
 

＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠

＠＠＠｣ｯｭＮｫｷ･､ｵｦｩｬ･ｳＮｷｷｷＯＯＺｨｴｴｰｳ＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ Ｊ

＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠Ｊ

ｨｴｴｰｳＺＯＯｫｷ･､ｵｦｩｬ･ｳＮ｣ｯｭＯＵ＠＠＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠Ｌ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠Ｊ

ｨｴｴｰｳＺＯＯｫｷ･､ｵｦｩｬ･ｳＮ｣ｯｭＯＵ｡ｲ｡｢ｩ｣＠＠＠＠＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠＠ ＠ ＠畿 ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠Ｊ

ｨｴｴｰｳＺＯＯｷｷｷＮｫｷ･､ｵｦｩｬ･ｳＮ｣ｯｭＯＵ｡ｲ｡｢ｩ｣Ｒ＠＠＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠ ＠ ＠畿 ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠Ｊ

ｨｴｴｰｳＺＯＯｷｷｷＮｫｷ･､ｵｦｩｬ･ｳＮ｣ｯｭＯｧｲ｡､･Ｕ＠＠＠＠＠

｢ｯｴ｟ｫｷｬｩｮｫｳＯｭ･ＮｴＯＯＺｨｴｴｰｳ＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠Ｚ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠＠＠＠＠＠＠＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.kwedufiles.com
https://www.kwedufiles.com/5
https://www.kwedufiles.com/5
https://www.kwedufiles.com/5arabic
https://www.kwedufiles.com/5arabic
https://www.kwedufiles.com/5arabic2
https://www.kwedufiles.com/5arabic2
https://www.kwedufiles.com/grade5
https://www.kwedufiles.com/grade5
https://t.me/kwlinks_bot
https://t.me/kwlinks_bot
https://t.me/kwcourses
https://facebook.com/groups/grade5kw
https://facebook.com/grade5kw
https://t.me/joinchat/EO3lbhZl1JVzOtkRmeJhPQ
https://t.me/kwfiles_bot
https://t.me/kwcourses
https://t.me/kwcourses
http://www.tcpdf.org


1 

 

 るΑキヱバシャや るΑよケバャや るミヤョョャや
 ュΑヤバゎャや りケやコヱ         

 りケヱルョャや るルΑキョャゅよ ュΑヤバゎャや りケやキま
 メゅョセ ゆゎミョ        
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 شكـر وتقدير

ボ』و ベ‶ を╋┶ ╉┊و ┛┶ ﾟأ┢╇┙ اベ〉  حベ┋〉 〈‶ ぃ┾

 .. إ╊ベ〉『ぇ ┾╋』 ا╊┿┫╉ ا╊╇｟ぇ┙ إ╊ベ‶ を و┦╉‶】》ぃ ال〈ベ ‶┣‒ار

 ┙ぅ┕╃┃╊ا╊┣╇┙ وا ┥╊ベ┒ ¨ぅ┕╃┃ポ أ│┣┙ف ベ[╆   を╊إ

 إベ[ぅن ‶┕〈ぃ / اベ┃┞ゅذة 

 ╊╇ぃ 『》ベ و│‒┊ぃ〈ベ ‶〉 ┊】┕ وو╂━ ┾ぇ｠┞ ぃ╉ إر┢ベد〈ベ ل│』┶╋ベ‶ ╉╆ を ╂┕م
‶┣┙┾ベت ╂┟¨ ، و┊]ぇ┵ ا╊]》┳]ベت ا╊┃┓┯ベポ 〞ぇ┯ぇ╊┣╇╉ ا╊]┯╋‒ب │┳】┙

ا╊]》┳]ベت ا╊┗ぅ〉 ┶]╋‒ا ┶╋ぇ【┟│ を╉ ا┞┃╇]ベل  ا╊]┷╋]ベت و، ا╊┷╋‒م
 ぃ〉ベ┇╊م ا╊┃┙م ا‒╋┶ ┝‶ベ┓╊ا ┽┧╋╊ 〞ぇ┯ぇ┯┓┃╊ا 

، ،ا╊]》┳]ベت ا╊┃┓┯ベ┋〉っ〞ぇ┯ぇز 『┗《 

  ¨╋┷╋╊ ボ┏‶ ╉╆ ぃ╊ي 『┗ا ا╊┷]╉ إ┕【〉 

 إ╊ぃ┾ ベ《│ベ┾┙┣‶ を ╂┟¨ ا╊┷╋‒م 

 .و ز‶ぃ┾ ベ《│うぇ ‶】》〞 │┕رベ‶ ┝ぅدة ا╊┷╋‒م

 ،،،، اぇ┒ ﾟ┙ ا╊┋┛اء و┊┷╋』 ┾ぃ ‶‒ازベ《┟┎ 〈ぅ│】¨┊┛آ『¨



3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ヶルゅをャや メタヘャや サョゅカャや フタャや サヱケキャ るΑヅΑヅカゎャや れゅョドルョャや るバィやケョ ュゎ 聴 ポケゅよゎ 聴 ¬ゅセゅョ 

 دروس مادة العلوم للصف اخامس الفصل اأول

 サケキャやヮゎバィやケ 

ヵヱィャや フΚピャや サケキ ヶョΑョゎャや るョヅゅプ 

メヱヅヰャやヱ ュヱΑピャや ヶョΑョゎャや るョヅゅプ 

フタやヱバャや ヵケョバャや りケΑョシ 

ォゅルョャや ヶよケェャや キゅバシ 

ケタゅルバャや ヶプケヅョャや ケワやヱィ 

れやコヤヘャや ロゅよセぺヱ れやコヤプΚャやヱ れやコヤヘャや ヮゎΚプ ゅΑケを 

りキゅョャや るャゅェ れやケΑピゎ ヵキョェΕや ュゅヰャや 

るΑもゅΑョΑミャや れやケΑピゎャやヱ れゅよミケョャや ヶショゅピョャや りキィゅョ 

るホゅヅャやヱ メピセャや ヶルやヱケョャや メΙキ 

るヅΑシよャや れΙΓや ヵキョェョャや るヤもゅル 

れヱタャや サヱボョゅよ アΑケぺ 

¬ヱッャや キΑシャや ¬ゅョシぺ 
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 الصكل النهائي للسبورة والدفر
りケヱよシャや 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るよャゅヅャや ケゎプキ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

るドェΚョ / メミセャゅよ ゅバョ るよャゅヅャや ケゎプキヱ りケヱよシャや ヶプ ゆヱヤヅョヤャ ヅシよョ ュΑョタゎ ノッヱ ュゎ キボプ ュΑョタゎャゅよ りケΑをミ ベやケヱぺ クカぺヱ れホヱャや ベΑッャ やケドル
ヶャゅゎャや: 
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 サケキャや ラやヱルハ サボヅャやヱ ヵヱィャや フΚピャや サケキ
 ネヱッヱョャや ∨チケΕや サョセャや めプキゎ フΑミ

 フキヰャや るΑョミ ラΑよ ラケゅボルネゅバセΗや ラΑよヅボャや キルハ ヱ ¬やヱゎシΙや ヅカ キルハ ヶショセャや 
 れやキケヘョャや  ヶショセャや ネゅバセΗや

 りケゅヰョャや ヱぺ ュドルョャや るルケゅボョャや
 ヶシゅシΕや メやぼシャや ヶショセャや ネゅバセΗや るΑョミ ラΑよ ヶルケゅホ " るΑショセャや  るΑケやケェャや るホゅヅャや " ¬やヱゎシΙや ヅカ キルハ

 ∨ ラΑよヅボャや キルハ ゅョよ
 ュヤバゎャや ュハキ るヅセルぺ るよャゅヅャや ゆゅゎミ ヶプ メミセャや り¬やケホ(  ノΑよケャや ラョ ュヱΑ メヱぺ ヶプ サョセャや るバセぺ メΑョ) 

 るΑヘタャや りやヱゅショャや(  ゆャゅヅ メミ ヴヤハヱ るミケゅセョャや ヴヤハ ノΑィセゎャやラぺ やキゅョゎハや メやぼシ ゆゎミΑ 
 メやぼシャや るよゅィΗ ゆャゅヅ ケゅゎカΑ ベシルョ ゆャゅヅヱ ソルャや ヴヤハ)        

 ゅワケΑヱヅゎヱ れやキケヘョャや ウΑッヱゎ(  ヶショセャや ネゅバセΗや)  
 ネゅバセΗや : るバセΕや ゅヰよ メボゎルゎ るΑヤョハ
 ヶショセャや : るバセΕや ケキタョ ゅヰルΕ サョセャや ヴャま るよシル

 るΑシΑもケャや りケミヘャや メやぼシ ヶショセャや ネゅバセΗや るΑョミ ラΑよ ヶルケゅホ " るΑショセャや  るΑケやケェャや るホゅヅャや " ¬やヱゎシΙや ヅカ キルハ
 ∨ ラΑよヅボャや キルハ ゅョよ

 ゅヰヘΑケバゎヱ りキケヘョャやネゅバセΗや ヶショセャや : ヶワ るホゅヅャや るΑショセャや ヶゎャや メタゎ ゅよミヱミ ゅョ. 
ュドルョャや るもよバゎ 

 フΚゎカΙや :  ヶショセャや ネゅバセΗや ラΚΑョ るΑヱやコヱ ¬やヱゎシΙや ヅカ ラョ ノホヱョャや
 

  

 

 

フΚゎカや 

フΚゎカや 

ヮよゅセゎ 

  りケやケェャや              るィケキ フΚゎカや ゆゅよシぺ キェぺ ノィケΑ
 ゅよΑケボゎ りケミャや ヮよセΑ                  ヵクャや チケΕや メミセ ヴャま 

  ヴョシΑ                    ヶョワヱ ヅカ フタゎルョャや ヶプ ケョΑ
 ¬やヱゎシΙや ヅカ 

 ヅカ ヴャま サョセャや るバセぺ メタゎ 

  ヮルョ                         るよΑケボャや ベヅゅルョャやヱ ¬やヱゎシΙや 
 ヵキヱョハ メミセよ 

  ラョ るョコェ                    ゅヰゎほミヱ サョセャや るバセぺ メΑカゎぺ
 ¬ヱッャや 

  るボヅルョ                 ベヱプ ¬ヱッャや るョコェ ヅボシゎ ゅョキルハ
 りケもやキ メミセ ノルタゎ ¬やヱゎシΙや 

  ヶゎャや             るホゅヅャや ラョ ヮシヘル ケやキボョャや るョコェャや メョェゎ
 るェゅショ                   ヶプ るバセΕや るョコェ ゅヰヤョェゎ

¬やヱゎシΙや ヅカ キルハ りケΑピタ 

  るホゅヅャや ラョ ¬やヱゎシΙや ヅカ ラョ るよΑケボャや ¬やコィΕや ゆΑタルプ
ケよミぺ 

 りケやケェャや るィケキ ラヱミゎ ポャクャるバヘゎケョ  

  ラョ ヮシヘル ケキボャや ネコヱゎΑ
 れゅェゅショ ヴヤハ るホゅヅャや

ケよミや メゅョセ ゅルヰィゎや ゅョヤミ 
 ヮよヱルィ ヱぺ ¬やヱゎシΙや ヅカ 

  りキΑバよャや ¬やコィΕや ゆΑタルプ
 ラョ ¬やヱゎシΙや ヅカ ラョ

ラヱミΑシ るホゅヅャやメホぺ  
  るィケキ ラヱミゎ ポャクャ

りケやケェャやるッヘカルョ  

 ラΑゎボヅルョャや Κミ
 サヘル ヴヤハ

ゆミヱミャや -
 りケミャや

 るΑッケΕや
 ュヱΑャや サヘルヱ

  れホヱャや サヘルヱ
 ケやキボョ サヘルヱ

 ネゅバセΗや
ヶショセャや 
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 サケキャや ラやヱルハサボヅャやヱ ヵヱィャや フΚピャや サケキ 
 ネヱッヱョャや ヵヱィャや フΚピャや れゅボよヅ ゅョ

 フキヰャや るよシル ラΑよ ラケゅボル ラぺるバセΕや ゅヰタゅタゎョや ュゎΑ ヶゎャや ヱぺ  チケΕや ウヅシ ラハ ゅヰシゅミバルや 
 れやキケヘョャや サボヅャや –  ヵヱィャや ヅピッャや

 りケゅヰョャや ヱぺ ュドルョャや るルケゅボョャや
  ヶシゅシΕや メやぼシャや ∨ チケΕや ウヅシ ラハ ゅヰシゅミバルや ヱぺ ゅヰタゅタゎョや ュゎΑ ヶゎャや るバセΕや るよシル ラΑよ ヶルケゅホ

 ∨ ュヱΑピャや ラハ ゅヰシゅミバルや ヱぺ ゅヰタゅタゎョや ュゎΑ ヶゎャや るバセΕや るよシル ラΑよ ポャクミ
∨ ヵヱィャや フΚピャや れゅボよヅ ラΑよ ヶルケゅホ 

 ュヤバゎャや ュハキ るヅセルぺ るよャゅヅャや ゆゅゎミ ヶプ りケヱタャや り¬やケホ(  ヵヱィャや フΚピャや ヱ るΑショセャや るバセΕや) 
  ゅワケΑヱヅゎ ヱ れやキケヘョャや ウΑッヱゎ

ケΑヘシヱよケゎャや - サボヅャや –  ヵヱィャや ヅピッャや
 るΑョヤハ るΑヘヤカ(  ヶよヅボャや ベヘセャや ¬やヱッぺ) 
 ヶプゅッま ュハキ( ラΑぺ ∨ ヵヱィャや フΚピャや ヶプ サボヅャや れゅΑヤョハ ュドバョ ゐキェゎ ) 

¬やケをま (  ゅョヤミ ¬やヱヰャや ヅピッャ ゐキェΑ やクゅョゅルバヘゎケや ∨ チケΕや ウヅシ ラハ ) 
 るボΑボェ(  れゅワゅィゎΙや ノΑョィ ヶプ ゅ ⇔ヅピッ ¬やヱヰャや キャヱΑ) 

 るΑシΑもケャや りケミヘャや メやぼシ るよシル ラΑよ ヶルケゅホるバセΕや ゅヰタゅタゎョや ュゎΑ ヶゎャや ヱぺ ∨ チケΕや ウヅシ ラハ ゅヰシゅミバルや 
 るよシル ラΑよ ポャクミるバセΕや ゅヰタゅタゎョや ュゎΑ ヶゎャや ヱぺ ∨ ュヱΑピャや ラハ ゅヰシゅミバルや 

∨ ヵヱィャや フΚピャや れゅボよヅ ラΑよ ヶルケゅホ 
 ゅヰヘΑケバゎヱ りキケヘョャやケΑヘシヱよケゎャや : メヱぺ るボよヅ やキヱバタ ケをミぺヱ れゅボよヅャや ゅよやケヅッや ゅヰΑヘプ ゐキェゎ れやケΑピゎ 

サボヅャや ヴョシゎヱ るボよヅ サボヅャや 
サボヅャや:フタヱ るャゅェ ヱィャや ヶプ りケゎホ るΑルョコ りケΑタホ  
ヅピッャや ヵヱィャや : りヱボャや るバホやヱャや ヴヤハ るェゅショ - りキキェョ メバヘよ ラコヱ キヱョハ ¬やヱヰャや ゅヰホヱプ 

ュドルョャや るもよバゎ 
 フΚゎカΙや :  コゅピャや れゅョΑシィ ラョ るヘヤゎカョ れゅΑョミ ヴヤハ ンヱゎェゎ るヘヤゎカョ ソもゅタカよ るヘヤゎカョャや れゅボよヅャや コゅゎョゎ

 

 

  

 

 

フΚゎカや 

フΚゎカや 

ヮよゅセゎ 

チケΕや ウヅシ 

  チケΕや ウヅシ  ソゎョΑ50%  
  チケΕや ウヅシ サミバΑ5%  

 

ュヱΑピャや 

 

 . ュヱΑピャや ソゎョゎ20% 
  ュヱΑピャや サミバゎ25%∇  ゅヰバΑョィ

 ネゅバセぺ
ヶショセ 
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ケΑヘシヱよヱケゎャや
 ゅワケをミぺヱ ヵヱィャや フΚピャや れゅボよヅ メヱぺ ヶワ

 ゅよやケヅッや
 ラΑよ ゅヰミョシ ゥヱやケゎΑ サボヅャや れやケΑピゎ ゅヰΑプ ゐキェゎヱ

∫  ヴャや チケΕや ヶよヅホ ベヱプ ケゎョヱヤΑミ≒∫  ヱヤΑミ
サボヅャや るボよヅ ヴョシゎヱ ヮΑもやヱゎシΙや ベヅゅルョャや ベヱプ

ケΑヘシヱゎやケゎシャや
 ヴャや キゎョゎ ヵヱィャや フΚピャや れゅボよヅ ヶルゅを

 ネゅヘゎケや∽≡  ケゎョ ヱヤΑミ
 ラヱコヱΕや るボよヅ キヱィヱよ コΑョゎゎヱ

や るボよヅ ゅヰΑヤΑヱケΑヘシヱコΑョャ 
 るボよヅヱケΑヘシヱョケΑをャや

 ケΑヘシヱシミΙや ( ヶィケゅカャや フΚピャや)
 ネゅヘゎケや キルハ ぺキよゎ∝√≡ ケゎョ ヱヤΑミ

  キルハ ヶヰゎルゎヱ≒≡≡≡  ベヱプ ケゎョヱヤΑミ
 チケΙや ウヅシ

 ロキハゅよゎョヱ ヮヤΑヤホ れやコゅピャや ベもゅホキ ラヱミゎヱ
チバよ ラハ ゅヰッバよ やキィ
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 サケキャや ラやヱルハサボヅャやヱ ヵヱィャや フΚピャや サケキ 
 ネヱッヱョャや ∨ヵヱィャや ヅピッャや ケΑピΑ ヵクャや ゅョ

 フキヰャや ∨ ュィェャやヱ ヵヱィャや ヅピッャや ラΑよ ラケゅボル ラぺ
 ∨ りケやケェャや るィケキ ヱ ヵヱィャや ヅピッャや ラΑよ ラケゅボル ラぺ

 ∨ チケΕや ウヅシ ラハ ネゅヘゎケΙや ヱ ヵヱィャや ヅピッャや ラΑよ ラケゅボル ラぺ
 ∨ ¬ゅョャや ケゅカよ るΑョミ ヱ ヵヱィャや ヅピッャや ラΑよ ラケゅボル ラぺ

 れやキケヘョャや  るよヱヅケャや
 りケゅヰョャや ヱぺ ュドルョャや るルケゅボョャや
  ヶシゅシΕや メやぼシャや ∨ ュィェャやヱ ヵヱィャや ヅピッャや ラΑよ ヶルケゅホ

 ∨ りケやケェャや るィケキ ヱ ヵヱィャや ヅピッャや ラΑよ ヶルケゅホ
 ∨ チケΕや ウヅシ ラハ ネゅヘゎケΙや ヱ ヵヱィャや ヅピッャや ラΑよ ヶルケゅホ

 ∨ ¬ゅョャや ケゅカよ るΑョミ ヱ ヵヱィャや ヅピッャや ラΑよ ヶルケゅホ
 ュヤバゎャや ュハキ るヅセルぺ  るよャゅヅャや ゆゅゎミ ヶプ ケヱタャや り¬やケホ

 ヅゅセル(  ュィェャや ヱ ヵヱィャや ヅピッャや) 
 ∨ ヮシゅΑホ ュゎΑ フΑミヱ ∨ ネゅヘゎケΙや ゅョ

 るョハやキ ゆΑャゅシぺ(  ヵヱィ ヅピッ  れゅョヤミャや るセホゅルョ - ュィェ – ネゅヘゎケや – りケやケェ るィケキ) 
 ゅワケΑヱヅゎ ヱ れやキケヘョャや ウΑッヱゎ(  るよヱヅケャや)  ケゅカよ ケやキボョ ヶワ ヵヱィャや フΚピャや ヶプ

  ヮΑプ ¬ゅョャや
 ヶプゅッま ュハキ(  ¬やヱヰャや ヅピッ ュΑホ ラョ ケΑピゎ ヶゎャや メョやヱバャや ゅョ) 

¬やケをま (  ¬ゅョャや ケゅカよ フゅッΑ ゅョキルハ ゐキェΑ やクゅョヴャま ¬やヱヰャや ) 
 

 るΑシΑもケャや りケミヘャや メやぼシ ∨ ュィェャやヱ ヵヱィャや ヅピッャや ラΑよ ヶルケゅホ
 ∨ りケやケェャや るィケキ ヱ ヵヱィャや ヅピッャや ラΑよ ヶルケゅホ

 ∨ チケΕや ウヅシ ラハ ネゅヘゎケΙや ヱ ヵヱィャや ヅピッャや ラΑよ ヶルケゅホ
 ∨ ¬ゅョャや ケゅカよ るΑョミ ヱ ヵヱィャや ヅピッャや ラΑよ ヶルケゅホ

 ゅヰヘΑケバゎヱ りキケヘョャやるよヱヅケャや :ヶワ るΑョミ ケゅカよ ¬ゅョャや ヶプ ¬やヱヰャや 
ュドルョャや るもよバゎ 

 

 

  

 

 

フΚゎカや 
フΚゎカや 

ヮよゅセゎ 

ュィェャや 

 ゅョ ュシィ ヮヤピセΑ ヵクャや コΑェャや ケやキボョ ヱワ 

 

 

 ュィェャや キやキコや やクま 

ヵヱィャや ヅピッャや 
 るェゅショ ヴヤハ るバホやヱャや りヱボャや 

 ¬やヱヰャや ラコヱ メバヘよ るルΑバョ 

 ラヱミΑ ケェよャや ウヅシ ンヱゎショ キルハ 

 ヵヱィャや ヅピッャや ヅシヱゎョ1,04 ュィミ  /サ^2 

ヵヱィャや ヅピッャや メホ 
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フΚゎカや 
フΚゎカや 

ヮよゅセゎ 

チケΕや ウヅシ ラハ ネゅヘゎケΙや 

 メゅよィャや ベヱプ ¬やヱヰャや キヱョハ ネゅヘゎケや 

ウヅシ ンヱゎショ キルハ ヮハゅヘゎケや ラョ メホぺ 

 メホや ラヱミΑ ヮルコヱ やクャケェよャや  

ケェよャや ンヱゎショ ラョ ネゅヘゎケΙや サゅボΑ りキゅハ 

 チケΕや ウヅシ ラハ ネゅヘゎケΙや キやキコや ゅョヤミ 

ヵヱィャや ヅピッャや 
 るェゅショ ヴヤハ るバホやヱャや りヱボャや 

 ¬やヱヰャや ラコヱ メバヘよ るルΑバョ 

ヅシヱゎョ ラヱミΑ ケェよャや ウヅシ ンヱゎショ キルハ 

 ヵヱィャや ヅピッャや 1,04 ュィミ  /サ^2 

ヵヱィャや ヅピッャや メホ 

 

 

 

Κゎカや
フ

Κゎカや
フ

ヮよゅセゎ 

るよヱヅケャや 

 ヵヱィャや フΚピャや ヶプ ¬ゅョャや ケゅカよ ケやキボョ ヶワ 

れやコゅピャや ラョ アΑコョ ¬やヱヰャや 

 ラョ メホや ¬ゅョャや ケゅカよ ラコヱヱ 

 ンケカΕや れやコゅピャや ケもゅシ ラコヱ 

 ヶプ ¬ゅョャや ケゅカよ キィヱ やクま ¬やヱヰャや ヶプ  

¬やヱヰャや ラコヱ メホ ¬やヱヰャや 

¬やヱヰャや ラコヱ メホ ¬ゅョャや ケゅカよ キやコ ゅョヤミ 

 

ヵヱィャや ヅピッャや 
 ヴヤハ るバホやヱャや りヱボャや 

 ¬やヱヰャや ラコヱ メバヘよ るルΑバョ るェゅショ 

 ラヱミΑ ケェよャや ウヅシ ンヱゎショ キルハ 

ヵヱィャや ヅピッャや ヅシヱゎョ 

 1,04 ュィミ  /サ^2 

ヵヱィャや ヅピッャや メホ 
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 サケキャや ラやヱルハサボヅャやヱ ヵヱィャや フΚピャや サケキ 
 ネヱッヱョャや ∨るΑヤェョャや ゥゅΑケャや ゅョヱ ∨るΑョャゅバャや ゥゅΑケャや ゅョ

 フキヰャや ∨ るΑヤェョャや ゥゅΑケャや ラΑよ ヱ るΑョャゅバャや ゥゅΑケャや ラΑよ ラケゅボル ラぺ
 ∨ ケェよャや ュΑシル ラΑよ ヱ ケよャや ュΑシル ラΑよ ラケゅボル ラぺ

 ∨ メよィャや ュΑシル ラΑよヱ ヵキやヱャや ュΑシル ラΑよ ラケゅボル ラぺ
 れやキケヘョャや るΑョャゅバャや ゥゅΑケャや -

 りケゅヰョャや ヱぺ ュドルョャや るルケゅボョャや
  ヶシゅシΕや メやぼシャや ∨ るΑヤェョャや ゥゅΑケャや ラΑよ ヱ るΑョャゅバャや ゥゅΑケャや ラΑよ ヶルケゅホ

 ∨ ケェよャや ュΑシル ラΑよ ヱ ケよャや ュΑシル ラΑよ ヶルケゅホ
 ∨ メよィャや ュΑシル ラΑよヱ ヵキやヱャや ュΑシル ラΑよ ヶルケゅホ

 ュヤバゎャや ュハキ るヅセルぺ るよャゅヅャや ゆゅゎミ ヶプ ケヱタャや り¬やケホ(  るΑョャゅバャや ゥゅΑケャや) 
 るよャゅヅャや ゆゅゎミ ヶプ メミセャや り¬やケホ(  ケェよャや ュΑシル ヱ ケよャや ュΑシル) 
  ゅワケΑヱヅゎヱ れやキケヘョャや ウΑッヱゎ(  るΑョャゅバャや ゥゅΑケャや) 

 ヅゅセル(  るボΑケヅ ラハ ゐェよヤャ れルケゎルΙや ヱ フェタャや ヱ れΚィョャや ヱ るよゎミョャや ュやキカゎシや
 メをョ れゅΑルボゎ ヱ れやヱキぺ ラΑョキカゎショ ゥゅΑケャや るハケシ ¬ゅョヤバャや サゅΑホ :

ケゎョ ヱョΑルΙや -  るΑもやヱヰャや ゥヱやケョャや - キΑヅゅルョャや - ケやキやケャや- オΑケやヱタャや
 るΑハゅルヅタΙや ケゅョホΕや

 ソΑカヤゎャや(  ヱ ヶャゅョセャや りケミャや ヶヘタル ヶプ るΑョャゅバャや ゥゅΑケャや るミケェ ロゅィゎや るセホゅルョ
 ヶよヱルィャや) 

  ゅヰをヱキェ ケシヘゎ りケゅよハ るよゅゎミヱ ゅヰヘタヱヱ ゅヰゎΑョシゎヱ
 ヶプゅッま ュハキ(  ヵケミクやるヤをョぺ るΑヤェョャや ゥゅΑケャや ヴヤハ ) 

¬やケをま ( ケェよャや ュΑシル ラハ ケよャや ュΑシル フヤゎカΑ フΑミ) 
 るΑシΑもケャや りケミヘャや メやぼシ 

 ゅヰヘΑケバゎヱ りキケヘョャやゥゅΑケャや るΑョャゅバャや : ヶワ ゥゅΑケ ゆヰゎ ケやケョゎシゅよ れゅプゅショャヱ るヤΑヱヅ ヶプ れゅワゅィゎや るルΑバョ 
るプヱケバョ . 

ュドルョャや るもよバゎ 
 ヮよゅセゎャや :  ゥゅΑケ ゅヰバΑョィ
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 ヮよゅセゎャや :   るΑヤェョ ゥゅΑケ ゅヰバΑョィ

 

 

フΚゎカや 

フΚゎカや 

ヮよゅセゎ 

るΑョャゅバャや ゥゅΑケャや 
るヤΑヱヅ れゅプゅショャヱ ケやケョゎシゅよ ゆヰゎ ゥゅΑケ 

 るプヱケバョ るルΑバョ れゅワゅィゎや ヶプ  
 メヱェ ¬やヱヰャや ラカシゎ サョセャや ラΙ ほセルゎ 

¬やヱゎシΙや ヅカ ラョ るよΑケボャや ベヅゅルョャや 
ヮルハ りキΑバよャや ベヅゅルョャや ラョ ケをミぺ  
 ヴヤハΕや ラカゅシャや ¬やヱヰャや ノヘゎケΑプ 

キケゅよャや ¬やヱヰャや ヮヤェョ メェΑヱ 

るΑヤェョャや ゥゅΑケャや 
 ヱェル メタΑ50 %  サョセャや るバセぺ ラョ

 ウヅシ ヴャま ヵヱィャや フΚピャや ケよバゎ ヶゎャや
チケΕや 

 ヶャやヱェ るシよゅΑャや メミセゎ25 %ヮルョ 
 ヶャやヱェ ロゅΑョャや ヶヅピゎ75%  

 ゥゅΑケャや ほセルゎ ゅョヰルョ Κミ ラカシΑ ゅョキルハ
 るΑヤェョャや 
 れΙゅィョ ヴヤハ ゅヰよヱよワ ヶプ ケタェルゎヱ
 るルΑバョ れゅホヱぺ ヶプヱ るェゅショャや りキヱキェョ 
 
 
 

 

 

 

フΚゎカや 

フΚゎカや 

ヮよゅセゎ 

ケェよャや ュΑシル 
 ラカシゎプ ケゅヰルャや メΚカ ゅヰゎバセぺ サョセャや メシケゎ 

 ロゅΑョャや ラョ ネケシぺ サよゅΑャや 
 ゅヰャ サョΚョャや ¬やヱヰャや ラΑカシゎ ヴャま ヵキぼΑ ゅョョ 

 ゅヰゎプゅをミ メボゎヱ キキョゎΑプ 
 ヵヱィャや ヅピッャや メボΑ  やクャ ヴヤハぺ ヴャま ノヘゎケΑヱ 

サよゅΑャや ベヱプ 
 メェΑャ ケェよャや ラョ キケゅよャや ¬やヱヰャや ノプキルΑプ 

 ラカゅシャや ¬やヱヰャや メェョ 
 ケェよャや ュΑシル ヴョシΑ ゅヘΑヅャ ゅョΑシル ゅよよショ 

 

ラュΑシケよャや  
 チケΕや ウヅシ キケよΑプ メΑヤャや ¬ゅルをぺ 
 サョΚョャや ¬やヱヰャや ラヱミΑプ ロゅΑョャや ラョ ネケシぺ 
 ゅもプキ ケをミぺ ロゅΑョヤャ 
 メホや ヵヱィャや ヅピッャやヱ 
るプゅをミ メホや ラヱミゎ やクャ 
 ヴヤハぺ ヴャま ノヘゎケΑプ 
 るシよゅΑャや ラョ ¬やヱヰャや ノプキルΑヱ 
ロゅΑョャや ロゅィゎや ヶプ 
ケよャや ュΑシル ヴョシΑ ゅョΑシル  ゅルヱミョ 
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フΚゎカや 

フΚゎカや 

ヮよゅセゎ 

ヵキやヱャや ュΑシル 

 ラゅΑキヱャや ラョ ケよミや るハケシよ メゅよィャや ュョホ ラカシゎ ケゅヰルャや ヶプ 

サョセャや ヮバセΕ ヮヰィやヱョ ゅヰルΕ 

 ヴヤハぺ ヴャま キバタΑヱ ¬やヱヰャや キキョゎΑプ 

 ヵキやヱャや ラョ ュキゅボャや キケゅよャや ¬やヱヰャや るヤェョ メェΑ 

 れやケゅΑゎ メミセ メハ 

ヵキやヱャや ュΑシル ヴョシゎ 

 メよィャや ュΑシル 

 ヶプ ¬やヱヰャや ラカシゎ サョセャや ぺキよゎ ケヰドャや キバよ
 ヵキやヱャや 

 ヴヤハぺ ヴャま ノヘゎケΑプ 

 メよィャや  ラョ ゅミケェゎョ キケゅよャや ¬やヱヰャや るヤェョ メェΑ
 ヵキやヱャや ヱェル 

 メよィャや ュΑシル ゅよよショ 
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 サケキャや ラやヱルハサボヅャやヱ ヵヱィャや フΚピャや サケキ 
 ネヱッヱョャや ∨ゥゅΑケャやヱ ヵヱィャや ヅピッャや サΑボル フΑミ

 フキヰャや ∨ ヵコヤヘャや ケゎョヱケゅよャや ラΑよヱ ヶボよもコャや ケゎョヱケゅよャや ラΑよ ラケゅボル ラぺ
 ∨ ゥゅΑケャや ロゅィゎや ケセぼョ ラΑよヱ ケゎョ ヱョΑルΕや ラΑよヱ ゥゅΑケャや サΑミ ラΑよ ラケゅボル ラぺ

 れやキケヘョャや るよヱヅケャや – るΑョャゅバャや ゥゅΑケャや - ケゎョヱケゅよャや
 りケゅヰョャや ヱぺ ュドルョャや るルケゅボョャや
  ヶシゅシΕや メやぼシャや ∨ ヵコヤヘャや ケゎョヱケゅよャや ラΑよヱ ヶボよもコャや ケゎョヱケゅよャや ラΑよ ヶルケゅホ

 ∨ ゥゅΑケャや ロゅィゎや ケセぼョ ラΑよヱ ケゎョ ヱョΑルΕや ラΑよヱ ゥゅΑケャや サΑミ ラΑよ ヶルケゅホ
 ュヤバゎャや ュハキ るヅセルぺ  るよャゅヅャや ゆゅゎミ ヶプ ケヱタャや り¬やケホ

 れやキケヘョャや ウΑッヱゎ(  ケゎョヱケゅよャや)  ラコヱャや ヶルバゎ ヱケゅよ
  サゅΑホ ヶルバゎ ケゎョ

 ¬やヱヰャや ロコヱ サゅΑボャ コゅヰィヱぺ ヮヅピッ 
ヶャコルョ ヅゅセル(  サボヅャや ヱ ¬やヱヰャや ヅピッ) 

 (  ヶプ ゅヰヤΑをョゎヱ ネヱよシぺ りキョャ るルΑバョ るボヅルョャ ヵヱィャや ヅピッャや サゅΑホ れゅよャゅヅャや ラョ ゆヤヅや
  ヶルゅΑよ ヴルェルョ

 サボヅャや るャゅェャ ソカヤョ ヮよゅゎミヱ
  ヅピッャや ュΑホ れゅルゅΑよよ サボヅャや ケΑをほゎ ンキョ メΑヤェゎ

 Κよボゎショ サボヅャや るャゅェ ノホヱゎ ヴヤハ ュヰゎキハゅショャ ュΑョバゎ ァゅゎルゎシや
 ュヰルΑよ ゅョΑプ ュヰゎゅルゅΑよ ラヱャキゅよゎΑヱ) 

 るよゅゎミャやヱ ュヱヤバャや(  るΑャゅΑカ るタホ) 
 ラヘャやヱ ュヱヤバャや(  サボヅャや るェヱケョ) 

 るΑシΑもケャや りケミヘャや メやぼシ ∨ ヵコヤヘャや ケゎョヱケゅよャや ラΑよヱ ヶボよもコャや ケゎョヱケゅよャや ラΑよ ヶルケゅホ
 ∨ ゥゅΑケャや ロゅィゎや ケセぼョ ラΑよヱ ケゎョ ヱョΑルΕや ラΑよヱ ゥゅΑケャや サΑミ ラΑよ ヶルケゅホ

 ゅヰヘΑケバゎヱ りキケヘョャやケゎョヱケゅよャや : コゅヰィ サゅΑホ ヅピッャや ヵヱィャや  
ュドルョャや るもよバゎ ヮよゅセゎャや  : ヵヱィャや ヅピッャや サΑボゎ りコヰィぺ ゅヰバΑョィ

 

 

Κゎカや
フ

Κゎカや
フ

ヮよゅセゎ 

ヶボよもコャや ケゎョ ヱケゅよャや 
ヶボよもコ ゆヱよルぺ ヶプ ¬やヱヰャや ヅピッ サΑボΑ 

 ¬やヱヰャや ラョ パケヘョ ベΚビΗや ュミェョ  
ケやキボョ ヱワ ヮΑプ ヵヱィャや ヅピッャや 
ゆヱよルΕや ヶプ ベよもコャや ネゅヘゎケや  

ヵコヤヘャや ケゎョヱケゅよャや 
ュィェ ヶプ ケΑピゎャや ケやキボョ サΑボΑ 
ゆヱよルぺ メカやキ ¬やヱヰャや  
 ¬やヱヰャや ラョ パケヘョヱ ベヤピョ  
 ヵヱィャや ヅピッャや キやコ ゅョヤミ 
 ケピタヱ ゆヱよルΕや ヅピッルや 
 ヅピッャや メホ ゅョヤミヱ 
ゆヱよルΕや キキョゎ ヵヱィャや 
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  ヮよゅセゎャや : ゅヰゎハケシヱ ゥゅΑケャや ロゅィゎや サゅΑボャ れやヱキぺ ゅヰバΑョィ 

 

 

  

 ゥゅΑケャや サΑミ
ラΑプケヅャや ゥヱゎヘョ スゅョボャや ラョ ゆヱよルや
 ンケカΙや ラョ ケよミや ヮΑゎェゎプ ンキェや

キヱョハ ヴヤハ ベヤバョ
¬やヱヰャゅよ サΑミャや めヤゎョΑ ゥゅΑケャや ゆヰゎ ゅョキルハ
キヱョバャや ラハ ヮプケヅ やキバゎよョ サΑミャや キキョゎΑプ

ゅヰゎハケシ フタヱヱ ゥゅΑケャや ロゅィゎや るプケバョ ヶプ サΑミャや ラョ キゅヘゎシΑ

ケゎョ ヱョΑルΙや
 ゥゅΑケャや るハケシ サΑボΑ コゅヰィ

 ゥゅΑケャや ゆヰゎ ゅョキルハ ケヱキゎ ゅよやヱミや Κョバゎショ
 キキハ サゅΑボよ ゥゅΑケャや るハケシ ゆゅシェ ラミョΑ

 るΑルョコ りケゎプ メΚカ れやケヱキャや

ゥゅΑケャや ロゅィゎや ケセぼョ
ゥゅΑケャや ゆヱよワ ロゅィゎや ヴヤハ メキゎ りやキや

 ラΑぺコィ ラョ ラヱミゎゎ
 ゥゅΑケャゅよ ケほゎΑ ケΑよミ ¬コィ

 ロゅィゎや ヴャや ケΑセΑ ュヰシ メミセ ヴヤハ ケΑピタ ¬コィ
ゥゅΑケャや ゆヱよワ

 ラョ キミゅゎャや ゆィΑ るボΑホキ り¬やケホ ヴヤハ メヱタェヤャ
ゥゅΑやケャや チケゎバゎ ンケカや ¬ゅΑセぺ キヱィヱ ュキハ
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 サケキャや ラやヱルハメヱヅヰャやヱ ュヱΑピャや 
 ネヱッヱョャや ∨ュヱΑピャや メミセゎゎ フΑミ

 フキヰャや  ュヱΑピャや メミセゎゎ フΑミ アゎルゎシゎ ラぺ
 れやキケヘョャや るェヘタャや ロクワ ヶプ りキケヘョ キィヱゎ Ι

 りケゅヰョャや ヱぺ ュドルョャや ァゅゎルゎシΙや
  ヶシゅシΕや メやぼシャや  ∨ ュヱΑピャや メミセゎゎ フΑミ ヶィゎルゎシや
 ュヤバゎャや ュハキ るヅセルぺヶプゅッま ュハキ: ヶプ るをΚをャや ュヱΑピャや ネやヱルぺ ウッヱΑ ゅョシケ やヱョシケΑ ラぺ れゅよャゅヅャや ラョ ゆヤヅや 

ケゎプキャや .
¬やケをま: サケキャや ヶプ ゅワケミク ュゎΑ ュャ ュヱΑピヤャ ンケカぺ ネやヱルぺ ラハ ゐェよャや キやキハまヱ ベタヤョ 

 フタャや ヶプ ュヰもΚョコ ノョ ゅヰルヱミケゅセゎΑ ュを ゅヰルハ やケヱタ ゅルョッゎョ ゅヰルョ Κミ フタΑ
 るΑシΑもケャや りケミヘャや メやぼシヶィゎルゎシや フΑミ メミセゎゎ ュヱΑピャや ∨  

 ゅヰヘΑケバゎヱ りキケヘョャや るェヘタャや ロクワ ヶプ りキケヘョ キィヱゎ Ι
 ュドルョャや るもよバゎ 

 
 れゅィゅゎルゎシや  ソルャや ラョ れやキゅセケま

ュヱΑピャや メミセゎゎ 

 

 - フΚピャや ラヱミゎ ヶゎャや れやコゅピャや ラョ ¬ゅョャや ケゅカよ ラま
 ヵヱィャや .

 - ヴヤハぺ ヴャま ¬ゅョャや ケゅカよ れゅもΑコィ メョェゎ
  - りキケゅよ ウよタゎヱ ゅヰゎケやケェ キボヘゎ. 
 - ヴヤハ フをミゎゎ ュを ∩ ゆケゅボゎゎヱ ゅヰゎゅもΑコィ るミケェ メボゎヱ

 ケゅよピャや ベもゅホキ. 
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 サケキャや ラやヱルハメヱヅヰャやヱ ュヱΑピャや 
 ネヱッヱョャや ∨メヱヅヰャや メミセゎΑ フΑミ

 フキヰャや メヱヅヰャや メミセゎゎ フΑミ アゎルゎシゎ ラぺ  .
 れやキケヘョャや るェヘタャや ロクワ ヶプ りキケヘョ キィヱゎ Ι

 りケゅヰョャや ヱぺ ュドルョャや ァゅゎルゎシΙや
  ヶシゅシΕや メやぼシャや メヱヅヰャや メミセゎゎ フΑミ アゎルゎシゎ ラぺ  .
 ュヤバゎャや ュハキ るヅセルぺヶプゅッま ュハキ: 1 - ∨メヱヅヰャや ゅョ

2 -メヱヅヰャや ラョ ネやヱルぺ ノよケぺ ウッヱΑ Κミセ やヱョシケΑ ラぺ れゅよャゅヅャや ヶャま ゆヤヅや .
¬やケをま: ∨キケよャや メミセゎΑ フΑミ 

2 - ラョ るヘヤゎカョ ベヅゅルョ ヶプ りキもゅシャや メヱヅヰャや ネやヱルぺ やヱをェよΑ ラぺ ゆΚヅャや ヶャま ゆヤヅや
れルケゎルΙや ヶプ メヱヅヰヤャ れΚィシ キゅィΑま ラミョΑ ヮルぺ ゅョヤハ ュャゅバャや .

 るΑシΑもケャや りケミヘャや メやぼシラぺ アゎルゎシゎ フΑミ メミセゎゎ メヱヅヰャや . 
 ゅヰヘΑケバゎヱ りキケヘョャや るェヘタャや ロクワ ヶプ りキケヘョ キィヱゎ Ι

 ュドルョャや るもよバゎ 
 

 ソルャや ラョ れやキゅセケま  れゅィゅゎルゎシや
 キやキコΑ ∩ るョΑピャや ヶプ ¬ゅョャや れやケヅホ ノョィゎゎ ゅョキルハ

 ウよタゎヱ ∩ ヵキゅョケャや ヴャま ゅヰルヱャ メΑョΑヱ ∩ るョΑピャや ポョシ
 ヵヱィャや フΚピャや ヶプ るボヤバョ ヴボよゎ ラぺ ラョ メボをぺ れやケヅボャや

 メヱヅワ りケヱタ ヶプ チケΕや ヴヤハ ヅボシゎプ . ネやヱルぺ フヤゎカゎヱ
 フΚゎカゅよ メヱヅヰャや

 ¬やヱヰャや るィケキ .

 キョィゎ るィケキ ラョ ケよミぺ ¬やヱヰャや りケやケェ るィケキ ラヱミゎ ゅョキルバプ
 ¬ゅョャや.  

メヱヅヰャや メミセゎΑ 
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 サケキャや ラやヱルハメヱヅヰャやヱ ュヱΑピャや 
 ネヱッヱョャや ∨るΑもやヱヰャや れゅヰよィャや ゅョヱ ∨るΑもやヱヰャや メゎミャや ゅョ

 フキヰャやゅョ アゎルゎシルヱ るΑもやヱヰャや メゎミャや  ゅョるΑもやヱヰャや れゅヰよィャや 
 れやキケヘョャや るΑもやヱヰャや るヰよィャや ∩ るΑもやヱヰャや るヤゎミャや  .

 りケゅヰョャや ヱぺ ュドルョャや ァゅゎルゎシΙや
  ヶシゅシΕや メやぼシャや  ∨ るΑもやヱヰャや れゅヰよィャやヱ るΑもやヱヰャや メゎミャや ヶィゎルゎシや
 ュヤバゎャや ュハキ るヅセルぺヶプゅッま ュハキ: ∨るΑもやヱヰャや るヰよィャや 

¬やケをま: ∨めプやキャや ¬やヱヰャや ノヘゎケΑ ゅョキルハ るよィャや ヶプ ゐキェΑ やクゅョ 
 るΑシΑもケャや りケミヘャや メやぼシ∨ るΑもやヱヰャや れゅヰよィャやヱ るΑもやヱヰャや メゎミャや ヶィゎルゎシや 

 ゅヰヘΑケバゎヱ りキケヘョャやるヤゎミャや るΑもやヱヰャや: るヤゎミャや るΑもやヱヰャや るボヅルョ るバシやヱ ラョ ¬やヱヰャや コゅゎョゎ るよヱヅケよ るィケキヱ 
りケやケェ るヰよゅセゎョ ヶプ メミ ゅヰもやコィぺ  フΙへ ヴャま メタゎ るバシやヱ れゅェゅショ ヶヅピゎ キホヱ

 ロゅΑョャやヱ るシよゅΑャや ラョ るバよケョャや れやケゎョヱヤΑミャや. 
るヰよィャや るΑもやヱヰャや : るボヅルョ ¬ゅボゎャや ラゅゎヤゎミ ラョ ¬やヱヰャや ラゅゎヘヤゎカョ ヶプ るィケキ りケやケェャや 

るよヱヅケャやヱ.  
 ュドルョャや るもよバゎ 

 
 ソルャや ラョ れやキゅセケま  れゅィゅゎルゎシや

 

 キボプ ゅヰルヱミゎ ラゅミョ ヴヤハ るΑもやヱヰャや るヤゎミャや ソもゅタカ キョゎバゎ
 るヤゎミャゅプ るよヅケ ヱぺ るプゅィ ラヱミゎ キホヱ りキケゅよ ヱぺ るもプやキ ラヱミゎ

 るもプやキ ラヱミゎ るもプやキ ロゅΑョ るボヅルョ ベヱプ ラヱミゎゎ ヶゎャや るΑもやヱヰャや
 るよヅケヱ

 ラヱミゎプ るシよゅΑャや ラョ りキケゅよ るボヅルョ ベヱプ ラヱミゎゎ ヶゎャや ゅョぺ
 るィケキゅヰゎケやケェ るプゅィヱ るッヘカルョ . 

るΑもやヱヰャや メゎミャや 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ソルャや ラョ れやキゅセケま  れゅィゅゎルゎシや
 

 ヶゎャや ベヅゅルョャや ラョ りキケゅよャや るΑもやヱヰャや るヤゎミャや ゆやケゎホや キルハ
 るもプやキ ベヅゅルョ ヴャま ゅヰΑプ れルヱミゎ

 ラカゅシャや ¬やヱヰャや れェゎ フΑをミャや ゅワぼやヱワ ソヱピΑ

 ¬ゅョャや ケゅカよ フをミゎΑヱ キケよΑプ ∩ ヴヤハぺ ヴャま ヮバプケΑプ ∩ フΑヘカャや
 ァヱヤをャやヱ ケゅヅョΕや ヅボシゎ ゅョよケヱ ∩ ュヱΑピャや メミセゎゎヱ .

るΑもやヱヰャや れゅヰよィャや 
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 サケキャや ラやヱルハメヱヅヰャやヱ ュヱΑピャや 
 ネヱッヱョャや ∨ヵヱィャや ヅピッャや るョドルぺ ゅョ

 フキヰャや ヵヱィャや ヅピッャや るョドルぺ アゎルゎシゎ ラぺ  .
 れやキケヘョャや るェヘタャや ロクワ ヶプ りキケヘョ キィヱゎ Ι

 りケゅヰョャや ヱぺ ュドルョャや ァゅゎルゎシΙや
  ヶシゅシΕや メやぼシャや  ∨ ヵヱィャや ヅピッャや るョドルぺ ヶィゎルゎシや
 ュヤバゎャや ュハキ るヅセルぺるョハやキ ゆΑャゅシぺ: るルケゅボョ メョハ  :フヤミぺ ンヱゎェョ るバィやケョ れゅよャゅヅャや メゅミセΕやヱ るェヘタ 

30+31 ュワケミクヱ るΑもやヱヰャや れゅヰよィャやヱ メゎミャや ラΑよ フΚゎカΙやヱ るよゅセルャや ヮィヱぺ るセホゅルョヱ 
 りケやケェャや れゅィケキ ヶプ Κをゅョゎョ ¬やヱヰャや ラヱミΑ クま るバシやヱ るボヅルョ るΑもやヱヰャや るヤゎミャや ラぺ

 ∨るΑもやヱヰャや メゎミャや ゅヰΑプ メよゅボゎゎ ヶゎャや るボヅルョャや ヶワ るΑもやヱヰャや るよィャやヱ るよヱヅケャやヱ
むキゎよョ ンヱゎショ:  メゅミセΕや ヶプ れゅヰよィャやヱ るΑもやヱヰャや メゎミャや るΑョシゎ れゅよャゅヅヤャ ラミョΑ 
ヵキゅハ ンヱゎショ:りケΑタホ メョィよ れゅヰよィャやヱ るΑもやヱヰャや メゎミャや フタヱ れゅよャゅヅヤャ ラミョΑ  .
ュキボゎョ ンヱゎショ: アゎルΑ ヵクャや サボヅャや ネヱル フタヱャ るヤョゅミ メョィ ュやキカゎシや れゅよャゅヅヤャ ラミョΑ 

るヘヤゎカョ るΑもやヱワ メゎミ メよゅボゎ ラハ .
 るΑシΑもケャや りケミヘャや メやぼシ∨ ヵヱィャや ヅピッャや るョドルぺ ヶィゎルゎシや 

 ゅヰヘΑケバゎヱ りキケヘョャや るェヘタャや ロクワ ヶプ りキケヘョ キィヱゎ Ι
 ュドルョャや るもよバゎ 

 ソルャや ラョ れやキゅセケま  れゅィゅゎルゎシや
 

 ゅョぺ ⇔ゅッヘカルョ ゅワコミケョ ヶプ ヅピッャや ラヱミΑ ¬やヱヰャや ラョ るヤゎミ ヵヱィャや チヘカルョャや
 ヶプ ヅピッャや ラヱミΑ ¬やヱヰャや ラョ るヤゎミ ヱヰプ ヵヱィャや ノヘゎケョャや

 ⇔ゅバヘゎケョ ゅワコミケョ . チヘカルョ ヅピッよ コゅゎョΑ ゆヅケャや めプやキャや ¬やヱヰャや ラΕヱ
 フタやヱハヱ めプやキ サボヅ ヮよェゅタΑ ゅョ りキゅバプ . ヶゎャや るΑヱィャや るよヱヅケャやヱ

 るィケキ チヘカルゎ チヘカルョャや ヅピッャや れやク るΑもやヱヰャや メゎミャや ゆェゅタゎゅヰゎケやケェ 
 るヘヤゎカョ ⇔ゅハやヱルぺヱ ケゅヅョΕやヱ ュヱΑピャや るルヱミョ フをミゎゎヱ ヴヤハぺ ヴャま ノヘゎケゎ ゅョキルハ

 メヱヅヰャや ラョ . ゅョ りキゅバプ ノヘゎケョ ヅピッよ コゅゎョΑ フゅィャや キケゅよャや ¬やヱヰャや ラΕヱ
 フゅタヱ フゅィ サボヅ ヮよェゅタΑ . ∩ ケカよゎゎ ゅヰルみプ るよヱヅケ ポゅルワ ラゅミ やクまヱ

 ュヱΑピャや ラョ ヱィャや ヱヤカΑヱ .

ヵヱィャや ヅピッャや 
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 サケキャや ラやヱルハメヱヅヰャやヱ ュヱΑピャや 
 ネヱッヱョャや ∨サボヅャや ヅもやケカ メキゎ ュΚハ

 フキヰャや サボヅャや ヅもやケカ アゎルゎシゎ ラぺ  .
 れやキケヘョャや サボヅャや るヅΑケカ

 りケゅヰョャや ヱぺ ュドルョャや ァゅゎルゎシΙや
  ヶシゅシΕや メやぼシャや  ∨ サボヅャや ヅもやケカ ヶィゎルゎシや
 ュヤバゎャや ュハキ るヅセルぺフヤミぺ れゅよャゅヅャや ュやキカゎシゅよ るヅΑケカ サボヅヤャ ラョ フェタャや ヱぺ るミよセ れルケゎルΙや フタヱャ 

フヱケド サボヅャや ヶプ ュヰゎボヅルョ. 
 るΑシΑもケャや りケミヘャや メやぼシ∨ サボヅャや ヅもやケカ ヶィゎルゎシや 

 ゅヰヘΑケバゎヱ りキケヘョャやるヅΑケカ サボヅャや:  るヅΑケカ  ケΑセゎ サボヅャや ヴャま るャゅェ サボヅャや るボヅルョャ ゅョ ヶプ れホヱ キキェョ 
. 

 ュドルョャや るもよバゎ 

 れゅィゅゎルゎシや  ソルャや ラョ れやキゅセケま
 

 サボヅャや るヅΑケカ 

メョバゎシΑ ¬ゅョヤバャや  ⇔やコョケ メミャ キェやヱ ラョ ロクワ れやケΑピゎャや .るヰよィャや 
るΑもやヱヰャや りキケゅよャや ケヰドゎ ヴヤハ りケヱタ サヱホ コケよゎ ヮルョ れゅをヤをョ 
りケΑピタ ラヱヤャゅよ ベケコΕや ロクワヱ れゅをヤをョャや ケΑセゎ ヴャま ロゅィゎや 
るミケェ ¬やヱヰャや キケゅよャや .   ケヰドゎヱ

 ヮルョ コケよゎ ケョェΕや ラヱャゅよ サヱホ りケヱタ ヶプ りケゅェャや れゅヰよィャや
 ラカゅシャや ¬やヱヰャや るミケェ ロゅィゎや ヴャま ケΑセゎ ケもやヱキ フゅタルぺ . 
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 サケキャや ラやヱルハ フタやヱバャや
 ネヱッヱョャや ∨るΑキハケャや フタやヱバャや ゅョ

 フキヰャや るΑキハケャや るヘタゅバャや ラヱミゎ ゆよシ ケミクゎ ラぺ  .
 ベケよャや ラヱミゎ ゆよシ ケミクゎ ラぺ .

 れやキケヘョャや るΑキハケ るヘタゅハ.  
 りケゅヰョャや ヱぺ ュドルョャや るィΑゎルャやヱ ゆよシャや
  ヶシゅシΕや メやぼシャや  ∨ るΑシゅボャや サボヅャや フヱケド ゆよシΑ ヵクャや ゅョ
 ュヤバゎャや ュハキ るヅセルぺ ヶプゅッま ュハキ: やょヤデ ャまラヰΑ シケ⇒ユ タ⇒りケヲ るヘタゅバャ るΑギハケ ゅヰバッヱヱ ヶプ  るェヱャ

 ヅもゅェャや .
 ヶもやケをま ュハキ  :ぺヤデ⇒ょ ャま⇒ヴ トャや⇒ゆΚ Βッヲゎ⇒ウ ΒヘΒミ⇒る ムゎ⇒ラヲ タやヲバャや⇒ブ るΑギハゲャや .

リムヨΑ ラぺ ゼΑ⇒モヨ ゼャや⇒ゥゲ セ⇒Κム エΒッヲゎ  ⇔やるヘタゅバャ るΑギハケ るトゼル∩ ノョ れやゲΒジヘわャや .
 るΑシΑもケャや りケミヘャや メやぼシ  ∨ るΑキハケャや るヘタゅバャや ゐヱキェ ゆよシ ヵケミクや

  ∨ ベケよャや ラヱミゎ ゆよシ ヵケミクや
 ゅヰヘΑケバゎヱ りキケヘョャや るΑキハケ るヘタゅハ: ¬やヱヰャや ネゅヘゎケや ゆよシよ ゐキェゎヱ キハケヱ ベケよ ゅヰΑプ りケヅョョ るヘタゅハ 

 ヴャま ュヱΑピャや ネゅヘゎケや ゆよシゎ ヶゎャや りキハゅタャや れやケゅΑゎャや メΚカ ラョ ヴヤハぺ ヴャま ゆヅケャや めプやキャや
 るヘタゅバャや るョホ ヴョシゎ るヤΑヱヅ るョΑビ るルヱミョ ヴヤハぺ ∩ ノプキルΑプ ケゅヅョΕや ヅボシゎ ゅョキルハ ゅョぺ

るヅよゅヰャや れやケゅΑゎャや るャゅェャや ロクワ ヶプ ゐキェゎヱ メヘシぺ ヴャま るハケシよ キケゅよャや ¬やヱヰャや . 
 ュドルョャや るもよバゎ 

 
                                         ゆよシャや                              るィΑゎルャや   

  ヴヤハぺ ヴャま ゆヅケャや めプやキャや ¬やヱヰャや ネゅヘゎケや 
  ネゅヘゎケや ゆよシゎ ヶゎャや りキハゅタャや れやケゅΑゎャや メΚカ ラョ

                 るΑキハケャや るヘタゅバャや                                    ヴョシゎ るヤΑヱヅ るョΑビ るルヱミョ ヴヤハぺ ヴャま ュヱΑピャや
  ¬やヱヰャや ラみプ ケゅヅョΕや ヅボシゎ ゅョキルハ ゅョぺ るヘタゅバャや るョホ

  ∩ メヘシぺ ヴャま るハケシよ ノプキルΑ キケゅよャや
 るヅよゅヰャや れやケゅΑゎャや るャゅェャや ロクワ ヶプ ゐキェゎヱ .

  
                                            ゆよシャや                          るィΑゎルャや

  りキヱィヱョャや ケヅョャや れやケヅホヱ アヤをャや れゅョΑシィ ポゅミゎェや
  ベケよャや ラヱミゎ                             りキヱィヱョャや れゅョΑシィャや ノョ るヅよゅヰャや れやケゅΑゎャや ヶプ

  ヵキぼΑ ゅョョ ¬やヱヰャや るミケェ ¬ゅルをぺ ヶプ りキハゅタャや れやケゅΑゎャや ヶプ
 るルミゅシャや ¬ゅよケヰミャゅよ れゅョΑシィャや ラェセ ヴャま  .
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 サケキャや ラやヱルハフタやヱバャや 
 ネヱッヱョャや ∨るΑヤョケャや フタやヱバャや ゅョヱ ∨るΑィヤをャや フタやヱバャや ゅョ

 フキヰャや るΑヤョケャやヱ るΑィヤをャや フタやヱバャや ゐヱキェ ゆよシ ケミクゎ ラぺ  .
 れやキケヘョャや るΑィヤを るヘタゅハ – るΑヤョケ るヘタゅハ  .

 りケゅヰョャや ヱぺ ュドルョャや るィΑゎルャやヱ ゆよシャや
  ヶシゅシΕや メやぼシャや∨ るΑヤョケャや フタやヱバャやヱ るΑィヤをャや フタやヱバャや ゆよシΑ ヵクャや ゅョ  .
 ュヤバゎャや ュハキ るヅセルぺ るよゅゎミャやヱ ュヱヤバャや : れェよタぺ やクま ゅヰヤョハや ラぺ ゆェぺ ヶゎャや メゅョハΕや メヱェ るΑャゅΑカ るタホ るよゅゎミ

 るΑヱィ キゅタケぺ りケΑよカ  .
 ノョゎィョャやヱ ュヱヤバャや : メゅェ ゅヰよ キΑボゎャや ゆィΑ ヶゎャや るョΚシャや れや¬やケィま フタΑ ケΑケボゎ るよゅゎミ

 ラΑルヅやヱョヤャ りキハゅショャやヱ ラヱバャや ュΑキボゎ ヶプ ヶルキョャや ネゅプキャや ケヱキヱ フタやヱハ ゐヱキェ  .
 ヶプゅッま ュハキ : ケΑケボゎ るよゅゎミ

 ゲΒダホ ラヲヘダΑ ヮΒプ メやヲェΕや るΑヲイャや るらェゅダヨャや るヘタゅバヤャ るΒイヤんャや るヘΒレバャや .
ヶもやケをま ュハキ:ゑエらャや  プ⇒ヶ ろルゲわルΗや ヱぺ ヵぺ ノィやゲョ ゲカぺン ハ⇒リ ブタやヲハ るΒイヤを りゲΒらミ 

ろをギェ ヶプ ヶッゅヨャや∩  ユを ケゅΒわカや ギェまン マヤゎ ブタやヲバャや ヱ るよゅわミ ゲΑゲボゎ メヲェ フヱゲヌャや 
ヶわャや ろららシ ゅヰをヱギェ∩ ゐキェ ゅョヱ ヶプ ぷゅレをぺ マャク∩ ブΒミヱ れゲをぺ るヘタゅバャや ヶプ サゅレャや .

 るΑシΑもケャや りケミヘャや メやぼシ∨ るΑヤョケャや フタやヱバャやヱ るΑィヤをャや フタやヱバャや ゆよシΑ ヵクャや ゅョ .
 ゅヰヘΑケバゎヱ りキケヘョャや るΑィヤを るヘタゅハ :  りケやケェャや るィケキ ヶプ ラゅゎヘヤゎカョ ¬やヱヰャや ラョ ラゅゎヤゎミ ヴホΚゎゎ ゅョキルハ ほセルゎ

 るよヱヅケャや るよシルヱ .ヱぺ ァヱヤをヤャ ⇔ゅヅホゅシゎ ゆよシゎ キホ フタやヱバャや ロクワ チバよ  ⇔ゅッゅヘカルやヱ キケよャや
 ヱィャや りケやケェ るィケキ ヶプ. 

 るΑヤョケ るヘタゅハ : ゅヰバョ メョェゎプ ヶゎゅよル ¬ゅヅビ ゅヰΑヅピΑΙ ヶゎャや ベヅゅルョャや ベヱプ ゥゅΑケャや ゆヱよワ
 るミミヘョャや メゅョケャやヱ ケゅよピャや .

 ュドルョャや るもよバゎ 

 

  

                                         ゆよシャや                                 るィΑゎルャや   
 るヤゎミ ラョ るルカゅシ るΑもやヱワ るヤゎミ ゆケゎボゎ ゅョキルハ   ラみプ りキケゅよ るΑもやヱワ

ゅョ ⇔りキゅハ るルカゅシャや るヤゎミャや   ポケゎゎ キホヱ ⇔やキΑバよ りキケゅよャや るヤゎミャや ノプキゎ
 ベヅゅルョャや ヶプ キケゅよャや ¬やヱヰャや ラョ るボΑホケ るボよヅ ゅワ¬やケヱるッヘカルョャや                      るΑィヤをャや るヘタゅバャや            

 ¬やヱヰャや るヤゎミ キΑケよゎ ゆよシよ ケヅョヤャ メヅワ ゐキェ やクみプ ラゅΑキヱャや ゅヰルョヱ
  キケゅよャや ¬やヱヰャや サョΚΑ ゅョキルハ キョィゎΑ ケヅョャや ラみプ るルカゅシャや 

 チケΕや ウヅシ ラョ ゆケボャゅよ    .

                                        ゆよシャや                                   るィΑゎルャや    
 ュキボゎャ るよェゅタョャや ゥゅΑケャや るィΑゎル ゐキェゎ   るΑヱィャや れゅッヘカルョャや

ヅシヱゎョャや チΑよΕや ケェよャや ラョ るョキゅボャや   るミヤョョャや ロゅィゎや ヶプ
                                 ケカやヱぺ ヶプ ⇔りキゅハ フタやヱバャや ロクワ ぺキよゎヱ

 ノΑよケャや メタプ メやヱヅ キゎョゎヱ ¬ゅゎセャや メタプ
ぺキよゎ るΑヘΑタャや るΑヤョケャや フタやヱバャや ゅョぺや                                               るΑヤョケャや るヘタゅバャ

 ゥケやヱよャや ュシゅよ るプヱケバョャや ゥゅΑケャや ゆヱよワ ノョ
 ラョ るΑよケバャや りケΑコィャや ヴヤハ ゆヰゎ ヶゎャやヱ   ュゅセャや キΚよ るヰィ

  ゥゅΑケャや ロクワ ケΑをほゎ メョセΑヱ ヶホケセャや ゆヱルィャや ヱェル るヰィゎョ
  るミヤョョャや ラョ ヴヅシヱャや るボヅルョャや ラョ ¬やコィぺヱ るΑホケセャや るボヅルョャや
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 サケキャや ラやヱルハフタやヱバャや 
 ネヱッヱョャや ゅョケゅタハΗや ∨ヶバョボャや 

 フキヰャや ヶバョボャや ケゅタハΗや ゐヱキェ ゆよシ ケミクゎ ラぺ .
 れやキケヘョャや ヶバョボャや ケゅタハΗや .

 りケゅヰョャや ヱぺ ュドルョャや るィΑゎルャやヱ ゆよシャや
  ヶシゅシΕや メやぼシャや  ∨ ヶバョボャや ケゅタハΗや ゆよシΑ ヵクャや ゅョ
 ュヤバゎャや ュハキ るヅセルぺ ヅもゅェ るェヱャ ヶプ ゅヰボΑヤバゎヱ ヶバョボャや ケゅタハΘャ ケヱタ ノΑョィゎヱ ヶバョホ ケゅタハま るィクョル .

 ケΑタゅハΕや フタヱャ れやケゅよハ ヱぺ メョィ るよゅゎミ るΑバョボャや ケΑタゅハΕや ラハ れルケゎルΙゅよ ゐェよャや
 るΑバョボャや  .

 るΑシΑもケャや りケミヘャや メやぼシ  ∨ るΑバョボャや ケΑタゅハΕや ゆよシΑ ヵクャや ゅョ
 ゅヰヘΑケバゎヱ りキケヘョャや ヶバョボャや ケゅタハΗや:  キΑコゎ りキΑキセ ゥゅΑケ ヮよェゅタΑ ヶバョホ メミセ ヴヤハ るよゅェシ ラやケヱキ ヱワ

 ヴヤハ ゅヰゎハケシ500 ュミ  / るハゅシャや . 
 ュドルョャや るもよバゎ 

 
 るィΑゎルャや                                            ゆよシャや

 

  るヘタゅバャや ヶプ ラカゅシ ¬やヱワ ポケェゎΑ ゅョキルハ
  れやク るボヅルョ キヱィヱ ⇔ゅよよショ ヴヤハぺ ヴャま るΑキハケャや

 チヘカルョャや ヅピッャや ヵキぼΑヱ チヘカルョ ヵヱィ ヅピッ
  ゅョルΑェヱ  ヴヤハぺ ヴャまヱ メカやキャや ヴャま ¬やヱヰャや ベプキゎ ヴャま

  ヶバョボャや ケゅタハΗや                    チヘカルョャや ヅピッャや るボヅルョ コミケョ ヴャま ¬やヱヰャや ベプキゎΑ
 るハケシよ ラやケヱキャや ヶプ ぺキよΑ .  ラョ ュヱΑピャや ヱキよゎヱ

 ラカゅシャや ¬やヱヰャや キハゅタゎΑヱ ノョホ メミセ ヴヤハ チケΕや
  ヶバョボャや  メミセャや れやク りケやヱキャや るョΑピャや コミケョ ヶプ

  サョΚΑ ゅョキルハヱ ァケゅカャや ヴャま るョΑピャや ラョ ケヅョャや メヅヰΑプ
  ウよタゎ チケΕや ヶバョボャや メミセャや れやク るョΑピャや フケヅ

  ケゅタハΗや ラョ ⇔ゅΑよシル ⇔やケΑシΑ ⇔や¬コィ ラΕヱ ⇔ゅΑバョホ ⇔やケゅタハま
 メコゅルョャや ケョキΑ キホ ケゅタハΗや やクワ ラみプ チケΕや サョΚΑ ヶバョボャや .
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 サケキャや ラやヱルハフタやヱバャや 
 ネヱッヱョャや ゅョケゅタハΗや ∨ヶルヱコヤェャや 

 フキヰャや ヶルヱコヤェャや ケゅタハΗや ゐヱキェ ゆよシ ケミクゎ ラぺ .
 れやキケヘョャや ヶルヱコヤェャや ケゅタハΗや .

 りケゅヰョャや ヱぺ ュドルョャや るィΑゎルャやヱ ゆよシャや
  ヶシゅシΕや メやぼシャや ケゅタハΗやヱ  ∨ ヶルヱコヤェャや ケゅタハΗや ゆよシΑ ヵクャや ゅョヶルやケヱキャぺ  ∨ るΑゎゅバャや ァやヱョΕやヱ∨ 
 ュヤバゎャや ュハキ るヅセルぺ ヅもゅェ るェヱャ ヶプ ゅヰボΑヤバゎヱ ヶルヱコヤェャや ケゅタハΘャ ケヱタ ノΑョィゎ .

 フタヱャ れやケゅよハ ヱぺ メョィ るよゅゎミ  るΑルヱコヤェャや ケΑタゅハΕや ラハ れルケゎルΙゅよ ゐェよャや
 るΑルヱコヤェャや ケΑタゅハΕや  .

 るΑルヱコヤェャや ケΑタゅハΕや フタヱャ るョゅゎ メョィ ュやキカゎシや  .
 るΑシΑもケャや りケミヘャや メやぼシ  るΑゎゅバャや ァやヱョΕやヱ ∨ ヶルやケヱキャや ケゅタハΗや ヱ ∨  るΑルヱコヤェャや ケΑタゅハΕや ゆよシΑ ヵクャや ゅョ

 ゅヰヘΑケバゎヱ りキケヘョャや ヶルヱコヤェャや ケゅタハΗや:  ゅワコミケョ ヶプ チヘカルョ ヅピッ れやク りケやヱキ りケΑよミ るヘタゅハ  .

 るΑゎゅバャや ァやヱョΕや:  れゅヅΑェョャや ヶプ るΑルヱコヤェャや ケΑタゅハΕや ゅヰよよシゎ りケΑよミ ァやヱョぺ . ロクワヱ
 ゅヰΑプ ¬ゅョヤャ ⇔ゅハゅヘゎケや ゆよシゎ ァやヱョΕや. 

 ケやヱキャや ケゅタハΗや:  ⇔ゅヅョル ゆよシゎヱ ∩ ゅワコミケョ ヶプ チヘカルョ ヅピッ れやク るヘタゅハ ヵぺ
 ゥゅΑケヤャ ⇔ゅΑルやケヱキ . 

 ュドルョャや るもよバゎ 
 

 るィΑゎルャや                                            ゆよシャや
 るΑケやキョ るヘタゅハ ヴャま るΑキハケャや るヘタゅバャや メヱェゎゎ   ゥゅΑケ るΑケやキョャや るヘタゅバャやヱ

 ラョ ゆケボャゅよ ヶプ ほセルゎヱ ゅワコミケョ ヶプ チヘカルョ ヵヱィ ヅピッ ノョ りケやヱキ
  ¬ゅョャや ケゅカよ キハゅタゎΑプ ⇔ゅルカゅシ ヅΑェョャや ラヱミΑ ゐΑェ ¬やヱゎシΙや ヅカ 

 キケゅよャや ¬やヱヰャや ベプキゎΑヱ ヱィャや るよヱヅケ キやキコゎヱ ヴヤハぺ ヴャま ラカゅシャや ¬ゅョャや ラョ
 るボヅルョャや ヴャま   ケカよゎャや ヶプ ¬ゅョャや ケョゎシΑヱ ラカゅシャや ケゅカよャや メェョ メェΑャ                                      ヶルヱコヤェャや ケゅタハΗや

   ヅピッャや ベヅゅルョ ラョ ¬やヱヰャや ポケェゎΑヱ ケをミぺ ヵヱィャや ヅピッャや メボΑプ
るボヅルョャゅよ るヅΑェョャや ノヘゎケョャや ヵヱィャや  チヘカルョャや ヅピッャや るボヅルョ ロゅィゎや ヶプ

 ケゅタハま ヴャま るΑケやキョャや るヘタゅバャや メヱェゎゎヱ ゥゅΑケヤャ ⇔ゅルやケヱキ ゆよシΑ ゅョョ 
 ゅヰΑプ ゥゅΑケャや るハケシ キΑコゎ ゅョキルハ ヶルヱコヤェ 119 ュミ /  ケゅタハΗや ヱキよΑヱ るハゅシャや

 ヅシヱャや ヶプ フΑヱィゎ ノョ るΑルヱコヤェ ュヱΑビ メミセ ヴヤハ ¬ゅッヘャや ラョ ヶルヱコヤェャや .
 

 

 

 るィΑゎルャや                                            ゆよシャや
  ⇔ゅハゅヘゎケや ゆよシゎ キホ めヅやヱセャや ヴヤハ るヘタゅバャや ポケェゎゎ ゅョキルハ

 ケゅゎョぺ りキハ ヴャま ゅヰハゅヘゎケや メタΑ キホ  ヮィヱョ ヱぺ ¬ゅョャや ンヱゎショャ ⇔ゅもィゅヘョ.                  るΑゎゅバャや ァやヱョΕや 
 

 

 

 

 るィΑゎルャや                                            ゆよシャや
  ヶルやケヱキャや ケゅタハΗや                     ゅヰΑプ ゥゅΑケヤャ るΑルやケヱキ るミケェヱ ゅワコミケョ ヶプ チヘカルョ ヅピッよ コΑョゎゎ
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 サケキャや ラやヱルハ フタやヱバャや
 ネヱッヱョャや ∨フタやヱバャや ノよゎゎ ュゎΑ フΑミ

 フキヰャや  フタやヱバャや ノよゎゎ ゆよシ ケミクゎ ラぺ
 れやキケヘョャや ソルャや やクワ ヶプ りキケヘョ キィヱΑ Ι .

 りケゅヰョャや ヱぺ ュドルョャや るィΑゎルャやヱ ゆよシャや
  ヶシゅシΕや メやぼシャや  ∨ フタやヱバャや ノよゎゎ ラョ ゅルヤバィΑ ヵクャや ゆよシャや ゅョ
 ュヤバゎャや ュハキ るヅセルぺ ゆゎミャやヱ れΚィョャや ュやキカゎシやれルケゎルΗやヱ ラハ ゐェよヤャ るΑョヤハ ケキゅタョ ヵぺ ヱぺ フェタャやヱ 

 ケゅョホΕや ュやキカゎシゅよ ¬ゅョヤバャや ゅヰΑヤハ メタェΑ ヶゎャや れゅョヱヤバョャや ラョ るヘヤゎカョャや ネやヱルΕや
 るΑハゅルヅタΙや  .

 るェヱャ ヴヤハ ヮッケハヱ ヮΑャま やヱヤタヱゎ ゅョ メヱェ ケΑケボゎ るよゅゎミヮΑケやキィ  . 
 サボヅャや メヱェ るョキカゎショャや れやヱキΖャ ケヱタ ノΑョィゎ  .

 るΑシΑもケャや りケミヘャや メやぼシ ∨ フタやヱバャや ノよゎゎ ラョ ゅルヤバィΑ ヵクャや ゆよシャや ゅョ
 ゅヰヘΑケバゎヱ りキケヘョャや ソルャや やクワ ヶプ りキケヘョ キィヱΑ Ι .

 ュドルョャや るもよバゎ 
 
 るィΑゎルャや                                            ゆよシャや

 りコヰィぺ るΑヱィャや キゅタケΕや ¬やケよカ ュキカゎシΑ
  れやケΑピゎョャや メヱェ れゅョヱヤバョャや ノョィャ るハヱルゎョ

  フタやヱバャや ノよゎゎ                                      ゅヰルョ ケΑタゅハΕや ヶプ ケをぼゎ ヶゎャや
 サボヅャや れゅルヱャゅよ ∩ ケヤよヱキ ケやキやケ ∩ ゥゅΑケャや サΑミ

 りケもゅヅ .
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 サケキャや ラやヱルハォゅルョャや 
 ネヱッヱョャや∨ォゅレヨャや ゅョ 

 フキヰャやラぺ ゾレャやヱ りケヲダャや ュやギガわシゅよ ユャゅバャや ヶプ るΒカゅレヨャや ペヅゅレヨャや ブレダル  

 れやキケヘョャや ォゅレヨャや 

 りケゅヰョャや ヱぺ ュドルョャやブΒレダわャや 

  ヶシゅシΕや メやぼシャや∨ ゾレャやヱ りケヲダャゅよ るレΒバわジョ ユャゅバャや ヶプ るΒカゅレヨャや ペヅゅレヨャや ヶヘレタ 

 ュヤバゎャや ュハキ るヅセルぺ りケヲダャや り¬やゲホ - ケヲダャや ュやギガわシやメゅムセΕやヱ -  ヶプ るΒカゅレヨャや ペヅゅレヨャや リハ ヶもゲョ ノトボョ
ユャゅバャや -ノヨわイヨャやヱ ュヲヤバャや 

 るΑシΑもケャや りケミヘャや メやぼシ∨ ゾレャやヱ りケヲダャゅよ るレΒバわジョ ユャゅバャや ヶプ るΒカゅレヨャや ペヅゅレヨャや ヶヘレタ 

 ゅヰヘΑケバゎヱ りキケヘョャや ォゅレヨャや  ط ヲワキギエョ るΒレョコ りゲわプ メΚカ ゅョ ラゅムョ ヶプ るΑヲイャや るャゅエャや テシヲわョ 

 ュドルョャや るもよバゎ 
 

るΒエャや れゅホヲヤガヨャや ネやヲルΕ ゅボプヱ るΒカゅレヨャや ペヅゅレヨャや( れゅゎゅらレャや) ヶプやゲピイャや ノホヲヨャや ょジェ るΒカゅレヨャや ペヅゅレヨャや 
 リョ ネヲル モミネやヲルぺ ァゅわエΑ れゅゎゅらレャや ヴャま るタゅカ フヱゲド 

 リョヱ ヲヨレΑ ヶムャログワ ザヨゼャや るバセぺヱ モトヨャや フヱゲヌャや 
 リムヨΑ マャグャヱ りケやゲエャや るィケキヱラぺ ギΑギエわャ れゅゎゅらレャや ュギガわジル 

るΒカゅレヨャや ペヅゅレヨャや ネやヲルぺ 

 キゅヨわハや ょらジよ ォゅレヨャや ヶプ ゲをぽョ ゲらミぺ チゲバャや ゲもやヱキ ギバゎ
 ユヌバョ ノボゎヱ ヶジヨゼャや ネゅバゼャや りケやゲェ るィケキ ヴヤハ ォゅレヨャや

 ヵケやギヨャや ォゅレヨャや ベゅトル ヶプ るΑキヲバジャや るΒよゲバャや るムヤヨヨャや
 リムヨΑ マャク ノョヱラぺ るムヤヨヨャや ユジボル ヴャま るΒカゅレョ れゅホゅトル 

るΒヤエョ 
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 サケキャや ラやヱルハォゅルョャや 
 ネヱッヱョャや ∨ォゅルョャや ヶプ ケをぼΑ ヵクャや ゅョ

 フキヰャや ォゅルョャや ヶプ ケをぼゎ ヶゎャや メョやヱバャや ケミクル ラぺ 
 れやキケヘョャや ヶもゅョャや ケゅΑゎャや  –  ケヅョャや メド

 りケゅヰョャや ヱぺ ュドルョャや フΑルタゎャや
  ヶシゅシΕや メやぼシャや∨ ォゅルョャや ヶプ ケをぼゎ ヶゎャや メョやヱバャや ヵケミクや 
 ュヤバゎャや ュハキ るヅセルぺメミセャやヱ  るヅΑケカャや り¬やケホ 

 るΑもゅョャや れやケゅΑゎャや 
 ヅゅセル 

 ゅワケΑヱヅゎヱ れやキケヘョャや ウΑッヱゎ ケヅョャや メドヱ ォゅルョャや 
 ヶもゅョャや ケゅΑゎャや–ケヅョャや メド  
 ヶプゅッま ュハキ 

るΑョヤハ るヤィョ ヶプ ゅヰルΑヱキゎヱ るボヅルョャや ラョ ヶプ ォゅルョャや フタヱ 
¬やケをま 

 るヅΑケカャや ュやキカゎシやヱ るΑヤェョャや れゅカゅルョャや メヱェ ゐェよャや 
 るョハやキ ゆΑャゅシぺ 
  るョヤミ るセホゅルョ " ケゅΑゎ" 

 るΑケェよャや れやケゅΑゎャや るバィやケョ 
 るΑシΑもケャや りケミヘャや メやぼシ∨ ォゅルョャや ヶプ ケをぼゎ ヶゎャや メョやヱバャや ヵケミクや 

 ゅヰヘΑケバゎヱ りキケヘョャや ケヅョャや メド–ゥゅΑケヤャ ヮィやヱョャや ケΑビ ゆルゅィャや ヶプ ノボゎ ヶゎャや メよィャや ラョ るボヅルョャや  . 
 ヶもゅョャや ケゅΑゎャや 

りケョゎショャや ヅΑェョャや ロゅΑョ るミケェ 

 ュドルョャや るもよバゎォゅルョャや 
 

∨ ォゅルョャや ヶプ ケをΑ ヵクャや ゅョ 
 ¬ゅゎセ キケよやヱ ゅヘΑタ ほプキや ラヱミゎ めヅやヱセャや ラハ りキΑバよ るルΑキョ ヵぺ りケやケェ るィケキ

ゆケホや ノボゎ ヶゎャや るルΑキョャや ラョ 
るΑもゅョャや れゅェヅショャや ラハ キバよャや 

りケョゎショャや ヅΑェョャや ロゅΑョ るミケェ ヶワ 

ゆゅヅホΕや ヱェル ヮィゎゎ るもプやキ ¬やヱゎシΙや ヅカ ラョ るよΑケボャや れやケゅΑゎャや 

¬やヱゎシΙや ヅカ ヱェル ヮィゎゎ りキケゅよャや ロゅΑョャや メョェゎ ンケカΕや れやケゅΑゎャや 

るΑもゅョャや れやケゅΑゎャや 

キケよΑプ メゅよィャや ヴヤハぺ ヴャま ポケェゎΑ めプやキャや ゆヅケャや ¬やヱヰャや  

 ゆヰョャ ヮィやヱョャや ゆルゅィャや ヶプ メよィャや ヴヤハ ケゅヅョΕや メヅヰゎヱ ¬ゅョャや ケゅカよ フをゅミゎΑ
 ウΑケャや 

 フゅィ ケゅェ ラヱミΑ ケカΕや ゆルゅィャや ヶプ メヘシぺ ヴャま ポケェゎョャや ¬やヱヰャや ゅョルΑよ 

 メド ゥゅΑケヤャ ヮィやヱョャや ケΑビ ゆルゅィャや ヶプ ノボゎ ヶゎャや メよィャや ラョ るボヅルョャや ヴョシゎ
 ケヅョャや 

るΑヤよィャや メシΚシャや 

 フをゅミゎΑ ポゅルワヱ りキケゅよャや ベヅゅルョャや ロゅィゎや ヶプ やキΑバよ ¬ゅョャや ケゅカよ ゥゅΑケャや メョェゎ
 ヵヱィャや フΚピャや ヱェル りケやケェ ヮルハ ゐバよルゎヱ 

ゥゅΑケャや 

 キケよや ヮカゅルョ ラゅミ ヴヤハぺ ケェよャや ウヅシ ベヱプ ラゅミョャや ラゅミ ゅョヤミ ネゅヘゎケΙや 
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 サケキャや ラやヱルハォゅレヨャや 
 ネヱッヱョャや ∨ヶカゅレヨャや ゲΒピわャや ゅョ 

 フキヰャやラぺ ヵキぽゎ ヶわャや モョやヲバャや ブレダル  ヴャま∨ォゅレヨャや ゲΒピゎ  

 れやキケヘョャやォゅレヨャや ゲΒピゎ 

 りケゅヰョャや ヱぺ ュドルョャやブΒレダわャや 

  ヶシゅシΕや メやぼシャや ヵキぽゎ ヶわャや モョやヲバャや ヶヘレタヴャま∨ォゅレヨャや ゲΒピゎ  

 ュヤバゎャや ュハキ るヅセルぺ ケヲダャや ュやギガわシやメゅムセΕやヱ 

 るΑシΑもケャや りケミヘャや メやぼシ ヵキぽゎ ヶわャや モョやヲバャや ヶヘレタヴャまォゅレヨャや ゲΒピゎ  

 ゅヰヘΑケバゎヱ りキケヘョャやォゅレヨャや ゲΒピゎ   るボトレヨャ ゐギエΑ ザボトャや るャゅェ メギバョ ヶプ ンギヨャや モΑヲヅヱ ゲをぽョ ゲΒピゎ ヵぺ 
 るレΒバョ. 

 ュドルョャや るもよバゎ 
 

 れゅヅゅゼル ょらジよ れやゲΒピわャやラゅジルΗや るΒハゅレダャやヱ るΒルやゲヨバャや  るΒバΒらヅ れゅΒヤヨハ ょらジよ れやゲΒピわャや 

 ギボャンキぺ ヶプ ヶハゅレダャや ケヲトわャや ヲエル ヮィヲわャや ュやヲハΕや 
メや150 るΒッゅヨャやヴャま れやケゅΒヤョ ベゲェヱ ァやゲガわシや ラゅレヅΕや リョ 

 ログワ るホゅトャや ギΒャヲわャ ヵケヲヘェΙや キヲホヲャやネやヲルΕや キケやヲヨャや リョ 
 るレΒプキ れやコゅビ ろボヤヅぺ るΑケヲヘェΙやケやゲエャや ザらエゎり コゅビ ゅヰレョヱ 

 ヶルゅをギΒジミぺ ユワぺ リョ ヶワヱ ラヲよゲムャや ゆゅらシぺ ノプケヱ ォゅレヨャや ゲΒピゎ 
 ょミヲムャや りケやゲェ るィケキ 

 りギセ ヱぺ リΒミやゲらャや ゅヰレョるバセΕや ヅヲボシ るΒジヨゼャや 
りゲΒらムャや ポコゅΒレャや 
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 サケキャや ラやヱルハケタゅルバャや 
 ネヱッヱョャや ∨りキゅョャや ラヱミゎゎ ュョ

 フキヰャや りキゅョャや ラヱミゎゎ ゅョ キキェル 
 れやキケヘョャや ケタルバャや – コヤヘャや –  りケクャや

 りケゅヰョャや ヱぺ ュドルョャや メΑタゅヘゎャやヱ るΑシΑもケャや りケミヘャや
  ヶシゅシΕや メやぼシャや∨ りキゅョャや ラヱミゎゎ ゅョョ ヵキキェ 
 ュヤバゎャや ュハキ るヅセルぺゅヰゎセホゅルョヱ るよャゅヅャや ゆゅゎミよ りケヱタャや り¬やケホ 

 ヅゅセル:れやケクャやヱ ケタゅルバャや ラΑよ るホΚバャや ウッヱゎ るΑョワゅヘョ るヅΑケカ メョハ  
 ヶプゅッま ュハキ: ヮゎゅョやキカゎシやヱ ヮヤタぺ ラハ ゐェよャやヱ ケタルハ ケゅΑゎカや れゅよャゅヅャや ヶャま ゆヤヅや

ヮよ ベヤバゎゎ るョヰョ ンケカぺ れゅョヱヤバョ ヵぺヱ ヮゎャゅェヱ. 
 ¬やケをま: ュを るΑケドルャや ¬やコィぺ ラΑよΑ ゆΑゎミ キやキハまヱ るΑケクャや ラヱゎャやキ るΑケドル ヶプ ゐェよャや 

るΑケドルャや ヶプ るホキャやヱ ¬ゅヅカャや キΑキェゎ ゆヤヅや. 
ゆΑゎミ キやキハまヱ 

 るΑシΑもケャや りケミヘャや メやぼシ∨ りキゅョャや ラヱミゎゎ ゅョョ ヵキキェ 
 ゅヰヘΑケバゎヱ りキケヘョャや ケタルバャや:るΑもゅΑョΑミャや れΚハゅヘゎャや メΚカ ケピタぺ キやヱョ ヴャま ゅヰゎもコィゎ ラミョΑ Ι るΑボル りキゅョ  . 

 コヤヘャや:  りケやケェャや メタヱゎ ケタゅルバャや ラョ るハヱョィョコΑョゎゎヱ ¬ゅよケヰミャやヱ るハヱゅヅョャゅよ 
ラゅバョヤャやヱ . 

 りケクャや:  ヮゎゅヘタ メョェゎ ケタルバャや ヶプ りキェヱ ケピタぺ. 
 ュドルョャや るもよバゎ 

 

 
 るΑシΑもケャや りケミヘャや メΑタゅヘゎャや

 りキゅョャや ラヱミゎゎ ゅョョ 

ケタゅルバャや ヴョシゎ るΑもゅルよ れやキェヱ ラョ ラヱミゎゎ 
るΑもゅΑョΑミャや れΚハゅヘゎャゅよ ケピタや キやヱョ ヴャま ゅヰゎもコィゎ ラミョΑ Ι 

 ¬ゅョヤバャや フケバΑ112ケタルハ  
 コョケヱ ュシや ヮャ ケタルハ メミ 

ラΑプケェ ヱぺ フケェ ラョ ラヱミョ コョケャや 
ゅワ¬ゅョシぺ ラョ りクヱカほョ コヱョケャや チバよ 

れゅヘタ ゐΚをよ ¬ゅョヤバャや ュゎヰΑ ケタルバャや るシやケキ キルハ 
≒. るプケピャや りケやケェ るィケキよ ケタルバャや るャゅェ 
≪. るよヤタ ゆヤビΕやヱ るΑコゅビ メΑヤボャやヱ るヤもゅシ るャゅェ ヶプ キィヱΑ ゅヰッバよ 
≫.  ケタルバャや ヅゅよゎケや るボΑケヅ 

コヤプ ヮよセ ヱぺ コヤプ Ι ヱぺ コヤプ ヴャま ケタルバャや フΑルタゎ 
 りケクャや  ヮゎゅヘタ メョェゎ ケタルバャや ヶプ りキェヱ ケピタや 
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 サケキャや ラやヱルハケタゅルバャや 
 ネヱッヱョャや ∨ れゅもΑコィャやヱ れやケクャや ラヱミゎゎ ュョ

 フキヰャやれやケクャや ラヱミゎゎ ュョ キキェル 
 れやキケヘョャや りやヱルャや –ラヱゎヱケよャやれや  – ラヱケゎヱΑルャやれや  – ラヱケゎミャΗやれや  -れゅもΑコィャや. 

 りケゅヰョャや ヱぺ ュドルョャや メΑタゅヘゎャやヱ るΑシΑもケャや りケミヘャや
  ヶシゅシΕや メやぼシャや∨れやケクャや ラヱミゎゎ ュョ ヵキキェ 
 ュヤバゎャや ュハキ るヅセルぺヶプゅッま ュハキ:∨ラΑィシミΕや むコィ ヶプ ラΑィシミΕや れやケク キキハ ゅョ  

 ¬やケをま:∨りケクャや りやヱル るルェセ ゅョ  
 るΑシΑもケャや りケミヘャや メやぼシ∨れやケクャや ラヱミゎゎ ュョ ヵキキェ 

 ゅヰヘΑケバゎヱ りキケヘョャや りやヱルャや: りケクャや コミケョ . 
 ラヱゎヱケよャや:  キキバャゅよ りケクャや りやヱル ヶプ れゅルヱゎヱケよャや キキハ ヴョシΑヱ るよィヱョ れゅルェセ メョェゎ

ケタルバャや ネヱル キキェΑ ヵクャやヱ ヵケクャや . 
  ラヱケゎヱΑルャや: るルェセャや るャキゅバゎョ . 
  ラヱケゎミャΗや: ュドバョ メをョΑ パやケプ ヶプ りやヱルャや メヱェ ケヱキゎ ヶワヱ るよャゅシ ゅヰゎルェセ れゅョΑシィ 

りケクャや ュィェ . 
 むコィャや: ⇔ゅバョ りケク ラョ ケをミぺ キゅェゎや ラョ ラヱミゎゎ ベもゅホキ  ∩  ⇔ゅバョ れやケクャや ヅよゎケゎ ゐΑェ

れゅもΑコィャや ラヱミゎャ  
 ュドルョャや るもよバゎ 

 

 
 るΑシΑもケャや りケミヘャや メΑタゅヘゎャや

ラョ れやケクャや ラヱミゎゎ 

 りやヱルャや : ヶワ れゅョΑシィャや ラョ ラΑハヱル ヴヤハ りやヱルャや ヵヱゎェゎヱ りケクャや コミケョ ヶプ りキヱィヱョ
 ヶヰプ れゅルヱケゎΑルャや ゅョぺ ヵケクャや キキバャや ヴョシΑ ゅワキキハヱ るよィヱョ るルェセ メョェゎヱ れゅルヱゎヱケよャや

るルェセャや るャキゅバゎョ 
 れゅルヱケゎミャΙや : メゎェΑ パやケプ ヶプ りやヱルャや メヱェ ケヱキゎヱ るよャゅシ ゅヰゎルェセ れゅョΑシィ ヶワヱ

りケクャや  ュィェ ュドバョ 

ゅΑもゅよケヰミ るャキゅバゎョ りケクャやヱ  るよャゅシャや れゅルヱケゎミャΙや キキハ ヵヱゅシΑ るよィヱョャや れゅルヱゎヱケよャや キキハ 

れゅもΑコィャゅよ ヴョシΑ ゅョ メミセゎ ゅバョ れやケクャや ヅよゎケゎ ゅョキルハ 
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 サケキャや ラやヱルハケタゅルバャや 
 ネヱッヱョャや∨ ケタゅルバャや フルタゎ フΑミ 

 フキヰャやケタゅルバャや フルタゎ フΑミ キキェル ラぺ 
 れやキケヘョャや ヶプ れやキケヘョ キィヱゎ Ιロクワるェヘタャや  .

 りケゅヰョャや ヱぺ ュドルョャや メΑタゅヘゎャやヱ るΑシΑもケャや りケミヘャや
  ヶシゅシΕや メやぼシャや∨ケタゅルバャや フルタゎ フΑミ ヵキキェ 
 ュヤバゎャや ュハキ るヅセルぺ  りケヱタャや り¬やケホ -ケタゅルバヤャ ヵケヱキャや メヱキィャや 

  れやキケヘョャや ケΑヱヅゎ " ヵケヱキ" 
 ベヱキルタ ヶャま ュワゅよゎルや れヘャやヱ ヵケヱキャや メヱキィャや ヶャま ケドルャや ケドルャや ゆΚヅャや ヶャま ゆヤヅや

 ゥゅゎヘョ ヶプ ラΑィヱケキΑヰャや コョケ ヶャま ケドルャや ュを ヮΑプ れゅョヱヤバョャや り¬やケホヱ ラΑィヱケキΑヰャや
ラヱヤャや るャΙ フケバゎヱ ヵケヱキャや メヱキィャや. 

むキゎよョ ンヱゎショ : ヶプ ュヱΑシゅゎヱよャやヱ ラΑィヱケキΑヰャや ケタゅルハ ヶャま りケゅセΗや ゆΚヅヤャ ラミョΑ
るΑコヤプ るよセ ヱぺ るΑコヤプ Ι ヱぺ るΑコヤプ れルゅミ やクま キΑキェゎヱ ヵケヱキャや メヱキィャや. 

ヵキゅハ ンヱゎショ  : ラΑィシミΕやヱ ラヱケヱよャやヱ ュヱΑをΑヤャや ケタゅルハ ノホやヱョ キΑキェゎ ゆΚヅヤャ ラミョΑ
ケタルハ メミ フタヱャ りケΑタホ メョィ ュやキカゎシやヱ ヵケヱキャや メヱキィャや ヶプ 

 ュキボゎョ ンヱゎショ : るΑコヤプ るよセヱ るΑコヤプ Ιヱ るΑコヤプ ケタゅルハ ケゅΑゎカや ゆΚヅヤャ ラミョΑ
るョゅゎ メョィよ ケタルハ メミ フタヱャ ベヱキルタ ヶプ れゅルゅΑよャや ュやキカゎシやヱ. 

 るΑシΑもケャや りケミヘャや メやぼシ∨ ケタゅルバャや フルタゎ フΑミ ヵキキェ 
 ゅヰヘΑケバゎヱ りキケヘョャや ヶプ れやキケヘョ キィヱゎ Ιロクワるェヘタャや  .

 ュドルョャや るもよバゎ 
 

 るΑシΑもケャや りケミヘャや メΑタゅヘゎャや

∨ ケタゅルバャや フルタゎ フΑミ 

コョケヱ ュシや ヮャ ケタルハ メミ 

 
 ュゅハ1896 ラョ ゅヰよゎケヱ れゅホゅヅよ ヶプ ケタゅルバャや ¬ゅョシぺ るよゅゎミよ フΑャキルョ ュゅホ 

メボをΕや ヴャま フカΕや 
ヵケヱキ メミセよ ケケミゎゎ ケタゅルバャや ソもゅタカ ラぺ フセゎミや 

ヶョシ メヱキィ ヶプ ケタゅルバャや フΑャキルョ ゆゎケ 
 " ヵケヱキャや メヱキィャや" 

 フヱヘタ ヶプ チバよ ゆルゅィよ ゅヰッバよ メヱキィャや ヶプ ケタゅルバャや フヅタゎ
れやケヱキャや ヴョシゎ 

 ヶプ ヮよゅセゎゎ ケタゅルハ ヴヤハ ヵヱゎェΑ ヵケヱキャや メヱキィャや ヶプ キヱョハ メミヱ
るΑもゅΑョΑミャや ゅヰタもゅタカ 

 れやコヤプ ロゅよセぺ ヱ れやコヤプΙ ヱ れやコヤプ ゅッΑぺ ケタゅルバャや フルタゎ 
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 サケキャや ラやヱルハケタゅルバャや 
 ネヱッヱョャや ∨ るバもゅセャや ケタゅルバャや れゅハヱョィョ ゅョ

 フキヰャやるバもゅセャや ケタゅルバャや れゅハヱョィョ キキェル ラぺ 
 れやキケヘョャや ヶプ れやキケヘョ キィヱゎ Ιロクワるェヘタャや  .

 りケゅヰョャや ヱぺ ュドルョャや メΑタゅヘゎャやヱ るΑシΑもケャや りケミヘャや
  ヶシゅシΕや メやぼシャや∨ るバもゅセャや ケタゅルバャや れゅハヱョィョ ヵキキェ 
 ュヤバゎャや ュハキ るヅセルぺ ヶプゅッま ュハキ : ラヱミΑ ヵクャや ケタルバャや ゅョ21 % ヵヱィャや フΚピャや るヤゎミ ラョ 

 ¬やケをま: れゅもΑコィ ヶプ りキヱィヱョ  ヅΑェョャや  ヶプ ラΑィシミΕや ヱ ラΑィヱケキΑヰャや れやケク ュドバョ ラぺ
 ¬ゅョャや ..∨ ヅΑェョャや ヴャま ンケカΕや ケタゅルバャや れヤタヱ フΑミ 

 るΑシΑもケャや りケミヘャや メやぼシ ∨ るバもゅセャや ケタゅルバャや れゅハヱョィョ ゅョ
 ゅヰヘΑケバゎヱ りキケヘョャや ヶプ れやキケヘョ キィヱゎ Ιロクワるェヘタャや  .

 ュドルョャや るもよバゎるバもゅセャや ケタゅルバャや れゅハヱョィョ キキェル ラぺ 
 

 
 るΑシΑもケャや りケミヘャや メΑタゅヘゎャや

るバもゅセャや ケタゅルバャや 

¬ゅッヘャや ヶプ ゅハヱΑセ ケタゅルバャや ケをミぺ 
ラΑィヱケキΑヰャや 

ュヱΑヤΑヰャや 
 ラΚミセΑ98 %ラヱミャや るヤゎミ ラョ 

 チケΕや ヶプ ゅハヱΑセ ケタゅルバャや ケをミぺ 
¬ゅョャや ヶプ ゅタヱタカヱ ラΑィヱケキΑヰャや 

るヤΑヤホ れゅΑョミよ ュヱΑヤΑヰャやヱ 
ラΑィシミΕや 
ラヱミΑヤシャや 

ラΑィヱケゎΑルャや 
キΑキェャや 

ュヱΑシャゅミャや 
 ケタゅルハ ラョ れゅルやヱΑェャやヱ れゅゎゅよルャや ラヱミゎゎ 

¬ゅョャや ヶプ ラΑィヱケキΑヰャやヱ ラΑィシミΕや 

60 %¬ゅョ れゅルやヱΑェャや ラやコヱぺ ラョ 
 ラョ るヤΑヤホ れゅΑョミヱ ケヱヘシプ ヱ ラΑィヱケゎΑル ヱ ラΑィヱケキΑワヱ ラΑィシミぺヱ ラヱよケミ ラョ ラヱミゎゎヱ

 ラゅルシΕや ヱ ュゅドバャや ヶプ キヱィヱョ ュヱΑシャゅミャや れΑケよミャや ヱ ケヱヤミャや 
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 サケキャや ラやヱルハれやコヤヘャや ロゅよセぺヱ れやコヤプΚャやヱ れやコヤヘャや 
 ネヱッヱョャや ∨ れやコヤヘャや ゅョ 

 フキヰャや れやコヤヘャや ソもゅタカ ラΑよ ラケゅボル ラぺ. 

 れやキケヘョャやゆェシャやヱ ベケヅヤャ るΑヤよゅボャや – メミべゎャや. 

 りケゅヰョャや ヱぺ ュドルョャやるルケゅボョャや 

  ヶシゅシΕや メやぼシャや∨ フヤゎカゎ ゅョΑプヱ れやコヤヘャや ヮよゅセゎゎ ゅョΑプ ヶルケゅホ 

 ュヤバゎャや ュハキ るヅセルぺ∨ ゆワクャや ソもゅタカ ラハ るΑョヤバャや れゅハヱシヱョャやヱ れルケゎルΗゅよ ヶをェよや 
∨ ゆェシャやヱ ベケヅャや るΑタゅカ ラハ ⇔やケΑケボゎ ヶよゎミや 

 るΑシΑもケャや りケミヘャや メやぼシ∨ フヤゎカゎ ゅョΑプヱ れやコヤヘャや ヮよゅセゎゎ ゅョΑプ ヶルケゅホ 

 ゅヰヘΑケバゎヱ りキケヘョャや ゆェシャやヱ ベケヅヤャ るΑヤよゅボャや: ゅヰルぺ ヵぺ ケシミルゎ Ι ゅヰルみプ るホケヅョよ れホケヅ やクま れやコヤヘャや ラぺ 
 ヵぺ るボΑホケ ポΚシぺ メミセ ヴヤハ ゅヰヤΑミセゎ ヱぺ ベケヅャゅよ ゅヰボΑホケゎ ラミョΑ ヮルぺヱ ∩ ベケヅヤャ るヤよゅホ

 ゆェシヤャ るヤよゅホ ゅヰルぺ. 
  メミべゎャや: ノョ ヮヤハゅヘゎ キルハ ポャクヱ コヤヘャや ウヅシ ヴヤハ れゎヘゎャや るヤヰシ るボよヅ ラヱミゎ ラハ りケゅよハ 

 れやコヤヘャや. 
 ュドルョャや るもよバゎ 

  

 

 

フΚゎカや 

フΚゎカや 

ヮよゅセゎ 

 メΑタヱゎ       ラョ ヅシヱΕやヱ ケシΑΕや ゆルゅィャや ヶプ れやコヤヘャや ノボゎ 

ヱ りケやケェャや                                                   

 ¬ゅよケヰミャや                                                   

                                                                                                                                                                      るルヱケョャやヱ ラゅバョヤャや  ュヱΑルョヱャΙやヱ キΑキェャや ゅヰルョヱ ヵケヱキャや メヱキィャや
                                                                                  ヱ ベケヅャや るΑヤよゅホ                                          ヱ

ゆェシャや                                                 ヱ 

ゅヰヤΑミセゎ るャヱヰシ                                             

 ヶプ れやコヤヘャや キィヱゎヱ ∩ るッヘャやヱ サゅェルャやヱ 

 ヶプ キィヱΑ ヮルゅプ ベよもコャや Ιま るよヤタャや るャゅェャや 

 ケをミぺ ラョ ュヱケミャや キバΑヱ るヤもゅシャや るャゅェャや 

ュヱΑコΑシャや キバΑ ラΑェ ヶプ りヱゅシホ れやコヤヘャや 

 ヶプ メミべゎヤャ チケバゎゎ れやコヤヘャや チバよ 

 ゅヰヤハゅヘゎ るィΑゎル るΑィケゅカャや るもΑよャや 

メミべゎ ポャク ラョヱ れやコヤプΚャや ノョ 

ケをほゎゎヱ ∩ ぺキタャや メバヘよ キΑキェャや 

 ゆシェよ メミべゎャゅよ れやコヤヘャや 

ノョ メハゅヘゎャや ヶプ ゅヰヅゅセル 

 ンケカΕや ケタゅルバャや(れやコヤプΚャや) 

ラヱミゎヱ るもΑよャや ヶプ りキヱィヱョャや 

Κミべゎ ネケシΕや ヶワ ゅヅゅセル ネケシΕや れやコヤヘャや 

 ラΑィシミΕや ノョ メハゅヘゎャや ゅヰルミョΑ れやコヤヘャや チバよ 

ラΑシヱケΑミャや れェゎ ゅヰドヘェ ベΑケヅ ラハ 

ヶもゅΑョΑミャや ゅヰヅゅセル りキセャ ュヱΑシゅゎヱよャやヱ ュヱΑキヱタャや メをョ 
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 サケキャや ラやヱルハれやコヤヘャや ロゅよセぺヱ れやコヤプΚャやヱ れやコヤヘャや 
 ネヱッヱョャや ∨れやコヤヘャや ラョ キΑヘゎシル フΑミ

 フキヰャや れやコヤヘャや ラョ キΑヘゎシル フΑミ フタル ラぺ. 

 れやキケヘョャやるェヘタャや ロクワ ヶプ りキケヘョ キィヱゎ Ι 

 りケゅヰョャや ヱぺ ュドルョャやるルケゅボョャや 

  ヶシゅシΕや メやぼシャや∨ フヤゎカゎ ゅョΑプヱ れやコヤヘャや  れゅョやキカゎシや ヮよゅセゎゎ ゅョΑプ ヶルケゅホ 

 ュヤバゎャや ュハキ るヅセルぺ ュゅドバャや ヶプ るΑコヤヘャや ヶビやケよャや ラョ るヘヤゎカョ ゅハやヱルぺ ラヱェやケィャや ュキカゎシΑ やクゅョャ
∨ ラΑよゅタョャや ュゅシィぺ ヶプ りケヱシミョャや 

∨ れやコヤヘャや ¬Κヅ ュゎΑ やクゅョャ 

 るΑシΑもケャや りケミヘャや メやぼシ∨ フヤゎカゎ ゅョΑプヱ れやコヤヘャや れゅョやキカゎシや ヮよゅセゎゎ ゅョΑプ ヶルケゅホ 

 ゅヰヘΑケバゎヱ りキケヘョャやるェヘタャや ロクワ ヶプ りキケヘョ キィヱゎ Ι 

 ュドルョャや るもよバゎ 
  

 

 

フΚゎカや 

フΚゎカや 

ヮよゅセゎ 

 るヘヤゎカョャや りゅΑェャや れΙゅィョ ヶプ れやコヤヘャや メョバゎシゎ 

 メΑミセゎャや メヰシ ケカΕやヱ ヵヱホ ゅヰッバよプ 

 ¬ゅルよャや メゅョハぺ ヶプ メョバゎシΑ キΑキェャゅプ 

 るΑヱボャや れやケゅΑシャや メミゅΑワ るハゅルタヱ 

 るハゅルタ ヶプ メョバゎシΑ ュヱΑルョヱャΙやヱ 

 キΑィ メタヱョ ヮルΕ オよヅャや ヶルやヱぺ 

 ヶプ サゅェルャや メョバゎシΑヱ りケやケェヤャ 

ヮルΕ るΑもゅよケヰミャや ポΚシΕや るハゅルタ 

 ヮよェシ メヰシΑヱ ¬ゅよケヰミヤャ キΑィ メタヱョ 

 ヮヤΑミセゎヱ. 

 

 
 るヅセル ケΑピャや れやコヤヘャや(  るヤョゅカャや) 

 ゅヰヤョバゎシΑ               るバョΙ  ¬ゅよヅΕや  ュシィ メカやキ ゅヰルヱゎよをΑヱ 

 ヶプ ゅョミ ラΑよゅタョャや ラゅルシΕや  ゆヤボャやヱ ュゅドバャやヱ 

 るヤタヱョ 

 キバよ                     りケやケェヤャキミほゎャや ラョ ゅヰルぺ   ノョ メハゅヘゎゎΙ 

                           ¬ゅよケヰミャやヱ ¬ゅッハぺ れやコヤヘャや ロクワ ラョヱ  ュシィャや 

                  るヤヰシ るΑヱホゆワクャや ュヱΑルゅゎΑゎャやヱ るッヘャやヱ 

メョバゎシゎ  りケキゅルャやヱ るバョΚャや れやコヤヘャや               メΑミセゎャや                         るヤよゅホ ヱ        
  ヶヤェャや るハゅルタヱ るルΑコャや ヶプ

         ゆェシャやヱ ベケヅヤャ れやケワヱィョャやヱ ゆワクャや メをョ れ 
るッヘャやヱ 
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 サケキャや ラやヱルハれやコヤヘャや ロゅよセぺヱ れやコヤプΚャやヱ れやコヤヘャや 
 ネヱッヱョャやれやコヤプ Ι ケタゅルバャや ヵぺ ∩∨れやコヤプ ロゅよセぺ ゅヰΑぺヱ 

 フキヰャや コヤプ ヮよセ ヱぺ ⇔やコヤプ ケタルバャや ラゅミ やクま ゅョ キキェル ラぺ. 

 れやキケヘョャや るヤタヱョ ヮよセ 

 りケゅヰョャや ヱぺ ュドルョャやるルケゅボョャや 

  ヶシゅシΕや メやぼシャや∨ れやコヤヘャや ロゅよセぺヱ れやコヤプΚャや ラΑよ ヶルケゅホ 

 ュヤバゎャや ュハキ るヅセルぺ∨ れやコヤヘャや ロゅよセぺヱ れやコヤプΚャやヱ れやコヤヘャや ラョ メミ ヴヤハ るヤをョぺ ヶヅハぺ 

 るΑシΑもケャや りケミヘャや メやぼシ れやコヤヘャや ロゅよセぺヱ れやコヤプΚャや ラΑよ ヶルケゅホ 

 ゅヰヘΑケバゎヱ りキケヘョャや るヤタヱョ ヮよセ: ラミャ れやコヤプΚャや サミハ ヴヤハ ¬ゅよケヰミャやヱ りケやケェャや メタヱゎ 
 れやコヤヘャや ラョ メホぺ ゅヰヤΑタヱゎ. 

 ュドルョャや るもよバゎ 

  

 

 

フΚゎカや 

フΚゎカや 

ヮよゅセゎ 

 メヱキィャや ラョ ラョΑΕや ゆルゅィャや ヶプ れやコヤプΚャや ノボゎ 

 ゅヰルョ るヘヤゎカョ れΙゅェ ヶプ キィヱゎヱ ヵケヱキャや 

 メもゅシャや ゅヰルョヱ キヱΑャやヱ れΑケよミャゅミ ゆヤタャや 

ラΑィヱケキΑヰャやヱ ラΑィシミΕゅミ コゅピャやヱ ュヱケよャゅミ 

サΑャヱ ケシミヤャ メよゅホ ヱワゅョ ゅヰルョヱ ケヱヤミャやヱ 

ゅΑもゅΑョΑミ るヅセルャや れやコヤヘャや ラョヱ ∩ ラΑルケ ゅヰャ 

 ポゅルワヱ ュヱケよャやヱ キヱΑャやヱ ケヱヤヘャやヱ ケヱヤミャや 

 れやコゅピャや ヴョシゎ るヅセル ケΑビ ケタゅルハ 

 るヤΑよルャや(  るヤョゅカャや) ラヱΑルャやヱ ュヱΑヤΑヰャや ゅヰルョヱ 

れΑケよミャやヱ ラヱィケΙやヱ 

 ラΑよ ノョィゎ れやコヤヘャや ロゅよセやるバョΙ ケΑビ 

   ゅョヰルΑよ ノボゎヱ れやコヤプΚャやヱ れやコヤヘャや ソもゅタカ         ケΑビ    

 メホやヱ るバョΙ ケΑビ ヶワヱ ヵケヱキャや メヱキィャや            るヤよゅホ     

 ラョ ¬ゅよケヰミャやヱ りケやケェャや メボル ヶプ り¬ゅヘミ ゆェシヤャ    

 るヤタヱョ ヮよセ ヴョシゎ ポャクャ れやコヤヘャや               ベケヅャやヱ   

 るΑもゅΑョΑミャや ゅヰゎΚハゅヘゎ ヶプ フヤゎカゎ                            

メハゅヘゎΑΙヱ れやコヤヘャや ノョ メハゅヘゎΑ ゅヰッバよプ                         

サミバャや ケカΕや ゅヰッバよヱ れやコヤプΚャや ノョ                         

るΑコヤプΚャやヱ るΑコヤヘャや ラョ ソやヱカよ コΑョゎゎ                        

 やケタルハ るバΑよヅャや ヶプ ゅハヱΑセ ゅワケをミや                   
ラヱミヤΑシャ 
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サケギャや ラやヲレハ りキゅヨャや るャゅェ れやゲΒピゎ 

ネヲッヲヨャや ∨りキゅヨャや るャゅェ ゲΒピわゎ ブΒミ 

フギヰャや ラぺ りキゅヨャや るャゅェ れやゲΒピゎ フゲバゎ . 

れやキゲヘヨャや  ヶもゅΑゴΒヘャや ゲΒピわャや –ヶョゅジわャや 

りケゅヰヨャや ヱぺ ユヌレヨャや ヵぺケヱ るボΒボェ 

ヶシゅシΕや メやぽジャや ∨りキゅヨャや るャゅェ れやゲΒピわよ るボヤバわヨャや ペもゅボエャや ヂバよ ヵゲミクや 

ユヤバわャや ユハキ るトゼルぺ ヵヲイャや テピツャやヱ ラゅΒヤピャや るィケキ るΒヨヤハ るΒヘヤカ 

るΒジΒもゲャや りゲムヘャや メやぽシ ∨りキゅヨャや るャゅェ れやゲΒピわよ るボヤバわヨャや ペもゅボエャや ヂバよ ヵゲミクや 

ゅヰヘΑゲバゎヱ りキゲヘヨャや  ヶもゅΑゴΒヘャや ゲΒピわャや– ケΑΑピゎ ラヱキ ュシィャや メミセ ケΑΑピゎ ラハ アゎルΑ ヵクャや ケΑピゎャや 
 ヮャ るルヱミョャや りキゅョャや ネヱル. 

ヶョゅジわャや - ケヱケョャや ラヱキ るΑコゅピャや るャゅェャや ヴャま りケセゅよョ るよヤタャや キやヱョャや メヱェゎ 
 るヤもゅシャや るャゅェャゅよ 

ユヌレヨャや るゃらバゎ  

  ヶトΒトガわャや ユヌレヨャや ( ヵぺケ ュぺ るボΒボェ) 

るボΒボェ ヵぺケ 

 ヶもゅΑゴΒヘャや ゲΒピわャや: 
 

 ゅヰらΒミゲゎ ヶプ るヤカやギャや ゲタゅレバャや ヱぺ ゅヰゎキゅョ ネヲル ゲΒピゎ ラヱキ るホケヲャや モムセ ゲΒピゎ . やグワ リハ アわレΑヱ
ゅヰャ るルヲムヨャや りキゅヨャや ネヲル ゲΒピゎ ラヱキ ユジイャや モムセ ゲΒピル ゲΒピわャや. 

ゅョゅヌわルや モホぺ ウらダゎヱ れゅゃΑゴイャや るミゲェ るハゲシ キやキゴゎ りケやゲエャや ソゅダわョや ギレハ 

 

 
 Ι ベケヲャや ベゴョぺ ゅョギレハ

 リョ りキゅヘわシΙや リムヨΑ
ゅヰゎゅルヲムョ. 

 るィΚを ヵゲわゼル ラぺ モツヘΑ
やギΒヤィ ラヲムゎΙ 
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サケギャや ラやヲレハ りキゅヨャや るャゅェ れやゲΒピゎ 

ネヲッヲヨャや ∨りキゅヨャや るャゅェ ゲΒピわゎ ヴわョ 

フギヰャや ラぺ フゲバゎ ラぺりキギエョ りケやゲェ るィケキ ギレハ ゐギエゎ りキゅヨャや るャゅェ れやゲΒピゎ . 

れやキゲヘヨャや  ケゅヰダルΙや るィケキ – ラゅΒヤピャや るィケキ –ギヨイわャや るィケキ 

りケゅヰヨャや ヱぺ ユヌレヨャや ヵぺケヱ るボΒボェ 

ヶシゅシΕや メやぽジャや ∨ りキゅヨャや るャゅェ ゲΒピわゎ ヴわョ リΒらゎ ヶわャや ペもゅボエャや ヵゲミクや 

ユヤバわャや ユハキ るトゼルぺ ¬やゲをまヱ ヶプゅッま ユハキ 

るΒジΒもゲャや りゲムヘャや メやぽシ ∨ りキゅヨャや るャゅェ ゲΒピわゎ ヴわョ リΒらゎ ヶわャや ペもゅボエャや ヵゲミクや 

ゅヰヘΑゲバゎヱ りキゲヘヨャや ケゅヰダルΙや るィケキ:  ケゅヰタルΙゅよ ゅワキルハ りキゅョャや ぺキよゎ ヶゎャや りケやケェャや るィケキ. 
 ラゅΒヤピャや るィケキ:ラゅΒヤピャや ヶプ ゅワギレハ りキゅヨャや ぺギらゎ ヶわャや るィケギャや ヶワ 

ギヨイわャや るィケキ:  キョィゎャゅよ りキゅョャや ゅワキルハ ぺキよゎ ヶゎャや りケやケェャや るィケキ. 

ユヌレヨャや るゃらバゎ  

  ヶトΒトガわャや ユヌレヨャや ( ヵぺケ ュぺ るボΒボェ) 

るボΒボェ ヵぺケ 

 ケゅヰダルΙや るィケキ: 
ケゅヰダルΙや ヶプ ゅワギレハ りキゅヨャや ぺギらゎ ヶわャや りケやゲエャや るィケキ. 

 ギヨイわャや るィケキ: 

 ギヨイわャゅよ りキゅヨャや ゅワギレハ ぺギらゎ ヶわャや りケやゲエャや るィケキ. 

 ラゅΒヤピャや るィケキ: 

 ラゅΒヤピャや ヶプ りキゅヨャや ゅワギレハ ぺギらゎ ヶわャや りケやゲエャや るィケキ. 

 りケやゲエャや るィケキ ネゅヘゎケや ラヱキ ゲんミぺ りケやゲェ ソゅダわョゅよ るィケギャや ログワ コゅわヨゎヱ
ゅヰゎゅゃΑゴィ リΒよ テよやヱゲャや マΒムヘわャ マャクヱ 

 るΑコゅピャや れゅよヱゲゼヨャや モバイゎ アヤんャや れゅらバムョ
ユバヅや. 

 

キケゅらャや ヵゅゼャや リョ ゅヨバヅ グャぺ ヶヤピヨャや ヵゅゼャや 
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サケギャや ラやヲレハ りキゅヨャや るャゅェ れやゲΒピゎ 

ネヲッヲヨャや ∨ スゅヨムルΙや ゅョヱ ∨ キギヨわャや ゅョ 

フギヰャや  ゅヰセゅヨムルやヱ りキゅヨャや キギヨゎ ヴャま ヵキヲゎ りケやゲエャや るィケキ ヶプ れやゲΒピわャや ラぺ フゲバル ラぺ. 

れやキゲヘヨャや  ヵケやゲエャや キギヨわャや –ヵケやゲエャや スゅヨムルΙや 

りケゅヰヨャや ヱぺ ユヌレヨャや ヵぺケヱ るボΒボェ 

ヶシゅシΕや メやぽジャや  リムヨョ ヶわャや れやゲΒピわャや ヶワゅョラぺ∨ ゅヰゎケやゲェ るィケキ ゲΒピわゎ ゅョギレハ りキゅヨャや ヴヤハ ぺゲトゎ  

ユヤバわャや ユハキ るトゼルぺ ¬やゲをまヱ ヶプゅッま ユハキ 

るΒジΒもゲャや りゲムヘャや メやぽシ  リムヨョ ヶわャや れやゲΒピわャや ヶワゅョラぺ∨ ゅヰゎケやゲェ るィケキ ゲΒピわゎ ゅョギレハ りキゅヨャや ヴヤハ ぺゲトゎ  

ゅヰヘΑゲバゎヱ りキゲヘヨャや  ヵケやゲエャや キギヨわャや–  ゅヰゎケやケェ るィケキ ヶプ ケΑピゎャや るィΑゎル りキゅョャや ュィェ りキゅΑコ . 
ヵケやゲエャや スゅヨムルΙや  ゅヰゎケやケェ るィケキ ヶプ ケΑピゎャや るィΑゎル りキゅョャや ュィェ ラゅタボル . 

ユヌレヨャや るゃらバゎ  

  ヶトΒトガわャや ユヌレヨャや ( ヵぺケ ュぺ るボΒボェ) 

るボΒボェ ヵぺケ 

 
ラぺ リムヨΑ キやヲヨャや ヶプ スゅヨムルΙやヱ キギヨわャや ラぺ マャやグャヱ れΚムゼョ ゐヱギェ ヴャま ラゅΑキぽΑ 

 ロキギヨゎ ギレハ ゲジイャや ユトエゎ ノレヨゎ モタやヲプ ヱぺ れゅビやゲプ ポゲわゎ ケヲジイャや ¬ゅレよ ¬ゅレをぺ ヶプ
 ブΒダャや ヶプ. 

  ラヲムゎ ヶわャや モタやヲヘャやヱ れゅビやゲヘャや
Ιゅヨィ ゲんミぺ ゲジイャや モバイゎ ゲジイャや ヴヤハ. 
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 サケキャや ラやヱルハるΑもゅョΑミャや れやケΑピゎャやヱ れゅよミケョャや 
 ネヱッヱョャや∨れゅよミケョャや ゅョ 

 フキヰャやれゅよミケョャや ソもゅタカ アゎルゎシル ラぺ 
 れやキケヘョャやメやゆミケョ 

 りケゅヰョャや ヱぺ ュドルョャやァゅゎルゎシΙや 
  ヶシゅシΕや メやぼシャや∨ヮゎΑョシゎ ラミョΑ フΑミヱ ゆミケョャや ラヱミゎΑ フΑミ ヶィゎルゎシや 
 ュヤバゎャや ュハキ るヅセルぺ りケヱタャや り¬やケホ  -メゅミセΕやヱ ケヱタャや ュやキカゎシや - キキハ ラΑよΑ ァクヱョル ュシケ

 ゅョ ゆミケョ ヶプ ケタゅルバャや れやケク 
 るΑシΑもケャや りケミヘャや メやぼシ∨ ヮゎΑョシゎ ラミョΑ フΑミヱ ゆミケョャや ラヱミゎΑ フΑミ ヶィゎルゎシや 

 ゅヰヘΑケバゎヱ りキケヘョャやメや ゆミケョ : れゅヘタ ラハ フヤゎカゎ れゅヘタ ゅヰャヱ ケをミぺヱぺ ラΑケタルハ ラョ フャほゎゎ るΑボル りキゅョ
ヮャ るルヱミョャや ケタゅルバャや 

 ュドルョャや るもよバゎ 
 

∨フケハぺ やクゅョ ∨フケハぺ ラぺ キΑケぺ やクゅョ  アゎルゎシぺ 

 れやキェヱ ラョ キやヱョャや ノΑョィ ラヱミゎゎ
 ケタゅルバャや ヴョシゎ  るΑもゅルよ 

 れゅヘタヱ ソもゅタカ ケタルハ メミャ
 ロケΑビ ラハ ロコΑョゎ 

  コョケヱ ュシや ヶもゅΑョΑミ ケタルハ メミャ
 ソゅカ 

 ヅゅよゎケΙや ヴャま メΑョゎ ケタゅルバャや チバよ
りキΑキィ キやヱョ ラΑヱミゎャ ゅワケΑピよ 

 ラヱミゎΑ フΑミヱ ゆミケョャや ヱワ ゅョ
ヮゎΑョシゎ ラミョΑ フΑミヱ 

 フヤゎカゎ れゅヘタ ゅヰャ キやヱョ れゅよミケョャや
  ゅヰャ るルヱミョャや ケタゅルバャや  れゅヘタ ラハ

 ラΑΑケタルハ ラョ れゅよミケョャや  フャほゎゎ
 るΑもゅΑョΑミ ¬ゅョシぺ れゅよミケョヤャ ケをミぺヱぺ

 ケタゅルバャや ラョ りクヱカほョ るバもゅセ ¬ゅョシぺヱ
 ケΑΑピゎ ゐキェΑ ラぺ ラミョΑヱ ゅヰャ るルヱミョャや

 ケタゅルバャや チバよ ¬ゅョシぺ ヶプ(  メをョ
 キΑシミぺ ゆミケョ ヶプ ケヱヤミャやヱ ラΑィシミΕや

 ケヱヤミャや 
 ヶプ るタゅカ れゅョヤミ ゅルゅΑェぺ メョバゎシゎ
 れやケクャや キキハ ヴヤハ メキゎャ ゆミケョャや( 

 キΑシミぺ ヶルゅを ゆミケョ ヶプ ヶルゅを るョヤミ メをョ
ラヱよケミャや) 
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 サケキャや ラやヱルハるΑもゅΑョΑミャや れやケΑピゎャやヱ れゅよミケョャや 
 ネヱッヱョャや∨るΑもゅΑョΑミャや れやケΑピゎャや ゅョ 

 フキヰャやヮヤΑをョゎ ラミョΑ フΑミヱ ヶもゅΑョΑミャや ケΑピゎャや ゐキェΑ フΑミ アゎルゎシル ラぺ 
 れやキケヘョャやメや ヶもゅΑョΑミャや ケΑピゎ– るヤハゅヘゎョャや キやヱョャや – るィゎゅルャや キやヱョャや 

 りケゅヰョャや ヱぺ ュドルョャやァゅゎルゎシΙや 
  ヶシゅシΕや メやぼシャや∨ヮヤΑをョゎ ラミョΑ フΑミヱ ヶもゅΑョΑミャや ケΑピゎャや ゐキェΑ フΑミ ヶィゎルゎシや 
 ュヤバゎャや ュハキ るヅセルぺゅヰヤΑをョゎ るボΑケヅヱ ゅヰタもゅタカヱ れゅよミケョャや るバィやケョヱ るセホゅルョ - ケヱタャや り¬やケホ

メゅミセΕやヱ– キやヱョャや ラΑよ ベケピャや ュヰヘャ れやケゅよバャや メゅョミみよ ヱヤシぺ ュやキカゎシや 
 るヤハゅヘゎョャや キやヱョャやヱ るィゎゅルャや(  キィヱゎ るヤハゅヘゎョャや りキゅョャや  -------- りキゅョャやヱ

 キィヱゎ るィゎゅルャや - ---------- ラヘャやヱ ュヱヤバャや– ヅΑシよ ヶもゅΑョΑミ メハゅヘゎ ¬やケィま
 メカ れゅよャゅヅャや ュゅョぺ+れゅルヱよケミΑよ 

 るΑシΑもケャや りケミヘャや メやぼシ∨  ヮヤΑをョゎ ラミョΑ フΑミヱ ヶもゅΑョΑミャや ケΑピゎャや ゐキェΑ フΑミ ヶィゎルゎシや 
 ゅヰヘΑケバゎヱ りキケヘョャやメやヶもゅΑョΑミャや ケΑピゎ–. キやヱョ ァゅゎルΗ ゅバョ れやケクャや ヅよゎケゎ ゅョキルハ ヶもゅΑョΑミャや ケΑピゎャや ゐキェΑ 

 ゅヰャ るルヱミョャや るΑヤタΕや キやヱョャや ラハ ゅヰゎゅヘタ ヶプ フヤゎカゎ りキΑキィ 
るヤハゅヘゎョャや キやヱョャや -るΑもゅΑョΑミャや るャキゅバョャや ヶプケヅ キェや ヶプ ケヰドゎ 
 るィゎゅルャや キやヱョャや–るャキゅバョヤャ ケカΓや フケヅャや ヶプ ケヰドゎ  

 ュドルョャや るもよバゎ 
 

∨フケハぺ やクゅョ ∨フケハぺ ラぺ キΑケぺ やクゅョ  アゎルゎシぺ 

 れやク りキゅョよ ぺキよΑ ヶもゅΑョΑミャや ケΑピゎャや
 りキゅョよ ヶヰゎルΑヱ るルΑバョ ソもゅタカ

 ラハ ゅヰタもゅタカ ヶプ フヤゎカゎ ンケカぺ
 るΑヤタΕや りキゅョャや 

 ラハ フヤゎカゎ ソもゅタカ ゅヰャ れゅよミケョャや
ゅヰャ るルヱミョャや ケタゅルバャや ソもゅタカ 

 ヶもゅΑョΑミャや ケΑピゎャや ゐキェΑ フΑミ
ヮヤΑをョゎ ラミョΑ フΑミヱ 

 ヅよゎケゎ ゅョキルハ ヶもゅΑョΑミャや ケΑピゎャや ゐキェΑ
 りキΑキィ キやヱョ ァゅゎルΗ ゅバョ れやケクャや

 キやヱョャや れゅヘタ ラハ ゅヰゎゅヘタ ヶプ フヤゎカゎ
 ゅヰャ るルヱミョャや るΑヤタΕや 

 ヶもゅΑョΑミャや ケΑピゎャや ラハ ケΑよバゎャや ュゎΑヱ
 ヵコョケャや ケΑよバゎャや メをョゎヱ れΙキゅバョよ

 ヶもゅΑョΑミャや ケΑΑピゎヤャ 
 キェや キルハ ケヰドゎ るヤハゅヘゎョャや キやヱョャや

 ケヰドゎ るィゎゅルャや キやヱョャやヱ るャキゅバョャや ヶプケヅ
るャキゅバョヤャ ケカΕや フケヅャや キルハ 

 キェやヱャや ケタルバャや れやケク キキハ ラぺ ドェΚル
 ヵぺ るャキゅバョャや ヶプケヅ ヶプ るΑヱゅシゎョ ラヱミゎ
 ヵヱゅシΑ るィゎゅルャや キやヱョャや メゎミ ネヱョィョ ラぺ

 るヤハゅヘゎョャや キやヱョャや メゎミ ネヱョィョ ゅョもやキ( 
 るヤゎミャや ドヘェ ラヱルゅホ) 
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 サケキャや ラやヱルハるΑもゅΑョΑミャや れやケΑピゎャやヱ れゅよミケョャや 
 ネヱッヱョャや∨ ヶもゅΑョΑミャや メハゅヘゎャや ゐヱキェ フセゎミや フΑミ 

 フキヰャや ヶもゅΑョΑミャや メハゅヘゎャや ゐヱキェ れゅョΚハ アゎルゎシル ラぺ 
 れやキケヘョャや るェヘタャや ヶプ れやキケヘョ キィヱΑ Ι 

 りケゅヰョャや ヱぺ ュドルョャやァゅゎルゎシΙや 
  ヶシゅシΕや メやぼシャや∨ ヶもゅΑョΑミャや メハゅヘゎャや ゐヱキェ れゅョΚハ ヶィゎルゎシや 
 ュヤバゎャや ュハキ るヅセルぺ ヶもゅΑョΑミャや ケΑピゎャや ウヤヅタョ るセホゅルョ– ケヱタャや り¬やケホ – れΙゅェゅョ メやぼシ 

 ゥケセャ るヅΑシよャや れΚハゅヘゎャや チバよ ¬やケィま  ∨ケヱタャや ヶプ  ゅワやケル ヶゎャや りキゅョャや
 ヶもゅΑョΑミャや メハゅヘゎャや ゐヱキェ メもΙキ(  るバョセ ベやケゎェや– ラヱャ ノョ ケヱヤミ –

¬ゅョャや ノョ るッヱョェヤャ キゅッョ ソケホ) -ノョΚャや サゅェルャや ヅゅセル 
 るΑシΑもケャや りケミヘャや メやぼシ∨  ヶもゅΑョΑミャや メハゅヘゎャや ゐヱキェ れゅョΚハ ヶィゎルゎシや 

 ゅヰヘΑケバゎヱ りキケヘョャやるΑもゅΑョΑミャや れやケΑピゎャやヱ れゅよミケョャや 
 ュドルョャや るもよバゎ 

 
∨フケハぺ やクゅョ ∨フケハぺ ラぺ キΑケぺ やクゅョ  アゎルゎシぺ 

 キやヱョ るΑもゅΑョΑミャや れやケΑピゎャや アゎルゎ
 ゅヰゎゅヘタ ヶプ フヤゎカゎ りキΑキィ

 るΑヤタΕや キやヱョャや ラハ ゅヰタもゅタカヱ
 メハゅヘゎャや メよホ 

 キホ ゅΑもゅΑョΑミ Κハゅヘゎ ラぺ フセゎミや フΑミ
ゐキェ 

 ラヱヤャや ヶプ ケΑピゎャや 
 ウよタΑャ ラキゅバョャや ヴヤハ れゅボよヅ ラヱミゎ
 ヮΑヱセゎャや ヴョシΑ ゅョ やクワヱ ゅゎワゅよ ゅヰルヱャ( 

ベΑケよャや るャやコま)  
 れゅハゅボヘャや ケヱヰド 
 ゆシやヱケャや ラヱミゎ 

 アゎルΑ るΑもゅΑョΑミャや れやケΑピゎャや チバよ
 りケやケェャやヱ ¬ヱッャや 
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 サケキャや ラやヱルハるΑもゅΑョΑミャや れやケΑピゎャやヱ れゅよミケョャや 
 ネヱッヱョャや∨ ヶもゅΑョΑミャや メハゅヘゎャや ラョ キΑヘゎシル フΑミ 

 フキヰャや∨ゅルゎゅΑェ ヶプ るΑもゅΑョΑミャや れΚハゅヘゎャや キもやヱプ アゎルゎシル ラぺ 
 れやキケヘョャや るェヘタャや ヶプ れやキケヘョ キィヱΑ Ι 

 りケゅヰョャや ヱぺ ュドルョャやァゅゎルゎシΙや 
  ヶシゅシΕや メやぼシャや∨るΑもゅΑョΑミャや れΚハゅヘゎャや キもやヱプ ヶィゎルゎシや 
 ュヤバゎャや ュハキ るヅセルぺ りケヱタャや り¬やケホ–ゅルゎゅΑェ ヶプ るΑもゅΑョΑミャや れΚハゅヘゎャや キもやヱプ ラハ ヶもケョ ノヅボョ 

 るΑシΑもケャや りケミヘャや メやぼシ∨ るΑもゅΑョΑミャや れΚハゅヘゎャや キもやヱプ ヶィゎルゎシや 
 ゅヰヘΑケバゎヱ りキケヘョャやるェヘタャや ヶプ れやキケヘョ キィヱΑ Ι 

 ュドルョャや るもよバゎ 
 

∨フケハぺ やクゅョ ∨フケハぺ ラぺ キΑケぺ やクゅョ  アゎルゎシぺ 

 ベΑケヅ ラハ ロ¬やクビ れゅよルャや ノルタΑ
 ヶもヱッャや ¬ゅルよャや るΑヤョハ 

 れゅホヱヤカョヤャ るョヰョ サヘルゎャや るΑヤョハ
 るΑェャや 

 ポケェゎゎャ キヱホヱャや メョバゎシゎ れΙΓや 
 ヶもゅΑョΑミ メハゅヘゎ ゐキェΑ れゅよミケョャや ヶプ 

 るΑもゅΑョΑミャや れΚハゅヘゎャや キもやヱプ 

 ゐΑェ ヶもゅΑョΑミ メハゅヘゎ ヶもヱッャや ¬ゅルよャや
 ァゅゎルΗ サョセャや るホゅヅ れゅよルャや ュキカゎシΑ

 ケミシャや 
 るΑヤョハ ヶプ ラΑィシミΕや ュシィャや メョバゎシΑ

 るホゅヅャや ヴヤハ メヱタェヤャ サヘルゎャや 
 るΑもゅΑョΑミャや れΚハゅヘゎャや れΙΓや メョバゎシゎ

 ラハ るィゎゅルャや るホゅヅャや メョバゎシゎ ゐΑェ
 ヶプ ラΑィヱケキΑヰャやヱ ラΑィシミΕや メハゅヘゎ

ヴヤハぺ ヴャま るよミケョャや ノプキ メ コゅビ りケヱタ 
 りキΑェヱャや るボΑケヅャや ヶハ れΚハゅヘゎャや
 ポΑゎシΚよャや メをョ れゅよミケョャや ァゅゎルΗ

 ヵケヱヘェΙや キヱホヱャやヱ 
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∨フケハぺ やクゅョ ∨フケハぺ ラぺ キΑケぺ やクゅョ  アゎルゎシぺ 
 メピセャや ゆゅシェ: 

 ゆケッ るャヱクよョャや りヱボャや ヵヱゅシΑ メピセャや
 りヱボャや ロゅィゎや ヶプ るハヱヅボョャや るプゅショャや. 
 りヱボャや りキェヱ ヶワ メピセャや りキェヱヱ

(ラゎヱΑル)  りキェヱ ヶプ るよヱケッョ
 るプゅショャや(ケゎョ) 

るホゅヅャやヱ メピセャや ラΑよ るホΚバャや   . 
 メピセャや: 

 コゅィルΙ るョキカゎショャや るホゅヅャや るΑョミヱワ
ゅョ メピセ. 

 ゅョシィョ ポヤΑョコヱ れルぺ ノプキゎ ゅョキルハ
 ラΑシミゅバゎョ ラΑワゅィゎや ヶプ るヘホやヱ りケゅΑシャ

ゅヰシヘル りヱボャや ケやキボョよヱ. 
 ケよミや りヱボよ りケゅΑシャや れルぺ れバプキ やクま ゅョぺ
  ポケェゎゎ りケゅΑシャや ラゅプ ポヤΑョコ ラョ
 キホ Κピセ ポゅルワ ラぺ メヱボル クま キルハヱ

コィルぺ. 
 

 キバΑ ヮよ ュヱホぺ ゆバゎョ メョハ メミ サΑャ
Κピセ. 

Κピセ コィルルΙ ゅルルぺ ヴャヱΕや るャゅェャや ヶプ . 
Κピセ コィルル ゅルルぺ るΑルゅをャや るャゅェャや ヶプ. 

 

 ヴヤハ ュシィ ポΑケェゎャ りヱホ れャクよ やクま
 メピセ コゅィルや ュコヤΑ ヮルゅプ ラセカ ウヅシ
 ラゅミ ヱャ ヮミΑケェゎャ ュコΚャや ラョ ケよミや

サヤョぺ ウヅシ ヴヤハ 

ポゅミゎェΙやヱ メピセャや ラΑよ るホΚバャや 
 ポゅミゎェΙや: 

 ロゅィゎや サミハ ヶプ ケをぼゎ るョヱゅボョ りヱホ
 るャヱクよョャや りヱボャや. 

 サケキャや ラやヱルハるホゅヅャやヱ メピセャや 
 ネヱッヱョャや∨メピセャや ュヱヰヘョ ゅョ 

 フキヰャやメピセャや ュヱヰヘョ アゎルゎシゎ ラぺ. 
 れやキケヘョャや メピセャや 

 りケゅヰョャや ヱぺ ュドルョャやァゅゎルゎシΙや 
  ヶシゅシΕや メやぼシャや∨ るホゅヅャやヱ メピセャや ラΑよ るホΚバャや ヶィゎルゎシや 
 ュヤバゎャや ュハキ るヅセルぺヶプゅッま ュハキ :Κピセ ゅヰΑプ ラヱャクよΑ フホやヱョ メΑをョゎ ヶプ ケやヱキΕや メキゅよゎ れゅよャゅヅャや ヶャま ゆヤヅや 

¬やケをま : れゅよャゅヅャや キェぺ ゅヰΑプ メクよゎ フホやヱョ メΑをョゎ ヶプ ケやヱキΕや メキゅよゎ れゅよャゅヅャや ヶャま ゆヤヅや
ラやコヱΕや るヘヤゎカョ ベΑキゅルタ ュやキカゎシや ベΑケヅ ラハ ンケカΕや るよャゅヅャや ラョ ケをミぺ Κピセ. 

 るΑシΑもケャや りケミヘャや メやぼシ∨ るホゅヅャやヱ メピセャや ラΑよ るホΚバャや ヶィゎルゎシや 
 ゅヰヘΑケバゎヱ りキケヘョャや メピセャや–ゅョ メョハ コゅィルΗ るヤョバゎショャや るホゅヅャや るΑョミ  . 

 ュドルョャや るもよバゎキやヱョャや ウヅシぺヱ るハヱヅボョャや るプゅショャやヱ るャヱクよョャや りヱボャやヱ メピセャや ラΑよ るホΚバャや ゅョ. 
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 サケキャや ラやヱルハるホゅヅャやヱ メピセャや 
 ネヱッヱョャや∨るホゅヅャや ュヱヰヘョ ゅョ 

 フキヰャや ゅヰゎΙヱェゎヱ るホゅヅャや ュヱヰヘョ アルゎシゎ ラぺ . 
 れやキケヘョャや るホゅヅャや – ノッヱャや るホゅヅ – るミケェャや るホゅヅ 

 りケゅヰョャや ヱぺ ュドルョャやァゅゎルゎシΙや 
  ヶシゅシΕや メやぼシャや∨ ゅヰゎΙヱェゎヱ るホゅヅャや ュヱヰヘョ ヶィゎルゎシや 
 ュヤバゎャや ュハキ るヅセルぺるΑャゅゎャや れゅェヤヅタョャや れゅよャゅヅャや ノョ るバィやケョ :るホゅヅャや ∩ ノッヱャや るホゅヅ ∩るΑミケェャや るホゅヅャや ∩

 るホΚハ れやク ゅヰよ やヱケョ ゆケゅィゎ ヱぺ れやケよカ フタヱ ヶプ ラミルョ ゆビケゎ ラョ メゅシぺ ュを
るミケェャや るホゅヅ ヱぺ ノッヱャや るホゅヅよ ∩ュキボャや りケミ るよバヤャ ケヱタ ュヰΑヤハ チケハやヱ . ゆヤヅやヱ

ゅヰΑプ るヘヤゎカョャや るホゅヅャや ネやヱルぺ キΑキェゎ ュヰΑャま. 
むキゎよョ ンヱゎショ : ヱぺ りケΑシΑ れゅョヤミ メゅョバゎシゅよ ケヱタャや ¬やコィぺ チバよ ヴャま ゆΚヅャや ケΑセΑ

りケΑタホ れやケゅよハ. 
ヵキゅハ ンヱゎショ : フタヱャ りケΑタホ れやケゅよハ ヱぺ るヅΑシよ メョィ メゅョバゎシや ゆΚヅャや ノΑヅゎシΑ

るホゅヅャや ラョ ネヱル. 
ュキボゎョ ンヱゎショ :るホゅヅャや ラョ ネヱル フタヱャ メョゅミ メョィ メゅョバゎシや ゆΚヅャや ノΑヅゎシΑ. 

¬やケをま : るホゅヅ ヴャま ノッヱャや るホゅヅ ケΑピゎ フタゎ りケΑタホ りケボプ るよゅゎミ ゆΚヅャや ヴャま ゆヤヅや
るホヱヤェコャや ヴヤハ ベΙコルΙや キルハ るミケェ. 

 るΑシΑもケャや りケミヘャや メやぼシ∨るヤをョぺ ケミク ノョ ゅヰゎΙヱェゎヱ るホゅヅャや ュヱヰヘョ ヶィゎルゎシや 
 ゅヰヘΑケバゎヱ りキケヘョャや るホゅヅャや –ゅョ メョハ コゅィルま ヴヤハ りケキボョャや . 

 ノッヱャや るホゅヅ– ュシィャや ヶプ るルヱコカョャや るホゅヅャや るΑョミ . 
 るミケェャや るホゅヅ–  ュシィャや るミケェ ラハ るィゎゅルャや るホゅヅャや . 

 ュドルョャや るもよバゎ∨るヤをョぺ ケミク ノョ ゅヰゎΙヱェゎヱ ゅヰハやヱルぺヱ るホゅヅャや ュヱヰヘョ ヶィゎルゎシや 
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∨フケハぺ やクゅョ ∨フケハぺ ラぺ キΑケぺ やクゅョ  アゎルゎシぺ 
 ノッヱャや るホゅヅ ラゅプ りケミャゅよ ゆバヤャや キルハ

 ヴャま ゅヰバプケ キルハ キやキコゎ りケミャや ヶプ るルコゎカョャや
 るホゅヅ ゆシゎミゎ ゅヰルみプ りヱボよ ゅヰゎバプキ やクまヱ ヴヤハぺ
 ネゅヘゎケや ラョ りケミャや ヅゅボシま キルハ ゅョぺ るΑミケェ

 ゅヰΑプ るルョゅミャや ノッヱャや るホゅヅ ラゅプ ラΑバョ
 るΑよクゅィャや メバヘよ るΑミケェ るホゅヅ ヴャま メヱェゎゎ

るΑッケΕや. 

 ヶプ ノッヱャや るホゅヅ メゅミセぺ
りケミャや∩ 

 ノッヱャや るホゅヅ: ヶプ るルヱコカョャや るホゅヅャや るΑョミ
 ュシィャや. 

 ラハ るィゎゅルャや るホゅヅャや ヶワ るミケェャや るホゅヅ
ュシィャや るミケェ 

 るヘヤゎカョ ベもやケヅよ ゅΑョヱΑ るホゅヅャや メョバゎシル
るホゅヅ ヴャま ァゅゎェΑ ゅルャヱェ ゐキェΑ ゅョ メミヱ. るホゅヅャや ュヱヰヘョ  るホゅヅャや : ゅョ メピセ コゅィルや ヴヤハ りケキボャや ヶワ 

 メピセャや りキェヱミ メヱィャや ヶワ りキェヱ るホゅヅヤャヱ 

 れやケクャや ラΑよ ヅよやヱケャや ノッヱ るホゅヅ ラぺ
 るΑもゅョΑミ るホゅヅ メミセ クカほゎ れゅもΑコィャやヱ. 

 ヶプ るルコゎカョ ノッヱ るホゅヅ るΑヱヱルャや るホゅヅャやヱ
 ヶプ れゅルヱケゎΑルャやヱ れゅルヱゎヱケよャや ラΑよ ヅよやヱケャや

 りケクャや. 
 るホゅヅ ラョ ケカへ メミセ るΑシΑヅゅルピョャや るホゅヅャやヱ

 るホゅヅ ゅヰヤョハ ヶプ ヮよセゎ ヶワヱ ノッヱャや
ュゅシィΕや ゆクィ ヶプ るΑッケΕや るΑよクゅィャや. 

 コやコゎワや ラハ るィゎゅル るΑミケェ るホゅヅ りケやケェャやヱ
 れゅもΑコィャや. 

 るミケェ ヴャま ンコバゎ るΑミケェ るホゅヅ ¬ゅよケヰミャやヱ
 れゅルヱケゎミャΙや. 

 メゅミセぺ ラョ ゅッΑぺ ¬ヱッャやヱ れヱタャやヱ
 るΑミケェャや るホゅヅャや. 

れゅィヱョャや メΚカ メボルゎ ゅヰΑプ れゅもΑコィャや ラΙ 

 ケミク ノョ るホゅヅャや メゅミセぺ
 ゅヰΑヤハ メゅをョ. 

 るヘタ ゅヰャ るホゅヅャや メゅミセぺ ノΑョィ ラぺ アゎルゎシル
 メピセ コゅィルや ヴヤハ ゅヰゎケキホ ヶワヱ るミケゎセョ. 
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 サケキャや ラやヱルハるホゅヅャやヱ メピセャや 
 ネヱッヱョャや∨るホゅヅャや メヱェゎゎ フΑミ 

 フキヰャや るホゅヅャや ドヘェ ラヱルゅホ アゎルゎシゎ ラぺ. 
 れやキケヘョャやるホゅヅャや ドヘェ ラヱルゅホ 

 りケゅヰョャや ヱぺ ュドルョャやァゅゎルゎシΙや 
  ヶシゅシΕや メやぼシャや ヮルョ れヅボシ ヵクャや ヮシヘル ネゅヘゎケΙや ヴャま キゎケゎ Ι ゅョ ネゅヘゎケや ラョ りケミ ヅヱボシ キルハ

∨ るホゅヅャや ドヘェ ぺキよョ るャゅェャや ロクワ ベボェゎ フΑミ 
 ュヤバゎャや ュハキ るヅセルぺ れゅよャゅヅャや ヶャま ゆヤヅや : ヵぺ ヱぺ れルケゎルΙやヱ ゆゎミャやヱ れΚィョャゅよ るルゅバゎシΙや

 るホゅヅ ヴャま るΑもゅョΑミャや るホゅヅャや メヱェゎ るΑヘΑミ ラハ ゐェよヤャ ンケカぺ るΑョヤハ ケキゅタョ
 ヶプヱ るΑヱキΑャや ウΑよゅタョャやヱ ゆゅバャΕや ヶプ メョバゎシゎ るΑケゅヅよャや ヶプ るΑもゅよケヰミ

ュヰゎΚΑョコ ゅョぺ るΑャま やヱヤタヱゎゅョ チケハ ゅッΑぺ ュヰΑャま ゆヤヅやヱ るャゅボルャや フゎやヱヰャや. 
 むキゎよョ ンヱゎショ : るミケェャや るホゅヅ ラΑよ ベケヘャや ウッヱゎ りケボプ るよゅゎミ ゆΚヅャや フヤミ
ノッヱャや るホゅヅヱ. 
ヵキゅハ ンヱゎショ :るホゅヅャや ドヘェ ラヱルゅホ ゅヰΑプ ラヱヘタΑ りケボプ るよゅゎミ ゆΚヅャや フヤミ. 
ュキボゎョ ンヱゎショ : ヴヤハ るヤをョぺ ラΑよゎ ュヱシケ ヱぺ ケヱタ ラハ ゐェよャや ゆΚヅャや フヤミ

りケヱタ メミ フタゎ りケボプ ゆゎミやヱ るホゅヅャや れΙヱェゎ. 
 るΑシΑもケャや りケミヘャや メやぼシ ヮルョ れヅボシ ヵクャや ヮシヘル ネゅヘゎケΙや ヴャま キゎケゎ Ι ゅョ ネゅヘゎケや ラョ りケミ ヅヱボシ キルハ

∨ るホゅヅャや ドヘェ ぺキよョ るャゅェャや ロクワ ベボェゎ フΑミ 
 ゅヰヘΑケバゎヱ りキケヘョャやるホゅヅャや ドヘェ ラヱルゅホ  : ュキバャや ラョ ゐキェゎシゎ Ιヱ ヴルヘゎ Ι るホゅヅャや

ケカへ ヴャま メミセ ラョ メヱェゎゎ ゅヰルミャヱ . 
 ュドルョャや るもよバゎ∨るホゅヅャや ドヘェ ラヱルゅホ ヶィゎルゎシや 

∨フケハぺ やクゅョ ∨フケハぺ ラぺ キΑケぺ やクゅョ  アゎルゎシぺ 

 るホゅヅャや: メピセ コゅィル ヴヤハ りケキボャや ヶワ
 ゅョ. 
 

 ゅョ ネゅヘゎケや ラョ りケミ ヅヱボシ キルハ
 ヮシヘル ネゅヘゎケΙや ヴャま キゎケゎ Ι

 ベボェゎ フΑミ ヮルョ れヅボシ ヵクャや
∨ るホゅヅャや ドヘェ ぺキよョ るャゅェャや ロクワ 

 るホゅヅャや ドヘェ ラヱルゅホ: 
 ュキバャや ラョ ゐキェゎシゎ Ιヱ ヴルヘゎ Ι るホゅヅャや
 ケカへ メミセ ヴャま メミセ ラョ メヱェゎゎ メよ

るホゅヅャや メゅミセぺ ラョ. 
 Ι ラΑバョ ネゅヘゎケや ラョ るヅホゅシャや りケミャや ラぺ
 や¬コィ ラΙ ヮシヘル ネゅヘゎケΙや ヴャま キゎケゎ
 ヴャま メヱェゎ ゅヰΑプ るΑミケェャや るホゅヅャや ラョ
 ゆよシよ るΑゎヱタ るホゅヅヱ るΑケやケェ るホゅヅ

 ポゅミゎェΙや. 
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 サケキャや ラやヱルハるヅΑシよャや れΙΓや 
 ネヱッヱョャや∨ノプやヱケャや ゅョ 

 フキヰャやソルャや り¬やケホヱ ケヱタャや メΚカ ラョ ノプやヱケャや ネやヱルぺ フルタゎ ラぺ 
 れやキケヘョャやるバプやケャや 

 りケゅヰョャや ヱぺ ュドルョャやフΑルタゎャや 
  ヶシゅシΕや メやぼシャや∨ ソルャや り¬やケホ ヱ ケヱタャや メΚカ ラョ ノプやヱケャや ネやヱルぺ ヶヘルタ 

 
 

 ュヤバゎャや ュハキ るヅセルぺ

 メミ ¬やコィぺ キΑキェゎヱ ュワケゎゅプキ ヴヤハ ノプやヱケャや ラョ るをΚをャや ネやヱルΕや ュシケ ゆΚヅャや ラョ ヶヤヅぺ
るバプやケ. 

ンキゎよョ ンヱゎショ :ュワケゎゅプキ ヴヤハ ゅワヱョシケ ヶゎャや ノプやヱケャや ¬やコィぺ ヶャま りケゅセΗや 
ヵキゅハ ンヱゎショ : ノプやヱケャや ¬やコィぺ キΑキェゎャ りケΑタホ れやケゅよハ ヱぺ るヅΑシよ メョィ メゅョバゎシや
ゅワヱョシケ ヶゎャや 
ュキボゎョ ンヱゎショ :ゅワヱョシケ ヶゎャや ノプやヱケャや ¬やコィぺ キΑキェゎャ メョィ メゅョミま. 

るΑシΑもケャや りケミヘャや メやぼシ ∨ ソルャや り¬やケホ ヱ ケヱタャや メΚカ ラョ ノプやヱケャや ネやヱルぺ ヶヘルタ 

 ゅヰヘΑケバゎヱ りキケヘョャや るバプやケャや : コゅミゎケΗや るヅボル ヴョシΑ ケヱェョ メヱェ ポケェゎΑ ゆΑッホ. 
 ュドルョャや るもよバゎ 

 
るバプやケャや ゅヰルハ メゅをョ 

 ロヱボャやヱ るャヱクよョャや ロヱボャや ラΑよ ノボゎ コゅミゎケΗや るヅボル ラぺ
 ロヱボャやヱ るャヱクよョャや ロヱボャや ラョ メミ クもキルハ ラヱミゎヱ るィゎゅルャや

 ラΑシミゅバゎョ ラΑワゅィゎや ヶプ るィゎゅルャや. 

 ラやコΑョャや ヮェヱィケぺ. 

 ロヱボャや ネやケク メヱヅ ラミャ コゅミゎケや ヮヅボルヱ ラゅハやケク
キェやヱ ロゅィゎや ヶプ ラΑハやケクャや ラぺ ドェΙぺ るィゎゅルャや 

ケΑシャや るよケハ 

 ラョ キェやヱ ゆルゅィ ヶプ るョヱゅボョャやヱ ロヱボャや ゅハやケク ラヱミΑ
 コゅミゎケΗや ケヱェョ. 

ヅボヤョャや 
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サケキャや ラやヱルハ るヅΑシよャや れΙΓや 

 ネヱッヱョャや∨ノプやヱケャや ヮよセゎ れΙΓや ヵぺ 
 フキヰャや ノプやヱケャや ヮよセゎ ヶゎャや れΙΓや チバよ フルタゎ ラぺ. 

 れやキケヘョャやるェヘタャや ロクワ ヶプ りキケヘョ キィヱゎ Ι 
 りケゅヰョャや ヱぺ ュドルョャやフΑルタゎャや 
  ヶシゅシΕや メやぼシャや∨ ノプやヱケャや ヮよセゎ ヶゎャや れΙΓや チバよ ヶヘルタ 
 ュヤバゎャや ュハキ るヅセルぺヶプゅッま ュハキ : メよェャや ゆェシ ゆよシΑ フΑミ ウッヱΑ れやケミよャや ュゅドルャ ヶヤョハ ベΑよヅゎ ュシケ

ヴヤハぺ ヶャま メボをャや ノプケ メヘシぺ ヶャま 
¬やケをま :メボをヱ メよェヱ れやケミよ ノよケぺ ラョ フャほゎΑ るよミケョ れやケミよ ュゅドル ュシケ. 

 るΑシΑもケャや りケミヘャや メやぼシ∨ ノプやヱケャや ヮよセゎ ヶゎャや れΙΓや チバよ ヶヘルタ 
 ゅヰヘΑケバゎヱ りキケヘョャやるェヘタャや ロクワ ヶプ りキケヘョ キィヱゎ Ι 

 ュドルョャや るもよバゎ 
 

 ノプやヱケャや ヮよセゎ れΙΓや  ゅヰルハ メゅをョ 
ノプやヱケャや ラョ ネヱル れゅセルヱャや 1 -れΚィバャや ヶプ ケヱェョャやヱ るヤィバャや 

2 -りケゅΑシャや キヱボョ 
3 -ヴヤハΕや ヴャま ポヤシャや フヤャ やケヱェョヱ るヤィハ るバプやケャや メョバゎシゎ 
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 サケキャや ラやヱルハるヅΑシよャや れΙΓや 
 ネヱッヱョャや∨メもゅョャや ウヅシャや ゅョ 

 フキヰャやケヱタャやヱ ソルャや り¬やケホ メΚカ ラョ るヤもゅョャや ウヅシΕや チバよ キキェゎ ラぺ 
 れやキケヘョャやるェヘタャや ロクワ ヶプ りキケヘョ キィヱゎ Ι 

 りケゅヰョャや ヱぺ ュドルョャやフΑルタゎャや 
  ヶシゅシΕや メやぼシャや∨ ケヱタャや ヱ ソルャや り¬やケホ メΚカ ラョ るヤもゅョャや ウヅシΕや チバよ ヵキキェ 
 ュヤバゎャや ュハキ るヅセルぺ¬やケをま : フΑミプ ゅミゅミゎェや アゎルΑ やクワ ラゅプ ュシィ ポΑケェゎ ヶプ メもゅョャや ンヱゎショャや メゅョバゎシや キルハ

∨ポゅミゎェΙや やクワ ラョ メヤボゎ ラぺ ラミョΑ 
ヶプゅッま ュハキ : ヴヤハ メΑボを ベヱキルタ ポΑケェゎャ メクよ りヱボャや ラョ ゅルΑバョ ケやキボョ ラぺ チケゎプや

 ヶプ ヮバッヱヱ ヮシヘル ベヱキルタャや ポケェゎ ラミョΑ フΑミ るルェゅセ ヶプ ヮバッヱヱ メもゅョ ウヅシ
∨メホぺ りヱボよヱ メもゅョ ンヱゎショ ュやキカゎシゅよ るルェゅセャや 

 るΑシΑもケャや りケミヘャや メやぼシ∨ ケヱタャやヱ ソルャや り¬やケホ メΚカ ラョ るヤもゅョャや ウヅシΕや チバよ ヵキキェ 
 ゅヰヘΑケバゎヱ りキケヘョャやるェヘタャや ロクワ ヶプ りキケヘョ キィヱゎ Ι 

 ュドルョャや るもよバゎ 
 

るヤもゅョャや ウヅシΕや ゅヰルハ ヮヤをョぺ 
 ウヅシ ゅヰャ るヅΑシよ ヮャや メもゅョャや ウヅシャや
 ヮΑプケヅ キェや ラヱミΑ ヱ ンヱゎショヱ メΑヱヅ

ケカΕや ラョ ヴヤハぺ 

1 - ァケキャや ラョ ゆケボャゅよ ラヱミゎ ヶゎャや るヤもゅョャや ウヅシΕや
 ¬ゅΑセΕやヱ れゅよケバャや ノプキャ サゅルャや チバよ ゅヰヤョバゎシΑ

 ァケキャや メキよ るヤΑボをャや. 
2 - ヶビケよャやヱ キゎヱャや. 
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 サケキャや ラやヱルハるヅΑシよャや れΙΓや 
 ネヱッヱョャや∨るよミケョャや れΙΓや ゅョ 

 フキヰャやりケヱタャやヱ ソルャや り¬やケホ メΚカ ラョ るよミケョャや れΙΓや チバよ フルタゎ ラぺ 
 れやキケヘョャやるよミケョャや るャΓや 

 りケゅヰョャや ヱぺ ュドルョャやフΑルタゎャや 
  ヶシゅシΕや メやぼシャや∨ りケヱタャや ヱ ソルャや り¬やケホ メΚカ ラョ るよミケョャや れΙΓや チバよ ヶヘルタ 
 ュヤバゎャや ュハキ るヅセルぺ ヵぺヱ れルケゎルΙやヱ ゆゎミャやヱ れΚィョャや ュやキカゎシや れゅよャゅヅャや ヶャま ゆヤヅや ヶャコルョ ヅゅセル

 ュキカゎシゎ ヶゎャや るルィヰョャや れゅよミケョャや ヶプ るΑャΗや りキもゅヘャや フケバゎャ ンケカぺ るΑョヤハ ケキゅタョ
 ヶプ ュヰもΚョコ ヴヤハ るΑャま やヱヤタヱゎゅョ ノΑョィゎ ュヰΑャま ゆヤヅや ュを ¬ゅよケヰミャや ヱぺ ラΑィヱケキΑヰャや

フタャや– ヶプ りキヱィヱョャや るよミケョャや れΙΓや チバよ ュシケ メゅミセΕや ヱ りケヱタャや り¬やケホ 
メコルョャや ヶプ ヱぺ フタャや 

 るΑシΑもケャや りケミヘャや メやぼシ∨ りケヱタャや ヱ ソルャや り¬やケホ メΚカ ラョ るよミケョャや れΙΓや チバよ ヶヘルタ 
 ゅヰヘΑケバゎヱ りキケヘョャや るャΓやるよミケョャや れΙΓや ラョ ケをミぺ ヱぺ ラΑゎャへ ノョィル ゅョキルハ ゅバョ るヅΑシよャやヴヤハ メタェル   るャへ

るよミケョ 
 ュドルョャや るもよバゎ 

 
るよミケョャや れΙΓや ゅヰルハ ヮヤをョぺ 

 れΙΓや ラョ ケをミぺ ヱぺ ラΑゎャへ ノョィル ゅョキルハ
 ヮよミケョ ヮャへ ヴヤハ メタェル ⇔ゅバョ るヅΑシよャや. 

 るルェゅセャや. 
 キバタョャや. 
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 サケキャや ラやヱルハれヱタャや 
 ネヱッヱョャや∨アゎルΑ フΑミヱ ∨れヱタャや ゅョ 

 フキヰャや∨ れヱタャや ベもゅボェ チバよ ヴヤハ フケバゎル ラぺ 
 れやキケヘョャやゆクよクゎャやれや –   るΑゎヱタ ヮィヱョ

 りケゅヰョャや ヱぺ ュドルョャやヵぺケ ュぺ るボΑボェ 
  ヶシゅシΕや メやぼシャや∨ れヱタャや ベもゅボェ チバよ ヵケミクや 
 ュヤバゎャや ュハキ るヅセルぺ るよャゅヅャや ゆゅゎミよ ュヱシケャや ヱ メゅミセΕやヱ ケヱタャや り¬やケホ 

  れゅィヱョャや メゅボゎルや ロゅィゎや サヘル ヶプ れヱタャや メボルΑ ヵクャや ヅシヱャや れゅもΑコィ コゎヰゎ
るΑゎヱタャや 

  るΑゎヱタ れゅィヱョ ラヱミゎ るΑキヱョバャや りケもゅヅャや ゥヱやケョ ラハ るィゎゅルャや れやコやコゎワΙや
 るよカゅタ 

 ゆクよクゎャや  ゅワケΑヱヅゎヱ れやキケヘョャや ウΑッヱゎ∨ るΑゎヱタャや れゅィヱョャや ンケル メワ るΑョヤハ るΑヘヤカ :
コやコゎワΙや 

 るΑゎヱタ るィヱョ :るΑコゅピャやヱ るヤもゅシャやヱ るよヤタャや キやヱョャや ヶプ メボゎルゎ るΑャヱヅ るィヱョ 
 ヅシヱャや : ラΑルをや ラΑよ ¬ヶセ " ゅヰャゅボゎルや ロゅィゎや ヱ るィヱョャや ケキタョ ラΑよ りキヱィヱョャや りキゅョャや" 

 ヶプゅッま ュハキ : ュヰゎゅョヤミよ るィヱョャや ュヱヰヘョ ウΑッヱゎ 
 ュヱヤバャや ケゎプキ ヶプ れΚカヤカゎャやヱ れゅヅビゅッゎャや ュシケ  

 ¬やケをま :ヮャΚカ れヱタャや メゅボゎルや るハケシ ヶプ ¬やヱヰャや りケやケェ るィケキ ケΑをほゎ ヶプ ゐェよ 
 れヱタャや るハケシ ゆゅシェャ るボΑケヅ ケゅミゎよや ヴヤハ ゆΚヅャや ノΑィセゎ 

 るΑシΑもケャや りケミヘャや メやぼシ∨ れヱタャや ベもゅボェ チバよ ヵケミクや 
 ゅヰヘΑケバゎヱ りキケヘョャや ゆクよクゎャや –メヘシぺ ヴャまヱ ヴヤハぺ ヴャま りキゅョャや れゅもΑコィ コやコゎワや . 

 るΑゎヱタ ヮィヱョ–れゅヅビゅッゎャや るヤシヤシ  メΚカ るヤボゎルョャや れΚカヤカゎャやヱ ゅョ りキゅョ . 
 ュドルョャや るもよバゎ 

 

  

るボΑボェ ヵぺケ 
 コやコゎワΙや ベΑケヅ ラハ メボゎルΑ れヱタャや " コやコゎワΙや ゅワほセルョ れやヱタΕや ノΑョィプ" 

  フヤカャや ヴャやヱ ュゅョΕや ヴャま コゎヰΑ ヮルゅプ ゅゎヱタ ゅョ ュシィ ケキタΑ ゅョキルハ 

  ヵキぼΑ ゅョョ ゅワキゅバゎよや ュを チバよ ヴャま ゅヰッバよ ¬やヱヰャや れゅもΑコィ ゆケゅボゎ ゆよシΑ  コやコゎワΙや
 ヴョシゎ れゅもΑコィャや ケΑよミ キキハ ヴヤハ ヵヱゎゎ ¬やヱヰャや ヶプ ベヅゅルョ ラΑヱミゎ ヴャまれゅヅビゅッゎ .. 

 ヴョシゎ れゅもΑコィャや ラョ メΑヤホ キキハ ヴヤハ ヵヱゎェゎ ベヅゅルョヱれΚカヤカゎ 

  ゅヰバョ るヤョゅェ ¬やヱヰャや ケよハ れΚカヤカゎャや ヱ れゅヅビゅッゎャや メボゎルゎるΑゎヱタャや るホゅヅャや 

  ヅボプ コゎヰゎ ヵぺ  フヤカャや ヴャやヱ ュゅョΕや ヴャま ポケェゎゎ ¬やヱヰャや ラョ るボヅルョ メミ 

  ケカぺ ヴャま ラゅミョ ラョ ¬やヱヰャや れゅもΑコィ ポケェΑΙ れヱタャや 
 ゅョ りキゅョ メΚカ るヤボゎルョャや れΚカヤカゎャやヱ れゅヅビゅッゎャや るヤシヤシ ヴョシゎるΑゎヱタャや れゅィヱョャゅよ  
   るィヱョャや ゅヰャΚカ メボゎルゎ ヶゎャや りキゅョャや ヴョシゎ "ヅシヱ"  

  ヴョシゎ ポャクャ ゅヰシヘル るホゅヅャや メゅボゎルや ロゅィゎや ヶプ ヅシヱャや コやコゎワや るΑゎヱタャや れゅィヱョャや ゆよシゎ
るΑャヱヅ れゅィヱョ 

  るィヱョャや るホゅヅャ るィΑゎル コやコゎワΙゅよ ュシィャや ぺキよΑ ゅョ ュシィよ れヱタャや れゅィヱョ ュキヅタゎ ゅョキルハ
るΑゎヱタャや 

 ベゅよヅΕや コやコゎワや ゆよシ ヶワ れやケもゅヅャや ラハ りケキゅタャや れやヱタΕや 
 

  れやヱタΕや チバよ
 ラゅシルΗや メバィゎ るΑャゅバャや

 聴 るョドハ ケバセゎシΑ
ラやクΓや れヱタミ 

 
  キΑヤボゎ ノΑヅゎシΑ ラゅシルΗや

ゆΑケキゎャゅよ れやヱタΕや 
 
  ラミゅョΕや ラハ キゅバゎよΙや

 ヶャゅバャや れやヱタャや れやク
ノョシャや るシゅェ ウΑケゎ 
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 サケキャや ラやヱルハれヱタャや 
 ネヱッヱョャや∨れヱタャや メボゎルΑ フΑミ 

 フキヰャや れヱタャや メゅボゎルや ベもゅボェ ヴヤハ フケバゎゎ ラぺ 
 れやキケヘョャや パやケヘャや -ヅシヱャや 

 りケゅヰョャや ヱぺ ュドルョャやヵぺケ ュぺ るボΑボェ 
  ヶシゅシΕや メやぼシャや れヱタャや メゅボゎルや ベもゅボェ チバよ  ヵケミクぺ 
 ュヤバゎャや ュハキ るヅセルぺ るよャゅヅャや ゆゅゎミよ ュヱシケャや ヱ メゅミセΕやヱ ケヱタャや り¬やケホ 

 ¬ゅッヘャや ヶプ れヱタャや メボゎルΑ Ι 
  ラΑプΙキャや れやヱタぺ メボルャ ゅよシゅルョ ゅヅシヱ ¬ゅョャや メミセΑ 
  れヱタャや ソゎョゎ るプケピャや ロクワ ラやケキィ 

 ヅゅセル " れヱタャや れΚホゅル" 
 ゅワケΑヱヅゎヱ れやキケヘョャや ウΑッヱゎ 

 パやケヘャや : ゅヰΑプ れゅもΑコィ キィヱΑ Ι るボヅルョ 
 ソゅタゎョΙや: ケカぺ ¬ヶセ ヶプ ヮバョィヱ ¬ヶセ ネΚゎよや 

 ンキタャや:るΑゎヱタャや れゅィヱョャや サゅミバルや ゆよシよ れヱタャや ネゅョシ ケやケミゎ 
 ヶプゅッま ュハキ: 

∨ メホや ゅヰΑぺヱ ケよミや ゅヰΑプ るΑゎヱタャや れゅィヱョャや るハケシ ラヱミゎ るΑャゅゎャや ヅゅシヱΕや ヵぺ 
 " ¬やヱワ– ¬ゅョ – キΑキェ " 

 ¬やケをま: 
∨ ゅョ ウヅシ ヶプ るィヱョャや ヶヘゎカゎ ゅョキルハ るホゅヅャや メヱェゎ フタヱャ るョキカゎショャや るョヤミャや ゅョ 

 ヶプゅッま ュハキ: 
 メよェャや コやコゎワゅよ やヱケバセΑャ ュワケィゅルェ ヴヤハ ュヰバよタま ラヱバッΑ ュワヱ ラヱをキェゎΑ ゆΚヅャや メバィ

ヶゎヱタャや 
 ¬やケをま: 

 るΑゎヱタ ゅィやヱョぺ ケキタΑ ヶゎヱタ ケキタョ ゅワコミケョ ヶプ ノッヱ るプケビ ウッヱΑ ヅヅカョ ュシケ
 ケカΕや ケやキィャや ラョ ソゎョゎヱ ラやケキィャや キェや ヴヤハ サミバルゎ 

 るΑシΑもケャや りケミヘャや メやぼシ∨ れヱタャや メゅボゎルや ベもゅボェ チバよ  ヵケミクぺ 
 ゅヰヘΑケバゎヱ りキケヘョャや 

 ヅシヱャや–るィヱョャや ゅヰャΚカ メボゎルゎ ヶゎャや りキゅョャや  . 
 パやケヘャや  –ュ りキゅョ れゅもΑコィ ゅヰΑプ キィヱΑ Ι るボヅル 

 ソゅタゎョΙや– ウヅシ ヴャま るホゅヅャや メボル るΑヤョハ ュ メヱェゎゎ ゐΑェ ヮΑプ るィヱョ ¬ゅヘゎカや キルハ や
 るΑミケェ るホゅヅ ヴャま るタゎョョャや れゅィヱョャやヱぺウヅシャや ポャク ヶプ るΑケやケェ  . 

 サゅミバルΙや –ゅョ ウヅシ ラハ るΑゎヱタャや れゅィヱョャや キやキゎケや  . 
 ンキタャや –  るΑゎヱタャや れゅィヱョャや サゅミバルや ゆよシよ れヱタャや ネゅョシ ケやケミゎ 

 
 ュドルョャや るもよバゎ 
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るボΑボェ ヵぺケ 
  パやケプ ラョ ラヱミゎΑ ¬ゅッヘャや 
 パやケプ ヶプ メボゎルΑΙ れヱタャや 
  るΑコゅピャや キやヱョャや ュを るヤもゅシャや キやヱョャや ュを るよヤタャや キやヱョャや ヶプ ケよミや れヱタャや メボゎルΑ 
  キΑキェャや ヶプ れヱタャや るハケシ ヒヤよゎ6000ュ/ゅよΑケボゎ ゐ 
 ¬やヱヰャや ヶプ れヱタャや るハケシ ヒヤよゎ343ュ / ゐ 
 ゅヰャ ラヱミョャや れゅもΑコィ ラΑよ るヤタゅヘャや れゅプゅショャや フΚゎカや ヴャま ゆよシャや ノィケΑ 
 ヅシヱャや れゅもΑコィ ラΑよ れゅョキゅタゎャや ゆよシよ るΑゎヱタャや るホゅヅャや メボゎルゎ 
  ネケシや ゅヰΑプ れヱタャや メボゎルΑ やクャ るハケシよ ュキゅタゎゎヱ やキィ るよΑケホ ゅヰゎゅもΑコィ ラヱミゎ るよヤタャや キやヱョャや 
  メホや ゅヰΑプ れヱタャや メボゎルΑ やクャ るヤボよ ュキゅタゎゎヱ やキィ やキΑバよ ゅヰゎゅもΑコィ ラヱミゎ るΑコゅピャや キやヱョャや 
  れヱタャや メゅボゎルや るハケシ ヶプ りケやケェャや るィケキ ケをぼゎ 
  キケゅよャや ¬やヱヰャや ラョ ケよミや るハケシよ めプやキャや ¬やヱヰャや ヶプ れヱタャや メボゎルΑ 
  ケをミや れゅョキゅタゎャやヱ ケよミや めプやキャや ¬やヱヰャや れゅもΑコィ るハケシ ラΙ 

  ヴヤハ メョバゎ メミセャや るョドゎルョ ケΑビヱ るミΑョシ るルΑャ キやヱョ れヱタヤャ  るャコゅバャや フケピャや ヶプ ュキカゎシΑ
るΑゎヱタャや るホゅヅャや ソゅタゎョや 

  ヮルハ ヮィヱョ ¬ゅヘゎカや キルハ ゅョ ウヅシ ヴャま るホゅヅャや メボル るΑヤョハ ヱワ ソゅタゎョΙや 
 ウヅシャや ポャク ヶプ ヮΑミケェヱ るΑケやケェ るホゅヅ ヴャま るタゎョョャや るホゅヅャや メヱェゎゎ ゐΑェ 

 キゎケゎ ゅヰルみプ ゅヰゎホゅヅ ラョ ケよミや ゆヤタ ヱゎショ ウヅシよ るΑゎヱタャや れゅィヱョャや ュキヅタゎ ゅョキルハ 

  サミバルゎ ヵぺ " .. サゅミバルΙや "ゅョ ウヅシ ラハ るΑゎヱタャや れゅィヱョャや キやキゎケや ヱワ 

  れヱタャや ネゅョシ ケやケミゎ ヱワ ンキタャや 

 るΑゎヱタャや れゅィヱョャや サゅミバルや ゆよシよ 

 ラゅプ ゅョ ウヅシ ラハ るΑゎヱタャや れゅィヱョヤャ サゅミバルや ゐヱキェ キルハ: 

 ソゅタゎョや ヮャ ゐキェΑ ゅヰルョ ¬コィ 

  ウヅシャや るバΑよヅ ヴヤハ ¬コィャや やクワ るΑョミ キョゎバゎ  

 ヶヤタΕや れヱタャや ヱヤハ サヘルよ ラヱミΑ Ι ンキタャや ヱヤハ 

  ンキタャや れヱタ
フΑヘカ ケΑビ 

  ヶプ メコやヱバャや
 キハゅシΑ ヶルゅよョャや

 メボル ュキハ ヶプ
 れヱタャや

ヮタゅタゎョやヱ 

  ラΑプΙキャや れヱタ
メΑョィ 
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 サケキャや ラやヱルハれヱタャや 
 ネヱッヱョャや∨れヱタャや りキェ ゅョ 

 フキヰャやれヱタャや りキェ メヱェ ベもゅボェ ケミクゎ ラぺ 
 れやキケヘョャや キキケゎャや – れヱタャや りキェ

 りケゅヰョャや ヱぺ ュドルョャやヵぺケ ュぺ るボΑボェ 
  ヶシゅシΕや メやぼシャや∨ れヱタャや りキェ ベもゅボェ チバよ ヵケミクや 
 ュヤバゎャや ュハキ るヅセルぺ ュヱシケャや ヱ メゅミセΕやヱ ケヱタャや り¬やケホ 

  るよケゅボゎョ れΚカヤカゎャや ヱ れゅヅビゅッゎャや ラヱミゎ りキェャや ノヘゎケョ れヱタ " ヶャゅハ キキケゎ" 
  りキハゅよゎョ れΚカヤカゎャや ヱ れゅヅビゅッゎャや ラヱミゎ りキェャや チヘカルョ れヱタ " チヘカルョ キキケゎ" 

 ケヤよヱキ ケΑをほゎ 

  ゅワケΑヱヅゎ ヱ れやキケヘョャや ウΑッヱゎ : キキケゎャや : ケケミゎョ ヅョル ゅヰャ れヱタャや るィヱョ れやコやコゎワや ..
ゆヱミシ ヱヤシヱΙや メをョ るタゅカ りコヰィぺ ュやキカゎシゅよ ヮゎΑぼケ ラミョΑ 

 れヱタャや りキェ : れヱタャや キキケゎ チゅヘカルやヱ ヱヤハ .. キキケゎャゅよ ヅよゎケゎ ヶヰプ やクャ 
  るョハやキ ゆΑャゅシぺ れヱタャや りキェ ュヱヰヘョ 

  むキゎよョ :チゅヘカルΙやヱ ヱヤバャや ラΑよ コΑΑョゎャや 
  ヵキゅハ :るヤΑョィ れやケゅよハ 
  ュキボゎョ : るョゅゎ メョィ 

  ヶプゅッま ュハキ∨ ヮゎキェ キやキコゎ ゅョキルハ れヱタャや キキケゎャ ゐキェΑ ヵクャや ゅョ 
¬やケをま ヶプ ヮャゅボゎルや るハケシ ラョ ケよミや るよヤタャや キやヱョャや ヶプ れヱタャや メゅボゎルや るハケシ ラヱミゎ やクゅョャ 

 れやコゅピャや 
 るΑシΑもケャや りケミヘャや メやぼシ∨ れヱタャや りキェ ベもゅボェ チバよ ヵケミクや 

 ゅヰヘΑケバゎヱ りキケヘョャや キキケゎャや– りキェやヱ るΑルゅを メΚカ ゅョ ュシィ コやコゎワや れやケョ キキハ  ∩コゎケヰャや ヮシゅΑホ りキェヱ . 
 りキェ ヱタャや れ– ゅドΑヤビ ヱぺ ゅバΑプケ ラゅミ やクま ゅョ キキェゎ れヱタヤャ るヘタキキケゎャゅよ ヅよゎケゎヱ 

ヮッゅヘカルや ヱぺ れヱタャや ヱヤハ るィケキ. 
 ュドルョャや るもよバゎ 

  

るボΑボェ ヵぺケ 
 キキケゎャや キやキコΑ チバよャや ゅョヰッバよ ラョ れΚカヤカゎャや ヱ れゅヅビゅッゎャや ゆケゎボゎ ゅョキルハ 

 るΑルゅを メΚカ ゅョ ュシィ コやコゎワや れやケョ キキハ ヱワ キキケゎャや 

 キキケゎャや サゅΑホ りキェヱコゎケΑヰャや  
  ゅヰゎキェ メΚカ ラョ れやヱタΕや コΑΑョゎ ュゎΑ 
  りキェヱタャや れ– ゅドΑヤビ ヱぺ ゅバΑプケ ラゅミ やクま ゅョ キキェゎ れヱタヤャ るヘタ キキケゎャゅよ ヅよゎケゎヱ 
 ヶャゅハ ロキキケゎ ノΑプケャや れヱタャや 
 チヘカルョ ロキキケゎ ドΑヤピャや れヱタャや 
 れヱタャや フタヱャ ラゅゎヘヤゎカョ ラゅゎボΑケヅ ロキキケゎヱ れヱタャや りキェ 
 キキケゎヤャ ラクΕや コΑΑョゎ るボΑケヅ れヱタャや りキェ 
 れヱタャや るィヱョ ヶプ れΚカヤカゎャやヱ れゅヅビゅッゎャや キキバよ ヅよゎケゎ 
 キキケゎャや ラハ フヤゎカゎヱ 

 りキェやヱャや るΑルゅをャや ヶプ れやコやコゎワΙや キキハ りキゅΑコ ヴヤハ メョバル れヱタャや りキェ りキゅΑコャ 

 ゅヰもゅカケまヱ るΑゎヱタャや メゅよェャや キセ るボΑケヅ ラハ れヱタャや りキェ ケΑピゎ ラミョΑ 

 りキェャや メボゎ ゅワ¬ゅカケま キルハヱ りキェャや キやコゎ ゅワキセ キルハ 

 ロゅィゎや ヶプ ポケェゎャゅよ れヱタャや キキケゎ りキゅΑコャ 

 ケヤよヱキ ケΑをほゎ  るィヱョャや ラョ ラΑゎキバゎよョ ヱぺ ラΑゎよケゎボョ ラゅゎミケェ ゆよシよ キキケゎャや ヶプ ケΑピゎャや ヴョシΑ 

  れやヱタΕや
 るΑャゅバャや

 ヮィハコョ 
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 サケキャや ラやヱルハれヱタャや 
 ネヱッヱョャや∨ンキタャや りキもゅプ ゅョ 

 フキヰャやンキタャや ベもゅボェ チバよ ヴヤハ フケバゎゎ ラぺ 
 れやキケヘョャや ンキタャや 

 りケゅヰョャや ヱぺ ュドルョャやるボΑボェヵぺケ ュぺ  
  ヶシゅシΕや メやぼシャや∨ ンキタャや ベもゅボェ チバよ ヵケミクぺ 
 ュヤバゎャや ュハキ るヅセルぺ ュヱシケャやヱ メゅミセΕやヱ ケヱタャや り¬やケホ 

 ヮゎシΑケプ ノホヱョ キΑキェゎャ れヱタャや ンキタ ラョ スゅヘカャや キΑヘゎシΑ 
  ¬ゅョャや ウヅシ れェゎ ュゅシィΕや ラミゅョぺ るプケバョャ ラヘシャや ヶプ ケゅルヱシャや ュキカゎシΑ 

 ヶャコルョ ヅゅセル 
 ラミゅョぺヱ ¬ゅッヱッャや ラョ ラクΕや るΑゅョェャ るョキカゎショャや れやヱキΕや るプケバョャ ゐェよャや

  ゅヰョやキカゎシや .. ケΑケボゎ メョハヱ ゅヰタΑカヤゎヱ 
 るΑシΑもケャや りケミヘャや メやぼシ∨ ンキタャや ベもゅボェ チバよ ヵケミクぺ 

 ゅヰヘΑケバゎヱ りキケヘョャや 
 ンキタャや –  るΑゎヱタャや れゅィヱョャや サゅミバルや ゆよシよ れヱタャや ネゅョシ ケやケミゎ  

 
 ュドルョャや るもよバゎ 

  

るボΑボェ ヵぺケ 
  れゅィヱョャや サゅミバルや ゆよシよ れヱタャや ネゅョシ ケやケミゎ ヱワ ンキタャや

 ゆヤタ ュシィよ ゅヰョやキヅタや キルハ るΑゎヱタャや 

 るョヰョ キもやヱプ ンキタヤャ 
  ンキタャや ロキセケΑプ ヮゎシΑケプ ラハ キゎケゎ れやヱタぺ メシケΑ スゅヘカャや

ゅヰルゅミョ ヴャま 
  ヴョシゎ ンケカぺ ¬ゅΑセぺ ヱぺ ュゅバヅャや キゅィΑま るΑヤョハ キΑキェゎ るボΑケヅ

ンキタャや ュやキカゎシゅよ ノホヱョャや 
  ヴヤハ メヱタェヤャ  るボΑケヅャや ロクワ ュキカゎシゎ ラΑプΙキャやヱ ラゅゎΑェャや

¬やクピャや 
  れェゎ ュゅシィΕや ノホやヱョ キΑキェゎャ ケゅルヱシャや  りコヰィぺ ¬ゅョヤバャや ケヱヅ

¬ゅョャや 

 ラゅゎΑェャや ラョ ヴミクぺ ラΑプΙキャや 
  フΑカョ ¬ゅョャゅよ れゅルやヱΑェャや れヱタ 
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 サケキャや ラやヱルハ¬ヱッャや 
 ネヱッヱョャや∨¬ヱッャや ゅョ 

 フキヰャや∨ ¬ヱッャや ソもゅタカ ソカヤル ラぺ 
 れやキケヘョャや るΑシΑヅゅルピョヱケヰミャや – ラヱゎヱヘャや–るプゅヘセ ュゅシィぺ–  メゅΑカャや – ¬ヱッャや ケゅシミルや – ケヱセルョャや

 – ヮィヱョャや メヱヅ –ュゅシィぺ るプゅヘセ るよセ – ¬ヱッャや サゅミバルや –ヶもケョャや フΑヅャや. 
 りケゅヰョャや ヱぺ ュドルョャやソΑカヤゎャや 
  ヶシゅシΕや メやぼシャや∨ ¬ヱッャや ソもゅタカ チバよ ヶタカャ  
 ュヤバゎャや ュハキ るヅセルぺ るよャゅヅャや ゆゅゎミ ヶプ ュヱシケャや ヱ メゅミセΕやヱ ケヱタャや り¬やケホ 

(  ¬ヱッャや れゅィヱョ) (  れゅルヱゎヱヘャや) 
 ゅワケΑヱヅゎヱ れやキケヘョャや ウΑッヱゎ 

 るよミケョ るョヤミ るィヱョャや メヱヅ–  ュドゎルョ ゆやケヅッΙ ケやケミゎ   - サゅΑホ メヱヅャや
 るプゅショャや - ヶゎャや るヅボルャや ヱ るィヱョャや ヴヤハ るヅボル ラΑよ るプゅショャや ヶィヱョャや メヱヅャや

  るΑャゅゎャや るィヱョャや ヴヤハ ゅヰヤをョゎ - るよミケョ るョヤミ ヶシΑヅゅルピョヱケヰミャや フΑヅャや–
 ヶシΑヅゅルピョヱ ヶもゅよケヰミ - ソもゅタカ ゅヰャ れゅィヱョ メミセ ヴヤハ るホゅヅャや メゅボゎルや

 るΑシΑヅゅルピョヱケヰミャや ヴョシΑ ゅョヰルΑよ メカやキゎャやヱ るΑもゅよケヰミ ヱ るΑシΑヅゅルピョ るミケゎセョ 
 るボΑボェ - れゅョΑシィャや ソもゅタカ チバよヱ れゅィヱョャや ソもゅタカ ¬ヱッヤャ 

 ヶプゅッま ュハキ :∨ ラヱゎヱヘャや ラハ ポゎゅョヤミよ ヵケよハ 
∨ ュシケャゅよ ラヱゎヱヘャや ュヱヰヘョ ヶヤをョ  

¬やケをま :∨ ラヱゎヱヘャや ュヱヰヘョ ラハ ヶをェよや 
∨ ポゎヤΑョコ ノョ ラヱゎヱヘャや ュヱヰヘョ ヶセホゅル 

 るΑシΑもケャや りケミヘャや メやぼシ∨ ¬ヱッャや ソもゅタカ チバよ ヶタカャ 
 ゅヰヘΑケバゎヱ りキケヘョャや るΑシΑヅゅルピョヱケヰミャや– ラハ りケゅよハ ¬ヱッャや るΑシΑヅゅルピョヱケヰミ れゅィヱョ ヴョシΑ  

 るΑもゅよケヰミャや ンヱボャや メカやキゎるΑシΑヅゅルピョャや ンヱボャやヱ るΑシΑヅゅルピョヱケヰミャゅよ . 
 ラヱゎヱヘャや – キィヱΑ るΑもヱッャや るホゅヅャや ラョ ¬コィ ケピタぺ メボゎショ メミセよ . 

るプゅヘセ ュゅシィぺ– るΑもヱッャや るバセΕや ュドバョ クゅヘルよ ウョシゎ ュゅシィぺ ゅワΚカルョ   
 メゅΑカャや– サゅミバルや ヮよよシヱ ¬ヱッャや ケキタョャ りケヱタ ヱワラハ ¬ヱッャや ウヅシ 

 メヱボタョャや りへケョャや ∩ラハ サミバルゎ ¬ヱッャや れゅィヱョ ゥヱヅシャや . 
 ケヱセルョャや  ¬ヱッャや ケゅシミルや –ロケゅショ ラハ ¬ヱッャや フやケェルや . 

 ヮィヱョャや メヱヅ – るィヱョヤャ ラΑゎΑャゅゎゎョ ラΑゎョホ ラΑよ るプゅショャや  ∩ゆゅシェ ラミョΑヱ 
ゅワキキケゎ ヶプ ヶィヱョャや ヮャヱヅ ゆケッよ るィヱョャや るハケシ . 

ュゅシィぺ るプゅヘセ るよセ  –
 ¬ヱッャや サゅミバルや–ゥヱヅシャや ラハ ¬ヱッャや キやキゎケや . 

ヶもケョャや フΑヅャや. ゅヰゎキワゅセョ ラミョΑ ヶゎャや るルΑゅよゎョャや ¬ヱッャや れゅィヱョ ラョ ¬コィ 
ヮヤΑヤェゎ キバよ . 

 ュドルョャや るもよバゎ 
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 サョセャや ゅヰルョ りキキバゎョ ケキゅタョ ヮャ ¬ヱッャや るヅシやヱよ ヮよ サェル るホゅヅャや メゅミセぺ ラョ メミセ ¬ヱッャや
 ウΑよゅタョャやヱ

 パやケヘャや ヶプ ヮゎハケシ ケキボゎヱ やキィ りケΑよミ るハケシよ ケセゎルΑ るΑシΑヅゅルピョケヰミ れゅィヱョ ラハ りケゅよハ
≫≡≡≡≡≡ュミ/ァゅィコャやヱ ¬ゅョャやヱ ¬やヱヰャや メをョ るΑキゅョ ヅゅシヱや ヶプ ヮゎハケシ メボゎヱ ゅよΑケボゎ  ゐ

 ヴョシゎ るヤゎミ ゅヰャ れゅョΑシィ ¬ヱッャや ゅヰャ ヶィヱョャや メヱヅャや メΚカ ラョ ¬ヱッャや れゅィヱョ フケバゎ ラミョΑ
るョΑボゎショ ヅヱヅカ ヶプ ¬ヱッャや ケΑシΑ れゅルヱゎヱプ

 ゅヰよ ュやキヅタΙや キルハ りケΑピタャや れゅョΑシィャや ロゅィゎや ケΑピΑ ヮルハ サミバルΑ ヮルゅプ ュシィ ヴヤハ ヅボシΑ ゅョキルハ
 ヮよ ュやキヅタΙや キルハ やケΑョゅミャや ュヤΑプ ヴヤハ やケをぺ ポケゎΑ

ゅバョ れゅョΑシィャやヱ れゅィヱョャや ソもゅタカ ¬ヱッヤャ
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 サケキャや ラやヱルハ¬ヱッャや 
 ネヱッヱョャや ∨メドャや ラヱミゎΑ フΑミ

 フキヰャや ゅワケよハ ¬ヱッャや ケヱケョ ゐΑェ ラョ ュゅシィΕや ュゅシホぺ ソカヤル ラぺ ラヱミゎゎ フΑミ ソカヤルヱ 
メΚドャや  ∨

 
 れやキケヘョャや るΑシΑヅゅルピョヱケヰミャや – ラヱゎヱヘャや–るプゅヘセ ュゅシィぺ–  メゅΑカャや – ¬ヱッャや ケゅシミルや – ケヱセルョャや

 – ヮィヱョャや メヱヅ – るプゅヘセ るよセ ュゅシィぺ– ¬ヱッャや サゅミバルや –ヶもケョャや フΑヅャや .
 りケゅヰョャや ヱぺ ュドルョャや ソΑカヤゎャや
  ヶシゅシΕや メやぼシャや ∨ ゅワケよハ ¬ヱッャや ケヱケョ ゐΑェ ラョ ュゅシィΕや ュゅシホぺ ヶタカャ

 ∨ メドャや ラヱミゎ るΑヘΑミ ヶタカャ
 ュヤバゎャや ュハキ るヅセルぺ  るよャゅヅャや ゆゅゎミ ヶプ ュヱシケャや ヱ メゅミセΕやヱ ケヱタャや り¬やケホ

  るプゅヘセャやヱ るョゎバョャや ュゅシィΕや
 メドャや ュィェヱ メミセ キΑキェゎ

 ∨ メドャや ゅョ
 ∨ メドャや メミセ キキェル フΑミ

  ゅワケΑヱヅゎヱ れやキケヘョャや ウΑッヱゎ
 ュゎバョ ュシィ –  ヮャΚカ ラョ ¬ヱッャや ケヱケョャ ウョシΑ Ι ュシィ

  フゅヘセ ュシィ -  ヮャΚカ ¬ヱッャや ケヱケョャ ウョシΑ ュシィ
 フゅヘセ ヮよセ ュシィ –  ヮよヤビや れゎセΑヱ ¬ヱッャや ラョ ヅΑシよ ¬コィ ケケョΑ ュシィ

 ヅゅセル: ヴヤハ アもゅゎルャや チケハヱ  るヘヤゎカョ ュゅシィぺ ュやキカゎシゅよ ヅもゅェャや ヴヤハ メド メョハ
 れΚΑョコャや 

 ヶプゅッま ュハキ: ∨ るプゅヘセ るよセャや ヱ るプゅヘセャや ュゅシィΕや ラΑよ ベケヘャや ゅョ 
 れホヱ ラョ サョセャや ヶプ サィャや メド メヱヅ ケΑピゎΑ やクゅョャケカぺ ヴャま 

 ¬やケをま:∨ ゅルゅΑェぺ ュシィャや メヱヅ ラョ ケよミぺ メドャや メヱヅ メバィΑ ヵクャや ゅョ 
 ¬ヱッャや るハケシ れルゅミ やクま300000ュミ/  ゐ

 ∨ チケΕや ラハ サョセャや キバよ ヶよシェゅプ
 サョセャや ¬ヱッ ベケピゎシや やクま8 ∨ チケΕや ヴャま メヱタヱヤャ ベもゅホキ 

 るプゅショャや = るハケシャや * ラョコャや
 るΑシΑもケャや りケミヘャや メやぼシ ゅワケよハ ¬ヱッャや ケヱケョ ゐΑェ ラョ ュゅシィΕや ュゅシホぺ ヶタカャメΚドャや ラヱミゎヱ  ∨

 
 ゅヰヘΑケバゎヱ りキケヘョャや 

 ュドルョャや るもよバゎ 
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 るョゎバョ ュゅシィぺ
ゆゅゎミャや ヱ キΑキェャやヱ ゆセカャや メをョ ゅヰΑヤハ ヅボシャや ¬ヱッャや ソゎョゎ ゅヰルΙ ゅヰャΚカ ラョ ¬ヱッャや クヘルΑ Ι

るプゅヘセ ュゅシィぺ
ゥゅィコャや メをョ ゅヰャΚカ ラョ ¬ヱッャや クゅヘルよ ウョシゎ

るプゅヘセ るよセ ュゅシィぺ
ポΑゎシΚよャや メをョ ヮよヤビぺ れゎセゎヱ ¬ヱッャや ラョ ケΑシΑ ¬コィ クヘルゎ

  メ
ドャ

や

 るボヅルョャや ラバヰルョ ¬コィ ヱや ¬ヱッャや ゆィェΑ ヮルゅプ フゅヘセ ヮよセ ヱや ュゎバョ ュシィ ヴヤハ ¬ヱッャや ヅヱボシ キルハ
メドャや ラヱミゎΑプ ヮヘヤカ るバホヱャや

¬ヱッヤャ ゆゅィェルや キケィョ メドャや

 ヶルゅをャや ュシィャや ヴヤハ メヱΙや ュシィヤャ メド ラヱミゎΑ ケカへ  ュシィ ヱ ¬ヱッ ケキタョ ラΑよ ュシィ ノボΑ ゅョキルハ

ポヤド メヱヅ ポャクャ ゅバよゎ ケΑピゎΑプ ケゅヰルャや メΚカ ポΑヤハ るヅホゅシャや サョセャや るバセぺ メΑョ ケΑピゎΑ

 ュシィャや ヴヤハ るヅホゅシャや るバセΙや メΑョ ヴヤハ メドャや メヱヅ キョゎバΑ

 ヶもヱッャや ケキタョャや ラハ ュシィャや キバよ ヴヤハ キョゎバΑ ヮルや ゅョミ

 メドャや ヮΑヤハ ラヱミゎΑ ヵクャや ウヅシャやヱ ュシィャや ラΑよ るプゅショャや メハ ゅッΑや キョゎバΑ
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 サケキャや ラやヱルハ¬ヱッャや 
 ネヱッヱョャや∨ケシミルΑ フΑミヱ ∨¬ヱッャや サミバルΑ フΑミ 

 フキヰャや∨ ロケゅシミルやヱ ¬ヱッャや サゅミバルや ソカヤル ラぺ 
 

 れやキケヘョャや るΑシΑヅゅルピョヱケヰミャや – ラヱゎヱヘャや–るプゅヘセ ュゅシィぺ–  メゅΑカャや – ¬ヱッャや ケゅシミルや – ケヱセルョャや
 – ヮィヱョャや メヱヅ –ュゅシィぺ るプゅヘセ るよセ – ¬ヱッャや サゅミバルや –ヶもケョャや フΑヅャや. 

 りケゅヰョャや ヱぺ ュドルョャやソΑカヤゎャや 
  ヶシゅシΕや メやぼシャや∨ ロケゅシミルやヱ ¬ヱッャや サゅミバルや るΑヘΑミ ヶタカャ 

 
 ュヤバゎャや ュハキ るヅセルぺ るよャゅヅャや ゆゅゎミ ヶプ ュヱシケャやヱ メゅミセΕやヱ ケヱタャや ュやキカゎシや 

 ゅヰョゅョぺ ヱ りへケョャや フヤカ ケヱタャや 
 ¬ゅョャや ウヅシ ヴヤハ ラョ ¬ヱッャや サゅミバルや 
  ¬ヱッャや ケゅシミルや 
 るΑよヅャや れやケゅドルャや 
  れゅシキバャや ネやヱルぺ 

  メミセャや ゅヰャ れゅシキバャや ノΑョィ メワ ∨ れゅシキバャや るヘΑドヱ ゅョ ∨ れゅシキバャや るΑョワぺ ゅョ
 ヮシヘル 

 ヅゅセル: 
  るΑルキバョャや ノヅボャや(  ¬ヱッャや ケゅシミルや メをョゎ)  

 ゅワケΑヱヅゎヱ れやキケヘョャや ウΑッヱゎ 
¬ヱッャや ケゅシミルや : ¬ヱッャや るハケシ ケやキボョ ケΑピゎ ラハ アゎゅル ¬ヱッャや ケゅショ ロゅィゎや ヶプ ケΑピゎ 

ケカぺ ヴャま ヅシヱ ラョ メボゎルΑ ゅョキルハ ゐキェΑヱ 
 るΑョヤハ るΑヘヤカ: 

 ラョ ケピタや りケゅΑシヤャ ラョΑΕや ゆルゅィャや ヴヤハ るハヱッヱョャや りへケョャや ヶプ りケヱタャや ケヰドゎ やクゅョャ
 ∨ ヶバΑよヅャや ゅヰョィェ 

 るョハやキ ゆΑャゅシぺ: 
 メゅΑカャや ュヰヘョ ウΑッヱゎ 

 ヶプゅッま ュハキ : 
∨ ケシミルΑ ゅョキルハ ¬ヱッヤャ ゐキェΑ やクゅョ 

 ¬やケをま: 
ラヘャやヱ ュヱヤバャや ∨ るプゅをミ ケをミぺ ヅシヱ メカキΑ ゅョキルハ ¬ヱッヤャ ゐキェΑ やクゅョ 

 
 るΑシΑもケャや りケミヘャや メやぼシ∨ロケゅシミルやヱ  ¬ヱッャや サゅミバルや るΑヘΑミ ヶタカャ 

 ゅヰヘΑケバゎヱ りキケヘョャや. 
 ュドルョャや るもよバゎ 
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¬ヱッャや ケキタョャ りケヱタ メゅΑカャや

メヱボタョャや りへケョャや ウヅシ ラハ ¬ヱッャや サゅミバルや ヮよよシ

ゥヱヅシャや ラハ キやキゎケや ヱワ ¬ヱッャや サゅミバルや

ュゅシィΙや ラハ サミバルョ ¬ヱッ ヱワ ゅルルΑハや ヴャや メタΑ ヵクャや ¬ヱッャや ゆヤビや

ゅワやケル ラや ノΑヅゎシル Ι ¬ヱッャや サミバゎΙ ヶゎャや ュゅシィΙや

 ヅヱボシャや るΑヱやコ  =サゅミバルΙや るΑヱヱやコ
サゅミバルΙや ラヱルゅホ

  るΑヱゎショ ゅΑやケョャや ラヱミゎ キホ
ヵヱゅシゎョ キバよやヱ ゅヰヘヤカ ヮルゅミ ュシィャや ケヰドΑ

 るΑヱケミ ゥヱヅシ ラョ ¬コィ ゅΑやケョャや ラヱミゎ キホ

      りケバボョ ゅΑへケョ ヴョシゎ メカやキャや ンや サミゅバャや ゅヰェヅシ ラヱミΑ ゅョキルハ

 るよキェョ ゅΑへケョ ヴョシゎ ァケゅカャや ヴャや サミゅバャや ゅヰェヅシ ラゅミ やクや ゅョや



61 

 

 サケキャや ラやヱルハ¬ヱッャや 
 ネヱッヱョャや∨ラやヱャΕや ンケル やクゅョャ 

 フキヰャや∨ ラやヱャΖャ ゅルゎΑぼケ ゆよシ ソカヤル ラぺ 
 れやキケヘョャや るΑシΑヅゅルピョヱケヰミャや – ラヱゎヱヘャや–るプゅヘセ ュゅシィぺ–  メゅΑカャや – ¬ヱッャや ケゅシミルや – ケヱセルョャや

 – ヮィヱョャや メヱヅ –ュゅシィぺ るプゅヘセ るよセ – ¬ヱッャや サゅミバルや –ヶもケョャや フΑヅャや. 
 りケゅヰョャや ヱぺ ュドルョャやソΑカヤゎャや 
  ヶシゅシΕや メやぼシャや∨ ラやヱャΖャ ゅルゎΑぼケ ゆよシ ヶタカャ 
 ュヤバゎャや ュハキ るヅセルぺ るよャゅヅャや ゆゅゎミ ヶプ メゅミセΕやヱ ュヱシケャやヱ ケヱタャや ュやキカゎシや 

  ュゎバョャや ュシィャや ラヱャ 
 フゅヘセャや ヮよセ ュシィャや ュヱや 
  ヶシΑヅゅルピョヱケヰミャや フΑヅャや ケヱセルョャゅよ ¬ヱッャや メヤェゎ 
 ¬ヱッャや ラョ ュコェ ゐΚを ヅΑヤシゎ 

 ヅゅセル : ラやヱャΕや ァコョ 
 ゅワケΑヱヅゎヱ れやキケヘョャや ウΑッヱゎ 

 ヶもケョャや フΑヅャや :(   メゅΑカ ヶルバゎ フΑヅ) るバよシャや ラやヱャΕや ラョ ゅィΑコョ ヶルバΑ
ベ ヮシヘル ゆΑゎケゎャゅよ ゅョもやキ ケヰドゎ ヶゎャやヱ ¬ヱッャや ゅヰルョ ラヱミゎΑ ヶゎャや= サヱホ フ

ケヅョャや 
 ケヱセルョャや: キゅバよΕや ヶをΚを フゅヘセ ュシィ .. ヮルやヱャぺ ヴャま ヮヤヤェΑヱ ¬ヱッャや ケセルΑ

 るバよシャや るΑもケョャや 
 るョハやキ ゆΑャゅシぺ: ラΑゎョヤミャや るよゅゎミ(  フΑヅ– ケヱセルョ )  

 ゅヰゎセホゅルョ 
 ヶプゅッま ュハキ: サョセャや れェゎ るルヱヤョ ュゅシィぺ ノッヱ 

 ¬やケをま: ゅョヰョシケヱ ラΑケヱセルョ ュやキカゎシや 
 るΑシΑもケャや りケミヘャや メやぼシ∨ ラやヱャΖャ ゅルゎΑぼケ ゆよシ ヶタカャ 

 ゅヰヘΑケバゎヱ りキケヘョャや 
 ュドルョャや るもよバゎ 
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 ロケゅショ ラハ ヮプやケェルや ヱワ ¬ヱッャや ケゅシミルや

 ラΑヘヤゎカョ ラΑプゅヘセ ラΑヅシヱ ラΑよ ヮャゅボゎルや キルハ ¬ヱッヤャ ゐキェゎ るΑバΑよヅ りケワゅド
¬やヱヰャやヱ ¬ゅョャや メをョ

 るシキバャや
 るΑもヱッャや るバセΙや ケシミゎ ヮプゅヘセ りやキや

 るよキェョャや るシキバャや ( るョΙ  )
 メバィΑ やクワ りケぼよャや ヴョシゎ りキェやヱ るヅボル ヶプ りケシミルョャや るΑもヱッャや るバセΙや ノΑョィゎ ヴヤハ メョバゎ

ケよミや ヱキよゎ ゅヰルョ るよΑケボャや ュゅシィΙや

 りケバボャや るシキバャや ( るホケヘョャや)
 ゅヰルΑよ キハゅよゎプ りケシミルョャや るバセΙや ベΑケヘゎ ヴヤハ メョバゎ

 れやケゅドルャや ヱ ゆヱミシヤゎャや ヱ ケΑヱタゎャや れやケΑョゅミ ヶプ ュキカゎシゎ
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ラや
ヱャΚ

ャ ゅ
ルゎΑ

ぼケ
 ゆ

よシ
ラやヱャや るバよシ ラョ ラヱミゎΑ ヶもケョャや サョセャや ¬ヱッ

 ケョェや-ヶャゅボゎケよ-ケヘタや-ケッカや-ベケコや-ヶヤΑル-ヶィシヘルよ
 フΑヅャや ラやヱャや ヴルシゎ

 ヶもケョャや フΑヅャや
ヮヤΑヤェゎ キバよ ゅヰゎキワゅセョ ラミョΑ ヶゎャや るヘヤゎカョャや ¬ヱッャや れゅィヱョ ラョ ¬コィ

 ュゅハ ラゎヱΑル ベゅェシや ュャゅバャや ラミョゎ≒∝∝≡ ュ
ヶィゅィコ ケヱセルョ ヴヤハ サョセョ ュヱΑ ヶプ サョセャや るバセや ヅボシや ゅョキルハ ¬ヱッャや ヶヤΑヤェゎ ラョ

 るバよシャや ヮルやヱャや ヴャや ヶもケョャや ¬ヱッャや メヤェゎ ドェΙ
 チΑよΙや ラヱヤャや アゎルΑ ゅバョ れィコョ やクやヱ

 ヮルハ サミバルΑ ヵクャや ¬ヱッャや ラヱヤよ ュゎバョャや ラヱヤャや ンケル

ヮルョ クヘル ヵクャや ¬ヱッャや ラヱヤよ フゅヘセャや ラヱヤャや ンケル

るヘヤゎカョ るΑィヱョ メやヱヅゅよ ¬ヱッャや れゅィヱョ ゅルルヱΑハ ンケゎ

 ケョェΙや ラヱヤャや ラョ るΑィヱョャや メやヱヅΙや ァケキゎゎ ゐΑェ ヮよ るタゅカ るホゅヅヱ ヶィヱョ メヱヅ ヮャ ラヱャ メミ
 ヱ ヶィヱョ メヱヅ メホや ヮャ ヵクャや ヶィシヘルよャや ラヱヤャや ヴャや るホゅヅ メホやヱ ヶィヱョ メヱヅ ケよミや ヮャ ヵクャや

 るホゅヅケよミや

 ヶもヱッャや フΑヅャや ラョ ケΑピタ ¬コィ ヶもケョャや フΑヅャや

 ラヱヤャや るィヱョ メヱヅ ラョ ケよミや ヮゎィヱョ メヱヅ ヵクャや ¬ヱッャや るΑぼケ ノΑヅゎシル Ι
ヶィシヘルよャや ラヱヤャや るィヱョ メヱヅ ラョ ケタホや ヱや ケョェΙや

 ゅバョ ラやヱャΙや ラョ るハヱョィョ メカやキゎ キルハ るヘヤゎカョ ラやヱャや るΑぼケ ラミョΑ


