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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 
  ュゎま るバィやケョヱ キやキハ キゅョゎハやヱ.ュヱヤバヤャ 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 

  

 

 

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  ノよやケャや :¬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
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 りキェヱャやるΑョヤバゎャや 
ヴャヱΕや 

るΑェャや れゅルもゅミャや 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
 

 :サケギャやれゅゎゅらレャや  
:るΒシゅシΕや ユΒワゅヘヨャや 

1- ヴャま ュシボルゎ るΑェャや れゅルもゅミャやヱ ラゅシルΙや れゅゎゅよルャや
れゅルやヱΑェャやヱ  . 

2-  るヘΑドヱ ヮャ ¬コィ メミヱ るヘヤゎカョ ¬やコィぺ ゅヰャ れゅゎゅよルャや
りキキェョ. 

3-  りゅΑェ りケヱキ ゅヰャ るΑケワコャや れゅゎゅよルャや りケクよャゅよ ぺキよゎ. 

1 

 
 

 :サケギャやヵゲワゴャや れゅらレャや 
:るΒシゅシΕや ユΒワゅヘヨャや 

1- ラヱミゎゎ りケワコャや  るヘヤゎカョ ¬やコィぺ ラョ ゅヰルョ ¬コィ メミ ヱ
 るヘヤゎカョ るヘΑドヱ ヮャ. 

2- ヶプ フヤゎカゎ  りケワコョャや れゅゎゅよルャや . ゅヰルやヱャぺ ヱ ゅヰャゅミセぺ 
3-  ウΑボヤゎャや るΑヤョバよ りケワコョャや れゅゎゅよルャや ケをミゎゎ

ゆゅタカΙやヱ. 

1 

 

ゐャゅをャや ネヱよシΕや
 

 :サケギャや( れゅルやヲΒエャや1) 
:るΒシゅシΕや ユΒワゅヘヨャや 

1- るΑケゅボプΙヱ るΑケゅボプ ラΑゎハヱョィョ ヴャや れゅルやヱΑェャや ュシボルゎ 
2- るΑケゅボヘャや れゅルやヱΑェャや るヘヤゎカョ れゅハヱョィョ ヴャや ュシボルゎ

( ヶワヱ ョシΕやゅ ∩ケヱΑヅャや ∩フェやヱコャや ∩れゅΑもゅョケよャや ∩ ポ
れゅΑキをャや). 

3- ヶプ るΑケゅボヘャや れゅルやヱΑェャや ソもゅタカ フヤゎカゎ
ャや. るヘヤゎカョャや れゅハヱョィョ 
4-  りキΙヱャや(ケをゅミゎャや るボΑケヅよ るΑケゅボヘャや れゅルやヱΑェャや フヤゎカゎ

 )チΑよャや ヱや. 

1 

 

ヱ 



  
 

             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 
  ュゎま るバィやケョヱ キやキハ キゅョゎハやヱ.ュヱヤバヤャ 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 

  

 

リョ ギヨわバΑ 
 ユΒヤバわャや ネゅトホュゅバャや 

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 ノよやケャや :¬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 

るΑェャや れゅルもゅミャや 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 :サケギャや( れゅルやヲΒエャや2)  
:るΒシゅシΕや ユΒワゅヘヨャや 

1- るΑケゅボプΙヱ るΑケゅボプ ラΑゎハヱョィョ ヴャや れゅルやヱΑェャや ュシボルゎ 
2-ャや れゅルやヱΑェャやΚ るΑケゅボプ れゅハヱョィョ ヴャや ュシボルゎゎカョ るヘヤ

( ゅヰルョ  れやケセェャや ヱ れゅΑヤタヘョャやヱ れゅΑヱカケャや). 
3- よ れやケセェャや コゅゎョゎ ソもゅタカ れゅΑケゅボプΚャや るΑボよ ラハ
(6  メィケぺ– .) ラヅよ ヱケキタ ヱ サぺケ ラヱミョ ュシィ 
4-  フヤゎカゎ メェやケョ るヘヤゎカョャや れやケセェャや りゅΑェ りケヱキ    
(   るΑをΚを– .) るΑハゅよケ 

1 

 

ノよやケャや ネヱよシΕや
 

れゅシケゅヨョヱ れゅボΒらトゎ 1  
 

 :サケギャや ヶプ るΒもやグピャや れゅムらゼャや ヱ るΒもやグピャや モシΚジャや
 ゅレャヲェ リョ るΒゃΒらャや るヨヌルΕや 

:るΒシゅシΕや ユΒワゅヘヨャや 
1- . ヶもΑよャや ュゅドルャや ヶプ るホゅヅャや ケキタョ サョセャや 
2- .)れゅゎゅよルャや ( アゎルョ ラもゅミよ るΑもやクピャや るヤシヤシャや ぺキよゎ 
3-  れゅルもゅミヱ アゎルョ ラもゅミ ラョ るΑもやクピャや るヤシヤシャや ラヱミゎゎ

. るミヤヰゎショ 
4- るシケゎヘョャや れゅルもゅミャやコΑョゎゎ ゆゅΑルΕや ゅヰルョ ソもゅタカよ 

ゆャゅカョャや ヱ . りキゅェャや 
5-  メシΚシャや ラョ るハヱョィョ ラョ ラヱミゎゎ るΑもやクピャや るミよセャや

 るΑもやクピャや. 

1 

 

 ネヱよシΕや
サ

ョゅカャや
 

 
るΑョヤバゎャや りキェヱャや 

るΒルゅんャや 
 るΒエダャや るΑゅハゲャや- 
るΒゃΒらャや るヨヌルΕや 

: サケギャや ゅレわエダよ ヶレわバル ブΒミ∨ 
:るΒシゅシΕや ユΒワゅヘヨャや 

1-  ゅルゎェタ ヴヤハ るドプゅェョャや ベケヅゅヰルョ るヘヤゎカョ( ュヱルャや - 
ヶェタャや ¬やクピャや-.ゅワケΑビヱ るΑタカセャや るプゅドルャや.) 

2-.ラΑルΑバャや るェタ ヴヤハ るドプゅェョャや りケヱケッ 
3- るホゅヅャや キΑャヱゎャ ュシィャや ゅヰョキカゎシΑ キやヱョ れゅΑクピョャや

.ゅΑΚカャや ラョ フャゅゎャや ゥΚタまヱ ヱョルャやヱ 
4- るェタャや ヴヤハ るドプゅェョヤャ フキヰゎ るΑタカセャや るプゅドルャや

.チやケョΕや ラョ るΑゅホヱャやヱ 

1 

 

ヲ 



  
 

             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 
  ュゎま るバィやケョヱ キやキハ キゅョゎハやヱ.ュヱヤバヤャ 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 

  

 

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 ノよやケャや :¬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 

サ
ョゅカャや ネヱよシΕや ノよゅゎ

 

るΑョヤバゎャや りキェヱャや 
るΒルゅんャや 

 るΒエダャや るΑゅハゲャや- 
るΒゃΒらャや るヨヌルΕや  

 
 
 
 

 ブΒミ :サケギャやゅルゅレシほよ ヶレわバル ∨ 
 ゅレΒヨエΑ ユΒバトわャや : サケギャや 

:るΒシゅシΕや ユΒワゅヘヨャや 
ヱ-.ヮプゅバッまヱ ラシャや るΑルよ ヶプ メミべゎ ヱワ ラゅルシΕや サヱシゎ 
ヲ- るタゅカ るヘΑドヱ ヮャ ネヱル メミヱ るヘヤゎカョ ラゅルシΕや ネやヱルぺ

ノヅやヱボャや (ヮよ-ゆゅΑルΕや-ポェやヱッャや-)ラェやヱヅャや 
ン-.るハヱルゎョ ラゅルシΕゅよ るΑゅルバャや ベケヅ 
ヴ- ¬ゅヅハま ヱワ ュΑバヅゎャや ラΑヱミゎ ヴヤハ ロコヘェゎ キやヱョ ュシィャや

. チやケョΕや キッ るハゅルョ 
ヵ-  チやケョΙや ラョ るΑゅホヱャや ヶプ ケΑミ ケヱキ ュΑバヅゎヤャ

. ゅヰΑプ るよゅタΗや るよル メΑヤボゎヱ 
ヶ- れゅよゅヰゎャΙや ヴヤハ ¬ゅッボャや ヶプ るΑョワぺ ラΑヤシルよヤャ

.るΑケΑゎミよャや 

1 

 

サ
キゅシャや ネヱよシΕや

 

れゅシケゅヨョヱ れゅボΒらトゎ 1  

ペヤバョ  
                            

- 
 サヱケキャやュΑバヅゎャや れやキゅヰセ :るボヤバョャや 

  ラョソ(75 まソ ヴャ77) 

ペヤバョ  - ヶェタャや ュゅドルャや :るボヤバョャや サヱケキャや 
  ラョソ(78 まソ ヴャ82)   

∨  ヶゃΒらャや ュゅヌレャや ヲワ ゅョ :サケギャや 
 ∨ るΒゃΒらャや るヨヌルΕや ネやヲルぺ ヶワ ゅョ : サケギャや 

:るΒシゅシΕや ユΒワゅヘヨャや 
ヱ- ケタゅルバャや ラョ るハヱョィョ ラハ りケゅよハ ヶもΑよャや ュゅドルャや 

 るΑェャや れゅルもゅミャや (–  メミセよ メョバゎ ) るΑェ ケΑビ ¬ゅΑセΕや
.   ゅョ るボヅルョ ヶプ ゅヰルΑよ ゅョΑプ ヅよやケゎョ 

ヲ- ヶもΑよャや ュゅドルャや メミセゎ るΑェ ケΑビヱ るΑェャや れゅルもゅミャや 
ン-  ヶプ チケΕや ウヅシ ヴヤハ るΑもΑよャや るョドルΕや フヤゎカゎ

.  ¬ゅョャやヱ るシよゅΑャや 

1 

 

ン 



  
 

             るΑよケゎャや りケやコヱ 
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  ュゎま るバィやケョヱ キやキハ キゅョゎハやヱ.ュヱヤバヤャ 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 

  

 

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 ノよやケャや :¬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
ノよゅシャや

 るΑョヤバゎャや りキェヱャや 
るΒルゅんャや 

 るΒエダャや るΑゅハゲャや- 
るΒゃΒらャや るヨヌルΕや  

 

 :サケギャや ゅョ∨ るΒゃΒらャや るヨヌルΕや ヶプ れやゲΒピわャや ヶワ 
 ユΒワゅヘヨャや:るΒシゅシΕや 

1-  れゅルヲムョ ヴヤハ ゲをぽゎ ヶわャや モョやヲバャや  るΒゃΒらャや るヨヌルΕや
 るヘヤわガョ. 

2- ブレダゎれやゲΒピわャや ヶプ ゐギエゎ ヶわャや ゃΒらャや るヨヌルΕや るΒ
まヴャ  (れやゲΒピゎ  るΒバΒらヅ– れやゲΒピゎ .) るΒバΒらヅ ゲΒビ 

3- るトゼルぺ  るィケキ ネゅヘゎケゅよ ょらジわャや ケヱキ ゅヰャ ラゅジルΗや
 ヶプ れやゲΒピわャや ゐやギェみよ ょらジわΑ ゅヨョ チケΕや りケやゲェ

ΒゃΒらャや るヨヌルΕや. る 

1 

 

ペヤバョ 
 

- 
 :るボヤバョャや サヱケキャや れやケΑピゎャや ケをぼゎ フΑミ

∨ るΑルゅィケョャや ゆゅバセャや ヴヤハ るΑもΑよャや 
  ラョソ(104 まソ ヴャ108) 

 :サケギャや∨  ヶゃΒらャや ゅレョゅヌル ヴヤハ ナプゅエル ブΒミ 
:るΒシゅシΕや ユΒワゅヘヨャや 

1-ヶもΑよャや ュゅドル ヴヤハ るもΑよャや ケΑョキゎ ケをや 
2-るもΑよャや ヴヤハ るドプゅェョャや ベケヅ 
3- ノッヱヱ るΑバΑよヅャや れゅΑョェョャや ¬ゅセルま ラΑルやヱボャや

.るもΑよャや るΑゅョェャ るハやケコャゅよ ュゅョゎワΙやヱ 
 

1 

 

 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 
るんャゅんャや 
チケΕや 

 :サケギャや∨  チケΕや ウトシ メゅムセぺ ヶワ ゅョ 
:るΒシゅシΕや ユΒワゅヘヨャや 

1-  メゅミセぺ ヴヤハ ペヤヅΑ ウヤヅタョ :チケΕや ゅΑプやケビヱよヅ
.ゅヰシΑケゅッゎ ヱぺ チケΕや ウヅシ 

2-  ヵケゅェタャやヱ れゅヅΑェョャやヱ ケゅヰルΕやヱ メゅよィャや
 れゅよゅピャやヱゅミセぺ ラョメ . チケΕや ウヅシ 

1 
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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 ノよやケャや :¬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
ノシゅゎャや

 

るΑョヤバゎャや りキェヱャや 
るんャゅんャや 
チケΕや 

ペヤバョ 
 

- 
 :るボヤバョャや サヱケキャや キヱィヱ ケをぼΑ フΑミ

 メキバョ ヴヤハ ケヰル ンケィョ ヶプ ケヱカタ
∨ ヮΑプ ¬ゅョャや ペプキゎ 

  ラョソ(128 まソ ヴャ131) 
ペヤバョ - ラゅッΑヘャや ゐキェΑ フΑミ:るボヤバョャや サヱケキャや∨  

 ラョソ(132 まソ ヴャ137) 
 :サケギャや リΒミやゲらャや リΑヲムゎ ヱ チケΕや れゅボらヅ 

:るΒシゅシΕや ユΒワゅヘヨャや 
1- りケセボャや( れゅボよヅ ノよケや ラョ チケΕや ラヅゅよ ゆミケゎΑ– 

 ゥゅセヱャや–  ヶィケゅカャや ゆヤャや– )ヶヤカやキャや ゆヤャや 
2-ラΑヱミゎ フヤゎカΑ  ケヱカタ ラョ チケΕや ラヅゅよ れゅボよヅ
– . ラキゅバョヱ りケヰタルョ ケヱカタヱ 

1 

 

 :サケギャや ∨ ケヲガダャや ネやヲルぺ ゅョ 
:るΒシゅシΕや ユΒワゅヘヨャや 

1- ヵヱェゎ  るΑッケΕや りケセボャや ヴヤハカョ ネやヱルぺラョ るヘヤゎ 
ゅヰゎほセル ゆシェ フヤゎカゎ ケヱカタャや. 

2-コΑョゎゎ タャやケヱカ   りコΑョョ れゅヘタよ チバよ ラハ ゅヰッバよ
 ラヱヤャや (–  ュィェャや– ) るよΚタャや 

1 

 

 ネヱよシΕや
ケセゅバャや

 

 :サケギャや ∨ メやゴャゴャや ゐギエΑ ブΒミ 
:るΒシゅシΕや ユΒワゅヘヨャや 

1-  りケセボャや ¬やコィぺ ノプやキゎゎ ゅョキルハ メコΙコャや ゐキェゎ 
 コゎヰゎ チケΕや メバィΑ ゅョ やクワヱ キハゅよゎゎ ヱや るΑッケΕや . 

2- サゅボゎ  コゅヰィ ュやキカゎシゅよ メコャΙコャや りヱホ
.フやケビヱョコΑシャや 

1 

 

 
 れゅシケゅヨョ ヱ れゅボΒらトゎ 1 

 

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: 
 

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 
  ュゎま るバィやケョヱ キやキハ キゅョゎハやヱ.ュヱヤバヤャ 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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 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 ノよやケャや :¬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
ケセハ ヵキゅェャや

 

るΑョヤバゎャや りキェヱャや 
るんャゅんャや 
チケΕや 

 :サケギャや リΒミやゲらャや ヱ れゅルゅッゅΒヘャや ケゅをへ 
  ゅヰバョ モョゅバわャや ベゲヅ ヱ メコΙゴヤャ るΒらヤジャや ケゅをΓや : サケギャや 

:るΒシゅシΕや ユΒワゅヘヨャや 
1- ラΑミやケよャや ヱ れゅルゅッゅΑヘヤャ ケゅをへ  ンケカぺヱ ヮΑよゅィま

るΑよヤシ.  
2- ケゅをΙや れべセルョャや ケΑョキゎ ゅヰルョ りキΑキハ メコΙコヤャ るΑよヤシャや

.ベケヅャや ヱ ヶルゅよョャや ヱ 
3- ゐヱキェ メゅェ ヶプ るバよゎョャや れゅョΑヤバゎャやヱ れやキゅセケΙや

. メコΙコャや 

1 

 

 :サケギャや( チケΕや ウトシ ラやゲΒピゎ ロゅΒヨャや ヱ ゥゅΑゲャや1) 
:るΒシゅシΕや ユΒワゅヘヨャや 

1- チケΕや ウヅシ メミセ ラョ ケΑピゎ るΑヱィゎャや 
2- りケやケェャや るィケキ ( るヘヤゎカョ るΑヱィゎャや メョやヱハ– ¬ゅョャや- 

 )  るΑェャや れゅルもゅミャや 

1 

 

 ネヱよシΕや
ケセハ ヶルゅをャや

 

 : サケギャや ( チケΕや ウトシ ラやゲΒピゎ ロゅΒヨャや ヱ ゥゅΑゲャや2) 
ゲΒプゅェΕや : サケギャや 

:るΒシゅシΕや ユΒワゅヘヨャや 
1-るΑケバゎャや  チケΕや ウヅシ メミセ ラョ ケΑピゎ. 
2- メョやヱハるΑケバゎャや  ( るヘヤゎカョゥゅΑケャや –  るΑよクゅィャや

 るΑッケΕや–  れゅΑキΑヤィャや–  るΑケゅィャや ロゅΑョャや  ). 
3- キΑバよ ラョコ クルョ れセゅハ るΑェ れゅルもゅミャ ラヱミゎ ケΑプゅェΙや

 るΑルやヱΑェ (– . ) るΑゎゅよル 
4- . りケヱヘェΙや ラヱミゎ メェやケョ 
5-  れやケΑピゎャや フゅセゎミやヱ るシやケキ ヶプ  るΑョワぺ ケΑプゅェΖャ

.チケΕや ヶプ ゐキェ ヶゎャや 

1 

 

 
れゅシケゅヨョヱ れゅボΒらトゎ 

 
1 

 

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: 
 
 
 
 
 
 

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 
  ュゎま るバィやケョヱ キやキハ キゅョゎハやヱ.ュヱヤバヤャ 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 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

: 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 ノよやケャや :¬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 

 

 
るΑョヤバゎャや りキェヱャや 

るバよやゲャや 
るヤョゅムわヨャや ュヲヤバャや 

 

 
 

ペヤバョ  
 

- 
るヤョゅミゎョャや ュヱヤバャや: るボヤバョャや サヱケキャや 

  ラョソ(183 まソ ヴャ186) 
 

 
 るΑョヤバゎャや りキェヱャや 

 るショゅカャや 
 ¬ゅタボゎシΙや ネヱケセョ

ヶョヤバャや 
 

 
 

ペヤバョ - 

 
: るボヤバョャや サヱケキャや  ¬ゅタボゎシΙや ネヱケセョ

メヱΕや ヶョヤバャや 
  ラョソ(187 まソ ヴャ203) 
 
 

     : 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)  24  (  タェる 

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: 
 

Α 


