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アワゅルョャやヱ るΑヱよケゎャや ゐヱェよャや ネゅヅホ 

アワゅルョャや ケΑヱヅゎ りケやキま 

                                                                                                       

 
 ノΑコヱゎ :りキゅョ アヰルョ   れゅΑッゅΑケャや  :ヶシやケキャや メタヘャや メヱΕや 

:フタャや ノよやケャや  :¬コィャや  メヱΕや–   るバよヅャや るショゅカャや 
     

ネヱよシΙ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 

 

ラョ キョゎバΑ 
 ュゅバャや ュΑヤバゎャや ネゅヅホ 

ラョ キョゎバΑ 
アワゅルョャやヱ るΑヱよケゎャや ゐヱェよャや ネゅヅホ 

 :ュゅバャや ヶルヘャや ヮィヱョャや   アワゅルョャや ケΑヱヅゎ りケやキま ケΑキョ : 

  

 :れゅドェΚョ 
• 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 キやキハや ュゎ  ソゎカョャや . 
•  Ιま アヰルョャや ノΑコヱゎ るヅカ ケセル ュゎΑ Ιゅヰゎバィやケョ キバよ  .アワゅルョャや ケΑヱヅゎ りケやキま ラョ ゅワキゅョゎハやヱ 

•   .ゅヰゎボプやヱョ クカぺヱ アワゅルョャや ケΑヱヅゎ りケやキま ヴャま ネヱィケャゅよ Ιま アヰルョャや ノΑコヱゎ るヅカ ヶプ メΑキバゎ ヵぺ ¬やケィま ヱぺ ¬ゅピャま ヱぺ るプゅッま ュゎΑ Ι 
 

:  ヶシやケキャや ュゅバャや≪≡≪≪-≪≡≪≫ュ  

メヱΕや 

るもΑヰゎ 
)るボよゅシャや ュΑワゅヘョャや るバィやケョ ( 

 ヴゎェ キやキハΕや∝  ュゅホケぺ  ≒ 

メョハ るホケヱ キやキハや  キキバャや ラハ キΑコΑ Ι アゎゅルよ キやキハΙや ゥケヅヱ ノョィ≒≡≡≡  ≒ 

 )るョシボャやヱ ゆケッヤャ( るΑシゅシΕや ペもゅボェャや ≒ 

 ケよィャやヱ キバャや  るΑルゅミョャや るョΑボャや フゅセミゎシやヱ キやキハΕや ¬ゅルよ (≒-≒) ≒  

 ヶルゅをャや  ケよィャやヱ キバャや 

  キキバャや ヴャや キやキハΕや≡≡≡ ≡≡≡  ≒ (≪-≒)  ≒  

キやキハΕや るルケゅボョ (≫-≒) ≒  

キやキハΙや ゆΑゎケゎ (√-≒) ≒  

 キやキハΕや ゆΑケボゎ (∽-≒) ≪  

 ゐャゅをャや 

 ケよィャやヱ キバャや 
るもΑヰゎ 

)るボよゅシャや ュΑワゅヘョャや るバィやケョ ( 

 ヴャヱΕや りキェヱャや るバィやケョ (∝-≒) -   キヱルよャや ヴヤハ るヤもシΕや ネコヱゎ 
ゥケヅャや / ノョィャや ヶゎΑヤョハ ヅゅョルぺ (≒-≪) ≪  

 フャΕや るェヱャ ヴヤハ ゥケヅャや / ノョィャや (≪-≪) -  

(≪-≫ )ゥケヅャや / ノョィャや アゎやヱル ケΑキボゎ  ≒ ペヤバョ 

(≪-√ キキバャや ラハ キΑコΑΙ アゎゅルよ ラΑキキハ ノョィ )  
≡≡≡ ≡≡≡ ≒  ≒  

 ヮルョ ケよミぺ ケカへ ラョ キキハ ゥケヅ (∽-≪) ≒  
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アワゅルョャや ケΑヱヅゎ りケやキま 
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ラョ キョゎバΑ 
 ュゅバャや ュΑヤバゎャや ネゅヅホ 

ラョ キョゎバΑ 
アワゅルョャやヱ るΑヱよケゎャや ゐヱェよャや ネゅヅホ 

 :ュゅバャや ヶルヘャや ヮィヱョャや   アワゅルョャや ケΑヱヅゎ りケやキま ケΑキョ : 

  

 :れゅドェΚョ 
• 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 キやキハや ュゎ  ソゎカョャや . 
•  Ιま アヰルョャや ノΑコヱゎ るヅカ ケセル ュゎΑ Ιゅヰゎバィやケョ キバよ  .アワゅルョャや ケΑヱヅゎ りケやキま ラョ ゅワキゅョゎハやヱ 

•   .ゅヰゎボプやヱョ クカぺヱ アワゅルョャや ケΑヱヅゎ りケやキま ヴャま ネヱィケャゅよ Ιま アヰルョャや ノΑコヱゎ るヅカ ヶプ メΑキバゎ ヵぺ ¬やケィま ヱぺ ¬ゅピャま ヱぺ るプゅッま ュゎΑ Ι 
 

:  ヶシやケキャや ュゅバャや≪≡≪≪-≪≡≪≫ュ  

ノよやケャや 

 
 
 
 
 

 ケよィャやヱ キバャや 
 
 
 
 

 ヶルワクャや ゆゅシェャや (∝-≪) - ペヤバョ 

  メヱヰィョャや キキバャや キゅィΑま (∵-≪) ≒  

れゅルゅΑよャや ュやキカゎシや (∫-≪) ≒  

  るよシゅルョャや るΑヤョバャや ケゎカや :メもゅショャや メェ (∬-≪) 
– れやヱヅカャや りキキバゎョ メもゅショ  ≒  

 るΑルゅをャや りキェヱャや るバィやケョ (≒≡-≪) -   ノョ キヱルよャや ヴヤハ るヤもシΕや ネコヱゎ
 ュゎ ゅョ りゅハやケョ ヮボΑヤバゎ  

 ゆケッャや ュヱヰヘョ るバィやケョ (≒-≫) ≪  

サ
ョゅカャや 

 ケよィャやヱ キバャや 

(≫-≪ ) キやキハΕや ヶプ ゆケッャや≒≡  ∩≒≡≡  ∩≒≡≡≡  
  ゅヰゎゅヘハゅッョ ヱ  ≒  

 ゆケッャや ソやヱカ (≫-≫) ≒  

 ラΑョホケ ラョ ロコョケ ラヱミョ キキハ ヶプ ゆケッャや (√-≫(  ≪  

 (≫-∽ュゅホケぺ るをΚを ラョ ロコョケ ラヱミョ キキハ ヶプ ゆケッャや )  ≒  

 サ
キゅシャや 

 キバャや ケよィャやヱ  

 ( ノよゅゎ≫-∽  るをΚを ラョ ロコョケ ラヱミョ キキハ ヶプ ゆケッャや )
 ュゅホケぺ ≒  

(≫-∝  ラヱミョ ゅョヰルョ メミ コョケ ラΑキキハ ゆケッ フゅセミゎシや )
ラΑョホケ ラョ 

- ペヤバョ 

(≫-∵ ラΑョホケ ラョ ゅョヰルョ メミ コョケ ラヱミョ ラΑキキハ ゆケッ )  ≪  

 るバィやケョ ≒  

 ( ヶヤΑタェゎ ケゅよゎカや≒  )  ≒  
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ラョ キョゎバΑ 
アワゅルョャやヱ るΑヱよケゎャや ゐヱェよャや ネゅヅホ 

 :ュゅバャや ヶルヘャや ヮィヱョャや   アワゅルョャや ケΑヱヅゎ りケやキま ケΑキョ : 

  

 :れゅドェΚョ 
• 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 キやキハや ュゎ  ソゎカョャや . 
•  Ιま アヰルョャや ノΑコヱゎ るヅカ ケセル ュゎΑ Ιゅヰゎバィやケョ キバよ  .アワゅルョャや ケΑヱヅゎ りケやキま ラョ ゅワキゅョゎハやヱ 

•   .ゅヰゎボプやヱョ クカぺヱ アワゅルョャや ケΑヱヅゎ りケやキま ヴャま ネヱィケャゅよ Ιま アヰルョャや ノΑコヱゎ るヅカ ヶプ メΑキバゎ ヵぺ ¬やケィま ヱぺ ¬ゅピャま ヱぺ るプゅッま ュゎΑ Ι 
 

:  ヶシやケキャや ュゅバャや≪≡≪≪-≪≡≪≫ュ  

 

ノよゅシャや  ケよィャやヱ キバャや 

 キやキハぺ るをΚを ゆケッ (∫-≫) ≒  

 ヶルワクャや ゆゅシェャや (∬-≫) - ペヤバョ 

 Ιヱキィ ラヱミ :メもゅショャや メェ (≒≡-≫) - ペヤバョ 

 るをャゅをャや りキェヱャや るバィやケョ (≒≒-≫) -   ノョ キヱルよャや ヴヤハ るヤもシΕや ネコヱゎ
 ヮボΑヤバゎ ュゎ ゅョ りゅハやケョ 

 るョシボャや ュヱヰヘョ るバィやケョ (≒-√) ≪  

(√-≪ ) キやキハΕや ヴヤハ るョシボャや≒≡ ∩≒≡≡∩ ≒≡≡≡  ゅヰゎゅヘハゅッョヱ  ≒  

 ノョ るョシボャやベゅよ キヱィヱ  (≫-√) ≒  

ラョゅをャや  ケよィャやヱ キバャや 

 ベゅよ キヱィヱ ノョ るョシボャや / ノよゅゎ (≫-√) ≒  

(√-√) ゅセミゎシやフ メョやヱバャや  ≒  

     ヴヤハ るョシボャや るΑヤよゅホ フゅセミゎシや≪ ∩∽ ∩≒≡ (∽-√) ≒  

 キやキハΕや るョシホ (∝-√) ≒  

 キェやヱ ュホケ ラョ ロコョケ ラヱミョ キキハ ヴヤハ るョシボャや (∵-√) ≒  

ノシゅゎャや  ケよィャやヱ キバャや 

 キェやヱ ュホケ ラョ ロコョケ ラヱミョ キキハ ヴヤハ るョシボャや (∵-√)  ノよゅゎ ≒  

ラΑョホケ ラョ ロコョケ ラヱミョ キキハ ヴヤハ るョシボャや フゅセミゎシや(∫-√) - ペヤバョ 
 ラΑョホケ ラョ ロコョケ ラヱミョ キキハ ヴヤハ るョシボャや (∬-√) - ペヤバョ 

 れゅΑヤョバャや ゆΑゎケゎ (≒≡-√) ≒  
  メヱヰィョャや キキバャや キゅィΑや (≒≒-√) - ペヤバョ 

  :れゅルゅΑよャや ュやキカゎシやヶよゅシェャや ヅシヱゎョャや フゅセミゎシや (≒≪-√) ≒  

(√-≒≫) ゅセミゎシや :れゅルゅΑよャや ュやキカゎシやフ ンキョャや ∩メやヱルョャや ∩ヅΑシヱャや  ≪  

 るバよやケャや りキェヱャや るバィやケョ (≒√-√) -   ノョ キヱルよャや ヴヤハ るヤもシΕや ネコヱゎ
 ヮボΑヤバゎ ュゎ ゅョ りゅハやケョ 
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ラョ キョゎバΑ 
アワゅルョャやヱ るΑヱよケゎャや ゐヱェよャや ネゅヅホ 

 :ュゅバャや ヶルヘャや ヮィヱョャや   アワゅルョャや ケΑヱヅゎ りケやキま ケΑキョ : 

  

 :れゅドェΚョ 
• 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 キやキハや ュゎ  ソゎカョャや . 
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:  ヶシやケキャや ュゅバャや≪≡≪≪-≪≡≪≫ュ  

 ケセゅバャや  ケよィャやヱ キバャや 

 ケヱシミャや るよゅゎミヱ るΑョシゎヱ フゅセミゎシや (≒-∽) ≒  

 フゅセミゎシやるもプゅミゎョャや ケヱシミャや  (≪-∽) ≒  

りケヱタ ヅシよぺ ヶプ ケシミャや (≫-∽)  ≒  

 ケヱシミャや るルケゅボョ (√-∽) ≪  

 ケセハ ヵキゅェャや 

 ケよィャやヱ キバャや 

 ケヱシミャや ゆΑゎケゎ (∽-∽) ≒  

 りケヱタ ュシケや :メもゅショャや メェ (∝-∽)  - ペヤバョ 

るショゅカャや りキェヱャや るバィやケョ (∵-∽) -   ノョ キヱルよャや ヴヤハ るヤもシΕや ネコヱゎ
 ヮボΑヤバゎ ュゎ ゅョ りゅハやケョ 

りキェヱョャや れゅョゅボョャや れやク ケヱシミャや ノョィ (≒-∝) ≒  

 るヘヤゎカョャや れゅョゅボョャや れやク ケヱシミャや ノョィ (≪-∝) ≪  

ゥケヅ りキェヱョャや れゅョゅボョャや れやク ケヱシミャや  (≫-∝) ≒  

 ケセハ ヶルゅをャや 

 ケよィャやヱ キバャや 

  るヘヤゎカョャや れゅョゅボョャや れやク ケヱシミャや ゥケヅ (√-∝) ≒  

ゆミケョャや ケシミャやヱ ヵケシミャや キキバャや(∽-∝) ≒  

   ノョ ケシミ ゥケヅ/ノョィ/ヶヤミ キキハ ラョ (∝-∝) ≒  

 るシキゅシャや りキェヱャや るバィやケョ (∵-∝) -  キヱルよャや ヴヤハ るヤもシΕや ネコヱゎ 
 るバィやケョ ≒  

 ( ヶヤΑタェゎ ケゅよゎカや≪  )  ≒  
     

: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 ∽∬ るタェ 
 


