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 ソ  ケヱゎシキャや≪≪ 

 フケハソ ∨ケヱゎシキャや≪≪りケΑカΙや フ 

: ヅΑシヱャや ュィバョャや ヶプ . りキハゅボャや ヶルバゎ るよケバョ るョヤミ ヱワ 

 

:ケタゅバョャや ゥΚヅタΙや ヶプ   . るャヱギャや ヶプ ユムエャや モムセ リΒらゎ ヶわャや ギハやヲボャや るハヲヨイョ ユワ 

 

.ヴヤハΕや るャヱキャや ラヱルゅホ ラヱミゎ ヶゎャやヱ れゅヅヤシャや るヘΑドヱ ュΑドルゎヱ ラΑΑバゎよ るタゅカャや キハやヱボャや ヱワ : ケヱゎシキヤャ ヶルヱルゅボャや ヴルバョャや 

 

 ょわミや ソ ∨ケヲわシギャや るヘΒドヱ リハ≪≫フ≪ 

 れゅトヤジャや リΑヲムゎ ヱ ユムエャや ネヲル ギΑギエゎ                   /              ヶルヲルゅボャや ゅワキヲィヱヱ るャヱギャや ラゅΒミ ギΑギエゎ 

 れゅΑゲエャや ヱ ベヲボエャや ユΒヌレゎ                     /                        ゅヰわシゅΒシ ヱ るャヱギャや アヰレョ ギΑギエゎ 

ソ. るΒャゅわャや れやケゅらバャや モヨミぺ≪≫ Α リョ フケヲわシギャや ノツ :- 

 

≒- ヴョシΑ ケヱゎシキャや ノッヱよ ュヱボΑ ヵクャや            ヵケヲわシギャや ネゲゼヨャや 

 

≪-ヴョシゎ りケョ メヱΕ ケヱゎシキャや ノッゎ ヶゎャや るヅヤシャや    るΑヤタΕや るΑシΑシほゎャや るヅヤシャや 

                                       

. るΑヤタΕゅよ るΑシΑシほゎャや るヅヤシャや るΑョシゎ :メヤハ 

 りゲョ メヱΕ ケヲわシギャや ノツゎ ゅヰルΕ マャクヱ 

 

ゲプソ.ヶバΑゲゼわャや ュゲヰャや れゅルヲムョ リΒよ ベ≪≫ 

 

ケヲわシギャや ラヲルゅボャや るエもΚャや 

 れゅトヤジャや ヮらィヲヨよ モヨバゎ ヵグャや サゅシΕや ヲワ
 キギエΑ ヱ るャヱギャや ヶプ るョゅバャや 

. ゅヰゎゅタゅダわカや 

 リΒバョ ネヲッヲョ ユΒヌレわャ るョゅハ ギハやヲホ ヲワ 

 るΒバΑゲゼわャや るトヤジャや リハ ケギダΑヱ 

. れゅよゅガわルΙや ラヲルゅホ モんョ 

 るΑグΒヘレわャや るトヤジャや リハ ケギダゎ れやケやゲホ ヶワ 

 モんョ.るョギガわジヨャや るΑヱキΕや ヱ れやヱキΕや ギΒタ 

 

. るィゅエャや ろハキ やクや ケヲわシギャや モΑギバゎ るΒルゅムョま   : モヤハ 

. ユヰゎゅィゅェ キギバゎヱ サゅレャや りゅΒェ テヨル ゲΒピゎ ょらジよ 
 
 
 
 

 
 
 



 

 ソ ヶゎΑヱミャや ケヱゎシキャや≪∫ 

-:ヶャゅゎャや メョミや 

- ゅΑシゅΑシ ゅィヰル ヮゎクカゎやヱ れΑヱミャや ヮゎルよゎ ヵクャや ュゅドルャや ヴョシΑ ゅヰャ 

) ヶヅやケボョΑキャや ュゅドルャや ( 
- ヶワヱ るをΚをャや れゅヅヤシャや ラΑよ るホΚバャや ラΑよΑ ヶゎΑヱミャや ケヱゎシキャや 

 ) るΑもゅッボャや ヱ るΑバΑケセゎャや ヱ るΑクΑヘルゎャや ( 
  ) ヶヅやケボョΑキャや ュゅドルャゅよ クカほΑ ヶゎΑヱミャや ケヱゎシキャや (. ポャク ヴヤハ ラワケよ 

.るョΖャ ラΑヤをョョ ュワヱ ュヱヤバョ れゅボΑョャ ゆカゎルョ サヤィョ キヱィヱ ケケボゎヱ るΑヅやケボョΑキャや ラョ るΑよゅΑルャや りケヱタャや ケケボゎ るシキゅシャや りキゅョャや 

 

ラョ Κミ ラΑよ ベケプ:- ソ≪∫-≪∬ 

ケヲわシギャや ≒∬≪≒ ≒∬≫∫ ≒∬∝≒ ≒∬∝≪ 

ヮゎやゴΒヨョ .ゆヲわムョ ケヲわシキ メヱぺ 
 

 ヴヤハ ンヲわェや∽ .キやヲョ 

- ヶバΑケセゎャや サヤィョャや
.ヮゎほセル ュゅハ ヶプ ヮビゅタ 

- キョェや オΑセャや ヮΑヤハ ベキタ
ゥゅよタャや ケよゅィャや 

 

 聴ギらハ オΒゼャや ロケギタぺ
.聴 ヮヨェケ ユャゅジャや 

.ギェやヱ ュゅハ ヮよ モヨハ 

ケヱゎシキ  キョゅィ ⇒ ゆヱゎミョ(–
 ケタゎカョ–  ュもやキ–  ベェヤョ

. るΑケΑシヘゎ りケミクョ ヮよ 

 

 

ソ∨ヶャゅエャや ケヲわシギャや ザシぽョ ゥゅらダャや ユャゅジャや 聴ギらハ オΒゼャや リハ りゲダわガョ りグらル ょわミや≫≡                                                     

 
 るΑホゅヘゎや ¬ゅピャや≒∫∬∬   ゅヰャΚボゎシや ヴヤハ れΑヱミャや メタェゎャ≒∬∝≒. 

 ヮョや サヤィョ メヱぺ ゥゅゎゎプや≒∬∝≫. 
 るΑよケバャや るバョゅィヤャ れΑヱミャや ュゅョッルや≒∬∝≒. 

りキェゎョャや ュョΕや るもΑヰャ れΑヱミャや ュゅョッルや≒∬∝≫. 

 

 

 

∨ ろΑヲムャや るャヱギャ ヶャゅエャや ケヲわシギャや ザシぽョ ヲワ リョ 

. 聴 ヮヨェケ  ユャゅジャや 聴 ギらハ オΒゼャや 
 
 

 
 
 
 
 



 

 ソ れΑヱミャや ヶプ ヶヅやケボョΑキャや ュゅドルヤャ ヶカΑケゅゎャや ケヱヅゎャや≫√ 

 
ソ: メョミぺ≫√ フ≒:- 

-よタ オΑセャや ケゅΑゎカや ュゎ ヴョシゎ るΑヤョハ ベプヱ メヱΕや ゥゅ   るバΑゅよョャや 
 

ソ      . ポャク ウッヱ  ) ュミェャや るバΑよヅ ヴヤハ れΑヱミャや ヶプ りゅΑェャや るヅゅシよ れシミバルや  (≫√  フ≪ 
≒- . ュミゅェャや ケゅΑゎカや ヶプ るΑハゅョィャや りケヱゅセョャや 
≪-.ゆヱゎミョ ケΑビ キボバよ るΑハケャや ヱ ュミゅェャや るホΚハ 
≫-. れゅプΚカャや メェΑヱ キヱプヱャや メよボゎシΑ ュミゅェャや 
√- れゅハコゅルョャや メェΑ ュミゅェャや. キΑャゅボゎャや ヱ フやケハΕや ヱ るバΑケセャゅよ 
 
-ソ     ∨ ゅョΑキホ れΑヱミャや ュミゅェ ケゅΑゎカや れやヱヅカ キキハ≫√ フ≫ 
≒- .) ュヤハ るョミェ メボハ (  ゅワキやケプぺ キェぺ ケゅゎカゎ るョミゅェャや りケシΙや 

≪-. ュミゅェャや ラヱバΑゅよΑ ノョゎィョャや キやケプぺ ヱ ¬ゅヰィヱ 
 

 ノよやケャや ケヱゎシキャや メよホ れケヰド (≒∬∝≪ クや ) るΑバΑケセゎャや れゅシシぼョャや ラョ キΑキバャや れΑヱミャや るャヱキャソ∨ ゅヰルョ ラΑャゅをョ ケミ≫√-≫∽ 

≒- ンケヱセヤャ サヤィョ メヱぺ ¬ゅセルや                                                        ≪-. るΑキヤよャや ¬ゅセルま 
≫-. ヶバΑケセゎ サヤィョ メヱぺ ¬ゅセルや                                                         √-. ヶシΑシほゎャや サヤィョャや 
 

-よシゅルΑ ゅョ ) ぺ ( るハヱョィョャや ラョ ケゎカや: ) ゆ ( るハヱョィョャや ラョ ゅヰ- 
) ぺ ( るハヱョィョャや るよゅィΗや ) ゆ ( るハヱョィョャや 

≒-ヶバΑケセゎ サヤィョ メヱぺ ¬ゅセルや ∽ ≒∬∝≫ 

≪-るΑキヤよャや ¬ゅセルま √ ≒∬∝≒ 

≫- ¬ゅッボャや ラヱルゅホ ケヱキタ ≫ ≒∬∽∬ 

√-ヶシΑシほゎャや サヤィョャや ¬ゅセルや ≪ ≒∬≫≪ 

∽- るΑよゅΑル れゅよゅカゎルや メヱぺ ≒ ≒∬≫∫ 

 
-: ヶャゅゎャや メヱキィャゅよ ゆヱヤヅョャや ゆシェ ソホゅルャや メョミぺ- 

りキゅョャや ソル りキゅョャや ュホケ 

 るΑよケバャや るョΕや ラョ ¬コィ れΑヱミャや ヴャヱΕや 

るΑョΚシま るャヱキ れΑヱミャや るΑルゅをャや 

るΑをやケヱ りケゅョま れΑヱミャや るバよやケャや 

 れゅヅヤシャや ヴヤハ ュヱボΑ ヶヅやケボョΑキ ュミェャや ュゅドル るシキゅシャや 

 
-ハ ンケヱセヤャ サヤィョ メヱぺ ¬ゅセルや ュゎ / メョミやュゅ   ≒∬≪≒   

 
 



 

 ヶゎΑヱミャや ヵケヱゎシキャや ュゅドルャや ヶプ るョゅバャや れゅヅヤシャやソ≫∫ 
-: るΑャゅゎャや れやケゅよバャや メョミぺ- 
≒-シャや ラハ ケキタΑ ゅョ クヘルゎ ヶゎャや るヰィャや. るΑクΑヘルゎャや るヅヤシャや  ヴョシゎ ラΑルやヱホ ラョ るΑバΑケセゎャや るヅヤ 
≪-や ウャゅタョ ヴヤハ ¬やケコヱャや ラョΑヰΑ ( るΑクΑヘルゎャや るヅヤシャや メゅョハぺ れキキェ ヶゎャや りキゅョャや ヱワ ゅヰョホケ ) るャヱキャ≒≪≫ . 
-∨ るΑクΑヘルゎャや るヅヤシャや メゅョハや ュワぺ キキハ 

.りゅΑェャや ケヱョぺ ケΑΑシゎ/ノョゎィョャや れゅィゅェ るシやケキ/. るャヱキャや れゅシゅΑシ ュシケ/. ラΑルやヱホ メミセ ヴヤハ れゅェケゎボョ ュΑキボゎ/. ラΑルやヱボャや クΑヘルゎ 
 
-ヶワ  ∨ るΑクΑヘルゎャや るヅヤシャや れゅルヱミョ ケミクや  ケΑョΕや  (–    りケやコヱャや) 
-:ラョ Κミ ラΑよ ベケプ- ソ≫∬  りケΑカΙや フ–ソ√≒  フ≪ ヵキゅバャや ケΑビ ゆヱヤシΙや 

ケΑョΕや ケゅΑゎカや ヶプ ヵキゅバャや ゆヱヤシΙや  ケΑピャや ゆヱヤシΙやケΑョΕや ケゅΑゎカや ヶプ ヵキゅハ 
ケΑョΕや ゆタルョ ヱヤカ キルハ 

  ゅΑもゅボヤゎ キΚよヤャ ケΑョぺ キヰバャや ヶャヱよ ンキゅルΑ 
 

 ¬やケコヱャや サヤィョ ヴャヱゎΑ キヰバャや ヶャヱ ヱ ケΑョΙや ゆタルョ ヱヤカ キルハ
  るョΙや サヤィョ ヶプ ケΑョΙや ケゅΑゎカや ラΑェャ るャヱキャや サΑもケ れゅタゅタゎカや

. ュゅΑや るΑルゅョを メΚカ 

-ソ ∨ キヰバャや るΑΙヱ ヶャヱゎ ヅヱケセ ラハ ゆゎミや√≡ 
シルャや/ ゆ りケヱミクャや/るΒエダャや りケギボャや/ ュΚシΙや / モボバャや ヱ ギセゲャや/ リΒをΚんャや パヲヤよ/ 

 
-)  ¬やケコヱャや サヤィョ+ ¬やケコヱャや+ ¬やケコヱャや サΑもケ ( メョセゎ ヶワ ∨ ノシやヱャや ヴルバョャゅよ りケやコヱャや フケハ 

∨ ¬やケコヱャや サΑもケ ゆタルョ るΑョワぺ: メヤハ√≪ .ゅΑルゅを フ 
ヮもゅボよよ ラヱワケョ ¬やケコヱャや ¬ゅボよ-  ¬やケコヱャや ウセケΑ–ャや ラΑよ ベシルΑ れやケやコヱ- サヤィョ サぺケΑ るョヱミェャや ュシゅよ ゐキェゎΑ   /¬やケコヱャや 

 ソ ∨ ¬やケコヱャや ケゅΑゎカや ヅヱケセ キキハ√≫ りケΑカΙや フ-  ソ√√  
 ゅΑゎΑヱミ  ラヱミΑ ラぺ– ゅョゅハ ラΑをΚを ラハ メボΑ Ι– . るよゅゎミャや ヱ り¬やケボャや キΑィΑ 

 
- ソ∨ ¬やケコヱャや ケゅΑゎカや ヶプ るタゅカャや ヅよやヱッャや ヶワ ゅョ√√  フ≪ ヅよやヱッャや 

 ゅバョ るΑョヱミェ るヘΑドヱヱ ゆタルョ ノョィΑ Ι– . るΑョヱミェ れゅヰィ  ノョ やキヱボハ ュケよΑ Ι 
-ソ ∨ ¬やケコヱャや サヤィョ れゅシヤィ ヅヱケセ ケミクや√√ りケΑカΙや フ 

 るΑケシャや– ル ラョ ケをミぺ ケヱッェ ¬やケコヱャや フタ-¬やケコヱャや フタル ラョ ケをミぺ ケヱッェ- れやヲタΙや るΒらヤビほよ れやケやゲボャや- ヮわャゅボわシや ュギボΑ ケやゲボャや ノョ ペヘわΑ Ι リョ
 ロキゅョ (≒≪∫ ) . 

 
- るヅヤシャや れゅタゅタゎカや ( ヶャゅゎャや メヱキィャや メョミぺソ ) るΑキゅバャや フヱケドャや ヶプ  るΑクΑヘルゎャや√∽ 

 るΑケやキや れゅタゅタゎカや  るΑシゅΑシ れゅタゅタゎカや るΑもゅッホ れゅタゅタゎカや 
.ラΑルやヱボャや れΚΑタヘゎ ュシケ 
.るΑョヱミェ れゅハゅヅホ ¬ゅセルや 

. ウもやヱヤャや ケやキタや 

.るΑャヱキャや れやキワゅバョャや ュやケよや 
 るΑャヱキャや れゅホΚバャや るョゅホや 

 

 るよヱボバャや チΑヘカゎ ヱぺ ヱヘバャや ケやキタや ュヱボΑ ケΑョΙや 

- れゅタゅタゎカや ラハ ゆゎミや ソ ∨ るΑキゅハ ケΑピャや フヱケドャや ヶプ るΑクΑヘルゎャや るヅヤシャや√∝ 
≒-   ラΑルやヱボよ ュΑシやケョャや≪-         るΑハゅプキャや ゆケェャや ラΚハや≫- . るΑプケバャや ュゅミェΙや ラΚハや 
-. るもケゅヅャや フヱケドャや ヶプ ケキタゎヱ ラヱルゅボャや りヱホ ゅヰャ ウもやヱャ ヶワ ∨ ラΑルやヱボよ ュΑシやケョャや フケハ 

∨ ラΑルやヱボよ ュΑシやケョャや ケやキタや れΙゅェ ケミクや 
≒-                                るョΕや サヤィョ ゆゅΑビ- .るΑクΑヘルゎャや るヅヤシヤャ るョΙや サヤィョ チΑヱヘゎ 
-.るョΕや サヤィョ ヴヤハ チケバゎ / りケヱケッャや るャゅェ ヶプ / るゎホぼョ ラヱミゎ ラぺ ∨ ラΑルやヱボよ ュΑシやケョャや ケやキタや ヅよやヱッ ヶワ ゅョ 
-:るΑャゅゎャや れやケゅよバャや メョミや 
≒- ワΙヱゎΑ るΑクΑヘルゎャや るヅヤシャや ラぺ ヴヤハ ソルゎ ヶゎャや りキゅョャや ュホケ( ...................ヱワ  ¬やケコヱャや サヤィョヱ ケΑョΙや ゅ∽≪ ) 
≪- (..................................... ヱワ  サョゎ Ι るルヱタョ ヮゎやク るャヱキャや ケΑョぺ ラぺ ヴヤハ ソルゎ ヶゎャや りキゅョャや ュホケ∽√ ) 
≫- (.......... ヱワ ケΑョΙや ケゅΑゎカや ラΑェャ るャヱキャや サΑもケ ュゅヰョ ¬やケコヱャや サヤィョ るシケゅョョ ヴヤハ ソルゎ ヶゎャや りキゅョャや ュホケ√ ) 
√- (........................ ヱワ るャヱキャや フキワ ュΚシャや ラぺ ヴヤハ ソルゎ ヶゎャや りキゅョャや ュホケ≒∽∵ ) 
∽- (................. ヱワ ュヱシケョよ るΑハゅプキャや ゆケェャや ケΑョΙや ラΚハや ヴヤハ ソルゎ ヶゎャや りキゅョャや ュホケ∝∫ ) 
 



 

 ソ るΑバΑケセゎャや るヅヤシャや∽∝ 
-ソ ∨ るΑバΑケセゎャや るヅヤシャや フケハ∽∝  フ≒  

 ケやキタみよ ュヱボゎ ヶゎャや ヶワ. るャヱキャや ヶプ るョゅバャや りゅΑェャや ュドルゎ ヶゎャや れゅバΑケセゎャや 
 
-ソ  ∨るΑバΑケセゎャや るヅヤシャや るΑョワぺ : メヤハ∽∝  フ≒ 
≒- / ュミェャや ヶプ るΑよバセャや るミケゅセョャや ラハ ケよバゎ. るャヱキャや れゅバΑケセゎ ケキタゎ 
-ソ ∨るΑバΑケセゎャや るヅヤシャや ケタゅルハ ケミクや∽∝  フ≪ 
≒-                         ケ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ΑョΕや≪-  サヤィョ. るョΕや 
-ソ ∨ るョΙや サヤィョ れゅルヱミョ ヶワゅ⇒ョ∽∝  フ≫ 
≒-                                            ¬やケコヱャや≪-. るョΕや サヤィョ ¬ゅッハぺ 
- : メョミや 
≒- るョΕや サヤィョ ¬ゅッハぺ キキハ ヱワ ラΑよカゎルョャや∽≡ やヱッハ 
 
≪-⇒⇒⇒⇒⇒⇒ィ⇒⇒⇒⇒⇒ョよ  ¬やケコヱャや キキハ  ヱワ るョΙや サヤ≒∝ 
 
- ∨ ¬やケコヱャや ヱ るョΙや サヤィョ ¬ゅッハぺ ベヱボェ キキハ  ソ∽∝  フ≫      ぺ-  ゆ 
 

≒-          れゅセホゅルョャや ヶプ るミケゅセョャや ヱ れゅシヤィャや ケヱッェ- . ラΑルやヱボャや れゅハヱケセョ ヱ れゅセホゅルョャや ヴヤハ れΑヱタゎャや 
 
-ソ ∨ ベヱボェャや ロクワ ケミクぺ  )¬やケコヱャや ゅヰよ ノゎョゎΑ Ι ベヱボェ ラΑよカゎルョャや るョΕや サヤィョ ¬ゅッハΕ(∽∝ . りケΑカΙや フ 
 
≒-        ¬やケコヱャや キェほよ るボをャや ゥケヅ ヴヤハ れΑヱタゎャや≪- ヱッハ . るョΕや サヤィョよ るΑヤカやキャや ラゅィヤャや るΑ 
- : ゆヱヤヅョャや ゆシェ メヱキィャや メョミや-  

ゆカゅルャや   ヅヱケセ るョΙや サヤィョ ヱッハ ヅヱケセ 

 ヮルシ / るΑシルィャや ヶゎΑヱミ≪≒ / れゅよゅカゎルΙや メヱやキィ ヶプ キΑボョ/ ュゅハ
/ ゅΑケミシハ サΑャ / サよェ ュゅミェや ヮΑヤハ サΑャ 

 ヮシΚプま ラヤハぺ ケィゅゎ サΑャ 
 

/ ヮよゅカゎルや ュヱΑ ラΑをΚをャや パヱヤよ / るΑヤタぺ るヘタよ ヶゎΑヱミ  ヱ り¬やケボャや キΑィΑ
/ るよゅゎミャや . ゆカゅルャや ヅヱケセ ヮΑプ ケプやヱゎゎ 

 

 ソ    ∨ ケもやヱキャや ュΑシボゎ キルハ ゅヰゎゅハやケョ ゆィやヱャや ケヱョΕや ヶワ ゅョ∽∫   フ≫ 
≒-ヤハ ラΑよカゅルャや ノΑコヱゎ ヶプ るャやキバャや  /   ケもやヱキャや ヴ≪- . ベヅゅルョヤャ ヶプやケピィャや ゆケゅボゎャや 
-ベケプ   ( メェやケョ るをΚをよ れΑヱミャや ヶプ るΑよゅカゎルΙや ケもやヱキャや ュΑシボゎ るΑヤョハ れケョ ソ .)   ∨ メェやケョャや ロクワ ラΑよ∫∽. 

 るヤェケョャや  ヴャヱΕや≒∬∝≫  るΑルゅをャや≒∬∫≒  るをャゅをャや≪≡≡∝ 
 ケもやヱキャや キキハ 

 
ゆやヱルャや キキハ 

 りケセハ 
 

るショカ 

 ラΑケセハ ヱ るショカ 
 

 ラゅよもゅル 

るショカ 
 

りケセハ 
 

.  )  ヶャゅョ  /  ヶシゅΑシ / ヶバΑケセゎ  ( ソゅタゎカや  ∨ るΑバΑケセゎャや るヅヤシャや れゅタゅタゎカや ラハ ゆゎミや 
 ∨ ラΑルやヱボャや ケやキタや メェやケョ キキハ 

   ゥやケゎホΙや/     / チやケゎハや ヱ ベΑキタゎ/ れΑヱタゎ ヱ るセホゅルョ    ) ュヱΑャや れΑヱミャや( るΑョシケャや りキΑケィャゅよ ラヱルゅボャや ケセル 
: ラョ Κミよ キタボΑ やクゅョ 

 るΑバΑケセゎャや るヅヤシヤャ ヶシゅΑシャや ソゅタゎカΙや: . るΑクΑヘルゎャや るヅヤシャや ¬ゅッハぺ ¬やキΕ るョΕや サヤィョ  るよホやケョ ヱワ 
- :  ラョ Κミ ラΑよ ベケプ 

るョゅバャや るΑルやコΑョャや ゅゎカャや ゆゅシェャやヶョ 
 
 

. るヤよボョ りケゎプ メΚカ るャヱキャや れゅプヱケタョ ヱ れやキやケΑや メゅョゎェや 
 

 
 

. るΑャゅェ るルシ メΚカ るΑヤバヘャや れゅボヘルャや ヱ れやキやケΑΙや 
 

 



 

 ソ  るΑもゅッボャや るヅヤシャや∝∝ 
 ソ : メョミや∝∝ フ≒ 

フケセ ヱ るワやコル ラや ヴヤハ れタル ヶゎャや りキゅョャや ュホケ   ヱ⇒ワ  ポヤョャや サゅシぺ ュヰャキハ ヱ りゅッボャや≒∝≪ 

 . ¬ゅッボヤャ ヴヤハΕや サヤィョャや るΑョワぺ : メヤハソ∝∝  フ≪. 

   - るバよゅゎョ .ュヰΑヤハ ヅピッャや ュキハヱ ュヰャΚボゎシや ラゅョッャ ポャクヱ )ュヰャコハ/ ュヰゎΑホケゎ / ュヰゎィケキ キΑキェゎ / ュヰルΑΑバゎ  ( メをョ りゅッボャや ラヱもセ .    

ソ : メョミぺ∝∝  フ≫  

- ヴヤハ るヰィ ヵΕ ラゅヅヤシ Ι ヮルぺ ヴヤハ ソルゎ ヶゎャや りキゅョャや ュホケ ヱワ ヶッゅボャや≒∝≫ 

- ∨れΑヱミャゅよ ¬ゅッボャや メΚボゎシや ヴヤハ るよゎケゎョャや アもゅゎルャや ゅョソ∝∝ フ≫ 

. ゅワケΑシ ヶプ メカキゎャや ュキハ ヱ るャやキバャや ベΑボェゎ 

 ソ : メョミや∝∵  フ≒. 

るΑルヤハ ュミゅェョャや れゅシヤィ ラぺ ヴヤハ れタル ヶゎャや りキゅョャや ュホケ  ヱワ るΑもゅルをゎシΙや れΙゅェャや ヶプ Ιや≒∝∽ 

ャや るΑルヤハ るΑョワぺ : メヤハソ       . ュミゅェョャや ヶプ れゅシヤィ∝∝ フ≒ 

. キやケプΙや キルハ るルΑルほョヅャや るハゅセや / るャやキバャや ベΑボェゎャ 

: ヶヤΑ ゅョ フケハ- 

. れゅハコゅルョャや チヘャ るΑョヱΑャや りゅΑェャや ゅΑゅッホ ヶプ ケドルゎ ヶゎャや ヶワ : るΑキゅバャや ュミゅェョャや 

: ラョ Κミ ラΑよ ラケゅホ-  ソ∝∵  りケΑカΙや フ–  ソ∝∫  フ≒ 

ュミゅェョャや るΑもコィャや るΑヤミャや 

ソゅ⇒⇒⇒⇒⇒⇒タゎカΙや るヅΑシよャや ゅΑゅッボャゅよ ソゎカゎ  フヤゎカョよ ゅΑゅッボャや ヶホゅよ ヶプ ケドルャゅよ ソゎカゎ
 ゅヰハやヱルぺ 

りゅッボ⇒⇒⇒⇒ャや キキ⇒⇒⇒⇒⇒ハ キェやヱ チゅホ るをΚを キェやヱ チゅホ ラヱミΑ ラぺ ラミョΑヱ 

:  ラョ Κミ ラΑよ ベケプ 

 ゅΑヤバャや フゅルもゎシΙや るョミェョ  コΑΑョゎャや るョミェョ 

 ラョ ラヱミゎゎ≫  ュゅミェぺ キッ りケキゅタャや ラヱバヅャや ヶプ ケドルャゅよ ソゎカゎ ヱ りゅッホ
.  ヴャヱΕや るィケキャや ラョ るΑヤミャや るョミェョャや 

 

 りケもやキャや ュッゎヱ ケもやヱキ りキハ ラョ ラヱミゎゎ∽  ヴヤハぺ ヶワヱ ラΑケゅセゎショ りゅッホ
 ヱ ヵキゅバャや ¬ゅッボャゅよ るョミェョ ュゅミェぺ キッ るョキボョャや ラヱバヅャや ヶプ ケドルゎ

. フゅルもゎシΙや るョミェョ 
 

∨ れΑヱミャや ヶプ るタゅカャや ュミゅェョャや ネやヱルぺ ケミクや 
 ¬やケコヱャや( るョミェョ–  るΑケヱゎシキャや–  るΑケミシバャや– ) るΑプケバャや 

 
 ∨ るョゅバャや るよゅΑルャや メゅョハや ラョ るをΚを ラハ  ゆゎミや 

 ヶもゅッボャや ヅよッャや ヴヤハ フやケセΙや/ . ラΑョヰゎョャや るボェΚョ ヱ るΑもやコィャや ラΑルやヱボャや ベΑよヅゎ  /. れゅボΑボェゎヤャ るョゅバャや りケやキΙや / ヶプ るΑもやコィャや ンヱハキャや ポΑケェゎ
. ウルィャや ゅΑゅッホ 

 
 



 

 ソ  ラヱゅバゎャや るよゅホケャや るョゅバャや れゅヅヤシャや ラΑよ るホΚバャや∵≫ 
∨ るΑシゅΑシャや るよゅホケャや フケハ  ソ∵≫  フ≒ 

.ケヱゎシキャや ュゅミェぺ ベプヱ ゅヰゎバよゅゎョ ヱ  るΑクΑヘルゎャや るヅヤシャや ¬やキぺ ヴヤハ るョΕや サヤィョ るよゅホケ ヶワ 
るΑシゅΑシャや るよゅホケャや れやヱキぺ ソカャ ∨ ソ∵≫ -∵√-∵∽ 

 ヶルゅョャケよャや メやぼシャや– るセホゅルョヤャ ュゅハ ネヱッヱョ ゥケヅ– ベΑボェゎャや ラゅィャ–チもやケバャや ヱ ンヱゅミセャや ラゅィャ- れゅよやヱィゎシΙや–.るボをャや ゥケヅ 
 :メヤハ るセホゅルョヤャ ュゅハ ネヱッヱョ ゥケヅ るΑルゅョャケよャや るよゅホケャや れやヱキぺ ラョ . ソ∵√ フ≪ 

. るヘヤゎカョャや れゅドェΚョャや ¬やキよや ヱ るΑクΑヘルゎャや るヅヤシャや フホヱョ るプケバョャ ポャクヱ 
 ラョ :メヤハソ   .ベΑボェゎャや ラゅィャ メΑミセゎ るΑルゅョャケよャや るよゅホケャや れやヱキぺ∵√ りケΑカΕや フ 

.サヤィョャや ソゅタゎカや ヶプ るヤカやキャや ケヱョΕや ヶプ ベΑボェゎヤャ ポャクヱ 
ソ  ∨チもやケバャや ヱ ンヱゅミセャや るルィャ フケハ∵∽ ゆ フ 

.るΑクΑヘルゎャや るヅヤシャや  れや¬やケィま ラョ ラΑルヅやヱョャや ンヱゅミセ ゐェよャ るタゅカ るルィャ ヶワ 
 ソ ∨ れゅよやヱィゎシΙや ソもゅタカ ケミクや∵∽  フ√ 

シャや ラョ ヴヤハぺヶルゅョャケよャや メやぼ- ヮゎケやコヱ ヶプ メヤカよ ¬やケコヱャや ヮィやヱゎ–ケΑコヱャや ヱ ヱッバャや ラΑよ るセホゅルョ るシヤィ ゆヤヅゎΑ-キバよ スホゅルΑ∫ ュゅΑぺ- れゅΑタヱゎよ ヶヰゎルΑ キホ
– . ヮルョ るボをャや ゥケヅ コヱィΑ Ιヱ ¬やケコヱャや サΑもケャ ヮヰΑィヱゎ ラミョΑ ゆやヱィゎシΙや 

∨ ケΑコヱャや ヶプ るボをャや ゥケヅ れやヱヅカ ケミクや 
 ラョ ノホヱョ ゆヤヅ≒≡  ゆやヱィゎシΙや キバよ ¬ゅッハぺ–ヤハ れΑヱタゎャやゆやヱィゎシΙや ラョ  ラΑハヱよシや キバよ るボをャや ゥケヅ ヴ- ケよゎバΑ るΑよヤビΕや ヴヤハ ヮャヱタェ るャゅェ ヶプ

 ヮよタルョ ラョ れΚΑボゎショ ケΑコヱャや. 
∨ るΑバΑケセゎャや るヅヤシャや メゅョハぺ ヴヤハ るよゅホケャや れΙゅェ キキハ ソ∵∝ フ≫ 

るョミェョャや ュミェゎ ヴゎェ るΑケゅシ ヴボよゎ ケヱゎシキャや ノョ るッケゅバゎョャや ラΑルやヱボャや / ケヱゎシキャや ノョ るΑバΑケセゎャや るヅヤシャや ラΑルやヱホ チケゅバゎ ュキハ  ュキバよ るΑケヱゎシキャや
.ゅヰゎΑケヱゎシキ 

∨ るΑケヱゎシキャや るョミェョャや れゅタゅタゎカや ラハ ゆゎミや 
.ラΑルやヱボよ ュΑシやケョャや ヱ ウもやヱヤャや ヱ ラΑルやヱボャや るΑケヱゎシキ れゅハコゅルョ ヶプ メタヘャや / るΑケヱゎシキャや ソヱタルャや ケΑシヘゎ 

∨ るΑクΑヘルゎャや るヅヤシャや ヴヤハ るΑもゅッボャや るよゅホケャや れΙゅェャ るヤをョぺ  れゅワ ソ∵∵  フ≪ 
Αケセゎヤャ ゅヰゎヘャゅカョ / ゅヰャゅョハぺ るΑハヱケセョ ュキハ. るョゅバャや るェヤタョャや ベΑボェゎ ュキハ / れゅバ 

∨ るョΕや サヤィョ メェ るΑヤョハ ソカャ  ソ∵∵ フ≫ 
 ラΑケヰセ メΚカ キΑキィ サヤィョ ゆカゎルΑヱ サヤィョャや メェよ キΚよャや ケΑョぺ ラョ ゆよショ ュヱシケョ ケキタΑ るΑバΑケセゎャや ヱ るΑクΑヘルゎャや ラΑゎヅヤシャや ラΑよ れゅホΚバャや ュコほゎ キルハ

 メェ コヱィΑ Ι ヱ ヮゎゅシヤィ ュΑキボャや サヤィョャや ケセゅよΑ ポャク ゐヱキェ ュキハ るャゅェ ヶプ ヱ.ゆゅよシΕや サヘルャ ヮョΕや サヤィョ 
れやケゅよバャや メョミや      : るΑャゅゎャや 

≒-ャや サΑもケャ ヮョΕや サヤィョ ヱッハ ラョ ヮィヱョャや メやぼシャや     ヴョシΑ ¬やケコヱャや ヱぺ ¬やケコヱ    ヶルゅョャケよャや メやぼシャや 
≪-ワ ヱ るョΕや サヤィョ ¬ゅッハぺ ラョ キキハ ヮΑヤハ ノホヱ やクや るセホゅルョヤャ ュゅハ ネヱッヱョ ゥケヅ ラミョΑヱ    ¬ゅッハぺ るショカ 
≫- ゆやヱィゎシΙや ゅヰΑプ スホゅルΑ ヶゎャや りキョャや ヶワ    ∫  ュゅΑぺ 
√- ゆヱヤヅョャや るョΕや サヤィョ ¬ゅッハぺ キキハ ゆヤヅ ュΑキボゎャプ るボをャや ゥケヅヶ ヱワ ケΑコヱャや      ¬ゅッハぺ りケセハ 
∽-るョミェョャや れもセルや   ュゅハ るΑケヱゎシキャや≒∬∵≫ 
∝-ヱワ ラΑΑゎΑヱミャや るΑケヱゎシキャや るョミェョャや ヵケゅセゎショ キキハ        るショカ 
∵-ケゅセゎショ ケゅΑゎカや ラハ るャヱぼショャや るヰィャやョミェョャや ヵ. ヴヤハΕや ¬ゅッボャや サヤィョ  ヴョシゎ るΑケヱゎシキャや る 
∫- れゅヅヤシャや ラΑよ メタヘャや ヴヤハ れタル ヶゎャや りキゅョャや ュホケ ヱワ∽≡ 
∬- ヱッハ メミャ ラぺ ヴヤハ れタル ヶゎャや りキゅョャや ュホケ ヱワ るヤもシぺ ヮΑィヱゎ るョΕや サヤィョ ラョ∬∬ 

≒≡-ャ ネヱッヱョ ゥケヅ ヴヤハ れタル ヶゎャや りキゅョャや ュホケ ヱワ るョΕや サヤィョよ るセホゅルョヤ≒≒≪ 
≒≒- ベΑボェゎ ラゅィャ ラΑヱミゎ れタル ヶゎャや りキゅョャや ュホケ ヱワ るョΕや サヤィョ ¬ゅッハぺ ラョ≒≒√  

≒≪-ヱワ ラΑルヅやヱョャや ンヱゅミセ ヶボヤゎ ラゅィャ るョΕや サヤィョ メΑミセゎ ヴヤハ れタル ヶゎャや りキゅョャや ュホケ  ≒≒∽ 

≒≫-¬やケコヱヤャ るョΕや サヤィョ ¬ゅッハぺ ラョ れゅよやヱィゎシや ヮΑィヱゎ ヴヤハ れタル ヶゎャや りキゅョャや ュホケ ヱワ ¬やケコヱャや サヤィョ サΑもケ ヱぺ≒≡≡ 
 

 
 
 
 



 

 ケヱヅゎャや ソ  ラゅシルΙや ベヱボェャ ヶカΑケゅゎャや∫≫ 
 

 ソ  ∨ ラゅシルΙや ベヱボェ フ ケハ∫≫  フ≒ 
. ヴャゅバゎ 聴 ヮボヤカ ラぺ クルョ ヮよ れボタゎャやヱ ラゅシルΙや キヱィヱよ れヅよゎケや ベヱボェ ヶワ 

 

: メヤハ-. ラゅシルΙや ベヱボェ ヴヤハ ヵキバゎャや ヱ サゅショャや ラミョΑ Ι  ソ∫≫  フ≒ 

 ュキハ ヱ ヮルほセ ラョ ΚΑヤボゎヱ ラゅシルΙや ヴヤハ ゅΑキバゎ ヶルバΑ ゅヰップケ ヱぺ ゅヰゎケキゅタョ ラΕ.ヮョやケゎェや 

 

-. りゅΑェャや ヶプ ベェャや ラゅシルΙや ゅヰよ ゆャゅヅ ヶゎャや ベヱボェャや ヴャヱぺ ソ∫≫  フ≪ 

. ヮゎゅΑェ るΑケやケョゎシやヱ ヮセΑハ ヱ ロキヱィヱ ヶルバΑ ベェャや やクワ ラΕ 

 

- : ラョ Κミ ラΑよ ベケプ- 

 
るΑシゅΑシャや ヱ るΑルキョャや ベヱボェャや ソ∫√ 

 
るΑハゅョゎィΙや ヱ るΑキゅタゎホΙや ベヱボェャや ソ∫√ 

ヵキケプ ノよゅヅ れやク 
 るルゅシルΘャ るΑバΑよヅ ベヱボェ 

Αプ メカキゎゎ Ι るャヱキャや ヮ 
ベェャや メゅをョ  りゅΑェャや ( ヶプ–るョやケミャや- るΑケェャや– キゅボゎハΙや– ヱ ヵぺケャや
) ケΑよバゎャや 

 

 るャヱキャや キヱィヱよ ベボェゎゎ 
 ヶハゅョゎィや ノよゅヅ れやク 

ラョ フヤゎカゎ ) るΑャゅョャや ゅヰゎケキホ ゆシェ ( ンケカΕ るャヱキ 
 ュΑヤバゎャや ( ヶプ ベェャや メゅをョ– るΑハゅョゎィΙや るΑゅハケャや– ) メョバャや 

 

 

: メヤハ-  ソ∫√ 

 ベヱボェヤャ メヱキャや りケドル フΚゎカや.るΑハゅョゎィΙや ヱ るΑキゅタゎホΙや 
. るャヱキヤャ  るΑルヘャや ヱ るΑャゅョャや りケキボャや ゆシェ ポャクヱ 

 
: メョミや- 

≒-  ソ                       りゅΑェャや ヶプ ベェャや.......................... ヴョシΑ ラゅシルΙや ゅヰよ ゆャゅヅ ヶゎャや ベヱボェャや ヴャヱぺ∫≫  フ≪ 
 
≪- ュゅハ ラヅやヱョャや ヱ ラゅシルΙや ベヱボェ るボΑをヱ れルヤハや≒∵∫∬  ヴョシゎ るャヱキ ヶプソ          ゅシルケプ.........................∫≫  フ≪ 
≫-................ ュシや ゅヰΑヤハ ベヤヅΑ ラゅシルΘャ るΑシゅΑシャや ヱ るΑルキョャや ベヱボェャやるΑバΑよヅャや ベヱボェャや..................       ソ∫√   フ≒ 
√- ............................... ュゅハ  ゅゎケゅミ ゅルィ ゅョャや るボΑをヱ ラΚハや ュゎ≒≪≒∽                                       ソ∫≫ フ≪ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 ソ  ラゅシルΙや ベヱボェ ュΑワゅヘョ∫∵ 
 

:メヤハ  .ラゅシルΙや ベヱボェよ メヱキャや ヱ キやケプΙや ュゅョゎワや  ソ∫∵  フ≒ 

 . ゅヰミゅヰゎルや ヴヤハ ゆゎケゎΑ ゅョ りケヱヅカ  ヱ ゅヰゎΑョワぺ ヱ ゅヰゎルゅミョャ ポャクヱ 
 

∨ ラゅシルΙや ベヱボェ フケハ ソ∫∵   フ≪ 

 ベボェゎ ヱ ラヱルゅボャや ゅヰΑョェΑ ヶゎャや るΑシゅシΕや れゅよヤヅゎョャや ヶワ.コΑΑョゎ ラヱキ キやケプΙや ノΑョィャ ュΑケミャや スΑバャや ヱ りキゅバシャや ラゅシルΘャ 

 

 ソ : るΑャゅゎャや りケゅよバャや メョミや∫∵  フ≫ 

≒- ベヱボェよ るよャゅヅョャや れゅミケェ ゅヰΑプ れハケゅシゎ ヶゎャや れやケゎヘャや ュワぺ. ラΑケセバャや ラケボャや   ヶワ ラゅシルΙや 

∨ ラゅシルΙや ベヱボェよ  ュゅョゎワΙや ゆゅよシぺ ソカャ  ソ∫∵  ソ   りケΑカΙや フ∫∫  フ≒  

≒-  ゅΑョャゅハ ゅよヤヅョ 

≪- . ヶヅやケボョΑキャや ヱ ヵケゅッェャや メヱキャや ケヱヅゎ ラハ フセミΑ 

≫- . ゅΑャヱキ ヱ ゅΑョΑヤホや ラョΙや ヱ ュヤシャや ュΑワゅヘョ ココハ 

√-. ラゅシルΙや ベヱボェ ポゅヰゎルや ラハ フセミ ュΚハΙや ュキボゎ 

 

 

  ヶワ ゅョ ∨ ラゅシルΙや ベヱボェよ るよャゅヅョャや るミケェ ゅヰΑプ れハケゅシゎ ヶゎャや るΑルョコャや りケゎヘャや 

 ラΑケセバャや ラケボャや 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ベヱボェ ュΑワゅヘョ ノよゅゎ ソ  ラゅシルΙや∫∫ 
 

∨ ラゅシルΙや ベヱボェャ るョゅバャや れゅョシャや ラハ ゆゎミや  ソ∫∫  フ≪ 

-ルやラゅシルΙや ノョ れキィヱ るΑバΑよヅ ベヱボェ ゅヰ       / サゅルャや メミャ るョゅハ ベヱボェ           /.サゅルャや りゅΑェ ヶヅピゎ るヤョゅセ 
      チヱプケョ ゅヰミゅヰゎルや     /. ラゅシルΙや りゅΑェ ケヱヅゎよ りケヱヅゎョ 

 

∨ ラゅシルΙや ベヱボェ ケキゅタョャ  ヶョヰシ ヅヅカョ ュョタ  ソ∫∫ – ∫∬ 

                                                   ラゅシルΙや ベヱボェ ケキゅタョ 

 

 

       るΑルΑキ                るョドルぺ ヱ ケΑゎゅシキ            れゅΑホゅヘゎや ヱ れやキワゅバョ                             るΑシゅΑシ ヱ るΑケミプ 

 

: ヶヤΑ ゅョ フケハ   ソ∫∬ フ≪ 

≒-ルゎ るョゅハ ケゅミプぺ ヶワ : るΑケミヘャや ゆルやヱィャや . ヮゎゅΑケェ ヱ ラゅシルΙや ベヱボェよ ヵキゅ 

 

≪- るΑシゅΑシャや れゅΑケドルャや : . ヶシゅΑシャや ュゅドルャゅよ  キケヘャや るホΚハ ラΑよゎ ヶゎャや ヶワ 

 

≫-.るΑシゅΑシャや れやケヱをャや : .キやキよゎシΙや キッ れョゅホ れゅミケェ ヶワ 

 

. ラゅシルΙや ベヱボェ るΑゅョェ ヶプ るΑャゅゎャや ケキゅタョャや ケヱキャ Ιゅをョ れゅワ 

 

 ラゅΑキΕや ヱ ケゅェゎルΙや ヱ メゎボャや ュΑケェゎよ ラゅシルΙや るΑゅョェ :. れゅよヱボバャや れハケセ ヱ ラゅシルΙや るョΚシャ れハキ 
 
 
  ケΑゎゅシキャや ヴヤハ るドプゅェョャや ヶプ るャヱキャや るΑャヱぼショ ヱ  ベヱボェャや ポヤゎャ るΑケヱゎシキャや るΑゅョェャや ヱ ラゅシルΙや ベヱボェ るΑゅョェ ヴヤハ れタル:

. ラゅシルΙや ベヱボェ 
 


