
 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

るピヤャや ヮボプ: ،ゅヰらΒミやゲゎヱ ،ゅヰゎやキゲヘョヱ ،ゅヰゎやヲタぺ ゑΒェ リョ るΑヲピ∂ヤャや ゅΑゅツボャや るシやケギよ ヴレバΑ ヵグ∂ャや ユヤバャや 

 ほゼレΑ ゅョヱ ،れやゲΒΒピゎ リョ ゅヰΒヤハ ぺゲトΑ ゅョヱ ،る∂ΒャΙ∂ギャやヱ る∂Αヲエレャやヱ る∂Βプゲダャやヱ る∂Βゎヲダャや ゅヰダもゅダカヱ
 ベゅボわセやヱ るャゅタぺヱ ヴレバョ リョ ゅヰよ ペ∂ヤバわΑ ゅョヱ れやキゲヘヨャやヱ れゅヨイバヨャや ヶプ ゑエらΒプ ،れゅイヰャ リョ ゅヰレハ

フキやゲゎヱ ろエルヱ.ゅワケキゅダョヱ ゅヰヤタぺヱ るピ∂ヤャや るヘΒドヱ ヶプ ゑエらΑ ゅヨミ  . ⇔ ゅヘΑゲバゎ フゲバΑ ラぺ リムヨΑヱ
 ،⇔やゴィヲョメゅボΒプ:ゅヰゎゅハヲッヲョヱ ،ゅワゅΑゅツホ るシやケキヱ ،るピヤャや ユヰヘよ ヴレバΑ ヵグャや ユヤバャや ヲワ  .

ラゅジヤャや ユヤハ:モハ ゅヰゎやク モィぺ リョヱ ،ゅヰゎやク ヶプ るピヤャや サケギΑ ユヤバャや ヲワ ン ヴヤハ ュヲボΑ ∃ ∂ヶヨヤハ ∃ヲエル 
る∂ΑケゅΒバヨャや ュゅムェΕやヱ る∂ΒハゅらトルΙやヱ るΑキゲヘャやヱ る∂Βゎやグャや リハ ⇔やギΒバよ ノホやヲャや るレΑゅバョヱ ブタヲャや  .

るピヤャや ヮボプヱ るピヤャや ユヤハ リΒよ ベゲヘャや: ゅヨヰヤバイΑ ユヰツバよヱ ،リΒエヤトダヨャや リΒよ ベゲヘΑ リΒを∠ギエ ⊥ヨャや ヂバよ 
ペヤトレΑ ヵケゅΒバョ ユヤハ るピヤャや ヮボプ ゑΒェ ؛ アヰレヨャや ヶプ フΚわカや ヲヰプ ،フΚわカΙや リムΑ ゅヨヰョヱ ⇔やギェやヱ ⇔ ゅゃΒセ

 ユヤハ るピヤャや ユヤハ ゅヨレΒよ ؛ るΒルゅョゴャや るΒェゅレャや リョ るピヤャや ユヤバャ ペよゅシ ヲワヱ ،りゲワゅヌャや ヴャま ケゅΒバヨャや リョ
 リムヨΑヱ ،ロゲΒビ ラヱキ ヵヲピヤャや ゴΒミゲわャや ウΒッヲわャ ءゅィ ギホヱ ،ケゅΒバヨャや ヴャま りゲワゅヌャや リョ モボわレΑ ヶヘタヱ

ヶらΒミゲゎ ヲヰプ るピヤャや ユヤハ ゅョぺ ،ラケゅボョ ヮルほよ るピヤャや ヮボプ ブタヱ .

 

 ギャヲΑ るΑゲトプ ヱぺ るΒバΒらヅ ろジΒャ ゅヰルぺ ヴレバヨよ ،ラゅジルΗや ヴプ るΑゴΑゲビ ろジΒャヱ るらジわムョ るピヤャや
ヮΒプ ズΒバΑ ングャや ノヨわイヨャや リョ ラゅジルΗや ゅワゅボヤわΑ るらジわムョ ヴワ ゅヨルまヱ ،ゅヰよ ⇔やキヱゴョ ラゅジルΗや .

オΑケゅわャや ヮをやゲわよ テらゎゲゎ ヴわャや ヮわピャ ノヨわイョ モムャ ラみプ マャグャヱヵ ヮゎやキゅハヱ るΒハゅヨわィΙや ヮヨヌルヱ 
ヮルヲレプヱ ヮゎやギボわバョヱ .ユヤムわΑ ノヨわイョ ヴプ ロゅレバッヱヱ るΑゴΒヤイルΗや ユヤムわΑ ノヨわイョ リョ ⇔Κヘヅ ゅルグカぺ ヲヤプ

フ ゅヰよ ゐギエわΑヱ るΒよゲバャや モヘトャや やグワ ユヤバわΒシ ،るΒよゲバャやヵぺ ヮゎゅΒェ ヵ りギΑギィ るピャ ユヤバわΑ ヮルぺ 
ウΒエタ ザムバャやヱ リΑゲカΔャ ギΒヤボわャやヱ りゅミゅエヨャゅよ  .

 



 

 
 

 ユヰΑギヤプ るΒバヨジャや るホゅハΗや ヵヱク ヴヤハ マャク ペらトレΑヱ るホヲトレヨャや るピヤャや ゲΒピよ モタやヲわャや リムヨΑ ユバル
ぺモタやヲわヤャ メゅムセ :ギジイャや るピャ ،りケゅセΗや るピャ. 

 ヮルぺヱ ،るヨΒヌバャや ه りケギホ ヴヤハ るャΙギヤャ - ヴャゅバゎヱ ヮルゅエらシ ّ ءΙぽヰャヱ るピャ ءΙぽヰャ モバイΑ ラぺ ケキゅホ
ゲゼらャや れゅィゅェ ネヲレゎ マャグミヱ るヨΒヌバャや りケギボャや ヶプ リΒよぺ やグワ ラみプ るピャ ءΙぽヰャヱ るピャ،ヴャゅバゎ メゅホ  :

" ∇ユ⊥ム⌒ルや ∠ヲ∇ャ∠ぺ ∠ヱ ∇ユ⊥ム⌒わ∠レ ⌒ジ∇ャ∠ぺ ⊥フ ∠Κ⌒わ ∇カや ∠ヱ ⌒チ ∇ケ∠ ∇Εや ∠ヱ ⌒れや ∠ヱゅ ∠ヨジَャや ⊥ペ∇ヤ ∠カ ⌒ヮ⌒ゎゅ∠Αآ ∇リ ⌒ョ ∠ヱ(22)[ "ュヱゲャや りケヲシ ] .

 

 モボバャゅよ れゅレもゅムャや ラヱキ リョ ラゅジルΗや ه ゾカ ギボャぺ ⇔Ιヱ ،ケギボャやヱり ギΑゲΑ ゅヨハ ヶゎヲダャや ゲΒらバわャや ヴヤハ 

ゲバゼΑ ヱぺ. ヒヤャゅプりヶハゅヨわィや ラほセ  ،ヵゲゼらャや ポヲヤジャや ゲワゅヌョ リョ ゲヰヌョヱ، キやゲプΕや モタやヲわΑ ゅヰよヱ 
れゅハゅヨイャやヱ ،れゅハゅヨィヱ キやゲプぺ ヱぺ キゲプ ヴャま キゲプ リョ れやゲらガャやヱ れゅョヲヤバヨャや モボわレゎヱ . ノヨわイョ リョヱ
ノヨわイョ ヴャま ،モΒィ ヴャま モΒィ リョヱ .ザΒシゅェΕやヱ ゲハゅゼヨャや メキゅらゎ ユわΑ ゅヰよヱ ،ネゅレホΗや ユわΑ ゅヰよヱ ،

 ュゅヰプΗやヱ ユヰヘャやヱ ،ポヲヤジャや メギバΑヱ .

 



 

 
 

 ヴヤハ ヶレィ リよや ゅヰプゲハぺゅヰル:" ユヰッやゲビぺ リハ ュヲホ モミ ゅヰヰよ ゲらバΑ れやヲタぺ ."

ゅヰルほよ ヶルゅィゲイャや ケキゅボャや ギらハ ゅヰプゲハヱ: " ユジわゎ ⇔ ゅヅゅらわハや ゅヰΒヤハ ノッやヲわヨャや れゅョΚバャや リョ ュゅヌル
むゴイわヤャ ゅヰャヲらボよりモΒシヱ キゲヘャや ゅワグガわΑヱ りやゲビぺ リハ ゲΒらバわヤャ チ ペΑゲヅ リハ リΑゲカΓゅよ メゅダゎΚャヱ ロ
ゆゅわムャや ヱぺ ュΚムャやり." 

1 -ゲイΑゲゎヱ ォヲヤよ ブΑゲバゎ :

"ヒヤャや ラまりヶゎヲタ コヲョケ リョ ユΒヌレゎ りヶヘΒミ り ،リΒバョ ノヨわイョ キやゲプぺ ゅヰわトシやヲよ ラヱゅバわΑ". 

 ⇔ ゅヨΒヌレゎ ヮピヤャや ラヲミ ヴヤハ ゴミゲΑ ヮルぺ ヮヘΑゲバゎ ヶプ ナェΚΑヱ ،ヶヘΒミ コヲョケ ゅヰルぺヱり ، ヵぺぺリヤバョ ゲΒビ ゅヰル؛り 
Ι ヶハゅヨィ ゥΚトタや ゅヰルΕ ヶヤボハ サゅΒホ ヵΕ ノツガΑ .

2-  ブΑゲバゎ"メゅワ:" "ヒヤャやりザシぽヨャや ヶワ り ゅヨΒプ ゲゼらャや ヴヤハ モハゅヘわΑヱ ゅヰわトシやヲよ モタやヲわΑ ヶわャや 
テシやヲよ ユヰレΒよりヶヰヘセ コヲョケ  りヶバヨシりヶヘΒミ りモヨバわジョ りキゅバャゅよ り ."ゅョ ヴヤハ キやコ ヮルぺ ナェΚΑヱ  ペらシ

キゅハ ゅヰルヲミり ،ヒヤャや ヴャま ゲヌレャやヱりキゅハ ゅヰルヲムよ り まヶルゅジルり .

3 - ブΑゲバゎ"ギヤΒヘョヲヤよ:" " ュΚムャや ラま - メΚカ リョ ラゅジルΗや ヮよ ナヘヤΑ ヵグャや ソゅガャや れやヲタΕや
ゆ ブヤわガΑ リΒバョ りゲΒんョ りゲトΒシやヵゲゼらャや れゅハヲヨイヨャや フΚわカ りキギバわョ れゅピャ ラヲヨヤムわΑ ゲゼらャゅプり ،..
ネヲヨイョ ヶプ ネゲハゲわΑ モヘヅ モムプりヵゲゼよ りリΒバョ りヶョΚムャや れやキゅバャや ログワ ょジムΑ り ヶプ れゅよゅイわシΙやヱ 

リシりヴャヱΕや ヮゎゅΒェ  ."

4 -ヶムジョ ヲゼゎ ブΑゲバゎ: "ヒヤャや ラまりケゅらハ りネヲヨイョ リハ りヶワゅレわョ り ،ヶワゅレわョ ゲΒビ ヱぺり ، リョ
モヨイャや ،モヨィ モミりラヲムョヱ キヱギエョ ゅヰャヲヅ ゅヰレョ りネヲヨイョ リョ りヶワゅレわョ りゲタゅレバャや リョ  ."

 

 



 

 
 

ヶレィ リよや ブΑゲバゎ؛ヶルゅジルΗや ヮピヤャや ゾもゅダカ ノΒヨィ リヨツわΑ ヮルΕ り ،るΒシゅシΕや ゅヰゎゅヨシヱ. 

(  ヶレィ リよや - リよや
ラヱギヤカ): ほゼレΑ れヲタ 

りキゅプΗや チゲピよ ラゅジヤャゅよ .

(  ょィゅエャや リよや -
ヵヲレシΕや): ヴヤハ ベゅヘゎΙや 

ノッヲャや .

( ラやヲトルぺ ،ゲΒΒよゅシ キケやヱキま
ヮΒΑゅョ): リョ るヤΒシヱ ゅヰルぺ 

モタやヲわャや モもゅシヱ .

 

ヒヤャゅよ ゾカ ラゅジルΗや ラまりンゲカΕや れゅルやヲΒエャや ラヱキ リョ  ،ュコΙ れケゅダプり ラゅジルΗや ュコやヲャ リョ 
ヒヤャゅらプりヮドゅヘャぺ ヶプ ロケゅムプぺ ノッヱ ヴヤハ ⇔やケキゅホ ラゅジルΙや ウらタぺ  ،ケゅらハヱやュヲヰヘョ れり ، ギホヱ

ゲトヘャゅよ ュΚムヤャ ⇔やギバわジョ ラゅジルΗや ペヤカり . リョ ヮャヲェ ゅヨャ ノヨわジΑ ヮゎキΙヱ グレョ ラゅジルΗやヱ
れやヲタぺ ،ヶヤボバャや ヮゎやケギホヱ ペトレャや ءゅツハぺ アツレャ ⇔ ゅバらゎ ⇔ ゅΒイΑケギゎ ゅヰΒミゅエΑ ユを ،り ラみプ やグヰャヱ

ヒヤャや ゆゅジわミや ヶプ ⇔ ゅΒシゅシぺ ⇔Κョゅハ ギバΑ ネゅヨわシΙやり ،キΙヲャゅよ  ユタΕやヱりΙ  ユヤムわΑ ラぺ リムヨΑ .
れゅハゅヨイャやヱ キやゲプΕや モタやヲわΑ ゅヰよヱ ، ヱぺ キゲプ ヴャま キゲプ リョ れやゲらガャやヱ れゅョヲヤバヨャや モボわレゎヱ

れゅハゅヨィヱ キやゲプぺ.ノヨわイョ ヴャま ノヨわイョ リョヱ،モΒィ ヴャま モΒィ リョヱ.

 



 

 
 

ヴャゅバゎ メゅホ: ( ∃れゅ∠ΑΓ ∠マ⌒ャ∠ク ヶ⌒プ ラَ⌒ま ∇ユ⊥ム⌒ルや ∠ヲ∇ャ∠ぺ ∠ヱ ∇ユ⊥ム⌒わ∠レ ⌒ジ∇ャ∠ぺ ⊥フΚ⌒わ ∇カや ∠ヱ ⌒チ ∇ケΕや ∠ヱ ⌒れや ∠ヲ ∠ヨジَャや ⊥ペ∇ヤ ∠カ ⌒ヮ⌒ゎゅ∠Αآ ∇リ ⌒ョ ∠ヱ
 ∠リΒ ⌒ヨ⌒ャゅ∠バ∇ヤ⌒ャ)[ ュヱゲャや :22 .]

ヴャゅバゎ ヮャヲホ: ( ∠ラヱ ⊥ゲミَ∠グ∠わ∠Α ∇ユ ⊥ヰَヤ∠バ∠ャ ∠マ⌒ルゅ∠ジ⌒ヤ⌒よ ⊥ロゅ∠ル ∇ゲジَ∠Α ゅ ∠ヨَル⌒み∠プ (58)  ∠ラヲ⊥ら⌒ボ∠ゎ ∇ゲョّ ユ⊥ヰَル⌒ま ∇ょ⌒ボ∠ゎ ∇ケゅ∠プ (59)) 
ラゅカギャや りケヲシ. 

ュΚジャや ヮΒヤハ ヴシヲョ リハ ヴャゅバゎ ヮャヲボミ: (ゅ⇔ルゅ∠ジ⌒ャ ヶ⌒∂レ ⌒ョ ⊥ウ ∠ダ∇プ∠ぺ ∠ヲ⊥ワ ⊥ラヱ ⊥ゲ∠ワ ヶ ⌒カ∠ぺ ∠ヱ)ヴャゅバゎ ヮャヲボミヱ ، :
( ⌒リ∇Β∠レ∇Β ∠ハ ⊥ヮَャ モ∠バ ∇イ∠ル ∇ユ∠ャ∠ぺ * ⌒リ∇Β∠わ∠ヘ∠セ ∠ヱ ゅ⇔ルゅ∠ジ⌒ャ ∠ヱ)ヴャゅバゎ ヮャヲボミヱ ، :( ヶ⌒ルゅ∠ジ⌒∂ャ リ ⌒∂ョ ⇔り∠ギ∇ボ⊥ハ ∇モ⊥ヤ ∇ェや ∠ヱ * やヲ⊥ヰ∠ボ∇ヘ∠Α

ヶ⌒ャ ∇ヲ∠ホ) .ヴャゅバゎ ヮャヲホ :( ∃リΒ⌒らョّ ∃ ∂ヶ⌒よ ∠ゲ∠ハ ∃ラゅ∠ジ⌒ヤ⌒よ)ヴャゅバゎ ヮャヲボミヱ ، :( ⌒ラゅ∠ジ⌒ヤ⌒よ َΙ⌒ま ∃メヲ⊥シケَ リ ⌒ョ ゅ∠レ∇ヤ∠シ ∇ケ∠ぺ ゅ ∠ョ ∠ヱ
 ⌒ヮ ⌒ョ ∇ヲ∠ホ)ヴャゅバゎ ヮャヲボミヱ ، :( ٌヶ ⌒ヨ ∠イ∇ハ∠ぺ ⌒ヮ∇Β∠ャ⌒ま ∠ラヱ⊥ギ ⌒エ∇ヤ⊥Α ヵ ⌒グَャや ⊥ラゅ∠ジ⌒∂ャ.) 

 

ユヰわビΚよヱ ゆゲバャや ょΒャゅシぺ ヴヤハ ⇔ ゅΑゲィ. 

،ユΒワゅヘヨャやヱ ペもゅボエャやヱ ケゅムプΖャ るヨィゲゎ るピヤャや ،ゲΒムヘわャや りやキぺ ヶワ モよ  りケギボャや ⌒れケヲトゎ ゅヨ∂ヤミヱ
،るΑヲピّヤャや ،ラヱゴガヨャや キやキコやヱ ،ラヲよぺ モムゼよ ゲΒムヘわャや るΒヤヨハ リハ ゲΒらバわャや ノΒトわジル  ゾّカぺヱ

، ∂ヶよゅわムャや ゲΒらバわャや Ι ヴわェ ،モボバャや るレΒワケ モヌゎ  るボルゲセ リョ ァゲガわプ るピヤャや ザヘレわよ Ιま ∂ザヘレわゎ リャヱ
،ゲカΓや ヴャま モダわャ ァコゅヨわャやヱ ゲΒムヘわャや リハ ⇔Κヅゅハ ウらダΒジプ るピヤャや ログワ ラゅジルΗや ギボプ やクま ゅョَぺヱ .

 



 

 
 

 ゅわヨヤミelixir (ゲΒジミΗや) ヱtalisman (ユジヤトャや)  ゅわョギガわシや ラゅわΒよゲハ ラゅわヨヤミ モタΕや ヶプ ゅヨワ
 ンゲカΕや るΒレヘャや れゅヨヤムャや リョヱ ،るヨΑギボャや ءゅΒヨΒムャや ユヤハ ヶプcaliper ヱ caliber ヱ aniline 

 ヱmarcasite ヱ camphor . ヅやゲΒボャゅよ ラコヲゎ るヨΑゲムャや りケゅイエャや ラぺ マャク ヴャま ブッぺ
(carat)  れゅョコゲャゅよ ベケヲャやヱ(ream) ゆゲバャや モツヘよ : るョコゲャやヱ りゲΒピタ ラコヱ りギェヱ ヅやゲΒボャゅプ

るョゴェ ヶワ . るヨヤムよ ペヤバわΑ ゅョ ヶプ ゅョぺalcoholモエムャや るヨヤミ リョ るボわゼョ ヶヰプ メヲエムャや ヱぺ  . ログワヱ
ヶよゲバャや ヮヤタぺヱ るΒルゅらシΕや れゅヨヤムャや リョ るヘもゅヅ:  

Abatanar :リトよ. 

Abencerrajes :ァやゲシ ヶレよ. 

Aceite :ろΑゴャや. 

Aceitar :ろΑコ. 

Aceitera :ろΑゴャや るバもゅよ ،ヮわΑゴョ. 

Aceituna :ラヲわΑゴャや. 

Aceituna :るルヲわΑコ. 

Acatar :ケギホ ،ュヲホ. 

Acaudillar :キゅホ ،りキゅΒホ. 

Acelga :ペヤジャや. 

 るΒよゲバャや るピヤャゅプ るΒヤミ るピヤャや ノョ ⇔ ゅΒワゅヨゎ ゲをほわャや ラヲムΑ Ι ⇔ ゅツΑぺヱ ギハやヲボャや ノョ るヨヤムャや ヴセゅヨわゎ ゑΒエよ
ヶルゅバヨャやヱ ドゅヘャΕや れΙゅイョ ヶプ ケヲトわゎヱ ヲヨレゎ ⇔Κんョ، ゅヨミ るピヤャや ろハゅッ るΒヤミ ゲΒをほわャや ラゅミ やクま ゅョぺ 

るΒトャゅヨャや るピヤャや ノョ ゐギェ .

 

 ゲをぽΑ リΒョギガわジヨャや キギハ ⇔ ゅツΑぺ ،ءゅボらャや ゅヰャ リヨツΑ ろよゅを ュゅヌル ゅヰャ ヶわャやヱ ゲΒらバわャや ヴヤハ ケギホΕや るピヤャや
るピヤャや ءゅボよ ヶプ .

 

 



 

 
 



 

 
 

メゅエャや ヴツわボヨャ メヲボャや るボよゅトョ ヶワ るビΚらャや ラぺ. 

 

         ゲΒピャや るらヅゅガョ リプヱ るビΚらャや るヘタ ヮΑギャ. 

ヶャゅわャや ヶプ ヮわヌェΚョ リムヨΑ ゲΒをほゎヱ ゲをほゎ るホΚハ ノヨわイヨャやヱ るピヤャや リΒよ  :

 るΑヲピヤャや るΒレらャや ヴヤハ るΒハゅヨわィΙや るΒレらャや ゲをぽゎ . メΚカ リョ るホΚバャや ログワ ユハキ ユわΑヱ
 モハゅヘャや ゅヰよ ゲヨΑ ヶわャや るΑゲヨバャや モェやゲヨャや フΚわカゅよ ゅヰわΒレよヱ るピヤャや ゆヲヤシぺ ヶプ フΚわカΙや

 モダわゎ モもゅジョ ザムバゎ ラヲをギエわヨャや ゅヰΒャま ほイヤΑ ヶわャや るピヤャや ょΒャゅシぺ ラぺヱ ،ヶハゅヨわィΙや
ネヲレャや ヴわェヱ ヶホゲバャや ヱぺ ،ヶヨΒヤホΗや ヱぺ ヶハゅヨわィΙや モタΕゅよ. 

  ゲカΓや ヶプ ゲをぽΑ ゅヨヰレョ ⇔Κムプ ،ノヨわイヨャやヱ るピヤャや リΒよ メキゅらわョ ゲをほゎヱ ゲΒをほゎ るホΚハ ポゅレワ
 るシケゅヨヨャやヱ ュΚムャや ポヲヤシ リΒよ ペよゅトわャや ギェ モダΑ ギホ モカやギゎヱ モハゅヘゎ ポゅレワヱ ،ヮよ ゲをほわΑヱ

るΒハゅヨわィΙや .

 



 

 
 

ヶャΙギャや ンヲわジヨャや ،ヵヲエレャや ンヲわジヨャや ،ヶプゲダャや ンヲわジヨャや ،ヶゎヲダャや ンヲわジヨャや.  

≒.  ⇔Ιヱゴバョ ズΒバΑ Ι ،ヶハゅヨわィや ヶٌェ ベヲヤガョ ラゅジルΗゅプ ؛ノヨわイヨャや キやゲプぺ リΒよ モタやヲわャや ペΒボエゎ

ユヰバョ ズΑゅバわヤャ ヮわヤΒシヱ ヶワ るピヤャやヱ ،サゅレャや リハ .

≪. ユヰゎゅΑヲわジョヱ ユヰゎゅワゅイゎや ブヤわガョ ヴヤハ ゅヰもゅレよぺ リよ テよゲャやヱ ،るョΕや るΑヲワ ヴヤハ るヌプゅエヨャや .

≫.  るボェΚャや メゅΒィΕや ヴャま ヮヤミ マャク モボルヱ ،ゅヰゎやキゅハヱ ゅヰわプゅボをヱ るョΕや ゐやゲゎ ヴヤハ るヌプゅエヨャや

ンゲカΕや ユョΕや ヴャまヱ .

√.  リハ ゅヰよ ゲ⌒∂らバ⊥ルヱ ،るピヤャゅよ ゲムヘル リエレプ ؛ザΒシゅェΕやヱ ゲハゅゼヨャや リハ ゲΒらバわャやヱ ゲΒムヘわャや

ゅレゎゅよゅわミヱ ゅレんΑキゅェぺ ヶプ ゲムヘャや ヴヤハ ギヨわバルヱ ،ゅレジΒシゅェぺヱ ゅルゲハゅゼョ.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

≒.  ゴョゲャや リよ るΒボトレョ るホΚハ ポゅレワ ザΒャヱ ،るレΒバョ ءゅΒセぺ ヴヤハ るャΙギヤャ ろバッヱ コヲョケ るピヤャや
 るヨヤムプ ،ヮΒヤハ メギΑ ゅョヱ(ユヤホ)  るホΚハ ゴョゲャや やグヰャ ザΒャ リムャ ،ヮよ ょわムΑ ヵグャや ءヶゼヤャ ゴョケ

ヮジヘル ユヤボャゅよ るΒボトレョ .

≪.  ヵぺ ケヱギボヨよ ザΒャヱ ،れゅホヲヤガヨャや リョ ロゲΒビ ラヱキ ラゅジルΗゅよ るタゅカ ،るΑゲゼよ りゲワゅド るピヤャや
ゅヰヤヨバわジΑ ヱぺ るΒルゅジルΗや るピヤャや ょジわムΑ ラぺ ラゅジルΗや やグワ ゲΒビ ゲカآ ザレィ .

≫.  るヨを ザΒャヱ ،ゅヰよ モタやヲわヤャ サゅレャや リョ るハゅヨィ ヶプ ほゼレゎ ،るΒプゲハ るΒハゅヨわィや りゲワゅド るピヤャや
ユャゅバャや リハ メヱゴバョ ギェやヱ ゾガゼよ るタゅカ るピャ .

√.  ろホヲャや ヶプ ヶワヱ ،ヮゎキΙヱ グレョ ラゅジルΗや モボハ ヶプ リョゅミ ヵゲトプ キやギバわシやヱ りゴΑゲビ るピヤャや
 リトΒエヨャや リョ ユワゲΒビヱ ヮΑギャやヱ リョ ゅワゅボヤわΒプ ،ゅヰΒプ ヴよゲわΑ ヶわャや るゃΒらャや リョ るらジわムョ ヮジヘル

ヮよ .

∽. ヶワヱ ،るヨヌルぺ りギハ リョ ラヲَムョ ペΒホキ ュゅヌル るピヤャや : ،るΒプゲダャや るヨヌルΕやヱ ،るΒゎヲダャや るヨヌルΕや
 るΑヲエレャや るヨヌルΕやヱ(るΒらΒミゲわャや)るΒャΙギャやヱ るΒヨイバヨャや るヨヌルΕやヱ ، .

∝.  リハ ゲΒらバわヤャ ゅヰよ リボヅゅレャや れゅィゅエよ ヶヘΑ ヵグャや メゅヨムャゅよ ブダわゎ れゅピヤャや ノΒヨイプ ،るヤョゅミ るピヤャや
ユヰッやゲビぺ. 

リョ ュゅヰャま るピヤャや ラぺ ょワグヨャや やグワ ⊥ゆゅエタぺ ンゲΑヱ ،ブΒホヲわャやヱ ュゅヰャΗやヱ ヶェヲャや ょワグョ ه  .≓
 ログワ ろャヲَエゎ ユを ،れゅイヰャ ヴャま ろハゲヘゎヱ ヮわΑケク ヴャま ろヤボわルや ユを ، ュキآ ヴャま ヴャゅバゎヱ ヮルゅエらシ

 れゅピャ ヴャま ⊥れゅイヰヤャや(るレジャぺ) .ヴャゅバゎ ه メヲボよ ءΙぽワ メギわシやヱ :(ゅ ∠ヰَヤ⊥ミ ءゅ ∠ヨ ∇シ∠Εや ∠ュ∠キآ ∠ユَヤ∠ハ ∠ヱ).  
≪.  サゅレャや ラぺ ょワグヨャや やグワ ⊥ゆゅエタぺ ンゲΑヱ ،メゅイゎケΙやヱ ゥΚトタΙやヱ るバッや ∠ヲ ⊥ヨャや ょワグョ

 ラヲムΒプ ろらんゎ ヴわェ ゅヰルヲヤヨバわジΑ ユを ،ゅヰΒルゅバョ ヴヤハ るャΙギヤャ ءゅΒセΖャ ءゅヨシΕや ラヲハゲわガΑ
ノヨわイヨャや やグヰャ るピャ ゅヰハヲヨイョ . ゅ⇔ヘΒホヲゎ れぺギよ るピヤャや ラほよ メヲボャゅよ リらワグヨャや リよ ノヨイャや リムヨΑヱ

リョ ゅ ه ゅヨシΕや ヮヨَヤハ リΒェ ュキΓ ヴャゅバゎヱ ヮルゅエらシء ゅΒセΕや リハ ゲ⌒∂ら∠バ⊥ゎ ヶわャやء  ⇔ョゅヰャまヱ
ゅヰャゅヨバわシやヱ ゅヰもゅレよ ょΒャゅシぺヱ ヮよ るトΒエヨャや . ヴャま ュキآ リョ マャク ギバよ ⊥るピヤャや ログワ ろヤボわルや ユを

 ゅヰミやゲわセや ノョ ゅヰよ ソゅガャや ゅヰョゅヌルヱ ゅヰゎゅヨヤミ るピャ モムャヱ ،りギハ れゅピャ ヴャま ろハゲَヘゎ ユを ،ヮわΑケク
ュゅバャや ヵヲピヤャや ュゅヌレャや ヶプ. 



 

 
 

りやキぺヱ ،るΒハゅヨわィや りゲワゅド るピヤャや  ケヲダャや モイジゎ ヶヰプ ،ノヨわイヨャや ヶプ ヵゲイΑ ゅヨハ ゲΒらバわヤャ 
 ュヲヤハヱ れやケゅツェヱ ユヌルヱ ケゅムプぺ リョ ゥヲッヱヱ るホギよ ノヨわイヨャや やグヰャ ロヲィヲャや りキギバわヨャや

ラヲレプヱ .ゲワゅヌヨャや ログワ モムよ ゲをほわゎ ゅヰジヘル るピヤャやヱ  ヶプ やグワ ゲヰヌΑヱ ،⇔やゲΒらミ ⇔やゲをほゎ るΒハゅヨわィΙや
 ゅヰジヘル るΒよゲバャや るピヤャゅプ ،りゲツエわヨャや ゆヲバゼャや るピャヱ るΒもやギらャや ゆヲバゼャや るピャ リΒよ ベゲヘャや

ヶヤワゅイャや ゲダバャや ヶプ ヮΒヤハ ろルゅミ ゅヨハ ュΚシΗや ヶプ ゅヰゎやケゅらハヱ ゅヰドゅヘャぺ ろヘヤわカや. 

 ⇔Ιヱぺ :れゅピヤャや リΒよ ヮらゼャや ロヲィヱ :
1 .モヨィヱ れゅヨヤミ リΑヲムわャ ペトレャや ءゅツハぺ ゅワケギダゎ れやヲタぺ リョ ラヲムわゎ れゅピヤャや ノΒヨィ 

モボわレゎヱ ،るョヲヰヘョ  ヶプ ノヨジャや りゴヰィぺ ヴャま ゅヰヤボレゎ ヶわャや ノョゅジャや ラクぺ ヴャま るΒゎヲダャや れゅィヲヨャや ゲらハ
パゅョギャや .

2  .ゅ⇔プヱゲドヱ れゅヘタヱ ゅ⇔プヱゲェヱ ⇔Ιゅバプぺヱ ءゅヨシぺ モヨバわジゎ れゅピヤャや ノΒヨィ .
3  .るレョコΕや リハ ゲらバ⊥ゎ れゅピヤャや ノΒヨィ :モらボわジヨャやヱ ゲッゅエャやヱ ヶッゅヨャや .
4  .りケゅセま れやヱキぺヱ るャヲタヲョ れやヱキぺヱ ゲもゅヨッ ヴヤハ ヵヲわエゎ れゅピヤャや ノΒヨィ .
5  .メヲバヘョヱ モハゅプ ゅヰΒプ れゅピヤャや ノΒヨィ .

ゅ⇔Βルゅを :ゲゼらャや れゅピャ リΒよ フΚわカΙや ロヲィヱ :
れゅピヤャや リョ ゲΒんミ ヶプ ギィヲゎ Ι れやヲタぺ るΒよゲバャや ヶヘプ ،れやヲタΕや ヶプ フΚわカや؛ ゅエャゅミء ゅガャやヱء . 1

リΒバャやヱ  モんョ るΒよゲバャや ヶプ ギィヲゎ Ι れやヲタぺ るΑキケΕやヱ るΒシケゅヘャやヱ るΑゴΒヤイルΗや ヶプヱ ،⇔Κんョ ヶピャやヱ   
(V)  ヱ(P). 
2 . Ι ヵグャや ヴレんヨャや モヨバわジゎ るΒよゲバャや るピヤャゅプ ،るΑヲエレャや ょΒミやゲわャやヱ るΒプゲダャや ヒΒダャや ヶプ フΚわカや

ヶプ ヮャ キヲィヱ  れゅピヤャや ヶプ ゅワキヲィヱ ケギレΑ ヶわャや ゆやゲハΗや れゅョΚハ モヨバわジゎヱ ،ユャゅバャや れゅピャ リョ キギハ
る∂Βエャや .

3 .ヲワ るΑゴΒヤイルΗや ヶプ フヲャほヨャや ょΒゎゲわャゅプ ،ゅヰゎゅルヲムョ ょΒゎゲゎヱ るヤヨイャや ءゅレよ ヶプ フΚわカや : モハゅプ +
 モバプ +るΒルゅよゅΒャや ヶプヱ ،ヮよ メヲバヘョ : モハゅプ + ヮよ メヲバヘョ +ょΒゎゲわャや モツヘわプ るΒよゲバャや ゅョぺ ،モバプ :
 モバプ + モハゅプ  + リョぺ るトΑゲセ ゅワゲΒビヱ るΒビΚよ ゆゅらシΕ マャク るヘャゅガョ ゴΒイゎ ろルゅミ ラまヱ ،ヮよ メヲバヘョ

ヮよ メヲバヘヨャや リョ ∠モハゅヘャや ゅワ ⊥ゲΒビ ヱぺ ゆやゲハΗや れゅョΚハ キギエゎ ラぺ ،ザらヤャや .
4 . ヴヤハ れヲバレヨャや ュギボわΑヱ ،ヮΒャま フゅツヨャや ヴヤハ フゅツヨャや ュギボわΑ るΒよゲバャや ヶヘプ ،るらゎゲャや ヶプ フΚわカや

ゅプΚカ ،ヮわバル  ュギボわΑヱ フゅツヨャや ヴヤハ ヮΒャま フゅツヨャや ュギボわΑ クま るΑゴΒヤイルΗや ヶプ フヱゲバョ ヲワ ゅヨャ
れヲバレヨャや ヴヤハ ろバレャや .

5 . るヨヤムプ ،るャΙギャやヱ ユイバヨャや ヶプ フΚわカや(ギシぺ)  れゅピャ ヶプ ンゲカぺ れゅヨヤミ ゅヰヤよゅボΑ るΒよゲバャや ヶプ
ヮジヘル ラやヲΒエャや ヴヤハ るャΙギヤャ ユャゅバャや . るヨヤムプ ؛ンゲカぺヱ るピャ リΒよ ヴレバヨャや ブヤわガΑ ゅヨよケヱ(アヤを)  ヶプ

ヲヨΒムシΗや るピャ ヶプ ヶルゅバヨャや れゅゃョ ヴヤハ るャΙギヤャ ドゅヘャΕや れゅゃョ ゅヰヤよゅボΑ るΒよゲバャや. 



 

 
 

 るピャ ゲΒビ ءゅヨヤバャや るピヤプ ؛ノヨわイヨャや れゅボらヅ キギバわよ ゅヰゎゅイヰャ キギバわゎヱ るピヤャや れゅΑヲわジョ れヱゅヘわゎ

 ゲΒビ ユヰョΚミ ヶプ りキやギエャやヱ りケゅイレャやヱ ءゅレらャや メゅヨハ ゅヰヤヨバわジΑ ヶわャや  ドゅヘャΕやヱ ،るョゅバャや

 リΒΒシゅΒジャや れゅピャ リハ ブヤわガゎ れゅピヤャや ログワヱ ،ラヲハケやゴヨャや ゅヰヤヨバわジΑ ヶわャや ドゅヘャΕや

 リハ ブヤわガゎ メゅヘヅΕや るピャヱ ،ءゅジレャや るピャ ゲΒビ メゅィゲャや るピャヱ ،リΒΑキゅダわホΙやヱ リΒヘボんヨャやヱ

やグムワヱ ،ケゅらムャや るピャ. 

ヶハゅヨわィΙや るピヤャや ユヤハ. 

るΒルゅジルΗや るピヤャや ギハやヲホ. 

ヶジヘレャや るピヤャや ユヤハ. 

ヶハゅヨわィΙや るピヤャや ユヤハ. 

ヲエレャや ユヤハ. 

るピヤャや ユヤハ. 

ヶボΒらトわャや るピヤャや ユヤハ. 

ヶジヘレャや るピヤャや ユヤハ. 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

るピヤャや ょルやヲィ ノΒヨィ ヶプ ⇔やゲワゅョ ラゅジルΗや ラヲムΑ ラぺ ヶワ るΒヤタΕや りケゅヰヨャや، りケゅヰヨャや ゅョぺ 
るΒヤタΕや りケゅヰヨャや リョ ギΒヘわジΒャ ラゅジルΗや ゅヰレボわΑ ラぺ ょイΑ ヶわャや ヶヰプ るΒハゲヘャや .

 リョ ギΒヘわジΒャ ラゅジルΗや ゅヰレボわΑ ラぺ ょイΑ るΒハゲプ れやケゅヰョ れやク ،るジΒもケ りケゅヰョ ネゅヨわシΙや
れゅホヲヤガヨャや ゲもゅシ リハ ゅヰよ ゴΒヨゎ ヶわャや モボバャや るヨバル リョヱ ،ヮャ ه ゅヰらワヱ ヶわャや ノヨジャや るヨバル. 

≒. リワグャや ろΒわゼゎ ュギハヱ ،キَギエョ フギワ ヲエル ヮィَヲヨャや ヶハやヲャや ロゅらわルΙや ヲワヱ ،れゅダルΗや .
≪. るヨヤムャや ヴレバョ ヶプ ゅワ ⊥ゲّΒ∠ピゎ ゲ⌒∂を ∠ぽ⊥Α ヶわャや れやヲタΕや ヴャま ヮّらレわャや ヲワヱ ،ヶバヨジャや ゴΒΒヨわャや .
≫. ケゅムプΕやヱ ヶルゅバヨャやヱ れゅヨヤムャや リΒよ れゅホΚバャや リハ ゑエらャゅよ マャクヱ ،テよゲَャやヱ ブΒレダわャや .
√.  れゅヨヤムャや リョ ゲΒんミ ヴヤハ ゴΒミゲわャや ノヨわジヨャや リョ ょヤトわΑ やグワヱ ،るジΒもゲャや ケゅムプΕや ソΚガわシや

 れゅヨヤムャや ゅヰャヲェ ケヱギゎ ヶわャや るトボレャや ギΑギエゎヱ ،ネヲヨジヨャや ゾレャや ヶプ るヨヰヨャや ケゅムプΕやヱ
ケゅムプΕやヱ  .

∽.  ぽّら∠レ∠わャやヱ ネヲヨジヨャや ゾレャや ∠るΑゅヰル ノヨわジヨャや ノّホ ∠ヲゎ ヮよ ギダボΑヱ ،ヶィゅわレわシΙや ゲΒムヘわャや
ヮわイΒわレよ  .

∝.  ユムエャやヱ ゾΒエヨわャやヱ ギボレャや ヴャま ∠ァゅわレわシΙやヱ ∠ユヰヘャや コヱゅイわゎ りケゅヰヨャや ログワヱ ،ユΑヲボわャやヱ ギボレャや
るΒハゲヘャや ネゅヨわシΙや れやケゅヰョ ヴホケぺ ّギバゎ やグヰャ ؛ネヲヨジヨャや ュΚムャや ヴヤハ. 



 

 
 

≒.  ログワ ケギホ ヴヤハヱ ،ネヲヨジヨャや ュΚムャや ネヲッヲョ ヶプ ノヨわジヨャや るらビケ ヵぺ ،るらビゲャや
ウΒエダャや ユヰヘャや ヴャま ラやキヲボΑ ラやグ∂ヤャや ⊥ゴΒミゲわャやヱ ⊥れゅダルΗや ラヲムΑ るらビゲャや .

≪.  ،ネヲヨジヨャや ュΚムヤャ ヶヤヨバャや ゲΒツエわャやヱ ヶレワグャや キやギバわシΙや ヵぺ ،ゲΒツエわャやヱ キやギバわシΙや
 ゅヰ⊥トよケ リムヨΒャ るボよゅジャや れゅョヲヤバヨャや ゲミّグゎヱ ،りゲッゅエヨャや ネヲッヲョ リハ りゲムプ グカほミ

れゅドヲエヤヨャや リΑヱギわャ るホケヱヱ ユヤホ ケゅツェまヱ ،ネヲヨジヨャや ⌒∂ゾレャや ネヲッヲヨよ .

≫.  ヮルやグゃわシやヱ ،ヮわバヅゅボョ ュギハヱ ،ゐ ⌒∂ギエわヨャや ュやゲわェゅミ ؛ロギΒャゅボゎヱ ネゅヨわシΙや ゆやキآ りゅハやゲョ
ユんバヤわΑ ヱぺ めトガΑ ゅョギレハ ロケヲバセ りゅハやゲョヱ ،ケゅジヘわシΚャ  .

√.  ンゲΑ ⊥ノヨわジヨャや ラゅミ やクま ،ヮΑギΑ れゅミゲェヱ ヮゎΙゅバヘルやヱ ヮエョΚョヱ ゐギエわヨャや ヮィヱ るらホやゲョ
ゴ∠ヘ∇ヤ∠わ ⊥ョ ゑΑギェ ヶプ ヱぺ りゲセゅらョ ∠ゐギエわヨャや  .

∽.  ネヲレよ テらゎゲΑ マャク ラΕ ؛チゅヘガルΙやヱ ∂ヲヤ⊥バャや ゑΒェ リョ ゐ ⌒∂ギエわヨャや れヲタ ヴャま ヮّらレわャや
 ゅヰレハ ゐギエわΑ ヶわャや ヅゅボレャや るΒヨワほよヱ ،ょイバゎヱ れゅらをまヱ ヶヘルヱ ュゅヰヘわシや リョ モヨイャや

ゐギエわヨャや .

∝. モんョ ،るジΒもゲャや ケゅムプΕや ペらジゎ ヶわャや れやケゅらバャやヱ れゅヨヤムャや ヂバよ ヴヤハ ゴΒミゲわャや :
 るΒヨΒヌレわャや れゅヨヤムャや ヴャま るプゅッま ،ヶワ るイΒわレャやヱ ،ヲワ ょらジャやヱ ،ユヰヨャやヱ ،ケゅダわカゅよ

モんョ :や ⇔ゲΒカぺヱ ،ゅ⇔んャゅをヱ ،ゅ⇔Βルゅをヱ ،⇔Ιヱぺ. 



 

 
 

≒. りゲミやグャや ヶプ ゅヰΒルゅバヨよ れゅヨヤムャや テよケヱ ،るよヲわムヨャや コヲョゲャや マプ ヵぺ ،ゆヲわムヨャや ゾレャや りءやゲホ .
≪. ヴレバヨャや ヴヤハ ゅヰよ メΙギわシΙやヱ ،ブホヲャやヱ モタヲャや ヶプ ユΒホゲわャや れゅョΚハ リョ りキゅヘわシΙや .
≫.  モミ ギレハ フヲホヲャや ュギハヱ ،るヨヌわレョ るΒョّギ∠ボゎ るボΑゲトよ リレΒバャや マΑゲエゎヱ ،ヵゲダらャや ろΒらんわャや るィケキ

ゅヰャ りケゲボヨャや りギヨャや リョ メヲヅぺ りギョ れゅヨヤムャや リョ るハヲヨイョ ヱぺ るヨヤミ .
√.  るΒヨヤバャや りءやゲボャや リΒよヱ ،るヤΑヲトャや ソヲダレャやヱ りゲΒダボャや ソヲダレャや りءやゲホ リΒよ ゴΒΒヨわャや

るハゲジャやヱ ゴΒミゲわャやヱ ュゅヨわワΙや リョ ヮボエわジΑ ゅョ ネヲル モミ ءゅトハまヱ ،ネゅわヨわシΚャ りءやゲボャやヱ .
∽. るΒもゴイャや るΑヲルゅんャや ケゅムプΕや リハ ゅワゴΒΒヨゎヱ るヨَヰ ⊥ヨャやヱ るジΒもゲャや ケゅムプΕや ءゅボわルや .
∝. りءやゲボャや りギョ メやヲヅ るジΒもゲャや りゲムヘャや ヴヤハ るヌプゅエヨャやヱ ،リワグャや ケヲツェヱ ،ゴΒミゲわャや .
∵. るヨヤミ ⌒∂モミ ギレハ フヲホヲャや ュギハヱ ،ベゅΒ ⌒∂ジャや リョ りギΑギイャや れゅヨヤムャや ヶルゅバョ リΒヨガゎ .
ヱゲボヨャや ゾレャや れゅョヲヤバヨよ ゅヰトよケヱ るボよゅジャや れゅョヲヤバヨャや ゲミّグゎ ヵぺ ،テよゲَャやヱ ゲミّグわャやء،  .∫

りギΑギイャや れゅヨヤムャや ヶルゅバョ ユヰプ ヶプ マャク リョ りキゅヘわシΙやヱ .
. ヱゲボヨャや ゾレャや リョ るジΒもゲャや ケゅムプΕや ソΚガわシやヱ ュゅバャや ヴレバヨャや ユヰプء .∬

≒≡. むケゅボャや ゅヰレハ ゑエらΑ ヶわャや るタゅガャや れゅョヲヤバヨャや ヴャま メヲタヲャや るハゲシ .
≒≒. りゲセゅらョ ゲΒビ ラゅバョ リョ ケヲトジャや リΒよ ゅョ りءやゲホヱ ケゅムプΕや ゲΒジヘゎ ヴヤハ りケギボャや .
≒≪. ユΑヲボわャやヱ ギボレャやヱ モΒヤエわャや ヴヤハ りケギボャや. 

 ブエダャや ヶプ るョヲヤバョ リハ ゑエらΑ リヨミ ،りゲェ りءやゲホ るバシヲヨャや りءやゲボャや ラヲムゎ ギホ ギΒミほわャゅよ
マャク ゲΒビ ヱぺ るΒヨヤハ ヱぺ るタゅカ れΚムゼョ モエャ ラヲムゎ ギホヱ ،れΚイヨャやヱ .

≒. るヘَん∠ム ⊥ヨャや りءやゲボャや: ∃れやキゲヘョ ゆΚトャや ユΒヤバゎ ゅヰよ ギダボΑ りءやゲホ ヶワヱ ،るَΒヨ∇ヤ ⌒バャや りءやゲボャや ヴヨジゎヱ 
 ∠ょΒャゅシぺヱ るΑヲエル ∠ょΒミやゲゎヱ るΑヲ∠ピ⊥ャ . ソヲダレャやヱ るバャゅトヨャや ょわミ ヶプ りキゅハ りءやゲボャや ログワ ュَギボ⊥ゎヱ

 ⊥ゆΚトャや ょャゅト⊥Αヱ ،るレΒバョ るΒヨΒヤバゎ るヤェゲョ ヶプ るΒよゲバャや るピヤャや れやケゲボョ ょわミ リョ ゅヰヰよゅセ ゅョヱ
ゅヰゎやケゅらわカや ヶプ ゥゅイレャやヱ ゅヰよゅバΒわシやヱ ゅヰヨヰヘよ .

≪. るバシَ ∠ヲヨャや りءやゲボャや: ゅヰわシケゅヨョ ヴャま ⊥ゆΚトャや ヮィَ ∠ヲ⊥Αヱ ،るヘَんムヨャや ∠りءやゲボャや モよゅボ⊥ゎ りءやゲボャや ログワヱ 
ゅヰレョ フやギワぺ ペΒボエわャ マャクヱ ؛ヶシケギヨャや アヰレヨャや ∠ァケゅカ : ،ユヰヘャや ⊥るハゲシヱ ،りءやゲボャや ょّェ

りギΑギィ れゅョヲヤバョ ⊥ゆゅジわミやヱ .るヤヰシ ゅヰらΒミやゲゎヱ るプヱゲバョ ゅヰゎゅヨヤミ ラヲムゎ ゅョ ゅ⇔らャゅビヱ. 

≒. るョゅハ りゲッゅエョ ュぺ モダヘャや ヶプ りゲッゅエョ ろルゅミぺ ءやヲシ ،りゲッゅエヨャや .

≪. れやヱギレャやヱ れやゲッゅエヨャや ءゅレをぺ ヶプ るヤゃシΕや ゥゲヅヱ れΚ ∠カやギ ⊥ヨャやヱ れゅボΒヤバわャや. 



 

 
 

 れやヲタぺ リョ るピヤャや ゲタゅレバよ ュゅヨャΗや ヮレョ ょヤトわΑ るピヤャや れやケゅヰヨャ ゾガゼャや ラゅボゎま
 ヶわャや るピヤャや ラヲレプ リョ ゅヰよ テらゎゲΑ ゅョヱ るΑヲエルヱ るΒプゲタ ギハやヲホヱ るΒヨイバョ れやキゲヘョヱ

るプゅボんャやヱ ءΚョΗやヱ テガャや ヴャま るプゅッΗゅよ ゅワゅルゲミク . るピヤャや ゲタゅレハ るプゲバョ ラぺ ゲΒビ
 るプゲバヨャや ログワ ラゲわボゎ ユャゅョ ،るΑヲピヤャや れやケゅヰヨャや ءゅレらャ ゅワギェヱ ヶヘムゎ Ι ゅヰルヲレプヱ

れやケゅヰヨャや ログワ ヴヤハ るシケゅヨヨャやヱ ゆケギわャゅよ. 

ヮャヲェ リョ サゅレャや ノョ キゲヘャや モタやヲゎ モもゅシヱ リョ るヨヰョ るヤΒシヱ るよゅわムャや. 

やキぺ マャク モヨゼΑヱ ،るバョゅイャやヱ るシケギヨャや ヶプ ラゅジルΗや ヮらわムΑ ゅョ ヶワヱ ،るَΒヨヤء∠  .≓ ⌒バャや るよゅわムャや
るΒヨヤバャや ゐヲエらャや ∠るよゅわミヱ れやケゅらわカΙや  .

≪.  ،ヮジヘル ヶプ ゅヨハ ⊥ょゎゅムャや ゅヰΒプ ゲ⌒∂らバΑ ヶわャや るよゅわムャや ヶワヱ ،るَΒハやギよΗや るَΒよキΕや るよゅわムャや
 ュぺ や ⇔ゲバセ ろルゅミぺ ءやヲシ ،ゅヰレハ ょわムΑ ヶわャや チやゲビΕや ょジェ ،るヤΒヨィ るΒよキぺ ょΒャゅシほよ

や ⇔ゲんル. 

≒. ユΒホゲわャや れゅョΚハヱ ءΚョΗやヱ テガャゅミ るよゅわムヤャ るΒヤムゼャや ょルやヲイャや りゅハやゲョ .

≪. るΒビΚらャやヱ るΑヲエレャやヱ るΒプゲダャや ギハやヲボャや りゅハやゲョ .

≫. りキギバわヨャや ゅヰゎΙゅヨバわシやヱ ゅヰΒルゅバョ るプゲバョヱ るΒプゅミ るَΒヨイバョ りヱゲを ゲプやヲゎ .

√. ヮΒプ るよゅわムャや ヴヤハ りケギボャや ノョ ،るよゅわムヤャ ょシゅレヨャや ネヲッヲヨャや ケゅΒわカや .

∽. ヮバΑヲレゎヱ ゆヲヤシΕや メゅヨィヱ るビゅΒダャや リジェ ノョ ،チゲバャやヱ ユΒヌレわャやヱ テΒトガわャや リジェ .

∝. るルゅョぺヱ るَホギよ ∠るャゅシゲャや モタヲΑヱ ∠ュゅボヨャやヱ ∠むケゅボャや ょシゅレΑ ゅョ りゅハやゲョ  .

∵.  ゑΒエよ ؛ギワやヲゼャやヱ るヤんョΕゅよ ュヲハギヨャや アイエャゅよ ギَΑぽヨャや メ∠ギ ∠イャやヱ ネゅレホΗや ヴヤハ りケギボャや
るャヲらボョ るَΒボトレョ アもゅわル ヴャま ⊥れゅョギボヨャや キヲボゎ .

∫. ケゅムプΕや ペ ∇ヨ⊥ハヱ ،ヶルゅバヨャや ゥヲッヱヱ ، ⌒∂ゾレャや るャヲヰシ リよ ペΒプヲわャや. 



 

 
 

りゲェ りءやゲホ. 

るΒレワク るΒヤヨハ. 

るヘんムョ りءやゲホ. 

りءやゲボヤャ. 

るΒャゅらボわシΙや. 

るΒィゅわルま. 

るΒハゲプ. 

るピヤャや ラヲレプ. 

るΒヘΒドヱ るよゅわミ. 

りゲェ りءやゲホ. 

るΒャΓや. 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

るよゅわムャや りءやゲボャやヱ ュΚムャや ケやギタまヱ るピヤャや ユヰヘャ りゴヰィぺ ラゅジルΗや ヶプ ヴャゅバゎヱ ヮルゅエらシ ه ペヤカ ギホ .
 リΒわΒィケゅガャや リΒルクΕやヱ ،ュΚムャや ケやギタΗ リΒわヘゼャやヱ ラゅレシΕやヱ ラゅジヤャゅミ ヲワ ゅョ りゴヰィΕや ログワ リョ
 ヶプ るΒバヨジャや ゆゅダハΕや モヨゼΑヱ ،コケゅよ ゲΒビ ゅョ ゅヰレョヱ ،ケゅダよΘャ リΒレΒバャやヱ ،れヲダャや メゅらボわシΙ

 るボトレョヱ ،ノヨジャや るボトレヨミ ؛パゅョギャや ヲワ ゅョ ヶٌヘカ るピヤャや ペヅゅレョヱ るΒヤカやギャや ラクΕやヱ ヴトシヲャや ラクΕや
るよゅわムャや るボトレョヱ ،りءやゲボャや るボトレョヱ ،ケゅダよΗや るボトレョヱ ،ュΚムャや. 

 

 ،ヮわャヲヘヅ るヤェゲョ ヶプ ラゅジルΗや ゅヰらジわムΑ ヶわャや ヴャヱΕや るピヤャや ヶワ ュΕや るピヤャゅプ ؛ヴャヱぺ るピャ ヱぺ ュぺ るピャ
 ゆケゅホΕやヱ れやヲカΕやヱ ラやヲカΗやヱ リΑギャやヲャゅミ ؛ヮよ るトΒエヨャや るゃΒらャや リョ ゅワゅボヤわΑ ヶわャや るピヤャや ヶワヱ
るΒバヨシ るヅゲセぺヱ コゅヘヤゎヱ るハやクま リョ ュΚハΗや モもゅシヱ リョ ゅヰバヨジΑ ヱぺ ،リΒヨヤバヨャやヱ ءゅホギタΕやヱ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 やグワ リョ ヮわゼワキ リハ やゲΒらバゎ ヱぺ ،ヮレョ ∠ゾّヤ ∠ガわャや ヮわャヱゅエョヱ ءやヲヰャや メヲカキ るイΒわル
モらホ リョ ロギヰバΑ ユャ ヵグャや ょカゅダャや ユャゅバャや. 

 

 りギセヱ ،ヮジヘレゎ りヲホヱ ،ヮヨジィ るエタ ょジェ ؛ゲカΓ モヘヅ リョ ォやゲダャや るィケキ ブヤわガゎ
るΒゎヲダャや ヮャゅらェ. 

          ペもやヲハ ゲΒビ リョ ァ ⊥ゲガゎ ろもやヲダャや ラΕ. 

 

 

ゅヰヨワぺ リョ ،れゅヨジよ ケゅらムャや るピャ リハ ヵヲピヤャや ユワ ⌒ ∂ヲヨル モェやゲョ ヶプ ケゅピダャや メゅヘヅΕや ⊥るピャ ゴ∂Βヨ∠わ∠ゎ: 

≒. るャΙギャや ペΒッ: るヨヤムプ ؛モヘトャや リワク ヶプ キヱギエョ ュヲヰヘョ ヴヤハ るヨヤムャや るャΙキ ゲダホ ヶワヱ 
(ケゅトホ)  るヨヤミヱ ،モヘトャや ヮΒプ ょバヤΑ ヵグャや ケゅトボャや ンヲシ ヶレバゎ ゅヨよケ(りケゅΒシ)  ヶレバゎ Ι

やグムワヱ ،ロギャやヱ りケゅΒシ ヱぺ ヮわらバャ ンヲシ .

≪. るャΙギャや ユΒヨバゎ: モヘトャや ペヤトΑ ギボプ ؛ゅヰヤヨゼゎ Ι ءゅΒセぺ ヴヤハ るヨヤムャや るャΙキ ユΒヨバゎ ヶワヱ 
 るヨヤミ(ゅよゅよ)  るヨヤミ ペヤトΑ ギホヱ ،モィケ モミ ヴヤハ(ユハ)  ،ろΒらャや ヶプ ロやゲΑ ブΒッ モミ ヴヤハ

 るヨヤミヱ(ヲハ)  ヱぺ(ノよ) ラやヲΒェ モミ ヴヤハ .

≫. モカやギわャや: るヨヤミ モヘトャや ペヤトΑ ギボプ ؛ゅヰゎゅΒヨジョヱ ءゅヨシΕや リΒよ テヤガャや ヲワヱ ギホヱ (ゆゅよ) 
 るヨヤミ ペヤトΑ ギホヱ ،るプゲピャや ヴヤハ(るャヱゅヅ)  ブもゅドヲャや ヮよゅゼわャ マャクヱ ؛ヶシゲムャや ヴヤハ

ブホやヲヨャやヱ .

√. ネやギよΗや: ヶプ ءやヲシ ،ヮわゃΒよ ヶプ るヤヨバわジョ ゲΒビ ヮよ るタゅカ れゅヨヤミ モヘトャや ネやギわよや ヲワヱ 
 ユャ ヲャヱ ،リョゴャや リョ りゲわプ ゅヰャゅヨバわシや ヴヤハ ゲダΑヱ ゅワキキゲΑ ギホヱ ،ゅワゅレバョ ヶプ ヱぺ ゅヰヤムセ
 キキゲΑ ヶよゲハ モヘヅ ノヨシ ギボプ ،ヮよ リΒトΒエヨャや ヱぺ ヮゎゲシぺ キやゲプぺ リョ ギェぺ ゅワゅレバョ フゲバΑ

 るヨヤミ(ヱキヱキ)  ヮルぺ リَΒらゎヱ ،ヮゎゲシぺ キやゲプぺ リョ ギェぺ ゅヰよ ロヲヘわΑ ユャヱ ،ラゅョゴャや リョ りゲわプ
ゲΒピダャや モヘトャや ゅヰよ ヶレバΑ .



 

 
 

 リョ るヤェゲョ モミ ヶプ ゅヰハヲルヱ ゅヰルヲらジわムΑ ヶわャや ドゅヘャΕや るΒヨミ ヶプ メゅヘヅΕや ブヤわガΑ
ヵヲピヤャや ユワヲヨル モェやゲョ . リハ ブヤわガΑ ،るヘボんョ るΒヨヤハ るゃΒよ ヶプ ズΒバΑ ヵグャや モヘトャゅプ

 ،ヴエダヘャや るΒよゲバャゅよ ゅダダホ ノヨジΑ ヵグャや モヘトャやヱ ،るΒョぺ るゃΒよ ヶプ ズΒバΑ ヵグャや モヘトャや
 ブヤわガゎ フヲシ ،ゅ ⇔ヨΒヤシ ゅΑヲピャ ゅヰΒィヲゎ るヰィヲョ るΑコゅヘヤゎ アョやゲよ ヴャま チゲバわΑ ヱぺ

ゆケゅイわャや ログヰよ ラヱゲヨΑ Ι リΑグャや メゅヘヅΕや リョ ロゲΒビ ドゅヘャぺ リハ ヮドゅヘャぺ. 

 ،ヮわプゅボをヱ ヮプケゅバョ リョ ギΑゴΑヱ ،ラゅジルΗや ポケやギョ ノシヲΑ るΒルゅを ヱぺ るΒらレィぺ るピャ ユヤバゎ
 るバシやヱ ベゅプآ ヮョゅョぺ ウわヘΑ ヮルぺ ヴャま るプゅッま ،リΑゲカΓや ノョ モタやヲわャや れやケゅヰョ リョ ヮレムヨΑヱ

るΒヤヨバャやヱ るΒヨヤバャや れゅダダガわャやヱ リΑキゅΒヨャや リョ りキギバわョ れやケゅΒカヱ. 

 ゅヰレムャ ،ュΕや るピヤャや ゆゅジわミや ヶプ  ヲヨレャや モェやゲョ ヮらゼゎ ∠モェやゲヨよ るΒルゅんャや るピヤャや ユヤバわョ ゲヨΑ
 リハ や⇔ギΒバよ ロギヤよ ヶプ ∠るΒらレィΕや ∠るピヤャや ⊥ラゅジルΗや ユヤバゎ やクま るタゅカ ،ラゅョゴャや ヶプ ゅヰレハ ブヤわガゎ

 ょルやヲイャや ヶプ るタゅカ ،ュΕや ヮわピャ るヨヌルほよ ゲをほわゎ ゅヰルぺ ヴャま るプゅッま ،ゅヰよ リΒボヅゅレャや
るΒゎヲダャや. 



 

 
 

るヰよゅゼわョ. 

るΑヲピャ るゃΒよ ヶプ ズΒバャや. 

モヘトャや テΒエョ. 

るエΒダヘャや るΑヲピヤャや ユヰわゃΒよ. 

りゅビゅレヨャや. 

キギバャや りキヱギエョ. 

   ⇔ ゅハやギよま. 

  りゲカほわヨャや ヲヨレャや モェやゲョ. 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

れヲダャや :ノヨジΑヱ ⇔Κバプ ペトレΑ ゅョ ヲワ،ズレΑヱ ぺ ゅョ ユジィ ヶプ るホゅトャや ゲをぽゎ ゅョギレハ れヲダャや 
ゴわヰゎ ヮゎゅゃΑゴィ モバイゎヱ .

 

ヵヲピヤャや れヲダャや:ヮャヲボミ ロケゅムプぺ リハ ラゅジルΗや ヮよ ゲらバΑ ⇔ ゅレΒバョ ヴレバョ モヨエΑ ヵグャや ヲワ  :" ∠َاや やヲ⊥ボَゎや" .
ヶバΒらトャや れヲダャや: ュヲレャや ءゅレをぺ ゲΒガゼャや れヲタ モんョ ヴレバョ ヮャ ザΒャヱ ラゅジルΗや リョ ケギダΑ ヵグャや ヲワ 

 ⇔Κんョ .
 

 アゎゅル ヲワ ヵグャや リΒヤャやヱ りギゼャやヱ りヱゅカゲャやヱ りヲボャや リョ ゲゼらャや リΒよ ァケゅガヨャや フΚわカや ヴャま ゴョゲゎ

れやヲタΕや れゅヨピル ゲΒピわゎ やグャヱ ゅヰヘバッヱ ペトレャや ءゅツハぺ ポゅムわェや るΒヤヨハ りヲホ リハ. 



 

 
 

ヴャヱΕや るヤェゲヨャや :4 ّ 6ノΒよゅシぺ  :

れ ヮΒわヘセ モヘトャや マΑゲエゎ るイΒわル りキヲダボョ ゲΒビ りケヲダよ るヤェゲヨャや ログワ メΚカ れやヲタΕや ケギタ
،ヮルゅジャヱ ،ヮボヤビヱ ユヘャや ウわプヱ ،ギダホ ラヱギよ れやヲタΕや ケギダゎ ヶャゅわャゅよヱ  るΒヤタやヲゎ れやヲタぺ ろジΒャヱ

ゅヰわバΒらヅ ヶプ.  ノョ ロゲダボよ ゴΒヨわΑ ヵグャや ءゅムらャや れヲタ るヤェゲヨャや ログワ メΚカ ギΒャヲャや れやヲタぺ グカほゎ
ザヘレわャや るΒヤヨバよ ヮヅΚわカや (ゲΒプゴャやヱ ペΒヰゼャや ءやヲワ)  テらッ ヴヤハ ヮゎケギホ ヲヨレゎ モヘトャや ヲヨル ノョヱ
،れヲダャや テらッヱ ザヘレわャや ءゅムらャや ءゅレをぺ ザヘレわャや モボΑヱ.  ノΒトわジゎ るシゲヨわヨャや ュΕや ラゅΒェΕや ヂバよヱ

リΑゲカΓや メゅヘヅΕや リΒよ リョ ゅヰヤヘヅ ءゅムよ れヲタ ゴΒΒヨゎ . チやゲハぺ ヮΑギャ ヵグャやヱ ⇔ ゅΒヤボハ ベヲバヨャや モヘトャゅプ
،るヤΒヤホ ⇔ ゅゎやヲタぺ ケギダΑ ゅョ ⇔ ゅらャゅビ ラヱやキ  ⇔ ゅヘΒバッ ヶゎほΑ ロءゅムよ ラぺ ゅヨミ  .

るΒルゅんャや るヤェゲヨャや :6 ノΒよゅシぺ - 4 ケヲヰセ :

ユムエわャや るヤェゲヨャや ログワ ヶプ モヘトャや ぺギらΑ -ゅョ ギェ ヴャま - るΒャゅバヘルΙや ヮわャゅェ リハ ゲらバΑ ゑΒエよ ヮゎヲタ ヶプ
ケヱゲジャや ゑΒェ リョ (りゅビゅレョ) ギΑギゼャや ょツピャや ヱぺ (ギΑギセ ォやゲタ).  れやヲタぺ ケやゲムゎ ヴャま モΒヨΑ ゅヨミ

 ゅョ ゅョ ゅョ モんョ りギΑギハ れやゲョ るレΒバョ ّゅよ ゅよ ゅよ -やキ やキ やキ .

،モヘトヤャ るΒヤジゎ るよゅんヨよ ギバゎ れやヲタΕや ログワ ラぺ ヱギらΑヱ  ノヨジΑ ゅョギレハ ゅヰわシケゅヨョ リハ ブホヲわΑ りキゅハヱ
 ⇔ ゅゎヲタآりほイプ ヮわプゲピよ ءゅッヲッ ヱぺ ゲカ.  れヲダャや ケやギタま モヘトャや ノΒトわジΑ ゑャゅんャや ゲヰゼャや メΚカヱ

،るΒよゲヨャや ヱぺ ュΕや ゑΑギエャ るよゅイわシや ،ゲΒんヨミ リΑゲカΓや れヲダャ ⇔ ゅΑキやケま ょΒイわジΑ ヮルぺ ヵぺ  リムヨΑ ゅヨミ
マャグャ ⇔ ゅバらゎ るヨピレャやヱ りギゼャや ゑΒェ リョ ヮゎヲタ ゾもゅダカ ゲΒΒピゎ .

りゅビゅレヨャや モヘトャや サケゅヨΑ ノよやゲャや ゲヰゼャや メΚカヱ ؛،ゅビ ゅビ ゅビ ،パま،パま،パま るΒゎヲタ ノヅゅボョ ケゲムΑ ゑΒェ 
ゅプ ゅプ ゅプ ゅプ... ،ヶダガゼャや ネゅわヨわシΙや リョ ネヲレミ マャクヱ  ⇔ ゅプヱゲェ ュギガわジΑ ゑΒエよ ノヅゅボヨャや ゲΒピΑ ギホヱ

،るミゲエわョ フヱゲエよ るヤダわョ るヘヤわガョ るレミゅシ モんョ: ،ゅよ ،ゅョ ゅョ ゅョ ،やキ やキ ،ゅプ パま...ま オャ.  るシやケキ ギレハ
،ペトレャや ヶプ りキゅェ れゅよやゲトッや リョ ラヲルゅバΑ リΑグャや メゅヘヅΕや ヂバよ ンギャ るャゅエャやや  リΑギャやヲャや ラぺ ウツゎ

،ユヰルやゲホぺ リョ ⇔ءゅムよ ゲんミぺ やヲルゅミ ユヰルぺ ラヱゲミグΑ ⇔ ゅらャゅビ ケヱゲジャや れやヲタぺ ⇔やゲΒんミ ベヲヘΑ ユワءゅムよ ラゅミ ゅヨミ .
 

Ι؛ Ι ゑΒエよ るヘΒバッ フヱゲエャや ァやゲカまヱ ザヘレわャや るΒヤヨハ ヶプ ユムエわャや ヴヤハ モヘトャや りケギホ ラΕ 
ヮよ テΒエヨャや ュΚムャや ヱぺ リΒョギガわジヨャや るピャ りゅミゅエョ ヴャま ヴホゲゎ. 



 

 
 

 び ∠ょ∇Α ∠ケ ∠Ιぴ ،び⌒َاや ⌒ラや ∠ヲ ∇ッ ⌒ケぴ

 び⊥ や ⊥ユ⊥ワ∠キやا∂ ∠ゴ∠プぴ ،び⊥ や ∠ギا∂ ⌒ヰ∠セぴ

 び ∀ゲΒ ⌒ダ∠よぴ ،び ∀ゲΑ ⌒ギ∠ホぴ

( び ∃る∠Β ⌒ッやケَぴ ،び⇔る∠Β⌒よやケَ

( ⇔やギ ∠ョ∠ぺ ヴ∂⌒よ ∠ケ ⊥ヮ∠ャ ⊥モ∠バ ∇イ∠Α ∇ュ∠ぺ ∠ラヱ⊥ギ∠ハヲ⊥ゎ ゅョَ ∀ょΑ ⌒ゲ∠ホ∠ぺ ン ⌒ケ∇キぺ ∇ラ⌒ま ∇モ⊥ホ) 
(やヲ⊥レ ∠ョآ ∠リΑ ⌒グَャや ⊥َاや ∠ギ∠ハ ∠ヱ  ∇ユ⊥ムレ ⌒ョ  ⌒れゅ ∠エ⌒ャゅダَャや やヲ⊥ヤ ⌒ヨ∠ハ ∠ヱ) 

،ペトレャや りゴヰィぺヱ ザヘレわャや るΒヤヨハ ヶプ ユムエわャや ヴヤハ モヘトャや りケギホ ギΑやゴゎ るヤェゲヨャや ログワ メΚカ ユわΑ 
،ヵキゅバャや ュΚムャや ヶプ るョギガわジヨャや マヤゎ リョ ⇔やゲΒんミ ゆゲわボゎ るΒゎヲタ ノヅゅボョ ケやギタま リョ ヮレムヨΑ ゅヨョ 

،ユヰャ リΑゲカΓや ロゅらわルや ゆグィ ヶプ るらビケ れやヲタΕや モヘトャや ケギダΑ るヤェゲヨャや ログワ ヶヘプ  ⇔ ゅらヤヅ ヱぺ
،ユヰんΑギエャ ،ゅョ ءヶセ ヴャま ゲヌレΑヱ ⇔ ゅゎヲタ モヘトャや ペヤトΑ ギボプ  マャグャ ラやギャやヲャや ょΒイわジΑ ゅョギレハヱ

るヰよゅゼョ ブホやヲョ ヶプ れヲダャや マャク ケやゲムゎ ヴャま モΒヨΑ グゃレΒェ ヮャ ヮルヱゲツエΑヱ .



 

 
 

ゲΒヘダャや キやコ フゲエャや ヴプ りヲボャや れゅヘタ れキやコ ゅヨヤミヱ りヲボャや れゅヘタ リョ ゲΒヘダャや. 

 ンヲホぺ キゅダャや ゲΒヘタ ヶャゅわャゅよ ゲΒヘダャや りヲホ ヶプ ギΑゴゎ り ∂ヲホ れゅヘタ ログワヱ るボらトョ るΒヤバわジョ キゅダャや

リΒジャや リョ ンヲホぺ ゅワゲΒヘタ ヵやゴャや ゅワギバよ リョ ゐΚんャや フヱゲエャや؛ ブバッぺ ヮレムャヱ りケヲヰイョ ゅヰルΕ 
キゅダャやヱ ヵやゴャや ゲΒヘタ リョ ブバッぺ リΒジャや ゲΒヘタヱ キゅダャや ゲΒヘタ リョ؛ ゅヰゎゅヘタ ノΒヨィ ラΕ 

ブバッ れゅヘタ.  ブバッ リョ ロやゲわハや ゅョ ょらジよ ロゲΒビ ヮバヨジΑ Ι ⇔ ゅゎヲタ ケギダΑ ヵゲわエらャや ラほΑヱ
りギェヱヱ. 

 



 

 
 

 
1.ペヤエャや  :ァケゅガョ るをΚを モんヨΑヱ :

ヮレョヱ ،ロゅダホぺ:ロ ،ء  . ّ ぺ

ヮレョヱ ،ヮトシヱぺ:ゥ ،ネ  .

ヮレョヱ ،ロゅルキぺ:ォ ،パ  . ّ ァ

2.ヮレョヱ ،りゅヰヤャや  :ベ .

3.ヮレョヱ ،ペらトャや :ポ  .

4.ヮレョヱ ،ケゅピャや  :ァ .

5.ヮレョヱ ،るんヤャやヱ ケゅピャや リΒよ ゅョ :ヵ ،ス  .

6.ヮレョヱ ،るんヤャや  :ラ ،ケ ،メ ،チ ،ソ ،コ ،サ ،れ ،ヅ ،キ .

7.ヮレョヱ ،ラゅレシΕや リΒよ ゅョ : ゐ ،ド ،ク .

8.ヮレョヱ ،ゅΒヤバャや ラゅレシΕや ノョ ヴヤヘジャや るヘゼャや  :フ. 

9.ヮレョヱ ،ラゅわヘゼャや :ヱ ،ュ ،ゆ . 

 



 

 
 

フゲエャや.  

ユΒガヘわャや. 

ペΒホゲわャや. 
ユΒガヘわャや. 

ペらトャや. 

りゅヰヤャや. 

ペΒッぺ. 

リΒャ. 

ギョ. 

れヲダャや. 

れヲダャや ヮΒプ ゐギエΑ ヵグャや ノッヲヨャや. 

 

ゆやヲダャや : ⇔ ゅヨΑギホ るΒゎヲダャや れゅシやケギャや ゆゲバャや フゲハ. 

ゆやヲダャや :るエΒエダャや れやヲタΕや リョ モホぺ るヤわバヨャや れやヲタΕや. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

      ゆやヲダャや :ءやヲヰャや ァヱゲカ ブホヲゎ ギΑギゼャや れヲダャや るョΚハ. 

          ゆやヲダャや :りケヲヰイヨャや れやヲタΕや ノョ ラゅΒゎヲダャや ラやゲゎヲャや ゴわヰΑ. 

           ゆやヲダャや :ポ ،ァ ،フ るボホゲヨャや れやヲタΕや リョ. 

            ゆやヲダャや :りケヲヰイョ るわもゅダャや れやヲタΕや ユヌバョ   . 

ゆやヲダャや :ءΚバわシや ⇔ ゅヨもやキ るヨガヘヨャや フヱゲエャや ヴヤハ ゆゲバャや ペヤトΑ. 

 

 

 

 

 

 

ゆやヲダャや :ヶ ∂ヨジΑ ラヱゲカほわヨャや れヲダャや ギΑギゼャや れヲダャゅよ ヶヘホヲャや.   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


