ［ギｵُ ド ｳを｜＋ﾟس   ون｜ﾒ』ｵ دون ظن ｯギﾆتｯ≠ｵُ شﾐ藷≠】｀ﾟ
  〕』≦＝ﾛ ［ギ≦｀ﾑ س｜ﾒｵ إذن ظتدت وظن ［ギﾒ＜ﾜｵُ ظن 〕｀ﾘ ش］を｜ﾀゼن ｳを｜＋ﾟ  ش دون／」ﾈ ゴ』ヱ

ظو نｯ＜ﾛヅض ヱ ぇٌ≠ﾑ［ ظｯ≠ﾑل نズ～ギ』ﾟ～ ظو نぃ＜ﾒﾟش ظو نﾟヅ…نم ﾊ ゴ｀ﾑ｝تة   ظن 《÷＋‐ نﾒﾟ｜س
 طﾆヂﾟ『ｯذ ヱ＋≠～ ثﾑ ジ館』～ نｯﾜﾟدت(                                         ヱ［ نﾟ÷｝ت(ي 

 
 

 
  ジﾛｯ《  ゴ｀ﾑ نｯ±カヅن   ゴﾟｯﾒｵ  ╉  …≦ヱ  ～ﾜﾟ ｜≦『ﾒ』ﾟون  ｳを｜＋ﾟｯ《 وケ｜関ﾘص   نｯﾛ｛｀－≠ﾟت   ヴ》تظ  ］ﾑ

نｯギﾟ ｳを｜＋ﾟ ظｷ｜ ونﾜｵ ジﾘ ｼﾌ～م نｳ藷カｯ±カヅ وｯ＝ｽتｯギｵش وガ‖ن カ ｯヱ｜نケ وｯ＜±ﾙカｧ《 ヴ±≠｀カش وﾒをُ～  و 
～ﾘتن ［藷｀ﾒ』ﾟنن    ジﾘ ｜≦『館 ｜ｷظ ヴ ｯ≠館 وونギｵｯ薯ｺ］ش    ］＋ｳﾘ｜ﾒヱﾟギﾛ｛ﾜ نヱ  ｜×薯ﾟ［ تونﾘ～ نｳを｜＋ﾟش ゚و

دنｯﾒ』ｵ ド ／ヱتس ｯを｜ｽ ﾐヱت  نｯヱ ﾐ藷≠】｀ﾟ さｽ ｳを｜＋ﾟ  و نぃ｀－ｵ ぇ関ﾟ さを｜” ぇギ】ﾟش  ظن  
ヴي  ｛゚ｽ ］ヱ ｳを｜＋ﾟ ヴヱن｜』ｽت ن～ﾛ ゴ｀ﾑ ヴヱن｜』ｽون ケت～ﾛ د｜ﾘ ぇ館 لｯ＜ズ 〕ﾟ‖｠ش و］を｜ﾀゼن 

 
 

 :ネヱッヱョャや ソΑカヤゎ 

ヶよΑケキゎ ァクヱ⇒⇒ョル:  
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 ゅョ ソカャ ヶゎほΑ   :ソΑカヤゎヤャ るΑルヘャや サシΕや ゅΑハやケョ ケヅシΕや キキハ ゐヤを ヶプ 

ち藷ﾟ｝ن ﾑ＞÷｜ن  藷｀ﾆ］ نぇﾜﾒﾟ ونﾜﾟ "    ［±】ﾟ～ تﾆ］ نバﾆヅم نさを｜（ﾟ نｯ＜『ﾟ ｼ藷＋÷ﾟط نｯ±カヅن ｼ藷＋ﾊ نﾙ＜ﾟ‥ش
  ぇﾌｯﾙﾟن ジカｯ±カヅن ﾐ≠』】≠ﾟط نｯ＜『ﾟ  ｼ藷＋÷ﾟن さを｜（ﾟن ［ﾆت ｯ≠館 ش｜≦『関ﾟن  ヴﾒ≠』】ヱ ジﾘ ｯً＋ﾟｯﾊ ｯً藷ｱｯ】》إ
  ｼ藷』ズ ｯ≠《 ｳ≠を｛ﾜﾟن ｳ藷｠｜』ﾟن ヴ』≦｠｜ｵو ｳ≠藷｀±ﾟن ｳ」×＜』ﾟن ヴ』」×＜ｵن وｯ±カヅط نｯ＜『ﾟ ｳ＋ﾟｯ÷ﾟن ｳ」≦『ﾟن ぇち×》 え‖ﾟن

 ヱ ヴﾟ［ ”｜ق وドｯ】ヱت ヱ ヴ＜ち≠ｵ［ إ（ｯギت ”ヴｵｯﾛｯ وヴｵｯ関｀ヱي
ﾜ～ وガ ﾐﾌ‖ن   نｹギ＜≠ﾟ نﾟ『｜｟｝え نﾐﾌ｛ヱ ぇヱｯ×ﾟ نヱ さ≦『（』ﾟ＞‖ ظت｟ｯカ｜ﾛ ｜×ﾑ ｳﾒ وظｷ』／ ヴｽｯ】カ نｯ』ﾟم ジﾘ  ゚و

نﾟ≠｜نぇｽ نﾟ『ｯ館 ジن ｵ）』ｯً≠ち＋ヱ ｯً≠藷｀ﾆ ｯギ≦ﾘ ヴﾜ藷ش و（ギ｜ت طｯｷت ガ‖ن نｯ】＜ﾟح ونﾛ ジﾘ ｳ薯｀ｺ ｳ＋ﾌ｝ة ｯ＜ｱط 
ｳギｺ ］ヱ ジヱバﾆヅن ﾐ≠』】≠ﾟشن   う｜ﾀظ ｳギｺ ］ヱ ヴヱ～ﾜｵو ケتｯガنثد ジﾘتب    شوｯ】』ﾟون ﾐｭｯﾛ｛ﾟن ／』『ｷىوظ    ｜『ﾑ

ظｷ』『／ ظن نﾟ≠±｀≠≧［ ﾟ］  ىｯ』ﾟتｿを نぇを｛（ﾟ نｭｯ〔ﾒ《 ぇﾘｯ＋ﾟ］ نヱダ｝ت ونﾟ≠＞【…نت نｯ＝＋ﾟتｳを ونガ ｳを｜関ﾙﾟ‖ن ن
  ｳ藷ﾆｯﾆダن ‐カن｛】ﾟن “ﾒ《 ［ギﾟｯ≠ガヅ ドة إ｜ﾀｧ』≠ﾟن ［ギ－をتｯｵ ぇｽن｜ヱ ジﾘ حｯ】＜ﾟن ن‖ガ م｛｀ｱ ］ﾑ ون｜÷ﾜ》

 ガ ジﾘ‖ن نｯ〔＜ﾟم ジﾘ ظギｵｯ藷ｽ ‐≦ﾟｯﾆ］ وギｱｯ薯ﾈ ｳ藷｠｜ｵ］ي 
ヱظ ］ヱ بｯ薯×ﾟن ‐≦÷》 ｯ≠ﾟ ｼｺｯ＜ﾟج نバﾒﾟإن ن  ｯヱ ぇち《 ぇ≠ﾒﾟن ジﾘ ن｛ち》 ｯギ＜ヱ ｳ》ｯﾛ｛ﾟنف ون｜＋カドنس ن｜

  ﾑ～ズ｝ إガ ヴ藷ﾟ‖ن نｹギ＜≠ﾟ نを｜ﾙﾟ～ش ونﾟド『…نم 》ﾜ》 ｯヱ ぇち｝م ｯ〔カ ヴ藷｀ﾑم دｯ＜＜ズ نﾜﾑ ］ヱ ´藷＜＋ﾟ≧～ة و、ｯ薯دةش
╉ ｜ヱونダ ضｯ薯ｵش ونｳ藷？｀ﾀ ｳ藷｠｜ｵو ｳ｀ヱｯﾒヱشو ヴ藷！ن｛カ بｯ＜』ｺيون 
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  :ソΑカヤゎヤャ るΑルヘャや サシΕや ゅΑハやケョ ケヅシΕや キキハ ゐヤを ヶプ ヶゎほΑ ゅョ ソカャ 

”｀ﾒ｝ن ゴ｀ﾑ نヱ ｜ギｱ ｯ≠《 ｯヱ｛ズ ［ﾟｯﾒﾟ［  ش ﾌ ～ﾜﾟ｜ب نﾒﾟ｜ب نﾟ≠±｀≠｝ن バ【ヱ ظジﾘ ゴ｀ﾑ نﾀド『｜نض ونｯ関』ｱドت
  ［｀ﾑ｜『】ﾟن ［｀ﾑ バ【ヱ ن｛ﾑ｜』ﾀن ～ﾜﾘ, ｳﾘ｜ﾒヱت ش  وｯ藷ﾌｯを｜ﾟن ジﾘ ن｛ﾑ｜｠ش  و  ｜≦（ﾜ』ﾟط نｯ藷≠藷関ﾟن ［｀ﾑ ジﾘ ن｛ﾙ×』ﾞون

 “ヱｯ＋ﾟｯ館 ｳ藷ｭｯ藷≠藷関ﾟت نｯ薯館｜≠ﾟن ［ガل  وظ｛＋関ﾟون ジ』を｜『関ﾟش  ن ｳ＋｀ﾆダتود ونｯ薯ﾟب ن｜＋ﾟن ］ﾘ ジﾘ ن｛ﾑ｜』ﾀون
ｳをتｯ＜ﾟش  ن ～≦÷ﾟون ن｜関』ｱن ］ズ‖ﾟن ［ガو ‐（ﾟن ［｀ﾑ ゴﾟإ ｳ≠ギ≠ﾟن ｳをدوダن ］ヱ ن｜≦【館 ن｛｀ﾀوظدｳﾟ  ش ジﾘ ن｛ｷ～＋』ﾆون

｜≦【関ﾟن ｳｽن｜】ﾟن ［｀ﾑ  شｳｽバ≠ﾟن ジﾘ ｳ｀ﾊ｛『ﾟن ن｛ヱ～－』ﾆون ｳﾘ｜ﾀ…ﾟتة ونｯ≠ﾒﾟن ジﾘ ة‖ｵｯﾆن ظ｛カｯ館ن ش  و｛ﾜﾜｽو
نﾑ ジﾘ ‐≦ｺｯﾑダ｀］ نﾖ】ﾟ｜ن・ゴ』ｽ ｯ藷 （｀／ ظوت｟ﾒヱ ｯ『≠～ة ｯ』館 ゴ｀ﾑب نヅدتジﾘ ジ±を نﾖ】ﾟ｜ن・ﾒﾟ ｯ藷～ة ﾛ｜ون 

 إヱ ｜≦【館 ゴﾟ［ ظｯ】ヱد نﾀド『｜نض ون薯ﾟ＋＼ نジ≠｀ﾒﾟيش 
［ギ＋をت ／『ガوذ ［ギｺن｜ﾆ ｯ薯ﾀ ［ｷش   ジ＜ﾖｵ ド طｯ藷ﾈظ ゴﾟإ ［ギヱｯ≠』ガتة ن―ｱ ون…館وت ［｀ﾒﾟدتوب ن ］ﾑ ن｛ﾘ｜÷カن

ｯﾙ±《 ن｛｀ﾖ×カض ون｛ｺ ］ヱ ］≠±ｵ ドوﾆぃ  ت｛ヱダش  ن  ｳ》ｯﾕ ドو ｯギﾟ ｳ≠藷； ド ت｛ヱظ ゴﾟإ ［ギｵｯﾛｯ” ن｛ﾘ｜ﾊ ｯ≠館
ｯギｭوتن ］ヱش  ヴ＜±ｽو ［ギ＜ﾑ ‐を｜ﾖﾟن ヴ＜＝』ｽｯﾘ نث｜』ﾟض نｯﾌظ ］ヱ ［ガ～ﾒ《 ］ヱ طｯｺش  وヴ藷・ ش  و｟｜ث ‐関カون

ش ｷ］ ثند ヱ ケ～ガｯ×ｵ ｯヱ ヴ藷｀ﾑ［ ヱ－『｜ｯﾑت وヱ』『関｜نت  ｜وﾒ』を｀］ ヴ＜ヱ ن関ﾟ】≧｜ ونヴ＜≦ﾒヱ ］ヱ ぇギ＜ズ ヴ藷｀ﾑ  ≦【関ﾟش
 ｳ【ズ～ｽ ｳ藷≠｀ﾑي 

ｯ＜±ﾙカｧ《 ｯ＜』ﾜｷ د｜』±カ م ظن｛≦ﾟن ］≦≠｀±≠ﾟب ن｜ﾒﾟن ］＋カ ｯ＜≦｀ﾑ ‐ｺن｛ﾟｯﾘط   شｯ≠｀ﾒ｀ وظن ﾛ ［｀ﾒ｀ﾟ ジ（ﾒカ～تケ ゚و
ジ وﾈ ｯ＜ガ｛ｺ）｜ نﾒﾟ｀］ش  ギ』カｯちヱ］ نｳﾜｭバﾟش وظن ｛゚カ    ｯ＜ﾟ نｯ館 ｯヱ ゴﾟد إ｛ﾒ＜ﾟ ヴガｯ】ｵ ｯ＜ヱｯ≠』ガن ぇ館 ‐÷カو

えدｯ藷； سｯヱ ］ヱ يش～≦】ヱ ｜ﾌｯｽ さ｀ﾀ ゴ｀ﾑ ة｛ﾜﾟن ヴ＜ヱ ～≠』±＜ﾘ 
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 .ケセゅバャや フタャや れゅよャゅヅヱ ゆΚヅ ゅルゎゅルよヱ ゅルもゅルよΕ キやキシャやヱ ペΑプヱゎャゅよ 
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