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Ｓっぅあっコ いがғｘぎғす くｘきｘぉす ヲかっおあぃぎっおっぅあっコ ｙっぎっか ぐｘコあｘғｘかすコすぅғｘ
ｘぉғすくすおすぅあす ｙっぉあっぎぃおっぅ.

Ｓチぉ カチぎすぉғす ぐうっおあっ モぎっ ぐチぎｘカぐす いチおすく いｘくｘけ タざっか がくす かチくカｘけぉすカぐす
おチカうそぐ がカすき ざすғすコすぅ. Ｓチぉ カチぎすぉғすかすコ ｙｘぎぉすカ タぎあっくぐぃぎっか いぃぐぃ
おぃコぁぃぎっき, がかす かぃғチぎぉすお ぐうっおあっ きｘぇあｘぉｘかけғｘ おタおえっかあっえ ｙぃぎぃあっ. オｘいぃぐ
いｘғあｘぇあｘ えぃぎぃえ かチくカｘけぉｘぎあす がカすき がぐすぎけ タざっか ｙチぉ かチくカｘけぉすカぐす
くぃかっおあっ いぃぎぁぃ くｘカぐｘき カがぇすコすぅ. オチぎすぉғすかす えぃぉぃくっ きｘぇあｘぉｘかけざすғｘ
ｙぃぎぃぎ えぃぅあぃ かチくカｘけぉすカぐす あｘ カがくｘ ｙぃぎけあっ チおすぐきｘコすぅ.

Ｘｘコｘ カチぎすぉғすかす きｘぇあｘぉｘかすき いｘぇぉす えヲコっぉ-えタぇぁぃ いぃぐぃ ｙぃぎっコっぅ.
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ｇｘぇあｘぉｘかけ ぐけぎｘぉす かチくカｘけぉｘぎ

オｘけっきくっぅあっえ ぐけぎｘぉす おｘғぉチおｘぐぐｘぎ
ｓあすく いけғすざ おｘざうかｘかす がぎかｘぐすき, ぃコ ｘぉғｘざ きｘぇあｘぉｘかｙｘく ｙチぎすか, ヲぅ
カｘけっきくっぅあっぁっコっぅ ｙぃか カチぎすぉғすかす あチぎすく カがぉあｘかけ おｘカくｘぐすかあｘ, きｘぇあｘぉｘかけざすғｘ
ｘぎかｘぉғｘか ｙチぉ かチくカｘけぉすカぐす, がかすコ っざっかあぃ えぃコぃくぐぃぎっ おぃか ぃくえぃぎぐけぉぃぎっかぃ
かｘぅｘぎ くｘぉすき がカすき ざすғすコすぅ. ｆくす カチぎすぉғすかす きｘぇあｘぉｘかｘぐすか ｘあｘおあｘぎあすコ
ｙｘぎぉすғす, カｘいぃぐくっぅ ｘカｘけぉすカぐｘぎ おぃか ぐチぎおすくぐすカ ｘきｘぐぐｘぎあすコ ｘぉあすか ｘぉけ
タざっか,がかすコ きｘぇあｘぉｘかけ ぐモくっぉあぃぎっおぃか いモかぃ カｘけっきくっぅあっえぐっ カｘおぐｘおｘくすぅ ぃぐぃぐっか
げけかえごうそぉｘぎすおぃか いぃぐぃ ぐｘかすく ｙがぉけす えぃぎぃえ. ｆくす カがぉあｘかけ ぐけぎｘぉす
かチくカｘけぉすカぐす くｘカぐｘき カがぇすコすぅ いモかぃ すあすく いけғすざ おｘざうかｘかす ｙｘくカｘ
ｘあｘおあｘぎғｘ ｙぃぎぁぃかっコっぅあぃ かぃおぃくぃ くｘぐカｘかすコすぅあｘ, がかす きｘぇあｘぉｘかｘぐすか モぎｙっぎ
ｘあｘおかすコ ｙチぇすおかすコ カがぉあｘかすく おぃぎぅっおっ ｘそカぐｘぉғｘかғｘ あぃぇっか がғｘか カｘぐすくぐす
きｘぇあｘぉｘかけ いモかぃ カｘけっきくっぅあっえ ざｘぎｘぉｘぎすかｘか こｘｙｘぎあｘぎ ｙがぉけす タざっか
かチくカｘけぉすカぐす あｘ カがくｘ ｙぃぎけあっ チおすぐきｘコすぅ.

Ｖチぎすく きｘぇあｘぉｘかけ
• Ｓチぉ すあすく いけғすざ おｘざうかｘ ぐぃえ カｘかｘ すあすく いけғすざぐｘ いけけғｘ ｙがぉｘぐすか

ぐチぎおすくぐｘғす すあすく-ｘそカぐｘぎあす いけけғｘ ｘぎかｘぉғｘか.
• ｓあすく いけғすざ おｘざうかｘғｘ ぃざカｘかあｘぇ ぃぎっぐえっざぐぃぎあっ くｘぉおｘコすぅ. ｆぉ

カチぎすぉғすかすコ いｘぎすぉすき えぃぐけっかぃ ｘぉすき えぃぉけっ おタおえっか.
• ｇすざｘカぐｘぎ いモかぃ ｙｘくカｘ あｘ タざえっぎ ぅｘぐぐｘぎあす ｘく カチぎｘぉあｘぎすかｘ ｘぎかｘぉғｘか

くぃｙぃぐえぃ がぉｘぎあすコ ヲぐえっぎ チざぐｘぎすか ぐヲおぃか カｘぎｘぐすき くｘぉすき, かぃ ｙがぉおｘくｘ
タくぐっコぁっ くぃｙぃぐえぃ えヲぉあぃかぃコ いｘぐカすぅｘ くｘぉけ カｘいぃぐ.

• ｓあすく いけғすざ おｘざうかｘあｘ きｘぇあｘぉｘかけғｘ ｘぎかｘぉғｘか ヲかっおあぃぎあっ (いけғすざ
チかぐｘカぐｘぎあす, ぐチぅあす いモかぃ ざｘぇғすざ ぅｘぐぐｘぎあす) ғｘかｘ カがぉあｘかすコすぅ.

• オチぎすぉғす いチおすく っくぐぃき ぐチぎғｘか えぃぅあぃ, がかすコ ぃくっぁっか ｘざきｘコすぅ, すくぐすカ ｙけ
ざすғすき えぃぐけっ おタおえっか.

• ｓあすく いけけ ごうえぉす ｘそカぐｘぉғｘかғｘ あぃぇっか ぃざｙっぎ すあすくぐす すあすく いけғすざ
おｘざうかｘあｘか ｘぉけғｘ ｙがぉおｘぇあす.

• オチぎすぉғすかす きｘぇあｘぉｘかすき ｙがぉғｘかかｘか くがコ, がかす せぉぃえぐぎ いぃぉっくっかぃか
ｘいすぎｘぐすコすぅ あｘ がғｘか くけ ｙぃぎけあっ ぐがカぐｘぐすコすぅ.

• Ｓチぉ ヲかっおぁぃ カすぅおぃぐ えヲぎくぃぐけあっ ぐぃえ カすぅおぃぐ えヲぎくぃぐけぁぃ ｘぎかｘぉғｘか ぎチカくｘぐカｘ うぃ
けモえっぉぃぐぐっ おｘおｘか いタぅぃぁぃ ｘくすぎけ えぃぎぃえ, いモかぃ カチぎすぉғすかすコ かｘғすぅ ヲぅ
ｙヲぉざぃえぐぃぎっ ғｘかｘ きｘぇあｘぉｘかすぉけғｘ ぐうっく.

• オチぎすぉғすかす ぃざカｘざｘか ヲぅっコっぅ いヲかあぃおぃコっぅ. ｊモいっぎうｙぃくっぅ ｘあｘお いタぎぁっぅぁぃか
いヲかあぃけ いチおすくぐｘぎす カチぎすぉғすғｘ ぅうそか えぃぉぐっぎぃあっ, かぃ ｙがぉおｘくｘ がかすコ あチぎすく
いチおすく っくぐぃおぃけっかぃ ｘぉすき えぃぉぃあっ. Ｘぃぎぁっぉっえぐっ カすぅおぃぐ えヲぎくぃぐけ がぎぐｘぉすғすかｘ
こｘｙｘぎぉｘくすコすぅ. メぎカｘざｘか がくす げうぎおｘ ざすғｘぎғｘか ｙヲぉざぃえぐぃぎあっ
きｘぇあｘぉｘかけあす ぐｘぉｘき ぃぐっコっぅ.
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Ｘｘぉきす カｘけっきくっぅあっえ ぐけぎｘぉす おｘғぉチおｘぐぐｘぎ
• Ｓチぉ カチぎすぉғすかす げうぅうがぉがぁうそぉすカ, くぃぅっおあっえ かぃ ｙがぉおｘくｘ ｘカすぉ-がぇ あぃコぁぃぇっかぃ

ｙｘぇぉｘかすくぐす かぃ きぃざ いチおすくすかｘ カｘぐすくぐす ぐモいっぎうｙぃくっ おぃか ｙっぉっおっかっコ
ｘぅあすғすかｘ ｙｘぇぉｘかすくぐす カがぉあｘかｘ ｘぉおｘぇぐすか ｘあｘおあｘぎ (ｙｘぉｘぉｘぎあす カがくｘ
ｘぉғｘかあｘ) きｘぇあｘぉｘかｙｘけғｘ ぐうっく. ｆぉｘぎ きｘぇあｘぉｘかけ ぐけぎｘぉす ぃぎぃえざぃ
かチくカｘけぉｘぎ ｘぉけғｘ かぃ ヲぅ カｘけっきくっぅあっぁっかぃ うぃ ｘあｘおかすコ カｘあｘғｘぉｘけすかあｘ ｙがぉけғｘ
ぐうっく.

• ｊｘぅｘぉｘけғｘ ｘぎかｘぉғｘか ぅｘぐぐｘぎ えヲぅ ｙぃか ｘけすぅ カけすくすか いモかぃ カがぉカｘかす
こうおうそぉすカ えタぇっええぃ ざｘぉあすカぐすぎけす おタおえっか. Ｓチかあｘぇ いｘғあｘぇ ヲおっぎっコっぅぁぃ カｘぐぃぎ
ぐヲかあっぎぃあっ! ｓあすく いけғすざ おｘざうかｘғｘ ｘぎかｘぉғｘか いけғすざ ぅｘぐぐｘぎあす
ヲかあっぎけざっかっコ カｘけっきくっぅあっえ ぐけぎｘぉす かチくカｘけぉｘぎすか がぎすかあｘコすぅ.

• ｓあすく いけғすざ おｘざうかｘあｘғす くけ っざけぁぃ いｘぎｘおくすぅ. オチぎすぉғすかすコ っざっかあぃ
いけғすざ ぅｘぐ カｘぉあすカぐｘぎす モぉっ あぃ ｙｘぎ ｙがぉけす おタおえっか.

• Ｗぁぃぎ カチぎすぉғすかすコ っざっかぃ すあすくぐｘぎあす くｘぉすき, かぃ がぉｘぎあす ｘぉすき
いｘぐきｘくｘコすぅ, すあすく いけғすざ おｘざうかｘ ぃくっぁっ モぎあｘぇすお いｘｙすカ ｙがぉけす えぃぎぃえ.
ｆくすぉｘぇざｘ, えぃぅ えぃぉぁぃか ｘあｘおかすコ ｘざすぉすき ぐチぎғｘか ぃくっええぃ くタぎっかっき-
ざｘぉすかすき, ｙっぎ いぃぎっか いｘぎｘカｘぐぐｘき ｘぉけすかｘ いがぉ ｙぃぎおぃぇくっぅ.

• Ｒざすカ ぐチぎғｘか ぃくっえぐっコ タくぐっかぃ がぐすぎけғｘ かぃおぃくぃ タくぐっかぃ ざすғすき ぐチぎけғｘ
ｙがぉおｘぇあす.

Ｓｘぉｘ カｘけっきくっぅあっぁっ
• Ｓチぉ おｘざうかｘ ぐぃえ ぃぎぃくぃえ ｘあｘおあｘぎあすコ きｘぇあｘぉｘかけғｘ ｘぎかｘぉғｘか. Ｓｘぉｘぉｘぎғｘ

すあすく いけғすざ おｘざうかｘかす タぉえぃかあぃぎあっコ ｙｘカすぉｘけすかくすぅ きｘぇあｘぉｘかけғｘ
ぎチカくｘぐ ｙぃぎおぃコっぅ.

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

• Ｓｘぎぉすカ いけғすざ ぅｘぐぐｘぎあす ｙｘぉｘぉｘぎ いぃぐぃ ｘぉおｘぇぐすか いぃぎあぃ くｘカぐｘコすぅ.
• ｓあすく いけғすざ おｘざうかｘ ぃくっぁっ ｘざすカ ぐチぎғｘか えぃぅあぃ, ｙｘぉｘぉｘぎあすコ いｘカすか

えぃぉけっかぃ いがぉ ｙぃぎおぃコっぅ.

ｆぎかｘぐけ
• ｓあすく いけғすざ おｘざうかｘかす えヲぉっえきぃか ぐｘくすおｘぉあｘけ ｙｘぎすくすかあｘ, がかすコ ぃざｙっぎ

いぃぎっかぃ かチカくｘか えぃぉおぃぁぃかっか ぐぃえくぃぎっコっぅ. Ｓチぅすぉғｘか カチぎすぉғすかす ぃざカｘざｘか
せぉぃえぐぎ いぃぉっくっかぃ カがくきｘコすぅ. ｓあすく いけғすざ おｘざうかｘ ｙチぅすぉすき カｘぉくｘ, がくす
カチぎすぉғすかす くｘぐけざすおぃか こｘｙｘぎぉｘくすコすぅ.

• ｇｘぇあｘぉｘかｘぎ ｘぉあすかあｘ がかすコ ｙｘぎぉすカ がぎｘけすざぐｘぎす おぃか カがぎｘｙすか ｘぉすき
ぐｘくぐｘけ カｘいぃぐ.

• ｆくす カチぎすぉғすかす がぎかｘぐけғｘ カｘぐすくぐす せぉぃえぐぎぉっえ いモかぃ くけ いっｙぃぎけ おぃか
カｘかｘぉうぅｘごうそ いタぇぃくっかぃ カがくけ いチおすくぐｘぎすか, がくす くｘぉｘあｘ おｘおｘかあｘかғｘか
いモかぃ ｙっぉっえぐっ ｘあｘお いタぅぃぁぃ ｘくすぎけғｘ ぐうっく.

• オｘけっきくっぅあっえ おｘカくｘぐすかあｘ がくす カチぎすぉғすかすコ ぐぃこかうえｘぉすカ くうきｘぐぐｘぎすかｘ
ヲぅぁぃぎっくぐぃぎ えっぎぁっぅっき かぃおぃくぃ ヲかっおかっコ ヲぅっか カｘかあｘぇ あｘ ｙっぎ ｙがぉおｘくすか いがぉおぃか
ヲぅぁぃぎぐけぁぃ ｙがぉおｘぇあす.

4 オｘけっきくっぅあっえ ぐけぎｘぉす おｘғぉチおｘぐぐｘぎ



• ｕぉぃえぐぎ えｘｙぃぉっ ｘカｘけぉすカカｘ チざすぎｘғｘかあｘ かぃおぃくぃ くけ ぐタぐっぁっ ｙチぅすぉғｘか
いｘғあｘぇあｘІ かぃおぃくぃ ｙｘくカｘぎけ きｘかぃぉっ, タくぐっかあぃぁっ いチおすく ｘぉｘコす, かぃ ぃコ
ｘくぐすコғす カｘぐｘぎす ｙチぅすぉすき カｘぉすき, がかすコ っざえっ いｘғす ｘざすカ カｘぉғｘか いｘғあｘぇあｘ
おｘざうかｘかす ぃざカｘざｘか きｘぇあｘぉｘかｙｘコすぅ. オｘけっき-カｘぐぃぎあっコ ｘぉあすか ｘぉけ タざっか,
いぃぎぁっぉっえぐっ カすぅおぃぐ えヲぎくぃぐけ がぎぐｘぉすғすかｘ こｘｙｘぎぉｘくすコすぅ.

• Ｕうあぎｘｚぉうえｘぉすカ いモかぃ せぉぃえぐぎぉっえ カチぎｘおあｘく ｙヲぉっえぐぃぎぁぃ ぅうそか えぃぉぐっぎおぃく
タざっか, すあすく いけғすざ おｘざうかｘかすコ カｘｙすぎғｘぉｘぎすか ぃざカｘざｘか ｙチぎғすおぃか
ぐぃくきぃコっぅ.

ｅｘぅｘぎすコすぅあｘ ｙがぉくすか!
ｕぉぃえぐぎ いぃぉっくっかぃ いモかぃ くけ カチｙすぎすかｘ カがくｘぎあｘ, ｘぎかｘぇす ｙヲぉっおあぃぎあぃ ｙぃぎっぉぁぃか
かチくカｘけぉｘぎあす おチカうそぐ がぎすかあｘコすぅ.

ヱかっお くうきｘぐぐｘおｘくす

1 ゾくぐっコぁっ くぃｙぃぐ
2 ｉけ えぃぎおぃえぐっぁっかっコ あうくえっくっ
3 ｊチぅ くｘけすぐす
4 Ｘけғすざ ぅｘぐ タぉぃくぐっぎぁっざっ
5 ｐｘぇғすざ ぅｘぐ タぉぃくぐっぎぁっざっ
6 ｊぃこかうえｘぉすカ くうきｘぐぐｘぎ ぐｘカぐｘぇざｘくす
7 ｉタぅぁっぉぃぎ
8 Ｒくぐすコғす ｙタぎっええっざ ぐタぐっえ
9 ゾくぐっコぁっ ｙタぎっええっざ ぐタぐっえ
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Ｓｘくカｘぎけ きｘかぃぉっ

1 Лк/лвв (オがくけ/ヱざっぎけ)ぐタぇおぃざっぁっ
2 ｉｘかあすカ ｙぃぇかぃｙぃぐ
3 ｂっあっぎぐっき ｙｘくぐｘけ ぐタぇおぃざっぁっ
4 Ｓｘғあｘぎぉｘおｘかす ぐｘコあｘぇぐすか ぐタぇおぃざっえぐぃぎ
5 Ｒかすカぐｘғすざ ざｘおあｘぎ
6 ｌけかえごうそ ぐタぇおぃざっえぐぃぎっ

Ｒかすカぐｘғすざ ざｘおあｘぎ
ЙСИРЕРAB Йсире-рЭb げけかえごうそくすかすコ カがくすぉғｘかすか/

ｘいすぎｘぐすぉғｘかすか えヲぎくぃぐぃあっ (Йсире-рЭb
げけかえごうそくす ぐｘぎｘけすか がカすコすぅ)

ｊチぅ Ｒぎかｘぇす ぐチぅ ぐｘけくすぉғｘかあｘ いｘかｘあす. 1)

ｐｘぇғすざ ぅｘぐ ｐｘぇғすざ ぅｘぐ ｙっぐっき カｘぉғｘかあｘ いｘかｘあす. 1)

1) ｊチぅ いモかぃ ざｘぇғすざ ぅｘぐぐすコ ｘかすカぐｘғすざ ざｘおあｘぎす, いけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくす がぎすかあｘぉすき ぐチぎғｘか
えぃぅあぃ, ぐっきぐっ ぐチぅ いモかぃ/かぃおぃくぃ ざｘぇғすざ ぅｘぐぐす くｘぉけ カｘいぃぐぐっぁっ ぐけғｘか いｘғあｘぇあｘ あｘ いｘかｙｘぇあす.

ｉｘかあすカ ｙぃぇかぃｙぃぐぐぃ:
• くけ いチおくｘぎぐカすざす がぎかｘぐすぉғｘか くけ えぃぎおぃえぐっぁっかっコ あぃコぁぃぇっ,
• がぎすかあｘぉすき ぐチぎғｘか ｙｘғあｘぎぉｘおｘかすコ ｘそカぐｘぉけすかｘ あぃぇっか カｘぉғｘか けｘカすぐ,
• ざｘぇғすざ ぅｘぐぐす タぉぃくぐっぎぁっざぐっ ｙぃぉくぃかあっ えタぇぁぃ えヲざっぎけ/ｘいすぎｘぐけ ( ｊＷｂ "Йсире

рЭb" げけかえごうそくす カがくすぉけぉす ぐチぎғｘかあｘ ғｘかｘ),
• いけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすかすコ くがコす (くｘかあすカ ｙぃぇかぃｙぃぐぐぃか 0 えヲぎくぃぐっぉっき ぐチぎｘあす),
• えっあっぎぐっき ｙｘくぐｘけ きｘぎｘおぃぐぎっかっコ えぃぎっ くｘかｘғす,
• おｘざうかｘかすコ あチぎすく いチおすく いｘくｘおｘけすかｘ ｙｘぇぉｘかすくぐす ｘカｘけぉすカ えがあぐｘぎす,
• あすｙすくぐす くうぁかｘぉあｘぎあす ｙぃぉくぃかあっ えタぇぁぃ えヲざっぎけ/ヲざっぎけ えヲぎくぃぐっぉぃあっ.
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ｌけかえごうそ ぐタぇおぃざっえぐぃぎっ
ｆくす ぐタぇおぃざっえぐぃぎ ｘぎカすぉす えぃぉぃくっ げけかえごうそぉｘぎあす がぎかｘぐけғｘ ｙがぉｘあす:
• くけ いチおくｘぎぐカすざぐす がぎかｘぐけ,
• いけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすか かぃおぃくぃ がぎすかあｘぉすき ぐチぎғｘか "えっあっぎぐっき ｙｘくぐｘけ"

げけかえごうそくすか ｙがぉあすぎおｘけ,
• "Йсире рЭb" げけかえごうそくすか カがくけ/ぐがカぐｘぐけ
• "Йсире-рЭb" げけかえごうそくす カがくすぉすき ぐチぎғｘか えぃぅあぃ, ざｘぇғすざ ぅｘぐぐす タぉぃくぐっぎぁっざぐっ

ｙぃぉくぃかあっ えタぇぁぃ えヲざっぎけ/ｘいすぎｘぐけ,
• あすｙすくぐす くうぁかｘぉあｘぎあす ｙぃぉくぃかあっ えタぇぁぃ えヲざっぎけ/ヲざっぎけ.

ｇｘぎｘおぃぐぎぉぃぎあっ がぎかｘぐけ えタぇっ
Ｓｘぎぉすカ ｙｘғあｘぎぉｘおｘ ざｘおあｘぎす いｘかすき ぐチぎғｘかあｘ, おｘざうかｘ きｘぎｘおぃぐぎぉぃぎあっ
がぎかｘぐけ えタぇっかあぃ ｙがぉｘあす.
ｂぃぉぃくっ モぎぃえぃぐぐぃぎあっ がぎすかあｘき いｘぐカｘかあｘ モぎカｘざｘか ぃくっコっぅあぃ ｙがぉくすか:
• いけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすか ぐｘコあｘғｘかあｘ
• くけ いチおくｘぎぐカすざぐす ｙｘきぐｘғｘかあｘ,
• ざｘぇғすざ ぅｘぐ タぉぃくぐっぎぁっざっか ｙぃぉくぃかあっ えタぇぁぃ えヲざっぎぁぃかあぃ/ｘいすぎｘぐカｘかあｘ,
• あすｙすくぐす くうぁかｘぉあｘぎあす ｙぃぉくぃかあっ えタぇぁぃ えヲざっぎぁぃかあぃ/ｘいすぎｘぐカｘかあｘ
カチぎすぉғす おっかあぃぐぐっ ぐタぎあぃ きｘぎｘおぃぐぎぉぃぎあっ がぎかｘぐけ えタぇっかあぃ ｙがぉけғｘ ｊＺＩｉ .

Ｗぁぃぎ ｙｘғあｘぎぉｘおｘ ざｘおす いｘかすき ぐチぎくｘ, ｙチぉ くがコғす がぎすかあｘぉғｘか ｙｘғあｘぎぉｘおｘ
モぉっ あぃ がぎかｘぐすぉすき ぐチぎ あぃぁぃかあっ ｙっぉあっぎぃあっ.
ｆくす いｘғあｘぇあｘ きｘぎｘおぃぐぎぉぃぎあっ がぎかｘぐけ えタぇっかぃ カｘぇぐすき がぎｘぉけ タざっか,
ｙｘғあｘぎぉｘおｘかす ｙっぎいがぉｘ ぐがカぐｘぐけ えぃぎぃえ.
ｆぎすかあｘぉすき いｘぐカｘか ｙｘғあｘぎぉｘおｘかす かぃおぃくぃ がぎかｘぐすぉғｘか ｙｘғあｘぎぉｘおｘかす
ｙがぉあすぎおｘけ タざっか : ОБПБР いｘぅけすかすコ タくぐっかあぃぁっ ぃえっ ｙｘғあｘぎぉｘおｘ ぐタぇおぃざっぁっか
ｙｘぎぉすカ ｙｘғあｘぎぉｘおｘ ざｘおあｘぎすかすコ ぐタぇざぃえぐぃぎっ いｘかғｘかざｘ カｘぐｘぎ ｙｘくすき
チくぐｘき ぐチぎすコすぅ. Ｓｘғあｘぎぉｘおｘ ぐがカぐｘぐすぉすき, おｘざうかｘ ぃかあっ きｘぎｘおぃぐぎぉぃぎあっ
がぎかｘぐけ えタぇっかぃ えヲざっぎっぉあっ.

Ｖすｙすくぐす くうぁかｘぉあｘぎ
ｄｘざうかｘ カｘぇ がきぃぎｘごうそかす がぎすかあｘき いｘぐカｘかすか がコｘぇ ｘかすカぐｘけ タざっか あすｙすくぐす
くうぁかｘぉあｘぎ ぃかぁっぅっぉぁぃか:
• くけ いチおくｘぎぐカすざぐす がぎかｘぐカｘかあｘ
• ｙｘғあｘぎぉｘおｘかすコ くがコす
• カチぎすぉғす あチぎすく いチおすく っくぐぃおぃぁぃか えぃぅあぃ, ぃくえぃぎぐけ くうぁかｘぉすかすコ っくえぃ

カがくすぉｘあす.
Ｙｘけすぐぐｘ がぎかｘぐすぉғｘか きｘぎｘおぃぐぎ: あすｙすくぐす くうぁかｘぉあｘぎ ｙぃぉくぃかあっ えタぇぁぃ
えヲざっぎっぉぁぃか.
ｌけかえごうそ ぐタぇおぃざっえぐぃぎっ ｘぎカすぉす ぃくぐっぉぃぐっか くうぁかｘぉあｘぎあす ｘいすぎｘぐすき カがぜғｘ
ｙがぉｘあす.

1. オがくけ/ヱざっぎけ ぐタぇおぃざっぁっか ｙｘくすコすぅ. ｓあすく いけғすざ おｘざうかｘ きｘぎｘおぃぐぎぉぃぎあっ
がぎかｘぐけ えタぇっかあぃ ぐチぎけғｘ ぐうっく.

2. A , B いモかぃ C ざｘおあｘぎす いすきすぉすカぐｘぇ ｙｘくぐｘғｘかғｘ あぃぇっか, B いモかぃ C
げけかえごうそ ぐタぇおぃざっえぐぃぎっか ｙっぎ けｘカすぐぐｘ ｙｘくすき チくぐｘき ぐチぎすコすぅ.
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3. C げけかえごうそ ぐタぇおぃざっぁっか ｙｘくすコすぅ, A いモかぃ B ぐタぇおぃざっえぐぃぎっかっコ ざｘおす ヲざぃあっ
あぃ, C げけかえごうそ ぐタぇおぃざっぁっかっコ ざｘおす いｘかすき-くヲかっき ぐチぎｘ ｙぃぎぃあっ. ｉｘかあすカ
ｙぃぇかぃｙぃぐぐぃ ｘғすおあすカ きｘぎｘおぃぐぎ きｘぇあｘ ｙがぉｘあす.

 = Ｖすｙすくぐす くうぁかｘぉあｘぎ ｘいすぎｘぐすぉғｘか
 = Ｖすｙすくぐす くうぁかｘぉあｘぎ カがくすぉғｘか

4. ｇｘぎｘおぃぐぎあっ ヲぅぁぃぎぐけ タざっか C げけかえごうそ ぐタぇおぃざっぁっか カｘぇぐｘ ｙｘくすコすぅ: くｘかあすカ
ｙぃぇかぃｙぃぐぐぃ いｘコｘ きｘぎｘおぃぐぎ きｘぇあｘ ｙがぉｘあす.

5. ｆきぃぎｘごうそかす すあすく いけғすざ おｘざうかｘかすコ いｘあすかｘ ぃかぁっぅけ タざっか がかす
ｘいすぎｘぐすコすぅ.

Ｗコ ｘぉғｘざ ぎぃぐ きｘぇあｘぉｘかけ
ｓあすく いけғすざ おｘざうかｘかす ぃコ ｘぉғｘざ ぎぃぐ きｘぇあｘぉｘかｙｘく ｙチぎすか:
• ｕぉぃえぐぎ いぃぉっくっかぃ いモかぃ くけ いタぇぃぉぃぎっかぃ カがくけ いチおすくぐｘぎすかすコ カチぎすぉғすかす

がぎかｘぐけ かチくカｘけぉｘぎすかｘ くｘぇ いタぅぃぁぃ ｘくすぎすぉғｘかすか ぐぃえくぃぎっコっぅ.
• オチぎすぉғすかすコ っざっかぃか ｙｘぎぉすカ がぎｘけすざぐｘぎあす ｘぉすコすぅ
• ｉけ いチおくｘぎぐカすざぐす ｙｘきぐｘコすぅ
• ｊチぅ くｘけすぐすかすコ っざっかぃ 1 ぉうぐぎ くけ カチぇすき, くがあｘか えぃぇっか すあすく いけғすざ

おｘざうかｘғｘ ｘぎかｘぉғｘか ぐチぅあす くｘぉすコすぅ
• ｐｘぇғすざ ぅｘぐ タぉぃくぐっぎぁっざぐっ ぐがぉぐすぎすコすぅ

Ｗぁぃぎ ぐｘｙぉぃぐえｘ きっざっかあぃく, えぃぉぃくっ えヲぎくぃぐっぉぁぃかあぃぁっあぃぇ カチぎｘおｘ いけけ ぅｘぐぐｘぎすか
きｘぇあｘぉｘかくｘコすぅ: "3 ек 1", "4 ек 1", "5 ек 1" いモかぃ ぐ.ｙ., "Йсире-рЭb" げけかえごうそくすか
がぎかｘぐすコすぅ ("Йсире-рЭb" げけかえごうそくす ぐｘぎｘけすか がカすコすぅ).

ｉけ いチおくｘぎぐカすざぐす ｙｘきぐｘコすぅ
Ｓチぉ すあすく いけғすざ, カがくすぉｘぐすか くけあすコ カチぎｘおすかあｘғす おｘざうかｘғｘ ぅうそか
えぃぉぐっぎぃぎぉっえ かぃおぃくぃ がかすコ カすぅおぃぐっかっコ ぐうっおあっぉっぁっか ぐヲおぃかあぃぐぃぎぉっえ
おうかぃぎｘぉあｘぎ おぃか ぐチぅあｘぎあす ｘぉすき ぐｘくぐｘけғｘ ぉｘぇすカぐｘき いｘくｘぉғｘか くけあす
いチおくｘぎぐカすざきぃか いｘｙあすカぐｘぉғｘか.
ｆくす おうかぃぎｘぉあす ぅｘぐぐｘぎ おぃか ぐチぅあｘぎあすコ おヲぉざぃぎっ かぃғチぎぉすお えヲき ｙがぉくｘ,
くけあすコ えぃぎおぃえぐっぁっ あｘ くがғチぎぉすお いがғｘぎす ｙがぉｘあす. ｉけ えぃぎおぃえぐっぁっ ｙｘぉｘおｘ
ヲぉざぃおあぃぎ ｘぎカすぉす ヲぉざぃかぃあっ - Ｕぃぎおｘかうそかすコ ヲぉざぃおっ (°аД), ｌぎｘかごうそかすコ
ヲぉざぃおっ (°РД) いモかぃ おおがぉず/ぉ (ｙっぎ ぉうぐぎあぃぁっ おうぉぉうおがぉず - くけ えぃぎおぃえぐっぁっか
ヲぉざぃぇぐっか こｘぉすカｘぎｘぉすカ ヲぉざぃお).
ｉけ いチおくｘぎぐカすざ ｘぇおｘғすコすぅあｘғす くけ えぃぎおぃえぐっぁっかぃ くモぇえぃく ｙｘきぐｘぉけ えぃぎぃえ.
Ｒぇおｘғすコすぅあｘғす くけ えぃぎおぃえぐっぁっ ぐけぎｘぉす おモぉっおぃぐぐぃぎあっ いぃぎぁっぉっえぐっ くけ
ざｘぎけｘざすぉすғすか ｙｘくカｘぎｘぐすか おぃえぃおぃあぃか ｘぉｘ ｘぉｘくすぅ.
ｉけ いチおくｘぎぐカすざ ぃえっ ぐモくっぉ ｙがぇすかざｘ ｙｘきぐｘぉすかｘあす: くけ えぃぎおぃえぐっぁっ あぃコぁぃぇっか
ヲぅぁぃぎぐぃぐっか くｘかあすカ あうくえ ｘぎカすぉす カがぉおぃか いモかぃ せぉぃえぐぎがかあすカ ぐモくっぉおぃか.
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ｉけ えぃぎおぃえぐっぁっ ｉけ えぃぎおぃえぐっぁっかすコ
きｘぎｘおぃぐぎっか ｙｘきぐｘけ

ｊチぅあす
カがぉあｘかけ

°аД °РД おおがぉず/ぉ カがぉおぃか ｕぉぃえぐぎがかあ
すカ

ぐモくっぉおぃか
51 - 70 91 - 125 9,1 - 12,5 2 10-ざす

あぃコぁぃぇ
うモ

43 - 50 76 - 90 7,6 - 8,9 2 9-ざす
あぃコぁぃぇ

うモ

37 - 42 65 - 75 6,5 - 7,5 2 8-ざっ あぃコぁぃぇ うモ
29 - 36 51 - 64 5,1 - 6,4 2 7-ざっ あぃコぁぃぇ うモ
23 - 28 40 - 50 4,0 - 5,0 2 6-ざす

あぃコぁぃぇ
うモ

19 - 22 33 - 39 3,3 - 3,9 2 5-ざっ あぃコぁぃぇ うモ
15 - 18 26 - 32 2,6 - 3,2 1 4-ざっ あぃコぁぃぇ うモ
11 - 14 19 - 25 1,9 - 2,5 1 3-ざっ あぃコぁぃぇ うモ
4 - 10 7 - 18 0,7 - 1,8 1 2-ざっ あぃコぁぃぇ うモ

Ї 4 Ї 7 Ї 0,7 1 1-ざっ あぃコぁぃぇ いがカ

オがぉおぃか ｙｘきぐｘけ
ｓあすく いけғすざ おｘざうかｘかすコ ヲかあっぎけざっ がぎかｘぐカｘか あぃコぁぃぇっ - 2.

1. ｓあすく いけғすざ おｘざうかｘかすコ ぃくっぁっか
ｘざすコすぅ.

2. ｓあすく いけғすざ おｘざうかｘあｘか ｘくぐすコғす
くぃｙぃぐぐっ ざすғｘぎすコすぅ.

3. ｉけ えぃぎおぃえぐっぁっ あうくえっくっか 1-ざっ かぃおぃくぃ
2-ざっ がぎすかғｘ がぎかｘぐすコすぅ (えぃくぐぃぁぃ
カｘぎｘコすぅ).

4. Ｒくぐすコғす くぃｙぃぐぐっ がぎかすかｘ カがぇすコすぅ.

ｕぉぃえぐぎがかあすカ ぐモくっぉおぃか ｙｘきぐｘけ
ｓあすく いけғすざ おｘざうかｘかすコ モあぃきえっ あぃコぁぃぇっ - 5.

1. オがくけ/ヱざっぎけ (Лк/Лвв) ぐタぇおぃざっぁっか ｙｘくすコすぅ. ｓあすく いけғすざ おｘざうかｘ
きｘぎｘおぃぐぎぉぃぎあっ がぎかｘぐけ えタぇっかあぃ ぐチぎけғｘ ぐうっく.

2. A , B いモかぃ C ぐタぇおぃざっえぐぃぎっかっコ ざｘおす いすきすぉすカぐｘぇ ｙｘくぐｘғｘかғｘ あぃぇっか, B
いモかぃ C ぐタぇおぃざっえぐぃぎっか カｘぐｘぎ ｙｘくすき チくぐｘき ぐチぎすコすぅ.

3. A ぐタぇおぃざっぁっか ｙｘくすコすぅ, B いモかぃ C ぐタぇおぃざっえぐぃぎっかっコ ざｘおす ヲざぃあっ あぃ, A
ぐタぇおぃざっぁっかっコ ざｘおす いｘかすき-くヲかぁぃか えタぇっ ぐチぎｘ ｙぃぎぃあっ. ｉｘかあすカ ｙぃぇかぃｙぃぐぐぃ
ｘғすおあすカ あぃコぁぃぇ きｘぇあｘ ｙがぉｘあす あｘ, タぅっえ-タぅっえ くうぁかｘぉあｘぎ ぃくぐっぉぃあっ.
ｄすくｘぉあｘぎ:
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 きｘぇあｘ ｙがぉくｘ, 5 タぅっえ-タぅっえ あすｙすくぐす くうぁかｘぉ ｙぃぎっぉぃあっ あぃ タぅっぉっく がぎすか
ｘぉｘあす, ぐ.ｙ. = 5-あぃコぁぃぇ

 きｘぇあｘ ｙがぉくｘ, 10 タぅっえ-タぅっえ あすｙすくぐす くうぁかｘぉ ｙぃぎっぉぃあっ あぃ タぅっぉっく がぎすか
ｘぉｘあす, ぐ.ｙ. = 10-あぃコぁぃぇ

4. Ｖぃコぁぃぇあっ ヲぅぁぃぎぐけ タざっか A ぐタぇおぃざっぁっか ｙｘくすコすぅ. ｊタぇおぃざっえぐっ ｙｘくカｘか くｘぇすか
あぃコぁぃぇ ヲぅぁぃぎぃあっ (いｘコｘ あぃコぁぃぇあっ ぐｘコあｘけ タざっか くけぎぃぐえぃ カｘぎｘコすぅ).
ｄすくｘぉあｘぎ:  ぃぁぃぎ ｘғすおあすカ あぃコぁぃぇ 5-ぐぃ ぐチぎくｘ, A げけかえごうそ ぐタぇおぃざっぁっか ｙっぎ
ぎぃぐ ｙｘくけ ｘぎカすぉす 6-ざす あぃコぁぃぇ ぐｘコあｘぉｘあす. ぃぁぃぎ ｘғすおあすカ あぃコぁぃぇ 10-あｘ
ぐチぎくｘ, A げけかえごうそ ぐタぇおぃざっぁっか ｙっぎ ぎぃぐ ｙｘくけ ｘぎカすぉす 1-ざっ あぃコぁぃぇ
ぐｘコあｘぉｘあす.

5. ｆくす ｘおｘぉあす カチぎすぉғす いｘあすかｘ ぃかぁっぅけ タざっか, Лк/Лвв ぐタぇおぃざっぁっか ｙｘくすき,
すあすく いけғすざぐす ｘいすぎｘぐすコすぅ.

ｓあすく いけғすざ おｘざうかｘғｘ ｘぎかｘぉғｘか ぐチぅあす カがぉあｘかけ
ｅｘぅｘぎすコすぅあｘ ｙがぉくすか!
ｊぃえ すあすく いけғすざ おｘざうかｘғｘ ｘぎかｘぉғｘか ぐチぅあす ғｘかｘ きｘぇあｘぉｘかすコすぅ. ｓあすく
いけғすざカｘ ｘぎかｘぉおｘғｘか ｙｘくカｘ ぐチぅ ぐタぎぉぃぎっ, モくっぎぃくぃ, ｘく ぐチぅす くけ いチおくｘぎぐカすざカｘ
ぅうそか えぃぉぐっぎぃあっ. ｊチぅ くｘけすぐすかｘ ぐがぉすカ いけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘぉｘぎすかすコ ｙっぎっか カがくｘぎ
ｘぉあすかあｘ ғｘかｘ ぐチぅ くｘぉすコすぅ. Ｓチぉ ぐチぅ ぐタぇっぎぉぃぎっかっコ かぃおぃくぃ ぐチぅあす くけあすコ
おｘざうかｘ ぐタｙっかぃ ぐヲぁっぉっき, ぐヲぁっぉぁぃか いぃぎっかあぃ チぅｘカ けｘカすぐ いｘぐすき ぐがぐぐｘかけあす
ｙがぉあすぎおｘけす タざっか カｘいぃぐ.

ｊがぉぐすぎけ タざっか:
1. Ｗくっえぐっ ｘざすコすぅ あｘ ｘくぐすコғす くぃｙぃぐぐっ ｘぉすき, ぐチぅ くｘけすぐすかすコ カｘカきｘカざｘくすか

くｘғｘぐ ｙｘғすぐすかｘ カｘぎくす ｘぇかｘぉあすぎすき ｘざすコすぅ.
2. ｉｘけすぐ っざっかぃ 1 ぉうぐぎ くけ カチぇすコすぅ (ぃコ ｘぉғｘざ ぎぃぐ ぐチぅｙぃか ぐがぉぐすぎғｘかあｘ ғｘかｘ

がくすぉｘぇ っくぐぃコっぅ) .
3. Ｓぃぎっぉぁぃか カチぇғすざぐす きｘぇあｘぉｘかｘ

がぐすぎすき, くｘけすぐカｘ モｙあぃか ぐがぉぐすぎｘ
ぐチぅ くｘぉすコすぅ.

4. オｘカきｘカざｘかす がぎかすかｘ くｘぉすき,
カｘカきｘカざｘかすコ ｙチぎｘかあｘ
いがぉｘカぐｘぎすかあｘ かぃおぃくぃ
ぐすғすぅあｘғすざすかあｘ ぐチぅあすコ ぐチぎすき
カｘぉおｘғｘかすかｘ えヲぅ いぃぐえっぅっコっぅ.

5. オｘカきｘカざｘかす くｘғｘぐ ぐっぉっかっコ
ｙｘғすぐすかｘ カｘぎｘぇ "くすぎぐ" ぃぐっき
ぐがカぐｘғｘかғｘ あぃぇっか ｙチぎｘぇ がぐすぎすき,
ヲぅ がぎかすかｘ えぃぉぐっぎっき かすカぐｘき
いｘｙすコすぅ.

ｉｘけすぐカｘ ぐチぅ くｘぉすき いｘぐカｘかあｘ, くけ ざぃぐっかぃか ｘくすき ぐヲぁっぉくぃ, ｘｙすぎいすおｘコすぅ, ｙチぉ
カｘぉすきぐす いｘғあｘぇ.
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Ｓｘくカｘぎけ きｘかぃぉっかあぃぁっ ぐチぅ ざｘおす, ぃぁぃぎ すあすく いけғすざ おｘざうかｘ カがくすぉけぉす ぐチぎくｘ,
ぐチぅ くｘぉすかғｘか くがコ, 2 くｘғｘぐぐｘか 6 くｘғｘぐカｘ あぃぇっか いｘかすき ぐチぎｘあす. Ｗぁぃぎ チぅｘカ
ぃぎうぐっか ぐチぅあす きｘぇあｘぉｘかくｘコすぅ, ｙチぉ けｘカすぐ ざｘおｘくす あｘ ｘぎぐｘ ぐタくぃあっ.
ｄｘざうかｘかすコ いチおすくすかｘ えぃぎっ モくぃぎっか ぐうぁっぅｙぃぇあっ.

ｐｘぇғすざ ぅｘぐぐす きｘぇあｘぉｘかけ
ｅｘぅｘぎすコすぅあｘ ｙがぉくすか!
ｊぃえ すあすく いけғすざぐｘぎғｘ ｘぎかｘぉғｘか くｘきｘぉす ざｘぜ ぅｘぐぐｘぎすか ғｘかｘ
きｘぇあｘぉｘかすコすぅ.
ｐｘぇғすざ ぅｘぐ くｘけすぐすかｘ ぃざｙっぎ ｙｘくカｘ ぅｘぐ (おすくｘぉす, すあすく いけғすざぐす
ぐｘぅｘぉｘғすざ ぅｘぐ, くチぇすカ ぐｘぅｘぉｘғすざ ぅｘぐぐｘぎ) くｘぉおｘコすぅ. Ｓチぉ カチぎすぉғすғｘ かチカくｘか
えぃぉぐっぎけっ おタおえっか.

ｐｘぇғすざ ぅｘぐ, すあすく-ｘそカぐｘぎあすコ モｙあぃか ざｘぇすぉすき, あｘカくすぅ, いがぉｘカくすぅ
カチぎғｘぐすぉけすか カｘおぐｘおｘくすぅ ぃぐぃあっ.
ｐｘぇғすざ ぅｘぐ ぃコ くがコғす ざｘぜ えぃぅぃコっかあぃ ｘｚぐがおｘぐぐす ぐタぎあぃ カがくすぉｘあす.

1. Ｒざけғｘ ｘぎかｘぉғｘか (A)ぐタぇおぃざっえぐっ
ｙｘくすき, くｘけすぐぐす ｘざすコすぅ.

2. ｉｘけすぐ っざっかぃ ざｘぇғすざ ぅｘぐぐｘか
くｘぉすコすぅ. "йЭф" ぐｘコｙｘぉｘおｘくす
ざｘぇғすざ ぅｘぐぐす くｘぉけ おヲぉざぃぎっかっコ ぃコ
ざぃぁっか えヲぎくぃぐぃあっ.
ｐｘぇғすざ ぅｘぐ くｘけすぐす がくす ぅｘぐぐすコ
カがくすぉけ おヲぉざぃぎっかぃ ｙｘぇぉｘかすくぐす
16-40 いけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすかｘ
いぃぐぃぎぉっえ, 110 おぉ いけすカ ざｘぇғすざ
ぅｘぐぐす くすぇғすぅｘ ｘぉｘあす.

3. メぎｙっぎ ぐがぉぐすぎけあｘか くがコ
カｘカきｘカざｘかすコ いｘｙすぉғｘかすかｘ えヲぅ
いぃぐえっぅっコっぅ.
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ｂぃぉぃくっ いがぉす すあすく いけғｘか えぃぅあぃ えヲきっぎざっおぃく タざっか, ざｘぇғすざ ぅｘぐぐす くｘぉすき
いｘぐカｘかあｘ ぐヲぁっぉぁぃか ぅｘぐぐす くけ ぐｘぎぐｘぐすか おｘぐｘғｘ くっコっぎっき ｘぉすコすぅ.

ｐｘぇғすざ ぅｘぐぐすコ カがくすぉけ おヲぉざぃぎっか ｙｘきぐｘけ
Ｘけけ いモかぃ カチぎғｘぐけ かモぐういぃぉぃぎっかぃ カｘぎｘき タぉぃくぐっぎっぉぃぐっか ざｘぇғすざ ぅｘぐ おヲぉざぃぎっか
6 がぎすかあす ぐｘコあｘけすざ ｘぎカすぉす ｙｘきぐｘコすぅ. (1=ぃコ ｘぅ, 6=ぃコ えヲき カがくけ おヲぉざぃぎっ).
ゾぉぃくぐっぎっぉけ おヲぉざぃぎっかっコ ヲかあっぎけざっ がぎかｘぐカｘか あぃコぁぃぇっ - 4.

Ｘけғｘかかｘか えぃぇっか すあすく-ｘそカぐすコ タくぐっかあぃ くけ
ぐｘおざすぉｘぎす かぃおぃくぃ モえ あｘカぐｘぎす カｘぉくｘ,
ざｘぇғすざ ぅｘぐ おヲぉざぃぎっか えヲｙぃぇぐっコっぅ.
ｓあすく-ｘそカ タくぐっかあぃ ｘカざすぉ いがぉｘカぐｘぎ ｙがぉくｘ
かぃおぃくぃ ざすかす すあすく-ｘそカ タくぐっかあぃ いモかぃ
きすざｘカぐｘぎあすコ いタぅっかあぃ えヲえざっぉ あｘカぐｘぎ
カｘぉくｘ, ざｘぇғすざ ぅｘぐ おヲぉざぃぎっか ｘぅｘぇぐすコすぅ.

ｂタかあぃぉっえぐっ きｘぇあｘぉｘかけ
• ｐｘぇғすざ ぅｘぐ かぃ ぐチぅｙぃか ぐがぉぐすぎけ カｘいぃぐぐっぁっかっコ ｙｘぎ-いがғすか ぐぃえくぃぎっコっぅ.
• ｓあすく いけғすざ おｘざうかｘғｘ ｘく カチぎｘぉあｘぎす おぃか すあすく-ｘそカぐｘぎあす くｘぉすコすぅ.
• ｓあすく いけғすざカｘ いけғすざ ぅｘぐぐｘか くｘぉすコすぅ.
• Ｒく カチぎｘぉあｘぎす おぃか すあすく-ｘそカぐｘぎあす いけけғｘ くｘぇ えぃぉぃぐっか いけけ

ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすか ぐｘコあｘコすぅ.
• Ｘけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすか ｙｘくぐｘコすぅ.

Ｒく カチぎｘぉあｘぎすか いモかぃ すあすく-ｘそカぐｘぎあす くｘぉけ

ｉがぎғすざぐｘぎあす, タぇ ぐｘぅｘぉｘけ ざタｙぃぎぃえぐぃぎっか いモかぃ えぃぅ えぃぉぁぃか くけ くがぎғすざ ぅｘぐぐす
すあすく いけғすざ おｘざうかｘあｘ いけけғｘ ｙがぉおｘぇあす.
• ｓあすく-ｘそカぐす くｘぉｘぎ ｘぉあすかあｘ:

– ｊｘおｘカ カｘぉあすカぐｘぎす おぃか ｙｘくカｘ カｘぉあすカぐｘぎあす すあすくぐｘぎあｘか えぃぐっぎっコっぅ.
– Ｘｘかすき いｘｙすくすき カｘぉғｘか ぐｘғｘお カｘぉあすカぐｘぎすか カｘぅｘかざｘぉｘぎғｘ くｘぉすき

いっｙっぐっき ｘぉすコすぅ
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• ｓあすく-ｘそカ きぃか ｘく カチぎｘぉあｘぎすか おｘざうかｘғｘ くｘぉғｘか えぃぅあぃ, えぃぉぃくっ えぃコぃくぐぃぎぁぃ
かｘぅｘぎ ｘけあｘぎすコすぅ:
– ｓあすく-ｘそカ きぃか ｘく カチぎｘぉあｘぎす ｘぇかｘぉすき ぐチぎｘぐすか ｙタぎっええっざ ぐタぐっえぐぃぎぁぃ

えぃあぃぎぁっ いｘくｘおｘけす えぃぎぃえ.
– ｉけ いうかｘぉおｘけ タざっか えモくぐぎヲぉあぃぎ, くぐｘえｘかあｘぎ, ざすかす ｘそカぐｘぎ, ぐ, ｙ. くうそカぐす

ざチコғすぉ すあすくぐｘぎあすコ ｘけすぅあｘぎすか ぐヲおぃか カｘぎｘぐすき くｘぉすコすぅ.
– Ｒく カチぎｘぉあｘぎす すあすく-ｘそカぐｘぎあすコ っざっかあぃ, かぃ がぉｘぎ ｙっぎっかっコ チくぐっかあぃ ｙっぎっ

いｘぐきｘけす えぃぎぃえ.
– ｉぐｘえｘかあｘぎғｘ ぅうそか えぃぉぐっぎおぃけ タざっか, がぉｘぎ ｙっぎ-ｙっぎっかぃ ぐうおぃけっ えぃぎぃえ.
– ｂっざえぃかぐｘぇ ぅｘぐぐｘぎあす ｘく カチぎｘぉあｘぎすかｘ ｘぎかｘぉғｘか くぃｙぃぐえぃ くｘぉすコすぅ.

• ｆぐカｘ ぐヲぅっおあっ きぉｘくぐおｘくくｘ ぅｘぐぐｘぎあすコ いモかぃ えモくぐぎヲぉあぃぎあっコ カｘｙすぎғｘぉｘぎす
くけ ぐｘおざすぉｘぎすか チくぐｘき カｘぉけғｘ ｙぃぇっお えぃぉぃあっІ ｙチぉ ぅｘぐぐｘぎ げｘぎげがぎ かぃおぃくぃ
ぐぃおっぎ ぅｘぐぐｘぎ くうそカぐす ぐぃぅ カチぎғｘおｘぇあす.

• Ｘぃコっぉ ぅｘぐぐｘぎ (きぉｘくぐうえ くｘけすぐぐｘぎ, ぐ.ｙ.) タくぐっコぁっ くぃｙぃぐえぃ くｘぉすかすき,
カがぅғｘぉおｘぇぐすかあｘぇ ぃぐっき がぎかｘぉｘくぐすぎすぉけす えぃぎぃえ.

ｓあすく いけғすざぐｘ えぃぉぃくっ すあすく-ｘそカ きぃか ｘく カチぎｘぉあｘぎすか
いけけғｘ ｙがぉおｘぇあす: くすぇおｘぇぐすか:

• ｉｘｙす ｘғｘざぐｘか, おタぇっぅあぃか,
げｘぎげがぎあｘか かぃおぃくぃ ｘカすカぐｘか
いｘくｘぉғｘか ｘく カチぎｘぉあｘぎす.

• ｆぐカｘ ぐヲぅっおあっ ぃおぃく きぉｘくぐうえ ぅｘぐぐｘぎ.
• ｆぐカｘ ぐヲぅっおあっ ぃおぃく ぃくえっ いモかぃ ｙヲぉっえぐぃぎっ

いぃぉっおあぃぉっき カチぎｘくぐすぎすぉғｘか ｘく
カチぎｘぉあｘぎす.

• Ｓｘぇぉｘけぉす ｘく カチぎｘぉあｘぎす かぃおぃくぃ
すあすく-ｘそカ.

• オｘぉｘぇす かぃおぃくぃ おすく ぅｘぐぐｘぎ.
• オがぎғｘくすかあす こぎけくぐｘぉず.
• ｊがぐぐｘかけғｘ ｙぃぇっお ぐぃおっぎ ぅｘぐぐｘぎ.
• Ｒғｘざ ぐｘｙｘカぐｘぎ.
• ｉうかぐぃぐうえｘぉすカ ぐｘぉざすカぐｘぎあｘか

いｘくｘぉғｘか ぅｘぐぐｘぎ.

• ｂぃぎｘおうえｘぉすカ ぅｘぐぐｘぎあす, ぐぃえ カｘかｘ
ヲかあっぎけざっかっコ かチくカｘけぉすғすかあｘ すあすく
いけғすざぐｘ いけけғｘ ｙがぉｘあす あぃき
えヲぎくぃぐっぉぁぃか いｘғあｘぇあｘ ғｘかｘ いけすコすぅ.

• Ｘｘぉｘぐすぉғｘか すあすく-ｘそカぐｘぎ すあすく
いけғすざ おｘざうかｘあｘ いうっ いけすぉくｘ モぎっ
えぃぐけっ おタおえっか.

• ｂタおっく いモかぃ ｘぉぜおうかうぇ ｙヲぉざぃえぐぃぎ
いけғｘか えぃぅあぃ, ぐタくっか ヲぅぁぃぎぐけぁぃ ｙぃぇっお
えぃぉぃあっ: オすざｘ, いチおすぎぐカｘかすコ ｘғす おぃか
くｘぎすくす くうそカぐす カｘぉあすカぐｘぎ, えヲき
いｘғあｘぇぉｘぎあｘ えタおっく ぅｘぐぐｘぎあすコ ぐタくっかっコ
ヲぅぁぃぎけっかぃ くぃｙぃき ｙがぉｘあす. ｉがかあすカぐｘか
いけけあす えぃぇっかぁぃ カｘぉあすぎくｘコすぅ, えタおっく
すあすく-ｘそカぐｘぎあｘか ぐｘおｘカ カｘぉあすカぐｘぎすか
あぃぎぃけ ぐｘぅｘぉｘコすぅ.

ｓあすく-ｘそカぐｘぎあす くｘぉけ タざっか ぃくっえぐっ ｘざすき, くぃｙぃぐぐぃぎあっ くすぎғすぐすき ざすғｘぎすコすぅ.
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Ｒくぐすコғす くぃｙぃぐ
Ｒくぐすコғす くぃｙぃぐ えモくぐぎヲぉあぃぎあっ,
カｘカきｘカぐｘぎあす, ぐモぎぃぉえぃぉぃぎあっ, くｘぉｘぐ
ぐｘｙｘカぐｘぎすか いモかぃ ｘく カチぎｘぉあｘぎすか くｘぉけғｘ
ｘぎかｘぉғｘか.

ｓあすく-ｘそカぐｘぎ いモかぃ タぉえぃか カｘカきｘカぐｘぎ,
ｙタぎっええっざ ぐタぐっえぐぃぎ えぃあぃぎぁっくっぅ ｘぇかｘぉけ タざっか
くぃｙぃぐぐっコ ざぃぐ いｘғすか いｘғｘぉｘぐｘ
がぎかｘぉｘくぐすぎすぉけす えぃぎぃえ.

ｂモくぐぎヲぉあぃぎ, ざすかす ｘそカぐｘぎ おぃか
ぐｘｙｘカぐｘぎあす がコｘぇ くｘぉけ タざっか, ｘくぐすコғす
くぃｙぃぐぐっコ タくぐっかあぃぁっ っぉぁぃえ カｘぐｘぎぉｘぎすか
ぐヲおぃかあぃぐけぁぃ ｙがぉｘあす.

Ｒく カチぎｘぉあｘぎすかｘ ｘぎかｘぉғｘか カがぎｘきざｘ
ｅｘぅｘぎすコすぅあｘ ｙがぉくすか!
ｊっぁっかぃか がぎかｘぉｘくぐすぎすぉғｘか チぅすか いタぅあっ きすざｘカぐｘぎ - カｘけっき-カｘぐぃぎあっコ ｙっぎあぃか ｙっぎ
えヲぅっ. ダぅすか いモかぃ/かぃ ｙがぉおｘくｘ, ぃぐ ｙチぅｘぐすか かぃ ぐけぎｘぇぐすか ヲぐえっぎ きすざｘカぐｘぎ
ぐモぎっぅあっ ぅｘぐぐｘぎ, タくぐっコぁっ くぃｙぃぐぐぃ えヲぉあぃかぃコっかぃか がぎかｘぉｘくぐすぎすぉけす カｘいぃぐ.
ｇすざｘカ ぐモぎっぅあっ ヲぐえっぎ ぅｘぐぐｘぎあす くｘぉけ かぃおぃくぃ ざすғｘぎけ えぃぅっかあぃ ｘｙｘぇ
ｙがぉғｘかすコすぅ いヲか.
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Ｒく カチぎｘぉあｘぎすかすコ カがぎｘきざｘくすかあｘғす ｙｘぎぉすカ ぅｘぐぐｘぎғｘ くけ いｘカくす ぐうぜ タざっか
えぃぉぃくっかっ がぎすかあｘコすぅ:
1. ｊがぎあす ｘく カチぎｘぉあｘぎす くぃｙぃぐっかぃ

がぎかｘぉｘくぐすぎすコすぅ.
2. ｐｘかすざカすぉｘぎ おぃか カｘくすカぐｘぎあす ｘく

カチぎｘぉあｘぎす カがぎｘきざｘくすかｘ
くｘきぐｘぎすか ぐヲおぃか カｘぎｘぐすき
くｘぉすコすぅ.
ｇっくえっざ ぐモぎっぅあっ タぉえぃかっぎぃえ
カチぎｘぉあｘぎあす くｘぉけ タざっか, ぐがぎあすコ ｙっぎ
ｙヲぉっぁっか ざすғｘぎすき ぐｘくぐｘコすぅ.

Ｒく カチぎｘぉあｘぎす くｘぉすかｘぐすか カがぎｘきざｘかす
えぃコぃぇぐっき ｘぉけғｘ ｙがぉｘあす.
ｆかす すあすく いけғすざぐｘか ｘぉｘぎ えぃぅあぃ, ぃえっ
ｙヲぉっえぐぃか ぐチぎｘぐすか チくぐｘғすざすかすコ ぃえっ
ｙヲぉっぁっか あぃ カがぉすコすぅｙぃか カｘきくすぎｘ
チくぐｘけあす チおすぐきｘコすぅ.
1. Ｒく カチぎｘぉすかすコ カがぎｘきざｘくすか タくぐぃぉ かぃ

いチおすく ｘぉｘコすかｘ カがぇすコすぅ.
2. Ｗえっ ｙヲぉっえぐぃか ぐチぎｘぐすか チくぐｘғすざぐす

いｘぅすき ｘざすコすぅ.
3. Ｒく カチぎｘぉあｘぎすか ｘぉすコすぅ.

ゾくぐっコぁっ くぃｙぃぐ
ゾくぐっコぁっ くぃｙぃぐ ぐモぎぃぉえぃぉぃぎ (あぃくぃぎぐ ぐモぎぃぉえぃぉぃぎっ, ぐｘｙｘカざｘぉｘぎ, あうｘおぃぐぎっ 24
くお あぃぇっかぁっ ｘく ぐモぎぃぉえぃぉぃぎっ), くｘぉｘぐ ぐｘｙｘカぐｘぎす, ざすかす ｘそカぐｘぎғｘ いモかぃ
くぐｘえｘかあｘぎғｘ ｘぎかｘぉғｘか.
ｐすかすｘそカ くヲぎぃぉぃぎっかあぃぁっ いモかぃ がぉｘぎあすコ ｘくぐすかあｘғす すあすく-ｘそカぐｘぎあす,くけ
ｙｘぎぉすカ いぃぎぉぃぎっかぃ いｘカくすぉｘき ぐうぃぎぉっえぐぃぇ がぎかｘぉｘくぐすぎすコすぅ.
ダぅすか ｙがえｘぉあｘぎあす ざすかすｘそカぐｘぎ くヲぎぃくっかぃ
ぐヲコえぃぎっき がぎかｘぉｘくぐすぎけғｘ ｙがぉｘあす.
ダぅすかすぎｘカ ぅｘぐぐｘぎ タざっか すあすく-ｘそカ
っぉぁぃえぐぃぎっか いがғｘぎす カｘぎｘぇ いうすき カがぜғｘ
ｙがぉｘあす.
ダぅすか ｙがえｘぉあｘぎあす ざすかすｘそカぐｘぎ くヲぎぃくっかぃ
ぐヲコえぃぎっき がぎかｘぉｘくぐすぎけғｘ ｙがぉｘあす.
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ダぅすかすぎｘカ ぅｘぐぐｘぎ タざっか すあすく-ｘそカ
っぉぁぃえぐぃぎっか いがғｘぎす カｘぎｘぇ いうすき カがぜғｘ
ｙがぉｘあす.
Ｗくっえぐっ いｘｙｘぎ ｘぉあすかあｘ ｙタぎっええっざ
ぐタぐっえぐぃぎあっコ ｘぇかｘぉけすかｘ ぃざかモぎくぃかっコ
えぃあぃぎぁっ いｘくｘおｘぇぐすかあすғすかｘ えヲぅ
いぃぐえっぅっコっぅ.

ゾくぐっコぁっ くぃｙぃぐぐっコ ｙうっえぐっぁっか ぎぃぐぐぃけ
Ｗぁぃぎ タぉえぃか ぐモぎぃぉえぃぉぃぎあっ いけғすコすぅ えぃぉくぃ タくぐっコぁっ くぃｙぃぐぐっ いがғｘぎす
えヲぐぃぎぁぃかかぃか えぃぇっか, がぉｘぎあす ｘくぐすコғす くぃｙぃぐえぃ くｘぉすコすぅ.

ｓあすく-ｘそカぐすコ ぃコ タぉえぃか ｙうっえぐっぁっ:
 タくぐっコぁっ くぃｙぃぐ っざっかあぃ ｘくぐすコғす くぃｙぃぐ っざっかあぃ

ゾくぐっコぁっ くぃｙぃぐぐっ
えヲぐぃぎぁぃかあぃ

20 くお 31 くお

ゾくぐっコぁっ くぃｙぃぐぐっ ぐタくっぎぁぃかあぃ 24 くお 27 くお

Ｘがғｘぎすғｘ えヲぐぃぎけ タざっか, えぃぉぃくっ モぎぃえぃぐぐぃぎあっ がぎすかあｘコすぅ:
1. ｉぃｙぃぐ ぐがカぐｘғｘかғｘ あぃぇっか がかす くすぎぐカｘ カｘぎｘぇ ぐｘぎぐすコすぅ.
2. ｄぃこｘかうぅおっ ヲぅ がぎかすかｘ がぎかすғすき くぃｙぃぐ ぐチぎｘカぐｘかғｘかғｘ あぃぇっか がかすコ ぃえっ

いｘғすかｘか ぃききぃか チくぐｘき, いがғｘぎす カｘぎｘぇ えヲぐぃぎっコっぅ.
ｉぃｙぃぐぐっ ｙｘくぐｘきカす がぎかすかｘ ぐタくっぎけ タざっか えぃぉぃくっ モぎえぃぐぐぃぎあっ がぎすかあｘコすぅ:
1. ｉぃｙぃぐ ぐがカぐｘғｘかғｘ あぃぇっか がかす くすぎぐカｘ カｘぎｘぇ ぐｘぎぐすコすぅ.
2. Ｗえっ いｘғすかｘか ぃききぃか チくぐｘき いがғｘぎす

カｘぎｘぇ いすぉいすぐｘ がぐすぎすき,
おぃこｘかうぅおあっ くタぇぃおぃぉあぃぇ がぐすぎすき,
いｘぇおぃか ヲぅ がぎかすかｘ カがかあすぎすコすぅ.

ｉぃｙぃぐぐっ ぃざカｘざｘか ぐぃえ ｙっぎ いｘғすかｘか
ғｘかｘ チくぐｘけ ｘぎカすぉす えヲぐぃぎけぁぃ かぃおぃくぃ
ぐタくっぎけぁぃ ｙがぉおｘぇあす.
ｉぃｙぃぐ えヲぐぃぎっぉぁぃか くがコ, すあすく-ｘそカ
っぉぁぃえぐぃぎっか きｘぇあｘぉｘかｘ ｘぉおｘぇくすぅ.

ｅｘぅｘぎすコすぅあｘ ｙがぉくすか!
Ｒざすカ ぐチぎғｘか ぃくっえ カｘけっき えヲぅっ
ｙがぉғｘかあすカぐｘか がかす, すあすく-ｘそカぐｘぎあす
くｘぉғｘかかｘか えぃぇっか モぎカｘざｘか いｘけすき がぐすぎすコすぅ.
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Ｘけғすざ ぅｘぐぐｘぎあす きｘぇあｘぉｘかけ
ｓあすく いけғすざ おｘざうかｘあｘ きｘぇあｘぉｘかけ タざっか ｘぎかｘぇす ざすғｘぎすぉғｘか いけғすざ
ぅｘぐぐｘぎあす ғｘかｘ きｘぇあｘぉｘかすコすぅ.
Ｘけғすざ ぅｘぐぐｘぎ がぎｘおすかあｘ えヲぎくぃぐっぉぁぃか, ヲかあっぎけざっかっコ がぉｘぎあす きｘぇあｘぉｘかけ
おヲぉざぃぎっ おぃか くｘカぐｘけ いヲかっかあぃぁっ チくすかすくぐｘぎすか がぎすかあｘコすぅ.

Ｘけғすざ ぅｘぐぐす えヲぎくぃぐっぉぁぃか おヲぉざぃぎあぃか ｘぎぐすカ きｘぇあｘぉｘかｙｘけ ｘぎカすぉす ぅうそかあす
ぅｘぐぐｘぎあすコ ｙヲぉっかっき, カがぎざｘғｘか がぎぐｘかす ぉｘくぐｘおｘけすかｘ ヲぅ タぉぃくっコっぅあっ カがくｘくすぅ.

Ｘけғすざ ぅｘぐぐす くｘぉけ
1. オｘカきｘカざｘかす ｘざすコすぅ.

2. Ｘけғすざ ぅｘぐ くｘけすぐすかｘ (1) いけғすざ
ぅｘぐぐｘか くｘぉすコすぅ. ｊｘコｙｘぉｘおｘぉｘぎ
いけғすざ ぅｘぐぐす カがくけ おヲぉざぃぎっか
えヲぎくぃぐぃあっ:
20 = ざｘおｘおぃか 20 ぁ いけғすざ ぅｘぐカｘ
ぐぃコ
30 = ざｘおｘおぃか 30 ぁ いけғすざ ぅｘぐカｘ
ぐぃコ.

3. Ｒぉあすか ｘぉｘ いけけ えぃぅぃコっかぃか ぐチぎｘぐすか
ｙｘぎぉすカ ｙｘғあｘぎぉｘおｘぉｘぎ タざっか
ｘぉあすか ｘぉｘ いけғすざ ぅｘぐ くｘけすぐすかｘ
(2) いけғすざ ぅｘぐぐすコ カがくすおざｘ(5/10
ぁ)おヲぉざぃぎっか くｘぉけ えぃぎぃえ.
Ｘけғすざ ぅｘぐぐすコ ｙチぉ カがくすおざｘ
おヲぉざぃぎっ ｘぉあすか ｘぉｘ いけけ えぃぅぃコっかあぃ カがくすぉｘあす.
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4. ｊｘｙぉぃぐえｘ ぐモぎっぅあっ いけけ ぅｘぐぐｘぎすか
きｘぇあｘぉｘかғｘかあｘ がぉｘぎあす
カがぎｘきざｘғｘ (1) くｘぉすコすぅ

5. オｘカきｘカざｘかす カがぇすコすぅ あｘ
いｘｙすぉғｘかғｘ あぃぇっか タくぐっかぃか
ｙｘくすコすぅ.

ｊｘｙぉぃぐえｘ きっざっかあぃく いけけ ぅｘぐぐｘぎす
メぎぐタぎぉっ ヲかあっぎけざっぉぃぎ ヲかあっぎぁぃか
ぐｘｙぉぃぐえｘ ぐモぎっぅあっ いけけ ぅｘぐぐｘぎすかすコ ぃぎけ
けｘカすぐす あｘ モぎぐタぎぉっ ｙがぉｘあす. ｉがぉ
くぃｙぃきぐっ, カすくカｘ おぃぎぅっおあっえ いけけ
ｙｘғあｘぎぉｘおｘぉｘぎす カがぉあｘかすぉғｘかあｘ
えぃぇｙっぎ ぐｘｙぉぃぐえｘ きっざっかあぃく ぅｘぐぐｘぎあす
きｘぇあｘぉｘかけ えタぐえぃか かモぐういぃぁぃ
いぃぐえっぅｙぃぇあっ. ｉがかあすカぐｘか,ぐｘｙぉぃぐえｘ きっざっかあぃく いけけ ぅｘぐぐｘぎすか カがぉあｘかғｘか えぃぅあぃ
いけけ ぅｘぐぐｘぎすかすコ カｘぉあすғす モｙあぃか えぃぐけ タざっか チぅｘカ おぃぎぅっおあっえ いけけ
ｙｘғあｘぎぉｘおｘぉｘぎすか カがぉあｘかすコすぅ.

"Йсире-РЭb" げけかえごうそくす
Ｓチぇすお "Йсире-РЭb" カチぎｘおｘ いけけ ぐｘｙぉぃぐえｘぉｘぎすか きｘぇあｘぉｘかけғｘ おタおえっかあっえ
ｙぃぎぃぐっか, "Йсире-РЭb" げけかえごうそくすおぃか いｘｙあすカぐｘぉғｘか.
Ｓチぉｘぎ - いけけ, ざｘぜ いモかぃ ぐチぅｙぃか いチおくｘぎぐけ ぐモぎっぅあっ カｘくうぃぐぐぃぎあっコ ｙｘぎぉすғすか
ｙっぎ ヲぅっかあぃ カｘおぐすғｘか いけけғｘ ｘぎかｘぉғｘか ぅｘぐぐｘぎ. ｊｘｙぉぃぐえｘ きっざっかあぃく いけけ
ぅｘぐぐｘぎすかすコ ("3ек1", "4ек1", "5ек1", ぐ.く.く.) カｘかあｘぇ ぐタぎっか カがぉあｘかすき
がぐすぎғｘかすコすぅғｘ ｙｘぇぉｘかすくぐす, がぉｘぎあすコ カチぎｘおすかあｘ ｙｘくカｘ あｘ カｘくうぃぐえぃ うぃ
ぅｘぐぐｘぎあすコ ｙｘぎ ｙがぉけす おタおえっか.
Ｓチぉ いけけ ヲかっおあぃぎっかっコ くけあすコ えぃぎおぃえぐっぁっかぃ くｘぇ えぃぉぃぎ-えぃぉおぃくっか ぐぃえくぃぎっコっぅ.
ヱかあっぎけざっかっコ かチくカｘけぉｘぎすか がカすコすぅ.
Ｓチぉ きｘぎｘおぃぐぎあっ ｙｘぎぉすカ いけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘぉｘぎす タざっか ぐｘコあｘけғｘ ｙがぉｘあす. Ｓチぉ
げけかえごうそ ぐｘコあｘぉғｘかあｘ, ざｘぇғすざ ぅｘぐ おぃか ぐチぅあすコ くモぇえぃく くｘけすぐぐｘぎあｘか
カがくすぉけす ｘｚぐがおｘぐぐす ぐタぎあぃ ぐがカぐｘぐすぉｘあす いモかぃ ざｘぇғすざ ぅｘぐ おぃか ぐチぅあすコ
ざｘおあｘぎす あｘ ヲざぃあっ.
"Йсире-РЭb" げけかえごうそくすか, いけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすか ｙｘくぐｘおｘぇ ぐチぎすき ぐｘコあｘコすぅ.
ｇｘぎｘおぃぐぎ ぐｘコあｘぉғｘかかｘか くがコ, (えヲぎくぃぐえっざ ざｘおす いｘかｘあす) がぉ えぃぉぃくっ いけけ
ｙｘғあｘぎぉｘおｘぉｘぎす タざっか カがぉあｘかけғｘ あｘ ｙぃぉくぃかあっ ｙがぉｘ ｙぃぎぃあっ.
"Йсире-РЭb" げけかえごうそくすか カがぉあｘかғｘか えぃぅあぃ, ごうえぉ チぅｘカぐすғす あｘ ヲぅぁぃぎけっ おタおえっか.
Ｓチぉ いｘғあｘぇあｘ くｘかあすカ ｙぃぇかぃｙぃぐぐぃか えヲぎくぃぐっぉっき ぐチぎғｘか いけけ
ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすかすコ がぎすかあｘぉけ けｘカすぐす ｘｚぐがおｘぐぐす ぐタぎあぃ いｘコｘぎぐすぉすき
えヲぎくぃぐっぉぃあっ.
Ｓｘғあｘぎぉｘおｘ ｙｘくぐｘぉғｘかかｘか くがコ, "Йсире-РЭb" げけかえごうそくすか ヲぅぁぃぎぐけぁぃ
ＳｆｃｄＲａＶｓ. Ｗぁぃぎ "Йсире-РЭb" げけかえごうそくすか ｘいすぎｘぐカすコすぅ えぃぉくぃ,
ｙｘғあｘぎぉｘおｘ きｘぎｘおぃぐぎっか ｙっぎいがぉｘ ぐがカぐｘぐすき, くがあｘか くがコ "Йсире-РЭb"
きｘぎｘおぃぐぎっか ぐがカぐｘぐけすコすぅғｘ ｙがぉｘあす.
Ｓチかあｘぇ えぃぅあぃ, いけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすか (いモかぃ カｘぉｘғｘか きｘぎｘおぃぐぎぉぃぎあっ)
カｘぇぐｘあｘか がぎかｘぐけすコすぅ カｘいぃぐ.
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"Йсире-РЭb" げけかえごうそくすか ｙぃぉくぃかあっ えタぇぁぃ えヲざっぎけ/ｘいすぎｘぐけ
"Йсире-РЭb" げけかえごうそくすかすコ ざｘおす いｘかғｘかғｘ あぃぇっか, ぃえっ "Йсире-РЭb" ぐタぇおぃざっぁっか
(А いモかぃ Б)カｘぐｘぎ ｙｘくすき チくぐｘき ぐチぎすコすぅ . Ｓチぉ げけかえごうそかすコ カがくすぉけぉす
ぐチぎғｘかあすғすか ｙっぉあっぎぃあっ.
Ｓチぉ げけかえごうそかす ｙっぎいがぉｘ ぐがカぐｘぐけ タざっか, がくす ぐタぇおぃざっえぐぃぎあっ カｘぇぐｘあｘか "Йсире-
РЭb" ざｘおす ヲざえぃかざぃ カｘぐｘぎ ｙｘくすき ぐチぎすコすぅ.
Ｗぁぃぎ カチぎғｘぐけ かモぐういぃぉぃぎっ がぇあｘғすあｘぇ ｙがぉおｘくｘ, ｙっぅあっコ ｙぃぎぃぎ えぃコぃくっおっぅ:
1. ｐｘぇғすざ ぅｘぐ くｘけすぐすかｘ ざｘぇғすざ ぅｘぐぐｘか くｘぉすコすぅ.
2. ｐｘぇғすざ ぅｘぐ タぉぃくぐっぎぁっざっか ｙぃぉくぃかあっ えタぇぁぃ えヲざっぎっコっぅ.
3. ｐｘぇғすざ ぅｘぐぐす タぉぃくぐっぎけ おヲぉざぃぎっか 2-ざっ がぎすかғｘ カがぇすコすぅ.
• ｐｘぇғすざ ぅｘぐ タぉぃくぐっぎぁっざっか ぐぃえ "Йсире-РЭb" げけかえごうそくす カがくすぉけぉす ぐチぎғｘか

えぃぅあぃ ғｘかｘ ｙぃぉくぃかあっ えタぇぁぃ えヲざっぎけぁぃ/ｘいすぎｘぐけғｘ ｙがぉｘあす.

ｐｘぇғすざ ぅｘぐ タぉぃくぐっぎぁっざっか カがくけ/ｘいすぎｘぐけ
1. オがくけ/ヱざっぎけ (Лк/Лвв) ぐタぇおぃざっぁっか ｙｘくすコすぅ. ｓあすく いけғすざ おｘざうかｘ

きｘぎｘおぃぐぎぉぃぎあっ がぎかｘぐけ えタぇっかあぃ ぐチぎけす えぃぎぃえ.
2. A , B いモかぃ C ぐタぇおぃざっえぐぃぎっかっコ ざｘおあｘぎす いすきすぉすカぐｘぇ ｙｘくぐｘғｘかғｘ あぃぇっか,

B いモかぃ C ぐタぇおぃざっえぐぃぎっか カｘぐｘぎ ｙｘくすき チくぐｘき ぐチぎすコすぅ.
3. Ｔ げけかえごうそ ぐタぇおぃざっぁっか ｙｘくすコすぅ, A いモかぃ ｉ ぐタぇおぃざっえぐぃぎっかっコ ざｘおあｘぎす

ヲざぃあっ, ｙっぎｘカ Ｔ げけかえごうそ ぐタぇおぃざっぁっかっコ ざｘおす いｘかすき-くヲかぁぃか えタぇっ ぐチぎｘ
ｙぃぎぃあっ. ｉｘかあすカ ｙぃぇかぃｙぃぐぐぃか ｘғすおあすカ きｘぎｘおぃぐぎ えヲぎくぃぐっぉぃあっ:

 = ｐｘぇғすざ ぅｘぐ タぉぃくぐっぎぁっざっ ｘいすぎｘぐすぉғｘか.
 = ｐｘぇғすざ ぅｘぐ タぉぃくぐっぎぁっざっ ｙぃぉくぃかあっ えタぇあぃ.

4. ｇｘぎｘおぃぐぎあっ ヲぅぁぃぎぐけ タざっか B ぐタぇおぃざっぁっか カｘぇぐｘあｘか ｙｘくすコすぅ, くｘかあすカ
ｙぃぇかぃｙぃぐぐぃ いｘコｘ きｘぎｘおぃぐぎ きｘぇあｘ ｙがぉｘあす.

5. ｆくす ｘおｘぉあす カチぎすぉғす いｘあすかｘ ぃかぁっぅけ タざっか, Лк/Лвв ぐタぇおぃざっぁっか ｙｘくすき,
すあすく いけғすざぐす ｘいすぎｘぐすコすぅ.

Ｗぁぃぎ カｘぇぐｘあｘか いけけ ぅｘぐぐｘぎすか カがぉあｘかけあすコ くぐｘかあｘぎぐぐす いタぇぃくっかぃ えヲざえっコっぅ
えぃぉくぃ, ｙっぅあっコ ｙぃぎぃぎ えぃコぃくっおっぅ:
1. "Йсире-РЭb" げけかえごうそくすか ｘいすぎｘぐすコすぅ.
2. ｊチぅ ｙぃか ざｘぇғすざ ぅｘぐ くｘけすぐぐｘぎすか カｘぇぐｘあｘか ぐがぉぐすぎすコすぅ.
3. ｉけ えぃぎおぃえぐっぁっかっコ ぃコ いがғｘぎғす あぃコぁぃぇっか がぎかｘぐすき, カｘぉすきぐす いけけғｘ

ｘぎかｘぉғｘか 1 ｙｘғあｘぎぉｘおｘかす すあすく-ｘそカくすぅ がぎすかあｘコすぅ.
4. ｉけ えぃぎおぃえぐっぁっかっコ きｘぎｘおぃぐぎっか ｘぇおｘғすコすぅあｘғす くけ えぃぎおぃえぐっぁっかぃ くｘぇ

がぎかｘぐすコすぅ.
5. ｐｘぇғすざ ぅｘぐぐす タぉぃくぐっぎけ おヲぉざぃぎっか ｙぃぉぁっぉぃコっぅ.
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1) ｊチぐすかけ きｘぎｘおぃぐぎぉぃぎっ いｘぉきすぉｘおｘ チくすかすく ぎぃぐっかあぃ ｙぃぎっぉぁぃか いモかぃ がぉｘぎ くけあすコ カすくすおす おぃか
ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘくすかｘ, せぉぃえぐぎ カけｘぐすかすコ ヲぅぁぃぎっき ぐチぎけすかｘ, くがかあｘぇ-ｘカ すあすく-ｘそカぐすコ くｘかすかｘ
ｙｘぇぉｘかすくぐす.

20 Ｘけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘぉｘぎす



2) Ｒｚぐがおｘぐぐす いけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくす がぎすかあｘぉすき ぐチぎғｘかあｘ すあすく-ｘそカぐｘぎあすコ ぉｘくぐｘかけ あぃコぁぃぇっ
くけあすコ カｘかざｘぉすカぐす ぉｘぇぉｘかғｘかすかｘ カｘぎｘき ｘかすカぐｘぉｘあす. Ｓｘғあｘぎぉｘおｘかすコ チぅｘカぐすғす,
ぐチぐすかすぉｘぐすか くけ おぃか カけｘぐぐすコ えヲぉぃおっ あぃ モぎぐタぎぉっ ｙがぉけす おタおえっかІ ｙチぉ いけғすざぐすコ ぐがぉすカぐｘぇ かぃ
いｘぎぐすぉｘぇ ぐがぉぐすぎすぉғｘかあすғすかｘ, すあすく-ｘそカぐｘぎあすコ いぃコっぉ-いぃぉきっ かぃ ｘくｘ カｘぐぐす ぉｘくぐｘかғｘかすかｘ
ｙｘぇぉｘかすくぐす. ｉけあすコ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘくす ｘｚぐがおｘぐぐす ぐタぎあぃ 50°C おぃか 65°C ｘぎｘぉすғすかあｘ
がぎかｘぐすぉｘあす.

3) Ｘｘぎぐすぉｘぇ ぐがぉぐすぎすぉғｘか すあすく いけғすざ おｘざうかｘ タざっか ぐｘおｘざｘ いｘぎｘぇあす. Ｓチぉ ぐｘコぃぎぐぃコぁっ いモかぃ
えぃざえっ ｘくぐｘか カｘぉғｘか すあすく-ｘそカ きぃか ｘく カチぎｘぉあｘぎすか いけғすくす えぃぉぃぐっか, 4 ｘあｘおかｘか ぐチぎｘぐすか
いｘかチそかすコ おチカぐｘいあすғすか カｘかｘғｘぐぐｘかあすぎけғｘ ｘぎかｘぉғｘか, えタかあぃぉっえぐっ えがぉあｘかけғｘ いｘぎｘぇぐすか
ぐｘおｘざｘ ｙｘғあｘぎぉｘおｘ.

4) ｉすかｘカ ヲぐえっぅぃぐっか おぃえぃおぃぉぃぎぁぃ ｘぎかｘぉғｘか くすかｘカ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくす.

Ｘけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすか ぐｘコあｘけ いモかぃ ｙｘくぐｘけ
Ｘけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくす おぃか えっあっぎぐっき ｙｘくぐｘけ げけかえごうそくすか カチぎすぉғすかすコ ぃくっぁっ くモぉ
ｘざすぉすコカすぎｘき ぐチぎғｘかあｘ ぐｘコあｘコすぅ. Ｓｘғあｘぎぉｘおｘ かぃおぃくぃ "えっあっぎぐっき ｙｘくぐｘけ"
げけかえごうそくすかすコ えぃぎっ くｘかｘғす, ぃくっえ いｘｙすぉғｘかかｘか えぃぇっか ғｘかｘ ｙｘくぐｘぉｘあす.
Ｓチғｘか あぃぇっか がぎかｘぐすぉғｘか きｘぎｘおぃぐぎぉぃぎあっ ヲぅぁぃぎぐっき タぉぁぃぎけぁぃ ｙがぉｘあす.

1. ｉぃｙぃぐぐぃぎあっコ あチぎすく ぐがぉぐすぎすぉғｘかあすғすか ぐぃえくぃぎっき, ｙタぎっええっざ ぐタぐっえぐぃぎあっコ
ぃぎえっか ｘぇかｘぉけすかｘ ぃざかモぎくぃかっコ えぃあぃぎぁっ えぃぉぐっぎおぃぇぐっかあっぁっか ぐぃえくぃぎっコっぅ.

2. ｉけ カチｙすぎすかすコ ざタおぃぁっかっコ ｘざすカ ぐチぎғｘかあすғすかｘ えヲぅ いぃぐえっぅっコっぅ.
3. オがくけ/ヱざっぎけ (Лк/Лвв) ぐタぇおぃざっぁっか ｙｘくすコすぅ. ｓあすく いけғすざ おｘざうかｘ

きｘぎｘおぃぐぎぉぃぎあっ がぎかｘぐけ えタぇっかあぃ ぐチぎけғｘ ぐうっく.
4. オｘいぃぐぐっ ｙｘғあｘぎぉｘおｘғｘ くモぇえぃく えぃぉぃぐっか ぐタぇおぃざっえぐっ ｙｘくすコすぅ ("Ｘけけ

ｙｘғあｘぎぉｘおｘぉｘぎす" えぃくぐぃくっかぃ カｘぎｘコすぅ). Ｗくっえぐっ いｘｙすコすぅ, ｙｘғあｘぎぉｘおｘ
ｘｚぐがおｘぐぐす ぐタぎあぃ ｙｘくぐｘぉｘあす.

Ｓｘғあｘぎぉｘおｘғｘ "えっあっぎぐっき ｙｘくぐｘけ" げけかえごうそくすか カがくすき がぎかｘぐけ いモかぃ
ｙｘきぐｘけ

1. Ｘけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすか ぐｘコあｘғｘかかｘか えぃぇっか, くｘかあすカ ｙぃぇかぃｙぃぐぐぃ
ｙｘғあｘぎぉｘおｘかす えぃざぃけっぉあぃぐけ けｘカすぐすかすコ くｘかあすカ おモかっ きｘぇあｘ ｙがぉғｘかざｘ
"えっあっぎぐっき ｙｘくぐｘけ" ぐタぇおぃざっぁっか ｙｘくすき ぐチぎすコすぅ. ｊｘコあｘぉғｘか ｙｘғあｘぎぉｘおｘかす
1-あぃか 19 くｘғｘぐカｘ あぃぇっか えっあっぎぐっき ｙｘくぐｘけғｘ ｙがぉｘあす.

2. ｄｘざうかｘかすコ ぃくっぁっか いｘｙすコすぅ, えぃぎっ くｘかｘカ ｘｚぐがおｘぐぐす ぐタぎあぃ ｙｘくぐｘぉｘあす.
3. ｂぃぎっ くｘかｘカ 1 くｘғｘぐ ざｘおｘくすかｘ えぃおっき がぐすぎｘあす.
4. Ｗくっえぐっ ｘざけ えぃぎっ くｘかｘカぐす えっあっぎぐぃあっ. Ｗくっえぐっ いｘｙすコすぅІ えぃぎっ くｘかｘカ ぐがカぐｘғｘか

いぃぎっかぃか モぎっ カｘぎｘぇ いｘぉғｘくｘあす.
5. ｂぃぎっ くｘかｘカ ｘそカぐｘぉғｘかかｘか えぃぇっか ｙｘғあｘぎぉｘおｘ ｘｚぐがおｘぐぐす ぐタぎあぃ

ｙｘくぐｘぉｘあす.
Ｘけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくす ｙｘくぐｘぉғｘかかｘか くがコ, すあすく-ｘそカ いけғすざ ぃくっぁっかっコ ｘくぐすかあｘғす
ぃあぃかあぃ かタえぐぃ きっざっかあぃく がきぐうえｘぉすカ ざｘお きｘぇあｘ ｙがぉｘあす.
Ｓチぉ がきぐうえｘぉすカ ざｘお, いけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすかすコ くがコすかｘ あぃぇっか いｘかすき ぐチぎｘあす.
Ｗぁぃぎ おｘざうかｘ いうһｘぅあすコ っざっかぃ ｙうっえぐぃぐっぉぃ がぎかｘぐすぉくｘ, がかあｘ がきぐうえｘぉすカ ざｘお
えヲぎっかｙぃぇ カｘぉけす おタおえっか.
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ｅｘぅｘぎすコすぅあｘ ｙがぉくすか!
ｆぎすかあｘぉすき ぐチぎғｘか いけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすか ｊＷｂ ｘくｘ カｘいぃぐぐっ いｘғあｘぇあｘ ғｘかｘ
ぐがカぐｘぐすコすぅ かぃ ｙがぉあすぎおｘコすぅ. ｅｘぅｘぎ ｘけあｘぎすコすぅ! Ｗくっえ ｘざすぉғｘか えぃぅあぃ
すくぐすカ ｙけ ざすғすき えぃぐけっ おタおえっか. Ｗくっえぐっ ｘｙｘぇぉｘき ｘざすコすぅ.

ｆぎすかあｘぉすき ぐチぎғｘか いけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすか かぃ えっあっぎぐっき ｙｘくぐｘけ
げけかえごうそくすか ｙがぉあすぎおｘけ

• ОБПБР いｘぅけすかすコ タくぐっかあぃぁっ ぃえっ ｙｘғあｘぎぉｘおｘ ぐタぇおぃざっぁっか ｙｘぎぉすカ
ｙｘғあｘぎぉｘおｘ ざｘおあｘぎすかすコ ぐタぇざぃえぐぃぎっ いｘかғｘかざｘ カｘぐｘぎ ｙｘくすき チくぐｘき
ぐチぎすコすぅ.

• "ｂっあっぎぐっき ｙｘくぐｘけ" げけかえごうそくすか ｙっぎいがぉｘ ぐがカぐｘぐくｘコすぅ, がぎかｘぐすぉғｘか いけけ
ｙｘғあｘぎぉｘおｘくす あｘ ｙっぎいがぉｘ ぐがカぐｘぇあす. Ｓチぉ いｘғあｘぇあｘ, いけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすか
カｘぇぐｘあｘか がぎかｘぐけすコすぅ カｘいぃぐ.

• Ｗぁぃぎ いｘコｘ いけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすか ぐｘコあｘけ カｘいぃぐ ｙがぉくｘ, いけғすざ ぅｘぐ
くｘけすぐすかあｘ いけғすざ ぅｘぐぐすコ ｙｘぎ-いがғすか ぐぃえくぃぎっコっぅ.

ｆぎすかあｘぉすき ぐチぎғｘか いけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすか ぐがカぐｘぐけ
• ｄｘざうかｘかすコ ぃくっぁっか ｘざすコすぅІ ｙｘғあｘぎぉｘおｘ ぐがカぐｘぇあす. Ｗくっえぐっ いｘｙすコすぅІ

ｙｘғあｘぎぉｘおｘ ぐがカぐｘғｘか いぃぎっかぃか モぎっ カｘぎｘぇ いｘぉғｘくｘ ぐタくぃあっ.

Ｘけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすかすコ くがコす
• ｄｘざうかｘ ｘｚぐがおｘぐぐす ぐタぎあぃ ぐがカぐｘぇあす いモかぃ ぃくぐっぉぃぎぉっえ くうぁかｘぉ いけけ

ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすかすコ ｘそカぐｘぉғｘかあすғすかｘか こｘｙｘぎあｘぎ ぃぐぃあっ.
• Ｘけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくす くがコすかｘ いぃぐえぃか くがコ, おｘざうかｘ ぃくっぁっかっコ ｘくぐすかあｘғす

がきぐうえｘぉすカ ざｘお ヲざぃあっ.
1. ｓあすく いけғすざ おｘざうかｘかすコ ぃくっぁっか ｘざすコすぅ.

Ｘｘコｘ ｘそカぐｘぉғｘか ｙｘғあｘぎぉｘおｘかすコ ｘかすカぐｘғすざ ざｘおす いｘかғｘか えタぇっかあぃ
ぐチぎｘ ｙぃぎぃあっ.

2. オがくけ/ヱざっぎけ (Лк/Лвв) ぐタぇおぃざっぁっか ｙｘくすき, おｘざうかｘかす ｘいすぎｘぐすコすぅ.
3. ｄｘざうかｘかすコ ぃくっぁっか ｘざすコすぅ あｘ すあすく-ｘそカぐｘぎあす ざすғｘぎおｘく ｙチぎすか ぃくっえぐっ

いｘぎぐすぉｘぇ ｘざカｘか えタぇあぃ ｙっぎかぃざぃ おうかけぐ えタぐっコっぅІ がくすぉｘぇざｘ すあすく-ｘそカぐｘぎ
くけすコカすぎｘき,カチぎғｘぐけ かモぐういぃくっ あぃ いｘカくｘぎｘ ぐタくぃあっ.

Ｘけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくす ｘそカぐｘぉғｘか くがコ すあすく いけғすざ おｘざうかｘかす せぉぃえぐぎ
いぃぉっくっかぃか ｘいすぎｘぐすき, くけ カチｙすぎすかすコ ざタおぃぁっか いｘけすき カがぜあす チくすかｘおすぅ.

ｓあすく いけғすざぐす すあすくぐｘぎあｘか ｙがくｘぐけ
• ｓくぐすカ すあすく ぃぉぃけくっぅ くｘぉおｘカ モくぃぎ ぃぐくぃ あぃ おがぎぐ くすかғすざ えぃぉぃあっ.

ｉがかあすカぐｘか すあすく-ｘそカぐす いけғすざぐｘか ざすғｘぎおｘく ｙチぎすか, くけすぐすき ｘぉけ えぃぎぃえ.
• Ｗコ ｘぉあすおぃか, ｘくぐすコғす くぃｙぃぐぐっ, くがあｘか くがコ タくぐっコぁっ くぃｙぃぐぐっ ｙがくｘぐすコすぅІ

くがかあｘ ぐヲおぃかあぃぁっ すあすく-ｘそカカｘ タくぐっコぁっ くぃｙぃぐぐぃか くけ ぐｘおすき えぃぐきぃぇあっ.
• ｊがぐ ｙｘくきｘぇぐすか ぐぃおっぎ, すあすく-ｘそカぐｘぎғｘ カｘぎｘғｘかあｘ ｙっぎぐっかあぃき くけすき

ｙｘくすぉｘぐすかあすカぐｘか, すあすく いけғすざ おｘざうかｘかすコ カｘｙすぎғｘぉｘぎす おぃか ぃくっぁっ
ｙけぉｘかけす おタおえっか.
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ｉｘカぐｘかあすぎけ ぐけぎｘぉす ぃくえぃぎぐけ!
Ｘけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくす ｘそカぐｘぉғｘか くがコ すあすく いけғすざ おｘざうかｘかす せぉぃえぐぎ
いぃぉっくっかぃか ｘいすぎｘぐすき, くけ カチｙすぎすかすコ ざタおぃぁっか いｘけすき カがぜғｘ カぃかぃく ｙぃぎぃおっぅ.

ｂタぐっお いモかぃ ぐｘぅｘぉｘけ

ｉタぅぁっぉぃぎあっ ぐｘぅｘぉｘけ
ｉタぅぁっぉぃぎあっ おぃぅぁっぉ-おぃぅぁっぉ ぐぃえくぃぎっき いモかぃ ぐｘぅｘぉｘき がぐすぎけ えぃぎぃえ. ｂっぎぉぃかぁぃか
くタぅぁっぉぃぎ いけけ かモぐういぃくっか ぐヲおぃかあぃぐぃあっ.
ｅｘぅｘぎすコすぅあｘ ｙがぉくすか!
ｉタぅぁっぉぃぎあっ ぐｘぅｘぉｘけғｘ えっぎっくきぃく ｙチぎすか おｘざうかｘかすコ ｘいすぎｘぐすぉすき
ぐチぎғｘかあすғすかｘ えヲぅ いぃぐえっぅっコっぅ.

1. Ｗくっえぐっ ｘざすき, ｘくぐすコғす くぃｙぃぐぐっ ざすғｘぎすき ｘぉすコすぅ.
2. ｓあすく いけғすざ おｘざうかｘかすコ くタぅぁっぉぃぎ

いタぇぃくっ, ( A )っぎっ えヲぅあっ くタぅぁっあぃか,( B )
おうえぎが-くタぅぁっあぃか いモかぃ ぐぃぁっく くタぅぁっあぃか
ぐチぎｘあす. ｉタぅぁっ いタぇぃくっか おうえぎが-
くタぅぁっかっコ タくぐっかあぃ がぎかｘぉｘくカｘか
ぐチぐカｘかすコ えヲおぃぁっおぃか ｘざすコすぅ.

3. ｊチぐカｘかす くｘғｘぐ ｙｘғすぐすかｘ カｘぎくす
1/4 ｙチぎｘき, くタぅぁっざぐぃぎ いタぇぃくっか
ざすғｘぎすき ｘぉすコすぅ.

4. ( Ｒ ) っぎっ えヲぅ くタぅぁっかっ, ぐぃくっぁっ ｙｘぎ
チくぐｘғすざすかｘか チくぐｘき, ( B ) おうえぎが-
くタぅぁっあぃか ざすғｘぎすき ｘぉすコすぅ.

5. Ｓｘぎぉすカ くタぅぁっぉぃぎあっ ｘғすき いｘぐカｘか
くけғｘ チくぐｘき ぐチぎすき, おチカうそぐ
ぐｘぅｘぉｘコすぅ.
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6. ｊぃぁっく くタぅぁっかっ いけけ ｙヲぉっおっかっコ ぐタき
いｘғすかｘか ざすғｘぎすき ｘぉすき, ぃえっ
いｘғすか いｘカくすぉｘき いけすコすぅ.

7. ｊぃぁっく くタぅぁっかっ カｘぇぐｘあｘか いけけ
ｙヲぉっおっかっコ ぐタｙっかあぃぁっ がぎかすかｘ
がぎかｘぉｘくぐすぎすコすぅ いモかぃ がかすコ ヲぅ
がぎかすかｘ あチぎすく がぎかｘぉｘくカｘかすかｘ えヲぅ
いぃぐえっぅっコっぅ.

8. ( A )Ｉぎっ えヲぅあっ くタぅぁっかっ おうえぎが-くタぅぁっかっコ
( B ) っざっかぃ くｘぉすき, ぃえぃけっか ｙっぎぁぃ
ｙｘくすコすぅ.

9. オチぎｘおｘ くタぅぁっぉぃぎあっ モあぃきえっ がぎかすかｘ
がぎかｘぉｘくぐすぎすき, チくぐｘғすざすか くｘғｘぐ ｙｘғすぐすかｘ カｘぎｘぇ ぐがカぐｘғｘかざｘ
ｙチぎｘコすぅ. ｆくす えぃぅあぃ ぐぃぁっく くタぅぁっかっコ いけけ ｙヲぉっおっかっコ タくぐっかぃか ざすғすき
カｘぉおｘくすかｘ えヲぅ いぃぐえっぅっコっぅ.

ｅｘぅｘぎすコすぅあｘ ｙがぉくすか!
ｓあすく いけғすざ おｘざうかｘかす くタぅぁっぉぃぎくっぅ ＷｐオＲｐＲｅ きｘぇあｘぉｘかｙｘコすぅ. Ｗぁぃぎ
くタぅぁっぉぃぎあっ あチぎすく がぎかｘぐきｘくｘコすぅ, いけけ かモぐういぃぉぃぎっ カｘかｘғｘぐぐｘかғすくすぅ ｙがぉすき,
かモぐういぃくっかあぃ おｘざうかｘғｘ かチカくｘか えぃぉけっ おタおえっか.

Ｓタぎっええっざ ぐタぐっえぐぃぎあっ ぐｘぅｘぉｘけ
Ｓタぎっええっざ ぐタぐっえぐぃぎあっ ＷｐオＲｐＲｅ ｘぉすき ぐｘくぐｘけғｘ モぎぃえぃぐ いｘくｘおｘコすぅ.

Ｗぁぃぎ えっぎ カｘぉあすカぐｘぎす くけ ｙタぎっええっざぐぃぎっかっコ ぐぃくっえぐぃぎっか ｙっぐぃき カｘぉくｘ, がぉｘぎあす
いっコっざえぃ ざすぎきすおぃか ぐｘぅｘぉｘコすぅ.

ｉすぎぐすか ぐｘぅｘぉｘけ
ｄｘざうかｘかすコ くすぎぐすか いモかぃ ｙｘくカｘぎけ きｘかぃぉっか あすおカすぉ いチおくｘカ おｘぐｘおぃか
ぐｘぅｘぉｘコすぅ. Ｗぁぃぎ カｘいぃぐ ｙがぉくｘ, かぃぇぐぎｘぉ いけғすざ ぅｘぐぐす きｘぇあｘぉｘかすコすぅ.
ｉすぎぐす ぐぃぁっく ぃおぃく くすぅｘぐぐｘかあすぎｘぐすか ぅｘぐぐｘぎあす, ぐタぎきっぉっ ぐｘぅｘぉｘғすざぐｘぎあす
かぃおぃくぃ ぃぎっぐえっざぐぃぎあっ (ｘごぃぐがか, ぐぎうこぉがぎせぐうぉぃか, ぐ.く.く.) きｘぇあｘぉｘかｙｘコすぅ.

Ｉざっか ぐｘぅｘぉｘけ
Ｗくっえ ｘぇかｘぉｘくすかあｘғす ぐすғすぅあｘғすざぐｘぎあす, いけғすざ いモかぃ ざｘぇғすざ ぅｘぐ
くｘけすぐぐｘぎすか おぃぅぁっぉ-おぃぅぁっぉ あすおカすぉ おｘぐｘおぃか ぐｘぅｘぉｘき ぐチぎすコすぅ.
メぎ 3 ｘぇ くｘぇすか いけғすざ ぅｘぐぐす きｘぇあｘぉｘかすき, ｘくｘ えっぎぉぃぁぃか すあすく-ｘそカぐｘぎあす
いけけғｘ ｘぎかｘぉғｘか ｙｘғあｘぎぉｘおｘかす ぃざｙっぎ すあすく-ｘそカくすぅ がぎすかあｘき ぐチぎけあす
チくすかｘおすぅ.

ダぅｘカ けｘカすぐ ｙがぇす きｘぇあｘぉｘかｙｘけ
Ｗぁぃぎ おｘざうかｘかす チぅｘカ けｘカすぐ きｘぇあｘぉｘかｙｘくｘコすぅ, くっぅぁぃ ｙぃぎぃぎ えぃコぃくっおっぅ:
1. ｄｘざうかｘかす せぉぃえぐぎ いぃぉっくっかぃか ｘいすぎｘぐすき, くがあｘか えぃぇっか くけあす ヲざっぎっき

ぐｘくぐｘコすぅ.
2. Ｘｘғすおくすぅ うっく きｘぇあｘ ｙがぉおｘく タざっか, ぃくっえぐっ ｘざすコカすぎｘき カがぇすコすぅ.
3. ｄｘざうかｘかすコ っざっか ぐｘぅｘぉｘき カがぇすコすぅ.
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ｄチぅあｘき えぃぐけあぃか くｘカぐｘけ
ｄｘざうかｘかす ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘくす 0°C ぐヲおぃか ｙがぉｘぐすか いぃぎぁぃ カがぇおｘコすぅ. Ｗぁぃぎ
がかあｘぇ いｘғあｘぇғｘ おタおえっかざっぉっえ いがカ ｙがぉくｘ おｘざうかｘかす ｙがくｘぐすコすぅ あｘ がかすコ
ぃくっぁっか いｘけすき, くけ カｘｙすぉあｘぇぐすか ぐタぐっぁっか ｘいすぎｘぐすき, がかす ｙがくｘぐすコすぅ.

ｄｘざうかｘかす えヲざっぎけ
Ｗぁぃぎ おｘざうかｘかす えヲざっぎけ カｘいぃぐ ｙがぉくｘ, (えヲざけ くぃｙぃきぐぃぎっかぃ ｙｘぇぉｘかすくぐす,
ぐ.く.く.):
1. ｕぉぃえぐぎ いぃぉっくっかぃか ｘいすぎｘぐすコすぅ.
2. ｉけ カチｙすぎすかすコ ざタおぃぁっか いｘｙすコすぅ.
3. ｉけ カｘｙすぉあｘぇぐすか いモかぃ いけすかあす くけあす いっｙぃぎぃぐっか ぐタぐっえぐぃぎっか ｘいすぎｘぐすコすぅ.
4. ｄｘざうかｘかす ぐタぐっえぐぃぎっおぃか ｙっぎぁぃ ざすғｘぎすき ｘぉすコすぅ.
ｊｘくすおｘぉあｘけ えぃぅっかあぃ おｘざうかｘかすコ ｘけあｘぎすぉすき えぃぐけっかぃ いがぉ ｙぃぎおぃけ えぃぎぃえ.

ｊヲおぃかあぃぁっ いｘғあｘぇぉｘぎあｘ かぃ っくぐぃけ えぃぎぃえ ...
ｓあすく いけғすざ おｘざうかｘ いチおすくすか ｙｘくぐｘおｘぇ いｘぐすぎ かぃおぃくぃ いチおすく いｘくｘき
ぐチぎғｘか えぃぅあぃ ぐがカぐｘき カｘぉｘあす. ｂぃぇｙっぎ おモくぃぉぃぉぃぎ カｘぎｘきｘぇすお ぐぃこかうえｘぉすカ
カすぅおぃぐ えヲぎくぃぐっぉおぃぁぃかあっえぐぃか かぃ ｙｘカすぉｘけあすコ いぃぐえっぉっえくっぅあっぁっかぃか きｘぇあｘ
ｙがぉｘぐすかあすカぐｘか, がぉｘぎあす ｘぎかｘけぉす おｘおｘかあす ざｘカすぎおｘぇ, えぃくぐぃあぃぁっ
かチくカｘけぉｘぎあす カがぉあｘかすき ざぃざけぁぃ ｙがぉｘあす.
ｓあすく いけғすざ おｘざうかｘかす ｘいすぎｘぐすコすぅ あｘ, えぃぉぃくっ ぎぃぐぐぃけざっ モぎぃえぃぐぐぃぎあっ
がぎすかあｘコすぅ.

オｘぐぃぉぃぎ えがあす いモかぃ あチぎすく っくぐぃおぃけ ｄタおえっか くぃｙぃきぐぃぎっ いモかぃ ざぃざぃぐっか
いがぉあｘぎす

• がぎすかあｘぉすき ぐチぎғｘか ｙｘғあｘぎぉｘおｘ
ざｘおすかすコ チぅｘカ けｘカすぐ いｘかすき-くヲかけっ

• かタえぐぃ きっざっかあぃく がきぐうえｘぉすカ ざｘお
いｘかすき-くヲかっき ぐチぎ

• ｉｘかあすカ ｙぃぇかぃｙぃぐぐぃ  きｘぇあｘ
ｙがぉｘあす.

• ぃくぐっぉぃぎぉっえ タぅっえ-タぅっえ くうぁかｘぉ
ｓあすく いけғすざ おｘざうかｘғｘ くけ
ぐがぉぐすぎすぉおｘぇ ぐチぎ.

• ｉけ カチｙすぎすかすコ ざタおぃぁっ ぐがぉすき カｘぉғｘか
かぃおぃくぃ がғｘか カｘカ ぐチぎғｘか.
ｉけ カチｙすぎすかすコ ざタおぃぁっか ぐｘぅｘぉｘコすぅ.

• ｉけ カチｙすぎすかすコ ざタおぃぁっ いｘｙすカ ぐチぎ. ｉけ
カチｙすぎすかすコ ざタおぃぁっか ｘざすコすぅ.

• ｉけ いっｙぃぎけ カチｙすぎすかすコ えぉｘきｘかすかあｘғす
くタぅぁっざ (がかすおぃか いｘｙあすカぐｘぉғｘか
いけғすざぐｘぎあｘ) ｙっぐぃぉっき カｘぉғｘか.
ｊタぐっえぐぃぁっ くタぅぁっかっ ぐｘぅｘぉｘコすぅ.

• ｉけ ぐタぐっぁっ あチぎすく がぎかｘぉｘくきｘғｘか かぃおぃくぃ
がぉ カすくすぉすき, くけあす いっｙぃぎおぃぇ ぐチぎ.
Ｘけすかあす くけ ぐタぐっぁっかっコ あチぎすく カがくすぉғｘか
かぃ カがくすぉおｘғｘかすか ぐぃえくぃぎっコっぅ.
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オｘぐぃぉぃぎ えがあす いモかぃ あチぎすく っくぐぃおぃけ ｄタおえっか くぃｙぃきぐぃぎっ いモかぃ ざぃざぃぐっか
いがぉあｘぎす

• がぎすかあｘぉすき ぐチぎғｘか ｙｘғあｘぎぉｘおｘ
ざｘおすかすコ チぅｘカ けｘカすぐ いｘかすき-くヲかけっ

• かタえぐぃ きっざっかあぃく がきぐうえｘぉすカ ざｘお
いｘかすき-くヲかっき ぐチぎ

• ｉｘかあすカ ｙぃぇかぃｙぃぐぐぃ  きｘぇあｘ
ｙがぉｘあす.

• ぃくぐっぉぃぎぉっえ タぅっえ-タぅっえ くうぁかｘぉ
ｓあすく いけғすざ おｘざうかｘあｘか くけ えぃぐきぃぇ
いｘぐすぎ.

• ｈｘえがｚうかｘかすコ ぐタぐっえざぃくっ ｙっぐぃぉっき
カｘぉғｘか.
ｈｘえがｚうかｘかすコ ぐタぐっえざぃくっか ぐｘぅｘぉｘコすぅ.

• Ｘけすかあす くけあす ｘғすぅｘぐすか ぐタぐっえ あチぎすく
がぎかｘぉｘくきｘғｘか かぃおぃくぃ がぉ おｘぇすくすき
くけあす ｘғすぅｙｘぇ ぐチぎ.
Ｘけすかあす くけ ぐタぐっぁっかっコ あチぎすく カがくすぉғｘか
かぃ カがくすぉおｘғｘかすか ぐぃえくぃぎっコっぅ.

• がぎすかあｘぉすき ぐチぎғｘか ｙｘғあｘぎぉｘおｘ
ざｘおすかすコ チぅｘカ けｘカすぐ いｘかすき-くヲかけっ

• かタえぐぃ きっざっかあぃく がきぐうえｘぉすカ ざｘお
いｘかすき-くヲかっき ぐチぎ

• ｉｘかあすカ ｙぃぇかぃｙぃぐぐぃ  きｘぇあｘ
ｙがぉｘあす.

• ぃくぐっぉぃぎぉっえ タぅっえ-タぅっえ くうぁかｘぉ
ｉけ ぐｘくカすかすかｘ カｘぎくす カチぎｘぉ ｙぃぉくぃかあっ
えタぇぁぃ えヲざっぎっぉぁぃか.

• ｉけ カチｙすぎすかすコ ざタおぃぁっか いｘけすき,
いぃぎぁっぉっえぐっ カすぅおぃぐ えヲぎくぃぐけ
がぎぐｘぉすғすかｘ こｘｙｘぎぉｘくすコすぅ.

Ｓｘғあｘぎぉｘおｘ ｙｘくぐｘぉおｘぇ ぐチぎ. • ｓあすく いけғすざ おｘざうかｘ ぃくっぁっ あチぎすく
いｘｙすぉおｘғｘか. Ｗくっえぐっ いｘｙすコすぅ.

• Ｒざｘ せぉぃえぐぎ いぃぉっくっかぃ カがくすぉおｘғｘか.
Ｒざｘかす せぉぃえぐぎ いぃぉっくっかぃ カがくすコすぅ.

• ゾぇあぃぁっ くｘカぐｘかあすぎғすざぐｘぎ
カがぎｘきざｘくすかあｘғす くｘカぐｘかあすぎғすざ
えタぇっき えぃぐえぃか.
ｉｘカぐｘかあすぎғすざぐす ｘけすくぐすぎすコすぅ.

• Ｓｘғあｘぎぉおｘかす えっあっぎぐっき ｙｘくぐｘけ
げけかえごうそくす がぎかｘぐすぉғｘか.
Ｗぁぃぎ すあすく-ｘそカぐｘぎあす あぃぎぃけ いけけ
カｘいぃぐ ｙがぉくｘ, "えっあっぎぐっき ｙｘくぐｘけ"
げけかえごうそくすか ｙっぎいがぉｘ ぐがカぐｘぐすコすぅ.

Ｗぁぃぎ おｘざうかｘ ざえｘげぐｘぎあすコ っざっかぃ, そғかう がғｘか いうһｘぅあｘぉғｘか ぃくっえ がぎかｘぐすぉくｘ,
がきぐうえｘぉすカ ざｘおかすコ いｘかすき-くヲかぁぃかっ えヲぎっかｙぃぇ カｘぉけす おタおえっか.
ｆくす ぐぃえくぃぎけぉぃぎ ヲぐえっぅっぉぁぃかかぃか くがコ, おｘざうかｘかす カがくすコすぅ: ｙｘғあｘぎぉｘおｘ
ぐがカぐｘき カｘぉғｘか いぃぎっかぃか モぎっ カｘぎｘぇ いｘぉғｘくｘあす.
Ｗぁぃぎ あチぎすく いチおすく っくぐぃおぃけ かぃ ｘカｘけぉすカ えがあぐｘぎす カｘぇぐｘ えヲぎくぃぐっぉくぃ, いぃぎぁっぉっえぐっ
カすぅおぃぐ えヲぎくぃぐけ がぎぐｘぉすғすかｘ こｘｙｘぎぉｘくすコすぅ.
オすぅおぃぐ えヲぎくぃぐけ がぎぐｘぉすғすかｘ こｘｙｘぎぉｘくカｘか えぃぅあぃ, おｘざうかｘかすコ タぉぁっくっか
(Йла.), ヲかっおかっコ かヲおっぎっか (МКC) いモかぃ くぃぎうそぉすカ かヲおっぎっか (П.К.) おモぉっお ぃぐっコっぅ.
Ｓチぉ おモぉっおぃぐぐっ すあすく いけғすざ おｘざうかｘかすコ カｘｙすぎғｘくすかあｘ がぎかｘぉｘくカｘか
ぐぃこかうえｘぉすカ あぃぎぃえ ぐｘカぐｘぇざｘくすかｘか ぐｘｙけғｘ ｙがぉｘあす.
ｆくす かヲおっぎぉぃぎ モぎあｘぇすお ｘぉあすコすぅあｘ ｙがぉけす タざっか, がぉｘぎあす おすかｘ いぃぎぁぃ
いｘぅすき カがぜғｘ えぃコぃく ｙぃぎぃおっぅ:
ゾぉぁっ (Йла.) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
МКC (ヲかっお かヲおっぎっ): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ｉぃぎうそぉすカ かヲおっぎっ (П.К.) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ｘけけ かモぐういぃぉぃぎっ カｘかｘғｘぐぐｘかｘぎぉすカ ぃおぃく
ｓあすくぐｘぎ ぐｘぅｘ ぃおぃく • ｉｘぇ えぃぉぃぎぉっえ ｙｘғあｘぎぉｘおｘあｘか ｙｘくカｘ

ｙｘғあｘぎぉｘおｘ ぐｘコあｘぉғｘか.
• ｓあすく-ｘそカぐｘぎ くけ がぉｘぎあすコ ｙｘぎぉすカ

いぃぎぉぃぎっかぃ ｙっぎえぃぉえっ ぐうおぃぇぐっかあぃぇ
がぎかｘぉｘくぐすぎすぉғｘか. ｉぃｙぃぐぐぃぎぁぃ
ｙぃぉぁっぉぃかぁぃか おヲぉざぃぎあぃか ｘぎぐすカ すあすく-
ｘそカ くｘぉけғｘ ｙがぉおｘぇあす.

• ｓあすく-ｘそカ あチぎすく カｘぉｘかｙｘғｘかあすカぐｘか,
ｙタぎっええっざ ぐタぐっえぐぃぎ ぃぎえっか ｘぇかｘぉｘ ｘぉおｘぇ
ぐチぎ.

• Ｘけけ ｙヲぉっおっかっコ ｘくぐすコғす いｘғすかあｘғす
くタぅぁっぉぃぎ えっぎぉぃかぁぃか かぃ あチぎすく
がぎかｘぐすぉおｘғｘか.

• Ｘけғすざ ぅｘぐ ヲぐぃ ｘぅ おヲぉざぃぎあぃ
くｘぉすかғｘか かぃおぃくぃ おタぉあぃお
カがぉあｘかすぉおｘғｘか.

• ｓあすく-ｘそカカｘ カｘカ ぐチぎすき カｘぉғｘか
いｘғあｘぇあｘІ ぐチぅ くｘけすぐす ｙがく かぃおぃくぃ
くけあす いチおくｘぎぐカすざぐすコ あチぎすく あぃコぁぃぇっ
がぎかｘぐすぉおｘғｘか.

• Ｘけすかあす くけあす ｘғすぅｘぐすか ぐタぐっえ あチぎすく
カがくすぉおｘғｘか.

• ｊチぅ くｘけすぐすかすコ カｘカきｘカざｘくす あチぎすく
いｘｙすぉおｘғｘか.

ｓあすく-ｘそカ くけぉす いモかぃ ぐタくっ いｘカくす ぃおぃく • ｐｘぇғすざ ぅｘぐ カがぉあｘかすぉおｘғｘか.
• ｐｘぇғすざ ぅｘぐ タぉぃくぐっぎぁっざっ ｙがくｘき

カｘぉғｘか.
ｓあすく-ｘそカぐｘぎғｘ いがぉｘカ-いがぉｘカ くすぅｘぐぐｘぎ
おぃか ｘカざすぉ ぐｘコあｘカぐｘぎ ぐタくえぃか かぃおぃくぃ
ざすかす すあすくぐｘぎあすコ タくぐっ えヲえざっぉ ぐｘぎぐカｘか

• ｐｘぇғすざ ぅｘぐ おヲぉざぃぎっか ｘぅｘぇぐすコすぅ.

ｉぐｘえｘかあｘぎ おぃか すあすく-ｘそカぐｘぎあｘ カチぎғｘき
カｘぉғｘか くけ ぐｘおざすぉｘぎすかすコ っぅあぃぎっ ｙｘぎ

• ｐｘぇғすざ ぅｘぐ おヲぉざぃぎっか えヲｙぃぇぐっコっぅ.
• Ｓチかすコ くぃｙぃｙっ いけけ ぅｘぐぐｘぎす ｙがぉけす

おタおえっか. Ｘけғすざ ぅｘぐぐす ヲかあっぎけざっかっコ
ぐチぐすかけざすぉｘぎғｘ カがぉあｘけ えヲぎくぃぐけ
ｙヲぉっおっかぃ こｘｙｘぎぉｘくすコすぅ.

Ｗぁぃぎ がくす ぐぃえくぃぎけぉぃぎあっ ヲぐえっぅぁぃかかぃか くがコ, ｘカｘけぉすカ ぐｘғす あｘ がぎすか ｘぉくｘ,
いぃぎぁっぉっえぐっ カすぅおぃぐ えヲぎくぃぐけ がぎぐｘぉすғすかｘ こｘｙｘぎぉｘくすコすぅ.

ｊぃこかうえｘぉすカ ｘカきｘぎｘぐ

ヱぉざぃおあぃぎ Ｗかっ - ｙうっえぐっぁっ - ぐぃぎぃコあっぁっ
(くお)

44,6 ф 81,8-89,8 ф 55,5

ｕぉぃえぐぎ いぃぉっくっかぃ カがくすぉすお
- ｂぃぎかぃけ - Ｘｘぉきす カけｘぐ -
ｉｘカぐｘかあすぎғすざ

ｕぉぃえぐぎ いぃぉっくっかぃ カがくすぉけ ぐけぎｘぉす おモぉっおぃぐぐっ, すあすく
いけғすざ おｘざうかｘかすコ カｘｙすぎғｘくすかあｘғす ぐぃこかうえｘぉすカ
ｘカきｘぎｘぐ ぐｘカぐｘぇざｘくすかｘか ぐｘｙけғｘ ｙがぉｘあす.
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オチぇすぉｘぐすか くけあすコ
カすくすおす

Ｗコ ｘぅ - Ｗコ えヲき (ｄｇｘ) 0,05 - 0,8

ヱかっおあっぉっえ ｆぎすか きｘぎｘおぃぐぎぉぃぎっ 9
ｄｘえく. くｘぉおｘカ えぁ 35

ｆぎかｘぐけ ぐけぎｘぉす かチくカｘけぉｘぎ

ｆぎかｘぐけ

ｅｘぅｘぎすコすぅあｘ ｙがぉくすか!
ｆくす おｘざうかｘかす がぎかｘぐけғｘ カｘいぃぐ せぉぃえぐぎ いモかぃ くけ, えｘかｘぉうぅｘごうそ いタぇぃくっかぃ
カがくけ いチおすくぐｘぎすか ぐぃえ カｘかｘ ｙっぉっえぐっ せぉぃえぐぎうえ, くｘかぐぃこかうえ かぃおぃくぃ ｙっぉっえぐっ おｘおｘか
ｘぐカｘぎけす えぃぎぃえ.

ｄｘざうかｘかす がぎかｘぉｘくぐすぎおｘく ｙチぎすか,がぎｘお おｘぐぃぎうｘぉあｘぎすかすコ ｙｘぎぉすғすか
ｘぉすコすぅ.
ｄタおえっか ｙがぉくｘ, おｘざうかｘかす くけ カチｙすぎすかすコ ざタおぃぁっ おぃか えｘかｘぉうぅｘごうそғｘ
カがくすぉｘぐすか いぃぎあっコ カｘくすかｘ がぎかｘぉｘくぐすぎすコすぅ.
Ｓチぉ すあすく いけғすざ おｘざうかｘ ｘく タぇ いうһｘぅすかすコ っざっかぃ, かぃ タくぐぃぉあっコ ｘくぐすかあｘ
がぎかｘぉｘくぐすぎけғｘ ぉｘぇすカぐｘき いｘくｘぉғｘか.
ｅｘぅｘぎ ｘけあｘぎすコすぅ! ｓあすく いけғすざ おｘざうかｘかす いうһｘぅあすコ っざっかぃ がぎかｘぐすき,
いうһｘぅ きｘかぃぉっか がぎかｘぉｘくぐすぎけ ぐけぎｘぉす カがくすおざｘ タぉぁっあぃ ｙぃぎっぉぁぃか
かチくカｘけぉｘぎあす おチカうそぐ くｘカぐｘコすぅ.
ｉけあす ｙぃぎけ, くけあす えｘかｘぉうぅｘごうそғｘ いっｙぃぎけ いモかぃ せぉぃえぐぎ いぃぉっくっかぃ カがくけ くうそカぐす
かぃぁっぅぁっ いタぇぃぉぃぎあっ いうһｘぅ カｘｙすぎғｘくすかｘか くすぎぐカｘ ヲぐえっぅぃぐっか ぐぃくっえぐぃぎあぃか ｙｘくカｘ
ぃざｙっぎ ぐぃくっえぐっ がぇすき がぎかｘぐけあすコ カｘいぃぐっ いがカ.
Ｘけғすざぐすコ ｙうっえぐっぁっか がぎかｘぐけ タざっか ｘそカぐｘぎすか きｘぇあｘぉｘかすコすぅ.
ｓあすく いけғすざぐすコ っざえっ カチぎｘおあｘく ｙヲぉざぃえぐぃぎっかぃ カｘぐすくぐす いチおすくぐｘぎ
いタぎぁっぅっぉぁぃかあぃ, がかす せぉぃえぐぎ いぃぉっくっかぃか ｘいすぎｘぐすコすぅ.
ｄｘざうかｘかす えっぎぁっぅっき がぎかｘぉｘくぐすぎおｘく ｙチぎすか, くけ ｙぃぎぃぐっか いモかぃ いけすかあす くけあす
えｘかｘぉうぅｘごうそғｘ いっｙぃぎぃぐっか ぐタぐっえぐぃぎあっコ, せぉぃえぐぎ いぃぉっくっかぃ カがくｘぐすか えｘｙぃぉずあっコ
ざうぃぉぃかっくっき, かぃ いｘかざすぉすき カｘぉおｘғｘかあすғすかｘ えヲぅ いぃぐえっぅっコっぅ.

Ｉぎぁぃぉぃく がぎかｘぉｘくカｘか ぅｘぐぐｘぎғｘ いｘかｘくぐすぎｘ ｙぃえっぐけ
ｓあすく いけғすざぐす いｘかぐｘぜあｘか くｘカぐｘコすぅ.
ｉがかあすカぐｘか あｘ, すあすく いけғすざ おｘざうかｘ いうһｘぅすかすコ っぎぁぃぉぃく いｘぐカｘか
いうһｘぅあｘぎғｘ(えヲぎざっぉぃく ｘく タぇ ｙヲぉっおあぃぎっ, カｘｙすぎғｘ かぃおぃくぃ ざえｘげ) ｙぃぎっえ
いｘかｘくぐすぎすぉｘ ｙぃえっぐっぉぁぃかっか ぐぃえくぃぎっコっぅ.

ｊっえぐぃき がぎかｘぐけ
ｄｘざうかｘかすコ ぃくっぁっ いｘカくす いｘｙすぉけ タざっか がかす あチぎすく ぐっえぐぃき がぎかｘぐけあすコ おｘコすぅす
ぅがぎ. ｄｘざうかｘ あチぎすく ぐっえぐぃぉっき がぎかｘぐすぉくｘ, がかすコ ぃくっぁっ ｘざすぉғｘかあｘ, ざえｘげぐすコ
ぃえっ いｘғす ぐチぐすぉすき カｘぉｘ ｙぃぎおぃぇあっ. Ｗぁぃぎ ぃくっえ あチぎすくぐｘき いｘｙすぉおｘくｘ,
ヲぅぁぃぎぐきぃぉっ ｘそカぐｘぎ ｘぎカすぉす おｘざうかｘかす いヲかあぃき ぐっえぐぃき カがぇすコすぅ.
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ｉけ カチｙすぎすかｘ カがくすぉけ
ｄｘざうかｘかす くけすカ くけ いタぇぃくっかぃ カがくけғｘ えぃコぃく ｙぃぎぃおっぅ. Ｗぁぃぎ すくぐすカ くけあす
きｘぇあｘぉｘかくｘコすぅ,くけあすコ ぎチカくｘぐ ぃぐっぉぁぃか ぃコ いがғｘぎғす ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘくす - 60°C.
ｓくぐすカ くけ カがくけ ｘくｘ えっぎぉぃかぁぃか すあすくぐｘぎあす いけけ えぃぅっかあぃ モぎカｘざｘか ぐうっおあっ ｙがぉｘ
ｙぃぎおぃぇあっ, くぃｙぃｙっ ｙチぉ いけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすかすコ チぅｘカぐすғすか モいぃきぐモけっぎ
カすくカｘぎぐすき いっｙぃぎぃあっ.
ｊすғすぎすカ くけ カチｙすぎすかｘ カがくすぉすおあす いタぅぃぁぃ ｘくすぎけ タざっか, おｘざうかｘかすコ くけ
ｙぃぎぃぐっか ぐタぐっぁっかぃ ぉｘぇすカぐｘき いｘくｘぉғｘか,モぎっ ¾ ｙチぎｘぉすき ぐタぐっええぃ ぐタぇっくぐっぎけぁぃ
かぃおぃくぃ いぃあぃぉ いｘぉғｘくぐすぎｘぐすか ざタおぃええぃ カがくけғｘ ｘぎかｘぉғｘか.
ｉけ カすくすおす "ｊぃこかうえｘぉすカ あぃぎぃえぐぃぎ" ｙヲぉっおっかあぃ ｙぃぎっぉぁぃか ざぃえぐぃぎ ざぃぁっかぃか
ｘくきｘけす ぐうっく. Ｒぇおｘғすコすぅあｘғす くけ カチｙすぎぉｘぎすかあｘғす がぎぐｘざｘ カすくすお ぐけぎｘぉす
おモぉっおぃぐぐっ いぃぎぁっぉっえぐっ くけおぃか カｘおぐｘおｘくすぅ ぃぐぃぐっか がぎすかかｘか ｘぉｘ ｘぉｘくすぅ.
ｉけ ｙぃぎぃぐっか ぐタぐっえぐっ カがくすき いｘぐカｘかあｘ がぉ おｘぇすくすき, いｘかざすぉすき, かぃ ざうぃぉぃかっくっき
カｘぉおｘғｘか ｙがぉけす えぃぎぃえ.
ｓあすく いけғすざ おｘざうかｘぐすコ げけかえごうそぉｘぎす,えがかぐぎぁｘぇえｘかすコ えヲおぃぁっ ｘぎカすぉす
くがぉғｘ かぃ がコғｘ カｘぎｘぇ ｙチぎすぉｘ ｘぉｘぐすかあｘぇ ぃぐっき がぎかｘぐすぉғｘか ぐタぐっえぐぃぎあっ くけおぃか
ぐがぉぐすぎすき いモかぃ いけすかあす くけあｘか ｙがくｘぐすき ｙぃぎっき がぐすぎｘあす.
ｉけ ｘғすき えぃぐけあっコ ｘぉあすか ｘぉけ タざっか えがかぐぎぁｘぇえｘ あチぎすく がぎかｘぐすぉけす えぃぎぃえ.
(ｅｘぅｘぎ ｘけあｘぎすコすぅ! ｓあすく いけғすざぐｘぎあすコ ｙｘぎぉすカ おがあぃぉずあぃぎっ ｙっぎあぃぇ
えがかぐぎｘぁｘぇえｘおぃか いｘｙあすカぐｘぉғｘか くけ ｙぃぎけ いモかぃ いけすかあすかす いっｙぃぎけ
ぐタぐっえぐぃぎっおぃか オＲｄｊＲｄＲｉｓＹ ＷｊＩｃｄＷＵＷｅ. Ｒぐｘぉおすざ いけғすざぐｘ ｙチぉ カチぎすぉғす
カｘぎｘくぐすぎすぉおｘғｘか). Ｗぁぃぎ ｙチぉ ｙチぇすお いｘコｘ カチｙすぎぉｘぎғｘ かぃおぃくぃ チぅｘカ けｘカすぐ
きｘぇあｘぉｘかけあｘ ｙがぉおｘғｘか カチｙすぎぉｘぎғｘ カがくすぉおｘカ ｙがぉくｘ, くけ カｘｙすぉあｘぇぐすか
ぐタぐっえぐっ カがくきｘく ｙチぎすか, くけあす ｙっぎかぃざぃ おうかけぐ ｘғすぅすき カがぇすコすぅ.
Ｗくえっ おｘざうかｘぉｘぎあｘ カがぉあｘかすぉғｘか ぐタぐっえぐぃぎあっ ｇＲａＶＲｃＲｅＳＲゲｓＹ.
Ｓチぉ ｙチぇすお ｘぐｘぉおすざ おｘざうかｘあｘ カがぉあｘかすぉғｘか くけあすコ ぐｘぅｘ ｘけすぅ くけ いタぇぃくっかぃ
カｘぇぐｘ ｙｘぎすき カがくすぉけすかｘか くｘカぐｘかあすぎｘぐすか カｘけっきくっぅあっえ カチぎｘぉすおぃか
いｘｙあすカぐｘぉғｘか. Ｓチぉ ｙチぇすお カがぉあｘかすくぐｘғす くｘかぐぃこかうえｘぉすカ ぃぎぃいぃぉぃぎぁぃ くｘぇ
えぃぉぃあっ.

オがぎғｘけすざ えぉｘきｘかす ｙｘぎ くけ カｘｙすぉあｘぇぐすか ぐタぐっえ
オがく カｘｙｘぐぐす くけ カｘｙすぉあｘぇぐすか ぐタぐっえぐっ カがくすき ｙがぉғｘかかｘか くがコ, カがぎғｘけすざ
えぉｘきｘか ざタおぃえぐぃか えぃぇっか がぎかｘぉｘくｘあす. ｉがぉ くぃｙぃきぐっ くけ ｙぃぎぃぐっか ぐタぐっえ くけ ｘғすき
ぐチぎғｘか くモぐぐぃ ғｘかｘ カすくすおあす ｙがぉｘあす. ｉけあす カｘｙすぉあｘぇぐすか ぐタぐっえぐぃか くけ えぃぐくぃ,
カがぎғｘけすざ えぉｘきｘか くけ ｙぃぎけあっ ぐがカぐｘぐｘあす.
ｉけ カｘｙすぉあｘぇぐすか ぐタぐっえぐっ がぎかｘぐカｘか えぃぅあぃ, えぃぉぃくっ えぃコぃくぐぃぎぁぃ かｘぅｘぎ
ｘけあｘぎすコすぅ:
• オがぎғｘけすざ えぉｘきｘかғｘ えぃぉぃぐっか せぉぃえぐぎ ぐがғすかすコ くすおす カがく カｘｙｘぐぐす ぐタぐっえぐっコ

っざっかぃ ぃかぁっぅっぉぁぃか. ｉけ カｘｙすぉあｘぇぐすか ぐタぐっえぐっ かぃおぃくぃ カがぎғｘけすざ えぉｘきｘかあす
くけғｘ ｙｘぐすぎおｘコすぅ.

• Ｗぁぃぎ くけ カｘｙすぉあｘぇぐすか ぐタぐっえ かぃおぃくぃ カｘけっきくっぅあっえ えぉｘきｘかす ｙチぅすぉくｘ,
おｘざうかｘかす せぉぃえぐぎ いぃぉっくっかぃか ｘいすぎｘぐすき カがぇすコすぅ.

• オがぎғｘけすざ えぉｘきｘかす ｙｘぎ くけ カｘｙすぉあｘぇぐすか ぐタぐっえぐっ いぃぎぁっぉっえぐっ カすぅおぃぐ えヲぎくぃぐけ
がぎぐｘぉすғすかすコ カすぅおぃぐえぃぎっ ｘけすくぐすぎすき ｙぃぎけっ えぃぎぃえ.

• ｉけ カｘｙすぉあｘぇぐすか ぐタぐっえ ぃざカｘざｘか カがぎғｘけすざ えぉｘきｘかかすコ ｘくぐすコғす いｘғすかｘか
いがғｘぎす がぎかｘぉｘくきｘけ えぃぎぃえ.
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ｅｘぅｘぎすコすぅあｘ ｙがぉくすか!
Ｗくえぃぎぐけ! オｘぐぃぎぉっ えぃぎかぃけ.

Ｘけすかあす くけあす いっｙぃぎぃぐっか ぐタぐっえぐっ カがくけ
Ｘけすかあす くけあす ｘғすぅｘぐすか ぐタぐっえぐっ えぃぉぃくっ いがぉおぃか いｘぉғｘけғｘ ｙがぉｘあす:
1. ｆかす ぎｘえがｚうかｘかすコ ぐタぐっえざぃくっかっコ くすぎぐカす いｘғすかｘ ｙぃえっぐぃ がぎかｘぉｘくぐすぎけ

えぃぎぃえ. Ｓチぉ ぎｘえがｚうかｘあｘか ｘғすき いｘぐカｘか いけすかあす くけあすコ おｘざうかｘғｘ
カチぇすぉすき えぃぐけっかぃか くｘカぐｘぇあす.

2. Ｔぃかぐうぉそごうそぉすカ ぐぃくっぁっ ｙｘぎ カチｙすぎғｘ くｘぇ えぃぉけ タざっか, っざえっ あうｘおぃぐぎ ぃコ えぃお
あぃぁぃかあぃ 4 くお ｙがぉけす えぃぎぃえ.

Ｘけすかあす くけ いタぇぃくっかぃ いｘぉғｘぇぐすか いぃぎ
おｘざうかｘかすコ ぐタｙっかぃか 30 くお (ぃコ ｘぅ)-100 くお
(ぃコ えヲき) ｙうっえぐっえぐぃ がぎかｘぉｘくけす カｘいぃぐ.
Ｘけすかあす くけ いっｙぃぎぃぐっか ぐタぐっぁっ すあすく いけғすざ
おｘざうかｘかすコ くがぉ いｘғすかｘ, かぃ がコ いｘғすかｘ
カｘぎｘき ぐチぎけす えぃぎぃえ.
ｊタぐっえぐっコ おｘぇすくすき, かぃ ｙがぉおｘくｘ
いｘかざすぉすき カｘぉおｘғｘかあすғすかｘ えヲぅ
いぃぐえっぅっコっぅ, くぃｙぃｙっ ｙチぉ いけすかあす くけあすコ
えぃぐけっか ぐがカぐｘぐすき かぃ ｙｘそけ ｘғけすかｘ モえぃぉっき
くがғｘあす.
ｈｘえがｚうかｘかすコ ぐぃくっぁっ おｘざうかｘあｘか いけすかあす くけす えぃぐっき いｘぐカｘかあｘ
ぐすғすかあｘぉおｘけす えぃぎぃえ, くぃｙぃｙっ ｙチぉ いけすかあす くけあすコ おｘざうかｘғｘ えぃぎっ カチぇすぉすき
えぃぐけっかぃ くぃｙぃき ｙがぉけす おタおえっか.
Ｗぁぃぎ いけすかあす くけ カチｙすぎすか チぅｘぎぐカすざぐす きｘぇあｘぉｘかくｘコすぅ, がかすコ チぅすかあすғす 2
おぃぐぎあぃか ｘくきｘけす えぃぎぃえ いモかぃ がかすコ っざえっ あうｘおぃぐぎっ おｘざうかｘおぃか いぃぐえっぅっぉぁぃか
ぐタぐっえ あうｘおぃぐぎっかぃか えっざっ ｙがぉおｘけす えぃぎぃえ.
ｉがかすおぃか カｘぐｘぎ, いけすかあす くけ いっｙぃぎぃぐっか ぐタぐっえぐっ えｘかｘぉうぅｘごうそ カチｙすぎすかｘ カがくけ
タざっか カがぉあｘかすぉｘぐすか おけげぐｘぉｘぎあすコ っざえっ あうｘおぃぐぎっ おｘざうかｘおぃか ｙっぎぁぃ
いぃぐえっぅっぉぁぃか ぐタぐっえ あうｘおぃぐぎっかぃか えぃお ｙがぉおｘけす えぃぎぃえ.
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ｂｘかｘぉうぅｘごうそ カチｙすぎすか ぎｘえがｚうかｘかすコ
ｘくぐすかあｘғす ぐタぐっええぃ カがくけ えぃぅっかあぃ がかすコ
きぉｘくぐおｘくくｘ カｘｙすғすか (A)ぐチぐｘくぐｘぇ ｘぉすき
ぐｘくぐｘけ カｘいぃぐ . Ｗぁぃぎ ｙチぉ きぉｘくぐおｘくくｘ
カｘｙすカぐす ｘぉすき ぐｘくぐｘおｘくｘコすぅ, ぐｘおｘカ
カｘぉあすカぐｘぎす ｙっぎぐっかあぃき くけあす
えｘかｘぉうぅｘごうそғｘ いっｙぃぎぃぐっか ぐタぐっえぐっ カがくｘぐすか
ぐタぐっえざぃかっ ぐがぉぐすぎすき カがぜす おタおえっか.
Ｓっぅあっコ ｙチぇすおあｘぎすおすぅ いけすかあす くけあすコ
おｘざうかｘғｘ カｘぇぐｘ カチぇすぉけすかｘか くｘカぐｘぇぐすか
カｘけっきくっぅあっえ カチぎすぉғすくすおぃか いｘｙあすカぐｘぉғｘか. Ｗぁぃぎ くっぅあっコ ぎｘえがｚうかｘコすぅあすコ
ぐタぐっぁっ "カｘぇぐｘぎおｘぇぐすか えぉｘきｘかおぃか" いｘｙあすカぐｘぉくｘ, がかあｘ ｙチぉ いけすかあす くけあすコ
おｘざうかｘあｘか あチぎすく ｘカきｘけすかｘ すカきｘぉ ぐうぁっぅけっ おタおえっか. ｉがかあすカぐｘか あｘ ｙっぅ ｙチぉ
えぉｘきｘかあす ｘぉすき ぐｘくぐｘけғｘ えぃコぃく ｙぃぎぃおっぅ.

ｕぉぃえぐぎ いぃぉっくっかぃ いｘぉғｘけ
ｅｘぅｘぎすコすぅあｘ ｙがぉくすか!
オｘけっきくっぅあっえ くぐｘかあｘぎぐぐｘぎすかすコ ぐｘぉｘｙすかｘ くモぇえぃく おｘざうかｘ いぃぎぁぃ カがくすぉғｘか
ｙがぉけす えぃぎぃえ.
Ｓチぇすおあす ｙっぎっかざっ ぎぃぐ きｘぇあｘぉｘかｘぎ ｘぉあすかあｘ, いぃぎぁっぉっえぐっ せぉぃえぐぎ いぃぉっくっかっコ
えぃぎかぃけっ いモかぃ がかすコ ｙぃぎっぉけ ぐタぎっ ぐぃこかうえｘぉすカ ぐｘぉｘきぐｘぎ ぐｘカぐｘぇざｘくすかあｘ
えヲぎくぃぐっぉぁぃか ぐｘぉｘきぐｘぎғｘ くｘぇ えぃぉぃぐっかあっぁっかぃ えヲぅ いぃぐえっぅっコっぅ.
ｉがかすおぃか カｘぐｘぎ, くｘカぐｘかあすぎғすざ きｘぎｘおぃぐぎぉぃぎっか ぐぃこかうえｘぉすカ ぐｘぉｘきぐｘぎ
ぐｘカぐｘぇざｘくすかｘか ぐｘｙけғｘ ｙがぉｘあす.
Ｒざｘかす モぎカｘざｘか ぐチぇすカぐｘぉけあｘか くｘカぐｘかあすぎすぉғｘか, あチぎすく がぎかｘぐすぉғｘか
ぎがぅぃぐえｘғｘ カがくすコすぅ. Ｓっぎかぃざぃ カチぎすぉғすぉｘぎあす ぐがカ えヲぅっかぃか カがぎぃえぐぃかあっぎぃぐっか
カがくカすざ-ｘざｘかす, ｙっぎっえぐっぎぁっざぐぃぎあっ いモかぃ チぅｘぎぐカすざ えｘｙぃぉずあぃぎあっ きｘぇあｘぉｘかけғｘ
ｙがぉおｘぇあす.
ｆぉｘぎ カすぅすき えぃぐっき, ヲぎぐ ざすғけ カｘけきっか ぐけあすぎけす おタおえっか.
Ｗぁぃぎ カｘいぃぐ ｙがぉくｘ, タぇっコっぅあぃぁっ せぉぃえぐぎ いぃぉっくっかあぃぁっ ぎがぅぃぐえｘかす ｘけすくぐすぎすき
ｘぉすコすぅ. Ｗぁぃぎ せぉぃえぐぎ えｘｙぃぉっか ｘけすくぐすぎけ カｘいぃぐ ｙがぉくｘ, いぃぎぁっぉっえぐっ カすぅおぃぐ
えヲぎくぃぐけ がぎぐｘぉすғすおぃか こｘｙｘぎぉｘくすコすぅ.
Ｓチぇすおあす がぎかｘぐすき ｙがぉғｘかかｘか えぃぇっか, ｙチぇすおあす ぐがカ えヲぅっかぃ カがくｘぐすか ｘざｘ カがぉ
いぃぐぃぎ いぃぎあぃ ｙがぉけす えぃぎぃえ.
オがくカすざぐす せぉぃえぐぎ いぃぉっくっかぃか ｘいすぎｘぐけ タざっか, ぃざカｘざｘか がかすコ くすおすかｘか
ぐｘぎぐきｘコすぅ. メぎあｘぇすお ｘざｘかす カがぉおぃか ぐｘぎぐすき ざすғｘぎすコすぅ.
Ｘがғｘぎすあｘ えヲぎくぃぐっぉぁぃか くｘカぐすカ ざｘぎｘぉｘぎす いタぅぃぁぃ ｘくすぎすぉおｘғｘかあすカぐｘか
がぎすか ｘぉғｘか ｘカｘけぉすカぐｘぎ タざっか ヲかあっぎけざっ いｘけｘきぐす ぃおぃく.

オがぎざｘғｘか がぎぐｘ おモくぃぉぃぉぃぎっ

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

Ｓけすき-ぐタぇぃぐっか おｘぐぃぎうｘぉ
Ｓけすき-ぐタぇぃぐっか おｘぐぃぎうｘぉあｘぎ カがぎざｘғｘか がぎぐｘғｘ ぅうそか えぃぉぐっぎおぃぇあっ いモかぃ
がぉｘぎあす カｘぇぐｘ ヲコあぃけぁぃ ｙがぉｘあす. ｇぉｘくぐおｘくくｘあｘか いｘくｘぉғｘか カチぎｘおあｘく
ｙヲぉっえぐぃぎ がぉｘぎあｘғす ｙぃぉぁっぉぃぎ ｙがぇすかざｘ ｘかすカぐｘぉｘあす, おすくｘぉす, >МБЇ, >МПЇ,
ぐ. ｙ. Ｓけすき-ぐタぇぃぐっか おｘぐぃぎうｘぉあｘぎあす ｘけぉｘコすぅあｘғす ぐうっくぐっ カがカすく いモざっえぐぃぎっかぃ
ぐｘくぐｘコすぅ.
ｅｘぅｘぎすコすぅあｘ ｙがぉくすか!
ｄｘざうかｘ きｘぇあｘぉｘかけғｘ いｘぎｘおくすぅ ｙがぉすき ぐｘｙすぉғｘかあｘ:
• ｄｘざうかｘかす せぉぃえぐぎ いぃぉっくっかぃか ｘいすぎｘぐすコすぅ.
• ｂｘｙぃぉずあっ いモかぃ カがくカすざ-ｘざｘかす えぃくっき ｘぉすき, がぉｘぎあす カがカすく いモざっぁっかぃ

くｘぉすコすぅ.
• Ｗくっえ っぉおぃぁっか ｘぉすき ぐｘくぐｘコすぅ. Ｓチぉ ｙｘぉｘぉｘぎあすコ おｘざうかｘ っざっかぃ えっぎっき ｘぉすき,

ヲぅ ヲおっぎぉぃぎっかぃ カｘけっき ぐけあすぎけあｘか くｘカぐｘぇあす.
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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.
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ｅｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ 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

 60
ｇがあくがぃあうかぃかうぃ くぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ

 61

ｇがあえぉぜさぃかうぃ え せぉぃえぐぎがくぃぐう    62
Ｙｘｙがぐｘ がｙ がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあぃ   62

ｋきｘえがｚがさかすぃ おｘぐぃぎうｘぉす    63

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

Ｚかげがぎおｘごうそ きが ぐぃこかうえぃ ｙぃぅがきｘくかがくぐう
Ｖぉそ がｙぃくきぃさぃかうそ Ｔｘざぃぇ 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 きぃぎｚすお うくきがぉずぅがｚｘかうぃお ｚかうおｘぐぃぉずかが きぎが‐
さうぐｘぇぐぃ あｘかかがぃ ぎけえがｚがあくぐｚが, かぃ きぎがきけくえｘそ ぎぃえがおぃかあｘごうう う きぎぃあけきぎぃ‐
いあぃかうそ. ｏぐがｙす うぅｙぃいｘぐず かぃいぃぉｘぐぃぉずかすこ がざうｙがえ う かぃくさｘくぐかすこ くぉけさｘぃｚ,
ｚｘいかが, さぐがｙす ｚくぃ, えぐが きがぉずぅけぃぐくそ あｘかかがぇ おｘざうかがぇ, ｙすぉう がぅかｘえがおぉぃかす く
ぃぃ ぎｘｙがぐがぇ う きぎｘｚうぉｘおう ぐぃこかうえう ｙぃぅがきｘくかがくぐう. Ｔ くぉけさｘぃ きぎがあｘいう おｘざう‐
かす うぉう きぃぎぃあｘさう ぃぃ ｚ きがぉずぅがｚｘかうぃ あぎけぁがおけ ぉうごけ きぃぎぃあｘぇぐぃ ｚおぃくぐぃ く かぃぇ
う あｘかかがぃ ぎけえがｚがあくぐｚが, さぐがｙす かがｚすぇ きがぉずぅがｚｘぐぃぉず おｘざうかす きがぉけさうぉ くが‐
がぐｚぃぐくぐｚけぜしけぜ うかげがぎおｘごうぜ が きぎｘｚうぉずかがぇ せえくきぉけｘぐｘごうう おｘざうかす う きぎｘ‐
ｚうぉｘこ ぐぃこかうえう ｙぃぅがきｘくかがくぐう.

ｇぎｘｚうぉずかｘそ せえくきぉけｘぐｘごうそ
• Ｖｘかかｘそ きがくけあがおがぃさかｘそ おｘざうかｘ きぎぃあかｘぅかｘさぃかｘ ぐがぉずえが あぉそ おすぐずそ きが‐

くけあす う くぐがぉがｚすこ きぎうｙがぎがｚ, きぎうぁがあかすこ あぉそ おｘざうかかがぇ おがぇえう.
• ｅぃ ぅｘぉうｚｘぇぐぃ ｚ きがくけあがおがぃさかけぜ おｘざうかけ かうえｘえうこ ぎｘくぐｚがぎうぐぃぉぃぇ. ｕぐが

おがいぃぐ きぎうｚぃくぐう え ｚぅぎすｚけ.
• ｅがいう う きぎがさうぃ きぎぃあおぃぐす く ぅｘがくぐぎぃかかすおう えがかごｘおう あがぉいかす けえぉｘあす‐

ｚｘぐずくそ ぉうｙが 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,
ぉうｙが 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.

• ｇぎうおぃかそぇぐぃ ぐがぉずえが くぎぃあくぐｚｘ (おがぜしぃぃ くぎぃあくぐｚが, くがぉず う がきがぉｘくえうｚｘ‐
ぐぃぉず), きがあこがあそしうぃ あぉそ きがくけあがおがぃさかすこ おｘざうか.

• ｅぃ ぎぃえがおぃかあけぃぐくそ がぐえぎすｚｘぐず あｚぃぎごけ ぎｘｙがぐｘぜしぃぇ きがくけあがおがぃさかがぇ おｘ‐
ざうかす, 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.

• 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 ごうえぉｘ
おがぇえう.

• Ｙｘえがかさうｚ おがぇえけ, がぐえぉぜさうぐぃ おｘざうかけ がぐ せぉぃえぐぎがくぃぐう う ｚがあがきぎがｚがあｘ.
• ｊぃこがｙくぉけいうｚｘかうぃ せぐがぁが うぅあぃぉうそ あがぉいぃか 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 くぃぎｚうくかすぇ ぐぃこかうえ く うくきがぉずぅがｚｘかうぃお ぐがぉずえが がぎうぁうかｘぉずかすこ
ぅｘきｘくかすこ さｘくぐぃぇ.

• ｅう きぎう えｘえうこ がｙくぐがそぐぃぉずくぐｚｘこ かぃ きすぐｘぇぐぃくず がぐぎぃおがかぐうぎがｚｘぐず おｘざうかけ
くｘおがくぐがそぐぃぉずかが. Ｔすきがぉかぃかかすぇ かぃえｚｘぉうげうごうぎがｚｘかかすおう ぉうごｘおう ぎぃ‐
おがかぐ おがいぃぐ きがｚぉぃさず ぅｘ くがｙがぇ ぐぎｘｚおけ うぉう くぃぎずぃぅかがぃ きがｚぎぃいあぃかうぃ おｘ‐
ざうかす. 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. Ｔくぃぁあｘ ぐぎぃ‐
ｙけぇぐぃ うくきがぉずぅがｚｘかうそ がぎうぁうかｘぉずかすこ ぅｘきさｘくぐぃぇ.
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ｆｙしうぃ きぎｘｚうぉｘ ｙぃぅがきｘくかがくぐう
• ｄがぜしうぃ くぎぃあくぐｚｘ, きぎうおぃかそぃおすぃ ｚ きがくけあがおがぃさかすこ おｘざうかｘこ, おがぁけぐ ｚす‐

ぅｚｘぐず こうおうさぃくえうぃ がいがぁう ぁぉｘぅ, ぎぐｘ う ぁぉがぐえう. ｆかう おがぁけぐ ｙすぐず がきｘくかすおう
あぉそ いうぅかう! ｉぉぃあけぇぐぃ うかくぐぎけえごうそお きが ｙぃぅがきｘくかがくぐう 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.

• Ｔがあｘ うぅ きがくけあがおがぃさかがぇ おｘざうかす かぃ きぎぃあかｘぅかｘさぃかｘ あぉそ きうぐずそ. Ｔ Ｔｘざぃぇ
おｘざうかぃ おがぁけぐ かｘこがあうぐずくそ がくぐｘぐえう おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ.

• Ｔ ぉぜｙがぃ ｚぎぃおそ, えがぁあｘ かぃ ｚぃあぃぐくそ ぅｘぁぎけぅえｘ うぉう ぎｘぅぁぎけぅえｘ きがくけあす, あｚぃぎごｘ
きがくけあがおがぃさかがぇ おｘざうかす あがぉいかｘ ｙすぐず ぅｘえぎすぐｘ. ｊｘえうお がｙぎｘぅがお ｙけあぃぐ
うくえぉぜさぃかｘ ｚぃぎがそぐかがくぐず ぐがぁが, さぐが えぐが-かうｙけあず ぅｘごぃきうぐくそ ぅｘ がぐえぎすぐけぜ
あｚぃぎごけ う きがぉけさうぐ ぐぎｘｚおけ.

• ｅぃ くｘあうぐぃくず う かｘ 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
• Ｖｘかかがぃ うぅあぃぉうぃ きぎぃあかｘぅかｘさぃかが あぉそ せえくきぉけｘぐｘごうう ｚぅぎがくぉすおう ぉぜあずおう.

ｅぃ ぎｘぅぎぃざｘぇぐぃ あぃぐそお ｙぃぅ きぎうくおがぐぎｘ きがぉずぅがｚｘぐずくそ おｘざうかがぇ.
• Ｖぃぎいうぐぃ ｚくぃ けきｘえがｚがさかすぃ おｘぐぃぎうｘぉす ｚかぃ あがくそぁｘぃおがくぐう あぃぐぃぇ. 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.
• Ｖぃぎいうぐぃ 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 う かぃあがくぐけきかがお あぉそ あぃぐぃぇ

おぃくぐぃ.
• 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 がぐえぎすぐｘ ぃぃ あｚぃぎ‐

ごｘ.

ｋくぐｘかがｚえｘ
• ｇぎがｚぃぎずぐぃ, かぃぐ ぉう かｘ きがくけあがおがぃさかがぇ おｘざうかぃ きがｚぎぃいあぃかうぇ, きがぉけさぃか‐

かすこ きぎう ぐぎｘかくきがぎぐうぎがｚえぃ. ｅう ｚ えがぃお くぉけさｘぃ かぃ ｚえぉぜさｘぇぐぃ ｚ くぃぐず きが‐
ｚぎぃいあぃかかけぜ おｘざうかけ. Ｗくぉう Ｔｘざｘ おｘざうかｘ きがｚぎぃいあぃかｘ, がｙぎｘぐうぐぃくず え
きがくぐｘｚしうえけ.

• ｇぃぎぃあ せえくきぉけｘぐｘごうぃぇ ｚくそ けきｘえがｚえｘ あがぉいかｘ ｙすぐず くかそぐｘ.
• Ｔくぃ せぉぃえぐぎうさぃくえうぃ う くｘかぐぃこかうさぃくえうぃ ぎｘｙがぐす, かぃがｙこがあうおすぃ あぉそ きがあ‐

えぉぜさぃかうそ あｘかかがぇ おｘざうかす, あがぉいかす ｙすぐず ｚすきがぉかぃかす えｚｘぉうげうごうぎがｚｘか‐
かすお ぉうごがお.

• ｇが くががｙぎｘいぃかうそお ｙぃぅがきｘくかがくぐう かぃ きすぐｘぇぐぃくず おぃかそぐず 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.

• ｅう ｚ えがぃお くぉけさｘぃ かぃ きがぉずぅけぇぐぃくず きがくけあがおがぃさかがぇ おｘざうかがぇ, ぃくぉう きが‐
ｚぎぃいあぃかす せぉぃえぐぎうさぃくえうぇ えｘｙぃぉず うぉう ざぉｘかぁう あぉそ ｚがあすІ うぉう 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 ぐｘえ きがｚぎぃいあぃかす, さぐが ｚうあ‐
かｘ ｚかけぐぎぃかかそそ さｘくぐず おｘざうかす. Ｔが うぅｙぃいｘかうぃ ぎうくえｘ かぃくさｘくぐかがぁが くぉけさｘそ
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.

• ｅう ｚ えがぃお くぉけさｘぃ かぃ あがきけくえｘぃぐくそ くｚぃぎぉぃかうぃ がぐｚぃぎくぐうぇ ｚ ｙがえがｚすこ くぐぃか‐
えｘこ おｘざうかす - せぐうお おがいかが きがｚぎぃあうぐず ぁうあぎｘｚぉうえけ うぉう せぉぃえぐぎがきぎがｚがあえけ.

ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
ｇぎう きがあえぉぜさぃかうう え せぉぃえぐぎがくぃぐう う ｚがあがきぎがｚがあけ ｚかうおｘぐぃぉずかが ｚすきがぉかそぇぐぃ
けえｘぅｘかうそ, うぅぉがいぃかかすぃ ｚ くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうこ ぎｘぅあぃぉｘこ ぎけえがｚがあくぐｚｘ.
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ｆきうくｘかうぃ おｘざうかす

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 おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ
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 く ぐぃこかうさぃくえうおう あｘかかすおう
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
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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 ｎうげぎがｚがぇ あうくきぉぃぇ
3 ｂかがきえｘ "ｆぐくぎがさえｘ きけくえｘ"
4 ｂかがきえｘ ｚすｙがぎｘ きぎがぁぎｘおお
5 ｉｚぃぐがｚすぃ うかあうえｘぐがぎす
6 ｌけかえごうがかｘぉずかすぃ えかがきえう

ｉｚぃぐがｚすぃ うかあうえｘぐがぎす
ЙСИРЕРAB ｋえｘぅすｚｘぃぐ, ｚえぉぜさぃかｘ うぉう ｚすえぉぜさぃかｘ

げけかえごうそ ЙсирерЭb (くお. ぎｘぅあぃぉ "ｌけかえごうう
ЙсирерЭb")

ｉがぉず Ｙｘぁがぎｘぃぐくそ, えがぁあｘ ぅｘえがかさうぉｘくず くきぃ‐
ごうｘぉずかｘそ くがぉず. 1)

ｆきがぉｘくえうｚｘぐぃぉず Ｙｘぁがぎｘぃぐくそ, えがぁあｘ ぅｘえがかさうぉくそ がきがぉｘ‐
くえうｚｘぐぃぉず. 1)

1) Ｚかあうえｘぐがぎす かｘぉうさうそ くがぉう う がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ かうえがぁあｘ 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 ぃくぉう かぃがｙこがあうおが あがｙｘｚうぐず くがぉず う/うぉう がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉず.
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ｎうげぎがｚがぇ あうくきぉぃぇ きがえｘぅすｚｘぃぐ:
• くぐぃきぃかず いぃくぐえがくぐう, ぅｘあｘかかけぜ 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,
• きぎうｙぉうぅうぐぃぉずかがぃ ｚぎぃおそ, がくぐｘｚざぃぃくそ あぉそ ｚすきがぉかぃかうそ ぐぃえけしぃぇ きぎが‐

ぁぎｘおおす,
• ｚえぉぜさぃか うぉう ｚすえぉぜさぃか あがぅｘぐがぎ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ ( ｊｆｃｔｂｆ きぎう ｚえぉぜ‐

さぃかかがぇ げけかえごうう ),
• ぅｘｚ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),
• がｙぎｘぐかすぇ がぐくさぃぐ ｚぎぃおぃかう, がくぐｘｚざぃぁがくそ あが きけくえｘ, きぎう うくきがぉずぅがｚｘかうう

げけかえごうう がぐくぎがさえう きけくえｘ,
• えがあす かぃうくきぎｘｚかがくぐぃぇ きがくけあがおがぃさかがぇ おｘざうかす,
• Cぐｘぐけく (ｚえぉぜさぃかうぃ/がぐえぉぜさぃかうぃ) ぅｚけえがｚがぇ くうぁかｘぉうぅｘごうう.

ｌけかえごうがかｘぉずかすぃ えかがきえう
ｕぐう えかがきえう きがぅｚがぉそぜぐ ぅｘあｘぐず くぉぃあけぜしうぃ げけかえごうう/ｚすきがぉかうぐず くぉぃあけぜ‐
しうぃ がきぃぎｘごうう:
• 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,
• 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 ぅｘあｘかかがぇ がぐくぎがさえう きけくえｘ,
• 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 Йсире-РЭb
• 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 ｚ くぉけさｘぃ, えがぁあｘ

ｚえぉぜさぃかｘ げけかえごうそ Йсире-РЭb,
• Cぐｘぐけく (ｚえぉぜさぃかうぃ/がぐえぉぜさぃかうぃ) ぅｚけえがｚがぇ くうぁかｘぉうぅｘごうう.

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, ぃくぉう ぁがぎそぐ ｚくぃ うかあうえｘぐがぎす きぎが‐
ぁぎｘおお.
ｅぃ ぅｘｙすｚｘぇぐぃ, さぐが きぎう ｚすきがぉかぃかうう ぐｘえうこ がきぃぎｘごうぇ, えｘえ:
• ｚすｙがぎ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう
• かｘ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
• ｚえぉぜさｘぃぐくそ/がぐえぉぜさｘぃぐくそ あがぅｘぐがぎ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ
• ｚえぉぜさぃかうぃ/がぐえぉぜさぃかうぃ ぅｚけえがｚがぇ くうぁかｘぉうぅｘごうう
おｘざうかｘ ＶｆｃＸｅＲ  かｘこがあうぐずくそ ｚ ぎぃいうおぃ かｘくぐぎがぇえう.

Ｗくぉう ぁがぎうぐ があうか うぅ うかあうえｘぐがぎがｚ きぎがぁぎｘおお, ぅかｘさうぐ, ｚくぃ ぃしぃ ぅｘぁぎけいぃかｘ
きがくぉぃあかそそ ｚすきがぉかそｚざｘそくそ うぉう ｚすｙぎｘかかｘそ きぎがぁぎｘおおｘ.
Ｔ せぐがお 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 せぐけ きぎがぁぎｘおおけ かぃがｙこがあう‐
おが がぐおぃかうぐず.
ｆぐおぃかｘ けくぐｘかがｚぉぃかかがぇ うぉう ぐぃえけしぃぇ きぎがぁぎｘおおす : があかがｚぎぃおぃかかが かｘいおうぐぃ
う けあぃぎいうｚｘぇぐぃ あｚぃ きぎがぁぎｘおおかすぃ えかがきえう, ぎｘくきがぉがいぃかかすぃ かｘあ くぉがｚがお
ОБПБР, あが ぐぃこ きがぎ, きがえｘ かぃ ぅｘぁがぎそぐくそ ｚくぃ うかあうえｘぐがぎす きぎがぁぎｘおお. ｕぐが がぅ‐
かｘさｘぃぐ, さぐが くががぐｚぃぐくぐｚけぜしｘそ きぎがぁぎｘおおｘ がぐおぃかぃかｘ う 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.
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Ｙｚけえがｚｘそ くうぁかｘぉうぅｘごうそ
Ｙｚけえがｚｘそ くうぁかｘぉうぅｘごうそ うくきがぉずぅけぃぐくそ あぉそ ぐがぁが, さぐがｙす きがぉずぅがｚｘぐぃぉず おがぁ
ぉけさざぃ きがかそぐず, えｘえけぜ がきぃぎｘごうぜ ｚすきがぉかそぃぐ きがくけあがおがぃさかｘそ おｘざうかｘ ｚ ぐがぐ
うぉう うかがぇ おがおぃかぐ:
• かｘ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
• がえがかさｘかうぃ きぎがぁぎｘおおす
• きがあｘさｘ ｘｚｘぎうぇかがぁが くうぁかｘぉｘ ｚ くぉけさｘぃ かぃうくきぎｘｚかがくぐう おｘざうかす.
Ｙｘｚがあくえｘそ かｘくぐぎがぇえｘ: ぅｚけえがｚｘそ くうぁかｘぉうぅｘごうそ ｚえぉぜさぃかｘ.
Ｙｚけえがｚけぜ くうぁかｘぉうぅｘごうぜ おがいかが がぐえぉぜさうぐず く きがおがしずぜ げけかえごうがかｘぉずかすこ
えかがきがえ.

1. ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ "Ｔえぉ/Ｔすえぉ" . ｄｘざうかｘ あがぉいかｘ かｘこがあうぐずくそ ｚ ぎぃいうおぃ
かｘくぐぎがぇえう .

2. ｆあかがｚぎぃおぃかかが かｘ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 あが ぐぃこ きがぎ, 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 えかがきがえ A , B う C .

3. 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 C , きぎう せぐがお うかあうえｘぐがぎす えかがきがえ A う
B きがぁｘくかけぐ, ｘ うかあうえｘぐがぎ えかがきえう C ｙけあぃぐ きぎがあがぉいｘぐず おうぁｘぐず. ｊぃえけしｘそ
けくぐｘかがｚえｘ がぐがｙぎｘいｘぃぐくそ かｘ ごうげぎがｚがお あうくきぉぃぃ.

 = ぅｚけえがｚｘそ くうぁかｘぉうぅｘごうそ がぐえぉぜさぃかｘ
 = ぅｚけえがｚｘそ くうぁかｘぉうぅｘごうそ ｚえぉぜさぃかｘ

4. Ｖぉそ うぅおぃかぃかうそ けくぐｘかがｚえう くかがｚｘ 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 C :
かがｚがぃ ぅかｘさぃかうぃ ｚすくｚぃぐうぐくそ かｘ ごうげぎがｚがお あうくきぉぃぃ.

5. Ｖぉそ くがこぎｘかぃかうそ ｚすきがぉかぃかかがぇ がきぃぎｘごうう ｚ きｘおそぐう ｚすえぉぜさうぐぃ おｘざうかけ.

ｇぃぎｚがぃ うくきがぉずぅがｚｘかうぃ
ｇぃぎぃあ きぃぎｚすお うくきがぉずぅがｚｘかうぃお きがくけあがおがぃさかがぇ おｘざうかす:
• ｇぎがｚぃぎずぐぃ, きがあえぉぜさぃかｘ ぉう おｘざうかｘ え せぉぃえぐぎがくぃぐう う ｚがあがきぎがｚがあけ ｚ くが‐

がぐｚぃぐくぐｚうう く うかくぐぎけえごうそおう きが けくぐｘかがｚえぃ
• ｉかうおうぐぃ ｚくぜ けきｘえがｚえけ く ｚかけぐぎぃかかうこ さｘくぐぃぇ おｘざうかす
• 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
• Ｙｘぉぃぇぐぃ ｚ ぃおえがくぐず あぉそ くがぉう 1 ぉうぐぎ ｚがあす, ｘ ぅｘぐぃお ｚかぃくうぐぃ ｚ かぃぃ くきぃ‐

ごうｘぉずかけぜ 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
• Ｙｘきぎｘｚずぐぃ あがぅｘぐがぎ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ

Ｗくぉう Ｔす こがぐうぐぃ うくきがぉずぅがｚｘぐず ぐｘｙぉぃぐえう ぐｘえうこ えがおｙうかうぎがｚｘかかすこ おがぜしうこ
くぎぃあくぐｚ, えｘえ: "3 ｚ 1", "4 ｚ 1", "5 ｚ 1" う ぐ.き., けくぐｘかがｚうぐぃ かｘ おｘざうかぃ げけかえ‐
ごうぜ Йсире-рЭb (くお. ぎｘぅあぃぉ "ｌけかえごうそ Йсире-рЭb").

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
Ｔ きがくけあがおがぃさかがぇ おｘざうかぃ うおぃぃぐくそ けくぐぎがぇくぐｚが あぉそ けあｘぉぃかうそ うぅ ｚがあがきぎが‐
ｚがあかがぇ ｚがあす おうかぃぎｘぉがｚ う くがぉぃぇ, がえｘぅすｚｘぜしうこ ｚぎぃあかがぃ ｚぉうそかうぃ かｘ ぎｘ‐
ｙがぐけ おｘざうかす.
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ｏぃお ｙがぉずざぃ ｚ ｚがあぃ くがあぃぎいうぐくそ ぐｘえうこ おうかぃぎｘぉがｚ う くがぉぃぇ, ぐぃお ｚすざぃ いぃくぐ‐
えがくぐず ｚがあす. 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) う 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).
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 かｘくぐぎがうぐず ｚ くががぐｚぃぐくぐｚうう く
けぎがｚかぃお いぃくぐえがくぐう ｚがあす, うくきがぉずぅけぃおがぇ ｚ ｚｘざぃぇ おぃくぐかがくぐう. Ｚかげがぎおｘ‐
ごうぜ が いぃくぐえがくぐう ｚがあす ｚ ｚｘざぃお ぎｘぇがかぃ きぎがいうｚｘかうそ おがいかが きがぉけさうぐず ｚ
おぃくぐかがぇ くぉけいｙぃ ｚがあがくかｘｙいぃかうそ.

Ｘぃくぐえがくぐず ｚがあす 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

Ｚくきがぉずぅが‐
ｚｘかうぃ くがぉう

°аД °РД おおがぉず/ぉ ｚぎけさかけぜ せぉぃえぐぎがか‐
かすお きけぐぃお

51 - 70 91 - 125 9,1 - 12,5 2 けぎがｚぃかず 10 あｘ
43 - 50 76 - 90 7,6 - 8,9 2 けぎがｚぃかず 9 あｘ
37 - 42 65 - 75 6,5 - 7,5 2 けぎがｚぃかず 8 あｘ
29 - 36 51 - 64 5,1 - 6,4 2 けぎがｚぃかず 7 あｘ
23 - 28 40 - 50 4,0 - 5,0 2 けぎがｚぃかず 6 あｘ
19 - 22 33 - 39 3,3 - 3,9 2 けぎがｚぃかず 5 あｘ
15 - 18 26 - 32 2,6 - 3,2 1 けぎがｚぃかず 4 あｘ
11 - 14 19 - 25 1,9 - 2,5 1 けぎがｚぃかず 3 あｘ
4 - 10 7 - 18 0,7 - 1,8 1 けぎがｚぃかず 2 あｘ

Ї 4 Ї 7 Ї 0,7 1 けぎがｚぃかず 1 かぃぐ

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 くぉぃあけぃぐ かｘくぐぎがうぐず あｚけおそ くきがくがｙｘおう:
ｚぎけさかけぜ - く きがおがしずぜ きぃぎぃえぉぜさｘぐぃぉそ いぃくぐえがくぐう ｚがあす, う せぉぃえぐぎがかかすお きけ‐
ぐぃお.

ｅｘくぐぎがぇえｘ ｚぎけさかけぜ
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ｘｚぉうｚｘぃぐくそ ｚ きがぉがいぃかうぃ 2.

1. ｆぐえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ おｘざうかす.
2. Ｔすかずぐぃ うぅ おｘざうかす かういかぜぜ えがぎ‐

ぅうかけ.
3. ｇぃぎぃｚぃあうぐぃ 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.

ｅｘくぐぎがぇえｘ せぉぃえぐぎがかかすお きけぐぃお
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ｘｚぉうｚｘぃぐくそ かｘ けぎがｚぃかず 5.
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1. ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ "Ｔえぉ/Ｔすえぉ". ｇがくけあがおがぃさかｘそ おｘざうかｘ あがぉいかｘ かｘこが‐
あうぐずくそ ｚ ぎぃいうおぃ かｘくぐぎがぇえう.

2. ｆあかがｚぎぃおぃかかが かｘいおうぐぃ う けあぃぎいうｚｘぇぐぃ えかがきえう B う C あが ぐぃこ きがぎ, 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 えかがきがえ A , B う C .

3. ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ A , きぎう せぐがお うかあうえｘぐがぎす えかがきがえ B う C きがぁｘくかけぐ, ｘ うか‐
あうえｘぐがぎ えかがきえう A ｙけあぃぐ きぎがあがぉいｘぐず おうぁｘぐず. ｅｘ ごうげぎがｚがお あうくきぉぃぃ がぐ‐
がｙぎｘぅうぐくそ ぐぃえけしうぇ けぎがｚぃかず かｘくぐぎがぇえう, があかがｚぎぃおぃかかが ｙけあけぐ きがあｘ‐
ｚｘぐずくそ きぎぃぎすｚうくぐすぃ ぅｚけえがｚすぃ くうぁかｘぉす.
ｇぎうおぃぎす:

 かｘ あうくきぉぃぃ, 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, きｘけぅｘ う ぐ.あ. = けぎが‐
ｚぃかず 5

 かｘ あうくきぉぃぃ, 10 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, きｘけぅｘ う ぐ.あ. =
けぎがｚぃかず 10

4. ｏぐがｙす うぅおぃかうぐず けぎがｚぃかず, かｘいおうぐぃ えかがきえけ A . ｋぎがｚぃかず うぅおぃかそぃぐくそ く
えｘいあすお かｘいｘぐうぃお えかがきえう. (ｉお. ぐｘｙぉうごけ あぉそ ｚすｙがぎｘ かがｚがぁが けぎがｚかそ).
ｇぎうおぃぎす:  Ｗくぉう ぐぃえけしうお そｚぉそぃぐくそ けぎがｚぃかず 5, あぉそ ｚすｙがぎｘ けぎがｚかそ 6
かぃがｙこがあうおが かｘいｘぐず えかがきえけ A があうか ぎｘぅ. Ｗくぉう ぐぃえけしうお そｚぉそぃぐくそ けぎが‐
ｚぃかず 10, あぉそ ｚすｙがぎｘ けぎがｚかそ 1 かぃがｙこがあうおが かｘいｘぐず えかがきえけ A があうか ぎｘぅ.

5. Ｖぉそ くがこぎｘかぃかうそ あｘかかがぇ がきぃぎｘごうう ｚ せぉぃえぐぎがかかがぇ きｘおそぐう ｚ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, かｘいｘｚ えかがきえけ "Ｔえぉ/Ｔすえぉ".

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
ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
Ｚくきがぉずぅけぇぐぃ ぐがぉずえが ぐｘえけぜ くがぉず, えがぐがぎｘそ くきぃごうｘぉずかが きぎぃあかｘぅかｘさぃかｘ あぉそ
きがくけあがおがぃさかすこ おｘざうか. Ｚくきがぉずぅがｚｘかうぃ くがぉう あぎけぁがぁが ぐうきｘ, かぃ きぎぃあかｘぅ‐
かｘさぃかかがぇ あぉそ きがくけあがおがぃさかすこ おｘざうか, かｘきぎうおぃぎ, くぐがぉがｚがぇ くがぉう, きぎうｚぃ‐
あぃぐ え ｚすこがあけ うぅ くぐぎがそ 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. Ｔかがくうぐぃ くがぉず
ぐがぉずえが かぃきがくぎぃあくぐｚぃかかが きぃぎぃあ きぎがｚぃあぃかうぃお きがぉかすこ ごうえぉがｚ きぎがぁぎｘおお
おがぇえう. Ｔ せぐがお くぉけさｘぃ きぎがくすきｘｚざうぃくそ えぎけきうごす くがぉう うぉう きぎがぉうｚざｘそくそ くが‐
ぉぃかｘそ ｚがあｘ かぃ ｙけあけぐ がくぐｘｚｘぐずくそ かｘ あかぃ おｘざうかす かｘくぐがぉずえが あがぉぁが, さぐがｙす
ｚすぅｚｘぐず えがぎぎがぅうぜ.

ｇがぎそあがえ ｚかぃくぃかうそ くがぉう:
1. ｆぐえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ, うぅｚぉぃえうぐぃ かういかぜぜ えがぎぅうかけ う がぐｚうかぐうぐぃ えがぉきｘさがえ

ぃおえがくぐう あぉそ くがぉう, ｚぎｘしｘそ ぃぁが きぎがぐうｚ さｘくがｚがぇ くぐぎぃぉえう.
2. Ｙｘぉぃぇぐぃ ｚ ぃおえがくぐず 1 ぉうぐぎ ｚがあす (せぐが かぃがｙこがあうおが くあぃぉｘぐず ぐがぉずえが きぃぎぃあ

きぃぎｚすお ｚかぃくぃかうぃお くがぉう)  .
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3. ｉ きがおがしずぜ ｚがぎがかえう, きがくぐｘｚぉそぃ‐
おがぇ ｚ えがおきぉぃえぐぃ く おｘざうかがぇ, あが‐
ｚぃぎこけ ぅｘくすきずぐぃ くがぉず ｚ ぃおえがくぐず.

4. ｋくぐｘかがｚうぐぃ かｘ おぃくぐが えがぉきｘさがえ
ぃおえがくぐう, けあがくぐがｚぃぎうｚざうくず, さぐが
かｘ ぎぃぅずｙぃ う けきぉがぐかそぜしぃぇ きぎが‐
えぉｘあえぃ かぃ がくぐｘぉがくず くぉぃあがｚ くがぉう.

5. ｇぉがぐかが ぅｘｚぃぎかうぐぃ えがぉきｘさがえ きが さｘ‐
くがｚがぇ くぐぎぃぉえぃ あが しぃぉさえｘ.

ｅぃ ｙぃくきがえがぇぐぃくず, ぃくぉう きぎう ｚかぃくぃかうう
くがぉう さぃぎぃぅ えぎｘぇ ぃおえがくぐう きぃぎぃぉずぃぐくそ
ｚがあｘ - せぐが ｚきがぉかぃ かがぎおｘぉずかが.

ｇぎう ｚえぉぜさぃかかがぇ きがくけあがおがぃさかがぇ おｘざうかぃ うかあうえｘぐがぎ くがぉう おがいぃぐ くｚぃぐうぐず‐
くそ かｘ きｘかぃぉう けきぎｘｚぉぃかうそ ぃしぃ ｚ ぐぃさぃかうぃ 2-6 さｘくがｚ きがくぉぃ きがきがぉかぃかうそ ぃお‐
えがくぐう くがぉずぜ. Ｗくぉう Ｔす うくきがぉずぅけぃぐぃ くがぉず く ｙがぉぃぃ きぎがあがぉいうぐぃぉずかすお くぎが‐
えがお ぎｘくぐｚがぎぃかうそ, うかあうえｘぐがぎ おがいぃぐ くｚぃぐうぐずくそ あがぉずざぃ. ｅｘ ぎｘｙがぐけ おｘざうかす
せぐが かうえｘえ かぃ ｚぉうそぃぐ.

ｇぎうおぃかぃかうぃ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ
ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
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う ｚ えがぃお くぉけさｘぃ かぃ ぅｘぉうｚｘぇぐぃ ｚ あがぅｘぐがぎ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ あぎけぁうぃ くがくぐｘｚす
(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 きぎうｚぃあぃぐ え ｚすこがあけ おｘざうかす うぅ くぐぎがそ.

ｆきがぉｘくえうｚｘぐぃぉず がｙぃくきぃさうｚｘぃぐ ぐしｘぐぃぉずかがぃ がきがぉｘくえうｚｘかうぃ う くけざえけ きがくけ‐
あす ｙぃぅ きそぐぃか う きがぉがく.
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.

1. ｆぐえぎがぇぐぃ ぃおえがくぐず, かｘいｘｚ ぎｘぅｙぉが‐
えうぎけぜしけぜ えかがきえけ (A).
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2. Ｙｘぉぃぇぐぃ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉず ｚ ぃお‐
えがくぐず. 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
"йЭф".
Ｖがぅｘぐがぎ ｚおぃしｘぃぐ きぎうおぃぎかが 110
おぉ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ, えがぐがぎがぁが こｚｘ‐
ぐｘぃぐ かｘ 16-40 ごうえぉがｚ おがぇえう きがくけ‐
あす, ｚ ぅｘｚうくうおがくぐう がぐ けくぐｘ‐
かがｚぉぃかかがぇ あがぅうぎがｚえう.

3. ｆｙそぅｘぐぃぉずかが ぅｘえぎすｚｘぇぐぃ えぎすざえけ
きがくぉぃ えｘいあがぇ ぅｘぉうｚえう がきがぉｘくえう‐
ｚｘぐぃぉそ.

Ｔ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
けあｘぉうぐぃ ｚぃくず きぎがぉうｚざうぇくそ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉず えけくえがお ぐえｘかう, こがぎがざが ｚきうぐす‐
ｚｘぜしぃぇ いうあえがくぐず.

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
Ｚくこがあそ うぅ ぎぃぅけぉずぐｘぐがｚ おがぇえう う くけざえう, が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 く きがおがしずぜ 6-きがぅうごうがかかがぁが きぃぎぃえぉぜさｘぐぃぉそ (きがぉがいぃかうぃ 1 くが‐
がぐｚぃぐくぐｚけぃぐ おうかうおｘぉずかがぇ, ｘ きがぉがいぃかうぃ 6 - おｘえくうおｘぉずかがぇ あがぅうぎがｚえぃ).
ｅｘ ぅｘｚがあぃ あがぅうぎがｚえｘ けくぐｘかｘｚぉうｚｘぃぐくそ ｚ きがぉがいぃかうぃ 4.

Ｗくぉう きがくぉぃ おがぇえう かｘ きがくけあぃ がくぐｘかけぐくそ
えｘきぉう ｚがあす う うぅｚぃくぐえがｚすぃ きそぐかｘ, あがぅう‐
ぎがｚえけ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ くぉぃあけぃぐ けｚぃぉう‐
さうぐず.
ｇぎう がｙかｘぎけいぃかうう かｘ きがくけあぃ きがぉがく ぉうき‐
えがぁが ｙぃぉぃくがぁが かｘぉぃぐｘ, ｘ かｘ くぐぃえぉぃ う ぉぃぅ‐
ｚうそこ かがいぃぇ - ぁがぉけｙがｚｘぐがぇ きぉぃかえう, あがぅう‐
ぎがｚえけ かぃがｙこがあうおが けおぃかずざうぐず.

ｇがｚくぃあかぃｚかｘそ せえくきぉけｘぐｘごうそ
• ｇぎがｚぃぎずぐぃ, かぃ かけいかが ぉう きがきがぉかうぐず きがくけあがおがぃさかけぜ おｘざうかけ くきぃごうｘぉず‐

かがぇ くがぉずぜ うぉう がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉぃお.
• 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.
• Ｔかぃくうぐぃ ｚ おｘざうかけ おがぜしぃぃ くぎぃあくぐｚが.
• Ｔすｙぃぎうぐぃ きぎがぁぎｘおおけ おがぇえう, きがあこがあそしけぜ あぉそ くぐがぉがｚすこ きぎうｙがぎがｚ う ぐｘ‐

ぎぃぉがえ.
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• Ｙｘきけくぐうぐぃ きぎがぁぎｘおおけ おがぇえう.
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Ｔ きがくけあがおがぃさかがぇ おｘざうかぃ かぃぉずぅそ おすぐず ぁけｙえう, えけこがかかすぃ ぐぎそきえう う あぎけぁうぃ
ｚきうぐすｚｘぜしうぃ ｚがあけ きぎぃあおぃぐす.
• ｇぃぎぃあ ぅｘぁぎけぅえがぇ きがくけあす Ｔす あがぉいかす:

– けあｘぉうぐず く かぃぃ ｚくぃ がくぐｘぐえう きうしう う ぐ.き.
– ぎｘぅおそぁさうぐず 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

• Ｙｘぁぎけいｘそ きがくけあけ う くぐがぉがｚすぃ きぎうかｘあぉぃいかがくぐう, きがいｘぉけぇくぐｘ, きがおかうぐぃ が
くぉぃあけぜしぃお:
– きがくけあｘ う くぐがぉがｚすぃ きぎうｙがぎす かぃ あがぉいかす おぃざｘぐず ｚぎｘしぃかうぜ ぎｘぅｙぎすぅ‐

ぁうｚｘぐぃぉぃぇ.
– ｋえぉｘあすｚｘぇぐぃ きがぉすぃ きぎぃあおぃぐす, ぐｘえうぃ えｘえ さｘざえう, くぐｘえｘかす, くえがｚがぎがあす

う ぐ.き. がぐｚぃぎくぐうぃお ｚかうぅ ぐｘえ, さぐがｙす ｚがあｘ かぃ おがぁぉｘ くがｙうぎｘぐずくそ ｚかけぐぎう.
– ｇがくけあｘ う くぐがぉがｚすぃ きぎうｙがぎす かぃ あがぉいかす かｘこがあうぐずくそ あぎけぁ ｚ あぎけぁぃ うぉう

かｘえぎすｚｘぐず あぎけぁ あぎけぁｘ.
– Ｔが うぅｙぃいｘかうぃ きがｚぎぃいあぃかうそ くぐｘえｘかす かぃ あがぉいかす くがきぎうえｘくｘぐずくそ.
– 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 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І せぐう きぎぃあおぃぐす かぃ ｚすくすこｘぜぐ ぐｘえ 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 (きぉｘくぐうえがｚすぃ おうくえう う ぐ.き.) かぃがｙこがあうおが ぅｘぁぎけいｘぐず ｚ
ｚぃぎこかぜぜ えがぎぅうかけ う けえぉｘあすｚｘぐず ぐｘえ, さぐがｙす がかう かぃ おがぁぉう きぃぎぃおぃしｘぐずくそ.

ｉぉぃあけぜしうぃ くぐがぉがｚすぃ きぎうｙがぎす あぉそ おすぐずそ ｚ きがくけあがおがぃさかがぇ おｘざうかぃ
かぃきぎうぁがあかす: きぎうぁがあかす く がぁぎｘかうさぃかうそおう:

• ｉぐがぉがｚすぃ きぎうｙがぎす く あぃぎぃｚそかかすおう,
ぎがぁがｚすおう, げｘぎげがぎがｚすおう うぉう きぃぎ‐
ぉｘおけぐぎがｚすおう さぃぎぃかえｘおう.

• ｇぉｘくぐおｘくくがｚすぃ きぎぃあおぃぐす うぅ かぃぐぃぎ‐
おがくぐがぇえがぁが おｘぐぃぎうｘぉｘ.

• ｉぐｘぎうかかすぃ くぐがぉがｚすぃ きぎうｙがぎす く かぃ‐
ぐぃぎおがくぐがぇえうおう えぉぃぃかすおう さぃぎぃかえｘ‐
おう.

• ｉがくぐｘｚかすぃ くぐがぉがｚすぃ きぎうｙがぎす うぉう
きがくけあｘ.

• Ｚぅあぃぉうそ うぅ がぉがｚｘ う おぃあう.
• ｍぎけくぐｘぉず.
• ｉぐｘぉずかすぃ うぅあぃぉうそ かぃ うぅ かぃぎいｘｚぃぜ‐

しぃぇ くぐｘぉう.
• Ｖぃぎぃｚそかかすぃ ぐｘぎぃぉえう う ｙぉぜあｘ.
• Ｚぅあぃぉうそ うぅ くうかぐぃぐうさぃくえがぁが ｚがぉがえかｘ.

• Ｚぅあぃぉうそ うぅ えｘおかそ おがいかが おすぐず ｚ きが‐
くけあがおがぃさかがぇ おｘざうかぃ ぐがぉずえが ｚ ぐがお
くぉけさｘぃ, ぃくぉう がかう ぅｘそｚぉぃかす うぅぁがぐがｚう‐
ぐぃぉそおう えｘえ 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.

• Ｚぅあぃぉうそ く ぁぉｘぅけぎずぜ がぐ さｘくぐがぁが おす‐
ぐずそ おがぁけぐ きがｙぉぃえかけぐず.

• ｉぃぎぃｙぎそかすぃ う ｘぉぜおうかうぃｚすぃ きぎうｙが‐
ぎす きぎう おすぐずぃ おがぁけぐ きがおけぐかぃぐず: ぐｘえうぃ
きうしぃｚすぃ がくぐｘぐえう, えｘえ そうさかすぇ ｙぃぉがえ,
いぃぉぐがえ う ぁがぎさうごｘ, さｘくぐが ｚすぅすｚｘぜぐ
おけぐかすぇ かｘぉぃぐ う きそぐかｘ かｘ くぃぎぃｙぎぃ.
ｇがせぐがおけ ぃくぉう くぃぎぃｙぎそかすぃ きぎぃあおぃぐす
かぃぉずぅそ ｚすおすぐず くぎｘぅけ きがくぉぃ うくきがぉず‐
ぅがｚｘかうそ, ｚくぃぁあｘ えｘえ おがいかが くえがぎぃぃ
けあｘぉそぇぐぃ く かうこ がくぐｘぐえう きうしう.

Ｙｘきけくぐうぐぃ きぎがぁぎｘおおけ おがぇえう.
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ｅういかそそ えがぎぅうかｘ
ｅういかそそ えがぎぅうかｘ きぎぃあかｘぅかｘさぃかｘ あぉそ ぎｘぅ‐
おぃしぃかうそ えｘくぐぎぜぉず, えぎすざぃえ, くｘぉｘぐかう‐
えがｚ, くぐがぉがｚすこ きぎうｙがぎがｚ う ぐ.き.

ｏぐがｙす ぎｘぅｙぎすぅぁうｚｘぐぃぉう おがぁぉう ｚぎｘしｘぐず‐
くそ くｚがｙがあかが, 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 くぉぃあけぃぐ ぎｘぅおぃしｘぐず きが‐
ｙぉういぃ え えぎｘそお えがぎぅうかす.

Ｖｚｘ ぎそあｘ ざぐすぎぃぇ ｚ かういかぃぇ えがぎぅうかぃ ぉぃぁ‐
えが がきけくえｘぜぐくそ, さぐが きがぅｚがぉそぃぐ ぅｘぁぎけいｘぐず
えｘくぐぎぜぉう, くえがｚがぎがあす う おうくえう.

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!
ｅがいう く あぉうかかすおう ぉぃぅｚうそおう, ぎｘぅおぃしｘぃおすぃ ｚぃぎぐうえｘぉずかが, かぃくけぐ ｚ くぃｙぃ
きがぐぃかごうｘぉずかけぜ がきｘくかがくぐず. Ｖぉうかかすぃ う/うぉう がくぐぎすぃ きぎぃあおぃぐす, ぐｘえうぃ えｘえ
ぎｘぅあぃぉがさかすぃ かがいう, あがぉいかす ぎｘくきがぉｘぁｘぐずくそ ぁがぎうぅがかぐｘぉずかが ｚ ｚぃぎこかぃぇ えがぎ‐
ぅうかぃ. ｉがｙぉぜあｘぇぐぃ がくぐがぎがいかがくぐず きぎう ぅｘぁぎけぅえぃ う ぎｘぅぁぎけぅえぃ ぐｘえうこ がくぐぎすこ
きぎぃあおぃぐがｚ, えｘえ かがいう.
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Ｖぉそ ぐがぁが, さぐがｙす ｚくぃ くぐがぉがｚすぃ きぎうｙがぎす ｚ えがぎぅうかぃ あぉそ きぎうｙがぎがｚ がおすｚｘ‐
ぉうくず ｚがあがぇ:
1. かｘあぃかずぐぃ かｘ 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 ぎぃざぃぐさｘぐけぜ かｘくｘあ‐
えけ.

2. ｋぉがいうぐぃ ｚうぉえう う ぉがいえう 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 ぎけえがそぐえｘ‐
おう ｚかうぅ.
ｇぎう おがぇえぃ えぎけきかすこ きぎうｙがぎがｚ, かｘ‐
きぎうおぃぎ, ｚぃかさうえｘ あぉそ ｚぅｙうｚｘかうそ,
がくぐｘｚぉそぇぐぃ きがぉがｚうかけ えがぎぅうかえう
あぉそ くぐがぉがｚすこ きぎうｙがぎがｚ くｚがｙがあ‐
かがぇ.

ｂ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 おがい‐
かが ぎｘくえぎすぐず.
Ｔすかうおｘそ えがぎぅうかえけ うぅ おｘざうかす, ｚくぃぁあｘ
ｙぃぎうぐぃくず ぎけえがぇ ぅｘ がｙぃ さｘくぐう あｚがぇかがぇ
ぎけさえう.
1. ｇがくぐｘｚずぐぃ 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 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ぅがおえかうぐぃ あｚがぇかけぜ 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.

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 (あぃくぃぎぐかすこ ぐｘぎぃぉがえ, ｙぉぜ‐
あぃご, がｙぃあぃかかすこ ぐｘぎぃぉがえ あうｘおぃぐぎがお あが 24 くお), くｘぉｘぐかうご, さｘざぃえ, くぐｘえｘかがｚ
う ｙがえｘぉがｚ
ｋぉがいうぐぃ きぎぃあおぃぐす 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 ぐｘえうお がｙぎｘぅがお,
さぐがｙす ｚがあｘ おがぁぉｘ きがきｘあｘぐず かｘ ｚくぃ うこ きがｚぃぎこかがくぐう.
Ｓがえｘぉす く あぉうかかすおう かがいえｘおう おがいかが ぎｘぅ‐
おぃくぐうぐず かｘ ぎぃざぃぐえｘこ あぉそ さｘざぃえ きぃぎぃ‐
ｚぃぎかけぐすおう ｚかうぅ. Ｖぉそ ぎｘぅおぃしぃかうそ ｙがぉぃぃ
ｚすくがえうこ きぎぃあおぃぐがｚ あぃぎいｘぐぃぉう あぉそ さｘ‐
ざぃえ おがいかが くえぉｘあすｚｘぐず ｚｚぃぎこ.
Ｓがえｘぉす く あぉうかかすおう かがいえｘおう おがいかが ぎｘぅ‐
おぃくぐうぐず かｘ ぎぃざぃぐえｘこ あぉそ さｘざぃえ きぃぎぃ‐
ｚぃぎかけぐすおう ｚかうぅ.
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Ｖぉそ ぎｘぅおぃしぃかうそ ｙがぉぃぃ ｚすくがえうこ きぎぃあ‐
おぃぐがｚ あぃぎいｘぐぃぉう あぉそ さｘざぃえ おがいかが
くえぉｘあすｚｘぐず ｚｚぃぎこ.
ｇぎぃいあぃ さぃお ぅｘえぎすぐず あｚぃぎごけ, けあがくぐが‐
ｚぃぎずぐぃくず, 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.

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
ｆさぃかず ｙがぉずざうぃ ｙぉぜあｘ おがいかが ぅｘぁぎけぅうぐず あぉそ おがぇえう ｚ かういかぜぜ えがぎぅうかけ,
きぎぃあｚｘぎうぐぃぉずかが きぃぎぃおぃくぐうｚ ｚぃぎこかぜぜ えがぎぅうかけ ｚ ｚすくがえがぃ 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:
 ｚぃぎこかぃぇ えがぎぅうかぃ かういかぃぇ えがぎぅうかぃ

ｉ きがあかそぐがぇ ｚぃぎこかぃぇ えがぎ‐
ぅうかがぇ

20 くお 31 くお

ｉ がきけしぃかかがぇ ｚぃぎこかぃぇ
えがぎぅうかがぇ

24 くお 27 くお

ｏぐがｙす けくぐｘかがｚうぐず えがぎぅうかけ ｚ ｚぃぎこかぃぃ きがぉがいぃかうぃ, ｚすきがぉかうぐぃ くぉぃあけぜしうぃ
あぃぇくぐｚうそ:
1. Ｔすあｚうかずぐぃ えがぎぅうかけ あが けきがぎｘ.
2. ｆくぐがぎがいかが きがあかうおｘぇぐぃ がｙぃ くぐがぎがかす えがぎぅうかす ｚｚぃぎこ あが ぐぃこ きがぎ, きがえｘ

かぃ くぎｘｙがぐｘぃぐ おぃこｘかうぅお げうえくｘごうう えがぎぅうかす.
ｏぐがｙす がきけくぐうぐず えがぎぅうかけ ｚ うくこがあかがぃ きがぉがいぃかうぃ, ｚすきがぉかうぐぃ くぉぃあけぜしうぃ
あぃぇくぐｚうそ:
1. Ｔすあｚうかずぐぃ えがぎぅうかけ あが けきがぎｘ.
2. ｆくぐがぎがいかが きがあかうおうぐぃ がｙぃ くぐがぎが‐

かす えがぎぅうかす ｚｚぃぎこ う, きぎうあぃぎいう‐
ｚｘそ, おぃあぉぃかかが がぐきけくぐうぐぃ ｚかうぅ.

ｅぃぉずぅそ きがあかうおｘぐず うぉう がきけくえｘぐず えがぎ‐
ぅうかけ ぐがぉずえが く があかがぇ くぐがぎがかす.
ｂがぁあｘ ｚぃぎこかそそ えがぎぅうかｘ きがあかそぐｘ, きが‐
ぉずぅがｚｘぐずくそ ぎぃざぃぐえｘおう あぉそ さｘざぃえ かぃ‐
ｚがぅおがいかが.

ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
ｇがくぉぃ ぅｘぁぎけぅえう おｘざうかす ｚくぃぁあｘ ぅｘ‐
えぎすｚｘぇぐぃ あｚぃぎごけ, ぐ.え. がぐえぎすぐｘそ あｚぃぎ‐
ごｘ おがいぃぐ きぎぃあくぐｘｚぉそぐず くがｙがぇ がきｘく‐
かがくぐず.
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Ｔすぃおえｘ きがくけあす
Ｚくきがぉずぅけぇぐぃ ぐがぉずえが ぐぃ おがぜしうぃ くぎぃあくぐｚｘ, えがぐがぎすぃ くきぃごうｘぉずかが きぎぃあかｘぅ‐
かｘさぃかす あぉそ きがくけあがおがぃさかすこ おｘざうか.
ｉがｙぉぜあｘぇぐぃ ぎぃえがおぃかあｘごうう きが あがぅうぎがｚえぃ う こぎｘかぃかうぜ, きぎうｚぃあぃかかすぃ うぅ‐
ぁがぐがｚうぐぃぉぃお かｘ けきｘえがｚえぃ おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ.

ｉがｙぉぜあぃかうぃ きぎｘｚうぉずかがぇ あがぅうぎがｚえう おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ くきがくがｙくぐｚけぃぐ
けおぃかずざぃかうぜ ぅｘぁぎそぅかぃかうそ がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあす.

Ｔかぃくぃかうぃ おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ
1. ｆぐえぎがぇぐぃ えぎすざえけ.

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 (1) おがぜしうお くぎぃあくぐｚがお.
ｄｘぎえうぎがｚえｘ けえｘぅすｚｘぃぐ かｘ けぎがｚかう
あがぅうぎがｚえう:
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. Ｔくぃ きぎがぁぎｘおおす, ｚえぉぜさｘぜしうぃ
ごうえぉ きぎぃあｚｘぎうぐぃぉずかがぇ おがぇえう,
ぐぎぃｙけぜぐ あがきがぉかうぐぃぉずかがぁが えがぉうさぃ‐
くぐｚｘ おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ (5/10 ぁ),
えがぐがぎがぃ かぃがｙこがあうおが ｚかぃくぐう ｚ がぐ‐
あぃぉぃかうぃ あぉそ きぎぃあｚｘぎうぐぃぉずかがぇ
おがぇえう (2).
ｕ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.

48 Ｔすぃおえｘ きがくけあす



4. ｇぎう うくきがぉずぅがｚｘかうう おがぜしうこ
くぎぃあくぐｚ ｚ ぐｘｙぉぃぐえｘこ きがおぃくぐうぐぃ ぐｘ‐
ｙぉぃぐえけ ｚ がぐあぃぉぃかうぃ (1)

5. ｆきけくぐうぐぃ えぎすざえけ う きぎういおうぐぃ ぃぃ
あが おぃこｘかうさぃくえがぇ げうえくｘごうう.

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
ｊｘｙぉぃぐえう おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ ぎｘぅぉうさ‐
かすこ きぎがうぅｚがあうぐぃぉぃぇ ぎｘくぐｚがぎそぜぐくそ く
ぎｘぅぉうさかがぇ くえがぎがくぐずぜ. 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.
ｉぉぃあがｚｘぐぃぉずかが, あぉそ がｙぃくきぃさぃかうそ
きがぉかがぁが けあｘぉぃかうそ がくぐｘぐえがｚ 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 くぉぃあけぃぐ
ぅｘあｘｚｘぐず きぎがぁぎｘおおす おがぇえう く きぎがあがぉいうぐぃぉずかすお ｚぎぃおぃかぃお ｚすきがぉかぃかうそ.

ｌけかえごうそ ЙСИРЕРAB
Ｖｘかかｘそ おｘざうかｘ がくかｘしぃかｘ げけかえごうぃぇ Йсире-РЭb, きがぅｚがぉそぜしぃぇ きぎうおぃかそぐず
えがおｙうかうぎがｚｘかかすぃ 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 Йсире-РЭb.
ｕぐう おがぜしうぃ くぎぃあくぐｚｘ がｙじぃあうかそぜぐ ｚ くぃｙぃ げけかえごうう おがぇえう, がきがぉｘくえうｚｘかうそ
う くきぃごうｘぉずかがぇ くがぉう. Ｔ ぅｘｚうくうおがくぐう がぐ ぐがぁが, えｘえうぃ ぐｘｙぉぃぐえう ｚすｙぃぎぃぐ きが‐
ぉずぅがｚｘぐぃぉず ("3 ｚ 1", "4 ｚ 1", "5 ｚ 1" う ぐ.あ.), ｚ かうこ おがぁけぐ くがあぃぎいｘぐずくそ う あぎけぁうぃ
あぃぇくぐｚけぜしうぃ ｚぃしぃくぐｚｘ.
ｇぎがｚぃぎそぇぐぃ, くががぐｚぃぐくぐｚけぜぐ ぉう せぐう おがぜしうぃ ｚぃしぃくぐｚｘ けぎがｚかぜ いぃくぐえがくぐう
うくきがぉずぅけぃおがぇ Ｔｘおう 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.
ｕぐけ げけかえごうぜ おがいかが ぅｘあｘｚｘぐず あぉそ ぉぜｙがぇ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう. ｇぎう ｚすｙがぎぃ
せぐがぇ げけかえごうう ｘｚぐがおｘぐうさぃくえう がぐえぉぜさｘぃぐくそ きがあｘさｘ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ う くがぉう
うぅ くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうこ ぃおえがくぐぃぇ う ぁｘくかけぐ うかあうえｘぐがぎす かｘぉうさうそ くがぉう う がきが‐
ぉｘくえうｚｘぐぃぉそ.
Ｔすｙぃぎうぐぃ げけかえごうぜ Йсире-РЭb きぃぎぃあ かｘさｘぉがお 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 ぐがぁが, えｘえ ｙけあぃぐ ぅｘあｘかｘ せぐｘ げけかえごうそ (ぅｘぁがぎうぐくそ くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうぇ
うかあうえｘぐがぎ), がかｘ ｙけあぃぐ がくぐｘｚｘぐずくそ ｘえぐうｚかがぇ う きぎう ｚすきがぉかぃかうう きがくぉぃあけぜ‐
しうこ 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 げけかえごうう Йсире-РЭb 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 おがいぃぐ おぃかそぐずくそ. Ｔ せぐがお くぉけさｘぃ ｙけあぃぐ ｘｚぐがおｘぐうさぃくえう がｙかがｚぉそぐずくそ
うかあうえｘごうそ ｚぎぃおぃかう きぎがぁぎｘおおす かｘ ごうげぎがｚがお あうくきぉぃぃ.
ｇがくぉぃ ぅｘきけくえｘ ぐがぇ うぉう うかがぇ きぎがぁぎｘおおす げけかえごうぜ Йсире-РЭb うぅおぃかうぐず ｙが‐
ぉぃぃ ｅＷｃｔＹｗ. Ｗくぉう Ｔす こがぐうぐぃ がぐえぉぜさうぐず げけかえごうぜ Йсире-РЭb, あぉそ せぐがぁが
かぃがｙこがあうおが くかｘさｘぉｘ がぐおぃかうぐず けくぐｘかがｚぉぃかかけぜ きぎがぁぎｘおおけ, ｘ ぅｘぐぃお あぃｘえ‐
ぐうｚうぎがｚｘぐず げけかえごうぜ Йсире-РЭb.
Ｔ せぐがお くぉけさｘぃ Ｔｘお きぎうあぃぐくそ けくぐｘかがｚうぐず きぎがぁぎｘおおけ おがぇえう (う かけいかすぃ がき‐
ごうう) くかがｚｘ.
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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 ЙСИРЕРAB
ｆあかがｚぎぃおぃかかが かｘいおうぐぃ がｙぃ えかがきえう げけかえごうう ЙСИРЕРAB (А う Б) う あぃぎいうぐぃ
うこ かｘいｘぐすおう あが ぐぃこ きがぎ, きがえｘ かぃ ぅｘぁがぎうぐくそ うかあうえｘぐがぎ げけかえごうう ЙСИРЕРAB.
ｕぐが がぅかｘさｘぃぐ, さぐが あｘかかｘそ げけかえごうそ ｚえぉぜさぃかｘ.
Ｖぉそ がぐえぉぜさぃかうそ げけかえごうう かｘいうおｘぇぐぃ ぐぃ いぃ くｘおすぃ えかがきえう あが ぐぃこ きがぎ, きがえｘ
うかあうえｘぐがぎ げけかえごうう ЙСИРЕРAB かぃ きがぁｘくかぃぐ.
ｇぎう かぃけあがｚぉぃぐｚがぎうぐぃぉずかすこ ぎぃぅけぉずぐｘぐｘこ くけざえう おす ぎぃえがおぃかあけぃお ｚすきがぉ‐
かうぐず くぉぃあけぜしうぃ がきぃぎｘごうう:
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. 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 ｚがぅおがいかが ぐがぉずえが ぐが‐

ぁあｘ, えがぁあｘ ｚえぉぜさぃかｘ げけかえごうそ ЙСИРЕРAB.

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
1. ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ "Ｔえぉ/Ｔすえぉ". ｇがくけあがおがぃさかｘそ おｘざうかｘ あがぉいかｘ かｘこが‐

あうぐずくそ ｚ ぎぃいうおぃ かｘくぐぎがぇえう.
2. ｆあかがｚぎぃおぃかかが かｘいおうぐぃ えかがきえう B う C う けあぃぎいうｚｘぇぐぃ うこ あが ぐぃこ きがぎ,

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 えかがきがえ A , B う C .
3. ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ B , きぎう せぐがお うかあうえｘぐがぎす えかがきがえ A う C きがぁｘくかけぐ, う うか‐

あうえｘぐがぎ えかがきえう B きぎがあがぉいうぐ おうぁｘぐず. ｊぃえけしｘそ けくぐｘかがｚえｘ がぐがｙぎｘいｘぃぐくそ
かｘ ごうげぎがｚがお あうくきぉぃぃ:

 = 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.

4. Ｖぉそ うぅおぃかぃかうそ けくぐｘかがｚえう くかがｚｘ かｘいおうぐぃ えかがきえけ B І きぎう せぐがお かｘ ごうげ‐
ぎがｚがお あうくきぉぃぃ ｚすくｚぃぐうぐくそ かがｚｘそ けくぐｘかがｚえｘ.

5. Ｖぉそ くがこぎｘかぃかうそ あｘかかがぇ がきぃぎｘごうう ｚ せぉぃえぐぎがかかがぇ きｘおそぐう ｚ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, かｘいｘｚ えかがきえけ "Ｔえぉ/Ｔすえぉ".

Ｗくぉう Ｔす ぎぃざうぉう ｚぃぎかけぐずくそ え うくきがぉずぅがｚｘかうぜ がｙすさかすこ おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ,
ぐが ぎぃえがおぃかあけぃお Ｔｘお 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 げけかえごうぜ ЙСИРЕРAB.
2. ｉかがｚｘ ぅｘ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.
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 う ｚすきがぉかうぐぃ があかけ がｙすさかけぜ きぎがぁぎｘおおけ おがぇえう, かぃ ぅｘぁぎけいｘそ かうえｘ‐
えがぇ きがくけあす.

4. 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 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.

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.

50 ｌけかえごうそ ЙСИРЕРAB



ｇぎがぁぎｘおおす おがぇえう
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1) ｋえｘぅｘかかすぃ かがぎおす ぎｘくこがあｘ そｚぉそぜぐくそ がぎうぃかぐうぎがｚがさかすおう. ｌｘえぐうさぃくえがぃ きがぐぎぃｙぉぃかうぃ
ぅｘｚうくうぐ がぐ 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 がぐ えがぉぃｙｘかうぇ 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.

2) ｇぎう ｚすきがぉかぃかうう きぎがぁぎｘおおす Aсрл (Ｒｚぐがおｘぐうえｘ) くぐぃきぃかず ぅｘぁぎそぅかぃかうそ 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І せぐが ぅｘｚうくうぐ がぐ くぐぃきぃかう
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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 50° C あが 65° C.

3) ｇぎぃえぎｘくかが きがあこがあうぐ あぉそ さｘくぐうさかが ぅｘぁぎけいぃかかがぇ きがくけあがおがぃさかがぇ おｘざうかす. ｕぐが がぐぉうさかｘそ
きぎがぁぎｘおおｘ あぉそ ぃいぃあかぃｚかがぁが うくきがぉずぅがｚｘかうそ, くきがくがｙかｘそ けあがｚぉぃぐｚがぎうぐず きがぐぎぃｙかがくぐう
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.

4) ｊぃくぐがｚｘ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.

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 う がぐくぎがさえけ きけくえｘ, きぎうがぐえぎすｚ あｚぃぎごけ おｘざう‐
かす. ｇけくえ きぎがぁぎｘおおす うぉう がｙぎｘぐかすぇ がぐくさぃぐ ｚぎぃおぃかう, がくぐｘぜしぃぁがくそ あが きけく‐
えｘ, きぎがうくこがあそぐ 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.

1. ｇぎがｚぃぎずぐぃ, きぎｘｚうぉずかが ぉう ぅｘぁぎけいぃかす えがぎぅうかす う おがぁけぐ ぉう くｚがｙがあかが
ｚぎｘしｘぐずくそ ぎｘぅｙぎすぅぁうｚｘぐぃぉう.

2. ｇぎがｚぃぎずぐぃ, がぐえぎすぐ ぉう ｚがあがきぎがｚがあかすぇ えぎｘか.
3. ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ "Ｔえぉ/Ｔすえぉ". ｇがくけあがおがぃさかｘそ おｘざうかｘ あがぉいかｘ きぃぎぃぇぐう

ｚ ぎぃいうお かｘくぐぎがぇえう.
4. ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ ｚすｙがぎｘ かけいかがぇ きぎがぁぎｘおおす (くお. ぐｘｙぉうごけ "ｇぎがぁぎｘおおす

おがぇえう"). Ｙｘえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ おｘざうかすІ ｚ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.

ｋくぐｘかがｚえｘ う ぅｘきけくえ きぎがぁぎｘおお く げけかえごうぃぇ がぐくぎがさえう きけくえｘ
1. Ｔすｙぎｘｚ かけいかけぜ きぎがぁぎｘおおけ おがぇえう, かｘいうおｘぇぐぃ えかがきえけ がぐくぎがさえう きけくえｘ

あが ぐぃこ きがぎ, きがえｘ かｘ ごうげぎがｚがお あうくきぉぃぃ かぃ きがそｚうぐくそ おうぁｘぜしｘそ ごうげぎｘ,
くががぐｚぃぐくぐｚけぜしｘそ えがぉうさぃくぐｚけ さｘくがｚ, がくぐｘｚざうこくそ あが きけくえｘ. Ｙｘきけくえ きぎが‐
ぁぎｘおおす おがぇえう おがいかが がぐぉがいうぐず かｘ くぎがえ がぐ 1 さｘくｘ あが 19 さｘくがｚ.

2. Ｙｘえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ おｘざうかすІ がｙぎｘぐかすぇ がぐくさぃぐ ｚぎぃおぃかう かｘさかぃぐくそ ｘｚぐが‐
おｘぐうさぃくえう.

3. ｆｙぎｘぐかすぇ がぐくさぃぐ ｚぎぃおぃかう 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.
4. ｆぐえぎすｚｘかうぃ あｚぃぎごす きぎぃぎすｚｘぃぐ がｙぎｘぐかすぇ がぐくさぃぐ ｚぎぃおぃかう. Ｙｘえぎがぇぐぃ

あｚぃぎごけІ がｙぎｘぐかすぇ がぐくさぃぐ ｚがぅがｙかがｚ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
ｙすぉ きぎぃぎｚｘか.

5. ｇが うくぐぃさぃかうう ｚぎぃおぃかう がぐくぎがさえう きけくえｘ 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.

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 きがくけあがおがぃさかがぇ
おｘざうかす きがそｚぉそぃぐくそ ぐがさぃさかすぇ がきぐうさぃくえうぇ くうぁかｘぉ.
ｕぐがぐ がきぐうさぃくえうぇ くうぁかｘぉ ｙけあぃぐ ぁがぎぃぐず ｚ ぐぃさぃかうぃ ｚくぃぇ 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 おがぇえう.
Ｗくぉう あｚぃぎごｘ えけこがかかがぇ おぃｙぃぉう きぃぎぃえぎすｚｘぃぐ かういかうぇ けぎがｚぃかず 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, ぐが おうぁｘかうぃ がきぐうさぃくえがぁが ぐがさぃさかがぁが くうぁかｘぉｘ かｘ きがぉけ
きがあ あｚぃぎごぃぇ かぃ ｙけあぃぐ ｚうあかが.
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ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
ｇぎぃぎすｚｘぐず うぉう がぐおぃかそぐず きぎがぁぎｘおおけ おがぇえう, かｘこがあそしけぜくそ ｚ きぎがごぃくくぃ ｚす‐
きがぉかぃかうそ, くぉぃあけぃぐ ｊｆｃｔｂｆ ｚ くｘおすこ かぃがｙこがあうおすこ くぉけさｘそこ. Ｔかうおｘかうぃ!
ｇぎう がぐえぎすぐうう あｚぃぎごす うぅ おｘざうかす おがいぃぐ ｚすぎｚｘぐずくそ ぁがぎそさうぇ きｘぎ. ｆぐえぎす‐
ｚｘぇぐぃ あｚぃぎごけ がくぐがぎがいかが.

ｇぎがあがぉいうぐぃぉずかすぃ きぃぎぃぎすｚす ｚ せえくきぉけｘぐｘごうう
• があかがｚぎぃおぃかかが かｘいおうぐぃ う けあぃぎいうｚｘぇぐぃ あｚぃ きぎがぁぎｘおおかすぃ えかがきえう, ぎｘく‐

きがぉがいぃかかすぃ かｘあ くぉがｚがお ОБПБР , あが ぐぃこ きがぎ, きがえｘ かぃ ぅｘぁがぎそぐくそ ｚくぃ うか‐
あうえｘぐがぎす きぎがぁぎｘおお.

• ｆぐおぃかｘ がぐくぎがさえう きけくえｘ ぐｘえいぃ がぅかｘさｘぃぐ がぐおぃかけ けくぐｘかがｚぉぃかかがぇ きぎがぁぎｘお‐
おす おがぇえう. Ｔ せぐがお くぉけさｘぃ かぃがｙこがあうおが ぅｘあｘぐず きぎがぁぎｘおおけ おがぇえう くかがｚｘ.

• Ｗくぉう かぃがｙこがあうおが ｚすｙぎｘぐず かがｚけぜ きぎがぁぎｘおおけ, きぎがｚぃぎずぐぃ, ぃくぐず ぉう ｚ あが‐
ぅｘぐがぎぃ おがぜしぃぃ くぎぃあくぐｚが.

ｄぃぎす ぅｘしうぐす がぐ ぅｘおぃぎぅｘかうそ
• ｆぐえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ おｘざうかすІ きぎがぁぎ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І

ｚ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.

ｊぎｘかくきがぎぐうぎがｚえｘ おｘざうかす
• ｇがくけあがおがぃさかｘそ おｘざうかｘ ｘｚぐがおｘぐうさぃくえう がくぐｘかがｚうぐくそІ きぎう せぐがお ぅｚけえが‐

ｚがぇ くうぁかｘぉ がきがｚぃくぐうぐ Ｔｘく がｙ がえがかさｘかうう きぎがぁぎｘおおす おがぇえう.
• 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 おうぁｘかうぃ がきぐうさぃくえがぁが ぐがさぃさかがぁが くうぁかｘ‐

ぉｘ かｘ きがぉけ きがあ あｚぃぎごぃぇ きがくけあがおがぃさかがぇ おｘざうかす きぎぃえぎｘぐうぐくそ.
1. Ｔすかずぐぃ ｚうぉえけ うぅ ぎがぅぃぐえう.

Ｚかあうえｘぐがぎ ぐがぉずえが さぐが がえがかさうｚざぃぇくそ きぎがぁぎｘおおす きぎがあがぉいｘぃぐ くｚぃぐうぐず‐
くそ.

2. Ｙｘえぎがぇぐぃ ｚがあがきぎがｚがあかすぇ えぎｘか.
3. ｆぐくがぃあうかうぐぃ かｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ う くぉぃぇぐぃ うぅ かぃぁが がくぐｘぐえう ｚがあす.
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 ぎぃえがおぃかあけぃお がぐえぉぜさうぐず おｘざうかけ がぐ せぉぃえ‐
ぐぎがくぃぐう う ぅｘえぎすぐず ｚがあがきぎがｚがあかすぇ えぎｘか.

ｇぎがぁぎｘおおす おがぇえう
• Ｕがぎそさうぃ ぐｘぎぃぉえう さけｚくぐｚうぐぃぉずかす え けあｘぎｘお.

ｇがせぐがおけ きぃぎぃあ ｚすぃおえがぇ うお かｘあが あｘぐず がくぐすぐず.
• Ｔかｘさｘぉぃ ｚすかうおｘぇぐぃ きがくけあけ うぅ かういかぃぇ えがぎぅうかす, きがぐがお - うぅ ｚぃぎこかぃぇІ ぐが‐

ぁあｘ えｘきぉう く きがくけあす ｚ ｚぃぎこかぃぇ えがぎぅうかぃ かぃ ｙけあけぐ きがきｘあｘぐず かｘ きがくけあけ,
かｘこがあそしけぜくそ ｚ かういかぃぇ.

• ｅｘ くぐぃかえｘこ う あｚぃぎえぃ おｘざうかす おがいぃぐ きがそｚうぐずくそ ｚぉｘぁｘ, ぐ.え. かぃぎいｘｚぃぜしｘそ
くぐｘぉず がｙすさかが がくぐすｚｘぃぐ ぎｘかずざぃ, さぃお きがくけあｘ.

ｇｈＷＶｋｇｈＷＸＶＷｅＺＷ!
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 ぎぃえがおぃかあけぃお がぐえぉぜさうぐず おｘざうかけ がぐ せぉぃえ‐
ぐぎがくぃぐう う ぅｘえぎすぐず ｚがあがきぎがｚがあかすぇ えぎｘか.
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ｏうくぐえｘ う けこがあ

ｆさうくぐえｘ げうぉずぐぎがｚ
ｌうぉずぐぎす ｚぎぃおそ がぐ ｚぎぃおぃかう くぉぃあけぃぐ がくおｘぐぎうｚｘぐず う がさうしｘぐず がぐ ぅｘぁぎそぅかぃ‐
かうぇ. 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.
ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
ｇぃぎぃあ ぐぃお えｘえ きぎうくぐけきｘぐず え さうくぐえぃ げうぉずぐぎがｚ, がｙそぅｘぐぃぉずかが ｚすえぉぜさうぐぃ
おｘざうかけ.

1. ｆぐえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ, くかうおうぐぃ かういかぜぜ えがぎぅうかけ.
2. ｌうぉずぐぎけぜしｘそ くうくぐぃおｘ きがくけあが‐

おがぃさかがぇ おｘざうかす くがくぐがうぐ うぅ
げうぉずぐぎｘ ぁぎけｙがぇ がさうくぐえう ( A ), おう‐
えぎがげうぉずぐぎｘ ( B ) う きぉがくえがぁが
げうぉずぐぎｘ. ｉ きがおがしずぜ ぎけさえう かｘ おう‐
えぎがげうぉずぐぎぃ ぎｘぅｙぉがえうぎけぇぐぃ げうぉず‐
ぐぎけぜしけぜ くうくぐぃおけ.

3. ｇがｚぃぎかうぐぃ ぎけさえけ きぎがぐうｚ さｘくがｚがぇ
くぐぎぃぉえう きぎうおぃぎかが かｘ 1/4 がｙがぎがぐｘ
う くかうおうぐぃ げうぉずぐぎけぜしけぜ くうくぐぃ‐
おけ.

4. Ｔがぅずおうぐぃくず ぅｘ ぎけさえけ く がぐｚぃぎ‐
くぐうぃお げうぉずぐぎｘ ぁぎけｙがぇ がさうくぐえう
( A ) う くかうおうぐぃ ぃぁが く おうえぎがげうぉずぐ‐
ぎｘ ( B ).

5. ｊしｘぐぃぉずかが きぎがおがぇぐぃ ｚくぃ げうぉずぐ‐
ぎす きぎがぐがさかがぇ ｚがあがぇ.

6. ｉかうおうぐぃ きぉがくえうぇ げうぉずぐぎ く がくかが‐
ｚｘかうそ おがぃさかがぁが がぐあぃぉぃかうそ う ぐしｘ‐
ぐぃぉずかが がさうくぐうぐぃ ぃぁが く がｙぃうこ くぐが‐
ぎがか.

7. ｉかがｚｘ ｚくぐｘｚずぐぃ きぉがくえうぇ げうぉずぐぎ ｚ
がくかがｚｘかうぃ おがぃさかがぁが がぐあぃぉぃかうそ う
けｙぃあうぐぃくず ｚ ぐがお, さぐが がか きぎｘｚうぉず‐
かが ｚくぐｘぉ かｘ おぃくぐが.

8. 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.

9. ｋくぐｘかがｚうぐぃ くがくぐｘｚぉぃかかすぃ ｚおぃくぐぃ
げうぉずぐぎす かｘ おぃくぐが う ぅｘげうえくうぎけぇぐぃ うこ, きがｚぃぎかけｚ ぎけさえけ きが さｘくがｚがぇ
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くぐぎぃぉえぃ あが けきがぎｘ. ｇぎう せぐがお きぉがくえうぇ げうぉずぐぎ かぃ あがぉいぃか ｚすくぐけきｘぐず かｘあ
がくかがｚｘかうぃお おがぃさかがぁが がぐあぃぉぃかうそ.

ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
ｅＺ Ｔ ｂｆＷｄ ｉｃｋｏＲＷ かぃ きがぉずぅけぇぐぃくず きがくけあがおがぃさかがぇ おｘざうかがぇ ｙぃぅ げうぉずぐ‐
ぎがｚ. ｅぃきぎｘｚうぉずかｘそ けくぐｘかがｚえｘ う くｙがぎえｘ げうぉずぐぎがｚ きぎうｚがあうぐ え かぃえｘさぃ‐
くぐｚぃかかすお ぎぃぅけぉずぐｘぐｘお おすぐずそ きがくけあす う おがいぃぐ きがｚぉぃさず ぅｘ くがｙがぇ きがｚぎぃ‐
いあぃかうぃ おｘざうかす.

ｏうくぐえｘ ぎｘぅｙぎすぅぁうｚｘぐぃぉぃぇ
ｅＺ Ｔ ｂｆＷｄ ｉｃｋｏＲＷ かぃ きすぐｘぇぐぃくず くかそぐず ぎｘぅｙぎすぅぁうｚｘぐぃぉう.

Ｗくぉう がくぐｘぐえう ぁぎそぅう ぅｘえけきがぎうぉう がぐｚぃぎくぐうそ ぎｘぅｙぎすぅぁうｚｘぐぃぉぃぇ, けあｘぉうぐぃ うこ
く きがおがしずぜ おそぁえがぁが ぐがかえがぁが きぎぃあおぃぐｘ.

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. ｂがぁあｘ せぐが かぃがｙこがあうおが, う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うえがぁあｘ かぃ 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.).

ｏうくぐえｘ ｚかけぐぎぃかかうこ さｘくぐぃぇ おｘざうかす
ｈぃぁけぉそぎかが がさうしｘぇぐぃ ｚぉｘいかがぇ ぐぎそきえがぇ きぎがえぉｘあえう あｚぃぎごす, あがぅｘぐがぎ おがぜ‐
しうこ くぎぃあくぐｚ う あがぅｘぐがぎ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ.
ｏぃぎぃぅ えｘいあすぃ 3 おぃくそごｘ ぎぃえがおぃかあけぃお ｚすきがぉかそぐず きぎがぁぎｘおおけ おがぇえう あぉそ
くうぉずかが ぅｘぁぎそぅかぃかかがぇ きがくけあす く うくきがぉずぅがｚｘかうぃお おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ, かが
ｙぃぅ きがくけあす.

ｇぎがあがぉいうぐぃぉずかすぃ きぃぎぃぎすｚす ｚ せえくきぉけｘぐｘごうう
Ｗくぉう Ｔす かぃ くがｙうぎｘぃぐぃくず きがぉずぅがｚｘぐずくそ おｘざうかがぇ ｚ ぐぃさぃかうぃ きぎがあがぉいう‐
ぐぃぉずかがぁが きぃぎうがあｘ ｚぎぃおぃかう, ぎぃえがおぃかあけぃお 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. ｆぐえぉぜさうぐぃ おｘざうかけ がぐ せぉぃえぐぎがくぃぐう う きぃぎぃえぎがぇぐぃ ｚがあけ.
2. ｏぐがｙす ｚ おｘざうかぃ かぃ きがそｚうぉくそ かぃきぎうそぐかすぇ ぅｘきｘこ, がくぐｘｚずぐぃ あｚぃぎごけ きぎう‐

がぐえぎすぐがぇ.
3. Ｔすおがぇぐぃ おｘざうかけ うぅかけぐぎう.

ｄぃぎす ぅｘしうぐす がぐ ぅｘおぃぎぅｘかうそ
ｅぃ ぎｘぅおぃしｘぇぐぃ おｘざうかけ ｚ おぃくぐｘこ, ぁあぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ かういぃ 0°C. Ｗくぉう せぐがぁが
うぅｙぃいｘぐず かぃｚがぅおがいかが, ぅｘえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ おｘざうかす, がぐくがぃあうかうぐぃ う がきがぎがい‐
かうぐぃ かｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ.

ｊぎｘかくきがぎぐうぎがｚえｘ おｘざうかす
Ｗくぉう ぐぎぃｙけぃぐくそ ぐぎｘかくきがぎぐうぎがｚｘぐず おｘざうかけ (ｚ くｚそぅう く きぃぎぃぃぅあがお かｘ かがｚがぃ
おぃくぐが いうぐぃぉずくぐｚｘ う ぐ.き.):
1. Ｔすかずぐぃ ｚうぉえけ うぅ ぎがぅぃぐえう.
2. Ｙｘえぎがぇぐぃ ｚがあがきぎがｚがあかすぇ えぎｘか.
3. ｆぐくがぃあうかうぐぃ かｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ う くぉぃぇぐぃ うぅ かぃぁが がくぐｘぐえう ｚがあす.
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4. Ｔすあｚうかずぐぃ おｘざうかけ ｚおぃくぐぃ くが ざぉｘかぁｘおう.
Ｔが ｚぎぃおそ ぐぎｘかくきがぎぐうぎがｚえう かぃ かｘえぉがかそぇぐぃ おｘざうかけ.

Ｗくぉう おｘざうかｘ かぃ ぎｘｙがぐｘぃぐ ...
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. ｅぃえがぐがぎすぃ かぃきがぉｘあえう ｚがぅかうえｘぜぐ うぅ-ぅｘ かぃｚすきがぉかぃかうそ きぎがくぐすこ
きぎがごぃあけぎ がｙくぉけいうｚｘかうそ う けこがあｘ う おがぁけぐ ｙすぐず けくぐぎｘかぃかす く きがおがしずぜ うか‐
くぐぎけえごうぇ, くがあぃぎいｘしうこくそ ｚ あｘかかがぇ ぐｘｙぉうごぃ, ｙぃぅ ｚすぅがｚｘ ぐぃこかうさぃくえがぁが くきぃ‐
ごうｘぉうくぐｘ.
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 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
あぉそ うくきぎｘｚぉぃかうそ 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

• かぃきぎぃぎすｚかが おうぁｘぃぐ うかあうえｘぐがぎ ぐぃえけ‐
しぃぇ きぎがぁぎｘおおす

• おうぁｘぃぐ ぐがさぃさかすぇ がきぐうさぃくえうぇ くうぁかｘぉ
•  ｚすくｚぃさうｚｘぃぐくそ かｘ ごうげぎがｚがお

あうくきぉぃぃ.
• きがあｘぃぐくそ 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
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 えぎｘか 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 えぎｘか.

• Ｔがあがきぎがｚがあかすぇ えぎｘか ぅｘえぎすぐ. ｆぐ‐
えぎがぇぐぃ ｚがあがきぎがｚがあかすぇ えぎｘか.

• Ｙｘｙうぐ げうぉずぐぎ (ぃくぉう うおぃぃぐくそ) ｚ ぎぃぅず‐
ｙがｚがお きｘぐぎけｙえぃ ｚがあがきぎがｚがあかがぁが
ざぉｘかぁｘ かｘ ｚきけくえかがお えぉｘきｘかぃ.
ｇぎがさうくぐうぐぃ げうぉずぐぎ かｘぉうｚかがぁが
ざぉｘかぁｘ.

• ｅぃきぎｘｚうぉずかが きぎがぉがいぃか, うぅがぁかけぐ うぉう
きぃぎぃあｘｚぉぃか かｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ.
ｇぎがｚぃぎずぐぃ きぎｘｚうぉずかがくぐず きがあくがぃあう‐
かぃかうそ くぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ.

• かぃきぎぃぎすｚかが おうぁｘぃぐ うかあうえｘぐがぎ ぐぃえけ‐
しぃぇ きぎがぁぎｘおおす

• おうぁｘぃぐ ぐがさぃさかすぇ がきぐうさぃくえうぇ くうぁかｘぉ
•  ｚすくｚぃさうｚｘぃぐくそ かｘ ごうげぎがｚがお

あうくきぉぃぃ.
• きがあｘぃぐくそ 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
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 きぎがぉがいぃか, うぅがぁかけぐ うぉう
きぃぎぃあｘｚぉぃか くぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ.
ｇぎがｚぃぎずぐぃ きぎｘｚうぉずかがくぐず きがあくがぃあう‐
かぃかうそ くぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ.

• かぃきぎぃぎすｚかが おうぁｘぃぐ うかあうえｘぐがぎ ぐぃえけ‐
しぃぇ きぎがぁぎｘおおす

• おうぁｘぃぐ ぐがさぃさかすぇ がきぐうさぃくえうぇ くうぁかｘぉ
•  ｚすくｚぃさうｚｘぃぐくそ かｘ ごうげぎがｚがお

あうくきぉぃぃ.
• きがあｘぃぐくそ 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
Ｔえぉぜさぃか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 えぎｘか 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.
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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

ｇぎがぁぎｘおおｘ かぃ ぅｘきけくえｘぃぐくそ. • ｅぃきぉがぐかが ぅｘえぎすぐｘ あｚぃぎごｘ きがくけあが‐
おがぃさかがぇ おｘざうかす. 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.

• Ｙｘあｘかｘ がぐくぎがさえｘ きけくえｘ.
Ｗくぉう きがくけあけ かぃがｙこがあうおが ｚすおすぐず かぃ‐
おぃあぉぃかかが, がぐおぃかうぐぃ がぐくぎがさえけ きけくえｘ.

Ｗくぉう あｚぃぎごｘ えけこがかかがぇ おぃｙぃぉう きぃぎぃえぎすｚｘぃぐ かういかうぇ けぎがｚぃかず 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, ぐが おうぁｘかうぃ がきぐうさぃくえがぁが ぐがさぃさかがぁが くうぁかｘぉｘ かｘ きがぉけ
かぃ ｙけあぃぐ ｚうあかが.
ｇがくぉぃ ｚすきがぉかぃかうそ せぐうこ きぎがｚぃぎがえ ｚえぉぜさうぐぃ おｘざうかけ: ｚ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 うぉう えがあ かぃうくきぎｘｚかがくぐう きがそｚそぐくそ 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.
Ｚかげがぎおｘごうぜ きが あぎけぁうお えがあｘお かぃうくきぎｘｚかがくぐぃぇ, えがぐがぎすぃ かぃ がきうくｘかす ｚ
ｚすざぃきぎうｚぃあぃかかがぇ ぐｘｙぉうごぃ, おがいかが きがぉけさうぐず ｚ おぃくぐかがお くぃぎｚうくかがお ごぃか‐
ぐぎぃ, けえｘぅｘｚ きぎう がｙぎｘしぃかうう おがあぃぉず (Йла.), かがおぃぎ うぅあぃぉうそ (МКC) う くぃぎうぇ‐
かすぇ かがおぃぎ (П.К.).
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, ぎｘくきがぉが‐
いぃかかがぇ くｙがえけ 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.
ｏぐがｙす せぐう あｘかかすぃ ｚくぃぁあｘ ｙすぉう け Ｔｘく きがあ ぎけえがぇ, ぎぃえがおぃかあけぃお ぅｘきうくｘぐず
うこ ぅあぃくず:
Йла. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
МКC: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
П.К. (くぃぎうぇかすぇ 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ｘ かぃくががぐｚぃぐくぐｚけぜしｘそ きぎが‐

ぁぎｘおおｘ.
• ｇがくけあｘ ぎｘくきがぉがいぃかｘ ぐｘえ, さぐが ｚがあｘ

かぃ おがいぃぐ きがきｘくぐず かｘ ｚくぃ けさｘくぐえう きが‐
ｚぃぎこかがくぐう きがくけあす. ｂがぎぅうかす かぃ あがぉ‐
いかす ｙすぐず きぃぎぃぁぎけいぃかす.

• 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 ｚ がくかがｚｘかうう おがぃさかがぁが がぐ‐
あぃぉぃかうそ ぅｘぁぎそぅかぃかす 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І ぃおえがくぐず あぉそ くがぉう きけくぐｘ うぉう 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 けくぐｘ‐
かがｚぉぃかが かｘ かぃくががぐｚぃぐくぐｚけぜしうぇ けぎが‐
ｚぃかず いぃくぐえがくぐう ｚがあす.

• ｅぃきぎｘｚうぉずかが きがあくがぃあうかぃか くぉうｚかがぇ
ざぉｘかぁ.

• 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 ｙすぉ うくきがぉずぅがｚｘか 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. ｆｙぎｘぐうぐぃくず ぅｘ きが‐
おがしずぜ ｚ うかげがぎおｘごうがかかけぜ ぉうかうぜ
きがああぃぎいえう きぎがうぅｚがあうぐぃぉそ おがぜしうこ
くぎぃあくぐｚ.

Ｗくぉう きがくぉぃ きぎうかそぐうそ ｚくぃこ かぃがｙこがあうおすこ おぃぎ かぃうくきぎｘｚかがくぐず けくぐぎｘかうぐず かぃ
けあｘぉがくず, 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.

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 ф Ｔすくがぐｘ ф Ｕぉけ‐
ｙうかｘ (くお)

44,6 ф 81,8-89,8 ф 55,5
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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 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
(ｄｇｘ)

0,05 - 0,8

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 9
ｄｘえく. ｚぃく えぁ 35

ｋえｘぅｘかうそ あぉそ けくぐｘかがｚしうえｘ

ｋくぐｘかがｚえｘ

ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
Ｔくそ せぉぃえぐぎがきぎがｚがあえｘ う くｘかぐぃこかうさぃくえうぃ ぎｘｙがぐす あぉそ きがあえぉぜさぃかうそ あｘかかがぇ
おｘざうかす あがぉいかす ｙすぐず ｚすきがぉかぃかす えｚｘぉうげうごうぎがｚｘかかすお せぉぃえぐぎうえがお う/うぉう
くｘかぐぃこかうえがお, うぉう えがおきぃぐぃかぐかすお くきぃごうｘぉうくぐがお.

ｇぃぎぃあ けくぐｘかがｚえがぇ おｘざうかす かｘ おぃくぐが くかうおうぐぃ く かぃぃ ｚくぜ けきｘえがｚえけ.
ｇが ｚがぅおがいかがくぐう, ぎｘくきがぉがいうぐぃ おｘざうかけ きがｙぉういぃ え ｚがあがきぎがｚがあかがおけ えぎｘかけ
う えｘかｘぉうぅｘごうがかかがおけ くぐがえけ.
Ｖｘかかｘそ きがくけあがおがぃさかｘそ おｘざうかｘ きぎぃあかｘぅかｘさぃかｘ あぉそ ｚくぐぎｘうｚｘかうそ きがあ くぐが‐
ぉぃざかうごけ うぉう きがあ ぎｘｙがさけぜ きがｚぃぎこかがくぐず.
Ｔかうおｘかうぃ! ｉぐぎがぁが くがｙぉぜあｘぇぐぃ けえｘぅｘかうそ きが ｚくぐぎｘうｚｘかうぜ, きぎうｚぃあぃかかすぃ
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.
ｄｘざうかぃ かぃ ぐぎぃｙけぃぐくそ あがきがぉかうぐぃぉずかすこ がぐｚぃぎくぐうぇ あぉそ ｚぃかぐうぉそごうう, ｘ
うおぃぜしうぃくそ がぐｚぃぎくぐうそ うくきがぉずぅけぜぐくそ ぐがぉずえが あぉそ ぅｘぉうｚえう ｚがあす, ｘ ぐｘえいぃ
あぉそ きぎがあぃｚｘかうそ 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.
ｇがくけあがおがぃさかｘそ おｘざうかｘ がくかｘしぃかｘ ぎぃぁけぉうぎけぃおすおう かがいえｘおう, く きがおがしずぜ
えがぐがぎすこ おがいかが おぃかそぐず ｚすくがぐけ ぃぃ きがぉがいぃかうそ.
Ｔが ｚぎぃおそ きぎがｚぃあぃかうそ ぉぜｙすこ がきぃぎｘごうぇ, ｚえぉぜさｘぜしうこ あがくぐけき え ｚかけぐぎぃかかうお
えがおきがかぃかぐｘお, きがくけあがおがぃさかけぜ おｘざうかけ かぃがｙこがあうおが がぐえぉぜさｘぐず がぐ せぉぃえ‐
ぐぎがくぃぐう.
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 え くぐがそしぃぇ ぎそあがお おぃｙぃぉう
Ｔが うぅｙぃいｘかうぃ かｘえぉがかぃかうそ きがくけあがおがぃさかｘそ おｘざうかｘ あがぉいかｘ ｙすぐず かｘあぃいかが
ぅｘえぎぃきぉぃかｘ.
ｇがせぐがおけ くぐがぉぃざかうごｘ, きがあ えがぐがぎけぜ おがかぐうぎけぃぐくそ おｘざうかｘ, あがぉいかｘ ｙすぐず
かｘあぃいかが きぎうえぎぃきぉぃかｘ え えｘえがぇ-ぉうｙが かぃきがあｚういかがぇ くぐぎけえぐけぎぃ (えがぎきけくけ くぐがそ‐
しぃぇ ぎそあがお おぃｙぃぉう, ざえｘげけ, くぐぃかぃ).
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Ｔすぎｘｚかうｚｘかうぃ
Ｕがぎうぅがかぐｘぉずかがぃ ｚすぎｘｚかうｚｘかうぃ きがぉがいぃかうそ おｘざうかす うおぃぃぐ くけしぃくぐｚぃかかがぃ
ぅかｘさぃかうぃ あぉそ がｙぃくきぃさぃかうそ きぎｘｚうぉずかがぁが ぅｘえぎすｚｘかうそ う けきぉがぐかぃかうそ あｚぃぎ‐
ごす. Ｗくぉう おｘざうかｘ けくぐｘかがｚぉぃかｘ ぁがぎうぅがかぐｘぉずかが, あｚぃぎごｘ かう く えｘえがぇ くぐがぎがかす
かぃ あがぉいかｘ ごぃきぉそぐずくそ ぅｘ えがぎきけく. 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 ぐｘえ, さぐがｙす おｘざうかｘ がえｘぅｘ‐
ぉｘくず うあぃｘぉずかが ｚすぎがｚかぃかかがぇ きが ぁがぎうぅがかぐｘぉう.

ｇがあえぉぜさぃかうぃ ｚがあす
ｈぃえがおぃかあけぃぐくそ きがあえぉぜさｘぐず え こがぉがあかがおけ ｚがあがくかｘｙいぃかうぜ. Ｗくぉう きがあえぉぜ‐
さぃかうぃ ｚすきがぉかそぃぐくそ え ぁがぎそさぃおけ ｚがあがくかｘｙいぃかうぜ, ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ きがあｚがあう‐
おがぇ ｚがあす かぃ あがぉいかｘ きぎぃｚすざｘぐず 60°C. Ｚくきがぉずぅがｚｘかうぃ ぁがぎそさぃぇ ｚがあす かぃ
ｚくぃぁあｘ せげげぃえぐうｚかが きぎう おがぇえぃ くうぉずかが ぅｘぁぎそぅかぃかかがぇ げｘそかくがｚがぇ きがくけあす,
ぐ.え. きぎう せぐがお ぅかｘさうぐぃぉずかが くがえぎｘしｘぃぐくそ 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.
ｇ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 くぐそいかｘそ ぁｘぇえｘ かｘｚうかさうｚｘぃぐくそ かｘ
きｘぐぎけｙがえ く ｚかぃざかぃぇ ぎぃぅずｙがぇ 3/4"うぉう え くきぃごうｘぉずかがおけ ｙすくぐぎがぅｘきがぎかがおけ
えぎｘかけ ぐうきｘ "きぎぃくく-ｙぉがえ".
Ｖｘｚぉぃかうぃ ｚがあす あがぉいかが ｙすぐず ｚ きぎぃあぃぉｘこ ぅかｘさぃかうぇ, きぎぃあけくおがぐぎぃかかすこ
"ｊぃこかうさぃくえうおう あｘかかすおう". ｉｚぃあぃかうそ が くぎぃあかぃお あｘｚぉぃかうう ｚがあがきぎがｚがあｘ ｚ
ぎｘぇがかぃ ｚｘざぃぁが きぎがいうｚｘかうそ おがいかが きがぉけさうぐず ｚ おぃくぐかがぇ くぉけいｙぃ ｚがあがくかｘｙ‐
いぃかうそ.
ｇぎう きがあえぉぜさぃかうう え ｚがあがきぎがｚがあけ かｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ かぃ あがぉいぃか ｙすぐず うぅが‐
ぁかけぐ, きぃぎぃあｘｚぉぃか うぉう ぅｘきけぐｘか.
ｅｘぉうｚかがぇ う くぉうｚかがぇ ざぉｘかぁう, えがぐがぎすおう がｙがぎけあがｚｘかｘ きがくけあがおがぃさかｘそ おｘ‐
ざうかｘ, おがいかが きがｚがぎｘさうｚｘぐず ｚぉぃｚが うぉう ｚきぎｘｚが く きがおがしずぜ えがかぐぎぁｘぇえう, ｚ
ぅｘｚうくうおがくぐう がぐ おぃくぐｘ きがあえぉぜさぃかうそ.
ｂがかぐぎぁｘぇえけ くぉぃあけぃぐ かｘあぃいかが ぅｘぐそかけぐず ｚが うぅｙぃいｘかうぃ けぐぃさぃえ ｚがあす.
(Ｔかうおｘかうぃ! ｅＷ ＴｉＷ おがあぃぉう きがくけあがおがぃさかすこ おｘざうか がくかｘしぃかす かｘぉうｚかすお
う くぉうｚかすお ざぉｘかぁｘおう く ぁがかぐぎぁｘぇえがぇ. Ｔ ぐｘえがお くぉけさｘぃ うくきがぉずぅがｚｘかうぃ あｘか‐
かがぇ がきごうう かぃｚがぅおがいかが). Ｗくぉう おｘざうかｘ きがあえぉぜさｘぃぐくそ え かがｚすお うぉう あｘｚかが
かぃ うくきがぉずぅがｚｘｚざうおくそ ぐぎけｙｘお, ぐが きぃぎぃあ きがあえぉぜさぃかうぃお かｘぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ
くぉぃあけぃぐ ｚ ぐぃさぃかうぃ かぃくえがぉずえが おうかけぐ きぎがきけくえｘぐず きが かうお ｚがあけ.
ｅＷ ＺｉｇｆｃｔＹｋａｊＷ くがぃあうかうぐぃぉずかすぃ ざぉｘかぁう, えがぐがぎすぃ あが せぐがぁが うくきがぉず‐
ぅがｚｘぉうくず あぉそ きがあえぉぜさぃかうそ くぐｘぎがぇ おｘざうかす.
Ｖｘかかｘそ おｘざうかｘ がｙがぎけあがｚｘかｘ けくぐぎがぇくぐｚｘおう ｙぃぅがきｘくかがくぐう, きぎぃあがぐｚぎｘ‐
しｘぜしうおう ｚがぅｚぎｘぐ うくきがぉずぅがｚｘかかがぇ ｚ おｘざうかぃ ｚがあす がｙぎｘぐかが ｚ くうくぐぃおけ
きうぐずぃｚがぁが ｚがあがくかｘｙいぃかうそ. Ｖｘかかｘそ おｘざうかｘ くががぐｚぃぐくぐｚけうぐ あぃぇくぐｚけぜしうお
きぎｘｚうぉｘお きぎがｚぃあぃかうそ くｘかぐぃこかうさぃくえうこ ぎｘｙがぐ.

ｅｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ 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
ｇがくぉぃ きがあくがぃあうかぃかうそ かｘぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ く あｚがぇかすおう くぐぃかえｘおう, きぎぃあがこ‐
ぎｘかうぐぃぉずかすぇ えぉｘきｘか ぎｘくきがぉｘぁｘぃぐくそ くぎｘぅけ いぃ きがくぉぃ えぎｘかｘ きがあｘさう ｚがあす.
ｇがせぐがおけ かｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ かｘこがあうぐくそ きがあ あｘｚぉぃかうぃお ぐがぉずえが えがぁあｘ がくけ‐
しぃくぐｚぉそぃぐくそ きがあｘさｘ ｚがあす. Ｗくぉう かｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ かｘさうかｘぃぐ きぎがぐぃえｘぐず,
きぎぃあがこぎｘかうぐぃぉずかすぇ えぉｘきｘか きぃぎぃえぎすｚｘぃぐ きがあｘさけ ｚがあす.
ｇぎう おがかぐｘいぃ かｘぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ くがｙぉぜあｘぇぐぃ がくぐがぎがいかがくぐず:
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• Ｔかけぐぎう かｘぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ く あｚがぇかすおう くぐぃかえｘおう ぎｘくきがぉがいぃか せぉぃえぐぎう‐
さぃくえうぇ えｘｙぃぉず きうぐｘかうそ きぎぃあがこぎｘかうぐぃぉずかがぁが えぉｘきｘか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 がぐくがぃあうかうぐぃ ざかけぎ きうぐｘかうそ がぐ くぃぐう.

• Ｙｘおぃかｘ 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 あがぉいかｘ がくけ‐
しぃくぐｚぉそぐずくそ ぐがぉずえが えｚｘぉうげうごうぎがｚｘかかすお くきぃごうｘぉうくぐがお うぉう きぃぎくがかｘ‐
ぉがお ｉぃぎｚうくかがぁが ごぃかぐぎｘ.

• ｈｘくきがぉｘぁｘぇぐぃ かｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ ぐｘえうお がｙぎｘぅがお, さぐがｙす がか かうえがぁあｘ かぃ かｘ‐
こがあうぉくそ ｚすざぃ かういかぃぁが えぎｘそ きぎぃあがこぎｘかうぐぃぉずかがぁが えぉｘきｘかｘ.

ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
Ｔかうおｘかうぃ! ｆきｘくかがぃ かｘきぎそいぃかうぃ.

ｇがあくがぃあうかぃかうぃ くぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ
ｂがかぃご くぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ おがいかが きがあくがぃあうかそぐず くぉぃあけぜしうおう くきがくがｙｘおう:
1. ｂ くぉうｚかがぇ ぐぎけｙぃ ぎｘえがｚうかす く ぅｘえぎぃきぉぃかうぃお きがあ ぎｘｙがさぃぇ きがｚぃぎこかがくぐずぜ.

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 ｚ おｘざうかけ.
2. ｂ 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, ｚかけぐぎぃか‐

かうぇ あうｘおぃぐぎ えがぐがぎがぁが おうかうおけお 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ｘ ｚすくがぐぃ がぐ 30 くお (おうかう‐
おけお) あが 100 くお (おｘえくうおけお) がぐ あかｘ きがくけ‐
あがおがぃさかがぇ おｘざうかす.
ｉぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ おがいぃぐ ぎｘくきがぉｘぁｘぐずくそ
くきぎｘｚｘ うぉう くぉぃｚｘ がぐ おｘざうかす.
ｅぃ あがきけくえｘぇぐぃ うぅぁうｙがｚ う きぃぎぃあｘｚぉうｚｘ‐
かうそ ざぉｘかぁｘ, ぐ.え. うぅ-ぅｘ せぐがぁが おがいぃぐ きぎぃ‐
えぎｘぐうぐずくそ うぉう ぅｘおぃあぉうぐずくそ くぉうｚ ｚがあす.
ｇぎう くぉうｚぃ ｚがあす かぃぉずぅそ ぅｘえぎすｚｘぐず きぎが‐
ｙえがぇ くぉうｚかがぃ がぐｚぃぎくぐうぃ ぎｘえがｚうかす, ぐ.え.
せぐが おがいぃぐ きぎうｚぃくぐう え がぐぐがえけ ｚがあす がｙぎｘぐかが ｚ おｘざうかけ.
ｇぎう うくきがぉずぅがｚｘかうう けあぉうかうぐぃぉそ くぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ ぃぁが あぉうかｘ あがぉいかｘ ｙすぐず
かぃ ｙがぉぃぃ 2 おぃぐぎがｚ, ｘ ｚかけぐぎぃかかうぇ あうｘおぃぐぎ - かぃ おぃかずざぃ あうｘおぃぐぎｘ うくきがぉず‐
ぅけぃおがぁが ざぉｘかぁｘ.
Ｒかｘぉがぁうさかが, ｚかけぐぎぃかかうぇ あうｘおぃぐぎ おけげぐ, うくきがぉずぅけぃおすこ あぉそ きがあくがぃあうかぃ‐
かうそ え くぐがえけ, あがぉいぃか ｙすぐず かぃ おぃかずざぃ あうｘおぃぐぎｘ うくきがぉずぅけぃおがぁが ざぉｘかぁｘ.
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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
かｘこがあそしぃおけくそ きがあ ぎｘえがｚうかがぇ ぎｘくぐぎけｙけ
くぉうｚかがぇ ぐぎけｙす  かぃがｙこがあうおが きがぉかがくぐずぜ
けあｘぉうぐず 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, ぐが さｘくぐうごす
きうしう くが ｚぎぃおぃかぃお おがぁけぐ ｚすぅｚｘぐず ぅｘくが‐
ぎぃかうぃ, くえｘきぉうｚｘそくず ｚが ｚぐけぉがさかがお くがぃ‐
あうかぃかうう くぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ きがくけあがおがぃさ‐
かがぇ おｘざうかす.
ｅｘざう きがくけあがおがぃさかすぃ おｘざうかす がｙがぎけあが‐
ｚｘかす けくぐぎがぇくぐｚがお ｙぃぅがきｘくかがくぐう, きぎぃあがこぎｘかそぜしうお がぐ ｚがぅｚぎｘぐｘ ぁぎそぅかがぇ
ｚがあす ｚ おｘざうかけ. Ｗくぉう くぉうｚかｘそ ぐぎけｙｘ Ｔｘざぃぇ ぎｘえがｚうかす かぃ うおぃぃぐ ｚくぐぎがぃか‐
かがぁが "がｙぎｘぐかがぁが えぉｘきｘかｘ", せぐが 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 Ｔｘざぃぇ きがくけあがおがぃさかがぇ おｘざうかす. ｇがせぐがおけ おす ぎぃえがおぃかあけぃお Ｔｘお うぅｙｘ‐
ｚうぐずくそ がぐ ぐｘえがぇ くぉうｚかがぇ ぐぎけｙす.

ｇがあえぉぜさぃかうぃ え せぉぃえぐぎがくぃぐう
ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
ｉがぁぉｘくかが きぎｘｚうぉｘお ぐぃこかうえう ｙぃぅがきｘくかがくぐう おｘざうかｘ あがぉいかｘ ｙすぐず ぅｘぅぃおぉぃ‐
かｘ.
ｇぃぎぃあ きぃぎｚすお ｚえぉぜさぃかうぃお おｘざうかす きぎがｚぃぎずぐぃ くががぐｚぃぐくぐｚうぃ きｘぎｘおぃぐぎがｚ
せぉぃえぐぎがくぃぐう きが かがおうかｘぉずかがおけ かｘきぎそいぃかうぜ う ぐがえけ ｘかｘぉがぁうさかすお きｘぎｘおぃぐ‐
ぎｘお 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.
ｅがおうかｘぉ きぎぃあがこぎｘかうぐぃぉそ ぐｘえいぃ きぎぃあくぐｘｚぉぃか 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.
ｉぃぐぃｚけぜ ｚうぉえけ ｚえぉぜさｘぇぐぃ ぐがぉずえが ｚ きぎｘｚうぉずかが けくぐｘかがｚぉぃかかけぜ せぉぃえぐぎが‐
ｙぃぅがきｘくかけぜ ぎがぅぃぐえけ. ｇがあえぉぜさぃかうぃ さぃぎぃぅ きぃぎぃこがあかうえう, ぉぜｙすぃ くがぃあうかう‐
ぐぃぉう う けあぉうかうぐぃぉう かぃ あがきけくえｘぃぐくそ.
Ｔくぉぃあくぐｚうぃ うこ きぃぎぃぁぎぃｚｘ おがいぃぐ ｚがぅかうえかけぐず きがいｘぎ.
ｇぎう かぃがｙこがあうおがくぐう くぉぃあけぃぐ ぅｘおぃかうぐず ぎがぅぃぐえけ あがおｘざかぃぇ せぉぃえぐぎがきぎがｚがあ‐
えう. ｇぎう かぃがｙこがあうおがくぐう ぅｘおぃかす せぉぃえぐぎうさぃくえがぁが えｘｙぃぉそ 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.
ｇがくぉぃ けくぐｘかがｚえう おｘざうかす あがぉいぃか ｙすぐず あがくぐけき え くぃぐぃｚがぇ ぎがぅぃぐえぃ.
ｅうえがぁあｘ かぃ ぐそかうぐぃ ぅｘ えｘｙぃぉず, さぐがｙす ｚすかけぐず ｚうぉえけ うぅ ぎがぅぃぐえう. ｚくぃぁあｘ ｙぃ‐
ぎうぐぃくず ぅｘ くｘおけ ｚうぉえけ.
Ｚぅぁがぐがｚうぐぃぉず かぃ かぃくぃぐ かうえｘえがぇ がぐｚぃぐくぐｚぃかかがくぐう ぅｘ かぃくがｙぉぜあぃかうぃ きが‐
ぉずぅがｚｘぐぃぉぃお きぎｘｚうぉ ぐぃこかうえう ｙぃぅがきｘくかがくぐう.

Ｙｘｙがぐｘ がｙ がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあぃ

ｉうおｚがぉ    かｘ うぅあぃぉうう うぉう かｘ ぃぁが けきｘえがｚえぃ けえｘぅすｚｘぃぐ, さぐが がかが かぃ
きがあぉぃいうぐ けぐうぉうぅｘごうう ｚ えｘさぃくぐｚぃ ｙすぐがｚすこ がぐこがあがｚ. Ｔおぃくぐが せぐがぁが ぃぁが
くぉぃあけぃぐ くあｘぐず ｚ くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうぇ きけかえぐ きぎうぃおえう せぉぃえぐぎがかかがぁが う
せぉぃえぐぎががｙがぎけあがｚｘかうそ あぉそ きがくぉぃあけぜしぃぇ けぐうぉうぅｘごうう. ｉがｙぉぜあｘそ きぎｘｚうぉｘ
けぐうぉうぅｘごうう うぅあぃぉうそ, Ｔす きがおがいぃぐぃ きぎぃあがぐｚぎｘぐうぐず きぎうさうかぃかうぃ
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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がさかすぃ おｘぐぃぎうｘぉす
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, >МБЇ, > (きがぉうせぐうぉぃか) МПЇ (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 あｘぉぃぃ せえくきぉけｘぐうぎがｚｘぐずくそ かぃ ｙけあぃぐ:
• Ｔすかずぐぃ ｚうぉえけ うぅ ぎがぅぃぐえう.
• ｆｙぎぃいずぐぃ えｘｙぃぉず く ｚうぉえがぇ う けぐうぉうぅうぎけぇぐぃ うこ.
• ｋぐうぉうぅうぎけぇぐぃ あｚぃぎかけぜ ぅｘしぃぉえけ. ｊがぁあｘ あぃぐう かぃ くおがぁけぐ ぅｘきぃぎぃぐずくそ ｚ おｘ‐

ざうかぃ う がえｘぅｘぐずくそ ｚ がきｘくかがぇ あぉそ うこ いうぅかう くうぐけｘごうう.
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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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ｄがいぃ ぅおっかうぐうくそ ｙぃぅ がきがｚっしぃかかそ

Ｉかくぐぎけえごっつ ぅ ぃえくきぉけｘぐｘごっつ

Ｉかげがぎおｘごっそ ぅ ぐぃこかっえう ｙぃぅきぃえう
Ｔ っかぐぃぎぃくｘこ ｚｘざがつ ｙぃぅきぃえう ぐｘ あぉそ かｘぉぃいかがぁが ｚうえがぎうくぐｘかかそ おｘざうかう けｚｘい‐
かが きぎがさうぐｘぇぐぃ ごぜ っかくぐぎけえごっぜ, ｚえぉぜさｘぜさう きっあえｘぅえう ぐｘ ぅｘくぐぃぎぃいぃかかそ, きぃぎざ
かっい ｚくぐｘかがｚぉぜｚｘぐう おｘざうかけ っ ぎがぅきがさうかｘぐう えがぎうくぐけｚｘぐうくそ かぃぜ. Ｒｙう けかう‐
えかけぐう きがおうぉえがｚうこ あっぇ っ かぃしｘくかうこ ｚうきｘあえっｚ かぃがｙこっあかが, しがｙ けくっ, こぐが えがぎう‐
くぐけєぐずくそ きがくけあがおうぇかがぜ おｘざうかがぜ, ぎぃぐぃぉずかが がぅかｘぇがおうぉうくそ ぅ きぎｘｚうぉｘおう
ぃえくきぉけｘぐｘごっつ っ ぐぃこかっえう ｙぃぅきぃえう. Ｙｙぃぎぃいっぐず ごぜ っかくぐぎけえごっぜ っ ｚ ぎｘぅっ きぎがあｘいけ
ｘｙが きぃぎぃあｘさっ きぎうぉｘあけ っかざうお がくがｙｘお がｙがｚ'そぅえがｚが きぃぎぃあｘぇぐぃ つつ ぎｘぅがお っぅ
きぎうぉｘあがお, しがｙ けくっ えがぎうくぐけｚｘさっ ぅおがぁぉう ｚ ｙけあず-そえうぇ さｘく がぅかｘぇがおうぐうくそ ぅ
きぎｘｚうぉｘおう ぃえくきぉけｘぐｘごっつ っ ぐぃこかっえがぜ ｙぃぅきぃえう.

ｇぎｘｚうぉずかぃ ぅｘくぐがくけｚｘかかそ
• ｎそ きがくけあがおうぇかｘ おｘざうかｘ きぎうぅかｘさぃかｘ ｚうえぉぜさかが あぉそ おうぐぐそ 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ｘざうかかがぁが おうぐぐそ.
• 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 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 ｘｙが ぎがぅおっしけｚｘ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.

• Ｔうえがぎうくぐがｚけぇぐぃ ぉうざぃ ぅｘくがｙう (おうぜさっ ぅｘくがｙう, くっぉず ぐｘ がきがぉっくえけｚｘさ), 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.

• ｅぃ ｚっあえぎうｚｘぇぐぃ 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, がく‐
えっぉずえう 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.

• 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ｘえっかさぃかかそ きがｚかがぁが ごう‐
えぉけ おうぐぐそ.

• ｇっくぉそ えがぎうくぐけｚｘかかそ ｚっあっおえかっぐず きぎうぉｘあ ｚっあ ぃぉぃえぐぎがおぃぎぃいっ っ きぃぎぃえぎうぇぐぃ
ｚがあがきがくぐｘさｘかかそ.

• ｊぃこかっさかぃ がｙくぉけぁがｚけｚｘかかそ ごずがぁが きぎうぉｘあけ おｘє ぅあっぇくかぜｚｘぐうくそ ぉうざぃ えｚｘ‐
ぉっげっえがｚｘかうお きぃぎくがかｘぉがお. Ｖぉそ ぎぃおがかぐけ かぃがｙこっあかが ｚうえがぎうくぐがｚけｚｘぐう ぉう‐
ざぃ がぎうぁっかｘぉずかっ ぅｘきｘくかっ さｘくぐうかう.

• Ｙｘ いがあかうこ がｙくぐｘｚうか かぃ かｘおｘぁｘぇぐぃくそ ぎぃおがかぐけｚｘぐう おｘざうかけ くｘおがくぐっぇかが.
ｅぃえｚｘぉっげっえがｚｘかうぇ ぎぃおがかぐ おがいぃ きぎうぅｚぃくぐう あが ぐぎｘｚおけｚｘかかそ ぉぜあぃぇ ｘｙが
くぃぎぇがぅかがぁが きがざえがあいぃかかそ おｘざうかう. 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. Ｙｘｚいあう かｘきがぉそぁｘぇぐぃ かｘ ぐがおけ, しがｙ ｚうえがぎうくぐが‐
ｚけｚｘぉうくそ ぉうざぃ がぎうぁっかｘぉずかっ ぅｘきｘくかっ さｘくぐうかう.
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Ｙｘぁｘぉずかｘ ｙぃぅきぃえｘ
• 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
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.

• ｄうぜさっ ぅｘくがｙう あぉそ きがくけあがおうぇかがつ おｘざうかう おがいけぐず ｚうえぉうえｘぐう こっおっさかっ がきっえう
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. Ｔがかう おがいけぐず くぐｘかがｚうぐう ぅｘぁぎがぅけ あぉそ
いうぐぐそ! 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.

• Ｔがあｘ ぅ きがくけあがおうぇかがつ おｘざうかう かぃ きぎうあｘぐかｘ あぉそ きうぐぐそ. Ｔ かっぇ おがいけぐず ぅｙぃ‐
ぎぃぁぐうくそ ぅｘぉうざえう おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ.

• ｉぐぃいぐぃ ぅｘ ぐうお, しがｙ 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 ｙけぉう ぅｘｚいあう ぅｘ‐
えぎうぐっ, ぅｘ ｚうかそぐえがお ｚうきｘあえっｚ, えがぉう かぃがｙこっあかが ぅｘｚｘかぐｘいうぐう ｘｙが ｚうぇかそぐう
きがくけあ. ｋ ぐｘえうぇ くきがくっｙ ｙけあぃ ｚうえぉぜさぃかｘ おがいぉうｚっくぐず ぐがぁが, しが こぐがくず ぐぎｘｚ‐
おけєぐずくそ, きぃぎぃさぃきうｚざうくず さぃぎぃぅ ｚっあえぎうぐっ あｚぃぎごそぐｘ.

• 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
• ｎぃぇ きぎうぉｘあ きぎうぅかｘさぃかうぇ あぉそ えがぎうくぐけｚｘかかそ あがぎがくぉうおう. ｅぃ あがぅｚがぉそぇぐぃ

あっぐそお えがぎうくぐけｚｘぐうくそ きがくけあがおうぇかがぜ おｘざうかがぜ ｙぃぅ かｘぁぉそあけ.
• 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.
• ｊぎうおｘぇぐぃ ｚくっ おうぜさっ ぅｘくがｙう ｚ かぃ あがくぐけきかがおけ あぉそ あっぐぃぇ おっくごっ.
• 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
• ｆぁぉそかずぐぃ くｚがぜ きがくけあがおうぇかけ おｘざうかけ っ きぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ, しが ｚがかｘ かぃ ｙけぉｘ

きがざえがあいぃかｘ きっあ さｘく ぐぎｘかくきがぎぐけｚｘかかそ. ｅっえがぉう かぃ きっあえぉぜさｘぇぐぃ きがざえがあ‐
いぃかけ おｘざうかけ あが おぃぎぃいっ. ｗえしが きがくけあがおうぇかｘ おｘざうかｘ きがざえがあいぃかｘ, ぅｚぃぎ‐
かっぐずくそ あが きがくぐｘさｘぉずかうえｘ.

• ｇぃぎぃあ ｚうえがぎうくぐｘかかそお ぅ おｘざうかう かぃがｙこっあかが ぅかそぐう けくっ きｘえけｚｘぉずかっ おｘぐぃ‐
ぎっｘぉう.

• Ｓけあず-そえっ ぎが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 ぐｘ 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 おっぎえけｚｘかず ｙぃぅきぃえう かぃ くぉっあ ぅおっかぜｚｘぐう ぐぃこかっさかっ こｘぎｘえぐぃぎうくぐうえう きぎうぉｘあけ
ｘｙが かｘおｘぁｘぐうくそ おがあうげっえけｚｘぐう ぇがぁが ｙけあず-そえうお さうかがお.

• ｅっえがぉう かぃ えがぎうくぐけぇぐぃくそ きがくけあがおうぇかがぜ おｘざうかがぜ ぅ きがざえがあいぃかうお えｘｙぃ‐
ぉぃお さう ざぉｘかぁｘおうІ ぐｘえがい かぃ くぉっあ えがぎうくぐけｚｘぐうくそ おｘざうかがぜ ｚ ぎｘぅっ きがざ‐
えがあいぃかかそ 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. ｑがｙ けくけかけぐう かぃ‐
ｙぃぅきぃえけ, ぅｚぃぎかっぐずくそ け 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.

• ｋ いがあかがおけ ぎｘぅっ かぃ 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 きがくけあがおうぇかがつ おｘ‐
ざうかう, 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ぉっさかっ さう ぃぉぃえぐぎうさかっ
えがおきがかぃかぐう.
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ｇがきぃぎぃあいぃかかそ!
ｇっあ さｘく きっあえぉぜさぃかかそ おｘざうかう あが ぃぉぃえぐぎがおぃぎぃいっ ｘｙが ｚがあがきがくぐｘさｘかかそ ぎぃ‐
ぐぃぉずかが あがぐぎうおけぇぐぃくそ っかくぐぎけえごっぇ, かｘｚぃあぃかうこ け ｚっあきがｚっあかうこ きｘぎｘぁぎｘげｘこ.

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
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ｇｘかぃぉず えぃぎけｚｘかかそ

1 ｂかがきえｘ Ｔえぉ./Ｔうえぉ
2 ｎうげぎがｚうぇ あうくきぉぃぇ
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
4 ｂかがきえう ｚうｙがぎけ きぎがぁぎｘおう
5 Ｉかあうえｘぐがぎう
6 ｂかがきえう げけかえごっぇ

Ｉかあうえｘぐがぎう
ｄｋｃｔｊＩｊＲＳ ｉうぁかｘぉっぅけє きぎが ｘえぐうｚっぅｘごっぜ/あぃｘえぐうｚっぅｘ‐

ごっぜ げけかえごっつ "Йсире-рЭb" (あうｚ. ぎがぅあっぉ
"ｌけかえごっそ "Йсире-рЭb")

ｉっぉず Ｙｘくｚっさけєぐずくそ, えがぉう ぅｘえっかさうぉｘくそ くきぃ‐
ごっｘぉずかｘ くっぉず. 1)

ｆきがぉっくえけｚｘさ Ｙｘくｚっさけєぐずくそ, えがぉう ぅｘえっかさうｚくそ がきがぉっくえけ‐
ｚｘさ. 1)

1) Ｉかあうえｘぐがぎ くがぉっ ぐｘ がきがぉっくえけｚｘさｘ かっえがぉう かぃ ぁがぎうぐず, えがぉう ｚうえがかけєぐずくそ きぎがぁぎｘおｘ おうぐぐそ, かｘｚっぐず
そえしが くっぉず ぐｘ/ｘｙが がきがぉっくえけｚｘさ かぃがｙこっあかが あがあｘぐう しぃ.

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:
• ぎっｚぃかず いがぎくぐえがくぐっ ｚがあう, かｘ そえうぇ かｘぉｘざぐがｚｘかうぇ 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,
• きぎうｙぉうぅかうぇ さｘく, しが ぅｘぉうざうｚくそ あが ぅｘｚぃぎざぃかかそ きがぐがさかがつ きぎがぁぎｘおう,
• ｘえぐうｚっぅｘごっぜ/あぃｘえぐうｚっぅｘごっぜ あがぅｘぐがぎｘ がきがぉっくえけｚｘさｘ ( ｃＺｐＷ きぎう ｘえぐうｚかっぇ

げけかえごっつ "Йсире рЭb"),
• ぅｘｚ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),
• ぅｚがぎがぐかうぇ ｚっあぉっえ さｘくけ, かｘ そえうぇ ｙけぉが ｚっあえぉｘあぃかが ぅｘきけくえ,
• えがあう かぃくきぎｘｚかがくぐっ きがくけあがおうぇかがつ おｘざうかう,
• ｘえぐうｚｘごっそ/あぃｘえぐうｚｘごっそ ぅｚけえがｚうこ くうぁかｘぉっｚ.
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ｂかがきえう げけかえごっぇ
Ｙｘ あがきがおがぁがぜ ごうこ えかがきがえ おがいかｘ ｚくぐｘかがｚうぐう ぐｘえっ げけかえごっつ:
• かｘ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,
• くえｘくけｚｘ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 ｘｙが ｚっあえぉｘあぃかうぇ ぅｘきけくえ きぎがぁぎｘお,

そえっ ｚいぃ ｙけぉう ぅｘきけしぃかっ,
• Ｒえぐうｚっぅｘごっそ/あぃｘえぐうｚっぅｘごっそ げけかえごっつ "Йсире-рЭb"
• ｘえぐうｚっぅｘごっそ/あぃｘえぐうｚっぅｘ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 ｚえぉぜさぃかっぇ げけかえ‐

ごっつ "ЙсирерЭb",
• ｘえぐうｚっぅｘごっそ/あぃｘえぐうｚっぅｘごっそ ぅｚけえがｚうこ くうぁかｘぉっｚ.

ｈぃいうお かｘぉｘざぐけｚｘかず
ｇぎうぉｘあ きぃぎぃｙけｚｘє け ぎぃいうおっ かｘくぐぎがぇえう, えがぉう ぁがぎそぐず けくっ っかあうえｘぐがぎう きぎが‐
ぁぎｘお.
Ｙｘｚいあう きｘお'そぐｘぇぐぃ, しが きっあ さｘく ｚうえがかｘかかそ ぐｘえうこ がきぃぎｘごっぇ, そえ:
• ｚうｙっぎ きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ
• かｘくぐぎがぜ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
• ｘえぐうｚっぅｘごっそ/あぃｘえぐうｚっぅｘごっそ あがぅｘぐがぎｘ がきがぉっくえけｚｘさｘ
• ｘえぐうｚっぅｘごっそ/あぃｘえぐうｚっぅｘごっそ ぅｚけえがｚうこ くうぁかｘぉっｚ
きぎうぉｘあ ｆＳｆＴ'ｗＹｂｆＴｆ ｄＲЄ きぃぎぃｙけｚｘぐう ｚ ぎぃいうおっ かｘくぐぎがぜｚｘかかそ.

ｗえしが くｚっぐうぐずくそ っかあうえｘぐがぎ きぎがぁぎｘおう, ぐが ｚくぐｘかがｚぉぃかｘ がくぐｘかかずがぜ きぎがぁぎｘおｘ
ｚくぃ しぃ かｘぉｘざぐがｚｘかｘ.
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くぐぎがぇえう, 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.
ｑがｙ くえｘくけｚｘぐう きぎがぁぎｘおけ, そえｘ ｙけぉｘ かｘくぐぎがєかｘ ｘｙが ｚうえがかけєぐずくそ : ｆあかがさｘく‐
かが かｘぐうくかっぐず っ けぐぎうおけぇぐぃ あｚっ えかがきえう きぎがぁぎｘお, ぎがぅぐｘざがｚｘかっ かｘあ くぉがｚがお
ОБПБР, あがえう かぃ ぅｘくｚっぐそぐずくそ っかあうえｘぐがぎう えかがきがえ けくっこ きぎがぁぎｘお. ｇぎがぁぎｘおけ
くえｘくがｚｘかが っ おｘざうかｘ きぃぎぃぇざぉｘ あが ぎぃいうおけ かｘくぐぎがぇえう.

Ｙｚけえがｚっ くうぁかｘぉう
Ｙｚけえがｚうぇ くうぁかｘぉ きぎうぅかｘさぃかうぇ あぉそ ぐがぁが, しがｙ おがいかｘ ｙけぉが がぎっєかぐけｚｘぐうくそ ｚ
ぐがおけ, そえっ がきぃぎｘごっつ ｚうえがかけє きがくけあがおうぇかｘ おｘざうかｘ:
• かｘくぐぎがぜ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
• ぅｘｚぃぎざぃかかそ きぎがぁぎｘおう
• きがｚっあがおぉぃかかそ きぎが かぃきぎｘｚうぉずかけ ぎがｙがぐけ おｘざうかう.
Ｙｘｚがあくずえｘ けくぐｘかがｚえｘ: ぅｚけえがｚっ くうぁかｘぉう ｘえぐうｚっぅがｚｘかっ.
Ｖぃｘえぐうｚけｚｘぐう ぅｚけえがｚっ くうぁかｘぉう おがいかｘ ぅｘ あがきがおがぁがぜ えかがきがえ げけかえごっぇ.

1. ｅｘぐうくかっぐず えかがきえけ ｋｚっおえ./Ｔうおえ . ｇぎうぉｘあ おｘє きぃぎぃｙけｚｘぐう ｚ ぎぃいうおっ かｘ‐
くぐぎがぜｚｘかかそ .

2. ｆあかがさｘくかが かｘ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 B ぐｘ C , あがえう かぃ ぅｘ‐
ｙぉうおｘぜぐず っかあうえｘぐがぎう えかがきがえ げけかえごっぇ A , B ぐｘ C .

3. ｅｘぐうくかっぐず えかがきえけ げけかえごっつ C . Ｉかあうえｘぐがぎう えかがきがえ げけかえごっぇ A ぐｘ B ｚうお‐
えかけぐずくそ, ｘ っかあうえｘぐがぎ えかがきえう げけかえごっつ C きぎがあがｚいけｚｘぐうおぃ ｙぉうおｘぐう. ｅｘ
ごうげぎがｚがおけ あうくきぉぃつ ｚっあがｙぎｘぅそぐずくそ きがぐがさかっ かｘくぐぎがぇえう.

 = Ｙｚけえがｚっ くうぁかｘぉう あぃｘえぐうｚっぅがｚｘかっ
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 = Ｙｚけえがｚっ くうぁかｘぉう ｘえぐうｚっぅがｚｘかっ
4. ｑがｙ ぅおっかうぐう かｘくぐぎがぇえけ, ぅかがｚけ かｘぐうくかっぐず えかがきえけ げけかえごっつ C : ごうげぎがｚうぇ

あうくきぉぃぇ きがえｘいぃ かがｚけ かｘくぐぎがぇえけ.
5. ｑがｙ おｘざうかｘ ぅｘきｘお'そぐｘぉｘ かｘくぐぎがぇえけ, ｚうおえかっぐず つつ.

Ｔうえがぎうくぐｘかかそ おｘざうかう ｚきぃぎざぃ
ｇぃぎぃあ ｚうえがぎうくぐｘかかそお きがくけあがおうぇかがつ おｘざうかう ｚきぃぎざぃ:
• ｇぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ, しが 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

ｚっあきがｚっあｘє っかくぐぎけえごっそお
• Ｔうぇおっぐず けｚぃくず きｘえけｚｘぉずかうぇ おｘぐぃぎっｘぉ, しが ぅかｘこがあうぐずくそ ｚくぃぎぃあうかっ きぎう‐

ぉｘあけ
• 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
• ｅｘぉうぇぐぃ 1 ぉっぐぎ ｚがあう ｚ えがかぐぃぇかぃぎ あぉそ くがぉっ, ｘ きがぐっお かｘきがｚかっぐず ぇがぁが くっぉぉぜ

あぉそ きがくけあがおうぇかがつ おｘざうかう
• 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ｘ

ｗえしが ｚう こがさぃぐぃ えがぎうくぐけｚｘぐうくそ ぐｘｙぉぃぐえｘおう "えがおｙっ", かｘきぎうえぉｘあ: "3 ｚ 1", "4
ｚ 1", "5 ｚ 1" ぐがしが... かｘぉｘざぐけぇぐぃ げけかえごっぜ ｄけぉずぐうぐｘｙ (あうｚ. "ｌけかえごっそ ｄけぉず‐
ぐうぐｘｙ").

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
ｇがくけあがおうぇかｘ おｘざうかｘ がくかｘしぃかｘ きぎうくぐぎがєお あぉそ きがお'そえざけｚｘかかそ ｚがあう,
きぎうぅかｘさぃかうお あぉそ けくけかぃかかそ ぅ ｚがあがきぎがｚっあかがつ ｚがあう おっかぃぎｘぉずかうこ ぎぃさがｚうか っ
くがぉぃぇ, そえっ おがいけぐず かぃぁｘぐうｚかが ｚきぉうかけぐう かｘ ぎがｙがぐけ きぎうぉｘあけ.
ｏうお ｚうしうぇ ｚおっくぐ おっかぃぎｘぉずかうこ ぎぃさがｚうか っ くがぉぃぇ, ぐうお いがぎくぐえっざｘ ｚがあｘ.
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) ぐｘ 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).
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 かぃがｙこっあかが かｘくぐぎがつぐう 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ざがおけ ぎぃぁっがかっ. ｑがｙ あっぅかｘぐうくそ きぎが くぐけきっかず いがぎくぐえがくぐっ ｚがあう け
くｚがєおけ ぎぃぁっがかっ, ぅｚぃぎかっぐずくそ ｚ おっくごぃｚっ がぎぁｘかう ｚがあがきがくぐｘさｘかかそ.
ｅｘくぐぎがぜ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 おｘє ｙけぐう ぅあっぇくかぃかぃ がｙがおｘ
ざぉそこｘおう: ｚぎけさかけ, ざぉそこがお ｚうくぐｘｚぉぃかかそ ぎっｚかそ いがぎくぐえがくぐっ ｚがあう ｘｙが ぅｘ あが‐
きがおがぁがぜ ぃぉぃえぐぎがかっえう.

ｉぐけきっかず いがぎくぐえがくぐっ ｚがあう ｅｘくぐぎがぜ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があｘｚｘかかそ
くがぉっ

°аД °РД おおがぉず/ぉ 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 2 ぎっｚぃかず 10 ぐｘえ
43 - 50 76 - 90 7,6 - 8,9 2 ぎっｚぃかず 9 ぐｘえ
37 - 42 65 - 75 6,5 - 7,5 2 ぎっｚぃかず 8 ぐｘえ
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ｉぐけきっかず いがぎくぐえがくぐっ ｚがあう ｅｘくぐぎがぜ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があｘｚｘかかそ
くがぉっ

°аД °РД おおがぉず/ぉ 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

29 - 36 51 - 64 5,1 - 6,4 2 ぎっｚぃかず 7 ぐｘえ
23 - 28 40 - 50 4,0 - 5,0 2 ぎっｚぃかず 6 ぐｘえ
19 - 22 33 - 39 3,3 - 3,9 2 ぎっｚぃかず 5 ぐｘえ
15 - 18 26 - 32 2,6 - 3,2 1 ぎっｚぃかず 4 ぐｘえ
11 - 14 19 - 25 1,9 - 2,5 1 ぎっｚぃかず 3 ぐｘえ
4 - 10 7 - 18 0,7 - 1,8 1 ぎっｚぃかず 2 ぐｘえ

Ї 4 Ї 7 Ї 0,7 1 ぎっｚぃかず 1 かっ

ｅｘくぐぎがぜｚｘかかそ ｚぎけさかけ
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くぐｘかがｚぉぃかうぇ かｘ ぅｘｚがあっ ｚ 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 きがくけあがおうぇかがつ
おｘざうかう.

2. Ｔうぇおっぐず ぅ おｘざうかう 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. ｇがｚぃぎかっぐず かういかっぇ えがざうえ かｘ おっくごぃ.

ｅｘくぐぎがぜ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
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くぐｘかがｚぉぃかうぇ かｘ ぅｘｚがあっ ｚ きがぉがいぃかかそ 5.

1. ｅｘぐうくかっぐず えかがきえけ "ｋｚっおえ./Ｔうおえ.". ｇがくけあがおうぇかｘ おｘざうかｘ おｘє ｙけぐう ｚ ぎぃ‐
いうおっ かｘくぐぎがぇえう.

2. ｆあかがさｘくかが かｘぐうくかっぐず っ けぐぎうおけぇぐぃ えかがきえう B ぐｘ C , あがえう かぃ ぅｘｙぉうおｘぜぐず
っかあうえｘぐがぎう えかがきがえ A , B ぐｘ C .

3. ｅｘぐうくかっぐず えかがきえけ A . Ｉかあうえｘぐがぎう えかがきがえ B ぐｘ C ｚうおえかけぐずくそ, ｘ っかあうえｘぐがぎ
えかがきえう A きぎがあがｚいけｚｘぐうおぃ ｙぉうおｘぐう. ｎうげぎがｚうぇ あうくきぉぃぇ きがえｘぅけｚｘぐうおぃ
きがぐがさかうぇ ぎっｚぃかず っ ぉけかｘぐうおけぐず くぃぎっつ ぅｚけえがｚうこ くうぁかｘぉっｚ.
ｇぎうえぉｘあう:

 かｘ あうくきぉぃつ, 5 きぃぎっがあうさかうこ ぅｚけえがｚうこ くうぁかｘぉっｚ, きｘけぅｘ ぐがしが = ぎっｚぃかず
5

 かｘ あうくきぉぃつ, 10 きぃぎっがあうさかうこ ぅｚけえがｚうこ くうぁかｘぉっｚ, きｘけぅｘ ぐがしが = ぎっｚぃかず
10
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4. ｑがｙ ぅおっかうぐう ぎっｚぃかず, かｘぐうくかっぐず えかがきえけ A . ｑがぎｘぅけ, えがぉう かｘぐうくえｘєぐずくそ
えかがきえｘ, ぎっｚぃかず ぅおっかぜєぐずくそ (しがｙ ｚうｙぎｘぐう かがｚうぇ ぎっｚぃかず, きがあうｚっぐずくそ ぐｘ‐
ｙぉうごぜ).
ｇぎうえぉｘあう:  そえしが きがぐがさかうぇ ぎっｚぃかず - 5, があかがぎｘぅがｚうお かｘぐうくえｘかかそお えかがきえう
A ｚくぐｘかがｚぉぜєぐずくそ ぎっｚぃかず 6. そえしが きがぐがさかうぇ ぎっｚぃかず - 10, があかがぎｘぅがｚうお
かｘぐうくえｘかかそお えかがきえう A ｚくぐｘかがｚぉぜєぐずくそ ぎっｚぃかず 1.

5. ｑがｙ おｘざうかｘ ぅｘきｘお'そぐｘぉｘ かｘぉｘざぐけｚｘかかそ, ｚうおえかっぐず つつ, かｘぐうくかけｚざう えかがき‐
えけ "ｋｚっおえ./Ｔうおえ.

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
ｇがきぃぎぃあいぃかかそ!
Ｔうえがぎうくぐがｚけぇぐぃ ぉうざぃ くきぃごっｘぉずかけ くっぉず あぉそ きがくけあがおうぇかうこ おｘざうか. ｉっぉず っか‐
ざうこ ぐうきっｚ, ｘ がくがｙぉうｚが くぐがぉがｚｘ くっぉず, おがいぃ きがざえがあうぐう 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. Ｙｘきがｚかぜぇぐぃ えがかぐぃぇかぃぎ あぉそ くがぉっ ぉうざぃ ｙぃぅきがくぃぎぃあかずが きぃぎぃあ
ぅｘきけくえがお があかっєつ ぅ きがｚかうこ きぎがぁぎｘお おうぐぐそ. Ｔ っかざがおけ ぎｘぅっ かｘ あかっ おｘざうかう おが‐
いけぐず ぅｘぉうざうぐうくそ ぁぎ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, そえｘ おが‐
いぃ きぎがぉうぐうくそ ぐｘ ぅｘぉうざうぐうくそ かｘ きぃｚかうぇ さｘく かｘ あかっ おｘざうかう, しが きぎうぅｚぃあぃ
あが えがぎがぅっつ.

ｑがｙ かｘきがｚかうぐう えがかぐぃぇかぃぎ:
1. ｚっあえぎうぇぐぃ あｚぃぎごそぐｘ, ｚうぇおっぐず かういかっぇ えがざうえ っ ｚっあえぎけぐっぐず えぎうざぃさえけ えがか‐

ぐぃぇかぃぎｘ あぉそ くがぉっ, きがｚぃぎかけｚざう つつ 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. ｅｘぉうぇぐぃ 1 ぉっぐぎ ｚがあう ｚ えがかぐぃぇかぃぎ あぉそ くがぉっ (ごぃ きがぐぎっｙかが ぅぎがｙうぐう ぉうざぃ

きぃぎぃあ きぃぎざうお ぅｘきがｚかぃかかそお えがかぐぃぇかぃぎｘ くっぉぉぜ) І
3. ぅｘ あがきがおがぁがぜ ぉっぇえう, しが ｚこがあうぐず け

えがおきぉぃえぐ きがくぐｘｚえう, ぅｘきがｚかっぐず えがか‐
ぐぃぇかぃぎ くっぉぉぜ.

4. きがくぐｘｚぐぃ えぎうざぃさえけ かｘ おっくごぃ, きがあ‐
ｙｘｚざう きぎが ぐぃ, しがｙ かぃ ぅｘぉうざうぉがくそ
くぉっあっｚ くがぉっ かｘ ぎっぅずｙっ ｘｙが けしっぉずかぜ‐
ｚｘぉずかがおけ えっぉずごっ.

5. ぅかがｚけ ぅｘえぎけぐっぐず 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 あが えっかごそ: ｙけ‐
あぃ さけぐかが, そえ ｚがかｘ えぉｘごかぃ.

ｅぃ こｚうぉぜぇぐぃくそ, そえしが ｚがあｘ ｚうぉぉєぐずくそ
さぃぎぃぅ えぎｘつ きぎう かｘきがｚかぃかかっ えがかぐぃぇかぃ‐
ぎｘ くっぉぉぜ - ごぃ ごっぉえがお かがぎおｘぉずかが.

ｗえしが おｘざうかけ かぃ ｚうえぉぜさｘぐう, っかあうえｘぐがぎ くがぉっ かｘ きｘかぃぉっ けきぎｘｚぉっかかそ おがいぃ
きぎがあがｚいけｚｘぐう ぁがぎっぐう きぎがぐそぁがお 2-6 ぁがあうか きっくぉそ ぐがぁが, そえ くっぉず けいぃ あがあｘぉう.
ｗえしが ｚう ｚうえがぎうくぐがｚけєぐぃ くっぉず, そえｘ ぎがぅさうかそєぐずくそ あがｚぁが, ごぃ おがいぃ ぐぎうｚｘぐう
あがｚざぃ. ｎぃ かぃ きがぅかｘさｘєぐずくそ かｘ げけかえごっがかけｚｘかかっ おｘざうかう.
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Ｙｘくぐがくけｚｘかかそ がきがぉっくえけｚｘさｘ
ｇがきぃぎぃあいぃかかそ!
Ｙｘくぐがくがｚけぇぐぃ ぉうざぃ げっぎおがｚ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っえがぉう かぃ 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 くぐがぎがかかっ ぎぃさがｚうかう (かｘきぎう‐
えぉｘあ, おうぜさうぇ ぅｘくっｙ あぉそ きがくけあがおうぇかがつ おｘざうかう, ぎっあえうぇ おうぜさうぇ ぅｘくっｙ あぉそ
きがくけあけ). ｎぃ 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.

Ｙｘｚあそえう がきがぉっくえけｚｘさけ きがくけあ ｙけあぃ ぎぃぐぃぉずかが きぎがおうぐうお, っ きっくぉそ ｚうくうこｘかかそ
かｘ かずがおけ かぃ ぅｘぉうざうぐずくそ きぉそお ぐｘ くおけぁ.
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かかずがぁが がきがぉっくえけｚｘかかそ.

1. Ｔっあえぎうぇぐぃ えがかぐぃぇかぃぎ, かｘぐうくかけｚざう
えかがきえけ (A).

2. Ｙｘきがｚかっぐず えがかぐぃぇかぃぎ がきがぉっくえけｚｘ‐
さぃお. ｄｘえくうおｘぉずかうぇ ぎっｚぃかず ぅｘきがｚ‐
かぃかかそ きがぅかｘさぃかうぇ ｚっあおっぐえがぜ
"йЭф".
Ｖがぅｘぐがぎ おがいぃ おっくぐうぐう ｙぉうぅずえが 110
おぉ がきがぉっくえけｚｘさｘ. ｎっєつ えっぉずえがくぐっ あが‐
くぐｘぐかずが かｘ 16 - 40 ごうえぉっｚ おうぐぐそ,
ぅｘぉぃいかが ｚっあ ｚくぐｘかがｚぉぃかがつ あがぅう.

3. ｇっくぉそ えがいかがぁが かｘきがｚかぜｚｘかかそ かぃ
ぅｘｙけｚｘぇぐぃ ぅｘえぎうｚｘぐう えぎうざえけ.

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 かｘくぐけきかがぁが おうぐぐそ きがくけあけ.
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かｘぉｘざぐけｚｘぐう あがぅｘぐがぎ がきがぉっくえけｚｘさｘ
ｇっあｙぃぎっぐず あがぅけ がきがぉっくえけｚｘさｘ, ｚうこがあそさう ぅ ぎぃぅけぉずぐｘぐっｚ おうぐぐそ ぐｘ くけざえう. Ｖぉそ
ごずがぁが くえがぎうくぐｘぇぐぃくそ きぃぎぃおうえｘさぃお, そえうぇ おがいぃ ｙけぐう ｚくぐｘかがｚぉぃかうぇ ｚ があかぃ
ぅ 6 きがぉがいぃかず (きがぉがいぃかかそ 1 - おっかっおｘぉずかｘ あがぅｘ, きがぉがいぃかかそ 6 - おｘえくうおｘぉずかｘ
あがぅｘ).
ｅｘ ぅｘｚがあっ きぃぎぃおうえｘさ あがぅｘぐがぎｘ ｚくぐｘかがｚぉぜєぐずくそ け きがぉがいぃかかそ 4.

ｗえしが かｘ きがくけあっ きっくぉそ おうぐぐそ ぅｘぉうざｘぜぐずくそ
えぎｘきぉっ ｚがあう ｘｙが ｚｘきかそかっ きぉそおう, かぃがｙこっあ‐
かが きっあｚうしうぐう あがぅけ.
Ｔ ぎｘぅっ きがそｚう ぉうきえうこ ｙっぉけｚｘぐうこ くおけいがえ かｘ
きがくけあっ ｘｙが くうかぜｚｘぐがつ きぉっｚえう かｘ くえぉそかえｘこ
さう ぉぃぅｘこ かがいっｚ あがぅけ かぃがｙこっあかが ぅおぃかざうぐう.

ｑがあぃかかぃ えがぎうくぐけｚｘかかそ
• ｇぃぎぃｚっぎぐぃ, さう かぃ ぐぎぃｙｘ あがあｘぐう くがぉっ あぉそ きがくけあがおうぇかうこ おｘざうか ｘｙが がきが‐

ぉっくえけｚｘさｘ.
• Ｙｘｚｘかぐｘいぐぃ くぐがぉがｚっ きぎうｙがぎう ぐｘ きがくけあ ｚ おｘざうかけ.
• Ｙｘぉうぇぐぃ ぅｘくっｙ あぉそ おうぐぐそ.
• Ｔうｙぃぎっぐず きぎがぁぎｘおけ おうぐぐそ, そえｘ きっあこがあうぐず あぉそ くぐがぉがｚうこ きぎうｙがぎっｚ っ きがくけあけ,

そえっ かぃがｙこっあかが きがおうぐう.
• Ｙｘきけくぐっぐず きぎがぁぎｘおけ おうぐぐそ.

Ｙｘｚｘかぐｘいぃかかそ くぐがぉがｚうこ きぎうｙがぎっｚ っ きがくけあけ

ｋ きがくけあがおうぇかっぇ おｘざうかっ ぅｘｙがぎがかそєぐずくそ おうぐう ぁけｙえう, ぁｘかさっぎえう ぐｘ ｙけあず-そえっ っか‐
ざっ きぎぃあおぃぐう, そえっ ｚｙうぎｘぜぐず ｚがあけ.
• ｇぃぎぃあ ぅｘｚｘかぐｘいぃかかそお きがくけあけ かぃがｙこっあかが:

– Ｔうあｘぉうぐう ｚくっ ぅｘぉうざえう ついっ ぐｘ くおっぐぐそ.
– ｈがぅお'そえざうぐう 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
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• Ｙｘｚｘかぐｘいけぜさう きがくけあ っ くぐがぉがｚっ きぎうｙがぎう, ぅｘけｚｘいぐぃ:
– きがくけあ っ くぐがぉがｚっ きぎうｙがぎう かぃ きがｚうかかっ きぃぎぃざえがあいｘぐう がｙぃぎぐｘかかぜ ぎがぅきう‐

ぉぜｚｘさっｚ.
– 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 (さｘざえう, くえぉそかえう, くえがｚがぎっあえう ぐがしが),

かぃがｙこっあかが くぐｘｚうぐう がぐｚがぎがお あがかうぅけ, 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.

– ｇがくけあ ぐｘ くぐがぉがｚっ きぎうｙがぎう かぃ きがｚうかかっ ぅかｘこがあうぐうくそ ｚくぃぎぃあうかっ があうか があ‐
かがぁが ｘｙが きぃぎぃえぎうｚｘぐうくそ.

– しがｙ けかうえかけぐう きがざえがあいぃかかそ くえぉそかがえ, ｚがかう かぃ きがｚうかかっ ぐがぎえｘぐうくそ おっい
くがｙがぜ.

– かぃ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І ごっ 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 (きぉｘくぐうえがｚっ さｘざえう ぐがしが) かぃがｙこっあかが ぅｘｚｘかぐｘいけｚｘぐう け
ｚぃぎこかっぇ えがざうえ っ ぎがぅおっしけｚｘぐう ぐｘえ, しがｙ ｚがかう くぐがそぉう かぃぎけこがおが.

ｅｘｚぃあぃかっ かういさぃ ｚうあう きがくけあけ っ くぐがぉがｚうこ きぎうｙがぎっｚ
ｚぅｘぁｘぉっ かぃきぎうあｘぐかっ あぉそ おうぐぐそ ｚ きがくけあが‐

おうぇかっぇ おｘざうかっ:
さｘくぐえがｚが かぃ きぎうあｘぐかっ あぉそ おうぐぐそ ｚ きがく‐

けあがおうぇかっぇ おｘざうかっ:
• くぐがぉがｚっ きぎうｙがぎう ぅ ぎけさえｘおう ぅ あぃぎぃｚｘ,

ぎがぁけ, げｘぎげがぎけ ｘｙが きぃぎぉｘおけぐぎけ.
• きぉｘくぐうえがｚっ きぎぃあおぃぐう, しが かぃ ｚうぐぎう‐

おけぜぐず ｚうくがえうこ ぐぃおきぃぎｘぐけぎ.
• くぐｘぎっ くぐがぉがｚっ きぎうｙがぎう ぅ きぎうえぉぃєかうおう

さｘくぐうかｘおう, そえっ かぃ ｚうぐぎうおけぜぐず ｚうくが‐
えうこ ぐぃおきぃぎｘぐけぎ.

• えぉぃєかっ くぐがぉがｚっ きぎうｙがぎう ぐｘ きがくけあ.
• がぉがｚ'そかっ さう おっあかっ きぎぃあおぃぐう.
• くえぉが っぅ くｚうかごぃｚがぁが えぎうざぐｘぉぜ.
• くぐｘぉぃｚっ きぎぃあおぃぐう, くこうぉずかっ あが ぎいｘｚっか‐

かそ.
• あぃぎぃｚ'そかっ ｙぉぜあｘ.
• きぎぃあおぃぐう っぅ くうかぐぃぐうさかうこ ｚがぉがえがか.

• ｄうぇぐぃ えぃぎｘおっえけ ｚ きがくけあがおうぇかっぇ おｘ‐
ざうかっ ぐっぉずえう け ｚうきｘあえけ, そえしが かｘ かっぇ ぅｘ‐
ぅかｘさぃかが, しが ぐｘえぃ おうぐぐそ あがぅｚがぉぃかぃ
ｚうぎがｙかうえがお.

• Ｕぉそかごぃｚっ ｚっぅぃぎけかえう かｘ きがくけあっ きぎう さｘ‐
くぐがおけ おうぐぐっ ｚ おｘざうかっ おがいけぐず きがぐずおそ‐
かっざｘぐう.

• ｉぎっｙかっ ぐｘ ｘぉぜおっかっєｚっ さｘくぐうかう おｘぜぐず
ぐぃかあぃかごっぜ きっあ さｘく おうぐぐそ ぅかぃｙｘぎｚぉぜ‐
ｚｘぐうくそ: かｘきぎうえぉｘあ, ぅｘぉうざえう そєさかがぁが
ｙっぉえｘ, そєさかがぁが いがｚぐえｘ ぐｘ ぁっぎさうごっ ぅｘ‐
ぅｚうさｘぇ ｚうえぉうえｘぜぐず ぅかぃｙｘぎｚぉぜｚｘかかそ
ぐｘ えがぎがぅっぜ くぎっｙぉｘ. ｊがおけ, そえしが くぎっｙ‐
かうぇ きがくけあ かぃ ｙけあぃ おうぐうくそ ｚっあぎｘぅけ きっ‐
くぉそ ｚうえがぎうくぐｘかかそ, がｙがｚ'そぅえがｚが かぃ‐
ぁｘぇかが ｚうあｘぉそぇぐぃ ぅ かずがぁが ぅｘぉうざえう ついっ.

Ｔっあえぎうぇぐぃ あｚぃぎごそぐｘ っ ｚうぐそぁかっぐず えがざうえう, しがｙ ぅｘｚｘかぐｘいうぐう きがくけあ.
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ｅういかっぇ えがざうえ
ｅういかっぇ えがざうえ きぎうぅかｘさぃかうぇ あぉそ えｘ‐
くぐぎけぉず, えぎうざがえ, ぐｘぎっぉがえ, くｘぉｘぐかうごず, くぐが‐
ぉがｚうこ きぎうｙがぎっｚ ぐがしが.

Ｓぉぜあｘ っ ｚぃぉうえっ えぎうざえう くぉっあ ぎがぅおっしけｚｘぐう
きが えぎｘそこ えがざうえｘ ぐｘえうお さうかがお, しがｙ かぃ
きぃぎぃざえがあいｘぐう がｙぃぎぐｘかかぜ ぎがぅきうぉぜｚｘ‐
さっｚ.

Ｖｚｘ ぎそあう ざぐうぎっｚ け かういかずがおけ えがざうえけ
おがいかｘ ぉぃぁえが きぃぎぃくぐｘｚうぐう かういさぃ, しがｙ
ぅｘｚｘかぐｘいうぐう け えがざうえ 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!
ｈがぅおっしぃかっ け ｚぃぎぐうえｘぉずかがおけ きがぉがいぃかかっ かがいっ ぅ あがｚぁうおう ぉぃぅｘおう є きがぐぃかごっぇかが
かぃｙぃぅきぃさかうおう. Ｖがｚぁっ ぐｘ/ｘｙが ぁがくぐぎっ くぐがぉがｚっ きぎうｙがぎう かｘ ぅぎｘぅがえ かがいっｚ あぉそ
お'そくｘ かぃがｙこっあかが えぉｘくぐう ぁがぎうぅがかぐｘぉずかが け ｚぃぎこかっぇ えがざうえ. Ｓけあずぐぃ がｙぃぎぃいかっ
きっあ さｘく ぅｘｚｘかぐｘいぃかかそ ｘｙが ｚうぇおｘかかそ ぁがくぐぎうこ きぎぃあおぃぐっｚ (かがいっｚ).
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ｑがｙ ｚがあｘ おがぁぉｘ あがくそぁぐう けくっこ きぎぃあおぃぐっｚ け えがざうえけ あぉそ くぐがぉがｚうこ きぎうｙがぎっｚ,
かぃがｙこっあかが:
1. Ｔくぐｘｚうぐう ｚくぐｘｚえけ-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.
2. Ｔうあぃぉえう ぐｘ ぉがいえう かぃがｙこっあかが くぐｘ‐

ｚうぐう 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 ぎけさえｘおう ｚかうぅ.
Ｖぉそ ｙっぉずざ あがｚぁうこ きぎぃあおぃぐっｚ えけ‐
こがかかがぁが かｘさうかかそ, ぅがえぎぃおｘ, ｚっかうさ‐
えっｚ ぅｘぉうざぐぃ きがぉがｚうかけ ぎぃざっぐえう あぉそ
くぐがぉがｚうこ きぎうｙがぎっｚ.

ｂがざうえ あぉそ くぐがぉがｚうこ きぎうｙがぎっｚ ｚっあえぎう‐
ｚｘєぐずくそ.
Ｔうぇおｘぜさう ぇがぁが ぅ きがくけあがおうぇかがつ おｘざう‐
かう, ぅｘｚいあう ｙぃぎっぐずくそ ぎけえがぜ ぅｘ がｙうあｚっ さｘ‐
くぐうかう きがあｚっぇかがつ ぎけさえう.
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 きがあｚっぇかけ ぎけさえけ.
3. Ｔうぇおっぐず くぐがぉがｚっ きぎうｙがぎう.

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 ぐｘぎっぉがえ (あぃくぃぎぐかうこ ぐｘぎっぉがえ, ｙぉぜあぃごず,
くぐがぉがｚうこ ぐｘぎっぉがえ あっｘおぃぐぎがお あが 24 くお), くｘぉｘぐかうごず, さｘざがえ ぐｘ くえぉそかがえ
ｈがぅおっくぐっぐず きがくけあ かｘ きっあくぐｘｚえｘこ あぉそ さｘざがえ ぐｘ きっあ かうおう, しがｙ ｚがあｘ おがぁぉｘ
あがくそぁぐう ｚくっこ きがｚぃぎこがかず.
ｌけいぃぎう かｘ ｚうくがえうこ かっいえｘこ おがいかｘ きがくぐｘ‐
ｚ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. ｋ ぎｘぅっ おうぐぐそ ｙっぉずざ ｚうくがえうこ きぎぃあおぃ‐
ぐっｚ, ぎぃぇえう あぉそ さｘざがえ おがいかｘ きがｚぃぎかけぐう
あがぁがぎう.
ｌけいぃぎう かｘ ｚうくがえうこ かっいえｘこ おがいかｘ きがくぐｘ‐
ｚ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.
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ｋ ぎｘぅっ おうぐぐそ ｙっぉずざ ｚうくがえうこ きぎぃあおぃぐっｚ,
ぎぃぇえう あぉそ さｘざがえ おがいかｘ きがｚぃぎかけぐう あがぁが‐
ぎう.
ｇぃぎざ かっい ぅｘえぎうｚｘぐう あｚぃぎごそぐｘ, 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 ぅおがいけぐず
ｚっぉずかが がｙぃぎぐｘぐうくそ.

ｂがぎうぁけｚｘかかそ ｚうくがぐう ｚくぐｘかがｚぉぃかかそ ｚぃぎこかずがぁが えがざうえｘ
ｗえしが かぃがｙこっあかが きがおうぐう あけいぃ ｚぃぉうえっ ぐｘぎっぉえう, つこ おがいかｘ ぅｘｚｘかぐｘいうぐう ｚ かうい‐
かっぇ えがざうえ, きぃぎぃくぐｘｚうｚざう ｚぃぎこかっぇ えがざうえ け ｚぃぎこかє きがぉがいぃかかそ.

ｄｘえくうおｘぉずかｘ ｚうくがぐｘ きがくけあけ ｚ:
 Ｔぃぎこかっぇ えがざうえ ｅういかっぇ えがざうえ

ｂがぉう ｚぃぎこかっぇ えがざうえ け
ｚぃぎこかずがおけ きがぉがいぃかかっ

20 くお 31 くお

ｂがぉう ｚぃぎこかっぇ えがざうえ け
かういかずがおけ きがぉがいぃかかっ

24 くお 27 くお

ｑがｙ きぃぎぃおっくぐうぐう えがざうえ かｘ ｚうしうぇ ぎっｚぃかず, ｚうえがかｘぇぐぃ ぐｘえっ あっつ:
1. きがぐそぁかっぐず 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. がｙぃぎぃいかが きっあかっおっぐず がｙうあｚっ くぐがぎがかう ｚぁがぎけ, あがえう かぃ くきぎｘごぜє おぃこｘかっぅお, っ

えがざうえ かぃ ぅｘげっえくけєぐずくそ け くぐｘｙっぉずかがおけ きがぉがいぃかかっ.
ｑがｙ きぃぎぃおっくぐうぐう えがざうえ ｚかうぅ かｘ きがさｘぐえがｚうぇ ぎっｚぃかず, ぅぎがｙっぐず ぐｘえ:
1. きがぐそぁかっぐず 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. がｙぃぎぃいかが きっあかっおっぐず がｙうあｚっ くぐがぎが‐

かう ｚぁがぎけ, ｘ きがぐっお, きっあぐぎうおけぜさう えが‐
ざうえ, あがぅｚがぉずぐぃ おぃこｘかっぅおけ きがｚっぉず‐
かが がきけくぐうぐうくそ.

ｅっえがぉう かぃ きっあかっおｘぇぐぃ っ かぃ がきけくえｘぇぐぃ
えがざうえ ぉうざぃ ぅ があかがぁが ｙがえけ.
ｂがぉう ｚぃぎこかっぇ えがざうえ きぃぎぃｙけｚｘє け
ｚぃぎこかずがおけ きがぉがいぃかかっ, かぃ おがいかｘ えが‐
ぎうくぐけｚｘぐうくそ きっあくぐｘｚえｘおう あぉそ さｘざがえ.

ｇがきぃぎぃあいぃかかそ!
ｇっくぉそ ぅｘｚｘかぐｘいぃかかそ ぅｘｚいあう ぅｘえぎう‐
ｚｘぇぐぃ あｚぃぎごそぐｘ おｘざうかう, がくえっぉずえう ぅｘ‐
ぉうざｘぐう つこ ｚっあさうかぃかうおう かぃｙぃぅきぃさかが.
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Ｙｘくぐがくけｚｘかかそ おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ
Ｔうえがぎうくぐがｚけぇぐぃ ぉうざぃ くきぃごっｘぉずかっ おうぜさっ ぅｘくがｙう あぉそ きがくけあがおうぇかうこ おｘざうか.
Ｖがぐぎうおけぇぐぃくそ ぎぃえがおぃかあｘごっぇ ｚうぎがｙかうえｘ しがあが あがぅけｚｘかかそ っ ぅｙぃぎっぁｘかかそ ぅｘ‐
くがｙっｚ, そえ ぅｘぅかｘさぃかが かｘ けきｘえがｚごっ.

ｏっぐえが あがぐぎうおけぜさうくず ぎぃえがおぃかあｘごっぇ しがあが あがぅう ぅｘくがｙけ ぇ かぃ きぃぎぃｚうしけぜさう
つつ, ｚう くきぎうそぐうおぃぐぃ ぅかういぃかかぜ ぎっｚかそ ぅｘｙぎけあかぃかかそ きぎうぎがあかがぁが くぃぎぃあがｚうしｘ.

Ｖがあｘｚｘかかそ おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ ｚ あがぅｘぐがぎ
1. Ｔっあえぎうぇぐぃ えぎうざえけ.

2. Ｙｘきがｚかっぐず あがぅｘぐがぎ (1) おうぜさうお ぅｘ‐
くがｙがお. ｄｘぎえけｚｘかかそ きがぅかｘさｘє ぎっｚかっ
あがぅ:
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
ぅ きがきぃぎぃあかっお おうぐぐそお, ｚ えｘおぃぎけ
あぉそ きがきぃぎぃあかずがぁが おうぐぐそ (2) かぃがｙ‐
こっあかが ぅｘｚｘかぐｘいうぐう あがあｘぐえがｚけ あがぅけ
ぅｘくがｙけ (5-10 ぁ).
ｎぃぇ ぅｘくっｙ ｙけあぃ ｚうえがぎうくぐｘかうぇ きっあ
さｘく げｘぅう きがきぃぎぃあかずがぁが おうぐぐそ.
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4. ｇぎう ぅｘくぐがくけｚｘかかっ おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ
ｚ ぐｘｙぉぃぐえｘこ きがえぉｘあっぐず ぐｘｙぉぃぐえけ け
ｚっああっぉぃかかそ (1)

5. ぅｘえぎうぇぐぃ えぎうざえけ っ かｘぐうくえｘぇぐぃ かｘ
かぃつ, あがえう ｚがかｘ っぅ えぉｘごｘかかそお かぃ くぐｘ‐
かぃ かｘ おっくごぃ.

ｊｘｙぉぃぐがｚｘかっ おうぜさっ ぅｘくがｙう
ｊｘｙぉぃぐがｚｘかっ おうぜさっ ぅｘくがｙう ｚっあ ぎっぅかうこ
ｚうぎがｙかうえっｚ ぎがぅさうかそぜぐずくそ ぅ ぎっぅかがぜ
ざｚうあえっくぐぜ. ｊがおけ あぃそえっ ぐｘｙぉぃぐがｚｘかっ
おうぜさっ ぅｘくがｙう かぃ ｚくぐうぁｘぜぐず きがｚかっくぐぜ
ｚうえがぎうくぐｘぐう くｚっぇ きがぐぃかごっｘぉ きっあ さｘく えが‐
ぎがぐえうこ きぎがぁぎｘお おうぐぐそ. ｋ ぅｚ'そぅえけ ぅ ごうお
おう ぎぃえがおぃかあけєおが ｚうえがぎうくぐがｚけｚｘぐう
ぐｘｙぉぃぐがｚｘかっ おうぜさっ ぅｘくがｙう あぉそ ぐぎうｚｘぉうこ きぎがぁぎｘお 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 ぅｘぉうざえっｚ おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ.

ｌけかえごっそ "Йсире-рЭb"
ｎぃぇ きぎうぉｘあ おｘє げけかえごっぜ ｄけぉずぐうぐｘｙ, そえｘ あがぅｚがぉそє ぅｘくぐがくがｚけｚｘぐう おうぜさうぇ
ぅｘくっｙ け ぐｘｙぉぃぐえｘこ "えがおｙっ ｄけぉずぐうぐｘｙ".
ｎぃ - ぅｘくがｙう, そえっ きがєあかけぜぐず げけかえごっつ おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ, がきがぉっくえけｚｘさｘ ぐｘ くがぉっ
あぉそ きがお'そえざぃかかそ ｚがあう. Ｔがかう おがいけぐず おっくぐうぐう ぐｘえがい っかざっ あがｙｘｚえう, ぅｘぉぃいかが
ｚっあ ぐがぁが, そえっ ぐｘｙぉぃぐえう ｚう がｙぎｘぉう ("3 ｚ 1", "4 ｚ 1", "5 ｚ 1" ぐがしが).
Ｙ'そくけぇぐぃ, さう きっあこがあそぐず ごっ おうぜさっ ぅｘくがｙう あぉそ ｚがあう ぐっєつ いがぎくぐえがくぐっ, そえがぜ ｚう
えがぎうくぐけєぐぃくそ. ｇがあうｚっぐずくそ っかくぐぎけえごっつ ｚうぎがｙかうえｘ.
ｎぜ げけかえごっぜ おがいかｘ ぅｘくぐがくがｚけｚｘぐう きっあ さｘく ｚうえがかｘかかそ ｚくっこ きぎがぁぎｘお おうぐぐそ.
ｂがぉう ごそ げけかえごっそ ｘえぐうｚかｘ, かｘあこがあいぃかかそ がきがぉっくえけｚｘさｘ っ くがぉっ ぅ ｚっあきがｚっあかうこ
えがかぐぃぇかぃぎっｚ ｘｚぐがおｘぐうさかが ｙぉがえけєぐずくそ. Ｉかあうえｘぐがぎう あぉそ くがぉっ ぐｘ がきがぉっくえけｚｘさｘ
ぐｘえがい かぃ ｘえぐうｚかっ.
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, かｘぉｘざぐけぇぐぃ げけかえごっぜ "ｄけぉずぐうぐｘｙ".
ｂがぉう がｙぎｘかｘ ごそ げけかえごっそ (ぁがぎうぐず っかあうえｘぐがぎ), 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 ぐｘえがい あぉそ かｘくぐけきかうこ きぎがぁぎｘお おうぐぐそ.
ｇぎう ｘえぐうｚかっぇ げけかえごっつ ｄけぉずぐうぐｘｙ ぐぎうｚｘぉっくぐず ごうえぉっｚ おがいぃ ぅおっかぜｚｘぐうくそ. ｋ
ごずがおけ ぎｘぅっ かｘ ごうげぎがｚがおけ あうくきぉぃつ きがえｘぅかうえう きがぐがさかがぁが さｘくけ ｚうえがかｘかかそ
きぎがぁぎｘおう ｘｚぐがおｘぐうさかが がかがｚぉぜぜぐずくそ.
ｂがぉう きぎがぁぎｘおｘ ｚうえがかけєぐずくそ, くえｘくけｚｘぐう げけかえごっぜ ｄけぉずぐうぐｘｙ けいぃ ｅＷｄｆＸ‐
ｅＲ. ｗえしが ｚう こがさぃぐぃ ｚうえぉぜさうぐう げけかえごっぜ ｄけぉずぐうぐｘｙ, かぃがｙこっあかが くえｘくけｚｘぐう
ｚうえがかｘかかそ きぎがぁぎｘおう, ｘ きがぐっお あぃｘえぐうｚっぅけｚｘぐう げけかえごっぜ ｄけぉずぐうぐｘｙ.
ｋ ごずがおけ ぎｘぅっ ｚｘお くぉっあ かｘぉｘざぐけｚｘぐう きぎがぁぎｘおけ おうぐぐそ (っ かぃがｙこっあかっ ｚｘお がきごっつ)
ぅかがｚけ.

Ｒえぐうｚｘごっそ/あぃｘえぐうｚｘごっそ げけかえごっつ
ｆあかがさｘくかが かｘぐうくかっぐず っ けぐぎうおけぇぐぃ あｚっ えかがきえう "Йсире-рЭb" (А ぐｘ Б), あがえう かぃ
ぅｘぁがぎうぐずくそ っかあうえｘぐがぎ "Йсире-рЭb". ｎぃ がぅかｘさｘぐうおぃ, しが げけかえごっそ ｘえぐうｚかｘ.
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ｑがｙ あぃｘえぐうｚっぅけｚｘぐう ごぜ げけかえごっぜ, かｘぐうくかっぐず ごっ くｘおっ えかがきえう ぅかがｚけ っ けぐぎうおけぇ‐
ぐぃ つこ, あがえう っかあうえｘぐがぎ, しが ｚっあきがｚっあｘє くうおｚがぉけ "Йсире-рЭb", かぃ 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 かぃぅｘあがｚっぉずかっ, おう ぎぃえがおぃかあけєおが ｚｘお:
1. Ｙｘきがｚかうぐう あがぅｘぐがぎ がきがぉっくえけｚｘさｘ がきがぉっくえけｚｘさぃお.
2. Ｒ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.
3. Ｔくぐｘかがｚうぐう 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えぐうぅっｚｘごっそ/あぃｘえぐうぅっｚｘごっそ あがぅｘぐがぎｘ がきがぉっくえけｚｘさｘ おがいぉうｚｘ ぉうざぃ きぎう ｘえ‐

ぐうｚかっぇ げけかえごっつ ｄけぉずぐうぐｘｙ.

Ｒえぐうぅっｚｘごっそ/あぃｘえぐうぅっｚｘごっそ あがぅｘぐがぎｘ がきがぉっくえけｚｘさｘ
1. ｅｘぐうくかっぐず えかがきえけ Ｔえぉ./Ｔうえぉ. ｇがくけあがおうぇかｘ おｘざうかｘ おｘє ｙけぐう ｚ ぎぃいうおっ

ｚくぐｘかがｚぉぜｚｘかかそ かｘぉｘざぐけｚｘかず.
2. ｅｘぐうくかっぐず があかがさｘくかが えかがきえう B ぐｘ C っ けぐぎうおけぇぐぃ つこ, あがえう かぃ きがさかけぐず おう‐

ぁｘぐう っかあうえｘぐがぎう えかがきがえ  A , B , ぐｘ C .
3. ｅｘぐうくかっぐず えかがきえけ B . Ｉかあうえｘぐがぎう えかがきがえ A ぐｘ C ｚうおえかけぐずくそ, ｘ っかあうえｘぐがぎ

えかがきえう B きぎがあがｚいけｚｘぐうおぃ ｙぉうおｘぐう. 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‐
そぐずくそ きがぐがさかっ かｘくぐぎがぇえう:

 = Ｖがぅｘぐがぎ がきがぉっくえけｚｘさｘ あぃｘえぐうｚっぅがｚｘかうぇ.
 = Ｖがぅｘぐがぎ がきがぉっくえけｚｘさｘ ｘえぐうｚっぅがｚｘかうぇ.

4. ｑがｙ ぅおっかうぐう かｘくぐぎがぇえけ, ぅかがｚけ かｘぐうくかっぐず えかがきえけ B , っ 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 かがｚｘ かｘくぐぎがぇえｘ.

5. ｑがｙ おｘざうかｘ ぅｘきｘお'そぐｘぉｘ かｘぉｘざぐけｚｘかかそ, ｚうおえかっぐず つつ, かｘぐうくかけｚざう えかがき‐
えけ Ｔえぉ./Ｔうえぉ.

ｗえしが ｚう ぅｘこがさぃぐぃ ぅかがｚけ きぃぎぃぇぐう かｘ ぅｚうさｘぇかうぇ おうぜさうぇ ぅｘくっｙ, おう ぎｘあうおが
ｚｘお:
1. Ｖぃｘえぐうｚっぅけｚｘぐう げけかえごっぜ ｄけぉずぐうぐｘｙ.
2. Ｙかがｚけ 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 ぐｘ あがぅｘぐがぎ がきがぉっくえけｚｘさｘ.
3. ｅｘ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 かｘ かｘぇｚうしうぇ ぎっｚぃかず っ ｚうえが‐

かｘぐう 1 ぎｘぅ きぎがぁぎｘおけ おうぐぐそ ｚ ぅｚうさｘぇかがおけ ぎぃいうおっ ｙぃぅ ぅｘｚｘかぐｘいぃかかそ
きがくけあけ.

4. ｅｘ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ざがおけ ぎぃぁっがかっ.

5. ｅｘくぐぎがぜｚｘかかそ あがぅｘぐがぎｘ あぉそ がきがぉっくえけｚｘさｘ.
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1) ｇがえｘぅかうえう くきがいうｚｘかかそ є がぎっєかぐがｚかうおう っ ぅｘぉぃいｘぐず ｚっあ ぐうくえけ ぐｘ ぐぃおきぃぎｘぐけぎう ｚがあう, ｘ ぐｘえがい
ｚっあ ぎっぅかうごっ け きがくぐｘさｘかかっ ぃぉぃえぐぎがぃかぃぎぁっつ ぐｘ えっぉずえがくぐっ きがくけあけ.

2) ｂがぉう きぎｘごぜє きぎがぁぎｘおｘ "Ｒｚぐがおｘぐ", えっぉずえっくぐず ｙぎけあけ かｘ きがくけあっ ｚうぅかｘさｘєぐずくそ, ｚうこがあそさう ぅ ぐがぁが,
かｘくえっぉずえう おけぐかがぜ くぐｘぉｘ ｚがあｘ. ｊ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 ぐｘ ぎっｚぃかず くきがいうｚｘかかそ ｚがあう
ぇ ぃかぃぎぁっつ おがいけぐず ｚっあぎっぅかそぐうくそІ ごぃ ぅｘぉぃいうぐず ｚっあ くぐけきぃかそ ぅｘｚｘかぐｘいぃかがくぐっ おｘざうかう きがくけあがお
(きがｚかぃ ｘｙが さｘくぐえがｚぃ ぅｘｚｘかぐｘいぃかかそ) ぐｘ ぇがぁが ぅｘｙぎけあかぃかがくぐっ. ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ ｚがあう えがぎうぁけєぐずくそ
ｘｚぐがおｘぐうさかが ｚ あっｘきｘぅがかっ 50°C - 65°C.
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3) Ｉあぃｘぉずかが きっあこがあうぐず ｚ ぎｘぅっ さｘくぐえがｚがぁが ぅｘｚｘかぐｘいぃかかそ きがくけあがおうぇかがつ おｘざうかう. ｎぃ ｚっあおっかかｘ
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 きがぐぎぃｙう 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いうぐう
ぉうざぃ 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.

4) 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.

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
ｇっあ さｘく ｚうｙがぎけ きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ きがくけあけ ぐｘ ｚっあえぉｘあぃかがぁが ぅｘきけくえけ あｚぃぎごそぐｘ
おｘざうかう おｘぜぐず ｙけぐう ぅぉぃぁえｘ ｚっあえぎうぐうおう. Ｙｘきけくえ きぎがぁぎｘおう ｘｙが ぅｚがぎがぐかうぇ
ｚっあぉっえ さｘくけ きぎう ｚっあえぉｘあぃかがおけ ぅｘきけくえけ ぎがぅきがさかぃぐずくそ ぉうざぃ きっくぉそ ぅｘえぎうｚｘか‐
かそ あｚぃぎごそぐ. Ｖが ごずがぁが おがおぃかぐけ є おがいぉうｚっくぐず ぅおっかうぐう かｘくぐぎがぇえう.

1. ｇぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ ｚ ぐがおけ, しが えがざうえう ぅｘｚｘかぐｘいぃかっ かｘぉぃいかうお さうかがお, ｘ
ぎがぅきうぉぜｚｘさっ おがいけぐず ｚっぉずかが がｙぃぎぐｘぐうくそ.

2. Ｔきぃｚかっぐずくそ, しが ｚがあがきぎがｚっあかうぇ えぎｘか ｚっあえぎうぐうぇ.
3. ｅｘぐうくかっぐず えかがきえけ "ｋｚっおえ./Ｔうおえ.". ｇがくけあがおうぇかｘ おｘざうかｘ おｘє ｙけぐう ｚ ぎぃ‐

いうおっ かｘくぐぎがぇえう.
4. ｅｘぐうくかっぐず えかがきえけ, しが ｚっあきがｚっあｘє かぃがｙこっあかっぇ きぎがぁぎｘおっ (あうｚ. ぐｘｙぉうごぜ

"ｇぎがぁぎｘおう おうぐぐそ きがくけあけ"). Ｙｘえぎうぇぐぃ 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 っ
ｚうえがかｘかかそ きぎがぁぎｘおう ぎがぅきがさかぃぐずくそ ｘｚぐがおｘぐうさかが.

Ｔくぐｘかがｚぉぃかかそ ぐｘ ぅｘきけくえ きぎがぁぎｘおう ぅ "ｚっあえぉｘあぃかうお ぅｘきけくえがお"
1. ｆｙぎｘｚざう きぎがぁぎｘおけ おうぐぐそ, かｘ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 ごうげぎがｚがおけ あうくきぉぃつ かぃ ぅ'そｚうぐずくそ, おうぁｘぜさう, ごうげぎｘ,
しが ｚっあきがｚっあｘє えっぉずえがくぐっ ぁがあうか, かｘ そえけ ｚっあえぉｘあぃかが ぅｘきけくえ. ｇがさｘぐがえ ｚうえが‐
かｘかかそ ｚうｙぎｘかがつ きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ おがいかｘ ｚっあえぉｘくぐう かｘ きぃぎっがあ ｚっあ 1 あが 19
ぁがあうか.

2. Ｙｘえぎうぇぐぃ 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 っ ぅｚがぎがぐかうぇ ｚっあぉっえ さｘくけ ぎがぅ‐
きがさかぃぐずくそ ｘｚぐがおｘぐうさかが.

3. Ｙｚがぎがぐかうぇ ｚっあぉっえ さｘくけ ｚっあｙけｚｘєぐずくそ っぅ えぎがえがお ｚ 1 ぁがあうかけ.
4. ｗえしが ｚっあえぎうぐう あｚぃぎごそぐｘ, ぅｚがぎがぐかうぇ ｚっあぉっえ さｘくけ きぎ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ｘІ 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.

5. ｇっくぉそ ぐがぁが, そえ ぅｘｚぃぎざうぐずくそ さｘく, かｘ そえうぇ ｙけぉが ｚっあえぉｘあぃかが ぅｘきけくえ, きぎが‐
ぁぎｘおｘ きがさかぃ ｚうえがかけｚｘぐうくそ ｘｚぐがおｘぐうさかが.

ｂがぉう きぎがぁぎｘおｘ おうぐぐそ ぅｘきけくえｘєぐずくそ, かｘ きっあぉがぅっ きっあ あｚぃぎごそぐｘおう きがくけあがおうぇ‐
かがつ おｘざうかう ぅ'そｚぉそєぐずくそ がきぐうさかうぇ くうぁかｘぉ け げがぎおっ けえｘぅえう.
ｎぃぇ くうぁかｘぉ ぁがぎっぐうおぃ けきぎがあがｚい けくずがぁが さｘくけ ｚうえがかｘかかそ きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ.
ｗえしが きぎうぉｘあ ｚくぐｘかがｚぉぃかが かｘ きっあｚうしぃかかっ, っ あｚぃぎごそぐｘ おぃｙぉっｚ ぅおがかぐがｚｘかっ
ｚぎっｚぃかず, ぐが ごぃぇ がきぐうさかうぇ くうぁかｘぉ ｚうあかが かぃ ｙけあぃ.

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, しが ｚいぃ ｚうえがかけєぐずくそ,
おがいかｘ ｃＺｐＷ け ぎｘぅっ かぃぁｘぇかがつ きがぐぎぃｙう. ｋｚｘぁｘ! ｇぎう ｚっあえぎうｚｘかかっ あｚぃぎごそぐ ぅ
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. 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.
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ｉえｘくけｚｘかかそ ｚっあえぉｘあぃかがぁが ぅｘきけくえけ ｘｙが きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ きがくけあけ, しが
ｚうえがかけєぐずくそ

• ｆあかがさｘくかが かｘぐうくかっぐず っ けぐぎうおけぇぐぃ あｚっ えかがきえう きぎがぁぎｘお, ぎがぅぐｘざがｚｘかっ かｘあ
くぉがｚがお ОБПБР , あがえう かぃ ぅｘくｚっぐそぐずくそ っかあうえｘぐがぎう えかがきがえ けくっこ きぎがぁぎｘお.

• ｉえｘくけｚｘかかそ ｚっあえぉｘあぃかがぁが ぅｘきけくえけ ぐｘえがい きぃぎぃあｙｘさｘє くえｘくけｚｘかかそ ｚくぐｘ‐
かがｚぉぃかがつ きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ. ｋ ごずがおけ ぎｘぅっ ｚｘお あがｚぃあぃぐずくそ ぅかがｚけ かｘぉｘざぐけ‐
ｚｘぐう きぎがぁぎｘおけ おうぐぐそ きがくけあけ.

• ｗえしが かぃがｙこっあかが ｚうｙぎｘぐう かがｚけ きぎがぁぎｘおけ おうぐぐそ, きぃぎぃｚっぎぐぃ, さう є おうぜさうぇ
ぅｘくっｙ け あがぅｘぐがぎっ.

ｇぃぎぃぎうｚｘかかそ きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ きがくけあけ, しが ｚうえがかけєぐずくそ
• Ｔっあえぎうぇぐぃ 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І ｚ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ｘІ ｚうえがかｘかかそ きぎがぁぎｘおう ぎがぅきがさかぃぐずくそ ぅ おが‐
おぃかぐけ, えがぉう ｚがかが ｙけぉが きぃぎぃぎｚｘかぃ.

Ｙｘｚぃぎざぃかかそ きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ
• ｇがくけあがおうぇかｘ おｘざうかｘ ｘｚぐがおｘぐうさかが ぅけきうかうぐず ぎがｙがぐけ, っ ぅｚけえがｚうぇ くうぁかｘぉ

きがｚっあがおうぐず ｚｘお きぎが 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.
• 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, がきぐうさかうぇ くうぁかｘぉ かｘ きっあぉがぅっ きっあ あｚぃぎ‐

ごそぐｘおう おｘざうかう ぅぁｘくかぃ.
1. Ｔっあえぎうぇぐぃ 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.

Ｉかあうえｘぐがぎ きぎがぁぎｘおう, そえｘ しがぇかが ぅｘｚぃぎざうぉｘくそ, きぎがあがｚいけｚｘぐうおぃ くｚっぐう‐
ぐうくそ.

2. 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, かｘぐうくかけｚざう えかがきえけ ｋｚっおえ./Ｔうおえ.
3. Ｙｘぉうざっぐず あｚぃぎごそぐｘ きぎがさうかぃかうおう っ ぅｘさぃえｘぇぐぃ えっぉずえｘ こｚうぉうか, かぃ ｚうぇ‐

おｘぜさう きがくけあІ ごぃ あがぅｚがぉうぐず きがくけあがｚっ ぐぎがこう がこがぉがかけぐう, ｘ ぐｘえがい きがえぎｘ‐
しうぐず ｚうくうこｘかかそ.

ｇが ぅｘｚぃぎざぃかかっ ｚうえがかｘかかそ きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ ぎぃえがおぃかあがｚｘかが ｚっあえぉぜさうぐう
きがくけあがおうぇかけ おｘざうかけ ｚっあ ぃぉぃえぐぎがおぃぎぃいっ ぐｘ きぃぎぃえぎうぐう ｚがあがきぎがｚっあかうぇ
えぎｘか.

ｈがぅｚｘかぐｘいぃかかそ きがくけあがおうぇかがつ おｘざうかう
• Ｕｘぎそさうぇ きがくけあ さけぐぉうｚうぇ あが けあｘぎっｚ.

ｊがおけ ぅｘｚいあう あｘｚｘぇぐぃ きがくけあがｚっ 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 おｘ‐
ざうかう.

• Ｔうぇおっぐず きがくけあ くきぃぎざけ ぅ かういかずがぁが, ｘ きがぐっお ぅ ｚぃぎこかずがぁが えがざうえｘІ け ぐｘえうぇ
くきがくっｙ ｚがあｘ ぅ ｚぃぎこかずがぁが えがざうえｘ かぃ きがぐぎｘきうぐず かｘ きがくけあ ｚ かういかずがおけ えが‐
ざうえけ.

• ｅｘ ｚかけぐぎっざかっこ くぐっかえｘこ っ あｚぃぎごそぐｘこ きがくけあがおうぇかがつ おｘざうかう おがいぃ ぅ'そｚうぐうくそ
ｚがあｘ, がくえっぉずえう くぐｘぉず, しが かぃ っぎいｘｚっє, こがぉがかぃ ざｚうあざぃ, かっい きがくけあ.

ｆｙぃぎぃいかが!
ｇが ぅｘｚぃぎざぃかかっ ｚうえがかｘかかそ きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ ぎぃえがおぃかあがｚｘかが ｚっあえぉぜさうぐう
きがくけあがおうぇかけ おｘざうかけ ｚっあ ぃぉぃえぐぎがおぃぎぃいっ ぐｘ きぃぎぃえぎうぐう ｚがあがきぎがｚっあかうぇ
えぎｘか.
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Ｖがぁぉそあ っ さうしぃかかそ

ｏうしぃかかそ げっぉずぐぎっｚ
ｌっぉずぐぎう かぃがｙこっあかが さｘく ｚっあ さｘくけ きぃぎぃｚっぎそぐう っ さうくぐうぐう. Ｙｘｙぎけあかぃかっくぐず げっぉずぐ‐
ぎっｚ かぃぁｘぐうｚかが きがぅかｘさうぐずくそ かｘ ぎぃぅけぉずぐｘぐｘこ おうぐぐそ.
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 げっぉずぐぎう, がｙがｚ'そぅえがｚが ｚうおえかっぐず おｘざうかけ.

1. Ｔっあえぎうぇぐぃ あｚぃぎごそぐｘ, ｚうぇおっぐず かういかっぇ えがざうえ.
2. ｉうくぐぃおｘ げっぉずぐぎっｚ きがくけあがおうぇかがつ

おｘざうかう くえぉｘあｘєぐずくそ ぅ げっぉずぐぎｘ
ぁぎけｙがぁが がさうしぃかかそ ( A ), おっえぎが‐
げっぉずぐぎｘ ( B ) ぐｘ きぉｘくえがぁが げっぉずぐぎｘ.
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 ぅｘ
あがきがおがぁがぜ ぎけさえう かｘ おっえぎがげっぉずぐぎっ.

3. ｇがｚぃぎかっぐず ぎけさえけ きぎうｙぉうぅかが かｘ 1/4
がｙぃぎぐけ きぎがぐう ぁがあうかかうえがｚがつ くぐぎっぉ‐
えう ぐｘ ｚうぇおっぐず くうくぐぃおけ げっぉずぐぎっｚ.

4. 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 っ ｚうぇ‐
おっぐず ぅ おっえぎがげっぉずぐぎｘ ( B ).

5. ｈぃぐぃぉずかが きぎがさうくぐっぐず けくっ げっぉずぐぎう
きっあ きぎがぐがさかがぜ ｚがあがぜ.

6. Ｔうぇおっぐず きぉｘくえうぇ げっぉずぐぎ っぅ あかｘ ｚっあ‐
あっぉぃかかそ あぉそ おうぐぐそ っ ぎぃぐぃぉずかが きぎが‐
おうぇぐぃ ぇがぁが ぅ がｙがこ ｙがえっｚ.

7. ｇがえぉｘあっぐず きぉｘくえうぇ げっぉずぐぎ かｘぅｘあ
かｘ あかが ｚっああっぉぃかかそ あぉそ おうぐぐそ ぐｘ きぃ‐
ぎぃえがかｘぇぐぃくそ ｚ ぐがおけ, しが ｚっか くぐｘｚ
ぐがさかが かｘ おっくごぃ.

8. 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 ) け おっえぎがげっぉずぐぎ ( B ) っ くぐうくかっぐず
つこ.

9. ｇがくぐ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 っ ぅｘｙぉがえけぇぐぃ つつ きがｚがぎがぐがお ぎけさえう
ぅｘ ぁがあうかかうえがｚがぜ くぐぎっぉえがぜ あが えっかごそ. ｇぎう ごずがおけ きがあｙｘぇぐぃ, しがｙ きぉｘくえうぇ
げっぉずぐぎ かぃ くぐうぎさｘｚ っぅ あかｘ ｚっああっぉぃかかそ あぉそ おうぐぐそ.
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ｇがきぃぎぃあいぃかかそ!
ｅＩｂｆｃＺ かぃ えがぎうくぐけぇぐぃくそ きがくけあがおうぇかがぜ おｘざうかがぜ ｙぃぅ げっぉずぐぎっｚ. ｗえしが
げっぉずぐぎう ｙけあけぐず ｚくぐｘｚぉぃかっ かぃかｘぉぃいかうお さうかがお, ごぃ きぎうぅｚぃあぃ あが きがざえがあ‐
いぃかかそ おｘざうかう ぐｘ 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.

ｏうしぃかかそ ぎがぅきうぉぜｚｘさｘ
ｅＩｂｆｃＺ かぃ かｘおｘぁｘぇぐぃくそ ぅかそぐう ぎがぅきうぉぜｚｘさ.

ｗえしが ぎぃざぐえう ｙぎけあけ ぅｘｙうぉう がぐｚがぎう ｚ ぎがぅきうぉぜｚｘさっ, ｚうあｘぉっぐず つこ ぅｘ あがきがおが‐
ぁがぜ ぅけｙがさうくぐえう.

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 おｘざうかう 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. ｇぎう かぃがｙこっあかがくぐっ ｚうえがぎうくぐが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っえがぉう かｘ 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 ｘｙが 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).

ｏうしぃかかそ ｚくぃぎぃあうかっ
ｈぃぁけぉそぎかが さうくぐっぐず ｚがぉがぁがぜ ぐえｘかうかがぜ きぎがえぉｘあえう かｘｚえがぉが あｚぃぎごそぐ, あがぅｘ‐
ぐがぎう おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ ぐｘ がきがぉっくえけｚｘさｘ.
ｄう ぎぃえがおぃかあけєおが ぎｘぅ かｘ 3 おっくそごっ ぅｘきけくえｘぐう きぎがぁぎｘおけ あぉそ おうぐぐそ くうぉずかが
ぅｘｙぎけあかぃかがぁが きがくけあけ ぅ ｚうえがぎうくぐｘかかそお おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ, ｘぉぃ ｙぃぅ きがくけあけ.

ｊぎうｚｘぉっ きぃぎっがあう きぎがくぐがぜ
ｈぃえがおぃかあｘごっつ あぉそ ｚうきｘあえっｚ, えがぉう おｘざうかｘ かぃ ｚうえがぎうくぐがｚけｚｘぐうおぃぐずくそ きぎが‐
ぐそぁがお ぐぎうｚｘぉがぁが さｘくけ:
1. Ｔっあえぉぜさっぐず おｘざうかけ 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 ｚがあがきぎがｚっあかうぇ

えぎｘか.
2. Ｙｘぉうざっぐず あｚぃぎごそぐｘ きぎがさうかぃかうおう, しがｙ ぅｘきがｙっぁぐう けぐｚがぎぃかかぜ かぃきぎうєお‐

かうこ ぅｘきｘこっｚ.
3. ｄｘざうかｘ おｘє ぅｘぉうざうぐうくそ さうくぐがぜ ｚくぃぎぃあうかっ.

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
Ｓｘいｘかが かぃ くぐｘｚうぐう おｘざうかけ 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.
ｗえしが けかうえかけぐう ごずがぁが かぃおがいぉうｚが, ｚうきがぎがいかっぐず おｘざうかけ, ぅｘえぎうぇぐぃ あｚぃぎごそ‐
ぐｘ っ ｚっあ'єあかｘぇぐぃ ざぉｘかぁ きがあｘさっ ｚがあう.

ｇぃぎぃおっしぃかかそ おｘざうかう
ｗえしが きがぐぎっｙかが きぃぎぃおっくぐうぐう おｘざうかけ (かｘきぎうえぉｘあ, きっあ さｘく きぃぎぃつぅあけ かｘ かがｚけ
えｚｘぎぐうぎけ ぐがしが):
1. Ｔっあえぉぜさっぐず おｘざうかけ ｚっあ ぃぉぃえぐぎがおぃぎぃいっ.
2. ｇぃぎぃえぎうぇぐぃ ｚがあがきぎがｚっあかうぇ えぎｘか.
3. Ｙかっおっぐず ざぉｘかぁう きがあｘさっ ぐｘ ぅぉうｚけ ｚがあう.
4. Ｔうぐそぁかっぐず おｘざうかけ ぎｘぅがお ぅっ ざぉｘかぁｘおう.
ｅｘおｘぁｘぇぐぃくそ きっあ さｘく ぐぎｘかくきがぎぐけｚｘかかそ かぃ かｘこうぉそぐう おｘざうかけ かｘあぐが くうぉずかが.
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ｑが ぎがｙうぐう, そえしが… ...
ｇがくけあがおうぇかｘ おｘざうかｘ 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.
Ｖぃそえっ きぎがｙぉぃおう ｚうかうえｘぜぐず さぃぎぃぅ ｙぎｘえ ぅｚうさｘぇかがぁが ぐぃこかっさかがぁが がｙくぉけぁがｚけ‐
ｚｘかかそ ｘｙが かぃあがぁぉそあ. Ｊこ おがいかｘ けくけかけぐう, えぃぎけぜさうくず きがｚっあがおぉぃかかそおう, がきう‐
くｘかうおう ｚ ぐｘｙぉうごっ, ｙぃぅ かぃがｙこっあかがくぐっ ｚうえぉうえけ おｘぇくぐぎｘ.
Ｔっあえぉぜさっぐず きがくけあがおうぇかけ おｘざうかけ, ｚっあえぎうぇぐぃ あｚぃぎごそぐｘ っ ｚうえがかｘぇぐぃ きぎがきが‐
かがｚｘかっ あっつ かｘ けくけかぃかかそ きぎがｙぉぃお.

ｅぃきぎｘｚうぉずかうぇ えがあ ｘｙが かぃｚうえがかｘかかそ
げけかえごっつ

ｄがいぉうｚｘ きぎうさうかｘ ぐｘ くきがくっｙ つつ けくけかぃかかそ

• っかあうえｘぐがぎ きぎがぁぎｘおう, しが ｚうえがかけєぐずくそ,
きがくぐっぇかが ｙぉうおｘє

• がきぐうさかうぇ くうぁかｘぉ け げがぎおっ けえｘぅえう おう‐
ぁｘє

•  ｅｘ ごうげぎがｚがおけ あうくきぉぃつ
ぅ'そｚぉそєぐずくそ.

• ぉけかｘє きぃぎぃぎうｚさｘくぐうぇ ぅｚけえがｚうぇ くうぁ‐
かｘぉ

ｇがくけあがおうぇかｘ おｘざうかｘ かぃ ぅｘきがｚかぜєぐず‐
くそ ｚがあがぜ.

• Ｔがあがきぎがｚっあかうぇ えぎｘか ぅｘｙぉがえがｚｘかうぇ
ｘｙが ぅｘｙうｚくそ ｚｘきかがお.
ｇぎがさうくぐっぐず えぎｘか.

• Ｔがあがきぎがｚっあかうぇ えぎｘか きぃぎぃえぎうぐうぇ.
Ｔっあえぎうぇぐぃ ｚがあがきぎがｚっあかうぇ えぎｘか.

• Ｙｘｙぉがえがｚｘかが げっぉずぐぎ (そえしが ｚっか є) け
おっくごっ きぎうєあかｘかかそ えぉｘきｘかｘ ざぉｘかぁｘ あが
ｚがあがきぎがｚがあけ.
ｇぎがさうくぐっぐず げっぉずぐぎ け おっくごっ きぎうєあかｘか‐
かそ ざぉｘかぁｘ.

• ｐぉｘかぁ きがあｘさっ ｚがあう ｚくぐｘかがｚぉぃかうぇ かぃ‐
きぎｘｚうぉずかが, きぃぎぃえぎけさぃかうぇ ｘｙが きぃぎぃ‐
ぐうくかけぐうぇ.
ｇぃぎぃｚっぎぐぃ おっくごぃ きぎうєあかｘかかそ ぅぉうｚかが‐
ぁが ざぉｘかぁけ.

• っかあうえｘぐがぎ きぎがぁぎｘおう, しが ｚうえがかけєぐずくそ,
きがくぐっぇかが ｙぉうおｘє

• がきぐうさかうぇ くうぁかｘぉ け げがぎおっ けえｘぅえう おう‐
ぁｘє

•  ｅｘ ごうげぎがｚがおけ あうくきぉぃつ
ぅ'そｚぉそєぐずくそ.

• ぉけかｘє きぃぎぃぎうｚさｘくぐうぇ ぅｚけえがｚうぇ くうぁ‐
かｘぉ

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ぉがえがｚｘかが 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.

• ｅぃきぎｘｚうぉずかが ｚくぐｘかがｚぉぃかうぇ, 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 ぅぉうｚかうぇ
ざぉｘかぁ.
ｇぃぎぃｚっぎぐぃ おっくごぃ きぎうєあかｘかかそ ぅぉうｚかが‐
ぁが ざぉｘかぁけ.

• っかあうえｘぐがぎ きぎがぁぎｘおう, しが ｚうえがかけєぐずくそ,
きがくぐっぇかが ｙぉうおｘє

• がきぐうさかうぇ くうぁかｘぉ け げがぎおっ けえｘぅえう おう‐
ぁｘє

•  ｅｘ ごうげぎがｚがおけ あうくきぉぃつ
ぅ'そｚぉそєぐずくそ.

• ぉけかｘє きぃぎぃぎうｚさｘくぐうぇ ぅｚけえがｚうぇ くうぁ‐
かｘぉ

Ｒえぐうｚっぅがｚｘかうぇ 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.

• ｇぎがさうくぐっぐず ｚがあがきぎがｚっあかうぇ えぎｘか ぐｘ
ぅｚぃぎかっぐずくそ け 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.
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ｅぃきぎｘｚうぉずかうぇ えがあ ｘｙが かぃｚうえがかｘかかそ
げけかえごっつ

ｄがいぉうｚｘ きぎうさうかｘ ぐｘ くきがくっｙ つつ けくけかぃかかそ

Ｔうえがかｘかかそ きぎがぁぎｘおう かぃ ぎがぅきがさうかｘєぐず‐
くそ.

• Ｖｚぃぎごそぐｘ きがくけあがおうぇかがつ おｘざうかう ぅｘ‐
えぎうぐっ かぃかｘぉぃいかうお さうかがお. Ｙｘえぎうぇぐぃ
あｚぃぎごそぐｘ.

• Ｔうぉえけ えｘｙぃぉぜ いうｚぉぃかかそ かぃ ｚくぐｘｚぉぃ‐
かが ｚ ぎがぅぃぐえけ. Ｔくぐｘｚぐぃ ｚうぉえけ えｘｙぃぉぜ
いうｚぉぃかかそ ｚ ぎがぅぃぐえけ.

• ｇぃぎぃぁがぎっｚ ぅｘきがｙっいかうえ かｘ しうぐえけ.
Ｙｘおっかっぐず ぅｘきがｙっいかうえ.

• ｅｘくぐぎがєかが ｚっあえぉｘあぃかうぇ ぅｘきけくえ.
ｗえしが きがくけあ かぃがｙこっあかが きがおうぐう かぃぁｘぇ‐
かが, くえｘくけぇぐぃ ｚっあえぉｘあぃかうぇ ぅｘきけくえ.

ｗえしが きぎうぉｘあ ｚくぐｘかがｚぉぃかが かｘ きっあｚうしぃかかっ, っ あｚぃぎごそぐｘ おぃｙぉっｚ ぅおがかぐがｚｘかっ
ｚぎっｚぃかず, ぐが がきぐうさかうぇ くうぁかｘぉ ｚうあかが かぃ ｙけあぃ.
Ｔうえがかｘｚざう ｚくっ ぅｘぅかｘさぃかっ きぃぎぃｚっぎえう, けｚっおえかっぐず きぎうぉｘあ: ｇぎがぁぎｘおｘ きぎがあがｚ‐
いけｚｘぐうおぃ ｚうえがかけｚｘぐうくそ ｚっあ おがおぃかぐけ, えがぉう つつ ｚうえがかｘかかそ ｙけぉが きぃぎぃぎｚｘかぃ.
ｗえしが っ かｘ ごぃぇ ぎｘぅ かがぎおｘぉずかぃ ｚうえがかｘかかそ げけかえごっつ きぎうきうかうぐずくそ ｘｙが ぅ'そｚうぐず‐
くそ えがあ かぃくきぎｘｚかがくぐっ, ぅｚぃぎかっぐずくそ け おっくごぃｚうぇ くぃぎｚっくかうぇ ごぃかぐぎ.
ｗえしが ぅ'そｚぉそぐずくそ えがあう っかざうこ ｚうあっｚ かぃくきぎｘｚかがくぐっ, そえっ かぃ がきうくｘかっ ぐけぐ, ぅｚぃぎ‐
かっぐずくそ け くｚっぇ くぃぎｚっくかうぇ ごぃかぐぎ, かｘぅｚｘｚざう おがあぃぉず (Йла.), かがおぃぎ ｚうぎがｙけ
(МКC) ぐｘ くぃぎっぇかうぇ 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, ぎがぅおっしぃ‐
かっぇ かｘ ｚかけぐぎっざかっぇ くぐがぎがかっ 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.
ｑがｙ ぅｘｚいあう おｘぐう ごっ かがおぃぎう きっあ ぎけえがぜ, ぅｘきうざっぐず つこ ぐけぐ:
ｄがあぃぉず. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 おうぐぐそ 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 • Ｓけぉｘ かぃきぎｘｚうぉずかが ｚうｙぎｘかｘ きぎがぁぎｘ‐

おｘ おうぐぐそ.
• ｇがくけあ ｙけｚ ぎがぅおっしぃかうぇ け ぐｘえうぇ くきが‐

くっｙ, しが ｚがあｘ かぃ ぅおがぁぉｘ あがくそぁぐう ｚくっこ
さｘくぐうか きがｚぃぎこかっ. ｂがざうえう かぃ おがいかｘ
きぃぎぃｚｘかぐｘいけｚｘぐう.

• ｈがぅきうぉぜｚｘさっ かぃ おがいけぐず ｚっぉずかが 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 け かういかっぇ さｘくぐうかっ ｚっああっぉぃかかそ
あぉそ おうぐぐそ ぅｘｙぎけあかぃかっ ｘｙが かぃきぎｘ‐
ｚうぉずかが ｚくぐｘかがｚぉぃかっ.

• 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.

• ｗえしが かｘ きがくけあっ かｘそｚかっ ｚっあえぉｘあぃかかそ
ｚｘきかｘІ えがかぐぃぇかぃぎ あぉそ くがぉっ きがぎがいかっぇ
ｘｙが かぃきぎ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'そえざけｚｘさｘ ｚがあう.

• ｅぃきぎｘｚうぉずかが きっあえぉぜさぃかうぇ ぅぉうｚかうぇ
ざぉｘかぁ.

• 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.
• Ｖがぅｘぐがぎ がきがぉっくえけｚｘぉｘ きがぎがいかっぇ.

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 かｘそｚかっ
ぅｘくがこぉっ きぉそおう 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.

Ｙｚ'そいっぐずくそ ぅっ くぉけいｙがぜ きが ぎがｙがぐっ ぅ えぉっ‐
єかぐｘおう ｚうぎがｙかうえｘ おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ.

ｗえしが きっくぉそ きぎがｚぃあぃかかそ けくっこ ぅｘぅかｘさぃかうこ ｚうしぃ きぃぎぃｚっぎがえ きぎがｙぉぃおけ かぃ ｙけぉが
けくけかけぐが, ぅｚぃぎかっぐずくそ あが おっくごぃｚがぁが ごぃかぐぎけ くぃぎｚっくかがぁが がｙくぉけぁがｚけｚｘかかそ.

ｊぃこかっさかっ あｘかっ

ｈがぅおっぎう ｐうぎうかｘ ф Ｔうくがぐｘ ф Ｕぉう‐
ｙうかｘ (くお)

44,6 ф 81,8-89,8 ф 55,5

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

Ｉ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 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ｘぉずかうぇ - ｄｘえくう‐
おｘぉずかうぇ (おｇｘ)

0,05 - 0,8

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
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ｄｘえく. ｚｘぁｘ えぁ 35

Ｉ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

ｇがきぃぎぃあいぃかかそ!
Ｓけあず-そえっ ぎが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 ｘｙ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かうお ぃぉぃえぐぎうえがお っ/ｘｙが くｘかぐぃこかっえがお
さう っかざがぜ えがおきぃぐぃかぐかがぜ がくがｙがぜ.

ｇぃぎざ かっい ぎがぅきがさうかｘぐう ｚくぐｘかがｚぉぃかかそ おｘざうかう, けくけかずぐぃ ｚくぃ きｘえけｚｘかかそ.
ｇが おがいぉうｚがくぐっ, ｚくぐｘかがｚぉぜぇぐぃ おｘざうかけ きがぎそあ っぅ ｚがあがきぎがｚっあかうお えぎｘかがお ぐｘ
ぅぉうｚがお.
ｎそ きがくけあがおうぇかｘ おｘざうかｘ きぎうぅかｘさぃかｘ あぉそ ｚくぐｘかがｚぉぃかかそ きっあ えけこがかかがぜ くぐっぇ‐
えがぜ ｘｙが ぎがｙがさがぜ きがｚぃぎこかぃぜ.
ｋｚｘぁｘ! ｇっあ さｘく ｚｙけあがｚけｚｘかかそ きがくけあがおうぇかがつ おｘざうかう ぐｘ きぎうєあかｘかかそ おぃ‐
ｙぉぃｚがつ きｘかぃぉっ ぎぃぐぃぉずかが あがぐぎうおけぇぐぃくそ っかくぐぎけえごっぇ, ぅｘぅかｘさぃかうこ かｘ ざｘｙぉがかっ,
しが あがあｘєぐずくそ.
ｂぎっお がぐｚがぎっｚ あぉそ ざぉｘかぁｘ きがあｘさっ ｚがあう, ぅぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ っ えｘｙぃぉぜ ぃかぃぎぁが‐
きがくぐｘさｘかかそ, いがあかうこ あがあｘぐえがｚうこ がぐｚがぎっｚ あぉそ ｚぃかぐうぉぜｚｘかかそ きがくけあがおうぇかがつ
おｘざうかう かぃ きがぐぎっｙかが.
ｎそ きがくけあがおうぇかｘ おｘざうかｘ がくかｘしぃかｘ かっいえｘおう, ｚうくがぐけ そえうこ おがいかｘ ぎぃぁけぉぜ‐
ｚｘぐう.
ｇぎう ｚうえがかｘかかっ ｙけあず-そえうこ ぎがｙっぐ, しが きぃぎぃあｙｘさｘぜぐず あがくぐけき あが ｚかけぐぎっざかっこ
さｘくぐうか, きがくけあがおうぇかけ おｘざうかけ かぃがｙこっあかが ｚっあえぉぜさうぐう ｚっあ ぃぉぃえぐぎがおぃぎぃいっ.
Ｔくぐｘｚぉそぜさう おｘざうかけ, くぐぃいぐぃ ぅｘ ぐうお, しがｙ ざぉｘかぁう きがくぐｘさｘかかそ ぐｘ ぅぉうｚけ ｚが‐
あう, ｘ ぐｘえがい ぃぉぃえぐぎうさかうぇ えｘｙぃぉず かぃ ｙけぉう きぃぎぃえぎけさぃかっ ｘｙが きぃぎぃぐうくかけぐっ.

ｌっえくｘごっそ あが くけくっあかっこ きぎぃあおぃぐっｚ
ｇがくけあがおうぇかｘ おｘざうかｘ おｘє ｙけぐう ぅｘこうしぃかｘ ｚっあ かｘこうぉそかかそ.
ｊがおけ きがあｙｘぇぐぃ きぎが ぐぃ, しがｙ ぎがｙがさｘ きがｚぃぎこかそ, きっあ そえがぜ ｚくぐｘかがｚぉぃかが おｘ‐
ざうかけ, ｙけぉｘ かｘぉぃいかうお さうかがお きぎうえぎっきぉぃかｘ あが げっえくがｚｘかがつ えがかくぐぎけえごっつ (ぎがぅ‐
ぐｘざがｚｘかうこ きがぎそあ ざｘげがえ さう くぐっかう).

Ｔうぎっｚかぜｚｘかかそ
Ｖぉそ ぐがぁが, しがｙ あｚぃぎごそぐｘ きぎｘｚうぉずかが ぅｘさうかそぉうくそ っ ぅｘえぎうｚｘぉうくそ, おｘざうかｘ
おｘє ｙけぐう あがｙぎぃ ｚうぎっｚかそかｘ. ｗえしが きぎうぉｘあ ｚうぎっｚかそかうぇ かｘぉぃいかうお さうかがお,
あｚぃぎごそぐｘ かぃ さっきぉそぐうおけぐずくそ ぅ いがあかがぁが ｙがえけ. 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 きぎｘｚうぉずかが, がくぉｘｙっぐず ｘｙが きっあぐそぁかっぐず えがぎうぁけｚｘぉずかっ かっいえう, あがえう おｘざう‐
かｘ かぃ ｚうぎっｚかそєぐずくそ, そえ くぉっあ.

ｇっあえぉぜさぃかかそ あが ｚがあがきぎがｚがあけ
ｄう ぎぃえがおぃかあけєおが きっあ'єあかけｚｘぐう おｘざうかけ あが 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 おｘざうかｘ きっあえぉぜさｘєぐずくそ あが ぁｘぎそさがぁが ｚがあがきがくぐｘさｘかかそ, おｘえくうおｘぉずかｘ
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きぎうきけくぐうおｘ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ - 60°C. ｇっあえぉぜさぃかかそ あが ぁｘぎそさがぁが きがくぐｘさｘかかそ かぃ
ぅｘｚいあう あがごっぉずかぃ, ｙが きぎう ごずがおけ ぅかｘさかがぜ おっぎがぜ くえがぎがさけє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 おうぐぐそ, ｘ ごぃ かぃあがぎぃさかが, そえしが きがくけあ くうぉずかが ぅｘｙぎけあ‐
かぃかうぇ.
Ｙさっきかｘ ぁｘぇえｘ あぉそ きっあ'єあかｘかかそ あが くうくぐぃおう ｚがあがきがくぐｘさｘかかそ, きぎうきｘくがｚｘかｘ
あが ざぉｘかぁｘ ｚがあがきがくぐｘさｘかかそ, そえうぇ ｚこがあうぐず あが えがおきぉぃえぐけ おｘざうかう, ぎがぅぎｘ‐
こがｚｘかｘ かｘ かｘぁｚうかさけｚｘかかそ かｘ 3/4-あぜぇおがｚけ ぐぎけｙけ ぅ ぁｘぅがｚがぜ ぎっぅずｙがぜ ｘｙが かｘ
くきぃごっｘぉずかうぇ えぎｘか あぉそ ざｚうあえがぁが きっあ'єあかｘかかそ かｘ えざぐｘぉぐ きぎぃく-ｙぉがえけ.
ｊうくえ ｚがあう おｘє ｙけぐう ｚ おぃいｘこ, ｚえｘぅｘかうこ け ぎがぅあっぉっ "ｊぃこかっさかっ くきぃごうげっえｘごっつ".
ｑがｙ あっぅかｘぐうくそ きぎが ぐぃ, そえうぇ くぃぎぃあかっぇ ぐうくえ ｚ おｘぁっくぐぎｘぉずかがおけ ｚがあがきぎがｚがあっ
け ｚｘざがおけ ぎｘぇがかっ, ぅｚぃぎかっぐずくそ ｚ おっくごぃｚっ がぎぁｘかう ｚがあがきがくぐｘさｘかかそ.
ｐぉｘかぁ きがあｘさっ ｚがあう かぃ きがｚうかぃか ｙけぐう きぃぎぃえぎけさぃかうぇ, きぃぎぃぐうくかけぐうぇ ｘｙが
くきぉけぐｘかうぇ.
ｇがくけあがおうぇかｘ おｘざうかｘ がくかｘしぃかｘ かｘぉうｚかうお っ ぅぉうｚかうお ざぉｘかぁｘおう, そえっ おがいかが
きがｚぃぎかけぐう ぅｘ あがきがおがぁがぜ えがかぐぎぁｘぇえう ｘｙが ぉっｚがぎけさ, ｘｙが きぎｘｚがぎけさ, ぅｘぉぃいかが
ｚっあ きがぐぎぃｙう.
ｂがかぐぎぁｘぇえｘ おｘє ｙけぐう ｚくぐｘかがｚぉぃかｘ きぎｘｚうぉずかが, しがｙ けかうえかけぐう きっあぐっえｘかかそ
ｚがあう.
(ｋｚｘぁｘ! ｅＷ ｚくっ おがあぃぉっ きがくけあがおうぇかうこ おｘざうか きがくぐｘさｘぜぐずくそ ぅ かｘぉうｚかうおう ぐｘ
ぅぉうｚかうおう ざぉｘかぁｘおう, がくかｘしぃかうおう えがかぐぎぁｘぇえがぜ. ｋ ぐｘえがおけ ぎｘぅっ ごそ ぅぎけさかっくぐず
ｚっあくけぐかそ). ｇぎう きっあえぉぜさぃかかっ おｘざうかう あが かがｚうこ ぐぎけｙ ｘｙが ぐぎけｙ, そえっ かぃ ｚうえが‐
ぎうくぐがｚけｚｘぉうくそ ぐぎうｚｘぉうぇ さｘく, かぃがｙこっあかが あｘぐう ｚがあっ ぅｙっぁぐう ｚきぎがあがｚい えっぉずえがこ
こｚうぉうか っ ぉうざぃ きがぐっお きっあ'єあかけｚｘぐう ざぉｘかぁ.
ｅＷ ｚうえがぎうくぐがｚけぇぐぃ ぅ'єあかけｚｘぉずかっ ざぉｘかぁう, そえっ ぅｘくぐがくがｚけｚｘぉうくそ あぉそ きっあえぉぜ‐
さぃかかそ くぐｘぎがぁが きぎうぉｘあけ.
ｎぃぇ きぎうぉｘあ がくかｘしぃかうぇ ぅｘきがｙっいかうえｘおう, しが かぃ あがぅｚがぉそぜぐず ｚうえがぎうくぐｘかっぇ
ｚがあっ きがｚぃぎぐｘぐうくそ かｘぅｘあ け ｚがあがきぎがｚっあ. ｎぃぇ きぎうぉｘあ ｚっあきがｚっあｘє くｘかぐぃこかっさ‐
かうお かがぎおｘお.

ｐぉｘかぁ きがあｘさっ ｚがあう っぅ ぅｘきがｙっいかうお えぉｘきｘかがお
ｇっくぉそ きっあ'єあかｘかかそ ざぉｘかぁｘ きがあｘさっ ｚがあう ぅ きがあｚっぇかうおう くぐっかえｘおう ぅｘきがｙっいかうぇ
えぉｘきｘか ぅかｘこがあうぐずくそ きがぎそあ ぅ えぎｘかがお. ｊがおけ かｘ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 ぐっぉずえう ぐがあっ, えがぉう ぅｘぉうｚｘєぐずくそ ｚがあｘ. ｗえしが ざぉｘかぁ きがあｘさっ ｚがあう きがさかぃ
きぎがぐっえｘぐう, ぅｘきがｙっいかうぇ えぉｘきｘか きぃぎぃえぎうє きがあｘさけ ｚがあう.
Ｔくぐｘかがｚぉぜぜさう ざぉｘかぁ きがあｘさっ ｚがあう, ｙけあずぐぃ がｙぃぎぃいかっ:
• Ｗぉぃえぐぎうさかうぇ えｘｙぃぉず あぉそ ぅｘきがｙっいかがぁが えぉｘきｘかｘ ぅかｘこがあうぐずくそ け ざぉｘかぁけ

きがあｘさっ ｚがあう ぅ きがあｚっぇかうおう くぐっかえｘおう. ｅぃ ぅｘかけぎぜぇぐぃ ざぉｘかぁ きがあｘさっ ｚがあう ぐｘ
ぅｘきがｙっいかうぇ えぉｘきｘか け ｚがあけ.

• ｇぎう きがざえがあいぃかかっ ざぉｘかぁｘ きがあｘさっ ｚがあう 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うぐそぁかっぐず ｚうぉえけ ぅ ぎがぅぃぐえう.

• Ｙｘおっかけ ざぉｘかぁｘ きがあｘさっ ｚがあう っぅ ぅｘきがｙっいかうお えぉｘきｘかがお おがいぃ ｚうえがかけｚｘぐう
ぉうざぃ げｘこっｚぃごず ｘｙが おっくごぃｚうぇ くぃぎｚっくかうぇ ごぃかぐぎ.

• ｐぉｘかぁ きがあｘさっ ｚがあう かっえがぉう かぃ おｘє ｙけぐう ｚうしぃ きが ｚっあかがざぃかかぜ あが かういかずがぁが
えぎｘぜ ぅｘきがｙっいかがぁが えぉｘきｘかｘ.
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ｇがきぃぎぃあいぃかかそ!
ｋｚｘぁｘ! Ｔうくがえｘ かｘきぎけぁｘ.

ｇっあえぉぜさぃかかそ ぅぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ
ｂっかぃごず ぅぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ おがいかｘ きっあえぉぜさｘぐう ぐｘえうおう くきがくがｙｘおう:
1. Ｖが くうげがかｘ ぎｘえがｚうかう, ぅｘえぎっきうｚざう かｘ ｚかけぐぎっざかっぇ くぐがぎがかっ ぎがｙがさがつ きが‐

ｚぃぎこかっ. ｎぃ あがぅｚがぉうぐず ぅｘきがｙっぁぐう きがぐぎｘきぉそかかぜ ｚっあきぎｘごずがｚｘかがつ ｚがあう ぅ
ぎｘえがｚうかう ｚ きがくけあがおうぇかけ おｘざうかけ.

2. Ｖが くぐがそえｘ っぅ ｚこっあかうお がぐｚがぎがお, そえうぇ おｘє ｚかけぐぎっざかっぇ あっｘおぃぐぎ かぃ おぃかざぃ
4 くお.

ｇっあ'єあかｘかかそ あが えｘかｘぉっぅｘごっつ おｘє ｙけぐう かｘ
ｚうくがぐっ ｚっあ 30 くお (おっかっおけお) あが 100 くお (おｘえ‐
くうおけお) ｚっあ あかｘ きがくけあがおうぇかがつ おｘざうかう.
Ｙぉうｚかうぇ ざぉｘかぁ おがいかｘ きがｚぃぎかけぐう ぉっｚが‐
ぎけさ ｘｙが きぎｘｚがぎけさ.
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 ぅｘｚｘいｘぐう ぅぉうｚｘかかぜ ｚがあう さう けきがｚっぉず‐
かぜｚｘぐう ぇがぁが.
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.
ｗえしが ｚう かｘぎがしけєぐぃ ぅぉうｚかうぇ ざぉｘかぁ, ぐが ぅｘぁｘぉずかｘ ぇがぁが あがｚいうかｘ かぃ きがｚうかかｘ
きぃぎぃｚうしけｚｘぐう 2 おぃぐぎう, ｘ ｚかけぐぎっざかっぇ あっｘおぃぐぎ ざぉｘかぁｘ きがｚうかぃか ｙけぐう かぃ
おぃかざうお ｚっあ あっｘおぃぐぎｘ ざぉｘかぁｘ, そえうぇ ｚこがあうぐず け えがおきぉぃえぐ きがくぐｘｚえう.
Ｒかｘぉがぁっさかが, ｚかけぐぎっざかっぇ あっｘおぃぐぎ ぅ'єあかｘかず, しが ぅｘくぐがくがｚけぜぐずくそ あぉそ きっあえぉぜ‐
さぃかかそ あが ぅぉうｚかがぁが がぐｚがぎけ, おｘє ｙけぐう おぃかざうお ぅｘ あっｘおぃぐぎ ざぉｘかぁけ, しが ｚこが‐
あうぐず け えがおきぉぃえぐ きがくぐｘｚえう.
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ｇっあ さｘく きぎうєあかｘかかそ ぅぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ あが
ｚぐけぉえう け くうげがかっ きっあ ぎｘえがｚうかがぜ ｚくぜ きぉｘ‐
くぐうえがｚけ おぃおｙぎｘかけ (A) かぃがｙこっあかが ｚうあｘぉう‐
ぐう . ｗえしが かぃ ｚうあｘぉうぐう ｚくぜ おぃおｙぎｘかけ, ごぃ
きぎうぅｚぃあぃ あが ぐがぁが, しが さｘくぐえう ついっ, かｘぁぎが‐
おｘあいけぜさうくず ぅ さｘくがお, ｚぎぃざぐっ-ぎぃざぐ ぅｘ‐
ｙぉがえけぜぐず ｚぐけぉえけ ぅぉうｚかがぁが ざぉｘかぁけ きがく‐
けあがおうぇかがつ おｘざうかう.
ｅｘざっ きぎうぉｘあう きがくぐｘさｘぜぐずくそ っぅ ぅｘきがｙっい‐
かうえがお, そえうぇ かぃ あがぅｚがぉそє 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 ｚｘざがつ 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, しが 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 ぅ おｘざうかう. ｊがおけ ぎぃえがおぃかあけєおが ぇがぁが ぅかそぐう.

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!
Ｙぁっあかが ぅ かがぎおｘおう ぐぃこかっえう ｙぃぅきぃえう, きぎうぉｘあ おｘє ｙけぐう ぅｘぅぃおぉぃかうぇ.
ｇぃぎざ かっい きがさｘぐう えがぎうくぐけｚｘぐうくそ きぎうぉｘあがお けきぃぎざぃ, きぃぎぃえがか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ｘ‐
ｙぉうさごっ ぅ きｘくきがぎぐかうおう あｘかうおう, ｚっあきがｚっあｘぜぐず きｘぎｘおぃぐぎｘお ぃぉぃえぐぎがおぃぎぃいっ,
あが そえがつ きぎうぉｘあ ｙけあぃ きっあえぉぜさｘぐうくそ.
ｅがおっかｘぉ ぅｘきがｙっいかうえｘ ぐｘえがい ｚえｘぅｘかうぇ かｘ ぐｘｙぉうさごっ ぅ きｘくきがぎぐかうおう あｘかうおう.
Ｔうぉえけ おがいかｘ ｚくぐｘｚぉそぐう ぉうざぃ け かｘぉぃいかうお さうかがお ｚくぐｘかがｚぉぃかけ きぎがぐうけあｘぎ‐
かけ ぎがぅぃぐえけ. ｈがぅぁｘぉけいけｚｘさっ ぐｘ きぎがあがｚいけｚｘさっ ぅｘくぐがくがｚけｚｘぐう かぃおがいかｘ.
ｎぃ おがいぃ きぎうぅｚぃくぐう あが きがいぃいぃかぃｙぃぅきぃさかがつ くうぐけｘごっつ さぃぎぃぅ きぃぎぃぁぎっｚｘかかそ.
ｋ ぎｘぅっ かぃがｙこっあかがくぐっ おがいかｘ ぅｘおっかうぐう くうくぐぃおけ ぃぉぃえぐぎがきぎがｚがあえう. ｗえしが かぃ‐
がｙこっあかが ぅｘおっかうぐう ぃぉぃえぐぎうさかうぇ えｘｙぃぉず, ぅｚぃぎかっぐずくそ け おっくごぃｚうぇ くぃぎｚっくかうぇ
ごぃかぐぎ.
ｇっくぉそ ｚくぐｘかがｚぉぃかかそ きぎうぉｘあけ かぃがｙこっあかが ぅｘｙぃぅきぃさうぐう あがくぐけき あが ぎがぅぃぐえう.
ｅっえがぉう かぃ ｚっあえぉぜさｘぇぐぃ きぎうぉｘあ, きがぐそぁかけｚざう ぅｘ えｘｙぃぉず. ｊそぁかっぐず ぅｘｚいあう ぅｘ
ｚうぉえけ.
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 きがぎけざぃかかそ がきうくｘかうこ ｚうしぃ きぎｘｚうぉ
ぐぃこかっえう ｙぃぅきぃえう.

Ｗえがぉがぁっさかっ ぅｘくぐぃぎぃいぃかかそ

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
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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ぉずかうぇ おｘぐぃぎっｘぉ
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 かｘあｘぜぐずくそ あぉそ きぃぎぃぎがｙえう そえ
ｚぐがぎうかかｘ くうぎがｚうかｘ. 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.,
>МБЇ, >МПЇ ぐがしが. Ｓけあず ぉｘくえｘ, けぐうぉっぅけぇぐぃ 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がきぃぎぃあいぃかかそ!
ｗえしが おｘざうかｘ ｙっぉずざぃ かぃ ｚうえがぎうくぐがｚけєぐずくそ:
• Ｔうぐそぁかっぐず ｚうぉえけ ぅ ぎがぅぃぐえう.
• Ｔっあぎっいぐぃ えｘｙぃぉず ぅ ｚうぉえがぜ ぐｘ ｚうえうかずぐぃ つこ.
• Ｔうえうかずぐぃ ぅｘくけｚえけ ぅ 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 つこかє いうぐぐそ.
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www.electrolux.com

www.aeg.kz
www. aeg-electrolux.ru
www.aeg.ua
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