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       ろΑヲムャや るャヱキ                                                                            れゅホケヲャや キギハ:   (7  ) 

       るΒよゲわャや りケやコヱ                                                                           るΒヤムャや るィケギャや ( :06  )                                                                       
         ソゅガャや ユΒヤバわヤャ るョゅバャや りケやキΗや                                                       リョゴャや :ブダルヱ る⇒ハゅ⇒シ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

るΒョΚシΗや るΒよゲわヤャ  ヶレヘャや ヮΒィヲわャや                                                                                        
                          ラゅエわョや るΑゅヰル りゲわヘャや るΒシやケギャや ヴャヱΕやシΗや るΒよゲわャや りキゅヨャ⇒ るΒョΚ 

                         ダヤャ⇒ゅんャや ブリョ ヶシやケギャや ュゅバヤャ 1111 ⇒ワ/ 1619- 1616 ュ 
 

 れゅヘヤわガョ れゅホケヱ ノらシ ベやケヱΕや キギハ ラぺ ギミほゎ ∩ るΒゎΓや るヤゃシΕや リハ ょィぺ ユを: 
 
やャ メヱΕや メやぽジ :ゑΑギエャや ナヘェ メゅイョ ヶプ: 
 

るΒャゅわャや るヘΑゲゼャや ゑΑキゅェΕや るよゅわミ モヨミぺ: 
 

 ( ぺ)   りゲΑゲワ ヶよぺ リハ ラぺ : ヶらレャや  メゅホ : ( ザヨゼャや ヮΒヤハ ろバヤヅ ュヲΑ ゲΒカ るバヨイャや ュヲΑ ∩ ュキへ ペヤカ ヮΒプ ∩
ヱ るレイャや モカキぺ ヮΒプ∩ヱ ゅヰレョ ァゲカぺ ヮΒプ ∩ るバヨイャや ュヲΑ ヶプ Ιま るハゅジャや ュヲボゎ Ιヱ)           ソ72 

                                                                                                    れゅィケキ ゐΚを 
 
 
 

 ( ゆ )メゅホ  聴 メヲシケ  : (ョ メゅョ リョ るホギタ ろダボル ゅ ∩ 聴 キやコ ゅョヱギらハぺ ヲヘバよ  やゴハ Ιま ∩ ノッやヲゎ ゅョヱギェぺ  ぶ
聴 ヮバプケ Ιま )                                            ソ111 

                                                                                                    れゅィケキ ゐΚを 
 
 
 

 ( ァ ) りゲΑゲワ ヶよぺ リハ ヴャま モィケ ¬ゅィ 聴 メヲシケ  プゅボ メ ( :よ サゅレャや ペェぺ リョ リジエ メゅホ ∨ヶわよゅエタ : マョぺ 
 メゅホ : メゅホ ∨ マョぺ ユを メゅホ ∨ リョ ユを : メゅホ ∨リョ ユを :メゅホ マョぺ ユを : ユを メゅホ ∨ リョ : ユを ポヲよぺ                )ソ16 

                                                                                                    れゅィケキ ノよケぺ 
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 ゴﾄدراﾝم اｭﾐﾞﾝ ن｀ｭｵﾝف اﾈﾞﾝ グﾝوゼا ｱザﾄدراﾝرة اｳﾗﾝا ｱザｭヴヱ نｭｻｳ｀م  1619/1616ا 

1 
 

 
  ヶルゅんャや メやぽジャや : メゅイョ ヶプ りギΒボバャや: 
  
 
 

 ( ぺ) ヶヤΑ ゅヨΒプ リΒシヲボャや リΒよ ゅヨΒプ テカ ヮわエゎ ゅョ ウエタ :                   れゅィケキ ゐΚを 

1.  ユΑゲムャや ラへゲボャや ヶプ りケヲミグヨャや るΑヱゅヨジャや ょわムャやりゲゼハ         .72                ...... (るジヨカ)........ 

7.  ¬ゅヨシぺ リョ モダヘャや ュヲΑるバヨイャや ュヲΑ                .67                             ...... (ゲカΓや ュヲΒャや)... 

3.  ヵゲムレョ ラΚトよ ヴヤハ ヶジェ モΒャキ るわΒヨャや チケΕや ¬ゅΒェまるムもΚヨャや キヲィヱ .63  ........ (ゑバらャや)...... 

 
 
 

 ( ゆ)  ゲカΓや ュヲΒャゅよ ユΑゲムャや ラへゲボャや ユわワや ∩わワΙや やグワ ゲワゅヌョ リョ るをΚを リΒよュゅヨ.                   れゅィケキ ゐΚを 

1. ヴャゅバゎ ぶゅよ ラゅヨΑΗゅよ ヮトよケ. 

7.  ロゲミクりケヲタ リョ ゲんミほよ ゅエッやヱ ΚΒダヘゎ ヮャやヲェぺ モダプヱ るハヲレわョ ょΒャゅシほよ. 

3. ゐやギェぺヱ ノもゅホヱ リョ ヮΒプ ケヱギΑ ゅヨハ りゲらバョ ¬ゅヨシほよ ロゅヨシぺ                            .ソ68 

 
 
 

 ( ァ )ょシゅレヨャや ユホゲャや ノッ  るハヲヨイヨャや リョ ( ぺ )ョノ  るハヲヨイヨャや リョ ヮらシゅレΑ ( ゆ )ヶヤΑ ゅヨΒプ: 

                                                                                                        れゅィケキ ゐΚを 

 ( ぺ)   ( ゆ) 

1-  るΑヱゅヨジャや ょわムャゅよ ラゅヨΑΗや れやゲヨを リョ 1 ゲよギわャやヱ りヱΚわャや 73 

7-  ユΑゲムャや ラへゲボャや リョ ユヤジヨャや ブホヲョ 3 りゲカΓやヱ ゅΒルギヤャ モヨバャや リΒよ るルコやヲヨャや 68 

3-  ゲカΓや ュヲΒャゅよ ラゅヨΑΗや れやゲヨを リョ ⇒⇒⇒⇒ ゅヰレョ ウΒエダャや ペΑギダわよ ケやゲホΗや 

  1 るΑゲゼらャや りギェヲよ ケヲバゼャや    78 
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 ゑャゅんャや メやぽジャや : ヮョヲヤハヱ ブΑゲゼャや ゑΑギエャや ユヰプ メゅイョ ヶプ : 

  
 

 リハ マャゅョ リよ ザルぺ ⇒  ⇒ (: ュヲΑ ギイジヨャや モカキ Κィケ ラぺ ¬ゅツボャや ケやキ ヲエル ラゅミ ゆゅよ リョ るバヨィ 

 聴 メヲシケヱ  ょトガΑ ユもゅホ ∩ 聴 メヲシケ モらボわシゅプ  ゅヨもゅホ メゅホ ユを : 聴 メヲシケ ゅΑ : ろバトボルやヱ メやヲョΕや ろムヤワ

 ゅレんΒピΑ 聴 ネキゅプ モらジャや ∩ 聴 メヲシケ ノプゲプ  メゅホ ユを ヮΑギΑ : ゅレんビぺ ユヰヤャや ∩ ゅレんビぺ ユヰヤャや ∩ ゅレんビぺ ユヰヤャや .)                                                                                       

  (ぺ ) ヶャゅわャや メヱギイャや メΚカ リョ ¬ゅボジわシΙや りΚタ るΒヘΒミ リΒよ ペよゅジャや ブΑゲゼャや ゑΑギエヤャ マわシやケキ ¬ヲッ ヶプ: 
                                                                           ソ68                   れゅィケキ ノよケぺ 

 
                ゅヰゎゅバミケ キギハ ラゅわバミケ 

                    ゅヰわホヱ ¬ゅヨヤャ るィゅエャや ギレハ 

                  ゅヰわヘタ ギΒバャや りΚタ るヘダミ 

                 るらトガャや  ゅヰΒプ ゲんムΑ りギェやヱ るらトカ¬ゅハギャや ヶプ リΑギΒャや ノプケ ノョ ケゅヘピわシΙや 

 

 ⇒ キヲバジョ リよ 聴ギらハ リハ  ⇒⇒ 聴 メヲシケ ラぺ ⇒ メゅホ ⇒⇒: 

 ( サゅレャや リョ ギェぺ れヲヨャ ラゅヘジムレΑ Ι ゲヨボャやヱ ザヨゼャや ラま ∩ ゅワヲヨわΑぺケ やクみプ 聴 れゅΑへ リョ ラゅわΑへ ゅヨヰレムャヱ 

   やヲヤダプ やヲョヲボプ.) 

 (ゆ  ) ゑΑギエヤャ マわシやケキ ¬ヲッ ヶプ ブΑゲゼャや ヶゎほΑ ゅヨハ ょィぺ ペよゅジャや: 

1. フヲジムャや リョ リΒわヨムェ アわレわシや.                                               ソ33        ラゅわィケキ 

ぺ ) ヮわヨヌハヱ ヴャゅバゎ 聴 りケギホ ケゅバゼわシや ょィヲゎ 聴 れゅΑへ リョ るΑへ. 

ゆ )  るョゅΒボャや ュヲΑ メやヲワほよ サゅレャや ヴャゅバゎ 聴 ブΑヲガゎヱ ゲΒミグゎ . 

1. ∨フヲジムャや りΚタ ユムェ ゅョ                                   ソ32    ラゅわィケキ 

.........りギミぽョ るレシ....................................................................................................... 

3.  ゑΑギエャや ヵヱやゲャ るらボレョ ょわミや ( ヶャグヰャや キヲバジョ リよ 聴ギらハ )        .ソ33 

  やヲヨヤシぺ リョ モもやヱぺ リョ  ///  ユΑゲムャや ラへゲボャゅよ ゲヰィ リョ メヱぺ /// リΒゎゲイヰャや ゲィゅワ ( るレΑギヨャやヱ るゼらエャや) 

 れやヱゴピャや リョ ゲΒんムャゅよ ポケゅセ. 
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 ゴﾄدراﾝم اｭﾐﾞﾝ ن｀ｭｵﾝف اﾈﾞﾝ グﾝوゼا ｱザﾄدراﾝرة اｳﾗﾝا ｱザｭヴヱ نｭｻｳ｀م  1619/1616ا 

1 
 

 

や ノよやゲャや メやぽジャ : メゅイョ ヶプ ユィやゲわャやヱ りゲΒジャや: 
 

 (ぺ  ) モヨミぺ るΒャゅわャや モヨイャや ヶプ パやゲヘャや: 

                                                                                                  れゅィケキ ゐΚを 

1.  メヲシゲャや ゅヰよ モボわルや ヶわャや るヤΒシヲャや  ヶワ ァやゲバヨャやヱ ¬やゲシΗや るヤェケ ヶプ....ベやゲらャや  .......38 

7.  りキゅらバャや ヶワ ァやゲバヨャやヱ ¬やゲシΗや るヤΒャ ろッゲプ ヶわャや.....りΚダャや           ..............38 

3.  リΒわヤらボャや ヴャヱぺ ∩ メゅェゲャや ゅヰャ ギゼゎ ヶわャや ギィゅジヨャや リョヱ.....ヴダホΕや ギイジヨャや    .........82 

 

 (ゆ  )るΒャゅわャや れゅΒダガゼャや リョ モミ ゅヰよ ろョゅホ りギェやヱ るヨヰョ ょわミや:             ソ88       れゅィケキ ゐΚを 
 

                るΒダガゼャや りゲイヰャや ヶプ ゅワケヱキ 

       ょャゅヅ ヶよぺ リよ ヶヤハ   ヶらレャや スやゲプ ヶプ ュヲレャや  リΒミゲゼヨャや モΒヤツわャ // ノもやキヲャや キケ

 メヲシゲャや ギレハ ろルゅミ ヶわャや ゅヰよゅエタΕ. 

   ゅヨヰレハ 聴 ヶッケ ゲムよ ヶよぺ リよ 聴ギらハ  メヲシゲャや ギΑヱゴゎ  リΒミゲゼヨャや ケゅらカほよ. 

    ゲムよ ヶよぺ ろレよ ¬ゅヨシぺ 聴 ヶッケゅヨヰレハ ュゅバトャやヱ ¬ゅヨャや リΒョほゎ. 

 

 

 (ァ ) ヨャや ユホゲャや ノッヲよ ヶゎΓや メヱギイャや ヶプ ゆヲヤトヨャや ょジェ ヶヤΑ ゅョ ブレタょシゅレ:             れゅィケキ ゐΚを 

            (1 )ユヰレΒよ ゅヨΒプ モプゅムわャや(                         .7) リΒヨヤジヨャや りゲタゅレョ.                   ソ122 

            (3 )るレヅやヲヨャや ペェ ケやゲホま(                      .8 )ラやヱギバャや キケ ヴヤハ ラヱゅバわャや. 

            (5 )りやヱゅジヨャやヱ メギバャや ぺギらョ オΒシゲゎ(           .1 )るΒレΑギャや るΑゲエャや.  

     リΒヨヤジヨャゅよ ペヤバわゎ ヶわャや るレΑギヨャや りギワゅバョ キヲレよ キヲヰΒャゅよ ペヤバわゎ ヶわャや るレΑギヨャや りギワゅバョ キヲレよ 

  (1    )    (1  ) 

  (1    )    (3  ) 

  (3    )   (0   ) 
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3 
 

 
ャや メやぽジャやガゅザョ  : メゅイョ ヶプャやヮボヘ : 

                                                                        
 

 (ぺ ) ヶヤΑ ゅョ フゲハ:                                                れゅィケキ ゐΚを 
 

1. ょゎやヱゲャや リレジャや: るッヱゲヘヨャや ザヨガャや れやヲヤダヤャ るバよゅわャや るルヲレジヨャや れやヲヤダャや.     125 

7. りケゅガわシΙや りΚタ: ギΑゲΑ ゅヨΒプ ヴャゅバゎ 聴 リョ りゲΒガャや ょヤヅ ろホヱ ヵぺ ヶプ ゲΒガャや リョ ヮヤバプ ユヤジヨャや.  128 

3.  ゲゎヲャや りΚタ :ゅヰヤらホ ヶわャや れやヲヤダャや ゅヰよ ユわガゎ モΒヤャや ゲカへ リョ るバミケ.             117 

 

 ( ゆ ) ケやグハΕや ゆゅエタぺ リハ ァゲエャや ろバプケ ラぺ ゅヰわェゅヨシヱ るバΑゲゼャや ゲジΑ リョ ∩ ケやグハΕや リョ るをΚを ょわミや 

       るハゅヨイャや りΚタ リハ ブヤガわヤャ るエΒらヨャや:                                         ソ        れゅィケキ ゐΚを88 

 
1. ギイジヨャや ヴャま ケヲツエャや ヮバョ ペゼΑ ラゅミ やクま チゲヨャや. 

7. ヮΒャま ベヲわゎ ユヤジヨャや ザヘルヱ ュゅバトャや ケヲツェ  /// モワΕや ヱぺ メゅヨャやヱ ザヘレャや ヴヤハ ペボエヨャや フヲガャや. 

3. りキケゅらャや りギΑギゼャや ウΑゲャや ヱぺ リΑギΑギゼャや キゲらャや ヱぺ ゲエャや ヱぺ ギΒヤイャや ヱぺ モェヲャや ヱぺ ゲトヨャゅよ ヵクほわャや. 

 

 ( ァ)  ノッゅトカ  ろエゎャやヶヤΑ ゅヨΒプ リΒシヲボャや リΒよ ゅヨョ ウΒエダャや モヨムヨ:                         れゅィケキ ゐΚを 

1.  ュやゲェΗや りゲΒらムゎ ギバよ ギΒバャや りΚタ ヶプ ュゅョΗや ゲらムΑ :        ソ53 

      (れやゲΒらムゎ ザヨカ                    ⇒⇒  れやゲΒらムゎ ろシ            ⇒⇒         れやゲΒらムゎ ノらシ   )  

7. ょゎやヱゲャや リレジャや ギミへ :              ソ125 

     (ゲイヘャや ゅわバミケ                     ⇒⇒    モΒヤャや ュゅΒホ                    ⇒⇒       ゲゎヲャや りΚタ      )   

3. ¬やキほよ ラギらャや るヨバル リハ ユヤジヨヤャ るホギダャや ゲィぺ モダエΑ:                   ソ118 

   (   ウΑヱやゲわャや りΚタ                   ⇒⇒ りケゅガわシΙや りΚタ                     ⇒⇒ヴエツャや りΚタ   ) 
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0 
 

 
ャや メやぽジャやジゅサキ :ャや メゅイョ ヶプょΑグヰわ: 

 
 

 (ぺ  )モもゅシヱ りギバよ ロケゅトカぺ リョ ギェヱ ょツピャや るヤムゼョ ュΚシΗや アャゅハ ∩ モもゅシヲャや ログワ リョ ゅをΚを キギハ: 

 
1. ユΒィゲャや ラゅトΒゼャや リョ ぶゅよ りクゅバわシΙや  /// .れヲムジャやヱ ろヨダャや.                    れゅィケキ ゐΚを 

7. ¬ヲッヲャや   ///    .るΒバッヲャや ゲΒΒピゎ.                                                     ソ17 

3. ゲミグゎ サゅレャや リハ リΒプゅバャやヱ ナΒピヤャ リΒヨドゅムャや モツプ. 

 

 (ゆ  ) ネヲッヲヨャ マヨヰプ ¬ヲッ ヶプやリΑゲカΓや ノョ ノッやヲわャ ャや モヤド ノよゲヨ ( ぺ )ゅエΒエタ ポヲヤジャや ラゅミ やクま∩ 

ャや ヱぺノよゲヨ  (ゆ ) ウΒエタ ゲΒビ ポヲヤジャや ラゅミ やクま ∩ヶヤΑ ゅヨΒプ:                        れゅィケキ ゐΚを 

                

1.  ゅヨヰョ るΑギヰャや メヲらホろヤホ ゅヰわヨΒホ.    112 ぺ ゆ 

7. ュΚジャや ¬ゅゼプま.                          111 ぺ ゆ 

3. サゅレャや るらヅゅガョ ヶプ ¬ΚバわシΙや.      111 ぺ ゆ 

 

 
 

 ( ァ ) ょツピャや ネヲル ょわミや ( キヲヨエョ ) ヱぺ ( ュヲョグョ )るΒャゅわャや れゅΒミヲヤジャや ヶプ              :れゅィケキ ゐΚを  
                                                                                                                 ソ58 

                ポヲヤジャや ょツピャや ネヲル 

 りΚダャや ヶプ ラヱゅヰわΑ ヵグャや ヮレよや リョ ゆΕや ょツビ  . ............キヲヨエョ.............. 

 ゲカほゎ ヮルΕ ヮョキゅカ リョ モィゲャや ょツビ ヮヤヨハ ヶプ. ............ュヲョグョ.............. 

スゅボレャや ¬ゅレをぺ ヮゎヲタ ノプケ ヮルΕ ヮらェゅタ リョ モィケ ょツビ ............ュヲョグョ.............. 
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ャや メやぽジャやジゅノよ :ャや メゅイョ ヶプるΒョΚシΗや るプゅボん: 
 
 

 (ぺ  )∨ リΑギャやヲャや ゲよ ヴヤハ るらゎゲわヨャや るらΒトャや ケゅをΓや ゅョ          ( ゐΚんよ ヴヘわムΑ)    ソ11 

 
1.    るレイャや メヲカギャ ょらシ    ///ベコゲャや るバシ. 

7.     ゲヨバャや メヲヅ    ///¬ゅレよΕや ゲよ メヲダェ ヶプ ょらシ. 

3. ゆヱゲムャや アΑゲヘゎヱ ょもゅダヨャや リョ りゅイレャやヱ ゆヲルグャや りゲヘピョ                      .れゅィケキ ゐΚを 

 
 

 ( ァ ) るョΚハ ノッ ( )ヱ るエΒエダャや りケゅらバャや ギバよ るョΚハ( ) ヶヤΑ ゅヨΒプ るエΒエダャや ゲΒビ りケゅらバャや ギバよ: 
 

1.  ベヲボバャやるΒダバョ ヱぺ ゅミゲセ リムΑ ユャ ゅョ ロギャヱ リョ ギャやヲャや ヮよ ンクほわΑ モバプ ヱぺ メヲホ モミ.           (    )  11 

7.  ヴャゅバゎ ヮャヲホ (やゲΒピタ ヶルゅΒよケ ゅヨミ ゅヨヰヨェケや ゆケ モホヱ )リΑギャやヲヤャ ¬ゅハギャや ペェ ヴヤハ モΒャキ.  (   )   16 

3. ゅヨヰョゅョぺ れΚムゼヨャや りケゅをまヱ ゅヨヰんΑギエよ ¬やゴヰわシΙや リΑギャやヲャや ゲよ ケヲタ リョ.                    (   )   22 

 
                                                                                                   れゅィケキ ゐΚを 

 
 
 

  ( るヤゃシΕや ろヰわルや) 
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