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第一章

総則（第一条−第六条）

第二章

子ども・若者育成支援施策（第七条−第十四条）

第三章

子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができるようにするための支援（第十五条−第二十五条）

第四章

子ども・若者育成支援推進本部（第二十六条−第三十三条）

第五章

罰則（第三十四条）

附則
第一章

総則

（目的）
第一条

この法律は、子ども・若者が次代の社会を担い、その健やかな成長が我が国社会の発展の基礎をなすものである

ことにかんがみ、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の理念にのっとり、子ども・若者をめぐる環境が悪化し、社
会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者の問題が深刻な状況にあることを踏まえ、子ども・若者の健やか
な育成、子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができるようにするための支援その他の取組（以下「子ども・若者
育成支援」という。）について、その基本理念、国及び地方公共団体の責務並びに施策の基本となる事項を定めるとと
もに、子ども・若者育成支援推進本部を設置すること等により、他の関係法律による施策と相まって、総合的な子ども・
若者育成支援のための施策（以下「子ども・若者育成支援施策」という。）を推進することを目的とする。
（基本理念）
第二条
一

子ども・若者育成支援は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一人一人の子ども・若者が、健やかに成長し、社会とのかかわりを自覚しつつ、自立した個人としての自己を確立

し、他者とともに次代の社会を担うことができるようになることを目指すこと。
二

子ども・若者について、個人としての尊厳が重んぜられ、不当な差別的取扱いを受けることがないようにするとと
もに、その意見を十分に尊重しつつ、その最善の利益を考慮すること。

三

子ども・若者が成長する過程においては、様々な社会的要因が影響を及ぼすものであるとともに、とりわけ良好な
家庭的環境で生活することが重要であることを旨とすること。

四

子ども・若者育成支援において、家庭、学校、職域、地域その他の社会のあらゆる分野におけるすべての構成員が、
各々の役割を果たすとともに、相互に協力しながら一体的に取り組むこと。

五

子ども・若者の発達段階、生活環境、特性その他の状況に応じてその健やかな成長が図られるよう、良好な社会環
境（教育、医療及び雇用に係る環境を含む。以下同じ。）の整備その他必要な配慮を行うこと。

六

教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用その他の各関連分野における知見を総合して行うこと。

七

修学及び就業のいずれもしていない子ども・若者その他の子ども・若者であって、社会生活を円滑に営む上での困
難を有するものに対しては、その困難の内容及び程度に応じ、当該子ども・若者の意思を十分に尊重しつつ、必要な
支援を行うこと。

（国の責務）
第三条

国は，前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、子ども・若者育成支援施策を策定し、

及び実施する責務を有する。
（地方公共団体の責務）
第四条

地方公共団体は、基本理念にのっとり、子ども・若者育成支援に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図

りつつ、その区域内における子ども・若者の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
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（法制上の措置等）
第五条

政府は、子ども・若者育成支援施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなけれ

ばならない。
（年次報告）
第六条

政府は、毎年、国会に、我が国における子ども・若者の状況及び政府が講じた子ども・若者育成支援施策の実施

の状況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。
第二章

子ども・若者育成支援施策

（子ども・若者育成支援施策の基本）
第七条

子ども・若者育成支援施策は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体の関係機関相互の密接な連携並びに民

間の団体及び国民一般の理解と協力の下に、関連分野における総合的な取組として行われなければならない。
（子ども・若者育成支援推進大綱）
第八条

子ども・若者育成支援推進本部は、子ども・若者育成支援施策の推進を図るための大綱（以下「子ども・若者

育成支援推進大綱」という。）を作成しなければならない。
２

子ども・若者育成支援推進大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一

子ども・若者育成支援施策に関する基本的な方針

二

子ども・若者育成支援施策に関する次に掲げる事項
イ

教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用その他の各関連分野における施策に関する事項

ロ

子ども・若者の健やかな成長に資する良好な社会環境の整備に関する事項

ハ

第二条第七号に規定する支援に関する事項

ニ

イからハまでに掲げるもののほか、子ども・若者育成支援施策に関する重要事項

三

子ども・若者育成支援施策を総合的に実施するために必要な国の関係行政機関、地方公共団体及び民間の団体の連
携及び協力に関する事項
子ども・若者育成支援に関する国民の理解の増進に関する事項

五

子ども・若者育成支援施策を推進するために必要な調査研究に関する事項

六

子ども・若者育成支援に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項

七

子ども・若者育成支援に関する国際的な協力に関する事項

八

前各号に掲げるもののほか、子ども・若者育成支援施策を推進するために必要な事項

３

四

子ども・若者育成支援推進本部は、第一項の規定により子ども・若者育成支援推進大綱を作成したときは、遅滞なく、
これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

（都道府県子ども・若者計画等）
第九条

都道府県は、子ども・若者育成支援推進大綱を勘案して、当該都道府県の区域内における子ども・若者育成支援

についての計画（以下この条において「都道府県子ども・若者計画」という。）を作成するよう努めるものとする。
２

市町村は、子ども・若者育成支援推進大綱（都道府県子ども・若者計画が作成されているときは、子ども・若者

育

成支援推進大綱及び都道府県子ども・若者計画）を勘案して、当該市町村の区域内における子ども・若者育成支援につ
いての計画（次項において「市町村子ども・若者計画」という。）を作成するよう努めるものとする。
３

都道府県又は市町村は、都道府県子ども・若者計画又は市町村子ども・若者計画を作成したときは、遅滞なく、これ
を公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

（国民の理解の増進等）
第十条

国及び地方公共団体は、子ども・若者育成支援に関し、広く国民一般の関心を高め、その理解と協力を得るとと

もに、社会を構成する多様な主体の参加による自主的な活動に資するよう、必要な啓発活動を積極的に行うものとする。
（社会環境の整備）
第十一条

国及び地方公共団体は、子ども・若者の健やかな成長を阻害する行為の防止その他の子ども・若者の健やかな
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成長に資する良好な社会環境の整備について、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
（意見の反映）
第十二条

国は、子ども・若者育成支援施策の策定及び実施に関して、子ども・若者を含めた国民の意見をその施策に反

映させるために必要な措置を講ずるものとする。
（子ども・若者総合相談センター）
第十三条

地方公共団体は、子ども・若者育成支援に関する相談に応じ、関係機関の紹介その他の必要な情報の提供及び

助言を行う拠点（第二十条第三項において「子ども・若者総合相談センター」という。）としての機能を担う体制を、
単独で又は共同して、確保するよう努めるものとする。
（地方公共団体及び民間の団体に対する支援）
第十四条

国は、子ども・若者育成支援施策に関し、地方公共団体が実施する施策及び民間の団体が行う子ども・若者の

社会参加の促進その他の活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第三章

子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができるようにするための支援

（関係機関等による支援）
第十五条

国及び地方公共団体の機関、公益社団法人及び公益財団法人、特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）

第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の団体並びに学識経験者その他の者であって、教育、福祉、保健、
医療、矯正、更生保護、雇用その他の子ども・若者育成支援に関連する分野の事務に従事するもの（以下「関係機関等」
という。
）は、修学及び就業のいずれもしていない子ども・若者その他の子ども・若者であって、社会生活を円滑に営
む上での困難を有するものに対する次に掲げる支援（以下この章において単に「支援」という。）を行うよう努めるも
のとする。
一

社会生活を円滑に営むことができるようにするために、関係機関等の施設、子ども・若者の住居その他の適切な場
所において、必要な相談、助言又は指導を行うこと。

二

医療及び療養を受けることを助けること。

三

生活環境を改善すること。

四

修学又は就業を助けること。

五

前号に掲げるもののほか、社会生活を営むために必要な知識技能の習得を助けること。

六

前各号に掲げるもののほか、社会生活を円滑に営むことができるようにするための援助を行うこと。

２

関係機関等は、前項に規定する子ども・若者に対する支援に寄与するため、当該子ども・若者の家族その他子ども・
若者が円滑な社会生活を営むことに関係する者に対し、相談及び助言その他の援助を行うよう努めるものとする。

（関係機関等の責務）
第十六条

関係機関等は、必要な支援が早期かつ円滑に行われるよう、次に掲げる措置をとるとともに、必要な支援を

継続的に行うよう努めるものとする。
一

前条第一項に規定する子ども・若者の状況を把握すること。

二

相互に連携を図るとともに、前条第一項に規定する子ども・若者又は当該子ども・若者の家族その他子ども・若者
が円滑な社会生活を営むことに関係する者を必要に応じて速やかに適切な関係機関等に誘導すること。

三

関係機関等が行う支援について、地域住民に周知すること。

（調査研究の推進）
第十七条

国及び地方公共団体は、第十五条第一項に規定する子ども・若者が社会生活を円滑に営む上での困難を有する

こととなった原因の究明、支援の方法等に関する必要な調査研究を行うよう努めるものとする。
（人材の養成等）
第十八条

国及び地方公共団体は、支援が適切に行われるよう、必要な知見を有する人材の養成及び資質の向上並びに第

十五条第一項各号に掲げる支援を実施するための体制の整備に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
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（子ども・若者支援地域協議会）
第十九条

地方公共団体は、関係機関等が行う支援を適切に組み合わせることによりその効果的かつ円滑な実施を図るた

め、単独で又は共同して、関係機関等により構成される子ども・若者支援地域協議会（以下「協議会」という。）を置
くよう努めるものとする。
２

地方公共団体の長は、協議会を設置したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

（協議会の事務等）
第二十条

協議会は、前条第一項の目的を達するため、必要な情報の交換を行うとともに、支援の内容に関する協議を行

うものとする。
２

協議会を構成する関係機関等（以下「構成機関等」という。）は、前項の協議の結果に基づき、支援を行うものとする。

３

協議会は、第一項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるとき、又は構成機関等による支援の
実施に関し他の構成機関等から要請があった場合において必要があると認めるときは、構成機関等（構成機関等に該当
しない子ども・若者総合相談センターとしての機能を担う者を含む。）に対し、支援の対象となる子ども・若者に関す
る情報の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができる。

（子ども・若者支援調整機関）
第二十一条

協議会を設置した地方公共団体の長は、構成機関等のうちから一の機関又は団体を限り子ども・若者支援調

整機関（以下「調整機関」という。）として指定することができる。
２

調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、必要な支援が適切に行われるよう、協議会の定めるところに
より、構成機関等が行う支援の状況を把握しつつ、必要に応じて他の構成機関等が行う支援を組み合わせるなど構成機
関等相互の連絡調整を行うものとする。

（子ども・若者指定支援機関）
第二十二条

協議会を設置した地方公共団体の長は、当該協議会において行われる支援の全般について主導的な役割を果

たす者を定めることにより必要な支援が適切に行われることを確保するため、構成機関等（調整機関を含む。）のうち
から一の団体を限り子ども・若者指定支援機関（以下「指定支援機関」という。）として指定することができる。
２

指定支援機関は、協議会の定めるところにより、調整機関と連携し、構成機関等が行う支援の状況を把握しつつ、必
要に応じ、第十五条第一項第一号に掲げる支援その他の支援を実施するものとする。

（指定支援機関への援助等）
第二十三条

国及び地方公共団体は、指定支援機関が前条第二項の業務を適切に行うことができるようにするため、情報

の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
２

国は、必要な支援があまねく全国において効果的かつ円滑に行われるよう、前項に掲げるもののほか、指定支援機関
の指定を行っていない地方公共団体（協議会を設置していない地方公共団体を含む。）に対し、情報の提供、助言その
他必要な援助を行うものとする。

３

協議会及び構成機関等は、指定支援機関に対し、支援の対象となる子ども・若者に関する情報の提供その他必要な協
力を行うよう努めるものとする。

（秘密保持義務）
第二十四条

協議会の事務（調整機関及び指定支援機関としての事務を含む。以下この条において同じ。）に従事する者

又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
（協議会の定める事項）
第二十五条
第四章

第十九条から前条までに定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
子ども・若者育成支援推進本部

（設置）
第二十六条

内閣府に、特別の機関として、子ども・若者育成支援推進本部（以下「本部」という。）を置く。
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（所掌事務等）
第二十七条

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

子ども・若者育成支援推進大綱を作成し、及びその実施を推進すること。

二

前号に掲げるもののほか、子ども・若者育成支援に関する重要な事項について審議すること。

三

前二号に掲げるもののほか，他の法令の規定により本部に属させられた事務

２

一

本部は、前項第一号に掲げる事務を遂行するため、必要に応じ、地方公共団体又は協議会の意見を聴くものとする。

（組織）
第二十八条

本部は、子ども・若者育成支援推進本部長、子ども・若者育成支援推進副本部長及び子ども・若者育成支援

推進本部員をもって組織する。
（子ども・若者育成支援推進本部長）
第二十九条

本部の長は、子ども・若者育成支援推進本部長（以下「本部長」という。）とし、内閣総理大臣をもって充

てる。
２

本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

（子ども・若者育成支援推進副本部長）
第三十条

本部に、子ども・若者育成支援推進副本部長（以下「副本部長」という。）を置き、内閣官房長官並びに内閣

府設置法（平成十一年法律第八十九号）第九条第一項に規定する特命担当大臣であって同項の規定により命を受けて同
法第四条第一項第十四号に掲げる事項に関する事務及びこれに関連する同条第三項に規定する事務を掌理するものを
もって充てる。
２

副本部長は、本部長の職務を助ける。

（子ども・若者育成支援推進本部員）
第三十一条
２

本部に、子ども・若者育成支援推進本部員（次項において「本部員」という。）を置く。

本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
一

国家公安委員会委員長

二

総務大臣

三

法務大臣

四

文部科学大臣

五

厚生労働大臣

六

経済産業大臣

七

前各号に掲げるもののほか、本部長及び副本部長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

（資料提出の要求等）
第三十二条

本部は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、

意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
２

本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必
要な協力を依頼することができる。

（政令への委任）
第三十三条
第五章
第三十四条

第二十六条から前条までに定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
罰則
第二十四条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

− 128 −

附則抄
（施行期日）
第一条

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（検討）
第二条

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、我が国における子ども・若者をめぐる状況及びこの法

律の施行の状況を踏まえ、子ども・若者育成支援施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その
結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

− 129 −

ɛȁ߲෯ࡇઁා࠲଼֗ૄ႕
Ȫ଼2:ාˏ27߲෯ࡇૄ႕ల2:ȫ
ȁ٨ȁୃȁȁ଼34ාȁ˒28ȁȁૄ႕ల49
ȁȁȁȁȁȁ଼39ාȁˏ3:ȁȁૄ႕ల47
࿒ষ
ஜ
లˍડ!!௱Ȫలˍૄȡల˔ૄȫ
లˎડ!!ઁා͈࠲଼̳̈́֗ͥͅ۾ঔॐȪల˕ૄȡల22ૄȫ
లˏડ!!ઁා̩ͬ৾ͤے২۪͈ٛޏାȪల23ૄȡల3:ૄȫ
లːડȁઁා͈࠲଼̈́֗ͬஷ̷࣐̜͈̤̳ͥͦͥٺև͈ܰଷȪల41ૄȡల57ૄȫ
లˑડ!!߲෯ࡇઁා࠲଼֗ૣ݈ٛȪల58ૄȡల5:ૄȫ
ల˒ડ!!ॠ௱Ȫల61ૄȡల63ૄȫ
ల˓ડ!!ั௱Ȫల64ૄȡల73ૄȫ
ȁ້௱
ȁ߲෯ࡇ͈ষయ̠ͬઁා̦͂͜ͅ࠲଼̥͞ͅಿ̱Ȃ২͈֥̱֚ٛ͂̀ঀྵ͂ু̀̽ͬ͜ڬၛ̳̭͉ͥ͂ࡇྦྷ̳
͓͈̜̞̀ͤ́ܐȂઁා̦࠲଼̥͞ͅಿ̧́ͥ౷֖̩͉̿ͤࡇྦྷ഼͈̜͛́ͥȃ
ȁઁා͈ুၛ͞׳࣐ཡগ̈́̓ͅȂࡇȂࡇྦྷ̦̈́̓ފ൱̱Ȃ32ଲͬܮ̠͂͜ͅ࠲̈́ઁා଼̳̹ͬ֗ͥ͛Ȃ
̭̭ͅȂ̷͈ਹါ̈́ୣྩͬু̱ژȂ૧̹̈́ࠨփͬ̽̀͜Ȃ৾ͤழ͚͈̳͂ͥ͜ȃ
ȁȁలˍડȁȁ௱
Ȫ࿒എȫ
లˍૄȁ̭͈ૄ႕͉Ȃઁා͈࠲଼̱̈́֗ͅ۾ȂࡇȂ༗ࢌ৪ȂࡇྦྷȂমު৪൝͈ୣྩͬྶ̥̱ͣͅȂࡇ͈ঔॐུ͈ͬܖ
̭ࣣ͛̀ͦͬഎͅଔૺ̳ͥ͂͂͜ͅȂઁා̩ͬ৾ͤے২۪ٛͬޏା̱Ȃઁ͍ݞා͈࠲଼̈́֗ͬஷ̤̳ͥٺ
̷͈̜࣐ͦͥևͬܰଷ̳̭ͥ͂ͤ͢ͅȂઁාͬ༗ࢌ̱Ȃ̽̀͜ઁා͈࠲଼̭̈́֗ͬͥ͂ͬ࿒എ̳͂ͥȃ
Ȫૄ႕͈ٜ৷ഐဥȫ
లˎૄȁ̭͈ૄ႕͉Ȃஜૄ̳ܰͥͅ࿒എͬో଼̳̹͈͙ͥ͛ͅഐဥ̳͈̜ͥ́̽̀͜Ȃ̭ͦͬڐಫ̱ٜ̀৷̱Ȃࡇྦྷ͈
ুဇ͂ࡀ၌ͬະ൚ͅଷࡠ̳̠̭̦̜͉̞ͥ̈́͂̽̀̈́ͣ̈́͢ȃ
Ȫࡇ͈ୣྩȫ
లˏૄȁࡇ͉Ȃ࣭͍ݞঌఆ͂ྟ̈́ႲࠈͬͤȂઁා͈࠲଼̹͈ࣣ̈́֗ͬͥ͛എ̈́ঔॐͬॐ̱Ȃ̭ͦͬঔ
̳͈̳ͥ͂ͥ͜ȃ
Ȫ༗ࢌ৪͈ୣྩȫ
లːૄȁ༗ࢌ৪Ȫࡀ৪Ȃྚ଼ාࢃࡉ૽Ȃܙৡ͈ۯၑ૽̷͈ఈ͈৪́Ȃઁා࡛ͬ۬ͅࢌ̳͈̞̠ͥͬ͜ȃల39ૄȂల
39ૄ͈ˎ͍ݞల39ૄ͈ːͬੰ̧Ȃոئ൳̲ȃȫ͉Ȃઁාͬ࠲଼̳̭̦֗ͥ͂ͅু͈ͣୣྩ̜̭́ͥ͂ͬু̱ژȂၻ
ࢡ۪͈̈́ޏಎ́۬ࢌ̱Ȃ̠̳ͥ֗͢ޗ͍ݞ഼̫̞͛̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
Ȫࡇྦྷ͈ୣྩȫ
లˑૄȁ౷֖২ٛͬࢹ଼̳ͥਯྦྷ͉Ȃࡽ̞ͅފႁ̱Ȃၻࢡ̈́౷֖۪̩͂͂ͥ̾ͬ͜ͅޏȂ౷֖২̤̫ٛͥͅڰ൲Ȃ࣐ম൝
̲ͬȂઁා͈࠲଼഼̫̞̈́֗͛̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ͅȃ
ˎȁ߸۾͈ࢷڠ৪̷͈ఈઁා͈࠲଼̈́֗ͅࠈͩͥ৪͉Ȃ̷͈ྩྌ͉ڰ൲̲ͬ̀ࡽ̞ͅފႁ̱Ȃু৽എ̥̾ୟޭഎ
ͅઁා͈࠲଼഼̫̞̈́֗͛̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ͅȃ
ˏȁઁා͈࠲଼̈́֗ͬ࿒എ̳͂ͥ౬ఘ͉Ȃ̭͈ૄ႕͈࿒എͬో଼̳̹࣐̠ͥ͛ͅࡇ͈ঔॐͅފႁ̳ͥ͂͂͜ͅȂࡽ
ͅႲࠈ̱Ȃઁා͈࠲଼͈̹͈̈́֗͛ڰ൲ͬୟޭഎͅജ̠̳ͥ͢ٳ഼̫̞͛̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ

− 130 −

!!Ȫমު৪͈ୣྩȫ
ల˒ૄȁমު৪͉Ȃমުڰ൲࣐̠ͬͅ൚̹͉̽̀Ȃ̷͈২ٛഎୣහͬু̱ژȂઁා͈࠲଼̈́֗ͅၪ഼̳̠ͥ͛̈́͢
̫̞ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
Ȫઁා͈ୣྩȫ
ల˓ૄȁઁා͉Ȃ২͈֥̱͈֚ٛ͂̀ু͂ژୣහͬ̾͂͂͜ͅȂু͈̱ͣၙͬڰȂ࠲̈́২ٛ૽଼̱͂̀ಿ̳ͥ͢
഼̠̫̞͛̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
Ȫ̳ͥͅ۾ഐୃ̈́౯ෝႁ଼͈֗ȫ
ల˔ૄȁ༗ࢌ৪Ȃ߸۾͈ࢷڠ৪̷͈ఈઁා͈࠲଼̈́֗ͅࠈͩͥ৪͉Ȃઁා͈̳ͥͅ۾ഐୃ̈́౯ෝႁ͈ਠං̦
ઁා͈͈࠲଼̈́ಿͅຈါ̜̭́ͥ͂ͬে̱Ȃઁාͅచ̳ͥอ֗ͅޗ͍ݞ഼̫̞͛̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ȁȁలˎડȁઁා͈࠲଼̳̈́֗ͥͅ۾ঔॐ
Ȫঔॐུ͈ܖ൝ȫ
ల˕ૄȁࡇ͉Ȃষͅࠇ̬ͥমུ̱ࣜͬ̀͂ܖȂઁා͈࠲଼̳̈́֗ͥͅ۾ࣣഎ̈́ঔॐْͬࠗഎ̥̾࢘ضഎͅঔ̱̈́
̫̞ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ȁ⑴

ઁා͈২ٛഎুၛ͈׳

ȁ⑵

ઁා̩ͬ৾ͤے২۪͈ٛޏା

ȁ⑶

ઁා͈࣐ཡগͅڰ̳ͥ۾൲͈ଔૺ

ȁ⑷

ઁාઁ͍ݞාͬࢹ଼֥̳͂ͥ౬ఘ̦࣐̠ু৽എ̥̾࠲̈́ڰ൲͈׳

ȁ⑸

ઁා͈࠲଼̈́֗ͬ࿒എ̳͂ͥ౬ఘ͈͒׳

ȁ⑹

ઁා͈࠲଼̈́֗ͅ৽ু͈ྦྷࡇ̳ͥ۾എ̈́ڰ൲͈௯ૺ

ˎȁম͉Ȃஜ͈ࣜঔॐͬଔૺ̳̹ͥ͛Ȃઁා͈࠲଼ْུ̈́֗ࠗͅܖ̳ͥ۾Ȫոئȶઁා࠲଼ْུ֗ࠗܖȷ̞͂
̠ȃȫ̫̞ͬ͛̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ˏȁম͉Ȃઁා࠲଼ْུ֗ͬࠗܖ͛ͥͅ൚̹͉̽̀Ȃ̜̥̲߲ͣ͛෯ࡇઁා࠲଼֗ૣ݈͈ٛྦྷࡇ͍ݞփࡉͬ
ಶ̥̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ːȁম͉Ȃઁා࠲଼ْུ֗ͬࠗܖ̧̹͉͛͂Ȃಁత̩̭̈́ͦͬນ̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ˑȁஜˎ͈͉ࣜܰȂઁා࠲଼ْུ͈֗ࠗܖ་ࢵ̞̾̀ͅဥ̳ͥȃ
ȪঌఆȂྦྷۼ౬ఘ൝͈͂ފႁఘଷ͈ାȫ
ల21ૄȁࡇ͉Ȃઁා͈࠲଼̳̈́֗ͥͅ۾ঔॐ̦ȂঌఆȂઁා͈࠲଼̈́֗ͬ࿒എ̳͂ͥ౬ఘ̷͈ఈ͈߸۾৪͈͂
ྟ̈́Ⴒࠈ͈ͅئঔ̯̠̭͈͈͈ͦͥͦͣ͂͢͜ފႁ͈ͅاޑຈါ̈́ఘଷͬା̳͈̳ͥ͂ͥ͜ȃ
Ȫၻ͍ݞ࣐ޟၻ൝͈ଔȫ
ల22ૄȁম͉Ȃ࣐ޟȪْדȂࠠȂ̵ࡉ͍ݞ̞̠ࠝͬȃոئ൳̲ȃȫȂȂΫΟΞȜί൝́Ȃ̷͈ඤယ̦ઁා
͈࠲଼̈́֗ͅඅͅခ̧͉̜͂ͥ͛͂ͥ́ףȂ߲෯ࡇઁා࠲଼֗ૣ݈͈ٛփࡉͬಶ̞̀Ȃ̭ͦͬଔ̳̭̦ͥ͂
̧́ͥȃ
!!
ȁȁలˏડȁઁා̩ͬ৾ͤے২۪͈ٛޏା
Ȫ݅ȫ
ల23ૄ!!̭͈ડȪల3:ૄͬੰ̩ȃȫȂষડȂల˒ડ͍ݞల˓ડ̤̞̀ͅষ͈̬ͥࠇͅڎဥࢊ͈փ͉݅Ȃ̷̸ͦͦ൚ڎڂ
̭͛ͥ͂ͧͥ͢ͅͅȃ
ȁ⑴

ઁා29पྚྖ͈৪Ȫँ֧̱̹੫ঊͬੰ̩ȃȫ̞̠ͬȃ

ȁ⑵

࣐ޟ৪ȁ৽࣐ͬޟट̳ͥ৪࣐ޟ͍ݞાͬࠐ̳ͥא৪̞̠ͬȃ

ȁ⑶

႒ȁୠȂॠধ̷͈ఈ͈࣐ۏȂْٰৢ͍ݞ૯͍ͅΫΟΞȜίȂΫΟΟͻΑ·ȂέυΛάȜΟͻΑ·Ȃ

ϋΩ·ΠΟͻΑ·ȂإΞȜί̷͈ఈ͈ד௨ྌ͉إ̦ܱ̯̞͈ͦ̀ͥ́͜ঀͬܕܥဥ̱̀൚דڂ௨ྌ͉إ̦
ठ̯͈̞̠ͦͥͬ͜ȃ!!

− 131 −

ȁ⑷

ু൲์คܥ൝ȁ͈์คྌ͉ັ̫ͅਲম̳ͥ৪̦͂͂ݖೄ୪ͅచ࿂Ȫഩܨ୭ͬဥْ̞̯̹̀ͦ௨ͅ
ͤ͢κΣΗȜْ࿂̱࣐̠͈ͬ̀ͬ͜ੰ̩ȃȫ̳̭̩ͬͥ͂̈́Ȃ൚์ڂคྌ͉ັ̧̫̳̭̦ͬͥ͂́ͥু൲์คܥ
ྌ͉ু൲̠̞ͬܥȃ

ȁ⑸

̦ͭߓ႒ȁ̦ͭߓȂ૿͍ݞߓܕ͍̭ͦͣͅͅ႒̳͈̞̠ͥͬ͜ȃ

ȁ⑹

ࢩ࣬ȁؚඤྌ͉́ٸؚਤͅນা̯͈̜ͦͥ́̽̀͜ȂۭโȂၛۭโȂ͉ͤঞ͉͍ͤݞढ़͍ͅࢩ࣬േȂࢩ࣬โȂ
࠺̷͈ఈ͈ࢥै൝ͅࠇ̯ͦȂྌ͉ນা̯̹͈͍̭ͦͦͣ͜ͅͅ႒̳͈̞̠ͥͬ͜ȃ

ȁ⑺

Ξτγϋ·ρήުȁ໓௹ުא൝͈ܰଷ͈ྩު͍ݞഐୃا൝ͅၙ༹̳ͥ۾Ȫგ34ා༹ၙల233ȃոئȶ໓ഐ༹ȷ

̞̠͂ȃȫలˎૄల˕̳ࣜܰͥͅഝ༘߿ഩდ։ત͉ٚྌުא൳ૄల21̳ࣜܰͥͅྫഝ༘߿ഩდ։તٚͬުא
̞̠ȃ
ȁ⑻

၌ဥȜΡ൝!!Ξτγϋ·ρήު͚ͬא৪͈̳ͥރྩͬ၌ဥ̳̹ͥ͛ͅຈါ̈́ഩდ๔Ȃ֥ٛ๔Ȃճબ๔
൝͈ૂ༭Ȫոئȶ၌ဥૂ༭ȷ̞̠͂ȃ
ȫ̦ܱश̯̞ͦ̀ͥྌ͉ȜΡ̷͈ఈ͈̜́̽̀Ȃ൚ڂྩ͈ͅރ

؊̴ͥచͬثංͥ࿒എ́ै଼̱Ȃྌ͉ୋ௮̯͈̞̠ͦͥͬ͜ȃ
ȁ⑼

၌ဥૂ༭ܥރȁΞτγϋ·ρήު͚ͬא৪͈̳ͥރྩ͈ͅރ؊̴ͥచͬثංͥ࿒എ́Ȃْ௨Ȃإ൝͢ͅ
ͤ၌ဥૂ༭̳ͬͥރ୭̞̠ͬȃ

Ȫခ͈࣐ޟٺଷࡠȫ
ల24ૄ!!͜૽ةȂ̷͈࣐́ޟඤယ̦ষ͈ڂ̴̥̞͈ͦͅڎ൚̳͈ͥ͂͛ͣͦͥͬ͜ઁාͅࡉ̵Ȃྌ̵͉̥̞̈́͢
̠̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ͅȃ
ȁ⑴

ઁා͈എۜૂͬঁ̱ࠣȂ̷͈࠲଼̈́֗ͬஷ̷͈̜͈̤̳ͥͦͥ͜ٺ

ȁ⑵

ઁා͈லཕྌ͉ॼͬݘ੩ಿ̱Ȃ̷͈࠲଼̈́֗ͬஷ̷͈̜͈̤̳ͥͦͥ͜ٺ

ȁ⑶

ઁා͈ๆऻྌ͉ুफ़ͬညอ̱Ȃ̷͈࠲଼̈́֗ͬஷ̷͈̜͈̤̳ͥͦͥ͜ٺ

ˎȁম͉Ȃ͈࣐ޟඤယ͈໐ྌ͉֚໐̦ষ͈ڂ̴̥̞͈ͦͅڎ൚̧̳͉ͥ͂͛ͥ͂Ȃ௸̥߲͞ͅ෯ࡇઁා࠲֗
଼ૣ݈͈ٛփࡉͬಶ̞̀Ȃ൚ઁ࣐ͬޟڂාͅခ̱࣐̀͂ޟ̈́ٺঐ̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ̹̺̱Ȃͬݢါ̳̹߲ͥ͛
෯ࡇઁා࠲଼֗ૣ݈͈ٛփࡉͬಶ̩শۼഎဒဉ̦̞̭̦̈́͂ྶ̧̥̜͉ͣ́ͥ͂͛ͥ͂Ȃփࡉͬಶ̥̞̈́́ঐ
̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ̭͈ાࣣ̤̞͉̀ͅȂম͉Ȃঐࢃ௸̥߲͞ͅ෯ࡇઁා࠲଼֗ૣ݈͈ٛփࡉͬಶ̥̫̈́ͦ͊
̞̈́ͣ̈́ȃ!!!!!!!!
ȁ⑴

ಠ̱̩ઁා͈എۜૂͬঁ̱ࠣȂ̷͈࠲଼̈́֗ͬஷ̷͈̜͈̤̳ͥͦͥ͜ٺ

ȁ⑵

ಠ̱̩ઁා͈லཕྌ͉ॼͬݘ੩ಿ̱Ȃ̷͈࠲଼̈́֗ͬஷ̷͈̜͈̤̳ͥͦͥ͜ٺ

ȁ⑶

ಠ̱̩ઁා͈ๆऻྌ͉ুफ़ͬညอ̱Ȃ̷͈࠲଼̈́֗ͬஷ̷͈̜͈̤̳ͥͦͥ͜ٺ

ˏȁম͉Ȃஜ͈ࣜܰͥ͢ͅঐ̧̱̹͉ͬ͂Ȃ௸̷̥͈͞ͅকͬা̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ːȁలˎ͈ࣜܰͤ͢ͅઁාͅခ̱͈̀͂̈́͜ٺঐ̯̹࣐ͦޟȪոئȶခ࣐ޟٺȷ̞̠͂ȃȫ͈࣐ޟ৪͉Ȃ൚ڂခٺ
̞࣐̀̾ͅޟȂܰ௱̭́͛ͥ͂ͧͤ͢ͅȂઁා͈ၛවͤͬগ̳ͥকͬව࢛͈ࡉ̳̞͞ؿਫ਼ͅນা̱̫̈́ͦ͊̈́ͣ
̞̈́ȃ
ˑȁ࣐ޟ৪͉Ȃခઁ࣐ͬޟٺාͅࡉ̵Ȃྌ̵͉̥͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
˒ȁম͉Ȃခ͈࣐ޟٺඤယ̦ঐ͈ၑဇͅڂ൚̧̱̩̹̈́̈́̽͂͛ͥ͂Ȃྌ͉లˎ̹̺̱͈ࣜܰͤ͢ͅઁාͅ
ခ̱࣐̀͂ޟ̈́ٺঐ̱̹ͬાࣣ̤̞߲̀ͅ෯ࡇઁා࠲଼֗ૣ݈̦̭ٛͦ͂։̈́ͥփࡉͬߓ૭̧̱̹͉͂Ȃಁత̈́
̷̩͈ঐͬ৾ͤક̯̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
Ȫခٺ႒͈ଷࡠȫ
ల25ૄ!!͜૽ةȂ႒̷͈́ඤယ̦ஜૄలˍࣜڂ̴̥̞͈ͦͅڎ൚̳͈ͥ͂͛ͣͦͥͬ͜ઁාͅר။̵̯Ȃ৹̱
̩͉ণಶ̵̯Ȃྌ͉์ค̱Ȃ๐ື̱Ȃ̱۟Ȃ௭ဓ̱Ȃ৹̱̩͉̱ັ̫̞̠̱̫̞̈́̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͢ͅȃ
ˎȁম͉Ȃ႒͈ඤယ͈໐ྌ͉֚໐̦ஜૄలˎࣜڂ̴̥̞͈ͦͅڎ൚̧̳͉ͥ͂͛ͥ͂Ȃ൚ڂ႒ͬઁා
ͅခ̈́ٺ႒̱͂̀ঐ̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ̭͈ાࣣ̤̞͉̀ͅȂ൳ࣜȂ൳ૄలˏ͍ࣜݞల˒͈ࣜܰͬဥ̳ͥȃ
ˏȁষͅࠇ̬ͥ႒͉Ȃஜ͈ࣜܰͤ͢ͅঐ̯̹ͦઁාͅခ̈́ٺ႒͙̳͂̈́ȃ
ȁ⑴ୠྌ͉ॠধ̜́̽̀ȂျȂျ৹̱̩͉̭ͦͣͅ߃̞ેఠ͈́๚̞ͩ̈́উఠྌ͉৹̱̩͉̭ͦͅ႒̳ͥ
࣐ևȪոئȶ๚̞ͩ̈́উఠ൝ȷ̞̠͂ȃȫͬৢఘ̱̹͂ৢ૯ྌ͉ຝৢٰ̱̹́ܰ௱͈́͛ͥͬ͜ࠇश̳ͥβȜΐ
Ȫນঞ͚ͬ܄ȃո̞̤͈̭̀ͅئ൳̲ȃ
ȫ͈ତ̦Ȃ31βȜΐոષ̜͈́ͥ͜ྌ͉൚ڂୠ৹̱̩͉ॠধ͈βȜΐ͈
ତ͈ˑ͈ˍոષ̜͈́ͥ͜
ȁ⑵ΫΟΞȜίྌ͉ΫΟΟͻΑ·̜́̽̀Ȃ๚̞ͩ̈́উఠ൝ͬຝৢ̱̹ા࿂́ܰ௱͈͈́͛ͥ͜শˏ̵ࣣ̦̀ͩۼ
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಼̢͈ͬͥ͜
ːȁ႒͈์คྌ͉ັ̫ͬު̳͂ͥ৪Ȫոئȶ႒์คު৪൝ȷ̞̠͂ȃȫ͉Ȃలˎ͈ࣜܰͤ͢ͅઁාͅခٺ
͈̱̈́͂̀͜ঐ̯̹ͦ႒Ȫஜ͈ࣜܰͤ͢ͅঐ̯̹͈͙̯ͦ͂̈́ͦͥ͜႒͚ͬ܄ȃոئȶခٺ႒ȷ͂
̞̠ȃȫͬઁාͅ์ค̱Ȃ̱ັ̫Ȃר။̵̯Ȃྌ͉ণಶ̵̯͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
Ȫခٺ႒͈ೊႥ༹༷͈ଷࡠ൝ȫ
ల26ૄȁ႒์คު৪൝͉Ȃခٺ႒ͬೊႥ̧̳͉ͥ͂Ȃܰ௱̭́͛ͥ͂ͧͤ͢ͅȂ൚ڂခٺ႒ͬఈ͈႒
͂ߊ̱Ȃယօͅઁා͈࿒̞͈֚ͦ̈́ͅાਫ਼ྌ͉ުאਫ਼ؚ͈ඤ͈ယօ۬ͅণ̧͈֚́ͥાਫ਼ͅ౾̥̫̈́ͦ͊̈́
̞ͣ̈́ȃ̹̺̱Ȃ༹႓ͤ͢ͅઁා͈ၛව̦ͤগ̯̞ͦ̀ͥાਫ਼̤̞̀ͅခٺ႒ͬೊႥ̧̳͉ͥ͂Ȃ̭͈ࡠͤ́
̞̈́ȃ
ˎȁ႒์คު৪൝͉Ȃஜ̳ࣜܰͥͅခٺ႒͈ೊႥાਫ਼͈ࡉ̳̞͞ؿਫ਼ͅȂ൚ڂခٺ႒ͬઁා̦ࣔව̱Ȃ
ৰ̫ͤȂר။̱Ȃྌ͉ণಶ̧̳̭̦̞ͥ͂́̈́কͬນা̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ˏȁম͉Ȃలˍࣜྌ͉ஜ̧͈֑̱̞͉ࣜܰ̀ͥ͂͛ͥ͂ͅȂ൚ڂ႒์คު৪൝ͅచ̱Ȃͬࡠܢ͛̀Ȃခٺ
႒͈ೊႥ༹༷͈٨Ȃ൳͈ࣜܰͥ͢ͅນা༹͈༷͈་ࢵ̷͈ఈຈါ̈́ந౾̧̦̭̳ͬͥ́͂ͥ࣬ۑȃ
ːȁম͉Ȃஜ͈ࣜܰͥͬ࣬͢ͅۑ̫̹৪̦ୃ൚̈́ၑဇ̩̈́൚࣬ͅۑڂਲ̧̞͉ͩ̈́͂Ȃ̷͈৪ͅచ̱Ȃˑ಼̢ͬ
̞̈́ํսඤ́ͬࡠܢ͛̀Ȃ൚ͥ߸࣬ͅۑڂந౾̧͓̭ͬ͂ͥ͂ͬྵ̴̧̭̦ͥ͂́ͥȃ
Ȫခߓ̦ͭٺ႒͈ଷࡠȫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ల27ૄ!!͜૽ةȂުྩ̷͈ఈୃ൚̈́ၑဇ̦̜ͥાࣣͬੰ̧Ȃ̦ͭߓ႒̷͈́ࠁેȂࢹ௮ྌ͉ܥෝ̦ষ̴͈̥̞͈ͦͅڎ
ڂ൚̳͈ͥ͂͛ͣͦͥͬ͜ઁාͅਫ̵਼̯̞̠̱̫̞̈́̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͢ͅȃ
ȁ⑴

૽͈ྵȂఘ৹़̱̩͉ॲ̱͖ͅݞͬٺܓȂྌ͉ๆऻͬညอ̱Ȃ৹̱̩͉੩ಿ̷̳̤͈̜͈ͥͦͥ͜

ȁ⑵

ઁා͈എۜૂͬঁ̱ࠣȂ̷͈࠲଼̈́֗ͬஷ̷͈̜͈̤̳ͥͦͥ͜ٺ

ˎȁম͉Ȃ̦ͭߓ႒͈ࠁેȂࢹ௮ྌ͉ܥෝ̦ষ͈ڂ̴̥̞͈ͦͅڎ൚̧̳͉ͥ͂͛ͥ͂Ȃ൚ߓ̦ͭڂ႒ͬઁාͅ
ခߓ̦ͭ̈́ٺ႒̱͂̀ঐ̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ̭͈ાࣣ̤̞͉̀ͅȂల24ૄలˎࣜȂలˏ͍ࣜݞల˒͈ࣜܰͬဥ̳ͥȃ
ȁ⑴

ಠ̱̩૽͈ྵȂఘ৹़̱̩͉ॲ̱͖ͅݞͬٺܓȂྌ͉ๆऻͬညอ̱Ȃ৹̱̩͉੩ಿ̷̳̤͈̜͈ͥͦͥ͜

ȁ⑵

ಠ̱̩ઁා͈എۜૂͬঁ̱ࠣȂ̷͈࠲଼̈́֗ͬஷ̷͈̜͈̤̳ͥͦͥ͜ٺ

ˏ!!ষͅࠇ̬̦ͥͭߓ႒͉Ȃஜ͈ࣜܰͤ͢ͅঐ̯̹ͦઁාͅခߓ̦ͭ̈́ٺ႒͙̳͂̈́ȃ
ȁ⑴

ͣྌ͉̭ͦͅ႒̳࣐ͥև͈ဥ̳ͥͅރ̜́̽̀Ȃܰ௱́͛ͥࠁેȂࢹ௮ྌ͉ܥෝͬခ̳͈ͥ͜

ȁ⑵

ঀဥफ͙͈ئ̜̱́ͥ͂̀Ȃྌ͉̭ͦ͂ࢋ̯ͦͥນ࡛৹̱̩͉ࠁఠͬဥ̞̀Ȃ!༫ภ̷͈ఈ͈ͅਓො̯ͦ̀
̞ͥئ

ːȁ̦ͭߓ႒͈์คͬު̳͂ͥ৪͉Ȃలˎ͈ࣜܰͤ͢ͅઁාͅခ̱͈̀͂̈́͜ٺঐ̯̹̦ͦͭߓ႒Ȫஜ͈ࣜܰͅ
ͤ͢ঐ̯̹͈͙̯̦ͦ͂̈́ͦͥͭ͜ߓ႒͚ͬ܄ȃոئȶခߓ̦ͭٺ႒ȷ̞̠͂ȃȫͬઁාͅ์ค̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
Ȫু൲์คܥ൝͈୭౾൝͈ু৽ܰଷȫ
ల28ૄȁ͜૽ةȂ႒ྌ͉̦ͭߓ႒͈ু൲์คܥ൝͈୭౾ົ̷͈͍ݞ౷͈͉̞̀̾ͅރȂઁා͈࠲଼̈́֗ͬஷٺ
഼̳̭͈̞̠̫̞ͥ͂̈́͛̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͢ȃ
Ȫފ൱ͥ͢ͅၻࢡ̈́౷֖۪͈ޏା൝ȫ
ల29ૄȁু൲์คܥ൝ͥ͢ͅ႒ྌ͉̦ͭߓ႒͈์คྌ͉ັ̫ͬު̳͂ͥ৪Ȫոئȶ̦ͭߓ൝ু൲์คު৪ȷ͂
̞̠ȃȫ͉ȂࡇȂঌఆȂ౷֖ਯྦྷ൝͂ފ൱̱̀ၻࢡ̈́౷֖۪ͬޏା഼̳̠ͥ͛ͥ͂͂͢͜ͅȂুͣ୭౾̳ͥু൲์
คܥ൝̞̾̀ͅȂ౷֖ਯྦྷ̥ͣߎૂȂ࿚̵̞ࣣͩ൝̧̦̜̹͉̽͂Ȃ୍փͬ̽̀͜Ȃ̭ͦͬੜၑ഼̳̠̫ͥ͛̈́ͦ͊͢
̞̈́ͣ̈́ȃ
Ȫু൲์คܥ൝͈͒ਓොু͍ݞ൲์คܥ൝͈୭౾͈ଷࡠȫ
ల2:ૄȁ͜૽ةȂষͅࠇ̬ͥঔ୭͈ົ౷͈ਔս311ιȜΠσոඤ͈ߊ֖ͅ୭౾̳ͥু൲์คܥ൝͉ͅȂల25ૄలˍࣜܰͅ
̳ͥ႒ྌ͉ల27ૄలˍ̳̦ࣜܰͥͭͅߓ႒Ȫষ̤̞ࣜ̀ͅȶခ̜͈ͥٺ̦ͭߓ൝ȷ̞̠͂ȃ
ȫͬਓො̱
͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
ȁ⑴

༹֗ޗࢷڠȪგ33ා༹ၙల37ȫలˍૄ̳ܰͥͅࢷڠȪఱ̩ੰͬڠȃȫ

ȁ⑵

ൺছ༹Ȫგ33ා༹ၙల275ȫల˓ૄలˍ̳ࣜܰͥͅൺছঔ୭
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ȁ⑶

২༹ٛ֗ޗȪგ35ා༹ၙల318ȫల31ૄ̳ܰͥͅྦྷ܁

ȁ⑷

༹܁Ȫგ36ා༹ၙల229ȫలˎૄలˍ̳ࣜܰͥͅ܁

ȁ⑸

ฎ༹܁Ȫგ37ා༹ၙల396ȫలˎૄలˍ̳ࣜܰͥͅฎ͍ݞ܁൳༹ల3:ૄ̳ܰͥͅฎͅ܁൚̳ͥঔ

୭
ȁ⑹

സঌ༹Ȫგ42ා༹ၙల8:ȫలˎૄలˍ̳ࣜܰͥͅസঌ

ȁ⑺

̷͈ఈ̷͈ਔ༏̤̫ͥͅઁා͈࠲଼̈́֗ͬஷ࣐̳ͥٺևͬཡগ̳ͥຈါ͈̜͈̱ͥ͂̀ܰ͜௱́͛ͥঔ୭

ˎȁ̦ͭߓ൝ু൲์คު৪͉Ȃஜ̳ࣜܰͥͅߊ֖̤̫ͥͅু൲์คܥ൝͈͒ခ̜͈ͥٺ̦ͭߓ൝͈ਓො̦
ઁා͈࠲଼̈́֗ͬஷ̳ͥٺါ֦̭̥̦͙͂̈́ͥ͂ͭͅȂ൳̳ࣜܰͥͅߊ֖̤̞͉̀ͅȂခ̜͈ͥٺ̦ͭߓ൝
ͬਓො̷̳̤̦̜ͥͦͥু൲์คܥ൝ͬ୭౾഼̱̞̠̫̞̈́͛̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͢ȃ
Ȫু൲์คܥ൝ۯၑ৪͈୭౾ȫ
ల31ૄȁ̦ͭߓ൝ু൲์คު৪͉Ȃু൲์คܥ൝ͥ͢ͅ႒ྌ͉̦ͭߓ႒͈์คྌ͉ັ̫̱ͅ۾Ȃ̭͈ૄ႕ͅ
͛ͥম̵࣐̹ࣜͬͩͥ͛Ȃু൲์คܥ൝̮͂ͅȂ൚ুڂ൲์คܥ൝͈୭౾ાਫ਼͂൳͈֚ঌఆඤͅਯਫ਼ͬခ̳ͥ৪̷͈
ఈܰ௱́͛ͥ৪ͬু൲์คܥ൝ͬۯၑ̳ͥ৪Ȫոئȶু൲์คܥ൝ۯၑ৪ȷ̞̠͂ȃȫ̱͂̀౾̥̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
̹̺̱Ȃ̦ͭߓ൝ু൲์คު৪̦ুͣۯၑ̧̳̭̦͈̱ͥ͂́ͥ͂̀ܰ͜௱́͛ͥু൲์คܥ൝̞͉̾̀ͅȂ̭
͈ࡠ̞ͤ́̈́ȃ
ˎȁু൲์คܥ൝ۯၑ৪͉Ȃܰ௱̭́͛ͥ͂ͧͤ͢ͅȂ̭͈ૄ႕͛ͥͅমࣜͬഎͅږ၎̧࣐́ͥ৪̫́̈́ͦ͊̈́ͣ̈́
̞ȃ
Ȫু൲์คܥ൝͈୭౾͈එ൝ȫ
ల32ૄ!!̦ͭߓ൝ু൲์คު৪͉Ȃ႒ྌ͉̦ͭߓ႒͈์คྌ͉ັ̫̳̹ͬͥ͛ͅু൲์คܥ൝ͬ୭౾̧̳ͥ͂
Ȫু൲์คܥ൝͈୭౾ાਫ਼ͬ་ࢵ̧̳͚ͥ͂ͬ܄ȃȫ͉Ȃু൲์คܥ൝̮͂ͅȂ̜̥̲ͣ͛Ȃܰ௱̭́͛ͥ͂ͧͤ͢ͅȂ
ষͅࠇ̬ͥমࣜͬমͅඑ̫̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ȁ⑴

ু൲์คܥ൝ͤ͢ͅ႒ྌ͉̦ͭߓ႒͈์คྌ͉ັ̫̳ͬͥ৪͈ঙྴྌ͉ྴઠ͍ݞਯਫ਼༹͍ͅ૽̜̽̀ͅ

͉Ȃ̷͈యນ৪͈ঙྴ͍ݞਯਫ਼
ȁ⑵

ু൲์คܥ൝͈୭౾ાਫ਼

ȁ⑶

ু൲์คܥ൝͈୭౾ાਫ਼͈ރ৪͈ঙྴྌ͉ྴઠ͍ݞਯਫ਼༹͍ͅ૽̜͉̽̀ͅȂ̷͈యນ৪͈ঙྴ͍ݞਯਫ਼

ȁ⑷

ু൲์คܥ൝ۯၑ৪͈ঙྴ͍ݞਯਫ਼

ȁ⑸

ু൲์คܥ൝͈ܥਅ͍ݞୋ௮๔

ȁ⑹

̷͈ఈܰ௱́͛ͥমࣜ

ˎȁஜ͈ࣜܰͥ͢ͅඑ̱̹ͬ৪͉Ȃ൳̬ࣜͥࠇͅڎমࣜȪ൳ࣜలˎͅࠇ̬ͥমࣜͬੰ̩ȃȫͅ་ࢵ̧̦̜̹̽͂
͉Ȃ̷͈་ࢵ͈̥ͣ26ոඤͅȂܰ௱̭́͛ͥ͂ͧͤ͢ͅȂ̷͈কͬমͅඑ̫̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ˏȁలˍ͈ࣜܰͥ͢ͅඑ̱̹ͬ৪͉Ȃ̷͈එ̱̹ͬু൲์คܥ൝ͥ͢ͅ႒ྌ͉̦ͭߓ႒͈์คྌ͉ັ̫ͬ
গ̧̱̹͉͂Ȃ̷͈গ͈̥ͣ26ոඤͅȂܰ௱̭́͛ͥ͂ͧͤ͢ͅȂ̷͈কͬমͅඑ̫̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ːȁలˍࣜྌ͉లˎ͈ࣜܰͥ͢ͅඑ̱̹ͬ৪͉Ȃܰ௱̭́͛ͥ͂ͧͤ͢ͅȂలˍࣜలˍ̥ͣలˑ́͘ͅࠇ̬ͥ
মࣜȪষ̤̞ࣜ̀ͅȶু൲์คܥ൝ນামࣜȷ̞̠͂ȃȫͬ൚ুڂ൲์คܥ൝ͅນা̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ˑȁম͉Ȃలˍࣜྌ͉లˎ͈ࣜܰͥ͢ͅඑ̧̦̜̹͉̽͂Ȃু൲์คܥ൝ນামࣜȂඑා̷͈ఈܰ௱́͛
ͥমܱࣜͬश̱̹ু൲์คܥ൝ഴ༧ͬু൲์คܥ൝̮͂ͅै଼̱Ȃ๊͈֚ר။̱͈̳͂ͥ͜ͅރȂలˏ͈ࣜܰ͢ͅ
ͥඑ̧̦̜̹͉̽͂Ȃ௸̥͞ͅ൚ুڂ൲์คܥ൝ͅ߸ͥু൲์คܥ൝ഴ༧ͬྍક̳͈̳ͥ͂ͥ͜ȃ
Ȫু൲์คܥ൝͈͒ခٺ႒͍ݞခߓ̦ͭٺ႒͈ਓො͈গ൝ȫ
ల33ૄ!!̦ͭߓ൝ু൲์คު৪ྌ͉ু൲์คܥ൝ۯၑ৪͉Ȃু൲์คܥ൝ͅခٺ႒ྌ͉ခߓ̦ͭٺ႒ͬਓො̱̀
͉̞̈́ͣ̈́ȃ
ˎȁ̦ͭߓ൝ু൲์คު৪ྌ͉ু൲์คܥ൝ۯၑ৪͉Ȃু൲์คܥ൝࡛ͅͅਓො̯̞ͦ̀ͥ႒ྌ͉̦ͭߓ႒̦ల
25ૄలˎࣜྌ͉ల27ૄలˎ͈ࣜܰͤ͢ͅઁාͅခ̈́ٺ႒ྌ͉̦ͭߓ႒̱͂̀ঐ̧̯̹͉ͦ͂Ȃೄ̻ͅ൚ڂ
႒ྌ͉̦ͭߓ႒ͬੰ̞̫̱̈́ͣ̈́͊ͦ̈́ݲȃ
Ȫခٺ႒ྌ͉ခߓ̦ͭٺ႒͈ੰݲȫ
ల34ૄȁম͉Ȃ̦ͭߓ൝ু൲์คު৪ྌ͉ু൲์คܥ൝ۯၑ৪̦ஜૄలˍࣜྌ͉లˎ͈֑̱ࣜܰ̀ͅু൲์ค
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ܥ൝ͅခٺ႒ྌ͉ခߓ̦ͭٺ႒ͬਓො̧̱̞͉̀ͥ͂Ȃ൚ڂ̦ͭߓ൝ু൲์คު৪ྌ͉ু൲์คܥ൝ۯၑ৪ͅ
చ̱Ȃ൚ڂခٺ႒ྌ͉ခߓ̦ͭٺ႒͈ੰ̴̧̦̭ͥ́͂ͥྵͬݲȃ
ˎȁ̦ͭߓ൝ু൲์คު৪ྌ͉ু൲์คܥ൝ۯၑ৪͉Ȃஜ͈ࣜܰͥ͢ͅྵ႓̧̫̹͉ͬ͂Ȃ൚ྵڂ႓̫̹ͬ
̥ͣܳॳ̱̀ˑոඤͅȂ൚ڂခٺ႒ྌ͉ခߓ̦ͭٺ႒ͬੰ̞̫̱̈́ͣ̈́͊ͦ̈́ݲȃ
Ȫু൲์คܥ൝͈കݲȫ
ల35ૄ!!ম͉Ȃஜૄలˍ͈ࣜܰͥ͢ͅྵ႓̫̹̦ͬͭߓ൝ু൲์คު৪ྌ͉ু൲์คܥ൝ۯၑ৪̦൚ྵڂ႓͈
͈ࡠܢ͈ံ̥ͣܳॳ̱̀˒ոඤͅల33ૄలˍࣜྌ͉లˎ͈֑̱ࣜܰ̀ͅ൚ুڂ൲์คܥ൝ͅခٺ႒ྌ͉
ခߓ̦ͭٺ႒ͬਓො̧̱̹͉͂Ȃ൚ڂ̦ͭߓ൝ু൲์คު৪ྌ͉ু൲์คܥ൝ۯၑ৪ͅచ̱Ȃ൚ুڂ൲์คܥ൝͈
ക̴̧̦̭ͥ́͂ͥྵͬݲȃ!
ˎȁম͉Ȃ̦ͭߓ൝ু൲์คު৪ྌ͉ু൲์คܥ൝ۯၑ৪̦ల33ૄలˍࣜྌ͉లˎ͈֑̱ࣜܰ̀ͅల2:ૄలˍ
̳ࣜܰͥͅߊ֖ͅ୭౾̳ͥু൲์คܥ൝ͅခٺ႒ྌ͉ခߓ̦ͭٺ႒ͬਓො̧̱̹͉͂Ȃ൚ڂ̦ͭߓ൝ু൲์
คު৪ྌ͉ু൲์คܥ൝ۯၑ৪ͅచ̱Ȃ൚ুڂ൲์คܥ൝͈ക̴̧̦̭ͥ́͂ͥྵͬݲȃ
ˏȁ̦ͭߓ൝ু൲์คު৪ྌ͉ু൲์คܥ൝ۯၑ৪͉Ȃలˍࣜྌ͉ஜ͈ࣜܰͥ͢ͅྵ႓̧̫̹͉ͬ͂Ȃ൚ྵڂ႓
̫̹̥ͬͣܳॳ̱̀ˍˌոඤͅȂ൚ুڂ൲์คܥ൝ͬക̞̫̱̈́ͣ̈́͊ͦ̈́ݲȃ
Ȫু൲์คܥ൝̳ͥͅ۾ഐဥੰٸȫ
ల36ૄȁల28ૄ̥ͣஜૄ͈͉́ܰ͘Ȃ༹႓ͤ͢ͅઁා͈ၛව̦ͤগ̯̞ͦ̀ͥાਫ਼ͅ୭౾̯̞ͦ̀ͥু൲์คܥ൝
̞͉̾̀ͅȂഐဥ̱̞̈́ȃ
Ȫခٺഥ͈ଷࡠȫ
ల37ૄȁ႒ྌ͉̦ͭߓ႒ͅ߸ͥࢩ࣬́Ȃ๚̞ͩ̈́উఠ൝ͬৢఘ̱̹͂ৢ૯ྌ͉ຝৢٰ̱̹́ܰ௱͈́͛ͥͬ͜ࠇ
श̳͉ͥȂಠ̱̩ઁා͈എۜૂͬঁ̱ࠣȂ̷͈࠲଼̈́֗ͬஷ̷̱͈̜͈̤̳̀͂ͥͦͥ͜ٺȂઁාͅခٺ
̈́ഥȪոئȶခٺഥȷ̞̠͂ȃȫ̳͂ͥȃ
ˎȁ͜૽ةȂઁාͅచ̱Ȃခٺഥͬ๐ື̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
ˏȁ͜૽ةȂခٺഥͬ༆ͅ๐ື̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ̹̺̱Ȃઁා͈࿒༹̞̠༷̦࣒̲̞ͦ̈́̈́ͣͦ̀ͥ͢ͅા
̷ࣣ͈ఈ͈ܰ௱́͛ͥાࣣ͉Ȃ̭͈ࡠ̞ͤ́̈́ȃ
ːȁম͉Ȃలˎࣜྌ͉ஜ͈֑̱̞ࣜܰ̀ͥͅ৪̧̦̜͉ͥ͂Ȃ̷͈৪ͅచ̱Ȃ൚֑ڂ࣐և͈ಎগͬྵ̴̭̦ͥ͂
̧́ͥȃ
Ȫခ࣬ࢩٺ͈ଷࡠȫ
ల38ૄȁ͜૽ةȂࢩ̷͈࣬́ඤယ̦ల24ૄలˍࣜڂ̴̥̞͈ͦͅڎ൚̳͈ͥ͂͛ͣͦͥͬ͜ࠇ̱Ȃྌ͉ນা̱̈́
̞̠̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͢ͅȃ
ˎȁম͉Ȃࢩ͈࣬ඤယ͈໐ྌ͉֚໐̦ల24ૄలˎࣜڂ̴̥̞͈ͦͅڎ൚̧̳͉ͥ͂͛ͥ͂Ȃ൚࣬ࢩڂͬઁ
ාͅခ࣬ࢩ̈́ٺ̱͂̀ঐ̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ̭͈ાࣣ̤̞͉̀ͅȂ൳ࣜȂ൳ૄలˏ͍ࣜݞల˒͈ࣜܰͬဥ̳ͥȃ
ˏȁࢩ͈࣬ࢩ࣬৽ྌ͉ۯၑ৪͉Ȃஜ͈ࣜܰͤ͢ͅઁාͅခ̱͈̀͂̈́͜ٺঐ̯̹ͦࢩ࣬Ȫոئȶခ࣬ࢩٺȷ
̞̠͂ȃȫͬࠇ̱Ȃྌ͉ນা̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
ːȁࢩ͈࣬ࢩ࣬৽ྌ͉ۯၑ৪͉Ȃࠇ̱Ȃྌ͉ນা̱̹ࢩ̦࣬లˎ͈ࣜܰͤ͢ͅઁාͅခ̱͈̀͂̈́͜ٺঐ̯
̧̹͉ͦ͂Ȃಁత̩̈́൚࣬ࢩڂ͈ੰ͉ྌݲඤယ͈་ࢵ̷͈ఈຈါ̈́ந౾࣒̲̫̞ͬ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ˑȁম͉Ȃခ࣬ࢩٺ͈ࢩ࣬৽ྌ͉ۯၑ৪ͅచ̱Ȃͬࡠܢ͛̀Ȃ൚࣬ࢩڂ͈ੰ͉ྌݲඤယ͈་ࢵ̷͈ఈຈါ̈́ந౾
ͬྵ̴̧̭̦ͥ͂́ͥȃ
ȪͼϋΗȜΥΛΠ၌ဥ۪͈ޏାȫ
ల39ૄȁࡇ͉Ȃઁා͈ͼϋΗȜΥΛΠ͈ະഐ୨̈́၌ဥ֦̱ܳ̀ͅအș̈́࿚ఴ̦อ̱̞࡛̀ͥે͙ͅۻȂઁා̦ͼϋ
ΗȜΥΛΠͬഐ୨ͅ၌ဥ̳̭͈ͥ͂ਹါ̞̾̀ͅࡇྦྷ͈ၑٜ͂۾ͬ૬͛ͥ͂͂͜ͅȂઁා̦ঀဥ̳ͥࠈఝഩდ
ྎȂˬˤ˯ྎȂࠈఝ߿ΊȜθܥྎ̷͈ఈ͈ͼϋΗȜΥΛΠͬ၌ဥ̧̳̭̦ͥ͂́ͥྎ୭̞̾̀ͅέͻσΗςϋ
ΈΕέΠ;ͿͺȪઁා̦հͅհ̱̀ͼϋΗȜΥΛΠͬ၌ဥ̧۪͈́ͥޏା൝ͅၙ༹̳ͥ۾Ȫ଼31ා༹ၙల8:
ȃոئȶઁාͼϋΗȜΥΛΠ۪ޏା༹ȷ̞̠͂ȃȫలˎૄల˕̳ࣜܰͥͅઁාခૂٺ༭έͻσΗςϋΈΕέ
Π;Ϳͺ̞̠ͬȃոئ൳̲ȃȫ͈၌ဥ͈ຽ̦ݞ̠ͣͦͥ͢Ȃઁා͈ͼϋΗȜΥΛΠ͈ഐ୨̈́၌ဥ̳ͥͅ۾อ͍ݞ
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ে͈ຽ̷͈ݞఈ͈ຈါ̈́ঔॐ͈ଔૺ഼͈̳͛ͥ͂ͥ͜ͅȃ
ˎȁͼϋΗȜΥΛΠͬ၌ဥ̧̳̭̦ͥ͂́ͥྎ୭ͬઁා͈၌ဥ̳ͥͅރ৪͉Ȃઁා̦ͼϋΗȜΥΛΠͬ၌ဥ̳ͥ
ͅ൚̹͉̽̀Ȃခૂٺ༭ȪઁාͼϋΗȜΥΛΠ۪ޏା༹లˎૄలˏ̳ࣜܰͥͅઁාခૂٺ༭̞̠ͬȃո͈̭ئ
ૄ͍ݞষૄ̤̞̀ͅ൳̲ȃȫͬȂέͻσΗςϋΈΕέΠ;Ϳͺ͈ڰဥ̷͈ఈഐ୨༹༷̈́ͤ͢ͅȂઁාͅר။̵̯Ȃྌ
͉ণಶ̵഼̯̞̠̫̞̈́͛̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͢ȃ
ˏȁ༗ࢌ৪ȪઁාͼϋΗȜΥΛΠ۪ޏା༹లˎૄలˎ̳ࣜܰͥͅ༗ࢌ৪̞̠ͬȃষૄ͍ݞల39ૄ͈ː̤̞̀ͅ൳
̲ȃȫ͉Ȃ̷͈༗ࢌ̳ͥઁා͈ͼϋΗȜΥΛΠ͈၌ဥેͬޙഐ୨ͅ՜̳ͥ͂͂͜ͅȂͼϋΗȜΥΛΠ̤̞̀ͅၠ
̳ͥఉ̩͈ခૂٺ༭ͤ͢ͅȂ൚ઁڂා̦ๆऻ̷͈ఈ̧͈͈ࣺͬͥͦ͘ےͅٺཡ̪̹͛Ȃ൚ઁڂා̦ͼϋΗȜΥΛ
Πͬ၌ဥ̳۪̞ͥ̀̾ͅޏȂ൚ઁڂා͈อోͅٴ؊̲ȂέͻσΗςϋΈΕέΠ;Ϳͺ͈၌ဥ̷͈ఈ༹͈༷ͤ͢ͅഐ
୨ͅۯၑ̱Ȃ൚ઁڂා͈ͼϋΗȜΥΛΠͬഐ୨ͅ၌ဥ̳ͥෝႁ଼഼͈̫̞֗͛̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ͅȃ
ːȁ߸۾͈ࢷڠ৪̷͈ఈઁා͈࠲଼̈́֗ͅࠈͩͥ৪͉Ȃઁා͈ခૂٺ༭ͅ࠲̳ͥ۾̈́౯ෝႁ଼͈̦֗ͣͦͥ
̠͢อ֗ͅޗ͍ݞ഼̫̞͛̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ȪࠈఝഩდͼϋΗȜΥΛΠমު৪൝͈୰ྶ݅ྩ൝ȫ
ల39ૄ͈ˎȁࠈఝഩდͼϋΗȜΥΛΠমު৪ȪઁාͼϋΗȜΥΛΠ۪ޏା༹లˎૄల˔̳ࣜܰͥͅࠈఝഩდͼϋ
ΗȜΥΛΠ୪ྩރমު৪̞̠ͬȃոئ൳̲ȃȫࠈ͍ݞఝഩდͼϋΗȜΥΛΠ୪ྩȪ൳ૄల˓̳ࣜܰͥͅࠈ
ఝഩდͼϋΗȜΥΛΠ୪ྩ̞̠ͬȃոئ൳̲ȃȫ͈ࠀ̳ͥ۾ͅރȪ൚ࠀڂ͈ඤယͬ་ࢵ̳ͥࠀ͚ͬ܄ȃո
ئȶࠈఝഩდͼϋΗȜΥΛΠࠀȷ̞̠͂ȃȫ͈͈ࠫٚȂ৾ষ̨ྌ͉యၑȪոئȶٚ൝ȷ̞̠͂ȃȫͬު̱࣐͂̀
̠৪Ȫոئȶٚު৪൝ȷ̞̠͂ȃ
ȫ͉ȂࠈఝഩდͼϋΗȜΥΛΠࠀ͈ࠫྌ̷͉͈ٚ൝̳ͬͥͅ൚̹͉̽̀Ȃ൚
ࠈڂఝഩდͼϋΗȜΥΛΠࠀ͈༷ྌ͉൚ࠈڂఝഩდͼϋΗȜΥΛΠࠀͅ߸ͥࠈఝഩდྎ৹̱̩͉ˬˤ˯ྎ
͈ঀဥ৪̦ઁා̜̥̠̥̳́ͥ̓ͬ͂͂ͥ͜ͅږȂ൚ࠈڂఝഩდͼϋΗȜΥΛΠࠀ͈༷ྌ͉൚ࠈڂఝഩდͼ
ϋΗȜΥΛΠࠀͅ߸ͥࠈఝഩდྎ৹̱̩͉ˬˤ˯ྎ͈ঀဥ৪̦ઁා̜́ͥાࣣ͉ͅȂ൚ઁڂාྌ̷͉͈༗ࢌ
৪ͅచ̱ȂࠈఝഩდͼϋΗȜΥΛΠ୪ྩ͈ͬރ̫̭ͥ͂ͤ͢ͅઁා̦ခૂٺ༭ͬר။̱Ȃྌ͉ণಶ̳ͥܥٛ
̴̷̦̭͈ͥ͂ఈ͈ܰ௱́͛ͥমࣜͬ୰ྶ̱Ȃ̷͈͍ݞඤယܱͬश̱̹୰ྶͬັ̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ̹̺̱Ȃ
έͻσΗςϋΈȜΫΑȪ൳ૄల21̳ࣜܰͥͅઁාခૂٺ༭έͻσΗςϋΈȜΫΑ̞̠ͬȃոئ൳̲ȃ
ȫ͈၌ဥ
ͬૄ̱̯̞̹͂̀ࠫͦ̀ࠈఝഩდͼϋΗȜΥΛΠࠀ͈ඤယͬ་ࢵ̳ͥાࣣ̜́̽̀Ȃ༗ࢌ৪̥ͣ൚ࠈڂఝഩდͼ
ϋΗȜΥΛΠࠀ͈ඤယͬ་ࢵ̱̹ࢃ̧̧֨͜έͻσΗςϋΈȜΫΑͬ၌ဥ̳ͥক͈૭̧̦̜̹͉̽͂Ȃ̭͈ࡠ
̞ͤ́̈́ȃ
ˎȁ༗ࢌ৪͉Ȃ̷͈༗ࢌ̳ͥઁා̦ࠈఝഩდͼϋΗȜΥΛΠࠀ̳ͬࠫͥાࣣྌ̷͉͈༗ࢌ̳ͥઁාͬࠈఝഩდ
ྎྌ͉ˬˤ˯ྎ͈ঀဥ৪̳͂ͥࠈఝഩდͼϋΗȜΥΛΠࠀ̳ͬࠫͥાࣣ̤̞̀ͅȂઁාͼϋΗȜΥΛΠ۪ޏା
༹ల28ૄలˍ̹̺̱͈ࣜܰͤ͢ͅέͻσΗςϋΈȜΫΑͬ၌ဥ̱̞̈́ক͈૭̧̳͉ͬͥ͂Ȃઁා͈ުྩྌ
͉ુ̞̤̀ͅڰέͻσΗςϋΈȜΫΑͬ၌ဥ̱̞̭̦͚̈́͂ͬ͞ං̞̈́͂͛ͣͦͥၑဇ̱͂̀ܰ௱́͛ͥၑ
ဇ̷͈ఈܰ௱́͛ͥমܱࣜͬश̱̹࿂Ȫո̞̤̀ͅૄ͈̭ئȶၑဇȷ̞̠͂ȃȫͬࠈఝഩდͼϋΗȜΥΛΠমު
৪̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ͅȃ
ˏȁࠈఝഩდͼϋΗȜΥΛΠমު৪͍ݞٚު৪൝͉Ȃઁා༷̳ͬ͂ͥࠈఝഩდͼϋΗȜΥΛΠࠀྌ͉ઁාͬ
ࠈఝഩდྎ৹̱̩͉ˬˤ˯ྎ͈ঀဥ৪̳͂ͥࠈఝഩდͼϋΗȜΥΛΠࠀȪո̭ͬͣͦئȶઁාࠈఝഩდͼϋ
ΗȜΥΛΠࠀȷ̞̠͂ȃ
ȫ͈ࠫྌ̷͉͈ٚ൝̳ͬͥાࣣ̤̞͉̀ͅȂ༗ࢌ৪̥ͣၑဇ̧͈̦̜̹̽͂ͅࡠ
ͤȂέͻσΗςϋΈȜΫΑ͈၌ဥͬૄ̱̞͂̈́ઁාࠈఝഩდͼϋΗȜΥΛΠࠀ͈ࠫྌ̷͉͈ٚ൝̳̭ͬͥ
̧̦͂́ͥȃ
ːȁࠈఝഩდͼϋΗȜΥΛΠমު৪͉Ȃஜ͈ࣜܰͤ͢ͅέͻσΗςϋΈȜΫΑ͈၌ဥͬૄ̱̞͂̈́ઁාࠈఝഩდ
ͼϋΗȜΥΛΠࠀ̧͈̱̹͉ࠫͬ͂Ȃ༗ࢌ৪̥̯̹ͣͦၑဇ৹̷̱̩͉͈ৢ̱ྌ͉൚ڂၑဇܱͅश̯̹ͦ
মࣜȪܰ௱́͛ͥমࣜͅࡠͥȃȫ̦ܱ̯̹ͦഩঽഎܱͬȂ൚ࠀڂ̦ਞၭ̳ͥྌ͉ܰ௱̴͈̞̥́͛ͥͦ
்̞͈́͘ۼȂ༗ం̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
Ȫٚު৪൝͈۬ආȫ
ల39ૄ͈ˏȁࠈఝഩდͼϋΗȜΥΛΠমު৪͉ȂࠈఝഩდͼϋΗȜΥΛΠࠀ͈͈ࠫٚ൝ͬٚު৪൝̵࣐̭ͩͥͅ
̱̹͂͂ાࣣ͉ͅȂ൚ڂٚު৪൝̦ஜૄలˍ͍ࣜݞలˏ̳ࣜܰͥͅমࣜͬਖ਼̳̠ͥ͢Ȃ൚ڂٚު৪൝ͅచ̱ຈ
ါ̥̾ഐ୨̈́۬ආ࣐̫̞ͬͩ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
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ȪࠈఝഩდͼϋΗȜΥΛΠমު৪൝ͅచ̳ͥ࣬ۑ൝ȫ
ల39ૄ͈ːȁম͉ȂࠈఝഩდͼϋΗȜΥΛΠমު৪̦ల39ૄ͈ˎలˍࣜȂలˏࣜȁ৹̱̩͉లːࣜ৹̱̩͉ஜૄ͈ܰ
̧֑̱̞̀ͥ͂͛ͥ͂ͅȂྌ͉ٚު৪൝̦ల39ૄ͈ˎలˍࣜ৹̱̩͉లˏ̧͈֑̱̞ࣜܰ̀ͥ͂͛ͥ͂ͅ
͉Ȃ൚ࠈڂఝഩდͼϋΗȜΥΛΠমު৪ྌ͉ٚު৪൝ͅచ̱Ȃຈါ̈́ந౾̧̧͓̭̦̭̳ͬ͂ͥ͂ͬͥ́͂ͥ࣬ۑȃ
ˎȁম͉Ȃஜ͈̹̠࣐ࣜܰͥ͛ͬ࣬͢ͅͅۑຈါ̈́ࡠഽ̤̞̀ͅȂέͻσΗςϋΈȜΫΑ͈၌ဥͬૄ̱̞͂̈́́
ࠈఝഩდͼϋΗȜΥΛΠ୪ྩ͈ͬރ̫̞̀ͥ͂͛ͣͦͥઁා͈༗ࢌ৪ͅచ̱Ȃৗ࿚̱Ȃྌ͉ၳ͈া̷
͈ఈ͈ຈါ̈́ފႁ̧̦̭ͬͥ́͂ͥ͛ݥȃ
ˏȁম͉Ȃలˍ͈ࣜܰͥͬ࣬͢ͅۑ̫̹ࠈఝഩდͼϋΗȜΥΛΠমު৪ྌ͉ٚު৪൝̷̦͈࣬ͅۑਲ̥̹ͩ̈́̽
̧͉͂Ȃܰ௱̭́͛ͥ͂ͧͤ͢ͅȂ̷͈কͬນ̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ
ːȁম͉Ȃஜ͈ࣜܰͤ͢ͅນ̧̱̠̳͉͂ͥ͂͢Ȃ൚ࠈڂఝഩდͼϋΗȜΥΛΠমު৪ྌ͉ٚު৪൝ͅచ̱Ȃփ
ࡉ͓ͬͥܥٛͬဓ̢̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
Ȫਈ႒ྌ͉̹̭͈͊์คͅ߸۪͈ͥޏାȫ
ల3:ૄ! ! ਈ႒Ȫਈ୕༹Ȫგ39ා༹ၙల˒ȫలˎૄలˍ̳ࣜܰͥͅਈ႒̞̠ͬȃոئ൳̲ȃȫྌ͉̹̭͊Ȫ̹̭͊ম
ު༹Ȫგ6:ා༹ၙల79ȫలˎૄలˏ̳ܰͥͅୋ௮̹̭̞̠͊ͬȃոئ൳̲ȃ
ȫ͈์คͬު̳͂ͥ৪͉Ȃ̷͈ম
ުڰ൲̱ͅ۾ȂઁාȪ31पྚྖ͈৪̞̠ͬȃո̞̤̀ͅૄ͈̭ئ൳̲ȃȫ̦ਈ႒̭̹͍ࣔͬ͊ݞව̧̞۪͈́̈́ޏା
഼͛ͥ͂͂͜ͅͅȂࡇ̦ঔ̳ͥઁා͈֩ਈ͈ݎ͍ݞཡগ̳ͥͅ۾ঔॐͅފႁ̳͈̳ͥ͂ͥ͜ȃ
ˎȁਈ႒ྌ͉̹̭͈͊์คͬު̳͂ͥ৪Ȃ̷͈ঀဥ૽̷͈ఈ͈ਲު৪͉Ȃਈ႒ྌ͉̹̭͈͊์ค࣐̠ͬͅ൚̹͉̽̀Ȃ൚
ڂਈ႒ྌ͉̹̭͊ͬࣔව̱̠̳͂ͥ͢৪Ȫਈ႒ྌ͉̹̭͊ͬࣔව̧̳̭̦ͥ͂́ͥාႢ̜́ͥ͂ྶ̥̭̦ͣ͛ͥ͂ͅ
̧́ͥ৪ͬੰ̩ȃȫ͈ාႢͬȂාႢͬબྶ̳ͥၳ͈াͬݖ͈̓̈́ͥ͛ݥ۷എ༹༷̞̫̱̈́ͤ̈́ͣ̈́͊ͦ̈́͢ͅږȃ
ˏȁਈ႒ྌ͉̹̭͈͊ু൲์คͬܥ୭౾̱Ȃྌ͉ۯၑ̳ͥ৪Ȫষ̤̞ࣜ̀ͅȶ୭౾৪൝ȷ̞̠͂ȃ
ȫ͉Ȃઁාͥ͢ͅਈ
႒ྌ͉̹̭͈͊ু൲์ค͈ܥ၌ဥͬཡগ̳̹ͥ͛Ȃਈ႒ྌ͉̹̭͈͊ু൲์คؚͬܥඤ̷͈ఈഐୃ̈́ۯၑ̢̦࣐ͥાਫ਼
ͅ୭౾഼̳̠̫̞ͥ͛̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͢ȃ
ːȁ୭౾৪൝͉Ȃͅٸؚ୭౾̳ͥু൲์คͥ͢ͅܥਈ႒ྌ͉̹̭͈͊์คͬࡿஜˑশ̥ͣࡿࢃ22শ഼̳̠́͂ͥ͛̈́͘͢
̫̞ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ȁȁలːડȁઁා͈࠲଼̈́֗ͬஷ̷࣐̜͈̤̳ͥͦͥٺև͈ܰଷ
Ȫ૬ٸ൝͈ଷࡠȫ
ల41ૄȁ༗ࢌ৪͉ȂȂ̷͈ڠఈ͈ୃ൚̈́ၑဇ̦̜ͥાࣣͬੰ̧Ȃ૬Ȫࡿࢃ21শ̥ͣံ͈ࡿஜːশ̞̠́ͬ͘ȃ
ոئ൳̲ȃȫͅઁා̵͈͙̠̞̯́̈́͢ٸ഼̫̞͛̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ˎȁ͜૽ةȂ૬̤̫ͥͅྩȂͬݢါ̳ͥඅ༆̈́মૂ̷͈ఈ͈ୃ൚̈́ၑဇ̦̜ͥાࣣͬੰ̧Ȃ૬ͅઁාͬႲͦ
̱Ȃ൳ฺ̱Ȃྌ͉͉̞͂̓͛̀̈́ͣ̈́ȃ
Ȫ૬̠࣐ͬުאঔ୭͈͒ၛවଷࡠ൝ȫ!
ల42ૄȁ࣐ޟાྌ͉ষͅࠇ̬̜ͥ̀̽́ުא໓ഐ༹లˎૄ̳ܰͥͅުאոͥ߸͈͈͜ͅٸঔ୭ͬࠐ̳ͥא৪̷͈͍ݞయ
ၑ૽Ȃঀဥ૽̷͈ఈ͈ਲު৪͉Ȃ૬̤̞̀ͅȂ൚ڂঔ୭ͅઁාͬၛ̻ව̵͉̞ͣ̀̈́ͣ̈́ȃ
ȁ⑴

ࡢͬ୭̫̀Ȃ൚ࡢڂ̤̞̀ͅͅݖဥ౾ฺͥ͢ͅுڢإ൝̵ࣣͩ̀ͅުא̵࣐ͥͩͬظ

ȁ⑵

ࣁ͉ྌىιΘσͬൎව̳̭ͥ͂̽̀͢ͅै൲̳ͥဋܿͬܥ୭౾̱̀Ȃͅݖဋ̵̯ܿͬͥުא

ȁ⑶

୭ͬ୭̫̀Ȃͅݖδ;ςϋΈȂΫςμȜΡྌ͉ΘȜΜ̵࣐ͬͩͥުא

ȁ⑷

୭ͬ୭̫̀Ȃͅ৽ͅݖ႒ͬר။̵̯Ȃ৹̱̩͉ণಶ̵̯Ȃྌ͉ͼͅݖϋΗȜΥΛΠષ͈ૂ༭ͬר။̵̯Ȃ৹
̱̩͉ণಶ̵̯ͥঔ୭Ȫ༹܁లˎૄలˍ̳̩ࣜܰͥͅੰͬ܁ȃȫ

ˎȁஜ̳ࣜܰͥͅঔ୭ͬࠐ̳ͥא৪͉Ȃ૬ͅ൚ڂঔ୭̤̞̠࣐̀ͬͅުאાࣣ͉Ȃܰ௱̭́͛ͥ͂ͧͤ͢ͅȂ൚ڂ
ঔ୭͈ව࢛൝͈ࡉ̳̞͞ؿਫ਼ͅȂ૬̤̫ͥͅઁා͈ၛවͤͬগ̳ͥকͬນা̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
Ȫৗ̫͈ଷࡠȫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ల43ૄȁৗ༹ުאؚȪგ36ා༹ၙల269ȫలˍૄలˎ̳ࣜܰͥͅৗؚȪոئȶৗؚȷ̞̠͂ȃȫ͉Ȃઁා̥ͣ
Ȫခثબ࠴͚ͬ܄ȃȫͬৗ͉̞৾̽̀̈́ͣ̈́ͅȃ̹̺̱Ȃઁා̦༗ࢌ৪͈տు̫ͬȂྌ͉൳փͬං̹͂͛ͣͦͥ
ાࣣ͉Ȃ̭͈ࡠ̞ͤ́̈́ȃ
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Ȫࡣฃ̫൝͈ଷࡠȫ
ల44ૄȁࡣ༹ުאȪგ35ා༹ၙల219ȫలˎૄలˏ̳ࣜܰͥͅࡣȪոئȶࡣȷ̞̠͂ȃȫ͉Ȃ൳ૄలˍࣜ
̳ܰͥͅࡣȪల48ૄ̳ܰͥͅঀဥफ͙ئ൝ͬੰ̩ȃ
ȫͬઁා̥ͣฃ̞̫Ȃ৹̱̩͉์ค͈տు̫ͬȂྌ
͉ઁා̱͉̞͂۟̀̈́ͣ̈́ȃ̹̺̱Ȃઁා̦༗ࢌ৪͈տు̫ͬȂྌ͉൳փͬං̹͂͛ͣͦͥાࣣ͉Ȃ̭͈ࡠ
̞ͤ́̈́ȃ
Ȫ႒൝͈ଷࡠȫ
ల45ૄȁ͜૽ةȂटྨȂ̞̞͛̀ȂޟȂࡖژ൝͈ैဥͬခ̳ͥ႒൝́ܰ௱͈́͛ͥ͜Ȫոئȶ႒൝ȷ̞̠͂ȃȫ
ͬະ࠲̈́࿒എͅঀဥ̷̳̤̦̜̭ͥͦͥ͂ͬ̽̀Ȃઁාͅોള̱Ȃ৹̱̩͉ັ̱Ȃྌ͉ະ࠲̈́࿒എͬ̽̀͜
ઁාͅঔဥ̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
Ȫ͙̺࣐ͣ̈́և൝͈গȫ
ల46ૄȁ͜૽ةȂઁාͅచ̱͙̺࣐̀ͣ̈́ևྌ̵͉̞࣐ͩ̾̈́և̱͉̞ͬ̀̈́ͣ̈́ȃ
ˎȁ͜૽ةȂઁාͅచ̱̀ஜ͈࣐ࣜև̢ͬޗȂྌ͉ࡉ̵͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
Ȫවͦཧ൝͈গȫ
ల47ૄ!!͜૽ةȂୃ൚̈́ၑဇ̦̜ͥાࣣͬੰ̧Ȃઁාͅచ̱Ȃවͦཧྌ͉̭ͦͅ႒̳͈ͥ͜Ȫոئȶවͦཧ൝ȷ̞̠͂ȃȫ
ͬঔ̱Ȃྌ͉වͦཧ൝̫̭ͬͥ͂ͬޑါ̱Ȃۑည̱Ȃ৹̵̱̩͉̜̱͉̞̽ͭ̀̈́ͣ̈́ȃ
Ȫঀဥफ͙ئ൝͈ฃ̫൝͈গȫ
ల48ૄȁ͜૽ةȂઁා̥ͣঀဥफ͙ئ൝Ȫઁා̦֚ഽঀဥ̱̹ئྌ͉ઁා͈̺ס৹̱̩͉͏ͭෂ̞̞ͬȂઁ
ා̦̭ͦͣͅڂ൚̳ͥ͂ઠ̱̹ئȂ̺ͭ͏͉ྌסෂ͚ͬ܄ȃȫͬฃ̞̫Ȃ৹̷̱̩͉͈ค͈ݕտు̫ͬȂྌ͉
ઁා̷͈ͅค͈ݕ༷ͬત̱ٚȂ৹̷̱̩͉ͦͬคۑ̠̳ͥ͢ݕည̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
Ȫ୪ఞުྩ൝͈͒ۑည࣐և͈গȫ
ల49ૄȁ͜૽ةȂઁාͅచ̱Ȃষͅࠇ̬࣐ͥև࣐͉̞ͬ̽̀̈́ͣ̈́ȃ
ȁ⑴

໓ഐ༹లˎૄలː̳ࣜܰͥͅ୪ఞ֩൝̞̤̀ͅުאȂ͈ݖ୪ఞ̳ͬͥުྩͅਲম̳̠ͥ͢ۑည̳̭ͥ͂ȃ

ȁ⑵

໓ഐ༹లˎૄలˑ̳ࣜܰͥͅ໓௹۾Ⴒඅਂͅݖ̞̤̀ͅުא୪̳ͥުྩͅਲম̳̠ͥ͢ۑည̳̭ͥ͂ȃ

ȁ⑶ȁ໓ഐ༹లˎૄలˍࣜలˍͅڂ൚̳ͥۑ̠ͥ̈́͂͢ݖ͈ުאည̳̭ͥ͂ȃ
Ȫાਫ਼͈ރ൝͈গȫ
ల4:ૄȁ͜૽ةȂষͅࠇ̬࣐ͥև̦ઁාͅచ̱̯̀̈́ͦȂྌ͉ઁා̦̭͈࣐ͦͣև࣐̠̭ͬ͂ͬ̽̀Ȃ̷͈ાਫ਼ͬ
̱ރȂྌ̵͉̜̱͉̞̽ͭ̀̈́ͣ̈́ȃ
ȁ⑴

͙̺࣐ͣ̈́ևྌ̵͉̞࣐ͩ̾̈́և

ȁ⑵

ఱཻȂཻȂ̜͒ͭྌ̵͉̞ژसͬঀဥ̳࣐ͥև

ȁ⑶

වͦཧ൝ͬঔ̳࣐և

ȁ⑷

̩͂͊

ȁ⑸

႒൝ͬະ࠲ͅঀဥ̳࣐ͥև

ȁ⑹

͉֩ྌݎਈ

Ȫ༗ࢌ৪൝͈͒ȫ
ల51ૄȁ͜૽ةȂઁා̦ܕމȂ༼Ȃ࠵႒൝ͬਫ਼̱Ȃ৹̱̩͉ঀဥ̱Ȃྌ͉႒൝ͬະ࠲ͅঀဥ̱̞̀ͥ͂
̧͉͛ͥ͂Ȃ௸̥͞ͅ༗ࢌ৪ྌ͉ൺտ֥ȂൺছংȂ࠙ख़ۗ൝ઁා͈༞൵৹̱̩͉༗ࢌͬުྩ̱࣐̠͂̀৪ͅ
഼̳̠̫̞ͥ͛̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͢ȃ
Ȫၫު܁৪൝͈එȫ
ల52ૄȁၫ͚אͬު܁৪ȂͺΩȜΠ৹̱̩͉͚א̱̀͂ުͬۼ৪ྌ͉̭͈ͦͣۯၑ৪͉Ȃ̷͈ۯၑ̳ͥঔ୭ͬঀဥ̳ͥ
ઁා̦Ȃཕ࣐Ȃ͙̺࣐ͣ̈́ևȂ̵̞࣐ͩ̾̈́և̷͈ఈ༹႓֑̳࣐ͥͅև̱ͬȂ৹̷̱̩͉͈ͬٺ̫Ȃ৹̱̩
͉̭͈̞̦̜ͦͣ݃ͤȂྌ͉زȂ႒൝͈ະ࠲̈́ঀဥ൝͈࣐և̧̦̜͉ͥ͂͛ͥ͂Ȃ௸̥࠙͞ͅख़ۗͅඑ̫Ȃ
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ྌ͉༗ࢌ৪̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ͅȃ
ȪκȜΞσުא৪͈ୣྩ൝ȫ
ల53ૄȁκȜΞσުȪၫ̻̠͈ު܁Ȃ৽̱͂̀ু൲৬ͬ၌ဥ̳ͥ੫൳ฺͬݖచય̱͂Ḁ̑̾Ȃ৬ࡩ͂ฑঔ୭̦ྟ̱
̞̀ͥ୭ͬခ̳͈̞̠ͥͬ͜ȃȫ͚ͬא৪ȪոئȶκȜΞσުא৪ȷ̞̠͂ȃȫ͉Ȃઁා͈࠲଼̈́֗ષຈါ۪̈́ޏ
ͬஷ̠̞͈̭̳̈́͂ͥ͢ٺȂ̷͈୭౾ાਫ਼ྌ͉࠺ಃȂۭโ႒൝͈փੴȂࠁఠ൝̞̾̀ͅඅ༆͈փ̱̫ͬ̈́ͦ͊̈́ͣ
̞̈́ȃ
ˎȁম͉Ȃஜ͈ࣜ୭౾ાਫ਼ྌ͉࠺ಃȂۭโ႒൝͈փੴȂࠁఠ൝̦ઁා͈࠲଼̈́֗ષຈါ۪̈́ͬޏಠ̱̩ஷ̳ͥٺ
̷̧̤̦̜͉ͦͥ͂͛ͥ͂Ȃ౷֖ਯྦྷ͈փࡉͬఄਹ̱ȂκȜΞσުא৪ͅచ̱̀ഐ୨̈́ந౾̴࣒̠̭ͬͥ͂ͥ͛͢ݥ
̧̦́ͥȃ
Ȫ࣐੩ಿ࣐և͈গȫ
ల54ૄȁ͜૽ةȂઁාͅచ̱Ȃষͅࠇ̬࣐ͥև࣐̠̠ͬ͢ۑည̱Ȃ̜̤ͤȂ̷̷͈̥̱Ȃ৹̱̩͉ޑါ̱Ȃྌ͉̭ͦͣ
͈࣐և̵࣐ͬͩͥ࿒എͬ̽̀͜߄̷͈ఈ़͈ॲષ͈၌͉ྌף༒ܽͬރဓ̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
ȁ⑴

ల4:ૄలˍྌ͉లˎ̳࣐ܰͥͅև

ȁ⑵

ల4:ૄలː̥ͣల˒̳࣐́ܰͥ͘ͅևྌ͉ز

ȁ⑶

ཕ࣐ȂੱٺȂޞทȂڭޔȂघ݁Ȃ୮ൔȂޑൔȂܕఅٟȂఫ༛ྌ͉۬

ȁ⑷

ވ൳ͥ͢ͅཕ࣐և

ˎȁ͜૽ةȂઁා̦࣐̠ஜࣜܰͅڎ̳࣐ͥևȪల4:ૄల˒̳࣐ܰͥͅև̩ੰͬز͍ݞȃոئȶಠ̱̞࣐ȷ
̞̠͂ȃ
ȫͬယ̳̭ͥ͂ྌ͉ઁා̦࣐̠ಠ̱̞࣐ͅ۾Ⴒ̳͈ٜͥࠨ৹̱̩͉գ࣐̠ͬྩ̭̳ͬ͂ͥރ
͈చੲ̱͂̀Ȃ߄̷͈ఈ़͈ॲષ͈၌ރ͈ףဓͬါ̱ݥȂྌ͉̫͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
ˏȁ͜૽ةȂઁාͬࢹ଼֥͈໐ྌ͉֚໐̳͂ͥਬ౬̜́̽̀Ȃಠ̱̞࣐࣐̠͈ͬ͜Ȫոئȶ࣐ਬ౬ȷ̞̠͂ȃȫ
଼̱ͬࠫȂྌ͉ঐ൵̱Ȃ৹̱̩͉׳੩̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
ːȁ͜૽ةȂઁාͅచ̱Ȃ࣐ਬ౬ͅحව̳̭ͥ͂ͬۑည̱Ȃ৹̱̩͉ޑါ̱Ȃྌ͉࣐ਬ౬̥ͣప̳̭ͥ͂ͬཐٺ
̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
ˑȁ͜૽ةȂઁාͅచ̱Ȃ࣐ਬ౬̥ͣప̵̯̞̭̈́͂ͬ࿒എ̱͂̀Ȃྌ͉ప̳̭ͥ͂ͬယ̳ͥచੲ̱͂̀Ȃ߄
̷͈ఈ़͈ॲષ͈၌ރ͈ףဓͬါ̱ݥȂྌ͉̫͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
Ȫ၌ဥȜΡ൝͈์ค൝͈ଷࡠȫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ల55ૄȁ͜૽ةȂઁාͅచ̱Ȃ၌ဥȜΡ൝ͬ์ค̱Ȃ๐ື̱Ȃ̱۟Ȃ௭ဓ̱Ȃ৹̱̩͉̱ັ̫Ȃྌ͉၌ဥૂ༭ͬ
̞͉̱̈́ͣ̈́̀ރȃ
Ȫু൲์ค͈͒ܥ၌ဥȜΡ൝͈ਓො൝͈ଷࡠȫ
ల56ૄȁ͜૽ةȂ༹႓ͤ͢ͅઁා͈ၛව̦ͤগ̯̞ͦ̀ͥાਫ਼ͬੰ̧Ȃু൲์คͅܥ၌ဥȜΡ൝ͬਓො̱Ȃྌ͉၌
ဥૂ༭ͬܥރ၌ဥૂ༭ͬે̧ͥ́ރఠ̱͉̞̀̈́ͣ̈́ͅȃ
Ȫ၌ဥȜΡ൝ু൲์คܥ൝ͥ͢ͅ์ค൝͈එȫ
ల57ૄȁু൲์คͤ͢ͅܥ၌ဥȜΡ൝ͬ์ค̱Ȃྌ͉၌ဥૂ༭ͤ͢ͅܥރ၌ဥૂ༭̳̠̱ͬͥ͂͢ރ৪͉Ȃ์คྌ
͉ٳͬރই̱̠̳͂ͥ͢Ȫ൚ুڂ൲์ค͉ྌܥ၌ဥૂ༭ܥރȪոئȶ၌ဥȜΡ൝ু൲์คܥ൝ȷ̞̠͂ȃȫ͈
୭౾ાਫ਼ͬ་ࢵ̱̀์คྌ͉ٳͬރই̱̠̳͚͂ͥͬ͢܄ȃȫ͈26ஜ́͘ͅȂ၌ဥȜΡ൝ু൲์คܥ൝̮͂ͅȂ
հտ֥ٛܰ௱̭́͛ͥ͂ͧͤ͢ͅȂষͅࠇ̬ͥম߲ࣜͬ෯ࡇհտ֥ٛȪոئȶհտ֥ٛȷ̞̠͂ȃȫͅඑ̫
̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ȁ⑴

ু൲์คͥ͢ͅܥ၌ဥȜΡ൝͈์คྌ͉၌ဥૂ༭ͥ͢ͅܥރ၌ဥૂ༭͈̳ͥ͂ުͬރ৪͈ঙྴྌ͉ྴઠ͍ݞ
ਯਫ਼༹͍ͅ૽̜͉̽̀ͅȂ̷͈యນ৪͈ঙྴ͍ݞਯਫ਼

ȁ⑵

၌ဥȜΡ൝ু൲์คܥ൝͈୭౾ાਫ਼

ȁ⑶

၌ဥȜΡ൝ু൲์คܥ൝͈ܥਅ͍ݞୋ௮๔

ȁ⑷

ু൲์คͥ͢ͅܥ၌ဥȜΡ൝͈์คྌ͉၌ဥૂ༭ͥ͢ͅܥރ၌ဥૂ༭͈ٳͬރই̱̠̳͂ͥ͢

ȁ⑸ȁু൲์คͤ͢ͅܥ၌ဥȜΡ൝ͬ์ค̱Ȃྌ͉၌ဥૂ༭ͤ͢ͅܥރ၌ဥૂ༭̳̠̱ͬͥ͂͢ރ৪̦Ξτγϋ·
ρήު͚ͬא৪ո͈ٸ৪̜́ͥાࣣ͉Ȃ൚ڂ၌ဥȜΡ൝ু൲์คܥ൝ͤ͢ͅ์ค̯̹ͦ၌ဥȜΡ൝ܱͅश̯̹ͦ

− 139 −

၌ဥૂ༭ྌ͉̹̯ͦރ၌ဥૂ༭ͤ͢ͅྩ͈ͬރ̧̫̭̦ͥ͂́ͥΞτγϋ·ρήު͚ͬא৪͈ঙྴྌ͉ྴઠ
͍ݞਯਫ਼༹͍ͅ૽̜͉̽̀ͅȂ̷͈యນ৪͈ঙྴ͍ݞਯਫ਼
ȁ⑹ȁ̷͈ఈհտ֥ٛܰ௱́͛ͥমࣜ
ˎȁஜ͈ࣜܰͥ͢ͅඑ̱̹ͬ৪͉Ȃ൳̬ࣜͥࠇͅڎমࣜȪ൳ࣜలˎͅࠇ̬ͥমࣜͬੰ̩ȃȫͅ་ࢵ̧̦̜̹̽͂
͉Ȃ̷͈་ࢵ͈̥ͣ26ոඤͅȂհտ֥ٛܰ௱̭́͛ͥ͂ͧͤ͢ͅȂ̷͈কͬհտ֥ٛͅඑ̫̫̈́ͦ͊̈́ͣ
̞̈́ȃ
ˏȁలˍ͈ࣜܰͥ͢ͅඑ̱̹ͬ৪͉Ȃু൲์คͥ͢ͅܥ၌ဥȜΡ൝͈์คྌ͉၌ဥૂ༭ͥ͢ͅܥރ၌ဥૂ༭͈
ͬރগ̧̱̹͉͂Ȃ̷͈গ͈̥ͣ26ոඤͅȂհտ֥ٛܰ௱̭́͛ͥ͂ͧͤ͢ͅȂ̷͈কͬհտ֥ٛͅඑ
̫̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ȁȁలˑડȁ߲෯ࡇઁා࠲଼֗ૣ݈ٛ
Ȫ୭౾ȫ
ల58ૄȁম͈ন࿚ͅ؊̲̀Ȃઁා͈࠲଼̳̈́֗ͥͅ۾ࣣഎ̈́ঔॐ͈ၛմ̧̾ͅຈါ̈́ਹါম͍ࣜͅల22ૄȂల
24ૄలˎࣜȂల25ૄలˎࣜȂల27ૄలˎ͍ࣜݞల38ૄలˎ̳ࣜܰͥͅমࣜͬऔૣ̵݈̯̹ͥ͛Ȃম້͈௺͂۾ܥ
̱̀Ȃ߲෯ࡇઁා࠲଼֗ૣ݈ٛȪոئȶૣ݈ٛȷ̞̠͂ȃȫͬ౾̩ȃ
ˎȁૣ݈͉ٛȂஜ̳ࣜܰͥͅম̱ࣜͅ۾Ȃমͅփࡉ̧͓̭̦ͬͥ͂́ͥȃ
Ȫழ൝ȫ
ల59ૄȁૣ݈͉ٛȂম̦හྵ̳ͥտ֥31૽ոඤͬ̽̀͜ழ̳ͥȃ
ˎȁտ֥͈හ͉ܢȂˎා̳͂ͥȃ̹̺̱Ȃ༞͈ࠧտ֥͈හ͉ܢȂஜහ৪͈ॼහ̳ͥ͂ۼܢȃ
ˏȁտ֥͉Ȃठහ̧̯̭̦ͦͥ͂́ͥȃ
ːȁૣ݈ٛͅȂஜૄ̳ܰͥͅমྩͬઊ̵̯̹ͥ͛Ȃ໐ٛͬ౾̧̩̭̦͂́ͥȃ
ల5:ૄȁஜˎૄ̳͈͈͕̥ܰͥ͜ͅȂૣ݈͈ٛழ̱۾ͅא͍ݞຈါ̈́ম͉ࣜȂܰ௱́͛ͥȃ
ȁȁల˒ડȁॠȁ௱
Ȫၛවऔ൝ȫ
ల61ૄȁ࠙ख़ۗȪઁා࠙ख़༞൵֥͚ͬ܄ȃ
ȫྌ͉ম͈ঐ̱̹֥͉Ȃ̭͈ૄ႕͈ঔ͈̹͛ຈါ̧̦̜ͥ͂͛ͥ͂
͉Ȃުאশۼಎষͅࠇ̬ͥાਫ਼ͅၛ̻ව̽̀औ࣐̞ͬȂ߸۾৪ͅచ̱̀ৗ࿚̱Ȃྌ͉ၳ̧͈̦̭ͬͥ́͂ͥ͛ݥȃ
ȁ⑴

࣐ޟા

ȁ⑵

႒͈์คު৹̱̩͉ັުྌ͉̦ͭߓ႒͈์คު࣐̠ͬުאਫ਼

ȁ⑶

႒৹̱̩͉̦ͭߓ႒͈ু൲์คܥ൝ྌ͉၌ဥȜΡ൝ু൲์คܥ൝͈୭౾ાਫ਼

ȁ⑷

ࢩ͈࣬ࢩ࣬৽ྌ͉ۯၑ৪͈ުאਫ਼

ȁ⑸

ࠈఝഩდͼϋΗȜΥΛΠমު৪͍ݞٚު৪൝͈ުאਫ਼Ȃমྩਫ̷਼͈ఈ͈মުા

ȁ⑹

ਈ႒ྌ͉̹̭͈͊์คު࣐̠ͬުאਫ਼͍ݞਈ႒ྌ͉̹̭͈͊ু൲์ค͈ܥ୭౾ાਫ਼

ȁ⑺

ల42ૄలˍࣜުא̠࣐ͬުא̬ͥࠇͅڎਫ਼

ȁ⑻

ৗؚ৹̱̩͉ࡣ͈ުאਫ਼Ȃ֩ഝྌ͉ݎಋഝ

ȁ⑼

႒൝ྌ͉ئ͈์คު࣐̠ͬުאਫ਼

ȁ⑽

වͦཧ൝ͬঔ̳ުא̠࣐ͬުאਫ਼

ȁ⑾

ၫ͉ྌު܁ͺΩȜΠ৹̱̩͉̳ͥ͂ުͬۼ৪͈ުאਫ਼ྌ̷͉͈ۯၑ̳ͥমުঔ୭

ˎȁஜ͈ࣜܰͤ͢ͅၛවऔྌ͉ৗ࿚̳ͬͥ৪͉Ȃ̷͈ͬা̳બྶͬ߸۾৪ͅা̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ˏȁలˍ͈ࣜܰͥ͢ͅၛවऔȂৗ࿚ྌ͉ၳ͈͈ါ͉ݥȂຈါडࡠഽ̤̞࣐̠͈̜̀́̽̀͜ͅȂ߸۾৪͈ୃ
ુ̈́ުྩ͙̺ͬͤͅཐ̬͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
ːȁలˍ͈ࣜܰͥ͢ͅၛවऔȂৗ࿚ྌ͉ၳ͈͈ါ͉ࡠࡀ͈ݥȂๆऻைऔ͈̹̹͈ٜ͛͛ͣͦ͂͜ͅ৷̱͉̀
̞̈́ͣ̈́ȃ
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ల62ૄȁॉੰ
Ȫտහȫ
ల63ૄȁ̭͈ૄ႕͈͈͕̥͛ͥ͜ͅȂ̭͈ૄ႕͈ঔ࣐̱ͅ۾ຈါ̈́ম͉ࣜȂܰ௱́͛ͥȃ
ȁȁల˓ડȁัȁ௱
Ȫั௱ȫ
ల64ૄȁల46ૄలˍࣜྌ͉లˎ͈֑̱̹ࣜܰͅ৪͉Ȃˎාո͈ئಮྌ͉211ྔոͅ߄ั͈ئੜ̳ͥȃ
ల65ૄȁষ͈ڂ̴̥̞͈ͦͅڎ൚̳ͥ৪͉Ȃˍාո͈ئಮྌ͉61ྔոͅ߄ั͈ئੜ̳ͥȃ
ȁ⑴

ల47ૄ͈֑̱̹ܰͅ৪

ȁ⑵

ల4:ૄ͈֑̱ܰ̀ͅȂ൳ૄలˍ̥ͣలˏ́͘ͅࠇ̬࣐ͥև̳ͬͥાਫ਼̱ͬރȂྌ̵͉̜̱̹̽ͭ৪

ȁ⑶

ల54ૄలˍ͈֑̱ࣜܰ̀ͅȂ൳ࣜలˍȂలˏྌ͉లːͅࠇ̬࣐ͥև࣐̠̠ͬ͢ۑည̱Ȃ̜̤ͤȂ̷̷͈
̥̱Ȃ৹̱̩͉ޑါ̱Ȃྌ͉̭͈࣐ͦͣև̵࣐ͬͩͥ࿒എͬ̽̀͜߄̷͈ఈ़͈ॲષ͈၌͉ྌף༒ܽͬރဓ̱̹৪

ȁ⑷

ల54ૄలˎࣜྌ͉లˏ͈֑̱̹ࣜܰͅ৪

ల66ૄȁষ͈ڂ̴̥̞͈ͦͅڎ൚̳ͥ৪͉Ȃ˒ո͈ئಮྌ͉61ྔոͅ߄ั͈ئੜ̳ͥȃ
ȁ⑴

ુਠ̱͂̀ల33ૄలˍ͈֑̱̹ࣜܰͅ৪

ȁ⑵

ల35ૄలˏ͈֑̱̹ࣜܰͅ৪

ȁ⑶

ల54ૄలːࣜྌ͉లˑ͈֑̱̹ࣜܰͅ৪

ల67ૄȁষ͈ڂ̴̥̞͈ͦͅڎ൚̳ͥ৪͉Ȃ61ྔոͅ߄ั͈ئੜ̳ͥȃ
ȁ⑴

ల32ૄలˍ͈֑̱ࣜܰ̀ͅȂඑ̵̴ͬȂྌ͉͈ܺݹඑ̱̹ͬ৪

ȁ⑵

ల34ૄలˎ͈֑̱̹ࣜܰͅ৪

ȁ⑶

ల45ૄ͈֑̱̹ܰͅ৪

ȁ⑷

ల4:ૄ͈֑̱ܰ̀ͅȂ൳ૄలː̥ͣల˒́͘ͅࠇ̬࣐ͥև̳ͬͥાਫ਼̱ͬރȂྌ̵͉̜̱̹̽ͭ৪

ȁ⑸

ల54ૄలˍ͈֑̱ࣜܰ̀ͅȂ൳ࣜలˎͅࠇ̬࣐ͥև࣐̠̠ͬ͢ۑည̱Ȃ̜̤ͤȂ̷̷͈̥̱Ȃ৹̱̩͉ޑါ
̱Ȃྌ͉̭͈࣐ͦͣև̵࣐ͬͩͥ࿒എͬ̽̀͜߄̷͈ఈ़͈ॲષ͈၌͉ྌף༒ܽͬރဓ̱̹৪

ల68ૄȁষ͈ڂ̴̥̞͈ͦͅڎ൚̳ͥ৪͉Ȃ41ྔոͅ߄ั͈ئੜ̳ͥȃ
ȁ⑴

ల25ૄలː͈֑̱̹ࣜܰͅ৪

ȁ⑵

ల26ૄలː͈ࣜܰͥ͢ͅম͈ྵ႓֑̱̹ͅ৪

ȁ⑶

ల27ૄలː͈֑̱̹ࣜܰͅ৪

ȁ⑷

ల33ૄలˍࣜྌ͉లˎ͈֑̱̹ࣜܰͅ৪

ȁ⑸

ల38ૄలˑ͈ࣜܰͥ͢ͅম͈ྵ႓֑̱̹ͅ৪

ȁ⑹

ల41ૄలˎ͈֑̱̹ࣜܰͅ৪

ȁ⑺

ల42ૄలˍ͈֑̱̹ࣜܰͅ৪

ȁ⑻

ల44ૄ͈֑̱̹ܰͅ৪

ȁ⑼

ల48ૄ͈֑̱̹ܰͅ৪

ȁ⑽

ల49ૄ͈֑̱̹ܰͅ৪

ల69ૄȁষ͈ڂ̴̥̞͈ͦͅڎ൚̳ͥ৪͉Ȃ31ྔոͅ߄ั͈ئੜ̳ͥȃ
ȁ⑴

ల31ૄలˍ͈֑̱̹ࣜܰͅ৪

ȁ⑵

ల37ૄలː͈ࣜܰͥ͢ͅম͈ྵ႓֑̱̹ͅ৪

ȁ⑶

ల55ૄ͈֑̱̹ܰͅ৪

ȁ⑷

ల56ૄ͈֑̱̹ܰͅ৪

ȁ⑸

ల57ૄలˍ͈֑̱ࣜܰ̀ͅȂඑ̵̴ͬȂྌ͉͈ܺݹඑ̱̹ͬ৪
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ల6:ૄȁষ͈ڂ̴̥̞͈ͦͅڎ൚̳ͥ৪͉Ȃ21ྔոͅ߄ั͈ئੜ̳ͥȃ
ȁ⑴

ల24ૄలːࣜྌ͉లˑ͈֑̱̹ࣜܰͅ৪

ȁ⑵

ల32ૄలˎ͈֑̱ࣜܰ̀ͅȂඑ̵̴ͬȂྌ͉͈ܺݹඑ̱̹ͬ৪

ȁ⑶

ల32ૄలː͈֑̱̹ࣜܰͅ৪

ȁ⑷

ల42ૄలˎ͈֑̱̹ࣜܰͅ৪

ȁ⑸

ల43ૄ͈֑̱̹ܰͅ৪

ȁ⑹

ల57ૄలˎ͈֑̱ࣜܰ̀ͅȂඑ̵̴ͬȂྌ͉͈ܺݹඑ̱̹ͬ৪

ȁ⑺

ల61ૄలˍ͈ࣜܰͥ͢ͅၛවऔ͙ͬݵȂཐ̬Ȃ৹̱̩͉ܝ̱Ȃ൳͈ࣜܰͥ͢ͅৗ࿚ͅచ̱̀൞༕͙ͬݵȂ

৹̱̩͉͈ܺݹ൞༕̱ͬȂྌ͉൳͈ࣜܰͥ͢ͅၳ͈͙ͬݵȂ৹̱̩͉͈ܺݹၳ̱̹ͬ৪
ల71ૄȁల24ૄలˑࣜȂల25ૄలːࣜȂల27ૄలːࣜȂల41ૄలˎࣜȂల42ૄలˍࣜȂల43ૄȂల44ૄȂల45ૄȂల46ૄȂ
ల47ૄȂల48ૄȂల49ૄȂల4:ૄȂల54ૄྌ͉ల55ૄ͈֑̱̹ܰͅ৪͉Ȃ൚ઁڂා͈ාႢ̞̭ͬͣ̈́͂ͬၑဇ
̱͂̀Ȃల64ૄ̥ͣஜૄ͈́ܰͥ͘͢ͅੜัͬ྾̧̭͉̞ͦͥ͂́̈́ȃ̹̺̱Ȃ൚ઁڂා͈ාႢ̞̭ͬͣ̈́͂ͅ
ً̧̞̦̞͉̾̀̈́͂Ȃ̭͈ࡠ̞ͤ́̈́ȃ
Ȫၰัܰȫ
ల72ૄȁ༹૽͈యນ৪ྌ༹͉૽৹̱̩͉૽͈యၑ૽Ȃঀဥ૽̷͈ఈ͈ਲު৪̦Ȃ̷༹͈૽ྌ͉૽͈ުྩ̱ͅ۾Ȃల64ૄ̥
ͣల6:ૄ͈֑࣐́͘և̧̱̹͉ͬ͂Ȃ̷͈࣐և৪ͬั̳͕̥ͥȂ̷༹͈૽ྌ͉૽ͅచ̱̳̀ͥ͜شͬߺ߄ั͈ૄུڎȃ
Ȫ྾ୣܰȫ
ల73ૄȁ̭͈ૄ႕֑̳࣐ͥͅև̱̹ͬ৪̦ઁා̧̜͉́ͥ͂Ȃ̭͈ૄ႕͈ั௱͉Ȃ൚ઁڂාͅచ̱͉̀ഐဥ̱̞̈́ȃ
ȁȁ້ȁ௱
Ȫঔ࣐ܢȫ
ˍȁ̭͈ૄ႕͉Ȃ଼2:ා21ˍ̥ͣঔ࣐̳ͥȃ
Ȫࠐًந౾ȫ
ˎȁ̭͈ૄ႕͈ঔ࣐͈ष້࡛ͅ௱లˑ͈ࣜܰͥ͢ͅ٨ୃஜ͈࣐ૄ̳ͥ۾ͅ۾ܥ௺້͈۾ܥ႕Ȫგ39ා߲෯ࡇૄ႕ల
64ȫ͈ܰͤ͢ͅ౾̥̹߲ͦ෯ࡇઁා༗ࢌ଼֗ૣ݈͉ٛȂ٨ୃࢃ͈߲෯ࡇઁා࠲଼֗ૄ႕Ȫոئȶ٨ୃࢃ͈ૄ
႕ȷ̞̠͂ȃȫల58ૄ͈ܰͤ͢ͅ౾̩߲෯ࡇઁා࠲଼֗ૣ݈ٛ͂̈́ͤȂ൳֚ͬ̽̀͜ం̳͈̳ͥ͂ͥ͜ȃ
ˏȁ̭͈ૄ႕͈ঔ࣐ஜͅ٨ୃஜ͈߲෯ࡇઁා༗ࢌ଼֗ૄ႕͈̯̹ܰͤͦ͢ͅঐ൝͈ੜྌ͉එ̷͈ఈ͈࣐և͉Ȃ
̷̸ͦͦ٨ୃࢃ͈ૄ႕͈൚̯̹͈͙̳ܰͤͦ͂̈́͢͜ͅȃ
ːȁ̭͈ૄ႕͈ঔ࣐ஜ̱̹࣐ͅևͅచ̳ͥั௱͈ഐဥ̞͉̾̀ͅȂ̤̈́ਲஜ͈႕ͥ͢ͅȃ
Ȫ࣐ૄ̳ͥ۾ͅ۾ܥ௺້͈۾ܥ႕͈֚໐٨ୃȫ
ˑȁ࣐ૄ̳ͥ۾ͅ۾ܥ௺້͈۾ܥ႕͈֚໐ͬষ͈̠͢ͅ٨ୃ̳ͥȃ
ȁȁȪষ͈̠͢ၞȫ
Ȫ߲෯ࡇম͈ࡀࡠͅ௺̳ͥমྩ͈ੜၑ͈අ႕ͅૄ̳ͥ۾႕͈֚໐٨ୃȫ
˒ȁ߲෯ࡇম͈ࡀࡠͅ௺̳ͥমྩ͈ੜၑ͈අ႕ͅૄ̳ͥ۾႕Ȫ଼22ා߲෯ࡇૄ႕ల54ȫ͈֚໐ͬষ͈̠͢ͅ٨ୃ̳ͥȃ
ȁȁȪষ͈̠͢ၞȫ
ȁȁ້ȁ௱Ȫ଼34ා˒28ૄ႕ల49ȫ
Ȫঔ࣐ܢȫ
ˍȁ̭͈ૄ႕͉Ȃ଼35ාˍˍ̥ͣঔ࣐̳ͥȃ
ȁȁ້ȁ௱Ȫ଼39ාˏ3:ૄ႕ల47ȫ
Ȫঔ࣐ܢȫ
ˍȁ̭͈ૄ႕ಎల62ૄ͈٨ୃ͍ܰݞষ଼͈͉ࣜܰ39ාːˍ̥ͣȂల49ૄలˍ͍ݞలˏ͈٨ୃ້͍ܰͅ
௱లˏ͈͉ࣜܰ൳ා˒34̥ͣঔ࣐̳ͥȃ
Ȫࠐًந౾ȫ
ˎȁల62ૄ͈٨ୃ͈ܰঔ࣐͈ஜ࣐̹߲ͩͦͅ෯ࡇઁා࠲଼֗ૄ႕ల24ૄలˎࣜȂల25ૄలˎࣜȂల27ૄలˎࣜྌ
͉ల38ૄలˎ͈ࣜܰͥ͢ͅঐ̞͉̾̀ͅȂ٨ୃஜ͈ల62ૄ͈͉ܰȂ̷̤͈̈́࢘ႁͬခ̳ͥȃ̭͈ાࣣ̤̞̀ͅȂ
൳ૄಎȶ࣐ଽະૣऔ༹ȷ̜͈͉͂ͥȂȶ࣐ଽະૣऔ༹Ȫ଼37ා༹ၙల79ȫ້௱లˏૄ͈̤ܰͤ̈́͢ͅਲஜ͈
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႕̭̯࣐ͥ͂͂ͦͥ͢ͅଽະૣऔ༹ȷ̳͂ͥȃ
ȁˏȁల49ૄలˍ͍ݞలˏ͈٨ୃ͈ܰঔ࣐͈ஜ̱̹࣐ͅևͅచ̳ͥั௱͈ഐဥ̞͉̾̀ͅȂ̤̈́ਲஜ͈႕ͥ͢ͅȃ
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ɛȁঊރȆ৹৪଼֗׳ଔૺఱࣇȪඤຸڝȫȺٽါȻ
Ȫȶঊ̓͜Ȇ৹৪଼֗׳ଔૺ༹లˏૄȷ̧̿ͅܖȂঊރȆ৹৪଼֗׳ঔॐུͅܖ̳ͥ۾എ༷̈́ૻ൝̞͈̾̀͛ͥ͜ͅȫ

ˍȁ࿒ঐ̳উ
ȁȶঊ̓͜Ȇ৹৪Ϋΐοϋȷ͈ॐ̥ͣˑා̦ࠐً̳̭̥ͥ͂ͣ૧̹̈́ఱࣇͬॐ̳̹ͥ͛Ȃঊ̓͜Ȇ৹৪଼֗׳
ଔૺതȆບث݈ٛ൝ͬ൩̢͘Ȃࣣഎ̈́ࡉ౷̥ͣ൦Ȇା̱Ȃ଼39ාˎ˕ͅ૧̹̈́ȶঊރȆ৹৪଼֗ଔૺ
ఱࣇȷ̦ॐ̯̹ͦȃ̭̭͉́Ȃ͈̀ঊރȆ৹৪̦ুఄۜૂ͞ুࡨ͙࣊ۜͬ֗Ȃুࡨͬږၛ̱Ȃ২͈ٛ͂ͤͩ۾
ͬু̱ژȂ২ٛഎͅুၛ̱̹ࡢ૽̱͂̀࠲଼̥͞ͅಿ̳ͥ͂͂͜ͅȂఉအ̈́ఈ৪͂ފ൱̱̦̈́ͣྶ̞ͥྚြͬ୨ͤఽ
̩̭̦̞͂ͥ̀ͦͣ͛ݥȃ

ˎȁ࡛ે͂هఴ
ȁزȂ౷֖২ٛȂૂ༭۪ޏȂࡹဥ
ɦهఴ͈ໝࣣȆໝॠȇࣾඳͬ༴̢̞̀ͥঊރȆ৹৪̞̾̀ͅȂঊ͈ރຫࣾȂൺݘఞȂ̞̲͛Ȃະഴࢷ൝͈࿚ఴ͉
ࡽ̞ࣣ̱ͅޣגȂໝࣣȆໝॠͬခ̱̞̭̦̀ͥ͂ࡐहا

ˏȁུܖ࿒ດ
ȁ͈̀ঊރȆ৹৪̦࠲଼̥͞ͅಿ̱Ȃ͈̀৹৪̦ুၛȆڰ̧́ͥ২͈࡛ٛͬ࿒ঐ̳

ɛུܖഎ༷̈́ૻˍȁ ͈̀ঊރȆ৹৪͈࠲଼̥̈́֗͞ !
ɡུܖഎ̈́ڰਠ଼ࠁ͈ȂڠႁȆఘႁ͈࢜ષȂܰํփে͞এ̞͈͈ͤ͞ᙐူ
ɡȆఘ͈࠲ࢫ̱ͬȂুͣࣉ̢ুͣͬͥႁ଼͈֗
ɡ౷֖͈ૂͬ൩̢̹͘ȂঊރȆ৹৪଼̳֗ͥ۾ͅ׳ௗ࢛͈ା௯ૺ

țུܖഎ༷̈́ૻˎȁ ࣾඳͬခ̳ͥঊރȆ৹৪̷͈͞ز͈ ׳ȁ
ɡාႢٴ́ഷ୨̵̯̞ͦ̈́ਸ͈ΥΛΠχȜ·͍ݞఉ̦۾ܥခܥഎͅႲࠈ̱̹͈؍ΥΛΠχȜ·͈ࢹಃ̲̹ͬ׳
ɡز൝̧̳࢜ͥͅ׳ͺ;ΠςȜΙȪང࿚׳ȫ͈ਰ
ɡঊ͈ރຫࣾచॐȂൺݘఞཡগచॐ͈اޑ

țུܖഎ༷̈́ૻˏ!! ঊރȆ৹৪଼͈ಿ͈̹͈͛২۪͈ٛޏା
ɡ౷֖൝́ঔ̯ͦͥڎਅ͈ఘࡑȆၠڰ൲͈ਰ
ɡͼϋΗȜΥΛΠ͈̈́௸ݢຽͬݞ൩̢̹͘ૂ༭͈ܿഐ୨̈́၌ဥ

țུܖഎ༷̈́ૻːȁ ঊރȆ৹৪଼͈ಿ̢̞͈ͬͥူ଼
ɡۗྦྷႲࠈͥ͢ͅ౷֖̤̫ͥͅވ੩ܥෝ͈ਰ
ɡࣣഎ̈́ࡉͬခ̳ͥȜΟͻΥȜΗȜ͈ူ଼

ɛུܖഎ༷̈́ૻˑȁ ௮എ̈́ྚြͬ୨ͤఽ̩ঊރȆ৹৪͈؊! ׳
ɡΈυȜΨσ૽ऺȂ଼͈֗ऺ૽ܿڠش
ɡૂ༭͈ܿૺͅاഐ؊̱Ȃڰဥ̧́ͥ૽ऺ଼͈֗
ɡ౷֖̩̿ͤ́ڰ̳ͥ৹৪͈؊׳
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