
 

＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠

＠＠＠｣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ＯＶ＠＠＠

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

ｨｴｴｰｳＺＯＯｫｷ･､ｵｦｩｬ･ｳＮ｣ｯｭＯＶ｡ｲ｡｢ｩ｣＠＠＠＠＠

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

ｨｴｴｰｳＺＯＯｷｷｷＮｫｷ･､ｵｦｩｬ･ｳＮ｣ｯｭＯＶ｡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｡､･Ｖ＠＠＠＠＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠Ｊ＠＠＠＠＠

｢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/6
https://www.kwedufiles.com/6
https://www.kwedufiles.com/6arabic
https://www.kwedufiles.com/6arabic
https://www.kwedufiles.com/6arabic2
https://www.kwedufiles.com/6arabic2
https://www.kwedufiles.com/grade6
https://www.kwedufiles.com/grade6
https://kwedufiles.com/pages/search?teacher_name=عبير حسني
https://t.me/kwlinks_bot
https://t.me/kwlinks_bot
https://t.me/kwcourses
https://facebook.com/groups/grade6kw
https://facebook.com/grade6kw
https://t.me/joinchat/EO3lbhZl1JVzOtkRmeJhPQ
https://t.me/kwfiles_bot
https://t.me/kwcourses
https://t.me/kwcourses
http://www.tcpdf.org


 

ヱ 

 

    るΑよケゎャや りケやコヱ 
      るΑョΑヤバゎャや ヵキョェΕや るボヅルョャ るョゅバャや りケやキΗや 
     れゅルよ るヅシヱゎョャや サΑホ れルよ るΑョぺ るシケキョ  

 │ゾ┆ ｴ┋ｾバ ا│〞ｴ┖ｴ ブت              

 │┃ビヱ ا│ｴﾚدس         
: ｺ┇┃ヂ┇│اد اﾐダأ / إ  ヶルシェ ケΑよハ 

 ا│ｴ ボヂبة┊┑ر  رｺﾚ┗ｱ ا│ﾚボ┅ : أ/ 

 ｴﾙرة ا│┇ﾔ┗ゲي . ا│┇┑ｺ┏ﾅ ا│ｺ┗┋ブ  : أد/

  ｺﾙرﾐ┇│ة اﾔ┖ﾐ┆  ن . /: أｴﾉﾐﾚ│ى اﾐ┎ 
  



 

ヲ 

 

 : Ιヱぺ 

 ( ュホケャや ヶルバゎ ヶゎャやヱ ) りキワゅセョャやヱ り¬やケボャや ( るョゅバャや るΑゅヘミャや ゅヰΑプ メヱゅルゎルシϮ プ ). ヶシケキョャや ゆゅゎミャや ヶ 

 るよゅゎミャや : るョゅバャや るΑゅヘミャや サヱケキヱ  ( ュホケャや ヶルバゎ ヶゎャやヱϯ  . ) 

 ネゅョゎシやヱ ゐキェゎ : るョゅバャや るΑゅヘミャや サヱケキ ゅョぺ ( ュホケャゅよ ぺキよゎ ヶゎャやヱϭ )プ ケゅよゎカや Κプ. ゅヰΑ 

      ) るよゅゎミャやヱ りキワゅセョャやヱ り¬やケボャや ラョ メミャ アヰルョャや ケΑΑゅバョヱ れゅΑゅヘミャや( 

 

                             ¬ゅヅハヱ ュΑホ ヶゎヤもゅハ : ヴャヱΕや るΑョヤバゎャや りキェヱャや 

( ヅゅセルϱ  )ゅセョャやヱ り¬やケボャや : るョゅバャや るΑゅヘミャや    キΑコャや キヱバシ キャゅカ ラやヱΑキ ラョ ヵキャヱ  .  りキワ  や  るΑゅヘミャ
 :  るタゅカャやϮ-ϱ バョャや     .カヤゎヱ ソルャや ネヱッヱョヱ るΑヱルゅをャやヱ るシΑもケャや ケゅミプΕや キΑキェゎ  (  : ケゅΑ) .ヮタΑ 

-  ∨ロキャやヱ サヘル ヶプ ラよΙや るルゅミョ ゅョ 

  ュヰプ りゅΑェャや ュヰプ ¬ゅよΓや りゅΑェ ヶプ るΑャゅハ るルゅミョ ヮャ ラよΙや.¬ゅよΓや ヮミヤョΑ ゅョ ヴヤビぺ 

Ϯ- ハ.ヮルよゅよ ゆΕや りキゅバシ ヴヤハ るャや∂キャや ケワゅドョャや キ∂キ 

ϭ-   ¬ゅルよΙや ノョ ゆバヤャやϮ-    ロキャやヱ ヱィヰΑ ラョャ ラよΙや ゆッビϯ -   ヮヤゎボョ ンケΑャ チケΕや ヴヤハ ゆΕや ¬ゅボャや 

ϯ- .ヮΑよΕ ラよΙや るヰよゅセョ ラハ りケ∂よバョャや メヘ∂ヅャや ウョΚョ フ ⌒タ 

 ヶプヱ ∩ メミセャや ヶプヱ  れヱタャや るェよ ヶプ ゆΕや ヮよゅセΑ ラよΙや . サヱヤィャや 

ϰ- : ヶャゅゎャや メヱキィャや ヶプ るルΑよョャや れゅΑよΕや ヶプ るボプキゎョャや ケハゅセョャや るョヤバゎョ メミ キキェゎ 

                            れΑよャや                                                 ケヅΑショャや ケヱバセャや 

ヶバよルョ ンキタ ヮΑゎヤボョ ヶプヱ       ヶバΑ ヱャ ヶゎケヱタ ヮヰィヱ ヴヤハ       . ¬ゅルよΕゅよ ケカヘャやヱ キΑキセャや ゆェャや 

ネキカョャや ヴヤハ ゅΑヱシ ヵキやぼプ             キバΑ ュャ るヤΑャ ヶプ ゥゅル ラまヱ        ¬ゅルよΙや ヴヤハ キΑキセャや ペヤボャやヱ ラコェャや 

 ヶバョキぺ ヮミェッゎャ ヶミよぺヱ                ヶゎャゅェ ロキバシゎャ ヴボセぺヱ         るΑェッゎャやヱ ケゅをΑΗや 

 

- ゎャゅよ るハヱョィョ メミ  パヱ⊥タゎバシΑもケ ⇔りケミプ ュヰルΑよ ゅョΑプ ラヱゅ ⇔るャ.ソ∂ルヤ 

ヱ ¬ゅよΓや りゅΑェ ュワ ¬ゅルよΕや . ゅヰシやケよル  ) ¬ゅよΓや りゅΑェ ュワ ¬ゅルよΕや ( 



 

ン 

 

ϲ- ィョ メミ ケゅゎカゎ.ポもゅセルま ラョ ∃りケΑタホ ∃るヤョィよ ゅヰゎケミプ ラハ ケ∂よバゎ ュを ∩ソルャや ラョ ゅゎΑよ  るハヱョ 

 ヶバよルョ ンキタ ヮΑゎヤボョ ヶプヱ           ヶバΑ ヱャ ヶゎケヱタ ヮヰィヱ ヴヤハ 

     Αハ ポャクミヱ ゆΕや ヮィヱ ウョΚョ サヘル ヶワ ラよΙや ヮィヱ ウョΚョ.  ヮΑよぺ ラΑハ ヮよセゎ ロゅル 

1- )るシケゅョョャや(    

  ゆピセャやヱ ゆクバャや アΑィッャや ラΑぺ                         よゅセ サケやキゎャや ラΑぺ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒や ヮゆバヤャ 

 ゅワキホヱゎ ヶプ るャヱヘヅャや ラΑぺ                                ヱ チケΕや ヶプ ヴョキャや ラΑぺ ゆゎミャや 

 ヶゎシャゅィョ ヴヤハ ラヱョェやコゎΑ                              ゅョを⇒⇒⇒⇒⇒Αェ ヶルョ ゆケボャやヱボルややヱよヤ 

 ュヰゎケヅプ ベヱシよ ラヱヰィヱゎΑ                              やクま ヵヱェルやヱよワケ よビケ ラまヱ⇒⇒⇒⇒⇒やヱ 

やヱ⇒⇒⇒⇒ェケプ やクま ゅよゅよ ュワキΑセルプ                              
やヱよッ⇒⇒⇒ビ やクま ゅよゅよ ュワキΑ⇒⇒⇒ハヱヱ 

 やクま ゅよゅ⇒⇒よ ュヰゎゅプゅ⇒⇒⇒ゎワヱやヱキバゎよや                          
⇒ィルヱ やクま ゅよゅよ ュヰΑ⇒⇒⇒やヱよケゎホや 

  ケ⇒⇒⇒をぺ ュヰルョ ラ⇒⇒⇒ミケ メミ ヶプ                            
ゆカ⇒⇒⇒⇒⇒タ ュヰャ る⇒⇒⇒⇒Αヱやコ メ⇒⇒⇒ミよヱ 

 - Α ケ∂よバュヤバゎョャや  ∃る ∂ョゅゎ ∃るシΑもケ ∃りケミヘよ ペよゅ∂シャや ソ∂ルャや ラハ
.るェΑェタヱ 

  .ュヰルヱキよ りゅΑェ Ιヱ ¬ゅルよΕや りゅΑェ ヶプ るョΑドハ るルゅミョ ¬ゅルよΖャ 

Ϯ- ルャや ¬やコィぺ キェぺ ラハ ケ∂よハ ソ.るェΑェタヱ るョゅゎ るΑヱルゅを りケミヘよ 

.ポェゅッ ヮィヱよ ゅヰΑよΕ るルよΙや メゅよボゎシや/ヮョヱキホ キルハ ゅヰΑよぺ ¬ゅボヤャ るルよΙや ネやケシま 

ϯ-  ラヱョッョ ソ∂カャや.るョΑヤシ るピヤよ ソ∂ルャ 

メゎホヱ りキゅバシ ケキタョ ゅワキヱィヱヱ れΑよャや ヶプ りキケヱャゅミ ヶヰプ ∩ゅヰΑよぺ キルハ ¬ヶセ ヴヤビぺ ヶワ るルよΙや ョヰヤャルハヱ ∩ュヱ ゅョキ
ヶルヤよボゎシゎヱ るハケショ ∂ヶャま ヶゎほゎ れΑよャや ヴャま キヱハぺ .りヱゅヘェよ 
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(  ヅゅセルϲ-ϭϲ) ( るΑヱピヤャや ヶゎヤΑタェϭ  ソ)ϯϴ -ϰϴ        るョゅバャや るΑゅヘミャや ) りキワゅセョャやヱ り¬やケボャや ( 

 : るタゅカャや るΑゅヘミャやϮ-ϰ        ョャや    ケゅΑバϮ-  ϰ  キΑキェゎ (ョ.) ソルャや ヶプ れやケゅよバャやヱ れゅョヤミャや ヶルゅバ 

  ケミクや    るΑャゅゎャや れゅョヤミャや フキやケョ 

るョヤミャや ゅワゅルバョ るョヤミャや ゅワゅルバョ るョヤミャや ゅワゅルバョ るョヤミャや ゅワゅルバョ るョヤミャや ゅワゅルバョ 
ウルィΑ メΑョΑ ゆケゎ  ヶプ ヮヤをョ

ラシャや 
ヱワコΑ  ケカゎヘΑ

ャゅバゎΑヱヴ 
ァゅワ  ゆッビ

ケゅをヱ 
メもヱョ  キタボョ

ほィヤョヱ 
 ケミクや        るΑャゅゎャや れゅョヤミャや キッ 

るョヤミャや ゅワキッ るョヤミャや ゅワキッ るョヤミャや ゅワキッ 
ネコヘョャや ヵキゅヰャや-

ラもョヅョャや 
ゥゅル  ゥケプ- ポェッ ヴボセぺ  キバシぺ- ぺゥケプ 

•  :      るΑャゅゎャや れゅョヤミャや キケヘョ  ケミクや 

  

るョヤミャや ゅワキケヘョ ヮョヤミャや ゅワキケヘョ るョヤミャや ゅワキケヘョ 
 ノヤッぺ ノヤッ ノョキぺ るバョキ ラヱルよャや ラよΙや 

 

 るΑャゅゎャや れゅョヤミャや ノョィ れゅワ: 

るョヤミャや ゅヰバョィ るョヤミャや ゅヰバョィ るョヤミャや ゅヰバョィ 
ュΑシル  ュゅシルぺ- ルュもゅシ ンキタ ¬やキタぺ ゆケゎャや ゆやケゎΕや 

 

    サϯ  ( るョヤミ ヴルバョ ウッヱ . ゅハキ : るΑャゅゎャや れゅホゅΑシャや メΚカ ラョ ) ぺ キよΙ ベゅΑシャや (プ ラヱミΑ ラ) Κバ 

- ) りキハゅショャや ゆヤヅ (             . ヮゎΚタ ヶプ ヮよケ ラョぼョャや ゅハキ 

- ) ラゅバゎシや (              . ケΑピタャや ヶよタャや オΑセャや ゅハキ 

- ) れョコャ (               . ポャク メバプ ヴャま フヱケドャや れハキ 
  ゆシゅルョャや パやケヘャや ヶプ るバッ ュを るΑャゅゎャや メもやキよャや ラΑよ ラョ ゆシゅルョャや フΑケタゎャや ケゅゎカや 

   ネキゅカョ (-  ョ  ネキカル-    ネヱキカョ-   ) ネやキ ⌒カ 

- . ヮボΑキタ フケタゎよ............. ペΑキタャや 

- .................... ヮルほよ フタゎΑ ゆヤバをャや 

- . ケタルャや ヴヤハ メヱタェヤャ ロヱキハ............... ュゅホ ペΑケヘャや 

-  
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( ヅゅセルϵ   )ヅヅカぺ ぺヱ( アャゅハϭ  ソ   )ϰϭや るΑゅヘミャや  ) るよゅゎミャや  ( るョゅバャや るΑゅヘミャや .  : るタゅカャϯ- ϯ   . 

     ケゅΑバョャやϯ-ϯ  ヅΑヅカゎ   (ヱ.)  ソヱタルャや ラョ るヘヤゎカョ ネやヱルぺ ) るバィやケョヱ ペΑホキゎ ( メボタヱ るよゅゎミ 

 

1-   : キΑヰョゎャや: るェΑェタ り¬やケホ ヶャゅゎャや  ソルャや ぺケホぺ 

   . ) ノョゎィョャやヱ りケシΕや ヶプ るョΑケミャや りゅΑェャや  ゥゅゎヘョ ペヤカャや ラシェ  ( 

 

2- )キやキハΗや(   

-   ャや キェほよ ネヱッヱョャや れやケボプ ラΑよル: るΑゎΓや れゅヅヅカョ 

   . れやケボヘャや メヱキィ *                 . るΑルワク るヅΑケカ *         . ヶョヰシ ヅヅカョ  *  

                                                  

                                             ラシェャや ペヤカャや 

  

 

 ヴヤハ キヱバゎ ヶゎャや れやケョをャや            ラシェャや ペヤカャや ュヱヰヘョ  ヴヤハ キヱバゎ ヶゎャや れやケョをャや 

  りケシΙや        るルシェャや れゅヘタャや ラョ チバよ                                           ョャやノョゎィ 

 

 : るシケゅョョャや-  

- ュヤバゎョ メミ ノッΑ              .  ネヱッヱョヤャ ゅよシゅルョ ゅルやヱルハ
- Α.  ヅヅカョヤャ ゅボプヱ りキヱショ ゆゎミ 

 .: りケボヘャや るよゅゎミ サシぺ 

- . ゅよシゅルョ ゅルやヱルハ ケゅΑゎカや 

- . りケボヘャや るΑやキよ ヶプ るよシゅルョ ポケゎ 
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-  ネヱッヱョャや ラヱョッョ ラハ ケよバゎ るシΑもケ りケミプ 

- . るヤシヤシゎョヱ るヅよやケゎョ るΑもコィ ケゅミプぺ 

- ΑョシΙや メョィャや ラΑよ ノΑヱルゎャやる . るΑヤバヘャやヱ 

- ホ るΑべよ キゅヰセゎシΙや. ケバセャや ラョ れΑよ ヱぺ フΑケセ ゐΑキェ ヱぺ るΑルへケ 

-  れやケボヘャや ヶプ メョィャや ケやケミゎ ュキハ 

- . ゆシゅルョャや ゅヰルゅミョ ヶプ ヅよケャや れやヱキぺヱ ュΑホケゎャや れゅョΚハ ュやキカゎシや 

 ドェΚョ ラョ ラΑキΑヘゎショ ほヅカャやヱ ケヱタボャや ヮィヱぺ やヱィャゅバΑャ ュヰゎやキヱショ れゅョヤバゎョャや ノィやケゎョコ れゅ ュヰもΚ
るョヤバョャや れゅヰΑィヱゎヱ . 

 . ほヅカヤャ ケΑセゎヱ ∩ るよゅゎミャや るェタ ヶプ ペホキゎ 

 ルΑヤバゎョ メミ ウボヮゎキヱショ ュ キΑヘゎショヮョヤバョ れゅヰΑィヱゎヱ ヮヤΑョコ れゅドェΚョ ラョ や. 

    キゅバΑ . ほヅカャや ラョ メゅカ ュΑヤシ メミセよ ソルャや るよゅゎミ 

                                                   るルシェャや ベΚカΕや 

                 ヱ Ιゅョィ ラゅシルΗや キΑコゎ ヶヰプ ∩ るルィャや メヱカキ メΑよシ るルシェャや ベΚカΕやヮヤバィゎ ホ ケをミぺ ラョ ゅよケ
∩ ヮよケ ラョ ゅよケホ ケをミぺヱ ∩ ラΑケカΓや  ∩ぺコィゎゎ Ι るヤョゅミゎ ⊥ョ るョヱドルョ ∠ヶワ ベΚカΕゅプクワ ラョヱΕや ロれゅΑホΚカ  るルゅョΕや

ゅルをェΑ ヶョΚシΗや ラΑキャやヱ ∩ ¬ゅプヱャやヱ ベキタャやヱ ソΚカΗやヱ ゅΑカΕや るよェ⊥タ りケヱケッよプやケ ⊥ョヱ ケや るボラΑェャゅタャ  ヴ∂ゎェ
る∂ルィャや メヱ ⊥カキャ ∠ラΑヤ∂ワぼョャや ラョ るルシェャや ベΚカΕや ⊥ゆゅェタほプ ∧ サヘルャや ヶプ るヤΑッヘャや ヱョルゎゐΑェ ∧ よぺ ンヱケ りケΑケワ ヱ

キ⊥Α ゅョ ケをミぺ ラハ ュ∂ヤシヱ ⌒ヮΑヤハ ⊥聴 ヴ∂ヤタ 聴 ⊥メヱシケ ∠メ⌒も⊥シ :メゅホ ヮルハ 聴 ∠ヶッケャや メカャや ∠サゅルヱボゎ :メゅホ ∨る∂ルィ 聴 ン
 ⊥ヮルハ ∠メゅホヱ ∩...ペ⊥ヤ ⊥カャや ⊥ラシ⊥ェヱ ヶ⌒プ ∃¬ ∇ヶ∠セ ∇ラ ⌒ョ ゅ ∠ョ( :ュΚシャやヱ ⊥りΚタャや ⌒ヮΑヤハ ∠やΑ ⌒ョ∇ャ ∠ぺ ⌒ラや ∠コ ⊥ェ ∇ラ ⌒ョ ⊥メ∠ボ∇を .)⌒ペ⊥ヤ ⊥カ∇ャ∠や ⌒ラ ∇シ 

                  ゅよ ヴヤェゎゎ ヶゎャや りケシΕや ∨ りケシΕや ヴヤハ キヱバゎ ヶゎャや れやケョをャや  ゅョプ ペヤカャぺ ⊥ヰ∂ルゅ ホ ∀よΑケる  ゆヱヤ⊥ホ ラョ
 ゆヱよェョヱ キヱョェョ ∃ケミクヱ りケ ⌒ヅハ ∃りケΑシ ヱクヱ ∩サゅルャやΑよ ∩ュ⊥ヰル 聴 ゅッケ メゅルゎヱΑルキャや ヶプ カΓやヱ ゅ.  りケ 

              ヴヤェゎΑ ヵクャや ノョゎィョャや ∨ ノョゎィョャや ヴヤハ ラシェャや ペヤカャゅよ ヶヤェゎャや ケをぺ ゅョプよペヤカャゅ  ラシェャやΑ ラヱミ
ソΚカΗやヱ りキヱョャやヱ るよェョャや ロキやケプぺ ラΑよ ケセゎルΑ ∩ ゅミシゅョゎョヱ ゅルヱゅバゎョ ゅヅよやケゎョ ゅバョゎィョゅョぺ ∩ ョゎィョャや Ι ヵクャや ノ

ヱシΑ ヅよやケゎョ ケΑビ ノョゎィョ ヱヰプ ラシェャや ペヤカャゅよ ヴヤェゎΑプ . るΑワやケミャやヱ チビゅよゎャやヱ キボェャや ロキゅルΑヤバ  ゅバΑョィや ヶヤェゎャ
聴 ヴヤタ ( ュΑケミャや ゅルャヱシケよ ¬やキゎホやヱ ∩ りケカΓや ヶプ ラョェケャや るルィよ コヱヘルャ ペヤカャや ラシェよ ヮΑヤハ ) ュヤシヱ. 

 

  



 

Α 

 

 ( ヅゅセルϭϬ   ソ )  るヤΑョィ ヶゎプケビ  ( )ϰϮ るΑゅヘミャや   . るよゅゎミャや   : るョゅバャや るΑゅヘミャやや : るタゅカャϯ- ϳ   

  : ケゅΑバョャやϯ-ϳ   ケゅゎカΑ (ゅタョ.) ゅョ ソル るよゅゎミャ ゅヰョキカゎシΑヱ ンケカぺ るΑシやケキ キやヱョ ラョ るよシゅルョ ケキ 

    

             

  

 

1- : キΑヰョゎャや 

ラヱョヤバゎョャや キワゅセΑ  キェΕ るヤΑョィヱ るョドルョ るプケピャ ゅョワやキェま  ゅヰΑヤハ ラΑッヱケバョャや ラΑゎケヱタャやぺ キやケプや りケシΕ
 . ゅヰルョ チΑボルャや ヴヤハ ンケカΕやヱ 

2- : キやキハΗや 

- Αュヤバゎョ メミ ペホキ   ュを ∩ ラΑゎケヱタャや ラΑよ るェッやヱャや ベヱケヘャや ヶプΑュヰヘタ  

- Αュヤバゎョ メミ フタ  . るΑルゅをャや るプケピャや ゆェゅタヱ ∩ ヴャヱΕや るプケピャや 

   ャゅプ るプゅドルャや ヴヤハ ソケェャや ヶワヱ ュΚシΗや ュΑャゅバゎよ ポショゎョ ラョぼョ ヴャヱΕや るプケピャや ゆェゅタョ るプゅドルョΑΗや ラ ∩ ラゅ
 ヮルゅミョ ヶプ ¬ヶセ メミヱ ∩ ゅヰョΑドルゎヱ ヮゎプケビ ゆΑゎケゎ ゆェΑ ゆゎケョヱ ∩ ゆクヰョヱ ∩ ュドルョヱカやキ ュゅドルよピャや メ. るプケ 

ΚシΗや ラΑキャや ュΑャゅバゎよ ュコゎヤΑ Ιヱ メシゅミゎョヱ メョヰョ ラゅシルま ヱヰプ : るΑルゅをャや るプケピャや ゅョぺビぺ ヶョヤョ ヮッやケ ヶプ ロゅボ
. ヵヱッヱプ ラゅシルま ヮルぺ  ヴヤハ メキΑ やクワヱ ラゅミョ メミ ヶプ チケΕや 

3- : るシケゅョョャや 

- Αュヤバゎョ メミ ゆゎミ  ラΑゎケヱタャや ラョ りケヱタ メミ ラハ りケよバョ ゆヱシゅェャや コゅヰィ ヴヤハ やケΑタホ ゅタル 
.ラΑゎッヱケバョャや 

- . ゆヱゎミョャや ソルャや ウΑボルゎャ ヶもゅィヰャやヱ ヵヱェルャや ウΑェタゎャや るΑルボゎ ラョ キΑヘゎ 

- Αュヤバゎョ メミ ノよヅ  ヮゎケヱタ ヶプ ソルャや  ゅヰルャやもヱ るェΑェタャや るΑΑョキボ ヮ ュヤバョヤャ . 

    

                          



 

Β 

 

            Κカ ラョ ウッやヱ やクワヱ ∩ ヮゎΑタカセ るプケバョ ヶプ ウッやヱ ケをぺ ゅヰャ ラゅシルΗや れゅプケタゎ ラΑゎケヱタャや メ
 ゅョコゎヤョ ヮゎプケビ るプゅドル ヴヤハ ドプゅェΑ ゅよクヰョ ゅタカセ ンケル ヴャヱΕや りケヱタャや ヶヘプ ∩ ラΑゎボよゅシャやよΑャゅバゎラΑキャや ュ 

 メゅョィャや ゆェΑ メΑョィ 聴 ラま ": 聴 メヱシケ メゅホ ゅョミ るΑタカセャや るプゅドルャや ヶワヱ ヶョΚシΗや" 聴 ラまャゅバゎ  ゆΑヅ ヴ
ミゎΑルプぺ やヱヘドルプ ∩キヱィャや ゆェΑ キやヱィ ∩ュケミャや ゆェΑ ュΑケミ ∩るプゅドルャや ゆェΑ フΑドル ∩ゆΑヅャや ゆェΑΙヱ ∩ュヱヰよセゎ  や

.キヱヰΑャゅよ 

                    ゆゎケョ ケΑビ ∩ ュドルョ ケΑビ ラゅシルま ンケル るΑルゅをャや りケヱタャや ヶプヱ ‘ケビほプボヤョ ヮッや ヴヤハ ロゅや チケΕ
フΑドル ケΑビ ヮルΕ ∧ るミもΚョャや ヮΑプ キィやヱゎゎ Ι ラゅミョャや やクワ メをョプ ラゅミョ メミ ヶプ ィΑゎル やクワヱプ ヮゎや チバよ ヶ ラゅΑェΕ

ハ 聴 ゅルよェΑ ヴゎェ ゅルゎプケビ るプゅドル ヴヤハ るドプゅェョャや ゅバΑョィ ゅルΑヤハ ゆィΑプ ∩ ゅΑシやケキ メセヘャやメィヱ コ . 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 

 ( ヅゅセルϭϮ ソ )りキΑヘョ ケキゅタョ( )ϰϰ  . りキワゅセョャやヱ り¬やケボャや: るョゅバャや るΑゅヘミャや . 

 : るタゅカャや るΑゅヘミャやϮ-   ϭϬ  : ケゅΑバョャやϮ- ϭϬ  

ぼケボΑ ゅョ ュヘャ ンケカΕや るΑシやケキャや キやヱョャや ラョ ゅヰィゅゎェΑ ヶゎャや れゅョヱヤバョャや ネヱル キΑキェゎ   ( ラョ ロルゎカョ ソヱタ) るヘヤ 

1- : キΑヰョゎャや   

Ͳ ゅルΑバゎショ るΑャゅゎャや りケヱタャや メヱェ ュヤバゎョ メミ ゐキェゎΑ . ンケカぺ るΑシやケキ キやヱョ ラョ ゅヰよシゎミや れゅョヱヤバョよ 

 サΑヘャゅミ キΑキィ ヱワ ゅョ ゅヰルョ りキキバゎョヱ りケΑをミ るプケバョャや メもゅシヱ
ヱよポ  ゆゎミャゅミ ュΑキホ ヱワ ゅョ ゅヰルョヱ ∩ ケゎΑヱゎ ヱぺ サゎやヱャや ヱぺ

. るヘヤゎカョャや 

2- : ペΑよヅゎャやヱ キやキハΙや 

ゎΑュヤバゎョ メミ ラヱゅバ   キェぺ チケハ りキゅハま ヶプ ゅヰゎゅハヱョィョ ノョ
 れΚΑィシゎャや ヱぺ るΑルゅΑよャや れゅョヱシケャやヱ ケヱタャゅよ  ( ヶゎほΑ ゅョョ るよシゅルョ ゥケセ るヤΑシヱよ るルΑバゎショ るΑャゅゎャや ソヱタルャや

Αゎヱタャやる . ヅカ ヮゎェゎ ゅョ ウΑッヱゎャ) 

Ͳ  ラまヱル りケシΕやりや  ) ノョゎィョャや ケカほゎヱ るッヰル サゅシぺ りケシΕや (   .. ヴャヱΕや ノョゎィョャや. 

Ͳ  ヴャま ネヱルャや ゐΑェ ラョ りケシΕや ュシボルゎるΑヱヱル りケシぺ  りケシぺヱ
. りキゎョョ 

  りケシΕや ヴャま ウヤヅタョャや ケΑセΑ   るΑャヱΕや りケシΕや ヱぺ りやヱルャや りケシΕや
ゅョヰャゅヘヅぺヱ ラΑヱよぺ ラョ るルヱミョャや 

 



 

Γ 

 

Ͳ   ⊥メゅ ∠ョ∇ャや :ヴャゅバゎ 聴 メゅホ ⊥る∠ルΑ ⌒コ ∠ラヱ⊥ル∠よ ∇ャや ∠ヱ  ∀ケ∇Α ∠カ ∠ヱ ⇔ ゅよや ∠ヱ∠を ∠ポ⌒∂よ ∠ケ ∠キル ⌒ハ ∀ケ∇Α ∠カ ⊥れゅ ∠ェ⌒ャゅ ｚタャや ⊥れゅ∠Α⌒ホゅ∠よ∇ャや ∠ヱ ゅ∠Α∇ル ぁキャや ⌒りゅ∠Α ∠ェ∇ャや
 ⇔Κ ∠ョ∠ぺ  :フヰミャや{ϰϲ∩} 

 メバィヱ ∩ゐゅルΗや ラヱキ ケヱミクャや ヶルバゎ るΑよケバャや るピヤャや ヶプ ラヱルよャゅプ
 ュヰΑプ ゅョャヱ ∩⇔ ゅよャゅビ ュヰャ サゅルャや るよェョャ りゅΑェャや るルΑコ ラョ ケヱミクャや

 ⇔ ゅタヱタカ りキハゅショャやヱ ノプキャやヱ りヱボャや ラョ ケよミャや るヤェケョ ヶプ
ュヰゎヰィ ラョ ヮヤシルヱ ゆΕや るΑケク ケやケョゎシや ノョ フバッャやヱ  . 

 

 

 

: るシケゅョョャや 

ョキカゎショ ∩ るョヱヤバョャや ゥケセゎ ュを ∩ るボよゅシャや ソヱタルャや れゅョヱヤバョ ラョ るョヱヤバョャや れェゎ ゅヅカ ノッゎΑシヱ る るヤ
  りケヱタ ( りケゅよバャや ュヱヰヘョ ラΑよゎ るよシゅルョ チケハ-   ケ  ヶルゅΑよ ュシ-  ゎ ) ヶゎヱタ メΑィシ 

    るΑャヱΕや りケシΕや( りやヱルャや りケシΕや ァケゅカ キゎョゎ ヶゎャや りケシΕや ネヱル りキゎョョャや りケシΕやルヱミョャや )Εや ラョ る キやキィ
 ∃メコルョ ヶプ ヱぺ チバよ ラョ ゆケボャゅよ ゅ⇔バΑョィ ラヱセΑバΑ ラΑクャや ュバャや ¬ゅルよぺヱ ュゅョハΕやヱ れゅョバャやヱ キェやヱよ ヶプヱ . チバ

もゅバャや ∧りやヱルャや りケシΕや キやケプぺ ラゅミョ ヶプ ヱぺ ゅ⇔バョ ゅョま りキゎョョャや りケシΕや スΑバゎ ∩フヱケドャやヤャや るスΑバゎ ヶゎ  ラゅミョ ヶプ
ショャや ラやキャやヱャや メゅをョャや メΑよシ ヴヤハ .りやヱルャや るヤもゅバャや ヴャま るプゅッま ゆケゅホΕや ケやヱィよ キェやヱΑ ラゅル ラヱヤボルゎョ ュヰもゅルよぺ ノ

ャや ラョ るバシやヱ るハヱョィョ るΑゅハケャや ヴヤハ ラΑョもゅボャや ラミゅョΕや ロクワ フヤミ⊥ゎ .ュヰルシ ケよミャ るィΑゎルゆャゅヅョ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ヱヰ 

 

( ヅゅセルϭϱ    ソ )ウΑッヱゎヱ ゥケセ ( )ϰϳ  . りキワゅセョャやヱ り¬やケボャや: るョゅバャや るΑゅヘミャや . 

 : るタゅカャや るΑゅヘミャやϮ-   ϭϬ  : ケゅΑバョャやϮ- ϭϬ  

ロぼケボΑ ゅョ ュヰヘャ ンケカΕや るΑシやケキャや キやヱョャや ラョ ゅヰィゅゎェΑ ヶゎャや れゅョヱヤバョャや ネヱル キΑキェゎ ( ル ラョゎカョ ソヱタ) るヘヤ 

     

1- : キΑヰョゎャや 

ΑフΑッ ュヤバゎョ メミ  バョャや チケハぺヱ∩ ンケカぺ るΑシやケキ キやヱョ ラョ ゅヰゎよシゎミや れゅョヱヤバョ りケヱタャや ヴヤハよ るョヱヤ るヤΑシヱ
.  ンケカぺ 

          ェャゅョ ロゅΑョ ヶワヱ ヶよケバャや アΑヤカャや ロゅΑョ ヴヤハ メヅゎ ヶヰプ メゅョィャや るルΑキョ れΑヱミャやプ ∩ るャや めヅゅセ れΑヱミ
ェゅショプ ゅワケよ ゅョぺ ∩  るΑプゅタャや ¬ゅョシャやヱ ∩ るΑボルャや るヤΑョィャや ヮワゅΑョヱ るプゅドルャゅよ   コΑョゎΑよミ ヮゎΑヱ りケΑヱ ヮよ キィ

 ¬やヱィΕやヱ ∩ ゅワケヱル ノヅゅシ サョセャやヱ ∩ ¬ヱキヰャゅよ コΑョゎΑヱ ∩ コハゅョャやヱ メョィャや メをョ れゅルやヱΑェやΑヱキよャもやケャや る メをョ るバ
.  ノΑよケャやヱ ¬ゅゎセャや メタプ ヶプ ヮャ ゆワクΑ ノΑョィャやヱ ケバセャや れΑよ 

2- :  るセホゅルョャやヱ キやキハΙや 

- . るよシゅルョ るヤΑシヱよ ゅヰェッヱル れゅョヱヤバョ キキェゎ ュを ∩ソルャや メヱェ ゅヰゎゅハヱョィョ ノョ ケヱゅェゎゎ 

3- : るシケゅョョャやチケバゎ ゅΑプ りケゅよハ ゥケセゎ ュを ∩ るドプゅェョャや りケシΕや ラハ ゅヰもΚョコ ュゅョぺ ゅタル  ソルャ∩ りキΑヘゎショ
シヱ チケバャや ¬ゅルをぺ ヶプ ュキカゎシぺヱ ∩ンケカぺぺ るΑシやケキ キやヱョ ヶプ れゅョヱヤバョ ラョ ヮゎよシゎミや ゅョョセ るヤΑ ゥケ

 るよシゅルョ 

                ロケカほゎヱ ノョゎィョャや ュキボゎ サゅシぺ ヶヰプ ∩ るェャゅタ るΑよケゎ ¬スルャや るΑよケゎ ヶプ ケをぺ るドプゅェョャや りケシΖャ ‘
シΕゅプ ベキタャや " メをョ ラョ  ヶョΚシΗや ラΑキャや ュΑャゅバゎよ ュコゎヤゎ  ヶゎャや りケ– ルゅョΕやる –  ゅヰΑヤハ ソケェゎヱ ) ラヱゅバゎャや

 ノョゎィョャや るΑョルゎ ヶプ ュワゅシゎ るェャゅタ りケシぺ ヶワ るをヱケヱョャや れやキゅバャやヱ ュΑボャゅよ ポショゎャや ヴヤハ ゅワキΙヱぺ ヶよケゎヱ
ェョシャや ュΚシΗや むキゅよョ サケビヱ ュヰよΑキほゎ ラシェヱ ュワキΙヱぺ ュΑヤバゎよ ラΑキャやヱャや ケョぺ ュΚシΗゅプ るョキボゎヱ るョヱバル クルョ る

 るΑェッゎャや ヶルゅバョ サケビヱ∩ れやキゅよバャや ¬やキぺ ュワキΑヱバゎ ヴヤハ ソケェゎ ラぺ るドプゅェョャや りケシΕや ヶヤハヱ ∩ ュワケゅヘドぺ
 ヮよ ネゅゎョゎシΚャ ケよャや るプゅドルヱ ∩ アΑヤカャや めヅゅセミ ヮゎゅワコルゎョ ヴヤハ るドプゅェョャやヱ ∩れΑヱミャや ュヰルヅヱ メィぺ ラョ ¬やキヘャやヱ

ミ ラみプ ∩ュヰゎキもプや れやケョをヱ ∩ ¬ゅよΓや サケビ キΙヱΕゅプ ∩ ヮΑャま ラヱよワクΑ れホヱ ヵぺ ヶプ るΑゅハケ ヴヤハ ゅタΑケェ キャやヱャや ラゅ
 るΑゅハケャや ラョ ヮボェ ヮヅバΑ ュャヱ ヮミケゎヱ ヮヤョワぺ ラまヱ ∩ゅバプゅルヱ∩ やケョをョヱ∩ ゅェャゅタ ゅシケビ ラヱミΑ ヮルみプ ∩ロキワゅバゎヱ ヮシケビ



 

ヱヱ 

 

 . ヮョキボゎヱ ノョゎィョャや るΑョルゎ ヶプ ュヰョ ケヱキ ゅヰΑヤハ るドプゅェョャや りケシΕゅプ ポΚヰャや ヱワ ゆャゅピャや ヶプ ロケΑタョ ラみプ 
るをヱケヱョャや . 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 

  ヅゅセル(ϭϵ( やヱェル るヤΑョィャや ヶゎピャ ()ϭ  ⇒⇒タ ) )ϱϭ   . るよゅゎミャや   : るョゅバャや るΑゅヘミャや や: るタゅカャや るΑゅヘミャϯ-ϱ-ϭ 

 ゎカョャや ヱェルャや キハやヱホ りゅハやケョ ノョ るョもΚョャや るΑよゅゎミャや  ヅヱヅカャや ュやキカゎシや ( : ケゅΑバョャや  るヘヤ   ). 

1- )キΑヰョゎ(  

-  よ るΑャゅゎャや メョィャや メョミぺよ ベケヘャや ゅルΑよョ∩ ンケカぺ りケョ るΑヤバプ るヤョィヱ りケョ るΑョシや るヤョィャや ラΑョ ラΑハヱル : メをョ ラ 

 ....... れゅよャゅヅャやれやキΑバシ....... ゆャゅヅャや サケキΑ  *     ..................キャやサケ............... 

- : るΑヤバヘャや るヤョィャや ヶルミケヱ るΑョシΙや るヤョィャや ヶルミケ ヶョヰシ ヅヅカョよ ウッヱぺ 

  
2-  ペΑよヅゎャやヱ キやキハΗや 

 ϭ- ゆゎミや : るΑゎΓや ュシΙや れΙゅェ るョキカゎショ りケヱタャや ラハ ケよバゎ るΑョシや Κョィ   (ケョャやヶョヤバャや コミ .) 

                                                       

るヤョィャや

るΑョシやるΑヤバプ

    

ぺキゎよョ 
  メバプ 

ヮよ メヱバヘョ    ケよカ     メハゅプ 



 

ヱヲ 

 

. れΑヱミャや ヶプ ュヤバャや りケゅルョ  ヶョヤバャや コミケョャや   : キケヘョャや 

. るΑシケキョャや るヤェケャや メΚカ ヶョヤバャや コミケョャや ゅゎケやコ ラゅゎよャゅヅャや :ゐルぼョャや ヴルをョャや 

. るΑシケキョャや るヤェケャや メΚカ ヶョヤバャや コミケョャや やケやコ ラゅよャゅヅャや  :ケミクョャや ヴルをョャや 

ゅシャや ケミクョャや ノョィ. ヶョヤバャや コミケョャや ラハ れゅョヱヤバョ  ゆΚヅャや やヱヅハぺ   ラヱョヤバョャや : ュャ 

 : ュャゅシャや ゐルぼョャや ノョィ  れゅよャゅヅャや やノョ ヶョヤバャや コミケョャゅよ ラバゎョゎシ れゅョヤバョャや . 

. ヶョヤバャや コミケョャや るプゅドル ヴヤハ ラヱタケェΑ メゅョバャや : ケΑシミゎャや ノョィ 

3-  .: るΑゎΓや メハゅヘャや れΙゅェャ Κをョョ るΑャゅゎャや りケヱタャや ラハ ケよバゎ るΑヤバプ Κョィ ゆゎミぺ ( チケバョ ゆゅゎミャや) 

 るΑヤバプ Κョィ 

 

 

 

 

ゎゅゎヘャや ヵケゎセゎ : ゐルぼョャや ヴルをョャや   . ゆゅゎミャや チケバョ りケゅΑコャ るよャゅヅャや ゆワクゎ : キケヘョャやバよ ラゅャや ラョ ゅッ. ゆゎミ 

- . ゆゅゎミャや チケバョ りケゅΑコャ ラゅよャゅヅャや ゆワク : ケミクョャや ヴルをョャや 

- . ゆΚヅヤャ チケバョャや ュゅシホぺ   ラヱョヤバョャや ゥケセ : ュャゅシャや ケミクョャや ノョィ 

- ゅョヤバョャや れェッヱ : ュャゅシャや ゐルぼョャや ノョィ. れゅよャゅヅヤャ チケバョャや ュゅシホぺ   れ 

- . ゆゅゎミャや チケバョ ラョ ゅよゎミ ゆΚヅャや ンケゎセや  : ケΑシミゎャや ノョィ 

4-  : るシケゅョョャや- 

- ) るェΑタルャや ( メゅィョ ヶプ ンケカぺ りケョ ゐルぼョャや ノョィャヱ りケョ ヴルをョヤャ るΑョシや るヤョィ ゆゎミぺ 

ゎ ラゅゎョヤバョャや : ゐルぼョャや ヴルをョャや/ ゆΚヅヤャ るェΑタルャや ラゅョキボΑ ラゅョヤバョャや :ケミクョャや ヴルをョャやラゅョキボ ェΑタルャや れゅよャゅヅヤャ る 

. ュヰΑヤハ ゅプヱカ ラヰもゅルよΕ るェΑタルャや ラョキボゎ れゅヰョΕや : ュャゅシャや ゐルぼョャや ノョィ 

- . ゥゅヘミャや メゅィョ ヶプ ポャクヱ メハゅヘャや ケヱタ ネヱルぺヱ ∩ るΑヤバプ Κョィ ゆゎミぺ 

ラヅヱャや メィぺ ラョ ヮェヱケよ フΑケセャや ヵキルィャや ヶェッΑ ィぺ ラョ サΑヘルヱ メゅビ メミよ ラゅΑキルィャや ノプやキΑ /ヱャや メ. ラヅ 



 

ヱン 

 

  

 ( : ヅゅセルϮϬ( ゅョシケ  るヤΑョィャや ヶゎピャ ()ϭ   ⇒⇒タ ) )ϱϮ  よゅゎミャや   : るョゅバャや るΑゅヘミャや . る 

  : るタゅカャや るΑゅヘミャやϯ-ϱ-Ϯ  

 ゎカョャや ヱェルャや キハやヱホ りゅハやケョ ノョ るョもΚョャや るΑよゅゎミャや  ヅヱヅカャや ュやキカゎシや ( : ケゅΑバョャや  るヘヤ   ). 

5- )キΑヰョゎ(  

     : メをョ ラョ ポャクヱ るヅシヱゎョ りコョワ ヴヤハ るヤョゎセョ れゅョヤミ ラョ キキハ ケよミぺ るよゅゎミ ∠ゎ∠ゎ ∩メ∠ほ∠シ ⇒ ュャ∠ほ ⊥ョ ∠ ほ∠プゅ∠ミウィケ∠ほ∠ゎ∠Α ⇒ り 
⇒ るΑ ∇ぼ ⊥ケ ⇒ ケを ∇ぼ⊥Α ⇒ ∃ク ∇ぼ ⊥ョ ⇒ ラョ ∇ぼ ⊥ョ ∩ ラヱ ⊥ぼ⊥セ ⇒ サヱ⊥ぼ ⊥ケ .ゆ∠ぺ ∠キ ⇒ ュヤホ∠ ほ∠ゎ∠Α ⇒  ∇ぼ⊥Α ⊥Α ⇒ ラョ ⌒も ∠ョ ∇ヅ∠Α .ヵク ∇ぼ ⇒ サΑ⌒も ∠ケ ⇒ ラ⌒も∠Α ⇒ ラ

.るョ⌒も∠ぺ ⇒ ュΑ⌒も∠ャ ⇒ ∠サ⌒も∠Α  

6- キハΗや ペΑよヅゎャやヱ キや 

:メをョ ラョ ケヅシャや ヴヤハ るヅシヱゎョ りコョワ ヴヤハ メョゎセゎ れゅョヤミ フヱケェ ゆゎケぺ : Ιヱぺ 

   ケ-  や  - よ  ⇒⇒⇒⇒-  り  -   ¬                        ( )  り¬やケよ 

   ⇒⇒ャ-    ュ-  ヱ  -   ュ–   ¬- り                      )  り¬ヱヤョョ ( 

   ⇒⇒プ- れ  - ⇒  ゅ⇒- メ  -                  . ¬        (    ) メ¬ゅヘゎ 

- . るハヱョィョ メミ ヶプ ケヅシャや ヴヤハ りコョヰャや ュシケ ゆよシ ラΑよぺ 

-  ∧)るルミゅシ フャぺ( ゅヰゎボよシヱ )るェヱゎヘョ( れ¬ゅィ やクま ケヅシャや ヴヤハ りキケヘョ ゆゎミゎ 

- .) ⊥ュ ∠¬ゅセゎΑ ⇒ ュ ∠¬ゅセゎ ∩ ⊥ゆ ∠¬ゅをゎΑ ⇒ ∠ゆ∠¬ゅをゎ (:メをョ 

∧)るルミゅシ ヱやヱ(ゅヰゎボよシヱ )るェヱゎヘョ( れ¬ゅィ やクま ケヅシャや ヴヤハ りキケヘョ ゆゎミゎヱ ⇒ 

     ⇒ ∀り ∠¬ ∇ヱシ(:メをョ.)∀り ∠¬ヱケボョ ⇒ ∀り ∠¬ ∇ヱよヱョ 

 

    りケゅよハ ゅΑミゅェョ オシルャや ヅカよ ゆゎミぺ : ゅΑルゅを
 ケもよ ケカへ ¬ゅヘヅみよ るΑゎΑヱミャや りケシΕや るェケプ フタゎ

 ゆΑよェャや ヶルヅヱ ヴヤハ ュセゅピャや ラやヱキバャや ゅヰホケェぺ 

  ¬ゅヘヅみよ キバシゎヱ ゥケヘゎ るΑゎΑヱミャや りケシΕや
. ケもよ ケカへ 

 



 

ヱヴ 

 

7-  : るシケゅョョャや- 

- るヘドヱョ ∩ れΑヱミャや ケΑケェゎよ ヶゎェケプ ラハ りキΑヘョ るヤョィ オシルャや ヅカよ ゆゎミぺ ヤミりコョワ ヵヱェゎ るョ ヱゎョ るヅシ
. ケヅシャや ヴヤハ 

-   れΑヱミャや ケΑケェゎよ れャ¬ゅヘゎ . 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 

                         ケヅシャや ヴヤハ るヅシヱゎョャや りコョヰャや ヴヤハ れゅよΑケキゎ 

.: ヶャゅゎャや メヱキィャや ラョ ケヅシャや ヴヤハ るヅシヱゎョャや りコョヰャや ラョッゎゎ ヶゎャや れゅョヤミャや ゆゎミぺ 

ュ                     るヤョィャや             るョヤミャや 

ϭ . ュヰもゅルよΕ キΑバシ メよボゎショよ ¬ゅよΓや メ¬ゅヘゎΑ           メ¬ゅヘゎΑ 

Ϯ  るャヱヘヅャや ラョコ ラま. メΑョィ ラョコ り¬やケよャやヱ           り¬やケよャや 

ϯ . るョΑケミャや メもゅッヘャや ラョ り¬ヱケョャや ラま          り¬ヱケョャや 

ϰ . りキゅバシヱ るィヰよ り¬ヱヤョョ るャヱヘヅャや りゅΑェ           り¬ヱヤョョ 

サ- や ュシケ ドェΚル  り¬やケボャや ( ラΑΑゎΓや ラΑゎョヤミャ-  Α: るヤもシぺ ラョ ヶヤΑ ゅョハ ゆィぺ ) メ¬ゅシゎ 

1- ∨ りコョヰャや れョシケ ラΑぺ 

                                        . ケヅシャや ヴヤハ るヅシヱゎョ りコョヰャや れョシケ 

2- . るェヱゎヘョ りコョヰャや るミケェ                      ∨ ゅョヰルョ メミ ヶプ りコョヰャや るミケェ ゅョ 

3- ヱぺ フャΕゅよ キョ りコョヰャや メよホ ノホやヱャや フケェャや      ∨ りコョヰャや メよホ ノホやヱャや フケェャや ゅョ よ キョ. ヱやヱャゅ 

4- キΑヘョ メョィ ヶプ るΑャゅゎャや れゅョヤミャや ノッぺ.: り 

           り¬やケよ  (-  ホ  り¬やケ- ま  り¬ゅシ-  キよョ  り¬ヱ-  )  り¬ゅヘミ 

1-            . ヮゎルやキま れよをゎ ュャ ゅョ ュヰゎョ メミャ り¬やケよャやϮ -  ルゎ り¬やケボャや. ヮΑヱボゎヱ メボバャや ヶョ 

ϯ-Ηや キケ ゅルΑヤハ                . ラゅシェΗゅよ り¬ゅシϰ- や . ラΑバャや フケェよ り¬ヱキよョ るョヤミャ 

5- . り¬ゅヘミよ ヮッケハヱ ヮッケぺ ラハ ヵキルィャや ノプやキ 

 



 

ヱヵ 

 

 : ケゅΑバョャやϯ-ϱ  

 .) ヶよゅゎミャや ュシケャや るェタ りゅハやケョ ノョ オシル るョもΚョャや   るΑよゅゎミャや ヅヱヅカャや ュやキカゎシや ( 

:オシルャや ヅカよ るΑャゅゎャや りケゅよバャや ゆゎミぺ 

                       ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ ヶョぺ ゆヤホ 聴 ペヤカ ノもやヱケ ラョ⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 

                      ラョ⇒⇒⇒⇒⇒⇒ ノもやヱケ ペヤカ 聴 ゆヤホ ヶョぺ ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 

ャや るプゅドルヱ ∩ れゅョヤミャや キやキゎョや るよシゅルョヱ ∩ ヅカャや ラシェヱ ∩  フヱケェャや ュシケ るェタ りゅハやケョ ノョるよゅゎミ Κシヱ ∩ るョ 

. メΑミセゎャや 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 

( ヅゅセルϮϭ( アャゅハぺヱ ウボルぺ   )Ϯ  ソ   )ϰϭ るΑゅヘミャや  ) るよゅゎミャや  ( るョゅバャや るΑゅヘミャや .や  : るタゅカャϯ- ϯ   . 

     ケゅΑバョャやϯ-ϯ  ヅΑヅカゎ   (ヱ.)  ソヱタルャや ラョ るヘヤゎカョ ネやヱルぺ ) るバィやケョヱ ペΑホキゎ ( メボタヱ るよゅゎミ 

3-   : キΑヰョゎャや: るェΑェタ り¬やケホ ヶャゅゎャや  ソルャや ぺケホぺ 

   . ) ノョゎィョャやヱ りケシΕや ヶプ るョΑケミャや りゅΑェャや  ゥゅゎヘョ ペヤカャや ラシェ  ( 

4- )キやキハΗや( 

- ペよゅシャや ヴルバョャや ラヱョッョ ヶプ ゅルケゅミプぺ ゆゎケル  

-   ャや キェほよ ネヱッヱョャや れやケボプ ラΑよル: るΑゎΓや れゅヅヅカョ 

   . れやケボヘャや メヱキィ *                 . るΑルワク るヅΑケカ *         . ヶョヰシ ヅヅカョ  *  

                                                  

                                             ラシェャや ペヤカャや 

  

 

 ヴヤハ キヱバゎ ヶゎャや れやケョをャや            ラシェャや ペヤカャや ュヱヰヘョ               ヴヤハ キヱバゎ ヶゎャや れやケョをャや 

  りケシΙや             るルシェャや れゅヘタャや ラョ チバよ                                           やノョゎィョャ 

 



 

ヱヶ 

 

  

: るシケゅョョャや-  

-  ラやヱルハ ノッヱ ゆシゅルョ               .  ネヱッヱョヤャ- 
.  ヅヅカョヤャ ゅボプヱ りキヱショ ゆゎミゎ 

 .: りケボヘャや るよゅゎミ サシぺ 

- . ゅよシゅルョ ゅルやヱルハ ケゅΑゎカや 

- . りケボヘャや るΑやキよ ヶプ るよシゅルョ ポケゎ 

-  ネヱッヱョャや ラヱョッョ ラハ ケよバゎ るシΑもケ りケミプ 

-  るヅよやケゎョ るΑもコィ ケゅミプぺ. るヤシヤシゎョヱ 

- ΑョシΙや メョィャや ラΑよ ノΑヱルゎャやる . るΑヤバヘャやヱ 

- . ケバセャや ラョ れΑよ ヱぺ フΑケセ ゐΑキェ ヱぺ るΑルへケホ るΑべよ キゅヰセゎシΙや 

-  れやケボヘャや ヶプ メョィャや ケやケミゎ ュキハ 

- . ゆシゅルョャや ゅヰルゅミョ ヶプ ヅよケャや れやヱキぺヱ ュΑホケゎャや れゅョΚハ ュやキカゎシや 

  ラョ ラΑキΑヘゎショ ほヅカャやヱ ケヱタボャや ヮィヱぺ やヱィャゅバΑャ ュヰゎやキヱショ れゅョヤバゎョャや ノィやケゎゅドェΚョΚョコ れ ュヰも
るョヤバョャや れゅヰΑィヱゎヱ . 

 . ほヅカヤャ ケΑセゎヱ ∩ るよゅゎミャや るェタ ヶプ ペホキゎ 

 . ゅヰゎョヤバョ れゅヰΑィヱゎヱ ゅヰゎヤΑョコ れゅドェΚョ ラョ りキΑヘゎショ ゅヰゎキヱショ るョヤバゎョ メミ ウボルゎ 

   . ほヅカャや ラョ メゅカ ュΑヤシ メミセよ ソルャや るよゅゎミ れゅョヤバゎョャや キΑバゎ 

                                                   るルシェャや ベΚカΕや 

                 ヱ Ιゅョィ ラゅシルΗや キΑコゎ ヶヰプ ∩ るルィャや メヱカキ メΑよシ るルシェャや ベΚカΕやヮヤバィゎ ホ ケをミぺ ラョ ゅよケ
∩ ヮよケ ラョ ゅよケホ ケをミぺヱ ∩ ラΑケカΓや  ∩ぺコィゎゎ Ι るヤョゅミゎ ⊥ョ るョヱドルョ ∠ヶワ ベΚカΕゅプクワ ラョヱΕや ロれゅΑホΚカ  るルゅョΕや

やヱゅルをェΑ ヶョΚシΗや ラΑキャやヱ ∩ ¬ゅプヱャやヱ ベキタャやヱ ソΚカΗ やケ ⊥ョヱ ケゅΑカΕや るよェ⊥タ りケヱケッよや るボプラΑェャゅタャ  ヴ∂ゎェ
る∂ルィャや メヱ ⊥カキャ ∠ラΑヤ∂ワぼョャや ラョ るルシェャや ベΚカΕや ⊥ゆゅェタほプ ∧ サヘルャや ヶプ るヤΑッヘャや ヱョルゎゐΑェ ∧ よぺ ンヱケ りケΑケワ ヱ

 ⊥Α ゅョ ケをミぺ ラハ ュ∂ヤシヱ ⌒ヮΑヤハ ⊥聴 ヴ∂ヤタ 聴 ⊥メヱシケ ∠メ⌒も⊥シ :メゅホ ヮルハ 聴 ∠ヶッケカキャや メャや ∠サゅルヱボゎ :メゅホ ∨る∂ルィ 聴 ン
 ヶ⌒プ ∃¬ ∇ヶ∠セ ∇ラ ⌒ョ ゅ ∠ョ( :ュΚシャやヱ ⊥りΚタャや ⌒ヮΑヤハ ⊥ヮルハ ∠メゅホヱ ∩...ペ⊥ヤ ⊥カャや ⊥ラシ⊥ェヱ ∠や ⌒ョ∇ャ ⌒ラや ∠コΑ ∠ぺ ⊥ェ ∇ラ ⌒ョ ⊥メ∠ボ∇を .)⌒ペ⊥ヤ ⊥カ∇ャ∠や ⌒ラ ∇シ 
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                  ゅよ ヴヤェゎゎ ヶゎャや りケシΕや ∨ りケシΕや ヴヤハ キヱバゎ ヶゎャや れやケョをャや  ゅョプ ペヤカャぺ ⊥ヰ∂ルゅ ホ ∀よΑケる ヤ⊥ホ ラョ ゆヱ
 ゆヱよェョヱ キヱョェョ ∃ケミクヱ りケ ⌒ヅハ ∃りケΑシ ヱクヱ ∩サゅルャやΑよ ∩ュ⊥ヰル Αルキャや ヶプ 聴 ゅッケ メゅルゎヱカΓやヱ ゅ.  りケ 

              ヴヤェゎΑ ヵクャや ノョゎィョャや ∨ ノョゎィョャや ヴヤハ ラシェャや ペヤカャゅよ ヶヤェゎャや ケをぺ ゅョプよペヤカャゅ  ラシェャやΑ ラヱミ
ソΚカΗやヱ りキヱョャやヱ るよェョャや ロキやケプぺ ラΑよ ケセゎルΑ ∩ ゅミシゅョゎョヱ ゅルヱゅバゎョ ゅヅよやケゎョ ゅバョゎィョゅョぺ ∩ ョゎィョャや Ι ヵクャや ノ

プ . るΑワやケミャやヱ チビゅよゎャやヱ キボェャや ロキヱシΑ ヅよやケゎョ ケΑビ ノョゎィョ ヱヰプ ラシェャや ペヤカャゅよ ヴヤェゎΑゅルΑヤバ  ゅバΑョィや ヶヤェゎャ
聴 ヴヤタ ( ュΑケミャや ゅルャヱシケよ ¬やキゎホやヱ ∩ りケカΓや ヶプ ラョェケャや るルィよ コヱヘルャ ペヤカャや ラシェよ ヮΑヤハ ) ュヤシヱ . 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 

( ヅゅセルϮϬ⇒⇒⇒⇒⇒タ  るヤΑョィ ゅルャコルョ るボΑキェ )ϱϲゅヘミャや   . るよゅゎミャや   : るョゅバャや るΑゅヘミャや : るタゅカャや るΑϯ- ϳ   

  : ケゅΑバョャやϯ-ϳ   ンケカぺ るΑシやケキ キやヱョ ラョ るよシゅルョ ケキゅタョ ケゅゎカΑ (.) ゅョ ソル るよゅゎミャ ゅヰョキカゎシΑヱ 

  

  

   

 
 
 
 
 

 
ヶワ ゅルャコルョ るボΑキェ ホヱ ¬ゅッボャ るェやケャやヱ るΑワゅプケャゅよ ケバセル ゅルヤバィゎ ウΑケョヱ ノもやケ ラゅミョΑョィ れむキゅワヱ メ 

 メヱェ チケぺ キヱィヱ ヱぺ ソΑタカゎ るΑョワぺ ポやケキま ゅルΑヤハ ポャクャ ∩ソゅカャや ゅルャコルョ ケやヱシぺ メカやキョや ヴルよ メコルョャ
ラΑヱミゎャ るΑャコルョ るボΑキェ ゆィΑ ゅョミ ∩¬ゅルゎハΙや ∩るボΑキェヤャ ュゅバャや ケドルョャやヱ メミセャゅよ ゎシ ヶゎャや ⇔ ゅルゅミョ ラヱミ 

ュΑドルゎ ∩るハやケコャや ∩るΑゅルバャや ラョ れやキΑシャや ュゅョゎワゅよ ヴドェΑ ヵクャや メミセャゅよ るボΑキェャや ゆΑゎケゎヱ や ヶヅバ⊥Α るヰィやヱャ
 れΑよャや メゅョィヱ ケドルョャ るΑシゅシΕやメゅよボゎシやヱ サミバΑヱ ∩フヱΑッャや よヅルΙやネゅ や ゆゅェタぺ ラハ メヱΕや ∩メコルョャ

 ∂ラミ ⊥ケ るΑャコルョャや るボΑキェャゅプ ヤィャや ラヱヤッヘΑ サゅルャや ュドバョプ ∩メコルョャや ラゅミケぺ ラョ ュヰョ ヶシゅシぺ ⇔ ゅェゅよタ サヱ 
 ラΑよ るバもやケャや るΑヤもゅバャや れゅシヤィャや ¬ゅッホヱ りヱヰボャや メヱゅルゎャ ⇔や¬ゅショ ヱぺケゅィセΕや Εやヱ ケゅワコや.るェΑケョャ 

プルャやヱ ュゅドルャや ヴヤハ ドプゅェΑ ヵクャや ュΑボゎショャや ラゅシルΗや ヱワ ウャゅタャや ラゅシルΗゅ るプゅドドプゅェョャやヱる ヴヤハ ¬ヶセ メミ クま ∩
ャや るョゅバャや ペもやキェャや ヴヤハ るドプゅェョャやヱ ∩ヮゎもΑよ るプゅドル ヴヤハ ドプゅェΑ ラぺ ラゅシルま メミ ヴヤハ ゆィΑバゎ ヶゎヱキャや ヶヅ ヱぺ るャ

ハヱ るシケキョャや るプゅドル ヴヤハ るドプゅェョャや ゅルΑヤハ ゅョミ ∩ るヤΑョィ りケヱタ ゅヰΑヤハ スΑバゎ ヶゎャや チケΕやャま ュキョャや ¬ゅボ れゅヘヤカ
. ポャクャ るタタカョャや ラミゅョΕや ヶプ Ιま ゅヰΑぺ やヱケミクゎヱや ラョ るプゅドルャや ラぺ れゅよャゅヅャやヱ ゆΚヅャやΗラゅョΑ 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=88LEugQP&id=243125F3DB6BFBE34A75D711F6D5E33D7110BAA4&thid=OIP.88LEugQP_JbbLTY0fnMSpAHaEK&mediaurl=https://i.ytimg.com/vi/QjszqVKlfT8/maxresdefault.jpg&exph=720&expw=1280&q=%d8%ad%d8%af%d9%8a%d9%82%d8%a9+%d9%88%d8%b3%d8%ae%d8%a9&simid=608043096909285797&selectedIndex=0
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                   ャ ¬やケを ヶもゅホキタぺ  ( るΑルゅをャや  るΑョヤバゎャや りキェヱャや) ヶゎゅΑェ 
  ( ュホケ ヅゅセルϭ ュΕや ) . ) りキワゅセョャやヱ り¬やケボャや ( るョゅバャや るΑゅヘミャや キキェゎ ( ケゅΑバョャややサΑもケャや チケピャ ョ) ソルャや ラ 

  ヵヱケボャや ケハゅセャや メゅホ: 

ヴルィゎ クま ヵヱキハ ヶよ ケΑェゎ                                 ャや ラハ れャほシ ゅョプ ∂ヶヤハヶルィゎ 

 ⊥ヮルョ ⊥ロゅボャぺ ゅョ ∠ラΑよ ∠メよゅホヱ                                    ボ∇ヤ∠Α ゅョヱヶルョ ⌒ラゅシェ ⌒Ηや ラョ ヴ 

ヶプゅィゎャや ヶプヱ ⌒ュゅタ ⌒カャや ヶプ ⊥ヒ⌒ャゅよΑ                             Εや ヶプ ⊥ベケビほプヶルほゎャや ヶプヱ ⌒りゅル 

ョ ぁキヱΑヱ ⊥ヮ∠ゎゅΑェ ぁキヱぺヶゎヱ                                     ∠ラ⇒⇒Αよ ∇ュミヱヶル ∠ョ∠ゎャやヱ ヶル ∠ョ∠ゎャや  

ゅハ ∇ケ∠ク ⌒¬ゅッピよャゅよ ∠ベゅッ ラぺ ヴャ⌒ま                               ｚル∠ド ∠ラｚシェヱヶルド ⊥ラシェ ヶよ ⊥ヮ 

ヵキヰセ ⊥キヰセャや やクワ ∠サΑャ ヵヱキハ                           ェゎシや ヵクャや ぁラョャや Ιヱヶルョ ∠れ∇Αヤ 

ぺ ∀ラヱ⊥ル ∠ェ ∀ュぺ ヶヤプヶルゎバッケ                                         ⊥ェャや ∠ラゅよャ ∂⌒ラェぺ ケ ∇キ ∠タ ラョ ∂⌒ゆ 

ヶルΑハ ⊥れェゎプ ゅヰ⌒ゎゅ ∠ョシよ ヴヤハ                                 ケ ゅヰ⌒ゎゅョを∠ャ ラョヱヶ∂⌒ル ⌒シ ⊥れΑヱ 

ヶビゅル⊥ぺ ヶルΑビゅル⊥ゎ ∇れルゅミ ゅョミ                                    ⊥ゎ ∇れルゅミ ゅョヱヶル∠ビ⊥ぺ ヶルΑル∠ピ 

 ヶルゅボ∠シヶィゅΑゎェや ∠ベヱプ ゅヰぁよ ⊥ェ                             ンケ ∠ヱャや ヴヤハ ∠チゅヘプ ヶルョ ∠チゅプ ゅョ 

                 (チケピャや ァやケカゎシや ノΑヅゎシル ヴゎェ りキΑタボヤャ ヅシよョ ゥケセ) 

ゅミ サミバャゅよ メよ ュヤドャや やクヰよ ュゎワぺ ュャヱ ヶルョヤド ヱワ クま ヮΑヤハ  ヶヤバプ りキケ ラョ ケΑェゎΑ ヱキバャやヵキケ ラ ワ ヮΑヤハ ヱ
 ∩ りケΑェ ロキやコ ゅョョ ヮΑャま ラゅシェΗや∩ ヶャ ヮゎ¬ゅシまヱ ヮャ ヶルゅシェま ラΑよ るルケゅボョ キボハヱ   ラゅミプ Α ヶプ キΑコカ ヶゎョヱタ

 ∩ ヮΑヤハ キケぺ Ιヱ メヰョゎャやヱ ケよタャや ラョ ケをミゅプ ヶゎやヱキハヱΑ ヱワヱ ケΑカャやヱ りゅΑェャや ヮャ ヴルョゎぺャ ヴルョゎれヱョャや ヶ 
ラシェほプ ヮプケタゎ ¬ヱシ ラョ るΑワやケミャゅよ ケバセ ヮルミャヱ∩ ヶルョゎャや ラΑよ ケΑよミ ベケプ ポゅルワヱ∩ ポΚヰャやヱ ラドャや ゅョミ ヶよ 

 ゅルヰプ ∩ ヮよ ラドャや ラシェぺヱルェャや ヮョΕ ゅョルまヱ ヮシヘルャ サΑャ ヮルゅシェま ヶプ メッヘャや キヱバΑ ケハゅセャやヶゎャや ラ  ヮゎェルョや ゆェャ
∩ るホケセョャや ゅヰゎゅョシよ ヴヤハ ヶルΑハ れェゎプヱ ∩ ∩ るよハΚョャやヱ るをキゅェョャゅよ ヶルヘヅΚゎ れルゅミヱ クルョプ タャやれほセル ケピ  ヴヤハ

 ヶャ ゅヰよェ りケをミ ラョ ヶャヱェ ラョャ ゆェャや 

Εや ュドハぺ ゅョプ ケピタャや クルョ ゆェャや ヴヤハ ゅヰもゅルよぺ ヶよケゎ ヶゎャや ュ. 

るシケゅョョャや                      ケゅΑバョャや ラョ ゆヱヤヅョャや ヶワヱϮ---ϭ  

  ラゅシェΗゅよ り¬ゅシΗや キケ りケヱケッ ヴャま りヱハキャや .    * ゅルルΑよ ゆェャや ケセル ヴヤハ ゐェャや . 
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  ゅワキΙヱぺ ヴヤハ ゅヰヤップヱ ュΑドバャや ュΕや ケヱキ ラゅΑよ.  

 

( ヅゅセルϮ ) "  るΑヱピヤャや ヶゎヤΑタェϯヱϰ  ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒タ " ϲϯ -  ϳϳゅヘミャや      . り¬やケボャや " るョゅバャや るΑ  " りキワゅセョャやヱ    
 : ケゅΑバョャやϮ-ϰ      (やケゅよバャやヱ れゅョヤミャや ヶルゅバョ キΑキェゎ.) ソルャや ヶプ れ 

るョヤミャや ゅワゅルバョ るョヤミャや ゅワキッ  るョヤミャや ゅワキケヘョ るョヤミャや ゅヰバョィ 
 ヶヘッ⊥Α   ヶヅバΑ- Αウルョ ヶプゅィゎャや ゆケゅボゎャや  ュャゅバョ  ュヤバョ  ロケヅプ   ケヅプ- 

れやケヅプ 
 ンケヱャや   サゅルャや- やペヤカャ ュゅタカャや りキヱョャや-やるよェョャ  ュゅョピャや  

るョゅョピャや 
 るヤΑップ  メもゅップ 

ヶビゅルΑ     るをキゅェョャゅよ フヅΚΑ
 るよハΚョャやヱ 

  るΑキゅよ   るΑヘゎカョ  ベヱボセャや  ペセャや  フボシ  フヱボシ-
  フボシぺ

フ⊥ボ⊥シ 
 りゅルΕや   ュヤェャや- や ヶルほゎャ 

  

    

 ( るョヤミ ヴルバョ ヶルΑよチゅプ) メバプ ラヱミΑ ラぺ キよΙ ベゅΑシャや ( るΑャゅゎャや れゅホゅΑシャや ヶプ ) 

  " ⊥ケ ∇ヰｚルャや ∠チゅ∠プ                     (  ⌒ョ ∇れ ∠ケ⊥を∠ミ ⌒ョ ∇れ∠ャゅ∠シ ∠ヱ ⊥ヮ⊥ワゅ∠Α ⌒ッ ∇ラ ⌒ゎｚヘ ヮ) 

   "⊥¬ゅ∠ル ⌒Ηや ⌒ヱ∠ぺ ⊥サ∇ほ∠ミ∇ャや ∠チゅ∠プ"        (  ∠Ζ∠ゎ ∇ョ⌒や ) 

   " ⌒チ ∇ケ∠Εや ⊥れや ∠ケ∇Α ∠カ ∇れ∠ッゅ∠プ"       (  ∇れ ∠ケ⊥を∠ミ ∩ ∇れ ∠ョ∠ル ) 

  "⇔ゅョ∠ャ∠ぺ ⊥ヮ⊥ル∇Α∠ハ ∇れ∠ッゅ∠プ"              (  ∃り ∠ケや ∠コ∠ピ⌒よ ゅ ∠ヰ⊥バ ∇ョ∠キ ∠メゅ∠シ ) 

-   

( るョヤミ フΑケタゎ*メップ : メをョ ラョ ポャクヱ ゅョシや ラヱミΑ ラぺ キよΙヱ ) 

 (    るヤΑップ-  メゅップぺ–  メもゅップ–  メΑップ- メヱッヘャや ) 

 ..... るヘタ ベキタャや るヤΑップヰよ ヶヤェゎャや ゆィΑ........ゅ . 

 ... ラΑキャやヱヤャ メゅップぺ. ¬ゅルよΕや ヴヤハ りケΑをミ   ....... 

  ..... メヱッヘャや.. るョヱョクョ るヘタ ........ 

  ケヰセ ラゅッョケ ケヰセ.. メΑップ.. 

  

 

 

Ιヱクカ るルゅハま ラヱキ ヮミケゎ 



 

ヲヰ 

 

 ( ュホケ ヅゅセルϰ( やヱェル るヤΑョィャや ヶゎピャ )Ϯカャや るΑゅヘミャや ) るよゅゎミャや ( るョゅバャや るΑゅヘミャや ) ( : るタゅϯ—ϱ )-ϭ 

 ( ュホケϭ カョャや ヱェルャや キハやヱホ りゅハやケョ ノョ るヤΑョィャや ヅヱヅカャや ュやキカゎシや ( ケゅΑバョャや  ヱェル )) るヘヤゎ 

ケよカャや ネやヱルぺ 

:ヶワ ∃ネやヱルぺ るバよケぺ ヴヤハ る∂Αよケバャや るピぁヤャや ヶプ ケよカャや 

1- キケヘョャや  ケよカャや ラヱミΑ ∇ラぺ ∂ヵぺ ヮェッヱゎヱ ぺキゎよョャや ラハ ケよカ⊥ゎ ⇔りケミル ⇔りキケ∂ヘョ ⇔るョヤミ. 

:ウΑッヱｚゎヤャ メゅをョ       ( ∀ノヅゅシ ⊥ケョボャや   ) 

 ∂ヱェゎゎ るョヤミヤャ れヘΑッぺ ヱャ ヶゎャや ∩フΑケバｚゎャや ⇒ャや ラョ ∃メゅカ ∀りケミル ∀キケ∂ヘョ ∀ュシや ) ∀ノヅゅシ(ラョ メ  ゅヰルヱミカ ∃息 ∃るヘタ ヴャま ⇔やケよ . 

 .ロケカへ ヴヤハ りケワゅｚドャや るョｚッャゅよ ∀ネヱプケョ ∀ケよカ : ∀ノヅゅシ 

Ϯ- ∂ΑョシΙや るヤョ ⊥ィャやる 

プ ∧ ∃ケよカヱ ぺキゎよョ ラョ ∃るル ∂ヱミョ ∃る∂Αョシや ∃るヤョィ ラハ ⇔りケゅよハ ぺキゎよョャや ケよカ ラヱミΑ ∇ラぺ ∂ヵぺゆケバ⊥ゎ るヤョィャや  ∂をャや る∂ΑョシΙや るΑルゅ
 .メヱΕや ぺキゎよョャや ケよカ ノプケ メェョ ヶプ るヤョィャや ∂ラぺ ゅヰャ フゅッ⊥Α ュ⊥を ∩⇔ ゅよやケハま 

:ウΑッヱゎヤャ メゅをョ      ( ∀ノヅゅシ ⊥ロケヱル ⊥ケョボャや ) 

ェｚルャや ヴヤハ ゆケバゎヱ ∩)ケョボャや( ヱワヱ ぺキゎよョャや ラハ ケよカ⊥ゎ ∀る∂Αョシや ∀るヤョィ ) ∀ノヅゅシ ⊥ロケヱル( ｚゎャや ヱ :ヶャゅ 

 フゅッョ ヱワヱ ∩ロケカへ ヴヤハ りケワゅｚドャや るョｚッャや ヮバプケ るョΚハヱ ネヱプケョ ∃ラゅを ぺキゎよョ :⊥ロ ⊥ケヱルヱ¬ゅヰャや  ∀ケΑョッョ メタ∂ゎ
 .るプゅッΗゅよ ∂ケィ メェョ ヶプ ∀ュ ｚッャや ヴヤハ ヶルよョ 

 ｚッャや ヮバプケ るョΚハヱ ネヱプケョ ∃ラゅを ケよカ : ∀ノヅゅシシΙや るヤョィャやヱ ∩ロケカへ ヴヤハ りケワゅｚドャや るョ る∂Αョョぺキゎよョ ラ  ∃ケよカヱ
 .メヱΕや ぺキゎよョャや ケよカ ノプケ メェョ ヶプ ラΑΑルゅを 

ϯ-る∂Αヤバヘャや るヤョ ⊥ィャや  ラま ∃メヱバヘョヱ ∃メハゅプヱ ∃メバプ ラョ ゅ⇔ル ∂ヱミョ ケよカャや ラヱミΑ ∇ラぺ ∂ヵぺ バヘャや ラゅミ ∂キバゎョ メ .⇔ ゅΑ 

:ウΑッヱゎヤャ メゅをョ             (¬ゅョ∂シャや ヶプ ∠ノヅシ ⊥ケョボャや ) 

 ∀るヤョィ ) ∠ノ∠ヅ∠シ( :ヶャゅ∂ゎャゅミ ゆケバ⊥Αヱ ∩) ⊥ケョボャや( ぺキゎよョヤャ ∀ケよカ ∀る∂Αヤバプ 

ヱワ ロケΑキボゎ ⇔ ゅよヱィヱ ケゎゎショ ケΑョッ メハゅヘャやヱ ∩ウゎヘャや ヴヤハ ヶルよョ ∃チゅョ メバプ :ノヅシ- ャや ヴヤハ キヱバΑボケョ-  るヤョィャやヱ
 .ぺキゎよョャや ケよカ ノプケ メェョ ヶプ メハゅヘャやヱ メバヘャや ラョ る∂Αヤバヘャや 

ϰ-るヤョ ⊥ィャや ヮよセ :ヱ ⇔や ⇔ケゅィ ヱぺ ⇔ ゅ⇔Αルゅミョ ヱぺ ⇔ ゅ⇔Αルゅョコ ⇔ ゅプケド ケよカャや ラヱミΑ ∇ラぺ ∂ヵぺ ⇔やケヱケィョケバ⊥Αヱ ∩カ ノプケ メェョ ヶプ ゆ ケよ
 .ぺキゎよョャや 

:ウΑッヱゎヤャ メゅをョ         ¬ゅョシャや ヶプ ケョボャや . 



 

ヲヱ 

 

 ぺキゎよョヤャ ケよカ ヶワ ケヱケィョヱ ⇔ケゅィ ラョ るルヱミョ ∃るヤョィ ヮよセ )¬ゅョｚシャや ヶプ(   

 ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒タ ュヰヘャやヱ メΑヤェゎャやϲϱ  るシケキョャや ゆゅゎミよ 

: ヶャゅゎャや メヱキィャや ヶプ ヮハヱル ゅルΑよョ るΑョシや るヤョィ メミ ヶプ ケよカャや  キキェ 

ϭ-ェャや ノよル ュΕや                    . ラゅルϮ   - セ ケよキゎ ュΕや         . ゅヰゎケシぺ ラヱぼϯ- や . ケΑよミ ゅヰヘヅハ ュΕ 

ϰ- ヱヤホ ヶプ ュΕや                                         . ゅルよϱ - ぼケ ベヱプ ュΕや. ゅルシヱ 

  るヤョィャや   ケよカャや  ヮハヱル 
ラゅルェャや ノよル ュΕや ラゅルェャや ノよル  キケヘョ 

ゅヰゎケシぺ ラヱぼセ ケよキゎ ュΕや ゅヰゎケシぺ ラヱぼセ ケよキゎ るΑヤバプ るヤョィ 
ケΑよミ ゅヰヘヅハ ュΕや ケΑよミ ゅヰヘヅハ るΑョシや るヤョィ 

ゅルよヱヤホ ヶプ ュΕや ゅルよヱヤホ ヶプ ケヱケィョヱ ケゅィ るヤョィ ヮよセ 
. ゅルシヱぼケ ベヱプ ュΕや ゅルシヱぼケ ベヱプ フケド るヤョィ ヮよセ 

 

ϯ-: ペΑよヅゎャや 

- ノッぺェタ るΑョシや Κョィ ゅルヱミョ ラΑシヱボャや ラΑよ ゆヱヤヅョャや ケよカャや ヶヤΑ ゅョョ パやケプ メミ ヶプ. るェΑ 

ϭ- や) ケヱケィョヱ ケゅィ るヤョィ ヮよセ やケよカ (     .......................... ¬ゅホキタΕ 

2- ) るΑヤバプ るヤョィ やケよカ (       . ソΚカみよ ヶヅバΑ.... ュヤバョャや 

3- ) るΑョシや るヤョィ やケよカ (       . りケΑをミ ュヰャゅップぺ...... ¬ゅよΓや 

4-  ペェャやョィャや ベヱプ...ヤョィ ヮよセ やケよカ (             .. ノΑ) フケド る 

5- ) やキケヘョ やケよカ (        . メヱボバヤャ ケΑルョ.. キΑヘョャや ュヤバャや 

 

 ケハゅセャや メゅホ : るシケゅョョャや 

ヶル⊥ヰ ⌒∂ィヱゎ ヶ⌒ホやヱセぺ ⌒ポ⊥ゎΑゎぺ ヶ ⌒∂ョぺ                          ヶよ ラミャヱ ⊥れΑセョ ゅョヱややケゅヅ ンヱ∠ヰャ 

 ヮよ ∠キやぼヘャや ⊥れよｚΑヅ ポケミク ⊥アΑケぺ                         ゅΑル⊥キ ヶプ ポぁよェ ∂ゐよヱやケゅヅハぺ ヵ 

 ⊥スボルプポョシや ヵキ⌒よ∠ミ ヴヤハ ケヱヘェョ                     ⌒ョ ｚゆェャや ぁオッΑ ヶ⌒よヤホ ⊥チよルヱやケやケキ 

ャや ケよカャや ネゅルぺ ゅΑプヱゎショ るΑョシや メョィ ヶプ れゅΑよャや ロクワ ヶプ ヮョぺ ヱェル ラよΙや ケハゅセョ フタぺ =ケキ ヶゎ.ゅヰゎシ 

   ヮョΙ ゆェョ ラよΙや- や  . ラよΙや ゆヤホ ヶプ ゅヰョシや スヱボルョ ュΕ )キケヘョ ケよカ ( 
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 やキΑキセ ゅよェ ヮョぺ ゆェΑ ラよΙや--  や) るΑヤバプ るヤョィ ( . ゅヰャ ゅよェ ヮョΕ メヱケヰΑ ラよΙ 

) るΑョシや るヤョィ (. ラゅミョ メミ ヶプ ゅワケヅハ ュΙや 

) フケド るヤョィ ヮよセ (   ゅバΑョィ ゅルシヱぼケ ベヱプ ュΙや 

 ュΙや) ケヱケィョヱケゅィ るヤョィ ヮよセ (            . ゅルよヱヤホ ヶプ 

 

                       (首釈帽篠杓 狩朱守 熟乏雫 縞漆朱収 測圃募実釈 ) 
1 : 蕊時字屡 児蔀 熟乏質杓 受 

 ...... : ゲらガャや ネやヲルぺ..................  ∩ ....................... ∩ .................................. 

 ................. ∩...............................  : リョ ラヲムわゎ るΒヨシΙや るヤヨイャや.............. 

 

 

 

 

 

 

2  : 樹収墓穂実釈 鋒室収 芝雫帽篠収 測圃募実釈収 杓墓歩圃乏実釈 守墓爾 受 
るヤヨイャや ぺギわらヨャや ゲらガャや ゲらガャや ネヲル 

ギΒヘョ ゆゅわムャや    

るヨΒェケ リヰよヲヤホ れゅヰョΙや    

るΑゲゼらャや ラヲョギガΑ ¬ゅヨヤバャや    

モヨバャや ヶプ りキゅバジャや    

るバもやケ るダボャや    

ゆゅエジャや ベヲプ りゲもゅトャや    



 

ヲン 

 

   

 

ゲミグゎ  : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

( ヅゅセルϱ : るタゅカャや るΑゅヘミャや . るよゅゎミャや :るョゅバャや るΑゅヘミャや. ヶョぺ ヶワ れΑヱミャや )ϯ-ϲ 

ロケゅミプぺヱ ヮよケゅィゎ ラハ ケΑよバゎヤャ ゆヱヤシΕや りキΑィヱ ヶルゅバョャや るョミェョ ゅタヱタル パヱタΑ .:ケゅΑバョャや) 

-  ウよゅタャや キョェΕや ゥゅよタ オΑセャや キΚよャや ケΑョぺ ヱョシャや ゆェゅタ りケッェ メゅホ– ェ ヮドヘ
ロゅハケヱ 聴- 

 ∩ ポケゎセョャや ケΑタョャや ヅよやヱケ ュワキェヱゎ ∩ ラΑョェやケゎョ ラΑよゅェゎョ メゅΑィΕや ケョ ヴヤハ れΑヱミャや メワぺ スゅハ キボャ "
ッョ ∩ ュヰルヅヱャ ラΑボセゅハΕや ゥヱケ ラΑキシィョ ∩ヮヤィぺ ラョ ラΑェ." りキェやヱャや りケシ 

1-  キやキハΗや 

 ヶゎャや りケミヘャや キキェゎ ゆゎミルシ(    : メをョ ラョ ゅヰΑプ キやキィΕや りゅΑェ
 れゅΑキェゎャやヱ ゆゅバタャゅよ るΑヤョ ヴヤハ やヱッホ るよェョャゅよ ラミャヱ

) れゅよヱバタャや 

            

 

ケよカャや ネやヱルぺ 

  るΑョシや   るΑヤバプ 

 ケゅィ フケェ
 ュシやヱ

ケィョ ケヱ 

  フケド 

キケヘョ るヤョィ るヤョィ ヮよセ 
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               りゅΑェ ペΑボェゎ メィぺ ラョ フケセョャや メゅッルャやヱ ゥゅヘミャゅよ ¬ヶヤョ キやキィΕや オΑケゅゎミボプ ∩ ゅヰもゅルよΕ るョΑケ キ
ホヱ ∩ ゅョΑキホ ぼャぼヤャや ヴヤハ メヱタェャや メィぺ ラョ ケヅゅカョャや ラョ やケΑをミ やヱヰィやヱキ  ラヱヤェゎΑ やヱルゅミよ ケよタャゅヱりキやケΗや 

ュヰルΕヱ るΑヱボャや るョΑコバャやヱ ヱよェョ ラヱョェやケゎョ ラヱよゅェゎョ ヴヤハ ¬ゅッボャや やヱハゅヅゎシや ュヰルヅヱャ ラワクョャや ロ ∩ ケヅゅカ
ゆバセ れΑヱミャや ゆバセプ ゅヅバョ¬  ∩ ¬やケッャやヱ ¬やケシャや ヶプ ヮΑヤハ ドプゅェΑヱ キΑキセ ゅよェ ヮルヅヱ ゆェΑラョヱ  メΚカ

 ゅョャゅヅ ヱキハ ヵぺ ラョ ゅルルヅヱ ヴヤハ ドプゅェル ラや ゆィΑ ヶゎよケィゎヱ ヶゎやケよカルルヅヱャ ラΑボセゅハ ラヱキェヱゎョヴェッル ゅ  ラョ
. サΑヘルャやヱ ヶャゅピャゅよ ヮヤィぺ 

 ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 

 ( ュホケ ヅゅセルϲるΑゅヘミャや . ヶゎキゅバシ ケシ ヶゎヤもゅハ ) ゅヘミャや .りキワゅセョャやヱ り¬やケボャや : るョゅバャやるタゅカャや るΑ Ϯ-Ϯ 

) ケをミぺ ヱぺ ソルャや ラョ るョヱヤバョ ケゅΑゎカやヱ ノホヱョ キΑキェゎ: ケゅΑバョャや 

 
: るシケゅョョャや 

 . ペシルョ ヅカよ ゅヰよゎミぺヱ ソルャや ラョ るョヱヤバョ キキェぺ 

 ゅルよ ヶプ るΑシゅシΕや るルよヤャや ヶワ るヤもゅバャや   /  ベΚカΕやヱ るΑよケゎヤャ るシケキョ るヤもゅバャや キバゎョャや ¬. ノョゎィ 

 ケゅゎカぺ  ラョ るョヱヤバョソルャや キΑコゎ . ヶョヰプ 

. ヮヤョミほよ ノョゎィョャや キゅシプ ヶルバΑ ゅワキゅシプヱ ∩ ノョゎィョャや ゥΚタ ヶルバΑ るヤもゅバャや ゥΚタ 

 : ヶゎほΑ ゅョ メヱゅルゎΑ ソルャや ラョ やケΑよバゎ ゆゎミぺ 

 コョケ ヶワヱ れゅバョゎィョャや ¬ゅルよ ヶプ るΑシゅシΕや ヴャヱΕや るルよヤャや ヶワ るヤもゅバャや  (  ケやケボゎシやヱ ラゅョぺヱ ラョぺ るヤもゅバャや =
Εやヱ ケやケボゎシΚャゎ ヵクャや サゅシャやヱ ∩ ラゅョΕやヱ ラョ) ¬ゅルよΕや るΑよケゎ ヮΑヤハ ュヱボ 



 

ヲヵ 

 

 

. ケΑをミャや キボゎヘル るヤもゅバャや ラゅΑミ キヱィヱ ラヱキよ = 

プΙ ソボルャゅよ ラヱケバセΑ ポャクャ ∧ るヤもゅバャや キヱィヱ ラヱキボゎヘΑ ラΑクャや ソゅカセΕや ラョ ケΑをミャや ポゅルワワケゅボゎや フボシ ュ るヤもゅバャ
.ュヰΑョェΑ ヵクャや 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 

 ( ュホケ ヅゅセルϳミャや . りキワゅセョャやヱ り¬やケボャや : るョゅバャや るΑゅヘミャや . るよゎミョャや ヴャま りケゅΑコ )ゅカャや るΑゅヘ るタϮ-ϵ 

: ケゅΑバョャや ) ヮゎ¬やケホ ゆェΑ ゅョヱ り¬やケボヤャ ヮバプやヱキ キΑキェゎ ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
: るシケゅョョャや 

 ゅヰゎ¬やケホ ゆェぺ ヶゎャや ゆゎミャや ネやヱルぺヱ るΑもやケボャや ヶャヱΑョ キキェぺ = 

 ΑよョΑャヱΕや ゆゅバャΕやヱ るΑッゅΑケャや れΙヱヅよャやヱ∩ れΑヱミャや オΑケゅゎ ラハ ゆゎミる   り¬やケホ ゆェぺ ヱや ゆゎミャや るΑョヤバャヱ るΑよキΕや
聴 メヱシケ るよゅェタ ソタホヱ Κタャや メップぺ ヮΑヤハり Κシャやヱ. るΑャゅΑカャや ソタボャやヱ ∩ ュ 

. るョΑヤシ るピヤよ ヮΑプ り¬やケボャや ヴャま メΑョぺ ヵクャや メゅィョャや ラハ ケよバゎ りケミプ パヱタぺ = 
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ェ ヶプ ゅヰよ ヵキゎボルヱ  ペΑケヅャや ゅルャ ケΑルΑ サやケよル ュヤシヱ ヮΑヤハ 聴 ヴヤタ メヱシケャや るよゅェタ ソタホゅルゎゅΑ. 

. ヶョヤバャや メゅィョャや ヶプ キΑキィ ヱワ ゅョ メミ フゅセミゎシΙ りキΑヘョ るΑョヤバャや ゆゎミャや 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 

 ( ヅゅセルϴ( ゅョシケ るヤΑョィャや ヶゎピャ )Ϯャや るΑゅヘミャや. るよゅゎミャや :るョゅバャや るΑゅヘミャや )( るタゅカϯ-ϱ)-Ϯ 

 . ヶもゅィヰャや ュシケャや りゅハやケョ ノョ るヤΑョィャや ヅヱヅカャや ュやキカゎシや: ケゅΑバョャや 

 
. ヱやヱャゅよ キョ ゅヰヤよホ ゅョ ラΕ ケヅシャや ヴヤハ りコョヰャや れョシケ : り¬ヱケョャや 

  : ュ¬ヱゎ Ε ケヅシャや ヴヤハ りコョヰャや れョシケゅヰヤよホ ゅョ ラ . ヮルミゅシ ヱやヱ 
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 : り¬やケボャやΕゅよ キョ ゅヰヤよホ ゅョ ラΕ ケヅシャや ヴヤハ りコョヰャや れョシケ. フャ 

2- :ペΑよヅゎャや 

: メヱΕや メゅをョヤャ ゅボプヱ ヶヤΑ ゅョョ るヤョィ メミ ヶプ パやケヘャや Ζョぺ= 

-  Ζョ  り¬ヱヤョョ サほミャや. ¬ゅョャゅよ 

      ぺケホ  . ゥゅよタャや ヶプ り¬ヱケボョ フェタャや 

      ほよヱ . るΑキバョャや  チやケョΕゅよ り¬ヱよヱョ ラミゅョぺ メカキゎ Ι 

     ほよカ. ベヱキルタャや ヶプ り¬ヱよカョ れゅホゅヅよャや 

     ぺキよ .ケゅィセΕや フタヱよ り¬ヱキよョ ヱタボャや 

3-  るシケゅョョャや 

るヅシヱゎョ りコョワ ヵヱェゎ るョヤミ ゅヰルョ メミ ラョッゎΑ ヶもゅセルま ラョ りケΑタホ メョィ ゐΚを ゆゎミぺ  ヴヤハケヅシャや Αハやケョ ゅ
ヅカャや りキヱィヱ ヅよケャや れやヱキぺヱ ∩ ュΑホケゎャや れゅョΚハ ュやキカゎシや 

. ゥゅヘミャゅよ り¬ヱヤョョ キやキィΕや りゅΑェ 

よΑボェャや メカやキ り¬ヱよカョ ゆゎミャやる . 

. ベケセョ メよボゎショよ ゆャゅヅャや ゅヰΑぺ ュ¬ゅセゎゎ Ιヱ メ¬ゅヘゎ 

                            ケゅΑバョャや ヴヤハ れゅよΑケキゎϯ-ϱ -Ϯ 

: ヮゎョゅタ り¬やケホ ヶゎほΑ ゅョ ぺケホぺ 

    り¬やケボャや キボャや クルョヱ ∩ ュヤバャや ゆやヱよぺ ラョ ゆゅよヱ ∩ るプケバョャや ゥゅゎヘョュ ヤハ ュョΕや ソケェゎよケゎ ラぺ ヴルよΕや ヶ ヴヤハ ¬ゅ
や キヱコゎャ ュヤバャや ケヱキヱ サケやキョャや メヱキャや れほΑワ ポャクャヱ ∩ キΑキィ メミ ラハ ゐェよャやヱ ネΚヅΙや ゆェ¬やケボャ ェΑ ゅョよ ラヱィゅゎ

 ∧ るョゅバャや れゅよゎミョャや ヶプ るヘヤゎカョャや ゆゎミャや れケプヱヱ ∩ ヮΑャま ュ¬やヱゎゎャ . ゅヰゎゅバヤヅゎ ノョ 

1-  ラョ キキェ. ケヅシャや ヴヤハ るヅシヱゎョ りコョワ ヴヤハ メョゎセゎ れゅョヤミ るボよゅシャや りケボヘャや 

 ..............  ュ¬やヱゎゎャ........    ∩     ...... り¬やケボャや .............. 

2- . ケヅシャや ヴヤハ るヅシヱゎョ りコョワ ゅヰよ れゅョヤミ キキハ 

  り¬ゅよハ-    メ¬ゅヘゎ-    り¬ゅシま-    り¬ゅッま-    り¬ヱケボョ-      メ¬ゅシゎΑル  り¬ヱよ-  ミ  り¬ゅヘ-   

3-  ゅョよ メョミぺ: ゆシゅルョ ヱワ 
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      るヤョィャや . ケヅシャや ヴヤハ るヅシヱゎョャや りコョヰャや ュシケ りキハゅホ 
り¬ヱよル . ベキタ ¬ゅΑよルΕや . ヱやヱャゅよ キョ キバよ るェヱゎヘョ れ¬ゅィ やクま 
メ¬ゅヘゎ . ロキィゎ ケΑカャゅよ . フャΕゅよ キョ キバよ るェヱゎヘョ れ¬ゅィ やクま 

 -ゅビやケヘャや Ζョや:ケヅシャや ヴヤハ るヅシヱゎョ りコョワ ヴヤハ ンヱゎェゎ れゅョヤミよ るΑャゅゎャや れ 

  . ロヱキィゎ ケΑカャゅよ .....ぺ ァ-  . ヱ るョゅヰセャや .. .....  ラョや. るヤΑタΕや るΑよケバャや れゅヘタャ     

   ... ュヤバャや.......メヱボバヤャ. 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 

 ( ヅゅセルϭϬ: るタゅカャや るΑゅヘミャや . るよゅゎミャや : るョゅバャや るΑゅヘミャや. ヶゎやケよカヱ ヵケゅミプぺ ラョ )ϯ-ϲ 

ロケゅミプぺヱ ヮよケゅィゎ ラハ ケΑよバゎヤャ ゆヱヤシΕや りキΑィヱ ヶルゅバョャや るョミェョ ゅタヱタル パヱタΑ( :ケゅΑバョャや をゎショヱャや やケョ れホ
) ゅルシェ やケゅョをゎシや キヰィャやヱ 

                                  

               ヶョΚシΗや ラΑキャやΑるヤッゅヘャや ベΚカΕや ゐよ ャゅよ ペヤカゎャやヱ ∩ラΑョヤショャや ラΑよ ラョ ヱワ るルゅョΕやヱ ベキタぺ ュワ
 ラΙ ∩ゅョヰよ フゅタゎΙや ュヤショ メミ ヴヤハ ゆィΑ ヶゎャや れゅヘタャや“シヱ ヮΑヤハ 聴 ヴヤタ キョェョ ヶよルャやュヤ ”ゎや ゅョヰよ フタ

∩⇔Ιヱシケヱ ⇔ ゅΑよル ゐバよΑ ラや メよホ ラョ プや ラハ ⇔やキΑバよヱ ノホやヱャゅよ ドヘヤゎャや ヱワ ロゅルバョヱ ベキタャゅΑΑピゎャャや ヶプ ケ メバヘャやヱ ペもゅボェ
ャ フΑシ ヱワ ベキタャやヱ ∩ゆクミャや サミバよ ヱワヱ メバヘャゅよヱ メヱボヤャ ペよゅヅョヱ ∩ウΑェタ ヱワ ゅョ メミ“ゎ 聴ヴャゅバ ”プ ヶ

 ラΑルョぼョャや れゅヘタ ラョヱ ∩メヅゅよャや ノョ るヰィやヱョャや キルハ ケタゎルョ ⇔ ゅョもやキ ヮルま ゐΑェ ∩ヮッケぺ“ぶゅよャゅバゎ ヴ ”シケよヱ るャゅ
 ゅルキΑシ“ュヤシヱ ヮΑヤハ 聴 ヴヤタ キョェョ.” 

         ゅヰルョ りケΑをミ ネやヱルや ベキタヤャヱ  :  ヶプ ベキタャや ぶ メゅョハΕや ソΚカみよ ラヱミΑヱ :るΑルャやゎラみプ ∩ヴャゅバ ゎ 聴 ヴャゅバ
 ⇔ ゅタャゅカ ラゅミ やクま Ιま メョハ メよボΑ Ι ¬ゅΑケャや ケワゅドョ メミ ラハ キΑバよヱ ヮヰィヱャ ヱボャや ヶプ ベキタャや :メヱヱヅョャや ヱワ るボよゅ

よゅヅョヱ ロケΑΑピゎ ラヱキ ヶボΑボェ ヱワ ゅョ ュヤショャや メヱボΑ ゐΑェ ∩ノホやヱャゅよ ヱワ ゅョよヱ メバヘャゅよ メヱボヤャヱヤャ ペャヱ ノ⌒ホや ヶプ ゅョ
 ∩ヮ⌒よヤホ  ヱヶプ ベキタャや  ュヤショ メゅホ クま ⇔Κをョプ ∩メヱボャや ノョ メョバヤャ るボよゅヅョャや ヱワヱ :メョバャやぺフヱシ ヮル ハ メョバΑ メョ

.ケヱヘャや ヴヤハ ヮよ ュゅΑ⌒ボャや ヮΑヤハ ゆィヱ ラΑバョ  ヶプ ベキタぺ ラぺ キよΙ ヶよケゅィゎヱ ヶゎやケよカ  メΚカ ラョヱ メヱボャや  メョバャやヱ
 フタャや メカやキ ヶもゅホキタや ノョ 

           ラや ヴャま るプゅッΗゅよョ ラゅボヤカ ゅョヰルま ベキタヤャ るヤョミョャや ヶワ ケよゎバゎ るルゅョΕやラゅョコΚゎ  ラΑョΕや ソカセャや ラみプ ∩
サゅルャや ラΑよ ベキタョャやヱ ゆヱよェョャや ソカセャや ヱワ  ヱ ヶョΚシΗや ラΑキャゅプ ヴタェゎ ラや ラミョΑ Ι りケΑをミ ヮィヱや るルゅョΖャ

:ゅヰルョ チバよ キケヱルヱ ∩るルゅョぺ ヱワ ヮΑプ ゅョ メミ  ラΑョヤショャや ベゅルハほよ るルゅョぺ ヱワ ヶョΚシΗや ラΑキャや ケよゎバΑ :ラΑキャや
 ゅョミ ∩ヮΑワやヱルヱ ロケョやヱぺ メミよ ュやコゎャΙや ュヰΑヤハ ゆィΑヱ ∩⇔ ゅバΑョィ ヮピΑヤよゎ ゆィΑ ヮルや ゅョΑプ ロケセルよ サゅルャや ノΑョィ ヴャま

ュヰルΑよ  ヱ ヱぺ ュヰルョ ゅヰバョシ キホ ヶゎャや ラΑケカΓや ケやケシほよ ヶセヘΑ ラぺ ュヤショャ コヱィΑ Κプ るルゅョぺ ⇔ ゅッΑぺ ケシャや ラま :ケシャや
 ラョ ラΑョヤショャや ゆケボゎヱ ∩サゅルャや ンキャ るよよェョャやヱ るルシェャや れゅヘタャや ラョ ケシャや ドゅヘゎェゅプ ∩ュワケΑビ ラョ

.ュヰッバよ ヱぺ ヶゎャや れゅルゅョΕや ラョ ヱワヱ メゅョャや :メゅョャや ゅヰハキ“ヴャゅバゎ 聴 ” ヮルハ ゆシゅェΑ フヱシヱ ∩サゅルャや キルハ
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.メΚェャや ヮィヱぺ ヶプ ヮプケタΑ ラやヱ メΚェャや ベケヅャゅよ ヮΑヤハ メタェΑ ラぺ ヮΑヤハ ゆィΑプ ∩るョゅΑボャや ュヱΑ ュヤショャや  :キΙヱΕや
 ラヱミΑ キャヱΑ ゅョキルハ メヘヅャゅプ ∩ヮΑプ ュヰヰボヘゎヱ ラΑキャや ヴヤハ ュヰゎΑよケゎ ュヰΑヤハ ゆィΑプ ∩ラΑキャやヱャや キルハ るルゅョぺ ¬ゅルよΕや

Ε ∩ヮルΑキ ヱワ りケヅヘャゅよ ュΚシΗやゅよケ りケヅプ ヴヤハ キャヱΑ ヮルロゅヰィヱΑ ラョ ゅョワ ラΑヱよΕや ラミャヱ ∩るΑル  ヶヘホやヱョ メΚカ ラョヱ
. ヶゎゅボΑキタ ノョ ヶヘタ ヶプ るルゅョΕゅよ ヶヤェゎぺ ラぺ キよΙ ヶよケゅィゎヱ ヶゎやケよカヱ   ュミャ ヵヱケほシ ヶよケゅィゎ メΚカ ラョヱ

  ベキタャや ラハ るタホよゅピャや ヴャや ゆゅセャや ゆケワ るソヱタヤャや ラョ ゅプヱカ ヮルョ ゆヤヅプ ゆヅゎェΑ メィケ キィヱプ  ヮもよカΑ ラぺ
ソヱタヤャや ラョ  ヮΑヤハ ケゅセほプ¬ゅよゎカΙゅよ ゆヅェャや るョヱミ ヶプ ゆゅヅェャや やヱャほシヱ ソヱタヤャや ヶゎほプ  ヵぺケ キホ ラゅミ ラま

メΑヤホ クルョ ヵケィΑ キェぺ !!!!ゆヅェャゅよ めよゎカΑ ゆゅセャや ラほよ ュワケよカほプ ュヰッバよャ やヱャゅホヱ ヮルョ やヱケカシ ュヰルぺ Ιま 

ゆゅセャや るボェΚョ ラハ ュミケカぼΑ ラぺ キΑケΑ ヮルま  メバヘャゅよヱやヱプケタルや ハケシよ るゅよッゅビ ゆゅセャや ァケカプ ヱヅェヤャ メゅホ : ゆゅ
ぺ やクゅョャ∨ ヶルゅミョよ ュヰゎケよカ ゆゅヅェャや メゅボプ  ヶルよ ゅΑュヤハや  ラぺりゅィルャや  ゅョもやキ ベキタャや ヶプ. 
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 ( ヅゅセルϭϭるΑゅヘミャや . ∨ ポボΑキタ ラョ ) タゅカャや るΑゅヘミャや . りキワゅセョャやヱ り¬やケボャや : るョゅバャや るϮ-ϭ 

) るΑョヤハ ∩ るΑよキぺ ( ゅワぺケホ ヶゎャや ソヱタルャや ラョ ヶシΑもケャや チケピャや キキェΑ  ケゅΑバョャや 

1-  キΑヰョゎ 

. れゅヘタ ラョ ヮよ ラヱヘタゎΑ ゅョヱ ¬ヱシャや ¬ゅホキタぺ ラハ ゐキェゎぺ = 

  ゅヰヤミ ゅヰバョィΑ りケΑをミ ¬ヱシャや ¬ゅボプケ れゅヘタヱ ∩チバよ ラョ ぺヱシぺ ュヰッバよ れゅィケキ ¬ヱシャや ¬ゅボプケやハ キバよャ 聴 ラ
ノΑΑッゎヱ ∩れやヱヤタャゅミ れゅよィやヱャや ヶプ ヅΑケヘゎャや ュヰゎゅヘタ ラョプ ∩ラゅヅΑセャや メΑよシ ネゅよゎやヱ ヴャゅバゎ ヱΕや ヶプ れゅホ

れやケヱバャや ノよゎゎヱ るョΑョルャやヱ るよΑピャや ラョ れゅョケェョャや . 

 メもゅシヱャや =ヰバよゎぺ ヶゎャやゅ ゆルィゎャ ヱシャや ¬ゅホキタぺ. ュヰャゅバプぺヱ ¬ 

 ゆィやヱャや  ラミョΑ ポャク ペΑボェゎャヱ ∩ュヰルハ キバよャやヱ ¬ヱシャや ¬ゅホキタぺ ラョ ケクェャや ュヤショャや ヴヤハΓや ネゅよゎや:ヶゎ 

ポケゎ ヱぺ ∩¬ヱシャや ¬ゅホキタぺ ヮΑプ ノョゎィΑ ヵクャや ラゅミョャや ラョ メゅボゎルΙやヱ るもΑよャや ケΑΑピゎ :Ιヱぺ キョャや るルΑ ヶェャや ヱぺ ゅヰヤョミほよ
 .ュワケセ ラョ ソヤカゎャや キΑケΑ ラョ ヮΑプ ラミシΑ ヵクャや ネケゅセャや ヱぺ 

:⇔ ゅΑルゅを ヱホ ヮシヘルよ フΑバッ ラョぼョャや ラΕ ∩ンキヰャやヱ ペェャや ヴヤハ ラΑバゎ るェャゅタ るボプケ ラハ ゐェよャや ヵ.ヮルやヱカみよ 

 ¬ケョャや ケをミぺ やクみプ ∩れゅボよヱョャやヱ ケもゅよミャや ラハ キゅバゎよΙやヱ れゅハゅヅャや ラョ ケゅをミΗや :ゅをャゅをョヅャや ラ れゅハゅ れやケΑカャやヱ
.聴 ラクみよ ラゅΑタバャやヱ ベヱシヘャやヱ ケヘミャや チピよぺヱ ∩ゅヰヤワぺ ゆェぺヱ ゅヰよェぺ 

ュΑヤバゎよ メゅピセルΙや :⇔ ゅバよケ ゅホヱぺ ¬メョヱ ∩ヮョヤバゎヱ ュΑケミャや ラへケボャや りヱΚゎヱ ノプゅルャや ュヤバャやヘャや れ パやケ やクヰプ ∩ れゅハゅヅャゅよ
.るもΑシャや るボプケャや ラョ ソヤカゎヤャ メもゅシヱャや ノヘルぺ ラョ 



 

ンヰ 

 

バΑ ∩るもΑシャや るボプケヤャ ヮゎヅャゅカョ ラョ ¬ケョャや ヴヤハ キヱバゎ ヶゎャや キシゅヘョャや ヶプ メョほゎャや :⇔ ゅショゅカハ ヮルΑカゎャや ヴヤ ソヤ ∩ゅヰルョ
ウャゅタョャや ¬ゅボプケヱ るΑタバョャや ¬ゅホキタぺ ラぺ ポャク ラョヱ  ュヰボΑキタ ラハ ラヱヤカゎΑ ラョ メヱぺ るΑヱΑルキャやャや ュヱΑ ∩るョゅΑボミ ゅョ

 ∇ャや ｚΙ⌒ま ｘヱ⊥キ∠ハ ∃チ∇バ∠よ⌒ャ ∇ュ ⊥ヰ⊥ッ∇バ∠よ ∃ク⌒も ∠ョ ∇ヱ∠Α ⊥¬ ｚΚ ⌒カ∠ ∇Εや( :ヴャゅバゎ メゅホ ｚゎ ⊥ョ) ∠ラΑ⌒ボ :フケカコャや[ϲϳ ] 

2-  り¬やケボャや 

 ぺケホぺ =れゅΑΓや : るェΑェタ り¬やケホ るΑゎΓや るョΑケミャや 

 " : ヴャゅバゎ メゅホ ∇ャゅ⌒よ ⊥¬ゅ ∠ョｚシャや ⊥ペｚボ∠セ∠ゎ ∠ュ ∇ヱ∠Α ∠ヱ ∠Κ ∠ョ∇ャや ∠メ ⌒∂コ⊥ル ∠ヱ ⌒ュゅ ∠ョ∠ピ ⊥る∠ミ⌒も ⌒コ∇ル∠ゎ ( ⇔ΚΑϮϱ ∇ャや ) ∠ラゅ∠ミ ∠ヱ ⌒ラ ∠ョ ∇ェ ｚケヤ⌒ャ ぁペ ∠ェ∇ャや ∃ク⌒も ∠ョ ∇ヱ∠Α ⊥ポ∇ヤ ⊥ョ
( や ⇔ケΑ ⌒シ∠ハ ∠ラΑ ⌒ケ⌒プゅ∠ミ∇ャや ヴ∠ヤ∠ハ ゅ ⇔ョ ∇ヱ∠ΑϮϲ ∠ヤ∠ハ ⊥ュ⌒ャゅｚドャや ぁチ∠バ∠Α ∠ュ ∇ヱ∠Α ∠ヱ ) ∇Α∠ャ ゅ∠Α ⊥メヱ⊥ボ∠Α ⌒ヮ∇Α ∠キ∠Α ヴや ヶ⌒ル∠ゎ ∠ノ ∠ョ ⊥れ∇ク ∠カｚゎ  ⇔ΚΑ⌒よ∠シ ⌒メヱ⊥シ ｚケャや

(Ϯϳ ∇Α ∠ヱ ゅ∠Α )( ⇔ΚΑ⌒ヤ ∠カ ゅ⇔ル ∠Κ⊥プ ∇ク ⌒カｚゎ∠ぺ ∇ュ∠ャ ヶ⌒ル∠ゎ∇Α∠ャ ヴ∠ゎ∠ヤϮϴ ∇キ∠ボ∠ャ ) ∠ぺ ⌒ル ∠¬ゅ ∠ィ ∇ク⌒ま ∠キ∇バ∠よ ⌒ケ ∇ミ ⌒∂クャや ⌒ラ∠ハ ヶ⌒ルｚヤ ∠ッ ∠ラゅ∠ミ ∠ヱ ヶ ⊥ラゅ∠ヅ∇Αｚセャや  
( ⇔Ιヱ⊥ク ∠カ ⌒ラゅ∠シ∇ル⌒ ∇Θ⌒ャϮϵ)  ." 

 メをョ ラョ るョΑケミャや れゅΑΓや ケΑシヘゎゅ ∠ョ ∠ヱ る ∠ョゅ∠Α⌒ボ∇ャや ュ ∇ヱ∠Α メ ∇ヱ∠ワ ∇ラ∠ハ ヴ∠ャゅ∠バ∠ゎ ケ⌒よ ∇カ⊥Α ヱ⊥ミ∠Α ⌒ョ ⌒ヮΑ⌒プ ラや ケヱ ⊥ョ⊥ ∇Εや ∇ラ ベゅ∠ボ ⌒セ∇ル⌒や ゅ ∠ヰ∇ル ⌒ョ∠プ る ∠ョΑ ⌒ド∠バ∇ャ
 ュΑ ⌒ド∠バ∇ャや ケヱぁルャや メ∠ヤ⊥ド ∠ヱ⊥ワ ∠ヱ ⌒ュゅ ∠ョ∠ピ∇ャゅ⌒よ ゅ ∠ヰィや ∠ケ⌒ヘ∇ルや ∠ヱ ゅ∠ワケぁヅ∠ヘ∠ゎ ∠ヱ ¬ゅ ∠ョｚシャやや ⌒クｚャケ ⌒ヰ∇よ⊥Α ヵ  ∠ヱ ケゅ ∠タ∇よ∠ ∇Εや ∇ヱ∠Α れや ∠ヱ ∠ョｚシャや る∠ミ⌒も ∠Κ ∠ョ メヱ ⊥コ⊥ル ∠ラヱ⊥ヅΑ ⌒ェ⊥Α∠プ ∃ク⌒もョ

 ∠Α ｚュ⊥を ケ∠セ ∇ェ ∠ョ∇ャや ュゅ∠ボ ∠ョ ヶ⌒プ ⌒ペ⌒も ∠Κ ∠カ∇ャゅ⌒よ ∠ヘ⌒ャ ヴ∠ャゅ∠バ∠ゎ ∠ヱ ∠ポ ∠ケゅ∠よ∠ゎ ∂ゆ ｚケャや ¬ヶ ⌒ィ ⌒メ ∇タや¬ゅ ∠ッ∠ボ∇ャ 
ヴ∠ャゅ∠バ∠ゎ ヮャ ∇ヱ∠ホ ∠ヱ  ∠ャゅ∠バ∠ゎ ケ⌒よ ∇カ⊥Α る∠Α ∇Γや " ⌒ヮ∇Α ∠キ∠Α ヴ∠ヤ∠ハ ュ⌒ャゅｚドャや ∂チ∠バ∠Α ュ ∇ヱ∠Α ∠ヱ " : ∠キ∠ル ∇ラ∠ハ ヴ ｚャや ュ⌒ャゅｚドャや ュ ｚヤ ∠タ メヱ⊥シ ｚケャや ペΑ ⌒ケ∠ヅ ∠ベ ∠ケゅ∠プ ヵ ⌒ク ｚ亂 ヴ

 ⌒クｚャや ラΑ⌒よ ⊥ョ∇ャや ∂ペ ∠ェ∇ャや ∇ラ ⌒ョ ｚ亂 キ∇ル ⌒ハ ∇ラ ⌒ョ ⌒ヮ⌒よ ∠¬ゅ ∠ィ ゅ ∠ョ ∠ヱ ∠ュｚヤ∠シ ∠ヱ ⌒ヮ∇Α∠ヤ∠ハ ∠Ι ヵ  る∠Α ∇ケ ⌒ョ ⌒プ ∠ヅ ∠ポ∠ヤ∠シ ∠ヱ ⌒ヮΑ ｚケャや メΑ⌒よ∠シ ケ∇Α∠ビ ン ∠ケ ∇カ⊥ぺ ゅ⇔ボΑ ⌒ケ ∠ラゅ∠ミ や∠ク⌒み∠プ メヱ⊥シ
 ∠ケ ∇シ ∠ェ ⌒ヮ∇Α ∠キ∠Α ヴ∠ヤ∠ハ ｚチ∠ハ ∠ヱ ュ∠キｚルャや ⊥ヮバ∠ヘ∇ル∠Α ∠Ι ⊥ゐ∇Α ∠ェ ∠ュ ⌒キ∠ル る ∠ョゅ∠Α⌒ボ∇ャや ュ ∇ヱ∠Α ∠ヱ り ゅ⇔ヘ∠シ∠ぺ  

 ⇔Κ⌒もゅ∠ホ ⌒ヮ∇Α ∠キ∠Α ヴ∠ヤ∠ハ ∂チ∠バ∠Α ∠ヱ  ∠Α ⇔ΚΑ⌒よ∠シ メヱ⊥シ ｚケャや ∠ノ ∠ョ れ∇ク ∠カｚゎ⌒や ヶ⌒ル∠ゎ∇Α∠ャ ゅ∠Α " : ∠ヱ ゅ ∠ゎ∠ヤ∇Α ∠ャ ヶ⌒ル∠ゎ∇Α∠ャ ゅ ∠Α " ⇔ΚΑ⌒ヤ ∠カ ゅ⇔ル ∠Κ⊥プ ク ⌒カｚゎ∠ぺ ∇ュ ∇ラ∠ハ ⊥ヮ∠プ ∠ケ ∠タ ∇ラ ∠ョ ヶ⌒ル∇バ
 ヶ⌒プ ¬や ∠ヱ∠シ ∠ヱ る∠ャ ∠Κ ｚッャや りゅ∠ハ⊥キ ∇ラ ⌒ョ メ ∠Κｚッャや ペΑ ⌒ケ∠ヅ ヴ∠ャ⌒ま ⌒ヮ⌒よ ∠メ ∠キ∠ハ ∠ヱ ン∠キ⊥ヰ∇ャや ∠ク ∠ポ⌒ャ るｚΑ ∠ョ⊥ぺ  ∇ヱ∠ぺ フ∠ヤ ∠カ ラ∇よ  ∇Α∠ビ ∇ヱ∠ぺ フ∠ヤ ∠カ ラ∇よ ∂ヶ∠よ⊥ぺ ⊥ロヱ ⊥カ∠ぺゅ ∠ョワケ 

 ∇ラ∠ハ ヶ⌒ルｚヤ ∠ッ∠ぺ ∇キ∠ボ∠ャ  ∇バ∠よ ∇ヵ∠ぺ " ヶ⌒ル ∠¬ゅ ∠ィ ∇ク⌒ま キ∇バ∠よ " ラへ ∇ケ⊥ボ∇ャや ∠ヱ⊥ワ ∠ヱ " ケ∇ミ∂ ⌒クャや ⊥よ キ ∠ャ⌒ま ヮビヱ⊥ヤ ｚ亂 ∠メゅ∠ホ ｚヶ ラゅ∠ヅ∇Αｚセャや ∠ラゅ∠ミ ∠ヱ " ヴ∠ャゅ∠バ∠ゎ  ⌒ャ ⌒ラゅ∠シ∇ル⌒ ∇Θ
 ∠よ∇ャや ヶ⌒プ ⊥ヮヤ ⌒ョ∇バ∠ゎ ∇シ∠Α ∠ヱ ⊥ヮ∇ル∠ハ ⊥ヮプ ⌒ケ ∇タ∠Α ∠ヱ ∂ペ ∠ェ∇ャや ∇ラ∠ハ ⊥ヮャ⊥ク ∇カ∠Α ∇ヵ∠ぺ " ⇔Ιヱ⊥ク ∠カ メ ⌒ヅゅ ∠ヱ ⊥ロヱ⊥ハ ∇キ∠Α ⌒ヮ∇Α∠ャ⌒ま  

よ ベケヘャや =¬ヱシャや ペΑキタャやヱ ウャゅタャや ペΑキタャや ラΑ. 

ゅッケョ ヴヤハ ソΑケェャや ∩ ヮルΑキ ケョやヱほよ ュコゎヤョャや ∩ ヮよケャ ノΑヅョャや ∩ ウャゅタャや キよバャや ヱワ ウャゅタャや ペΑキタャや聴 りゅショャや ∩  ラゅョΑΗゅよ ネケ
バョャや ∩ 聴 ヶプ ヶャやヱョャや ∩ ゅヰヤワぺヱ るルシヤャ ゆェョャや ∩ ケセ メミ ラハ ンヱボゎャゅよ フケタルョャや ∩ ケΑカ メミ ヴャまプ ヵキゅ ∩ 聴 ヶや チピよョャ

ワぺヱ ラゅΑタバヤャ. キシェ Ιヱ ヮよヤホ ヶプ メビ Ι ヵクャや ∩ ヶヘカャや ケよャや ∩ ヶボルャや ヶボゎャや ∩ ヮヤ 

ケミク ヶプ れルミ やクま : ポミケゅセΑヱ ポルΑバΑヱ ∩ ロケミク ラハ れヤヘビ ヴゎョ ポよケよ ポケミクΑ ヵクャや ヱワ ウャゅタャや ペΑキタャや ポよケャ ャや メゅホ . ∂ヶ⌒よｚル
 ぁキ⊥セ∠Α ⌒ラゅ∠Α∇ル⊥よ ∇ャゅ∠ミ ⌒ラ ⌒ョ ∇ぼ ⊥ョ∇ヤ⌒ャ ⊥ラ ⌒ョ ∇ぼ ⊥ョ∇ャや ( : ∠ュｚヤ∠シ ∠ヱ ⌒ヮ∇Α∠ヤ∠ハ ⊥ ｚ亂 ヴｚヤ ∠タ ∠よ  ∇バ ∠よ ⊥ヮ ⊥ッ ) ゅ⇔ッ∇バ-  ∠よ ∠ポｚよ∠セ ∠ヱヮΑヤハ ペヘゎョ . ⌒ヮ ⌒バ⌒よゅ ∠タ∠ぺ ∠ラ∇Α   

や ゆェΑ ∩ケΑカャや メョバΑプ メシゅミゎΑ ∩ メィヱ コハ 聴 ケョやヱほよ ュコゎヤョ ケΑビ ヮよケャ ヶタゅバャや : ¬ヱシャや ペΑキタャやゅΑタバャ. ヮヤワぺヱ ラ 

. りケカΓやヱ ゅΑルキャや ヶプ ¬ヱシャや ¬ゅホキタぺ るボプやケョ ヴヤハ るよゎケゎョャや アもゅゎルャや = 

ョ ロヱケミョ ∩ るよΑヅャや ケΑビ るバョシャや :ゅΑルキャや. ヮボヤカ ¬ヱシャ ヮルハ キバゎよΑ メミャや ∩ サゅルャや ラ 
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 ュキルャや: りケカΓや ∇Α∠ヤ∠ハ ｚ亂 ヴｚヤ ∠タ メヱ⊥シ ｚケャや ペΑ ⌒ケ∠ヅ ∠ベ ∠ケゅ∠プ ヵ ⌒クｚャや ュ⌒ャゅｚドャや ュ∠キ∠ル ∠シ ∠ヱ ⌒ヮ ∠ヱ ∠ュｚヤ ⌒ヮ⌒よ ∠¬ゅ ∠ィ ゅ ∠ョ ⌒ョ ⊥ョ∇ャや ∂ペ ∠ェ∇ャや ∇ラ ⌒ョ ｚ亂 キ∇ル ⌒ハ ∇ラ ヵ ⌒クｚャや ラΑ⌒よ
 メΑ⌒よ∠シ ケ∇Α∠ビ ン ∠ケ ∇カ⊥ぺ ゅ⇔ボΑ ⌒ケ∠ヅ ∠ポ∠ヤ∠シ ∠ヱ ⌒ヮΑ⌒プ る∠Α ∇ケ ⌒ョ ∠Ι ∠Α ∠ラゅ∠ミ や∠ク⌒み∠プ メヱ⊥シ ｚケャや ∇ャや ュ ∇ヱる ∠ョゅ∠Α⌒ボ  ⊥ゐ∇Α ∠ェ ∠ュ ⌒キ∠ル ∠Ι ∠ヤ∠ハ ｚチ∠ハ ∠ヱ ュ∠キｚルャや ⊥ヮバ∠ヘ∇ル∠Α  ⌒ヮ∇Α ∠キ∠Α ヴ

  ゅ⇔ヘ∠シ∠ぺ ∠ヱ り ∠ケ ∇シ ∠ェ. 

ϰ-: るシケゅョョャや 

.  るΑプやヱヱ るョΑヤシ るΑヱピャ るビゅΑタ ヶプ ヮよゎミぺヱ るボよゅシャや るΑルへケボャや れゅΑΔャ サΑもケャや チケピャや ソヤカゎシぺ 

.ウャゅタャや ペΑキタャや ケゅΑゎカや ラシェ ヴャま りヱハキャや 

 るΑョワぺ ラゅΑよ  . ¬ヱシャや ペΑキタャや ラハ キゅバゎよΙや 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 

 

 ( ヅゅセルϭϱ : るタゅカャや るΑゅヘミャや  るよゅゎミャや : るョゅバャや るΑゅヘミャや . るョドルョ ヶゎゅョヱヤバョ )ϯ-ϰ  

) るΑルワクャや ヅもやケカャやヱ るΑルボゎャや りコヰィΕや ゅョキカゎショ ケΑタホ ソル ヶプ れゅョヱヤバョ パヱタΑ ( :ケゅΑバョャや 

1- キΑヰョゎ 

. ゅヰゎシケゅョョ ゆェぺ るΑッゅΑケ ゆゅバャほよ るΑャゅゎャや るΑルワクャや るヅΑケカャや メョミぺ= 

           るェゅよシャや       ゆゅバャぺ ヱキバャや 

                                               るΑッゅΑケ 

 

 ュキボャや りケミ 

                                                キΑャや りケミ 
 りケミ 

                                        るヤシャや 

ハ ゅΑゎゅョヱヤバョ ゅタル ゆゎミぺ =ラ ャや ヅもやケカャや ヮΑプ ゅヘドヱョ るΑッゅΑケャや れゅΑタカセャや ンキェまΑルワクヘΑドヱゎ る ゅ
 . ゅョΑヤシ 

 メップぺ るΑゎΑヱミャや ゆハΚョャや れよィルぺ ゅョャゅヅャヱ ∩れΑヱミャや るャヱキ ヶプ ヴャヱΕや るッゅΑケャや ヶワ ュキボャや りケミ
 キヱボバャや ケョ ヴヤハ ラΑよハΚャや  ネヱヅョャや ケキよ るΑシキゅボャや ヵキゅル ュィゅヰョ ラΑよハΚャや ポもャヱぺ ラΑよ ラョヱ  ヵクャや

 ゆゅボャΕやヱ れΙヱヅよャや ラョ ケΑをミャや ペボェ ∩るΑヱΑシΓや りケゅボャや ヶプ ュキボャや りケミ ヶよハΙ メップぺ ラョ キバΑ
ィャやヱ るΑキケヘャや フャぺ ヮャ ゆシェΑ ゅョィル ヮョシぺ ラョ ノルタ ∩ ヶゎΑヱミャや ゆカゎルョャや ノョヱ ヵキゅルャや ノョ るΑハゅョ
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 ゆ∂ボャ ∩ ベケコΕや ゆカゎルョャや ヶプ ヮルコヱ ヮャ ラゅミヱ りキΑキハ れゅプゅッま るΑゎΑヱミャや ュキボャや りケミャ ュ∂キホヱ ∩ゆゅシェ
. ゆヱボバΑ ュシゅィ ヶよワクャや ケタバャや ヶプ メヱΕや ヶゎΑヱミャや ュィルヤャ るよシル ケΑピタャや ゆハケョャゅよ 

コΑョゎョ ゅルゅルプヱ ゅよヱワヱョ ゅよハΙ ラヱミΑ ラぺ メよホ ゆクヰョヱ ベヱヤカ ラゅシルま ヮルほよ ヮルハ フケハヱプ やゅΑョャや ベ ラΑキ
ぺヱ るΑゎΑヱミャや ケΑワゅョィャや ゆヱよェョ ∩りキΑキバャや フやキワΕやヱ りケΑよミャや れやケキボャや ゆェゅタ ∩ コケよΙΑヱミ ゆハ ヶゎ

ネゅヅゎシや ゎプ ∩ゆヱボバΑ ュシゅィ メゅをョぺ ヶよワクャや ケタバャや メΑィ るボャゅョハ キバよ ケゅドルΕや フヅカミ ヶェ ∩メΑョ
ゅョヰもΚョコ ヶホゅよヱ. 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 
 ( ヅゅセルϭϲ . ゅッケャや ) ケゅΑバョャや    . りキワゅセョャやヱ り¬やケボャや : るョゅバャや るΑゅヘミャや: Ϯ-Ϯ  

(  りキェやヱ るョヱヤバョ ケゅΑゎカやヱ ノホヱョ キΑキェゎ  メミセよ ヮョヰプ フキヰよ ゅョ ソル ヶプ ケをミぺ ヱぺぺ) メップ 

ϭ-キΑヰョゎャや 

 ゅルャ 聴 ヮョシホ ゅョよ ゅッケャやヱ るハゅルボャや ラハ るタホ チケハぺ 

ヤカョ ∩ ュワキェぺ ンキャ ⇔ ゅョキゅカ メョバΑ ラゅミヱ∩ ヮゎΑケク ヱ ヮゎィヱコ ヱ ヮョぺ ヴハケΑ ケΑボプ メィケ ⇔ ゅタプ ヮヤョハ ヶ
ヮΑキぼΑヱ  ヶプ ロキΑシ メゅボプ.. メョバャや ラハ ゆΑピゎ ュヱΑ れやク ヮルぺ Ιま ∩ ヮィヱ メョミぺ ヴヤハル: ヮシヘ ラぺ キよΙ "

メョバャや ラハ ゆΑピゎΑ Ι ヴゎェ りキゅΑコ ⇔やケゅルΑキ ヮΑヅハぺ ほゎャゅよプバョヅ Ιま ゆΑピΑ ュャ キΑミヶプ ⇔ ゅ  りキゅΑコケ ヮよゎやヮルΕ 
 ュヤバΑヶゎィゅェよ や ヮΑヤハ キやコ ヱ ヮよゎやケ ロゅヅハぺ ュヱΑ ヶルゅを ケッェ ラΑェ メバヘャゅよヱ "ヮΑャまゅルΑキャ ュャ.. ケΑ ュヤミゎ

ぺ りケョ メョゅバャや ゆゅビ りケゎプ キバよヱ ∩ りキゅΑコャや ゆよシ ラハ.. ロキΑシ メほシΑ ュャ ヱ メョゅバャや ンケカ∩ ゆッピプ
" .ヮゎキコ ヵクャや ケゅルΑキャや ソボルほシ ": メゅホヱ ⇔やキΑキセ ⇔ ゅよッビ ロキΑシュャ ヱ .. ヮタボルぺ ヱ ミゎΑゅバャや ュヤ ュャ ヱ メョ

 ラゅタボル ラハ ヮャほシΑゆケピゎシゅプ .ヮよゎやケ  ュヤプ ポゎキコ: ヮャほシヱ ∩ ュキゅカャや メバプ りキケ ∇ラ ⌒ョ メィケャやゎ ∩ メほシヱ ポゎタボルぺ  ュヤプ
Αェプ.. ⇔やキヱャヱョ 聴 ヶルホコケ ヴャヱΕや りケョャや れよビ ゅョキルハ : メョゅバャや メゅボプ!!!!!!! ュヤミゎゎプゅミ ラゅよ ヶルゎほ れヤホ ∩ りキゅΑコャ

ェヱ∩ ヮバョ ¬ゅィ キホ ヵキヱャヱョ ベコケ やクワ れタボルぺ ゅョキルハヱ ∩ ヶョぺ れゎゅョ るΑルゅをャや りケョャや れよビ ラΑやゅルΑキャケ ワ れヤホ やク
ェケャや ロゅΑま ゅヰよワヱ ゅョよ ヴッケゎ ヱ ノルボゎ ゥやヱケぺ ∇ラ ⌒ョ ゅヰヤョィぺ ゅョ. ゅヰよゅワクよ ゆワク キホ ゅヰホコケ∩ ラョ ヱハ ノプケゎゎ ゆシル ラ

. ラゅシルΗや ヴャま ラゅタボル ヱぺ ベコケャや ヶプ りキゅΑコ ∇ラ ⌒ョ ゅヰΑゎほΑ ゅョ ラハ ポャΚェよ ゅルヘミぺ ュヰヤャや ポョやケェ ルルビぺ ヱ ポヤッヘよ ゅ
 ラョハポやヱシ 

ϯ— ゆゅバΑゎシΙやヱ ュヰヘャや 

∨ りケシΕや スΑバゎ れルゅミ ラΑぺ * 

. ケΑよミャや ュャゅバャや ンケホ ンキェま ヶプ スΑバゎ りケシΕや 



 

ンン 

 

∨ やキよヤョ ゅョΑビ ヮバョ Κョゅェ ¬ゅゎセャや ¬ゅィヱ : るΑャゅゎャや りケゅよバャゅよ キヱタボョャや ゅョ* 

¬ゅゎセャや メタプ るャやキャや ゆェシャや ヮΑプ ケをミΑ  りケやコピよ ケヅョャや メヱコル ヴヤハ 

 メヤハ*や ヴヤハ ヮゎャゅョまヱ メコルョャや ゆゅよ ノヤカよ ュΕや ュゅΑホ. ケやキィャ 

. ¬ヶセャや チバよ ケヅョャや ケゅョヰルや ラョ ゆゅよャや ゅョワゅョェヱ ゅヰゎケΑピタヱ ヶワ ヮゎェゎ ヶョゎェゎ ヶミャ 

ϰ-: るシケゅョョャや 

-シルョ ヅカよ ゅヰよゎミぺヱ ソルャや ラョ るョヱヤバョ キキェぺ. ペ 

ゅヰゎケΑピタヱ ュぺ ラョ ラヱミゎゎ りケΑボヘャや りケシΕや  ュやヱハぺ るをΚをャや れやク 

-. ヶョヰプ キΑコゎ ソルャや ラョ るョヱヤバョ ケゅゎカぺ 

ラョ ュビケャゅよ れΑよャや ヴヤハ るΑキゅよ ゅッケャや ュャゅバョ シΕや ヮルョ ヶルゅバゎ クャや キΑキセャや ケボヘャや るャゅェ. りケ 

-: ヶゎほΑ ゅョ メヱゅルゎΑ ソルャや ラョ やケΑよバゎ ゆゎミぺ 

 ヶルヘΑ Ι コルミ るハゅルボャや * 

ョヰバョヱ ゅョヰャコルョ ヴャま ゅヰゎヤヘヅヱ ヶワ キヱバゎャ ∩ ュヱΑャや るヤΑヅ ¬ゅΑルビΕや れヱΑよ ヶプ メョバゎ ュΕやバヅョ ゅゆケセョヱ ュ  ヶプヱ ∩
ョボャや ラやキワゅセゎ ゅョワヱ ゅョヰルΚミほゎ ∩ メゅボゎケよャや ラョ ラゅゎケョを ラゅΑェΕや チバよョャや りクプゅル ラョ ケキ メコルケャや メΑャ ゅッ

. るハゅルボャやヱ 

 ゅヰもゅルよΕ クΚョヱ ほィヤョ ュΕや* 

. キΑキセャや ケヅョャや ラョ ゅヰゎケΑピタ ヶョェゎャ ゆゅよャや ノヤカよ れョゅホ ゅョキルハ 

 ロやヱゎショ ラヱキ ュワ ラョよ Ιま ヮシヘル ラゅシルΗや ラケゅボΑ Ι* 

ヰΑキャ サΑャ ラΑクャや ¬やケボヘャや ラΓや メバヘΑ やクゅョ ンケゎ ぶ キョェャや ゅヰョΕ れルよャや れャゅホ ゅョキルハゆゅよ ュ ヱもよゎカΑ ラ ラョ ヮゎェゎ
. ケヅョャや ケゅョヰルや 
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 (ヅゅセルϭϴ ⇒⇒⇒⇒⇒⇒タ り¬やケボャや ヵキェゎ ¬ゅボャ )ϴϰ. りキワゅセョャやヱ り¬やケボャや ( るョゅバャや るΑゅヘミャや カャや るΑゅヘミャや: るタゅϮ-ϵ 

 .: ケゅΑバョャや) ヮゎ¬やケホ ゆィΑ ゅョヱ り¬やケボヤャ ヮバプやヱキ キΑキェゎ 

-: るシケゅョョャや 

- キキェぺ ゆゎミャや ゆェぺ  : ゅヰゎ¬やケホ ゆェぺ ヶゎャや ゆゎミャや ネやヱルぺヱ るΑもやケボャや ヶャヱΑョョヤバャやャ ゥヱゎヘョ ( るΑ) ゆャゅヅヤ 

-. ゅヰゎΑョワぺヱ り¬やケボヤャ ヶよェ ゆよシ ウッヱぺ 

 をャゅよ ゅルキヱコゎヱ ∩ れゅョヱヤバョャや ゅルよシミゎヱ ∩ メボバャや ヶョルゎ ヶヰプ ∧ やキΑキセ ゅよェ り¬やケボャや ゆェぺャや りヱケ∩ るΑヱピヤ  ラΑシェゎヱ
ボェゎゎ り¬やケボャゅよプ ∩ るよゅゎミャや りケゅヰョペ . るプケバョャや 

-:ゅヰゎケコ ヶゎャや れゅよゎミョャやヱ ∩ り¬やケボャや るヅセルぺ ヶプ るボよゅシャや ヶゎやケよカ 

ケゅセぺミャや ケΑバゎシぺヱ るョゅバャや れゅよゎミョャや ヴャま ゆワクぺヱ∩ ヶゎシケキョ ゅヰョΑボゎ ヶゎャや れやヱキルャや ヶプ ポャや ゆゎメΑョぺ ヶゎ .ゅヰΑャま 

-ョヱヤバョ ヱぺ れやケゅよハ ケミクぺ. るΑもやケボャや ヶャヱΑョ キミぼゎ るョΑホ れやク れゅ 

 . ュキボゎャやヱ ュヤバャや ヴヤハ るタΑケェ るョぺ ヶワ ぺケボゎ ゅョ ヶバゎヱ ぺケボゎ ヶゎャや るョΕや 
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           ョハヱ ポヱヤシ ヶゎΑルゅシルま       : るをャゅをャや  るΑョヤバゎャや りキェヱャやメ 
  ( ヅゅセル Ϯ  ) ヮルよΙ ラゅョボャ ゅΑゅタヱ  : るョゅバャや るΑゅヘミャや . りキワゅセョャやヱ り¬やケボャや ョャや . ケゅΑバ  Ϯ-ϯ (  ヵケィΑ

シΙや ゅヰΑヤハ ヴルよ ヶゎャや ソルャや ヶプ りケプやヱゎョャや れゅョヱヤバョャや ラョ キワやヱセ ノョ ゅヅΑシよ ΙΙキゎシやメΙキゎ  )                        

 ": ヴャゅバゎ メゅホ ｚヶ∠ル⊥よ ゅ∠Α ⊥ヮ⊥ド ⌒バ∠Α ∠ヱ⊥ワ ∠ヱ ⌒ヮ⌒ル∇よ ⌒Ι ⊥ラゅ ∠ョ∇ボ⊥ャ ∠メゅ∠ホ ∇ク⌒ま ∠ヱ ∠Ι ∇セ⊥ゎ  ⌒よ ∇ポ ⌒ケ ｚラ⌒ま ⌒ ｚ牟ゅ ( ∀ュΑ ⌒ド∠ハ ∀ュ∇ヤ⊥ド∠ャ ∠ポ ∇ケ ⌒∂セャやϭϯ ゅ∠ル∇Α ｚタ ∠ヱ ∠ヱ )
ゅ ∠タ⌒プ ∠ヱ ∃ラ∇ワ ∠ヱ ヴ∠ヤ∠ハ ゅ⇔ル ∇ワ ∠ヱ ⊥ヮ ぁョ⊥ぺ ⊥ヮ∇ゎ∠ヤ ∠ョ ∠ェ ⌒ヮ∇Α ∠キ⌒ャや ∠ヱ⌒よ ∠ラゅ∠シ∇ル ⌒ ∇Ηや ⊥ヮ⊥ャ ⌒プ ∠ョゅ∠ハ ヶ ∇セや ⌒ラ∠ぺ ⌒ラ∇Α ⌒ャ ∇ケ⊥ミ ∠ャ⌒ま ∠ポ∇Α ∠キ⌒ャや ∠ヱ⌒ャ ∠ヱ ヶ( ⊥ケΑ ⌒タ ∠ョ∇ャや ｚヶϭϰ )

 ∠Κ∠プ ∀ュ∇ヤ ⌒ハ ⌒ヮ⌒よ ∠ポ∠ャ ∠サ∇Α∠ャ ゅ ∠ョ ヶ⌒よ ∠ポ ⌒ケ ∇セ⊥ゎ ∇ラ∠ぺ ヴヤ∠ハ ∠ポや∠キ∠ワゅ ∠ィ ∇ラ⌒ま ∠ヱ  ⌒ヅ⊥ゎゅ ∠ョ⊥ヰ∇バ  ∠ョ ⊥ヰ∇よ ⌒ェゅ ∠タ ∠ヱ ∠ヱ ゅ⇔プヱ ⊥ケ∇バ ∠ョ ゅ∠Α∇ル ぁキャや ヶ⌒プ ゅ ∠メΑ⌒よ∠シ ∇ノ⌒よｚゎや
 ∠ョ⌒よ ∇ュ⊥ミ⊥も⌒∂よ∠ル⊥ ほ∠プ ∇ュ⊥ミ⊥バ ⌒ィ ∇ケ ∠ョ ｚヶ∠ャ⌒ま ｚュ⊥を ｚヶ∠ャ⌒ま ∠ゆゅ∠ル∠ぺ ∇ラ ∠ョ ⊥ゎ∇ル⊥ミ ゅ ∇ュ ∠ゎ ⊥ヤ ∠ョ∇バ( ∠ラヱϭϱ ⊥よ ゅ∠Α ) ∇ラ⊥ミ∠ゎ∠プ ∃メ∠キ ∇ケ ∠カ ∇ラ ⌒ョ ∃るｚよ ∠ェ ∠メゅ∠ボ∇を ⌒ョ ⊥ポ∠ゎ ∇ラ⌒ま ゅ ∠ヰｚル⌒ま ｚヶ∠ル

 ⊥ ｚ亂 ゅ ∠ヰ⌒よ ⌒れ∇ほ∠Α ⌒チ ∇ケ∠ ∇Εや ヶ⌒プ ∇ヱ∠ぺ ⌒れや ∠ヱ ∠ョｚシャや ヶ⌒プ ∇ヱ∠ぺ ∃り ∠ケ ∇カ ∠タ ヶ⌒プ  ｚラ⌒ま ∠ ｚ亂  ⌒よ ∠カ ∀フΑ ⌒ヅ∠ャ ( ∀ケΑϭϲ ⌒ュ⌒ホ∠ぺ ｚヶ∠ル⊥よ ゅ∠Α )や ∇ケ ⊥ョ∇ぺ ∠ヱ ∠り ∠Κｚタャ
 ∠ョ∇ャゅ⌒よ ｚラ⌒ま ∠ポ∠よゅ ∠タ∠ぺ ゅ ∠ョ ヴ∠ヤ∠ハ ∇ケ⌒よ ∇タや ∠ヱ ⌒ケ∠ミ∇ル ⊥ョ∇ャや ⌒ラ∠ハ ∠ヮ∇ルや ∠ヱ ⌒フヱ ⊥ケ∇バ ⌒ャ∠ク  ∇ラ ⌒ョ ∠ポ ⊥ ∇Εや ⌒ュ ∇コ∠ハ ( ⌒ケヱ ⊥ョϭϳ ∠カ ∇ケ ⌒∂バ ∠タ⊥ゎ ∠Ι ∠ヱ ) ⌒サゅｚルヤ⌒ャ ∠ポｚキ

ゅ∠ゎ ∇カ ⊥ョ ｚメ⊥ミ ぁゆ ⌒ェ⊥Α ∠Ι ∠ ｚ亂 ｚラ⌒ま ゅ ⇔ェ ∠ケ ∠ョ ⌒チ ∇ケ∠ ∇Εや ヶ⌒プ ⌒ス ∇ョ∠ゎ ∠Ι ∠ヱ ∠プ ∃メ( ∃ケヱ ⊥カϭϴ ∇キ ⌒タ∇ホや ∠ヱ ) ⌒プ ∇ビや ∠ヱ ∠ポ⌒Α ∇セ ∠ョ ヶ ∠ポ⌒ゎ ∇ヱ ∠タ ∇ラ ⌒ョ ∇チ⊥ッ
( ⌒ケΑ ⌒ョ ∠ェ∇ャや ⊥れ ∇ヱ ∠タ∠ャ ⌒れや ∠ヱ ∇タ∠ ∇Εや ∠ケ∠ミ∇ル∠ぺ ｚラ⌒まϭϵ." 

2- :ゆゅバΑゎシΙやヱ ュヰヘャや 

: メをョ ラョ るよバタャや れゅョヤミャや 

ヤハ ゅヘバッ : ラワヱ ヴヤハ ゅルワヱ      . ゅルョコャぺ : ゅルΑタヱヱ               . ヮェタルΑ : ヮドバΑフバッ ヴ . 

 : ケバタゎ     . ポヱケよィや : ポやキワゅィ              . ヮョゅヅプ : ヮャゅタプ ラハ ポヰィヱよ メョゎ Ιや. サゅルャ Ιゅゎカョ :ゅェケョ 

. ウよホぺ : ケミルぺ      . チヘカや : チッビや              . メキゎハや : キタホや 

 ヤもシΕや ラハ ゆィぺる :  るΑャゅゎャや 

1-  ∨  ラゅョボャ ヱワ ラョヮョシや ペヤヅぺヱ ラへケボャや ヶプ ケミ⊥ク ∩ゅョΑミェ ⇔Κィケ ラゅミ ュΑミェャや ラゅョボャ シ ヴヤハョボャ りケヱ ∩ラゅ
 キΚよ ヶプ スゅハヱ キャヱ ∩ュΑミェャゅよ フケハヱ キヱやキ ケタゅハ キホヱ ヶワ ラゅョボャ ゅΑゅタヱヱ ∩ るよヱルャやまャや ンキェ ソタボ

ヤャ 聴 ゅヰよワヱ ヶゎャや るョミェャや ヶプ メをョゎゎヱ ∩ラゅョボャ るョミェ ラハ ュヤミゎゎ ヶゎャや るΑルへケボャや ラゅョボや∩ ュΑミェャ  ケよゎバゎヱ
ヱ ∩ ゅヰバッやヱョ ヶプ ヶゎほゎ ヮゎョミェ れルゅミ クま ∩ドハやヱョャやヱ ュミェャや ネヱケぺ ラョ ラΑョヤショャや ンキャミ ゆシェ ゆゎ

聴 ラミャヱ ∩ロキΑシ ヴヤハ ポヱヤョョ ラヱワぺ ラゅミ ラゅョボャ ラぺ ケΑシヘゎャや ャゅよ ヮΑヤハ ∂ラョ ヴャゅバゎ るョミェプップぺ やキピ ュヰヤ
.ヮΑキャ 

2- . ラゅョボャ ゅΑゅタヱ ラョ ラΑゎΑタヱ ケミクや 

    .  ロケミセヱ メィヱコハ 聴 りキゅよハϮ- キャやヱャや るハゅヅΚシΗや るヤョ ケΑビ ヴヤハ やヱルゅミ ラま ヱ ヴゎェ ゅョヰゎΑゅハケヱ ラΑ. ュ 

3- . ゅョヰΑャま ラゅシェΗやヱ ラΑキャやヱャや ケよよ ヮルよや ラゅョボャ ヴタヱぺ : メヤハ 



 

ンヶ 

 

ヱコハ 聴 るハゅヅ ラョ ゅョヰゎハゅヅヱ ゅョワケよ ラΕ  メィ. 

4- : ヶゎΓや ヴルバョャや ヴヤハ ソルャや ラョ るョΑケミ るΑべよ キヰセゎシぺ 

 ) 聴 るよホやケョ ケゅバセゎシや ( 

 ": ヴャゅバゎ メゅホ ∃メ∠キ ∇ケ ∠カ ∇ラ ⌒ョ ∃るｚよ ∠ェ ∠メゅ∠ボ∇を ⌒ョ ⊥ポ∠ゎ ∇ラ⌒ま ゅ ∠ヰｚル⌒ま ｚヶ∠ル⊥よ ゅ∠Α ∠ゎ∠プ  ⌒プ ∇ラ⊥ミ ∇ヱ∠ぺ ∃り ∠ケ ∇カ ∠タ ヶや ヶ⌒プ ∇ヱ∠ぺ ⌒れや ∠ヱ ∠ョｚシャや ヶ⌒プ  ⌒チ ∇ケ∠ ∇Ε
 ∠カ ∀フΑ ⌒ヅ∠ャ ∠ ｚ亂 ｚラ⌒ま ⊥ ｚ亂 ゅ ∠ヰ⌒よ ⌒れ∇ほ∠Α ∀ケΑ⌒よ " 

5-   " るョΑケミャや るΑΔャ るャΙキャや キキェぺゅ ⇔ェ ∠ケ ∠ョ ⌒チ ∇ケ∠ ∇Εや ヶ⌒プ ⌒ス ∇ョ∠ゎ ∠Ι ∠ヱ " 

 サゅルャや ヴヤハ ケカヘャやヱ るョドバャや ヮィヱ ヴヤハ るΑセョャや ヶプ ケゎカよゎャや ラハ ロゅヰルΑ . 

: るシケゅョョャや 

. ラゅョボャ りケヱシ ラョ るョΑケミャや れゅΑΓや り¬やケホ キバよ るΑャゅゎャや るヤもシΕや ラハ ゆΑィぺ 

- ヶゎほΑ ゅョ ヴヤハ メキゎ ヶゎャや るョΑケミャや るΑΓや キキェぺ 

() ケΑシャや ヶプ メやキゎハΙや ( ｚラ⌒ま ∠ポ⌒ゎ ∇ヱ ∠タ ∇ラ ⌒ョ ∇チ⊥ッ∇ビや ∠ヱ ∠ポ⌒Α ∇セ ∠ョ ヶ⌒プ ∇キ ⌒タ∇ホや ∠ヱ ∠ぺ ∠ミ∇ル ∠ ∇Εや ∠ケ ∇ヱ ∠タ∠ャ ⌒れや ∠ヱ ∇タ ⌒ケΑ ⌒ョ ∠ェ∇ャや ⊥れ ) 

サゅルャや ヴヤハ ヶャゅバゎャやヱ ケよミゎャや ラョ ケΑクェゎャや 

     (ゅ ⇔ェ ∠ケ ∠ョ ⌒チ ∇ケ∠ ∇Εや ヶ⌒プ ⌒ス ∇ョ∠ゎ ∠Ι ∠ヱ ⌒サゅｚルヤ⌒ャ ∠ポｚキ ∠カ ∇ケ ⌒∂バ ∠タ⊥ゎ ∠Ι ∠ヱ  ｚラ⌒ま ∠ ｚ亂  ぁゆ ⌒ェ⊥Α ∠Ι   ∃ケヱ ⊥カ∠プ ∃メゅ∠ゎ ∇カ ⊥ョ ｚメ⊥ミ ) 

-: ヴャゅバゎ ヮャヱボャ るェΑェタャや るャΙキャや キキェぺ 

 ) りΚタャや ュホぺ (ヱ ゅワキヱィシヱ ゅヰハヱミケヱ ゅヰゎゅホヱぺヱ ゅワキヱキェ ラョ ゅヰゎゅよィやヱ ノΑョィよ ゅワキぺ ヵぺルΑルほョヅ ゅヰゎ
ケセ ゅョヱ ゅヰハヱセカヱゅヰΑプ ヮルハ ヶヰルΑ ゅョ ゆルゎィやヱ ゅヰΑプ ネ. 

 ) ポよゅタや ゅョ ヴヤハ ケよタや ( ラぺ るルドョ ヶプ ケミルョャや ラハ ヶワゅルャやヱ フヱケバョャゅよ ケョΓや ラぺ ポャクヱΑヱ ンキゅバルョ メゅルΑ ヮ
ァケヘャや ケよタャや るよホゅハ ラぺ ュヱヤバョヱ ポャク ヴヤハ ケよタャゅよ ロケョぺ やクヰャヱ るよホゅバャや ヮャ ラミャヱ . 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 

 ( ヅゅセルϯ タゅカャや  るΑゅヘミャや   . るよゅゎミャや  : るョゅバャや るΑゅヘミャや . ¬ゅルよΕや ケハゅセョ    ):  るϯ-ϭ  . 

: ケゅΑバョャや 

や れゅョΚハヱ るΑヱピヤャや るョΚシャや るΑハやケョ  るヅよやケゎョ れやケボプ ゐΚを ラョ ゅルヱミョ ゅタル  るよゅゎミ (Αホケゎャやヱキぺヱ ュ  ヅよケャや れ 

  るョキボョ  ヴャヱΕや るハヱョィョャや  ケミクゎ  りケボヘャや メΚカ ラョ ポャクヱ  ラΑキャやヱャや ケよ ラハ るよシゅルョやヴャヱΕ   ソルヤャョ ノ
.ュΑホケゎャや れゅョΚハヱ るΑヱピヤャや るョΚシャや りゅハやケョ 

   ケョバャや メェやケョ ヶプ ラΑキャやヱャや ゅッケ メゅルゎ ゅヰャΚカ ラョ ヶゎャや メゅョハΕや  るΑルゅをャや  るハヱョィョャや  チケバゎ 
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. ュΑホケゎャや れゅョΚハ りゅハやケョ ノョ  ソルヤャ るΑルゅをャや りケボヘャや ヶプ ポャクヱ  るヘヤゎカョャや 

- ゎや メΚカ ラョ ラΑキャやヱャや ケよよ れゅΑタヱゎ ヴヤハ メョゎセゎ るよシゅルョ ヮョゎゅカ  るをャゅをャや るハヱョィョャや   ラヱキャや りケボヘャ .  るをャゅを 

 : るシケゅョョャや 

や るよゅゎミ  ヴャま メタヱゎャや ノΑヅゎシル  ュヰルΑよ ゅョΑプ るセホゅルョャやヱ ゐΚをャや ベケヘャや ラΑよ ラヱゅバゎャゅよョ ソルャ メΚカ ラョ フケセ 

を ∩ ゅタル るルヱミョ ゐΚをャや れやケボヘャや ラΑよ ヅよケャや りゅハやケョヱ るハヱョィョャやハヱョィョ キもゅホ メミ ヴヤハ ュやケホ るソルャや り¬  ュゅョぺ 

.  ヮもΚョコ 

•: ゅタル ゅヰルョ ラヱミΕ るボよゅシャや れやケボヘャや ラΑよ ヅよケぺ 

                                               ラやキャやヱャや 

                 ヶプ ゅルキヱィヱ ゆよシ ゅョヰプ ∩ ¬ゅルよΕや ゆヱヤホ ヶプ るョΑドハ るルゅミョ ラΑキャやヱヤャ Αェャや キバよ りゅ聴 メィヱ コハ 
ゅルケョぺ キホヱ ∩  メゅルルャ ∩ ゅョヰョΚミ ネゅョシヱ ∩ ケよミャや ヶプ ゅョヰΑャま ラゅシェΗやヱ ュヰゎハゅヅよ 聴ケ聴 ゅッヘャやヱ  るルィャゅよ コヱ

.  りケカΓや ヶプ 

        ビヱ ゆケセョヱ メミほョ ラョ ヮΑャま ァゅゎェや ゅョ メミ ヶャ ケプヱΑ ゆΕゅプ ュヰゎハゅヅ ゅルΑヤハ ポャクャヱャク ケΑΕやヱ ∩ ポ ュゎヰゎ ュ
. やキΑキセ ゅョゅョゎワや ヶよ ュゎヰゎヱ ∩ ヶシヱケキ ケミやクゎヱ ∩ ヶルゅハケゎヱ ヶよ 

       ラョヱ コハ メゅホ ゅョミヱ ケよミャやヱ ケピタャや ヶプ ュヰよ ュゅョゎワΙやヱ ュヰゎΑゅハケ ゅルΑヤハ ゆィΑ ゅルワヱヱ " メィポよケ ヴッホ  Ιぺ
 るハゅヅ キバよ ラΑキャやヱャや るハゅヅ ラぺ ヴヤハ メキΑ やクワ " ゅルゅシェま ラΑキャやヱャゅよヱ ロゅΑま Ιま やヱキよバゎ聴ヱ ∧  るよィや  ュワゅッケ メゅルルャ

. ゅルゎゅΑェ ヶプ 

          ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 

 ( ヅゅセルϰ るタゅカャや るΑゅヘミャや ) りキワゅセョャやヱ り¬やケボャや ( るョゅバャや るΑゅヘミャや . るョヰャや ゆェゅタ )Ϯ-ϲ ゥケセΑ ( ケゅΑバョャや.
 ソル ヶプ るΑヱピヤャや ゆΑミやケゎャや  ュやキカゎシや

) ロぺケホ 

 

 

 

 

 

 : ヮルハ 聴 ヶッケ ヶバプゅセャや メヱボΑ : キΑヰョゎャや 
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              Αヤャや ケヰシ Κバャや ゆヤヅ ラョヱ               ヶャゅバョャや ゆシゎミゎ キミャや ケキボよ. ヶャゅ 

よ ケハゅセャや メヱボΑほ ケヰシゎ Κバャや れよヤヅ やクやヱ ポルほセ ヱヤバΑ ポΑバシヱ ポよバゎ ケキホ ヴヤハ ラャゅΑヤャやヶ ヱよ やクワラや ヶルバョ  メョバゎ
ケゅヰル メΑャ . 

  るェッやヱ るョΑヤシ るピヤよ ベヱヘゎャや ケやケシぺ 

 ヴャま メヱタヱヤャ るシやケキャや ヶプ キゅヰゎィΙやヱ キィャや. ゆタゅルョャや ヴホケや 

ヱぼキャや メョバャやゆ . Κバャや れゅィケキャや ヴヤハ メヱタェヤャ 

3- . るよバタャや れゅョヤミャや  :ゆゅバΑゎシΙやヱ ュヰヘャや 

ャや ケヅハ       . ラゅミョ メミ ヶプ ケセゎルゎ : ゥヱヘゎヅ : ゆΑるェもやケャや ェョ  . るΑミコャや るヤΑョィャや: ロやヱゎ . ヮルヱョッョ 

   . るΑヱホ るョΑコハヱ りキやケま : るョワ . ベヱヘゎ : コΑョゎ . れタルョ : るΑピタョ . ケよタ : りケよゅをョ  

 : るΑャゅゎャや るヤもシΕや ラハ るよゅィΘャ れゅハヱョィョャや ュΑよ ラヱゅバゎャや 

1- ∨ ゅバョ るΑッゅΑケャや るΑプゅボをャや れゅヅゅセルャや メま ラゅシルΗや ァゅゎェΑ やクゅョャ 

ッゅΑケャゅよ ュシィャや ヅΑセルゎヱ ∩ るヘヤゎカョャや れゅプゅボをャやヱ れゅョヱヤバョャゅよ メボバャや るΑョルゎ ヴヤハ メョバΑャ. る 

2- ∨ キョェョ ゅヰよ コΑョゎΑ ヶゎャや れゅヘタャや ゅョ 

 ベヱヘゎャや ヴヤハ ソケェャやヱ ヅゅセルャやヱ るョヰャゅよ コΑョゎΑ. れゅョヱヤバョャや ヶボヤゎ ヶプ ケよタャやヱ∩ 

3- ∨ ラΑョヤバゎョャや ロ¬ゅルよぺ キョェョ ヱよぺ ヴタヱぺ ュよ 

-Ιやヱ るョΑケミャや ベΚカΕゅよ ュやコゎャΙや. りキΑョェャや メゅバプ 

- . ¬ゅヅバャやヱ メクよャや ヶプ ケやケョゎシΙや 

- ケΚャ キゅヰゎィΙや. るよΑよェャや ゅルキΚよ ュキボゎ ヴヤハ メョバャやヱ るバプケャやヱ ¬ゅボゎ 

. るΑャゅゎャや  るΑヱピヤャや ゆΑャゅシΕや ヶゎハヱョィョ ノョ ヶミゅェぺ * 

- クΑ ュャやケキャや ラハ キョェョ ヴルやヱゎΑ ュャ                   . ベヱシャや ヴャま ヶよぺ ゆワ. るシ 

- ぺ ゅョ! キゅヰゎィΙやヱ キィャや メョィや ゅョ                            ! ノΑよケャや ネヱケ 

- ヤハ ラやヱャぺ ゅョ∨ キョェョ ベヱヘゎ ケシ ゅョ                        ∨ ポキΚよ ュ 
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や ヮルゅミョ ヶプ ヮバッぺヱ ペよゅシャや ソルャや ヶプ ゆヱヤシぺ メミ れェゎ ゅヅカ ノッぺ *Γや メヱキィャや ヶプ ゆシゅルョャ: ヶゎ 

           ゆヱヤシΕや ネヱル             ゆヱヤシΕや 
 ゅョ ! ベヱヘゎャや ュヱΑ メョィぺ                              ゆィバゎ ゆヱヤシぺ 
 ゅョ ∨ キョェョ コΑョゎ ケシ                         ュゅヰヘゎシや ゆヱヤシぺ 

 ∨ ヮゎゅよィやヱ るΑキほゎ ヶプ ヴルやヱゎΑ Ι  ヶヘル ゆヱヤシぺ 
 

4- : るシケゅョョャや 

 ネヱル キキェぺ: るΑゎΓや れやケΑよバゎャや ヶプ ゆヱヤシΕや 

-ョヱタプ メョィぺ ゅョ                                           ∨ ケゅワコΕや ラやヱャぺ メョィぺ ゅ るルシャや メ∨ 

-よケボゎ ヶゎャや ケΑカャや メゅョハぺ ゅョ        ∨ヴャゅバゎ 聴 ラョ ゅル  ∨ ュヱΑャや ヶプ れやヱヤタャや キキハ ゅョ 

-ョクミャや れヤホ ゅョ                                               . ベヱシャや ヴャま れよワク ゅ ゆ. 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 

 ( ヅゅセルϱ るΑゅヘミャや . ポケゎセョ ¬ヶセ )( るタゅカャや るΑゅヘミャや ) りキワゅセョャやヱ り¬やケボャや ( るョゅバャやϮ-ϴ ¬やケへ ラΑよ ラケゅボΑ)
) るハヱルゎョ ソヱタル ラョ ラΑバョ ネヱッヱョ メヱェ ゅワキキェ るヘヤゎカョ 

  ヴャま ゅヰルよや キセケゎヱ ウタルゎ ヴャヱΕや りケヱタャや ヶプ ュΕや ラぺ ヶワ るボよゅシャや ケヱタャや ヶプ るミケゎセョャや ¬ゅΑセΕや
よ ュヱボゎ るをャゅをャや ヶプヱ ∩ ュゅバヅャや ュヰャ コヰィゎ るΑルゅをャや りケヱタャや ヶプヱ ∩ ゆやヱタャや ヶプヱ ∩ ュヰャ サΑケキゎャゅ

. れΑよャや ヶプ サゅシΕや ヶヰプ ゅヰルハ ヴルビ Ι ュΕや ヶワ やクミワ チケョャや キルハ ュワゅハケゎ るバよやケャや 

3- : り¬やケボャや 

: るェΑェタ り¬やケホ ヶゎほΑ ゅョ ぺケホぺ 
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-クゅゎシぺ ュΕや  ベゅプΓや ンキョ ュワケをべョ れヤピセ   * * *       ヴャヱΕや りクゎゅシΕや 

-ベΚカΖャ ポケョぺ ゥΚタ  ベΚカΕゅよ サヘルャや ュヱボプ   * * *    ヮバィケョゎュボゎシ 

-  ゅΑ ∩ ゅルゅョぺ ゅΑ ∩ やクΚョ ゅΑ * * *  りケワゅシ れゎゅよ ゅルヱΑハ ゅΑ ゅルゅルェ ゅΑ ∩ ゅルゅルィ ゅΑケゅボΑェ ョ ケヱワコ ラハ りケヅゅ 

-     ゅヰッケやヱ ポョΕ ノッカやヱ* . ケよミャや ンキェま ゅヰホヱボバプ    * * 

: ゆゅバΑゎシΙやヱ ュヰヘャや 

-∨ ゅヰもゅルよぺ ヴヤハ ュΕや メゅップぺ ゅョ 

 .. りケシΕやヱ ¬ゅルよΕや りゅΑェ ヶプ ゅワケヱキヱ ∂ュΕや メップ ラハ ゅルをｚキェゎ ゅョヰョボョ ∠ポケキ⊥ル ラヤプクワ ケやキ ｚキャや やヵクャや ュΑドバャや ケヱ 
ョケ ヶワ ∂ュΕゅプ ∩ゅルゎゅΑェ ヶプ ｚラワキヱィヱ ヴャま ゅルゎィゅェ ンキョヱ ∩ゅルヤィぺ ラョ ゅルゎゅヰョぺ ヮよ ュヱボゎヤャ ∀コやヱ ¬ゅヅバ .. るΑェッゎャ

れルゅミプ ∩ゅルッケョ キルハ ヶャゅΑヤャや れケヰシヱ ∩ケヱぁルャや ゅルルヱΑハ ンケゎ ラぺ メよホ ゅルゎルッゎェや ヶゎャや ヶワ ョシヤよΙΓ ⇔ ゅ ⇔やキゅョッヱ ゅルョ
ゅヘゎ ヶゎャや ヶワヱ ∩ゅルェヱケィャ ゅルャ れルゅミプ ∩ゅルケよミ ラΑェ ゅルゎΑよケゎヱ ゅルゎΑゅハケャ ゅヰゎΑェッゎ ヶプ れルやセケ ⊥ョャ ｚルャやヱ りキ るェタゅ
 .. りケ∂よキョャやヱ りケよゅ ｚタャやヱ 

Ηや ゅルョ⌒∂ヤバ⊥ゎ ∩ゅルゎゅΑェ ヶプ メヱΕや ヮ ⌒∂ィヱョャや ヶワヱ .. メゅΑィΕや ∂キバゎ るシケキョ ヶワ ュΕやヱ ラゅョΑよヱ ∩ぶゅ ラヅヱャや ぁゆェ
りキΑョェャや ベΚカΕや ゅルΑプ ネケコゎヱ ∩チケΕやヱ . 

4- : るシケゅョョャや 

 ネヱッヱョャや ラゅΑよ . るボよゅシャや メやヱホΕや ヮルハ ゐキェゎゎ ヵクャや 

.)  ュΕや ( ヶワヱ ゅルゎゅΑェ ヶプ るルΑョをャや りケワヱィャや ラハ ゐキェゎゎ ゅヰヤミ るボよゅシャや メやヱホΕや 

  メΑヤバゎャや ノョ キィヱ ラま フヤゎカョャや メヱボャや キゅバよゎシやヱ るボよゅシャや メやヱホΕや ラΑよ るルケゅボョャや. 

 ゅワキΙヱΕ キセケョャやヱ ュヤバョャや ヶワ ュΕや ラぺ ラハ ゐキェゎΑ メヱΕや れΑよャや 

 ヶルゅをャや れΑよャや  : キバよゎショャや れΑよャや ヱワヱ . ラシェャや ペヤカャゅよ ヮΑヤェゎよ ¬ケョャや ケョや ゥΚタ 

-Ζャ ポケョぺ ゥΚタュボゎシゎ ベΚカΕゅよ サヘルャや ュヱボプ   * * *    ヮバィケョ ベΚカ  

ゅヰもゅルよぺ ヴヤハ りケワゅシャや ラヱΑバャやヱ ラゅルェャやヱ ゆヤボャや ヶワ ゅヰルほよ ュΕや フタΑ : ゐャゅをャや れΑよャや ョャやヱクャや ほィヤ ヮΑャま ほィヤル ヵ
. ゆやクィャや ケヅバャや ヶワヱ ラゅョΕゅよ サゅシェΗやヱ 

もゅよミャや ケよミぺ ラョ ゅヰホヱボハヱ ヶョΚシΗや ラΑキャや ヮΑヤハ ゅルをェ ケョぺ ュャや ゅッケ : ノよやケャや れΑよャや ケ 

 ケゅゎカョャや メやヱホΕや ゆΑゎケゎり . るΑョワΕや ゆシェ 

-    ゅヰッケやヱ ポョΕ ノッカやヱ                  ボバプ    * * *. ケよミャや ンキェま ゅヰホヱ 

- * * *  りケワゅシ れゎゅよ ゅルヱΑハ ゅΑ ゅルゅルェ ゅΑ ∩ ゅルゅルィ ゅΑ    ゅルゅョぺ ゅΑ ∩ やクΚョ ゅΑゅボΑェケ ゅΑ ∩ りケヅゅハ ケヱワコ ラョ 



 

ヴヱ 

 

--     ヴャヱΕや りクゎゅシΕや クゅゎシぺ ュΕや             * ベゅプΓや ンキョ ュワケをべョ れヤピセ   * * 

-   ヮバィケョ ベΚカΖャ ポケョぺ ゥΚタ             * * *  プュボゎシゎ ベΚカΕゅよ サヘルャや ュヱボ 

ϰ- : るシケゅョョャや 

 るピャ ヶプ ポャクヱ るボよゅシャや メやヱホΖャ ヶョヰプ ¬ヱッ ヶプ ュΕや ラハ やキΑキィ Ιヱホ パヱタゎ. るョΑヤシ 

 るョヤミ ュΕやヰΑヱゎェΑゅ ョ ケョぺ ゅヰヘタヱ ヶプ ヶワゅッΑ Ιヱ ∩ヮバョ ゅワケΑビ ヵヱェΑ Ι ゅョ メゅョィャや ラョΑェャや ラ ケカへ りゅ
 ノΑヅゎシルコゅミゎケΙや ヅぺヱ ゅヰハヱヤッ ラΑよ ゅΑルキャや るルィヱ ∩ゅヰョやキホぺ れェゎ るルィャゅプ ∩ゅワケΑビ ヮΑヤハ∩ゅヰプやケ  ケシ ゅヰルま

 れルゅミヱ ∩ゅルゎキΙヱ ュャぺヱ ゅルョャぺ メョェゎヱ フヅヤャゅよ ゅルゅハケヱ ロキシィ ヶプ ゅルヤョェ ヵクャや キヱィヱャやェャや るルヱルハ¬ゅボよ ヴヤ ゅル
 ポヤゎ メヱヅ メΑヱヅャや ゅワケヰシプ ∩ゅヰΑヤハ ラェル ヶゎャや りヱボャや ロクヰよ ゅルェよタぺ ヴゎェ ゅルゎゅΑェ るョやキまヱやャゅΑヤャルヤィΕ ヶ メミヱ ∩ゅ
ヱ ネヱィャや Ιヱ キケよャや ラョ フゅカル Ι るルョへ りキΑバシ りゅΑェ ゅΑェル ラぺ メィぺ ラョ ヮゎョキホ ヵクャや ポャクャや Ιプ ∩ネゅΑッ ゅルゎキハゅシ

ワヱ Ι フΑミ ∩りケカΕやヱ ゅΑルキャや ヶプ ラゅョΕや ケよ ヴャま メヱタヱヤャケ ヵクャや ュドハΕや キヱィヱャや ケシ ヶホ ペプやョ ゅルよヱヤ ポヤゎ クル
ルΗやヱ ¬ゅヅバャや ヴヤハ やケキゅホ ウよタぺヱ キシィャや ポャク ヵヱホ ヴゎェ ∩ゅルキゅシィほよ れルゅミ ヶゎャや るョヱバルャや ∩ァゅゎプルョャや ヶヰ ほセ
ヱ ゅヰゎョャへ ヶゎャや ュゅドバャや ポヤゎヱ ∩ゅヰョキ ラョヱ ゅヰョゅバヅ ラョ ロゅΑΚカ れルヱミゎ ヵクャや ュシィャや やクヰャルΑ ヱワよミΑヱ ヱョ ゅョヱΑ ケ

ドェヤャや ポヤゎャヱ ∩ゅヰルヅよ ヶプ ュヱΑ キバよ るョドハ ラゅシルΗや ュゅドハ ケシミゎ ベヱヘΑ ュャほよ れケバセ ヶゎャや るャヮィケカゎ ヱル ヴャま ケ
ゎヱ メミほゎ ゅョョ ⇔ ゅピもゅシ ⇔ ゅよΑヤェ ヮョバヅゎプ ロゅハケゎャ ∩ゅヰゎΑルキヱ ゅワキよミ りクヤプヱ ゅヰルよや ∩りゅΑェャやル ュバヅゎャ ゅヰシヘ ケバセΑ ヮハキ

ルキャや ヶプ るェやケ ケをミΕやヱ キバシΕや ヮヤバィゎャ ヮゎェやケ ヴヤハ メΑヤャや ケヰシゎヱ ∩ノよセャやヱ ¬ΚゎョΙゅよプ ∩ゅΑヱ ヮョバヅゎ ヮルッェゎ
 ヮャ ヱハキゎヱケセ ヮルハ ゆワクΑャ ∧キケゅよャや ゅヰェΑケ ラョ ヮΑヤハ オヘルゎヱ キケよャや ラョ ヮもプキゎヱ ∩ヮョヱル ヶプ  ケェャやヱ りヱゅョェ

 .ヮゎヱホヱ ロキセケ ラシ ヶプ ウよタΑ ゅョ ウよタΑ ヴゎェ ∩ュヱΑャや 

ゎ Ι ヶゎャや ュΕや ゅヰルま ∩ヮルハ ヱヘバゎヱ ヮェョゅシゎヱ ゅヰルよや ラョ ケキよ ゅョ ケヘピゎ ヶゎャや ュΕや ゅヰルまョ ゆヤヅゅヰルよや ラ  ラヱミΑ ラぺ ケΑビ
 ゅヰゎキゅバシ ゆゅシェ ヴヤハ ラゅミ ヱャ ヴゎェ ⇔やキΑバシ ラぺ キバゎシゎ ヶゎャや ュΕや ゅヰルま ∩ゅヰヤΑャヱ ゅヰョヱΑヱゎヱケ ヵキヘ ⇔Ιキよ ゅヰェ ヮルハ 

ャや ヮルま ∩ヮよェ ヶプ ⇔やキよぺ メクカΑ Ι ヵクャや ゆヤボャや ヮルま ∩ヮΑヤハ ドプゅェゎヱ ヮΑョェゎャ ゅヰョキ ノプキゎヱΕや ゆェやヱ ヴョシ ゆヤボャ
ャや ュΕや ゅヰルま ∩ケよミゎヱ ヴハケゎヱ ヶよケゎヱ ケヰシゎ ヶゎャや ュΕや ゅヰルま ∩ゆΑヅΕや ペΑェケャやヱ ゆクハΕやケゎ ヶゎャキゎヱ ュェ メ

ミ ゅヰよヤホ ヶプ ∩フヅバゎヱャや ヶワ るルィャや ヶプヱ ∩ゅΑルキャや ヶプ ュャゅバャや メゅョィ ペをよルや ゅヰルョヱ ゆェャや メヱ ケェシや ケョョャや キェヱΕ
や ケシ ゅヰルみプ ∩⇔やキよぺ ゅヰルコェΑ Ιヱ ゅワキヰハ ドヘェΑヤプ ュぺ ヮャ れルゅミ ラョプ ∩るルィャや ヴャま ケヱよバヤャ るルィャヱゅヰゎよやヱよ  ヴャヱΕや

∩ゅΑルキャや ヶプ るよΑヅャやヱ るョェケャやヱ ゆェャや るルィヱ りケカΓや ヶプ るルィャや ゅヰルま ∩ラゎョΕやヱ ンヱホΕやヱ ヤップ ヴシルΑ Ιヰゅ  Ιヱ
.ポΑヤハ ゅヰもゅヅハ ュィェよ ケバセゎャ ュΕや ゅヰルほよ ケミクゎ ヅボプ ∩ヮΑヤハ ゅヰゎもプゅミョ キェぺ ノΑヅゎシΑ 

  

 

 

 



 

ヴヲ 

 

 ( ヅゅセルϳ( やヱェル るヤΑョィャや ヶゎピャ )ϯ るタゅカャや るΑゅヘミャや . るよゅゎミャや : るョゅバャや るΑゅヘミャや ):ϯ-ϱ-ϭや ュやキカゎシや ( ヅヱヅカャ
) るヘヤゎカョャや ヱェルャや キハやヱホ りゅハやケョ ノョ るヤΑョィャや  

 カャや ネヱルゎ りゅハやケョ ノョ るェΑェタ るΑョシや メョィ. ケよ 

 
  
 

 

2- : ペΑよヅゎャや 

1-  .: ゅョヰルΑよ ラケゅホぺヱ ∩ ラΑゎΑャゅゎャや ラΑゎヤョィャや ぺケホぺ 

ぺͲ       . ヮΑキャやヱよ ケゅよ キョェョ 

. キケヘョ ヮルΕ ∧ るョッャゅよ ネヱプケョ ぺキゎよョ : キョェョ 

   るョッャゅよ ネヱプケョ ケよカ : ケゅよ . キケヘョ ヮルΕ ∧   

ゆͲ . ヮΑキャやヱよ やケゅよ キョェョ メド  

. ケよカャや ゆタルΑヱ ぺキゎよョャや ノプケΑ オシゅル メバプ : メド 

 メバヘャや ュシや : キョェョシゅルャやオ . るョッャゅよ ネヱプケョ 

. キケヘョ ヮルΕ ∧ るェゎヘャゅよ ゆヱタルョ ケよカ : ケゅよ 

2- : ロケよカヱ ヮョシや キキェぺ ュを ∩ オシゅルャや メバヘャや るΑャゅゎャや るヤョィャや ラョ ァケカゎシぺ 

- . ヮもゅルよぺ ヴヤハ ゅタΑケェ ゆΕや メやコゅョ 

     オシゅルャや メバヘャや   ヮョシや    ロケよカ 
   メやコゅョ   ゆΕや  ゅタΑケェ 

 

3-  : ラΑシヱボャや ラΑよ ゆヱヤヅョ ヱワ ゅョよ るΑャゅゎャや メョィャや メョミぺ 

-や ..... ラゅミ) ゅヅヱよッョ ラゅミ ュシや (                . ゅもキゅワ .... ⊥メヘヅャ 



 

ヴン 

 

-) ゅヅヱよッョ ウよタぺ ケよカ (  . ゅョヰΑキャやヱよ.... ラΑΑケゅよ.... ラやキャヱャや ウよタぺ 

                                

 

 

                                  ゅヰゎやヱカぺヱ ラゅミ ヶルゅバョ 

– . ペヤヅョャや れΑホヱゎャや キΑヘゎ : ラゅミ   –  ウよタぺ: ャゅよ れΑホヱゎャや. ウよタ    – ぺ. ¬ゅショャゅよ れΑホヱゎャや : ヴショ                    
– . ケゅヰルャゅよ れΑホヱゎャや : メド         – ぺ. ヴェッャゅよ れΑホヱゎャや : ヴェッ     – ゅよ. メΑヤャゅよ れΑホヱゎャや : れ 

– ゅタ. ゅィΑシル ラヅボャや ケゅタ : メゅをョミ ) ケよカャや ヴャま ュシΙや メΑヱェゎ ( メΑヱェゎャや キΑヘゎ : ケ 

– . ヶヘルャや : サΑャ   –  ∩ メやコゅョゅョ ∩ ポヘルや ゅョ ∩ ゥケよ ゅョ . ケやケョゎシΙや キΑヘゎ : めゎプ 

– ラゅΑよ キΑヘゎ : ュやキ ゅョ   りキョャやるヤョィャや ヅシヱよ Ιま ヶゎほゎ Ιヱ ∩ ) るヤョィャや ゅヰよ ぺキよル Ι ( 

                              ネやヱルぺ ゅヰゎやヱカぺヱ ラゅミ ケよカ 

ϭ – ョ: メをョ ∩ ) ノョィ ヱぺ ヴルをョ ヱぺ キケヘョ ュシや メミ ゅルワ キケヘョャゅよ ヶルバルヱ ( やキケヘ  

–  ラゅミ. やキヰゎィョ ⊥クΑョヤゎャや            – ャや ラゅミ. ラ∇Α ∠キヰゎィョ ラやクΑョヤゎ           – ミラΑ ⌒キヰゎィョ ⊥クΑョΚゎャや ラゅ . 

Ϯ – : メをョ ∩ るΑヤバプ るヤョィ – ミ. ∠クΑョΚゎャや サ ∂ケキΑ ⊥ュヤバョャや ラゅ   

ϯ – : メをョ ∩ るΑョシや るヤョィ – や. フΑケセ ヮ⊥ヤョハ ⊥ゥΚヘャ   

ϰ – : メをョ ∩ やケヱケィョヱ やケゅィ  – . ∀ケΑョッ ⌒ラもゅカヤャ サΑャ                     

ϱ – : メをョ ∩ ゅプケド     – ョ. りキョャ. ロキハヱ ∠キルハ ∂ヶプヱャや メやコ ゅ 

 



 

ヴヴ 

 

ϰ- ぺ: ヮハヱルヱ ロケよカヱ オシゅルャや メバヘャや ュシや キキェぺヱ ∩ るΑャゅゎャや メョィャや ぺケホ 

 るΑョシΙや メョィャや  メバヘャや ュシや
オシゅルャや 

ゅヅヱよッョ ケよカャや             ヮハヱル 

ラΑもキゅワ ラΚヘヅャや ヴショぺ ラΚヘヅャや ラΑもキゅワ   キケヘョ ケよカ 
 るボΑキェャや ヶプ ラヱよバヤΑ キΙヱΕや ヴェッぺ キΙヱΕや ラヱよバヤΑ  . るΑヤバプ るヤョィ ケよカ 

ゅヰもゅルよぺ ヴヤハ ペプキゎョ ゅヰルゅルェ ュΕや れェよタぺ ュΕや ペプキゎョ ゅヰルゅルェ  . るΑョシや るヤョィ ケよカ 
 ヮゎΑよ ヶプ ゆΕや れゅよ ゆΕや ヮゎΑよ ヶプ ケヱケィョヱ ケゅィ るヤョィ ヮよセ 

ゅヰもゅルよぺ ラΑよ ュΕや れヤド ュΕや ゅヰもゅルよぺ ラΑよ フケド るヤョィ ヮよセ 
 ゆΕや ァケカΑ ュャケョヰルョ ケヅョャや ュやキゅョ ヮゎΑよ ラョや ケヅョャや やケョヰルョ キケヘョ ケよカ 

 

 

  



 

ヴヵ 

 

 



 

ヴヶ 

 

ϳ-ぺ: ヅよッャや ゆよシ ゅルΑよョ るΑャゅゎャや るヤョィャや ヶプ ヅカ ヮゎェゎ ゅョ ヅよッ 

. ゅヰョΕ るバΑヅョ りゅゎヘャや れェよタぺ 

 りゅゎヘャや  ヮルΕ ∧ るョッャゅよ ネヱプケョ オシゅルャや メバヘャや ュシや. キケヘョ 
るバΑヅョ . キケヘョ ヮルΕ ∧ るェゎヘャゅよ ゆヱタルョ オシゅルャや メバヘャや ケよカ 

ϴ-ヶゎほΑ ゅョ メョミぺ : 

キゎよョャや ノプケゎプ ..るΑョシΙや.. るヤョィャや ヴヤハ メカキゎヱ ∩ るプケタゎョ... メゅバプぺ.. ゅヰゎやヱカやヱ ラゅミシΑヱ ぺシや.. ヴョ .. ゅヰョ
.. ゅワケよカ.. ヴョシΑヱ ケよカャや ゆタルゎヱ 

ϯ-: るシケゅョョャや 

ャゅェ ヶプ ノΑヱルゎャや りゅハやケョ ノョ るカシゅルャや メゅバプΕゅよ れぺキよ るΑョシや Κョィ パヱタゎ ュを ∩ケよカャや るぺゅワぼケホ  り¬やケホタ るェΑェ 

                                   ゅヰゎやヱカぺヱ ラゅミ ケよカ 

 るヤョィ ヮよセ ヱぺ るヤョィ ヱぺ キケヘョ ゅョま ゐΚを ラョ キェやヱ ゅヰゎやヱカやヱ ラゅミ ケよカ ラヱミΑ 

. キケヘョャや ケよカャや :  Ιヱぺ  ゅョ ヱワヱ  るヤョィ ヮよセ Ιヱ るヤョィ サΑャヵぺ  りキェやヱ るョヤミ 

.  ゅョもゅル キャヱャや ラゅミ : メをョ キゅワ ラヱヤタョャや ヴショぺ   . ラΑゎキヰゎィョ ラゅゎよャゅヅャや れャやコゅョ ラΑも.   

 るΑヤバプ るヤョィ ケよカヱ るΑョシや るヤョィ ケよカ ヴャま ュシボルΑヱ. るヤョィャや ケよカャや :  ゅΑルゅを 

 : メをョ るΑョシΙや るヤョィャや ケよカチゅΑプ ゅワぼゅヅハ ュΕや れャやコゅョ . 

Α キャヱャや ラゅミ : メをョ るΑヤバヘャや るヤョィャや ケよカュΑミェャや ケミクャや ラョ れゅΑへ ヱヤゎ . 

 フケド ヱぺ ケヱケィョヱ ケゅィ るヤョィ ヮよセ ヴャま ュシボルΑヱ. るヤョィャや ヮよセ ケよカャや :  ゅをャゅを .  

ケヱケィョャやヱ ケゅィャや ケよカ  : メをョ るョヤショャや れェよタぺ ヶプ  りキゅバシ . 

 フケドャや ケよカ   : メをョ . ゅルシヱぼケ ベヱプ ュΕや れャやコゅョ  

   ュヰョ       キケヘョ ケよカ = ケΑョッ ラヱキよ ュシや + ュシや    ) ラゅルェャや ノよル ュΕや  ( 

 やキィ るΑョシや るヤョィ ケよカ = ケΑョッ ヮよ ュシや + ュシや     ルゅルェ ュΕや (ゅヰ ) チゅΑプ 
      ケよカ = メバプ + ュシやるΑヤバプ るヤョィ                   ュΕや (ヶヅバゎ ) メよゅボョ Κよ 

                      ュΙや   (  ケヱケィョヱ ケゅィ るヤョィ ヮよセ = ケヱケィョ ヱケゅィ + ュシやャや ヶプゆヱヤボ  ) 

                     ヱプ ュΕや (             フケド るヤョィ ヮよセ =        フケド + ュシやケャや ベ) サヱぼ 



 

ヴΑ 

 

 ヮレハ ゆゅイョ ょΑケギゎ 

 るヤヨイャや  メヱΕや リミゲャやヮよやゲハまヱ ヮよやゲハまヱ ヶルゅんャや リミゲャや 
ヮわエタ ヴヤハ ゅダΑゲェ ラゅレシ ラゅミ 

 
 るヨツャゅよ ネヲプゲョ ラゅミ ユシや :ラゅレシ . るエわヘャゅよ ゆヲダレョ ゲらカ : ゅダΑゲェ 

ゅツΑゲョ ラゅレシ ヴジョぺ 
 

 るヨツャゅよ ネヲプゲョ ヴジョぺ ユシや : ラゅレシ  るエわヘャゅよ ゆヲダレョ ゲらカ : ゅツΑゲョ 

ゅヘΒバッ ヮヤΒヰタ ウらタぺ 
 

るヨツャゅよ ネヲプゲョ ウらタぺ ユシや: ヮヤΒヰタ  るエわヘャゅよ ゆヲダレョ ゲらカ : ゅヘΒバッ 

 るゃΒトよ ヮョやギホぺ るミゲェ ろヤド 
 

 るヨツャゅよ ネヲプゲョ モド ユシや : るミゲェ るエわヘャゅよ ゆヲダレョ ゲらカ : るゃΒトよ 

ΚΑヲヅ ケゅヰレャや ヴエッぺ  ネヲプゲョ ヴエッぺ ユシや : ケゅヰレャや
るヨツャゅよ 

るエわヘャゅよ ゆヲダレョ ゲらカ : ΚΑヲヅ 

ゅレΑゴェ ラゅレシ ょェゅタ れゅよ 
 

 るヨツャゅよ ネヲプゲョ れゅよ ユシや :ょェゅタ  るエわヘャゅよ ゆヲダレョ ゲらカ : ゅレΑゴェ 

ΚΑゴワ ラゅダエャや モヌΑ 
 

ヲプゲョ モド ユシや : ラゅダエャやネ るヨツャゅよ  るエわヘャゅよ ゆヲダレョ ゲらカ : ΚΑゴワ 

ゅホキゅタ ラゅダエャや ギハヱ メやコゅョ 
 

るヨツャゅよ ネヲプゲョ メやコゅョ ユシや : ギハヱ るエわヘャゅよ ゆヲダレョ ゲらカ : ゅホキゅタ 

 

    : るヨヰョ れゅドヲエヤョ 
 : ヶワ  ゅヰゎやヲカやヱ ラゅミ ユシや リョ Κミ ろョコΙ ヶわャや るミゲエャや*ユシΙや ノプケ れゅョΚハ ンギェま ヶワヱ  るヨツャや . 

. ょダレャや れゅョΚハ ンギェま ヶワヱ ょダレャや ヶワ ゲらガャや ろョコΙ ヶわャや るミゲエャや* 

4- ホギタΕや ゲらカぺやギガわシや ヶヤΑ ゅヨΒプ リΒシヲボャや リΒよ ヶわャや れゅヨヤムャや ュやギガわシゅよ ラゅダエャや メゅェ リジエゎ リハ ¬ゅ ゅョ
. ゲらガャや ヴヤハ オシゅレャや モバヘャや メヲカキ ゲをぺ ゅレΒらョ ゅエΒエタ 

.......... ラゅダエャや ラゅミ* ツΑゲョゅ.............ラゅダエャや ウらタぺ*           ) ヂΑゲョ (  ...  Βヤシヨゅ....    ) ユΒヤシ ( 

...ラゅダエャや るミゲェ れケゅタ*  ⇔るバΑゲシ.... ラゅダエャや ょェゅタ れゅよ*   ) るバΑゲシ (.... ケヱゲジョやジョ (.......) ケヱゲ 

............. ラゅダエャや ユジィ ヴエッぺ* Αヲホゅ) ヵヲホ (      ......... 

........ ゲムジャや ュやキゅョ ゲョ ヮヨバヅ ヵゅゼャや * ΚΒヤホ) モΒヤホ (      .... 

 

 



 

ヴΒ 

 

( ヅゅセルϴ ( るタゅカャや るΑゅヘミャや ) るよゅゎミャや ( るョゅバャや るΑゅヘミャや . ンキヘョャや ヶルヅヱ )ϯ-Ϯ ) 

) るΑよゅゎミャや ヮッヱケハ ヶプ るΑケタよャやヱ るΑルボゎャや れゅルΑバョャや ュキカゎシゎ : ケゅΑバョャや 

 

 

 
: るシケゅョョャや 

ヤΑ ゅョ りゅハやケョ ノョ ロヱェル ヵケハゅセョヱ ラヅヱャや メゅップぺ ゅヰΑプ フタぺ るヤョゅミゎョ りケボプ るよゅゎミよ ュヱホぺ: ヶ や ヅよやケゎャ
. ヅカャや りキヱィヱ ∩ ゆヱヤシΕや りキヱィ ∩ るΑヱピヤャや るョΚシャやヱ ゥヱッヱャやヱ 

                プ∩ ヮもゅルよぺ ゆヱヤホ ヶプ るョΑドハ るルゅミョ ラヅヱヤャャヱ ヵクャや ラゅミョャや ヱワ ラヅヱャゅ ヶプ れセハヱ ∩ヮΑプ れキ
ヱ ∩ヮワゅΑョ ラョ れよケセヱ ヮゎやケΑカ ラョ れヤミぺヱ ∩ヮもゅョシ れェゎヱ ヮッケぺ ヴヤハ れハケハケゎヱ れケよミヱ ∩ヮヘルミシ∂ヘルゎ れ

や ヱワ ラヅヱャやヱ .ゅワゅハケルヱ ゅルゅハケゎ ヶゎャや ∂ュΕや ヱワ ラヅヱャゅプ ∩ヮルゅッェぺ ヶプ れΑョゎェやヱ ∩ロ¬やヱワりケシΕ ル ヶゎャや ュバル
や ヱワ ラヅヱャやヱ .ラヅヱャや ラヱキ りケシΖャ ヴルバョ Κプ ∩ゅヰもプキよヱ ∩る∂Αケェャやヱ ∩るルΑミ∂シャやヱ ∩ラョΕΙや ヱワ∩¬ゅョゎル  ∩¬ゅプヱャやヱ

 .¬やキヘャやヱ ∩るΑェッ∂ゎャやヱ ヱ ヅヱャゅプ ∩メッヘャや やクワ ケミルΑ キェや Ιヱ ∩ゅルΑヤハ ケΑよミ メップ ラヅヱヤャケプヱΑ ラ  ラョΕやヱ ラゅョΕや
ルヅやヱョャや ヴハケΑ ラヅヱャゅプ ∩サよヤョャやヱ メミほョャや ュヰャ ケプヱΑヱ ∩ュヰゎΑゅョェ ヴヤハ メョバΑヱ ラΑルヅやヱョヤャョミ ラΑ ヴハケゎ ゅや ュΕ

メをョΑ ラヅヱャゅプ ∩ゅワ¬ゅルよぺ  ヴャゅビヱ ケΑよミ ゆェヶプ  メミ ゆヱヤホラΑルヅやヱョャや ∩ よ ロヱェル ケバセぺ ゅルほプセャや ゆェャゅャやヱ キΑキ ケカヘ
 .! ヶルヅヱ ゅΑ ポヤョィや ゅョプ  ヮよ コやコゎハΙやヱ 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=RC7jKIA1&id=882D6AE4A4DAD6B276CBB167A8EC37E4F9577F09&thid=OIP.RC7jKIA1CVelImD-M_Z1dgHaE9&mediaurl=https://www.almrsal.com/wp-content/uploads/2013/08/kuwait.jpg&exph=335&expw=500&q=%d8%a3%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%ac+%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa&simid=608028343651405217&selectedIndex=104
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=8JziWv3f&id=CE1B23BC93CBFED33BA256933E305602582866CE&thid=OIP.8JziWv3fgqF2XcmrB4IlswHaFj&mediaurl=http://static.panoramio.com/photos/large/941591.jpg&exph=768&expw=1024&q=%d8%a3%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%ac+%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa&simid=608035993028922711&selectedIndex=144
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=8F5OlLlU&id=4F80A67ED8742DB1EDC141F78B5EE03A6F649AC0&thid=OIP.8F5OlLlU2IQJ5jn939RzCgHaFi&mediaurl=https://indicainq8.files.wordpress.com/2010/06/dsc076351.jpg&exph=856&expw=1145&q=%d8%a3%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%ac+%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa&simid=608049599492917638&selectedIndex=94


 

ヴΓ 

 

  ( ヅゅセルϭϬ ポケゎセョ ¬ヶセ )(Ϯ)ャや るΑゅヘミャや ) りキワゅセョャやヱ り¬やケボャや ( るョゅバャや るΑゅヘミャや .( るタゅカϮ-ϴ ラΑよ ラケゅボΑ)
) るハヱルゎョ ソヱタル ラョ ラΑバョ ネヱッヱョ メヱェ ゅワキキェ るヘヤゎカョ ¬やケへ 

  

 

 

 

 

 

 

 キΑヰョゎャや 

-ゅシャや ケヱタャや メョほゎぺ. るミケゎセョャや ¬ゅΑセΕや フゅセゎミΙ ヶゎハヱョィョ ノョ るボよ 

ヶプ ゅヰョぺ キハゅシゎ れルよャや ヴャヱΕや りケヱタャや ヶヘプ るΑョΚシま れゅΑホΚカや ラハ ュヤミゎゎ ケヱタャや ノΑョィ ゅョハぺれΑよャや メ  ∩
ケΑ ラよΙや るをャゅをャや ヶプヱ ∩ ゅΑやキヰャや ュヰャ ラヱキボΑプ ュヰΑキャやヱよ ラΑΑケゅよ ¬ゅルよΕや るΑルゅをャやヱやヱ ヴハプヱ∩ ロキャよやケャや ヶラよΙや るバ 

ュΚシΗや ゅヰΑャま ゅルゅハキ るΑョΚシま れゅΑホΚカぺ ヮヤミ やクヰプ ヮッケョ ヶプ ロキャやヱ ヴハケΑ 聴 ヮドヘェ  . 

Ϯ-: り¬やケボャや 

-: るェΑェタ り¬やケホ ヶゎほΑ ゅョ ぺケホぺ 

ϭ-ャ. れやヱやキバャや ュワ ラョ ヶシヘル れェケぺ        キェぺ ヴヤハ キボェぺ ュャヱ れヱヘハ ゅョ 

Ϯ-ョ. ヮシヘル ヱワ ロケよバΑ ラぺ ゆィΑ ヵクャや ケシィャや ュキヰΑ ウョゅシゎャや ノΑヅゎシΑ Ι ラ 

ϯ-やクま . ヮよゎゅバゎ Ι ヵクャや ペヤゎ ュャ ポボΑキタ      ゅよゎゅバョ ケヱョΕや メミ ヶプ れルミ 

ϰ-メゅホ  ∠ヱ " : ヴャゅバゎ ⌒よ ∇ノ∠プ ∇キや ⊥る∠も⌒∂Αｚシャや ∠Ι ∠ヱ ⊥る∠ル∠シ ∠ェ∇ャや ヵ⌒ヱ∠ゎ ∇シ∠ゎ ∠Ιヶ⌒ゎｚャゅ  ∠ぺ ∠ヶ ⌒ワ ∠ク⌒み∠プ ⊥ラ∠シ ∇ェ ⊥ヮ∠ル∇Α∠よ ∠ヱ ∠ポ∠ル∇Α∠よ ヵ ⌒クｚャや や  ⊥ヮｚル∠ ほ∠ミ ∀り ∠ヱや ∠キ∠ハ
( ∀ュΑ ⌒ョ ∠ェ ｘヶ⌒ャ ∠ヱϯϰ ｚΙ⌒ま ゅ∠ワゅｚボ∠ヤ⊥Α ゅ ∠ョ ∠ヱ )  ∠ヤ⊥Α ゅ ∠ョ ∠ヱ やヱ ⊥ケ∠よ ∠タ ∠ラΑ ⌒クｚャや ｚΙ⌒ま ゅ∠ワゅｚボ ∠ェ ヱ⊥ク  ∃ュΑ ⌒ド∠ハ ∃∂ド タ ". ュΑドバャや 聴 ベキ 

 

 



 

ヵヰ 

 

4- : るシケゅョョャや 

- ボよゅシャや メやヱホΕや ヮルハ ゐキェゎゎ ヵクャや ネヱッヱョャや ラゅΑよる . 

. サゅルャや るよェョ メΑルヱ るルィャや メヱカキャ ラΚΑよシ ウョゅシゎャやヱ ヱヘバャや 

-ノョ キィヱ ラま フヤゎカョャや メヱボャや キゅバよゎシやヱ るボよゅシャや メやヱホΕや ラΑよ るルケゅボョャや . メΑヤバゎャや 

 ラハ ゐキェゎΑ メヱΕや れΑよャや  るルΑピッャやヱ キボェャや ュキハヱ ヱヘバャや るΑシヘルャや るェやケャゅよ ケバセΑ ヮヤバィ.  

  ヶルゅをャや れΑよャや  ウョゅシΑ Ι ウョゅシゎャや フケバΑ Ι ヵクャや ラゅシルΗや . 

 ゐャゅをャや れΑよャや  ゅョもやキ ヮボΑキタ ゆゎゅバΑ ヵクャや ペΑキタャや ラハ ュヤミゎΑ :バャや りケをミ ラョ ヮルぺ ヴゎェほΑシ ゆゅゎヱΑャや ヶゎ ヵクャや ュ
 ヮよゎゅバΑ ラョ キィΑ Ι. 

 るョΑケミャや るΑΓや  ∂⌒Αｚシャや ∠Ι ∠ヱ る∠ル∠シ ∠ェ∇ャや ヵ⌒ヱ∠ゎ ∇シ∠ゎ ∠Ι ∠ヱ " ヴ∠ャゅ∠バ∠ゎ ヮャ ∇ヱ∠ホ ∠ぺ "る∠も ∇ケ∠プ ∇ヵラ∇Α∠よ ュΑ ⌒ド∠ハ ベ  ⌒よ ∇ノ∠プ ∇キ⌒や " ⌒ロ ⌒ク∠ワ ∠ヱ ⌒ロ ⌒ク∠ワ ヶ⌒ゎｚャ∠ ゅ
 ⌒ラゅ∠シ ∇ェ ⌒ ∇Ηゅ⌒よ ポ∇ル∠ハ ⊥ヮ∇バ∠プ ∇キゅ∠プ ポ∇Α∠ャ⌒ま ∠¬ゅ∠シ∠ぺ ∇ラ ∠ョ ∇ヵ∠ぺ " ラ∠シ ∇ェ∠ぺ ∠ヶ ⌒ワ ⌒ま ∇Α∠ャ ∠ョ∠ミ ⌒ヮ ケ ∠ョ⊥ハ ∠メゅ∠ホ ゅ ∠ケ ｚ亂 ∠ヶ ⌒ッ ⊥ヮ∇ル∠ハ   ∇ラ ∠ョ れ∇よ∠ホゅ∠ハ ゅ ∠ョ :
 ｚメ ∠ィ ∠ヱ ｚコ∠ハ ヮャ ∇ヱ∠ホ ∠ヱ . ⌒ヮΑ⌒プ ｚ亂 ノΑ ⌒ヅ⊥ゎ ∇ラ∠ぺ ⌒メ∇を ⌒ョ⌒よ ポΑ⌒プ ｚ亂 ヴ∠タ∠ハ "  ∠プ や∠ク⌒みや ポル∇Α∠よ ヵ ⌒クｚャ ∠ヱ ∠ヱ ⊥ヮｚル∠ ほ∠ミ り ∠ヱや ∠キ∠ハ ヮル∇Α∠よ " ュΑ ⌒ョ ∠ェ ∂ヶ⌒ャ
 ⊥ヮ∇ゎ ∠キゅ∠ホ ポ∇Α∠ャ⌒ま ∠¬ゅ∠シ∠ぺ ∇ラ ∠ョ ヴ∠ャ⌒ま れ∇ル∠シ ∇ェ∠ぺ や∠ク⌒ま ∇ヵ∠ぺ ペΑ ⌒キ ｚタャや ∠ヱ⊥ワ ∠ヱ  ∇ヤ⌒ゎ ∠ポ  ∠ェ∇ャや ⌒ヮ∇Α∠ャ⌒ま る∠ル∠シ ヴ∠ャ⌒ま ポゎゅェプゅタョ  ポゎｚよ ∠ェ ∠ョ ∠ヱ ∠ヱ ∂ヱ⊥ル ⊥ェ∇ャや

 ∇ラ ⌒ョ ポ∇Α∠ャ⌒ま ゆΑ ⌒ケ∠ホ ∇ヵ∠ぺ ュΑ ⌒ョ ∠ェ ポ∠ャ ∂ヶ⌒ャ ∠ヱ ⊥ヮｚル∠ ほ∠ミ ケΑ ⌒タ∠Α ヴｚゎ ∠ェ ポ∇Α∠ヤ∠ハ  ｚセャや る∠ボ∠ヘ ∠ハ ⌒ ∇Ηや ∠ヱ ポ∇Α∠ヤ ラゅ∠シ ∇ェメゅホ ポΑャま  ｚメ ∠ィ ∠ヱ ｚコ∠ハ  ゅ ∠ョ ∠ヱ "
 ∠よ∇ボ∠Α ゅ ∠ョ ∠ヱ ∇ヵ∠ぺ " やヱ ⊥ケ∠よ ∠タ ∠ラΑ ⌒クｚャや ｚΙ⌒ま ゅ∠ワゅｚボ∠ヤ⊥Α ｚΑ ⌒タ ∠ヱ∇ャや ⌒ロ ⌒ク∠ワ メ ∠ヱ る ∠ョ∇バ∠Α ｚΙ⌒ま ゅ ∠ヰ⌒よ メ  ⌒み∠プ ∠ポ⌒ャ∠ク ヴ∠ヤ∠ハ ケ∇よ ∠タ ∇ラ ∠ョ ヴ∠ヤ∠ハ ∂ペ⊥セ∠Α ⊥ヮｚル

 ⌒プや ∠ヱ ゆΑ ⌒タ⊥ル ヱ⊥ク ∇ヵ∠ぺ " ュΑ ⌒ド∠ハ ∂ド ∠ェ ヱ⊥ク ｚΙ⌒ま ゅ∠ワゅｚボ∠ヤ⊥Α ゅ ∠ョ ∠ヱ "サヱ⊥ヘぁルャや ⌒ョ ケ ｚシャや ∇ラャや ヶ⌒プ り∠キゅ∠バ り ∠ケ ⌒カ ∇Γや ∠ヱ ゅ∠Α∇ル ぁキ  

•. るΑョワΕや ゆシェ りケゅゎカョャや メやヱホΕや ゆΑゎケゎ 

 メゅホ  ｚャゅ⌒よ ∇ノ∠プ ∇キや ⊥る∠も⌒∂Αｚシャや ∠Ι ∠ヱ ⊥る∠ル∠シ ∠ェ∇ャや ヵ ⌒ヱ∠ゎ ∇シ∠ゎ ∠Ι ∠ヱ " : ヴャゅバゎ ヶ⌒ゎ ⌒ワ ∇ェ∠ぺ ∠ヶ や∠ク⌒み∠プ ⊥ラ∠シや ∠ハ ⊥ヮ∠ル∇Α∠よ ∠ヱ ∠ポ∠ル∇Α∠よ ヵ ⌒クｚャ ⊥ヮｚル∠ ほ∠ミ ∀り ∠ヱや ∠キ
( ∀ュΑ ⌒ョ ∠ェ ｘヶ⌒ャ ∠ヱϯϰ ∠ヤ⊥Α ゅ ∠ョ ∠ヱ やヱ ⊥ケ∠よ ∠タ ∠ラΑ ⌒クｚャや ｚΙ⌒ま ゅ∠ワゅｚボ∠ヤ⊥Α ゅ ∠ョ ∠ヱ ) ｚΙ⌒ま ゅ∠ワゅｚボ ∠ェ ヱ⊥ク  " ∃ュΑ ⌒ド∠ハ ∃∂ドタュΑドバャや 聴 ベキ . 

. れやヱやキバャや ュワ ラョ ヶシヘル れェケぺ        キェぺ ヴヤハ キボェぺ ュャヱ れヱヘハ ゅョャ 

Ϯ-ョ. ヮシヘル ヱワ ロケよバΑ ラぺ ゆィΑ ヵクャや ケシィャや ュキヰΑ ウョゅシゎャや ノΑヅゎシΑ Ι ラ 

ϯ-ま. ヮよゎゅバゎ Ι ヵクャや ペヤゎ ュャ ポボΑキタ      ゅよゎゅバョ ケヱョΕや メミ ヶプ れルミ やク 

ϰ- : るシケゅョョャや 

 ラハ やキΑキィ Ιヱホ パヱタゎ ウョゅシゎャや . るョΑヤシ るピャ ヶプ ポャクヱ るボよゅシャや メやヱホΖャ ヶョヰプ ¬ヱッ ヶプ 

   ウョゅシゎャや ヮルョ るルシェャや れゅΑホΚカΕゅよ ヶヤェゎャや ヴヤハ ゅルをェ ヶョΚシΗや ラΑキャや
プ∩ ∩りキゅバシャやヱ ∩ヴャゅバゎヱ ヮルゅェよシ 聴 ヴャま メヱタヱャや ベケヅ ラョ ウョゅシゎャゅ

 ∩ゆルクャやヱ ∩ュヱヤャやヱ ∩ヵコカャや ラョ ソヤカゎヤャ ソケヘャや ウゎヘΑ ゐΑェ ∩ゆェャやヱ
コΑヱ ∩ゆヤボャやヱ ゥヱケャや ケヰヅΑ ヮルぺ ゅョミ ヶシヘルャや ケやケボゎシΙゅよ ケヱバセャや キΑ



 

ヵヱ 

 

 ヮルほよ ⇔ ゅッΑぺ ウョゅシゎャや フケバΑヱ ∩メヱキャやヱ ∩れゅハゅョィャやヱ ∩キやケプΕや ンヱゎショ ヴヤハ ウョゅシゎャや ラヱミΑ キホヱ ∩ラョΕやヱ
 ケヱョΕや ラョ ヮ∂ルぺ ゅョミ ∩ヶプゅボをャや ネヱルゎヤャヱ ∩ケΑよバゎャや メゅミセΕヱ ∩るΑルゅシルΗや れゅヘタヤャ メヱよボャやヱ ∩ケΑキボゎャやヱ ∩ュやケゎェΙや

ラゅョコャや ケョ ヴヤハ ¬ゅョドバャや ゅヰャ ゅハキ ヶゎャや るョヰョャや ュヤシヱ ヮΑヤハ 聴 ヴ∂ヤタ キ ∂ョェョ ヴヘヅタョャや メヱシケャや ⇔るタゅカヱ ∩
 ュゅョま ケΑカ ラゅミ ポャクよヱ ∩ュΚシΗゅよ メヱカキャや ヴヤハ ヮョヱホ ラョ ⇔やキェぺ ロケミΑ ュャ ゐΑェ ∩ラΑヤシケョャや ¬ゅΑよルΕや ラョ キΑキバャやヱ

キゅヰヅッやヱ ンクぺヱ ュヤド ラョ ロゅホΙ ゅョョ ュビケャゅよ る∂Αョヤシャや れやヱハキヤャ  . 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 

( ュホケ ヅゅセルϭϭ. りキワゅセョャやヱ り¬やケボャや: るョゅバャや るΑゅヘミャや . ゥヱョヅ ) 

 : ケゅΑバョャやϮ-ϲ) ヮョヰヘャ ソルャゅよ るヤタャや れやク るΑヱピヤャや ゆΑミやケゎャや フケバゎ ( 

ϭ-: キΑヰョゎ 

ラヱミゎャ ゅヰゎゅハヱョィョ ノョ ラヱゅバゎゎ ィバゎヤャ ゆヱヤシぺゆ  ヶヘルヱ ュゅヰヘゎシやヱ
 メョほゎャや メΚカ ラョケヱタャや ヶプり . 

ィバゎ ゆヱヤシぺゆ! ベヱヘゎャやヱ ゥゅィルャや るドェャ メョィぺ ゅョ : 

ボよゅショャや ヶプ コゅプ ラョ : ュゅヰヘゎシや ゆヱヤシぺる ∨ 

ヘル ゆヱヤシぺヶ   :. キヰゎィョャや ラゅシルΗや Ιま メヱΕや コミケョャや ヴャま メタΑ ュャ 

 ゥヱョヅャや るョワ ネヱケぺ ゅョ   : ラゅホヱヅ ュΑワやケよや ケハゅセヤャ ∩ ポハヱョキ フミヘミ りキΑタホ! 

             メΑヱバャや Ι ヱ ¬ゅミよャや ポバヘルΑ サΑャ ポハヱョキ フミヘミ 

          メヱシミャや Ιま ゅミセ ゅョプ ラゅョコャや ⊥ポセゎ Ι ヱ チヰルや ヱ 

           ∨メΑよシャや フΑミ メボゎ Ι ヱ メΑよシャや ポゎョヰよ ポヤシや ヱ 

           メΑャキャや ヮゎョミェ ヱ ゅョヱΑ ヴバシ メョぺ ヱク メッ ゅョ 

            メΑよル ロキタボョ ヱ ゅョヱΑ ぼケョや ゆゅカ Ι ヱ ∩Κミ  

Ϯ-: り¬やケボャや 

: ヶヤΑ ゅョよ ュヱホぺ りケよバョ るΑケヰィ り¬やケホ ソルャや り¬やケホ キバよ をョ ラョ るよバタャや れゅョヤミヤャ ウΑッヱゎミ : メや : フミヘ ウショ
 メΑよル  . ヮプキワ . ロキタボョ  . るョΑコバャやヱ りキやケΙや : ポゎョヰよ  . ュホ : チヰルや     . ポハヱョキ: . フΑケセ 

サ-  ぺ. ソルャや ラョ りキゅヘゎショャや るΑホΚカΕや ュΑボャや ラΑよ 

. るよヤタャや るョΑコバャやヱ りヱボャや*                       . ゥゅィルャや ヴヤハ ヶバシャやヱ メョバャや* 



 

ヵヲ 

 

. キもやキセャや メョェゎヱ ケよタャや*                      ベケセョ メよボゎショ ヶプ メぼゅヘゎャやヱ メョΕや* . 

. サほΑヤャ ュΚシゎシΙや ュキハ* 

 サ- : るΑャゅゎャや るΑヱピヤャや ゆΑャゅシΕや ラョ ヮΑヤハ メョゎセや ゅョ ソルャや ラョ ァケカゎシや 

! ゥヱョヅャや るョワ ネヱケぺ ゅョ     ) ゆィバゎ ゆヱヤシぺ(*          フΑミ     ) ュゅヰヘゎシや ゆヱヤシぺ(* ∨メΑよシャや 

   ポハヱョキ フミヘミ ) ケョぺ ゆヱヤシぺ(*-  ヱ   チヰルや-   ポヤシや ヱ–  

   ラゅョコャや ⊥ポセゎ Ι ヱ  )ヶヰル ゆヱヤシぺ(*-  ヱ  .  メボゎ Ι 

- . るボよゅシャや ゆΑャゅシΕや ラョ やキΑヘゎショ ソルャや ラヱョッョ ゥケセや 

 Ιヱ ュボΑ ラぺヱ ∩ ¬ゅミよヤャ れホヱ Κプ ヮハヱョキ ウショΑ ラぺ ラゅシルま メミ ラョ ゆヤヅΑ ケハゅセャやΑ ラョ ヱミセや ラョコャプ ヶミゅセャゅ
 ヱワ ゅョΙま  ∩ メヱシミ ラゅシルま るョΑコバャやヱ りキやケΗゅプ ペΑケヅャや ラハ メほシΑ ラョョ ケハゅセャや ゆィバゎΑヱ ラΚΑよシ ペΑボェゎャ 

. ゥゅィルャや 

- ラョ ゅヰハヱル ラΑよゎヱ るヘヤゎカョ ゆΑャゅシぺ パヱタゎョ: メを 

-や. ケョぺ : ヮハヱル                             . 聴 ポよェΑ ケΑカャや メョハや : ゆヱヤシΕ 

-ヤカ ネヱケぺ ゅョ : ゆヱヤシΕや                 ! メィ ヱコハ 聴 ペ      ル. ゆィバゎ  : ヮハヱ 

-や . ュゅヰヘゎシや : ヮハヱル                 ∨ ラゅシェΗや Ιま ラゅシェΗや ¬やコィ メワ : ゆヱヤシΕ 

-. ケよゅをョ Ιま ゥゅィルャや ヴヤハ メタェΑ Ι . ヶヘル : ヮハヱル 

 
ϰ-: るシケゅョョャや 

-( ゆヱヤシΕや ラΑよ メタぺ: ヶャゅゎャや メヱキィャや ヶプ )ゆ( ヶプ ヮよシゅルΑ ゅョヱ )ぺ 

  )や( ゆヱヤシΕや  ) ゆ( ゆヱヤシΕや 
ϭ-ゅホ ラョ∨ りキΑタボャや メも  (Ϯ. ヶヘル ゆヱヤシぺ ) 
Ϯ-.ヮルヅヱ ペェ ヶプ ラヅやヱョ ケタホ ゅョ  (ϯ . ゆィバゎ ゆヱヤシぺ ) 
ϯ-や メョィぺ ゅョ! ラヅヱャ  (ϭ . ュゅヰヘゎシや ゆヱヤシぺ ) 
 

 
 



 

ヵン 

 

 ュホケ ヅゅセル (ϲ-ϭϮ )(  るΑヱピヤャや ヶゎヤΑタェϱ-ϲ をャや りキェヱヤャるをャゅ : るョゅバャや るΑゅヘミャや )
 : ケゅΑバョャや . りキワゅセョャやヱ り¬やケボャやϮ-ϰ  (ヶプ れやケゅよバャやヱ れゅョヤミャや ヶルゅバョ キΑキェゎ ) ソルャや 

るョヤミャや ゅヰプキやケョ  るョヤミャや ゅワキケヘョ  るョヤミャや  ゅヰバョィ 
ケバタゎ  やケよミゎ ポヰィヱ メΑョゎ  ケゅヘシぺ ケヘシ     ⊥ヶャヱ   ¬ゅΑャヱぺ 

 ラワヱャや  フバッャや  ベゅプぺ    ペプぺ   るョワ   ュョワ 
 フミヘミ  ポハヱョキ ウショや   ケをべョ   りケをほョ   メΑャキャや るャキΕや-やメもΙキャ   
 クΚョャや ラョΕや ほィヤョャや  

   るホゅヘャや キΑキセャや ケボヘャや  
 

ゅョヤミャや キッ れゅワれ  : るΑャゅゎャや 

ネコィャや : ケよタャや-    . ケヱヰゎャや          ョ  . ノッやヱゎョ : メゅゎカ               コィルΑ : ヴルやヱゎΑ- Α. ラボゎ  

 ラΑよ : るΑャゅゎャや れゅホゅΑシャや ヶプ ヅカ ヮゎェゎ ゅョ ヴルバョ . Κバプ ラヱミΑ ラぺ キよΙ ベゅΑシャや 

 キタホ ) ヮΑャま ヮィヱゎ (     . メヘェャや ラゅミョ ベヱヘゎョャや                やヱ ュヤバャや メゅィョ (ベヱヘゎャ ) 

キタホ ) メキゎハや (        . ヮゎΑセョ ヶプ ュヤショャや ) ヶルΑキ ヶホΚカや メゅィョ( 

キタホ ) フケシΑ ュャ (            . るボヘルャや ヶプ ゆΕや )   ヶハゅョゎィや メゅィョ ( 

キタホ    . ュミェャや ヶプ ヶッゅボャや      ) メキハ (                         ゅッボャや メゅィョ ()   ¬ 

キタホ ) ウボル ( . ケバセャや ラョ れゅΑよぺ ケハゅセャや                           ゆキΕや メゅィョ (ヱケバセャや ) 

ϯ-ノッ ミャ るΑャゅゎャや メもやキよャや ラΑよ ラョ ゆシゅルョャや フΑケタゎャや るΑャゅゎャや れゅビやケヘャや ヶプ  (  るョヤ ュコハ  )  . 

  るョΑコバャや (-  ハ  ュコゅ-    ュコバャや-    ュもやコハ-  ヮョヱコハ  - )  ュヱコバョ  

  りキやケΗやるョΑコバャやヱ . ュΑョタゎャや              . ゥゅィルャや ラゅボボェΑ 

  ヱャヱぺ ケよタ ゅョミ ケよタゅプ ュコバャやハキャや メΑよシ ヶプ やケヱよタ ラΑクャや                    .りヱ. 

 ョぼョャやラ  ヵキぼΑ ウャゅタャやュもやコハ . チもやケプ                . 聴 

  ゅルぺュコゅハ . ュョタョ                             . ゥゅィルャや ヴヤハ 

  るバョィャや ュヱΑ ヵキャヮョヱコハ  るョΑャヱ                        .. るよキほョ ヱぺ 

  ヶボΑキタュヱコバョ . るバョィャや ュヱΑ ヵキルハ                るョΑャヱャや ヶバョ ケッェΑ 

  やクワ るョコハ ラョれゅョコハ            ヮホヱボェ ラョ ペェ                        . 聴   

  



 

ヵヴ 

 

( ヅゅセルϭϯ) ( やヱェル るヤΑョィャや ヶゎピャϰ るタゅカャや るΑゅヘミャや . るよゅゎミャや : るョゅバャや るΑゅヘミャや ):ϯ-ϱ-ϭ ュやキカゎシや (
 ) るヘヤゎカョャや ヱェルャや キハやヱホ りゅハやケョ ノョ るヤΑョィャや ヅヱヅカャや 

• . ケよカャや ネヱルゎ りゅハやケョ ノョ るェΑェタ るΑョシや メョィ 

- ラヱョヤバョャやラヱョコゎヤョ.                  )キケヘョ ケよカ(-  聴 れゅΑへ ケヰドゎプ¬ヶセ メミ ヶ.    ケよカ ( ) るΑヤバプ るヤョィ        
- .メキバャや ヮシゅシぺ ポヤョャや         ) るΑョシや るヤョィ ケよカ (- ¬ゅΑェャや ケヅセ .ラゅョΑΗや         ヘョ ケよカ ( ) キケ 

  -  りぺケョャや メゅョィゅヰボヤ ⊥カ ヶプ .   ケヱケィョ ヱゅィ るヤョィ ヮよセ ケよカ (    ) 

- .ソヘボャや ヶプ ケヱヘタバャや        るヤョィ ヮよセ ケよカ (        フケド   )  

  - ラへケボャやケΑカ .サΑヤィ          ) キケヘョ ケよカ (- ラヱヤョゅバャやΑヱキヰゎィラ .  ) るΑヤバプ るヤョィ ケよカ ( 

 - .聴 るャゅシケ ラヱケセルΑ ¬ゅΑよルΕや  - や .るΑルャや ヴヤハ キョゎバΑ メョバャ         )るΑヤバプ るヤョィ ケよカ (        -  ペΑキタャや
 ペェャやりキΑヘョ ヮェもゅタル.  ) るΑョシや るヤョィ ( 

Ϯ-: ペΑよヅゎャや 

ϭ-ぺ: ゅョヰルΑよ ラケゅホぺヱ ラΑΑャゅゎャや ラΑゎヤョィャや ぺケホ 

- . ヮよェゅタャ ヶプヱ ペΑキタャや 

. キケヘョ ヮルΕ ∧ るョッャゅよ ネヱプケョ ぺキゎよョ : ペΑキタャや  

. キケヘョ ヮルΕ ∧ るョッャゅよ ネヱプケョ ケよカ : ヶプヱ 

-. ヮよェゅタャ ヶプヱ ペΑキタャや ラま 

. ケよカャや ノプケΑヱ ぺキゎよョャや ゆタルΑ オシゅル フケェ : ラま 

. るェゎヘャゅよ ゆヱタルョ オシゅルャや フケェャや ュシや : ペΑキタャや 

. るョッャゅよ ネヱプケョ オシゅルャや フケェャや ケよカ : ヶプヱ 

 ラぺ ゅルプケハケハヱ ∩ ゅヰョミェ ケΑピゎプ るΑョシΙや るヤョィャや ヴヤハ メヱカキャゅよ ソゎカゎ ヶゎャへ ヶワ オシやヱルャやラぺ ゅルプ ぺ ポゅルワ ⇔Ιゅバプ
カぺヱ ラま ( ヶワヱ るカシゅルャや フヱケェャや ヴョシゎ ゅ⇔プヱケェ ュヱΑャや フΑッルヱ ∩ るカシゅルャや メゅバプΕや ヴョシゎゅヰゎやヱ . ) 

 サ– ョ∨ ゅヰルョ メミ ヴルバョ ゅョヱ ∨ ゅヰヤョハ ゅョヱ ∨ るカシゅルャや フヱケェャや ヶワ ゅ 

-  ラま ( : ヶワ るカシゅルャや フヱケェャや– ぺ ラほミ / ラ– ャ れΑャ / ラミ– ) メバャ 

-  ケよカャや ノプケゎヱ ゅヰョシや ウよタΑヱ ぺキゎよョャや ゆタルゎプ るΑョシΙや るヤョィャや ヴヤハ メカキゎ : ) ラゅミ メョハ サミハ ( ゅヰヤョハ
. ゅワケよカ ウよタΑヱ 



 

ヵヵ 

 

- : ゅワゅルバョ 

. キΑミヱゎヤャ : )ラぺヱ ラま (             . ヮΑよセゎヤャ : ラほミ ( 

ゅルバョ ラΕ ∩ るヤョィャや メヱぺ ヶプ ラヱミゎ ラぺ ウタΑ Ιヱ ∩ ポやケキゎシΚャ : ) ラミャ (ポやケキゎシΙや ゅワ ゅヰよプ ポケキゎシΑ  メもゅボャや
ゅよ ヱィャや ( : ⇔Κをョ れヤホ やクみプ ∩ キやケョャや ケΑビ ケカへ ゅ⇔もΑセ ノョゅシャや ュヰヘΑ Ι ヴゎェ ヮョΚミ ) キケプ ラドΑ キボや ラぺ ノョゅシャ

ゅタ ¬ゅョシャや ラミャヱ ( : メヱボゎプ ∩ めヅゅカャや ュヰヘャや ノルョャ ュΚミャや ポケキゎシゎプ ∩ ⇔やケゅヅョぺ ポゅルワ) るΑプ . 

 : ) れΑャ (ヶルョゎヤャ .         : )] メバャ (ヶィケゎヤャ .  

: ゆやケハΘャ ァクヱョル 

ϭ- . ケヱル ∠ュヤバャや ラま 

Ϯ- . ラやキシぺ ラΑΑキルィャや ラほミ 

ϯ- . ラヱキェゎョ ラΑョヤショャや れΑャ 

: ゆやケハΗや 

ϭ- フケェ : ラま . ウゎヘャや ヴヤハ ヶルよョ オシゅル 

. るェゎヘャや ヮよタル るョΚハヱ ゆヱタルョ ラま ュシや : ュヤバャや 

. るョッャや ヮバプケ るョΚハヱ ネヱプケョ ラま ケよカ : ケヱル 

Ϯ- ミウゎヘャや ヴヤハ ヶルよョ ヮΑよセゎャや キΑヘΑ オシゅル フケェ : ラほ . 

. ヴルをョ ヮルΕ ¬ゅΑャや ヮよタル るョΚハヱ ゆヱタルョ ラほミ ュシや : ラΑΑキルィャや 

. ヴルをョ ヮルΕ フャΕや ヮバプケ るョΚハヱ ネヱプケョ ラほミ ケよカ : ラやキシぺ 

ϯ- ャ. ウゎヘャや ヴヤハ ヶルよョ ヶルョゎャや キΑヘΑ オシゅル フケェ : れΑ 

. ュャゅシ ケミクョ ノョィ ヮルΕ ¬ゅΑャや ヮよタル るョΚハヱ ゆヱタルョ れΑャ ュシや: ラΑョヤショャや 

 ヮバプケ るョΚハヱ ネヱプケョ れΑャ ケよカ : ラヱキェゎョ. ュャゅシ ケミクョ ノョィ ヮルΕ ヱやヱャや 

 サ– ネやヱルぺ ゅョ ∨ ゅヰゎやヱカぺヱ )ラま ( ケよカ 

 ラゅミ メをョ るΑョシΙや るヤョィャや ヴヤハ メカキゎ ゅヰルΕ ∩ ラゅミ ケよカヱ ぺキゎよョャや ケよカ ネやヱルぺ サヘル ヶワ∩ や⇔クま ゅワケよカプ をΚ るを
: ヶワ ネやヱルぺ 

 



 

ヵヶ 

 

ϭ- : るヤョィ ケよカ 

 ぺ- ィ. ) るェョシ ヮもキゅよョ ュΚシΗや ラま( : ヶプ ゅョミ ∩ るΑョシや るヤョ 

 ネヱプケョ ぺキゎよョ : ヮもキゅよョ メェョ ヶプ ヮΑャま るプゅッョ ¬ゅヰャやヱ ∩ りケワゅドャや るョッャや ヮバプケ るョΚハヱィ. ケ 

. りケワゅドャや るョッャや ヮバプケ るョΚハヱ ネヱプケョ ぺキゎよョャや ケよカ : るェョシ 

. ラま ケよカ ノプケ メェョ ヶプ ) るェョシ ヮもキゅよョ ( るΑョシΙや るヤョィャやヱ 

 ゆ– ケΑョッ メハゅヘャやヱ ∩ ネケゅッョ メバプ : フェコゎ . ) フェコゎ キヱルィャや ラほミ ( : ヶプ ゅョミ ∩ るΑヤバプ るヤョィ  ケゎゎショ
 ロケΑキボゎ. ケよカ ノプケ メェョ ヶプ るΑヤバヘャや るヤョィャやヱ ) ヶワ ( 

Ϯ- : るヤョィ ヮよセ ケよカ 

-  ∠ゥゅィルャや れΑャヶルョゎャゅよ . 

- . ゆヱミャや ヶプ ∠¬ゅョャや メバャ 

: るドヱェヤョ- 

: メヱボルプ ∩ ゅヰゎやヱカぺヱ ラま ヴヤハ るヤョィャや ヮよセ ケよカャや ュキボゎΑ キホ 

-  れΑャヶルョゎャゅよ . ゥゅィルャや 

- ゆヱミャや ヶプ メバャ .¬ゅョャや 

や るェゎヘャや ヮよタル るョΚハヱ ゆヱタルョ れΑャ ュシや : ゥゅィルャや. りケワゅドャ 

¬ゅΑャや ヮよタル るョΚハヱ ゆヱタルョ メバャ ュシや : ¬ゅョャや 

ϯ- : キケヘョ ケよカ 

. ) るヤョィ ヮよセ Ιヱ るヤョィ サΑャ ゅョ ( 

- . ラΑコェ ヮルミャ キャヱャや ケプゅシ 

- . ラヱケヱケショ ゆΚヅャや ラま 

: るドヱェヤョ 

:ヶャゅゎャや ヱェルャや ヴヤハ ゆケバΑヱ ∩ ゅヰョシや ラヱミΑ ゅヰゎやヱカぺヱ ラま ⇒よ メタゎΑ ケΑョッ ヵぺ 

ケミクΑヱ (.... ュシや ゆタル メェョ ヶプ ヶルよョ メタゎョ ケΑョッ . ) オシゅルャや フケェャや ュシぺ 

 .  ヶャゅゎャΙヱキィャや メΚカ ラョ るカシゅルャや フヱケェャやヱ るカシゅルャや メゅバプΕや ラΑよ ベケヘャや 



 

ヵΑ 

 

 

     ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒をョΕや⇒⇒⇒⇒るヤ⇒⇒⇒               ゅヰゎやヱカぺヱ ラゅミ            ゅヰゎやヱカぺヱ ラま 

     ⇒⇒⇒⇒⇒⇒ョ ⊥ュヤ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒バャや⇒⇒⇒⇒ ∀ネヱプケ   ⊥ュヤ⇒⇒⇒⇒⇒バャや ヴェッぺ ⇔ハヱ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒プケョ ⇔ ゅ  ) ｚラま ( ∠ュヤバャや    ネヱプケョ                 

      ベキゅタ ュヤショャや   ⊥ュヤショャや メドゅホキゅタ   ラミャ ゆやクミ ペプゅルョャや ∠ュヤショャや ⊥ベキゅタ  

     ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒タホ ⊥る⇒⇒⇒⇒⇒⇒プゅショャや⇒⇒ケΑ ∀り  ⊥る⇒⇒⇒⇒⇒⇒プゅショャや れェよタぺ ⇔りケΑ⇒⇒⇒⇒⇒タホ  ) ｚラぺ ( れョヤハ ∠るプゅショャや ⇒タホ ∀りケΑ⇒⇒⇒ 

     ∀ケヱ⇒⇒⇒⇒⇒⇒シΑョ メゅタゎΙや   メゅタゎΙや ヴショぺ ⇔や ⇔ケヱ⇒⇒⇒⇒⇒シΑョ  ) ｚメバャ (メゅタゎΙや   ∀ケヱ⇒⇒⇒⇒⇒⇒シΑョ 

    ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ッやヱ ⊥ペ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ェ⇒⇒ャや⇒⇒ ∀ウ⇒     ⊥ペ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ェ⇒⇒ャや れゅよ⇒⇒⇒⇒⇒ ⇔ェッやヱ ⇔ ゅ    ) ∠れΑャ ( ∠ペ⇒⇒ェャや  ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ッやヱ ∀ウ 

    ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ル ⊥ュ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ヤ ⌒バャや⇒⇒⇒⇒ヱ⇒⇒⇒⇒ ∀ケ     ⊥ュ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ヤ ⌒バャや  メド⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ル⇒⇒⇒⇒⇒ ⇔ケヱ⇒や   ) ｚラほミ ( ∠ュ⇒ヤ⇒⇒バャや ⇒⇒⇒⇒ル ∀ケヱ⇒⇒⇒⇒ 

 

 . !!! ヶよやケハま ケΑΑピゎ ゅヰΑプ ゐキェ ヶゎャや ヶワ るヤヤドョャや れゅョヤミャや ラぺ ドェΙ 

) ゅヰゎやヱカぺヱ ラま (   ゆタルゎプ ∩ るΑョシΙや るヤョィャや ヴヤハ メカキゎ ∩ るカシゅル フヱケェ :  

                            よカャや ノプケゎヱ ∩ ) ゅヰョシや ( ヴョシΑヱ ぺキゎよョャやシΑヱ ケ (  ヴョカ. ) )ゅワケよ 

 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 

 ( ヅゅセルϭϰ( ゅョシケ るヤΑョィャや ヶゎピャ )ϯ ) 

 ゅゎミャや ゅΑハやケョ ゅヰΑプ りキケやヱャや れゅョヤミヤャ るヰよゅセゎョ れゅョヤミよ ヶャゅゎャや メヱキィャや Κョぺよ るよ ヅカヱ: ウッや 

     り¬ヱケョ      メ¬ゅシゎ      ラや¬やコィ     り¬やケホ 
     り¬ヱヤョョ     メ¬ゅッゎ       ラや¬ゅルよ    り¬やケよ 
    り¬ヱケボョ      メ¬ゅヘゎ       ラや¬ゅプヱ    り¬ゅよハ 
   り¬ヱよヱョ     ュ¬ゅセゎ       ラや¬ヱッヱ    り¬ゅヘミ 

3- : ペΑよヅゎャや 

メヤハぺ ャやケヅシャや ヴヤハ りキケヘョャや るヅシヱゎョャや りコョヰャや ュシケ ゆよシ 

- り¬ヱケョ . ヱやヱャゅよ キョ ゅヰヤよホヱ るェヱゎヘョ りコョヰャや : 

- . フャΕゅよ キョ ゅヰヤよホヱ るェヱゎヘョ りコョヰャや : メ¬ゅシゎ 

- : ラや¬やコィ . フャΕゅよ キョ ゅヰヤよホヱ るェヱゎヘョ りコョヰャや 

- :  り¬やケホ . フャΕゅよ キョ ゅヰヤよホヱ るェヱゎヘョ りコョヰャや 



 

ヵΒ 

 

: るヅシヱゎョャや りコョヰヤャ ュΑヤシャや ュシケャやヱ ∩ オシルャや ヅカ キハやヱホ ゅΑハやケョ メΑョィ ヅカよ ゆゎミぺ* 

-  るΑゎΑヱミャや りぺケョャや ヵキゎケゎセャや メタプ ヶプ るΑプヱタャや り¬ゅよバャや. ¬ゅゎ 

- るピャゅよ り¬ゅルヰよ ラヱΑゎΑヱミャや ケバセΑ . ゐΑピャや メヱコル キルハ 

ϯ- : るシケゅョョャや 

-Αャゅゎャや りケボヘャや ヶプ ヵ¬Κョま ほヅカ メミ ゆヱタぺ: る 

 ュケゅミョヱ ∩ るホキゅタャや るャヱィケャやヱ ∩ るよヤピャやヱ りヱボャゅよ ラΑョヤショャや るΑョΚシΗや りキΑボバャや れキョやΚカΕミ キボプ ベ ゅョヱぼゎ やヱルゅ
. ゅΑヤバャや メをョャやヱ りぺヱケョヤャ 

   ヶもΚョΗや ほヅカャや  ゆやヱタャや 
 ゅョヱぼゎ  ュ¬ヱゎ 

りぺヱケョヤャ  り¬ヱケョヤャ 
  

 

-ヱぺ. オシルャや ヅカよ るよゅゎミャや ゅΑハやケョ ヶもゅセルま ラョ りキΑヘョ るヤョィ ヶプ ) ゅワ¬ゅルよぺ ( るョヤミ フド 

. ラシェャや ペヤカャや ヴヤハ ゅワ¬ゅルよぺ ュΕや ヶよケゎ 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 

 ( ヅゅセルϭϱ ⇒⇒⇒⇒⇒タ ゅルャコルョ るボΑキェ )ϭϭϴカャや るΑゅヘミャや . るよゅゎミャや : るョゅバャや るΑゅヘミャや .: るタゅϯ-ϭ : ケゅΑバョャや.  るよゅゎミ
 ラョ ラヱミゎゎ ソヱタルϯ-ϱ れやケボプ  ケよバゎプ) ゅワケゅミプぺ ラハ ゅヰΑ 

Ϯ-: キやキハΗや 

- . メコルョャや るボΑキェ るハやケコ るΑョワぺ 

- . メコルョャや るボΑキェ るハやケコ ヶプ ゅヰハゅよゎや ゆィΑ ヶゎャや ベケヅャや 

- . ゅルャコルミ るボΑキェ ヶプ ゅヰゎハやケコ ノΑヅゎシぺ ヶゎャや れやヱやケッカャや 

- . れゅハヱケコョャや ヵケ ヶプ るボΑケヅ メップぺ 

 

 

 

 : るシケゅョョャや 



 

ヵΓ 

 

シ るピャ ヶプ メコルョャや るボΑキェ るハやケコ ラハ るヅよやケゎョ れやケボプ ゐΚを ゆゎミぺ ケヱゅェョャや ゅΑハやケョ るョΑヤやペよゅシャ. 

                                              ゅルャコルョ るボΑキェ 

                              ケバセル ゅルヤバィゎ ウΑケョヱ ノもやケ ラゅミョ るΑャコルョャや ペもやキェャやよ ¬ゅッボャ るェやケャやヱ るΑワゅプケャゅ
ィヱ ヱぺ ソΑタカゎ るΑョワぺ ポやケキま ゅルΑヤハ ポャクャ ∩ソゅカャや ゅルャコルョ ケやヱシぺ メカやキ むキゅワヱ メΑョィ れホヱケぺ キヱ メヱェ チ

ラΑヱミゎャ メコルョャや ヴルよョ コルョ るボΑキェ ∩るΑャるΑャコルョャや ペもやキェャや ペΑシルゎ るΑョワぺ ソカヤル ラぺ ゅ∂ルルミョ⊥Α ケヘャや ヴヤハ ゅョミ キ
:ヶヤΑ-  ヱゎ ゆゅタハΕや るェやケャ むキゅヰャや ラゅミョャや ケプュゅョィゎシΙやヱ  ヱヶシヘルャや ¬ヱキヰャや  ヱゎャ ラミゅョや ケΑプヱヘヅΖャ ゆバ メゅ

ゐキやヱェャやヱ ネケやヱセャや ラハ りキΑバよヱ るルョへ  ヱ ¬ゅヅハまメコゅルョヤャ るバもやケ るヰィやヱヱ ヶャゅョィ ケヰドョ  ヱゎャや キハゅシ ペもやキェ
ラョ るヅΑェョャや るもΑよャや るΑボルゎ ヶプ るΑャコルョャや  ⊥ ゅタヱタカ れゅをヱヤョャやゐヱヤゎャや ヶハゅルタャや  ヱヅヤゎや フゎヱ ヱィャヶョェ  ラョ

フΑタャや サョセ りケやケェ  ヱ ノルョヱ フタやヱバャやヱ ゥゅΑケャや りヱホヱ るハケシ ラョ キェャやフやケィルや るよケゎャや . 

               りキキバゎョヱ りケΑをミ メコルョャや るボΑキェ るハやケコ ヶプ ゅヰハゅよゎや ゆィΑ ヶゎャや ベケヅャゅプ ゅヰルョ   :ゎャや ラョ キミほ
∩ゅヰャ るよシゅルョャや ゆΑシゅルョャや メョハヱ るハやケコヤャ るェャゅタ ∩ゅヰよ るボΑキェャや サΑシほゎ キやケョャや るよケゎャや ルゅミ やクま ゅョぺれ ビ ケΑ

 ュゎΑ るェャゅタゅヰャやキよゎシや るハやケコヤャ るよタカ るよケゎよ  ヱメ∂タ⊥ヘョ ヅ∂ヅカ ⊥ョ ヴヤハ ケΑシャや キハゅシ⊥Α ハルゎ ヴヤペΑシルゎヱ クΑヘ 
ヮィヱ メップぺ ヴヤハ るボΑキェャや  ヱ るェゅショャや ノョ るボΑキェャや ペΑシルゎヱ ュΑョタゎ るョもΚョ ヴヤハ コΑミケゎャややる∂Αヤミャ  チケΖャ
ラョ ∩メコルョャや ¬ゅルよ メミセヱ ∩ヵケもやキ ョ るヅゅシよャゅよ ュシゎゎ るボΑキェ ラヱミゎャ ∩ノよケョ ヱぺ メΑヅゎシャや るΑよクゅィヱ.ケヰドョ 

  

            ヶワ ゅョプ    ヶゎャや れやヱケッカャや  ノΑヅゎシぺ ゅヰゎハやケコ  ∨ ゅルャコルョ るボΑキェ ヶプ メップぺやヤャ れやヱケッカャ るハやケコ
∩ュヅゅョヅャや ∩メヘヤヘャや ∩ケコィャや ∩ラゅィルクゅよャや ∩ソカャや ∩ケゅΑカャや ∩ケィルよャや ヶワ りケΑピタ るェゅショ ヶプ  ∩ゅΑャヱタゅヘャや

 ヶゎャや れやヱケッカャや ラョ ンケカぺ ネやヱルぺ ポゅルワヱ .ゆゅセハΕやヱ ゅシヱミャや ∩オルゅよシャや ゅヰゎハやケコ ポルミョΑプボΑキェ ヶ ポゎ
りケΑピタャや  . 

          ヶワ れゅハヱケコョャや ヵケ ヶプ るボΑケヅ メップぺ ラぺ ヴャま ポャク ヴヤビ るプゅッΗゅよ  ヵケャゅよ ラヱミゎヱゅドゎルや ∩ヮョヶプ 
 ラョ ケッカΕや ウヅショャや ュコヤΑ フΑタャや メタプϭϬ  ヴャまϭϮ  ケゎャロゅΑョ プヱ るハやケコャや るΑやキよ メタプ ヶプ フΑタャや メタ

ラョ るよシルャや ポヤゎ メボゎヱϲ  ヶャまϳ  ⇔キィ ュヰョャや ラョ ∩⇔ ゅΑョヱΑ ケゎャコヱゎ ¬ゅョャや ノΑコヱゎ ュゎΑ ラぺ やゅ⇔Αヱゅシゎョ ゅ⇔バΑ ク ラヱミΑヱ ポャ
Ιや ゅヰルョ ヵケャや れゅミよセヱ ヵヱゅシゎョャや ノΑコヱゎャや ラゅョッャ るゎよゅを れゅセゅセケ ヶヤハ ヵヱゎェゎ ヵケ るミよセよョヱゎヱ るΑミΑゎゅ

.¬ゅョヤャ ュドルョャや ノΑコヱゎャや ヶプ ュヰルΑよ ベケプ ポゅルワ サΑャヱ るΑヱキΑ ヵケカぺヱ 

  

 

 

 

 



 

ヶヰ 

 

 ( ヅゅセルϭϲΕや ゆェぺ )り¬やケボャや : るョゅバャや るΑゅヘミャや . 聴 ヴャま  メゅョハ ャや . りキワゅセョャやヱや るΑゅヘミ るタゅカャϮ-ϳ 

 ケゅΑバョャや)  キΑコョ ペΑボェゎャ るΑタカセャや ヮゎやケよカよ ゅヰヅよケΑヱ ¬ヱケボョャゅよ るヤタ れやク るヤもシぺ ゥケヅΑョャ ュヰヘャや ラ ソルヤ
) ¬ヱケボョャや 

 ⊥ ｚ亂 ヴｚヤ ∠タ ｚヶ⌒よｚルャや ⊥れ∇ャ∠ ほ∠シ ∠メゅ∠ホ ∃キヱ⊥バ ∇シ ∠ョ ⌒ラ∇よ ⌒ ｚ亂 ⌒キ∇よ∠ハ ∇ラ∠ハ ((  ∠ハ ⌒ヮ∇Α∠ヤ  ぁヵ∠ぺ ∠ュｚヤ∠シ ∠ヱ ∠ャ⌒ま ぁゆ ∠ェ∠ぺ ⌒メ ∠ョ∠バ∇ャや  ⌒ ｚ亂 ヴ ヴ∠ヤ∠ハ ⊥り ∠Κｚタャや ∠メゅ∠ホ 
 ∠ホ ｘヵ∠ぺ ｚュ⊥を ∠メゅ∠ホ ⌒ラ∇Α ∠キ⌒ャや ∠ヱ∇ャや ぁケ⌒よ ∠メゅ∠ホ ｘヵ∠ぺ ｚュ⊥を ∠メゅ∠ホ ゅ ∠ヰ⌒ゎ∇ホ ∠ヱ ∠メゅやゅ ∠ヰ ⌒ィ∇ャ ⌒メΑ⌒よ∠シ ヶ⌒プ ⊥キ  ⌒ヰ⌒よ ヶ⌒ル∠を ｚキ ∠ェ ∠メゅ∠ホ ⌒ ｚ亂 ⊥ヮ⊥ゎ ∇キ ∠コ∠ゎ ∇シや ∇ヱ∠ャ ∠ヱ ｚラ

)) ヶ⌒ル∠キや ∠コ∠ャ 

4- : ゆゅバΑゎシΙやヱ ュヰヘャや 

 ゐΑキェャや ヶプ りキヱィヱョャや るよバタャや れゅョヤミャや. フΑケセャや 

. ゅヰゎホヱ ヶプ りΚタャや ¬やキぺ : ゅヰゎホヱ ヴヤハ りΚタャや 

. ゅョヰΑャま ラゅシェΗや : ラΑキャやヱャや ケよ 

ゎキコゎシやヮ ぺ ヮルョ れよヤヅ ヱャ :ヶルキやコャハ. ヶルキやコャ 聴 ヴャや ヮよよェョ ンケカぺ メゅョ 

 ∨ フΑケセャや ゐΑキェャや ヶプ 聴 ヴャま メゅョハΕや ゆェぺ ゆΑゎケゎ るョΑホ ゅョ 

. ュヰョャゅプ ュワΙゅプ メィ ヱコハ 聴 キルハ ゅヰゎΑョワぺ ヴヤハ メキΑャ 

  やクゅョ": ヵヱやケャや メヱホ ヶルバΑ )) ヶ⌒ル∠キや ∠コ∠ャ ⊥ヮ⊥ゎ ∇キ ∠コ∠ゎ ∇シや ∇ヱ∠ャ ∠ヱ 

. ヶルキやコャ 聴 ヴャや ヮよよェョ ンケカぺ メゅョハぺ ヮルョ れよヤヅ ヱャ 

5- : るシケゅョョャや 

: メをョ ラョ ポャクヱ  フΑケセャや ゐΑキェャや ュヰプ ヶプ キハゅシゎ るヤもシぺ るビゅΑタ 

∨ メィヱ コハ 聴 ヴャま ゆよェョ メョハ ュワや ゅョ 

∨聴 メΑよシ ヶプ キゅヰィャや ヶルバΑ やクゅョ 

ェョャや メゅョハΕや メミ ヶワ ロクワ メワよよる ∨ メィヱ コハ  聴 ヴャま 

Αキャやヱャや ケよ ¬ヶィョ メキΑ ュΚハラ  コハ 聴 ヴャま メゅョハΕや ゆェぺ ラョ るΑルゅをャや るよゎケョャや ヶプヱ∨ メィ 

 

 

 



 

ヶヱ 

 

 ( ヅゅセルϭϴ るΑゅヘミャや / りキワゅセョャやヱ り ¬やケボャや / るョゅバャや るΑゅヘミャや . ュΚシャや ¬ゅセプま )や/ るタゅカャϮ-ϯ 

 ソルャや ヶプ りケプヱゎョャや れゅョヱヤバョャや ラョ キワやヱセ ノョ ゅヅΑシよ ΙΙキゎシや ヵケィΑ :ケゅΑバョャや ヶゎャやよヤハ ヶル ゅヰΑ
) メΙキゎシΙや 

 . るョΑヤシ るピヤよ ゅルゎゅΑェ ヶプ ュΚシャや ¬ゅセプΗ ゆΑヅャや ケをΕや 
1- :ケキタャや るョΚシャ ゆよシヱ キボェャや ラョ るョΚシヤャ ゆよシ ヮルぺ 

 メゅホ ュヤシヱ ヮΑヤハ 聴 ヴヤタ 聴 メヱシケ ラハ ヮルハ 聴 ヶッケ ¬やケよャや ラバプ«:Κシャや やヱセプぺシゎ ∧ュやヱョヤ[ » ラよや
.]ラゅよェ 

メヱシケ メゅホ :メゅホ ヮルハ 聴 ヶッケ りケΑケワ ヶよぺ ラハヱ  ュヤシヱ ヮΑヤハ 聴 ヴヤタ 聴«:キゎ Ιや ラヱヤカゎェ るルィャ ヴ
プぺ ∨ュゎよよゅェゎ ロヱョゎヤバプ やクま ¬ヶセ ヴヤハ ュミャキぺ Ιぺ ∩やヱよゅェゎ ヴゎェ やヱルョぼゎ Ιヱ ∩やヱルョぼゎや やヱセよ ュΚシャュミルΑ »

.]ュヤショ ロやヱケ[ 

2- : ケΑよミ ケィぺ ヮもゅセプま ヶプヱ 

 ュヤシヱ ヮΑヤハ 聴 ヴヤタ 聴 メヱシケ メゅホ :メゅホ ヮルハ 聴 ヶッケ フΑルェ ラよ メヰシ ラハ れよを«:メゅホ ラョ :Κシャや ュ
∩ラヱケセハ ヮャ れよゎミ 聴 るョェケヱ ュミΑヤハ ュΚシャや :メゅホ ラョヱ ∩れゅルシェ ケセハ ヮャ れよゎミ ュミΑヤハ  ラョヱ るルシェ

るルシェ ラヱをΚを ヮャ れよゎミ ヮゎゅミケよヱ 聴 るョェケヱ ュミΑヤハ ュΚシャや :メゅホ »ヶルやケよヅャや ロやヱケ[.] 

ヮルハ 聴 ヶッケ ラΑタェャや ラよ ラやケョハ ラハヱ シヱ ヮΑヤハ 聴 ヴヤタ ヶよルャや ヴャま メィケ ¬ゅィ :メゅホゅボプ ュヤΚシャや :メ ュ
 ュヤシヱ ヮΑヤハ 聴 ヴヤタ ヶよルャや メゅボプ ∩サヤィ ュを ヮΑヤハ キケプ ∩ュミΑヤハ«:ケセハ .»ケカへ ¬ゅィ ュを  :メゅボプや ュΚシャ

 メゅボプ ∩サヤィプ キケプ ∩聴 るョェケヱ ュミΑヤハ«:ラヱケセハ .»ュミΑヤハ ュΚシャや :メゅボプ ケカへ ¬ゅィ ュを  るョェケヱ聴 
 メゅボプ ∩サヤィプ キケプ ∩ヮゎゅミケよヱ«:ラヱをΚを [ ». ]ヵクョケゎャやヱ キヱやキ ヱよぺ ロやヱケ  

3- :ゆヱルクャや りケヘピョャ ゆよシヱ 

ヱボャ ュヤシヱ ヮΑヤハ 聴 ヴヤタ ゅルΑよル メ«: ラシェヱ ∩ ュΚシャや ∠メクよ りケヘピョャや れゅよィヱョ ラョ ラまやュΚミャ» ケよヅャや[ ]ヶルや
. 

4- :⇔ ゅッΑぺ るルィャや れゅよィヱョ ラョ ヱワ 

Αヤハ 聴 ヴヤタ 聴 メヱシケ れバョシ : メゅホ ヮルハ 聴 ヶッケ ュΚシ ラよ 聴 キよハ ゐΑキェ ヶヘプヤシヱ ヮ メヱボΑ ュ:« ゅΑ
よ やヱヤタヱ ∩ ュゅバヅャや やヱョバヅぺヱ ∩ ュΚシャや やヱセプぺ ∩サゅルャや ゅヰΑぺゎ ∧ ュゅΑル サゅルャやヱ メΑヤャゅやヱヤカキ  るルィャやよュΚシ »

.]ヵクョケゎャや ロやヱケ[ 

 . ゅルャ ヮャヱシケヱ ヴャゅバゎ 聴 ゅヰハケセ ヶゎャや るΑェゎャや 

. ヮゎゅミケよヱ 聴 るョェケヱ ュミΑヤハ ュΚシャや 



 

ヶヲ 

 

 ∨ ロキケヱ ュΚシャや ュミェ ゅョ 

 ュΚシャや ュミェヱ ∩キケヘルョャや ヴヤハ ラΑハ るルシ ヱワヱ ∩¬ゅョヤバャや ケヱヰョィ キルハ るルシ ュΚシャや ¬ゅボャみプヘミ るルシヴヤハ るΑゅ 
ップΕやヱ ∩るハゅョィャやョィΗゅよ チケヘプ ュΚシャや キケ ゅョぺヱ ∩ケィΕや メΑタェゎャ ュヰバΑョィ ラョ ュΚシャや メ.ネゅ 

ゅミ ラみプ ∩ネゅョィΗゅよ チケプ ヱヰプ ュΚシャや ゆやヱィ ゅョぺヱ :ネヱョィョャや ヶプ 聴 ヮョェケ ヵヱヱルャや メゅホシャや ラヴヤハ ュΚ 
ヱ ゆゅィぺ やクみプ ∩るΑゅヘミ チケプ ヱヰプ ノΑョィ ヴヤハ ラゅミ ラまヱ ∩ヮボェ ヶプ ラΑハ チケプ :ゆやヱィャゅプ ∩キェやヱョ キェやコィぺ ュヰル ぺ

ハ ァケェャや ヅボシヱ ∩ュヰルハケ ¬やヱシ ∩チケヘヤャ ラΑキぼョ ュヰヤミ やヱルゅミ ュヰヤミ やヱよゅィぺ ラまヱ ∩ュヰバΑョィ ラョ やヱキ ヱぺ ⇔ ゅバ
Α ュャ ュヰΑヤハ ュヤシ ラΑクャや ケΑビ キケ ヱャヱ ∩ュヰヤミ やヱョをぺ ュヰルョ キェぺ ヮよィΑ ュャ ヱヤプ ∩ラΑよホゅバゎョや ヅボシやヱ チケヘャ ァケェャ

.ラΑホゅよャや ラハ 

 . ュΚシャや ゆやキへ チバよ ケミクや 

Κシャや スプぺ " : メゅホ キボプ ∩メヱシケャや ヮよ ケョぺ ゅョョ やクワ ラみプ : ュΚシャや ¬ゅセプまュバヅぺヱ ∩ュ ャやタヱ ∩ュゅバヅ メ
" ュΚシよ るルィャや メカキゎ ∩ュゅΑル サゅルャやヱ メΑヤャゅよ ュホヱ ∩ュゅェケΕや 

Ϯ ショャや ヮΑカや ヴヤハ ュヤショャや ペェ ラョ やクワ ラみプ : ュΚシャゅよ ヮΑボャ ラョ ¬ケョャや ぺキよΑ ラぺ : ∩ュヤミ: メゅホ ゅョ  "
."....ヮΑヤハ ュヤシプ ヮゎΑボャ やクま : れシ ュヤショャや ヴヤハ ュヤショャや ペェ 

ϯ ゎャや ヶワヱ : ュΚシΗや るΑェゎ メゅョバゎシや ヴヤハ ソケェャや :ロキゅよバャ 聴 ゅヰハケセ ヶゎャや るΑェやヱ ∩ キバゎ ヶゎャセ やケゅバ
ヱ ュミΑヤハ ュΚシャや : メヱホ ヶワヱ ∩るルィャや メワぺ るΑェゎヱ ∩るミもΚョャや るΑェゎ ヶワヱ ∩ラΑョヤショヤャるョェケ  聴

 メゅボプ ∩サヅハ ゥヱケャや ヮΑプ オヘルヱ ∩ュキへ 聴 ペヤカ ゅョャ " : メゅホ ヶよルャや ラみプ ∩ヮゎゅミケよヱ:  .ぶ キョェャやプェョ キ
! ュキへゅΑ 聴 ポョェケΑ : ヮよケ ヮャ メゅボプ ∩ヮルクみよ 聴  るミもΚョャや ポもャヱぺ ヴャま ゆワクや–  ヴャまョ ュヰルョ Ζィ サヱヤ– 

 .ヮよケ ヴャま ノィケ ュを .聴 るョェケヱ ュΚシャや ュミΑヤハヱ : やヱャゅホ .ュミΑヤハ ュΚシャや : メボププ メゅボ: ゎΑェゎ ロクワ ラまポ 
."....ュヰルΑよ ポΑルよ るΑェゎヱ 

ϰ ホヱ ∩ラシェぺヱ メョミぺヱ ∩ケィΖャ ュドハぺ ポャク ラみプ : Κョゅミ ュΚシャや ¬ゅボャま ヴヤハ ソケェャや :ゅィ キャま メィケ ¬ ヴ
: メゅボプ ヶよルャや  ュΚシャや メゅボプ ケカへ ¬ゅィヱ ." ケセハ " : ヶよルャや メゅボプ .ュミΑヤハ ュΚシャやハュミΑヤ 聴 るョェケヱ .

ヮゎゅミケよヱ 聴 るョェケヱ ュミΑヤハ ュΚシャや メゅボプ ゐャゅを ¬ゅィヱ ." ラヱケセハ " : ヶよルャや メゅボプボプ .ヶよルャや メゅ  " :
.ュドハぺ ケィΕや ラゅミ ゅョヤミ メョミぺ ュΚシャや ラゅミ ゅョヤミプ ∩れゅルシェャや ポャクよ キタボΑ " ラヱをΚを 

ϱ ラョャ ュΚシャや キケ ゆヱィヱ : ∩ュΚシャや キケΑ ラぺ ヶボャぺ やクま ラゅシルΗや ヴヤハ ゆィΑプ : ヶボャぺ  ペェ " : メゅホ
ゅィまヱ ∩コもゅルィャや ネゅよゎまヱ ∩チΑケョャや りキゅΑハヱ ∩ュΚシャや キケ : サョカ ュヤショャや ヴヤハ ュヤショャやや るよ ∩りヱハキャ

 むコィΑ " : ヮャヱボャ ュワキェぺ キケΑ ラぺ ラΑシャゅィャや るハゅョィャや ラハ むコィΑヱ " サヅゅバャや れΑョセゎヱハ ラ
や ラハ むコィΑヱ ∩ュワキェぺ ュヤシΑ ラぺ やヱケョ やクま るハゅョィャや." ュワキェぺ キケΑ ラぺ サヱヤィャ 

ϲ るΑェゎよ ュゎΑΑェ やクまヱ { ラへケボャや メヱボャ ポャクヱ : ゅワキケ ヱぺ ゅヰルョ ラシェほよ るΑェゎャや キケ : Αェプラシェほよ やヱ  ゅヰルョ
 : ¬ゅシルャや} ゅワヱキケ ヱぺϴϲ. 

ϳ  : メヱボΑ メよ .ラΚプ ゅΑ ュΚシャや ポΑヤハ : メゅボΑ ラぺ ヶワヱ : ヴゎヱョャや るΑェゎ ゆゅルゎィや :やΚシャ..ポΑヤハ ュ ラみプ .
Κシャや ポΑヤハ : ヮャ メゅボプ メィケ ロゅゎぺ ヶよルャや: ヶよルャや ヮャ メゅボプ ! ュΚシΗや メヱシケ ゅΑ ュ  : メボゎ Ι "ハヤΑ ポ

" ヴゎヱョャや るΑェゎ ュΚシャや ポΑヤハ ラみプ .ュΚシャや 



 

ヶン 

 

ϴ ヰゎゅミケェ ヶプ ュヰよ ヮよセゎャや ラゅミ ¬やヱシ : ュヰゎΑェゎ ヶプ ラΑョヤショャや ケΑピよ ヮよセゎャや ュキハ :ぺ ∩ュゅヘャぺ ヶプヱ ∩ュヰド
Αピよ ヮよセゎ ラョ ゅルョ サΑャ " : メゅホ ゐΑェ ヶよルャや ゅヰルハ ヴヰル キホヱ .るョケェョ ュヰゎヰよゅセョ ラみプ∩ゅルケ  Ι やヱヰよセゎ

.ンケゅタルャゅよ Ιヱ キヱヰΑャゅよ 
ϵ  ヶよルャゅよ やヱケョ キヱヰΑャや ラョ やケヘル ラみプ : ュミΑヤハヱ : メヱボよ ュヤショャや ケΑビ るΑェゎ キケ :プヱャゅボや : ヮャ や ュゅシャ

プ ュワキェぺ ュミΑヤハ ュヤシ やクま キヱヰΑャや ラま " : メゅホヱ "...ュミΑヤハヱ " : ュヰャ メゅボプ .ポΑヤハゅョルみ  : メヱボΑや ュゅシャ
." ュミΑヤハヱ : やヱャヱボプ .ュミΑヤハ 

ϭϬ  メΑヤボャやヱ ケΑピタャや ぺキよΑ :Εや ヮΑャま れキセケぺ ゅョョ ヮヤミ やクワヱ : ュΚシャゅよ ゆミやケャやヱゐΑキゅェ るΑヱよルャや 
ヱョィョ ヱぺ .ュヰΑヤハ ュヤシ メィケ ラョ ケをミぺ ノョ メィケ メよゅボゎ やクみプ ∩ゆゅよャや やクワ ヶプ るェΑェタャやョ るハるハヱョィョ ノ 

Αよミ ノョ ケΑピタ メよゅボゎ やクまヱ .ュΚシャゅよ やぼキよΑ ラぺ メホΕや るハヱョィョャや ヴヤバプ ュヰルョ ケよミぺよΑ ケΑピタャや ぺキ ケ
ゅョ ノョ ゆミやケ メよゅボゎ やクまヱ .ュΚシャゅよシャゅよ ヶセゅョャや ぺキよΑヱ ∩ュΚシャゅよ ゆミやケャや ぺキよΑ ス ュΚハもゅボャや ヴヤ ∩ュ

ョャや ヴヤハ ュΚシャゅよ ぺキよΑ るィやケキャや ヱぺ りケゅΑシャや ゆミやケヱ ∩キハゅボャや ヴヤハ ュヤシΑ ュもゅボャやヱ ヶセゅぺキハゅボャや ヱ メミヱ ∩
ィやケャや ュヤシΑャヱ ∩メィやケャや ヴヤハ ゆミやケャや ュヤシΑャ " : メゅホ ゐΑェ ∩ヶよルャや ヮよ ケョぺ キホ ポャクヤハ メキハゅボャや ヴ ∩

ョプ ∩ケをミΕや ヴヤハ メホΕや ュヤシΑャヱヤハ ¬ヶセ Κプ ゆィΑ ュャ ラョヱ∩ ヮャ ヱヰプ ュΚシャや ゆゅィぺ ラ" ヮΑ  : メゅホヱ" 
 やクまヱ " ケΑをミャや ヴヤハ メΑヤボャやヱ ラ キハゅボャや ヴヤハ ケゅョャやヱ ∩ケΑよミャや ヴヤハ ケΑピタャや ュヤシΑョィケ ケよ ケΑよミ メ キキバ

ケャや ラゅミ やクま ポャクミヱ ∩聴 ¬ゅセ ラま ゆキΕや ヶプ ヶゎほΑシ ゅョミ ュヰよヤハ ュヤシ ラゅΑよタャや ラョ ゆミやミャやヱ やケΑよ ヶセゅョ
ョャや ヴヤハ ゆミやケャや ュヤシ やケΑピタや ュヤシ やケΑピタ キハゅボャやヱ やケΑよミ ヶセゅョャや ラゅミ やクまヱ .ヶセゅセゅョャ ヴヤハ ヶ

.キハゅボャや 
ϭϭ キΕや やクワ ラハ メヘピΑ サゅルャや チよヱ : ヮルョ ァヱケカャやヱ サヤィョャや るホケゅヘョ キルハ ュΚシャや :プ ∩ゆ メカキ やクみ

 ヶよルャや ラみプ ∩るルシャや フΚカ やクワヱ ∩ュヤシΑ Ι ヮルみプ るィゅェャ ァケカ やクま ュを ∩ュヤシ サヤィョャやホ: メゅ ヴヰゎルや やクま " 
ヤシΑヤプ サヤィョャや ヴャま ュミキェぺョ ペェほよ ヴャヱΕや れシΑヤプ ∩ュヤシΑヤプ ュヱボΑ ラぺ キやケぺ やクみプ ∩ュΓや ラヱ " りケカ やクミワ

キΑコΑ ュΚシャや ¬ゅセプまヱ るΑルゅを サヤィョャや ヴャま キゅハ やクま ュΚシャや キΑバΑ ラぺ ヴャヱぺ ゆゅよ ラョ ョャや ゅョミ るよェシ .ペよ
.ケョΕや やクワ メゅョワま ュキハ ヶピよルΑプ ∩ゅヰタボルΑ ヮルぺ ラョ メゅヰィャや ヮョハコΑ ゅョャ ゅプΚカ 

ϭϮ ヱ : メよゅボゎャや キルハ ュΚシャや ノョ ウプゅタゎャや :ヰΑャま ゆキル ヶゎャや ュΚシャや ゆやキへ ラョ やクワΗや ゅプ ∩ュΚシ ヶボャ やクみ
プ ∩ヮェプゅタΑヱ ∩ロキΑよ クカほΑ ラぺ ュΚシャや ヴヤハ るプゅッま ヮャ ヶピよルΑプ ラョぼョャや ロゅカぺ ラョぼョャやプ ラみプ やクワ メバ ヮヤ

Α ラΑョヤショ ラョ ゅョ " : メゅホ キホヱ ∩ラΑョヤショャや ラΑよ りキヱョャや ヵヱボΑ ゅョョ ヱワヱ ∩ケΑよミ ケィやΑボゎヤ ラゅ
ホヱ " ゅホケゎヘΑ ラぺ メよホ ゅョヰャ ケヘビ Ιま ∩ラゅェプゅタゎΑプョャや ヶボャ やクま ラョぼョャや ラま " : メゅ ラョぼプヮΑヤハ ュヤシ ∩

" ケィセャや ベケヱ ケをゅルゎΑ ゅョミ ゅョワゅΑゅヅカ れケをゅルゎ ∩ヮェプゅタプ ロキΑよ クカぺヱ 
ϭϯ ゅヰヤバヘΑ Ι ∩るョΑドハ るルシ ロクワヱ : ラΑタカセャや ラΑよ メもゅェ メゅェ やクま ュΚシャや りキゅハま : Αをミルャや ラョ ケ ∩サゅ

 ヱぺ ∩キヱョハ ヱぺ ∩りケィセ ヱぺ ∩ケやキィ メヱェ ゅホケゎプや ュを ∩ラゅΑセョΑ ラゅタカセ ラゅミ ヱャ ヮルま ヶワヱビ∩ロケΑ  ュを
 キホヱ ∩るΑルゅを ュΚシャや ΙキゅよゎΑ ラぺ ゅョヰャ ヶピよルΑプ ∩メもゅェャや やコゅゎィΑ ラぺ キバよ ゅΑボゎャやホ: メゅ ゆェヅタや やクま " 

∩ケカΓや ヴヤハ ゅョワキェぺ ュヤシΑヤプ ∩ケキョ ヱぺ ∩ケィェ ヱぺ ケィセ ゅョヰルΑよ メゅェプ ∩ラゅョヤショ ラΚィケ  やヱャキゅよゎΑヱ
." ュΚシャや 



 

ヶヴ 

 

ϭϰ  ∩キィショャや メカキ やクみプ : キィショャや るΑェゎ ヶヤタΑ ヴゎェ ュヤシΑ Ι キィショャや メカキ やクま :Αプヱゅル ヮ ヮルみプ ∩サΙ 
タ ヵクャや メィケャや ゐΑキェ ラョ キゅヘゎシΑ ゅョミ ∠息∠Ιヱぺ キィショャや るΑェゎ ヶヤタΑ ヴゎェ ュヰΑヤハ ュヤシΑケ ヴヤを ∩ラΑゎバミ ュ

.ヮΑヤハ ュヤシプ ヶよルャや ヴゎぺ 
ϭϱ ヱぺ ∩¬ヶセ ラハ ラゅシルま メやぼシよ ソカセャや ぺキよΑ Κプ : ュΚミャやヱ メやぼシャや メよホ ュΚシャや : ミゎよΙま ヮョΑヤ  キバよ

." ュΚミャや メよホ ュΚシャや " : ヮャヱボャ ∩∠Ιヱぺ ュヤシΑ ラぺ 
  

ϭϲ ュヤシ やクま ラゅミ " : ヶよルャや ラみプ : ノョシΑ ュャ やクま ゅタヱタカ ∩ゅをΚを ュΚシャや りキゅハま : ュヤシ  ∩ゅをΚをヱ やクま
Α Ι ヮルハ キΑバよ ケカへ ヴヤハ ソカセャや ュヤシ やクま ゅョΑシ Ιヱ " ゅをΚを ゅワキゅハぺ るョヤミよ ュヤミゎヮバョシ. 

ϭϳ ゎェ ∩ポャク メバヘΑ ラゅミ ヶよルャや ラみプ : ラΑョもゅル ヴヤハ メカキ やクま ュΚシャゅよ れヱタャや チヘカ :シΑ ヴ ノョ
Ιヱ ∩ラΑドボΑゎショャやゎ ュヤシΑプ ∩メΑヤャや ラョ メカキΑ ラゅミ " : ヮルぺ ¬ゅィプ ∩ラΑョもゅルャや アハコΑ ョΑヤシホヱΑ Ι ゅ ド

." ラゅドボΑャや ノョシΑヱ ∩ュもゅルャや 
 . ュΚシャや ¬ゅセプみよ ュΑケミャや メヱシケャや ヴタヱぺ メヤハ 

 るよェョャや ケセルャ  りキヱョャやヱ サゅルャや ラΑよ. 

 : ヶャゅゎャや ヴルバョャや ヴヤハ ソルャや ラョ るョΑケミ るΑべよ メキゎシぺ 

 " ュΚシャや ¬ゅセプΗ ラΑョヤショャや 聴 ヱハキΑ " 

ゅバゎ メゅホ " : ヴャ ∇ュ⊥ミ ⌒シ⊥ヘル∠ぺ 音ヴ∠ヤ∠ハ やヱ ⊥ョ⌒∂ヤ∠シ∠プ ゅ⇔ゎヱ⊥Α⊥よ ュ⊥ゎ∇ヤ ∠カ∠キ や∠ク⌒み∠プ ∠ゎ ｚΑ ⌒ェ ∇ラ ⌒∂ョ ⇔る ⌒ ｚ亂 ⌒キル ⌒ハ  ⇔る∠よ⌒∂Α∠ヅ ⇔る∠ミ ∠ケゅ∠よ ⊥ョ  ." 

5- : るシケゅョョャや 

.ペよゅシャや ソルャや ヶプ キヱタボョャや ヴルバョャや ヴヤハ メキゎシぺ 

 ュΚシΗや るョぺ ュバΑ ュΚシャや メップ 

や ケセル ヱワヱ ∩ るミケよャや ゆゅよシぺ ュドハぺ ラョヱ るルィャや メワぺ るΑェゎ ュΚシャや (ラΑよ るよェョャやヱ りキヱョャ ゅルャやヱヰプ ∩ サ  るョヤミ
) ゅヰよやヱを ノΑΑッゎ Ι ∩ るよΑヅ 

  ゆヱヤボャや ゥゅゎヘョ ヱワ ュΚシャや ¬ゅセプま 

ヰワヱィヱ ヶプ ュシゎよやヱ ∩ ュヰゎΑボャ  やクま ュヰΑヤハ ュヤシプ キゅよバャや ゆヱヤホ ポャ ウゎヘゎ ラぺ れキケぺ やクま (ヱ ∩ ュホゅよシ ラミ やクヰャ ゅ
. ) サゅルャや ゆヱヤホ ヶプ ポゎよェョ 聴 ネケコΑ ケΑカャや 

  

 

 

 



 

ヶヵ 

 

 

 

( ュホケ ヅゅセルϮϬ  ュタΕや ュゎゅェ )⇒⇒⇒⇒⇒タ ϭϮϱ. りキワゅセョャやヱ り¬やケボャや : るョゅバャや るΑゅヘミャや .  : ケゅΑバョャやϮ-ϳ  (
 ) ュΑヱボゎャやヱ ヅよケャやヱ るヤもシΕや ゥケヅ メΚカ ラョ ソヱタル るハヱョィョャ ゅΑタカセ るよゅィゎシΙや 

 : るタボャや ケタゅルハ- 

    . ラゅョコャやϮ-  . ラゅミョャやϯ-  . れゅΑタカセャやϰ-  . ゐやキェΕやϱ- ." りキボバャや" るヤミセョャや ϲ- や. メェャ 

ゆシェ ュタΕや ュゎゅェ るタホ ゆΑゎケゎ .: ロΚハぺ      るタボャや ケタゅルハ 

• ラョコ るタボャや ゅヰルゅミョヱ  (ヶプ ラケボャや ゐャゅをャや ヵケィヰャや ヶプ ラゅシやケカ .  ) 

• れゅΑタカセ るタボャや  (ュゎゅェ ュタΕや ∩ ヮゎィヱコ ∩ ロぼゅルよぺ ∩ ヮゎルよや ンケピタャや ∩ ケΑョΕや . ) 

• ゐやキェぺ るタボャや  (るよビケ ュゎゅェ ュタΕや ヶプ アェャや ヮルコェヱ ヴヤハ ュキハ ヮゎケキボョ ∩ ヮェΑケタゎ ゆよシよ ヮルコェ 
ヮゎルよΙ ンケピタャや ∩ るボプやヱョ ヮヤワぺ ヴヤハ ロケヘシ アェヤャ ∩ ヮホΚヅルや アェヤャ ネゅヅボルや∩ ケΑョΕや ラハ ェヮゎΑセゅ ヶプ るヤェケ 
キΑタャや         ロぼヱィャヱ れΑよャ ュゎゅェ ∩ ァやケヘルや るョコぺ メワぺ ュゎゅェ メヘミゎヱ∩ ケΑョぺ るヤプゅボャや よるボヘル ュゎゅェ )ヶプ ゆゅワクャや 

ゆゅΑΗやヱ ラョ アェャや    ∩ るェケプ りキヱバャや ヴャま ヮヤワぺ ) 

• るヤミセョャや  (りキボバャや  )  .ヮゎケキボョ ュキハ ヴヤハ ヮルコェヱ アェャや ヶプ ュタΕや ュゎゅェ るよビケ 

• メェャや   (ラシェ メミヱゎャや ヴヤハ 聴 ヱ ュヱキホ ケΑョΕや ュヰΑヤハ ゅΑボシゎショ ∩ ゐΑェ メコィぺ ュヰャ ¬ゅヅバャや )  

  )メをョ ラョ ポャクヱ  ヮよゅバΑゎシやヱ ヮョヰプ ラョ キΑコョ ペΑボェゎャ ソルャや メヱェ るヤもシΕや チバよ ゥケヅ   (: 

1-  ラハ ュヰバョ ゐキェゎ        ∨ ヮもゅホキタぺ ノョ ュゎゅェ ゐキェゎ ュΑプ. ヮよヤホ ベヱセャや メカやキプ アェャや 

2- や ヴャま ゆゅワクャゅよ ヮャ やヱェョシΑ ラぺ ュヰルョ ゆヤヅ           ∨ ロキΙヱぺ ラョ ュゎゅェ ゆヤヅ やクゅョ. アェャ 

3-  やキィ ¬やケボプ ュヰプ  ゅもΑセ ラヱミヤョΑ Ι ュヰルΕ ∧ やヱップケ              ∨ ュヰヤバプ キケ ゅョョやキハ ゅ  ヮゎルよやや. りケΑピタャ 

4- ヱ ∩ ベコケャや メヱゅルョ ヮルみプ ∩ ¬ゅセ ゐΑェ ゆワクΑ りヱハキ" りケゅよバャや ロクワ メもゅホ ラョ" ベやコケよ サΑャ Εやタャや るルよ りケΑピ 

5- ∨ メバプほシ れルミ やクゅョ ∩ ュタΕや ュゎゅェ キΙヱぺ ラゅミョ ヶシヘル ノッぺ 

. ヮよシェ ヱヰプ 聴 ヴヤハ メミヱゎΑ ラョ ラΕ ∧ りケΑピタャや れルよャや れヤバプ ゅョ メをョ メバプほシ 

  

 

 



 

ヶヶ 

 

( ヅゅセルϮϭ : るタゅカャや るΑゅヘミャや . るよゅゎミャや / るョゅバャや るΑゅヘミャや / ヶゎキゅバシ ケシ ヶホヱヘゎ )ϯ-Ϯ  /ケゅΑバョャや 

 れゅルΑバョャや   ュキカゎシΑ) るよヱゎミョャや ヮッヱケハ ヶプ るΑケタよャやヱ  るΑルボゎャや  

 

 : るシケゅョョャや 

   ∩ ラゅシルΗや キゅバシΗ ラΚΑよシ ゥゅィルャやヱ ベヱヘゎャや ベヱヘゎャやヱ ゥゅィルャや ゆゅよシぺ ュワぺ ラョヱ1- 聴 ヴヤハ モミヲわャや:  

  ゴハ 聴 ヴヤハ モミヲわル ラぺ ギよ Ι ∩ゅョ ゲョΕ テΒトガわャや ヱぺ ∩¬ヶセ ヵぺ モヨバよ ュゅΒボャゅよ ょビゲル ゅョギレバプ  ∩モィヱよ ユΒヤジわ
ャや メヲらホヱ ぶ ゲョΕや るΑヲボゎ マャグミヱ モィヱ ゴハ ぶ るΒレャや ソΚカま リョ ギよ Ιヱ ∩ろルゅミ ゅヨヘΒミ アもゅわレやトよやゲャ ぶゅよ る

聴 ギレハ リョ ヲワ ペΒプヲわャゅプ ∩りキゅらハ リジェぺ ヮゎキゅらハヱ ヮΒワやヲル ゆゅレわィやヱ ロゲョやヱぺ ネゅらゎゅよ ヮわハゅヅ リジェヱゴハ  .モィヱ 

 ゅツΑぺ ゆゅらシΕや リョヱ: ノプやヱギャや  ∩るΑヲホ ノプやヱキ ケゅΒわカや ヲワ ゥゅイレャや ゆゅらシぺ ヶルゅを ヵヲホ ゲΒをほゎ リョ ゅヰャ ゅヨャ  ヴヤハ
ワぺ ヴャま メヲタヲャや モィぺ リョ モΒエわジヨャや モバヘゎ マヤバイゎ ヶわャや りヲボャや マヤゎ ゅヰルほよ メヲボャや リムヨΑ .ラゅジルΗや マプやギヱ ペΒボエゎ
ノプやキ マΑギャ ギャヲわΑ るヌエヤャや マヤゎ ヶプ ヮルみプ ∩ゅョ ゲトカ マゎゅΒェ キギヰΑ ゅョギレハ : マャク ヴヤハ メゅんョ .マよケべョ  ヵヲホャモッゅレわ 

ぺ リョ りゅΒエャや ヂΒホ ヴヤハ ¬ゅボらャや モィキゅバわよΙやヱ  ヵグャや ゲボヘャや ヲワ ノプやギャや ラヲムΑ ギホ ヱぺ .ゲトガャや リハΑゎ マヤバイギムゎヱ モヨバ 
ょらシヱ ュゅワ ゲョぺ ヵヲホ ノプやキ モΒガわプ マャグャ .ュヲヤヌョ ゾガセ リハ ネゅプギャや ヱぺ ∩ヶャゅヨャや ノッヲャや リΒジエゎ モィΕ ジΒもケ ヶ

 りヲトカ ユワぺヱゥゅイレャや ヲエル  ゅツΑぺ ゆゅらジャや リョヱ ∩ケギボらプ ∩るプゲバヨャゅよ るボヤバわョ ヶワヱ : りケゅヰヨャや マわプゲバョ  ラヲムゎキ るィケ
 モヨバャ ょΒャゅシΕやヱ ベゲトャや るプゲバョ リョ マレムヨゎ ヶわャや りケギボャや ヶワ りケゅヰヨャやヱ ∩¬ヶゼャや モバプ ヶプ マゎケゅヰョぺゅョ ゲョ 
ィ フケゅバョヱ ケゅムプぺ ゆゅジわミやヱ ユヤバわャや メΚカ リョ りケゅヰヨャや ログワ るΒヨレゎ リムヨΑヱ .るレムヨョ るボΑゲヅ モツプほよヱ りギΑギプ ヶ

.ゴΒヨわゎヱ ヮΒプ ネゲらゎ ラぺ ギΑゲゎ ヵグャや ラやギΒヨャや  ゅツΑやヱシΙや ノッヱヱ テΒトガわャや れゅΒイΒゎやゲわ   テΒトガわャやヱΑラぺ ょヤトわ 
 ゅヰヨワぺ リョ ∩ケヲョΕや リョ るハヲヨイョ ゅレΒプ ゲプヲわゎュやゴわャΙや ヤゎ ラぺ マΒヤハ るトカ ノッヱ ギレバプ ∩りゲよゅんヨャやヱヨよ ュゴわ ¬ゅィ ゅ

 ュギハヱ モヨエわャやヱ ゲらダャや ヴヤハ りケギボャや マャグミヱ ∩モヨハ ヵぺ モィぽゎ Ιヱ ゅヰΒプュΚジわシΙや モゼヘャや るャゅェ ヶプ イΑ モよ ょ
ゅヰエΒエダゎヱ ブバツャや テボル ポやケキま . 

     ヴャま るプゅッΗゅよ ゲバゼΑヱ ∩ サゅレャや リΒよ ゅよヲらエョ ヮヤバイΑ ラゅジルΗや ヴヤハ ょΒヅ ゲをぺ ヮャ ゥゅイレャや ラぺよ ゲガヘャゅヱコやゴわハΙや 
レよ ゥゅイレャや リョ やギΑゴョ ペボェ ヮルΕ ∧ ヮジヘ. 

  



 

ヶΑ 

 

  
     


