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》そくおちあうしみかす つ たちけそいちかてかせけかす けせおとさぬけそせ-
せそこ すとしへてけうあちさけ El’Chef, さそてそちあみ たそくうそしけて ちか-
あしけくそうあてへ うつか つたそつそいふ たちけえそてそうしかせけみ たけはけ, 
けつたそしへくとかすふか う くおそちそうそす たけてあせけけ, せか てちかいとみ 
つたかぬけあしへせふに くせあせけこ け せあうふさそう, あ かむ ほさつたしと-
あてあぬけみ おそつてあうけて うあす せかつそすせかせせそか とおそうそしへ-
つてうけか.

》ちかきおか ねかす けつたそしへくそうあてへ ほてそて ほしかさてちそたちけ-
いそち, たそきあしとこつてあ, うせけすあてかしへせそ そくせあさそすへてかつへ 
つ けせつてちとさぬけかこ たそ ほさつたしとあてあぬけけ. 
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• 』そねかてあせけか けせおとさぬけそせせそえそ せあえちかうあてかしへせそ-
えそ ほしかすかせてあ け うふつそさそえそ おあうしかせけみ そいかつたかねけて 
たちけえそてそうしかせけか いしまおあ う すあさつけすあしへせそ さそちそて-
さけか つちそさけ, たちけ ほてそす つそにちあせみみ かえそ たそしかくせふか 
つうそこつてうあ け おかしあみ うさとつ せあつふはかせせふす.
• 〉あしけねけか つとたかちつそうちかすかせせそえそ さそすたへまてか-
ちけくけちそうあせせそえそ すそおとしみ, そつとはかつてうしみまはかえそ 
てそねせふこ さそせてちそしへ せあお ちあいそてそこ とつてちそこつてうあ.
• 『かきけす ぃかな-たそうあち, う さそてそちそす すそきせそ たちけ-
えそてそうけてへ たちあさてけねかつさけ しまいそか いしまおそ, つあすそつてそ-
みてかしへせそ うあちへけちとみ うちかすみ け てかすたかちあてとちと たちけえそ-
てそうしかせけみ.
• ‒とせさぬけみ «╈そしそつそうそこ たそすそはせけさ» たそすそ-
きかて うあす いかく てちとおあ そつうそけてへ すとしへてけうあちさと. 《せ 
つ ちあおそつてへま たそおつさあきかて たそつしかおそうあてかしへせそつてへ 
とたちあうしかせけみ たちそえちあすすそこ, つそそいはけて そ えそてそうせそ-
つてけ いしまおあ けしけ つうそかうちかすかせせそす おそいあうしかせけけ 
けせえちかおけかせてそう. 《てしけねせふこ ちかくとしへてあて け さそすなそちて-
せそか けつたそしへくそうあせけか おあきか たちけ たかちうそす くせあさそす-
つてうか つ たちけいそちそす! 
• 【ちけ あうてそすあてけねかつさけか たちそえちあすすふ おしみ うふいそ-
ちあ つてかたかせけ えそてそうせそつてけ さちとた (すみえさあみ, ついあしあせ-
つけちそうあせせあみ け ちあつつふたねあてあみ).
• 9-つしそこせあみ つてちとさてとちあ ねあのけ おしみ たちけえそてそう-
しかせけみ つ あしすあくせふす せあたふしかせけかす, とつてそこねけうふす 
さ すかにあせけねかつさけす たそうちかきおかせけみす け とおそいせふすけ 
ちとねさあすけ. 
• 』かせつそちせあみ たあせかしへ とたちあうしかせけみ.
• 》あちそうそこ さしあたあせ とせけさあしへせそこ さそせつてちとさぬけけ 
おしみ なけしへてちあぬけけ け たしあうせそえそ うふたとつさあ たあちあ.
• ゅせかちえそついかちかえあまはけこ ちかきけす.
• ‒とせさぬけみ つあすそそねけつてさけ.
• ‒とせさぬけみ たちけえそてそうしかせけみ さ くあおあせせそすと うちか-
すかせけ.
• ╅うてそすあてけねかつさあみ なとせさぬけみ たそおおかちきあせけみ 
てかすたかちあてとちふ たそつしか くあうかちのかせけみ たちそえちあすすふ 
つそにちあせみかて うさとつ け あちそすあて つうかきかたちけえそてそうしかせ-
せそえそ いしまおあ. 
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• ¨くえそてそうけてかしへ せか せかつかて そてうかてつてうかせせそつてけ くあ 
しまいふか てちあうすふ けしけ とはかちい, うそくせけさのけか うつしかお-
つてうけか せかたちあうけしへせそこ ほさつたしとあてあぬけけ ほしかさてちそ-
たちけいそちあ.
• 〈としへてけうあちさあ みうしみかてつみ いふてそうふす ほしかさてちそたちけ-
いそちそす け たちかおせあくせあねかせあ おしみ けつたそしへくそうあせけみ う 
おそすあのせけに とつしそうけみに う つてちそえそす つそそてうかてつてうけけ つ 
けせつてちとさぬけかこ たそ ほさつたしとあてあぬけけ. 〉かたちあうけしへせあみ 
ほさつたしとあてあぬけみ け てかにせけねかつさあみ すそおけなけさあぬけみ 
すとしへてけうあちさけ すそえとて つそくおあてへ とつしそうけみ, そたあつせふか 
おしみ きけくせけ け くおそちそうへみ たそしへくそうあてかしみ.
• 〈としへてけうあちさあ せか たちかおせあくせあねかせあ おしみ けつ-
たそしへくそうあせけみ おかてへすけ けしけ せかおかかつたそつそいせふすけ 
うくちそつしふすけ いかく せあおしかきあはかえそ さそせてちそしみ, あ てあさ-
きか しけぬあすけ, せか けすかまはけすけ おそつてあてそねせふに せあうふ-
さそう たそ けつたそしへくそうあせけま ほしかさてちそたちけいそちそう け せか 
くせあさそすふすけ つ けせつてちとさぬけかこ たそ ほさつたしとあてあぬけけ. 
• ]まおみす, けつたそしへくとまはけす さあちおけそつてけすとしみてそ-
ちふ, せかそいにそおけすそ たちそさそせつとしへてけちそうあてへつみ つ うちあ-
ねそす たかちかお けつたそしへくそうあせけかす すとしへてけうあちさけ. 
• 》かちかお たそおさしまねかせけかす すとしへてけうあちさけ さ ほしかさ-
てちそつかてけ とおそつてそうかちへてかつへ う てそす, ねてそ せあたちみきか-
せけか ほしかさてちそつかてけ つそそてうかてつてうとかて せあたちみきかせけま, 
たあつたそちてけくけちそうあせせそすと おしみ おあせせそえそ ほしかさてちそ-
たちけいそちあ.
• ╇そ けくいかきあせけか たかちかえちとくさけ ほしかさてちそつかてけ, 
せか たそおさしまねあこてか さ そおせそすと けつてそねせけさと たけてあせけみ 
そおせそうちかすかせせそ つ すとしへてけうあちさそこ おちとえけか ほしかさ-
てちそたちけいそちふ つ いそしへのそこ たそてちかいしみかすそこ すそは-
せそつてへま. 
• 》ちけ たそおさしまねかせけけ すとしへてけうあちさけ さ ほしかさてちそ-
つかてけ せか たかちかさちとねけうあこてか つかてかうそこ のせとち, せか 
つおあうしけうあこてか かえそ さあさけすけ-しけいそ たちかおすかてあすけ, 
といかおけてかつへ う てそす, ねてそ うけしさあ つかてかうそえそ のせとちあ 
つとにあみ け ねけつてあみ. ╇けしさあ つかてかうそえそ のせとちあ おそしきせあ 
たしそてせそ け おそ さそせぬあ うつてあうしみてへつみ う ちそくかてさと.
• 〉けさそえおあ せか たちけさあつあこてかつへ さ うけしさか つかてかうそえそ 
のせとちあ すそさちふすけ ちとさあすけ.
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• 〉か たかちかおうけえあこてか すとしへてけうあちさと, たそてみせとう かか 
くあ つかてかうそこ のせとち.
• ╇ つしとねあか たそうちかきおかせけみ つかてかうそえそ のせとちあ 
かえそ くあすかせと おそしきかせ うふたそしせけてへ つたかぬけあしけつて 
つかちうけつせそえそ ぬかせてちあ けしけ さうあしけなけぬけちそうあせせふこ 
ほしかさてちけさ. 〉か ほさつたしとあてけちとこてか すとしへてけうあちさと, 
かつしけ たそうちかきおかせ つかてかうそこ のせとち けしけ うけしさあ つか-
てかうそえそ のせとちあ.
• 】つてあせあうしけうあこてか すとしへてけうあちさと てそしへさそ せあ 
つとにとま ちそうせとま け とつてそこねけうとま たそうかちにせそつてへ, せあ 
いかくそたあつせそす ちあつつてそみせけけ そて さちあみ ほてそこ たそうかちに-
せそつてけ. 〉か とつてあせあうしけうあこてか すとしへてけうあちさと せあ 
たそうかちにせそつてへ つ すみえさけす てさあせかうふす たそさちふてけかす, 
とおかちきけうあまはけす てかたしそ.
• 〉か ほさつたしとあてけちとこてか すとしへてけうあちさと う すかつてあに つ 
たそうふのかせせそこ うしあきせそつてへま けしけ ちみおそす つ けつてそね-
せけさあすけ てかたしあ. 〉か おそたとつさあこてか, ねてそいふ つかてかうそこ 
のせとち さあつあしつみ えそちみねけに たそうかちにせそつてかこ しまいふに 
せあえちかうあてかしへせふに たちけいそちそう けしけ たそうかちにせそつてかこ, 
つたそつそいせふに かえそ たそうちかおけてへ. 』しかおけてか くあ てかす, 
ねてそいふ せかしへくみ いふしそ つたそてさせとてへつみ そ つかてかうそこ のせとち.
• 〉か ほさつたしとあてけちとこてか け せか にちあせけてか すとしへてけ-
うあちさと う そおせそす たそすかはかせけけ つ しかえさそうそつたしあすか-
せみまはけすけつみ うかはかつてうあすけ, にけすけねかつさけすけ ちかあさ-
てけうあすけ けしけ う つけしへせそ くあたふしかせせそす たそすかはかせけけ. 
• ╇そ けくいかきあせけか うそくせけさせそうかせけみ ほしかさてちそすあえ-
せけてせふに たそすかに, ちあつつてそみせけか そて すとしへてけうあちさけ おそ 
おちとえけに ほしかさてちそたちけいそちそう おそしきせそ つそつてあうしみてへ 
せか すかせかか 30 つす.
• 〉か おそたとつさあこてか うそくおかこつてうけみ せあ すとしへてけうあち-
さと たちみすそえそ つそしせかねせそえそ つうかてあ, うそ けくいかきあせけか 
おかなそちすあぬけけ け そいかつぬうかねけうあせけみ たそうかちにせそつてけ 
さそちたとつあ.
• 《いかつたかねへてか つうそいそおせそか たちそつてちあせつてうそ せあお 
すとしへてけうあちさそこ おしみ いかくそたあつせそえそ うふにそおあ たあちあ, 
せか すかせかか 1,5 す.
• 〉か たかちかすかはあこてか すとしへてけうあちさと うそ うちかすみ 
ちあいそてふ. 

• 《いちあはあこてかつへ つ すとしへてけうあちさそこ いかちかきせそ, 
せか たそおうかちえあこてか とおあちあす, あささとちあてせそ うつてあうしみこてか 
うせとてちかせせまま ねあのと う すとしへてけうあちさと.
• 〉か うさしまねあこてか すとしへてけうあちさと いかく とつてあせそうしかせ-
せそこ ねあのけ.
• ¨つたそしへくとこてか てそしへさそ ねあのと, けすかまはとまつみ う 
さそすたしかさてか. 〉か けつたそしへくとこてか おかなそちすけちそうあせ-
せとま ねあのと, せけさそえおあ せか くあすかせみこてか ねあのと おちとえそこ 
たそつとおそこ. 
• 〉か けつたそしへくとこてか ねあのと すとしへてけうあちさけ おしみ たちけ-
えそてそうしかせけみ せあ たしけてか けしけ おしみ けせふに さとしけせあちせふに 
ぬかしかこ.
• 》かちかお けつたそしへくそうあせけかす すとしへてけうあちさけ といか-
おけてかつへ う てそす, ねてそ たしあつてけせあ せあえちかうあてかしみ け 
うせかのせみみ たそうかちにせそつてへ ねあのけ つとにけか け ねけつてふか. 
╇しあえあ けしけ ねあつてけぬふ たちそおとさてそう せあ うせかのせかこ たそ-
うかちにせそつてけ ねあのけ け たしあつてけせか せあえちかうあてかしみ すそえとて 
つてあてへ たちけねけせそこ さそちそてさそえそ くあすふさあせけみ けしけ うふにそ-
おあ すとしへてけうあちさけ けく つてちそみ. 
• 〉けさそえおあ せか たかちかたそしせみこてか ねあのと つうかちに おそ-
たとつてけすそえそ そいひかすあ, う たちそてけうせそす つしとねあか ほてそ 
すそきかて つてあてへ たちけねけせそこ うそくせけさせそうかせけみ そたあつせふに 
つけてとあぬけこ け うふにそおあ すとしへてけうあちさけ けく つてちそみ.
• 》かちかお うさしまねかせけかす すとしへてけうあちさけ うつかえおあ 
たちそうかちみこてか, せか くあつそちかせ しけ たあちそうそこ さしあたあせ.
• 》かちかお くあたとつさそす たちそえちあすすふ といかおけてかつへ う 
てそす, ねてそ さちふのさあ すとしへてけうあちさけ たちあうけしへせそ くあ-
さちふてあ け せあおかきせそ くあいしそさけちそうあせあ.
• ╇そ けくいかきあせけか うそくせけさせそうかせけみ そたあつせふに つけ-
てとあぬけこ, せか くあさちふうあこてか そてうかちつてけみ うふにそおあ たあちあ 
うそ うちかすみ ちあいそてふ すとしへてけうあちさけ. 
• ╇そ うちかすみ ちあいそてふ ねあのあ つけしへせそ せあえちかうあかて-
つみ. 〉か たちけさあつあこてかつへ さ ねあのか せかくあはけはかせせふすけ 
ちとさあすけ うそ けくいかきあせけか そきそえそう. ╆かちかえけてか しけぬそ 
け ちとさけ そて うふにそおみはかえそ たあちあ.
• 〉か けつたそしへくとこてか たちけ たちけえそてそうしかせけけ う ねあのか 
あしますけせけかうとま なそしへえと, なそちすそねさけ けしけ てそすと 
たそおそいせふか たちけつたそつそいしかせけみ けく すかてあししそつそおかち-
きあはけに すあてかちけあしそう. 

• ╇そ けくいかきあせけか うそくせけさせそうかせけみ そたあつせふに つけてと-
あぬけこ, せか おそたとつさあこてか さそせてあさてあ せあえちかうあてかしへせそこ 
たそうかちにせそつてけ つ すかてあししけねかつさけすけ たちかおすかてあすけ 
けしけ さとにそせせふす けせうかせてあちかす, せか たそすかはあこてか たそ-
つてそちそせせけか たちかおすかてふ うせとてちへ すとしへてけうあちさけ.
• 〉けさそえおあ せか そてさちふうあこてか さちふのさと つちあくと たそ 
くあうかちのかせけけ たちけえそてそうしかせけみ たけはけ, たそすせけてか, 
ねてそ うせとてちけ すとしへてけうあちさけ せあにそおけてつみ えそちみねけこ たあち 
たそお おあうしかせけかす. 》そつしか うふたとつさあ たあちあ たそおそ-
きおけてか たちけすかちせそ 5 すけせとて, たちかきおか ねかす そてさちふ-
うあてへ さちふのさと. ╊つしけ うあす せかそいにそおけすそ そてさちふてへ 
さちふのさと おそ そさそせねあせけみ ぬけさしあ たちけえそてそうしかせけみ, 
せあきすけてか させそたさと そてすかせふ け たそおそきおけてか, たそさあ 
すとしへてけうあちさあ たそしせそつてへま うふたとつてけて たあち. ′あてかす 
そつてそちそきせそ そてさちそこてか さちふのさと.
• 〉か たちかちふうあこてか ぬけさし たちけえそてそうしかせけみ いかく 
ほさつてちかせせそこ せかそいにそおけすそつてけ, せか たちかちふうあこてか 
ちあいそてと すとしへてけうあちさけ たとてかす そてさしまねかせけみ つかてか-
うそこ うけしさけ そて ちそくかてさけ ほしかさてちそつかてけ. ╇ つしとねあか そて-
さしまねかせけみ ほしかさてちそほせかちえけけ うそ うちかすみ たちけえそてそう-
しかせけみ つそおかちきけすそか ねあのけ すそきかて うふてかねへ ねかちかく 
たあちそうそこ さしあたあせ. 
• ╇そ けくいかきあせけか たそちあきかせけみ ほしかさてちそてそさそす, 
せか たそえちときあこてか すとしへてけうあちさと, つかてかうそこ のせとち 
けしけ かえそ うけしさと う うそおと けしけ けせとま きけおさそつてへ. ╇つかえ-
おあ そてさしまねあこてか すとしへてけうあちさと そて ほしかさてちそつかてけ たか-
ちかお ねけつてさそこ, せか おそたとつさあこてか たそたあおあせけみ うしあえけ 
せあ たあせかしへ とたちあうしかせけみ けしけ うせとてちへ とつてちそこつてうあ. 
• 』そおかちきけてか すとしへてけうあちさと う ねけつてそてか, てはあ-
てかしへせそ そねけはあこてか ねあのと, さちふのさと すとしへてけうあちさけ, 
さそせてかこせかち おしみ ついそちあ さそせおかせつあてあ け たあちそうそこ 
さしあたあせ たそつしか さあきおそえそ けつたそしへくそうあせけみ. 
• 〉か にちあせけてか たちけえそてそうしかせせそか いしまおそ う すとしへ-
てけうあちさか, うつかえおあ うふたそしせみこてか ねけつてさと すとしへてけうあち-
さけ つちあくと たそつしか けつたそしへくそうあせけみ, う たちそてけうせそす 
つしとねあか おあしへせかこのけこ たちそぬかつつ ねけつてさけ いとおかて くあ-
てちとおせかせ.
• ╇ つしとねあか たそみうしかせけみ おふすあ けしけ くあたあにあ えそ-
ちかせけみ そて しまいそえそ とくしあ すとしへてけうあちさけ, あ てあさきか 
つてちあせせふに のとすそう, せかすかおしかせせそ うふさしまねけてか 

すとしへてけうあちさと け そてさしまねけてか かむ そて ほしかさてちそつかてけ. 
╊つしけ たあち せか うふのかし つあすそつてそみてかしへせそ, そねかせへ あさ-
さとちあてせそ うふたとつてけてか たあち たちけ たそすそはけ さしあたあせあ 
け そいちあてけてかつへ う つかちうけつせふこ ぬかせてち.
• ╇ つしとねあか たそうちかきおかせけみ せあえちかうあてかしへせそえそ 
ほしかすかせてあ けしけ おかなそちすあぬけけ ねあのけ そいちあてけてかつへ 
う つかちうけつせふこ ぬかせてち.
• ╉しみ にちあせかせけみ とたあさとこてか すとしへてけうあちさと う さそ-
ちそいさと け にちあせけてか う つとにそす たそすかはかせけけ, う すか-
つてあに, せかおそつてとたせふに おしみ おかてかこ.
• 』そにちあせけてか ほてと けせつてちとさぬけま おしみ おあしへせかこ-
のけに つたちあうそさ, あ う つしとねあか たかちかおあねけ すとしへてけうあち-
さけ おちとえそすと うしあおかしへぬと, たかちかおあこてか けせつてちとさぬけま 
うすかつてか つ ほしかさてちそたちけいそちそす. 

《》¨』╅〉¨╊ 】』【『《‶』【╇╅

1. [そしたあねそさ たあちそうそえそ さしあたあせあ 
[そえおあ たあちそうそこ さしあたあせ せあねせかて うちあはあてへつみ け 
けくおあうあてへ にあちあさてかちせふか くうとさけ, ほてそ いとおかて そく-
せあねあてへ, ねてそ せときせそか おあうしかせけか おそつてけえせとてそ, け 
たあち つうそいそおせそ うふにそおけて せあちときと.
• ╇そ うちかすみ たちけえそてそうしかせけみ いそしへのそえそ そいひ-
かすあ たちそおとさてそう さそしたあねそさ たあちそうそえそ さしあたあ-
せあ すそきかて せか うちあはあてへつみ, てあさ さあさ おあうしかせけか 
うせとてちけ すとしへてけうあちさけ せけきか, ねかす たちけ たちけえそ-
てそうしかせけけ せかいそしへのそえそ そいひかすあ. ゅてそ せそち-
すあしへせそか みうしかせけか け せか つうけおかてかしへつてうとかて そ 
せかけつたちあうせそつてけ すとしへてけうあちさけ.

2. 〉そつけさ ちかえとしみてそちあ おあうしかせけみ たあちあ
╊つしけ せそつけさ ちかえとしみてそちあ おあうしかせけみ たあちあ そて-
さちふて (さあさ たそさあくあせそ せあ ちけつとせさか), たあち いとおかて 
うふにそおけてへ ねかちかく そてうかちつてけか. 》かちかお うさしまねかせけ-
かす すとしへてけうあちさけ といかおけてかつへ う てそす, ねてそ せそつけさ 
くあさちふて.

3. 『とねさあ いしそさけちそうさけ うかちにせかこ さちふのさけ
╇つかえおあ いしそさけちとこてか さちふのさと たかちかお せあねあしそす 
たちけえそてそうしかせけみ, う たちそてけうせそす つしとねあか すとしへてけ-
うあちさあ せか うさしまねけてつみ.
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╉しみ たちけえそてそうしかせけみ つ そてさちふてそこ さちふのさそこ, せか 
くあさちふうあみ かむ, たそうかちせけてか ちとねさと いしそさけちそうさけ う 
たそしそきかせけか Close [′あさちふてそ].

╇〉¨〈╅〉¨╊! 
╇ ぬかしみに いかくそたあつせそつてけ せかうそくすそきせそ ちあく-
いしそさけちそうあてへ さちふのさと うそ うちかすみ たちけえそてそうしか-
せけみ たそお おあうしかせけかす. ぁてそいふ そてさちふてへ さちふのさと, 
せときせそ つせあねあしあ うふさしまねけてへ たちそえちあすすと け 
おあてへ たあちと うふこてけ.

4. 】たしそてせけてかしへ うせとてちかせせかこ さちふのさけ
》ちかおせあくせあねかせ おしみ たそうふのかせけみ えかちすかてけねせそ-
つてけ け たちかおそてうちあはかせけみ うふにそおあ たあちあ. 
• 】たしそてせけてかしへ せかそいにそおけすそ すかせみてへ たそ すかちか 
けくせそつあ (たちけすかちせそ ちあく う えそお). ╉しみ たちけそいちか-
てかせけみ せそうそえそ とたしそてせけてかしみ そいちあてけてかつへ う つかち-
うけつせふこ ぬかせてち.

5. 』ひかすせあみ うせとてちかせせみみ さちふのさあ
]かえさそ つせけすあかてつみ け すそかてつみ. 

6. ぁあのあ おしみ たちけえそてそうしかせけみ つ 9-つしそこせそこ 
つてちとさてとちそこ け あしすあくせふす せあたふしかせけかす.
』そねかてあせけか あしますけせけみ け せかちきあうかまはかこ 
つてあしけ つたそつそいつてうとかて とうかしけねかせけま てかたしそたちそ-
うそおせそつてけ, つせけきかせけま うちかすかせけ せあ たちけえそ-
てそうしかせけか け, つそそてうかてつてうかせせそ,  とすかせへのかせけま 
ほせかちえそくあてちあて.  4-に つしそこせそか あせてけたちけえあちせそか 
たそさちふてけか つ あしすあくせふす せあたふしかせけかす せあ-
おかきせそ くあはけはあかて たそうかちにせそつてへ ねあのけ そて たそ-
うちかきおかせけこ け くせあねけてかしへせそ たちそおしかうあかて つちそさ 
つしときいふ. ╅ おしみ すあさつけすあしへせそえそ とおそいつてうあ 
けつたそしへくそうあせけみ せあ ねあのか たちかおとつすそてちかせふ 
ちとねさけ, さそてそちふか せか せあえちかうあまてつみ うそ うちかすみ 
ちあいそてふ. 

7. [せそたさあ そてさちふうあせけみ うかちにせかこ さちふのさけ 
すとしへてけうあちさけ

8. 』かせつそちせあみ たあせかしへ とたちあうしかせけみ 
つ おけつたしかかす

】たちあうしかせけか うつかすけ なとせさぬけみすけ すとしへてけうあち-
さけ. 』す. ちあくおかし «》あせかしへ とたちあうしかせけみ».

9. ╉あてねけさ てかすたかちあてとちふ うそくおとにあ
》ちかおせあくせあねかせ おしみ さそせてちそしみ け そたてけすけくあぬけけ 
てかすたかちあてとちふ たちけ たちけえそてそうしかせけけ け たそおそ-
えちかうか いしまお.

10. ╅うてそすあてけねかつさけこ ちかえとしみてそち おあうしかせけみ 
たあちあ
《つとはかつてうしみかて あうてそすあてけねかつさけこ うふたとつさ 
たあちあ たちけ たちかうふのかせけけ せかそいにそおけすそえそ おあう-
しかせけみ.

11. [ちふのさあ たあちそうそえそ さしあたあせあ
》ちかおせあくせあねかせあ おしみ なけしへてちあぬけけ け たしあうせそ-
えそ うふたとつさあ たあちあ.

12. ╇せとてちかせせけこ てかすたかちあてとちせふこ おあてねけさ 
いかくそたあつせそつてけ
[そせてちそしけちとかて てかすたかちあてとちと うせとてちけ すとしへてけ-
うあちさけ.

13. [せそたさあ おしみ そてつそかおけせかせけみ うせとてちかせせかこ 
さちふのさけ

14. ╇かちにせみみ さちふのさあ すとしへてけうあちさけ
15. 】たしそてせけてかしへ うかちにせかこ さちふのさけ

』たかぬけあしへせあみ なそちすあ えかちすかてけねせそえそ とたしそて-
せけてかしみ たちかおそてうちあはあかて うふにそお たあちあ うそ うちか-
すみ たちけえそてそうしかせけみ. 

16. [そせてかこせかち おしみ ついそちあ さそせおかせつあてあ
17. 『とねさけ ねあのけ
18. ╇せかのせけこ てかすたかちあてとちせふこ おあてねけさ

╉しみ さそせてちそしみ け そたてけすけくあぬけけ てかすたかちあてとちふ 
たちけ たちけえそてそうしかせけけ け たそおそえちかうか いしまお.

19. 』かてかうそこ のせとち

]¨【¨╊╇《-¨《〉〉╅っ ╆╅【╅『╊っ

╇ ぬかしみに つそにちあせかせけみ けせなそちすあぬけけ け たちか-
おそてうちあはかせけみ ついそかう う ちあいそてか, すとしへてけうあちさあ 
そつせあはかせあ しけてけかうそ-けそせせそこ いあてあちかかこ. 』ちそさ 
つしときいふ いあてあちかけ つそつてあうしみかて 3 えそおあ, たちけ そてさしま-
ねかせせそす そて つかてけ たちけいそちか.
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╇ 』]】ぁ╅╊ 《【[]ょぁ╊〉¨っ ゅ]╊[【『《》¨【╅〉¨っ

》ちけ そてさしまねかせけけ ほしかさてちそほせかちえけけ うそ うちかすみ 
ちあいそてふ すとしへてけうあちさけ, うつみ けせなそちすあぬけけ つそ-
にちあせみかてつみ う たあすみてけ たちけいそちあ. ╊つしけ うそ うちかすみ 
ちあいそてふ すとしへてけうあちさけ たちそけくそのしそ そてさしまねかせけか 
ほしかさてちそたけてあせけみ, てそ たそつしか たそおあねけ ほしかさてちそ-
ほせかちえけけ すとしへてけうあちさあ あうてそすあてけねかつさけ たちそおそし-
きけて ちあいそてと う ちあせかか くあおあせせそす ちかきけすか. 
• ╇ つしとねあか たちそおそしきけてかしへせそえそ そてさしまねかせけみ 
ほしかさてちそほせかちえけけ, たちそぬかつつ たちけおかてつみ せあねあてへ くあ-
せそうそ.

》╅〉╊]ゃ 】》『╅╇]╊〉¨っ

》《╉《╈『╊╇ 

╇さしまねかせけか ちかきけすあ たそおおかちきあせけみ てかすたかちあ-
てとちふ/》そおそえちかうあ

〈╊〉ょ 

[せそたさあ うふいそちあ たちそえちあすすふ たちけえそてそうしかせけみ.

】』【╅〉《╇[╅

[せそたさあ たちそえちあすすけちそうあせけみ てかすたかちあてとちふ う 
ちかきけすか ぃかな-たそうあち

〉╅』【『《‶[╅

[せそたさけ せあつてちそこさけ てあこすかちあ, てかすたかちあてとちふ, 
うちかすかせけ け ちかえとしけちそうさあ とちそうせみ えちそすさそつてけ えそ-
しそつそうふに たそおつさあくそさ. 

【╅‶〈╊『 

[せそたさあ たちそえちあすすけちそうあせけみ うちかすかせけ そさそせ-
ねあせけみ たちけえそてそうしかせけみ.

《【〈╊〉╅

[せそたさあ そてすかせふ うふたそしせかせけみ くあおあせせそこ たちそ-
えちあすすふ けしけ せあつてちそかさ / 】つてあせそうさあ えちそすさそつてけ 
えそしそつそうそえそ たそすそはせけさあ.

』【╅『【

[せそたさあ くあたとつさあ たちそえちあすすふ たちけえそてそうしかせけみ/
たそおてうかちきおかせけか とつてあせそうしかせせふに たあちあすかてちそう.

》『¨〈╊ぁ╅〉¨っ
〈としへてけうあちさあ そつせあはかせあ つかせつそちせそこ たあせかしへま 
とたちあうしかせけみ. ╉しみ あさてけうあぬけけ させそたそさ おそつてあてそねせそ 
しかえさそえそ たちけさそつせそうかせけみ さ ぬかせてちと させそたさけ. 〉か 
つしかおとかて せあきけすあてへ せあ させそたさけ つ とつけしけかす. 
》ちけ たちけさそつせそうかせけけ さ させそたさあす うさしまねあかてつみ 
たそおつうかてさあ あさてけうせふに させそたそさ け つそそてうかてつてうとま-
はあみ けせおけさあぬけみ おけつたしかみ.
〉けさそえおあ せか ねけつてけてか たあせかしへ とたちあうしかせけみ たちけ 
たそすそはけ ちあつてうそちけてかしかこ, てあさけに さあさ つたけちて けしけ 
あぬかてそせ, ねてそいふ せか たそうちかおけてへ たそさちふてけか け せあお-
たけつけ.

╉¨』》]╊‶

1. ぁあつふ – たそさあくふうあまて うちかすみ う あせえしけこつさそこ つけ-
つてかすか, たそすせけてか そい ほてそす うそ うちかすみ とつてあせそうさけ. 
』す. ちあくおかし ゅさつたしとあてあぬけみ> 〉あつてちそこさあ ねあつそう 
2. ¨せおけさあてそち そつてあうのかえそつみ うちかすかせけ – とさあくふ-
うあかて うちかすみ おそ くあうかちのかせけみ たちそえちあすすふ.
3. ¨せおけさあてそち 』てかたかせけ えそてそうせそつてけ さちとたふ: 

1 – 〈みえさあみ さちとたあ 
2 – 』いあしあせつけちそうあせせあみ さちとたあ 
3 – 『あつつふたねあてあみ さちとたあ 

4. ¨せおけさあてそち いしそさけちそうさけ さちふのさけ. 
》かちかお せあねあしそす たちけえそてそうしかせけみ さちふのさあ 
おそしきせあ いふてへ くあいしそさけちそうあせあ.

21 54
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5. 【°』 そてそいちあきあかてつみ うそ うちかすみ せあつてちそこさけ 
てかすたかちあてとちふ たちけえそてそうしかせけみ う ちかきけすか «ぃかな-
たそうあち».

6.  『かきけす つせあ – かつしけ う てかねかせけか 1 すけせとてふ せけ 
そおせあ けく させそたそさ せか いふしあ あさてけうけちそうあせあ, すとしへてけ-
うあちさあ あうてそすあてけねかつさけ たかちかさしまねあかてつみ う ちかきけす 
ほせかちえそついかちかきかせけみ.

ぁてそいふ うふこてけ けく ちかきけすあ ほせかちえそついかちかきかせけみ 
せときせそ せあきあてへ しまいとま させそたさと けしけ たそうかちせとてへ 
ちとねさと いしそさけちそうさけ せあ さちふのさか.

7.  けせおけさあてそち なとせさぬけけ «【あこすかち».

8.  けせおけさあてそち なとせさぬけけ «╈そしそつそうそこ たそ-
すそはせけさ»

9.  けせおけさあてそち ちかきけすあ «』あすそそねけつてさあ».

╇〉】【『╊〉〉っっ ぁ╅ぃ╅

〉あ うせとてちかせせかこ つてそちそせか ねあのけ けすかまてつみ 
2 のさあしふ おかしかせけこ:
• ぃさあしあ CUP けつたそしへくとかてつみ おしみ そたちかおかしかせけみ 
そいひかすあ うそおふ う くあうけつけすそつてけ そて さそしけねかつてうあ 
たちけえそてあうしけうあかすそこ さちとたふ.

〉あたちけすかち, かつしけ うふ にそてけてか たちけえそてそうけてへ 5 ねあ-
のかさ さちとたふ, つせあねあしあ たそしそきけてか う ねあのと たちそすふ-
てとま さちとたと, あ くあてかす おそしかこてか うそおと おそ そてすかてさけ 5. 

*ゅてあ のさあしあ せそつけて ちかさそすかせおあてかしへせふこ にあ-
ちあさてかち. [そし-うそ うそおふ すそきかて くあうけつかてへ そて さあねか-
つてうあ さちとたふ け きかしあかすそこ つてかたかせけ うみくさそつてけ.
• ぃさあしあ L たそさあくふうあかて そいひかす (う しけてちあに).

》『¨〈╊ぁ╅〉¨╊
』しかおけてか くあ てかす, ねてそいふ さそしけねかつてうそ きけおさそつてけ せか 
たちかうふのあしそ すあさつけすあしへせそえそ とちそうせみ, けせあねか うそ 
うちかすみ たちけえそてそうしかせけみ きけおさそつてへ すそきかて うふたしか-
つさけうあてへつみ ねかちかく さしあたあせ うふたとつさあ たあちあ.

ゅ[』》]】╅【╅を¨っ

》╊『╊╉ 》╊『╇ぉ〈 ¨』》《]ゃ′《╇╅〉¨╊〈

》かちかお たかちうふす けつたそしへくそうあせけかす うふすそこてか 
うつか つひかすせふか おかてあしけ すとしへてけうあちさけ け あさつかつつと-
あちふ う てかたしそこ うそおか つ せかこてちあしへせふす すそまはけす 
つちかおつてうそす, くあてかす うふてちけてか せあつとにそ け とつてあせそうけ-
てか せあ すかつてそ.

╇〉¨〈╅〉¨╊!
〉かそいにそおけすそ たちあうけしへせそ とつてあせそうけてへ うせとてちかせ-
せまま さちふのさと, う たちそてけうせそす つしとねあか う たちそぬかつつか 
ちあいそてふ すとしへてけうあちさけ うそくすそきかせ せかたちかおとつすそ-
てちかせせふこ うふにそお たあちあ! 

》ちあうけしへせふす たそしそきかせけかす つねけてあかてつみ, さそえおあ 
せあおたけつへ «Steam» ちあつたそしそきかせあ えそちけくそせてあしへせそ 
け せあたちあうしかせあ さ たそしへくそうあてかしま. ¨せつてちとさぬけみ たそ 
とつてあせそうさか さちふのさけ せあにそおけてつみ う ちあくおかしか «《い-
つしときけうあせけか け ねけつてさあ». 

╈《]《』《╇《‶ 》《〈《ぅ〉¨[ 

ゅてあ なとせさぬけみ たそすそきかて うあす いかく てちとおあ そつ-
うそけてへ すとしへてけうあちさと. 》ちそぬかつつ とたちあうしかせけみ つそ-
たちそうそきおあかてつみ えそしそつそうふすけ けせつてちとさぬけみすけ たちけ 
さあきおそす せあきあてけけ させそたそさ け せかそいにそおけすふすけ 
つそうかてあすけ け とてそねせかせけみすけ たそ たちけえそてそうしかせけま 
てそえそ けしけ けせそえそ いしまおあ, あ てあさきか つそそいはかせけかす 
そい そさそせねあせけけ たちけえそてそうしかせけみ. 』しかおそうあせけか ちか-
さそすかせおあぬけみす ╈そしそつそうそえそ たそすそはせけさあ えあちあせ-
てけちとかて そてしけねせふこ ちかくとしへてあて おあきか たちけ たかちうそす 
けつたそしへくそうあせけけ たちけいそちあ! 

『╊╈】]¨『《╇[╅ 】『《╇〉っ ╈『《〈[《』【¨ 
╈《]《』《╇《╈《 》《〈《ぅ〉¨[╅

╇〉¨〈╅〉¨╊!
〉あつてちそこさあ とちそうせみ えちそすさそつてけ えそしそつそうそえそ たそ-
すそはせけさあ うそくすそきせあ てそしへさそ う ちかきけすか そきけおあ-
せけみ.

1. 〉あきすけてか け とおかちきけうあこてか う てかねかせけか 3-に つか-
さとせお させそたさと 《【〈╊〉╅
2. 《てちかえとしけちとこてか とちそうかせへ えちそすさそつてけ う けせてかち-
うあしか そて 1 おそ 4 たちけ たそすそはけ させそたそさ «+» けしけ «-».
3. ぁてそいふ そてさしまねけてへ くうとさ, うふいかちけてか とちそうかせへ 0 – 
たちけ ほてそす せあ おけつたしかか てあさきか そてさしまねけてつみ つそそて-
うかてつてうとまはあみ けせおけさあぬけみ.
• 《てさしまねかせけか えそしそつそうそえそ たそすそはせけさあ せけさあさ 
せか うしけみかて せあ ちあいそてと すとしへてけうあちさけ.

〉╅』【『《‶[╅ ぁ╅』《╇ 

1. 〉あきすけてか け とおかちきけうあこてか させそたさと «+» けしけ «-» 
う てかねかせけか 2 つかさとせお, ねてそいふ うそこてけ う ちかきけす せあ-
つてちそこさけ ねあつそう. 
2. 〉あきけすあこてか させそたさけ «+» [ぁあつふ] け «-» [〈けせと-
てふ], ねてそいふ くあおあてへ せときせそか うちかすみ.

ぃあえ とつてあせそうさけ おしみ ねあつそう つそつてあうしみかて 1 ねあつ, 
おしみ すけせとて – 1 すけせとてと. ‒そちすあて うちかすかせけ つそそて-
うかてつてうとかて あせえしけこつさそこ つけつてかすか, たそほてそすと といか-
おけてかつへ う たちあうけしへせそす うふいそちか うちかすかせけ つとてそさ: 
╅〈 (つ 0 ねあつそう おそ 12 ねあつそう おせみ) けしけ PM (つ 12 
ねあつそう おせみ おそ 0 ねあつそう). 

》『¨〈╊ぁ╅〉¨╊
╇ ちかきけすか せあつてちそこさけ ねあつそう せあきすけてか け とおかち-
きけうあこてか させそたさと «+» [ぁあつふ] けしけ «-» [〈けせとてふ] う 
てかねかせけか 1 つかさとせおふ, ねてそいふ たかちかさしまねかせけか くせあ-
ねかせけこ たちそけくうそおけしそつへ いふつてちかか – たちけ ほてそす うちか-
すみ いとおかて たちそおそしきあてへ すかせみてへつみ せあ そおけせ のあえ.

3. ぁてそいふ たそおてうかちおけてへ くあおあせせふか くせあねかせけみ, せあ-
きすけてか させそたさと 』【╅『【, たちけ ほてそす すとしへてけうあちさあ 
うふこおかて けく ちかきけすあ せあつてちそこさけ ねあつそう, け せあ おけつ-
たしかか そてそいちあくけてつみ とつてあせそうしかせせそか うちかすみ.
• ╊つしけ せか たそおてうかちおけてへ せあつてちそこさけ, ねかちかく 15 
つかさとせお すとしへてけうあちさあ あうてそすあてけねかつさけ うふこおかて けく 
ちかきけすあ せあつてちそこさけ ねあつそう, け せあ おけつたしかか そてそ-
いちあくけてつみ とつてあせそうしかせせそか うちかすみ.
• ぁてそいふ そてすかせけてへ とつてあせそうさと うちかすかせけ, せあ-
きすけてか 《【〈╊〉╅

》『¨╈《【《╇]╊〉¨╊ 

1. 》かちかお たちけえそてそうしかせけかす けくうしかさけてか ねあのと けく 
すとしへてけうあちさけ, といかおけてかつへ, ねてそ せあ せあえちかうあてかしへ-
せとま たそうかちにせそつてへ せか たそたあしけ さとつそねさけ たけはけ けしけ 
たそつてそちそせせけか たちかおすかてふ, ほてそ すそきかて たちけうかつてけ 
さ うふにそおと たちけいそちあ けく つてちそみ. 》そうかちにせそつてへ うせと-
てちかせせかえそ け うせかのせかえそ てかすたかちあてとちせふに おあてねけさそう 
おそしきせあ いふてへ ねけつてそこ. 
2. 》そすかつてけてか う ねあのと けせえちかおけかせてふ つそえしあつせそ 
ちかぬかたてと.
3. 】つてあせそうけてか ねあのと う すとしへてけうあちさと. 》かちかお 
とつてあせそうさそこ といかおけてかつへ う てそす, ねてそ うせかのせみみ たそ-
うかちにせそつてへ ねあのけ ねけつてあみ け つとにあみ. 
4. 》そおさしまねけてか すとしへてけうあちさと さ ほしかさてちそつかてけ, くあ-
さちそこてか さちふのさと け くあいしそさけちとこてか かむ, たそうかちせとう 
ちとねさと いしそさけちそうさけ う たそしそきかせけか Close [′あさちふ-
てそ]. ╊つしけ さちふのさあ せか くあいしそさけちそうあせあ, すとしへてけ-
うあちさあ せか うさしまねけてつみ. 】いかおけてかつへ う てそす, ねてそ さそし-
たあねそさ たあちそうそえそ さしあたあせあ とつてあせそうしかせ せあ すかつてそ 
け ちあつたそしそきかせ つてちそえそ たかちたかせおけさとしみちせそ さちふの-
さか すとしへてけうあちさけ.
• ╊つしけ うあす せかそいにそおけすそ, ねてそいふ うそ うちかすみ たちけ-
えそてそうしかせけみ さちふのさあ そつてあうあしあつへ そてさちふてそこ, せか 
くあさちふうあみ かか, たそうかちせけてか ちとねさと いしそさけちそうさけ う 
たそしそきかせけか Close [′あさちふてそ]
5. 〉あきけすあみ させそたさと 〈╊〉ょ, うふいかちけてか せときせとま 
たちそえちあすすと たちけえそてそうしかせけみ. 》ちけ さあきおそす せあ-
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きあてけけ ほてそこ させそたさけ たちそえちあすすふ たかちかさしまねあまて-
つみ たそつしかおそうあてかしへせそ: 

〈そしそねせあみ さあのあ  》あつてあ  『あえと  』とた  
》しそう  [ちとたあ 1 (〈みえさあみ さちとたあ)  [ちとたあ 2 (』いあ-
しあせつけちそうあせせあみ さちとたあ)  [ちとたあ 3 (『あつつふたねあ-
てあみ さちとたあ)  ╋あちさあ  【とのかせけか  【そすしかせけか  
》あちそうあちさあ  ╇ふたかねさあ  ぃかな-たそうあち  』あすそ-
そねけつてさあ  〈そしそねせあみ さあのあ け て.お.

】』【╅〉《╇[╅ ╇『╊〈╊〉¨ 》『¨╈《【《╇]╊〉¨っ

》そつしか うふいそちあ たちそえちあすすふ, せあ おけつたしかか そてそ-
いちあきあかてつみ つてあせおあちてせそか おしみ せかむ うちかすみ たちけえそ-
てそうしかせけみ. ╉しみ けくすかせかせけみ うちかすかせけ けつたそしへくとこてか 
させそたさけ 〉╅』【『《‶[¨.

〈けせけすあしへせそか け すあさつけすあしへせそか うちかすみ たちけ-
えそてそうしかせけみ おしみ さあきおそこ たちそえちあすすふ とさあくあせふ う 
つしかおとまはかこ てあいしけぬか. 

╇ちかすみ たちけえそてそうしかせけみ «》しそうあ» くあうけつけて そて 
たちそおそしきけてかしへせそつてけ さあきおそえそ ほてあたあ たちけえそてそう-
しかせけみ. 』す. そたけつあせけか う ちあくおかしか 》ちそえちあすすふ 
たちけえそてそうしかせけみ.

╇ちかすみ たちけえそてそうしかせけみ う たちそえちあすすか «》あつてあ» 
とつてあせあうしけうあかてつみ いかく とねかてあ うちかすかせけ せあ くあさけ-
たあせけか. 』す. そたけつあせけか う ちあくおかしか «》ちそえちあすすふ 
たちけえそてそうしかせけみ».

′╅》】』[ 》『《╈『╅〈〈ぉ

╉しみ くあたとつさあ うふいちあせせそこ たちそえちあすすふ せあ-
きすけてか させそたさと 』【╅『【 – すとしへてけうあちさあ けくおあつて 
さそちそてさけこ くうとさそうそこ つけえせあし, あ たそおつうかてさあ させそたさけ 
』【╅『【 せあねせかて えそちかてへ たそつてそみせせそ. 〉あ おけつたしかか 
いとおかて そてそいちあきあてへつみ くせあねそさ うふいちあせせそこ たちそ-
えちあすすふ け うちかすみ, そつてあうのかかつみ おそ そさそせねあせけみ 
たちけえそてそうしかせけみ.

╊つしけ せあきあてへ させそたさと 』【╅『【 いかく うふいそちあ たちそ-
えちあすすふ, すとしへてけうあちさあ せあねせかて えそてそうけてへ う ちかきけ-
すか «〈そしそねせあみ さあのあ».

》『《╈『╅〈〈¨『《╇╅〉¨╊ 【╅‶〈╊『╅

ぁてそいふ いしまおそ たちけえそてそうけしそつへ さ そたちかおかしかせせそ-
すと うちかすかせけ, けつたそしへくとこてか なとせさぬけま «【あこすかち». 
• 》ちそえちあすすふ 》あつてあ け 》しそう けすかまて せかつさそしへ-
さそ ほてあたそう たちけえそてそうしかせけみ, さそてそちふか てちかいとまて 
たちけつとてつてうけみ たそうあちあ, たそほてそすと おしみ せけに せか おそ-
つてとたせあ なとせさぬけみ てあこすかちあ.
• ╇ ぬかしみに いかくそたあつせそつてけ, なとせさぬけみ てあこすかち せか 
とつてあせあうしけうあかてつみ う たちそえちあすすあに ╋あちさあ け 』あ-
すそそねけつてさあ.

1. 》ちそうかちへてか せあつてちそこさけ ねあつそう. ぁてそいふ たちそ-
えちあすすけちそうあせけか てあこすかちあ いふしそ さそちちかさてせふす, 
とつてあせそうけてか たちあうけしへせそか うちかすみ.
2. 〉あきすけてか させそたさと 【╅‶〈╊『, ねてそいふ うそこてけ う ちか-
きけす たちそえちあすすけちそうあせけみ てあこすかちあ.

╇〉¨〈╅〉¨╊! 
『かきけす たちそえちあすすけちそうあせけみ てあこすかちあ せかしへくみ 
あさてけうけちそうあてへ, かつしけ さちふのさあ すとしへてけうあちさけ せか 
くあいしそさけちそうあせあ!

3. ′あおあこてか うちかすみ そさそせねあせけみ たちけえそてそうしかせけみ 
たちけ たそすそはけ させそたそさ «+» [ぁあつふ] け «-» [〈けせとてふ].
4. 〉あきすけてか させそたさと 〈╊〉ょ け うふいかちけてか たちそ-
えちあすすと たちけえそてそうしかせけみ. 】つてあせそうけてか うちかすみ 
たちけえそてそうしかせけみ つ たそすそはへま させそたそさ «+» け «-».
5. 〉あきすけてか させそたさと 』【╅『【, ねてそいふ たそおてうかちおけてへ 
くあおあせせふか せあつてちそこさけ け せあねあてへ たちけえそてそうしかせけか. 

╇〉¨〈╅〉¨╊
〈あさつけすあしへせそか うちかすみ そてつちそねさけ えそてそうせそつてけ 
つそつてあうしみかて 13 ねあつそう. 》ちけ とつてあせそうさか うちかすか-
せけ, たちかうふのあまはかす ほてそ くせあねかせけか, ちあくおあつてつみ 
くうとさそうそこ つけえせあし け せあ おけつたしかか そてそいちあくけてつみ 
つけすうそし «13〉そ», たちけ ほてそす くせあねかせけか てあこすかちあ 
あうてそすあてけねかつさけ たかちかさしまねけてつみ せあ すあさつけすあしへ-
せそ おそたとつてけすそか.

【╅╆]¨を╅ ╇『╊〈╊〉¨ 》『¨╈《【《╇]╊〉¨っ 

》ちそえちあすすあ Auto
』てあせおあちてせそか 

うちかすみ
Min うちかすみ, 

すけせ
Max うちかすみ, 

すけせ 

〈そしそねせあみ さあのあ • 25 すけせ. – –

》あつてあ 10 すけせ. 5 30

『あえと 40 すけせ. 10 90

』とた 60 すけせ. 10 90

》しそう • 80 すけせ. – –

[ちとたあ すみえさあみ • 30 すけせ. – –

[ちとたあ ついあしあせつけちそうあせせあみ • 35 すけせ. – –

[ちとたあ ちあつつふたねあてあみ • 50 すけせ. – –

╋あちさあ 20 すけせ. 10 90

【とのかせけか 40 すけせ. 10 90

【そすしかせけか 6 ね. 1ね. 12ね.50すけせ.

》あちそうあちさあ 25 すけせ. 10 90

╇ふたかねさあ 50 すけせ. 10 90

ぃかな-たそうあち 50 すけせ. 10 140

』あすそそねけつてさあ 15 すけせ. – –
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6. 》そつしか たそおてうかちきおかせけみ くあおあせせふに せあつてちそかさ 
せあ おけつたしかか いとおかて そてそいちあきあてへつみ くせあねそさ うふ-
いちあせせそこ たちそえちあすすふ, けせおけさあてそち ちかきけすあ 
«【あこすかち» け とつてあせそうしかせせそか うちかすみ. ぁてそいふ たそ-
つすそてちかてへ てかさとはかか うちかすみ せあきすけてか させそたさと «+» 
けしけ «-».
• ¨せおけさあぬけみ てあこすかちあ そてさしまねけてつみ あうてそすあてけ-
ねかつさけ たそ そさそせねあせけけ たちけえそてそうしかせけみ.

》『¨〈╊『
【かさとはかか うちかすみ 8:00 うかねかちあ, うあす せかそいにそおけ-

すそ, ねてそいふ すそしそねせあみ さあのあ いふしあ えそてそうあ さ 9:00 
とてちあ つしかおとまはかえそ おせみ.
1. 》そしそきけてか う ねあのと けせえちかおけかせてふ, くあさちそこてか け 
くあいしそさけちとこてか さちふのさと.
2. 》ちそうかちへてか たちあうけしへせそつてへ てかさとはかえそ うちかすか-
せけ – 8:00PM
3. 〉あきすけてか させそたさと 【╅‶〈╊『 – たちけ ほてそす せあ 
おけつたしかか そてそいちあくけてつみ けせおけさあてそち ちかきけすあ たちそ-
えちあすすけちそうあせけみ てあこすかちあ け くせあねかせけみ うちかすか-
せけ, くあおあせせふか たそ とすそしねあせけま –7:30 AM. 
4. 》ちけ たそすそはけ させそたそさ «+» [ぁあつふ] け «-» [〈けせと-
てふ] くあおあこてか せときせそか うちかすみ –9:00 AM. 
5. 』 たそすそはへま させそたさけ 〈╊〉ょ, うふいかちけてか たちそ-
えちあすすと «〈そしそねせあみ さあのあ».
6. 〉あきすけてか させそたさと 』【╅『【.

《[《〉ぁ╅〉¨╊ 》『《╈『╅〈〈ぉ

》そ そさそせねあせけけ うふたそしせかせけみ たちそえちあすすふ ちあく-
おあつてつみ くうとさそうそこ つけえせあし け すとしへてけうあちさあ あうてそすあ-
てけねかつさけ たかちかさしまねけてつみ う ちかきけす たそおおかちきあせけみ 
てかすたかちあてとちふ. 

╇〉¨〈╅〉¨╊! 
′あ せかつさそしへさそ すけせとて おそ そさそせねあせけみ たちけえそてそうしか-
せけみ, すとしへてけうあちさあ せあねせかて うふたとつさ たあちあ, ねてそいふ 
つせけくけてへ うせとてちかせせかか おあうしかせけか. ╆とおへてか そつてそ-
ちそきせふ, いかちかえけてか しけぬそ け ちとさけ そて うふにそおみはかえそ 
たあちあ.

》ちけ あさてけうせそこ なとせさぬけけ «╈そしそつそうそこ たそすそは-
せけさ», すとしへてけうあちさあ くあちあせかか たちかおとたちかおけて そ 
うふたとつさか たあちあ, ほてそ つおかしあせそ う ぬかしみに いかくそたあつ-
せそつてけ, ねてそいふ けくいかきあてへ そきそえそう たあちそす け けつさしま-
ねけてへ ほしかすかせて うせかくあたせそつてけ おしみ そさちときあまはけに.

『╊╋¨〈 》《╉╉╊『╋╅〉¨っ 【╊〈》╊『╅【】『ぉ

ぁてそいふ いしまおそ せか そつてふうあしそ たそつしか たちけえそてそう-
しかせけみ, すとしへてけうあちさあ あうてそすあてけねかつさけ たかちかさしま-
ねあかてつみ う ちかきけす たそおおかちきあせけみ てかすたかちあてとちふ. 
》そつしか たかちかさしまねかせけみ う ほてそて ちかきけす せあ おけつたしかか 
そてそいちあくけてつみ つけすうそし «0H», さそてそちふこ ねかちかく ねあつ 
つすかせけてつみ せあ «1H» け て.お. 

〈╊『ぉ 》『╊╉《』【《『《╋〉《』【¨ 
¨ 『╊[《〈╊〉╉╅を¨¨

》かちかすかのけうあこてか いしまおあ たそつしか たちけえそてそうしかせけみ

〉か そつてあうしみこてか しそたあてさと おしみ たかちかすかのけうあせけみ う 
ねあのか うそ うちかすみ たそおそえちかうあ.

〉か ちかさそすかせおとかてつみ そつてあうしみてへ いしまおそ う ちかきけすか 
たそおおかちきあせけみ てかすたかちあてとちふ いそしかか ねかす せあ 12 
ねあつそう – そせそ すそきかて けつたそちてけてへつみ.

】』【╅〉《╇[╅ 》《╉╉╊『╋¨╇╅╊〈《‶ 
【╊〈》╊『╅【】『ぉ

【かすたかちあてとちあ たそ とすそしねあせけま つそつてあうしみかて 
74 °』. 

ぁてそいふ けくすかせけてへ てかすたかちあてとちと:
1. 〉あきすけてか け とおかちきけうあこてか させそたさと 》《╉《╈『╊╇ 
う てかねかせけか 5 つかさとせお.
2. 》ちけ たそすそはけ させそたそさ «+» けしけ «-» くあおあこてか 
せときせとま てかすたかちあてとちと う おけあたあくそせか 69-77 °』.
3. 〉あきすけてか 》《╉《╈『╊╇, ねてそいふ たそおてうかちおけてへ くあ-
おあせせふか せあつてちそこさけ.

】』【╅〉《╇[╅ 【╅‶〈╊『╅ 

ぁてそいふ くあたちそえちあすすけちそうあてへ うちかすみ そさそせねあ-
せけみ ちかきけすあ たそおおかちきあせけみ てかすたかちあてとちふ:
1. 》ちそうかちへてか せあつてちそこさけ ねあつそう. ぁてそいふ たちそ-
えちあすすけちそうあせけか てあこすかちあ いふしそ さそちちかさてせふす, 
とつてあせそうけてか たちあうけしへせそか うちかすみ.
2. 〉あきすけてか させそたさと 》《╉《╈『╊╇, あ くあてかす せあ-
きすけてか け とおかちきけうあこてか う てかねかせけか 1 つかさとせおふ 
させそたさと 【╅‶〈╊『, ねてそいふ うそこてけ う ちかきけす たちそえちあす-
すけちそうあせけみ てあこすかちあ.
3. 》ちけ たそすそはけ させそたそさ «+» [ぁあつふ] けしけ «-» [〈け-
せとてふ] くあおあこてか せときせそか うちかすみ そさそせねあせけみ ちかきけ-
すあ たそおおかちきあせけみ てかすたかちあてとちふ.
4. 〉あきすけてか させそたさと 》《╉《╈『╊╇ けしけ 【╅‶〈╊『, 
ねてそいふ たそおてうかちおけてへ くあおあせせふか せあつてちそこさけ.

ぁてそいふ うふこてけ けく ちかきけすあ たそおおかちきあせけみ てかす-
たかちあてとちふ, せあきすけてか させそたさと 《【〈╊〉╅

『╊╋¨〈 》《╉《╈『╊╇

╊つしけ うふ きかしあかてか ちあくそえちかてへ いしまおそ けしけ かつしけ 
いしまおそ, たそおおかちきけうあかすそか う てかたしか せか おそつてあてそね-
せそ えそちみねかか, けつたそしへくとこてか ちかきけす 》《╉《╈『╊╇.
1. ぁてそいふ ちあくそえちかてへ いしまおそ, うふいかちけてか たちそ-
えちあすすと, う さそてそちそこ いふしそ たちけえそてそうしかせそ いしまおそ, 
け せあきすけてか 》《╉《╈『╊╇ 2 ちあくあ.
2. ぁてそいふ たかちかこてけ う ちかきけす たそおそえちかうあ けく ちか-
きけすあ たそおおかちきあせけみ てかすたかちあてとちふ, せあきすけてか 
せあ 》《╉《╈『╊╇. ぁてそいふ つせそうあ うかちせとてへつみ う ちかきけす 
たそおおかちきあせけみ てかすたかちあてとちふ, せあきすけてか せあ 》《-
╉《╈『╊╇ かはか ちあく.
3. ぁてそいふ うふこてけ けく ちかきけすあ たそおそえちかうあ, せあきすけ-
てか させそたさと 《【〈╊〉╅

》『《╈『╅〈〈ぉ 》『¨╈《【《╇]╊〉¨っ

〈《]《ぁ〉╅っ [╅ぃ╅

》ちそえちあすすあ おしみ たちけえそてそうしかせけみ さあの, う てそす 
ねけつしか つ ちあくしけねせふすけ おそいあうさあすけ. [あのあ う ほてそす 
ちかきけすか にそちそのそ ちあくうあちけうあかてつみ, あ すそしそさそ 
せか ついかえあかて. 〈かせみみ さそしけねかつてうそ きけおさそつてけ け さちと-
たふ すそきせそ すかせみてへ うみくさそつてへ さあのけ.

》╅』【╅

》ちそえちあすすあ おしみ たちけえそてそうしかせけみ すあさあちそせせふに 
けくおかしけこ けしけ そてうあちけうあせけみ たちそおとさてそう.

╇〉¨〈╅〉¨╊!
たちそえちあすすあ たちかおとつすあてちけうあかて たちけえそてそうしか-
せけか つ そてさちふてそこ さちふのさそこ. ぁてそいふ すとしへてけうあちさあ 
うさしまねけしあつへ, たかちかお てかす, さあさ せあきあてへ 』【╅『【, たそ-
うかちせけてか ちとねさと せあ さちふのさか う たそしそきかせけか Close 
[′あさちふてそ]

1. ╇ ちかきけすか 》あつてあ とつてあせそうけてか うちかすみ たちけ-
えそてそうしかせけみ いかく とねかてあ うちかすかせけ せあ くあさけたあせけか 
うそおふ. 』しかおとこてか ちかさそすかせおあぬけみす たちそけくうそおけてか-
しみ, とさあくあせせふす せあ とたあさそうさか.
2. 〉あしかこてか う ねあのと うそおと け せあきすけてか 』【╅『【. 〉あ 
おけつたしかか いとおかて そてそいちあきあてへつみ うちかすみ つ せあねあしあ 
うさしまねかせけみ. ぁてそいふ つそさちあてけてへ うちかすみ せあ くあさけたあ-
せけか, せあしけうあこてか う ねあのと さけたみはとま うそおと.
3. 》そつしか くあさけたあせけみ うそおふ おそいあうへてか たあつてと, 
たかちかすかのあこてか. 》そおそきおけてか, たそさあ うそおあ つせそうあ 
くあさけたけて, け せあきすけてか 』【╅『【. 〉あ おけつたしかか いとおかて 
そてそいちあきあてへつみ とつてあせそうしかせせそか うちかすみ たちけえそてそう-
しかせけみ.
4. 》そ けつてかねかせけけ とつてあせそうしかせせそえそ うちかすかせけ, 
すとしへてけうあちさあ たそおあつて つけえせあし そい そさそせねあせけけ 
たちそえちあすすふ け たかちかこおかて う ちかきけす たそおおかちきあ-
せけみ てかすたかちあてとちふ. 
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5. 』しかこてか うそおと け たかちかすかのあこてか たあつてと. ぁてそいふ 
そつてあうけてへ かむ う ちかきけすか たそおおかちきあせけみ てかすたかちあ-
てとちふ – くあさちそこてか け くあいしそさけちとこてか さちふのさと.

『╅╈】

》ちそえちあすすあ おしみ たちけえそてそうしかせけみ いそしへのそえそ 
さそしけねかつてうあ いしまお けく すみつあ, そうそはかこ け さちとた, せあ-
たちけすかち ちあえと けしけ きあちさそえそ. 

』】》

》ちそえちあすすあ おしみ たちけえそてそうしかせけみ いとしへそせそう, 
つとたそう け ちあくしけねせふに つとたそう-たまちか.

』とたふ, たちけえそてそうしかせせふか う ほてそす ちかきけすか, たそ-
しとねあまてつみ あちそすあてせふすけ け せあうあちけつてふすけ. 

》]《╇

》ちそえちあすすあ つそつてそけて けく 3 ほてあたそう, さあさ たちけ 
てちあおけぬけそせせそす たちけえそてそうしかせけけ, たそほてそすと たしそう 
たそしとねあかてつみ たちあうけしへせふこ け そねかせへ うさとつせふこ.
1. 《いきあちけうあせけか すみつあ. 
2. 【そすしかせけか そうそはかこ. 
3. 『あつたあちけうあせけか ちけつあ. 

╉しみ たそしとねかせけみ にそちそのかえそ ちかくとしへてあてあ, けせえちか-
おけかせてふ つしかおとかて おそいあうしみてへ たそつしかおそうあてかしへせそ, 
つしかおとみ とさあくあせけみす えそしそつそうそえそ たそすそはせけさあ.

1. ぁてそいふ くあたとつてけてへ たちそえちあすすと, せか くあさちふうあみ 
さちふのさと, たそうかちせけてか ちとねさと せあ さちふのさか う たそしそきか-
せけか Close [′あさちふてそ] け せあきすけてか 』【╅『【.
2. 〉あしかこてか う ねあのと せかすせそえそ すあつしあ. [そえおあ 
ねあのあ せあえちかかてつみ, おそいあうへてか すみつそ け そいきあちけうあこ-
てか たちけすかちせそ 5-10 すけせとて.
3. 》そつしか とさあくあせけこ えそしそつそうそえそ たそすそはせけさあ, 
うふしそきけてか せあ すみつそ つしそこ そうそはかこ. ′あさちそこてか 
さちふのさと, おしみ ほてそえそ たそうかちせけてか ちとねさと う たそしそきか-
せけか Open [《てさちふてそ] け いふつてちそ くあさちそこてか さちふの-

さと, くあてかす うかちせけてか ちとねさと う たそしそきかせけか Close 
[′あさちふてそ]. 〉あきすけてか 』【╅『【. 
4. 》ちけすかちせそ ねかちかく 18-20 すけせとて せときせそ おそいあ-
うけてへ ちけつ け そつてあしへせふか けせえちかおけかせてふ. 《てさちそこてか 
さちふのさと, おしみ ほてそえそ たそうかちせけてか ちとねさと う たそしそきか-
せけか Open [《てさちふてそ], せあきすけてか させそたさと そてさちふ-
うあせけみ さちふのさけ. [あさ てそしへさそ さちふのさあ たちけそてさちそ-
かてつみ せあ つてそしへさそ, ねてそいふ すそきせそ いふしそ うちあはあてへ 
ちとねさと, つちあくと うかちせけてか ちとねさと う たそしそきかせけか Close 
[′あさちふてそ]. ╇ふしそきけてか ちけつ せあ つしそこ そうそはかこ, おそ-
いあうへてか つたかぬけけ, うそおと け そつてあしへせふか けせえちかおけかせてふ.
5. ′あさちそこてか さちふのさと, さあさ そたけつあせそ うふのか け 
つせそうあ せあきすけてか 』【╅『【. 

╇〉¨〈╅〉¨╊! 
〈あさつけすあしへせそか うちかすみ せあ そてさちふうあせけか/くあ-
さちふうあせけか さちふのさけ うそ うちかすみ たちけえそてそうしかせけみ – 
10 つかさ. 》そつしか ほてそえそ たちそえちあすすあ そてさしまねあかてつみ.
╇ ぬかしみに いかくそたあつせそつてけ たちそえちあすすそこ たちかおとつ-
すそてちかせそ あうてそすあてけねかつさそか そてさしまねかせけか, かつしけ 
たそつしか せかつさそしへさけに せあたそすけせあせけこ ╈そしそつそうそえそ 
たそすそはせけさあ せか いとおかて せあきあてあ させそたさあ 』【╅『【. 
》そおえそてあうしけうあこてか けせえちかおけかせてふ くあちあせかか け つしか-
おとこてか とさあくあせけみす ╈そしそつそうそえそ たそすそはせけさあ.

[『】》╅

ゅてあ たちそえちあすすあ たそおにそおけて おしみ たちけえそてそうしか-
せけみ うつかに つそちてそう ちけつあ, えちかねさけ け おちとえけに さちとた. 
[ちとたあ, たちけえそてそうしかせせあみ たちけ たそすそはけ ほてそこ たちそ-
えちあすすふ, にそちそのそ ちあくうあちけうあかてつみ, つそにちあせみかて 
うつか たけてあてかしへせふか つうそこつてうあ け あたたかてけてせふこ うせかの-
せけこ うけお.

╇ くあうけつけすそつてけ そて うあのけに たちかおたそねてかせけこ, うふ 
すそきかてか たちけえそてそうけてへ すみえさとま, ついあしあせつけちそうあせ-
せとま けしけ ちあつつふたねあてとま さちとたと, うふいちあう ちかきけす 1, 
2 けしけ 3 つそそてうかてつてうかせせそ.

〈みえさあみ さちとたあ – つけしへせそ ちあくうあちかせせあみ, たちけ-
いしけきかせせあみ たそ うさとつと さ さあのか, たちけえそてそうしかせせそこ う 
てちあおけぬけそせせそす ねとえとせせそす さそてかしさか.

』いあしあせつけちそうあせせあみ さちとたあ – とすかちかせせそ ちあく-
うあちかせせあみ. 』ちかおせみみ さそせつけつてかせぬけみ すかきおと すみえ-
さそこ け ちあつつふたねあてそこ さちとたそこ.

『あつつふたねあてあみ さちとたあ – おしみ えあちせけちそう. 『けつ, 
つうあちかせせふこ う ほてそす ちかきけすか, けすかかて けおかあしへせとま 
さそせつけつてかせぬけま おしみ たちけえそてそうしかせけみ つとのけ け ちそし-
しそう. 

╋╅『[╅

• ¨つたそしへくとかてつみ おしみ たちけえそてそうしかせけみ きあちかせそえそ 
すみつあ, ちふいふ けしけ たてけぬふ.
• 》そおにそおけて おしみ たちかおうあちけてかしへせそえそ そいきあちけ-
うあせけみ すみつあ けしけ そうそはかこ おしみ ちかきけすそう «『あえと», 
«』とた» け て.お.
• ╆しあえそおあちみ あせてけたちけえあちせそすと たそさちふてけま, 
すとしへてけうあちさあ たそくうそしみかて きあちけてへ たちそおとさてふ いかく 
しけのせけに にしそたそて, せかそいにそおけすそ てそしへさそ せあしけてへ せか-
すせそえそ すあつしあ.

》ちそえちあすすあ たちかおとつすあてちけうあかて たちけえそてそうしか-
せけか さあさ つ そてさちふてそこ, てあさ け つ くあさちふてそこ さちふのさそこ. 
ぁてそいふ すとしへてけうあちさあ うさしまねけしあつへ つ そてさちふてそこ 
さちふのさそこ, たかちかお てかす, さあさ せあきあてへ 』【╅『【, たそ-
うかちせけてか ちとねさと せあ さちふのさか う たそしそきかせけか Close 
[′あさちふてそ].

【】ぃ╊〉¨╊

》そおにそおけて おしみ たちけえそてそうしかせけみ いそしへのそえそ さそ-
しけねかつてうあ いしまお けく すみつあ, そうそはかこ, さちとた け て.お. 
╆しあえそおあちみ てとのかせけま たそお おあうしかせけかす, たちけえそてそう-
しかせけか う すとしへてけうあちさか くあせけすあかて せあすせそえそ すかせへ-
のか うちかすかせけ, ねかす てちあおけぬけそせせふす つたそつそいそす, 
たちけ ほてそす すみつそ たそしとねあかてつみ つそねせふす け すみえさけす, 
あ つそとつ – せあつふはかせせふす. 

【《〈]╊〉¨╊

》そおにそおけて おしみ たちけえそてそうしかせけみ いしまお けく すみつあ, 
そうそはかこ, なちとさてそう け て.お., たちかおたそしあえあまはけに おしけ-
てかしへせそか てそすしかせけか たちそおとさてあ たちけ てかすたかちあてとちか 
そさそしそ 85º』, せあたちけすかち にそしそおかぬ, さそすたそて けしけ 
きあちさそか. 》ちそぬかつつ てそすしかせけみ けすけてけちとかて たちけ-
えそてそうしかせけか う 『とつつさそこ たかねけ, たそほてそすと いしまおあ, 
たちけえそてそうしかせせふか う ほてそす ちかきけすか, つそにちあせみまて 
うつか たそしかくせふか つうそこつてうあ.

》╅『《╇╅『[╅

ゅてあ たちそえちあすすあ たそおにそおけて おしみ たちけえそてそうしか-
せけみ すみつあ, すそちか-たちそおとさてそう, たてけぬふ, そうそはかこ, 
みけぬ, けくおかしけこ けく てかつてあ け すせそえそ おちとえそえそ. 

╆しあえそおあちみ おうとにとちそうせかうそこ さそちくけせか, う すとしへてけ-
うあちさか すそきせそ そおせそうちかすかせせそ えそてそうけてへ ちあくせふか 
いしまおあ けしけ いふつてちそ たちけえそてそうけてへ ときけせ おしみ いそしへ-
のそこ つかすへけ. 

╇ぉ》╊ぁ[╅

╉しみ たちけえそてそうしかせけみ いけつさうけてそう, くあたかさあせそさ, 
さかさつそう, たけちそえそう け たちそねかこ つおそいふ, さちそすか ほてそえそ 
くあすかねあてかしへせそ たそおにそおけて おしみ くあたかさあせけみ すみつあ, 
たてけぬふ け そうそはかこ.

ぃ╊‒-》《╇╅『

╇あちへけちとみ てかすたかちあてとちと け うちかすみ たちけえそてそう-
しかせけみ, う ほてそこ たちそえちあすすか すそきせそ たちけえそてそうけてへ 
たちあさてけねかつさけ しまいそか いしまおそ.

ぁてそいふ とつてあせそうけてへ うちかすみ たちけえそてそうしかせけみ けつ-
たそしへくとこてか させそたさけ «+» け «-».

╉しみ うふいそちあ てかすたかちあてとちふ たちけえそてそうしかせけみ 
せあきすけてか «】つてあせそうさあ». 【かすたかちあてとちあ たそ とすそし-
ねあせけま – 100º』. 』 たそすそはへま させそたそさ «+» け «-» 
すそきせそ とつてあせそうけてへ きかしあかすとま てかすたかちあてとちと う 
おけあたあくそせか 50-130º』.
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》『¨〈╊『
╇ふ にそてけてか たちけえそてそうけてへ すみつそ たちけ てかすたかちあてと-

ちか 120 º』 う てかねかせけか 30 すけせとて.
1. 》そすかつてけてか すみつそ け そつてあしへせふか けせえちかおけかせ-
てふ う ねあのと. ′あさちそこてか さちふのさと, たそうかちせけてか ちとねさと 
いしそさけちそうさけ う たそしそきかせけか Close [′あさちふてそ].
2. 』 たそすそはへま させそたさけ 〈╊〉ょ うふいかちけてか ちか-
きけす «ぃかな-たそうあち».
3. 』 たそすそはへま させそたそさ 〉╅』【『《‶[¨ とつてあせそうけ-
てか うちかすみ たちけえそてそうしかせけみ – 30 すけせとて.
4. 〉あきすけてか 】』【╅〉《╇[╅. ¨つたそしへくとこてか させそたさけ 
〉╅』【『《‶[¨, ねてそいふ とつてあせそうけてへ てかすたかちあてとちと 
120º』.
5. ╉しみ せあねあしあ たちけえそてそうしかせけみ せあきすけてか 』【╅『【.

』╅〈《《ぁ¨』【[╅

『かきけす つあすそそねけつてさけ とたちそはあかて ねけつてさと すとしへ-
てけうあちさけ, そせ たちかおせあくせあねかせ おしみ たちそねけつてさけ たあ-
ちそうそえそ さしあたあせあ, とおあしかせけみ つけしへせふに くあえちみくせか-
せけこ け おかくけせなかさぬけけ すとしへてけうあちさけ. 》そおちそいせかか 
そ ちかきけすか ねけてあこてか う ちあくおかしか «《いつしときけうあせけか 
け ねけつてさあ»

《╆』]】╋¨╇╅〉¨╊ ¨ ぁ¨』【[╅

• ╇そ けくいかきあせけか たそみうしかせけみ つてそこさけに せかたちけみて-
せふに くあたあにそう うつかえおあ うふたそしせみこてか ねけつてさと すとしへてけ-
うあちさけ たそつしか さあきおそえそ けつたそしへくそうあせけみ. 
• 〉か にちあせけてか たちけえそてそうしかせせそか いしまおそ う すとしへ-
てけうあちさか, う たちそてけうせそす つしとねあか たそつしかおとまはあみ 
ねけつてさあ すとしへてけうあちさけ いとおかて くあてちとおせかせあ.
• 》かちかお ねけつてさそこ, あ てあさきか たそつしか さあきおそえそ けつ-
たそしへくそうあせけみ, そいみくあてかしへせそ そてさしまねあこてか すとしへてけ-
うあちさと そて ほしかさてちそつかてけ.
• ╇そ けくいかきあせけか たそちあきかせけみ ほしかさてちけねかつさけす 
てそさそす せか たそえちときあこてか すとしへてけうあちさと, つかてかうそこ 
のせとち けしけ かえそ うけしさと う うそおと けしけ けせとま きけおさそつてへ.
• 》かちかお ねけつてさそこ たそおそきおけてか, たそさあ すとしへてけ-
うあちさあ たそしせそつてへま そつてふせかて.

• 》そつしか ねけつてさけ てはあてかしへせそ うふてちけてか うつか おかてあ-
しけ せあつとにそ. 
• ¨つたそしへくとこてか おしみ すふてへみ すとしへてけうあちさけ てそしへさそ 
せかこてちあしへせふか すそまはけか つちかおつてうあ, せあたちけすかち, 
つちかおつてうあ おしみ すふてへみ たそつとおふ.
• 〉か けつたそしへくとこてか おしみ ねけつてさけ つたけちてそつそおかち-
きあはけか つちかおつてうあ けしけ ちあつてうそちけてかしけ, あ てあさきか 
きかつてさけか すそねあしさけ けしけ あいちあくけうせふか つちかおつてうあ. 
• 〉か すそこてか あさつかつつとあちふ う たそつとおそすそかねせそこ 
すあのけせか.

』╅〈《《ぁ¨』【[╅

1. 〉あしかこてか うそおと う ねあのと おそ そてすかてさけ 2 たそ のさあしか 
CUP
2. ╇つてあうへてか ねあのと う すとしへてけうあちさと. ′あさちそこてか 
さちふのさと け くあいしそさけちとこてか かむ, たそうかちせとう ちとねさと 
いしそさけちそうさけ う たそしそきかせけか Close [′あさちふてそ]
3. ╇ふいかちけてか たちそえちあすすと 』あすそそねけつてさあ, せあ 
おけつたしかか おそしきかせ くあえそちかてへつみ けせおけさあてそち , くあ-
てかす せあきすけてか 』【╅『【.
4. 》そ そさそせねあせけけ たちそえちあすすふ たちそくうとねけて くうとさそ-
うそこ つけえせあし. 》そおそきおけてか せかつさそしへさそ すけせとて け そて-
さちそこてか さちふのさと. 』しかこてか うそおと, たそおそきおけてか, たそさあ 
ねあのあ そつてふせかて, け うふすそこてか かむ.

〈╊『ぉ 》『╊╉《』【《『《╋〉《』【¨ 》『¨ 
¨』》《]ゃ′《╇╅〉¨¨ 『╊╋¨〈╅ 』╅〈《《ぁ¨』【[¨

• ╇ ちかきけすか つあすそそねけつてさけ えそちみねけこ たあち たそお 
おあうしかせけかす いとおかて うふにそおけてへ けく たあちそうそえそ さしあたあ-
せあ. ╆かちかえけてか ちとさけ け しけぬそ そて うふにそおみはかえそ たあちあ.
• ╆とおへてか そつてそちそきせふ, せか そてさちふうあこてか さちふのさと 
つちあくと たそつしか そさそせねあせけみ ちかきけすあ – うせとてちけ かはか 
せあにそおけてつみ えそちみねけこ たあち.
• ¨つたそしへくとこてか てそしへさそ ねけつてとま うそおと. 〉か おそいあう-
しみこてか う うそおと せけさあさけか すそまはけか つちかおつてうあ けしけ 
けせふか にけすけねかつさけか うかはかつてうあ.

ぁ¨』【[╅ 』ぇ╊〈〉《‶ ╇〉】【『╊〉〉╊‶ [『ぉぃ[¨

1. 〉あきすけてか せあ いかしとま たちみすそとえそしへせとま させそた-
さと せあ うせとてちかせせかこ つてそちそせか さちふのさけ け つせけすけてか 
うせとてちかせせまま さちふのさと うすかつてか つ とたしそてせけてかしかす. 
′あてかす つせけすけてか とたしそてせけてかしへ, てはあてかしへせそ うふ-
すそこてか け うふてちけてか せあつとにそ. 
2. 【はあてかしへせそ うふすそこてか うせとてちかせせまま さちふのさと, 
くあてかす うふてちけてか せあつとにそ. ╇つてあうへてか とたしそてせけてかしへ う 
たあく うせとてちかせせかこ さちふのさけ, たちそうかおけてか たあしへぬあすけ 
うおそしへ さちあみ さちふのさけ – とたしそてせけてかしへ おそしきかせ そねかせへ 
たしそてせそ け ちそうせそ たちけしかえあてへ さ さちふのさか たそ うつかすと 
たかちけすかてちと. 

╇〉¨〈╅〉¨╊
〉かそいにそおけすそ たちあうけしへせそ とつてあせそうけてへ とたしそてせけ-
てかしへ, う たちそてけうせそす つしとねあか う たちそぬかつつか ちあいそてふ 
すとしへてけうあちさけ うそくすそきかせ せかたちかおとつすそてちかせせふこ 
うふにそお たあちあ! 

》ちあうけしへせあみ とつてあせそうさあ 
】たしそてせけてかしへ ちそうせそ たちけしかえあかて さ うせとてちかせせかこ 
さちふのさか たそ うつかすと たかちけすかてちと.

〉かたちあうけしへせあみ とつてあせそうさあ
】たしそてせけてかしへ せかちそうせそ たちけしかえあかて さ うせとてちかせせかこ 
さちふのさか. 

3. 》ちそてちけてか うせとてちかせせまま つてそちそせと さちふのさけ. 
¨つたそしへくとこてか ねけつてとま うしあきせとま け にそちそのそ そてきあ-
てとま つあしなかてさと. 』しかおけてか くあ てかす, ねてそいふ せあ うせと-
てちかせせかこ たそうかちにせそつてけ さちふのさけ せか そつてあうあしけつへ 
ねあつてけねさけ たちそおとさてそう. ╅ささとちあてせそ とおあしけてか くあえちみく-
せかせけみ つ うせとてちかせせかえそ てかすたかちあてとちせそえそ おあてねけさあ 
いかくそたあつせそつてけ, う たちそてけうせそす つしとねあか さそせてちそしへ 
てかすたかちあてとちふ うせとてちけ すとしへてけうあちさけ いとおかて そつと-
はかつてうしみてへつみ せかさそちちかさてせそ, ねてそ すそきかて つてあてへ 
たちけねけせそこ うそくせけさせそうかせけみ そたあつせふに つけてとあぬけこ け 
うふにそおあ すとしへてけうあちさけ けく つてちそみ.
4. 】つてあせそうけてか せあ すかつてそ うせとてちかせせまま さちふのさと. 
╉しみ ほてそえそ うつてあうへてか うふつてとた せあ つひかすせそこ さちふの-
さか う たあく せあ うせとてちかせせかこ つてそちそせか さちふのさけ, たちけ 
ほてそす とさあくあてかしへ う うけおか つてちかしさけ せあ つひかすせそこ 
さちふのさか おそしきかせ いふてへ せあたちあうしかせ つてちそえそ うせけく, あ 
せあおたけつへ «Steam» – さ たそしへくそうあてかしま.
5. ′あてかす せあきすけてか せあ うかちにせけこ さちあこ つひかすせそこ 
さちふのさけ, ねてそいふ くあなけさつけちそうあてへ かむ. 
6. 】いかおけてかつへ う てそす, ねてそ うせとてちかせせみみ さちふのさあ 
とつてあせそうしかせあ たちあうけしへせそ け せあおかきせそ くあなけさつけ-
ちそうあせあ, う たちそてけうせそす つしとねあか さちふのさと すとしへてけ-
うあちさけ いとおかて せかうそくすそきせそ くあいしそさけちそうあてへ.
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》『¨〈╊ぁ╅〉¨╊
〉か そいみくあてかしへせそ さあきおふこ ちあく つせけすあてへ うせとてちかせ-
せまま さちふのさと け とたしそてせけてかしへ, おそつてあてそねせそ たちそ-
つてそ たちそてかちかてへ たそうかちにせそつてけ ねけつてそこ うしあきせそこ 
つあしなかてさそこ.

ぁ¨』【[╅ ぁ╅ぃ¨

• ╉しみ すふてへみ ねあのけ けつたそしへくとこてか てそしへさそ すみえさとま 
えといさと け せかこてちあしへせそか すそまはかか つちかおつてうそ 
• 〉か けつたそしへくとこてか たちけ ねけつてさか ねあのけ きかつてさけか 
すそねあしさけ けしけ あいちあくけうせふか つちかおつてうあ, ねてそいふ せか 
たそうちかおけてへ あせてけたちけえあちせそか たそさちふてけか.

ぁ¨』【[╅ ╇〉】【『╊〉〉¨｠ 》《╇╊『｠〉《』【╊‶ 
《』〉《╇〉《╈《 ╆]《[╅ 

¨くうしかさけてか ねあのと け とおあしけてか くあえちみくせかせけみ うせと-
てちけ そつせそうせそえそ いしそさあ たちけ たそすそはけ ねけつてそこ 
うしあきせそこ つあしなかてさけ. 

ぁ¨』【[╅ [《〉【╊‶〉╊『╅ ╉]っ 』╆《『╅ 
[《〉╉╊〉』╅【╅

』せけすけてか さそせてかこせかち, つしかこてか うそおと. ╉しみ すふてへみ 
さそせてかこせかちあ けつたそしへくとこてか すみえさとま えといさと け せかこ-
てちあしへせそか すそまはかか つちかおつてうそ. 》ちそてちけてか さそせ-
てかこせかち つとにそこ つあしなかてさそこ け うつてあうへてか せあ すかつてそ.
• 《ねけはあこてか さそせてかこせかち たそつしか さあきおそえそ けつ-
たそしへくそうあせけみ すとしへてけうあちさけ.

ぁ¨』【[╅ ╅[』╊』』】╅『《╇

╉しみ すふてへみ あさつかつつとあちそう けつたそしへくとこてか すみえ-
さとま えといさと け せかこてちあしへせそか すそまはかか つちかおつてうそ. 
》そつしか すふてへみ うふてちけてか うつか たちけせあおしかきせそつてけ せあ-
つとにそ.

3. ╇ふせへてか ちかくけせそうとま たちそさしあおさと, てはあてかしへせそ 
うふすそこてか かむ け うふてちけてか せあつとにそ.
4. 】つてあせそうけてか たちそさしあおさと せあ すかつてそ.
5. 』そうすかつてけてか うかちにせまま け せけきせまま ねあつてけ 
さちふのさけ, うつてあうへてか なけさつあてそちふ う たあくふ け あささとちあて-
せそ つそきすけてか おそ はかしねさあ. 
6. 】つてあせそうけてか さちふのさと たあちそうそえそ さしあたあせあ せあ 
すかつてそ け せあきすけてか せあ せかか うせけく おそ せあおかきせそこ 
なけさつあぬけけ.

╇〉¨〈╅〉¨╊!
╇つか ほしかすかせてふ たあちそうそえそ さしあたあせあ うそ うちかすみ 
ちあいそてふ すとしへてけうあちさけ つけしへせそ せあえちかうあまてつみ. 』そ-
いしまおあこてか そつてそちそきせそつてへ たちけ ねけつてさか!

『╊〈《〉【 ¨ 】』【『╅〉╊〉¨╊ 〉╊¨』》『╅╇〉《』【╊‶

• ╇ ぬかしみに いかくそたあつせそつてけ ちかすそせて ほしかさてちそたちけ-
いそちあ おそしきかせ そつとはかつてうしみてへつみ てそしへさそ さうあしけなけ-
ぬけちそうあせせふすけ つたかぬけあしけつてあすけ あうてそちけくそうあせ-
せそえそ つかちうけつせそえそ ぬかせてちあ. 
• ╈あちあせてけみ せか ちあつたちそつてちあせみかてつみ せあ せかけつ-
たちあうせそつてけ, そいとつしそうしかせせふか せかさうあしけなけぬけちそ-
うあせせふす ちかすそせてそす, あ てあさきか せかたちあうけしへせそこ 
ほさつたしとあてあぬけかこ ほしかさてちそたちけいそちあ.
• ′あたちかはあかてつみ けつたそしへくそうあせけか せかけつたちあうせそ-
えそ ほしかさてちそたちけいそちあ, あ てあさきか たちけ すかにあせけねか-
つさけに けしけ けせふに たそうちかきおかせけみに つあすそえそ ほしかさてちそ-
たちけいそちあ, つかてかうそえそ のせとちあ けしけ かえそ うけしさけ.
• 〉けさそえおあ せか ちあくいけちあこてか ほしかさてちそたちけいそち 
つあすそつてそみてかしへせそ, せか うつてあうしみこてか せけさあさけか たそ-

つてそちそせせけか たちかおすかてふ う そてうかちつてけみ う さそちたとつか 
ほしかさてちそたちけいそちあ. 
• ╊つしけ ほしかさてちそたちけいそち せか たそおしかきけて ちかすそせ-
てと, せか うふいちあつふうあこてか かえそ うすかつてか つ いふてそうふすけ 
そてにそおあすけ. 》そくあいそてへてかつへ そい そさちときあまはかこ 
つちかおか! 〉かけつたちあうせふこ ほしかさてちそたちけいそち せかそい-
にそおけすそ つおあてへ う つたかぬけあしけくけちそうあせせふこ たとせさて 
とてけしけくあぬけけ. ╅おちかつあ たとせさてそう たちけかすあ いふてそうふに 
ほしかさてちそたちけいそちそう せあ たかちかちあいそてさと ╇ふ すそきかてか 
たそしとねけてへ う すとせけぬけたあしへせふに つしときいあに ╇あのかえそ 
えそちそおあ. 
• 》ちけ くあすかせか せかけつたちあうせそえそ ほしかさてちそたちけいそ-
ちあ せあ せそうふこ まちけおけねかつさとま そてうかてつてうかせせそつてへ くあ 
とてけしけくあぬけま おそしきかせ せかつてけ たちそおあうかぬ.

》ちかきおか ねかす そいちあはあてへつみ う つかちうけつせふこ 
ぬかせてち, そくせあさそすへてかつへ つ けせなそちすあぬけかこ, たちかお-
つてあうしかせせそこ せけきか. ╇そくすそきせそ, せかけつたちあうせそつてへ 
せか みうしみかてつみ たそしそすさそこ, け うあす とおあつてつみ とつてちあ-
せけてへ たちそいしかすと つあすそつてそみてかしへせそ, つしかおとみ ちか-
さそすかせおあぬけみす, たちけうかおかせせふす う てあいしけぬか. ╊つしけ 
たちそいしかすあ たそうてそちみかてつみ, そいちあてけてかつへ う つかちうけつ-
せふこ ぬかせてち.

1 2

3 4

5 6

ぁ¨』【[╅ 》╅『《╇《╈《 []╅》╅〉╅

╉しみ ねけつてさけ そてうかちつてけみ うふたとつさあ たあちあ けつたそしへ-
くとこてか なとせさぬけま つあすそそねけつてさけ.

ぁ¨』【[╅ [『ぉぃ[¨ 》╅『《╇《╈《 []╅》╅〉╅

『かえとしみちせそ そねけはあこてか さちふのさと たあちそうそえそ さしあ-
たあせあ そて くあえちみくせかせけこ. 

1. 』せけすけてか さちふのさと たあちそうそえそ さしあたあせあ, さあさ 
たそさあくあせそ せあ ちけつとせさか.
2. 〉あきすけてか せあ なけさつあてそち う たかちかおせかこ ねあつてけ 
さちふのさけ け ちあつさちそこてか さちふのさと. 



22 23

》『《╆]╊〈╅ ╇《′〈《╋〉╅っ 》『¨ぁ¨〉╅ 』》《』《╆ 】』【『╅〉╊〉¨っ
〈としへてけうあちさあ せか 
ちあいそてあかて.

1. 〈としへてけうあちさあ せか たそおさしまねかせあ さ 
ほしかさてちそつかてけ.
2. ╇ ほしかさてちそつかてけ そてつとてつてうとかて 
せあたちみきかせけか.
3. ╇ふ つしとねあこせそ せあきあしけ させそたさと 
《【〈╊〉╅ けしけ しまいとま おちとえとま 
させそたさと うそ うちかすみ ちあいそてふ すとしへ-
てけうあちさけ.

1. 》ちそうかちへてか たそおさしまねかせけか さ ほしかさてちそ-
つかてけ.
2. 》そおそきおけてか, たそさあ ほしかさてちそたけてあせけか 
いとおかて うそつつてあせそうしかせそ. ╊つしけ そてさしまねかせけか 
ほしかさてちそほせかちえけけ いふしそ おしけてかしへせふす, せか-
そいにそおけすそ せあねあてへ たちけえそてそうしかせけか くあせそうそ.
3. 〉か せあきけすあこてか せけさあさけか させそたさけ うそ 
うちかすみ ちあいそてふ すとしへてけうあちさけ.

〉か ちあいそてあかて 
おけつたしかこ

』かしあ いあてあちかみ ╉しみ くあすかせふ いあてあちかけ そいちあてけてかつへ う つかち-
うけつせふこ ぬかせてち

╇そ うちかすみ ちあいそてふ 
けく さしあたあせあ うふ-
てかさあかて うそおあ.

1. [そしたあねそさ たあちそうそえそ さしあたあせあ 
せあさしそせかせ.
2. 〉か つそいしまおかせふ たちそたそちぬけけ 
うそおふ.

1. ¨つたちあうへてか たそしそきかせけか さそしたあねさあ たあちそ-
うそえそ さしあたあせあ.
2. ╉しみ そてすかちけうあせけみ さそしけねかつてうあ うそおふ 
けつたそしへくとこてか すかちせとま かすさそつてへ. 〉か たちか-
うふのあこてか すあさつけすあしへせそ-おそたとつてけすふこ 
とちそうかせへ.

[ちとたあ たそしとねあかて-
つみ せかおそうあちかせせそこ 
けしけ たかちかうあちかせ-
せそこ.

1. 〉か つそいしまおかせふ たちそたそちぬけけ 
うそおふ け さちとたふ.
2. 〉かたしそてせそか たちけしかえあせけか ねあのけ 
さ せあえちかうあてかしへせそすと ほしかすかせてと. 
╇せかのせみみ たそうかちにせそつてへ ねあのけ くあ-
えちみくせかせあ. 

1. 』そいしまおあこてか たちあうけしへせふか たちそたそちぬけけ 
うそおふ け さちとたふ, おしみ そてすかちけうあせけみ さちとたふ 
けつたそしへくとこてか すかちせとま かすさそつてへ.
2. 】おあしけてか くあえちみくせかせけみ つ うせかのせかこ 
つてそちそせふ ねあのけ, といかおけてかつへ う そてつとてつてうけけ 
くあえちみくせかせけこ せあ うせとてちかせせかす てかすたかちあ-
てとちせそす おあてねけさか.

》あち うふにそおけて 
けく-たそお さちふのさけ 
すとしへてけうあちさけ.

1. [ とたしそてせけてかしま うせとてちかせせかこ 
さちふのさけ たちけしけたしけ ねあつてけねさけ たちそ-
おとさてそう.
2. ¨くせそつけしつみ とたしそてせけてかしへ うせと-
てちかせせかこ さちふのさけ.
3. 〉かたちあうけしへせそ とつてあせそうしかせ 
とたしそてせけてかしへ うせとてちかせせかこ さちふのさけ.

1. 】おあしけてか くあえちみくせかせけみ つ とたしそてせけてかしみ 
うせとてちかせせかこ さちふのさけ け うかちにせかえそ そいそおさあ 
ねあのけ. 
2. ′あすかせけてか とたしそてせけてかしへ, おしみ ほてそえそ そい-
ちあてけてかつへ う つかちうけつせふこ ぬかせてち.
3. 》ちそうかちへてか たちあうけしへせそつてへ とつてあせそうさけ 
とたしそてせけてかしみ うせとてちかせせかこ さちふのさけ.

〉あ おけつたしかか そてそ-
いちあきあかてつみ さそお 
そのけいさけ Er2.

╇せとてちけ すとしへてけうあちさけ つしけのさそす 
うふつそさそか おあうしかせけか けしけ てかすたか-
ちあてとちあ. ╇そくすそきせそ, くあつそちかせ 
たあちそうそこ さしあたあせ.

《いちあてけてかつへ う つかちうけつせふこ ぬかせてち.

》『《╆]╊〈╅ ╇《′〈《╋〉╅っ 》『¨ぁ¨〉╅ 』》《』《╆ 】』【『╅〉╊〉¨っ
〉かうそくすそきせそ 
けつたそしへくそうあてへ 
ちかきけす たちそ-
えちあすすけちそうあせけみ 
てあこすかちあ.

╇ふいちあせせあみ たちそえちあすすあ, せか 
たちかおとつすあてちけうあかて けつたそしへくそうあ-
せけか てあこすかちあ.

』す. けせなそちすあぬけま そい けつたそしへくそうあせけけ 
てあこすかちあ う けせつてちとさぬけけ たそ ほさつたしとあてあぬけけ.

〉あ おけつたしかか そてそ-
いちあきあかてつみ さそお 
そのけいさけ 13Ho.

╇ふいちあせそ うちかすみ てあこすかちあ つうふのか 
13 ねあつそう.

╇ちかすみ てあこすかちあ せか おそしきせそ たちかうふのあてへ 
13 ねあつそう. 』さそちちかさてけちとこてか せあつてちそこさけ 
てあこすかちあ.

〉あ おけつたしかか そてそ-
いちあきあかてつみ さそお 
そのけいさけ Er1, Er3, 
Er5, Er6 けしけ Er7.

〉かけつたちあうかせ てかすたかちあてとちせふこ 
おあてねけさ.

《いちあてけてかつへ う つかちうけつせふこ ぬかせてち.

〈としへてけうあちさあ 
のとすけて うそ うちかすみ 
ちあいそてふ.

『あいそてあ すとしへてけうあちさけ すそきかて つそ-
たちそうそきおあてへつみ せかくせあねけてかしへせふす 
のとすそす うかせてけしみてそちあ, そにしあきおあ-
まはかえそ うせとてちかせせけか さそすたそせかせてふ 
とつてちそこつてうあ. 

ゅてそ せそちすあしへせそか みうしかせけか, せか つうけおかてかしへ-
つてうとまはかか そ せかけつたちあうせそつてけ すとしへてけうあち-
さけ.

〉あ おけつたしかか そてそ-
いちあきあかてつみ さそお 
そのけいさけ L . 

1. ぁあのあ せか とつてあせそうしかせあ う すとしへ-
てけうあちさと.
2. 〉あたちみきかせけか う ほしかさてちそつかてけ 
せか つそそてうかてつてうとかて てちかいそうあせけみす 
たそおさしまねかせけみ.

1. 〉か うさしまねあこてか すとしへてけうあちさと いかく とつてあ-
せそうしかせせそこ ねあのけ.
2. 》ちそうかちへてか つそそてうかてつてうけか せあたちみきかせけみ 
てかにせけねかつさけす てちかいそうあせけみす.

╆しまおそ たちけえそちあかて 
さ ねあのか.

1. ぁあのあ いふしあ せかおそつてあてそねせそ ねけ-
つてそ うふすふてあ たそつしか たちかおふおとはかえそ 
けつたそしへくそうあせけみ.
2. ′あえちみくせかせ うせとてちかせせけこ てかすたか-
ちあてとちせふこ おあてねけさ.

1. 【はあてかしへせそ すそこてか ねあのと たそつしか さあきおそ-
えそ けつたそしへくそうあせけみ.
2. 】おあしけてか くあえちみくせかせけみ つ うせとてちかせせかえそ 
てかすたかちあてとちせそえそ おあてねけさあ.

[せそたさけ せか ちあいそ-
てあまて.

╇ふ たちけさあつあかてかつへ せか さ ぬかせてちと 
させそたさけ. 

╉しみ あさてけうあぬけけ させそたそさ しかえさそ たちけさそつ-
せけてかつへ さ ぬかせてちと させそたさけ. 〉か つしかおとかて 
せあきけすあてへ せあ させそたさけ つ とつけしけかす.
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¨せつてちとさぬけみ たそ ほさつたしとあてあぬけけ
〈かちせあみ ねあのさあ (そいひかす 180すし.)
]そたあてさあ
2-に とちそうせかうあみ さそちくけせあ おしみ たちけえそてそうしかせけみ いしまお 
う ちかきけすか «》あちそうあちさあ»

』》╊を¨‒¨[╅を¨っ 

〉あたちみきかせけか: 220-240 ╇て, 60 ╈ぬ
〈そはせそつてへ:  1400 ╇て (たちけえそてそうしかせけか),  

100 ╇て (たそおそえちかう)
《いひかす ねあのけ: 5 し. 
╉けあたあくそせ ちあいそねかえそ おあうしかせけみ: 88,3 – 166, 7 さ》あ 
╈あいあちけてふ:  411 に 298 に 286 すす 

(のけちけせあ に えしといけせあ に うふつそてあ)
╇かつ: 7,2 さえ

》ちそけくうそおけてかしへ つそにちあせみかて くあ つそいそこ たちあうそ 
せあ うせかつかせけか けくすかせかせけこ う てかにせけねかつさけか にあ-
ちあさてかちけつてけさけ, さそすたしかさてあぬけま け さそせつてちとさぬけま 
おあせせそこ すそおかしけ いかく たちかおうあちけてかしへせそえそ とうか-
おそすしかせけみ.

╉╅【╅ ¨′╈《【《╇]╊〉¨っ

╉あてあ けくえそてそうしかせけみ くあのけなちそうあせあ う うけおか 
えちとたたふ ぬけなち う つかちけこせそす せそすかちか, ちあつたそしそ-
きかせせそす せあ さそちたとつか たちけいそちあ.

》 『 ¨ 〈 ╊ 『
 せかおかしみ | えそお  せそすかち たちそおとさてあ

 4512 – 14345
 45 – つそちそさ たみてあみ せかおかしみ
 12 – たそつしかおせけか おうか ぬけなちふ えそおあ
 14345 – せそすかち たちそおとさてあ

╉あてと けくえそてそうしかせけみ つしかおとかて ねけてあてへ:
4512 – 14345 – 45-み せかおかしみ 2012 えそおあ

¨〉‒《『〈╅を¨っ 《 』╊『【¨‒¨[╅を¨¨

【そうあち つかちてけなけぬけちそうあせ う つそそてうかてつてうけけ つ くあ-
さそせそす «《 くあはけてか たちあう たそてちかいけてかしかこ»

】つてあせそうしかせせふこ たちそけくうそおけてかしかす う つそそてうかて-
つてうけけ つ た.2 つて.5 ‒かおかちあしへせそえそ ′あさそせあ 『‒ «《 
くあはけてか たちあう たそてちかいけてかしかこ» つちそさ つしときいふ おしみ 
おあせせそえそ けくおかしけみ ちあうかせ 5 えそおあす, たちけ とつしそうけけ, 
ねてそ けくおかしけか けつたそしへくとかてつみ う つてちそえそす つそそてうかて-
つてうけけ つ せあつてそみはかこ けせつてちとさぬけかこ たそ ほさつたしとあ-
てあぬけけ け たちけすかせみかすふすけ てかにせけねかつさけすけ つてあせ-
おあちてあすけ.
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