
 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

ほミほミ :ュヲボャや ほミほムゎ :やヲヨェキコや .ぽミほムわャやヱ :ノヨイわャや . ケゅヨェ リハ ゲヨハ リよ ヴジΒハ テボシヱ
メゅボプ ،サゅレャや ヮΒヤハ ノヨわィゅプ ヮャ :؟るレィ ヵク ヴヤハ ユミぽミほムゎ ヶヤハ ユゎほミほムゎ ユムャ ゅョ !

ヶレハ やヲバボルゲプや .ンヱゲΑヱ: ءやヲェ ヵぺ るΒェ ヵク ヴヤハ .るらΒわハ リよ ユムエャや ゑΑギェ ヶプヱ:  
メゅボプ ،ラやゲヨハ ヮΒカぺ ヴヤハ サゅレャや ほミほムゎ ギホヱ ュヲΑ れやク ァゲカ : ゐギェ ヲャ ه ラゅエらシ
リΒヨェキゴョ ヮΒヤハ やヲヘムハ ヵぺ ヮΒヤハ サゅレャや ほミほムわャ ラゅトΒゼャや .ヮョاミ ヶプ モィゲャや ほミほムゎヱ: 

ユヤムわΑ ラぺ ヴヤハ ケギボΑ ユヤプ ヶハ .ノムバムゎ モんョ ،ゾムルヱ リらィ ヵぺ ほミほムゎヱ. ءゅミほムャやヱや : ヱギハ
ゾヤャや .ゲΒダボャや めミほムわヨャやヱ.メヲボΑ ラぺ キやケぺ ギホヱ  :ポ ヶャヲェ ユわバヨわィや ユムャゅョぺ ユムル

ラヲレイョ ヴヤハ ラヲバヨわイゎ ...やヲプゲダルや. 
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14152
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14152


 

 
 

 ラゅジヤャや モバイΑ ギホ ゅヨョ るよヲバタ モんヨΑ ロケやゲムゎ ろヤバィ ろΒらャや ドゅヘャぺ ヶプ ュゅイジルاや ュギハ
 ُュゅイジルゅプ ヶルゅんャや ろΒらャや ザムバよ ろΒらャや りءやゲホ ヶプ ほトガΑ れゅヨヤムャや ヵ∂キぽΑ ヴャま るャヲヰシ 

ゅヰよ ペトレャや. 



 

 
 



 

 
 

ゆأや リョ ょヤトャや: ًاΒヤホ るらΒボエャや モヨェ ヶプ ヶルギハゅジゎ ラぺ リムヨΑ モワ ヶよぺ  .

ォأや リョ ょヤトャや: るらΒボエャや ログワ ヶレハ モヨェや. 

 



 

 
 

1 - ゲΑギボわャやヱ メاィإや リョ ネヲル やグワـ ؛よ ヮジヘル ブダΑ ラほよ ヂプケ サゅらバャや ラأ (ゲらミぺ) 
メヲシゲャや リョ.  ـよ ゅヰレハ ゲ∂らハ モよ(ヮヤらホ れギ⌒ャヱُ(. りゅハやゲョ ヮルぺ るビاらャゅよ ヮわホاハヱ 

ノッヱヱ メゅエャや ヴツわボヨャ るヨヤムャや るらシゅレヨャや ヶプ ラゅムヨャや ょシゅレヨャや . 
2 - るビاらャや リョ ユハぺ るェゅダヘャや؛ るをاを ゲタゅレバよ るΒレバョ ゅヰルأ ( ュاムャやヱ るヨヤムャや

ユヤムわヨャやヱ) ،ゾカぺ ヶヰプ るビاらャや ゅョぺ؛リΑゲダレバよ るΒレバョ ゅヰルأ  (ユヤムわヨャやヱ ュاムャや) ،
るピΒヤよ ゅヰルほよ ブタヲゎ ا るヨヤムャゅプ؛ ヶプ اま ゲをぽョ モムゼよ ゅヰわャاキ ゲヰヌゎ ا るヨヤムャや ラأ 

 メゅボΑ ラぺ リムヨΑヱ ペジわョ ユヌわレョ ュاミ" ュاミ モミ ザΒャヱ ウΒダプ ヲヰプ ヒΒヤよ ュاミ モミ
 ً ゅピΒヤよ ウΒダプ". 



 

 
 

 フゲダャや

 ヲエレャや

るビاらャや 

るビاらャや:ءヶゼャや ヴャま ءゅヰわルاやヱ メヲタヲャや ヶレバゎヱ モタヱ ヵぺ ヒـヤـよ リョ りクヲカほョ るピャ . 

 -ヮΒャま ヴヰわルやヱ ヮΒャま モタヱ ヵぺ ヶルاヘャや ラゅムヨャや ヴャま ラاプ ヒヤよ メゅボΑ. 

 -ヴャゅバゎ メゅホ :( ラَヲヰَُボ∇ヘَΑ ラَヱُキゅムََΑ ∂ا ًゅョ ∇ヲَホ ゅヨَ ⌒ヰ⌒ルヱُキ リ ⌒ョ َギィَヱَ ⌒リ∇Α∂ギ∂ジャや リَ∇Βَよ ヒََヤَよ やَク⌒ま ヴَ∂わェَ
اً  ∇ヲَホ) [りケヲシ :ブヰムャや - るΑΓや :93.] 

 -ヴャゅバゎ メゅホ :( ًやケ∇ギَホ ٍء ∇ヶセَ ∂モムُ⌒ャ ُ や モََバィَ ∇ギَホ ⌒ロا∂ ⌒ゲ ∇ョَぺ ヒُ⌒ャゅَよ َ - トャやاや ∂ラ⌒ま) [りケヲシ : ベا∂
るΑΓや :3] るΒヰわレョ ヵぺ. 

ヶェاトタاゅよ ヵヲピヤャや ヴレバヨャや るらシゅレョ: ヴャま ヶルゅバョ リョ ヮジヘル ヶプ ゅョ ヒヤらΑ ユヤムわヨャや ラぺ 
ゆヲヤシぺ キヲィぺヱ りケゅらハ ゲダホぺ ヶプ ユヰΒャま ゅヰΒヰレΑヱ リΑゲカΓや ، ゲΒピよ ロキやゲョ ヒヤよ やクみプ

 ً ゅピΒヤよ ギバΑ ザらャ اヱ チヲヨビ. 



 

 
 

      ユΑゲムャや ラآゲボャや .
 

ラآゲボャや ヶワ りギャゅガャや りゴイバヨャや ログワ ろルゅミ د ؛ ヮよ ンّギエわΒャ  ゆゅよケぺ ユワヱ ،ゆゲバャや
ラゅΒらャやヱ るビاらャやヱ るェゅダヘャや. 

 ،ヂバよ ヴャま ヵキぽΑ ゅヰツバらプ ،るャコゅハ キヱギエよ ゅヰレΒよ モダヘャや リムヨΑ ا ،るムよゅゼわョ ュヲヤバャや ログワ ラま
 ユヤハ ゅレΑギャ リムΑ ユャ ∇ラま ユΑゲムャや ラآゲボャや コゅイハま ブゼわムル ラぺ ゅレャ ザΒヤプ ،ًゅツバよ ゅヰツバよ モヨムΑヱ

るビاらャゅよ ユヤハ ゅレΑギャ リムΑ ユャ ラま ヶルゅバヨャや ログワ ペもゅホキ フゲバル ラぺ ノΒトわジル リャヱ ،ヮΒルゅバヨよ. 

 

   リΒバゎ ゅヰルぺ ヴャま るプゅッま ،ブホヲヨヤャ ょシゅレヨャや ュاムャや ケゅΒわカや るΒヘΒミ ヴヤハ ギハゅジゎ
ゲんレャやヱ ゲバゼャや リョ るピΒヤらャや ソヲダレャや ケゅΒわカや ヴヤハ. 

                 ゆゅらシぺ るプゲバョヱ ءヵキゲャや リョ リジエャや ュاムャや ゴΒΒヨゎ ヴヤハ りケギボャや ヶヨレゎ ゅヨミ
りءやキゲャやヱ リジエャや. 

              るΒよキأや ソヲダレャや ヴヤハ ユムエャや ヴヤハ ゅヰよ ラゅバわジΑ ヶわャや ュゅムェأや ヶトバゎ. 



 

 
 

ヲャ ヮルぺا らャや ユヤハاミ ユヰプ ヶプ ザらャ モダエャ るビاゅハキ ヲワ モワ ،モィゲャや ュء ヮΒヤハ ュぺ ヮャ؟ 
モタヲャやヱ モダヘャや るシやケキ るΒヨワぺ ヶゎほゎ ゅレワヱ .

るピヤャや ギハやヲホ るヘャゅガョ؛ ゅエらダΒャ リΒヤをゅヨわヨャや リΑケヱゅイわヨャや リΒプゲエャや ュゅビキま ょイΑ ヮルأ 
やًキギゼョ やًギェやヱ ゅプゲェ. 

 るヨヤミ ヶプ(るバイバィ)  ゅヨョ やグワヱ ،ゅヰプヱゲェ ゲプゅレわャ ゅヰレョ ゲヘレわプ ネゅヨシأや ゲ ⌒∂ムバゎ るルヲゼカ
るヨヤムャや るェゅダヘよ モガΑ. 

ヒゼヘゎ :ゅヰャゅヨバわシや るヤホヱ ゅワゅレバョ ءゅヘガャ るよやゲピャや .

 

ラاイヤイャや:ゅヰボトル るよヲバダャ フヱゲエャや ゲプゅレゎ . 
ょジボャや:ゅヰャゅヨバわシや るヤホヱ ゅワゅレバョ ءゅヘガャ ،るよやゲピャや  .



 

 
 

ペΒボヘレガャや:ラゅらΒハ ゅヰΒプ  : ءゅヘガャ るよやゲピャやヱ ،ゅヰボトル るよヲバダャ フヱゲエャや ゲプゅレゎ
ゅヰャゅヨバわシや るヤホヱ ゅワゅレバョ .

 リヰルほミ れゅΒわヘャや ろヤらホぺ
ラゅらャや ラゅダビぺ. 

 るルゅらわシや リΒんェゅらャや ギェぺ ギハぺ
 ゆاトャや ゲカほゎ ゆゅらシぺ るシやケギャ

ュやヱギャや リハ. 
 るΒェゅル リョ ゆゅエジャや モらホぺ

ゆゲピャや. 

モヰシ リΒヨΒんハ リよや ろΒよ؛ ょΒハ ゅヰよ ザΒャヱ ヶルゅバヨャや るエッやヱ るヤヰシ ヮゎゅヨヤミ ラأ 
ゅヰわェゅダヘよ モガΑ. 

ょバタ ヶらレわヨャや ろΒよ؛ゅヰわよやゲビヱ ヮゎゅヨヤミ ゲプゅレわャ  .



 

 
 

モヰシ ゲワやコ ケヲわミギャや ろΒよ؛ ょΒハ ゅヰよ ザΒャヱ ゅヰΒルゅバョ るエッやヱ るヤヰシ ヮゎゅヨヤミ ヮルأ 
ゅヰわェゅダヘよ モガΑ. 

ょバタ ュゅヨゎ ヶよぺ ろΒよ؛りゲプゅレわョ ヮゎゅヨヤミ ラأ  .

 

 るヨヤムャや ょらジャや

モシやゲャや 
モ ⌒シゲヨャや ウΒエダャやヱ؛ ヶハゅよケ モバヘャや ラأ (モシケぺ)  ユシやヱ

ネケゅツョ ラコヱ ヴヤハ ヮレョ モハゅヘャやロ フゲェ メやギよま ノョ 
ゲカΓや モらホ ゅョ ゲジミヱ ًるョヲヨツョ ゅヨًΒョ るハケゅツヨャや. 

モミゅゼョ メゅボΑ ラぺ ウΒエダャやヱ: れاムゼョ. 

モヤィأや 
 ヶプ リΒョاャや ュゅビキみよ モィأや ウΒエダャやヱ サゅΒボャや るヘャゅガョ

ゅヨヰツバよ .

 



 

 
 

ヒヤよぺ るΒルゅんャや りケゅらバャや؛ュゅボヨヤャ るらシゅレョ ゅヰル؛ أ るらシゅレョ れゅヨヤミ ケゅわカや ヮルأ ( メヲヅぺ -
ゲヨハُ)،ペΒツャやヱ ラゴエャや ゲΒんΑ ヲワヱ ،れヲヨャや ゅヰΒプ ゲミク ギボプ ヴャヱأや ゅョぺ  .

 



 

 
 

ブタヲヤャ るヨもاヨャや ヶワ るΒルゅんャや りケゅらバャや ؛ ラゅゎケゅらバャや ゅョぺ ،ヮΒらゼわャや ゅヰΒプ ュギガわシや ヮルأ
ケゅらカま ゅヨルまヱ ブタヱ ゅヨヰΒプ ザΒヤプ るんャゅんャやヱ ヴャヱأや .

 

ヶルゅんャや ろΒらャや؛ ゥギヨャや ヴヤハ メギゎ れゅヨヤミ ケゅわカや ギボプ ،ゥギヨャや ュゅボヨャ ょシゅレヨャや ヮルأ 
( ュゴバャや -ュゲムャや)،ょシゅレョ ゲΒピプ ヶルゅんャや ろΒらャや ゅョぺ ؛ ラゴエヤャ ヲハギゎ ヮゎゅヨヤミ ラأ 

 ネゴイャやヱ( れヲヨャや - ゅΑゅレヨャや -ءやギャや). 

 

ァやヱゴャや 
 ユもゅダャや ケゅトプま

ゲカآ ギレハ 
 やゴバャやء
ネやキヲャや 

ュヲレャや 

 ラゅムョ ヶプ メヱゴレャや
ギΑギィ 



 

 
 

≒. マわシやケキ ヶプ ベヲヘわゎ ヴわェ ユヤバャや ょヤヅ ヴヤハ ソゲェや .
≪. ユヰレョ ラヲムゎ ラぺ ヴヤハ ソゲェゅプ ヂヰレわャ ءゅヨヤバャや ヴャま ァゅわエゎ るョأや .

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

ヵゲらカ                                 

ヶもゅゼルま                     



 

 
 

ヵゲらカ                         

ヶもゅゼルま                             

ヵゲらカ                           

ヵゲらカ                                      



 

 
 

ゲらカ  .

 ! リョ ベギタぺ リョ ه モィヱ ゴハ؟

.  ゅゼルまء
モΒヨィ ゲトヨャや  . 

 

 .  ゅゼルまء

ロゲヘシ リョ やヲًゎ ゲプゅジヨャや キゅハ   . 
 

 .  ゅゼルまء

りゲΒらミ リΑギャやヲャや ベヲボハ  . 
 



 

 
 

ゲらカ    .
    ナヘエΑ ユャぺ ه ゲボャやヱ リΑギャやآラ؟

 

 . ゅゼルまء

ゲらャや リョ ユェゲャや るヤタ  . 
 

ゲらカ   .
モヨヰヨャや ءやゴィ ّギセぺ ゅョ  ! 

 

ゲらカ   .
マゎギャやヱ ギレワ ゅΑ ヶレΒハぺ   . 

 

.   ゅゼルまء
ユΑゲミ モィケ د    . 

 

 .   ゅゼルまء

ゲΒガャや ヴヤハ ه ヶレルゅハぺ   . 
 



 

 
 

 ュ るヤヨイャや ゅヰハヲル
1  リョぽヨャや ヵヲボャや ゲΒカ ょェぺヱ ヴャま ه リョ リョぽヨャや   ブΒバツャや るΑゲらカ
 ソゲェや ヴヤハ ゅョ   マバヘレΑ るΒもゅゼルま
 リバわシや ،هゅよ اヱ         ゴイバゎ るΒもゅゼルま
2  やヲバヨシや ヶレョ  やヲゼΒバゎ るΒもゅゼルま
 ا  やヲヨヤヌゎ るΒもゅゼルま
 ا ヶレイΑ ラゅィ اま ヴヤハ  ヮジヘル るΑゲらカ
 ا ヶレイΑ ギャやヱ ヴヤハ  ロギャヱ るΑゲらカ
  ∂ラま ユヤジヨャや ヲカぺ  ユヤジヨャや るΑゲらカ
 ザΒャ モエΑ ユヤジヨャ リョ ヮΒカぺ  ءヶセ るΑゲらカ
 ラゅトΒゼャや ラま ギホ ザΑぺ ラぺ ギらバΑ ヶプ  ユミギヤよ るΑゲらカ
 リョ ラヱゲボわエゎ ゅョ ヂバよ ヶプ るハゅヅ ヮャ ラヲムΒシ  ユムャゅヨハぺ るΑゲらカ
 ヴッゲΒプ  ゅヰよ るΑゲらカ
3  やヲダُ∇ハや ヵグャや ヶ⌒ボ∇ヤُΑ  ユムレΒよ َグ⌒プゅَレَボャや るΒもゅゼルま
  ノボルأや ュゅヨジャや ヲワ るΑゲらカ
 



 

 
 

るヤヨイャや ゅヰハヲル  ゲヌルぺヱ チケأや れゅらル ヶプ モョほゎ るΒもゅゼルま 
 マΒヤヨャや ノレタ ゅョ るΑゲらカ 
 れゅダカゅセ リΒイャ リョ ラヲΒハ るΑゲらカ 
 マΒらジャや ょワグャや ヶワ るΑゲらカ 
 れやギワゅセ ギィゲよゴャや ょダホ ヶヤハ るΑゲらカ 
 マΑゲセ ヮャ ザΒャ ه ラぺ るΑゲらカ 
 



 

 
 

   ًاワゅィ ゅョًاビ ゅョًヲΑ ぼゲョや ンゲビぺ るΑゲらカ
  ゲヅヲャや ヮよ メゅレΑ るΑゲらカ
  ヴわプゅΑ マョぺ キやぽヘよ ヶレわもや るΒもゅゼルま
  ユワやケギャやヱ ゲワやヲイャや マャ るΑゲらカ
  ゅワケギタ ヶプ ًやゲイレカ コゲビぺヱ ヴツヨプ るΑゲらカ
   ヮィゲカぺ ょヤボャやヱ るΑゲらカ
  ゲをأや ヴヤハ キゅハヱ るΑゲらカ
  ンヲワ ヮわハゲシ ヅゲプ リョ るΑゲらカ
  ゲヘバヨャや ょヤボャや ァゲェギわプ るΑゲらカ
   ュأや ょヤホ ロやキゅル るΑゲらカ
  ゲヘバョ ヲワヱ るΑゲらカ
  ヶらΒらェ ヵギャヱ るΒもゅゼルま
  モワぺ ケゲッ リョ マよゅタ るΒもゅゼルま

 



 

 
 

 
  るィゅェ ペΑギタ ヴャま リャほジゎ ا るΒもゅゼルま 

  マレハ メヲエΒプ るΑゲらカ 
 メヲエΑ ラゅョゴャや ゅヨミ るΑゲらカ 
  モΒヤボャや ءヶゼャゅよ ⌒リピわシやヱ るΒもゅゼルま 
 モΒヤホ メゅボΑ ا マッゲハ ラゅタ ゅョ るΑゲらカ 

 

るΑゲらガャや モヨイャや: 
1 ّやًギィ るバシやヱ ヶわシケギョ . 
2 ّょャゅヅ るもゅヨをاを リョ ゲんミぺ ノジゎ ヶワヱ  . 
3 ّゆゅバャأや るシケゅヨヤャ ノシやヱ ءゅレプ ゅヰよ るシケギヨャや  . 

るΒもゅゼルإや モヨイャや: 
1 ّ ゅョ ぺゅレわシケギョ メヲダプ ノシヱ! 
  るバシやヱ ユムわシケギョ モワ؟ّ 2

 



 

 
 

 ケゅらわカاや モヰシぺ ゅョ

 ペΑギダャや キゅハ モワ
 ゲプゅジヨャや

 ヶプ ヲイャや モバャ
 モΒヨィ ノΒよゲャや

 リョأや ュキぺ ユヰヤャや
 ゅルキاよ ヴヤハ

 ょャゅトャや ゅヰΑぺ ゅΑ
 ギヰわィや メヲジムャや

 ょイバわャや

 ュゅヰヘわシاや

 ヶィゲわャや

ゅハギャやء 
 ゲョأや るピΒダよ

 やギルء



 

 
 

ろΒよ ろイイェ ه 
ュやゲエャや 

 ノヨわイΑ ゅョ リジェぺ
 リΑギャや ءゲヨャや ヶプ

ユヤバャやヱ ヴレピャやヱ 
 ヮΒヘジャや ケゅィぺ ユャ

メヲボΑ ゅヨΒプ 

 ヴヤハ ギらバャや モミヲゎ
ه 

ろらんョ ゲらカ 

 れやケゅらわカاや ろよゲわホや .
 れやケゅらわカاや ゆゲホぺ ゅョ .

 ユバル
 ろΒャ
 モワ

 ゲョأや ュا
るΒワゅレャや ا 

 ヶらヤヅ ゲΒビ
ヶらヤヅ 
ヶらヤヅ 
ヶらヤヅ 
ヶらヤヅ 

 ペヤカ ベギダャや
 モΒヨィ

 

ろらんョ ゲらカ 

ろらんョ ゲらカ 

ろらんョ ゲらカ 

 ゲらカ ヶヘレョ

マゎゅらィやヱ ろΒヰルぺ モワ؟ 

ギΑコ モィゲャや ユバル 
 ヶェ ヵギィ ろΒャ

 マシヱケキ ゲミやグわャ

 マシヱケキ モヨヰゎ ا

 



 

 
 



 

 
 

 やًギィ ウٌィゅレャ ネヱゲゼヨャや やグワ ラّま هヱ. 
 ウィゅル ネヱゲゼョ やグワ. 

 ウィゅル ネヱゲゼヨャや やグワ ラま. 
 



 

 
 



 

 
 

 ،キゅレバャやヱ ゲヘムャや ヴヤハ やヱゲタぺ ユヰレムャヱ ًゅんャゅを ユワキやコ ユを リΒャヲシケ るΒミゅトルぺ モワه أ モシケぺ
 ユヰャヲボよ マャク やヱギミぺ モシゲャや リムャヱ ユヰヤんョ やゲًゼよ モシゲΑه ا ラぺ ユヰもゅハキゅよ モシゲャや やヲよグミヱ

( َラヲُヤシَ ∇ゲヨَُャ ∇ユムُ∇Βَャ⌒ま ゅّル⌒ま.) 

 

 りケゅらバャや ゅョぺヱ ،メヲらボャや ヶプ マムゼΑ ょヅゅガヨャや ラأ マャクヱ ؛ギェやヱ ギミぽョ ゅヰよ ヴャヱأや りケゅらバャや
ヮャ ゲムレョ ょヅゅガヨャや ラأ マャクヱ ؛ギミぽョ リョ ゲんミぺ ヴヤハ ろヤヨわセゅプ るΒルゅんャや. 

 

りギΒヘョ るΒヰヘゼャや れゅルゅエわョاや 

 ヵケヱゲッ るんΑギエャや るΒレボわャや ユヤバゎ

 ノプゅル ءヱゲボヨャや ゆゅわムャや

らャやاやゲバゼヤャ りギΒヘョ るビء 

  りゲΒんミ リΒボもゅジャや ءゅトカぺ

ユェゲャや るバΒトホ れゲんミ 

 

 

 

 りギΒヘョ るΒヰヘゼャや れゅルゅエわョاや ラま

ヵケヱゲッ るんΑギエャや るΒレボわャや ユヤバゎ ラま 

 ノプゅル ءヱゲボヨャや ゆゅわムャや ラま

らャや ラまاやゲバゼヤャ りギΒヘョ るビء 

 りゲΒんミ リΒボもゅジャや ءゅトカぺ ラま

ユェゲャや るバΒトホ れゲんミ ギホ 

 

 
 

 るΒヰヘゼャや れゅルゅエわョاや ラま هヱ 
 りギΒヘヨャ

るんΑギエャや るΒレボわャや ユヤバわャ هヱ 
 ヵケヱゲッ

 ノプゅレャ ءヱゲボヨャや ゆゅわムャや ラま

 りギΒヘヨャ るビاらャや ラま هヱ
やゲバゼヤャء 

 りゲΒんムャ リΒボもゅジャや ءゅトカぺ ラま

 るバΒトホ れゲんミ ギボャ هヱ
ユェゲャや 

 

 
 
 



 

 
 

るΑゲらガャや モヨイャや :ヮよケ リョ ヮΒャま メゴルぺ ゅヨよ メヲシゲャや リョآ. 
ギΒミほわャや るィケキ:ヴャヱأや るらゎゲヨャや  .
ギΒミほわャや れやヱキぺ :ギィヲΑ ا. 
ギΒミほわャや ょらシ :リワグャや ヶャゅカ ょヅゅガヨャや. 

 

るΑゲらガャや モヨイャや :るエΒダレャや リΑギャや. 
ギΒミほわャや るィケキ:  るらゎゲヨャや 
ギΒミほわャや れやヱキぺ :ギィヲΑ ا. 
ギΒミほわャや ょらシ :リワグャや ヶャゅカ ょヅゅガヨャや. 

るΑゲらガャや モヨイャや : َヶレُよ  ُュاシإや ヴヤハ ザヨカ. 
ギΒミほわャや るィケキ:  るらゎゲヨャや 
ギΒミほわャや れやヱキぺ :ギィヲΑ ا. 
ギΒミほわャや ょらシ :リワグャや ヶャゅカ ょヅゅガヨャや. 

 



 

 
 

るΑゲらガャや モヨイャや ギΒミほわャや るィケキ  れやヱキぺ
ギΒミほわャや ギΒミほわャや ょらシ 

 ァゲカ  ∂ヶヤハ リよ ヶよぺ  ょャゅヅ ヴャヱأや るらゎゲヨャや ギィヲΑ ا リワグャや ヶャゅカ ょヅَゅガヨャや
  ヮレハ サゅレャや ヮャほジプ ヴャヱأや るらゎゲヨャやا  ギィヲΑ リワグャや ヶャゅカ ょヅゅガヨャや
 ウらタぺ ギヨエよ ه  ゅًもケゅよ ヴャヱأや るらゎゲヨャやا  ギィヲΑ リワグャや ヶャゅカ ょヅَゅガヨャや

 グカほプ ヮヨハ サゅらバャや  ロギΒよ ヴャヱأや るらゎゲヨャや ギィヲΑا リワグャや ヶャゅカ ょヅَゅガヨャや

 هヱ  ∂ラま  ه メヲシケ - ヴヤタ
 ユヤシヱ ヮΒヤハ ه- ヴّプヲَわُΒシ 

ヶプ ヮバィヱ  やグワ
 るんャゅんャや るらゎゲヨャや

 ユジボャや
، (ヱه)

 ラّま

 ょヅゅガヨャや ケゅムルま ノホヲゎ
 メヲらホ ヶプ ロキキゲゎヱ

 ゲらガャや
 

るΑゲらガャや モヨイャや :れΓ ヮルゅョコ ゲΒカأや ろレミ ラまヱ ヶルまヱ. 
ギΒミほわャや るィケキ:るんャゅんャや るらゎゲヨャや  .
ギΒミほわャや れやヱキぺ :ギΒミヲわャや ュا ،ラّま. 
ギΒミほわャや ょらシ :ゲらガヤャ ょヅゅガヨャや ケゅムルま. 

るΑゲらガャや モヨイャや :ヮらルゅィ ギヰルや ゅョ やクま ءゅレらャや ラま. 
ギΒミほわャや るィケキ:るΒルゅんャや るらゎゲヨャや  .
ギΒミほわャや れやヱキぺ : ّラま. 
ギΒミほわャや ょらシ :ゲらガャや メヲらホ ヶプ ょヅゅガヨャや キキゲゎ. 

4 

5 
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るΑゲらガャや モヨイャや :ンゲビぺ るョぺ ヶプ ンゲシ やクま フاガャや ラま. 
ギΒミほわャや るィケキ:るΒルゅんャや るらゎゲヨャや  .
ギΒミほわャや れやヱキぺ : ّラま. 
ギΒミほわャや ょらシ :ヮムセヱ ょヅゅガヨャや キキゲゎ. 

 

            ラヲエタゅル ユムャ ラヲレョぽヨャや(リワグャや ヶャゅガャや). 

 -ゅヰゎやヱケ ケゅらカأや るプآ ラま              .(ポゅゼャやヱ キキゲわヨャや). 
 -ゅヰゎやヱケ ケゅらカاや るプآ ラま هヱ         .(ゲらガヤャ ゲムレヨャや). 
 

るΑゲらガャや モヨイャや ギΒミほわャや るィケキ ギΒミほわャや れやヱキぺ ギΒミほわャや ょらシ 
 ユャ ヶルぺ ユヤバΑ ه

やギレプ モホぺ 
るらゎゲヨャや るんャゅんャや  ّラぺ  ょヅゅガヨャや キキゲゎ

ヮャヲらホ ヶプ 
 ヶレΒハ ウわプأ ヶルま

ゅヰエわプぺ リΒェ 
るんャゅんャや るらゎゲヨャや ュاャや ،ラّま  ケゅムルま ノホヲゎ

ょヅゅガヨャや 
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   ラヲヤヨバゎ ユわレミ ゅヨハ ユムャほジΒシ ه(ポゅゼャや). 
 

                  るョやギレャや るヤイバャや ノョ  (リワグャや ヶャゅガャや). 

 

 -                      ウΒエタ ヵぺケ やグワ(ネヲッヲヨャや リョ リワグャや ヶャゅガャや). 
 -                    ウΒエタ ヵぺケ やグワ ラま(ゲらガャや メヲらホ ヶプ キキゲわヨャや). 
 -              ウΒエタ ヵぺゲャ やグワ ラま هヱ (ゲらガャや メヲらボャ ゲムレヨャや). 

 
 

 



 

 
 

≒- ラゅエわョاや ヶプ ろエイル .
≪- ラゅエわョاや ヶプ ウィゅル マルま .
≫-  ラゅエわョاや ヶプ ろエイル ギボャ هヱ

 



 

 
 

≒- メاヰャや ろΑぺケ .

≪- メاヰャや ろΑぺケ ヶルま .
≫- メاヰャや ろΑぺケ ギボャ هヱ .

≒- ペヤガャや リジエよ ュやゴわャاや ヴャま ヲハギΑ ュاシإや ラま هヱ .

≪- ラヲムャや ゲワゅヌョ ヶプ ゲΒムヘわャや ヴヤハ ユΑゲムャや ラآゲボャや ゑェ ギボャ هヱ .

 



 

 
 



 

 
 

.  や ネヲル:ヶらヤヅإゅゼルء
ヮわピΒタ:ヶレヨわャや . 

.  や ネヲル:ヶらヤヅإゅゼルء
ヮわピΒタ:ュゅヰヘわシاや . 

.  や ネヲル:ヶらヤヅإゅゼルء

ヮわピΒタ:ゲョأや . 

 

.  や ネヲル:ヶらヤヅإゅゼルء
ヮわピΒタ:ュゅヰヘわシاや . 

 

.  や ネヲル:ヶらヤヅإゅゼルء
ヮわピΒタ:ュゅヰヘわシاや . 

 



 

 
 

.  や ネヲル:ヶらヤヅإゅゼルء
ヮわピΒタ:ヶヰレャや . 

 

.  や ネヲル:ヶらヤヅإゅゼルء
ヮわピΒタ: ヶヰレャや ّゲョأや . 

 

.  や ネヲル:ヶらヤヅإゅゼルء
ヮわピΒタ: ゲョأや ّヶヰレャや . 

 

.  や ネヲル:ヶらヤヅ ゲΒビإゅゼルء

ヮわピΒタ:ょイバわャや . 

 

.  や ネヲル:ヶらヤヅإゅゼルء
ヮわピΒタ:ュゅヰヘわシاや . 

 



 

 
 

.  や ネヲル:ヶらヤヅإゅゼルء

ヮわピΒタ:ヶヰレャや . 

 
 
 

.  や ネヲル:ヶらヤヅإゅゼルء
ヮわピΒタ:ヶレヨわャや . 

 
 
 



 

 
 

.  や ネヲル:ヶらヤヅإゅゼルء

ヮわピΒタ: ュゅヰヘわシاや ّゲョأや . 

 
 
 



 

 
 

 るよゅィま ポゲゎや
ヮΒヘジャや 

 ゅΑ マΑギャやヱ ゲよ
 ウャゅタ

 ヶプ ヵギヰわィや 
 ヴヤΒャ ゅΑ マわシやケキ

 ًゅホヲヘわョ リミ
  クゅバヨミ

 マらルク リョ ょゎ
 ヶジヨャや ゅヰΑぺء

 
 

 ヴヤハ ょイゎا
 マャ ゲΒカ ヮΒヘシ
 ヶプ ラَやヲわゎ ا
  マΑギャやヱ ゲよ

 ヶプ ヵゲダボゎ ا
  ヴヤΒャ ゅΑ マわシやケキ

 ギハヲョ リハ ゲカほわゎ ا
 りゴもゅイャや モΒル

 ゅΑ るよヲわャや ゲカぽゎ ا
 ヶジョء

 
 
 

 るよゅィま ヶプ モワ
ゲΒカ ヮΒヘジャや؟ 

 ゲらゎ ا ユャ
マΑギャやヱ؟ 

 りギヰわイョ ろルぺ モワ
マわシやケキ ヶプ؟ 
 クゅバョ メゅル モワ

りゴもゅイャや؟ 
 ヴャま ءヶジョ ろルぺぺ

 ョコاマも؟
 
 

 ょイゎا ヶヤハ ゅΑ
テホ ゅヰΒヘシ 

 ゲよ ウャゅタ ゅΑ
 マΑギャやヱ

 ヵギヰわィや ヴヤΒャ ゅΑ
 マわシやケキ ヶプ
 モル クゅバョ ゅΑ
  マゎゴもゅィ

 モイハ ءヶジョ ゅΑ
るよヲわャゅよ 

 
 

 ヴヤハ ょイゎ ا マわΒャ
 やギよぺ ヮΒヘシ

 ヵギャやヱ ゲよぺ ヶレわΒャ
 ウャゅダミ

 ヶプ りギヰわイョ ヶルヲゎ マわΒャ
ヴヤΒャ モんョ マわシやケキ 

 クゅバヨミ ヶレわΒャ
 ًゅホヲヘわョ

ヶジョ モミ ろΒャء 
 ヴャま ゆヲわΑ ه

 

フヱゲバヨャゅよ ラゲョほわャ. 

ギピャや ヴャま ュヲΒャや モヨハ モィぽゎ ا. 

 ヮわよゲビ リョ ょもゅピャや キヲバΑ ヶわョ؟

ょΒゼヨャや モバプ ゅヨよ ロゲらカほプ      ゅョヲΑ キヲバΑ ゆゅらゼャや ろΒャ 

ュやゲェ ユムΒヤハ ユムもゅョキ ラま サゅレャや ゅヰΑぺ. 



 

 
 



 

 
 

ギΑギヰわャや ヴレバョ ヴャま ヶボΒボエャや ロゅレバョ ァケゅカ ゅヨヰΒプ ゲョأや ءゅィ リΒャヱأや リΒャゅんヨャや ヶプ. 
 

ヵコゅイヨャや ヴャま ヶボΒボエャや ロゅレバョ リハ ヶヰレャや ァゲカ リΒΒャゅわャや リΒャゅんヨャや ヶプ. 
 .ゅハギャやء - 1
 .ゅィゲャやء - 2
 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

ネギゎ ا                               

テハぺ                                         

やヲらヤトゎ ا                                    

ユムΒヤハ                              

リョほゎ ا                                       

やヱギジヘゎ ا                                  



 

 
 

 ヶルゅΒヤカ                                        - やギΒハぺ

 モボゎ ا                              ّ ゅヨワゲヰレゎا ّモホ  

ヮらイゎ ا                                            

                                              ゅハギャやء



 

 
 

キゅセケإや 

 



 

 
 

3 

4 

5 

ギΑギヰわャや 

サゅヨわャاや 

ゲΒボエわャや 



 

 
 

キゅセケإや 

ゲΒボエわャや 

ゴΒイバわャや 

 ً ゅヨΒヌハ ًゅよやヲを モレゎ りاダャや ヴャま ゲムよ クゅバョ ゅΑ   .(キゅセケإや) 
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ユムヤらホ リΒエャゅダャや ゆぺキ ヮルみプ モΒヤャや ュゅΒボよ ユムΒヤハ    . (キゅセケإや) 

 (やヱ ウダレャやإキゅセケ)      .やゲボヘャや ヴャま ًゅレジエョ リミء ゅヘバツャやヱء

 (やヱ ウダレャやإキゅセケ)      .や るヅゅョま ゆやヲを ゲボわエゎإペΑゲトャや リハ ンク ا
 



 

 
 

マレョ ヴヤハぺ ه リハ ヮわャゴレョ ゅヨよゲャ ゲΒボプ ヴヤハ ゲらムわゎ ا  .    (キゅセケإやヱ ウダレャや) 

るバわヨヨャや るヤェゲャや ログワ ヲヘタ ゅレΒヤハ れヲヘゎ ا             .(サゅヨわャاや) 



 

 
 

≒. ゆأや るらヅゅガョ:ءゅィケ . 
≪. モΒョゴャや るらヅゅガョ :サゅヨわャや. 
≫. ゲΒピダャや ヶカぺ るらヅゅガョ :ゲョぺ ヶボΒボェ. 

 
 



 

 
 

 ギΑギヰわャや

 サゅヨわャاや

 ゲΒボエわャや

キゅセケإや 

モんョ ءゅハギャや チゲピャや ラヲムΑ: 

≒. "ゅレわΑギワ クま ギバよ ゅレよヲヤホ パゴゎ ا ゅレよケ". 

≪. " َリΑ ⌒グّャや ヴَヤハَ ُヮَわ∇ヤヨَェَ ゅヨَミَ やゲً ∇タ⌒ま ゅَレ∇Βَヤハَ ∇モ ⌒ヨ ∇エَゎ َاヱَ ゅَレّよケَ リ ⌒ョ ゅَレ⌒ヤ∇らَホ". 

≫. " ⌒ヮ⌒よ ゅَレَャ َるَホゅヅَ َا ゅョَ ゅَレ∇ヤ ∂ ⌒ヨエَُゎ َاヱَ ゅَレّよケَ". 



 

 
 

ゅレョ ءゅヰヘジャや モバプ ゅヨよ ゅレムヤヰゎ ا ユヰヤャや 

ゲゼャや ゅヰΑぺ れほゎ ا 

 サゅレヤャ ポギカ ゲバダゎ ا

ンゲカぺ りゲョ マャク モバヘゎ ا 

 ا ゅボプケ ょェゅダゎء ヲジャやء

れやケギガヨャやヱ れやゲムジヨャや リョ ゆゲわボゎ ا 

るヤェゲャや ゅヰわΑぺ ヮわレゎ ا 

ュギレわプ ヶョاミ ゾバゎ ا 

マΑギャやヱ ノトわャ 

 りاダャや ヴヤハ るヌプゅエヨャゅよ マΒヤハ
 れやケギガヨャやヱ れやゲムジヨャや リハ ًやギバよ

 ケヱゲヨャや りケゅセま ュゲわエわャ



 

 
 

ヶレヨわャや ヲワ チゲピャや . ヶヤイルや モΒヤャや ゅヰΑぺ اぺ -ゆゅエジャや ゅヰΑぺ ゲトョや. 
 

ゅハギャや ヲワ チゲピャや."  ⌒ラヲُバء ⌒ィ ∇ケや ∂⌒ゆケَ メَゅَホ *  ً ゅエ⌒ャゅタَ モُヨَ ∇ハَぺ ヶ∂ ⌒ヤَバَャ"  ّ" マََルやゲَ∇ヘビُ
 ُゲΒ ⌒ダヨَ∇ャや マَ∇Βَャ⌒まヱَ ゅَレّよケَ." 

キゅセケإやヱ ウダレャや ヲワ チゲピャや."  ⌒フ ∇ゲُバ∇ャゅ⌒よ ∇ゲョُ∇ぺヱَ ヲَ∇ヘَバ∇ャや ⌒グカُ - " ه ンヲボわよ マΒヤハ
りゅイル ゅヰルみプ. 

 ギΑギヰわャや

 ギΑギヰわャや

 キゅセケإや

 ウダレャやヱ キゅセケإや

 ギΑギヰわャや

 ゲジエわャや

ゑエャや 

ヮダハゅプ ه フゅガゎ ا ろレミ やクま .
ナエャや ءヶシ メヲボΑ :ゲエらャや ヶプ ヶレョケやヱ ゅヌًェ ヶレトハぺ. 

ゥゅイレャや ロゲカآ キゅヰわィاや ラみプ ギヰわィや. 



 

 
 

ゅョぺ ゥヱゲトヨャや メやぽジャや リハ るよゅィま ょヤヅ メヱأや: 
1 - るダボャや ゾガャ リョ ヴヤハ チやゲわハや ヲヰプ. 
2 - ゲョأや やグワ モバヘャ ゑェヱ キゅセケま. 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

ゲΑゲボわャや                                       

ヶヘレャや                                    

ゲョأや                                            

ゲΒボエわャや                                      

ユΒヌバわャや                         

ケゅムルإや                                          



 

 
 

ペΑヲゼわャや                                      

ケゅガわプاやヱ ユΒヌバわャや                                 

ヶレヨわャや 

ゲΑゲボわャや 

7 

9 

10 



 

 
 

 

ゲΑゲボわャや 

ペΑヲゼわャや 

11 

12 



 

 
 

ユΒヌバわャや 

ヶレヨわャや 

ゲΑゲボわャや 

 やاゅトらわシء

ゲΒボエわャや 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

ヶヘレャや 

 

 



 

 
 

    や るらホゅハ ザΒャإるヨΒカヱ メゅヨワ؟

   や ギΒミ モワヱأやギハء ヶゼよء؟

モワ       ؟るヤェケ ヶプ ゅレボプやゲゎ 

 オΒよヲわャや   -ベゅハ ギェゅィ اま ヮΑギャやヱ モツプ ゲムレΑ ا. 

 ケゅムルإや  -モィヱゴハ ه るΒダバョ るハゅヨイャや ポゲゎ. 



 

 
 

 ヶレヨわャや   -モヨバャや ヶプ ギヰわィほプ キヲバΑ ヶよゅらセ ろΒャ. 

 ケゅムレわシاやヱ るΑゲガジャや   -ゅレレΒよ メヲジムャ るヨΒホ ا. 

 ギΑギヰわャや               -ヵキゅレハ ヴヤハ ぼゲイゎ ا. 

 ゲョأや                       -ゅレィゅハコま リハ ヮわルや. 



 

 
 



 

 
 

ゅョ ゾガセ ヴャま ヮョاミ モタヲΑ ラぺ キやケぺ ゅョ やクまテボプ ヮΒャま ゑΑギエャや ヮΒィヲゎ ゲダボャ ゲカぽΑヱ ュギボΒプ . 

ろヨダャや ヴヤハ るヨムエャや ゲダボわプ ゾガセ ヴヤハ キゲャや キヲゎ ا ゅョギレハ. 

ゅヨルま ュやギガわシゅよ モホゅバャや ヴヤハ ゲミグわャやヱ るヌバャや ゲダボΒプ ゾガゼャ るエΒダル ヮΒィヲゎ ギレハ. 



 

 
 



 

 
 

ゲダボャや ペΑゲヅ :ゅヨルま. 
ケヲダボヨャや : ユムャやヲョぺّユミキاヱぺ . 

ヮΒヤハ ケヲダボヨャや :るレわプ. 
 

ゲダボャや ペΑゲヅ :ءゅレんわシاやヱ ヶヘレャや. 
ケヲダボヨャや :ウΒジヨャや. 

ヮΒヤハ ケヲダボヨャや :メヲシケ. 
 

ゲダボャや ペΑゲヅ :ゲΒカほわャやヱ ユΑギボわャや. 
ケヲダボヨャや :ゅヨヰレΒよ ゅョヱ チケأやヱ れやヲヨジャや マヤョ. 

ヮΒヤハ ケヲダボヨャや :モィヱ ゴハ ه. 
 
 

ゲダボャや ペΑゲヅ :ءゅレんわシاやヱ ヶヘレャや. 
ケヲダボヨャや :ラゅジルإや. 

ヮΒヤハ ケヲダボヨャや :ヮΒバシ .
 
 

ゲダボャや ペΑゲヅ :ءゅレんわシاやヱ ヶヘレャや. 
ケヲダボヨャや :ょΒピャや ウゎゅヘョ ユヤハ. 

ヮΒヤハ ケヲダボヨャや :モィヱ ゴハ ه. 
 
 



 

 
 

ゲダボャや ペΑゲヅ :ゅヨルま. 
ケヲダボヨャや :ه. 

ヮΒヤハ ケヲダボヨャや : るΒワヲャأやّるΒルやギェヲャや . 
 

ゲダボャや ペΑゲヅ :ゅヨルま. 
ケヲダボヨャや :るよゅイわシاや. 

ヮΒヤハ ケヲダボヨャや :ラヲバヨジΑ リΑグャや. 
 

ゲダボャや ペΑゲヅ :ءゅレんわシاやヱ ヶヘレャや. 
ケヲダボヨャや :ユわルぺ. 

ヮΒヤハ ケヲダボヨャや :ゆグムャや. 
 

ゲダボャや ペΑゲヅ :ゲΒカほわャやヱ ユΑギボわャや. 
ケヲダボヨャや :ラآゲボャや. 

ヮΒヤハ ケヲダボヨャや :ペエャや. 
 

ゲダボャや ペΑゲヅ :ءゅレんわシاやヱ ヶヘレャや. 
ケヲダボヨャや :メヲシゲャや. 

ヮΒヤハ ケヲダボヨャや :パاらャや. 
 

ゲダボャや ペΑゲヅ :ゅヨルま. 
ケヲダボヨャや :ベاカأや ウャゅタ. 

ヮΒヤハ ケヲダボヨャや :るんバらャや. 
 
 



 

 
 

ゲダボャや ペΑゲヅ :ءゅレんわシاやヱ ヶヘレャや. 
ケヲダボヨャや :ュキآ リよا ゅョ. 

ヮΒヤハ ケヲダボヨャや : ロゅレプぺّ ロاよぺ ّロゅツョぺ . 
 

ゲダボャや ペΑゲヅ :ءゅレんわシاやヱ ヶヘレャや. 
ケヲダボヨャや :モィヱ ゴハ ه. 

ヮΒヤハ ケヲダボヨャや :ょΒトャや. 
 

ゲダボャや ペΑゲヅ :ゅヨルま. 
ケヲダボヨャや :ュキآ リよや. 

ヮΒヤハ ケヲダボヨャや :ュゅΑぺ. 
 

ゲダボャや ペΑゲヅ :ゲΒカほわャやヱ ユΑギボわャや. 
ケヲダボヨャや :ンヲムゼャや. 

ヮΒヤハ ケヲダボヨャや :ه. 
 

ゲダボャや ペΑゲヅ :ゅヨルま. 
ケヲダボヨャや :ユョأや. 

ヮΒヤハ ケヲダボヨャや :ベاカأや. 
 

ゲダボャや ペΑゲヅ :ءゅレんわシاやヱ ヶヘレャや. 
ケヲダボヨャや :ラゅジルإや ペヤカ. 

ヮΒヤハ ケヲダボヨャや :るΑゅピャや. 
 



 

 
 

ゲダボャや ペΑゲヅ :ゅヨルま. 
ケヲダボヨャや :ءゲヨャや ょャ. 

ヮΒヤハ ケヲダボヨャや :ユヤムわャや. 
 

 

ゲダボャや ペΑゲヅ :ءゅレんわシاやヱ ヶヘレャや. 
ケヲダボヨャや :ギイヨャや. 

ヮΒヤハ ケヲダボヨャや :リトプ ギΒシ. 
 
 

 ゲダボャや ゆヲヤシぺ ヮボΑゲヅ  هゅよ اま ヶボΒプヲゎ ゅョヱ ءゅレんわシاやヱ ヶヘレャや 

  ろヤミヲゎ ヮΒヤハ ゲΒカほわャやヱ ユΑギボわャや
  ょΒルぺ ヮΒャま ゅヨルま

 

ゲダボャや ゆヲヤシぺ :ゅヨルま ゅルぺ ケグレョ.                     
ヮボΑゲヅ :ءゅレんわシاやヱ ヶヘレャや. 

 



 

 
 

 
 ゲダボャや ゆヲヤシぺ ヮボΑゲヅ

  ケゅヰボャや ギェやヲャや ا هま ヮャま リョ ゅョヱ ヶヘレャやاや ءゅレんわシ

  やゲًΒカ اま メヲボゎ マわバヨシ ゅョ ゲΒカほわャやヱ ユΑギボわャや
  ユェケゅプ ユワゅΑまゲΒカほわャやヱ ユΑギボわャや 

 



 

 
 

ょバゎ ヶルゅョأや ゅヨルま ،ヶルゅョأや メゅレゎ ょバわャゅよ ،ょバわャゅよ اま ヶルゅョأや メゅレゎ ا. 

ヲイレゎ ベギダャゅよ ،りゅイレョ اま ベギダャや ゅョ ،りゅイレョ ベギダャや ゅヨルま. 

 .リョ ه リョ ベコゲャや ゅヨルま ،ベコゲャや ه، ま ベコゲャや ゅョا リョ ه

 リΒわヤヨイャや ヶプ ブヤわカや ヴレバヨャや リムャヱ ءゅレんわシاやヱ ヶヘレャゅよ ゲダボャや ベゲヅ ゅョギガわシや ゅヨワاミ
ゅョ ヴャヱأや ヮΒボヘャや اま ヶバプゅゼャや - ヶレバゎ ゅレルぺ ゅルゲダホ ヮボヘャや ヴヤハ ヶバプゅゼャや ヶバプゅゼャゅプ 

ロギェヱ ヮΒボヘャや ヮミケゅゼΑ ا ロゲΒビ ヶプ マャク ヶバプゅゼャやゅョ اま ヮΒボプ - ヶレバゎ ゅレルぺ ゅルゲダホ 
ヶバプゅゼャや ヴヤハ ヮボヘャや テボプ اプ ラヲムΑ ゅًをギエョ اヱ やゲًジヘョ. 

 



 

 
 

ゅョَ  ٌメヲシُケَ ّا⌒ま ٌギヨّエَョُ 

  ُギ ⌒イَゎ ُキゅムََゎ َا ُるَもゅ ⌒ヨ∇ャや ⌒モ⌒よ ゅミَ サُゅّレャや ゅヨَّル⌒まإ⌒
 ًるَヤ ⌒ェやケَ ゅヰَΒ⌒プ  

ゅَレ ∇ョゲّェَ やヱُキゅワَ リَΑ ⌒グّャや ヴَヤハَ  



 

 
 

ケヲダヰャや ギシأゅミ ギΒャヲャや リよ ギャゅカ          . 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

ヮらゼヨャや :ァヲヨャや. 
ヮよ ヮらゼヨャや :メゅらイャや. 

ヮΒらゼわャや りやキぺ :フゅムャや. 
ヮらゼャや ヮィヱ :ネゅヘゎケاやヱ ヲヤバャや. 

ヮらゼヨャや :リΒハ ケヲェ. 
ヮよ ヮらゼヨャや :ラヲレムヨャや ぽャぽヤャや. 

ヮΒらゼわャや りやキぺ :フゅムャや. 
ヮらゼャや ヮィヱ :ءゅヘダャやヱ チゅΒらャや. 

 

ヮらゼヨャや : サゅレャやّメゅらイャや . 
ヮよ ヮらゼヨャや : ゐヲんらヨャや スやゲヘャやّリヰバャや . 

ヮΒらゼわャや りやキぺ : フゅムャやّフゅムャや . 
ヮらゼャや ヮィヱ :ドゅヌわミاや りゲんミ. 

 

ヮらゼヨャや :リョぽヨャや. 
ヮよ ヮらゼヨャや :るィゲゎأや. 

ヮΒらゼわャや りやキぺ :モんョ. 
ヮらゼャや ヮィヱ :ユバトャやヱ ウΑゲャや ょΒヅ. 

 



 

 
 

ヮらゼヨャや :るョأや. 
ヮよ ヮらゼヨャや :ゲトヨャや. 

ヮΒらゼわャや りやキぺ :モんョ. 
ヮらゼャや ヮィヱ :るΑゲΒガャや. 

 

ヮらゼヨャや :リΒレョぽヨャや. 
ヮよ ヮらゼヨャや :ギジイャや. 

ヮΒらゼわャや りやキぺ :モんョ. 
ヮらゼャや ヮィヱ :ブヅゅバわャやヱ ユェやゲわャやヱ キやヲわャや. 

 

ヮらゼヨャや :ザヨガャや れやヲヤダャや. 
ヮよ ヮらゼヨャや :ケゅィ ゲヰル. 

ヮΒらゼわャや りやキぺ : フゅムャやّモんョ . 
ヮらゼャや ヮィヱ :キギイわャや. 

 

ヮらゼヨャや :リョぽヨャや. 
ヮよ ヮらゼヨャや :ラゅΒレらャや. 

ヮΒらゼわャや りやキぺ :フゅムャや. 
ヮらゼャや ヮィヱ :マシゅヨわャや. 

 



 

 
 

ヮらゼヨャや :るΒよゲバャや るピヤャや. 
ヮよ ヮらゼヨャや :リョゅムャや ケギャや. 

ヮΒらゼわャや りやキぺ :フヱグエョ. 
ヮらゼャや ヮィヱ :るヨΒボャや ヲヤハ. 

 

ヮらゼヨャや :م ヶらレャや ゑΑギェ. 
ヮよ ヮらゼヨャや :ギヰゼャや. 

ヮΒらゼわャや りやキぺ :フヱグエョ. 
ヮらゼャや ヮィヱ :ユバトャや りヱاェ. 

 
 

ヮらゼヨャや :モΒガャや. 
ヮよ ヮらゼヨャや : ゲガダャやّءゅヨャや . 

ヮΒらゼわャや りやキぺ :フゅムャや. 
ヮらゼャや ヮィヱ : ヅヲボジャやّラゅΑゲイャや . 

 

ヮらゼヨャや :م メヲシゲャや. 
ヮよ ヮらゼヨャや :ケヲレャや. 

ヮΒらゼわャや りやキぺ :フヱグエョ. 
ヮらゼャや ヮィヱ :フヱグエョ. 

 



 

 
 

ヮらゼヨャや:メゅダャや ザΒヤイャや ،ゥ ءヲジャや ザΒヤィ. 

ヮよ ヮらゼヨャや: マジヨャや モョゅェ، ゲΒムャや オプゅル. 

ヮらゼャや ヮィヱ: るバヘレヨャや ュギハヱケゲツャや ،るバヘレヨャやヱ りキゅヘわシاや . 
،るミゲよヱ ゲΒカ ヮバョ ヮボΑギタ メやヲェぺ ノُΒヨィ ウャゅダャや ザΒヤイャや ラぺ ギΒヘΑ ゑΑギエャや やグヰプ 

マジヨャや モョゅェ モんョ ،ユَレ∇ピョَヱ ノヘルヱ ヮジΒヤィヱ ヮらェゅダよ ءやギわホاや ヴヤハ メٌヲらイョ ラゅジルإゅプ 
 ゅョぺヱケやゲセأや るらェゅダョ: ヴヤハ ラヲバイゼΑ ユワギイわプ ،ノホやヲャや اءらャやヱ ،ノホゅّレャや ユُジャや ヶヰプ 

れやゲムレヨャやヱ ヶタゅバヨャや モバプ. 
 

 

1  - ヮゎゅプ ゅョ ポケギΑ ا ユもゅレャゅミ ょシやゲャや. 
2  - キヲイャや ヶプ ゲエらャゅミ ヮゼΒハ ペΒッ ヴヤハ د. 

 



 

 
 

るハゅジャや:れゅホキ  ヴらヤホ るハゅジャゅミ . 
ゑΒピャや:ノヘル モェ ゅヨレΑぺ ゑΒピャゅミ ユヤジヨャや . 
るヤガレャや:るヤガレャゅミ  ペΑギダャや ヲワゴΑ. 
モらイャや:モらイャゅミ オシやケ ヮボヘャや ヶプ ヶバプゅゼャや . 
モヘトャや:モヘトミ  ギヨェぺ  むゲよ ヶゼヨΑ ゅ∂レゃヨトョ. 

 

チゅΒらャや: ً ゅッゅΒよ ぽャぽヤャゅミ ケヲェ  . 
りヱاエャや: ギヰゼャや モんョ るホاカぺ ヶプ د  りヱاェ. 

ゲムヨャや:ょヤバんャゅミ やゲًミゅョ ろΑぺケ  . 
るハゲジャや:ベゲらャゅミ ヮわハゲシ ヶプ モΒガャや . 

りギエャや:ブΒジャゅミ  りギエャや ヶプ リΒムジャや . 
るヨェゲャや :ュヱءケ ュほミ るヨΒェケ ⌒ろルぺ. 

 

 



 

 
 



 

 
 

≒- キヲイャや ゲエよ ウャゅタ. 
≪- ゅًボョゅシ やケًギよ ラゅミヱ ゴΑゴバャや ギらハ ユヰらヅゅカ. 
≫- ゅヰゎやヲカぺ りゲワヲィ ンヱケぺ. 

 



 

 
 



 

 
 

りケゅバわシاや ノッヲョ :るヨェゲャや リョ メグャや ゥゅレィ ゅヨヰャ ヂヘカやヱ. 

ゅヰルゅΒよ : ヮョコやヲャ リョ ءヶゼよ ヮΒャま ゴョケヱ ヮよ ヮらゼヨャや フグェ ユを ゲもゅトャゅよ ゅレワ メグャや ヮらセ
ゥゅレイャや ヲワヱ. 

 

りケゅバわシاや ノッヲョ :ょツピャや ヴシヲョ リハ ろムシ. 

ゅヰルゅΒよ : ヲワ ،ヮダもゅダカ リョ ゅًゃΒセ ヴボよぺヱ ヮよ ヮらゼヨャや フグェ ユを ラゅジルみよ ょツピャや ヮらセ
れヲムジャや. 



 

 
 

りケゅバわシاや ノッヲョ :ンギヰャゅよ るャاツャや やヱゲわセや. 
ゅヰルゅΒよ : ヮよ ヮらゼヨャや フグエプ ،ンギヰャや ヲワ リヨんャやヱ ンゲわゼゎ ヶわャや るバヤジャゅよ るャاツャや ヮらセ

(るバヤジャや)  ヲワヱ ゅヰョコやヲャ リョ ゅًゃΒセ ゲミクヱ(ゲわセややヱ). 

りケゅバわシاや ノッヲョ :ゅヰャゅヘホぺ ゆヲヤホ ヴヤハ ュぺ. 
ゅヰルゅΒよ : メゅヘホأや ヶワヱ ゅヰョコやヲャ リョ ゅゃΒセ ゅヰャ ケゅバわシやヱ ،ペΑキゅレダャゅよ ユヰよヲヤホ ヮ∂らセ ギボプ

ゅヰホاピルや ケやゲヨわシやヱ ゅヰエわプ キゅバらわシا ،ゅヰよ るダわガヨャや. 

りケゅバわシاや ノッヲョ :ءゅヨャや ゅピヅ ゅヨャ. 
ゅヰルゅΒよ :ギエャや コヱゅイゎ ノョゅイャ ラゅΒピトャゅよ ءゅヨャや りキゅΑコ ヮらセ ゑΒェ. 

 

 

りケゅバわシاや ノッヲョ :ゅًらΒセ サぺゲャや モバわセや. 
ゅヰルゅΒよ : ヮョコやヲャ リョ ءヶゼよ ヮΒャま ゴョケヱ ،ヮよ ヮ∂らゼヨャや フグェ ∂ユを ،キヲホヲャゅよ サぺ ∂ゲャや ヮ∂らセ

モバわセや るヌヘャ ヲワヱ. 
 

りケゅバわシاや ノッヲョ :ゅルギホゲョ リョ ゅレんバよ. 
ゅヰルゅΒよ : ヲワヱ ヮョコやヲャ リョ ءヶゼよ ヮΒャま ゴョケヱ ヮよ ヮらゼヨャや フグェヱ キゅホゲャゅよ れヲヨャや ヮらセ
キゅホゲャや. 
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りケゅバわシاや ノッヲョ :ゲΒダらャやヱ  ヴヨハأや. 
ゅヰルゅΒよ :リョぽヨャゅよ ゲΒダらャやヱ ヴヨハأゅよ メキゅイヨャや ヮらセ. 

 

りケゅバわシاや ノッヲョ :りヱゲバャや. 

ゅヰルゅΒよ : りヱゲバャゅよ ギΒェヲわャや るヨヤミ ヮらセ(ギΒャや ギセ ノッヲョ)  ヴゎぺヱ ヮよ ヮらゼヨャや フグェヱ

マジヨわシや ヶワヱ ヮョコやヲャ リョ ءヶゼよ .
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りケゅバわシاや ノッヲョ: ュاシإや ヶレよ. 
ゅヰルゅΒよ:るわよゅを ギハやヲホ ヴヤハ キゅヨわハاやヱ マシゅヨわャや ノョゅイよ ،ءゅレらャゅよ ュاシإや ヮらセ  . ゲミク

 ヮョコやヲャ リョ ءヶゼよ ヮレハ ヴレミヱ ،ヮよ ヮらゼヨャや フグェヱ ヮらゼヨャや(ヶレよ). 
  

 

りケゅバわシاや ノッヲョ: ギَホ  َゥا ヶプ  ⌒モΒَャ  ⌒ゆゅَらゼّャや  ٌょ ⌒ミやヲَミَ. 
ゅヰルゅΒよ: ケヲヰヌャや ヲワヱ ヮョコやヲャ リョ ءヶゼよ ヴゎぺヱ ヮらゼヨャや フグェ ょミヲムャゅよ ヮレよや ヮらセ          

るハゲジよ ءゅヘわカاやヱ .
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りケゅバわシاや ノッヲョ: ヵぺゲャゅよ. 
ゅヰルゅΒよ: ヮらセ やリバトャや  ノョゅイよ ウョゲャゅよ ギΒイャや ヵぺゲャ .

 

りケゅバわシاや ノッヲョ: やَクまヱ  ُるَΑゅَレ ⌒バャや  َマ∇わヌَェَا ゅヰَُルヲُΒハُ. 
ゅヰルゅΒよ:るΑゅレバャや ゲハゅゼャや ヮらセ   リョ ءヶゼよ ヮΒャま ゴョケヱ ヮよ ヮらゼヨャや フグェ ユを ラゅジルみよ

ヲワヱ ヮョコやヲャ ラヲΒバャや. 
 

りケゅバわシاや ノッヲョ:  ُヮُわ∇ャَءゅシَ  ∇ろムَェَゅツََわَプ. 
ゅヰルゅΒよ: ヮョコやヲャ リョ ءヶゼよ ヴゎぺヱ ヮよ ヮらゼヨャや フグェ マエツΑヱ メほジΑ ラゅジルみよ ゲエらャや ヮらセ 

マエツャや ヲワヱ .
 

りケゅバわシاや ノッヲョ: ゅワケゅヘドぺ ろらゼルぺ るΒレヨャや やクまヱ. 
ゅヰルゅΒよ: ヶワヱ ヮョコやヲャ リョ ءヶゼよ ヴゎぺヱ ヮよ ヮらゼヨャや フグェヱ ズェヲャゅよ るΒレヨャや ヮらセ 

ケゅヘドأや. 
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りケゅバわシاや ノッヲョ:  َポゅَゎぺ  ُノΒ⌒よゲّャや  ُペ∇ヤトّャや  ُメゅَわ ∇ガَΑ ゅムً ⌒ェゅッَ. 
ゅヰルゅΒよ: ءゅィヱ ヮよ ヮらゼヨャや フグェヱ マエツΑヱ メゅわガΑヱ ヴゎほΑ ラゅジルみよ ノΒよゲャや ケヲタ 

 ュヱギボャや ヮョコやヲヤよ-  اءΒガャやّ マエツャや.  

りケゅバわシاや ノッヲョ: メゅヨャや れヲタ. 
ゅヰルゅΒよ: ヲワヱ ヮョコやヲャ リョ ءヶゼよ ヴゎぺヱ ヮよ ヮらゼヨャや フグェヱ ラゅジルإゅよ メゅヨャや ヮらセ 

れヲダャや .
 

りケゅバわシاや ノッヲョ:  ُギイヨャや ヶ⌒プヲハُ. 
ゅヰルゅΒよ: ヮョコやヲャ リョ ءヶゼよ ヴゎぺヱ ヮよ ヮらゼヨャや フグェヱ ヶプヲハ ラゅジルみよ ギイヨャや ヮらセ 

るΒプゅバャや ヶワヱ اぺ ラゅジルإや. 
 

りケゅバわシاや ノッヲョ:  َマ ⌒エッَ  ُょΒ ⌒ゼヨャや. 
ゅヰルゅΒよ: リョ ءヶゼよ ヴゎぺヱ ヮよ ヮらゼヨャや フグェヱ マエツΑ ラゅジルみよ ょΒゼヨャや ヮらセ 

マエツャや ヶワヱ اぺ ラゅジルإや ヮョコやヲャ. 
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りケゅバわシاや ノッヲョ: ラやクآ ギイヨャや. 
ゅヰルゅΒよ: ヮョコやヲャ リョ ءヶゼよ ヴゎぺヱ ヮよ ヮらゼヨャや フグェヱ ラクぺ ヮャ ラゅジルみよ ギイヨャや ヮらセ 

ラクأや ヶワヱ اぺ ラゅジルإや .

りケゅバわシاや ノッヲョ: ラゅレ ⌒ハ ヮゎヲヰセ. 
ゅヰルゅΒよ: リョ ءヶゼよ ヴゎぺヱ ヮよ ヮらゼヨャや フグエプ ラゅレハ ゅヰャ モΒガよ りヲヰゼャや ヮらセ 

ラゅレバャや ヲワヱ ヮョコやヲャ .

りケゅバわシاや ノッヲョ: ヶレを∂ギェ オΑケゅわャや. 
ゅヰルゅΒよ: ヮョコやヲャ リョ ءヶゼよ ヴゎぺヱ ヮよ ヮらゼヨャや フグエプ ゐギエΑ ラゅジルみよ オΑケゅわャや ヮらセ 

ゐギエわャや ヶワヱ اぺ ラゅジルإや .
 

りケゅバわシاや ノッヲョ: ケゅヅ ギャゅカ. 
ゅヰルゅΒよ:リョ ءヶゼよ ヴゎぺヱ ヮよ ヮらゼヨャや フグエプ ゲもゅトャゅよ ギャゅカ ヮらセ  ラやゲΒトャや ヲワヱ ヮョコやヲャ. 

 

 ケギらャや ヴゼョ -ギシأや ヮボルゅバゎ. 
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 ケギャや マΒヤハ ヵゲんル -ユセゅワ ケキ. 

ザらヤゎ                       チケأや - マエツゎ -ءゅムよ ゅヰもゅヨシ. 
 

りケゅバわシاや ノッヲョ: ヶョギُΑ. 
ヮΒらゼわャゅよ ゲΒらバわャや: ょヤボャや ヶョギΑ ラゅレジャゅミ マョاミ. 

ゲセゅらョ ゆヲヤシぺ: ヶらヤホ ラゴエΑ マョاミ. 
 

りケゅバわシاや ノッヲョ: マヌヘャ ヲヤェ. 
ヮΒらゼわャゅよ ゲΒらバわャや: りヱاェ ギヰゼャや モんョ マヌヘャ. 

ゲセゅらョ ゆヲヤシぺ: ギΒヘョヱ ギΒィ マヌヘャ. 
 

りケゅバわシاや ノッヲョ: ユジわよや. 
ヮΒらゼわャゅよ ゲΒらバわャや: ユシゅよ ゲピんミ ユシゅよ マヌェ.  

ゲセゅらョ ゆヲヤシぺ:ギΒバシ マヌェ . 
 

 



 

 
 

りケゅバわシاや ノッヲョ: キゲّビ. 
ヮΒらゼわャゅよ ゲΒらバわャや: モらヤらャゅミ キゲピΑ やギゼレョ ろΑぺケ. 

ゲセゅらョ ゆヲヤシぺ: ヶレピΑ やギゼレョ ろΑぺケ. 

りケゅバわシاや ノッヲョ: モミぺ  ُぺギダャや. 
ヮΒらゼわャゅよ ゲΒらバわャや: ユΒゼヰャや ヶプ ケゅレャゅミ ギΑギエャや ヶプ ぺギダャや. 

ゲセゅらョ ゆヲヤシぺ: ギΑギエャや ヶプ ギダャや ゲゼわルや. 
 

 

ゲトヨャや:ラヲΒバャや リョ ゲトヨャや ゲヨヰルや ネやキヲャや ギレハ . 
るハゅジャや: ヴャゅバゎ メゅホ " るٍハَゅシَ ゲَ∇Βビَ やヲُん⌒らَャ ゅョَ ラَヲョُ ⌒ゲ ∇イヨُ∇ャや ユُ ⌒ジ∇ボُΑ ُるハَゅジّャや ュُヲُボَゎ ュَ ∇ヲَΑヱَ       

 َラヲムَُプ ∇ぽُΑ やヲُルゅミَ マَ⌒ャَグミَ." 
ゲイエャや:ゲイェ ヮらヤホ . 
モガらャや:  ュゅョま ヶプ ゅレャ ペエャや ノヨィ                   ゅェゅヨジャや ゅΒェぺヱ モガらャや モわホ 

ゆゅエジャや: ゅよゅエジャや ヶバョ ラま マΒャま ろヤボプ         ゅレヤヘホ ギホヱ ゆゅエジャや ヶャ チゲバゎ  
ケゅレャや:ヴャゅバゎ メゅホ  :" ًゅレヨََを ⌒ヮ⌒よ ラَヱゲَُわ ∇ゼَΑヱَ ⌒ゆゅَわ ⌒ム∇ャや ∇リ ⌒ョ ُّاや メَゴَルَぺ ゅョَ ラَヲヨُُわ ∇ムَΑ リَΑ ⌒グّャや ラّ⌒ま

 َケゅّレャや ّا⌒ま ∇ユ ⌒ヰ⌒ルヲトُُよ ヶ⌒プ ラَヲُヤミُ∇ ほَΑ ゅョَ マَ⌒ゃَャ ∇ヱُぺ ًاΒ⌒ヤَホ." 



 

 
 



 

 
 

ケゅヰレャや ラゅエヅ ヶよぺ. 

ゆやゲわャやヱ ゅワギΑ りゲシぺ ろΑぺケ. 

ゅًルコヱ サヱケギヤャ ユΒボΑ ا モΒョコ ゅレャ. 

ょトエャや メゅヨェ サゅレャや ゲセ. 



 

 
 

るΑゅレムャや ノッヲョ:ユヰルやクآ ヶプ ユヰバよゅタぺ . 
ゅヰレョ キやゲヨャや:ヮゎヲハキ ヴャま ネゅヨわシاや リハ ユヰプゅムレわシや リハ るΑゅレミ . 

るΑゅレムャや ノッヲョ:ユヰよゅΒを やヲゼピわシやヱ . 
ゅヰレョ キやゲヨャや:ヮャヲホ ヴャま ネゅヨわシاや ュギハヱ ゲヘレわャや リハ るΑゅレミ . 

るΑゅレムャや ノッヲョ:ヮΒヘミ ょヤボΑ ウらタほプ . 
ゅヰレョ キやゲヨャや    :ギΒらゎ リャ ゅヰルほよ リドヱ ヮΒヤハ ه るヨバル ゲムルぺ ゅョギバよ ュギレャや リハ るΑゅレミ . 

 
 

るΑゅレムャや ノッヲョ: ゲシキヱ ゥやヲャぺ れやク. 
ゅヰレョ キやゲヨャや:るレΒヘジャや リハ ゲシギャやヱ ゥやヲャأゅよ ヴレムΑ . 

 

 



 

 
 

るΑゅレムャや ノッヲョ:ラヲツピレΒジプ  ユヰシぼケ マΒャま. 

ゅヰレョ キやゲヨャや: ケゅムルإやヱ ءやゴヰわシاやヱ ゲらムャや リハ るΑゅレミ. 

 
 

るΑゅレムャや ノッヲョ:るャヲヤピョ ポ ギΑ . 

ゅヰレョ キやゲヨャや:ポゅジョإやヱ モ ∇ガُらャや リハ るΑゅレミ . 

 
 

るΑゅレムャや ノッヲョ:ギカ ゲバダゎ اヱ . 

ゅヰレョ キやゲヨャや: ゲらムャや リハ るΑゅレミ. 

 

 

るΑゅレムャや ノッヲョ:ゅًルヲワ チケأャや ヴヤハ ラヲゼヨΑ . 

ゅヰレョ キやゲヨャや: るΑゅレミ リハ ユヰわゼΒハ るトャゅガヨよ サゅレャや. 
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るΑゅレムャや ノッヲョ:フゲトャや れやゲタゅホ . 

ゅヰレョ キやゲヨャや: リΒバャや ケヲエャや リハ るΑゅレミ. 

 
 

るΑゅレムャや ノッヲョ:ヮΑギΑ ヴヤハ ユャゅヌャや ヂバΑ . 

ゅヰレョ キやゲヨャや: るΑゅレミ リハ りギセ ュギレャや りゲジエャやヱ. 

 
 

るΑゅレムャや ノッヲョ:ユミゴイエよ . 

ゅヰレョ キやゲヨャや: るΑゅレミ リハ りギセ ヮホゅヘセま ユヰΒヤハ. 

 

るΑゅレムャや ノッヲョ:グィやヲレャゅよ ゅヰΒヤハ やヲツハ . 

ゅヰレョ キやゲヨャや: るΑゅレミ リハ りギセ マジヨわャや ゅヰよ. 
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るΑゅレムャや ノッヲョ:れやグヤャや ュクゅワ  .

ゅヰレョ キやゲヨャや: れヲヨャや リハ るΑゅレミ. 

 

 

るΑゅレムャや ノッヲョ:ヮΒΒエャ リΒよ ゅョ . 

ゅヰレョ キやゲヨャや:ラゅジヤャや リハ るΑゅレミ . 

るΑゅレムャや ノッヲョ:ヮΒィゲプ リΒよ ゅョ . 

ゅヰレョ キやゲヨャや: ァゲヘャや リハ るΑゅレミ. 
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るΑゅレムャや ノッヲョ:ユヤムャや ノョやヲィ . 
ゅヰレョ キやゲヨャや: コゅイΑإやヱ るェゅダヘャや. 

 

るΑゅレムャや ノッヲョ:ヶヤんョ りゅセヲヨャや りキゲらャや ヶプ . 
ゅヰレョ キやゲヨャや: ゲヰヌヨャや ブヤわカや ラまヱ りやヱゅジヨャや. 

 
 

るΑゅレムャや ノッヲョ: ُょ ⌒ェゅタَヱ   ⌒ケゅَピャや. 
ゅヰレョ キやゲヨャや: ヮレハ ه ヶッケ ペΑギダャやゲムよ ヶよぺ リハ るΑゅレミ. 

 
 

るΑゅレムャや ノッヲョ:ヶ ⌒ツ∇ピُΑ   ًءゅَΒェَ. 
ゅヰレョ キやゲヨャや: ءゅΒェ モヘシأや ヴャま ゲヌレャや. 

るΑゅレムャや ノッヲョ:ヴツَ∇ピُΑヱَ  リ ⌒ョ  ⌒ヮ⌒わَよゅヰَョَ .
ゅヰレョ キやゲヨャや:  ⌒メやゴルま ユ ⌒ワ ⌒ゲヌََル  ُヮ∇レハَ"  ًるよゅヰョ ヮャ." 
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るΑゅレムャや ノッヲョ: ُュヱぽَُル  ヴエَツُャや. 

ゅヰレョ キやゲヨャや: りぺゲヨャや リハ るΑゅレミ るヨバレヨャや. 

 

るΑゅレムャや ノッヲョ: َマヰُ ∇ィヱَヱَ   ٌゥゅッّヱَ. 

ゅヰレョ キやゲヨャや: ケゅボわェや リハ るΑゅレミ ゲョأや ユΒヌバャや. 

 

 

るΑゅレムャや ノッヲョ:ヶ⌒プ   ⌒フヲィَ  َゲَら ∇ビぺ. 

ゅヰレョ キやゲヨャや: るΑゅレミ リハ ゲらボャや. 
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るΑゅレムャや ノッヲョ:るヤホ  ラやクゲイャや. 
ゅヰレョ キやゲヨャや: るホゅヘャやヱ るィゅエャや リハ るΑゅレミ. 

 

 

るΑゅレムャや ノッヲョ:ゆゲّホ  リョ ゅًらィゅェ ょٍィゅェ. 
ゅヰレョ キやゲヨャや: るΑゅレミ リハ ょツピャや . 

 
 

 

≒. ノシやヱ ブボシ ヵク ろエゎ ゅレヨヤバゎ. 
≪.  リョ ユヤバΑぺブわムャや モミぽゎ リΑ. 
≫. ヮルゅジャ ザらェ اま ロゅイル ゅョ. 
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1 -ヂΒよ ヴヤハ ヶゼヨΑ ラاプ. 
2 -ヮョゅバル ヶェゅレィ ょミケ ラاプ. 

ザΒボャや ぼゲョぺ メヲホ ヱぺ: 
モハ リョ モΒジャや ヮトェ ゲガタ キヲヨヤイミ     ゅًバョ ゲよギョ モらボョ ゲヘョ ゲムョ 

3 - ロゅダハ ラاプ ヴボャぺ
4 -ヴャゅバゎ メゅホ" : َマ⌒ボُレハُ ヴَャ⌒ま ًるَャヲُヤ∇ピョَ ポََギَΑ ∇モَバ ∇イَゎ اヱَ." 
ヱぺ :モΑキゅレヨャや モジビ اヱ ケヱギボャや オらヅ     ユヰもゅョま ヲムゼゎ ا オよゅトヨャや ヂΒよ 
 "やケゅらムわシや やヱゲらムわシやヱ やヱゲタぺ"ンほル ، ヮらルゅイよ." 

1 - ンケَぺ ا ゑُΒェَ リ ⌒ョ ⌒ゲワَギャや れُゅレَよ ヶレわョَケَ       َブΒムََプ リヨَ⌒よ ヴョゲُΑ  َザΒَャヱَ ヶョやゲ⌒よ 
2 -  ュヲホ マゃャヱぺゲヰヌャや るヨタゅホ ユヰよ ろャゴル. 
3 - ヶプ ゑΑギェ ヶよぺ ゲムよ ヮレハ ه ヶッケ :ヶルま ろΒャヱ ユミケヲョぺ ユミゲΒカ ヶプ ヶジヘル ユムヤムプ 

ュケヱ ヮヘルぺ ラぺ ラヲムΑ ヮャ ゲョأや リョ ヮルヱキ.! 
4 - ヶシやケギャや ュゅバャや るΑゅヰル ヶプ ヮレシ ネゲボプ ょバヤャゅよ ギヨェぺ モピゼルや. 
5 - リΒヘムャや るヨハゅル ゲΒョأや ァヱゴゎ. 
 .ゅわゼャや るヰミゅヘよ ゅレゃプギわシや ギボャ .(モミぺ キゲΑ リョ ヮミやヲヘャや ゅΒゎゅセ モトダΒヤプ)ء - 6
 



 

 
 

≒-  ،リΒョأや ヶらレャや やヲバらゎやヱ ،リΒヨャゅバャや ゆゲャ やヲダヤカぺヱ ،リΑギャや ゲョぺ ヴヤハ やヲヨΒボわシや
ヴレヨャや ケやキ りゲカأャ やヲヤヨハやヱ ،ヴヰレャや ヶャヱأ るエΒダレャや やヱキぺヱ. 

≪- ノトボレョ ゲΒんミ リョ ゲΒカ ユもやキ モΒヤホ. 



 

 
 



 

 
 

1 - ラゅヨΑإや ヶェゅレィ ءゅィゲャやヱ フヲガャや. 
2 - るルゅΒカ ゆグムャやヱ るルゅョぺ ベギダャや. 
3 - ネゅトボルاや ゲΒんムャや ءゅトハま リョ ゲΒカ ケやゲヨわシاや ノョ モΒヤボャや ベゅヘルま. 
 



 

 
 

ベゅらトャや ノッヲョ : るΒャゅハّるΒルやキ . 

ヮハヲル :ゆゅイΑま ベゅらヅ. 

ベゅらトャや ノッヲョ : マエッぺّヴムよぺ . 
ヮハヲル :ゆゅイΑま ベゅらヅ. 

ベゅらトャや ノッヲョ : れゅョぺّゅΒェぺ . 
ヮハヲル :ゆゅイΑま ベゅらヅ. 

ベゅらトャや ノッヲョ : モエΑّュゲエΑ . 
ヮハヲル :るヤよゅボョ ゅヰよヱ ゆゅイΑま ベゅらヅ. 

ベゅらトャや ノッヲョ : れゅらΒトャやّゑもゅらガャや . 
ヮハヲル :るヤよゅボョ ゅヰよヱ ゆゅイΑま ベゅらヅ.  

ベゅらトャや ノッヲョ : ラヲヘガわジΑّラヲヘガわジΑا . 
ヮハヲル :ベゅらヅ ょヤジャや. 

 

 
 



 

 
 

ベゅらトャや ノッヲョ :  ゲジバャや -ゲジΑ. 
ヮハヲル :ゆゅイΑま ベゅらヅ. 

 

ベゅらトャや ノッヲョ : ろッゲョّリΒヘゼΑ . 
ヮハヲル :ゆゅイΑま ベゅらヅ. 

ベゅらトャや ノッヲョ : ヶレわΒヨΑّリΒΒエΑ . 
ヮハヲル :ゆゅイΑま ベゅらヅ. 

 

ベゅらトャや ノッヲョ : やヲムエツΒヤプّやヲムらΒャヱ . 
ヮハヲル :るヤよゅボョ ゅヰよヱ ゆゅイΑま ベゅらヅ.  

ベゅらトャや ノッヲョ : ًاΒヤホ -やゲًΒんミ 
ヮハヲル :るヤよゅボョ ゅヰよヱ ゆゅイΑま ベゅらヅ.  

ベゅらトャや ノッヲョ : ヴヨハأやّゲΒダらャや . 
ヮハヲル :ゆゅイΑま ベゅらヅ. 

ベゅらトャや ノッヲョ : れゅヨヤヌャやّケヲレャや . 
ヮハヲル :ゆゅイΑま ベゅらヅ. 

ベゅらトャや ノッヲョ : モヌャやّ    ،ケヱゲエャや ( ءゅΒェأやّれやヲョأや ). 
ヮハヲル :ゆゅイΑま ベゅらヅ. 

 



 

 
 

ベゅらトャや ノッヲョ : ユヰゎケグルぺء -ユワケグレゎ ユャ . 
ヮハヲル :ょヤジャゅよ ベゅらヅ. 

 

 
 

ベゅらトャや ノッヲョ : ゅًバΒヨィّヴわセ  . 
ヮハヲル :ベゅらヅ ゆゅイΑま. 

 

 

ベゅらトャや ノッヲョ : ヮルやコّヮルゅセ  . 
ヮハヲル :ゆゅイΑま ベゅらヅ. 

 

 

ベゅらトャや ノッヲョ : ユミやヲホぺّユムヘバッぺ . 
ヮハヲル :ゆゅイΑま ベゅらヅ. 

ベゅらトャや ノッヲョ : ヵヲボャやّブΒバツャや . 
ヮハヲル :ゆゅイΑま ベゅらヅ. 



 

 
 

ベゅらトャや ノッヲョ       :ユワケヱコぺ  - ヶレんルぺ. 
ヮハヲル       :ゆゅイΑま ベゅらヅ .

ベゅらトャや ノッヲョ       :キやヲシ  -チゅΒよ. 
ヮハヲル       :ゆゅイΑま ベゅらヅ. 

ベゅらトャや ノッヲョ       :モΒヤャや  - ウらダャや. 
ヮハヲル       :ゆゅイΑま ベゅらヅ. 

ベゅらトャや ノッヲョ       :ノヘゼΑ  - ヵゲピΑ   .(ヶよ ،ヶャ). 
ヮハヲル       :ゆゅイΑま ベゅらヅ             .るヤよゅボョ ًゅツΑぺ ろΒらャや ヶプヱ. 

 
 

 
ベゅらトャや ノッヲョ : ゲムレル -ラヱゲムレΑ ا. 

ヮハヲル :ょヤジャゅよ ベゅらヅ. 

 
 



 

 
 

ベゅらトャや ノッヲョ  : キヲイャやّモガらャや . 
ヮハヲル  :ゆゅイΑま ベゅらヅ. 

ベゅらトャや ノッヲョ : ヶレヘΑّヶボらΑ  . 
ヮハヲル :ゆゅイΑま ベゅらヅ. 

ベゅらトャや ノッヲョ : モらボョّゲよギョ . 
ヮハヲル :ゆゅイΑま ベゅらヅ                         .るヤよゅボョ ろΒらャや ヶプヱ. 

 

ベゅらトャや ノッヲョ : ءやゲジャやّءやゲツャや . 
ヮハヲル :るヤよゅボョ ゅヰよヱ ゆゅイΑま ベゅらヅ.  

ベゅらトャや ノッヲョ : ヶレムエツΑّヶレΒムらΑ . 
ヮハヲル :るヤよゅボョ ゅヰよヱ ゆゅイΑま ベゅらヅ.  

 

ベゅらトャや ノッヲョ       : ゾホゅルّモョゅミ . 
ヮハヲル :ゆゅイΑま ベゅらヅ. 

 
 

15 

16 

17 



 

 
 

ベゅらトャや ノッヲョ : テシゅよّヂよゅホ . 
ヮハヲル :ゆゅイΑま ベゅらヅ. 

ベゅらトャや ノッヲョ  : ゲΒカّゲセ .  
ヮハヲル :ゆゅイΑま ベゅらヅ. 

ベゅらトャや ノッヲョ : ヮレΒヨΒよّヮャゅヨゼよ . 
ヮハヲル :るヤよゅボョ ヮよヱ ،ゆゅイΑま ベゅらヅ. 

ベゅらトャや ノッヲョ : マエツΑّヶムらゎ . 
ヮハヲル :ゆゅイΑま ベゅらヅ. 

ベゅらトャや ノッヲョ :ケヲシほョ -るボΒヤヅ. 
ヮハヲル :ゆゅイΑま ベゅらヅ. 

ベゅらトャや ノッヲョ : ろムジΑّゆギレΑ . 
ヮハヲル :ゆゅイΑま ベゅらヅ. 

ベゅらトャや ノッヲョ : ラヱゴエョّヶャゅシ . 
ヮハヲル :ゆゅイΑま ベゅらヅ. 

 

ベゅらトャや ノッヲョ       : ろプゲハّろヤヰィ . 
ヮハヲル :ゆゅイΑま ベゅらヅ. 

ベゅらトャや ノッヲョ : ろプゲハّろプゲハ ゅョ . 
ヮハヲル :ょヤジャゅよ ベゅらヅ. 

ベゅらトャや ノッヲョ : ろヤヰィّろヤヰィ ゅョ . 
ヮハヲル :ょヤジャゅよ ベゅらヅ. 
 

 

18 

19 

20 



 

 
 

ベゅらトャや ノッヲョ : モわホّゅΒェぺ . 

ヮハヲル :ゆゅイΑま ベゅらヅ. 
ベゅらトャや ノッヲョ : モガらャやّゅェゅヨジャや . 

ヮハヲル :ゆゅイΑま ベゅらヅ. 
 

ベゅらトャや ノッヲョ : ヶミゅらわャやّマェゅツわャや . 
ヮハヲル :ゆゅイΑま ベゅらヅ. 

ベゅらトャや ノッヲョ:  ラゴエャやّゆゲトャや . 
ヮハヲル :ゆゅイΑま ベゅらヅ. 

 

ベゅらトャや ノッヲョ : ゴハّメク . 
ヮハヲル :ゆゅイΑま ベゅらヅ. 

ベゅらトャや ノッヲョ : るハゅトャやّるΒダバヨャや . 
ヮハヲル :るヤよゅボョ ゅヰΒプヱ ،ゆゅイΑま ベゅらヅ. 

 

21 

22 

23 



 

 
 

ベゅらトャや ノッヲョ : ゲカّآメヱぺ . 

ヮハヲル :ゆゅイΑま ベゅらヅ. 

ベゅらトャや ノッヲョ : ュاシまّキやギゎケや. 

ヮハヲル :るヤよゅボョ ゅヰΒプヱ ،ゆゅイΑま ベゅらヅ. 
 

ベゅらトャや ノッヲョ : ゲΒガャやّゲゼャや . 
ヮハヲル :ゆゅイΑま ベゅらヅ. 

ベゅらトャや ノッヲョ : ゲピタّゲらミ . 
ヮハヲル :ゆゅイΑま ベゅらヅ. 

ベゅらトャや ノッヲョ : ゲΒピタ -ゲΒらミ 
ヮハヲル :ゆゅイΑま ベゅらヅ. 

ベゅらトャや ノッヲョ : ءゅレヘャやّءゅボらャや . 
ヮハヲル :ゆゅイΑま ベゅらヅ. 

 
 

24 

25 

26 



 

 
 

 

≒. ( モΒヤャや -ケゅヰレャや) .
≪. (ヴゼピΑ -ヴヤイゎ) .
≫. ( ゲミグャや -ヴんルأや) .
√. ( ヴトハぺ -モガよ) .
∽. ( ベギタ -ゆグミ) .
∝. ( ンゲジΒャや -ンゲジバャや) .
7. ( ヴレジエャゅよ ベギタ -ヴレジエャゅよ ゆグミ). 

 



 

 
 

≒. ( ヶもゅレわャや -ゅレΒルやギゎ) .

≪. ( ゅルゅΒボャ -ゅレΒプゅイゎ) .

≫. ( やًキヲシ -ゅツًΒよ) .

√. ( ゅレムエツΑ -ゅレΒムらΑ). 

 

≒. ( ヵゲシ -ヶルاハま) .
≪. ( るヨヤド -ءヲッ) .
≫. ( ヶヤΒャ -ヵケゅヰル) .

√. ( ヶヤΒャ るヨヤド -ヵケゅヰル ءヲッ). 

2 

3 



 

 
 

1 -ュヲョグョ ゆグムャやヱ キヲヨエョ ベギダャや. 
2  -ラゅトΒゼャや リョ るャاツャやヱ ه リョ るΑやギヰャや . 
3 -  ّラま  َリ ⌒ョ ∇ぽヨُ∇ャや  َノヨَィَ ゅًルゅジَ ∇ェ⌒ま  ًるَボَヘセَヱَ ، ّラ⌒まヱَ  َペ⌒プゅَレヨُ∇ャや  َノヨَィَ  ًりَءゅシَ⌒ま ゅًレ ∇ョَぺヱَ. 
4 - ユワケヱゴΑا ヲヰプ ゲダボヨャや ゅョぺヱ ヮよケゅホぺ ケヱゴΑ リジエヨャや. 

5 - チケゅバヨャや ヂプゲΑヱ ギΑぽヨャや ペプやヲΑ ءやケΓや ヶプ. 
6 ّヮわΒダバョ ケギホ ヴヤハ ギバわらΑヱ ヮよケ リョ ギらバャや ゆゲわボΑ るハゅトャや ケギボよ . 

 

ザョぺ ゲジカ. 

ヱギバャや ラゴエΑ. 

 .ゅツΒよ ンゲカぺء

ヮわルゅΒカ ヴヤハ リもゅガャや ょホヲハ. 

ょシゲプ ギΒバシ ゲダホ. 

 ヮルゅジャ ペヤトΑ ヶヤハ(マジヨΑ ユャ) ءヲジャや ヶプ. 
 



 

 
 

1 -マΒヘムΑ リョ  ∂ ⌒ゴハ るハゅトャや マルぺ ゲジゎ ゅヰよ やクま ろプゲハ ،マレハ マΒヘムΑヱ リョ メク るΒダバヨャや 
マルぺ モイガゎ ゅヰレョ やクま ろらジル マΒャま .
2 - ヶレピャや ラゴェ ザゃよヱ ،ゲΒボヘャや りキゅバシ ユバル. 
3  -  ヮレョ ラゅミヱ ゅًボΑギタ ゲイワ リヨャ やًギバよヱ ،やًギΒバよ ラゅミ ヲャヱ ゅツًΑゲョ ケやコ リヨャ ヴよヲヅ

ゅًらΑゲホ. 
 .ぺ ろΒャ ゆゅらゼャや キヲバΑ ロゲらカほプ            ゅョًヲΑ ゅヨよ モバプ ょΒゼヨャやا - 4
5 - ヶレピャや るルゅΒカヱ ゲΒボヘャや るルゅョأ ろらイハ. 
6 - ろよゲわホや ギホ ウらダャや るホやゲセま ラぺ ユヤハゅプ モΒヤャや ュاド ギわセや やクま. 
 



 

 
 

 テホأや ヲワ ケヲんャゅよ キヲダボヨャや(リらイャや)  ラぺ キやケぺ ゲハゅゼャゅプ ンケゅらエャや ォゲプ ヲワ ケゅヰレャやヱ
メヲボΑ :モΒヤャや ヶプ ンケゅらエヤャ ًゅカゲプ ンぺケヱ モヨレャや ゲエィ ヶプ ًゅトホぺ ンぺケ ヮルぺ. 

 



 

 
 



 

 
 

 ゅョ ヮヨシや ラゅムョ ヲワ ノョゅジヤャ ょΑゲボャや ヴレバヨャやء، キやゲヨャや ヲワヱ ギΒバらャや ヴレバヨャやヱ :(ゅョ リョء)

 .や ヮレョ ペヤガΑ ヵグャやإゅヨャや(ヶレヨャや) ラゅジルء 

るヨヤミ るΑケヲわャや "キゅワ" ゅヰャヱ ラゅΒレバョ :ヴレバョ ょΑゲホ ゲワゅド ヲワ"ヵキゅヰャや ヴャま ペΑゲトャや ヶプ 
ゲヘジャや "るレΑゲボよ ゲミク りゲイヰャや ヲワヱ ゲΒビ ،キやゲョ ヴレバョヱ ギΒバよ ヶヘカ ヲワ" ヵキゅヰャや ヴャま 

ュاシإや." 

るヨヤミ "ンギレャや" ゅヰャ ラゅΒレバョ ヴレバョ ょΑゲホ ヲワヱ れやゲトホ ءゅヨャや ヶわャや テボジゎ ヶプ 
ゥゅらダャや ゲミゅらャや るレΑゲボャやヱ ノボΑ やグワヱ ヴレバヨャや ゲΒビ ヴレバョヱキやゲヨャや ギΒバよ ヶヘカ キやゲョ ヲワヱ 

 .ゅトバャや キヲイャやヱء



 

 
 

"ペΒホケ" ゅヰャ ラゅΒレバョ ょΑゲホ ゲΒビ キヲダボョ ヲワヱ ギらバャや ポヲヤヨヨャや るレΑゲボャやヱ るヨヤミ ゲェ 

ヴレバヨャやヱ ギΒバらャや ヲワ ブΒトヤャや モヰジャや ゑョギャや ヲワヱ ヴレバヨャや キヲダボヨャや. 

ヶプ ろΒらャや るヨヤミ "るバよやケ" ゅヰャ ゅヨワギェぺ ،ラゅΒレバョ ょΑゲホ ヲワヱ キギバャや るバよケぺ، 
ヶルゅんャやヱ ギΒバよ ヲワヱ るバよやケ るΑヱギバャや りギワやゴャや るプヱゲバヨャや ،ヲワヱ キやゲヨャや .

 

"ゲミグプ ゅΑゲんャや  ًاΒヰシヱ" ユワヲΒャ ノョゅジャや ヮルぺ ギΑゲΑ ،リΒヨイレャや メヲボΑヱ :ブΒミ 
ラゅバヨわイΑ ゅΑゲんャやヱ"، メコゅレョ ゲヨボャや ،るΒョゅゼャや モΒヰシヱ リョ ュヲイレャや るΒルゅヨΒャや؟やグワヱ  

ヲワ ヴレバヨャや ょΑゲボャや،キヲダボヨャや リムャヱ  ヶワ ゅΑゲんャや ろレよ ヶヤハ リよ ギらハ ه リよ 
ゐケゅエャや ゅョギレハ ゅヰィヱゴゎ モΒヰシ リよ ギらハ リヨェゲャや リよ  ٍフヲハ ヵゲワゴャや ゅヰヤボルヱ ヴャま 

ゲダョ ،ヶワヱ リョ モワぺ コゅイエャや. 



 

 
 

るヨヤミ "ゲョ" ゅヰャ ラゅΒレバョ ょΑゲホ ヲワヱ クヲカほョ リョ りケやゲヨャや ザムハ ヲヤェ るレΑゲボャやヱ 
るΒヌヘャ ヲヤエΑ やグワヱ ヴレバヨャや ゲΒビ キやゲヨャや ヴレバョヱ ギΒバよ キやゲョ ヲワヱ ケヱゲヨャや. 

 

るΑケヲわャや ヶプ (やゲヰル)クま  フゲダレΑ リワグャや ヴャま ヴレバヨャや ょΑゲボャや やグヰャ ナヘヤャや ヲワヱ 
ゲヰル ءゅヨャや リムャヱ ヵケゅイャや ヴレバヨャや キやゲヨャや ヲワ ヴレバヨャや ギΒバらャや ナヘヤャ ヲワヱ :ケギダョ 
モバヘャ( ゲヰَル )ヵぺ キケ ゲィコヱ キゲヅヱ. 

 



 

 
 

るΑケヲわャや ヶプ るヨヤミ "ヴャゅバゎ" ゅワゅレバヨプ ょΑゲボャや" ユドゅバゎ اハヱ"، ゅョぺ ヴレバヨャや ギΒバらャや 

"ょヤヅ ケヲツエャや "ヲワヱ キやゲヨャや. 

るヨヤムプ "ヶホヲセ" ゅヰャ ラゅΒレバョ ょΑゲホ ヲワヱ ょエャや リΒレエャやヱ るレΑゲボャやヱ るΒヌヘャ ヶプ ケギタ 

ろΒらャや ヶワヱ( ベヲゼャや )やグワヱ ヴレバヨャや ゲΒビ キやゲヨャや ヴレバョヱ ギΒバよ ヶヘカ キやゲョ ヲワヱ 

ゲハゅゼャや ギヨェぺ ヶホヲセ. 

るΑケヲゎ ヶプ るヨヤミ "ァやゲシ" ゅワゅレバョヱ ょΑゲボャや" ゥゅらダヨャや "るレΑゲボャやヱ るヨヤミ 
"ケヲレャや"، ゅョぺ ゅワゅレバョ ギΒバらャや  キヲダボヨャやヱ"ユシや ゲハゅゼャや ァやゲシ リΑギャや ベやケヲャや ."

 



 

 
 

るΑケヲわャや ヶプ るヨヤミ "ンギダャや" ヶレバヨャゅプ ょΑゲボャや ゅヰャ" ズトバャや "るレΑゲボャやヱ るヨヤミ 

"ヵヱケぺ"، ゅョぺ ヶレバヨャや ギΒバらャや キヲダボヨャやヱ ヲワ" キキゲゎ れヲダャや." 

(ベやケヲャや) ゅヰャ ラゅΒレバョ メヱأや ノもゅよ ょわムャや ヶルゅんャやヱ ユシや ゲハゅゼヤャ ラゅジャ リΑギャや ベやケヲャや. 

るヨヤミ "ょΒらェ" ゅヰャ ラゅΒレバョ ょΑゲホ ゲΒビ キヲダボョ ヲワヱ ゆヲらエヨャや るレΑゲボャやヱ るヨヤミ 
ヂΒピよ ヴレバョヱ ギΒバよ ヲワヱ キヲダボヨャや ょΒらェ ゲハゅゼャや リよ サヱぺ ヶもゅトャや ゲハゅゼャや 

フヱゲバヨャや. 



 

 
 

るΑケヲわャや ヶプ るヨヤミ "るェやケ" ゅワゅレバョヱ ょΑゲボャや" ブムャや "るレΑゲボャやヱ るヨヤミ 
"やギΑ"، ヶレバヨャや ゅョぺ ギΒバらャや  キヲダボヨャやヱ"るェやゲャや りキゅツヨャや ょバわヤャ ベゅワケإやヱ ."

 

 るΑケヲわャや"ヶレΒヘムゎ" ヲワ ギΒバらャや ヴレバヨャやヱ ،フヱゲバヨャや リヘムャや ょΑゲボャや ゅワゅレバョヱ 
キやゲヨャや ヲワヱ るΑゅヘムャや. 

 



 

 
 

(リらイャや) ゅヰャ ラゅΒレバョ メヱأや リらイャや ングャや モミぽΑ ヴルゅんャやヱ るヘタ リらイャや ブバツャやヱ. 

るΑケヲわャや ヶプ るヨヤミ "ンギダャや" ヶレバヨャゅプ ょΑゲボャや" ぺギタ ギΑギエャや "るレΑゲボャやヱ 

"やキゲらョ "ヴレバヨャやヱ ギΒバらャや ヲワヱ キやゲヨャや" ズトバャや". 

ギダホ ァゅイエャや ユワキأゅよ ゅレワ ギダボΑヱ ギΒボャや ヶィケゅガャや ユワキأゅよ ゅレワ キやヲイャや キヲシأや ギダボΑヱ 
ょヰセأゅよ キやヲイャや ヵグャや テヤわカや ロキやヲシ ラヲヤよ ،ゲカآ ギダボΑ ゅヨヰよ るΑギヰャや ヱぺ ラぺ ヮヤヨエΑ ヶプ 

モΒらシ ه. 



 

 
 

 ヶプ るΑケヲわャや"ろらバャ" ヲワヱ ギΒバよ ヶルゅんャやヱ ょバヤャやヱ ヲヰヤャや ヲワヱ ょΑゲボャや ラゅΒレバョ ゅヰャ 

ゅヰよ マジヨわャやヱ ゆゅバヤャや ラاΒシ リョ キヲダボヨャや. 

1 . 
- モヘトャや ヴヤハ マレΒハ モバィや. 
-  ُゲΒカ  ⌒メゅヨャや  ٌリ∇Βハَ  ٌりゲ ⌒ワゅシ  ٍリ∇Βَバャ  ٍるヨもゅル. 
- ゅレバッヱ ゅَレ∇Βハَ ヴヤハ ヱギバャや. 

2 . 
- ゲダボョヱ ペヤエョ ヲワヱ ポゅらャ. 
- ゲダボョ ゅルぺヱ ヶレョゲミぺ. 

3 . 
- ギバシ ヴャま ろゃィ ゅヨルまヱ ًゅホゅわゼョ マわゃィ ギボャ. 
- ヮよ ろェゲヘプ ギバシ ヶルءゅィ. 

4 . 
- ょΒボレャや ユヰわョギボョ ヶプヱ やヱءゅィ. 

 



 

 
 

 
1 -  ∂ギイャや(،ナエャや ュأや ヱぺ ゆأや ギャやヱ ヱぺ) 
  ヵ∂ギィَ ヶャ ユジわらΑ ゅヨレΒェ ヶわヤもゅハ ゥゲヘわシ. 
 

2 - ( ゲヘビヱ ウョゅシ -メやコヱ ヶヰわルや) 
    ゅヘハ ゅヨプ ラゅョゴャや ヮΒヤハ やギハ ًゅΑゲダョ ًやゲをぺ ろΑぺケ. 
 

3 - (  ヮヨムェケギタぺヱ ユムェ -れゅョ) 
  ヶツホ ギホ ロゅルギィヲプ ユミゅエャや ヶャま ユダわガル ゅレらワク .
 

4 - ( ロヲَエルヱ ゆَゅَわムャや -メやコヱ ゅエョ) 
  サケギゎ ヱ ンヱゲゎ ゆゅわムャや ケゅをآ .
 

5 - ( ノプケ -ユイワ) 
  ユヰΒヤハ モヨエプ やギャゅカ れゲョぺ .
 

6 - ( テُシَヱَ  -ょヤボャや るヤツハ) 
  ょヤボャや ヶプ ヶもゅホギタぺ リョ ろルぺ  .
 

 



 

 
 

ゅハギャや リョ ュヲヰヘヨャや ヲワヱ ょΑゲホ ヴレバョ ラゅΒレバョ モΒミヲャや るヨヤムャء ラぺ ヲワヱ ギΒバよ ヴレバョヱ ه 

ペΑギダャや ょダレヨャ るヤミゅゼョ モΒミヲャや ヲワ. 
 



 

 
 

ラゅΒレバョ れやゲヌレャや るヨヤムャ: ノヨィ ヲワヱ ベゅΒジャや リョ ュヲヰヘヨャや ヲワヱ ょΑゲホ ヴレバョ 
ヶヅヲヤヘレヨャや ヴヘトダョ ゆゅわミ ヲワヱ キやゲヨャや ヲワヱ ギΒバよ ヴレバョヱ りゲヌレャや. 

ラゅΒレバョ れやゲらバャや るヨヤムャ: ネヲョギャや ヲワヱ ベゅΒジャや リョ ュヲヰヘヨャや ヲワヱ ょΑゲホ ヴレバョ 
ヶヅヲヤヘレヨャや ヴヘトダョ ゆゅわミ ヲワヱ キやゲヨャや ヲワヱ ギΒバよ ヴレバョヱ. 

ラゅΒレバョ ヴヘトダョ るヨヤムャ: ケゅわガヨャや ヲワヱ ベゅΒジャや リョ ュヲヰヘヨャや ヲワヱ ょΑゲホ ヴレバョ 
ヶヅヲヤヘレヨャや ヴヘトダョ ヲワヱ キやゲヨャや ヲワヱ ギΒバよ ヴレバョヱ. 

 

 ナヘャ"リらイャや "ラゅΒレバョ ヮャ ギΒバよヱ ،メヲミほヨャや リらイャや ヲワヱ ヮよ ンケヲョ ょΑゲホ ؛
キやゲヨャや ヲワ やグワヱ ،るハゅイゼャや ギッ リらイャや ヲワヱ ヮレハ ンケヲョ.  

 

ラゅΒレバョ ءゅΒツャや るヨヤムャ: ケヲレャや ヲワヱ ベゅΒジャや リョ ュヲヰヘヨャや ヲワヱ ょΑゲホ ヴレバョ 
リΑギャや ءゅΒッ ゥヱギヨヨャや ヲワヱ キやゲヨャや ヲワヱ ギΒバよ ヴレバョヱ. 

 

ラゅバヨわイΑ ا ،ラやゲプゅレわョ ヮヘΒシヱ ょΒらセ ブミ ラぺ ギΑゲΑ؛ ،ゅΒジΒホ ラゅミ ًゅらΒセ ラأ 
 ヮャ メゅボΑ ブΒジャやヱ(ヶルゅヨΑ)  ュヲヤバョヱ ،リΒヨΒャや ヴャま ゆヲジレヨャや モィゲャや リハ ヮよ ンケヲプ

 ヮャヲホ ゲワゅヌプ ،ゲプゅレわャや リョ リヨΒャやヱ ザΒホ リΒよ ゅョ(ヶルゅヨΑ)  ヴャま ゆヲジレョ モィケ ヮルぺ
ブΒジャや ヴヤハ るャاギャや ギΒバらャや ロキやゲョヱ ،リヨΒャや؛ヮもゅヨシぺ リョ ヶルゅヨΑ るヨヤミ ラأ . 

 



 

 
 

1 -りケゅΒシ  :るらミゲョ ،るヤプゅホ    .
 -  ∇ユワَُキ ⌒ケやヱ やヲُヤシَ ∇ケَほَプ ٌりケَゅّΒシَ ∇れءゅィヱَ-         .クاヲヘャや リョ るΒよゲエャや りケゅΒジャや. 
2 - ギヨェぺ :ギヨエャや リョ モΒツヘゎ モバプぺ ،ゾガセ ユシや    .

 -   ユΑゲミ モィケ ギヨェぺ -                .ゅًボヤカ ユヰレジェぺ サゅレャや ギヨェぺ. 
3 - ゲトプ : ⌒ょَレ ⌒バ∇ャや れُゅّらェَユもゅダャや ュゅバヅ ،          .
 - ً ゅツョゅェ ラヲムΑ ゲトヘャや ベやグョ - .ゲヰّゼَョُ ラゅョゴّャや リョ ゴُハぺ ュٌヲΑ ヮّルま ゅًレΒハ ゲ∇ト⌒ヘャや ュヲΒよ ∇ユバルゅプ. 
 



 

 
 



 

 
 

サゅレイャや ノッヲョ : ギΒヰセّギΑギセ . 

サゅレイャや ネヲル :ュゅゎ ゲΒビ. 

サゅレイャや ノッヲョ : ケゅダよأやّケゅダよأや . 
サゅレイャや ネヲル :ュゅゎ. 

 

サゅレイャや ノッヲョ : りゴヨワّりゴヨャ . 
サゅレイャや ネヲル :ュゅゎ ゲΒビ. 

 

サゅレイャや ノッヲョ : ザレガャやّザレイャや . 
サゅレイャや ネヲル :ュゅゎ ゲΒビ. 

 



 

 
 

サゅレイャや ノッヲョ: ベゅジャや ّベゅジャや  .
サゅレイャや ネヲル :ュゅゎ. 

サゅレイャや ノッヲョ: ベゅジャや ّベゅジヨャや  .
サゅレイャや ネヲル :ュゅゎ ゲΒビ. 

サゅレイャや ノッヲョ : ラヲェゲヘゎّラヲェゲヨゎ . 
サゅレイャや ネヲル :ュゅゎ ゲΒビ. 

 

サゅレイャや ノッヲョ : ゲョぺّリョぺ . 
サゅレイャや ネヲル :ュゅゎ ゲΒビ. 

 

 

サゅレイャや ノッヲョ : りゲッゅルّりゲドゅル . 
サゅレイャや ネヲル :ュゅゎ ゲΒビ. 

 



 

 
 

サゅレイャや ノッヲョ : ゲヰボゎّゲヰレゎ . 
サゅレイャや ネヲル :ュゅゎ ゲΒビ. 

 

サゅレイャや ノッヲョ : ほらシّほらル . 
サゅレイャや ネヲル :ュゅゎ ゲΒビ. 

 

サゅレイャや ノッヲョ : モΒガャやّゲΒガャや . 
サゅレイャや ネヲル :ュゅゎ ゲΒビ. 

 

サゅレイャや ノッヲョ : ヶゎやケヲハّヶゎゅハヱケ . 
サゅレイャや ネヲル :ュゅゎ ゲΒビ. 

 



 

 
 

サゅレイャや ノッヲョ : ヴボルぺّヴボゎぺ . 
サゅレイャや ネヲル :ュゅゎ ゲΒビ. 

 

サゅレイャや ノッヲョ : ヶもゅハキّヶルゅハキ . 
サゅレイャや ネヲル :ュゅゎ. 

 

サゅレイャや ノッヲョ : ゆゅエジャやّゆゅエジャや . 
サゅレイャや ネヲル :ュゅゎ. 

 

サゅレイャや ノッヲョ : ゲバゼャやّゲバゼャや . 
サゅレイャや ネヲル :ュゅゎ. 

 



 

 
 

サゅレイャや ノッヲョ : ゲΒシぺّゲΒシぺ . 
サゅレイャや ネヲル :ュゅゎ. 

サゅレイャや ノッヲョ : ゲΒシぺّゲΒプコ . 
サゅレイャや ネヲル :ュゅゎ ゲΒビ. 

サゅレイャや ノッヲョ : ヴΒエΑّゅΒエΑ . 
サゅレイャや ネヲル :ュゅゎ. 

 

サゅレイャや ノッヲョ : マジョぺّマジョぺ . 
サゅレイャや ネヲル :ュゅゎ. 
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サゅレイャや ノッヲョ : ろヨヰプّろヨヰプ . 
サゅレイャや ネヲル:ュゅゎ . 

 

サゅレイャや ノッヲョ : ポゅわプّポゅゎぺ . 
サゅレイャや ネヲル :ュゅゎ ゲΒビ. 

 

 

サゅレイャや ノッヲョ : ケギダヤャّケギダャや . 
サゅレイャや ネヲル :ュゅゎ. 

 

サゅレイャや ノッヲョ : ケゲピャやّケゲピャや . 
サゅレイャや ネヲル :ュゅゎ. 
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サゅレイャや ノッヲョ : ヮΒムプّヮΒヘミ . 
サゅレイャや ネヲル :ュゅゎ ゲΒビ. 

 

サゅレイャや ノッヲョ : ユΒボャやّユΒホ . 
サゅレイャや ネヲル :ュゅゎ. 

 

サゅレイャや ノッヲョ : モヰヨΑّモヨヰΑ . 
サゅレイャや ネヲル :ュゅゎ ゲΒビ. 

 

( ュゴェ -ュゴハ) ،( ゅヘダャや -ウもゅヘダャや) :ュゅゎゲΒビ. 
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                     ( ベٍاゎ - ヶプاゎ) ،( ポゅセ -フゅセ :)ュゅゎ ゲΒビ. 

           ( ヲムセぺ -ゲムセぺ) ،( ポゅセ -ゲミゅセ) ،( ロゅシ -ゲワゅシ) :ュゅゎ ゲΒビ. 

 

( ゅヨシ -ヴヨェ) ،( ュゅシ -ュゅェ) :ュゅゎ ゲΒビ. 



 

 
 

1 -ヮヨヤハ リョ ユャゅバャや モヰル ًゅヨャゅハ ろΒボわャや. 

2 - メゅィΓや ゅヰわヤわホ メゅョآ ゆケ. 

 ّゆケُゅΑ      ٍメゅョآ ュヲـボャ  ∇ろヨَドَゅــバَゎ . ⌒ろョゲّダプ  َメゅィΓや  ُメヲヅ ゅـヰـ⌒ャゅら ⌒ェ. 

3 -  ُユَヤَバャや ゲワゅトャや ヶボレャや ヶボわャや やグワ リΑギよゅバャや リΑコ. 

4 - チゅΑゲャや ケゅをギルや ヴヤハ チゅΑゲャや ろルゴェ. 

 

ヮゎゲヨを ∇ギイΑ. 

ロゲΒビ ヮヨَヤバΑ. 

 َクゅわシأや ょャゅトャや ゆゅィほプ. 
ネゅッ ギホ ヶャゅョ メゅボプ. 

ヶボヤカُ リジエプ. 

 .ゅシぺ モヨバャやء



 

 
 

5 -  ًやゲΒジハ ゲΒジハ ヴャま ペΑゲトャや ラゅミ. 

6 - ヵゲョぺ ヶャ ゲジΑ ゲΒジΑ ヮΒヤハ ゲΒジハ モミ リョ ゅΑ. 

7 - ゅッゲャや ヒヤよ リョ テガジャや ょヤビ. 

8 - ゅツًΑゲョ キゅバプ ロゲヘシ リョ キゅハ. 

9 - ギセやゲャや メゅホ : ヶらレャや ヲワ ペエャや ギもやゲャや. 
 .モΒらシ ヶプ りキゅヰゼャや メコゅレヨャや ヴレョ リョ ه - 10

 

 



 

 
 



 

 
 

≒- ゲらダプ ロاわよやヱ ゲムゼプ ヮΒヤハ ه ユバルぺ やギらハ ه ユェケ .

≪- ラやゲΒイャや リΒバョ ラゅヘΒツャや ゲΒんミ ヵケゅィ .

 



 

 
 

ノイジャや: ラぺ ナヘエゎ サぺゲャや ゅョヱ ヴハヱ، リトらャやヱ 

ゅョヱ           ンヲェ، ゲミグわャヱ れヲヨャや ヱヴَヤ⌒らャや .

ゅヰルゅΒよ: ブャأや ヲワヱ フゲェ ゲカآ ヶプ ベゅヘゎاや. 

ノイジャや: ユヰヤャや ゅルま マヤバイル ヶプ ユワケヲエُُル، クヲバルヱ マよ  リョユワケヱゲセ. 

ゅヰルゅΒよ: ءやゲャや ヲワヱ ギェやヱ ゲΒカأや フゲエャや. 

 

ノイジャや: ギ ∇ヰィَ اءらャや، ポケََキヱ ءゅボゼャや، ءヲシヱ ءゅツボャやるゎゅヨセヱ ، ءやギハأや .

ゅヰルゅΒよ: ペプやヲわャや ヶプ リΒプゲエャや リΑゲΒカأや りゴヨヰャや ヲワヱ. 

 



 

 
 

ノイジャや: اま ゅョ ろヤミぺ ろΒレ∇プほプ، ヱぺ ろジらャ 

          ろΒヤよほプ، ヱぺ ろホギダゎ ろΒツョほプ .

ゅヰルゅΒよ: ペプやヲわャや ヶプ フゲエャや ゲΒカأや ブャأや ヲワヱ. 

 

ノイジャや:  ∂ユヰヤャや  ⌒テハぺ ゅًボヘレョُ ゅًヘヤカَ-   ∂ユヰヤャや  ⌒テハぺ ゅムًジ ∇ヨョ ゅًヘヤゎ .

ゅヰルゅΒよ: ブャأやヱ ءゅヘャや ヶプゲェヱ  ブャأや フゲェ ヶプ ペプやヲわャや. 

 

ノイジャや: ヶわャや ا ゲムَ∇レُゎ - اヱ ゲَわ ∇ジُΑ .

ゅヰルゅΒよ: ءやゲャや フゲェ ヶプ ペプやヲわャや. 
 

 



 

 
 

ノイジャや:  ُろヤバィُ ،ポやギ⌒プ メゅヅぺヱ ه ポゅボよ 

 َポゴّハぺヱ            ヱ ،マョَゲミぺヱポギّΑぺ  .

ゅヰルゅΒよ: ペプやヲわャや ヶプ フゅムャやヱ ブャأや フゲェ. 

ノイジャや: ،ラヲバヨジΑ اヱ ラヲムエツΒプ ラヲヨّヤムわΑ. 

ゅヰルゅΒよ: ラヲレャやヱ ヱやヲャや ヶプゲェ ヶプ ペプやヲわャや. 

 

ノイジャや: メゴルぺ ゲトヨャや リョ ،ュゅヨََピャや ァゲカぺヱ ゲヨんャや リョ ュゅヨミأや. 

ゅヰルゅΒよ: ユΒヨャやヱ ブャأや ヶプゲェ ヶプ ペプやヲわャや. 

ノイジャや: ギボャ ،ラゅョゴャや ギジプ  ∂ユハヱ ،ラやヱَ∇ギُバャや ュ ⌒ギハُヱ ،ラやヲَ∇バ ⌒ヨャや هヱ ラゅバわジヨャや .

ゅヰルゅΒよ: ラヲレャやヱ ブャأや ヶプゲェ ヶプ. 

 



 

 
 

ノイジャや: ゅョ ゆゅカ リョ ،ケゅガわシや ゅョヱ ュギル リョ ケゅゼわシや .
ゅヰルゅΒよ: ءやゲャやヱ ブャأや ヶプゲェ ヶプ. 

 

 

 ゲヨバャや ゲΒダホ، ヴャまヱ ه ゲΒダヨャや، ゅヨプ やグワ ゲΒダボわャや (ペプやヲゎ リΑゲΒカأや リΒプゲエャや ヶプ). 
  ∂ラま  َァ ⌒ゲ∇よ ⌒コ ゅΒルギャや ギホ マ∂ヤッぺ، りヲヰゼャや ラَゅトΒセヱ ギホ マّャゴわシや ( ュاャや ヶプゲェ ヶプ ペプやヲゎ

フゅムャやヱ). 
 ヲャ ろレミ ゅヨミ ヶハ∂ギゎ リョ モワぺ  ⌒ ∂ょُヤャや ヴイَ ⌒エャやヱ،  َろΒゎأ ゅヨよ ヲワ ンゲェぺ マよ ヴイَ ∇ェぺヱ ( フゲェ ヶプ

ブャأや). 
 اぺ  ∂ラま ヴイェأや マよ  ∇ラぺ クヲヤゎ リミゲャゅよ ンヲホأや، اヱ  َリミケ ンヲホぺ リョ リミケ ンヲボわャや ( ヶプ

ブャأやヱ ヱやヲャや ヶプゲェ). 
 ゅヰレョ ∇ゲわカゅプ ゅイًヰレョ ،マΑギヰΑ اヱ  ُテ ∇ガَゎ マョُギホ ヶプ るّヤツョَ  マΑキゲゎ(フゅムャやヱ ءゅΒャや ヶプゲェ ヶプ). 
 りّキゅイャや るレ∂Βよ، るイّエヨャやヱ りゲ⌒∂Βル، る ∂イエャやヱ るエツ∂わョるヰらゼャやヱ ، るエَツَわヘョُ (ءゅわャや フゲェ ヶプ). 
 ロヲィヱヱ るャاギャや ءゅッَ ⌒ヱ، るΒヘΒレエャやヱ るΒボル ءゅツΒよ (りゴヨヰャやヱ ブャأや ヶプゲェ ヶプ). 
 ペエャやヱ ギホ ろバプケُ ロケُヲُわシُ،  َノトジプ アَّヤَらَゎヱ ロケُヲル ( リΒよ ペプやヲわャや リョ ءゅィ ゅレワ ノイジャや

ノイジャや ンヲホぺ リョ ヲワヱ りゲΒカأや るをاんャや フヱゲエャや). 
  َユ ⌒ヤプ  ُテャゅピゎ マジَヘル،  َユ⌒ャヱ  ُゲよゅムゎ マジّェ ؟(フゅムャやヱ リジャや ヶプゲェ ヶプ). 
 ゅョ やグワ ヶルやヲわャや،  ُナハやヲヨャやヱ  ゲُΒシヶルやヲジャや. ( ヶワヱ フゲェぺ るバよケぺ ヶプ ペプやヲわャや ノホヱ

 .(やヱ ،ヱやヲャやأゅΒャやヱ ،ラヲレャやヱ ،ブャء
 



 

 
 

ゑΒビ ゑΒャ  りゲΒゼバャや 

りゲΑゲジャや 

ゆヲヤボャや ゆヱゲエャや 

ヮよゅΒを 

ケヲトヨョ ケヲヨバョ 

 ケヲジΒョ ュَギَレよ 

ヴَプヱَ ヴَヘミَ  ゅَヘハَ 

1 -やًギΒバシ ヮヤワぺ ヶプ ،やًギΒヨェ ヮホاカぺ ヶプ ،やًギΒセケ ヮャゅヨハぺ ヶプ ًاィケ リミ. 

2 - ょらシ ヴルキぺ اよ ょツピャや ゲΒんミ ヲヰプ ょイバャや ゲΒんゎ るΒダガセ ろヤよゅホ. 

3 - るョゅヰセヱ りءヱゲョ ،るシやゲプヱ ュやギホま ،るハゅイセヱ りぺゲィ るよゅエダャや ギレハ ラゅミ. 

4 - ラゅヅヱأや リョぺヱ ،ラやギよأや るエタ ،ラゅわヨバル ゅレΒヤハ ه ユバル リョ. 

5 - りグプゅル ラヲバヅヱ ،るヨもやキ るヨΑゴハヱ ،るわよゅを ヴトガよ ギワゅイヨャや モゎゅホ. 


