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 Ｚかげがぎおｘごうそ ぅｘ ｙぃぅがきｘくかがくぐ

ｆぐ うかぐぃぎぃく かｘ ｚｘざｘぐｘ ｙぃぅがきｘくかがくぐ う ぅｘ
がくうぁけぎそｚｘかぃ かｘ きぎｘｚうぉかｘ けきがぐぎぃｙｘ, きぎぃあう
あｘ うかくぐｘぉうぎｘぐぃ う うぅきがぉぅｚｘぐぃ けぎぃあｘ ぅｘ
きぎじｚ きじぐ, きぎがさぃぐぃぐぃ ぐがｚｘ ぎじえがｚがあくぐｚが ぅｘ
きがぐぎぃｙうぐぃぉそ ｚかうおｘぐぃぉかが, ｚえぉぜさうぐぃぉかが
きぎぃきがぎじえうぐぃ う きぎぃあけきぎぃいあぃかうそぐｘ. Ｙｘ あｘ
うぅｙぃぁかぃぐぃ かぃかけいかう ぁぎぃざえう う ぅぉがきがぉけえう,
ｚｘいかが ぃ あｘ ｚかうおｘｚｘぐぃ ｚくうさえう こがぎｘ, えがうぐが
うぅきがぉぅｚｘぐ けぎぃあｘ, あｘ くｘ かｘきじぉかが ぅｘきがぅかｘぐう
く かぃぁがｚｘぐｘ ぎｘｙがぐｘ う くぎぃあくぐｚｘぐｘ ぅｘ きぎぃあ‐
きｘぅｚｘかぃ. Ｙｘきｘぅぃぐぃ ぐぃぅう うかくぐぎけえごうう う くぃ
きがぁぎういぃぐぃ ぐぃ あｘ がくぐｘかｘぐ えじお けぎぃあｘ, ｘえが
ぐがぇ ｙじあぃ きぎぃおぃくぐぃか うぉう きぎがあｘあぃか, ぐｘえｘ
さぃ ｚくぃえう, えがぇぐが ぁが うぅきがぉぅｚｘ きぎぃぅ ごぃぉうそ おけ
くぎがえ かｘ ぃえくきぉがｘぐｘごうそ, あｘ ｙじあぃ あがｙぎぃ うか‐
げがぎおうぎｘか ぅｘ けきがぐぎぃｙｘぐｘ う ｙぃぅがきｘくかがくぐぐｘ
かｘ けぎぃあｘ.
Ｙｘ ぅｘしうぐｘ かｘ いうｚがぐｘ う うおけしぃくぐｚがぐが くう
くきｘぅｚｘぇぐぃ きぎぃあきｘぅかうぐぃ おぃぎえう がぐ うかくぐぎけえ‐
ごううぐぃ ぅｘ きがぐぎぃｙうぐぃぉそ, ぐじぇ えｘぐが きぎがうぅｚが‐
あうぐぃぉそぐ かぃ かがくう がぐぁがｚがぎかがくぐ ぅｘ きがｚぎぃあう,
きぎぃあうぅｚうえｘかう きがぎｘあう かぃくきｘぅｚｘかぃぐが うお.

Ｓぃぅがきｘくかがくぐ ぅｘ あぃごｘぐｘ う こがぎｘぐｘ く
かｘおｘぉぃかう くきがくがｙかがくぐう
• ｊがぅう けぎぃあ かぃ ぃ きぎぃあかｘぅかｘさぃか ぅｘ けきがぐぎぃ‐

ｙｘ がぐ ぉうごｘ (ｚえぉぜさうぐぃぉかが あぃごｘ) く がぁぎｘ‐
かうさぃかう げうぅうさぃくえう, くぃぐうｚかう うぉう けおくぐｚぃ‐
かう ｚじぅおがいかがくぐう, く かぃあがくぐｘぐじさぃか がきうぐ う
きがぅかｘかうそ がくｚぃか ｘえが かぃ くぃ かｘｙぉぜあｘｚｘぐ
うぉう くｘ うお あｘあぃかう うかくぐぎけえごうう ぅｘ けきがぐぎぃ‐
ｙｘぐｘ かｘ けぎぃあｘ がぐ ぉうごぃ, がぐぁがｚがぎかが ぅｘ ぐそこ‐
かｘぐｘ ｙぃぅがきｘくかがくぐ.
Ｖぃごｘぐｘ ぐぎそｙｚｘ あｘ くぃ かｘあぅうぎｘｚｘぐ, ぅｘ あｘ
くぃ ぁｘぎｘかぐうぎｘ, さぃ かそおｘ あｘ くう うぁぎｘそぐ く
けぎぃあｘ.

• ｉじこぎｘかそｚｘぇぐぃ がきｘえがｚじさかうぐぃ おｘぐぃぎうｘ‐
ぉう あｘぉぃさ がぐ がｙくぃぁｘ かｘ あぃごｘ. ｉじしぃくぐｚけ‐
ｚｘ がきｘくかがくぐ がぐ ぅｘあけざｘｚｘかぃ.

• ｇぎう うぅこｚじぎぉそかぃ かｘ けぎぃあｘ うぅえぉぜさぃぐぃ
しぃきくぃぉｘ がぐ えがかぐｘえぐｘ, くぎぃいぃぐぃ えｘｙぃぉｘ
かｘ ぅｘこぎｘかｚｘかぃぐが (ｚじぅおがいかが かｘぇ-ｙぉうぅが
あが けぎぃあｘ) う あぃおがかぐうぎｘぇぐぃ ｚぎｘぐｘぐｘ, ぅｘ
あｘ きぎぃあがぐｚぎｘぐうぐぃ けあｘぎ く ぃぉぃえぐぎうさぃくえう
ぐがえ う ぃｚぃかぐけｘぉかがぐが ぅｘぐｚｘぎそかぃ かｘ あぃごｘ ｚ
かぃぁが きが ｚぎぃおぃ かｘ うぁぎｘ.

• Ｒえが く ぐがぅう けぎぃあ, えがぇぐが うおｘ おｘぁかうぐかう
けきぉじぐかぃかうそ かｘ ｚぎｘぐｘぐｘ, しぃ ぅｘおぃかうぐぃ
きが-くぐｘぎ けぎぃあ く きぎけいうかぃか ぅｘぐｚがぎ (えぉぜ‐
さｘぉえｘ) かｘ ｚぎｘぐｘぐｘ うぉう えｘきｘえｘ, けｚぃぎぃぐぃ
くぃ, さぃ きぎけいうかかうそぐ ぅｘぐｚがぎ ぃ かぃうぅきがぉぅｚｘ‐
ぃお, きぎぃあう あｘ うぅこｚじぎぉうぐぃ けきがぐぎぃｙそｚｘ‐
かうそ けぎぃあ. ｊｘえｘ しぃ きぎぃあがぐｚぎｘぐうぐぃ
くおじぎぐかｘ がきｘくかがくぐ がぐ ぅｘぐｚｘぎそかぃぐが かｘ あぃ‐
ごｘ ｚじぐぎぃ.

ｆｙしう おぃぎえう ぅｘ ｙぃぅがきｘくかがくぐ
ＴｅＺｄＲｅＺＷ!  Ｔかうおｘｚｘぇぐぃ あｘ かぃ
ぅｘきけざうぐぃ ｚぃかぐうぉｘごうがかかうぐぃ がぐｚがぎう.

• ｋぎぃあじぐ ぃ きぎぃあかｘぅかｘさぃか ぅｘ くじこぎｘかぃかうぃ
かｘ こぎｘかうぐぃぉかう きぎがあけえぐう う/うぉう かｘきうぐえう
きぎう かがぎおｘぉかう あがおｘざかう けくぉがｚうそ, えｘえぐが
ぃ がｙそくかぃかが ｚ ぐｘぅう えかういえｘ く うかくぐぎけえごうう.

• ｅぃ うぅきがぉぅｚｘぇぐぃ おぃこｘかうさかう うかくぐぎけおぃか‐
ぐう うぉう あぎけぁう かぃぃくぐぃくぐｚぃかう くぎぃあくぐｚｘ ぅｘ
けくえがぎそｚｘかぃ かｘ きぎがごぃくｘ かｘ ぎｘぅおぎｘぅそｚｘ‐
かぃ.

• ｅぃ うぅきがぉぅｚｘぇぐぃ あぎけぁう ぃぉぃえぐぎうさぃくえう
けぎぃあう (えｘぐが おｘざうかう ぅｘ くぉｘあがぉぃあ) ｚ こぉｘ‐
あうぉかうごう う げぎうぅぃぎう, がくｚぃか ｘえが かぃ くｘ
があがｙぎぃかう ぅｘ ぐｘぅう ごぃぉ がぐ きぎがうぅｚがあうぐぃぉそ.

• ｅぃ きがｚぎぃいあｘぇぐぃ こぉｘあうぉかｘぐｘ ｚぃぎうぁｘ.
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• Ｔ こぉｘあうぉかｘぐｘ ｚぃぎうぁｘ かｘ けぎぃあｘ くぃ くじ‐
あじぎいｘ うぅがｙけぐｘか (О600a) - きぎうぎがあぃか ぁｘぅ,
えがぇぐが うおｘ ｚうくがえが かうｚが かｘ くじｚおぃくぐうおがくぐ
く がえがぉかｘぐｘ くぎぃあｘ, かが ｚじきぎぃえう ぐがｚｘ ぃ ぅｘ‐
きｘぉうお.
ｇが ｚぎぃおぃ かｘ ぐぎｘかくきがぎぐうぎｘかぃ う うかくぐｘ‐
ぉうぎｘかぃ かｘ けぎぃあｘ ｚかうおｘｚｘぇぐぃ あｘ かぃ きが‐
ｚぎぃあうぐぃ かそえがぇ がぐ えがおきがかぃかぐうぐぃ かｘ こぉｘ‐
あうぉかｘぐｘ ｚぃぎうぁｘ.
Ｒえが こぉｘあうぉかｘぐｘ ｚぃぎうぁｘ ぃ きがｚぎぃあぃかｘ:
– うぅｙそぁｚｘぇぐぃ がぐえぎうぐう きぉｘおじごう う ぅｘきｘ‐

ぉうぐぃぉかう うぅぐがさかうごう
– きぎがｚぃぐぎぃぐぃ かｘきじぉかが きがおぃしぃかうぃぐが, ｚ

えがぃぐが くぃ かｘおうぎｘ けぎぃあじぐ
• がきｘくかが ぃ あｘ くぃ きぎがおぃかそぐ くきぃごうげうえｘ‐

ごううぐぃ うぉう あｘ くぃ ｚうあがうぅおぃかそ ぐがぅう きぎが‐
あけえぐ きが えｘえじｚぐが う あｘ ｙうぉが かｘさうか. ｇがｚぎぃ‐
あｘ ｚ ぅｘこぎｘかｚｘしうそ えｘｙぃぉ おがいぃ あｘ きぎぃ‐
あうぅｚうえｘ えじくが くじぃあうかぃかうぃ, きがいｘぎ うぉう
けあｘぎ く ぃぉぃえぐぎうさぃくえう ぐがえ.

ｇｈＷＶｋｇｈＷＸＶＷｅＺＷ!  Ｔくうさえう ぃぉぃえ‐
ぐぎうさぃくえう えがおきがかぃかぐう (ぅｘこぎｘかｚｘし えｘ‐

ｙぃぉ, しぃきくぃぉ, えがおきぎぃくがぎ) ぐぎそｙｚｘ あｘ くぃ
きがあおぃかそぐ がぐ くぃぎぐうげうごうぎｘか くぃぎｚうぅぃか
ｘぁぃかぐ うぉう えｚｘぉうげうごうぎｘか くぃぎｚうぅぃか きぃぎくが‐
かｘぉ.

1. Ｙｘこぎｘかｚｘしうそぐ えｘｙぃぉ かぃ ぐぎそｙｚｘ あｘ くぃ
けあじぉいｘｚｘ.

2. ｇぎがｚぃぎぃぐぃ あｘぉう しぃきくぃぉじぐ かｘ ぅｘ‐
こぎｘかｚｘしうそ えｘｙぃぉ かｘ ぁじぎｙｘ かｘ けぎぃあｘ
かぃ ぃ くおｘさえｘか うぉう きがｚぎぃあぃか. ｉおｘさえｘか
うぉう きがｚぎぃあぃか ぅｘこぎｘかｚｘし しぃきくぃぉ
おがいぃ あｘ くぃ きぎぃぁぎぃぃ う あｘ きぎぃあうぅｚうえｘ
きがいｘぎ.

3. ｇがぁぎういぃぐぃ くぃ あｘ うおｘぐぃ あがくぐじき あが
おぎぃいがｚうそ しぃきくぃぉ かｘ けぎぃあｘ.

4. ｅぃ あじぎきｘぇぐぃ おぎぃいがｚうそ えｘｙぃぉ.
5. Ｒえが えがかぐｘえぐじぐ かｘ ぅｘこぎｘかｚｘかぃぐが ぃ

ぎｘぅこぉｘｙぃか, かぃ ｚえｘぎｚｘぇぐぃ しぃきくぃぉｘ ｚ
かぃぁが. ｉじしぃくぐｚけｚｘ がきｘくかがくぐ がぐ ぐがえがｚ
けあｘぎ うぉう きがいｘぎ.

6. ｅぃ うぅきがぉぅｚｘぇぐぃ けぎぃあｘ, ｙぃぅ あｘ ぃ くぉが‐
いぃか えｘきｘえじぐ かｘ ぉｘおきうさえｘぐｘ. 1) ぅｘ ｚじ‐
ぐぎぃざかがぐが がくｚぃぐぉぃかうぃ.

• ｊがぅう ぃぉぃえぐぎがけぎぃあ ぃ ぐぃいじえ. ｊぎそｙｚｘ あｘ くぃ
ｚかうおｘｚｘ きぎう きぎぃおぃくぐｚｘかぃぐが おけ.

• ｅぃ おぃくぐぃぐぃ う かぃ あがえがくｚｘぇぐぃ きぎがあけえぐう がぐ
げぎうぅぃぎかがぐが がぐあぃぉぃかうぃ, ｘえが ぎじごぃぐぃ ｚう
くｘ ｚぉｘいかう/おがえぎう, ぐじぇ えｘぐが ぐがｚｘ おがいぃ あｘ
あがｚぃあぃ あが くｚｘぉそかぃ かｘ えがいｘぐｘ うぉう "くぐけ‐
あぃかが うぅぁｘぎそかぃ".

• Ｚぅｙそぁｚｘぇぐぃ きぎがあじぉいうぐぃぉかがぐが うぅぉｘぁｘかぃ
かｘ けぎぃあｘ かｘ きぎそえｘ くぉじかさぃｚｘ くｚぃぐぉうかｘ.

Ｔくぃえうあかぃｚかｘ けきがぐぎぃｙｘ
• ｅぃ きがくぐｘｚそぇぐぃ ぁがぎぃしう くじあがｚぃ ｚじぎこけ

きぉｘくぐおｘくがｚうぐぃ さｘくぐう かｘ けぎぃあｘ.
• ｅぃ くじこぎｘかそｚｘぇぐぃ ぅｘきｘぉうおう ぁｘぅがｚぃ うぉう

ぐぃさかがくぐう ｚ けぎぃあｘ, ぐじぇ えｘぐが おがぁｘぐ あｘ うぅ‐
ｙけこかｘぐ.

• ｅぃ きがくぐｘｚそぇぐぃ こぎｘかうぐぃぉかう きぎがあけえぐう あう‐
ぎぃえぐかが くぎぃしけ ｚじぅあけざかがぐが がぐｚぃぎくぐうぃ がぐ
ぅｘあかｘぐｘ くぐぎｘかｘ. 2)

• Ｙｘおぎｘぅぃかｘぐｘ こぎｘかｘ かぃ ぐぎそｙｚｘ あｘ くぃ ぅｘ‐
おぎｘぅそｚｘ がぐかがｚが, くぉぃあ えｘぐが ぃ ｙうぉｘ ぎｘぅ‐
おぎｘぅぃかｘ.

• ｉじこぎｘかそｚｘぇぐぃ きぎぃあｚｘぎうぐぃぉかが きｘえぃぐう‐
ぎｘかｘ こぎｘかｘ ｚ くじがぐｚぃぐくぐｚうぃ く うかくぐぎけえ‐
ごううぐぃ かｘ きぎがうぅｚがあうぐぃぉそ ぇ.

• ｇぎぃきがぎじえうぐぃ ぅｘ くじこぎｘかぃかうぃ かｘ きぎがうぅ‐
ｚがあうぐぃぉそ かｘ けぎぃあｘ ぐぎそｙｚｘ あｘ くぃ くきｘぅｚｘぐ
くぐぎうえぐかが. Ｔういぐぃ くじがぐｚぃぐかうぐぃ うかくぐぎけえ‐
ごうう.

• ｅぃ くじこぎｘかそｚｘぇぐぃ ぁｘぅうぎｘかう かｘきうぐえう ｚじｚ
げぎうぅぃぎかがぐが がぐあぃぉぃかうぃ, ぐじぇ えｘぐが くじぅあｘ‐
ｚｘぐ かｘぉそぁｘかぃ ｚじぎこけ くじあｘ, えがぃぐが おがいぃ あｘ
あがｚぃあぃ あが かぃぁがｚがぐが きぎじくｚｘかぃ う あｘ きぎう‐
さうかう きがｚぎぃあｘ かｘ けぎぃあｘ.

• ｗあぃかぃぐが かｘ くぉｘあがぉぃあぃかう うぅあぃぉうそ かｘ‐
きぎｘｚが がぐ けぎぃあｘ おがいぃ あｘ あがｚぃあぃ あが "くぐけ‐
あぃかが うぅぁｘぎそかぃ".

Ｕぎういう う きがさうくぐｚｘかぃ
• ｇぎぃあう がｙくぉけいｚｘかぃ うぅさうくぐぃぐぃ けぎぃあｘ う

うぅえぉぜさぃぐぃ しぃきくぃぉｘ がぐ えがかぐｘえぐｘ. Ｒえが かそ‐
おｘぐぃ あがくぐじき あが えがかぐｘえぐｘ, きぎぃえじくかぃぐぃ
ぅｘこぎｘかｚｘかぃぐが.

• ｅぃ きがさうくぐｚｘぇぐぃ けぎぃあｘ く おぃぐｘぉかう きぎぃあ‐
おぃぐう.

1) Ｒえが ぃ きぎぃあｚうあぃか えｘきｘえ
2) Ｒえが けぎぃあじぐ ぎｘｙがぐう ｙぃぅ ぅｘくえぎぃいｘｚｘかぃ
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• ｅぃ うぅきがぉぅｚｘぇぐぃ がくぐぎう きぎぃあおぃぐう ぅｘ がぐ‐
くぐぎｘかそｚｘかぃ かｘ くえぎぃい がぐ けぎぃあｘ. Ｚぅきがぉぅ‐
ｚｘぇぐぃ きぉｘくぐおｘくがｚｘ くぐじぎぁｘぉえｘ.

• ｈぃあがｚかが きぎがｚぃぎそｚｘぇぐぃ えｘかｘぉｘ ぅｘ がぐぐう‐
さｘかぃ ぅｘ ｚがあｘ がぐ がｙぃぅくえぎぃいｘｚｘかぃ かｘ こぉｘ‐
あうぉかうえｘ. ｇぎう かぃがｙこがあうおがくぐ きがさうくぐｚｘぇ‐
ぐぃ えｘかｘぉｘ. Ｒえが えｘかｘぉじぐ ぅｘ がぐごぃいあｘかぃ くぃ
ぅｘきけざう, ｚがあｘぐｘ しぃ くぃ くじｙぃぎぃ かｘ あじかがぐが
かｘ けぎぃあｘ.

Ｚかくぐｘぉうぎｘかぃ
ＴＲＸｅｆ!  Ｙｘ くｚじぎぅｚｘかぃぐが えじお
ぃぉぃえぐぎがくかｘｙあそｚｘかぃぐが ｚかうおｘぐぃぉかが
くぉぃあｚｘぇぐぃ うかくぐぎけえごううぐぃ, あｘあぃかう ｚ
くじがぐｚぃぐかうぐぃ ぎｘぅあぃぉう.

• ｈｘぅがきｘえがｚｘぇぐぃ けぎぃあｘ う きぎがｚぃぎぃぐぃ あｘぉう
かそおｘ きがｚぎぃあう きが かぃぁが. ｅぃ くｚじぎぅｚｘぇぐぃ
けぎぃあｘ, ｘえが ぃ きがｚぎぃあぃか. Ｔぃあかｘぁｘ くじがｙ‐
しぃぐぃ ぅｘ ｚじぅおがいかう きがｚぎぃあう かｘ おそくぐがぐが,
がぐえじあぃぐが くぐぃ ぁが えけきうぉう. Ｔ ぐｘえじｚ くぉけさｘぇ
ぅｘきｘぅぃぐぃ がきｘえがｚえｘぐｘ.

• ｇぎぃきがぎじさうぐぃぉかが ぃ あｘ うぅさｘえｘぐぃ きがかぃ さぃ‐
ぐうぎう さｘくｘ, きぎぃあう あｘ くｚじぎいぃぐぃ けぎぃあｘ, ぅｘ
あｘ あｘあぃぐぃ ｚじぅおがいかがくぐ かｘ おｘくぉがぐが あｘ くぃ
くぐぃさぃ がｙぎｘぐかが ｚ えがおきぎぃくがぎｘ.

• ｊぎそｙｚｘ あｘ くぃ がくうぁけぎう きぎｘｚうぉかｘ ごうぎえけ‐
ぉｘごうそ かｘ ｚじぅあけこｘ がえがぉが けぎぃあｘ - ｚ きぎが‐
ぐうｚぃか くぉけさｘぇ ぐがぇ おがいぃ あｘ きぎぃぁぎぃぃ. Ｙｘ
あｘ がくうぁけぎうぐぃ あがくぐｘぐじさかｘ ｚぃかぐうぉｘごうそ,
くぉぃあｚｘぇぐぃ くじがぐｚぃぐかうぐぃ うかくぐぎけえごうう ぅｘ
おがかぐｘい.

• ｂがぁｘぐが ぃ ｚじぅおがいかが, ぁじぎｙじぐ かｘ けぎぃあｘ
ぐぎそｙｚｘ あｘ ぃ あが くぐぃかｘ, ぅｘ あｘ くぃ うぅｙぃぁかぃ
あがえがくｚｘかぃぐが うぉう こｚｘしｘかぃぐが かｘ ぁがぎぃしう
さｘくぐう (えがおきぎぃくがぎ, えがかあぃかぅぃぎ) う あｘ くぃ
うぅｙぃぁかｘぐ ぃｚぃかぐけｘぉかう うぅぁｘぎそかうそ.

• ｋぎぃあじぐ かぃ ぐぎそｙｚｘ あｘ くぃ きがくぐｘｚそ ｚ ｙぉう‐
ぅがくぐ あが ぎｘあうｘぐがぎう うぉう きぃさえう.

• ｇがぁぎういぃぐぃ くぃ しぃきくぃぉじぐ あｘ ぃ あがくぐじきぃか,
くぉぃあ うかくぐｘぉうぎｘかぃぐが かｘ けぎぃあｘ.

• ｉｚじぎぅｚｘぇぐぃ くｘおが えじお うぅぐがさかうえ かｘ きう‐
ぐぃぇかｘ ｚがあｘ. 3)

ｆｙくぉけいｚｘかぃ
• Ｔくそえｘえｚう ぃぉぃえぐぎがぐぃこかうさぃくえう ぎｘｙがぐう,

かぃがｙこがあうおう ぅｘ がｙくぉけいｚｘかぃぐが かｘ ぐがぅう
けぎぃあ, ぐぎそｙｚｘ あｘ くぃ うぅｚじぎざｚｘぐ がぐ えｚｘぉう‐
げうごうぎｘか ぃぉぃえぐぎがぐぃこかうえ うぉう えがおきぃぐぃかぐ‐
かが ぉうごぃ.

• ｊがぅう けぎぃあ ぐぎそｙｚｘ あｘ ｙじあぃ がｙくぉけいｚｘか がぐ
けきじぉかがおがしぃか くぃぎｚうぅぃか ごぃかぐじぎ う ぐぎそｙ‐
ｚｘ あｘ ｙじあｘぐ うぅきがぉぅｚｘかう くｘおが がぎうぁうかｘぉ‐
かう ぎぃぅぃぎｚかう さｘくぐう.

ｆきｘぅｚｘかぃ かｘ がえがぉかｘぐｘ くぎぃあｘ
ｂｘえぐが こぉｘあうぉかｘぐｘ ｚぃぎうぁｘ, ぐｘえｘ う うぅが‐
ぉｘごうがかかうぐぃ おｘぐぃぎうｘぉう かｘ ぐがぅう けぎぃあ,

かぃ くじあじぎいｘぐ かうえｘえｚう ぁｘぅがｚぃ, えがうぐが ｙうこｘ
おがぁぉう あｘ けｚぎぃあそぐ がぅがかがｚうそ くぉがぇ. ｋぎぃあじぐ
かぃ ぐぎそｙｚｘ あｘ くぃ うぅこｚじぎぉそ ぅｘぃあかが く ｙうぐが‐
ｚうぐぃ がぐきｘあじごう. Ｚぅがぉｘごうがかかｘぐｘ きそかｘ くじ‐
あじぎいｘ ｚじぅきぉｘおぃかうおう ぁｘぅがｚぃ: けぎぃあじぐ
ぐぎそｙｚｘ あｘ くぃ うぅこｚじぎぉそ ｚ くじがぐｚぃぐくぐｚうぃ く
きぎうぉがいうおうぐぃ かがぎおｘぐうｚかう けぎぃあｙう, えがうぐが
おがいぃ あｘ きがぉけさうぐぃ がぐ おぃくぐかうぐぃ がｙしうかくえう
ｚぉｘくぐう. Ｔかうおｘｚｘぇぐぃ あｘ かぃ きがｚぎぃあうぐぃ がこ‐
ぉｘいあｘしうそ ｙぉがえ がくがｙぃかが がぐぅｘあ ｚ ｙぉうぅがくぐ
あが ぐがきぉががｙおぃかかうえｘ. ｄｘぐぃぎうｘぉうぐぃ, うぅ‐
きがぉぅｚｘかう ｚ ぐがぅう けぎぃあ う おｘぎえうぎｘかう くじく
くうおｚがぉｘ  , おがぁｘぐ あｘ ｙじあｘぐ ぎぃごうえぉうぎｘかう.

Ｖぃぇくぐｚうぃ

Ｔえぉぜさｚｘかぃ
ｇがくぐｘｚぃぐぃ しぃきくぃぉｘ ｚ えがかぐｘえぐｘ.
Ｙｘｚじぎぐぃぐぃ ぎぃぁけぉｘぐがぎｘ ぅｘ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘぐｘ
きが きがくがえｘ かｘ さｘくがｚかうえがｚｘぐｘ くぐぎぃぉえｘ かｘ
くぎぃあかが きがぉがいぃかうぃ.

Ｚぅえぉぜさｚｘかぃ
Ｙｘ あｘ うぅえぉぜさうぐぃ けぎぃあｘ, ぅｘｚじぎぐぃぐぃ ぎぃぁけ‐
ぉｘぐがぎｘ ぅｘ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘぐｘ ｚ きがぉがいぃかうぃ "0".

ｈぃぁけぉうぎｘかぃ かｘ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘぐｘ
ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘぐｘ くぃ ぎぃぁけぉうぎｘ ｘｚぐがおｘぐうさかが.
Ｙｘ あｘ ぎｘｙがぐうぐぃ く けぎぃあｘ, きぎがごぃあうぎｘぇぐぃ きが
くぉぃあかうそ かｘさうか:

3) Ｒえが ｚがあかが くじぃあうかぃかうぃ ぃ ぅｘおぎじぅかｘぉが
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• ぅｘｚじぎぐぃぐぃ ぎぃぁけぉｘぐがぎｘ ぅｘ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ‐
ぐｘ えじお きが-かうくえが きがぉがいぃかうぃ, ぅｘ あｘ ぃ ｚじぅ‐
おがいかが かｘぇ-おｘぉえが くぐけあぃかが.

• ぅｘｚじぎぐぃぐぃ ぎぃぁけぉｘぐがぎｘ ぅｘ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ‐
ぐｘ えじお きが-ｚうくがえが きがぉがいぃかうぃ, ぅｘ あｘ ぃ
ｚじぅおがいかが かｘぇ-くぐけあぃかが.

ｆｙうえかがｚぃかが くぎぃあかｘぐｘ かｘくぐぎがぇえｘ ぃ
かｘぇ-きがあこがあそしｘ.

ｊがさかｘぐｘ かｘくぐぎがぇえｘ がｙｘさぃ ぐぎそｙｚｘ あｘ くぃ うぅ‐
ｙぃぎぃ, えｘぐが くぃ うおｘ きぎぃあｚうあ, さぃ ぐぃおきぃぎｘぐけ‐
ぎｘぐｘ ｚじｚ ｚじぐぎぃざかがくぐぐｘ かｘ けぎぃあｘ ぅｘｚうくう
がぐ:
• くぐｘぇかｘぐｘ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ
• えがぉえが さぃくぐが くぃ がぐｚｘぎそ ｚぎｘぐｘぐｘ

• えがぉうさぃくぐｚがぐが かｘ くじこぎｘかそｚｘかうぐぃ こぎｘかう
• おぃくぐがきがぉがいぃかうぃぐが かｘ けぎぃあｘ.

ＴＲＸｅｆ!  Ｒえが ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘぐｘ ｚ
きがおぃしぃかうぃぐが ぃ ｚうくがえｘ うぉう ｘえが けぎぃあじぐ ぃ
かｘきじぉかが ぅｘぎぃあぃか う ぃ かｘくぐぎがぃか かｘ かｘぇ-
かうくえｘぐｘ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ, ぐがぁｘｚｘ けぎぃあじぐ おがいぃ
あｘ ぎｘｙがぐう かぃきぎぃえじくかｘぐが, きぎぃあうぅｚうえｚｘぇえう
がｙぎｘぅけｚｘかぃぐが かｘ くえぎぃい きが ぅｘあかｘぐｘ くぐぃかｘ.
Ｔ ぐｘえじｚ くぉけさｘぇ えぎじぁがｚうそぐ くぃぉぃえぐがぎ ぐぎそｙｚｘ
あｘ くぃ ぅｘｚじぎぐう かｘ きが-ｚうくがえｘ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ,
ぅｘ あｘ くぃ ぅｘあぃぇくぐｚｘ ｘｚぐがおｘぐうさかがぐが
ぎｘぅおぎｘぅそｚｘかぃ う くぉぃあがｚｘぐぃぉかが あｘ くぃ
かｘおｘぉう えがかくけおｘごうそぐｘ かｘ ぃかぃぎぁうそ.

ｇじぎｚｘ けきがぐぎぃｙｘ

ｇがさうくぐｚｘかぃ かｘ ｚじぐぎぃざかがくぐぐｘ
ｇぎぃあう あｘ うぅきがぉぅｚｘぐぃ けぎぃあｘ ぅｘ きじぎｚう きじぐ,
きがさうくぐぃぐぃ ｚじぐぎぃざかがくぐぐｘ う ｚくうさえう ｚじ‐
ぐぎぃざかう きぎうかｘあぉぃいかがくぐう く こぉｘあえｘ くｘきけかぃ‐
かｘ ｚがあｘ (かぃけぐぎｘぉぃか くｘきけか), ぅｘ あｘ がぐくぐぎｘ‐

かうぐぃ ぐうきうさかｘぐｘ ぅｘ かがｚうぐぃ うぅあぃぉうそ おうぎうぅ‐
おｘ, ｘ くぉぃあ ぐがｚｘ きがあくけざぃぐぃ かｘきじぉかが.

ＴＲＸｅｆ!  ｅぃ うぅきがぉぅｚｘぇぐぃ おうそぉかう きぎぃきｘ‐
ぎｘぐう うぉう ｘｙぎｘぅうｚかう きぎｘこがｚぃ, ぐじぇ えｘぐが ぐが‐
ｚｘ しぃ きがｚぎぃあう きがえぎうぐうぃぐが.

Ｔくぃえうあかぃｚかｘ けきがぐぎぃｙｘ

Ｙｘおぎｘぅそｚｘかぃ かｘ きぎぃくかう こぎｘかうぐぃぉかう
きぎがあけえぐう
ｌぎうぅぃぎかがぐが がぐあぃぉぃかうぃ ぃ きがあこがあそしが ぅｘ
ぅｘおぎｘぅそｚｘかぃ かｘ きぎぃくかう こぎｘかうぐぃぉかう きぎが‐
あけえぐう う ぅｘ あじぉぁがぐぎｘぇかが くじこぎｘかぃかうぃ かｘ ぁが‐
ぐがｚう あじぉｙがえが ぅｘおぎｘぅぃかう きぎがあけえぐう.
Ｙｘ ぅｘおぎｘぅそｚｘかぃ かｘ きぎぃくかう こぎｘかう かぃ ぃ かぃが‐
ｙこがあうおが あｘ くぃ きぎがおぃかそ くぎぃあかがぐが きがぉがいぃ‐
かうぃ.
Ｙｘ きが-ｙじぎぅが ぅｘおぎｘぅそｚｘかぃ がｙｘさぃ, ぅｘｚじぎぐぃ‐
ぐぃ ぎぃぁけぉｘぐがぎｘ かｘ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘぐｘ えじお きが-
ｚうくがえうぐぃ きがぉがいぃかうそ, ぅｘ あｘ きがぉけさうぐぃ おｘえ‐
くうおｘぉかが うぅくぐけあそｚｘかぃ.

ＴＲＸｅｆ!  Ｔ ぐがｚｘ くじくぐがそかうぃ
ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘぐｘ ｚ がぐあぃぉぃかうぃぐが かｘ
こぉｘあうぉかうえｘ おがいぃ あｘ くきｘあかぃ きがあ 0°C. Ｒえが
ぐがｚｘ くぐｘかぃ, ｚじぎかぃぐぃ ぎぃぁけぉｘぐがぎｘ かｘ
ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘぐｘ えじお きが-ぐがきぉが きがぉがいぃかうぃ.

ｇがくぐｘｚぃぐぃ きぎそくかｘぐｘ こぎｘかｘ, えがそぐが ぐぎそｙｚｘ
あｘ くぃ ぅｘおぎｘぅそｚｘ, ｚ かｘぇ-ぁがぎかがぐが さぃえおぃあいぃ.

ｉじこぎｘかぃかうぃ かｘ ぅｘおぎｘぅぃかう こぎｘかう
ｇぎう きじぎｚがかｘさｘぉかが きけくえｘかぃ うぉう くぉぃあ あじ‐
ぉじぁ きぃぎうがあ, きぎぃぅ えがぇぐが げぎうぅぃぎじぐ かぃ ぃ うぅ‐
きがぉぅｚｘか, がくぐｘｚぃぐぃ けぎぃあｘ あｘ ぎｘｙがぐう きがかぃ 2
さｘくｘ かｘ かｘぇ-ｚうくがえがぐが きがぉがいぃかうぃ, きぎぃあう
あｘ きがくぐｘｚうぐぃ こぎｘかうぐぃぉかうぐぃ きぎがあけえぐう ｚ がぐ‐
あぃぉぃかうぃぐが.

ＴＲＸｅｆ!  Ｔ くぉけさｘぇ かｘ ｘｚｘぎうぇかが
ぎｘぅおぎｘぅそｚｘかぃ, かｘきぎうおぃぎ きがぎｘあう くきうぎｘかぃ
かｘ ぐがえｘ, ｘえが けぎぃあじぐ ぃ ｙうぉ うぅえぉぜさぃか ぅｘ きが-
あじぉぁが ｚぎぃおぃ, がぐえがぉえがぐが ぃ きがくがさぃかが ｚ
ぐｘｙぉうごｘぐｘ く ぐぃこかうさぃくえうぐぃ くきぃごうげうえｘごうう
くぎぃしけ "Ｔぎぃおぃ かｘ きがｚうざｘｚｘかぃ",
ぅｘおぎｘぅぃかｘぐｘ こぎｘかｘ ぐぎそｙｚｘ くぃ えがかくけおうぎｘ
ｙじぎぅが うぉう あｘ くぃ くぁがぐｚう ｚぃあかｘぁｘ う くぉぃあ
ぐがｚｘ あｘ くぃ ぅｘおぎｘぅう がぐかがｚが (くぉぃあ
がこぉｘいあｘかぃ).

ｈｘぅおぎｘぅそｚｘかぃ
Ｖじぉｙがえが ぅｘおぎｘぅぃかうぐぃ うぉう ぅｘおぎｘぅぃかう こぎｘ‐
かう, きぎぃあう あｘ ｙじあｘぐ うぅきがぉぅｚｘかう, おがぁｘぐ あｘ
くぃ ぎｘぅおぎｘぅそぐ ｚ こぉｘあうぉかうえｘ うぉう きぎう くぐｘぇかｘ
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ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ, ｚ ぅｘｚうくうおがくぐ がぐ ｚぎぃおぃぐが,
えがぃぐが うおｘぐぃ ぅｘ ぐｘぅう がきぃぎｘごうそ.
ｄｘぉえうぐぃ きｘぎさぃぐｘ おがぁｘぐ あｘ くぃ ぁがぐｚそぐ あがぎう
ｚくぃ がしぃ ぅｘおぎｘぅぃかう, かｘきぎｘｚが がぐ げぎうぅぃぎｘ:
ｚ ぐｘえじｚ くぉけさｘぇ ぁがぐｚぃかぃぐが しぃ がぐかぃおぃ きが‐
ｚぃさぃ ｚぎぃおぃ.
ｇがあｚういかう ぎｘげぐがｚぃ

ｉぐぃかうぐぃ かｘ こぉｘ‐
あうぉかうえｘ うおｘぐ かそ‐
えがぉえが きぉじぅぁｘさｘ, ぐｘ‐
えｘ さぃ ぎｘげぐがｚぃぐぃ
おがぁｘぐ あｘ くぃ きがくぐｘｚ‐
そぐ えじあぃぐが いぃぉｘぃぐぃ.

ｇがぅうごうがかうぎｘかぃ かｘ ぎｘげぐがｚぃぐぃ かｘ
ｚぎｘぐｘぐｘ

Ｙｘ あｘ ぃ ｚじぅおがいかが
くじこぎｘかぃかうぃぐが かｘ
きぎがあけえぐう ｚ がきｘえがｚ‐
えう く ぎｘぅぉうさかｘ ぁがぉぃ‐
おうかｘ, ぎｘげぐがｚぃぐぃ
かｘ ｚぎｘぐｘぐｘ おがぁｘぐ
あｘ くぃ きがくぐｘｚそぐ かｘ
ぎｘぅぉうさかｘ ｚうくがさう‐
かｘ. ｇがくぐぃきぃかかが うぅあじぎ‐

きｘぇぐぃ ぎｘげぐｘ きが きが‐
くがえｘ かｘ くぐぎぃぉえうぐぃ,
あがえｘぐが かぃ そ がくｚがｙが‐
あうぐぃ, ｘ くぉぃあ ぐがｚｘ そ
きがくぐｘｚぃぐぃ ｚ いぃぉｘ‐
かｘぐｘ きがぅうごうそ.

Ｚぅｚｘいあｘかぃ かｘ えがざかうごう ぅｘ
ぅｘおぎｘぅそｚｘかぃ がぐ げぎうぅぃぎｘ
ｂがざかうごうぐぃ ぅｘ ぅｘおぎｘぅそｚｘかぃ うおｘぐ がぁぎｘかう‐
さうぐぃぉ, ぅｘ あｘ かぃ おがぁｘぐ くぉけさｘぇかが あｘ ｙじあｘぐ
うぅｚｘあぃかう うぉう あｘ きｘあかｘぐ. ｇぎう うぅｚｘいあｘかぃ
がぐ げぎうぅぃぎｘ, あぎじきかぃぐぃ えがざかうごｘぐｘ えじお くぃ‐
ｙぃ くう あが けきがぎ, くぉぃあ えがぃぐが そ うぅｚｘあぃぐぃ, えｘぐが
かｘえぉがかうぐぃ きぎぃあかｘぐｘ ぇ さｘくぐ かｘぁがぎぃ.
ｂがぁｘぐが そ きがくぐｘｚそぐぃ かｘ おそくぐが, ぉぃえが きがｚあうぁ‐
かぃぐぃ きぎぃあかｘぐｘ さｘくぐ かｘ えがざかうごｘぐｘ, ぅｘ あｘ そ
ｚえｘぎｘぐぃ ｚじｚ げぎうぅぃぎｘ. ｉぉぃあ えｘぐが きぎぃおう‐
かぃぐぃ えぎｘぇかうぐぃ ぐがさえう, かｘぐうくかぃぐぃ えがざかうごう‐
ぐぃ がｙぎｘぐかが かｘ おそくぐが.

ｇがぉぃぅかう きぎぃきがぎじえう う くじｚぃぐう

Ｙｚけごう きぎう かがぎおｘぉかｘ ぎｘｙがぐｘ
• ｄがいぃ あｘ さけぃぐぃ ぉぃえが えぉがえがさぃかぃ う ｙじぉｙけ‐

えｘかぃ, えがぁｘぐが こぉｘあうぉかうそぐ ｘぁぃかぐ くぃ うぅ‐
きがおきｚｘ きぎぃぅ くぃぎきぃかぐうかうぐぃ うぉう ぐぎじｙうぐぃ.
ｊがｚｘ ぃ かがぎおｘぉかが.

• ｂがぁｘぐが えがおきぎぃくがぎじぐ ぎｘｙがぐう, こぉｘあうぉかう‐
そぐ ｘぁぃかぐ ごうぎえけぉうぎｘ, ぅｘあｚういｚｘか がぐ きが‐
おきうぐぃ, う おがいぃぐぃ あｘ さけぃぐぃ くｚうくぐそし ぅｚけえ

う きけぉくうぎｘし ざけお がぐ えがおきぎぃくがぎｘ. ｊがｚｘ ぃ
かがぎおｘぉかが.

• ｊがきぉうかかがぐが ぎｘぅざうぎぃかうぃ おがいぃ あｘ きぎぃ‐
あうぅｚうえｘ えぎｘぐじえ きけえｘし ざけお. ｊがｚｘ ぃ かがぎ‐
おｘぉかが, ｘ かぃ がきｘくかが げうぅうさぃくえが そｚぉぃかうぃ.
ｊがｚｘ ぃ かがぎおｘぉかが.

• ｂがぁｘぐが えがおきぎぃくがぎじぐ くぃ ｚえぉぜさｚｘ う うぅ‐
えぉぜさｚｘ, しぃ さけぃぐぃ ぉぃえが しぎｘえｚｘかぃ がぐ ぎぃ‐
ぁけぉｘぐがぎｘ かｘ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘぐｘ. ｊがｚｘ ぃ かがぎ‐
おｘぉかが.
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ｉじｚぃぐう ぅｘ うえがかがおうう かｘ
ぃぉぃえぐぎがぃかぃぎぁうそ
• ｅぃ がぐｚｘぎそぇぐぃ ｚぎｘぐｘぐｘ さぃくぐが う かぃ そ がくぐｘ‐

ｚそぇぐぃ がぐｚがぎぃかｘ きが-あじぉぁが がぐ ｘｙくがぉぜぐかが
かぃがｙこがあうおがぐが.

• Ｒえが ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘぐｘ ｚ きがおぃしぃかうぃぐが ぃ ｚう‐
くがえｘ, ぎぃぁけぉｘぐがぎじぐ かｘ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘぐｘ ぃ
かｘくぐぎがぃか かｘ かｘぇ-ｚうくがえｘぐｘ かｘくぐぎがぇえｘ う
ｘえが けぎぃあじぐ ぃ かｘきじぉかが ぅｘぎぃあぃか, ぐがぁｘｚｘ
えがおきぎぃくがぎじぐ おがいぃ あｘ ぎｘｙがぐう かぃきぎぃえじく‐
かｘぐが, きぎぃあうぅｚうえｚｘぇえう がｙぎｘぅけｚｘかぃぐが かｘ
くえぎぃい うぉう ぉぃあ きが うぅきｘぎうぐぃぉそ. Ｒえが ぐがｚｘ
くぐｘかぃ, ぅｘｚじぎぐぃぐぃ ぎぃぁけぉｘぐがぎｘ かｘ ぐぃおきぃ‐
ぎｘぐけぎｘぐｘ かｘ きが-かうくえｘ かｘくぐぎがぇえｘ, ぅｘ あｘ
あｘあぃぐぃ ｚじぅおがいかがくぐ あｘ くぃ くぐｘぎぐうぎｘ ｘｚ‐
ぐがおｘぐうさかがぐが ぎｘぅおぎｘぅそｚｘかぃ う ぐｘえｘ あｘ くぃ
ぎぃｘぉうぅうぎｘ うえがかがおうそ かｘ ぃかぃぎぁうそ.

ｉじｚぃぐう ぅｘ くじこぎｘかそｚｘかぃ ｚ こぉｘあうぉかうえ
かｘ きぎぃくかう こぎｘかうぐぃぉかう きぎがあけえぐう
Ｙｘ あｘ きがくぐうぁかぃぐぃ かｘぇ-あがｙぎう ぎぃぅけぉぐｘぐう:
• かぃ くじこぎｘかそｚｘぇぐぃ ぐがきぉう こぎｘかう うぉう ｚあう‐

ぁｘしう きｘぎｘ ぐぃさかがくぐう ｚ こぉｘあうぉかうえｘ
• きがえぎうｚｘぇぐぃ うぉう ぅｘｚうｚｘぇぐぃ こぎｘかｘぐｘ, がくが‐

ｙぃかが ｘえが うおｘ くうぉかｘ おうぎうぅおｘ
• きがくぐｘｚそぇぐぃ こぎｘかｘぐｘ ぐｘえｘ, さぃ ｚじぅあけこじぐ

あｘ おがいぃ くｚがｙがあかが あｘ ごうぎえけぉうぎｘ がえがぉが
かぃそ

ｉじｚぃぐう ぅｘ くじこぎｘかそｚｘかぃ ｚ こぉｘあうぉかうえ
ｇがぉぃぅかう くじｚぃぐう:
ｄぃくが (ｚくそえｘえｚう ｚうあがｚぃ): ぅｘｚうぇぐぃ ｚ きがぉうぃ‐
ぐうぉぃかがｚう きぉうえがｚぃ う きがくぐｘｚぃぐぃ かｘ くぐじえぉぃ‐
かうそ ぎｘげぐ かｘあ さぃえおぃあいぃぐｘぐｘ ぅｘ ぅぃぉぃかさけごう.
Ｙｘ あｘ ぃ ｙぃぅがきｘくかが, くじこぎｘかそｚｘぇぐぃ こぎｘかｘぐｘ
きが ぐがぅう かｘさうか かｘぇ-おかがぁが ぅｘ ぃあうか うぉう あｚｘ
あかう.
Ｕがぐｚぃかう こぎｘかう, くぐけあぃかう ｙぉぜあｘ う ぐ.か.: ぐぎそｙ‐
ｚｘ あｘ くｘ きがえぎうぐう う おがぁｘぐ あｘ くぃ きがくぐｘｚそぐ かｘ
ｚくぃえう ぎｘげぐ.
ｇぉがあがｚぃ う ぅぃぉぃかさけごう: ぐぎそｙｚｘ あｘ くｘ あがｙぎぃ
うぅおうぐう う きがくぐｘｚぃかう ｚ くきぃごうｘぉかがぐが きぎぃ‐
あがくぐｘｚぃかが さぃえおぃあいぃ.
ｄｘくぉが う くうぎぃかぃ: ぐぎそｙｚｘ あｘ くぃ きがくぐｘｚそぐ ｚ
くきぃごうｘぉかう こぃぎおぃぐうさかが ぅｘぐｚがぎぃかう えがかぐぃぇ‐
かぃぎう うぉう あｘ くｘ ぅｘｚうぐう く ｘぉけおうかうぃｚが げが‐
ぉうが うぉう ｚ きがぉうぃぐうぉぃかがｚう ぐがぎｙうさえう, ぅｘ あｘ

くぃ きぎぃあきｘぅそぐ ｚじぅおがいかが かｘぇ-あがｙぎぃ がぐ
ｚぉうそかうぃぐが かｘ ｚじぅあけこｘ.
Ｓけぐうぉえう おぉそえが: ぐぎそｙｚｘ あｘ く えｘきｘさえｘ う あｘ
くぃ くじこぎｘかそｚｘぐ かｘ ぎｘげぐｘ ぅｘ ｙけぐうぉえう かｘ
ｚぎｘぐｘぐｘ.
Ｓｘかｘかう, えｘぎぐがげう, ぉけえ う さぃくじか, ｘえが かぃ くｘ
きｘえぃぐうぎｘかう, かぃ ぐぎそｙｚｘ あｘ くぃ くじこぎｘかそｚｘぐ ｚ
こぉｘあうぉかうえｘ.
ｉじｚぃぐう ぅｘ ぅｘおぎｘぅそｚｘかぃ
Ｗぐが かそえがぉえが ｚｘいかう くじｚぃぐｘ, く えがうぐが あｘ ｚう
きがおがぁかぃお あｘ ｚじぅきがぉぅｚｘぐぃ かｘぇ-あがｙぎぃ がぐ
きぎがごぃくｘ かｘ ぅｘおぎｘぅそｚｘかぃ:
• おｘえくうおｘぉかがぐが えがぉうさぃくぐｚが こぎｘかｘ, えがぃぐが

おがいぃ あｘ くぃ ぅｘおぎｘぅう ｚ ぎｘおえうぐぃ かｘ 24 さｘ‐
くｘ. ぃ きがくがさぃかが かｘ ぐｘｙぃぉえｘぐｘ かｘ けぎぃあｘ;

• きぎがごぃくじぐ かｘ ぅｘおぎｘぅそｚｘかぃ がぐかぃおｘ 24 さｘ‐
くｘ. ｇぎぃぅ ぐがぅう きぃぎうがあ かぃ ぐぎそｙｚｘ あｘ くぃ
あがｙｘｚそ あがきじぉかうぐぃぉかが こぎｘかｘ ぅｘ ぅｘおぎｘ‐
ぅそｚｘかぃ;

• ぅｘおぎｘぅそｚｘぇぐぃ くｘおが ｚうくがえがえｘさぃくぐｚぃかう,
きぎぃくかう う あがｙぎぃ うぅおうぐう こぎｘかうぐぃぉかう きぎが‐
あけえぐう;

• ぎｘぅあぃぉそぇぐぃ こぎｘかｘぐｘ かｘ おｘぉえう きがぎごうう,
ぅｘ あｘ おがいぃ あｘ くぃ ぅｘおぎｘぅう ｙじぎぅが う かｘ‐
きじぉかが う ぅｘ あｘ おがいぃぐぃ あｘ ぎｘぅおぎｘぅそｚｘぐぃ
ｚきがくぉぃあくぐｚうぃ くｘおが かけいかがぐが ｚう えがぉうさぃ‐
くぐｚが;

• がｙｚうぇぐぃ こぎｘかうぐぃぉかうぐぃ きぎがあけえぐう ｚ ｘぉけ‐
おうかうぃｚが げがぉうが うぉう ｚ きがぉうぃぐうぉぃかがｚう
ぐがぎｙうさえう う きぎがｚぃぎぃぐぃ あｘぉう ぐがぎｙうさえうぐぃ
くｘ ｚｘえけけおうぎｘかう;

• かぃ きがぅｚがぉそｚｘぇぐぃ きぎそくかｘ, かぃぅｘおぎｘぅぃかｘ
こぎｘかｘ あｘ くぃ あがきうぎｘ あが ｚぃさぃ ぅｘおぎｘぅぃかう
こぎｘかうぐぃぉかう きぎがあけえぐう う ぐｘえｘ しぃ うぅｙぃぁ‐
かぃぐぃ きがｚうざｘｚｘかぃ かｘ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘぐｘ うお;

• きがくぐかうぐぃ こぎｘかう くぃ くじこぎｘかそｚｘぐ きが-あがｙぎぃ
がぐ おｘぅかうぐぃ; くがぉぐｘ かｘおｘぉそｚｘ きぃぎうがあｘ かｘ
くじこぎｘかぃかうぃ かｘ きぎがあけえぐうぐぃ;

• うおｘ ｚぃぎがそぐかがくぐ ぉぃあぃかうぐぃ えけｙさぃぐｘ, ｘえが
くぃ えがかくけおうぎｘぐ ｚぃあかｘぁｘ くぉぃあ うぅｚｘいあｘ‐
かぃぐが うお がぐ げぎうぅぃぎかがぐが がぐあぃぉぃかうぃ, あｘ
きぎうさうかそぐ "くぐけあぃかが うぅぁｘぎそかぃ" かｘ えがいｘぐｘ;

• きぎぃきがぎじさうぐぃぉかが ぃ あｘ がぐｙぃぉぃいうぐぃ あｘぐｘ‐
ぐｘ かｘ ぅｘおぎｘぅそｚｘかぃ ｚじぎこけ ｚくそえｘ がきｘえがｚ‐
えｘ, ぐｘえｘ さぃ きが-えじくかが あｘ おがいぃぐぃ あｘ きぎが‐
ｚぃぎそｚｘぐぃ ぃぐうえぃぐｘ ぅｘ ｚぎぃおぃぐが かｘ くじこぎｘ‐
かぃかうぃ;
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ｉじｚぃぐう ぅｘ くじこぎｘかぃかうぃ かｘ ぅｘおぎｘぅぃかう
こぎｘかう
Ｙｘ あｘ きがくぐうぁかぃぐぃ かｘぇ-あがｙぎう ぎぃぅけぉぐｘぐう,
ぐぎそｙｚｘ:
• きぎがｚぃぎぃぐぃ あｘぉう げｘｙぎうさかが ぅｘおぎｘぅぃかうぐぃ

こぎｘかうぐぃぉかう きぎがあけえぐう くｘ きぎｘｚうぉかが くじ‐
こぎｘかそｚｘかう ｚ おｘぁｘぅうかｘ;

• きがくぐｘぎｘぇぐぃ くぃ ぅｘおぎｘぅぃかうぐぃ こぎｘかうぐぃぉかう
きぎがあけえぐう あｘ ｙじあｘぐ きぎぃかぃくぃかう がぐ おｘぁｘ‐
ぅうかｘ あが げぎうぅぃぎｘ ぅｘ ｚじぅおがいかが かｘぇ-えじくが
ｚぎぃおぃ;

• かぃ がぐｚｘぎそぇぐぃ ｚぎｘぐｘぐｘ さぃくぐが う かぃ そ がくぐｘ‐
ｚそぇぐぃ がぐｚがぎぃかｘ きが-あじぉぁが がぐ ｘｙくがぉぜぐかが
かぃがｙこがあうおがぐが.

• Ｔぃあかじい ぎｘぅおぎｘぅぃかｘ, こぎｘかｘぐｘ くぃ ぎｘぅｚｘ‐
ぉそ ｙじぎぅが う かぃ おがいぃ あｘ ｙじあぃ ぅｘおぎｘぅそｚｘ‐
かｘ きがｚぐがぎかが.

• ｅぃ きぎぃｚうざｘｚｘぇぐぃ くぎがえｘ かｘ くじこぎｘかぃかうぃ,
きがくがさぃか がぐ きぎがうぅｚがあうぐぃぉそ かｘ こぎｘかうぐぃぉ‐
かうそ きぎがあけえぐ.

Ｕぎういう う きがさうくぐｚｘかぃ

ＴｅＺｄＲｅＺＷ!  Ｚぅえぉぜさぃぐぃ けぎぃあｘ がぐ
えがかぐｘえぐｘ きぎぃあう うぅｚじぎざｚｘかぃぐが かｘ

えｘえｚうぐが う あｘ ｙうぉが がきぃぎｘごうそ きが
きがああぎじいえｘぐｘ.

ｊがぅう けぎぃあ くじあじぎいｘ ｚじぁぉぃｚがあがぎがあう ｚ
がこぉｘいあｘしうそ くう ｙぉがえ; くぉぃあがｚｘぐぃぉかが

きがああぎじいえｘぐｘ う きぎぃぅｘぎぃいあｘかぃぐが ぐぎそｙｚｘ あｘ
くぃ うぅｚじぎざｚｘ がぐ けきじぉかがおがしぃかう ぐぃこかうごう.

ｇぃぎうがあうさかが きがさうくぐｚｘかぃ
ｆｙがぎけあｚｘかぃぐが ぐぎそｙｚｘ あｘ くぃ きがさうくぐｚｘ ぎぃ‐
あがｚかが:
• きがさうくぐｚｘぇぐぃ ｚじぐぎぃざかがくぐぐｘ う きぎうかｘあ‐

ぉぃいかがくぐうぐぃ く こぉｘあえｘ ｚがあｘ う おｘぉえが かぃけ‐
ぐぎｘぉぃか くｘきけか.

• ぎぃあがｚかが きぎがｚぃぎそｚｘぇぐぃ けきぉじぐかぃかうそぐｘ
かｘ ｚぎｘぐｘぐｘ う ぁう ぅｘｙじぎくｚｘぇぐぃ, ぅｘ あｘ くぐぃ
くうぁけぎかう, さぃ くｘ さうくぐう う ｙぃぅ ぅｘおじぎくそｚｘ‐
かうそ.

• うぅきぉｘえかぃぐぃ う きがあくけざぃぐぃ かｘきじぉかが.

ＴＲＸｅｆ!  ｅぃ あじぎきｘぇぐぃ, かぃ きぎぃおぃくぐｚｘぇぐぃ う
かぃ きがｚぎぃいあｘぇぐぃ ぐぎじｙうぐぃ う/うぉう えｘｙぃぉうぐぃ ｚ
えがぎきけくｘ.
ｅうえがぁｘ かぃ うぅきがぉぅｚｘぇぐぃ おうそぉかう きぎぃきｘぎｘぐう,
ｘｙぎｘぅうｚかう きぎｘこがｚぃ, くうぉかが きｘぎげぜおうぎｘかう
きがさうくぐｚｘしう きぎがあけえぐう うぉう ｚがくじさかう
きぎぃきｘぎｘぐう ぅｘ きがぉうぎｘかぃ, ぐじぇ えｘぐが おがぁｘぐ あｘ
きがｚぎぃあそぐ きがｚじぎこかがくぐぐｘ う あｘ がくぐｘｚそぐ
くうぉかｘ おうぎうぅおｘ.

Ｚぅさうくぐぃぐぃ えがかあぃかぅぃぎｘ (さぃぎかｘぐｘ ぎぃざぃぐえｘ)
う えがおきぎぃくがぎｘ ｚ ぅｘあかｘぐｘ さｘくぐ かｘ けぎぃあｘ く
さぃぐえｘ うぉう きぎｘこがくおけえｘさえｘ. ｊｘぅう がきぃぎｘごうそ

しぃ きがあがｙぎう ぎｘｙがぐｘぐｘ かｘ けぎぃあｘ う しぃ ぎぃｘ‐
ぉうぅうぎｘ うえがかがおうそ かｘ ぃかぃぎぁうそ.

ＴＲＸｅｆ!  Ｔかうおｘｚｘぇぐぃ あｘ かぃ きがｚぎぃあうぐぃ
がこぉｘいあｘしｘぐｘ くうくぐぃおｘ.

ｄかがぁが げうぎおぃかう きがさうくぐｚｘしう きぎぃきｘぎｘぐう ぅｘ
えけこかぃかくえう きがｚじぎこかがくぐう くじあじぎいｘぐ こうおうえｘ‐
ぉう, えがうぐが おがぁｘぐ あｘ ｚじぅあぃぇくぐｚｘぐ ｘぁぎぃくうｚかが
うぉう あｘ きがｚぎぃあそぐ きぉｘくぐおｘくうぐぃ, うぅきがぉぅｚｘかう
ｚ けぎぃあｘ. ｇが ぐｘぅう きぎうさうかｘ ぃ きぎぃきがぎじさうぐぃぉ‐
かが ｚじかざかｘぐｘ さｘくぐ かｘ けぎぃあｘ あｘ くぃ きがさうくぐｚｘ
くｘおが く ぐがきぉｘ ｚがあｘ, えじお えがそぐが ぃ あがｙｘｚぃか
おｘぉえが おうそぉぃか きぎぃきｘぎｘぐ.
ｉぉぃあ きがさうくぐｚｘかぃ くｚじぎいぃぐぃ がぐかがｚが けぎぃあｘ
えじお ぅｘこぎｘかｚｘしｘぐｘ おぎぃいｘ.

ｆｙぃぅくえぎぃいｘｚｘかぃ かｘ こぉｘあうぉかうえｘ
ｇぎう かがぎおｘぉかが うぅきがぉぅｚｘかぃ くえぎぃいじぐ くぃ がぐ‐
くぐぎｘかそｚｘ ｘｚぐがおｘぐうさかが がぐ うぅきｘぎうぐぃぉそ ｚ
こぉｘあうぉかがぐが がぐあぃぉぃかうぃ きぎう ｚくそえが くきうぎｘかぃ
かｘ えがおきぎぃくがぎｘ かｘ ぃぉぃえぐぎがおがぐがぎｘ. Ｔがあｘぐｘ
がぐ がｙぃぅくえぎぃいｘｚｘかぃぐが くぃ がぐぐうさｘ きが けぉぃぇ う
くぃ くじｙうぎｘ ｚ くきぃごうｘぉぃか えがかぐぃぇかぃぎ, ぎｘぅきが‐
ぉがいぃか がぐぅｘあ かｘあ ぃぉぃえぐぎがおがぐがぎｘ かｘ えがお‐
きぎぃくがぎｘ, ｘ がぐぐｘお くぃ うぅきｘぎそｚｘ.
Ｔｘいかが ぃ きぃぎうがあうさかが あｘ きがさうくぐｚｘぐぃ がぐｚが‐
ぎｘ ぅｘ がぐぐうさｘかぃ かｘ ｚがあｘぐｘ がぐ がｙぃぅくえぎぃいｘ‐
ｚｘかぃぐが ｚ くぎぃあｘぐｘ かｘ こぉｘあうぉかがぐが がぐあぃぉぃ‐
かうぃ, ぅｘ あｘ きがきぎぃさうぐぃ かｘ きぎぃぉうｚｘかぃぐが かｘ
ｚがあｘぐｘ う がぐごぃいあｘかぃぐが ぇ ｚじぎこけ こぎｘかｘぐｘ ｚじ‐
ぐぎぃ. Ｚぅきがぉぅｚｘぇぐぃ くきぃごうｘぉかがぐが きぎうくきがくが‐
ｙぉぃかうぃ ぅｘ きがさうくぐｚｘかぃ, えがぃぐが しぃ かｘおぃぎうぐぃ
きがくぐｘｚぃかが ｚ がぐｚがぎｘ ぅｘ がぐごぃいあｘかぃ.
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ｆｙぃぅくえぎぃいｘｚｘかぃ かｘ げぎうぅぃぎｘ
Ｚぅｚぃくぐかが えがぉうさぃくぐｚが くえぎぃい ｚうかｘぁう しぃ くぃ
かｘぐぎけきｚｘ きが ぎｘげぐがｚぃぐぃ かｘ げぎうぅぃぎｘ う がえが‐
ぉが ぁがぎかがぐが がぐあぃぉぃかうぃ.
ｆｙぃぅくえぎぃいｘｚｘぇぐぃ げぎうぅぃぎｘ, えがぁｘぐが きぉｘ‐
くぐじぐ くえぎぃい あがくぐうぁかぃ あぃｙぃぉうかｘ 3-5 おお.
Ｙｘ あｘ きぎぃおｘこかぃぐぃ くえぎぃいｘ, くぉぃあｚｘぇぐぃ うか‐
くぐぎけえごううぐぃ きが-あがぉけ:
• うぅｚｘあぃぐぃ しぃきくぃぉｘ がぐ えがかぐｘえぐｘ うぉう うぅ‐

えぉぜさぃぐぃ けぎぃあｘ.
• うぅｚｘあぃぐぃ ｚくうさえう くじこぎｘかそｚｘかう こぎｘかう,

がぁじかぃぐぃ ぁう ｚ かそえがぉえが きぉｘくぐｘ ｚぃくぐかうえ う ぁう
きがくぐｘｚぃぐぃ かｘ こぉｘあかが おそくぐが

• うぅｚｘあぃぐぃ さぃえおぃあいぃぐｘぐｘ がぐ げぎうぅぃぎｘ
• きがくぐｘｚぃぐぃ うぅがぉｘごうがかぃか おｘぐぃぎうｘぉ がえがぉが

さぃえおぃあいぃぐｘぐｘ, かｘきぎうおぃぎ があぃそぉｘ うぉう
ｚぃくぐかうごう.

ｆｙぃぅくえぎぃいｘｚｘかぃぐが おがいぃ あｘ くぃ けくえがぎう, ｘえが
きがくぐｘｚうぐぃ くじあがｚぃ く ぁがぎぃしｘ ｚがあｘ (かが かぃ
えうきそしｘ) ｚじぐぎぃ ｚじｚ げぎうぅぃぎｘ.
• ぎｘぅあｚういぃぐぃ えｘかｘぉｘ ぅｘ がぐぐうさｘかぃ がぐ おそ‐

くぐがぐが ぇ, かｘぐうくかぃぐぃ ぁが, えｘえぐが ぃ きがえｘぅｘかが
かｘ げうぁけぎｘぐｘ, う ぁが きがくぐｘｚぃぐぃ かｘ おそくぐが ｚ
あがぉかがぐが さぃえおぃあいぃ かｘ げぎうぅぃぎｘ, えじあぃぐが
あｘ おがいぃ あｘ くぃ くじｙうぎｘ ｚがあｘぐｘ

• ｚかうおｘぐぃぉかが うぅくぐじぎいぃぐぃ ぉぃあｘ, えがぁｘぐが
ぅｘきがさかぃ あｘ くぃ ぐがきう. Ｚぅきがぉぅｚｘぇぐぃ あじぎ‐
ｚぃかｘ うぉう きぉｘくぐおｘくがｚｘ くぐじぎぁｘぉえｘ

• くぉぃあ えｘぐが ぉぃあじぐ くぃ ぎｘぅぐがきう, きがさうくぐぃぐぃ
う うぅｙじぎざぃぐぃ あが くけこが えがぎきけくｘ, ｘ きがくぉぃ
ｚじぎかぃぐぃ えｘかｘぉｘ ぅｘ がぐぐうさｘかぃ かｘ おそくぐが.

• ｚえぉぜさぃぐぃ けぎぃあｘ う ｚじぎかぃぐぃ かｘ おそくぐが ぅｘ‐
おぎｘぅぃかうぐぃ こぎｘかう.

ｇぎぃきがぎじさｚｘ くぃ あｘ きけくかぃぐぃ けぎぃあｘ かｘ かｘぇ-
ｚうくがえが きがぉがいぃかうぃ かｘ ぐぃぎおがくぐｘぐｘ かｘ ぎぃぁけ‐
ぉうぎｘかぃ ｚ きぎがあじぉいぃかうぃ かｘ かそえがぉえが さｘくｘ, ぅｘ
あｘ あがくぐうぁかぃ あがくぐｘぐじさかｘ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ かｘ
くじこぎｘかぃかうぃ えがぉえがぐが ぃ ｚじぅおがいかが きが-くえがぎが.

ＴＲＸｅｆ!  ｅぃ うぅきがぉぅｚｘぇぐぃ がくぐぎう おぃぐｘぉかう
うかくぐぎけおぃかぐう ぅｘ うぅくぐじぎぁｚｘかぃ かｘ くえぎぃいｘ がぐ
うぅきｘぎうぐぃぉそ, ぅｘ あｘ かぃ ぁが きがｚぎぃあうぐぃ. ｅぃ
うぅきがぉぅｚｘぇぐぃ おぃこｘかうさかう うかくぐぎけおぃかぐう うぉう
あぎけぁう かぃぃくぐぃくぐｚぃかう くぎぃあくぐｚｘ ぅｘ
けくえがぎそｚｘかぃ かｘ きぎがごぃくｘ かｘ ぎｘぅおぎｘぅそｚｘかぃ,
がくｚぃか きぎぃきがぎじさｚｘかうぐぃ がぐ きぎがうぅｚがあうぐぃぉそ.
ｇがえｘさｚｘかぃぐが かｘ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘぐｘ かｘ
ぅｘおぎｘぅぃかう がきｘえがｚえう こぎｘかｘ きが ｚぎぃおぃ かｘ
がｙぃぅくえぎぃいｘｚｘかぃぐが おがいぃ あｘ くじえぎｘぐう
ぐぃこかうそ ｙぃぅがきｘくぃか くぎがえ かｘ くじこぎｘかぃかうぃ.

ｂｘえ あｘ きがくぐじきうぐぃ, ｘえが

ＴｅＺｄＲｅＺＷ!  ｇぎぃあう がぐくぐぎｘかそｚｘかぃ かｘ
かぃうぅきぎｘｚかがくぐうぐぃ うぅえぉぜさぃぐぃ しぃきくぃぉｘ

がぐ ぃぉぃえぐぎうさぃくえうそ えがかぐｘえぐ.
ｉｘおが えｚｘぉうげうごうぎｘか ぃぉぃえぐぎがぐぃこかうえ うぉう
えがおきぃぐぃかぐかが ぉうごぃ ぐぎそｙｚｘ あｘ がぐくぐぎｘかそｚｘ
かぃうぅきぎｘｚかがくぐ, えがそぐが かぃ ぃ ｚ ぐがぅう かｘぎじさかうえ.

ＴＲＸｅｆ!  ｈｘｙがぐｘぐｘ かｘ けぎぃあｘ きぎがぐうさｘ く
がきぎぃあぃぉぃかう ぅｚけごう (ぅｚけごう がぐ えがおきぎぃくがぎｘ う
ごうぎえけぉｘごうそぐｘ). ｊがｚｘ かぃ ぃ きぎがｙぉぃお, ｘ
かがぎおｘぉかｘ ぎｘｙがぐｘ.
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ｇぎがｙぉぃお Ｔじぅおがいかｘ きぎうさうかｘ ｈぃざぃかうぃ
ｋぎぃあじぐ ぃ ざけおぃか. ｋぎぃあじぐ かぃ くぃ きがああじぎいｘ きぎｘ‐

ｚうぉかが.
ｇぎがｚぃぎぃぐぃ あｘぉう けぎぃあじぐ ぃ きが‐
くぐｘｚぃか くぐｘｙうぉかが (ｚくうさえうぐぃ
さぃぐうぎう えぎｘさぃぐｘ ぐぎそｙｚｘ あｘ くぃ
がきうぎｘぐ ｚじぎこけ きがあｘ).

ｂがおきぎぃくがぎじぐ ぎｘｙがぐう
かぃきぎぃえじくかｘぐが.

ｄがいぃ ぎぃぁけぉｘぐがぎじぐ かｘ ぐぃお‐
きぃぎｘぐけぎｘぐｘ あｘ かぃ ぃ かｘ‐
くぐぎがぃか きぎｘｚうぉかが.

Ｙｘあｘぇぐぃ きが-ｚうくがえｘ ぐぃおきぃぎｘ‐
ぐけぎｘ.

 Ｔぎｘぐｘぐｘ かぃ ぃ あがｙぎぃ ぅｘぐｚが‐
ぎぃかｘ.

Ｔういぐぃ "Ｙｘぐｚｘぎそかぃ かｘ ｚぎｘぐｘ‐
ぐｘ".

 Ｔぎｘぐｘぐｘ ぃ がぐｚｘぎそかｘ ぐｚじぎあぃ
さぃくぐが.

ｅぃ あぎじいぐぃ ｚぎｘぐｘぐｘ がぐｚがぎぃかｘ
きが-あじぉぁが がぐ かぃがｙこがあうおがぐが.

 ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘぐｘ かｘ けぎぃあｘ ぃ
ぐｚじぎあぃ ｚうくがえｘ.

Ｚぅさｘえｘぇぐぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘぐｘ かｘ
けぎぃあｘ あｘ くきｘあかぃ あが ぐぃおきぃぎｘ‐
ぐけぎｘぐｘ ｚ きがおぃしぃかうぃぐが,
きぎぃあう あｘ くじこぎｘかそｚｘぐぃ きぎが‐
あけえぐう.

 ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘぐｘ ｚ きがおぃしぃ‐
かうぃぐが ぃ ぐｚじぎあぃ ｚうくがえｘ.

ｅｘおｘぉぃぐぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘぐｘ ｚ
きがおぃしぃかうぃぐが.

ｇが ぅｘあかｘぐｘ くぐぃかｘ かｘ
こぉｘあうぉかうえｘ くぃ くぐうさｘ ｚが‐
あｘ.

ｇが ｚぎぃおぃ かｘ きぎがごぃくｘ かｘ
がｙぃぅくえぎぃいｘｚｘかぃ, ｚがあｘぐｘ がぐ
くえぎぃいｘ くぃ くぐうさｘ きが ぅｘあかｘぐｘ
くぐぃかｘ.

ｊがｚｘ ぃ かがぎおｘぉかが.

Ｔ こぉｘあうぉかうえｘ くぃ くじｙうぎｘ
ｚがあｘ.

ｆぐｚがぎじぐ ぅｘ うぅぉうぅｘかぃ かｘ ｚが‐
あｘ ぃ ぅｘきけざぃか.

ｇがさうくぐぃぐぃ がぐｚがぎｘ ぅｘ うぅぉうぅｘ‐
かぃ かｘ ｚがあｘぐｘ.

 Ｚおｘ きぎがあけえぐう, えがうぐが きぎぃさｘぐ
かｘ うぅぐうさｘかぃぐが かｘ ｚがあｘぐｘ ｚ
くじあｘ ぅｘ くじｙうぎｘかぃ.

ｇがぁぎういぃぐぃ くぃ きぎがあけえぐうぐぃ あｘ
かぃ くぃ あがきうぎｘぐ あが ぅｘあかｘぐｘ
くぐぃかｘ.

ｅｘ きがあｘ ぐぃさぃ ｚがあｘ. Ｚぅこがあそしうそぐ おｘぎえけさ ぅｘ ぐがきそ‐
しｘぐｘ くぃ ｚがあｘ かぃ くぃ うぅぉうｚｘ ｚ
ぐｘｚｘぐｘ かｘ うぅきｘぎうぐぃぉそ かｘあ
えがおきぎぃくがぎｘ.

ｉｚじぎいぃぐぃ うぅこがあそしうそ おｘぎえけさ
ぅｘ ぐがきそしｘぐｘ くぃ ｚがあｘ えじお ぐｘ‐
ｚｘぐｘ かｘ うぅきｘぎうぐぃぉそ.

Ｚおｘ ぐｚじぎあぃ おかがぁが
くえぎぃい う ぉぃあ.

ｇぎがあけえぐうぐぃ かぃ くｘ けｚうぐう きぎｘ‐
ｚうぉかが.

ｋｚうぇぐぃ ぁう きが-あがｙぎぃ.

 Ｔぎｘぐｘぐｘ かぃ ぃ あがｙぎぃ ぅｘぐｚが‐
ぎぃかｘ.

Ｔういぐぃ "Ｙｘぐｚｘぎそかぃ かｘ ｚぎｘぐｘ‐
ぐｘ".

 ｄがいぃ ぎぃぁけぉｘぐがぎじぐ かｘ ぐぃお‐
きぃぎｘぐけぎｘぐｘ あｘ かぃ ぃ かｘ‐
くぐぎがぃか きぎｘｚうぉかが.

Ｙｘあｘぇぐぃ きが-ｚうくがえｘ ぐぃおきぃぎｘ‐
ぐけぎｘ.

ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘぐｘ ｚ けぎぃあｘ
ぃ ぐｚじぎあぃ かうくえｘ.

ｄがいぃ ぎぃぁけぉｘぐがぎじぐ かｘ ぐぃお‐
きぃぎｘぐけぎｘぐｘ あｘ かぃ ぃ かｘ‐
くぐぎがぃか きぎｘｚうぉかが.

Ｙｘあｘぇぐぃ きが-ｚうくがえｘ ぐぃおきぃぎｘ‐
ぐけぎｘ.
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ｇぎがｙぉぃお Ｔじぅおがいかｘ きぎうさうかｘ ｈぃざぃかうぃ
ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘぐｘ ｚ けぎぃあｘ
ぃ ぐｚじぎあぃ ｚうくがえｘ.

ｄがいぃ ぎぃぁけぉｘぐがぎじぐ かｘ ぐぃお‐
きぃぎｘぐけぎｘぐｘ あｘ かぃ ぃ かｘ‐
くぐぎがぃか きぎｘｚうぉかが.

Ｙｘあｘぇぐぃ かｘ きが-かうくえｘ ぐぃおきぃ‐
ぎｘぐけぎｘ.

 Ｔぎｘぐｘぐｘ かぃ ぃ あがｙぎぃ ぅｘぐｚが‐
ぎぃかｘ.

Ｔういぐぃ "Ｙｘぐｚｘぎそかぃ かｘ ｚぎｘぐｘ‐
ぐｘ".

 ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘぐｘ かｘ けぎぃあｘ ぃ
ぐｚじぎあぃ ｚうくがえｘ.

Ｚぅさｘえｘぇぐぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘぐｘ かｘ
けぎぃあｘ あｘ くきｘあかぃ あが ぐぃおきぃぎｘ‐
ぐけぎｘぐｘ ｚ きがおぃしぃかうぃぐが,
きぎぃあう あｘ くじこぎｘかそｚｘぐぃ きぎが‐
あけえぐう.

 Ｗあかがｚぎぃおぃかかが くぃ くじこぎｘかそ‐
ｚｘぐ きぎぃえｘぉぃかが おかがぁが きぎが‐
あけえぐう.

Ｙｘぎぃいあｘぇぐぃ ぅｘ ぃあかがｚぎぃおぃか‐
かが くじこぎｘかぃかうぃ きが-おｘぉえが きぎが‐
あけえぐう.

ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘぐｘ ｚ がぐあぃ‐
ぉぃかうぃぐが かｘ こぉｘあうぉかうえｘ
ぃ ぐｚじぎあぃ ｚうくがえｘ.

ｅそおｘ ごうぎえけぉｘごうそ かｘ くぐけあぃか
ｚじぅあけこ ｚ こぉｘあうぉかうえｘ.

ｇがぁぎういぃぐぃ くぃ あｘ うおｘ ごうぎえけ‐
ぉｘごうそ かｘ くぐけあぃか ｚじぅあけこ ｚ
けぎぃあｘ.

ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘぐｘ ｚ がぐあぃ‐
ぉぃかうぃぐが かｘ げぎうぅぃぎｘ ぃ
ぐｚじぎあぃ ｚうくがえｘ.

ｇぎがあけえぐうぐぃ くｘ ぐｚじぎあぃ ｙぉう‐
ぅが ぃあうか あが あぎけぁ.

ｉじこぎｘかそｚｘぇぐぃ きぎがあけえぐうぐぃ
ぐｘえｘ, さぃ あｘ うおｘ ごうぎえけぉｘごうそ
かｘ くぐけあぃか ｚじぅあけこ.

ｋぎぃあじぐ かぃ ぎｘｙがぐう. ｋぎぃあじぐ ぃ うぅえぉぜさぃか. Ｔえぉぜさぃぐぃ けぎぃあｘ.
 ｑぃきくぃぉじぐ かぃ ぃ きがくぐｘｚぃか あが‐

ｙぎぃ ｚ えがかぐｘえぐｘ.
Ｔえぉぜさぃぐぃ きぎｘｚうぉかが しぃきくぃぉｘ
ｚ えがかぐｘえぐｘ かｘ ぅｘこぎｘかｚｘしｘぐｘ
おぎぃいｘ.

 ｂじお けぎぃあｘ かそおｘ ぅｘこぎｘかｚｘ‐
かぃ. ｅそおｘ かｘきぎぃいぃかうぃ ｚ おぎぃ‐
いがｚうそ えがかぐｘえぐ.

Ｔえぉぜさぃぐぃ あぎけぁ ぃぉぃえぐぎがけぎぃあ ｚ
えがかぐｘえぐｘ. ｆｙじぎかぃぐぃ くぃ えじお
えｚｘぉうげうごうぎｘか ぃぉぃえぐぎがぐぃこ‐
かうえ.

ｆくｚぃぐぉぃかうぃぐが かぃ ぎｘｙが‐
ぐう.

ｂぎけざえｘぐｘ ぃ あぃげぃえぐかｘ. Ｔういぐぃ "ｉおそかｘ かｘ えぎけざえｘぐｘ".

Ｒえが けぎぃあじぐ ｚくぃ がしぃ かぃ ぎｘｙがぐう きぎｘｚうぉかが
くぉぃあ ぁがぎかうぐぃ きぎがｚぃぎえう, がｙじぎかぃぐぃ くぃ えじお
くぃぎｚうぅｘ ぅｘ きがああぎじいえｘ.

ｉおそかｘ かｘ えぎけざえｘぐｘ
ＴｅＺｄＲｅＺＷ!  Ｚぅえぉぜさぃぐぃ しぃきくぃぉｘ がぐ
えがかぐｘえぐｘ かｘ ぅｘこぎｘかｚｘしｘぐｘ おぎぃいｘ.

1. ｉｚｘぉぃぐぃ ｚうか‐
ぐｘ がぐ えｘきｘえｘ
かｘ えぎけざえｘぐｘ.

2. Ｚぅあじぎきｘぇぐぃ
かｘｚじか ぎぃぅぃぐが
かｘ えｘきｘさぃぐが
かｘ えぎけざえｘぐｘ.

3. ｉｚｘぉぃぐぃ えｘきｘ‐
えｘ かｘ えぎけざえｘ‐
ぐｘ.

4. ｉおぃかぃぐぃ えぎけざえｘぐｘ く ぐｘえｘｚｘ くじく くじしｘ‐
ぐｘ おがしかがくぐ (おｘえくうおｘぉかｘぐｘ おがしかがくぐ ぃ

2

1

3
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きがえｘぅｘかｘ かｘ えｘきｘえｘ かｘ がくｚぃぐうぐぃぉかｘぐｘ
えぎけざえｘ).

5. ｇがくぐｘｚぃぐぃ えｘきｘえｘ かｘ えぎけざえｘぐｘ.
6. Ｙｘぐぃぁかぃぐぃ ｚうかぐｘ かｘ えｘきｘえｘ かｘ えぎけざえｘ‐

ぐｘ.
7. Ｔえぉぜさぃぐぃ しぃきくぃぉｘ ｚ えがかぐｘえぐｘ かｘ ぅｘ‐

こぎｘかｚｘしｘぐｘ おぎぃいｘ.
8. ｆぐｚがぎぃぐぃ ｚぎｘぐｘぐｘ. ｋｚぃぎぃぐぃ くぃ, さぃ

えぎけざえｘぐｘ くｚぃぐう.

Ｙｘぐｚｘぎそかぃ かｘ ｚぎｘぐｘぐｘ
1. ｇがさうくぐぃぐぃ けきぉじぐかぃかうそぐｘ かｘ ｚぎｘぐうさえｘ‐

ぐｘ.
2. ｇぎう かぃがｙこがあうおがくぐ ぎぃぁけぉうぎｘぇぐぃ ｚぎｘぐｘ‐

ぐｘ. Ｔい. "Ｚかくぐｘぉうぎｘかぃ".
3. Ｒえが ぃ かぃがｙこがあうおが, くおぃかぃぐぃ あぃげぃえぐかう‐

ぐぃ けきぉじぐかぃかうそ. ｆｙじぎかぃぐぃ くぃ えじお くぃぎ‐
ｚうぅｘ.

ｊぃこかうさぃくえう あｘかかう

   
ｈｘぅおぃぎう   
 Ｔうくがさうかｘ 1850 おお
 ｐうぎうかｘ 595 おお
 Ｖじぉｙがさうかｘ 632 おお
Ｔぎぃおぃ かｘ きがｚうざｘｚｘかぃ  20 さ

ｊぃこかうさぃくえうぐぃ あｘかかう くぃ かｘおうぎｘぐ かｘ ぐｘｙぃぉ‐
えｘぐｘ く あｘかかう ｚ ぉそｚｘぐｘ ｚじぐぎぃざかｘ くぐぎｘかｘ かｘ

けぎぃあｘ う かｘ ぃぐうえぃぐｘ ぅｘ ぃかぃぎぁうぇかｘ えｘぐぃぁが‐
ぎうそ.

Ｚかくぐｘぉうぎｘかぃ

ＴｅＺｄＲｅＺＷ!  ｇぎぃあう あｘ うかくぐｘぉうぎｘぐぃ
けぎぃあｘ,きぎがさぃぐぃぐぃ ｚかうおｘぐぃぉかが

"Ｚかげがぎおｘごうそ ぅｘ ｙぃぅがきｘくかがくぐ" ぅｘ くｚがそ
くがｙくぐｚぃかｘ ｙぃぅがきｘくかがくぐ う ぅｘ きぎｘｚうぉかｘぐｘ
ぎｘｙがぐｘ かｘ けぎぃあｘ.

ｈｘぅきがぉｘぁｘかぃ
Ｚかくぐｘぉうぎｘぇぐぃ ぐがぅう けぎぃあ かｘ おそくぐが, えじあぃぐが
ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘぐｘ ｚ きがおぃしぃかうぃぐが がぐぁがｚｘぎそ
かｘ えぉうおｘぐうさかうそ えぉｘく, きがくがさぃか かｘ ぐｘｙぃぉ‐
えｘぐｘ く あｘかかう かｘ けぎぃあｘ:

ｂぉうおｘ‐
ぐうさぃか
えぉｘく

ｉぐｘぇかｘぐｘ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ

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

ｄぃくぐがきがぉがいぃかうぃ
ｋぎぃあじぐ ぐぎそｙｚｘ あｘ くぃ うかくぐｘぉうぎｘ あがくぐｘぐじさ‐
かが あｘぉぃさ がぐ うぅぐがさかうごう かｘ ぐがきぉうかｘ, えｘぐが
ぎｘあうｘぐがぎう, ｙがぇぉぃぎう, きぎそえｘ くぉじかさぃｚｘ
くｚぃぐぉうかｘ う あぎ. ｇがぁぎういぃぐぃ くぃ あｘ うおｘ ごうぎ‐
えけぉｘごうそ かｘ くぐけあぃか ｚじぅあけこ きが ｚじぐぎぃざかｘぐｘ
ぅｘあかｘ くぐぃかｘ. Ｙｘ あｘ くぃ がくうぁけぎう かｘぇ-ぃげぃえ‐
ぐうｚかｘ ぎｘｙがぐｘ, えがぁｘぐが けぎぃあじぐ ぃ ぎｘぅきがぉがいぃか
きがあ ｚうくそし えけこかぃかくえう ざえｘげ, おうかうおｘぉかがぐが
ぎｘぅくぐがそかうぃ おぃいあけ ぁがぎかｘぐｘ おけ さｘくぐ う くぐぃか‐
かうそ ざえｘげ ぐぎそｙｚｘ あｘ ｙじあぃ かｘぇ-おｘぉえが 100
おお. Ｔ うあぃｘぉかうそ くぉけさｘぇ けぎぃあじぐ かぃ ぐぎそｙｚｘ
あｘ くぃ きがくぐｘｚそ きがあ ｚうくそしう えけこかぃかくえう ざえｘ‐
げがｚぃ. ｊがさかがぐが かうｚぃぉうぎｘかぃ くぃ がくうぁけぎそｚｘ
さぎぃぅ ぃあかが うぉう きがｚぃさぃ ぎぃぁけぉうぎけぃおう えぎｘさぃ‐
ぐｘ ｚ がくかがｚｘぐｘ かｘ けぎぃあｘ.

ｇｈＷＶｋｇｈＷＸＶＷｅＺＷ!  ｊぎそｙｚｘ あｘ ぃ
ｚじぅおがいかが けぎぃあじぐ あｘ くぃ うぅえぉぜさｚｘ がぐ

おぎぃいがｚがぐが ぅｘこぎｘかｚｘかぃ; ぅｘぐがｚｘ あが
しぃきくぃぉｘ くぉぃあ うかくぐｘぉうぎｘかぃぐが ぐぎそｙｚｘ あｘ
うおｘ ぉぃくぃか あがくぐじき.
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Ｙｘあかう あうくぐｘかごうがかかう ｚぐけぉえう う
かうｚぃぉうぎｘかぃ

1

2

3

Ｔ きぉうえｘ く あがえけおぃか‐
ぐｘごうそぐｘ うおｘ あｚぃ
あうくぐｘかごうがかかう
ｚぐけぉえう, えがうぐが ぐぎそｙ‐
ｚｘ あｘ くぃ きがくぐｘｚそぐ
えｘえぐが ぃ きがくがさぃかが
かｘ げうぁけぎｘぐｘ.
ｈｘぅこぉｘｙぃぐぃ ｚうかぐが‐
ｚぃぐぃ う ｚえｘぎｘぇぐぃ あう‐
くぐｘかごうがかかｘぐｘ
ｚぐけぉえｘ きがあ ぁぉｘｚｘぐｘ
かｘ くじがぐｚぃぐかうそ
ｚうかぐ, ｘ くぉぃあ ぐがｚｘ
きｘえ ぅｘぐぃぁかぃぐぃ ｚうか‐
ぐがｚぃぐぃ.

ｇぎう ぎｘぅきがぉｘぁｘかぃぐが
かｘ けぎぃあｘ ぐぎそｙｚｘ あｘ
がくうぁけぎうぐぃ ぐがぇ あｘ
ｙじあぃ かうｚぃぉうぎｘか.
ｊがｚｘ おがいぃ あｘ くぃ
きがくぐうぁかぃ く あｚぃ ぎぃ‐
ぁけぉうぎけぃおう えぎｘさぃぐｘ
がぐきぎぃあ かｘ あじかがぐが.

ｉｚｘぉそかぃ かｘ あじぎいｘさうぐぃ かｘ ぎｘげぐがｚぃぐぃ
Ｔｘざうそぐ けぎぃあ ぃ がｙがぎけあｚｘか く がぁぎｘかうさうぐぃぉう
かｘ ぎｘげぐがｚぃぐぃ, ぅｘ あｘ ｙじあｘぐ がｙぃぅがきｘくぃかう
きが ｚぎぃおぃ かｘ ぐぎｘかくきがぎぐうぎｘかぃ.

Ｙｘ あｘ ぁう おｘこかぃぐぃ,
かｘきぎｘｚぃぐぃ くぉぃあかが‐
ぐが:
1. ｇぎぃおぃくぐぃぐぃ

あじぎいｘさうぐぃ かｘ
ぎｘげぐがｚぃぐぃ きが
きがくがえｘ かｘ
くぐぎぃぉえｘぐｘ (A).

2. ｇがｚあうぁかぃぐぃ
ぎｘげぐｘ がぐ ぅｘあかｘ‐
ぐｘ くぐぎｘかｘ う ぁが
かｘぐうくかぃぐぃ かｘ‐
きぎぃあ, あがえｘぐが くぃ
がくｚがｙがあう (B).

3. ｄｘこかぃぐぃ がぁぎｘ‐
かうさうぐぃぉうぐぃ (C).

ｉｚじぎぅｚｘかぃ ｚ ぃぉぃえぐぎうさぃくえｘぐｘ おぎぃいｘ
ｇぎぃあう ｚえぉぜさｚｘかぃ えじお ぃぉぃえぐぎがぅｘこぎｘかｚｘ‐
しｘぐｘ おぎぃいｘ きぎがｚぃぎぃぐぃ あｘぉう かｘきぎぃいぃかうぃ‐
ぐが う さぃくぐがぐｘぐｘ かｘ ぐｘｙぃぉえｘぐｘ く あｘかかう がぐぁが‐
ｚｘぎそぐ かｘ ぐぃぅう がぐ あがおｘざかｘぐｘ ｚう ぃぉぃえぐぎが‐
ぅｘこぎｘかｚｘしｘ おぎぃいｘ.
ｋぎぃあじぐ ぐぎそｙｚｘ あｘ ぃ ぅｘぅぃおぃか. Ｙｘ ごぃぉぐｘ
しぃきくぃぉじぐ かｘ ぅｘこぎｘかｚｘしうそぐ えｘｙぃぉ うおｘ
くきぃごうｘぉぃか えがかぐｘえぐ. Ｒえが あがおｘざかうそぐ えがか‐
ぐｘえぐ かｘ ぃぉぃえぐぎがぅｘこぎｘかｚｘかぃぐが かぃ ぃ ぅｘぅぃ‐
おぃか, くｚじぎいぃぐぃ けぎぃあｘ えじお がぐあぃぉぃか ぅｘぅぃおそ‐
ｚｘし えｘｙぃぉ ｚ くじがぐｚぃぐくぐｚうぃ く あぃぇくぐｚｘしうぐぃ
かがぎおｘぐうｚかう ぎｘぅきがぎぃあｙう くぉぃあ えがかくけぉぐｘ‐
ごうそ く えｚｘぉうげうごうぎｘか ぐぃこかうえ.
ｇぎがうぅｚがあうぐぃぉそぐ かぃ かがくう がぐぁがｚがぎかがくぐ, ｘえが
ぁがぎぃきがくがさぃかうぐぃ おぃぎえう ぅｘ ｙぃぅがきｘくかがくぐ かぃ
くｘ くきｘぅぃかう.
ｋぎぃあじぐ くじがぐｚぃぐくぐｚｘ かｘ あうぎぃえぐうｚうぐぃ かｘ
ＷＺｆ.
ｆｙぎじしｘかぃ かｘ ｚぎｘぐｘぐｘ

ｇｈＷＶｋｇｈＷＸＶＷｅＺＷ!  ｇぎぃあう
うぅｚじぎざｚｘかぃぐが かｘ えｘえｚうぐが う あｘ ｙうぉが

がきぃぎｘごうう うぅｚｘあぃぐぃ しぃきくぃぉｘ がぐ えがかぐｘえぐｘ.

ＴＲＸｅｆ!  Ｙｘ うぅｚじぎざｚｘかぃぐが かｘ
くぉぃあｚｘしうぐぃ がきぃぎｘごうう きぎぃきがぎじさｚｘおぃ
ぐがｚｘ あｘ くぃ うぅｚじぎざう ぅｘぃあかが く あぎけぁが ぉうごぃ,
えがぃぐが あｘ あじぎいう ぅあぎｘｚが ｚぎｘぐうぐぃ かｘ けぎぃあｘ
きが ｚぎぃおぃ かｘ ぎｘｙがぐｘぐｘ.
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m3 m4

m5

m1 m2

1

• ｆぐｚがぎぃぐぃ ｚぎｘぐう‐
ぐぃ. ｈｘぅｚうかぐぃぐぃ
くぎぃあかｘぐｘ きｘかぐｘ
(й2). ｉｚｘぉぃぐぃ
きぉｘくぐおｘくがｚｘぐｘ
ｚぐけぉえｘ (й1).

• ｉｚｘぉぃぐぃ ぎｘぅあｘぉぃ‐
さうぐぃぉそ (й6) う ぁが
きぎぃおぃくぐぃぐぃ かｘ がぐ‐
くぎぃしかｘぐｘ くぐぎｘかｘ
かｘ ざうげぐｘ かｘ きｘか‐
ぐｘぐｘ (й5).

• ｉｚｘぉぃぐぃ ｚぎｘぐうぐぃ.
• ｉｚｘぉぃぐぃ しうげぐｘ

かｘ ぉぃｚうそ えｘきｘえ かｘ
くぎぃあかｘぐｘ きｘかぐｘ
(й3, й4) う ぁが きぎぃ‐
おぃくぐぃぐぃ かｘ がぐ‐
くぎぃしかｘぐｘ くぐぎｘかｘ.

• ｇがくぐｘｚぃぐぃ しうげぐｘ
かｘ くぎぃあかｘぐｘ きｘか‐
ぐｘ (й5) ｚ ぉぃｚうそ
がぐｚがぎ かｘ あがぉかｘぐｘ
ｚぎｘぐｘ.

• ｈｘぅｚうかぐぃぐぃ あが‐
ぉかｘぐｘ きｘかぐｘ (b1)

• ｉｚｘぉぃぐぃ しうげぐが‐
ｚぃぐぃ かｘ ぉぃｚうそ えｘ‐
きｘえ (b4) う ぁう きぎぃ‐
おぃくぐぃぐぃ かｘ がぐ‐
くぎぃしかｘぐｘ くぐぎｘかｘ.

• Ｙｘｚうかぐぃぐぃ がぐかがｚが
あがぉかｘぐｘ きｘかぐｘ
(b1) かｘ がぐくぎぃしかｘ‐
ぐｘ くぐぎｘかｘ.

• ｈｘぅｚうかぐぃぐぃ がきがぎ‐
かうそ しうげぐ かｘ あが‐
ぉかｘぐｘ きｘかぐｘ (b2) う
ｚぐけぉえｘぐｘ (b3) う ぁう
きがくぐｘｚぃぐぃ かｘ がぐ‐
くぎぃしかｘぐｘ くぐぎｘかｘ.

• ｉｚｘぉぃぐぃ ぐｘきうぐぃ
(1) がぐ ぁがぎかｘぐｘ
くぐぎｘかｘ かｘ あｚぃぐぃ
ｚぎｘぐう う ぁう きぎぃおぃ‐
くぐぃぐぃ かｘ あぎけぁｘぐｘ
くぐぎｘかｘ.

• ｇがくぐｘｚぃぐぃ がぐかがｚが
あがぉかｘぐｘ ｚぎｘぐｘ
ｚじぎこけ しうげぐｘ かｘ
あがぉかｘぐｘ きｘかぐｘ
(b2).

• ｇがくぐｘｚぃぐぃ くぎぃあ‐
かｘぐｘ きｘかぐｘ (й2) ｚ
ぉぃｚうそ がぐｚがぎ かｘ
あがぉかｘぐｘ ｚぎｘぐｘ.

• ｈｘぅｚうかぐぃぐぃ ざｘぎ‐
かうぎｘ かｘ ぁがぎかｘぐｘ
きｘかぐｘ う ぁが きがくぐｘ‐
ｚぃぐぃ かｘ がぐくぎぃし‐
かｘぐｘ くぐぎｘかｘ.

• ｇがくぐｘｚぃぐぃ ぁがぎかｘ‐
ぐｘ ｚぎｘぐｘ ｚじぎこけ
ざｘぎかうぎｘ かｘ ぁがぎ‐
かｘぐｘ きｘかぐｘ.

• ｇがくぐｘｚぃぐぃ がぐかがｚが
ぁがぎかｘぐｘ ｚぎｘぐｘ
ｚじぎこけ しうげぐｘ かｘ
くぎぃあかｘぐｘ きｘかぐｘ
(й5), えｘぐが ぉぃえが
かｘえぉがかうぐぃ う あｚぃ‐
ぐぃ ｚぎｘぐう.

• Ｙｘｚうかぐぃぐぃ がぐかがｚが
くぎぃあかｘぐｘ きｘかぐｘ
(й2). ｅぃ ぅｘｙぎｘ‐
ｚそぇぐぃ あｘ くｚｘぉうぐぃ
きぉｘくぐおｘくがｚｘぐｘ
ｚぐけぉえｘ (й1).

ｅｘきぎｘｚぃぐぃ きがくぉぃあかｘ きぎがｚぃぎえｘ, ぅｘ あｘ くぃ
けｚぃぎうぐぃ, さぃ:
• Ｔくうさえう ｚうかぐがｚぃ くｘ ぅｘぐぃぁかｘぐう.
• ｈじｙがｚぃぐぃ かｘ ｚぎｘぐうぐぃ くｘ けくきがぎぃあかう かｘ

くぐぎｘかうさかうぐぃ ぎじｙがｚぃ かｘ けぎぃあｘ.
• ｄｘぁかうぐかがぐが けきぉじぐかぃかうぃ きぎうぉぃきｚｘ えじお

ぎｘおえｘぐｘ.
• Ｔぎｘぐｘぐｘ くぃ がぐｚｘぎそ う ぅｘぐｚｘぎそ あがｙぎぃ.
Ｒえが くぐｘぇかｘぐｘ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ ぃ かうくえｘ (かｘきぎ.
きぎぃぅ ぅうおｘぐｘ), けきぉじぐかぃかうぃぐが おがいぃ あｘ かぃ

きぎうぉぃきｚｘ うあぃｘぉかが えじお ぎｘおえｘぐｘ. ｇぎう ぐｘ‐
えじｚ くぉけさｘぇ うぅさｘえｘぇぐぃ ぃくぐぃくぐｚぃかがぐが きぎう‐
ぉそぁｘかぃ かｘ けきぉじぐかぃかうぃぐが うぉう けくえがぎぃぐぃ ぐが‐
ぅう きぎがごぃく, えｘぐが かｘぁぎぃぃぐぃ くじがぐｚぃぐかｘぐｘ
さｘくぐ く がｙうえかがｚぃか くぃざがｘぎ.
Ｒえが かぃ うくえｘぐぃ あｘ うぅｚじぎざｚｘぐぃ ぁがぎかうぐぃ がきぃ‐
ぎｘごうう, がｙじぎかぃぐぃ くぃ えじお かｘぇ-ｙぉうぅえうそ くぃぎ‐
ｚうぅ. ｉぃぎｚうぅかうそぐ くきぃごうｘぉうくぐ しぃ うぅｚじぎざう
がｙぎじしｘかぃぐが かｘ ｚぎｘぐｘぐｘ ぅｘ ｚｘざｘ くおぃぐえｘ.
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ｆきｘぅｚｘかぃ かｘ がえがぉかｘぐｘ くぎぃあｘ

ｉうおｚがぉじぐ    ｚじぎこけ きぎがあけえぐｘ うぉう
がきｘえがｚえｘぐｘ おけ きがえｘぅｚｘ, さぃ ぐがぅう きぎがあけえぐ かぃ
ぐぎそｙｚｘ あｘ くぃ ぐぎぃぐうぎｘ えｘぐが あがおｘえうかくえうぐぃ
がぐきｘあじごう. Ｔおぃくぐが ぐがｚｘ, ぐがぇ ぐぎそｙｚｘ あｘ くぃ
きぎぃあｘあぃ ｚ くきぃごうｘぉうぅうぎｘか きけかえぐ ぅｘ
ぎぃごうえぉうぎｘかぃ かｘ ぃぉぃえぐぎうさぃくえが う
ぃぉぃえぐぎがかかが がｙがぎけあｚｘかぃ. ｂｘぐが くぃ
きがぁぎういうぐぃ ぐがぅう きぎがあけえぐ あｘ ｙじあぃ
うぅこｚじぎぉぃか きが きがあこがあそし かｘさうか, ｚうぃ しぃ
きがおがぁかぃぐぃ ぅｘ きぎぃあがぐｚぎｘぐそｚｘかぃ かｘ

ｚじぅおがいかうぐぃ かぃぁｘぐうｚかう きがくぉぃあくぐｚうそ ぅｘ
がえがぉかｘぐｘ くぎぃあｘ う さがｚぃざえがぐが ぅあぎｘｚぃ,
えがうぐが うかｘさぃ ｙうこｘ おがぁぉう あｘ ｙじあｘぐ
きぎぃあうぅｚうえｘかう がぐ かぃきぎｘｚうぉかがぐが
うぅこｚじぎぉそかぃ えｘぐが がぐきｘあじえ かｘ ぐがぅう きぎがあけえぐ.
Ｙｘ きが-きがあぎがｙかｘ うかげがぎおｘごうそ ぅｘ
ぎぃごうえぉうぎｘかぃ かｘ ぐがぅう きぎがあけえぐ くぃ がｙじぎかぃぐぃ
えじお おぃくぐかｘぐｘ ぁぎｘあくえｘ けきぎｘｚｘ, くぉけいｙｘぐｘ ぅｘ
ｚぐがぎうさかう くけぎがｚうかう うぉう おｘぁｘぅうかｘ,
がぐえじあぃぐが くぐぃ ぅｘえけきうぉう きぎがあけえぐｘ.
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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

 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

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ｘ‐
ｚ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. Эぐが きがぅｚがぉうぐ うくえぉぜさうぐず
きぎぃｚぎｘしぃかうぃ ぃぁが ｚ くおぃぎぐぃぉずかけぜ ぉがｚけ‐
ざえけ あぉそ あぃぐぃぇ.

ｆｙしうぃ きぎｘｚうぉｘ ぐぃこかうえう
ｙぃぅがきｘくかがくぐう

ｇｈＷＶｋｇｈＷＸＶＷｅＺＷ!  ｅぃ あがきけくえｘぇぐぃ
きぃぎぃえぎすぐうそ ｚぃかぐうぉそごうがかかすこ

がぐｚぃぎくぐうぇ.

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

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

• ｅぃ あがきけくえｘぇぐぃ きがｚぎぃいあぃかうそ えがかぐけぎｘ
こぉｘあｘぁぃかぐｘ.

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

ぐがぁが きぉｘおぃかう う うくぐがさかうえがｚ ｚがくきぉｘおぃ‐
かぃかうそ

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

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

ＴｅＺｄＲｅＺＷ!  Ｙｘおぃかけ せぉぃえぐぎうさぃくえうこ
さｘくぐぃぇ うぅあぃぉうそ (ざかけぎｘ きうぐｘかうそ, ｚうぉ‐

えう, えがおきぎぃくくがぎｘ) あがぉいぃか きぎがうぅｚがあうぐず
くぃぎぐうげうごうぎがｚｘかかすぇ きぎぃあくぐｘｚうぐぃぉず くぃぎ‐
ｚうくかがぁが ごぃかぐぎｘ うぉう えｚｘぉうげうごうぎがｚｘかかすぇ
がｙくぉけいうｚｘぜしうぇ きぃぎくがかｘぉ.

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

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

3. ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが Ｔす くおがいぃぐぃ あがくぐｘぐず
ｚうぉえけ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ きぎうｙがぎｘ.

4. ｅぃ ぐそかうぐぃ くぃぐぃｚがぇ ざかけぎ.

5. Ｗくぉう ぎがぅぃぐえｘ せぉぃえぐぎがきうぐｘかうそ かぃ ぅｘ‐
えぎぃきぉぃかｘ, かぃ ｚくぐｘｚぉそぇぐぃ ｚ かぃぃ ｚうぉえけ.
ｉけしぃくぐｚけぃぐ がきｘくかがくぐず きがぎｘいぃかうそ
せぉぃえぐぎうさぃくえうお ぐがえがお うぉう きがいｘぎｘ.

6. ｅぃぉずぅそ きがぉずぅがｚｘぐずくそ きぎうｙがぎがお く
ぉｘおきがぇ ｙぃぅ きぉｘげがかｘ 4)ｚかけぐぎぃかかぃぁが
がくｚぃしぃかうそ.

• Ｖｘかかすぇ きぎうｙがぎ ぐそいぃぉすぇ. Ｓけあずぐぃ がくぐが‐
ぎがいかす きぎう ぃぁが きぃぎぃおぃしぃかうう.

• ｅぃ ｚすかうおｘぇぐぃ う かぃ ぐぎがぁｘぇぐぃ きぎぃあおぃぐす
ｚ おがぎがぅうぉずかがお がぐあぃぉぃかうう おがえぎすおう うぉう
ｚぉｘいかすおう ぎけえｘおう, せぐが おがいぃぐ きぎうｚぃくぐう
え きがそｚぉぃかうぜ かｘ ぎけえｘこ くくｘあうか うぉう がいが‐
ぁがｚ がぐ がｙおがぎがいぃかうそ.

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

Ｗいぃあかぃｚかｘそ せえくきぉけｘぐｘごうそ
• ｅぃ くぐｘｚずぐぃ かｘ きぉｘくぐおｘくくがｚすぃ さｘくぐう

きぎうｙがぎｘ ぁがぎそさけぜ きがくけあけ.
• ｅぃ こぎｘかうぐぃ ｚ こがぉがあうぉずかうえぃ ｚがくきぉｘおぃ‐

かそぜしうぃくそ ぁｘぅす う いうあえがくぐう, ぐｘえ えｘえ がかう
おがぁけぐ ｚぅがぎｚｘぐずくそ.

• ｅぃ きがおぃしｘぇぐぃ きぎがあけえぐす きうぐｘかうそ きぎそおが
かｘきぎがぐうｚ ｚがぅあけこがｚすきけくえかがぁが がぐｚぃぎくぐうそ
ｚ ぅｘあかぃぇ くぐぃかえぃ. 5)

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

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

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

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

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

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

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

• ｅぃ くぉぃあけぃぐ さうくぐうぐず きぎうｙがぎ おぃぐｘぉぉうさぃ‐
くえうおう きぎぃあおぃぐｘおう.

• ｅぃ きがぉずぅけぇぐぃくず がくぐぎすおう きぎぃあおぃぐｘおう
あぉそ けあｘぉぃかうそ ぉずあｘ く きぎうｙがぎｘ. Ｚくきがぉず‐
ぅけぇぐぃ きぉｘくぐうえがｚすぇ くえぎぃｙがえ.

• ｈぃぁけぉそぎかが きぎがｚぃぎそぇぐぃ くぉうｚかがぃ がぐｚぃぎ‐
くぐうぃ こがぉがあうぉずかうえｘ あぉそ ぐｘぉがぇ ｚがあす. ｇぎう
かぃがｙこがあうおがくぐう きぎがさうくぐうぐぃ くぉうｚかがぃ がぐ‐
ｚぃぎくぐうぃ. Ｗくぉう がぐｚぃぎくぐうぃ ぅｘえけきがぎうぐくそ,
ｚがあｘ ｙけあぃぐ くがｙうぎｘぐずくそ かｘ あかぃ きぎうｙがぎｘ.

ｋくぐｘかがｚえｘ
ＴＲＸｅｆ!  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. 6)

ｆｙくぉけいうｚｘかうぃ
• ｃぜｙすぃ がきぃぎｘごうう きが ぐぃこがｙくぉけいうｚｘかうぜ

きぎうｙがぎｘ あがぉいかす ｚすきがぉかそぐずくそ えｚｘぉう‐
げうごうぎがｚｘかかすお せぉぃえぐぎうえがお うぉう けきがぉかが‐
おがさぃかかすお くきぃごうｘぉうくぐがお.

• ｊぃこがｙくぉけいうｚｘかうぃ あｘかかがぁが きぎうｙがぎｘ
あがぉいかが ｚすきがぉかそぐずくそ ぐがぉずえが くきぃごうｘぉう‐
くぐｘおう ｘｚぐがぎうぅがｚｘかかがぁが くぃぎｚうくかがぁが
ごぃかぐぎｘ く うくきがぉずぅがｚｘかうぃお うくえぉぜさうぐぃぉず‐
かが がぎうぁうかｘぉずかすこ ぅｘきさｘくぐぃぇ.

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.

ｆきうくｘかうぃ ぎｘｙがぐす

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.

6) Ｗくぉう きぎぃあけくおがぐぎぃかが きがあえぉぜさぃかうぃ え ｚがあがきぎがｚがあけ
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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.

ＴＲＸｅｆ!  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.

ｇぃぎｚがぃ うくきがぉずぅがｚｘかうぃ

ｏうくぐえｘ こがぉがあうぉずかうえｘ うぅかけぐぎう
ｇぃぎぃあ きぃぎｚすお ｚえぉぜさぃかうぃお きぎうｙがぎｘ ｚす‐
おがぇぐぃ ぃぁが ｚかけぐぎぃかかうぃ きがｚぃぎこかがくぐう う ｚくぃ
ｚかけぐぎぃかかうぃ きぎうかｘあぉぃいかがくぐう ぐぃきぉがぇ ｚが‐
あがぇ く かぃぇぐぎｘぉずかすお おすぉがお, さぐがｙす けあｘぉうぐず
ぅｘきｘこ, こｘぎｘえぐぃぎかすぇ あぉそ ぐがぉずえが さぐが うぅぁが‐

ぐがｚぉぃかかがぁが うぅあぃぉうそ, ぅｘぐぃお ぐしｘぐぃぉずかが
きぎがぐぎうぐぃ うこ.

ＴＲＸｅｆ!  ｅぃ うくきがぉずぅけぇぐぃ おがぜしうぃ うぉう
ｘｙぎｘぅうｚかすぃ くぎぃあくぐｚｘ, ぐ.え. がかう おがぁけぐ きが‐
ｚぎぃあうぐず きがえぎすぐうぃ きがｚぃぎこかがくぐぃぇ こがぉが‐
あうぉずかうえｘ.

Ｗいぃあかぃｚかがぃ うくきがぉずぅがｚｘかうぃ

Ｙｘおがぎｘいうｚｘかうぃ くｚぃいうこ きぎがあけえぐがｚ
ｄがぎがぅうぉずかがぃ がぐあぃぉぃかうぃ きぎぃあかｘぅかｘさぃかが
あぉそ ぅｘおがぎｘいうｚｘかうそ くｚぃいうこ きぎがあけえぐがｚ う
きぎがあがぉいうぐぃぉずかがぁが こぎｘかぃかうそ ぅｘおがぎがいぃか‐
かすこ きぎがあけえぐがｚ, ｘ ぐｘえいぃ きぎがあけえぐがｚ ぁぉけｙが‐
えがぇ ぅｘおがぎがぅえう.
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.

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

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.

ｉじぃおかすぃ きがぉえう

ｅｘ くぐぃかえｘこ こがぉが‐
あうぉずかうえｘ けくぐｘかが‐
ｚぉぃか ぎそあ かｘきぎｘｚ‐
ぉそぜしうこ, きがぅｚが‐
ぉそぜしうこ ぎｘぅおぃ‐
しｘぐず きがぉえう きが いぃ‐
ぉｘかうぜ.

ｈｘぅおぃしぃかうぃ きがぉがえ あｚぃぎごす

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

ｇがくぐぃきぃかかが 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, あが ぐぃこ
きがぎ, 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.

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がぁが
がぐあぃぉぃかうそ
ｂがぎぅうかす おがぎがぅうぉずかがぁが がぐあぃぉぃかうそ 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. Ｔが
ｚぎぃおそ うぅｚぉぃさぃかうそ えがぎぅうかえう うぅ おがぎがぅうぉず‐
かうえｘ ぐそかうぐぃ ぃぃ かｘ くぃｙそ, きがえｘ がかｘ かぃ けきぎぃぐ‐
くそ ｚ がぁぎｘかうさうぐぃぉず, う うぅｚぉぃえうぐぃ ぃぃ, きぎう‐
きがあかそｚ きぃぎぃあかぜぜ くぐがぎがかけ.
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がぃ がぐ‐
あぃぉぃかうぃ 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 ｚ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.

ｇがぉぃぅかすぃ くがｚぃぐす

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. Эぐが かがぎ‐
おｘぉずかが.
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• 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. Э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ｘ‐
ｚぉそぃぐ がきｘくかがくぐう. Э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. Э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:
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ｘ‐
ｙ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;
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• 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;

• かぃ がぐえぎすｚｘぐず あｚぃぎごけ くぉうざえがお さｘくぐが う
かぃ あぃぎいｘぐず ぃぃ がぐえぎすぐがぇ あがぉずざぃ, さぃお
かぃがｙこがあうおが.

• ｇがくぉぃ ぎｘぅおがぎｘいうｚｘかうそ きぎがあけえぐす ｙすくぐ‐
ぎが きがぎぐそぐくそ う かぃ きがあぉぃいｘぐ きがｚぐがぎかがおけ
ぅｘおがぎｘいうｚｘかうぜ.

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

ｋこがあ う さうくぐえｘ

ｇｈＷＶｋｇｈＷＸＶＷｅＺＷ!  ｇぃぎぃあ
ｚすきがぉかぃかうぃお えｘえうこ-ぉうｙが がきぃぎｘごうぇ

きが さうくぐえぃ うぉう けこがあけ ぅｘ きぎうｙがぎがお ｚすかずぐぃ
ｚうぉえけ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ うぅ ぎがぅぃぐえう.

Ｔ こがぉがあうぉずかがお えがかぐけぎぃ あｘかかがぁが きぎう‐
ｙがぎｘ くがあぃぎいｘぐくそ けぁぉぃｚがあがぎがあす; きが‐

せぐがおけ ぃぁが がｙくぉけいうｚｘかうぃ う ぅｘきぎｘｚえｘ あがぉ‐
いかす がくけしぃくぐｚぉそぐずくそ ぐがぉずえが けきがぉかがおが‐
さぃかかすおう くきぃごうｘぉうくぐｘおう.

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

かｘあぉぃいかがくぐう おがぇぐぃ ぐぃきぉがぇ ｚがあがぇ く かぃ‐
ぇぐぎｘぉずかすお おすぉがお.

• ぐしｘぐぃぉずかが きぎがｚぃぎずぐぃ けきぉがぐかぃかうぃ あｚぃぎ‐
ごす う ｚすぐぎうぐぃ ぃぁが あがさうくぐｘ, さぐがｙす がかが
ｙすぉが さうくぐすお う ｙぃぅ おけくがぎｘ.

• くきがぉがくかうぐぃ う ぐしｘぐぃぉずかが ｚすぐぎうぐぃ.

ＴＲＸｅｆ!  ｅぃ ぐそかうぐぃ, かぃ あｚうぁｘぇぐぃ う
くぐｘぎｘぇぐぃくず かぃ きがｚぎぃあうぐず ぐぎけｙえう う えｘｙぃぉう
ｚかけぐぎう えがぎきけくｘ.

ｅうえがぁあｘ かぃ きがぉずぅけぇぐぃくず あぉそ さうくぐえう
ｚかけぐぎぃかかうこ きがｚぃぎこかがくぐぃぇ おがぜしうおう
くぎぃあくぐｚｘおう, ｘｙぎｘぅうｚかすおう きがぎがざえｘおう,
さうくぐそしうおう くぎぃあくぐｚｘおう く くうぉずかすお
ぅｘきｘこがお うぉう きがぉうぎがｚｘぉずかすおう きｘくぐｘおう,
ぐｘえ えｘえ がかう おがぁけぐ きがｚぎぃあうぐず きがｚぃぎこかがくぐず
う がくぐｘｚうぐず くぐがぇえうぇ ぅｘきｘこ.

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

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

ｈｘぅおがぎｘいうｚｘかうぃ おがぎがぅうぉずかがぁが
がぐあぃぉぃかうそ
ｅｘ きがぉえｘこ う ｚがえぎけぁ ｚぃぎこかぃぇ さｘくぐう おがぎが‐
ぅうぉずかがぁが がぐあぃぉぃかうそ ｚくぃぁあｘ がｙぎｘぅけぃぐくそ
がきぎぃあぃぉぃかかがぃ えがぉうさぃくぐｚが かｘぉぃあう.
ｈｘぅおがぎｘいうｚｘぇぐぃ おがぎがぅうぉずかがぃ がぐあぃぉぃ‐
かうぃ, えがぁあｘ くぉがぇ うかぃそ あがくぐうぁかぃぐ ぐがぉしうかす
がえがぉが 3-5 おお.
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すぐｘしうぐぃ くうぉえけ うぅ くぃぐぃｚがぇ ぎがぅぃぐえう うぉう

がぐえぉぜさうぐぃ せぉぃえぐぎがきぎうｙがぎ.
• けあｘぉうぐぃ うぅ えｘおぃぎす ｚくぃ こぎｘかそしうぃくそ ぐｘお

きぎがあけえぐす, ぅｘｚぃぎかうぐぃ うこ ｚ かぃくえがぉずえが
くぉがぃｚ ぁｘぅぃぐかがぇ ｙけおｘぁう う きがおぃくぐうぐぃ ｚ
きぎがこぉｘあかがぃ おぃくぐが

• ｚすぐｘしうぐぃ 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ぉがいうぐぃ 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がぃ
がぐあぃぉぃかうぃ 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すぐｘしうぐぃ ぃぁが, えｘえ

せぐが きがえｘぅｘかが かｘ うぉぉぜくぐぎｘごうう, う きがぉが‐
いうぐぃ かｘ あかが おがぎがぅうぉずかうえｘ, 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 おがぎがぅうぉずかうえ 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 あｘぐず おがぎがぅうぉずかうえけ きがぎｘ‐
ｙがぐｘぐず かぃくえがぉずえが さｘくがｚ ｚ くｘおがお うかぐぃか‐
くうｚかがお ぎぃいうおぃ, さぐがｙす ぐぎぃｙけぃおｘそ
ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ こぎｘかぃかうそ ｙすぉｘ あがくぐうぁかけぐｘ
えｘえ おがいかが くえがぎぃぃ.

ＴＲＸｅｆ!  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.
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ｏぐが あぃぉｘぐず, ぃくぉう ...

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.

ＴＲＸｅｆ!  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).
Э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.

Э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.

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.
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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
 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ｘｚうぉずかが ｚくぐｘｚぉぃかｘ ｚ ぎが‐
ぅぃぐえけ.

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

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

ｇがあえぉぜさうぐぃ 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 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.

Ｙｘおぃかｘ ぉｘおきがさえう
ｇｈＷＶｋｇｈＷＸＶＷｅＺＷ!  Ｔすかずぐぃ ｚうぉえけ
くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ うぅ ぎがぅぃぐえう.
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1. Ｔすｚうかぐうぐぃ
ｚうかぐ うぅ きぉｘ‐
げがかｘ.

2. ｇがぐそかうぐぃ かｘ
くぃｙそ えぎがか‐
ざぐぃぇか きぉｘげが‐
かｘ.

3. ｉかうおうぐぃ きぉｘ‐
げがか ぉｘおきがさ‐
えう.

4. ｋくぐｘかがｚうぐぃ かがｚけぜ ぉｘおきけ ぐがぇ いぃ おがし‐
かがくぐう (おｘえくうおｘぉずかｘそ おがしかがくぐず けえｘぅす‐
ｚｘぃぐくそ かｘ きぉｘげがかぃ).

5. ｋくぐｘかがｚうぐぃ きぉｘげがか.

2

1

3

6. Ｙｘぐそかうぐぃ ｚうかぐ かｘ きぉｘげがかぃ.
7. 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.
8. ｆぐえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ. ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが ぉｘお‐

きがさえｘ ぁがぎうぐ.

Ｙｘえぎすぐうぃ あｚぃぎごす
1. ｇぎがさうくぐうぐぃ けきぉがぐかうぐぃぉう あｚぃぎごす.
2. ｇぎう かぃがｙこがあうおがくぐう がぐぎぃぁけぉうぎけぇぐぃ

あｚぃぎごけ. ｉお. ぎｘぅあぃぉ "ｋくぐｘかがｚえｘ".
3. ｇぎう かぃがｙこがあうおがくぐう ぅｘおぃかうぐぃ かぃきぎう‐

ぁがあかすぃ けきぉがぐかうぐぃぉう あｚぃぎごす. ｆｙぎｘぐ‐
うぐぃくず ｚ くぃぎｚうくかすぇ ごぃかぐぎ.

ｊぃこかうさぃくえうぃ あｘかかすぃ

   
Ｕｘｙｘぎうぐす   
 Ｔすくがぐｘ 1850 おお
 ｐうぎうかｘ 595 おお
 Ｕぉけｙうかｘ 632 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

ｊぃこかうさぃくえうぃ あｘかかすぃ けえｘぅｘかす かｘ ぐｘｙぉうさえぃ
ぐぃこかうさぃくえうこ あｘかかすこ かｘ ぉぃｚがぇ くぐぃかえぃ ｚかけぐ‐

ぎう きぎうｙがぎｘ う かｘ ぐｘｙぉうさえぃ せかぃぎぁがきがぐぎぃ‐
ｙぉぃかうそ.

ｋくぐｘかがｚえｘ

ｇｈＷＶｋｇｈＷＸＶＷｅＺＷ!  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.

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‐
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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.
Ｖ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,
ぃくぉう こがぉがあうぉずかうえ 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, かｘきぎうおぃぎ, 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 ぐｘ‐
えうお 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 ｚ ぐｘ‐
えうこ おぃくぐｘこ ぉけさざぃ かぃ けくぐｘかｘｚぉうｚｘぐず きぎう‐
ｙがぎ. 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.
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Ｙｘあかうぃ きぎがえぉｘあえう う ｚすぎｘｚかうｚｘかうぃ

1

2

3

Ｔ きｘえぃぐ く あがえけおぃか‐
ぐｘごうぃぇ ｚぉがいぃかす
あｚぃ きぎがえぉｘあえう, えが‐
ぐがぎすぃ あがぉいかす
ｙすぐず ぅｘえぎぃきぉぃかす,
えｘえ きがえｘぅｘかが かｘ ぎう‐
くけかえぃ.
ｆくぉｘｙずぐぃ ｚうかぐす う
ｚくぐｘｚずぐぃ きぎがえぉｘあ‐
えけ きがあ うこ ぁがぉがｚえう,
きがくぉぃ さぃぁが くかがｚｘ
ぅｘぐそかうぐぃ ｚうかぐす.

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. Э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‐
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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.

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.

ＴＲＸｅｆ!  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.

m1 m2

m3 m4

m5
m6

1

• ｆぐえぎがぇぐぃ あｚぃぎ‐
ごす. 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).

• 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).

• ｉかうおうぐぃ あｚぃぎごす.
• 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.

• 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.

• ｆぐｚうかぐうぐぃ かうい‐
かぜぜ きぃぐぉぜ (b1).

• ｉかうおうぐぃ ぅｘぁぉけ‐
ざえう (b4) かｘ ぉぃｚがぇ
くぐがぎがかぃ 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.

• ｇぎうえぎけぐうぐぃ がｙ‐
ぎｘぐかが かういかぜぜ
きぃぐぉぜ (b1) かｘ きぎが‐
ぐうｚがきがぉがいかがぇ
くぐがぎがかぃ.

• 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 (b2)
う ざｘぇｙけ (b3) 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.

• ｉかうおうぐぃ ぅｘぁぉけ‐
ざえう (1) かｘ ｚぃぎこ‐
かぃぇ くぐがぎがかぃ がｙぃ‐
うこ あｚぃぎぃご 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.

• 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 (b2).

• 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.

• 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 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.

• ｅｘあぃかずぐぃ ｚぃぎこ‐
かぜぜ あｚぃぎごけ かｘ ぃぃ
ざぐうげぐ.

• ｇがくぐｘｚずぐぃ ｚぃぎこ‐
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 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.

• 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ｘ‐
ｙ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).

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.
• ｂぎｘそ あｚぃぎぃご ｙすぉう ぎｘくきがぉがいぃかす きｘぎｘぉ‐

ぉぃぉずかが ｙがえがｚがおけ えぎｘぜ きぎうｙがぎｘ.

• 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.
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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 せぐがお 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 うぉう けくえがぎずぐぃ せぐがぐ きぎがごぃくく, かｘぁぎぃｚ ぃぃ く
きがおがしずぜ がｙすさかがぁが げぃかｘ.

Ｔ くぉけさｘぃ, ぃくぉう ｚす かぃ いぃぉｘぃぐぃ ｚすきがぉかうぐず
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.

Ｙｘｙがぐｘ がｙ がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあぃ

ｉうおｚがぉ    かｘ うぅあぃぉうう うぉう かｘ ぃぁが
けきｘえがｚえぃ けえｘぅすｚｘぃぐ, さぐが がかが かぃ きがあぉぃいうぐ
けぐうぉうぅｘごうう ｚ えｘさぃくぐｚぃ ｙすぐがｚすこ がぐこがあがｚ.
Ｔおぃくぐが せぐがぁが ぃぁが くぉぃあけぃぐ くあｘぐず ｚ
くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうぇ きけかえぐ きぎうぃおえう
せぉぃえぐぎがかかがぁが う せぉぃえぐぎががｙがぎけあがｚｘかうそ あぉそ
きがくぉぃあけぜしぃぇ けぐうぉうぅｘごうう. ｉがｙぉぜあｘそ
きぎｘｚうぉｘ けぐうぉうぅｘごうう うぅあぃぉうそ, Ｔす
きがおがいぃぐぃ きぎぃあがぐｚぎｘぐうぐず きぎうさうかぃかうぃ

がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあぃ う ぅあがぎがｚずぜ ぉぜあぃぇ
きがぐぃかごうｘぉずかがぁが けしぃぎｙｘ, えがぐがぎすぇ
ｚがぅおがいぃか ｚ きぎがぐうｚかがお くぉけさｘぃ,
ｚくぉぃあくぐｚうぃ かぃきがあがｙｘぜしぃぁが がｙぎｘしぃかうそ く
きがあがｙかすおう がぐこがあｘおう. Ｙｘ ｙがぉぃぃ
きがあぎがｙかがぇ うかげがぎおｘごうぃぇ がｙ けぐうぉうぅｘごうう
せぐがぁが うぅあぃぉうそ きぎがくずｙｘ がｙぎｘしｘぐずくそ え
おぃくぐかすお ｚぉｘくぐそお, ｚ くぉけいｙけ きが ｚすｚがぅけ う
けぐうぉうぅｘごうう がぐこがあがｚ うぉう ｚ おｘぁｘぅうか, ｚ
えがぐがぎがお Ｔす きぎうがｙぎぃぉう うぅあぃぉうぃ.
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