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Ｚかくぐぎけえごうそ きが
せえくきぉけｘぐｘごうう

ｍがぉがあうぉずかうえ-
おがぎがぅうぉずかうえ



Ｓぉｘぁがあｘぎうお ｚｘく ぅｘ ぐが, さぐが ｚすｙぎｘぉう があかが うぅ かｘざうこ
ｚすくがえがえｘさぃくぐｚぃかかすこ うぅあぃぉうぇ.

ｏぐがｙす がｙぃくきぃさうぐず がきぐうおｘぉずかけぜ う ｙぃくきぃぎぃｙがぇかけぜ ぎｘｙがぐけ きぎうｙがぎｘ,
ｚかうおｘぐぃぉずかが きぎがさうぐｘぇぐぃ かｘくぐがそしぃぃ ｈけえがｚがあくぐｚが. Эぐが きがぅｚがぉうぐ
ｚすきがぉかそぐず ｚくぃ がきぃぎｘごうう かｘうｙがぉぃぃ きぎｘｚうぉずかすお う せげげぃえぐうｚかすお
がｙぎｘぅがお. Ｖぉそ ぐがぁが さぐがｙす ｚ かけいかすぇ おがおぃかぐ ｚくぃぁあｘ おがいかが ｙすぉが
くｚぃぎうぐずくそ く かｘくぐがそしうお ｈけえがｚがあくぐｚがお, ぎぃえがおぃかあけぃお こぎｘかうぐず ぃぁが ｚ
かｘあぃいかがお おぃくぐぃ. ｇぎがくうお ぐｘえいぃ きぃぎぃあｘぐず ぃぁが かがｚがおけ ｚぉｘあぃぉずごけ
きぎうｙがぎｘ ｚ くぉけさｘぃ きぎがあｘいう うぉう けくぐけきえう.

ｅｘあぃぃおくそ, さぐが かがｚすぇ きぎうｙがぎ あがくぐｘｚうぐ ｚｘお おかがぁが ぎｘあがくぐう.
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Ｖぉそ がｙぃくきぃさぃかうそ くがｙくぐｚぃかかがぇ ｙぃぅがきｘくかがくぐう う きぎｘｚうぉずかがぇ せえくきぉけｘぐｘごうう
きぎうｙがぎｘ, きぃぎぃあ ぃぁが けくぐｘかがｚえがぇ う きぃぎｚすお うくきがぉずぅがｚｘかうぃお ｚかうおｘぐぃぉずかが
きぎがさうぐｘぇぐぃ あｘかかがぃ ぎけえがｚがあくぐｚが, かぃ きぎがきけくえｘそ ぎぃえがおぃかあｘごうう う きぎぃあけきぎぃ‐
いあぃかうそ. ｏぐがｙす うぅｙぃいｘぐず かぃいぃぉｘぐぃぉずかすこ がざうｙがえ う かぃくさｘくぐかすこ くぉけさｘぃｚ,
ｚｘいかが, さぐがｙす ｚくぃ, えぐが きがぉずぅけぃぐくそ あｘかかすお きぎうｙがぎがお, きがあぎがｙかが がぅかｘえが‐
おうぉうくず く ぃぁが ぎｘｙがぐがぇ う きぎｘｚうぉｘおう ぐぃこかうえう ｙぃぅがきｘくかがくぐう. ｉがこぎｘかうぐぃ かｘ‐
くぐがそしぃぃ ぎけえがｚがあくぐｚが う ｚ くぉけさｘぃ きぎがあｘいう きぎうｙがぎｘ うぉう ぃぁが きぃぎぃあｘさう ｚ
きがぉずぅがｚｘかうぃ あぎけぁがおけ ぉうごけ きぃぎぃあｘぇぐぃ ｚおぃくぐぃ く かうお う あｘかかがぃ ぎけえがｚがあくぐｚが,
さぐがｙす かがｚすぇ きがぉずぅがｚｘぐぃぉず きがぉけさうぉ くががぐｚぃぐくぐｚけぜしけぜ うかげがぎおｘごうぜ が
きぎｘｚうぉずかがぇ せえくきぉけｘぐｘごうう う きぎｘｚうぉｘこ ぐぃこかうえう ｙぃぅがきｘくかがくぐう.
Ｔ うかぐぃぎぃくｘこ ｙぃぅがきｘくかがくぐう ぉぜあぃぇ う うおけしぃくぐｚｘ くがｙぉぜあｘぇぐぃ おぃぎす きぎぃあ‐
がくぐがぎがいかがくぐう, けえｘぅｘかかすぃ ｚ かｘくぐがそしぃお ぎけえがｚがあくぐｚぃ, ぐｘえ えｘえ きぎがうぅｚがあう‐
ぐぃぉず かぃ かぃくぃぐ がぐｚぃぐくぐｚぃかかがくぐう ぅｘ けｙすぐえう, ｚすぅｚｘかかすぃ かぃくがｙぉぜあぃかうぃお
けえｘぅｘかかすこ おぃぎ.

Ｓぃぅがきｘくかがくぐず あぃぐぃぇ う ぉうご く がぁぎｘかうさぃかかすおう ｚがぅおがいかがくぐそおう
• Ｖｘかかがぃ うぅあぃぉうぃ かぃ きぎぃあかｘぅかｘさぃかが あぉそ せえくきぉけｘぐｘごうう ぉうごｘおう (ｚ ぐがお

さうくぉぃ あぃぐずおう) く がぁぎｘかうさぃかかすおう げうぅうさぃくえうおう, くぃかくがぎかすおう うぉう けお‐
くぐｚぃかかすおう くきがくがｙかがくぐそおう うぉう く かぃあがくぐｘぐがさかすお がきすぐがお うぉう ぅかｘかうそおう
ｙぃぅ きぎうくおがぐぎｘ ぉうごｘ, がぐｚぃさｘぜしぃぁが ぅｘ うこ ｙぃぅがきｘくかがくぐず, うぉう きがぉけさぃかうそ
がぐ かぃぁが くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうこ うかくぐぎけえごうぇ, きがぅｚがぉそぜしうこ うお ｙぃぅがきｘくかが せえ‐
くきぉけｘぐうぎがｚｘぐず ぃぁが.
ｅぃがｙこがあうおが くぉぃあうぐず ぅｘ ぐぃお, さぐがｙす あぃぐう かぃ うぁぎｘぉう く きぎうｙがぎがお.

• Ｖぃぎいうぐぃ ｚくぃ けきｘえがｚがさかすぃ おｘぐぃぎうｘぉす ｚ かぃあがくぐけきかがお あぉそ あぃぐぃぇ おぃくぐぃ.
ｉけしぃくぐｚけぃぐ がきｘくかがくぐず けあけざぃかうそ.
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• Ｗくぉう きぎうｙがぎ ｙがぉずざぃ かぃ かけいぃか, ｚすかずぐぃ ｚうぉえけ うぅ ぎがぅぃぐえう, がｙぎぃいずぐぃ ざかけぎ
きうぐｘかうそ (えｘえ おがいかが ｙぉういぃ え きぎうｙがぎけ) う くかうおうぐぃ あｚぃぎごけ, さぐがｙす あぃぐう,
うぁぎｘそ, かぃ きがぉけさうぉう けあｘぎ ぐがえがお うぉう かぃ ぅｘきぃぎぉうくず ｚかけぐぎう きぎうｙがぎｘ.

• Ｗくぉう あｘかかすぇ きぎうｙがぎ (うおぃぜしうぇ おｘぁかうぐかがぃ けきぉがぐかぃかうぃ あｚぃぎごす) きぎぃあ‐
かｘぅかｘさぃか あぉそ ぅｘおぃかす くぐｘぎがぁが こがぉがあうぉずかうえｘ く きぎけいうかかすお ぅｘおえがお (ぅｘ‐
しぃぉえがぇ) あｚぃぎごす うぉう えぎすざえう, きぃぎぃあ けぐうぉうぅｘごうぃぇ くぐｘぎがぁが こがぉがあうぉずかうえｘ
がｙそぅｘぐぃぉずかが ｚすｚぃあうぐぃ ぅｘおがえ うぅ くぐぎがそ. Эぐが きがぅｚがぉうぐ うくえぉぜさうぐず きぎぃ‐
ｚぎｘしぃかうぃ ぃぁが ｚ くおぃぎぐぃぉずかけぜ ぉがｚけざえけ あぉそ あぃぐぃぇ.

ｆｙしうぃ きぎｘｚうぉｘ ぐぃこかうえう ｙぃぅがきｘくかがくぐう
ｇｈＷＶｋｇｈＷＸＶＷｅＺＷ!
ｅぃ あがきけくえｘぇぐぃ きぃぎぃえぎすぐうそ ｚぃかぐうぉそごうがかかすこ がぐｚぃぎくぐうぇ.

• ｅｘくぐがそしうぇ きぎうｙがぎ きぎぃあかｘぅかｘさぃか あぉそ こぎｘかぃかうそ きぎがあけえぐがｚ きうぐｘかうそ う
かｘきうぐえがｚ ｚ がｙすさかがお あがおｘざかぃお こがぅそぇくぐｚぃ, えｘえ がきうくｘかが ｚ かｘくぐがそしぃお
ぎけえがｚがあくぐｚぃ.

• ｅぃ うくきがぉずぅけぇぐぃ おぃこｘかうさぃくえうぃ きぎうくきがくがｙぉぃかうそ うぉう ぉぜｙすぃ あぎけぁうぃ
くぎぃあくぐｚｘ あぉそ けくえがぎぃかうそ きぎがごぃくくｘ ぎｘぅおがぎｘいうｚｘかうそ.

• ｅぃ うくきがぉずぅけぇぐぃ あぎけぁうぃ せぉぃえぐぎがきぎうｙがぎす (かｘきぎうおぃぎ, おがぎがいぃかうごす) ｚかけぐ‐
ぎう こがぉがあうぉずかうえがｚ, ぃくぉう きぎがうぅｚがあうぐぃぉぃお かぃ あがきけくえｘぃぐくそ ｚがぅおがいかがくぐず
ぐｘえがぁが うくきがぉずぅがｚｘかうそ.

• ｅぃ あがきけくえｘぇぐぃ きがｚぎぃいあぃかうそ えがかぐけぎｘ こぉｘあｘぁぃかぐｘ.
• ｍがぉがあうぉずかすぇ えがかぐけぎ きぎうｙがぎｘ くがあぃぎいうぐ ｙぃぅｚぎぃあかすぇ あぉそ がえぎけいｘぜしぃぇ

くぎぃあす, かが, ぐぃお かぃ おぃかぃぃ, がぁかぃがきｘくかすぇ こぉｘあｘぁぃかぐ うぅがｙけぐｘか (О600a).
ｇぎう ぐぎｘかくきがぎぐうぎがｚえぃ う けくぐｘかがｚえぃ きぎうｙがぎｘ くぉぃあうぐぃ ぅｘ ぐぃお, さぐがｙす かぃ
あがきけくぐうぐず きがｚぎぃいあぃかうぇ えｘえうこ-ぉうｙが えがおきがかぃかぐがｚ こがぉがあうぉずかがぁが えがかぐけ‐
ぎｘ.
Ｔ くぉけさｘぃ きがｚぎぃいあぃかうそ こがぉがあうぉずかがぁが えがかぐけぎｘ:
– かぃ あがきけくえｘぇぐぃ うくきがぉずぅがｚｘかうそ がぐえぎすぐがぁが きぉｘおぃかう う うくぐがさかうえがｚ ｚがく‐

きぉｘおぃかぃかうそ
– ぐしｘぐぃぉずかが きぎがｚぃぐぎうぐぃ きがおぃしぃかうぃ, ｚ えがぐがぎがお けくぐｘかがｚぉぃか きぎうｙがぎ

4 ｉｚぃあぃかうそ きが ぐぃこかうえぃ ｙぃぅがきｘくかがくぐう



• Ｚぅおぃかぃかうぃ こｘぎｘえぐぃぎうくぐうえ きぎうｙがぎｘ うぉう ｚかぃくぃかうぃ えｘえうこ-ぉうｙが うぅおぃかぃかうぇ
ｚ ぃぁが えがかくぐぎけえごうぜ くがきぎそいぃかが く がきｘくかがくぐずぜ. ｇがｚぎぃいあぃかかすぇ ざかけぎ おが‐
いぃぐ ｚすぅｚｘぐず えがぎがぐえがぃ ぅｘおすえｘかうぃ, きがいｘぎ うぉう けあｘぎ せぉぃえぐぎがぐがえがお.

ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
Ｙｘおぃかけ せぉぃえぐぎうさぃくえうこ さｘくぐぃぇ うぅあぃぉうそ (ざかけぎｘ きうぐｘかうそ, ｚうぉえう, えがおきぎぃく‐
くがぎｘ) あがぉいぃか きぎがうぅｚがあうぐず くぃぎぐうげうごうぎがｚｘかかすぇ きぎぃあくぐｘｚうぐぃぉず くぃぎｚうく‐
かがぁが ごぃかぐぎｘ うぉう えｚｘぉうげうごうぎがｚｘかかすぇ がｙくぉけいうｚｘぜしうぇ きぃぎくがかｘぉ.

1. Ｙｘきぎぃしぃかが けあぉうかそぐず ざかけぎ きうぐｘかうそ.
2. ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが ざぐぃきくぃぉずかｘそ ｚうぉえｘ かぃ くきぉぜしぃかｘ う かぃ きがｚぎぃいあぃかｘ く

ぐすぉずかがぇ くぐがぎがかす きぎうｙがぎｘ. ｉきぉぜしぃかかｘそ うぉう きがｚぎぃいあぃかかｘそ ざぐぃき‐
くぃぉずかｘそ ｚうぉえｘ おがいぃぐ きぃぎぃぁぎぃぐずくそ う くぐｘぐず きぎうさうかがぇ きがいｘぎｘ.

3. ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが Ｔす くおがいぃぐぃ あがくぐｘぐず ｚうぉえけ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ きぎうｙがぎｘ.
4. ｅぃ ぐそかうぐぃ くぃぐぃｚがぇ ざかけぎ.
5. Ｗくぉう ぎがぅぃぐえｘ せぉぃえぐぎがきうぐｘかうそ かぃ ぅｘえぎぃきぉぃかｘ, かぃ ｚくぐｘｚぉそぇぐぃ ｚ かぃぃ

ｚうぉえけ. ｉけしぃくぐｚけぃぐ がきｘくかがくぐず きがぎｘいぃかうそ せぉぃえぐぎうさぃくえうお ぐがえがお うぉう
きがいｘぎｘ.

6. ｅぃぉずぅそ きがぉずぅがｚｘぐずくそ きぎうｙがぎがお く ぉｘおきがぇ ｙぃぅ きぉｘげがかｘ 1)ｚかけぐぎぃかかぃ‐
ぁが がくｚぃしぃかうそ.

• Ｖｘかかすぇ きぎうｙがぎ ぐそいぃぉすぇ. Ｓけあずぐぃ がくぐがぎがいかす きぎう ぃぁが きぃぎぃおぃしぃかうう.
• ｅぃ ｚすかうおｘぇぐぃ う かぃ ぐぎがぁｘぇぐぃ きぎぃあおぃぐす ｚ おがぎがぅうぉずかがお がぐあぃぉぃかうう おがえ‐

ぎすおう うぉう ｚぉｘいかすおう ぎけえｘおう, せぐが おがいぃぐ きぎうｚぃくぐう え きがそｚぉぃかうぜ かｘ ぎけえｘこ
くくｘあうか うぉう がいがぁがｚ がぐ がｙおがぎがいぃかうそ.

• ｅぃ あがきけくえｘぇぐぃ あがぉぁがｚぎぃおぃかかがぁが ｚがぅあぃぇくぐｚうそ かｘ きぎうｙがぎ きぎそおすこ くがぉ‐
かぃさかすこ ぉけさぃぇ.

Ｗいぃあかぃｚかｘそ せえくきぉけｘぐｘごうそ
• ｅぃ くぐｘｚずぐぃ かｘ きぉｘくぐおｘくくがｚすぃ さｘくぐう きぎうｙがぎｘ ぁがぎそさけぜ きがくけあけ.
• ｅぃ こぎｘかうぐぃ ｚ こがぉがあうぉずかうえぃ ｚがくきぉｘおぃかそぜしうぃくそ ぁｘぅす う いうあえがくぐう, ぐｘえ

えｘえ がかう おがぁけぐ ｚぅがぎｚｘぐずくそ.
• ｅぃ きがおぃしｘぇぐぃ きぎがあけえぐす きうぐｘかうそ きぎそおが かｘきぎがぐうｚ ｚがぅあけこがｚすきけくえかがぁが

がぐｚぃぎくぐうそ ｚ ぅｘあかぃぇ くぐぃかえぃ. 2)

• Ｙｘおがぎがいぃかかすぃ きぎがあけえぐす きがくぉぃ ぎｘぅおがぎｘいうｚｘかうそ かぃ あがぉいかす きがあｚぃぎ‐
ぁｘぐずくそ きがｚぐがぎかがぇ ぅｘおがぎがぅえぃ.

• ｇぎう こぎｘかぃかうう ぎｘくげｘくがｚｘかかすこ ぅｘおがぎがいぃかかすこ きぎがあけえぐがｚ くぉぃあけぇぐぃ ぎぃ‐
えがおぃかあｘごうそお きぎがうぅｚがあうぐぃぉそ.

• ｉぉぃあけぃぐ ぐしｘぐぃぉずかが きぎうあぃぎいうｚｘぐずくそ ぎぃえがおぃかあｘごうぇ きが こぎｘかぃかうぜ, あｘか‐
かすこ うぅぁがぐがｚうぐぃぉぃお きぎうｙがぎｘ. ｉお. くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうぃ けえｘぅｘかうそ.

• ｅぃ きがおぃしｘぇぐぃ ｚ こがぉがあうぉずかうえ ぁｘぅうぎがｚｘかかすぃ かｘきうぐえう, ぐ.え. がかう くがぅあｘぜぐ
ｚかけぐぎう ぃおえがくぐう あｘｚぉぃかうぃ, えがぐがぎがぃ おがいぃぐ きぎうｚぃくぐう え ぐがおけ, さぐが がかｘ ぉがき‐
かぃぐ う きがｚぎぃあうぐ こがぉがあうぉずかうえ.

• ｃぃあそかすぃ くがくけぉずえう おがぁけぐ ｚすぅｚｘぐず がいがぁ がｙおがぎがいぃかうそ, ぃくぉう ｙぎｘぐず うこ ｚ
ぎがぐ きぎそおが うぅ おがぎがぅうぉずかがぇ えｘおぃぎす.

1) Ｗくぉう きぎぃあけくおがぐぎぃか きぉｘげがか
2) Ｗくぉう こがぉがあうぉずかうえ く ぅｘしうぐがぇ がぐ がｙぎｘぅがｚｘかうそ ぉずあｘ う うかぃそ
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ｏうくぐえｘ う けこがあ
• ｇぃぎぃあ ｚすきがぉかぃかうぃお がきぃぎｘごうぇ きが さうくぐえぃ う けこがあけ ぅｘ きぎうｙがぎがお, ｚすえぉぜ‐

さうぐぃ ぃぁが う ｚすかずぐぃ ｚうぉえけ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ うぅ ぎがぅぃぐえう. Ｗくぉう かぃｚがぅおがいかが
あがくぐｘぐず ぎがぅぃぐえけ, がぐえぉぜさうぐぃ せぉぃえぐぎがきうぐｘかうぃ.

• ｅぃ くぉぃあけぃぐ さうくぐうぐず きぎうｙがぎ おぃぐｘぉぉうさぃくえうおう きぎぃあおぃぐｘおう.
• ｅぃ きがぉずぅけぇぐぃくず がくぐぎすおう きぎぃあおぃぐｘおう あぉそ けあｘぉぃかうそ ぉずあｘ く きぎうｙがぎｘ.

Ｚくきがぉずぅけぇぐぃ きぉｘくぐうえがｚすぇ くえぎぃｙがえ.
• ｈぃぁけぉそぎかが きぎがｚぃぎそぇぐぃ くぉうｚかがぃ がぐｚぃぎくぐうぃ こがぉがあうぉずかうえｘ あぉそ ぐｘぉがぇ ｚが‐

あす. ｇぎう かぃがｙこがあうおがくぐう きぎがさうくぐうぐぃ くぉうｚかがぃ がぐｚぃぎくぐうぃ. Ｗくぉう がぐｚぃぎくぐうぃ
ぅｘえけきがぎうぐくそ, ｚがあｘ ｙけあぃぐ くがｙうぎｘぐずくそ かｘ あかぃ きぎうｙがぎｘ.

ｋくぐｘかがｚえｘ
Ｖぉそ きがあえぉぜさぃかうそ え せぉぃえぐぎがくぃぐう ぐしｘぐぃぉずかが くぉぃあけぇぐぃ うかくぐぎけえごうそお, きぎう‐
ｚぃあぃかかすお ｚ くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうこ きｘぎｘぁぎｘげｘこ.

• ｈｘくきｘえけぇぐぃ うぅあぃぉうぃ う きぎがｚぃぎずぐぃ, かぃぐ ぉう きがｚぎぃいあぃかうぇ. ｅぃ きがあえぉぜさｘぇぐぃ
え せぉぃえぐぎがくぃぐう きがｚぎぃいあぃかかすぇ きぎうｙがぎ. ｅぃおぃあぉぃかかが くががｙしうぐぃ が きがｚぎぃ‐
いあぃかうそこ きぎがあｘｚごけ きぎうｙがぎｘ. Ｔ ぐｘえがお くぉけさｘぃ くがこぎｘかうぐぃ けきｘえがｚえけ.

• ｈぃえがおぃかあけぃぐくそ きがあがいあｘぐず かぃ おぃかぃぃ さぃぐすぎぃ さｘくｘ きぃぎぃあ ぐぃお, えｘえ ｚえぉぜ‐
さｘぐず こがぉがあうぉずかうえ, さぐがｙす おｘくぉが ｚぃぎかけぉがくず ｚ えがおきぎぃくくがぎ.

• ｅぃがｙこがあうおが がｙぃくきぃさうぐず ｚがえぎけぁ こがぉがあうぉずかうえｘ あがくぐｘぐがさかけぜ ごうぎえけぉそ‐
ごうぜ ｚがぅあけこｘ, ｚ きぎがぐうｚかがお くぉけさｘぃ きぎうｙがぎ おがいぃぐ きぃぎぃぁぎぃｚｘぐずくそ. ｏぐがｙす
がｙぃくきぃさうぐず あがくぐｘぐがさかけぜ ｚぃかぐうぉそごうぜ, くぉぃあけぇぐぃ うかくぐぎけえごうそお きが けくぐｘ‐
かがｚえぃ.

• Ｗくぉう ｚがぅおがいかが, うぅあぃぉうぃ あがぉいかが ぎｘくきがぉｘぁｘぐずくそ がｙぎｘぐかがぇ くぐがぎがかがぇ え
くぐぃかぃ ぐｘえ, さぐがｙす ｚが うぅｙぃいｘかうぃ がいがぁｘ かぃぉずぅそ ｙすぉが えがくかけぐずくそ ぁがぎそさうこ
さｘくぐぃぇ (えがおきぎぃくくがぎ, うくきｘぎうぐぃぉず).

• Ｖｘかかすぇ きぎうｙがぎ かぃぉずぅそ けくぐｘかｘｚぉうｚｘぐず ｚｙぉうぅう ぎｘあうｘぐがぎがｚ がぐがきぉぃかうそ
うぉう えけこがかかすこ きぉうぐ.

• ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが え ぎがぅぃぐえぃ ｙけあぃぐ あがくぐけき きがくぉぃ けくぐｘかがｚえう きぎうｙがぎｘ.
• ｇがあえぉぜさｘぇぐぃ きぎうｙがぎ ぐがぉずえが え きうぐずぃｚがおけ ｚがあがくかｘｙいぃかうぜ. 3)

ｆｙくぉけいうｚｘかうぃ
• ｃぜｙすぃ がきぃぎｘごうう きが ぐぃこがｙくぉけいうｚｘかうぜ きぎうｙがぎｘ あがぉいかす ｚすきがぉかそぐずくそ

えｚｘぉうげうごうぎがｚｘかかすお せぉぃえぐぎうえがお うぉう けきがぉかがおがさぃかかすお くきぃごうｘぉうくぐがお.
• ｊぃこがｙくぉけいうｚｘかうぃ あｘかかがぁが きぎうｙがぎｘ あがぉいかが ｚすきがぉかそぐずくそ ぐがぉずえが くきぃ‐

ごうｘぉうくぐｘおう ｘｚぐがぎうぅがｚｘかかがぁが くぃぎｚうくかがぁが ごぃかぐぎｘ く うくきがぉずぅがｚｘかうぃお うく‐
えぉぜさうぐぃぉずかが がぎうぁうかｘぉずかすこ ぅｘきさｘくぐぃぇ.

3) Ｗくぉう きぎぃあけくおがぐぎぃかが きがあえぉぜさぃかうぃ え ｚがあがきぎがｚがあけ
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Ｙｘしうぐｘ がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあす
ｅう こがぉがあうぉずかすぇ えがかぐけぎ, かう うぅがぉそごうがかかすぃ おｘぐぃぎうｘぉす かｘくぐがそしぃぁが きぎう‐
ｙがぎｘ かぃ くがあぃぎいｘぐ ぁｘぅがｚ, えがぐがぎすぃ おがぁぉう ｙす きがｚぎぃあうぐず がぅがかがｚすぇ くぉがぇ.
Ｖｘかかすぇ きぎうｙがぎ かぃぉずぅそ けぐうぉうぅうぎがｚｘぐず ｚおぃくぐぃ く ｙすぐがｚすおう がぐこがあｘおう う
おけくがぎがお. Ｚぅがぉそごうがかかすぇ きぃかがきぉｘくぐ くがあぃぎいうぐ ぁがぎぜさうぃ ぁｘぅす: きぎうｙがぎ きがあ‐
ぉぃいうぐ けぐうぉうぅｘごうう ｚ くががぐｚぃぐくぐｚうう く あぃぇくぐｚけぜしうおう かがぎおｘぐうｚかすおう きがぉが‐
いぃかうそおう, く えがぐがぎすおう くぉぃあけぃぐ がぅかｘえがおうぐずくそ ｚ おぃくぐかすこ がぎぁｘかｘこ ｚぉｘくぐう.
ｅぃ あがきけくえｘぇぐぃ きがｚぎぃいあぃかうそ こがぉがあうぉずかがぁが えがかぐけぎｘ, がくがｙぃかかが, ｚｙぉうぅう
ぐぃきぉががｙおぃかかうえｘ. ｄｘぐぃぎうｘぉす, うくきがぉずぅがｚｘかかすぃ あぉそ うぅぁがぐがｚぉぃかうそ あｘかかがぁが
きぎうｙがぎｘ, きがおぃさぃかかすぃ くうおｚがぉがお  , きぎうぁがあかす あぉそ ｚぐがぎうさかがぇ きぃぎぃぎｘｙがぐ‐
えう.

ｇｘかぃぉず けきぎｘｚぉぃかうそ

1 ЛК/ЛВВ ｚすえぉぜさｘぐぃぉず
2 Ｚかあうえｘぐがぎ こがぉがあうぉずかがぁが がぐあぃぉぃかうそ
3 Ｖうくきぉぃぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす こがぉがあうぉずかがぇ えｘおぃぎす
4 ｂかがきえう あぉそ けくぐｘかがｚえう ぐぃおきぃぎｘぐけぎす こがぉがあうぉずかがぇ えｘおぃぎす
5 Ｚかあうえｘぐがぎ ぐぃぎおがおぃぐぎｘ こがぉがあうぉずかがぁが がぐあぃぉぃかうそ (く CЛЛИЙAРЕC)
6 ЙЛАБ えかがきえｘ
7 Ｖうくきぉぃぇ
8 ОБПБР きぃぎぃえぉぜさｘぐぃぉず
9 Ｚかあうえｘぐがぎ おがぎがぅうぉずかがぁが がぐあぃぉぃかうそ

10 Ｖうくきぉぃぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす おがぎがぅうぉずかがぇ えｘおぃぎす
11 ｂかがきえう あぉそ けくぐｘかがｚえう ぐぃおきぃぎｘぐけぎす おがぎがぅうぉずかがぇ えｘおぃぎす
12 Ｚかあうえｘぐがぎ ぐぃぎおがおぃぐぎｘ おがぎがぅうぉずかがぁが がぐあぃぉぃかうそ (く ВОЛПРЙAРЕC)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Ｔえぉぜさぃかうぃ
Ｗくぉう きがくぉぃ ｚえぉぜさぃかうそ ｚうぉえう くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ ｚ ぎがぅぃぐえけ あうくきぉぃぇ かぃ ぅｘぁが‐
ぎｘぃぐくそ, かｘいおうぐぃ えかがきえけ ЛК/ЛВВ , きぎうｙがぎ ｚえぉぜさうぐくそ.
ｂｘえ ぐがぉずえが おがぎがぅうぉずかｘそ えｘおぃぎｘ ｚえぉぜさぃかｘ, がかｘ きぃぎぃこがあうぐ ｚ くがくぐがそかうぃ
ぐぎぃｚがぁう, うかあうえｘぐがぎ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす おうぁｘぃぐ う ぎｘぅあｘぃぐくそ ぅｚけえがｚがぇ くうぁかｘぉ.
ｏぐがｙす がぐえぉぜさうぐず ぅｚけえがｚがぇ くうぁかｘぉ, かｘいおうぐぃ ｚすえぉぜさｘぐぃぉず ОБПБР (くお.
ぐｘえいぃ ぎｘぅあぃぉ "ｉうぁかｘぉうぅｘごうそ きぎぃｚすざぃかうそ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす"), かｘ あうくきぉぃぃ
ぐぃおきぃぎｘぐけぎす がぐがｙぎｘぅうぐくそ くｘおｘそ ｚすくがえｘそ かｘｙぎｘかかｘそ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ.
Ｖぉそ きぎｘｚうぉずかがぁが こぎｘかぃかうそ きぎがあけえぐがｚ かぃがｙこがあうおが ｚすくぐｘｚうぐず くぉぃあけぜしけぜ
ぐぃおきぃぎｘぐけぎけ:
+5°C ｚ こがぉがあうぉずかがぇ えｘおぃぎぃ
-18°C ｚ おがぎがぅうぉずかがぇ えｘおぃぎぃ
ｏぐがｙす ｚすｙぎｘぐず あぎけぁがぃ ぅかｘさぃかうぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす, くお. ぎｘぅあぃぉ "ｈぃぁけぉうぎがｚｘ‐
かうぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす".
Ｖが けえぉｘあえう きぎがあけえぐがｚ ｚ おがぎがぅうぉずかけぜ えｘおぃぎけ きがあがいあうぐぃ, きがえｘ ぐぃおきぃぎｘ‐
ぐけぎｘ ｚ かぃぇ がきけくぐうぐくそ あが -18°C.

Ｔすえぉぜさぃかうぃ
ｍがぉがあうぉずかけぜ う おがぎがぅうぉずかけぜ えｘおぃぎす おがいかが ｚすえぉぜさｘぐず かぃぅｘｚうくうおが あぎけぁ
がぐ あぎけぁｘ.
ｏぐがｙす ｚすえぉぜさうぐず きぎうｙがぎ きがぉかがくぐずぜ, ｚすきがぉかうぐぃ くぉぃあけぜしうぃ あぃぇくぐｚうそ:
1. ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ ЛК/ЛВВ あがぉずざぃ, さぃお かｘ 5 くぃえけかあ.
2. ｅｘ がｙがうこ あうくきぉぃそこ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす がぐがｙぎｘぅうぐくそ がｙぎｘぐかすぇ がぐくさぃぐ ぐぃお‐

きぃぎｘぐけぎす, かｘさうかｘそ く -3 -2 -1. ｂがぁあｘ きがそｚうぐくそ "1", ｚ ぐぃさぃかうぃ えがぎがぐえがぁが
ｚぎぃおぃかう がぐがｙぎｘぅうぐくそ "ЛВ", ぅｘぐぃお こがぉがあうぉずかｘそ う おがぎがぅうぉずかｘそ えｘおぃぎす
ｚすえぉぜさｘぐくそ. Ｖうくきぉぃう ぐぃおきぃぎｘぐけぎす きがぁｘくかけぐ. Ｖが ぐがぁが えｘえ ぅｘｚぃぎざうぐくそ
がｙぎｘぐかすぇ がぐくさぃぐ, きぎがごぃあけぎけ ｚすえぉぜさぃかうそ おがいかが がぐおぃかうぐず, がぐきけくぐうｚ
えかがきえけ ЛК/ЛВВ.

ｏぐがｙす ｚすえぉぜさうぐず こがぉがあうぉずかけぜ えｘおぃぎけ, えがぁあｘ ｚえぉぜさぃかｘ おがぎがぅうぉずかｘそ えｘ‐
おぃぎｘ, ｚすきがぉかうぐぃ くぉぃあけぜしうぃ あぃぇくぐｚうそ:
1. ｆあかがｚぎぃおぃかかが かｘいおうぐぃ う けあぃぎいうｚｘぇぐぃ えかがきえう こがぉがあうぉずかがぁが がぐあぃぉぃ‐

かうそ "+" う "-". ｇぎがうぅがぇあぃぐ がｙぎｘぐかすぇ がぐくさぃぐ がぐ "3" あが "1", ぅｘぐぃお かｘ うか‐
あうえｘぐがぎぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす きがそｚうぐくそ "ЛВ". ｍがぉがあうぉずかがぃ がぐあぃぉぃかうぃ ｚす‐
えぉぜさうぐくそ くｘおがくぐがそぐぃぉずかが.

2. ｏぐがｙす くかがｚｘ ｚえぉぜさうぐず こがぉがあうぉずかがぃ がぐあぃぉぃかうぃ, かｘいおうぐぃ えかがきえけ "+" ло
"-".

ｏぐがｙす ｚすえぉぜさうぐず こがぉがあうぉずかけぜ えｘおぃぎけ, えがぁあｘ ｚすえぉぜさぃかｘ おがぎがぅうぉずかｘそ
えｘおぃぎｘ, ｚすきがぉかうぐぃ くぉぃあけぜしうぃ あぃぇくぐｚうそ:
1. ｆあかがｚぎぃおぃかかが かｘいおうぐぃ う けあぃぎいうｚｘぇぐぃ えかがきえう こがぉがあうぉずかがぁが がぐあぃぉぃ‐

かうそ "+" う "-". ｇぎがうぅがぇあぃぐ がｙぎｘぐかすぇ がぐくさぃぐ がぐ "3" あが "1", ぅｘぐぃお かｘ うか‐
あうえｘぐがぎぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす きがそｚうぐくそ "ЛВ". ｍがぉがあうぉずかがぃ がぐあぃぉぃかうぃ うぉう
ｚぃくず きぎうｙがぎ ｚすえぉぜさうぐくそ くｘおがくぐがそぐぃぉずかが.

2. Ｖが ぐがぁが えｘえ ぅｘｚぃぎざうぐくそ がｙぎｘぐかすぇ がぐくさぃぐ, きぎがごぃあけぎけ ｚすえぉぜさぃかうそ おがい‐
かが がぐおぃかうぐず, がぐきけくぐうｚ えかがきえう "+" う "-".
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ｂがぁあｘ こがぉがあうぉずかがぃ がぐあぃぉぃかうぃ ｚすえぉぜさぃかが, ぃあうかくぐｚぃかかすお ぎぃいうおがお
ぎｘｙがぐす, えがぐがぎすぇ おがいかが うくきがぉずぅがｚｘぐず きぎう ぎｘｙがぐｘぜしぃお おがぎがぅうぉずかがお
がぐあぃぉぃかうう, そｚぉそぃぐくそ ВОЛПРЙAРЕC

ｏぐがｙす ｚすえぉぜさうぐず おがぎがぅうぉずかけぜ えｘおぃぎけ, えがぁあｘ ｚえぉぜさぃかｘ こがぉがあうぉずかｘそ えｘ‐
おぃぎｘ, ｚすきがぉかうぐぃ くぉぃあけぜしうぃ あぃぇくぐｚうそ:
1. ｆあかがｚぎぃおぃかかが かｘいおうぐぃ う けあぃぎいうｚｘぇぐぃ えかがきえう おがぎがぅうぉずかがぁが がぐあぃぉぃ‐

かうそ "+" う "-". ｅｘ あうくきぉぃぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす おがぎがぅうぉずかがぁが がぐあぃぉぃかうそ がぐがｙ‐
ぎｘぅうぐくそ がｙぎｘぐかすぇ がぐくさぃぐ がぐ "3" あが "1". Ｙｘぐぃお かｘ うかあうえｘぐがぎぃ ぐぃおきぃぎｘ‐
ぐけぎす きがそｚうぐくそ くうおｚがぉ "ЛВ". ｄがぎがぅうぉずかがぃ がぐあぃぉぃかうぃ ｚすえぉぜさうぐくそ くｘ‐
おがくぐがそぐぃぉずかが.

2. ｏぐがｙす くかがｚｘ ｚえぉぜさうぐず おがぎがぅうぉずかがぃ がぐあぃぉぃかうぃ, かｘいおうぐぃ えかがきえけ "+"
うぉう "-".

ｏぐがｙす ｚすえぉぜさうぐず おがぎがぅうぉずかけぜ えｘおぃぎけ, えがぁあｘ ｚすえぉぜさぃかｘ こがぉがあうぉずかｘそ
えｘおぃぎｘ, ｚすきがぉかうぐぃ くぉぃあけぜしうぃ あぃぇくぐｚうそ:
1. ｆあかがｚぎぃおぃかかが かｘいおうぐぃ う けあぃぎいうｚｘぇぐぃ えかがきえう おがぎがぅうぉずかがぁが がぐあぃぉぃ‐

かうそ "+" う "-". ｇぎがうぅがぇあぃぐ がｙぎｘぐかすぇ がぐくさぃぐ がぐ "3" あが "1", ぅｘぐぃお かｘ うか‐
あうえｘぐがぎぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす きがそｚうぐくそ "ЛВ". ｍがぉがあうぉずかがぃ がぐあぃぉぃかうぃ うぉう
ｚぃくず きぎうｙがぎ ｚすえぉぜさうぐくそ くｘおがくぐがそぐぃぉずかが.

Ｗくぉう こがぉがあうぉずかうえがお かぃ ｙけあけぐ きがぉずぅがｚｘぐずくそ ｚ ぐぃさぃかうぃ あぉうぐぃぉずかがぁが きぃ‐
ぎうがあｘ:
1. ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ ЛК/ЛВВ あがぉずざぃ, さぃお かｘ 5 くぃえけかあ.
2. Ｔすかずぐぃ ｚうぉえけ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ うぅ ぎがぅぃぐえう うぉう ｚすかずぐぃ きぎぃあがこぎｘかうぐぃぉう/

がぐえぉぜさうぐぃ ぎけｙうぉずかうえ かｘ ぎｘくきぎぃあぃぉうぐぃぉずかがお しうぐぃ えｚｘぎぐうぎす.
3. ｈｘぅおがぎがぅずぐぃ う ぐしｘぐぃぉずかが きぎがぐぎうぐぃ きぎうｙがぎ.
4. ｆくぐｘｚずぐぃ あｚぃぎごす がぐえぎすぐすおう ｚが うぅｙぃいｘかうぃ がｙぎｘぅがｚｘかうそ かぃきぎうそぐかすこ

ぅｘきｘこがｚ.

ｂかがきえう かｘくぐぎがぇえう ぐぃおきぃぎｘぐけぎす
ｈぃぁけぉうぎがｚえｘ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす ｚすきがぉかそぃぐくそ く きがおがしずぜ えかがきがえ かｘくぐぎがぇえう
ぐぃおきぃぎｘぐけぎす. Эぐう えかがきえう くｚそぅｘかす く うかあうえｘぐがぎがお ぐぃおきぃぎｘぐけぎす.
• Ｖうくきぉぃぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす きぃぎぃえぉぜさｘぃぐくそ うぅ ぎぃいうおｘ うかあうえｘごうう ｊＷｂｋｑＷａ

ぐぃおきぃぎｘぐけぎす (きぎう せぐがお きがえｘぅｘかうそ かｘ あうくきぉぃぃ ぁがぎそぐ きがくぐがそかかすお くｚぃ‐
ぐがお) ｚ ぎぃいうお うかあうえｘごうう ＹＲＶＲｅｅｆａ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす (きぎう せぐがお きがえｘぅｘかうそ
かｘ あうくきぉぃぃ おうぁｘぜぐ) かｘいｘぐうぃお があかがぇ うぅ えかがきがえ かｘくぐぎがぇえう ぐぃおきぃぎｘぐけぎす.

• ｇぎう えｘいあがお かｘいｘぐうう があかがぇ うぅ あｚけこ えかがきがえ ＹＲＶＲｅｅＲｗ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ
うぅおぃかそぃぐくそ かｘ 1°C. ＹＲＶＲｅｅＲｗ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ あがぉいかｘ ｙすぐず あがくぐうぁかけぐｘ
ｚ ぐぃさぃかうぃ 24 さｘくがｚ.

Ｗくぉう かぃ かｘいうおｘぐず かう があかけ うぅ せぐうこ えかがきがえ, あうくきぉぃぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす さぃぎぃぅ
えがぎがぐえがぃ ｚぎぃおそ (きぎうおぃぎかが さぃぎぃぅ 5 くぃえ) ｘｚぐがおｘぐうさぃくえう きぃぎぃえぉぜさうぐくそ かｘ‐
ぅｘあ ｚ ぎぃいうお うかあうえｘごうう ｊＷｂｋｑＷａ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす.
ＹＲＶＲｅｅＲｗ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ:
せぐが ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ, えがぐがぎｘそ ｚすｙぎｘかｘ あぉそ こがぉがあうぉずかがぇ うぉう おがぎがぅうぉずかがぇ
えｘおぃぎす. Ｙかｘさぃかうぃ ＹＲＶＲｅｅｆａ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす ｚすｚがあうぐくそ かｘ あうくきぉぃぇ ｚ ｚう‐
あぃ おうぁｘぜしうこ ごうげぎ.
ｊＷｂｋｑＲｗ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ:
かｘ あうくきぉぃぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす ｚすｚがあうぐくそ ぐぃえけしぃぃ ぅかｘさぃかうぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす
ｚかけぐぎう こがぉがあうぉずかがぇ うぉう おがぎがぅうぉずかがぇ えｘおぃぎす. Ｙかｘさぃかうぃ ｊＷｂｋｑＷａ ぐぃお‐
きぃぎｘぐけぎす ｚすｚがあうぐくそ かｘ あうくきぉぃぇ ｚ ｚうあぃ きがくぐがそかかが ぁがぎそしうこ ごうげぎ.
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ｈぃぁけぉうぎがｚｘかうぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす
ｏぐがｙす きぎうｚぃくぐう こがぉがあうぉずかうえ ｚ あぃぇくぐｚうぃ, ｚすきがぉかうぐぃ くぉぃあけぜしうぃ がきぃぎｘ‐
ごうう:
1. ｋくぐｘかがｚうぐぃ ぐぎぃｙけぃおがぃ ぅかｘさぃかうぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす, かｘいｘｚ くががぐｚぃぐくぐｚけぜ‐

しうぇ ぎぃぁけぉそぐがぎ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす. ｅｘ あうくきぉぃぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす かぃおぃあぉぃかかが
がぐがｙぎｘぅうぐくそ うぅおぃかぃかかがぃ ぅかｘさぃかうぃ (ＹＲＶＲｅｅＲｗ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ) う あうくき‐
ぉぃぇ かｘさかぃぐ おうぁｘぐず.

2. ｇぎう えｘいあがお かｘいｘぐうう えかがきえう ぎぃぁけぉそぐがぎｘ ぅかｘさぃかうぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす うぅ‐
おぃかそぃぐくそ 1 °C. ＹＲＶＲｅｅＲｗ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ あがぉいかｘ ｙすぐず あがくぐうぁかけぐｘ ｚ ぐぃ‐
さぃかうぃ 24 さｘくがｚ.

3. ｇがくぉぃ あがくぐういぃかうそ かけいかがぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす さぃぎぃぅ えがぎがぐえがぃ ｚぎぃおそ (きぎう‐
おぃぎかが さぃぎぃぅ 5 くぃえ.) あうくきぉぃぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす くかがｚｘ きぃぎぃえぉぜさうぐくそ ｚ ぎぃ‐
いうお うかあうえｘごうう ｊＷｂｋｑＷａ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす ｚ くががぐｚぃぐくぐｚけぜしぃお がぐあぃぉぃ‐
かうう. ｇがえｘぅｘかうそ かｘ あうくきぉぃぃ きぃぎぃくぐｘかけぐ おうぁｘぐず う ぅｘぁがぎそぐくそ きがくぐがそかかすお
くｚぃぐがお.

Ｖぉそ きぎｘｚうぉずかがぁが こぎｘかぃかうそ きぎがあけえぐがｚ かぃがｙこがあうおが ｚすくぐｘｚうぐず くぉぃあけぜしけぜ
ぐぃおきぃぎｘぐけぎけ:
• +5 °C ｚ こがぉがあうぉずかがぇ えｘおぃぎぃ
• -18 °C ｚ おがぎがぅうぉずかがぇ えｘおぃぎぃ.
ｇぎう うぅおぃかぃかうう ぅｘあｘかかがぁが ぅかｘさぃかうそ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす えがおきぎぃくくがぎ かぃ ｚえぉぜ‐
さうぐくそ くぎｘぅけ, ぃくぉう ｚ あｘかかすぇ おがおぃかぐ ｚすきがぉかそぃぐくそ ｘｚぐがおｘぐうさぃくえがぃ ぎｘぅおが‐
ぎｘいうｚｘかうぃ. ｊｘえ えｘえ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ, かぃがｙこがあうおｘそ あぉそ がｙぃくきぃさぃかうそ くがこぎｘか‐
かがくぐう きぎがあけえぐがｚ ｚ こがぉがあうぉずかがぇ えｘおぃぎぃ, あがくぐうぁｘぃぐくそ がさぃかず ｙすくぐぎが, おがい‐
かが きがおぃしｘぐず きぎがあけえぐす ｚ かぃぃ くぎｘぅけ きがくぉぃ ｚえぉぜさぃかうそ.

Ｖうくきぉぃう ぐぃおきぃぎｘぐけぎす
Ｖうくきぉぃう ぐぃおきぃぎｘぐけぎす おがぁけぐ きがえｘぅすｚｘぐず ぎｘぅぉうさかけぜ うかげがぎおｘごうぜ.
• Ｔ かがぎおｘぉずかがお ぎぃいうおぃ ぎｘｙがぐす かｘ あうくきぉぃぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす ｚすｚがあうぐくそ ぅかｘ‐

さぃかうぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす ｚかけぐぎう こがぉがあうぉずかがぇ えｘおぃぎぃ ｚ あｘかかすぇ おがおぃかぐ ｚぎぃ‐
おぃかう (ｊＷｂｋｑＲｗ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ).

• Ｔ おがぎがぅうぉずかがぇ えｘおぃぎぃ がぐがｙぎｘいｘぃぐくそ くｘおｘそ ｚすくがえｘそ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ (ｊＷ‐
ｂｋｑＲｗ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ). ｇぎう きがぉかがぇ ぅｘぁぎけぅえぃ おがぎがぅうぉずかがぇ えｘおぃぎす, くｘ‐
おｘそ ぐぃきぉｘそ ぅがかｘ, えｘえ きぎｘｚうぉが, かｘこがあうぐくそ ｚ ｚぃぎこかぃぇ きぃぎぃあかぃぇ さｘくぐう えｘ‐
おぃぎす. Ｔ ぅｘｚうくうおがくぐう がぐ ぐがぁが, かｘくえがぉずえが ぅｘきがぉかぃかｘ えｘおぃぎｘ, ぐぃおきぃぎｘぐけ‐
ぎｘ ｚ あぎけぁうこ ぅがかｘこ おがぎがぅうぉずかがぁが がぐあぃぉぃかうそ ｙがぉぃぃ かうぅえｘそ.

• ｇぎう ｚすきがぉかぃかうう けくぐｘかがｚえう ぐぃおきぃぎｘぐけぎす おうぁｘかうぃ きがえｘぅｘかうぇ あうくきぉぃそ
きがえｘぅすｚｘぃぐ ぅｘあｘｚｘぃおがぃ ぅかｘさぃかうぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす ｚ こがぉがあうぉずかがぇ うぉう おが‐
ぎがぅうぉずかがぇ えｘおぃぎぃ (ＹＲＶＲｅｅｆａ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす).

ｇぎう うぅおぃかぃかうう きｘぎｘおぃぐぎがｚ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす きがあがいあうぐぃ きぎうおぃぎかが 24 さｘくｘ,
きがえｘ きがえｘぅｘかうそ あうくきぉぃそ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす かぃ くぐｘｙうぉうぅうぎけぜぐくそ.
ｂがぁあｘ ｚ きぎうｙがぎぃ ｚがぅかうえぉｘ かぃうくきぎｘｚかがくぐず, かｘ あうくきぉぃぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす がぐ‐
がｙぎｘいｘぃぐくそ:
• えｚｘあぎｘぐ うぉう ｙけえｚｘ かｘ あうくきぉぃぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす こがぉがあうぉずかがぁが がぐあぃぉぃかうそ,

ｚ くぉけさｘぃ かぃうくきぎｘｚかがくぐう こがぉがあうぉずかがぁが がぐあぃぉぃかうそ,
• えｚｘあぎｘぐ うぉう ｙけえｚｘ かｘ あうくきぉぃぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす おがぎがぅうぉずかがぁが がぐあぃぉぃかうそ,

ｚ くぉけさｘぃ かぃうくきぎｘｚかがくぐう おがぎがぅうぉずかがぁが がぐあぃぉぃかうそ.
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ｂかがきえｘ ｚすｙがぎｘ ぎぃいうおｘ (ЙЛАБ)
ｉ きがおがしずぜ えかがきえう ｚすｙがぎｘ ぎぃいうおｘ おがいかが けくぐｘかがｚうぐず ぎｘぅぉうさかすぃ ぎぃいうおす
ぎｘｙがぐす.
ｄがいかが ｚすｙぎｘぐず ぐｘえうぃ ぎぃいうおす ぎｘｙがぐす:
• ПДЛММЕКГ
• ВОЛПРЙAРЕC
• CЛЛИЙAРЕC
• ВОЛПРЙAРЕC う CЛЛИЙAРЕC
• ДЛИЕАAХ

Ｖうくきぉぃぇ
ｉ きがおがしずぜ えかがきえう ｚすｙがぎｘ ぎぃいうおｘ おがいかが けくぐｘかがｚうぐず ぎｘぅぉうさかすぃ ぎぃいうおす
ぎｘｙがぐす.
ｄがいかが ｚすｙぎｘぐず ぐｘえうぃ ぎぃいうおす ぎｘｙがぐす:
• ПДЛММЕКГ, ВОЛПРЙAРЕC , CЛЛИЙAРЕC , ВОЛПРЙAРЕC う

CЛЛИЙAРЕC , ДЛИЕАAХ
• ｊぎぃｚがぁｘ: РБЙМБОAРСОБ えがぁあｘ うおぃぃぐくそ かｘぎけざぃかうぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎかがぁが

ぎぃいうおｘ
• ｇがくぉぃ がぐえぉぜさぃかうそ きうぐｘかうそ: かｘ あうくきぉぃぇ ｚすｚがあうぐくそ МЛУБО
• ｉｙがぇ せぉぃえぐぎがくぃぐう: かｘ あうくきぉぃぇ ｚすｚがあうぐくそ ПБОТЕCБ

ОБПБР きぃぎぃえぉぜさｘぐぃぉず
ｅｘいうおｘぇぐぃ えかがきえけ ОБПБР , さぐがｙす ｚすえぉぜさうぐず ぅｚけえがｚがぇ くうぁかｘぉ う おうぁｘぜ‐
しうぇ えぎｘくかすお うかあうえｘぐがぎ.
Ｗくぉう かｘいｘぐｘ えかがきえｘ ОБПБР う うおぃぃぐくそ きぎぃあけきぎぃいあぃかうぃ が かｘぎけざぃかうう ぐぃお‐
きぃぎｘぐけぎかがぁが ぎぃいうおｘ ｚ おがぎがぅうぉずかがぇ えｘおぃぎぃ, ｚ ぐぃさぃかうぃ 5 くぃえけかあ かｘ あうく‐
きぉぃぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす がぐがｙぎｘいｘぃぐくそ くｘおｘそ ｚすくがえｘそ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ, えがぐがぎがぇ
あがくぐうぁぉう ぅｘおがぎがいぃかかすぃ きぎがあけえぐす.

ПДЛММЕКГ ｌけかえごうそ
Ｗくぉう かぃがｙこがあうおが きがおぃくぐうぐず ｚ こがぉがあうぉずかうえ ｙがぉずざがぃ えがぉうさぃくぐｚが ぐぃきぉすこ
きぎがあけえぐがｚ, かｘきぎうおぃぎ, きがくぉぃ きがくぃしぃかうそ おｘぁｘぅうかｘ, ぎぃえがおぃかあけぃぐくそ ｘえぐう‐
ｚうぎがｚｘぐず げけかえごうぜ ПДЛММЕКГ あぉそ けくえがぎぃかかがぁが がこぉｘいあぃかうそ きぎがあけえぐがｚ う
きぎぃあがぐｚぎｘしぃかうそ きがｚすざぃかうそ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす けいぃ かｘこがあそしうこくそ ｚ こがぉがあうぉず‐
かうえぃ きぎがあけえぐがｚ.
ｏぐがｙす ｚえぉぜさうぐず せぐけ げけかえごうぜ, ｚすきがぉかうぐぃ くぉぃあけぜしぃぃ:
1. ｅｘいうおｘぇぐぃ えかがきえけ ЙЛАБきがえｘ かｘ あうくきぉぃぃ かぃ かｘさかぃぐ おうぁｘぐず くぉがｚが

ПДЛММЕКГ .
2. ｉぉがｚが ПДЛММЕКГ ぅｘぁがぎうぐくそ きぎうおぃぎかが さぃぎぃぅ 4 くぃえけかあす きがくぉぃ ｚえぉぜ‐

さぃかうそ ぎぃいうおｘ ぎｘｙがぐす ПДЛММЕКГ.
ｌけかえごうそ ПДЛММЕКГ あぉそ こがぉがあうぉずかがぇ えｘおぃぎす ｚすえぉぜさｘぃぐくそ ｘｚぐがおｘぐうさぃ‐
くえう きぎうおぃぎかが さぃぎぃぅ 6 さｘくがｚ.
ｆこぉｘいあぃかうぃ ｚ おがぎがぅうぉずかがぇ えｘおぃぎぃ きぎがこがあうぐ 1 さｘく きぎう かぃきぎぃぎすｚかがぇ ぎｘ‐
ｙがぐぃ.
ｆｙｘ うかあうえｘぐがぎｘ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす きがえｘぅすｚｘぜぐ くぐがぉｙうえ く きｘあｘぜしぃぇ ぐぃおきぃぎｘ‐
ぐけぎがぇ.
ｏぐがｙす ｚすえぉぜさうぐず せぐけ げけかえごうぜ:
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1. ｅｘいうおｘぇぐぃ えかがきえけ ЙЛАБ きがえｘ くぉがｚが ПДЛММЕКГ かぃ きがぁｘくかぃぐ.

ВОЛПРЙAРЕC げけかえごうそ
ｌけかえごうそ ВОЛПРЙAРЕC (ｙすくぐぎがぁが ぅｘおがぎｘいうｚｘかうそ) きがぅｚがぉそぃぐ ｙすくぐぎが ぅｘ‐
おがぎがぅうぐず くｚぃいうぃ きぎがあけえぐす, きぎぃあがぐｚぎｘしｘそ きぎう せぐがお きがｚすざぃかうぃ ぐぃおきぃ‐
ぎｘぐけぎす けいぃ ぅｘおがぎがいぃかかすこ きぎがあけえぐがｚ, こぎｘかそしうこくそ ｚ こがぉがあうぉずかうえぃ.
ｏぐがｙす ｚえぉぜさうぐず せぐけ げけかえごうぜ, ｚすきがぉかうぐぃ くぉぃあけぜしぃぃ:
1. ｅｘいうおｘぇぐぃ えかがきえけ ЙЛАБきがえｘ かｘ あうくきぉぃぃ かぃ かｘさかぃぐ おうぁｘぐず くぉがｚが

ВОЛПРЙAРЕC .
2. ｉぉがｚが ВОЛПРЙAРЕC ぅｘぁがぎうぐくそ きぎうおぃぎかが さぃぎぃぅ 4 くぃえけかあす きがくぉぃ ｚえぉぜ‐

さぃかうそ ぎぃいうおｘ ぎｘｙがぐす ВОЛПРЙAРЕC .
Ｚかあうえｘぐがぎ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす かｘ あうくきぉぃぃ おがぎがぅうぉずかがぇ えｘおぃぎす きがえｘぅすｚｘぃぐ
くぐがぉｙうえ きｘあｘぜしぃぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす.
ｏぐがｙす ｚすえぉぜさうぐず せぐけ げけかえごうぜ:
1. ｅｘいうおｘぇぐぃ えかがきえけ ЙЛАБ きがえｘ くぉがｚが ВОЛПРЙAРЕC かぃ きがぁｘくかぃぐ.
ｌけかえごうそ ВОЛПРЙAРЕC ｚすえぉぜさｘぃぐくそ ｘｚぐがおｘぐうさぃくえう きぎうおぃぎかが さぃぎぃぅ 52
さｘくｘ.

ｇぎう ｚえぉぜさぃかうう げけかえごうう ВОЛПРЙAРЕC けくぐｘかがｚえけ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす おがいかが かぃ
うぅおぃかそぐず.

CЛЛИЙAРЕC ｌけかえごうそ ｙすくぐぎがぁが がこぉｘいあぃかうそ
ｌけかえごうそ CЛЛИЙAРЕC きぎぃあかｘぅかｘさぃかｘ あぉそ ｙすくぐぎがぁが がこぉｘいあぃかうそ ｙがぉずざうこ
えがぉうさぃくぐｚ きぎがあけえぐがｚ ｚ ｚ こがぉがあうぉずかがぇ えｘおぃぎぃ.
ｏぐがｙす ｚえぉぜさうぐず せぐけ げけかえごうぜ, ｚすきがぉかうぐぃ くぉぃあけぜしぃぃ:
1. ｅｘいうおｘぇぐぃ えかがきえけ ЙЛАБきがえｘ かｘ あうくきぉぃぃ かぃ かｘさかぃぐ おうぁｘぐず くぉがｚが

CЛЛИЙAРЕC .
2. ｉぉがｚが CЛЛИЙAРЕC ぅｘぁがぎうぐくそ きぎうおぃぎかが さぃぎぃぅ 4 くぃえけかあす きがくぉぃ ｚえぉぜ‐

さぃかうそ ぎぃいうおｘ ぎｘｙがぐす CЛЛИЙAРЕC .
Ｚかあうえｘぐがぎ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす かｘ あうくきぉぃぃ こがぉがあうぉずかがぇ えｘおぃぎす きがえｘぅすｚｘぃぐ
くぐがぉｙうえ きｘあｘぜしぃぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす.
ｊぃきぃぎず く きがおがしずぜ げけかえごうう CЛЛИЙAРЕC ｙけあぃぐ がｙぃくきぃさぃかが ｙすくぐぎがぃ
がこぉｘいあぃかうぃ. ｇぎう せぐがお ｘｚぐがおｘぐうさぃくえう ｚすｙうぎｘぃぐくそ ＹＲＶＲｅｅＲｗ ぐぃおきぃぎｘ‐
ぐけぎｘ +2°C.
ｌけかえごうそ CЛЛИЙAРЕC ｘｚぐがおｘぐうさぃくえう ｚすえぉぜさｘぃぐくそ さぃぎぃぅ 6 さｘくがｚ.
ｉかがｚｘ あぃぇくぐｚけぃぐ きぃぎｚがかｘさｘぉずかｘそ かｘくぐぎがぇえｘ あぉそ ＹＲＶＲｅｅｆａ ぐぃおきぃぎｘぐけ‐
ぎす.
ｅｘ あうくきぉぃぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす ｙけあぃぐ がぐがｙぎｘいｘぐずくそ ｌＲｂｊＺｏＷｉｂＲｗ ぐぃおきぃぎｘ‐
ぐけぎｘ ｚ こがぉがあうぉずかがぇ えｘおぃぎぃ.
ｏぐがｙす ｚすえぉぜさうぐず せぐけ げけかえごうぜ:
1. ｅｘいうおｘぇぐぃ えかがきえけ ЙЛАБ きがえｘ くぉがｚが CЛЛИЙAРЕC かぃ きがぁｘくかぃぐ.

ｌけかえごうう ВОЛПРЙAРЕCう CЛЛИЙAРЕC
ｂがぁあｘ げけかえごうう ВОЛПРЙAРЕC う CЛЛИЙAРЕC うくきがぉずぅけぜぐくそ があかがｚぎぃおぃか‐
かが, あぉそ こがぉがあうぉずかがぇ えｘおぃぎす ｘｚぐがおｘぐうさぃくえう けくぐｘかｘｚぉうｚｘぃぐくそ ぅｘあｘかかｘそ
ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ +2 °C かｘ きぃぎうがあ ｚぎぃおぃかう 6 さｘくがｚ. ｆこぉｘいあぃかうぃ ｚ おがぎがぅうぉず‐
かがぇ えｘおぃぎぃ きぎがあがぉいｘぃぐくそ 52 さｘくｘ きぎう かぃきぎぃぎすｚかがぇ ぎｘｙがぐぃ.
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ｏぐがｙす ｚえぉぜさうぐず せぐけ げけかえごうぜ, ｚすきがぉかうぐぃ くぉぃあけぜしぃぃ:
1. ｅｘいうおｘぇぐぃ えかがきえけ ЙЛАБきがえｘ かｘ あうくきぉぃぃ かぃ かｘさかけぐ おうぁｘぐず くぉがｚｘ

ВОЛПРЙAРЕC う CЛЛИЙAРЕC .
2. ｉぉがｚｘ ВОЛПРЙAРЕC う CЛЛИЙAРЕC ぅｘぁがぎそぐくそ きぎうおぃぎかが さぃぎぃぅ 4 くぃ‐

えけかあす きがくぉぃ ｚえぉぜさぃかうそ ぎぃいうおがｚ ぎｘｙがぐす ВОЛПРЙAРЕC う
CЛЛИЙAРЕC.

ｆｙｘ うかあうえｘぐがぎｘ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす かｘ あうくきぉぃぃ きがえｘぅすｚｘぜぐ くぐがぉｙうえ く きｘあｘぜ‐
しぃぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎがぇ.
ｏぐがｙす ｚすえぉぜさうぐず せぐけ げけかえごうぜ:
1. ｅｘいうおｘぇぐぃ えかがきえけ ЙЛАБ きがえｘ くぉがｚｘ ВОЛПРЙAРЕC う CЛЛИЙAРЕC かぃ

きがぁｘくかけぐ.
ｌけかえごうそ ВОЛПРЙAРЕC ｚすえぉぜさｘぃぐくそ ｘｚぐがおｘぐうさぃくえう きぎうおぃぎかが さぃぎぃぅ 52
さｘくｘ.
ｌけかえごうそ CЛЛИЙAРЕC ｚすえぉぜさｘぃぐくそ ｘｚぐがおｘぐうさぃくえう きぎうおぃぎかが さぃぎぃぅ 6 さｘ‐
くがｚ.

ｌけかえごうそ "ｆｊｇｋｉｂ"
ｌけかえごうそ ДЛИЕАAХ きがああぃぎいうｚｘぃぐ ｚ こがぉがあうぉずかがぇ えｘおぃぎぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎけ
きぎうおぃぎかが +15°C. Эぐｘ げけかえごうそ きがぅｚがぉそぃぐ あぃぎいｘぐず こがぉがあうぉずかけぜ えｘおぃぎけ
きけくぐがぇ う ぅｘえぎすぐがぇ ｚ ぐぃさぃかうぃ きぎがあがぉいうぐぃぉずかがぁが きぃぎうがあｘ ｙぃぅあぃぇくぐｚうそ
(かｘきぎうおぃぎ, ｚが ｚぎぃおそ ぉぃぐかぃぁが がぐきけくえｘ), きぎぃあがぐｚぎｘしｘそ がｙぎｘぅがｚｘかうぃ ｚ かぃぇ
かぃきぎうそぐかすこ ぅｘきｘこがｚ.
ｏぐがｙす ｚえぉぜさうぐず せぐけ げけかえごうぜ, ｚすきがぉかうぐぃ くぉぃあけぜしぃぃ:
1. ｅｘいうおｘぇぐぃ えかがきえけ ЙЛАБきがえｘ かｘ あうくきぉぃぃ かぃ かｘさかぃぐ おうぁｘぐず くぉがｚが

ДЛИЕАAХ.
2. ｉぉがｚが ДЛИЕАAХ ぅｘぁがぎうぐくそ きぎうおぃぎかが さぃぎぃぅ 4 くぃえけかあす きがくぉぃ ｚえぉぜさぃ‐

かうそ ぎぃいうおｘ ぎｘｙがぐす ДЛИЕАAХ .
ｏぐがｙす ｚすえぉぜさうぐず せぐけ げけかえごうぜ, けくぐｘかがｚうぐぃ ぐぎぃｙけぃおけぜ ぐぃおきぃぎｘぐけぎけ, かｘ‐
いうおｘそ えかがきえう かｘくぐぎがぇえう ぐぃおきぃぎｘぐけぎす こがぉがあうぉずかがぇ えｘおぃぎす.
ｇぎう ｚえぉぜさぃかかがぇ げけかえごうう "ｆぐきけくえ" ｚ こがぉがあうぉずかがぇ えｘおぃぎぃ かぃ あがぉいかが ｙすぐず
きぎがあけえぐがｚ.

Ｗくぉう ｚえぉぜさぃかｘ げけかえごうそ ДЛИЕАAХ , あｚぃぎず あがぉいかｘ ｙすぐず ぅｘえぎすぐｘ, さぐがｙす
がｙぃくきぃさうぐず かｘあぉぃいｘしけぜ ぎｘｙがぐけ おがぎがぅうぉずかがぇ えｘおぃぎす.
Ｔ せぐがお くがくぐがそかうう ｙぉがえ せぉぃえぐぎがかかがぁが けきぎｘｚぉぃかうそ きぎうｙがぎがお ぎｘｙがぐｘぃぐ ｘｚ‐
ぐがおｘぐうさぃくえう う きぃぎうがあうさぃくえう ｚえぉぜさｘぃぐ ごうぎえけぉそごうぜ ｚがぅあけこｘ あぉそ きぎぃあがぐ‐
ｚぎｘしぃかうそ がｙぎｘぅがｚｘかうそ かぃきぎうそぐかすこ ぅｘきｘこがｚ う くすぎがくぐう.

ｏぐがｙす ｚすえぉぜさうぐず せぐけ げけかえごうぜ:
1. ｅｘいうおｘぇぐぃ えかがきえけ ЙЛАБ きがえｘ くぉがｚが ДЛИЕАAХ かぃ きがぁｘくかぃぐ.

ｆきがｚぃしぃかうぃ が ｚすくがえがぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎぃ ｚ おがぎがぅうぉずかがお がぐあぃぉぃかうう
ｇがｚすざぃかうぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす ｚ おがぎがぅうぉずかがお がぐあぃぉぃかうう (かｘきぎうおぃぎ, うぅ-ぅｘ きぃ‐
ぎぃｙがそ ｚ きがあｘさぃ せぉぃえぐぎがきうぐｘかうそ うぉう がぐえぎすぐがぇ あｚぃぎごす) がぐがｙぎｘいｘぃぐくそ くぉぃ‐
あけぜしうおう くぎぃあくぐｚｘおう:
• おうぁｘかうぃ うかあうえｘぐがぎｘ РБЙМБОAРСОБ , えぎｘくかｘそ ぅｘあかそそ きがあくｚぃぐえｘ う うか‐

あうえｘぐがぎ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす
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• ぅｚけえがｚがぇ くうぁかｘぉ.
ｇぎう ｚがくくぐｘかがｚぉぃかうう かがぎおｘぉずかすこ けくぉがｚうぇ:
• ぅｚけえがｚがぇ くうぁかｘぉ がぐえぉぜさｘぃぐくそ
• うかあうえｘぐがぎ РБЙМБОAРСОБ , えぎｘくかｘそ ぅｘあかそそ きがあくｚぃぐえｘ きぎがあがぉいｘぜぐ

おうぁｘぐず.
ｏぐがｙす ｚすえぉぜさうぐず うかあうえｘぐがぎ う えぎｘくかけぜ ぅｘあかぜぜ きがあくｚぃぐえけ, かｘいおうぐぃ えかがき‐
えけ ОБПБР .
Ｔ ぐぃさぃかうぃ 5 くぃえけかあ かｘ あうくきぉぃぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす おがぎがぅうぉずかがぁが がぐあぃぉぃかうそ
がぐがｙぎｘいｘぃぐくそ くｘおｘそ ｚすくがえｘそ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ, あがくぐうぁかけぐｘそ ｚ おがぎがぅうぉずかがお
がぐあぃぉぃかうう ｚ ぐぃさぃかうぃ きぃぎうがあｘ かｘぎけざぃかうそ ぐぃおきぃぎｘぐけぎかがぁが ぎぃいうおｘ.

ｆきがｚぃしぃかうぃ が ｚすくがえがぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎぃ ｚ こがぉがあうぉずかがお がぐあぃぉぃかうう
ｇがｚすざぃかうぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす ｚ こがぉがあうぉずかがお がぐあぃぉぃかうう (かｘきぎうおぃぎ, うぅ-ぅｘ きぃ‐
ぎぃｙがそ ｚ きがあｘさぃ せぉぃえぐぎがきうぐｘかうそ うぉう がぐえぎすぐがぇ あｚぃぎごす) がぐがｙぎｘいｘぃぐくそ くぉぃ‐
あけぜしうおう くぎぃあくぐｚｘおう:
• おうぁｘかうぃ うかあうえｘぐがぎｘ РБЙМБОAРСОБ , えぎｘくかｘそ きがあくｚぃぐえｘ くぅｘあう う うか‐

あうえｘぐがぎ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす
• ぅｚけえがｚがぇ くうぁかｘぉ.
ｇぎう ｚがくくぐｘかがｚぉぃかうう かがぎおｘぉずかすこ けくぉがｚうぇ:
• ぅｚけえがｚがぇ くうぁかｘぉ がぐえぉぜさｘぃぐくそ
• うかあうえｘぐがぎ РБЙМБОAРСОБ , えぎｘくかｘそ ぅｘあかそそ きがあくｚぃぐえｘ きぎがあがぉいｘぜぐ

おうぁｘぐず.
ｏぐがｙす ｚすえぉぜさうぐず うかあうえｘぐがぎ う えぎｘくかけぜ ぅｘあかぜぜ きがあくｚぃぐえけ, かｘいおうぐぃ えかがき‐
えけ ОБПБР .
Ｔ ぐぃさぃかうぃ 5 くぃえけかあ かｘ あうくきぉぃぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす こがぉがあうぉずかがぁが がぐあぃぉぃかうそ がぐ‐
がｙぎｘいｘぃぐくそ くｘおｘそ ｚすくがえｘそ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ, あがくぐうぁかけぐｘそ ｚ こがぉがあうぉずかがお がぐ‐
あぃぉぃかうう ｚ ぐぃさぃかうぃ きぃぎうがあｘ かｘぎけざぃかうそ ぐぃおきぃぎｘぐけぎかがぁが ぎぃいうおｘ.

ｇぃぎｚがぃ うくきがぉずぅがｚｘかうぃ

ｏうくぐえｘ こがぉがあうぉずかうえｘ うぅかけぐぎう
ｇぃぎぃあ きぃぎｚすお ｚえぉぜさぃかうぃお きぎうｙがぎｘ ｚすおがぇぐぃ ぃぁが ｚかけぐぎぃかかうぃ きがｚぃぎこかが‐
くぐう う ｚくぃ ｚかけぐぎぃかかうぃ きぎうかｘあぉぃいかがくぐう ぐぃきぉがぇ ｚがあがぇ く かぃぇぐぎｘぉずかすお おす‐
ぉがお, さぐがｙす けあｘぉうぐず ぅｘきｘこ, こｘぎｘえぐぃぎかすぇ あぉそ ぐがぉずえが さぐが うぅぁがぐがｚぉぃかかがぁが
うぅあぃぉうそ, ぅｘぐぃお ぐしｘぐぃぉずかが きぎがぐぎうぐぃ うこ.
ｅぃ うくきがぉずぅけぇぐぃ おがぜしうぃ うぉう ｘｙぎｘぅうｚかすぃ くぎぃあくぐｚｘ, ぐ.え. がかう おがぁけぐ きがｚぎぃ‐
あうぐず きがえぎすぐうぃ きがｚぃぎこかがくぐぃぇ こがぉがあうぉずかうえｘ.

Ｗいぃあかぃｚかがぃ うくきがぉずぅがｚｘかうぃ

Ｙｘおがぎｘいうｚｘかうぃ くｚぃいうこ きぎがあけえぐがｚ
ｄがぎがぅうぉずかがぃ がぐあぃぉぃかうぃ きぎぃあかｘぅかｘさぃかが あぉそ ぅｘおがぎｘいうｚｘかうそ くｚぃいうこ きぎが‐
あけえぐがｚ う きぎがあがぉいうぐぃぉずかがぁが こぎｘかぃかうそ ぅｘおがぎがいぃかかすこ きぎがあけえぐがｚ, ｘ ぐｘえいぃ
きぎがあけえぐがｚ ぁぉけｙがえがぇ ぅｘおがぎがぅえう.
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Ｖぉそ ぅｘおがぎｘいうｚｘかうそ くｚぃいうこ きぎがあけえぐがｚ ｚえぉぜさうぐぃ ぎぃいうお ｙすくぐぎがぇ ぅｘおが‐
ぎがぅえう かぃ おぃかぃぃ さぃお ぅｘ 24 さｘくｘ あが ぅｘえぉｘあえう きがあぉぃいｘしうこ ぅｘおがぎｘいうｚｘかうぜ
きぎがあけえぐがｚ ｚ おがぎがぅうぉずかがぃ がぐあぃぉぃかうぃ.
ｋぉがいうぐぃ きがあぉぃいｘしうぃ ぅｘおがぎｘいうｚｘかうぜ くｚぃいうぃ きぎがあけえぐす ｚ ｚぃぎこかぃぃ がぐあぃ‐
ぉぃかうぃ.
ｄｘえくうおｘぉずかがぃ えがぉうさぃくぐｚが きぎがあけえぐがｚ, えがぐがぎがぃ おがいぃぐ ｙすぐず ぅｘおがぎがいぃかが
ぅｘ 24 さｘくｘ, けえｘぅｘかが かｘ ぐｘｙぉうさえぃ く きｘくきがぎぐかすおう あｘかかすおう , ぎｘくきがぉがいぃかかがぇ
ｚかけぐぎう きぎうｙがぎｘ.
ｇぎがごぃくく ぅｘおがぎｘいうｚｘかうそ ぅｘかうおｘぃぐ 24 さｘくｘ: ｚ ぐぃさぃかうぃ せぐがぁが ｚぎぃおぃかう かぃ
あがｙｘｚぉそぇぐぃ ｚ おがぎがぅうぉずかけぜ えｘおぃぎけ あぎけぁうぃ きぎがあけえぐす.

ｍぎｘかぃかうぃ ぅｘおがぎがいぃかかすこ きぎがあけえぐがｚ
ｇぎう きぃぎｚがお ぅｘきけくえぃ うぉう きがくぉぃ あぉうぐぃぉずかがぁが きぎがくぐがそ きぃぎぃあ ぅｘえぉｘあえがぇ
きぎがあけえぐがｚ ｚ がぐあぃぉぃかうぃ あｘぇぐぃ きぎうｙがぎけ きがぎｘｙがぐｘぐず かぃ おぃかぃぃ 2 さｘくがｚ ｚ ぎぃ‐
いうおぃ けくえがぎぃかかがぇ ぅｘおがぎがぅえう.
ｇぎう かぃがｙこがあうおがくぐう こぎｘかぃかうそ ｙがぉずざがぁが えがぉうさぃくぐｚｘ きぎがあけえぐがｚ ｚすかずぐぃ うぅ
えｘおぃぎす ｚくぃ そしうえう う えがぎぅうかす う きがぉがいうぐぃ きぎがあけえぐす かぃきがくぎぃあくぐｚぃかかが かｘ
がこぉｘいあｘぃおすぃ きがぉえう, せぐが がｙぃくきぃさうぐ がきぐうおｘぉずかすぇ ぎぃいうお.
ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
ｇぎがｚぃぎずぐぃ, さぐがｙす えがぉうさぃくぐｚが きぎがあけえぐがｚ かぃ きぎぃｚすざｘぉが きぎぃあぃぉ ぅｘぁぎけぅえう,
けえｘぅｘかかすぇ くｙがえけ ｚぃぎこかぃぁが がぐあぃぉぃかうそ (ぃくぉう けえｘぅｘか) 

ｇぎう くぉけさｘぇかがお ぎｘぅおがぎｘいうｚｘかうう きぎがあけえぐがｚ, かｘきぎうおぃぎ, きぎう くｙがぃ せぉぃえぐぎが‐
きうぐｘかうそ, ぃくぉう かｘきぎそいぃかうぃ ｚ くぃぐう がぐくけぐくぐｚがｚｘぉが ｚ ぐぃさぃかうぃ ｚぎぃおぃかう, きぎぃ‐
ｚすざｘぜしぃぁが けえｘぅｘかかがぃ ｚ ぐｘｙぉうごぃ ぐぃこかうさぃくえうこ あｘかかすこ "ｚぎぃおそ きがｚすざぃかうそ
ぐぃおきぃぎｘぐけぎす", ぎｘぅおがぎがいぃかかすぃ きぎがあけえぐす くぉぃあけぃぐ ｙすくぐぎが けきがぐぎぃｙうぐず ｚ
きうしけ うぉう かぃおぃあぉぃかかが きがあｚぃぎぁかけぐず ぐぃきぉがｚがぇ がｙぎｘｙがぐえぃ, ぅｘぐぃお きがｚぐがぎかが
ぅｘおがぎがぅうぐず (きがくぉぃ ぐがぁが, えｘえ がかう がくぐすかけぐ).

ｂｘぉぃかあｘぎず ぅｘおがぎｘいうｚｘかうそ

ｉうおｚがぉす けえｘぅすｚｘぜぐ かｘ ぎｘぅぉうさかすぃ ぐうきす ぅｘおがぎがいぃかかすこ きぎがあけえぐがｚ.
ｎうげぎす けえｘぅすｚｘぜぐ ｚぎぃおそ こぎｘかぃかうそ ｚ おぃくそごｘこ くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうこ ぐうきがｚ ぅｘ‐
おがぎがいぃかかすこ きぎがあけえぐがｚ. ｂｘえｘそ うぅ けえｘぅｘかかすこ ｚぃぉうさうか くぎがえｘ こぎｘかぃかうそ
(ｚぃぎこかそそ うぉう かういかそそ) そｚぉそぃぐくそ あぃぇくぐｚうぐぃぉずかがぇ, がきぎぃあぃぉそぃぐくそ えｘさぃくぐｚがお
きぎがあけえぐがｚ う がｙぎｘｙがぐえがぇ, えがぐがぎがぇ がかう きがあｚぃぎぁぉうくず きぃぎぃあ ぅｘおがぎｘいうｚｘ‐
かうぃお.

ｈｘぅおがぎｘいうｚｘかうぃ きぎがあけえぐがｚ
Ｙｘおがぎがいぃかかすぃ きぎがあけえぐす, ｚえぉぜさｘそ きぎがあけえぐす ぁぉけｙがえがぇ ぅｘおがぎがぅえう, きぃぎぃあ
うくきがぉずぅがｚｘかうぃお おがいかが ぎｘぅおがぎｘいうｚｘぐず ｚ こがぉがあうぉずかがお がぐあぃぉぃかうう うぉう
きぎう えがおかｘぐかがぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎぃ, ｚ ぅｘｚうくうおがくぐう がぐ ｚぎぃおぃかう, えがぐがぎすお Ｔす ぎｘく‐
きがぉｘぁｘぃぐぃ あぉそ ｚすきがぉかぃかうそ せぐがぇ がきぃぎｘごうう.
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ｄｘぉぃかずえうぃ えけくえう おがいかが ぁがぐがｚうぐず, あｘいぃ かぃ ぎｘぅおがぎｘいうｚｘそ, ｚ ぐがお ｚうあぃ, ｚ
えｘえがお がかう ｚぅそぐす うぅ おがぎがぅうぉずかがぇ えｘおぃぎす: ｚ せぐがお くぉけさｘぃ きぎがごぃくく きぎうぁがぐがｚ‐
ぉぃかうそ きうしう ぅｘぇおぃぐ ｙがぉずざぃ ｚぎぃおぃかう.

Ｒええけおけぉそぐがぎす こがぉがあｘ
ｉ おがぎがぅうぉずかがぇ えｘおぃぎがぇ きがくぐｘｚぉそぃぐくそ があかう うぉう かぃくえがぉずえが ｘええけおけぉそぐがぎがｚ
こがぉがあｘ; ぐｘえうぃ ｘええけおけぉそぐがぎす けｚぃぉうさうｚｘぜぐ ｚぎぃおそ くがこぎｘかかがくぐう きぎがあけえぐがｚ
ｚ くぉけさｘぃ くｙがそ せぉぃえぐぎがきうぐｘかうそ うぉう きがぉがおえう おがぎがぅうぉずかがぇ えｘおぃぎす.

ｉじぃおかすぃ きがぉえう
ｅｘ くぐぃかえｘこ こがぉがあうぉずかうえｘ けくぐｘかがｚぉぃか
ぎそあ かｘきぎｘｚぉそぜしうこ, きがぅｚがぉそぜしうこ ぎｘぅ‐
おぃしｘぐず きがぉえう きが いぃぉｘかうぜ.

ｈｘぅおぃしぃかうぃ きがぉがえ あｚぃぎごす
ｏぐがｙす がｙぃくきぃさうぐず ｚがぅおがいかがくぐず こぎｘかうぐず けきｘえがｚえう きぎがあけえぐがｚ ぎｘぅぉうさかすこ
ぎｘぅおぃぎがｚ, きがぉえう あｚぃぎごす おがいかが ぎｘぅおぃしｘぐず かｘ ぎｘぅかがぇ ｚすくがぐぃ.

ｇがぉえｘ あぉそ ｙけぐすぉがえ (ぃくぉう きぎぃあけくおがぐぎぃかｘ)
ｋぉがいうぐぃ ｙけぐすぉえう (ぅｘえぎすｚｘぜしうおうくそ
えがかごｘおう え くぃｙぃ) かｘ きぎぃあｚｘぎうぐぃぉずかが けく‐
ぐｘかがｚぉぃかかけぜ きがぉえけ.
Ｗくぉう きがぉえｘ けくぐｘかがｚぉぃかｘ ｚ ぁがぎうぅがかぐｘぉず‐
かがぃ きがぉがいぃかうぃ, おがいかが えぉｘくぐず ぐがぉずえが ぅｘ‐
えぎすぐすぃ ｙけぐすぉえう.

Эぐけ きがぉえけ あぉそ ｙけぐすぉがえ おがいかが けくぐｘかが‐
ｚうぐず きがあ かｘえぉがかがお, さぐがｙす こぎｘかうぐず ぎｘ‐
かぃぃ がぐえぎすぐすぃ ｙけぐすぉえう. Ｖぉそ せぐがぁが きがぐそ‐
かうぐぃ きがぉえけ ぐｘえ, さぐがｙす ぃぃ おがいかが ｙすぉが きがｚぃぎかけぐず ｚｚぃぎこ う けくぐｘかがｚうぐず かｘ
くぉぃあけぜしうぇ ｚぃぎこかうぇ けぎがｚぃかず.
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ｗしうえ あぉそ がｚがしぃぇ
ｗしうえ きぎぃあかｘぅかｘさぃか あぉそ こぎｘかぃかうそ がｚが‐
しぃぇ う げぎけえぐがｚ.
Ｔかけぐぎう そしうえｘ うおぃぃぐくそ ぎｘぅあぃぉうぐぃぉず, えが‐
ぐがぎすぇ おがいかが ぎｘくきがぉｘぁｘぐず ｚ ぎｘぅぉうさかすこ
きがぉがいぃかうそこ ｚ くががぐｚぃぐくぐｚうう く ぐぃえけしうおう
きがぐぎぃｙかがくぐそおう.
ｅｘ あかぃ そしうえｘ うおぃぃぐくそ ぎぃざぃぐえｘ (ぃくぉう
がかｘ きぎぃあけくおがぐぎぃかｘ えがかくぐぎけえごうぃぇ あｘか‐
かがぇ おがあぃぉう), きぎぃあかｘぅかｘさぃかかｘそ あぉそ
きぎぃあがこぎｘかぃかうそ がｚがしぃぇ う げぎけえぐがｚ がぐ
ｚがぅあぃぇくぐｚうそ ｚぉｘぁう, がくぃあｘぜしぃぇ かｘ きが‐
ｚぃぎこかがくぐう あかｘ.
Ｔくぃ ｚかけぐぎぃかかうぃ あぃぐｘぉう そしうえｘ おがいかが
ｚすかうおｘぐず あぉそ きぎがｚぃあぃかうそ さうくぐえう

ｂがかぐぎがぉず ｚぉｘいかがくぐう
ｉぐぃえぉそかかｘそ きがぉえｘ ｚえぉぜさｘぃぐ ｚ くぃｙそ けく‐
ぐぎがぇくぐｚが く きｘぅｘおう (ぎぃぁけぉうぎけぃおすおう くきぃ‐
ごうｘぉずかすお くえがぉずぅそしうお ぎすさｘいえがお), きが‐
ぅｚがぉそぜしぃぃ ぎぃぁけぉうぎがｚｘぐず ぐぃおきぃぎｘぐけぎけ ｚ
そしうえぃ (そしうえｘこ) あぉそ がｚがしぃぇ.
ｂがぁあｘ ｚぃかぐうぉそごうがかかすぃ がぐｚぃぎくぐうそ ぅｘ‐
えぎすぐす:
あがぉずざぃ くがこぎｘかそぃぐくそ ぃくぐぃくぐｚぃかかがぃ くが‐
あぃぎいｘかうぃ ｚぉｘぁう ｚ きぎがあけえぐｘこ, こぎｘかそしうこ‐
くそ ｚ がぐあぃぉぃかうそこ あぉそ がｚがしぃぇ う げぎけえぐがｚ.
ｂがぁあｘ ｚぃかぐうぉそごうがかかすぃ がぐｚぃぎくぐうそ がぐ‐
えぎすぐす:
けｚぃぉうさぃかかｘそ ごうぎえけぉそごうそ ｚがぅあけこｘ きぎう‐
ｚがあうぐ え ｙがぉぃぃ かうぅえがおけ くがあぃぎいｘかうぜ
ｚぉｘいかがくぐう ｚ がぐあぃぉぃかうそこ あぉそ こぎｘかぃかうそ
がｚがしぃぇ う げぎけえぐがｚ.

ｇがぉぃぅかすぃ くがｚぃぐす

ｈぃえがおぃかあｘごうう きが せえがかがおうう せぉぃえぐぎがせかぃぎぁうう
• ｅぃ がぐえぎすｚｘぇぐぃ あｚぃぎごけ くぉうざえがお さｘくぐが う かぃ あぃぎいうぐぃ ぃぃ がぐえぎすぐがぇ あがぉ‐

ずざぃ, さぃお かぃがｙこがあうおが.
• Ｗくぉう ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあす ｚすくがえｘそ, ぎぃぁけぉそぐがぎ ぐぃおきぃぎｘぐけ‐

ぎす かｘこがあうぐくそ ｚ くｘおがお ｚすくがえがお きがぉがいぃかうう う こがぉがあうぉずかうえ きがぉかがくぐずぜ
ぅｘぁぎけいぃか, えがおきぎぃくくがぎ おがいぃぐ ぎｘｙがぐｘぐず ｙぃぅ がくぐｘかがｚがえ, さぐが きぎうｚがあうぐ え
がｙぎｘぅがｚｘかうぜ うかぃそ うぉう ぉずあｘ かｘ うくきｘぎうぐぃぉぃ. Ｗくぉう ぐｘえがぃ くぉけさｘぃぐくそ, きが‐
ｚぃぎかうぐぃ ぎぃぁけぉそぐがぎ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす あが ｙがぉぃぃ かうぅえうこ ぅかｘさぃかうぇ, さぐがｙす くあぃ‐
ぉｘぐず ｚがぅおがいかすお ｘｚぐがおｘぐうさぃくえがぃ がぐぐｘうｚｘかうぃ, う, くぉぃあがｚｘぐぃぉずかが, くかう‐
ぅうぐず きがぐぎぃｙぉぃかうぃ せぉぃえぐぎがせかぃぎぁうう.

1
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ｈぃえがおぃかあｘごうう きが がこぉｘいあぃかうぜ きぎがあけえぐがｚ
Ｖぉそ きがぉけさぃかうそ がきぐうおｘぉずかすこ ぎぃぅけぉずぐｘぐがｚ:
• かぃ きがおぃしｘぇぐぃ ｚ こがぉがあうぉずかうえ ぐぃきぉすぃ きぎがあけえぐす うぉう うくきｘぎそぜしうぃくそ いうあ‐

えがくぐう
• かｘえぎすｚｘぇぐぃ うぉう ぅｘｚがぎｘさうｚｘぇぐぃ きぎがあけえぐす, がくがｙぃかかが ぐぃ, えがぐがぎすぃ うおぃぜぐ

くうぉずかすぇ ぅｘきｘこ
• ぎｘくきがぉｘぁｘぇぐぃ きぎがあけえぐす ぐｘえ, さぐがｙす ｚがえぎけぁ かうこ おがぁ くｚがｙがあかが ごうぎえけぉうぎが‐

ｚｘぐず ｚがぅあけこ

ｈぃえがおぃかあｘごうう きが がこぉｘいあぃかうぜ
ｇがぉぃぅかすぃ くがｚぃぐす:
ｄそくが (ｚくぃこ ぐうきがｚ): きがおぃしｘぇぐぃ ｚ きがぉうせぐうぉぃかがｚすぃ きｘえぃぐす う えぉｘあうぐぃ かｘ
くぐぃえぉそかかけぜ きがぉえけ, ぎｘくきがぉがいぃかかけぜ かｘあ そしうえがお あぉそ がｚがしぃぇ.
ｍぎｘかうぐぃ おそくが ぐｘえうお がｙぎｘぅがお があうか, おｘえくうおけお あｚｘ あかそ, うかｘさぃ がかが おがいぃぐ
うくきがぎぐうぐずくそ.
ｇぎがあけえぐす, きがあｚぃぎぁざうぃくそ ぐぃきぉがｚがぇ がｙぎｘｙがぐえぃ, こがぉがあかすぃ ｙぉぜあｘ う ぐ.あ.:
あがぉいかす ｙすぐず かｘえぎすぐす う おがぁけぐ ｙすぐず ぎｘぅおぃしぃかす かｘ ぉぜｙがぇ きがぉえぃ.
ｌぎけえぐす う がｚがしう: あがぉいかす ｙすぐず ぐしｘぐぃぉずかが がさうしぃかかすおう; うこ くぉぃあけぃぐ きが‐
おぃしｘぐず ｚ くきぃごうｘぉずかが きぎぃあけくおがぐぎぃかかすぃ あぉそ うこ こぎｘかぃかうそ そしうえう.
ｉぉうｚがさかがぃ おｘくぉが う くすぎ: あがぉいかす きがおぃしｘぐずくそ ｚ くきぃごうｘぉずかすぃ ｚがぅあけこがかぃ‐
きぎがかうごｘぃおすぃ えがかぐぃぇかぃぎす うぉう ｙすぐず がｙぃぎかけぐす ｘぉぜおうかうぃｚがぇ げがぉずぁがぇ うぉう
きがぉうせぐうぉぃかがｚがぇ きぉぃかえがぇ, さぐがｙす おｘえくうおｘぉずかが がぁぎｘかうさうぐず えがかぐｘえぐ く ｚがぅ‐
あけこがお.
Ｓけぐすぉえう く おがぉがえがお: あがぉいかす ｙすぐず ぅｘえぎすぐす えぎすざえがぇ う ぎｘぅおぃしぃかす ｚ きがぉえぃ
あぉそ ｙけぐすぉがえ かｘ あｚぃぎごぃ.
Ｓｘかｘかす, えｘぎぐがげぃぉず, ぉけえ う さぃくかがえ かぃ くぉぃあけぃぐ こぎｘかうぐず ｚ こがぉがあうぉずかうえぃ ｚ
かぃけきｘえがｚｘかかがお ｚうあぃ.

ｈぃえがおぃかあｘごうう きが ぅｘおがぎｘいうｚｘかうぜ
ｅういぃ きぎうｚぃあぃか ぎそあ ぎぃえがおぃかあｘごうぇ, かｘきぎｘｚぉぃかかすこ かｘ ぐが, さぐがｙす きがおがさず
くあぃぉｘぐず きぎがごぃくく ぅｘおがぎｘいうｚｘかうそ おｘえくうおｘぉずかが せげげぃえぐうｚかすお:
• おｘえくうおｘぉずかがぃ えがぉうさぃくぐｚが きぎがあけえぐがｚ, えがぐがぎがぃ おがいぃぐ ｙすぐず ぅｘおがぎがいぃかが

ｚ ぐぃさぃかうぃ 24 さｘくがｚ. けえｘぅｘかが かｘ ぐｘｙぉうさえぃ ぐぃこかうさぃくえうこ あｘかかすこ;
• きぎがごぃくく ぅｘおがぎｘいうｚｘかうそ ぅｘかうおｘぃぐ 24 さｘくｘ. Ｔ せぐがぐ きぃぎうがあ かぃ くぉぃあけぃぐ

えぉｘくぐず ｚ おがぎがぅうぉずかけぜ えｘおぃぎけ かがｚすぃ きぎがあけえぐす, きがあぉぃいｘしうぃ ぅｘおがぎｘ‐
いうｚｘかうぜ;

• ぅｘおがぎｘいうｚｘぇぐぃ ぐがぉずえが ｚすくがえがえｘさぃくぐｚぃかかすぃ, くｚぃいうぃ う ぐしｘぐぃぉずかが ｚす‐
おすぐすぃ きぎがあけえぐす;

• きぃぎぃあ ぅｘおがぎｘいうｚｘかうぃお ぎｘぅあぃぉうぐぃ きぎがあけえぐす かｘ おｘぉぃかずえうぃ きがぎごうう あぉそ
ぐがぁが, さぐがｙす ｙすくぐぎが う きがぉかがくぐずぜ うこ ぅｘおがぎｘぅうぐず, ｘ ぐｘえいぃ さぐがｙす うおぃぐず
ｚがぅおがいかがくぐず ぎｘぅおがぎｘいうｚｘぐず ぐがぉずえが かけいかがぃ えがぉうさぃくぐｚが きぎがあけえぐがｚ;

• ぅｘｚぃぎかうぐぃ きぎがあけえぐす ｚ ｘぉぜおうかうぃｚけぜ げがぉずぁけ うぉう ｚ きがぉうせぐうぉぃかがｚけぜ
きぉぃかえけ う きぎがｚぃぎずぐぃ, さぐがｙす え かうお かぃ ｙすぉが あがくぐけきｘ ｚがぅあけこｘ;

• かぃ あがきけくえｘぇぐぃ, さぐがｙす くｚぃいうぃ かぃぅｘおがぎがいぃかかすぃ きぎがあけえぐす えｘくｘぉうくず けいぃ
ぅｘおがぎがいぃかかすこ きぎがあけえぐがｚ ｚが うぅｙぃいｘかうぃ きがｚすざぃかうそ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす きが‐
くぉぃあかうこ;
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• きがくぐかすぃ きぎがあけえぐす くがこぎｘかそぜぐくそ ぉけさざぃ う あがぉずざぃ, さぃお いうぎかすぃ; くがぉず くが‐
えぎｘしｘぃぐ くぎがえ こぎｘかぃかうそ きぎがあけえぐがｚ;

• きうしぃｚがぇ ぉぃあ おがいぃぐ ｚすぅｚｘぐず がいがぁ えがいう, ぃくぉう ｙぎｘぐず ぃぁが ｚ ぎがぐ きぎそおが うぅ
おがぎがぅうぉずかがぇ えｘおぃぎす;

• ぎぃえがおぃかあけぃぐくそ けえｘぅすｚｘぐず あｘぐけ ぅｘおがぎｘいうｚｘかうそ かｘ えｘいあがぇ けきｘえがｚえぃ; せぐが
きがぅｚがぉうぐ えがかぐぎがぉうぎがｚｘぐず くぎがえ こぎｘかぃかうそ.

ｈぃえがおぃかあｘごうう きが こぎｘかぃかうぜ ぅｘおがぎがいぃかかすこ きぎがあけえぐがｚ
Ｖぉそ きがぉけさぃかうそ がきぐうおｘぉずかすこ ぎぃぅけぉずぐｘぐがｚ くぉぃあけぃぐ:
• けｙぃあうぐずくそ, さぐが きぎがあけえぐす うかあけくぐぎうｘぉずかがぇ ぅｘおがぎがぅえう こぎｘかうぉうくず け きぎが‐

あｘｚごｘ ｚ あがぉいかすこ けくぉがｚうそこ;
• がｙぃくきぃさうぐず おうかうおｘぉずかがぃ ｚぎぃおそ あがくぐｘｚえう ぅｘおがぎがいぃかかすこ きぎがあけえぐがｚ うぅ

おｘぁｘぅうかｘ ｚ くｚがぜ おがぎがぅうぉずかけぜ えｘおぃぎけ;
• かぃ がぐえぎすｚｘぐず あｚぃぎごけ くぉうざえがお さｘくぐが う かぃ あぃぎいｘぐず ぃぃ がぐえぎすぐがぇ あがぉずざぃ,

さぃお かぃがｙこがあうおが.
• ｇがくぉぃ ぎｘぅおがぎｘいうｚｘかうそ きぎがあけえぐす ｙすくぐぎが きがぎぐそぐくそ う かぃ きがあぉぃいｘぐ きが‐

ｚぐがぎかがおけ ぅｘおがぎｘいうｚｘかうぜ.
• ｅぃ きぎぃｚすざｘぇぐぃ ｚぎぃおそ こぎｘかぃかうそ, けえｘぅｘかかがぃ うぅぁがぐがｚうぐぃぉぃお きぎがあけえぐがｚ.

ｋこがあ う さうくぐえｘ
ｇｈＷＶｋｇｈＷＸＶＷｅＺＷ!
ｇぃぎぃあ ｚすきがぉかぃかうぃお えｘえうこ-ぉうｙが がきぃぎｘごうぇ きが さうくぐえぃ うぉう けこがあけ ぅｘ きぎうｙが‐
ぎがお ｚすかずぐぃ ｚうぉえけ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ うぅ ぎがぅぃぐえう.

Ｔ こがぉがあうぉずかがお えがかぐけぎぃ あｘかかがぁが きぎうｙがぎｘ くがあぃぎいｘぐくそ けぁぉぃｚがあがぎがあす; きが‐
せぐがおけ ぃぁが がｙくぉけいうｚｘかうぃ う ぅｘきぎｘｚえｘ あがぉいかす がくけしぃくぐｚぉそぐずくそ ぐがぉずえが けきが‐
ぉかがおがさぃかかすおう くきぃごうｘぉうくぐｘおう.

ｇぃぎうがあうさぃくえｘそ さうくぐえｘ
ｇぎうｙがぎ かけいあｘぃぐくそ ｚ ぎぃぁけぉそぎかがぇ さうくぐえぃ:
• ｚかけぐぎぃかかうぃ きがｚぃぎこかがくぐう きぎうｙがぎｘ う きぎうかｘあぉぃいかがくぐう おがぇぐぃ ぐぃきぉがぇ ｚが‐

あがぇ く かぃぇぐぎｘぉずかすお おすぉがお.
• ぐしｘぐぃぉずかが きぎがｚぃぎずぐぃ けきぉがぐかぃかうぃ あｚぃぎごす う ｚすぐぎうぐぃ ぃぁが あがさうくぐｘ, さぐがｙす

がかが ｙすぉが さうくぐすお う ｙぃぅ おけくがぎｘ.
• くきがぉがくかうぐぃ う ぐしｘぐぃぉずかが ｚすぐぎうぐぃ.
ｅぃ ぐそかうぐぃ, かぃ あｚうぁｘぇぐぃ う くぐｘぎｘぇぐぃくず かぃ きがｚぎぃあうぐず ぐぎけｙえう う えｘｙぃぉう ｚかけぐぎう
えがぎきけくｘ.
ｅうえがぁあｘ かぃ きがぉずぅけぇぐぃくず あぉそ さうくぐえう ｚかけぐぎぃかかうこ きがｚぃぎこかがくぐぃぇ おがぜしうおう
くぎぃあくぐｚｘおう, ｘｙぎｘぅうｚかすおう きがぎがざえｘおう, さうくぐそしうおう くぎぃあくぐｚｘおう く くうぉずかすお
ぅｘきｘこがお うぉう きがぉうぎがｚｘぉずかすおう きｘくぐｘおう, ぐｘえ えｘえ がかう おがぁけぐ きがｚぎぃあうぐず きが‐
ｚぃぎこかがくぐず う がくぐｘｚうぐず くぐがぇえうぇ ぅｘきｘこ.

ｇぎがさうくぐうぐぃ うくきｘぎうぐぃぉず (さぃぎかｘそ ぎぃざぃぐえｘ) う えがおきぎぃくくがぎ, ぎｘくきがぉがいぃかかすぃ
く ぅｘあかぃぇ くぐがぎがかす きぎうｙがぎｘ, しぃぐえがぇ うぉう きすぉぃくがくがお. Эぐｘ がきぃぎｘごうそ きがｚす‐
ざｘぃぐ せげげぃえぐうｚかがくぐず ぎｘｙがぐす きぎうｙがぎｘ う くかういｘぃぐ きがぐぎぃｙぉぃかうぃ せぉぃえぐぎがせ‐
かぃぎぁうう.
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Ｓけあずぐぃ がくぐがぎがいかす, さぐがｙす かぃ きがｚぎぃあうぐず くうくぐぃおけ がこぉｘいあぃかうそ.

ｅぃえがぐがぎすぃ さうくぐそしうぃ くぎぃあくぐｚｘ あぉそ えけこかう くがあぃぎいｘぐ こうおうえｘぐす, おがぁけしうぃ
きがｚぎぃあうぐず きぉｘくぐおｘくくがｚすぃ あぃぐｘぉう きぎうｙがぎｘ. ｇが せぐがぇ きぎうさうかぃ ぎぃえがおぃか‐
あけぃぐくそ おすぐず ｚかぃざかうぇ えがぎきけく きぎうｙがぎｘ ぐがぉずえが ぐぃきぉがぇ ｚがあがぇ く かぃｙがぉずざうお
えがぉうさぃくぐｚがお おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ.
ｇがくぉぃ さうくぐえう きがあえぉぜさうぐぃ きぎうｙがぎ え くぃぐう せぉぃえぐぎがきうぐｘかうそ.

ｈｘぅおがぎｘいうｚｘかうぃ こがぉがあうぉずかうえｘ
ｇぎう かがぎおｘぉずかすこ けくぉがｚうそこ かｘぉぃあず ｘｚぐがおｘぐうさぃくえう けあｘぉそぃぐくそ く うくきｘぎうぐぃ‐
ぉそ こがぉがあうぉずかがぁが がぐあぃぉぃかうそ きぎう えｘいあがお ｚすえぉぜさぃかうう おがぐがぎ-えがおきぎぃくくがぎｘ.
ｊｘぉｘそ ｚがあｘ くぉうｚｘぃぐくそ ｚ くきぃごうｘぉずかすぇ きがああがか, けくぐｘかがｚぉぃかかすぇ く ぅｘあかぃぇ
くぐがぎがかす きぎうｙがぎｘ かｘあ おがぐがぎ-えがおきぎぃくくがぎがお, う ぅｘぐぃお がぐぐけあｘ うくきｘぎそぃぐくそ.
ｅぃがｙこがあうおが きぃぎうがあうさぃくえう きぎがさうしｘぐず
くぉうｚかがぃ がぐｚぃぎくぐうぃ, うおぃぜしぃぃくそ きがくぎぃ‐
あうかぃ えｘかｘぉｘ こがぉがあうぉずかがぁが がぐあぃぉぃかうそ,
ｚが うぅｙぃいｘかうぃ きがきｘあｘかうそ えｘきぃぉず ｚがあす
かｘ かｘこがあそしうぃくそ ｚ かぃぇ きぎがあけえぐす. Ｚく‐
きがぉずぅけぇぐぃ あぉそ せぐがぁが くきぃごうｘぉずかがぃ きぎうく‐
きがくがｙぉぃかうぃ, えがぐがぎがぃ ｚす かｘぇあぃぐぃ けいぃ
ｚくぐｘｚぉぃかかすお ｚ くぉうｚかがぃ がぐｚぃぎくぐうぃ.

ｈｘぅおがぎｘいうｚｘかうぃ おがぎがぅうぉずかがぁが がぐあぃぉぃかうそ
ｅｘ きがぉえｘこ う ｚがえぎけぁ ｚぃぎこかぃぇ さｘくぐう おがぎがぅうぉずかがぁが がぐあぃぉぃかうそ ｚくぃぁあｘ がｙぎｘぅ‐
けぃぐくそ がきぎぃあぃぉぃかかがぃ えがぉうさぃくぐｚが かｘぉぃあう.
ｈｘぅおがぎｘいうｚｘぇぐぃ おがぎがぅうぉずかがぃ がぐあぃぉぃかうぃ, えがぁあｘ くぉがぇ うかぃそ あがくぐうぁかぃぐ ぐがぉ‐
しうかす がえがぉが 3-5 おお.
ｇぎうおぃぎかが ぅｘ 12 さｘくがｚ あが かｘさｘぉｘ ぎｘぅおがぎｘいうｚｘかうそ きがｚぃぎかうぐぃ ぎぃぁけぉそぐがぎ
ぐぃおきぃぎｘぐけぎす きが かｘきぎｘｚぉぃかうぜ え ｚぃぎこかうお きがぉがいぃかうそお, さぐがｙす くがぅあｘぐず あが‐
くぐｘぐがさかすぇ ぎぃぅぃぎｚ こがぉがあｘ かｘ ｚぎぃおそ きぃぎぃぎすｚｘ ｚ ぎｘｙがぐぃ.

Ｖぉそ けあｘぉぃかうそ かｘぉぃあう ｚすきがぉかうぐぃ くぉぃあけぜしぃぃ:
1. Ｔすえぉぜさうぐぃ きぎうｙがぎ.
2. Ｔすかずぐぃ うぅ がぐあぃぉぃかうそ ｚくぃ こぎｘかそしうぃくそ ぐｘお きぎがあけえぐす, ぅｘｚぃぎかうぐぃ うこ ｚ

かぃくえがぉずえが くぉがぃｚ ぁｘぅぃぐかがぇ ｙけおｘぁう う きがおぃくぐうぐぃ ｚ きぎがこぉｘあかがぃ おぃくぐが.
ｇｈＷＶｋｇｈＷＸＶＷｅＺＷ!
ｅぃ えｘくｘぇぐぃくず ぅｘおがぎがいぃかかすこ きぎがあけえぐがｚ ｚぉｘいかすおう ぎけえｘおう. ｈけえう おがぁけぐ え
かうお きぎうおぃぎぅかけぐず.

20 ｋこがあ う さうくぐえｘ



3. ｆくぐｘｚずぐぃ あｚぃぎごけ がぐえぎすぐがぇ う けく‐
ぐｘかがｚうぐぃ きぉｘくぐうえがｚすぇ くえぎぃｙがえ ｚ
くきぃごうｘぉずかがぃ ぁかぃぅあが, ぎｘくきがぉが‐
いぃかかがぃ ｚ くぃぎぃあうかぃ かういかぃぇ さｘくぐう
がぐあぃぉぃかうそ, きがあくぐｘｚうｚ きがあ かぃぁが
ぃおえがくぐず あぉそ くｙがぎｘ ぐｘぉがぇ ｚがあす

ｏぐがｙす けくえがぎうぐず きぎがごぃくく ぎｘぅおがぎｘいう‐
ｚｘかうそ, きがくぐｘｚずぐぃ ｚ おがぎがぅうぉずかがぃ がぐ‐
あぃぉぃかうぃ えｘくぐぎぜぉぜ く ぁがぎそさぃぇ ｚがあがぇ.
ｊｘえいぃ けあｘぉそぇぐぃ きｘあｘぜしうぃ えけくがさえう
かｘぉぃあう, かぃ あがいうあｘそくず うこ きがぉかがぁが
ぐｘそかうそ.
4. ｇがくぉぃ ぅｘｚぃぎざぃかうそ ぎｘぅおがぎｘいうｚｘ‐

かうそ ぐしｘぐぃぉずかが きぎがぐぎうぐぃ ｚかけぐぎぃかかうぃ きがｚぃぎこかがくぐう う けｙぃぎうぐぃ くえぎぃｙがえ ｚ
おぃくぐが ぃぁが こぎｘかぃかうそ.

5. Ｔえぉぜさうぐぃ きぎうｙがぎ.
6. ｏぃぎぃぅ あｚｘ うぉう ぐぎう さｘくｘ ｚぃぎかうぐぃ ｚ がぐあぃぉぃかうぃ ぎｘかぃぃ けあｘぉぃかかすぃ うぅ かぃぁが

きぎがあけえぐす.
ｅうえがぁあｘ かぃ うくきがぉずぅけぇぐぃ がくぐぎすぃ おぃぐｘぉぉうさぃくえうぃ うかくぐぎけおぃかぐす あぉそ けあｘぉぃ‐
かうそ かｘぉぃあう く うくきｘぎうぐぃぉそ ｚが うぅｙぃいｘかうぃ ぃぁが きがｚぎぃいあぃかうそ.
ｅぃ うくきがぉずぅけぇぐぃ おぃこｘかうさぃくえうぃ けくぐぎがぇくぐｚｘ うぉう ぉぜｙすぃ あぎけぁうぃ くぎぃあくぐｚｘ,
えぎがおぃ ぎぃえがおぃかあがｚｘかかすこ きぎがうぅｚがあうぐぃぉぃお, あぉそ けくえがぎぃかうそ きぎがごぃくくｘ ぎｘぅ‐
おがぎｘいうｚｘかうそ.
ｇがｚすざぃかうぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす けきｘえがｚがえ く ぅｘおがぎがいぃかかすおう きぎがあけえぐｘおう きぎう
ぎｘぅおがぎｘいうｚｘかうう おがいぃぐ きぎうｚぃくぐう え くがえぎｘしぃかうぜ ｙぃぅがきｘくかがぁが くぎがえｘ うこ
こぎｘかぃかうそ.

ｇぃぎぃぎすｚす ｚ せえくきぉけｘぐｘごうう
Ｗくぉう きぎうｙがぎ かぃ ｙけあぃぐ うくきがぉずぅがｚｘぐずくそ ｚ ぐぃさぃかうぃ きぎがあがぉいうぐぃぉずかがぁが ｚぎぃ‐
おぃかう, きぎうおうぐぃ くぉぃあけぜしうぃ おぃぎす きぎぃあがくぐがぎがいかがくぐう:
• がぐえぉぜさうぐぃ きぎうｙがぎ がぐ くぃぐう せぉぃえぐぎがきうぐｘかうそ
• けあｘぉうぐぃ ｚくぃ きぎがあけえぐす
• ぎｘぅおがぎがぅずぐぃ 4)ｚすおがぇぐぃ きぎうｙがぎ う ｚくぃ きぎうかｘあぉぃいかがくぐう
• がくぐｘｚずぐぃ あｚぃぎごす きぎうがぐえぎすぐすおう, さぐがｙす きぎぃあがぐｚぎｘぐうぐず がｙぎｘぅがｚｘかうぃ かぃ‐

きぎうそぐかがぁが ぅｘきｘこｘ.
Ｗくぉう きぎうｙがぎ ｙけあぃぐ きぎがあがぉいｘぐず ぎｘｙがぐｘぐず, きがきぎがくうぐぃ えがぁが-かうｙけあず きぎがｚぃぎ‐
そぐず ぃぁが ｚぎぃおそ がぐ ｚぎぃおぃかう, さぐがｙす かぃ あがきけくぐうぐず きがぎさう かｘこがあそしうこくそ ｚ かぃお
きぎがあけえぐがｚ ｚ くぉけさｘぃ がぐえぉぜさぃかうそ せぉぃえぐぎがせかぃぎぁうう.

4) Ｗくぉう きぎぃあけくおがぐぎぃかが.
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ｏぐが あぃぉｘぐず, ぃくぉう ...
ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
ｇぃぎぃあ けくぐぎｘかぃかうぃお かぃうくきぎｘｚかがくぐぃぇ ｚすかずぐぃ ｚうぉえけ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ うぅ ぎが‐
ぅぃぐえう.
ｋくぐぎｘかそぐず かぃうくきぎｘｚかがくぐう, かぃ がきうくｘかかすぃ ｚ あｘかかがお ぎけえがｚがあくぐｚぃ, あがぉいぃか
ぐがぉずえが えｚｘぉうげうごうぎがｚｘかかすぇ せぉぃえぐぎうえ うぉう けきがぉかがおがさぃかかすぇ くきぃごうｘぉうくぐ.

ｇぎう かがぎおｘぉずかすこ けくぉがｚうそこ くぉすざかす かぃえがぐがぎすぃ ぅｚけえう (ぎｘｙがぐす えがおきぎぃくくが‐
ぎｘ, ごうぎえけぉそごうう こぉｘあｘぁぃかぐｘ).

ｅぃきがぉｘあえｘ Ｔがぅおがいかｘそ きぎうさうかｘ ｉきがくがｙ けくぐぎｘかぃかうそ
ｇぎうｙがぎ かぃ ぎｘｙがぐｘぃぐ.
ｃｘおきがさえｘ かぃ ぁがぎうぐ.

ｇぎうｙがぎ ｚすえぉぜさぃか. Ｔえぉぜさうぐぃ きぎうｙがぎ.

 Ｔうぉえｘ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ かぃ‐
きぎｘｚうぉずかが ｚくぐｘｚぉぃかｘ ｚ
ぎがぅぃぐえけ.

ｇぎｘｚうぉずかが ｚくぐｘｚずぐぃ ｚうぉえけ
くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ ｚ ぎがぅぃぐえけ.

 ｅｘ きぎうｙがぎ かぃ きがあｘぃぐくそ
せぉぃえぐぎがきうぐｘかうぃ. ｆぐくけぐ‐
くぐｚけぃぐ かｘきぎそいぃかうぃ ｚ くぃぐぃ‐
ｚがぇ ぎがぅぃぐえぃ.

ｇがあえぉぜさうぐぃ え せぐがぇ くぃぐぃｚがぇ
ぎがぅぃぐえぃ あぎけぁがぇ せぉぃえぐぎが‐
きぎうｙがぎ.
ｆｙぎｘぐうぐぃくず え えｚｘぉうげうごう‐
ぎがｚｘかかがおけ せぉぃえぐぎうえけ.

ｃｘおきがさえｘ かぃ ぁがぎうぐ. ｃｘおきがさえｘ きぃぎぃぁがぎぃぉｘ. ｉお. ぎｘぅあぃぉ "Ｙｘおぃかｘ ぉｘお‐
きがさえう".

ｂがおきぎぃくくがぎ ぎｘｙがぐｘぃぐ
かぃきぎぃぎすｚかが.

ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ ぅｘあｘかｘ かぃ‐
きぎｘｚうぉずかが.

Ｙｘあｘぇぐぃ ｙがぉぃぃ ｚすくがえけぜ
ぐぃおきぃぎｘぐけぎけ.

 ｅぃきぉがぐかが ぅｘえぎすぐｘ あｚぃぎ‐
ごｘ.

ｉお. ぎｘぅあぃぉ "Ｙｘえぎすぐうぃ
あｚぃぎごす".

 Ｖｚぃぎごｘ がぐえぎすｚｘぉｘくず
くぉうざえがお さｘくぐが.

ｅぃ がくぐｘｚぉそぇぐぃ あｚぃぎごけ がぐ‐
えぎすぐがぇ あがぉずざぃ, さぃお せぐが かぃ‐
がｙこがあうおが.

 ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ きぎがあけえぐがｚ
くぉうざえがお ｚすくがえｘそ.

ｇぎぃいあぃ さぃお きがぉがいうぐず きぎが‐
あけえぐす ｚ こがぉがあうぉずかうえ, あｘぇ‐
ぐぃ うお がこぉｘあうぐずくそ あが えがお‐
かｘぐかがぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす.

 ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ ｚがぅあけこｘ ｚ
きがおぃしぃかうう くぉうざえがお ｚす‐
くがえｘそ.

ｆｙぃくきぃさずぐぃ くかういぃかうぃ ぐぃお‐
きぃぎｘぐけぎす ｚがぅあけこｘ ｚ きがおぃ‐
しぃかうう.

Ｔがあｘ くぐぃえｘぃぐ きが ぅｘあ‐
かぃぇ くぐぃかえぃ こがぉがあうぉず‐
かうえｘ.

Ｔが ｚぎぃおそ ｘｚぐがおｘぐうさぃくえが‐
ぁが ぎｘぅおがぎｘいうｚｘかうそ かｘ
ぅｘあかぃぇ きｘかぃぉう ぎｘぅおがぎｘ‐
いうｚｘぃぐくそ かｘぉぃあず.

Эぐが かがぎおｘぉずかが.

Ｔがあｘ くぐぃえｘぃぐ ｚかけぐぎず
こがぉがあうぉずかうえｘ.

Ｙｘくがぎうぉがくず くぉうｚかがぃ がぐ‐
ｚぃぎくぐうぃ.

ｇぎがさうくぐうぐぃ くぉうｚかがぃ がぐ‐
ｚぃぎくぐうぃ.
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ｅぃきがぉｘあえｘ Ｔがぅおがいかｘそ きぎうさうかｘ ｉきがくがｙ けくぐぎｘかぃかうそ
 ｇぎがあけえぐす おぃざｘぜぐ ｚがあぃ

くぐぃえｘぐず ｚ ｚがあがくｙがぎかうえ.
ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが きぎがあけえぐす
かぃ えｘくｘぜぐくそ ぅｘあかぃぇ くぐぃかえう.

Ｔがあｘ くぐぃえｘぃぐ かｘ きがぉ. ｉｙぎがく ぐｘぉがぇ ｚがあす かｘ‐
きぎｘｚぉぃか かぃ ｚ きがああがか うく‐
きｘぎうぐぃぉそ かｘあ えがおきぎぃくくが‐
ぎがお.

ｅｘきぎｘｚずぐぃ くｙぎがく ぐｘぉがぇ ｚが‐
あす ｚ きがああがか うくきｘぎうぐぃぉそ.

ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ ｚかけぐぎう
きぎうｙがぎｘ くぉうざえがお かうぅ‐
えｘそ.

ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ ぅｘあｘかｘ かぃ‐
きぎｘｚうぉずかが.

Ｙｘあｘぇぐぃ ｙがぉぃぃ ｚすくがえけぜ
ぐぃおきぃぎｘぐけぎけ.

ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ ｚかけぐぎう
きぎうｙがぎｘ くぉうざえがお
くぉうざえがお ｚすくがえｘそ.

ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ ぅｘあｘかｘ かぃ‐
きぎｘｚうぉずかが.

Ｙｘあｘぇぐぃ ｙがぉぃぃ かうぅえけぜ ぐぃお‐
きぃぎｘぐけぎけ.

 ｅぃきぉがぐかが ぅｘえぎすぐｘ あｚぃぎ‐
ごｘ.

ｉお. ぎｘぅあぃぉ "Ｙｘえぎすぐうぃ
あｚぃぎごす".

 ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ きぎがあけえぐがｚ
くぉうざえがお ｚすくがえｘそ.

ｇぎぃいあぃ さぃお きがぉがいうぐず きぎが‐
あけえぐす ｚ こがぉがあうぉずかうえ, あｘぇ‐
ぐぃ うお がこぉｘあうぐずくそ あが えがお‐
かｘぐかがぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす.

 ｆあかがｚぎぃおぃかかが こぎｘかうぐくそ
くぉうざえがお おかがぁが きぎがあけえ‐
ぐがｚ.

ｆあかがｚぎぃおぃかかが こぎｘかうぐぃ
おぃかずざぃ きぎがあけえぐがｚ.

ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ ｚ こがぉが‐
あうぉずかがぇ えｘおぃぎぃ くぉうざ‐
えがお ｚすくがえｘそ.

Ｔかけぐぎう きぎうｙがぎｘ かぃぐ ごうぎ‐
えけぉそごうう こがぉがあかがぁが ｚがぅあけ‐
こｘ.

ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが ｚかけぐぎう きぎう‐
ｙがぎｘ ごうぎえけぉうぎけぃぐ こがぉがあ‐
かすぇ ｚがぅあけこ.

ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ ｚ おがぎが‐
ぅうぉずかがぇ えｘおぃぎぃ くぉうざ‐
えがお ｚすくがえｘそ.

ｇぎがあけえぐす ぎｘくきがぉがいぃかす
くぉうざえがお ｙぉうぅえが あぎけぁ え
あぎけぁけ.

ｋえぉｘあすｚｘぇぐぃ きぎがあけえぐす ぐｘ‐
えうお がｙぎｘぅがお, さぐがｙす がｙぃく‐
きぃさうぐず ごうぎえけぉそごうぜ こがぉがあ‐
かがぁが ｚがぅあけこｘ.

ｉぉうざえがお おかがぁが かｘぉぃ‐
あう.

ｇぎがあけえぐす かぃ けきｘえがｚｘかす
えｘえ くぉぃあけぃぐ.

ｋきｘえけぇぐぃ きぎがあけえぐす きぎｘ‐
ｚうぉずかが.

 ｅぃきぉがぐかが ぅｘえぎすぐｘ あｚぃぎ‐
ごｘ.

ｉお. ぎｘぅあぃぉ "Ｙｘえぎすぐうぃ
あｚぃぎごす".

 ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ ぅｘあｘかｘ かぃ‐
きぎｘｚうぉずかが.

Ｙｘあｘぇぐぃ ｙがぉぃぃ ｚすくがえけぜ
ぐぃおきぃぎｘぐけぎけ.

ｊぃこかうさぃくえうぃ きぎがｙぉぃ‐
おす

かぃうくきぎｘｚかがくぐず せぉぃえぐぎがが‐
ｙがぎけあがｚｘかうそ

ｆｙぎｘぐうぐぃくず ｚ くぃぎｚうくかすぇ
ごぃかぐぎ
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Ｙｘおぃかｘ ぉｘおきがさえう
1. Ｔすえぉぜさうぐぃ きぎうｙがぎ.
2. ｅｘあｘｚうぐぃ かｘ ぅｘあかぜぜ ぅｘしぃぉえけ う

があかがｚぎぃおぃかかが くあｚうかずぐぃ きぉｘげがか
ｚ かｘきぎｘｚぉぃかうう, けえｘぅｘかかがお くぐぎぃぉ‐
えがぇ.

3. ｋくぐｘかがｚうぐぃ かがｚけぜ ぉｘおきがさえけ ぐがぇ
いぃ おがしかがくぐう (おｘえくうおｘぉずかｘそ
おがしかがくぐず けえｘぅｘかｘ かｘ きぉｘげがかぃ).

4. ｋくぐｘかがｚうぐぃ きぉｘげがか かｘ おぃくぐが.
5. Ｔえぉぜさうぐぃ きぎうｙがぎ.
6. ｆぐえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ. ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが

ぉｘおきがさえｘ ぁがぎうぐ.

Ｙｘえぎすぐうぃ あｚぃぎごす
1. ｇぎがさうくぐうぐぃ けきぉがぐかうぐぃぉう あｚぃぎごす.
2. ｇぎう かぃがｙこがあうおがくぐう がぐぎぃぁけぉうぎけぇぐぃ あｚぃぎごけ. ｉお. ぎｘぅあぃぉ "ｋくぐｘかがｚえｘ".
3. ｇぎう かぃがｙこがあうおがくぐう ぅｘおぃかうぐぃ かぃきぎうぁがあかすぃ けきぉがぐかうぐぃぉう あｚぃぎごす. ｆｙ‐

ぎｘぐうぐぃくず ｚ くぃぎｚうくかすぇ ごぃかぐぎ.

ｊぃこかうさぃくえうぃ あｘかかすぃ

   
ｈｘぅおぃぎす かうざう あぉそ
ｚくぐぎｘうｚｘかうそ

  

 Ｔすくがぐｘ 2000 おお
 ｐうぎうかｘ 600 おお
 Ｕぉけｙうかｘ 625 おお
Ｔぎぃおそ きがｚすざぃかうそ ぐぃお‐
きぃぎｘぐけぎす

 30 さ

ｊぃこかうさぃくえうぃ あｘかかすぃ けえｘぅｘかす かｘ ぐｘｙぉうさえぃ ぐぃこかうさぃくえうこ あｘかかすこ かｘ ぉぃｚがぇ
くぐぃかえぃ ｚかけぐぎう きぎうｙがぎｘ う かｘ ぐｘｙぉうさえぃ せかぃぎぁがきがぐぎぃｙぉぃかうそ.

ｋくぐｘかがｚえｘ

ｈｘくきがぉがいぃかうぃ
ｇぎうｙがぎ くぉぃあけぃぐ けくぐｘかｘｚぉうｚｘぐず ｚあｘぉう がぐ うくぐがさかうえがｚ ぐぃきぉｘ, ぐｘえうこ えｘえ ぎｘ‐
あうｘぐがぎす がぐがきぉぃかうそ, えがぐぉす, きぎそおすぃ くがぉかぃさかすぃ ぉけさう う ぐ.あ. ｆｙぃくきぃさずぐぃ
くｚがｙがあかけぜ ごうぎえけぉそごうぜ ｚがぅあけこｘ ｚがえぎけぁ ぅｘあかぃぇ さｘくぐう きぎうｙがぎｘ. Ｗくぉう きぎう‐
ｙがぎ ぎｘくきがぉがいぃか きがあ きがあｚぃくかすお ざえｘげさうえがお, あぉそ がｙぃくきぃさぃかうそ がきぐうおｘぉず‐
かがぇ ぎｘｙがぐす おうかうおｘぉずかがぃ ぎｘくくぐがそかうぃ おぃいあけ えがぎきけくがお う ざえｘげさうえがお あがぉ‐
いかが ｙすぐず かぃ おぃかぃぃ 100 おお. ｆあかｘえが ｚ うあぃｘぉずかがお くぉけさｘぃ ぉけさざぃ かぃ けくぐｘかｘｚ‐
ぉうｚｘぐず きぎうｙがぎ ｚ ぐｘえうこ おぃくぐｘこ. ｊがさかがぃ ｚすぎｘｚかうｚｘかうぃ あがくぐうぁｘぃぐくそ く きが‐
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おがしずぜ ぎぃぁけぉうぎがｚえう があかがぇ うぉう かぃくえがぉずえうおう ぎぃぁけぉうぎがｚがさかすおう かがいえｘおう ｚ
がくかがｚｘかうう えがぎきけくｘ.
ｇぎう けくぐｘかがｚえぃ きぎうｙがぎｘ ｚ けぁぉけ あｚぃぎかすおう きぃぐぉそおう え くぐぃかぃ ぎｘくくぐがそかうぃ
おぃいあけ ｙがえがｚがぇ くぐぃかがぇ う きぎうｙがぎがお あがぉいかが ｙすぐず かぃ おぃかぃぃ 10 おお, さぐがｙす
あｚぃぎごｘ がぐえぎすｚｘぉｘくず あがくぐｘぐがさかが ざうぎがえが あぉそ うぅｚぉぃさぃかうそ きがぉがえ.
ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
Ｖがぉいかｘ ｙすぐず がｙぃくきぃさぃかｘ ｚがぅおがいかがくぐず がぐえぉぜさぃかうそ きぎうｙがぎｘ がぐ くぃぐう せぉぃえ‐
ぐぎがきうぐｘかうそ; きがせぐがおけ きがくぉぃ けくぐｘかがｚえう きぎうｙがぎｘ あがぉいぃか ｙすぐず がｙぃくきぃさぃか
ぉぃぁえうぇ あがくぐけき え ｚうぉえぃ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ.

ｈｘぅおぃしぃかうぃ
ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
Ｗくぉう ｚす ｚすｙぎｘくすｚｘぃぐぃ くぐｘぎすぇ こがぉがあうぉずかうえ く きぎけいうかかすお ぅｘおえがお (ぅｘ‐
しぃぉえがぇ) あｚぃぎごす, かぃがｙこがあうおが ｚすｚぃくぐう ぅｘおがえ うぅ くぐぎがそ, さぐがｙす あぃぐう, うぁぎｘそ,
かぃ がえｘぅｘぉうくず ぅｘきぃぎぐすおう ｚかけぐぎう.

ｇがくぉぃ けくぐｘかがｚえう きぎうｙがぎｘ あがぉいぃか ｙすぐず がｙぃくきぃさぃか くｚがｙがあかすぇ あがくぐけき え
くぃぐぃｚがぇ ｚうぉえぃ.

ｋくぐｘかｘｚぉうｚｘぇぐぃ こがぉがあうぉずかうえ ｚ おぃくぐぃ, ぁあぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃ‐
あす くががぐｚぃぐくぐｚけぃぐ えぉうおｘぐうさぃくえがおけ えぉｘくくけ, けえｘぅｘかかがおけ かｘ ぐｘｙぉうさえぃ く ぐぃこ‐
かうさぃくえうおう あｘかかすおう:

ｂぉうおｘぐうさぃくえうぇ
えぉｘくく

ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあす

ПК がぐ +10°C あが + 32°C
К がぐ +16°C あが + 32°C
ПР がぐ +16°C あが + 38°C
Р がぐ +16°C あが + 43°C

1
0
m
m

1
0
m
m

1
0
0
m
m
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ｇがあえぉぜさぃかうぃ え せぉぃえぐぎがくぃぐう
ｇぃぎぃあ ｚえぉぜさぃかうぃお きぎうｙがぎｘ ｚ くぃぐず けあがくぐがｚぃぎずぐぃくず, さぐが かｘきぎそいぃかうぃ う さｘ‐
くぐがぐｘ, けえｘぅｘかかすぃ ｚ ぐｘｙぉうさえぃ ぐぃこかうさぃくえうこ あｘかかすこ, くががぐｚぃぐくぐｚけぜぐ きｘぎｘ‐
おぃぐぎｘお ｚｘざぃぇ あがおｘざかぃぇ せぉぃえぐぎうさぃくえがぇ くぃぐう.
ｇぎうｙがぎ あがぉいぃか ｙすぐず ぅｘぅぃおぉぃか. ｉ せぐがぇ ごぃぉずぜ ｚうぉえｘ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ
うおぃぃぐ くきぃごうｘぉずかすぇ えがかぐｘえぐ ぅｘぅぃおぉぃかうそ. Ｗくぉう ぎがぅぃぐえｘ せぉぃえぐぎうさぃくえがぇ くぃ‐
ぐう かぃ ぅｘぅぃおぉぃかｘ, ｚすきがぉかうぐぃ がぐあぃぉずかがぃ ぅｘぅぃおぉぃかうぃ きぎうｙがぎｘ ｚ くががぐｚぃぐ‐
くぐｚうう く あぃぇくぐｚけぜしうおう かがぎおｘおう, きがぎけさうｚ せぐけ がきぃぎｘごうぜ えｚｘぉうげうごうぎが‐
ｚｘかかがおけ せぉぃえぐぎうえけ.
Ｚぅぁがぐがｚうぐぃぉず くかうおｘぃぐ く くぃｙそ ｚくそえけぜ がぐｚぃぐくぐｚぃかかがくぐず ｚ くぉけさｘぃ かぃくがｙぉぜ‐
あぃかうそ ｚすざぃけえｘぅｘかかすこ きぎｘｚうぉ ぐぃこかうえう ｙぃぅがきｘくかがくぐう.
Ｖｘかかがぃ うぅあぃぉうぃ くががぐｚぃぐくぐｚけぃぐ あうぎぃえぐうｚｘお Ｗｚぎがきぃぇくえがぁが ｉがぜぅｘ.

Ｙｘあかうぃ きぎがえぉｘあえう
Ｔかけぐぎう きぎうｙがぎｘ Ｔす かｘぇあぃぐぃ あｚぃ きぎがえぉｘあえう, えがぐがぎすぃ くぉぃあけぃぐ けくぐｘかがｚうぐず,
えｘえ きがえｘぅｘかが かｘ うぉぉぜくぐぎｘごうう.
ｆくぉｘｙずぐぃ ｚうかぐす う ｚくぐｘｚずぐぃ きぎがえぉｘあえう きがあ うこ ぁがぉがｚえう, きがくぉぃ さぃぁが ぅｘぐそ‐
かうぐぃ ｚうかぐす.

ｇぃぎぃｚぃざうｚｘかうぃ あｚぃぎごす
ｇぃぎぃｚぃくうぐず あｚぃぎごけ かｘ あぎけぁけぜ くぐがぎがかけ かぃぉずぅそ.
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Ｙｘｙがぐｘ がｙ がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあぃ

ｉうおｚがぉ    かｘ うぅあぃぉうう うぉう かｘ ぃぁが けきｘえがｚえぃ けえｘぅすｚｘぃぐ, さぐが がかが かぃ
きがあぉぃいうぐ けぐうぉうぅｘごうう ｚ えｘさぃくぐｚぃ ｙすぐがｚすこ がぐこがあがｚ. Ｔおぃくぐが せぐがぁが ぃぁが
くぉぃあけぃぐ くあｘぐず ｚ くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうぇ きけかえぐ きぎうぃおえう せぉぃえぐぎがかかがぁが う
せぉぃえぐぎががｙがぎけあがｚｘかうそ あぉそ きがくぉぃあけぜしぃぇ けぐうぉうぅｘごうう. ｉがｙぉぜあｘそ きぎｘｚうぉｘ
けぐうぉうぅｘごうう うぅあぃぉうそ, Ｔす きがおがいぃぐぃ きぎぃあがぐｚぎｘぐうぐず きぎうさうかぃかうぃ
がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあぃ う ぅあがぎがｚずぜ ぉぜあぃぇ きがぐぃかごうｘぉずかがぁが けしぃぎｙｘ, えがぐがぎすぇ
ｚがぅおがいぃか ｚ きぎがぐうｚかがお くぉけさｘぃ, ｚくぉぃあくぐｚうぃ かぃきがあがｙｘぜしぃぁが がｙぎｘしぃかうそ く
きがあがｙかすおう がぐこがあｘおう. Ｙｘ ｙがぉぃぃ きがあぎがｙかがぇ うかげがぎおｘごうぃぇ がｙ けぐうぉうぅｘごうう
せぐがぁが うぅあぃぉうそ きぎがくずｙｘ がｙぎｘしｘぐずくそ え おぃくぐかすお ｚぉｘくぐそお, ｚ くぉけいｙけ きが
ｚすｚがぅけ う けぐうぉうぅｘごうう がぐこがあがｚ うぉう ｚ おｘぁｘぅうか, ｚ えがぐがぎがお Ｔす きぎうがｙぎぃぉう
うぅあぃぉうぃ.
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