聞 く 、 動 く 、 話 す 。 脳 と カ ラ ダ で 理 解 す る 。

フ ォ ト リ ー デ ィ ン グ の は じ め 方

これからの時代、求められるのは、
情報力ではなく、新しい企画を生み出せる『情報編集力』。
速読とは違う、知識創造社会における情報編集法
「フォトリーディング」を今、身につける意義とは？

フォトリーディングを習得された “ フォトリーダー ” の中から、ビジネス書籍の
ベ ス ト セ ラ ー 作 家 が 多 数 生 ま れ て い ま す。そ の 勢 い は、Ａｍａｚｏｎの 和 書
ＴＯＰ１００位の中、５冊に１冊がフォトリーダーの著作という記録を出すほど。
これは、あたかもベストセラー作家がこぞってフォトリーディングを習っている
ようですが、実際は、フォトリーディングによって劇的にインプット量が増えた
フォトリーダーが、その結果としてアウトプットしたコンテンツが、著作となっ
て出版されるケースが多いのです。
また、フォトリーダーの著作は、新しい切り口や斬新なテーマの本であるため
話題になりやすく、自著がベストセラーになったのをきっかけに、その後ビジネス
でも活躍の場を広げている方も少なくありません。
フォトリーディングで「１日１冊、本が読める」ようになった結果、単に本をた
くさん読んで “ 物知りな人 ” になるのではなく、コンテンツを創造する立場となり、
著作者として活躍されている…。いったい、なぜそんなことが起こっているので
しょうか。

新しい価値を創造することが求められる時代
フォトリーディングは、速読とは違います。目の使い方や視線を素早く動かすこ
とで、読むスピードを速くする速読に対し、フォトリーディングは、本やドキュ
メントの文字情報を画像として脳にインプット。そして、脳内に取り込まれた膨
大な情報に付箋を付けるように、“ 知りたいこと ” を質問形式で効率的に取り出
していきます。こうして、本や文書の中から自分が必要としている情報だけをピ
ックアップすることができるのです。また、通常の読書の “ 読んで理解するスキル ”
との決定的な違いは、フォトリーディングは、この “ 読んで理解 ” することに加え、
本から得た情報と自らの中にある知識や体験を組み合わせ、自分なりの新しい
情報を生み出せるところにあります。創造的なコンテンツを発信することは、本を
読むたびに新しい価値が生まれるフォトリーディングのスキルがあれば、意外に
簡単なことなのです。

情報社会から、知識創造社会への転換期を迎え、ネット検索で “ 情報を得る ” こと
の障壁は低くなりました。今や、知らない言葉や物事の仕組みを調べることは、
誰にでもできる時代になったのです。まもなく、たんなる “ 物知りな人 ” には、敬
意は払われなくなるでしょう。

知識創造社会では、情報の量ではなく、情報と自己体験を結びつけ、
新しい価値を創造することが求められます。
“ クリエイティブ ” という言葉は、芸術家やクリエーターのためだけに使われるも
のではなくなるのです。社会学者リチャード・フロリダが提唱した “ クリエイテ
ィブ・クラス ” と呼ばれる新しい層には、科学者や大学教授、シンクタンクの研究者、
さらに専門的分野の起業家が入ります。ホワイトカラー、ブルーカラーといった
分類は過去のものとなり、新しく有用なものを生み出す人たちこそが、ビジネス
を牽引するスターとなるのです。
アウトプットの質が問われる時代を迎え、ビジネス基礎力をお持ちの方が、フォ
トリーディングを習得していただくことで、さらに新たな価値が生まれると考え
ています。ぜひ、ご自身のステージを、情報を整理するビジネスパーソンから、
価値を創造するクリエイティブ・クラスへとアップグレードしてください。

新しい情報編集法を必要とされる方、ご参加ください
クリエイティブ・クラスの登場、知識創造社会への転換期を迎え、ビジネスパー
ソンに求められる資質が変わってきたことは、皆さまご自身、肌で感じていらっ
しゃると思います。
今後のご自身のあり方について、明確なビジョンをお持ちの方で、フォトリーデ
ィングのスキルを必要とされる方にこそ、この講座をおすすめします。
「フォトリーディング集中講座」に、２日間もの時間を投資することは、お忙しい
ビジネスリーダーの皆さまにとって、たいへん難しいことだと思います。しかし、
これから皆さまが処理することになる大量の情報
ール、ＷＥＢ情報

―

―

書籍、ドキュメント、メ

のことを考えると、インプットするスピードが重要であり、

さらに、 各 情 報 を 自 分 自 身 の 知 識 や 体 験 と 結 び つ け 、 編 集 し 、 ア ウ

トプットする 準 備 が で き て い る か ど う か が 、 決 定 的 な 差 と な っ て
今後の人生に 表 れ て く る ことはご理解いただけると思います。
時代の変化を先取りし、 価値あるアイデア・企画・良質なコンテンツを

“ 生み出す側 ” に立ちたい方は、ぜひ、今すぐフォトリーディングを習得し、
知識創造社会における「情報編集法」を身につけてください。

フォトリーディングって、なに？

・・・1

そのしくみや背景と、「活字情報の処理スピードが格段に
上がる」などの効果をわかりやすく解説。

“ 目からウロコ ” のフォトリーディング体験

・・・4

目標達成やスキルアップ、資格取得に役立てたいなど、
「集中講座」受講直後の感想満載！

フォトリーダー、驚きの “ その後 ”

・・・11

ＭＢＡ取得、著書出版、起業、転職など、
先輩フォトリーダーの成功談をご紹介。

さあ、フォトリーディングを始めよう！

・・・21

仲間と楽しく習得できる「集中講座」と、
自分のペースで学べる「ホームスタディ講座」。

世界中で学ばれ、法曹界や大学でも
採用されています。
全世界で約１００万人、日本でもすでに３万８千人
以上の方が学んでいます※。また、フォトリー
デ ィ ン グ の 開 発 元 で あ る 米 国 ラ ー ニ ン グ・
ストラテジーズ社は、ミネソタ州の正式な
教 育 機 関 と し て 政 府 よ り 認 定 さ れ て お り、
メキシコでは、判事や司法行政に携わる人々
はすべて、フォトリーディングを習得すること
が義務付けられています。
最近では、日本の大
学で、初年度の必須カリキュラムとして取り入
れている例もあります。そして、経営者・ビジ
ネスマンを中心に、フォトリーディングを学ぶ
人はますます増え続けています。
※( 国内の集中講座とホームスタディ講座の受講延べ人数・2010 年 3 月現在 )

あなたも、１日１冊の本が読めます。
フォトリーディングは、速読とは違います。
まさにその名のごとく、写真を撮るように、
毎秒 1 ページのスピードで本を読んでいく手法
です。実際に当社の女性スタッフの２人が、研
修が終わった翌日から１日１冊を読み、２ヶ月
で６０冊の本を読みました。現 実 に は、本 を
６０冊読んだら、特定の分野ではトップクラス
の知識を得ることができるでしょう。つまり、
その道の権威になることも可能なのです。

左脳と右脳をバランスよく活用する。
脳には二つの半球があります。左脳は主に分
析能力、情報の配列、論理的思考を、右脳は
物事をまとめる能力、理解する能力、イメー
ジの創造や直感的な反応をつかさどる、とい
う役割分担があります。人間は意識上では、
７ ±２バイトの情報しか処理できません。こ
れは電話番号が８桁以上になると覚えにくく
なることからもわかります。そこで右脳に備
わっているイメージを処理する能力を活用す
れば、デジタルカメラのように何百万バイト
もの情報を取り込むことができるのです。
フォトリーディングは、左脳と右脳の役割の
違いを踏まえ、脳全体をバランスよく活用し
ます。その結果 、大変なスピードで、文書
を処理できるようになるのです。

脳波が示す、フォトリーディング時の
集中力。
次のグラフは、
「Genius（天才）
」と題された米
国のテレビ番組の放映で実際に使われたデータ
で、フォトリーディングを行った際の学生の脳
波を記録したものです。背の高い部分は、通常
の読書時の脳波。ところが、フォトリーディン
グを始めたとたんに、脳波が目に見えて低くな
っています。このことから、
「心のなかでのムダ
話」が中断され、集中力が高まったことがわか
ります。

なぜ
読書スピードが格段にアップするのか？
まず、速読との違いをご説明します。フォトリー
ディングは、大脳生理学、認知心理学、神経言語
プログラミング、そして加速学習（アクセレラテ
ィブ・ラーニング）における最先端の知識をベー
スに開発された、情報処理を高める技術なのです。

ＩＢＶＡ技術による脳波記録図
＊interactive brainwave visual analyzer
脳が活動する時に起こる電位変動を増幅し、
計測・解析して表示するシステム。

こ の ス キ ル は 、 どなたでも身につけることができます。

どうすればフォトリーディングができるのか？
この読書システムは、「確かに速く読めるけど、日常では使えない」という一般的な速読法と異なり、
日常でも無理なく使い続けられるように設計されたシステムで、次の５つのステップがあります。
ステップ１

はじめのステップ「準備」では、読書を効率的に行うために、読書に対する目的を明確
にします。そして画期的な「ミカン集中法」で、読書に集中できる状態、集中学習モー
ドに入ります。

ステップ 2

次のステップは、
「予習」です。この作業によって、これから吸収していく情報を整理し、
分かりやすく脳に格納していくことができるようになります。

ステップ 3

第３のステップは「フォトリーディング」です。１ページ１秒の速度で、ページをめく
っていきます。左脳を使わず、情報処理スピードの早い右脳で情報を収集していくのです。
フォトリーディングは、この加速学習モード（Accelerative Learning State）に入ること
で可能になります。

ステップ 4

第４のステップ「復習」では、文書を調査し、トリガーワードという興味を引く言葉を
見つけて、筆者に対する質問をつくります。好奇心を刺激し、情報を知りたい状態をつ
くることで、読書に積極的になり、目的を達成しやすくなります。

ステップ 5

最後のステップで行うのは、右脳に蓄積された情報を、日常で使えるようにする作業です。
「活性化」というテクニックを使って、顕在意識上に、フォトリーディングで収集した情
報を引き出していきます。

フォトリーディングを学んで、期待できる効果。
▲ ▲ ▲ ▲ ▲

本から得た情報を、脳に明確に記憶できる。
活字情報の処理スピードが格段にアップ。
書籍のほか新聞や雑誌等、電子メールでも効果を発揮。
小説やエッセイでも、豊かな情景が浮かび、臨場感を体感。
情報を長期記憶にとどめておくことが可能。

フォトリーディングの概要がおわかりいただけましたでしょうか。
それでは、次のページからは、実際にフォトリーディング集中講座を受講された方のアンケートと、
メールでいただいたその後の効果やご活躍の様子をご紹介します。

受講直後にいただいたアンケート
楽しかった、仲間ができた、本でわからなかったことがわかった。
そんな、さまざまな喜びの声をいただきました。
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ဃỉᛟଢờỪẦụởẴẪẆ ឱỂẨộẲẺẇ ảềẟẺ

ἧỻἚἼὊἙỵὅἂờẲẾẦụྸᚐỂẨẺể࣬ẟộẴẇ ỖẦ

ẻẟẺἧỻἚἼὊἙỵὅἂỉ২ᘐửᐯЎỉờỉểẲềẆ ʻ

ỉӖᜒᎍỉ૾ờἾἫἽỉ᭗ẟʴẺẼỂẆ ஜ࢘ỆẟỨẟỨ

ࢸỉˁʙ Ὁ ѠࢍỆဇẲộẴẇ ᾁଐ᧓Ễạờẝụầểạắ

ểѠࢍỆễụộẲẺẇ

ằẟộẲẺẇ

߷ݱẅঅɟẅಮẅίᓸᎍὸ
ݱẅঅʁẅಮẅί˟ᅈՃὸ
ẴịỤẲẟᜒࡈỆӋьẰẶềẟẺẻẨẆ ज़ᜓẲềấụộ
᪽ầࣱ҄ẰủộẲẺẇ ᪽ỉỽἻầ ḛ ἣỽἕ Ḝ ểлủẆ

Ẵẇ ᐯЎỉݩஹầ٭ỪỦᾎẸỮễൢầẲềẟộẴẇ

ज़ѣẲộẲẺẇ ૼẲẟἣἻἒỶἲử፼ॹ҄ẲềẟẨộẴẇ

ːẅ̲ẅಮẅί˟ᅈՃὸ

ಏẲẪẆ ἼἻἕἁἋẲềӖᜒỂẨộẲẺẇ ᚃẲỚởẴẟέ
ဃỆज़ᜓẲềấụộẴẇ

ٻẅ૬ẅಮẅίԼᝤ٥ಅὸ

˳᬴ᛩửẺẪẰỮᎥẦẶềẟẺẻẨẆ ẴắẪỶἳὊἊầ
ỪẨộẲẺẇ ឋբỆờềẟỈẟỆሉảềẟẺẻẬẺỉ
ỂẆ ểỆẦẪጀ፼Ẳề៲ỆếẬẺẟể࣬ẟộẴẇ ẝểẆ

ಏẲẪӖᜒẴỦẮểầỂẨộẲẺẇ ểềờᛇኬỆᛟଢẲề

ễặẦݏឪẨầợẦẾẺỂẴẇ

ờỤảềẆ ଢଐẦỤᐯЎầ˴ửẲẺỤᑣẟẦầỪẦụộẲ
Ẻẇ ࣏ẵዓẬềẆ ᐯЎỂဇỂẨỦợạầỮịụẺẟể

ٻẅˊẅಮẅί˟ᅈՃὸ

࣬ẟộẴẇ ẝụầểạắằẟộẲẺẇ

ౕ߷ẅΪࡍẅಮẅίഫᅹҔࠖὸ
ἍἱἜὊửӖẬẺᨥỆẆ έဃỉᚕᓶầộẾẺẪ᪽ỆസỤ
ẵẦỤ৷ẬềẲộạẮểầٶẟỉỂẴầẆ ʻׅỉέဃ
ಏẲẪẆ ểềờẺỜỆễỦἍἱἜὊỂẲẺẇ ኬᢿỆỪẺụ

ỉᛅỊểềờỪẦụởẴẪẴỔề᪽ỆλẾềẨềẆ ỶὅἋ

ܱោႎễඥửʩảềẟẺẻẨẆ ểềờἩἻἋỆễụộẲ

ἚἻἁἑὊểẲềờẴịỤẲẟể࣬ẟộẲẺẇ ẝụầểạắằ

Ẻẇ ମଐẆ ʻଐểẆ ểềờಏẲẪܱỉẝỦẮểửܖỔộ

ẟộẴẇ

ẲẺẇ ẝụầểạắằẟộẲẺẇ

ɼẅᑷẅಮẅίᾟᾡ˟ᅈѮѦὸ
ٻʟẅᒍᴾಮẅίɧѣင˟ᅈኺփὸ

ἧỻἚἼὊἙỵὅἂᨼɶᜒࡈẅӖᜒႺࢸỆẟẺẻẟẺỴὅἃὊἚ

ӷẳႸỆӼẦạː᧓ỆЈ˟ảẺẆ ॖ፯ẝỦᾁଐ᧓ỂẲẺẇ
ỊẳỜề˟ẾẺʴᢋểː᧓ॖᜤửờẾềѠࢍỂẨềợẦ

ỺἁἇἇỶἌởộỪụỉʴᢋểᛅẴẮểỂẆ ẨỦẮểễẪ

ẾẺẇ ࣎עợẟᡶỚ૾Ểᾁଐ᧓ầẝẾểẟạộỆᢅẩẆ

ಏẲẪӖᜒỂẨộẲẺẇ ˳ờѣẦẴỉỂợẟᢃѣỆờễụẆ

ൢầếẟẺỤἧỻἚἼὊἙỵὅἂỉ૾ඥửྸᚐẲềẟẺᐯ

᩼ࠝỆΪܱẲẺᾁଐ᧓ỂẲẺẇ ẝụầểạắằẟộẲẺẇ

ЎỆἥἕἁἼẲộẲẺẇ

ьᕲẅҘ֒پẅಮẅίփಅ˖ဒὸ
ʁẅជഏẅಮẅί˟ᅈኺփὸ
ૼẲẟᛠඥểẆ ӷẳႸỆӼẦạː᧓ỆЈ˟ảẺॖ
૨܌ỉἣὁὊẆ ئỉἣὁὊẆ ː᧓ỉἣὁὊỊẴắẟὲὲ

፯ẝỦᾁଐ᧓ỂẲẺẇ ᾁଐ᧓ỉᜒࡈửኳảẆ έဃẦỤ

ἧỻἚἼὊἙỵὅἂᾌנॖᜤỉൢỀẨỂẝỦểẟạẮểử

ܖỮẻẮểửዒዓẲềẟẪẮểầʻࢸỉٻẨễᛢ᫆ẻể

ࣔủộẶỮẇ ẮủẦỤỉʴဃầಏẲỚỂẴẇ ႸỉЭầ

࣬ẾềẟộẴẇ

ଢỦẪễụộẲẺẇ

ʟ߷ẅ̔܇ẅಮẅί˟ᅈՃὸ
ఙẅசځẅಮẅί˟ᅈՃὸ
২ඥẻẬỂễẪẆ ẺẪẰỮỉӷٟỆЈ˟ảẺỉầѕỚỆ
இИỉạẼỊẆ ᐯЎỆἧỻἚἼὊἙỵὅἂầஜ࢘ỆỂẨỦ
ỉẦɧܤỂẲẺầẆ ᜒࡈỂᏯỉӧᏡࣱễỄửấᛅẲẲ
ềẟẺẻẨẆ ộẺẟỨẟỨễỺἁἇἇỶἌửẲẺụẆ ỖẦ
ỉӖᜒᎍỉ૾ᢋểờẼᚐẬỦẮểờỂẨềẆ ஜ࢘Ệಏ

ễẾẺẇ Ằộằộễᇌ ئὉ ࠰ᱫỉʴᢋầբ᫆ᚐൿỉẺ
ỜỆᘍѣẲẆ ầỮịẾềẟỦۋửᙸề࣎ܤẲẆ ѕộẰủ
Ẻẇ ἧỻἚἼὊἙỵὅἂẻẬỂễẪẆ έဃỉਤếẺẪẰỮỉ
ἋỿἽửảềẟẺẻẨộẲẺẇ

Ẳẟᾁଐ᧓ỂẲẺẇ

ٻɸẅᓶ܇ẅಮẅίՃ Ὁ ᄂᆮᎍὸ
ʟɥẅᨺẅಮẅίʼᜱᎰὸ

ܱ፼ửʩảẺỪẦụởẴẟᜒ፯ỂྸᚐẲởẴẦẾẺỂ
Ẵẇ ᜒࠖỉ૾ỉܱ˳᬴ờᎥẬẆ ᐯЎỂờỂẨỦỉỂỊẆ
ểᎋảỦợạỆễụộẲẺẇ ἁἻἋỉ૾ẉểờʩ්ỂẨẆ
ểềờૼᮗỂẲẺẇ ẮỉἋỿἽử፼ࢽẲẆ ဃỉẟỨẟ
Ứễ᩿ỂဇẲềᐯЎử٭᪃ỂẨỦợạ᪴ࢌụộẴẇ

ܤᕲẅշẅಮẅί˟ᅈՃὸ

ἧỻἚἼὊἙỵὅἂᨼɶᜒࡈẅӖᜒႺࢸỆẟẺẻẟẺỴὅἃὊἚ

ᐯЎỆờẆ ἧỻἚἼὊἙỵὅἂỂẨỦᐯ̮ầếẨộẲẺẇ
ἧỻἚἼὊἙỵὅἂỆểỄộỤẵẆ נॖᜤỉဇỆợẾề

ʻộỂஜửᛠỮỂởẾềỚềờ˴ẦἴἶἴἶểẲềẝở

ಮẉễӧᏡࣱầ࠼ầỦẮểửẆ ࠼ẪขẪảềẟẺẻẨộ

Ốởễज़ẳẻẾẺỉầẆ ᜒࡈửӖẬềởụ૾ầỊẾẨụỪ

ẲẺẇ

ẦụẆ ܱោỂẨỦể࣬ảộẲẺẇ ᜒࠖỉ૾ỉẆ ࣏ẵỪẦ
ỦộỂᛟଢẲợạểẴỦۋѬầạủẲẦẾẺỂẴẇ

ẅ˙ᕲẅᨗʼẅಮẅί˟ᅈՃὸ
ჽʟẅٻ᠒ẅಮẅίᎰὸ
ʻộỂẾềẟẺᏯầХນẰủẆ ࣎עợẪႸᙾỜẺ
ൢЎỂẴẇ

ᵐଐ᧓ỂắẺảửज़ẳỤủẺᜒࡈỂẲẺẇܱោỉỖẦẆ

ૼẲẟᢊửഩẨЈẶẸạỂẴẇ ἧỻἚἼὊἒὊểẲềỉ

ྸᛯờỪẦụởẴẪảềẟẺẻẨẆ ᐯЎỂờἧỻἚἼὊ

ờạọểếỉᛓဃଐầỂẨộẲẺẇ

ἙỵὅἂửởẾềẟẬỦᐯ̮ầếẨộẲẺẇ ܱဃỂဃ
ẦẶỦợạỆẆ ጀ፼ Ὁ ܱោẲềẟẨẺẟể࣬ẟộẴẇ

ẅʣẅಮẅί˟ᅈՃὸ
ဋẅദଢẅಮẅίҔࠖὸ

ἧỻἚἼὊἙỵὅἂỉ ḛ ἧ Ḝ ỉ܌ờỪẦỤễẟộộẆ ̓܇
ẺẼỉܖ፼ỉяẬỆễủịể࣬ẾềӋьẲộẲẺầẆ ᐯ

ᏉܭႎễᩎൢỉɶẆ ᩼ࠝỆಏẲẪܖốẮểầỂẨẆ

ЎỆểẾềờٻẨễӓᆫỆễụộẲẺẇ Ӗᜒ૰ểᚮၲử

ộẺХນႎỂờẝụộẲẺẇ έဃỆỊỄỮễឋբỆờᇰ

ᾁଐ᧓˞ớἙἳἼἕἚửᎋảỦểஇИỊɧܤỂẲẺầẆ ʻ

᫊ỂềẟỈẟỆࣖݣẲềẟẺẻẨẆ ज़ᜓỉൢਤẼỂẟẾ

ỊẸủˌɥỉјௐầࢽỤủỦểᄩ̮ẲềẟộẴẇ

ỌẟỂẴẇ

˙ᕲẅଢ܇ẅಮẅίഫᅹҔࠖὸ

ểềờφ˳ႎỆἧỻἚἼὊἙỵὅἂỉ૾ඥửảềẟẺẻ
ẨẆ ஜỂỊỪẦỤễẦẾẺẮểửྸᚐẴỦẮểầỂẨộẲ
Ẻẇ ẝểỊẆ ጀẲề࣏ẵ៲ỆếẬẺẟể࣬ẟộẴẇ

ဋɶẅჇ˺ẅಮẅίᘍٟὸ

ᙱẅ˱ࢄᬐẅಮẅίܖဃὸ

ࢳẲẺˌɥỂẲẺẇ ᧉݦởᚾ᬴ỆݣẴỦ৽৴ज़ầ
ẴỔềᩤὲჷẾềẟỦẆ ჷỤễẟẆ ởỦẆ ởỤễẟ
ỉࠀầẮỮễỆٻẨẟểỊᭃẨỂẴẇ ʻộỂởẾềẨẺ
Ѡࢍởᚾ᬴ồỉᐔٻễіщầẆ ẟẦỆјྙầफẦẾ
ẺẮểẦẇ ௐầɥầỤễẦẾẺỉỊ࢘ỂẲẺẇ

ݱᇵҾẅ፦᪦ẅಮ
᪽ầၘẪễỦẪỤẟỆᏯử̅ẾẺൢầẲộẴẇ ୍െ̅Ếề
ẟễẟᢿЎử̅ẾẺẦỤẻể࣬ẟộẴẇ ྸᛯႎễఌਗờ

ᛡỆỂờỂẨỦểᎥẟẺỉỂẆ ѠࢍầᒊễᐯЎỆờỂ

ᛟଢẲềẟẺẻẬềẆ Ẑஜ࢘Ệٻɣپᾎẑ ể࣬ẾềẟẺ

ẨỦể̮ẳềዓẬềẟẨẺẟể࣬ẟộẲẺẇ ᜒࠖỉ૾ầẆ

ᢿЎờ̮ẳỦẮểầỂẨộẲẺẇ ʻࢸẆ ፼ॹ҄ẴỔẪẆ

ềẟỈẟỆΟẲẪẆ ẟếờ࣎ܤỂẨỦሉảửẪẻẰẾẺỉ

ἧỻἚἼὊἙỵὅἂửዓẬộẴẇ

ỂẆ இࢸộỂॖഒửਤẼዓẬỤủộẲẺẇ

ҕӸࠎஓ

݃ẅࡍٽẅಮẅί˟ᅈՃὸ

ἧỻἚἼὊἙỵὅἂᨼɶᜒࡈẅӖᜒႺࢸỆẟẺẻẟẺỴὅἃὊἚ

ஜ࢘Ệ̅ảỦஜỉᛠỚ૾ỆẆ ḛ ႸẦỤỸἿἅ Ḝ ỂẲẺẇ
ᛠỆݣẴỦᙸ૾Ẇ ᎋả૾ầ٭ỪụộẲẺẇ ࣏ẵẲờ

ᐯЎỉ࣬ᎋׅែửჷỦẮểầỂẨộẲẺẇ Ẻẻᛠᘐử

ᾀẦỤᾀộỂᛠớ࣏ᙲỉễẟẮểẆ ႸႎửਤẾềᛠớ

ܖốỉỂỊễẪẆ ᐯЎỉנᏡщửჷỦẮểầỂẨẆ Ắ

࣏ᙲࣱễỄẆ ૼẲẟᛠỆႸᙾỜỊẳỜềẟộẴẇ ૼ

ủẦỤ̅ẾềẟẬẸạỂẴẇ ểềờಏẲẪẆ ἘὅἯợẪẴ

ẲẟẮểử៲ỆếẬỦỆỊ٭ٻễẮểầٶẟỂẴầẆ έ

ẴỜềẪủẺỉỂẆ ኳڼᨼɶỂẨộẲẺẇ

ဃầẟỨẟỨễ᩿ỂἡὊἛἽửɦậềẪủẺẮểầẆ ἧỻ
ἚἼὊἙỵὅἂử៲ᡈỆẲềẪủẺể࣬ẟộẴẇ

ჽဋẅᘽɟẅಮẅίᎰὸ

್ဋẅ്ẅಮẅί˟ᅈՃὸ
ἧỻἚἼὊἙỵὅἂỉἋἘἕἩ Ὁ Ꮡ Ὁ ዒዓỉἯỶὅἚầể
ஜ࢘Ệ̅ảỦஜỉᛠỚ૾ỆẆḛ ႸẦỤỸἿἅ Ḝ ỂẲẺẇ
ểềờྸᛯႎỂኛࢽỂẨỦϋܾỂẲẺẇ Ắủửଐỉ
፼ॹỆẲẺᾄ࠰ࢸầಏẲỚỂẴẇ έဃỉᛅỊỪẦụở
ẴẪ᩿ႉẪẆ ẝẾểẟạ᧓ỉᾁଐ᧓ỂẲẺẇ ẮủỂʴဃ
٭ỪụộẴỈὲẝụầểạắằẟộẲẺẇ

ᕲဋẅ˙ጢẅಮẅί˟ᅈՃὸ

ềờợẪྸᚐỂẨộẲẺẇ ˁʙỆờẆ ʴဃỆểẾềờ᩼ࠝ
ỆỿὊểễỦἋỿἽửܖịẶềẟẺẻẟẺểẟạᄩ̮ửਤ
ẼộẲẺẇ

ʻẅᬐጢẅಮẅί˟ᅈՃὸ

ИଐỊɧܤज़ầẝụộẲẺầẆ ʻỊឱज़ỂẟẾỌẟỂ
Ẵẇ ἧỻἚἼὊἙỵὅἂỉỶἳὊἊầ٭ỪụộẲẺẇ נ

ẴỔềửჷụẺẟểẟạൢਤẼầࢍẪẆ Ẹủầ᩼јྙႎ
ỂẝẾẺẮểỆൢỀẦẰủẺẇ ᐯЎỉॖᜤỉӧᏡࣱ

ॖᜤỉဇࣱẆ ᙲࣱỆൢỀẟẺẦỤỂẴẇ ᛠˌ
ٳỂờẆ ဃμ˳ỆဇỂẨẸạỂẴẇ

ử̮ẳềẆ ˴ʙờЭӼẨỆӕụኵỮỂẟẨẺẟể࣬ẾẺẇ
ἧỻἚἼὊἙỵὅἂửờỉỆẴỦẮểầỂẨủịẆ ʴဃỉ᠃
ೞỆễỦể࣬ạẇ ඥẻẬỂễẪẆ ẮủẦỤỉʴဃỆӼ

൨ʟẅܨԧẅಮẅί˟ᅈՃὸ

ẬẺᎋả૾ỆếẟềờขẪܖỔẺẇ

ࡠৎẅᛗɟᢹẅಮẅίπѦՃὸ

இИỊẸỉ২ඥỆদွႎễ᩿ờẝẾẺầẆ ᾁଐႸỆỊ
ỐẾЏủẺẇ ኽޅỊỄỮễỆ᧓ửẦẬềẪộễẪᛠ
ửẲềỚềờẆ ᪽ỆസẾềễẬủịॖԛầễẪẆ ẻẾẺ

᪽ầᨼɶểἼἻἕἁἋửൢਤẼợẪጮụᡉẲềẟỦạẼỆẆ

ỤᾄЎỂܱោỂẨỦờỉẻẬᾂếửἦἕἁỴἕἩẲẺ૾ầỄ

ẝẾểẟạ᧓Ệ᧓ầẺẼẆ ൢỀẟẺỤܖỮỂẟẺểẟạ

ủẻẬஊјẦểẟạẮểỆỊẾẨụểൢỀẟẺẇ

ज़ẳỂẲẺẇ ஜửᛠớểẟạẮểỆᨂỤẵẆ ʻࢸỉᐯЎ
ỉἻỶἧἋἑỶἽởႸỆဃẦẶỦợạỆầỮịụẺẟể

ҕӸࠎஓ

࣬ẟộẴẇ

ထޛẅʣኔẅಮẅί˟ᅈՃ Ὁ ἼἇὊἓἵὊὸ

ᐯЎỉᏡщửСᨂẲềẟẺᐯЎỆൢỀẨẆ ኛࢽỂẨ
ộẲẺẇ Ꮿᅹܖỉᛅởʴ᧓ỉנॖᜤỉᨂࣱỉᛅ

ἧỻἚἼὊἙỵὅἂỉы˳᬴ᎍỉấᛅửٶẪӕụɥậề

ầጢụᡂộủẆ ἧỻἚἼὊἙỵὅἂỉ২ᘐửࢽẺẮểờ

ẟềẆ ᐯЎᐯ៲ỉѕỚởᐯ̮ỆếễầụộẲẺẇ ʻׅ

ờẼỨỮỂẴầẆ ʻộỂᐯЎᐯ៲ỉӧᏡࣱỆἧἑửẲ

ӖᜒẲềẆ ஜ࢘ỆợẦẾẺỂẴẇ ẝụầểạắằẟộẲẺẇ

ềẟẺẮểểẆ ʴ᧓ỉӧᏡࣱỉᨂẰỆൢỀẨộẲẺẇ

᱅ຓẅී፦ẅಮẅίჃᜱࠖὸ

קஜẅჇډ፦ẅಮẅί˟ᅈՃὸ

ἧỻἚἼὊἙỵὅἂᨼɶᜒࡈẅӖᜒႺࢸỆẟẺẻẟẺỴὅἃὊἚ

ޒஓầẬềẨẺợạễൢầẲềẆ ểềờạủẲẟỂẴẇ
ႸႎửਤếẮểẆ ឋբẴỦẮểẆ ਾềỦẮểầٻʙỂ

ޒஓầẬềẨẺợạễൢầẲềẆ ểềờạủẲẟỂẴẇ

ẝỦẮểửࢍẪᛐᜤỂẨộẲẺẇ ზỉஊјဇ ίဃ

ˁʙỉᏡྙửɥậỦẺỜỆẮỉἍἱἜὊỆӋьẲẺỉỂẴ

ငႎ˞ऒὸỆếẟềჷỦẮểầỂẨẺỉờợẦẾẺỂẴẇ

ầẆ ᐯЎầࢳẲẺˌɥỉӓᆫầẝụộẲẺẇ ẮỉἘἁ
ἝἕἁửಏẲỚễầỤẆ ଐ̅ẟዓẬềẟẮạể࣬ẟộẴẇ

ᅕᴾ࣓ẅಮẅί˟ᅈՃὸ

ޛẅ፦܇ẅಮẅίҔᕤᎇᚪಅὸ

Ꮿửࣱ҄ẲềẟễẟᐯЎỉܖ፼ඥỆൢỀẦẰủộẲ
Ẻẇ ྵཞỆឱẲễẟỂẆ ૼẲẟჷᜤửԈӓẴỦ૾ඥ

ểềờऴ༏ႎỆảềẟẺẻẨộẲẺẇ ἧỻἚἼὊἙỵὅἂ

ểẲềဇẲềộẟụẺẟỂẴẇ

ỉᜒࡈửᡫẲềẆ ӕࢽởᛠщử᭗ỜỦẺỜỉἴ
ἓἫὊἉἹὅử˺ẾềẟẺẻẟẺൢầẲộẴẇ ዌݣỆἰ

ဋẅଯීẅಮẅίࡃՃὸ

ἋἑὊẲộẴẇ

ᱢᕲẅଢЩẅಮẅί˟ᅈՃὸ
ᐯЎỉᏡщỆᨂမầễẟểẟạൢਤẼỆễủỦϋܾỂẲ
Ẻẇ ἧỻἚἼὊἙỵὅἂẻẬỂễẪᏯỉ̅ẾềẟễẟᢿЎử
ХນẲẆ ʻࢸЭӼẨỆẆ ẸẲềॖഒႎỆჷᜤỉỴỸἚἩ

ૼẲẟẮểầႮụẻẪẰỮỂẆ ểềờХນႎỂẲẺẇ

ἕἚầỂẨỦợạỆễỦể࣬ảộẲẺẇᴾ

Ẑᾀ̿ஜẑ ẻẬỂỊỪẦụỆẪẟẆ ࣇڭễἝἷỴὅἋầ
ỪẦẾẺợạễൢầẲộẴẇ ộẺẆ ẟỨẟỨễʴểЈ˟

᭗ẅଢẅಮẅίҔࠖὸ

ảẺỉờợẦẾẺẇ ἧỻἚἼὊἙỵὅἂử̅ẾềẆ ˴Ầ
ʴỉࢫỆᇌềỦẮểầẲẺẟỂẴẇ

ឭẅ࠴ʶẅಮ ίܖဃὸ

このほかにも、限られた誌面ではご紹介できなかった数々のアンケートをいただきました。
セミナーの内容、講師の技術、そしてフォローアップなど、さまざまな面で参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

ἏἧἚỸỺỴႆ২ᘐᎍᚾ᬴Ệӳὲ
ẅஜửᡮẪẺẪẰỮᛠỚẺẟể࣬ẾềấụẆ ᡮ
ᛠỆᐻԛầẝụộẲẺẇ ऴإϼྸ᧙ᡲỉѠ
ࢍ˟ỂჷụӳẾẺː᧓ầἧỻἚἼὊἙỵὅἂử
ӖᜒẲềẟềẆ ܱᨥỆဇỂẨỦᡮᛠඥễỤ
៲ỆếẬẺẟể࣬ẟᅶờӖᜒẲộẲẺẇ
ẅẸỉኽௐẆ ἏἧἚỸỺỴႆửᧉݦểẲềẟ
ễẟᅶầẆ ܼᚾ᬴ỉἏἧἚỸỺỴႆ২ᘐ
ᎍᚾ᬴ỆӳỂẨộẲẺẇ ẮủỤỉᚾ᬴ỊẆ
ᨂỤủẺ᧓Ể૨ᇘբ᫆ỆᚐሉẴỦ࣏ᙲầẝ
ụẆ ʻộỂỊբ᫆ửᛠớẻẬỂờ٭ٻỂẲẺẇ
ẸủầἧỻἚἼὊἙỵὅἂỉấẦậỂẆ ૨ᇘử
ᛠớ২ᘐởẆ ẐỂẨỦὲẑ ểᐯЎỆᐯ̮ửਤ
ếẮểầỂẨỦợạỆễụẆ ʻộỂỊẝẨỤỜề
ẟẺբ᫆ờễỮểẦᚐሉẴỦẮểầỂẨộẲẺẇ
ẴỤẴỤẬẺỪẬỂỊễẟỉỂẴầẆ ẝẨỤ
ỜẵỆầỮịủộẲẺẇ ẸỉấẦậỂẆ ኖᾀ
ׅႸỆẲềẆ ᭗ఄဃỉ᪭ẦỤỉٹẻẾẺἏἧἚ
ỸỺỴႆ২ᘐᎍᚾ᬴ỆӳỂẨộẲẺẇ
ẅἧỻἚἼὊἙỵὅἂửܖốộỂỊԁܭႎễᎋả
૾Ẇफẟ૾ửỶἳὊἊẴỦࣱỂẲẺẇ ẲẦẲẆ
ᨼɶᜒࡈửӖᜒẲềẦỤỊẆ ჇгỆӕụኵớẆ
ộẵởẾềỚỦὲểẟạẮểửܖỎộẲẺẇ Ẹ
ủẦỤỊẆ ỄỮễẮểỆݣẲềờᆢಊႎỆਪ
ẴỦџൢầếẨộẲẺẇ

ởỤệợụẆ ởẾềࢸठẴỦỖạầẟẟẆ ểẟ
ạỉầਤᛯỆễụộẲẺẇ
ẅᐯЎễụỉᐯ̮ử៲ỆếẬỦẮểầỂẨẺỉ
ỂẆ ἇὊἁἽѣỆờᆢಊႎỆӋьỂẨỦợ
ạỆễụộẲẺẇ ࡽẾᡂỚ࣬కỂңᛦࣱỉễ
ẟଥỉᐯЎửܲᚇႎỆൔ᠋ẴỦểẆ ऀỨẲẟ
ẫỤẟ٭ỪụộẲẺ ίᐯЎൔὸẇ

ɶ߷ẅദᐫẅಮẅᾂˊ ίӖᜒ࢘ὸ
ᩓщಅ

ᐯЎỉἍἱἜὊầẆ ٻыẲộẲẺὲ
ẅᅶỊʴႆỉἍἱἜὊửܱẲềấụẆ Ẹ
ỉἘὊἰỆ࣏ᙲễऴإửᐔٻễỉቔẦỤ
ᡆᡮỆࢽỦ࣏ᙲầẝụẆ ӖᜒẲộẲẺẇ ʻộ
ỂμẪჷỤễẟἘὊἰỉἍἱἜὊử̔᫂Ằủề
ờẆ ẺẾẺᾁଐ᧓ỂแͳẲẆ ܱẴỦẮểầỂ
ẨộẲẺẇ έଐẆ ௦ٻ˖ಅỂ ẐἥἊἋἴ
ἙἽẑ ửἘὊἰỆẲẺἍἱἜὊ ίᅈՃᄂ̲ὸ ửẆ
ሥྸᎰޖửݣᝋỆᘍẟộẲẺẇᾘᾣಅမẆ ᐯѣ
ಅမẆ ්ᡫಅမẆ ᗡಅမễỄẆ ᙐૠ
ỉಅမỉἥἊἋἴἙἽỉˁኵỚểẆ இᡈỉ
ѣӼởಅမầৼảềẟỦᛢ᫆ểӕụኵỚỆế
ẟềᛅẰễẬủịễỤễẦẾẺỉỂẴầẆ 
ቔẆ ᩃᛏẆ ૼᎥẦỤ࣏ᙲễऴإửૠଐỂࢽ
ỦẮểầỂẨẆ ẝỪềỦẮểễẪኳảỦẮểầỂ
ẨộẲẺẇ ᅶầẝộụỆჷẾẺợạễӝᛦ ίᾎὸ

ỂؘẉểᛅẲẺỉỂẆ ἍἱἜὊửɼ͵ẲẺ˟ᅈ
ỉࢫՃẦỤ ẐέဃỊỄẼỤỉᄂᆮೞ᧙ỆẟỤẲ
ẺỉỂẴẦᾎẑ ểẦẆ ẐέဃỉἨἾὊὅỊỄễ
ẺỂẴẦᾎẑ ểᎥẦủẺỖỄỂẴẇ ἍἱἜὊ
ỊấẦậಮỂٻыỆኳỪụẆ ᡙьỼὊἒὊ
ửẟẺẻẪẮểầỂẨộẲẺẇ ἧỻἚἼὊἙỵὅἂ
Ị ẐјྙႎỆऴإửỶὅἩἕἚẴỦ૾ඥẑ ỂẴ
ầẆ ኺ᬴ửᆢớỖỄ Ẑஜỉஇờᙲễሖẑ
ửቇҥỆᙸếẬỦẮểầỂẨỦẺỜẆʻỂỊ Ẑ࣏
ᙲễऴإửᡆᡮỆਢạ૾ඥẑ ộẺ Ẑऴإỉ
ӕਾᢠ৸ỉ૾ඥẑ ểẲềМဇẲềẟộẴẇ

ᡈ൶ẅଞẅಮẅᾂᾆബ ίӖᜒ࢘ὸ
ஊᨂ˟ᅈỼὊ Ὁ Ỻἲ Ὁ Ỻἧˊᘙӕዸࢫ

૨ᢿᅹܖႾπᛐᴾ
ἋἯὊἩἿἂἻἰὊỉửӕࢽὲ
ẅऒ܇ỉ࠷δܴỉέဃầἧỻἚἼὊἙỵὅἂ
ửảềẟỦểᎥẨẆ ᅶỊᛠầڤẨễỉỂẆ
ợụٶẪỉஜầᛠỜỦể࣬ẟӖᜒẇ ஜửẺẪẰ
ỮᛠỜỦợạỆễẾẺẮểỉỖẦẆ ૨ᢿᅹܖႾ
πᛐᴾଐஜ˳Ꮛң˟ᛐܭỉἋἯὊἩἿἂἻἰ
ὊỉửẆ ˴ώẦỉஜửἧỻἚἼὊἙỵὅ
ἂẲềӳẇ ஜỉɶỂờဃỉɶỂờẆ ẴỔ
ềỆấẟềᐯЎỉഒẲẟሉầݰẨЈẰủỦợạ
ỆễẾẺẇ ᅶỊനᘐửởẾềẟỦầẆ ज़ࣱỆ
ݰẦủỦộộỆѣẬịڂỊễẟẇ ӖᜒᎍỆ
ॖᜤỉ᭗ẟʴầٶẪẆ ấʝẟỆૅảẝẟễầ
ỤૼẲẟʙỆἓἵἾὅἊẲềẟỦẇ Ӗᜒᎍӷٟ
ỉếễầụẆ ẮủỖỄỉᝠငỊễẟẦờჷủ
ễẟẇ

ඡ൦්௩ᘐˊᘙẅඡ൦ẅᇘීẅಮ
ᾃᾀബ ίӖᜒ࢘ὸẅനᘐܼ

ᾃᾄബྸኒʴ᧓ầẆ ඥᅹܖٻᨈỆ
ɟႆӳẲộẲẺẇ
ẅᾃ࠰ЭẆ ࡃỂ ẐẝễẺờẟộộỂỉᾀ̿
ᡮẪஜầᛠỜỦẑ ỆЈ˟ẟẆ ἧỻἚἼὊἙỵὅἂ
ỉɭမỆλẾẺẇ ˁʙỉἋỿἽỴἕἩẆ ᠃Ꮀ
ửႸỆӕࢽửᎋảềẟẺỂẆ ᡮᛠ

ᘐỊ࣏ẵỆλủẺẟὊἽỂẝẾẺẇ ࢘
ᅶỊẆ πѦՃ ί҅ෙᢊᎰՃὸ ểẲềඥࢷỉ
ᘍẆ ሥᠤɦỉࠊထỉਦ ݰὉ ႳთỆẝẺ
ẾềẟẺẇ ẸỉಅѦỂỊẆ ᩊẲẟඥࢷவ૨ễ
Ễỉჷᜤầ࣏ᙲểẰủẺẇ ࠝỆඥࢷửѠࢍẲẆ
૨˺ỉѐщửỈềẟẺầẆ ࠰ᱫỉẮể
ờẝụᨂမửज़ẳềẟẺẇ
ẅ҅ෙᢊỊẆ ٳˌࠊࢌٲỉࠊထờហ܌Ệ
ᒊẲỮỂấụẆ ᎰئỂỊᾃᾄബˌɥửݣᝋểẴ
ỦଔᡚᎰСࡇầếẪỤủẺẇ έᘍẨỉଢ଼ẟ
ཞ७ỂẆ ˁʙỂؔẾẺඥࢷჷᜤửМဇẲẆ
Ӯඥᚾ᬴ሁỉӖ᬴ửᎋảẺầẆ ૨ᛠᚐᏡ
щỉᝢࢊẰầἕἁỂẝẾẺẇ ẸỮễẆ ἧỻ
ἚἼὊἙỵὅἂỆЈ˟ẾẺỉẻẇ ᅶỊଐஜཋྸ
˟ܖỆޓẲềẟỦẺỜẆ இέᇢỉ૨ྂỆ
ẴỦೞ˟ầẝẾẺẇ ẸỉẺỜẆ ἧỻἚἼὊἙỵὅ
ἂỉἉἋἘἲỊẆ ᅹܖႎễᛯᚰỆؕỀẟềấ
ụẆ ৽৴ẪӖẬλủỦẮểầỂẨẺẇ ẸỉࢸẆ
ἭὊἲ Ὁ ἋἑἙỵᜒࡈửទλẇ ɟମ࠰Ịᨼɶ
ᜒࡈửӖᜒẲẺẇ ấẦậỂ૨ᛠᚐᏡщ Ὁ ૨
˺ᏡщỊെỆỴἕἩẇ
ẅộẺẆ ἧỻἚἼὊἙỵὅἂửܖỮỂࢽẺᆢಊႎ
ễۋѬầẆ ˁʙởᐯࠁգႆỆࢫᇌẾẺẇ ࠷
δẦỤ Ẑᛖẑ ầɧࢽॖẻẾẺᅶầэሁज़
ửΰẲẆʻỊಏẲỮỂᛠẲềẟỦẇ ẸẲềẆ
μẪɧࢽॖỂẝẾẺᧈ૨ᛠᚐẆ ݱᛯ૨˺щ
ầἧỻἚἼὊἙỵὅἂỆợụӼɥẲẆ ඥᅹܖٻᨈ
ỆɟႆӳẴỦẮểầỂẨẺẇ ྵנỊπѦՃ
ửᡚᎰẲẆ ඥửႸਦẲѠܖỆࣞݦɶỂẝỦẇ
ʻࢸỊẆ ܖٻᨈử̲ʕࢸӮඥᚾ᬴ửӖ᬴ẲẆ
ࡰᜱٟửႸਦẴẇ ἧỻἚἼὊἙỵὅἂửὊἽể
ẴủịɧӧᏡỂễẟểज़ẳềẟỦẇ ᾃᾆബỂẐ
Ꮀ Ὁ ܖဃẑ Ị᩼ࠝᜤẦờẲủễẟầẆ ᅶỊʴ
ဃửಏẲỮỂẟỦẇ

ޛஜẅࡍپẅಮẅᾃᾄബ ίӖᜒ࢘ὸ
ẅܖဃ

ٻЈ༿ᅈẦỤẆ ᾁώỉஜử
Ј༿ẲộẲẺẇ
ẅẐẝễẺờẟộộỂỉᾀ̿ᡮẪஜầᛠỜỦẑ
ửᛠỮẻẻẬỂẆ ἧỻἚἼὊἙỵὅἂầỂẨỦợ
ạỆễẾềẟộẲẺầẆ ஜ࢘ỆẸủầạộẪẟẾ
ềẟỦỉẦửᄩẦỜẺẪềᨼɶᜒࡈửӖᜒẲộ
ẲẺẇ
ẅᏮἇἻẲề࣎ྸỽỸὅἍἻὊỆễẾẺỉầᾁ
ᾁ࠰ᾄஉẆ ἧỻἚἼὊἙỵὅἂᨼɶᜒࡈửӖᜒ
ẲẺỉầᾁᾃ࠰ᾁஉẇ ẸẲềẆ ἇἻἼὊἰὅ
ửởỜẆ ࣎ྸỽỸὅἍἻὊểẟạசኺ᬴ỉˁ
ʙỆݼẟềỪẵẦᾂ࠰ỂẆ ٻЈ༿ᅈẦỤᾁ
ώỉஜửЈ༿ẴỦẮểầỂẨộẲẺẇ
ẅЈ༿ửೞỆẆ ᾁᾄ࠰ᾅஉỆỊ༏ෙᢸٳỉ
КᒱעỆᆆ˰ẲộẲẺẇ ଐỊ܇ڸểỉỮỎ
ụᢅắẲẆ  םὉ ଐ୴ଐỊிʮở᧵ٻỂ࣎ྸ
ၲඥỉἍἱἜὊửᘍạểẟạẆ ᡵ˞ᾄଐỉἩἓ
ဋᑀỤẲửẲềẟộẴẇ
ẅஜửЈẲẺấẦậỂẆ ỖểỮỄܳˡᝲἎἿỂ
ᨼܲỂẨềẟộẴẇ ӖᜒဃỉૠờỸἜἀႇụ
ỂẴẇ ஜửЈẴЭỊẆ ὁὅἽὊἲἰὅἉἹὅ
ỂẮẳỮộụởẾềẟẺỉầẆ ʻ࠰Ịிʮ Ὁ ٻ
᧵ Ὁ ඌጃ Ὁ ҅ෙᢊỂἍἱἜὊử͵ẲẆ ٶẪ
ỉ૾ỆӖᜒẲềẟẺẻẬỦộỂỆễụộẲẺẇ
ẅ˴ợụᅶỉஜởἍἱἜὊỆợẾềẆ ࠳ẶỆễ
ẾềẟẪʴầفảềẟỦẮểầạủẲẟỂẴẇ
ẅʴဃẆ ඬỆʈỦểẮỮễỆờಏẉể᠃ڤẲề
ẟẪỮẻễẜểܱज़ẲềẟộẴẇ ẮủờἧỻἚἼ
ὊἙỵὅἂểỉЈ˟ẟầẝẾẺẦỤẮẸỂẴẇ
ᓸᎍầˡảẺẟẮểỂễẪẆ ᐯЎầჷụẺẟẮ
ểẻẬửᛠỚểỦểẟạἧỻἚἼὊἙỵὅἂỊẆ ᐯ
ЎầʴဃỉɼʴπỂẝỦẮểửϐᛐᜤẰẶềẪ
ủộẲẺẇ ᛡầẟềẟỦẦỊ᧙̞ễẪẆ Ẹ
ẮẦỤᐯЎầ˴ửჷụẺẟẦầᙲỂẝỦẮể
ửჷụẆ ೌیỆषỪẰủỦẮểễẪẆ ᐯЎỉɶ
ỉჇܱửᙸếỜỤủỦợạỆễụộẲẺẇ

ჵẅुɟẅಮẅẅᾃᾀബ ίӖᜒ࢘ὸ
࣎ྸỽỸὅἍἻὊ

ᙻờʴ᧓᧙̞ờẆ ࠼ầụộẲẺẇ
ẅỴἳἼỽသܖɶỆẆ ỴἳἼỽʴỉἧἿὅἘỵỴች
ᅕửᙸềẆ ឪಅửൿॖẲộẲẺẇ ỼἾἆὅ߸Ệ
သܖẲềẟẺỉỂẴầẆ ẸỮễỆٻẨẪờễẪẆ
ݼᎰྙầểềờ˯ẟᘑỂẲẺẇ
ẅỂờẆ ႏᐯЎỉἥἊἋửਤẾềẟềẆ ிʮ
ỉợạỆẶẦẶẦểဃẨềẟễẟỮỂẴὲẸẲ
ềẆ ࠙ࢸẆ ឪಅỉẺỜỉẟẼịỮỉᡈᢊử
ẲềẟẺểẨẆ ҥኝỂẴầஜửẺẪẰỮᛠớ
Ắểẻể࣬ẟẆ ẸạẲợạể࣬ẾẺỉỂẴầẆ ᾀ
ώửᛠỚẨỦỉỆểềếờễẪ᧓ầẦẦỦẮể
ỆൢầếẨộẲẺẇ
ẅẐẮỮễẮểởẾềẺỤẆ ἥἊἋửਤếЭỆ
രệẑ ể࣬ẟẆ ஜửଔẪᛠỜẺỤỄỮễỆእૣ
ẻỨạểẆ ỐểᢿދỉஜỉɶẦỤỆӕẾẺ
ᅕဋẰỮỉ ẐыἠὊἚẑẇ ẸỉɶỂỉऴإϼ
ྸầ৷፭ỆଔẪỂẨỦἧỻἚἼὊἙỵὅἂửᙸế
ẬẆ ẐẮủẻὲẑ ểᚃỆ͈ửẲềἍἱἜὊử
ӖᜒẲộẲẺẇ ӖᜒࢸỊᙻầ࠼ầụẆ ᢊែ
ử್ૺẴỦểẨỆᬍử್ỆਰỤễẪềờӫử
ᄩᛐỂẨỦợạỆễụẆ ஜửᛠớἋἦὊἛờ৷፭
ỆɥầụộẲẺὲˌЭỊ࠰᧓ᛠỮỂờஜỊ ᵏᵎ
ώầᨂࡇẇ ܱᨥẆ ஜửᛠớẮểầڤẨểẟạ
ỪẬỂỊẝụộẶỮỂẲẺẇ ẸủầӖᜒẲẺ࠰
Ị࠰᧓ỂᾂώẆ ʻྵנӖᜒẲềʚ࠰ႸỂ
ẴầҞ࠰ỂᾁώửᛠỮỂẆ ᐯЎỉἥἊἋ
ửờếểẟạ ٹίᡫᢅໜỂỊẝụộẴầὸ ỆӼ
Ậề༪ឥẲềẟộẴṾ
ẅẐἧỻἚἼὊἙỵὅἂẴậẢẾὲẑ Ếề࣬ẟộẲ
Ẻẇ ộẺẆ ẟỨỮễʴỉᎋả૾ửӖẬλủỦ
ٓםầᐯЎỆỂẨẺẮểửज़ẳộẴẇ ʻộỂỊẆ
ᐯЎỉॖᙸởᎋả૾ểẼầạʴểᛅẲẺụẴỦ
ểẆ ẦẺẪễỆᐯЎỉॖᙸởầẾẺ͞ᙸử
ਤẼዓẬềẟẺỉỆẆ ẟỨỮễᙻẦỤཋʙ
ửᙸỦẮểầỂẨỦợạỆễụẆ ʴ᧓ࣱểʴ᧓᧙
̞ầ࠼ầụộẲẺẇ

ޢဋẅҦᝅẅಮẅẅᾁᾁബᴾίӖᜒ࢘ὸ

ᛠầᾄ̿ỆễẾẺὲὲ
ẅˁ ʙ ầ ࣕ Ẳ Ẫ ஜ ử ᛠ ớ  ᧓ ầ ễ Ầ Ế Ẻ ẇ
ẅẸỮễẆ ࢂỉỆẝẾẺஜửᛠỮỂᐻ
ԛửਤẼ Ẑᾀ̿ஜẑ ửទλẲẺầẆ ẟộẟẼ
ếẦỜễẦẾẺỉỂ࣬ẟЏẾềἍἱἜὊửӖ
ᜒẲẺẇ ẸỉኽௐẆ ᛠầᾄ̿ỆễẾẺẇ
ᛠớஜỉἊἵὅἽầفảẺẇ
ẅễặẦἊἵὅἃὅỆࢍẪễẾẺ ίἧỻἚἼὊἙỵ
ὅἂửợẪᘍẾềẟỦᨂܭὸẇ ᒍҥᛖỉஜử
ἣἻἣἻởẾềẟỦẻẬỂễỮểễẪჷẾềẟỦ
ᛖ࢛ầفảẺẇ ἉὅἁἿἝἉἘỵẦẆ ͪầ
فảẺൢầẴỦẇ ἍἱἜὊỂỊẆ ᪽ỉ̅ẟ૾
ễỄἩἻἋỴἽἧỳẟỨẟỨܖỔềѠࢍỆễẾ
Ẻẇ

ٻᙱẅᒍҦẅಮẅᾂᾀബ ίӖᜒ࢘ὸ
ἳὊỽὊѮѦ

ᐯЎỉӧᏡࣱử̮ẳẆ
ૼẺễʴဃửἋἑὊἚẇ
ẅᅶỊẆஜử࠰᧓ỆᾁώẲẦᛠỜộẶỮỂẲẺẇ
ỆឱửᢃỮẻẮểễỄẝụộẶỮẇ Ễạ
ẲềờᛠộễẬủịễỤễẟஜửᝰẟỆஜދỆ
ᘍẾềờẆ ẟếờᏢ൱ửẦẟềẟộẲẺẇ இ
ࢸộỂᛠỜễẟᐯЎỉۋẆ ẴẫỆݏềẲộạ
ۋầ࣬ẟූẦỎẆ ụểןỂԠԈỊଔẪễ
ụẆ ហ᩿ẲềẲộạỉỂẲẺẇ
ẅᾁᾄ࠰Ẇ ˁʙỂʚếỉἩἿἊỹἁἚửộẦẰ
ủỦợạỆễụẆ ᅶဃỂờૼဃầἋἑὊἚ
ẲềẆ ឬࣕٶཞ७ầዓẟềẟộẲẺẇ ẸẮỆẆ
˟ᅈầἰἊἳὅἚࢍ҄ửẼЈẲẆᾟᾜᾟίἩἿ
ἊỹἁἚ Ὁ ἰἊἳὅἚ Ὁ ἩἿἧỹἕἉἹἜἽὸ ỉ
ửӕࢽẴỦẮểầ࣏᪰ểễụộẲẺẇ ễỮ
ề˷ᚘễẮểửὲᅶỉദႺễൢਤẼỂẲẺẇ ᾃ
உẦỤᜒ፼ầڼộụẆ ٰ᪭ỆỊẆ ɟʴẆ ʚ
ʴểӳᎍầЈềẨộẲẺẇ
ẅᅶỊẆ ˁʙờᅶဃờࢸࢸỉࣖݣỂẆ
ᚾ᬴ѠࢍỆӕụẦẦỦẮểờỂẨẵẆ ἘỿἋἚ
ửẪẮểửᒊၘỆज़ẳềẟộẲẺẇ ᐯЎỉᏡ
щỉʅẲẰỆἭἚἭἚẟởൢầẰẲềẆ ၅іờἦ
Ὂἁẇ ễẦễẦủễẟଐẉầ˴ὈஉờዓẨ
ộẲẺẇ ᾀᾀஉИỜỉขٸẆ ễỮểẦẮỉᒊẲ

ẰẦỤᡜủẺẟể࣬ẟễầỤẆ ἕἚửᙸềẟẺ
ỤẆ ἧỻἚἼὊἙỵὅἂỉπࡸἇỶἚỆẺỄụბẨ
ộẲẺẇ ỖỮỉૠЎẆ ἇἻ῍ểᛠỮỂẆ ờẲ
ẦẲẺỤẆ ẮỉᒊẲỚẦỤᚐ્ẰủỦẦờḠể
࣬ẟẆ ẴẫỆἍἱἜὊỉဎẲᡂỚửẲộẲẺẇ
ẅẸẲềẆ ẺẾẺᾀὈஉỉᚾ᬴ݣሊỂẆᾟᾜᾟỉ
ửᅈϋИỉɟႆӳỂӕࢽẲộẲẺẇ ᛠ
ỪẵẦ࠰᧓ᾁώỉᅶầẆ ᾁώửឬảỦ
ᛠầӧᏡểễụẆ ˁʙờᅶဃờٻẨẪ٭
҄ẲộẲẺẇ ộẺẆ ᐯЎỉӧᏡࣱử̮ẳỦẮể
ầỂẨỦợạỆễụẆ ẸủầႻỆờԗỆờ
࠼ầẾềẟẨộẲẺẇ ẸẲềЈ˟ẾẺỉầ ᵬᵪᵮ
ἅὊἓὅἂỂẴẇ ʴỉӧᏡࣱửࡽẨЈẴẮểẆ
ႸܱྵỆӼẬềૅੲẲềẟẪẮểỆշỎửज़
ẳỦợạỆễụẆ ἻỶἧἅὊἓểẲềૼẺễʴဃ
ửἋἑὊἚẲộẲẺẇ

ܷஜẅኝɟẅಮẅẅᾂˊ ίӖᜒ࢘ὸẅ
ᵧᵲ ኒʴᢔ˟ᅈѮѦ

ἧỻἚἼὊἙỵὅἂỂẆ ᩊ᧙ᆳᄊὲ
ᙸʙݼᎰẇ
ẅငᢃဇỂΕɢᧈᎍỆễỦẺỜẆ இݱᨂ
ỉ᧓ỂቔửᛠỚẺẟ ίѠࢍẲẺẟὸ ể࣬
ẟẆ ᜒࡈửӖẬộẲẺẇ
ӖᜒࢸờẆ ӷẳᜒࡈửӖẬẺӷỉʴᢋểஉ
ᾀׅỉ˟ӳỂЏᄰྻᄶẴỦẮểỂẆ ငᢃဇ
ỆᨂỤẵᐯࠁգႆẆ ഭӪẆ ᗡẆ ኺ
ฎễỄẺẪẰỮỉЎỆờᐻԛửờếợạỆễụ
ộẲẺẇ ộẺẆ ẺẪẰỮỉыඥЩửἧỻἚἼὊ
ἙỵὅἂẴỦểẆ ᐯЎầʴဃỂẲậẺẟẮ
ểỊ˴ỂẝỦỉẦểᐯբẴỦợạỆờễụộẲ
Ẻẇ
ẅẸẲềẆ ẺộẺộૼᎥỆਫ਼᠍ẰủềẟẺ൭
ʴకϋẦỤẆ ẝẾểẟạ᧓ỆࠎஓẲềẟẺಅ
မồ᠃ᎰầൿộẾềẲộẟộẲẺẇ ẸủờẆ
᩿Ệޗഭỉཎ২ഇỆᡮᛠ ίἧỻἚἼὊ
Ἑỵὅἂὸ ểẟẺẦỤỂẴẇ ἧỻἚἼὊἙỵὅ
ἂỉᛅỂႮụɥầụẆ ᇿᚡᚾ᬴ỉЈஹφӳỊ
फẟểᚕỪủẺỆờẦẦỪỤẵẆ ᾇӸỉɶẦ
ỤɟᢠịủẺỉỂẴẇᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾ

ẅộẺẆ ἧỻἚἼὊἙỵὅἂỉấẦậỂẆ ᨂỤủ
Ẻ᧓ỉễẦỂஇ᭗ỉἣἧỻὊἰὅἋửẴỦợ
ạỆᎋả૾ầ٭ỪụộẲẺẇ ᠃ᎰẲẆ ܼଈờ
فảẆ ˴ờẦờầӫᏅɥầụỂạủẲẟᨂụỂ
Ẵẇ ỎẾẪụẲẺẮểỊẆ ẴỉẮửМဇẲềݱẰ
ễཋፗử˺ẾẺỉẮểỂẴẇ ˺ẾềẟỦᡦ
ɶỆẆ ӨầɧܭܤỂẝỦẮểầᨦܹểễẾềẆ
˺ಅầഥộẾềẲộẟộẲẺẇ पỚễầỤờ၅
ủềẟẺỉỂݏềẲộẟộẲẺẇ ẴỦểɧ࣬ᜭ
ễẮểỆẆ ٹỉɶỂྸेỉӨầܦẲẺỉỂ
Ẵẇ ፻ଐẆ ẰẾẸẪٹỂ˺ẲẺểấụӨửᙌ
˺ẴỦểẆ ٹểӷẳྸेỉӨầЈஹɥầụộẲ
Ẻẇ ڸỊẸỮễẮể̮ẳỤủễẟểᚕẾềấụ
ộẴầẆ ΄ᐯ៲ỎẾẪụẲềẟộẴẇ

ఌެẅᕣẅಮẅᾁᾅബẅίӖᜒ࢘ὸ
ᨥೞ᧙ѮѦ

ἧỻἚἼὊἙỵὅἂểἰỶὅἛἰἕἩỂẆ
ႆेầᐯဌỆẇ
ẅˁʙỂሥྸᎰỆễỦẮểầൿộụẆ ˌЭỉૠ
̿ỉἬὊἋỂૠ܌ở૨ᇘửྸᚐẲềộểỜễẪ
ềỊẟẬễẪễụẆ ऴإϼྸᏡщửɥậẺẟể
࣬ẾềӖᜒửൿỜộẲẺẇ ˴ợụờ૨ᇘỉྸ
ᚐầૠ̿ỉἬὊἋỆễụộẲẺẇ
ẅộẺẆ ἧỻἚἼὊἙỵὅἂửẲẺࢸỆἰỶὅἛἰ
ἕἩử੨ẪẮểỂẆ ᐯЎỉ᪽ỉɶỂѨỆཋʙ
ầૢྸẰủềẟẪợạễज़ᙾỆễụộẴẇ ἰỶ
ὅἛἰἕἩỂ੨ẟẺẮểỊẆ ࣏ᙲễỆἣἕể
᪽ỉɶỆූẦỮỂẪỦẲẆ ஜỉϋܾử࣬ẟЈ
ẸạểẴỦỊẆ ẸỉἬὊἊầỽἻὊỂᙸảề
ẨộẴẇ ஜދỂᇌẼᛠỚẴỦẻẬỂஜỉϋܾ
ầẻẟẺẟྸᚐỂẨềẲộẾẺụờẲềẟộẴẇ
ẅẸẲề˴ợụờẆ ˁʙỆݣẴỦႆेầẆ Ầễ
ụᐯဌỆỂẨỦợạỆễụộẲẺẇ ᐯЎỉ̓܇
ỆờẆ ặọảẺẟể࣬ẟộẴẇ

˙ဋẅᤧẅಮẅᾂᾁബẅίӖᜒ࢘ὸ
ݱ٥ಅ

ἧỻἚἼὊἙỵὅἂỂẆ ʴဃờࣱ҄ẇ
ẅẸủộỂẆ ԗụửểềờൢỆẲềൢщễʴ
ဃửഩẟềẟẺỉỂẆ ɟࣞႆឪẲềʴဃử
٭ảỦẺỜỆẆ ᾁᾅ࠰ᾀஉỆἧỻἚἼὊἙỵ
ὅἂửӖᜒẲẺẇ
ẅ࠰ᱫợụᎊẬẺ ۋὉ ỶἳὊἊẦỤẆ ἧỻἚἼὊ
ἙỵὅἂửӖᜒẲềἴἘấởẳỆễẾẺẇ ᜒ
፼ỉᾂὈஉࢸỆỊӖᜒဃỉ ẐἧỻἚἼᛠ˟ẑ
ửᇌẼɥậẆ ᐯЎợụʚộỪụ ίᾁᾃബὸ ˌ
ɥờ࠰ầᩉủẺἧỻἚἼὊἒὊỉɶỂὁἁὁἁ
ಏẲẪἧỻἚἼὊἙỵὅἂửẲềẟỦᐯЎầẟẺẇ
ẅἧỻἚἼὊἙỵὅἂửӖᜒẲềˁʙẻẬỉʴᏦ
ởኵỚầٳủẺỉẻẇ ӖᜒẲềẦỤẆ 
נॖᜤỉɶỂộẻộẻᅶỉʴဃਾềẺờỉỂ
Ịễẟể࣬ẟẆ ʴဃોᡯἩἿἊỹἁἚử࣬ẟế
Ẫẇ ẸẲềẰỤỆᾝᾛᾟἅὊἓỉửӕࢽỂ
ẨẆ ܖٻဃỆễỦ̓܇ᢋểỉܼଈ᧙̞ờểề
ờἋἲὊἌỆẟẪợạỆễẾẺẇ
ẅẮủỊẆ ἧỻἚἼὊἙỵὅἂỂỉࣱ҄ầẆ
ஜửᛠớẻẬỆểỄộỤẵʴဃỉࣱ҄ầᡶ
Ữẻỉẻể࣬ạẇ
ẅᨼɶᜒࡈỉӖᜒỊẆ ἧỻἚἼὊἙỵὅἂ Ὁ Ἥ
ὊἽ Ὁ ἰỶὅἛ Ὁ ἉἋἘἲỉɶỆẝỦᾝᾛᾟὉ Ἃ
ỿἽửܖốẨẾẦẬỆờễụẆ ྵנᅶỊẆᾝᾛ
ᾟἅὊἓểẲềờѣẲềẟỦẇ ᾁᾅ࠰ᾀஉ
ỆӖᜒẲềẦỤᾁ࠰ᾇὈஉẇ ẐἧỻἚἼᛠ˟ẑ
Ị͵ᾂׅửឬảẆ ᛠᄊẲẺஜỊᾀᾂώ
ˌɥỆễẾẺẇ ἧỻἚἼὊἙỵὅἂỊஜửᛠớ
ẻẬỆểỄộỤẵẆ ỴỸἚἩἕἚẴỦẮểỆợẾề
ʴဃẸỉờỉẴỔềầ٭ỪỦẇ
ẅᅶờݩஹỊẆ ἧỻἚἼὊἙỵὅἂπᛐỶὅἋἚ
ἻἁἑὊỆễụẆ ὁἁὁἁṿἧỻἚἼὊἒὊửᏋ
ềẺẟể࣬ẾềẟỦẇ

ޛஜẅʍẅಮẅᾃˊẅίӖᜒ࢘ὸ
ᾝᾛᾟἅὊἓ

ᾜᾑᾐểᾟᾜᾟỆӳẲộẲẺẇ
ẅڸầஜދỂൢỆễỦஜửᝰẾềẨẺểᅶỆ
บẲẺỉầẆ ẐẝễẺờẟộộỂỉᾀ̿ᡮẪஜ
ầᛠỜỦẑ ỂẲẺẇ ࢘ᅶỊ˟ᅈỂෙٳᾜᾑ
ᾐᢔသܖဃỆᢠịủẺờỉỉẆ ࣬ạợạỆ
ᚾ᬴ѠࢍầỊẦỄỤẵẆ ͣ๛ज़ầạἶἢẟ
ཞ७ỂẲẺẇ ʖͳఄẦỤờᙸ્ẰủỦफẟ
ጚẆ ˖ಅᢔễỉỂӳẲẦᚩẰủễẟ
ןẆ ЈᫍዸỜЏụộỂҞ࠰Ḡẇ ڸỊẸỮễ
ᅶửൢỀẦẾềẆ ẐẮỉஜỊ࣏ẵࢫỆᇌếൢ
ầẴỦẑ ểบẲềẪủẺỉỂẴầẆ ễỮẦᏙ
ᐰẟểẸỉộộ્ፗẲềẟộẲẺẇ ẲẦẲẸỉ
ࢸờẟếỆễẪẆ ڸầẲếẮẪᅶỆẮỉஜửᛠ
ỜểẴẴỜộẲẺẇ ڸầஜửᝰẾềẨềẆ ᾀὈ
உẪỤẟẲẺểẨỂẲỢạẦẇ ỐểஜửỜẪẾềẟ
ềẆ ᎇᚪửẰủềẟỦᅕဋέဃầᾜᾑᾐသܖ
ẰủềẟẺẮểửჷụộẲẺẇ ᐯЎểỉσᡫໜ
ửႆᙸẴỦểẆ ỶὅἑὊἕἚỂᅕဋέဃỉẮ
ểẆ ἧỻἚἼὊἙỵὅἂỉẮểửᛦỔڼỜộẲẺẇ
ẸẲềᅕဋέဃỉắốụẆ ἧỻἚἼὊἙỵὅ
ἂỉ˳᬴ᎍỉ٣ửᛠỚẝẰụẆ ẮủỊஜཋẻ
ểႺज़ẲộẲẺẇ ẸỉࢸỉᘍѣỊଔẪẆ ൢầ
˄ẪểἧỻἚἼὊἙỵὅἂᨼɶᜒࡈỉဎẲᡂỚဒ
᩿ửẟềẆ ဎẲᡂỚἮἑὅửἁἼἕἁẲềẟộ
ẲẺẇ ẮỉỊẸỉࢸẆ ʖेờẲễẟእỤ
ẲẟɭမầᅶửࢳẾềẟỦểỊ࣬ẟờợụộẶ
ỮỂẲẺẇ
ẅἧỻἚἼὊἙỵὅἂửᾜᾑᾐӖ᬴ѠࢍỆӕụλ
ủỦẮểỆợụẆ ჺ᧓Ểᒍᛖᚾ᬴ỉἋἅỴầ
ᭃီႎỆ˦ỎẺỉỂẴẇ ӖᜒࢸᾂὈஉỂʚế
ỉᒍᛖᚾ᬴ẆᾣᾞᾔᾘᾒỂᾄ ᵃ ἋἅỴỴἕἩẆᾖ
ᾜᾐᾣίἥἊἋἋἁὊἽᡶܖᢘࣱἘἋἚὸ Ể
ᾅ ᵃ ἋἅỴỴἕἩẇ ẮỉẆ Ӌᎋ Ὁ բ᫆
ᨼửἧỻἚἼὊἙỵὅἂẲềấẟẺẮểỂẆ ܱᨥ
ỉᚾ᬴ɶ ẐẮỉբ᫆ỉሉảỊễỮẻỨạᾎẑ
ểᏯỆբẟẦẬỦểẆ ሉảầỗỮởụể᪽ỉɶ
ỆූẦỎẆ ദᚐỉᢠ৸ᏃầἡἕỿἼểᙸảỦể
ẟạ˳᬴ửẲộẲẺẇ ộẺẆ ἭὊἲἋἑἙỵᜒ
ࡈỆӓẰủềẟỦᚾ᬴ửӖẬỦᨥỉբẟẦ
Ậỉˁ૾ửܱᘍẲềẆ ᓳẼბẟềᚾ᬴ửӖẬ
ỦẮểầỂẨộẲẺẇ ẸẲềẆҞ࠰ࢸỆỊ߸Ẇ
ɲ૾ỉᾜᾑᾐỆɟႆӳẲộẲẺὲᴾ

ẅᾜᾑᾐသܖɶờἧỻἚἼὊἙỵὅἂửٻဇẲ
ộẲẺẇ ộẵἘỿἋἚửទλẲẺИଐỆμềử
ἧỻἚἼὊἙỵὅἂẇ ẸẲềᜒ፯ỉЭଐỆࣱ
҄Ẇ ộẺᜒ፯ɶỆ᭗ᡮἼὊἙỵὅἂẆ ỉ
ᛟଢởἁἻἋỂỉᜭᛯửᡫẲềࣱ҄ửẴỦẆ
ểẟạᢅᆉửጮụᡉẲộẲẺẇ ἋἻἋἻỪẦỦẆ
ểẟạ؏ỆỊᢋẲộẶỮỂẲẺầ ẐẵẾểЭẦỤ
ẮỉᛅỊჷẾềẟỦḠẑ ểẟạज़ᙾỆểỤỪủ
ỦẮểỊẲịẲịẝụộẲẺẇᾜᾑᾐỉᜒ፯ỂỊẆ
ႆᚕẴỦẮểầ൭ỜỤủẆ ႆᚕϋܾỉᚸ̖ầ
ጚỆӒପẰủộẴẇ χႎễଐஜʴỂẝ
ẾẺᅶỊИỜỉạẼỊᜒ፯ɶỆႆᚕẴỦẮểầ
ᒊၘỂẲẺẇ
ẅẲẦẲᢘЏễឋբửẴủịẆ ׅሉửࢽỤủ
ỦểẟạؕஜҾྸửܱᘍẴỦểẆ ᪽ỉɶỆỐ
ẾểሉảởἅἳὅἚϋܾầූẦỎẆ ႎửݧẺႆ
ᚕầỂẨỦểẟạኺ᬴ầ˴ࡇờẝụộẲẺẇᾜᾑ
ᾐ̲ʕࢸỊẆᾟᾜᾟίἩἿἊỹἁἚἰἊἳὅἚἩἿ
ἧỹἕἉἹἜἽὸ ểẟạᨥӕࢽỆਪẲ
ộẲẺẇ ẮủỊଐஜỂỊӳྙᾄήᆉࡇử
ᚕỪủềẟộẴẇ ˁʙɥẆ ӕࢽầỿἵ
ἼỴỴἕἩỆễỦểӖ᬴ử࣬ẟᇌẾềẦỤᾂὈஉ
ỉჺ᧓ỂɟႆӳỂẨộẲẺẇ ᚾ᬴ѠࢍỂ
ỊӋᎋẆ բ᫆ᨼửẟẾẺỮἧỻἚἼὊἙỵὅ
ἂẲềẦỤբ᫆ửᚐẪẮểỆợẾềẆ ࣱ҄ử
ጮụᡉẲᘍẟộẲẺẇ ẸẲềẆ ોỜềẸỉẴắ
ẰửᛐᜤẲộẲẺẇ

ஙẅദҦẅಮẅᾂᾂബẅίӖᜒ࢘ὸ
ኺփἅὅἇἽἑὅἚ

˟ᜭỂờἩἾἎὅỂờẆ
ᚕᓶầἋἻἋἻẇ
ẅ࠷ݲỉ᪭ẦỤᛠỆॹủᚃẲỮỂẟẺᅶỂẴ
ầẆ ᡈ࠰ỊˁʙầࣕẲẪẆ சᛠஜầẺộỦɟ
૾ỂẲẺẇ ἧỻἚἼὊἙỵὅἂỊˌЭẦỤᅕဋẰ
Ữỉ ẐἒὅἚ˖ಅܱោ˟ẑ ỂჷẾềẟộẲẺ
ỉỂẆ ମ࠰ủẆ ᅦޢỂ࣬ẟЏẾềᜒࡈử
ӖẬộẲẺẇ ấẦậỂˁʙỉʙѦϼྸᡮࡇầ
െỆɥầụẆ ဃငࣱầႎỆӼɥẲộẲ
Ẻẇ ᛠớẮểỆểỄộỤẵẆ ЙૺщểẟạẦẆ
ᇹρज़ႎễỽὅầợẪẪợạỆễẾềẟỦỉ

ửଐẉज़ẳộẴẇ ἧỻἚἼὊἙỵὅἂỉἋἘἕἩ
ửẺỄỦểẨỊ૨ᇘỉἍὅἘὅἋửếẦớज़ẳ
ầẝụẆ ểềờ࣎עợẟỉỂẴẇ ἧỻἚἼὊἙỵ
ὅἂỊẆ ᛠớểẟạỶὅἩἕἚỉ૾ඥễỉỆẆ
˟ᜭỂỉႆᚕởἩἾἎὅỆẴỤẴỤểᚕᓶầ
ЈềẪỦểẟạẆ ỴỸἚἩἕἚỉᨥỆٻẨễјௐ
ầྵủỦẮểỆẆ ᐯЎỂờ٭ٻᭃẟềẟộẴẇ
ộỪụỉٻЏễӐʴẆ ẸẲềỪầ܇ᢋỆặọ
ểờˡảẺẟể࣬ẟộẴẇ

ࠖ፯ࢠẅಮẅᾂᾈബẅίӖᜒ࢘ὸ
ఇࡸ˟ᅈἱἛἼᕤԼ

ஜỉϋܾửွẾềộẲẺẇ
ẅẮỮễẮểỊẝụảễẟểஜỉϋܾửွẾềộ
ẲẺầẆ ̮᫂ỂẨỦ૾ẉỉấᛅửᎥẪỆếủ
ӖᜒửᎋảỦợạỆễụộẲẺẇ ᡮᛠỉᢿЎầ
Э᩿ỆЈềẟộẲẺầẆ ẸủˌɥỆẝỤỡỦ
ئ᩿ỂỉᏯỉဇ২ᘐểẲềờ٭ٻᐻԛửਤ
ẼộẲẺẇ ፼ࢽˌࢸ٭ỪẾẺẮểỊẆ ஜދỂ
ᝰỪễẪềờỖểỮỄᇌẼᛠỚỉെ᨞ỂฎỮỂ
ẲộạẮể ίᇰὸẆ ԏỂỉỗẶẵỆᾀώᛠỜ
ềẲộạẮểễỄẇ ấể᧓ỉٻẨễራኖỆ
ễẾềẟộẴẇ ऴإỉ්ủầفẴỆếủẆ
ẟỨỮễᐻԛờفảộẲẺẇ
ẅờẼỨỮᛠỊಏẲỚỂờẝụộẴẦỤẆ ݱ
ᛟởᩃᛏỊẟếờỄấụἸἕἁἼᛠỮỂẟộẴẇ
ऴإӓᨼỊἧỻἚἼὊἙỵὅἂửМဇẲềẆ ᩿
͂ễ᧓ửỂẨỦẻẬჺẪẲềẟộẴẇ ἧỻἚἼ
ὊἙỵὅἂᾌᡮᛠ২ᘐỉỶἳὊἊỂẴầẆ ᛡ
ỂờẆ ᡮẪขẪ࣏ᙲễϋܾửྸᚐẴỦᘐểẟẾ
Ẻ૾ầႎᄩẦể࣬ẟộẴẇ ᏯỉẲẪỚửạộẪ
МဇẲềẟềᄩẦỆ᭗јྙỂẴẇ ẝỪẶềᜒ
፯ỆẝụộẲẺἰỶὅἛἰἕἩờႸẦỤỸἿἅỂẲ
Ẻẇ ộẺẆ ӲЎỂჷႎễửẰủềẟỦ
૾ẉờٶૠӖᜒẰủềẟỦẮểửჷụᭃẨộẲ
Ẻẇ ỶὅἩἕἚỉᢊφểẲề̅ẾềẟẺỉỂẴ
Ỉẇ ᐯЎỉɶỂờἧỻἚἼὊἙỵὅἂửᡫẲềẆ
ɭမầ࠼ầẾềộẴẇ ଐẰộằộễئ᩿Ể
ဇẲềẟộẴẇ

ඕҢӮẅಮẅᾂˊᴾᴾίӖᜒ࢘ὸ
ᩃᝣᝤ٥

ɟႆỂẆ ᡫᚪకϋٟỉܼử
ӕࢽỂẨộẲẺẇ
ẅˌЭẦỤᡮᛠỊẲềẟộẲẺầẆ ˴ểễẪᥢ
Ỏ˄ẟềẨềấụẆ ờạɟࡇẆ ؕᄽẦỤܖỎẺ
ẟể࣬ẾềẟẺჵέỆẆ ᛠ٥ૼᎥỂἧỻἾἋἚ
Ј༿ Ẓấểᒍᛖỉ᩼ࠝᜤễ᧙̞ ίɥὸ ίɦὸẓ
ửჷụẆ ẮỉஜỂἧỻἚἼὊἙỵὅἂỉẮểửჷụ
ộẲẺẇ
ẅҥˮ᧓࢘ẺụỉऴإỊٶẬủịٶẟỖ
ỄᑣẟẮểỊẆ ኺ᬴ɥợẪỪẦẾềẟộẲẺỉ
ỂẆ ᨼɶᜒࡈỂܖốẮểửൿỜộẲẺẇ ᾁ
ᾃ࠰ᾈஉỉẮểỂẴẇ ᾁᾅ࠰ᾆஉỉᾁ᧓ϐ
ӖᜒἁἻἋẦỤஜႎễѠࢍἴὊἛểễụẆ ܱ
ឋᾁὈஉỂẆ ᡫᚪకϋٟỉᇿᚡᚾ᬴ỆӳẲ
ộẲẺẇ
ẅஇኳႎỆỊӝᡓᚾ᬴ỆờӳẲẆ ɟႆỂ
ܼửӕࢽẲộẲẺẇ ܖٻλᚾửɭမӪể
ኺฎỂʈụЏẾẺᅶầẆ ẸủẦỤᾁ࠰ˌ
ɥầኺᢅẲềẟẺỆờ᧙ỪỤẵẆ ᇿᚡᚾ᬴ỉ
ẐଐஜഭӪẑ ỂӳໜửӕủẺỉỊẆ ߷ޛЈ
༿ᅈỉᅹ ẐᛇᛟẅଐஜӪᾑẑ ኖᾃἬ
ὊἊửᣃӳᾆׅẆ ἧỻἚἼὊἙỵὅἂẲẺẦỤẻ
ể̮ẳềẟộẴẇ
ẅᅶỉئӳẆ ἘἁἝἕἁႎỆӲᇘắểỉἧỻἚἼ
ὊἙỵὅἂẲẦỂẨộẶỮỂẲẺầẆ ഭӪỉ්
ủởẆ ഭӪႎʙܱửᚡচỆܭბẰẶỦỆỊẆ
Ắỉ૾ඥầἫἋἚỂẲẺẇ ộẺẆᇿᚡᚾ᬴ỉẐɟ
ᑍࠝᜤẑ ݣሊểẲềẆ ஔଐૼᎥᅈ Ẑஔଐỿ
ὊὁὊἛᾁᾅẑ ễỄờဇẲẺỉỂẴầẆ Ắ
ẼỤờἧỻἚἼὊἙỵὅἂỆợẾềμዻẰảềẟ
ẺẺỜẆ ʙբ᫆ỆếẟềờᩊỆࣖݣỂẨ
ộẲẺẇ ᨼɶᜒࡈỂỊἧỻἚἼὊἙỵὅἂỉؕ
ᄽửảềẟẺẻẨẆ ᩼ࠝỆἋἲὊἌỆؕஜ
ầ៲ỆếẨộẲẺẇ ộẺẆ ϐӖᜒỂỊẆ Ắủ
ẦỤஜႎỆᚾ᬴แͳẴỦểẟạẆ ᩼ࠝỆợ
ẟἑỶἱὅἂỂἧỻἚἼὊἙỵὅἂỉấẰỤẟửẴ
ỦẮểầỂẨộẲẺẇ ẸủẹủỉέဃỆỊẆ ข
Ẫज़ᜓẲềẟộẴẇ
ẅἧỻἚἼὊἙỵὅἂỊẆ ᡫѮᡦɥỂỉᩃᛏ Ẑᾣ
ᾘᾜᾔẑ ỉᡮᛠỆဇẲềẟộẴẇ Ճỉעɦ
ᤧỉɶỂᛠỚộẴỉỂẆ ӲἬὊἊắểỆἧỻἚ
ἧỻὊỽἋẲềẦỤẆ ᾀᘍỆẟềẝỦҥᛖ

ίᾆ῍ᾀ̾ᆉࡇὸ ửẆ ӷỆᙻမỆλủỦợ
ạỆẲềẟộẴẇ
ẅἧỻἚἼὊἙỵὅἂỉấẦậỂẆ ᧈ࠰ዓẟềẟ
ẺẐᾣᾘᾜᾔẑỉẐᆢỮᛠẑẦỤỊܦμỆᚐ્ẰủẆ
இૼӭầފẟẺẸỉଐỆᛠỚẨẾềẲộạẮể
ờợẪẝụộẴẇ ỴἰἓἷỴዴஇᩊ᧙ỉ
ᾔᾧᾣᾡᾐᴾᾒᾛᾐᾢᾢӖ᬴ỂờẆ ٭ٻஊႩỂẲẺẇ
ẅݩஹẆ ἧỻἚἼὊἙỵὅἂỂؔẾẺऴإλ
ඥểẆ ẸỉဇඥỆếẟềẆ ஜỆỂẨủịể
࣬ẾềẟộẴẇ ἧỻἚἼὊἙỵὅἂỂ Ẑᾣᾘᾜᾔẑ
ửᛠỚễầỤẆ Ẑྸᚐࡇẑ ỉໜỂộẻộẻ˦
ỎỦ˷עầẝỦể࣬ẾềẟộẴẇ
ẅɭỉɶỆỊẆ ἧỻἚἼὊἙỵὅἂửဇẰủẆ
ᅶợụờᡮẪᛠỚẆ ộẺẆ ợụขẪྸᚐẰủỦ
૾ầٶẟể࣬ẟộẴỉỂẆ Ẹỉợạễ૾ẉửႸ
ਦẲềѐщẲẺẟểᎋảềẟộẴẇ ẮủẻẬẆ
᧓ểấử̅Ếềଐஜɟỉᛖܖỉܼ
ửࢽẺỪẬỂẴẦỤẆ ˴ểẦʻộỂỉ৲
ׅӓửụẺẟểᎋảềẟộẴẇ ᅶỊẆ ଐஜ
Ểờૠݲễẟể࣬ỪủỦ ẐμଐஜἋỿὊᡲႱ
πᛐỉദਦݰՃẦếᡫᚪకϋٟẑ Ểờẝụộ
ẴẦỤẆ ẐἜὅἢὊὁὅẑ ỆỊễủễẪềờẆ
ݩஹẐỼὅἼὊὁὅẑửႸਦẶỦể࣬ẾềẟộẴẇ
ẅẝểỊẆ ˷ୗỉɶỂᄂᧄẴỦẮểầفảộẲ
Ẻẇ ộẺẆ ᜒࠖỉέဃẦỤỉἳὊἼὅἂἼἋἚ
Ể ẐἧỻἚἼὊἙỵὅἂỊᐯЎỉڤẨễởụ૾
Ểὲẑ ểỴἛἢỶἋẟẺẻẨộẲẺỉỂẆ ẮủẦ
Ụờൢ᠉ỆẆ ἧỻἚἼὊἙỵὅἂửዓẬẺẟểᫍ
ẾềẟộẴẇ

ɶẅᛗẅಮẅᾃബẅίӖᜒ࢘ὸ
˳ׇᎰՃ

ᾂ࠰ẦẬềờɧӳẻẾẺᚾ᬴ỆẆ
ӖᜒࢸᾁὈஉỂӳὲ
ẅႇẲềẟẺἳἽἰỾỂἧỻἚἼὊἙỵὅἂầኰ
ʼẰủẺẮểầẝụẆ ẸủỂᐻԛửਤẾẺỉầ
இИỉẨẾẦẬỂẴẇ ႆᘍᎍỉ૾ầἧỻἚἼὊ
ἙỵὅἂᨼɶᜒࡈӖᜒࢸỆẆ ᅈՃḵቔؓ
ᇿḵᇌ˟ᅈᚨᇌểẟạ࢟ỂẆ ỄỮỄỮ
ỉئử࠼ậỤủềẟỦಮ܇ửᙸềẆ ἧỻἚἼὊ
ἙỵὅἂẾềẴắẟỮẻễẜẆ ᐯЎờởẾềỚ
ẺẟễẜểእႺỆ࣬ẟộẲẺẇ

ẅᾂ࠰ẦẦẾềờӳỂẨễẦẾẺ ẐऴإἍỿ
ἷἼἘỵỴἛἱἝἋἚἾὊἑẑ ỆẆ ἧỻἚἼὊἙỵὅ
ἂᨼɶᜒࡈӖᜒࢸᾁἃஉỂӳὲẸỉࢸ Ẑɥ
ኢἉἋἘἲỴἛἱἝἋἚἾὊἑẑ ᚾ᬴Ệờɟႆӳ
ỂẨộẲẺẇ ἰὊἁἉὊἚ૾ࡸỉᚾ᬴Ịࢽॖ
ễỉỂẴầẆ ᛯᡓࡸỉբ᫆ỆỊᒊॖᜤầ
ẝụẆ ễẦễẦӳỂẨộẶỮỂẲẺẇ ܱỊ
ẸỮễỆࢳẲềẟễẦẾẺỉỂẴầẆ ᨼɶ
ᜒࡈỂέဃỆỪẾẺѠࢍඥ ίἘỿἋἚửἧỻ
ἚἼὊἙỵὅἂẲẆ עᢊỆἰỶὅἛἰἕἩử˺ụễ
ầỤѠࢍẴỦὸ ửܱោẲẺểẮỨẆ ᩊễẪӳ
ửỆẴỦẮểầỂẨộẲẺẇ ẰỤỆẆ ẐɥኢἉ
ἋἘἲỴἛἱἝἋἚἾὊἑẑ ᚾ᬴ỂỊẆ ᛯ૨ử
Ẫጀ፼ửộẾẺẪẲễẦẾẺỆờẦẦỪỤẵẆ
ẮẼỤờἁἼỴỂẨộẲẺẇ ऴإϼྸᚾ᬴ỉᛯ
૨ỊẆ ᾁ᧓Ểᾁᾃ૨ˌ܌ɥửẪ࣏ᙲầ
ẝụẆ ჺ᧓ỂЈ᫆ॖửẪỚӕụẆ ನử
ൿỜễẪềỊễụộẶỮẇ ἧỻἚἼὊἙỵὅἂỉ
ấẦậỂբ᫆ỉឯଓửẨẼỮểẰảỦẮểầ
ỂẨẆ ἯỶὅἚửẰảẺᛯ૨ầẬẺể࣬ẟ
ộẴẇ Ẹỉᚾ᬴ỉբ᫆ᨼỊẆ Ј༿Ằủ
ỦỉầẪẆ ѠࢍỂẨỦ᧓ầ᩼ࠝỆἑỶἚỂ
Ẵẇ ᨼɶᜒࡈӖᜒࢸỊẆ πࡸἘỿἋἚở᧙
ᡲቔửჺ᧓ỂϼྸẴỦẮểầỂẨẆ բ᫆
˺ụởᚐᛟửẪỉầ᩼ࠝỆἻἁỆễụộẲẺẇ
ờẾểଔẪჷẾềẟủịᒊіẶẵỆẴỮẻỉỆẆ
ể࣬ẟộẲẺẇ
ẅờạɟếỉẮểỊẆ پẦỤᩉ۟ửЏụЈẰủẆ
έẉẼỞỮểɟʴỂởẾềẟẬỦẻỨạẦểɧ
ܤỂɧܤỂẲẦẺễẦẾẺểẨẆ ࣾڂởᩉ۟
Ệ᧙ẴỦஜửٻỆἧỻἚἼὊἙỵὅἂẲộẲẺẇ
ẟỨỮễʙ̊ởẆ ൢਤẼỉЏụஆả૾ễỄử
ჷỦẮểỆợụẆ ˴ểẦễỦὲể̮ẳỦẮểầỂ
ẨỦợạỆễụẆ ᐯЎỂᎋảềẟẺˌɥỆଔẪ
ᇌẼႺỦẮểầỂẨộẲẺẇ ẸẲềẆ ૼẲẟẮể
ỆờἓἵἾὅἊỂẨỦợạỆễẾẺỉỂẴẇ
ẅᅶỊờểờểᛠầڤٻẨỂẆ ஜửᛠớἋἦ
ὊἛờᡮẟỖạỂẲẺầẆ ἧỻἚἼὊἙỵὅἂử፼
ࢽẲẺἳἼἕἚỊٻẨẟể࣬ẾềẟộẴẇ ἧỻἚἼ
ὊἙỵὅἂỊẆ ʴဃử٭ảỦẆ ẸỮễщầᅼ
ỜỤủẺἳἏἕἛỂẴỈẇ ẸỉࢸẆ እૣễˤ̜
Ệऔộủኽ۟ẲộẲẺẇ

ҕӸࠎஓ

ἧỻἚἼὊἙỵὅἂỂẆ
ჷỤễẦẾẺᐯЎửႆᙸὲ
ẅКỉἍἱἜὊửӖᜒẲẺᨥẆ ẟẾẲỢỆӖᜒ
ẲẺʴầ˴ൢễẪᚕẾẺɟᚕ ẐἧỻἚἼὊἙỵὅ
ἂẾềỄạ࣬ẟộẴẦᾎẑ ầẨẾẦẬỂẲẺẇ
ẸỉểẨỊ˴ểờ࣬ỪễẦẾẺỉầẆ ࢸỆễẾ
ề ḛ Ắẻộ Ḝ ỉợạỆ᪽ỉɶỆ᪪ẟềẨộẲẺẇ
ẸẲềỄạẲềờൢỆễụẆ ӖᜒửဎẲᡂỚộẲ
Ẻẇ ᛠớஜỉૠầẆ ᡵᾀώầᡵᾀώẆ Ẑᾀ
̿ஜẑ ỉἑỶἚἽỄấụஜ࢘Ệᾀ̿ỆễụộẲ
ẺὲộẺẆ ᧓ầჺẰủỦẮểỆợụẆ ʻộ
ỂỊộẵửЈẰễẟஜỆờᐻԛầẟẪợạỆ
ễụộẲẺẇ ˌЭỊӷẳʴầẟẺờỉửɼỆ
ᛠỮỂẟẺỉầẆ ᛠỮẻஜỂൢỆễẾẺỿὊ
ὁὊἛẦỤẆ ộẺКỉஜồểᡲᦋầዓẪểẟạ
ಏẲẰửտẲềẟộẴẇ ẸủỊộẰỆẆ ᚡ
চܭბỉἰỶὅἛἰἕἩỉợạỂẴẇ ẟếẦẆ
ྶעửạẴắẟỴỶἙỴầූẦỮỂẪỦỉầ
ಏẲỚỂẴẇ ᛠớஜỉࠢầ࠼ầẾẺẮểỆợụẆ
ᐯЎỊẮỮễẮểỆờᐻԛầẝẾẺỮẻẆ ểൢ
ỀẪẮểầẺẪẰỮẝụộẴẇ ẸủỊૼẺễᐯЎ
ểݣ᩿ẴỦẆ ૼᮗễ˳᬴ỂẴẇ ᛠỂờẆ
ˁʙỂờẆ ɭỉɶỉѣẨỂờẆ μ˳ửᙸบẴ
ểẟạ̳ყႎễᙸ૾ửỂẨỦợạỆễẾẺỉỊẆ
ἧỻἚἼὊἙỵὅἂửܖỮỂẦỤỉẮểỂẴẇ

ܷẅᒔپẅಮẅᾃᾄബẅίӖᜒ࢘ὸ
ᙌᡯಅ

ᓸᾁώửЈ༿ẇ ếẟỂỆឪಅờὲ
ẅẸủộỂܖٻᨈܫểẲềᄂᆮᎍểẲềỉᢊ
ửഩỚڼỜềẟẺᅶỂẴầẆ ẼỢẾểẲẺਯ৵
ᵆᵼᵼᵙ ầẝụẆ ἧἼὊỉἠὅἧỵἁἉἹὅ˺ܼểẲề
ဃẨỦẮểỆễụộẲẺẇ ẸủầẨẾẦẬỂᐯЎ
ỉᏡщỴἕἩỉẺỜỆӖᜒẲộẲẺẇ ᓸᾁώ
ửЈ༿ẲộẲẺầẆ Ӌᎋ૨ྂểẲềӷἊἵὅἽ
ỉஜỊμềἧỻἚἼὊἙỵὅἂẲềᛠỚộẲẺẇ
ếẟỂỆẆ ἥἊἋửʏᛠẲềឪಅẲềẲộẟ
ộẲẺẇ
ẅౕểẟạἰỶἜὊễἊἵὅἽỉஜửẨộẲẺ
ầẆ ᓸầݱɶ᭗ሁܖఄỉởπᇌ
ỆኛλẰủềẟộẴẇ ̓܇ởᒉᎍẺẼỆ
ౕểẸẮỂẪʴỉẴịỤẲẰửˡảỤủẺẮ
ểỊẆ ᐯЎỉʴဃỆểẾềஇờẲẝỪẶễẮỉ
ɟếẻể࣬ẟộẴẇ ஜỆỊẆ ᐯЎầౕể᧙
ỪẾềࢽẺٻẨễշỎởबẲỚẆ ẸẲềౕ
Ệ᧙ỪỦʴẉỉဃẨಮửẨộẲẺẇ ộẺẆ
ᓸửЈẲẺẮểỂᐯ̮ầਤềộẲẺẇ ᓸỉ
ౕểỊộẾẺẪКỉἊἵὅἽỂឪಅẲềẟộẴ
ầẆ ẸẮỂờɟႸፗẦủỦנ܍ỆễẾềẟỦợ
ạỆ࣬ẟộẴẇ ộẺẆ ᾂᢅẩộỂộẾẺẪឪಅ
ễỄᎋảềấụộẶỮỂẲẺầẆ ἧỻἚἼὊἙỵὅ
ἂểЈ˟ẾẺẮểỂẆ ឪಅܼểẲềờыẲộẲ
Ẻẇ

ٻẅීࠊẅಮẅᾂᾇബ ίӖᜒ࢘ὸ
ἁἼỺỶἘỵἨỴἉἋἑὅἚఇࡸ˟ᅈ
ˊᘙӕዸࢫ

フォトリーディング集中講座のご紹介
フォ
トリ ーデ
ー デ ィン
ング集中講
The PhotoReading Whole Mind System

フォトリーディング
集中講座
講師：

ラーニング・ストラテジーズ社公認インストラクター

講座：

２日間（各日９時間／休憩あり）

講座費用：

１０５，０００円（税込）
＊教材費込／昼食は無料でご用意させていただきます。

フォトリーディング集中講座
楽しみながら、確実にスキルを習得。
フォトリーディングの開発者、ポール・Ｒ・シーリィ氏が共同設立者の一人である米
国の教育機関、ラーニング・ストラテジーズ社公認インストラクターによる講座です。
通常２０〜３０人のクラスを、１名または２名のインストラクターが担当し、フォ
トリーディングを学ぶ前の体と心の準備から、理論的裏づけ、技術の習得、実践方
法まで、ていねいにレクチャーします。体を使ったエクササイズや、チームで行う
演習は、終始なごやかな雰囲気。楽しみながら、確実にフォトリーディングを習得
していただけます。

フォトリーディング講座

Q
A

よくあるご質問について

ᾁଐ᧓ỉἧỻἚἼὊἙỵὅἂᨼɶᜒࡈểỊẆ ỄỮễϋܾễỉỂẲỢạẦẇ
ὁὊἁửᡫẲề˳᬴ẲễầỤẆ ἧỻἚἼὊἙỵὅἂửܖỮỂẟẺẻẪᜒࡈểễẾềẟộẴẇ
ᾁଐ᧓ỉٻẨễ්ủỊɦᚡỉểấụỂẴẇ

1. 今までの読書法の違いについて
ᏯỉẲẪỚỆỐủễầỤẆ ଏ܍ỉᛠඥểỉᢌẟửܖỎộẴẇ ộẰỆẆ ḛ ႸẦỤỸἿἅ Ḝ
ỉ˳᬴ẦỤᜒࡈỊἋἑὊἚẲộẴẇ
2. 基本の５つのステップ
ἧỻἚἼὊἙỵὅἂ Ὁ ἭὊἽ Ὁ ἰỶὅἛ Ὁ ἉἋἘἲỉؕஜỆễỦᾄếỉἋἘἕἩỆếẟềẆ
ὁὊἁỆӕụኵỚễầỤܖỮỂẟẨộẴẇ
ễặẮỉἋἘἕἩầ࣏ᙲễỉẦẆ ܖᘐႎễᘻỀẬửờểỆ˳ኒႎỆྸᚐửขỜềẟẨộẴẇ
ἋἘἕἩᴾᾀ ᾉ แͳ
ἋἘἕἩᴾᾁ ᾉ ʖ፼
ἋἘἕἩᴾᾂ ᾉ ἧỻἚἼὊἙỵὅἂ
ἋἘἕἩᴾᾃ ᾉ ࣄ፼
ἋἘἕἩᴾᾄ ᾉ ࣱ҄
3. フォトリーディングを体験
ܱᨥỆቔử̅ẾềẆ ἧỻἚἼὊἙỵὅἂỆἚἻỶẲềẟẺẻẨộẴẇ
ἧỻἚἼὊἙỵὅἂỉज़ᙾử˳ज़ẲẆ ᪽ể៲˳ỂྸᚐẲềẟẺẻẪẮểầỂẨộẴẇ
4. 習慣化について
ἧỻἚἼὊἙỵὅἂỊẆ ଐࠝဃỉɶỆᆢಊႎỆӕụλủẆ ፼ॹ҄ẲềẟẪẮểỂјௐửႆ
ੱẲộẴẇ ᜒࡈắӋьࢸẆ ẲẾẦụểắ፼ࢽẟẺẻẪộỂỉφ˳ႎễ૾ඥỆếẟềỴἛἢỶ
ἋᐲẲộẴẇ
5. フォトリーディングの応用について
ݱᛟởᠴẆ ἳὊἽሁẆ Ằộằộễ܌ऴإỆဇẲềẟẺẻẬộẴẇ
ؕஜỉἋἘἕἩửẰảẺɥỂẆ ࠢ࠼ẪဇẲềẟẪ૾ඥỆếẟềờấˡảẲềẟộẴẇ

よくあるご質問について

Q
A

ᐯܡဇ ẐἧỻἚἼὊἙỵὅἂ Ὁ ἭὊἲἋἑἙỵᜒࡈẑ ể
ẐἧỻἚἼὊἙỵὅἂᨼɶᜒࡈẑ ỂỊẆ јௐỉᢌẟỊẝụộẴẦᾎ
јྙႎỆܖỮỂẟẺẻẪỆỊẆ ẐἧỻἚἼὊἙỵὅἂᨼɶᜒࡈẑ ồắӋьẟẺẻẪẮểử
ấẴẴỜẲềẟộẴẇ ᾁଐ᧓ểẟạ᧓ầ࣏ᙲỆễẾềẨộẴầẆ ႺᜒࠖẦỤܖỔ
ỦểẟạໜỆấẨộẲềẆ ỪẦụởẴẪẆ јྙႎỆܖỮỂẟẺẻẪẮểầỂẨộẴẇ
ộẺẆ ἩἻἋỴἽἧỳỉऴإởẆ Ẹỉ૾ỆӳẾẺỴἛἢỶἋửӖẬỦẮểầỂẨỦỉờẆ
Ẑᨼɶᜒࡈẑ ỉٻẨễἳἼἕἚỉɟếỂẴẇ
ẐἧỻἚἼὊἙỵὅἂᨼɶᜒࡈẑ ỊẆ ˂ỉӖᜒဃỉ૾ểἅἱἷἝἃὊἉἹὅửӕụễầỤẆ
ὁὊἁửᡫẳềܖỮỂẟẺẻẪἋἑỶἽỂẴẇ ắᐯܡỂܖỮỂẟẺẻẪئӳểỊܖ፼Ἃ
ἑỶἽầٻẨẪီễụộẴỉỂẆ ắᐯ៲ỆểẾềẆ ợụјௐႎễܖ፼ඥửấᢠỎẟẺ
ẻẬủịể࣬ẟộẴẇ

ご満足いただけなければ、費用はお返しいたします。
２日間の集合研修型のセミナーにご参加いただく「フォトリーディング集中講座」、ご自宅
でご自分のペースで学んでいただく「フォトリーディング・ホームスタディ講座」のどちら
につきましても、満足保証制度をお付けしています。自信を持ってご提供させていただく証
として、ご用意いたしました。
各講座をお試しいただいて、ご満足いただけなかった場合には、ご受講後、またはご購入後
６０日以内にご連絡ください。喜んで、費用全額をお返しいたします。教材は、書き込みが
あるなど使用後の状態でも、もちろんＯＫです。しっかりと取り組んでいただいた上で満足
できないとご判断されましたら、どうぞ、ご遠慮なくご連絡ください。
「どれくらいの方が満足保証を利用されるのですか？」と、よくご質問をいただきます。
「フォトリーディング集中講座」におきましては、全体の３％にも満たない結果をいただい
ています。
ご不安や疑問がございましたら、お気軽に弊社ＷＥＢサイトからお問い合わせください。
自分の能力を試してみたくなった！！そんなワクワクしたお気持ちになられましたら、
ぜひ、フォトリーディングにチャレンジしてみてください。

弊社ホームページ

http://www.lskk.jp

公認講師一覧
米国ラーニング・ストラテジーズ社 公認フォトリーディング インストラクター
ᵆᵐᵎᵏᵏ ࠰ ᵏᵏ உྵ נᵇ
ჽἃౕᴾʁऔẅᵆᵦᶇᶑᵿᶃᴾᵧᶑᶆᶇᶅᵿᶋᶍᶐᶇᵇ
ϋ૾ᴾऔɟஒẅᵆᵩᶃᶇᶇᶁᶆᶇᶐᶍᶓᴾᵳᶁᶆᶇᶉᵿᶒᵿᵇ
ߢٻᴾӐᅵẅᵆᵲᶍᶋᶍᶆᶇᶂᶃᴾᵭᶆᶑᶆᶇᶋᵿᵇ
ٻஜᴾଡࢀẅᵆᵟᶒᶑᶓᶆᶇᶐᶍᴾᵭᶆᶋᶍᶒᶍᵇ
ьᕲᴾᑣࣈẅᵆᵷᶍᶑᶆᶇᶌᶍᶐᶇᴾᵩᵿᶒᶍᶓᵇ
ᇽᴾͤẅᵆᵩᶃᶌᶈᶇᴾᵱᵿᶑᵿᶉᶇᵇ
එဋᴾค܇ẅᵆᵨᶓᶌᶉᶍᴾᵱᵿᶕᵿᶂᵿᵇ
ᑮᴾͤٽẅᵆᵩᶃᶌᶒᵿᴾᵱᶆᶇᶀᵿᵇ
ྚ߷ᴾɟᢹẅᵆᵧᶁᶆᶇᶐᶍᶓᴾᵲᵿᶋᵿᶅᵿᶕᵿᵇ
ᡈဋᴾ፦܇ܓẅᵆᵫᶇᶉᶇᶉᶍᴾᵡᶆᶇᶉᵿᶂᵿᵇ
ༀʟᴾသ፦܇ẅᵆᵰᶓᶋᶇᶉᶍᴾᵲᶃᶐᶓᶇ

شҾᴾ፦ẅᵆᵫᶇᶉᶇᴾᵲᶑᶓᶉᵿᶆᵿᶐᵿᵇ
ݢɦᴾԧʍẅᵆᵩᵿᶘᶓᶗᵿᴾᵲᶃᶐᵿᶑᶆᶇᶒᵿᵇ
ᧈ߷ᴾ܇̀ٶẅᵆᵲᵿᶉᵿᶉᶍᴾᵦᵿᶑᶃᶅᵿᶕᵿᵇ
ᓬҾᴾʮʚẅᵆᵩᶗᶍᶓᶈᶇᴾᵦᵿᶅᶇᶕᵿᶐᵿᵇ
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