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ケをゅミゎャや メタプ 

 ≒ 

ま キやキハるョヤバョャや: 
ぺ.ヵケショャや ュΑケョ 

ケをゅミゎャゅよ キヱタボョャや ゅョ∨ 

.りキΑキィ キやケプぺ ァゅゎルみよ るΑェャや れゅルもゅミャや ゅヰャΚカ ラョ ュヱボゎ るΑヱΑェ るΑヤョハ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:ラゅゎΑタカャや :Ιヱぺ 

 .メゅバヘャや ヱッバャや ヱワヱ ラゅシルΗや ヶプ ヵケミクャや ヶヤシゅルゎャや コゅヰィャや ラョ ヶシΑもケャや ¬コィャや ラやケよゎバゎ 

 .ュシィャや ァケゅカ ラゅバボゎ ラゅゎΑヱゅッΑよ ゅゎキビ 

 .るΑヱルョャや ゆΑよゅルΕや れゅもョ ラョ るΑタカャや ラヱミゎゎ 

  .ラヘタャや サΑミ ヴョシΑ サΑミ るΑタカ メミ フヤピΑ :)ヶヤヤハ( メョバΑ ヮルΕ.ゅヰゎΑゅョェ ヴヤハ  

 
 

ケをゅミゎャや

ヶシルィ Ι

 ヴャま ァゅゎェΑ Ιヱ ュハケよゎャや ペΑケヅ ラハ りケΑョカャや
るタタカゎョ りコヰィぺ

ヶシルィ

タタカゎョャや りコヰィΙや ヴャま ァゅゎェΑ ヱ ラゅシルΙや ヶプ る

 メヱぼショャや コゅヰィャや
プケをゅミゎャや るΑヤョハ ラハ ヶ

ラゅシルΙや

 ヶヤシゅルゎャや コゅヰィャや
ヵヱをルΕや

 ヶヤシゅルゎャや コゅヰィャや
ヵケミクャや

ラゅゎΑタカャや ラゅゎヤホゅルャや ラゅゎゅルボャや るボェヤョャや キキピャや

Αヱルョャや れΚタΑヱェャやる ケよヱミ ゅゎキビ ゅゎゅゎシヱケよャや りキビ

ゆΑッボャや

ヶシケキョャや ゆゅゎミャや ラハ ヶルピΑ Ι 



ケをゅミゎャや メタプ 

 ≪ 

ま キやキハるョヤバョャや: 
ぺ.ヵケショャや ュΑケョ 

 ∨ラΑゎΑタカャや るヘΑドヱ ゅョ 
≒. .るΑヱルョャや れゅルやヱΑェャや ァゅゎルや 

≪.  ラヱケΑゎシヱゎシゎャや ラヱョケワ ァゅゎルや )パヱヤよャや ラヱョケワ( ラハ メヱぼショャや.パヱヤよャや ケワゅドョ  

:ゅΑルゅを ラゅゎヤホゅルャや ラゅゎゅルボャや: 

  .オよケよャや ゆ フケバゎ ¬やヱゎャΙや りケΑをミ ゆΑよゅルぺ るΑタカ メミよ メタゎゎ 

 .るΑヱルョャや れゅルやヱΑェャや ラΑコカゎ :オよケよャや るヘΑドヱ 

  .るΑヤシゅルゎャや るΑャヱよャや りゅルボャや ヴャま るΑヱルョャや れゅルやヱΑェャや ゆΑよゅルΙや メボルゎ 

:ヶヤシゅルゎャや コゅヰィャゅよ るボェヤョャや キキピャや :ゅをャゅを 

  :るΑヱルョャや れΚタΑヱェャや 

  れゅΑクピョャゅよ ヶルビ メもゅシ コやケプみよ ュヱボゎヵヱルョャや メもゅシャや ヴョシΑ 

  :ゅゎゅゎシヱケよャや りキビ 

 .るΑヱルョャや れゅルやヱΑェャや るΑクピゎャ メもゅシ コケヘゎ 

 :ケよヱミ ゅゎキビ 

  メョバΑ ヵヱヤホ メもゅシ コケヘゎ ゆシゅルョ ラヱミΑャ ヶッョェャや メヱよャや ンケィョ ヶプ ヅシヱャや るャキゅバョ ヴヤハ
.るΑヱルョャや れゅルやヱΑェャや ケヱケョャ  

:ゅバよやケ :ゆΑッボャや 

 .るΑヤシゅルゎャや るΑャヱよャや りゅルボャや るヤカやキよ ケョゎ ヱッハ 

 .ラΑヘヤゎカョ ラΑルョコ ヶプ ラミャヱ メヱよャや ヴャま るプゅッΗゅよ ヮャΚカ ラョ ヵヱルョャや メもゅシャや ァやケカや ュゎΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヶプ ケをゅミゎャや るΑヤョハ ラハ メヱぼショャや コゅヰィャや
ラゅシルΗや

ケミクャや ヶヤシゅルゎャや コゅヰィャやヵ をルΗや ヶヤシゅルゎャや コゅヰィャやヵヱ

ラΑッΑよョャや ゆヱャゅプ ゅゎゅルホ ュェケャや



ケをゅミゎャや メタプ 

 ≫ 

ま キやキハるョヤバョャや: 
ぺ.ヵケショャや ュΑケョ 

:ラゅッΑよョャや :Ιヱぺ 

 .コヱィャや りケョを ュィェよ ゅゎキビ 

 .チヱェャや ヶよルゅィ ヴヤハ フヤカャや るヰィ ヶプ ヶルヅよャや フΑヱィゎャや メヘシぺ ラゅバボΑ 

 :ラゅッΑよョャや るヘΑドヱ 

≒. ( ラΑよ ラΑッΑよョャや ラΑよ ゆヱゅルゎャゅよ れゅッΑヱよャや コやケプま≒≒-≒√( ヴャま るルシ )√∽-∽∽.るルシ ) 

≪.  るΑシルィャや ケワゅドョャや ラハ メヱぼショャや ラΑィヱケゎシΕや ラヱョケワ コやケプま.るΑヱをルΕや 

≫. ャや ラヱョケワ コやケプまラヱケゎシィヱケよ  ラハ メヱぼショャやメョェャや るΑケやケョゎシや ゐヱキェャ ヵケヱケッャやヱ. 

 :ゅΑルゅを:ゆヱャゅプ ゅゎゅルホ 

  ゆやキワほよ るルヅよョ ラΑゎΑヤッハ ラΑゎゅルホ ラハ りケゅよハ ラΑよ ゅョ メタゎャ るΑバよタや キもやヱコ れやク るΑバョホ るェゎヘよ ぺキよゎ
.ュェケャやヱ チΑよョャや 

 .ュェケャや るヅシやヱよ ゅヰバプキヱ るΑバよタΕや キもやヱコャや るヅシやヱよ るィッゅルャや れゅッΑヱよャや ヅゅボゎャや :るヘΑドヱャや 

 
:ゅをャゅを :ュェケャや 

 .ラΑルィャや ヱョル キルハ キキョゎΑ ポΑョシ ケやキィ ヱク メミセャや ヵケをョミ ヶヤッハ ヱッハ 

 .ゆヱャゅプ りゅルボよ ヴバャぺ ラョ メタゎΑ 

  ¬ヶヤョ ¬ゅセピよ ラヅよョや るΑヱョキャや れやケΑバセャゅよ.メョェャや ゐヱキェ キルハ るョΑセョャや ラヱミゎ ヶゎャ 

  .ュΑケミャや ラへケボャや ヶプ ケミク ラΑミョャや ケやケボャや ヱワ()ヶヤヤハ 

 .メョェャや りケゎプ メΚカ メヘヅャや るΑゅョェ 

  .ヵケシャや メよェャや ペΑケヅ ラハ るョΑセョャや るヅシやヱよ ヮゎΑクピゎヱ メョェャや りケゎプ メΚカ メヘヅャや ラゅッゎェや 

 :パヱヤよャや るヤェケョ.ヶシルィャや ケをゅミゎャや ヴヤハ ケキゅホ ラゅシルΙや ヮΑプ ラヱミΑ ヵクャや ラシャや 

 ゆよシゎΑ ゅョョ ヵヱをルΕや ラヱョケヰャや コやケプみよ チΑよョャやヱ ヵケミクャや ラヱョケヰャや コやケプみよ るΑタカャや るヤェケョャや ロクワ ヶプ ぺキよゎヱ
 ヴョシゎ るΑキシィ れやケΑピゎ ゐヱキェ.パヱヤよャや れゅョΚハ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラゅシルΗや ラハ パヱヤよャや メェやケョ

 ケョハ ラョ りゅゎヘャや  キルハ パヱヤよャや(≒≒-
≒√ )るルシ

 ラミゅョぺ ヶプ ケバセャや ケヱヰド
ュシィャや ラョ りキキェョ

れヱタャや るョヱバル

 るボヅルョ ネゅシゎや
チヱェャや

 るΑケヰセャや りケヱキャや
(ゐョヅャや)

 ケョハ ラョ ヴゎヘャや  キルハ パヱヤよャや
(≒≫-≒∽ )るルシ

 ゆケゅセャやヱ ヮィヱャや ケバセ ケヱヰド
ュシィャや ラョ ンケカぺ ペヅゅルョヱ

れヱタャや るルヱセカ

 ュカッゎ ヱ ュゅドバャや ヱョル
れΚッバャや

Αシルィャや ¬ゅッハΕや ヱョルる



ケをゅミゎャや メタプ 

 √ 

ま キやキハるョヤバョャや: 
ぺ.ヵケショャや ュΑケョ 

:)ゐョヅャや( るΑケヰセャや りケヱキャや ヶワ ゅョ 

 ァケカゎヱ るΑヱョキャや ゅヰゎΑハヱや メヤェゎゎヱ メよクゎプ ∩るッΑヱよャや ウΑボヤゎ ュキハ キルハ れルヱミゎ ヶゎャや るルゅヅよャや ラョ ュェケャや ソヤカゎΑ
       .チΑェャや ュキ ヴョシゎ ュキャや ラョ れやケヅホ メミセ ヴヤハ 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

:るッΑヱよャや ゆΑミケゎ 

 ヶよシル ュィェ れやク メミセャや るΑヱケミ るΑヤカ. 

  るΑをやケヱャや りキゅョャや るΑョミ フタル ゅヰゎやヱル ヵヱゎェゎ≪≫ .ュヱシヱョヱケミ 

 .ヶョコΚよ ¬ゅセビ ヮよ ヅΑェΑ ラヱコカョ ¬やクビ ュコΚよヱゎΑシャや ヵヱェΑ 

 .ポシゅョゎョ ヵヱヤカ フΚビ ァケゅカャや ラョ るッΑヱよャや フヤカΑ 

.ゆΑミやケゎャや ウッヱΑ ヶョΑヤバゎ ュヤΑプ チケバよ ュヱホぺ ヵヱルョャや ラやヱΑェャや ゆΑミケゎ ヴャま ベケヅゎル ポャク キバよ 

:ヵヱルョャや ラやヱΑェャや ゆΑミケゎ 

 ヴャま ヵヱルョャや ラやヱΑェャや ュシボルΑ≫ :ュゅシホぺ 

 

 

 

 

 .るッΑヱよャゅよ るルケゅボョ やキィ りケΑピタ るΑヤカ 

  りキゅョャや るΑョミ フタル ゅヰΑプ りやヱル ヴヤハ サぺケャや ヵヱェΑ( るΑをやケヱャや≪≫ .)ュヱシヱョヱケミ 

るΑケヰセャや りケヱキャや

りゅゎヘャや パヱヤよ

りキェやヱ るッΑヱよ チΑよョャや アゎルΑ

るΑケヰセャや りケヱキャや フタゎルョ ヶプ るッΑヱよャや ウッルゎ ヶプ
 ュヱΑャや≒√ゅよΑケボゎ

ェケャや ヴャま ゅヰボΑケヅ ヶプ ゆヱャゅプ りゅルホ ヴャま ポケェゎゎュ

や ラョ ュェケャや ソヤカゎΑ るッΑヱよヤャ ウΑボヤゎ ゐキェΑ ュャ やクま るルゅヅよャ
 れルヱミゎ ヶゎャや(るΑケヰセャや りケヱキャや)

ヵヱルョャや ラやヱΑェャや

メΑクャや
ケェヤャ ノΑプケヱ メΑヱヅるミ

ヅシヱャや るボヅルョ
ΑケキルミヱゎΑョャや ゅヰΑプゅ

サぺケャや るボヅルョ
りやヱルャや ゅヰΑプ



ケをゅミゎャや メタプ 

 ∽ 

ま キやキハるョヤバョャや: 
ぺ.ヵケショャや ュΑケョ 

 .ヵヱルョャや ラやヱΑェャや るミケェャ るョコΚャや るホゅヅャや キΑャヱゎャ ゅΑケキルミヱゎΑョャや ヴヤハ ヴヅシヱャや るバヅボャや ヵヱェゎ 

 .るッΑヱよャや ヴャま メヱタヱヤャ ヵヱルョャや ラやヱΑェャや るミケェ ラハ メヱぼショ ノΑプケヱ メΑヱヅ メΑク ゅヰャ 

 るΑィΑゎやケゎシや ュやキカゎシゅよ ュをラョ ゆャゅヅぺ ュΑワゅヘョ るヅΑケカ メョハ ャゅヅャや ゆゅタカΙや メェやケョ メΑィシゎよ れゅよメョェャやヱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

:チケョャや メョゅェ ヱぺ チΑケョ ソカセよ ヶシルィ メゅタゎや ラヱキ ラョ ほセルゎ チやケョぺ 

:ュェケャや ラゅヅケシ チケョ 

や れゅルやヱΑェャや メボゎルゎ ァヱやコゎャや るΑヤョハ ¬ゅルをぺ るΑヱルョャ
メよヰョャや ヴャま ァヱコャや ラョ

よャゅよ ヶボゎヤゎ ヴゎェ ュェケャや ヴャま メよヰョャや ラョ ュを るッΑヱ
ゆヱャゅプ りゅルホ ヶプ

 るΑヱルョャや れゅルやヱΑェャや サヱぼケ るョキボョ コケヘゎ
れゅョΑコルま(るΑもゅΑョΑミ キやヱョ ) フΚピャや ポΑミヘゎャ

ポシゅョゎョャや ヵヱヤカャや

¬ゅセピャや ベやケゎカや ラョ キェやヱ ヵヱルョ ラやヱΑェ ラミョゎΑ
 るッΑヱよヤャ ヶョコΚよャや

 るェホΚャや アゎルゎ(れヱィΑコャや )プ りゅルホ ラョ メボゎルゎ ュを ゆヱャゅ
ヮよ ペタゎヤゎ ゐΑェ ュェケャや ヴャま

Αゅョゎゎ ゅΑΚカ りキハ ヴャま るΑャゅゎゎョ れゅョゅシボルま ュシボルゎ ¬ゅルをぺ コ
 ラョ るΑをやケヱャや れゅヘタャや メョェΑ ラΑルィ るルヱミョ ゅワヱョル

ラΑヱよΕや

ヶゎャや るョΑセョャや ペΑケヅ ラハ ュΗや ラョ ラΑィシミΕや ヱ ¬やクピャや ヴヤハ ラΑルィャや メタェΑ メタゎゎ
 メョェャや りケゎプ ベケピゎシゎヱ ヵケシャや メよェャや るヅシやヱャ∬ケヰセぺ

 コゅヰィャや チやケョぺ
ヶヤシゅルゎャや

Αゎル ほセルゎ チやケョぺ るィ
ヶシルィャや メゅタゎΙや

ラΚΑシャや チケョ

ヵケワコャや チケョ

コキΑΗや チケョ

 ラヱキ ほセルゎ チやケョぺ
ヶシルィ メゅタゎぺ

ュェケャや ラゅヅケシ

ゅゎシヱケよャや ラゅヅケシゅゎ

 ヴョェ チケョ
サゅヘルャや

ュボバャや



ケをゅミゎャや メタプ 

 ∝ 

ま キやキハるョヤバョャや: 
ぺ.ヵケショャや ュΑケョ 

  ラゅヅケシ ュシゅよ フケバΑ.ュェケャや るルゅヅよ 

 .ュェケヤャ ラヅよョャや ¬ゅセピャや ラョ ほセルΑ 

 :ァΚバャや ベケヅ 

≒) .ュェケャや メゅタもゎシΙ るΑェやケィャや るィャゅバョャや 

≪) .ヶルヱョケヰャや ヱぺ ヶもゅΑョΑミャや ァΚバャやヱ るバセΕゅよ ァΚバャや  

:ゅゎゅゎシヱケよャや ラゅヅケシ チケョ 

 .ゅゎゅゎシヱケよャや ヶプ るΑバΑよヅ ケΑビ ゅΑΚカ ラヱミゎゎ ゅョキルハ ゅゎゅゎシヱケよャや ラゅヅケシ メタェΑ 

  ケョゎシゎ ラぺ るルヱミゎョャや ゅΑΚカヤャ ラミョΑ.ゅヰΑヤハ りケヅΑシャや ラミョΑ Ι るボΑケヅよ フハゅッゎャゅよ 

 .ュシィャや ラョ りキΑバよ ヱぺ るよΑケホ ¬やコィぺ ヶプ ゅルゅΑェぺ ゅゎゅゎシヱケよャや ァケゅカ ゅΑΚカャや ケセゎルゎ 

 .チケョャや ケゅセゎルやヱ るΑッケョャや れΙゅェャや ラΑよ フヤゎカΑ ァΚバャや 

 :ァΚバャや ベケヅ 

≒) .ヶもゅΑョΑミャや ヱぺ ヶルヱョケヰャや ァΚバャや 

≪) .ヶェやケィャや ァΚバャや 

≫) ヶハゅバセΗや ァΚバャや 

:サゅヘルャや ヴョェ チケョ 

  チケョ.メミセャや ヵヱケミ ヵケΑゎミよ 

 .りキΙヱャや るΑヤョバャ るよェゅタョャや ゥヱケィャや ヱぺ りキΙヱャや るをΑキェ ュΕや ヮよ ゆゅタゎ 

 :ァΚバャや ベケヅ 

≒)     .るΑヱΑェャや れやキゅッョャや クカぺ 

:ヶシルィ チケョャ メョゅェ ヱぺ チΑケョ ソカセよ ヶシルィャや メゅタゎΙや るィΑゎル ほセルゎ チやケョぺ 

≒- :ラΚΑシャや チケョ 

 .ゅΑシルィ るャヱボルョャや チやケョΕや キェぺ  

 .ヶャゅェャや ゅルゎホヱ ヶプ るバもゅセャや チやケョΕや ラョ キバΑ 

 .るΑケΑゎミよ ンヱキハ ゆよシよ ゐキェΑ 

 れやキゅッョャや ペΑケヅ ラハ ヮィΚハ ラミョΑ るΑヱΑェャや. 

≪- -:ヵケワコャや チケョ 

 .メミセャや ヶルヱコヤェ ヵケΑゎミよ チケョ 

 .ヶシルィャや メゅタゎΙゅよ ケセゎルΑ 

 .るΑヤシゅルゎャや ¬ゅッハΕや ヶプ ラヱミゎ ゅョ りキゅハ るョャぼョ ケΑビ るェケボよ チケョャや ぺキよΑ 



ケをゅミゎャや メタプ 

 ∵ 

ま キやキハるョヤバョャや: 
ぺ.ヵケショャや ュΑケョ 

 .るΑヅゅカョャや るΑセビΕや メゅタゎや ヱぺ キヤィャや ケよハ ケカへ ヴャま ソカセ ラョ ケセゎルΑ 

 .ヅセルゎ ラぺ メよホ キヱボバャ るΑャヱΕや ンヱキバャや キバよ るヤョゅカ メドゎ ラぺ ラミョΑ 

  ラミョΑ.ラΑヤシルよャや ラョ キェやヱ るルボェよ やケミよョ チケョャや るィャゅバョ 

  .ンケカΕや ¬ゅッハΕやヱ オョャやヱ ゆヤボャや ケョキΑ ラぺ ラミョΑ チケョャや るィャゅバョ ュゎゎ ュャ やクぺ 

 .キャヱΑ ュャ ヵクャや メヘヅャや ヴャま ュΕや ラョ メボゎルΑ ラぺ ラミョΑ 

 

 

 

 

 

≫- Ηや:コキΑ 

  れゅΑケヅヘャやヱ ュΑをやケィャやヱ チやケョΕや るョヱゅボョヱ るよケゅェョ ヴヤハ ヮゎケキホ ュシィャや コキΑΗや サヱケΑプ ゆヤシΑ
ョ メΚカ ラョ.チやケョΖャ るッケハ ケをミぺ ュシィャや メバィΑプ ヶハゅルョャや コゅヰィャや るよケゅェ 

  ヱェル≫∬‰∽ .ュャゅバャや ¬ゅェルぺ ノΑョィ ラョ キΑΕや サヱケΑヘよ ラヱよゅタョ ラヱΑヤョ 

  .るΑハヱゎャやヱ ァΚバャやヱ るΑゅホヱャや ヶプ コキΑΗや ケやケョゎシや ノルョャ メェャや 

:ュボバャや 

 .ゆゅィルΕや ヴヤハ ラΑィヱコャや りケキボョ ュキハ 

 :ュボバャや ゆゅよシぺ 

≒- .ラゅシルΘャ ヶヤシゅルゎャや コゅヰィャや ゆΑタΑ チケョ 

≪-  キヱィヱ.ゆゅタカΗや ノルョΑ ペもゅハ 

  ラΑよ ゥヱやケゎΑ≒≡% -≒∽%  メΑィ ラΑよ≒∫-√∽ .ュボバャゅよ ラヱよゅタΑ 

 .るルシ りキョャ ゥゅミルャや るシケゅョョ キバよ メョェャや ヶプ ゅェィルΑ ュャ やクま ュボバャや ゅΑルゅバΑ ゅョヰルぺ ラΑィヱコャや フΑルタゎ ュゎΑ 

 .るをΑキェャや れゅィΚバャや メゅョバゎシや キバよ ゆゅィルΙや ラョ ラΑィヱコャや ラミョゎ ノホヱゎョャや ラョ 

 
 
 


