
S52900CSS0

S52900CSW0

S32900CSW0

ЗЗ ｊｆゲＲＹｓｊオｓｐ-ｄダＹＶＲｊオｓｐ オｆｃＶＲｅｋ ｊｋｈＲｃｓ
ｅダｉオＲｋｃＲｈｓ

2

ОС ｍｆｃｆＶＺｃｔｅＺｂ-
ｄｆｈｆＹＺｃｔｅＺｂ

ＺｅｉｊｈｋｂｎＺｗ ｇｆ
ｕｂｉｇｃｋＲｊＲｎＺＺ

21

СЗ ｍｆｃｆＶＺｃｔｅＺｂ-
ｄｆｈｆＹＺｃｔｅＺｂ

ІｅｉｊｈｋｂｎІｗ 41



ｊＲｄＲｐＲ ｅメｊＺＸＷｃＷｈＵＷ ＸＷｊｋ

AБГ ｙチぇすおすか ぐｘコあｘィｘかすコすぅィｘ ぎｘこおぃぐ. Ｓっぅ えヲきぐぃぁぃか いすぉあｘぎ ｙがぇす, ヲおっぎ
くタぎけあっ ｙｘぎすかざｘ いぃコっぉあぃぐけあっ ｘぉィｘ おｘカくｘぐ ぃぐっき カがそ がぐすぎすき, タぅあっえ ぐぃこかがぉがぁうそィｘ
かぃぁっぅあぃぉぁぃか, モあぃぐぐぃぁっ ぐチぎおすくぐすカ ぐぃこかうえｘあｘ えぃぅあぃくぃ ｙぃぎおぃぇぐっか
げけかえごうそぉｘぎおぃか いｘｙあすカぐｘぉィｘか, おっかくっぅ いチおすく いｘくｘぇぐすか カチぎすぉィすぉｘぎあす
ヲかあっぎっき えぃぉぃおっぅ. Ｓっぎかぃざぃ おうかけぐ けｘカすぐすコすぅあす ｙヲぉっき, カチぎすぉィすかすコ おタおえっかあっぁっか
ぐがぉすカ きｘぇあｘぉｘかけ タざっか かチくカｘけぉすカきぃか ぐｘかすくすき ざすィすコすぅ.

ｂＷｈＷｂ-ＸＲｈＲオｊＲｈ ｄＷｅ ｐｓアｓｅＶｓオ ｄＲｊＷｈＺＲｃＶＲｈ

AБГ がかぉｘぇか あタえぃかっかぃか AБГ カチぎすぉィすぉｘぎすコすぅあすコ ｙｘぎぉすィすかすコ おっかくっぅ,
ぐｘおｘざｘ いチおすく っくぐぃけっか カｘおぐｘおｘくすぅ ぃぐけぁぃ カｘいぃぐぐっ ぅｘぐぐすコ ｙｘぎぉすィすか ぐｘｙｘくすぅ.
Ｘがィｘぎす くぐｘかあｘぎぐカｘ くｘぇ いｘくｘぉィｘか えぃぎぃえ-いｘぎｘカぐｘぎあすコ っざっかぃか ｘぎかｘぇす すあすく-
ｘそカぐｘぎあｘか ｙｘくぐｘき, ｘく タぇ カチぎｘぉあｘぎす くｘぉすかｘぐすか くぃｙぃぐぐぃぎあっ, ｙヲぐぃぉえぃ
カがぇィすざぐｘか ｙｘくぐｘき, えっぎ いけィすざ おｘざうかｘィｘ ｘぎかｘぉィｘか かモぅっえ ぐがぎ ぐモぎっぅあっ ぅｘぐぐｘぎあすコ
ｙｘぎぉすィすか ぐｘｙｘ ｘぉｘくすぅ...

うかぐぃぎかぃぐぐぃぁっ おすかｘ あタえぃかぁぃ ｙｘぎすコすぅ:
ууу.Эбг.Ялй/пдлм
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ｄＲＹｄダｅｓ

4 オｘけっきくっぅあっえ ぐけぎｘぉす おｘィぉチおｘぐぐｘぎ
7 Ｘチおすく いタぇぃくっ
8 Ｓっぎっかざっ カがぉあｘかけ
8 メぎえタかあっえ カがぉあｘかけ

10 ｇｘぇあｘぉす かチくカｘけぉｘぎ おぃかぃか
えぃコぃくぐぃぎ

12 ｂタぐけ おぃかぃか ぐｘぅｘぉｘけ
14 ｅぃ っくぐぃぎくっコっぅ, ぃぁぃぎ...
16 ｊぃこかうえｘぉすカ くうききｘぐｘおｘ
16 ｆぎかｘぐけ
20 オがぎざｘィｘか がぎぐｘ おモくぃぉぃぉぃぎっ

ｆくす カがぉあｘかけ ぐけぎｘぉす かチくカｘけぉｘぎあｘ ｘくぐすあｘ
えヲぎくぃぐっぉぁぃか ｙぃぉぁっぉぃぎ カがぉあｘかすぉｘあす:

ヱぅっコっぅあっコ いぃえぃ ｙｘく カｘけっきくっぅあっぁっコっぅ おぃかぃか
ｙチぇすおあす ｙチぅすぉあすぎおｘぇ カがぉあｘかけ ぐけぎｘぉす
おｘィぉチおｘぐぐｘぎ.

Ｘｘぉきす おｘィぉチおｘぐぐｘぎ おぃかぃか えぃコぃくぐぃぎ

オがぎィｘィｘか がぎぐｘィｘ ぅうそか えぃぉあっぎおぃぇ
きｘぇあｘぉｘかけ ぐけぎｘぉす かチくカｘけぉｘぎ

ヱかあっぎけざっ ぃくえぃぎぐけくっぅ ヲぅぁぃぎっく ぃかぁっぅけ
カチカすィすかｘ うぃ.

ｄｘぅおチかす 3



 オＲｋІｇｉІＹＶІｂ ｊｋｈＲｃｓ ｄＲアｃダｄＲｊｊＲｈ
オチぎすぉィすかす がぎかｘぐすき, ぃコ ｘぉィｘざ きｘぇあｘぉｘかｙｘく ｙチぎすか, ヲぅ カｘけっきくっぅあっぁっコっぅ ｙぃか カチぎすぉィすかす
あチぎすく カがぉあｘかけ おｘカくｘぐすかあｘ, きｘぇあｘぉｘかけざすィｘ ｘぎかｘぉィｘか ｙチぉ かチくカｘけぉすカぐす, がかすコ っざっかあぃ
えぃコぃくぐぃぎっ おぃか ぃくえぃぎぐけぉぃぎっかぃ かｘぅｘぎ くｘぉすき がカすき ざすィすコすぅ. ｆくす カチぎすぉィすかす
きｘぇあｘぉｘかｘぐすか ｘあｘおあｘぎあすコ ｙｘぎぉすィす, カｘいぃぐくっぅ ｘカｘけぉすカぐｘぎ おぃか ぐチぎおすくぐすカ ｘきｘぐぐｘぎあすコ
ｘぉあすか ｘぉけ タざっか,がかす きｘぇあｘぉｘかけ ぐモくっぉあぃぎっおぃか いモかぃ カｘけっきくっぅあっえぐっ カｘおぐｘおｘくすぅ ぃぐぃぐっか
げけかえごうそぉｘぎすおぃか いぃぐぃ ぐｘかすく ｙがぉけす えぃぎぃえ. ｆくす カがぉあｘかけ ぐけぎｘぉす かチくカｘけぉすカぐす くｘカぐｘき
カがぇすコすぅ いモかぃ ぐがコｘぅすぐカすざぐす ｙｘくカｘ ｘあｘおあｘぎィｘ ｙぃぎぁぃかっコっぅあぃ かぃおぃくぃ くｘぐカｘかすコすぅあｘ,
がかす きｘぇあｘぉｘかｘぐすか モぎｙっぎ ｘあｘおかすコ ｙチぇすおかすコ カがぉあｘかすく おぃぎぅっおっ ｘそカぐｘぉィｘかィｘ あぃぇっか がィｘか
カｘぐすくぐす きｘぇあｘぉｘかけ いモかぃ カｘけっきくっぅあっえ ざｘぎｘぉｘぎすかｘか こｘｙｘぎあｘぎ ｙがぉけす タざっか かチくカｘけぉすカぐす
あｘ カがくｘ ｙぃぎけあっ チおすぐきｘコすぅ.
Ｒあｘお ヲおっぎっ おぃか カチぎすぉィすかすコ カｘけっきくっぅあっぁっか カｘおぐｘおｘくすぅ ぃぐけ タざっか がくす きｘぇあｘぉｘかけざす
かチくカｘけぉすィすかあｘィす ぃくえぃぎぐけぉぃぎあっ がぎすかあｘコすぅ, くぃｙぃｙっ カｘあｘィｘぉｘけあすコ いぃぐえっぉっえくっぅあっぁっかぃか
ぐけィｘか ｘカｘけぉすカ タざっか ヲかあっぎけざっ いｘけｘきえぃぎざっぉっえ えヲぐぃぎおぃぇあっ.

Ｓｘぉｘぉｘぎ おぃか モぉくっぅ ｘあｘおあｘぎあすコ カｘけっきくっぅあっぁっ
• Ｓチぉ カチぎすぉィすかす げうぅうがぉがぁうそぉすカ, くぃぅっおあっえ かぃ ｙがぉおｘくｘ ｘカすぉ-がぇ あぃコぁぃぇっかぃ ｙｘぇぉｘかすくぐす

かぃ きぃざ いチおすくすかｘ カｘぐすくぐす ぐモいぎうｙうぃくっ おぃか ｙっぉっおっかっコ ｘぅあすィすかｘ ｙｘぇぉｘかすくぐす
きｘぇあｘぉｘかｘ ｘぉおｘぇぐすか ｘあｘおあｘぎ (ｙｘぉｘぉｘぎあす カがくｘ ｘぉィｘかあｘ), きぃざぐっ きｘぇあｘぉｘかけ ぐけぎｘぉす
ぃぎぃえざぃ かチくカｘけぉｘぎあす ｘぉおｘぇすかざｘ かぃ がぉｘぎあすコ カｘけっきくっぅあっぁっかぃ うぃ ｘあｘおかすコ
カｘあｘィｘぉｘけすかくすぅ きｘぇあｘぉｘかｙｘけィｘ ぐうっく.
Ｓｘぉｘぉｘぎ カチぎすぉィすおぃか がぇかｘおｘく タざっか がぉｘぎあす カｘあｘィｘぉｘき がぐすぎけ カｘいぃぐ.

• ｄｘざうかｘかすコ がぎｘけすざぐｘぎす おぃか カがぎｘｙすか ｙｘぉｘぉｘぎあすコ カがぉす いぃぐきぃぇぐっか いぃぎあぃ
くｘカぐｘコすぅ. ｊチかざすィすき えぃぐけ カｘけきっ ｙｘぎ.

• Ｗぁぃぎ カチぎすぉィすかす ぐｘくぐｘくｘコすぅ, がかすコ ｘざｘくすか ぎがぅぃぐえｘあｘか くけすぎすコすぅ あｘ, カがぎぃえ くすおすか
カうすき(カチぎすぉィすィｘ ｙｘぎすかざｘ ぐｘカｘぐｘ)ｙｘぉｘぉｘぎ っざっかぃ えっぎっき カｘおｘぉすき かぃ せぉぃえぐぎ ぐがぁすかすコ
カｘぐぃぎぉっ モくぃぎっかぃ チざすぎｘおｘく タざっか ぃくっぁっか ｘィすぐすき ｘぉすき ぐｘくぐｘコすぅ.

• Ｗぁぃぎ ぃくっぁっ おｘぁかうぐぐっ ぐすィすぅあｘィすざきぃか いｘｙあすカぐｘぉィｘか ｙチぉ カチぎすぉィすかす, ぃくっぁっかあぃ かぃ
カｘカきｘィすかあｘ くぃぎっききぃぉっ カチぉすｙす ｙｘぎ ぃくえっ カチぎすぉィすかすコ がぎかすかｘ カがぇおｘカ ｙがぉくｘコすぅ, ぃくえっ
カチぎすぉィすかす ぃコ ｘぉあすおぃか がかすコ くぃぎっききぃぉっ カチぉすｙすか いｘぎｘおくすぅ ぃぐっき ｙｘぎすき ぐｘくぐｘコすぅ.
Ｓチぉ カチぎすぉィすかす ｙｘぉｘ っざっかぃ カｘおｘぉすき カｘぉｘぐすか カｘけっき えヲぅっかぃ ｘぇかｘぉけあｘか くｘカぐｘぇあす.

Ｘｘぉきす カｘけっきくっぅあっえ ぐけぎｘぉす おｘィぉチおｘぐぐｘぎ
ｅｘぅｘぎすコすぅあｘ ｙがぉくすか!

Ｘぃぉあぃぐけ ぐぃくっえぐぃぎっか ｘざすカ チくぐｘコすぅ.
• ｆくす かチくカｘけぉすカぐｘ ｘぇぐすぉィｘかあｘぇ, ｙチぉ カチぎすぉィす モあぃぐぐぃぁっ タぇ いｘィあｘぇぉｘぎすかあｘ ぐｘおｘカぐす

いモかぃ/かぃおぃくぃ くけくすかあｘぎあす くｘカぐｘけ タざっか ｘぎかｘぉィｘか.
• Ｘっｙっぐけ タあぃぎっくっか いすぉあｘおあｘぐけ おｘカくｘぐすかあｘ ぃざカｘかあｘぇ おぃこｘかうえｘぉすカ かぃおぃくぃ えぃぅ えぃぉぁぃか

ｙｘくカｘ いｘくｘかあす カチぎｘぉあす きｘぇあｘぉｘかけざす ｙがぉおｘコすぅ.
• ヱかあっぎけざっ ぎチカくｘぐ ｙぃぎおぃぁぃか ｙがぉくｘ, ぐがコｘぅすぐカすざ カチぎすぉィすぉｘぎあすコ っざっかぃ ｙｘくカｘ せぉぃえぐぎ

カチぎすぉィすぉｘぎあす (ｙｘぉおチぅあｘカ いｘくｘぇぐすか カチぎすぉィす くうそカぐす) くｘぉすき カがぉあｘかけざす ｙがぉおｘコすぅ.
• ｉｘぉカすかあｘぐカすざ ぅｘぐ ｘィｘぐすか いタぇぃぁぃ ぅｘカすお えぃぉぐっぎおぃコっぅ.

4 オｘけっきくっぅあっえ ぐけぎｘぉす おｘィぉチおｘぐぐｘぎ



• オチぎすぉィすかすコ くｘぉカすかあｘぐカすざ ぅｘぐ ｘィｘぐすか いタぇぃくっかあぃ うぅがｙけぐｘか (О600Э) いモかぃ カがぎざｘィｘか
がぎぐｘおぃか くすぇすくすおあすぉすィす いがィｘぎす, ｙっぎｘカ くがかあｘ あｘ いｘかィすざ ぅｘぐ ｙがぉすき ぐｘｙすぉｘぐすか,
ぐｘｙうィう ぁｘぅ ｙがぉｘあす.
オチぎすぉィすかすコ ぐｘくすおｘぉあｘけ いモかぃ がぎかｘぐけ えぃぅっかあぃ くｘぉカすかあｘぐカすざ ぅｘぐ いタぇぃくっかぃ ぅｘカすお
えぃぉぐっぎっぉおぃぇぐっかっかぃ えヲぅ いぃぐえっぅっコっぅ.
ｉｘぉカすかあｘぐカすざ ぅｘぐ いタぇぃくっ ぅｘカすおあｘぉくｘ:
椴 いｘぉすか がぐ きぃか ぐチぐｘぐけ えヲぅあぃぎっ ｙがぉおｘけす ぐうっく
椴 カチぎすぉィす がぎかｘぉｘくカｘか ｙヲぉおぃかっ いｘカくすぉｘき いぃぉあぃぐっコっぅ

• ｆくす ヲかっおあっ かぃおぃくぃ がかすコ くうきｘぐぐｘぎすか ヲぅぁぃぎぐけ カｘけっきぐっ. ｂｘｙぃぉずぁぃ ぅｘカすお えぃぉくぃ カすくカｘ
ぐチぇすカぐｘぉけ, ヲぎぐ ざすィけ いモかぃ/かぃおぃくぃ ぐがカ くがィけ カｘけきっ ぐヲかぃあっ.

ｅｘぅｘぎすコすぅあｘ ｙがぉくすか!
ｂぃぅ えぃぉぁぃか せぉぃえぐぎぉっえ ｙヲぉざぃえぐぃぎっか (カけｘぐ くすおす, ｘざｘ, えがおきぎぃくくがぎ), カｘぐぃぎぉっ いｘィあｘぇ がぎすか
ｘぉおｘく タざっか, えけモぉっぁっ ｙｘぎ カすぅおぃぐ えヲぎくぃぐけざっ おｘおｘかす かぃおぃくぃ ｙっぉっえぐっ ぐぃこかうえ おｘおｘか
ｘけすくぐすぎけィｘ ぐうっく.

1. オけｘぐ えｘｙぃぉっか チぅｘぎぐけィｘ ｙがぉおｘぇあす.
2. オけｘぐ えｘｙぃぉっ カチぎすぉィすかすコ ｘぎぐカす いｘィすかあｘ おすいすぉすき かぃおぃくぃ ぅｘカすおあｘぉすき

カｘぉおｘィｘかすかｘ えヲぅ いぃぐえっぅっコっぅ. ｄすいすぉィｘか かぃおぃくぃ ぅｘカすおあｘぉィｘか カけｘぐ えｘｙぃぉっ ぐすお
カすぅすき えぃぐっき, ヲぎぐ ざすィけすかｘ モえぃぉけっ おタおえっか.

3. オチぎすぉィすかすコ ｘぇすぎす カがぉ いぃぐぃぎぉっえ いぃぎあぃ がぎかｘぉｘくカｘかすかｘ えヲぅ いぃぐえっぅっコっぅ.
4. Ｒぇすぎあす カけｘぐ えｘｙぃぉっか チくぐｘき ぐｘぎぐきｘコすぅ.
5. ｈがぅぃぐえｘ ｙがくｘき えぃぐえぃか ｙがぉくｘ, ｘぇすぎあす がィｘか カがくきｘコすぅ. ｊがカ くがィけ かぃおぃくぃ ヲぎぐ ざすィけ

カｘけきっ ｙｘぎ.
6. オチぎすぉィすかす っざえっ いｘぎすカぐｘおｘ ざｘおすかすコ カｘカきｘィす (ぃぁぃぎ ｙｘぎ ｙがぉくｘ) いｘｙすぉおｘくｘ っくえぃ

カがくけィｘ ｙがぉおｘぇあす.
• Ｓチぉ カチぎすぉィす ｘけすぎ. ｆかす いすぉいすぐカｘか えぃぅあぃ ｘｙｘぇ ｙがぉけ えぃぎぃえ.
• オがぉすコすぅ くけぉす ｙがぉくｘ, おチぅあｘぐカすざ ｙヲぉっえぐぃか ぅｘぐぐｘぎあす ｘぉおｘコすぅ いモかぃ がぉｘぎィｘ ぐうおぃコっぅ,

くぃｙぃｙっ カがぉすコすぅあすコ ぐぃぎっくっ くすあすぎすぉすき えぃぐけっ かぃおぃくぃ カｘぎすぉすき カｘぉけす おタおえっか.
• オチぎすぉィすかす チぅｘカ けｘカすぐカｘ ぐっえぃぉぃぇ えタか くモけぉぃぉぃぎっかっコ ｘくぐすかｘ カがぇおｘコすぅ.
• ｆくす カチぎすぉィすあｘ ぐぃえ ぐチぎおすくぐすカ カチぎすぉィすぉｘぎあｘ きｘぇあｘぉｘかけィｘ ｘぎかｘぉィｘか ｘぎかｘぇす

ざｘおあｘぎ (ぃぁぃぎ ｙｘぎ ｙがぉくｘ) ィｘかｘ カがぉあｘかすぉィｘか. ｆぉｘぎ タぇあっ いｘぎすカぐｘかあすぎけ タざっか
カがぉあｘかけィｘ いｘぎｘおｘぇあす.

ｂタかあぃぉっえぐっ きｘぇあｘぉｘかけ
• ｓくぐすカ すあすくぐす カチぎすぉィす っざっかあぃぁっ きぉｘくぐうえ いぃぎぉぃぎぁぃ カがぇおｘコすぅ.
• オチぎすぉィす っざっかぃ ぐチぐｘかィすざ ぁｘぅ ｙぃか くチぇすカぐす カがぇおｘコすぅ, くぃｙぃｙっ がぉｘぎ いｘぎすぉすき えぃぐけっ

おタおえっか.
• ｊｘィｘおあｘぎあす ｘぎぐカす カｘｙすぎィｘあｘィす ｘけｘ ざすィｘぐすか くｘコすぉｘけィｘ カｘぎｘおｘ-カｘぎくす カがぜィｘ

ｙがぉおｘぇあす. (Ｗぁぃぎ カチぎすぉィすィｘ おチぅ カｘぐきｘぇぐすか ｙがぉくｘ)
• ｄチぅあｘぐすぉィｘか ぐｘィｘおあす いっｙっぐっき ｘぉィｘか くがコ がかす カｘぇぐｘ おチぅあｘぐけィｘ ｙがぉおｘぇあす.
• Ｒぉあすか ｘぉｘ がぎｘぉィｘか ぐｘィｘおあす おチぅあｘぐすぉィｘか ぐｘィｘお ヲかあっぎけざっかっコ かチカくｘけぉｘぎすかｘ くｘぇ

くｘカぐｘコすぅ.
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• オチぎすぉィす ヲかあっぎけざっかっコ ぐｘィｘお くｘカぐｘけィｘ カｘぐすくぐす チくすかすくぐｘぎすか カｘぐｘコ がぎすかあｘけ えぃぎぃえ.
ｊうっくぐっ かチくカｘけぉｘぎィｘ カｘぎｘコすぅ.

• ｂヲおっぎカすざカすぉあｘかあすぎすぉィｘか かぃ えヲきっぎざうぐっか くけくすかあｘぎあす ぐがコｘぅすぐカすざ えｘおぃぎｘィｘ
カがぇおｘコすぅ, くぃｙぃｙっ すあすくカｘ ぐタくえぃか カすくすお がかすコ いｘぎすき, かモぐういぃくっかあぃ カチぎすぉィすィｘ かチカくｘか
えぃぉけっ おタおえっか.

• ｄチぅあｘカぐｘぎあす ぐがコｘぅすぐカすざぐｘか ｘぉィｘか ｙぃぐぐぃ きｘぇあｘぉｘかィｘかあｘ ｘそぅ カｘぎすき いっｙぃぎけっ おタおえっか.

ｂタぐっお いモかぃ ぐｘぅｘぉｘけ
• オチぎすぉィすィｘ カすぅおぃぐ えヲぎくぃぐけあっ ｙｘくぐｘおｘく ｙチぎすか カチぎすぉィすかす ヲざっぎっき, ｘざｘかす せぉぃえぐぎ

いぃぉっくっかあぃぁっ ぎがぅぃぐえｘあｘか くけすぎすき ｘぉすコすぅ.
• オチぎすぉィすかす おぃぐｘぉぉ ぅｘぐぐｘぎおぃか ぐｘぅｘぉｘおｘコすぅ.
• オチぎすぉィす カすぎｘけすか ぐｘぅｘぉｘけ タざっか ヲぐえっぎ ぅｘぐぐｘぎあす きｘぇあｘぉｘかｙｘコすぅ. ｇぉｘくぐうえ カすぎィすざぐす

きｘぇあｘぉｘかすコすぅ.
• Ｗぎっぁぃか くけあす いうかｘぇぐすか ぐｘｙｘカざｘかす おぃぅぁっぉ-おぃぅぁっぉ ぐぃえくぃぎっき がぐすぎすコすぅ. オｘいぃぐ ｙがぉくｘ,

ぐｘｙｘカざｘかす ぐｘぅｘぉｘき がぐすぎすコすぅ. ｊｘｙｘカざｘ ぐがぉすき カｘぉィｘか いｘィあｘぇあｘ くけ カチぎすぉィすかすコ
ｘくぐすコィす いｘィすかｘ いうかｘぉｘあす.

ｆぎかｘぐけ
ｕぉぃえぐぎ いぃぉっくっかぃ カがくｘぎあｘ, ｘぎかｘぇす ｙヲぉっおあぃぎあぃ ｙぃぎっぉぁぃか かチくカｘけぉｘぎあす おチカうそぐ
がぎすかあｘコすぅ.

• オチぎすぉィす がぎｘおすか ｘざすき, がかすコ ぃざ いぃぎっかっコ ｙタぉっかｙぃぁぃかっか ぐぃえくぃぎっき ｘぉすコすぅ. オチぎすぉィすかすコ
ｙっぎ いぃぎっ ｙタぉっかっき カｘぉくｘ カがくきｘコすぅ. オｘかあｘぇ あｘ ｙっぎ ｙタぉっかけざっぉっえ がぎすか ｘぉィｘかあｘ, カチぎすぉィすかす
くｘぐすき ｘぉィｘか いぃぎぁぃ あぃぎぃけ こｘｙｘぎぉｘコすぅ. Ｓチかあｘぇ いｘィあｘぇあｘ カがぎｘｙすか くｘカぐｘき カがぇすコすぅ.

• オチぎすぉィすかす カがくきｘく ｙチぎすか がかすコ おｘぇす えがおきぎぃくくがぎィｘ ｘィすき カチぇすぉけ タざっか えぃお あぃぁぃかあぃ
ぃえっ くｘィｘぐ えタぐっコっぅ.

• オチぎすぉィす ｘぇかｘぉｘくすかあｘ ｘけｘ いぃぐえっぉっえぐっ ぐタぎあぃ ｘぇかｘぉけィｘ ぐうっく, ｘけｘ ｘぇかｘぉすおす いぃぐえっぉっえくっぅ
ｙがぉくｘ カチぎすぉィす カすぅすき えぃぐぃあっ. Ｘぃぉあぃぐけ いぃぐえっぉっえぐっ ｙがぉけ タざっか がぎかｘぐけィｘ カｘぐすくぐす
かチくカｘけぉｘぎあす がぎすかあｘコすぅ.

• ｄタおえっか ｙがぉくｘ, カチぎすぉィすかすコ いすぉす ぐチぎｘぐすか ｙヲぉざぃえぐぃぎっか (えがおきぎぃくくがぎ, えがかあぃかくｘぐがぎ)
チくぐｘき カｘぉすき かぃ がぉｘぎィｘ カがぉ ぐうぁっぅっき ｘぉすき えタぇっき カｘぉおｘく タざっか ぐがコｘぅすぐカすざぐすコ ｘぎぐ いｘィすか
モぎカｘざｘか カｘｙすぎィｘィｘ カｘぎｘぐすき カがぇすコすぅ.

• オチぎすぉィすかす ぎｘあうｘぐがぎ かぃ きぃざぐぃぎあっコ カｘくすかｘ いｘカすか がぎかｘぉｘくぐすぎけィｘ ｙがぉおｘぇあす.
• オチぎすぉィすかす がぎかｘぐカｘか くがコ がかすコ ｘざｘくすかすコ カがぉ がコｘぇ いぃぐぃぐっか いぃぎあぃ ｙがぉけすか

カｘおぐｘおｘくすぅ ぃぐっコっぅ.
• ｊぃえ ｘけすぅ くけす いタぇぃくっかぃ ィｘかｘ カがくすコすぅ (ぃぁぃぎ くけィｘ カがくけ カｘいぃぐ ｙがぉくｘ).

オすぅおぃぐ
• オチぎすぉィすかす いヲかあぃけ タざっか カｘいぃぐ せぉぃえぐぎ いチおすくぐｘぎすか せぉぃえぐぎ おｘおｘかす かぃ ｙっぉっえぐっ ｘあｘお

いタぅぃぁぃ ｘくすぎけィｘ ぐうっく.
• Ｓチぉ ヲかっおぁぃ カすぅおぃぐ えヲぎくぃぐけあっ ぐぃえ けモえっぉぃぐぐっ カすぅおぃぐ えヲぎくぃぐけ がぎすかあｘぎす いタぅぃぁぃ ｘくすぎけ

えぃぎぃえ いモかぃ カチぎすぉィすかすコ かｘィすぅ ヲぅ ｙヲぉざぃえぐぃぎっ ィｘかｘ きｘぇあｘぉｘかすぉけィｘ ぐうっく.
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オがぎざｘィｘか がぎぐｘかす カがぎィｘけ
Ｓチぉ カチぎすぉィすかすコ くｘぉカすかあｘぐカすざ くチぇすィすかすコ カチぎｘおすかあｘ あｘ, うぅがぉそごうそ
おｘぐぃぎうｘぉあｘぎすかあｘ あｘ がぅがか カｘｙｘぐすかｘ ぅうそか えぃぉぐっぎぃぐっか ぁｘぅあｘぎ いがカ. Ｓチぉ カチぎすぉィすかす
ぐチぎおすくぐすカ カｘぉあすカ きぃか カがカすくぐｘぎ ぐｘくぐｘぉｘぐすか いぃぎぁぃ ぐｘくぐｘけィｘ ｙがぉおｘぇあす. ｆかすコ うぅがぉそごうそ
カｘｙｘぐぐｘおｘくすかあｘ ぐチぐｘかィすざ ぁｘぅあｘぎ ｙｘぎ: カチぎすぉィすかす いぃぎぁっぉっえぐっ カチぅすぎぉす おぃえぃおぃぉぃぎあぃか
ｘぉすかｘぐすか いｘぎｘおあす ぃぎぃいぃぉぃぎぁぃ くｘぇ ぐｘくぐｘけ カｘいぃぐ. ｉｘぉカすかあｘぐカすざ カチぎｘぉィｘ, モくっぎぃくぃ
がかすコ カすぅけ ｘぉおｘくぐすぎィすざカｘ いｘカすか ｘぎぐカす ｙヲぉっぁっかぃ ぅうそか えぃぉぐっぎおぃコっぅ. オチぎすぉィすあｘ
きｘぇあｘぉｘかすぉィｘか  ｙぃぉぁっざぃくっおぃか ｙぃぉぁっぉぃかぁぃか おｘぐぃぎうｘぉあｘぎ カｘぇぐｘ ヲコあぃけあぃか ヲぐえっぅけぁぃ
いｘぎｘぇあす.

Ｘダｄｓｉ ＸゾａＷｉІ

オがくけ
Ｒざｘかす ぎがぅぃぐえｘィｘ くチィすコすぅ.
ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ ぐタぇおぃざぃくっか くｘィｘぐ ｙｘィすぐすおぃか ｙチぎｘぇ がぐすぎすき がぎぐｘざｘ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘィｘ
カがぇすコすぅ.

ヱざっぎけ
オチぎすぉィすかす ヲざっぎけ タざっか ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ ぐタぇおぃざぃくっか "Л" カｘぉきすかｘ カがぇすコすぅ.

ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘかす ｙｘきぐｘけ
ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ ｘｚぐがおｘぐぐす ぐタぎあぃ カがぇすぉｘあす.
オチぎすぉィすかす っくえぃ カがくけ タざっか ぐヲおぃかあぃぁっ モぎぃえぃぐぐっ がぎすかあｘコすぅ:
• くけすカぐすカぐす ｘぅｘぇぐけ タざっか ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ ぐタぇおぃざぃくっか くけすカぐすコ ぐヲおぃかぁっ あぃコぁぃぇっかぃ カｘぎｘぇ

ｙチぎｘコすぅ.
• くけすカぐすカぐす いがィｘぎす あぃコぁぃぇぁぃ カがぜ タざっか ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ ぐタぇおぃざぃくっか くけすカぐすコ おｘえくうおけお

あぃコぁぃぇっかぃ カｘぎｘぇ ｙチぎｘコすぅ.
メあぃぐぐぃ がぎぐｘざｘ くけすカぐすカぐす ぐｘコあｘィｘか あチぎすく.

Ｖぃぁぃかおぃか, きｘぎｘおぃぐぎあっ あモぉ ぐｘけすき がぎかｘぐけ タざっか カチぎすぉィすかすコ っざっかあぃぁっ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘかすコ
ぐヲおぃかあぃぁっ いｘィあｘぇぉｘぎィｘ:
• ｙヲぉおぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘくすかｘ
• ぃくっえぐっコ カｘかざｘぉすカぐす いうっ ｘざすぉィｘかあすィすかｘ
• くｘカぐｘぉｘぐすか ぐｘィｘおかすコ おヲぉざぃぎっかぃ
• カチぎすぉィす がぎかｘぐすぉィｘか いぃぎぁぃ ｙｘぇぉｘかすくぐす ぃえぃかあっぁっか ぃくぐぃ チくぐｘけ カｘいぃぐ.
Ｗぁぃぎ ｙヲぉおぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘくす いがィｘぎす ｙがぉくｘ かぃ ぐｘィｘお ぐがコｘぅすぐカすざ っざっかぃ ぐがぉぐすぎｘ
くｘぉすかくｘ いモかぃ カチぎすぉィす ぐヲおぃかぁっ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘあｘ ぐチぎくｘ, カチぎすぉィす タぅあっえくっぅ いチおすく いｘくｘき
がかすコ カｘｙすぎィｘくすかｘ カすぎｘけ ぐチぎけす おタおえっか. Ｓチかあｘぇ いｘィあｘぇあｘ ぐタぇおぃざぃかっ いがィｘぎす
ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘィｘ カがぇすき,カチぎすぉィす おチぅすか カけｘぐぐす えヲき ざすィすかあｘおｘぇ, ヲぅあっぁっかぃか ぃぎっき えぃぐけっかぃ
おタおえっかあっえ ｙぃぎけ カｘいぃぐ.
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ＳІｈІｅｐІ オｆｃＶＲｅｋ

Іざっか ぐｘぅｘぉｘけ
オチぎすぉィすかす ぃコ ｘぉィｘざ きｘぇあｘぉｘかｙｘく ｙチぎすか, いｘコｘ ｙチぇすおィｘ ぐモか うっくぐっ ｘぎすぉぐけ タざっか がかすコ
っざっ おぃか っざえっ えぃぎぃえ-いｘぎｘカぐｘぎすか くモぉ かぃぇぐぎｘぉ くｘｙすか くｘぉすかィｘか いすぉす くけおぃか いけすき, くがあｘか
くがコ おチカうそぐ カチぎィｘぐすコすぅ.
Ｘけィすざ ぅｘぐ かぃ いぃおっぎぁっざ チかぐｘカぐｘぎあす きｘぇあｘぉｘかｙｘコすぅ, ｙチぉ カチぎすぉィすかすコ くすぎぐカす カｘｙｘぐすかｘ
ぅうそか えぃぉぐっぎぃあっ.

メｈｂゾｅＶІｂ オｆｃＶＲｅｋ

Ｘｘコｘ ぐｘィｘおあす おチぅあｘぐけ
ｄチぅあｘぐカすざ えｘおぃぎｘ いｘコｘ ぐｘィｘおあす おチぅあｘぐけ おぃか ぐがコｘぅすィｘか いモかぃ おチぅあｘぐすぉィｘか
ぐｘィｘおあｘぎあす チぅｘカ けｘカすぐ くｘカぐｘけィｘ いｘぎｘぇあす.
Ｘｘコｘ ぐｘィｘおあす おチぅあｘぐけ タざっか がぎぐｘざｘ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘかす ヲぅぁぃぎぐけあっコ カｘいぃぐっ いがカ.
Ｖぃぁぃかおぃか, ぐｘィｘおあす ぐぃぅっぎぃえ おチぅあｘぐカすコすぅ えぃぉくぃ, ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ ぐタぇおぃざぃくっか おｘえくうおけお
くけすカぐすカカｘ カがぜ タざっか いがィｘぎす きｘぎｘおぃぐぎぁぃ カがぇすコすぅ.
Ｓチかあｘぇ いｘィあｘぇあｘ, ぐがコｘぅすぐカすざ えｘおぃぎｘあｘィす ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ 0°C ぁぎｘあけくぐｘか ぐヲおぃか ぐタくっき
えぃぐけっ おタおえっか. Ｓチかあｘぇ いｘィあｘぇ がぎすか ｘぉくｘ, ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ ぐタぇおぃざぃくっか いすぉすぎｘカ きｘぎｘおぃぐぎぁぃ
モえぃぉっき カがぇすコすぅ.

ｄチぅあｘぐすぉけィｘ ぐうっく いｘコｘ ぐｘィｘおあす タくぐっコぁっ えｘおぃぎｘィｘ カがぇすコすぅ.

ｄチぅあｘぐすぉィｘか ぐｘィｘおあす くｘカぐｘぇぐすか えｘおぃぎｘ
オチぎすぉィすかす ぃコ ｘぉィｘざ カがぉあｘかィｘかあｘ かぃ チぅｘカ けｘカすぐ きｘぇあｘぉｘかｙｘィｘかかｘか えぃぇっか カがくカｘか えぃぅあぃ,
えｘおぃぎｘィｘ ぐｘおｘカ くｘぉおｘく ｙチぎすか カチぎすぉィすかす ぃコ えぃお あぃぁぃかあぃ 2 くｘィｘぐ ぃコ いがィｘぎィす
きｘぎｘおぃぐぎぉぃぎぁぃ カがぇすき いチおすく っくぐぃぐっき ｘぉすコすぅ.
ｂぃぅあぃぇくがカ ぃぎっき えぃぐけ, おすくｘぉす せぉぃえぐぎ カけｘぐす ヲざっき, ぐがえ ぐぃこかうえｘぉすカ くうきｘぐぐｘおｘぉｘぎ
えぃくぐぃくっかあぃあぃぁっ "えヲぐぃぎけ けｘカすぐす" ｙヲぉっおっかあぃ ｙぃぎっぉぁぃか おモかあぃぎあぃか あぃ チぅｘカ けｘカすぐ ｙがぇす
カがくすぉおｘぇ ぐチぎくｘ, ぃぎっき えぃぐえぃか ぐｘィｘおあす いすぉあｘお きｘぇあｘぉｘかすき かぃ あぃぎぃけ きっくっぎっき ｘぉすき ｙｘぎすき
カｘぇぐｘ ぐがコｘぅすぐけ (くｘぉカすかあｘぐカｘか くがコ) カｘいぃぐ.

Ｘっｙっぐけ
ｄチぅあｘぐすぉィｘか かぃ ぐがコｘぅすぐすぉィｘか ぐｘィｘおあす カｘいぃぐえぃ いｘぎｘぐきｘく ｙチぎすか, がくす いチおすくカｘ
ｘぎかｘぉィｘか けｘカすぐぐすコ ざｘおｘくすかｘ カｘぎｘぇ がぐすぎすき, がかす ぐがコｘぅすぐカすざ っざっかあぃ かぃ ｙヲぉおぃ
ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘくすかあｘ いすぉすぐけィｘ ｙがぉｘあす.
ｊｘィｘおかすコ えっざっ えぃくぃえぐぃぎっか ぐがコｘぅすぐカすざぐｘか ｘぉィｘか ｙぃぐぐぃ おチぅあｘィｘか カｘぉきす きっくっぎぃ ｙぃぎけぁぃ
ｙがぉｘあす. ｙチかあｘぇ いｘィあｘぇあｘ きっくっぎけ けｘカすぐす チぅｘィすぎｘカ ｙがぉｘあす.
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Ｘすぉいすおｘぉす くヲぎぃぉぃぎ
ｊがコｘぅすぐカすざぐすコ カｘｙすぎィｘくすかあｘ くヲぎぃぉぃぎあっ
カｘぉｘけすコすぅざｘ がぎかｘぉｘくぐすぎけィｘ ｘぎかｘぉィｘか
ｙっぎかぃざぃ ｙｘィすぐぐｘけすざ ｙｘぎ.

Ｓヲぐぃぉえぃ くヲぎぃくっ
Ｓヲぐぃぉえぃぉぃぎあっ (ｘけすぅすか ｘぉィｘ カｘぎｘぐすき) ｘぉあすか ｘぉｘ
がぎかｘぉｘくぐすぎすぉィｘか くヲぎぃぁぃ カがぇすコすぅ.
ｉヲぎぃ えヲぉあぃかぃコ がぎかｘぉｘくぐすぎすぉィｘか ｙがぉくｘ, ぐぃえ
いｘｙすカ ｙヲぐぃぉえぃぉぃぎあっ ィｘかｘ カがぇすコすぅ.

Ｒざすぉィｘか ｙヲぐぃぉえぃぉぃぎあっ くｘカぐｘけ タざっか がくす ｙヲぐぃぉえぃ
くヲぎぃくっか ぃコえぃぇぐっき カがぜィｘ ｙがぉｘあす. Ｓチぉ かモぐういぃぁぃ
カがぉ いぃぐえっぅけ タざっか くヲぎぃかっ いがィｘぎす カｘぎｘぇ ｙチぎすき,
えぃぉぃくっ いがィｘぎィす あぃコぁぃぇぁぃ えヲぐぃぎっき カがぜィｘ ｙがぉｘあす.

Ｗくっえぐっコ くヲぎぃぉぃぎっか がぎかｘぉｘくぐすぎけ
メぎ ぐタぎぉっ おヲぉざぃぎあぃぁっ がぎｘぉィｘか ぐｘィｘおあｘぎあす
がぎかｘぉｘくぐすぎけ タざっか ぃくっえぐぃぁっ くヲぎぃぉぃぎあっ ぐタぎぉっ
ｙうっえぐっええぃ カがぜィｘ ｙがぉｘあす.
Ｓチぉ タざっか ぐヲおぃかあぃぁっ モぎぃえぃぐぐぃぎあっ いｘくｘコすぅ:
くヲぎぃぉぃぎあっ えヲぎくぃぐえっ ｙｘィすぐす ｙがぇすかざｘ ぃききぃか
ぐｘぎぐすき ざすィｘぎすコすぅ あｘ, カｘいぃぐぐっ がぎすかィｘ
カがぇすコすぅ. 2

1

3

メぎえタかあっえ カがぉあｘかけ 9



ｄチぅあｘぐカすざ くぃｙぃぐぐぃぎあっ おチぅあｘぐカすざぐｘか ｘぉけ
ｄチぅあｘぐカすざ くぃｙぃぐぐぃぎ, えぃぅあぃぇくがカ ｘぉすかすき カｘぉけィｘ
かぃおぃくぃ カチぉｘき えぃぐけぁぃ いがぉ ｙぃぎおぃぇぐっか ぐっぎぃけっざきぃか
いｘｙあすカぐｘぉィｘか. ｆかす おチぅあｘぐカすざぐｘか ｘぉけ タざっか,
くぃｙぃぐぐっ ヲぅっコっぅぁぃ カｘぎｘぇ ぐｘぎぐすコすぅ あｘ, ざぃぁっかぃ
いぃぐえぃか えぃぅあぃ くぃｙぃぐぐっコ ｘぉあすコィす いｘィすか いがィｘぎす
えヲぐぃぎっき カｘぉすコすぅ.
オｘぇぐｘ がぎかすかｘ カがぜ タざっか, くぃｙぃぐぐっコ ｘぉあすコィす
いｘィすか ｘカすぎすか ィｘかｘ えヲぐぃぎっき おチぅあｘぐカすざカｘ
くｘぉすコすぅ. ｐぃぐえっ いｘカぐｘぎすか えぃぉぐっぎっき くｘぉィｘかかｘか
えぃぇっか, くぃｙぃぐぐぃぎあっ ヲぅ がぎすかあｘぎすかｘ カｘぎｘぇ
うぐぃぎっコっぅ.

ｇＲａＶＲｃｓ ｅダｉオＲｋｃＲｈ ｄＷｅＷｅ ｂＷゲＷｉｊＷｈ

オｘぉすきぐす いチおすく えぃぅっかあぃ ぃくぐっぉぃぐっか ざけすぉ
• ｊがコｘぅすぐカすざ くチぇすカ ぐタぐっえざぃぉぃぎ ｘぎカすぉす ｘカカｘか えぃぅあぃ モぉくっぅ くすぎすぉあｘィｘか かぃおぃくぃ

えヲきっぎざっき いｘぐカｘか ぐモぎっぅあっ ざけすぉあｘぎ ぃくぐっぉけっ おタおえっか. Ｓチぉ あチぎすく.
• ｂがおきぎぃくくがぎ カがくすぉすき ぐチぎィｘか えぃぅあぃ, ぐがコｘぅすぐカすざ くチぇすカ いｘか-いｘカカｘ ぐｘぎｘぉｘあす あｘ,

えがおきぎぃくくがぎあｘか くすぎすぉあｘィｘか, くがかあｘぇ-ｘカ あっぎっぉあぃぁぃか あｘけすく ざすカカｘかすか ぃくぐうくっぅ. Ｓチぉ
あチぎすく.

• Ｘすぉけ モくぃぎっかぃか えぃコぃぜ がぎすか ｘぉィｘか えぃぅあぃ, えぃかぃぐ ぐすぎく-ぐすぎく ぃぐえぃか ざけすぉ ぃくぐっぉけっ おタおえっか.
Ｓチぉ カｘぉすきぐす いｘィあｘぇ, カｘけっきぐっ げうぅうえｘぉすカ げぃかがおぃか ぃおぃく. Ｓチぉ あチぎすく.

• ｂがおきぎぃくくがぎ カがくすぉィｘかあｘ かぃおぃくぃ ヲざえぃかあぃ, ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ ぐタぇおぃざぃくっかっコ ｘカすぎすか "くすぎぐ"
ぃぐえぃかっか ぃくぐうくっぅ. Ｓチぉ あチぎすく.

オけｘぐぐす タかぃおあぃけぁぃ カｘぐすくぐす ｘカすぉ-えぃコぃく
• Ｗくっえぐっ いうっ-いうっ ｘざきｘコすぅ かぃ カｘいぃぐぐっ けｘカすぐぐｘか ｘぎぐすカ けｘカすぐ ｘざすき ぐチぎおｘコすぅ.
• ｆぎぐｘ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘくす いがィｘぎす ｙがぉくｘ, ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ ぎぃぁけぉそぐがぎす ぃコ いがィｘぎィす

きｘぎｘおぃぐぎぁぃ カがぇすぉくｘ いモかぃ ぐがコｘぅすぐカすざ っざっかぃ ぐｘおｘカ ぐがぉぐすぎすぉくｘ くｘぉすかくｘ,
えがおきぎぃくくがぎ ｙけぉｘかあすぎィすざ カチぎｘぉあすコ タくぐっかぃ おチぅ カｘぐすぎすき, タぅあっえくっぅ いチおすく いｘくｘけす
おタおえっか. Ｓチかあｘぇ いｘィあｘぇ がぎすか ｘぉくｘ, ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ ぎぃぁけぉそぐがぎすか カチぎすぉィす せぉぃえぐぎ カけｘぐすか
タかぃおあぃぇ がぐすぎすき ヲぅあっぁっかぃか いっｙけ タざっか ぐヲおぃかぁっ えヲぎくぃぐえっざえぃ カがぇすコすぅ.

Ｘｘコｘ ぐｘィｘおあす ぐがコｘぅすぐけィｘ カｘぐすくぐす ｘカすぉ-えぃコぃく
Ｗコ いｘカくす かモぐういぃぁぃ いぃぐけ タざっか:
• いすぉす かぃ ｙけす ｙチぎカすぎｘき ぐチぎィｘか くチぇすカ ぅｘぐぐｘぎあす ぐがコｘぅすぐカすざカｘ カがぇおｘコすぅ
• ぐｘィｘおかすコ ｙぃぐっか いｘｙすコすぅ かぃ がかす がぎｘき くｘぉすコすぅ, モくっぎぃくぃ がぉ ヲぐえっぎ うっくぐっ ｙがぉくｘ
• ぐｘィｘおあす ｘけｘ がかすコ ｘぇかｘぉｘくすかあｘ ぃぎえっか ｘぇかｘぉｘ ｘぉｘぐすかあｘぇ ぃぐっき がぎかｘぉｘくぐすぎすコすぅ

ｊがコｘぅすぐけィｘ カｘぐすくぐす ｘカすぉ-えぃコぃく
ｇｘぇあｘぉす えぃコぃくぐぃぎ:
Ｗぐ (ｙｘぎぉすカ ぐタぎぉぃぎっ) : きがぉうせぐうぉぃか カｘぉぐｘィｘ がぎｘき えヲえヲかっく くけすぎおｘくすかすコ タくぐっコぁっ いｘィすかあｘィす
ざすかす くヲぎぃぁぃ カがぇすコすぅ.
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ｉｘカぐすカ おｘカくｘぐすかあｘ ぐｘィｘおあす がくすぉｘぇざｘ ぐぃえ ｙっぎ, えヲき あぃぁぃかあぃ ぃえっ えタか ィｘかｘ くｘカぐｘけ えぃぎぃえ.
ｇっくっぎっぉぁぃか ぐｘィｘおあｘぎ, くけすカ ぐｘィｘおあｘぎ ぐ.ｙ.: ｙチぉｘぎあすコ ｙぃぐっか いｘけすき えぃぅ えぃぉぁぃか くヲぎぃぁぃ カがぜィｘ
ｙがぉｘあす.
Ｘぃおっくぐぃぎ おぃか えヲえヲかっくぐぃぎ: ｙチぉｘぎあす おチカうそぐ ぐｘぅｘぉｘき ｘぎかｘぇす くヲぎぃぁぃ (ぉぃぎ) くｘぉけ カｘいぃぐ.
ｉｘぎすおｘぇ おぃか っぎっおざっえ: ｙチぉｘぎあす ｘぎかｘぇす ｘけｘ ヲぐえっぅｙぃぇぐっか くｘけすぐぐｘぎィｘ くｘぉすき かぃ ｘぉぜおうかうぇ
カｘィｘぅィｘ かぃ きがぉうせぐうぉぃか カｘぉぐｘィｘ がぎｘき, おタおえっかあっぁっかざぃ ｘけｘ ヲぐえっぅｙぃけぁぃ ぐすぎすくけ カｘいぃぐ.
ｉタぐ ｙヲぐぃぉえぃぉぃぎっ: ｙチぉｘぎあすコ ぐすィすかあｘぎすか いｘけすき, ぃくっえぐぃぁっ ｙヲぐぃぉえぃ カがぇすぉｘぐすか カｘぐｘぎィｘ
カがぜ カｘいぃぐ.
ｆぎｘぉおｘィｘか ｙｘかｘか, えｘぎぐがき, きうそぅ ｙぃか くｘぎすおくｘカぐす ぐがコｘぅすぐカすざぐｘ チくぐｘけィｘ ｙがぉおｘぇあす.

ｊがコｘぅすぐけ ぐけぎｘぉす えぃコぃく
ｊヲおぃかあぃ ぐがコｘぅすぐけ タぎあっくっか ｙｘぎすかざｘ ぐうっおあっ いタぅぃぁぃ ｘくすぎけ タざっか ｙっぎかぃざぃ おｘコすぅあす
えぃコぃくぐぃぎ ｙぃぎっぉぁぃか:
• 24 くｘィｘぐ っざっかあぃ ぐがコｘぅすぐけィｘ ｙがぉｘぐすか ぃコ えヲき ぐｘィｘお おヲぉざぃぎっ ぐぃこかうえｘぉすカ ｘカきｘぎｘぐ

ぐｘカぐｘぇざｘくすかあｘ ｙぃぎっぉぁぃか;
• おチぅあｘぐけ タぎあっくっ 24 くｘィｘぐカｘ くがぅすぉｘあす. ｆくす けｘカすぐ ｘぎｘぉすィすかあｘ ぐがコｘぅすぐすぉけィｘ ぐうっく

ぃざｙっぎ カがくすおざｘ ぐｘィｘおあす カがくすき くｘぉけィｘ ｙがぉおｘぇあす;
• ぐぃえ ｘくｘ いがィｘぎす くｘきｘぉす, いｘコｘ いモかぃ おチカうそぐ ぐｘぅｘぉｘかィｘか ぐｘィｘおあｘぎあす ィｘかｘ

ぐがコｘぅすぐすコすぅ;
• ぐｘィｘおあす いすぉあｘお モぎっ ぐがぉすカぐｘぇ おチぅあｘぐすき, カｘいぃぐぐっ えぃぅあぃ がかすコ ぐぃえ カｘいぃぐぐっ おヲぉざぃぎっか

ィｘかｘ いっｙっぐけ タざっか えっざえぃかぃ ｙヲぉざぃえぐぃぎぁぃ ｙヲぉっき あｘぇすかあｘコすぅ;
• ぐｘィｘおあす ｘぉぜおうかうぇ カｘィｘぅィｘ かぃ きがぉうせぐうぉぃか カｘぉぐｘィｘ がぎｘき, がぎｘおすかすコ ｘけｘ

ヲぐえっぅｙぃぇぐっかあっぁっかぃ えヲぅ いぃぐえっぅっき ｘぉすコすぅ;
• いｘコｘ, おチぅあｘおｘィｘか ぐｘィｘおあす モぉあぃカｘざｘか おチぅあｘィｘか ぐｘィｘおィｘ, がかすコ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘくす

えヲぐぃぎっぉぃ ｙｘくぐｘおｘく タざっか ぐうぁっぅｙぃコっぅ;
• おｘぇす ｘぅ ぐｘィｘおあｘぎ おｘぇぉす ぐｘィｘおあｘぎィｘ カｘぎｘィｘかあｘ いｘカくす モぎっ チぅｘカ くｘカぐｘぉｘあす; ぐチぅ

ぐｘィｘおかすコ くｘカぐｘぉけ けｘカすぐすか ｘぅｘぇぐｘあす;
• おチぅ ぐぃえざぃぉぃぎっか おチぅあｘぐカすざ えｘおぃぎｘあｘか ｘぉィｘか ｙぃぐぐぃ ぐけぎｘ きｘぇあｘぉｘかくｘ, ｘそぅ ぐぃぎっかっ

カｘぎすき えぃぐけっ おタおえっか;
• ｊｘィｘおあｘぎあす くｘカぐｘけ けｘカすぐすかすコ えぃくぐぃくっか いｘくｘけ タざっか, ぐｘィｘおかすコ モぎｙっぎ いぃえぃ

がぎｘおｘくすかｘ がかすコ ぐがコｘぅすぐすぉィｘか ｘぇ-えタかっか いｘぅすき カがぜ チくすかすぉｘあす;

ｊがコｘぅすぐすぉィｘか ぐｘィｘおあｘぎあす くｘカぐｘけィｘ カｘぐすくぐす ｘカすぉ-えぃコぃく
オチぎすぉィすかすコ ｙｘぎすかざｘ いｘカくす いチおすく っくぐぃけっか カｘおぐｘおｘくすぅ ぃぐけ タざっか おすかｘ モぎぃえぃぐぐぃぎあっ
がぎすかあｘけ えぃぎぃえ:
• くｘぐけざすかすコ おチぅあｘィｘか カｘぉきす くｘぐすぉｘぐすか ぐｘィｘおあｘぎあす ぐうっくぐっ ぐタぎあぃ おチぅあｘぐカｘかすかｘ えヲぅ

いぃぐえっぅっコっぅ;
• おチぅあｘぐすぉィｘか ぐｘィｘおあｘぎあす あタえぃかかぃか おチぅあｘぐカすざカｘ ｙｘぎすかざｘ ｘぅ けｘカすぐ っざっかあぃ

いぃぐえっぅっコっぅ;
• ぃぁぃぎ ｘくｘ カｘいぃぐ ｙがぉおｘくｘ ぃくっぁっか いうっ ｘざきｘコすぅ かぃおぃくぃ チぅｘカ けｘカすぐ ｘざすき カｘぉあすぎおｘコすぅ;
• おチぅあｘき ぐチぎィｘか ぐｘィｘおあす いっｙっぐえぃかかぃか えぃぇっか くｘきｘくす あぃぎぃけ ぐタくぃ ｙｘくぐｘぇあす いモかぃ がかす

カｘぇぐｘ おチぅあｘぐけィｘ ｙがぉおｘぇあす;
• ぐｘィｘおあす ヲかあっぎけざっ えヲぎくぃぐえぃか いｘぎｘおあすぉすカ おぃぎぅっおっかぃか ｘぎぐすカ けｘカすぐ くｘカぐｘおｘコすぅ.
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ｂゾｊｋ ｄＷｅＷｅ ｊＲＹＲｃＲｋ
ｉｘカぐｘかあすぎけ ぐけぎｘぉす ぃくえぃぎぐけ!
Ｘヲかあぃけ いチおすくすか いタぎぁっぅｙぃく ｙチぎすか カチぎすぉィすかす せぉぃえぐぎ いぃぉっくっかぃか ｘィすぐすコすぅ.

Ｓチぉ カチぎすぉィすかすコ くｘぉカすかあｘぐカすざ カチぎｘぉすかあｘ くけぐぃぁっぉっ えヲおっぎぐぃえ ｙｘぎ; くがかあすカぐｘか あｘ,
いヲかあぃけ いチおすくぐｘぎす おぃか がかす カｘぇぐｘ ぐがぉぐすぎけあす ぐぃえ けモえっぉぃぐぐっ おｘおｘか ィｘかｘ いタぅぃぁぃ ｘくすぎけィｘ
ぐうっく.

ｄぃぅぁっぉっおぃか ぐｘぅｘぉｘき がぐすぎけ
オチぎすぉィすかす おぃぅぁっぉ-おぃぅぁっぉ ぐｘぅｘぉｘき がぐすぎけ カｘいぃぐ:
• っざっ おぃか えぃぎぃえ-いｘぎｘカぐｘぎすか ｘぅあｘき かぃぇぐぎｘぉ くｘｙすか くｘぉすかィｘか いすぉす くけおぃか ぐｘぅｘぉｘコすぅ.
• ぃくっえ ぐすィすぅあｘィすざすか おぃぅぁっぉ-おぃぅぁっぉ ぐｘぅｘぉｘき, えっぎ ぐチぎすき カｘぉおｘく タざっか くタぎぐっき ｘぉすき

がぐすぎすコすぅ.
• ざｘぇすき おチカうそぐ カチぎィｘぐすコすぅ.
オチぎすぉィす っざっかあぃぁっ ぐタぐっえざぃぉぃぎ いモかぃ/かぃ くすおあｘぎあすコ ぃざカｘぇくすくすか ぐｘぎぐきｘコすぅ, いすぉいすぐすき
かぃ ｙタぉあっぎおぃコっぅ.
オチぎすぉィすかすコ っざっか ぐｘぅｘぉｘけ タざっか いけィすざ ぅｘぐぐｘぎあす, いぃおっぎぁっざ チかぐｘカぐｘぎ おぃか ｘくｘ こがざ
うっくぐぃかあっぎっぉぁぃか ぐｘぅｘぉｘィすざ ぅｘぐぐｘぎあす かぃ ｙｘぉｘけすぅ いすぉぐすぎｘぐカすざぐｘぎあす きｘぇあｘぉｘかｙｘコすぅ,
くぃｙぃｙっ ｙチかあｘぇ ぅｘぐぐｘぎ カチぎすぉィすかすコ ｙぃぐえっ カｘｙｘぐすか ｙタぉあっぎっき, がかあｘ ぃぎぃえざぃ うっく カｘぉあすぎｘあす.

オチぎすぉィすかすコ ｘぎぐすかあｘィす えがかあぃかくｘぐがぎ (カｘぎｘ ぁぎうぉず) おぃか えがおきぎぃくくがぎあす ざヲぐえぃ かぃ
ざｘコくがぎィすざきぃか ぐｘぅｘぉｘコすぅ. Ｓチぉｘぇ っくぐぃけ カチぎすぉィす いチおすくすか いｘカくｘぎぐすき, せぉぃえぐぎ ざすィすかすか
ｘぅｘぇぐｘあす.
ｉｘぉカすかあｘぐカすざ いタぇぃぁぃ ぃざ かチカくｘか えぃぉぐっぎおぃけぁぃ ぐすぎすくすコすぅ.

Ｒく タぇ カチぎすぉィすぉｘぎすかすコ ｙぃぐっか ぐｘぅｘぉｘけィｘ ｘぎかｘぉィｘか えヲきざっぉっえ ぅｘぐぐｘぎあすコ カチぎｘおすかあｘ がくす
カチぎすぉィす タざっか きｘぇあｘぉｘかすぉィｘか きぉｘくぐうえぐぃぎぁぃ ぅうそかあす モくぃぎ ぃぐぃぐっか こうおうえｘぐぐｘぎ ｙｘぎ.
ｉがかあすカぐｘか あｘ がくす カチぎすぉィす えがぎきけくすかすコ くすぎぐすか, ぐぃえ ｘぅあｘィｘか いけィすざ ぅｘぐ くｘぉすかィｘか
いすぉす くけおぃか ぐｘぅｘぉｘけ チくすかすぉｘあす.
ｊｘぅｘぉｘき ｙがぉィｘか くがコ カチぎすぉィすかす せぉぃえぐぎ いぃぉっくっかぃ カｘぇぐｘ カがくすコすぅ.
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ｊがコｘぅすぐカすざ おチぅすか-カすぎｘけすか ぃぎっぐけ
オチぎすぉィす カｘぉすきぐす いチおすく っくぐぃき ぐチぎくｘ,
カすぎｘけ ぐがコｘぅすぐカすざ えｘおぃぎｘあｘィす
ｙけぉｘかあすぎィすざぐｘか, おがぐがぎ えがおきぎぃくくがぎす
ぐがカぐｘィｘか くｘぇすか ｘｚぐがおｘぐぐす ぐタぎあぃ
ざすィｘぎすぉｘあす. Ｗぎっぁぃか くけ かｘけｘ ｘぎカすぉす
カチぎすぉィすかすコ ｘぎぐカす いｘィすかあｘ, おがぐがぎ
えがおきぎぃくくがぎすかすコ タくぐっかあぃ がぎかｘぉｘくカｘか
ｘぎかｘぇす くｘけすぐカｘ いうかｘぉｘあす あｘ, くがぉ いぃぎあぃ
ｙけィｘ ｘぇかｘぉｘあす.
Ｘうかｘぉィｘか くけ ｘィすき, ぐがコｘぅすぐカすざぐｘィす
ぐｘィｘおィｘ ぐｘおざすぉｘおｘく タざっか ぐがコｘぅすぐカすざ
ｙヲぉっえぐぃぁっ かｘけｘかすコ がぎぐｘくすかあｘィす ぃぎっぁぃか くけ
ｘィｘぐすか くｘコすぉｘけあす おぃぅぁっぉ-おぃぅぁっぉ ぐｘぅｘぉｘき
ぐチぎィｘか おｘコすぅあす. オチぎすぉィすおぃか ｙっぎぁぃ
いぃぐえっぅっぉぃぐっか ｘぎかｘぇす ぐｘぅｘぉｘィすざ カチぎｘぉあす
きｘぇあｘぉｘかすコすぅ, がかす くけ ｘィｘぐすか ぐぃくっえぐぃか
ｘぉｘくすぅ.

ｄチぅあｘぐカすざ えｘおぃぎｘかすコ おチぅすか ぃぎっぐけ
ｄチぅあｘぐカすざ くヲぎぃぉぃぎっ おぃか タくぐっコぁっ えｘおぃぎｘかすコ ｘぇかｘぉｘくすかｘ ｙぃぉぁっぉっ ｙっぎ おヲぉざぃぎあぃ カすぎｘけ
モぎカｘざｘか いうかｘぉｘあす.
ｄチぅあｘぐカすざ えｘおぃぎｘかすコ カすぎｘけすかすコ カｘぉすコあすィす ざｘおｘおぃか 3-5 おお ｙがぉィｘか えぃぅあぃ, がかす
いっｙっぐっコっぅ.
オすぎｘけあす えぃぐっぎけ タざっか ぐヲおぃかあぃぁっ かチくカｘけぉｘぎあす がぎすかあｘコすぅ:
• せぉぃえぐぎ ｘざｘくすか ぎがぅぃぐえｘあｘか くけすぎすコすぅ かぃおぃくぃ カチぎすぉィすかす くヲかあっぎっコっぅ
• っざっかあぃ ぐｘィｘお ぐチぎくｘ, がかす ｘぉすき, ｙっぎかぃざぃ カｘｙｘぐ ぁｘぅぃぐえぃ がぎｘコすぅ あｘ, くｘぉカすか いぃぎぁぃ

カがぇすコすぅ
• おチぅあｘぐカすざぐすコ ぐｘぎぐきｘぉｘぎすか ｘぉすコすぅ
• ぐｘぎぐきｘぉｘぎあすコ ｘぇかｘぉｘくすかｘ いすぉけ ヲぐえっぅｙぃぇぐっか おｘぐぃぎうｘぉ カがぇすコすぅ, おすくｘぉす,

いｘおすぉィすぉｘぎ かぃおぃくぃ ぁｘぅぃぐぐぃぎ.
ｄチぅあｘぐカすざぐすコ おチぅすか っざっかぃ すくぐすカ くけ (カｘぇかｘき
ぐチぎおｘィｘか) カチぇすぉィｘか ぐがくぐｘィｘかあｘぎあす カがぇすき
いすぉあｘおあｘぐすき ぃぎっぐけぁぃ ｙがぉｘあす.
• ｉけ ｘィすぅｘぐすか かｘけｘかす ｙがくｘぐすコすぅ, くけぎぃぐぐぃ

えヲぎくぃぐっぉぁぃかあぃぇ ｙｘくすコすぅ いモかぃ がィｘか くけ
いうかｘぉけす タざっか おチぅあｘぐカすざぐすコ ぐヲおぃかぁっ
ぐｘぎぐきｘくすかｘ くｘぉすコすぅ

• ぃぎう ｙｘくぐｘィｘか えぃぅあぃ おチぅあす ｘカすぎすか カすぎすき
ぐｘくぐｘコすぅ. Ｒィｘざ かぃおぃくぃ きぉｘくぐおｘくくｘ
カすぎィすざぐす きｘぇあｘぉｘかすコすぅ

• ｙｘぎぉすカ おチぅ ぃぎっぁぃか えぃぅあぃ, えｘおぃぎｘかす ぐｘぅｘぉｘコすぅ いモかぃ カチぎィｘぐｘ くタぎぐっコっぅ, くがあｘか えぃぇっか くけ
ｘィすぅｘぐすか かｘけｘかす ヲぅ がぎかすかｘ カがぇすコすぅ.

• えｘおぃぎｘかす カがくすコすぅ いモかぃ おチぅあｘぐすぉィｘか ぐｘィｘおあｘぎあす カｘぇぐｘ くｘぉすコすぅ.
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Ｘぃぐえっぉっえぐっ くｘカぐｘけ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘくすかｘ ぐぃぅ ｘぎｘあｘ いぃぐけっ タざっか カチぎすぉィすかす ぐぃぎおがくぐｘぐぐす
ｙｘカすぉｘけ ぐぃぐっぁっか ｙっぎかぃざぃ くｘィｘぐカｘ ぃコ いがィｘぎィす えタぇぁぃ カがぇすき きｘぇあｘぉｘかけ チくすかすぉｘあす.
Ｓけぉｘかあすぎィすざぐｘィす カすぎｘけあす ぃざカｘざｘか ヲぐえっぎ おぃぐｘぉぉ カすぎィすざきぃか カすぎおｘコすぅ, がかす ｙタぉあっぎっき
ｘぉけすコすぅ おタおえっか. ｄチぅあす いすぉあｘお ぃぎっぐけ タざっか ヲかあっぎけざっ チくすかィｘか カチぎｘぉあｘぎあｘか ヲぅぁぃ
おぃこｘかうえｘぉすカ かぃおぃくぃ ｙｘくカｘ いｘくｘかあす ぅｘぐぐｘぎあす ぃざカｘざｘか カがぉあｘかｙｘコすぅ. オチぎすぉィすかすコ
おチぅすか ぃぎっぐけ えぃぅっかあぃ, がぎｘぉすき おチぅあｘぐすぉィｘか ぐｘィｘおあｘぎあすコ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘくすかすコ
いがィｘぎすぉｘけす がぉｘぎあすコ カｘけっきくっぅ くｘカぐｘぉけ おぃぎぅっおっか カすくカｘぎぐけす おタおえっか.

ｅＷ ІｉｊＷｈｉІゲІＹ, ＷＵＷｈ...
ｉｘカぐｘかあすぎけ ぐけぎｘぉす ぃくえぃぎぐけ!
Ｒカｘけぉすカぐすコ くぃｙぃきぐぃぎっか ｘかすカぐｘおｘく ｙチぎすか カチぎすぉィすかす ぐがカぐｘか ｘィすぐすコすぅ.
ｆくす かチくカｘけぉすカぐｘ えヲぎくぃぐっぉおぃぁぃか ｘカｘけぉすカぐｘぎあすコ くぃｙぃｙっか ぐぃえ せぉぃえぐぎ おｘおｘかす かぃおぃくぃ
ｙっぉっえぐっ ｘあｘお ィｘかｘ ｘかすカぐｘけィｘ ぐうっく.

オチぎすぉィす カｘぉすきぐす いチおすく っくぐぃき ぐチぎィｘか えぃぅあぃ ｙっぎｘぅ ざけすぉ ぃくぐっぉぃあっ (えがおきぎぃくくがぎ,
くｘぉカすかあｘぐカすざ くチぇすカぐすコ ｘぇかｘぉけす).

Ｒカｘけぉすカ ｓカぐうおｘぉ くぃｙぃｙっ ｐぃざっおっ
オチぎすぉィすあｘか ざけすぉ
ざすィｘあす.

オチぎすぉィす あチぎすく がぎかすカきｘィｘか. オチぎすぉィすかすコ がぎかすカぐす ぐチぎィｘか-
ぐチぎおｘィｘかすか ぐぃえくぃぎっコっぅ (ぐヲぎぐ
ｘそィす あｘ ぃあぃかぁぃ ぐうっき ぐチぎけィｘ ぐうっく).

ｂがおきぎぃくくがぎ タぅあっえくっぅ
いチおすく っくぐぃぇあっ.

ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ ぐぃぐっぁっ あチぎすく
がぎかｘぐすぉおｘィｘか ｙがぉけす おタおえっか.

Ｘすぉすぎｘカ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘィｘ
カがぇすコすぅ.

 Ｗくっえ あチぎすく いｘｙすぉおｘィｘか. "Ｗくっえぐっ いｘｙけ" ぐｘぎｘけすか カｘぎｘコすぅ.
 Ｗくっえ ぐすお いうっ ｘざすぉィｘか. Ｗくっえぐっ カｘいぃぐ えぃぅあぃ ィｘかｘ ｘざすコすぅ,

チぅｘカ ｘざすき カがぇおｘコすぅ.
 ｊｘィｘおかすコ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘくす ぐすお

いがィｘぎす.
ｊｘィｘおあす くｘカぐｘぎあすコ ｘぉあすかあｘ
ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘくすか ｙヲぉおぃ
ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘくすかｘ あぃぇっか
ｘぅｘぇぐすコすぅ.

 Ｓヲぉおぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘくす ぐすお
いがィｘぎす.

Ｓヲぉおぃかっコ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘくすか
ｘぅｘぇぐすコすぅ.

ｉけ ぐがコｘぅすぐカすざぐすコ ｘぎぐカす
ぐｘカぐｘくすかｘ カｘぎｘぇ ｘィｘあす.

ｄチぅあす ｘｚぐがおｘぐぐす ぐタぎあぃ ぃぎっぐけ
ｙｘぎすくすかあｘ ぃぎっぁぃか くけ ｘぎぐカす
ぐｘカぐｘィｘ ｘィｘあす.

Ｓチぉ あチぎすく.

ｉけ ぐがコｘぅすぐカすざぐすコ っざっかぃ
ｘィｘあす.

ｉけ ｘィｘぐすか ぐタぐっえざぃ ｙっぐぃぉっき
カｘぉィｘか.

ｉけ ｘィｘぐすか ぐタぐっえざぃかっ ぐｘぅｘぉｘコすぅ.

 ｊｘィｘおあｘぎ くけあすコ くけ いうかｘィすざ
かｘけｘィｘ カチぇすぉけすかｘ えぃあぃぎぁっ
いｘくｘぇあす.

ｊｘィｘおあｘぎあす ｘぎぐカす ぐｘカぐｘィｘ
ぐうぁっぅｙぃぇ がぎかｘぉｘくぐすぎすコすぅ.
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Ｒカｘけぉすカ ｓカぐうおｘぉ くぃｙぃｙっ ｐぃざっおっ
ｉけ いぃぎぁぃ ｘィｘあす. Ｗぎっぁぃか くけ ｘィｘぐすか ぐタぐっえざぃ

ｘぎカすぉす ｘカカｘか くけ,
えがおきぎぃくくがぎあすコ タくぐっかあぃぁっ
ｙけぉｘかあすぎィすざ かｘけｘィｘ ｘカきｘぇあす.

Ｗぎっぁぃか くけ ｘィｘぐすか ぐタぐっえざぃかっ
ｙけぉｘかあすぎィすざ かｘけｘィｘ いｘぉィｘコすぅ.

オすぎｘけ, おチぅ ぐすお えヲき
カｘぐカｘか.

ｊｘィｘおあｘぎ あチぎすく がぎｘぉおｘィｘか. ｊｘィｘおあｘぎあす いｘカくすぉｘき がぎｘコすぅ.

 Ｗくっえ あチぎすく いｘｙすぉおｘィｘか. "Ｗくっえぐっ いｘｙけ" ぐｘぎｘけすか カｘぎｘコすぅ.
 ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ ぐぃぐっぁっ あチぎすく

がぎかｘぐすぉおｘィｘか ｙがぉけす おタおえっか.
Ｘがィｘぎすぎｘカ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘィｘ
カがぇすコすぅ.

オチぎすぉィすかすコ っざっかあぃぁっ
ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ ぐすお ぐヲおぃか.

ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ ぐぃぐっぁっ あチぎすく
がぎかｘぐすぉおｘィｘか ｙがぉけす おタおえっか.

Ｘがィｘぎすぎｘカ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘィｘ
カがぇすコすぅ.

オチぎすぉィすかすコ っざっかあぃぁっ
ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ ぐすお いがィｘぎす.

ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ ぐぃぐっぁっ あチぎすく
がぎかｘぐすぉおｘィｘか ｙがぉけす おタおえっか.

ｊヲおぃかっぎぃえ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘィｘ
カがぇすコすぅ.

 Ｗくっえ あチぎすく いｘｙすぉおｘィｘか. "Ｗくっえぐっ いｘｙけ" ぐｘぎｘけすか カｘぎｘコすぅ.
 ｊｘィｘおかすコ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘくす ぐすお

いがィｘぎす.
ｊｘィｘおあす くｘカぐｘぎあすコ ｘぉあすかあｘ
ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘくすか ｙヲぉおぃ
ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘくすかｘ あぃぇっか
ｘぅｘぇぐすコすぅ.

 Ｓっぎ おぃぅぁっぉあぃ ぐすお えヲき ぐｘィｘお
くｘカぐｘぉィｘか.

Ｓっぎ おぃぅぁっぉあぃ くｘカぐｘぉｘぐすか ぐｘィｘお
おヲぉざぃぎっか ｘぅｘぇぐすコすぅ.

ｊがコｘぅすぐカすざぐすコ っざっかあぃぁっ
ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ ぐすお いがィｘぎす.

オチぎすぉィすかすコ っざっかあぃ くけすカ ｘけｘ
ｘぇかｘぉすおす いがカ.

オチぎすぉィす っざっかあぃ くけすカ ｘけｘかすコ
ｘぇかｘぉけすか カｘおぐｘおｘくすぅ ぃぐっコっぅ.

ｄチぅあｘぐカすざぐすコ っざっかあぃぁっ
ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ ぐすお いがィｘぎす.

ｊｘィｘおあｘぎ ｙっぎ-ｙっぎっかぃ ヲぐぃ いｘカすか
カがぇすぉィｘか.

ｊｘィｘおあｘぎあす くけすカ ｘけｘ ｘぇかｘぉｘ
ｘぉｘぐすかあｘぇ ぃぐっき くｘカぐｘコすぅ.

オチぎすぉィす いチおすく っくぐぃおぃぇ
ぐチぎ.

オチぎすぉィす くヲかあっぎけぉっ. オチぎすぉィすかす カがくすコすぅ.

 オけｘぐ ｘざｘくす ぎがぅぃぐえｘィｘ あチぎすく
くチィすぉおｘィｘか.

Ｒざｘかす ぎがぅぃぐえｘィｘ あチぎすくぐｘき
くチィすコすぅ.

 オチぎすぉィすィｘ せぉぃえぐぎ カけｘぐす
えぃぉおぃぇ ぐチぎ. ｈがぅぃぐえｘあｘ ぐがカ いがカ.

ｈがぅぃぐえｘィｘ ｙｘくカｘ せぉぃえぐぎ
カチぎすぉィすくすか カがくすき えヲぎっコっぅ.
Ｓっぉっえぐっ せぉぃえぐぎざっ おｘおｘかィｘ
こｘｙｘぎぉｘくすコすぅ.

ｐｘお いｘかｙｘぇあす. ｐｘお えタぐけ ぎぃいうおっかあぃ ぐチぎ. Ｗくっえぐっ いｘけすき, カｘぇぐｘ ｘざすコすぅ.
 ｐｘおかすコ ｘカｘけす ｙｘぎ. "ｐｘおあす ｘけすくぐすぎけ" ぐｘぎｘけすか

カｘぎｘコすぅ.

Ｘがィｘぎすあｘィす ぐぃえくぃぎけぉぃぎあっ がぎすかあｘィｘかかｘか えぃぇっか あぃ カチぎすぉィす あチぎすく いチおすく っくぐぃおぃくぃ,
カすぅおぃぐ えヲぎくぃぐけ がぎぐｘぉすィすかｘ こｘｙｘぎぉｘくすコすぅ.

ｅぃ っくぐぃぎくっコっぅ, ぃぁぃぎ... 15



ｐｘおあす ｘけすくぐすぎけ

1
2

1. オチぎすぉィすかす ｘいすぎｘぐすコすぅ.
2. ｐｘおかすコ カｘカきｘィすか ｘィすぐけ タざっか

いすぉいすおｘぉす ｙヲぉっぁっか ｙｘくすコすぅ (1).
3. ｐｘおかすコ カｘカきｘィすか ｘぉすコすぅ (2).
4. ｐｘおかすコ がぎかすかｘ ぐチぎおすくぐすカ

カチぎすぉィすぉｘぎィｘ ｘぎかｘぉィｘか, カけｘぐ
きｘぎｘおぃぐぎっ あモぉ くがかあｘぇ ざｘおあｘぎあすコ
ｙっぎっか くｘぉすコすぅ.

5. ｐｘおかすコ カｘカきｘィすか がぎかすかｘ カがぇすコすぅ.
6. オチぎすぉィすかす っくえぃ カがくすコすぅ.
7. Ｗくっえぐっ ｘざすコすぅ. ｐｘおあす いｘィすき ぐぃえくぃぎっき

えヲぎっコっぅ.

Ｗくっえぐっ いｘｙすコすぅ
1. Ｗくっえ ぐすィすぅあｘィすざぐｘぎすか ぐｘぅｘぉｘコすぅ.
2. オｘいぃぐ ｙがぉくｘ, ぃくっえぐっ ぉｘぇすカぐｘコすぅ. "ｆぎかｘぐけ" ぐｘぎｘけすか カｘぎｘコすぅ.
3. オｘいぃぐ ｙがぉくｘ, ぃくっえぐっコ かチカくｘか えぃぉぁぃか ぐすィすぅあｘィすざぐｘぎすか ｘぇすぎｙｘくぐｘコすぅ. オすぅおぃぐ

えヲぎくぃぐけ がぎぐｘぉすィすかｘ こｘｙｘぎぉｘくすコすぅ.

ｊＷｍｅＺｂＲｃｓオ ｉＺｇｇＲｊＲｄＲ

   
ヱぉざぃおっ   
 Ｓうっえぐっぁっ 1540 おお
 Ｗかっ 595 おお
 ｊぃぎぃコあっぁっ 658 おお
ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘかす えヲぐぃぎけ
けｘカすぐす

 20 くｘィ

ｂぃぎかぃけ  230 Ｔ
Ｘうっぉっえ  50 Ｕご

ｊぃこかうえｘぉすカ ｘカきｘぎｘぐ カチぎすぉィすかすコ っざえっ くがぉ いｘィすかあｘ がぎかｘぉｘくカｘか ぐぃこかうえｘぉすカ ｘカきｘぎｘぐ
ぐｘカぐｘぇざｘくすかあｘ いモかぃ カけｘぐ おモかあぃぎっ ｙぃぎっぉぁぃか いｘきくすぎおｘあｘ えヲぎくぃぐっぉぁぃか.

ｆｈｅＲｊｋ
ｅｘぅｘぎすコすぅあｘ ｙがぉくすか!
オチぎすぉィすかす がぎかｘぐきｘぇ ぐチぎすき "オｘけっきくっぅあっえ ぐけぎｘぉす ｘカきｘぎｘぐぐす" いぃえぃ ｙｘくすコすぅあすコ
カｘけっきくっぅあっぁっか カｘおぐｘおｘくすぅ ぃぐけ タざっか いモかぃ カチぎすぉィすかす あチぎすく きｘぇあｘぉｘかけ タざっか おチカうそぐ がカすき
ざすィすコすぅ.
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ｆぎかｘぉｘくぐすぎけ
Ｓチぉ カチぎすぉィすかす ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘくす カチぎすぉィすかすコ ぐぃこかうえｘぉすカ ｘカきｘぎｘぐぐｘぎ ぐｘカぐｘぇざｘくすかあｘ
えヲぎくぃぐっぉぁぃか えぉうおｘぐ くｘかｘぐすかｘ くｘぇ えぃぉぃぐっか いぃぎぁぃ がぎかｘぉｘくぐすぎけ カｘいぃぐ:

ｂぉうおｘぐ くｘかｘぐす オがぎざｘィｘか がぎぐｘ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘくす
ПК +10°C ｙｘくぐｘき + 32°C あぃぇっか
К +16°C ｙｘくぐｘき + 32°C あぃぇっか
ПР +16°C ｙｘくぐｘき + 38°C あぃぇっか
Р +16°C ｙｘくぐｘき + 43°C あぃぇっか

ｆぎかｘぉｘくけす
オチぎすぉィすかす ぎｘあうｘぐがぎぉｘぎ, ｙがぇぉぃぎぉぃぎ, ぐけぎｘ
ぐタくえぃか えタか いｘぎすィす くうそカぐす いすぉけ えヲぅあぃぎっかぃか
おタおえっかあっぁっかざぃ ｘぉすく がぎかｘぐけ カｘいぃぐ. オチぎすぉィすかすコ
ｘぎぐカす いｘィすかあｘ ｘけｘかすコ ぃぎえっか ｘぇかｘぉすき ぐチぎけすか
カｘおぐｘおｘくすぅ ぃぐっコっぅ. オチぎすぉィす いｘカくす いチおすく っくぐぃけっ
タざっか, ぃぁぃぎ カチぎすぉィす カｘｙすぎィｘィｘ っぉけぉっ ぅｘぐぐすコ
ｘくぐすかｘ カがぇすぉくｘ, カチぎすぉィすかすコ タくぐっ おぃか
カｘｙすぎィｘィｘ っぉけぉっ ぅｘぐぐすコ ｘぎｘくすかあｘ えぃお あぃぁぃかあぃ
100 おお がぎすか カｘぉけィｘ ぐうっく. Ｖぃぁぃかおぃか, ぃコ
いｘカくすくす, カチぎすぉィすかす カｘｙすぎィｘィｘ っぉっかぃぐっか ぅｘぐぐすコ
ｘくぐすかｘ カがぇおｘィｘか あチぎすく. オチぎすぉィす えがぎきけくすかすコ
ｘくぐすかあｘィす ｙっぎ かぃおぃくぃ ｙっぎかぃざぃ ｘそィすか ぎぃぐぐぃけ
ｘぎカすぉす がかす ｙっぎ あぃコぁぃぇぉぃき がぎかｘぐけィｘ ｙがぉｘあす.
ｅｘぅｘぎすコすぅあｘ ｙがぉくすか!
オチぎすぉィすかす せぉぃえぐぎ いぃぉっくっかぃか ｘィすぐｘぐすかあｘぇ ぃぐっき がぎかｘぉｘくぐすぎけ えぃぎぃえ; くがかあすカぐｘか がかす
がぎかｘぐカｘかかｘか えぃぇっか がかすコ ｘざｘくす カがぉ がコｘぇ いぃぐぃぐっか いぃぎあぃ ぐチぎけィｘ ぐうっく.

ｕぉぃえぐぎ いぃぉっくっかぃ いｘぉィｘけ
ｕぉぃえぐぎ いぃぉっくっかぃ カがくきｘく ｙチぎすか ぐぃこかうえｘぉすカ ｘカきｘぎｘぐ ぐｘカぐｘぇざｘくすかあｘ えヲぎくぃぐっぉぁぃか えぃぎかぃけ
おぃか いうっぉっえぐっコ タぇあぃぁっ せぉぃえぐぎ いぃぉっくっかっコ カけｘぐすかｘ くｘぇ えぃぉぃぐっかあっぁっか ぐぃえくぃぎっき ｘぉすコすぅ.
オチぎすぉィす いぃぎぁぃ カがくすぉけィｘ ぐうっく. ｆくす おｘカくｘぐぐｘ カがぎぃえ くすおす えがかぐｘえぐきぃか カｘぐｘぎ いぃぐえっぅっぉぁぃか.
Ｗぁぃぎ タぇあぃぁっ ぎがぅぃぐえｘ いぃぎぁぃ カがくすぉおｘィｘか ｙがぉくｘ, ｙっぉっえぐっ せぉぃえぐぎ おｘおｘかすかｘか ｘカすぉ-えぃコぃく ｘぉｘ
がぐすぎすき, カチぎすぉィすかす カがぉあｘかすくぐｘィす ぃぎぃいぃぉぃぎぁぃ くｘぇ いぃぎぁぃ いぃえぃぉぃぇ カがくすコすぅ.
Ｘがィｘぎすあｘ ｘぇぐすぉすき ヲぐえぃか ぃぎぃいぃぉぃぎ くｘカぐｘぉおｘくｘ, ヲかあっぎけざっ カｘかあｘぇ あｘ ｙっぎ
いｘけｘきえぃぎざっぉっえぐっ ヲぅ おがぇかすかｘ ｘぉけあｘか ｙｘく ぐｘぎぐｘあす.
Ｓチぉ カチぎすぉィす Б.Б.C. ぃぎぃいぃぉぃぎっかぃ くｘぇ えぃぉぃあっ.

A B
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Ｒぎぐカす ぐすィすぅあｘィすざぐｘぎ
オチいｘぐぐｘぎ くｘぉすかィｘか カｘぉぐｘあｘか ぃえっ ぐすィすぅあｘィすざぐす
ぐｘｙｘ ｘぉｘくすぅ.
ｊすィすぅあｘィすざぐｘぎあす がぎかｘぐけ タざっか おすかｘ
カｘあｘおあｘぎあす がぎすかあｘコすぅ:
1. Ｓチぎｘかあｘかす ｙがくｘぐすコすぅ.
2. ｊすィすぅあｘィすざぐす ｙチぎｘかあｘかすコ ｘくぐすかｘ

くｘぉすコすぅ.
3. ｊすィすぅあｘィすざぐす あチぎすく いｘカカｘ ｙチぎｘコすぅ.
4. Ｓチぎｘかあｘぉｘぎあす カｘぐｘぇぐすコすぅ.

Ｖぃコぁぃぇっか えぃぉぐっぎけ
オチぎすぉィすかすコ がぎかすカぐす ｙがぉすき がぎかｘぐすぉけすか
カｘあｘィｘぉｘコすぅ. ｆかす ｘぉあすかすコ ぐヲおぃかぁっ いｘィすかあｘィす
ぎぃぐぐぃおぃぉっ ぃえっ ｘそィすかすコ えヲおぃぁっおぃか がぎかすカぐす
ぃぐけぁぃ ｙがぉｘあす.

ｉヲぎぃ ぐっぎぃけっざぐぃぎあっ ｘぉけ
オチぎすぉィす ぐｘくすおｘぉ えぃぅっかあぃ くヲぎぃぉぃぎあっ がぎかすかｘか
いすぉいすきぐｘぇ チくぐｘけィｘ ｘぎかｘぉィｘか ぐっぎぃけっざぐぃぎおぃか
いｘｙあすカぐｘぉィｘか.
ｊっぎぃけっざぐぃぎあっ ｘぉけ タざっか おすかｘ モぎぃえぃぐぐぃぎあっ
がぎすかあｘコすぅ:
1. ｉヲぎぃ ぐっぎぃけっざぐぃぎっか えヲぎくぃぐえっ(A) ｙｘィすぐすおぃか

いすぉいすぐすコすぅ.
2. ｉヲぎぃかっ ｘぎぐカす いｘィすかｘか えヲぐぃぎっコっぅ あぃ, ｘぉィｘ

カｘぎｘぇ モｙあぃか ｙがくｘィｘかざｘ うぐぃぎっコっぅ (B).
3. ｊっぎぃけっざぐぃぎあっ ｘぉすコすぅ(C).

Ｗくっえぐっコ ｘざすぉｘぐすか いｘィすか ヲぅぁぃぎぐけ
ｅｘぅｘぎすコすぅあｘ ｙがぉくすか!
オｘかあｘぇ あｘ ｙっぎ いチおすくぐす っくえぃ ｘくすぎおｘく ｙチぎすか ｘざｘかす せぉぃえぐぎ ぎがぅぃぐえｘくすかｘか くけすぎすコすぅ.

ｊヲおぃかあぃぁっ モぎぃえぃぐぐぃぎあっ いタぅぃぁぃ ｘくすぎけ タざっか, カチぎすぉィすかすコ ぃくっえぐぃぎっか おすカぐｘき チくぐｘき ぐチぎけィｘ
えヲおぃえぐぃくぃぐっか ぐｘィす ｙっぎ ｘあｘおかすコ ｙがぉけすか チくすかｘおすぅ.

2

4
3

1

A

B

C
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1. Ｗくっえぐぃぎあっ ｘざすコすぅ. ｆぎぐｘコィす ぐがきくｘかす
(й2) ｙチぎｘき ｘぉすコすぅ. ｇぉｘくぐおｘくくｘ
ｘぎｘぉすカ ざぃえぐぃぁっざぐっ (й1) ｘぉすコすぅ.

2. Ｒぎｘぉすカ ざぃえぐぃぁっざぐっ (й6) ｘぉすコすぅ あｘ,
ぐがきくｘ ヲぅぃぁっかっコ (й5) ぃえっかざっ いｘィすかｘ
ｘけすくぐすぎすコすぅ.

3. Ｗくっえぐぃぎあっ ｘぉすコすぅ.
4. ｆぎぐｘコィす ぐがきくｘかすコ (й3,й4) くがぉ いｘカ

カｘカきｘカ っくぐっえざぃくっか ｘぉすコすぅ あｘ, ぃえっかざっ
いｘィすかｘ ｘけすくぐすぎすコすぅ.

5. ｆぎぐｘコィす ぐがきくｘかすコ っくぐっえざぃくっか (й5)
ｘくぐすコィす ぃくっえぐっコ くがぉ いｘカ ぐぃくっぁっかぃ
くｘぉすコすぅ.

6. ｉｘぇおｘかかすコ えヲおぃぁっおぃか カｘカきｘカぐす (Ю1)
ｘぉすコすぅ. Ｒくぐすコィす ぐがきくｘ ヲぅぃぁっか (Ю2)
いモかぃ ｘぎｘぉすカ ざぃえぐぃぁっざぐっ (Ю3) ｙチぎｘき
ｘぉすコすぅ あｘ, カｘぎくす いｘィすかｘ くｘぉすコすぅ.

7. オｘカきｘカぐす (Ю1) カｘぎｘおｘ-カｘぎくす いｘカカｘ
がぎかｘぐすコすぅ.

8. Ｗえっ ぃくっえぐっコ あぃ タくぐっコぁっ いｘカぐｘぎすかあｘィす
ぐすィすかあｘぎあす (р1) ｘぉすき, ぃえっかざっ いｘィすかｘ
くｘぉすコすぅ.

9. Ｒくぐすコィす ぃくっえぐっ ぐヲおぃかぁっ ぐがきくｘ
ｙっぉっえざぃくっかぃ (Ю2) カｘぇぐｘ えっぎぁっぅっコっぅ.

10. ｆぎぐｘコィす ぐがきくｘかす (й2) ｘくぐすコィす ぃくっえぐっコ
くがぉ いｘカ ｙチぎィすぉｘおｘくすかｘ くｘぉすコすぅ.

m1 m2

m3 m4

m5
m6

b1

b2

b3

1
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11. ゾくぐっコぁっ ぐがきくｘ ｙっぉっえざぃくっか (р1) ｙがくｘぐすき
ｘぉすき, がかす カｘぎｘおｘ-カｘぎくす いｘカカｘ
くｘぉすコすぅ.

12. ゾくぐっコぁっ ぃくっえぐっ タくぐっコぁっ ぐがきくｘ ｙっぉっえざぃくっかぃ
がぎかｘぉｘくぐすぎすコすぅ.

13. Ｗえっ ぃくっえぐっ あぃ くモぉ ぃコえぃぇぐっき ぐチぎすき, タくぐっコぁっ
ぃくっえぐっ がぎぐｘコィす ぐがきくｘかすコ ｙっぉっえざぃくっかぃ
(й5) カｘぇぐｘ えっぎぁっぅっコっぅ.

14. ｆぎぐｘコィす ぐがきくｘかす (й2) カｘぇぐｘ ｙぃえっぐっコっぅ.
ｇぉｘくぐおｘくくｘ ｘぎｘぉすカ ざぃえぐぃぁっざぐっ (й1)
チおすぐきｘコすぅ.

15. オｘカきｘカぐｘぎあす ｘぉすコすぅ (д1).
オｘカきｘカぐｘぎあすコ ｙっぉっえざぃくっか ｘぉすコすぅ (д2).

16. ｊチぐカｘぉｘぎすか (д3) ｘぉすき, カｘぎｘおｘ-カｘぎくす
いｘカカｘ がぎかｘぐすコすぅ.

17. オｘカきｘカぐすコ ｙっぉっえざぃぉぃぎっか (д2) カｘぎｘおｘ-
カｘぎくす いｘカカｘ カｘぇぐｘ がぎかｘぐすコすぅ.

ｊヲおぃかあぃぁっぉぃぎあっ ぐぃえくぃぎっコっぅ:
• Ｓｘぎぉすカ ｙチぎｘかあｘぉｘぎあすコ カｘぐｘぇぐすき

ｙチぎｘぉィｘかすか.
• ｄｘぁかうぐぐっ ぐすィすぅあｘけすざぐすコ カｘきぐｘおｘィｘ

いｘｙすくカｘかすか.
• Ｗくっえぐっコ あチぎすく ｘざすぉすき-いｘｙすぉｘぐすかすか.
Ｗぁぃぎ ｙヲぉおぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘくす くｘぉカすか ｙがぉくｘ (おすくｘぉす, カすくぐｘ), ぐすィすぅあｘィすざ カｘきぐｘおｘィｘ
あチぎすく えぃぉおぃけっ おタおえっか. ｄチかあｘぇ いｘィあｘぇあｘ ぐすィすぅあｘィすざ ヲぅあっぁっかぃか あモぉ えぃぉぁぃかざぃ えタぐっコっぅ.
Ｗぁぃぎ いがィｘぎすあｘ ｘぐｘぉィｘか いチおすくぐす ｘぐカｘぎィすコすぅ えぃぉおぃくぃ, いｘカすか いぃぎあぃ がぎかｘぉｘくカｘか
カすぅおぃぐ えヲぎくぃぐけ がぎぐｘぉすィすかｘ こｘｙｘぎぉｘくすコすぅ. オすぅおぃぐ えヲぎくぃぐけ がぎぐｘぉすィすかすコ おｘおｘかす
ぃくっえぐっコ がぎかすか ぐヲぉぃおｘカすィｘ ｘけすくぐすぎすき ｙぃぎぃあっ.

オｆｈｐＲアＲｅ ｆｈｊＲ ｄメｉＷｃＷｃＷｈІ

Ｓチぇすおあｘィす かぃおぃくぃ ｙチぇすお カがぎｘきざｘくすかあｘィす  ｙぃぉぁっくっ がくす ｙチぇすお えモあっおぁっ タぇ カｘぉあすィす
ぃおぃく ぃえぃかっか えヲぎくぃぐっき ｙっぉあっぎぃあっ. ｉがかあすカぐｘか がかす ぃくえっ せぉぃえぐぎ いモかぃ せぉぃえぐぎがかうえｘぉすカ
ｙチぇすおあｘぎあす いうかｘき けぐうぉうぅｘごうそ タざっか ｘぎかｘぇす えがかぐぃぇかぃぎぉぃぎぁぃ くｘぉけすコすぅ えぃぎぃえ. ｆくす
ｙチぇすおあす あチぎすく ぐタぎあぃ けぐうぉうぅｘごうそ ｘぎカすぉす ｉっぅ カがぎざｘィｘか がぎぐｘ おぃかぃか ｘあｘお
あぃかくｘけぉすィすかｘ ぐタくっき きｘぇあｘ ｙがぉｘ ｘぉｘぐすか ぅうそかすか ｙがぉあすぎぐきｘけすか タざっか タぉぃく カがくｘ ｘぉｘくすぅ;
がくす ぅうそか ｙチぉ ｙチぇすおあす あチぎすく ぃおぃく カがぉあｘかィｘかあｘ きｘぇあｘ ｙがぉけす おタおえっか. ｆくす ｙチぇすおかすコ
けぐうぉうぅｘごうそくす ぐけぎｘぉす えヲｙっぎぃえ ｙっぉけっコっぅ タざっか いぃぎぁっぉっえぐっ モえっおざっぉっぁっコっぅｙぃか, カｘぉあすカぐｘぎあす
いうかｘき モえぃぐぃぐっか おぃえぃおぃコっぅｙぃか かぃおぃくぃ がくす ｙチぇすおあす ヱぅっコっぅぁぃ くｘぐカｘか あタえぃかっおぃか
こｘｙｘぎぉｘくすコすぅ.

t1

h1

h2

h3
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Ｖｃｗ ｆｇｊＺｄＲｃｔｅｓｍ ｈＷＹｋｃｔｊＲｊｆＴ

Ｓぉｘぁがあｘぎうお Ｔｘく ぅｘ ｚすｙがぎ あｘかかがぁが きぎがあけえぐｘ AБГ. ｕぐがぐ きぎがあけえぐ ｙけあぃぐ
ｙぃぅけきぎぃさかが くぉけいうぐず Ｔｘお あがぉぁうぃ ぁがあす 椴 ｚぃあず おす くがぅあｘぉう ぃぁが く きがおがしずぜ
うかかがｚｘごうがかかすこ ぐぃこかがぉがぁうぇ, えがぐがぎすぃ がｙぉぃぁさｘぐ Ｔｘざけ いうぅかず う くがぅあｘあけぐ
えｘさぃくぐｚｘ, えがぐがぎすぃ Ｔす かぃ かｘぇあぃぐぃ ｚ きぎうｚすさかすこ きぎうｙがぎｘこ. ｇがぐぎｘぐずぐぃ
かぃおかがぁが ｚぎぃおぃかう かｘ さぐぃかうぃ, さぐがｙす きがぉけさうぐず おｘえくうおｘぉずかけぜ きがぉずぅけ がぐ くｚがぃぇ
きがえけきえう.

ＲｂｉＷｉｉｋＲｈｓ Ｚ ｈＲｉｍｆＶｅｓＷ ｄＲｊＷｈＺＲｃｓ

Ｔ うかぐぃぎかぃぐ-おｘぁｘぅうかぃ AБГ Ｔす くおがいぃぐぃ かｘぇぐう ｚくぃ かぃがｙこがあうおがぃ あぉそ ぐがぁが,
さぐがｙす ｚくぃ ｚｘざう きぎうｙがぎす AБГ くｚぃぎえｘぉう さうくぐがぐがぇ う ぎｘあがｚｘぉう Ｔｘく
ｙぃぅがぐえｘぅかがぇ ぎｘｙがぐがぇ. ｇがおうおが せぐがぁが, ぅあぃくず Ｔす かｘぇあぃぐぃ ざうぎがえうぇ ｚすｙがぎ
ｘえくぃくくけｘぎがｚ, ぎｘぅぎｘｙがぐｘかかすこ う うぅぁがぐがｚぉぃかかすこ きが くｘおすお ｚすくがえうお
くぐｘかあｘぎぐｘお, えｘえうぃ ぐがぉずえが おがいかが きぎぃあくぐｘｚうぐず 椴 がぐ きぎがげぃくくうがかｘぉずかがぇ
えけこがかかがぇ きがくけあす あが ぉがぐえがｚ あぉそ こぎｘかぃかうそ かがいぃぇ, がぐ あぃぎいｘぐぃぉぃぇ ｙけぐすぉがえ あが
おぃざえがｚ あぉそ あぃぉうえｘぐかがぁが ｙぃぉずそ…

ｇがくぃぐうぐぃ Ｚかぐぃぎかぃぐ-おｘぁｘぅうか きが ｘあぎぃくけ
ууу.Эбг.Ялй/пдлм
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ｉｆＶＷｈＸＲｅＺＷ

23 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

26 ｆきうくｘかうぃ ぎｘｙがぐす
27 ｇぃぎｚがぃ うくきがぉずぅがｚｘかうぃ
27 Ｗいぃあかぃｚかがぃ うくきがぉずぅがｚｘかうぃ
29 ｇがぉぃぅかすぃ くがｚぃぐす
31 ｋこがあ う がさうくぐえｘ
33 ｏぐが あぃぉｘぐず, ぃくぉう ...
35 ｊぃこかうさぃくえうぃ あｘかかすぃ
35 ｋくぐｘかがｚえｘ
39 Ｙｘｙがぐｘ がｙ がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあぃ

Ｔ あｘかかがお ぎけえがｚがあくぐｚぃ きが せえくきぉけｘぐｘごうう
うくきがぉずぅけぜぐくそ くぉぃあけぜしうぃ くうおｚがぉす:

Ｔｘいかｘそ うかげがぎおｘごうそ きが がｙぃくきぃさぃかうぜ
ぉうさかがぇ ｙぃぅがきｘくかがくぐう う きぎぃあがぐｚぎｘしぃかうぜ
きがｚぎぃいあぃかうぇ きぎうｙがぎｘ.

ｆｙしｘそ うかげがぎおｘごうそ う ぎぃえがおぃかあｘごうう

Ｚかげがぎおｘごうそ きが ぅｘしうぐぃ がえぎけいｘぜしぃぇ
くぎぃあす

ｇぎｘｚが かｘ うぅおぃかぃかうそ くがこぎｘかそぃぐくそ.

22 ｉがあぃぎいｘかうぃ



 ｉＴＷＶＷｅＺｗ ｇｆ ｊＷｍｅＺｂＷ ＳＷＹｆｇＲｉｅｆｉｊＺ
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.

• 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.
ｕ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 きが ぐぃこかうえぃ ｙぃぅがきｘくかがくぐう
ＴｅＺｄＲｅＺＷ!

ｅぃ きぃぎぃえぎすｚｘぇぐぃ ｚぃかぐうぉそごうがかかすぃ がぐｚぃぎくぐうそ ｚ えがぎきけくぃ きぎうｙがぎｘ うぉう ｚ おぃｙぃぉう, ｚ えがぐが‐
ぎけぜ がか ｚくぐぎがぃか.
• 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 ｙす‐

ぐがｚすこ けくぉがｚうそこ, 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 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‐

かすこ きぎうｙがぎが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.
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• 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 こがぉがあうぉずかうえ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 こぉｘあｘぁぃかぐ うぅがｙけぐｘか (О600Э) 椴 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 きぎうぎがあかすぇ ぁｘぅ.
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ぎぃいあぃかうそ えがおきがかぃかぐがｚ えがかぐけぎｘ こがぉがあうぉずかうえｘ.
Ｔ くぉけさｘぃ きがｚぎぃいあぃかうそ えがかぐけぎｘ こがぉがあうぉずかうえｘ:
椴 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がぅぁがぎｘかうそ;
椴 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.

• 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 ｚかぃくぃかうぃ 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. ｃぜｙがぃ きがｚぎぃいあぃかうぃ えｘｙぃぉそ おがいぃぐ きぎうｚぃくぐう え えがぎがぐえがおけ ぅｘおす‐
えｘかうぜ, ｚがぅかうえかがｚぃかうぜ きがいｘぎｘ う/うぉう きがぎｘいぃかうぜ せぉぃえぐぎうさぃくえうお ぐがえがお.

ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
Ｔが うぅｙぃいｘかうぃ かぃくさｘくぐかすこ くぉけさｘぃｚ ぅｘおぃかけ ぉぜｙすこ せぉぃえぐぎがぐぃこかうさぃくえうこ あぃぐｘぉぃぇ (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ｘぃぐくそ けあぉうかそぐず くぃぐぃｚがぇ ざかけぎ.
2. ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが ｚうぉえｘ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ かぃ ぎｘぅあｘｚぉぃかｘ う かぃ きがｚぎぃいあぃかｘ ぅｘあかぃぇ

さｘくぐずぜ きぎうｙがぎｘ. ｈｘぅあｘｚぉぃかかｘそ うぉう きがｚぎぃいあぃかかｘそ ｚうぉえｘ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎ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 ｚ かｘぉうさうう あがくぐけきｘ え ｚうぉえぃ 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 ぅｘ くぃぐぃｚがぇ ざかけぎ.
5. Ｗくぉう ｚ ぎがぅぃぐえぃ きぉがこがぇ えがかぐｘえぐ, かぃ ｚくぐｘｚぉそぇぐぃ ｚ かぃぃ ｚうぉえけ えｘｙぃぉそ きうぐｘかうそ. 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 ｚがぅかうえかがｚぃかうそ きがいｘ‐
ぎｘ.

6. Ｙｘきぎぃしｘぃぐくそ せえくきぉけｘぐうぎがｚｘぐず きぎうｙがぎ ｙぃぅ きぉｘげがかｘ (ぃくぉう がか きぎぃあけくおがぐぎぃか
えがかくぐぎけえごうぃぇ) ぉｘおきす ｚかけぐぎぃかかぃぁが がくｚぃしぃかうそ.

• ｇぎうｙがぎ うおぃぃぐ ｙがぉずざがぇ ｚぃく. 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うえぃ 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 きがあｚぃぎぁｘぇぐぃ きぎうｙがぎ あぉうぐぃぉずかがおけ ｚがぅあぃぇくぐｚうぜ きぎそおすこ くがぉかぃさかすこ ぉけさぃぇ.
• Ｔ きぎうｙがぎぃ うくきがぉずぅけぜぐくそ くきぃごうｘぉずかすぃ ぉｘおきす (ぃくぉう きぎぃあけくおがぐぎぃかが えがかくぐぎけえごうぃぇ),

きぎぃあかｘぅかｘさぃかかすぃ ぐがぉずえが あぉそ ｙすぐがｚすこ きぎうｙがぎがｚ. ｆかう かぃ きがあこがあそぐ あぉそ がくｚぃしぃかうそ
きがおぃしぃかうぇ.

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, きぃぎぃえぎすｚｘそ ｚぃかぐうぉそごうがかかがぃ がぐｚぃぎくぐうぃ け ぅｘあかぃぇ くぐぃかえう

(ぃくぉう きぎうｙがぎ がぐかがくうぐくそ え ｚうあけ きぎうｙがぎがｚ їＳぃぅ がｙぎｘぅがｚｘかうそ うかぃそ»).
• 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.
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• 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.

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.
• 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 (ぃくぉう ぐｘえがぃ きがあえぉぜさぃかうぃ

きぎぃあけくおがぐぎぃかが えがかくぐぎけえごうぃぇ きぎうｙがぎｘ).
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.
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• 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.

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.

ｆｇＺｉＲｅＺＷ ｈＲＳｆｊｓ

Ｔえぉぜさぃかうぃ
Ｔ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.
ｇ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 さｘくがｚがぇ くぐぎぃぉえぃ あが くぎぃあかぃぁが ぅかｘさぃかうそ.

Ｔすえぉぜさぃかうぃ
ｏぐがｙす ｚすえぉぜさうぐず きぎうｙがぎ, 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 ｚ きがぉがいぃかうぃ "Л".

ｈぃぁけぉうぎがｚｘかうぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす
ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ ぎぃぁけぉうぎけぃぐくそ ｘｚぐがおｘぐうさぃくえう.
ｏぐがｙす きぎうｚぃくぐう きぎうｙがぎ 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:
• 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 かういかうお きがぉがいぃかうそお, さぐがｙす

けくぐｘかがｚうぐず おうかうおｘぉずかすぇ こがぉがあ.
• 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

けくぐｘかがｚうぐず おｘえくうおｘぉずかすぇ こがぉがあ.
Ｔ がｙしぃお くぉけさｘぃ かｘうｙがぉぃぃ きぎぃあきがさぐうぐぃぉずかすお そｚぉそぃぐくそ くぎぃあかぃぃ ぅかｘさぃかうぃ ぐぃおきぃぎｘぐけ‐
ぎす.

ｆあかｘえが, ぐがさかけぜ ぅｘあｘｚｘぃおけぜ ぐぃおきぃぎｘぐけぎけ くぉぃあけぃぐ ｚすｙうぎｘぐず く けさぃぐがお ぐがぁが, さぐが ぐぃおきぃ‐
ぎｘぐけぎｘ ｚかけぐぎう きぎうｙがぎｘ ぅｘｚうくうぐ がぐ:
• ぐぃおきぃぎｘぐけぎす ｚ きがおぃしぃかうう
• さｘくぐがぐす がぐえぎすｚｘかうそ あｚぃぎごす
• えがぉうさぃくぐｚｘ こぎｘかうおすこ きぎがあけえぐがｚ
• おぃくぐｘ ぎｘくきがぉがいぃかうそ きぎうｙがぎｘ.
Ｔ くぉけさｘぃ ｚすくがえがぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす ｚ きがおぃしぃかうう うぉう きがぉかがぁが ぅｘきがぉかぃかうそ きぎうｙがぎｘ きぎが‐
あけえぐｘおう, ぃくぉう ぅｘあｘかが くｘおがぃ かうぅえがぃ ぅかｘさぃかうぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす, えがおきぎぃくくがぎ きぎうｙがぎｘ おが‐
いぃぐ ぎｘｙがぐｘぐず かぃきぎぃぎすｚかが; きぎう せぐがお ぅｘあかそそ くぐぃかえｘ きぎうｙがぎｘ ｙけあぃぐ きがえぎすｚｘぐずくそ ぉずあがお.
Ｔ せぐがお くぉけさｘぃ くぉぃあけぃぐ ぅｘあｘぐず ｙがぉぃぃ ｚすくがえけぜ ぐぃおきぃぎｘぐけぎけ, 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 ぎｘぅおがぎｘいうｚｘかうぃ う, ぐｘえうお がｙぎｘぅがお, けおぃかずざうぐず ぎｘくこがあ せかぃぎぁうう.
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ｇＷｈＴｆＷ ＺｉｇｆｃｔＹｆＴＲｅＺＷ

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.

ＷＸＷＶｅＷＴｅｆＷ ＺｉｇｆｃｔＹｆＴＲｅＺＷ

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.
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 かぃ ぐぎぃｙけぃぐくそ おぃかそぐず くぎぃあかぃぃ ぅかｘさぃかうぃ ぐぃおきぃ‐
ぎｘぐけぎす.
ｆあかｘえが, あぉそ ｙがぉぃぃ ｙすくぐぎがぁが ぅｘ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 けくぐｘかがｚうぐず おｘえくうおｘぉずかすぇ こがぉがあ.
Ｔ ぐｘえがお くぉけさｘぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ ｚ こがぉがあうぉずかがお がぐあぃぉぃかうう おがいぃぐ がきけくえｘぐずくそ かういぃ 0°C.
Ｗくぉう ぐｘえがぃ きぎがうぅがぇあぃぐ, けくぐｘかがｚうぐぃ ぎぃぁけぉそぐがぎ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす かｘ ｙがぉぃぃ ｚすくがえけぜ ぐぃおきぃ‐
ぎｘぐけぎけ.

ｇがぉがいうぐぃ 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.
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 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ｘ‐
ｙ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ｘ‐
ｙ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).

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.
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.
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ｉじぃおかすぃ きがぉえう
ｈｘくきがぉがいぃかかすぃ かｘ くぐぃかえｘこ こがぉがあうぉずかう‐
えｘ かｘきぎｘｚぉそぜしうぃ きがぅｚがぉそぜぐ ぎｘぅおぃしｘぐず
きがぉえう かｘ かけいかがぇ ｚすくがぐぃ.

ｇがぉえｘ あぉそ ｙけぐすぉがえ
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.

ｕ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.

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.
ｏぐがｙす きぃぎぃくぐｘｚうぐず きがぉえけ, あぃぇくぐｚけぇぐぃ くぉぃあけぜ‐
しうお がｙぎｘぅがお:
おぃあぉぃかかが きがぐそかうぐぃ きがぉえけ 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ｘおう, きがえｘ がかｘ かぃ ｚすくｚがｙがあうぐくそ;
ぅｘぐぃお けくぐｘかがｚうぐぃ ぃぃ かｘ かけいかがぃ おぃくぐが.
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Ｔすかうおｘかうぃ えがぎぅうか うぅ おがぎがぅうぉずかうえｘ
ｂがぎぅうかす おがぎがぅうぉずかうえｘ がくかｘしぃかす くぐがきがぎがお,
きぎぃきそぐくぐｚけぜしうお うこ くぉけさｘぇかがおけ ｚすかうおｘかうぜ
うぉう きｘあぃかうぜ. ｇぎう うぅｚぉぃさぃかうう うぅ おがぎがぅうぉずかう‐
えｘ きがぐそかうぐぃ えがぎぅうかけ かｘ くぃｙそ う, えがぁあｘ がかｘ あが‐
くぐうぁかぃぐ えがかぃさかがぇ ぐがさえう, きぎうきがあかうおうぐぃ きぃぎぃ‐
あかうぇ えぎｘぇ えがぎぅうかす う くかうおうぐぃ ぃぃ.
ｇぎう けくぐｘかがｚえぃ えがぎぅうかす ｚ おがぎがぅうぉずかうえ くぉぃぁえｘ
かｘえぉがかうぐぃ ぃぃ きぃぎぃあかぜぜ さｘくぐず. ｂがぁあｘ えがぎぅうかｘ
くぐｘかぃぐ かｘ くぐがきがぎ, かｘあｘｚうぐぃ かｘ かぃぃ, さぐがｙす けくぐｘ‐
かがｚうぐず かｘ おぃくぐが.

ｇｆｃＷＹｅｓＷ ｉｆＴＷｊｓ

ｅがぎおｘぉずかすぃ ぎｘｙがさうぃ ぅｚけえう
• ｂがぁあｘ こぉｘあｘぁぃかぐ きぎがえｘさうｚｘぃぐくそ さぃぎぃぅ えがかぐけぎす うぉう ぐぎけｙえう, おがいぃぐ ｙすぐず くぉすざかが いけぎ‐

さｘかうぃ うぉう ｙけぉずえｘかずぃ. ｕぐが かがぎおｘぉずかが.
• ｂがぁあｘ えがおきぎぃくくがぎ ｚえぉぜさぃか, こぉｘあｘぁぃかぐ きぎがえｘさうｚｘぃぐくそ きが えぎけぁけ, う きぎう せぐがお くぉすざかす

いけいいｘかうぃ う きけぉずくｘごうそ, うくこがあそしうぃ がぐ えがおきぎぃくくがぎｘ. ｕぐが かがぎおｘぉずかが.
• ｊぃきぉがｚがぃ ぎｘくざうぎぃかうぃ おがいぃぐ ｚすぅすｚｘぐず ぎぃぅえがぃ きがぐぎぃくえうｚｘかうぃ. Ｖｘかかがぃ げうぅうさぃくえがぃ

そｚぉぃかうぃ ぃくぐぃくぐｚぃかかが う かぃ きぎぃあくぐｘｚぉそぃぐ がきｘくかがくぐう. ｕぐが かがぎおｘぉずかが.
• ｂがぁあｘ ｚえぉぜさｘぃぐくそ うぉう ｚすえぉぜさｘぃぐくそ えがおきぎぃくくがぎ, くぉすざかが ぐうこがぃ "しぃぉえｘかずぃ" ぎぃぁけぉそ‐

ぐがぎｘ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす. ｕぐが かがぎおｘぉずかが.

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.

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:
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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;

• 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;
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• 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.

ｋｍｆＶ Ｚ ｆｏＺｉｊｂＲ
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.

ｏぐがｙす がさうくぐうぐず えがかあぃかくｘぐがぎ (ぎぃざぃぐえｘ さぃぎかがぁが ごｚぃぐ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, ｚがくきがぉずぅけぇぐぃくず しぃぐえがぇ. ｕ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.
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.
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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 せえくきぉけｘぐｘごうう
けあｘぉぃかうぃ うかぃそ く うくきｘぎうぐぃぉそ こがぉがあうぉず‐
かがぇ えｘおぃぎす きぎがうくこがあうぐ ｘｚぐがおｘぐうさぃくえう
きぎう えｘいあがお ｚすえぉぜさぃかうう 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 えがおきぎぃくくがぎがお, ぁあぃ がかｘ
うくきｘぎそぃぐくそ.
ｅぃがｙこがあうおが ぎぃぁけぉそぎかが 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, かｘこがあそしぃぃくそ ｚ くぃぎぃあうかぃ
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 かｘえがきぉぃかうそ ｚがあす う きがきｘあｘかうそ
えｘきぃぉず かｘ かｘこがあそしうぃくそ ｚかけぐぎう 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 けいぃ けくぐｘかがｚぉぃ‐
かが 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うえｘ
ｅｘ きがぉえｘこ う ｚがえぎけぁ ｚぃぎこかぃぁが がぐあぃぉぃかうそ おがぎがぅうぉずかうえｘ 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うえ, 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.
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:
• ｚすかずぐぃ ｚうぉえけ うぅ ぎがぅぃぐえう うぉう ｚすえぉぜさうぐぃ きぎうｙがぎ
• けあｘぉうぐぃ ｚくぃ こぎｘかそしうぃくそ 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
• うぅｚぉぃえうぐぃ ｚすあｚういかすぃ そしうえう おがぎがぅうぉずかうえｘ
• がｙぃぎかうぐぃ ｚすあｚういかすぃ そしうえう ぐぃきぉがうぅがぉうぎけぜしうお おｘぐぃぎうｘぉがお, かｘきぎうおぃぎ, があぃそぉｘおう

うぉう ぁｘぅぃぐｘおう.
Ｖぉそ けくえがぎぃかうそ がぐぐｘうｚｘかうそ ｚ おがぎがぅうぉずかうえ おがい‐
かが けくぐｘかがｚうぐず えｘくぐぎぜぉう く ぁがぎそさぃぇ (かが かぃ えうきそ‐
しぃぇ) ｚがあがぇ.
• ｆくｚがｙがあうぐぃ いぃぉがｙ ｚ おぃくぐぃ ぃぁが えぎぃきぉぃかうそ,

きぎがぐがぉえかうぐぃ ぃぁが くがぁぉｘくかが うぉぉぜくぐぎｘごうう う きが‐
おぃくぐうぐぃ ｚ かういかうぇ ｚすあｚういかがぇ そしうえ, ぁあぃ おが‐
いぃぐ くがｙうぎｘぐずくそ ｚがあｘ

• がくぐがぎがいかが くがくえぎぃｙうぐぃ ぉぃあ, えがぁあｘ がか かｘさかぃぐ
ぐｘそぐず. ｇがぉずぅけぇぐぃくず あぃぎぃｚそかかすお うぉう きぉｘくぐ‐
おｘくくがｚすお くえぎぃｙえがお

• えがぁあｘ ｚぃくず ぉぃあ ぎｘくぐｘぃぐ, かｘくけこが きぎがぐぎうぐぃ おがぎがぅうぉずかうえ う ｚくぐｘｚずぐぃ いぃぉがｙ かｘ おぃくぐが;
• ｚえぉぜさうぐぃ きぎうｙがぎ う きがぉがいうぐぃ きうしぃｚすぃ きぎがあけえぐす かｘ くｚがう おぃくぐｘ.
ｈぃえがおぃかあけぃぐくそ きがｚぃぎかけぐず ぎけさえけ ぐぃぎおがくぐｘぐｘ ｚ おｘえくうおｘぉずかがぃ きがぉがいぃかうぃ かｘ かぃくえがぉずえが
さｘくがｚ, さぐがｙす えｘえ おがいかが くえがぎぃぃ ｚ きぎうｙがぎぃ けくぐｘかがｚうぉｘくず ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ, あがくぐｘぐがさかｘそ あぉそ
こぎｘかぃかうそ きぎがあけえぐがｚ.
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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.

ｏｊｆ ＶＷｃＲｊｔ, ＷｉｃＺ ...
ｇｈＷＶｋｇｈＷＸＶＷｅＺＷ!
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.

ｈｘｙがぐｘ こがぉがあうぉずかうえｘ くがきぎがｚがいあｘぃぐくそ かぃえがぐがぎすおう ぅｚけえｘおう (がぐ えがおきぎぃくくがぎｘ う ごうぎえけ‐
ぉそごうう こぉｘあｘぁぃかぐｘ). ｕぐが かぃ かぃうくきぎｘｚかがくぐず, ｘ かがぎおｘぉずかｘそ ぎｘｙがぐ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 ぎｘｙがぐｘぃぐ くぉうざえがお
ざけおかが.

ｇぎうｙがぎ けくぐｘかがｚぉぃか かぃきぎｘ‐
ｚうぉずかが.

ｇぎがｚぃぎずぐぃ, さぐがｙす こがぉがあうぉずかうえ
くぐがそぉ けくぐがぇさうｚが (がきうぎｘそくず かｘ
ｚくぃ さぃぐすぎぃ かがいえう).

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.

Ｔがぅおがいかが, かぃきぎｘｚうぉずかが けくぐｘ‐
かがｚぉぃか ぐぃおきぃぎｘぐけぎかすぇ ぎぃぁけ‐
ぉそぐがぎ.

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.

ｇがぐがえう ｚがあす かｘ 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.

ｕぐが かがぎおｘぉずかが.

ｇがぐがえう ｚがあす ｚ こがぉがあうぉず‐
かうえぃ.

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.

 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.

ｇがぐがえう ｚがあす かｘ きがぉけ. Ｔがあがくｙ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 ｚがあがく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.
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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
ｉぉうざえがお おかがぁが ぉずあｘ う
うかぃそ.

ｇぎがあけえぐす かぃ けきｘえがｚｘかす かｘ‐
あぉぃいｘしうお がｙぎｘぅがお.

ｋきｘえけぇぐぃ きぎがあけえぐす ｙがぉぃぃ ぐしｘ‐
ぐぃぉずかが.

 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".
 Ｔがぅおがいかが, かぃきぎｘｚうぉずかが けくぐｘ‐

かがｚぉぃか ぐぃおきぃぎｘぐけぎかすぇ ぎぃぁけ‐
ぉそぐがぎ.

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 きぎうｙがぎぃ
くぉうざえがお かうぅえｘそ.

Ｔがぅおがいかが, かぃきぎｘｚうぉずかが けくぐｘ‐
かがｚぉぃか ぐぃおきぃぎｘぐけぎかすぇ ぎぃぁけ‐
ぉそぐがぎ.

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 きぎうｙがぎぃ
くぉうざえがお ｚすくがえｘそ.

Ｔがぅおがいかが, かぃきぎｘｚうぉずかが けくぐｘ‐
かがｚぉぃか ぐぃおきぃぎｘぐけぎかすぇ ぎぃぁけ‐
ぉそぐがぎ.

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‐
かうえぃ くぉうざえがお ｚすくがえｘそ.

Ｔ きぎうｙがぎぃ かぃ 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.

ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが ｚ きぎうｙがぎぃ 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.

ｇぎうｙがぎ かぃ ぎｘｙがぐｘぃぐ. ｇぎうｙがぎ ｚすえぉぜさぃか. Ｔえぉぜさうぐぃ こがぉがあうぉずかうえ.
 Ｔうぉえｘ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ かぃきぎｘ‐

ｚ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 あぎけぁがぇ せぉぃえぐぎがきぎう‐
ｙがぎ え くぃぐぃｚがぇ ぎがぅぃぐえぃ. 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 ぎｘｙがぐｘぃぐ. ｃｘおきがさえｘ かｘこがあうぐくそ ｚ ぎぃいうおぃ
がいうあｘかうそ.

Ｙｘえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ う がぐえぎがぇぐぃ ぃぃ
くかがｚｘ.

 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".

Ｗくぉう ｚす きぎがうぅｚぃぉう ｚすざぃけえｘぅｘかかすぃ きぎがｚぃぎえう, ｘ きぎうｙがぎ ｚくぃ いぃ かぃ ぎｘｙがぐｘぃぐ あがぉいかすお
がｙぎｘぅがお, がｙぎｘぐうぐぃくず ｚ ｘｚぐがぎうぅがｚｘかかすぇ 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おきす

1
2

1. ｆぐえぉぜさうぐぃ きぎうｙがぎ がぐ せぉぃえぐぎがくぃぐう.
2. ｅｘいおうぐぃ きがあｚういかけぜ さｘくぐず, さぐがｙす ｚす‐

くｚがｙがあうぐず きぉｘげがか (1).
3. ｉかうおうぐぃ きぉｘげがか (2).
4. Ｙｘおぃかうぐぃ ぉｘおきけ ぉｘおきがぇ ぐｘえがぇ いぃ

おがしかがくぐう, きぎぃあかｘぅかｘさぃかかがぇ くきぃ‐
ごうｘぉずかが あぉそ ｙすぐがｚすこ きぎうｙがぎがｚ.

5. ｋくぐｘかがｚうぐぃ きぉｘげがか.
6. ｇがあえぉぜさうぐぃ きぎうｙがぎ え くぃぐう.
7. 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 їｋ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 けきぉがぐかぃかうそ 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.

ｊＷｍｅＺｏＷｉｂＺＷ ＶＲｅｅｓＷ

   
Ｕｘｙｘぎうぐす   
 Ｔすくがぐｘ 1540 おお
 ｐうぎうかｘ 595 おお
 Ｕぉけｙうかｘ 658 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

 20 さｘく

ｅｘきぎそいぃかうぃ  230 Ｔ
ｏｘくぐがぐｘ  50 Ｕご

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 く ぐぃこかうさぃくえうおう あｘかかすおう 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.

ｋｉｊＲｅｆＴｂＲ
ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
ｇぃぎぃあ けくぐｘかがｚえがぇ 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 "Ｚかげがぎおｘごうぜ きが ぐぃこかうえぃ ｙぃぅ‐
がきｘくかがくぐう" あぉそ 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.
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ｈｘぅおぃしぃかうぃ
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

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.
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.

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.
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Ｙｘあかうぃ きぎがえぉｘあえう
Ｖｚｘ けきがぎｘ かｘこがあそぐくそ ｚ きｘえぃぐぃ く あがえけおぃかぐｘ‐
ごうぃぇ.
Ｖぉそ けくぐｘかがｚえう けきがぎがｚ 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. Ｔすｚぃぎかうぐぃ ｚうかぐ.
2. ｇがあぉがいうぐぃ けきがぎ きがあ ぁがぉがｚえけ ｚうかぐｘ.
3. ｉがぎうぃかぐうぎけぇぐぃ けきがぎ ｚ かけいかがお きがぉがいぃかうう.
4. ｉかがｚｘ ぅｘぐそかうぐぃ ｚうかぐす.

Ｔすぎｘｚかうｚｘかうぃ きが ｚすくがぐぃ
ｇぎう けくぐｘかがｚえぃ きぎうｙがぎｘ がｙぃくきぃさずぐぃ, さぐがｙす がか
くぐがそぉ ぎがｚかが. ｕぐが あがくぐうぁｘぃぐくそ く きがおがしずぜ あｚけこ
ぎぃぁけぉうぎけぃおすこ かがいぃえ, ぎｘくきがぉがいぃかかすこ くきぃぎぃあう
ｚかうぅけ.

ｉかそぐうぃ あぃぎいｘぐぃぉぃぇ きがぉがえ
Ｔｘざ こがぉがあうぉずかうえ がくかｘしぃか あぃぎいｘぐぃぉそおう きが‐
ぉがえ, きがぅｚがぉそぜしうおう げうえくうぎがｚｘぐず きがぉえう きぎう
ぐぎｘかくきがぎぐうぎがｚえぃ.
ｏぐがｙす くかそぐず うこ, あぃぇくぐｚけぇぐぃ くぉぃあけぜしうお がｙぎｘぅ‐
がお:
1. ｇぃぎぃあｚうかずぐぃ あぃぎいｘぐぃぉう きがぉがえ きが かｘきぎｘｚ‐

ぉぃかうぜ くぐぎぃぉえう (A).
2. ｇがあかうおうぐぃ きがぉえけ くぅｘあう う きがぐそかうぐぃ ぃぃ ｚきぃ‐

ぎぃあ, きがえｘ がかｘ かぃ くかうおぃぐくそ (B).
3. ｉかうおうぐぃ あぃぎいｘぐぃぉう (C).

ｇぃぎぃｚぃざうｚｘかうぃ あｚぃぎごす
ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
ｇぃぎぃあ ｚすきがぉかぃかうぃお ぉぜｙすこ がきぃぎｘごうぇ ｚすかずぐぃ ｚうぉえけ うぅ くぃぐぃｚがぇ ぎがぅぃぐえう.

ｉぉぃあけぜしうぃ がきぃぎｘごうう ぎぃえがおぃかあけぃぐくそ ｚすきがぉかそぐず ｚあｚがぃお, さぐがｙす かｘあぃいかが けあぃぎいうｚｘぐず
あｚぃぎごす きぎうｙがぎｘ.
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1. ｆぐえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ. ｆぐｚうかぐうぐぃ くぎぃあかぜぜ
きぃぐぉぜ (й2). ｉかうおうぐぃ きぉｘくぐおｘくくがｚけぜ
ざｘぇｙけ (й1).

2. ｉかうおうぐぃ ざｘぇｙけ (й6) う きぃぎぃくぐｘｚずぐぃ かｘ
あぎけぁけぜ くぐがぎがかけ きがｚがぎがぐかがぁが ざぐうげぐｘ
きぃぐぉう (й5).

3. ｉかうおうぐぃ あｚぃぎごす.
4. ｅｘ ぉぃｚがぇ くぐがぎがかぃ くかうおうぐぃ ぅｘぁぉけざえう

くぎぃあかぃぇ きぃぐぉう (й3,й4) う きぃぎぃくぐｘｚずぐぃ
かｘ あぎけぁけぜ くぐがぎがかけ.

5. Ｔくぐｘｚずぐぃ ざぐうげぐ くぎぃあかぃぇ きぃぐぉう (й5) ｚ
ぉぃｚがくぐがぎがかかぃぃ がぐｚぃぎくぐうぃ かういかぃぇ
あｚぃぎごす.

6. ｉ きがおがしずぜ うかくぐぎけおぃかぐｘ くかうおうぐぃ
えぎすざえけ (Ю1). ｆぐｚうかぐうぐぃ きがｚがぎがぐかすぇ
ざぐうげぐ かういかぃぇ きぃぐぉう (Ю2) う ざｘぇｙけ (Ю3)
う けくぐｘかがｚうぐぃ うこ かｘ きぎがぐうｚがきがぉがいかがぇ
くぐがぎがかぃ.

7. ｋくぐｘかがｚうぐぃ えぎすざえけ (Ю1) かｘ きぎがぐうｚがきが‐
ぉがいかがぇ くぐがぎがかぃ.

8. ｉかうおうぐぃ ぅｘぁぉけざえう (р1) かｘ ｚぃぎこかぃぇ くぐが‐
ぎがかぃ がｙぃうこ あｚぃぎがえ う きぃぎぃくぐｘｚずぐぃ うこ
かｘ きぎがぐうｚがきがぉがいかけぜ くぐがぎがかけ.

9. ｅｘくｘあうぐぃ がｙぎｘぐかが かういかぜぜ あｚぃぎごけ かｘ
きがｚがぎがぐかすぇ ざぐうげぐ かういかぃぇ きぃぐぉう (Ю2).

10. Ｔくぐｘｚずぐぃ くぎぃあかぜぜ きぃぐぉぜ (й2) ｚ ぉぃ‐
ｚがぃ がぐｚぃぎくぐうぃ かういかぃぇ あｚぃぎごす.

m1 m2

m3 m4

m5
m6

b1

b2

b3

1
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11. ｆぐｚうかぐうぐぃ きがｚがぎがぐかすぇ ざぐうげぐ ｚぃぎこ‐
かぃぇ きぃぐぉう (р1) う きぃぎぃくぐｘｚずぐぃ かｘ きぎがぐう‐
ｚがきがぉがいかけぜ くぐがぎがかけ.

12. ｅｘくｘあうぐぃ ｚぃぎこかぜぜ あｚぃぎごけ かｘ ぃぃ
ざぐうげぐ.

13. ｅｘくｘあうぐぃ ｚぃぎこかぜぜ あｚぃぎごけ がｙぎｘぐかが かｘ
きがｚがぎがぐかすぇ ざぐうげぐ くぎぃあかぃぇ きぃぐぉう
(й5), かぃおかがぁが かｘえぉがかうｚ がｙぃ あｚぃぎごす.

14. Ｙｘｚうかぐうぐぃ くぎぃあかぜぜ きぃぐぉぜ (й2) がｙ‐
ぎｘぐかが. ｅぃ ぅｘｙけあずぐぃ かｘあぃぐず きぉｘくぐおｘく‐
くがｚけぜ ざｘぇｙけ (й1).

15. ｉかうおうぐぃ えぎすざえけ (д1). ｉかうおうぐぃ ぅｘぁぉけ‐
ざえう (д2).

16. Ｔすｚうかぐうぐぃ ぎけさえう (д3) う けくぐｘかがｚうぐぃ うこ
く きぎがぐうｚがきがぉがいかがぇ くぐがぎがかす.

17. ｋくぐｘかがｚうぐぃ ぅｘぁぉけざえう (д2) かｘ きぎがぐうｚが‐
きがぉがいかがぇ くぐがぎがかぃ.

Ｔ ぅｘｚぃぎざぃかうぃ きぎがｚぃぎずぐぃ, さぐがｙす:
• Ｔくぃ ｚうかぐす ｙすぉう ぅｘぐそかけぐす.
• ｄｘぁかうぐかｘそ きぎがえぉｘあえｘ きぎうぉぃぁｘぉｘ え えがぎ‐

きけくけ.
• Ｖｚぃぎごｘ きぎｘｚうぉずかが がぐえぎすｚｘぉｘくず う ぅｘ‐

えぎすｚｘぉｘくず.
ｇぎう かうぅえがぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎぃ ｚ きがおぃしぃかうう (ぐ.ぃ. ぅうおがぇ) きぎがえぉｘあえｘ おがいぃぐ ｚかｘさｘぉぃ かぃきぉがぐかが
きぎうぉぃぁｘぐず え えがぎきけくけ. Ｔ ぐｘえがお くぉけさｘぃ あがいあうぐぃくず ぃくぐぃくぐｚぃかかがぇ けくｘあえう きぎがえぉｘあえう.
Ｔ くぉけさｘぃ ぃくぉう ｚす かぃ いぃぉｘぃぐぃ ｚすきがぉかそぐず ｚすざぃがきうくｘかかすぃ がきぃぎｘごうう くｘおがくぐがそぐぃぉずかが,
がｙぎｘぐうぐぃくず ｚ ｙぉういｘぇざうぇ くぃぎｚうくかすぇ ごぃかぐぎ. ｉきぃごうｘぉうくぐ くぃぎｚうくかがぁが ごぃかぐぎｘ きぃぎぃｚぃくうぐ
あｚぃぎごけ ぅｘ あがきがぉかうぐぃぉずかけぜ きぉｘぐけ.

ＹＲＳｆｊＲ ｆＳ ｆｂｈｋＸＲｖｑＷａ ｉｈＷＶＷ

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.

t1

h1

h2

h3
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Ｖｃｗ ＴІＶｄІｅｅｆＵｆ ｈＷＹｋｃｔｊＲｊｋ

Ｖそえけєおが, しが がｙぎｘぉう ごぃぇ きぎうぉｘあ AБГ. ｄう くぐｚがぎうぉう ぇがぁが あぉそ ｙぃぅあがぁｘかかがつ
ぎがｙがぐう きぎがぐそぁがお ｙｘぁｘぐずがこ ぎがえっｚ, ぅｘ っかかがｚｘごっぇかうおう ぐぃこかがぉがぁっそおう, そえっ
あがきがおｘぁｘぜぐず ぎがｙうぐう いうぐぐそ きぎがくぐっざうお - ごっ ｚぉｘくぐうｚがくぐっ, そえっ おがいかｘ ぇ かぃ ぅかｘぇぐう
ｚ ぅｚうさｘぇかうこ きぎうぉｘあｘこ. Ｓけあず ぉｘくえｘ, きぎうあっぉっぐず あぃえっぉずえｘ こｚうぉうか, ｘｙう
きぎがさうぐｘぐう, そえ がぐぎうおｘぐう かｘぇえぎｘしぃ ｚっあ ごずがぁが きぎうぉｘあけ.

ｇｈＺｃＲＶＶｗ І ＴＺｊｈＲｊｅІ ｄＲｊＷｈІＲｃＺ

Ｔ っかぐぃぎかぃぐ-おｘぁｘぅうかっ AБГ ｚう ぅかｘぇあぃぐぃ けくぃ かぃがｙこっあかぃ, あぉそ ぐがぁが, ｘｙう けくっ ｚｘざっ
きぎうぉｘあう AБГ ｚうぁぉそあｘぉう ｙぃぅあがぁｘかかが っ ｚっあおっかかが きぎｘごぜｚｘぉう. ｊｘえがい ぐけぐ
きぎぃあくぐｘｚぉぃかうぇ ざうぎがえうぇ ｘくがぎぐうおぃかぐ きぎうぉｘああそ, ぎがぅぎがｙぉぃかがぁが ぐｘ くぐｚがぎぃかがぁが
ぅｘ かｘぇｚうしうおう くぐｘかあｘぎぐｘおう そえがくぐっ, - ｚっあ くきぃごっｘぉずかがぁが きがくけあけ あが えがざうえっｚ あぉそ
くぐがぉがｚうこ きぎうｙがぎっｚ, ｚっあ ぐぎうおｘさっｚ あぉそ きぉそざがえ あが おっざえっｚ あぉそ きぎｘかかそ あぃぉっえｘぐかがつ
ｙっぉうぅかう…

Ｔっあｚっあｘぇぐぃ っかぐぃぎかぃぐ-おｘぁｘぅうか かｘ くｘぇぐっ
ууу.Эбг.Ялй/пдлм

41



ＹｄІｉｊ

43 Іかげがぎおｘごっそ ぅ ぐぃこかっえう ｙぃぅきぃえう
46 ｆきうく ぎがｙがぐう
47 ｇぃぎざぃ えがぎうくぐけｚｘかかそ
47 ｑがあぃかかぃ えがぎうくぐけｚｘかかそ
49 ｂがぎうくかっ きがぎｘあう
51 Ｖがぁぉそあ ぐｘ さうくぐえｘ
53 ｑが ぎがｙうぐう, えがぉう ...
55 ｊぃこかっさかっ あｘかっ
55 ｋくぐｘかがｚえｘ
59 Ｗえがぉがぁっさかっ おっぎえけｚｘかかそ

ｋ ごっぇ っかくぐぎけえごっつ ぅｘくぐがくがｚけぜぐずくそ ぐｘえっ
くうおｚがぉう:

Ｔｘいぉうｚｘ っかげがぎおｘごっそ, しが くぐがくけєぐずくそ ｚｘざがつ
がくがｙうくぐがつ ｙぃぅきぃえう, ぐｘ っかげがぎおｘごっそ きぎが ぐぃ,
そえ けかうえかけぐう きがざえがあいぃかかそ きぎうぉｘあけ.

Ｙｘぁｘぉずかｘ っかげがぎおｘごっそ ぐｘ ぎぃえがおぃかあｘごっつ

Ｗえがぉがぁっさかｘ っかげがぎおｘごっそ

ｄがいぃ ぅおっかうぐうくそ ｙぃぅ がきがｚっしぃかかそ.
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 ІｅｌｆｈｄＲｎІｗ Ｙ ｊＷｍｅІｂＺ ＳＷＹｇＷｂＺ
Ｔ っかぐぃぎぃくｘこ ｚｘざがつ ｙぃぅきぃえう ぐｘ あぉそ かｘぉぃいかがぁが ｚうえがぎうくぐｘかかそ きぎうぉｘあけ けｚｘいかが きぎがさうぐｘぇ‐
ぐぃ ごぜ っかくぐぎけえごっぜ, ｚえぉぜさｘぜさう きっあえｘぅえう ぐｘ ぅｘくぐぃぎぃいぃかかそ, きぃぎざ かっい ｚくぐｘかがｚぉぜｚｘぐう ぇがぁが っ
ぎがぅきがさうかｘぐう かうお えがぎうくぐけｚｘぐうくそ. Ｒｙう けかうえかけぐう きがおうぉえがｚうこ あっぇ っ かぃしｘくかうこ ｚうきｘあえっｚ かぃ‐
がｙこっあかが, しがｙ けくっ, こぐが えがぎうくぐけєぐずくそ きぎうぉｘあがお, ぎぃぐぃぉずかが がぅかｘぇがおうぉうくそ ぅ きぎｘｚうぉｘおう
ぃえくきぉけｘぐｘごっつ っ ぐぃこかっえう ｙぃぅきぃえう. Ｙｙぃぎぃいっぐず ごぜ っかくぐぎけえごっぜ っ ｚ ぎｘぅっ きぎがあｘいけ ｘｙが きぃぎぃあｘさっ
きぎうぉｘあけ っかざうお がくがｙｘお がｙがｚ'そぅえがｚが きぃぎぃあｘぇぐぃ つつ ぎｘぅがお っぅ きぎうぉｘあがお, しがｙ けくっ えがぎうくぐけｚｘ‐
さっ ぅおがぁぉう ｚ ｙけあず-そえうぇ さｘく がぅかｘぇがおうぐうくそ ぅ きぎｘｚうぉｘおう ぃえくきぉけｘぐｘごっつ っ ぐぃこかっえがぜ ｙぃぅきぃえう.
Ｙｘあぉそ ｙぃぅきぃえう いうぐぐそ ぐｘ おｘぇかｘ あがぐぎうおけぇぐぃくそ ｚうえぉｘあぃかうこ け ごっぇ っかくぐぎけえごっつ ぎぃえがおぃかあｘごっぇ
ぅ ぐぃこかっえう ｙぃぅきぃえう, がくえっぉずえう えがおきｘかっそ-ｚうぎがｙかうえ かぃ かぃくぃ ｚっあきがｚっあｘぉずかがくぐっ ぅｘ ざえがあけ, しが
くぐｘぉｘくそ さぃぎぃぅ かぃあがぐぎうおｘかかそ ごうこ ぎぃえがおぃかあｘごっぇ.

Ｓぃぅきぃえｘ あっぐぃぇ っ ｚぎｘぅぉうｚうこ がくっｙ
• ｇぎうぉｘあ かぃ きぎうぅかｘさぃかうぇ あぉそ えがぎうくぐけｚｘかかそ かうお ぉぜあずおう (ｚ ぐ.さ. あっぐずおう) ぅ がｙおぃいぃかうおう

げっぅうさかうおう, くぃかくがぎかうおう さう ぎがぅけおがｚうおう ぅあっｙかがくぐそおう さう かぃあがくぐｘぐかっお あがくｚっあがお ぐｘ ぅかｘ‐
かかそおう, そえしが つお かぃ ｙけぉが きぎがｚぃあぃかが ｚっあきがｚっあかがぁが っかくぐぎけえぐｘいけ ぅ えがぎうくぐけｚｘかかそ きぎうぉｘ‐
あがお がくがｙがぜ, ｚっあきがｚっあｘぉずかがぜ ぅｘ つこ ｙぃぅきぃえけ.
ｑがｙ あっぐう かぃ ぁぎｘぉうくそ ぅ きぎうぉｘあがお, ｚがかう おｘぜぐず えがぎうくぐけｚｘぐうくそ かうお きっあ かｘぁぉそあがお あがぎが‐
くぉうこ.

• ｅぃ あがぅｚがぉそぇぐぃ あっぐそお ぁぎｘぐうくそ ぅ きｘえけｚｘぉずかうおう おｘぐぃぎっｘぉｘおう. ｇがぎけざぃかかそ ごっєつ ｚうおがぁう
おがいぃ きぎうぅｚぃくぐう あが ぐがぁが, しが ｚがかう おがいけぐず ぅｘあうこかけぐうくそ.

• ｇぃぎざ かっい けぐうぉっぅけｚｘぐう きぎうぉｘあ, ｚうぇおっぐず ｚうぉえけ ぅ ぎがぅぃぐえう, ｚっあぎっいぐぃ えｘｙぃぉず (け おっくごっ, そえぃ
ぅかｘこがあうぐずくそ そえがおがぁｘ ｙぉういさぃ あが えがぎきけくけ) っ ぅかっおっぐず あｚぃぎごそぐｘ, しがｙ ぅｘきがｙっぁぐう ｚうきｘあ‐
えｘお, えがぉう あっぐう, ぁぎｘぜさうくず, がぐぎうおｘぜぐず ぃぉぃえぐぎがざがえ ｘｙが ぅｘおえかけぐずくそ ｚくぃぎぃあうかっ.

• ｗえしが ごぃぇ きぎうぉｘあ, がくかｘしぃかうぇ おｘぁかっぐかうお ぅｘおえがお, おｘє ぅｘおっかうぐう くぐｘぎうぇ きぎうぉｘあ っぅ ぅｘお‐
えがお かｘ きぎけいうかっ (えぉそおえがぜ), きがあｙｘぇぐぃ きぎが ぐぃ, しがｙ ｚうｚぃくぐう ぅ ぉｘあけ きぎけいうかけ, きぃぎざ かっい
けぐうぉっぅけｚｘぐう くぐｘぎうぇ きぎうぉｘあ. ｋ ぐｘえうぇ くきがくっｙ ｚう きがきぃぎぃあうぐぃ くうぐけｘごっぜ, えがぉう ｚっか おがいぃ
くぐｘぐう くおぃぎぐぃぉずかがぜ きｘくぐえがぜ あぉそ あうぐうかう.

Ｙｘぁｘぉずかっ きぎｘｚうぉｘ ｙぃぅきぃえう
ｇがきぃぎぃあいぃかかそ!

Ｔぃかぐうぉそごっぇかっ がぐｚがぎう ｚ えがぎきけくっ きぎうぉｘあけ ぐｘ ｚ えがかくぐぎけえごっつ, しが ｚｙけあがｚけєぐずくそ, おｘぜぐず ｙけぐう
ｚっあえぎうぐうおう.
• ｇぎうぉｘあ きぎうぅかｘさぃかうぇ あぉそ ぅｙぃぎっぁｘかかそ こｘぎさがｚうこ きぎがあけえぐっｚ っ かｘきがつｚ け ぅｚうさｘぇかがおけ あがお‐

がぁがくきがあｘぎくぐｚっ, そえ きがそくかぜєぐずくそ ｚ ごっぇ っかくぐぎけえごっつ.
• ｅぃ ぅｘくぐがくがｚけぇぐぃ おぃこｘかっさかっ きぎうくぐぎがつ さう っかざっ ざぐけさかっ ぅｘくがｙう あぉそ きぎうくえがぎぃかかそ きぎがごぃくけ

ぎがぅおがぎがいけｚｘかかそ.
• ｅぃ ｚうえがぎうくぐがｚけぇぐぃ っかざっ ぃぉぃえぐぎうさかっ きぎうくぐぎがつ (かｘきぎうえぉｘあ, きぎうぉｘあ あぉそ ｚうぁがぐがｚぉぃかかそ

おがぎがぅうｚｘ) ｚくぃぎぃあうかっ こがぉがあうぉずかうえｘ, そえしが ごぃ かぃ きぃぎぃあｙｘさぃかが ｚうぎがｙかうえがお.
• ｅぃ きがざえがあずぐぃ えがかぐけぎ ごうぎえけぉそごっつ こがぉがあがｘぁぃかぐけ.
• ｋ えがかぐけぎっ ごうぎえけぉそごっつ こがぉがあがｘぁぃかぐけ おっくぐうぐずくそ こがぉがあがｘぁぃかぐ っぅがｙけぐｘか (О600Э) 届 きぎう‐

ぎがあかうぇ ぁｘぅ, しが おｘぇいぃ かぃ ざえっあぉうｚうぇ あぉそ あがｚえっぉぉそ, きぎがぐぃ ぅｘぇおうくぐうぇ.
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ｇがあｙｘぇぐぃ, しがｙ きっあ さｘく ぐぎｘかくきがぎぐけｚｘかかそ っ ｚくぐｘかがｚぉぃかかそ きぎうぉｘあけ いがあぃか っぅ えがおきがかぃか‐
ぐっｚ えがかぐけぎけ ごうぎえけぉそごっつ こがぉがあがｘぁぃかぐけ かぃ ｙけｚ きがざえがあいぃかうぇ.
ｋ ぎｘぅっ きがざえがあいぃかかそ えがかぐけぎけ ごうぎえけぉそごっつ こがぉがあがｘぁぃかぐけ:
椴 けかうえｘぇぐぃ えがかぐｘえぐけ ぅ ｚっあえぎうぐうお ｚがぁかぃお ｘｙが あいぃぎぃぉｘおう ぅｘぇおｘかかそ;
椴 ぎぃぐぃぉずかが きぎがｚっぐぎっぐず きぎうおっしぃかかそ, あぃ ぅかｘこがあうぐずくそ きぎうぉｘあ.

• Ｙ おっぎえけｚｘかず ｙぃぅきぃえう かぃ くぉっあ ぅおっかぜｚｘぐう ぐぃこかっさかっ こｘぎｘえぐぃぎうくぐうえう きぎうぉｘあけ さう そえうおがくず
さうかがお ぇがぁが おがあうげっえけｚｘぐう. Ｓけあず-そえぃ きがざえがあいぃかかそ えｘｙぃぉぜ おがいぃ ｚうえぉうえｘぐう えがぎがぐえぃ
ぅｘおうえｘかかそ, きがいぃいけ ぇ けぎｘいぃかかそ ぃぉぃえぐぎうさかうお くぐぎけおがお.

ｇがきぃぎぃあいぃかかそ!
ｑがｙ けかうえかけぐう かぃしｘくかうこ ｚうきｘあえっｚ, ぅｘおっかけ ｚくっこ ぃぉぃえぐぎうさかうこ えがおきがかぃかぐっｚ (えｘｙぃぉず いう‐
ｚぉぃかかそ, ｚうぉえｘ, えがおきぎぃくがぎ) おｘє ｚうえがかけｚｘぐう くぃぎぐうげっえがｚｘかうぇ おｘぇくぐぃぎ ｘｙが くきぃごっｘぉっくぐ
くぃぎｚっくかがぁが ごぃかぐぎけ.

1. Ｙｘｙがぎがかそєぐずくそ きがあがｚいけｚｘぐう えｘｙぃぉず いうｚぉぃかかそ.
2. ｇがあｙｘぇぐぃ きぎが ぐぃ, しがｙ ｚうぉえｘ えｘｙぃぉぜ いうｚぉぃかかそ かぃ ｙけぉｘ ぎがぅあｘｚぉぃかｘ さう きがざえがあ‐

いぃかｘ ぅｘあかずがぜ さｘくぐうかがぜ きぎうぉｘあけ. ｈがぅあｘｚぉぃかｘ さう きがざえがあいぃかｘ ｚうぉえｘ えｘｙぃぉぜ
いうｚぉぃかかそ おがいぃ きぃぎぃぁぎっぐうくそ っ くきぎうさうかうぐう きがいぃいけ.

3. ｇがあｙｘぇぐぃ きぎが かｘそｚかっくぐず あがくぐけきけ あが ｚうぉえう えｘｙぃぉぜ いうｚぉぃかかそ.
4. ｅぃ ぐそぁかっぐず ぅｘ えｘｙぃぉず いうｚぉぃかかそ.
5. ｅぃ ｚくぐｘｚぉそぇぐぃ ｚうぉえけ ｚ ぎがぅぃぐえけ, そえｘ こうぐｘєぐずくそ. Іくかけє ぎうぅうえ ぃぉぃえぐぎうさかがぁが けあｘぎけ

さう ぅｘぇおｘかかそ.
6. ｅぃ おがいかｘ えがぎうくぐけｚｘぐうくそ きぎうぉｘあがお ｙぃぅ きぉｘげがかｘ かｘ ぉｘおきっ (そえしが きぃぎぃあｙｘさぃかが)

あぉそ ｚかけぐぎっざかずがぁが がくｚっぐぉぃかかそ.
• ｇぎうぉｘあ ｚｘいえうぇ. Ｓけあずぐぃ がｙぃぎぃいかっ きぎう ぇがぁが きぃぎぃおっしぃかかっ.
• ｅぃ ｙぃぎっぐず ぎぃさっ ｚ おがぎがぅうぉずかがおけ ｚっああっぉぃかかっ ぐｘ かぃ ぐがぎえｘぇぐぃくそ あが かうこ, そえしが ｚｘざっ ぎけえう

ｚがぉがぁっ さう おがえぎっ 届 ごぃ おがいぃ きぎうぅｚぃくぐう あが きがぎｘかぃかかそ ｘｙが こがぉがあがｚがぁが がきっえけ.
• ｅぃ くぉっあ かｘあがｚぁが ぅｘぉうざｘぐう きぎうぉｘあ きっあ きぎそおうおう くがかそさかうおう きぎがおぃかそおう.
• ｉえぉそかっ ぉｘおきう ｚ ごずがおけ きぎうぉｘあっ (そえしが きぃぎぃあｙｘさぃかっ) 届 ごぃ くきぃごっｘぉずかっ ぉｘおきう, しが きっあ‐

こがあそぐず ぉうざぃ あぉそ きがｙけぐがｚうこ きぎうぉｘあっｚ. Ｔがかう かぃ きぎうあｘぐかっ あぉそ がくｚっぐぉぃかかそ いうぐぉがｚうこ
きぎうおっしぃかず.

ｑがあぃかかぃ ｚうえがぎうくぐｘかかそ
• ｅぃ くぐｘｚぐぃ ぁｘぎそさうぇ きがくけあ かｘ きぉｘくぐうえがｚっ さｘくぐうかう きぎうぉｘあけ.
• ｅぃ ぅｙぃぎっぁｘぇぐぃ ｚ きぎうぉｘあっ ぅｘぇおうくぐうぇ ぁｘぅ ｘｙが ぎっあうかう, ｙが ｚがかう おがいけぐず ｚうｙけこかけぐう.
• ｅぃ えぉｘあっぐず きぎがあけえぐう きぎそおが かｘｚきぎがぐう がぐｚがぎっｚ あぉそ ｚうきけくえけ きがｚっぐぎそ かｘ ぅｘあかっぇ くぐっかごっ.

(ｗえしが きぎうぉｘあ がくかｘしぃかうぇ くうくぐぃおがぜ Волпр Вобб)
• Ｙｘおがぎがいぃかっ きぎがあけえぐう きっくぉそ ぎがぅおがぎがいけｚｘかかそ かぃ おがいかｘ ぅｘおがぎがいけｚｘぐう ぅかがｚけ.
• ｌｘくがｚｘかっ ぅｘおがぎがいぃかっ きぎがあけえぐう ぅｙぃぎっぁｘぇぐぃ け ｚっあきがｚっあかがくぐっ ぅ っかくぐぎけえごっそおう ｚうぎがｙかうえｘ.
• ｅぃがｙこっあかが さっぐえが あがぐぎうおけｚｘぐうくそ ぎぃえがおぃかあｘごっぇ ｚうぎがｙかうえｘ きぎうぉｘあけ しがあが ぅｙぃぎっぁｘかかそ

きぎがあけえぐっｚ. Ｙｚぃぎかっぐずくそ あが ｚっあきがｚっあかうこ っかくぐぎけえごっぇ.
• ｅぃ ぎがぅおっしけぇぐぃ ぁｘぅがｚｘかっ ｘｙが ざうきけさっ かｘきがつ ｚ おがぎがぅうぉずかがおけ ｚっああっぉぃかかっ, ｙが さぃぎぃぅ きっあｚう‐

しぃかかそ ぐうくえけ かｘ きぉそざえけ ｚがかう おがいけぐず ｚうｙけこかけぐう, しが きがざえがあうぐず きぎうぉｘあ.
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• ｄがぎがぅうｚが かｘ きｘぉうさごっ くきぎがおがいかぃ ｚうえぉうえｘぐう こがぉがあがｚっ がきっえう, そえしが ぇがぁが つくぐう きぎそおが ぅ
おがぎがぅうぉずかうえｘ.

Ｖがぁぉそあ っ さうしぃかかそ
• ｇぃぎざ かっい ｚうえがかけｚｘぐう ぐぃこかっさかぃ がｙくぉけぁがｚけｚｘかかそ, ｚうおえかっぐず きぎうぉｘあ っ ｚうぇおっぐず ｚうぉえけ ぅ ぎが‐

ぅぃぐえう.
• ｇぎう さうしぃかかっ かぃ おがいかｘ えがぎうくぐけｚｘぐうくそ おぃぐｘぉぃｚうおう きぎぃあおぃぐｘおう.
• ｅぃ ｚうえがぎうくぐがｚけぇぐぃ ぁがくぐぎっ きぎぃあおぃぐうあぉそ さうしぃかかそ きぎうぉｘあけ ｚっあ ぉずがあけ. ｂがぎうくぐけぇぐぃくそ

きぉｘくぐうえがｚうお ざえぎぃｙえがお.
• ｈぃぁけぉそぎかが きぃぎぃｚっぎそぇぐぃ ぅぉうｚ ｚがあう ぅ こがぉがあうぉずかうえｘ. Ｙｘ きがぐぎぃｙう きぎがさうしｘぇぐぃ ぇがぁが. ｗえ‐

しが ぅぉうｚ ｙけあぃ ぅｘｙぉがえがｚｘかうぇ, ｚがあｘ ぅｙうぎｘぐうおぃぐずくそ かｘ あかっ きぎうぉｘあけ.

ｋくぐｘかがｚえｘ
ｇっあ さｘく きっあえぉぜさぃかかそ あが ぃぉぃえぐぎがおぃぎぃいっ ぎぃぐぃぉずかが あがぐぎうおけぇぐぃくそ っかくぐぎけえごっぇ, かｘｚぃあぃかうこ け
ｚっあきがｚっあかうこ きｘぎｘぁぎｘげｘこ.

• ｈがぅきｘえけぇぐぃ きぎうぉｘあ っ がぁぉそかずぐぃ かｘ きぎぃあおぃぐ きがざえがあいぃかず. ｅぃ えがぎうくぐけぇぐぃくそ きぎうぉｘあがお,
そえしが ｚっか きがざえがあいぃかうぇ. ｋ ぎｘぅっ ｚうそｚぉぃかかそ きがざえがあいぃかず かぃぁｘぇかが きがｚっあがおぐぃ きぎが ごぃ ぐがぎ‐
ぁがｚぃぉずかうぇ ぅｘえぉｘあ, あぃ ｚう きぎうあｙｘぉう きぎうぉｘあ. ｋ ごずがおけ ぎｘぅっ ぅｙぃぎぃいっぐず きｘえけｚｘかかそ.

• ｈぃえがおぃかあけєぐずくそ ぅｘさぃえｘぐう しがかｘぇおぃかざぃ あｚっ ぁがあうかう, きぃぎざ かっい ｚおうえｘぐう きぎうぉｘあ, ぅ ぐうお
しがｙ おｘくぉが きがｚぃぎかけぉがくそ あが えがおきぎぃくがぎｘ.

• ｇがｚっぐぎそ おｘє かがぎおｘぉずかが ごうぎえけぉぜｚｘぐう あがｚえがぉｘ きぎうぉｘあけ; かぃあがぐぎうおｘかかそ ごっєつ ぎぃえがおぃか‐
あｘごっつ きぎうぅｚがあうぐず あが きぃぎぃぁぎっｚｘかかそ. ｑがｙ あがくそぁぐう あがくぐｘぐかずがつ ｚぃかぐうぉそごっつ, あがぐぎうおけぇぐぃくそ
ｚっあきがｚっあかうこ っかくぐぎけえごっぇ しがあが ｚくぐｘかがｚぉぃかかそ.

• ｇが おがいぉうｚがくぐっ, ｚくぐｘかがｚぉぜぇぐぃ きぎうぉｘあ ぐｘえ, しがｙ ぇがぁが ぅｘあかそ くぐっかえｘ ｙけぉｘ きがｚぃぎかけぐｘ あが
くぐっかう. ｎぃ あがぅｚがぉうぐず けかうえかけぐう ぐがぎえｘかかそ ぁｘぎそさうこ さｘくぐうか (えがおきぎぃくがぎｘ, えがかあぃかくがぎｘ) っ
ｚっあきがｚっあかが がきっえっｚ.

• ｇぎうぉｘあ かぃ おがいかｘ くぐｘｚうぐう ｙっぉそ ｙｘぐｘぎぃつ がきｘぉぃかかそ ｘｙが きぉうぐう.
• ｇがあｙｘぇぐぃ きぎが ぐぃ, しがｙ あが ぎがぅぃぐえう ｙけｚ あがくぐけき きっくぉそ ｚくぐｘかがｚぉぃかかそ きぎうぉｘあけ.
• ｇっあえぉぜさｘぇぐぃ ぉうざぃ あが あいぃぎぃぉｘ きうぐかがつ ｚがあう (そえしが きぃぎぃあｙｘさぃかが きっあえぉぜさぃかかそ あが ｚが‐

あがきがくぐｘさｘかかそ).
ｊぃこかっさかぃ がｙくぉけぁがｚけｚｘかかそ

• Ｗぉぃえぐぎうさかっ ぎがｙがぐう, かぃがｙこっあかっ あぉそ がｙくぉけぁがｚけｚｘかかそ きぎうぉｘあけ, おｘぜぐず ｚうえがかけｚｘぐうくそ えｚｘ‐
ぉっげっえがｚｘかうお ぃぉぃえぐぎうえがお ｘｙが えがおきぃぐぃかぐかがぜ がくがｙがぜ.

• ｊぃこかっさかぃ がｙくぉけぁがｚけｚｘかかそ ごずがぁが きぎうぉｘあけ おｘє ぅあっぇくかぜｚｘぐうくそ ぉうざぃ えｚｘぉっげっえがｚｘかうお
きぃぎくがかｘぉがお. Ｖぉそ ぎぃおがかぐけ かぃがｙこっあかが ｚうえがぎうくぐがｚけｚｘぐう ぉうざぃ がぎうぁっかｘぉずかっ ぅｘきｘくかっ さｘ‐
くぐうかう.
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Ｙｘこうくぐ あがｚえっぉぉそ
ｅっ ｚ がこがぉがあいけｚｘぉずかっぇ くうくぐぃおっ, かっ ｚ っぅがぉそごっぇかうこ おｘぐぃぎっｘぉｘこ ごずがぁが きぎうぉｘあけ かぃ おっくぐうぐずくそ
ぁｘぅっｚ, そえっ おがぁぉう ｙ かｘかぃくぐう ざえがあけ がぅがかがｚがおけ ざｘぎけ. ｇぎうぉｘあ かぃ おがいかｘ けぐうぉっぅけｚｘぐう ぎｘぅがお
ぅ おっくずえうおう ｚっあこがあｘおう ぐｘ くおっぐぐそお. Іぅがぉそごっぇかｘ きっかｘ おっくぐうぐず ぅｘぇおうくぐっ ぁｘぅう: きぎうぉｘあ かぃがｙ‐
こっあかが けぐうぉっぅけｚｘぐう ぅぁっあかが ぅ ｚっあきがｚっあかうおう かがぎおｘぐうｚかうおう ｘえぐｘおう, ｚうあｘかうおう おっくごぃｚうおう
がぎぁｘかｘおう ｚぉｘあう. ｋかうえｘぇぐぃ きがざえがあいぃかかそ こがぉがあうぉずかがぁが ｘぁぎぃぁｘぐけ, がくがｙぉうｚが ｚ ぅｘあかっぇ さｘ‐
くぐうかっ, きがｙぉうぅけ ぐぃきぉががｙおっかかうえｘ. ｄｘぐぃぎっｘぉう, きがぅかｘさぃかっ くうおｚがぉがお  , きっあぉそぁｘぜぐず ｚぐが‐
ぎうかかっぇ きぃぎぃぎがｙごっ.

ｎぃぇ きぎがあけえぐ きが ぅおっくぐけ かぃｙぃぅきぃさかうこ ぎぃさがｚうか ｚっあきがｚっあｘє ｚうおがぁｘお ｊぃこかっさかがぁが
ぎぃぁぉｘおぃかぐけ がｙおぃいぃかかそ ｚうえがぎうくぐｘかかそ あぃそえうこ かぃｙぃぅきぃさかうこ ぎぃさがｚうか ｚ ぃぉぃえぐぎうさかがおけ ぐｘ
ぃぉぃえぐぎがかかがおけ がｙぉｘあかｘかかっ (きがくぐｘかがｚｘ ｂｘｙっかぃぐｘ ｄっかっくぐぎっｚ ｋえぎｘつかう №1057 ｚっあ 3 ぁぎけあかそ
2008ぎ.)

ｆｇＺｉ ｈｆＳｆｊＺ

Ｔおうえｘかかそ
Ｔくぐｘｚぐぃ ｚうぉえけ ｚ くぐっかかけ ぎがぅぃぐえけ.
ｇがｚぃぎかっぐず ぎぃぁけぉそぐがぎ ぐぃおきぃぎｘぐけぎう ぅｘ ぁがあうかかうえがｚがぜ くぐぎっぉえがぜ け くぃぎぃあかє きがぉがいぃかかそ.

Ｔうおうえｘかかそ
ｑがｙ ｚうおえかけぐう きぎうぉｘあ, きがｚぃぎかっぐず ぎぃぁけぉそぐがぎ ぐぃおきぃぎｘぐけぎう ｚ きがぉがいぃかかそ "Л".

ｈぃぁけぉぜｚｘかかそ ぐぃおきぃぎｘぐけぎう
ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ ぎぃぁけぉぜєぐずくそ ｘｚぐがおｘぐうさかが.
ｑがｙ ｚっあぎぃぁけぉぜｚｘぐう ぎがｙがぐけ きぎうぉｘあけ, ぅぎがｙっぐず ぐｘえ:
• きがｚぃぎかっぐず ぎぃぁけぉそぐがぎ ぐぃおきぃぎｘぐけぎう あが おぃかざがぁが ぅかｘさぃかかそ, しがｙ ぅｘｙぃぅきぃさうぐう おっかっおｘぉず‐

かぃ がこがぉがあいぃかかそ.
• きがｚぃぎかっぐず ぎぃぁけぉそぐがぎ ぐぃおきぃぎｘぐけぎう あが ｙっぉずざがぁが ぅかｘさぃかかそ, しがｙ ぅｘｙぃぅきぃさうぐう おｘえくう‐

おｘぉずかぃ がこがぉがあいぃかかそ.
Ｙｘぅｚうさｘぇ かｘぇｙっぉずざぃ きっあこがあうぐず くぃぎぃあかє ぅかｘさぃかかそ.

ｆあかｘえ, ｚくぐｘかがｚぉぜぜさう きぃｚかけ ぐぃおきぃぎｘぐけぎけ, かぃがｙこっあかが きｘお'そぐｘぐう, しが ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ ｚくぃ‐
ぎぃあうかっ きぎうぉｘあけ ぅｘぉぃいうぐず ｚっあ:
• えっおかｘぐかがつ ぐぃおきぃぎｘぐけぎう
• さｘくぐがぐう ｚっあえぎうｚｘかかそ あｚぃぎごそぐ
• えっぉずえがくぐっ きぎがあけえぐっｚ けくぃぎぃあうかっ ｚっああっぉぃかかそ
• おっくごぃぅかｘこがあいぃかかそ きぎうぉｘあけ.
ｗえしが ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ かｘｚえがぉうざかずがぁが くぃぎぃあがｚうしｘ ｚうくがえｘ ｘｙが きぎうぉｘあ きがｚかっくぐぜ ぅｘきがｚかぃ‐
かうぇ っ ｚ かずがおけ ｚくぐｘかがｚぉぃかｘ かｘぇかういさｘ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ, きぎうぉｘあ おがいぃ きぎｘごぜｚｘぐう ｙぃぅきぃ‐
ぎぃぎｚかが, しが くきぎうさうかぜє かｘおがぎがいけｚｘかかそ かｘ ぅｘあかっぇ きｘかぃぉっ. ｋ ぐｘえがおけ ｚうきｘあえけ ぎぃぁけぉそぐがぎ
くぉっあ きがｚぃぎかけぐう かｘ ｚうしけ ぐぃおきぃぎｘぐけぎけ, しがｙ あがぅｚがぉうぐう ｘｚぐがおｘぐうさかぃ ぎがぅおがぎがいけｚｘかかそ っ
ぎｘぅがお ぅ ごうお ぅおぃかざうぐう くきがいうｚｘかかそ ぃかぃぎぁっつ.
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ｇＷｈｐＷ ｂｆｈＺｉｊｋＴＲｅｅｗ

ｄうぐぐそ えｘおぃぎう
ｇぃぎざ かっい きがさｘぐう えがぎうくぐけｚｘぐうくそ きぎうぉｘあがお, きがおうぇぐぃ ぇがぁが えｘおぃぎけ っ ｚくっ ｚかけぐぎっざかっ ｘえくぃ‐
くけｘぎう ぅｘ あがきがおがぁがぜ ぐぃきぉがつ ｚがあう ぅ かぃぇぐぎｘぉずかうお おうぉがお, しがｙ けくけかけぐう ぐうきがｚうぇ ぅｘきｘこ かが‐
ｚがぁが きぎうぉｘあけ, ｘ きがぐっお ぎぃぐぃぉずかが ｚうぐぎっぐず ぇがぁが.
ｅぃ ぅｘくぐがくがｚけぇぐぃ あぃぐぃぎぁぃかぐう ｘｙが ｘｙぎｘぅうｚかっ きがぎがざえう, ｙが ｚがかう おがいけぐず きがざえがあうぐう きが‐
ｚぃぎこかぜ.

ｑｆＶＷｅｅＷ ｂｆｈＺｉｊｋＴＲｅｅｗ

Ｙｘおがぎがいけｚｘかかそ くｚっいうこ きぎがあけえぐっｚ
ｄがぎがぅうぉずかぃ ｚっああっぉぃかかそ きっあこがあうぐず あぉそ ぅｘおがぎがいけｚｘかかそ くｚっいうこ きぎがあけえぐっｚ ぐｘ あぉそ ぐぎうｚｘ‐
ぉがぁが ぅｙぃぎっぁｘかかそ ぅｘおがぎがいぃかうこ きぎがあけえぐっｚ っ きぎがあけえぐっｚ ぁぉうｙがえがつ ぅｘおがぎがぅえう.
Ｖぉそ ぅｘおがぎがいけｚｘかかそ くｚっいうこ きぎがあけえぐっｚ かぃおｘє きがぐぎぃｙう おっかそぐう くぃぎぃあかє きがぉがいぃかかそ かｘ っか‐
ざぃ.
ｆあかｘえ, あぉそ ざｚうあざがぁが ぅｘおがぎがいけｚｘかかそ きがｚぃぎかっぐず ぎぃぁけぉそぐがぎ ぐぃおきぃぎｘぐけぎう あが ｙっぉずざがぁが
ぅかｘさぃかかそ, しがｙ ぅｘｙぃぅきぃさうぐう おｘえくうおｘぉずかぃ がこがぉがあいぃかかそ.
Ｙｘ ごっєつ けおがｚう ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ け こがぉがあうぉずかがおけ ｚっああっぉぃかかっ おがいぃ ｚきｘくぐう かういさぃ 0°C. ｗえしが
ぐｘえぃ くぐｘかぃぐずくそ, きがｚぃぎかっぐず ぎぃぁけぉそぐがぎ ぐぃおきぃぎｘぐけぎう かｘ ｚうしけ ぐぃおきぃぎｘぐけぎけ.

ｇがえぉｘあっぐず くｚっいっ きぎがあけえぐう, そえっ きがぐぎっｙかが ぅｘおがぎがぅうぐう, け ｚぃぎこかє ｚっああっぉぃかかそ.

Ｙｙぃぎっぁｘかかそ ぅｘおがぎがいぃかうこ きぎがあけえぐっｚ
ｇぎう ｚおうえｘかかっ きっくぉそ ぐぎうｚｘぉがぁが きぃぎっがあけ きぎがくぐがぜ (えがぉう きぎうぉｘあ かぃ ｚうえがぎうくぐがｚけｚｘｚくそ),
きぃぎざ かっい くぐｘｚうぐう きぎがあけえぐう け ｚっああっぉぃかかそ, あｘぇぐぃ ぇがおけ きがきぎｘごぜｚｘぐう しがかｘぇおぃかざぃ ｚきぎが‐
あがｚい 2 ぁがあうか きぎう かｘぉｘざぐけｚｘかかっ かｘ ｙっぉずざ ｚうくがえけ ぐぃおきぃぎｘぐけぎけ.
ｋ ぎｘぅっ ｚうきｘあえがｚがぁが ぎがぅおがぎがいけｚｘかかそ, かｘきぎうえぉｘあ, さぃぎぃぅ きぃぎぃｙがつ ｚ きがくぐｘさｘかかっ ぃぉぃえぐぎがぃ‐
かぃぎぁっつ, そえしが ぃぉぃえぐぎがきがくぐｘさｘかかそ きぃぎぃぎうｚｘぉがくそ かｘ あがｚざうぇ さｘく, かっい ぅｘぅかｘさぃかが かｘ ぐｘ‐
ｙぉうさごっ ぐぃこかっさかうこ こｘぎｘえぐぃぎうくぐうえ け ぁぎｘげっ "ぐぎうｚｘぉっくぐず ｚうこがあけ ｚ ぎがｙがさうぇ ぎぃいうお ", きぎがあけえ‐
ぐう, しが ぎがぅおがぎがぅうぉうくそ, かぃがｙこっあかが そえかｘぇざｚうあざぃ くきがいうぐう ｘｙが かぃぁｘぇかが きぎうぁがぐけｚｘぐう, ｘ
きがぐっお ぅかがｚけ ぅｘおがぎがぅうぐう (きがきぃぎぃあかずが がこがぉがあうｚざう).

ｈがぅおがぎがいけｚｘかかそ
ｇぃぎざ かっい くきがいうｚｘぐう きぎがあけえぐう ぁぉうｙがえがつ ぅｘおがぎがぅえう, つこ おがいかｘ ぎがぅおがぎがぅうぐう け こがぉがあうぉず‐
かがおけ ｚっああっぉぃかかっ ｘｙが きぎう えっおかｘぐかっぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎっ, ぅｘぉぃいかが ｚっあ ぐがぁが, くえっぉずえう さｘくけ け ｚｘく є かｘ
ごぃ.
ｅぃｚぃぉうえっ ざおｘぐえう おがいかｘ ぁがぐけｚｘぐう かｘｚっぐず ぅｘおがぎがいぃかうおう, きぎそおが ぅ おがぎがぅうぉずかうえｘ: ｋ ごずが‐
おけ ｚうきｘあえけ かｘ ぁがぐけｚｘかかそ きっあぃ ｙっぉずざぃ さｘくけ.
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Ｙかっおかっ きがぉうさえう
ｉぐっかえう こがぉがあうぉずかうえｘ おｘぜぐず ぎそあ かｘきぎそお‐
かうこ, ぐがおけ ｚうくがぐけ きがぉうさがえ おがいかｘ ぅおっかぜｚｘ‐
ぐう ぅｘ ｙｘいｘかかそお.

ｇっあくぐｘｚえｘ あぉそ きぉそざがえ
ｇがえぉｘあっぐず きぉそざえう (ぁがぎぉぃさえｘおう ｚきぃぎぃあ) かｘ きが‐
ぉうごぜ ｚうぁかけぐがつ げがぎおう.
ｗえしが きがぉうごそ ｚくぐｘかがｚぉぃかｘ ぁがぎうぅがかぐｘぉずかが, えぉｘ‐
あっぐず かｘ かぃつ ぉうざぃ ぅｘえぎうぐっ きぉそざえう.

ｎぜ きがぉうごぜ おがいかｘ かｘこうぉそぐう あぉそ ぅｙぃぎっぁｘかかそ ぎｘ‐
かっざぃ ｚっあえぎうぐうこ きぉそざがえ. ｇがぐそぁかっぐず きがぉうごぜ ｚぁがぎけ,
しがｙ つつ おがいかｘ ｙけぉが きがｚぃぎかけぐう あがぁがぎう っ きがくぐｘｚう‐
ぐう かｘ かｘくぐけきかうぇ ｚうしうぇ ぎっｚぃかず.

Ｔくぐｘかがｚぉぃかかそ きがぉうさがえ かｘ あｚぃぎごそぐｘこ
Ｖぉそ ぅｙぃぎっぁｘかかそ けきｘえがｚがえ ぅ きぎがあけえぐｘおう ぎっぅかがぁが
ぎがぅおっぎけ きがぉうさえう かｘ あｚぃぎごそぐｘこ おがいかｘ ｚくぐｘかがｚう‐
ぐう かｘ ぎっぅかっぇ ｚうくがぐっ.
ｎぃ ぎがｙうぐずくそ かｘくぐけきかうお さうかがお:
きがｚっぉずかが ぐそぁかっぐず きがぉうさえけ ｚ かｘきぎそおえけ, ｚえｘぅｘかがおけ
くぐぎっぉえｘおう, きがえう ｚがかｘ かぃ ぅｚっぉずかうぐずくそ. ｇがぐっお
ｚくぐｘかがｚっぐず きがぉうさえけ け きがぐぎっｙかがおけ おっくごっ. 2

1

3
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Ｔうぇおｘかかそ えがざうえっｚ ぅ おがぎがぅうぉずかうえｘ
ｂがざうえう け おがぎがぅうぉずかっぇ えｘおぃぎっ おｘぜぐず がｙおぃいけ‐
ｚｘさ こがあけ, そえうぇ きがきぃぎぃあいｘє ｚうきｘあえがｚぃ ぅかそぐぐそ ぇ
ｚうきｘあｘかかそ. ｑがｙ ｚうぇかそぐう えがざうえ ぅ おがぎがぅうぉずかがつ
えｘおぃぎう, きがぐそぁかっぐず ぇがぁが かｘ くぃｙぃ あが けきがぎけ, ｘ きが‐
ぐっお ｚうぇおっぐず, あぃしが きっあかそｚざう きぃぎぃあかぜ さｘくぐうかけ.
ｑがｙ ｚくぐｘかがｚうぐう えがざうえ, ぅぉぃぁえｘ きっあかっおっぐず きぃぎぃ‐
あかぜ さｘくぐうかけ っ ｚくぐｘｚぐぃ えがざうえ け おがぎがぅうぉずかけ えｘ‐
おぃぎけ. ｇっくぉそ きぎがこがあいぃかかそ ぐがさがえ けきがぎけ きぎが‐
ざぐがｚこかっぐず えがざうえ かｘ おっくごぃ.

ｂｆｈＺｉｅІ ｇｆｈＲＶＺ

ｅがぎおｘぉずかっ ぅｚけえう きっあ さｘく ぎがｙがぐう きぎうぉｘあけ
• ｄがいぃ ｙけぐう さけぐかが ぐうこうぇ ぅｚけえ あぅぜぎさｘかかそ ｘｙが ｙけぉずえｘかかそ, えがぉう こがぉがあうぉずかうぇ ｘぁぃかぐ きぃ‐

ぎぃえｘさけєぐずくそ さぃぎぃぅ ｙｘぐｘぎぃぜ がこがぉがあいぃかかそ ｘｙが ぐぎけｙう. ｎぃ かがぎおｘぉずかが.
• ｂがぉう えがおきぎぃくがぎ きぎｘごぜє, こがぉがあうぉずかうぇ ｘぁぃかぐ きぃぎぃえｘさけєぐずくそ きが えがぉけ, っ ｚう さけぐうおぃぐぃ

あぅういさｘかかそ ぐｘ きけぉずくけぜさうぇ ざけお ｚっあ えがおきぎぃくがぎｘ. ｎぃ かがぎおｘぉずかが.
• ｊぃぎおっさかぃ ぎがぅざうぎぃかかそ おがいぃ くきぎうさうかそぐう ぅｚけえ えぉｘごｘかかそ. ｎぃ є きぎうぎがあかうお っ かぃ かぃｙぃぅ‐

きぃさかうお げっぅうさかうお そｚうしぃお. ｎぃ かがぎおｘぉずかが.
• ｂがぉう えがおきぎぃくがぎ ｚおうえｘєぐずくそ ｘｙが ｚうおうえｘєぐずくそ, ｚう さけぐうおぃぐぃ ぉぃぁえぃ "えぉｘごｘかかそ" ぎぃぁけぉそ‐

ぐがぎｘ ぐぃおきぃぎｘぐけぎう. ｎぃ かがぎおｘぉずかが.

ｇがぎｘあう きぎが ぐぃ, そえ ぅｘがしｘあいけｚｘぐう ぃぉぃえぐぎがぃかぃぎぁっぜ
• ｅぃ ｚっあえぎうｚｘぐう さｘくぐが あｚぃぎごそぐｘ っ かぃ ぅｘぉうざｘぐう つこ ｚっあえぎうぐうおう あがｚざぃ, かっい ごぃ ｘｙくがぉぜぐかが

かぃがｙこっあかが.
• ｂがぉう ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ かｘｚえがぉうざかずがぁが きがｚっぐぎそ ｚうくがえｘ, ぎぃぁけぉそぐがぎ ぐぃおきぃぎｘぐけぎう ｚくぐｘかが‐

ｚぉぃかうぇ かｘ ｙっぉずざけ きがぐけいかっくぐず, ｘ きぎうぉｘあ きがｚかっくぐぜ ぅｘｚｘかぐｘいぃかうぇ, えがおきぎぃくがぎ おがいぃ
きぎｘごぜｚｘぐう ｙぃぅきぃぎぃぎｚかが, しが きぎうぅｚがあうぐず あが きがそｚう っかぃぜ ｘｙが ぉずがあけ かｘ ｚうきｘぎかうえけ. ｗえ‐
しが ごぃ ぐぎｘきぉそєぐずくそ, きがｚぃぎかっぐず ぎぃぁけぉそぐがぎ ぐぃおきぃぎｘぐけぎう ｚｙっえ かういさがぁが ぅかｘさぃかかそ, しがｙ
けかぃおがいぉうｚうぐう ｘｚぐがおｘぐうさかぃ ぎがぅおぃぎぅｘかかそ っ, ぐｘえうお さうかがお, ぅｘがしｘあうぐう ぃぉぃえぐぎがぃかぃぎ‐
ぁっぜ.

ｈぃえがおぃかあｘごっつ しがあが ぅｙぃぎっぁｘかかそ ｚ こがぉがあうぉずかうえけ かぃがｙぎがｙぉぃかうこ きぎがあけえぐっｚ
ｑがｙ がぐぎうおｘぐう かｘぇえぎｘしっ ぎぃぅけぉずぐｘぐう:
• かぃ ぅｙぃぎっぁｘぇぐぃ ｚ こがぉがあうぉずかうえけ くぐぎｘｚう, えがぉう ｚがかう ぐぃきぉっ; かぃ ぅｙぃぎっぁｘぇぐぃ ぎっあうかう, しが ｚう‐

きｘぎがｚけぜぐずくそ
• かｘえぎうｚｘぇぐぃ ｘｙが ぅｘぁがぎぐｘぇぐぃ きぎがあけえぐう, がくがｙぉうｚが ぐっ, しが くうぉずかが きｘこかけぐず
• ぎがぅおっしけぇぐぃ きぎがあけえぐう ぐｘえ, しがｙ きがｚっぐぎそ おがぁぉが ｚっぉずかが ごうぎえけぉぜｚｘぐう あがｚえがぉｘ かうこ

ｈぃえがおぃかあｘごっつ しがあが ぅｘおがぎがいけｚｘかかそ
ｂがぎうくかっ きがぎｘあう:
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ｄ'そくが (ｙけあず-そえがぁが ぐうきけ): きがえぉｘあっぐず け きがぉっぃぐうぉぃかがｚっ えけぉずえう っ きがくぐｘｚぐぃ かｘ くえぉそかけ きがぉうさえけ
かｘあ ざけこぉそあがぜ あぉそ がｚがさっｚ.
Ｙｘあぉそ ｙぃぅきぃえう ぅｙぃぎっぁｘぇぐぃ きぎがあけえぐ ぐｘえうお さうかがお かぃ あがｚざぃ かっい があうか ｘｙが あｚｘ あかっ.
Ｕがぐがｚっ くぐぎｘｚう, こがぉがあかっ くぐぎｘｚう ぐがしが..: かぃがｙこっあかが かｘえぎうｚｘぐう っ おがいかｘ くぐｘｚうぐう かｘ ｙけあず-そえけ
きがぉうさえけ.
ｌぎけえぐう ぐｘ がｚがさっ: くぉっあ ぎぃぐぃぉずかが きがおうぐう っ きがえぉｘくぐう っ くきぃごっｘぉずかけ ざけこぉそあけ, そえｘ ｚこがあうぐず け
えがおきぉぃえぐ きがくぐｘさｘかかそ.
ｄｘくぉが っ くうぎ: くぉっあ きがえぉｘくぐう け くきぃごっｘぉずかっ ぁぃぎおぃぐうさかっ えがかぐぃぇかぃぎう ｘｙが ぅｘぁがぎかけぐう ｚ ｘぉぜおっ‐
かっєｚけ げがぉずぁけ さう きがえぉｘくぐう きがぉっぃぐうぉぃかがｚっ えけぉずえう, しがｙ おｘえくうおｘぉずかが ぅｘこうくぐうぐう ｚっあ がｙｚっぐ‐
ぎぜｚｘかかそ.
ｇぉそざえう ぅ おがぉがえがお: くぉっあ ぅｘえぎうぐう えぎうざえｘおう っ ぅｙぃぎっぁｘぐう ｚ きっあくぐｘｚごっ あぉそ きぉそざがえ かｘ あｚぃぎ‐
ごそぐｘこ.
Ｓｘかｘかう, えｘぎぐがきぉそ, ごうｙけぉそ ぐｘ さｘくかうえ (そえしが ｚがかう かぃ けきｘえがｚｘかっ): かぃ くぉっあ ぅｙぃぎっぁｘぐう ｚ こがぉが‐
あうぉずかうえけ.

ｇがぎｘあう しがあが ぅｘおがぎがいけｚｘかかそ
ｆくず えっぉずえｘ ｚｘいぉうｚうこ きっあえｘぅがえ, そえっ あがきがおがいけぐず ｚｘお があぃぎいｘぐう かｘぇえぎｘしっ ぎぃぅけぉずぐｘぐう ぅｘ‐
おがぎがいけｚｘかかそ:
• おｘえくうおｘぉずかｘ えっぉずえっくぐず きぎがあけえぐっｚ, そえけ おがいかｘ ぅｘおがぎがぅうぐう ぅｘ 24 ぁがあ. ｚえｘぅｘかｘ かｘ ぐｘ‐

ｙぉうさごっ ぅ ぐぃこかっさかうおう あｘかうおう;
• きぎがごぃく ぅｘおがぎがいけｚｘかかそ ぐぎうｚｘє 24 ぁがあうかう. ｋきぎがあがｚい ごずがぁが きぃぎっがあけ かぃ おがいかｘ あがあｘｚｘ‐

ぐう きぎがあけえぐう あが ぐうこ, そえっ ｚいぃ ぅｘおがぎがいけぜぐずくそ;
• ぅｘおがぎがいけぇぐぃ ぉうざぃ きぎがあけえぐう かｘぇｚうしがつ そえがくぐっ, くｚっいっ っ ぎぃぐぃぉずかが ｚうおうぐっ;
• ぁがぐけぇぐぃ きぎがあけえぐう かぃｚぃぉうえうおう きｘぎぐっそおう, しがｙ おがいかｘ ｙけぉが つこ ざｚうあえが っ きがｚかがぜ おっぎがぜ

ぅｘおがぎがぅうぐう, ｘ きがぐっお ぎがぅおがぎがぅうぐう くぐっぉずえう, くえっぉずえう きがぐぎっｙかが;
• ぅｘぁがぎぐｘぇぐぃ きぎがあけえぐう ｚ ｘぉぜおっかっєｚけ げがぉずぁけ ｘｙが くえぉｘあｘぇぐぃ ｚ きがぉっぃぐうぉぃかがｚっ えけぉずえう; きｘ‐

えけｚｘかかそ おｘє ｙけぐう ぁぃぎおぃぐうさかうお;
• かぃ あｘｚｘぇぐぃ かぃぅｘおがぎがいぃかうお きぎがあけえぐｘお えがかぐｘえぐけｚｘぐう ぅ けいぃ ぅｘおがぎがいぃかうおう; ｚ っかざがおけ

ぎｘぅっ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ がくぐｘかかっこ きっあｚうしうぐずくそ;
• きぉｘくえっ きぎがあけえぐう ぅｙぃぎっぁｘぜぐずくそ えぎｘしぃ っ あがｚざぃ, かっい ぐがｚくぐっ; くっぉず ぅおぃかざけє ぐぃぎおっか ぅｙぃぎっ‐

ぁｘかかそ きぎがあけえぐっｚ;
• ざおｘぐがさえう ぉずがあけ, そえしが つこ きぎがえがｚぐかけぐう ｚっあぎｘぅけ きっくぉそ ぐがぁが, そえ きぎがあけえぐ ｙけｚ ｚうぇかそぐうぇ ぅ

おがぎがぅうぉずかうえｘ, おがいけぐず ｚうえぉうえｘぐう こがぉがあがｚうぇ がきっえ;
• ぎぃえがおぃかあけєぐずくそ ｚえｘぅけｚｘぐう かｘ えがいかっぇ がえぎぃおっぇ けきｘえがｚごっ あｘぐけ ぅｘおがぎがいけｚｘかかそ, しがｙ かぃ

きぃぎぃｚうしけｚｘぐう ぐぎうｚｘぉっくぐず ぅｙぃぎっぁｘかかそ;

ｇがぎｘあう しがあが ぅｙぃぎっぁｘかかそ ぅｘおがぎがいぃかうこ きぎがあけえぐっｚ
ｑがｙ がぐぎうおｘぐう かｘぇえぎｘしっ ぎぃぅけぉずぐｘぐう:
• きぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ, しが きぎがあけえぐう, そえっ きぎがあｘぜぐずくそ ぅｘおがぎがいぃかうおう, かｘぉぃいかうお さうかがお ぅｙぃぎっ‐

ぁｘぉうくそ ｚ おｘぁｘぅうかっ;
• きがあｙｘぇぐぃ きぎが ぐぃ, しがｙ ぅｘおがぎがいぃかっ きぎがあけえぐう そえかｘぇざｚうあざぃ ｙけぉう きぃぎぃかぃくぃかっ ぅ きぎがあけえ‐

ぐがｚがぁが おｘぁｘぅうかけ あが おがぎがぅうぉずかうえｘ;
• かぃ ｚっあえぎうｚｘぇぐぃ さｘくぐが あｚぃぎごそぐｘ っ かぃ ぅｘぉうざｘぇぐぃ つこ ｚっあえぎうぐうおう あがｚざぃ, かっい ごぃ ｘｙくがぉぜぐ‐

かが かぃがｙこっあかが;
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• きっくぉそ ぎがぅおがぎがいけｚｘかかそ きぎがあけえぐう ざｚうあえが きくけぜぐずくそ, っ つこ かぃ おがいかｘ ぅｘおがぎがいけｚｘぐう ぅかが‐
ｚけ;

• かぃ おがいかｘ ぅｙぃぎっぁｘぐう きぎがあけえぐう あがｚざぃ, かっい ｚえｘぅｘかが つこ ｚうぎがｙかうえがお.

ＶｆＵｃｗＶ ｊＲ ｏＺｉｊｂＲ
ｆｙぃぎぃいかが!
ｇぃぎざ かっい ｚうえがかけｚｘぐう がきぃぎｘごっつ ぅ ぐぃこかっさかがぁが がｙくぉけぁがｚけｚｘかかそ, ぅｘｚいあう ｚうぇおｘぇぐぃ ｚうぉえけ ぅ
ぎがぅぃぐえう.

ｋ こがぉがあうぉずかがおけ ｘぁぎぃぁｘぐっ ごずがぁが きぎうぉｘあけ おっくぐそぐずくそ ｚけぁぉぃｚがあかっ; ぐがおけ ぐぃこかっさかぃ がｙくぉけぁがｚけ‐
ｚｘかかそ ぐｘ きぃぎぃぅｘぎそあえけ ぇがぁが おｘє ｚうえがかけｚｘぐう ぉうざぃ えｚｘぉっげっえがｚｘかうぇ おｘぇくぐぃぎ.

ｇぃぎっがあうさかぃ おうぐぐそ
ｇぎうぉｘあ かぃがｙこっあかが ぎぃぁけぉそぎかが おうぐう:
• えｘおぃぎけ ぐｘ ｘえくぃくけｘぎう おうぇぐぃ ぐぃきぉがぜ ｚがあがぜ ぅ かぃぇぐぎｘぉずかうお おうぉがお.
• ぎぃぁけぉそぎかが きぃぎぃｚっぎそぇぐぃ っぅがぉそごっぜ あｚぃぎごそぐ, しがｙ きぃぎぃえがかｘぐうくそ, しが ｚがかｘ さうくぐｘ っ かｘ かっぇ

かぃおｘє ぎぃざぐがえ きぎがあけえぐっｚ.
• きぎがぐぎっぐず さうくぐがぜ ｚがあがぜ っ ぎぃぐぃぉずかが ｚうぐぎっぐず.
ｅぃ ぐそぁかっぐず, かぃ きぃぎぃくけｚｘぇぐぃ っ かぃ きがざえがあいけぇぐぃ ぐぎけｙえう ぐｘ/ｘｙが えｘｙぃぉっ ｚくぃぎぃあうかっ えｘおぃぎう.
ｅっえがぉう かぃ ぅｘくぐがくがｚけぇぐぃ あぃぐぃぎぁぃかぐう, ｘｙぎｘぅうｚかっ きがぎがざえう, さうくぐうぉずかっ ぅｘくがｙう ぅ くうぉずかうお
ぅｘきｘこがお ｘｙが きがぉっぎがぉっ, しがｙ きがさうくぐうぐう えｘおぃぎけ ぅくぃぎぃあうかう, ｙが ｚがかう おがいけぐず きがざえがあうぐう
きがｚぃぎこかぜ ｘｙが ぅｘぉうざうぐう くうぉずかうぇ ぅｘきｘこ.

ｂがかあぃかくｘぐがぎ (さがぎかけ ぎぃざっぐえけ) っ えがおきぎぃくがぎ け ぅｘあかっぇ さｘくぐうかっ きぎうぉｘあけ かぃがｙこっあかが さうくぐうぐう
ぅｘ あがきがおがぁがぜ しっぐえう. ｎぃ きがえぎｘしうぐず ぎがｙがぐけ きぎうぉｘあけ っ あがぅｚがぉうぐず ぅｘがしｘあうぐう ぃぉぃえぐぎがぃ‐
かぃぎぁっぜ.
Ｖｙｘぇぐぃ きぎが ぐぃ, しがｙ かぃ きがざえがあうぐう くうくぐぃおけ がこがぉがあいぃかかそ.

Ｓｘぁｘぐが えがおぃぎごっぇかうこ ぅｘくがｙっｚ あぉそ さうしぃかかそ きがｚぃぎこがかず おっくぐそぐず こっおっえｘぐう, そえっ おがいけぐず きがざ‐
えがあうぐう きぉｘくぐうえ け ごずがおけ きぎうぉｘあっ. ｊがおけ ぎぃえがおぃかあけєぐずくそ おうぐう えがぎきけく ぅぅがｚかっ ｚうえぉぜさかが
ぐぃきぉがぜ ｚがあがぜ ぅ あがあｘｚｘかかそお かぃｚぃぉうえがつ えっぉずえがくぐっ ぎっあえがぁが おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ.
Ｙｘｚぃぎざうｚざう おうぐぐそ, ぅかがｚけ きっあえぉぜさっぐず きぎうぉｘあ あが ぃぉぃえぐぎがおぃぎぃいっ.
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ｈがぅおがぎがいけｚｘかかそ こがぉがあうぉずかうえｘ
Іかっぇ ｘｚぐがおｘぐうさかが ｚうあｘぉそєぐずくそ ぅ ｚうきｘぎかう‐
えｘ こがぉがあうぉずかがぁが ｚっああっぉぃかかそ しがぎｘぅけ, えがぉう
ｚ ぎぃいうおっ ぅｚうさｘぇかがつ ぃえくきぉけｘぐｘごっつ きぎうきう‐
かそєぐずくそ ぎがｙがぐｘ えがおきぎぃくがぎｘ. ｊｘぉｘ ｚがあｘ
ｚうぐっえｘє さぃぎぃぅ いがぉがｙ け くきぃごっｘぉずかうぇ えがか‐
ぐぃぇかぃぎ け ぅｘあかっぇ さｘくぐうかっ きぎうぉｘあけ かｘあ えがお‐
きぎぃくがぎがお ぅ あｚうぁけかがお, あぃ きがぐっお ｚうきｘぎが‐
ｚけєぐずくそ.
ｉぉっあ きぃぎっがあうさかが さうくぐうぐう ぅぉうｚかうぇ がぐｚっぎ
あぉそ ぐｘぉがつ ｚがあう きが ごぃかぐぎけ こがぉがあうぉずかがぁが
ｚっああっぉぃかかそ, しがｙ ぅｘきがｙっぁぐう きぃぎぃぉうｚｘかかぜ
ｚがあう さぃぎぃぅ えぎｘぇ ぐｘ きがぐぎｘきぉそかかぜ つつ かｘ
きぎがあけえぐう ｚ こがぉがあうぉずかうえけ. ｂがぎうくぐけぇぐぃくそ
くきぃごっｘぉずかうお がさうしけｚｘさぃお っぅ えがおきぉぃえぐけ
きがくぐｘｚえう (ｚっか ｚくぐｘｚぉぃかうぇ け ぅぉうｚかうぇ がぐ‐
ｚっぎ).

ｈがぅおがぎがいけｚｘかかそ おがぎがぅうぉずかうえｘ
ｅｘ きがぉうさえｘこ おがぎがぅうぉずかうえｘ ぐｘ かｘｚえがぉが ｚぃぎこかずがぁが ｚっああっぉぃかかそ ぅｘｚいあう げがぎおけєぐずくそ きぃｚかｘ
えっぉずえっくぐず っかぃぜ.
ｂがぉう ぐがｚしうかｘ ざｘぎけ っかぃぜ あがくそぁｘє きぎうｙぉうぅかが 3-5 おお, ぎがぅおがぎがいけぇぐぃ おがぎがぅうぉずかうえ.
ｑがｙ きぎうｙぎｘぐう っかっぇ, ｚうえがかｘぇぐぃ かｘくぐけきかっ あっつ.
• Ｔうぐそぁかっぐず ｚうぉえけ ぅ ぎがぅぃぐえう ｘｙが ｚうおえかっぐず きぎうぉｘあ.
• Ｔうぇおっぐず きぎがあけえぐう, ぅｘぁがぎかっぐず つこ け あぃえっぉずえｘ ぁｘぅぃぐ ぐｘ きがえぉｘあっぐず け きぎがこがぉがあかぃ おっくごぃ.
• Ｔうぐそぁかっぐず ざけこぉそあう ぅ おがぎがぅうぉずかうえｘ.
• Ｖぉそ っぅがぉそごっつ ぅｘぁがぎかっぐず ざけこぉそあう, かｘきぎうえぉｘあ, け えがｚあぎけ さう あぃえっぉずえｘ ぁｘぅぃぐ.
ｇぎうくえがぎうぐう ぎがぅおがぎがいけｚｘかかそ おがいかｘ, きがえぉｘｚざう
け おがぎがぅうぉずかうえ きぉそざえう ぅ ぁｘぎそさがぜ (かぃ えうきぉそさがぜ)
ｚがあがぜ.
• Ｙかっおっぐず ぅぉうｚかうぇ えｘかｘぉ, ｚくぐｘｚぐぃ ぇがぁが, そえ きがえｘ‐

ぅｘかが かｘ おｘぉぜかえけ, っ ぎがぅぐｘざけぇぐぃ け かういかっぇ ざけ‐
こぉそあっ おがぎがぅうぉずかうえｘ, あぃ ｙけあぃ ぅｙうぎｘぐうくそ ｚが‐
あｘ.

• ｂがぉう ぉっあ きがさかぃ ぎがぅぐｘｚｘぐう, がｙぃぎぃいかが ぅっざえぎぃ‐
ｙっぐず ぇがぁが. ｂがぎうくぐけぇぐぃくそ あぃぎぃｚ’そかうお ｘｙが きぉｘ‐
くぐうえがｚうお ざえぎぃｙえがお.

• ｂがぉう ｚぃくず ぉっあ ぎがぅぐｘかぃ, きがおうぇぐぃ っ ぎぃぐぃぉずかが ｚうぐぎっぐず ｚっああっぉぃかかそ, ｘ きがぐっお きがｚぃぎかっぐず
ぅぉうｚかうぇ えｘかｘぉ け ｚうこっあかぃ きがぉがいぃかかそ.

• ｋｚっおえかっぐず きぎうぉｘあ っ ぅｘｚｘかぐｘいぐぃ ぅｘおがぎがいぃかっ きぎがあけえぐう.
Ｙｘぉうざぐぃ きぎうぉｘあ きぎｘごぜｚｘぐう ｚきぎがあがｚい えっぉずえがこ ぁがあうか ぅ ぎけさえがぜ ぐぃぎおがくぐｘぐｘ け かｘぇｚうしがおけ
きがぉがいぃかかっ, しがｙ ｚくぃぎぃあうかっ そえかｘぇざｚうあざぃ ｚくぐｘかがｚうぉｘくそ あがくぐｘぐかそ あぉそ ぅｙぃぎっぁｘかかそ きぎが‐
あけえぐっｚ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ.
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ｑがｙ かぃ きがざえがあうぐう ｚうきｘぎかうえ, かぃ ｚうえがぎうくぐがｚけぇぐぃ おぃぐｘぉぃｚっ きぎぃあおぃぐう あぉそ ｚうあｘぉぃかかそ
っかぃぜ. Ｖぉそ きぎうくえがぎぃかかそ きぎがごぃくけ ぎがぅおがぎがいけｚｘかかそ かぃ ぅｘくぐがくがｚけぇぐぃ おぃこｘかっさかっ きぎうくぐぎがつ
さう っかざっ ぅｘくがｙう, がえぎっお ぎぃえがおぃかあがｚｘかうこ ｚうぎがｙかうえがお. ｇっあｚうしぃかかそ ぐぃおきぃぎｘぐけぎう ぅｘおがぎが‐
いぃかうこ きぎがあけえぐっｚ きっあ さｘく ぎがぅおがぎがいけｚｘかかそ おがいぃ くえがぎがぐうぐう ぐぃぎおっか つこ きぎうあｘぐかがくぐっ.

ｑｆ ｈｆＳＺｊＺ, ｂｆｃＺ ...
ｆｙぃぎぃいかが!
ｇぃぎざ かっい かｘおｘぁｘぐうくそ ぉっえｚっあけｚｘぐう かぃくきぎｘｚかっくぐず, ｚっあえぉぜさっぐず きぎうぉｘあ ｚっあ ぃぉぃえぐぎがいうｚぉぃか‐
かそ.
ｋくけかぃかかそ かぃくきぎｘｚかがくぐぃぇ, そえっ かぃ ｚえｘぅｘかっ け ごっぇ っかくぐぎけえごっつ, きがｚうかかが ぅあっぇくかぜｚｘぐうくそ えｚｘぉっげっ‐
えがｚｘかうお ぃぉぃえぐぎうえがお ｘｙが っかざがぜ えがおきぃぐぃかぐかがぜ がくがｙがぜ.

ｇっあ さｘく かがぎおｘぉずかがつ ぎがｙがぐう きぎうぉｘあけ さけぐう きぃｚかっ ぅｚけえう (くきぎうさうかぃかっ えがおきぎぃくがぎがお ｘｙが
ごうぎえけぉそごっєぜ こがぉがあがｘぁぃかぐけ).

ｇぎがｙぉぃおｘ ｄがいぉうｚｘ きぎうさうかｘ ｉきがくっｙ けくけかぃかかそ
ｇぎうぉｘあ ざけおうぐず きっあ さｘく
ぎがｙがぐう.

ｇぎうぉｘあ くぐがつぐず かぃくぐっぇえが. ｇぃぎぃｚっぎぐぃ, さう くぐっぇえが くぐがつぐず きぎう‐
ぉｘあ (けくっ さがぐうぎう かっいえう きがｚうかかっ
くぐがそぐう かｘ きっあぉがぅっ).

ｂがおきぎぃくがぎ きぎｘごぜє ｙぃぅ ぅけ‐
きうかがえ.

ｅぃきぎｘｚうぉずかぃ かｘぉｘざぐけｚｘかかそ
ぎぃぁけぉそぐがぎｘ ぐぃおきぃぎｘぐけぎう.

Ｔくぐｘかがｚっぐず ｚうしけ ぐぃおきぃぎｘぐけぎけ.

 Ｖｚぃぎごそぐｘ かぃ ぅｘえぎうぐが かｘぉぃい‐
かうお さうかがお.

Ｖうｚ. ぎがぅあっぉ їＹｘえぎうｚｘかかそ あｚぃぎご‐
そぐ».

 Ｖｚぃぎごそぐｘ ｚっあえぎうｚｘぉうくそ かｘあぐが
さｘくぐが.

ｅぃ ぐぎうおｘぇぐぃ あｚぃぎごそぐｘ ｚっあえぎうぐう‐
おう あがｚざぃ, かっい かぃがｙこっあかが.

 ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ きぎがあけえぐっｚ かｘあぐが
ｚうくがえｘ.

Ｖｘぇぐぃ きぎがあけえぐｘお がこがぉがかけぐう あが
えっおかｘぐかがつ ぐぃおきぃぎｘぐけぎう, きぃぎざ
かっい ぎがぅおっしけｚｘぐう つこ け こがぉがあうぉず‐
かうえけ.

 ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ け きぎうおっしぃかかっ
かｘあぐが ｚうくがえｘ.

Ｙおぃかざっぐず えっおかｘぐかけ ぐぃおきぃぎｘぐけぎけ.

ｇが ぅｘあかっぇ きｘかぃぉっ こがぉが‐
あうぉずかうえｘ ぐぃさぃ ｚがあｘ.

ｇっあ さｘく ｘｚぐがおｘぐうさかがぁが ぎがぅおが‐
ぎがいけｚｘかかそ かｘ ぅｘあかっぇ くぐっかごっ ぐｘ‐
かぃ っかっぇ.

ｎぃ ごっぉえがお かがぎおｘぉずかが.

Ｔがあｘ ぅｘぐっえｘє ｚくぃぎぃあうかけ
こがぉがあうぉずかうえｘ.

Ｙｘえけきがぎうｚくそ がぐｚっぎ あぉそ ぅぉうｚけ
ｚがあう.

ｇぎがさうくぐっぐず がぐｚっぎ.

 ｇぎがあけえぐう ぅｘｚｘいｘぜぐず ｚがあっ くぐっ‐
えｘぐう ｚ えがぉぃえぐがぎ.

ｇがあｙｘぇぐぃ きぎが ぐぃ, しがｙ きぎがあけえぐう
かぃ ぐがぎえｘぉうくそ ぅｘあかずがつ くぐっかえう.

Ｔがあｘ ぐぃさぃ かｘ きっあぉがぁけ. Ｙぉうｚ あぉそ ぐｘぉがつ ｚがあう かぃ くきぎそ‐
おがｚｘかが け きっああがか あぉそ ｚうきｘぎがｚけ‐
ｚｘかかそ, そえうぇ ぎがぅぐｘざがｚｘかうぇ かｘあ
えがおきぎぃくがぎがお.

ｇぎうєあかｘぇぐぃ ぅぉうｚ あぉそ ぐｘぉがつ ｚが‐
あう あが きっああがかけ あぉそ ｚうきｘぎがｚけｚｘか‐
かそ.
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ｇぎがｙぉぃおｘ ｄがいぉうｚｘ きぎうさうかｘ ｉきがくっｙ けくけかぃかかそ
ｋぐｚがぎぜєぐずくそ ぅｘｙｘぁｘぐが
ぉずがあけ ぐｘ っかぃぜ.

ｇぎがあけえぐう かぃ ｙけぉう ぅｘぁがぎかけぐっ かｘ‐
ぉぃいかうお さうかがお.

ｇぎｘｚうぉずかが けきｘえがｚけぇぐぃ きぎがあけえ‐
ぐう.

 Ｖｚぃぎごそぐｘ かぃ ぅｘえぎうぐが かｘぉぃい‐
かうお さうかがお.

Ｖうｚ. ぎがぅあっぉ їＹｘえぎうｚｘかかそ あｚぃぎご‐
そぐ».

 ｅぃきぎｘｚうぉずかぃ かｘぉｘざぐけｚｘかかそ
ぎぃぁけぉそぐがぎｘ ぐぃおきぃぎｘぐけぎう.

Ｔくぐｘかがｚっぐず ｚうしけ ぐぃおきぃぎｘぐけぎけ.

ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ ｚ きぎうぉｘあっ
かｘあぐが かうぅずえｘ.

ｅぃきぎｘｚうぉずかぃ かｘぉｘざぐけｚｘかかそ
ぎぃぁけぉそぐがぎｘ ぐぃおきぃぎｘぐけぎう.

Ｔくぐｘかがｚっぐず ｚうしけ ぐぃおきぃぎｘぐけぎけ.

ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ ｚ きぎうぉｘあっ
かｘあぐが ｚうくがえｘ.

ｅぃきぎｘｚうぉずかぃ かｘぉｘざぐけｚｘかかそ
ぎぃぁけぉそぐがぎｘ ぐぃおきぃぎｘぐけぎう.

Ｔくぐｘかがｚっぐず かういさけ ぐぃおきぃぎｘぐけぎけ.

 Ｖｚぃぎごそぐｘ かぃ ぅｘえぎうぐが かｘぉぃい‐
かうお さうかがお.

Ｖうｚ. ぎがぅあっぉ їＹｘえぎうｚｘかかそ あｚぃぎご‐
そぐ».

 ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ きぎがあけえぐっｚ かｘあぐが
ｚうくがえｘ.

Ｖｘぇぐぃ きぎがあけえぐｘお がこがぉがかけぐう あが
えっおかｘぐかがつ ぐぃおきぃぎｘぐけぎう, きぃぎざ
かっい ぎがぅおっしけｚｘぐう つこ け こがぉがあうぉず‐
かうえけ.

 ｋ こがぉがあうぉずかうえけ があかがさｘくかが
ぅかｘこがあうぐずくそ かｘあぐが ｙｘぁｘぐが きぎが‐
あけえぐっｚ.

ｅぃ ぐぎうおｘぇぐぃ け こがぉがあうぉずかうえけ
ｙｘぁｘぐが きぎがあけえぐっｚ があかがさｘくかが.

ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ ｚ こがぉがあうぉず‐
かうえけ かｘあぐが ｚうくがえｘ.

Ｔくぃぎぃあうかっ きぎうぉｘあけ かぃ ｚっあｙけ‐
ｚｘєぐずくそ ごうぎえけぉそごっそ こがぉがあかがぁが
きがｚっぐぎそ.

ｇがあｙｘぇぐぃ きぎが ぐぃ, しがｙ きがｚっぐぎそ
おがぁぉが ｚっぉずかが ごうぎえけぉぜｚｘぐう ｚくぃ‐
ぎぃあうかっ きぎうぉｘあけ.

ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ け おがぎがぅうぉず‐
かっぇ えｘおぃぎっ かｘあぐが ｚうくがえｘ.

ｇぎがあけえぐう ぎがぅぐｘざがｚｘかっ かｘあぐが
ｙぉうぅずえが があうか あが があかがぁが.

Ｙｙぃぎっぁｘぇぐぃ きぎがあけえぐう ぐｘえ, しがｙ
こがぉがあかぃ きがｚっぐぎそ おがぁぉが ごうぎえけぉぜ‐
ｚｘぐう.

ｇぎうぉｘあ かぃ きぎｘごぜє. ｇぎうぉｘあ ｚうおえかぃかが. ｋｚっおえかっぐず きぎうぉｘあ.
 ｂｘｙぃぉず いうｚぉぃかかそ かぃ きっあえぉぜさぃ‐

かが かｘぉぃいかうお さうかがお あが ぃぉぃえ‐
ぐぎがおぃぎぃいっ.

ｇぎｘｚうぉずかが ｚくぐｘｚぐぃ ｚうぉえけ えｘｙぃ‐
ぉぜ いうｚぉぃかかそ ｚ ぎがぅぃぐえけ.

 Ｖが きぎうぉｘあけ かぃ きがあｘєぐずくそ ぃぉぃえ‐
ぐぎがぃかぃぎぁっそ. Ｔっあくけぐかっぇ くぐぎけお け
ぎがぅぃぐごっ.

ｇっあえぉぜさっぐず あが ぎがぅぃぐえう っかざうぇ
ぃぉぃえぐぎがきぎうぉｘあ. Ｙｚぃぎかっぐずくそ あが
えｚｘぉっげっえがｚｘかがぁが ぃぉぃえぐぎうえｘ.

ｃｘおきがさえｘ かぃ くｚっぐうぐずくそ. ｃｘおきがさえｘ ぅかｘこがあうぐずくそ ｚ ぎぃいう‐
おっ がさっえけｚｘかかそ.

Ｙｘえぎうぇぐぃ, ｘ きがぐっお ｚっあえぎうぇぐぃ
あｚぃぎごそぐｘ.

 ｃｘおきがさえｘ きぃぎぃぁがぎっぉｘ. Ｖうｚ. ぎがぅあっぉ їＹｘおっかｘ ぉｘおきがさえう».

ｗえしが きっくぉそ ｚうえがかｘかかそ けくっこ ｚうしぃがきうくｘかうこ きぃぎぃｚっぎがさかうこ きぎがごぃあけぎ きぎうぉｘあ ｚくぃ があかが かぃ
きぎｘごぜє かｘぉぃいかうお さうかがお, ぅｚぃぎかっぐずくそ け くぉけいｙけ きっくぉそきぎがあｘいかがぁが がｙくぉけぁがｚけｚｘかかそ.
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Ｙｘおっかｘ ぉｘおきう

1
2

1. Ｔっあえぉぜさっぐず きぎうぉｘあ ｚっあ ぃぉぃえぐぎがおぃぎぃいっ.
2. ｅｘぐうくかっぐず かｘ ぎけこがおけ さｘくぐうかけ, しがｙ

ｚっあ'єあかｘぐう きぉｘげがか (1).
3. Ｙかっおっぐず きぉｘげがか (2).
4. Ｔくぐｘｚぐぃ かがｚけ ぉｘおきけ ぐｘえがつ くｘおがつ きがぐけい‐

かがくぐっ, くきぃごっｘぉずかが きぎうぅかｘさぃかけ あぉそ きが‐
ｙけぐがｚうこ きぎうぉｘあっｚ.

5. Ｔくぐｘかがｚっぐず きぉｘげがか.
6. ｇっあえぉぜさっぐず きぎうぉｘあ.
7. Ｔっあさうかっぐず あｚぃぎごそぐｘ. ｇぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ,

しが ぉｘおきｘ ぁがぎうぐず.

Ｙｘえぎうｚｘかかそ あｚぃぎごそぐ
1. ｇぎがさうくぐっぐず きぎがえぉｘあえう あｚぃぎごそぐ.
2. ｋ ぎｘぅっ きがぐぎぃｙう ｚっあえがぎうぁけぇぐぃ あｚぃぎごそぐｘ. Ｙｚぃぎかっぐずくそ あが ぎがぅあっぉけ "ｋくぐｘかがｚえｘ".
3. ｋ ぎｘぅっ きがぐぎぃｙう ぅｘおっかっぐず きぎがえぉｘあえう あｚぃぎごそぐ, しが ｚうぇざぉう ぅ ぉｘあけ. Ｙｚ'そいっぐずくそ ぅ ｎぃかぐ‐

ぎがお ぐぃこかっさかがぁが がｙくぉけぁがｚけｚｘかかそ.

ｊＷｍｅІｏｅІ ＶＲｅІ

   
Ｕｘｙｘぎうぐう   
 Ｔうくがぐｘ 1540 おお
 ｐうぎうかｘ 595 おお
 Ｕぉうｙうかｘ 658 おお
ｏｘく ｚうこがあけ ｚ ぎがｙがさうぇ ぎぃいうお  20 ぁがあ.
ｅｘきぎけぁｘ  230 Ｔ
ｏｘくぐがぐｘ くぐぎけおけ  50 Ｕご

ｊぃこかっさかｘ っかげがぎおｘごっそ おっくぐうぐずくそ かｘ ぐｘｙぉうさごっ, ぎがぅぐｘざがｚｘかっぇ かｘ ｚかけぐぎっざかずがおけ ぉっｚがおけ ｙがごっ
きぎうぉｘあけ, ぐｘ かｘ そぎぉうえけ ぃかぃぎぁがくきがいうｚｘかかそ.

ｋｉｊＲｅｆＴｂＲ
ｇがきぃぎぃあいぃかかそ!
ｇぃぎぃあ ｚくぐｘかがｚぉぃかかそお きぎうぉｘあけ けｚｘいかが きぎがさうぐｘぇぐぃ ぎがぅあっぉ "Іかげがぎおｘごっそ ぅ ぐぃこかっえう ｙぃぅきぃ‐
えう", しがｙ がぅかｘぇがおうぐうくそ ぅ きぎｘｚうぉｘおう ｙぃぅきぃえう っ きぎｘｚうぉずかがつ ぃえくきぉけｘぐｘごっつ.
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Ｔくぐｘかがｚぉぃかかそ
Ｔくぐｘかがｚっぐず きぎうぉｘあ け おっくごっ, あぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ かｘｚえがぉうざかずがぁが くぃぎぃあがｚうしｘ ｚっあきがｚっあｘє えぉっ‐
おｘぐうさかがおけ えぉｘくけ, ｚえｘぅｘかがおけ かｘ ぐｘｙぉうさごっ ぅ ぐぃこかっさかうおう あｘかうおう きぎうぉｘあけ:

ｂぉっおｘぐうさかうぇ えぉｘく ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ かｘｚえがぉうざかずがぁが くぃぎぃあがｚうしｘ
ПК +10°C - + 32°C
К +16°C - + 32°C
ПР +16°C - + 38°C
Р +16°C - + 43°C

ｈがぅぐｘざけｚｘかかそ
ｇぎうぉｘあ くぉっあ ｚくぐｘかがｚぉぜｚｘぐう きがあｘぉっ ｚっあ あいぃぎぃぉ
ぐぃきぉｘ, ぐｘえうこ そえ ｙｘぐｘぎぃつ, ｙがぇぉぃぎう, きぎそおぃ くがかそさ‐
かぃ くｚっぐぉが っ ぐ. あ. ｇがｚっぐぎそ きがｚうかかぃ ｚっぉずかが ごうぎえけ‐
ぉぜｚｘぐう あがｚえがぉｘ ぅｘあかずがつ きｘかぃぉっ きぎうぉｘあけ. ｗえしが
きぎうぉｘあ ｚくぐｘかがｚぉぜєぐずくそ きっあ かｘｚっくかがぜ ざｘげがぜ,
ぐが あぉそ ぅｘｙぃぅきぃさぃかかそ かｘぇｚうしがつ ぃげぃえぐうｚかがくぐっ おっ‐
かっおｘぉずかｘ ｚっあくぐｘかず ｚっあ ｚぃぎこかずがぁが えぎｘぜ きぎうぉｘあけ
あが かｘｚっくかがつ ざｘげう おｘє くぐｘかがｚうぐう かぃ おぃかざぃ 100
おお. ｇぎがぐぃ ｚ っあぃｘぉずかがおけ ｚうきｘあえけ きぎうぉｘあ えぎｘしぃ
かぃ くぐｘｚうぐう きっあ かｘｚっくかうおう ざｘげｘおう. ｊがさかぃ ｚうぎっｚ‐
かぜｚｘかかそ ｚうえがかけєぐずくそ ぅｘ あがきがおがぁがぜ があかっєつ ｘｙが
えっぉずえがこ ぎぃぁけぉずがｚｘかうこ かっいがえ ｚかうぅけ かｘ えがぎきけくっ
きぎうぉｘあけ.
ｇがきぃぎぃあいぃかかそ!
ｑがｙ おｘぐう おがいぉうｚっくぐず ｚっあ’єあかけｚｘぐう きぎうぉｘあ ｚっあ ぃぉぃえぐぎがおぃぎぃいっ, ぅｘｙぃぅきぃさぐぃ ｚっぉずかうぇ あが‐
くぐけき あが ぎがぅぃぐえう きっくぉそ けくぐｘかがｚえう.

ｇっあえぉぜさぃかかそ あが ぃぉぃえぐぎがおぃぎぃいっ
ｇぃぎざ かっい きっあえぉぜさｘぐう きぎうぉｘあ あが ぃぉぃえぐぎがおぃぎぃいっ, きぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ, しが きがえｘぅかうえう かｘきぎけぁう
っ さｘくぐがぐう, ｚえｘぅｘかっ かｘ ぐｘｙぉうさごっ ぅ きｘくきがぎぐかうおう あｘかうおう, ｚっあきがｚっあｘぜぐず きがえｘぅかうえｘお おぃぎぃいっ
け ｚｘざがおけ ぎぃぁっがかっ.
ｇぎうぉｘあ おｘє ｙけぐう ぅｘぅぃおぉぃかうぇ. Ｙ ごっєぜ おぃぐがぎぜ ｚうぉえｘ きぎうぉｘあけ がくかｘしぃかｘ くきぃごっｘぉずかうお
えがかぐｘえぐがお. ｗえしが け ぎがぅぃぐごっ ぅｘぅぃおぉぃかかそ かぃおｘє, ぅｘぅぃおぉっぐず きぎうぉｘあ がえぎぃおが け ｚっあきがｚっあかがくぐっ
あが さうかかうこ かがぎおｘぐうｚかうこ ｚうおがぁ, きぎがえがかくけぉずぐけｚｘｚざうくず っぅ えｚｘぉっげっえがｚｘかうお ぃぉぃえぐぎうえがお.
Ｔうぎがｙかうえ かぃ かぃくぃ ｚっあきがｚっあｘぉずかがくぐっ け ぎｘぅっ かぃあがぐぎうおｘかかそ ごうこ きぎｘｚうぉ ぐぃこかっえう ｙぃぅきぃえう.
ｎぃぇ きぎうぉｘあ ｚっあきがｚっあｘє Ｖうぎぃえぐうｚｘお Єｉ .
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Ｙｘあかっ ぎがぅきっぎえう
ｋ きｘえけかえけ ぅ あがえけおぃかぐｘごっєぜ おっくぐそぐずくそ ぐｘえがい あｚっ
ぎがぅきっぎえう.
Ｖぉそ ｚくぐｘかがｚぉぃかかそ ぎがぅきっぎがえ ｚうえがかｘぇぐぃ かういさぃかｘ‐
ｚぃあぃかっ あっつ.
1. Ｔっあえぎけぐっぐず ぁｚうかぐ.
2. Ｙｘさぃきっぐず ぎがぅきっぎえけ ぅｘ ぁｚうかぐ かういさぃ ぁｚうかぐｘ.
3. ｇがｚぃぎかっぐず ぎがぅきっぎえけ け きぎｘｚうぉずかぃ きがぉがいぃか‐

かそ.
4. Ｙｘぐそぁかっぐず ぁｚうかぐう.

Ｔうぎっｚかぜｚｘかかそ
Ｔくぐｘかがｚぉぜぜさう きぎうぉｘあ, きがあｙｘぇぐぃ きぎが ぐぃ, しがｙ
ｚっか くぐがそｚ ぎっｚかが. ｎずがぁが おがいかｘ あがくそぁぐう ぅｘ あがきが‐
おがぁがぜ あｚがこ ぎぃぁけぉずがｚｘかうこ かっいがえ, しが ぎがぅぐｘざが‐
ｚｘかっ ｚかうぅけ くきぃぎぃあけ.

Ｙかっおｘかかそ げっえくｘぐがぎっｚ きがぉうさがえ
ｋ きぎうぉｘあっ є げっえくｘぐがぎう きがぉうさがえ, そえっ かぃ あがぅｚがぉそ‐
ぜぐず きがぉうさえｘお ぎけこｘぐうくそ きっあ さｘく ぐぎｘかくきがぎぐけｚｘか‐
かそ きぎうぉｘあけ.
ｑがｙ ぅかそぐう つこ, ｚうえがかｘぇぐぃ かｘｚぃあぃかぃ かういさぃ:
1. Ｙくけかずぐぃ げっえくｘぐがぎう きがぉうさえう け ｚえｘぅｘかがおけ

くぐぎっぉえがぜ かｘきぎそおえけ (A).
2. ｇっあかっおっぐず ぅｘあかぜ さｘくぐうかけ きがぉうさえう ぐｘ ぐうくかっぐず

かｘ かぃつ ｚきぃぎぃあ, きがえう ｚがかｘ かぃ ｚうぇおぃぐずくそ (B).
3. Ｙかっおっぐず げっえくｘぐがぎう (C).

Ｙおっかｘ かｘきぎそおえけ ｚっあさうかぃかかそ あｚぃぎごそぐ
ｇがきぃぎぃあいぃかかそ!
ｇぃぎぃあ ｚうえがかｘかかそお ｙけあず-そえうこ がきぃぎｘごっぇ ｚうぐそぁかっぐず ｚうぉえけ ぅ ぃぉぃえぐぎうさかがつ ぎがぅぃぐえう.

Ｖぉそ ｚうえがかｘかかそ かういさぃかｘｚぃあぃかがつ きぎがごぃあけぎう ｚｘお ぅかｘあがｙうぐずくそ きがおっさかうえ, そえうぇ ｙけあぃ おっごかが
ぐぎうおｘぐう あｚぃぎごそぐｘ きぎうぉｘあけ.

2

4
3

1

A

B

C

ｋくぐｘかがｚえｘ 57



1. Ｔっあえぎうぇぐぃ あｚぃぎごそぐｘ. Ｔっあえぎけぐっぐず くぃぎぃあ‐
かぜ ぅｘｚっくけ (й2). Ｔうぐそぁかっぐず きぉｘくぐうえがｚけ
ぎがぅきっぎえけ (й1).

2. Ｙかっおっぐず ぎがぅきっぎえけ (й6) っ ｚくぐｘかがｚっぐず つつ ぅ
っかざがぁが ｙがえけ ざｘぎかっぎｘ ぅｘｚっくう (й5).

3. Ｙかっおっぐず あｚぃぎごそぐｘ.
4. Ｔうぇおっぐず ぉっｚうぇ ざきぉっかぐ くぃぎぃあかずがつ ぅｘｚっくう

(й3, й4) っ ｚくぐｘかがｚっぐず ぇがぁが ぅ きぎがぐうぉぃい‐
かがぁが ｙがえけ.

5. Ｔくぐｘｚぐぃ ざきぉっかぐ くぃぎぃあかずがつ ぅｘｚっくう (й5)
け ぉっｚうぇ がぐｚっぎ かｘ かういかっこ あｚぃぎごそぐｘこ.

6. Ｙｘ あがきがおがぁがぜ ｚうえぎけぐえう ぅかっおっぐず えぎうざえけ
(Ю1). Ｔっあえぎけぐっぐず ざｘぎかっぎ かういかずがつ ぅｘｚっくう
(Ю2) っ ぎがぅきっぎえけ (Ю3), ｘ きがぐっお ｚくぐｘかがｚっぐず
つこ ぅ きぎがぐうぉぃいかがぁが ｙがえけ.

7. Ｔくぐｘかがｚっぐず えぎうざえけ (Ю1) ぅ きぎがぐうぉぃいかが‐
ぁが ｙがえけ.

8. Ｔうぇおっぐず きぎがｙえう (р1) ぅｚぃぎこけ かｘ がｙがこ
あｚぃぎごそぐｘこ っ ｚくぐｘかがｚっぐず つこ ぅ っかざがぁが ｙが‐
えけ.

9. Ｔくぐｘかがｚっぐず かういかっ あｚぃぎごそぐｘ かｘ ざｘぎかっぎ
かういかずがつ ぅｘｚっくう (Ю2).

10. Ｔくぐｘｚぐぃ くぃぎぃあかぜ ぅｘｚっくけ (й2) け ぉっｚうぇ
がぐｚっぎ かｘ かういかっこ あｚぃぎごそぐｘこ.

m1 m2

m3 m4

m5
m6

b1

b2

b3
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11. Ｔっあえぎけぐっぐず ざｘぎかっぎ ｚぃぎこかずがつ ぅｘｚっくう (р1) っ
ｚくぐｘかがｚっぐず ぇがぁが ぅ きぎがぐうぉぃいかがぁが ｙがえけ.

12. Ｔくぐｘかがｚっぐず ｚぃぎこかっ あｚぃぎごそぐｘ かｘ ｚっあきが‐
ｚっあかうぇ ざｘぎかっぎ.

13. Ｔくぐｘかがｚっぐず ｚぃぎこかっ あｚぃぎごそぐｘ かｘ ざｘぎかっぎ
くぃぎぃあかずがつ ぅｘｚっくう (й5), ぅぉぃぁえｘ かｘこうぉうｚ‐
ざう がｙがє あｚぃぎごそぐ.

14. ｇぎうえぎけぐっぐず くぃぎぃあかぜ ぅｘｚっくけ (й2). ｅぃ
ぅｘｙけあずぐぃ きぉｘくぐうえがｚけ ぎがぅきっぎえけ (й1).

15. Ｙかっおっぐず えぎうざえう (д1). Ｔうぐそぁかっぐず ざきぉっかぐう
(д2).

16. Ｔっあえぎけぐっぐず ぎけさえう (д3) っ ｚくぐｘかがｚっぐず つこ ぅ
きぎがぐうぉぃいかがぁが ｙがえけ.

17. Ｔくぐｘかがｚっぐず ざきぉっかぐう (д2) ぅ きぎがぐうぉぃいかが‐
ぁが ｙがえけ.

ｇぎがｚぃあっぐず がくぐｘぐがさかけ きぃぎぃｚっぎえけ, しがｙ きぃぎぃ‐
えがかｘぐうくそ ｚ ぐがおけ, しが:
• けくっ ぁｚうかぐう おっごかが ぅｘぁｚうかさぃかっ;
• おｘぁかっぐかうぇ けしっぉずかぜｚｘさ きぎうぉそぁｘє あが えがぎ‐

きけくけ;
• あｚぃぎごそぐｘ きぎｘｚうぉずかが ｚっあさうかそぜぐずくそ っ ぅｘ‐

さうかそぜぐずくそ.
ｗえしが ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ かｘｚえがぉうざかずがぁが くぃぎぃあがｚうしｘ かうぅずえｘ (かｘきぎうえぉｘあ, けぅうおえけ), けしっぉずかぜ‐
ｚｘさ おがいぃ かぃ きがｚかっくぐぜ きぎうぉそぁｘぐう あが えがぎきけくけ. Ｔ ぐｘえがおけ ぎｘぅっ ぅｘさぃえｘぇぐぃ, きがえう けしっぉずかぜｚｘさ
きぎうぎがあかうお さうかがお ぅｘぇおぃ かｘぉぃいかぃ おっくごぃ.
ｗえしが ｚう かぃ こがさぃぐぃ くｘおがくぐっぇかが ｚうえがかけｚｘぐう ｚうしぃかｘｚぃあぃかっ がきぃぎｘごっつ, ぅｚぃぎかっぐずくそ あが かｘ‐
ぇｙぉういさがぁが ごぃかぐぎけ きっくぉそきぎがあｘいかがぁが がｙくぉけぁがｚけｚｘかかそ. ｉきぃごっｘぉっくぐ ごぃかぐぎけ きっくぉそきぎがあｘいかが‐
ぁが がｙくぉけぁがｚけｚｘかかそ きぃぎぃくぐｘかがｚうぐず あｚぃぎごそぐｘ かｘ っかざうぇ ｙっえ ぅｘ ｚｘざ ぎｘこけかがえ.

ＷｂｆｃｆＵІｏｅІ ｄІｈｂｋＴＲｅｅｗ

ｎぃぇ  くうおｚがぉ かｘ ｚうぎがｙっ ｘｙが かｘ ぇがぁが けきｘえがｚごっ きがぅかｘさｘє, しが ぅ かうお かぃ おがいかｘ
きがｚがあうぐうくそ, そえ っぅ きがｙけぐがｚうお くおっぐぐそお. Ｙｘおっくぐず ごずがぁが ぇがぁが かぃがｙこっあかが きがｚぃぎかけぐう あが
ｚっあきがｚっあかがぁが きけかえぐけ ぅｙがぎけ あぉそ きぃぎぃぎがｙえう ぃぉぃえぐぎうさかがぁが ぐｘ ぃぉぃえぐぎがかかがぁが がｙぉｘあかｘかかそ.
Ｙｘｙぃぅきぃさけぜさう かｘぉぃいかけ きぃぎぃぎがｙえけ ごずがぁが ｚうぎがｙけ, Ｔう あがきがおｘぁｘєぐぃ きがきぃぎぃあうぐう
きがぐぃかごっぇかっ かぃぁｘぐうｚかっ かｘくぉっあえう あぉそ かｘｚえがぉうざかずがぁが くぃぎぃあがｚうしｘ ぐｘ ぅあがぎがｚ’そ ぉぜあうかう, そえっ
おがぁぉう ｙう ｚうかうえかけぐう ぅｘ けおがｚ かぃかｘぉぃいかがぁが きがぅｙｘｚぉぃかかそ ｚっあ ごずがぁが ｚうぎがｙけ. ｑがｙ
がぐぎうおｘぐう あぃぐｘぉずかっざけ っかげがぎおｘごっぜ くぐがくがｚかが きぃぎぃぎがｙえう ごずがぁが ｚうぎがｙけ, ぅｚぃぎかっぐずくそ あが
くｚがぁが おっくごぃｚがぁが がげっくけ, Ｔｘざがつ くぉけいｙう けぐうぉっぅｘごっつ ｘｙが あが おｘぁｘぅうかｘ, あぃ Ｔう きぎうあｙｘぉう ごぃぇ
ｚうぎっｙ.
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