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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



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

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

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

ｈけえがｚがあくぐｚが 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ｘそ せえくきぉけｘぐｘごうそ
• 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 おｘざうかけ 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きぎｘｚぉそぇぐぃ ｚ おｘざうかけ ぎｘくぐｚがぎうぐぃぉう. ｆきｘくかがくぐず ｚぅぎすｚｘ.
• ｂぉｘあうぐぃ かがいう う ｚくぃ きぎぃあおぃぐす く がくぐぎすおう えがかごｘおう 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 がくぐぎすおう えがかごｘおう ｚかうぅ. ｃうｙが けえぉｘあすｚｘぇぐぃ うこ ぁがぎうぅが‐
かぐｘぉずかが ｚ がくかがｚかけぜ えがぎぅうかけ.

• Ｚくきがぉずぅけぇぐぃ ぐがぉずえが げうぎおぃかかすぃ きぎがあけえぐす 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).

• ｇぎう がぐえぎすｚｘかうう 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 ｚが ｚぎぃおそ ぃぃ ぎｘｙがぐす
うぅ かぃぃ 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 がいがぁがｚ えがいう.

• ｅぃ うぅｚぉぃえ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 がえがかさｘかうそ きぎが‐
ぁぎｘおおす おがぇえう.

• ｇがくぉぃ ぅｘｚぃぎざぃかうそ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう がぐえぉぜさうぐぃ くぃぐぃｚがぇ ざかけぎ がぐ ぎが‐
ぅぃぐえう せぉぃえぐぎがきうぐｘかうそ 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 おｘざうかす おがいぃぐ ｚすきがぉかそぐず ぐがぉずえが えｚｘぉうげうごうぎがｚｘかかすぇ くきぃごうｘ‐
ぉうくぐ くぃぎｚうくかがぇ くぉけいｙす. Ｚくきがぉずぅけぇぐぃ 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 ぎぃおがかぐうぎけぇぐぃ おｘざうかけ くｘおがくぐがそぐぃぉずかが, さぐがｙす うぅｙぃいｘぐず ぐぎｘｚお う きが‐
ｚぎぃいあぃかうそ きぎうｙがぎｘ. 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.

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
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.
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• 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
• Э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:

– 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,
– 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.

4 ｉｚぃあぃかうそ きが ぐぃこかうえぃ ｙぃぅがきｘくかがくぐう



ｆきうくｘかうぃ うぅあぃぉうそ

1 ｈｘぅｙぎすぅぁうｚｘぐぃぉず
2 ｄうえぎがげうぉずぐぎ
3 Ｖがぅｘぐがぎ おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ
4 Ｖがぅｘぐがぎ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ
5 ｇぉがくえうぇ げうぉずぐぎ
6 Ｗおえがくぐず あぉそ くがぉう

ｊｘｙぉうさえｘ く ぐぃこかうさぃくえうおう あｘかかすおう かｘこがあうぐくそ くぅｘあう うぅあぃぉうそ.
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ｇｘかぃぉず けきぎｘｚぉぃかうそ

1 ｂかがきえｘ Ｔえぉ/Ｔすえぉ
2 ｂかがきえう ｚすｙがぎｘ きぎがぁぎｘおお
3 ｂかがきえｘ かがさかがぁが ごうえぉｘ / (КЕГДР CХCИБ)
4 ｂかがきえｘ ぅｘあぃぎいえう きけくえｘ
5 Ｚかあうえｘぐがぎす
6 ｎうげぎがｚがぇ あうくきぉぃぇ
7 ｌけかえごうがかｘぉずかすぃ えかがきえう

Ｚかあうえｘぐがぎす
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 くぐｘあうそ おがぇえう うぉう きがぉがくえｘかうそ.
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 くぐｘあうそ くけざえう.
Ｚかあうえｘぐがぎ ぅｘぁがぎｘぃぐくそ, えがぁあｘ ぅｘｚぃぎ‐
ざｘぃぐくそ きぎがぁぎｘおおｘ おがぇえう.

1)
Ｚかあうえｘぐがぎ ぅｘぁがぎｘぃぐくそ, えがぁあｘ かぃがｙこが‐
あうおが かｘきがぉかうぐず えがかぐぃぇかぃぎ あぉそ くがぉう.
ｉお. ぎｘぅあぃぉ "ｇ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".
Ｚかあうえｘぐがぎ かｘぉうさうそ くがぉう おがいぃぐ がくぐｘ‐
ｚｘぐずくそ ｚえぉぜさぃかかすお ｚ ぐぃさぃかうぃ かぃくえがぉず‐
えうこ さｘくがｚ, かが せぐが かぃ がえｘぅすｚｘぃぐ かぃいぃぉｘ‐
ぐぃぉずかがぁが ｚぉうそかうそ かｘ ぎｘｙがぐけ おｘざうかす.

1 2 3 4

6 5

7

A B C

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

1)
Ｚかあうえｘぐがぎ ぅｘぁがぎｘぃぐくそ, えがぁあｘ かぃがｙこが‐
あうおが 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 "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".

1) ｇがえｘ ｚすきがぉかそぃぐくそ きぎがぁぎｘおおｘ おがぇえう, うかあうえｘぐがぎ かぃ くｚぃぐうぐくそ.

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".

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:
• ぅｘあｘかかけぜ くぐぃきぃかず いぃくぐえがくぐう 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.
• 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 えがかごｘ ｚすきがぉかぃかうそ きぎがぁぎｘおおす.
• ｆえがかさｘかうぃ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう.
• ｏｘくす ぅｘあぃぎいえう きけくえｘ.
• ｂがあす かぃうくきぎｘｚかがくぐぃぇ.

ｂかがきえｘ "ｅがさかがぇ ごうえぉ"
ｅがさかがぇ ごうえぉ - せぐが ｙぃくざけおかｘそ きぎがぁぎｘおおｘ おがぇえう, えがぐがぎｘそ かぃ ｙけあぃぐ ｙぃくきが‐
えがうぐず ｚｘく あｘいぃ ｚが ｚぎぃおそ くかｘ. Эぐけ きぎがぁぎｘおおけ おがいかが ぅｘあｘぐず:
• かがさずぜ
• うぉう ｚが ｚぎぃおそ あぃぇくぐｚうそ かうぅえうこ ぐｘぎうげがｚ かｘ せぉぃえぐぎがせかぃぎぁうぜ.
ｇぎう ｚすきがぉかぃかうう きぎがぁぎｘおおす "ｅがさかがぇ ごうえぉ" かｘくがく ぎｘｙがぐｘぃぐ かｘ がさぃかず おｘ‐
ぉがぇ くえがぎがくぐう, ｙぉｘぁがあｘぎそ さぃおけ けぎがｚぃかず ざけおｘ くかういｘぃぐくそ かｘ 25% きが くぎｘｚ‐
かぃかうぜ くが ぅかｘさぃかうぃお, けえｘぅｘかかすお あぉそ せぐｘぉがかかがぇ きぎがぁぎｘおおす. Ｔ ぎぃぅけぉずぐｘぐぃ
せぐｘ きぎがぁぎｘおおｘ あぉうぐくそ がさぃかず あがぉぁが.

ｌけかえごうがかｘぉずかすぃ えかがきえう
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 "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".
• 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".

ｈぃいうお かｘくぐぎがぇえう
ｄｘざうかｘ 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 くｚぃぐそぐくそ ｚくぃ うかあうえｘぐがぎす
きぎがぁぎｘおお.
ｄｘざうかｘ あがぉいかｘ 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:
– Ｙｘあｘかうぃ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう.
– 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 くおそぁさぃかうそ ｚがあす.
Ｗくぉう ぁがぎうぐ きぎがぁぎｘおおかすぇ うかあうえｘぐがぎ, がぐおぃかうぐぃ きぎがぁぎｘおおけ, さぐがｙす ｚぃぎ‐
かけぐずくそ ｚ ぎぃいうお かｘくぐぎがぇえう. 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".
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Эえくきぉけｘぐｘごうそ うぅあぃぉうそ
ｉ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 あぉそ えｘいあがぁが ざｘぁｘ きぎがごぃあけぎす.
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 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ｘ‐

ｚ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 くおそぁさぃかうそ ｚがあす.

2. ｅｘくすきずぐぃ 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 ｚ ぃおえがくぐず あぉそ くがぉう.
3. Ｙｘぉぃぇぐぃ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉず ｚ あがぅｘぐがぎ.
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. Ｔすｙぃぎうぐぃ きぎｘｚうぉずかけぜ きぎがぁぎｘおおけ おがぇえう ｚ くががぐｚぃぐくぐｚうう く ぐうきがお きがくけ‐

あす う くぐぃきぃかずぜ 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 ｚす うくきがぉずぅけぃぐぃ 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, くお. ぎｘぅあぃぉ
"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".

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
Ｙかｘさぃかうぃ

かｘ あうくきぉぃぃ
°аД (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 °РД ざえｘぉｘ
ｂぉｘぎえｘ

>24 >4.2 >40 > 28 5

18- 24 3.2- 4.2 32- 40 22- 28 4

12- 18 2.1- 3.2 19- 32 13- 22 3

4- 12 0.7- 2.1 7- 19 5 -13 2

< 4 < 0.7 < 7 < 5 1 1)

1) ｉがぉず かぃ ぐぎぃｙけぃぐくそ.
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Эぉぃえぐぎがかかすぃ ぎぃぁけぉうぎがｚえう
ｅｘ ぅｘｚがあぃ けくぐぎがぇくぐｚが くおそぁさぃかうそ ｚがあす かｘくぐぎがぃかが かｘ けぎがｚぃかず 3.

1. Ｔえぉぜさうぐぃ おｘざうかけ.
2. ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが おｘざうかｘ 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.
3. 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 B う C, きがえｘ かぃ かｘさかけぐ

おうぁｘぐず うかあうえｘぐがぎす げけかえごうがかｘぉずかすこ えかがきがえ A, B う C.
4. ｆぐきけくぐうぐぃ げけかえごうがかｘぉずかすぃ えかがきえう B う C.
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.

– Ｚかあうえｘぐがぎす げけかえごうがかｘぉずかすこ えかがきがえ B う C ぁｘくかけぐ.
– Ｚかあうえｘぐがぎ げけかえごうがかｘぉずかがぇ えかがきえう Ｒ きぎがあがぉいｘぃぐ おうぁｘぐず.
– ｎうげぎがｚがぇ あうくきぉぃぇ きがえｘぅすｚｘぃぐ ぐぃえけしうぇ けぎがｚぃかず.
ｇぎうおぃぎ: ｎうげぎがｚがぇ あうくきぉぃぇ きがえｘぅすｚｘぃぐ  = けぎがｚぃかず 3.

6. ｅｘいおうぐぃ があうか ぎｘぅ げけかえごうがかｘぉずかけぜ えかがきえけ Ｒ, さぐがｙす けｚぃぉうさうぐず けぎが‐
ｚぃかず ｚ けくぐぎがぇくぐｚぃ くおそぁさぃかうそ ｚがあす かｘ があうか ざｘぁ.

7. ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ Ｔえぉ/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.

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 おｘざうかす 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 おｘざうかけ 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.

ｂがぁあｘ かｘ けくぐぎがぇくぐｚぃ くおそぁさぃかうそ あぉそ ｚがあす けくぐｘかがｚぉぃか けぎがｚぃかず 1, うかあうえｘ‐
ぐがぎ くがぉう かぃ くｚぃぐうぐくそ.

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.) Э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 おｘざうかす.

Ｓぉｘぁがあｘぎそ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉぜ かｘ きがくけあぃ かぃ がくぐｘぜぐくそ きそぐかｘ う きがぉがくす.
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.
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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.
2. 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. ｄｘえくうおｘぉずかすぇ けぎがｚぃかず ぅｘきがぉかぃ‐

かうそ くががぐｚぃぐくぐｚけぃぐ がぐおぃぐえぃ "йaф".
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.
Ｗおえがくぐず あがぅｘぐがぎｘ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ きぎうおぃぎかが 150 おぉ. Эぐがぁが えがぉうさぃくぐｚｘ
がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ あがくぐｘぐがさかが きぎうおぃぎかが あぉそ 60 ごうえぉがｚ おがぇえう.

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 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 1.
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 1 - 6 (1- 6 おぉ
がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ).
ｅｘくぐぎがぇえｘ あがぅうぎがｚえう がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ がきうくｘかｘ ｚ ぎｘぅあぃぉぃ ("Ｗくぉう おｘざうかｘ
かぃ ぎｘｙがぐｘぃぐ ..."). ｅｘさかうぐぃ く くｘおがぇ かうぅえがぇ あがぅうぎがｚえう.
ｏぐがｙす けｚぃぉうさうぐず あがぅうぎがｚえけ, きがｚがぎｘさうｚｘぇぐぃ くぐぎぃぉえけ きが こがあけ さｘくがｚ.
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.

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 おｘざうかけ 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.
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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 ぐｘぎぃぉがえ 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:
– ｋあｘぉうぐぃ く かうこ ｚくぃ がくぐｘぐえう きうしう う がぐこがあす.
– 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 かｘ くえがｚがぎがあえｘこ.

• Ｔが ｚぎぃおそ ぅｘぁぎけぅえう くぐがぉがｚすこ きぎうｙがぎがｚ う ぐｘぎぃぉがえ 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:
– Ｙｘぁぎけいｘぇぐぃ きがぉすぃ 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)

がぐｚぃぎくぐうぃお ｚかうぅ.
– ｇぎがｚぃぎずぐぃ, さぐがｙす ｚがあｘ かぃ くがｙうぎｘぉｘくず ｚかけぐぎう きがくけあす うぉう おｘざうかす.
– ｇぎがｚぃぎずぐぃ, さぐがｙす きがくけあｘ う くぐがぉがｚすぃ きぎうｙがぎす かぃ かｘこがあうぉうくず ｚかけぐぎう

あぎけぁ あぎけぁｘ.
– ｇぎがｚぃぎずぐぃ, さぐがｙす きがくけあｘ う くぐがぉがｚすぃ きぎうｙがぎす かぃ かｘえぎすｚｘぉう あぎけぁ

あぎけぁｘ.
– ｇぎがｚぃぎずぐぃ, さぐがｙす くぐｘえｘかす かぃ くがきぎうえｘくｘぉうくず あぎけぁ く あぎけぁがお.
– 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 えがぎぅうかえけ 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 くきが‐
くがｙかす 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 がくかがｚかけぜ えがぎぅうかけ. ｇぎがｚぃぎずぐぃ, さぐがｙす
きがくけあｘ かぃ きぃぎぃおぃしｘぉｘくず.

ｇｈＷＶｋｇｈＷＸＶＷｅＺＷ!
ｇぎぃいあぃ さぃお ｚえぉぜさうぐず きぎがぁぎｘおおけ おがぇえう, きぎがｚぃぎずぐぃ, さぐがｙす ぎｘぅｙぎすぅぁうｚｘ‐
ぐぃぉず おがぁ くｚがｙがあかが きぃぎぃおぃしｘぐずくそ.

ｆくかがｚかｘそ えがぎぅうかｘ
ｈｘぅおぃくぐうぐぃ くぃぎｚうぎがｚがさかすぃ ｙぉぜあｘ う ｙがぉずざうぃ えぎすざえう け えぎｘぃｚ えがぎぅうかす.
ｋぉがいうぐぃ きがくけあけ かｘ きがあくぐｘｚえｘこ あぉそ さｘざぃえ う きがあ かうおう. Ｔがあｘ あがぉいかｘ きが‐
きｘあｘぐず かｘ ｚくぃ きがｚぃぎこかがくぐう きがくけあす.
Ｗくぉう かけいかが きがおすぐず ｚすくがえけぜ きがくけあけ,
きがあくぐｘｚえう あぉそ さｘざぃえ おがいかが くぉがいうぐず.
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ｂがぎぅうかえｘ あぉそ くぐがぉがｚすこ きぎうｙがぎがｚ
ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
ｏぐがｙす うぅｙぃいｘぐず ぐぎｘｚお, かぃ けえぉｘあすｚｘぇぐぃ かがいう く あぉうかかすおう ぉぃぅｚうそおう ｚぃぎ‐
ぐうえｘぉずかが.

ｂぉｘあうぐぃ あぉうかかすぃ う/うぉう がくぐぎすぃ きぎぃあおぃぐす ｚ がくかがｚかけぜ えがぎぅうかけ ぁがぎうぅが‐
かぐｘぉずかが. 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, ぐｘえうおう, えｘえ かがいう.
ｋえぉｘあすｚｘぇぐぃ ｚ えがぎぅうかえけ あぉそ くぐがぉがｚすこ きぎうｙがぎがｚ:
• ｚうぉえう う ぉがいえう ぎけさえｘおう ｚかうぅ.
• かがいう ぎけさえｘおう ｚｚぃぎこ.
Ｔ えがぎぅうかえぃ あぉそ くぐがぉがｚすこ きぎうｙがぎがｚ
うおぃぃぐくそ ぎぃざぃぐえｘ, えがぐがぎけぜ おがいかが ｚす‐
かけぐず.
ｅぃ えぉｘあうぐぃ くぐがぉがｚすぃ きぎうｙがぎす あぎけぁ かｘ
あぎけぁｘ.
ｇぎぃいあぃ さぃお ぅｘえぎすぐず あｚぃぎごけ, きぎがｚぃぎず‐
ぐぃ, さぐがｙす ぎｘぅｙぎすぅぁうｚｘぐぃぉず おがぁ ｚぎｘ‐
しｘぐずくそ くｚがｙがあかが.

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), きぎぃあかｘぅかｘさぃかかすぃ 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,
• きが あがぅうぎがｚえぃ おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ.
• ｈぃえがおぃかあｘごうう きが こぎｘかぃかうぜ.
Ｚかくぐぎけえごうう かｘ けきｘえがｚえぃ がｙすさかが がぐかがくそぐくそ え ｙがぉずざうお きがくけあがおがぃさかすお
おｘざうかｘお (かｘ 12 えがおきぉぃえぐがｚ きがくけあす).

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.

Ｙｘえぉｘあえｘ おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ
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‐
あけぜしうぃ あぃぇくぐｚうそ:
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.

A

B
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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, か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).
Эぐが おがぜしぃぃ くぎぃあくぐｚが ｙけあぃぐ うくきがぉずぅがｚｘかが かｘ せぐｘきぃ きぎぃあｚｘぎうぐぃぉずかがぇ
おがぇえう.

4. 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.

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 ぐｘｙぉぃぐえｘこ
ｇがぉがいうぐぃ ぐｘｙぉぃぐえけ おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ ｚ あがぅｘぐがぎ おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ ( A).
ｊｘｙぉぃぐうぎがｚｘかかすぃ おがぜしうぃ くぎぃあくぐｚｘ くがあぃぎいｘぐ:
• 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,
• あぎけぁうぃ さうくぐそしうぃ ｚぃしぃくぐｚｘ.
ｏぐがｙす うくきがぉずぅがｚｘぐず ぐｘｙぉぃぐうぎがｚｘかかがぃ おがぜしぃぃ くぎぃあくぐｚが, 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ぎがｚぃぎずぐぃ, さぐがｙす ぐｘｙぉぃぐうぎがｚｘかかがぃ おがぜしぃぃ くぎぃあくぐｚが きがあこがあうぉが あぉそ

ｚがあす く くががぐｚぃぐくぐｚけぜしぃぇ いぃくぐえがくぐずぜ. ｉお. うかくぐぎけえごうう うぅぁがぐがｚうぐぃぉそ.
2. ｅぃ かｘきがぉかそぇぐぃ ぃおえがくぐず 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.
Ｙｘきがぉかそぐず ぃおえがくぐず 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 かぃ ぐぎぃｙけぃぐくそ.

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
くぉぃあけぜしうぃ あぃぇくぐｚうそ:

1. 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.
2. 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.
ｏぐがｙす くかがｚｘ うくきがぉずぅがｚｘぐず きがぎがざえがｚがぃ おがぜしぃぃ くぎぃあくぐｚが, 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きがぉかうぐぃ ぃおえがくぐず 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.
2. ｋくぐｘかがｚうぐぃ けぎがｚぃかず いぃくぐえがくぐう ｚがあす かｘ おｘえくうおｘぉずかがぃ ぅかｘさぃかうぃ.
3. 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.
4. 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. ｉお. "ｅｘくぐぎがぇえｘ くおそぁさうぐぃ‐

ぉそ ｚがあす".
5. 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.
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.
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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
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

ЕКРБКПЕТ CAОБ
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
あが 70°C
2 きぎがおぃいけぐがさかすこ きがぉがくえｘかうそ
Ｙｘえぉぜさうぐぃぉずかがぃ きがぉがくえｘかうぃ
ｉけざえｘ

AСРЛ 1)

ｉおぃ‐
ざｘかかｘそ
がｙすさかｘそ
う ぉぃぁえ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
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 きがぉがくえｘかうそ
Ｙｘえぉぜさうぐぃぉずかがぃ きがぉがくえｘかうぃ
ｉけざえｘ

БCЛ 2)
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 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 55°C
1 きぎがおぃいけぐがさかがぃ きがぉがくえｘかうぃ
Ｙｘえぉぜさうぐぃぉずかがぃ きがぉがくえｘかうぃ
ｉけざえｘ

30 MЕК

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
あが 50°C
1 きぎがおぃいけぐがさかがぃ きがぉがくえｘかうぃ
Ｙｘえぉぜさうぐぃぉずかがぃ きがぉがくえｘかうぃ

КЕГДР  CХCИБ
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 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 55°C
1 きぎがおぃいけぐがさかがぃ きがぉがくえｘかうぃ
Ｙｘえぉぜさうぐぃぉずかがぃ きがぉがくえｘかうぃ
ｉけざえｘ

1) ｇぎう ｚすきがぉかぃかうう きぎがぁぎｘおおす "Ｒｚぐがおｘぐうえｘ" 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 きぎがぁぎｘおおす, ｘ ぐｘえいぃ
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 う ｚがあす おがぁけぐ ｙすぐず ぎｘぅかすおう; せぐが ぅｘｚうくうぐ がぐ くぐぃきぃかう ぅｘぁぎけぅえう
おｘざうかす う ぅｘぁぎそぅかぃかかがくぐう きがくけあす. ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ ｚがあす ｘｚぐがおｘぐうさぃくえう けくぐｘかｘｚぉうｚｘぃぐくそ ｚ
あうｘきｘぅがかぃ がぐ 45°C あが 70°C.

2) 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.
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Ｖｘかかすぃ きが きがぐぎぃｙぉぃかうぜ
ｇぎがぁぎｘおおｘ 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
(おうか)

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

(ぉうぐぎす)

ЕКРБКПЕТ CAОБ - 1,0 9
AСРЛ - 0,5-0,8 5-9
БCЛ - 0,63 7
30 MЕК - 0,45 6
КЕГДР  CХCИБ - 0,7 8

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 うぅおぃ‐
かうぐずくそ.

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
ｋくぐｘかがｚうぐぃ きぎがぁぎｘおおけ おがぇえう, きぎうがぐえぎすｚ あｚぃぎごけ. ｇぎがぁぎｘおおｘ おがぇえう ぅｘきけ‐
くぐうぐくそ ぐがぉずえが きがくぉぃ ぅｘえぎすぐうそ あｚぃぎごす. Ｖが せぐがぁが おがおぃかぐｘ かｘくぐぎがぇえう おがいかが
うぅおぃかそぐず.

ｏぐがｙす けくぐｘかがｚうぐず う ぅｘきけくぐうぐず きぎがぁぎｘおおけ おがぇえう, きぎがあぃぉｘぇぐぃ くぉぃあけぜしぃぃ:
1. Ｔえぉぜさうぐぃ おｘざうかけ.
2. ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが おｘざうかｘ 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.
3. ｅｘいおうぐぃ があかけ うぅ えかがきがえ ｚすｙがぎｘ きぎがぁぎｘおおす. ｉお. ぎｘぅあぃぉ "ｇぎがぁぎｘおおす

おがぇえう".
– Ｙｘぁがぎｘぃぐくそ きぎがぁぎｘおおかすぇ うかあうえｘぐがぎ.
– Ｔくぃ がくぐｘぉずかすぃ うかあうえｘぐがぎす きぎがぁぎｘおお ぁｘくかけぐ.
– ｎうげぎがｚがぇ あうくきぉぃぇ きがえｘぅすｚｘぃぐ おうぁｘぜしうおう さうくぉｘおう 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.
– Ｚ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 かｘさかぃぐ おうぁｘぐず.

4. Ｙｘえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ.
– ｇぎがぁぎｘおおｘ おがぇえう ぅｘきけくぐうぐくそ ｘｚぐがおｘぐうさぃくえう.
– 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.

ｇがくぉぃ かｘさｘぉｘ ぎｘｙがぐす きぎがぁぎｘおおす おがぇえう うぅおぃかうぐず ぃぃ 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.
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ｆぐおぃかｘ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう
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 B う C, きがえｘ かぃ ぅｘぁが‐

ぎそぐくそ ｚくぃ きぎがぁぎｘおおかすぃ うかあうえｘぐがぎす.
2. ｆぐきけくぐうぐぃ げけかえごうがかｘぉずかすぃ えかがきえう Ｔ う ｉ, さぐがｙす がぐおぃかうぐず きぎがぁぎｘおおけ

おがぇえう.
Ｔ せぐが ｚぎぃおそ おがいかが ｚすきがぉかうぐず くぉぃあけぜしぃぃ:
1. Ｔすえぉぜさうぐず おｘざうかけ.
2. ｋくぐｘかがｚうぐぃ かがｚけぜ きぎがぁぎｘおおけ おがぇえう.
Ｙｘきがぉかうぐず あがぅｘぐがぎ おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ あが ぅｘあｘかうそ かがｚがぇ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう.

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.

ｋくぐｘかがｚえｘ う ぅｘきけくえ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう く ぅｘあぃぎいえがぇ きけくえｘ
1. ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ Ｔえぉ/Ｔすえぉ.
2. Ｙｘあｘぇぐぃ きぎがぁぎｘおおけ おがぇえう.
3. ｅｘいうおｘぇぐぃ えかがきえけ ぅｘあぃぎいえう 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.
– ｇぎう せぐがお ぅｘぁがぎうぐくそ うかあうえｘぐがぎ ぅｘあぃぎいえう きけくえｘ.

4. Ｙｘえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ.
– ｏうくぉが かｘ あうくきぉぃぃ かｘさかぃぐ くｚぃぐうぐずくそ きがくぐがそかかが.
– 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 あが きけくえｘ.
– ｆｙぎｘぐかすぇ がぐくさぃぐ ｚぎぃおぃかう ぅｘあぃぎいえう きけくえｘ けおぃかずざｘぃぐくそ く うかぐぃぎｚｘ‐

ぉがお ｚ 1 さｘく.
– ｂがぁあｘ がｙぎｘぐかすぇ がぐくさぃぐ ｚぎぃおぃかう ぅｘｚぃぎざｘぃぐくそ, きぎがぁぎｘおおｘ おがぇえう ぅｘ‐

きけくえｘぃぐくそ ｘｚぐがおｘぐうさぃくえう.
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 がぐくさぃぐ ｚぎぃおぃかう. 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 おがおぃかぐｘ, かｘ えがぐがぎがお 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 B う C, きがえｘ かぃ ぅｘぁが‐

ぎそぐくそ ｚくぃ きぎがぁぎｘおおかすぃ うかあうえｘぐがぎす.
– ｇぎう がぐおぃかぃ ぅｘあぃぎいえう きけくえｘ がぐおぃかそぃぐくそ う きぎがぁぎｘおおｘ おがぇえう.

2. Ｙｘあｘぐず かがｚけぜ きぎがぁぎｘおおけ おがぇえう.
ｋくぐｘかがｚうぐず きぎがぁぎｘおおけ おがぇえう う がぐくぎがさえけ きけくえｘ おがいかが う きぎう ぅｘえぎすぐがぇ
あｚぃぎごぃ おｘざうかす. ｂがぁあｘ Ｔす かｘいうおｘぃぐぃ えかがきえけ きぎがぁぎｘおおす, あぉそ けくぐｘかがｚえう
あぎけぁがぇ きぎがぁぎｘおおす うぉう ぅｘあぃぎいえう きけくえｘ け Ｔｘく ぃくぐず ぐがぉずえが 3 くぃえけかあす. ｇがくぉぃ
ぐがぁが, えｘえ せぐう 3 くぃえけかあす きぎがぇあけぐ, ｚすｙぎｘかかｘそ きぎがぁぎｘおおｘ ぅｘきけくぐうぐくそ ｘｚぐが‐
おｘぐうさぃくえう.
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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.
• Ｖうくきぉぃぇ きがえｘぅすｚｘぃぐ "0".
• Ｙｘぁがぎぃぉくそ うかあうえｘぐがぎ "ｂがかぃご きぎがぁぎｘおおす".
1. ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ Ｔえぉ/Ｔすえぉ.
2. ｆぐえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ.
3. 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 ぁがぐがｚかがくぐう
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 があかけ うぅ えかがきがえ (えぎがおぃ えかがきえう "Ｔえぉ/ｚすえぉ") あぉそ きぃぎぃこがあｘ ｚ ぎぃいうお
ぅｘｚぃぎざぃかうそ きぎがぁぎｘおおす.

ｋこがあ う さうくぐえｘ
ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
ｇぎぃいあぃ さぃお さうくぐうぐず おｘざうかけ, ｚすえぉぜさうぐぃ ぃぃ.

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 おｘざうかがぇ 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 げうぉずぐぎがｚ おがいぃぐ きぎうｚぃくぐう
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 きがぉがおえぃ おｘざうかす.

Ｔ おｘざうかぃ ぃくぐず 2 げうぉずぐぎｘ:
1. おうえぎがげうぉずぐぎ
2. きぉがくえうぇ げうぉずぐぎ
ｏぐがｙす きがさうくぐうぐず げうぉずぐぎす, 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. ｆぐえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ.
2. Ｔすかずぐぃ えがぎぅうかけ.
3. Ｔすかずぐぃ げうぉずぐぎす, えがぐがぎすぃ かｘこが‐

あそぐくそ かｘ あかぃ おｘざうかす.
4. Ｔすおがぇぐぃ ｚくぃ あぃぐｘぉう きがあ きぎがぐがさ‐

かがぇ ｚがあがぇ.
5. ｋくぐｘかがｚうぐぃ げうぉずぐぎす かｘ おぃくぐが.
6. ｇがｚぃぎかうぐぃ おうえぎがげうぉずぐぎ きが さｘくが‐

ｚがぇ くぐぎぃぉえぃ, さぐがｙす ぃぁが ぅｘげうえくうぎが‐
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ｚｘぐず.

ｏうくぐえｘ ぎｘぅｙぎすぅぁうｚｘぐぃぉそ
ｈぃぁけぉそぎかが きぎがｚぃぎそぇぐぃ ぎｘぅｙぎすぅぁうｚｘぐぃぉず. ｋあｘぉそぇぐぃ がくぐｘぐえう きうしう うぅ ぃぁが
がぐｚぃぎくぐうぇ.
ｇぎう かぃがｙこがあうおがくぐう ぎｘぅｙがぎえう きぎがあぃぉｘぇ‐
ぐぃ くぉぃあけぜしぃぃ:
1. ｇがｚぃぎかうぐぃ ぁｘぇえけ きぎがぐうｚ さｘくがｚがぇ

くぐぎぃぉえう.
2. ｉかうおうぐぃ ぎｘぅｙぎすぅぁうｚｘぐぃぉず.
3. ｇがぉかがくぐずぜ きぎがさうくぐうぐぃ がぐｚぃぎくぐうそ.

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.
Ｗくぉう うおぃぃぐくそ かぃうくきぎｘｚかがくぐず, 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. ｉお. ぎｘぅあぃぉ "Ｗくぉう おｘざうかｘ かぃ ぎｘｙがぐｘぃぐ...". Ｗくぉう
くｘおがくぐがそぐぃぉずかが くきぎｘｚうぐずくそ く きぎがｙぉぃおがぇ かぃ けあｘぃぐくそ, がｙぎｘしｘぇぐぃくず え きぎが‐
あｘｚごけ うぉう ｚ くぃぎｚうくかすぇ ごぃかぐぎ.
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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.

• Ｙｘｙうぐ 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.
ｇぎがｚぃぎずぐぃ, さぐが きがあえぉぜさぃかうぃ ｙすぉが くあぃぉｘかが
きぎｘｚうぉずかが.

• 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.
ｇぎがｚぃぎずぐぃ, さぐが きがあえぉぜさぃかうぃ ｙすぉが くあぃぉｘかが
きぎｘｚうぉずかが.

• くぉうｚかがぇ かｘくがく ぎｘｙがぐｘぃぐ
かぃきぎぃぎすｚかが

• ｚくぃ うかあうえｘぐがぎす かｘ きｘかぃぉう
けきぎｘｚぉぃかうそ きがぁｘくぉう

ｈｘｙがぐｘぃぐ 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 おｘざうかす 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. 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.
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:
• ｄがあぃぉず (Mла.)
• 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.)
Э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.
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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うおぃかが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 くががぐｚぃぐくぐｚけぃぐ ぐうきけ
きがくけあす う くぐぃきぃかう ぃぃ ぅｘぁぎそぅかぃかうそ.

• ｂがぎぅうかｘ ぅｘぁぎけいぃかｘ かぃきぎｘｚうぉずかが, う 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ぐぃぉず かぃ おがいぃぐ 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 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.
ｅｘ きがくけあぃ うおぃぃぐくそ うぅ‐
ｚぃくぐえがｚすぇ かｘぉぃぐ

• Ｗおえがくぐず あぉそ くがぉう きけくぐｘ.
• ｅぃきぎｘｚうぉずかが ぅｘあｘかｘ くぐぃきぃかず いぃくぐえがくぐう 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.
• ｅぃきぉがぐかが ぅｘｚうかさぃか えがぉきｘさがえ ぃおえがくぐう 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.

ｇがくぉぃ ｚすくすこｘかうそ えｘ‐
きぃぉず ｚがあす かｘ くぐぃえぉぃ う
きがくけあぃ がくぐｘぜぐくそ くぉぃ‐
あす

• 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
Ｔすくがぐｘ
Ｕぉけｙうかｘ

54,5 くお
44,7 くお

48,0-49,0 くお
Э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 けえｘ‐
ぅｘ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 ぐすぉずかがぇ くぐがぎがかぃ 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
ｄｘえくうおけお

0,8 ｙｘぎ (0,08 ｄｇｘ)
10 ｙｘぎ (1,0 ｄｇｘ)

Ｔおぃくぐうぐぃぉずかがくぐず  6 くぐｘかあｘぎぐかすこ えがおきぉぃえ‐
ぐがｚ きがくけあす
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ｋえｘぅｘかうそ きが けくぐｘかがｚえぃ

ｋくぐｘかがｚえｘ
ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
ｇぎがｚぃぎずぐぃ, さぐがｙす ｚが ｚぎぃおそ けくぐｘかがｚえう えｘｙぃぉず きうぐｘかうそ かぃ ｙすぉ ｚえぉぜさぃか ｚ
ぎがぅぃぐえけ くぃぐう せぉぃえぐぎがきうぐｘかうそ.

Ｔくぐぎｘうｚｘかうぃ おｘざうかす
ｇがくぐｘｚずぐぃ おｘざうかけ ぎそあがお く ｚがあがきぎがｚがあかすお えぎｘかがお う えｘかｘぉうぅｘごうがかかすお
くぉうｚがお.
ｇぎう けくぐｘかがｚえぃ おｘざうかす くぉぃあうぐぃ ぅｘ ぐぃお, さぐがｙす ざぉｘかぁう あぉそ ｚがあす かぃ きぃぎぃ‐
ぁうｙｘぉうくず う かぃ きぃぎぃあｘｚぉうｚｘぉうくず.
ｋくぐｘかがｚうぐぃ おｘざうかけ かｘ えけこがかかすぇ くぉうｚ, ぎｘｙがさけぜ きがｚぃぎこかがくぐず うぉう ｚくぐぎがぇ‐
ぐぃ.

ｈｘぅおぃしぃかうぃ
ｋくぐｘかがｚうぐぃ おがぃさかけぜ おｘざうかけ ｚ えけこがかかけぜ おぃｙぃぉず.

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.
ｇぎがｚぃぎずぐぃ, さぐがｙす ｚ くぐぃかえｘこ かうざう うおぃぉうくず がぐｚぃぎくぐうそ あぉそ かｘぉうｚかがぁが
ざぉｘかぁｘ, くぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ う えｘｙぃぉそ せぉぃえぐぎがきうぐｘかうそ.

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.
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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
Ｔ おｘざうかぃ きぎぃあけくおがぐぎぃかす ぅｘしうぐかすぃ おぃぎす, きぎぃあがぐｚぎｘしｘぜしうぃ きがきｘあｘ‐
かうぃ ｚがあす がｙぎｘぐかが ｚ くうくぐぃおけ ｚがあがくかｘｙいぃかうそ.
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.
Ｔｘいかが, さぐがｙす ｚがあがきぎがｚがあかすぇ ｚぃかぐうぉず うぉう ぅｘあｚういえｘ かｘこがあうぉうくず ぎそあがお く
きがくけあがおがぃさかがぇ おｘざうかがぇ, う ｙすぉ がｙぃくきぃさぃか ぉぃぁえうぇ あがくぐけき え かうお.
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".
Ｗくぉう かｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ くぉうざえがお えがぎがぐえうぇ, ぅｘおぃかうぐぃ ぃぁが
あぎけぁうお きがあこがあそしうお, ｙがぉぃぃ あぉうかかすお ざぉｘかぁがお ｚすくがえがぁが
あｘｚぉぃかうそ. ｅぃ うくきがぉずぅけぇぐぃ けあぉうかうぐぃぉず ざぉｘかぁｘ.
Ｔ ぅｘｚうくうおがくぐう がぐ おぃくぐｘ けくぐｘかがｚえう, おがいかが きがｚがぎｘさうｚｘぐず
えがかぃご ざぉｘかぁｘ, きがあくがぃあうかぃかかすぇ え きがくけあがおがぃさかがぇ おｘ‐
ざうかぃ. Ｔすきがぉかうぐぃ くぉぃあけぜしうぃ あぃぇくぐｚうそ:
1. ｆくぉｘｙずぐぃ くぐがきがぎかけぜ ぁｘぇえけ.
2. ｇがｚぃぎかうぐぃ ざぉｘかぁ.
3. Ｙｘぐそかうぐぃ くぐがきがぎかけぜ ぁｘぇえけ.
ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
ｇぎぃいあぃ さぃお きぃぎぃおぃしｘぐず おｘざうかけ かｘ おぃくぐが, きぎがｚぃぎずぐぃ, さぐがｙす くぐがきがぎかｘそ
ぁｘぇえｘ う あぎけぁうぃ くがぃあうかぃかうそ ｙすぉう えｘえ くぉぃあけぃぐ ぅｘぐそかけぐす.

ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
Ｔくぃぁあｘ うくきがぉずぅけぇぐぃ かがｚすぇ かｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ. 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.

ｉぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ
ｄｘざうかｘ がくかｘしぃかｘ きぎぃあがこぎｘかうぐぃぉずかがぇ くうくぐぃおがぇ がぐ きぎがぐぃさぃえ ｚがあす. Ｗくぉう
ｚがぅかうえｘぃぐ かぃうくきぎｘｚかがくぐず, くぉうｚかがぇ かｘくがく ｘｚぐがおｘぐうさぃくえう かｘさうかｘぃぐ がぐえｘ‐
さうｚｘぐず うぅ おｘざうかす がくぐｘｚざけぜくそ ｚがあけ.
ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
ｂがぁあｘ きがくけあがおがぃさかｘそ おｘざうかｘ ｚすえぉぜさぃかｘ, きぎぃあがこぎｘかうぐぃぉずかｘそ くうくぐぃおｘ
ぎｘｙがぐｘぃぐ ぐがぉずえが きぎう けくぉがｚうう, さぐが おｘざうかｘ きがあえぉぜさぃかｘ え せぉぃえぐぎがくぃぐう.
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ｋくぐｘかがｚうぐず くぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ おがいかが
があかうお うぅ あｚけこ くきがくがｙがｚ:
1. ｇぎうえぎぃきうぐぃ きぉｘくぐおｘくくがｚすぇ

うぅがぁかけぐすぇ かｘえがかぃさかうえ え えがかごけ
ざぉｘかぁｘ.
ｇぎうえぎぃきうぐぃ くぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ え
ぎｘえがｚうかぃ.

2. ｇがあくがぃあうかうぐぃ くぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ
え えｘかｘぉうぅｘごうがかかがぇ くうくぐぃおぃ.
ｏぐがｙす きぎぃあがぐｚぎｘぐうぐず かぃきぎｘ‐
ｚうぉずかけぜ ぎｘｙがぐけ おｘざうかす,
ざぉｘかぁ あがぉいぃか ｙすぐず きがあかそぐ かぃ
ｚすざぃ, さぃお かｘ 75 くお がぐ あかｘ おｘ‐
ざうかす.

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
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ｇがあえぉぜさぃかうぃ え せぉぃえぐぎがくぃぐう
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
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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