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       るΑョΑヤバゎャや ヵキョェΙや るボヅルョャ るョゅバャや りケやキΗや     
                    れゅΑハゅョゎィΚャ ヶルヘャや ヮΑィヱゎャや  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
      
       

             



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
れゅΑハゅョゎィΚャ メヱΕや ヮィヱョャや 

ヶよΑゎバャや ヶヤハ キョェョ .ぺ 



 

 

 メヱΕや ヶシやケキャや メタヘャや 
ュ ュヲヰヘヨャや ブΑゲバわャや るエヘダャや 
≒   キギエョ ヶプやゲピィ ユΒヤホま ヴヤハ ラヲゼΒバΑ キやゲプΗや リョ るハヲヨイョ

 るトヤシ ユヰヨヌレゎヱ 
るャヱギャや  ソ≒∝  

≪  チケΕや モカやキ ギわヨΑ ¬ゅヨャや リョ ラゅジャ 
 

 ケヲガャや ソ≪≪  

≫ れゅヰィ ゐΚを リョ ¬ゅヨャや ゅヰよ テΒエΑ ザよゅΒャや リョ るェゅジョ りゲΑゴイャや るらセ ソ≪∫  

√   れゅヰイャや ノΒヨィ リョ ¬ゅヨャや ゅヰよ テΒエΑ ザよゅΒャや リョ るバトホ 
 

 りゲΑゴィ ソ≪∫  

∽ ¬ゅヨャや モカやキ ギわヨΑ ザよゅΒャや リョ ラゅジャ 
 

 サぺゲャや ソ≪∫  

∝ るバシやヱヱ るェゅジヨャや るΑヲわジョ チケぺ 
 

 モヰジャや ソ≫≡  

∵  リΒわバヘゎゲョ リΒわボトレョ リΒよ ヶャヲヅ ヂヘガレョ 
 

 ヵキやヲャや ソ≫≡  

∫  ヶッやケΕや ンヲわジョ リハ ΚΒヤホ るバヘゎゲョ チケぺ 
 

 モわャや ソ≫≡  

 

 
 
 



 

 

ュ ャやュヲヰヘヨ ブΑゲバわャや るエヘダャや 

∬ 
 れゅバヘゎケョ ラョ チケΕや ウヅシ メゅミセぺ

 れゅッヘカルョヱ 
 

 サΑケゅッゎャや ソ≫≡  

≒≡ 
  メボゎ Ι るヤΑヱヅ るΑルョコ ロケゎプ メΚカ ヱィャや るャゅェ

ゅョゅハ ラΑをΚを ラハ 
 

 ォゅルョャや ソ≫≫  

≒≒  ラョ キゎョゎ りケΑタホ るΑルョコ りケゎプ メΚカ ヱィャや るャゅェ
 ネヱよシぺ ヴャま ュヱΑ  サボヅャや ソ≫≫  

≒≪ 
 ュキカゎシΑ ラゅミ ヵクャや れΑよャや ヱぺ ケΑピタャや ラタェャや

ラぼョャやヱ るェヤシΕや ラΑコカゎャ 
 

れヱミャや  ソ≫∬  

≒≫ 
 りケやキま ラハ りケセゅよョ りケヱタよ るャヱキャや るΑャヱぼショ

 るΑィケゅカャやヱ るΑヤカやキャや ゅヰルヱぼセ 
 

 メΚボゎシや ソ√∬  

≒√  キΑャやヱョャや キキハ- れゅΑプヱャや キキハ  
  るΑバΑよヅ りキゅΑコ ソ∽∵  

≒∽  りキゅΑコャや ラゅミシャや キキハりケィヰャや ペΑケヅ ラハ  ケΑビ りキゅΑコ 
 るΑバΑよヅ ソ∽∵  

≒∝  るェゅショ ÷ ラゅミシャや キキハるャヱキャや  
 るΑルゅミシ るプゅをミ ソ∽∵  



 

 

ヶルゅをャや ヶシやケキャや メタヘャや 
 るェヘタャや  ュヱヰヘョャや  フ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒Αケバゎャや ュ 

∬∝ るΑギΒバャや  ゅΑやギワ リョ ネヲレミ ケゅらムャやヱ ケゅピダヤャ ュギボΑ ヵゴョケ ヒヤらョ .ギΒバャや   
≒ 

∬∬ りコギャや   ヴヤハ ⇔やゲΒシ サヱゲバャや メゴレヨャ リらワグΑ れやギΒジャや リョ るハヲヨイョ
 ゅΑやギヰャや れΚョゅェ ュやギホΕや .るヤΒヨイャや  

 
 

≪ 

∬∬  メやヲエわャや   ネヲらシぺ りゲわプ ギバよ サゲバヨャや ろΒよ ヴャま サヱゲバャや ろΒよ リョ メゅボわルΙや 
 
 

≫ 

≒≡≪  るヨわガャや 
 ヶらダャや ユヨわΑ ゅョギレハ ユわΑ メゅヘわェや ユわカ( )ラへゲボャや   りゲわピャや るルヲジらヤΒプ

 メゅボバャやヱ   リョ ⇔やキギハヱ ネヲトヨャや ユツΑ ょミヲョ ヶプ ヮよ ラヱゲΒジΑヱ
ヮルぺゲホや   ヶプ∩ゆゅわ⊥ムャや  ユワヱ メコゅレヨャゅよ ラヲプヲトΒプ .ラヱギゼレΑ  

 
 

√ 

≒≒≫  ペプやゲヨャや   ュギボゎ ヶわャや ゅヰゎケやキまヱ るョゅバャや ゅヰゎゅムヤわヨョヱ るャヱギャや ヶルゅらョ ノΒヨィ
 れゅョギガャや .リΒレヅやヲヨヤャ  

 
 

∽ 

≒≒≫ れゅョギガャや   りゅΒエャやヱ るェやゲャや ゲΒプヲゎ モィや リョ るャヱギャや ゅヰョギボゎ ヶわャや キヲヰイャや
 るヨΑゲムャや .リΒレヅやヲヨヤャ  

 
 
 

∝ 

≒≒∵  りケやコヲャや  ペプやゲヨャや リハ るャヱぽジヨャや るヰイャやれゅョギガャやヱ   ゅヰョギボゎ ヶわャや
.るャヱギャや 

 
 

∵ 

≒≪≫  リΒレジヨャや ケやキ 
  ザΒャ リΑグャや リジャや ケゅらミ るΑゅハゲャ るャヱギャや ゅヰョギボゎ るΒハゅヨわィや るョギカ

 フゲゼゎヱ ユヰわΑゅハゲよ ュヲボΑ リョ ユヰャ  ラヱぽゼャや りケやコヱ ゅヰΒヤハ
 モヨバャやヱ るΒハゅヨわィΙや 

 
 

∫ 

≒≪≫  るホゅハΗや ヵヱク   ヱぺ ¬ゴィ ヴヤハ ゲをぽョ ヶヤボハ ヱぺ ヵギジィ ゴイバよ ゆゅダヨャや ゾガゼャや
 ブもゅドヱ リョ モミ ヮゎゅΒェ  るΒシゅシΕやヱ るΒバΒらトャや  ∬  

 



 

 

 

 るエヘダャや  ュヲヰヘヨャや  ブ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒Αゲバわャや ュ 

≒√≡ ¬やギわハΙや 
  ヱぺ キゲプ モらホ リョ る ｚィヲ ⊥ヨャや ギヨバわヨャや ¬やグΑΗや ヱぺ り¬ゅシΗや ヲワ

  るハヲヨイョ ヱぺ キゲプ ヲエル キやゲプΕや リョ るハヲヨイョ .ンゲカぺ  
≒≡ 

≒√≪  ラヲルゅボャや 
  ヂバらよ ユヰツバよ キやゲプΕや リΒよ れゅホΚバヤャ るヨヌレヨャや ギハやヲボャや ヲワ

  るヰィ リョ キやゲプΕやヱ れゅジシぽヨャや リΒよヱ .ンゲカぺ  
≒≒ 

≒√∽  るゃΒらャや   ゲΒビヱ るΒェ れゅレもゅミ リョ ゅレよ テΒエΑ ゅョ モミ ヶワ .るΒェ  ≒≪ 

≒√∝ ゐヲヤわャや 
 るゃΒらャや れゅルヲムョ ヴャま るΒバΒらヅ ゲΒビ ゲタゅレハ メゅカキや ヲワ ∩るΒバΒらトャや  

 ケゲツャやヱ ンクΕや ペエヤΑ ゅヨョ .ゅヰよ  
≒≫ 

≒√∫  ゲΑヱギわャや 
 キやヲヨャや るイャゅバョ るΒヤヨハ リハ りケゅらハ ヲワ∩るョギガわジヨャや  りキゅハまヱ

 りギΒヘョ れゅイわレョ ヴャま ゅヰヤΑヲエゎヱ ゅヰバΒレダゎ ∩ラゅジルΘャ  モΒヤボわャ

∩ゅワゲΒをほゎ   るゃΒらャや ヶプ ゅヰヨミやゲゎ モΒヤボゎヱ  

≒√ 

≒∽∽ ギΒセゲわャや 
  ュやギガわシやヱ ポΚヰわシや ヶプ フやゲシΗや ュギハ るΒヘΒムャ キゲヘャや ヮΒィヲゎ

 りゅΒエャやヱ るホゅトャや ケキゅダョ¬ゅヨャやヱ ¬ゅよゲヰムャやヱ   モミほヨャやヱ
 ユヰャ モんョΕや ュやギガわシΙや メΚカ リョ ザらヤヨャやヱ ゆゲゼヨャやヱ 

≒∽ 

≒∝≒ 
  モヨバャや

 ヶハヲトわャや 

  ヶエよケ フギワ リハ ゑエらャや ラヱキ りギハゅジヨャや キゲヘャや ヮΒプ ュギボΑ モヨハ

 れゅヰイャや ノョ ペΒジレわャゅよ ヵキゅョ ヱぺ .るΒヨシゲャや  
≒∝ 

≒∝∵ ¬Ιヲャや   リヅヲャや ロゅイゎ るらエヨャゅよ るΒよゅイΑΗや ザΒシゅェΙやヱ ゲハゅゼヨャや ≒∵ 

≒∝∫ るレヅやヲヨャや  ロゅイゎ れゅらィやヱ ゅレΒヤハヱ ベヲボェ ゅレャヱ リヅヲヤャ ゅルぼゅヨわルや ヶワ .ゅレレヅヱ  ≒∫ 


