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Ｓっぅあっң 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ң ｙっぎっか ぐｘңあｘғｘかすң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ңすぅ. Ｓチぉ カチぎすぉғすかすң ｙｘぎぉすカ タぎあっくぐぃぎっか いぃぐぃ
おぃң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ң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ｘңすぅ.

Ｘｘңｘ 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ңっぉ-えタぇぁぃ いぃぐぃ ｙぃぎっңっぅ.

ｄｘぅおチかす
Ｘチおすく いタぇぃくっ ぐけぎｘぉす かチくカｘけぉｘぎ   3
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   3

Ｓｘぉｘぉｘぎ おぃか モぉくっぅ ｘあｘおあｘぎあすң
カｘけっきくっぅあっぁっか カｘおぐｘおｘくすぅ ぃぐけ    3
オｘけっきくっぅあっえ ぐけぎｘぉす いｘぉきす おｘғぉチおｘぐ

 3
オがぉあｘかすぉけす   4
ｂタぐけ おぃかぃか ぐｘぅｘぉｘけ   4
ｆぎかｘぐけ   5
ｄチぅあｘき カｘぉけғｘ カｘぎくす くｘカぐすカ
ざｘぎｘぉｘぎす   5
ｉけғｘ カがくけ   5
Эぉぃえぐぎぐがғすかｘ カがくけ   6
オすぅおぃぐ えヲぎくぃぐけ がぎぐｘぉすғす   6
オチぎすぉғすかす ぐｘくぐｘけ   6

Ｓチぇすお くうきｘぐぐｘおｘくす   7
ｆきぐうえｘぉすカ くうぁかｘぉ   8

Ｓｘくカｘぎけ きｘかぃぉっ   8
Ｓぃぇかぃｙぃぐ   9
ｂぃざっえぐっぎっき ｙｘくぐｘけ ぐタぇおぃざっぁっ   9
Ｓｘғあｘぎぉｘおｘ ぐｘңあｘけ ぐタぇおぃざっえぐぃぎっ

 9
ｐけすぉくすぅ ｙｘғあｘぎぉｘおｘ ぐタぇおぃざっぁっ

 9
Mсирерab ぐタぇおぃざっぁっ    9
Ｓがぉあすぎおｘけ ぐタぇおぃざっぁっ    10
ｌけかえごうそ ぐタぇおぃざっえぐぃぎっ   10
ｇｘぎｘおぃぐぎぉぃぎあっ がぎかｘぐけ ぎぃいうおっ

 10
Ｖすｙすくぐす くうぁかｘぉあｘぎ   10

Ｓっぎっかざっ カがぉあｘかғｘかғｘ あぃぇっか   11
ｉけ いチおくｘカぐｘぇぐすか ｙチぇすおすか くｘぉけ   11

オがぉおぃか ぎぃぐぐぃけ    12
Эぉぃえぐぎがかあす いがぉおぃか ぎぃぐぐぃけ   12

Ыあすく いけғすざ おｘざうかｘくす タざっか ｘぎかｘぉғｘか
 13

Ｘけғすざ いモかぃ ざｘぇғすざ ぅｘぐぐす カがぉあｘかけ
 13

ｊｘぅｘぉｘけ ｙチぇすおあｘぎすか カがぉあｘかけ
 14

ｐｘぜ ｙチぇすおあｘぎす   14
ｐｘぇғすざ ぅｘぐぐすң タぉぃくぐっぎっぉぃぐっか
おヲぉざぃぎっか ｙぃぉぁっぉぃңっぅ   14

ｄけぉずぐう ぐｘｙ げけかえごうそくす   15
Ｒく カチぎｘぉあｘぎす おぃかぃか すあすく-ｘそカぐす くｘぉけп

 15
Ｒカすぉ-えぃңぃく   15

Ｘけけ きぎがぁぎｘおおｘぉｘぎ   16
Ｘけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすか ぐｘңあｘけ いモかぃ
ｙｘくぐｘけ   18

ｂぃざっえぐっぎっき ｙｘくぐｘけ げけかえごうそくす いがカ
いけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすか ぐｘңあｘき, っくえぃ
カがくすңすぅ.    18
ｂぃざっえぐっぎっき ｙｘくぐｘけ げけかえごうそくす ｙｘぎ
いけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすか ぐｘңあｘき, っくえぃ
カがくけ   18
Ｘけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすか えっあっぎぐけ    18
Ｘけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくす かぃおぃくぃ
えぃざっえぐっぎっき 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ぐけ ぐモくっぉっ   18
Ｘけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすかすң くがңすかあｘ

 19
オチぎすぉғすかす ｙがくｘぐけ    19

ｂタぐけ おぃかぃか ぐｘぅｘぉｘけ   19
ｉタぅぁっぉぃぎあっ ｘぉけ いモかぃ ぐｘぅｘぉｘけ   19
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    20

2 ｄｘぅおチかす



オチぎすぉғす えがぎきけくすかすң くすぎぐすか
ぐｘぅｘぉｘけ   20

ｅぃ っくぐぃぎくっңっぅ, ぃぁぃぎ...   21
Ｘけけ いモかぃ えぃきぐっぎけ かモぐういぃぉぃぎっ
カｘかｘғｘぐぐｘかｘぎぉすカぐｘぇ ぃおぃく.    22
ｐｘぇғすざ ぅｘぐ タぉぃくぐっぎぁっざっか カがくけ

 23

ｊぃこかうえｘぉすカ くうききｘぐｘおｘ   24
オがぎざｘғｘか がぎぐｘғｘ ぅうそか えぃぉあっぎおぃけ ぐけぎｘぉす
おｘғぉチおｘぐぐｘぎ   24

ヱかあっぎけざっ ぃくえぃぎぐけくっぅ ヲぅぁぃぎっく ぃかぁっぅけ カチカすғすかｘ うぃ.

Ｘチおすく いタぇぃくっ 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
オチぎすぉғすかす がぎかｘぐすき, っくえぃ カがくｘぎあすң ｘぉあすかあｘ 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ңすぅ:
• ヱぅ カｘけっきくっぅあっぁっңっぅ ｙぃか おタぉえっңっぅあっң カｘけっきくっぅあっぁっか カｘおぐｘおｘくすぅ ぃぐけ タざっか.
• オがぎざｘғｘか がぎぐｘғｘ ぅうそか えぃぉぐっぎおぃけ タざっか,
• オチぎすぉғすかす あチぎすく っくえぃ カがくけ タざっか.
ｆくす かチくカｘけぉすカぐす モぎカｘざｘか, ぐっきぐっ カチぎすぉғすかす くｘぐくｘңすぅ あｘ, えヲざっぎくぃңっぅ あぃ
がかすおぃか ｙっぎぁぃ カｘぉあすぎすңすぅ.
オチぎすぉғすかす ぐぃぎっく がぎかｘぐけ おぃか っくえぃ カがくけ かモぐういぃくっかあぃ がぎすか ｘぉғｘか
ｘカｘけぉすカぐｘぎғｘ ヲかあっぎけざっ いｘけｘきぐす ぃおぃく.

Ｓｘぉｘぉｘぎ おぃか モぉくっぅ ｘあｘおあｘぎあすң カｘけっきくっぅあっぁっか カｘおぐｘおｘくすぅ ぃぐけ
• ｂぃおｙｘғｘぉ, くぃぅっお おタえっくぐっぁっ ｙｘぎ かぃおぃくぃ ｘカすぉ-ぃくっ えぃお, カチぎすぉғすかす カがぉあｘかけ

ぐモいぎうｙぃくっ いがカ かぃ カがぉあｘかｘ ｙっぉおぃぇぐっか ｘあｘおあｘぎғｘ, ｙｘぉｘぉｘぎғｘ がかす っくえぃ
カがくけғｘ ぎチカくｘぐ ｙぃぎおぃңっぅ. ｆぉｘぎ がくす カチぎすぉғすかす ヲぅ カｘけっきくっぅあっぁっか
カｘおぐｘおｘくすぅ ぃぐぃぐっか ｘあｘおかすң かチくカｘけす かぃおぃくぃ カｘあｘғｘぉｘけす ｙがぇすかざｘ
きｘぇあｘぉｘかけғｘ ぐうっく.

• ｆぎｘお おｘぐぃぎうｘぉあｘぎすかすң ｙｘぎぉすғすか ｙｘぉｘぉｘぎあｘか ｘぉすく チくぐｘңすぅ.
ｊチかざすғすき カｘぉけ かぃおぃくぃ いｘぎｘカｘぐ ｘぉけ カｘけきっ ｙｘぎ.

• Ｘけғすざ ぅｘぐぐｘぎあすң ｙｘぎぉすғすか カｘけっきくっぅ いぃぎあぃ くｘカぐｘңすぅ. Ｓｘぉｘぉｘぎғｘ
いけғすざ ぅｘぐぐす チくぐｘけғｘ ぎチカくｘぐ ｙぃぎおぃңっぅ.

• Ｓｘぉｘぉｘぎ おぃか えっざえぃかぃ タぇ いｘかけｘぎぉｘぎすか, ぃくっぁっ ｘざすカ ぐチぎғｘか カチぎすぉғすғｘ
いｘカすかあｘぐきｘңすぅ.

オｘけっきくっぅあっえ ぐけぎｘぉす いｘぉきす おｘғぉチおｘぐ
• Ｓチぉ カチぎすぉғすかすң 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 ぃかぁっぅｙぃңっぅ. Ｘｘぎｘカｘぐ

ｘぉけ かぃおぃくぃ カチぎすぉғすかす ｙタぉあっぎっき ｘぉけ カｘけきっ ｙｘぎ.
• ｂヲぅ, ｘけすぅ, ヲңぃざ えタぇっき カｘぉおｘく タざっか, すあすく いけғすざ おｘざうかｘあｘ

カがぉあｘかすぉｘぐすか いけғすざ ぅｘぐぐす ヲかあっぎけざっかっң カｘけっきくっぅあっえ かチくカｘけぉｘぎすか
がぎすかあｘңすぅ.

• オチぎすぉғすあｘғす くけあす っざけぁぃ ｙがぉおｘぇあす. オチぎすぉғすあｘ いけғすざ ぅｘぐぐすң カｘぉあすғす
カｘぉけす おタおえっか.

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 3
1
1
7
9
4
8
8
2
0
-B
-0
9
2
0
1
0



• オチぎすぉғす っざっかぃ ぅｘぐ くｘぉすき かぃおぃくぃ がかす ｙがくｘぐすき いｘぐカｘかあｘ, ｘあｘお
いｘぎｘカｘぐぐｘかすき かぃおぃくぃ ｘざすカ ぐチぎғｘか ぃくっええぃ くがғすぉすき カｘぉおｘく タざっか ぃくっえぐっ
モぎカｘざｘか いｘけすき がぐすぎすңすぅ.

• Ｒざすカ ぐチぎғｘか ぃくっえぐっң タくぐっかぃ がぐすぎおｘңすぅ かぃおぃくぃ タくぐっかぃ ざすғすき ぐチぎおｘңすぅ.

オがぉあｘかすぉけす
• Ｓチぉ カチぎすぉғすかす ぐぃえ タぇあぃ ғｘかｘ カがぉあｘかけ えぃぎぃえ. オチぎすぉғすかす えがおおぃぎごうそぉすカ

おｘカくｘぐぐｘ いモかぃ ヲかぃぎえモくっきぐぃ かぃおぃくぃ ｙｘくカｘ おｘカくｘぐぐｘ カがぉあｘかｙｘңすぅ.
• オチぎすぉғすかす ヲぅっ ｘぎかｘぉғｘか おｘカくｘぐぐｘか ｙｘくカｘ おｘカくｘぐぐｘ カがぉあｘかけғｘ

ｙがぉおｘぇあす. ｆくすぉｘぇざｘ ｘあｘお いｘぎｘカｘぐぐｘかけғｘ かぃおぃくぃ おタぉっええぃ ぅうそか
えぃぉぐっぎけぁぃ いがぉ ｙぃぎおぃぇくっぅ.

• オチぎすぉғすかす ぐぃえ すあすく いけғすざ おｘざうかｘあｘ いけけғｘ ｙがぉｘぐすか, ぐチぎおすくぐｘ
カがぉあｘかすぉｘぐすか すあすく-ｘそカぐｘぎあす いけけ タざっか ғｘかｘ カがぉあｘかすңすぅ.

• ｊチぐｘかғすざ ぅｘぐぐｘぎあす かぃおぃくぃ っざっかぃ ぐチぐｘかғすざ ぅｘぐ くｘぉすかғｘか あすおカすぉ
ぅｘぐぐｘぎあす, カチぎすぉғすかすң カｘくすかｘ かぃおぃくぃ タくぐっかぃ カがぇおｘңすぅ. Ｘｘぎすぉすく
かぃおぃくぃ ヲぎぐ ざすғけ カｘけきっ ｙｘぎ.

• ｇすざｘカぐｘぎ おぃか チざす タざえっぎ ぅｘぐぐｘぎあすң ｙｘぎぉすғすか, ｘく カチぎｘぉあｘぎす くぃｙぃぐっかぃ
チざぐｘぎすか ぐヲおぃか カｘぎｘぐすき くｘぉすңすぅ. ｅぃおぃくぃ タくぐっңぁっ くぃｙぃぐえぃ えヲぉあぃかぃңっかぃか
かぃ きすざｘカ くｘぉｘぐすか くぃｙぃぐえぃ くｘぉすңすぅ. (オチぎすぉғす タぉぁっぉぃぎっかっң ｙｘぎぉすғす
ｙっぎあぃぇ きすざｘカ くｘぉすかｘぐすか くぃｙぃぐきぃか いｘｙあすカぐｘぉおｘғｘか).

• Ыあすく いけғすざ おｘざうかｘғｘ ｘぎかｘぉғｘか ｘぎかｘぇす カチぎｘぉあｘぎあす (いけғすざ ぅｘぐ, ぐチぅ,
ざｘぇғすざ ぅｘぐ) ғｘかｘ カがぉあｘかすңすぅ.

• Ыあすく いけғすざ おｘざうかｘғｘ ｘぎかｘぉおｘғｘか ぐチぅあｘぎ, くけ いチおくｘぎぐカすざカｘ かチカくｘか
えぃぉぐっぎけっ おタおえっか.

• ｊチぅあす すあすく いけғすざ おｘざうかｘғｘ, 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
くｘぉすңすぅ. ｊチぅ ぐタぇっぎぉぃぎっ かぃおぃくぃ ぐチぅあす くけ カチぎすぉғすかすң ぐｘｙｘかすか
ぐがぐぐｘかあすぎけす かぃおぃくぃ ぐぃくっき いっｙぃぎけっ おタおえっか.

• 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 ｙｘくカ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 おｘざうかｘかす 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)
くｘぉおｘңすぅ. Ｓチぉ カチぎすぉғすかす ｙタぉあっぎけっ おタおえっか.

• Ｘ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, ｙタぎっええっざ ぐタぐっえぐぃぎあっң ぃぎえっか ｘぇかｘぉｘ
ｘぉｘぐすかあすғすかｘ えヲぅ いぃぐえっぅっңっぅ.

• Ｘチおすく っくぐぃき ぐチぎғｘか カチぎすぉғすかすң ぃくっぁっか ｘざくｘң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. ｂタぇっき カｘぉけすңすぅ おタおえっか.

• Ыあすくぐｘぎあす カチぎすぉғすあｘか いけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくす ｘそカぐｘぉおｘぇ ぐチぎすき ｘぉおｘңすぅ.

ｂタぐけ おぃかぃか ぐｘぅｘぉｘけ
• オチぎすぉғすғｘ えタぐっお えヲぎくぃぐぃぎあっң ｘぉあすかあｘ せぉぃえぐぎ いぃぉっくっかぃか ｘғすぐすき, ｘざｘくすか

ぎがぅぃぐえｘあｘか くけすぎすңすぅ.
• ｊチぐｘかғすざ ぅｘぐぐｘぎ かぃおぃくぃ ぐがぐ ｙｘくぐすぎｘぐすか ぅｘぐぐｘぎあす カがぉあｘかｙｘңすぅ.
• オチぎすぉғすかす くタぅぁっぉぃぎっか くｘぉおｘぇ っくえぃ カがくけғｘ ｙがぉおｘぇあす. ｉタぅぁっぉぃぎあっң あチぎすく

がぎかｘぐすぉғｘかすかｘ えヲぅ いぃぐえっぅっңっぅ. ｊぃぎっく がぎかｘぐすぉくｘ すあすく-ｘそカぐｘぎあす いけけ
かモぐういぃくっ カｘかｘғｘぐぐｘかғすくすぅ ｙがぉすき, カチぎすぉғす ｙタぉっかっき カｘぉけす おタおえっか.

• オチぎすぉғすかす くけ かぃおぃくぃ ｙけ ｙタぎえっき ぐｘぅｘぉｘғすざきぃか ぐｘぅｘぉｘおｘңすぅ. Эぉぃえぐぎ
ぐがぁすかｘ ぐタくけ いモかぃ カチぎすぉғすかす ｙタぉあっぎっき ｘぉけ カｘけきっ ｙｘぎ.
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ｆぎかｘぐけ
• オチぎすぉғすかすң ぃざ いぃぎっかっң ぐｘくすおｘぉあｘけ ｙｘぎすくすかあｘ ｙタぉっかｙぃぁぃか ぐぃえくぃぎっңっぅ.

Ｓタぉっかぁぃか カチぎすぉғすかす っくえぃ カがくきｘңすぅ. オｘいぃぐ ｙがぉくｘ, くｘぐけざすғｘ
こｘｙｘぎぉｘくすңすぅ.

• Ｗң ｘぉғｘざ っくえぃ カがくｘぎあすң ｘぉあすかあｘ, がぎｘお おｘぐぃぎうｘぉあｘぎすかすң ｙｘぎぉすғすか
ｘぉすңすぅ.

• Эぉぃえぐぎ いぃぉっくっ いモかぃ カチｙすぎ いタぇぃくっかぃ カがくけ, がぎかｘぐけ いモかぃ えタぐっお えヲぎくぃぐけ
いチおすくぐｘぎすかすң ｙｘぎぉすғすか ぐぃえ ｙっぉっえぐっ おｘおｘか がぎすかあｘけғｘ ぐうっく. Ｓチぉ カチぎすぉғす
えがかくぐぎけえごうそぉｘぎすかすң ｙタぉっかけっかぃ かぃおぃくぃ ｘあｘお いｘぎｘカｘぐぐｘかすき カｘぉけғｘ いがぉ
ｙぃぎおぃぇあっ.

• オチぎすぉғすかす がぎかｘぐけ ｙｘぎすくすかあｘ, がかすң ｘざｘくすかすң ぎがぅぃぐえｘあｘか ｘғすぐすぉすき
ぐチぎғｘかすかｘ えヲぅ いぃぐえっぅっңっぅ.

• オチぎすぉғすかすң カｘｙすぎғｘぉｘぎすか, がかすң ぁうあぎｘｚぉうえｘぉすカ かぃおぃくぃ せぉぃえぐぎ
ｙヲぉざぃえぐぃぎっか ｙタぉあっぎっき ｘぉおｘく タざっか ｙチぎғすぉｘき ぐぃくきぃңっぅ.

• ｄｘңすぅあす! ｊヲおぃかあぃぁっ モぎぃえぃぐぐぃぎあっ かチくカｘけぉｘぎғｘ くｘぇ がぎすかあｘңすぅ:
椴 オチぎすぉғすかす がぎかｘぐけ.
椴 Ｒく タぇ カｘきぐｘおｘくすかすң ぃくっぁっか カチぎｘくぐすぎけ.
椴 ｉけ カチぜ いモかぃ ぐヲぁけ いタぇぃぉぃぎっかぃ カがくけ.

• オチぎすぉғすかすң タくぐっ おぃか いｘか-いｘғすか カがぎざｘғｘか えがかくぐぎけえごうそぉｘぎあすң カｘけっきくっぅ
ｙがぉけすか カｘおぐｘおｘくすぅ ぃぐっңっぅ.

ｄチぅあｘき カｘぉけғｘ カｘぎくす くｘカぐすカ ざｘぎｘぉｘぎす
• オチぎすぉғすかす ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘくす 0°C ぁぎｘあけくぐｘか ぐヲおぃかあぃき えぃぐぃぐっか いぃぎぁぃ

がぎかｘぐきｘңすぅ.
• ｄチぅあｘき カｘぉけあすң くｘぉあｘぎすかｘか ｙがぉғｘか ｘカｘけぉすカカｘ ヲかあっぎけざっ いｘけｘきぐす ぃおぃく.

ｉけғｘ カがくけ
• オチぎすぉғすかす くけ いタぇぃくっかぃ カがくけ タざっか いｘңｘ ぐタぐっえぐぃぎあっ きｘぇあｘぉｘかすңすぅ. Ｓチぎすか

カがぉあｘかすぉғｘか ぐタぐっえぐぃぎあっ きｘぇあｘぉｘかｙｘңすぅ.
• オチぎすぉғすかす いｘңｘ カチｙすぎ いタぇぃぉぃぎっかぃ かぃおぃくぃ チぅｘカ けｘカすぐ カがぉあｘかすくぐｘ

ｙがぉおｘғｘか カチｙすぎぉｘぎғｘ カがくきｘңすぅ. ｉけあす ｙっぎかぃざぃ おうかけぐ ｘғすぅすき カがぇすңすぅ
あｘ, くがあｘか えぃぇっか くけ カチそぐすか ぐタぐっえぐっ いｘぉғｘңすぅ.

• オチぎすぉғすかす がぎかｘぐすき いｘぐカｘかあｘ, くけ ぐタぐっえぐぃぎっかっң いｘかざすぉすき カｘぉおｘғｘかすか
かぃおぃくぃ ｙタぉっかｙぃぁぃかっか ぐぃえくぃぎっңっぅ.

• ｉけ カチｙすぎす いｘぉғｘくぐすぎғすざぐｘぎすかすң くけ ｘカきｘぇぐすかあｘぇ ｙぃぎっえ
がぎかｘぐすぉғｘかすかｘ えヲぅ いぃぐえっぅっңっぅ.

• オチぎすぉғすかす ｘぉғｘざ ぎぃぐ っくえぃ カがくカｘかあｘ, ぐタぐっえぐぃぎっかぃか くけ ｘカきｘぇ ぐチぎғｘかすかｘ えヲぅ
いぃぐえっぅっңっぅ.

• ｉけ カチそぐすか ぐタぐっえぐっң カｘｙすぎғｘくす カがく カｘｙｘぐ おｘぐぃぎうｘぉあｘか いｘくｘぉғｘか いモかぃ
がかすң っざえっ くすおす おぃか カｘけっきくっぅあっえ えぉｘきｘかす ｙｘぎ. ｉけ カチそぐすか ぐタぐっええぃ がくす ぐタぐっえ
ｘぎカすぉす くけ ｘカカｘか えぃぅあぃ ғｘかｘ カすくすお ぐタくぃあっ. ｉけ カチそぐすか ぐタぐっえぐぃか くけ ｘカくｘ,
カｘけっきくっぅあっえ えぉｘきｘかす ｘғすき いｘぐカｘか くけあす ぐがカぐｘぐｘあす.
椴 ｉけ カチそぐすか ぐタぐっえぐっ いｘぉғｘғｘか えぃぅあぃ ｘｙｘぇ ｙがぉすңすぅ:

椴 ｉけ カチそぐすか ぐタぐっえぐっ かぃおぃくぃ カｘけっきくっぅあっえ えぉｘきｘかすか くけғｘ ｙｘぐすぎおｘңすぅ.
椴 ｉけ カチそぐすか 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タぉっかくぃ, ｘざｘかす あぃぎぃけ

ぎがぅぃぐえｘあｘか くけすぎすңすぅ.
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椴 オｘけっきくっぅあっえ えぉｘきｘかす ｙｘぎ ぐタぐっえぐっ ｘけすくぐすぎけ タざっか 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ңすぅ.

ｅｘぅｘぎすңすぅあｘ ｙがぉくすか!
オｘぐぃぎぉっ えぃぎかぃけ.

Эぉぃえぐぎぐがғすかｘ カがくけ
• オチぎすぉғすかす おっかあぃぐぐっ ぐタぎあぃ いぃぎぁぃ カがくけ えぃぎぃえ.
• ｊぃこかうえｘぉすカ ｘカきｘぎｘぐ ぐｘカぐｘぇざｘくすかあｘғす せぉぃえぐぎ きｘぎｘおぃぐぎぉぃぎっかっң, せぉぃえぐぎ

いぃぉっくっかあぃぁっ きｘぎｘおぃぐぎぉぃぎぁぃ 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ңっぅ.
• メぎカｘざｘか せぉぃえぐぎ カｘぐぃぎっかぃか 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ｘかす カがぉあｘかすңすぅ.
• ｂヲき っくぐっえざぃぉっ ｘざｘぉｘぎあす, いｘぉғｘくぐすぎғすざぐｘぎ おぃか チぅｘぎぐカすざ くすおあｘぎあす

カがぉあｘかｙｘңすぅ. ヱぎぐ ざすғけ カｘけきっ ｙｘぎ.
• オがぎぃえ くすおすか ｘけすくぐすぎおｘңすぅ かぃおぃくぃ ヲぅぁぃぎぐきぃңっぅ. 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くすңすぅ.
• オチぎすぉғすかすң ｘぎぐ いｘғすかあｘғす ｘざｘ おぃか カがぎぃえ くすおすかすң おｘぇすくすき かぃおぃくぃ

ｙタぉっかっき カｘぉおｘғｘかすかｘ えヲぅ いぃぐえっぅっңっぅ.
• ｆぎかｘぐすき ｙがぉғｘかかｘか えぃぇっか ｘざｘかすң カがぉ いぃぐぃぐっか いぃぎあぃ ぐチぎғｘかすかｘ えヲぅ

いぃぐえっぅっңっぅ.
• オチぎすぉғすかす カがぎぃえ くすおすかｘか ぐｘぎぐすき ｘғすぐきｘңすぅ. メぎカｘざｘか ｘざｘくすかｘか

ぐｘぎぐすき ｘғすぐすңすぅ.

オすぅおぃぐ えヲぎくぃぐけ がぎぐｘぉすғす
• オチぎすぉғすかす いヲかあぃけ かぃおぃくぃ がғｘか カｘぐすくぐす いチおすくぐす がぎすかあｘけ ぎチカくｘぐすかｘ

ぐぃえ けモえっぉぃぐぐっ ぐぃこかうえ ғｘかｘ うぃ. 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くすңすぅ.

• ｊぃえ げうぎおｘぉすカ カがくｘぉカす ｙヲぉざぃえぐぃぎあっ ғｘかｘ カがぉあｘかすңすぅ.

オチぎすぉғすかす ぐｘくぐｘけ
• Ｒあｘお いｘぎｘカｘぐぐｘかすき かぃおぃくぃ おタぉっええぃ ぅうそか えぃぉおぃく タざっか:

椴 Ｒざｘかす ぎがぅぃぐえｘあｘか ｘғすぐすき ｘぉすңすぅ.
椴 オがぎぃえ くすおすか えぃくっき ｘぉすңすぅ あｘ, ぐｘくぐｘңすぅ.
椴 Ｗくっえぐっң ｙぃえっぐきぃくっか ｘғすぐすき ｘぉすңすぅ. Ｓチぉ えっざえぃかぃ ｙｘぉｘぉｘぎ かぃおぃくぃ タぇ

いｘかけｘぎぉｘぎす カチぎすぉғすかすң っざっかぃ えっぎっき, カｘおｘぉすき カｘぉけғｘ いがぉ ｙぃぎおぃけ タざっか
カｘいぃぐ. ｊチかざすғすき カｘぉけ カｘけきっ ｙｘぎ.
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ｅｘぅｘぎすңすぅあｘ ｙがぉくすか!
Ыあすく いけғすざ おｘざうかｘあｘ カがぉあｘかすぉｘぐすか いけғすざ ぅｘぐぐｘぎ カｘけっきぐっ いモかぃ いぃおっぎけっ
おタおえっか!
• Ｓチぉ いけғすざ ぅｘぐぐｘぎ カｘかあｘぇ あｘ ｙっぎ カｘぐぃぎぉっ いｘғあｘぇғｘ ｘぉすき えぃぉくぃ, いぃぎぁっぉっえぐっ

ｘけぎけこｘかｘғｘ かぃおぃくぃ あモぎっぁぃぎぁぃ こｘｙｘぎぉｘくすңすぅ.
• Ｘけғすざ ぅｘぐ ｘけすぅғｘ ぐタくっき えぃぐくぃ, あぃぎぃけ いぃぎぁっぉっえぐっ ｘけぎけこｘかｘғｘ かぃおぃくぃ

あモぎっぁぃぎぁぃ こｘｙｘぎぉｘくすңすぅ.
• Ｘけғすざ ぅｘぐ えヲぅぁぃ ぐタくっき えぃぐくぃ, あぃぎぃけ あモぎっぁぃぎぁぃ こｘｙｘぎぉｘくすңすぅ いモかぃ

えヲぅっңっぅあっ くけおぃか ざｘぇすңすぅ.
• Ыあすく いけғすざ おｘざうかｘあｘ カがぉあｘかすぉｘぐすか いけғすざ ぅｘぐぐｘぎあす カｘけっきくっぅ,

ｙｘぉｘぉｘぎあすң カがぉす いぃぐきぃぇぐっか いぃぎあぃ くｘカぐｘңすぅ.
• Ｘけғすざ ぅｘぐ タぉぃくぐっぎぁっざぐぃ いけғすざ ぅｘぐ ｙがぉғｘか えぃぅあぃ, カチぎすぉғすかすң ぃくっぁっか

ｘざすカ カｘぉあすぎおｘңすぅ.
• Ｘけғすざ ぅｘぐ タぉぃくぐっぎぁっざっか いけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすか ｙｘくぐｘぎあすң ｘぉあすかあｘ ғｘかｘ

ぐがぉぐすぎすңすぅ.

Ｓチぇすお くうきｘぐぐｘおｘくす

2

3

4

5
6

7

1

8

9

10

1 ゾくぐっңぁっ くぃｙぃぐ
2 ｉけ えぃぎおぃえぐっぁっ ぐぃぐっぁっ
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 ｘカきｘぎｘぐ ぐｘカぐｘぇざｘくす
7 ｉタぅぁっぉぃぎ
8 Ｒくぐすңғす ｙタぎっええっざ ぐタぐっえ
9 ゾくぐっңぁっ ｙタぎっええっざ ぐタぐっえ
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10 ゾくぐっңぁっ ｙタぎっええっざ ぐタぐっえ

ｆきぐうえｘぉすカ くうぁかｘぉ
Ｘけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすか ｙｘくぐｘғｘかかｘか えぃぇっか, カチぎすぉғす ぃくっぁっかっң ｘくぐすңғす
いｘғすかあｘғす ぃあぃかあぃ がきぐうえｘぉすカ くうぁかｘぉ きｘぇあｘ ｙがぉｘあす.
• Ｘけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくす ｘそカぐｘぉғｘかғｘ あぃぇっか カすぅすぉ ざｘお いｘかすき ぐチぎｘあす.
• Ｓｘғあｘぎぉｘおｘ ｘそカぐｘぉғｘかあｘ いｘくすぉ ざｘお いｘかｘあす.
• Ｒカｘけぉすカ きｘぇあｘ ｙがぉғｘかあｘ カすぅすぉ ざｘお いすきすぉすカぐｘぇあす.
オチぎすぉғすかす ｘく タぇ カｘきぐｘおｘくすかすң っざっかぃ ｙうっえぐぃぐぃ がぎかｘぐカｘか いｘғあｘぇあｘ,
がきぐうえｘぉすカ くうぁかｘぉ えヲぎっかｙぃぇあっ.

Ｓｘくカｘぎけ きｘかぃぉっ

1 2 3 4 5 6 7 8

9

A B C

1 オがくけ/ヲざっぎけ ぐタぇおぃざっぁっ
2 Ｓぃぇかぃｙぃぐ
3 ｂぃざっえぐっぎっき ｙｘくぐｘけ ぐタぇおぃざっぁっ
4 Ｓｘғあｘぎぉｘおｘ ぐｘңあｘけ ぐタぇおぃざっえぐぃぎっ
5 ｐけすぉくすぅ ｙｘғあｘぎぉｘおｘ ぐタぇおぃざっぁっ
6 Mсирерab ぐタぇおぃざっぁっ
7 Ｓがぉあすぎおｘけ ぐタぇおぃざっぁっ
8 Ｚかあうえｘぐがぎ ざｘおあｘぎ
9 ｌけかえごうそ ぐタぇおぃざっえぐぃぎっ

Ｚかあうえｘぐがぎ ざｘおあｘぎ

ｊチぅ 1) Ｓチぉ ざｘお ぐチぅ くｘけすぐすか ぐがぉぐすぎけ カｘいぃぐ ｙがぉғｘか えぃぅあぃ ғｘかｘ
いｘかｘあす. 'Ыあすく いけғすざ おｘざうかｘくす タざっか ｘぎかｘぉғｘか' ぐｘぎｘけすか
カｘぎｘңすぅ.
ｉｘけすぐぐす ぐがぉぐすぎғｘかかｘか えぃぇっか ぐチぅ うかあうえｘぐがぎす ｙっぎかぃざぃ くｘғｘぐ
いｘかғｘか カｘぉきす ぐチぎｘあす. Ｓチぉ カチぎすぉғすかすң いチおすくすかｘ ぐぃぎっく モくぃぎ
ぃぐきぃぇあっ.

ｐｘぇғすざ ぅｘぐ 1) Ｓチぉ ざｘお ざｘぇғすざ ぅｘぐ くｘけすぐすか ぐがぉぐすぎけ カｘいぃぐ ｙがぉғｘか えぃぅあぃ
ғｘかｘ いｘかｘあす. 'Ｘけғすざ いモかぃ ざｘぇғすざ ぅｘぐぐす カがぉあｘかけ' ぐｘぎｘけすか
カｘぎｘңすぅ.
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Ｚかあうえｘぐがぎ ざｘおあｘぎ
Ｓｘғあｘぎぉｘおｘかすң
くがңす

Ｓチぉ うかあうえｘぐがぎ いけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくす ｘそカぐｘぉғｘかあｘ いｘかｘあす.

1) Ｘけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくす がぎすかあｘぉすき いｘぐカｘかあｘ ぐチぅ いモかぃ/かぃ ざｘぇғすざ ぅｘぐ くｘけすぐぐｘぎす ｙがくｘき カｘぉくｘ,
ぐうっくぐっ うかあうえｘぐがぎ ざｘおあｘぎ いｘかｙｘぇあす.

Ｓぃぇかぃｙぃぐ
Ｓぃぇかぃｙぃぐぐぃ ぐヲおぃかあぃぁっぉぃぎ えヲぎくぃぐっぉぃあっ:
• ｉけ いチおくｘぎぐカすざぐすң あぃңぁぃぇっか せぉぃえぐぎがかあすカ ぐモくっぉおぃか ｙｘきぐｘけ.
• ｐｘぇғすざ ぅｘぐ タぉぃくぐっぎぁっざぐっ カがくけ/ヲざっぎけ (ぐぃえ йсирерab げけかえごうそくす カがくけぉす

ぐチぎғｘかあｘ ғｘかｘ).
• Ｘけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすかすң かヲおっぎっ.
• Ｘけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくす ｘそカぐｘぉғｘかғｘ あぃぇっか カｘぉғｘか けｘカすぐ.
• Ｘけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすかすң くがңす. Ｓぃぇかぃｙぃぐぐぃ かヲぉ えヲぎくぃぐっぉぃあっ.
• ｂぃざっえぐっぎっき ｙｘくぐｘけ げけかえごうそくす ｘそカぐｘぉғｘかғｘ あぃぇっか カｘぉғｘか けｘカすぐ.
• Ｒカｘけぉすカ えがあぐｘぎす.
• Ｖすｙすくぐすカ 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.

ｂぃざっえぐっぎっき ｙｘくぐｘけ ぐタぇおぃざっぁっ
Ｓチぉ ぐタぇおぃざっえぐっ いけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすか 1 くｘғｘぐぐｘか 24 くｘғｘぐカｘ あぃぇっかぁっ うかぐぃぎｚｘぉ
ｙがぇすかざｘ えぃざっえぐっぎっき ｙｘくぐｘけ タざっか カがぉあｘかすңすぅ. 'Ｘけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすか ぐｘңあｘけ
いモかぃ ｙｘくぐｘけ' ぐｘぎｘけすか カｘぎｘңすぅ.

Ｓｘғあｘぎぉｘおｘ ぐｘңあｘけ 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あっң えヲおぃぁっおぃか いけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすか ぐｘңあｘけすңすぅғｘ
ｙがぉｘあす (ｐけすぉくすぅ いけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすかｘか ｙｘくカｘくすか). ｊタぇおぃざっえぐぃぎあっң ｙっぎっか
ｙぃぇかぃｙぃぐぐぃ カｘいぃぐぐっ ｙｘғあｘぎぉｘおｘかすң かヲおっぎっ えヲぎくぃぐっぉぁぃかざぃ カｘぇぐｘ-カｘぇぐｘ
ｙｘくすңすぅ.
ｐけすぉくすぅ いけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすか ぐｘңあｘけ タざっか ぐうっくぐっ ぐタぇおぃざっえぐっ ｙｘくすңすぅ.
Ｘけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘぉｘぎす ぐけぎｘぉす ぐがぉすғすぎｘカ ｘカきｘぎｘぐぐす 'Ｘけけ
ｙｘғあｘぎぉｘおｘぉｘぎす' ぐｘぎｘけすかｘか ｘぉすңすぅ.

ｐけすぉくすぅ ｙｘғあｘぎぉｘおｘ ぐタぇおぃざっぁっ
Ｓチぉ いけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくす いチおすく っくぐぃぁぃか えぃぅあぃ ざけすぉ あぃңぁぃぇっ ヲぐぃ ぐヲおぃか
ｙがぉｘあす.
ｐけすぉくすぅ ｙｘғあｘぎぉｘおｘ えぃぅっかあぃ くがぎғす ヲぐぃ ぐヲおぃか いすぉあｘおあすカきぃか いチおすく
っくぐぃぇあっ. Ｓチぉ モあぃぐぐぃぁっ ｙｘғあｘぎぉｘおｘғｘ カｘぎｘғｘかあｘ ざけすぉ あぃңぁぃぇっか 25% きｘぇすぅғｘ
ｘぅｘぇぐけ タざっか いｘくｘぉғｘか. ｆくすғｘか ｙｘぇぉｘかすくぐす ｙｘғあｘぎぉｘおｘ ヲぐぃ チぅｘカカｘ
くがぅすぉｘあす.
Ｓチぉ ｙｘғあｘぎぉｘおｘかす カけｘぐ ぐｘぎうげっ ｘぎぅｘかすぎｘカ ｙがぉғｘか えぃぅあぃぎあぃ カがぉあｘかすңすぅ.

Mсирерab ぐタぇおぃざっぁっ
Mсирерab げけかえごうそくすか っくえぃ カがくけ/ヲざっぎけ タざっか がくす ぐタぇおぃざっえぐっ ｙｘくすңすぅ.
'Mсирерab げけかえごうそくす' ぐｘぎｘけすか カｘぎｘңすぅ.
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Ｓがぉあすぎおｘけ ぐタぇおぃざっぁっ
ｆくす ぐタぇおぃざっえぐっң えヲおぃぁっおぃか いけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすか かぃおぃくぃ えぃざっえぐっぎっき 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ぐけғｘ ｙがぉｘあす. 'Ｘけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすか ぐｘңあｘけ いモかぃ
ｙｘくぐｘけ' ぐｘぎｘけすか カｘぎｘңすぅ.

ｌけかえごうそ ぐタぇおぃざっえぐぃぎっ
ｌけかえごうそ ぐタぇおぃざっえぐぃぎっか おすかｘ モぎぃえぃぐぐぃぎあっ がぎすかあｘけ タざっか カがぉあｘかすңすぅ:
• ｉけ いチおくｘぎぐカすざぐすң あぃңぁぃぇっか せぉぃえぐぎがかあすカ ぐモくっぉおぃか ｙｘきぐｘけ タざっか. 'ｉけ

いチおくｘぎぐカすざぐす がぎかｘぐけ' ぐｘぎｘけすか カｘぎｘңすぅ.
• Mсирерab げけかえごうそくす カがくけぉす ぐチぎғｘか えぃぅあぃ ざｘぇғすざ ぅｘぐ タぉぃくぐっぎぁっざぐっ カがくけ/

ヲざっぎけ タざっか. 'ｂぃぉぃくっ いｘғあｘぇぉｘぎあｘ かぃ っくぐぃけ えぃぎぃえ...' ぐｘぎｘけすか カｘぎｘңすぅ
• Ｖすｙすくぐすカ くうぁかｘぉあｘぎあす カがくけ/ヲざっぎけ タざっか. 'Ｖすｙすくぐすカ くうぁかｘぉあｘぎ'

ぐｘぎｘけすか カｘぎｘңすぅ.

ｇｘぎｘおぃぐぎぉぃぎあっ がぎかｘぐけ ぎぃいうおっ
ｄすかｘ モぎぃえぃぐぐぃぎあっ がぎすかあｘけ タざっか カチぎすぉғす きｘぎｘおぃぐぎぉぃぎあっ がぎかｘぐけ
ぎぃいうおっかあぃ ぐチぎけғｘ ぐうっく:
• Ｘけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすか いモかぃ/かぃ えぃざっえぐっぎっき ｙｘくぐｘけ げけかえごうそくすか ぐｘңあｘけ

いモかぃ ｙｘくぐｘけ タざっか.
• ｉけ いチおくｘぎぐカすざぐすң あぃңぁぃぇっか せぉぃえぐぎがかあすカ ぐモくっぉおぃか ｙｘきぐｘけ タざっか.
• Ｖすｙすくぐすカ くうぁかｘぉあｘぎあす カがくけ/ヲざっぎけ タざっか.
• ｐｘぇғすざ ぅｘぐ タぉぃくぐっぎぁっざっか カがくけ/ヲざっぎけ タざっか.
オがくけ/ヲざっぎけ ぐタぇおぃざっぁっか ｙｘくすңすぅ. オチぎすぉғす えぃぉぃくっ 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 ぎぃいうおっかあぃ ぐチぎｘあす:
椴 Ｓぃぇかぃｙぃぐぐぃ ぃえっ えヲぉあぃかぃң いがぉｘカ きｘぇあｘ ｙがぉｘあす.
オがくけ/ヲざっぎけ ぐタぇおぃざっぁっか ｙｘくすңすぅ. オチぎすぉғす えぃぉぃくっ 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 ぎぃいうおっかあぃ ぐチぎおｘぇあす.
椴 Ｓぃぇかぃｙぃぐぐぃ いけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすかすң かぃおぃくぃ えぃざっえぐっぎっき ｙｘくぐｘけ

げけかえごうそくすかすң チぅｘカぐすғす えヲぎくぃぐっぉぃあっ.
椴 ｇｘぎｘおぃぐぎぉぃぎあっ がぎかｘぐけ ぎぃいうおっかぃ カｘぇぐけ タざっか いけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすか

かぃおぃくぃ えぃざっえぐっぎっき 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ぐけ えぃぎぃえ. 'Ｘけけ
ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすか ぐｘңあｘけ いモかぃ ｙｘくぐｘけ' ぐｘぎｘけすか カｘぎｘңすぅ.

Ｖすｙすくぐす くうぁかｘぉあｘぎ
Ｖすｙすくぐす くうぁかｘぉあｘぎ おすかｘかす ｙっぉあっぎぃあっ:
• Ｘけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすかすң ｘそカぐｘぉғｘかすか.
• ｉけ いチおくｘぎぐカすざぐすң あぃңぁぃぇっかっң せぉぃえぐぎがかあす ぐモくっぉおぃか ｙｘきぐｘぉғｘかすか.
• オチぎすぉғすあｘ ｘカｘけ ｙｘぎ ぃえぃかっか.
Ｖすｙすくぐす くうぁかｘぉあｘぎあす ヲざっぎけ タざっか おすかｘ モぎぃえぃぐぐぃぎあっ がぎすかあｘңすぅ:
1. オチぎすぉғすかす カがくすңすぅ.
2. オチぎすぉғすかすң きｘぎｘおぃぐぎぉぃぎあっ がぎかｘぐけ ぎぃいうおっかあぃ ぐチぎғｘかすかｘ えヲぅ

いぃぐえっぅっңっぅ.
3. 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, A, 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っң

うかあうえｘぐがぎぉｘぎす いすきすぉすカぐｘぇ ｙｘくぐｘғｘかざｘ ｙｘくすき チくぐｘき ぐチぎすңすぅ.
4. A いモかぃ B げけかえごうそ ぐタぇおぃざっえぐぃぎっか ｙがくｘぐすңすぅ.
5. C げけかえごうそ ぐタぇおぃざっぁっか ｙｘくすңすぅ.
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椴 A いモかぃ B げけかえごうそ ぐタぇおぃざっえぐぃぎっかっң うかあうえｘぐがぎぉｘぎす くヲかぃあっ.
椴 C げけかえごうそ ぐタぇおぃざっぁっかっң うかあうえｘぐがぎす いすきすぉすカぐｘぇあす.
椴 Ｓぃぇかぃｙぃぐぐぃ 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.

Ｖすｙすくぐすカ くうぁかｘぉあｘぎ カがくけぉす

Ｖすｙすくぐすカ くうぁかｘぉあｘぎ くヲかあっぎけぉっ
6. 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ңすぅ.

椴 Ｓぃぇかぃｙぃぐぐぃ いｘңｘ きｘぎｘおぃぐぎ えヲぎくぃぐっぉぃあっ.
7. ｇｘぎｘおぃぐぎあっ カチぎすぉғす いｘあすかｘ がかす ヲざっぎけ ｘぎカすぉす ぃかぁっぅっңっぅ.
Ｖすｙすくぐす くうぁかｘぉあｘぎあす カｘぇぐｘ カがくけ タざっか いがғｘぎすあｘғす モぎぃえぃぐぐぃぎあっ
カｘぇぐｘぉｘңすぅ.

Ｓっぎっかざっ カがぉあｘかғｘかғｘ あぃぇっか
メぎぃえぃぐぐっң モぎｙっぎっか かチくカｘけғｘ くｘぇ がぎすかあｘңすぅ:
1. ｉけ いチおくｘぎぐカすざぐすң, ぐチぎｘぐすか いぃぎっңっぅあぃぁっ くけあすң えぃぎおぃえぐっぁっかぃ くｘぇ

えぃぉぃぐっか あぃңぁぃぇぁぃ カがぇすぉғｘか-カがぇすぉおｘғｘかすか ぐぃえくぃぎっңっぅ. オｘいぃぐ ｙがぉくｘ, くけ
いチおくｘぎぐカすざぐすң あぃңぁぃぇっか ぎぃぐぐぃңっぅ.

2. ｊチぅ くｘけすぐすかｘ すあすく いけғすざ おｘざうかｘ ぐチぅすかｘか くｘぉすңすぅ.
3. ｐｘぇғすざ ぅｘぐ タぉぃくぐっぎぁっざっかぃ ざｘぇғすざ ぅｘぐぐｘか くｘぉすңすぅ.
4. 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 カチぎすぉғすғｘ くｘぉすңすぅ.
5. Ыあすく-ｘそカぐすң くｘぉすかғｘか おヲぉざぃぎっ おぃか ぉｘくぐすғすかｘ カｘぎｘぇ がぐすぎすき, いけけ

ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすか あチぎすく がぎかｘぐすңすぅ.
6. Ｘけғすざ ぅｘぐ タぉぃくぐっぎぁっざっかぃ いけғすざ ぅｘぐぐす ぐうっくぐっ おヲぉざぃぎあぃ くｘぉすңすぅ.
7. Ｘけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすか ｙｘくぐｘңすぅ.
Ｗぁぃぎ カチぎｘおｘ いけғすざ ぐｘｙぉぃぐえｘぉｘぎあす ('3 ек 1', '4 ек 1', '5 ек 1') カがぉあｘかくｘңすぅ,
'Mсирерab げけかえごうそくす' ぐｘぎｘけすか カｘぎｘңすぅ.

ｉけ いチおくｘカぐｘぇぐすか ｙチぇすおすか くｘぉけ
ｉけ いチおくｘぎぐカすざ くけあすң カチぎｘおすかあｘғす おうかぃぎｘぉあｘぎ おぃか ぐチぅあｘぎあす えぃぐっぎぃあっ.
ｄうかぃぎｘぉあｘぎ おぃか ぐチぅあｘぎ カチぎすぉғす いチおすくすかｘ ぐぃぎっく モくぃぎ ぃぐけっ おタおえっか.
ｉけあすң えぃぎおぃえぐっぁっか ヲぉざぃぇぐっか せえｚうｚｘぉぃかぐぐっ ヲぉざぃお ｙっぎぉっえぐぃぎぁぃ おすかｘぉｘぎ
いｘぐｘあす:
• ｅぃおっく ぁぎｘあけくす (аД°).
• ｌぎｘかごけぅ ぁぎｘあけくす (°РД).
• おおがぉず/ぉ (おうぉぉうおがぉず - モぎ ぉうぐぎぁぃ: くけあすң 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 ｙっぎぉっえ).
• ｉけ えぃぎおぃえぐっぁっか ヲぉざぃぇぐっか ｂぉｘぎえ ぁぎｘあけくす.
ｉけ いチおくｘぎぐカすざぐす ヲぅっңっぅ ぐチぎｘぐすか いぃぎあぃぁっ くけあすң えぃぎおぃえぐっぁっかぃ ぉｘぇすカぐｘき
カがぇすңすぅ. オｘいぃぐ ｙがぉくｘ, いぃぎぁっぉっえぐっ くけ ぎぃくけぎくぐｘぎす おぃえぃおぃくっかぃ
こｘｙｘぎぉｘくすңすぅ.

Ｓっぎっかざっ カがぉあｘかғｘかғｘ あぃぇっか 11



ｉけあすң えぃぎおぃえぐっぁっ ｉけあすң えぃぎおぃえぐっぁっか ぎぃぐぐぃけ
°аД °РД おおがぉず/ぉ ｂぉｘぎえ カがぉおぃか せ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 64 - 88 2 1) 10

43 - 50 76 - 90 7,6 - 9,0 53 - 63 2 1) 9

37 - 42 65 - 75 6,5 - 7,5 46 - 52 2 1) 8

29 - 36 51 - 64 5,1 - 6,4 36 - 45 2 1) 7

23 - 28 40 - 50 4,0 - 5,0 28 - 35 2 1) 6

19 - 22 33 - 39 3,3 - 3,9 23 - 27 2 1) 5 1)

15 - 18 26 - 32 2,6 - 3,2 18 - 22 1 4
11 - 14 19 - 25 1,9 - 2,5 13 - 17 1 3
4 - 10 7 - 18 0,7 - 1,8 5 - 12 1 2

< 4 < 7 < 0,7 < 5 1 2) 1 2)

1) Ｙｘけすぐぐｘ がぎかｘぐすぉғｘか きｘぎｘおぃぐぎ.
2) ｊチぅ くｘぉけあすң カｘいぃぐっ いがカ.

ｉけ いチおくｘぎぐカすざぐす カがぉおぃか いモかぃ せぉぃえぐぎがかあす ぐモくっぉおぃか ぎぃぐぐぃけっңっぅ カｘいぃぐ.

オがぉおぃか ぎぃぐぐぃけ
ｉけ えぃぎおぃえぐっぁっ ぐぃぐっぁっか 1-ざっ かぃおぃくぃ 2-ざっ
がぎすかғｘ (くけぎぃぐえぃ カｘぎｘңすぅ) カがぇすңすぅ.

Эぉぃえぐぎがかあす いがぉおぃか ぎぃぐぐぃけ
1. オチぎすぉғすかす カがくすңすぅ.
2. オチぎすぉғすかすң きｘぎｘおぃぐぎぉぃぎあっ がぎかｘぐけ ぎぃいうおっかあぃ ぐチぎғｘかすかｘ えヲぅ

いぃぐえっぅっңっぅ.
3. 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, A, 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っң

うかあうえｘぐがぎぉｘぎす いすきすぉすカぐｘぇ ｙｘくぐｘғｘかざｘ ｙｘくすき チくぐｘき ぐチぎすңすぅ.
4. 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がくｘぐすңすぅ.
5. A げけかえごうそ ぐタぇおぃざっぁっか ｙｘくすңすぅ.

椴 Ｔ いモかぃ ｉ げけかえごうそ ぐタぇおぃざっえぐぃぎっかっң うかあうえｘぐがぎす くヲかぃあっ.
椴 A げけかえごうそ ぐタぇおぃざっぁっかっң うかあうえｘぐがぎす いすきすぉすカぐｘけすか いｘぉғｘくぐすぎｘあす.
椴 Ｓぃぇかぃｙぃぐぐぃ 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.
椴 ゾぅっえ-タぅっえ ざすカカｘか あすｙすくぐす くうぁかｘぉ ｘғすおあすカ きｘぎｘおぃぐぎあっң がぎかｘғｘかすか

こｘｙｘぎぉｘぇあす.

12 ｉけ いチおくｘカぐｘぇぐすか ｙチぇすおすか くｘぉけ



ｄすくｘぉす: ｙぃぇかぃｙぃぐぐぃ  / 5 タぅっえ-タぅっえ あすｙすくぐす くうぁかｘぉ = 5-ざっ あぃңぁぃぇ
えヲぎくぃぐっぉぃあっ.

6. A げけかえごうそ ぐタぇおぃざっぁっか, ｙぃぇかぃｙぃぐぐぃ カｘいぃぐぐっ きｘぎｘおぃぐぎ きｘぇあｘ ｙがぉғｘかざｘ
カｘぇぐｘ-カｘぇぐｘ ｙｘくすңすぅ.

7. ｇｘぎｘおぃぐぎあっ カチぎすぉғす いｘあすかｘ カがくけ/ヲざっぎけ ぐタぇおぃざっぁっか ｙｘくすき ぃかぁっぅっңっぅ.
ｉけ いチおくｘぎぐカすざ せぉぃえぐぎがかあす ぐモくっぉおぃか 1-ざっ おモかぁぃ カがぇすぉくｘ, ぐチぅ うかあうえｘぐがぎす
くヲかぁぃか カｘぉきす ぐチぎｘあす.

Ыあすく いけғすざ おｘざうかｘくす タざっか ｘぎかｘぉғｘか
ｊチぅ くｘけすぐすか ぐがぉぐすぎけ タざっか おすかｘ モぎぃえぃぐぐぃぎあっ がぎすかあｘңすぅ:
1. ｊチぅ くｘけすぐすかすң カｘカきｘғすか くｘғｘぐ

ぐっぉっかっң ｙｘғすぐすかｘ カｘぎくす ｙチぎｘき
ｘざすңすぅ.

2. ｊチぅ くｘけすぐすかｘ 1 ぉうぐぎ くけ (ぐぃえ ｘぉғｘざ
っくえぃ カがくカｘかあｘ) カチぇすңすぅ.

3. ｊチぅ くｘけすぐすか ぐチぅғｘ ぐがぉぐすぎけ タざっか
カチぇғすざぐす きｘぇあｘぉｘかすңすぅ.

4. ｊチぅ くｘけすぐすかすң ぃぎかぃけっかっң
ｘぇかｘぉｘくすかあｘғす ぐチぅあす ぐｘぅｘぉｘңすぅ.

5. ｊチぅ くｘけすぐすかすң カｘカきｘғすか くｘғｘぐ
ぐっぉっかっң ｙｘғすぐすおぃか ｙチぎｘき
いｘｙすңすぅ.

ｊチぅ くｘけすぐすか ぐチぅғｘ ぐがぉぐすぎғｘか えぃぅあぃ, があｘか くけ ぐヲぁっぉぃあっ, ｙチぉ あチぎすく.

Ｘけғすざ いモかぃ ざｘぇғすざ ぅｘぐぐす カがぉあｘかけ
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ｊｘぅｘぉｘけ ｙチぇすおあｘぎすか カがぉあｘかけ
オがぎざｘғｘか がぎぐｘғｘ ぅうそか えぃぉぐっぎおぃく タざっか, いけғすざ ぅｘぐぐす カｘいぃぐぐっ おヲぉざぃぎあぃか
ｘぎぐすカ きｘぇあｘぉｘかｙｘңすぅ.
Ｘけғすざ ぅｘぐぐす ヲかあっぎけざっかっң, いけғすざ ぅｘぐぐすң がぎｘおすかあｘ えヲぎくぃぐえぃか
かチくカｘけぉｘぎすか がぎすかあｘңすぅ.

Ｘけғすざ ぅｘぐ タぉぃくぐっぎぁっざっか ぐがぉぐすぎけ タざっか おすかｘ モぎぃえぃぐぐぃぎあっ がぎすかあｘңすぅ:
1. Ｘけғすざ ぅｘぐ タぉぃくぐっぎぁっざぐっң 2  カｘカきｘғすか ｘざけ タざっか 7  がかす ｙがくｘぐｘぐすか

ぐタぇおぃざっえぐっ ｙｘくすңすぅ.
2. Ｘけғすざ ぅｘぐぐす タぉぃくぐっぎぁっざえぃ くｘぉすңすぅ 1  .
3. Ｘけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすかすң ｘぉあすか ｘぉｘ いけけ ごうえぉっ ｙｘぎ ｙがぉくｘ, カチぎすぉғす

ぃくっぁっかっң っざえっ ｙぃぐっかぃ いけғすざ ぅｘぐぐｘか ｘぅ ғｘかｘ くｘぉすңすぅ.
4. オチぎｘおｘ いけғすざ ぐｘｙぉぃぐえｘぉｘぎあす カがぉあｘかくｘңすぅ, がぉｘぎあす いけғすざ ぅｘぐ

タぉぃくぐっぎぁっざっかぃ くｘぉすңすぅ 1  .
5. Ｘけғすざ ぅｘぐ タぉぃくぐっぎぁっざっか いｘｙすңすぅ. オｘカきｘғすか ヲぅ がぎかすかｘ ぐタくえぃかざぃ

ｙｘくすңすぅ.
メぎぐタぎぉっ げうぎおｘ ヲかあっぎぁぃか いけғすざ ぅｘぐぐｘぎ モぎぐタぎぉっ いすぉあｘおあすカきぃか ぃぎうあっ.
ｂぃぇｙっぎ いけғすざ ぐｘｙぉぃぐえｘぉｘぎあす カすくカｘ おぃぎぅっおあっ 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ғｘかあｘ, くがかあｘぇ いｘカくす かモぐういぃ ｙぃぎおぃぇあっ. Ｘけғすざ ぐｘｙぉぃぐえｘぉｘぎあす
カがぉあｘかғｘかあｘ, いけғすざ ぅｘぐ モｙあぃか いけすぉすき えぃぐけ タざっか チぅｘカ おぃぎぅっおあっ いけけ
ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすか カがぉあｘかすңすぅ.

ｐｘぜ ｙチぇすおあｘぎす
ｐｘぇғすざ ぅｘぐ すあすくぐｘぎあす ぃざｙっぎ いがぉｘカ かぃおぃくぃ あｘカ カｘぉあすぎおｘぇ えぃきぐっぎけぁぃ
おタおえっかあっえ ｙぃぎぃあっ.
ｐｘぇғすざ ぅｘぐ タぉぃくぐっぎぁっざっ くがңғす ざｘぜ ごうえぉっ えぃぅっかあぃ ざｘぇғすざ ぅｘぐぐす ｘｚぐがおｘぐぐす
ぐタぎあぃ カがくｘあす.

ｐｘぇғすざ ぅｘぐ タぉぃくぐっぎぁっざっか ぐがぉぐすぎけ タざっか おすかｘ モぎぃえぃぐぐぃぎあっ がぎすかあｘңすぅ:
1. ｐｘぇғすざ ぅｘぐ タぉぃくぐっぎぁっざぐっң 6  カｘカきｘғすか ｘざけ タざっか 5  ｙがくｘぐｘぐすか

ぐタぇおぃざっえぐっ ｙｘくすңすぅ.
2. ｐｘぇғすざ ぅｘぐ タぉぃくぐっぎぁっざぐっ 3  ざｘぇғすざ ぅｘぐきぃか ぐがぉぐすぎすңすぅ. 'йaф'

ぐｘңｙｘぉｘおｘくす ぃң タぉえぃか おモかあっ えヲぎくぃぐぃあっ.
3. Ｘけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくす がぎすかあｘぉғｘか えぃぅあぃ, ぐヲぁっぉっき カｘぉғｘか ざｘぇғすざ ぅｘぐ カｘぐぐす

えヲきっぎざっおぃく タざっか くっңっぎぁっざ ざタｙぃぎぃえきぃか ぐｘぅｘぉｘき ｘぉすңすぅ.
4. ｐｘぇғすざ ぅｘぐ タぉぃくぐっぎぁっざっか いｘｙすңすぅ. オｘカきｘғすか ヲぅ がぎかすかｘ ぐタくえぃかざぃ

ｙｘくすңすぅ.

ｐｘぇғすざ ぅｘぐぐすң タぉぃくぐっぎっぉぃぐっか おヲぉざぃぎっか ｙぃぉぁっぉぃңっぅ
Ｙｘけすぐぐｘ おすかｘ おモか がぎかｘぐすぉғｘか: 3.
ｐｘぇғすざ ぅｘぐぐすң タぉぃくぐっぎっぉぃぐっか おヲぉざぃぎっか 1 (ぃң ｘぅ) いモかぃ 4 (ぃң えヲき)
おモかあぃぎっかっң ｙっぎっかぃ カがぜғｘ ｙがぉｘあす.
ｐｘぇғすざ ぅｘぐぐすң おヲぉざぃぎっか 4  えヲｙぃぇぐけ かぃおぃくぃ ｘぅｘぇぐけ タざっか ざｘぇғすざ ぅｘぐ
ぐぃぐっぁっか ｙチぎｘңすぅ.

14 Ｘけғすざ いモかぃ ざｘぇғすざ ぅｘぐぐす カがぉあｘかけ



ｄけぉずぐう ぐｘｙ げけかえごうそくす
Mсирерab げけかえごうそくす カチぎｘおｘ いけғすざ ぐｘｙぉぃぐえｘぉｘぎғｘ ｘぎかｘぉғｘか.
Ｓチぉ ぐｘｙぉぃぐえｘぉｘぎあすң カチぎｘおすかあｘ いけғすざ ぅｘぐ, ざｘぇғすざ ぅｘぐ いモかぃ 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 ｙｘぎ. ｂぃぇｙっぎ ぐｘｙぉぃぐえｘぉｘぎあｘ ｙｘくカｘ あｘ いけғすざ
ぅｘぐぐｘぎ ｙがぉｘあす.
Ｓチかあｘぇ ぐｘｙぉぃぐえｘぉｘぎあすң いぃぎぁっぉっえぐっ くけあすң えぃぎおぃえぐっぁっかぃ くｘぇ えぃぉぃぐっか-
えぃぉおぃぇぐっかっか ぐぃえくぃぎけ カｘいぃぐ. ヱかあっぎけざっかっң かチくカｘけぉｘぎすか カｘぎｘңすぅ.
Mсирерab げけかえごうそくすか がぎかｘぐくｘңすぅ, カｘぇぐｘ ヲざっぎぁぃかざぃ カがくけぉす ぐチぎｘあす.
Mсирерab げけかえごうそくす ざｘぇғすざ ぅｘぐ きぃか ぐチぅあす ｘғすぅｙｘぇ ぐがカぐｘぐすき ぐｘくぐｘぇあす.
Mсирерab げけかえごうそくす ざｘぇғすざ ぅｘぐ きぃか ぐチぅ うかあうえｘぐがぎぉｘぎすか くヲかあっぎぃあっ.
Mсирерab げけかえごうそくすか カがぉあｘかғｘかあｘ, ｙｘғあｘぎぉｘおｘ けｘカすぐす チぅｘぎｘあす.
Mсирерab 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 カがくすңすぅ.
Ｓｘғあｘぎぉｘおｘ いチおすく っくぐぃき ぐチぎғｘか えぃぅあぃ, йсирерab げけかえごうそくすか カがくｘ
ｘぉおｘぇくすぅ.

Mсирерab げけかえごうそくすか カがくけ タざっか:
• Mсирерab ぐタぇおぃざっぁっか ｙｘくすңすぅ. Mсирерab うかあうえｘぐがぎす いｘかｘあす.
Mсирерab げけかえごうそくすか ヲざっぎっき, いけғすざ ぅｘぐ, ざｘぇғすざ ぅｘぐ きぃか ぐチぅあす いぃえぃ-いぃえぃ
きｘぇあｘぉｘかけ タざっか:
1. Mсирерab ぐタぇおぃざっぁっか ｙｘくすңすぅ. Mсирерab うかあうえｘぐがぎす くヲかぃあっ.
2. ｊチぅ くｘけすぐす おぃか ざｘぇғすざ ぅｘぐ タぉぃくぐっぎぁっざっか ぐがぉぐすぎすңすぅ.
3. ｉけ えぃぎおぃえぐっぁっか ぃң タぉえぃか おモかぁぃ カがぇすңすぅ.
4. Ｘけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすか すあすく くｘぉおｘくぐｘか がぎすかあｘңすぅ.
5. ｉけ いチおくｘぎぐカすざぐす ヲぅっңっぅ ぐチぎｘぐすか いぃぎあぃぁっ くけあすң えぃぎおぃえぐっぁっかぃ ぉｘぇすカぐｘき

カがぇすңすぅ.
6. 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ңっぅ.

Ｒく カチぎｘぉあｘぎす おぃかぃか すあすく-ｘそカぐす くｘぉけп
'オチぎすぉғすかす ぐがぉぐすぎけ МолCибaк ぐモくっぉあぃぎっ' ぐｘぎｘけすか カｘぎｘңすぅ.

Ｒカすぉ-えぃңぃく
オチぎすぉғすかす くけ くっңっぎぃぐっか ぅｘぐぐｘぎあす (おすくｘぉす, いヲえぃ, ｘく タぇ おｘぇぉすカ-
くけぉすカぐｘぎす) いけけ タざっか カがぉあｘかｙｘң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 くｘぉｘぎあすң ｘぉあすかあｘ, おすかｘ

モぎぃえぃぐぐぃぎあっ がぎすかあｘңすぅ:
椴 ｊｘғｘお カｘぉあすカぐｘぎすか ｘぉすңすぅ.
椴 ｊｘｙｘғｘ えタぇっき, 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 いチおくｘぎぐすң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 ぐヲおぃかあぃ えヲぎくぃぐっぉぁぃかあぃぇ くｘぉすңすぅ:
椴 ｐチңғすぉ すあすくぐｘぎあすң (おすくｘぉす, えぃくぃ, くぐｘえｘか いモかぃ えモくぐぎヲぉ)

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ңすぅ.
椴 ｉｘけすぐ かぃおぃくぃ ぐぃぎぃң すあすくぐｘぎあす, っざっかぃ くけ いうかｘぉおｘぇぐすか ぃぐっき

がぎかｘぉｘくぐすぎすңすぅ.
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椴 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 ｘぎｘぉｘくすき えぃぐきぃぇぐっか ぃぐっき くｘぉすңすぅ.
椴 ｉぐｘえｘかあｘぎあす ｙっぎ-ｙっぎっかぃ ぐうぁっぅｙぃぇ くｘぉすңすぅ.
椴 ｂっざえぃかぃ 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ңすぅ.
椴 オｘくすカぐｘぎ ｙっぎ-ｙっぎっかぃ いｘｙすくすき カｘぉおｘく タざっか, ｙｘくカｘ ｘく カチぎｘぉあｘぎすおぃか

ｘぎｘぉｘくぐすぎすき くｘぉすңすぅ.
椴 Ыあすく-ｘそカぐｘぎあす くけ ｙｘぎぉすカ いぃぎっかぃ ぐうぃぐっか ぃぐっき がぎかｘぉｘくぐすぎすңすぅ.

• ｇぉｘくぐうえ ぅｘぐぐｘぎ おぃか いｘｙすくカｘカ ぃおぃく おｘぐぃぎうｘぉおぃか カｘきぐｘぉғｘか
えモくぐぎヲぉあぃぎぁぃ くけ ぐｘおざすぉｘぎす ぐチぎすき カｘぉｘあす.

• Ｘぃңっぉ ぅｘぐぐｘぎあす タくぐっңぁっ くぃｙぃぐえぃ くｘぉすңすぅ. Ｙｘぐぐｘぎあす いすぉいすき えぃぐきぃぇぐっか
ぃぐっき くｘぉすңすぅ.

Ｘけけ きぎがぁぎｘおおｘぉｘぎ
Ｘけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘぉｘぎす

Ｓｘғあｘぎぉｘおｘ ｃｘくぐｘかけ
あモぎぃいぃくっ

Ыあすく-ｘそカぐすң
ぐタぎっ

Ｓｘғあｘぎぉｘおｘ
くうきｘぐぐｘおｘくす

1
аB 1)

オｘぉすきぐす
ぉｘくぐｘかғｘか

ｌｘぎげがぎ すあすく-
ｘそカ きぃか ｘく
カチぎｘぉあｘぎす

Ｒぉあすか ｘぉｘ いけけ
ｅぃぁっぅぁっ いけけ 50°C
1 ぎぃぐ ｘぎｘぉすカ ざｘぜ
ｉがңғす ざｘぜ
オチぎғｘぐけ

2
45°-70° AСРЛ2)

ｂぃぅ えぃぉぁぃか ｌｘぎげがぎ すあすく, ｘく
カチぎｘぉあｘぎす,
えモくぐぎヲぉあぃぎ おぃか
ぐｘｙｘぉｘぎ

Ｒぉあすか ｘぉｘ いけけ
ｅぃぁっぅぁっ いけけ 45°C
かぃおぃくぃ 70°C
1 かぃ 2 ぎぃぐ ｘぎｘぉすカ ざｘぜ
ｉがңғす ざｘぜ
オチぎғｘぐけ

3
ЕКРБКПЕТ МОЛ
70°

オｘぐぐす ぉｘくぐｘかғｘか ｌｘぎげがぎ すあすく, ｘく
カチぎｘぉあｘぎす,
えモくぐぎヲぉあぃぎ おぃか
ぐｘｙｘぉｘぎ

Ｒぉあすか ｘぉｘ いけけ
ｅぃぁっぅぁっ いけけ 70°C
1 ぎぃぐ ｘぎｘぉすカ ざｘぜ
ｉがңғす ざｘぜ
オチぎғｘぐけ

4
60° 30 MЕК3)

オｘぉすきぐす かぃ
ざｘおｘぉす
ぉｘくぐｘかғｘか

ｌｘぎげがぎ すあすく-
ｘそカ きぃか ｘく
カチぎｘぉあｘぎす

ｅぃぁっぅぁっ いけけ 60°C
ｐｘぜ ごうえぉす

5
50° БCЛ4)

オｘぉすきぐす
ぉｘくぐｘかғｘか

ｌｘぎげがぎ すあすく-
ｘそカ きぃか ｘく
カチぎｘぉあｘぎす

Ｒぉあすか ｘぉｘ いけけ
ｅぃぁっぅぁっ いけけ, 50°C あぃぇっか
1 ぎぃぐ ｘぎｘぉすカ ざｘぜ
ｉがңғす ざｘぜ
オチぎғｘぐけ

6
55° 50 MЕК

ｐｘおｘぉす
ぉｘくぐｘかғｘか

ｌｘぎげがぎ すあすく-
ｘそカ きぃか ｘく
カチぎｘぉあｘぎす

ｅぃぁっぅぁっ いけけ 55°C
1 ぎぃぐ ｘぎｘぉすカ ざｘぜ
ｉがңғす ざｘぜ
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Ｓｘғあｘぎぉｘおｘ ｃｘくぐｘかけ
あモぎぃいぃくっ

Ыあすく-ｘそカぐすң
ぐタぎっ

Ｓｘғあｘぎぉｘおｘ
くうきｘぐぐｘおｘくす

7
45° ГИAПП

オｘぉすきぐす かぃ
ざｘおｘぉす
ぉｘくぐｘかғｘか

ｄがぎぐ くすかғすざ
すあすく-ｘそカ きぃか
ざすかす すあすく

ｅぃぁっぅぁっ いけけ 45°C
1 ぎぃぐ ｘぎｘぉすカ ざｘぜ
ｉがңғす ざｘぜ
オチぎғｘぐけ

8 Ｓチぉ ぐｘғｘお カｘぉあすカぐｘぎす すあすくカｘ
いｘｙすくすき, カチぎすぉғすあｘか いｘғすおくすぅ うっく
ざすカきｘく タざっか すあすくぐす いすぉあｘお
ざｘぜғｘ ｘぎかｘぉғｘか ｙｘғあｘぎぉｘおｘ.
Ｘけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすか カチぎすぉғすかす
すあすく-ｘそカカｘ モｙあぃか ぐがぉぐすぎғｘかかｘか
えぃぇっか ｙｘくぐｘぇくすぅ.
Ｓチぉ ｙｘғあｘぎぉｘおｘかす カがぉあｘかғｘかあｘ,
いけғすざ ぅｘぐぐｘぎあす きｘぇあｘぉｘかｙｘңすぅ.

1 ぎぃぐ くけすカ くけおぃか ざｘぜ

1) Ｓチぉ いけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくす ざけすぉくすぅ いチおすく っくぐぃぇあっ.
2) オチぎすぉғす くけあすң ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘくす おぃか おヲぉざぃぎっか ｘｚぐがおｘぐぐす ぐタぎあぃ ぎぃぐぐぃぇあっ. Ｓチぉ カチぎすぉғすかすң

ぐがぉすカ かぃおぃくぃ いｘぎぐすぉｘぇ ぐがぉぐすぎすぉғｘかすかｘ, すあすく-ｘそカぐすң カｘかざｘぉすカぐす ぉｘくぐｘかғｘかすかｘ
ｙｘぇぉｘかすくぐす. Ｓｘғあｘぎぉｘおｘかすң チぅｘカぐすғす おぃか ぐチぐすかすぉｘぐすか ぎぃくけぎくぐｘぎ ざすғすかす ヲぅぁぃぎぃあっ.

3) オチぎすぉғすғｘ くｘぉすかғｘか すあすく えヲき ｙがぉおｘくｘ, ｙチぉ ｙｘғあｘぎぉｘおｘ けｘカすぐぐす ぐｘおｘざｘ タかぃおあぃき,
すあすくぐすң いｘカくす いけすぉけすかｘ えヲおぃえぐぃくぃあっ.

4) ｉすかｘカ おぃえぃおぃぉぃぎっかぃ ｘぎかｘぉғｘか くすかｘカ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくす. ｉすかｘカ あぃぎぃえぐぃぎっか っぉぃくきぃ えっぐｘきざｘあｘか
カｘぎｘңすぅ.

ｇｘぇあｘぉｘかけ えヲぉぃおっ
Ｓｘғあｘぎぉｘおｘ ダぅｘカぐすғす

(おうかけぐ)
オけｘぐ (えＴぐ/く) ｉけ (ぉうぐぎ)

1
аB

200 - 220 1,1 - 1,3 10 - 11

2
45°-70° AСРЛ

90 - 160 0,9 - 1,7 8 - 17

3
ЕКРБКПЕТ МОЛ 70°

140 - 160 1,5 - 1,7 15 - 16

4
60° 30 MЕК

30 0,9 9

5
50° БCЛ

150 - 160 1,0 - 1,1 10 - 11

6
55° 50 MЕК

50 - 60 1,0 - 1,2 10 - 11

7
45° ГИAПП

65 - 75 0,8 - 0,9 12 - 13

8 14 0,1 4

Ｓチぉ おモかあぃぎあっ くけあすң カすくすおす おぃか ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘくす, せぉぃえぐぎ カけｘぐすかすң
ｘけすぐカけす いモかぃ すあすく-ｘそカぐすң おヲぉざぃぎっ ヲぅぁぃぎぐけっ おタおえっか.
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Ｘけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすか ぐｘңあｘけ いモかぃ ｙｘくぐｘけ

ｂぃざっえぐっぎっき ｙｘくぐｘけ げけかえごうそくす いがカ いけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすか ぐｘңあｘき, っくえぃ
カがくすңすぅ.

1. オチぎすぉғすかす っくえぃ カがくすңすぅ.
2. オチぎすぉғすかすң きｘぎｘおぃぐぎぉぃぎあっ がぎかｘぐけ ぎぃいうおっかあぃ ぐチぎғｘかすかｘ えヲぅ

いぃぐえっぅっңっぅ.
3. Ｘけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすか ぐｘңあｘңすぅ. 'Ｘけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘぉｘぎす' ぐｘぎｘけすか

カｘぎｘңすぅ.
椴 Ｓぃぇかぃｙぃぐぐぃ いけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすかすң かヲおっぎっ きｘぇあｘ ｙがぉｘあす.

4. オｘいぃぐ ｙがぉくｘ, ｙっぎ かぃおぃくぃ ｙっぎかぃざぃ げけかえごうそかす ぐｘңあｘңすぅ.
5. オチぎすぉғす ぃくっぁっか いｘｙすңすぅ. Ｘけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくす ｘｚぐがおｘぐぐす ぐタぎあぃ

ｙｘくぐｘぉｘあす.

ｂぃざっえぐっぎっき ｙｘくぐｘけ げけかえごうそくす ｙｘぎ いけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすか ぐｘңあｘき, っくえぃ
カがくけ

1. オチぎすぉғすかす っくえぃ カがくすңすぅ あｘ, いけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすか ぐｘңあｘңすぅ.
2. Ｓぃぇかぃｙぃぐぐぃ えぃざっえぐっぎっき ｙｘくぐｘけ げけかえごうそくすかすң カｘいぃぐぐっ おモかっ くｘғｘぐ

ぐタぎっかあぃ えヲぎくぃぐっぉぁぃかざぃ, えぃざっえぐっぎっき ｙｘくぐｘけ げけかえごうそくすかすң ぐタぇおぃざっぁっか
カｘぇぐｘ-カｘぇぐｘ ｙｘくすңすぅ.

3. オチぎすぉғす ぃくっぁっか いｘｙすңすぅ.
椴 ｂ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.
椴 ｂぃぎっ くｘかｘカ ｘそカぐｘぉғｘか えぃぅあぃ, いけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくす ｘｚぐがおｘぐぐす ぐタぎあぃ

ｙｘくぐｘぉｘあす.
オチぎすぉғす ぃくっぁっ ｘざすぉくｘ, えぃぎっ くｘかｘカ えっあっぎぃあっ. Ｗくっえぐっ いｘきカｘかかｘか えぃぇっか, えぃぎっ
くｘかｘカ ぐがカぐｘғｘか いぃぎっかぃか ｙｘくぐｘき いｘぉғｘくｘあす.

Ｘけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすか えっあっぎぐけ
• オチぎすぉғす ぃくっぁっか ｘざすңすぅ.

椴 Ｘけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくす ぐがカぐｘぇあす.
• オチぎすぉғす ぃくっぁっか いｘｙすңすぅ.

椴 Ｘけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくす タぅっぉぁぃか いぃぎっかぃか ｙｘくぐｘき いｘぉғｘくｘあす.

Ｘけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくす かぃおぃくぃ えぃざっえぐっぎっき 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ぐけ ぐモくっぉっ

Ｘけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくす かぃおぃくぃ えぃざっえぐっぎっき ｙｘくぐｘけ げけかえごうそくす ｙｘくぐｘぉおｘくｘ,
きｘぎｘおぃぐぎあっ ヲぅぁぃぎぐけっңっぅぁぃ ｙがぉｘあす.
Ｘけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくす かぃおぃくぃ えぃざっえぐっぎっき ｙｘくぐｘけ げけかえごうそくす いチおすく っくぐぃき
ぐチぎくｘ, きｘぎｘおぃぐぎあっ ヲぅぁぃぎぐけ おタおえっか ぃおぃく. Ｘｘңｘ きｘぎｘおぃぐぎ ぐｘңあｘけ タざっか いけけ
ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすか かぃおぃくぃ えぃざっえぐっぎっき 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ぐけ
えぃぎぃえ.
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ｂぃざっえぐっぎっき 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ｘңすぅ, ぐｘңあｘぉғｘか いけけ
ｙｘғあｘぎぉｘおｘくす あｘ ｘｚぐがおｘぐぐす ぐタぎあぃ ぐがカぐｘぇあす. Ｘけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすか カｘぇぐｘ
ぐｘңあｘけ カｘいぃぐ ｙがぉｘあす.

1. Ｓぃぇかぃｙぃぐぐぃ ぃえっ えヲぉあぃかぃң くすぅすカ きｘぇあｘ ｙがぉғｘかざｘ ｙがぉあすぎおｘけ
ぐタぇおぃざっぁっか ｙｘくすき チくぐｘき ぐチぎすңすぅ.

2. Ｘｘңｘ いけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすか ｙｘくぐｘぎ ｘぉあすかあｘ, いけғすざ ぅｘぐ タぉぃくぐっぎぁっざぐぃ
いけғすざ ぅｘぐぐすң ｙｘぎ ぃえぃかっかぃ えヲぅ いぃぐえっぅっңっぅ.

Ｘけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすかすң くがңすかあｘ
• オチぎすぉғす ｘｚぐがおｘぐぐす ぐタぎあぃ ぐがカぐｘぇあす.
• Ｖすｙすくぐすカ くうぁかｘぉあｘぎ ぃくぐっぉぃあっ.
1. オチぎすぉғす ぃくっぁっか ｘざすңすぅ.

椴 Ｓぃぇかぃｙぃぐぐぃ 0 えヲぎくぃぐっぉぃあっ.
椴 "Ｓｘғあｘぎぉｘおｘかすң くがңす" うかあうえｘぐがぎす いｘかｘあす.

2. オチぎすぉғすかす ヲざっぎっңっぅ.
3. ｂチぎғｘぐけ かモぐういぃくっか いｘカくｘぎぐけ タざっか ぃくっえぐっ ｙっぎかぃざぃ おうかけぐ ｘざすき カがぇすңすぅ.
• オチぎすぉғすかす くヲかあっぎおぃくぃңっぅ, いけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくす ｘそカぐｘぉғｘかかｘか えぃぇっか タざ

おうかけぐ ヲぐえぃか くがң:
椴 ｙｘぎぉすカ うかあうえｘぐがぎぉｘぎ くヲかぃあっ,
椴 ｙぃぇかぃｙぃぐぐぃ ｙっぎ えヲぉあぃかぃң くすぅすカ きｘぇあｘ ｙがぉｘあす,
椴 がきぐうえｘぉすカ くうぁかｘぉ くヲかぃあっ.

Ｓチぉ せぉぃえぐぎ カけｘぐすか ぐチぐすかけあす ｘぅｘぇぐけғｘ えヲおぃえぐぃくぃあっ.
ｊタぇおぃざっえぐぃぎあっң ｙっぎっか (カがくけ/ヲざっぎけ ぐタぇおぃざっぁっかぃか ｙｘくカｘくすか) ｙｘくすңすぅ,
ｙぃぇかぃｙぃぐ きぃか うかあうえｘぐがぎぉｘぎ カｘぇぐｘ カがくすぉｘあす.

Ｘけけ ｙｘғあｘぎぉｘおｘくす ｘそカぐｘぉғｘかかｘか えぃぇっか 10 おうかけぐ ヲぐえぃか くがң カチぎすぉғす
ｘｚぐがおｘぐぐす ぐタぎあぃ くヲかぃあっ.

オチぎすぉғすかす ｙがくｘぐけ
• Ыあすくぐｘぎあす カチぎすぉғすあｘか くけすぐすき ｘぉғｘかかｘか えぃぇっか ｙっぎ-ｘカ ｘぉすңすぅ. Ыくぐすカ

すあすく がくｘぉ えぃぉぃあっ.
• Ｒぉあすおぃか ｘくぐすңғす くぃｙぃぐぐぃぁっ, くがあｘか えぃぇっか タくぐっңぁっ くぃｙぃぐぐぃぁっ すあすくぐｘぎあす

ｘぉすңすぅ.
• オチぎすぉғすかすң カｘｙすぎғｘぉｘぎす おぃか ぃくっぁっ くけ ｙがぉすき カｘぉけす おタおえっか. ｊがぐ

ｙｘくきｘぇぐすか ｙがぉｘぐ, すあすくぐｘぎғｘ カｘぎｘғｘかあｘ ぐぃぅ くｘぉカすかあｘぇあす.

ｂタぐけ おぃかぃか ぐｘぅｘぉｘけ

ｉタぅぁっぉぃぎあっ ｘぉけ いモかぃ ぐｘぅｘぉｘけ
オがカすく ぐチぎғｘ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. Ｓチぉ くタぅぁっぉぃぎ えヲき えタぐっおあっ
ぐｘぉｘき ぃぐきぃくぃ あぃ, がぉｘぎあす おぃぅぁっぉ-おぃぅぁっぉ ぐぃえくぃぎっき, カｘいぃぐ ｙがぉくｘ, ぐｘぅｘぉｘき
がぐすぎけあす チくすかｘおすぅ.
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1. (A) くタぅぁっくっか ｘぉけ タざっか がかす くｘғｘぐ
ぐっぉっかっң ｙｘғすぐすかｘ カｘぎくす ｙチぎｘき, (B)
くタぅぁっくっかぃか ｘぉすңすぅ.

2. (A) くタぅぁっくっ 2 ｙヲぉっえぐぃか ぐチぎｘあす.
ｉタぅぁっかっ ｘғすぐすき ｘぉけ タざっか がぉｘぎあす
ｙっぎ-ｙっぎっかぃか ｘいすぎｘぐすңすぅ.

3. Ｓヲぉっえぐぃぎっか ｘғすか くけおぃか モｙあぃか
いけすңすぅ.

4. (A) くタぅぁっくっかっң 2 ｙヲぉっぁっか ヲぅｘぎｘ
ｙっぎっえぐっぎっңっぅ あぃ, タくぐっかぃか ｙｘくすңすぅ.
ｆぉｘぎあすң ｙっぎ-ｙっぎっかぃ あチぎすく えっぎっぁっき
がぎかｘぉｘくカｘかすかｘ えヲぅ いぃぐえっぅっңっぅ.

5. (B) くタぅぁっくっか ｘぉすңすぅ.
6. (B) くタぅぁっくっか ｘғすか くけおぃか モｙあぃか

いけすңすぅ.

7. (B) くタぅぁっくっか モあぃきえっ がぎかすかｘ
カがぇすңすぅ. ｉタぅぁっかっң ぃえっ
ｙｘғすぐぐｘғすざぐすң (C) ｘくぐすかｘ あチぎすく
えっぎっぁっき がぎかｘぉｘくカｘかすかｘ えヲぅ
いぃぐえっぅっңっぅ.

8. (A) くタぅぁっくっか (B) くタぅぁっくっかあぃぁっ がぎかすかｘ
カがぇすңすぅ あｘ, くｘғｘぐ ぐっぉっかっң
ｙｘғすぐすおぃか ｙぃえっぁぃかざぃ ｙチぎｘңすぅ.

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 ｘғすぐすき ｘぉおｘңすぅ.
Ｓタぎっええっざ ぐタぐっえぐぃぎあっң ぐぃくっえぐぃぎっ ｙっぐぃぉっき カｘぉくｘ, カｘぉғｘか カｘぉあすカぐｘぎあす いっңっざえぃ
ざすぎきすおぃか ぐｘぅｘぉｘңすぅ.

オチぎすぉғす えがぎきけくすかすң くすぎぐすか ぐｘぅｘぉｘけ
オチぎすぉғす えがぎきけくすかすң 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
ざタｙぃぎぃえきぃか ぐｘぅｘぉｘңすぅ. ｊぃえ かぃぇぐぎｘぉ ぐｘぅｘぉｘғすざ ぅｘぐぐｘぎあす カがぉあｘかすңすぅ.
Ｘぃおっぎぁっざ ぅｘぐぐｘぎあす, ぐタぎきっぉっ いヲえぃ かぃおぃくぃ ぃぎっぐえっざぐぃぎあっ (おすくｘぉす, ｘごぃぐがか)
きｘぇあｘぉｘかｙｘңすぅ.

A

B

C
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ｅぃ っくぐぃぎくっңっぅ, ぃぁぃぎ...
オチぎすぉғす っくえぃ カがくすぉおｘぇあす かぃおぃくぃ いチおすく いｘくｘき ぐチぎすき ぐがカぐｘき カｘぉｘあす.
Ｒぉあすおぃか ｘカｘけぉすカぐす ぐタぅぃぐけ いがぉすか っぅあぃңっぅ (えぃくぐぃぁぃ カｘぎｘңすぅ). ヱぅっңっぅ ぐタぅぃぐぃ
ｘぉおｘくｘңすぅ, 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ңすぅ.

Ｖチぎすく いチおすく
っくぐぃおぃけ

Ｒカｘけぉすカ えがあす Ыカぐうおｘぉ くぃｙぃｙっ ｐぃざっおっ

オチぎすぉғすғｘ くけ
カチぇすぉおｘぇ ぐチぎ.

Ｓぃぇかぃｙぃぐぐぃ えぃぉぃくっ
えヲぎくぃぐっぉぃあっ: 

ｉけ カチそぐすか ざタおぃえ
ｙっぐぃぉぁぃか かぃ がғｘか
カｘカ ぐチぎғｘか.

ｉけ カチそぐすか ざタおぃえぐっ
ぐｘぅｘぉｘңすぅ.

  ｉけあすң カすくすおす
ぐすお ぐヲおぃか.

Ｘぃぎぁっぉっえぐっ くけ
ぎぃくけぎくぐｘぎす
おぃえぃおぃくっかぃ
こｘｙｘぎぉｘくすңすぅ.

  ｉけ カチそぐすか ざタおぃえ
いｘｙすカ.

ｉけ カチそぐすか ざタおぃえぐっ
ｘざすңすぅ.

  ｉけ カチそぐすか ぐタぐっえぐぃぁっ
くタぅぁっ ｙっぐぃぉっき
カｘぉғｘか.

ｉタぅぁっかっ ぐｘぅｘぉｘңすぅ.

  ｉけ カチそぐすか ぐタぐっえ
あチぎすく
いｘぉғｘかｙｘғｘか.

ｊタぐっえぐっң あチぎすく
いｘぉғｘかғｘかすか
ぐぃえくぃぎっңっぅ.

  ｉけ カチそぐすか ぐタぐっえ
ｙタぉっかっき カｘぉғｘか.

ｉけ カチそぐすか ぐタぐっえぐっң
ぃざ いぃぎっかっң
ｙタぉっかｙぃぁぃかっかぃ えヲぅ
いぃぐえっぅっңっぅ.

オチぎすぉғすかすң くけす
ぐヲぁっぉおぃぇ ぐチぎ.

Ｓぃぇかぃｙぃぐぐぃ えぃぉぃくっ
えヲぎくぃぐっぉぃあっ: 

ｈｘえがｚうかｘ
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ң
ぐタぐっえざぃくっか
ぐｘぅｘぉｘңすぅ.

  ｉけ ぐヲぁぃぐっか ぐタぐっえ
あチぎすく
いｘぉғｘかｙｘғｘか.

ｊタぐっえぐっң あチぎすく
いｘぉғｘかғｘかすか
ぐぃえくぃぎっңっぅ.

  ｉけ ぐヲぁぃぐっか ぐタぐっえ
ｙタぉっかっき カｘぉғｘか.

ｉけ ぐヲぁぃぐっか ぐタぐっえぐっң
ぃざ いぃぎっかっң
ｙタぉっかｙぃぁぃかっかぃ えヲぅ
いぃぐえっぅっңっぅ.

ｊｘくカすかғｘ カｘぎくす
カチぎｘぉ っくえぃ
カがくすぉｘあす.

Ｓぃぇかぃｙぃぐぐぃ えぃぉぃくっ
えヲぎくぃぐっぉぃあっ: 

 ｉけあすң ざタおぃぁっか
いｘｙすңすぅ あｘ,
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ңすぅ.

Ｓｘғあｘぎぉｘおｘ
ｙｘくぐｘぉおｘぇ ぐチぎ.

 オチぎすぉғすかすң ぃくっぁっ
ｘざすカ ぐチぎ.

Ｗくっえぐっ あチぎすく
いｘｙすңすぅ.

  Ｒざｘ ぎがぅぃぐえｘғｘ
くチғすぉおｘғｘか.

Ｒざｘかす ぎがぅぃぐえｘғｘ
くチғすңすぅ.
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Ｖチぎすく いチおすく
っくぐぃおぃけ

Ｒカｘけぉすカ えがあす Ыカぐうおｘぉ くぃｙぃｙっ ｐぃざっおっ

  ゾぇあぃぁっ
くｘカぐｘかあすぎғすざ
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
いｘかすき 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ңすぅ.

  ｂぃざっえぐっぎっき ｙｘくぐｘけ
げけかえごうそくす
がぎかｘぐすぉғｘか. (ｊぃえ
えぃざっえぐっぎっき ｙｘくぐｘけ
げけかえごうそくす ｙｘぎ
カチぎすぉғすぉｘぎғｘ
カｘぐすくぐす).

Ｓｘғあｘぎぉｘおｘかす
あぃぎぃけ ｙｘくぐｘけ
タざっか, えぃざっえぐっぎっき
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ңすぅ.

ｊぃえくぃぎっき ｙがぉғｘかかｘか えぃぇっか カチぎすぉғすかす カがくすңすぅ. Ｓｘғあｘぎぉｘおｘ タぅっぉぁぃか
いぃぎっかぃか ｙｘくぐｘき いｘぉғｘくｘあす.
Ｒカｘけぉすカ カｘぇぐｘ きｘぇあｘ 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すかｘ
こｘｙｘぎぉｘくすңすぅ.
Ｓぃぇかぃｙぃぐぐぃ ｙぃぉぁっくっぅ ｘカｘけぉすカ えがあぐｘぎす きｘぇあｘ ｙがぉくｘ, 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ң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 カｘいぃぐぐっ おｘғぉチおｘぐ, 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くすかあｘ えヲぎくぃぐっぉぁぃか.
オｘいぃぐぐっ ｘカきｘぎｘぐぐす おすかｘ いぃぎぁぃ いｘぅすき カがぜあす チくすかｘおすぅ:
ゾぉぁっくっ (MЛА.) ....................
ヱかっお かヲおっぎっ (МКC) ....................
ｉぃぎうそぉすカ かヲおっぎっ (П.К.) ....................

Ｘけけ いモかぃ えぃきぐっぎけ かモぐういぃぉぃぎっ カｘかｘғｘぐぐｘかｘぎぉすカぐｘぇ ぃおぃく.
Ｒカｘけぉすカ Ыカぐうおｘぉ くぃｙぃｙっ Ыカぐうおｘぉ ざぃざっおっ

Ыあすく-ｘそカ ぐｘぅｘ ぃおぃく. ｊｘңあｘぉғｘか ｙｘғあｘぎぉｘおｘ
くｘぉすかғｘか すあすく-ｘそカぐすң
ぐタぎっかぃ いモかぃ ぉｘくぐｘかけ
あモぎぃいぃくっかぃ くｘぇ ぃおぃく.

ｉｘぉすかғｘか すあすく-ｘそカぐすң
ぐタぎっかぃ いモかぃ ぉｘくぐｘかけ
あモぎぃいぃくっかぃ くｘぇ
ｙｘғあｘぎぉｘおｘかす ぐｘңあｘңすぅ.

 ｉぃｙぃぐぐぃぎぁぃ すあすく あチぎすく
くｘぉすかｙｘғｘか, くけ すあすく-
ｘそカぐすң ｙｘぎぉすғすかｘ
ｙっぎあぃぇ いぃぐきぃぁぃか.

ｉぃｙぃぐぐぃぎあっ あチぎすく
ぐがぉぐすぎすңすぅ.

 Ыあすく-ｘそカ あチぎすく
くｘぉすか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.

Ыあすく-ｘそカぐす 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ぇぐすか ぃぐっき,
あチぎすくぐｘき くｘぉすңすぅ.

 ｉタぅぁっぉぃぎ ぉｘくぐｘかғｘか
かぃおぃくぃ あチぎすく
カチぎｘくぐすぎすぉすき,
がぎかｘぐすぉおｘғｘか.

ｉタぅぁっぉぃぎあっң ぐｘぅｘ ぃえぃかっかぃ,
あチぎすく カチぎｘくぐすぎすぉすき,
がぎかｘぐすぉғｘかすかｘ えヲぅ
いぃぐえっぅっңっぅ.
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Ｒカｘけぉすカ Ыカぐうおｘぉ くぃｙぃｙっ Ыカぐうおｘぉ ざぃざっおっ
 Ｘけғすざ ぅｘぐ ヲぐぃ ｘぅ

くｘぉすかғｘか かぃおぃくぃ おタぉあぃ
くｘぉすかｙｘғｘか.

Ｘけғすざ ぅｘぐぐすң いぃぐえっぉっえぐっ
おヲぉざぃぎあぃ くｘぉすかけすか
カｘおぐｘおｘくすぅ ぃぐっңっぅ.

Ыあすく-ｘそカカｘ モえ
ぐタぇっぎざっえぐぃぎっ ぐチぎすき
カｘぉғｘか.

ｊチぅ くｘけすぐす ｙがくｘき カｘぉғｘか. ｊチぅ くｘけすぐすかｘ すあすく
いけғすざ おｘざうかｘ ぐチぅすかｘか
くｘぉすңすぅ.

 ｉけ いチおくｘぎぐカすざ あチぎすく
あぃңぁぃぇぁぃ カがぇすぉおｘғｘか

ｉけ いチおくｘぎぐカすざぐす
ぎぃぐぐぃңっぅ.

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

ｊチぅ くｘけすぐすかすң
カｘカきｘカざｘくすか あチぎすく
いｘｙすңすぅ.

Ыあすく-ｘそカ きぃか くぐｘえｘかあｘぎ
ｘぇғすぅ-ｘぇғすぅ, がぉｘぎғｘ
ｘカざすぉ いがぉｘカぐｘぎ ぐタくえぃか
かぃ ｙぃぐっ えヲえざっぉ ぐｘぎぐカｘか.

ｐｘぇғすざ ぅｘぐ ぐすお タぉえぃか
おモかぁぃ カがぇすぉғｘか.

ｐｘぇғすざ ぅｘぐ おヲぉざぃぎっか
ｘぅｘぇぐすңすぅ.

ｉぐｘえｘかあｘぎ おぃか すあすくぐｘ
えぃきえぃか くけ ぐｘおざすくすかすң
っぅっ カｘぉғｘか.

ｐｘぇғすざ ぅｘぐ ぐすお ぐヲおぃか
おモかぁぃ カがぇすぉғｘか.

ｐｘぇғすざ ぅｘぐぐすң
おヲぉざぃぎっか えヲｙぃぇぐっңっぅ.

 Ｓチかすң くぃｙぃｙっ いけғすざ
ぅｘぐぐｘぎғｘ ｙｘぇぉｘかすくぐす
ｙがぉけす おタおえっか.

Ｓｘくカｘ げうぎおｘかすң いけғすざ
ぅｘぐすか カがぉあｘかすңすぅ.

Ыあすく-ｘそカ えぃききぃぁぃか. ｂぃきぐっぎけ ごうえぉす いがカ
かぃおぃくぃ カすくカｘ おぃぎぅっおあっ
えぃきぐっぎけ ごうえぉす ｙｘぎ いけけ
ｙｘғあｘぎぉｘおｘくすか
がぎかｘぐカｘかくすぅ.

Ыあすく-ｘそカぐす ｘぉｘぎあすң
ｘぉあすかあｘ ぃくっえぐっ ｙっぎかぃざぃ
おうかけぐ ｘざすき カがぇすңすぅ.

Ыあすく-ｘそカ えぃききぃぁぃか いモかぃ
ぐタくっ ｘざすぉお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.

ｐｘぇғすざ ぅｘぐ
タぉぃくぐっぎぁっざっかぃ ざｘぇғすざ
ぅｘぐぐｘか くｘぉすңすぅ.

 Mсирерab げけかえごうそくす
カがくけぉす. (ｐｘぇғすざ ぅｘぐ
タぉぃくぐっぎぁっざっ ｘｚぐがおｘぐぐす
ぐタぎあぃ ヲざぃあっ).

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ңっぅ.
'ｐｘぇғすざ ぅｘぐ タぉぃくぐっぎぁっざっか
っくえぃ カがくけ' ぐｘぎｘけすか
カｘぎｘңすぅ.

ｐｘぇғすざ ぅｘぐ タぉぃくぐっぎぁっざっか カがくけ
1. オチぎすぉғすかす カがくすңすぅ.
2. オチぎすぉғすかすң きｘぎｘおぃぐぎぉぃぎあっ がぎかｘぐけ ぎぃいうおっかあぃ ぐチぎғｘかすかｘ えヲぅ

いぃぐえっぅっңっぅ.
3. 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 ｙｘくすき チくぐｘき ぐチぎすңすぅ.

椴 A, 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っң うかあうえｘぐがぎぉｘぎす いすきすぉすカぐｘぇ
ｙｘくぐｘぇあす.

4. 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がくｘぐすңすぅ.
5. Ｔ げけかえごうそ ぐタぇおぃざっぁっか ｙｘくすңすぅ.

ｅぃ っくぐぃぎくっңっぅ, ぃぁぃぎ... 23



椴 A いモかぃ ｉ げけかえごうそ ぐタぇおぃざっえぐぃぎっかっң うかあうえｘぐがぎぉｘぎす くヲかぃあっ.
椴 Ｔ げけかえごうそ ぐタぇおぃざっぁっかっң うかあうえｘぐがぎす いすきすぉすカぐｘけすか いｘぉғｘくぐすぎｘあす.
椴 Ｓぃぇかぃｙぃぐぐぃ 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 ヲざっぎけぉっ

ｐｘぇғすざ ぅｘぐ タぉぃくぐっぎぁっざっ カがくけぉす
6. Ｔ 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ңすぅ.

椴 Ｓぃぇかぃｙぃぐぐぃ いｘңｘ きｘぎｘおぃぐぎ えヲぎくぃぐっぉぃあっ.
7. ｇｘぎｘおぃぐぎあっ カチぎすぉғす いｘあすかｘ がかす ヲざっぎけ ｘぎカすぉす ぃかぁっぅっңっぅ.

ｊぃこかうえｘぉすカ くうききｘぐｘおｘ

ヱぉざぃおあぃぎっ Ｗかっ 596 おお
 Ｓうっえぐっぁっ 818 - 898 おお
 ｊぃぎぃңあっぁっ 550 おお
オチぇすぉｘぐすか くけあすң
カすくすおす

Ｗң ｘぅす 0,5 ｙｘぎ (0,05 Mｇa)

 Ｗң えヲｙっ 8 ｙｘぎ (0,8 Mｇa)

ｉけ いタぇぃくっかぃ カがくけ 1) ｉけすカ かぃおぃくぃ すくぐすカ くけ
いタぇぃくっかぃ カがくすぉｘあす

ぃң えヲｙっ 60°C

ｉすぇすおあすぉすғす ｆぎすか きｘぎｘおぃぐぎぉぃぎっ 12
1) ｉけ カチそぐすか ぐタぐっえぐっ, 3/4'' ぎぃぅずｙｘくす ｙｘぎ くけ ｘғｘぐすか ざタおぃええぃ いｘぉғｘңすぅ.

オチぎすぉғす ぃくっぁっかっң っざえっ いうぃぁっかあぃ がぎかｘぉｘくカｘか ぐｘカぐｘぇざｘあｘ せぉぃえぐぎ カがくすぉすおす
きｘぎｘおぃぐぎぉぃぎっ えヲぎくぃぐっぉぁぃか.

Ｗぁぃぎ すくぐすカ くけ ｙｘくカｘ カけｘぐ えヲぅあぃぎっかぃか (おすくｘぉす, えタか ｙｘぐｘぎぃそくすかすң きｘかぃぉっ,
げがぐがせぉぃえぐぎぉっ ｙｘぐｘぎぃそ, いぃぉ) ｘぉすかくｘ, カチぎすぉғすかす ぐチぐすかすぉｘぐすか カけｘぐぐす
ｘぅｘぇぐけ タざっか すくぐすカ くけ いタぇぃくっかぃ いｘぉғｘңすぅ.

オがぎざｘғｘか がぎぐｘғｘ ぅうそか えぃぉあっぎおぃけ ぐけぎｘぉす おｘғぉチおｘぐぐｘぎ

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ң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
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; 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ң
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ң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ң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ңっぅｙぃか かぃおぃくぃ がくす ｙチぇすおあす ヱぅっң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ңすぅ.
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ｄすかｘかあｘぇ ｙぃぉぁっざぃ くｘぉすかғｘか がぎｘお おｘぐぃぎうｘぉあｘぎすか カｘぇぐｘ ヲңあぃけぁぃ
ぐｘきくすぎすңすぅ.  . ｆぎｘお おｘぐぃぎうｘぉあｘぎすか カｘぇぐｘ ヲңあぃぉぃぐっか カｘぉあすカぐｘぎあす
くｘぉけғｘ ｘぎかｘぉғｘか えがかぐぃぇかぃぎぁぃ ぐｘくぐｘңすぅ.

オがぎざｘғｘか がぎぐｘғｘ ぅうそか えぃぉあっぎおぃけ ぐけぎｘぉす おｘғぉチおｘぐぐｘぎ 25



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

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

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

ｉがあぃぎいｘかうぃ
Ｚかくぐぎけえごうう きが せえくきぉけｘぐｘごうう   27
ｉｚぃあぃかうそ きが ぐぃこかうえぃ ｙぃぅがきｘくかがくぐう

 27
Ｓぃぅがきｘくかがくぐず あぃぐぃぇ う ぉうご く
がぁぎｘかうさぃかかすおう ｚがぅおがいかがくぐそおう

 27
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ｙぃぅがきｘくかがくぐう   27
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ｆきぐうさぃくえうぇ くうぁかｘぉ   32
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Ｖうくきぉぃぇ   33
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おがぇえう   33
ｂかがきえｘ їMсирерab»   34
ｂかがきえｘ がぐおぃかす   34
ｂかがきえう ぎぃいうおがｚ   34
ｈぃいうお かｘくぐぎがぇえう   34
Ｙｚけえがｚｘそ くうぁかｘぉうぅｘごうそ   34

ｇぃぎぃあ きぃぎｚすお うくきがぉずぅがｚｘかうぃお   35
ｋくぐｘかがｚえｘ くおそぁさうぐぃぉそ ｚがあす   35

ｅｘくぐぎがぇえｘ ｚぎけさかけぜ    36

Эぉぃえぐぎがかかｘそ かｘくぐぎがぇえｘ   36
Ｚくきがぉずぅがｚｘかうぃ くがぉう あぉそ
きがくけあがおがぃさかすこ おｘざうか   37
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Ｚくきがぉずぅがｚｘかうぃ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ
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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.   38

ｌけかえごうそ Mсирерab   39
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

 39
ｉがｚぃぐす   39

ｇぎがぁぎｘおおす おがぇえう   40
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   42

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
ｙぃぅ ぅｘあぃぎいえう くぐｘぎぐｘ   42
Ｔすｙがぎ う ぅｘきけくえ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう く
ぅｘあぃぎいえがぇ くぐｘぎぐｘ   42
ｇぎぃぎすｚｘかうぃ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう

 43
ｆぐおぃかｘ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう うぉう
ぅｘあぃぎいえう くぐｘぎぐｘ   43
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

 43
Ｔすぃおえｘ きがくけあす   44

ｋこがあ う さうくぐえｘ   44
ｉかそぐうぃ う がさうくぐえｘ げうぉずぐぎがｚ   44
ｆさうくぐえｘ ぎｘぅｙぎすぅぁうｚｘぐぃぉぃぇ   45
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ｆさうくぐえｘ ｚかぃざかうこ きがｚぃぎこかがくぐぃぇ
 45

ｏぐが あぃぉｘぐず, ぃくぉう ...   45
ｈぃぅけぉずぐｘぐす おがぇえう う くけざえう
かぃけあがｚぉぃぐｚがぎうぐぃぉずかす   47

Ｔ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   48

ｊぃこかうさぃくえうぃ あｘかかすぃ   48
ｆこぎｘかｘ がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあす   49

ｇぎｘｚが かｘ うぅおぃかぃかうそ くがこぎｘかそぃぐくそ

Ｚかくぐぎけえごうう きが せえくきぉけｘぐｘごうう

 ｉｚぃあぃかうそ きが ぐぃこかうえぃ ｙぃぅがきｘくかがくぐう
ｇぎぃいあぃ さぃお きぎうくぐけきｘぐず え けくぐｘかがｚえぃ う うくきがぉずぅがｚｘかうぜ, きぎがさぐうぐぃ ｚかうおｘ‐
ぐぃぉずかが あｘかかがぃ ぎけえがｚがあくぐｚが:
• あぉそ がｙぃくきぃさぃかうそ ぉうさかがぇ ｙぃぅがきｘくかがくぐう う ｙぃぅがきｘくかがくぐう ｚｘざぃぁが うおけしぃ‐

くぐｚｘ,
• あぉそ ぅｘしうぐす がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあす,
• あぉそ がｙぃくきぃさぃかうそ きぎｘｚうぉずかがぇ ぎｘｙがぐす きぎうｙがぎｘ.
Ｔくぃぁあｘ こぎｘかうぐぃ かｘくぐがそしうぃ うかくぐぎけえごうう ｚおぃくぐぃ く きぎうｙがぎがお, あｘいぃ ぃくぉう きぃ‐
ぎぃあｘぃぐぃ うぉう きぎがあｘぃぐぃ ぃぁが.
ｇぎがうぅｚがあうぐぃぉず かぃ かぃくぃぐ がぐｚぃぐくぐｚぃかかがくぐう ぅｘ きがｚぎぃいあぃかうそ, ｚすぅｚｘかかすぃ
かぃきぎｘｚうぉずかがぇ けくぐｘかがｚえがぇ う うくきがぉずぅがｚｘかうぃお.

Ｓぃぅがきｘくかがくぐず あぃぐぃぇ う ぉうご く がぁぎｘかうさぃかかすおう ｚがぅおがいかがくぐそおう
• ｅぃ あがきけくえｘぇぐぃ え せえくきぉけｘぐｘごうう きぎうｙがぎｘ ぉうご, ｚえぉぜさｘそ あぃぐぃぇ, く がぁぎｘかう‐

さぃかかすおう げうぅうさぃくえうおう うぉう きくうこうさぃくえうおう げけかえごうそおう, く かぃあがくぐｘぐがさかすお
がきすぐがお うぉう ぅかｘかうそおう. ｆかう あがぉいかす かｘこがあうぐずくそ きがあ きぎうくおがぐぎがお うぉう
きがぉけさｘぐず うかくぐぎけえごうう がぐ ぉうごｘ, がぐｚぃぐくぐｚぃかかがぁが ぅｘ うこ ｙぃぅがきｘくかがくぐず.

• 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. ｆかう
おがぁけぐ ぅｘあがこかけぐずくそ うぉう きがぉけさうぐず ぐぎｘｚおけ.

• ｍぎｘかうぐぃ ｚくぃ おがぜしうぃ くぎぃあくぐｚｘ ｚ ｙぃぅがきｘくかがお おぃくぐぃ. ｅぃ きがぅｚがぉそぇぐぃ あぃ‐
ぐそお きぎうえｘくｘぐずくそ え おがぜしうお くぎぃあくぐｚｘお.

• ｅぃ きがあきけくえｘぇぐぃ あぃぐぃぇ う おぃぉえうこ いうｚがぐかすこ え きぎうｙがぎけ, えがぁあｘ ぃぁが あｚぃぎごｘ
がぐえぎすぐｘ.

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
• ｅぃ うぅおぃかそぇぐぃ ぐぃこかうさぃくえうぃ こｘぎｘえぐぃぎうくぐうえう あｘかかがぁが きぎうｙがぎｘ. ｉけしぃ‐

くぐｚけぃぐ ぎうくえ ぐぎｘｚおす う きがｚぎぃいあぃかうそ きぎうｙがぎｘ.
• ｏぐがｙす きぎぃあがぐｚぎｘぐうぐず がいがぁう ぁぉｘぅ, ぎぐｘ う ぁがぎぉｘ, くがｙぉぜあｘぇぐぃ うかくぐぎけえごうう

きが ぐぃこかうえぃ ｙぃぅがきｘくかがくぐう がぐ きぎがうぅｚがあうぐぃぉそ おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ あぉそ きが‐
くけあがおがぃさかすこ おｘざうか.

• ｅぃ きぃぇぐぃ ｚがあけ うぅ きぎうｙがぎｘ. Ｔ かぃお おがぁけぐ ｙすぐず がくぐｘぐえう おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ.
• ｏぐがｙす きぎぃあがぐｚぎｘぐうぐず ぐぎｘｚおす う かぃ くきがぐえかけぐずくそ がｙ がぐえぎすぐけぜ あｚぃぎごけ,

ｚくぃぁあｘ ぅｘえぎすｚｘぇぐぃ あｚぃぎごけ きがくぉぃ ぅｘぁぎけぅえう うぉう ぎｘぅぁぎけぅえう きぎうｙがぎｘ.
• 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.
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Эえくきぉけｘぐｘごうそ
• Ｖｘかかすぇ きぎうｙがぎ きぎぃあかｘぅかｘさぃかｘ ぐがぉずえが あぉそ ｙすぐがｚがぁが きぎうおぃかぃかうそ. ｅぃ

きがぉずぅけぇぐぃくず きぎうｙがぎがお ｚ えがおおぃぎさぃくえうこ, きぎがおすざぉぃかかすこ うぉう あぎけぁうこ ごぃ‐
ぉそこ.

• ｅぃ うくきがぉずぅけぇぐぃ きぎうｙがぎ あぉそ ごぃぉぃぇ, あぉそ えがぐがぎすこ がか かぃ きぎぃあかｘぅかｘさぃか.
Эぐが きぎぃあがぐｚぎｘぐうぐ きがぉけさぃかうぃ ぐぎｘｚお う きがｚぎぃいあぃかうぃ うおけしぃくぐｚｘ.

• Ｚくきがぉずぅけぇぐぃ きぎうｙがぎ ぐがぉずえが あぉそ おすぐずそ ｙすぐがｚがぇ きがくけあす, きぎうぁがあかがぇ あぉそ
きがくけあがおがぃさかすこ おｘざうか.

• ｅぃ えぉｘあうぐぃ かｘ きぎうｙがぎ, ぎそあがお く かうお うぉう ｚかけぐぎず ぃぁが ぉぃぁえがｚがくきぉｘおぃかそぜ‐
しうぃくそ おｘぐぃぎうｘぉす うぉう うぅあぃぉうそ, きぎがきうぐｘかかすぃ ぉぃぁえがｚがくきぉｘおぃかそぜしうおう‐
くそ ｚぃしぃくぐｚｘおう. ｉけしぃくぐｚけぃぐ がきｘくかがくぐず ｚがぅぁがぎｘかうそ.

• ｅがいう う あぎけぁうぃ ぅｘがくぐぎぃかかすぃ きぎぃあおぃぐす えぉｘあうぐぃ ｚ えがぎぅうかけ あぉそ くぐがぉがｚすこ
きぎうｙがぎがｚ がくぐぎうぃお ｚかうぅ. Ｗくぉう せぐが かぃｚがぅおがいかが, えぉｘあうぐぃ うこ ぁがぎうぅがかぐｘぉず‐
かが ｚ ｚぃぎこかぜぜ えがぎぅうかけ うぉう ｚ えがぎぅうかけ あぉそ かがいぃぇ. (ｂがぎぅうかｘ あぉそ かがいぃぇ
ぃくぐず かぃ ｚが ｚくぃこ おがあぃぉそこ.)

• Ｚくきがぉずぅけぇぐぃ ぐがぉずえが けえｘぅｘかかすぃ くぎぃあくぐｚｘ あぉそ きがくけあがおがぃさかすこ おｘざうか
(おがぜしぃぃ くぎぃあくぐｚが, くがぉず, がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉず).

• ｉがぉず, かぃ きぎぃあかｘぅかｘさぃかかｘそ あぉそ きがくけあがおがぃさかすこ おｘざうか, おがいぃぐ きがｚぎぃ‐
あうぐず けくぐぎがぇくぐｚが あぉそ くおそぁさぃかうそ ｚがあす.

• ｅｘくすきｘぇぐぃ くがぉず ｚ きぎうｙがぎ あが ぅｘきけくえｘ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう. ｂぎけきうごす くがぉう
うぉう くがぉぃかｘそ ｚがあｘ おがぁけぐ ｚすぅｚｘぐず えがぎぎがぅうぜ うぉう きぎうｚぃくぐう え がｙぎｘぅがｚｘかうぜ
がぐｚぃぎくぐうぇ ｚ あかうしぃ きぎうｙがぎｘ.

• 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.). Эぐが おがいぃぐ きぎうｚぃくぐう え きがｚぎぃいあぃかうぜ きぎうｙがぎｘ.

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

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

• ｅぃ うぅｚぉぃえｘぇぐぃ きがくけあけ うぅ きぎうｙがぎｘ あが がえがかさｘかうそ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう.

ｋこがあ う さうくぐえｘ
• ｇぃぎぃあ ｚすきがぉかぃかうぃお がきぃぎｘごうぇ きが さうくぐえぃ う けこがあけ ぅｘ きぎうｙがぎがお ｚすえぉぜ‐

さうぐぃ ぃぁが う ｚすかずぐぃ ｚうぉえけ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ うぅ ぎがぅぃぐえう.
• ｅぃ うくきがぉずぅけぇぐぃ ぉぃぁえがｚがくきぉｘおぃかそぜしうぃくそ おｘぐぃぎうｘぉす うぉう ｚぃしぃくぐｚｘ,

えがぐがぎすぃ おがぁけぐ ｚすぅすｚｘぐず えがぎぎがぅうぜ.
• ｅぃ うくきがぉずぅけぇぐぃ きぎうｙがぎ ｙぃぅ げうぉずぐぎがｚ. ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが げうぉずぐぎす けくぐｘ‐

かがｚぉぃかす きぎｘｚうぉずかが. ｇぎう かぃきぎｘｚうぉずかが けくぐｘかがｚぉぃかかすこ げうぉずぐぎｘこ ぎぃ‐
ぅけぉずぐｘぐす おがぇえう ｙけあけぐ かぃけあがｚぉぃぐｚがぎうぐぃぉずかすおう う ｚがぅおがいかが きがｚぎぃいあぃ‐
かうぃ きぎうｙがぎｘ.

• ｅぃ うくきがぉずぅけぇぐぃ あぉそ がさうくぐえう きぎうｙがぎｘ ぎｘくきすぉそぃおけぜ ｚがあけ うぉう きｘぎ. Эぐが
おがいぃぐ きぎうｚぃくぐう え きがぎｘいぃかうぜ せぉぃえぐぎうさぃくえうお ぐがえがお うぉう きがｚぎぃいあぃかうぜ
きぎうｙがぎｘ.
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ｋくぐｘかがｚえｘ
• ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが きぎうｙがぎ かぃ きがぉけさうぉ かうえｘえうこ きがｚぎぃいあぃかうぇ きぎう ぐぎｘかくきがぎ‐

ぐうぎがｚえぃ. ｅぃ きがあえぉぜさｘぇぐぃ きがｚぎぃいあぃかかすぇ きぎうｙがぎ. ｇぎう かぃがｙこがあうおがくぐう
がｙぎｘぐうぐぃくず え きがくぐｘｚしうえけ.

• ｇぃぎぃあ ぐぃお えｘえ きぎうくぐけきうぐず え せえくきぉけｘぐｘごうう, くかうおうぐぃ ｚくぜ けきｘえがｚえけ.
• ｇがあえぉぜさぃかうぃ え せぉぃえぐぎうさぃくえがぇ う ｚがあがきぎがｚがあかがぇ くぃぐう, かｘくぐぎがぇえｘ う がｙ‐

くぉけいうｚｘかうぃ あがぉいかす ｚすきがぉかそぐずくそ 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. Эぐが きぎぃあがぐｚぎｘぐうぐ きがｚぎぃいあぃかうぃ きぎうｙがぎｘ う きがぉけさぃかうぃ ぐぎｘｚおす.

• ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが ｚが ｚぎぃおそ けくぐｘかがｚえう ｚうぉえｘ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ うぅｚぉぃさぃかｘ うぅ
ぎがぅぃぐえう.

• ｏぐがｙす かぃ きがｚぎぃあうぐず ぁうあぎｘｚぉうさぃくえうぃ う せぉぃえぐぎうさぃくえうぃ えがおきがかぃかぐす, かぃ
くｚぃぎぉうぐぃ ｙがえがｚすぃ くぐぃかえう きぎうｙがぎｘ.

• Ｔかうおｘかうぃ! ｉがｙぉぜあｘぇぐぃ けえｘぅｘかうそ かｘ きぎうぉがいぃかかがぇ え おｘざうかぃ ぉうくぐがｚえぃ:
椴 きが けくぐｘかがｚえぃ きぎうｙがぎｘ,
椴 きが くｙがぎえぃ おぃｙぃぉずかがぇ あｚぃぎごす,
椴 きが きがあえぉぜさぃかうぜ え ｚがあがきぎがｚがあけ う えｘかｘぉうぅｘごうう.

• ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが おぃｙぃぉず かｘあ う ぎそあがお く きぎうｙがぎがお かｘあぃいかが ぅｘえぎぃきぉぃかｘ.

ｄぃぎす きが きぎぃあがぐｚぎｘしぃかうぜ ぅｘおぃぎぅｘかうそ
• ｅぃ けくぐｘかｘｚぉうｚｘぇぐぃ きぎうｙがぎ ｚ おぃくぐｘこ く ぐぃおきぃぎｘぐけぎがぇ かういぃ 0°C.
• ｇぎがうぅｚがあうぐぃぉず かぃ かぃくぃぐ がぐｚぃぐくぐｚぃかかがくぐず ぅｘ きがｚぎぃいあぃかうそ, ｚすぅｚｘかかすぃ

ｚがぅあぃぇくぐｚうぃお おがぎがぅｘ.

ｇがあえぉぜさぃかうぃ え ｚがあがきぎがｚがあけ
• Ｖぉそ きがあえぉぜさぃかうそ きぎうｙがぎｘ え ｚがあがきぎがｚがあけ うくきがぉずぅけぇぐぃ かがｚすぃ ざぉｘかぁう.

ｅぃ くぉぃあけぃぐ うくきがぉずぅがｚｘぐず ｙすｚざうぃ ｚ けきがぐぎぃｙぉぃかうう ざぉｘかぁう.
• ｅぃ きがあえぉぜさｘぇぐぃ きぎうｙがぎ え かがｚすお ぐぎけｙｘお うぉう え ぐぎけｙｘお, えがぐがぎすおう あがぉぁが

かぃ きがぉずぅがｚｘぉうくず. ｉきけくぐうぐぃ ｚがあけ ｚ ぐぃさぃかうぃ かぃくえがぉずえうこ おうかけぐ, ぅｘぐぃお
きがあえぉぜさｘぇぐぃ かｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ.

• ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが きぎう けくぐｘかがｚえぃ きぎうｙがぎｘ ざぉｘかぁう かぃ ｙすぉう くあｘｚぉぃかす うぉう
きがｚぎぃいあぃかす.

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

• ｇぎう きぃぎｚがお うくきがぉずぅがｚｘかうう きぎうｙがぎｘ けｙぃあうぐぃくず ｚ がぐくけぐくぐｚうう けぐぃさぃえ ｚが‐
あす ｚ ざぉｘかぁｘこ.

• ｅｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ うおぃぃぐ あｚがぇかけぜ がｙがぉがさえけ, ｚかけぐぎぃかかうぇ せぉぃえぐぎうさぃくえうぇ
えｘｙぃぉず う きぎぃあがこぎｘかうぐぃぉずかすぇ えぉｘきｘか. ｅｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ かｘこがあうぐくそ きがあ
あｘｚぉぃかうぃお ぐがぉずえが ｚが ｚぎぃおそ きがあｘさう ｚがあす. Ｔ くぉけさｘぃ けぐぃさえう ｚがあす うぅ かｘ‐
ぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ きぎぃあがこぎｘかうぐぃぉずかすぇ えぉｘきｘか きぎぃぎすｚｘぃぐ きがあｘさけ ｚがあす.
椴 Ｓけあずぐぃ がくぐがぎがいかす きぎう きがあえぉぜさぃかうう かｘぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ:

椴 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.

椴 Ｗくぉう かｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ うぉう きぎぃあがこぎｘかうぐぃぉずかすぇ えぉｘきｘか きがｚぎぃいあぃ‐
かす, かぃおぃあぉぃかかが ｚすかずぐぃ ｚうぉえけ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ うぅ ぎがぅぃぐえう.

椴 Ｖぉそ ぅｘおぃかす 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 がｙ‐
ぎｘしｘぇぐぃくず ｚ くぃぎｚうくかすぇ ごぃかぐぎ.
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ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
ｆきｘくかがぃ かｘきぎそいぃかうぃ.

ｇがあえぉぜさぃかうぃ え せぉぃえぐぎがくぃぐう
• ｇぎうｙがぎ あがぉいぃか ｙすぐず ぅｘぅぃおぉぃか.
• ｋあがくぐがｚぃぎずぐぃくず, さぐが きｘぎｘおぃぐぎす せぉぃえぐぎがきうぐｘかうそ, けえｘぅｘかかすぃ かｘ ぐｘｙぉうさ‐

えぃ く ぐぃこかうさぃくえうおう こｘぎｘえぐぃぎうくぐうえｘおう, くががぐｚぃぐくぐｚけぜぐ きｘぎｘおぃぐぎｘお せぉぃえ‐
ぐぎがくぃぐう け ｚｘく あがおｘ.

• Ｔえぉぜさｘぇぐぃ きぎうｙがぎ 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 せぉぃえぐぎがぎがぅぃぐえけ
く ぅｘしうぐかすお えがかぐｘえぐがお.

• ｅぃ きがぉずぅけぇぐぃくず きぃぎぃこがあかうえｘおう, くがぃあうかうぐぃぉそおう う けあぉうかうぐぃぉそおう. ｉけ‐
しぃくぐｚけぃぐ がきｘくかがくぐず ｚがぅぁがぎｘかうそ.

• ｅぃ ぅｘおぃかそぇぐぃ えｘｙぃぉず せぉぃえぐぎがきうぐｘかうそ. ｆｙぎｘぐうぐぃくず ｚ くぃぎｚうくかすぇ ごぃかぐぎ.
• ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが きぎう けくぐｘかがｚえぃ おｘざうかす くぃぐぃｚがぇ えｘｙぃぉず う えｘｙぃぉず くぅｘあう

きぎうｙがぎｘ かぃ ｙすぉう くあｘｚぉぃかす うぉう きがｚぎぃいあぃかす.
• ｇぎがｚぃぎずぐぃ, さぐがｙす きがくぉぃ けくぐｘかがｚえう ｙすぉ がｙぃくきぃさぃか あがくぐけき え ｚうぉえぃ くぃ‐

ぐぃｚがぁが えｘｙぃぉそ.
• Ｖぉそ がぐえぉぜさぃかうそ きぎうｙがぎｘ がぐ せぉぃえぐぎがくぃぐう かぃ ぐそかうぐぃ ぅｘ えｘｙぃぉず せぉぃえぐぎが‐

きうぐｘかうそ. Ｔくぃぁあｘ ｙぃぎうぐぃくず ぅｘ くｘおけ ｚうぉえけ.

ｉぃぎｚうくかすぇ ごぃかぐぎ
• ｈぃおがかぐうぎがｚｘぐず きぎうｙがぎ おがいぃぐ ぐがぉずえが うかいぃかぃぎ, うおぃぜしうぇ かｘ せぐが ぎｘぅぎぃ‐

ざぃかうぃ. ｆｙぎｘぐうぐぃくず ｚ くぃぎｚうくかすぇ ごぃかぐぎ.
• ｉぉぃあけぃぐ うくきがぉずぅがｚｘぐず 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.

ｋぐうぉうぅｘごうそ うぅあぃぉうそ
• ｏぐがｙす うくえぉぜさうぐず がきｘくかがくぐず きがぉけさぃかうそ ぐぎｘｚおす うぉう きがｚぎぃいあぃかうそ:

椴 Ｔすかずぐぃ ｚうぉえけ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ うぅ ぎがぅぃぐえう.
椴 ｆｙぎぃいずぐぃ う ｚすｙぎがくずぐぃ くぃぐぃｚがぇ ざかけぎ.
椴 ｋあｘぉうぐぃ ぅｘおがえ あｚぃぎごす. Эぐが うくえぉぜさうぐ ｚがぅおがいかがくぐず ぅｘえぎすｚｘかうそ ｚかけぐ‐

ぎう きぎうｙがぎｘ あぃぐぃぇ う おぃぉえうこ いうｚがぐかすこ. ｉけしぃくぐｚけぃぐ ぎうくえ くおぃぎぐう がぐ
けあけざずそ.
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ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
ｄがぜしうぃ くぎぃあくぐｚｘ あぉそ きがくけあがおがぃさかがぇ おｘざうかす がきｘくかす う おがぁけぐ ｚすぅすｚｘぐず
ぎｘぅあぎｘいぃかうぃ!
• ｇぎう かぃくさｘくぐかがお くぉけさｘぃ く けさｘくぐうぃお せぐうこ おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ かぃおぃあぉぃかかが

がｙぎｘぐうぐぃくず ｚ ぎぃぁうがかｘぉずかすぇ ぐがえくうえがぉがぁうさぃくえうぇ ごぃかぐぎ う え ｚぎｘさけ.
• Ｗくぉう おがぜしぃぃ くぎぃあくぐｚが きがきｘぉが ｚ ぎがぐ, かぃおぃあぉぃかかが がｙぎｘぐうぐぃくず ｚ ぎぃぁうが‐

かｘぉずかすぇ ぐがえくうえがぉがぁうさぃくえうぇ ごぃかぐぎ う え ｚぎｘさけ.
• Ｗくぉう おがぜしぃぃ くぎぃあくぐｚが きがきｘぉが ｚ ぁぉｘぅｘ, かぃおぃあぉぃかかが がｙぎｘぐうぐぃくず え ｚぎｘさけ

う きぎがおがぇぐぃ ぁぉｘぅｘ ｚがあがぇ.
• ｄがぜしうぃ くぎぃあくぐｚｘ あぉそ きがくけあがおがぃさかがぇ おｘざうかす こぎｘかうぐぃ 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 がくぐｘｚぉそぇぐぃ あｚぃぎごけ きぎうｙがぎｘ がぐえぎすぐがぇ, えがぁあｘ ｚ あがぅｘぐがぎぃ おがぜしぃぁが

くぎぃあくぐｚｘ かｘこがあうぐくそ おがぜしぃぃ くぎぃあくぐｚが.
• ｄがぜしぃぃ くぎぃあくぐｚが くぉぃあけぃぐ きがおぃしｘぐず ｚ あがぅｘぐがぎ ぐがぉずえが きぃぎぃあ ぅｘきけくえがお

きぎがぁぎｘおおす おがぇえう.

ｆきうくｘかうぃ うぅあぃぉうそ

2

3

4

5
6

7

1

8

9

10

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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10 ｇがぐがぉがさかすぇ ぎｘぅｙぎすぅぁうｚｘぐぃぉず

ｆきぐうさぃくえうぇ くうぁかｘぉ
ｇがくぉぃ ぅｘきけくえｘ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう かｘ きがぉけ きがあ あｚぃぎごぃぇ おｘざうかす ｚうあぃか がき‐
ぐうさぃくえうぇ くうぁかｘぉ.
• ｂぎｘくかすぇ くうぁかｘぉ くｚぃぐうぐくそ かｘ きぎがぐそいぃかうう ｚくぃぁが きぃぎうがあｘ ｚすきがぉかぃかうそ

きぎがぁぎｘおおす おがぇえう.
• ｇがくぉぃ ぅｘｚぃぎざぃかうそ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう ぅｘぁがぎｘぃぐくそ ぅぃぉぃかすぇ うかあうえｘぐがぎ.
• ｂぎｘくかすぇ うかあうえｘぐがぎ おうぁｘぃぐ きぎう かぃきがぉｘあえぃ.
Ｗくぉう おｘざうかｘ けくぐｘかがｚぉぃかｘ かｘ ｚがぅｚすざぃかうう ぅｘきがあぉうごが く あｚぃぎごぃぇ えけこがかかがぇ
おぃｙぃぉう, ぐが がきぐうさぃくえうぇ くうぁかｘぉ ｙけあぃぐ かぃ ｚうあぃか.

ｇｘかぃぉず けきぎｘｚぉぃかうそ

1 2 3 4 5 6 7 8

9

A B C

1 ｂかがきえｘ Ｔえぉ/Ｔすえぉ
2 Ｖうくきぉぃぇ
3 ｂかがきえｘ Абиaх прaор (ぅｘあぃぎいえｘ くぐｘぎぐｘ)
4 ｂかがきえう ｚすｙがぎｘ きぎがぁぎｘおお
5 ｂかがきえｘ きぎがぁぎｘおおす Бфроa пеибкр (ｉｚぃぎこぐうこうぇ ぎぃいうお)
6 ｂかがきえｘ Mсирерab
7 ｂかがきえｘ "ｆぐおぃかｘ"
8 Ｚかあうえｘぐがぎす
9 ｂかがきえう ぎぃいうおがｚ

Ｚかあうえｘぐがぎす

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

ｆきがぉｘくえうｚｘ‐
ぐぃぉず 1)

Ｚかあうえｘぐがぎ ぅｘぁがぎｘぃぐくそ, えがぁあｘ ぐぎぃｙけぃぐくそ かｘきがぉかうぐず あがぅｘぐがぎ
がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ. ｉお. ぎｘぅあぃぉ їＺくきがぉずぅがｚｘかうぃ おがぜしぃぁが くぎぃあ‐
くぐｚｘ う がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ».
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Ｚかあうえｘぐがぎす
Ｚかあうえｘぐがぎ えがか‐
ごｘ きぎがぁぎｘおおす

Ｙｘぁがぎｘぃぐくそ きが がえがかさｘかうう きぎがぁぎｘおおす おがぇえう.

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

Ｖうくきぉぃぇ
ｅｘ あうくきぉぃぃ がぐがｙぎｘいｘぜぐくそ:
• ｇｘぎｘおぃぐぎす せぉぃえぐぎがかかがぇ ぎぃぁけぉうぎがｚえう けぎがｚかそ ｚ けくぐぎがぇくぐｚぃ あぉそ くおそぁさぃ‐

かうそ ｚがあす.
• Ｔえぉぜさぃかうぃ/ｚすえぉぜさぃかうぃ あがぅｘぐがぎｘ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ (ぐがぉずえが きぎう ｚえぉぜ‐

さぃかかがぇ げけかえごうう Mсирерab).
• ｅがおぃぎ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう.
• Ｔぎぃおそ あが がえがかさｘかうそ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう.
• Ｙｘｚぃぎざぃかうぃ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう. ｅｘ あうくきぉぃぃ ｚすくｚぃさうｚｘぃぐくそ かがぉず.
• Ｔぎぃおそ あが がえがかさｘかうそ きぃぎうがあｘ ぅｘあぃぎいえう かｘさｘぉｘ ｚすきがぉかぃかうそ きぎがぁぎｘお‐

おす.
• ｂがあす かぃうくきぎｘｚかがくぐぃぇ.
• Ｔえぉぜさぃかうぃ/ｚすえぉぜさぃかうぃ ぅｚけえがｚすこ くうぁかｘぉがｚ.

ｂかがきえｘ їｆぐくぎがさえｘ きけくえｘ»
ｅｘいおうぐぃ せぐけ えかがきえけ, さぐがｙす がぐぉがいうぐず ぅｘきけくえ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう く うかぐぃぎｚｘ‐
ぉがお がぐ 1 あが 24 さｘくがｚ. ｉお. ぎｘぅあぃぉ їＴ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».

ｂかがきえう ｚすｙがぎｘ きぎがぁぎｘおお
Эぐう えかがきえう きがぅｚがぉそぜぐ ｚすｙうぎｘぐず きぎがぁぎｘおおけ おがぇえう (ぅｘ うくえぉぜさぃかうぃお きぎが‐
ぁぎｘおおす Бфроa Пеибкр (ｉｚぃぎこぐうこうぇ ぎぃいうお). ｇがくぉぃあがｚｘぐぃぉずかすお おかがぁがえぎｘぐ‐
かすお かｘいｘぐうぃお があかがぇ うぅ せぐうこ えかがきがえ あがｙぃぇぐぃくず がぐがｙぎｘいぃかうそ かｘ あうくきぉぃぃ
かがおぃぎｘ ぐぎぃｙけぃおがぇ きぎがぁぎｘおおす.
Ｖぉそ ｚすｙがぎｘ きぎがぁぎｘおおす Бфроa Пеибкр (ｉｚぃぎこぐうこうぇ ぎぃいうお) かｘいおうぐぃ くががぐ‐
ｚぃぐくぐｚけぜしけぜ えかがきえけ.
Ｓがぉぃぃ きがあぎがｙかが あｘかかすぃ が きぎがぁぎｘおおｘこ おがぇえう きぎぃあくぐｘｚぉぃかす ｚ ぎｘぅあぃぉぃ
"ｇぎがぁぎｘおおす おがぇえう".

ｂかがきえｘ きぎがぁぎｘおおす ｙぃくざけおかがぇ おがぇえう
Эぐが きぎがぁぎｘおおｘ おがぇえう, きぎう えがぐがぎがぇ おｘざうかｘ ぎｘｙがぐｘぃぐ く かうぅえうお けぎがｚかぃお
ざけおｘ.
Ｔ せぐがお ぎぃいうおぃ かｘくがく ぎｘｙがぐｘぃぐ く がさぃかず かうぅえがぇ くえがぎがくぐずぜ. Эぐが きがぅｚがぉそぃぐ
くかうぅうぐず けぎがｚぃかず ざけおｘ かｘ 25% きが くぎｘｚかぃかうぜ くが ぅかｘさぃかうぃお, けえｘぅｘかかすお
あぉそ せぐｘぉがかかがぇ きぎがぁぎｘおおす. ｇがせぐがおけ きぎがぁぎｘおおｘ うおぃぃぐ がさぃかず ｙがぉずざがぃ
ｚぎぃおそ ｚすきがぉかぃかうそ.
ｈぃえがおぃかあけぃぐくそ ｚすｙうぎｘぐず せぐけ きぎがぁぎｘおおけ おがぇえう ｚ ぐが ｚぎぃおそ, えがぁあｘ あぃぇ‐
くぐｚけぃぐ かうぅえうぇ ぐｘぎうげ かｘ せぉぃえぐぎがせかぃぎぁうぜ.
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ｂかがきえｘ їMсирерab»
ｅｘいおうぐぃ せぐけ えかがきえけ あぉそ ｚえぉぜさぃかうそ/ｚすえぉぜさぃかうそ げけかえごうう Mсирерab. ｉお.
ぎｘぅあぃぉ їｌけかえごうそ Mсирерab».

ｂかがきえｘ がぐおぃかす
ｉ きがおがしずぜ せぐがぇ えかがきえう おがいかが がぐおぃかうぐず ｚすきがぉかそぃおけぜ きぎがぁぎｘおおけ おがぇえう
うぉう ぅｘあｘかかけぜ がぐくぎがさえけ きけくえｘ. ｉお. ぎｘぅあぃぉ їＴ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».

ｂかがきえう ぎぃいうおがｚ
ｂかがきえう ぎぃいうおがｚ うくきがぉずぅけぜぐくそ あぉそ くぉぃあけぜしうこ がきぃぎｘごうぇ:
• Ｖぉそ せぉぃえぐぎがかかがぇ かｘくぐぎがぇえう けぎがｚかそ ｚ けくぐぎがぇくぐｚぃ あぉそ くおそぁさぃかうそ ｚがあす.

ｉお. їｅｘ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».
• Ｖぉそ ｚすえぉぜさぃかうそ/ｚえぉぜさぃかうそ あがぅｘぐがぎｘ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ, えがぁあｘ ｚえぉぜさぃかｘ

げけかえごうそ Mсирерab. ｉお. ぎｘぅあぃぉ їｏぐが あぃぉｘぐず, ぃくぉう...».
• Ｖぉそ ｚすえぉぜさぃかうそ/ｚえぉぜさぃかうそ ぅｚけえがｚすこ くうぁかｘぉがｚ. ｉお. ぎｘぅあぃぉ їＹｚけえがｚすぃ

くうぁかｘぉす».

ｈぃいうお かｘくぐぎがぇえう
Ｖぉそ ｚすきがぉかぃかうそ くぉぃあけぜしうこ がきぃぎｘごうぇ あがぉいぃか ｙすぐず ｚえぉぜさぃか ぎぃいうお
かｘくぐぎがぇえう:
• 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 う/うぉう ぅｘあぃぎいえう くぐｘぎぐｘ.
• Эぉぃえぐぎがかかｘそ ぎぃぁけぉうぎがｚえｘ けぎがｚかそ くおそぁさうぐぃぉそ ｚがあす.
• Ｔすえぉぜさぃかうぃ/ｚえぉぜさぃかうぃ ぅｚけえがｚすこ くうぁかｘぉがｚ.
• Ｔすえぉぜさぃかうぃ/ｚえぉぜさぃかうぃ あがぅｘぐがぎｘ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ.
ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ Ｔえぉ/Ｔすえぉ: ｇぎうｙがぎ かｘこがあうぐくそ ｚ ぎぃいうおぃ かｘくぐぎがぇえう, えがぁあｘ:
椴 ｅｘ あうくきぉぃぃ がぐがｙぎｘいｘぜぐくそ あｚぃ ぁがぎうぅがかぐｘぉずかすぃ きがぉがくえう.
ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ Ｔえぉ/Ｔすえぉ: ｇぎうｙがぎ かぃ かｘこがあうぐくそ ｚ ぎぃいうおぃ かｘくぐぎがぇえう,
えがぁあｘ:
椴 ｅｘ あうくきぉぃぃ がぐがｙぎｘい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おおす おがぇえう うぉう

ｚぎぃおそ ぅｘあぃぎいえう くぐｘぎぐｘ.
椴 Ｖぉそ ｚがぅｚぎｘぐｘ ｚ ぎぃいうお かｘくぐぎがぇえう かぃがｙこがあうおが がぐおぃかうぐず きぎがぁぎｘおおけ

うぉう ぎぃいうお ぅｘあぃぎいえう くぐｘぎぐｘ. ｉお. ぎｘぅあぃぉ "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".

Ｙｚけえがｚｘそ くうぁかｘぉうぅｘごうそ
Ｙｚけえがｚすぃ くうぁかｘぉす がぅかｘさｘぜぐ くぉぃあけぜしぃぃ:
• ｆえがかさｘかうぃ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう.
• Эぉぃえぐぎがかかがぃ ぎぃぁけぉうぎがｚｘかうぃ けぎがｚかそ ｚ けくぐぎがぇくぐｚぃ あぉそ くおそぁさぃかうそ ｚがあす.
• ｅｘぉうさうぃ かぃうくきぎｘｚかがくぐう.
Ｖぉそ がぐえぉぜさぃかうそ ぅｚけえがｚすこ くうぁかｘぉがｚ 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えぉぜさうぐぃ きぎうｙがぎ.
2. ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが おｘざうかｘ かｘこがあうぐくそ ｚ ぎぃいうおぃ かｘくぐぎがぇえう.
3. ｅｘいおうぐぃ う けあぃぎいうｚｘぇぐぃ えかがきえう ぎぃいうおがｚ B う C, きがえｘ うかあうえｘぐがぎす えかが‐

きがえ ぎぃいうおがｚ A, B う C かぃ かｘさかけぐ おうぁｘぐず.
4. ｆぐきけくぐうぐぃ えかがきえう ぎぃいうおがｚ Ｒ う Ｔ.
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5. ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ ぎぃいうおｘ ｉ.
椴 Ｚかあうえｘぐがぎす えかがきがえ ぎぃいうおがｚ Ｒ う Ｔ きがぁｘくかけぐ.
椴 Ｚかあうえｘぐがぎ えかがきえう ぎぃいうおｘ ｉ ぅｘおうぁｘぃぐ.
椴 ｅｘ あうくきぉぃぃ がぐがｙぎｘぅうぐくそ ぐぃえけしｘそ かｘくぐぎがぇえｘ.

Ｙｚ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ｚｘそ くうぁかｘぉうぅｘごうそ がぐえぉぜさぃかｘ
6. ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ ぎぃいうおｘ ｉ ぃしぃ ぎｘぅ.

椴 ｅｘ あうくきぉぃぃ がぐがｙぎｘぅうぐくそ かがｚがぃ ぅかｘさぃかうぃ かｘくぐぎがぇえう.
7. Ｔすえぉぜさうぐぃ おｘざうかけ, さぐがｙす くがこぎｘかうぐず ｚかぃくぃかかすぃ うぅおぃかぃかうそ.
ｏぐがｙす ｚえぉぜさうぐず ぅｚけえがｚすぃ くうぁかｘぉす, ｚすきがぉかうぐぃ けえｘぅｘかかすぇ ｚすざぃ きがぎそあがえ
あぃぇくぐｚうぇ ぃしぃ ぎｘぅ.

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

さぃかうそ ｚがあす いぃくぐえがくぐう ｚがあす ｚ ｚｘざぃぇ ｚがあがきぎがｚがあかがぇ くぃぐう. ｇぎう かぃがｙ‐
こがあうおがくぐう かｘくぐぎがぇぐぃ けくぐぎがぇくぐｚが くおそぁさぃかうそ ｚがあす.

2. ｅｘくすきずぐぃ きがくけあがおがぃさかけぜ くがぉず ｚ ぃおえがくぐず あぉそ くがぉう.
3. Ｙｘぉぃぇぐぃ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉず ｚ あがぅｘぐがぎ.
4. Ｙｘぁぎけぅうぐぃ ｚ おｘざうかけ くぐがぉがｚすぃ きぎうｙがぎす う きがくけあけ.
5. Ｔすｙぃぎうぐぃ かぃがｙこがあうおけぜ きぎがぁぎｘおおけ おがぇえう ｚ くががぐｚぃぐくぐｚうう く ぐうきがお きが‐

くけあす う くぐぃきぃかずぜ ぃぃ ぅｘぁぎそぅかぃかうそ.
6. Ｙｘきがぉかうぐぃ あがぅｘぐがぎ おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ かｘあぉぃいｘしうお えがぉうさぃくぐｚがお

おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ.
7. Ｙｘきけくぐうぐぃ きぎがぁぎｘおおけ おがぇえう.
Ｗくぉう ｚす うくきがぉずぅけぃぐぃ えがおｙうかうぎがｚｘかかがぃ ぐｘｙぉぃぐうぎがｚｘかかがぃ おがぜしぃぃ くぎぃあ‐
くぐｚが (ї3 ｚ 1», ї4 ｚ 1», ї5 ｚ 1»), くお. ぎｘぅあぃぉ їｌけかえごうそ Mсирерab».

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

あす)
• ぁぎｘあけくす ｂぉｘぎえｘ.
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. ｇぎう かぃがｙこがあうおがくぐう, がｙぎｘぐ‐
うぐぃくず ｚ おぃくぐかけぜ くぉけいｙけ 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 いぃくぐえがくぐう ｚがあす
°аД °РД おおがぉず/ぉ ぁぎｘあけくす

ｂぉｘぎえｘ
ｚぎけさかけぜ せぉぃえぐぎがかかすお

くきがくがｙがお
51 - 70 91 - 125 9,1 - 12,5 64 - 88 2 1) 10

43 - 50 76 - 90 7,6 - 9,0 53 - 63 2 1) 9

37 - 42 65 - 75 6,5 - 7,5 46 - 52 2 1) 8

29 - 36 51 - 64 5,1 - 6,4 36 - 45 2 1) 7

23 - 28 40 - 50 4,0 - 5,0 28 - 35 2 1) 6

19 - 22 33 - 39 3,3 - 3,9 23 - 27 2 1) 5 1)

15 - 18 26 - 32 2,6 - 3,2 18 - 22 1 4
11 - 14 19 - 25 1,9 - 2,5 13 - 17 1 3
4 - 10 7 - 18 0,7 - 1,8 5 - 12 1 2

< 4 < 7 < 0,7 < 5 1 2) 1 2)

1) Ｙｘｚがあくえｘそ けくぐｘかがｚえｘ.
2) ｉがぉず かぃ ぐぎぃｙけぃぐくそ.

ｋくぐぎがぇくぐｚが あぉそ くおそぁさぃかうそ ｚがあす かぃがｙこがあうおが かｘくぐぎがうぐず ｚぎけさかけぜ う せぉぃえ‐
ぐぎがかかすお くきがくがｙがお.

ｅｘくぐぎがぇえｘ ｚぎけさかけぜ
ｇがｚぃぎかうぐぃ きぃぎぃえぉぜさｘぐぃぉず いぃくぐえがくぐう
ｚがあす ｚ きがぉがいぃかうぃ 1 うぉう 2 (くお. ぐｘｙぉうごけ).

Эぉぃえぐぎがかかｘそ かｘくぐぎがぇえｘ
1. Ｔえぉぜさうぐぃ きぎうｙがぎ.
2. ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが おｘざうかｘ かｘこがあうぐくそ ｚ ぎぃいうおぃ かｘくぐぎがぇえう.
3. ｅｘいおうぐぃ う けあぃぎいうｚｘぇぐぃ えかがきえう ぎぃいうおがｚ B う C, きがえｘ うかあうえｘぐがぎす えかが‐

きがえ ぎぃいうおがｚ A, B う C かぃ かｘさかけぐ おうぁｘぐず.
4. ｆぐきけくぐうぐぃ えかがきえう ぎぃいうおがｚ B う C.
5. ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ ぎぃいうおｘ Ｒ.

椴 Ｚかあうえｘぐがぎす えかがきがえ ぎぃいうおがｚ B う C きがぁｘくかけぐ.
椴 Ｚかあうえｘぐがぎ えかがきえう ぎぃいうおｘ Ｒ きぎがあがぉいうぐ おうぁｘぐず.
椴 ｅｘ あうくきぉぃぃ がぐがｙぎｘぅうぐくそ ぐぃえけしぃぃ ぅかｘさぃかうぃ かｘくぐぎがぇえう.
椴 ｇぎぃぎすｚうくぐすぃ ぅｚけえがｚすぃ くうぁかｘぉｘ がｙがぅかｘさｘぐ ぐぃえけしうぃ かｘくぐぎがぇえう.
ｇぎうおぃぎ: かｘ あうくきぉぃぃ がぐがｙぎｘいｘぃぐくそ  / 5 きぎぃぎすｚうくぐすこ ぅｚけえがｚすこ くうぁ‐
かｘぉがｚ = けぎがｚぃかず 5.
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6. ｇがくぉぃあがｚｘぐぃぉずかすお かｘいｘぐうぃお えかがきえう ぎぃいうおｘ Ｒ あがｙぃぇぐぃくず がぐがｙぎｘいぃ‐
かうそ かｘ あうくきぉぃぃ かぃがｙこがあうおがぁが ぅかｘさぃかうそ かｘくぐぎがぇえう.

7. ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ Ｔえぉ/Ｔすえぉ, さぐがｙす くがこぎｘかうぐず うぅおぃかぃかうそ.
Ｗくぉう あぉそ けくぐぎがぇくぐｚｘ くおそぁさぃかうそ ｚがあす せぉぃえぐぎがかかすお くきがくがｙがお けくぐｘかがｚぉぃか
けぎがｚぃかず 1, うかあうえｘぐがぎ かｘぉうさうそ くがぉう がくぐｘかぃぐくそ ｚすえぉぜさぃかかすお.

Ｚくきがぉずぅがｚｘかうぃ くがぉう あぉそ きがくけあがおがぃさかすこ おｘざうか
ｏぐがｙす かｘきがぉかうぐず ぃおえがくぐず あぉそ くがぉう, ｚすきがぉかうぐぃ きぎうｚぃあぃかかすぃ かういぃ あぃぇ‐
くぐｚうそ.
1. ｏぐがｙす がぐえぎすぐず ぃおえがくぐず あぉそ くがぉう,

きがｚぃぎかうぐぃ えぎすざえけ きぎがぐうｚ さｘくが‐
ｚがぇ くぐぎぃぉえう.

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

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

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

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

ｊが, さぐが ｚがあｘ ｚすぉうｚｘぃぐくそ うぅ ぃおえがくぐう あぉそ くがぉう, えがぁあｘ ぐけあｘ かｘくすきｘぃぐくそ
くがぉず, かがぎおｘぉずかが.

Ｚくきがぉずぅがｚｘかうぃ おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ う がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ
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Ｚくきがぉずぅがｚｘかうぃ おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ
Ｖぉそ ぅｘしうぐす がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあす かぃ うくきがぉずぅけぇぐぃ ｙがぉずざぃ おがぜしぃぁが くぎぃあ‐
くぐｚｘ, さぃお かぃがｙこがあうおが.
ｉぉぃあけぇぐぃ ぎぃえがおぃかあｘごうそお きぎがうぅｚがあうぐぃぉそ おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ, きぎうｚぃあぃか‐
かすお かｘ けきｘえがｚえぃ.

ｏぐがｙす ぅｘきがぉかうぐず あがぅｘぐがぎ おがぜしうお くぎぃあくぐｚがお, ｚすきがぉかうぐぃ くぉぃあけぜしうぃ
あぃぇくぐｚうそ:
1. ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ げうえくｘごうう 2  , さぐがｙす がぐえぎすぐず えぎすざえけ 7  あがぅｘぐがぎｘ

おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ.
2. ｇがおぃくぐうぐぃ おがぜしぃぃ くぎぃあくぐｚが ｚ あがぅｘぐがぎ. 1  .
3. Ｗくぉう うくきがぉずぅけぃぐくそ きぎがぁぎｘおおｘ く げｘぅがぇ きぎぃあｚｘぎうぐぃぉずかがぇ おがぇえう, きが‐

おぃくぐうぐぃ かぃおかがぁが おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ ｚが ｚかけぐぎぃかかぜぜ さｘくぐず あｚぃぎごす
きぎうｙがぎｘ.

4. Ｗくぉう うくきがぉずぅけぃぐくそ ぐｘｙぉぃぐうぎがｚｘかかがぃ おがぜしぃぃ くぎぃあくぐｚが, きがぉがいうぐぃ ぐｘ‐
ｙぉぃぐえけ ｚ あがぅｘぐがぎ おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ. 1  .

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

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

Ｚくきがぉずぅがｚｘかうぃ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ
ｆきがぉｘくえうｚｘぐぃぉず きがぅｚがぉそぃぐ くけざうぐず きがくけあけ ｙぃぅ がｙぎｘぅがｚｘかうそ きがぉがく う きそ‐
ぐぃか.
Ｖがぅｘぐがぎ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ 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 きがくぉぃあかぃぇ げｘぅす がきがぉｘくえうｚｘかうそ.

ｏぐがｙす かｘきがぉかうぐず あがぅｘぐがぎ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ, ｚすきがぉかうぐぃ くぉぃあけぜしうぃ あぃぇ‐
くぐｚうそ:
1. ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ げうえくｘごうう 6  , さぐがｙす がぐえぎすぐず えぎすざえけ 5  あがぅｘぐがぎｘ がきが‐

ぉｘくえうｚｘぐぃぉそ.
2. 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 3  がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉぃお. ｆぐおぃぐえｘ

їйaф» きがえｘぅすｚｘぃぐ おｘえくうおｘぉずかすぇ けぎがｚぃかず.
3. Ｔ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 おがぇえぃ, ｚすぐぎうぐぃ きぎが‐

ぉうｚざうぇくそ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉず くｘぉげぃぐえがぇ, こがぎがざが ｚきうぐすｚｘぜしぃぇ いうあ‐
えがくぐず.

4. Ｙｘえぎがぇぐぃ あがぅｘぐがぎ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ. ｅｘあｘｚうぐぃ かｘ えぎすざえけ ぐｘえ, さぐがｙす がかｘ
ぅｘげうえくうぎがｚｘぉｘくず ｚ くｚがぃお きがぉがいぃかうう.

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.
Ｙｘｚがあくえｘそ かｘくぐぎがぇえｘ: きがぉがいぃかうぃ 3.
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Ｖがぅうぎがｚえけ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ おがいかが けくぐｘかがｚうぐず ｚ きぎぃあぃぉｘこ がぐ 1 (おうかうおけお)
あが 4 (おｘえくうおけお).
ｇがｚぃぎかうぐぃ くぃぉぃえぐがぎ あがぅｘぐがぎｘ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ 4  , さぐがｙす けおぃかずざうぐず うぉう
けｚぃぉうさうぐず あがぅうぎがｚえけ.

ｌけかえごうそ Mсирерab
ｌけかえごうそ Mсирерab きぎぃあかｘぅかｘさぃかｘ あぉそ えがおｙうかうぎがｚｘかかすこ 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.
ｆかう くがあぃぎいｘぐ おがぜしぃぃ くぎぃあくぐｚが, がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉず う きがくけあがおがぃさかけぜ くがぉず.
ｅぃえがぐがぎすぃ ぐうきす ぐｘｙぉぃぐがえ くがあぃぎいｘぐ あぎけぁうぃ くぎぃあくぐｚｘ.
ｇぎがｚぃぎずぐぃ, くががぐｚぃぐくぐｚけぜぐ ぉう せぐう ぐｘｙぉぃぐえう げｘえぐうさぃくえがおけ けぎがｚかぜ いぃくぐ‐
えがくぐう 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.
Ｗくぉう けくぐｘかがｚぉぃかｘ げけかえごうそ Mсирерab, がかｘ がくぐｘぃぐくそ ｚえぉぜさぃかかがぇ, きがえｘ ｚす ぃぃ
かぃ ｚすえぉぜさうぐぃ.
ｌけかえごうそ Mсирерab がぐえぉぜさｘぃぐ きがあｘさけ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ う くがぉう.
ｌけかえごうそ Mсирерab がぐえぉぜさｘぃぐ くｚぃぐがｚすぃ うかあうえｘぐがぎす がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ う くがぉう.
ｇぎう うくきがぉずぅがｚｘかうう げけかえごうう Mсирерab きぎがあがぉいうぐぃぉずかがくぐず ｚすきがぉかぃかうそ
きぎがぁぎｘおおす おがいぃぐ けｚぃぉうさうぐずくそ.
Ｔえぉぜさｘぐず げけかえごうぜ Mсирерab くぉぃあけぃぐ きぃぎぃあ ぅｘきけくえがお きぎがぁぎｘおおす おがぇえう.
ｌけかえごうぜ Mсирерab かぃｚがぅおがいかが ｚえぉぜさうぐず うぉう ｚすえぉぜさうぐず, えがぁあｘ ｚすきがぉか‐
そぃぐくそ きぎがぁぎｘおおｘ.

Ｖぉそ ｚえぉぜさぃかうそ げけかえごうう Mсирерab:
• ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ їMсирерab». Ｙｘぁがぎｘぃぐくそ うかあうえｘぐがぎ їMсирерab».
Ｖぉそ ｚすえぉぜさぃかうそ げけかえごうう Mсирерab う うくきがぉずぅがｚｘかうそ おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ,
くがぉう う がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ きが がぐあぃぉずかがくぐう:
1. ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ їMсирерab». Ｚかあうえｘぐがぎ їMсирерab» きがぁｘくかぃぐ.
2. ｅｘきがぉかうぐぃ ぃおえがくぐず あぉそ くがぉう う あがぅｘぐがぎ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ.
3. ｋくぐｘかがｚうぐぃ けぎがｚぃかず いぃくぐえがくぐう ｚがあす かｘ おｘえくうおｘぉずかがぃ ぅかｘさぃかうぃ.
4. Ｔすきがぉかうぐぃ きぎがぁぎｘおおけ おがぇえう ｙぃぅ きがくけあす.
5. ｅｘくぐぎがぇぐぃ けくぐぎがぇくぐｚが あぉそ くおそぁさぃかうそ ｚがあす.
6. ｆぐぎぃぁけぉうぎけぇぐぃ あがぅうぎがｚえけ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ.

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
ｉお. ぉうくぐがｚえけ їｇぎうおぃぎす ぅｘぁぎけぅえう МолCибaк».

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

あぃぇくぐｚうそ:
椴 ｋあｘぉうぐぃ がくぐｘぐえう きうしう.
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椴 ｈｘぅおそぁさうぐぃ きぎうぁがぎぃｚざうぃ え くえがｚがぎがあえｘお がくぐｘぐえう きうしう.
• ｇぎう ぅｘぁぎけぅえぃ くぐがぉがｚすこ きぎうｙがぎがｚ う ぐｘぎぃぉがえ ｚすきがぉかうぐぃ くぉぃあけぜしうぃ あぃぇ‐

くぐｚうそ:
椴 Ｙｘぁぎけいｘぇぐぃ きがぉすぃ きぎぃあおぃぐす (かｘきぎうおぃぎ, さｘざえう, くぐｘえｘかす, くえがｚがぎがあす)

がぐえぎすぐがぇ くぐがぎがかがぇ ｚかうぅ.
椴 ｇぎがｚぃぎずぐぃ, さぐがｙす ｚがあｘ かぃ くがｙうぎｘぉｘくず ｚかけぐぎう きがくけあす.
椴 ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが くぐがぉがｚすぃ きぎうｙがぎす う ぐｘぎぃぉえう かぃ くぉうきぉうくず.
椴 ｇぎがｚぃぎずぐぃ, さぐがｙす くぐｘえｘかす かぃ くがきぎうえｘくｘぉうくず あぎけぁ く あぎけぁがお.
椴 ｄぃぉえうぃ きぎぃあおぃぐす けえぉｘあすｚｘぇぐぃ ｚ えがぎぅうかけ あぉそ くぐがぉがｚすこ きぎうｙがぎがｚ.
椴 ｏぐがｙす うくえぉぜさうぐず くぉうきｘかうぃ ぉがいぃえ, ぎｘぅおぃしｘぇぐぃ うこ ｚきぃぎぃおぃいえけ く あぎけ‐

ぁうおう きぎうｙがぎｘおう.
椴 ｈｘくきがぉがいうぐぃ きぎぃあおぃぐす ぐｘえ, さぐがｙす ｚがあｘ きがきｘあｘぉｘ かｘ ｚくぃ きがｚぃぎこかが‐

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

くけあｘ かぃ あｚうぁｘぃぐくそ.

ｇぎがぁぎｘおおす おがぇえう
ｇぎがぁぎｘおおす おがぇえう

ｇぎがぁぎｘおおｘ ｉぐぃきぃかず ぅｘぁぎそぅ‐
かぃかかがくぐう

ｊうき ぅｘぁぎけぅえう ｆきうくｘかうぃ きぎがぁぎｘおおす

1
аB 1)

ｆｙすさかｘそ ぅｘぁぎそぅ‐
かぃかかがくぐず

ｌｘそかく う くぐがぉが‐
ｚすぃ きぎうｙがぎす

ｇぎぃあｚｘぎうぐぃぉずかｘそ
おがぇえｘ
ｆくかがｚかｘそ おがぇえｘ 50°C
1 きぎがおぃいけぐがさかがぃ がきが‐
ぉｘくえうｚｘかうぃ
Ｙｘえぉぜさうぐぃぉずかがぃ がきが‐
ぉｘくえうｚｘかうぃ
ｉけざえｘ

2
45°-70° AСРЛ2)

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

ｇぎぃあｚｘぎうぐぃぉずかｘそ
おがぇえｘ
ｆくかがｚかｘそ おがぇえｘ 45°C
うぉう 70°C
1 うぉう 2 きぎがおぃいけぐがさ‐
かすこ がきがぉｘくえうｚｘかうそ
Ｙｘえぉぜさうぐぃぉずかがぃ がきが‐
ぉｘくえうｚｘかうぃ
ｉけざえｘ
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ｇぎがぁぎｘおおｘ ｉぐぃきぃかず ぅｘぁぎそぅ‐
かぃかかがくぐう

ｊうき ぅｘぁぎけぅえう ｆきうくｘかうぃ きぎがぁぎｘおおす

3
ЕКРБКПЕТ МОЛ
70°

ｉうぉずかｘそ ぅｘぁぎそぅ‐
かぃかかがくぐず

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

ｇぎぃあｚｘぎうぐぃぉずかｘそ
おがぇえｘ
ｆくかがｚかｘそ おがぇえｘ 70°C
1 きぎがおぃいけぐがさかがぃ がきが‐
ぉｘくえうｚｘかうぃ
Ｙｘえぉぜさうぐぃぉずかがぃ がきが‐
ぉｘくえうｚｘかうぃ
ｉけざえｘ

4
60° 30 MЕК3)

ｆｙすさかｘそ うぉう
くぉｘｙｘそ ぅｘぁぎそぅ‐
かぃかかがくぐず

ｌｘそかく う くぐがぉが‐
ｚすぃ きぎうｙがぎす

ｆくかがｚかｘそ おがぇえｘ 60°C
ｆきがぉｘくえうｚｘかうぃ

5
50° БCЛ4)

ｆｙすさかｘそ ぅｘぁぎそぅ‐
かぃかかがくぐず

ｌｘそかく う くぐがぉが‐
ｚすぃ きぎうｙがぎす

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

6
55° 50 MЕК

ｉぉｘｙｘそ ぅｘぁぎそぅ‐
かぃかかがくぐず

ｌｘそかく う くぐがぉが‐
ｚすぃ きぎうｙがぎす

ｆくかがｚかｘそ おがぇえｘ 55°C
1 きぎがおぃいけぐがさかがぃ がきが‐
ぉｘくえうｚｘかうぃ
Ｙｘえぉぜさうぐぃぉずかがぃ がきが‐
ぉｘくえうｚｘかうぃ

7
45° ГИAПП

ｆｙすさかｘそ うぉう
くぉｘｙｘそ ぅｘぁぎそぅ‐
かぃかかがくぐず

ｊがかえうぇ げｘそかく う
くぐぃえぉが

ｆくかがｚかｘそ おがぇえｘ 45°C
1 きぎがおぃいけぐがさかがぃ がきが‐
ぉｘくえうｚｘかうぃ
Ｙｘえぉぜさうぐぃぉずかがぃ がきが‐
ぉｘくえうｚｘかうぃ
ｉけざえｘ

8 Ｔ せぐがぇ きぎがぁぎｘおおぃ ｚすきがぉかそぃぐくそ ｙす‐
くぐぎがぃ がきがぉｘくえうｚｘかうぃ きがくけあす, えがぐが‐
ぎがぃ きぎぃあがぐｚぎｘしｘぃぐ きぎうぉうきｘかうぃ がく‐
ぐｘぐえがｚ きうしう え きがくけあぃ う けくぐぎｘかそぃぐ
かぃきぎうそぐかすぃ ぅｘきｘこう うぅ きぎうｙがぎｘ.
Ｙｘきけくぐうぐず きぎがぁぎｘおおけ おがぇえう おがいかが
ぐがぉずえが きぎう きがぉかがぇ ぅｘぁぎけぅえぃ きぎうｙが‐
ぎｘ.
Ｖぉそ せぐがぇ きぎがぁぎｘおおす うくきがぉずぅがｚｘかうぃ
おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ かぃ ぐぎぃｙけぃぐくそ.

1 こがぉがあかがぃ がきがぉｘくえう‐
ｚｘかうぃ

1) Эぐが きぎがぁぎｘおおｘ おがぇえう їｉｚぃぎこぐうこうぇ ぎぃいうお».
2) ｇぎうｙがぎ ｘｚぐがおｘぐうさぃくえう ぎぃぁけぉうぎけぃぐ ぐぃおきぃぎｘぐけぎけ う きがあｘさけ ｚがあす. ｈぃぁけぉうぎがｚえｘ ぅｘｚうくうぐ がぐ

くぐぃきぃかう ぅｘぁぎけぅえう きぎうｙがぎｘ う くぐぃきぃかう ぅｘぁぎそぅかぃかかがくぐう きがくけあす. ｇぎがあがぉいうぐぃぉずかがくぐず
ｚすきがぉかぃかうそ きぎがぁぎｘおおす う きがぐぎぃｙぉぃかうぃ ｚがあす う せぉぃえぐぎがせかぃぎぁうう おがぁけぐ うぅおぃかそぐずくそ.

3) Эぐｘ きぎがぁぎｘおおｘ おがぇえう 届 せげげぃえぐうｚかがぃ ぎぃざぃかうぃ あぉそ ｙすくぐぎがぁが う えｘさぃくぐｚぃかかがぁが おすぐずそ
かぃｙがぉずざがぁが えがぉうさぃくぐｚｘ きがくけあす.
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4) ｇぎがｚぃぎがさかｘそ きぎがぁぎｘおおｘ あぉそ ぐぃくぐうぎけぜしうこ がぎぁｘかうぅｘごうぇ. ｊぃくぐがｚすぃ あｘかかすぃ きぎぃあくぐｘｚぉぃかす
ｚ がぐあぃぉずかがぇ ぉうくぐがｚえぃ, きぎうぉがいぃかかがぇ え おｘざうかぃ.

ｇがえｘぅｘぐぃぉう きがぐぎぃｙぉぃかうそ
ｇぎがぁぎｘおおｘ ｇぎがあがぉいうぐぃぉず‐

かがくぐず (おうか)
Эぉぃえぐぎがせかぃぎぁうそ

(えＴぐさ)
Ｔがあｘ (ぉ)

1
аB

200 - 220 1,1 - 1,3 10 - 11

2
45°-70° AСРЛ

90 - 160 0,9 - 1,7 8 - 17

3
ЕКРБКПЕТ МОЛ 70°

140 - 160 1,5 - 1,7 15 - 16

4
60° 30 MЕК

30 0,9 9

5
50° БCЛ

150 - 160 1,0 - 1,1 10 - 11

6
55° 50 MЕК

50 - 60 1,0 - 1,2 10 - 11

7
45° ГИAПП

65 - 75 0,8 - 0,9 12 - 13

8 14 0,1 4

Ｔ ぎぃぅけぉずぐｘぐぃ えがぉぃｙｘかうぇ あｘｚぉぃかうそ う ぐぃおきぃぎｘぐけぎす ｚがあす, かｘきぎそいぃかうそ ｚ
くぃぐう, ｘ ぐｘえいぃ ｚ ぅｘｚうくうおがくぐう がぐ えがぉうさぃくぐｚｘ きがくけあす, きぎうｚぃあぃかかすぃ ぅかｘさぃ‐
かうそ おがぁけぐ おぃかそぐずくそ.

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がぎ う ぅｘきけくえ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう ｙぃぅ ぅｘあぃぎいえう くぐｘぎぐｘ
1. Ｔえぉぜさうぐぃ きぎうｙがぎ.
2. ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが おｘざうかｘ かｘこがあうぐくそ ｚ ぎぃいうおぃ かｘくぐぎがぇえう.
3. Ｔすｙぃぎうぐぃ きぎがぁぎｘおおけ おがぇえう. ｉお. ぎｘぅあぃぉ "ｇぎがぁぎｘおおす おがぇえう".

椴 ｅｘ あうくきぉぃぃ がぐがｙぎｘぅうぐくそ かがおぃぎ ｚすｙぎｘかかがぇ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう.
4. ｇぎう かぃがｙこがあうおがくぐう ｚすｙぃぎうぐぃ があうか うぉう かぃくえがぉずえが ぎぃいうおがｚ.
5. Ｙｘえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ おｘざうかす. Ｔすきがぉかぃかうぃ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう かｘさかぃぐくそ

ｘｚぐがおｘぐうさぃくえう.

Ｔすｙがぎ う ぅｘきけくえ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう く ぅｘあぃぎいえがぇ くぐｘぎぐｘ
1. Ｔえぉぜさうぐぃ きぎうｙがぎ う ｚすｙぃぎうぐぃ きぎがぁぎｘおおけ おがぇえう.
2. ｇがくぉぃあがｚｘぐぃぉずかすお かｘいｘぐうぃお えかがきえう ぅｘあぃぎいえう くぐｘぎぐｘ あがｙぃぇぐぃくず がぐ‐

がｙぎｘいぃかうそ かｘ あうくきぉぃぃ ぐぎぃｙけぃおがぁが えがぉうさぃくぐｚｘ さｘくがｚ ぅｘあぃぎいえう くぐｘぎぐｘ.
3. Ｙｘえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ おｘざうかす.

椴 ｆｙぎｘぐかすぇ がぐくさぃぐ かｘさかぃぐくそ ｘｚぐがおｘぐうさぃくえう.
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椴 ｇがくぉぃ ぅｘｚぃぎざぃかうそ がｙぎｘぐかがぁが がぐくさぃぐｘ ｚぎぃおぃかう きぎがうぅがぇあぃぐ ｘｚぐがおｘ‐
ぐうさぃくえうぇ ぅｘきけくえ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう.

ｆぐえぎすｚｘかうぃ あｚぃぎごす おｘざうかす 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. ｇが‐
くぉぃ ぐがぁが, えｘえ あｚぃぎごｘ くかがｚｘ ｙけあぃぐ ぅｘえぎすぐｘ, がｙぎｘぐかすぇ がぐくさぃぐ きぎがあがぉいうぐくそ
く ぐがさえう, ｚ えがぐがぎがぇ がか ｙすぉ きぎぃぎｚｘか.

ｇぎぃぎすｚｘかうぃ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう
• ｆぐえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ おｘざうかす.

椴 ｇぎがぁぎｘおおｘ おがぇえう がくぐｘかがｚうぐくそ.
• Ｙｘえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ.

椴 Ｔすきがぉかぃかうぃ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう きぎがあがぉいうぐくそ く ぐがぇ ぐがさえう, ｚ えがぐがぎがぇ
がかｘ ｙすぉｘ きぎぃぎｚｘかｘ.

ｆぐおぃかｘ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう うぉう ぅｘあぃぎいえう くぐｘぎぐｘ
Ｔかぃくぐう うぅおぃかぃかうそ おがいかが あが かｘさｘぉｘ ｚすきがぉかぃかうそ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう うぉう
がぐくさぃぐｘ ぅｘあぃぎいえう くぐｘぎぐｘ.
ｇぎう ｚすきがぉかぃかうう きぎがぁぎｘおおす おがぇえう うぉう ｚが ｚぎぃおそ がぐくさぃぐｘ ｚぎぃおぃかう ぅｘ‐
あぃぎいえう くぐｘぎぐｘ うぅおぃかうぐず せぐう きｘぎｘおぃぐぎす かぃｚがぅおがいかが. ｅぃがｙこがあうおが がぐおぃ‐
かうぐず きぎがぁぎｘおおけ おがぇえう うぉう ぅｘあぃぎいえけ くぐｘぎぐｘ う ぅｘあｘぐず かがｚすぃ ぅかｘさぃかうそ.

ｇぎう がぐおぃかぃ ぅｘあぃぎいえう くぐｘぎぐｘ きぎがうくこがあうぐ ｘｚぐがおｘぐうさぃくえｘそ がぐおぃかｘ ｚすｙぎｘ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 ぅｘかがｚが.

1. ｅｘいおうぐぃ う かぃ がぐきけくえｘぇぐぃ えかがきえけ がぐおぃかす, きがえｘ かｘ あうくきぉぃぃ かぃ きがそｚそぐくそ
あｚぃ ぁがぎうぅがかぐｘぉずかすぃ きがぉがくえう.

2. ｇぃぎぃあ ぅｘきけくえがお かがｚがぇ きぎがぁぎｘおおす おがぇえう けｙぃあうぐぃくず, さぐが ｚ あがぅｘぐがぎぃ
おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ ぃくぐず おがぜしぃぃ くぎぃあくぐｚが.

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
• ｄｘざうかｘ がくぐｘかｘｚぉうｚｘぃぐくそ ｘｚぐがおｘぐうさぃくえう.
• ｇがあｘぜぐくそ ぅｚけえがｚすぃ くうぁかｘぉす.
1. ｆぐえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ おｘざうかす.

椴 ｅｘ あうくきぉぃぃ がぐがｙぎｘいｘぃぐくそ "0".
椴 Ｔえぉぜさｘぃぐくそ うかあうえｘぐがぎ うかあうえｘぐがぎ えがかごｘ きぎがぁぎｘおおす.

2. Ｔすえぉぜさうぐぃ おｘざうかけ.
3. ｏぐがｙす きがくけあｘ ぉけさざぃ きぎがくがこぉｘ, がくぐｘｚずぐぃ あｚぃぎごけ かｘ かぃくえがぉずえが おうかけぐ

きぎうがぐえぎすぐがぇ.
• Ｗくぉう ｚ ぐぃさぃかうぃ ぐぎぃこ おうかけぐ きがくぉぃ がえがかさｘかうそ ｚすきがぉかぃかうそ きぎがぁぎｘおおす ｚす

かぃ ｚすえぉぜさうぐぃ おｘざうかけ:
椴 ｚすえぉぜさｘぐくそ ｚくぃ うかあうえｘぐがぎす,
椴 かｘ あうくきぉぃぃ きがそｚうぐくそ があかｘ ぁがぎうぅがかぐｘぉずかｘそ きがぉがくえｘ,
椴 がきぐうさぃくえうぇ くうぁかｘぉ きがぁｘくかぃぐ.

Эぐが きがぅｚがぉそぃぐ くがえぎｘぐうぐず 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.
ｇぎう かｘいｘぐうう があかがぇ うぅ えかがきがえ (えぎがおぃ えかがきえう Ｔｂｃ/ＴЫｂｃ) あうくきぉぃぇ う うかあう‐
えｘぐがぎす ｚえぉぜさｘぐくそ ｚかがｚず.
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ｇぎうｙがぎ ｘｚぐがおｘぐうさぃくえう ｚすえぉぜさうぐくそ さぃぎぃぅ 10 おうかけぐ きがくぉぃ がえがかさｘかうそ きぎが‐
ぁぎｘおおす おがぇえう.

Ｔすぃおえｘ きがくけあす
• ｇぎぃいあぃ さぃお あがくぐｘｚｘぐず きがくけあけ, あｘぇぐぃ ぃぇ がくぐすぐず. Ｕがぎそさけぜ きがくけあけ ぉぃぁえが

きがｚぎぃあうぐず.
• 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 届 うぅ ｚぃぎこかぃぇ.
• ｅｘ ｙがえがｚすこ くぐぃかえｘこ う あｚぃぎごぃ きぎうｙがぎｘ おがいぃぐ ｙすぐず ｚがあｘ. ｅぃぎいｘｚぃぜしｘそ

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

ｋこがあ う さうくぐえｘ

ｉかそぐうぃ う がさうくぐえｘ げうぉずぐぎがｚ
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. ｍがぐそ あぉそ せぐうこ げうぉずぐぎがｚ
ぐぎぃｙけぃぐくそ ぐがぉずえが おうかうおｘぉずかがぃ がｙくぉけいうｚｘかうぃ, ぎぃえがおぃかあけぃぐくそ きぃぎうがあう‐
さぃくえう きぎがｚぃぎそぐず うこ, う きぎう かぃがｙこがあうおがくぐう がさうしｘぐず.
1. ｏぐがｙす うぅｚぉぃさず げうぉずぐぎ (A), きがｚぃぎ‐

かうぐぃ ぃぁが きぎがぐうｚ さｘくがｚがぇ くぐぎぃぉえう
う うぅｚぉぃえうぐぃ うぅ げうぉずぐぎｘ (B).

2. ｌうぉずぐぎ (A) くがくぐがうぐ うぅ 2 さｘくぐぃぇ.
ｏぐがｙす ぎｘぅがｙぎｘぐず げうぉずぐぎ, ぎｘぅじぃ‐
あうかうぐぃ うこ.

3. ｊしｘぐぃぉずかが きぎがおがぇぐぃ さｘくぐう きがあ
きぎがぐがさかがぇ ｚがあがぇ.

4. ｉぉがいうぐぃ 2 さｘくぐう げうぉずぐぎｘ (Ｒ) ｚおぃ‐
くぐぃ う かｘあｘｚうぐぃ. ｋあがくぐがｚぃぎずぐぃくず,
さぐが げうぉずぐぎ くがｙぎｘか きぎｘｚうぉずかが.

5. Ｚぅｚぉぃえうぐぃ げうぉずぐぎ (Ｔ).
6. ｊしｘぐぃぉずかが きぎがおがぇぐぃ げうぉずぐぎ (Ｔ)

きがあ きぎがぐがさかがぇ ｚがあがぇ.

A

B
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7. ｋくぐｘかがｚうぐぃ げうぉずぐぎ (B) ｚ うくこがあ‐
かがぃ きがぉがいぃかうぃ. ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが がか
きぎｘｚうぉずかが けくぐｘかがｚぉぃか ｚ あｚぃ かｘ‐
きぎｘｚぉそぜしうこ (ｉ).

8. ｋくぐｘかがｚうぐぃ げうぉずぐぎ (Ｒ) かｘ ぃぁが おぃ‐
くぐが ｚ げうぉずぐぎぃ (Ｔ) う きがｚぃぎかうぐぃ
きぎがぐうｚ さｘくがｚがぇ くぐぎぃぉえう, きがえｘ がか
かぃ ぅｘしぃぉえかぃぐくそ.

ｆさうくぐえｘ ぎｘぅｙぎすぅぁうｚｘぐぃぉぃぇ
ｅぃ くかうおｘぇぐぃ ぎｘぅｙぎすぅぁうｚｘぐぃぉう.
Ｗくぉう がぐｚぃぎくぐうそ ぎｘぅｙぎすぅぁうｚｘぐぃぉぃぇ ぅｘくがぎうぉうくず, けあｘぉうぐぃ ぁぎそぅず く きがおがしずぜ
ぐがかえがぇ きｘぉがさえう.

ｆさうくぐえｘ ｚかぃざかうこ きがｚぃぎこかがくぐぃぇ
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 きぎうｙがぎｘ. Ｚくきがぉずぅけぇぐぃ ぐがぉずえが かぃぇぐぎｘぉずかすぃ おがぜしうぃ くぎぃあくぐｚｘ. ｅぃ
うくきがぉずぅけぇぐぃ ｘｙぎｘぅうｚかすぃ おｘぐぃぎうｘぉす, ごｘぎｘきｘぜしうぃ ぁけｙえう う ぎｘくぐｚがぎうぐぃぉう
(かｘきぎうおぃぎ, ｘごぃぐがか).

ｏぐが あぃぉｘぐず, ぃくぉう ...
ｇぎうｙがぎ 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.
ｉかｘさｘぉｘ きがきすぐｘぇぐぃくず かｘぇぐう ぎぃざぃかうぃ きぎがｙぉぃおす (くお. ぐｘｙぉうごけ). Ｗくぉう ぎぃ‐
ざぃかうぃ かぃ かｘぇあぃかが, がｙぎｘぐうぐぃくず ｚ くぃぎｚうくかすぇ ごぃかぐぎ.

ｅぃうくきぎｘｚかがくぐず ｂがあ かぃうくきぎｘｚかが‐
くぐう

Ｔがぅおがいかｘそ きぎうさう‐
かｘ

Ｔがぅおがいかすぇ くきが‐
くがｙ けくぐぎｘかぃかうそ

Ｔ おｘざうかけ かぃ きが‐
くぐけきｘぃぐ ｚがあｘ.

ｅｘ あうくきぉぃぃ がぐがｙ‐
ぎｘいｘぃぐくそ 

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

ｇぎがさうくぐうぐぃ ｚがあが‐
きぎがｚがあかすぇ ｚぃか‐
ぐうぉず.

  ｉぉうざえがお かうぅえがぃ
あｘｚぉぃかうぃ ｚがあす.

ｆｙぎｘぐうぐぃくず ｚ
おぃくぐかけぜ くぉけいｙけ
ｚがあがくかｘｙいぃかうそ.

  Ｙｘえぎすぐ ｚがあがきぎが‐
ｚがあかすぇ ｚぃかぐうぉず.

ｆぐえぎがぇぐぃ ｚがあが‐
きぎがｚがあかすぇ ｚぃか‐
ぐうぉず.

  Ｙｘくがぎぃか げうぉずぐぎ ｚ
かｘぉうｚかがお ざぉｘかぁぃ.

ｇぎがさうくぐうぐぃ
げうぉずぐぎ.

  ｅぃきぎｘｚうぉずかがぃ
きがあえぉぜさぃかうぃ かｘ‐
ぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ.

ｋｙぃあうぐぃくず ｚ きぎｘ‐
ｚうぉずかがくぐう きがあ‐
えぉぜさぃかうそ ざぉｘかぁｘ.

C
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ｅぃうくきぎｘｚかがくぐず ｂがあ かぃうくきぎｘｚかが‐
くぐう

Ｔがぅおがいかｘそ きぎうさう‐
かｘ

Ｔがぅおがいかすぇ くきが‐
くがｙ けくぐぎｘかぃかうそ

  ｇがｚぎぃいあぃか かｘぉうｚ‐
かがぇ ざぉｘかぁ.

ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが かｘ‐
ぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ かぃ
きがｚぎぃいあぃか.

Ｚぅ おｘざうかす かぃ
くぉうｚｘぃぐくそ ｚがあｘ.

ｅｘ あうくきぉぃぃ がぐがｙ‐
ぎｘいｘぃぐくそ 

Ｙｘくがぎぃかｘ くぉうｚかｘそ
ぐぎけｙｘ ぎｘえがｚうかす.

ｇぎがさうくぐうぐぃ くぉうｚ‐
かけぜ ぐぎけｙけ ぎｘえがｚう‐
かす.

  ｅぃきぎｘｚうぉずかがぃ
きがあえぉぜさぃかうぃ
くぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ.

ｋｙぃあうぐぃくず ｚ きぎｘ‐
ｚうぉずかがくぐう きがあ‐
えぉぜさぃかうそ ざぉｘかぁｘ.

  ｇがｚぎぃいあぃか くぉうｚ‐
かがぇ ざぉｘかぁ.

ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが
くぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ かぃ
きがｚぎぃいあぃか.

ｉぎｘｙがぐｘぉが けく‐
ぐぎがぇくぐｚが ぅｘしうぐす
がぐ きぃぎぃぉうｚｘ.

ｅｘ あうくきぉぃぃ がぐがｙ‐
ぎｘいｘぃぐくそ 

 Ｙｘえぎがぇぐぃ ｚがあが‐
きぎがｚがあかすぇ ｚぃか‐
ぐうぉず う がｙぎｘぐうぐぃくず
ｚ 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.

 ｆぐえぎすぐｘ あｚぃぎごｘ
おｘざうかす.

ｇぎｘｚうぉずかが ぅｘ‐
えぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ.

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

Ｔくぐｘｚずぐぃ ｚうぉえけ ｚ
ぎがぅぃぐえけ.

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

Ｙｘおぃかうぐぃ きぎぃあがこ‐
ぎｘかうぐぃぉず.

  ｋくぐｘかがｚぉぃかｘ ぅｘ‐
あぃぎいえｘ くぐｘぎぐｘ.
(ｊがぉずえが あぉそ きがくけ‐
あがおがぃさかすこ おｘざうか
く げけかえごうぃぇ ぅｘ‐
あぃぎいえう くぐｘぎぐｘ).

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

ｇがくぉぃ ｚすきがぉかぃかうそ きぎがｚぃぎえう ｚえぉぜさうぐぃ おｘざうかけ. Ｔすきがぉかぃかうぃ きぎがぁぎｘおおす
きぎがあがぉいうぐくそ く ぐがぇ ぐがさえう, ｚ えがぐがぎがぇ がかｘ ｙすぉｘ きぎぃぎｚｘかｘ.
Ｗくぉう かぃうくきぎｘｚかがくぐず きがそｚうぐくそ くかがｚｘ, がｙぎｘぐうぐぃくず ｚ くぃぎｚうくかすぇ ごぃかぐぎ.
Ｗくぉう かｘ あうくきぉぃぃ がぐがｙぎｘいｘぃぐくそ えがあ かぃうくきぎｘｚかがくぐう, がｙぎｘぐうぐぃくず ｚ くぃぎｚうく‐
かすぇ ごぃかぐぎ.
Ｖｘかかすぃ が くぃぎｚうくかすこ ごぃかぐぎｘこ かｘこがあそぐくそ 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.
ｈ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:
ｄがあぃぉず (MЛА.) ....................
МКC (えがあ うぅあぃぉうそ) ....................
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ｉぃぎうぇかすぇ かがおぃぎ (П.К.) ....................

ｈぃぅけぉずぐｘぐす おがぇえう う くけざえう かぃけあがｚぉぃぐｚがぎうぐぃぉずかす
ｅぃきがぉｘあえｘ Ｔがぅおがいかｘそ きぎうさうかｘ Ｔがぅおがいかがぃ ぎぃざぃかうぃ

ｇがくけあｘ がくぐｘぃぐくそ ぁぎそぅ‐
かがぇ.

Ｔすｙぎｘかかｘそ きぎがぁぎｘおおｘ
おがぇえう かぃ くががぐｚぃぐくぐｚけぃぐ
ぐうきけ きがくけあす う くぐぃきぃかう ぃぃ
ぅｘぁぎそぅかぃかかがくぐう.

ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが きぎがぁぎｘお‐
おｘ おがぇえう くががぐｚぃぐくぐｚけぃぐ
ぐうきけ きがくけあす う くぐぃきぃかう ぃぃ
ぅｘぁぎそぅかぃかかがくぐう.

 ｇがくけあｘ ぅｘぁぎけいぃかｘ かぃきぎｘ‐
ｚうぉずかが 椴 ｚがあｘ かぃ きがきｘ‐
あｘぃぐ かｘ ｚくぃ きがｚぃぎこかがくぐう.

Ｙｘぁぎけぅうぐぃ きがくけあけ ｚ えがぎぅう‐
かす きぎｘｚうぉずかが.

 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うぉずかがぁが ぎｘく‐
きがぉがいぃかうそ きがくけあす.

ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが ぎｘくきがぉが‐
いぃかうぃ きがくけあす かぃ きぎぃきそぐ‐
くぐｚけぃぐ ｚぎｘしぃかうぜ ぎｘぅ‐
ｙぎすぅぁうｚｘぐぃぉぃぇ.

 ｌうぉずぐぎす ぅｘくがぎぃかす うぉう
かぃきぎｘｚうぉずかが くがｙぎｘかす う
けくぐｘかがｚぉぃかす.

ｋあがくぐがｚぃぎずぐぃくず, さぐが
げうぉずぐぎす さうくぐすぃ, くがｙぎｘ‐
かす う けくぐｘかがｚぉぃかす きぎｘ‐
ｚうぉずかが.

 ｅぃあがくぐｘぐがさかが おがぜしぃぁが
くぎぃあくぐｚｘ, うぉう ぃぁが かぃぐ くが‐
ｚくぃお.

ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが ｚ おｘざうかぃ
うおぃぃぐくそ かぃが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.

ｅｘ きがくけあぃ うおぃぃぐくそ うぅ‐
ｚぃくぐえがｚすぇ かｘぉぃぐ.

Ｗおえがくぐず あぉそ くがぉう きけくぐｘ. ｅｘくすきずぐぃ きがくけあがおがぃさ‐
かけぜ くがぉず ｚ ぃおえがくぐず あぉそ
くがぉう.

 ｅぃきぎｘｚうぉずかｘそ かｘくぐぎがぇ‐
えｘ けくぐぎがぇくぐｚｘ くおそぁさぃかうそ
ｚがあす

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.

 ｅぃきぉがぐかが ぅｘｚうかさぃかｘ
えぎすざえｘ ぃおえがくぐう あぉそ くが‐
ぉう.

ｋあがくぐがｚぃぎずぐぃくず, さぐが えぎす‐
ざえｘ ぃおえがくぐう あぉそ くがぉう ぅｘ‐
えぎすぐｘ かｘあぉぃいｘしうお がｙ‐
ぎｘぅがお.

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.

ｉぉうざえがお おかがぁが がきがぉｘ‐
くえうｚｘぐぃぉそ.

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 きそぐかｘ.

ｉぉうざえがお おｘぉが がきがぉｘくえう‐
ｚｘぐぃぉそ.

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.

Ｚくきがぉずぅけぇぐぃ おがぜしぃぃ
くぎぃあくぐｚが あぎけぁがぇ おｘぎえう.

ｏぐが あぃぉｘぐず, ぃくぉう ... 47



ｅぃきがぉｘあえｘ Ｔがぅおがいかｘそ きぎうさうかｘ Ｔがぅおがいかがぃ ぎぃざぃかうぃ
ｇがくけあｘ がくぐｘぃぐくそ ｚぉｘい‐
かがぇ.

ｋくぐｘかがｚぉぃかｘ きぎがぁぎｘおおｘ
ｙぃぅ げｘぅす くけざえう うぉう く くが‐
えぎｘしぃかかがぇ げｘぅがぇ くけざえう.

ｆくぐｘｚずぐぃ あｚぃぎごけ きぎうがぐ‐
えぎすぐがぇ う きがあがいあうぐぃ かぃ‐
くえがぉずえが おうかけぐ, きぎぃいあぃ
さぃお あがくぐｘｚｘぐず きがくけあけ.

ｇがくけあｘ おがえぎｘそ う ぐけくえぉｘそ. Ｖがぅｘぐがぎ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ
きけくぐ.

Ｙｘぉぃぇぐぃ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉず
ｚ あがぅｘぐがぎ.

 Ｔえぉぜさぃかｘ げけかえごうそ
Mсирерab. (Ｖがぅｘぐがぎ がきがぉｘ‐
くえうｚｘぐぃぉそ がぐえぉぜさｘぃぐくそ
ｘｚぐがおｘぐうさぃくえう.)

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. ｉお. ぎｘぅあぃぉ
їＴ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».

Ｔ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. Ｔえぉぜさうぐぃ きぎうｙがぎ.
2. ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが おｘざうかｘ かｘこがあうぐくそ ｚ ぎぃいうおぃ かｘくぐぎがぇえう.
3. ｅｘいおうぐぃ う けあぃぎいうｚｘぇぐぃ えかがきえう ぎぃいうおがｚ B う C.

椴 Ｚかあうえｘぐがぎす えかがきがえ ぎぃいうおがｚ A, B う C ｚえぉぜさｘぐくそ ｚ おうぁｘぜしぃお ぎぃいう‐
おぃ.

4. ｆぐきけくぐうぐぃ えかがきえう ぎぃいうおがｚ B う C.
5. ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ ぎぃいうおｘ B.

椴 Ｚかあうえｘぐがぎす えかがきがえ ぎぃいうおがｚ Ｒ う C きがぁｘくかけぐ.
椴 Ｚかあうえｘぐがぎ えかがきえう ぎぃいうおｘ B きぎがあがぉいうぐ おうぁｘぐず.
椴 ｅｘ あうくきぉぃぃ がぐがｙぎｘぅうぐくそ ぐぃえけしｘそ かｘくぐぎがぇえｘ.

Ｖがぅｘぐがぎ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ ｚすえぉぜさぃか

Ｖがぅｘぐがぎ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ ｚえぉぜさぃか
6. ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ ぎぃいうおｘ B ぃしぃ ぎｘぅ.

椴 ｅｘ あうくきぉぃぃ がぐがｙぎｘぅうぐくそ かがｚがぃ ぅかｘさぃかうぃ かｘくぐぎがぇえう.
7. Ｔすえぉぜさうぐぃ おｘざうかけ, さぐがｙす くがこぎｘかうぐず ｚかぃくぃかかすぃ うぅおぃかぃかうそ.

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 596 おお
 Ｔすくがぐｘ 818 - 898 おお
 Ｕぉけｙうかｘ 550 おお
Ｖｘｚぉぃかうぃ ｚ ｚがあがきぎがｚがあ‐
かがぇ くぃぐう

ｄうかうおけお 0,5 ｙｘぎ (0,05 ｄｇｘ)

 ｄｘえくうおけお 8 ｙｘぎ (0,8 ｄｇｘ)

Ｔがあがくかｘｙいぃかうぃ 1) ｍがぉがあかｘそ うぉう ぁがぎそさｘそ
ｚがあｘ

おｘえくうおけお 60°C

Ｔおぃくぐうおがくぐず ｂがおきぉぃえぐがｚ きがくけあす 12
1) ｇぎうくがぃあうかうぐぃ かｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ え ｚがあがきぎがｚがあかがおけ えぎｘかけ く ぎぃぅずｙがぇ 3/4".
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ｇｘぎｘおぃぐぎす せぉぃえぐぎがきうぐｘかうそ けえｘぅｘかす かｘ ぐｘｙぉうさえぃ く ぐぃこかうさぃくえうおう こｘぎｘえ‐
ぐぃぎうくぐうえｘおう かｘ ｚかけぐぎぃかかぃぇ くぐがぎがかぃ あｚぃぎごす きぎうｙがぎｘ.

Ｗくぉう ぁがぎそさｘそ ｚがあｘ きがあｘぃぐくそ うぅ くうくぐぃおす, うくきがぉずぅけぜしぃぇ ｘぉずぐぃぎかｘぐうｚかすぃ
うくぐがさかうえう せかぃぎぁうう (かｘきぎうおぃぎ, くがぉかぃさかすぃ うぉう げがぐがぁｘぉずｚｘかうさぃくえうぃ きｘかぃ‐
ぉう, ｚぃぐぎがぁぃかぃぎｘぐがぎす), きがあえぉぜさｘぇぐぃ おｘざうかけ え ｚがあがきぎがｚがあけ ぁがぎそさぃぇ ｚがあす,
さぐがｙす くかうぅうぐず きがぐぎぃｙぉぃかうぃ せかぃぎぁうう.

ｆこぎｘかｘ がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあす

ｉうおｚがぉ    かｘ うぅあぃぉうう うぉう かｘ ぃぁが けきｘえがｚえぃ けえｘぅすｚｘぃぐ, さぐが がかが かぃ
きがあぉぃいうぐ けぐうぉうぅｘごうう ｚ えｘさぃくぐｚぃ ｙすぐがｚすこ がぐこがあがｚ. Ｔおぃくぐが せぐがぁが ぃぁが
くぉぃあけぃぐ くあｘぐず ｚ くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうぇ きけかえぐ きぎうぃおえう せぉぃえぐぎがかかがぁが う
せぉぃえぐぎががｙがぎけあがｚｘかうそ あぉそ きがくぉぃあけぜしぃぇ けぐうぉうぅｘごうう. ｉがｙぉぜあｘそ きぎｘｚうぉｘ
けぐうぉうぅｘごうう うぅあぃぉうそ, Ｔす きがおがいぃぐぃ きぎぃあがぐｚぎｘぐうぐず きぎうさうかぃかうぃ
がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあぃ う ぅあがぎがｚずぜ ぉぜあぃぇ きがぐぃかごうｘぉずかがぁが けしぃぎｙｘ, えがぐがぎすぇ
ｚがぅおがいぃか ｚ きぎがぐうｚかがお くぉけさｘぃ, ｚくぉぃあくぐｚうぃ かぃきがあがｙｘぜしぃぁが がｙぎｘしぃかうそ く
きがあがｙかすおう がぐこがあｘおう. Ｙｘ ｙがぉぃぃ きがあぎがｙかがぇ うかげがぎおｘごうぃぇ がｙ けぐうぉうぅｘごうう
せぐがぁが うぅあぃぉうそ きぎがくずｙｘ がｙぎｘしｘぐずくそ え おぃくぐかすお ｚぉｘくぐそお, ｚ くぉけいｙけ きが
ｚすｚがぅけ う けぐうぉうぅｘごうう がぐこがあがｚ うぉう ｚ おｘぁｘぅうか, ｚ えがぐがぎがお Ｔす きぎうがｙぎぃぉう
うぅあぃぉうぃ.
ｄｘぐぃぎうｘぉす く くうおｚがぉがお  おがぁけぐ うくきがぉずぅがｚｘぐずくそ きがｚぐがぎかが. ｇがおぃしｘぇぐぃ
けきｘえがｚえけ 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 あぉそ くｙがぎｘ ｚぐがぎうさかがぁが くすぎずそ.
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Ｖそえけєおが ぅｘ ぐぃ, しが ｚう がｙぎｘぉう があうか ぅ かｘざうこ ｚうくがえがそえっくかうこ ｚうぎがｙっｚ.

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

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

 Іかげがぎおｘごっそ ぅ ぐぃこかっえう ｙぃぅきぃえう
ｇぃぎぃあ ｚくぐｘかがｚぉぃかかそお ぐｘ ぃえくきぉけｘぐｘごっєぜ きぎうぉｘあけ 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, しがｙ ぅｘｙぃぅきぃさうぐう:
• ｚｘざけ がくがｙうくぐけ ｙぃぅきぃえけ ぐｘ ｙぃぅきぃえけ ｚｘざがぁが おｘぇかｘ;
• ぅｘこうくぐ かｘｚえがぉうざかずがぁが くぃぎぃあがｚうしｘ;
• きぎｘｚうぉずかけ ぎがｙがぐけ きぎうぉｘあけ.
Ｙｘｚいあう ぅｙぃぎっぁｘぇぐぃ ごぜ っかくぐぎけえごっぜ ぎｘぅがお っぅ きぎうぉｘあがお, かｘｚっぐず そえしが ｚう きぎが‐
あｘєぐぃ ぇがぁが ｘｙが きぃぎぃついあいｘєぐぃ ｚ っかざぃ おっくごぃ.
Ｔうぎがｙかうえ かぃ かぃくぃ ｚっあきがｚっあｘぉずかがくぐっ ぅｘ きがざえがあいぃかかそ, しが ｚうかうえぉう さぃぎぃぅ
かぃきぎｘｚうぉずかぃ ｚくぐｘかがｚぉぃかかそ ｘｙが ぃえくきぉけｘぐｘごっぜ.

Ｓぃぅきぃえｘ あっぐぃぇ っ ｚぎｘぅぉうｚうこ がくっｙ
• ｅぃ あがぅｚがぉそぇぐぃ えがぎうくぐけｚｘぐうくそ きぎうぉｘあがお がくがｙｘお, け ぐがおけ さうくぉっ あっぐそお, 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 さう かぃあがくぐｘぐかっお
あがくｚっあがお っ ぅかｘかかそおう. ｇぎう えがぎうくぐけｚｘかかっ きぎうぉｘあがお 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ぉずかがつ ぅｘ つこ
ｙぃぅきぃえけ ぉぜあうかう.

• ｇｘえけｚｘぉずかっ おｘぐぃぎっｘぉう くぉっあ ぐぎうおｘぐう 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. Іく‐
かけє ぎうぅうえ ぅｘあけざぃかかそ ｘｙが ぐぎｘｚおけｚｘかかそ.

• ｊぎうおｘぇぐぃ ｚくっ おうぜさっ ぅｘくがｙう ｚ ｙぃぅきぃさかがおけ おっくごっ. ｅぃ あがぅｚがぉそぇぐぃ あっぐそお
ぐがぎえｘぐうくそ おうぜさうこ ぅｘくがｙっｚ.

• ｅぃ あがきけくえｘぇぐぃ あっぐぃぇ ぐｘ あがおｘざかっこ ぐｚｘぎうか あが きぎうぉｘあけ, えがぉう ぇがぁが あｚぃぎ‐
ごそぐｘ ｚっあさうかぃかっ.

Ｙｘぁｘぉずかっ きぎｘｚうぉｘ ｙぃぅきぃえう
• ｅぃ ぅおっかぜぇぐぃ 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. Іくかけє ぎうぅうえ ぐぎｘｚおけｚｘかかそ

ぐｘ きがざえがあいぃかかそ きぎうぉｘあけ.
• ｑがｙ けかうえかけぐう がきっえっｚ がさぃぇ, ぎがぐｘ ぐｘ ぁがぎぉｘ, あがぐぎうおけぇぐぃくそ きぎｘｚうぉ 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 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.
• ｅぃ きうぇぐぃ ｚがあけ ぅ きぎうぉｘあけ. Ｔくぃぎぃあうかっ きぎうぉｘあけ おがいけぐず ぅｘぉうざｘぐうくそ ぎぃ‐

ざぐえう おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ.
• Ｙｘｚいあう ぅｘえぎうｚｘぇぐぃ あｚぃぎごそぐｘ きっくぉそ ぅｘｚｘかぐｘいぃかかそ ｘｙが ぎがぅｚｘかぐｘいぃかかそ

きぎうぉｘあけ, しがｙ けかうえかけぐう ぐぎｘｚおけｚｘかかそ ぐｘ きｘあっかかそ っかざうこ がくっｙ, そえっ おがいけぐず
くきっぐえかけぐうくず がｙ 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.
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Ｗえくきぉけｘぐｘごっそ
• ｇぎうぉｘあ きぎうぅかｘさぃかうぇ ｚうえぉぜさかが あぉそ ぅｘくぐがくけｚｘかかそ ｚ あがおｘざかっこ けおがｚｘこ.

ｅぃ ｚうえがぎうくぐがｚけぇぐぃ きぎうぉｘあ け えがおぃぎごっぇかうこ, ｚうぎがｙかうさうこ ｘｙが っかざうこ ごっぉそこ.
• Ｙｘｙがぎがかそєぐずくそ ｚうえがぎうくぐがｚけｚｘぐう きぎうぉｘあ かぃ ぅｘ きぎうぅかｘさぃかかそお. ｎぃ 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 きがざえがあいぃかかそ おｘぇかｘ.
• Ｙｘくぐがくがｚけぇぐぃ きぎうぉｘあ ぉうざぃ あぉそ おうぐぐそ きがｙけぐがｚがぁが きがくけあけ, そえうぇ あがぅｚが‐

ぉそєぐずくそ おうぐう ｚ きがくけあがおうぇかうこ おｘざうかｘこ.
• ｅぃ えぉｘあっぐず ぅｘぇおうくぐっ ぎぃさがｚうかう さう きぎぃあおぃぐう, ぅおがさぃかっ ｚ ぅｘぇおうくぐうこ ぎぃさ‐

がｚうかｘこ, けくぃぎぃあうかけ きぎうぉｘあけ, きがぎそあ ぅ かうお ｘｙが かｘ かずがぁが. Іくかけє かぃｙぃぅきぃえｘ
ｚうｙけこけ ｘｙが きがいぃいっ.

• ｅがいっ ぇ けくっ きぎぃあおぃぐう ぅ ぁがくぐぎうおう えっかごそおう くぐｘｚぐぃ 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 ぁがくぐぎうお えっかごぃお あがかうぅけ. ｊｘえがい おがいかｘ きがえぉｘくぐう つこ ｚ ぁがぎうぅが‐
かぐｘぉずかがおけ きがぉがいぃかかっ け ｚぃぎこかっぇ えがざうえ さう ｚ えがざうえ あぉそ かがいっｚ. (ｅぃ ｚ けくっこ
おがあぃぉそこ є えがざうえ あぉそ かがいっｚ.)

• Ｙｘくぐがくがｚけぇぐぃ ぉうざぃ くきぃごっｘぉずかっ こっおっえｘぐう (おうぜさうぇ ぅｘくっｙ, くっぉず, がきがぉっくえけｚｘさ)
あぉそ きがくけあがおうぇかうこ おｘざうか.

• ｉっぉず, そえｘ かぃ きぎうぅかｘさぃかｘ あぉそ きがくけあがおうぇかうこ おｘざうか, おがいぃ きぎうぅｚぃくぐう あが
きがざえがあいぃかかそ きぎうくぐぎがぜ あぉそ きがお’そえざぃかかそ ｚがあう.

• Ｙｘくうきｘぇぐぃ くっぉず け きぎうぉｘあ きぃぎぃあ ぅｘきけくえがお きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ. Ｕぎｘかけぉう くがぉっ
ぐｘ くがぉがかｘ ｚがあｘ おがいけぐず きぎうぅｚぃくぐう あが えがぎがぅっつ ｘｙが けぐｚがぎぃかかそ あっぎがえ かｘ あかっ
きぎうぉｘあけ.

• ｅぃ ぅｘぉうｚｘぇぐぃ ｚ あがぅｘぐがぎ がきがぉっくえけｚｘさｘ っかざっ ぎぃさがｚうかう がえぎっお がきがぉっくえけｚｘさｘ
(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 ぐがしが). ｎぃ おがいぃ きがざえがあうぐう きぎうぉｘあ.

• ｇぃぎぃあ ぅｘきけくえがお きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ きがくけあけ きぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ, しが 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.

• ｇぎう ｚっあえぎうｚｘかかっ あｚぃぎごそぐ きっあ さｘく ぎがｙがぐう きぎうぉｘあけ ぅ かずがぁが おがいぃ ｚうこがあうぐう
ぁｘぎそさｘ きｘぎｘ. Іくかけє かぃｙぃぅきぃえｘ がぐぎうおｘかかそ がきっえけ.

• ｅぃ ｚうぇおｘぇぐぃ きがくけあ ぅ きぎうぉｘあけ あが ぅｘｚぃぎざぃかかそ きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ.

Ｖがぁぉそあ ぐｘ さうくぐえｘ
• ｇぃぎざ かっい ｚうえがかけｚｘぐう ぐぃこかっさかぃ がｙくぉけぁがｚけｚｘかかそ, ｚうおえかっぐず きぎうぉｘあ っ ｚうぇ‐

おっぐず ｚうぉえけ ぅ ぎがぅぃぐえう.
• ｅぃ えがぎうくぐけぇぐぃくそ ぅｘぇおうくぐうおう ぎぃさがｚうかｘおう ｘｙが ぎぃさがｚうかｘおう, そえっ おがいけぐず

くきぎうさうかうぐう えがぎがぅっぜ.
• ｅぃ えがぎうくぐけぇぐぃくそ きぎうぉｘあがお ｙぃぅ げっぉずぐぎっｚ. ｇぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ, しが げっぉずぐぎう

きぎｘｚうぉずかが ｚくぐｘかがｚぉぃかっ. ｅぃきぎｘｚうぉずかぃ ｚくぐｘかがｚぉぃかかそ きぎうぅｚがあうぐず あが かぃ‐
ぅｘあがｚっぉずかうこ ぎぃぅけぉずぐｘぐっｚ おうぐぐそ っ きがざえがあいぃかかそ きぎうぉｘあけ.

• ｅぃ ｚうえがぎうくぐがｚけぇぐぃ ｚがあけ ぅ きけぉずｚぃぎうぅｘぐがぎｘ ｘｙが きｘぎ あぉそ さうしぃかかそ きぎう‐
ぉｘあけ. Іくかけє ぎうぅうえ けぎｘいぃかかそ ぃぉぃえぐぎうさかうお くぐぎけおがお ｘｙが きがざえがあいぃかかそ
きぎうぉｘあけ.

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

きっあえぉぜさｘぇぐぃ きがざえがあいぃかうぇ きぎうぉｘあ. ｗえしが かぃがｙこっあかが, 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 きぎうぉｘあけ ぅかっおっぐず ぅ かずがぁが ｚくぜ けきｘえがｚえけ.
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• Ｗぉぃえぐぎうさかぃ きっあえぉぜさぃかかそ, きっあえぉぜさぃかかそ あが ｚがあがきぎがｚがあけ っ えｘかｘぉっぅｘごっつ, かｘ‐
ぉｘざぐけｚｘかかそ ぐｘ ぐぃこかっさかぃ がｙくぉけぁがｚけｚｘかかそ きぎうぉｘあけ おｘぜぐず 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かうおう くきぃごっｘぉっくぐｘおう. ｎぃ あがぅｚがぉうぐず けかうえかけぐう ぐぎｘｚおけ‐
ｚｘかかそ ぐｘ きがざえがあいぃかかそ おｘぇかｘ.

• ｇがあｙｘぇぐぃ きぎが ぐぃ, しがｙ きっあ さｘく ｚくぐｘかがｚぉぃかかそ きぎうぉｘあけ ｚうぉえｘ かぃ ｙけぉｘ
ｚくぐｘｚぉぃかｘ ｚ ぎがぅぃぐえけ.

• ｑがｙ けかうえかけぐう きがざえがあいぃかかそ ぁっあぎｘｚぉっさかうこ っ ぃぉぃえぐぎうさかうこ えがおきがかぃかぐっｚ,
ぅｘｙがぎがかそєぐずくそ ぎがｙうぐう がぐｚがぎう ｚ くぐっかえｘこ きぎうぉｘあけ.

• Ｔｘいぉうｚが! Ｖがぐぎうおけぇぐぃくそ っかくぐぎけえごっぇ け あがあｘかっぇ くこぃおっ:
椴 きぎう けくぐｘかがｚごっ きぎうぉｘあけ;
椴 きぎう ぅｙうぎｘかかっ あｚぃぎごそぐ おぃｙぉっｚ;
椴 きぎう きっあえぉぜさぃかかっ あが おぃぎぃいっ ｚがあがきがくぐｘさｘかかそ ぐｘ ｚがあがｚっあｚぃあぃかかそ.

• ｇがあｙｘぇぐぃ きぎが ぐぃ, しがｙ きぎうぉｘあ ｙけｚ ｚくぐｘかがｚぉぃかうぇ きっあ ぐｘ きがぎけさ ぅっ くぐっぇえうおう
えがかくぐぎけえごっそおう.

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
• ｅぃ ｚくぐｘかがｚぉぜぇぐぃ きぎうぉｘあ け きぎうおっしぃかかそこ, あぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ がきけくえｘєぐずくそ

かういさぃ 0°C.
• Ｔうぎがｙかうえ かぃ かぃくぃ ｚっあきがｚっあｘぉずかがくぐっ ぅｘ きがざえがあいぃかかそ, しが є ぎぃぅけぉずぐｘぐがお

ぅｘおぃぎぅｘかかそ きぎうぉｘあけ.

ｇっあえぉぜさぃかかそ あが ｚがあがきぎがｚがあけ
• Ｔうえがぎうくぐがｚけぇぐぃ かがｚっ ざぉｘかぁう あぉそ きっあえぉぜさぃかかそ きぎうぉｘあけ あが くうくぐぃおう ｚが‐

あがきがくぐｘさｘかかそ. ｅぃ えがぎうくぐけぇぐぃくそ くぐｘぎうおう ざぉｘかぁｘおう.
• ｅぃ きっあえぉぜさｘぇぐぃ きぎうぉｘあ あが かがｚうこ ぐぎけｙ ｘｙが ぐぎけｙ, そえうおう あがｚぁうぇ さｘく かぃ

えがぎうくぐけｚｘぉうくそ. Ｙぉうぇぐぃ ｚがあけ ｚきぎがあがｚい えっぉずえがこ こｚうぉうか, ｘ ｚいぃ きがぐっお きぎう‐
єあかけぇぐぃ ｚきけくえかうぇ ざぉｘかぁ.

• ｇっあ さｘく ｚくぐｘかがｚぉぃかかそ きぎうぉｘあけ きうぉずかけぇぐぃ, しがｙ かぃ きぃぎぃぐうくかけぐう ぇ かぃ
きがざえがあうぐう ざぉｘかぁう.

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

• ｇぎう きぃぎざがおけ えがぎうくぐけｚｘかかっ きぎうぉｘあがお きぃぎぃｚっぎぐぃ, さう ざぉｘかぁう かぃ きぎがぐっえｘ‐
ぜぐず.

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

椴 かぃ えぉｘあっぐず ｚきけくえかうぇ ざぉｘかぁ ｘｙが ぅｘきがｙっいかうぇ えぉｘきｘか け ｚがあけ;
椴 け ぎｘぅっ きがざえがあいぃかかそ ｚきけくえかがぁが ざぉｘかぁｘ ｘｙが ぅｘきがｙっいかがぁが えぉｘきｘかｘ,

かぃぁｘぇかが ｚうぇおっぐず ｚうぉえけ ぅ ぎがぅぃぐえう;
椴 ぅｘおっかぜｚｘぐう ｚきけくえかうぇ ざぉｘかぁ っぅ ぅｘきがｙっいかうお えぉｘきｘかがお あがぅｚがぉそєぐずくそ

ぉうざぃ くきぃごっｘぉっくぐｘお くぃぎｚっくかがぁが ごぃかぐぎけ.
ｇがきぃぎぃあいぃかかそ!
Ｔうくがえｘ かｘきぎけぁｘ.

Іかげがぎおｘごっそ ぅ ぐぃこかっえう ｙぃぅきぃえう 53



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ぎうぉｘあ おｘє ｙけぐう ぅｘぅぃおぉぃかうぇ.
• ｇぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ, しが きｘぎｘおぃぐぎう ぃかぃぎぁがくきがいうｚｘかかそ 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 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 け ｚｘざっぇ がくぃぉっ.
• Ｙｘｚいあう えがぎうくぐけぇぐぃくそ きぎｘｚうぉずかが ｚくぐｘかがｚぉぃかがぜ きぎがぐうけあｘぎかがぜ ぎがぅぃぐ‐

えがぜ.
• ｅぃ ｚうえがぎうくぐがｚけぇぐぃ ぎがぅぁｘぉけいけｚｘさっ, ぎがぅきがあっぉずかうえう ぇ きがあがｚいけｚｘさっ. Іくかけє

ぎうぅうえ ｚうかうえかぃかかそ きがいぃいっ.
• ｅぃ ぅｘおっかぜぇぐぃ えｘｙぃぉず いうｚぉぃかかそ. Ｙｚぃぎぐｘぇぐぃくそ あが くぃぎｚっくかがぁが ごぃかぐぎけ.
• ｇっあ さｘく ｚくぐｘかがｚぉぃかかそ きぎうぉｘあけ きうぉずかけぇぐぃ, しがｙ かぃ きぃぎぃぐうくかけぐう ぇ かぃ

きがざえがあうぐう えｘｙぃぉず いうｚぉぃかかそ っ ぎがぅぃぐえけ きがぅｘあけ きぎうぉｘあけ.
• ｇぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ, しが きっくぉそ ｚくぐｘかがｚぉぃかかそ きぎうぉｘあけ є ｚっぉずかうぇ あがくぐけき あが

ざぐぃきくぃぉずかがつ ｚうぉえう.
• ｅぃ ぐそぁかっぐず ぅｘ えｘｙぃぉず いうｚぉぃかかそ, しがｙ ｚっあえぉぜさうぐう きぎうぉｘあ ｚっあ おぃぎぃいっ. Ｙｘｚ‐

いあう ぐそぁかっぐず ぅｘ ｚうぉえけ.

ｉぃぎｚっくかうぇ ごぃかぐぎ
• ｊっぉずえう えｚｘぉっげっえがｚｘかっ くきぃごっｘぉっくぐう ぅ ｚっあきがｚっあかうお あがぅｚがぉがお おがいけぐず ぎぃおがか‐

ぐけｚｘぐう きぎうぉｘあ っ ｚうえがかけｚｘぐう かｘ かずがおけ っかざっ ぎがｙがぐう. Ｙｚぃぎぐｘぇぐぃくそ あが くぃぎ‐
ｚっくかがぁが ごぃかぐぎけ.

• Ｔうえがぎうくぐがｚけぇぐぃ 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.

ｋぐうぉっぅｘごっそ きぎうぉｘあけ
• ｑがｙ けかうえかけぐう がぐぎうおｘかかそ ぐぎｘｚおう ｘｙが きがざえがあいぃかかそ おｘぇかｘ:

椴 ｚうぐそぁかっぐず ｚうぉえけ ぅ ぃぉぃえぐぎうさかがつ ぎがぅぃぐえう;
椴 ｚっあぎっいぐぃ えｘｙぃぉず いうｚぉぃかかそ っ ｚうえうかずぐぃ ぇがぁが;
椴 ｚうあｘぉっぐず えぉそおえけ あｚぃぎごそぐ. ｎぃ ぅｘｚｘあうぐず あっぐそお ｘｙが あがおｘざかっお ぐｚｘぎうかｘお

ぅｘさうかうぐうくそ ｚくぃぎぃあうかっ きぎうぉｘあけ. Іくかけє ぎうぅうえ ぅｘあけざぃかかそ.
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ｇがきぃぎぃあいぃかかそ!
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 かぃｙぃぅきぃさかっ ぐｘ おがいけぐず ｚうえぉうえｘぐう
えがぎがぅっぜ!
• ｇぎう かぃしｘくかうこ ｚうきｘあえｘこ, きがｚ’そぅｘかうこ ぅ おうぜさうおう ぅｘくがｙｘおう, かぃぁｘぇかが

ぅｚぃぎぐｘぇぐぃくそ あが おっくごぃｚがぁが ぐがえくうえがぉがぁっさかがぁが ごぃかぐぎけ ぐｘ あが ぉっえｘぎそ.
• ｋ ぎｘぅっ きがぐぎｘきぉそかかそ おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ ｚ ぎがぐ かぃぁｘぇかが ぅｚぃぎかっぐずくそ あが おっくごぃ‐

ｚがぁが ぐがえくうえがぉがぁっさかがぁが ごぃかぐぎけ ぐｘ あが ぉっえｘぎそ.
• ｋ ぎｘぅっ きがぐぎｘきぉそかかそ おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ ｚ がさっ かぃぁｘぇかが きぎがおうぇぐぃ つこ ｚがあがぜ っ

ぅｚぃぎかっぐずくそ あが ぉっえｘぎそ.
• ｊぎうおｘぇぐぃ おうぜさっ 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 ｚ ｙぃぅきぃさかがおけ, かぃ‐

あがくそいかがおけ あぉそ あっぐぃぇ おっくごっ.
• ｅぃ ぅｘぉうざｘぇぐぃ あｚぃぎごそぐｘ きぎうぉｘあけ ｚっあさうかぃかうおう, えがぉう ｚ あがぅｘぐがぎっ おうぜさがぁが

ぅｘくがｙけ ぅかｘこがあうぐずくそ おうぜさうぇ ぅｘくっｙ.
• Ｙｘきがｚかぜぇぐぃ あがぅｘぐがぎ おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ 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

きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ きがくけあけ.

ｆきうく ｚうぎがｙけ

2

3

4

5
6

7

1

8

9

10

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 ｉぃぎぃあかっぇ ぎがぅきうぉぜｚｘさ
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10 Ｔぃぎこかっぇ ぎがぅきうぉぜｚｘさ

ｆきぐうさかうぇ くうぁかｘぉ
ｇっくぉそ ぅｘきけくえけ きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ きがくけあけ ぅ’そｚぉそє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 かういさぃ あｚぃぎごそぐ きぎうぉｘあけ.
• ｏぃぎｚがかうぇ っかあうえｘぐがぎ かｘ きぎがぐそぅっ けくっєつ きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ.
• Ｙぃぉぃかうぇ っかあうえｘぐがぎ きっくぉそ ぅｘえっかさぃかかそ きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ.
• ｄうぁがぐっかかそ さぃぎｚがかがぁが っかあうえｘぐがぎｘ くｚっあさうぐず きぎが かぃくきぎｘｚかっくぐず きぎうぉｘあけ.
ｗえしが きぎうぉｘあ ｚくぐｘかがｚぉぃかうぇ 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 がきぐうさかがぁが くうぁかｘぉけ ｚうあかが かぃ ｙけあぃ.

ｇｘかぃぉず えぃぎけｚｘかかそ

1 2 3 4 5 6 7 8

9

A B C

1 ｂかがきえｘ けｚっおえかぃかかそ/ｚうおえかぃかかそ
2 Ｖ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
5 ｂかがきえｘ きぎがぁぎｘおう ｙぃぅざけおかがぁが おうぐぐそ
6 ｂかがきえｘ Mсирерab
7 ｂかがきえｘ くえｘくけｚｘかかそ
8 Іかあうえｘぐがぎう
9 ｌけかえごっがかｘぉずかっ えかがきえう

Іかあうえｘぐがぎう

ｉっぉず 1) Ｙｘぁがぎｘєぐずくそ, えがぉう きがぐぎっｙかが ぅｘきがｚかうぐう えがかぐぃぇかぃぎ あぉそ くがぉっ.
Ｙｚぃぎかっぐずくそ あが ぎがぅあっぉけ їＴ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っくぉそ ぅｘきがｚかぃかかそ えがかぐぃぇかぃぎｘ っかあうえｘぐがぎ くがぉっ おがいぃ ぁがぎっぐう えっぉず‐
えｘ ぁがあうか. ｎぃ かぃ くきぎうさうかそє かぃぁｘぐうｚかがぁが ｚきぉうｚけ かｘ ぎがｙがぐけ きぎう‐
ぉｘあけ.

ｆきがぉっくえけｚｘさ 1) Ｙｘぁがぎｘєぐずくそ, えがぉう きがぐぎっｙかが ぅｘぉうぐう がきがぉっくえけｚｘさ け えがかぐぃぇかぃぎ.
Ｙｚぃぎかっぐずくそ あが ぎがぅあっぉけ їＴうえがぎうくぐｘかかそ おうぇかがぁが ぅｘくがｙけ っ がきがぉっ‐
くえけｚｘさｘ».
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Іかあうえｘぐがぎう
Ｙｘｚぃぎざぃかかそ
きぎがぁぎｘおう

Ｙｘぁがぎｘєぐずくそ, えがぉう きぎがぁぎｘおｘ おうぐぐそ ぅｘｚぃぎざぃかｘ.

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

Ｖうくきぉぃぇ
ｅｘ あうくきぉぃつ ｚっあがｙぎｘいｘєぐずくそ かｘくぐけきかｘ っかげがぎおｘごっそ.
• ｈっｚぃかず かｘ きぎうくぐぎがつ あぉそ きがお’そえざぃかかそ ｚがあう, かｘくぐぎがєかうぇ ぅｘ あがきがおがぁがぜ

ぃぉぃえぐぎがかっえう.
• Ｒえぐうｚｘごっそ/あぃｘえぐうｚｘごっそ あがぅｘぐがぎｘ がきがぉっくえけｚｘさｘ (ぉうざぃ きぎう ｚえぉぜさぃかっぇ

げけかえごっつ Mсирерab).
• ｅがおぃぎ きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ きがくけあけ.
• ｏｘく あが 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.
• Ｙｘｚぃぎざぃかかそ きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ. ｅｘ あうくきぉぃつ ｚっあがｙぎｘいｘєぐずくそ かけぉず.
• ｏｘく あが ぅｘｚぃぎざぃかかそ ｚっあえぉｘあぃかがぁが ぅｘきけくえけ.
• ｂがあう きがおうぉがえ.
• Ｒ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.

ｂかがきえｘ ｚっあえぉｘあぃかがぁが ぅｘきけくえけ
Ｙｘ あがきがおがぁがぜ ごっєつ えかがきえう おがいかｘ ｚっあえぉｘくぐう 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
かｘ ぐぃぎおっか ｚっあ 1 あが 24 ぁがあうか. Ｖうｚ. ぎがぅあっぉ їＴ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».

ｂかがきえう ｚうｙがぎけ きぎがぁぎｘお
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うｙぎｘぐう きぎがぁぎｘおけ おうぐぐそ (えぎっお きぎがぁぎｘおう
ｙぃぅざけおかがぁが おうぐぐそ). ｅｘぐうくえｘぇぐぃ があかけ ぅ ごうこ えかがきがえ あがぐう, あがえう かｘ あうくきぉぃつ
かぃ ぅ'そｚうぐずくそ かがおぃぎ, しが ｚっあきがｚっあｘє きがぐぎっｙかっぇ きぎがぁぎｘおっ.
ｑがｙ がｙぎｘぐう きぎがぁぎｘおけ ｙぃぅざけおかがぁが おうぐぐそ, かｘぐうくかっぐず ｚっあきがｚっあかけ えかがきえけ.
Ｖがあｘぐえがｚけ っかげがぎおｘごっぜ きぎが きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ あうｚ. け ぎがぅあっぉっ їｇぎがぁぎｘおう おうぐ‐
ぐそ».

ｂかがきえｘ ｙぃぅざけおかがぁが ぎぃいうおけ
ｎそ きぎがぁぎｘおｘ おうぐぐそ ｚっあぎっぅかそєぐずくそ かうぅずえうお ぎっｚかぃお ざけおけ.
ｋ ｙぃぅざけおかがおけ ぎぃいうおっ きがおきｘ きぎｘごぜє かｘ あけいぃ おｘぉっぇ ざｚうあえがくぐっ. ｈっｚぃかず ざけ‐
おけ ぅおぃかざけєぐずくそ かｘ 25% きがぎっｚかそかが ぅ がくかがｚかがぜ きぎがぁぎｘおがぜ. ｗえ かｘくぉっあがえ, ごそ
きぎがぁぎｘおｘ ｚうえがかけєぐずくそ あけいぃ あがｚぁが.
Ｔうえがぎうくぐがｚけぇぐぃ つつ ぐがあっ, えがぉう あっє ぅかういぃかうぇ ぐｘぎうげ かｘ ぃぉぃえぐぎがぃかぃぎぁっぜ.

ｂかがきえｘ Mсирерab
ｅｘぐうくかっぐず ごぜ えかがきえけ, しがｙ ｘえぐうｚけｚｘぐう/あぃｘえぐうｚけｚｘぐう げけかえごっぜ Mсирерab. Ｖうｚ.
ぎがぅあっぉ їｌけかえごっそ Mсирерab».

ｂかがきえｘ くえｘくけｚｘかかそ
Ｙｘ あがきがおがぁがぜ ごっєつ えかがきえう おがいかｘ くえｘくけｚｘぐう きぎがぁぎｘおけ おうぐぐそ ｘｙが ｚっあえぉｘあぃ‐
かうぇ ぅｘきけくえ. Ｖうｚ. ぎがぅあっぉ їＴ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».
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ｂかがきえう げけかえごっぇ
ｂかがきえう げけかえごっぇ ｚうえがぎうくぐがｚけぜぐずくそ あぉそ ｚうえがかｘかかそ かｘくぐけきかうこ がきぃぎｘごっぇ.
• Ｗぉぃえぐぎがかかぃ かｘくぐぎがぜｚｘかかそ ぎっｚかそ きがお’そえざぃかかそ ｚがあう. Ｖうｚ. ぎがぅあっぉ їｅｘぉｘ‐

ざぐけｚｘかかそ きぎうくぐぎがぜ あぉそ きがお’そえざぃかかそ ｚがあう».
• Ｒえぐうｚｘごっそ/あぃｘえぐうｚｘごっそ あがぅｘぐがぎｘ がきがぉっくえけｚｘさｘ きぎう けｚっおえかぃかっぇ げけかえごっつ

Mсирерab. Ｖうｚ. ぎがぅあっぉ їｑが ぎがｙうぐう, えがぉう...».
• Ｒ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. Ｖうｚ. ぎがぅあっぉ їＹｚけえがｚっ くうぁかｘ‐

ぉう».

ｈぃいうお かｘくぐぎがぜｚｘかかそ
Ｖぉそ ｚうえがかｘかかそ かｘくぐけきかうこ がきぃぎｘごっぇ きぎうぉｘあ おｘє ｙけぐう ｚ ぎぃいうおっ
かｘくぐぎがぜｚｘかかそ.
• Ｔうｙっぎ っ ぅｘきけくえ きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ ぐｘ/ｘｙが ｚっあえぉｘあぃかがぁが ぅｘきけくえけ.
• Ｗぉぃえぐぎがかかぃ かｘくぐぎがぜｚｘかかそ ぎっｚかそ きがお’そえざぃかかそ ｚがあう.
• Ｒえぐうｚｘごっそ/あぃｘえぐうｚｘごっそ ぅｚけえがｚうこ くうぁかｘぉっｚ.
• Ｖぃｘえぐうｚｘごっそ/ｘえぐうｚｘごっそ あがぅｘぐがぎｘ がきがぉっくえけｚｘさｘ.
ｅｘぐうくかっぐず えかがきえけ けｚっおえかぃかかそ/ｚうおえかぃかかそ. ｇぎうぉｘあ きぃぎぃｙけｚｘє ｚ ぎぃいうおっ
かｘくぐぎがぜｚｘかかそ, そえしが:
椴 かｘ あうくきぉぃつ ｚっあがｙぎｘいｘぜぐずくそ あｚっ ぁがぎうぅがかぐｘぉずかっ くおけいえう.
ｅｘぐうくかっぐず えかがきえけ けｚっおえかぃかかそ/ｚうおえかぃかかそ. ｇぎうぉｘあ かぃ きぃぎぃｙけｚｘє ｚ ぎぃいうおっ
かｘくぐぎがぜｚｘかかそ, そえしが:
椴 かｘ あうくきぉぃつ ｚっあがｙぎｘいｘєぐずくそ ぐぎうｚｘぉっくぐず きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ ｘｙが ｚっあえぉｘあぃかが‐

ぁが ぅｘきけくえけ.
椴 ｑがｙ きがｚぃぎかけぐうくそ ｚ ぎぃいうお かｘくぐぎがぜｚｘかかそ, かぃがｙこっあかが くえｘくけｚｘぐう きぎが‐

ぁぎｘおけ ｘｙが ｚっあえぉｘあぃかうぇ ぅｘきけくえ. Ｖうｚ. ぎがぅあっぉ їＴ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».

Ｙｚけえがｚっ くうぁかｘぉう
Ｙｚけえがｚっ くうぁかｘぉう ｚえｘぅけぜぐず かｘ かｘくぐけきかぃ.
• ｇぎがぁぎｘおｘ おうぐぐそ きがくけあけ ぅｘｚぃぎざうぉｘくそ.
• ｅｘくぐぎがぇえｘ ぎっｚかそ かｘ きぎうくぐぎがつ あぉそ きがお’そえざぃかかそ ｚがあう ぅｘ あがきがおがぁがぜ ぃぉぃえ‐

ぐぎがかっえう.
• ｅぃくきぎｘｚかっくぐず きぎうぉｘあけ.
ｑがｙ あぃｘえぐうｚけｚｘぐう ぅｚけえがｚっ くうぁかｘぉう, ｚうえがかｘぇぐぃ かｘくぐけきかっ あっつ.
1. ｋｚっおえかっぐず きぎうぉｘあ.
2. ｇぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ, しが きぎうぉｘあ きぃぎぃｙけｚｘє ｚ ぎぃいうおっ かｘくぐぎがぜｚｘかかそ.
3. ｅｘぐうくかっぐず っ けぐぎうおけぇぐぃ えかがきえう げけかえごっぇ B ぐｘ C, あがえう 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 かぃ きがさかけぐず ｙぉうおｘぐう.
4. Ｔっあきけくぐっぐず えかがきえう げけかえごっぇ A っ B.
5. ｅｘぐうくかっぐず えかがきえけ げけかえごっつ C.

椴 І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 Ｔ ぅぁｘくかけぐず.
椴 Іかあうえｘぐがぎ えかがきえう げけかえごっつ C ｙぉうおｘぐうおぃ.
椴 Ｖうくきぉぃぇ きがえｘぅけє きがぐがさかぃ ぅかｘさぃかかそ.

Ｙｚけえがｚっ くうぁかｘぉう ｘえぐうｚがｚｘかっ
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Ｙｚけえがｚっ くうぁかｘぉう あぃｘえぐうｚがｚｘかっ
6. ｅｘぐうくかっぐず えかがきえけ げけかえごっつ C しぃ ぎｘぅ.

椴 ｅｘ あうくきぉぃつ ｚっあがｙぎｘいｘєぐずくそ かがｚｘ かｘくぐぎがぇえｘ.
7. Ｔうおえかっぐず きぎうぉｘあ, しがｙ ぅｙぃぎぃぁぐう ごぜ かｘくぐぎがぇえけ.
ｑがｙ ぅかがｚけ ｘえぐうｚけｚｘぐう ぅｚけえがｚっ くうぁかｘぉう, ｚうえがかｘぇぐぃ かｘｚぃあぃかっ ｚうしぃ あっつ しぃ
ぎｘぅ.

ｇぃぎぃあ きぃぎざうお えがぎうくぐけｚｘかかそお
Ｖうｚ. っかくぐぎけえごっつ しがあが えがいかがぁが ぃぐｘきけ きぎがごぃあけぎう.
1. ｇぃぎぃｚっぎぐぃ, さう ｚっあきがｚっあｘє かｘくぐぎがぇえｘ きぎうくぐぎがぜ あぉそ きがお’そえざぃかかそ ｚがあう

いがぎくぐえがくぐっ ｚがあう け ｚｘざっぇ おっくごぃｚがくぐっ. Ｙｘ きがぐぎぃｙう かｘくぐぎがぇぐぃ きぎうくぐぎっぇ あぉそ
きがお’そえざぃかかそ ｚがあう.

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

ｙぎけあかぃかかそ.
6. Ｙｘぉうぇぐぃ け あがぅｘぐがぎ ｚっあきがｚっあかけ えっぉずえっくぐず おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ.
7. Ｙｘきけくぐっぐず きぎがぁぎｘおけ おうぐぐそ.
ｋ ｚうきｘあえけ ｚうえがぎうくぐｘかかそ えがおｙっかがｚｘかがぁが ぐｘｙぉぃぐがｚｘかがぁが おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ
(ї3 ｚ 1», ї4 ｚ 1», ї5 ｚ 1») あうｚ. ぎがぅあっぉ їｌけかえごっそ Mсирерab».

ｋくぐｘかがｚえｘ きがお'そえざけｚｘさｘ ｚがあう
ｇぎうくぐぎっぇ あぉそ きがお’そえざぃかかそ ｚがあう けくけｚｘє おっかぃぎｘぉう ぐｘ くがぉっ ぅ ｚうえがぎうくぐがｚけ‐
ｚｘかがつ ｚがあう. ｄっかぃぎｘぉう ぐｘ くがぉっ かぃぁｘぐうｚかが ｚきぉうｚｘぜぐず かｘ ぎがｙがぐけ きぎうぉｘあけ.
Іくかけぜぐず かｘくぐけきかっ ぃえｚっｚｘぉぃかぐかっ ざえｘぉう ｚうおっぎけ いがぎくぐえがくぐっ ｚがあう.
• ｅっおぃごずえっ ぁぎｘあけくう (аД°).
• ｌぎｘかごけぅずえっ ぁぎｘあけくう (°РД).
• おおがぉず/ぉ (おっぉっおがぉず かｘ ぉっぐぎ 届 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).
• Ｕぎｘあけくう ｂぉｘぎえｘ.
ｉえがぎうぁけぇぐぃ ぎっｚぃかず きぎうくぐぎがぜ あぉそ きがお’そえざぃかかそ ｚがあう ｚっあきがｚっあかが あが いがぎくぐ‐
えがくぐっ ｚがあう け ｚｘざっぇ おっくごぃｚがくぐっ. ｋ ぎｘぅっ きがぐぎぃｙう ぅｚぃぎぐｘぇぐぃくそ あが おっくごぃｚうこ がぎ‐
ぁｘかっｚ ｚがあがきがくぐｘさｘかかそ.

Ｘがぎくぐえっくぐず ｚがあう ｈぃぁけぉぜｚｘかかそ ぎっｚかそ いがぎくぐえがくぐっ
ｚがあう

°аД °РД おおがぉず/ぉ ｂぉｘぎえ ｚぎけさかけ ぅｘ あがきがおがぁがぜ
ぃぉぃえぐぎがかっえう

51 - 70 91 - 125 9,1 - 12,5 64 - 88 2 1) 10

43 - 50 76 - 90 7,6 - 9,0 53 - 63 2 1) 9

37 - 42 65 - 75 6,5 - 7,5 46 - 52 2 1) 8
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Ｘがぎくぐえっくぐず ｚがあう ｈぃぁけぉぜｚｘかかそ ぎっｚかそ いがぎくぐえがくぐっ
ｚがあう

°аД °РД おおがぉず/ぉ ｂぉｘぎえ ｚぎけさかけ ぅｘ あがきがおがぁがぜ
ぃぉぃえぐぎがかっえう

29 - 36 51 - 64 5,1 - 6,4 36 - 45 2 1) 7

23 - 28 40 - 50 4,0 - 5,0 28 - 35 2 1) 6

19 - 22 33 - 39 3,3 - 3,9 23 - 27 2 1) 5 1)

15 - 18 26 - 32 2,6 - 3,2 18 - 22 1 4
11 - 14 19 - 25 1,9 - 2,5 13 - 17 1 3
4 - 10 7 - 18 0,7 - 1,8 5 - 12 1 2

< 4 < 7 < 0,7 < 5 1 2) 1 2)

1) Ｙｘｚがあくずえｘ かｘくぐぎがぇえｘ.
2) Ｔうえがぎうくぐがｚけｚｘぐう くっぉず かぃ きがぐぎっｙかが.

Ｔう きがｚうかかっ かｘくぐぎがつぐう きぎうくぐぎっぇ あぉそ きがお’そえざぃかかそ ｚがあう ｚぎけさかけ ｘｙが ぅｘ あがきが‐
おがぁがぜ ぃぉぃえぐぎがかっえう.

ｅｘくぐぎがぜｚｘかかそ ｚぎけさかけ
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).

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
1. ｋｚっおえかっぐず きぎうぉｘあ.
2. ｇぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ, しが きぎうぉｘあ きぃぎぃｙけｚｘє ｚ ぎぃいうおっ かｘくぐぎがぜｚｘかかそ.
3. ｅｘぐうくかっぐず っ けぐぎうおけぇぐぃ えかがきえう げけかえごっぇ B ぐｘ C, あがえう 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 かぃ きがさかけぐず ｙぉうおｘぐう.
4. Ｔっあきけくぐっぐず えかがきえう げけかえごっぇ B ぐｘ C.
5. ｅｘぐうくかっぐず えかがきえけ げけかえごっつ A.

椴 Іかあうえｘぐがぎう えかがきがえ げけかえごっぇ B ぐｘ C ぅぁｘくかけぐず.
椴 Іかあうえｘぐがぎ えかがきえう げけかえごっつ A きぎがあがｚいけｚｘぐうおぃ ｙぉうおｘぐう.
椴 ｅｘ あうくきぉぃつ ｚっあがｙぎｘいｘєぐずくそ きがぐがさかｘ かｘくぐぎがぇえｘ.
椴 ｇぃぎぃぎうｚさｘくぐっ ぅｚけえがｚっ くうぁかｘぉう きがｚっあがおぉそぜぐず きぎが きがぐがさかけ かｘくぐぎがぇえけ.
ｇぎうえぉｘあ: かｘ あうくきぉぃつ ｚっあがｙぎｘいｘєぐずくそ  /5 きぃぎぃぎうｚさｘくぐうこ ぅｚけえがｚうこ
くうぁかｘぉっｚ = ぎっｚぃかず 5.

6. ｅｘぐうくえｘぇぐぃ えかがきえけ げけかえごっつ Ｒ, きがえう かｘ あうくきぉぃつ かぃ ぅ’そｚうぐずくそ かぃがｙこっあかｘ
かｘくぐぎがぇえｘ.

7. ｅｘぐうくかっぐず えかがきえけ けｚっおえかぃかかそ/ｚうおえかぃかかそ, しがｙ ぅｙぃぎぃぁぐう かｘくぐぎがぇえけ.
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ｗえしが 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 ぃぉぃえぐぎがかかうお さうかがお ｚくぐｘかがｚぉぃかうぇ
かｘ ぎっｚぃかず 1, ぐが っかあうえｘぐがぎ くがぉっ かぃ ぅｘぁがぎそєぐずくそ.

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
ｑがｙ ぅｘきがｚかうぐう えがかぐぃぇかぃぎ あぉそ くがぉっ, ｚうえがかｘぇぐぃ かｘくぐけきかっ あっつ.
1. Ｔっあえぎうぇぐぃ えがかぐぃぇかぃぎ あぉそ くがぉっ, きが‐

ｚぃぎかけｚざう えぎうざぃさえけ きぎがぐう ぁがあうか‐
かうえがｚがつ くぐぎっぉえう.

2. Ｙｘぉうぇぐぃ ｚ えがかぐぃぇかぃぎ あぉそ くがぉっ 1
ぉっぐぎ ｚがあう (ぐっぉずえう きぃぎぃあ きぃぎざうお
ｚうえがぎうくぐｘかかそお おｘざうかう).

3. ｂがぎうくぐけぜさうくず ぉっぇえがぜ, ぅｘきがｚかっぐず
えがかぐぃぇかぃぎ くっぉぉぜ.

4. ｇぎうｙぃぎっぐず くっぉず ぅ きがｚぃぎこかっ ｙっぉそ がぐ‐
ｚがぎけ えがかぐぃぇかぃぎｘ.

5. Ｙｘえぎうぇぐぃ えがかぐぃぇかぃぎ あぉそ くがぉっ, きが‐
ｚぃぎかけｚざう えぎうざぃさえけ ぅｘ ぁがあうかかうえが‐
ｚがぜ くぐぎっぉえがぜ.

ｅぃ こｚうぉぜぇぐぃくそ, そえしが きぎう ぅｘくうきｘかかっ くがぉっ ｚがあｘ きぃぎぃぉうｚｘєぐずくそ さぃぎぃぅ えぎｘつ
えがかぐぃぇかぃぎｘ.

Ｔうえがぎうくぐｘかかそ おうぇかがぁが ぅｘくがｙけ っ がきがぉっくえけｚｘさｘ
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Ｔうえがぎうくぐｘかかそ おうぜさうこ ぅｘくがｙっｚ
ｑがｙ ぅおぃかざうぐう かｘｚｘかぐｘいぃかかそ かｘ あがｚえっぉぉそ, ｚうえがぎうくぐがｚけぇぐぃ おっかっおｘぉずかが かぃ‐
がｙこっあかけ えっぉずえっくぐず おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ.
Ｖがぐぎうおけぇぐぃくそ っかくぐぎけえごっぇ ｚうぎがｙかうえｘ, かｘｚぃあぃかうこ かｘ けきｘえがｚごっ おうぜさがぁが ぅｘ‐
くがｙけ.
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ｑがｙ ぅｘきがｚかうぐう あがぅｘぐがぎ おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ, ｚうえがかｘぇぐぃ かｘくぐけきかっ あっつ.
1. ｅｘぐうくかっぐず えかがきえけ ぎがぅｙぉがえけｚｘかかそ 2  , しがｙ ｚっあえぎうぐう えぎうざえけ 7  あがぅｘぐがぎｘ

おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ.
2. Ｖがあｘぇぐぃ おうぜさうぇ ぅｘくっｙ け あがぅｘぐがぎ 1  .
3. ｗえしが きぎがぁぎｘおｘ ｚえぉぜさｘє げｘぅけ きがきぃぎぃあかずがぁが おうぐぐそ, きがおっくぐっぐず かぃｚぃぉうえけ

えっぉずえっくぐず おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ かｘ ｚかけぐぎっざかぜ さｘくぐうかけ あｚぃぎごそぐ きぎうくぐぎがぜ.
4. ｋ ぎｘぅっ ｚうえがぎうくぐｘかかそ ぐｘｙぉぃぐがｚｘかがぁが おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ きがえぉｘあっぐず ぐｘｙぉぃぐ‐

えけ ｚ あがぅｘぐがぎ おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ 1  .
5. Ｙｘえぎうぇぐぃ あがぅｘぐがぎ おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ. ｅｘぐうくかっぐず かｘ えぎうざえけ, しがｙ ｚがかｘ ぅｘ‐

げっえくけｚｘぉｘくそ.
ｄうぜさっ ぅｘくがｙう ぎっぅかうこ おｘぎがえ 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. Ｖぃそえっ ぐｘ‐
ｙぉぃぐがｚｘかっ おうぜさっ ぅｘくがｙう かぃ ぅｘｙぃぅきぃさけぜぐず かｘぉぃいかがぁが がさうしぃかかそ 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. Ｙ ぐｘｙぉぃぐがｚｘかうおう おうぜさうおう ぅｘくがｙｘおう ぅｘくぐがくがｚけぇぐぃ
あがｚぁっ きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ, しがｙ きがｚかっくぐぜ ｚうあｘぉうぐう おうぜさうぇ ぅｘくっｙ っぅ きがくけあけ.

Ｔうえがぎうくぐｘかかそ くきがぉっくえけｚｘさｘ
Ｙｘｚあそえう がきがぉっくえけｚｘさけ かｘ きがくけあっ きっくぉそ ｚうくうこｘかかそ かぃ ぅｘぉうざうぐずくそ くおけぁ っ
きぉそお.
Ｖがぅｘぐがぎ がきがぉっくえけｚｘさｘ ｘｚぐがおｘぐうさかが あがあｘє がきがぉっくえけｚｘさ きっあ さｘく がくぐｘかかずがぁが
きがぉがくえｘかかそ.

ｑがｙ ぅｘぉうぐう がきがぉっくえけｚｘさ け あがぅｘぐがぎ, ｚうえがかｘぇぐぃ かｘくぐけきかっ あっつ.
1. ｅｘぐうくかっぐず えかがきえけ ぎがぅｙぉがえけｚｘかかそ 6  , しがｙ ｚっあえぎうぐう えぎうざえけ 5  あがぅｘぐがぎｘ

がきがぉっくえけｚｘさｘ.
2. Ｙｘぉうぇぐぃ ｚ あがぅｘぐがぎ 3  がきがぉっくえけｚｘさ. ｇがぅかｘさえｘ їйaф» きがえｘぅけє おｘえくう‐

おｘぉずかうぇ ぎっｚぃかず.
3. ｗえしが がきがぉっくえけｚｘさ ぎがぅぉうｚくそ, ｚうぐぎっぐず ぇがぁが ぁｘかさっぎえがぜ, しが 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 けぐｚがぎぃかかそ かｘあおっぎかがつ きっかう きっあ さｘく ｚうえが‐
かｘかかそ きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ.

4. Ｙｘえぎうぇぐぃ あがぅｘぐがぎ がきがぉっくえけｚｘさｘ. ｅｘぐうくかっぐず かｘ えぎうざえけ, しがｙ ｚがかｘ ぅｘげっえ‐
くけｚｘぉｘくそ.

ｈぃぁけぉぜｚｘかかそ あがぅけｚｘかかそ がきがぉっくえけｚｘさｘ
Ｙｘｚがあくずえｘ かｘくぐぎがぇえｘ: きがぉがいぃかかそ 3.
ｄがいかｘ かｘくぐぎがつぐう あがぅｘぐがぎ がきがぉっくえけｚｘさｘ ｚ おぃいｘこ ｚっあ 1 (かｘぇおぃかざｘ あがぅｘ) あが
4 (かｘぇｙっぉずざｘ あがぅｘ).
ｇがｚぃぎかっぐず ぎぃぁけぉそぐがぎ あがぅｘぐがぎｘ がきがぉっくえけｚｘさｘ 4  , しがｙ ぅｙっぉずざうぐう ｘｙが ぅおぃか‐
ざうぐう あがぅけｚｘかかそ.

ｌけかえごっそ Mсирерab
ｌけかえごっそ Mсирерab きぎうぅかｘさぃかｘ あぉそ えがおｙっかがｚｘかうこ ぐｘｙぉぃぐがｚｘかうこ おうぜさうこ ぅｘ‐
くがｙっｚ.
ｎっ ぐｘｙぉぃぐえう 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. Ｖぃそえっ ぐうきう ぐｘｙぉぃぐがえ おがいけぐず おっくぐうぐう ぇ っかざっ ぎぃさがｚうかう.
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ｇぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ, しが ぐｘｙぉぃぐがｚｘかうぇ おうぜさうぇ ぅｘくっｙ きっあこがあうぐず あぉそ いがぎくぐえがくぐっ
ｚｘざがつ ｚがあう. Ｖうｚ. っかくぐぎけえごっつ ｚうぎがｙかうえｘ.
ｇっくぉそ けｚっおえかぃかかそ げけかえごっそ Mсирерab きぎがあがｚいけє あっそぐう, あがえう ｚう つつ かぃ ｚうおえかぃぐぃ.
ｌけかえごっそ Mсирерab きぎうきうかそє かｘあこがあいぃかかそ がきがぉっくえけｚｘさｘ ぐｘ くがぉっ.
ｌけかえごっそ Mсирерab あぃｘえぐうｚけє っかあうえｘぐがぎう がきがぉっくえけｚｘさｘ ぐｘ くがぉっ.
ｗえしが ｚう ぅｘくぐがくがｚけєぐぃ げけかえごっぜ Mсирерab, 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
おがいぃ ぅｙっぉずざうぐうくそ.
Ｒえぐうｚけぇぐぃ げけかえごっぜ Mсирерab, きぃぎざ かっい ぅｘきけくぐうぐう きぎがぁぎｘおけ おうぐぐそ.
ｅぃ おがいかｘ ｘえぐうｚけｚｘぐう げけかえごっぜ Mсирерab きっあ さｘく ｚうえがかｘかかそ きぎがぁぎｘおう.

ｑがｙ ｘえぐうｚけｚｘぐう げけかえごっぜ Mсирерab, ｚうえがかｘぇぐぃ かｘくぐけきかっ あっつ.
• ｅｘぐうくかっぐず えかがきえけ Mсирерab. Ｙｘぁがぎうぐずくそ っかあうえｘぐがぎ Mсирерab.
ｑがｙ ｚっあえぉぜさうぐう げけかえごっぜ Mсирерab ぐｘ がえぎぃおが ｚうえがぎうくぐがｚけｚｘぐう おうぜさうぇ
ぅｘくっｙ, くっぉず っ がきがぉっくえけｚｘさ, ｚうえがかｘぇぐぃ かｘくぐけきかっ あっつ.
1. ｅｘぐうくかっぐず えかがきえけ Mсирерab. Іかあうえｘぐがぎ Mсирерab ぅぁｘくかぃ.
2. Ｙｘきがｚかっぐず えがかぐぃぇかぃぎ あぉそ くがぉっ っ あがぅｘぐがぎ がきがぉっくえけｚｘさｘ.
3. Ｔくぐｘかがｚっぐず かｘぇｚうしうぇ ぎっｚぃかず いがぎくぐえがくぐっ ｚがあう.
4. Ｙｘきけくぐっぐず きぎがぁぎｘおけ おうぐぐそ ｙぃぅ きがくけあけ.
5. ｉえがぎうぁけぇぐぃ ぎっｚぃかず きぎうくぐぎがぜ あぉそ きがお’そえざぃかかそ ｚがあう ｚっあきがｚっあかが あが

いがぎくぐえがくぐっ ｚがあう け ｚｘざっぇ おっくごぃｚがくぐっ.
6. Ｔっあぎぃぁけぉぜぇぐぃ あがぅけｚｘかかそ がきがぉっくえけｚｘさｘ.

Ｙｘｚｘかぐｘいけｚｘかかそ かがいっｚ ぐｘ きがくけあけ
Ｖうｚ. ぉうくぐっｚえけ їｇぎうえぉｘあう ぅｘｚｘかぐｘいぃかかそ МолCибaк».

ｇがぎｘあう ぇ ぎぃえがおぃかあｘごっつ
ｅぃ ぅｘくぐがくがｚけぇぐぃ きぎうぉｘあ あぉそ おうぐぐそ きぎぃあおぃぐっｚ, しが きがぁぉうかｘぜぐず ｚがあけ (ぁけｙえう,
ぁｘかさっぎえう ぐがしが).
• ｇぃぎざ かっい ぅｘｚｘかぐｘいけｚｘぐう くぐがぉがｚっ きぎうｙがぎう ぇ きがくけあ, ｚうえがかｘぇぐぃ ぐｘえっ あっつ.

椴 Ｔうあｘぉっぐず ぅｘぉうざえう ついっ.
椴 Ｙぎがｙっぐず ぐｘえ, しがｙ きぎうぁがぎっぉっ ぅｘぉうざえう ついっ ｚ えｘくぐぎけぉっ ｘｙが かｘ くえがｚがぎっあごっ,

ぎがぅお’そえぉう.
• Ｙｘｚｘかぐｘいけぇぐぃ くぐがぉがｚっ きぎうｙがぎう ぇ きがくけあ かｘくぐけきかうお さうかがお.

椴 ｇぎぃあおぃぐう, しが おｘぜぐず ぅｘぁぉうｙぉぃかかそ (かｘきぎうえぉｘあ, さｘざえう, くえぉそかえう ぐｘ おう‐
くえう), くぐｘｚぐぃ がぐｚがぎがお あがかうぅけ.

椴 ｅｘこうぉそぇぐぃ ぁぉうｙがえっ ぐｘぎっぉえう っ えがかぐぃぇかぃぎう ぐｘえ, しがｙ ｚがあｘ くぐっえｘぉｘ ぅ かうこ.
椴 ｇがあｙｘぇぐぃ, しがｙ くぐがぉがｚっ きぎうｙがぎう っ きがくけあ かぃ ぅぉうきｘぉうくそ.
椴 ｇがあｙｘぇぐぃ, しがｙ くえぉそかえう かぃ ぐがぎえｘぉうくそ があかｘ があかがつ.
椴 ｄｘぉぃかずえっ 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.
椴 ｑがｙ けかうえかけぐう ぅぉうきｘかかそ ぉがいがえ, えぉｘあっぐず つこ おっい っかざうおう くぐがぉがｚうおう きぎう‐

ｙがぎｘおう.
椴 ｈがぅぐｘざがｚけぇぐぃ きぎぃあおぃぐう ぐｘえ, しがｙ ｚがあｘ おがぁぉｘ がおうｚｘぐう ｚくっ きがｚぃぎこかっ.

• 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
おがいけぐず ぅｘぉうざｘぐうくそ えぎｘきぉっ ｚがあう.
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• ｃぃぁえっ きぎぃあおぃぐう えぉｘあっぐず け ｚぃぎこかっぇ えがざうえ. ｇがあｙｘぇぐぃ きぎが ぐぃ, しがｙ きぎぃあおぃぐう
かぃ ぎけこｘぉうくそ.

ｇぎがぁぎｘおう おうぐぐそ きがくけあけ
ｇぎがぁぎｘおう おうぐぐそ

ｇぎがぁぎｘおｘ ｉぐけきっかず ぅｘｙぎけあ‐
かぃかかそ

ｊうき きがくけあけ ｆきうく きぎがぁぎｘおう

1
аB 1)

ｉぃぎぃあかє ぅｘ‐
ｙぎけあかぃかかそ

ｇがくけあ っ くぐがぉがｚっ
きぎうｙがぎう

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

2
45°-70° AСРЛ2)

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

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

3
ЕКРБКПЕТ МОЛ
70°

ｉうぉずかぃ ぅｘｙぎけあ‐
かぃかかそ

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

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

4
60° 30 MЕК3)

ｉぃぎぃあかє ｘｙが かぃ‐
ぅかｘさかぃ ぅｘｙぎけあ‐
かぃかかそ

ｇがくけあ っ くぐがぉがｚっ
きぎうｙがぎう

ｆくかがｚかぃ おうぐぐそ きぎう
ぐぃおきぃぎｘぐけぎっ 60°C
ｇがぉがくえｘかかそ

5
50° БCЛ4)

ｉぃぎぃあかє ぅｘ‐
ｙぎけあかぃかかそ

ｇがくけあ っ くぐがぉがｚっ
きぎうｙがぎう

ｇがきぃぎぃあかє おうぐぐそ
ｆくかがｚかぃ おうぐぐそ きぎう
ぐぃおきぃぎｘぐけぎっ あが 50°C
1 きぎがおっいかぃ きがぉがくえｘか‐
かそ
ｆくぐｘぐがさかぃ きがぉがくえｘか‐
かそ
ｉけざっかかそ
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ｇぎがぁぎｘおｘ ｉぐけきっかず ぅｘｙぎけあ‐
かぃかかそ

ｊうき きがくけあけ ｆきうく きぎがぁぎｘおう

6
55° 50 MЕК

ｅぃぅかｘさかぃ ぅｘ‐
ｙぎけあかぃかかそ

ｇがくけあ っ くぐがぉがｚっ
きぎうｙがぎう

ｆくかがｚかぃ おうぐぐそ きぎう
ぐぃおきぃぎｘぐけぎっ 55°C
1 きぎがおっいかぃ きがぉがくえｘか‐
かそ
ｆくぐｘぐがさかぃ きがぉがくえｘか‐
かそ

7
45° ГИAПП

ｉぃぎぃあかє ｘｙが かぃ‐
ぅかｘさかぃ ぅｘｙぎけあ‐
かぃかかそ

Ｖぃぉっえｘぐかｘ きがぎごぃ‐
ぉそかｘ っ くえぉそかうぇ
きがくけあ

ｆくかがｚかぃ おうぐぐそ きぎう
ぐぃおきぃぎｘぐけぎっ 45°C
1 きぎがおっいかぃ きがぉがくえｘか‐
かそ
ｆくぐｘぐがさかぃ きがぉがくえｘか‐
かそ
ｉけざっかかそ

8 ｎそ きぎがぁぎｘおｘ ｚうえがかけє ざｚうあえぃ きがぉが‐
くえｘかかそ, しが ぅｘきがｙっぁｘє きぎうぉうきｘかかぜ
ぅｘぉうざえっｚ ついっ あが ぐｘぎっぉがえ ぐｘ きがそｚっ かぃ‐
きぎうєおかがぁが ぅｘきｘこけ ぅ きぎうぉｘあけ.
Ｙｘきけくぐうぐう きぎがぁぎｘおけ おうぐぐそ おがいかｘ,
えがぉう きぎうぉｘあ ｙけあぃ きがｚかっくぐぜ ぅｘｚｘかぐｘ‐
いぃかうぇ.
ｅぃ ｚうえがぎうくぐがｚけぇぐぃ おうぜさうぇ ぅｘくっｙ
あぉそ あｘかがつ きぎがぁぎｘおう.

1 きがぉがくえｘかかそ こがぉがあ‐
かがぜ ｚがあがぜ

1) ｎぃ きぎがぁぎｘおｘ ｙぃぅざけおかがぁが おうぐぐそ.
2) ｇぎうぉｘあ ｘｚぐがおｘぐうさかが ぎぃぁけぉぜє ぐぃおきぃぎｘぐけぎけ ぇ えっぉずえっくぐず ｚがあう. ｎぃ ぅｘぉぃいうぐず ｚっあ きがｚかがぁが さう

さｘくぐえがｚがぁが ぅｘｚｘかぐｘいぃかかそ っ くぐけきぃかそ ぅｘｙぎけあかぃかかそ. ｊぎうｚｘぉっくぐず きぎがぁぎｘおう っ きｘぎｘおぃぐぎう
くきがいうｚｘかかそ おがいけぐず ぅおっかぜｚｘぐうくそ.

3) Ｖぉそ かぃｚぃぉうえがつ えっぉずえがくぐっ ぅｘｚｘかぐｘいぃかがぁが きがくけあけ ごそ きぎがぁぎｘおｘ あｘє さけあがｚっ ぎぃぅけぉずぐｘぐう っ
ぅｘがしｘあいけє さｘく.

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. Ｖうｚっぐずくそ ｙけえぉぃぐ, しが あがあｘєぐずくそ, しがｙ
がぅかｘぇがおうぐうくそ ぅ ぎぃぅけぉずぐｘぐｘおう ぐぃくぐっｚ.

ｇがえｘぅかうえう くきがいうｚｘかかそ
ｇぎがぁぎｘおｘ ｊぎうｚｘぉっくぐず (け

こｚうぉうかｘこ)
Ｗかぃぎぁっそ (け えＴぐ-ぁがあ) Ｔがあｘ (け ぉっぐぎｘこ)

1
аB

200 - 220 1,1 - 1,3 10 - 11

2
45°-70° AСРЛ

90 - 160 0,9 - 1,7 8 - 17

3
ЕКРБКПЕТ МОЛ 70°

140 - 160 1,5 - 1,7 15 - 16

4
60° 30 MЕК

30 0,9 9

5
50° БCЛ

150 - 160 1,0 - 1,1 10 - 11

6
55° 50 MЕК

50 - 60 1,0 - 1,2 10 - 11
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ｇぎがぁぎｘおｘ ｊぎうｚｘぉっくぐず (け
こｚうぉうかｘこ)

Ｗかぃぎぁっそ (け えＴぐ-ぁがあ) Ｔがあｘ (け ぉっぐぎｘこ)

7
45° ГИAПП

65 - 75 0,8 - 0,9 12 - 13

8 14 0,1 4

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

Ｔうｙっぎ っ ぅｘきけくえ きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ きがくけあけ

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 ｙぃぅ ｚっあえぉｘあぃかがぁが ぅｘきけくえけ
1. ｋｚっおえかっぐず きぎうぉｘあ.
2. ｇぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ, しが きぎうぉｘあ きぃぎぃｙけｚｘє ｚ ぎぃいうおっ かｘくぐぎがぜｚｘかかそ.
3. Ｔうｙぃぎっぐず きぎがぁぎｘおけ おうぐぐそ. Ｖうｚ. ぎがぅあっぉ їｇぎがぁぎｘおう おうぐぐそ».

椴 ｅｘ あうくきぉぃつ ｚっあがｙぎｘいｘєぐずくそ かがおぃぎ きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ.
4. Ｙｘ きがぐぎぃｙう ｚうｙぃぎっぐず があかけ さう あぃえっぉずえｘ げけかえごっぇ.
5. Ｙｘえぎうぇぐぃ あｚぃぎごそぐｘ きぎうぉｘあけ. ｇぎがぁぎｘおｘ おうぐぐそ ぅｘきけくぐうぐずくそ ｘｚぐがおｘぐうさ‐

かが.

Ｔうｙっぎ っ ぅｘきけくえ きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ ぅ ｚっあえぉｘあぃかうお ぅｘきけくえがお
1. ｋｚっおえかっぐず きぎうぉｘあ っ がｙぃぎっぐず きぎがぁぎｘおけ おうぐぐそ.
2. ｅｘぐうくえｘぇぐぃ 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, あがえう かぃ あうくきぉぃつ かぃ ぅ’そｚうぐずくそ

きがぐぎっｙかｘ えっぉずえっくぐず ぁがあうか あぉそ ｚっあえぉｘあぃかがぁが ぅｘきけくえけ.
3. Ｙｘえぎうぇぐぃ あｚぃぎごそぐｘ きぎうぉｘあけ.

椴 Ｒｚぐがおｘぐうさかが きがさうかｘєぐずくそ ぅｚがぎがぐかうぇ ｚっあぉっえ.
椴 ｇっくぉそ ぅｘえっかさぃかかそ ぅｚがぎがぐかがぁが ｚっあぉっえけ ｘｚぐがおｘぐうさかが ぅｘきけくぐうぐずくそ きぎが‐

ぁぎｘおｘ おうぐぐそ.
ｗえしが ｚっあえぎうぐう あｚぃぎごそぐｘ きぎうぉｘあけ, ぅｚがぎがぐかうぇ ｚっあぉっえ さｘくけ ぅけきうかうぐずくそ. ｇっくぉそ
ぅｘえぎうｚｘかかそ あｚぃぎごそぐ ぅｚがぎがぐかうぇ ｚっあぉっえ 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.

ｇぃぎぃぎうｚｘかかそ きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ
• Ｔっあえぎうぇぐぃ あｚぃぎごそぐｘ きぎうぉｘあけ.

椴 ｇぎがぁぎｘおｘ おうぐぐそ ぅけきうかうぐずくそ.
• Ｙｘえぎうぇぐぃ あｚぃぎごそぐｘ きぎうぉｘあけ.

椴 Ｔうえがかｘかかそ きぎがぁぎｘおう きぎがあがｚいうぐずくそ ぅ ぐがぁが おがおぃかぐけ, あぃ ｚがかｘ ｙけぉｘ きぃ‐
ぎぃぎｚｘかｘ.
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ｗえ くえｘくけｚｘぐう きぎがぁぎｘおけ おうぐぐそ ｘｙが ｚっあえぉｘあぃかうぇ ぅｘきけくえ
ｇがえう きぎがぁぎｘおｘ おうぐぐそ ｘｙが ｚっあえぉｘあぃかうぇ ぅｘきけくえ かぃ ぎがぅきがさｘぉうくそ, つこ おがいかｘ
ぅおっかうぐう.
ｗえしが きぎがぁぎｘおｘ おうぐぐそ ｘｙが ｚっあえぉｘあぃかうぇ ぅｘきけくえ けいぃ ｚうえがかけぜぐずくそ, ぐが ぅおっかう‐
ぐう つこ かぃ おがいかｘ. ｑがｙ ぅおっかうぐう かｘくぐぎがぇえう, かぃがｙこっあかが くえｘくけｚｘぐう ｘえぐうｚかけ きぎが‐
ぁぎｘおけ おうぐぐそ さう ｚっあえぉｘあぃかうぇ ぅｘきけくえ.

ｋ ぎｘぅっ くえ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 ｘｚぐがおｘぐうさかが くえｘくがｚけєぐずくそ がｙぎｘかｘ
きぎがぁぎｘおｘ おうぐぐそ. ｇがぐぎっｙかが ぅかがｚけ ｚうｙぎｘぐう きぎがぁぎｘおけ おうぐぐそ.

1. ｅｘぐうくかっぐず っ けぐぎうおけぇぐぃ えかがきえけ くえｘくけｚｘかかそ あがぐう, あがえう かｘ ごうげぎがｚがおけ
あうくきぉぃつ ぅ'そｚぉそぐずくそ あｚっ ぁがぎうぅがかぐｘぉずかっ ぉっかっつ.

2. ｇぃぎぃあ ぅｘきけくえがお かがｚがつ きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ きぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ, しが ｚ あがぅｘぐがぎっ
おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ є おうぜさうぇ ぅｘくっｙ.

ｇぎう ぅｘｚぃぎざぃかかっ きぎがぁぎｘおう おうぐぐそ
• ｇぎうぉｘあ ｘｚぐがおｘぐうさかが ぅけきうかそєぐずくそ.
• ｃけかｘぜぐず ぅｚけえがｚっ くうぁかｘぉう.
1. Ｔっあえぎうぇぐぃ あｚぃぎごそぐｘ きぎうぉｘあけ.

椴 ｅｘ あうくきぉぃつ ｚっあがｙぎｘいｘєぐずくそ 0.
椴 Ｔおうえｘєぐずくそ っかあうえｘぐがぎ ぅｘｚぃぎざぃかかそ きぎがぁぎｘおう.

2. Ｔうおえかっぐず きぎうぉｘあ.
3. ｑがｙ きがえぎｘしうぐう ぎぃぅけぉずぐｘぐ くけざっかかそ, かｘ あぃえっぉずえｘ こｚうぉうか ぅｘぉうざぐぃ あｚぃぎ‐

ごそぐｘ ｚっあえぎうぐうおう.
• ｗえしが かぃ ｚうおえかけぐう きぎうぉｘあ きぎがぐそぁがお ぐぎずがこ こｚうぉうか きっくぉそ ぅｘえっかさぃかかそ きぎが‐

ぁぎｘおう おうぐぐそ きがくけあけ:
椴 けくっ っかあうえｘぐがぎう ぅぁｘくかけぐず;
椴 かｘ あうくきぉぃつ ｚっあがｙぎｘぅうぐずくそ があかｘ ぁがぎうぅがかぐｘぉずかｘ くおけいえｘ;
椴 がきぐうさかうぇ くうぁかｘぉ ぅぁｘくかぃ.

ｎぃ あがきがおｘぁｘє ぅおぃかざうぐう くきがいうｚｘかかそ ぃぉぃえぐぎがぃかぃぎぁっつ.
ｅｘぐうくかっぐず があかけ ぅ えかがきがえ (えぎっお えかがきえう けｚっおえかぃかかそ/ｚうおえかぃかかそ), っ あうくきぉぃぇ ぐｘ
っかあうえｘぐがぎう ぅｘぁがぎそぐずくそ ぅかがｚけ.

ｇぎうぉｘあ ｚうおうえｘєぐずくそ ｘｚぐがおｘぐうさかが さぃぎぃぅ 10 こｚうぉうか きっくぉそ ぅｘｚぃぎざぃかかそ きぎが‐
ぁぎｘおう おうぐぐそ.

ｈがぅｚｘかぐｘいぃかかそ おｘざうかう
• Ｖｘぇぐぃ きがくけあけ がこがぉがかけぐう, きぃぎざ かっい ｚうぇおｘぐう ぇがぁが ぅ きぎうぉｘあけ. Ｕｘぎそさうぇ

きがくけあ おがいかｘ ぉぃぁえが ぎがぅｙうぐう.
• ｉきぃぎざけ ｚうぇおっぐず きがくけあ 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ｘ.
• ｅｘ くぐっかえｘこ っ あｚぃぎごそぐｘこ きぎうぉｘあけ おがいぃ ｙけぐう ｚがあｘ. ｅぃぎいｘｚっぜさｘ くぐｘぉず こが‐

ぉがかぃ ざｚうあざぃ, かっい きがくけあ.
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Ｖがぁぉそあ ぐｘ さうくぐえｘ

Ｙかっおｘかかそ っ さうしぃかかそ げっぉずぐぎっｚ
Ｙｘｙぎけあかぃかっ げっぉずぐぎう きがぁっぎざけぜぐず ぎぃぅけぉずぐｘぐう おうぐぐそ. ｍがさｘ げっぉずぐぎう おｘぇいぃ
かぃ きがぐぎぃｙけぜぐず がｙくぉけぁがｚけｚｘかかそ, ぎぃえがおぃかあけєおが きぃぎっがあうさかが つこ きぃぎぃｚっぎそぐう っ
ｚ ぎｘぅっ かぃがｙこっあかがくぐっ さうくぐうぐう.
1. ｑがｙ ぅかそぐう げっぉずぐぎ (Ｒ), きがｚぃぎかっぐず

ぇがぁが きぎがぐう ぁがあうかかうえがｚがつ くぐぎっぉえう っ
ぅかっおっぐず ぅ げっぉずぐぎｘ (Ｔ).

2. ｌっぉずぐぎ (Ｒ) くえぉｘあｘєぐずくそ ぅ 2 あぃぐｘ‐
ぉぃぇ. ｑがｙ ぎがぅっｙぎｘぐう げっぉずぐぎ,
ぎがぅ’єあかｘぇぐぃ ごっ あぃぐｘぉっ.

3. ｈぃぐぃぉずかが きぎがおうぇぐぃ あぃぐｘぉっ きぎが‐
ぐがさかがぜ ｚがあがぜ.

4. ｉえぉｘあっぐず っ ぅ’єあかｘぇぐぃ 2 あぃぐｘぉっ
げっぉずぐぎｘ (Ｒ). ｇぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ, しが
あぃぐｘぉっ きぎｘｚうぉずかが ｚくぐｘｚぉぃかっ があかｘ
ｚ があかけ.

5. Ｙかっおっぐず げっぉずぐぎ (Ｔ).
6. ｈぃぐぃぉずかが きぎがおうぇぐぃ げっぉずぐぎ (Ｔ)

きぎがぐがさかがぜ ｚがあがぜ.

7. Ｔくぐｘかがｚっぐず げっぉずぐぎ (Ｔ) け きがさｘぐえがｚぃ
きがぉがいぃかかそ. ｇぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ, しが
ｚっか きぎｘｚうぉずかが ｚくぐｘｚぉぃかうぇ きっあ あｚが‐
おｘ かｘきぎｘｚぉそぜさうおう (ｉ).

8. Ｔくぐｘかがｚっぐず げっぉずぐぎ (Ｒ) け げっぉずぐぎ (Ｔ)
っ きがｚぃぎかっぐず ぇがぁが ぅｘ ぁがあうかかうえがｚがぜ
くぐぎっぉえがぜ あが げっえくｘごっつ.

ｏうしぃかかそ ぎがぅきうぉぜｚｘさっｚ
ｅぃ ぅかっおｘぇぐぃ ぎがぅきうぉぜｚｘさっ.

A

B

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

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

ｑが ぎがｙうぐう, えがぉう ...
ｇぎうぉｘあ かぃ ぅｘきけくえｘєぐずくそ ｘｙが ぅけきうかそєぐずくそ きっあ さｘく ぎがｙがぐう.
ｉきぃぎざけ くきぎがｙけぇぐぃ ぅかｘぇぐう ぎっざぃかかそ きぎがｙぉぃおう ｚ ぐｘｙぉうごっ. ｗえしが ｚｘお ごぃ かぃ
ｚあｘєぐずくそ, ぅｚぃぎぐｘぇぐぃくそ あが くぃぎｚっくかがぁが ごぃかぐぎけ.

ｇぎがｙぉぃおｘ ｂがあ きがおうぉえう ｄがいぉうｚｘ きぎうさうかｘ ｄがいぉうｚぃ ぎっざぃかかそ
ｇぎうぉｘあ かぃ ぅｘきがｚ‐
かぜєぐずくそ ｚがあがぜ.

ｅｘ あうくきぉぃつ ｚっあが‐
ｙぎｘいｘєぐずくそ 

Ｔがあがきぎがｚっあかうぇ
えぎｘか ぅｘｙうｚくそ ｙぎけ‐
あがお ｘｙが ｚえぎうｚくそ
ｚｘきかそかうお かｘぉずが‐
ぐがお.

ｇ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.

  ｊうくえ ｚがあう ぅｘかｘあぐが
かうぅずえうぇ.

Ｙｚぃぎかっぐずくそ あが おっく‐
ごぃｚがつ ｚがあがきぎがｚっあ‐
かがつ くぉけいｙう.

  Ｔがあがきぎがｚっあかうぇ
えぎｘか ぅｘ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かうぇ
げっぉずぐぎ ｚきけくえかがぁが
ざぉｘかぁｘ.

ｇぎがさうくぐっぐず
げっぉずぐぎ.

  Ｔきけくえかうぇ ざぉｘかぁ
きぎうєあかｘかうぇ かぃ‐
きぎｘｚうぉずかが.

ｇぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ,
しが ざぉｘかぁ きぎうєあ‐
かｘかうぇ かｘぉぃいかうお
さうかがお.

  Ｔきけくえかうぇ ざぉｘかぁ
きがざえがあいぃかうぇ.

ｇぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ,
しが ｚきけくえかうぇ
ざぉｘかぁ かぃ おｘє きがざ‐
えがあいぃかず.

ｇぎうぉｘあ かぃ ぅぉうｚｘє
ｚがあけ.

ｅｘ あうくきぉぃつ ｚっあが‐
ｙぎｘいｘєぐずくそ 

Ｙｘｙうｚくそ ぅぉうｚかうぇ
がぐｚっぎ ぎｘえがｚうかう.

ｇぎがさうくぐっぐず ぅぉうｚ‐
かうぇ がぐｚっぎ.

  Ｙぉうｚかうぇ ざぉｘかぁ
きぎうєあかｘかが かぃきぎｘ‐
ｚうぉずかが.

ｇぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ,
しが ざぉｘかぁ きぎうєあ‐
かｘかうぇ かｘぉぃいかうお
さうかがお.
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ｇぎがｙぉぃおｘ ｂがあ きがおうぉえう ｄがいぉうｚｘ きぎうさうかｘ ｄがいぉうｚぃ ぎっざぃかかそ
  Ｙぉうｚかうぇ ざぉｘかぁ

きがざえがあいぃかうぇ.
ｇぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ,
しが ぅぉうｚかうぇ ざぉｘかぁ
かぃ おｘє きがざえがあ‐
いぃかず.

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

ｅｘ あうくきぉぃつ ｚっあが‐
ｙぎｘいｘєぐずくそ 

 Ｙｘえぎうぇぐぃ ｚがあが‐
きぎがｚっあかうぇ えぎｘか っ
ぅｚぃぎかっぐずくそ あが くぃぎ‐
ｚっくかがぁが ごぃかぐぎけ.

ｇぎがぁぎｘおｘ かぃ ぅｘきけ‐
くえｘєぐずくそ.

 Ｔっあえぎうぐっ あｚぃぎごそぐｘ
きぎうぉｘあけ.

ｇぎｘｚうぉずかが ぅｘ‐
えぎうぇぐぃ あｚぃぎごそぐｘ.

  ｂｘｙぃぉず いうｚぉぃかかそ
かぃ きっあえぉぜさぃかうぇ あが
ぎがぅぃぐえう.

Ｔくぐｘｚぐぃ ｚうぉえけ えｘ‐
ｙぃぉぜ 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 ぃぉぃえ‐
ぐぎうさかがおけ しうぐっ.

Ｙｘおっかっぐず ぅｘきがｙっい‐
かうえ.

  Ｔくぐｘかがｚぉぃかが ｚっあ‐
えぉｘあぃかうぇ ぅｘきけくえ.
(ｊっぉずえう あぉそ きぎうぉｘ‐
あっｚ ぅ ｚっあえぉｘあぃかうお
ぅｘきけくえがお.)

ｑがｙ かぃぁｘぇかが ぅｘきけ‐
くぐうぐう きぎがぁぎｘおけ,
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.

ｇっくぉそ きぃぎぃｚっぎえう けｚっおえかっぐず きぎうぉｘあ. Ｔうえがかｘかかそ きぎがぁぎｘおう きぎがあがｚいけєぐずくそ ぅ
ぐがぁが おがおぃかぐけ, えがぉう ｚがかｘ ｙけぉｘ きぃぎぃぎｚｘかｘ.
ｗえしが きぎがｙぉぃおｘ ｚうかうえｘє ぅかがｚけ, ぅｚぃぎかっぐずくそ あが くぃぎｚっくかがぁが ごぃかぐぎけ.
ｗえしが ぅ’そｚぉそぜぐずくそ っかざっ えがあう きがおうぉがえ, ぅｚぃぎかっぐずくそ あが くぃぎｚっくかがぁが ごぃかぐぎけ.
ｉぃぎｚっくかがおけ ごぃかぐぎけ かぃがｙこっあかが かｘあｘぐう っかげがぎおｘごっぜ, ｚえｘぅｘかけ 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.
ｈぃえがおぃかあけєおが ぅｘきうくｘぐう つつ け かｘくぐけきかうこ きがぉそこ.
ｄがあぃぉず (MЛА.) ....................
ｅがおぃぎ ｚうぎがｙけ (МКC) ....................
ｉぃぎっぇかうぇ かがおぃぎ (П.К.) ....................

ｈぃぅけぉずぐｘぐう おうぐぐそ ぐｘ くけざっかかそ かぃぅｘあがｚっぉずかっ
ｇぎがｙぉぃおｘ ｄがいぉうｚｘ きぎうさうかｘ ｄがいぉうｚぃ ぎっざぃかかそ

ｇがくけあ かぃ さうくぐうぇ. ｆｙぎｘかｘ きぎがぁぎｘおｘ おうぐぐそ
かぃ ｚっあきがｚっあｘє ぐうきけ きがく‐
けあけ ぐｘ くぐけきぃかぜ ぅｘｙぎけあ‐
かぃかかそ.

ｆｙぃぎっぐず きぎがぁぎｘおけ おうぐぐそ,
しが ｚっあきがｚっあｘє ぐうきけ きがく‐
けあけ ぐｘ くぐけきぃかぜ ぅｘｙぎけあ‐
かぃかかそ.

 ｇがくけあ け えがざうえｘこ ぎがぅぐｘ‐
ざがｚｘかうぇ かぃきぎｘｚうぉずかが,
ｚがあｘ かぃ がおうｚｘє けくっ きが‐
ｚぃぎこかっ.

ｇぎｘｚうぉずかが ぅｘｚｘかぐｘいぐぃ
きがくけあ け えがざうえう.
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ｇぎがｙぉぃおｘ ｄがいぉうｚｘ きぎうさうかｘ ｄがいぉうｚぃ ぎっざぃかかそ
 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
かぃきぎｘｚうぉずかぃ ぎがぅぐｘざけ‐
ｚｘかかそ きがくけあけ.

ｇがあｙｘぇぐぃ きぎが ぐぃ, しがｙ
きがくけあ ｙけｚ ぎがぅぐｘざがｚｘかうぇ
きぎｘｚうぉずかが っ かぃ ぅｘｚｘいｘｚ
ぎがぅきうぉぜｚｘさｘお ｚっぉずかが がｙ‐
ぃぎぐｘぐうくそ.

 ｌっぉずぐぎう ぅｘｙぎけあかぃかっ ｘｙが
くえぉｘあぃかっ ぇ ｚくぐｘかがｚぉぃかっ
かぃきぎｘｚうぉずかが.

ｇがあｙｘぇぐぃ きぎが ぐぃ, しがｙ
げっぉずぐぎう ｙけぉう さうくぐっ っ きぎｘ‐
ｚうぉずかが くえぉｘあぃかっ ぐｘ ｚくぐｘ‐
かがｚぉぃかっ.

 ｄうぜさうぇ ぅｘくっｙ ｚっあくけぐかっぇ
ｘｙが ぇがぁが かぃあがくぐｘぐかずが.

ｇぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ, しが おうぜ‐
さがぁが ぅｘくがｙけ あがくぐｘぐかずが.

ｏｘくぐえう ｚｘきかそかがぁが かｘぉずが‐
ぐけ かｘ きがくけあっ.

ｂがかぐぃぇかぃぎ あぉそ くがぉっ きが‐
ぎがいかっぇ.

Ｙｘきがｚかっぐず えがかぐぃぇかぃぎ くっぉ‐
ぉぜ あぉそ きがくけあがおうぇかうこ おｘ‐
ざうか.

 ｅぃきぎｘｚうぉずかが かｘくぐぎがє‐
かうぇ きがお’そえざけｚｘさ ｚがあう

ｅｘぉｘざぐけぇぐぃ きがお’そえざけ‐
ｚｘさ ｚがあう.

 ｂぎうざえｘ えがかぐぃぇかぃぎｘ あぉそ
くがぉっ ぅｘえぎうぐｘ かぃかｘぉぃいかうお
さうかがお.

ｇぎｘｚうぉずかが ぅｘえぎうぇぐぃ
えぎうざえけ えがかぐぃぇかぃぎｘ あぉそ
くがぉっ.

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.

Ｙｘｚぃぉうえｘ あがぅｘ がきがぉっくえけ‐
ｚｘさｘ.

Ｙおぃかざぐぃ あがぅけ がきがぉっくえけ‐
ｚｘさｘ.

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

Ｙｘおｘぉｘ あがぅｘ がきがぉっくえけｚｘ‐
さｘ.

Ｙｙっぉずざぐぃ あがぅけ がきがぉっくえけ‐
ｚｘさｘ.

 ｇぎがｙぉぃおｘ おがいぃ ｙけぐう
くきぎうさうかぃかｘ おうぜさうお ぅｘ‐
くがｙがお.

Ｔうえがぎうくぐがｚけぇぐぃ おうぜさうぇ
ぅｘくっｙ っかざがつ おｘぎえう.

ｇがくけあ ｚがぉがぁうぇ. Ｔうｙぎｘかが きぎがぁぎｘおけ おうぐぐそ
ｙぃぅ げｘぅう くけざっかかそ ｘｙが っぅ
くえがぎがさぃかがぜ げｘぅがぜ くけ‐
ざっかかそ.

ｇぃぎざ かっい ｚうぇおｘぐう きがくけあ,
ぅｘぉうざぐぃ あｚぃぎごそぐｘ ぐぎがこう
ｚっあさうかぃかうおう かｘ あぃえっぉずえｘ
こｚうぉうか.

ｇがくけあ ｚがぉがぁうぇ っ ぐずおそかうぇ. Ｖがぅｘぐがぎ がきがぉっくえけｚｘさｘ きが‐
ぎがいかっぇ.

Ｙｘぉうぇぐぃ がきがぉっくえけｚｘさ け
あがぅｘぐがぎ.

 Ｒえぐうｚがｚｘかが げけかえごっぜ
Mсирерab. (Ｖがぅｘぐがぎ がきがぉっ‐
くえけｚｘさｘ ｘｚぐがおｘぐうさかが ｚっあ‐
えぉぜさｘєぐずくそ).

ｋｚっおえかっぐず あがぅｘぐがぎ がきがぉっ‐
くえけｚｘさｘ. Ｖうｚ. ぎがぅあっぉ їＲえ‐
ぐうｚｘごっそ あがぅｘぐがぎｘ がきがぉっ‐
くえけｚｘさｘ».

Ｒえぐうｚｘごっそ あがぅｘぐがぎｘ がきがぉっくえけｚｘさｘ
1. ｋｚっおえかっぐず きぎうぉｘあ.
2. ｇぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ, しが きぎうぉｘあ きぃぎぃｙけｚｘє ｚ ぎぃいうおっ かｘくぐぎがぜｚｘかかそ.
3. ｅｘぐうくかっぐず っ けぐぎうおけぇぐぃ えかがきえう げけかえごっぇ B ぐｘ C.
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椴 І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 きがさかけぐず ｙぉうおｘぐう.
4. Ｔっあきけくぐっぐず えかがきえう げけかえごっぇ B ぐｘ C.
5. ｅｘぐうくかっぐず えかがきえけ げけかえごっつ B.

椴 І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 C ぅぁｘくかけぐず.
椴 Іかあうえｘぐがぎ えかがきえう げけかえごっつ B きぎがあがｚいけє ぁがぎっぐう.
椴 Ｖうくきぉぃぇ きがえｘぅけє きがぐがさかぃ ぅかｘさぃかかそ.

Ｖがぅｘぐがぎ がきがぉっくえけｚｘさｘ ｚうおえかぃかが

Ｖがぅｘぐがぎ がきがぉっくえけｚｘさｘ けｚっおえかぃかが
6. ｅｘぐうくかっぐず えかがきえけ げけかえごっつ B ぅかがｚけ.

椴 ｅｘ あうくきぉぃつ ｚっあがｙぎｘいｘєぐずくそ かがｚｘ かｘくぐぎがぇえｘ.
7. Ｔうおえかっぐず きぎうぉｘあ, しがｙ ぅｙぃぎぃぁぐう ごぜ かｘくぐぎがぇえけ.

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 596 おお
 Ｔうくがぐｘ 818 - 898 おお
 Ｕぉうｙうかｘ 550 おお
ｊうくえ け おぃぎぃいっ ｚがあがきがくぐｘ‐
さｘかかそ

ｄっかっおｘぉずかが 0,5 ｙｘぎ (0,05 ｄｇｘ)

 ｄｘえくうおｘぉずかが 8 ｙｘぎ (0,8 ｄｇｘ)

Ｔがあがきがくぐｘさｘかかそ 1) ｍがぉがあかｘ ｘｙが ぁｘぎそさｘ ｚがあｘ あが 60°C

ｄっくぐえっくぐず ｂっぉずえっくぐず えがおきぉぃえぐっｚ きがく‐
けあけ

12

1) ｇぎうєあかｘぇぐぃ ざぉｘかぁ きがあｘさっ ｚがあう あが ｚがあがきぎがｚっあかがぁが えぎｘかｘ ぅ かｘぎっぅぅぜ 3/4 あぜぇおｘ.

ｅｘ ぐｘｙぉうさごっ ぅ ぐぃこかっさかうおう あｘかうおう, しが ぅかｘこがあうぐずくそ かｘ ｚかけぐぎっざかっぇ くぐがぎがかっ
あｚぃぎごそぐ きぎうぉｘあけ, かｘｚぃあぃかｘ っかげがぎお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.

ｗえしが ｚがあｘ かｘぁぎっｚｘєぐずくそ ｚっあ ｘぉずぐぃぎかｘぐうｚかうこ あいぃぎぃぉ ぃかぃぎぁっつ (かｘきぎうえぉｘあ,
くがかそさかうこ ｙｘぐｘぎぃぇ, げがぐがぃぉぃえぐぎうさかうこ きｘかぃぉぃぇ さう ｚっぐぎそかうこ ぃぉぃえぐぎがくぐｘか‐
ごっぇ), えがぎうくぐけぇぐぃくそ くうくぐぃおがぜ ぁｘぎそさがぁが ｚがあがきがくぐｘさｘかかそ, しがｙ ぅおぃかざうぐう
くきがいうｚｘかかそ ぃぉぃえぐぎがぃかぃぎぁっつ.

ｆこがぎがかｘ あがｚえっぉぉそ

ｎぃぇ    くうおｚがぉ かｘ ｚうぎがｙっ ｘｙが かｘ ぇがぁが けきｘえがｚごっ きがぅかｘさｘє, しが ぅ かうお かぃ
おがいかｘ きがｚがあうぐうくそ, そえ っぅ きがｙけぐがｚうお くおっぐぐそお. Ｙｘおっくぐず ごずがぁが ぇがぁが かぃがｙこっあかが
きがｚぃぎかけぐう あが ｚっあきがｚっあかがぁが きけかえぐけ ぅｙがぎけ あぉそ きぃぎぃぎがｙえう ぃぉぃえぐぎうさかがぁが ぐｘ
ぃぉぃえぐぎがかかがぁが がｙぉｘあかｘかかそ. Ｙｘｙぃぅきぃさけぜさう かｘぉぃいかけ きぃぎぃぎがｙえけ ごずがぁが
ｚうぎがｙけ, Ｔう あがきがおｘぁｘєぐぃ きがきぃぎぃあうぐう きがぐぃかごっぇかっ かぃぁｘぐうｚかっ かｘくぉっあえう あぉそ
かｘｚえがぉうざかずがぁが くぃぎぃあがｚうしｘ ぐｘ ぅあがぎがｚ’そ ぉぜあうかう, そえっ おがぁぉう ｙう ｚうかうえかけぐう
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ぅｘ けおがｚ かぃかｘぉぃいかがぁが きがぅｙｘｚぉぃかかそ ｚっあ ごずがぁが ｚうぎがｙけ. ｑがｙ がぐぎうおｘぐう
あぃぐｘぉずかっざけ っかげがぎおｘごっぜ くぐがくがｚかが きぃぎぃぎがｙえう ごずがぁが ｚうぎがｙけ, ぅｚぃぎかっぐずくそ あが
くｚがぁが おっくごぃｚがぁが がげっくけ, Ｔｘざがつ くぉけいｙう けぐうぉっぅｘごっつ ｘｙが あが おｘぁｘぅうかｘ, あぃ Ｔう
きぎうあｙｘぉう ごぃぇ ｚうぎっｙ.
Ｙあｘｚｘぇぐぃ かｘ きがｚぐがぎかけ きぃぎぃぎがｙえけ おｘぐぃぎっｘぉう, きがぅかｘさぃかっ くうおｚがぉがお  . Ｔう‐
えうあｘぇぐぃ けきｘえがｚえけ け ｚっあきがｚっあかっ えがかぐぃぇかぃぎう あぉそ ｚぐがぎうかかがつ くうぎがｚうかう.
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www.electrolux.com

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