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Ｚかくぐぎけえごうそ きが
せえくきぉけｘぐｘごうう

ｇがくけあがおがぃさかｘそ
おｘざうかｘ

Іかくぐぎけえごっそ ｇがくけあがおうぇかｘ
おｘざうかｘ



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

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

ｅｘあぃぃおくそ, さぐが かがｚすぇ きぎうｙがぎ あがくぐｘｚうぐ ｚｘお おかがぁが ぎｘあがくぐう.

ｉがあぃぎいｘかうぃ
Ｚかくぐぎけえごうう きが せえくきぉけｘぐｘごうう   3
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

 3
ｇぎｘｚうぉずかがぃ きぎうおぃかぃかうぃ   3
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   3
Ｓぃぅがきｘくかがくぐず あぃぐぃぇ   4
ｋくぐｘかがｚえｘ   4

ｆきうくｘかうぃ うぅあぃぉうそ   5
ｇｘかぃぉず けきぎｘｚぉぃかうそ   6

ｉぃぉぃえぐがぎ きぎがぁぎｘおお   7
ｂかがきえｘ ЙсирерЭb   7
ｂかがきえｘ ぅｘあぃぎいえう きけくえｘ   7
ｂかがきえｘ ｇｋｉｂ    7
ｎうげぎがｚがぇ あうくきぉぃぇ   7
ｂかがきえう あがきがぉかうぐぃぉずかすこ げけかえごうぇ

 8
ｈぃいうお かｘくぐぎがぇえう   8

ｇぃぎぃあ きぃぎｚすお うくきがぉずぅがｚｘかうぃお   8
ｋくぐｘかがｚえｘ くおそぁさうぐぃぉそ ｚがあす   9

ｈけさかがぃ ぎぃぁけぉうぎがｚｘかうぃ    9
ｅｘくぐぎがぇえｘ せぉぃえぐぎがかかがぁが ｙぉがえｘ

 10
Ｚくきがぉずぅがｚｘかうぃ くがぉう あぉそ
きがくけあがおがぃさかすこ おｘざうか   10
Ｚくきがぉずぅがｚｘかうぃ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ   11

ｈぃぁけぉうぎがｚえｘ あがぅうぎがｚえう
がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ    12

Ｙｘぁぎけぅえｘ くぐがぉがｚすこ きぎうｙがぎがｚ う きがくけあす
 12

ｇがぉぃぅかすぃ くがｚぃぐす う ぎぃえがおぃかあｘごうう
 12

かういかぃぇ えがぎぅうかぃ   13
ｂがぎぅうかｘ あぉそ くぐがぉがｚすこ きぎうｙがぎがｚ

 14
Ｔぃぎこかそそ えがぎぅうかｘ   15
ｈぃぁけぉうぎがｚｘかうぃ ｚすくがぐす ｚぃぎこかぃぇ
えがぎぅうかす    16

Ｚくきがぉずぅがｚｘかうぃ おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ   17
ｌけかえごうそ ЙсирерЭb   18
ｇぎがぁぎｘおおす おがぇえう   20
Ｔすｙがぎ う ぅｘきけくえ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう   22

ｇぎぃぎすｚｘかうぃ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう
 22

ｆぐおぃかｘ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう   22
Ｔすｙがぎ う ぅｘきけくえ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう く
がぐくぎがさえがぇ きけくえｘ   22
ｆぐおぃかｘ ぅｘあぃぎいえう きけくえｘ   23
ｆえがかさｘかうぃ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう

 23
ｈぃいうお がいうあｘかうそ   23
ｈｘぅぁぎけぅえｘ   23

ｋこがあ う さうくぐえｘ   23
ｆさうくぐえｘ げうぉずぐぎがｚ    24
ｏうくぐえｘ おｘざうかす くかｘぎけいう   25
ｄぃぎす ぅｘしうぐす がぐ ぅｘおぃぎぅｘかうそ    25

ｏぐが あぃぉｘぐず, ぃくぉう ...   25
ｊぃこかうさぃくえうぃ あｘかかすぃ   27
Ｚかくぐぎけえごうう きが けくぐｘかがｚえぃ   28
ｋくぐｘかがｚえｘ   28

ｋくぐｘかがｚえｘ きがあ ぎｘｙがさうぇ くぐがぉ    28

2 ｉがあぃぎいｘかうぃ



ｏぐがｙす くかそぐず ｚぃぎこかぜぜ きｘかぃぉず
きぎうｙがぎｘ, きぎがあぃぉｘぇぐぃ くぉぃあけぜしぃぃ:

 28
Ｕがぎうぅがかぐｘぉずかがぃ ｚすぎｘｚかうｚｘかうぃ
おｘざうかす   29

ｇがあえぉぜさぃかうぃ え ｚがあがきぎがｚがあけ   29

ｅｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ   29
ｉぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ   30

ｇがあえぉぜさぃかうぃ え せぉぃえぐぎがくぃぐう   31
ｆこぎｘかｘ がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあす   31

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

Ｚかくぐぎけえごうう きが せえくきぉけｘぐｘごうう

 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 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 おｘざうかす きぃ‐
ぎぃあ ぃぃ けくぐｘかがｚえがぇ う 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 かｘくぐがそ‐
しぃぃ ぎけえがｚがあくぐｚが. Ｔくぃぁあｘ こぎｘかうぐぃ かｘくぐがそしうぃ うかくぐぎけえごうう ｚおぃくぐぃ く おｘざう‐
かがぇ, あｘいぃ ぃくぉう きぃぎぃあｘぃぐぃ うぉう きぎがあｘぃぐぃ ぃぃ. ｇがぉずぅがｚｘぐぃぉう あがぉいかす こがぎが‐
ざが ぅかｘぐず, えｘえ ぎｘｙがぐｘぃぐ おｘざうかｘ, う きぎｘｚうぉｘ ｙぃぅがきｘくかがくぐう きぎう ぃぃ
せえくきぉけｘぐｘごうう.

ｇぎｘｚうぉずかがぃ きぎうおぃかぃかうぃ
• Ｖｘかかすぇ きぎうｙがぎ きぎぃあかｘぅかｘさぃか ぐがぉずえが あぉそ ｙすぐがｚがぁが きぎうおぃかぃかうそ.
• Ｚくきがぉずぅけぇぐぃ きぎうｙがぎ ぐがぉずえが あぉそ おすぐずそ ｙすぐがｚがぇ きがくけあす, きぎうぁがあかがぇ あぉそ

きがくけあがおがぃさかすこ おｘざうか.
• ｅぃ ぅｘぉうｚｘぇぐぃ ｚ きぎうｙがぎ かうえｘえうこ ぎｘくぐｚがぎうぐぃぉぃぇ. ｆきｘくかがくぐず ｚぅぎすｚｘ.
• ｅがいう う きぎがさうぃ ぅｘがくぐぎぃかかすぃ きぎぃあおぃぐす えぉｘあうぐぃ ｚ えがぎぅうかけ あぉそ くぐがぉがｚすこ

きぎうｙがぎがｚ がくぐぎうぃお ｚかうぅ. Ｗくぉう せぐが かぃｚがぅおがいかが, えぉｘあうぐぃ うこ ぁがぎうぅがかぐｘぉず‐
かが ｚ ｚぃぎこかぜぜ えがぎぅうかけ.

• Ｚくきがぉずぅけぇぐぃ ぐがぉずえが げうぎおぃかかけぜ きぎがあけえごうぜ あぉそ きがくけあがおがぃさかすこ おｘざうか
(おがぜしぃぃ くぎぃあくぐｚが, くがぉず, がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉず).

• Ｗくぉう がぐえぎすぐず あｚぃぎごけ きぎうｙがぎｘ ｚが ｚぎぃおそ ぃぁが ぎｘｙがぐす, うぅ かぃぁが おがいぃぐ ｚす‐
ぎｚｘぐずくそ ぁがぎそさうぇ きｘぎ. ｆきｘくかがくぐず がいがぁｘ えがいう.

• ｅぃ ｚすかうおｘぇぐぃ きがくけあけ うぅ きがくけあがおがぃさかがぇ おｘざうかす あが ぅｘｚぃぎざぃかうそ きぎが‐
ぁぎｘおおす おがぇえう.

• ｂがぁあｘ きぎがぁぎｘおおｘ おがぇえう ぅｘえがかさうぐくそ, 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 う ぅｘえぎがぇぐぃ えぎｘか きがあｘさう ｚがあす.

• ｈぃおがかぐうぎがｚｘぐず せぐがぐ きぎうｙがぎ ぎｘぅぎぃざｘぃぐくそ ぐがぉずえが けきがぉかがおがさぃかかがおけ
くきぃごうｘぉうくぐけ. ｇぎうおぃかそぇぐぃ ぐがぉずえが がぎうぁうかｘぉずかすぃ ぅｘきｘくかすぃ さｘくぐう.

• ｅぃ ｚすきがぉかそぇぐぃ ぎぃおがかぐ くｘおがくぐがそぐぃぉずかが ｚが うぅｙぃいｘかうぃ きがぉけさぃかうそ ぐぎｘｚお
う きがｚぎぃいあぃかうそ きぎうｙがぎｘ. Ｔくぃぁあｘ がｙぎｘしｘぇぐぃくず ｚ おぃくぐかすぇ くぃぎｚうくかすぇ
ごぃかぐぎ.

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
• ｃうごｘ (ｚえぉぜさｘそ あぃぐぃぇ) く かｘぎけざぃかかすおう 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ぐえがお がきすぐｘ うぉう ぅかｘかうぇ かぃ
あがぉいかす きがぉずぅがｚｘぐずくそ あｘかかすお きぎうｙがぎがお. ｆかう あがぉいかす かｘこがあうぐずくそ きがあ
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きぎうくおがぐぎがお うぉう きがぉけさｘぐず うかくぐぎけえごうう がぐ ぉうごｘ, がぐｚぃぐくぐｚぃかかがぁが ぅｘ うこ
ｙぃぅがきｘくかがくぐず.

• ｉがｙぉぜあｘぇぐぃ うかくぐぎけえごうう きが ぐぃこかうえぃ ｙぃぅがきｘくかがくぐう がぐ きぎがうぅｚがあうぐぃぉそ
おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ あぉそ きがくけあがおがぃさかすこ おｘざうか, さぐがｙす きぎぃあがぐｚぎｘぐうぐず
がいがぁう ぁぉｘぅ, ぎぐｘ う ぁがぎぉｘ.

• ｅぃ きぃぇぐぃ ｚがあけ うぅ きがくけあがおがぃさかがぇ おｘざうかす. Ｔ おｘざうかぃ おがぁけぐ ｙすぐず がくぐｘぐ‐
えう おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ.

• ｏぐがｙす きぎぃあがぐｚぎｘぐうぐず ぐぎｘｚおす う かぃ くきがぐえかけぐずくそ がｙ がぐえぎすぐけぜ あｚぃぎごけ,
ｚくぃぁあｘ ぅｘえぎすｚｘぇぐぃ ぃぃ, ぃくぉう かぃ きがぉずぅけぃぐぃくず おｘざうかがぇ.

• ｅぃ くｘあうぐぃくず う かぃ ｚくぐｘｚｘぇぐぃ かｘ がぐえぎすぐけぜ あｚぃぎごけ.

Ｓぃぅがきｘくかがくぐず あぃぐぃぇ
• ｕぐうお きぎうｙがぎがお おがぁけぐ きがぉずぅがｚｘぐずくそ ぐがぉずえが ｚぅぎがくぉすぃ. ｉぉぃあうぐぃ ぅｘ ぐぃお,

さぐがｙす おｘぉぃかずえうぃ あぃぐう かぃ うぁぎｘぉう く きぎうｙがぎがお.
• ｍぎｘかうぐぃ 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 ぎうくえ くおぃぎぐう がぐ けあけざぃかうそ.
• ｍぎｘかうぐぃ ｚくぃ おがぜしうぃ くぎぃあくぐｚｘ ｚ ｙぃぅがきｘくかがお おぃくぐぃ. ｅぃ きがぅｚがぉそぇぐぃ あぃ‐

ぐそお きぎうえｘくｘぐずくそ え おがぜしうお くぎぃあくぐｚｘお.
• ｅぃ きがあきけくえｘぇぐぃ あぃぐぃぇ え きがくけあがおがぃさかがぇ おｘざうかぃ, えがぁあｘ ぃぃ あｚぃぎごｘ がぐ‐

えぎすぐｘ.

ｋくぐｘかがｚえｘ
• ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが おｘざうかｘ かぃ きがｚぎぃいあぃかｘ きぎう ぐぎｘかくきがぎぐうぎがｚえぃ. ｅぃ きがあ‐

えぉぜさｘぇぐぃ きがｚぎぃいあぃかかけぜ おｘざうかけ. ｇぎう かぃがｙこがあうおがくぐう くｚそいうぐぃくず く きが‐
くぐｘｚしうえがお.

• ｇぃぎぃあ ぐぃお, えｘえ きぎうくぐけきｘぐず え せえくきぉけｘぐｘごうう, けあｘぉうぐぃ ｚくぜ けきｘえがｚえけ.
• ｇがあえぉぜさぃかうぃ え せぉぃえぐぎがくぃぐう あがぉいかが 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

えがおきぃぐぃかぐかすお ぉうごがお.
• ｇがあえぉぜさぃかうぃ え くぃぐう ｚがあがくかｘｙいぃかうそ う えｘかｘぉうぅｘごうう あがぉいかが 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 えがおきぃぐぃかぐかすお ぉうごがお.
• ｅぃ おぃかそぇぐぃ ぐぃこかうさぃくえうぃ こｘぎｘえぐぃぎうくぐうえう うぉう えがかくぐぎけえごうぜ せぐがぁが うぅあぃ‐

ぉうそ. ｈうくえ きがぉけさぃかうそ ぐぎｘｚお うぉう きがｚぎぃいあぃかうそ うぅあぃぉうそ.
• ｅぃ ｚえぉぜさｘぇぐぃ おｘざうかけ:

椴 ぃくぉう きがｚぎぃいあぃかす えｘｙぃぉず せぉぃえぐぎがきうぐｘかうそ うぉう ざぉｘかぁう あぉそ ｚがあす,
椴 ぃくぉう きｘかぃぉず けきぎｘｚぉぃかうそ, ぎｘｙがさｘそ きがｚぃぎこかがくぐず うぉう ごがえがぉず きがｚぎぃ‐

いあぃかす かｘくぐがぉずえが, さぐが くぐｘぉｘ あがくぐけきかがぇ ｚかけぐぎぃかかそそ さｘくぐず おｘざうかす.
ｆｙぎｘしｘぇぐぃくず ｚ おぃくぐかすぇ 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.

• ｅぃ くｚぃぎぉうぐぃ ｙがえがｚすぃ くぐぃかえう おｘざうかす, さぐがｙす かぃ きがｚぎぃあうぐず ぁうあぎｘｚぉう‐
さぃくえうぃ うぉう せぉぃえぐぎうさぃくえうぃ えがおきがかぃかぐす.

ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
ｉぐぎがぁが きぎうあぃぎいうｚｘぇぐぃくず うかくぐぎけえごうぇ きが きがあえぉぜさぃかうぜ え くぃぐそお せぉぃえぐぎが- う
ｚがあがくかｘｙいぃかうそ.
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ｆきうくｘかうぃ うぅあぃぉうそ

1 Ｔぃぎこかそそ えがぎぅうかｘ
2 ｇぃぎぃえぉぜさｘぐぃぉず いぃくぐえがくぐう ｚがあす
3 Ｗおえがくぐず あぉそ くがぉう
4 Ｖがぅｘぐがぎ おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ
5 Ｖがぅｘぐがぎ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ
6 ｊｘｙぉうさえｘ ぐぃこかうさぃくえうこ あｘかかすこ
7 ｌうぉずぐぎす
8 ｅういかうぇ ぎｘぅｙぎすぅぁうｚｘぐぃぉず
9 Ｔぃぎこかうぇ ぎｘぅｙぎすぅぁうｚｘぐぃぉず

10 ｈｘｙがさｘそ きがｚぃぎこかがくぐず
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ｇｘかぃぉず けきぎｘｚぉぃかうそ
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1 2 3 4
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A B

9

1 ｉぃぉぃえぐがぎ きぎがぁぎｘおお
2 ｂかがきえｘ їЙсирерЭb» (ЙСИРЕРAB)
3 ｂかがきえｘ їｆぐくぎがさえｘ きけくえｘ» (АБИAХ)
4 ｂかがきえｘ ｇｋｉｂ (ПРAОР)
5 ｎうげぎがｚがぇ あうくきぉぃぇ
6 Ｚかあうえｘぐがぎす
7 ｋえｘぅｘぐぃぉず くぃぉぃえぐがぎｘ きぎがぁぎｘおお
8 ｇがぉがいぃかうぃ їＴすえぉ»
9 ｂかがきえう あがきがぉかうぐぃぉずかすこ げけかえごうぇ

Ｚかあうえｘぐがぎす
ｌｘぅｘ おがぇえう Ｚかあうえｘぐがぎ ぅｘぁがぎｘぃぐくそ, えがぁあｘ ｚすきがぉかそぃぐくそ げｘぅｘ おがぇえう うぉう

きがぉがくえｘかうそ.

ｌｘぅｘ くけざえう Ｙｘぁがぎｘぃぐくそ, えがぁあｘ ｚすきがぉかそぃぐくそ せぐｘき くけざえう.

ｌけかえごうそ ЙсирерЭb Ｙｘぁがぎｘぃぐくそ きぎう ｚえぉぜさぃかうう げけかえごうう ЙсирерЭb. ｉお. ぎｘぅあぃぉ
їｌけかえごうそ ЙсирерЭb».

ｉがぉず 1) Ｙｘぁがぎｘぃぐくそ, えがぁあｘ ぐぎぃｙけぃぐくそ かｘきがぉかうぐず ぃおえがくぐず あぉそ くがぉう.
ｉお. ぎｘぅあぃぉ їｇぎうおぃかぃかうぃ きがくけあがおがぃさかがぇ くがぉう».
ｇがくぉぃ ぅｘきがぉかぃかうそ えがかぐぃぇかぃぎｘ うかあうえｘぐがぎ かｘぉうさうそ くがぉう おが‐
いぃぐ ぁがぎぃぐず ぃしぃ かぃくえがぉずえが さｘくがｚ. ｕぐが かぃ がえｘぅすｚｘぃぐ がぐぎうごｘ‐
ぐぃぉずかがぁが ｚぉうそかうそ かｘ ぎｘｙがぐけ きぎうｙがぎｘ.

6 ｇｘかぃぉず けきぎｘｚぉぃかうそ



Ｚかあうえｘぐがぎす
ｆきがぉｘくえうｚｘぐぃぉず
1)

Ｙｘぁがぎｘぃぐくそ, えがぁあｘ ぐぎぃｙけぃぐくそ かｘきがぉかうぐず あがぅｘぐがぎ がきがぉｘくえう‐
ｚｘぐぃぉそ. ｉお. ぎｘぅあぃぉ їＺくきがぉずぅがｚｘかうぃ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ».

1) Ｚかあうえｘぐがぎす かｘぉうさうそ くがぉう う/うぉう がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ かぃ ぅｘぁがぎｘぜぐくそ ｚが ｚぎぃおそ ｚすきがぉかぃかうそ
きぎがぁぎｘおおす おがぇえう, あｘいぃ えがぁあｘ くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうぃ えがかぐぃぇかぃぎす きけくぐす.

ｉぃぉぃえぐがぎ きぎがぁぎｘおお
• ｏぐがｙす ｚすえぉぜさうぐず おｘざうかけ うぉう ぅｘあｘぐず きぎがぁぎｘおおけ おがぇえう, きがｚぃぎかうぐぃ きが

うぉう きぎがぐうｚ さｘくがｚがぇ くぐぎぃぉえう くぃぉぃえぐがぎ きぎがぁぎｘおお. ｋえｘぅｘぐぃぉず かｘ くぃぉぃえ‐
ぐがぎぃ きぎがぁぎｘおお あがぉいぃか ｙすぐず かｘきぎｘｚぉぃか かｘ があかけ うぅ きぎがぁぎｘおお おがぇえう かｘ
きｘかぃぉう けきぎｘｚぉぃかうそ. Ｗくぉう けえｘぅｘぐぃぉず かｘ くぃぉぃえぐがぎぃ きぎがぁぎｘおお かｘきぎｘｚぉぃか
かｘ きぎがぁぎｘおおけ おがぇえう, かｘ ごうげぎがｚがお あうくきぉぃぃ きがそｚぉそぃぐくそ ｚぎぃおそ ぃぃ ｚす‐
きがぉかぃかうそ. Ｗくぉう けえｘぅｘぐぃぉず かｘ くぃぉぃえぐがぎぃ きぎがぁぎｘおお かぃ かｘきぎｘｚぉぃか かｘ きぎが‐
ぁぎｘおおけ おがぇえう, かｘ ごうげぎがｚがお あうくきぉぃぃ きがそｚぉそぜぐくそ あｚぃ ぁがぎうぅがかぐｘぉずかすぃ
きがぉがくす.

• ｏぐがｙす ｚすえぉぜさうぐず きがくけあがおがぃさかけぜ おｘざうかけ, きがｚぃぎかうぐぃ くぃぉぃえぐがぎ きぎが‐
ぁぎｘおお ぐｘえ, さぐがｙす けえｘぅｘぐぃぉず ｙすぉ かｘきぎｘｚぉぃか かｘ うかあうえｘぐがぎ "Ｔすえぉ".

ｉぃぉぃえぐがぎ きぎがぁぎｘおお きぎぃあかｘぅかｘさぃか あぉそ ぅｘあｘかうそ くぉぃあけぜしうこ がきぃぎｘごうぇ:
椴 ｅｘくぐぎがぇえｘ けくぐぎがぇくぐｚｘ あぉそ くおそぁさぃかうそ ｚがあす. ｉお. "ｅｘくぐぎがぇえｘ けくぐぎがぇくぐｚｘ

あぉそ くおそぁさぃかうそ ｚがあす"
椴 Ｔすえぉぜさぃかうぃ/ｚえぉぜさぃかうぃ あがぅｘぐがぎｘ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ. ｉお. ぎｘぅあぃぉ "ｌけかえ‐

ごうそ ЙсирерЭb".

ｂかがきえｘ ЙсирерЭb
ｅｘいおうぐぃ せぐけ えかがきえけ あぉそ ｚえぉぜさぃかうそ/ｚすえぉぜさぃかうそ げけかえごうう ЙсирерЭb. ｉお.
ぎｘぅあぃぉ "ｌけかえごうそ ЙсирерЭb".

ｂかがきえｘ ぅｘあぃぎいえう きけくえｘ
Ｚくきがぉずぅけぇぐぃ えかがきえけ ぅｘあぃぎいえう きけくえｘ あぉそ ぅｘあぃぎいえう きけくえｘ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう
かｘ ｚぎぃおそ がぐ 1 あが 19 さｘくがｚ. ｉお. ぎｘぅあぃぉ "ｋくぐｘかがｚえｘ う きけくえ きぎがぁぎｘおおす おがぇ‐
えう".

ｂかがきえｘ ｇｋｉｂ
Ｔがくきがぉずぅけぇぐぃくず せぐがぇ えかがきえがぇ あぉそ ぅｘきけくえｘ きぎがぁぎｘおおす おすぐずそ きがくけあす. ｉお.
ぎｘぅあぃぉ їＹｘあｘかうぃ う きけくえ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう».

ｎうげぎがｚがぇ あうくきぉぃぇ
Ｖうくきぉぃぇ きがえｘぅすｚｘぃぐ:
• Ｙｘあｘかかすぇ けぎがｚぃかず いぃくぐえがくぐう ｚ けくぐぎがぇくぐｚぃ あぉそ くおそぁさぃかうそ ｚがあす.
• Ｔえぉぜさぃかうぃ/ｚすえぉぜさぃかうぃ あがぅｘぐがぎｘ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ (ぐがぉずえが きぎう ｚえぉぜ‐

さぃかかがぇ げけかえごうう ЙсирерЭb).
• ｇぎがあがぉいうぐぃぉずかがくぐず きぎがぁぎｘおおす.
• Ｔぎぃおそ あが がえがかさｘかうそ きぎがぁぎｘおおす.
• Ｙｘｚぃぎざぃかうぃ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう (ｚ せぐがお くぉけさｘぃ かｘ ごうげぎがｚがお あうくきぉぃぃ

ｚすくｚぃさうｚｘぃぐくそ かがぉず).
• ｂがぉうさぃくぐｚが さｘくがｚ ぅｘあぃぎいえう きけくえｘ.
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• ｂがあす かぃうくきぎｘｚかがくぐぃぇ.

ｂかがきえう あがきがぉかうぐぃぉずかすこ げけかえごうぇ
ｌけかえごうがかｘぉずかすぃ えかがきえう うくきがぉずぅけぜぐくそ あぉそ ぐｘえうこ がきぃぎｘごうぇ:
• ｅｘくぐぎがぇえｘ けくぐぎがぇくぐｚｘ くおそぁさぃかうそ ｚがあす. ｉお. ぎｘぅあぃぉ їｅｘくぐぎがぇえｘ けくぐぎがぇ‐

くぐｚｘ くおそぁさぃかうそ ｚがあす».
• ｆぐおぃかｘ ｚすきがぉかそぃおがぇ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう うぉう ｚすきがぉかそぃおがぇ ぅｘあぃぎいえう

きけくえｘ. ｉお. ぎｘぅあぃぉ "Ｙｘあｘかうぃ う きけくえ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう".
• Ｔすえぉぜさぃかうぃ/ｚえぉぜさぃかうぃ あがぅｘぐがぎｘ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ, えがぁあｘ ｚえぉぜさぃかｘ

げけかえごうそ ЙсирерЭb. ｉお. ぎｘぅあぃぉ їｌけかえごうそ ЙсирерЭb».

ｈぃいうお かｘくぐぎがぇえう
ｇぎうｙがぎ かｘこがあうぐくそ ｚ ぎぃいうおぃ かｘくぐぎがぇえう, えがぁあｘ:
• ｉｚぃぐうぐくそ があうか うぉう かぃくえがぉずえが うかあうえｘぐがぎがｚ げｘぅ.
• ｅｘ ごうげぎがｚがお あうくきぉぃぃ ｙけあぃぐ おうぁｘぐず ｚぎぃおそ ｚすきがぉかぃかうそ きぎがぁぎｘおおす.
ｇぎうｙがぎ あがぉいぃか ｙすぐず ｚ ぎぃいうおぃ かｘくぐぎがぇえう あぉそ ｚすきがぉかぃかうそ くぉぃあけぜしうこ
がきぃぎｘごうぇ:
椴 Ｙｘあｘかうぃ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう.
椴 ｅｘくぐぎがぇえｘ けぎがｚかそ ｚ けくぐぎがぇくぐｚぃ あぉそ くおそぁさぃかうそ ｚがあす.
椴 Ｔすえぉぜさぃかうぃ/ｚえぉぜさぃかうぃ あがぅｘぐがぎｘ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ.
ｇぎうｙがぎ かぃ かｘこがあうぐくそ ｚ ぎぃいうおぃ かｘくぐぎがぇえう, えがぁあｘ:
• ｉｚぃぐうぐくそ があうか うぉう かぃくえがぉずえが うかあうえｘぐがぎがｚ げｘぅ.
• ｅぃ おうぁｘぃぐ ぅかｘさぃかうぃ ｚぎぃおぃかう きぎがあがぉいうぐぃぉずかがくぐう きぎがぁぎｘおおす.
Ｔ ぐｘえがお くぉけさｘぃ あぉそ ｚがぅｚぎｘぐｘ ｚ ぎぃいうお かｘくぐぎがぇえう がぐおぃかうぐぃ きぎがぁぎｘおおけ. ｉお.
ぎｘぅあぃぉ "ｋくぐｘかがｚえｘ う きけくえ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう".

ｇぃぎぃあ きぃぎｚすお うくきがぉずぅがｚｘかうぃお
ｇぎう ｚすきがぉかぃかうう えｘいあがぁが ざｘぁｘ きぎがごぃあけぎす くがｙぉぜあｘぇぐぃ くぉぃあけぜしうぃ うか‐
くぐぎけえごうう:
1. ｇぎがｚぃぎずぐぃ, さぐがｙす かｘ けくぐぎがぇくぐｚぃ あぉそ くおそぁさぃかうそ ｚがあす ｙすぉ けくぐｘかがｚぉぃか

きぎｘｚうぉずかすぇ あぉそ ｚｘざぃぇ おぃくぐかがくぐう けぎがｚぃかず いぃくぐえがくぐう ｚがあす. ｇぎう かぃ‐
がｙこがあうおがくぐう かｘくぐぎがぇぐぃ けくぐぎがぇくぐｚが あぉそ くおそぁさぃかうそ ｚがあす.

2. Ｙｘくすきずぐぃ くがぉず ｚ えがかぐぃぇかぃぎ.
3. Ｙｘぉぃぇぐぃ ｚ あがぅｘぐがぎ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉず.
4. Ｙｘぁぎけぅうぐぃ ｚ おｘざうかけ くぐがぉがｚすぃ きぎうｙがぎす う きがくけあけ.
5. ｋくぐｘかがｚうぐぃ きぎがぁぎｘおおけ, くががぐｚぃぐくぐｚけぜしけぜ ぅｘぁぎけいぃかかがぇ きがくけあぃ う くぐぃ‐

きぃかう ぃぃ ぅｘぁぎそぅかぃかうそ.
6. Ｙｘきがぉかうぐぃ あがぅｘぐがぎ おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ かｘあぉぃいｘしうお 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.
7. Ｙｘきけくぐうぐぃ きぎがぁぎｘおおけ おがぇえう.
Ｗくぉう Ｔす きがぉずぅけぃぐぃくず ぐｘｙぉぃぐえｘおう えがおｙうかうぎがｚｘかかがぁが おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ
(3 ｚ 1, 4 ｚ 1, 5 ｚ 1 う ぐ.あ.), くお. ぎｘぅあぃぉ 'ｌけかえごうそ ЙсирерЭb'.

8 ｇぃぎぃあ きぃぎｚすお うくきがぉずぅがｚｘかうぃお



ｋくぐｘかがｚえｘ くおそぁさうぐぃぉそ ｚがあす
ｋくぐぎがぇくぐｚが くおそぁさぃかうそ ｚがあす けあｘぉそぃぐ おうかぃぎｘぉずかすぃ ｚぃしぃくぐｚｘ う くがぉう うぅ
ｚがあがきぎがｚがあかがぇ ｚがあす, きがあｘｚｘぃおがぇ ｚ おｘざうかけ. ｄうかぃぎｘぉずかすぃ ｚぃしぃくぐｚｘ う
くがぉう おがぁけぐ がえｘぅｘぐず ｚぎぃあかがぃ ｚがぅあぃぇくぐｚうぃ かｘ ぎｘｙがぐけ おｘざうかす.
Ｘぃくぐえがくぐず ｚがあす うぅおぃぎそぃぐくそ ｚ くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうこ ぃあうかうごｘこ:
• かぃおぃごえうこ ぁぎｘあけくｘこ (аД°),
• げぎｘかごけぅくえうこ ぁぎｘあけくｘこ (°РД),
• おおがぉず/ぉ (おうぉぉうおがぉそこ かｘ ぉうぐぎ - おぃいあけかｘぎがあかすこ ぃあうかうごｘこ いぃくぐえがくぐう

ｚがあす),
• ぁぎｘあけくｘこ きが ざえｘぉぃ ｂぉｘぎえｘ.
ｋくぐｘかがｚうぐぃ かｘ けくぐぎがぇくぐｚぃ くおそぁさぃかうそ ｚがあす けぎがｚぃかず, くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうぇ
いぃくぐえがくぐう ｚがあす ｚ ｚｘざぃぇ おぃくぐかがくぐう. ｇぎう かぃがｙこがあうおがくぐう, がｙぎｘぐうぐぃくず ｚ
おぃくぐかけぜ がぎぁｘかうぅｘごうぜ きが ｚがあがくかｘｙいぃかうぜ.

Ｘぃくぐえがくぐず ｚがあす ｅｘくぐぎがぇえｘ いぃくぐえがくぐう ｚがあす
°аД (ぁぎｘ‐

あけくす
いぃくぐえが‐
くぐう ｚが‐

あす)

°РД (ぁぎｘ‐
あけくす

いぃくぐえが‐
くぐう ｚが‐

あす)

おおがぉず/ぉ ｂぉｘぎえ
(ざえｘぉｘ

いぃくぐえがくぐう
ｚがあす)

ｚぎけさかけぜ せぉぃえぐぎがかかすお
くきがくがｙがお

51 - 70 91 - 125 9,1 - 12,5 64 - 88 2 10
43 - 50 76 - 90 7,6 - 9,0 53 - 63 2 9
37 - 42 65 - 75 6,5 - 7,5 46 - 52 2 8
29 - 36 51 - 64 5,1 - 6,4 36 - 45 2 7
23 - 28 40 - 50 4,0 - 5,0 28 - 35 2 6
19 - 22 33 - 39 3,3 - 3,9 23 - 27 2 5
15 - 18 26 - 32 2,6 - 3,2 18 - 22 1 4
11 - 14 19 - 25 1,9 - 2,5 13 - 17 1 3
4 - 10 7 - 18 0,7 - 1,8 5 - 12 1 2

< 4 < 7 < 0,7 < 5 1 1) 1 1)

1) ｉがぉず かぃ ぐぎぃｙけぃぐくそ.

ｋくぐぎがぇくぐｚが あぉそ くおそぁさぃかうそ ｚがあす かぃがｙこがあうおが がぐぎぃぁけぉうぎがｚｘぐず ｚぎけさかけぜ う
せぉぃえぐぎがかかすお くきがくがｙがお.

ｈけさかがぃ ぎぃぁけぉうぎがｚｘかうぃ
Ｙｘｚがあくえｘそ かｘくぐぎがぇえｘ きぎうｙがぎｘ くががぐｚぃぐくぐｚけぃぐ きがぉがいぃかうぜ 2.
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1. ｆぐえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ.
2. Ｔすかずぐぃ かういかぜぜ えがぎぅうかけ.
3. ｇがｚぃぎかうぐぃ きぃぎぃえぉぜさｘぐぃぉず いぃくぐ‐

えがくぐう ｚがあす ｚ きがぉがいぃかうぃ 1 うぉう 2
(くお. ぐｘｙぉうごけ).

4. ｋくぐｘかがｚうぐぃ かｘ おぃくぐが かういかぜぜ えがぎ‐
ぅうかけ.

5. Ｙｘえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ.

ｅｘくぐぎがぇえｘ せぉぃえぐぎがかかがぁが ｙぉがえｘ
ｅｘ ぅｘｚがあぃ けくぐぎがぇくぐｚが あぉそ くおそぁさぃかうそ ｚがあす きがくけあがおがぃさかがぇ おｘざうかす けくぐｘ‐
かがｚぉぃかが かｘ けぎがｚぃかず 5.
ｅぃがｙこがあうおが ｚすえぉぜさうぐず きがくけあがおがぃさかけぜ おｘざうかけ.

1. ｅｘいおうぐぃ う けあぃぎいうｚｘぇぐぃ げけかえごうがかｘぉずかけぜ えかがきえけ Ｒ. ｇがｚぃぎかうぐぃ くぃぉぃえ‐
ぐがぎ きぎがぁぎｘおお きぎがぐうｚ さｘくがｚがぇ くぐぎぃぉえう, さぐがｙす ぃぁが けえｘぅｘぐぃぉず ｙすぉ かｘ‐
きぎｘｚぉぃか かｘ きぃぎｚけぜ きぎがぁぎｘおおけ おがぇえう かｘ きｘかぃぉう けきぎｘｚぉぃかうそ.

2. ｂがぁあｘ かｘ ごうげぎがｚがお あうくきぉぃぃ きがそｚうぐくそ ぐぃえけしｘそ かｘくぐぎがぇえｘ, がぐきけくぐうぐぃ
げけかえごうがかｘぉずかけぜ えかがきえけ Ｒ.
ｇぎうおぃぎす:
椴 けぎがｚぃかず 5 = 
椴 けぎがｚぃかず 10 = 

3. ｏぐがｙす うぅおぃかうぐず けぎがｚぃかず いぃくぐえがくぐう ｚがあす, かｘいおうぐぃ げけかえごうがかｘぉずかけぜ
えかがきえけ Ｒ. ｇぎう えｘいあがお かｘいｘぐうう えかがきえう けぎがｚぃかず きがｚすざｘぃぐくそ

4. ｇがｚぃぎかうぐぃ くぃぉぃえぐがぎ きぎがぁぎｘおお ｚ きがぉがいぃかうぃ їＴすえぉ», さぐがｙす くがこぎｘかうぐず
がきぃぎｘごうぜ.

Ｚくきがぉずぅがｚｘかうぃ くがぉう あぉそ きがくけあがおがぃさかすこ おｘざうか
ｇｈＷＶｋｇｈＷＸＶＷｅＺＷ!
Ｚくきがぉずぅけぇぐぃ ぐがぉずえが くがぉず あぉそ きがくけあがおがぃさかすこ おｘざうか. ｉがぉず, かぃ きぎぃあかｘぅ‐
かｘさぃかかｘそ あぉそ きがくけあがおがぃさかすこ おｘざうか, おがいぃぐ きがｚぎぃあうぐず けくぐぎがぇくぐｚが あぉそ
くおそぁさぃかうそ ｚがあす.

ｇｈＷＶｋｇｈＷＸＶＷｅＺＷ!
ｂぎけきうごす くがぉう うぉう くがぉぃかｘそ ｚがあｘ かｘ あかぃ きぎうｙがぎｘ おがぁけぐ ｚすぅｚｘぐず えがぎぎがぅうぜ.
ｏぐがｙす きぎぃあがぐｚぎｘぐうぐず えがぎぎがぅうぜ, かｘくすきｘぇぐぃ くがぉず ｚ きぎうｙがぎ あが かｘさｘぉｘ ｚす‐
きがぉかぃかうそ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう.

ｏぐがｙす かｘきがぉかうぐず ぃおえがくぐず あぉそ くがぉう, 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. ｇがｚぃぎかうぐぃ えぎすざえけ きぎがぐうｚ さｘくがｚがぇ くぐぎぃぉえう, さぐがｙす がぐえぎすぐず ぃおえがくぐず

あぉそ くがぉう.
2. ｅｘぉぃぇぐぃ ｚ ぃおえがくぐず あぉそ くがぉう 1 ぉ ｚがあす (ぐがぉずえが きぃぎぃあ きぃぎｚすお うくきがぉず‐

ぅがｚｘかうぃお).
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3. ｏぐがｙす ぅｘくすきｘぐず ｚ ぃおえがくぐず くがぉず,
ｚがくきがぉずぅけぇぐぃくず ｚがぎがかえがぇ.

4. ｋｙぃぎうぐぃ くがぉず ｚがえぎけぁ がぐｚぃぎくぐうそ
ぃおえがくぐう あぉそ くがぉう.

5. ｇがｚぃぎかうぐぃ えぎすざえけ きが さｘくがｚがぇ
くぐぎぃぉえぃ, さぐがｙす ぅｘえぎすぐず ぃおえがくぐず
あぉそ くがぉう.

ｊが, さぐが ｚがあｘ ｚすぉうｚｘぃぐくそ うぅ ぃおえがくぐう
あぉそ くがぉう, えがぁあｘ かｘくすきｘぃぐくそ くがぉず,
かがぎおｘぉずかが.
Ｗくぉう けくぐぎがぇくぐｚが あぉそ くおそぁさぃかうそ ｚがあす
かｘくぐぎがうぐず せぉぃえぐぎがかかすお くきがくがｙがお かｘ
けぎがｚぃかず 1, うかあうえｘぐがぎ くがぉう かぃ ｙけあぃぐ ぁがぎぃぐず.

Ｚくきがぉずぅがｚｘかうぃ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ
ｇｈＷＶｋｇｈＷＸＶＷｅＺＷ!
Ｚくきがぉずぅけぇぐぃ ぐがぉずえが くきぃごうｘぉずかすぇ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉず あぉそ きがくけあがおがぃさかすこ
おｘざうか.
ｅぃ ぅｘきがぉかそぇぐぃ あがぅｘぐがぎ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ あぎけぁうおう くがくぐｘｚｘおう (くぎぃあくぐｚが
あぉそ さうくぐえう きがくけあがおがぃさかすこ おｘざうか, いうあえがぃ おがぜしぃぃ くぎぃあくぐｚが う ぐ.き.). ｕぐが
おがいぃぐ きぎうｚぃくぐう え きがｚぎぃいあぃかうぜ きぎうｙがぎｘ.

ｆきがぉｘくえうｚｘぐぃぉず きがぅｚがぉそぃぐ くけざうぐず きがくけあけ ｙぃぅ がｙぎｘぅがｚｘかうそ きがぉがく う きそ‐
ぐぃか.
ｄｘざうかｘ ｘｚぐがおｘぐうさぃくえう あがｙｘｚぉそぃぐ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉず ｚが ｚぎぃおそ きがくぉぃあかぃぁが
ごうえぉｘ きがぉがくえｘかうそ.

ｏぐがｙす かｘきがぉかうぐず あがぅｘぐがぎ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ, ｚすきがぉかうぐぃ くぉぃあけぜしうぃ あぃぇ‐
くぐｚうそ:
1. ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ (Ｒ), さぐがｙす がぐ‐

えぎすぐず あがぅｘぐがぎ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ.
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2. ｅｘきがぉかうぐぃ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉぃお あが‐
ぅｘぐがぎ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ. ｆぐおぃぐえｘ
"йЭф"." きがえｘぅすｚｘぃぐ おｘえくうおｘぉず‐
かすぇ けぎがｚぃかず.

3. Ｔすぐぎうぐぃ きぎがぉうｚざうぇくそ がきがぉｘくえう‐
ｚｘぐぃぉず くｘぉげぃぐえがぇ, こがぎがざが ｚきうぐす‐
ｚｘぜしぃぇ いうあえがくぐず, ｚが うぅｙぃいｘかうぃ
うぅｙすぐがさかがぁが きぃかががｙぎｘぅがｚｘかうそ
きぎう くぉぃあけぜしぃぇ おがぇえぃ.

4. Ｙｘえぎがぇぐぃ あがぅｘぐがぎ がきがぉｘくえうｚｘぐぃ‐
ぉそ.

ｈぃぁけぉうぎがｚえｘ あがぅうぎがｚえう がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ
ｅｘ ぅｘｚがあぃ ぎぃぁけぉそぐがぎ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ けくぐｘかがｚぉぃか ｚ きがぉがいぃかうぃ 4.
Ｖがぅうぎがｚえけ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ おがいかが けくぐｘかがｚうぐず ｚ きぎぃあぃぉｘこ がぐ 1 (おうかうおけお)
あが 6 (おｘえくうおけお), さぐが くががぐｚぃぐくぐｚけぃぐ 1-6 おぉ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ.
Ｖぉそ けｚぃぉうさぃかうそ うぉう くかういぃかうそ あがぅうぎがｚ‐
えう きがｚぃぎかうぐぃ くぃぉぃえぐがぎ.
椴 ｋｚぃぉうさずぐぃ あがぅうぎがｚえけ, ぃくぉう かｘ きがくけあぃ

うおぃぜぐくそ えｘきぃぉずえう ｚがあす うぉう かｘぉぃぐ.
椴 Ｗくぉう かｘ きがくけあぃ がくぐｘぜぐくそ きがぉがくす, ｙぃ‐

ぉがｚｘぐすぃ きそぐかｘ うぉう ぁがぉけｙがｚｘぐｘそ きぉぃか‐
えｘ, けおぃかずざうぐぃ あがぅうぎがｚえけ.

Ｙｘぁぎけぅえｘ くぐがぉがｚすこ きぎうｙがぎがｚ う きがくけあす

ｇがぉぃぅかすぃ くがｚぃぐす う ぎぃえがおぃかあｘごうう
ｇｈＷＶｋｇｈＷＸＶＷｅＺＷ!
Ｚくきがぉずぅけぇぐぃ きぎうｙがぎ ぐがぉずえが あぉそ おすぐずそ ｙすぐがｚがぇ きがくけあす, きぎうぁがあかがぇ あぉそ
きがくけあがおがぃさかすこ おｘざうか.

ｅぃ うくきがぉずぅけぇぐぃ おｘざうかけ あぉそ おすぐずそ きぎぃあおぃぐがｚ, えがぐがぎすぃ おがぁけぐ きがぁぉがしｘぐず
ｚがあけ (ぁけｙえう, えけこがかかすぃ くｘぉげぃぐえう う ぐ.き.).
• ｇぃぎぃあ ぅｘぁぎけぅえがぇ くぐがぉがｚすこ きぎうｙがぎがｚ う きがくけあす ｚすきがぉかうぐぃ ぐｘえうぃ あぃぇ‐

くぐｚうそ:
椴 ｋあｘぉうぐぃ ｚくぃ がくぐｘぐえう きうしう う がぐこがあす.
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椴 ｈｘぅおそぁさうぐぃ きぎうぁがぎぃｚざうぃ がくぐｘぐえう きうしう ｚ くえがｚがぎがあｘこ.
• ｇぎう ぅｘぁぎけぅえぃ くぐがぉがｚすこ きぎうｙがぎがｚ う きがくけあす ｚすきがぉかうぐぃ ぐｘえうぃ あぃぇくぐｚうそ:

椴 ｇがぉすぃ きぎぃあおぃぐす (かｘきぎうおぃぎ, さｘざえう, くぐｘえｘかす, くえがｚがぎがあす) ぅｘぁぎけいｘぇぐぃ
ｚｚぃぎこ あかがお.

椴 ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが ｚがあｘ かぃ くがｙうぎｘぃぐくそ ｚかけぐぎう うぉう ｚ けぁぉけｙぉぃかうう がくかがｚｘ‐
かうそ きがくけあす.

椴 ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが くぐがぉがｚすぃ きぎうｙがぎす う きがくけあｘ かぃ ぉぃいｘぐ ｚかけぐぎう あぎけぁ
あぎけぁｘ.

椴 ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが くぐがぉがｚすぃ きぎうｙがぎす う きがくけあｘ かぃ かｘえぎすｚｘぜぐ あぎけぁうぃ
くぐがぉがｚすぃ きぎうｙがぎす う きがくけあけ.

椴 ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが くぐｘえｘかす かぃ くがきぎうえｘくｘぜぐくそ あぎけぁ く あぎけぁがお.
椴 ｄぃぉえうぃ きぎぃあおぃぐす けえぉｘあすｚｘぇぐぃ ｚ えがぎぅうかけ あぉそ くぐがぉがｚすこ きぎうｙがぎがｚ.

• ｇぉｘくぐうえがｚすぃ きぎぃあおぃぐす う くえがｚがぎがあす く ｘかぐうきぎうぁｘぎかすお きがえぎすぐうぃお おがぁけぐ
けあぃぎいうｚｘぐず えｘきぉう ｚがあす. ｇぉｘくぐうえがｚすぃ きぎぃあおぃぐす かぃ ｚすくすこｘぜぐ ぐｘえ いぃ
ｙすくぐぎが, えｘえ げｘぎげがぎがｚすぃ う くぐｘぉずかすぃ きぎぃあおぃぐす.

• ｃぃぁえうぃ きぎぃあおぃぐす けえぉｘあすｚｘぇぐぃ ｚ ｚぃぎこかぜぜ えがぎぅうかけ. ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが
きぎぃあおぃぐす かぃ きぃぎぃあｚうぁｘぜぐくそ.

ｇｈＷＶｋｇｈＷＸＶＷｅＺＷ!
ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが ぎｘぅｙぎすぅぁうｚｘぐぃぉう おがぁけぐ くｚがｙがあかが ｚぎｘしｘぐずくそ, きぎぃいあぃ さぃお
ぅｘきけくえｘぐず きぎがぁぎｘおおけ おがぇえう.

ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
Ｔくぃぁあｘ ぅｘえぎすｚｘぇぐぃ あｚぃぎごけ きがくぉぃ ぅｘぁぎけぅえう うぉう ぎｘぅぁぎけぅえう きぎうｙがぎｘ. ｆぐえぎす‐
ぐｘそ あｚぃぎごｘ おがいぃぐ ｙすぐず がきｘくかがぇ.

かういかぃぇ えがぎぅうかぃ
Ｙｘぁぎけいｘぇぐぃ ｙがぉずざうぃ う くうぉずかが ぅｘぁぎそぅ‐
かぃかかすぃ ぐｘぎぃぉえう う くえがｚがぎがあす ｚ かういかぜぜ
えがぎぅうかけ.
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ｈそあす ざぐすぎぃぇ ｚ かういかぃぇ えがぎぅうかぃ おがぁけぐ
けぐｘきぉうｚｘぐずくそ あぉそ ぅｘぁぎけぅえう えｘくぐぎぜぉず,
くえがｚがぎがあ う おうくがえ.

ｂがぎぅうかｘ あぉそ くぐがぉがｚすこ きぎうｙがぎがｚ
ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
ｅぃ けえぉｘあすｚｘぇぐぃ ｚぃぎぐうえｘぉずかが かがいう く あぉうかかすおう ぉぃぅｚうそおう. Ｖぉうかかすぃ う がく‐
ぐぎすぃ くぐがぉがｚすぃ きぎうｙがぎす けえぉｘあすｚｘぇぐぃ ぁがぎうぅがかぐｘぉずかが ｚ ｚぃぎこかぜぜ えがぎぅうかけ.
Ｓけあずぐぃ がくぐがぎがいかす く がくぐぎすおう きぎぃあおぃぐｘおう.

Ｚくきがぉずぅけぇぐぃ ぎぃざぃぐえう あぉそ くぐがぉがｚすこ きぎう‐
ｙがぎがｚ.
• ｋくぐｘかがｚうぐぃ ぎぃざぃぐえう かｘ えがぎぅうかけ あぉそ

くぐがぉがｚすこ きぎうｙがぎがｚ.
• Ｖぉそ えぎけきかすこ きぎぃあおぃぐがｚ うくきがぉずぅけぇぐぃ

ぐがぉずえが があかけ うぅ ぎぃざぃぐがえ あぉそ くぐがぉがｚすこ
きぎうｙがぎがｚ.
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• Ｔうぉえう う ぉがいえう くぐｘｚずぐぃ ぎけさえｘおう ｚかうぅ.
• ｅがいう くぐｘｚずぐぃ ぎけさえｘおう ｚｚぃぎこ.
• ｏぐがｙす うくえぉぜさうぐず くぉうきｘかうぃ くぐがぉが‐

ｚすこ きぎうｙがぎがｚ, ぎｘぅおぃしｘぇぐぃ ぉがいえう
ｚきぃぎぃおぃいえけ く あぎけぁうおう きぎうｙがぎｘおう.

ｂがぎぅうかけ あぉそ くぐがぉがｚすこ きぎうｙがぎがｚ おがいかが
ぎｘくえぎすぐず, さぐがｙす ｙすぉが ぉぃぁさぃ ｚすかうおｘぐず
くぐがぉがｚすぃ きぎうｙがぎす. ｏぐがｙす ｚすかけぐず くぐがぉが‐
ｚすぃ きぎうｙがぎす, 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. ｇがくぐｘｚずぐぃ えがぎぅうかけ あぉそ くぐがぉがｚすこ きぎう‐

ｙがぎがｚ かｘ くぐがぉ うぉう ぎｘｙがさけぜ きがｚぃぎこ‐
かがくぐず.

2. ｈｘくえぎがぇぐぃ ぎけさえけ.
3. Ｔすかずぐぃ くぐがぉがｚすぃ きぎうｙがぎす.
ｇぎう きぃぎぃおぃしぃかうう えがぎぅうかす あぉそ くぐがぉが‐
ｚすこ きぎうｙがぎがｚ えぎぃきえが あぃぎいうぐぃ あｚぃ さｘくぐう
ぎけさえう.

Ｔぃぎこかそそ えがぎぅうかｘ
Ｔぃぎこかそそ えがぎぅうかｘ きぎぃあかｘぅかｘさぃかｘ あぉそ ぐｘ‐
ぎぃぉがえ, くｘぉｘぐかうえがｚ, さｘざぃえ, くぐｘえｘかがｚ, えｘ‐
くぐぎぜぉず う えぎすざぃえ. ｈｘくきがぉがいうぐぃ きぎぃあおぃ‐
ぐす ぐｘえ, さぐがｙす ｚがあｘ きがきｘあｘぉｘ かｘ ｚくぃ きが‐
ｚぃぎこかがくぐう.
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• ｏぐがｙす きがくぐｘｚうぐず あぉうかかすぃ きぎぃあおぃ‐
ぐす, くぉがいうぐぃ ｚｚぃぎこ あぃぎいｘぐぃぉう あぉそ
さｘざぃえ.

• Ｓがえｘぉす く あぉうかかすおう かがいえｘおう くぐｘｚず‐
ぐぃ ｚ あぃぎいｘぐぃぉう あぉそ さｘざぃえ かがいえｘおう
ｚｚぃぎこ.

• ｇぎう ぅｘぁぎけぅえぃ ｙがえｘぉがｚ く あぉうかかすおう
かがいえｘおう きがｚぃぎかうぐぃ あぃぎいｘぐぃぉず ｙが‐
えｘぉがｚ ｚぉぃｚが うぉう ｚきぎｘｚが.

• ｄがいかが くぉがいうぐず うぉう がきけくぐうぐず ぎそあ
ざぐすぎぃぇ く ぉぃｚがぇ くぐがぎがかす ｚぃぎこかぃぇ
えがぎぅうかす, さぐが きがぅｚがぉそぃぐ ぉけさざぃ うく‐
きがぉずぅがｚｘぐず ぃぃ がｙじぃお.

ｈぃぁけぉうぎがｚｘかうぃ ｚすくがぐす ｚぃぎこかぃぇ えがぎぅうかす
Ｖぉそ ぉけさざぃぁが うくきがぉずぅがｚｘかうそ がｙじぃおｘ おｘざうかす ｚぃぎこかぜぜ えがぎぅうかけ おがいかが
きがくぐｘｚうぐず ｚ があかが うぉう あぎけぁがぃ きがぉがいぃかうぃ.

ｄｘえくうおｘぉずかｘそ ｚすくがぐｘ きがくけあす:
 ｚぃぎこかそそ えがぎぅうかｘ かういかぃぇ えがぎぅうかぃ

Ｔぃぎこかぃぃ きがぉがいぃかうぃ 22 くお 30 くお
ｅういかぃぃ きがぉがいぃかうぃ 24 くお 29 くお
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ｏぐがｙす きぃぎぃあｚうかけぐず ｚぃぎこかぜぜ えがぎぅうかけ ｚ かういかぃぃ うぉう ｚぃぎこかぃぃ きがぉがいぃかうぃ,
きぎがあぃぉｘぇぐぃ くぉぃあけぜしぃぃ:
1. Ｔすあｚうかずぐぃ ｚぃぎこかぜぜ えがぎぅうかけ あが

けきがぎｘ.
2. ｋあぃぎいうｚｘそ ｚぃぎこかぜぜ えがぎぅうかけ ぅｘ

ぎけえがそぐえけ, きがあかうおうぐぃ ぃぃ ｚｚぃぎこ あが
けきがぎｘ, ｘ ぅｘぐぃお ｚぃぎぐうえｘぉずかが がきけ‐
くぐうぐぃ.
Ｔぃぎこかそそ えがぎぅうかｘ ぅｘげうえくうぎけぃぐくそ ｚ
かういかぃお うぉう ｚぃぎこかぃお きがぉがいぃかうう.

Ｚくきがぉずぅがｚｘかうぃ おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ
Ｚくきがぉずぅけぇぐぃ ぐがぉずえが おがぜしうぃ くぎぃあくぐｚｘ (きがぎがざえがｚすぃ, いうあえうぃ うぉう ｚ ぐｘ‐
ｙぉぃぐえｘこ), きぎうぁがあかすぃ あぉそ きがくけあがおがぃさかすこ おｘざうか.
ｉぉぃあけぇぐぃ けえｘぅｘかうそお, きぎうｚぃあぃかかすお かｘ けきｘえがｚえぃ:
• 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 きが あがぅうぎがｚえぃ,
• ぎぃえがおぃかあｘごうそお きが こぎｘかぃかうぜ.

ｅぃ きぎぃｚすざｘぇぐぃ けえｘぅｘかかけぜ あがぅうぎがｚえけ おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ, さぐがｙす けおぃかず‐
ざうぐず ぅｘぁぎそぅかぃかうぃ がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあす.

ｏぐがｙす ぅｘきがぉかうぐず あがぅｘぐがぎ おがぜしうお くぎぃあくぐｚがお, ｚすきがぉかうぐぃ くぉぃあけぜしぃぃ:
1. ｆぐえぎがぇぐぃ えぎすざえけ あがぅｘぐがぎｘ おがぜ‐

しぃぁが くぎぃあくぐｚｘ.
2. Ｙｘきがぉかうぐぃ あがぅｘぐがぎ おがぜしぃぁが

くぎぃあくぐｚｘ ( A) おがぜしうお くぎぃあくぐｚがお.
ｄｘぎえうぎがｚえｘ がぅかｘさｘぃぐ くぉぃあけぜしぃぃ:
20 = きぎうおぃぎかが 20 ぁ おがぜしぃぁが くぎぃあ‐
くぐｚｘ
30 = きぎうおぃぎかが 30 ぁ おがぜしぃぁが くぎぃあ‐
くぐｚｘ.
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3. Ｗくぉう うくきがぉずぅけぃぐくそ きぎがぁぎｘおおｘ く
げｘぅがぇ きぎぃあｚｘぎうぐぃぉずかがぇ おがぇえう,
ぅｘきがぉかうぐぃ おがぜしうお くぎぃあくぐｚがお がぐ‐
あぃぉぃかうぃ あがぅｘぐがぎｘ あぉそ きぎぃあｚｘぎう‐
ぐぃぉずかがぇ おがぇえう ( B).

4. Ｗくぉう Ｔす きがぉずぅけぃぐぃくず おがぜしうお
くぎぃあくぐｚがお ｚ ぐｘｙぉぃぐえｘこ, きがぉがいうぐぃ
ぐｘえけぜ ぐｘｙぉぃぐえけ ｚ あがぅｘぐがぎ おがぜしぃ‐
ぁが くぎぃあくぐｚｘ ( A).

5. Ｙｘえぎがぇぐぃ えぎすざえけ あがぅｘぐがぎｘ おがぜ‐
しぃぁが くぎぃあくぐｚｘ. ｅｘあｘｚうぐぃ かｘ えぎす‐
ざえけ ぐｘえ, さぐがｙす がかｘ ぅｘげうえくうぎがｚｘ‐
ぉｘくず ｚ くｚがぃお きがぉがいぃかうう.

ｈｘぅぉうさかすぃ おがぜしうぃくそ くぎぃあくぐｚｘ ぎｘくぐｚがぎそぜぐくそ ぅｘ ぎｘぅかがぃ ｚぎぃおそ. ｇがせぐがおけ
かぃえがぐがぎすぃ ぐｘｙぉぃぐうぎがｚｘかかすぃ おがぜしうぃ くぎぃあくぐｚｘ かぃ けくきぃｚｘぜぐ きがぉかがくぐずぜ
きぎがそｚうぐず くｚがう さうくぐそしうぃ くｚがぇくぐｚｘ ｚが ｚぎぃおそ えがぎがぐえうこ きぎがぁぎｘおお おがぇえう.
ｇぎう うくきがぉずぅがｚｘかうう ぐｘｙぉぃぐうぎがｚｘかかすこ おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ ｚすｙうぎｘぇぐぃ あぉうか‐
かすぃ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう, さぐがｙす おがぜしぃぃ くぎぃあくぐｚが きがぉかがくぐずぜ ぎｘくぐｚがぎう‐
ぉがくず.

ｌけかえごうそ ЙсирерЭb
ｌけかえごうそ ЙсирерЭb きぎぃあかｘぅかｘさぃかｘ あぉそ えがおｙうかうぎがｚｘかかがぁが おがぜしぃぁが くぎぃあ‐
くぐｚｘ ｚ ｚうあぃ ぐｘｙぉぃぐがえ.
ｕぐう ぐｘｙぉぃぐえう くがあぃぎいｘぐ ぐｘえうぃ くぎぃあくぐｚｘ, えｘえ おがぜしぃぃ くぎぃあくぐｚが, がきがぉｘくえう‐
ｚｘぐぃぉず う くがぉず あぉそ きがくけあがおがぃさかがぇ おｘざうかす. ｅぃえがぐがぎすぃ ぐうきす ぐｘｙぉぃぐがえ くが‐
あぃぎいｘぐ あぎけぁうぃ くぎぃあくぐｚｘ.
ｇぎがｚぃぎずぐぃ, きぎうぁがあかす ぉう せぐう ぐｘｙぉぃぐえう あぉそ いぃくぐえがくぐう おぃくぐかがぇ ｚがあす. ｉお.
うかくぐぎけえごうう うぅぁがぐがｚうぐぃぉそ.
Ｗくぉう ｚす けくぐｘかがｚうぉう げけかえごうぜ ЙсирерЭb, がかｘ がくぐｘぃぐくそ ｚえぉぜさぃかかがぇ, きがえｘ ｚす
ぃぃ かぃ ｚすえぉぜさうぐぃ.

A

B
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ｌけかえごうそ ЙсирерЭb ｘｚぐがおｘぐうさぃくえう きぎぃえぎｘしｘぃぐ きがあｘさけ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ う
くがぉう. Ｚかあうえｘぐがぎ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ う うかあうえｘぐがぎ くがぉう ｚすえぉぜさｘぜぐくそ.
ｇぎう うくきがぉずぅがｚｘかうう げけかえごうう ЙсирерЭb きぎがあがぉいうぐぃぉずかがくぐず きぎがぁぎｘおおす おが‐
いぃぐ けｚぃぉうさうぐずくそ.
Ｔえぉぜさｘぐず/ｚすえぉぜさｘぐず げけかえごうぜ ЙсирерЭb くぉぃあけぃぐ きぃぎぃあ ぅｘきけくえがお きぎがぁぎｘお‐
おす おがぇえう.
ｌけかえごうぜ ЙсирерЭb かぃｚがぅおがいかが ｚえぉぜさうぐず うぉう ｚすえぉぜさうぐず, えがぁあｘ ｚすきがぉか‐
そぃぐくそ きぎがぁぎｘおおｘ. ｆぐおぃかうぐぃ きぎがぁぎｘおおけ おがぇえう, ぅｘぐぃお くかがｚｘ けくぐｘかがｚうぐぃ
きぎがぁぎｘおおけ.

Ｖぉそ ｚえぉぜさぃかうそ げけかえごうう ЙсирерЭb:
• ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ ЙсирерЭb. Ｙｘぁがぎｘぃぐくそ うかあうえｘぐがぎ ЙсирерЭb.
Ｖぉそ ｚすえぉぜさぃかうそ げけかえごうう ЙсирерЭb:
• ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ ЙсирерЭb. Ｚかあうえｘぐがぎ ЙсирерЭb ぁｘくかぃぐ.
Ｗくぉう ぎぃぅけぉずぐｘぐす くけざえう かぃけあがｚぉぃぐｚがぎうぐぃぉずかす, ｚすきがぉかうぐぃ ぐｘえうぃ あぃぇ‐
くぐｚうそ:
1. ｅｘきがぉかうぐぃ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉぃお あがぅｘぐがぎ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ.
2. Ｔえぉぜさうぐぃ あがぅｘぐがぎ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ.
3. ｋくぐｘかがｚうぐぃ あがぅうぎがｚえけ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ ｚ きがぉがいぃかうぃ 2.
• Ｔえぉぜさｘぐず うぉう ｚすえぉぜさうぐず あがぅｘぐがぎ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ おがいかが ぐがぉずえが きぎう

ｚえぉぜさぃかかがぇ げけかえごうう ЙсирерЭb.

Ｖぉそ ｚえぉぜさぃかうそ/ｚすえぉぜさぃかうそ あがぅｘぐがぎｘ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ:
ｅぃがｙこがあうおが ｚすえぉぜさうぐず きがくけあがおがぃさかけぜ おｘざうかけ.

1. ｅｘいおうぐぃ う けあぃぎいうｚｘぇぐぃ げけかえごうがかｘぉずかけぜ えかがきえけ Ｒ. ｇがｚぃぎかうぐぃ くぃぉぃえ‐
ぐがぎ きぎがぁぎｘおお きぎがぐうｚ さｘくがｚがぇ くぐぎぃぉえう, さぐがｙす ぃぁが けえｘぅｘぐぃぉず ｙすぉ かｘ‐
きぎｘｚぉぃか かｘ きぃぎｚけぜ きぎがぁぎｘおおけ おがぇえう かｘ きｘかぃぉう けきぎｘｚぉぃかうそ.

2. ｂがぁあｘ かｘ ごうげぎがｚがお あうくきぉぃぃ きがそｚうぐくそ けぎがｚぃかず いぃくぐえがくぐう ｚがあす, がぐきけ‐
くぐうぐぃ げけかえごうがかｘぉずかけぜ えかがきえけ Ｒ.

3. ｇがｚぃぎかうぐぃ くぃぉぃえぐがぎ きぎがぁぎｘおお きぎがぐうｚ さｘくがｚがぇ くぐぎぃぉえう, さぐがｙす ぃぁが けえｘ‐
ぅｘぐぃぉず ｙすぉ かｘきぎｘｚぉぃか かｘ ｚぐがぎけぜ きぎがぁぎｘおおけ おがぇえう かｘ きｘかぃぉう けきぎｘ‐
ｚぉぃかうそ.

4. ｅｘ ごうげぎがｚがお あうくきぉぃぃ きがそｚうぐくそ ぐぃえけしｘそ かｘくぐぎがぇえｘ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ
Ｖがぅｘぐがぎ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ ｚすえぉぜさぃか

Ｖがぅｘぐがぎ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ ｚえぉぜさぃか
5. ｅｘいおうぐぃ げけかえごうがかｘぉずかけぜ えかがきえけ Ｒ あぉそ うぅおぃかぃかうそ けくぐｘかがｚえう. ｅｘ ごうげ‐

ぎがｚがお あうくきぉぃぃ きがそｚうぐくそ ぐぃえけしｘそ かｘくぐぎがぇえｘ.
6. ｇがｚぃぎかうぐぃ くぃぉぃえぐがぎ きぎがぁぎｘおお ｚ きがぉがいぃかうぃ Ｔすえぉ, さぐがｙす くがこぎｘかうぐず

がきぃぎｘごうぜ.

ｌけかえごうそ ЙсирерЭb 19



ｏぐがｙす くかがｚｘ うくきがぉずぅがｚｘぐず がｙすさかがぃ おがぜしぃぃ くぎぃあくぐｚが:
1. Ｔすえぉぜさうぐぃ げけかえごうぜ ЙсирерЭb.
2. ｅｘきがぉかうぐぃ えがかぐぃぇかぃぎ あぉそ くがぉう う あがぅｘぐがぎ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ.
3. ｋくぐｘかがｚうぐぃ きぃぎぃえぉぜさｘぐぃぉず いぃくぐえがくぐう ｚがあす かｘ くｘおすぇ ｚすくがえうぇ けぎが‐

ｚぃかず.
4. Ｔすきがぉかうぐぃ きぎがぁぎｘおおけ おがぇえう ｙぃぅ きがくけあす.
5. ｅｘくぐぎがぇぐぃ けくぐぎがぇくぐｚが あぉそ くおそぁさぃかうそ ｚがあす かｘ いぃくぐえがくぐず ｚがあす ｚ ｚｘざぃぇ

おぃくぐかがくぐう.
6. ｆぐぎぃぁけぉうぎけぇぐぃ あがぅうぎがｚえけ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ.

ｇぎがぁぎｘおおす おがぇえう
ｇぎがぁぎｘおおす おがぇえう
ｇぎがぁぎｘおおｘ う きが‐
ぉがいぃかうぃ くぃぉぃえ‐

ぐがぎｘ ｚすｙがぎｘ きぎが‐
ぁぎｘおお

ｉぐぃきぃかず ぅｘぁぎそぅ‐
かぃかかがくぐう

ｊうき ぅｘぁぎけぅえう ｆきうくｘかうぃ きぎがぁぎｘおおす

AСРЛ 45°-70° 1) ｃぜｙｘそ ｌｘそかく, くぐがぉが‐
ｚすぃ きぎうｙがぎす,
えｘくぐぎぜぉう う くえが‐
ｚがぎがあす

ｇぎぃあｚｘぎうぐぃぉずかｘそ おがぇ‐
えｘ
ｆくかがｚかｘそ おがぇえｘ きぎう
ぐぃおきぃぎｘぐけぎぃ あが 45°C
うぉう 70°C
1 うぉう 2 きぎがおぃいけぐがさかすこ
がきがぉｘくえうｚｘかうそ
Ｙｘえぉぜさうぐぃぉずかがぃ がきがぉｘ‐
くえうｚｘかうぃ
Ｔぎぃおそ

30 ЙЕК 60° 2) ｆｙすさかｘそ うぉう
くぉｘｙｘそ ぅｘぁぎそぅ‐
かぃかかがくぐず

ｌｘそかく う くぐがぉが‐
ｚすぃ きぎうｙがぎす

ｆくかがｚかｘそ おがぇえｘ きぎう
ぐぃおきぃぎｘぐけぎぃ 60°C
Ｙｘえぉぜさうぐぃぉずかがぃ がきがぉｘ‐
くえうｚｘかうぃ

ЕКРБКПЕТ CAОБ
70°

ｉうぉずかｘそ ぅｘぁぎそぅ‐
かぃかかがくぐず

ｌｘそかく, くぐがぉが‐
ｚすぃ きぎうｙがぎす,
えｘくぐぎぜぉう う くえが‐
ｚがぎがあす

ｇぎぃあｚｘぎうぐぃぉずかｘそ おがぇ‐
えｘ
ｆくかがｚかｘそ おがぇえｘ きぎう
ぐぃおきぃぎｘぐけぎぃ 70°C
1 きぎがおぃいけぐがさかがぃ がきが‐
ぉｘくえうｚｘかうぃ
Ｙｘえぉぜさうぐぃぉずかがぃ がきがぉｘ‐
くえうｚｘかうぃ
Ｔぎぃおそ
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ｇぎがぁぎｘおおｘ う きが‐
ぉがいぃかうぃ くぃぉぃえ‐

ぐがぎｘ ｚすｙがぎｘ きぎが‐
ぁぎｘおお

ｉぐぃきぃかず ぅｘぁぎそぅ‐
かぃかかがくぐう

ｊうき ぅｘぁぎけぅえう ｆきうくｘかうぃ きぎがぁぎｘおおす

БCЛ 50° 3) ｆｙすさかｘそ ぅｘ‐
ぁぎそぅかぃかかがくぐず

ｌｘそかく う くぐがぉが‐
ｚすぃ きぎうｙがぎす

ｇぎぃあｚｘぎうぐぃぉずかｘそ くぐうぎ‐
えｘ
ｆくかがｚかｘそ おがぇえｘ きぎう
ぐぃおきぃぎｘぐけぎぃ 50°C
1 きぎがおぃいけぐがさかがぃ がきが‐
ぉｘくえうｚｘかうぃ
Ｙｘえぉぜさうぐぃぉずかがぃ がきがぉｘ‐
くえうｚｘかうぃ
Ｔぎぃおそ

ｇｈＷＶＴＲｈＺ‐
ｊＷｃｔｅＲｗ ｄｆａ‐
ｂＲ

ｃぜｙｘそ ｏｘくぐうさかｘそ ぅｘ‐
ぁぎけぅえｘ (ｙけあぃぐ
あがきがぉかぃかｘ きがぅ‐
いぃ ｚ ぐぃさぃかうぃ
あかそ).

1 こがぉがあかがぃ がきがぉｘくえうｚｘ‐
かうぃ (さぐがｙす がくぐｘぐえう きう‐
しう かぃ くぉうきｘぉうくず).
Ｚくきがぉずぅがｚｘかうぃ おがぜしぃ‐
ぁが くぎぃあくぐｚｘ ｚ せぐがぇ きぎが‐
ぁぎｘおおぃ かぃ そｚぉそぃぐくそ
がｙそぅｘぐぃぉずかすお.

1) ｇぎう ｚすきがぉかぃかうう きぎがぁぎｘおおす Aсрл 45°-70° くぐぃきぃかず ぅｘぁぎそぅかぃかかがくぐう きがくけあす がきぎぃあぃぉそぃぐくそ
きが ぐがおけ, かｘくえがぉずえが おけぐかがぇ くぐｘぉｘ ｚがあｘ. ｇぎがあがぉいうぐぃぉずかがくぐず ｚすきがぉかぃかうそ きぎがぁぎｘおおす う
きがぐぎぃｙぉぃかうぃ ｚがあす う せぉぃえぐぎがせかぃぎぁうう おがぁけぐ うぅおぃかそぐずくそ. ｕぐが ぅｘｚうくうぐ がぐ くぐぃきぃかう
ぅｘきがぉかぃかうそ きぎうｙがぎ う くぐぃきぃかう ぅｘぁぎそぅかぃかかがくぐう きがくけあす. Ｔが ｚぎぃおそ がくかがｚかがぇ おがぇえう きぎうｙがぎ
ｘｚぐがおｘぐうさぃくえう けくぐｘかｘｚぉうｚｘぃぐ ぐぃおきぃぎｘぐけぎけ ｚがあす.

2) ｕぐが きぎぃえぎｘくかｘそ ぃいぃあかぃｚかｘそ きぎがぁぎｘおおｘ あぉそ さｘくぐうさかがぇ ぅｘぁぎけぅえう. Ｚあぃｘぉずかｘ あぉそ くぃおずう うぅ
4-こ さぃぉがｚぃえ, えがぐがぎすぃ おがぜぐ きがくけあけ う くぐがぉがｚすぃ きぎうｙがぎす ぐがぉずえが きがくぉぃ ぅｘｚぐぎｘえｘ う がｙぃあｘ.

3) ｇぎがｚぃぎがさかｘそ きぎがぁぎｘおおｘ あぉそ うくきすぐｘぐぃぉずかすこ ぉｘｙがぎｘぐがぎうぇ. ｊぃくぐがｚすぃ あｘかかすぃ
きぎぃあくぐｘｚぉぃかす ｚ がぐあぃぉずかがお ｙけえぉぃぐぃ, きぎうぉがいぃかかがお え Ｔｘざぃぇ おｘざうかぃ.

Ｖｘかかすぃ きが きがぐぎぃｙぉぃかうぜ せかぃぎぁうう
ｇぎがぁぎｘおおｘ 1) ｇがぐぎぃｙぉぃかうぃ せかぃぎぁうう

(えＴぐさ)
ｇがぐぎぃｙぉぃかうぃ ｚがあす (ぉ)

AСРЛ 45°-70° 1,1 - 1,7 11 - 22
30 ЙЕК 60° 0,9 9
ЕКРБКПЕТ CAОБ 70° 1,5 - 1,7 15 - 17
БCЛ 50° 1,0 - 1,1 14 - 16
ｇぎぃあｚｘぎうぐぃぉずかｘそ おがぇえｘ 0,1 4

1) ｎうげぎがｚがぇ あうくきぉぃぇ きがえｘぅすｚｘぃぐ きぎがあがぉいうぐぃぉずかがくぐず きぎがぁぎｘおおす

Ｔ ぎぃぅけぉずぐｘぐぃ えがぉぃｙｘかうぇ あｘｚぉぃかうそ う ぐぃおきぃぎｘぐけぎす ｚがあす, ｘ ぐｘえいぃ かｘきぎそ‐
いぃかうそ ｚ くぃぐう う えがぉうさぃくぐｚｘ きがくけあす, きぎうｚぃあぃかかすぃ ぅかｘさぃかうそ おがぁけぐ おぃかそぐず‐
くそ.
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Ｔすｙがぎ う ぅｘきけくえ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう
ｏぐがｙす ｚすｙぎｘぐず う ぅｘきけくぐうぐず きぎがぁぎｘおおけ おがぇえう, ｚすきがぉかうぐぃ くぉぃあけぜしうぃ ざｘ‐
ぁう
1. Ｙｘえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ.
2. Ｖぉそ ｚすｙがぎｘ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう きがｚぃぎかうぐぃ くぃぉぃえぐがぎ きぎがぁぎｘおお ｉお. ぎｘぅ‐

あぃぉ їｇぎがぁぎｘおおす おがぇえう».
椴 Ｙｘぁがぎｘぃぐくそ うかあうえｘぐがぎ せぐｘきｘ ｚすきがぉかぃかうそ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう.
椴 Ｓけあぃぐ おうぁｘぐず うかあうえｘぐがぎ きぎがあがぉいうぐぃぉずかがくぐう きぎがぁぎｘおおす.

3. ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ きけくえｘ.
椴 Ｔすきがぉかぃかうぃ きぎがぁぎｘおおす かｘさかぃぐくそ ｘｚぐがおｘぐうさぃくえう
椴 ｂがぁあｘ ｚすきがぉかぃかうぃ きぎがぁぎｘおおす かｘさｘぉがくず, くｚぃぐうぐくそ ぐがぉずえが うかあうえｘぐがぎ

ぐぃえけしぃぁが せぐｘきｘ きぎがぁぎｘおおす. Ｙかｘさぃかうぃ きぎがあがぉいうぐぃぉずかがくぐう きぎがぁぎｘお‐
おす くｚぃぐうぐくそ きがくぐがそかかが

Ｔが ｚぎぃおそ ｚすきがぉかぃかうそ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう きぎがぁぎｘおおけ うぅおぃかうぐず かぃぉずぅそ ｆぐ‐
おぃかうぐぃ きぎがぁぎｘおおけ おがぇえう

ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
ｅぃ きぎぃぎすｚｘぇぐぃ う かぃ がぐおぃかそぇぐぃ きぎがぁぎｘおおけ おがぇえけ ｙぃぅ かぃがｙこがあうおがくぐう.

ｇｈＷＶｋｇｈＷＸＶＷｅＺＷ!
ｆぐえぎすｚｘぇぐぃ あｚぃぎごけ がくぐがぎがいかが. ｄがいぃぐ ｚすこがあうぐず ぁがぎそさうぇ きｘぎ.

ｇぎぃぎすｚｘかうぃ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう
ｆぐえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ.
• ｇぎがぁぎｘおおｘ がくぐｘかがｚうぐくそ.
Ｙｘえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ.
• Ｔすきがぉかぃかうぃ きぎがぁぎｘおおす きぎがあがぉいうぐくそ く ぐがぇ ぐがさえう, ｚ えがぐがぎがぇ がかｘ ｙすぉｘ

きぎぃぎｚｘかｘ.

ｆぐおぃかｘ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう
• ｅｘいおうぐぃ う けあぃぎいうｚｘぇぐぃ げけかえごうがかｘぉずかすぃ えかがきえう Ｒ う Ｔ.

椴 ｅｘ ごうげぎがｚがお あうくきぉぃぃ ｙけあぃぐ おうぁｘぐず きぎがあがぉいうぐぃぉずかがくぐず きぎがぁぎｘおおす
椴 ｉｚぃぐうぐくそ があうか うぉう かぃくえがぉずえが うかあうえｘぐがぎがｚ げｘぅ.
ｇぎがぁぎｘおおｘ おがぇえう がぐおぃかぃかｘ
Ｔ せぐがぐ おがおぃかぐ おがいかが ｚすきがぉかうぐず くぉぃあけぜしうぃ あぃぇくぐｚうそ
1. Ｔすえぉぜさうぐぃ きぎうｙがぎ.
2. Ｔすｙぃぎうぐぃ かがｚけぜ きぎがぁぎｘおおけ おがぇえう
ｇぃぎぃあ ｚすｙがぎがお かがｚがぇ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう かｘきがぉかうぐぃ あがぅｘぐがぎ おがぜしうこ
くぎぃあくぐｚ

Ｔすｙがぎ う ぅｘきけくえ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう く がぐくぎがさえがぇ きけくえｘ
1. Ｔすｙぃぎうぐぃ きぎがぁぎｘおおけ おがぇえう
2. ｅｘいうおｘぇぐぃ えかがきえけ їＹｘあぃぎいえｘ きけくえｘ» あが ぐぃこ きがぎ, きがえｘ かｘ あうくきぉぃぃ かぃ

きがそｚうぐくそ ぐぎぃｙけぃおがぃ ぅかｘさぃかうぃ ぅｘあぃぎいえう きけくえｘ ｚ さｘくｘこ Ｔぎぃおそ ぅｘあぃぎいえう
きけくえｘ ｙけあぃぐ かｘ ごうげぎがｚがお あうくきぉぃぃ おうぁｘぐず
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3. ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ きけくえｘ.
椴 ｅｘさかぃぐくそ がｙぎｘぐかすぇ がぐくさぃぐ ｚぎぃおぃかう がぐぉがいぃかかがぁが きけくえｘ
椴 Ｚかあうえｘぐがぎす くぐｘあうぇ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう ぁｘくかけぐ
椴 ｅｘ ごうげぎがｚがお あうくきぉぃぃ くｚぃぐうぐくそ きがくぐがそかかが ｚぎぃおそ ぅｘあぃぎいえう きけくえｘ

ｂｘえ ぐがぉずえが うくぐぃさぃぐ ｚぎぃおそ ぅｘあぃぎいえう きけくえｘ, ｘｚぐがおｘぐうさぃくえう ぅｘきけくえｘぃぐくそ
きぎがぁぎｘおおｘ おがぇえう. Ｙｘぁがぎｘぃぐくそ うかあうえｘぐがぎ ぐぃえけしぃぇ くぐｘあうう きぎがぁぎｘおおす
ｅぃ がぐえぎすｚｘぇぐぃ あｚぃぎごけ ｚが ｚぎぃおそ がｙぎｘぐかがぁが がぐくさぃぐｘ ｚぎぃおぃかう, さぐがｙす かぃ
きぎぃぎｚｘぐず ぃぁが ｇがくぉぃ ぐがぁが, えｘえ あｚぃぎごｘ くかがｚｘ ｙけあぃぐ ぅｘえぎすぐｘ, がｙぎｘぐかすぇ がぐ‐
くさぃぐ きぎがあがぉいうぐくそ く ぐがさえう, ｚ えがぐがぎがぇ がか ｙすぉ きぎぃぎｚｘか

ｆぐおぃかｘ ぅｘあぃぎいえう きけくえｘ
1. ｅｘいおうぐぃ う けあぃぎいうｚｘぇぐぃ げけかえごうがかｘぉずかすぃ えかがきえう Ｒ う Ｔ.

椴 Ｙｘぁがぎｘぃぐくそ があうか うぉう かぃくえがぉずえが うかあうえｘぐがぎがｚ げｘぅ.
椴 ｅｘ ごうげぎがｚがお あうくきぉぃぃ ｙけあぃぐ くｚぃぐうぐずくそ きぎがあがぉいうぐぃぉずかがくぐず きぎが‐

ぁぎｘおおす おがぇえう.
2. Ｖぉそ ぅｘきけくえｘ ｚすｙぎｘかかがぇ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう かｘいおうぐぃ えかがきえけ "ｉぐｘぎぐ".

ｆえがかさｘかうぃ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう
Ｔすえぉぜさｘぇぐぃ おｘざうかけ ｚ くぉぃあけぜしうこ けくぉがｚうそこ:
• ｄｘざうかｘ がくぐｘかがｚうぉｘくず ｘｚぐがおｘぐうさぃくえう.
• ｅｘ ごうげぎがｚがお あうくきぉぃぃ ｚすくｚぃさうｚｘぃぐくそ かがぉず.
• Ｚかあうえｘぐがぎす せぐｘきがｚ きぎがぁぎｘおおす きがぁｘくぉう.
ｏぐがｙす けぉけさざうぐず ぎぃぅけぉずぐｘぐす くけざえう, がくぐｘｚずぐぃ あｚぃぎごけ きぎうがぐえぎすぐがぇ う きが‐
あがいあうぐぃ かぃくえがぉずえが おうかけぐ, きぎぃいあぃ さぃお あがくぐｘｚｘぐず きがくけあけ.
ｇぎぃいあぃ さぃお あがくぐｘｚｘぐず きがくけあけ, あｘぇぐぃ ぃぇ がくぐすぐず. Ｕがぎそさけぜ きがくけあけ ぉぃぁえが
きがｚぎぃあうぐず.

ｈぃいうお がいうあｘかうそ
Ｗくぉう Ｔす かぃ ｚすえぉぜさうぉう おｘざうかけ ｚ えがかごぃ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう, がかｘ ｘｚぐがおｘぐう‐
さぃくえう きぃぎぃこがあうぐ ｚ ぎぃいうお ぁがぐがｚかがくぐう. Ｔ ぎぃいうおぃ ぁがぐがｚかがくぐう 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 くかういｘぃぐくそ.
ｏぃぎぃぅ ぐぎう おうかけぐす きがくぉぃ ぅｘｚぃぎざぃかうそ きぎがぁぎｘおおす ｚくぃ うかあうえｘぐがぎす ぁｘくかけぐ,
ｘ かｘ あうくきぉぃぃ きがそｚぉそぃぐくそ ぁがぎうぅがかぐｘぉずかｘそ きがぉがくｘ.
ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ, さぐがｙす ｚぃぎかけぐずくそ ｚ ぎぃいうお がえがかさｘかうそ きぎがぁぎｘおおす.

ｈｘぅぁぎけぅえｘ
• ｉかｘさｘぉｘ ｚすかうおｘぇぐぃ きぎぃあおぃぐす うぅ かういかぃぇ えがぎぅうかす, ｘ ぅｘぐぃお - うぅ ｚぃぎこかぃぇ.
• ｅｘ ｙがえがｚすこ くぐぃかえｘこ う あｚぃぎごぃ きぎうｙがぎｘ おがいぃぐ ｙすぐず ｚがあｘ. ｅぃぎいｘｚぃぜしｘそ

くぐｘぉず がこぉｘいあｘぃぐくそ ｙすくぐぎぃぃ, さぃお きがくけあｘ.

ｋこがあ う さうくぐえｘ
ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
ｇぃぎぃあ さうくぐえがぇ げうぉずぐぎがｚ がぐえぉぜさうぐぃ せぉぃえぐぎがきぎうｙがぎ.
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ｆさうくぐえｘ げうぉずぐぎがｚ
ｇｈＷＶｋｇｈＷＸＶＷｅＺＷ!
ｅぃ きがぉずぅけぇぐぃくず きぎうｙがぎがお ｙぃぅ げうぉずぐぎがｚ. ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが げうぉずぐぎす けくぐｘ‐
かがｚぉぃかす きぎｘｚうぉずかが. ｅぃきぎｘｚうぉずかｘそ けくぐｘかがｚえｘ きぎうｚがあうぐ え かぃけあがｚぉぃぐｚが‐
ぎうぐぃぉずかすお ぎぃぅけぉずぐｘぐｘお おがぇえう う きがｚぎぃいあぃかうぜ きぎうｙがぎｘ.

ｇぎう かぃがｙこがあうおがくぐう きがさうくぐうぐぃ げうぉずぐぎす. Ｕぎそぅかすぃ げうぉずぐぎす けこけあざｘぜぐ ぎぃ‐
ぅけぉずぐｘぐ おがぇえう.
Ｔ おｘざうかぃ ぃくぐず 3 げうぉずぐぎｘ:
1. げうぉずぐぎ ぁぎけｙがぇ がさうくぐえう (Ｒ)
2. おうえぎがげうぉずぐぎ (B)
3. きぉがくえうぇ げうぉずぐぎ (ｉ)
ｏぐがｙす きがさうくぐうぐず げうぉずぐぎす, きぎがあぃ‐
ぉｘぇぐぃ くぉぃあけぜしぃぃ:
1. ｆぐえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ.
2. Ｔすかずぐぃ かういかぜぜ えがぎぅうかけ.

3. ｏぐがｙす ぎｘぅｙぉがえうぎがｚｘぐず くうくぐぃおけ
げうぉずぐぎがｚ, きがｚぃぎかうぐぃ ぎけさえけ おう‐
えぎがげうぉずぐぎｘ (Ｔ) きぎうおぃぎかが かｘ さぃ‐
ぐｚぃぎぐず がｙがぎがぐｘ きが さｘくがｚがぇ
くぐぎぃぉえぃ.

4. ｉかうおうぐぃ げうぉずぐぎけぜしけぜ くうくぐぃ‐
おけ.

5. Ｔがぅずおうぐぃ げうぉずぐぎ ぁぎけｙがぇ がさうくぐえう
(Ｒ) ぅｘ ぎけさえけ く がぐｚぃぎくぐうぃお.

6. ｉかうおうぐぃ げうぉずぐぎ ぁぎけｙがぇ がさうくぐえう
(A) く おうえぎがげうぉずぐぎｘ (B).

A

B

C
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7. ｉかうおうぐぃ きぉがくえうぇ げうぉずぐぎ (ｉ) くが
あかｘ きぎうｙがぎｘ.

8. Ｔすおがぇぐぃ げうぉずぐぎす きがあ きぎがぐがさ‐
かがぇ ｚがあがぇ.

9. Ｔくぐｘｚずぐぃ きぉがくえうぇ げうぉずぐぎ (ｉ) ｚ
あかが きぎうｙがぎｘ.

10. ｋくぐｘかがｚうぐぃ げうぉずぐぎ ぁぎけｙがぇ
がさうくぐえう (A) ｚ おうえぎがげうぉずぐぎ (B) う
くがいおうぐぃ うこ ｚおぃくぐぃ.

11. ｇがくぐｘｚずぐぃ かｘ おぃくぐが げうぉずぐぎけぜ‐
しけぜ くうくぐぃおけ.

12. ｏぐがｙす ぅｘげうえくうぎがｚｘぐず げうぉず‐
ぐぎけぜしけぜ くうくぐぃおけ, きがｚぃぎかうぐぃ
ぎけさえけ かｘ おうえぎがげうぉずぐぎぃ (Ｔ) きが さｘくがｚがぇ くぐぎぃぉえぃ, きがえｘ がかｘ かぃ ぅｘげうえくう‐
ぎけぃぐくそ.

13. ｋくぐｘかがｚうぐぃ かｘ おぃくぐが かういかぜぜ えがぎぅうかけ.
14. Ｙｘえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ.
ｅぃ くかうおｘぇぐぃ ぎｘぅｙぎすぅぁうｚｘぐぃぉう.

Ｗくぉう がぐｚぃぎくぐうそ ぎｘぅｙぎすぅぁうｚｘぐぃぉぃぇ ぅｘえけきがぎうぉうくず, けあｘぉうぐぃ ぁぎそぅず く きが‐
おがしずぜ ぐがかえがぇ きｘぉがさえう.

ｏうくぐえｘ おｘざうかす くかｘぎけいう
ｇぎがぐぎうぐぃ おそぁえがぇ ｚぉｘいかがぇ ぐぎそきえがぇ かｘぎけいかすぃ きがｚぃぎこかがくぐう う きｘかぃぉず けきぎｘ‐
ｚぉぃかうそ おｘざうかす. Ｚくきがぉずぅけぇぐぃ ぐがぉずえが かぃぇぐぎｘぉずかすぃ おがぜしうぃ くぎぃあくぐｚｘ. ｅぃ
うくきがぉずぅけぇぐぃ ｘｙぎｘぅうｚかすぃ おｘぐぃぎうｘぉす, ごｘぎｘきｘぜしうぃ ぁけｙえう う ぎｘくぐｚがぎうぐぃぉう
(ｘごぃぐがか, ぐぎうこぉがぎせぐうぉぃか う ぐ.き.).

ｄぃぎす ぅｘしうぐす がぐ ぅｘおぃぎぅｘかうそ
ｇｈＷＶｋｇｈＷＸＶＷｅＺＷ!
ｅぃ けくぐｘかｘｚぉうｚｘぇぐぃ おｘざうかけ ｚ おぃくぐｘこ く ぐぃおきぃぎｘぐけぎがぇ かういぃ 0°C. ｇ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ぃかかがくぐず ぅｘ きがｚぎぃいあぃかうそ, ｚすぅｚｘかかすぃ ｚがぅあぃぇ‐
くぐｚうぃお おがぎがぅｘ.

Ｗくぉう せぐが かぃｚがぅおがいかが, ｚすかずぐぃ ｚくぃ うぅ おｘざうかす う ぅｘえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ. ｆぐくがぃ‐
あうかうぐぃ ざぉｘかぁ あぉそ ｚがあす う くぉぃぇぐぃ く かぃぁが ｚがあけ.

ｏぐが あぃぉｘぐず, ぃくぉう ...
ｇがくけあがおがぃさかｘそ おｘざうかｘ かぃ ぅｘきけくえｘぃぐくそ うぉう がくぐｘかｘｚぉうｚｘぃぐくそ ｚが ｚぎぃおそ
ぎｘｙがぐす.
Ｔ くぉけさｘぃ かぃうくきぎｘｚかがくぐう くかｘさｘぉｘ きがきすぐｘぇぐぃくず かｘぇぐう ぎぃざぃかうぃ きぎがｙぉぃおす
くｘおがくぐがそぐぃぉずかが. Ｗくぉう くｘおがくぐがそぐぃぉずかが かｘぇぐう ぎぃざぃかうぃ かぃ けあｘぉがくず, がｙぎｘ‐
しｘぇぐぃくず ｚ くぃぎｚうくかすぇ ごぃかぐぎ.
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ｇｈＷＶｋｇｈＷＸＶＷｅＺＷ!
Ｔすえぉぜさうぐぃ きがくけあがおがぃさかけぜ おｘざうかけ きぃぎぃあ ｚすきがぉかぃかうぃお くぉぃあけぜしうこ あぃぇ‐
くぐｚうぇ きが うくきぎｘｚぉぃかうぜ くうぐけｘごうう.

ｂがあ がざうｙえう う かぃうくきぎｘｚかがくぐず Ｔがぅおがいかｘそ きぎうさうかｘ かぃうくきぎｘｚかがくぐう う ぃぃ けくぐぎｘ‐
かぃかうぃ

• ごうげぎがｚがぇ あうくきぉぃぇ きがえｘ‐
ぅすｚｘぃぐ 

Ｔ きがくけあがおがぃさかけぜ おｘざうかけ かぃ
きがくぐけきｘぃぐ ｚがあｘ

• Ｔがあがきぎがｚがあかすぇ ｚぃかぐうぉず ぅｘｙうぐ ぁぎそぅずぜ うぉう かｘ‐
えうきずぜ.
ｇぎがさうくぐうぐぃ ｚがあがきぎがｚがあかすぇ ｚぃかぐうぉず.

• Ｙｘえぎすぐ ｚがあがきぎがｚがあかすぇ ｚぃかぐうぉず.
ｆぐえぎがぇぐぃ ｚがあがきぎがｚがあかすぇ ｚぃかぐうぉず.

• Ｙｘくがぎぃか げうぉずぐぎ ｚ かｘぉうｚかがお ざぉｘかぁぃ.
ｇぎがさうくぐうぐぃ げうぉずぐぎ

• ｅぃきぎｘｚうぉずかがぃ きがあえぉぜさぃかうぃ かｘぉうｚかがぁが ざぉｘか‐
ぁｘ. ｐぉｘかぁ おがいぃぐ ｙすぐず うぅがぁかけぐ うぉう きぃぎぃあｘｚぉぃか.
ｋｙぃあうぐぃくず ｚ きぎｘｚうぉずかがくぐう きがあえぉぜさぃかうそ ざぉｘか‐
ぁｘ.

• ごうげぎがｚがぇ あうくきぉぃぇ きがえｘ‐
ぅすｚｘぃぐ 

ｇがくけあがおがぃさかｘそ おｘざうかｘ かぃ
くぉうｚｘぃぐ ｚがあけ

• Ｙｘｙうぐｘ くぉうｚかｘそ ぐぎけｙｘ ぎｘえがｚうかす.
ｇぎがさうくぐうぐぃ くぉうｚかけぜ ぐぎけｙけ ぎｘえがｚうかす.

• ｅぃきぎｘｚうぉずかがぃ きがあえぉぜさぃかうぃ くぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ.
ｐぉｘかぁ おがいぃぐ ｙすぐず うぅがぁかけぐ うぉう きぃぎぃあｘｚぉぃか.
ｋｙぃあうぐぃくず ｚ きぎｘｚうぉずかがくぐう きがあえぉぜさぃかうそ ざぉｘか‐
ぁｘ.

• ごうげぎがｚがぇ あうくきぉぃぇ きがえｘ‐
ぅすｚｘぃぐ 

ｉぎｘｙがぐｘぉｘ くうくぐぃおｘ ぅｘしうぐす
がぐ きぃぎぃぉうｚｘ

• Ｙｘえぎがぇぐぃ ｚがあがきぎがｚがあかすぇ ｚぃかぐうぉず う がｙぎｘぐ‐
うぐぃくず ｚ おぃくぐかすぇ 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.

ｇぎがぁぎｘおおｘ かぃ ぅｘきけくえｘぃぐくそ • Ｖｚぃぎごｘ きぎうｙがぎｘ かぃ ぅｘえぎすぐｘ.
Ｙｘえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ.

• Ｔうぉえｘ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ かぃ ｚくぐｘｚぉぃかｘ ｚ ぎがぅぃぐえけ.
Ｔくぐｘｚずぐぃ ｚうぉえけ ｚ ぎがぅぃぐえけ.

• ｇぃぎぃぁがぎぃぉ きぎぃあがこぎｘかうぐぃぉず かｘ あがおｘざかぃお ぎｘく‐
きぎぃあぃぉうぐぃぉずかがお しうぐぃ.
Ｙｘおぃかうぐぃ きぎぃあがこぎｘかうぐぃぉず.

• ｋくぐｘかがｚぉぃかｘ ぅｘあぃぎいえｘ きけくえｘ.
ｏぐがｙす かｘさｘぐず ｚすきがぉかぃかうぃ きぎがぁぎｘおおす かぃおぃあ‐
ぉぃかかが, がぐおぃかうぐぃ ぅｘあぃぎいえけ きけくえｘ.

ｇがくぉぃ ｚすきがぉかぃかうそ きぎがｚぃぎえう ｚえぉぜさうぐぃ おｘざうかけ. ｇがｚぃぎかうぐぃ くぃぉぃえぐがぎ ｚ
きがぉがいぃかうぃ, ｙすｚざぃぃ あが ｚがぅかうえかがｚぃかうそ かぃきがぉｘあえう.
Ｔすきがぉかぃかうぃ きぎがぁぎｘおおす きぎがあがぉいうぐくそ く ぐがぁが おがおぃかぐｘ, かｘ えがぐがぎがお がかｘ
ｙすぉｘ きぎぃぎｚｘかｘ. Ｗくぉう かぃうくきぎｘｚかがくぐず きがそｚうぐくそ くかがｚｘ, がｙぎｘぐうぐぃくず ｚ おぃくぐ‐
かすぇ 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.
ｇぎう がぐがｙぎｘいぃかうう あぎけぁうこ えがあがｚ, がぐくけぐくぐｚけぜしうこ ｚ ぐｘｙぉうごぃ, がｙぎｘぐうぐぃくず ｚ
おぃくぐかすぇ 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
ｏぐがｙす ｙすくぐぎが う きぎｘｚうぉずかが きがぉけさうぐず きがおがしず, かぃがｙこがあうおす くぉぃあけぜしうぃ
あｘかかすぃ:
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• ｄがあぃぉず (Йла.)
• ｅがおぃぎ うぅあぃぉうそ (МКC)
• ｉぃぎうぇかすぇ かがおぃぎ (П-Кл.)
ｕぐｘ うかげがぎおｘごうそ きぎうｚぃあぃかｘ 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.
Ｙｘきうざうぐぃ かぃがｙこがあうおすぃ あｘかかすぃ ぅあぃくず:
ｅｘぅｚｘかうぃ おがあぃぉう ..........
ｅがおぃぎ うぅあぃぉうそ: ..........
ｉぃぎうぇかすぇ かがおぃぎ: ..........

ｈぃぅけぉずぐｘぐす おがぇえう かぃけあがｚぉぃぐｚがぎうぐぃぉずかす
ｇがくけあｘ がくぐｘぃぐくそ ぁぎそぅ‐
かがぇ

• Ｔすｙぎｘかかｘそ きぎがぁぎｘおおｘ おがぇえう かぃ きがあこがあうぐ あぉそ あｘか‐
かがぁが ぐうきｘ ぅｘぁぎけぅえう う ぅｘぁぎそぅかぃかうそ.

• ｂがぎぅうかす ぅｘぁぎけいぃかす かぃきぎｘｚうぉずかが - ｚがあｘ かぃ きがきｘあｘぃぐ
かｘ ｚくぃ きがｚぃぎこかがくぐう.

• ｈｘぅｙぎすぅぁうｚｘぐぃぉう かぃ おがぁけぐ くｚがｙがあかが ｚぎｘしｘぐずくそ うぅ-
ぅｘ かぃきぎｘｚうぉずかがぇ けえぉｘあえう きがくけあす.

• ｌうぉずぐぎす ぅｘくがぎぃかす うぉう かぃきぎｘｚうぉずかが けくぐｘかがｚぉぃかす.
• Ｚくきがぉずぅがｚｘかが くぉうざえがお おｘぉが おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ,

うぉう がかが かぃ きぎうおぃかそぉがくず.
Ｚぅｚぃくぐえがｚすぇ かｘぉぃぐ かｘ
きがくけあぃ

• ｂがかぐぃぇかぃぎ あぉそ くがぉう きけくぐがぇ.
• ｅぃきぎｘｚうぉずかが がぐぎぃぁけぉうぎがｚｘか けぎがｚぃかず ｚ けくぐぎがぇくぐｚぃ

あぉそ くおそぁさぃかうそ ｚがあす.
• ｅぃきぎｘｚうぉずかが ぅｘｚうかさぃかｘ えぎすざえｘ えがかぐぃぇかぃぎｘ あぉそ くが‐

ぉう.
ｇがくけあｘ おがえぎｘそ う ぐけく‐
えぉｘそ

• ｅぃ うくきがぉずぅがｚｘぉくそ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉず.
• Ｖがぅｘぐがぎ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ きけくぐ.

ｅｘ くぐぃえぉそかかがぇ う げｘそか‐
くがｚがぇ きがくけあぃ ｚうあかす
きがぉがくす, ｙぃぉぃくすぃ きそぐかｘ
うぉう ぁがぉけｙがｚｘぐｘそ きぉぃか‐
えｘ

• ｋおぃかずざうぐぃ あがぅうぎがｚえけ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ.

ｉけこうぃ くぉぃあす えｘきぃぉず
ｚがあす かｘ くぐぃえぉそかかがぇ う
げｘそかくがｚがぇ きがくけあぃ

• ｋｚぃぉうさずぐぃ あがぅうぎがｚえけ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ.
• ｇぎうさうかがぇ おがいぃぐ ｙすぐず えｘさぃくぐｚが おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ.

ｊぃこかうさぃくえうぃ あｘかかすぃ

Ｕｘｙｘぎうぐす ｐうぎうかｘ (くお) 59,6
 Ｔすくがぐｘ (くお) 85
 Ｕぉけｙうかｘ (くお) 62,5
ｕぉぃえぐぎうさぃくえがぃ きがあえぉぜ‐
さぃかうぃ - ｅｘきぎそいぃかうぃ - ｆｙ‐
しｘそ おがしかがくぐず - ｇぎぃあがこ‐
ぎｘかうぐぃぉず

Ｚかげがぎおｘごうそ きが せぉぃえぐぎうさぃくえがおけ きがあえぉぜさぃかうぜ きぎぃあ‐
くぐｘｚぉぃかｘ 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, ぎｘく‐
きがぉがいぃかかがぇ かｘ ｚかけぐぎぃかかぃぇ くぐがぎがかぃ あｚぃぎごす きがくけあが‐
おがぃさかがぇ おｘざうかす.

Ｖｘｚぉぃかうぃ ｚ ｚがあがきぎがｚがあ‐
かがぇ くうくぐぃおぃ

ｄうかうおけお 0,5 ｙｘぎ (0,05 ｄｇｘ)
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 ｄｘえくうおけお 8 ｙｘぎ (0,8 ｄｇｘ)
Ｔおぃくぐうぐぃぉずかがくぐず ｂがおきぉぃえぐがｚ きがくけあす 12

Ｚかくぐぎけえごうう きが けくぐｘかがｚえぃ

ｋくぐｘかがｚえｘ

ｋくぐｘかがｚえｘ きがあ ぎｘｙがさうぇ くぐがぉ
ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが ｚが ｚぎぃおそ けくぐｘかがｚえう ｚうぉえｘ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ うぅｚぉぃさぃかｘ うぅ
ぎがぅぃぐえう.

ｇがくぐｘｚずぐぃ きぎうｙがぎ ぎそあがお く ｚがあがきぎが‐
ｚがあかすお ｚぃかぐうぉぃお う えｘかｘぉうぅｘごうがかかすお
くぉうｚがお. ｉかうおうぐぃ ｚぃぎこかぜぜ きｘかぃぉず きぎう‐
ｙがぎｘ, さぐがｙす おがいかが ｙすぉが けくぐｘかがｚうぐず
ぃぁが きがあ ぎｘえがｚうかけ うぉう くぐがぉぃざかうごけ. ｇぎが‐
ｚぃぎずぐぃ, さぐがｙす ぎｘぅおぃぎす かうざう がぐｚぃさｘぉう
けえｘぅｘかかすお ぎｘぅおぃぎｘお.

ｏぐがｙす くかそぐず ｚぃぎこかぜぜ きｘかぃぉず きぎうｙがぎｘ, きぎがあぃぉｘぇぐぃ くぉぃあけぜしぃぃ:
1. Ｔすｚうかぐうぐぃ ぅｘあかうぃ ｚうかぐす (1).

2. ｉぐそかうぐぃ くぅｘあう ｚぃぎこかぜぜ きｘかぃぉず く
きぎうｙがぎｘ.
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3. ｇがあかうおうぐぃ ｚぃぎこかぜぜ きｘかぃぉず う
くあｚうかずぐぃ く きぃぎぃあかうこ きぎがぎぃぅぃぇ.

4. ｉ きがおがしずぜ ぎぃぁけぉうぎがｚがさかすこ かが‐
いぃえ けくぐｘかがｚうぐぃ きぎうｙがぎ ぁがぎうぅが‐
かぐｘぉずかが.

ｋくぐｘかがｚうぐぃ きぎうｙがぎ きがあ くぐがぉぃざかうごけ.
ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが ｚがあそかすぃ ざぉｘかぁう かぃ
うぅがぁかけぐす, かぃ きぃぎぃあｘｚぉぃかす う かぃ きぃぎぃえぎけさぃかす.
Ｗくぉう きがかｘあがｙうぐくそ ぎぃおがかぐ, え きぎうｙがぎけ あがぉいぃか がｙぃくきぃさうｚｘぐずくそ ぉぃぁえうぇ あが‐
くぐけき あぉそ くきぃごうｘぉうくぐｘ. ｇがくぐｘｚずぐぃ かｘ おぃくぐが ｚぃぎこかぜぜ きｘかぃぉず きぎうｙがぎｘ,
ぃくぉう こがぐうぐぃ うくきがぉずぅがｚｘぐず ぃぁが ｚ えｘさぃくぐｚぃ がぐあぃぉずかが くぐがそしぃぁが.
ｋ がぐあぃぉずかが くぐがそしうこ きぎうｙがぎがｚ きがぉがいぃかうぃ ごがえがぉそ かぃ ぎぃぁけぉうぎけぃぐくそ.

Ｕがぎうぅがかぐｘぉずかがぃ ｚすぎｘｚかうｚｘかうぃ おｘざうかす
ｇぎがｚぃぎずぐぃ, さぐがｙす おｘざうかｘ ｙすぉｘ こがぎがざが ｚすぎがｚかぃかｘ きが ぁがぎうぅがかぐｘぉう う
あｚぃぎごｘ きぉがぐかが ぅｘえぎすｚｘぉｘくず. Ｗくぉう おｘざうかｘ ｚすぎがｚかぃかｘ かｘあぉぃいｘしうお がｙ‐
ぎｘぅがお, あｚぃぎごｘ かぃ ごぃきぉそぃぐくそ ぅｘ くぐぃかえう えがぎきけくｘ. Ｗくぉう あｚぃぎごｘ ぅｘえぎすｚｘぃぐくそ
かぃきぉがぐかが, がぐｚうかぐうぐぃ うぉう ぅｘｚうかぐうぐぃ ぎぃぁけぉうぎがｚがさかけぜ かがいえけ, さぐがｙす ｚすぎがｚ‐
かそぐず おｘざうかけ きが ぁがぎうぅがかぐｘぉう.

ｇがあえぉぜさぃかうぃ え ｚがあがきぎがｚがあけ

ｅｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ
ｇがくけあがおがぃさかけぜ おｘざうかけ おがいかが きがあえぉぜさうぐず え ぁがぎそさぃぇ (おｘえく. 60°) うぉう こが‐
ぉがあかがぇ ｚがあぃ.
Ｗくぉう ぁがぎそさｘそ ｚがあｘ きがあｘぃぐくそ うぅ くうくぐぃおす, うくきがぉずぅけぜしぃぇ ｘぉずぐぃぎかｘぐうｚかすぃ
うくぐがさかうえう せかぃぎぁうう, あぎけいぃくぐｚぃかかすぃ きが がぐかがざぃかうぜ え がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあぃ
(かｘきぎうおぃぎ, くがぉかぃさかすぃ うぉう げがぐがぁｘぉずｚｘかうさぃくえうぃ きｘかぃぉう, ｚぃぐぎがぁぃかぃぎｘぐが‐
ぎす), きがあえぉぜさｘぇぐぃ おｘざうかけ え ぁがぎそさぃぇ ｚがあぃ, さぐがｙす くかうぅうぐず きがぐぎぃｙぉぃかうぃ
せかぃぎぁうう.
ｇがあくがぃあうかうぐぃ かｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ え ｚがあがきぎがｚがあかがおけ ｚぃかぐうぉぜ く かｘぎけいかがぇ
ぎぃぅずｙがぇ 3/4".
ｇｈＷＶｋｇｈＷＸＶＷｅＺＷ!
ｅぃ うくきがぉずぅけぇぐぃ くがぃあうかうぐぃぉずかすぃ ざぉｘかぁう がぐ くぐｘぎがぇ おｘざうかす.

Ｖｘｚぉぃかうぃ ｚがあす あがぉいかが ｙすぐず ｚ けえｘぅｘかかすこ きぎぃあぃぉｘこ (くお. ぎｘぅあぃぉ "ｊぃこかう‐
さぃくえうぃ あｘかかすぃ"). ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが おぃくぐかｘそ くぉけいｙｘ ｚがあがくかｘｙいぃかうそ がｙぃく‐
きぃさうｚｘぃぐ くぎぃあかぃぃ あｘｚぉぃかうぃ ｚ ｚがあがきぎがｚがあぃ ｚ ぎｘぇがかぃ ｚｘざぃぁが きぎがいうｚｘかうそ.
ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが かｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ かぃ うぅがぁかけぐ, かぃ きぃぎぃあｘｚぉぃか う かぃ きぃぎぃえぎけ‐
さぃか.
ｇぎｘｚうぉずかが ぅｘえぎぃきうぐぃ えがかぐぎぁｘぇえけ, さぐがｙす かぃ あがきけくぐうぐず けぐぃさえう ｚがあす.
ｇｈＷＶｋｇｈＷＸＶＷｅＺＷ!
ｅぃ きがあえぉぜさｘぇぐぃ きぎうｙがぎ え かがｚすお ぐぎけｙｘお うぉう え ぐぎけｙｘお, えがぐがぎすおう あがぉぁが かぃ
きがぉずぅがｚｘぉうくず. ｉきけくえｘぇぐぃ ｚがあけ かぃくえがぉずえが おうかけぐ, ぅｘぐぃお きがあえぉぜさｘぇぐぃ かｘ‐
ぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ.

ｇがあえぉぜさぃかうぃ え ｚがあがきぎがｚがあけ 29



ｋ かｘぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ あｚｘ がぐくぃえｘ, ｚ かぃお きぎがぉがいぃか せぉぃえぐぎうさぃくえうぇ えｘｙぃぉず, う
うおぃぃぐくそ きぎぃあがこぎｘかうぐぃぉずかすぇ えぉｘきｘか. ｅｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ かｘこがあうぐくそ きがあ あｘ‐
ｚぉぃかうぃお ぐがぉずえが ｚが ｚぎぃおそ きがあｘさう ｚがあす. Ｔ くぉけさｘぃ けぐぃさえう ｚがあす うぅ かｘぉうｚ‐
かがぁが ざぉｘかぁｘ きぎぃあがこぎｘかうぐぃぉずかすぇ えぉｘきｘか きぎぃぎすｚｘぃぐ きがあｘさけ ｚがあす.
Ｓけあずぐぃ がくぐがぎがいかす きぎう きがあえぉぜさぃかうう かｘぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ:
• ｅぃ きがぁぎけいｘぇぐぃ かｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ うぉう きぎぃあがこぎｘかうぐぃぉずかすぇ えぉｘきｘか ｚ ｚがあけ.
• Ｗくぉう かｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ うぉう きぎぃあがこぎｘかうぐぃぉずかすぇ えぉｘきｘか きがｚぎぃいあぃかす, かぃ‐

おぃあぉぃかかが 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.
• Ｙｘおぃかけ かｘぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ く きぎぃあがこぎｘかうぐぃぉずかすお えぉｘきｘかがお ぎｘぅぎぃざｘぃぐ‐

くそ ｚすきがぉかそぐず ぐがぉずえが くきぃごうｘぉうくぐけ くぃぎｚうくかがぁが ごぃかぐぎｘ.
ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
ｆきｘくかがぃ かｘきぎそいぃかうぃ

ｉぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ
1. ｇがあえぉぜさうぐぃ くぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ え くぉうｚかがぇ ぐぎけｙぃ ぎｘえがｚうかす, きぎうえぎぃきうｚ ぃぁが

え くぐがぉぃざかうごぃ. ｕぐが うくえぉぜさうぐ きがきｘあｘかうぃ くぐがさかがぇ ｚがあす うぅ ぎｘえがｚうかす がｙ‐
ぎｘぐかが ｚ きぎうｙがぎ.

2. ｇがあえぉぜさうぐぃ くぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ え えｘかｘぉうぅｘごうがかかがおけ くぐがそえけ く ｚぃかぐうぉそ‐
ごうがかかすお がぐｚぃぎくぐうぃお (おうか. ｚかけぐぎぃかかうぇ あうｘおぃぐぎ 4 くお).

ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが かｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ かぃ うぅが‐
ぁかけぐ う かぃ きぃぎぃあｘｚぉぃか, さぐがｙす ｚがあｘ うぅ おｘ‐
ざうかす くぉうｚｘぉｘくず, えｘえ くぉぃあけぃぐ.
Ｚぅｚぉぃえｘぇぐぃ きぎがｙえけ うぅ ぎｘえがｚうかす, えがぁあｘ
きぎうｙがぎ くぉうｚｘぃぐ ｚがあけ, さぐがｙす かぃ あがきけ‐
くぐうぐず きがきｘあｘかうそ くぐがさかがぇ ｚがあす がｙぎｘぐかが.
ｅぃ あがきけくえｘぃぐくそ けあぉうかそぐず くぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ
ｙがぉぃぃ さぃお かｘ 2 お. Ｔかけぐぎぃかかうぇ あうｘおぃぐぎ
けあぉうかうぐぃぉそ かぃ あがぉいぃか ｙすぐず おぃかずざぃ
あうｘおぃぐぎｘ ざぉｘかぁｘ.

max 85 cm

min 40 cm

m
a

x
 4

0
0
 c

m

30 ｇがあえぉぜさぃかうぃ え ｚがあがきぎがｚがあけ



ｇぎう きがあくがぃあうかぃかうう くぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ え
くぉうｚかがぇ ぐぎけｙぃ きがあ ぎｘえがｚうかがぇ くかうおうぐぃ
きぉｘくぐうえがｚけぜ おぃおｙぎｘかけ (A). Ｗくぉう かぃ けあｘ‐
ぉうぐず おぃおｙぎｘかけ, がくぐｘぐえう きうしう おがぁけぐ ｚす‐
ぅｚｘぐず ぅｘくがぎぃかうぃ ｚ おぃくぐぃ くがぃあうかぃかうそ
ぐぎけｙす く かｘぉうｚかすお ざぉｘかぁがお
Ｔ きぎうｙがぎぃ うおぃぃぐくそ ぅｘしうぐかがぃ けくぐぎがぇ‐
くぐｚが, きぎぃあがぐｚぎｘしｘぜしぃぃ がｙぎｘぐかがぃ きがきｘ‐
あｘかうぃ ｚ かぃぁが くぐがさかがぇ ｚがあす. ｆｙぎｘぐかすぇ
えぉｘきｘか ｚ くぉうｚかがぇ ぐぎけｙぃ ぎｘえがｚうかす おがいぃぐ
きがおぃざｘぐず かがぎおｘぉずかがおけ くぉうｚけ ｚがあす うぅ きぎうｙがぎｘ. ｉかうおうぐぃ がｙぎｘぐかすぇ えぉｘ‐
きｘか.

ｇｈＷＶｋｇｈＷＸＶＷｅＺＷ!
Ｔが うぅｙぃいｘかうぃ けぐぃさぃえ ｚがあす きぎがｚぃぎずぐぃ ぁぃぎおぃぐうさかがくぐず ｚくぃこ ぁうあぎｘｚぉうさぃ‐
くえうこ くがぃあうかぃかうぇ.

ｇがあえぉぜさぃかうぃ え せぉぃえぐぎがくぃぐう
ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
ｇ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, ぃくぉう きがぉずぅがｚｘぐぃぉず かぃ くがｙぉぜ‐
あｘぃぐ せぐう おぃぎす ｙぃぅがきｘくかがくぐう.
Ｙｘぅぃおぉうぐぃ おｘざうかけ ｚ くががぐｚぃぐくぐｚうう く ぐぎぃｙがｚｘかうそおう ぐぃこかうえう ｙぃぅが‐
きｘくかがくぐう.
ｇぎがｚぃぎずぐぃ, さぐがｙす かｘきぎそいぃかうぃ う ぐうき せぉぃえぐぎがきうぐｘかうそ, けえｘぅｘかかすぃ かｘ ぐｘ‐
ｙぉうさえぃ く ぐぃこかうさぃくえうおう こｘぎｘえぐぃぎうくぐうえｘおう, くががぐｚぃぐくぐｚがｚｘぉう かｘきぎそいぃかうぜ
う ぐうきけ せぉぃえぐぎがきうぐｘかうそ ｚ おぃくぐかがぇ せぉぃえぐぎがくぃぐう.
ｇがぉずぅけぇぐぃくず ぐがぉずえが きぎｘｚうぉずかが けくぐｘかがｚぉぃかかがぇ せぉぃえぐぎがｙぃぅがきｘくかがぇ ぎがぅぃぐ‐
えがぇ.
ｅぃ きがぉずぅけぇぐぃくず きぃぎぃこがあかうえｘおう, くがぃあうかうぐぃぉそおう う けあぉうかうぐぃぉそおう. ｉけしぃ‐
くぐｚけぃぐ ぎうくえ ｚがぅぁがぎｘかうそ.
ｅぃ ぅｘおぃかそぇぐぃ えｘｙぃぉず せぉぃえぐぎがきうぐｘかうそ くｘおがくぐがそぐぃぉずかが. ｆｙぎｘしｘぇぐぃくず 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.
ｇぎがｚぃぎずぐぃ, さぐがｙす きがくぉぃ けくぐｘかがｚえう ｙすぉ がｙぃくきぃさぃか 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.
Ｖぉそ がぐえぉぜさぃかうそ おｘざうかす がぐ せぉぃえぐぎがくぃぐう かぃ ぐそかうぐぃ ぅｘ えｘｙぃぉず せぉぃえぐぎがきう‐
ぐｘかうそ. Ｔくぃぁあｘ ｙぃぎうぐぃくず ぅｘ くｘおけ ｚうぉえけ.

ｆこぎｘかｘ がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあす

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
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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.
ｋきｘえがｚえｘ うぅぁがぐがｚぉぃかｘ うぅ せえがぉがぁうさかすこ おｘぐぃぎうｘぉがｚ う おがいぃぐ ｙすぐず きがｚぐがぎかが
きぃぎぃぎｘｙがぐｘかｘ. ｅｘ きぉｘくぐおｘくくがｚすこ あぃぐｘぉそこ けえｘぅｘか おｘぐぃぎうｘぉ, うぅ えがぐがぎがぁが
がかう うぅぁがぐがｚぉぃかす, かｘきぎうおぃぎ, >МБ<, (きがぉうせぐうぉぃか) >МП< (きがぉうくぐうぎがぉ) う ぐ.あ.
ｋきｘえがｚがさかすぃ おｘぐぃぎうｘぉす くぉぃあけぃぐ くえぉｘあすｚｘぐず ｚ くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうぃ えがか‐
ぐぃぇかぃぎす おぃくぐかすこ くぉけいｙ きが けぐうぉうぅｘごうう がぐこがあがｚ.
ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
Ｗくぉう おｘざうかｘ ｙがぉずざぃ かぃ かけいかｘ, ｚすきがぉかうぐぃ くぉぃあけぜしうぃ あぃぇくぐｚうそ:
• Ｔすかずぐぃ ｚうぉえけ うぅ ぎがぅぃぐえう.
• ｆぐぎぃいずぐぃ えｘｙぃぉず せぉぃえぐぎがきうぐｘかうそ う ざぐぃきくぃぉずかけぜ ｚうぉえけ う ｚすえうかずぐぃ うこ.
• ｋあｘぉうぐぃ あｚぃぎかがぇ ぅｘおがえ. Ｓぉｘぁがあｘぎそ せぐがおけ あぃぐう かぃ くおがぁけぐ がえｘぅｘぐずくそ ぅｘ‐

きぃぎぐすおう ｚかけぐぎう おｘざうかす, きがあｚぃぎぁｘそ くｚがぜ いうぅかず がきｘくかがくぐう.
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Ｖそえけєおが ぅｘ ぐぃ, しが ｚう がｙぎｘぉう があうか ぅ かｘざうこ ｚうくがえがそえっくかうこ ｚうぎがｙっｚ.

ｑがｙ ぅｘｙぃぅきぃさうぐう がきぐうおｘぉずかけ ぐｘ ｙぃぅきぃぎぃｙっぇかけ ぎがｙがぐけ きぎうあｙｘかがぁが
きぎうぉｘあけ, ｙけあず ぉｘくえｘ, 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. ｎぃ
あがぅｚがぉうぐず ｚｘお あがくえがかｘぉが っ そえかｘぇぃげぃえぐうｚかっざぃ えぃぎけｚｘぐう ｚくっおｘ
きぎがごぃくｘおう. ｑがｙ ｚう おがぁぉう ｚ ｙけあず-そえうぇ さｘく け ぎｘぅっ きがぐぎぃｙう ぅｚぃぎかけぐうくそ
あが ごっєつ っかくぐぎけえごっつ, ぎぃえがおぃかあけєおが ぅｙぃぎっぁｘぐう つつ ｚ かｘあっぇかがおけ おっくごっ. ｗえしが
きぎうぉｘあ ｚ おｘぇｙけぐかずがおけ ぅおっかうぐず ｚぉｘくかうえｘ, ｙけあず ぉｘくえｘ, きぃぎぃあｘぇぐぃ
ぇがおけ ぐｘえがい ごぜ っかくぐぎけえごっぜ.

Ｓｘいｘєおが, しがｙ かがｚうぇ きぎうぉｘあ きぎうかっく ｚｘお ｙｘぁｘぐが ぅｘあがｚがぉぃかかそ.
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Іかくぐぎけえごっそ ぅ ぃえくきぉけｘぐｘごっつ

 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
ｑ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 きぎう‐
ぉｘあけ, けｚｘいかが きぎがさうぐｘぇぐぃ ごぃぇ きがくっｙかうえ きぃぎぃあ ｚくぐｘかがｚぉぃかかそお ぐｘ ぃえくきぉけｘ‐
ぐｘごっєぜ きぎうぉｘあけ. Ｙｙぃぎっぁｘぇぐぃ きがくっｙかうえ えがぎうくぐけｚｘさｘ ぎｘぅがお ぅ きぎうぉｘあがお, かｘ‐
ｚっぐず えがぉう きぃぎぃｚがぅうぐぃ さう きぎがあｘєぐぃ ぇがぁが. ｂがぎうくぐけｚｘさっ きがｚうかかっ ｙけぐう きがｚかっくぐぜ
がｙっぅかｘかうおう ぅ きぎｘｚうぉｘおう ぃえくきぉけｘぐｘごっつ ぇ ぐぃこかっえがぜ ｙぃぅきぃえう きぎうぉｘあけ.

Ｙｘくぐがくけｚｘかかそ ぅｘ きぎうぅかｘさぃかかそお
• ｎぃぇ きぎうぉｘあ きぎうぅかｘさぃかうぇ ｚうえぉぜさかが あぉそ あがおｘざかずがぁが ｚいうぐえけ.
• Ｔうえがぎうくぐがｚけぇぐぃ きぎうぉｘあ ぉうざぃ あぉそ あがおｘざかずがぁが きがくけあけ, きぎうあｘぐかがぁが あぉそ

おうぐぐそ ｚ きがくけあがおうぇかうこ おｘざうかｘこ.
• ｅぃ ぅｘくぐがくがｚけぇぐぃ ｚ きがくけあがおうぇかっぇ おｘざうかっ ぎがぅさうかかうえっｚ. ｎぃ おがいぃ きぎうぅｚぃ‐

くぐう あが ｚうｙけこけ.
• ｅがいっ ぐｘ ｚくっ っかざっ きぎぃあおぃぐう ぅ ぁがくぐぎうおう えっかごそおう かぃがｙこっあかが ぅｘｚｘかぐｘいけｚｘぐう

け えがざうえ あぉそ くぐがぉがｚうこ きぎうｙがぎっｚ えっかごそおう あがかうぅけ. Іかｘえざぃ, つこ おがいかｘ ぎがぅおっ‐
くぐうぐう ぁがぎうぅがかぐｘぉずかが け ｚぃぎこかずがおけ えがざうえけ あぉそ きがくけあけ.

• Ｔうえがぎうくぐがｚけぇぐぃ ぉうざぃ げっぎおがｚっ ぅｘくがｙう, きぎうぅかｘさぃかっ あぉそ きがくけあがおうぇかうこ
おｘざうか (おうぜさっ ぅｘくがｙう, くっぉず, がきがぉっくえけｚｘさっ).

• ｗえしが ｚっあえぎうぐう あｚぃぎごそぐｘ きがくけあがおうぇかがつ おｘざうかう きっあ さｘく つつ ぎがｙがぐう, ぅ かぃつ
おがいぃ ｚうぎｚｘぐうくそ かｘぅがｚかっ ぁｘぎそさｘ きｘぎｘ. Іくかけє ぎうぅうえ がぐぎうおｘかかそ がきっえけ.

• ｅぃ ｚうぇおｘєぐぃ きがくけあ っぅ きがくけあがおうぇかがつ おｘざうかう あが ぅｘｚぃぎざぃかかそ きぎがぁぎｘおう
おうぐぐそ.

• ｂがぉう きぎがぁぎｘおｘ おうぐぐそ ぅｘｚぃぎざうぐずくそ, ｚっあ'єあかｘぇぐぃ ざぐぃきくぃぉず えｘｙぃぉぜ いう‐
ｚぉぃかかそ ｚっあ ぃぉぃえぐぎがおぃぎぃいっ ぐｘ きぃぎぃえぎうぇぐぃ えぎｘか ｚがあがきがくぐｘさｘかかそ.

• ｈぃおがかぐ ごずがぁが きぎうぉｘあけ おがいぃ ぅあっぇくかぜｚｘぐうくそ ぉうざぃ けきがｚかがｚｘいぃかうお ぐぃこ‐
かっさかうお きぃぎくがかｘぉがお. Ｖぉそ ぎぃおがかぐけ おがいかｘ ぅｘくぐがくが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.

• ｅぃ かｘおｘぁｘぇぐぃくそ くｘおがくぐっぇかが ぎぃおがかぐけｚｘぐう きぎうぉｘあ, しがｙ けかうえかけぐう ぐぎｘｚお
ぐｘ きがざえがあいぃかかそ きぎうぉｘあけ. ｋ ぎｘぅっ かぃがｙこっあかがくぐっ, ぅｚぃぎぐｘぇぐぃくそ け くｚっぇ おっく‐
ごぃｚうぇ くぃぎｚっくかうぇ ごぃかぐぎ.

Ｙｘぁｘぉずかっ きぎｘｚうぉｘ ぐぃこかっえう ｙぃぅきぃえう
• ｇぎうぉｘあ かぃ きがｚうかかっ ｚうえがぎうくぐがｚけｚｘぐう がくがｙう (ｚえぉぜさｘぜさう あっぐぃぇ) ぅ がｙおぃ‐

いぃかうおう げっぅうさかうおう ｘｙが ぎがぅけおがｚうおう ぅあっｙかがくぐそおう, ｘｙが がくがｙう, そえっ かぃ おｘ‐
ぜぐず ｚっあきがｚっあかがぁが あがくｚっあけ ぐｘ ぅかｘかず. ｇっあ さｘく ｚうえがぎうくぐｘかかそ きぎうぉｘあけ ぐｘえっ
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がくがｙう おｘぜぐず きぃぎぃｙけｚｘぐう きっあ かｘぁぉそあがお ｘｙが ｚうえがかけｚｘぐう ｚえｘぅっｚえう ｚっあきが‐
ｚっあｘぉずかうこ ぅｘ つこ ｙぃぅきぃえけ がくっｙ.

• Ｖがぐぎうおけぇぐぃくそ っかくぐぎけえごっぇ ぅ ぐぃこかっえう ｙぃぅきぃえう, かｘあｘかうこ ｚうぎがｙかうえがお おうぜ‐
さうこ ぅｘくがｙっｚ あぉそ きがくけあがおうぇかうこ おｘざうか, しがｙ けかうえかけぐう こっおっさかうこ がきっえっｚ
がさぃぇ, ぎがぐがｚがつ きがぎがいかうかう ぐｘ ぁがぎぉｘ.

• ｅぃ きうぇぐぃ ｚがあけ ぅ きがくけあがおうぇかがつ おｘざうかう. Ｔ かっぇ おがいけぐず ｙけぐう ぅｘぉうざえう おうぜ‐
さがぁが ぅｘくがｙけ.

• Ｙｘｚいあう ぅｘえぎうｚｘぇぐぃ あｚぃぎごそぐｘ, えがぉう かぃ えがぎうくぐけєぐぃくそ きぎうぉｘあがお, しがｙ かぃ
きぃぎぃさぃきうぐうくず さぃぎぃぅ ｚっあえぎうぐっ あｚぃぎごそぐｘ っ けかうえかけぐう ぐぎｘｚお.

• ｅぃ くっあｘぇぐぃ っ かぃ くぐｘｚｘぇぐぃ かｘ ｚっあえぎうぐっ あｚぃぎごそぐｘ.

Ｓぃぅきぃえｘ あっぐぃぇ
• ｂがぎうくぐけｚｘぐうくそ きぎうぉｘあがお あがぅｚがぉそєぐずくそ ぉうざぃ あがぎがくぉうお. ｅぃがｙこっあかが かｘ‐

ぁぉそあｘぐう ぅｘ あっぐずおう, しがｙ ｚがかう かぃ ぁぎｘぉうくそ ぅ ごうお きぎうぉｘあがお.
• 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. ｊｘえうお さう‐

かがお ｚがかう おがいけぐず ぅｘあうこかけぐうくそ.
• Ｙｙぃぎっぁｘぇぐぃ おうぜさっ ぅｘくがｙう け ｙぃぅきぃさかがおけ おっくごっ. ｅぃ あがぅｚがぉそぇぐぃ あっぐそお ぐがぎ‐

えｘぐうくそ おうぜさうこ ぅｘくがｙっｚ.
• ｅぃ あがぅｚがぉそぇぐぃ あっぐそお かｘｙぉういｘぐうくそ あが きがくけあがおうぇかがつ おｘざうかう, えがぉう つつ

あｚぃぎごそぐｘ ｚっあえぎうぐっ.

ｋくぐｘかがｚえｘ
• ｇぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ, しが きぎうぉｘあ かぃ きがざえがあいぃかが きっあ さｘく ぐぎｘかくきがぎぐけｚｘかかそ.

ｇっあえぉぜさｘぐう きがざえがあいぃかうぇ きぎうぉｘあ ぅｘｙがぎがかそєぐずくそ. ｋ ぎｘぅっ かぃがｙこっあかがくぐっ,
ぅｚぃぎかっぐずくそ あが くｚがぁが きがくぐｘさｘぉずかうえｘ.

• ｇぃぎざ かっい ぎがぅきがさｘぐう えがぎうくぐけｚｘぐうくそ きぎうぉｘあがお, ｚうあｘぉっぐず ｚくっ きｘえけｚｘぉずかっ
おｘぐぃぎっｘぉう.

• ｈがｙがぐう ぅ きっあえぉぜさぃかかそ きぎうぉｘあけ あが ぃぉぃえぐぎがおぃぎぃいっ 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かがぜ ぐｘ えがおきぃぐぃかぐかがぜ がくがｙがぜ.

• ｈがｙがぐう ぅ きっあえぉぜさぃかかそ きぎうぉｘあけ あが ｚがあがきぎがｚがあけ 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かがぜ ぐｘ えがおきぃぐぃかぐかがぜ がくがｙがぜ.

• Ｙ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 ｘｙが ｚかがくうぐう ｙけあず-そえっ おがあうげっえｘごっつ け
きぎうぉｘあ ぅｘｙがぎがかそєぐずくそ. Іくかけє ぎうぅうえ がぐぎうおｘぐう ぐぎｘｚおけ っ きがざえがあうぐう おｘ‐
ざうかけ.

• ｅぃ えがぎうくぐけぇぐぃくそ きぎうぉｘあがお:
椴 ぅ きがざえがあいぃかうお えｘｙぃぉぃお いうｚぉぃかかそ さう ｚがあがきぎがｚっあかうおう ざぉｘかぁｘおう;
椴 ぅ きがざえがあいぃかかそおう きｘかぃぉっ えぃぎけｚｘかかそ, ぎがｙがさがつ きがｚぃぎこかっ ｘｙが かういかずがつ

さｘくぐうかう, ｚ ぎぃぅけぉずぐｘぐっ さがぁが ぅ'そｚうｚくそ あがくぐけき けくぃぎぃあうかけ きぎうぉｘあけ.
Ｙｚぃぎぐｘぇぐぃくそ ｚ おっくごぃｚうぇ ごぃかぐぎ くぃぎｚっくかがぁが がｙくぉけぁがｚけｚｘかかそ.

• ｅぃ きぎがくｚぃぎあぉぜぇぐぃ がぐｚがぎっｚ け えがぎきけくっ きぎうぉｘあけ, がくえっぉずえう ぐｘえうお さうかがお
おがいかｘ きがざえがあうぐう ぁっあぎｘｚぉっさかけ さう ぃぉぃえぐぎうさかけ くうくぐぃおけ.

ｇがきぃぎぃあいぃかかそ!
ｈ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 しがあが 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
ぐｘ ｚがあがきがくぐｘさｘかかそ.
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ｆきうく ｚうぎがｙけ

1 Ｔぃぎこかっぇ えがざうえ
2 ｇぃぎぃおうえｘさ ぎっｚかそ いがぎくぐえがくぐっ ｚがあう
3 ｂがかぐぃぇかぃぎ あぉそ くがぉっ
4 Ｖがぅｘぐがぎ おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ
5 Ｖがぅｘぐがぎ がきがぉっくえけｚｘさｘ
6 ｊｘｙぉうさえｘ ぅ ぐぃこかっさかうおう あｘかうおう
7 ｌっぉずぐぎう
8 ｅういかっぇ ぎがぅきうぉぜｚｘさ
9 Ｔぃぎこかっぇ ぎがぅきうぉぜｚｘさ

10 ｈがｙがさｘ きがｚぃぎこかそ
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ｇｘかぃぉず えぃぎけｚｘかかそ
6

1 2 3 4

78 5

A B

9

1 ｇぃぎぃおうえｘさ きぎがぁぎｘお
2 ｂかがきえｘ ЙсирерЭb (ЙСИРЕРAB)
3 ｂかがきえｘ ｚっあえぉｘあぃかがぁが ぅｘきけくえけ (АБИAХ)
4 ｂかがきえｘ ぅｘきけくえけ (ПРAОР)
5 ｎうげぎがｚうぇ あうくきぉぃぇ
6 Іかあうえｘぐがぎう
7 ｇがえｘいさうえ きぎがぁぎｘおう
8 Ｔうおえかぃかが
9 ｂかがきえう げけかえごっぇ

Іかあうえｘぐがぎう
ｌｘぅｘ おうぐぐそ Ｔおうえｘєぐずくそ, えがぉう ｚうえがかけєぐずくそ げｘぅｘ おうぐぐそ ｘｙが きがぉがくえｘかかそ.

ｌｘぅｘ くけざっかかそ Ｔおうえｘєぐずくそ, えがぉう ｚうえがかけєぐずくそ げｘぅｘ くけざっかかそ.

ｌけかえごっそ ЙсирерЭb ｉｚっぐうぐずくそ, えがぉう ｘえぐうｚがｚｘかが げけかえごっぜ ЙсирерЭb. Ｖうｚ. ぎがぅあっぉ
їｌけかえごっそ ЙсирерЭb».
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Іかあうえｘぐがぎう

ｉっぉず 1) Іかあうえｘぐがぎ くｚっぐうぐずくそ, えがぉう きがぐぎっｙかが ぅｘきがｚかうぐう えがかぐぃぇかぃぎ あぉそ
くがぉっ. Ｖうｚ. ぎがぅあっぉ їＹｘくぐがくけｚｘかかそ くがぉっ あぉそ きがくけあがおうぇかうこ おｘ‐
ざうか».
ｇっくぉそ ぅｘきがｚかぃかかそ えがかぐぃぇかぃぎｘ っかあうえｘぐがぎ くがぉっ おがいぃ ぁがぎっぐう
えっぉずえｘ ぁがあうか. ｎぃ かぃ くきぎうさうかそє かぃぁｘぐうｚかがぁが ｚきぉうｚけ かｘ ぎがｙがぐけ
きぎうぉｘあけ.

ｆきがぉっくえけｚｘさ 1) Ｙｘぁがぎｘєぐずくそ, えがぉう きがぐぎっｙかが ぅｘぉうぐう がきがぉっくえけｚｘさ け えがかぐぃぇかぃぎ.
Ｖうｚ. ぎがぅあっぉ їＹｘくぐがくけｚｘかかそ がきがぉっくえけｚｘさｘ».

1) ｂがぉう えがかぐぃぇかぃぎう あぉそ くがぉっ っ/ｘｙが がきがぉっくえけｚｘさｘ きがぎがいかっ, ｚっあきがｚっあかうぇ っかあうえｘぐがぎ かぃ くｚっぐうぐずくそ
きっあ さｘく ｚうえがかｘかかそ きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ.

ｈけさえｘ きぎがぁぎｘお
• ｑがｙ けｚっおえかけぐう きぎうぉｘあ ｘｙが ｚくぐｘかがｚうぐう きぎがぁぎｘおけ おうぐぐそ, きがｚぃぎかっぐず きぃ‐

ぎぃおうえｘさ きぎがぁぎｘお ぅｘ ぁがあうかかうえがｚがぜ くぐぎっぉえがぜ ｘｙが きぎがぐう かぃつ. ｇがえｘぅかうえ
きぎがぁぎｘおう かｘ きぃぎぃおうえｘさぃｚっ きぎがぁぎｘお おｘє けぅぁがあいけｚｘぐうくそ ぅ があかっєぜ ぅ きぎが‐
ぁぎｘお おうぐぐそ きがくけあけ かｘ きｘかぃぉっ えぃぎけｚｘかかそ. ｗえしが きがえｘぅかうえ きぎがぁぎｘおう くきっｚ‐
きｘあｘє ぅ きぎがぁぎｘおがぜ おうぐぐそ, かｘ ごうげぎがｚがおけ あうくきぉぃつ ｚっあがｙぎｘいｘєぐずくそ ぐぎう‐
ｚｘぉっくぐず きぎがぁぎｘおう. ｗえしが きがえｘぅかうえ きぎがぁぎｘおう かぃ くきっｚきｘあｘє ぅ きぎがぁぎｘおがぜ
おうぐぐそ, かｘ ごうげぎがｚがおけ あうくきぉぃつ ｚっあがｙぎｘいｘぜぐずくそ あｚっ ぁがぎうぅがかぐｘぉずかっ ぉっかっつ.

• 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 きぃぎぃおうえｘさ きぎがぁぎｘお ぐｘえ, しがｙ きがえｘいさうえ
きぎがぁぎｘおう くきっｚきｘｚ ぅ きがぅかｘさえがぜ ｚうおえかぃかが.

ｇぃぎぃおうえｘさ きぎがぁぎｘお ｚうえがぎうくぐがｚけєぐずくそ あぉそ ぐｘえうこ がきぃぎｘごっぇ.
椴 ｅｘぉｘざぐけｚｘかかそ きぎうくぐぎがぜ あぉそ きがお'そえざぃかかそ ｚがあう. ｆぅかｘぇがおぐぃくそ ぅ ぎがぅあっ‐

ぉがお "ｅｘぉｘざぐけｚｘかかそ きぎうくぐぎがぜ あぉそ きがお'そえざぃかかそ ｚがあう".
椴 Ｖぃｘえぐうｚｘごっそ/ｘえぐうｚｘごっそ あがぅｘぐがぎｘ がきがぉっくえけｚｘさｘ. ｆぅかｘぇがおぐぃくそ ぅ ぎがぅあっぉがお

"ｌけかえごっそ ЙсирерЭb".

ｂかがきえｘ ЙсирерЭb
ｅｘぐうくかっぐず ごぜ えかがきえけ あぉそ ｘえぐうｚｘごっつ/あぃｘえぐうｚｘごっつ げけかえごっつ "ЙсирерЭb". ｆぅかｘぇがお‐
ぐぃくそ ぅ ぎがぅあっぉがお "ｌけかえごっそ ЙсирерЭb".

ｂかがきえｘ ｚっあえぉｘあぃかがぁが ぅｘきけくえけ
Ｙｘ あがきがおがぁがぜ えかがきえう ｚっあえぉｘあぃかがぁが ぅｘきけくえけ おがいかｘ ｚっあえぉｘくぐう きがさｘぐがえ ｚう‐
えがかｘかかそ きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ かｘ くぐぎがえ ｚっあ 1 あが 19 ぁがあうか. ｆぅかｘぇがおぐぃくそ ぅ ぎがぅあっ‐
ぉがお "ｅｘくぐぎがぇえｘ っ ぅｘきけくえ きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ".

ｂかがきえｘ ぅｘきけくえけ
ｅｘぐうくかっぐず ごぜ えかがきえけ, しがｙ ぅｘきけくぐうぐう きぎがぁぎｘおけ おうぐぐそ. Ｖうｚ. ぎがぅあっぉ їＴくぐｘ‐
かがｚぉぃかかそ ぇ ぅｘきけくえ きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ きがくけあけ».

ｎうげぎがｚうぇ あうくきぉぃぇ
ｅｘ あうくきぉぃつ ｚっあがｙぎｘいｘぜぐずくそ:
• ｉえがぎうぁがｚｘかうぇ ぎっｚぃかず きがお’そえざぃかかそ ｚがあう.
• Ｒえぐうｚｘごっそ/あぃｘえぐうｚｘごっそ あがぅｘぐがぎｘ がきがぉっくえけｚｘさｘ (ぉうざぃ きぎう ｚえぉぜさぃかっぇ

げけかえごっつ ЙсирерЭb).
• ｊぎうｚｘぉっくぐず きぎがぁぎｘおう.
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• ｏｘく あが ぅｘｚぃぎざぃかかそ きぎがぁぎｘおう.
• Ｙｘｚぃぎざぃかかそ きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ (かｘ ごうげぎがｚがおけ あうくきぉぃつ ぅ’そｚうぐずくそ かけぉず).
• ｂっぉずえっくぐず ぁがあうか ｚっあえぉｘあぃかがぁが きけくえけ.
• ｂがあう きがおうぉがえ.

ｂかがきえう げけかえごっぇ
ｂかがきえう げけかえごっぇ ｚうえがぎうくぐがｚけぜぐずくそ あぉそ ｚうえがかｘかかそ かｘくぐけきかうこ がきぃぎｘごっぇ:
• ｅｘぉｘざぐけｚｘかかそ きぎうくぐぎがぜ あぉそ きがお’そえざぃかかそ ｚがあう. Ｖうｚ. ぎがぅあっぉ їｅｘぉｘ‐

ざぐけｚｘかかそ きぎうくぐぎがぜ あぉそ きがお’そえざぃかかそ ｚがあう».
• ｉえｘくけｚｘかかそ ｘえぐうｚかがつ きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ ｘｙが ｚっあえぉｘあぃかがぁが ぅｘきけくえけ きぎがぁぎｘ‐

おう, そえうぇ ｚいぃ ぅｘあｘかが. Ｖうｚ. ぎがぅあっぉ їＴくぐｘかがｚぉぃかかそ ぇ ぅｘきけくえ きぎがぁぎｘおう
おうぐぐそ きがくけあけ».

• Ｒえぐうｚｘごっそ/あぃｘえぐうｚｘごっそ あがぅｘぐがぎｘ がきがぉっくえけｚｘさｘ きぎう けｚっおえかぃかっぇ げけかえごっつ
ЙсирерЭb. Ｖうｚ. ぎがぅあっぉ їｌけかえごっそ ЙсирерЭb».

ｈぃいうお かｘぉｘざぐけｚｘかかそ
ｇぎうぉｘあ きぃぎぃｙけｚｘє け ぎぃいうおっ かｘぉｘざぐけｚｘかかそ, そえしが:
• ぁがぎそぐず があうか ｘｙが えっぉずえｘ っかあうえｘぐがぎっｚ げｘぅ;
• かｘ ごうげぎがｚがおけ あうくきぉぃつ ｙぉうおｘє さｘく ぐぎうｚｘぉがくぐっ きぎがぁぎｘおう.
ｇぎうぉｘあ きがｚうかぃか ｙけぐう ｚ ぎぃいうおっ かｘぉｘざぐけｚｘかず あぉそ ｚうえがかｘかかそ ぐｘえうこ がきぃぎｘ‐
ごっぇ:
椴 ｑがｙ ｚくぐｘかがｚうぐう きぎがぁぎｘおけ おうぐぐそ きがくけあけ.
椴 ｑがｙ ｚくぐｘかがｚうぐう ぎっｚぃかず きぎうくぐぎがぜ あぉそ きがお'そえざぃかかそ ｚがあう.
椴 ｑがｙ あぃｘえぐうｚっぅけｚｘぐう/ｘえぐうｚっぅけｚｘぐう あがぅｘぐがぎ がきがぉっくえけｚｘさｘ.
ｇぎうぉｘあ かぃ きぃぎぃｙけｚｘє け ぎぃいうおっ かｘぉｘざぐけｚｘかかそ, そえしが:
• ぁがぎそぐず があうか ｘｙが えっぉずえｘ っかあうえｘぐがぎっｚ げｘぅ;
• さｘく ぐぎうｚｘぉがくぐっ きぎがぁぎｘおう かぃ ｙぉうおｘє.
ｋ ぐｘえがおけ ｚうきｘあえけ, しがｙ きがｚぃぎかけぐうくそ あが ぎぃいうおけ かｘぉｘざぐけｚｘかかそ, きぎがぁぎｘおけ
かぃがｙこっあかが くえｘくけｚｘぐう. Ｙｚぃぎかっぐずくそ あが ぎがぅあっぉけ "Ｔくぐｘかがｚぉぃかかそ っ ぅｘきけくえ きぎが‐
ぁぎｘおう おうぐぐそ きがくけあけ".

ｇぃぎぃあ きぃぎざうお えがぎうくぐけｚｘかかそお
Ｙｚぃぎかっぐずくそ あが っかくぐぎけえごっつ しがあが えがいかがぁが ぃぐｘきけ きぎがごぃあけぎう:
1. ｇぃぎぃｚっぎぐぃ, さう きぎｘｚうぉずかが ｚくぐｘかがｚぉぃかうぇ ぎっｚぃかず きぎうくぐぎがぜ あぉそ きがお'そえ‐

ざぃかかそ ｚがあう ぅ けぎｘこけｚｘかかそお いがぎくぐえがくぐっ ｚがあう け ｚｘざがおけ ぎぃぁっがかっ. Ｙｘ きが‐
ぐぎぃｙう かｘぉｘざぐけぇぐぃ きぎうくぐぎっぇ あぉそ きがお'そえざぃかかそ ｚがあう.

2. Ｙｘきがｚかっぐず くっぉぉぜ あぉそ きがくけあがおうぇかうこ おｘざうか えがかぐぃぇかぃぎ あぉそ くがぉっ.
3. Ｙｘぉうぇぐぃ がきがぉっくえけｚｘさ け あがぅｘぐがぎ がきがぉっくえけｚｘさｘ.
4. Ｙｘｚｘかぐｘいぐぃ くぐがぉがｚっ きぎうｙがぎう っ きがくけあ け きがくけあがおうぇかけ おｘざうかけ.
5. Ｔくぐｘかがｚっぐず きぎがぁぎｘおけ おうぐぐそ, しが ｚっあきがｚっあｘє ぐうきけ きがくけあけ っ ぎっｚかぜ ぇがぁが ぅｘ‐

ｙぎけあかぃかかそ.
6. Ｙｘぉうぇぐぃ け あがぅｘぐがぎ ｚっあきがｚっあかけ えっぉずえっくぐず おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ.
7. Ｙｘきけくぐっぐず きぎがぁぎｘおけ おうぐぐそ きがくけあけ.
ｗえしが ｚう ｚうえがぎうくぐがｚけєぐぃ えがおｙっかがｚｘかっ おうぜさっ ぅｘくがｙう ｚ ぐｘｙぉぃぐえｘこ ("3 ｚ 1", "4
ｚ 1", "5 ｚ 1" ぐｘ っかざっ), あうｚ. ぎがぅあっぉ "ｌけかえごっそ "ЙсирерЭb"".
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ｋくぐｘかがｚえｘ きがお'そえざけｚｘさｘ ｚがあう
ｇぎうくぐぎっぇ あぉそ きがお'そえざぃかかそ ｚがあう ｚうあｘぉそє おっかぃぎｘぉう っ くがぉっ ぅ ｚがあう, しが きがあｘ‐
єぐずくそ ｚ おｘざうかけ. ｄっかぃぎｘぉう っ くがぉっ おがいけぐず かぃぁｘぐうｚかが ｚきぉうｚｘぐう かｘ ぎがｙがぐけ
きぎうぉｘあけ.
Ｘがぎくぐえっくぐず ｚがあう ｚうおっぎぜєぐずくそ ぅｘ ざえｘぉがぜ ぃえｚっｚｘぉぃかぐっｚ:
• け かっおぃごずえうこ ぁぎｘあけくｘこ (аД°);
• げぎｘかごけぅずえうこ ぁぎｘあけくｘこ (°РД);
• おおがぉず/ぉ (おっぉっおがぉず かｘ ぉっぐぎ - おっいかｘぎがあかｘ があうかうごそ いがぎくぐえがくぐっ ｚがあう);
• ぐｘ け えぉｘぎえｘこ.
ｅｘくぐぎがぇぐぃ きぎうくぐぎっぇ あぉそ きがお'そえざぃかかそ ｚがあう ｚっあきがｚっあかが あが いがぎくぐえがくぐっ ｚがあう
け ｚｘざっぇ おっくごぃｚがくぐっ. ｋ ぎｘぅっ かぃがｙこっあかがくぐっ, ぅｚぃぎかっぐずくそ あが おっくごぃｚうこ がぎぁｘかっｚ ｚが‐
あがきがくぐｘさｘかかそ.

Ｘがぎくぐえっくぐず ｚがあう ｅｘぉｘざぐけｚｘかかそ いがぎくぐえがくぐっ ｚがあう
°аД °РД おおがぉず/ぉ ｂぉｘぎえ ｚぎけさかけ ぅｘ あがきがおがぁがぜ

ぃぉぃえぐぎがかっえう
51 - 70 91 - 125 9,1 - 12,5 64 - 88 2 10
43 - 50 76 - 90 7,6 - 9,0 53 - 63 2 9
37 - 42 65 - 75 6,5 - 7,5 46 - 52 2 8
29 - 36 51 - 64 5,1 - 6,4 36 - 45 2 7
23 - 28 40 - 50 4,0 - 5,0 28 - 35 2 6
19 - 22 33 - 39 3,3 - 3,9 23 - 27 2 5
15 - 18 26 - 32 2,6 - 3,2 18 - 22 1 4
11 - 14 19 - 25 1,9 - 2,5 13 - 17 1 3
4 - 10 7 - 18 0,7 - 1,8 5 - 12 1 2

< 4 < 7 < 0,7 < 5 1 1) 1 1)

1) Ｙｘくぐがくがｚけｚｘぐう くっぉず かぃ きがぐぎっｙかが.

ｇがぐぎっｙかが かｘくぐぎがつぐう きぎうくぐぎっぇ あぉそ きがお'そえざぃかかそ ｚがあう ｚぎけさかけ ｘｙが ぅｘ あがきが‐
おがぁがぜ ぃぉぃえぐぎがかっえう.

ｂがぎうぁけｚｘかかそ ｚぎけさかけ
ｅｘ ぅｘｚがあっ あぉそ きぎうぉｘあけ ｚくぐｘかがｚぉぃかが きがぉがいぃかかそ 2.

1. Ｔっあえぎうぇぐぃ あｚぃぎごそぐｘ.
2. Ｔうぇおっぐず かういかっぇ えがざうえ.
3. ｇがｚぃぎかっぐず きぃぎぃおうえｘさ ぎっｚかそ いがぎくぐ‐

えがくぐっ ｚがあう ｚ きがぉがいぃかかそ 1 ｘｙが 2
(あうｚ. ぐｘｙぉうごぜ).

4. ｋくぐｘかがｚっぐず かういかっぇ えがざうえ.
5. Ｙｘえぎうぇぐぃ あｚぃぎごそぐｘ.
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ｅｘぉｘざぐけｚｘかかそ ぅｘ あがきがおがぁがぜ ぃぉぃえぐぎがかっえう
Ｙｘｚがあくずえｘ かｘくぐぎがぇえｘ きぎうくぐぎがぜ あぉそ きがお’そえざぃかかそ ｚがあう 届 ぎっｚぃかず 5.
ｇぎうぉｘあ きがｚうかぃか ｙけぐう ｚうおえかぃかうぇ.

1. ｅｘぐうくかっぐず っ けぐぎうおけぇぐぃ えかがきえけ げけかえごっつ Ｒ. ｇがｚぃぎかっぐず きぃぎぃおうえｘさ きぎがぁぎｘお
きぎがぐう ぁがあうかかうえがｚがつ くぐぎっぉえう け きがぉがいぃかかそ, えがぉう きがえｘいさうえ きぎがぁぎｘおう くきっｚ‐
きｘあぃ ぅ きぃぎざがぜ きぎがぁぎｘおがぜ おうぐぐそ, きがぅかｘさぃかがぜ かｘ きｘかぃぉっ えぃぎけｚｘかかそ.

2. Ｔっあきけくぐっぐず えかがきえけ げけかえごっつ Ｒ, えがぉう かｘ ごうげぎがｚがおけ あうくきぉぃつ ぅ’そｚうぐずくそ きが‐
ぐがさかｘ かｘくぐぎがぇえｘ.
ｇぎうえぉｘあう:
椴 ぎっｚぃかず 5 = 
椴 ぎっｚぃかず 10 = 

3. ｑがｙ ぅおっかうぐう ぎっｚぃかず きがお’そえざぃかかそ ｚがあう, かｘぐうくかっぐず えかがきえけ げけかえごっつ Ｒ. ｇぎう
えがいかがおけ かｘぐうくえｘかかっ えかがきえう ぎっｚぃかず ぅｙっぉずざけєぐずくそ

4. ｇがｚぃぎかっぐず きぃぎぃおうえｘさ きぎがぁぎｘお け きがぉがいぃかかそ їｚうおえかぃかが», しがｙ ぅｙぃぎぃぁぐう
かｘくぐぎがぇえけ.

Ｔうえがぎうくぐｘかかそ くがぉっ あぉそ きがくけあがおうぇかうこ おｘざうか
ｆｙぃぎぃいかが!
Ｙｘくぐがくがｚけぇぐぃ ぐっぉずえう くっぉず あぉそ きがくけあがおうぇかうこ おｘざうか. Ｙｘくぐがくけｚｘかかそ くがぉっ ぐう‐
きっｚ, そえっ かぃ きっあこがあそぐず あぉそ きがくけあがおうぇかうこ おｘざうか, おがいぃ きぎうぅｚぃくぐう あが きがざ‐
えがあいぃかかそ きぎうぉｘあけ あぉそ きがお'そえざぃかかそ ｚがあう.

ｆｙぃぎぃいかが!
Ｕぎｘかけぉう くがぉっ ｘｙが ｚがあｘ ぅ ぎがぅさうかぃかがぜ ｚ かっぇ くっぉぉぜ かｘ あかっ おｘざうかう おがいけぐず
きぎうぅｚぃくぐう あが えがぎがぅっつ. ｑがｙ ぅｘきがｙっぁぐう えがぎがぅっつ, ぅｘきがｚかっぐず きぎうぉｘあ くっぉぉぜ あが
ぅｘきけくえけ きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ.

ｑがｙ ぅｘきがｚかうぐう えがかぐぃぇかぃぎ あぉそ くがぉっ, ｚうえがかｘぇぐぃ かｘｚぃあぃかっ かういさぃ あっつ.
1. Ｔっあえぎうぇぐぃ えがかぐぃぇかぃぎ あぉそ くがぉっ, きがｚぃぎかけｚざう えぎうざぃさえけ きぎがぐう ぁがあうかかう‐

えがｚがつ くぐぎっぉえう.
2. Ｙｘぉうぇぐぃ ｚ えがかぐぃぇかぃぎ あぉそ くがぉっ 1 ぉっぐぎ ｚがあう (ぉうざぃ ｚ きぃぎざうぇ ぎｘぅ).
3. ｂがぎうくぐけぜさうくず ぉっぇえがぜ, ぅｘきがｚかっぐず

えがかぐぃぇかぃぎ くっぉぉぜ.
4. ｇぎうｙぃぎっぐず くっぉず っぅ きがｚぃぎこかっ ｙっぉそ がぐ‐

ｚがぎけ えがかぐぃぇかぃぎｘ あぉそ くがぉっ.
5. Ｙｘえぎうぇぐぃ えがかぐぃぇかぃぎ あぉそ くがぉっ, きが‐

ｚぃぎかけｚざう えぎうざぃさえけ ぅｘ ぁがあうかかうえが‐
ｚがぜ くぐぎっぉえがぜ.

ｗえしが ｚがあｘ きぃぎぃぉうｚｘєぐずくそ さぃぎぃぅ えぎｘつ
えがかぐぃぇかぃぎｘ あぉそ くがぉっ きっあ さｘく ぇがぁが ぅｘ‐
きがｚかぃかかそ くっぉぉぜ, ごぃ かがぎおｘぉずかが.
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Ｔうえがぎうくぐｘかかそ くきがぉっくえけｚｘさｘ
ｆｙぃぎぃいかが!
Ｙｘくぐがくがｚけぇぐぃ ぉうざぃ くきぃごっｘぉずかっ がきがぉっくえけｚｘさっ あぉそ きがくけあがおうぇかうこ おｘざうか.
ｅぃ ぅｘぉうｚｘぇぐぃ ｚ あがぅｘぐがぎ がきがぉっくえけｚｘさｘ っかざっ ぎぃさがｚうかう (ぅｘくっｙ あぉそ さうしぃかかそ
きがくけあがおうぇかうこ おｘざうか, ぎっあえうぇ おうぜさうぇ ぅｘくっｙ ぐがしが). ｎぃ おがいぃ きがざえがあうぐう
きぎうぉｘあ.

Ｙｘｚあそえう がきがぉっくえけｚｘさけ かｘ きがくけあっ きっくぉそ ｚうくうこｘかかそ かぃ ぅｘぉうざうぐずくそ くおけぁ っ
きぉそお.
ｆきがぉっくえけｚｘさ あがあｘєぐずくそ ｘｚぐがおｘぐうさかが きっあ さｘく がくぐｘかかずがつ げｘぅう がきがぉっくえけｚｘか‐
かそ.

ｑがｙ ぅｘぉうぐう がきがぉっくえけｚｘさ け あがぅｘぐがぎ, ｚうえがかｘぇぐぃ かｘｚぃあぃかっ かういさぃ あっつ.
1. ｑがｙ ｚっあえぎうぐう あがぅｘぐがぎ がきがぉっくえけｚｘ‐

さｘ, かｘぐうくかっぐず えかがきえけ (A).

2. Ｙｘぉうぇぐぃ がきがぉっくえけｚｘさ け あがぅｘぐがぎ
がきがぉっくえけｚｘさｘ. ｇがぅかｘさえｘ
"йЭф.".きがぅかｘさｘє おｘえくうおｘぉずかうぇ ぎっ‐
ｚぃかず.

3. ｗえしが がきがぉっくえけｚｘさ ぎがぅぉうｚくそ, ｚうぐ‐
ぎっぐず ぇがぁが ぅｘ あがきがおがぁがぜ ぁｘかさっぎえう,
そえｘ あがｙぎぃ ｚｙうぎｘє ぎっあうかけ. ｎぃ あが‐
ぅｚがぉうぐず けかうえかけぐう かｘあおっぎかがぁが
けぐｚがぎぃかかそ きっかう きっあ さｘく きがあｘぉずざが‐
ぁが ｚうえがかｘかかそ きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ.

4. Ｙｘえぎうぇぐぃ あがぅｘぐがぎ がきがぉっくえけｚｘさｘ.

ｅｘくぐぎがぜｚｘかかそ あがぅｘぐがぎｘ がきがぉっくえけｚｘさｘ
Ｖぉそ あがぅｘぐがぎｘ がきがぉっくえけｚｘさｘ ｚうぎがｙかうえがお けくぐｘかがｚぉぃかが きがぉがいぃかかそ 4.
ｄがいかｘ かｘくぐぎがつぐう あがぅｘぐがぎ がきがぉっくえけｚｘさｘ ｚ おぃいｘこ ｚっあ 1 (かｘぇおぃかざｘ あがぅｘ) あが
6 (かｘぇｙっぉずざｘ あがぅｘ).

42 Ｔうえがぎうくぐｘかかそ くきがぉっくえけｚｘさｘ



Ｙｙっぉずざうぐう さう ぅおぃかざうぐう あがぅけｚｘかかそ おがい‐
かｘ, きがｚぃぎかけｚざう ぎぃぁけぉそぐがぎ あがぅｘぐがぎｘ がきが‐
ぉっくえけｚｘさｘ.
椴 Ｙｙっぉずざっぐず あがぅけ, そえしが かｘ きがくけあっ ぅｘぉう‐

ざｘぜぐずくそ くぉっあう ｚっあ えぎｘきぃぉず ｚがあう さう
ｚｘきかそかうぇ かｘぉっぐ.

椴 Ｙおぃかざぐぃ あがぅけ, そえしが かｘ きがくけあっ ぅｘぉうざｘ‐
ぜぐずくそ くおけぁう, ｙっぉけｚｘぐっ きぉそおう さう くうかぜ‐
ｚｘぐうぇ かｘぉっぐ.

Ｙｘｚｘかぐｘいけｚｘかかそ かがいっｚ ぐｘ きがくけあけ

ｂがぎうくかっ きがぎｘあう ぐｘ きっあえｘぅえう
ｆｙぃぎぃいかが!
Ｔうえがぎうくぐがｚけぇぐぃ きぎうぉｘあ ぉうざぃ あぉそ あがおｘざかずがぁが きがくけあけ, きぎうあｘぐかがぁが あぉそ
おうぐぐそ ｚ きがくけあがおうぇかうこ おｘざうかｘこ.

ｅぃ ｚうえがぎうくぐがｚけぇぐぃ きぎうぉｘあ あぉそ おうぐぐそ きぎぃあおぃぐっｚ, そえっ ｚｙうぎｘぜぐず ｚがあけ (ぁけｙがえ,
ぁｘかさっぎがえ ぐがしが).
• ｇぃぎぃあ ぅｘｚｘかぐｘいぃかかそお くぐがぉがｚうこ きぎうｙがぎっｚ ぐｘ きがくけあけ ｚ おｘざうかけ, ｚうえがかｘぇ‐

ぐぃ ぐｘえっ あっつ:
椴 Ｔうあｘぉっぐず けくっ ぅｘぉうざえう ついっ ぐｘ くおっぐぐそ.
椴 ｈがぅお'そえざっぐず ぅｘぉうざえう きっあぁがぎっぉがつ ついっ け くえがｚがぎっあえｘこ.

• ｇっあ さｘく ぅｘｚｘかぐｘいぃかかそ くぐがぉがｚうこ きぎうｙがぎっｚ ぐｘ きがくけあけ, ｚうえがかｘぇぐぃ ぐｘえっ あっつ:
椴 ｇぎぃあおぃぐう, そえっ おｘぜぐず きがぎがいかうかけ (かｘきぎうえぉｘあ さｘざえう, くえぉそかえう ぐｘ えｘ‐

くぐぎけぉっ), ぅｘｚｘかぐｘいぐぃ ｚ おｘざうかけ がぐｚがぎがお あがかうぅけ.
椴 ｇがあｙｘぇぐぃ きぎが ぐぃ, しがｙ け えがかぐぃぇかぃぎっ ｘｙが かｘ あかっ かぃ かｘえがきうさけｚｘぉｘくそ ｚが‐

あｘ.
椴 ｇがあｙｘぇぐぃ きぎが ぐぃ, しがｙ くぐがぉがｚっ きぎうｙがぎう ぐｘ きがくけあ かぃ ぅかｘこがあうぉうくそ ｚくぃ‐

ぎぃあうかっ があうか があかがぁが.
椴 ｇがあｙｘぇぐぃ きぎが ぐぃ, しがｙ くぐがぉがｚっ きぎうｙがぎう ぐｘ きがくけあ かぃ かｘえぎうｚｘぉう があうか

があかがぁが.
椴 ｇがあｙｘぇぐぃ きぎが ぐぃ, しがｙ くえぉそかえう かぃ ぐがぎえｘぉうくそ おっい くがｙがぜ.
椴 ｅぃｚぃぉうえっ きぎぃあおぃぐう えぉｘあっぐず け えがざうえ あぉそ くぐがぉがｚうこ きぎうｙがぎっｚ.

• ｅｘ きぉｘくぐうえがｚうこ きぎぃあおぃぐｘこ ぐｘ くえがｚがぎっあえｘこ ぅ ｘかぐうきぎうぁｘぎかうお きがえぎうぐぐそお,
そえ きぎｘｚうぉが, ぅｘぉうざｘぜぐずくそ えぎｘきぉっ ｚがあう. ｇぉｘくぐうえがｚっ きぎぃあおぃぐう かぃ ｚうくうこｘ‐
ぜぐず あが えっかごそ, ぐｘえ くｘおが そえ きがぎごぃぉそかｘ ぐｘ くぐｘぉぃｚっ きぎぃあおぃぐう.

• ｃぃぁえっ きぎぃあおぃぐう えぉｘあっぐず け ｚぃぎこかっぇ えがざうえ. ｇがあｙｘぇぐぃ きぎが ぐぃ, しがｙ きぎぃあおぃぐう
かぃ ぎけこｘぉうくそ.
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ｆｙぃぎぃいかが!
ｇぃぎぃあ ぅｘきけくえがお きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ きぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ ｚ ぐがおけ, しが ぎがぅきうぉぜｚｘさっ
おがいけぐず ｙぃぅきぃぎぃざえがあかが ぎけこｘぐうくそ.

ｇがきぃぎぃあいぃかかそ!
Ｙｘｚいあう ぅｘえぎうｚｘぇぐぃ あｚぃぎごそぐｘ きっくぉそ ぅｘｚｘかぐｘいぃかかそ さう ぎがぅｚｘかぐｘいぃかかそ きぎう‐
ぉｘあけ. Ｔっあえぎうぐっ あｚぃぎごそぐｘ おがいけぐず くぐｘかがｚうぐう かぃｙぃぅきぃえけ.

ｅういかっぇ えがざうえ
Ｓっぉずざうぇ ぅｘ ぎがぅおっぎがお っ くうぉずかっざぃ ぅｘｙぎけあ‐
かぃかうぇ きがくけあ ぐｘ くえがｚがぎっあえう ぅｘｚｘかぐｘいけぇぐぃ
ｚ かういかっぇ えがざうえ.

ｈそあう ぁｘさえっｚ け かういかずがおけ えがざうえけ おがいかｘ
くえぉｘくぐう, しがｙ きがくぐｘｚうぐう えｘくぐぎけぉっ, くえがｚが‐
ぎっあえう ぐｘ おうくえう.

ｂがざうえ あぉそ くぐがぉがｚうこ きぎうｙがぎっｚ
ｇがきぃぎぃあいぃかかそ!
ｅぃ ぎがぅおっしけぇぐぃ かがいっ ぅ あがｚぁうおう ぉぃぅｘおう け ｚぃぎぐうえｘぉずかがおけ きがぉがいぃかかっ. Ｖがｚぁっ
ぇ ぁがくぐぎっ くぐがぉがｚっ きぎうｙがぎう きがえぉｘあっぐず け ｚぃぎこかっぇ えがざうえ け ぁがぎうぅがかぐｘぉずかがおけ きが‐
ぉがいぃかかっ. Ｓけあずぐぃ がｙぃぎぃいかっ ぅ ぁがくぐぎうおう きぎぃあおぃぐｘおう.
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ｂがぎうくぐけぇぐぃくそ ぎぃざっぐえがぜ あぉそ くぐがぉがｚうこ
きぎうｙがぎっｚ.
• Ｔくぐｘｚぐぃ ぎぃざっぐえけ け えがざうえ あぉそ くぐがぉがｚうこ

きぎうｙがぎっｚ.
• Ｖぉそ ｚぃぉうえうこ きぎぃあおぃぐっｚ ｚうえがぎうくぐがｚけぇ‐

ぐぃ があかけ ぅ あｚがこ ぎぃざっぐがえ あぉそ くぐがぉがｚうこ
きぎうｙがぎっｚ.

• ｂぉｘあっぐず ｚうあぃぉえう ぐｘ ぉがいえう ぎけさえｘおう
ｚかうぅ.

• ｅがいっ えぉｘあっぐず ぎけさえｘおう ｚぁがぎけ.
• ｑがｙ けかうえかけぐう ぅぉうきｘかかそ ぉがいがえ, くぐｘｚ‐

ぐぃ つこ おっい っかざうおう くぐがぉがｚうおう きぎうｙが‐
ぎｘおう.

Ｖぉそ ぅぎけさかっざがぁが ｚうぇおｘかかそ くぐがぉがｚうこ きぎう‐
ｙがぎっｚ えがざうえ あぉそ くぐがぉがｚうこ きぎうｙがぎっｚ おがい‐
かｘ ｚっあえぎうぐう. ｑがｙ ｚうぇかそぐう くぐがぉがｚっ きぎうｙが‐
ぎう, ｚうえがかｘぇぐぃ ぐｘえっ あっつ:
1. ｇがくぐｘｚぐぃ えがざうえ あぉそ くぐがぉがｚうこ きぎうｙが‐

ぎっｚ かｘ くぐっぉ ｘｙが ぎがｙがさけ きがｚぃぎこかぜ.
2. Ｔっあえぎうぇぐぃ ぎけさえけ.
3. Ｔうぐそぁかっぐず くぐがぉがｚっ きぎうｙがぎう.
ｑっぉずかが くぐうくえｘぇぐぃ あｚっ さｘくぐうかう ぎけさえう きっあ
さｘく きぃぎぃおっしぃかかそ えがざうえｘ あぉそ くぐがぉがｚうこ
きぎうｙがぎっｚ.
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Ｔぃぎこかっぇ えがざうえ
Ｔぃぎこかっぇ えがざうえ きぎうぅかｘさぃかうぇ あぉそ ｙぉぜ‐
あぃごず, くｘぉｘぐかうごず, さｘざがえ, くえぉそかがえ, えｘ‐
くぐぎけぉず っ えぎうざがえ. ｈがぅぐｘざけぇぐぃ きぎぃあおぃぐう
ぐｘえ, しがｙ ｚがあｘ おがぁぉｘ がおうｚｘぐう ｚくっ きがｚぃぎこ‐
かっ.

• ｗえしが きがぐぎっｙかが おうぐう あがｚぁっ きぎぃあおぃぐう,
くえぉｘあっぐず きっあくぐｘｚえう あぉそ さｘざがえ.

• ｌけいぃぎう かｘ ｚうくがえうこ かっいえｘこ くぉっあ きが‐
くぐｘｚうぐう あがぁがぎう かっいえｘおう ｚ きっあくぐｘｚえう
あぉそ さｘざがえ.

• ｇっあ さｘく おうぐぐそ げけいぃぎっｚ かｘ ｚうくがえうこ
かっいえｘこ ぐぎうおｘさ あぉそ くえぉそかがえ くぉっあ きが‐
ｚぃぎかけぐう ｚぉっｚが ｘｙが ｚきぎｘｚが.
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• ｄがいかｘ くえぉｘくぐう ぎそあ ぁｘさえっｚ あがかうぅけ
ｘｙが あがぁがぎう ｚ ぉっｚっぇ くぐがぎがかっ ｚぃぎこかずがぁが
えがざうえｘ, しがｙ がきぐうおっぅけｚｘぐう きぎがくぐっぎ.

ｂがぎうぁけｚｘかかそ ｚうくがぐう ｚぃぎこかずがぁが えがざうえｘ
ｄがいかｘ ｚくぐｘかがｚぉぜｚｘぐう ｚぃぎこかっぇ えがざうえ け あｚｘ きがぉがいぃかかそ あぉそ がきぐうおっぅｘごっつ
きぎがくぐがぎけ.

ｄｘえくうおｘぉずかｘ ｚうくがぐｘ きがくけあけ け:
 ｚぃぎこかずがおけ えがざうえけ かういかずがおけ えがざうえけ

Ｔぃぎこかє きがぉがいぃかかそ 22 くお 30 くお
ｅういかє きがぉがいぃかかそ 24 くお 29 くお

ｑがｙ きぃぎぃｚぃくぐう ｚぃぎこかっぇ えがざうえ け かういかє ｘｙが ｚぃぎこかє きがぉがいぃかかそ, ｚうえがかｘぇぐぃ
ぅｘぅかｘさぃかっ かういさぃ あっつ.
1. きがぐそぁかっぐず ｚぃぎこかっぇ えがざうえ かｘぅがｚかっ,

あがえう ｚっか かぃ ぅけきうかうぐずくそ.
2. ｊぎうおｘぜさう ｚぃぎこかっぇ えがざうえ ぅｘ ぎけさえけ,

きっあかっおっぐず ぇがぁが そえがおがぁｘ ｚうしぃ, ｘ きが‐
ぐっお がきけくぐっぐず ｚぃぎぐうえｘぉずかが.
Ｔぃぎこかっぇ えがざうえ ぅｘおえかぃぐずくそ ｚ
かういかずがおけ ｘｙが ｚぃぎこかずがおけ きがぉが‐
いぃかかっ.

Ｔうえがぎうくぐｘかかそ おうぜさうこ ぅｘくがｙっｚ
Ｔうえがぎうくぐがｚけぇぐぃ ぉうざぃ おうぜさっ ぅｘくがｙう (きがぎがざえがｚっ, ぎっあえっ さう ぐｘｙぉぃぐがｚｘかっ),
きぎうあｘぐかっ あぉそ きがくけあがおうぇかうこ おｘざうか.
Ｙｚぃぎかっぐず けｚｘぁけ かｘ っかげがぎおｘごっぜ かｘ けきｘえがｚごっ:
• Ｖがぅけｚｘかかそ, ぎぃえがおぃかあがｚｘかぃ ｚうぎがｙかうえがお.
• 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.
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ｑがｙ かぃ ざえがあうぐう あがｚえっぉぉぜ, かぃ ｚうえがぎうくぐがｚけぇぐぃ おうぜさっ ぅｘくがｙう け えっぉずえがくぐっ,
ｙっぉずざっぇ ぅｘ ぎぃえがおぃかあがｚｘかけ.

ｑがｙ ぅｘきがｚかうぐう あがぅｘぐがぎ おうぜさうこ ぅｘくがｙっｚ, ｚうえがかｘぇぐぃ かｘｚぃあぃかっ かういさぃ あっつ.
1. Ｔっあえぎうぇぐぃ えぎうざえけ あがぅｘぐがぎｘ おうぜ‐

さがぁが ぅｘくがｙけ.
2. Ｙｘきがｚかっぐず あがぅｘぐがぎ おうぜさがぁが ぅｘくが‐

ｙけ (A) おうぜさうお ぅｘくがｙがお. ｇがぅかｘさえう
ｚっあがｙぎｘいｘぜぐず あがぅけｚｘかかそ:
20 = きぎうｙぉうぅかが 20 ぁ おうぜさがぁが ぅｘ‐
くがｙけ
30 = きぎうｙぉうぅかが 30 ぁ おうぜさがぁが ぅｘ‐
くがｙけ.

3. ｗえしが ｚうえがぎうくぐがｚけєぐずくそ きぎがぁぎｘおｘ
おうぐぐそ きがくけあけ ぅ げｘぅがぜ きがきぃ‐
ぎぃあかずがぁが おうぐぐそ, ぅｘぉうぇぐぃ ｙっぉずざぃ
おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ け ｚっああっぉぃかかそ あぉそ
おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ あぉそ きがきぃぎぃあかずがぁが
おうぐぐそ (B).

4. ｋ ぎｘぅっ ｚうえがぎうくぐｘかかそ おうぜさうこ ぅｘくが‐
ｙっｚ け ぐｘｙぉぃぐえｘこ きがえぉｘあっぐず ぐｘｙぉぃぐえけ
おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ ｚ あがぅｘぐがぎ おうぜさうこ
ぅｘくがｙっｚ (A).

5. Ｙｘえぎうぇぐぃ えぎうざえけ あがぅｘぐがぎｘ おうぜ‐
さうこ ぅｘくがｙっｚ. ｅｘぐうくかっぐず かｘ えぎうざえけ,
あがえう ｚがかｘ かぃ ぅｘげっえくけєぐずくそ.

A

B
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ｈっぅかっ おｘぎえう おうぜさうこ ぅｘくがｙっｚ ぎがぅさうかそぜぐずくそ きぎがぐそぁがお ぎっぅかがぁが さｘくけ. Ｖぃそえっ
ぐｘｙぉぃぐがｚｘかっ おうぜさっ ぅｘくがｙう かぃ ぅｘｙぃぅきぃさけぜぐず かｘぇえぎｘしうこ ぎぃぅけぉずぐｘぐっｚ がさう‐
しぃかかそ, け ぎｘぅっ ぅｘくぐがくけｚｘかかそ えがぎがぐえうこ きぎがぁぎｘお おうぐぐそ. ｗえしが ｚう えがぎうくぐけєぐぃ‐
くそ ぐｘｙぉぃぐがｚｘかうおう おうぜさうおう ぅｘくがｙｘおう, ぅｘくぐがくがｚけぇぐぃ あがｚぁっ きぎがぁぎｘおう おうぐ‐
ぐそ, しがｙ ぅｘｙぃぅきぃさうぐう きがｚかぃ ｚうあｘぉぃかかそ おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ.

ｌけかえごっそ ЙсирерЭb
ｌけかえごっそ "ЙсирерЭb" きぎうぅかｘさぃかｘ あぉそ えがおｙっかがｚｘかうこ ぐｘｙぉぃぐがｚｘかうこ おうぜさうこ ぅｘ‐
くがｙっｚ.
ｎっ ぐｘｙぉぃぐえう おっくぐそぐず ぐｘえっ くえぉｘあがｚっ, そえ おうぜさうぇ ぅｘくっｙ, がきがぉっくえけｚｘさ ぐｘ くっぉず あぉそ
きがくけあがおうぇかうこ おｘざうか. Ｖぃそえっ ｚうあう ぐｘｙぉぃぐがえ おっくぐそぐず ぐｘえがい っかざっ えがおきがかぃかぐう.
ｇぃぎぃｚっぎぐぃ, さう きぎうあｘぐかうぇ ごぃぇ ぐｘｙぉぃぐがｚｘかうぇ おうぜさうぇ ぅｘくっｙ あぉそ ぎっｚかそ いがぎくぐ‐
えがくぐっ ｚがあう け ｚｘざっぇ おっくごぃｚがくぐっ. ｇぃぎぃぁぉそかずぐぃ っかくぐぎけえごっつ ｚうぎがｙかうえｘ.
ｗえしが ｚくぐｘかがｚうぐう げけかえごっぜ "ЙсирерЭb", ｚがかｘ ぅｘぉうざｘぐうおぃぐずくそ ｘえぐうｚかがぜ, あが‐
えう ｚう かぃ ｚうおえかぃぐぃ つつ.
ｌけかえごっそ "ЙсирерЭb" ｘｚぐがおｘぐうさかが ｚうおうえｘє きがあｘさけ がきがぉっくえけｚｘさｘ ぐｘ くがぉっ. Іか‐
あうえｘぐがぎ がきがぉっくえけｚｘさｘ ぐｘ っかあうえｘぐがぎ くがぉっ あぃｘえぐうｚがｚｘかっ.
Ｙｘくぐがくけｚｘかかそ げけかえごっつ "ЙсирерЭb" おがいぃ ぅｙっぉずざうぐう ぐぎうｚｘぉっくぐず きぎがぁぎｘおう.
ｇぃぎざ かっい ぅｘきけくえｘぐう きぎがぁぎｘおけ おうぐぐそ, ｘえぐうｚけぇぐぃ ｘｙが あぃｘえぐうｚけぇぐぃ げけかえ‐
ごっぜ "ЙсирерЭb".
ｇっあ さｘく ｚうえがかｘかかそ きぎがぁぎｘおう, ｘえぐうｚけｚｘぐう ｘｙが あぃｘえぐうｚけｚｘぐう げけかえごっぜ
"ЙсирерЭb" かぃ おがいぉうｚが. ｉぉっあ くえｘくけｚｘぐう きがぐがさかけ きぎがぁぎｘおけ おうぐぐそ, ｘ きがぐっお
ｚくぐｘかがｚうぐう きぎがぁぎｘおけ ぅかがｚけ.

ｑがｙ ｘえぐうｚけｚｘぐう げけかえごっぜ "ЙсирерЭb":
• ｅｘぐうくかっぐず えかがきえけ "ЙсирерЭb". Ｙｘくｚっぐうぐずくそ っかあうえｘぐがぎ "ЙсирерЭb".
ｑがｙ あぃｘえぐうｚけｚｘぐう げけかえごっぜ "ЙсирерЭb":
• ｅｘぐうくかっぐず えかがきえけ "ЙсирерЭb". Іかあうえｘぐがぎ "ЙсирерЭb" ぅぁｘくかぃ.
ｗえしが ぎぃぅけぉずぐｘぐう くけざっかかそ є かぃぅｘあがｚっぉずかうおう, ｚうえがかｘぇぐぃ ぐｘえっ あっつ:
1. Ｙｘきがｚかっぐず あがぅｘぐがぎ がきがぉっくえけｚｘさぃお.
2. ｋｚっおえかっぐず あがぅｘぐがぎ がきがぉっくえけｚｘさｘ.
3. Ｔくぐｘかがｚっぐず あがぅけｚｘかかそ がきがぉっくえけｚｘさｘ ｚ きがぉがいぃかかそ 2.
• Ｒえぐうｚけｚｘぐう ｘｙが あぃｘえぐうｚけｚｘぐう あがぅｘぐがぎ がきがぉっくえけｚｘさｘ おがいかｘ ぉうざぃ きぎう

ｘえぐうｚがｚｘかっぇ げけかえごっつ "ЙсирерЭb".

ｑがｙ ｘえぐうｚけｚｘぐう/あぃｘえぐうｚけｚｘぐう あがぅｘぐがぎ がきがぉっくえけｚｘさｘ:
ｇぎうぉｘあ きがｚうかぃか ｙけぐう ｚうおえかぃかうぇ.

1. ｅｘぐうくかっぐず っ けぐぎうおけぇぐぃ えかがきえけ げけかえごっつ Ｒ. ｇがｚぃぎかっぐず きぃぎぃおうえｘさ きぎがぁぎｘお
きぎがぐう ぁがあうかかうえがｚがつ くぐぎっぉえう け きがぉがいぃかかそ, えがぉう きがえｘいさうえ きぎがぁぎｘおう くきっｚ‐
きｘあぃ ぅ きぃぎざがぜ きぎがぁぎｘおがぜ おうぐぐそ, きがぅかｘさぃかがぜ かｘ きｘかぃぉっ えぃぎけｚｘかかそ.

2. Ｔっあきけくぐっぐず えかがきえけ げけかえごっつ Ｒ, えがぉう かｘ あうくきぉぃつ ｚっあがｙぎｘぅうぐずくそ ぎっｚぃかず
いがぎくぐえがくぐっ ｚがあう.
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3. ｇがｚぃぎかっぐず きぃぎぃおうえｘさ きぎがぁぎｘお きぎがぐう ぁがあうかかうえがｚがつ くぐぎっぉえう け きがぉがいぃか‐
かそ, えがぉう きがえｘいさうえ きぎがぁぎｘおう くきっｚきｘあぃ ぅ あぎけぁがぜ きぎがぁぎｘおがぜ おうぐぐそ, きがぅ‐
かｘさぃかがぜ かｘ きｘかぃぉっ えぃぎけｚｘかかそ.

4. ｅｘ ごうげぎがｚがおけ あうくきぉぃつ ぅ’そｚうぐずくそ きがぐがさかｘ かｘくぐぎがぇえｘ あがぅｘぐがぎｘ がきがぉっ‐
くえけｚｘさｘ.

Ｖがぅｘぐがぎ がきがぉっくえけｚｘさｘ ｚうおえかぃかが

Ｖがぅｘぐがぎ がきがぉっくえけｚｘさｘ けｚっおえかぃかが
5. ｑがｙ ぅおっかうぐう かｘくぐぎがぇえけ, かｘぐうくかっぐず えかがきえけ げけかえごっつ Ｒ. ｎうげぎがｚうぇ あうくきぉぃぇ

きがえｘぅけє かがｚけ かｘくぐぎがぇえけ.
6. ｇがｚぃぎかっぐず きぃぎぃおうえｘさ きぎがぁぎｘお け きがぉがいぃかかそ їｚうおえかぃかが», しがｙ ぅｙぃぎぃぁぐう

かｘくぐぎがぇえけ.
ｑがｙ ぅかがｚけ えがぎうくぐけｚｘぐうくそ ぅｚうさｘぇかうお おうぜさうお ぅｘくがｙがお:
1. Ｖぃｘえぐうｚけぇぐぃ げけかえごっぜ ЙсирерЭb.
2. Ｙｘきがｚかっぐず えがかぐぃぇかぃぎ あぉそ くがぉっ ぐｘ あがぅｘぐがぎ がきがぉっくえけｚｘさｘ.
3. Ｔくぐｘかがｚっぐず かｘくぐぎがぇえけ いがぎくぐえがくぐっ ｚがあう かｘ かｘぇｚうしうぇ ぎっｚぃかず.
4. Ｔうえがかｘぇぐぃ きぎがぁぎｘおけ おうぐぐそ ｙぃぅ きがくけあけ.
5. ｅｘくぐぎがぇぐぃ きぎうくぐぎっぇ あぉそ きがお'そえざぃかかそ ｚがあう ｚっあきがｚっあかが あが いがぎくぐえがくぐっ

ｚがあう け ｚｘざっぇ おっくごぃｚがくぐっ.
6. ｅｘくぐぎがぇぐぃ あがぅｘぐがぎ がきがぉっくえけｚｘさｘ.

ｇぎがぁぎｘおう おうぐぐそ きがくけあけ
ｇぎがぁぎｘおう おうぐぐそ
ｇぎがぁぎｘおｘ っ きがぉが‐
いぃかかそ きぃぎぃおうえｘ‐

さｘ きぎがぁぎｘお

ｉぐけきっかず ぅｘｙぎけあ‐
かぃかかそ

ｊうき きがくけあけ ｆきうく きぎがぁぎｘおう

AСРЛ 45°-70° 1) Ｓけあず-そえうぇ ｇがくけあ, くぐがぉがｚっ
きぎうｙがぎう, えｘ‐
くぐぎけぉっ ぐｘ くえがｚが‐
ぎっあえう

ｇがきぃぎぃあかє おうぐぐそ
ｆくかがｚかぃ おうぐぐそ ぅｘ ぐぃお‐
きぃぎｘぐけぎう あが 45°ｉ ｘｙが
70°C
1-2 きぎがおっいかうこ きがぉが‐
くえｘかかそ
ｆくぐｘぐがさかぃ きがぉがくえｘかかそ
ｉけざっかかそ

30 ЙЕК 60° 2) ｉぃぎぃあかє ｘｙが かぃ‐
ぅかｘさかぃ ぅｘｙぎけあ‐
かぃかかそ

ｇがくけあ っ くぐがぉがｚっ
きぎうｙがぎう

ｆくかがｚかぃ おうぐぐそ きぎう ぐぃお‐
きぃぎｘぐけぎっ あが 60°ｉ
ｆくぐｘぐがさかぃ きがぉがくえｘかかそ

ЕКРБКПЕТ CAОБ
70°

ｉうぉずかぃ ぅｘｙぎけあ‐
かぃかかそ

ｇがくけあ, くぐがぉがｚっ
きぎうｙがぎう, えｘ‐
くぐぎけぉっ ぐｘ くえがｚが‐
ぎっあえう

ｇがきぃぎぃあかє おうぐぐそ
ｆくかがｚかぃ おうぐぐそ きぎう ぐぃお‐
きぃぎｘぐけぎっ あが 70°ｉ
1 きぎがおっいかぃ きがぉがくえｘかかそ
ｆくぐｘぐがさかぃ きがぉがくえｘかかそ
ｉけざっかかそ
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ｇぎがぁぎｘおｘ っ きがぉが‐
いぃかかそ きぃぎぃおうえｘ‐

さｘ きぎがぁぎｘお

ｉぐけきっかず ぅｘｙぎけあ‐
かぃかかそ

ｊうき きがくけあけ ｆきうく きぎがぁぎｘおう

БCЛ 50° 3) ｉぃぎぃあかっぇ ぎっｚぃかず
ぅｘｙぎけあかぃかかそ

ｇがくけあ っ くぐがぉがｚっ
きぎうｙがぎう

ｇがきぃぎぃあかє おうぐぐそ
ｆくかがｚかぃ おうぐぐそ きぎう ぐぃお‐
きぃぎｘぐけぎっ あが 50°ｉ
1 きぎがおっいかぃ きがぉがくえｘかかそ
ｆくぐｘぐがさかぃ きがぉがくえｘかかそ
ｉけざっかかそ

ｇｆｇＷｈＷＶｅЄ
ｄＺｊｊｗ

Ｓけあず-そえうぇ ｏｘくぐえがｚぃ ぅｘｚ‐
ｘかぐｘいぃかかそ
(おうぐぐそ ｙけあぃ ｚう‐
えがかｘかぃ きっぅかっざぃ
きぎがぐそぁがお あかそ)

1 こがぉがあかぃ きがぉがくえｘかかそ
(しがｙ ぅｘきがｙっぁぐう きぎうぉう‐
きｘかかぜ ぎぃざぐがえ ついっ)
ｎそ きぎがぁぎｘおｘ かぃ きがぐぎぃ‐
ｙけє ぅｘくぐがくけｚｘかかそ おうぜ‐
さがぁが ぅｘくがｙけ

1) ｇっあ さｘく きぎがぁぎｘおう Aсрл 45°-70° ぎっｚぃかず ぅｘｙぎけあかぃかかそ きがくけあけ ｚうぅかｘさｘєぐずくそ ぅｘ くぐけきぃかぃお
きがおけぐかっかかそ ｚがあう. ｊぎうｚｘぉっくぐず きぎがぁぎｘおう っ がｙ’єお くきがいうｚｘかかそ おがいけぐず ぅおっかぜｚｘぐうくそ. ｎぃ
ぅｘぉぃいうぐず ｚっあ ぐがぁが, さう きがｚかっくぐぜ ぅｘｚｘかぐｘいぃかうぇ きぎうぉｘあ, っ ｚっあ ぎっｚかそ ぅｘｙぎけあかぃかかそ きがくけあけ.
ｇぎうぉｘあ ｘｚぐがおｘぐうさかが ぎぃぁけぉぜє ぐぃおきぃぎｘぐけぎけ ｚがあう きっあ さｘく がくかがｚかがぁが おうぐぐそ.

2) ｎぃ さけあがｚｘ しがあぃかかｘ きぎがぁぎｘおｘ, ぎがぅぎｘこがｚｘかｘ かｘ おうぐぐそ, えがぉう おｘざうかｘ ぅｘｚｘかぐｘいぃかｘ かぃ
きがｚかっくぐぜ. ｅｘあぅｚうさｘぇかが ぅぎけさかが あぉそ ぎがあうかう ぅ 4 がくっｙ, そえうお ぐぎぃｙｘ ぅｘｚｘかぐｘいけｚｘぐう きがくけあ っ
くぐがぉがｚっ きぎうｙがぎう きっくぉそ くかっあｘかえけ ぐｘ ｚぃさぃぎっ.

3) ｊぃくぐがｚｘ きぎがぁぎｘおｘ あぉそ あがくぉっあかうごずえうこ けくぐｘかがｚ. Ｖぉそ がぐぎうおｘかかそ っかげがぎおｘごっつ きぎが ぎぃぅけぉずぐｘぐう
ぐぃくぐっｚ, がぅかｘぇがおぐぃくそ ぅ ｙぎがざけぎがぜ, しが あがあｘєぐずくそ.

ｇがえｘぅかうえう くきがいうｚｘかかそ
ｇぎがぁぎｘおｘ 1) Ｗぉぃえぐぎがぃかぃぎぁっそ (け えＴぐ/

ぁがあ)
Ｔがあｘ (け ぉっぐぎｘこ)

AСРЛ 45°-70° 1,1 - 1,7 11 - 22
30 ЙЕК 60° 0,9 9
ЕКРБКПЕТ CAОБ 70° 1,5 - 1,7 15 - 17
БCЛ 50° 1,0 - 1,1 14 - 16
ｇｆｇＷｈＷＶｅЄ ｄＺｊｊｗ 0,1 4

1) ｅｘ ごうげぎがｚがおけ あうくきぉぃつ ｚっあがｙぎｘいｘєぐずくそ ぐぎうｚｘぉっくぐず ｚうえがかｘかかそ きぎがぁぎｘおう

ｊうくえ っ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ ｚがあう, えがぉうｚｘかかそ かｘきぎけぁう ｚ ぃぉぃえぐぎがおぃぎぃいっ ぐｘ えっぉずえっくぐず
きがくけあけ おがいけぐず ぅおっかぜｚｘぐう ごっ きがえｘぅかうえう

Ｔうｙっぎ っ ぅｘきけくえ きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ きがくけあけ
ｑがｙ ぅｘきけくぐうぐう きぎがぁぎｘおけ おうぐぐそ きがくけあけ, ｚうえがかｘぇぐぃ ぐｘえっ あっつ:
1. Ｙｘえぎうぇぐぃ あｚぃぎごそぐｘ.
2. ｇがｚぃぎかっぐず きぃぎぃおうえｘさ きぎがぁぎｘお, しがｙ ｚくぐｘかがｚうぐう きぎがぁぎｘおけ おうぐぐそ. Ｖうｚ.

ぎがぅあっぉ їｇぎがぁぎｘおう おうぐぐそ きがくけあけ».
椴 Ｙｘぁがぎそぐずくそ があうか ｘｙが えっぉずえｘ っかあうえｘぐがぎっｚ げｘぅ きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ.
椴 ｅｘ ごうげぎがｚがおけ あうくきぉぃつ ｙぉうおｘє さｘく ぐぎうｚｘぉがくぐっ きぎがぁぎｘおう.
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3. ｅｘぐうくかっぐず えかがきえけ ぅｘきけくえけ.
椴 ｇぎがぁぎｘおｘ おうぐぐそ きがくけあけ ぅｘきけくぐうぐずくそ ｘｚぐがおｘぐうさかが.
椴 ｂがぉう きがさかぃぐずくそ ｚうえがかｘかかそ きぎがぁぎｘおう, ｙけあぃ ぁがぎっぐう ぉうざぃ っかあうえｘぐがぎ

げｘぅう, しが ｚうえがかけєぐずくそ. ｏｘく ぐぎうｚｘぉがくぐっ きぎがぁぎｘおう ｚっあがｙぎｘいｘєぐずくそ きが‐
くぐっぇかが.

ｂがぉう ｚうえがかけєぐずくそ きぎがぁぎｘおｘ おうぐぐそ きがくけあけ, ｚう かぃ おがいぃぐぃ ぅおっかぜｚｘぐう きぎが‐
ぁぎｘおけ. ｉえｘくけぇぐぃ ｚうえがかｘかかそ きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ.

ｇがきぃぎぃあいぃかかそ!
ｇぃぎぃぎうｚｘぐう ｘｙが くえｘくがｚけｚｘぐう ｚうえがかｘかかそ きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ おがいかｘ ぉうざぃ け
ぎｘぅっ かぃがｙこっあかがくぐっ.

ｆｙぃぎぃいかが!
Ｔっあえぎうｚｘぇぐぃ あｚぃぎごそぐｘ がｙぃぎぃいかが. Ｙ おｘざうかう おがいぃ ｚうぎｚｘぐうくそ ぁｘぎそさｘ きｘぎｘ.

ｇぃぎぃぎうｚｘかかそ ｚうえがかｘかかそ きぎがぁぎｘおう
Ｔっあえぎうぇぐぃ あｚぃぎごそぐｘ.
• Ｔうえがかｘかかそ きぎがぁぎｘおう ぅけきうかうぐずくそ.
Ｙｘえぎうぇぐぃ あｚぃぎごそぐｘ.
• Ｔうえがかｘかかそ きぎがぁぎｘおう きぎがあがｚいうぐずくそ ぅ ぐがぁが おがおぃかぐけ, えがぉう つつ ｙけぉが きぃぎぃ‐

ぎｚｘかが.

ｉえｘくけｚｘかかそ きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ
• ｅｘぐうくかっぐず っ けぐぎうおけぇぐぃ えかがきえう げけかえごっぇ Ｒ ぐｘ Ｔ.

椴 ｅｘ ごうげぎがｚがおけ あうくきぉぃつ おうぁｘє さｘく ぐぎうｚｘぉがくぐっ きぎがぁぎｘおう.
椴 Ｙｘぁがぎそぜぐずくそ があうか ｘｙが えっぉずえｘ っかあうえｘぐがぎっｚ げｘぅ.
Ｔうえがかｘかかそ きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ きがくけあけ くえｘくがｚｘかぃ.
ｇっくぉそ ごずがぁが おがいかｘ ｚうえがかｘぐう ぐｘえっ あっつ:
1. Ｔうおえかけぐう きぎうぉｘあ.
2. Ｔくぐｘかがｚうぐう かがｚけ きぎがぁぎｘおけ おうぐぐそ きがくけあけ.
Ｙｘきがｚかぜぇぐぃ あがぅｘぐがぎ おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ, きぃぎざ かっい ｚくぐｘかがｚぉぜｚｘぐう かがｚけ
きぎがぁぎｘおけ おうぐぐそ.

Ｔうｙっぎ っ ぅｘきけくえ きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ ぅ ｚっあえぉｘあぃかうお ぅｘきけくえがお
1. ｆｙぃぎっぐず きぎがぁぎｘおけ おうぐぐそ.
2. ｅｘぐうくかっぐず えかがきえけ ｚっあえぉｘあぃかがぁが ぅｘきけくえけ っ けぐぎうおけぇぐぃ つつ, あがえう かｘ あうくきぉぃつ

かぃ ぅ’そｚうぐずくそ さｘく, かｘ そえうぇ きがぐぎっｙかが ｚっあえぉｘくぐう ぅｘきけくえ. ｏｘく ｚっあえぉｘあぃかがぁが
ぅｘきけくえけ おうぁｘє かｘ ごうげぎがｚがおけ あうくきぉぃつ.

3. ｅｘぐうくかっぐず えかがきえけ ぅｘきけくえけ.
椴 ｇがさかぃぐずくそ ぅｚがぎがぐかうぇ ｚっあぉっえ さｘくけ ぅｘぐぎうおえう きけくえけ.
椴 Іかあうえｘぐがぎ げｘぅう きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ ぅぁｘくかぃ.
椴 ｏｘく ｚっあえぉｘあぃかがぁが ぅｘきけくえけ かｘ ごうげぎがｚがおけ あうくきぉぃつ くｚっぐうぐずくそ, かぃ おう‐

ぁｘぜさう.
ｂがぉう ぅｚがぎがぐかっぇ ｚっあぉっえ さｘくけ ぅｘｚぃぎざうぐずくそ, きぎがぁぎｘおｘ おうぐぐそ ぅｘきけくぐうぐずくそ ｘｚ‐
ぐがおｘぐうさかが. Ｙｘくｚっぐうぐずくそ っかあうえｘぐがぎ げｘぅう, そえｘ ｚうえがかけєぐずくそ.
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ｅぃ ｚっあえぎうｚｘぇぐぃ あｚぃぎごそぐｘ きっあ さｘく ぅｚがぎがぐかがぁが ｚっあぉっえけ さｘくけ, しがｙ かぃ きぃぎぃぎう‐
ｚｘぐう ぇがぁが. ｗえしが ぅｘえぎうぐう あｚぃぎごそぐｘ ぅかがｚけ, ぅｚがぎがぐかうぇ ｚっあぉっえ さｘくけ きがさかぃぐずくそ
ぅ ぐがぁが おがおぃかぐけ, えがぉう ｚっか ｙけｚ きぃぎぃぎｚｘかうぇ.

ｉえｘくけｚｘかかそ ｚっあえぉｘあぃかがぁが きけくえけ
1. ｅｘぐうくかっぐず っ けぐぎうおけぇぐぃ えかがきえう げけかえごっぇ Ｒ ぐｘ Ｔ.

椴 Ｙｘぁがぎそぐずくそ があうか ｘｙが えっぉずえｘ っかあうえｘぐがぎっｚ げｘぅ.
椴 ｅｘ ごうげぎがｚがおけ あうくきぉぃつ ｚっあがｙぎｘぅうぐずくそ かｘぅｚｘ きぎがぁぎｘおう ぐｘ ぐぎうｚｘぉっくぐず

つつ ぎがｙがぐう.
2. ｅｘぐうくかっぐず えかがきえけ ぅｘきけくえけ, しがｙ ぅｘきけくぐうぐう きぎがぁぎｘおけ おうぐぐそ.

Ｙｘｚぃぎざぃかかそ ｚうえがかｘかかそ きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ きがくけあけ
Ｔうおうえｘぇぐぃ きぎうぉｘあ ぅｘ ぐｘえうこ けおがｚ:
• ｇぎうぉｘあ ｘｚぐがおｘぐうさかが きぎうきうかうｚ ぎがｙがぐけ.
• ｅｘ ごうげぎがｚがおけ あうくきぉぃつ ぅ'そｚうぐずくそ かけぉず.
• Іかあうえｘぐがぎう げｘぅ ぅぁｘくかけぐず.
ｑがｙ があぃぎいｘぐう えぎｘしっ ぎぃぅけぉずぐｘぐう くけざっかかそ, きがぐぎうおｘぇぐぃ あｚぃぎごそぐｘ きぎがさうかぃ‐
かうおう あぃそえうぇ さｘく, きぃぎざ かっい ｚうぇおｘぐう きがくけあ.
Ｖｘぇぐぃ きがくけあけ がこがぉがかけぐう, きぃぎざ かっい ｚうぇおｘぐう ぇがぁが ぅ きぎうぉｘあけ. Ｕｘぎそさうぇ きがくけあ
おがいかｘ ぉぃぁえが ぎがぅｙうぐう.

ｈぃいうお がさっえけｚｘかかそ
ｗえしが ｚう かぃ ｚうおえかぃぐぃ きぎうぉｘあ きっくぉそ ぅｘｚぃぎざぃかかそ きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ きがくけあけ,
きぎうぉｘあ ｘｚぐがおｘぐうさかが きぃぎぃぇあぃ ｚ ぎぃいうお がさっえけｚｘかかそ. ｈぃいうお がさっえけｚｘかかそ
ぅおぃかざけє くきがいうｚｘかかそ ぃぉぃえぐぎがぃかぃぎぁっつ.
ｏぃぎぃぅ ぐぎう こｚうぉうかう きっくぉそ ぅｘｚぃぎざぃかかそ きぎがぁぎｘおう, ｚくっ っかあうえｘぐがぎう ぁｘくかけぐず, ｘ
ごうげぎがｚうぇ あうくきぉぃぇ きがえｘぅけє があかけ ぁがぎうぅがかぐｘぉずかけ ぉっかっぜ.
ｅｘぐうくかっぐず えかがきえけ, しがｙ きがｚぃぎかけぐうくそ あが ぎぃいうおけ ぅｘｚぃぎざぃかかそ ぎがｙがぐう きぎが‐
ぁぎｘおう.

Ｔうぇおｘかかそ きがくけあけ
• ｉきぃぎざけ ｚうぇおっぐず きぎぃあおぃぐう ぅ かういかずがぁが えがざうえｘ, ｘ きがぐっお - ぅ ｚぃぎこかずがぁが.
• ｅｘ くぐっかえｘこ っ あｚぃぎごそぐｘこ きぎうぉｘあけ おがいぃ ｙけぐう ｚがあｘ. ｅぃぎいｘｚっぜさｘ くぐｘぉず こが‐

ぉがかぃ ざｚうあざぃ, かっい きがくけあ.

Ｖがぁぉそあ ぐｘ さうくぐえｘ
ｇがきぃぎぃあいぃかかそ!
ｇぃぎざ かっい さうくぐうぐう きぎうぉｘあ, ｚうおえかっぐず ぇがぁが.

ｏうしぃかかそ げっぉずぐぎっｚ
ｆｙぃぎぃいかが!
ｅぃ えがぎうくぐけぇぐぃくそ きぎうぉｘあがお ｙぃぅ げっぉずぐぎっｚ. ｇがあｙｘぇぐぃ きぎが ぐぃ, しがｙ げっぉずぐぎう
ｙけぉう きぎｘｚうぉずかが ｚくぐｘかがｚぉぃかっ. ｅぃきぎｘｚうぉずかぃ ｚくぐｘかがｚぉぃかかそ きぎうぅｚがあうぐず あが
かぃぅｘあがｚっぉずかうこ ぎぃぅけぉずぐｘぐっｚ おうぐぐそ ぐｘ きがざえがあいぃかかそ きぎうぉｘあけ.
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ｋ ぎｘぅっ きがぐぎぃｙう がさうくぐっぐず げっぉずぐぎう. Ｙｘｙぎけあかぃかっ げっぉずぐぎう きがぁっぎざけぜぐず ぎぃぅけぉず‐
ぐｘぐう おうぐぐそ.
ｋ きがくけあがおうぇかっぇ おｘざうかっ ｚくぐｘかがｚぉぃかが ぐぎう げっぉずぐぎう:
1. げっぉずぐぎ ぁぎけｙがぁが がさうしぃかかそ (A)
2. おっえぎがげっぉずぐぎ (B)
3. きぉｘくえうぇ げっぉずぐぎ (C)
ｑがｙ がさうくぐうぐう げっぉずぐぎう, ｚうえがかｘぇぐぃ かｘ‐
ｚぃあぃかっ かういさぃ あっつ.
1. Ｔっあえぎうぇぐぃ あｚぃぎごそぐｘ.
2. Ｔうぇおっぐず かういかっぇ えがざうえ.

3. ｈがぅｙぉがえけぇぐぃ くうくぐぃおけ げっぉずぐぎっｚ,
きがｚぃぎかけｚざう ぎけさえけ おっえぎがげっぉずぐぎｘ
(B) きぎがぐう ぁがあうかかうえがｚがつ くぐぎっぉえう
きぎうｙぉうぅかが かｘ 1/4.

4. Ｔうぇおっぐず くうくぐぃおけ げっぉずぐぎっｚ.
5. Ｔっぅずおっぐず げっぉずぐぎ ぁぎけｙがぁが がさうしぃか‐

かそ (A) ぅｘ ぎけさえけ ぅ がぐｚがぎがお.
6. Ｔうぇおっぐず げっぉずぐぎ ぁぎけｙがぁが がさうしぃか‐

かそ (A) ぅ おっえぎがげっぉずぐぎｘ (B).

7. Ｔうぇおっぐず きぉｘくえうぇ げっぉずぐぎ (C) っぅ
あかｘ きぎうぉｘあけ.

8. ｇぎがおうぇぐぃ げっぉずぐぎう きっあ きぎがぐがさ‐
かがぜ ｚがあがぜ.

9. ｋくぐｘかがｚっぐず きぉｘくえうぇ げっぉずぐぎ (C) かｘ
あかっ きぎうぉｘあけ.

10. Ｔくぐｘｚぐぃ げっぉずぐぎ ぁぎけｙがぁが がさうしぃか‐
かそ (A) ｚ おっえぎがげっぉずぐぎ (B) っ くぐうくかっぐず
つこ.

11. Ｔくぐｘｚぐぃ くうくぐぃおけ げっぉずぐぎっｚ かｘ おっく‐
ごぃ.

12. Ｙｘげっえくけぇぐぃ くうくぐぃおけ げっぉずぐぎっｚ, きが‐
ｚぃぎぐｘぜさう ぎけさえけ おっえぎがげっぉずぐぎｘ (B)
ぅｘ ぁがあうかかうえがｚがぜ くぐぎっぉえがぜ, あがえう ｚがかｘ かぃ ぅｘげっえくけєぐずくそ.

13. ｋくぐｘかがｚっぐず かういかっぇ えがざうえ.
14. Ｙｘえぎうぇぐぃ あｚぃぎごそぐｘ.
ｅぃ ぅかっおｘぇぐぃ ぎがぅきうぉぜｚｘさっ.

A

B

C

54 Ｖがぁぉそあ ぐｘ さうくぐえｘ



ｗえしが がぐｚがぎう ぎがぅきうぉぜｚｘさっｚ ぅｘｙうぉうくそ, ｚうあｘぉっぐず ぎぃざぐえう ｙぎけあけ ぅｘ あがきがおが‐
ぁがぜ きｘぉうさえう あぉそ えがえぐぃぇぉっｚ.

ｏうしぃかかそ ぅぅがｚかっ
ｇがさうくぐっぐず ぅがｚかっざかっ きがｚぃぎこかっ きぎうぉｘあけ ぐｘ きｘかぃぉず えぃぎけｚｘかかそ ｚがぉがぁがぜ お'そえがぜ
ぐえｘかうかがぜ. Ｙｘくぐがくがｚけぇぐぃ ぉうざぃ かぃぇぐぎｘぉずかっ おうぜさっ ぅｘくがｙう. ｅぃ ぅｘくぐがくがｚけぇぐぃ
ｘｙぎｘぅうｚかっ ぎぃさがｚうかう, おがさｘぉえう ぐｘ ぎがぅさうかかうえう (ｘごぃぐがか, ぐぎうこぉがぎぃぐうぉぃか ぐが‐
しが).

Ｙｘきがｙっいかっ ぅｘこがあう かｘ ｚうきｘあがえ おがぎがぅけ
ｆｙぃぎぃいかが!
ｅぃ ｚくぐｘかがｚぉぜぇぐぃ きぎうぉｘあ ぐｘお, あぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ がきけくえｘєぐずくそ かういさぃ 0°C.
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 ぅｘ きがざえがあいぃかかそ きぎうぉｘあけ ｚ ぎぃぅけぉずぐｘぐっ
ぇがぁが ぅｘおぃぎぅｘかかそ.

ｗえしが ごずがぁが けかうえかけぐう かぃおがいぉうｚが, ｚうきがぎがいかっぐず きぎうぉｘあ っ ぅｘさうかっぐず あｚぃぎごそぐｘ.
Ｔっあ'єあかｘぇぐぃ ざぉｘかぁ きがあｘさっ ｚがあう ぐｘ ｚうぉうぇぐぃ ぅ かずがぁが ｚがあけ.

ｑが ぎがｙうぐう, えがぉう ...
ｇぎうぉｘあ かぃ ぅｘきけくえｘєぐずくそ ｘｙが ぅけきうかそєぐずくそ きっあ さｘく ぎがｙがぐう.
ｗえしが ぅ'そｚうぉｘくず かぃくきぎｘｚかっくぐず, くきぃぎざけ くきぎがｙけぇぐぃ ｚうぎっざうぐう きぎがｙぉぃおけ くｘ‐
おがくぐっぇかが. ｗえしが けくけかけぐう きぎがｙぉぃおけ くｘおがくぐっぇかが かぃ ｚあｘєぐずくそ, ぅｚぃぎかっぐずくそ あが
きぎがあｘｚごそ ｘｙが ごぃかぐぎけ ぐぃこかっさかがぁが がｙくぉけぁがｚけｚｘかかそ.
ｆｙぃぎぃいかが!
Ｔうおえかっぐず きがくけあがおうぇかけ おｘざうかけ, きぃぎざ かっい ｚうえがかけｚｘぐう ｚえｘぅｘかっ かういさぃ ぅｘ‐
きぎがきがかがｚｘかっ あっつ あぉそ けくけかぃかかそ かぃくきぎｘｚかがくぐぃぇ.

ｂがあ きがおうぉえう っ かぃくきぎｘｚかっくぐず ｄがいぉうｚｘ きぎうさうかｘ かぃくきぎｘｚかがくぐっ ぐｘ くきがくっｙ つつ けくけ‐
かぃかかそ

• かｘ ごうげぎがｚがおけ あうくきぉぃつ ｚっ‐
あがｙぎｘいｘєぐずくそ 

ｋ おｘざうかけ かぃ ぅｘぉうｚｘєぐずくそ ｚが‐
あｘ

• ｂぎｘか きがあｘさっ ｚがあう ぅｘｙうｚくそ ｙぎけあがお ｘｙが かｘえうきがお.
ｇがさうくぐっぐず えぎｘか きがあｘさっ ｚがあう.

• ｂぎｘか きがあｘさっ ｚがあう ぅｘえぎうぐうぇ.
Ｔっあえぎうぇぐぃ えぎｘか きがあｘさっ ｚがあう.

• Ｙｘｙぉがえがｚｘかうぇ げっぉずぐぎ ざぉｘかぁけ あぉそ きがあｘｚｘかかそ
ｚがあう.
ｇぎがさうくぐっぐず げっぉずぐぎ

• ｐぉｘかぁ あぉそ きがあｘｚｘかかそ ｚがあう きぎうєあかｘかが かぃかｘ‐
ぉぃいかうお さうかがお. ｐぉｘかぁ おがいぃ ｙけぐう きぃぎぃえぎけさぃかうぇ
ｘｙが きぃぎぃあｘｚぉぃかうぇ.
ｇぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ, しが ざぉｘかぁ きぎうєあかｘかが かｘぉぃい‐
かうお さうかがお.
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ｂがあ きがおうぉえう っ かぃくきぎｘｚかっくぐず ｄがいぉうｚｘ きぎうさうかｘ かぃくきぎｘｚかがくぐっ ぐｘ くきがくっｙ つつ けくけ‐
かぃかかそ

• かｘ ごうげぎがｚがおけ あうくきぉぃつ ｚっ‐
あがｙぎｘいｘєぐずくそ 

ｇがくけあがおうぇかｘ おｘざうかｘ かぃ
ぅぉうｚｘє ｚがあけ

• Ｙｘｙうｚくそ ぅぉうｚかうぇ がぐｚっぎ ぎｘえがｚうかう.
ｇぎがさうくぐっぐず ぅぉうｚかうぇ がぐｚっぎ.

• Ｙぉうｚかうぇ ざぉｘかぁ きぎうєあかｘかが かぃかｘぉぃいかうお さうかがお.
ｐぉｘかぁ おがいぃ ｙけぐう きぃぎぃえぎけさぃかうぇ ｘｙが きぃぎぃあｘ‐
ｚぉぃかうぇ.
ｇぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ, しが ざぉｘかぁ きぎうєあかｘかが かｘぉぃい‐
かうお さうかがお.

• かｘ ごうげぎがｚがおけ あうくきぉぃつ ｚっ‐
あがｙぎｘいｘєぐずくそ 

ｇぎｘごぜє きぎうくぐぎっぇ, しが ぅｘきがｙっ‐
ぁｘє きぃぎぃぉうｚｘかかぜ ｚがあう

• Ｙｘえぎうぇぐぃ えぎｘか きがあｘさっ ｚがかう っ ぅｚぃぎかっぐずくそ あが おっく‐
ごぃｚがぁが くぃぎｚっくかがぁが ごぃかぐぎけ.

ｇぎがぁぎｘおｘ かぃ ぅｘきけくえｘєぐずくそ • Ｖｚぃぎごそぐｘ きぎうぉｘあけ かぃ ぅｘさうかぃかっ.
Ｙｘえぎうぇぐぃ あｚぃぎごそぐｘ.

• ｐぐぃきくぃぉず えｘｙぃぉぜ いうｚぉぃかかそ かぃ きっあえぉぜさぃかが.
ｇっあえぉぜさっぐず えｘｙぃぉず.

• ｇぃぎぃぁがぎっｚ ぅｘきがｙっいかうえ かｘ あがおｘざかずがおけ ぃぉぃえぐぎが‐
しうぐっ.
Ｙｘおっかっぐず ぅｘきがｙっいかうえ.

• Ｔくぐｘかがｚぉぃかが ｚっあえぉｘあぃかうぇ きけくえ.
ｉえｘくけぇぐぃ ｚっあえぉｘあぃかうぇ きけくえ, しがｙ かぃぁｘぇかが ぅｘきけ‐
くぐうぐう きぎがぁぎｘおけ おうぐぐそ.

ｇっくぉそ きぃぎぃｚっぎえう けｚっおえかっぐず きぎうくぐぎっぇ. ｋくぐｘかがｚっぐず きぃぎぃおうえｘさ きぎがぁぎｘお かｘ ぐけ
くｘおけ きぎがぁぎｘおけ おうぐぐそ, しが っ あが きがそｚう かぃくきぎｘｚかがくぐっ.
Ｔうえがかｘかかそ きぎがぁぎｘおう きぎがあがｚいけєぐずくそ ぅ ぐがぁが おがおぃかぐけ, かｘ そえがおけ ｚがかが ｙけぉが
きぃぎぃぎｚｘかぃ. ｗえしが かぃくきぎｘｚかっくぐず ぅ'そｚぉそєぐずくそ ぅかがｚけ, ぅｚぃぎかっぐずくそ あが ｎぃかぐぎけ
ぐぃこかっさかがぁが がｙくぉけぁがｚけｚｘかかそ.
ｗえしが かｘ あうくきぉぃつ ｚっあがｙぎｘいｘєぐずくそ えがあ きがおうぉえう, しが かぃ がきうくｘかうぇ け ごっぇ ぐｘ‐
ｙぉうごっ, ぐが ぅｚぃぎかっぐずくそ あが くぃぎｚっくかがぁが ごぃかぐぎけ.
ｎっ あｘかっ かぃがｙこっあかっ あぉそ ぐがぁが, ｘｙう ざｚうあえが っ きぎｘｚうぉずかが あがきがおがぁぐう ｚｘお.
• ｄがあぃぉず (Йла.)
• ｅがおぃぎ ｚうぎがｙけ (МКC)
• ｉぃぎっぇかうぇ かがおぃぎ (П.К.)
ｎぜ っかげがぎおｘごっぜ おがいかｘ ぅかｘぇぐう 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.
Ｔえｘいっぐず かぃがｙこっあかっ あｘかっ ぐけぐ:
ｆきうく おがあぃぉっ : ..........
ｅがおぃぎ ｚうぎがｙけ : ..........
ｉぃぎっぇかうぇ かがおぃぎ : ..........
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ｈぃぅけぉずぐｘぐう さうしぃかかそ かぃぅｘあがｚっぉずかっ
ｇがくけあ かぃ さうくぐうぇ • Ｔうｙぎｘかｘ きぎがぁぎｘおｘ おうぐぐそ かぃ きっあこがあうぐず あぉそ ぐうきけ きがく‐

けあけ ぐｘ ぎっｚかそ ぅｘｙぎけあかぃかかそ.
• ｂがざうえう ぅｘｚｘかぐｘいぃかっ かぃかｘぉぃいかうお さうかがお っ ｚがあｘ かぃ あが‐

くそぁｘє ｚくっこ きがｚぃぎこがかず.
• ｈがぅきうぉぜｚｘさっ かぃ おがいけぐず ｙぃぅきぃぎぃざえがあかが がｙぃぎぐｘぐうくそ

さぃぎぃぅ かぃかｘぉぃいかぃ ぎがぅおっしぃかかそ きがくけあけ.
• ｌっぉずぐぎう ぅｘｙぎけあかぃかっ ｘｙが ｚくぐｘかがｚぉぃかっ かぃかｘぉぃいかうお さう‐

かがお.
• ｂっぉずえっくぐず おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ かぃあがくぐｘぐかそ ｘｙが ｚっか ぅｘえっか‐

さうｚくそ.
ｏｘくぐえう ｚｘきかｘ かｘ きがくけあっ • ｂがかぐぃぇかぃぎ あぉそ くがぉっ きがぎがいかっぇ.

• ｅぃきぎｘｚうぉずかが ｚくぐｘかがｚぉぃかうぇ ぎっｚぃかず きがお'そえざぃかかそ ｚが‐
あう.

• ｂぎうざえｘ えがかぐぃぇかぃぎｘ っぅ くっぉぉぜ ぅｘえぎうぐｘ かぃかｘぉぃいかうお さう‐
かがお.

ｇがくけあ ｚがぉがぁうぇ っ ぐずおそ‐
かうぇ

• ｆきがぉっくえけｚｘさ かぃ ｚうえがぎうくぐがｚけｚｘｚくそ.
• ｉきがぎがいかっｚ あがぅｘぐがぎ がきがぉっくえけｚｘさｘ.

ｅｘ くえぉそかえｘこ ぐｘ っかざがおけ
きがくけあっ かｘそｚかっ くおけぁう,
きぉそおう おがぉがさかがぁが えがぉず‐
がぎけ ｘｙが くうかぜｚｘぐうぇ かｘ‐
ぉっぐ

• Ｙおぃかざぐぃ あがぅけ がきがぉっくえけｚｘさｘ.

ｅｘ くえぉそかえｘこ ぐｘ っかざがおけ
きがくけあっ ぅｘぉうざｘぜぐずくそ
ぅｘくがこぉっ きぉそおう ｚっあ えぎｘ‐
きぃぉず ｚがあう

• Ｙｙっぉずざぐぃ あがぅけ がきがぉっくえけｚｘさｘ.
• ｇぎうさうかがぜ おがいぃ ｙけぐう おうぜさうぇ ぅｘくっｙ.

ｊぃこかっさかっ あｘかっ

Ｕｘｙｘぎうぐう ｐうぎうかｘ くお 59,6
 Ｔうくがぐｘ くお 85
 Ｕぉうｙうかｘ くお 62,5
Ｗぉぃえぐぎうさかｘ くこぃおｘ - ｅｘ‐
きぎけぁｘ - Ｙｘぁｘぉずかｘ きがぐけい‐
かっくぐず - Ｙｘきがｙっいかうえ

Іかげがぎおｘごっそ きぎが 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 かｘ‐
ｚぃあぃかｘ 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, しが ぅかｘこが‐
あうぐずくそ かｘ ｚかけぐぎっざかずがおけ ｙがごっ あｚぃぎごそぐ きがくけあがおうぇかがつ
おｘざうかう.

ｊうくえ け くうくぐぃおっ ｚがあがきが‐
くぐｘさｘかかそ

ｄっかっおけお 0,5 ｙｘぎっｚ (0,05 おｇｘ)

 ｄｘえくうおけお 8 ｙｘぎっｚ (0,8 おｇｘ)
ｄっくぐえっくぐず ｂっぉずえっくぐず かｘｙがぎっｚ きがくけあけ

あぉそ があかっєつ がくがｙう
12
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Іかくぐぎけえごっつ ぅ けくぐｘかがｚえう

ｋくぐｘかがｚえｘ

ｋくぐｘかがｚぉぃかかそ きっあ ぎがｙがさけ きがｚぃぎこかぜ
ｇがきぃぎぃあいぃかかそ!
ｇがあｙｘぇぐぃ きぎが ぐぃ, しがｙ きっあ さｘく けくぐｘかがｚぉぃかかそ ｚうぉえｘ かぃ ｙけぉｘ ｚくぐｘｚぉぃかｘ ｚ
ぎがぅぃぐえけ

ｋくぐｘかがｚっぐず きぎうぉｘあ かぃきがあｘぉっえ ｚっあ ｚがあが‐
きぎがｚっあかがぁが えぎｘかけ ぐｘ ｚがあがｚっあｚぃあぃかかそ.
Ｙかっおっぐず ぎがｙがさけ きがｚぃぎこかぜ きぎうぉｘあけ, しがｙ
けくぐｘかがｚうぐう ぇがぁが きっあ おうぇえがぜ ｘｙが えけこがか‐
かがぜ ぎがｙがさがぜ きがｚぃぎこかぃぜ. ｇぃぎぃえがかｘぇ‐
ぐぃくそ, しが ぎがぅおっぎう ぅｘぁぉうｙうかう ｚっあきがｚっあｘ‐
ぜぐず ぅｘぅかｘさぃかうお ぁｘｙｘぎうぐｘお.

ｑがｙ ぅかそぐう ぎがｙがさけ きがｚぃぎこかぜ きぎうぉｘあけ, ｚうえがかｘぇぐぃ かｘｚぃあぃかっ かういさぃ
あっつ.

1. Ｔうえぎけぐっぐず ぅｘあかっ ぁｚうかぐう (1).

2. ｇがぐそぁかっぐず ぎがｙがさけ きがｚぃぎこかぜ きがぅ‐
ｘあけ きぎうぉｘあけ.

3. ｇっあかっおっぐず ぎがｙがさけ きがｚぃぎこかぜ, しがｙ
ｚうぐそぁかけぐう つつ ぅ きぃぎぃあかっこ きｘぅっｚ.

4. Ｔうぎっｚかそぇぐぃ きぎうぉｘあ, ぎぃぁけぉぜぜさう
かっいえう.
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ｋくぐｘかがｚっぐず きぎうぉｘあ きっあ えけこがかかがぜ ぎが‐
ｙがさがぜ きがｚぃぎこかぃぜ. ｇぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ,
しが ざぉｘかぁう きがあｘさっ ｚがあう かぃ くえぎけさぃかっ ぐｘ かぃ ぅｘぐうくかけぐっ.
ｋ ぎｘぅっ ぎぃおがかぐけ おｘぇくぐぃぎ きがｚうかぃか おｘぐう ｚっぉずかうぇ あがくぐけき あが きぎうぉｘあけ. ｗえしが
かぃ きがぐぎっｙかが ｚｙけあがｚけｚｘぐう きがくけあがおうぇかけ おｘざうかけ ぐｘ ｚがかｘ くぐがそぐうおぃ がえぎぃおが,
けくぐｘかがｚっぐず かｘ きぎうぉｘあ ぎがｙがさけ きがｚぃぎこかぜ きぎうぉｘあけ.
ｅういかそ さｘくぐうかｘ かぃｚｙけあがｚｘかがぁが きぎうぉｘあけ かぃ ぎぃぁけぉぜєぐずくそ.

Ｔうぎっｚかぜｚｘかかそ きぎうぉｘあけ
ｇぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ, しが きぎうぉｘあ くぐがつぐず ぐｘえ, しが あｚぃぎごそぐｘ おがいけぐず ｙぃぅきぃぎぃざえがあ‐
かが ぁぃぎおぃぐうさかが ぅｘえぎうｚｘぐうくそ. ｗえしが きぎうぉｘあ ｚくぐｘかがｚぉぃかが きぎｘｚうぉずかが, あｚぃぎ‐
ごそぐｘ かぃ ぅｘさっきｘぐうおけぐず えぎｘつ えがぎきけくけ. ｗえしが あｚぃぎごそぐｘ かぃ ぅｘえぎうｚｘぜぐずくそ そえ
くぉっあ, ぎぃぁけぉぜぇぐぃ かっいえう, きがえう おｘざうかｘ かぃ ｙけあぃ くぐがそぐう ｘｙくがぉぜぐかが ぎっｚかが.

ｇっあえぉぜさぃかかそ あが ｚがあがきぎがｚがあけ

ｅｘぉうｚかうぇ ざぉｘかぁ
ｇっあ'єあかｘぇぐぃ きぎうぉｘあ あが おぃぎぃいっ ぁｘぎそさがぁが (おｘえく. 60°) ｘｙが こがぉがあかがぁが ｚがあが‐
きがくぐｘさｘかかそ.
ｗえしが ぁｘぎそさｘ ｚがあｘ かｘあこがあうぐず ぅ ｘぉずぐぃぎかｘぐうｚかうこ あいぃぎぃぉ ぃかぃぎぁっつ, そえっ є ぃえが‐
ぉがぁっさかが さうくぐうおう (かｘきぎ., くがかそさかうこ ｙｘぐｘぎぃぇ ｘｙが げがぐがぃぉぃえぐぎうさかうこ きｘかぃぉぃぇ
ぐｘ ｚっぐぎそかうこ ぃぉぃえぐぎがくぐｘかごっぇ), ぅｘくぐがくがｚけぇぐぃ ぁｘぎそさけ ｚがあけ, しがｙ ぅおぃかざうぐう
くきがいうｚｘかかそ ぃぉぃえぐぎがぃかぃぎぁっつ.
ｇっあ'єあかｘぇぐぃ かｘぉうｚかうぇ ざぉｘかぁ あが ｚがあがきぎがｚっあかがぁが えぎｘかｘ ぅ ぅがｚかっざかずがぜ ぎっぅず‐
ｙがぜ 3/4 あぜぇおｘ.
ｆｙぃぎぃいかが!
ｅぃ ぅｘくぐがくがｚけぇぐぃ あぉそ きっあ'єあかｘかかそ ざぉｘかぁう ｚっあ くぐｘぎがぁが きぎうぉｘあけ.

ｅｘきっぎ ｚがあう おｘє ｙけぐう ｚ おぃいｘこ, ぅｘぅかｘさぃかうこ け ぎがぅあっぉっ "ｊぃこかっさかっ あｘかっ". ｇがあ‐
ｙｘぇぐぃ きぎが ぐぃ, しがｙ あっぅかｘぐうくそ ｚ おっくごぃｚうこ がぎぁｘかｘこ ｚがあがきがくぐｘさｘかかそ くぃぎぃあかっぇ
かｘきっぎ け ｚｘざがおけ ぎぃぁっがかっ.
ｇがあｙｘぇぐぃ きぎが ぐぃ, しがｙ かｘぉうｚかうぇ ざぉｘかぁ かぃ ｙけｚ きぃぎぃえぎけさぃかうお, きぃぎぃぐうくかけ‐
ぐうお ｘｙが くきぉけぐｘかうお.
Ｙおがかぐけぇぐぃ えがかぐぎぁｘぇえけ かｘぉぃいかうお さうかがお, しがｙ きがきぃぎぃあうぐう きぎがぐっえｘかかそ ｚがあう.
ｆｙぃぎぃいかが!
ｅぃ きっあ'єあかけぇぐぃ きぎうぉｘあ あが かがｚうこ ぐぎけｙ ｘｙが ぐぎけｙ, そえうおう あがｚぁうぇ さｘく かぃ えがぎう‐
くぐけｚｘぉうくそ. Ｙぉうぇぐぃ ｚがあけ ｚきぎがあがｚい えっぉずえがこ こｚうぉうか, ｘ ｚいぃ きがぐっお きっあ'єあかけぇぐぃ
かｘぉうｚかうぇ ざぉｘかぁ.

ｅｘぉうｚかうぇ ざぉｘかぁ おｘє きがあｚっぇかっ くぐっかえう ぐｘ がくかｘしぃかうぇ ｚかけぐぎっざかっお えｘｙぃぉぃお っ
ぅｘきがｙっいかうお えぉｘきｘかがお. ｅｘぉうｚかうぇ ざぉｘかぁ きぃぎぃｙけｚｘє きっあ ぐうくえがお ぉうざぃ ぐがあっ,
えがぉう かうお ぐぃさぃ ｚがあｘ. ｋ ぎｘぅっ きぎがぐっえｘかかそ ｚがあう ｚ かｘぉうｚかがおけ ざぉｘかぁけ ぅｘきがｙっい‐
かうぇ えぉｘきｘか きぃぎぃえぎうｚｘє ｚがあけ.
Ｓけあずぐぃ がｙぃぎぃいかっ, きぎうєあかけぜさう かｘぉうｚかうぇ ざぉｘかぁ:
• ｅぃ えぉｘあっぐず かｘぉうｚかうぇ ざぉｘかぁ ｘｙが ぅｘきがｙっいかうぇ えぉｘきｘか け ｚがあけ.

ｇっあえぉぜさぃかかそ あが ｚがあがきぎがｚがあけ 59



• ｋ ぎｘぅっ きがざえがあいぃかかそ かｘぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ ｘｙが ぅｘきがｙっいかがぁが えぉｘきｘかｘ かぃぁｘぇ‐
かが ｚうぇおっぐず ｚうぉえけ ぅ ぎがぅぃぐえう.

• Ｙｘおっかぜｚｘぐう かｘぉうｚかうぇ ざぉｘかぁ っぅ ぅｘきがｙっいかうお えぉｘきｘかがお あがぅｚがぉそєぐずくそ ぉう‐
ざぃ おｘぇくぐぎｘお っぅ ごぃかぐぎけ ぐぃこかっさかがぁが がｙくぉけぁがｚけｚｘかかそ.

ｇがきぃぎぃあいぃかかそ!
ｅぃｙぃぅきぃさかｘ かｘきぎけぁｘ

Ｙぉうｚかうぇ ざぉｘかぁ
1. ｇぎうєあかｘぇぐぃ ぅぉうｚかうぇ ざぉｘかぁ あが ぅぉうｚかがぁが がぐｚがぎけ ぎｘえがｚうかう ぐｘ きぎうえぎっきっぐず

ぇがぁが きっあ ぎがｙがさがぜ きがｚぃぎこかぃぜ. ｎぃ ぅｘきがｙっぁｘぐうおぃ きがぐぎｘきぉそかかぜ ｚがあう ぅ ぎｘ‐
えがｚうかう かｘぅｘあ け きぎうぉｘあ.

2. ｇぎうєあかｘぇぐぃ ぅぉうｚかうぇ ざぉｘかぁ あが くぐがそえｘ っぅ ｚこっあかうお がぐｚがぎがお (ぅ おっかっおｘぉず‐
かうお ｚかけぐぎっざかっお あっｘおぃぐぎがお 4 くお).

ｇがあｙｘぇぐぃ きぎが ぐぃ, しがｙ ざぉｘかぁ かぃ ｙけｚ くえぎけ‐
さぃかうぇ ｘｙが きぃぎぃぐうくかけぐうぇ, がくえっぉずえう ごぃ おが‐
いぃ きぃぎぃざえがあいｘぐう きぎｘｚうぉずかがおけ ぅぉうｚけ
ｚがあう.
ｇっあ さｘく ぅぉうｚｘかかそ ｚがあう ぅ おｘざうかう ぅｘえぎう‐
ｚｘぐう ぅぉうｚかうぇ がぐｚっぎ ぎｘえがｚうかう かぃ おがいかｘ,
がくえっぉずえう ごぃ おがいぃ きぎうぅｚぃくぐう あが ぐがぁが, しが
ｚがあｘ きがｚぃぎぐｘぐうおぃぐずくそ かｘぅｘあ け おｘざうかけ.
Ｖがｚいうかｘ きがあがｚいぃかかそ ぅぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ
かぃ おがいぃ きぃぎぃｚうしけｚｘぐう 2 お. Ｔかけぐぎっざかっぇ
あっｘおぃぐぎ おｘє ｙけぐう かぃ おぃかざうぇ ぅｘ あっｘおぃぐぎ
ざぉｘかぁｘ.
ｗえしが きがぐぎっｙかが きぎうєあかｘぐう ぅぉうｚかうぇ
ざぉｘかぁ あが くうげがかｘ きっあ ぎｘえがｚうかがぜ, ぅかっおっぐず
きぉｘくぐうえがｚけ おぃおｙぎｘかけ (A). ｗえしが かぃ ぅかそぐう
おぃおｙぎｘかけ, ぅｘぉうざえう ついっ おがいけぐず ぅｘｙぉがえけ‐
ｚｘぐう えっかぃごず ぅぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ
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ｇぎうぉｘあ がｙぉｘあかｘかが ぅｘきがｙっいかうえがお, そえうぇ かぃ あｘє ｙぎけあかっぇ ｚがあっ きがｚぃぎぐｘぐうくそ
かｘぅｘあ け おｘざうかけ. ｗえしが くうげがか ぎｘえがｚうかう がくかｘしぃかうぇ えぉｘきｘかがお, そえうぇ ぅｘきが‐
ｙっぁｘє ぅｚがぎがぐかがおけ ぐがえけ ｚがあう, ごぃ おがいぃ かぃぁｘぐうｚかが きがぅかｘさうぐうくそ かｘ ぅぉうｚｘかかっ
ｚがあう っぅ きぎうぉｘあけ. Ｔうぐそぁかっぐず えぉｘきｘか, そえうぇ ぅｘきがｙっぁｘє ぅｚがぎがぐかがおけ ぐがえけ ｚがあう.

ｆｙぃぎぃいかが!
ｇがあｙｘぇぐぃ きぎが ぐぃ, しがｙ おけげぐう ｙけぉう あがｙぎぃ ぅｘぐそぁかけぐっ. ｎぃ きがぐぎっｙかが, しがｙ ぅｘ‐
きがｙっぁぐう ｚうぐっえｘかかぜ ｚがあう.

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がきぃぎぃあいぃかかそ!
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 ｚｘおう ごうこ きぎｘｚうぉ
ぐぃこかっえう ｙぃぅきぃえう.
Ｙｘぅぃおぉっぐず きぎうぉｘあ ぅぁっあかが ぅ きぎｘｚうぉｘおう ぐぃこかっえう ｙぃぅきぃえう.
ｇぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ, しが かがおっかｘぉずかｘ かｘきぎけぁｘ ぐｘ こｘぎｘえぐぃぎうくぐうえう ぃぉぃえぐぎがおぃぎぃ‐
いっ, ぅｘぅかｘさぃかっ ｚ ぐｘｙぉうさごっ ぅ ぐぃこかっさかうおう こｘぎｘえぐぃぎうくぐうえｘおう, ｚっあきがｚっあｘぜぐず きｘ‐
ぎｘおぃぐぎｘお おっくごぃｚがつ ぃぉぃえぐぎがおぃぎぃいっ.
Ｙｘｚいあう えがぎうくぐけぇぐぃくそ きぎｘｚうぉずかが ｚくぐｘかがｚぉぃかがぜ けあｘぎがくぐっぇえがぜ ぎがぅぃぐえがぜ.
Ｙｘｙがぎがかそєぐずくそ ぅｘくぐがくがｚけｚｘぐう ぎがぅぁｘぉけいけｚｘさっ ぐｘ きがあがｚいけｚｘさっ. ｎぃ くきぎうさう‐
かそє ぎうぅうえ ｚうかうえかぃかかそ きがいぃいっ.
ｅぃ ぅｘおっかぜぇぐぃ えｘｙぃぉず いうｚぉぃかかそ くｘおがくぐっぇかが. Ｙｚぃぎぐｘぇぐぃくそ あが ごぃかぐぎけ ぐぃこ‐
かっさかがぁが がｙくぉけぁがｚけｚｘかかそ.
ｇっくぉそ ｚくぐｘかがｚぉぃかかそ おｘざうかう かぃがｙこっあかが ぅｘｙぃぅきぃさうぐう ｚっぉずかうぇ あがくぐけき あが
おっくごそ きっあえぉぜさぃかかそ えｘｙぃぉぜ いうｚぉぃかかそ あが ぃぉぃえぐぎがおぃぎぃいっ.
ｅぃ ぐそぁかっぐず ぅｘ えｘｙぃぉず, しがｙ ｚっあ'єあかｘぐう きぎうぉｘあ ｚっあ ぃぉぃえぐぎがおぃぎぃいっ. ｊそぁかっぐず
ぅｘｚいあう ぅｘ ざぐぃきくぃぉず.

ｆこがぎがかｘ あがｚえっぉぉそ

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.
ｇｘえけｚｘぉずかっ おｘぐぃぎっｘぉう ぃえがぉがぁっさかが ｙぃぅきぃさかっ っ きぎうあｘぐかっ あぉそ きがｚぐがぎかがぁが ｚう‐
えがぎうくぐｘかかそ. ｅｘ きぉｘくぐうえがｚうこ えがおきがかぃかぐｘこ є おｘぎえけｚｘかかそ, かｘきぎ., >МБ<,
>МП< ぐがしが. Ｔうえうあｘぇぐぃ きｘえけｚｘぉずかっ おｘぐぃぎっｘぉう け ｚっあきがｚっあかっ えがかぐぃぇかぃぎう あぉそ
けぐうぉっぅｘごっつ かｘ きぃぎぃぎがｙかっぇ げｘｙぎうごっ.

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 61



ｇがきぃぎぃあいぃかかそ!
Ｔうえうあｘぜさう きぎうぉｘあ, あがぐぎうおけぇぐぃくそ ぐｘえがつ きぎがごぃあけぎう:
• Ｔうぇおっぐず ｚうぉえけ えｘｙぃぉぜ いうｚぉぃかかそ ぅ ぎがぅぃぐえう.
• Ｔっあぎっいぐぃ えｘｙぃぉず いうｚぉぃかかそ っ ｚうぉえけ ぐｘ ｚうえうかずぐぃ つこ.
• Ｔうぇおっぐず げっえくｘぐがぎ あｚぃぎごそぐ. Ｙｘｚあそえう ごずがおけ あっぐう かぃ ぅおがいけぐず ぅｘえぎうぐうくそ ｚ

おｘざうかっ ぅくぃぎぃあうかう, しが おがぁぉが ｙ きがくぐｘｚうぐう きっあ ぅｘぁぎがぅけ つこ いうぐぐそ.
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www.electrolux.com

www.aeg-electrolux.ru

www.aeg.ua
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