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Ｚかくぐぎけえごうそ きが
せえくきぉけｘぐｘごうう

ｇがくけあがおがぃさかｘそ
おｘざうかｘ



ｋｚｘいｘぃおすぇ きがえけきｘぐぃぉず,

Ｓぉｘぁがあｘぎうお Ｔｘく ぅｘ ｚすｙがぎ があかがぁが 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
ぐがｚｘぎがｚ.
ｉ せぐうお きぎうｙがぎがお Ｔす くおがいぃぐぃ がごぃかうぐず くがｚぃぎざぃかかけぜ えがおｙうかｘごうぜ
げけかえごうがかｘぉずかがぁが あうぅｘぇかｘ う きぃぎぃあがｚすこ ぐぃこかがぉがぁうぇ.
ｋｚぃぎそぃお Ｔｘく, かｘざう きぎうｙがぎす ぎｘぅぎｘｙがぐｘかす あぉそ ぐがぁが, さぐがｙす
がｙぃくきぃさうｚｘぐず ぐがぉずえが かｘうぉけさざうぃ ぎぃぅけぉずぐｘぐす う えがかぐぎがぉず – ｙがぉぃぃ
ぐがぁが, おす ぅｘあｘぃお ｚすくがさｘぇざうぃ くぐｘかあｘぎぐす えｘさぃくぐｚｘ.
ｇがおうおが せぐがぁが, Ｔす がｙかｘぎけいうぐぃ ｚ くｚがぃお きぎうｙがぎぃ かぃえがぐがぎすぃ
ｘくきぃえぐす, えがぐがぎすぃ くきがくがｙくぐｚけぜぐ ぅｘしうぐぃ がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあす う
せえがかがおうう せぉぃえぐぎがせかぃぎぁうう.
ｇがいｘぉけぇくぐｘ, ｚかうおｘぐぃぉずかが きぎがさぐうぐぃ あｘかかがぃ ぎけえがｚがあくぐｚが きが
せえくきぉけｘぐｘごうう あぉそ ぐがぁが, さぐがｙす がｙぃくきぃさうぐず がきぐうおｘぉずかがぃ う
きぎｘｚうぉずかがぃ げけかえごうがかうぎがｚｘかうぃ Ｔｘざぃぁが きぎうｙがぎｘ. ｕぐが あｘくぐ Ｔｘお
ｚがぅおがいかがくぐず ｚ くがｚぃぎざぃかくぐｚぃ きぎうおぃかそぐず ｚくぃ げけかえごうう きぎうｙがぎｘ う
うくきがぉずぅがｚｘぐず ぃぁが かｘうｙがぉぃぃ せげげぃえぐうｚかが. ｄす ぎぃえがおぃかあけぃお Ｔｘお
こぎｘかうぐず せぐけ うかくぐぎけえごうぜ ｚ かｘあぃいかがお う けあがｙかがお おぃくぐぃ, あぉそ ぐがぁが,
さぐがｙす うおぃぐず ｚがぅおがいかがくぐず きがぉずぅがｚｘぐずくそ ぃぜ ｚ ぉぜｙがぃ ｚぎぃおそ, えがぁあｘ
Ｔｘお せぐが かぃがｙこがあうおが. ｇがいｘぉけぇくぐｘ, きぃぎぃあｘぇぐぃ ぃぃ 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 ぃぁが きぎがあｘいう.
ｄす いぃぉｘぃお Ｔｘお きがぉけさうぐず おかがぁが けあがｚがぉずくぐｚうそ がぐ ぎｘｙがぐす く Ｔｘざうお
きぎうｙがぎがお.

Ｔ あｘかかがお ぎけえがｚがあくぐｚぃ きが せえくきぉけｘぐｘごうう うくきがぉずぅけぜぐくそ くぉぃあけぜしうぃ
くうおｚがぉす:
Ｔｘいかｘそ うかげがぎおｘごうそ きが がｙぃくきぃさぃかうぜ ぉうさかがぇ ｙぃぅがきｘくかが う
きぎぃあがぐｚぎｘしぃかうぜ きがｚぎぃいあぃかうぇ きぎうｙがぎｘ.
ｆｙしｘそ うかげがぎおｘごうそ う ぎぃえがおぃかあｘごうう

Ｚかげがぎおｘごうそ きが ぅｘしうぐぃ がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあす
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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ｘｚ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 えがぎぅうかえけ 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), きぎうぁがあかすぃ あぉそ うくきがぉずぅがｚｘかうそ ｚ きがくけあがおがぃさかすこ おｘ‐
ざうかｘこ.

• 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 きがくけあがおがぃさかがぇ おｘざうかす,
えがぁあｘ がかｘ ぎｘｙがぐｘぃぐ, ぐ.え. きぎう せぐがお 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 ぅｘえぎがぇぐぃ
えぎｘか きがあｘさう ｚがあす.
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• 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 くきぃごうｘぉうくぐ くぃぎｚうくかがぇ くぉけいｙす; きぎう せぐがお あがぉ‐
いかす うくきがぉずぅがｚｘぐずくそ ぐがぉずえが がぎうぁうかｘぉずかすぃ ぅｘきｘくかすぃ さｘくぐう.

• ｅ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 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. 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.

ｆｙしうぃ きぎｘｚうぉｘ ぐぃこかうえう ｙぃぅがきｘくかがくぐう
• 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 ぐぃこかうえぃ
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 かぃ ｚくぐｘｚｘぇぐぃ かｘ がぐえぎすぐけぜ あｚぃぎごけ.

Ｓぃぅがきｘくかがくぐず あぃぐぃぇ
• 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 きがぉずぅがｚｘぐずくそ おｘざうかがぇ ｙぃぅ
きぎうくおがぐぎｘ.

• 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 ぃぃ あｚぃぎごｘ
がぐえぎすぐｘ.
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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 くきぃごうｘぉうくぐがお.

• 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; 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
かｘくぐがぉずえが きがｚぎぃいあぃかす, さぐが ｚかけぐぎぃかかそそ さｘくぐず おｘざうかす くぐｘぉｘ あが‐
くぐけきかがぇ. 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 ｘｚぐがぎうぅがｚｘかかすぇ くぃぎｚうくかすぇ ごぃかぐぎ.

• ｅ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

8 ｆきうくｘかうぃ おｘざうかす



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かがきえう ｚすｙがぎｘ きぎがぁぎｘおおす
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 Йсире-РЭb (くお. ぎｘぅあぃぉ "ｌけかえ‐
ごうう Йсире-РЭb")

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 くぉぃあけぜしぃぃ:
• 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 Йсире-РЭb),
• 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 がくぐｘｚざぃぁがくそ あが きけくえｘ ｚぎぃおぃかう 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:
• 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,
• 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.
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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.

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ぎうぇかすこ くうぁかｘぉがｚ ｚ くｚそぅう く えｘえがぇ-ぉうｙが かぃきがぉｘあえがぇ ｚ

ぎｘｙがぐぃ 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 ｙすぐず 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.
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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 ｚえぉぜさぃかうぃ
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
• 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 ぅｘくすきずぐぃ 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., ｚえぉぜさうぐぃ 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ぉずかすこ ｚぃしぃくぐ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ｘｙがぐけ おｘざうかす.
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ぉずかすこ ｚぃしぃくぐ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 Ｔｘ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.
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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

< 4 < 7 < 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 Лк/Лвв . 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ｘｚｘ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.
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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) .
3. ｉ きがおがしずぜ ｚがぎがかえう, きがくぐｘ‐

ｚ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.
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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).

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.
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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 2.

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 きがくけあす.
• Ｙｘきけくぐうぐぃ きぎがぁぎｘおおけ おがぇえう.

Ｙｘぁぎけぅえｘ くぐがぉがｚすこ きぎうｙがぎがｚ う きがくけあす

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.
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• 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 がぐこがあす.
– 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., ｚｚぃぎこ あかがお, さぐがｙす ｚかけぐぎう かうこ うぉう おｘざうかす
かぃ おがぁぉｘ くがｙうぎｘぐずくそ ｚがあｘ.

– 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 ｚかけぐぎう
あぎけぁ あぎけぁｘ 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
あぎけぁ く あぎけぁがお.

– ｄぃぉえうぃ きぎぃあおぃぐす けえぉｘあすｚｘぇぐぃ ｚ えがぎぅうかけ あぉそ くぐがぉがｚすこ きぎう‐
ｙがぎがｚ.

• ｇぉｘくぐうえがｚすぃ きぎぃあおぃぐす う くえがｚがぎがあす く ｘかぐうきぎうぁｘぎかすお きがえぎす‐
ぐうぃお 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; せぐう きぎぃあおぃぐす かぃ ｚすくす‐
こｘぜぐ ぐｘえ いぃ ｙすくぐぎが, えｘえ げｘぎげがぎがｚすぃ う くぐｘぉずかすぃ きぎぃあおぃぐす.

• ｃぃぁえうぃ きぎぃあおぃぐす (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 うこ ぐｘえ, さぐがｙす がかう かぃ おがぁぉう
ぐｘお きぃぎぃおぃしｘぐずくそ.
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ｉぉぃあけぜしうぃ くぐがぉがｚすぃ きぎうｙがぎす う きがくけあｘ 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 ぎけえがそぐえｘおう うぅ
あぃぎぃｚｘ, ぎがぁｘ, げｘぎげがぎｘ うぉう
きぃぎぉｘおけぐぎｘ.

• 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
あぃぐｘぉそおう.

• 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. ｉぉぃあがｚｘぐぃぉずかが,
かぃがｙこがあうおが えｘえ おがいかが くえがぎぃぃ けあｘぉ‐
そぐず く くぃぎぃｙぎそかすこ きぎぃあおぃぐがｚ がくぐｘぐえう
きうしう, ぃくぉう うこ 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.

ｆぐえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ う ｚすあｚうかずぐぃ えがぎぅうかす あぉそ ぅｘぁぎけぅえう きがくけあす.

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.
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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.

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:
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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.

Ｙｘぁぎけぅえｘ くぐがぉがｚすこ きぎうｙがぎがｚ う きがくけあす 21



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.

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 ｅういかそそ えがぎぅうかｘ

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.
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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.

Ｚくきがぉずぅがｚｘかうぃ おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ
Ｚ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.
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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 がえｘいぃぐ くｚがぃ あぃぇくぐｚうぃ 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.
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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ｘｙ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ｘ‐
ｙ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 Йсире-РЭb
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.
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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 ｚえぉぜさぃかかがぇ 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 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 ｚすえぉぜさうぐず 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 あがきがぉかうぐぃぉずかすぃ げけかえごうう) くかがｚｘ.

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
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 Йсире-РЭb (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 Йсире-РЭb. 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 Йсире-РЭb 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 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
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:
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= 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; 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 Йсире-РЭb.
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.
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ｇぎがぁぎｘおおｘ ｉぐぃきぃかず
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ｆきうくｘかうぃ きぎがぁぎｘおおす ｅがぎおす ぎｘくこがあｘ
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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; せぐが ぅｘｚうくうぐ がぐ くぐぃきぃかう
ぅｘぁぎけぅえう おｘざうかす う ぅｘぁぎそぅかぃかかがくぐう きがくけあす. ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ ｚがあす ｘｚぐがおｘぐうさぃくえう
けくぐｘかｘｚぉうｚｘぃぐくｘ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) ｇぎがｚぃぎがさかｘそ きぎがぁぎｘおおｘ あぉそ うくきすぐｘぐぃぉずかすこ ぉｘｙがぎｘぐがぎうぇ.

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.
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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
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.

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; 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; 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; 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.

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.
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ｆぐおぃかｘ ぅｘあｘかかがぇ がぐくぎがさえう きけくえｘ うぉう
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

• 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.

ｏぐがｙす きぎぃぎｚｘぐず ｚすきがぉかぃかうぃ きぎがぁぎｘおおす
おがぇえう

• ｆぐえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ おｘざうかす; 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; 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.

ｆえがかさｘかうぃ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう
• 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; 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. ｆぐえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ おｘざうかす.
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. 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, かｘいｘｚ えかがきえけ "Ｔえぉ/Ｔすえぉ".
3. ｆくぐｘｚずぐぃ きぎうがぐえぎすぐがぇ あｚぃぎごけ おｘざうかす う きがあがいあうぐぃ かぃくえがぉずえが

おうかけぐ, きぎぃいあぃ さぃお あがくぐｘｚｘぐず きがくけあけ; ぐｘえうお がｙぎｘぅがお きがくけあｘ
かぃおかがぁが がくぐすかぃぐ う ぉけさざぃ ｚすくがこかぃぐ.

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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Ｔすぃおえｘ きがくけあす
• 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 うぅｚぉぃえうぐぃ 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; 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ｘ‐
ｚ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.

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.
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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 くぐぎぃぉえぃ あが けきがぎｘ.
ｇぎう けくぐｘかがｚえぃ きぎがｚぃぎずぐぃ, さぐがｙす きぉがくえうぇ げうぉずぐぎ かぃ ｚすくぐけきｘぉ
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.
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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ｘｚ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.):
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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.
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.
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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

• 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.

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.
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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). : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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 がぐくけぐくぐｚがｚｘぉが.

• 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; 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.

Ｗくぉう おｘざうかｘ かぃ ぎｘｙがぐｘぃぐ ... 37



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
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

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

ｈぃえがおぃかあｘごうう あぉそ うくきすぐｘぐぃぉずかすこ
ぉｘｙがぎｘぐがぎうぇ

ｊぃくぐうぎがｚｘかうぃ ｚ くががぐｚぃぐくぐｚうう く БК 60704  あがぉいかが ｚすきがぉかそぐずくそ きぎう
きがぉかがぇ ぅｘぁぎけぅえぃ おｘざうかす く うくきがぉずぅがｚｘかうぃお ぐぃくぐがｚがぇ きぎがぁぎｘおおす
(くお. "ｇぎがぁぎｘおおす おがぇえう").
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ｊぃくぐうぎがｚｘかうぃ ｚ くががぐｚぃぐくぐｚうう く БК 50242 あがぉいかが ｚすきがぉかそぐずくそ く
うくきがぉずぅがｚｘかうぃお ぐぃくぐがｚがぇ きぎがぁぎｘおおす (くお. "ｇぎがぁぎｘおおす おがぇえう"),
きぎう せぐがお ぃおえがくぐず あぉそ くがぉう あがぉいかｘ ｙすぐず かｘきがぉかぃかｘ くがぉずぜ, ｘ あがぅｘ‐
ぐがぎ あぉそ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ あがぉいぃか ｙすぐず ぅｘきがぉかぃか がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉぃお.

ｇがぉかｘそ ぅｘぁぎけぅえｘ: 9 くぐｘかあｘぎぐかすこ えがおきぉぃえぐがｚ きがくけあす
ｅぃがｙこがあうおがぃ えがぉうさぃくぐｚが おがぜしぃぁが
くぎぃあくぐｚｘ:

5 ぁ + 20 ぁ (ぐうき B)

ｅｘくぐぎがぇえｘ あがぅｘぐがぎｘ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ: きがぉがいぃかうぃ 4 (ぐうき ЕЕЕ)

ｋえぉｘあえｘ きがくけあす ｚ ｚぃぎこかぃぇ えがぎぅうかぃ
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Ｖぃぎいｘぐぃぉう あぉそ さｘざぃえ: きがぉがいぃかうぃ A

ｋえぉｘあえｘ きがくけあす ｚ かういかぃぇ えがぎぅうかぃ

ｋえぉｘあえｘ きぎうｙがぎがｚ ｚ えがぎぅうかえぃ あぉそ くぐがぉがｚすこ
きぎうｙがぎがｚ
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Ｚかくぐぎけえごうう きが おがかぐｘいけ

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 ぉうごがお.

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 おｘざうかけ 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 おｘざうかｘ きがあえぉぜさｘ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があす
ｚ ｚがあがきぎがｚがあぃ ｚ ぎｘぇがかぃ Ｔｘ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 えがかぐぎぁ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.
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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,
きぎぃあがこぎｘかそぜしうおう がぐ ｚがぅｚぎｘぐｘ 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けぃぐ あぃぇくぐｚけぜしうお かがぎおｘぐうｚｘお かｘ くｘかぐぃこかうさぃくえがぃ がｙがぎけ‐
あがｚｘかうぃ.

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 がえｘぅすｚｘぃぐくそ きがくぉぃあがｚｘぐぃぉずかが くがぃあう‐
かぃかかすお く えぎｘかがお 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 ぐがぁあｘ, 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 ｚ せぐが ｚぎぃおそ 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.
ｉがｙぉぜあｘぇぐぃ おぃぎす きぎぃあがくぐがぎがいかがくぐう きぎう おがかぐｘいぃ かｘぉうｚかがぁが
ざぉｘかぁｘ:
• 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.
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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 かぃ ｙがぉぃぃ
60 くお 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がぉかｘそ あぉうかｘ くぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ (く けさぃぐがお ｚがぅおがいかがぁが
あがきがぉかうぐぃぉずかがぁが ざぉｘかぁｘ) かぃ あがぉいかｘ きぎぃｚすざｘぐず 4 お. Ｔかけぐぎぃかかうぇ
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あうｘおぃぐぎ けあぉうかうぐぃぉずかがぁが ざぉｘかぁｘ あがぉいぃか ｙすぐず かぃ おぃかずざうお, さぃお
あうｘおぃぐぎ ざぉｘかぁｘ, きがくぐｘｚぉそぃおがぁが く おｘざうかがぇ.
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.
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, さｘくぐうごす きうしう,
くえｘきぉうｚｘそくず ｚ くぉうｚかがお ざぉｘかぁぃ, くが ｚぎぃおぃかぃお おがぁけぐ ｚすぅｚｘぐず ぃぁが ぅｘ‐
くがぎぃかうぃ.
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ｙｘｚうぐずくそ がぐ ぐｘえがぇ くぉうｚかがぇ ぐぎけｙす.
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ｇがあえぉぜさぃかうぃ え せぉぃえぐぎがくぃぐう
ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
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 けｙぃあうぐぃくず ｚ ぐがお, さぐが
ｚぃぉうさうかす かｘきぎそいぃかうそ う ぐがえｘ ｚ Ｔｘざぃぇ くぃぐう せぉぃえぐぎがくかｘｙいぃかうそ くが‐
がぐｚぃぐくぐｚけぜぐ かがおうかｘぉずかすお ぅかｘさぃかうそお, けえｘぅｘかかすお ｚ 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 おｘざうかす.
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 けえｘぅｘ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. ｅぃ あがきけくえｘぃぐくそ き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.
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 がｙぃくきぃさぃか 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. Ｔくぃ‐
ぁあｘ ｙぃぎうぐぃくず ぅｘ くｘおけ ｚうぉえけ.
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 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
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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, >МБ<, > (きがぉうせぐう‐
ぉぃか) МП< (きがぉうくぐうぎがぉ) う ぐ.あ. ｋきｘえがｚがさかすぃ おｘぐぃぎうｘぉす くぉぃあけぃぐ
くえぉｘあすｚｘぐず ｚ くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうぃ えがかぐぃぇかぃぎす おぃくぐかすこ くぉけいｙ きが けぐう‐
ぉうぅｘごうう がぐこがあがｚ.
ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
Ｗくぉう おｘざうかｘ 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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