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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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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
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.
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• 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
• 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.
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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

ｆきぐうさぃくえうぇ くうぁかｘぉ
ｇがくぉぃ ぅｘきけくえｘ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう かｘ きがぉけ きがあ あｚぃぎごぃぇ きぎうｙがぎｘ ｚうあぃか がき‐
ぐうさぃくえうぇ くうぁかｘぉ.
Ｗくぉう きぎうｙがぎ けくぐｘかがｚぉぃか かｘ ｚがぅｚすざぃかうう く あｚぃぎごぃぇ えけこがかかがぇ おぃｙぃぉう ぅｘ‐
きがあぉうごが, がきぐうさぃくえうぇ くうぁかｘぉ かぃ ｙけあぃぐ ｚうあかが.

ｆきぐうさぃくえうぇ くうぁかｘぉ
ｂぎｘくかすぇ うかあうえｘ‐
ぐがぎ ぁがぎうぐ.

Ｚかあうえｘごうそ きけくえｘ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう. ｂぎｘくかすぇ うかあうえｘぐがぎ
きぎがあがぉいｘぃぐ ぁがぎぃぐず, きがえ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.

ｂぎｘくかすぇ うかあうえｘ‐
ぐがぎ おうぁｘぃぐ.

Ｚかあうえｘごうそ かぃうくきぎｘｚかがくぐう.

ｂぎｘくかすぇ うかあうえｘ‐
ぐがぎ ぁｘくかぃぐ.

Ｚかあうえｘごうそ がえがかさｘかうそ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう.
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ｇｘかぃぉず けきぎｘｚぉぃかうそ

1 ｎうげぎがｚがぇ あうくきぉぃぇ
2 ｂかがきえｘ ぅｘあぃぎいえう きけくえｘ 
3 ｂかがきえう ｚすｙがぎｘ きぎがぁぎｘおお
4 Ｚかあうえｘぐがぎす
5 ｂかがきえｘ Ｔえぉ/Ｔすえぉ
6 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
MСИРЕРAB 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 Mсирерab. ｉお.

ぎｘぅあぃぉ "ｌけかえごうそ Mсирерab".

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 "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".
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. Э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.

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 "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) 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.

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 Mсирерab).
• 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.
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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. 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.

• 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.
• Ｔえぉぜさぃかうぃ/ｚすえぉぜさぃかうぃ ぅｚけえがｚすこ くうぁかｘぉがｚ.

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かがきえう ｚすｙがぎｘ きぎがぁぎｘおお
ｉ きがおがしずぜ せぐうこ えかがきがえ おがいかが ｚすｙぎｘぐず きぎがぁぎｘおおけ おがぇえう. ｇぎう かｘいｘぐうう
えかがきえう ｚすｙがぎｘ きぎがぁぎｘおおす ぅｘぁがぎｘぃぐくそ くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうぇ うかあうえｘぐがぎ. Ｓが‐
ぉぃぃ きがあぎがｙかが あｘかかすぃ が きぎがぁぎｘおおｘこ おがぇえう きぎぃあくぐｘｚぉぃかす ｚ ぎｘぅあぃぉぃ "ｇぎが‐
ぁぎｘおおす おがぇえう".

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".
• Ｔすえぉぜさぃかうぃ/ｚえぉぜさぃかうぃ ぅｚけえがｚすこ くうぁかｘぉがｚ. ｉお. ぎｘぅあぃぉ "Ｙｚけえがｚすぃ くうぁ‐

かｘぉす"
• 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えぉぜさぃかうぃ/ｚすえぉぜさぃかうぃ げけかえごうう Mсирерab. ｉお. ぎｘぅあぃぉ "ｌけかえごうそ

Mсирерab".
• 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 Mсирерab. ｉお. ぎｘぅあぃぉ "ｌけかえごうそ Mсирерab".

ｈぃいうお かｘくぐぎがぇえう
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:
• 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 あぉそ くおそぁさぃかうそ ｚがあす.
• Ｔすえぉぜさぃかうぃ/ｚえぉぜさぃかうぃ ぅｚけえがｚすこ くうぁかｘぉがｚ.
• 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.
ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ Ｔえぉ/Ｔすえぉ. 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:
• ぅｘぁがぎｘぜぐくそ ｚくぃ うかあうえｘぐがぎす きぎがぁぎｘおお.
ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ Ｔえぉ/Ｔすえぉ. 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:
• Ｕがぎうぐ うかあうえｘぐがぎ ぐがぉずえが があかがぇ えかがきえう ｚすｙがぎｘ きぎがぁぎｘおお.
• Ｙｘあｘかｘ きぎがぁぎｘおおｘ おがぇえう. Ｖ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 ぐぎぃｙけぃぐくそ

がぐおぃかうぐず きぎがぁぎｘおおけ. 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".

Ｙｚけえがｚｘそ くうぁかｘぉうぅｘごうそ
Ｙｚけえがｚがぇ くうぁかｘぉ ｚすあｘぃぐくそ:
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• ｇが がえがかさｘかうう きぎがぁぎｘおおす おがぇえう.
• Ｔが ｚぎぃおそ かｘくぐぎがぇえう けくぐぎがぇくぐｚｘ くおそぁさぃかうそ ｚがあす.
• ｇぎう ｚがぅかうえかがｚぃかうう かぃうくきぎｘｚかがくぐう.
Ｙｚけえがｚｘそ くうぁかｘぉうぅｘごうそ ｘえぐうｚうぎけぃぐくそ かｘ きぎぃあきぎうそぐうう-うぅぁがぐがｚうぐぃぉぃ.
Ｖぉそ がぐえぉぜさぃかうそ ぅｚけえがｚがぇ くうぁかｘぉうぅｘごうう:
1. Ｔえぉぜさうぐぃ おｘざうかけ.
2. ｋあがくぐがｚぃぎずぐぃくず, 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 かぃ がぐきけくえｘぇぐぃ げけかえごうがかｘぉずかすぃ えかがきえう Ｔ う ｉ, 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 Ｒ, Ｔ う ｉ.
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 Ｒ う Ｔ.
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 ｉ.

– 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 Ｒ う Ｔ 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 ｉ おうぁｘぃぐ.
– ｎうげぎがｚがぇ あうくきぉぃぇ きがえｘぅすｚｘぃぐ かｘくぐぎがぇえけ.

Ｙｚけえがｚすぃ くうぁかｘぉす ｚすえぉぜさぃかす

Ｙｚけえがｚすぃ くうぁかｘぉす ｚえぉぜさぃかす

Ｙｚけえがｚｘそ くうぁかｘぉうぅｘごうそ ｚすえぉぜさぃかｘ.
6. 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 ｉ ぃしぃ ぎｘぅ.

– ｅｘ ごうげぎがｚがお あうくきぉぃぃ がぐがｙぎｘいｘぃぐくそ かがｚｘそ かｘくぐぎがぇえｘ.
Ｙｚけえがｚすぃ くうぁかｘぉす ｚすえぉぜさぃかす.

7. Ｔすえぉぜさうぐぃ おｘざうかけ, さぐがｙす くがこぎｘかうぐず がきぃぎｘごうぜ.
Ｖぉそ ｚえぉぜさぃかうそ ぅｚけえがｚがぇ くうぁかｘぉうぅｘごうう:
1. Ｔすきがぉかそぇぐぃ ｚすざぃがきうくｘかかけぜ きぎがごぃあけぎけ, 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ｘそ かｘくぐぎがぇえｘ.

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 Mсирерab'.
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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.

Эぉぃえぐぎがかかすぃ ぎぃぁけぉうぎがｚえう
Ｙｘｚがあくえｘそ かｘくぐぎがぇえｘ きがくけあがおがぃさかがぇ おｘざうかす くががぐｚぃぐくぐｚけぃぐ けぎがｚかぜ 5.

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.
– ｉぉすざぃか ぅｚけえがｚがぇ くうぁかｘぉ.
ｇぎうおぃぎ: あうくきぉぃぇ きがえｘぅすｚｘぃぐ  / くぉすざかが 5 きぎぃぎすｚうくぐすこ ぅｚけえがｚすこ
くうぁかｘぉがｚ = けぎがｚぃかず 5.

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 あぉそ 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 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.

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 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
"йaф"." 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.
– 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.
– 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.).
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• 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:
– 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.
– 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:
– 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.
– 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.
– 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.
– 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.
– 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.
– 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.

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

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.
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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.

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.

A

B
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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 Mсирерab
ｌけかえごうそ Mсирерab 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.
Э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 Mсирерab, 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.
ｌけかえごうそ Mсирерab 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 Mсирерab 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 Mсирерab 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 Mсирерab 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 Mсирерab:
• ｅｘいおうぐぃ う かぃ がぐきけくえｘぇぐぃ あｚぃ えかがきえう Mсирерab (げけかえごうがかｘぉずかすぃ えかがきえう

А う Б). Ｙｘぁがぎｘぃぐくそ うかあうえｘぐがぎ Mсирерab.
Ｖぉそ ｚすえぉぜさぃかうそ げけかえごうう Mсирерab:
• ｅｘいおうぐぃ う かぃ がぐきけくえｘぇぐぃ あｚぃ えかがきえう Mсирерab (げけかえごうがかｘぉずかすぃ えかがきえう

А う Б). Ｚかあうえｘぐがぎ Mсирерab 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 Mсирерab.

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:
1. Ｔえぉぜさうぐぃ きぎうｙがぎ.
2. ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが きぎう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.
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.
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– 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 A, B う C かｘさかけぐ おうぁｘぐず.
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 B.

– 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 A 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 B 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 かｘくぐぎがぇえけ.

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
6. 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 B ぃしぃ ぎｘぅ.

– 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.
7. Ｔすえぉぜさうぐぃ きぎうｙがぎ, さぐがｙす くがこぎｘかうぐず がきぃぎｘごうぜ.
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 Mсирерab.
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 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 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 あが 70°C
ｆあかが 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

AСРЛ1) 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 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
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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

30 MЕК 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 あが 60°C
Ｙｘえぉぜさうぐぃぉずかがぃ きがぉがくえｘ‐
かうぃ

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 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 50°C
ｆあかが 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

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).

ｆあかが こがぉがあかがぃ きがぉがくえｘ‐
かうぃ (さぐがｙす かぃ きぎうくがこぉう がく‐
ぐｘぐえう きうしう).
ｇぎう ｚすきがぉかぃかうう せぐがぇ きぎが‐
ぁぎｘおおす おがぜしぃぃ くぎぃあくぐｚが
かぃ ぐぎぃｙけぃぐくそ.

1) ｇぎう ｚすきがぉかぃかうう きぎがぁぎｘおおす Aсрл 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. Э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ｘ 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) Э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 かぃきがぉかがぇ 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 ぅｘぁぎけいｘぜぐ ｚ きがくけあがおがぃさかけぜ おｘざうかけ 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 ｚｘ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
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

(おうか) 1)
ｇがぐぎぃｙぉぃかうぃ

せかぃぎぁうう (ｚ えＴぐさ)
ｇがぐぎぃｙぉぃかうぃ ｚが‐

あす (ｚ ぉうぐぎｘこ)

ЕКРБКПЕТ
CAОБ 70°

- 1,5 - 1,7 16 - 18

AСРЛ - 1,1 - 1,7 12 - 23
30 MЕК - 0,9 9
БCЛ 50° - 1,0 - 1,1 12 - 13

- 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
Ｔすｙうぎｘぇぐぃ きぎがぁぎｘおおけ おがぇえう きぎう きぎうがぐえぎすぐがぇ あｚぃぎごぃ. ｇぎがぁぎｘおおｘ おがぇえう
かｘさかぃぐ ぎｘｙがぐｘぐず 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 うぅおぃかうぐず.

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, ｚすきがぉかうぐぃ くぉぃあけぜしうぃ
ざｘぁう:
1. Ｔえぉぜさうぐぃ おｘざうかけ.
2. ｋあがくぐがｚぃぎずぐぃくず, 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".
– 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 きぎがぁぎｘおおす.
– ｎうげぎがｚがぇ あうくきぉぃぇ きがえｘいぃぐ 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.

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 かｘさかぃぐ ぎｘｙがぐけ.

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.

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
1. ｆあかがｚぎぃおぃかかが かｘいおうぐぃ あｚぃ げけかえごうがかｘぉずかすぃ えかがきえう B う C う かぃ がぐきけ‐

くえｘぇぐぃ, きがえｘ かぃ ぅｘぁがぎそぐくそ うかあうえｘぐがぎす ｚくぃこ えかがきがえ ｚすｙがぎｘ きぎがぁぎｘおお.
2. Ｖぉそ がぐおぃかす きぎがぁぎｘおおす おがぇえう がぐきけくぐうぐぃ げけかえごうがかｘぉずかすぃ えかがきえう Ｔ う

ｉ.
Ｔ せぐが ｚぎぃおそ おがいかが ｚすきがぉかうぐず くぉぃあけぜしうぃ あぃぇくぐｚうそ:
1. Ｔすえぉぜさうぐず おｘざうかけ.
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.
Ｙｘ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 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.

Ｙｘあｘかうぃ 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 "Ｙｘ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.
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– 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 "Ｙｘあぃぎいえｘ きけくえｘ".
4. Ｙｘえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ.

– 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.
– Ｙかｘさぃかうそ ぅｘあぃぎいえう けおぃかずざｘぜぐくそ く ざｘぁがお があうか さｘく.
– ｇが うくぐぃさぃかうう ｚぎぃおぃかう ぅｘあぃぎいえう きけくえｘ きぎがぁぎ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.
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. ｆあかがｚぎぃおぃかかが かｘいおうぐぃ あｚぃ げけかえごうがかｘぉずかすぃ えかがきえう B う C う かぃ がぐきけ‐

くえｘぇぐぃ, きがえｘ かぃ ぅｘぁがぎそぐくそ うかあうえｘぐがぎす ｚくぃこ えかがきがえ ｚすｙがぎｘ きぎがぁぎｘおお.
– ｏぐがｙす がぐおぃかうぐず ぅｘあぃぎいえけ きけくえｘ, Ｔｘお きぎうあぃぐくそ ぐｘえいぃ がぐおぃかうぐず きぎが‐

ぁぎｘおおけ 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.

ｆえがかさｘかうぃ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう
• ｇぎうｙがぎ がくぐｘかｘｚぉうｚｘぃぐくそ ｘｚぐがおｘぐうさぃくえう.
• ｇがあｘぃぐくそ ぅｚけえがｚがぇ くうぁかｘぉ がｙ がえがかさｘかうう きぎがぁぎｘおおす.
1. ｆぐえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ.

– ｎうげぎがｚがぇ あうくきぉぃぇ きがえｘぅすｚｘぃぐ 0.
– Ｚかあうえｘぐがぎ ぅｘｚぃぎざぃかかがぇ きぎがぁぎｘおおす きぎがあがぉいｘぃぐ ぁがぎぃぐず.

2. Ｔすえぉぜさうぐぃ きぎうｙがぎ.
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 きぎうｙがぎけ 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.

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.

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.
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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).

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.

A

B

C
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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.
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.
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

• きぎぃぎすｚうくぐすぇ ぅｚけえがｚがぇ
くうぁかｘぉ

• 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

• ｂぎｘか きがあｘさう ｚがあす 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 えぎｘか きがあｘさう ｚがあす.

• Ｙｘえぎすぐ えぎｘか きがあｘさう ｚがあす.
ｆぐえぎがぇぐぃ えぎｘか きがあｘさう ｚがあす.

• 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ｚぃぎかがぃ 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, さぐが きがあえぉぜさぃかうぃ ｚすきがぉかぃかが きぎｘ‐
ｚうぉずかが.
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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

• きぎぃぎすｚうくぐすぇ ぅｚけえがｚがぇ
くうぁかｘぉ

• 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

• Ｙｘくがぎぃか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ｚぃぎかがぃ 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, さぐが きがあえぉぜさぃかうぃ ｚすきがぉかぃかが きぎｘ‐
ｚうぉずかが.

• きぎぃぎすｚうくぐすぇ ぅｚけえがｚがぇ
くうぁかｘぉ

• ごうげぎがｚがぇ あうくきぉぃぇ きがえｘ‐
ぅすｚｘぃぐ 

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 えぎｘか う がｙぎｘぐうぐぃくず ｚ おぃくぐかすぇ くぃぎｚうく‐
かすぇ ごぃかぐぎ.

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.
ｆぐおぃかうぐぃ ぅｘあぃぎいえけ きけくえｘ, さぐがｙす ぅｘきけくぐうぐず
きぎがぁぎｘおおけ かぃおぃあぉぃかかが.

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 きぎうｙがぎ. 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 おがおぃかぐｘ きぎぃぎすｚｘかうそ. Ｗくぉう かぃうくきぎｘｚかがくぐず くかがｚｘ きがそｚうぐ‐
くそ, がｙぎｘぐうぐぃくず ｚ くぃぎｚうくかすぇ ごぃかぐぎ.
Эぐう あｘかかすぃ かぃがｙこがあうおす, さぐがｙす ｙすくぐぎが う きぎｘｚうぉずかが がえｘぅｘぐず ｚｘお きがおがしず:
• 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ぐう あｘかかすぃ けえｘぅｘかす かｘ ぐｘｙぉうさえぃ く ぐぃこかうさぃくえうおう あｘかかすおう.
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: ..........
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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) 81,8 - 89,8
 Ｕぉけｙうかｘ (くお) 55
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 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)

 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
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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
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 がぐくがぃあうかぃかｘ がぐ
ぎがぅぃぐえう.

ｉがｙぉぜあｘぇぐぃ けえｘぅｘかうそ かｘ きぎうぉがいぃかかがお え おｘざうかぃ ざｘｙぉがかぃ:
• ｇが ｚくぐぎｘうｚｘかうぜ.
• ｇが けくぐｘかがｚえぃ ｚ おぃｙぃぉず.
• ｇが きがあえぉぜさぃかうぜ え ｚがあがきぎがｚがあけ う えｘかｘぉうぅｘごうう.

ｋくぐｘかｘｚぉうｚｘぇぐぃ きぎうｙがぎ きがあ くぐがぉぃざかうごぃぇ (えけこがかかがぇ ぎｘｙがさぃぇ きがｚぃぎこかが‐
くぐう うぉう ぎｘえがｚうかす).
Ｗくぉう きがかｘあがｙうぐくそ ぎぃおがかぐ, え おｘざうかぃ 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 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 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.
Ｖぉそ ｚぃかぐうぉそごうう きがくけあがおがぃさかがぇ おｘざうかす あがくぐｘぐがさかが ぐがぉずえが がぐｚぃぎくぐうぇ
あぉそ きがあｘさう う くぉうｚｘ ｚがあす, ｘ ぐｘえいぃ あぉそ えｘｙぃぉそ きうぐｘかうそ.
ｇがくけあがおがぃさかｘそ おｘざうかｘ うおぃぃぐ ぎぃぁけぉうぎけぃおすぃ かがいえう あぉそ ぎぃぁけぉうぎがｚｘかうそ
ｚすくがぐす.
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 かぃ あがきけくぐうぐず きぃぎぃぁうｙｘかうそ
うぉう きぃぎぃあｘｚぉうｚｘかうそ 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 きうぐｘ‐
かうそ.

ｂぎぃきぉぃかうぃ きぎうｙがぎｘ え きぎうぉぃぁｘぜしぃぇ おぃｙぃぉう
ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが くぐがぉぃざかうごｘ, きがあ えがぐがぎがぇ けくぐｘかｘｚぉうｚｘぃぐくそ きぎうｙがぎ, かｘ‐
あぃいかが きぎうえぎぃきぉぃかｘ (え きぎうぉぃぁｘぜしぃぇ えけこがかかがぇ おぃｙぃぉう, えがぎきけくけ きぎうｙがぎがｚ,
くぐぃかぃ).

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

ｋくぐｘかがｚえｘ 27



(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.

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. Э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.
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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).

ｂｘかｘぉうぅｘごうがかかがぃ くがぃあうかぃかうぃ あがぉいかが
かｘこがあうぐずくそ かぃ ｚすざぃ 60 くお あかｘ きがくけあが‐
おがぃさかがぇ おｘざうかす.
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ｘ 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
ｚ きぎうｙがぎ.
ｇがぉかｘそ あぉうかｘ くぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ (く けさぃ‐
ぐがお ｚがぅおがいかがぁが あがきがぉかうぐぃぉずかがぁが ざぉｘか‐
ぁｘ) かぃ あがぉいかｘ きぎぃｚすざｘぐず 4 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
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.
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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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