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╀さけめх мм18/2015  

 

 
 ′ぇ けしくけゃせ つかぇくぇ нп. しすぇゃ 2. ╆ぇおけくぇ け さぇょせ г“]か. ╂かぇしくうお []"з ぉさ. нпкнллрз смкнллрз 
54/2009, 32/2103 う тркнлмп), ょうさっおすけさ ┸ぇゃくけゅ こさっょせいっゆぇ "╁けょけおぇくぇか” ╀っつっめз ょぇくぇ 30.10.2015. 

ゅけょうくっ, ょけくけしう: 
 

 

‶ [ ┿ ╁ ╇ ╊ ′ ╇ ╉ 

¨ ¨[╂┿′╇╆┿『╇┸╇ ╇ ]╇]〈╄╋┿〈╇╆┿『╇┸╇ ‶¨]╊¨╁┿ 

〉 ┸┿╁′¨╋ ‶[╄╃〉╆╄┻〉 “╁¨╃¨╉┿′┿╊” ╀╄』╄┸ 

 
 

¨‶【〈╄ ¨╃[╄╃╀╄ 

 
』かぇく м. 

 
 ¨ゃうき ‶さぇゃうかくうおけき しっ せすゃさふせめせ けさゅぇくういぇちうけくう ょっかけゃう せ ┸ぇゃくけき こさっょせいっゆせ “╁けょけおぇくぇか” 
╀っつっめ гせ ょぇもっき すっおしすせх ‶さっょせいっゆっдз ゃさしすぇ こけしかけゃぇз しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっ う ょさせゅう こけしっぉくう 

せしかけゃう いぇ さぇょ くぇ すうき こけしかけゃうきぇз おぇけ う きっふせしけぉくう けょくけし けさゅぇくういぇちうけくうた ょっかけゃぇ, すっ けゃかぇてゆっやぇ 
う けょゅけゃけさくけしすう させおけゃけょうかぇちぇ う いぇこけしかっくうた せ けさゅぇくういぇちうけくうき ょっかけゃうきぇз ぉさけめ さぇょくうた きっしすぇ う 
ぉさけめ ういゃさてうかぇちぇ こけすさっぉくうた いぇ っそうおぇしくけз くっしきっすぇくけ う おけくすうくせうさぇくけ けぉぇゃもぇやっ こけしかけゃぇ せ 
‶さっょせいっゆせ. 
 

 

I 〉′〉〈[┿【┺┿ ¨[╂┿′╇╆┿『╇┸┿ ‶[╄╃〉╆╄┻┿ 

 

』かぇく н. 
 
 〉 ちうもせ てすけ っそうおぇしくうめっゅ おけさうてゆっやぇ しさっょしすぇゃぇ いぇ さぇょ う こけしすういぇやぇ てすけ こけゃけもくうめうた 
さっいせかすぇすぇ さぇょぇз せくせすさぇてやぇ けさゅぇくういぇちうめぇ さぇょぇ せ ‶さっょせいっゆせ せさっふせめっ しっ すぇおけ ょぇ けぉっいぉっょう しおかぇょくけ 
けぉぇゃもぇやっ ょっかぇすくけしすう う さぇいゃけめ ょっかけゃぇ う ちっかうくっ ‶さっょせいっゆぇз おぇけ う けこすうきぇかくせ たうめっさぇさたうめしおせ 
こけしすぇゃもっくけしす おけめぇ けぉっいぉっふせめっ っそうおぇしくけ せこさぇゃもぇやっ ‶さっょせいっゆっき. 
 ¨さゅぇくういぇちうめぇ う しうしすっきぇすういぇちうめぇ こけしかけゃぇ せ ‶さっょせいっゆせ きけさぇ ぉうすう すぇおけ こさうかぇゅけふっくぇ 
ょっかけおさせゅせ う さぇょくうき こさけちっしうきぇ ょぇ ゅぇさぇくすせめっ こさうかぇゅけふっくけしす けさゅぇくういぇちうめっ ちっかうくう こけしかけゃぇ, 

やうたけゃけ しすさせつくけз っそうおぇしくけз さぇちうけくぇかくけ う せしおかぇふっくけ ゃさてっやっ, すっ ゅさせこうしぇやっ うしすけゃさしくうた うかう 
しさけょくうた う きっふせしけぉくけ こけゃっいぇくうた こけしかけゃぇ せ けょゅけゃぇさぇめせゆっ けさゅぇくういぇちうけくっ ょっかけゃっ せ ‶さっょせいっゆせ. 

 
』かぇく о. 

 

 ‶けしかけゃう しっ けさゅぇくういせめせ こさっきぇ こけすさっぉぇきぇ う いぇたすっゃうきぇ こさけちっしぇ さぇょぇз せ いぇゃうしくけしすう けょ ゃさしすっ 
う けぉうきぇ しさけょくうた う きっふせしけぉくけ こけゃっいぇくうた こけしかけゃぇ. 

╆ぇ けぉぇゃもぇやっ こけしかけゃぇ うい ょっかけおさせゅぇ ょっかぇすくけしすう, せ ‶さっょせいっゆせ しっ けぉさぇいせめせ けさゅぇくういぇちうけくう 

ょっかけゃう こけょ くぇいうゃけき しっおすけさう う すけх 
I ]╄╉〈¨[ ╆┿ ‶[¨╇╆╁¨╃′¨-〈╄》′╇』╉╄ ‶¨]╊¨╁╄, 

II ]╄╉〈¨[ ╆┿ 《╇′┿′]╇┸]╉¨-╉┺╇╂¨╁¨╃]〈╁╄′╄ ‶¨]╊¨╁╄, ′┿‶╊┿〈〉 ‶¨〈[┿╅╇╁┿┺┿, 
′┿╀┿╁╉〉 ╇ ╊¨╂╇]〈╇╉〉 う 

III ]╄╉〈¨[ ╆┿ ‶[┿╁′╄з ╉┿╃[¨╁]╉╄ ╇ ¨‶【〈╄ ‶¨]╊¨╁╄. 
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』かぇく п. 
 

 〉 けおゃうさせ こけめっょうくうた しっおすけさぇ ‶さっょせいっゆぇз おぇけ きぇやう けさゅぇくういぇちうけくう ょっかけゃうз けさゅぇくういせめせ しっ 
こけゅけくう う しかせあぉっз ぇ せ けおゃうさせ しかせあぉう けさゅぇくういせめせ しっ せあっ けさゅぇくういぇちうけくっ めっょうくうちっ – けょっもっやぇз てすけ 
めっ てっきぇすしおう こさうおぇいぇくけ せ ‶さうかけゅせ ぉさ. м, こけょ くぇいうゃけき ¨さゅぇくういぇちうけくぇ てっきぇ ‶さっょせいっゆぇ. 

 
』かぇく р. 

 

 〉 けおゃうさせ I ]╄╉〈¨[┿ ╆┿ ‶[¨╇╆╁¨╃′¨-〈╄》′╇』╉╄ ‶¨]╊¨╁╄з けさゅぇくういせめせ しっ しかっょっゆう こけゅけくう 
う しかせあぉっх 
 I/1. ‶けゅけく いぇ こさけういゃけょやせ ゃけょっ いぇ こうゆっз 
 I/2. ‶けゅけく いぇ けょゃけふっやっ う こさっつうてゆぇゃぇやっ けすこぇょくうた ゃけょぇз 
 I/3. ]かせあぉぇ いぇ うくゃっしすうちうめっ う さぇいゃけめ, 
 I/4. ]かせあぉぇ いぇ けょさあぇゃぇやっ う うくあっやっさうくゅ う 

 
』かぇく с. 

 
 〉 けおゃうさせ Iкп. ]かせあぉっ いぇ けょさあぇゃぇやっ う うくあっやっさうくゅз けさゅぇくういせめせ しっ しかっょっゆぇ けょっもっやぇх 
 I/4.1. ¨ょっもっやっ ]かせあぉっ いぇ けょさあぇゃぇやっ せ ╀っつっめせз 
 I/4.2. ¨ょっもっやっ ]かせあぉっ いぇ けょさあぇゃぇやっ せ ╀ぇつおけき ‶っすさけゃけき ]っかせ う ‶けもぇくうちぇきぇ, 
 I/4.3. ¨ょっもっやっ ]かせあぉっ いぇ けょさあぇゃぇやっ せ ╀ぇつおけき ╂さぇょうてすせ 

 I/4.4. ¨ょっもっやっ ]かせあぉっ いぇ けょさあぇゃぇやっ せ [ぇょうつっゃうゆせ う 

 I/4.5. ¨ょっもっやっ ]かせあぉっ いぇ けょさあぇゃぇやっ せ ╋うかってっゃせ う ╃さもぇくせ. 
 

』かぇく т. 
 
 〉 けおゃうさせ II ]╄╉〈¨[┿ ╆┿ 《╇′┿′]╇┸]╉¨-╉┺╇╂¨╁¨╃]〈╁╄′╄ ‶¨]╊¨╁╄, ′┿‶╊┿〈〉 
‶¨〈[┿╅╇╁┿┺┿з ′┿╀┿╁╉〉 ╇ ╊¨╂╇]〈╇╉〉 けさゅぇくういせめせ しっ しかっょっゆっ しかせあぉっх 
 II/1. ]かせあぉぇ そうくぇくしうめしおけ さぇつせくけゃけょしすゃっくうた こけしかけゃぇ, 
 II/2. ]かせあぉぇ けつうすぇゃぇやぇ う くぇこかぇすっ う 

 II/3. ]かせあぉぇ くぇぉぇゃおっ う かけゅうしすうおっ 
 

』かぇく у. 
 

 〉 けおゃうさせ IIкн. ]かせあぉっ けつうすぇゃぇやぇ う くぇこかぇすっ けさゅぇくういせめせ しっ しかっょっゆぇ けょっもっやぇх 
 II/2.1. ¨ょっもっやっ ]かせあぉっ けつうすぇゃぇやぇ う くぇこかぇすっ せ ╀っつっめせз 
 II/2.2. ¨ょっもっやっ ]かせあぉっ けつうすぇゃぇやぇ う くぇこかぇすっ せ ╀ぇつおけき ‶っすさけゃけき ]っかせ う ‶けもぇくうちぇきぇз 
 II/2.3. ¨ょっもっやっ ]かせあぉっ けつうすぇゃぇやぇ う くぇこかぇすっ せ ╀ぇつおけき ╂さぇょうてすせ 

 

』かぇく 9. 
 

 〉 けおゃうさせ III ]╄╉〈¨[┿ ╆┿ ‶[┿╁′╄з ╉┿╃[¨╁]╉╄ ╇ ¨‶【〈╄ ‶¨]╊¨╁╄з けさゅぇくういせめせ しっ しかっょっゆっ 
しかせあぉっ: 
 III/1. ]かせあぉぇ いぇ さぇいゃけめ もせょしおうた さっしせさしぇ г》[д, 
 III/2. ]かせあぉぇ けこてすうた こけしかけゃぇ, 

 III/3. ]かせあぉぇ いぇ うくそけさきぇちうけくっ すったくけかけゅうめっ г╇〈д う 
 III/4. ]かせあぉぇ いぇてすうすっ う おけくすさけかっ. 
 

』かぇく м0. 

 

 ╁ぇく しっおすけさぇз たうめっさぇさたうめしおう くっこけしさっょくけ こけょさっふっくう ょうさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇз けさゅぇくういせめせ しっ 
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╂かぇゃくう うくあっやっさ う ╇くすっさくう さっゃういけさ. 

 

 
 

II ╃╄╊¨╉[〉╂ [┿╃┿ ¨[╂┿′╇╆┿『╇¨′╇》 ╃╄╊¨╁┿ 

 

 

I ]っおすけさ いぇ こさけういゃけょくけ-すったくうつおっ こけしかけゃっ 

 
』かぇく м1. 

 

 〉 ]っおすけさせ いぇ こさけういゃけょくけ-すったくうつおっ こけしかけゃっ けぉぇゃもぇめせ しっ こけしかけゃう うい う せ ゃっいう しぇ 
ょっかぇすくけてゆせ ‶さっょせいっゆぇ おけめう けぉせたゃぇすぇめせх こさけういゃけょやせз こさうこさっきせз ょけさぇょせ う ょうしすさうぉせちうめせ ゃけょっ いぇ 
こうゆっц けょゃけふっやっз こさっつうてゆぇゃぇやっ けすこぇょくうた ゃけょぇ う めぇゃくうた ぉせくぇさぇц せしかせあくっ ょっかぇすくけしすう こさっきぇ 
すさっゆうき かうちうきぇц けょさあぇゃぇやっ けぉめっおぇすぇ ゃけょけゃけょぇ う おぇくぇかういぇちうめっ せ くぇしっもうきぇ けこてすうくっ ╀っつっめц 
こさっょかぇゅぇやっ う ゃけふっやっ ういさぇょっ こかぇくしおっ う ういゃけふぇつおっ ょけおせきっくすぇちうめっц ゃけふっやっ うくゃっしすうちうめぇ 
うくそさぇしすさせおすせさっ ゃけょけゃけょぇ う おぇくぇかういぇちうめっц こけしかけゃっ うい けぉかぇしすう いぇてすうすっ あうゃけすくっ しさっょうくっ, 
せいうきぇやっ せいけさぇおぇ ゃけょっ いぇ こうゆっз けすこぇょくっ ゃけょっз うくょせしすさうめしおっ う すったくうつおっ ゃけょっз ゃけょっ うい こさうさけょくうた 
う ゃってすぇつおうた ゃけょっくうた ぇおせきせかぇちうめぇ う きせもぇц けぉさぇふうゃぇやっ せいけさぇおぇ しすぇくょぇさょくうき そういうつおけ-

たっきうめしおうき すったくうおぇきぇ こさっきぇ ょけきぇゆけめ いぇおけくしおけめ さっゅせかぇすうゃうц ゃけふっやっ きぇすうつくっ おやうゅっ いぇ っゃうょっくちうめせ 
さっいせかすぇすぇ う けしすぇかうた こさけこうしぇくうた っゃうょっくちうめぇц ういさぇょぇ ょうめぇゅさぇきぇ う けしすぇかうた ういゃってすぇめぇ け 
さっいせかすぇすうきぇ ういゃさてっくうた ぇくぇかういぇ, こけしかけゃう こさけすうゃこけあぇさくっ いぇてすうすっ う こけしかけゃう ぉっいぉっょくけしすう う 
いょさぇゃもぇ くぇ さぇょせ, ゃけふっやっ こさけこうしぇくうた っゃうょっくちうめぇ う ういさぇょぇ ういゃってすぇめぇ うい ょっかけおさせゅぇ ]っおすけさぇз おぇけ 
う ょさせゅっ こけしかけゃっ うい ょっかけおさせゅぇ ]っおすけさぇ. 

 

』かぇく м2. 
 

 Iкм. 〉 ‶けゅけくせ いぇ こさけういゃけょやせ ゃけょっ いぇ こうゆっ けぉぇゃもぇめせ しっ こけしかけゃう おけめう けぉせたゃぇすぇめせх 
けさゅぇくういけゃぇやっ くっこさっおうょくけゅ こさけちっしぇ こさっさぇょっ ゃけょっ せ こけすさっぉくけめ おけかうつうくう う しぇ こさけこうしぇくうき 
おゃぇかうすっすけき ゃけょっц っおしこかけぇすぇちうめせ ぉせくぇさぇ う さぇょ くぇ しすぇくうちう いぇ おけくょうちうけくうさぇやっ こうめぇゆっ ゃけょっц 
しこさけゃけふっやっ けこっさぇすうゃくうた こかぇくけゃぇ すっおせゆっゅз うくゃっしすうちうけくけゅ う うくすっさゃっくすくけゅ けょさあぇゃぇやぇ ‶けゅけくぇц 
ういさぇょせ ぇくぇかういぇз ういゃってすぇめぇ う こかぇくけゃぇ うい ょっかけおさせゅぇ さぇょぇ ‶けゅけくぇц そけさきうさぇやっ う ゃけふっやっ おぇすぇしすさぇ 
ぉせくぇさぇц けさゅぇくういけゃぇやっ きっさっやぇ う きっさっやっ くうゃけぇ ゃけょっ せ ぉせくぇさうきぇ う こうめっいけきっすさうきぇ う ゃけふっやっ 
けょゅけゃぇさぇめせゆっ っゃうょっくちうめっ け すけきっц せこさぇゃもぇやっ こさけういゃけょやけき ゃけょっц ょけさぇょせ ゃけょっц おけくすさけかせ 
たうゅうめっくしおけ しぇくうすぇさくけゅ けょさあぇゃぇやぇц けょさあぇゃぇやっ せさっふぇめぇ いぇ たかけさうしぇやっ ゃけょっц けょさあぇゃぇやっ けこさっきっ 
う せさっふぇめぇ しうしすっきぇ ゃけょけしくぇぉょっゃぇやぇц けょさあぇゃぇやっ ゃけょけゃけょくっ きさっあっ う ぉせくぇさぇ, せいうきぇやっ せいけさぇおぇ 
ゃけょっ いぇ こうゆっз けすこぇょくっ ゃけょっз うくょせしすさうめしおっ う すったくうつおっ ゃけょっз ゃけょっ うい こさうさけょくうた う ゃってすぇつおうた 
ゃけょっくうた ぇおせきせかぇちうめぇ う きせもぇц けぉさぇふうゃぇやっ せいけさぇおぇ しすぇくょぇさょくうき そういうつおけ-たっきうめしおうき すったくうおぇきぇ 
こさっきぇ ょけきぇゆけめ いぇおけくしおけめ さっゅせかぇすうゃうц ゃけふっやっ きぇすうつくっ おやうゅっ いぇ っゃうょっくちうめせ さっいせかすぇすぇ う けしすぇかうた 
こさけこうしぇくうた っゃうょっくちうめぇц ういさぇょぇ ょうめぇゅさぇきぇ う けしすぇかうた ういゃってすぇめぇ け さっいせかすぇすうきぇ ういゃさてっくうた 
ぇくぇかういぇ,  おぇけ う ょさせゅっ こけしかけゃっ うい ょっかけおさせゅぇ ‶けゅけくぇ. 
 

』かぇく м3. 
 

 Iкн. 〉 ‶けゅけくせ いぇ けょゃけふっやっ う こさっつうてゆぇゃぇやっ けすこぇょくうた ゃけょぇ けぉぇゃもぇめせ しっ こけしかけゃう 
おけめう けぉせたゃぇすぇめせх しぇおせこもぇやっз けょゃけふっやっ う こさっつうてゆぇゃぇやっ けすこぇょくうた ゃけょぇз しこさけゃけふっやっ 
けこっさぇすうゃくうた こかぇくけゃぇ すっおせゆっゅз うくゃっしすうちうけくけゅ う うくすっさゃっくすくけゅ けょさあぇゃぇやぇ ‶けゅけくぇц ういさぇょせ 
ぇくぇかういぇз ういゃってすぇめぇ う こかぇくけゃぇ うい ょっかけおさせゅぇ さぇょぇ ‶けゅけくぇц けさゅぇくういぇちうめぇз さぇょ う くぇょいけさ くぇょ さぇょけき 
くぇ せさっふぇめうきぇ いぇ こさっつうてゆぇゃぇやっ けすこぇょくうた ゃけょぇ う ゅかぇゃくっ ちさこくっ しすぇくうちっз こさっょせいうきぇやっ 
けょゅけゃぇさぇめせゆうた さぇょやう せ ゃっいう こさけちっしぇ こさっつうてゆぇゃぇやぇ くぇ ぉぇいう せこせすしすぇゃぇ う ‶さぇゃうかくうおぇ け さぇょせ 
せさっふぇめぇ いぇ こさっつうてゆぇゃぇやっ けすこぇょくうた ゃけょぇц せいうきぇやっ せいけさぇおぇ けすこぇょくうた ゃけょぇ う きせもぇ う けつうすぇゃぇやっ 
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“Imhoff” せかぇいくっ う ういかぇいくっ ゃけょっз おぇけ う きせもぇ くぇ さっちうさおせかぇちうめう う せ ぇっさぇちうけくけき しすぇぉうかういぇちうけくけき 
ぉぇいっくせц けこしかせあうゃぇやっ すったくけかけゅうめっз けょさあぇゃぇやっ う さっきけくす たうょさけきぇてうくしおっ う けしすぇかっ けこさっきっ せ 
‶けゅけくせц けょさあぇゃぇやっ う こけこさぇゃおぇ おぇくぇかういぇちうけくっ きさっあっ おぇけ う ょさせゅっ こけしかけゃっ うい ょっかけおさせゅぇ ‶けゅけくぇ. 
 

』かぇく м4.   

 
 Iко. 〉 ]かせあぉう いぇ うくゃっしすうちうめっ う さぇいゃけめ けぉぇゃもぇめせ しっ こけしかけゃう おけめう けぉせたゃぇすぇめせх  
こさっょかぇゅぇやっ う しこさけゃけふっやっ おけくちっこちうめっ さぇいゃけめぇ ゃけょけゃけょくけゅ う おぇくぇかういぇちうけくけゅ しうしすっきぇц こさうこさっきせ 
う ゃけふっやっ うくゃっしすうちうめぇ くぇ けぉめっおすうきぇз ╋さっあぇきぇ う けこさっきうз ぇ せ けおゃうさせ すけゅぇ こさけめっおすけゃぇやっз 
こさうぉぇゃもぇやっ ょけいゃけかぇ いぇ ういゅさぇょやせз けょさっふうゃぇやっ させおけゃけょうけちぇ ゅさぇょうかうてすぇ う しこさけゃけふっやっ くぇょいけさぇ 
おけょ ういゃけふっやぇ さぇょけゃぇц こかぇくうさぇやっ う ゃけふっやっ けょさあぇゃぇやぇ けぉめっおぇすぇз こけしすさけめっやぇ う ╋さっあぇз ぇ せ 
けおゃうさせ すけゅぇ  こさけめっおすけゃぇやっз こさぇゃもっやっ すっさきうく-こかぇくぇ ぇおすうゃくけしすうз こさうぉぇゃもぇやっ ょけいゃけかぇ う 
しぇゅかぇしくけしすうз けょさっふうゃぇやっ させおけゃけょうけちぇ ゅさぇょうかうてすぇ う しこさけゃけふっやっ гしすぇかくけゅд くぇょいけさぇ おけょ 
ういゃけふっやぇ けゃうた さぇょけゃぇц ょぇゃぇやっ こけすさっぉくうた こけょぇすぇおぇ [せおけゃけょうけちせ ]っおすけさぇ いぇ そうくぇくしうめしおけ-

おやうゅけゃけょしすゃっくっ こけしかけゃっ う くぇこかぇすせ こけすさぇあうゃぇやぇз おけめう しせ くっけこたけょくう いぇ ういさぇょせ こかぇくけゃぇз 
うくゃっしすうちうけくうた こさけゅさぇきぇз ういゃってすぇめぇ う けぉさぇつせくぇ いぇ こけすさっぉっ ‶さっょせいっゆぇ う けしくうゃぇつぇц さぇょ くぇ 
ういさぇょう う けょさあぇゃぇやせ ゅさぇそうつおけ うくそけさきぇちうけくけゅ しうしすっきぇ г╂╇]д う おぇすぇしすさぇ こけょいっきくうた ゃけょけゃけょくけ-
おぇくぇかういぇちうけくうた うくしすぇかぇちうめぇз いぇ こけすさっぉっ ‶さっょせいっゆぇц ういゃさてぇゃぇやっ しゃうた くっけこたけょくうた ぇおすうゃくけしすう 
いぇ ょっそうくうしぇやっ う せゃけふっやっ しうしすっきぇ おゃぇかうすっすぇ せ ‶さっょせいっゆせз ぇ こけすけき けぉっいぉっふうゃぇやっ やっゅけゃっ 
ょけしかっょくっ こさうきっくっц こさうこさっきぇやっ すっおしすぇ すっくょっさぇ いぇ ういゅさぇょやせ けぉめっおぇすぇ う くぇぉぇゃおせ けこさっきっз 
こさうおせこもぇやっ こけくせょぇ いぇ ういゃけふっやっ さぇょけゃぇ う やうたけゃけ さぇくゅうさぇやっз こさうこさっきぇやっ すっおしすぇ せゅけゃけさぇ しぇ 
ういゃけふぇつうきぇ さぇょけゃぇ せ しぇさぇょやう しぇ ‶さぇゃくうおけき う せつっしすゃけゃぇやっ せ ぇおすうゃくけしすうきぇ こさう ういぉけさせ けこさっきっц 
せ しぇさぇょやう しぇ くぇょいけさくうき けさゅぇくけき う ういゃけふぇつうきぇ さぇょけゃぇ さってぇゃぇやっ こさけぉかっきぇ おけめう しっ こけめぇゃもせめせ せ 
すけおせ ういゅさぇょやっ けぉめっおぇすぇ う ╋さっあぇц けょさっふうゃぇやっ せしかけゃぇ こさうおもせつっやぇ くぇ ╋さっあっз ぇ せ けおゃうさせ すけゅぇ 
ういょぇゃぇやっ せしかけゃぇ いぇ こさけめっおすけゃぇやっз ういょぇゃぇやっ しぇゅかぇしくけしすう くぇ こさけめっおすっз ういょぇゃぇやっ さってっやぇ いぇ 
こさうおもせつおっ くぇ ╋さっあっ う  こさうめっき こさうおもせつぇおぇц つせゃぇやっ すったくうつおっ ょけおせきっくすぇちうめっц ゃさてっやっ せしかせゅぇ いぇ 
すさっゆぇ かうちぇ うい ょっかけおさせゅぇ こけしかけゃぇやぇ ‶さっょせいっゆぇ おぇけ う ょさせゅっ こけしかけゃっ うい ょっかけおさせゅぇ ]かせあぉっ. 
 

』かぇく м5. 
 

 Iкп. 〉 ]かせあぉう いぇ けょさあぇゃぇやっ う うくあっやっさうくゅ けぉぇゃもぇめせ しっ こけしかけゃう おけめう けぉせたゃぇすぇめせх  
しゃっ こけすさっぉくっ ぇおすうゃくけしすう くぇ けょさあぇゃぇやせ ゃけょけゃけょくっ きさっあっз おぇくぇかういぇちうけくっ きさっあっ けすこぇょくうた ゃけょぇ 
う おぇくぇかういぇちうけくっ きさっあっ ぇすきけしそっさしおうた ゃけょぇ гせ ょぇもっき すっおしすせх ╋さっあぇдц さぇょけゃっ くぇ ういゅさぇょやう 
╋さっあぇц うしこけきけゆ せ けぉぇゃもぇやせ こけすさっぉくうた ぇおすうゃくけしすう こさっゃっくすうゃくけゅ う すっおせゆっゅ けょさあぇゃぇやぇ しゃうた 
ちさこくうた う たうょさけそけさしおうた しすぇくうちぇ う さっいっさゃけぇさぇ こうすおっ ゃけょっц こけすさっぉくっ さぇょやっ くぇ けょさあぇゃぇやせ 
おぇくぇかういぇちうけくうた けおぇくぇ う しかうゃくうおぇ くぇ おぇくぇかういぇちうけくうき きさっあぇきぇц さぇょけゃっ くぇ せゅけゃぇさぇやせ う 
ういゅさぇょやう こさうおもせつぇおぇ くぇ ╋さっあっц けょさあぇゃぇやっ めぇゃくうた ぉせくぇさぇц けょさあぇゃぇやっз しっさゃうしうさぇやっз  
ぉぇあょぇさっやっ う けつうすぇゃぇやっ ゃけょけきっさぇц けょさあぇゃぇやっ けこさっきっз ゃけいうかぇ う さぇょくうた きぇてうくぇц ゃさてっやっ 
せしかせゅぇ いぇ すさっゆぇ かうちぇ; こけしかけゃっ こさけすうゃこけあぇさくっ いぇてすうすっ う こけしかけゃっ ぉっいぉっょくけしすう う いょさぇゃもぇ くぇ 
さぇょせ おぇけ う ょさせゅっ こけしかけゃっ うい ょっかけおさせゅぇ こけしかけゃぇやぇ ]かせあぉっ う すけ くぇ すっさうすけさうめう ちっかっ けこてすうくっ. 

 

』かぇく м6. 

 
  Iкп.м. 〉 ¨ょっもっやせ ]かせあぉっ いぇ けょさあぇゃぇやっ せ ╀っつっめせ けぉぇゃもぇめせ しっ こけしかけゃう おけめう 
けぉせたゃぇすぇめせх しゃっ こけすさっぉくっ ぇおすうゃくけしすう くぇ けょさあぇゃぇやせ ╋さっあぇц うしこけきけゆ せ けぉぇゃもぇやせ こけすさっぉくうた 
ぇおすうゃくけしすう こさっゃっくすうゃくけゅ う すっおせゆっゅ けょさあぇゃぇやぇ しゃうた ちさこくうた う たうょさけそけさしおうた しすぇくうちぇ う 
さっいっさゃけぇさぇ こうすおっ ゃけょっц こけすさっぉくっ さぇょやっ くぇ けょさあぇゃぇやせ おぇくぇかういぇちうけくうた けおぇくぇ う しかうゃくうおぇ くぇ 
おぇくぇかういぇちうけくうき きさっあぇきぇц さぇょけゃっ くぇ せゅけゃぇさぇやせ う ういゅさぇょやう こさうおもせつぇおぇ くぇ ╋さっあっц けょさあぇゃぇやっ 
めぇゃくうた ぉせくぇさぇц けょさあぇゃぇやっз しっさゃうしうさぇやっз  ぉぇあょぇさっやっ う けつうすぇゃぇやっ ゃけょけきっさぇц けょさあぇゃぇやっ 
けこさっきっз ゃけいうかぇ う さぇょくうた きぇてうくぇц ゃさてっやっ せしかせゅぇ いぇ すさっゆぇ かうちぇ おぇけ う ょさせゅっ こけしかけゃっ うい 
ょっかけおさせゅぇ こけしかけゃぇやぇ ¨ょっもっやぇ  くぇ すっさうすけさうめう くぇしっもぇ ╀っつっめ. 
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』かぇく м7. 

 

  I/4.2. - I/4.5. 〉 ¨ょっもっやうきぇ ]かせあぉう いぇ けょさあぇゃぇやっ せ けしすぇかうき くぇしっもっくうき 
きっしすうきぇ けこてすうくっ ╀っつっめ けぉぇゃもぇめせ しっ こけしかけゃう  おけめう けぉせたゃぇすぇめせх しゃっ こけすさっぉくっ ぇおすうゃくけしすう くぇ 
けょさあぇゃぇやせ ╋さっあぇц こけすさっぉくっ さぇょやっ くぇ けょさあぇゃぇやせ おぇくぇかういぇちうけくうた けおぇくぇ う しかうゃくうおぇ くぇ 
おぇくぇかういぇちうけくうき きさっあぇきぇц さぇょけゃっ くぇ せゅけゃぇさぇやせ う ういゅさぇょやう こさうおもせつぇおぇ くぇ ╋さっあっц けょさあぇゃぇやっ 
めぇゃくうた ぉせくぇさぇц けょさあぇゃぇやっз しっさゃうしうさぇやっз  ぉぇあょぇさっやっ う けつうすぇゃぇやっ ゃけょけきっさぇц ゃさてっやっ せしかせゅぇ いぇ 
すさっゆぇ かうちぇ おぇけ う ょさせゅっ こけしかけゃっ うい ょっかけおさせゅぇ こけしかけゃぇやぇ ¨ょっもっやぇ くぇ すっさうすけさうめう けしすぇかうた 
くぇしっもっくうた きっしすぇ せ けこてすうくう ╀っつっめз ぇ せ しぇさぇょやう う せい こけょさておせ ¨ょっもっやぇ ]かせあぉっ いぇ けょさあぇゃぇやっ せ 
╀っつっめせ. 
 

 
II ]っおすけさ いぇ そうくぇくしうめしおけ-おやうゅけゃけょしすゃっくっ こけしかけゃっ,  

くぇこかぇすせ こけすさぇあうゃぇやぇз くぇぉぇゃおせ う かけゅうしすうおせ 

 
』かぇく м8. 

 
 〉 ]っおすけさせ いぇ そうくぇくしうめしおけ おやうゅけゃけょしすゃっくっ こけしかけゃっ, くぇこかぇすせ こけすさぇあうゃぇやぇз くぇぉぇゃおせ う 
かけゅうしすうおせ けぉぇゃもぇめせ しっ こけしかけゃう おけめう けぉせたゃぇすぇめせх  けぉぇゃもぇやっ そうくぇくしうめしおうたз さぇつせくけゃけょしすゃっくうた う 
おけきっさちうめぇかくうた こけしかけゃぇ せ こさっょせいっゆせц しこさけゃけふっやっ けょさっょぇぉぇ きぇすっさうめぇかくけ そうくぇくしうめしおうた こさけこうしぇц 
くぇ けしくけゃせ こけょぇすぇおぇ ょけぉうめっくうた けょ ]かせあぉっ いぇ うくゃっしすうちうめっ う さぇいゃけめз ういさぇょぇ こかぇくけゃぇз 
うくゃっしすうちうけくうた こさけゅさぇきぇз ういゃってすぇめぇ う けぉさぇつせくぇ いぇ こけすさっぉっ ‶さっょせいっゆぇ う けしくうゃぇつぇц ういさぇょぇ 
こっさうけょうつくうた けぉさぇつせくぇ う そうくぇくしうめしおうた ういゃってすぇめぇц つうすぇやっ ゃけょけきっさぇз こさうこさっきぇ ょけおせきっくすぇちうめっз 
けさゅぇくういけゃぇやっ う しこさけゃけふっやっ うくおぇしうさぇやぇц けぉさぇつせくз そぇおすせさうしぇやっ う くぇこかぇすぇ うしこけさせつっくっ ゃけょっ う 
けすこぇょくっ ゃけょっ こけすさけてぇつうきぇц こさうめっき う さってぇゃぇやっ こけ さっおかぇきぇちうめぇきぇ こけすさけてぇつぇц  しぇしすぇゃもぇやっ 
こけょかけゅぇ いぇ けこけきっくっ う こさうくせょくせ くぇこかぇすせ こけすさぇあうゃぇやぇц おやうあっやっз せくけてっやっ う けぉさぇょぇ こけょぇすぇおぇ 
おさけい ぇせすけきぇすしおせ けぉさぇょせ こけょぇすぇおぇц させおけゃぇやっ さぇつせくぇさしおうき しうしすっきけきц ゃけふっやっ う ぇあせさうさぇやっ しゃうた 
ゃさしすぇ おやうゅぇз しこうしおけゃぇз っゃうょっくちうめぇ う おぇさすうちぇ せ ゃっいう しぇ こけしかけゃうきぇ うい ょっかけおさせゅぇ ]っおすけさぇц 
けぉさぇつせく う うしこかぇすぇ いぇさぇょぇ いぇこけしかっくうたц ゃけふっやっ ぉかぇゅぇめくっц こけしかけゃう けしうゅせさぇやぇ うきけゃうくっ う かうちぇ, 
こけしかけゃう くぇぉぇゃおっ きぇすっさうめぇかぇз さっいっさゃくうた ょっかけゃぇз しうすくけゅ うくゃっくすぇさぇз けしくけゃくうた しさっょしすぇゃぇз けこさっきっ 
いぇ ╀╇╆′[ う ‶‶╆ц ういょぇゃぇやっ こけさせりぉっくうちぇц おけくすぇおすうさぇやっ う おけさっしこけょっくちうめぇ しぇ ょけぉぇゃもぇつうきぇц 
こさうめっきз しきってすぇめ う ういょぇゃぇやっ きぇすっさうめぇかぇ う さけぉっц こかぇくうさぇやっз けさゅぇくういぇちうめぇ う おけくすさけかぇ こさけちっしぇ 
すさぇくしこけさすぇз しおかぇょうてすっやぇ う そぇおすせさうしぇやぇц おけくすさけかぇ くうゃけぇ いぇかうたぇц ういさぇょぇ う しこさけゃけふっやっ 
こかぇくけゃぇ いぇ さぇちうけくぇかういぇちうめせ せこけすさっぉっ しさっょしすぇゃぇ さぇょぇ う いぇ けこすうきういぇちうめせ う こさうかぇゅけふぇゃぇやっ しゃうた 
こさけちっしぇ うい ょけきっくぇ くぇょかっあくけしすう せい しきぇやうゃぇやっ すさけておけゃぇц こけしかけゃっ うい けぉかぇしすう めぇゃくうた くぇぉぇゃおうз 
おぇけ う ょさせゅっ こけしかけゃっ うい ょっかけおさせゅぇ ]っおすけさぇ. 

 
』かぇく 19. 

 

 IIкм. 〉 ]かせあぉう そうくぇくしうめしおけ-さぇつせくけゃけょしすゃっくうた こけしかけゃぇ けぉぇゃもぇめせ しっ こけしかけゃう おけめう 
けぉせたゃぇすぇめせх  けぉぇゃもぇやっ そうくぇくしうめしおうたз さぇつせくけゃけょしすゃっくうた う おけきっさちうめぇかくうた こけしかけゃぇ せ こさっょせいっゆせц 
しこさけゃけふっやっ けょさっょぇぉぇ きぇすっさうめぇかくけ そうくぇくしうめしおうた こさけこうしぇц くぇ けしくけゃせ こけょぇすぇおぇ ょけぉうめっくうた けょ 
]かせあぉっ いぇ うくゃっしすうちうめっ う さぇいゃけめз ういさぇょぇ こかぇくけゃぇз うくゃっしすうちうけくうた こさけゅさぇきぇз ういゃってすぇめぇ う 
けぉさぇつせくぇ いぇ こけすさっぉっ ‶さっょせいっゆぇ う けしくうゃぇつぇц ういさぇょぇ こっさうけょうつくうた けぉさぇつせくぇ う そうくぇくしうめしおうた 
ういゃってすぇめぇц けぉさぇつせく う うしこかぇすぇ いぇさぇょぇ いぇこけしかっくうたц こけしかけゃう けしうゅせさぇやぇ うきけゃうくっ う かうちぇ おぇけ う 
ょさせゅっ こけしかけゃっ うい ょっかけおさせゅぇ ]かせあぉっ. 
 

』かぇく н0. 
 

 IIкн. 〉 ]かせあぉう けつうすぇゃぇやぇ う くぇこかぇすっ けぉぇゃもぇめせ しっ こけしかけゃう おけめう けぉせたゃぇすぇめせх つうすぇやっ 
ゃけょけきっさぇц こさうこさっきせ ょけおせきっくすぇちうめっз けさゅぇくういけゃぇやっ う しこさけゃけふっやっ うくおぇしうさぇやぇц くぇこかぇすせ 
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うしこけさせつっくっ ゃけょっ う けすこぇょくっ ゃけょっ こけすさけてぇつうきぇц こさうめっき う さってぇゃぇやっ こけ さっおかぇきぇちうめぇきぇ 
こけすさけてぇつぇц  おやうあっやっз せくけてっやっ う けぉさぇょぇ こけょぇすぇおぇ おさけい ぇせすけきぇすしおせ けぉさぇょせ こけょぇすぇおぇц けぉさぇつせくз 
そぇおすせさうしぇやっ う くぇこかぇすぇ うしこけさせつっくっ ゃけょっ う けすこぇょくっ ゃけょっ こけすさけてぇつうきぇц させおけゃぇやっ さぇつせくぇさしおうき 
しうしすっきけきц しぇしすぇゃもぇやっ こけょかけゅぇ いぇ けこけきっくっ う こさうくせょくせ くぇこかぇすせ こけすさぇあうゃぇやぇ う ょけしすぇゃもぇやっ すうた 
こけょぇすぇおぇ ]っおすけさせ いぇ こさぇゃくっз おぇょさけゃしおっ う けこてすっ こけしかけゃっц ゃけふっやっ う ぇあせさうさぇやっ しゃうた ゃさしすぇ 
おやうゅぇз しこうしおけゃぇз っゃうょっくちうめぇ う おぇさすうちぇ せ ゃっいう しぇ こけしかけゃうきぇ うい ょっかけおさせゅぇ ]かせあぉっц ゃけふっやっ 
ぉかぇゅぇめくっ おぇけ う ょさせゅっ こけしかけゃっ うい ょっかけおさせゅぇ ]かせあぉっ いぇ すっさうすけさうめせ ちっかっ けこてすうくっ. 

 

』かぇく н1. 
 

  IIкн.м. 〉 ¨ょっもっやせ ]かせあぉっ けつうすぇゃぇやぇ う くぇこかぇすっ せ ╀っつっめせ けぉぇゃもぇめせ しっ 
こけしかけゃう おけめう けぉせたゃぇすぇめせх つうすぇやっ ゃけょけきっさぇз こさうこさっきせ ょけおせきっくすぇちうめっз けさゅぇくういけゃぇやっ う 
しこさけゃけふっやっ うくおぇしうさぇやぇц くぇこかぇすせ うしこけさせつっくっ ゃけょっ う けすこぇょくっ ゃけょっ こけすさけてぇつうきぇц  こさうめっき う 
さってぇゃぇやっ こけ さっおかぇきぇちうめぇきぇ こけすさけてぇつぇц  しぇしすぇゃもぇやっ こけょかけゅぇ いぇ けこけきっくっ う こさうくせょくせ くぇこかぇすせ 
こけすさぇあうゃぇやぇ う ょけしすぇゃもぇやっ すうた こけょぇすぇおぇ ]っおすけさせ いぇ こさぇゃくっз おぇょさけゃしおっ う けこてすっ こけしかけゃっц 
ゃけふっやっ う ぇあせさうさぇやっ しゃうた ゃさしすぇ おやうゅぇз しこうしおけゃぇз っゃうょっくちうめぇ う おぇさすうちぇ せ ゃっいう しぇ こけしかけゃうきぇ うい 
ょっかけおさせゅぇ ¨ょっもっやぇц ゃけふっやっ ぉかぇゅぇめくっ おぇけ う ょさせゅっ こけしかけゃっ うい ょっかけおさせゅぇ ¨ょっもっやぇ くぇ 
すっさうすけさうめう くぇしっもぇ ╀っつっめ. 
 

』かぇく н2. 
 

  II/2.2. - II/2.3. 〉 ¨ょっもっやうきぇ ]かせあぉう けつうすぇゃぇやぇ う くぇこかぇすっ せ けしすぇかうき 
くぇしっもっくうき きっしすうきぇ けこてすうくっ ╀っつっめ けぉぇゃもぇめせ しっ こけしかけゃう  おけめう けぉせたゃぇすぇめせх しこさけゃけふっやっ 
うくおぇしうさぇやぇц くぇこかぇすせ うしこけさせつっくっ ゃけょっц こさうめっき さっおかぇきぇちうめぇ こけすさけてぇつぇ う ょけしすぇゃもぇやっ こけょぇすぇおぇ 
さっそっさっくすせ いぇ さっおかぇきぇちうめっ せ ¨ょっもっやせ しかせあぉっ くぇこかぇすっ せ ╀っつっめせ おぇおけ ぉう こけしすせこうけ こけ やうきぇц 
ゃけふっやっ う ぇあせさうさぇやっ しゃうた こさけこうしぇくうた おやうゅぇз しこうしおけゃぇз っゃうょっくちうめぇ う おぇさすうちぇ せ ゃっいう しぇ 
こけしかけゃうきぇ うい ょっかけおさせゅぇ ¨ょっもっやぇц ゃけふっやっ ぉかぇゅぇめくっ う せこかぇすぇ こぇいぇさぇ おぇけ う ょさせゅっ こけしかけゃっ うい 
ょっかけおさせゅぇ ¨ょっもっやぇ くぇ すっさうすけさうめう けしすぇかうた くぇしっもっくうた きっしすぇ けこてすうくっ ╀っつっめ. 
 

』かぇく 23. 

 
 II/3. 〉 ]かせあぉう くぇぉぇゃおっ う かけゅうしすうおっ けぉぇゃもぇめせ しっ こけしかけゃう おけめう けぉせたゃぇすぇめせх こけしかけゃう 
くぇぉぇゃおっ きぇすっさうめぇかぇз さっいっさゃくうた ょっかけゃぇз しうすくけゅ うくゃっくすぇさぇз けしくけゃくうた しさっょしすぇゃぇз けこさっきっ いぇ ╀╇╆′[ 
う ‶‶╆ц ういょぇゃぇやっ こけさせりぉっくうちぇц おけくすぇおすうさぇやっ う おけさっしこけょっくちうめぇ しぇ ょけぉぇゃもぇつうきぇц こさうめっきз 
しきってすぇめ う ういょぇゃぇやっ きぇすっさうめぇかぇ う さけぉっц こかぇくうさぇやっз けさゅぇくういぇちうめぇ う おけくすさけかぇ こさけちっしぇ 
すさぇくしこけさすぇз しおかぇょうてすっやぇ う そぇおすせさうしぇやぇц おけくすさけかぇ くうゃけぇ いぇかうたぇц ういさぇょぇ う しこさけゃけふっやっ 
こかぇくけゃぇ いぇ さぇちうけくぇかういぇちうめせ せこけすさっぉっ しさっょしすぇゃぇ さぇょぇ う いぇ けこすうきういぇちうめせ う こさうかぇゅけふぇゃぇやっ しゃうた 
こさけちっしぇ うい ょけきっくぇ くぇょかっあくけしすう せい しきぇやうゃぇやっ すさけておけゃぇц こけしかけゃっ うい けぉかぇしすう めぇゃくうた くぇぉぇゃおうз 
おぇけ う ょさせゅう こけしかけゃう うい ょっかけおさせゅぇ さぇょぇ しかせあぉっ. 
 
 

III ]っおすけさ いぇ こさぇゃくっз おぇょさけゃしおっ う けこてすっ こけしかけゃっ 

 

』かぇく 24. 

 

 〉 ]っおすけさせ いぇ こさぇゃくっз おぇょさけゃしおっ う けこてすっ こけしかけゃっ けぉぇゃもぇめせ しっ こけしかけゃう おけめう けぉせたゃぇすぇめせх 
こさぇゃくっ こけしかけゃっ くぇ ういさぇょう けこてすうた ぇおぇすぇ ‶さっょせいっゆぇц こさぇゃくっ こけしかけゃっ せ ゃっいう しすぇすせしくうた こさけきっくぇ う 
こさけきっくっ ょっかぇすくけしすう ‶さっょせいっゆぇз おぇけ う せこうし しゃうた くぇしすぇかうた こさけきっくぇ せ けょゅけゃぇさぇめせゆう さっゅうしすぇさ 
こさうゃさっょくうた ょさせてすぇゃぇц しぇさぇょやぇ しぇ けさゅぇくうきぇ けしくうゃぇつぇц うきけゃうくしおけ こさぇゃくっ こけしかけゃっ ゃっいぇくっ いぇ 
ょっかぇすくけしす ‶さっょせいっゆぇц こけしかけゃっ こさぇゃくっ いぇてすうすっц ういさぇょぇ しゃうた ゃさしすぇ せゅけゃけさぇз さってっやぇ う けょかせおぇц 
せこさぇゃもぇやっ しゃうき こさけちっしうきぇ せ ゃっいう しぇ いぇこけしかっくうきぇ せい こけてすけゃぇやっ しゃうた けょさっょぉう ╆ぇおけくぇ け さぇょせ う 
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けしすぇかっ ゃぇあっゆっ さっゅせかぇすうゃっз ╉けかっおすうゃくけゅ せゅけゃけさぇ う ょさせゅうた ぇおぇすぇ ‶さっょせいっゆぇз こさうきっやせめせゆう 
くぇめぉけもせ こけかうすうおせ う こさぇおしせ うい けぉかぇしすう もせょしおうた さっしせさしぇ しぇ すさあうてすぇц こけしかけゃっ ょっそうくうしぇやぇ う 
しこさけゃけふっやぇ しすさぇすっゅうめっ いぇこけてもぇゃぇやぇз けぉせつぇゃぇやぇз こさけそっしうけくぇかくけゅ せしぇゃさてぇゃぇやぇ う 
けさうめっくすぇちうめっз こさけちっしぇ うくすっさくっ おけきせくうおぇちうめっ う こかぇくうさぇやっ こけすさっぉぇ いぇこけしかっくうたз さぇいゃけめз 
さっゃうょうさぇやっз うきこかっきっくすうさぇやっ う こさぇゆっやっ こさけちっしぇз こさけちっょせさぇ う こけかうすうおぇ うい けぉかぇしすう もせょしおうた 
さっしせさしぇ; けぉぇゃもぇやっ こけしかけゃぇ せ ゃっいう しぇ さぇょくうき けょくけしうきぇз つせゃぇやっ う ぇさたうゃうさぇやっ おぇょさけゃしおっ 
ょけおせきっくすぇちうめっц けぉぇゃもぇやっ こけしかけゃぇ けこてすっ ぇょきうくうしすさぇちうめっ せ ‶さっょせいっゆせц おけくそうゅせさうしぇやっ 
たぇさょゃっさぇ う しけそすゃっさぇц うくしすぇかうさぇやっ くけゃうた しけそすゃっさぇ う けょさあぇゃぇやっ けこっさぇすうゃくうた しうしすっきぇц 
せこさぇゃもぇやっ ぉっいぉっょくけてゆせ こけょぇすぇおぇц つせゃぇやっ ょけおせきっくすぇちうめっ け うくそけさきぇちうけくうき しうしすっきうきぇз 
たぇさょゃっさせ う しけそすゃっさしおうき かうちっくちぇきぇц ういさぇょぇ ういゃってすぇめぇ うい くぇょかっあくけしすう しゃけめうた こけしかけゃぇ, こけしかけゃっ 
そういうつおけ-すったくうつおけゅ けぉっいぉっふっやぇз こけしかけゃっ おけくすさけかっ いぇこけしかっくうた せ こさうきっくう いぇおけくぇ う さぇょくっ 
ょうしちうこかうくっз おぇけ う ょさせゅっ こけしかけゃっ うい ょっかけおさせゅぇ ]っおすけさぇ.  
 

』かぇく 25. 

 
 IIIкм. 〉 ]かせあぉう いぇ さぇいゃけめ もせょしおうた さっしせさしぇ けぉぇゃもぇめせ しっ こけしかけゃう おけめう けぉせたゃぇすぇめせх 
ういさぇょぇ しゃうた ゃさしすぇ せゅけゃけさぇз さってっやぇ う けょかせおぇц せこさぇゃもぇやっ しゃうき こさけちっしうきぇ せ ゃっいう しぇ 
いぇこけしかっくうきぇ せい こけてすけゃぇやっ しゃうた けょさっょぉう ╆ぇおけくぇ け さぇょせ う けしすぇかっ ゃぇあっゆっ さっゅせかぇすうゃっз 
╉けかっおすうゃくけゅ せゅけゃけさぇ う ょさせゅうた ぇおぇすぇ ‶さっょせいっゆぇз こさうきっやせめせゆう くぇめぉけもせ こけかうすうおせ う こさぇおしせ うい 
けぉかぇしすう もせょしおうた さっしせさしぇ しぇ すさあうてすぇц こけしかけゃっ ょっそうくうしぇやぇ う しこさけゃけふっやぇ しすさぇすっゅうめっ 
いぇこけてもぇゃぇやぇз けぉせつぇゃぇやぇз こさけそっしうけくぇかくけゅ せしぇゃさてぇゃぇやぇ う けさうめっくすぇちうめっз こさけちっしぇ うくすっさくっ 
おけきせくうおぇちうめっ う こかぇくうさぇやっ こけすさっぉぇ いぇこけしかっくうたз さぇいゃけめз さっゃうょうさぇやっз うきこかっきっくすうさぇやっ う 
こさぇゆっやっ こさけちっしぇз こさけちっょせさぇ う こけかうすうおぇ うい けぉかぇしすう もせょしおうた さっしせさしぇ; けぉぇゃもぇやっ こけしかけゃぇ せ ゃっいう 
しぇ さぇょくうき けょくけしうきぇз つせゃぇやっ う ぇさたうゃうさぇやっ おぇょさけゃしおっ ょけおせきっくすぇちうめっц けぉぇゃもぇやっ こけしかけゃぇ けこてすっ 
ぇょきうくうしすさぇちうめっ せ ‶さっょせいっゆせ. 
 

』かぇく н6. 
 

IIIкн. 〉 ]かせあぉう けこてすうた こけしかけゃぇ けぉぇゃもぇめせ しっ こけしかけゃう おけめう けぉせたゃぇすぇめせх こさぇゃくっ 
こけしかけゃっ くぇ ういさぇょう けこてすうた ぇおぇすぇ ‶さっょせいっゆぇц こさぇゃくっ こけしかけゃっ せ ゃっいう しすぇすせしくうた こさけきっくぇ う 
こさけきっくっ ょっかぇすくけしすう ‶さっょせいっゆぇз おぇけ う せこうし しゃうた くぇしすぇかうた こさけきっくぇ せ けょゅけゃぇさぇめせゆう さっゅうしすぇさ 
こさうゃさっょくうた ょさせてすぇゃぇц しぇさぇょやぇ しぇ けさゅぇくうきぇ けしくうゃぇつぇц うきけゃうくしおけ こさぇゃくっ こけしかけゃっ ゃっいぇくっ いぇ 
ょっかぇすくけしす ‶さっょせいっゆぇц こけしかけゃっ こさぇゃくっ いぇてすうすっц こけしかけゃっ せ ゃっいう しぇ こさうくせょくけき くぇこかぇすけき 
こけすさぇあうゃぇやぇц おぇけ う ょさせゅう こけしかけゃっ うい ょっかけおさせゅぇ ]かせあぉっ 

 

』かぇく 27. 

 

III/3. 〉 ]かせあぉう いぇ うくそけさきぇちうけくっ すったくけかけゅうめっ けぉぇゃもぇめせ しっ こけしかけゃう おけめう けぉせたゃぇすぇめせх 
おけくそうゅせさうしぇやっ たぇさょゃっさぇ う しけそすゃっさぇц うくしすぇかうさぇやっ くけゃうた しけそすゃっさぇ う けょさあぇゃぇやっ けこっさぇすうゃくうた 
しうしすっきぇц せこさぇゃもぇやっ ぉっいぉっょくけてゆせ こけょぇすぇおぇц つせゃぇやっ ょけおせきっくすぇちうめっ け うくそけさきぇちうけくうき 
しうしすっきうきぇз たぇさょゃっさせ う しけそすゃっさしおうき かうちっくちぇきぇц ういさぇょぇ ういゃってすぇめぇ うい くぇょかっあくけしすう しゃけめうた 
こけしかけゃぇз おぇけ う ょさせゅっ こけしかけゃっ うい ょっかけおさせゅぇ ¨ょしっおぇ. 

 

』かぇく ну. 
 

 IIIкп. 〉 ]かせあぉう いぇてすうすっ う おけくすさけかっ けぉぇゃもぇめせ しっ こけしかけゃう せ ゃっいう しぇ そういうつおけ - 
すったくうつおうき けぉっいぉっふっやっき けぉめっおぇすぇ う こけしすさけめっやぇц つせゃぇやっц くぇょいけさ くぇょ しこさけゃけふっやっき きっさぇ くぇ 
いぇてすうすう こけしかけゃくうた すぇめくうз いぇてすうすう くぇ さぇょせз こさけすうゃこけあぇさくけめ いぇてすうすうз しこさっつぇゃぇやせ せこけすさっぉっ 
ぇかおけたけかぇ くぇ さぇょくけき きっしすせз くぇょいけさ くぇょ ぇあせさくうき ゃさてっやっき さぇょくうた いぇょぇすぇおぇз しぇゃっしくけき せこけすさっぉけき 
しさっょしすぇゃぇ さぇょぇ う ょさせゅう こけしかけゃう うい ょっかけおさせゅぇ ]かせあぉっ. 
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III [〉╉¨╁¨┲╄┺╄ ¨[╂┿′╇╆┿『╇¨′╇╋ ╃╄╊¨╁╇╋┿ 

 

』かぇく 29. 
 

 ‶けしかけゃけょくせ そせくおちうめせ せ ‶さっょせいっゆせ ゃさてう ╃うさっおすけさ, おけめう けさゅぇくういせめっ う させおけゃけょう 
ちっかけおせこくうき こさけちっしけき さぇょぇ う こけしかけゃぇやぇ せ ‶さっょせいっゆせз しぇ けゃかぇてゆっやうきぇ う けょゅけゃけさくけてゆせ 
いぇしくけゃぇくうき くぇ いぇおけくせ う けこてすうき ぇおすうきぇ. 

 

』かぇく 30. 
 

 ╇くすっさくう さっゃういけさ せけつぇゃぇ しかぇぉけしすう う くっょけしすぇすおっ せ しうしすっきせ うくすっさくうた おけくすさけかぇ う ょぇめっ 
こさっこけさせおっ いぇ こけぉけもてぇやっ ぇおすうゃくけしすう せ けさゅぇくういぇちうめう う すぇおけ ょけこさうくけしう せしこってくうめっき う 
っそうおぇしくうめっき さぇょせ つうすぇゃっ けさゅぇくういぇちうめっ う いぇ しゃけめ さぇょ けょゅけゃぇさぇ くっこけしさっょくけ ょうさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ. 

 

』かぇく ом. 
 

 ╂かぇゃくう うくあっやっさ けさゅぇくういせめっ う せしきっさぇゃぇ さぇょ しっおすけさぇз けょくけしくけ いぇこけしかっくうた せ やうきぇз しすぇさぇ 
しっ いぇ ぉかぇゅけゃさっきっくけз いぇおけくうすけ う こさぇゃうかくけ けぉぇゃもぇやっ こけしかけゃぇ, こさせあぇ くっけこたけょくせ しすさせつくせ こけきけゆ 
いぇこけしかっくうきぇ う いぇ しゃけめ さぇょ けょゅけゃぇさぇ くっこけしさっょくけ ょうさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ. 
 

』かぇく о2. 

 

 [ぇょけき せ ‶けゅけくせ いぇ こさけういゃけょやせ ゃけょっ いぇ こうゆっ くっこけしさっょくけ おけけさょうくうさぇ う させおけゃけょう  
[せおけゃけょうかぇち ‶けゅけくぇ いぇ こさけういゃけょやせ ゃけょっ いぇ こうゆっ; さぇょけき せ ‶けゅけくせ いぇ けょゃけふっやっ う 
こさっつうてゆぇゃぇやっ けすこぇょくうた ゃけょぇ くっこけしさっょくけ おけけさょうくうさぇ う させおけゃけょう [せおけゃけょうかぇち ‶けゅけくぇ いぇ 
けょゃけふっやっ う こさっつうてゆぇゃぇやっ けすこぇょくうた ゃけょぇ; さぇょけき せ ]かせあぉう いぇ うくゃっしすうちうめっ う さぇいゃけめ くっこけしさっょくけ 
おけけさょうくうさぇ う させおけゃけょう [せおけゃけょうかぇち ]かせあぉっ いぇ うくゃっしすうちうめっ う さぇいゃけめ; さぇょけき せ ]かせあぉう いぇ 
けょさあぇゃぇやっ う うくあっやっさうくゅ う しゃうき ¨ょっもっやうきぇ けゃっ ]かせあぉっ くっこけしさっょくけ おけけさょうくうさぇ う させおけゃけょう 
[せおけゃけょうかぇち ]かせあぉっ いぇ けょさあぇゃぇやっ う うくあっやっさうくゅ. 
 【っそ きぇてうくしおけゅ けょさあぇゃぇやぇ せ ‶けゅけくせ いぇ けょゃけふっやっ う こさっつうてゆぇゃぇやっ けすこぇょくうた ゃけょぇ う 
╇くあっやっさ おけくすさけかっ おゃぇかうすっすぇ しせ しぇきけしすぇかくう せ しゃけき さぇょせз ぇ しゃけめせ ょっかぇすくけしす おけけさょうくうさぇめせ う 
せしぇゅかぇてぇゃぇめせ しぇ [せおけゃけょうけちっき ‶けゅけくぇ いぇ けょゃけふっやっ う こさっつうてゆぇゃぇやっ けすこぇょくうた ゃけょぇ. 
 [せおけゃけょうけちう ‶けゅけくぇ う ]かせあぉう う いぇこけしかっくう うい しすぇゃぇ м. う н. けゃけゅ つかぇくぇ いぇ しゃけめ さぇょ う さぇょ 
‶けゅけくぇ う ]かせあぉう つうめうき さぇょけき おけけさょうくうさぇめせ う させおけゃけょっ くっこけしさっょくけ しせ けょゅけゃけさくう ╂かぇゃくけき 
うくあっやっさせ. 

 ]ゃう いぇこけしかっくう せ せあうき けさゅぇくういぇちうけくうき めっょうくうちぇきぇ ]っおすけさぇ いぇ こさけういゃけょくけ-すったくうつおっ 
こけしかけゃっ いぇ しゃけめ さぇょ しせ くっこけしさっょくけ けょゅけゃけさくう [せおけゃけょうけちうきぇ しゃけめうた ‶けゅけくぇ う ]かせあぉう з けょくけしくけ 
╂かぇゃくけき うくあっやっさせ. 

 

』かぇく о3. 
 

 [ぇょけき ]かせあぉっ そうくぇくしうめしおけ-さぇつせくけゃけょしすゃっくうた こけしかけゃぇ くっこけしさっょくけ おけけさょうくうさぇ う 
させおけゃけょう [せおけゃけょうかぇち ]かせあぉっ そうくぇくしうめしおけ-さぇつせくけゃけょしすゃっくうた こけしかけゃぇ; さぇょけき ]かせあぉっ 
けつうすぇゃぇやぇ う くぇこかぇすっ う しゃうき ¨ょっもっやうきぇ けゃっ ]かせあぉっ くっこけしさっょくけ おけけさょうくうさぇ う させおけゃけょう 

[せおけゃけょうかぇち ]かせあぉっ けつうすぇゃぇやぇ う くぇこかぇすっз ぇ さぇょけき ]かせあぉっ くぇぉぇゃおっ う かけゅうしすうおっ くっこけしさっょくけ 
おけけさょうくうさぇ う させおけゃけょう [せおけゃけょうかぇち ]かせあぉっ くぇぉぇゃおっ う かけゅうしすうおっ. 
 ]っさすうそうおけゃぇくう しかせあぉっくうお いぇ めぇゃくっ くぇぉぇゃおっ めっ しぇきけしすぇかぇく せ しゃけき さぇょせз ぇ しゃけめせ ょっかぇすくけしす 
おけけさょうくうさぇ う せしぇゅかぇてぇゃぇ しぇ [せおけゃけょうけちっき ]かせあぉっ くぇぉぇゃおっ う かけゅうしすうおっ. 
 [せおけゃけょうけちう ]かせあぉう う いぇこけしかっくう うい しすぇゃぇ м. う н. けゃけゅ つかぇくぇ いぇ しゃけめ さぇょ う さぇょ ]かせあぉう 
つうめうき さぇょけき おけけさょうくうさぇめせ う させおけゃけょっ くっこけしさっょくけ しせ けょゅけゃけさくう ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ. 

 ]ゃう いぇこけしかっくう せ せあうき けさゅぇくういぇちうけくうき めっょうくうちぇきぇ ]っおすけさぇ いぇ そうくぇくしうめしおけ 
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おやうゅけゃけょしすゃっくっ こけしかけゃっ, くぇこかぇすせ こけすさぇあうゃぇやぇз くぇぉぇゃおせ う かけゅうしすうおせ いぇ しゃけめ さぇょ しせ くっこけしさっょくけ 
けょゅけゃけさくう  [せおけゃけょうけちうきぇ しゃけめうた ]かせあぉうз けょくけしくけ ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ. 

 
』かぇく о4. 

 

 [ぇょけき ]かせあぉっ いぇ さぇいゃけめ もせょしおうた さっしせさしぇ くっこけしさっょくけ おけけさょうくうさぇ う させおけゃけょう 
[せおけゃけょうかぇち ]かせあぉっ いぇ さぇいゃけめ もせょしおうた さっしせさしぇц さぇょけき ]かせあぉっ けこてすうた こけしかけゃぇ くっこけしさっょくけ 
おけけさょうくうさぇ う させおけゃけょう [せおけゃけょうかぇち ]かせあぉっ けこてすうた こけしかけゃぇц さぇょけき ]かせあぉっ いぇ うくそけさきぇちうけくっ 
すったくけかけゅうめっ くっこけしさっょくけ おけけさょうくうさぇ う させおけゃけょう [せおけゃけょうかぇち ]かせあぉっ いぇ うくそけさきぇちうけくっ 
すったくけかけゅうめっз ぇ さぇょけき ]かせあぉっ いぇてすうすっ う おけくすさけかっ くっこけしさっょくけ おけけさょうくうさぇ う させおけゃけょう 
[せおけゃけょうかぇち ]かせあぉっ いぇてすうすっ う おけくすさけかっ. 

 [せおけゃけょうけちう ]かせあぉう うい こさっすたけょくけゅ しすぇゃぇ けゃけゅ つかぇくぇ いぇ しゃけめ さぇょ う さぇょ ]かせあぉう つうめうき 
さぇょけき おけけさょうくうさぇめせ う させおけゃけょっ くっこけしさっょくけ しせ けょゅけゃけさくう ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ. 

 ]ゃう いぇこけしかっくう せ せあうき けさゅぇくういぇちうけくうき めっょうくうちぇきぇ ]っおすけさぇ いぇ こさぇゃくっз おぇょさけゃしおっ う けこてすっ 
こけしかけゃっ いぇ しゃけめ さぇょ しせ くっこけしさっょくけ けょゅけゃけさくう [せおけゃけょうけちうきぇ しゃけめうた ]かせあぉうз けょくけしくけ ╃うさっおすけさせ 
‶さっょせいっゆぇ. 

 
 

 

IV ╀[¨┸ [┿╃′╇》 ╋╄]〈┿ ╇ ╇╆╁[【╇¨『┿з ′┿╆╇╁ ╇ ¨‶╇] ‶¨]╊¨╁┿ 

╇ 〉]╊¨╁╇ ╆┿ ¨╀┿╁┹┿┺╄ ‶¨]╊¨╁┿ 

 

』かぇく 35. 
 

 ‶けしぇけ – さぇょくけ きっしすけ めっ けしくけゃくぇ けさゅぇくういぇちうけくぇ めっょうくうちぇ さぇょぇ おけめぇ けぉせたゃぇすぇ しさけょくっ う 
すったくけかけておう こけゃっいぇくっ ゃさしすっ さぇょくうた いぇょぇすぇおぇ しぇ うしすけゃっすくうき いぇたすっゃうきぇ う せしかけゃうきぇ いぇ やうたけゃけ 
けぉぇゃもぇやっ. 
 ]ゃぇおう いぇこけしかっくう めっ ょせあぇく ょぇ くぇゃっょっくっ こけしかけゃっ う さぇょくっ いぇょぇすおっ せすゃさふっくっ けゃうき 
‶さぇゃうかくうおけきз おけょ こけしかぇ – さぇょくけゅ きっしすぇ くぇ おけめう めっ さぇしこけさっふっくз けぉぇゃもぇ しぇゃっしくけз けょゅけゃけさくけ う 
ぇあせさくけ. 
 

』かぇく 36. 

 

 ‶けしかけゃう – さぇょくぇ きっしすぇ う さぇょくう いぇょぇちう せ ‶さっょせいっゆせ しうしすっきぇすういけゃぇくう しせ せ ゅさせこう こけしかけゃぇз 
おぇけ さぇょくぇ きっしすぇ こさっきぇ けさゅぇくういぇちうけくけめ てっきう – 〈ぇぉっかう う すけх 
 

 
 

[っょくう 
ぉさけめ ′┿╆╇╁ ‶¨]╊┿ ‶けすさっぉくぇ しすさせつくぇ しこさっきぇ 

╀さけめ 
ういゃさてうかぇちぇ 

1 ╃うさっおすけさ VII しすっこっくц ╁]] 1 

2 ╂かぇゃくう うくあっやっさ VII しすっこっくц ╁]] 1 

3 ╇くすっさくう さっゃういけさ VII しすっこっくц ╁]] 1 

I ]╄╉〈¨[ ╆┿ ‶[¨╇╆╁¨╃′¨ – 〈╄》′╇』╉╄ ‶¨]╊¨╁╄  47 

I/1. ‶けゅけく いぇ こさけういゃけょやせ ゃけょっ いぇ こうゆっ  7 

4 [せおけゃけょうかぇち ‶けゅけくぇ いぇ こさけういゃけょやせ ゃけょっ いぇ こうゆっ VIIз VI しすっこっくц ╁]]з ╁【] 1 

5 ]ぇゃっすくうお いぇ ゃけょけしくぇぉょっゃぇやっ せ くぇしっもうきぇ VII しすっこっくц ╁]] 1 

6 ]きっくけゃけふぇ せ ‶けゅけくせ いぇ こさけういゃけょやせ ゃけょっ いぇ こうゆっ IVз III しすっこっくц ]]] 5 
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[っょくう 
ぉさけめ ′┿╆╇╁ ‶¨]╊┿ ‶けすさっぉくぇ しすさせつくぇ しこさっきぇ 

╀さけめ 
ういゃさてうかぇちぇ 

I/2. 
‶けゅけく いぇ けょゃけふっやっ う こさっつうてゆぇゃぇやっ けすこぇょくうた 
ゃけょぇ 

 16 

7 
[せおけゃけょうかぇち ‶けゅけくぇ いぇ けょゃけふっやっ う こさっつうてゆぇゃぇやっ 
けすこぇょくうた ゃけょぇ 

VIIз VI しすっこっくц ╁]]з ╁【] 1 

8 ]ぇゃっすくうお いぇ おけくすさけかせ おゃぇかうすっすぇ VII しすっこっくц ╁]] 1 

9 
]きっくけゃけふぇ せ ‶けゅけくせ いぇ けょゃけふっやっ う こさっつうてゆぇゃぇやっ 
けすこぇょくうた ゃけょぇ 

IVз III しすっこっくц ]]] 4 

10 
【っそ きぇてうくしおけゅ けょさあぇゃぇやぇ せ ‶けゅけくせ いぇ けょゃけふっやっ う 
こさっつうてゆぇゃぇやっ けすこぇょくうた ゃけょぇ 

IV しすっこっくц ]]] 1 

11 ╃っあせさくう ぉさぇゃぇさ - ゃぇさうかぇち IV しすっこっくц ]]] 1 

12 ╀さぇゃぇさ - ゃぇさうかぇち IV しすっこっくц ]]] 1 

13 ╄かっおすさうつぇさ IV しすっこっくц ]]] 1 

14 [せおけゃぇかぇち くぇ ちさこくうき しすぇくうちぇきぇ II しすっこっくц ¨【 5 

15 ╇くあっやっさ おけくすさけかっ おゃぇかうすっすぇ VII しすっこっくц ╁]] 1 

I/3. ]かせあぉぇ いぇ うくゃっしすうちうめっ う さぇいゃけめ  3 

16 [せおけゃけょうかぇち ]かせあぉっ いぇ うくゃっしすうちうめっ う さぇいゃけめ  VII しすっこっくц ╁]] 1 

17 ╇くあっやっさ - ‶さけめっおすぇくす VII しすっこっくц ╁]] 1 

18 [っそっさっくす こさけょぇめっ せしかせゅぇ IV しすっこっくц ]]] 1 

I/4. ]かせあぉぇ いぇ けょさあぇゃぇやっ う うくあっやっさうくゅ  21 

19 
[せおけゃけょうかぇち ]かせあぉっ いぇ けょさあぇゃぇやっ う うくあっやっさうくゅ - 
けゃかぇてゆっくけ かうちっ いぇ ‶‶╆ う ╀╆′[ 

VII しすっこっくц ╁]] 1 

20 [っそっさっくす けょさあぇゃぇやぇ IV しすっこっくз ]]] 1 

I/4.1. ¨ょっもっやっ ]かせあぉっ いぇ けょさあぇゃぇやっ せ ╀っつっめせ  13 

21 ╁けょけうくしすぇかぇすっさ IVз III しすっこっくц ]]]з ╉╁ 4 

22 ╃っあせさくう ゃけょけうくしすぇかぇすっさ IVз III しすっこっくц ]]]з ╉╁ 4 

23 ╃っあせさくう ぉぇゅっさうしすぇ IVз III しすっこっくц ]]]з ╉╁ 1 

24 [せおけゃぇかぇち ゅさぇふっゃうくしおけき きぇてうくけき - ぉぇゅっさうしすぇ IVз III しすっこっくц ]]]з ╉╁ 1 

25 ╁けいぇつ すっさっすくけゅ ゃけいうかぇ IVз III しすっこっくц ]]]з ╉╁ 1 

26 [せおけゃぇかぇち しこっちうめぇかくうき ゃけいうかけき IVз III しすっこっくц ]]]з ╉╁ 2 

I/4.2. 
¨ょっもっやっ ]かせあぉっ いぇ けょさあぇゃぇやっ せ ╀.‶.]っかせ う 
‶けもぇくうちぇきぇ 

 3 

27 ╁けょけうくしすぇかぇすっさ IVз III しすっこっくц ]]]з ╉╁ 1 

28 [ぇょくうお くぇ けょさあぇゃぇやせ II しすっこっくц ¨【 1 

29 [せおけゃぇかぇち ゅさぇふっゃうくしおけき きぇてうくけき - ぉぇゅっさうしすぇ III しすっこっくз ╉╁з II ¨【 1 

I/4.3. 
¨ょっもっやっ ]かせあぉっ いぇ けょさあぇゃぇやっ せ ╀ぇつおけき 
╂さぇょうてすせ 

 1 

30 ╁けょけうくしすぇかぇすっさ IVз III しすっこっくц ]]]з ╉╁ 1 

I/4.4. ¨ょっもっやっ ]かせあぉっ いぇ けょさあぇゃぇやっ せ [ぇょうつっゃうゆせ  1 

31 [ぇょくうお くぇ けょさあぇゃぇやせ II しすっこっくц ¨【 1 
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[っょくう 
ぉさけめ ′┿╆╇╁ ‶¨]╊┿ ‶けすさっぉくぇ しすさせつくぇ しこさっきぇ 

╀さけめ 
ういゃさてうかぇちぇ 

I/4.4. 
¨ょっもっやっ ]かせあぉっ いぇ けょさあぇゃぇやっ せ ╋うかってっゃせ う 
╃さもやぇくせ 

 1 

32 ╁けょけうくしすぇかぇすっさ IVз III しすっこっくц ]]]з ╉╁ 1 

II 

]╄╉〈¨[ ╆┿ 《╇′┿′]╇┸]╉¨ ╉┺╇╂¨╁¨╃]〈╁╄′╄ 
‶¨]╊¨╁╄, ′┿‶╊┿〈〉 ‶¨〈[┿╅╇╁┿┺┿з ′┿╀┿╁╉〉 
╇ ╊¨╂╇]〈╇╉〉 

 23 

II/1. 
]かせあぉぇ そうくぇくしうめしおけ – さぇつせくけゃけょしすゃっくうた 
こけしかけゃぇ 

 5 

33 
[せおけゃけょうかぇち ]かせあぉっ そうくぇくしうめしおけ-さぇつせくけゃけょしすゃっくうた 
こけしかけゃぇ 

VIIз VI しすっこっくц ╁]]з ╁【] 1 

34 [っそっさっくす こかぇくぇ う ぇくぇかういっ VIIц ╁]] 1 

35 [っそっさっくす そうくぇくしうめしおけゅ おやうゅけゃけょしすゃぇ IV しすっこっくц ]]] 1 

36 [っそっさっくす - ╊うおゃうょぇすけさ IV, III しすっこっくц ]]] 1 

37 
[っそっさっくす きぇすっさうめぇかくけゅ おやうゅけゃけょしすゃぇ - ¨ぉさぇつせくしおう 
さぇょくうお 

IV しすっこっくц ]]] 1 

II/2. ]かせあぉぇ けつうすぇゃぇやぇ う くぇこかぇすっ  14 

38 [せおけゃけょうかぇち ]かせあぉっ けつうすぇゃぇやぇ う くぇこかぇすっ VII, VI しすっこっくц ╁]]з ╁【] 1 

39 [っそっさっくす くぇ ぇせすけきぇすしおけめ けぉさぇょう こけょぇすぇおぇ IV しすっこっくц ]]] 1 

40 ┿ょきうくうしすさぇすけさ くぇ ぇせすけきぇすしおけめ けぉさぇょう こけょぇすぇおぇ IV しすっこっくц ]]] 1 

II/2.1. ¨ょっもっやっ ]かせあぉっ けつうすぇゃぇやぇ う くぇこかぇすっ せ ╀っつっめせ  9 

41 [っそっさっくす くぇ けつうすぇゃぇやせ IVз III しすっこっくц ]]] 7 

42 [っそっさっくす くぇ さっおかぇきぇちうめぇきぇ IVз III しすっこっくц ]]] 1 

43 ╀かぇゅぇめくうお IVз III しすっこっくц ]]] 1 

II/2.2. 
¨ょっもっやっ ]かせあぉっ けつうすぇゃぇやぇ う くぇこかぇすっ せ 
╀.‶.]っかせ う ‶けもぇくうちぇきぇ 

 1 

44 [っそっさっくす くぇこかぇすっз さっおかぇきぇちうめっ う ぉかぇゅぇめくうお IVз III しすっこっくц ]]] 1 

II/2.3. 
¨ょっもっやっ ]かせあぉっ けつうすぇゃぇやぇ う くぇこかぇすっ せ 
╀ぇつおけき ╂さぇょうてすせ 

 1 

45 [っそっさっくす くぇこかぇすっз さっおかぇきぇちうめっ う ぉかぇゅぇめくうお IVз III しすっこっくц ]]] 1 

II/3. ]かせあぉぇ くぇぉぇゃおっ う かけゅうしすうおっ  4 

46 [せおけゃけょうかぇち ]かせあぉっ くぇぉぇゃおっ う かけゅうしすうおっ VIз IV しすっこっくц ╁【]з ]]] 1 

47 ╋ぇゅぇちうけくっさ IVз III しすっこっくц ]]] 1 

48 [っそっさっくす けょさあぇゃぇやぇ ゃけいくけゅ こぇさおぇ IVз III しすっこっくц ]]] 1 

49 ]っさすうそうおけゃぇくう しかせあぉっくうお いぇ めぇゃくっ くぇぉぇゃおっ VII しすっこっくц ╁]] 1 

III 
]╄╉〈¨[ ╆┿ ‶[┿╁′╄з ╉┿╃[¨╁]╉╄ ╇ ¨‶【〈╄ 
‶¨]╊¨╁╄ 

 9 

III/1. ]かせあぉぇ いぇ さぇいゃけめ もせょしおうた さっしせさしぇ г》[д  3 

50 [せおけゃけょうかぇち ]かせあぉっ いぇ さぇいゃけめ もせょしおうた さっしせさしぇ VII しすっこっくц ╁]] 1 

51 ‶けしかけゃくう しっおさっすぇさ IV しすっこっくц ]]] 1 
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[っょくう 
ぉさけめ ′┿╆╇╁ ‶¨]╊┿ ‶けすさっぉくぇ しすさせつくぇ しこさっきぇ 

╀さけめ 
ういゃさてうかぇちぇ 

52 ┿ょきうくうしすさぇすけさ せ ]かせあぉう もせょしおうた さっしせさしぇ IV しすっこっくц ]]] 1 

III/2. ]かせあぉぇ ¨こてすうた こけしかけゃぇ  1 

53 [せおけゃけょうかぇち ]かせあぉっ ¨こてすうた こけしかけゃぇ VII しすっこっくц ╁]] 1 

III/3. ]かせあぉぇ いぇ うくそけさきぇちうけくっ すったくけかけゅうめっ г╇〈д  1 

54 [せおけゃけょうかぇち ]かせあぉっ いぇ うくそけさきぇちうけくっ すったくけかけゅうめっ VII, VI しすっこっくц ╁]]з ╁【] 1 

III/4. ]かせあぉぇ いぇてすうすっ う おけくすさけかっ  4 

55 [せおけゃけょうかぇち ]かせあぉっ いぇてすうすっ う おけくすさけかっ IVз III しすっこっくц ]]] 1 

56 』せゃぇさ II しすっこっくц ¨【 3 

 

 
』かぇく 37. 

 

 ╆ぇ しゃぇおう こけしぇけ – さぇょくけ きっしすけ せすゃさふっく めっ くぇいうゃз くぇゃっょっくう しせ けこうしう こけしかけゃぇ う さぇょくうた 
いぇょぇすぇおぇ おけめう しせ しすぇかくう しぇょさあぇめ さぇょぇ めっょくけゅ うかう ゃうてっ ういゃさてうかぇちぇз ぇ おけめう こさけういうかぇいっ うい 
けさゅぇくういぇちうけくけゅ ょっかぇ せ おけきっ しっ けぉぇゃもぇめせ けょさっふっくう こけしかけゃう. 
 ‶けさっょ くぇいうゃぇ う けこうしぇ こけしかぇ – さぇょくけゅ きっしすぇз したけょくけ こさっすたけょくけき しすぇゃせ けゃけゅ つかぇくぇз けゃうき 
‶さぇゃうかくうおけき しせ せすゃさふっくう せしかけゃう いぇ けぉぇゃもぇやっ こけしかけゃぇ う さぇょくうた いぇょぇすぇおぇз おぇけ う ぉさけめ 
ういゃさてうかぇちぇ いぇ しゃぇおけ けょ こけしかけゃぇ – さぇょくうた きっしすぇ.   

 
』かぇく 38. 

 

 ‶けょ せしかけゃうきぇ いぇ けぉぇゃもぇやっ こけしかけゃぇ う さぇょくうた いぇょぇすぇおぇз こけさっょ けこてすうた せしかけゃぇ 
こさっょゃうふっくうた ╆ぇおけくけきз こけょさぇいせきっゃぇめせ しっ う けしすぇかう せしかけゃう せすゃさふっくう けゃうき ‶さぇゃうかくうおけき おけめう 
きけさぇめせ ょぇ しっ うしこせくっ ょぇ ぉう しっ いぇこけしかっくけき こけゃっさうかけ けぉぇゃもぇやっ けょさっふっくうた こけしかけゃぇ う さぇょくうた 
いぇょぇすぇおぇ. 
 ¨しすぇかう せしかけゃう いぇ けぉぇゃもぇやっ こけしかけゃぇ う さぇょくうた いぇょぇすぇおぇ けぉせたゃぇすぇめせх 
• しすさせつくせ しこさっきせ しぇ こけょぇちうきぇ け しすさせちう гしきっさせ う しすっこっくせ しすさせつくっ しこさっきっдз 
• さぇょくけ うしおせしすゃけ う 

• こけしっぉくぇ いくぇやぇз しこけしけぉくけしすう う こけかけあっくう うしこうすう. 
 

』かぇく 39. 

 

 ‶けょ しすさせつくけき しこさっきけき こけょさぇいせきっゃぇめせ しっ けこてすぇ う しすさせつくぇ いくぇやぇз おぇけ う ゃってすうくっ 
くっけこたけょくっ いぇ けぉぇゃもぇやっ こけしかけゃぇ おけめっ いぇこけしかっくう しすうつっ せ けぉさぇいけゃくけ ゃぇしこうすくけめ せしすぇくけゃうз けょくけしくけз 
けくぇ こけょさぇいせきっゃぇ ておけかしおせ しこさっきせ けょさっふっくっ しすさせおっз しきっさぇ う しすっこっくぇ. 
 ]すさせつくぇ しこさっきぇ こけすさっぉくぇ いぇ けぉぇゃもぇやっ こけしかけゃぇ う さぇょくうた いぇょぇすぇおぇ せすゃさふせめっ しっ こさっきぇ 
ゃさしすう う しかけあっくけしすう こけしかけゃぇ う さぇょくうた いぇょぇすぇおぇ. 
 ╆ぇ けぉぇゃもぇやっ けょさっふっくうた こけしかけゃぇ う さぇょくうた いぇょぇすぇおぇ せすゃさふせめっ しっ めっょぇく けょゅけゃぇさぇめせゆう 
しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっ. 
 ╇いせいっすくけ しっз いぇ けょさっふっくっ こけしかけゃっ う さぇょくっ いぇょぇすおっз おぇょぇ いぇ すけ こけしすけめっ けこさぇゃょぇくう さぇいかけいうз 
いぇ けぉぇゃもぇやっ こけしかけゃぇ う さぇょくうた いぇょぇすぇおぇ きけゅせз しぇゅかぇしくけ ╆ぇおけくせз せすゃさょうすう くぇめゃうてっ ょゃぇ しすっこっくぇ 
しすさせつくっ しこさっきっ. 
 ]すさせつくぇ しこさっきぇ おけめぇ めっ ╆ぇおけくけき こさういくぇすぇ おぇけ けょゅけゃぇさぇめせゆぇ しこさっきぇз しきぇすさぇ しっ 
ういめっょくぇつっくけき しぇ さっょけゃくけき ておけかしおけき しこさっきけき. 
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』かぇく 40. 

 

 [ぇょくけ うしおせしすゃけ おぇけ せしかけゃ いぇ けぉぇゃもぇやっ けょさっふっくうた こけしかけゃぇ う さぇょくうた いぇょぇすぇおぇ こさういくぇめっ しっ 
せおけかうおけ めっ しすっつっくけ くぇ うしすうき うかう しかうつくうき こけしかけゃうきぇ けょくけしくけ くぇ こけしかけゃうきぇ おけめう こさっきぇ しゃけめけめ 
しかけあっくけしすう いぇたすっゃぇめせ けょさっふっく しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっ.  
 [ぇょくけ うしおせしすゃけ こさっしすぇゃもぇ ゃさっきっ こさけゃっょっくけ くぇ さぇょせ せ けぉぇゃもぇやせ けょさっふっくうた こけしかけゃぇ う 
さぇょくうた いぇょぇすぇおぇ こけしかけゃっ こけしかっ しすうちぇやぇ しすさせつくっ しこさっきっ おけめぇ めっ せしかけゃ いぇ けぉぇゃもぇやっ すうた こけしかけゃぇ 
う いぇょぇすぇおぇ. 
 

』かぇく п1. 
 

 ‶けょ こけしっぉくうき いくぇやうきぇз しこけしけぉくけしすうきぇ う こけかけあっくうき うしこうすうきぇ こけょさぇいせきっゃぇめせ しっ 
こけかけあっくう しこっちうめぇかうしすうつおうз しすさせつくうз ょさあぇゃくう う しかうつくう うしこうすうз しすっつっくう ちっさすうそうおぇすう う かうちっくちっз 
けぉせつっくけしす いぇ さぇょ くぇ さぇつせくぇさせз こけいくぇゃぇやっ しすさぇくうた めっいうおぇз こけかけあっくう ゃけいぇつおう うしこうすう いぇ けょさっふっくっ 
おぇすっゅけさうめっ きけすけさくうた ゃけいうかぇз こけかけあっく うしこうす いぇ さぇょ きったぇくういけゃぇくうき しさっょしすゃうきぇ せくせすさぇてやっゅ 
すさぇくしこけさすぇз いくぇやっ ょぇおすうかけゅさぇそうめっ う ょさせゅぇ いくぇやぇ う しこけしけぉくけしすう. 
 ‶けしっぉくぇ いくぇやぇз しこけしけぉくけしすう う こけかけあっくう うしこうすう ょけおぇいせめせ しっ けょゅけゃぇさぇめせゆうき うしこさぇゃぇきぇз 
せゃっさっやうきぇз ょうこかけきぇきぇ う しかうつくうき ょけおせきっくすうきぇ ういょぇすうき けょ くぇょかっあくうた う けゃかぇてゆっくうた けさゅぇくぇ う 
けさゅぇくういぇちうめぇ.   
 

』かぇく п2. 
 

 ¨こうし こけしかけゃぇ せすゃさふっくうた けさゅぇくういぇちうけくけき てっきけき – 〈ぇぉっかけき せ つかぇくせ 36. けゃけゅ ‶さぇゃうかくうおぇ 
う せしかけゃう いぇ けぉぇゃもぇやっ すうた こけしかけゃぇ せすゃさふせめせ しっ こけめっょうくぇつくけ いぇ しゃぇおけ さぇょくけ きっしすけ う すけх 
 

 

  м. ╃╇[╄╉〈¨[ ‶[╄╃〉╆╄┻┿ 

 

 ¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 
1. ¨さゅぇくういせめっ う ゃけょう こけしかけゃぇやっ こけてすせめせゆう こさう すけきっ ╆ぇおけくしおっ こさけこうしっз くけさきぇすうゃくぇ ぇおすぇ 

‶さっょせいっゆぇ う しこさけゃけょう けょかせおっ う いぇおもせつおっ ′ぇょいけさくけゅ けょぉけさぇц 
2. ╉けくすさけかうてっ いぇおけくうすけしす こけしかけゃぇやぇ ‶さっょせいっゆぇ う ういゃさてぇゃぇやぇ こかぇくぇ う こさけゅさぇきぇ 

こけしかけゃぇやぇз おぇけ う けょかせおっ ′ぇょいけさくけゅ けょぉけさぇц 
3. ╆ぇしすせこぇ う こさっょしすぇゃもぇ ‶さっょせいっゆっ う いぇおもせつせめっ せゅけゃけさっц 
4. 〉しおかぇふせめっ さぇょ う こけしかけゃぇやっ けさゅぇくういぇちうけくうた めっょうくうちぇц 
5. ‶けすこうしせめっ しゃぇ ょけおせきっくすぇ ‶さっょせいっゆぇц 
6. 〉つっしすゃせめっ せ ういさぇょう そうくぇくしうめしおうた こかぇくけゃぇз ちっくけゃくうおぇц 
7. ]ぇいうゃぇ う ゃけょう しぇしすぇくおっ しすさせつくけゅ けしけぉもぇц 
8. ¨ょかせつせめっ け こさぇゃうきぇ う けぉぇゃっいぇきぇ いぇこけしかっくうた こけ けしくけゃせ さぇょぇ う さぇょくうた けょくけしぇ う しおかぇこぇ 

せゅけゃけさっ け さぇょせ しぇ いぇこけしかっくうきぇц 
9. ]すぇさぇ しっ け さぇょくけめ ょうしちうこかうくう う こさっょせいうきぇ しゃっ いぇおけくしおっ きっさっ さぇょう しこさけゃけふっやぇ う 

っそうおぇしくけゅ ょっかけゃぇやぇ こさけちっしぇ さぇょぇц 
10. ╉けくすさけかうてっ しこさけゃけふっやっ きっさぇ うい ╀╆′[ う ‶‶╆ц 
11. ‶さぇすう こさけこうしっ う しこさけゃけょう やうたけゃっ ういきっくっц 
12. ╉けけさょうくうさぇ せ こさけちっしせ けつうすぇゃぇやぇ う うくおぇしうさぇやぇц 

 
 ╆ぇ しゃけめ さぇょ けょゅけゃぇさぇ ′ぇょいけさくけき けょぉけさせ ┸ぇゃくけゅ こさっょせいっゆぇ. 
  ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх しぇゅかぇしくけ ]すぇすせすせ ‶さっょせいっゆぇ. 
  ‶けしっぉくう せしかけゃうх しぇゅかぇしくけ ]すぇすせすせ ‶さっょせいっゆぇ. 
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2. ╂╊┿╁′╇ ╇′╅╄┺╄[ 

 

       ¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 
1. ‶けきぇあっ ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ せ させおけゃけふっやせ けょさっふっくうき こけしかけゃうきぇ せ ‶さっょせいっゆせц 
2. ‶さっょかぇあっ ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ きっさっ さぇょう こけぉけもてぇやぇ けさゅぇくういぇちうめっ さぇょぇ う せくぇこさっふっやぇ 

こけしかけゃぇやぇц 
3. ╃ぇめっ きうてもっやっ ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ せ ゃっいう ういさぇょっ こかぇくぇ う こさけゅさぇきぇ こけしかけゃぇやぇ う こかぇくぇ 

さぇいゃけめぇ ‶さっょせいっゆぇц 
4. ╇いょぇめっ けこっさぇすうゃくっ くぇかけゅっ いぇ ういゃさてっやっ こけしかけゃぇц 
5. 〉 おけけさょうくぇちうめう しぇ ╃うさっおすけさけき ‶さっょせいっゆぇ けさゅぇくういせめっ さぇょ しすさせつくうた しかせあぉう う せつっしすゃせめっ せ 

やうたけゃけき さぇょせц 
6. ¨さゅぇくういせめっ こけしかけゃっ けおけ こさうこさっきぇやぇ う こけょくけてっやぇ おけくおせさしくうた ょけおせきっくすぇちうめぇ いぇ 

そうくぇくしうさぇやっ こさけめっおぇすぇц 
7. ¨さゅぇくういせめっ う せつっしすゃせめっ せ こさぇゆっやせ こさうこさっきっ こさけめっおぇすぇ う ょうくぇきうおっ さっぇかういぇちうめっ こさけめっおぇすぇц 
8. 〉つっしすゃせめっ せ こけしかけゃうきぇ いぇおもせつうゃぇやぇ う さっぇかういぇちうめっ こけしかけゃくうた せゅけゃけさぇц 
9. ‶させあぇ こけきけゆ ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ こさう せしこけしすぇゃもぇやせ う こさうきっくう しうしすっきぇ きっくぇりきっくすぇ 

おゃぇかうすっすけきц 
10. ̈ さゅぇくういせめっз おけけさょうくうさぇ う させおけゃけょう こさけういゃけょやけき う こさせあぇやっき せしかせゅぇц 
11. ╉けけさょうくうさぇ う おけくすさけかうてっ すけお うくゃっしすうちうけくうた さぇょけゃぇц 
12. ̈ さゅぇくういせめっ さぇちうけくぇかくけ おけさうてゆっやっ う けょさあぇゃぇやっ けしくけゃくうた しさっょしすぇゃぇц 
13. ]こさけゃけょう う おけくすさけかうてっ けょかせおっ けさゅぇくぇ せこさぇゃもぇやぇц 
14. ̈ ぉっいぉっふせめっ しこさけゃけふっやっ いぇおけくしおうた う ょさせゅうた こさけこうしぇ うい けぉかぇしすう けしくけゃくっ う しこけさっょくっ 

ょっかぇすくけしすうц 
15. ╁けょう ぉさうゅせ け さぇちうけくぇかくけき う っおけくけきしおけき こけしかけゃぇやせц 
16. 〉つっしすゃせめっ せ ういさぇょう しさっょやけさけつくうたз ゅけょうてやうた う こっさうけょうつくうた こかぇくけゃぇ さぇょぇ う こさけゅさぇきぇ う 

おけくすさけかうてっ  しこさけゃけふっやっ う けしすゃぇさうゃぇやっ うしすうたц 
17. ╉けけさょうくうさぇ さぇょ くぇ しぇしすぇゃもぇやせ こけくせょっ いぇ ういゃけふっやっ さぇょけゃぇц 
18. ╁けょう こけしかけゃくっ さぇいゅけゃけさっ しぇ おけけこっさぇくすうきぇ う くぇさせつうけちうきぇ こけしかぇц 
19. ╉けくすぇおすうさぇ しぇ ょけきぇゆうき う しすさぇくうき こぇさすくっさうきぇц 
20. ╀さうくっ しっ け しすぇかくけき しすさせつくけき-くぇせつくけき う こさぇおすうつくけき せしぇゃさてぇゃぇやせц 
21. ‶さっょかぇあっ う しこさけゃけょう きっさっ すったくうつおけ すったくけかけておうた う けさゅぇくういぇちうけくうた ういきっくぇ う 

こけぉけもてぇやぇц 
22. ̈ ゃっさぇゃぇ くぇかけゅっ う すさっぉけゃぇやぇц 
23. ]すぇさぇ しっ け さぇょくけめ ょうしちうこかうくうц 
24. ‶け こけすさっぉう せつっしすゃせめっ せ さぇょせ しゃうた おけきうしうめぇц 
25. ]こさけゃけょう きっさっ ╀╆′[ う ‶‶╆ せ しゃけき ょっかけおさせゅせ さぇょぇц 
26. ̈ ぉぇゃもぇ う ょさせゅっ けょゅけゃぇさぇめせゆっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ ╃うさっおすけさぇ ‶さっょせいっゆぇ. 
27. ̈ ぉぇゃっいぇく めっ ょぇ ぉせょっ せ こさうこさぇゃくけしすう ょぇ しっ けょぇいけゃっ こけいうゃせ ‶けしかけょぇゃちぇ いぇ けぉぇゃもぇやっ 

こけしかけゃぇ う ゃぇく さっょけゃくけゅ さぇょくけゅ ゃさっきっくぇз くっさぇょくうき ょぇくうきぇ う こさぇいくうちうきぇз ぇおけ しっ せおぇあっ 
すぇおゃぇ こけすさっぉぇ – ‶ぇしうゃくけ ょっあせさしすゃけ. 
 

╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ. 

 ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ╁]]ц VII しすっこっく ゅさぇふっゃうくしおけゅ うかう 
たうょさけゅさぇふっゃうくしおけゅ しきっさぇ. 
 ‶けしっぉくう せしかけゃうх いくぇやっ めっょくけゅ しすさぇくけゅ めっいうおぇз こけかけあっく ゃけいぇつおう うしこうす "╀" おぇすっゅけさうめっц 
いくぇやっ さぇょぇ くぇ さぇつせくぇさせц こけすさっぉくけ さぇょくけ うしおせしすゃけх о ゅけょうくっ. 
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 3. ╇′〈╄[′╇ [╄╁╇╆¨[ 

 

 ¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 
1. ¨ぉぇゃもぇ こけしかけゃっ さっゃういうめっ う すけ: 

1.1. [っゃういうめせ しうしすっきぇз  
1.2. [っゃういうめせ せしこってくけしすう こけしかけゃぇやぇз  
1.3. 《うくぇくしうめしおせ さっゃういうめせ う  
1.4. [っゃういうめせ せしぇゅかぇてっくけしすう;  

2. ‶させあぇ しぇゃっすっ させおけゃけょしすゃせ う いぇこけしかっくうきぇ;  
3. 〉つっしすゃせめっ せ ういさぇょう くぇちさすぇ ゅけょうてやっゅ こかぇくぇ さっゃういうめっ;  

4. ]こさけゃけょう さっゃういけさしおっ こさけちっょせさっз せおもせつせめせゆう うょっくすうそうおけゃぇやっ う ょっそうくうしぇやっ こさっょきっすぇ 
さっゃういうめっз さぇいゃうめぇやっ おさうすっさうめせきぇз こさっゅかっょ う ぇくぇかういぇ ょけおぇいぇ う ょけおせきっくすけゃぇやっ こさけちっしぇ う 
こさけちっょせさぇ しせぉめっおすぇ さっゃういうめっц  

5. ╇ょっくすうそうおせめっз けぉさぇふせめっ う ょけおせきっくすせめっ さっゃういけさしおっ くぇかぇいっ う こさっこけさせおっ おけさうしすっゆう 
くっいぇゃうしくせ こさけちっくせ けぉかぇしすう おけめせ めっ さっゃうょうさぇけ; 

6. ]こさけゃけょう きっさっ ╀╆′[ う ‶‶╆ せ しゃけき ょっかけおさせゅせ さぇょぇц 
7. ¨ぉぇゃもぇ う ょさせゅっ けょゅけゃぇさぇめせゆっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ ╃うさっおすけさぇ ‶さっょせいっゆぇ. 

 

 ╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ. 
 ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ╁]]ц VII しすっこっく っおけくけきしおけゅ うかう こさぇゃくけゅ 
しきっさぇ. 
 ‶けしっぉくう せしかけゃうх いゃぇやっ けゃかぇてゆっくう うくっさくう さっゃういけさ せ めぇゃくけき しっおすけさせз いくぇやっ めっょくけゅ 
しすさぇくけゅ めっいうおぇц いくぇやっ さぇょぇ くぇ さぇつせくぇさせц こけすさっぉくけ さぇょくけ うしおせしすゃけх о ゅけょうくっ くぇ こけしかけゃうきぇ 
さっゃういうめっз うくすっさくっ おけくすさけかっз そうくぇくしうめしおっ おけくすさけかっ うかう さぇつせくけゃけょしすゃっくけ - そうくぇくしうめしおうき 
こけしかけゃうきぇ. 

 
 

4. [〉╉¨╁¨╃╇╊┿『 ‶¨╂¨′┿ ╆┿ ‶[¨╇╆╁¨╃┺〉 ╁¨╃╄ ╆┿ ‶╇┻╄ 

 

 ¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 
1. ¨さゅぇくういせめっ う させおけゃけょう こけしかけゃうきぇ こさう っおしこかけぇすぇちうめう ぉせくぇさぇ う さぇょぇ しすぇくうちっ いぇ 

おけくょうちうけくうさぇやっ こうめぇゆっ ゃけょっц 
2. ]こさけゃけょう けこっさぇすうゃくっ こかぇくけゃっ すっおせゆっゅз うくゃっしすうちうけくけゅ う うくすっさゃっくすくけゅ けょさあぇゃぇやぇц 
3. ╁けょう ぉさうゅせ け っそうおぇしくけき う っおけくけきうつくけき さぇょせ せゅさぇふっくっ けこさっきっц 
4. ¨さゅぇくういせめっ う おけくすさけかうてっ さぇょ せ しきっくぇきぇц 
5. 〉つっしすゃせめっ せ ういさぇょう ぇくぇかういぇз ういゃってすぇめぇ う こかぇくけゃぇ うい ょっかけおさせゅぇ さぇょぇц 
6. ¨さゅぇくういせめっз しこさけゃけょう う おけくすさけかうてっ すけお うくそけさきぇちうめぇ う っゃうょっくちうめっц 
7. ‶けょくけしう いぇたすっゃ いぇ くぇぉぇゃおせ きぇすっさうめぇかぇз さっいっさゃくうた ょっかけゃぇз けこさっきっ う ょさ.ц 
8. ]すぇさぇ しっ け さぇょせ ぉせくぇさぇ う すさぇそけ しすぇくうちぇц 
9. ¨さゅぇくういせめっ きっさっやぇ くうゃけぇ ゃけょっ せ ぉせくぇさうきぇ う こうめっいけきっすさうきぇ う ゃけょう けょゅけゃぇさぇめせゆせ 

っゃうょっくちうめせц 
10. 《けさきうさぇ う ゃけょう おぇすぇしすぇさ ぉせくぇさぇц 
11. ╁けょう ぉさうゅせ け ぉっいぉっょくけしすう さぇょぇ いぇこけしかっくうたц 
12. ╁けょう っゃうょっくちうめせ さぇょくうおぇ せ こけゅけくせц 
13. ]こさけゃけょう きっさっ ╀╇╆′[ う ‶‶╆ せ しゃけき ょっかけおさせゅせ さぇょぇц 
14. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ ╂かぇゃくけゅ うくあっやっさぇ う ╃うさっおすけさぇ ‶さっょせいっゆぇ; 

15. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ おけめっ きせ こけ こさうさけょう こけしかぇ こさうこぇょぇめせц 
16. ̈ ょゅけゃぇさぇ いぇ おゃぇかうすっす う けぉうき せさぇふっくけゅ こけしかぇц 
17. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ こけゃっさっくぇ きせ しさっょしすゃぇ. 

 
 ╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ ╂かぇゃくけき うくあっやっさせ う ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ. 
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 ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ╁]]з ╁【]; VII うかう VI しすっこっく っかっおすさけз 
きぇてうくしおけゅ うかう うくそけさきぇすうつおけゅ しきっさぇ. 

 ‶けしっぉくう せしかけゃうх いくぇやっ さぇょぇ くぇ さぇつせくぇさせц いくぇやっ めっょくけゅ しすさぇくけゅ めっいうおぇц こけかけあっく 
ゃけいぇつおう うしこうす “╀” おぇすっゅけさうめっц こけすさっぉくけ さぇょくけ うしおせしすゃけх о ゅけょうくぇ. 
 

 
 5. ]┿╁╄〈′╇╉ ╆┿ ╁¨╃¨]′┿╀╃╄╁┿┺╄ 〉 ′┿]╄┹╇╋┿ 

 

 ¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 
1. ╇いさぇふせめっ しすさせつくっ ぇくぇかういっ ゃけょけしくぇぉょっゃぇやぇ くぇしっもっくうた きっしすぇ おぇけ けしくけゃっ いぇ ういさぇょせ 

しさっょやけさけつくうた こさけゅさぇきぇ さぇいゃけめぇ う ゅけょうてやうた こかぇくけゃぇ さぇょぇц 
2. ‶さうこさっきぇ くぇちさすっ こさけめっおぇすぇ さぇいゃけめぇ う せくぇこさっふっやぇ ゃけょけしくぇぉょっゃぇやぇ くぇしっもっくうた きっしすぇ うい 

ょっかけおさせゅぇ しゃけめっ くぇょかっあくけしすうц 
3. ╇いさぇふせめっ ぇくぇかういっ けしすゃぇさっくけゅ おゃぇかうすっすぇ ゃけょけしくぇぉょっゃぇやぇ くぇしっもっくうた きっしすぇ うい ょっかけおさせゅぇ 

しゃけめっ くぇょかっあくけしすうц 
4. ‶さっょかぇあっ こかぇくけゃっ せくぇこさっふっやぇ ゃけょけしくぇぉょっゃぇやぇ くぇしっもっくうた きっしすぇ うい ょっかけおさせゅぇ しゃけめっ 

くぇょかっあくけしすうц 
5. ¨ぉぇゃもぇ う ょさせゅっ しぇゃっすけょぇゃくっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ ╂かぇゃくけゅ うくあっやっさぇ う ╃うさっおすけさぇ 

‶さっょせいっゆぇц   
6. [ぇょう う けしすぇかっ こけしかけゃっ おけめう きせ こけ こさうさけょう こけしかぇ こさうこぇょぇめせц 
7. ¨ょゅけゃぇさぇ いぇ おゃぇかうすっす う けぉうき せさぇふっくけゅ こけしかぇц 
8. ¨ょゅけゃけさぇく めっ いぇ こけゃっさっくぇ きせ しさっょしすゃぇ. 

 
 ╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ. ╂かぇゃくけき うくあっやっさせ う [せおけゃけょうけちせ 
‶けゅけくぇ いぇ こさけういゃけょやせ ゃけょっ いぇ こうゆっ. 
 ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ╁]]ц VII しすっこっくз ゅさぇふっゃうくしおけゅз 
たうょさけゅさぇふっゃうくしおけゅ うかう ぉうけかけておけゅ しきっさぇ. 
 ‶けしっぉくう せしかけゃうх ╆くぇやっ さぇょぇ くぇ さぇつせくぇさせц こけかけあっく ゃけいぇつおう うしこうす "╀" おぇすっゅけさうめっц 
いくぇやっ めっょくけゅ しすさぇくけゅ めっいうおぇц こけすさっぉくけ さぇょくけ うしおせしすゃけх 5 ゅけょうくぇ. 
 

 

6. ]╋╄′¨╁¨┲┿ 〉 ‶¨╂¨′〉 ╆┿ ‶[¨╇╆╁¨╃┺〉 ╁¨╃╄ ╆┿ ‶╇┻╄ 

 

 ¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 
1. 〉こさぇゃもぇやっ こさけういゃけょやけき ゃけょっ こけ ょぇすけき せこせすしすゃせ う けさゅぇくういせめっ さぇょ せ しゃけめけめ しきっくうц 
2. ╁さてう おけくすさけかせ さぇょぇ せさっふぇめぇ う こけしすさけめっやぇ くぇ しすぇくうちう う ぉせくぇさうきぇц 
3. ╁さてう けつうすぇゃぇやっ う ゃけょう っゃうょっくちうめせ そういうつおうた おけかうつうくぇ こさけちっしぇ こさけういゃけょやっ う ょけさぇょっ 

ゃけょっц 
4. ‶け こけすさっぉう ういかぇいう くぇ ぉせくぇさっ さぇょう おけくすさけかっ さぇょぇ うかう けすおかぇやぇやぇ おゃぇさけゃぇц 
5. [せおせめっ しぇ おけきぇくょくうき こせかすけゃうきぇц 
6. ╁さてう おけくすさけかせ さぇょぇ う けょさあぇゃぇ せさっふぇめ いぇ たかけさういぇちうめせ ゃけょっц 
7. ╁けょう っゃうょっくちうめせ け いぇかうたぇきぇ ゅぇしくけゅ たかけさぇц 
8. ╁さてう おけくすさけかせ たうゅうめっくしおけ しぇくうすぇさくけゅ けょさあぇゃぇやぇц 
9. 〉 しゃけめけめ しきっくう しこさけゃけょう きっさっ ╀╇╆′[ う ‶‶╆ せ しゃけき ょっかけおさせゅせ さぇょぇц 
10. ‶さうきぇ う てぇもっ うくそけさきぇちうめっ せ ゃっいう こさけういゃけょやっ ゃけょっ う ょっかせめっ こけ やうきぇц 
11. [せおせめっ しぇ しゃうき きぇてうくぇきぇ う せさっふぇめうきぇц 
12. ╁さてう こさっゃっくすうゃくけ けょさあぇゃぇやっ う こけょきぇいうゃぇやっ けさせふぇ う せさっふぇめぇц 
13. ╁けょう っゃうょっくちうめせ さぇょぇ せさっふぇめぇ う ょさせゅせ ょけおせきっくすぇちうめせ こけ ‶さぇゃうかくうおせ け さぇょせ せさっふぇめぇ いぇ 

しくぇぉょっゃぇやっ ゅさぇょぇ ゃけょけきц 
14. ╉けくすさけかうてっ さぇょ さぇょくうおぇ せ しゃけめけめ しきっくうц 
15. 〉つっしすゃせめっ せ ぇおちうめう けつうすぇゃぇやぇ ゃけょけきっさぇз うくおぇしうさぇやぇз さぇいくけてっやぇ さぇつせくぇ う けこけきっくぇ いぇ 
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せすさけてっくせ ゃけょせ う せしかせゅっц 
16. ╁さてう すっおせゆっ けょさあぇゃぇやっц 
17. ╁さてう しうすくうめっ うくすっさゃっくちうめっз けすおかぇやぇやぇ おゃぇさけゃぇ くぇ しうしすっきせ う け すけきっ けぉぇゃってすぇゃぇ 

‶けしかけゃけふせ ‶けゅけくぇц 
18. [ぇょう う けしすぇかっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ [せおけゃけょうけちぇ ‶けゅけくぇ う ╂かぇゃくけゅ うくあっやっさぇ; 

19. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ おけめっ きせ こけ こさうさけょう こけしかぇ こさうこぇょぇめせц 
20. ̈ ょゅけゃぇさぇ いぇ おゃぇかうすっす う けぉうき せさぇふっくけゅ こけしかぇц 
21. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ こけゃっさっくぇ きせ しさっょしすゃぇ. 

 
     ╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ [せおけゃけょうけちせ ‶けゅけくぇ いぇ こさけういゃけょやせ ゃけょっ いぇ こうゆっз 
╂かぇゃくけき うくあっやっさせ う ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ. 
 ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ]]]ц IV うかう III しすっこっく っかっおすさけ しきっさぇ. 
 ‶けしっぉくう せしかけゃうх いくぇやっ さぇょぇ くぇ さぇつせくぇさせц こけかけあっく ゃけいぇつおう うしこうす "╀" おぇすっゅけさうめっц 
こけすさっぉくけ さぇょくけ うしおせしすゃけх 3 ゅけょうくっ. 

 

 

 7. [〉╉¨╁¨╃╇╊┿『 ‶¨╂¨′┿ ╆┿ ¨╃╁¨┲╄┺╄ ╇ ‶[╄』╇【┻┿╁┿┺╄ ¨〈‶┿╃′╇》 ╁¨╃┿ 

 

 ¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 
1. ¨さゅぇくういせめっ う させおけゃけょう こけしかけゃうきぇ くぇ けょゃけふっやせ う こさっつうてゆぇゃぇやせ けすこぇょくうた ゃけょぇц 
2. ╁けょう ぉさうゅせ け っそうおぇしくけき う っおけくけきうつくけき さぇょせ せゅさぇふっくっ けこさっきっц 
3. ¨さゅぇくういせめっ う おけくすさけかうてっ さぇょ せ しきっくぇきぇц 
4. 〉つっしすゃせめっ せ ういさぇょう ぇくぇかういぇз ういゃってすぇめぇ う こかぇくけゃぇ うい ょっかけおさせゅぇ さぇょぇц 
5. ¨さゅぇくういせめっз しこさけゃけょう う おけくすさけかうてっ すけお うくそけさきぇちうめぇ う っゃうょっくちうめっц 
6. ╁けょう ぉさうゅせ け ぉっいぉっょくけしすう さぇょぇ いぇこけしかっくうたц 
7. ╁けょう っゃうょっくちうめせ さぇょくうおぇ せ ‶けゅけくせц 
8. ]すぇさぇ しっ け ゅさけきけぉさぇくしおうき うくしすぇかぇちうめぇきぇц 
9. ]こさけゃけょう きっさっ ╀╇╆′[ う ‶‶╆ せ しゃけき ょっかけおさせゅせ さぇょぇц 
10. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ おけめっ きせ こけ こさうさけょう こけしかぇ こさうこぇょぇめせц 
11. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ ╂かぇゃくけゅ うくあっやっさぇ う ╃うさっおすけさぇ ‶さっょせいっゆぇ; 

12. ̈ ょゅけゃぇさぇ いぇ おゃぇかうすっす う けぉうき せさぇふっくけゅ こけしかぇц 
13. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ こけゃっさっくぇ きせ しさっょしすゃぇ. 
14. ̈ ぉぇゃっいぇく めっ ょぇ ぉせょっ せ こさうこさぇゃくけしすう ょぇ しっ けょぇいけゃっ こけいうゃせ ‶けしかけょぇゃちぇ いぇ けぉぇゃもぇやっ 

こけしかけゃぇ う ゃぇく さっょけゃくけゅ さぇょくけゅ ゃさっきっくぇз くっさぇょくうき ょぇくうきぇ う こさぇいくうちうきぇз ぇおけ しっ せおぇあっ 
すぇおゃぇ こけすさっぉぇ – ‶ぇしうゃくけ ょっあせさしすゃけ. 
 

╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ ╂かぇゃくけき うくあっやっさせ う ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ. 
 ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ╁]]з ╁【]; VII うかう VI しすっこっく っかっおすさけз 
きぇてうくしおけゅ うかう たっきうめしおけ すったくけかけておけゅ しきっさぇ. 
 ‶けしっぉくう せしかけゃうх いくぇやっ さぇょぇ くぇ さぇつせくぇさせц こけかけあっく ゃけいぇつおう うしこうす “╀” おぇすっゅけさうめっц 
こけすさっぉくけ さぇょくけ うしおせしすゃけх о ゅけょうくぇ. 
 

 

 8. ]┿╁╄〈′╇╉ ╆┿ ╉¨′〈[¨╊〉 ╉╁┿╊╇〈╄〈┿ 

 

¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 
1. 〉 しぇさぇょやう しぇ ╇くあっやっさけき おけくすさけかっ おゃぇかうすっすぇ ういさぇふせめっ しすさせつくっ ぇくぇかういっ ょけぉうめっくうた 

さっいせかすぇすぇ おけくすさけかっ おゃぇかうすっすぇ ゃけょっ う きせもぇ う  けしくけゃっ いぇ ういさぇょせ しさっょやけさけつくうた こさけゅさぇきぇ 
さぇいゃけめぇ う ゅけょうてやうた こかぇくけゃぇ さぇょぇц 

2. ╃ぇめっ こさっょかけゅっ いぇ くぇちさすっ こさけめっおぇすぇ さぇいゃけめぇ う せくぇこさっふっやぇ おゃぇかうすっすぇ ゃけょっ いぇ こうゆっ う きせもぇ; 

3. ╇いさぇふせめっ ぇくぇかういっ けしすゃぇさっくけゅ おゃぇかうすっすぇ ゃけょっ いぇ こうゆっ う ぇくぇかういっ おゃぇかうすっすぇ きせもぇ; 
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4. ¨ぉぇゃもぇ う ょさせゅっ しぇゃっすけょぇゃくっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ ╃うさっおすけさぇ ‶さっょせいっゆぇц   
5. [ぇょう う けしすぇかっ こけしかけゃっ おけめう きせ こけ こさうさけょう こけしかぇ こさうこぇょぇめせц 
6. ¨ょゅけゃぇさぇ いぇ おゃぇかうすっす う けぉうき せさぇふっくけゅ こけしかぇц 
7. ¨ょゅけゃけさぇく めっ いぇ こけゃっさっくぇ きせ しさっょしすゃぇ. 

 

 ╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ. ╂かぇゃくけき うくあっやっさせ う [せおけゃけょうけちせ 
‶けゅけくぇ いぇ けょゃけふっやっ う こさっつうてゆぇゃぇやっ けすこぇょくうた ゃけょぇ. 

 ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ╁]]ц VII しすっこっく すったくけかけておけゅ うかう 
ぉうけかけておけゅ しきっさぇ. 
 ‶けしっぉくう せしかけゃうх ╆くぇやっ さぇょぇ くぇ さぇつせくぇさせц こけかけあっく ゃけいぇつおう うしこうす "╀" おぇすっゅけさうめっц 
いくぇやっ めっょくけゅ しすさぇくけゅ めっいうおぇц こけすさっぉくけ さぇょくけ うしおせしすゃけх 5 ゅけょうくぇ. 

 
 

 9. ]╋╄′¨╁¨┲┿ 〉 ‶¨╂¨′〉 ╆┿ ¨╃╁¨┲╄┺╄ ╇ ‶[╄』╇【┻┿╁┿┺╄ ¨〈‶┿╃′╇》 ╁¨╃┿ 

 
 ¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 

1. 〉 しゃけめけめ しきっくう けさゅぇくういせめっ さぇょ せさっふぇめぇ いぇ こさっつうてゆぇゃぇやっ けすこぇょくうた ゃけょぇц 
2. ′ぇょいうさっ さぇょ せさっふぇめぇ いぇ こさっつうてゆぇゃぇやっ けすこぇょくうた ゃけょぇ う ゅかぇゃくっ ちさこくっ しすぇくうちっц 
3. [せおせめっ しぇ おけきぇくょくうき こせかすけきц 
4. [せおせめっ しぇ しゃうき きぇてうくぇきぇ くぇ せさっふぇめせ いぇ こさっつうてゆぇゃぇやっ けすこぇょくうた ゃけょぇз гせおもせつせめっз 

うしおもせつせめっ う くぇょいうさっ さぇょдц 
5. ╉けくすさけかうてっ うしこさぇゃくけしす ちっかけおせこくっ けこさっきっц 
6. ╁けょう っゃうょっくちうめせ おゃぇさけゃぇц 
7. ′ぇ ぉぇいう せこせすしすぇゃぇ う ‶さぇゃうかくうおぇ け さぇょせ せさっふぇめぇ いぇ こさっつうてゆぇゃぇやっ けすこぇょくうた ゃけょぇ さっぇゅせめっ 

う こさっょせいうきぇ けょゅけゃぇさぇめせゆっ さぇょやっ せ ゃっいう こさけちっしぇ こさっつうてゆぇゃぇやぇц 
8. ╁けょう ょくっゃくうお さぇょぇ せさっふぇめぇз ょくっゃくうお おけくすさけかっ う おけくすさけかくう かうしすц 
9. ╃ぇめっ ょくっゃくう ういゃってすぇめ гしきっくしおうдц 
10. ╁さてう しうすくっ こけこさぇゃおっ せ しゃけめけめ しきっくうц 
11. ‶けきぇあっ こさう けょさあぇゃぇやせ う さっきけくすせ けこさっきっ うい しゃけめっ しすさせおっц 
12. ╉けくすさけかうてっ さぇょ さぇょくうおぇ せ しゃけめけめ しきっくうц 
13. ̈ さゅぇくういせめっ せいうきぇやっ せいけさぇおぇ ゃけょっ う きせもぇ う けつうすぇゃぇ “Imhoff” せかぇいくっ う ういかぇいくっ ゃけょっз おぇけ 

う きせもぇ くぇ さっちうさおせかぇちうめう う せ ぇっさぇちうけくけき しすぇぉうかういぇちうけくけき ぉぇいっくせц 
14. 〉 しゃけめけめ しきっくう しこさけゃけょう きっさっ ╀╇╆′[ う ‶‶╆ せ しゃけき ょっかけおさせゅせ さぇょぇц 
15. ╉けくすさけかうてっ こさうしすせこ しすさぇくうた かうちぇ せ しゃけめけめ しきっくう こけ くぇさっふっやせ う ‶さぇゃうかくうおせц 
16. 〉つっしすゃせめっ せ ぇおちうめう けつうすぇゃぇやぇ ゃけょけきっさぇз さぇいくけてっやぇ さぇつせくぇ う けこけきっくぇ いぇ せすさけてっくせ ゃけょせ 

う せしかせゅっц 
17. ╁さてう う けしすぇかっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ [せおけゃけょうけちぇ ‶けゅけくぇ う ╂かぇゃくけゅ うくあっやっさぇ; 
18. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ おけめっ きせ こけ こさうさけょう こけしかぇ こさうこぇょぇめせц 
19. ̈ ょゅけゃぇさぇ いぇ おゃぇかうすっす う けぉうき せさぇふっくけゅ こけしかぇц 
20. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ こけゃっさっくぇ きせ しさっょしすゃぇ. 

 

    ╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ [せおけゃけょうけちせ ‶けゅけくぇ いぇ けょゃけふっやっ う こさっつうてゆぇゃぇやっ 
けすこぇょくうた ゃけょぇз ╂かぇゃくけき うくあっやっさせ う ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ. 
 ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ]]]ц IV うかう III しすっこっく きぇてうくしおけゅ しきっさぇ. 
 ‶けしっぉくう せしかけゃうх いくぇやっ さぇょぇ くぇ さぇつせくぇさせц こけかけあっく ゃけいぇつおう うしこうす "╀" おぇすっゅけさうめっц 
こけすさっぉくけ さぇょくけ うしおせしすゃけх 3 ゅけょうくっ. 
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 мл. 【╄《 ╋┿【╇′]╉¨╂ ¨╃[╅┿╁┿┺┿ 

 

 ¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 
1. ╉けけさょうくうさぇやっ せ さぇょせ しぇ [せおけゃけょうけちっき ‶けゅけくぇ いぇ けょゃけふっやっ う こさっつうてゆぇゃぇやっ けすこぇょくうた 

ゃけょぇ; 

2. ╉けくすさけかぇ ういゃさてっやぇ こさっゃっくすうゃくうた こさっゅかっょぇз こけょきぇいうゃぇやぇ う こかぇくしおうた こけこさぇゃおうз すっ 
こさっょかぇゅぇやっ こけぉけもてぇやぇ けゃうた こさけちっしぇц 

3. 〉つっしすゃけゃぇやっ せ こさうこさっきう う ういさぇふうゃぇやっ こかぇくぇ さっきけくすぇ せさっふぇめぇ う けこさっきっ くぇ ぉぇいう 
ゅけょうてやっゅ こかぇくぇ う ぉぇいっ こけょぇすぇおぇ ょけしうめっぇ せさっふぇめぇц 

4. ╃っそっおすぇあぇ おけょ しかけあっくうめうた おゃぇさけゃぇ う たぇゃぇさうめぇз すっ こさっょかぇゅぇやっ さってっやぇ いぇ やうたけゃけ 
っそうおぇしくけ けすおかぇやぇやっц 

5. ‶さうきけこさっょぇめぇ こけこさぇゃもっくけゅ せさっふぇめぇ しぇ [せおけゃけょうけちっき ]かせあぉっ くぇぉぇゃおっ う かけゅうしすうおっ; 
6. ╉けくすさけかぇ ういゃさてっやぇ さぇょけゃぇ くぇ こさっゃっくすうゃうз そけさきうさぇやっ ういゃってすぇめぇ こさっゃっくすうゃっ う 

ょけしすぇゃもぇやっ ╂かぇゃくけき うくあっやっさせ; 

7. ]ゃぇおけょくっゃくぇ っゃうょっくちうめぇ こさうしせすくけしすう くぇ こけしかぇ くっこけしさっょくけ こけょさっふっくうた いぇこけしかっくうた; 
8. ]ゃぇおけょくっゃくけ ういゃめってすぇゃぇやっ [せおけゃけょうけちぇ  ‶けゅけくぇ いぇ けょゃけふっやっ う こさっつうてゆぇゃぇやっ けすこぇょくうた 

ゃけょぇ う ╂かぇゃくけゅ うくあっやっさぇ け こさけぉかっきぇすうちう せ こけゅけくせц 
9. ]ぇさぇょやぇ しぇ ]かせあぉけき くぇぉぇゃおっ う かけゅうしすうおっ せ くぇぉぇゃちう きぇすっさうめぇかぇ う さっいっさゃくうた ょっかけゃぇ 

こけすさっぉくうた いぇ けすおかぇやぇやっ おゃぇさけゃぇц 
10. 〉つっしすゃけゃぇやっ せ こかぇくうさぇやせ くぇぉぇゃおっ さっいっさゃくうた ょっかけゃぇц 
11. ]こさけゃけょう きっさっ ╀╇╆′[ う ‶‶╆ せ しゃけき ょっかけおさせゅせ さぇょぇц 
12. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ おけめっ きせ こけ こさうさけょう こけしかぇ こさうこぇょぇめせц 
13. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ ╂かぇゃくけゅ うくあっやっさぇ う ╃うさっおすけさぇ ‶さっょせいっゆぇ; 
14. ̈ ょゅけゃぇさぇ いぇ おゃぇかうすっす う けぉうき せさぇふっくけゅ こけしかぇц 
15. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ こけゃっさっくぇ きせ しさっょしすゃぇ. 
16. ̈ ぉぇゃっいぇく めっ ょぇ ぉせょっ せ こさうこさぇゃくけしすう ょぇ しっ けょぇいけゃっ こけいうゃせ ‶けしかけょぇゃちぇ いぇ けぉぇゃもぇやっ 

こけしかけゃぇ う ゃぇく さっょけゃくけゅ さぇょくけゅ ゃさっきっくぇз くっさぇょくうき ょぇくうきぇ う こさぇいくうちうきぇз ぇおけ しっ せおぇあっ 
すぇおゃぇ こけすさっぉぇ – ‶ぇしうゃくけ ょっあせさしすゃけ. 
 
╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ ╂かぇゃくけき うくあっやっさせ う ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ. 

 ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ]]]ц IV しすっこっく きぇてうくしおけゅ しきっさぇ. 
 ‶けしっぉくう せしかけゃうх いくぇやっ さぇょぇ くぇ さぇつせくぇさせц こけかけあっく ゃけいぇつおう うしこうす “╀” おぇすっゅけさうめっц 
こけすさっぉくけ さぇょくけ うしおせしすゃけх о ゅけょうくぇ. 
 
 

 11. ╃╄╅〉[′╇ ╀[┿╁┿[ – ╁┿[╇╊┿『 

 

 ¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 
1. ╉けくすさけかうてっ うしこさぇゃくけしす ちっかけおせこくっ けこさっきっц 
2. ╁けょう っゃうょっくちうめせ おゃぇさけゃぇ う けしすぇかっ ぇょきうくうしすさぇすうゃくっ こけしかけゃっц 
3. ′ぇ ぉぇいう せこせすしすぇゃぇ う ‶さぇゃうかくうおぇ け さぇょせ さっぇゅせめっ う こさっょせいうきぇ きっさっ う けょゅけゃぇさぇめせゆっ さぇょやっ 

せ ゃっいう ょけゃけふっやぇ けこさっきっ せ そせくおちうけくぇかくけ しすぇやっ гこけこさぇゃおっз いぇきっくっ うすょ.дц 
4. ╁けょう ょくっゃくうお さぇょぇц 
5. ╁さてう すっおせゆっз さっょけゃくけ けょさあぇゃぇやっ う さっきけくす けこさっきっц 
6. ‶さっょかぇあっ かうしすせ さっいっさゃくうた ょっかけゃぇц 
7. ‶さっょかぇあっ くぇぉぇゃおせ きぇすっさうめぇかぇ う けこさっきっц 
8. 〉つっしすゃせめっ せ しぇしすぇゃもぇやせ ゅけょうてやっゅ こかぇくぇ けょさあぇゃぇやぇ う さっきけくすぇ せさっふぇめぇц 
9. ]こさけゃけょう きっさっ ╀╇╆′[ う ‶‶╆ せ しゃけき ょっかけおさせゅせ さぇょぇц 
10. [せおせめっ う さぇょう しぇ ぇこぇさぇすけき いぇ ゃぇさっやっц 
11. ‶け さぇょくけき くぇかけゅせ さぇょう しゃっ ゃさしすっ ぉさぇゃぇさしおうた こけしかけゃぇц 
12. ╆うきう せつっしすゃせめっ せ けょかっふうゃぇやせ せさっふぇめぇ いぇ こさっつうてゆぇゃぇやっ けすこぇょくうた ゃけょぇц 
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13. 〉つっしすゃせめっ せ ぇおちうめう けつうすぇゃぇやぇ ゃけょけきっさぇз さぇいくけてっやぇ さぇつせくぇ う けこけきっくぇ いぇ せすさけてっくせ ゃけょせ 
う せしかせゅっц 

14. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ おけめっ きせ こけ こさうさけょう こけしかぇ こさうこぇょぇめせц 
15. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ [せおけゃけょうけちぇ ]かせあぉっз 【っそぇ きぇてうくしおけゅ けょさあぇゃぇやぇ う 

╂かぇゃくけゅ うくあっやっさぇ; 

16. ̈ ょゅけゃぇさぇ いぇ おゃぇかうすっす う けぉうき せさぇふっくけゅ こけしかぇц 
17. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ こけゃっさっくぇ きせ しさっょしすゃぇ. 
18. ̈ ぉぇゃっいぇく めっ ょぇ ぉせょっ せ こさうこさぇゃくけしすう ょぇ しっ けょぇいけゃっ こけいうゃせ ‶けしかけょぇゃちぇ いぇ けぉぇゃもぇやっ 

こけしかけゃぇ う ゃぇく さっょけゃくけゅ さぇょくけゅ ゃさっきっくぇз くっさぇょくうき ょぇくうきぇ う こさぇいくうちうきぇз ぇおけ しっ せおぇあっ 
すぇおゃぇ こけすさっぉぇ – ‶ぇしうゃくけ ょっあせさしすゃけ. 
 

 ╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ 【っそせ きぇてうくしおけゅ けょさあぇゃぇやぇз [せおけゃけょうけちせ ‶けゅけくぇ いぇ 
けょゃけふっやっ う こさっつうてゆぇゃぇやっ けすこぇょくうた ゃけょぇ, ╂かぇゃくけき うくあっやっさせ う ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ. 
 ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ]]]з ╉╁ц IV うかう III しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっ 
きぇてうくしおけゅ しきっさぇ うかう ぉさぇゃぇさ. 
 ‶けしっぉくう せしかけゃうх ‶けかけあっく ゃけいぇつおう うしこうす "╀" おぇすっゅけさうめっц こけすさっぉくけ さぇょくけ うしおせしすゃけх м 
ゅけょうくぇ. 
 

 

 12. ╀[┿╁┿[ – ╁┿[╇╊┿『 

 

 ¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 
1. ╉けくすさけかうてっ うしこさぇゃくけしす ちっかけおせこくっ けこさっきっц 
2. ╁けょう っゃうょっくちうめせ おゃぇさけゃぇ う けしすぇかっ ぇょきうくうしすさぇすうゃくっ こけしかけゃっц 
3. ′ぇ ぉぇいう せこせすしすぇゃぇ う ‶さぇゃうかくうおぇ け さぇょせ さっぇゅせめっ う こさっょせいうきぇ きっさっ う けょゅけゃぇさぇめせゆっ さぇょやっ 

せ ゃっいう ょけゃけふっやぇ けこさっきっ せ そせくおちうけくぇかくけ しすぇやっ гこけこさぇゃおっз いぇきっくっ うすょ.дц 
4. ╁けょう ょくっゃくうお さぇょぇц 
5. ╁さてう すっおせゆっз さっょけゃくけ けょさあぇゃぇやっ う さっきけくす けこさっきっц 
6. ‶さっょかぇあっ かうしすせ さっいっさゃくうた ょっかけゃぇц 
7. ‶さっょかぇあっ くぇぉぇゃおせ きぇすっさうめぇかぇ う けこさっきっц 
8. 〉つっしすゃせめっ せ しぇしすぇゃもぇやせ ゅけょうてやっゅ こかぇくぇ けょさあぇゃぇやぇ う さっきけくすぇ せさっふぇめぇц 
9. ]こさけゃけょう きっさっ ╀╇╆′[ う ‶‶╆ せ しゃけき ょっかけおさせゅせ さぇょぇц 
10. [せおせめっ う さぇょう しぇ ぇこぇさぇすけき いぇ ゃぇさっやっц 
11. ‶け さぇょくけき くぇかけゅせ さぇょう しゃっ ゃさしすっ ぉさぇゃぇさしおうた こけしかけゃぇц 
12. ╆うきう せつっしすゃせめっ せ けょかっふうゃぇやせ せさっふぇめぇ いぇ こさっつうてゆぇゃぇやっ けすこぇょくうた ゃけょぇц 
13. 〉つっしすゃせめっ せ ぇおちうめう けつうすぇゃぇやぇ ゃけょけきっさぇз さぇいくけてっやぇ さぇつせくぇ う けこけきっくぇ いぇ せすさけてっくせ ゃけょせ 

う せしかせゅっц 
14. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ おけめっ きせ こけ こさうさけょう こけしかぇ こさうこぇょぇめせц 
15. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ [せおけゃけょうけちぇ ]かせあぉっз 【っそぇ きぇてうくしおけゅ けょさあぇゃぇやぇ う 

╂かぇゃくけゅ うくあっやっさぇ; 
16. ̈ ょゅけゃぇさぇ いぇ おゃぇかうすっす う けぉうき せさぇふっくけゅ こけしかぇц 
17. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ こけゃっさっくぇ きせ しさっょしすゃぇ. 

 ╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ 【っそせ きぇてうくしおけゅ けょさあぇゃぇやぇз [せおけゃけょうけちせ ‶けゅけくぇ いぇ 
けょゃけふっやっ う こさっつうてゆぇゃぇやっ けすこぇょくうた ゃけょぇ, ╂かぇゃくけき うくあっやっさせ う ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ. 
 ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ]]]з ╉╁ц IV うかう III しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっ 
きぇてうくしおけゅ しきっさぇ うかう ぉさぇゃぇさ. 
 ‶けしっぉくう せしかけゃうх ‶けかけあっく ゃけいぇつおう うしこうす "╀" おぇすっゅけさうめっц こけすさっぉくけ さぇょくけ うしおせしすゃけх м 
ゅけょうくぇ. 
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 13. ╄╊╄╉〈[╇』┿[ 

 

 ¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 
1. ╁さてう っかっおすさけ さぇょけゃっ いぇ こけすさっぉっ しゃうた かけおぇちうめぇ おけめっ おけさうしすう ‶さっょせいっゆっх せこさぇゃくっ いゅさぇょっз 

きぇゅぇちうくぇз ‶けゅけくぇ いぇ こさけういゃけょやせ ゃけょっ いぇ こうゆっз ‶けゅけくぇ いぇ けょゃけふっやっ う こさっつうてゆぇゃぇやっ 
けすこぇょくうた ゃけょぇз かぇぉけさぇすけさうめっз ぉせくぇさぇ う けぉめっおぇすぇ せ くぇしっもっくうき きっしすうきぇц 

2. 〉つっしすゃせめっ せ うくしすぇかうさぇやせ くけゃうた っかっおすさけ-せさっふぇめぇ おぇけ う せ けすおかぇやぇやせ しゃうた おゃぇさけゃぇ くぇ 
けこさっきう う せさっふぇめうきぇц 

3. 〉つっしすゃせめっ せ ょぇゃぇやせ こけょぇすぇおぇ いぇ こかぇくうさぇやっ う せつっしすゃせめっ せ さっぇかういぇちうめう こかぇくぇ 
こさっゃっくすうゃくけゅз すっおせゆっゅ う うくゃっしすうちうけくけゅ けょさあぇゃぇやぇц 

4. ╉けくすうくせうさぇくけ こさぇすうз おけくすさけかうてっ うしこさぇゃくけしす けこさっきっ う うくしすぇかぇちうめぇз そせくおちうけくうしぇやっ 
しうしすっきぇ う けすおかぇやぇ くっょけしすぇすおっц 

5. ‶け こけすさっぉう う くぇかけゅせ おけくすさけかうてっ おゃぇくすうすぇすうゃくう う おゃぇかうすぇすうゃくう こさうめっき くぇぉぇゃもっくっ 
けこさっきっ う ういゃさてっくうた さぇょけゃぇ う せしかせゅぇ うい ょけきっくぇ しゃけゅ ょっかけゃぇやぇц 

6. ]こさけゃけょう きっさっ ╀╇╆′[ う ‶‶╆ せ しゃけき ょっかけおさせゅせ さぇょぇц 
7. ╆うきう せつっしすゃせめっ せ けょかっふうゃぇやせ せさっふぇめぇ いぇ こさっつうてゆぇゃぇやっ けすこぇょくうた ゃけょぇц 
8. 〉つっしすゃせめっ せ ぇおちうめう けつうすぇゃぇやぇ ゃけょけきっさぇз さぇいくけてっやぇ さぇつせくぇ う けこけきっくぇ いぇ せすさけてっくせ ゃけょせ 

う せしかせゅっц 
9. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ おけめっ きせ こけ こさうさけょう こけしかぇ こさうこぇょぇめせц 
10. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ [せおけゃけょうけちぇ ]かせあぉっ, 【っそぇ きぇてうくしおけゅ けょさあぇゃぇやぇ う 

╂かぇゃくけゅ うくあっやっさぇ; 

11. ̈ ょゅけゃぇさぇ いぇ おゃぇかうすっす う けぉうき せさぇふっくけゅ こけしかぇц 
12. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ こけゃっさっくぇ きせ しさっょしすゃぇ. 

 ╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ 【っそせ きぇてうくしおけゅ けょさあぇゃぇやぇз [せおけゃけょうけちせ ‶けゅけくぇ いぇ 
けょゃけふっやっ う こさっつうてゆぇゃぇやっ けすこぇょくうた ゃけょぇ, ╂かぇゃくけき うくあっやっさせ う ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ. 
 ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ]]]з ╉╁ц IV うかう III しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっ 
っかっおすさけ しきっさぇ. 

 ‶けしっぉくう せしかけゃうх ‶けかけあっく ゃけいぇつおう うしこうす "╀" おぇすっゅけさうめっц こけすさっぉくけ さぇょくけ うしおせしすゃけх м 
ゅけょうくぇ. 
 

 
 14. [〉╉¨╁┿╊┿『 ′┿ 『[‶′╇╋ ]〈┿′╇『┿╋┿ 

 

 ¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 
1. ¨さゅぇくういせめっ う おけけさょうくうさぇ けぉぇゃもぇやっ こけしかけゃぇ くぇ しゃうき ちさこくうき しすぇくうちぇきぇц 
2. ╁さてう おけくすさけかせ さぇょぇ しゃうた ちさこくうた しすぇくうちぇц 
3. ‶け こけすさっぉう せつっしすゃせめっ せ しゃうき こけしかけゃうきぇ うい けぉかぇしすうх けこしかせあうゃぇやっ すったくけかけゅうめっз 

けょさあぇゃぇやっ たうょさけきぇてうくしおっ う けしすぇかっ けこさっきっз けょさあぇゃぇやっ ゅさぇふっゃうくしおうた けぉめっおぇすぇ ちさこくうた 
しすぇくうちぇз けょさあぇゃぇやっ つうしすけゆっ う せさっふっやっ おさせゅぇц 

4. 〉つっしすゃせめっ せ けょゅせてうゃぇやせ う つうてゆっやせ おぇくぇかういぇちうけくうた ちっゃう う てぇたすけゃぇц 
5. ╁さてう つうてゆっやっ さってっすおうз せすけゃぇさぇ う うしすけゃぇさぇ しきっゆぇ う きせもぇц 
6. ╁さてう うしこけきけゆ こさう こけこさぇゃちう けこさっきっц 
7. 〉つっしすゃせめっ せ けょさあぇゃぇやせ う こけこさぇゃちう おぇくぇかういぇちうけくっ きさっあっц 
8. ╁さてう しゃっ けしすぇかっ こけきけゆくっ こけしかけゃっ こけ こかぇくせ う ゃぇくこかぇくしおう こけ くぇかけゅせ 【っそぇ きぇてうくしおけゅ 

けょさあぇゃぇやぇз [せおけゃけょうけちぇ ‶けゅけくぇ う ╂かぇゃくけゅ うくあっやっさぇ; 

9. ]こさけゃけょう きっさっ ╀╇╆′[ う ‶‶╆ せ しゃけき ょっかけおさせゅせ さぇょぇц 
10. 〉つっしすゃせめっ せ ぇおちうめう けつうすぇゃぇやぇ ゃけょけきっさぇз さぇいくけてっやぇ さぇつせくぇ う けこけきっくぇ いぇ せすさけてっくせ ゃけょせ 

う せしかせゅっц 
11. ̈ ょゅけゃぇさぇ いぇ そせくおちうけくうしぇやっ けこさっきっ おけめう けょさあぇゃぇц 
12. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ おけめっ きせ こけ こさうさけょう こけしかぇ こさうこぇょぇめせц 
13. ̈ ょゅけゃけさぇ いぇ おゃぇかうすっす う けぉうき せさぇふっくけゅ こけしかぇц 



‶さぇゃうかくうお け けさゅぇくういぇちうめう う しうしすっきぇすういぇちうめう こけしかけゃぇ せ ┸‶ „╁けょけおぇくぇか“ ╀っつっめ к ¨おすけぉぇさ, 2015. 

 

22 

 

14. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ こけゃっさっくぇ きせ しさっょしすゃぇ. 
 

 ╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ 【っそせ きぇてうくしおけゅ けょさあぇゃぇやぇз [せおけゃけょうけちせ ‶けゅけくぇ いぇ 
けょゃけふっやっ う こさっつうてゆぇゃぇやっ けすこぇょくうた ゃけょぇз ╂かぇゃくけき うくあっやっさせ う ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ. 
 ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ¨【ц II しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっ. 
 ‶けしっぉくう せしかけゃうх こけかけあっく ゃけいぇつおう うしこうす "╀" おぇすっゅけさうめっц さぇょくけ うしおせしすゃけх м ゅけょうくぇ. 
 

 

 мр. ╇′╅╄┺╄[ ╉¨′〈[¨╊╄ ╉╁┿╊╇〈╄〈┿ 

 

¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 
1. ‶さぇゃう こけすさっぉくっ さぇしこけさっょっ う こかぇくけゃっ せいうきぇやぇ せいけさぇおぇ ゃけょっ う きせもぇц 
2. ╁けょう きぇすうつくせ おやうゅせ いぇ っゃうょっくちうめせ さっいせかすぇすぇ ういゃさてっくうた ぇくぇかういぇц 
3. ╁さてう おけくしせかすぇちうめっ しぇ ╂かぇゃくうき うくあっやっさけき う [せおけゃけょうけちうきぇ けぉぇ ‶けゅけくぇ せ すけおせ ういゃけふっやぇ 

すったくけかけておうた けこっさぇちうめぇ う こさけちっしぇц 
4. ╇いさぇふせめっ さぇいくっ ょうめぇゅさぇきっ いぇ こさうおぇい さっいせかすぇすぇ ういゃさてっくうた ぇくぇかういぇ ゃけょっ う きせもぇц 
5. ╇いさぇふせめっ しすさせつくっ ぇくぇかういっ ょけぉうめっくうた さっいせかすぇすぇ おけくすさけかっ おゃぇかうすっすぇ ゃけょっ う きせもぇ う  

けしくけゃっ いぇ ういさぇょせ しさっょやけさけつくうた こさけゅさぇきぇ さぇいゃけめぇ う ゅけょうてやうた こかぇくけゃぇ さぇょぇц 
6. ‶さうこさっきぇ くぇちさすっ こさけめっおぇすぇ さぇいゃけめぇ う せくぇこさっふっやぇ おゃぇかうすっすぇ ゃけょっ いぇ こうゆっ; 

7. ╇いさぇふせめっ ぇくぇかういっ けしすゃぇさっくけゅ おゃぇかうすっすぇ ゃけょっ いぇ こうゆっц 
8. ‶さっょかぇあっ こかぇくけゃっ せくぇこさっふっやぇ おゃぇかうすっすぇ ゃけょっ; 

9. ‶さうこさっきぇ う ういゃけょう かぇぉけさぇすけさうめしおっ こけしすせこおっц 
10. ‶さうこさっきぇ こけすさっぉくっ せいけさおっ いぇ うしこうすうゃぇやっц 
11. ‶さうこさっきぇ こけすさっぉぇく きぇすっさうめぇか こさっきぇ すったくけかけておけめ さっちっこすせさうц 
12. ╇いゃけょう う くぇょいうさっ めっょくけしすぇゃくうめっз しすぇくょぇさょくっ そういうつおけ-たっきうめしおっ さっぇおちうめっц 
13. ╇いゃけょう う くぇょいうさっ めっょくけしすぇゃくうめっ すったくけかけておっ けこっさぇちうめっц 
14. 〉いうきぇ せいけさおっ いぇ ゃさてっやっ おけくすさけかっ こさけちっしぇ う やうたけゃけ けいくぇつぇゃぇやっц 
15. ╁けょう っゃうょっくちうめせ け すけおけゃうきぇ う さっいせかすぇすうきぇ しこさけゃっょっくうた こけしすせこぇおぇц 
16. ╇いゃってすぇゃぇ ╂かぇゃくけゅ うくあっやっさぇ う ╃うさっおすけさぇ こさっょせいっゆぇ け さっいせかすぇすうきぇ しこさけゃっょっくうた 

こけしすせこぇおぇц 
17. ‶さうょさあぇゃぇ しっ う こさうきっやせめっ せこせすしすゃぇ う しこっちうそうおぇちうめっ うい けぉかぇしすう おけくすさけかっ おゃぇかうすっすぇц 
18. ̈ ょさあぇゃぇ かぇぉけさぇすけさうめしおう こさうぉけさ う けこさっきせц 
19. ‶さうきっやせめっ きっさっ ╀╇╆′[ う ‶‶╆ うい ょっかけおさせゅぇ しゃけゅぇ さぇょぇц 
20. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ おけめっ きせ こけ こさうさけょう こけしかぇ こさうこぇょぇめせц 
21. ̈ ょゅけゃぇさぇ いぇ おゃぇかうすっす う けぉうき せさぇふっくけゅ こけしかぇц 
22. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ こけゃっさっくぇ きせ しさっょしすゃぇц 
23. ̈ ぉぇゃもぇ しゃっ けしすぇかっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ ╂かぇゃくけゅうくあっやっさぇ う ╃うさっおすけさぇ ‶さっょせいっゆぇ; 
24. ̈ ょゅけゃぇさぇ いぇ すぇつくけしす う ぇあせさくけしす しゃうた こけしかけゃぇ おけめっ けぉぇゃもぇ. 

 

╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ ╂かぇゃくけき うくあっやっさせ う ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ. 
‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ╁]]; VII しすっこっく すったくけかけておけゅ しきっさぇ. 
‶けしっぉくう せしかけゃうх ╆くぇやっ さぇょぇ くぇ さぇつせくぇさせц こけすさっぉくけ さぇょくけ うしおせしすゃけх м ゅけょうくぇ. 

 
 

 16. [〉╉¨╁¨╃╇╊┿『 ]╊〉╅╀╄ ╆┿ ╇′╁╄]〈╇『╇┸╄ ╇ [┿╆╁¨┸ 

 
 ¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 

1. ╇いさぇふせめっ ╇ょっめくっ こさけめっおすっ いぇ こさうおもせつっやっ おけさうしくうおぇ くぇ ゃけょけゃけょくせ きさっあせз おぇくぇかういぇちうけくせ 
きさっあせ けすこぇょくうた ゃけょぇ う おぇくぇかういぇちうけくせ きさっあせ ぇすきけしそっさしおうた ゃけょぇц 

2. ╇いさぇふせめっ ╂かぇゃくっ こさけめっおすっ いぇ ゃけょけゃけょくせ きさっあせз おぇくぇかういぇちうけくせ きさっあせ けすこぇょくうた ゃけょぇ う 
おぇくぇかういぇちうけくせ きさっあせ ぇすきけしそっさしおうた ゃけょぇц 
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3. 〉つっしすゃせめっ せ ういさぇょう ‶さけゅさぇきぇ さぇょぇ う こけしかけゃぇやぇ ‶さっょせいっゆぇц 
4. ]ぇしすぇゃもぇ こかぇくけゃっ さぇいゃけめぇз けさゅぇくういせめっ う おけくすさけかうてっ ういさぇょせ さぇいゃけめくっ おけくちっこちうめっ う しゃうた 

こかぇくけゃぇ ぇくぇかういっ う ういゃってすぇめぇ せ けおゃうさせ ]かせあぉっ いぇ うくゃっしすうちうめっ う さぇいゃけめц 
5. ¨さゅぇくういせめっз おけけさょうくうさぇ う させおけゃけょう さぇょけき せくせすぇさ ]かせあぉっ いぇ うくゃっしすうちうめっ う さぇいゃけめц 
6. ╀さうくっ しっ け さぇいゃけめせ ょっかぇすくけしすう ]かせあぉっ いぇ うくゃっしすうちうめっ う さぇいゃけめц 
7. ╂かぇゃくけき うくあっやっさせ う ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ こさっょかぇあっ う こさけくぇかぇいう きっさっ すったくうつおけ 

すったくけかけておうた う けさゅぇくういぇちうけくうた こけぉけもてぇやぇц 
8. 〉 しぇさぇょやう しぇ ╂かぇゃくうき うくあっやっさけき しこさけゃけょう う おけくすさけかうてっ しこさけゃけふっやっ こけしかけゃくうた う 

ょさせゅうた けょかせおぇ けさゅぇくぇ せこさぇゃもぇやぇ せ けおゃうさせ ょっかぇすくけしすう ]かせあぉっ いぇ うくゃっしすうちうめっ う さぇいゃけめц 
9. 〉 しぇさぇょやう しぇ ╂かぇゃくうき うくあっやっさけき しぇしすぇゃもぇ ゅけょうてやっз しさっょやけさけつくっ う ょせゅけさけつくっ 

こかぇくけゃっ ]かせあぉっ いぇ うくゃっしすうちうめっ う さぇいゃけめц 
10. 〉 しぇさぇょやう しぇ ‶さぇゃくうおけき けぉっいぉっふせめっ しこさけゃけふっやっ いぇおけくしおうた う ょさせゅうた こさけこうしぇ うい けぉかぇしすう 

ょっかぇすくけしすう ]かせあぉっ いぇ うくゃっしすうちうめっ う さぇいゃけめц 
11. 〉つっしすゃせめっ せ そけさきうさぇやせ ちっくっ こうすおっ ゃけょっз ちっくっ けょゃけふっやぇ う こさっつうてゆぇゃぇやぇ けすこぇょくうた ゃけょぇ 

う ちっくっ けしすぇかうた せしかせゅぇ うい ょっかぇすくけしすう ‶さっょせいっゆぇц 
12. ╉けくすぇおすうさぇ しぇ こけしかけゃくうき う ょさせゅうき しすさぇくおぇきぇ うい ょっかけおさせゅぇ しゃけゅ さぇょぇц 
13. ‶さぇすう しすさせつくせ かうすっさぇすせさせ う ょけこせやせめっ しゃけめっ いくぇやっц 
14. ]こさけゃけょう きっさっ ╀╇╆′[ う ‶‶╆ せ しゃけき ょっかけおさせゅせ さぇょぇц 
15. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ おけめう きせ こけ こさうさけょう こけしかぇ こさうこぇょぇめせз おぇけ う けしすぇかっ こけしかけゃっ うい 

ょっかけおさせゅぇ しゃけゅ さぇょぇз ぇ こけ くぇかけゅせ ╃うさっおすけさぇ ‶さっょせいっゆぇ う ╂かぇゃくけゅ うくあっやっさぇ; 
16. ̈ ょゅけゃぇさぇ いぇ おゃぇかうすっす う けぉうき せさぇふっくけゅ こけしかぇц 
17. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ こけゃっさっくぇ きせ しさっょしすゃぇ. 

 
 ╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ ╂かぇゃくけき うくあっやっさせ う ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ. 
 ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ╁]]ц VII しすっこっくз ╃うこかけきうさぇくう 
ゅさぇふっゃうくしおう うくあっやっさ – しきっさ たうょさけすったくうおぇ 

 ‶けしっぉくう せしかけゃうх ‶けしっょけゃぇやっ ╊うちっくちっ いぇ こさけめっおすけゃぇやっц いくぇやっ さぇょぇ くぇ さぇつせくぇさせц 
こけかけあっく ゃけいぇつおう うしこうす "╀" おぇすっゅけさうめっц いくぇやっ めっょくけゅ しすさぇくけゅ めっいうおぇц こけすさっぉくけ さぇょくけ うしおせしすゃけх о 
ゅけょうくっ. 
 

 
 17. ╇′╅╄┺╄[ - ‶[¨┸╄╉〈┿′〈 

 

 ¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 
1. ‶け くぇかけゅせ [せおけゃけょうけちぇ ]かせあぉっ いぇ うくゃっしすうちうめっ う さぇいゃけめ せつっしすゃせめっ せ ういさぇょう ╇ょっめくうた 

こさけめっおぇすぇ いぇ こさうおもせつっやっ おけさうしくうおぇ くぇ ゃけょけゃけょくせ きさっあせз おぇくぇかういぇちうけくせ きさっあせ 
けすこぇょくうた ゃけょぇ う おぇくぇかういぇちうけくせ きさっあせ ぇすきけしそっさしおうた ゃけょぇц 

2. ‶け くぇかけゅせ [せおけゃけょうけちぇ ]かせあぉっ いぇ うくゃっしすうちうめっ う さぇいゃけめ せつっしすゃせめっ せ ういさぇょう ╂かぇゃくうた 
こさけめっおぇすぇ いぇ ゃけょけゃけょくせ きさっあせз おぇくぇかういぇちうけくせ きさっあせ けすこぇょくうた ゃけょぇ う おぇくぇかういぇちうけくせ 
きさっあせ ぇすきけしそっさしおうた ゃけょぇц 

3. 〉つっしすゃせめっ せ こさうおせこもぇやせз こさうこさっきう う せくけしせ こけょぇすぇおぇ いぇ きぇすっきぇすうつおう きけょっか う ゅっけ 
うくそけさきぇちうけくう しうしすっき г╂╇]д ゃけょけゃけょくっ きさっあっ う けしすぇかうた しうしすっきぇц 

4. ]ぇさぇふせめっ しぇ けょゅけゃぇさぇめせゆうき うくしすうすせちうめぇきぇ くぇ せゃけふっやせ う さぇいさぇょう きぇすっきぇすうつおうた きけょっかぇ う 
╂╇]-ぇц 

5. ]ぇおせこもぇ う せくけしう くけゃっ こけょぇすおっ さぇょう ぇあせさうさぇやぇ きぇすっきぇすうつおけゅ きけょっかぇ う ╂╇]-ぇц 
6. 〉こけすさっぉけき きぇすっきぇすうつおけゅ きけょっかぇ う ╂╇]-ぇ こさけくぇかぇいう せしおぇ ゅさかぇз ゅせぉうすおっ くぇ きさっあうз ゃさてう 

けちっくせ おけさうしくけしすう ういゃっょっくうた さぇょけゃぇз せつっしすゃせめっ せ けこすうきぇかういぇちうめう さぇょぇ しうしすっきぇ う ょさ.ц 
7. 〉 しぇさぇょやう しぇ [せおけゃけょうけちっき ]かせあぉっ いぇ けょさあぇゃぇやっ う うくあっやっさうくゅ せつっしすゃせめっ せ ういさぇょう 

こかぇくけゃぇ さぇょぇ いぇ ゃっゆっ おゃぇさけゃっ う たぇゃぇさうめっ う ゃぇくさっょくっ こさうかうおっц 
8. ╁さてう こさうおせこもぇやっ こけょぇすぇおぇ う こけすさっぉくっ ょけおせきっくすぇちうめっ いぇ ういさぇょせ こさけめっおぇすぇц 
9. ′ぇ けしくけゃせ きぇすっきぇすうつおけゅ きけょっかぇ う ╂╇]-ぇ ゃけょけゃけょくっ きさっあっ う けしすぇかうた しうしすっきぇ ういょぇめっ 
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さぇいくっ しぇゅかぇしくけしすう う こけすゃさょっц 
10. ‶さぇすう しすさせつくせ かうすっさぇすせさせ う ょけこせやせめっ しゃけめっ いくぇやっц 
11. ]こさけゃけょう きっさっ ╀╇╆′[ う ‶‶╆ せ しゃけき ょっかけおさせゅせ さぇょぇц 
12. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ おけめう きせ こけ こさうさけょう こけしかぇ こさうこぇょぇめせз おぇけ う けしすぇかっ こけしかけゃっ うい 

ょっかけおさせゅぇ しゃけゅ さぇょぇз ぇ こけ くぇかけゅせ ╂かぇゃくけゅ うくあっやっさぇ う [せおけゃけょうけちぇ ]かせあぉっц 
13. ̈ ょゅけゃぇさぇ いぇ おゃぇかうすっす う けぉうき せさぇふっくけゅ こけしかぇц 
14. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ こけゃっさっくぇ きせ しさっょしすゃぇ. 

 ╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ [せおけゃけょうけちせ ]かせあぉっ いぇ うくゃっしすうちうめっ う さぇいゃけめз ╂かぇゃくけき 
うくあっやっさせ う ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ. 
 ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ╁]]ц VII しすっこっくз ╂さぇふっゃうくしおう うくあっやっさ – 

たうょさけすったくうつおけゅ しきっさぇ.  
 ‶けしっぉくう せしかけゃうх ╆くぇやっ さぇょぇ くぇ さぇつせくぇさせц こけかけあっく ゃけいぇつおう うしこうす "╀" おぇすっゅけさうめっц 
いくぇやっ めっょくけゅ しすさぇくけゅ めっいうおぇц こけすさっぉくけ さぇょくけ うしおせしすゃけх м ゅけょうくぇ. 
 

 
18. [╄《╄[╄′〈 ‶[¨╃┿┸╄ 〉]╊〉╂┿ 

 

¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 
1. ¨ょゅけゃけさぇく めっ いぇ けさゅぇくういぇちうめせ う させおけゃけょう こけしかけゃうきぇ こさけょぇめっ せしかせゅぇц 
2. ╁さてう おけくすうくせうさぇくせ ぇくぇかういせ すさあうてすぇ う おけくおせさっくちうめっц 
3. ┿くゅぇあせめっ しっ せ ういくぇかぇあっやせ くけゃうた こけしかけゃぇц 
4. 〉しこけしすぇゃもぇ おけくすぇおすっз せつっしすゃせめっ せ こさっゅけゃけさうきぇ う さぇいゅけゃけさうきぇ しぇ おせこちうきぇ せしかせゅぇ 

こさうかうおけき ょぇゃぇやぇ こけくせょぇ う いぇおもせつうゃぇやせ せゅけゃけさぇц 
5. ‶さぇすう こさけちっし こかぇゆぇやぇ う けょゅけゃけさぇく めっ いぇ くぇこかぇすせ こけすさぇあうゃぇやぇц 
6. ┿くぇかういぇ さっいせかすぇすぇ こさけょぇめっ せ しおかぇょせ しぇ こけしすぇゃもっくうき ちうもっゃうきぇц 
7. ]こさけゃけょう きっさっ ╀╇╆′[ う ‶‶╆ せ しゃけき ょっかけおさせゅせ さぇょぇз 
8. ╁さてう う けしすぇかっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ [せおけゃけょうけちぇ ]かせあぉっ いぇ うくゃっしすうちうめっ う さぇいゃけめ う ╂かぇゃくけゅ 

うくあっやっさぇ, 

9. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ おけめっ きせ こけ こさうさけょう こけしかぇ こさうこぇょぇめせз 
10. ̈ ょゅけゃぇさぇ いぇ おゃぇかうすっす う けぉうき せさぇふっくけゅ こけしかぇз 
11. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ こけゃっさっくぇ きせ しさっょしすゃぇ. 

 

╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ [せおけゃけょうけちせ ]かせあぉっ いぇ うくゃっしすうちうめっ う さぇいゃけめз ╂かぇゃくけき 
うくあっやっさせ う ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ. 

‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ]]]ц IV しすっこっくз っおけくけきしおけゅ うかう きぇてうくしおけゅ 
しきっさぇ.  

‶けしっぉくう せしかけゃうх ╆くぇやっ さぇょぇ くぇ さぇつせくぇさせц こけかけあっく ゃけいぇつおう うしこうす "╀" おぇすっゅけさうめっ; 
こけすさっぉくけ さぇょくけ うしおせしすゃけх м ゅけょうくぇ. 

 

 
 19. [〉╉¨╁¨╃╇╊┿『 ]╊〉╅╀╄ ╆┿ ¨╃[╅┿╁┿┺╄ ╇ ╇′╅╄┺╄[╇′╂ - ¨╁╊┿【┻╄′¨ 
╊╇『╄ ╆┿ ‶‶╆ ╇ ╀╆′[ 

 
 ¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 

1. 〉つっしすゃせめっ せ ういさぇょうз ぇあせさうさぇ う つせゃぇ ょけおせきっくすぇちうめせ せ ょけきっくせ しゃけゅ さぇょぇц 
2. ]こさけゃけょう う こさうきっやせめっ いぇてすうすくっ きっさっ う くけさきぇすうゃっ おけめう しせ けぉぇゃっいくう こけ いぇおけくせц 
3. ]こさけゃけょう しうしすっき おゃぇかうすっすぇ せ ょけきっくせ しゃけゅ さぇょぇц 
4. ‶さぇすう う こさうこさっきぇ ょけおせきっくすぇちうめせ いぇ こさけめっおすっ う おけくおせさしっц 
5. ¨さゅぇくういせめっ う しこさけゃけょう こけしかけゃっ せ ゃっいう しぇ けょさあぇゃぇやっき めぇゃくうた ぉせくぇさぇц 
6. 〉くぇこさっふせめっ しうしすっき おゃぇかうすっすぇ う ぉっいぉっょくけしすう こさけういゃけょぇ う うきこかっきっくすうさぇ こけすさっぉくぇ 

ょけおせきっくすぇц 
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7. ╁さてう くぇょいけさ くぇょ けさゅぇくういぇちうめけきз しこさけゃけふっやっき う ゃさてっやっき おけくすさけかっ う っゃうょっくすうさぇやぇ 

いぇきっくっ ゃけょけきっさぇц 
8. ¨さゅぇくういせめっ う しこさけゃけょう けょさあぇゃぇやっ しゃうた けぉめっおぇすぇ しうしすっきぇ いぇ こうすおせ ゃけょせ う おぇくぇかういぇちうめせ; 
9. ╇いさぇふせめっ う しこさけゃけょう けこっさぇすうゃくっ こかぇくけゃっ すっおせゆっゅ う うくすっさゃっくすくけゅ けょさあぇゃぇやぇц 
10. ╁けょう ぉさうゅせ け っそうおぇしくけめ う っおけくけきうつくけめ けさゅぇくういぇちうめう けょさあぇゃぇやぇ う けすおかぇやぇやぇ たぇゃぇさうめぇ う 

きぇやうた おゃぇさけゃぇц 
11. ̈ さゅぇくういせめっ う おけくすさけかうてっ ょっあせさくせ しかせあぉせц 
12. ╁けょう ぉさうゅせ け ぉっいぉっょくけしすう ゅさぇょうかうてすぇц 
13. ]こさけゃけょう きっさっ ‶‶╆ う ╀╇╆′[ せ しゃけき ょっかけおさせゅせ さぇょぇц 
14. 〉つっしすゃせめっ せ ういさぇょう ぇくぇかういぇ こかぇくけゃぇ う ういゃってすぇめぇ うい ょっかけおさせゅぇ さぇょぇц 
15. ̈ さゅぇくういせめっз ゃけょう う おけくすさけかうてっ ょけおせきっくすぇちうめせ う っゃうょっくちうめせ うい ょっかけおさせゅぇ さぇょぇ う 

けょゅけゃぇさぇ いぇ ぇあせさくけしす う すぇつくけしす うしすっц 
16. [ってぇゃぇ いぇたすっゃっ いぇ こさうおもせつっやっ くぇ ゃけょけゃけょくせ きさっあせц 
17. ̈ さゅぇくういせめっ う せつっしすゃせめっ せ ういゅさぇょやう せかうつくっ ゃけょけゃけょくっ きさっあっ う こさうもせつっやっ ゅさぇふぇくぇ う 

ょさせてすゃっくけゅ しっおすけさぇц 
18. ╁さてう くぇょいけさ くぇょ ういゅさぇょやけき こさうおもせつぇおぇ う ゃさてう おけくぇつぇく けぉさぇつせく う そぇおすせさうしぇやっц 
19. ]ぇしすぇゃもぇ こけくせょっ くぇ いぇたすっゃ うくゃっしすうすけさぇц 
20. ]ぇしすぇゃもぇ う けゃっさぇゃぇ こさうゃさっきっくっ う おけくぇつくっ しうすせぇちうめっ う さぇつせくっ いぇ ういゃけふっやっ さぇょけゃぇц 
21. ̈ ょさっふせめっ けょゅけゃけさくけゅ さぇょくうおぇ ゅさぇょうかうてすぇц 
22. ╆ぇめっょくけ しぇ [せおけゃけょうけちっき ]っおすけさぇ いぇ うくゃっしすうちうめっ う さぇいゃけめ しっ しすぇさぇ け こさうめぇゃう けしうゅせさぇくけゅ 

ゅさぇょうかうてすぇ う けしすぇかうた しぇゅかぇしくけしすう う いぇたすっゃぇц 
23. ‶さうょさあぇゃぇ しっ すったくうつおうた きっさぇ う こさけこうしぇц 
24. ╁けょう っゃうょっくちうめせ さぇょくうおぇ せ しゃけき けょっもっやせц 
25. ╇いさぇふせめっ う しこさけゃけょう こかぇくけゃっ う こさけゅさぇきっ さぇいゃけめぇ きぇてうくしおけゅ けょさあぇゃぇやぇц 
26. ┿くぇかういうさぇ けょさあぇゃぇやっ しぇ こさけせつぇゃぇやっき う こさうきっくけき しぇゃさっきっくうた ょけしすうゅくせゆぇц 
27. ╇いさぇふせめっ ゅけょうてやっ こかぇくけゃっ う こさぇすう さっぇかういぇちうめせ うしすうたз けさゅぇくういせめっ さっきけくす こせきこう う 

きけすけさぇз ょぇめっ しすさせつくけ すったくうつおせ こけょさておせ ういゃさてうけちうきぇз せつっしすゃせめっ せ ょうめぇゅくけしすうちう おゃぇさけゃぇц 
28. ╇いさぇふせめっ こかぇくしおぇ ょけおせきっくすぇз ぇ くぇさけつうすけ こかぇく うくゃっしすうちうけくけゅ う こかぇくしおけゅ けょさあぇゃぇやぇ う 

こさぇゆっやっ さっぇかういぇちうめっ うしすうたц 
29. 〉つっしすゃせめっ せ ういさぇょうз ぇあせさうさぇ う つせゃぇ さぇいゃけめくっ こかぇくけゃっ ‶さっょせいっゆぇц 
30. ╁さてう こさうめっきз いぇゃけふっやっ う けょぇてうもぇやっ すぇめくうた ょけおせきっくぇすぇц 
31. 〉つっしすゃせめっ せ ういさぇょう しゃうた ぇおぇすぇ ゃっいぇくうた いぇ ゃけめくっ こけしかけゃっц 
32. 〉つっしすゃせめっ せ こさうこさっきう ぇおぇすぇ け こさけちっくう さういうおぇц 
33. ̈ さゅぇくういせめっ う しこさけゃけょう しうしすっきぇすしおっ う しぇくうすぇさくっ こさっゅかっょっ さぇょくうおぇц 
34. ̈ さゅぇくういせめっ こさっゃっくすうゃくぇ う こっさうけょうつくぇ うしこうすうゃぇやぇ せしかけゃぇ さぇょくっ けおけかうくっц 
35. ‶さっょかぇあっ きっさっ いぇ こけぉけもてぇやっ せしかけゃぇ さぇょぇз くぇさけつうすけ くぇ さぇょくうき きっしすうきぇ しぇ こけゃっゆぇくうき 

さういうおけきц 
36. ]ゃぇおけょくっゃくけ こさぇすう う おけくすさけかうてっ こさうきっくせ きっさぇ いぇ ぉっいぉっょくけしす う いょさぇゃもっ いぇこけしかっくうた くぇ 

さぇょせц 
37. ‶さぇすう しすぇやぇ せ ゃっいう しぇ こけゃさっょぇきぇ くぇ さぇょせ う こさけそっしうけくぇかくうき けぉけもっやうきぇ おぇけ う 

ぉけかっしすうきぇ せ ゃっいう しぇ さぇょけき う せつっしすゃせめっ せ せすゃさふうゃぇやせ やうたけゃうた せいさけおぇ う こさうこさっきぇ 
ういゃってすぇめっ しぇ こさっょかけいうきぇ きっさぇ いぇ やうたけゃけ けすおかぇやぇやっц 

38. ╆ぇぉさぇやせめっ さぇょ くぇ さぇょくけき きっしすせ うかう せこけすさっぉせ しさっょしすぇゃぇ いぇ さぇょз せ しかせつぇめせ おぇょぇ せすゃさょう 
くっこけしさっょくせ けこぇしくけしす こけ あうゃけす うかう いょさぇゃもっ いぇこけしかっくうたц 

39. ╇いさぇふせめっ こさけゅさぇきっ う しこさけゃけょう けぉせおせ さぇょくうおぇ うい けぉかぇしすう ‶‶╆ц 
40. ‶さぇすう ういきっくせ いぇおけくしおうた こさけこうしぇ う しこさけゃけょう くぇかけゅっ うくしこっおちうめしおうた けさゅぇくぇ せ けすおかぇやぇやせ 

くっょけしすぇすぇおぇ うい けぉかぇしすう ╀╇╆′[ う ‶‶╆ц 
41. ╁さてう せくせすさぇてやせ おけくすさけかせ くぇょ しこさけゃけふっやっき こさけこうしぇくうた きっさぇ うい けぉかぇしすう ‶‶╆ц 
42. ]こさけゃけょう う こさうきっやせめっ いぇてすうすくっ きっさっ う くけさきぇすうゃっ おけめう しせ けぉぇゃっいくう こけ いぇおけくせц 
43. [ぇょう う けしすぇかっ こけしかけゃっ おけめう きせ こけ こさうさけょう こけしかぇ こさうこぇょぇめせц 
44. [ぇょう う けしすぇかっ こけしかけゃっ うい ょっかけおさせゅぇ しゃけゅ さぇょぇ こけ くぇかけゅせ ╂かぇゃくけゅ うくあっやっさぇ う ╃うさっおすけさぇ 
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‶さっょせいっゆぇ; 

45. ̈ ょゅけゃぇさぇ いぇ おゃぇかうすっす う けぉうき せさぇふっくけゅ こけしかぇц 
46. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ こけゃっさっくぇ きせ しさっょしすゃぇ. 
47. ̈ ぉぇゃっいぇく めっ ょぇ ぉせょっ せ こさうこさぇゃくけしすう ょぇ しっ けょぇいけゃっ こけいうゃせ ‶けしかけょぇゃちぇ いぇ けぉぇゃもぇやっ 

こけしかけゃぇ う ゃぇく さっょけゃくけゅ さぇょくけゅ ゃさっきっくぇз くっさぇょくうき ょぇくうきぇ う こさぇいくうちうきぇз ぇおけ しっ せおぇあっ 
すぇおゃぇ こけすさっぉぇ – ‶ぇしうゃくけ ょっあせさしすゃけ. 
 

 ╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ ╂かぇゃくけき うくあっやっさせ う ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ. 
 ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ╁]]ц VII しすっこっくз ╃うこかけきうさぇくう きぇてうくしおう 
うくあっやっさ うかう ╃うこかけきうさぇくう っおけくけきうしすぇ. 
 ‶けしっぉくう せしかけゃうх 〉ゃっさっやっ け こけかけあっくけき しすさせつくけき うしこうすせ け こさぇおすうつくけめ けしこけしけぉもっくけしすう 
いぇ けぉぇゃもぇやっ こけしかけゃぇ ぉっいぉっょくけしすう う いょさぇゃもぇ くぇ さぇょせз ういょぇすけ けょ [っこせぉかうおっ ]さぉうめっ з 
╋うくうしすぇさしすゃけ さぇょぇ う しけちうめぇかくっ こけかうすうおっц 〉ゃっさっやっ け こけかけあっくけき しすさせつくけき うしこうすせ いぇ さぇょくうおっ 
おけめう さぇょっ くぇ こけしかけゃうきぇ いぇてすうすっ けょ こけあぇさぇц いくぇやっ さぇょぇ くぇ さぇつせくぇさせц こけかけあっく ゃけいぇつおう うしこうす 
"╀" おぇすっゅけさうめっц こけすさっぉくけ さぇょくけ うしおせしすゃけх 3 ゅけょうくっ. 
 

  

20. [╄《╄[╄′〈 ¨╃[╅┿╁┿┺┿ 

 

¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 
1. ¨さゅぇくういせめっз しこさけゃけょう う ゃさてう おけくすさけかせ う っゃうょっくすうさぇ いぇきっくっ ゃけょけきっさぇц 
2. 〉つっしすゃせめっ せ さぇょせ けぉさぇつせくぇ う おけくすさけかっ けつうすぇゃぇやぇ ゃけょけきっさぇц 
3. ╆ぇこさうきぇ う ゃけょう っゃうょっくちうめせ け こさうめぇゃぇきぇ おゃぇさけゃぇ う たぇゃぇさうめぇ くぇ ゃけょけゃけょくけめ きさっあうц 
4. ╆ぇこさうきぇ う ゃけょう っゃうょっくちうめせ け こさうめぇゃぇきぇ しすぇやぇ ゃけょけきっさぇ しぇきけつうすぇつぇ け つっきせ ょけしすぇゃもぇ 

ょくっゃくっ ういゃってすぇめっ [せおけゃけょうけちせ ]かせあぉっ けつうすぇゃぇやぇ う くぇこかぇすっц 
5. ╁けょう っゃうょっくちうめせ け ぉぇあょぇさっやせ ゃけょけきっさぇц 
6. ┿あせさうさぇ こけょぇすおっ ゃっいぇくっ いぇ っおしこかけぇすぇちうめせ きけすけさくっ う ゅさぇふっゃうくしおっ きったぇくういぇちうめっц 
7. ‶さうおせこもぇ こけょぇすおっ う こさぇすう さっぇかういぇちうめせ くぇぉぇゃおっ さっいっさゃくうた ょっかけゃぇ いぇ ゃけいうかぇ う 

ゅさぇふっゃうくしおせ きったぇくういぇちうめせц 
8. おけくすさけかうてっ う ぇあせさうさぇ さぇょくっ くぇかけゅっ いぇ けょさあぇゃぇやっ きけすけさくうた ゃけいうかぇ う きったぇくういぇちうめっц 
9. ╁さてう けぉさぇつせく くぇおくぇょっ てすっすっ こさっきぇ ╃╃¨[-せц 
10. ]こさけゃけょう きっさっ ╀╇╆′[ う ‶‶╆ せ しゃけき ょっかけおさせゅせ さぇょぇц 
11. ╁さてう う けしすぇかっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ [せおけゃけょうけちぇ ]かせあぉっ いぇ けょさあぇゃぇやっ う うくあっやっさうくゅ う 

╂かぇゃくけゅ うくあっやっさぇ; 
12. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ おけめっ きせ こけ こさうさけょう こけしかぇ こさうこぇょぇめせц 
13. ̈ ょゅけゃぇさぇ いぇ おゃぇかうすっす う けぉうき せさぇふっくけゅ こけしかぇц 
14. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ こけゃっさっくぇ きせ しさっょしすゃぇ. 

 

╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ [せおけゃけょうけちせ ]かせあぉっ ]かせあぉっ いぇ けょさあぇゃぇやっ う 
うくあっやっさうくゅз ╂かぇゃくけき うくあっやっさせ う ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ. 

‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ]]]ц IV しすっこっく きぇてうくしおけゅ しきっさぇ. 
‶けしっぉくう せしかけゃうх ╆くぇやっ さぇょぇ くぇ さぇつせくぇさせц こけすさっぉくけ さぇょくけ うしおせしすゃけх н ゅけょうくっ. 

 

 

 21. ╁¨╃¨╇′]〈┿╊┿〈╄[ 

 

 ¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 
1. ′ぇ けしくけゃせ うくゃっしすうちうけくけ すったくうつおっ ょけおせきっくすぇちうめっ う せこせすしすぇゃぇ [せおけゃけょうけちぇ ]かせあぉっ 

しぇきけしすぇかくけ さぇょう くぇ ういゅさぇょやう しかけあっくうた うくしすぇかぇちうめぇ ゃけょけゃけょぇз たうょさけそけさしおうた 
こけしすさけめっやぇ う せさっふぇめぇ きぇゅうしすさぇかくけゅ  ゃけょぇ う しっおせくょぇさくうき きさっあぇきぇц 

2. ╁さてう こけこさぇゃおせ おゃぇさけゃぇ くぇ しうしすっきせ しくぇぉょっゃぇやぇ ゅさぇょぇ しぇ ゃけょけき くぇ ゃけょけいぇたゃぇすせз そぇぉさうちう 
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ゃけょっ う ゃけょけゃけょくけめ きさっあうц 
3. ╁さてう こけこさぇゃおせ おゃぇさけゃぇ くぇ おぇくぇかういぇちうけくうき きさっあぇきぇз ちさこくうき しすぇくうちぇきぇ う せさっふぇめせ いぇ 

こさっつうてゆぇゃぇやっ けすこぇょくうた ゃけょぇц 
4. ╁さてう けょさあぇゃぇやっ けこさっきっ う せさっふぇめぇ しうしすっきぇ ゃけょけしくぇぉょっゃぇやぇц 
5. ╁さてう つうてゆっやっ う ょっいうくそっおちうめせ ぉせくぇさしおうた てぇたすけゃぇц 
6. ╁さてう こさうおもせつっやっ こけすさけてぇつぇ くぇ ゃけょけゃけょくせ きさっあせц 
7. ╁さてう きけくすぇあせ う ょっきけくすぇあせ ゃけょけきっさぇц 
8. ╃けしすぇゃもぇ こけょぇすおっ け いぇきっくう ゃけょけきっさぇ う くけゃうき こさうおもせつちうきぇ [せおけゃけょうけちせ ]かせあぉっц 
9. ╁さてう うしこうさぇやっ ゃけょけゃけょくっ きさっあっ う ょっいうくそっおちうめせ こけ くぇかけゅせ [せおけゃけょうけちぇ ]かせあぉっц 
10. ╁さてう せしかせゅっ すさっゆうき かうちうきぇ くぇ ゃけょけゃけょくけめ  う おぇくぇかういぇちうけくけめ きさっあうц 
11. 〉つっしすゃせめっ せ ぇおちうめう けつうすぇゃぇやぇ ゃけょけきっさぇз さぇいくけてっやぇ さぇつせくぇ う けこけきっくぇ いぇ せすさけてっくせ ゃけょせ 

う せしかせゅっц 
12. ]こさけゃけょう きっさっ ╀╇╆′[ う ‶‶╆ せ しゃけき ょっかけおさせゅせ さぇょぇц 
13. ╁さてう う けしすぇかっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ [せおけゃけょうけちぇ ]かせあぉっ う ╂かぇゃくけゅ うくあっやっさぇ; 

14. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ おけめっ きせ こけ こさうさけょう こけしかぇ こさうこぇょぇめせц 
15. ̈ ょゅけゃぇさぇ いぇ おゃぇかうすっす う けぉうき せさぇふっくけゅ こけしかぇц 
16. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ こけゃっさっくぇ きせ しさっょしすぇゃぇ. 

 

 ╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ [せおけゃけょうけちせ ]かせあぉっ いぇ けょさあぇゃぇやっ う うくあっやっさうくゅз 
╂かぇゃくけき うくあっやっさせ う ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ. 
 ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ]]]з ╉╁ц IV うかう III しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっ 
きぇてうくしおけゅ しきっさぇ うかう ゃけょけうくしすぇかぇすっさ. 
 ‶けしっぉくう せしかけゃうх ‶けかけあっく ゃけいぇつおう うしこうす "╀" おぇすっゅけさうめっц こけすさっぉくけ さぇょくけ うしおせしすゃけх м 
ゅけょうくぇ. 
 

 

 22. ╃╄╅〉[′╇ ╁¨╃¨╇′]〈┿╊┿〈╄[ 

 
 ¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 

1. ′ぇ けしくけゃせ うくゃっしすうちうけくけ すったくうつおっ ょけおせきっくすぇちうめっ う せこせすしすぇゃぇ [せおけゃけょうけちぇ ]かせあぉっ 
しぇきけしすぇかくけ さぇょう くぇ ういゅさぇょやう しかけあっくうた うくしすぇかぇちうめぇ ゃけょけゃけょぇз たうょさけそけさしおうた 
こけしすさけめっやぇ う せさっふぇめぇ きぇゅうしすさぇかくけゅ  ゃけょぇ う しっおせくょぇさくうき きさっあぇきぇц 

2. ╁さてう こけこさぇゃおせ おゃぇさけゃぇ くぇ しうしすっきせ しくぇぉょっゃぇやぇ ゅさぇょぇ しぇ ゃけょけき くぇ ゃけょけいぇたゃぇすせз そぇぉさうちう 
ゃけょっ う ゃけょけゃけょくけめ きさっあうц 

3. ╁さてう こけこさぇゃおせ おゃぇさけゃぇ くぇ おぇくぇかういぇちうけくうき きさっあぇきぇз ちさこくうき しすぇくうちぇきぇ う せさっふぇめせ いぇ 
こさっつうてゆぇゃぇやっ けすこぇょくうた ゃけょぇц 

4. ╁さてう けょさあぇゃぇやっ けこさっきっ う せさっふぇめぇ しうしすっきぇ ゃけょけしくぇぉょっゃぇやぇц 
5. ╁さてう つうてゆっやっ う ょっいうくそっおちうめせ ぉせくぇさしおうた てぇたすけゃぇц 
6. ╁さてう こさうおもせつっやっ こけすさけてぇつぇ くぇ ゃけょけゃけょくせ きさっあせц 
7. ╁さてう きけくすぇあせ う ょっきけくすぇあせ ゃけょけきっさぇц 
8. ╃けしすぇゃもぇ こけょぇすおっ け いぇきっくう ゃけょけきっさぇ う くけゃうき こさうおもせつちうきぇ [せおけゃけょうけちせ ]かせあぉっц 
9. ╁さてう うしこうさぇやっ ゃけょけゃけょくっ きさっあっ う ょっいうくそっおちうめせ こけ くぇかけゅせ [せおけゃけょうけちぇ ]かせあぉっц 
10. ╁さてう せしかせゅっ すさっゆうき かうちうきぇ くぇ ゃけょけゃけょくけめ  う おぇくぇかういぇちうけくけめ きさっあうц 
11. ╆ぇょせあっく めっ しぇ ょっあせさくうき ゃけいうかけき う しすぇさぇ しっ け やっゅけゃけめ つうしすけゆう う うしこさぇゃくけしすうц 
12. ̈ ぉぇゃっいぇく めっ ょぇ しっ けょぇいけゃっ くぇ うくすっさゃっくちうめせ こけ こけいうゃせ [せおけゃけょうけちぇ ]かせあぉっ せ ぉうかけ おけめっ 

ゃさっきっ せ すけおせ нп しぇすぇ しゃぇおけゅ ょぇくぇ せ くっょっもうц 
13. 〉つっしすゃせめっ せ ぇおちうめう けつうすぇゃぇやぇ ゃけょけきっさぇз さぇいくけてっやぇ さぇつせくぇ う けこけきっくぇ いぇ せすさけてっくせ ゃけょせ 

う せしかせゅっц 
14. ]こさけゃけょう きっさっ ╀╇╆′[ う ‶‶╆ せ しゃけき ょっかけおさせゅせ さぇょぇц 
15. ╁さてう う けしすぇかっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ [せおけゃけょうけちぇ ]かせあぉっ う ╂かぇゃくけき うくあっやっさせ; 
16. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ おけめっ きせ こけ こさうさけょう こけしかぇ こさうこぇょぇめせц 



‶さぇゃうかくうお け けさゅぇくういぇちうめう う しうしすっきぇすういぇちうめう こけしかけゃぇ せ ┸‶ „╁けょけおぇくぇか“ ╀っつっめ к ¨おすけぉぇさ, 2015. 

 

28 

 

17. ̈ ょゅけゃぇさぇ いぇ おゃぇかうすっす う けぉうき せさぇふっくけゅ こけしかぇц 
18. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ こけゃっさっくぇ きせ しさっょしすぇゃぇ. 

 ╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ [せおけゃけょうけちせ ]かせあぉっ いぇ けょさあぇゃぇやっ う うくあっやっさうくゅз 
╂かぇゃくけき うくあっやっさせ う ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ. 
 ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ]]]з ╉╁ц IV うかう III しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっ 
きぇてうくしおけゅ しきっさぇ うかう ゃけょけうくしすぇかぇすっさ. 
 ‶けしっぉくう せしかけゃうх ‶けかけあっく ゃけいぇつおう うしこうす "╀" おぇすっゅけさうめっц こけすさっぉくけ さぇょくけ うしおせしすゃけх м 
ゅけょうくぇ. 
 
 

23. ╃╄╅〉[′╇ ╀┿╂╄[╇]〈┿ 

 

 ¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 
1. ╁さてう きぇてうくしおう うしおけこ う いぇすさこぇゃぇやっз せすけゃぇさ ゃうておぇ いっきもっ おけょ ういゃけふっやぇ ゃけょけゃけょくうた う 

おぇくぇかういぇちうけくうた うくしすぇかぇちうめぇц 
2. ╁さてう きぇてうくしおう うしおけこ - いぇすさこぇゃぇやっ う せすけゃぇさ ゃうておぇ いっきもっ せ しかせつぇめせ たうすくうた うくすっさゃっくちうめぇ 

こさうかうおけき おゃぇさぇ くぇ しうしすっきせ いぇ しくぇぉょっゃぇやっ ゅさぇょぇ ゃけょけき う しうしすっきぇ いぇ っゃぇおせぇちうめせ けすこぇょくうた 
ゃけょぇц 

3. ╁さてう きぇてうくしおう せすけゃぇさ てもせくおぇз こっしおぇ ゅさぇふっゃうくしおけゅ う しか. いぇ こけすさっぉっ ‶さっょせいっゆぇц 
4. ‶け くぇかけゅせ [せおけゃけょうけちぇ しかせあぉっ う こけ けゃっさっくけき さぇょくけき う こせすくけき くぇかけゅせз せこさぇゃもぇ 

すっさっすくうき ゃけいうかけきц 
5. ]すぇさぇ しっ け つうしすけゆう う すったくうつおけめ うしこさぇゃくけしすう ゃけいうかぇ おけめうき せこさぇゃもぇ したけょくけ けょさっょぉぇきぇ 

╆ぇおけくぇ け ぉっいぉっょくけしすう しぇけぉさぇゆぇめぇ う ‶さぇゃうかくうおぇ け おけさうてゆっやせ きけすけさくうた ゃけいうかぇц 
6. [っょけゃくけ こさけゃっさぇゃぇ しすぇやっ う こけすさけてやせ ゅけさうゃぇз しすぇやっ せもぇ せ きけすけさせз きっやぇつせ う おけつくうちぇきぇ 

くぇ ゅさぇふっゃうくしおけめ きぇてうくうц 
7. ‶うしきっくけ こさうめぇゃもせめっ [せおけゃけょうけちせ ]かせあぉっ しゃっ くっうしこさぇゃくけしすう う けてすっゆっやぇ ゅさぇふっゃうくしおっ 

きぇてうくっц 
8. ╁さてう こけすさっぉくっ ぇょきうくうしすさぇすうゃくっ こけしかけゃっ ゃっいぇくけ いぇ おけさうてゆっやっ ゅさぇふっゃうくしおっ きぇてうくっц 
9. ]こさけゃけょう きっさっ ╀╇╆′[ う ‶‶╆ せ しゃけき ょっかけおさせゅせ さぇょぇц 
10. 〉つっしすゃせめっ せ ぇおちうめう けつうすぇゃぇやぇ ゃけょけきっさぇз さぇいくけてっやぇ さぇつせくぇ う けこけきっくぇ いぇ せすさけてっくせ ゃけょせ 

う せしかせゅっц 
11. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ [せおけゃけょうけちぇ ]かせあぉっ う ╂かぇゃくけゅ うくあっやっさぇ; 
12. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ おけめっ きせ こけ こさうさけょう こけしかぇ こさうこぇょぇめせц 
13. ̈ ょゅけゃぇさぇ いぇ おゃぇかうすっす う けぉうき せさぇふっくけゅ こけしかぇц 
14. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ こけゃっさっくぇ きせ しさっょしすゃぇ. 
15. ̈ ぉぇゃっいぇく めっ ょぇ ぉせょっ せ こさうこさぇゃくけしすう ょぇ しっ けょぇいけゃっ こけいうゃせ ‶けしかけょぇゃちぇ いぇ けぉぇゃもぇやっ 

こけしかけゃぇ う ゃぇく さっょけゃくけゅ さぇょくけゅ ゃさっきっくぇз くっさぇょくうき ょぇくうきぇ う こさぇいくうちうきぇз ぇおけ しっ せおぇあっ 
すぇおゃぇ こけすさっぉぇ – ‶ぇしうゃくけ ょっあせさしすゃけ. 
 

 ╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ [せおけゃけょうけちせ ]かせあぉっ いぇ けょさあぇゃぇやっ う うくあっやっさうくゅз 
╂かぇゃくけき うくあっやっさせ う ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ. 
 ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ]]]ц IV うかう III しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっ. 
 ‶けしっぉくう せしかけゃうх ‶けかけあっく ゃけいぇつおう うしこうす "╀" う „『“ おぇすっゅけさうめっц こけかけあっく うしこうす いぇ さぇょ 
きったぇくういけゃぇくうき しさっょしすゃうきぇ せくせすさぇてやっゅ すさぇくしこけさすぇц さぇょくけ うしおせしすゃけх 1 ゅけょうくぇ. 

 

 

24. [〉╉¨╁┿╊┿『 ╂[┿┲╄╁╇′]╉¨╋ ╋┿【╇′¨╋ – ╀┿╂╄[╇]〈┿ 

 

 ¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 
1. ╁さてう きぇてうくしおう うしおけこ う いぇすさこぇゃぇやっз せすけゃぇさ ゃうておぇ いっきもっ おけょ ういゃけふっやぇ ゃけょけゃけょくうた う 

おぇくぇかういぇちうけくうた うくしすぇかぇちうめぇц 



‶さぇゃうかくうお け けさゅぇくういぇちうめう う しうしすっきぇすういぇちうめう こけしかけゃぇ せ ┸‶ „╁けょけおぇくぇか“ ╀っつっめ к ¨おすけぉぇさ, 2015. 

 

29 

 

2. ╁さてう きぇてうくしおう うしおけこ - いぇすさこぇゃぇやっ う せすけゃぇさ ゃうておぇ いっきもっ せ しかせつぇめせ たうすくうた うくすっさゃっくちうめぇ 
こさうかうおけき おゃぇさぇ くぇ しうしすっきせ いぇ しくぇぉょっゃぇやっ ゅさぇょぇ ゃけょけき う しうしすっきぇ いぇ っゃぇおせぇちうめせ けすこぇょくうた 
ゃけょぇц 

3. ╁さてう きぇてうくしおう せすけゃぇさ てもせくおぇз こっしおぇ ゅさぇふっゃうくしおけゅ う しか. いぇ こけすさっぉっ ‶さっょせいっゆぇц 
4. ‶け くぇかけゅせ [せおけゃけょうけちぇ しかせあぉっ う こけ けゃっさっくけき さぇょくけき う こせすくけき くぇかけゅせз せこさぇゃもぇ 

すっさっすくうき ゃけいうかけきц 
5. ]すぇさぇ しっ け つうしすけゆう う すったくうつおけめ うしこさぇゃくけしすう ゃけいうかぇ おけめうき せこさぇゃもぇ したけょくけ けょさっょぉぇきぇ 

╆ぇおけくぇ け ぉっいぉっょくけしすう しぇけぉさぇゆぇめぇ う ‶さぇゃうかくうおぇ け おけさうてゆっやせ きけすけさくうた ゃけいうかぇц 
6. [っょけゃくけ こさけゃっさぇゃぇ しすぇやっ う こけすさけてやせ ゅけさうゃぇз しすぇやっ せもぇ せ きけすけさせз きっやぇつせ う おけつくうちぇきぇ 

くぇ ゅさぇふっゃうくしおけめ きぇてうくうц 
7. ‶うしきっくけ こさうめぇゃもせめっ [せおけゃけょうけちせ ]かせあぉっ しゃっ くっうしこさぇゃくけしすう う けてすっゆっやぇ ゅさぇふっゃうくしおっ 

きぇてうくっц 
8. ╁さてう こけすさっぉくっ ぇょきうくうしすさぇすうゃくっ こけしかけゃっ ゃっいぇくけ いぇ おけさうてゆっやっ ゅさぇふっゃうくしおっ きぇてうくっц 
9. ]こさけゃけょう きっさっ ╀╇╆′[ う ‶‶╆ せ しゃけき ょっかけおさせゅせ さぇょぇц 
10. 〉つっしすゃせめっ せ ぇおちうめう けつうすぇゃぇやぇ ゃけょけきっさぇз さぇいくけてっやぇ さぇつせくぇ う けこけきっくぇ いぇ せすさけてっくせ ゃけょせ 

う せしかせゅっц 
11. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ [せおけゃけょうけちぇ ]かせあぉっ う ╂かぇゃくけゅ うくあっやっさぇ; 
12. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ おけめっ きせ こけ こさうさけょう こけしかぇ こさうこぇょぇめせц 
13. ̈ ょゅけゃぇさぇ いぇ おゃぇかうすっす う けぉうき せさぇふっくけゅ こけしかぇц 
14. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ こけゃっさっくぇ きせ しさっょしすゃぇ. 

 

 ╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ [せおけゃけょうけちせ ]かせあぉっ いぇ けょさあぇゃぇやっ う うくあっやっさうくゅз 
╂かぇゃくけき うくあっやっさせ う ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ. 
 ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ]]]; IV うかう III しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっ. 
 ‶けしっぉくう せしかけゃうх ‶けかけあっく ゃけいぇつおう うしこうす "╀" う „『“ おぇすっゅけさうめっц こけかけあっく うしこうす いぇ さぇょ 
きったぇくういけゃぇくうき しさっょしすゃうきぇ せくせすさぇてやっゅ すさぇくしこけさすぇц さぇょくけ うしおせしすゃけх с きっしっちう 

 

 

 25. ╁¨╆┿』 〈╄[╄〈′¨╂ ╁¨╆╇╊┿ 

 

 ¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 
1. ′ぇ けしくけゃせ ういょぇすけゅ こせすくけゅ くぇかけゅぇ せこさぇゃもぇ すっさっすくうき ゃけいうかけき, すさぇおすけさけき う こさうおもせつくうき 

ゃけいうかけき う こさっゃけいう さけぉせ うかう けこさっきせц 
2. ¨ょゅけゃけさぇく めっ いぇ さけぉせ うかう けこさっきせ せ こさっゃけいせц 
3. ‶さうかうおけき せすけゃぇさぇ せ ゃけいうかけ こさけゃっさぇゃぇ おけかうつうくせ う しすぇやっ さけぉっ うかう けこさっきっц 
4. ╃ぇめっ うくしすさせおちうめっ いぇ くぇつうく しきってすぇめぇ さけぉっ うかう けこさっきっ せ ゃけいうかけц 
5. ‶けきぇあっ こさう せすけゃぇさせ う うしすけゃぇさせз ぇ ぇおけ くっきぇ すさぇくしこけさすけゅ さぇょくうおぇ しぇき ゃさてう 

せすけゃぇさкうしすけゃぇさц 
6. ‶さうかうおけき こさっせいうきぇやぇ さけぉっ うかう けこさっきっ こけすこうしせめっ こさうめっきц 
7. ‶さうかうおけき うしこけさせおっ さけぉっ うかう けこさっきっз こさうしせしすゃせめっ うしすけゃぇさせ う けぉっいぉっふせめっ こけすこうし 

こさうきぇけちぇ くぇ けすこさっきくうき ょけおせきっくすうきぇц 
8. ]すぇさぇ しっ け つうしすけゆう う すったくうつおけめ うしこさぇゃくけしすう すっさっすくけゅ ゃけいうかぇ おけめうき せこさぇゃもぇ したけょくけ 

けょさっょぉぇきぇ ╆ぇおけくぇ け ぉっいぉっょくけしすう しぇけぉさぇゆぇめぇ う ‶さぇゃうかくうおぇ け おけさうてゆっやせ きけすけさくうた 
ゃけいうかぇц 

9. [っょけゃくけ こさけゃっさぇゃぇ しすぇやっ う こけすさけてやせ ゅけさうゃぇз しすぇやっ せもぇ せ きけすけさせз きっやぇつせ う おけつくうちぇきぇ 
くぇ  ゃけいうかせц 

10. ‶うしきっくけ こさうめぇゃもせめっ [せおけゃけょうけちせ ]かせあぉっ しゃっ くっうしこさぇゃくけしすう う けてすっゆっやぇ すっさっすくけゅ 
ゃけいうかぇц 

11. ]こさけゃけょう きっさっ ╀╇╆′[ う ‶‶╆ せ しゃけき ょっかけおさせゅせ さぇょぇц 
12. 〉つっしすゃせめっ せ ぇおちうめう けつうすぇゃぇやぇ ゃけょけきっさぇз さぇいくけてっやぇ さぇつせくぇ う けこけきっくぇ いぇ せすさけてっくせ ゃけょせ 

う せしかせゅっц 
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13. [ぇょう しゃっ けしすぇかっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ [せおけゃけょうけちぇ ]かせあぉっ う ╂かぇゃくけゅ うくあっやっさぇ; 

14. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ おけめっ きせ こけ こさうさけょう こけしかぇ こさうこぇょぇめせц 
15. ̈ ょゅけゃぇさぇ いぇ おゃぇかうすっす う けぉうき せさぇふっくけゅ こけしかぇц 
16. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ こけゃっさっくぇ きせ しさっょしすゃぇ. 

 

 ╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ [せおけゃけょうけちせ ]かせあぉっ いぇ けょさあぇゃぇやっ う うくあっやっさうくゅз 
╂かぇゃくけき うくあっやっさせ う ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ. 
 ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ]]]з ¨【ц ╉╁ ゃけいぇつ うかう II しすっこっく しすさせつくっ 
しこさっきっ. 
 ‶けしっぉくう せしかけゃうх ‶けかけあっく ゃけいぇつおう うしこうす "╀" う “『” おぇすっゅけさうめっц さぇょくけ うしおせしすゃけх с 
きっしっちう 
 

  

 26. [〉╉¨╁┿╊┿『 ]‶╄『╇┸┿╊′╇╋ ╁¨╆╇╊¨╋ 

 

 ¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 
1. 〉こさぇゃもぇ しこっちうめぇかくうき ゃけいうかけき гそっおぇかくぇ ちうしすっさくぇ う ちうしすっさくぇ ゃうしけおけゅ こさうすうしおぇдц 
2. 〉こさぇゃもぇ すっさっすくうき ゃけいうかけき う こさうおもせつくけき きぇてうくけき - けょゅせてうゃぇつっきц 
3. ╁さてう こけしかけゃっ こさぇあやっやぇ しっこすうつおうた めぇきぇ う こけしかけゃっ いぇ こけすさっぉっ けょさあぇゃぇやぇ 

おぇくぇかういぇちうけくっ きさっあっ くぇ おけめうきぇ めっ こけすさっぉくけ ぇくゅぇあけゃぇやっ ゃけいうかぇ う けょゅせてうゃぇつぇц 
4. ╁さてう こけしかけゃっ こけしかせあうけちぇ しこっちうめぇかくけゅ ゃけいうかぇц 
5. ¨ぉぇゃもぇ させつくけ つうてゆっやっ てぇたすけゃぇ そっおぇかくっ う ぇすきけしそっさしおっ おぇくぇかういぇちうめっ う しっこすうつおうた めぇきぇ 

せこけすさっぉけき こさうおもせつくうた しさっょしすぇゃぇц 
6. ¨ぉぇゃっいぇく めっ こけいくぇゃぇすう たうょさぇくすしおせ きさっあせ いぇ こせやっやっз おぇけ う きっしすぇ いぇ こさぇあやっやっ そっおぇかくっ 

ちうしすっさくっц 
17. ╁さてう こさうこさっきせ しこっちうめぇかくけゅ ゃけいうかぇз ょけこせやぇゃぇ ゅぇ ゅけさうゃけきз きぇいうゃけき う さぇしたかぇょくけき 

すっつくけてゆせз こさけゃっさぇゃぇ きせ うしこさぇゃくけしすз しすぇさぇ しっ け つうしすけゆう う すったくうつおけめ うしこさぇゃくけしすう ゃけいうかぇ 
おけめうき せこさぇゃもぇ したけょくけ けょさっょぉぇきぇ ╆ぇおけくぇ け ぉっいぉっょくけしすう しぇけぉさぇゆぇめぇ う ‶さぇゃうかくうおぇ け 
おけさうてゆっやせ きけすけさくうた ゃけいうかぇц 

7. ╀かぇゅけゃさっきっくけ けぉぇゃってすぇゃぇ [っそっさっくすぇ けょさあぇゃぇやぇ ゃけいくけゅ こぇさおぇ う [せおけゃけょうけちぇ ]かせあぉっ いぇ 
けょさあぇゃぇやっ う うくあっやっさうくゅ け しゃうき せけつっくうき くっょけしすぇちうきぇ くぇ しこっちうめぇかくけき ゃけいうかせ う 
けょゅせてうゃぇつせц 

8. ╁さてう こけこさぇゃおっ きぇやうた おゃぇさけゃぇ くぇ しこっちうめぇかくけき ゃけいうかせц 
9. 〉つっしすゃせめっ せ いうきしおけき さっきけくすせ しこっちうめぇかくけゅ ゃけいうかぇц 
10. ╀さうくっ しっ け ぉっいぉっょくけしすう こけしぇょっ しこっちうめぇかくけゅ ゃけいうかぇц 
11. ]こさけゃけょう きっさっ ╀╇╆′[ う ‶‶╆ せ しゃけき ょっかけおさせゅせ さぇょぇц 
12. 〉つっしすゃせめっ せ ぇおちうめう けつうすぇゃぇやぇ ゃけょけきっさぇз さぇいくけてっやぇ さぇつせくぇ う けこけきっくぇ いぇ せすさけてっくせ ゃけょせ 

う せしかせゅっц 
13. [ぇょう しゃっ けしすぇかっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ [せおけゃけょうけちぇ ]かせあぉっ う ╂かぇゃくけゅ うくあっやっさぇ; 
14. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ おけめっ きせ こけ こさうさけょう こけしかぇ こさうこぇょぇめせц 
15. ̈ ょゅけゃぇさぇ いぇ おゃぇかうすっす う けぉうき せさぇふっくけゅ こけしかぇц 
16. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ こけゃっさっくぇ きせ しさっょしすゃぇ. 

 

 ╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ [せおけゃけょうけちせ ]かせあぉっ いぇ けょさあぇゃぇやっ う うくあっやっさうくゅз 
╂かぇゃくけき うくあっやっさせ う ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ. 
 ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ]]]з IV うかう III しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっ. 
 ‶けしっぉくう せしかけゃうх ‶けかけあっく ゃけいぇつおう うしこうす "╀" う “『” おぇすっゅけさうめっц さぇょくけ うしおせしすゃけх с 
きっしっちう 
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 27. [┿╃′╇╉ ′┿ ¨╃[╅┿╁┿┺〉 

 

 ¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 
1. ‶け せこせすしすゃせ さぇょう くぇ うしおけこせ う いぇすさこぇゃぇやせ さけゃぇ こさうかうおけき こけかぇゅぇやぇ ちっゃうз こさうこさっきくうき 

さぇょけゃうきぇ くぇ こけかぇゅぇやせ うくしすぇかぇちうめぇ ゃけょけゃけょぇ う おぇくぇかういぇちうめっз せすけゃぇさせ う うしすけゃぇさせ 
きぇすっさうめぇかぇ う ぇかぇすぇц 

2. [ぇょう くぇ めっょくけしすぇゃくうき うくしすぇかぇちうめぇきぇ ゃけょけゃけょぇц 
3. ╁さてう うしおけこ う いぇすさこぇゃぇやっ こさうかうおけき けすおかぇやぇやぇ おゃぇさけゃぇц 
4. 〉つっしすゃせめっ せ いぇきっくう こせきこう くぇ ちさこくうき しすぇくうちぇきぇц 
5. ╁さてう おけくすさけかせ さぇょぇ しゃうた ちさこくうた しすぇくうちぇц 
6. [ぇょう しゃっ こけきけゆくっ う そういうつおっ こけしかけゃっ くぇ しゃうき ちさこくうき しすぇくうちぇきぇ うい けぉかぇしすう 

けこしかせあうゃぇやっ すったくけかけゅうめっз けょさあぇゃぇやっ たうょさけきぇてうくしおっ う けしすぇかっ けこさっきっз けょさあぇゃぇやっ 
ゅさぇふっゃうくしおうた けぉめっおぇすぇ ちさこくうた しすぇくうちぇз けょさあぇゃぇやっ つうしすけゆっ う せさっふっやっ おさせゅぇз せつっしすゃせめっ せ 
けょゅせてうゃぇやせ う つうてゆっやせ おぇくぇかういぇちうけくうた ちっゃう う てぇたすけゃぇц 

7. ╁さてう つうてゆっやっ しゃうた てぇたすけゃぇ くぇ しうしすっきせ こうすおっ ゃけょっ う おぇくぇかういぇちうめっц 
8. ╁さてう つうてゆっやっ さってっすおうз せすけゃぇさぇ う うしすけゃぇさぇ しきっゆぇ う きせもぇц 
9. ╁さてう うしこけきけゆ こさう こけこさぇゃちう けこさっきっц 
10. 〉つっしすゃせめっ せ けょさあぇゃぇやせ う こけこさぇゃちう おぇくぇかういぇちうけくっ きさっあっц 
11. 〉つっしすゃせめっ せ けょさあぇゃぇやせ けぉめっおぇすぇ ゃけょけゃけょぇ う おぇくぇかういぇちうめっц 
12. ╁さてう しゃっ けしすぇかっ こけきけゆくっ そういうつおっ こけしかけゃっ こけ こかぇくせ う ゃぇくこかぇくしおう こけ くぇかけゅせ こけしかけゃけふっц 
13. ]こさけゃけょう きっさっ ╀╇╆′[ う ‶‶╆ せ しゃけき ょっかけおさせゅせ さぇょぇц 
14. 〉つっしすゃせめっ せ ぇおちうめう けつうすぇゃぇやぇ ゃけょけきっさぇз うくおぇしうさぇやぇз さぇいくけてっやぇ さぇつせくぇ う けこけきっくぇ いぇ 

せすさけてっくせ ゃけょせ う せしかせゅっц 
15. ╁さてう けしすぇかっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ [せおけゃけょうけちぇ ]かせあぉっ う ╂かぇゃくけゅ うくあっやっさぇ; 

16. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ おけめっ きせ こけ こさうさけょう こけしかぇ こさうこぇょぇめせц 
17. ̈ ょゅけゃぇさぇ いぇ おゃぇかうすっす う けぉうき せさぇふっくけゅ こけしかぇц 
18. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ こけゃっさっくぇ きせ しさっょしすゃぇ. 

 

 ╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ [せおけゃけょうけちせ ]かせあぉっ いぇ けょさあぇゃぇやっ う うくあっやっさうくゅз 
╂かぇゃくけき うくあっやっさせ う ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ. 
 ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ¨【; II しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっ. 
 ‶けしっぉくう せしかけゃうх [ぇょくけ うしおせしすゃけх с きっしっちう. 
 

 
 28. [〉╉¨╁¨╃╇╊┿『 ]╊〉╅╀╄ 《╇′┿′]╇┸]╉¨ – [┿』〉′¨╁¨╃]〈╁╄′╇》 ‶¨]╊¨╁┿ 

 

 ¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 
1. ¨さゅぇくういせめっ う こさぇすう さぇょ せ けおゃうさせ ]かせあぉっ おけめけき させおけゃけょうц 
2. ¨さゅぇくういせめっ さぇょ おやうゅけゃけょしすゃぇ う そうくぇくしうめしおっ けこっさぇすうゃっ う おけくすぇおすうさぇ しぇ ぉぇくおぇきぇц 
3. ╃ぇめっ けこっさぇすうゃくけ すったくうつおぇ せこせすしすゃぇ いぇ ういゃさてぇゃぇやっ さぇょくうた いぇょぇすぇおぇ いぇ おゃぇかうすっす う さけおけゃっц 
4. ╁さてう こさっさぇしこけょっかせ こけしかけゃぇ せ けおゃうさせ ]かせあぉっ おけめけき させおけゃけょう; 

5. ‶さうこさっきぇз しこさけゃけょう う おけくすさけかうてっ おけくすうさぇやっц 
6. ╇いさぇふせめっ こっさうけょうつくっ けぉさぇつせくっ う そうくぇくしうめしおっ ういゃってすぇめっ ‶さっょせいっゆぇц 
7. ‶さうこさっきぇ う ょけしすぇゃもぇ こけょぇすおっ こけすさっぉくっ いぇ ういさぇょせ こかぇくけゃぇ う ぇくぇかういぇц 
8. ]こさけゃけょう けょさっょぉっ きぇすっさうめぇかくけ そうくぇくしうめしおうた こさけこうしぇц 
9. ]すぇさぇ しっ け ぇあせさくけき う せさっょくけき ょけしすぇゃもぇやせ ょけおせきっくすぇちうめっ おぇけ う け せさっょくけき ゃけふっやせ 

こけしかけゃくうた おやうゅぇц 
10. ╉けくすさけかうてっ くぇこかぇすせ ぉかぇゅぇめくっц 
11. ‶さぇすう う ゃけょう っゃうょっくちうめせ け おさっょうすうきぇ こさっょせいっゆぇ う っゃうょっくちうめせ けぉゃっいくうちぇц 
12. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ ちっかけおせこくけ おやうゅけゃけょしすゃっくけ そうくぇくしうめしおけ こけしかけゃぇやっц 
13. ]ぇしすぇゃもぇ う ょけしすぇゃもぇ しすぇすうしすうつおっ こけょぇすおっ うい ょっかけおさせゅぇ しゃけゅぇ さぇょぇц 
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14. ‶けょくけしう ういゃってすぇめ くぇょかっあくけき けさゅぇくせ け しゃうき しかせつぇめっゃうきぇ こけゃさっょ きぇすっさうめぇかくけ 
そうくぇくしうめしおうた こさけこうしぇц 

15. ]こさけゃけょう きっさっ ╀╆′[ う ‶‶╆ せ しゃけき ょっかけおさせゅせ さぇょぇц 
16. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇц 
17. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ おけめっ きせ こけ こさうさけょう こけしかぇ こさうこぇょぇめせц 
18. ̈ ょゅけゃぇさぇ いぇ おゃぇかうすっす う けぉうき せさぇふっくけゅ こけしかぇц 
19. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ こけゃっさっくぇ きせ しさっょしすゃぇ. 

 

 ╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ. 
 ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ╁]]з ╁【]ц VII, VI しすっこっく っおけくけきしおけゅ 
しきっさぇ. 
 ‶けしっぉくう せしかけゃうх ╆くぇやっ さぇょぇ くぇ さぇつせくぇさせц こけすさっぉくけ さぇょくけ うしおせしすゃけх о ゅけょうくっ 
 
 

 29. [╄《╄[╄′〈 ‶╊┿′┿ ╇ ┿′┿╊╇╆╄ 

 

 ¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 
1. ¨ぉぇゃもぇ こけしかけゃっ けぉさぇょっ せかぇいくうた こけょぇすぇおぇ う こけしかけゃっ こさうこさっきぇやぇ ういさぇょっ ぇくぇかうすうつおけ 

ょけおせきっくすぇちうけくっ けしくけゃっ こけすさっぉくっ いぇ ういさぇょせ こかぇくけゃぇ う ぇくぇかういぇ こけ ‶けゅけくうきぇ う ]かせあぉぇきぇ 
う くぇ くうゃけせ ‶さっょせいっゆぇц 

2. [ぇょう くぇ ういさぇょう しさっょやけさけつくうた う すっおせゆうた こかぇくけゃぇ ‶さっょせいっゆぇз ぇ こけ こけすさっぉう う すっおせゆうた 
こかぇくけゃぇ ‶けゅけくぇ う ]かせあぉうц 

3. ¨ぉぇゃもぇ こけしかけゃっ ういさぇょっ こかぇくけゃぇ うくゃっしすうちうめぇ う ういゃってすぇめぇ け さっぇかういぇちうめう うくゃっしすうちうめぇц 
4. ¨ぉぇゃもぇ こけしかけゃっ ういさぇつせくぇゃぇやぇ う ぇくぇかういうさぇやぇ けしくけゃくうた うくょうおぇすけさぇ せしこってすくけしすう 

こけしかけゃぇやぇ ‶さっょせいっゆぇц 
5. ‶さぇすう う ぇくぇかういうさぇ さっぇかういぇちうめせ こけめっょうくぇつくうた う いぉうさくうた こかぇくけゃぇц 
6. 〉 しぇさぇょやう しぇ [せおけゃけょうけちっき ]かせあぉっ いぇ うくゃっしすうちうめっ う さぇいゃけめ けぉぇゃもぇ こけしかけゃっ ういさぇょっ 

いぉうさくうた う こけめっょうくぇつくうた おぇかおせかぇちうめぇ ちっくぇ せしかせゅぇ けしくけゃくうたз こけきけゆくうた う しこけさっょくうた 
ょっかぇすくけしすうц 

7. ¨ぉぇゃもぇ こけしかけゃっ こっさうけょうつくっ ういさぇょっ ういゃってすぇめぇ う うくそけさきぇちうめぇ け さっいせかすぇすうきぇ こけしかけゃぇやぇ 
おぇけ しすさせつくっ こさっょかけゅっ こけすさっぉくっ いぇ こけしかけゃくけ けょかせつうゃぇやっц 

8. [ぇょう っおしすっさくっ うくそけさきぇちうめっ うい けぉかぇしすう っおけくけきうめっз いぇ こけすさっぉっ くぇょかっあくうた けさゅぇくぇц 
9. ¨ょゅけゃけさぇく めっ いぇ おゃぇかうすっす う さけおけゃっ ういさぇょっ こかぇくけゃぇ う ぇくぇかういぇ. 
10. ]こさけゃけょう きっさっ ╀╆′[ う ‶‶╆ うい ょっかけおさせゅぇ しゃけゅぇ さぇょぇз 
11. ╁さてう けしすぇかっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ [せおけゃけょうけちぇ しゃけめっ ]かせあぉっз 
12. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ おけめっ きせ こけ こさうさけょう こけしかぇ こさうこぇょぇめせз 
13. ̈ ょゅけゃぇさぇ いぇ おゃぇかうすっす う けぉうき せさぇふっくけゅ こけしかぇз 
14. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ こけゃっさっくぇ きせ しさっょしすゃぇз 
15. ̈ ぉぇゃもぇ しゃっ けしすぇかっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ ╃うさっおすけさぇ ‶さっょせいっゆぇз 

 

 ╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ [せおけゃけょうけちせ ]かせあぉっ そうくぇくしうめしおけ – さぇつせくけゃけょしすゃっくうた 
こけしかけゃぇ う ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ. 
 ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ╁]]; VII しすっこっく っおけくけきしおけゅ しきっさぇ. 
 ‶けしっぉくう せしかけゃうх ╆くぇやっ さぇょぇ くぇ さぇつせくぇさせц こけすさっぉくけ さぇょくけ うしおせしすゃけх н ゅけょうくっ 

 

  
 30. [╄《╄[╄′〈 《╇′┿′]╇┸]╉¨╂ ╉┺╇╂¨╁¨╃]〈╁┿ 

 

 ¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 
1. ‶さうきぇ う こさぇすう ちっかけおせこくせ そうくぇくしうめしおせ ょけおせきっくすぇちうめせ しぇ ぉうかぇくしくうき しすぇやうきぇц 
2. ]けさすうさぇ ょけおせきっくすぇちうめせ う こさうこさっきぇ めっ いぇ おやうあっやっц 
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3. ╁さてう おやうあっやっ う けぉさぇょせ こけょぇすぇおぇ くぇ さぇつせくぇさせц 
4. ╋っしっつくけ せしぇゅかぇてぇゃぇ しすぇやっ くぇ おけくすうきぇ ぇくぇかうすうつおけゅ おやうゅけゃけょしすゃぇц 
5. ╁さてう せしぇゅかぇてぇゃぇやっ きっふせしけぉくうた こけすさぇあうゃぇやぇ う けぉぇゃっいぇц 
6. 〉つっしすゃせめっ せ ういさぇょう こっさうけょうつくけゅ けぉさぇつせくぇ う ゅけょうてやっゅ さぇつせくぇц 
7. ′ぇょいうさっ さぇょ ぇくぇかうすうつおけゅ おやうゅけゃけょしすゃぇц 
8. ╁けょう っゃうょっくちうめせ さっぇかういぇちうめっ う すさけておけゃぇ くぇしすぇかうた こけ ゃさしすぇきぇ う くけしうけちうきぇц 
9. ╁けょう おやうゅせ せかぇいくうた そぇおすせさぇц 
10. ╁けょう っゃうょっくちうめせ け こさうきもっくうき う ういょぇすうき うくしすさせきっくすうきぇ けぉっいぉっふっやぇ う こかぇゆぇやぇ う 

けぉさぇつせくぇ おぇきぇすぇ う ょぇめっ くぇ おやうあっやっц 
11. ̈ ぉぇゃもぇ そうくぇくしうめしおっ こけしかけゃっ せ しおかぇょせ しぇ こさけそっしうけくぇかくけき う おけさこけさぇすうゃくけき さっゅせかぇすうゃけきц 
12. ╁さてう う けしすぇかっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ させおけゃけょうけちぇ しゃけめっ ]かせあぉっц 
13. ]こさけゃけょう きっさっ ╀╇╆′[ う ‶‶╆ せ しゃけき ょっかけおさせゅせ さぇょぇц 
14. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ おけめっ きせ こけ こさうさけょう こけしかぇ こさうこぇょぇめせц 
15. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ ╃うさっおすけさぇ ‶さっょせいっゆぇ; 

16. ̈ ょゅけゃぇさぇ いぇ おゃぇかうすっす う けぉうき せさぇふっくけゅ こけしかぇц 
17. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ こけゃっさっくぇ きせ しさっょしすゃぇ. 

 
 ╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ [せおけゃけょうけちせ ]かせあぉっ そうくぇくしうめしおけ-さぇつせくけゃけょしすゃっくうた 
こけしかけゃぇ う ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ. 
 ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ]]]ц IV しすっこっく っおけくけきしおけゅ しきっさぇ. 
 ‶けしっぉくう せしかけゃうх ╆くぇやっ さぇょぇ くぇ さぇつせくぇさせц こけすさっぉくけ さぇょくけ うしおせしすゃけх м ゅけょうくぇ. 
 

 
 31.  [╄《╄[╄′〈 - ╊╇╉╁╇╃┿〈¨[ 

 

¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 
1. ╉けくすさけかうてっ う かうおゃうょうさぇ おやうゅけゃけょしすゃっくっ うしこさぇゃっ くぇ けしくけゃせ おけめっ しっ ゃさてう うしこかぇすぇ こさっおけ 

すっおせゆっゅ さぇつせくぇ う ぉかぇゅぇめくっ こさっょせいっゆぇз 
2. ╁さてう こかぇゆぇやっ こけ せかぇいくうき そぇおすせさぇきぇз 
3. ╇いょぇめっ おやうあくぇ こうしきぇз 
4. ╉けくすさけかうてっ せかぇいくっ う ういかぇいくっ そぇおすせさっз 
5. ╉けくすさけかうてっ しゃっ こさっょさぇつせくっз 
6. ]すぇさぇ しっ け けぉさぇつせくせ う せこかぇすう しゃうた いぇおけくしおうた う せゅけゃけさくうた けぉぇゃっいぇц 
7. ‶さぇすう くぇこかぇすせ こけすさぇあうゃぇやぇ けょ こさうゃさっょくうた しせぉめっおぇすぇ う せしすぇくけゃぇц 
8. ]ぇしすぇゃもぇ こさっょかけゅっ いぇ けこけきっくっз すせあぉっ う うしおもせつっやぇ こさうゃさっょくうた しせぉめっおぇすぇ う せしすぇくけゃぇц 
9. ]ぇしすぇゃもぇ しこうしおけゃっ ょせあくうおぇ う きっしっつくっ ういゃってすぇめっ け くぇこかぇすう こけすさぇあうゃぇやぇ けょ こさうゃさっょくうた 

しせぉめっおぇすぇ う せしすぇくけゃぇц 
10. ]こさけゃけょう きっさっ ╀╇╆′[ う ‶‶╆ せ しゃけき ょっかけおさせゅせ さぇょぇз 
11. ╁さてう う けしすぇかっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ [せおけゃけょうけちぇ ]かせあぉっ そうくぇくしうめしおけ – さぇつせくけゃけょしすゃっくうた 

こけしかけゃぇ う ╃うさっおすけさぇ ‶さっょせいっゆぇ, 

12. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ おけめっ きせ こけ こさうさけょう こけしかぇ こさうこぇょぇめせз 
13. ̈ ょゅけゃぇさぇ いぇ おゃぇかうすっす う けぉうき せさぇふっくけゅ こけしかぇз 
14. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ こけゃっさっくぇ きせ しさっょしすゃぇ. 

 
╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ [せおけゃけょうけちせ ]かせあぉっ そうくぇくしうめしおけ-さぇつせくけゃけょしすゃっくうた 

こけしかけゃぇ う ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ. 
 ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ]]]ц IV, III しすっこっく っおけくけきしおけゅ うかう 
すさゅけゃぇつおけゅ しきっさぇ. 
 ‶けしっぉくう せしかけゃうх ╆くぇやっ さぇょぇ くぇ さぇつせくぇさせц こけすさっぉくけ さぇょくけ うしおせしすゃけх м ゅけょうくぇ. 
 
 



‶さぇゃうかくうお け けさゅぇくういぇちうめう う しうしすっきぇすういぇちうめう こけしかけゃぇ せ ┸‶ „╁けょけおぇくぇか“ ╀っつっめ к ¨おすけぉぇさ, 2015. 

 

34 

 

32. [╄《╄[╄′〈  ╋┿〈╄[╇┸┿╊′¨╂ ╉┺╇╂¨╁¨╃]〈╁┿ – ¨╀[┿』〉′]╉╇ [┿╃′╇╉  

 

¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 
1. ╁けょう ぇくぇかうすうつおせ っゃうょっくちうめせ さけぉっ う きぇすっさうめぇかぇ くぇ いぇかうたうц 
2. ╋っしっつくけ せしぇゅかぇてぇゃぇ しぇ そうくぇくしうめしおうき おやうゅけゃけょしすゃけき う しぇ きぇゅぇちうくしおけき っゃうょっくちうめけきц 
3. ╋っしっつくけ ょぇめっ こけょぇすおっ け せすさけてっくけき きぇすっさうめぇかせ う すさゅけゃうくしおっ さけぉっ そうくぇくしうめしおけき 

おやうゅけゃけょしすゃせц 
4. ]ぇしすぇゃもぇ こけ こけすさっぉう こっさうけょうつくっ ういゃってすぇめっ け せすさけておせц 
5. ╁けょう っゃうょっくちうめせ しうすくけゅ うくゃっくすぇさぇ くぇ いぇかうたう う せこけすさっぉうц 
6. ╁けょう っゃうょっくちうめせ ぇきぉぇかぇあっ う ぇせすけゅせきっц 
7. ╁さてう けすこうし しうすくけゅ うくゃっくすぇさぇ こけ いぇおけくせ う せ しおかぇょせ しぇ ゃぇあっゆうき こさけこうしうきぇц 
8. ╁さてう こさうこさっきせ いぇ うくゃっくすぇさうしぇやっц 
9. ╁けょう っゃうょっくちうめせ けしくけゃくうた しさっょしすぇゃぇ こさっょせいっゆぇц 
10. ]ぇしすぇゃもぇ こっさうけょせつくせ ぇきけさすういぇちうめせ こさっょせいっゆぇц 
11. ╁さてう けぉさぇつせく ぇきけさすういぇちうめっ せ すけおせ ゅけょうくっ う ょけしすぇゃもぇ そうくぇくしうめしおけき おやうゅけゃけょしすゃせ くぇ 

おやうあっやっц 
12. 〉しおかぇふせめっ ぇくぇかうすうつおせ っゃうょっくちうめせ しぇ ゅかぇゃくけき おやうゅけきц 
13. ╁さてう おけくぇつぇく けぉさぇつせく ぇきけさすういぇちうめっ くぇ おさぇめせ ゅけょうくっц 
14. ╁さてう けすこうし うしこさぇゃおっ ゃさっょくけしすう けしくけゃくうた しさっょしすぇゃぇц 
15. ̈ すゃぇさぇ おぇさすうちっ いぇ こけすさっぉっ ゃけふっやぇ けしくけゃくうた しさっょしすぇゃぇц 
16. ]ぇぉうさぇ おぇさすうちっц 
17. ╁さてう けぉさぇつせく いぇさぇょぇ う くぇおくぇょぇ こけ しゃうき けしくけゃぇきぇц 
18. ╇いょぇめっ こけすゃさょっ ゃっいぇくっ いぇ いぇさぇょっ さぇょくうおぇц 
19. ╁けょう おぇさすけく いぇさぇょぇ いぇこけしかっくうた う せしぇゅかぇてぇゃぇ しぇ いぉうさくうき おぇさすけくけきц 
20. ]ぇつうやぇゃぇ う こけこせやぇゃぇ こさけこうしぇくっ けぉさぇいちっ け うしこかぇゆっくうき いぇさぇょぇきぇ う ょけしすぇゃもぇ ういゃってすぇめ 

くぇょかっあくうき けさゅぇくうきぇ う けさゅぇくういぇちうめぇきぇц 
21. ╁さてう こけしかけゃっ しゃうた けぉせしすぇゃぇ うい いぇさぇょぇц 
22. ]こさけゃけょう けぉせしすぇゃっ う ゃけょう っゃうょっくちうめせ こけすさけてぇつおうた う けしすぇかうた おさっょうすぇ いぇこけしかっくうたц 
23. ╁さてう こけこせやぇゃぇやっ そけさきせかぇさぇ いぇ すさぇあっくっ おさっょうすっ けょ しすさぇくっ さぇょくうおぇц 
24. ‶けこせやぇゃぇ こさけこうしぇくっ けぉさぇしちっ くぇ おさぇめせ ゅけょうくっц 
25. ╁さてう う けしすぇかっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ させおけゃけょうけちぇ しゃけめっ ]かせあぉっц 
26. ]こさけゃけょう きっさっ ╀╇╆′[ う ‶‶╆ せ しゃけき ょっかけおさせゅせ さぇょぇц 
27. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ おけめっ きせ こけ こさうさけょう こけしかぇ こさうこぇょぇめせц 
28. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ ╃うさっおすけさぇ ‶さっょせいっゆぇ; 
29. ̈ ょゅけゃぇさぇ いぇ おゃぇかうすっす う けぉうき せさぇふっくけゅ こけしかぇц 
30. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ こけゃっさっくぇ きせ しさっょしすゃぇ. 

 
╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ [せおけゃけょうけちせ ]かせあぉっ そうくぇくしうめしおけ-さぇつせくけゃけょしすゃっくうた 

こけしかけゃぇ う ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ. 
 ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ]]]ц IV しすっこっく っおけくけきしおけゅ しきっさぇ. 
 ‶けしっぉくう せしかけゃうх ╆くぇやっ さぇょぇ くぇ さぇつせくぇさせц こけすさっぉくけ さぇょくけ うしおせしすゃけх м ゅけょうくぇ. 
 

 
 33. [〉╉¨╁¨╃╇╊┿『 ]╊〉╅╀╄ ¨』╇〈┿╁┿┺┿ ╇ ′┿‶╊┿〈╄ 

 

 ¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 
1. ¨さゅぇくういせめっ う おけけさょうくうさぇ さぇょけき いぇこけしかっくうた せ しゃうき ¨ょっもっやうきぇ ]かせあぉっ けつうすぇゃぇやぇ う 

くぇこかぇすっц 
2. ┿おすうゃくけ しぇさぇふせめっ しぇ けしすぇかうき いぇこけしかっくうきぇ せ しゃけき ]っおすけさせц 
3. ‶さうこさっきぇ う ゃけょう ぉさうゅせ け おぇさすうちぇきぇ いぇ けつうすぇゃぇやっ ゃけょきっさぇ しゃうた おぇすっゅけさうめぇ こけすさけてぇつぇц 
4. ]こさけゃけょう ぇおちうめせ けつうすぇゃぇやぇ ゃけょきっさぇц 
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5. ¨さゅぇくういせめっ う おけくすさけかうてっ けつうすぇゃぇやっ ゃけょけきっさぇ しゃうた おぇすっゅけさうめぇ こけすけてぇつぇц 
6. ¨ぉさぇふせめっ こけょぇすおっ け けつうすぇくうき ゃけょけきっさうきぇ う こさうこさっきぇ うた いぇ そぇおすせさうしぇやっц 
7. ]ぇさぇふせめっ しぇ けしすぇかうき しかせあぉぇきぇ せ ゃっいう しこさけゃけふっやぇ けつうすぇゃぇやぇ う けぉさぇつせくぇゃぇやぇз   

おけくすさけかうしぇやぇ う そぇおすせさうしぇやぇ こけすさけてやっ ゃけょっ う せしかせゅぇц 
8. ]ぇしすぇゃもぇ しこうしおけゃっз しこっちうそうおぇちうめっ う ういゃってすぇめっ け さっいせかすぇすうきぇ けつうすぇゃぇやぇц 
9. 〉しこけしすぇゃもぇ おけくすぇおす しぇ こさっょしっょくうちうきぇ しおせこてすうくっ しすぇくぇさぇз うくょうゃうょせぇかくうた こけすさけてぇつぇ う 

ょさせゅうた おけさうしくうおぇц 
10. 〉つっしすゃせめっ せ さってぇゃぇやせ こさうしこっかうた さっおかぇきぇちうめぇц 
11. ]こさけゃけょう おけくすさけかせ しせきやうゃうた う しこけさくうた けつうすぇくうた おけかうつうくぇ くぇ ゃけょきっさうきぇц 
12. ‶さうこさっきぇ ょけおせきっくすぇちうめせ う しこさけゃけょう さぇいくけてっやっ さぇつせくぇз けこけきっくぇз くぇかけゅぇ う ょさ.ц 
13. ╉けくすさけかうてっ さっぇかういぇちうめせ ぇおちうめぇ けつうすぇゃぇやぇ ゃけょけきっさぇ う さぇいくけてっやっ ょけおせきっくぇすぇц 
14. ‶さうこさっきぇ ょけおせきっくすぇちうめせ う しこさけゃけょう うくおぇしうさぇやっ ょせゅけゃぇ こけ さぇつせくうきぇц 
15. ╁けょう っゃうょっくちうめせ け くぇこかぇすう さぇつせくぇц 
16. ]すぇさぇ しっ け いぇかうたぇきぇ けぉさぇいぇちぇ う けすぇかうた そけさきせかぇさぇ ゃっいぇくけ いぇ けつうすぇゃぇやっз けぉさぇつせく う 

うくおぇしうさぇやっц 
17. 〉つっしすゃせめっ せ ういさぇょう けこてすうた ぇおぇすぇ せ ‶さっょせいっゆせ う こさっょかぇあっ けょさっょぉっ おけめっ しっ けょくけしっ くぇ 

くぇこかぇすせ こけすさぇあうゃぇやぇц 
18. ┿おすうゃくけ しっ ぇくゅぇあせめっ せ くぇこかぇすう こけすさぇあうゃぇやぇ けょ しすさぇくっ そういうつおうた かうちぇ う しゃうた ゃさしすぇ 

こさうゃさっょくうた しせぉめっおぇすぇц 
19. [っょけゃくけ けぉぇゃってすぇゃぇ ╃うさっおすけさぇ ‶さっょせいっゆぇ け しすぇやせ くぇこかぇすっ こけすさぇあうゃぇやぇц 
20. ‶さっょかぇあっ きっさっ くぇ せくぇこさっふっやせ くぇこかぇすっ こけすさぇあうゃぇやぇц 
21. ╇いさぇふせめっ きっしっつくっ こうしぇくっ ういゃってすぇめっ け しすぇやせ くぇこかぇすっ こけすさぇあうゃぇやぇц 
22. ‶さうこさっきぇ しこうしおけゃっ ょせあくうおぇ う こさぇすっゆせ ょけおせきっくすぇちうめせ こけすさっぉくせ いぇ こけょくけてっやっ こさっょかけゅぇ 

いぇ ういゃさてっやっ さぇょう くぇこかぇすっ こけすさぇあうゃぇやぇ う ょけしすぇゃもぇ うた ‶さぇゃくうおせц 
23. ╇いさぇふせめっ こうしきっくぇ けぉぇゃってすっやぇ け しすぇやせ くぇこかぇすっ ょせゅぇ こせすっき さってっやぇ け ういゃさてっやせ おけめぇ 

ょけしすぇゃもぇ ぉかぇゅぇめくぇきぇ こさうゃさっょくうた しせぉめっおぇすぇ ゅょっ しっ ゃさてう けぉせしすぇゃぇ しぇ いぇさぇょっ ょせあくうおぇц 
24. ┿くぇかういうさぇ う こさぇすう せこかぇすっ こけ しせょしおうき ういゃさてっやうきぇ う ぇょきうくうしすさぇすうゃくうき いぇぉさぇくぇきぇз け 

つっきせ けぉぇゃってすぇゃぇ ‶さぇゃくうおぇц 
25. 〉つっしすゃせめっ せ ういさぇょう ‶さけゅさぇきぇ こけしかけゃぇやぇ ‶さっょせいっゆぇ う ういゃってすぇめぇ け さぇょせц 
26. ̈ ぉぇゃもぇ こけしかけゃっ ゃっいぇくっ いぇ うくそけさきうしぇやっ こけすさけてぇつぇ け しすぇやせ くぇこかぇすっз おぇけ う こけしかけゃっ せ 

ゃっいう うくそけさきうしぇやぇ めぇゃくけしすう せ ゃっいう きけゅせゆくけしすう こかぇゆぇやぇз しすぇやぇ くぇこかぇすっ う ぇおちうめぇ せ ゃっいう 
くぇこかぇすっ こけすさぇあうゃぇやぇ おけめっ しこさけゃけょう ‶さっょせいっゆっц 

27. ]こさけゃけょう きっさっ ╀╇╆′[ う ‶‶╆ せ しゃけき ょっかけおさせゅせ さぇょぇц 
28. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ こけゃっさっくぇ きせ しさっょしすゃぇц 
29. ̈ ぉぇゃもぇ う しゃっ ょさせゅっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ ╃うさっおすけさぇ ‶さっょせいっゆぇ; 

30. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ おけめっ きせ こけ こさうさけょう こけしかぇ こさうこぇょぇめせц 
31. ̈ ょゅけゃぇさぇ いぇ おゃぇかうすっす う けぉうき せさぇふっくけゅ こけしかぇц 
32. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ こけゃっさっくぇ きせ しさっょしすゃぇ. 

 

 ╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ. 
 ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ╁]]з ╁【]ц VII うかう VI しすっこっく っおけくけきしおけゅ 
うかう きぇてうくしおけゅ しきっさぇ. 

 ‶けしっぉくう せしかけゃうх ╆くぇやっ さぇょぇ くぇ さぇつせくぇさせз こけすさっぉくけ さぇょくけ うしおせしすゃけх м ゅけょうくぇ 

 

 

 34. [╄《╄[╄′〈 ′┿ ┿〉〈¨╋┿〈]╉¨┸ ¨╀[┿╃╇ ‶¨╃┿〈┿╉┿ 

  
 ¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 

1. ¨ぉさぇつせくぇゃぇ せすさけてぇお ゃけょっ う おぇくぇかういぇちうめっ いぇ こさうゃぇすくうおっ う しすぇくぇさっц 
2. ¨ぉさぇつせくぇゃぇ せすさけてぇお ゃけょっ う おぇくぇかういぇちうめっ いぇこさうゃさっょくうう しっおすけさц 
3. ‶さうこさっきぇ そぇおすせさうしぇやっ いぇ ょけきぇゆうくしすゃぇ う こさうゃさっょくう しっおすけさц 
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4. ]ぇしすぇゃもぇ さぇいくっ ういゃってすぇめっ う しこっちうそうおぇちうめっ せ ゃっいう けぉさぇつせくぇц 
5. ]ぇさぇふせめっ しぇ おやうゅけゃけょしすゃけき ぇくぇかうすうつおけゅ おけくすぇ う しぇ すったくうつおけき しかせあぉけきц 
6. [せおせめっ さぇつせくぇさしおうき しうしすっきけきц 
7. ‶さうおせこもぇз けぉせたゃぇすぇ う せくけしう せかぇいくっ こけょぇすおっ せ きぇすうつくせ おぇさすけすっおせ おけさうしくうおぇ せしかせゅぇц 
8. 〉くけしう う けぉさぇふせめっ こさうこさっきもっくっ せかぇいくっ こけょぇすおっ そうくぇくしうめしおけゅ う ぇくぇかうすうつおけゅ 

おやうゅけゃけふしすゃぇц 
9. ╁さてう しさぇゃやっやっц 
10. ]すぇかくけ おけくすさけかうてっ うしこさぇゃくけしす けこさっきっ う ぉかぇゅけゃさっきっくけ うくすっさゃっくうてっ せ ちうもせ けょさあぇゃぇやぇ 

うしすっц 
11. ]すぇさぇ しっ け いぇかうたぇきぇ けぉさぇいぇちぇ う けしすぇかうた ういかぇいくうた そけさきぇすぇц 
12. 〉つっしすゃせめっ せ ぇおちうめう さぇいくけてっやぇ さぇつせくぇ う けこけきっくぇ いぇ せすさけてっくせ ゃけょせ う せしかせゅっц 
13. ]こさけゃけょう きっさっ ╀╇╆′[ う ‶‶╆ せ しゃけき ょっかけおさせゅせ さぇょぇц 
14. [ぇょう しぇ しすさぇくおぇきぇ せ ゃっいう さっおかぇきぇちうめぇц 
15. ̈ ぉぇゃもぇ う ょさせゅっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ [せおけゃけょうけちぇ ]かせあぉっ う ╃うさっおすけさぇ ‶さっょせいっゆぇ; 

16. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ おけめっ きせ こけ こさうさけょう こけしかぇ こさうこぇょぇめせц 
17. ̈ ょゅけゃぇさぇ いぇ おゃぇかうすっす う けぉうき せさぇふっくけゅ こけしかぇц 
18. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ こけゃっさっくぇ きせ しさっょしすゃぇ. 

 

 ╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ [せおけゃけょうけちせ ]かせあぉっ けつうすぇゃぇやぇ う くぇこかぇすっ う ╃うさっおすけさせ 
‶さっょせいっゆぇ. 
 ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ]]]ц IV しすっこっく っおけくけきしおけゅ しきっさぇ. 
 ‶けしっぉくう せしかけゃうх ╆くぇやっ さぇょぇ くぇ さぇつせくぇさせц こけすさっぉくけ さぇょくけ うしおせしすゃけх 2 ゅけょうくっ. 

 
 

 35. ┿╃╋╇′╇]〈[┿〈¨[ ′┿ ┿〉〈¨╋┿〈]╉¨┸ ¨╀[┿╃╇ ‶¨╃┿〈┿╉┿ 

  
 ¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 
 ‶け くぇかけゅせ う せい くぇょいけさ [っそっさっくすぇ くぇ ぇせすけきぇすしおけめ けぉさぇょう こけょぇすぇおぇх 

1. ¨ぉさぇつせくぇゃぇ せすさけてぇお ゃけょっ う おぇくぇかういぇちうめっ いぇ こさうゃぇすくうおっ う しすぇくぇさっц 
2. ¨ぉさぇつせくぇゃぇ せすさけてぇお ゃけょっ う おぇくぇかういぇちうめっ いぇこさうゃさっょくうう しっおすけさц 
3. ‶さうこさっきぇ そぇおすせさうしぇやっ いぇ ょけきぇゆうくしすゃぇ う こさうゃさっょくう しっおすけさц 
4. [せおせめっ さぇつせくぇさしおうき しうしすっきけきц 
5. ‶さうおせこもぇз けぉせたゃぇすぇ う せくけしう せかぇいくっ こけょぇすおっ せ きぇすうつくせ おぇさすけすっおせ おけさうしくうおぇ せしかせゅぇц 
6. 〉くけしう う けぉさぇふせめっ こさうこさっきもっくっ せかぇいくっ こけょぇすおっ そうくぇくしうめしおけゅ う ぇくぇかうすうつおけゅ 

おやうゅけゃけふしすゃぇц 
7. ╁さてう しさぇゃやっやっц 
8. ]すぇかくけ おけくすさけかうてっ うしこさぇゃくけしす けこさっきっ う ぉかぇゅけゃさっきっくけ うくすっさゃっくうてっ せ ちうもせ けょさあぇゃぇやぇ 

うしすっц 
9. 〉つっしすゃせめっ せ ぇおちうめう さぇいくけてっやぇ さぇつせくぇ う けこけきっくぇ いぇ せすさけてっくせ ゃけょせ う せしかせゅっц 
10. ]こさけゃけょう きっさっ ╀╇╆′[ う ‶‶╆ せ しゃけき ょっかけおさせゅせ さぇょぇц 
11. ̈ ぉぇゃもぇ う ょさせゅっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ [っそっさっくすぇ くぇ ぇせすけきぇすしおけめ けぉさぇょう こけょぇすぇおぇз 

[せおけゃけょうけちぇ ]かせあぉっ う ╃うさっおすけさぇ ‶さっょせいっゆぇ; 

12. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ おけめっ きせ こけ こさうさけょう こけしかぇ こさうこぇょぇめせц 
13. ̈ ょゅけゃぇさぇ いぇ おゃぇかうすっす う けぉうき せさぇふっくけゅ こけしかぇц 
14. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ こけゃっさっくぇ きせ しさっょしすゃぇ. 

 
 ╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ [せおけゃけょうけちせ ]かせあぉっ けつうすぇゃぇやぇ う くぇこかぇすっ う ╃うさっおすけさせ 
‶さっょせいっゆぇ. 
 ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ]]]ц IV しすっこっく ぉうかけ おけゅ しきっさぇ. 
 ‶けしっぉくう せしかけゃうх ╆くぇやっ さぇょぇ くぇ さぇつせくぇさせц こけすさっぉくけ さぇょくけ うしおせしすゃけх 1 ゅけょうくぇ. 
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 36. [╄《╄[╄′〈 ¨』╇〈┿╁┿┺┿ 

 

 ¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 
1. ¨つうすぇゃぇ ゃけょけきっさっ しゃうた おぇすっゅけさうめぇ こけすさけてぇつぇ う ょけしすぇゃもぇ しすぇやぇ [せおけゃけょうけちせ ]かせあぉっ; 

2. ‶さかうおけき つうすぇやぇ う こけ ゃぇくさっょくけき くぇかけゅせ [せおけゃけょうけちぇ ]かせあぉっз ゃさてう おけくすさけかせ すったくうつおっ 
うしこさぇゃくけしすう ゃけょけきっさぇ う うしこさぇゃくけしすう こかけきぉうз せおけかうおけ うた うきぇз くぇ ゃけょけきっさうきぇц 

3. ‶うしきっくけ ういゃってすぇゃぇ [せおけゃけょうけちぇ ]かせあぉっ け しゃっきせ せけつっくけき うい すぇつおっ н. う しゃうき けしすぇかうき 
こさけきっくぇきぇ くぇ てぇたすぇきぇ гいぇすさこぇくうз くっつうしすうз くっきぇ こけおかけこちぇ う しかうつくけдц 

4. 〈けおけき けつうすぇゃぇやぇ う こけ ゃぇくさっょくけき くぇかけゅせ [せおけゃけょうけちぇ ]かせあぉっз けすおさうゃぇ くっかっゅぇかくっ 
おけさうしくうおっ う こうしきっくけ こさうめぇゃもせめっ うしすっ [せおけゃけょうけちせ ]かせあぉっц 

5. ¨ぉっいぉっふせめっ きっしっつくせ こけょっかせ さぇつせくぇ гせい ょくっゃくせ くけさきせ けょ рлл おけきぇょぇд う こけ くぇかけゅせ 
[せおけゃけょうけちぇ しゃけめっ ]かせあぉっз せおけかうおけ めっ きけゅせゆっз ゃさてう くぇこかぇすせ せすさけておぇ ゃけょっ けょ しすさぇくっ 
そういうつおうた かうちぇ う こさうゃさっょくうた しせぉめっおぇすぇ くぇ すっさっくせ せい ょくっゃくせ くけさきせ せすゃさふっくせ きっしっつくうき 
こかぇくけき [せおけゃけょうけちぇ ]かせあぉっ けつうすぇゃぇやぇ う くぇこかぇすっц 

6. ╁さてう せさせつっやっ しゃうた けこけきっくぇ こけすさけてぇつうきぇ せい ょくっゃくせ くけさきせ けょ олл おけきぇょぇц 
7. ╁さてう おけくすさけかせ くっおけく うしおもせつっやぇ くっさっょけゃくうた こかぇすうてぇ う くっかっゅぇかくうた おけさうしくうおぇц 
8. [ぇょう せ ょゃっ しきっくっц 
9. ]こさけゃけょう きっさっ ╀╇╆′[ う ‶‶╆ せ しゃけき ょっかけおさせゅせ さぇょぇц 
10. ̈ ぉぇゃもぇ う ょさせゅっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ [せおけゃけょうけちぇ ]かせあぉっ う ╃うさっおすけさぇ ‶さっょせいっゆぇ; 

11. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ おけめう きせ こけ こさうさけょう こけしかぇ こさうこぇょぇめせц 
12. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ いぇおけくうすけしすз うしこさぇゃくけしすз すぇつくけしす う さけおけゃっ いぇ こけしかけゃっ うい ょっかけおさせゅぇ しゃけゅ 

さぇょぇ. 
 

 ╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ [せおけゃけょうけちせ ]かせあぉっ けつうすぇゃぇやぇ う くぇこかぇすっ う ╃うさっおすけさせ 
‶さっょせいっゆぇ. 
 ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ]]]ц IV うかう III しすっこっく ぉうかけ おけゅ しきっさぇ. 
 ‶けしっぉくう せしかけゃうх ‶けすさっぉくけ さぇょくけ うしおせしすゃけх с きっしっちう 

 

 
 37. [╄《╄[╄′〈 ′┿ [╄╉╊┿╋┿『╇┸┿╋┿ 

 
 ¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 

1. ‶さうきぇ う さってぇゃぇ しゃっ ゃさしすっ さっおかぇきぇちうめぇ せ ゃっいう けぉさぇつせくぇ ゃけょっ う おぇくぇかういぇちうめっ う しぇさぇふせめっ 
しぇ しゃうき けしすぇかうき ]かせあぉぇきぇ せ けおゃうさせ しゃけゅ ]っおすけさぇз ぇ こけしっぉくけ しぇ ]かせあぉけき いぇ けょさあぇゃぇやっ う 
うくあっやっさうくゅц 

2. ╁けょう しゃっ ゃさしすっ っゃうょっくちうめぇ せ ゃっいう こさうきもっくうた さっおかぇきぇちうめぇ しゃっ ょけ さってぇゃぇやぇ うしすうたц 
3. ]ぇしすぇゃもぇ きっしっつくっ う ゅけょうてやっ ういゃってすぇめっз うくそけさきぇちうめっ け さっおかぇきぇちうめぇきぇц 
4. 〉つっしすゃせめっ せ ぇおちうめう さぇいくけてっやぇ さぇつせくぇ う けこけきっくぇ いぇ せすさけてっくせ ゃけょせ う せしかせゅっц 
5. ‶け こけすさっぉう ういさぇふせめっ いぇこうしくうおっ け せすゃさふっくうき おゃぇさけゃうきぇ くぇ すっさっくせц 
6. ]こさけゃけょう きっさっ ╀╇╆′[ う ‶‶╆ せ しゃけき ょっかけおさせゅせ さぇょぇц 
7. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ おけめっ きせ こけ こさうさけょう こけしかぇ こさうこぇょぇめせц 
8. ¨ょゅけゃぇさぇ いぇ おゃぇかうすっす う けぉうき せさぇふっくけゅ こけしかぇц 
9. ¨ぉぇゃもぇ う ょさせゅっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ [せおけゃけょうけちぇ ]かせあぉっ う ╃うさっおすけさぇ ‶さっょせいっゆぇ; 
10. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ こけゃっさっくぇ きせ しさっょしすゃぇ. 

 

 ╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ [せおけゃけょうけちせ ]かせあぉっ けつうすぇゃぇやぇ う くぇこかぇすっ う ╃うさっおすけさせ 
‶さっょせいっゆぇ. 
 ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ]]]ц IV うかう III しすっこっく ぉうかけ おけゅ しきっさぇ. 
 ‶けしっぉくう せしかけゃうх ╆くぇやっ さぇょぇ くぇ さぇつせくぇさせц こけすさっぉくけ さぇょくけ うしおせしすゃけх м ゅけょうくぇ 
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 38. ╀╊┿╂┿┸′╇╉ 

 

 ¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 
1. ╁けょう ぉかぇゅぇめくせ いぇ こけすさっぉっ こさっょせいっゆぇц 
2. ╇しこかぇゆせめっ こせすくっ くぇかけゅっ う ゅけすけゃうくしおっ さぇつせくっ こせすっき ぉかぇゅぇめくうつおうた くぇかけゅぇз ょくっゃくうおぇ う 

つっおけゃぇц 
3. [ぇょう しゃっ うしこかぇすっ う おやうあっやぇ おさけい ぉかぇゅぇめくせц 
4. ‶けょうあっ くけゃぇちц 
5. ‶さうきぇ う こさっょぇめっ くけゃぇち ぉぇくちうц 
6. ╁けょう っゃうょっくちうめせ け おさっすぇやせ ぇおけくすぇちうめっ いぇ しかせあぉっくう こせす う ぉけくけゃぇ いぇ ゅけさうゃけц 
7. ╁さてう くぇこかぇすせ さぇつせくぇ こけ ういゃさてっくうき せしかせゅぇきぇц 
8. ]こさけゃけょう きっさっ ╀╇╆′[ う ‶‶╆ せ しゃけき ょっかけおさせゅせ さぇょぇц 
9. 〉つっしすゃせめっ せ ぇおちうめう さぇいくけてっやぇ さぇつせくぇ う けこけきっくぇ いぇ せすさけてっくせ ゃけょせ う せしかせゅっц 
10. ̈ ぉぇゃもぇ う ょさせゅっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ [せおけゃけょうけちぇ ]かせあぉっ う ╃うさっおすけさぇ ‶さっょせいっゆぇ; 

11. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ おけめっ きせ こけ こさうさけょう こけしかぇ こさうこぇょぇめせц 
12. ̈ ょゅけゃぇさぇ いぇ おゃぇかうすっす う けぉうき せさぇふっくけゅ こけしかぇц 
13. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ こけゃっさっくぇ きせ しさっょしすゃぇ. 

 

 ╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ [せおけゃけょうけちせ ]かせあぉっ けつうすぇゃぇやぇ う くぇこかぇすっ う ╃うさっおすけさせ 
‶さっょせいっゆぇ. 
 ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ]]]ц IV うかう III しすっこっく っおけくけきしおけゅ しきっさぇ. 
 ‶けしっぉくう せしかけゃうх ╆くぇやっ さぇょぇ くぇ さぇつせくぇさせц こけすさっぉくけ さぇょくけ うしおせしすゃけх м ゅけょうくぇ 

 
 

 39. [╄《╄[╄′〈 ′┿‶╊┿〈╄з [╄╉╊┿╋┿『╇┸╄ ╇ ╀╊┿╂┿┸′╇╉ 

 
 ¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 

1. ╁さてう くぇこかぇすせ せすさけておぇ ゃけょっ けょ しすさぇくっ そういうつおうた かうちぇ う こさうゃさっょくうた しせぉめっおぇすぇ くぇ 
ぉかぇゅぇめくう ¨ょっもっやぇ ]かせあぉっ くぇこかぇすっц 

2. ‶さうきぇ けょ さっそっさっくぇすぇ けつうすぇゃぇやぇ くぇこかぇゆっくぇ くけゃつぇくぇ しさっょしすゃぇ くぇ すっさっくせ う おけくすさけかうてっ 
ょくっゃくっ けぉさぇつせくっ すうた くぇこかぇゆっくうた しさっょしすぇゃぇц 

3. ]すぇさぇ しっ け つせゃぇやせ う けょゅけゃぇさぇ いぇ くぇこかぇゆっくぇ くけゃつぇくぇ しさっょしすゃぇц 
4. 〉こかぇゆせめっ ぉぇくちう くけゃつぇくぇ しさっょしすゃぇ くぇこかぇゆっくぇ くぇ ぉかぇゅぇめくう ¨ょっもっやぇ う くけゃつぇくぇ しすさっょしすゃぇ 

おけめぇ しせ さっそっさっくすう けつうすぇゃぇやぇ くぇこかぇすうかう くぇ すっさっくせц 
5. ╇いさぇふせめっ ょくっゃくっз くっょっもくっ う きっしっつくっ ういゃってすぇめっ け くぇこかぇすう こけすさぇあうゃぇやぇ う ょけしすぇゃもぇ うた 

[せおけゃけょうけちせ ]かせあぉっ; 

6. ‶さうきぇз ういゃってすぇゃぇ さっそっさっくすぇ くぇ さっおかぇきぇちうめぇきぇ う こけ やっゅけゃけき くぇかけゅせ さってぇゃぇ しゃっ ゃさしすっ 
さっおかぇきぇちうめぇ せ ゃっいう けぉさぇつせくぇ ゃけょっ う しぇさぇふせめっ しぇ ]かせあぉけき いぇ けょさあぇゃぇやっ う うくあっやっさうくゅц 

7. ╁けょう しゃっ ゃさしすっ っゃうょっくちうめぇ せ ゃっいう こさうきもっくうた さっおかぇきぇちうめぇ しゃっ ょけ さってぇゃぇやぇ うしすうたц 
8. ‶け くぇかけゅせ さっそっさっくすぇ いぇ さっおかぇきぇちうめっ しぇしすぇゃもぇ きっしっつくっ う ゅけょうてやっ ういゃってすぇめっ け 

さっおかぇきぇちうめぇきぇц 
9. 〉つっしすゃせめっ せ ぇおちうめう さぇいくけてっやぇ さぇつせくぇ う けこけきっくぇ いぇ せすさけてっくせ ゃけょせ う せしかせゅっц 
10. ‶け こけすさっぉう ういさぇふせめっ いぇこうしくうおっ け せすゃさふっくうき おゃぇさけゃうきぇ くぇ すっさっくせц 
11. ]こさけゃけょう きっさっ ╀╇╆′[ う ‶‶╆ せ しゃけき ょっかけおさせゅせ さぇょぇц 
12. 〉つっしすゃせめっ せ ぇおちうめう さぇいくけてっやぇ さぇつせくぇ う けこけきっくぇ いぇ せすさけてっくせ ゃけょせ う せしかせゅっц 
13. ̈ ぉぇゃもぇ う ょさせゅっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ [せおけゃけょうけちぇ ]かせあぉっ う ╃うさっおすけさぇ ‶さっょせいっゆぇ; 
14. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ おけめっ きせ こけ こさうさけょう こけしかぇ こさうこぇょぇめせц 
15. ̈ ょゅけゃぇさぇ いぇ おゃぇかうすっす う けぉうき せさぇふっくけゅ こけしかぇц 
16. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ こけゃっさっくぇ きせ しさっょしすゃぇ. 

  

 ╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ [せおけゃけょうけちせ ]かせあぉっ けつうすぇゃぇやぇ う くぇこかぇすっ う ╃うさっおすけさせ 
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‶さっょせいっゆぇ. 
 ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ]]]ц IV うかう III しすっこっく っおけくけきしおけゅ しきっさぇ. 
 ‶けしっぉくう せしかけゃうх ╆くぇやっ さぇょぇ くぇ さぇつせくぇさせц こけすさっぉくけ さぇょくけ うしおせしすゃけх с きっしっちう 

 

 

40. [〉╉¨╁¨╃╇╊┿『 ]╊〉╅╀╄ ′┿╀┿╁╉╄ ╇ ╊¨╂╇]〈╇╉╄ 

 

 ¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 
1. ¨さゅぇくういせめっ う おけけさょうくうさぇ さぇょけき ]かせあぉっ くぇぉぇゃおっ う かけゅうしすうおっ; 
2. 〉つっしすゃせめっ せ ういさぇょう ‶かぇくぇ くぇぉぇゃおうц 
3. ╁さてう くぇぉぇゃおせ きぇすっさうめぇかぇз さっいっさゃくうた ょっかけゃぇз しうすくけゅ うくゃっくすぇさぇз けしくけゃくうた しさっょしすぇゃぇз 

けこさっきっ いぇ ╀╇╆′[ う ‶‶╆ц 
4. ′ぇ けしくけゃせ くぇかけゅぇ いぇ くぇぉぇゃおせз けゃっさっくけゅ けょ しすさぇくっ ╃うさっおすけさぇ ‶さっょせいっゆぇ, ゃさてう くぇぉぇゃおせ こけ 

うしすけきц 
5. ╇いょぇめっ こけさせりぉっくうちっц 
6. ╁けょう ぉさうゅせ け っおけくけきうつくけしすう くぇぉぇゃおっц 
7. ╁さてう おけくすぇおすうさぇやっ う おけさっしこけょっくちうめせ しぇ ょけぉぇゃもぇつうきぇц 
8. ╉せこもっくせ さけぉせ こさっせいうきぇ くぇ かうちせ きっしすぇ う こけすこうしせめっ こさうめっき うしすっз けさゅぇくういせめっ やっくせ ょけこさっきせ 

せ きぇゅぇちうく うかう くぇ ゅさぇょうかうてすっц 
9. ╁けょう っゃうょっくちうめせ け くぇぉぇゃちう う こけょくけしう ういゃってすぇめц 
10. [ってぇゃぇ くぇしすぇかっ さっおかぇきぇちうめっ うしこけさせつっくっ さけぉっц 
11. ‶さうぉぇゃもぇ こけくせょっз こけさせりぉっくうちっз ちっくけゃくうおっз おぇすぇかけゅっ う こさけしこっおすっ いぇ くぇぉぇゃもっくせ さけぉせц 
12. ‶さうぉぇゃもぇ けょゅけゃぇさぇめせゆっ ぇすっしすっ う ゅぇさぇくすくっ かうしすけゃっ いぇ おせこもっくせ さけぉせц 
13. ╇いゃってすぇゃぇ ╃うさっおすけさぇ ]っおすけさぇ け しすぇやせ ういゃさてっくっ くぇぉぇゃおっц 
14. 〉 しぇさぇょやう しぇ きぇゅぇちうけくっさけき しすぇかくけ こさぇすう おさっすぇやっ けこすうきぇかくうた いぇかうたぇц 
15. ]こさけゃけょう きっさっ ╀╇╆′[ う ‶‶╆ せ けおゃうさせ しゃけゅ ょっかけおさせゅぇ さぇょぇц 
16. ̈ ぉぇゃもぇ う しゃっ ょさせゅっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ ╃うさっおすけさぇ ‶さっょせいっゆぇ う ╂かぇゃくけゅ うくあっやっさぇ; 

17. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ おけめう きせ こけ こさうさけょう こけしかぇ こさうこぇょぇめせц 
18. ̈ ょゅけゃぇさぇ いぇ おゃぇかうすっす う けぉうき せさぇふっくけゅ こけしかぇц 
19. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ こけゃっさっくぇ きせ しさっょしすゃぇ. 
20. ̈ ぉぇゃっいぇく めっ ょぇ ぉせょっ せ こさうこさぇゃくけしすう ょぇ しっ けょぇいけゃっ こけいうゃせ ‶けしかけょぇゃちぇ いぇ けぉぇゃもぇやっ 

こけしかけゃぇ う ゃぇく さっょけゃくけゅ さぇょくけゅ ゃさっきっくぇз くっさぇょくうき ょぇくうきぇ う こさぇいくうちうきぇз ぇおけ しっ せおぇあっ 
すぇおゃぇ こけすさっぉぇ – ‶ぇしうゃくけ ょっあせさしすゃけ. 
 

 ╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ ╂かぇゃくけき うくあっやっさせ う ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ. 
 ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ╁【]з ]]]ц VI, IV しすっこっく っおけくけきしおけゅ しきっさぇ. 

‶けしっぉくう せしかけゃうх ╆くぇやっ さぇょぇ くぇ さぇつせくぇさせц こけかけあっく ゃけいぇつおう うしこうす “╀” おぇすっゅけさうめっц 
こけすさっぉくけ さぇょくけ うしおせしすゃけх 3 ゅけょうくっ. 

 

 
 41. ╋┿╂┿『╇¨′╄[ 

 

 ¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 
1. ‶さうきぇ こさぇすっゆせ ょけおせきっくすぇちうめせ さけぉっ う くぇ けしくけゃせ やっ ゃさてう おけくすさけかせ うしこけさせつっくっ さけぉっц 
2. ╆ぇこさうきぇ さけぉせ せ きぇゅぇちうく う うしこけしすぇゃもぇ こさうめっきくうちせ きぇすっさうめぇかぇц 
3. 〉 しかせつぇめせ くっしかぇゅぇやぇ おけかうつうくっз おゃぇかうすっすぇ さけぉっ しぇ ょけおせきっくすぇちうめけき しぇつうやぇゃぇ いぇこうしくうお 

おけきうしうめしおう う ょけしすぇゃもぇ くぇぉぇゃもぇつせц 
4. ╀さうくっ しっ いぇ こさぇゃうかぇく う こけゅけょぇく しきってすぇめ きぇすっさうめぇかぇ う さけぉっц 
5. ╁けょう きぇゅぇちうくしおっ おぇさすうちっц 
6. ╁さてう ょくっゃくけ おやうあっやっ しゃうた くぇしすぇかうた こさけきっくぇц 
7. 』せゃぇ う けょかぇあっ きぇゅぇちうくしおせ ょけおせきっくすぇちうめせц 
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8. ╁さてう せしぇゅかぇてぇゃぇやっ おぇさすうちぇ しぇ おぇさすうちぇきぇ きぇすっさうめぇかくけゅ おやうゅけゃけょしすゃぇ きっしっつくけц 
9. ╇いょぇめっ さけぉせ うい きぇゅぇちうくぇз うしおもせつうゃけ くぇ けしくけゃせ せさっょくけ こけこせやっくけゅ う けゃっさっくけゅ すさっぉけゃぇやぇц 
10. ╁けょう っゃうょっくちうめせ け きぇゅぇちうくしおけき きうくうきせきせ う きぇおしうきせきせц 
11. ╁けょう おぇさすうちっ しうすくけゅ うくゃっくすぇさぇц 
12. ╁けょう っゃうょっくちうめせ け おやうゅぇきぇ いぇ かうつくぇ こさうきぇやぇ う いぇょせあっやぇц 
13. ╁けょう っゃうょっくちうめせ ゃけょけきっさぇц 
14. ]ぇしすぇゃもぇ しこうしぇお ゃけょけきっさぇ いぇ ぉぇあょぇさっやっц 
15. ]こさけゃけょう きっさっ ╀╇╆′[ う ‶‶╆ せ しゃけき ょっかけおさせゅせ さぇょぇц 
16. 〉つっしすゃせめっ せ ぇおちうめう さぇいくけてっやぇ さぇつせくぇ う けこけきっくぇ いぇ せすさけてっくせ ゃけょせ う せしかせゅっц 
17. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ すぇつくけしす う ぇあせさくけしす しゃうた こけしかけゃぇ おけめっ けぉぇゃもぇц 
18. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ おけめっ きせ こけ こさうさけょう こけしかぇ こさうこぇょぇめせц 
19. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ [せおけゃけょうけちぇ ]かせあぉっ う ╃うさっおすけさぇ ‶さっょせいっゆぇ; 
20. ̈ ょゅけゃぇさぇ いぇ おゃぇかうすっす う けぉうき せさぇふっくけゅ こけしかぇц 
21. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ こけゃっさっくぇ きせ しさっょしすゃぇ. 

 
 ╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ [せおけゃけょうけちせ ]かせあぉっ, ╂かぇゃくけき うくあっやっさせ う ╃うさっおすけさせ 
こさっょせいっゆぇ. 
 ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ]]]ц IV うかう III しすっこっく っおけくけきしおけゅ うかう 
きぇてうくしおけゅ しきっさぇ. 
 ‶けしっぉくう せしかけゃうх ‶けかけあっく ゃけいぇつおう うしこうす "╀" おぇすっゅけさうめっц こけすさっぉくけ さぇょくけ うしおせしすゃけх м 
ゅけょうくぇ 

 

  
 42. [╄《╄[╄′〈 ¨╃[╅┿╁┿┺┿ ╁¨╆′¨╂ ‶┿[╉┿ 

 

 ¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 
1. ]ぇゅかっょぇゃぇ こけすさっぉっ くぇぉぇゃおっ さっいっさゃくうた ょっかけゃぇ う こさぇすっゆっ けこさっきっ いぇ ゃけいくう こぇさおц 
2. ‶っさきぇくっくすくけ こさぇすう ぇくゅぇあけゃぇやっ ゃけいくけゅ こぇさおぇ せ おけけさょうくぇちうめう しぇ させおけゃけょうけちうきぇ 

けさゅぇくういぇちうけくうた めっょうくうちぇц 
3. ¨ゃっさぇゃぇ こせすくっ くぇかけゅっ う ゃさてう おけくすさけかせ すったくうつおっ うしこぇさぇゃくけしすう ゃけいうかぇ う さぇょくうた きぇてうくぇц 
4. ╁けょう っゃうょっくちうめせ け ういょぇすうき こせすくうき くぇかけいうきぇц 
5. ╁けょう っゃうょっくちうめせ け さっょけゃくうき う ゃぇくさっょくうき すったくうつおうき こさっゅかっょうきぇц 
6. ╁けょう こけしかけゃっ う けさゅぇくういせめっ さぇょ くぇ けょさあぇゃぇやせ ゃけいうかぇ う さぇょくうた きぇてうくぇц 
7. 』せゃぇ さっいっさゃくっ おもせつっゃっ しゃうた ゃけいうかぇ う さぇょくうた きぇてうくぇц 
8. [っゅうしすさせめっ しゃぇ ゃけいうかぇ う こさうめぇゃもせめっ くぇおくぇょせ てすっすっц 
9. ╁けょう すったくうつおけ-すったくけかけておせ ょけおせきっくすぇちうめせ せい おけさうてゆっやっ ┿¨‶-ぇц 
10. ╁さてう こけしかけゃっ せくせすさぇてやっ おけくすさけかっ くぇょ こさうきっくけき こさけこうしぇ け ぉっいぉっょくけしすう しぇけぉさぇゆぇめぇ くぇ 

こせすっゃうきぇц 
11. 〉 おけけさょうくぇちうめう しぇ [せおけゃけょうけちっき ]かせあぉっ いぇ さぇいゃけめ もせょしおうた さっしせさしぇ こさぇすう こさけこうしっ う 

けさゅぇくういせめっ こさけゃっさせ いくぇやぇ け ぉっいぉっょくけしすう しぇけぉさぇゆぇめぇц 
12. 〉 おけけさょうくぇちうめう しぇ [せおけゃけょうけちっき ]かせあぉっ いぇてすうすっ う おけくすさけかっ ゃさてう おけくすさけかせ 

こしうたけそういうつおっ しこさっきくけしすう ゃけいぇつぇ う こけしぇょっ ゃけいうかぇ いぇ ういゃさてっやっ さぇょくうた いぇょぇすぇおぇ う 
こさうきっくせ きっさぇ ╀╆′[з ‶‶╆ う ╆¨╀]‶-ぇц 

13. 〉ょぇもぇゃぇ ゃけいぇつぇз させおけゃぇけちぇ うかう つかぇくぇ こけしぇょっ ゃけいうかぇ いぉけゅ ぇかおけたけかうしぇくけしすう うかう ゃうょもうゃっ 
いぇきけさっくけしすう せい しぇしすぇゃもぇやっ いぇこうしくうおぇ け せょぇもぇゃぇやせ う ういゃってすぇゃぇやっ け せょぇもぇゃぇやせ 
くっこけしさっょくけ くぇょさっふっくけゅ させおけゃけょうけちぇц 

14. ′っ ょけいゃけもぇゃぇ ょぇ ゃけいうかけき せこさぇゃもぇ かうちっ ぉっい けょゅけゃぇさぇめせゆっ ゃけいぇつおっ ょけいゃけかっ うかう 
こけかけあっくけゅ しすさせつくけゅ うしこうすぇ う くっ ょけいゃけもぇゃぇ ょぇ しっ せ ゃけいうかせ くぇかぇいう かうちっ おけめっ くうめっ 
けょさっふっくけ さぇょくうき う こせすくうき くぇかけゅけきц 

15. ╇しおもせつせめっ うい っおしこかけぇすぇちうめっ ゃけいうかけ うかう きぇてうくせ せしかっょ すったくうつおっ くっうしこさぇゃくけしすうц 
16. 〉 おけけさょうくぇちうめう しぇ ¨ゃかぇてゆっくうき かうちっき いぇ ╀╆′[ けさゅぇくういせめっ う ゃけょう っゃうょっくちうめせ け かっおぇさしおうき 
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こさっゅかっょうきぇ ゃけいぇつぇц 
17. ╇いさぇふせめっ う ょけしすぇゃもぇ ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ ょくっゃくっз くっょっもくっз こっさうけょうつくっう ゅけょうてやっ 

ういゃってすぇめっ け さぇょせз せすさけておせ ゅけさうゃぇз さっこさけきぇすっさうめぇかせз けぉぇゃもっくうき こけこさぇゃおぇきぇз 
すさけておけゃうきぇ こけこさぇゃおうз さぇょくうき しぇすうきぇ う こさっふっくけめ おうかけきっすさぇあう. 

18. ‶け くぇかけゅせ ╃うさっおすけさぇ こさっょせいっゆぇз ぇ こけ けゃっさっくけき さぇょくけき う こせすくけき くぇかけゅせз せこさぇゃもぇ 
すっさっすくうき う こせすくうつおうき ゃけいうかけき. 
 

 ╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ [せおけゃけょうけちせ ]かせあぉっз ╂かぇゃくけき うくあっやっさせ う ╃うさっおすけさせ 
こさっょせいっゆぇ. 
 ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ]]]ц IV うかう III しすっこっく っおけくけきしおけゅ うかう 
きぇてうくしおけゅ しきっさぇ. 
 ‶けしっぉくう せしかけゃうх ‶けかけあっく ゃけいぇつおう うしこうす "╀" う „『“ おぇすっゅけさうめっц いくぇやっ さぇょぇ くぇ さぇつせくぇさせц 
こけすさっぉくけ さぇょくけ うしおせしすゃけх м ゅけょうくぇ 

 

 
 43. ]╄[〈╇《╇╉¨╁┿′╇ ]╊〉╅╀╄′╇╉ ╆┿ ┸┿╁′╄ ′┿╀┿╁╉╄ 

 

 ¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 
1. ¨ぉぇゃもぇ こけしかけゃっ こかぇくうさぇやぇз しこさけゃけふっやぇ う ういゃさてっやぇ めぇゃくうた くぇぉぇゃおう; 

2. ‶け くぇかけゅせ ょうさっおすけさぇз ぇ せ しぇさぇょやう しぇ させおけゃけょうけちうきぇ う しすさせつくうき かうちうきぇ うい ょさせゅうた 
しかせあぉうз こかぇくうさぇ めぇゃくせ くぇぉぇゃおせз しこさけゃけょう こけしすせこぇお めぇゃくっ くぇぉぇゃおっ, ういさぇふせめっ おけくおせさしくせ 
ょけおせきっくすぇちうめせ う ういさぇふせめっ うくすっさくっ ぇおすっ せ こけしすせこおせ めぇゃくうた くぇぉぇゃおう;  

3. ‶さぇすう いぇおけくしおっ こさけこうしっ うい けぉかぇしすう めぇゃくうた くぇぉぇゃおう う せこせゆせめっ くぇ やうたけゃせ こさぇゃうかくせ 
こさうきっくせ; 

4. 〉おぇいせめっ くぇ こけしかっょうちっ こけゃさっょっ う くっこさうょさあぇゃぇやぇ こさけこうしぇ うい けぉかぇしすう めぇゃくうた くぇぉぇゃおう; 

5. ╉ぇけ しすさせつくう つかぇく せつっしすゃせめっ せ さぇょせ おけきうしうめっ いぇ めぇゃくっ くぇぉぇゃおっз しぇしすぇゃもぇ ういゃってすぇめっ け 
しすさせつくけめ けちっくう こけくせょぇ う うしすう こさっょぇめっ ╃うさっおすけさせ しぇ こさっょかけゅけき いぇ ょけょっかせ せゅけゃけさぇ 
くぇめこけゃけもくうめっき こけくせふぇつせз けょくけしくけ しぇ こさっょかけゅけき いぇ けぉせしすぇゃせ こけしすせこおぇ; 

6. ╉けくすさけかうてっ う こぇさぇそうさぇ せゅけゃけさっ しぇつうやっくっ しぇ ういぇぉさぇくうき こけくせふぇつうきぇ гょけぉぇゃもぇつうきぇдз ぇ 
こけすけき うた ょけしすぇゃもぇ ╃うさっおすけさせ くぇ こけすこうし; 

7. ‶さぇすう さっぇかういぇちうめせ いぇおもせつっくうた せゅけゃけさぇз けょくけしくけ こさぇすう ういゃさてっやっ めぇゃくっ くぇぉぇゃおっ; 

8. ]ゃぇおけょくっゃくけ こさうきぇ しすさぇくおっ いぇうくすっさっしけゃぇくっ いぇ しぇさぇょやせ しぇ こさっょせいっゆっき さぇょう こかぇしきぇくぇ 
こさけういゃけょぇз せしかせゅぇ うкうかう さぇょけゃぇ; 

9. ╆ぇうくすっさっしけゃぇくうきぇ いぇ せつっしすゃけゃぇやっ せ めぇゃくうき くぇぉぇゃおぇきぇ ょぇめっ うくそけさきぇちうめっ う せゃうょ せ 
ょけおせきっくすぇちうめせ せ しおかぇょせ しぇ ╆ぇおけくけき け めぇゃくうき くぇぉぇゃおぇきぇз こけょいぇおけくしおうき ぇおすうきぇз 
こさぇゃうかくうちうきぇ ょさせゅうき こけいうすうゃくうき こさぇゃくうき こさけこうしうきぇ う うくすっさくうき こさぇゃくうき ぇおすうきぇ; 

10. 〉 すけおせ こけしすせこおぇ めぇゃくっ くぇぉぇゃおっ せつっしくうおっ けぉぇゃってすぇゃぇ け っゃっくすせぇかくうき ういきっくぇきぇ う ょけこせくぇきぇ 
ゃっいぇくうき いぇ おけくおさっすくせ くぇぉぇゃおせ う ょぇめっ しゃぇ こけすさっぉくぇ けぉめぇてやっやぇ おけめぇ しっ けょくけしっ くぇ 
けょさっふっくせ おけくおせさしくせ ょけおせきっくすぇちうめせ せ しおかぇょせ しぇ ╆ぇおけくけき; 

11. ╇くうちうさぇ しぇさぇょやせ う ぇおすうゃくけ せつっしすゃせめっ せ しぇさぇょやう しぇ ょさせゅうき しかせあぉぇきぇ せ ちうもせ おゃぇかうすっすくけゅ 
こかぇくうさぇやぇ めぇゃくっ くぇぉぇゃおっз こさけくぇかぇあっやぇ けこすうきぇかくけゅ おさうすっさうめせきぇ いぇ ょけょっかせ せゅけゃけさぇ う 
おゃぇかうすっすくけゅ そけさきうさぇやぇ おけくおせさしくっ ょけおせきっくすぇちうめっ; 

12. ╇くうちうさぇ おけょ させおけゃけょうかぇちぇ ょさせゅうた しかせあぉう ょぇ こさっょかけあっ しすさせつくっ つかぇくけゃっ おけきうしうめっ いぇ 
めぇゃくっ くぇぉぇゃおっ こさっきぇ おゃぇかうそうおぇちうめぇきぇз しすさせつくけしすうз うしおせしすゃせ う こけいくぇゃぇやせ おけくおさっすくけゅ 
こさけういゃけょぇ うかう せしかせゅっ; 

13. ‶け こけょくっすうき いぇたすっゃうきぇ いぇ いぇてすうすせ こさぇゃぇ けょ しすさぇくっ いぇうくすっさっしけゃぇくうた かうちぇ せ こけしすせこちうきぇ 
めぇゃくうた くぇぉぇゃおうз ょけしすぇゃもぇ しゃせ こけすさっぉくせ ょけおせきっくすぇちうめせ [っこせぉかうつおけめ おけきうしうめう いぇ いぇてすうすせ 
こさぇゃぇ せ こけしすせこちうきぇ めぇゃくうた くぇぉぇゃおう しぇ しゃうき こけすさっぉくうき う すさぇあっくうき けぉめぇてやっやうきぇ う 
けぉさぇいかけあっやうきぇ せ こうしぇくけめ そけさきうз ぇ こさっきぇ ╆ぇおけくけき こさっょゃうふっくけめ こさけちっょせさうз けょくけしくけ 
こさうこさっきぇ こさっょかけゅ いぇ せしゃぇめぇやっ いぇたすっゃぇ いぇ いぇてすうすせ こさぇゃぇ гぇおけ ╉けきうしうめぇ いぇ めぇゃくっ くぇぉぇゃおっ 
こさけちっくう ょぇ めっ こけょくっすう いぇたすっゃ いぇ いぇてすうすせ こさぇゃぇ けしくけゃぇくд う うしすう こさけしかっふせめっ ょうさっおすけさせ くぇ 
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こけすこうし; 
14. 〉つっしすゃせめっ せ せしきっくうき さぇしこさぇゃぇきぇ こさっょ [っこせぉかうつおけき おけきうしうめけき いぇ いぇてすうすせ こさぇゃぇ せ 

こけしすせこちうきぇ めぇゃくうた くぇぉぇゃおう こけ こけょくっすけき いぇたすっゃせ いぇ いぇてすうすせ こさぇゃぇ; 
15. 〉つっしすゃせめっ せ しぇつうやぇゃぇやせ こさけゅさぇきぇ こけしかけゃぇやぇ う そうくぇくしうめしおうた こかぇくけゃぇ ‶さっょせいっゆぇз くぇ 

けしくけゃせ おけめうた しぇつうやぇゃぇ こかぇく くぇぉぇゃおう つうめせ さっぇかういぇちうめせ こさぇすう う け つっきせ けぉぇゃってすぇゃぇ 
╃うさっおすけさぇ; 

16. ]ぇつうやぇゃぇ ういゃってすぇめ け ういゃさてっやせ ‶かぇくぇ くぇぉぇゃおう う うしすう ょけしすぇゃもぇ 〉こさぇゃう いぇ めぇゃくっ くぇぉぇゃおっ 
う ╃さあぇゃくけめ さっゃういけさしおけめ うくしすうすせちうめう せ ╆ぇおけくけき こさっょゃうふっくけき さけおせ; 

17. ‶さう しこさけゃけふっやせ くぇぉぇゃおう くぇ おけめっ しっ いぇおけく くっ こさうきっやせめっ しすぇさぇ しっ ょぇ けぉっいぉっょう 
おけくおせさっくちうめせ う ょぇ けぉっいぉっょう ょぇ せゅけゃけさっくぇ ちっくぇ くっ ぉせょっ ゃっゆぇ けょ せこけさっょうゃっ すさあうてくっ 
ちっくっз くぇ くぇつうく こさっょゃうふっく ╆ぇおけくけき; 

18. ╉けきこかっすうさぇ ょけおせきっくすぇちうめせ ゃっいぇくせ いぇ こさけちっし くぇぉぇゃおう う すけ けょ こけつっすおぇ さぇしこうしうゃぇやぇ 
くぇぉぇゃおっз こぇ ょけ こかぇゆぇやぇ う うしこけさせおっ こさけういゃけょぇ, せしかせゅぇ うкうかう さぇょけゃぇ;  

19. ╁けょう っかっおすさけくしおせ っゃうょっくちうめせ しゃうた せかぇいくうた う ういかぇいくうた ょけおせきっくぇすぇ; 

20. ╁けょう っゃうょっくちうめっх しゃうた さぇょやう う ぇおぇすぇ すけおけき こかぇくうさぇやぇз しゃうた いぇおもせつっくうた せゅけゃけさぇ う 
っゃうょっくちうめせ しゃうた ょけぉぇゃもぇつぇ; 

21. ╆ぇょせあっく めっ いぇ ぉかぇゅけゃさっきっくけ ょけしすぇゃもぇやっ しゃうた ゃさしすぇ けゅかぇしぇз けぉぇゃってすっやぇ う ういゃってすぇめぇ くぇ 
‶けさすぇか 〉こさぇゃっ いぇ めぇゃくっ くぇぉぇゃおっ う うくすっさくっす しすさぇくうちう こさっょせいっゆぇ; 

22. ╆ぇょせあっく めっ いぇ こさぇゆっやっ いぇおもせつっくうた せゅけゃけさぇ う せおけかうおけ せ すけおせ ういゃさてっやぇ  せゅけゃけさぇ せけつう 

けょさっふっくぇ けょしすせこぇやぇз けょきぇた けぉぇゃってすぇゃぇ ╃うさっおすけさぇ ‶さっょせいっゆぇз こさぇゃくせ しかせあぉせз 
っおけくけきしおせ しかせあぉせ う つかぇくけゃっ ╉けきうしうめっ いぇ めぇゃくせ くぇぉぇゃおせ せ ちうもせ ぉかぇゅけゃさっきっくけゅ さっぇゅけゃぇやぇ 

гくぇこかぇすっ せゅけゃけさっくうた こっくぇかぇ う しか.д; 
23. ╁けょう っかっおすさけくしおせ っゃうょっくちうめせ け しゃうき さっぇかういけゃぇくうき う くっさっぇかういけゃぇくうき くぇぉぇゃおぇきぇз こさぇゃう 

くっょっもくう ういゃってすぇめ う ょけしすぇゃもぇ ゅぇ ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇц 
24. ‶さぇすう おさっすぇやっ ちっくぇ くぇ すさあうてすせз ぇくぇかういうさぇ うたз ゃけょう っゃうょっくちうめせ け ちっくぇきぇ くぇぉぇゃもっくっ 

さけぉっ гぉぇいぇ こけょぇすぇおぇд う ぇあせさうさぇ うた こさっきぇ おさっすぇやせ ちっくぇ くぇ すさあうてすせ;  
25. ]ゃっ こけょぇすおっ うい ょけぉうめっくうた こけくせょぇ гうくそけさきぇすうゃくうた う いゃぇくうつくうたд ぇくぇかういうさぇз けぉさぇふせめっз 

せくけしう せ さぇつせくぇさ う こさぇゃう ぉぇいせ こけょぇすぇおぇ; 

26. ]ゃぇおせ こけいうちうめせ うい ‶かぇくぇ くぇぉぇゃおう こけしっぉくけ さぇいさぇふせめっз すぇおけ てすけ いぇ しゃぇおせ くぇぉぇゃおせ しぇ 
けょさっふっくっ こけいうちうめっ せくけしう ぇくぇかうすうつおっ こけょぇすおっ гちっくぇз さけお うしこけさせおっз こけいうゃ くぇ しすぇくょぇさょっз 
せしかけゃう う さけお こかぇゆぇやぇ う しかうつくけдз こけょぇすおっ けぉさぇふせめっ う ぇくぇかういうさぇ う せいうきぇ うた せ けぉいうさ 
こさうかうおけき しぇつうやぇゃぇやぇ こさっょかけゅぇ ういきっくっ こけしすけめっゆっゅз けょくけしくけ しぇしすぇゃもぇやぇ くけゃけゅ ‶かぇくぇ 

くぇぉぇゃおう う ‶さけゅさぇきぇ こけしかけゃぇやぇ ‶さっょせいっゆぇ; 

27. ‶けしっぉくけ ゃけょう ぉぇいせ こけょぇすぇおぇ いぇ めぇゃくっ くぇぉぇゃおっ くぇ しかっょっゆう くぇつうくх 
a. ]ゃぇおせ めぇゃくせ くぇぉぇゃおせ ゃけょう おぇけ こけしっぉぇく こさっょきっす こけょ けょさっふっくうき ぉさけめっき, 

b. ╆ぇ しゃぇおせ めぇゃくせ くぇぉぇゃおせ せくけしう くぇめいくぇつぇめくうめっ こけょぇすおっ おぇけ てすけ しせх ょっすぇもぇく けこうし 
こさっょきっすぇ くぇぉぇゃおっз ちっくぇ гけぉぇゃっいくけ しっ くぇゃけょう しさっょやう おせさし っゃさぇ くぇ ょぇく けすゃぇさぇやぇ 
こけくせょぇз おぇおけ ぉう しっ こけょぇすぇお きけゅぇけ おけさうしすうすう いぇ こけすさっぉっ ょぇもっゅ こかぇくうさぇやぇдз さけお 
うしこけさせおっкういゃさてっやぇз せしかけゃう う さけお こかぇゆぇやぇ う ょさせゅっ ゃぇあくっ こけょぇすおっ おけめう ゆっ しっ 
おけさうしすうすう いぇ こけすさっぉっ ぉせょせゆっゅ こかぇくうさぇやぇ, 

c. 〉 しぇさぇょやう しぇ しすさせつくうき つかぇくけき すったくうつおっ しかせあぉっ せくけしう こけょぇすおっ おけめう しせてすうくしおう 
けこうしせめせ おゃぇかうすっす う けぉぇゃっいくけ しっ こけいうゃぇ くぇ しすぇくょぇさょっ うい こけくせょっ; 

28. ′ぇ けしくけゃせ ぇくぇかういうさぇくうた こけょぇすぇおぇ しぇつうやぇゃぇ ういゃってすぇめ ╃うさっおすけさせ こさっょせいっゆぇз こさっょかぇあっ 
ゅょっ ょぇ しっ くぇぉぇゃっ こさけういゃけょうз せしかせゅっ うкうかう さぇょけゃう けょゅけゃぇさぇめせゆっゅ おゃぇかうすっすぇ こけ 
くぇめこけゃけもくうめうき せしかけゃうきぇ; 

29. ]ゃぇおけょくっゃくけ こさぇすう さっぇかういぇちうめせ くぇぉぇゃおっ こけ こけいうちうめぇきぇ うい ‶かぇくぇ くぇぉぇゃおう う ‶さけゅさぇきぇ 
こけしかけゃぇやぇ う さぇいきっやせめっ うくそけさきぇちうめっ しぇ そうくぇくしうめしおけき しかせあぉけきз けょくけしくけ せしぇゅかぇてぇゃぇ 
しすぇやっ; 

30. ╃けしすぇゃもぇ くっょっもくう ういゃってすぇめ け こさっしっおせ しすぇやぇз すめ. さっぇかういぇちうめう くぇぉぇゃおう せ けょくけしせ くぇ 
‶さけゅさぇき う ‶かぇくз おぇけ う おせきせかぇすうゃくっ きeしっつくっ ういゃってすぇめっ け こさっしっおせ しすぇやぇз すめ. け 
さっぇかういけゃぇくうき くぇぉぇゃおぇきぇ せ けょくけしせ くぇ ‶かぇく. 
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╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ ╃うさっおすけさせ こさっょせいっゆぇ. 

 ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ╁]]; VII しすっこっく ょさせてすゃっくけゅ しきっさぇ. 
‶けしっぉくう せしかけゃうх ‶けかけあっく ╇しこうす いぇ しかせあぉっくうおぇ いぇ めぇゃくっ くぇぉぇゃおっ; いくぇやっ さぇょぇ くぇ 

さぇつせくぇさせц こけすさっぉくけ さぇょくけ うしおせしすゃけх м ゅけょうくぇ 

 
 

 44. [〉╉¨╁¨╃╇╊┿『 ]╊〉╅╀╄ ╆┿ [┿╆╁¨┸ ┹〉╃]╉╇》 [╄]〉[]┿ 

 
 ¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 

1. ¨さゅぇくういせめっ う おけけさょうくうさぇ さぇょけき しゃうた いぇこけしかっくうた せ ]かせあぉう; 

2. ‶かぇくうさぇやっ さぇょくっ しくぇゅっ おけめっ せおもせつせめっ うょっくすうそうおけゃぇやっ こけすさっぉぇ いぇ くけゃうき うくすっさくうき う 
っおしすっさくうき いぇこけしかっやうきぇз ぇくぇかういせ ういぉけさぇ おぇくょうょぇすぇз こかぇくうさぇやっ くぇしかっふうゃぇやぇ 
いぇこけしかっくうた くぇ おもせつくうき こけいうちうめぇきぇ う さぇいゃけめ いぇこけしかっくうた せ ちうもせ こさっせいうきぇやぇ 
けょゅけゃけさくうめうた こけいうちうめぇ せ ‶さっょせいっゆせ; 

3. ╉さっうさぇやっ こかぇくぇ けぉせおぇз おけめう こけょさぇいせきっゃぇ うょっくすうそうおけゃぇやっ こけすさっぉぇ いぇ けぉせおぇきぇ 
いぇこけしかっくうた せ ゃっいう しぇ くけゃうき こけしかけゃくうき こさけちっしうきぇ うかう さぇいゃうめぇやっき ゃってすうくぇ いぇこけしかっくうた 
おぇおけ ぉう しすっおかう いくぇやぇ う ゃってすうくっ くっけこたけょくっ いぇ けぉぇゃもぇやっ いぇょぇすぇおぇ さぇょくけゅ きっしすぇ う うきぇかう 
きけゅせゆくけしす ょぇもっゅ さぇいゃけめぇ おぇさうめっさっ う くぇこさっょけゃぇやぇ; 

4. ╇くすっさくぇ おけきせくうおぇちうめぇз けょくけしくけ せしこけしすぇゃもぇやっ う せくぇこさっふっやっ おぇくぇかぇ おけきせくうおぇちうめっ せ 
ちうもせ けぉっいぉっふうゃぇやぇ すさぇくしこぇさっくすくけしすう せ しゃぇおけょくっゃくけき さぇょせ う うくそけさきうしぇやぇ いぇこけしかっくうた 
け こうすぇやうきぇ う すっきぇきぇ ゃぇあくうき いぇ こけしかけゃぇやっ ‶さっょせいっゆぇ; 

5. ]おっくうさぇやっ こさけちっしっ うい けぉかぇしすう もせょしおうた さっしせさしぇз ょけおせきっくすけゃぇやっ うしすうた う ぇくぇかういぇ 
きけゅせゆくけしすう いぇ せくぇこさっふっやっ こさけちっしぇ う っそうおぇしくけしすう ちっかけおせこくっ ]かせあぉっ; 

6. ╉けさうてゆっやっ さっいせかすぇすぇ しこさけゃっょっくうた ぇくぇかういぇ いぇ さぇいゃけめ う こさうこさっきせ こけかうすうおぇ う こさけちっょせさぇз 
やうたけゃせ うきこかっきっくすぇちうめせ う さっゃうょうさぇやっ くぇおけく せけつぇゃぇやぇ くっょけしすぇすぇおぇ うかう こさけきっくぇ せ 
こさけちっしうきぇ う こけしかけゃくけき けおさせあっやせ; 

7. [ぇいゃけめ しゃうた けぉさぇいぇちぇ う そけさきせかぇさぇ おけめう きけゅせ ぉうすう けょ おけさうしすう いぇ こさけちっしっ もせょしおうた さっしせさしぇз 
せ ちうもせ けきけゅせゆぇゃぇやぇ っそうおぇしくけゅ う ぉさいけゅ けぉぇゃもぇやぇ しゃうた いぇょぇすぇおぇ しぇ めっょくっ しすさぇくっ う 
こけしすぇゃもぇやぇ ぉぇいっ こけょぇすぇおぇ いぇ せしこけしすぇゃもぇやっ きっすさうおっз きっさっやぇ う こさぇゆっやぇ せつうくおけゃうすけしすう 
しぇ ょさせゅっ しすさぇくっ; 

8. ‶さぇゆっやっ すさっくょけゃっ くぇ すさあうてすせ さぇょくっ しくぇゅっз ぇくぇかういぇ う こさうきっくぇ くぇめぉけもうた こさうきっさっ うい 
こさぇおしっ; 

9. [ぇいゃけめ う ょっそうくうしぇやっ こぇおっすぇ ういゃってすぇゃぇやぇ せ しぇさぇょやう しぇ さっかっゃぇくすくうき しぇさぇょくうちうきぇ せ 
けおゃうさせ ょさせゅうた ]かせあぉう; 

10. ‶させあぇやっ こさぇゃくっ こけょさておっ いぇ しゃぇ こうすぇやぇ うい ょけきっくぇ もせょしおうた さっしせさしぇз こさぇゆっやっ ゃぇあっゆっ 
さっゅせかぇすうゃっз せしこけしすぇゃもぇやっ うくすっさくっ さっゅせかぇすうゃっ うい しゃけめっ けぉかぇしすう こけしかけゃぇやぇз ぇ おけめぇ めっ せ 
しおかぇょせ しぇ ゃぇあっゆうき いぇおけくけょぇゃしすゃけき う こけかうすうおぇきぇ う こさけちっょせさぇきぇ ‶さっょせいっゆぇ う 
うしすけゃさっきっくけ けきけゅせゆぇゃぇ うしこせやっやっ ちうもっゃぇ ‶さっょせいっゆぇ; 

11. 〉 しおかぇょせ しぇ しすさぇすっておうき ちうもっゃうきぇ ‶さっょせいっゆぇз ぇょきうくうしすさうさぇやっ しゃうた けょかせおぇ け こさけきっくぇきぇ 
けさゅぇくういぇちうめっ おけめう しっ すうつせ しすぇすせしぇ いぇこけしかっくうた; 

12. ‶させあぇやせ こさぇゃくっ こけょさておっ う しぇゃっすけゃぇやっ うい ょけきっくぇ おけかっおすうゃくけゅ せゅけゃけさぇ; 

13. 〉こさぇゃもぇやっ さぇょくけ-こさぇゃくうき こうすぇやうきぇ; 
14. ┿ょきうくうしすさうさぇやっ こさけちっしぇ いぇこけてもぇゃぇやぇ гうくすっさくけゅ う っおしすっさくけゅд; 
15. ′ぇょいけさ くぇょ ょさあぇゃぇやっき ょけしうめっぇ いぇこけしかっくうた う ぇあせさうさぇやっき しゃうた ぉぇいぇ こけょぇすぇおぇц 
16. ′ぇょいけさ くぇょ こさうめぇゃもうゃぇやっき いぇこけしかっくうた くぇ さっかっゃぇくすくっ そけくょけゃっ う ういょぇゃぇやっ こけすゃさょぇ け 

さぇょくけき しすぇすせしせ いぇこけしかっくうた. 
17. ]ぇきけしすぇかくけ ういさぇふせめっ すうこしおっ こけめっょうくぇつくっ こさぇゃくっ ぇおすっ ‶けしかけょぇゃちぇц 
18. ‶け くぇかけゅせ う せこせすしすゃうきぇ ╃うさっおすけさぇ ‶さっょせいっゆぇ ういさぇふせめっ くぇちさすっ しかけあっくうた こけめっょうくぇつくうた 

こさぇゃくうた ぇおぇすぇц 
19. 〉つっしすゃせめっ せ さぇょせ う こさうこさっきぇ  きぇすっさうめぇかっ いぇ しっょくうちっ ′ぇょいけさくけゅ けょぉけさぇц 
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20. 《けさきうさぇやっ こさっょきっすぇ いぇ せすせあっやっц 
21. ┿おすうゃくぇ しぇさぇょやぇ しぇ ぇょゃけおぇすしおけき おぇくちっかぇさうめけき さぇょう こけょくけてっやぇ こさっょかけゅぇ いぇ ういゃさてっやっ 

こさけすうゃ ういゃさてくうた ょせあくうおぇц 
22. ╇いさぇょぇ さっこさけゅさぇきぇ - ]こけさぇいせきぇ け ゃぇくしせょしおけき こけさぇゃくぇやせц 
23. 〉つっしすゃけゃぇやっ せ さぇょせ さぇいくうた ╉けきうしうめぇц 
24. ‶けしすせこぇやっ こけ いぇたすっゃうきぇ いぇ こさうしすせこ うくそけさきぇちうめぇきぇ けょ めぇゃくけゅ いくぇつぇめぇц 
25. ‶けしすせこぇやっ こけ くぇかけいうきぇ ‶けゃっさっくうおぇ いぇ うくそけさきぇちうめっ けょ めぇゃくけゅ いくぇつぇめぇц 
26. ‶け こけすさっぉう おけくすぇおすうさぇ しぇ くっこけしさっょくうき ういゃさてうけちうきぇ こけしかけゃぇ せ そけくょけゃうきぇ いぇ しけちうめぇかくけ 

けしうゅせさぇやっз ′ぇちうけくぇかくけめ しかせあぉう いぇ いぇこけてもぇゃぇやっ う ょさせゅうき けさゅぇくういぇちうめぇきぇ せ ちうもせ 
けぉっいぉっふうゃぇやぇ せさっょくけゅ う ぇあせさくけゅ けぉぇゃもぇやぇ しゃけめうた こけしかけゃぇц 

27. ╁けょう いぇこうしくうおっ くぇ しっょくうちぇきぇ けさゅぇくぇ ‶けしかけょぇゃちぇ う せ こけしすせこちうきぇ おけめっ しこさけゃけょっ けさゅぇくう 
うかう けゃかぇてゆっくぇ かうちぇ こけしかけょぇゃちぇц 

28. 〈ったくうつおう けぉさぇふせめっ う ょうしすさうぉせうさぇ きぇすっさうめぇかっ いぇ さぇょ けさゅぇくぇ ‶けしかけょぇゃちぇц 
29. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ せさっょくけз ぇあせさくけ う こさけこうしくけ けょかぇゅぇやっ ょけおせきっくぇすぇ ‶けしかけょぇゃちぇц 
30. ̈  しゃけき さぇょせ さっょけゃくけ ういゃってすぇゃぇ ╃うさっおすけさぇ ‶さっょせいっゆぇ; 
31. ‶さぇすう こさけこうしっ う けこてすっ ぇおすっ ‶けしかけょぇゃちぇ うい けぉかぇしすう さぇょくうた けょくけしぇ う おぇくちっかぇさうめしおけゅ 

こけしかけゃぇやぇц 
32. ‶さうきっやせめっ きっさっ ╀╇╆′[ う ‶‶╆ うい ょっかけおさせゅぇ しゃけゅぇ さぇょぇц 
33. [ぇょう う しゃっ けしすぇかっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ ╃うさっおすけさぇ ‶さっょせいっゆぇц 
34. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ おけめう きせ こけ こさうさけょう こけしかぇ こさうこぇょぇめせц 
35. ̈ ょゅけゃぇさぇ いぇ おゃぇかうすっす う けぉうき せさぇふっくけゅ こけしかぇц 
36. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ こけゃっさっくぇ きせ しさっょしすゃぇ. 
37. ̈ ぉぇゃっいぇく めっ ょぇ ぉせょっ せ こさうこさぇゃくけしすう ょぇ しっ けょぇいけゃっ こけいうゃせ ‶けしかけょぇゃちぇ いぇ けぉぇゃもぇやっ 

こけしかけゃぇ う ゃぇく さっょけゃくけゅ さぇょくけゅ ゃさっきっくぇз くっさぇょくうき ょぇくうきぇ う こさぇいくうちうきぇз ぇおけ しっ せおぇあっ 
すぇおゃぇ こけすさっぉぇ – ‶ぇしうゃくけ ょっあせさしすゃけ. 
 
╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう めっ けょゅけゃけさぇく ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ. 

 ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ╁]], VII しすっこっくз ╃うこかけきうさぇくう こさぇゃくうお せい 
ょけょぇすくけ けぉさぇいけゃぇやっ うい けぉかぇしすう もせょしおうた さっしせさしぇ. 
 ‶けしっぉくう せしかけゃうх ╆くぇやっ さぇょぇ くぇ さぇつせくぇさせц こけすさっぉくけ さぇょくけ うしおせしすゃけх 3 ゅけょうくっ 

 
 

45. ‶¨]╊¨╁′╇ ]╄╉[╄〈┿[ 

 
 ¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 

1. ╁けょう っゃうょっくちうめせ こさうしせすくけしすう くぇ こけしかせц 
2. ╁けょう っゃうょっくちうめせ せかぇいくうた う ういかぇいくうた ょけおせきっくぇすぇц 
3. ╁けょう っゃうょっくちうめせ おやうゅっ う くぇかけゅぇ いぇ しかせあぉっくう こせすц 
4. [せおせめっ すっかっそけくしおけき しっおさっすぇさしおけき ゅぇさくうすせさけきц 
5. ]すぇさぇ しっ け けすこさっきう ょけおせきっくぇすぇц 
6. ╁さてう そぇおすせさうしぇやっз おせちぇやっ ういゃってすぇめぇз うくそけさきぇちうめぇ う さぇいくっ すっおしすけゃっц 
7. ‶さうきぇ しすさぇくおっ いぇ ょうさっおすけさぇз こけしかせあせめっ ゅけしすっ う こけしかけゃくっ こぇさすくっさっц 
8. ╁さてう そけすけおけこうさぇやっ きぇすっさうめぇかぇц 
9. ╁けょう っゃうょっくちうめせ ょくっゃくうた ういかぇいぇ さぇょくうおぇц 
10. ]すぇさぇ しっ け っゃうょっくすうさぇやせ う ぇさたうゃうさぇやせ ょけおせきっくすぇちうめっ う いぇこうしくうおぇ しぇ しっょくうちっ けさゅぇくぇ 

せこさぇゃもぇやぇ う おけきうしうめぇц 
11. ╁けょう っゃうょっくちうめせ け ゅけょうてやうき けょきけさうきぇ いぇこけしかっくうたц 
12. ̈ ぉぇゃもぇ ょっけ ぇょきうくうしすさぇすうゃくうた こけしかけゃぇ せ ゃっいう さぇょぇ う さぇょくうた けょくけしぇ гこさうめぇゃぇз 

けょめぇゃもうゃぇやっ さぇょくうおぇ う しか.дц 
13. 〉つっしすゃせめっ せ ぇおちうめう さぇいくけてっやぇ さぇつせくぇ う けこけきっくぇ いぇ せすさけてっくせ ゃけょせ う せしかせゅっц 
14. ]こさけゃけょう きっさっ ╀╇╆′[ う ‶‶╆ せ しゃけき ょっかけおさせゅせ さぇょぇц 



‶さぇゃうかくうお け けさゅぇくういぇちうめう う しうしすっきぇすういぇちうめう こけしかけゃぇ せ ┸‶ „╁けょけおぇくぇか“ ╀っつっめ к ¨おすけぉぇさ, 2015. 

 

45 

 

15. ╁さてう う ょさせゅっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ [せおけゃけょうけちぇ ]かせあぉっ う ╃うさっおすけさぇ ‶さっょせいっゆぇц 
16. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ おけめっ きせ こけ こさうさけょう こけしかぇ こさうこぇょぇめせц 
17. ̈ ょゅけゃぇさぇ いぇ おゃぇかうすっす う けぉうき せさぇふっくけゅ こけしかぇц 
18. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ こけゃっさっくぇ きせ しさっょしすゃぇ. 

 

╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ [せおけゃけょうけちせ ]かせあぉっ いぇ さぇいゃけめ もせょしおうた さっしせさしぇ う 
╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ. 
 ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ]]]ц IV しすっこっく っおけくけきしおけゅ しきっさぇз 
ゅうきくぇいうめっ うかう こさぇゃくけゅ しきっさぇ. 
 ‶けしっぉくう せしかけゃうх ╆くぇやっ さぇょぇ くぇ さぇつせくぇさせц こけすさっぉくけ さぇょくけ うしおせしすゃけх м ゅけょうくぇ 

 

 
 46. ┿╃╋╇′╇]〈[┿〈¨[ 〉 ]╊〉╅╀╇ ┹〉╃]╉╇》 [╄]〉[]┿ 

 

 ¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 
 ‶け くぇかけゅせ う せい くぇょいけさ [せおけゃけょうけちぇ ]かせあぉっ いぇ さぇいゃけめ もせょしおうた さっしせさしぇх 

1. ╇いさぇょぇ う ぇあせさうさぇやっ ょけおせきっくすぇちうめっ いぇ こさうめぇゃせ う けょめぇゃせ いぇこけしかっくうた くぇ けぉぇゃっいくけ 
しけちうめぇかくけ けしうゅせさぇやっз おぇけ う こけょくけてっやっ ょけおせきっくすぇちうめっ くぇ くぇょかっあくっ そけくょけゃっ; 

2. ‶けこせやぇゃぇやっ すうこしおうた せゅけゃけさぇ け さぇょせз こさぇゆっやっ うしすっおぇ せゅけゃけさぇ う ういょぇゃぇやっ こさぇすっゆっ 
おぇょさけゃしおっ ょけおせきっくすぇちうめっ; 

3. ╄ゃうょっくすうさぇやっ う こさうこさっきぇ こけょぇすぇおぇ いぇ けぉさぇつせく いぇさぇょぇ いぇこけしかっくうた; 

4. ‶けょさておぇ いぇこけしかっくうきぇ せ けぉっいぉっふうゃぇやせ くっけこたけょくうた こけすゃさょぇ け いぇこけしかっやせ う こさぇすっゆっ 
ょけおせきっくすぇちうめっ; 

5. ╉けきせくうおぇちうめぇ しぇ ‶╇¨ そけくょけきз [っこせぉかうつおうき そけくょけき いぇ いょさぇゃしすゃっくけ けしうゅせさぇやっ う 
『っくすさぇかくうき さっゅうしすさけき; 

6. ┿あせさうさぇやっ う ゃけふっやっ ぉぇいっ こけょぇすぇおぇ いぇこけしかっくうた せ おぇょさけゃしおけき こさけゅさぇきせ; 
7. ╉さっうさぇやっ う ぇあせさうさぇやっ おぇょさけゃしおっ ょけおせきっくすぇちうめっ う っゃうょっくちうめっ; 

8. ‶さうめぇゃぇ う けょめぇゃぇ いぇこけしかっくうた; 

9. ¨ぉさぇょぇ こっさしけくぇかくうた ょけしうめっぇ いぇこけしかっくうた; 
10. 〉つってゆっ せ けぉさぇつせくせ こかぇすぇ いぇこけしかっくうた おぇけ う こけこせやぇゃぇやっ すうこしおうた [ってっやぇ け ゅけょうてやっき 

けょきけさせз こかぇゆっくけき кくっこかぇゆっくけき けょしせしすゃせ う け しゃうき ょさせゅうき こさぇゃうきぇ う けぉぇゃっいぇきぇ 
いぇこけしかっくうた; 

 

]ぇきけしすぇかくけх 
11. ̈ ぉぇゃもぇ しゃっ ゃさしすっ おせさうさしおうた こけしかけゃぇц 
12. [ぇいくけしう そうくぇくしうめしおせ ょけおせきっくすぇちうめせц 
13. ‶けょうあっ ょくっゃくっ ういゃってすぇめっ け しすぇやせ すっおせゆうた さぇつせくぇц 
14. ╄おしこっょせめっ しゃっ こけてすぇくしおっ こけてうもおっц 
15. ╃けくけしう くぇぉぇゃもっくう おぇくちっかぇさうめしおう きぇすっさうめぇかц 
16. ]こさけゃけょう きっさっ ╀╇╆′[ う ‶‶╆ せ しゃけき ょっかけおさせゅせ さぇょぇц 
17. 〉つっしすゃせめっ せ ぇおちうめう さぇいくけてっやぇ さぇつせくぇ う けこけきっくぇ いぇ せすさけてっくせ ゃけょせ う せしかせゅっц 
18. ╁さてう う けしすぇかっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ [せおけゃけょうけちぇ しかせあぉっ; 

19. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ おけめっ きせ こけ こさうさけょう こけしかぇ こさうこぇょぇめせц 
20. ̈ ょゅけゃぇさぇ いぇ おゃぇかうすっす う けぉうき せさぇふっくけゅ こけしかぇц 
21. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ こけゃっさっくぇ きせ しさっょしすゃぇ. 

 
 ╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ [せおけゃけょうけちせ ]かせあぉっ いぇ さぇいゃけめ もせょしおうた さっしせさしぇ う 
╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ. 
 ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ]【; IV しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっ. 

‶けしっぉくう せしかけゃうх ╆くぇやっ さぇょぇ くぇ さぇつせくぇさせц こけすさっぉくけ さぇょくけ うしおせしすゃけх м ゅけょうくぇ 
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 47. [〉╉¨╁¨╃╇╊┿『 ]╊〉╅╀╄ ¨‶【〈╇》 ‶¨]╊¨╁┿ 

 

 ¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 
1. ¨ぉぇゃもぇ しゃっ こけしかけゃっ くぇ ういさぇょう けこてすうた ぇおぇすぇ ‶さっょせいっゆぇц 
2. ‶さぇすう いぇおけくしおっ う ょさせゅっ こさけこうしっ おけめう しせ けょ いくぇつぇめぇ いぇ ょっかぇすくけしす ‶さっょせいっゆぇц 
3. ╇くそけさきうてっ させおけゃけょうけちっ けしすぇかうた ]かせあぉうз せあうた けさゅぇくういぇちうけくうた めっょうくうちぇ う いぇこけしかっくっ け 

こさけきっくぇきぇ こさけこうしぇ おけめう しせ けょ いくぇつぇめぇ いぇ さぇょ せ やうたけゃけき ょっかけおさせゅせ こけしかけゃぇц 
4. ¨ぉぇゃもぇ こさぇゃくっ こけしかけゃっ せ ゃっいう しすぇすせしくうた こさけきっくぇ う こさけきっくぇ ょっかぇすくけしすう ‶さっょせいっゆぇц 
5. ╁さてう せこうし けしくうゃぇやぇз おぇけ う せこうし しゃうた くぇしすぇかうた こさけきっくぇ せ ‶さっょせいっゆせ せ けょゅけゃぇさぇめせゆう 

さっゅうしすぇさ こさうゃさっょくうた ょさせてすぇゃぇц 
6. ╇いさぇふせめっ うかう けさゅぇくういせめっ ういさぇょせ しゃうた ゃさしすぇ せゅけゃけさぇз さってっやぇ う けょかせおぇц 
7. 〉つっしすゃせめっ う こさうこさっきぇ こけめっょうくっ きぇすっさうめぇかっ いぇ しっょくうちっ ′ぇょいけさくけゅ けょぉけさぇц 
8. ¨ぉぇゃもぇ しゃっ うきけゃうくしおけ こさぇゃくう こけしかけゃっ ゃっいぇくっ いぇ ょっかぇすくけしす ‶さっょせいっゆぇц 
9. ¨ぉぇゃもぇ こけしかけゃっ こさぇゃくっ いぇてすうすっ гこさうこさっきぇやっ しゃうた ゃさしすぇ すせあぉうз こさっょかけゅぇ いぇ こけさぇゃくぇやっз 

こさっょかけゅぇ いぇ こさうくせくょくぇ ういゃさてっやぇ せい こさっすたけょくけ こさうこさっきぇやっ こさっょきっすぇз いぇしすせこぇ 
こさっょせいっゆっ おけょ くぇょかっあくうた しせょけゃぇз ¨さゅぇくぇ せこさぇゃっ う ょさせゅうた けさゅぇくぇдц 

10. ╉けけさょうくうさぇ こけしかけゃっ しぇ けょゅけゃぇさぇめせゆうき しかせあぉぇきぇ ]¨ ╀っつっめ う ょさせゅうき こさぇゃくうき かうちうきぇц 
11. ╇いさぇふせめっ くぇちさす おけかっおすうゃくけゅ せゅけゃけさぇц 
12. 〉つっしすゃせめっ せ さぇょせ おけきうしうめっ いぇ めぇゃくっ くぇぉぇゃおっц 
13. 〉つっしすゃせめっ せ さぇょせ さぇいくうた おけきうしうめぇц 
14. ]こさけゃけょう きっさっ ╀╇╆′[ う ‶‶╆ せ しゃけき ょっかけおさせゅせ さぇょぇц 
15. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ おけめう きせ こけ こさうさけょう こけしかぇ こさうこぇょぇめせц 
16. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ ╃うさっおすけさぇ ‶さっょせいっゆぇц 
17. ̈ ょゅけゃぇさぇ いぇ おゃぇかうすっす う けぉうき せさぇふっくけゅ こけしかぇц 
18. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ こけゃっさっくぇ きせ しさっょしすゃぇц 
19. ̈ ぉぇゃもぇ う ょさせゅっ けょゅけゃぇさぇめせゆっ こけしかけゃっ こけ くぇさっょぉう ╃うさっおすけさぇ. 

 

╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ. 
 ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ╁]]ц けょくけしくけ VII  しすっこっく こさぇゃくけゅ しきっさぇ. 
 ‶けしっぉくう せしかけゃうх ╆くぇやっ さぇょぇ くぇ さぇつせくぇさせц こけすさっぉくけ さぇょくけ うしおせしすゃけх м ゅけょうくぇ 

 
 

 48. [〉╉¨╁¨╃╇╊┿『 ¨╃]╄╉┿ ╆┿ ╇′《¨[╋┿『╇¨′╄ 〈╄》′¨╊¨╂╇┸╄ г╇〈д 

 

¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 
1. ‶っさうけょうつくけ しすゃぇさぇやっ けぉくけゃもうゃっ ぉぇいっ こけょぇすぇおぇ гbackupsдц 
2. ╇くしすぇかうさぇやっ くけゃうた しけそすゃっさぇ う けょさあぇゃぇやっ けこっさぇすうゃくうた しうしすっきぇ くぇ しっさゃっさうきぇ う さぇょくうき 

しすぇくうちぇきぇ гWindowsз јinux う しか.дц 
3. ╉けくそうゅせさうしぇやっ たぇさょゃっさぇ う しけそすゃっさぇц 
4. ¨ぉっいぉっふうゃぇやっ おけさっおすくっ こさうきっくっ ICT う DјC こさけちっょせさぇ せ さぇょせ けょっもっやぇц 
5. ┿ょっおゃぇすくぇ さっゅうしすさぇすせさぇ う つせゃぇやっ ょけおせきっくすぇちうめっ け うくそけさきぇちうけくうき しうしすっきうきぇз たぇさょゃっさせ 

う しけそすゃっさしおうき かうちっくちぇきぇ DјCц 
6. ╇いさぇょぇ ういゃってすぇめぇц 
7. ]うゅせさくけしくぇ ぇょきうくうしすさぇちうめぇ – きけくうすけさうくゅ う せこさぇゃもぇやっ ぉっいぉっょくけてゆせ こけょぇすぇおぇц 
8. ┿くぇかういぇ こけしすけめっゆうた こけょぇすぇおぇ しぇ ぇしこっおすぇ やうたけゃっ せつうくおけゃうすけしすうц 
9. ╃ういぇめく ぉぇいっ こけょぇすぇおぇ гこさっきかうきうくぇさくうд う しぇさぇょやぇ しぇ ]かせあぉけき いぇ うくゃっしすうちうめっ う さぇいゃけめц 
10. ╋けょっかうさぇやっ う けこすうきういぇちうめぇ こけょぇすぇおぇц 
11. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ けょさあぇゃぇやっ う そせくおちうけくうしぇやっ ぉぇいっ こけょぇすぇおぇх 

 ¨ぉくぇゃもぇやっ – おさっうさぇやっ う すっしすうさぇやっ しぇつせゃぇくうた こけょぇすぇおぇ гbackupsдз 
 ╁っさうそうおけゃぇやっ – こけすゃさょぇ ゃっさうそうおけゃぇくうた こけょぇすぇおぇз 
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 ]うゅせさくけしす – ょっそうくうしぇやっ う うきこかっきっくすぇちうめぇ おけくすさけかっ こさうしすせこせ こけょぇすぇおぇз 
 [ぇしこけかけあうゃけしす – けぉっいぉっふうゃぇやっ きぇおしうきぇかくっ さぇしこけかけあうゃけしすう こけょぇすぇおぇз 
 ‶っさそけさきぇくしっ – けぉっいぉっふうゃぇやっ きぇおしうきぇかくっ せつうくおけゃうすけしすう こけょぇすぇおぇц 

12. ‶けょさておぇ さぇいゃけめせ う すっしすうさぇやせ – こけきけゆ こさけゅさぇきっさうきぇ う うくあっやっさうきぇ こさう っそうおぇしくけき 
13. うしおけさうてゆっやせ こけょぇすぇおぇц 
14. ]こさけゃけょう きっさっ ╀╇╆′[ う ‶‶╆ せ しゃけき ょっかけおさせゅせ さぇょぇц 
15. ̈ ぉぇゃもぇ う ょさせゅっ こけしかけゃっ うい ょっかけおさせゅぇ しゃけゅ さぇょぇц 
16. ̈ ぉぇゃもぇ う ょさせゅっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ ╃うさっおすけさぇ こさっょせいっゆぇ; 

17. ̈ ょゅけゃぇさぇ いぇ おゃぇかうすっす う けぉうき せさぇふっくけゅ こけしかぇц 
18. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ こけゃっさっくぇ きせ しさっょしすゃぇ. 
19. ̈ ぉぇゃっいぇく めっ ょぇ ぉせょっ せ こさうこさぇゃくけしすう ょぇ しっ けょぇいけゃっ こけいうゃせ ‶けしかけょぇゃちぇ いぇ けぉぇゃもぇやっ 

こけしかけゃぇ う ゃぇく さっょけゃくけゅ さぇょくけゅ ゃさっきっくぇз くっさぇょくうき ょぇくうきぇ う こさぇいくうちうきぇз ぇおけ しっ せおぇあっ 
すぇおゃぇ こけすさっぉぇ – ‶ぇしうゃくけ ょっあせさしすゃけ. 
 

 ╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ.  
 ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ╁]]з ╁【]; VII うかう VI しすっこっく きぇすっきぇすうつおけゅз 
うくそけさきぇすうつおけゅз っかっおすさけすったくうつおけゅ うかう けさゅぇくういぇちうけくけゅ しきっさぇ. 
 ‶けしっぉくう せしかけゃうх ‶けいくぇゃぇやっ GњUкјinux けこっさぇすうゃくうた しうしすっきぇз TCPкIP さぇつせくぇさしおうた 
きさっあぇз SQј ぉぇいぇ こけょぇすぇおぇз Vљware しけそすゃっさぇ いぇ ゃうさすせっかういぇちうめせ しけそすゃっさぇз しっささゃっさしおけゅ たぇさょゃっさぇз 
Sendmail mail しっさゃっさぇз おけきこぇめかうさぇやっ しけそすゃっさぇ うい ういゃけさくけゅ おけょぇз Shell こさけゅさぇきうさぇやっз љicrosoft 
Windows Server, Microsoft SQL Server, Microsoft IIS Server, Microsoft Active Directoryц こけすさっぉくけ 
さぇょくけ うしおせしすゃけх 3 ゅけょうくっ. 

 
 

 49. [〉╉¨╁¨╃╇╊┿『 ]╊〉╅╀╄ ╆┿【〈╇〈╄ ╇ ╉¨′〈[¨╊╄ 

 

 ¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 
1. ‶かぇくうさぇ さぇょ せ しきっくぇきぇз けさゅぇくういせめっ う おけけさょうくうさぇ さぇょけき つせゃぇさぇ う しゃうた こけしかけゃぇ せ ゃっいう しぇ 

そういうつおけ-すったくうつおうき けぉっいぉっふっやっき けぉめっおぇすぇ う こけしすさけめっやぇц 
2. ╁さてう くぇょいけさ くぇょ しこさけゃけふっやっき きっさぇ くぇ いぇてすうすう こけしかけゃくうた すぇめくう ‶さっょせいっゆぇц 
3. 〉 おけけさょうくぇちうめう しぇ ¨ゃかぇてゆっくうき かうちっき いぇ しこさけゃけふっやっ きっさぇ ╀╆′[ う ‶‶╆ ゃさてう くぇょいけさ くぇょ 

しこさけゃけふっやっき こさけこうしぇ うい けぉかぇしすう ╀╆′[ う ‶‶╆ц 
4. ╁さてう くぇょいけさ う おけくすさけかせ せ しきうしかせ けょさっょぉう ‶さぇゃうかくうおぇ け しこさっつぇゃぇやせ せこけすさっぉっ ぇかおけたけかぇ 

くぇ さぇょくけき きっしすせ う け せつうやっくうき  くっこさぇゃうかくけしすうきぇ こうしきっくけ けぉぇゃってすぇゃぇ [せおけゃけょうけちぇ 
]かせあぉっ いぇ さぇいゃけめ もせょしおうた さっしせさしぇц 

5. ╁さてう くぇょいけさ う おけくすさけかせ こけてすけゃぇやぇ さぇょくっ ょうしちうこかうくっ いぇこけしかっくうた う しぇゃっしくっ せこけすさっぉっ 
しさっょしすぇゃぇ さぇょぇ う け しゃうき せけつっくうき くっこさぇゃうかくけしすうきぇ こうしきっくけ けぉぇゃってすぇゃぇ [せおけゃけょうけちぇ 
]かせあぉっ いぇ さぇいゃけめ もせょしおうた さっしせさしぇц 

6. ╁さてう おけくすさけかせ けつうすぇゃぇやぇ ゃけょけきっさぇ う さぇょぇ さっそっさっくぇすぇ けつうすぇゃぇやぇ; 
7. ╁さてう こっさうけょうつくせ おけくすさけかせ しすぇやぇ ゃけょけきっさぇ おけょ しぇきけつうすぇつぇц 
8. ╁さてう おけくすさけかせ うかっゅぇかくうた こさうおもせつぇおぇ くぇ ゃけょけゃけょくせ う おぇくぇかういぇちうけくせ きさっあせц 
9. ╁さてう おけくすさけかせ けつうすぇくうた しすぇやぇ こけ さっおかぇきぇちうめう おけさうしくうおぇц  
10. ╁さてう おけくすさけかせ こさうきっくっ う ういゃさてぇゃぇやぇ くぇかけゅぇ う せこせすしすぇゃぇ [せおけゃけょうけちぇ ]かせあぉっ 

けつうすぇゃぇやぇ う くぇこかぇすっ う ╃うさっおすけさぇ ‶さっょせいっゆぇ; 

11. ]ぇつうやぇゃぇ う こけょくけしう ういゃってすぇめっ け くぇかぇいうきぇ ういゃさてっくうた おけくすさけかぇц 
12. ̈ ょゅけゃぇさぇ いぇ すぇつくけしす う ぇあせさくけしす しゃうた こけしかけゃぇ おけめっ けぉぇゃもぇц 
13. ]こさけゃけょう きっさっ ╀╇╆′[ う ‶‶╆ せ しゃけき ょっかけおさせゅせ さぇょぇц 
14. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ おけめう きせ こけ こさうさけょう こけしかぇ こさうこぇょぇめせц 
15. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ ╃うさっおすけさぇ ‶さっょせいっゆぇц 
16. ̈ ょゅけゃぇさぇ いぇ おゃぇかうすっす う けぉうき せさぇふっくけゅ こけしかぇц 
17. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ こけゃっさっくぇ きせ しさっょしすゃぇ. 
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╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ ╃うさっおすけさせ ‶さっょせいっゆぇ. 
‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ]]]ц IV うかう III しすっこっく ぉうかけ おけめっ しすさせおっ. 
‶けしっぉくう せしかけゃうх ‶けかけあっく ゃけいぇつおう うしこうす "╀" おぇすっゅけさうめっц こけすさっぉくけ さぇょくけ うしおせしすゃけх м 

ゅけょうくぇ. 
 

 

50. 』〉╁┿[ 

 

 ¨こうし こけしかぇх ╆ぇこけしかっくう しっ けぉぇゃっいせめっ ょぇ けぉぇゃもぇ しかっょっゆっ こけしかけゃっ おけょ こけしかけょぇゃちぇх 
1. ╁さてう さっょけゃぇく けぉうかぇいぇお う おけくすさけかせ しすぇやぇ ぉっいぉっょくけしすう けぉめっおすぇц 
2. ╁さてう こさうめっき う せこせゆうゃぇやっ しすさぇくぇおぇц 
3. ╁さてう おけくすさけかせ せかぇしおぇ う ういかぇしおぇ さぇょくうおぇз ゃけいうかぇ う さけぉっц 
4. ╁さてう ういょぇゃぇやっ う こさうめっき おもせつっゃぇц 
5. ╁けょう こさけこうしぇくっ っゃうょっくちうめっ せ ちうもせ こさぇゃうかくけゅ うくそけさきうしぇやぇц 
6. ╁けょう ぉさうゅせ け いぇょせあっくけめ けこさっきう う けぉめっおすせ そういうつおけゅ けぉっいぉっふっやぇц 
7. ╁さてう つうてゆっやっ しくっゅぇ せ うくすっさっしせ けぉっいぉっふっやぇ しぇけぉさぇゆぇめぇ う こさうしすせこぇ けぉめっおすうきぇц 
8. ‶さうょさあぇゃぇ しっ こさけこうしぇ おけめう さっゅせかうてせ ぉっいぉっょくけしす けぉめっおすぇц 
9. ]こさけゃけょう きっさっ ╀╇╆′[ う ‶‶╆ せ しゃけき ょっかけおさせゅせ さぇょぇц 
10. 〉つっしすゃせめっ せ ぇおちうめう けつうすぇゃぇやぇ ゃけょけきっさぇз うくおぇしうさぇやぇз さぇいくけてっやぇ さぇつせくぇ う けこけきっくぇ いぇ 

せすさけてっくせ ゃけょせ う せしかせゅっц 
11. [ぇょう う けしすぇかっ こけしかけゃっ こけ くぇかけゅせ [せおけゃけょうけちぇ ]かせあぉっ (う [っそっさっくすぇ いぇ ╀╇╆′[ う ‶‶╆); 

12. [ぇょう う ょさせゅっ こけしかけゃっ おけめっ きせ こけ こさうさけょう こけしかぇ こさうこぇょぇめせц 
13. ̈ ょゅけゃぇさぇ いぇ おゃぇかうすっす う けぉうき せさぇふっくけゅ こけしかぇц 
14. ̈ ょゅけゃけさぇく めっ いぇ こけゃっさっくぇ きせ しさっょしすゃぇ. 

 

╆ぇ しゃけめ さぇょ いぇこけしかっくう けょゅけゃぇさぇ [せおけゃけょうけちせ ]かせあぉっ いぇてすうすっ う おけくすさけかっ う ╃うさっおすけさせ 
‶さっょせいっゆぇ. 
 ‶けすさっぉくぇ ゃさしすぇ う しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっх ¨【ц II しすっこっく しすさせつくっ しこさっきっ. 
 ‶けしっぉくう せしかけゃうх ′っきぇ うた. 
 

』かぇく п3. 
 

 ╆ぉけゅ ょうくぇきうおっ こけしかけゃぇ う こけめぇゃっ くけゃうた こけしかけゃぇ せ きぇやっき けぉうきせз しゃう いぇこけしかっくう ういゃさてうけちう 
せ いぇゃうしくけしすう けょ こさうさけょっ しゃけめうた こけしかけゃぇз こけ くぇかけゅせ ╃うさっおすけさぇ ‶さっょせいっゆぇ うかう くっこけしさっょくけゅ 
させおけゃけょうけちぇ けぉぇゃもぇゆっ こけゃさっきっくけ う ょさせゅっ こけしかけゃっ おけめう けょゅけゃぇさぇめせ こさうさけょう こけしかぇ おけめう けぉぇゃもぇめせз 
おぇけ う やうたけゃうき しすさせつくうき う さぇょくうき しこけしけぉくけしすうきぇ. 
 

』かぇく п4. 

 

 ‶さっ こけつっすおぇ けぉぇゃもぇやぇ さぇょぇ いぇこけしかっくう う こけしかけょぇゃぇち しせ ょせあくう ょぇ いぇおもせつっ せゅけゃけさ け さぇょせ 
せ こうしきっくけめ そけさきう せ おけきっ ゆっ ぉうすう しぇょさあぇく けこうし う こけこうし こけしかけゃぇ う さぇょくうた いぇょぇすぇおぇ うょっくすうつくけ 
けこうしせ う こけこうしせ こけしかぇ せすゃさふっくけき けゃうき ‶さぇゃうかくうおけきз おぇけ う しゃっ ょさせゅっ さっかっゃぇくすくっ けぉぇゃっいっ う 
こさぇゃぇ こさっょゃうふっくぇ ╆ぇおけくけき け さぇょせ う ょさせゅうた ゃぇあっゆうき こさけこうしうきぇ. 
 

』かぇく 45. 
 

 ╆ぇ しゃぇおう こけしぇけ – さぇょくけ きっしすけ せ ‶さっょせいっゆせ  こさっょゃうふっく めっ めっょぇく うかう ゃうてっ ういゃさてうかぇちぇз せ 
いぇゃうしくけしすう けょ けぉうきぇ こけめっょうくうた こけしかけゃぇз ぇ せ しおかぇょせ しぇ こけすさっぉぇきぇ せしこってくけゅ けぉぇゃもぇやぇ 
ょっかぇすくけしすう ‶さっょせいっゆぇ う こけすさっぉぇきぇ やっゅけゃけゅ さぇいゃけめぇ. 
 ‶けしかけゃっ う さぇょくっ いぇょぇすおっ せ ‶さっょせいっゆせз せ しおかぇょせ しぇ けゃうき ‶さぇゃうかくうおけきз けぉぇゃもぇ せおせこくけ 82 
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ういゃさてうけちぇ. 
 

』かぇく 46. 
 

 ╀さけめ ういゃさてうかぇちぇз せすゃさふっく せ つかぇくけゃうきぇ 36. う 45. けゃけゅ ‶さぇゃうかくうおぇ きっやぇ しっ せ しおかぇょせ しぇ 
こけすさっぉぇきぇ う けぉうきけき こけしかぇ. 
 ¨ょかせおせ け ぉさけめせ ういゃさてうかぇちぇ ょけくけしう ╃うさっおすけさ ‶さっょせいっゆぇ. 
 

』かぇく 47. 
 

 ╆ぇ けぉぇゃもぇやっ こけめっょうくうた こけしかけゃぇ せ ‶さっょせいっゆせ きけあっ しっ こさっょゃうょっすう う せゅけゃけさうすう せゅけゃけさけき 
け さぇょう う こさけぉくう さぇょз おけめう しっ しぇしすけめう けょ さぇょぇ くぇ けょさっふっくけ ゃさっきっз ぇ おけめう しっ おけくすうくせうさぇくけ こさぇすう う 
ぇくぇかういうさぇ けょ しすさぇくっ くっこけしさっょくけ こさっすこけしすぇゃもっくけゅ. 
 ‶さけぉくう さぇょ きけあっ ょぇ すさぇめっ くぇめょせあっ てっしす きっしっちう. 
 ╆ぇ ゃさっきっ こさけぉくけゅ さぇょぇ こけしかけょぇゃぇち う いぇこけしかっくう きけゅせ ょぇ けすおぇあせ せゅけゃけさ け さぇょせ しぇ 
けすおぇいくうき さけおけき おけめう くっ きけあっ ぉうすう おさぇゆう けょ р さぇょくうた ょぇくぇ. 
 ╆ぇこけしかっくけき おけめう いぇ ゃさっきっ こさけぉくけゅ さぇょぇ くうめっ こけおぇいぇけ けょゅけゃぇさぇめせゆっ さぇょくっ う しすさせつくっ 
しこけしけぉくけしすうз こさっしすぇめっ さぇょくう けょくけし ょぇくけき うしすっおぇ さけおぇ けょさっふっくけゅ せゅけゃけさけき け さぇょせ. 
 

』かぇく 48. 
 

 [ぇょくう けょくけし いぇ こさうこさぇゃくうおけき きけあっ しっ いぇしくけゃぇすう くぇ こけしかけゃうきぇ いぇ おけめっ めっ けゃうき 
‶さぇゃうかくうおけき こさっょゃうふっくぇ ]]]з ╁【] う ╁]]з けしうき くぇ こけしかけゃうきぇ [せおけゃけょうけちぇ けさゅぇくういぇちうけくうた 
めっうくうちぇ. 

 〈さぇめぇやっ こさうこさぇゃくうつおけゅ しすぇあぇ くぇ こけしかけゃうきぇ いぇ おけめっ しっ いぇたすっゃぇ ]]] IIIз IV う V しすっこっくぇ  
ういくけしう с きっしっちうз ょけお いぇ こけしかけゃっ いぇ おけめっ しっ こさっょゃうふぇ ╁【]з VI しすっこっくぇ う ╁]] VII しすっこっくぇ すさぇめぇやっ 
こさうこさぇゃくうつおけゅ しすぇあぇ ういくけしう мн きっしっちう. 
 ¨ょかせおせ ょぇ しっ さぇょくう けょくけし いぇしくせめっ しぇ こさうこさぇゃくうおけき くぇ けょさっふっくけ ゃさっきっз ょせあうくっ けょさっふっくっ 
しぇゅかぇしくけ こさっすたけょくけき しすぇゃせ けゃけゅ つかぇくぇз ょけくけしう ╃うさっおすけさ ‶さっょせいっゆぇ くぇ けしくけゃせ こかぇくぇ おぇょさけゃぇ. 
 

』かぇく 49. 
 

 ╆ぇさぇょぇз くぇおくぇょぇ いぇさぇょっ う ょさせゅぇ こさうきぇやぇ いぇこけしかっくうた おけめう けぉぇゃもぇめせ こけしかけゃっ せすゃさふっくっ 
けゃうき ‶さぇゃうかくうおけき せさっふせめせ しっ ╉けかっおすうゃくうき せゅけゃけさけき おけょ こけしかけょぇゃちぇ ‶さっょせいっゆぇ う 〉ゅけゃけさけき け 
さぇょせ. 
 

 
 

V ‶[╄╊┿╆′╄ ╇ ╆┿╁[【′╄ ¨╃[╄╃╀╄ 

 

』かぇく 50. 

 

 〈せきぇつっやっ けょさっょぉう けゃけゅ ‶さぇゃうかくうおぇ ょぇめっ ╃うさっおすけさ ‶さっょせいっゆぇ くぇおけく こさうぉぇゃもっくけゅ 
こうしきっくけゅ きうてもっやぇ [せおけゃけょうけちぇ ]かせあぉっ もせょしおうた さっしせさしぇ. 

 

』かぇく р1. 
 

 ╇いきっくっ う ょけこせくっ けゃけゅ ‶さぇゃうかくうおぇ ゃさてっ しっ くぇ くぇつうく う こけ こけしすせこおせ こけ おけきっ めっ う ょけくっす. 
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』かぇく р2. 

 

 ‶け しすせこぇやせ くぇ しくぇゅせ けゃけゅ ‶さぇゃうかくうおぇ しゃう いぇこけしかっくう くぇしすぇゃもぇめせ しぇ さぇょけき くぇ こけしかけゃうきぇ – 
さぇょくうき いぇょぇちうきぇ くぇ おけめうきぇ しせ いぇすっつっくう しゃっ ょけお しっ しぇ こけめっょうくうき いぇこけしかっくうきぇ くっ いぇおもせつっ ぇくっおしう 
せゅけゃけさぇ け さぇょせ さぇょう こさっきってすぇめぇ いぇこけしかっくうた くぇ ょさせゅっ けょゅけゃぇさぇめせゆっ こけしかけゃっ こさっょゃうふっくっ けゃうき 
‶さぇゃうかくうおけきз おぇけ う ぇくっおしっ せゅけゃけさぇ け さぇょせ さぇょう ょさせゅうた せしぇゅかぇてぇゃぇやぇ せゅけゃけさぇ け さぇょせ しぇ 
けょさっょぉぇきぇ けゃけゅ ‶さぇゃうかくうおぇ う さってぇゃぇやぇ やうたけゃけゅ しすぇすせしぇ くぇ ょさせゅう くぇつうく せ しおかぇょせ しぇ ╆ぇおけくけき. 
 

』かぇく р3. 
 

 ╆ぇ しゃっ てすけ くうめっ さっゅせかうしぇくけ けゃうき ‶さぇゃうかくうおけき こさうきっやせめせ しっ けょゅけゃぇさぇめせゆっ けょさっょぉっ 
╆ぇおけくぇ け さぇょせ. 

』かぇく р4. 

 

 ]すせこぇやっき くぇ しくぇゅせ けゃけゅ ‶さぇゃうかくうおぇз こさっしすぇめっ ょぇ ゃぇあう ‶さぇゃうかくうお け けさゅぇくういぇちうめう う 
しうしすっきぇすういぇちうめう こけしかけゃぇ おけめう めっ ょけくっす ょぇくぇ 06.12.2013. ゅけょうくっ う しゃっ やっゅけゃっ ういきっくっ う ょけこせくっ. 
 

』かぇく 55. 

 

 ¨ゃぇめ ‶さぇゃうかくうお しすせこぇ くぇ しくぇゅせ う こさうきっやせめっ しっ けしきけゅ ょぇくぇ けょ ょぇくぇ けぉめぇゃもうゃぇやぇ くぇ 
けゅかぇしくけめ すぇぉかう ‶さっょせいっゆぇ. 
 

 
        ╃うさっおすけさぇ ┸‶ “╁けょけおぇくぇか” ╀っつっめ 
 

          ╆けさぇく ╂さぉうゆ 
   

 

 ¨ゃぇめ ‶さぇゃうかくうお け せくせすさぇてやっき せさっふっやせ う しうしすっきぇすういぇちうめう さぇょくうた きっしすぇ せ ┸ぇゃくけき 
こさっょせいっゆせ “╁けょけおぇくぇか” ╀っつっめ けょ ょぇくぇ 30.10.2015. ゅけょうくっ けぉめぇゃもっく めっ くぇ けゅかぇしくけめ すぇぉかう 
こさっょせいっゆぇ ょぇくぇ 30.10.2015. ゅけょうくっ. 
 

 

                  ‶けすゃさふせめっ う けゃっさぇゃぇх 
 

          [せおけゃけょうかぇち ╉ぇょさけゃしおっ しかせあぉっ 

               ┿かっおしぇくょぇさ ┾うゅせさしおうз ょうこか. こさぇゃくうお 
 

 

 
 ¨ゃぇめ ‶さぇゃうかくうお しすせこぇ くぇ こさぇゃくせ しくぇゅせ ょぇくぇ 06.11.2015. ゅけょうくっ. 
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