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ラゅシルΙや ヴプ ケをゅミゎャや :         

ケをゅミゎャや ネヱルャや サヘル ラョ りキΑキィ キやケプや ァゅゎルゅよ るΑェャや れゅルもゅミャや ゅヰよ ュヱボゎ るΑヱΑェ るΑヤョハ :  

 るΑェャや れゅルもゅミャや ケをゅミゎ るΑョワや : メヤハ 

 りゅΑェャや るΑケやケョゎシや ラゅョッャ 

                                 ケをゅミゎャや ネやヱルや 

 

 

 

 

:ンケミクャや  ヴヤシゅルゎャや コゅヰィャや れゅルヱミョ 

≒- ャや:ゆΑッボ 

 るプゅッΙゅよ ュシィャや ァケゅカ るΑヱルョャや れゅルやヱΑェャや メボル ラハ メヱもショ  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 ヴプ メヱよャや ァやケカΙ 

≪- : オよケよャや 

ヱワヱ ヮΑヱルョャや れゅルやヱΑェャや ヮΑプ ラコカΑ 

るΑヱルョャや れゅルやヱΑェャや ヱョルヱ アッル ヮΑプ ュゎΑ ゆΑミケゎ 

≫- : ラΑゎΑタカャや 

や ヴヤシゅルゎャや コゅヰィャや ヴプ ヴシΑもケャや ¬コィャやメミセャや ラゅゎΑヱゅッΑよ ラゅゎキビ ラハ ロケゅよハヱ ンケミクャ 

 ラΑゎΑタカャや ノボゎ ラΑや                                              るΑタカャや ラヱミゎゎ ュョ 

 ラヘタャや サΑミよ るヅゅェョ ュシィャや ァケゅカ                        :るΑヱルョャや ゆΑよゅルΙや ラョ れゅもョ 

 ラヘタャや サΑミ るΑョワや : メヤハ 

ラΑゎΑタカャや るΑゅョェャ 

 

 キやキハぺ キョゅェ クゅゎシΙや                                             ヮをャゅをャや りケゎヘャや ソカヤョ 

 ヴシルィ 

 ロコヰィや ヴャや ァゅゎェΑ
 るタタカゎョ 

 ラゅルもゅミ ヮΑプ ポケゎセΑ 

- ラゅシルΙや メをョ 

 ヴシルィ Ι 

-  りコヰィや ヴャや ァゅゎェΑ Ι
ヮタタカゎョ 

ヅボプ キェやヱ ラもゅミ 

-   ケヅプ ヴプ ュハケよゎャや メをョ
りケΑョカャや 
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(  フもゅドヱるΑョワや) Αタカャや  ラΑゎ 

ぺ - ゆ         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 コやケプや )パヱヤよャや れゅョΚハ ヴヤハ メヱもショ( 

√- :ラゅゎΑヱルョャや ラゅゎゅルボャや 

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

            ゆΑッボャやヱ ラΑゎΑタカャや ラΑよ メタゎヱ 

∽-  ンケミクャや ヴヤシゅルゎャや コゅヰィャゅよ るボェヤョャや キキピャや: 

     ケよヱミ りキビ    

るΑヱルョャや れゅルやヱΑェャや ケヱケョャ ゆシゅルョ ラヱミΑャ メヱよャや ンケィョ ヴプ ヅシヱャや るャキゅバョャ ンヱヤホ メもゅシ コケヘゎ 

 : 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 

 ラゅゎΑヱルョャや ラゅゎヤタΑヱェャや 

 れゅΑクピョャゅよ ヴルビ ンヱルョャや メもゅシャや ヴョシΑ メもゅシ コケヘゎ. 

 

∨ ラゅシルΙや ンキャ ケミクョャや ヴヤシゅルゎャや コゅヰィャや るΑョワや ゅョ 

や ァゅゎルやケをゅミゎャや るΑヤョハ ラハ るャヱもショャや るΑヱルョャや れゅルやヱΑェャ 

∨ ケミクャや キルハ パヱヤよャや れゅョΚハ ヴワ ゅョ  (≒≫- ≒∽ )ヮルシ 

- .ュシィャや ラョ ンケカや ベヅゅルョヱ ヮィヱャや ヴヤハ ケバセ ケヱヰド 

-        れヱタャや るルヱセカ 

-  るΑシルィャや ¬ゅッハΙや ヱョル 

- れΚッバャや ュカッゎヱ ュゅドバャや ヱョル 

. ラヘタャや サΑミ メカやキ ケミクャや ヴプ ラΑゎΑタカャや ドヘェゎ : メヤハ 

キ メバィャ るΑヱルョャや れゅルやヱΑェャや アッルャ ュシィャや りケやケェ るィケキ ラョ キケよぺ ラΑゎΑタカャや りケやケェ るィケ  
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≫ 

 

 

 

 れゅルヱミョ: ンヱをルΙや ヴヤシゅルゎャや コゅヰィャや 

≒-  ラΑッΑよョャや : 

コヱィャや りケョを ュィェよ ラゅゎキビ 

ゅバボΑ ラΑや  ラΑΑッΑよョャや∨ 

ゅバボΑ チヱェャや ヴよルゅィ ヴヤハ るΑケヰドャや るヰィャや ヴプ ヴルヅよャや フΑヱィゎャや メヘシや 

 ラゅッΑよョャや るΑョワや∨ 

≒- れゅッよヱよャや ァゅゎルや                             ≪- ルヱョケワ ァゅゎルやヴ  ラヱケゎシィヱケよャやヱ ラΑΑィヱケゎシΙや 

: るドヱェヤョ 

  メミ ラΑッΑよョャや ラΑよ ゆヱゅルゎャゅよ りキェやヱ るッΑヱよ アゎルゎ≪∫ ( ケョハ キルハ ュヱΑ≒≒-≒√  ケョハ ヴゎェ ) るルシ 

(√∽-∽∽ サゅΑャや ラシ ) るルシ 

  : ラΑィヱケゎシΙや ラヱョケワるΑヱをルΙや るΑシルィャや ケワゅドョャや ラハ メヱもショ 

 Ι ンケヱケッ :ラヱケゎシィヱケよャや ラヱョケワメョェャや ケやケョゎシ 

≪- ゆヱャゅプ ゅゎゅルホ: 

 チΑよョャや ラΑよ Κタゎ るΑバよタや キもやヱコ れやク るΑバョホ るェゎヘよ やキよゎ ゆやキワゅよ 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
ュェケャやヱ 

ゅルホ るΑョワやゅゎ ゆヱャゅプ: 

 ュェケャゅよ ゅヰバプキヱ るΑバよタΙや キもやヱコャゅよ るィッゅルャや るッΑヱよャや ヅゅボゎャや 

やゆゅタカΙ  ンヱルョャや ラやヱΑェャや るΑヤカヱ ヮッΑよャや ヮΑヤカ ゅヰΑプ キェゎゎ ヮΑヤョハ : 

 ェΑ チΑよャや りゅルホ ヴプ ゆゅタカΙや ゐキ 

 

 



 / や                                                    キョゅェ                

√ 

 

≫- ュェケャや ケゅよハ : ヴヤハや ラョ メタゎΑ ラΑルィャや ヱョル ¬ゅルをや キキョゎΑ メミセャや ンケをョミ フヱィョ ヴヤッハ ヱッハ ラハ ロ
ゆヱャゅプゅゎゅルボよ 

 ュΑケミャや ラやケボャゅよ ケミク ゅョミ ラΑミョャや ケやケボャや ヱワヱ 

 るゎヘΑドヱヮゎΑゅョェヱ ラΑルィャや ラゅッゎェや   ヮゎΑクピゎヱンケシャや メよェャやヱ るョΑセョャや ベΑケヅ ラハ 

 : るャゅショ 

ゅッΑヱよャや  キキハ ゆシェや メΚカ るピャゅよ ヴをルや ゅワコケヘゎ ヴゎャや れ≪≡ るルシ 

................................................................ 

............................................................ 

√- メよヰョャや ヴをルΙや ュシィ ァケゅカ ヴャや ンキぼΑ ケョョ : 

 ゅヰタゎョΑ ヴゎャや るィッゅルャや るッΑよャや チΑよョャや コケヘΑゆやキワΙや りゅルホ ヴャや  ゆゅタカΙや ゐキェΑヱ ゆヱャゅプ ヱや チΑよャや 

 ヮΑケヰセャや りケヱキャや  : ヴプ れやケΑピゎ¬ゅッハやΚャ ヴヤシゅルゎャや コゅヰィャや( ゅヰゎキョヱ ラゅゎケヱキ ヴワヱ  ヴをル≪∫  ュヱΑ ) 

 ヮΑケヰセャや りケヱキャや ゐヱキェ / メヤハ 

ラヱケゎシィヱケよャやヱ ラΑィヱケゎシΙや ラヱョケワ ァゅゎルや メキバョ ヴプ れやケΑピゎ ゆよシよ / ァ 

ゅョ ∨ ヴをルΙや キルハ ヴヤシゅルゎャや コゅヰィャや るΑョワや ヴワ 

 ァゅゎルや ケをゅミゎャや ラハ るャヱもショャや れゅッΑヱよャや 

 ゅョ ンキャ パヱヤよャや れゅョΚハ ヴワ ヴをルΙや≒≒-≒√ ヮルシ ) 

≒-  ケヱヰド              ュシィャや ラョ りキキェョ ラミゅョや ヴプ ケバセ≪- れヱタャや るョヱバル 

≫-                                  チヱェャや るボヅルョ ネゅシゎや√- )ゐョヅャや( るΑケヰセャや りケヱキャや 

 ゥケセや るΑケヰセャや りケヱキャや 

 キルハロゅゎヘャや パヱヤよ  ヮッΑヱよ チΑよョャや アゎルΑ  ゆヱゅルゎャゅよ りキェやヱ メミ≪∫  ュヱΑ  ュヱΑャや ヴプ るッΑヱよャや アッルゎヱ≒√  

 ポケェゎゎプ ュェケャや ソヤカゎΑプ ウボヤゎ ュャ やクや ゆヱャゅプ りゅルホ ヴャや ァケカΑヱ るルゅヅよャや メよクゎヱ るΑヱョキャや るΑハヱΙや メヤェゎゎプ ヮゎルゅヅよ ラョ
( ラョ ケョゎシゎヱ チΑェャや ュキ ヴョシゎ ュキ れやケヅホ√-∵ ) ュゅΑや 
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 ラケゅホ ンヱルョャや ラやヱΑェャやヱ るッΑヱよャや ラョ Κミ ラΑよ 

ヮルケゅボョャや るッΑヱよャや  ラやヱΑェャやンヱルョャや 

ュシケャや  

 

 

 

メミセャや  

ュィェャや 

 るΑヤカメミセャや るΑヱケミ 

 ゅヰョィェケΑよミ 

 るΑヤカ ヮミケェゎョ 

 ゅヰョィェケΑピッ 

 りキピャやゅワコケヘゎ ヴゎャや  ラゅッΑよョャや ラゅゎΑタカャや 

 ゆΑミケゎャや  ュコΚよヱゎシ ¬やクビ ンヱェΑ
カョラヱコ- ヴョコΚよ ¬ゅセビ 

 ロやヱル ヮΑをやケやヱャや りキゅョ ンヱェゎ– 
 フΚビポシゅョゎョ ンヱヤカ 

 サやケ ヴョシゎ るΑもゅΑョΑミ キやヱョ ヮよ
 フΚビ ポΑミヘボャ れゅョΑコルや

 ロやヱル サやケャや ンヱェゎヱるッΑヱよャや
るΑをやケヱャや りキゅョャや ゅヰよ-  ヮバヅホ

 キΑャヱゎャ ゅΑケキルミヱゎΑョ ゅヰよ ヴヅシヱ
ヮホゅヅャや- ク るミケェヤャ メΑヱヅ メΑ

ラやヱΑェャや 

 キキハれゅョヱシヱョケミャや   ≪≫  ョケミュヱシヱ ≪≫ ュヱシヱョケミ 

 

カΙや ゆゅタ メョェャやヱ 

 メボゎルゎ ヴボゎヤゎャ ュェケャや ヴャや ュを メよヰョャや ヴャや メィケャや ラョ れゅルやヱΑェャや 

ゆヱャゅプ りゅルホ ヴプ るッΑヱよャゅよ  キェやヱ ンヱルョ ラやヱΑェ ラミョゎΑ  ゐΑェ 

 ラョゆゅタカや るΑヤョバャや ヴョシゎヱ ゅョヰゎゅルヱミョ キェゎゎヱ るッΑヱよャや ベやケゎカや 

 ラヱミゎゎヱ)れヱィΑコャや( るェホΚャや ポャク るィΑゎル 

 メボゎルゎ ュェケャや るルゅヅよよ  ベタゎヤゎヱ ュェケャや ヴャや るよタカョャや るッΑよャや 
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 ュシボルゎヱ メタェΑ ゐΑェ ラΑルィ ラヱミゎャ るΑャゅゎゎョ れゅョゅシボルや りキハ 

 ラΑルィャやるョΑセョャや ベΑケヅ ラハ ュΙや ラョ ラΑィシミΙやヱ ¬やクピャや ヴヤハ 

 やヅ ラハ ラΑルィャゅよ メタゎゎ ヴゎャ ンケシャや メよェャや ベΑケ 

ケゎプ り メョェャや 

 りケゎヘャや ケョゎシゎヱ りキΙヱャやヱ ゆゅタカΙや ラΑよ ゅョ∬ ケヰセや 

 るドヱェヤョ  ラΑルィャやヱ ュΙや ヴヤハ ロケヱヅカ メをョゎ りケをミ ラミャヱ ラΑルィャや ラハ フセミヤャ ケゅルヱシャや ュキカゎシΑ 

-  ゆェ るΑルワキャや キキピャや コΑヘェゎ ヴヤハ メョバΑ ヴルヱョケヰャや メヤカャや ゐΑェ パヱヤよャや りケゎプ ¬ゅルをや ケヰドΑ ゆゅよセャや 

 ラミョΑΚハドルョャや ベΑケヅ ラハ ゆゅよセャや ゆェ ァフ  ゆヅケョャやヱ 

           

 

 

 

 

 

 

 ヮドヱェヤョ るョゅワ : 

チやケョΙや  るΑシルィャや メボゎルゎ ヴゎャや  ヮボΑホキ れゅルもゅミ ゅヰよよシゎ ヴシルィャや メゅタゎΙや ベΑケヅ ラハ 

 メをョ れやコやケプΙや ヱや ンヱルョャや メもゅシャや ヱや キヤィャや ヴヤハ れゅルもゅミャや ロクワ スΑバゎ ゐΑェ  れゅΑケヅヘャやヱ ゅΑケゎミよャやヱ れゅシヱケΑヘャや
ヮΑヤよヰョャや 

 メヤハ  るΑヤシゅルゎャや ベヅゅルョャや ヴプ るボΑホキャや れゅルもゅミャや ケをゅミゎ メヰシΑ  

 ゅヰルΙ れゅシヱケΑヘャやヱ ゅΑケゎミよャや ヱョルャ るよシゅルョ るもプやキ ヮもΑよ 

 

 

 

  ゅセルゎ よ ラヱキメゅタゎや ヴシルィ 

-  ュェケャや ラゅヅケシ 

- ゅゎゅゎシヱケよャや ラゅヅケシ 

- サゅヘルャや ヴョェ チケョ 

  ュボバャや  

  

 

 

  や チやケョロコヰィΙや  るΑヤシゅルゎャや   

     ゅセルゎ  よメゅタゎゅ ヴシルィ 

- ラΚΑシャや  

- ワコャやンケ 

- コキΑΙや 

 



 / や                                                    キョゅェ                

∵ 

 

 

 

 チやケョΙや ほセルゎ ヴゎャや ヴシルィ メゅタゎや ラヱキよ 

≒-  ラゅヅケシ ュェケャや 

 ラゅヅケシ ュェケヤャ ラヅよョャや ¬ゅセピャや ラョ ゅセルΑ ュェケャや ヮルゅヅよ 

 ヮィΚハ: 

≒-  るェやケィャや ュェケャや メゅタもゎシΙ ≪-       ネゅバセΙや≫- ヴルヱョケヰャや ヱや ヴもゅΑョΑミャや ァΚバャや 

 



 / や                                                    キョゅェ                

∫ 

 

≪-  ラゅヅケシゅゎゅゎシヱケよャや: 

 ゐキェΑ ゅョキルハゅゎゅゎシヱケよャや ヴプ るΑバΑよヅ ケΑビ ゅΑΚカ ラヱミゎゎ 

 ラミョョャや ラミョΑ Ιヱ フハゅッゎゎりケヅΑシ  ゅヰΑヤハ 

チやケハぺ や ラゅヅケシゅゎゅゎシヱケよャ : 

 ノヅボゎ メヱよャゅよ–  ュャやをや¬ゅル メヱよャや –  メヱコルャや ノョ ュキメヱよ 

 ァΚハゅゎゅゎシヱケよャや ラゅヅケシ: 

 フヤゎカΑ チケョャや ケゅセゎルや ゆシェ ァΚバャや 

アャゅバΑ  ネゅバセΙゅよ–  ァΚバャやヴルヱョケヰャや-  ヴもゅΑョΑミャや– るェやケィャや 

 

≫-  ヴョェ. サゅヘルャや 

ゅタゎ ゆメカキゎ ゐΑェ りキΙヱャや ¬ゅルをや ゥヱケィャや メΚカ ヱや りキΙヱャや るをΑキェ ュΙや 

 ゅΑケゎミよ メミセャや るΑヱケミ 

 ァΚバャや: 

 キゅッョ ンヱΑェ 

 

や チやケョャや ヴシルィャや メゅタゎΙや ベΑケヅ ラハ ヴヤシゅルゎャや コゅヰィャや ゆΑタゎ ヴゎ 

≒-  チケョ: ラΚΑシャや 

 ゐキェΑ  ヴャゅェャや れホヱャや ヴプ ケセゎルョヱ るΑケゎミよ ンヱキハ ゆよシよ 

 ァΚバャや 

 キゅッョ ンヱΑェ 

 

 

 

 



 / や                                                    キョゅェ                

∬ 

 

≪-  チケョ ンケワコャや 

 チケョメミセャや るΑルヱコヤェ ゅΑケゎミよ ベΑケヅ ラハ ゅセルΑ 

 やキよΑるョャぼョ ケΑビ るΑヤシゅルゎャや ¬ゅッハΙや ヴプ るェケボよ 

 ケセゎルΑるΑヅゅカョャや るΑセビΙや ヱや キヤィャや ケよハ メゅタゎΙや ベΑケヅ ラハ 

 キバよ キャヱΑ ュャ ンクャや メヘヅャや ヴャや ュΙや ラョ ヱや ヴシルィャや 

 アャゅバΑロケミよョ ラΑヤシルよャゅよ 

 やクゅョ アャゅバΑ ュャ やクや ンケワコャゅよ チΑケョ ソカセャ ゐキェΑ 

 ゐキェャやオョャやヱ ゆヤボャゅよ ケΑョキゎ : ヱ キΑキヰゎ Αェヤャ りゅ  

≫-  コキΑΙや 

 チケョ メバィΑヱ ヴハゅルョャや コゅヰィャや ヴヤハ ヴッボΑ ヴシヱケΑプ 

 ソカセャや チやケョΙや ノΑョィャ ヮッケハ 

 ゅョ コキΑΙや チケョ ケゅセゎルや ノルョャ メェャや∨ 

 るΑゅホヱャやゎャやヱ ァΚバャやヱ るΑハヱ 

 

 

 

や チやケョ ュボバャや ベΑケヅ ラハ ヴヤシゅルゎャや コゅヰィャや 

 ュボバャや: 

 ュキハ ゆゅィルΙや ヴヤハ ラΑィヱコャや りケキボョラゅシルΙや ンキャ ケをゅミゎャや コゅヰィ ゆΑタΑ チケョ ゆよシよ 

 ヱやゆゅタカΙや ノルョャ ベもゅハ キヱィヱ 

 ュゎΑラΑィヱコャや フΑルタゎ ゅよィルΑ ュャ やクや  ヮルシ キバよ ュボバャゅよ ラヱよゅタョ ゅョヰルやュドゎルョャや ゥゅミルャや るシケゅョョ ラョ 

 メェャや: ゆΑよゅルΙや メゅヘヅや ヱや ヴハゅルタャや ゆゅタカΙや ベΑケヅ ラハ 

 

 



 / や                                                    キョゅェ                

≒≡ 

 

   ヮドヱェヤョ ンヱキバャゅよ るよゅタΙや ノルョャ りキェやヱ りケョ メョバゎシΑ ヴよヅ ¬ゅヅピよ ュゅョェャや りキハゅホ るΑヅピゎ ゆィΑ : 

 

ヮルケゅボョャや  

 

 

 

 ネヱルゅΑケゎミよャや 

 

るΑヱケミ ヱコヤェるΑル 

 チケョャやヮよよシΑ ンクャや 

 

 ヴョェサゅヘルャや  ンケワコャや 

 チやケハやチケョャや  ネゅヘゎケやりケやケェャや るィケキ-  ュャや
 ラヅよャや メヘシや–  るェもやケヰΑケミ ヮ

ュェケャや ラョ 

 るェケホ ¬ゅッハΙゅよ ンキヤィ ウヘヅ ヱや
 るΑヤシゅルゎャや 

ァΚバャや  キゅッョンヱΑェ  キゅッョンヱΑェ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


