ॢটشংঝ৲ृ,7৲ऋਸசघॊऩऊؚঅ४ॿ५॑ॉඕऎ୭ऋ০পऌऎॎॉणणँॉऽघ؛ऒोऽद୳घैखऩ
ऊढञऒधऋؚपदुକऒॉ੭ॊ૾யपँॉऽघ؛ज॒ऩਂ්ၝअৎ৻॑েऌ௷ऎञीभَ॥থঃ५ُधखथ
ି৯॑ૐीथःॊभऋੋ৽َؚੴৡُقঅ४ॿ५ੴৡكदघ؛ম৽ੋৗୂয౫ઇহଂदमੋ৽ؚੴৡ॑௴
प؞௬ؚਛघॊலੌा॑ଡണ؛ऎभ੫पਹ৷॑യखथःऽघ؛जोमؚन॒ऩચৡऩभऊ؛ऩछਏऩभ
ऊ؛नअघोयৈीथষऐॊभऊَ؛৽7(67ُౣૐশभલౖඦఘऔ॒धَ৽ੋ৽ؙੴৡଢ଼ఊُ॑ଁฐघॊപ౭
औ॒भযपअऊऋःऽखञ؛

ुमृૌுभ৽ୡಋदमৢ৷खऩः
ؙصصऽङमؚਠ৻भঅ४ॿ५ঃش९থऋ઼ऊोथःॊ૾ய॑नअኇइथःऽघऊ؛
લౖु৽؟৩ुؚঽभலহऋऒअਯফऊैফभ५ঃথदপऌऎॎॉষऎ
ऒधषभৌૢ॑ीैोॊৎ৻दघॢَ؛টشংঝ৲ُृَ,7৲ُभৎ৻टऊैؚஶୁृ
,7জॸছ३॑شৈीोयેীؚधःअॎऐदमँॉऽच॒؛০जऒऽद৲ऋ୷खढथ
ःॊभदघ؛ञधइयؚનৰपକऌॊऒधमؚযઠपेॊभदघ؛
ଲୗदमؚःऽম॑ऐ॒ਬघॊঽਓभमপऌऎॎॉऽघ؛ਲਗলुँॉ
ऽघऋؚॡঝঐधःअଲષঽ৬ुপऌऎॎॊ؛৬ऩनग़ঞॡॺটॽॡ५ਓमใ
पؚभৈ২ऩଲષटऐऋেऌଋॊৎ৻पऩॉऽखञ؛१شঅ५ਓषभয౫ऋਤ
ाؚ௰ਗবযऐभ৵ਲ਼ॉ؞ॸঝ؞ᆯ௫ऩनऋৗञऩَୟলُਓपऩॊ؛ਈुযু
ऋਏपऩॊभमୢஂ؞૧१شঅ५पৌघॊয౫दघ؛$,قযੵੴચكऋਤనखَ
عফपমभௌ௮যઠभ٫ऋःथःॊमؚটॵॺृ$,प৻౹૭ચपऩ
ॊُधःअঞএॺشऋਵपऩॉऽखञृृ؛পऑऔदघऋੋ৽ؚभೲदऒअखञ৲
ऋசपःथःॊऒधؚ॑যऱधॉभঅ४ॿ५ঃش९থऋঽಁघॊਏऋँॊधઓःऽघ؛
പੋ৽َ؟ੴৡଢ଼ఊُधःअઇ॥থॸথॶऋলथऌञऒधपमؚणभ৶ऋँॊधઓढथःऽघ؛णमؚலহ
ऋखऎऩढथऌथःॊऒधदघ؛অ४ॿ५भਛभੰऋৄणऐपऎऎऩढथःऽघ؛০ऽददँोयगुभ॑ेॉ
ऎखञॉेؚॉ॥থঃॡॺपखञॉؚढ़ছشংজग़ش३ঙথ॑ੜृखञॉघॊऩनؚखੵघोयૹષमਲ਼ोऽख
ञ؛खऊखुؚमृਛ࿃৲खथऌथउॉॅैँؚॊૹષऋ॥ঔॹॕॸॕش৲खؚ୦॑ਲ਼ढञैपಜ॒दुैइॊभऊ
धःढञॉুડभਛभ্ஙૄऋؚశଞपীऊॉतैऎऩढथःऽघ؛
ुअणमؚছॖংঝ੫॑ঋথॳঐشॡघॊप଼়ৼুऋदऌऩःৎ৻पऩढथःॊऒधदघ؛০ऽदमग
ੀभऩऊदঽীञठभছॖংঝ॑ৄथःोयଐऊढञ؛खऊखؚਠमੀभซஉ॑௭इथऔऽकऽऩர؞ଙऊ
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ै୶॑ਭऐॊञीपؚছॖংঝ્॑दऌऩः૾ଙपऩढथऌथःऽघ؛ऒोैणऋؚঅ४ॿ५ঃش५থऋऩऊऩ
ऊअऽऎலহ॑ॉऑथःऐऩःপऌऩਏपऩढथःॊधઓःऽघ؛
صص੫ડुয౫ઇपঢ়घॊฎा್॑इथःॊभदमऩःदखॆअऊ؛
പ؟லহऋअऽऎःऊऩःधऒौपୖऋँॉऽघ؛எঽମुؚऎभ੫भฎा॑उ
ୂऌखथःॊअठपؚใோभଢ଼ఊदमৌૢदऌऩः૾யपऩढथःॊधगथःऽखञ؛
ীऊॉृघःदअधؚ০ऽदभৗૹષ৫ृৗহঔॹঝ৫ऐभଢ଼ఊदम্১
मઇइथऎोॊ॒दघ؛ইঞشডشॡधऊীෲু১ؚউঞ८থभல্ؚহੑभॉ
্धःढञঁॻشऩੴृ५य़ঝ॑৾सॊ॥থॸথॶमਯऎँॉऽखञ؛खऊखؚ০भ
অ४ॿ५ঃش५থऋ઼ऊोथःॊୖमजऒदमँॉऽच॒ु؛धुधभহभரؚ॔ॖ
ॹ॔भಞपऩॊुभ॑नअেाলखथःऎऊऋਖऩभदघ؛ञटؚଋऩऋैजऒ॑ু
ਊखथऎोॊଢ଼ఊ॥থॸথॶऋऩःधःअଢऋજৰपఞचैोथःऽखञ؛મ৶दइॊ
ऩैৗऩಞ౫॑ःऊप৷ਔघॊऊ؛অ४ॿ५दःइयؚੴृઇുؚ০भ਼भরभ੦ম
ऩ৶ੰदघ؛जोैभੲਾ॑खथःऎुभऋऩऊढञभदघ؛
୳भঋش५धऩॊੴभউছॵॺইज़شऋ௹ऊदऩःযऋؚःऎै্১॒॑৾द୦ऊ॑ढञधखथुؚजभਛ
ટभષସमாीथःधॎकॊ॑੭ऽच॒؛ৰؚৰಆଢ଼ఊ॑ਯষढथुؚਸभউঞ८থ॑ୂःञ૽৩ऊ
ैَऒभங২भਛટखऊলथऒऩःभऊُधःअਂभଢऋলॊऒधऋेऎँॉऽघ؛ਊमੲਾਓ੫दघऊ
ैؚਈੂभੵஙभधऒौؚणऽॉؚओौऊैःऊप॔থॸॼ॑ढथःौःौऩੲਾ॑५ॺॵॡखथउऎऊधः
अऒधपঢ়खथम୦ैऊभउ૽पয়थॊभदमऩःऊधઓढञभऋَؚ৽৽ੋੴৡଢ଼ఊُ॑৫खञऌढऊऐदख
ञ؛

েऌञ৽ੋ॑౫पؚਟ॑ৄৢघੴधੴৡ॑ുअ
صصजुजुੋ৽َؚੴৡُधम୦दघऊ؛ऩछؚ০ऎभ੫दਏधऔोथःॊभदखॆअऊ؛
લౖੋ৽؟ੴৡधमؚःॎॅॊ7য౫भ૯ກपਊञॊؚঅ४ॿ५पਏऩَੴُधजोप੦तःथَઅइॊৡُ॑
়खञुभ॑ਔखऽघ؛௧ী॑ॉৣऑथःऎपमؚःौःौऩ४কথঝभੴ॑ମपહऐथउऊऩऎथमःऐ
ऽच॒؛ੴपु੦ຊੴधৰᄷੴऋँॉऽघ؛৽7(67दमؚ੦ຊੴमম৽ੋ৸৬पঢ়ॎॊॽগش५॑৶ੰघ
ॊञीभ੦মੴदँॉؚৰᄷੴमृๆभੀऋनअःथःॊऊधःढञؚ੫؞ੀपऊैिੴधਜ਼
઼तऐथःऽघ؛୦ऊঅ४ॿ५भਖपઉએखञৎपిજऩਖ਼॑ৣघपमؚजोैभੴप੦तऌੰؚৠ১َ॑અ
इॊৡقੴৡُكऋಳऊचऽच॒ੵ؛ଲષपइॊधَؚੴُमਉ౫મदँॉَؚੴৡُमਸੵ১؛্ऋॎढ
थऒजଐःଲષृ१شঅ५ऋেऽोॊॎऐदघ؛
ਸइथؚঅ४ॿ५भઍमপऌऎॎॊরदؚ৩ुणभலহऋदऌोयेःधःअॎऐदमऩऎऩढथःऽघ؛१
شঅ५दुেਓਙ॑ৈीॊञीपચੵऩ௮ऌ্॑োघॊऌऋણदघऋؚঅ४ॿ५ঃش५থपुगेअऩ
ચৡऋीैोथःॊ؛जोपमَؚ૯ກُभ੦ຊ॑ढथःऩःधૢ৷दऌऽच॒ੋ৽؛ੴৡऋਏपऩढथःऽ
घ؛
പ؟ੴधखथखॵؚ॔উॹॺشखथउऎसऌੲਾऋ৽ੋੲਾदघऋؚजोटऐटध৽ੋੴৡपૌऍऽच॒؛
৽ੋੴৡधίढथःॊभमَؚઅइॊৡُऋਏटऊैदघ؛எमَઅइॊৡُधमྍَؚৡُृَਟ॑ৄৢघథ
ৡُู॑खथःॊधઅइथःऽघ؛ਠ૾॑ৄྚइथઃमनअऩॊभऊ॑અइਢऐॊಆຯ॑ढथःऩःधؚ୭৲
पय़কॵॳ॔ॵউखथःऐऽच॒؛হ॑୯ःऊऐॊटऐदऩऎؚহऊै୦ऋഭाोॊभऊؚ୦ऋ୳दऌॊभऊ
॑અइؚৌੁ॑गथउऎऒधऋਏऩभदघ؛जभञीपुेؚॉ்ઁऎఢఈੲਾ॑ૐीथःऎਏऋँढथؚૐऽ
ढञुभऊैৗञऩ্ਙृੰৠੁ॑અइ௷ःथऌলखथःऎभऋ৽ੋੴৡभઌຘदँॊधઅइऽघ؛
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َصص৽7(67َُ৽৽ੋੴৡଢ଼ఊُभ્ඉؚਜ਼઼तऐ॑ઇइथऎटऔः؛
લَౖ؟৽7(67ُमؚਫૄَู॑৽৽ੋੴৡॸ५ॺق7HVWRI(FRQRPLF6HQVH
7KLQNLQJُكधःःऽघ؛ফभ৸বผୡधؚ੮৬ਜ਼दྖৎपষइॊ੫؞੮
৬ୡऩनऋँॉऽघ؛ਭୡघॊधَ৽ੋੴৡ५॥ُ॔ऋলऔो؞ੋ৽ؚঅ४ॿ५ী
पउऐॊমযभચৡ॑௴ऊणಲਢ৽؞ফपॊਝੑपऩढथःऽघ؛
പَ؟৽7(67ُम॔७५ওথॺॶشঝदघ؛০भঅ४ॿ५ঃش५থऋ৶ੰखथउऊ
ऩऐोयऩैऩःঅ४ॿ५ੴभঞঋঝपৌखथؚਭୡऋनोटऐभ৫ऌऋँॊऊຸ॑
ःলखथाॊभऋभ৯दघ؛ਊேऩऋैؚਭୡखथીॎॉदमँॉऽच॒؛
ر॥ॶ॥ॶधੲਾ॑ઽૐखथীෲघॊᇑ॑હऐथःऎञीपुؚফਭୡखथनोटऐ
५॥॔ऋಇलञऊ॑ৄॊऒधऋਏदघ؛ःఌइोयَؚ৽7(67ُमঅ४ॿ५ੴৡ
भ೨൧धःअॖওش४दघ؛০भঽীभੲਾউছॵॺইज़شऋ୭৲पৌૢदऌॊऊ॑པघॊञीभॶشঝ
धኇइथऎटऔः؛
৫ऌऋপऌःৃ়पؚनअःअ୩ୠ॑नभेअपಇयखथःऐयःःभऊ॑ઇइथऎोॊ९জগش३ঙথधखथَ৽
৽ੋੴৡଢ଼ఊُऋँॉऽघ؛ऒोमؚম৽ੋৗୂभঋॸছথ੶৽ୡऋরੱधऩढथప॑ਜीॊؚ੫ऐଢ଼
ఊউটॢছदघ؛ଝदमৗୂ੶হ॑ણ৷खञड़জ४ॼঝऩઇ౫॑ઞ৷खऩऋैؚেऌञ৽ੋ॑৶ੰघॊञीभઅइ
্ृ५य़ঝ॑ੰହ؞౸घॊधधुपؚਸभಆुઐइथਭभਞतऌટ॑ৈीथःऽघ؛

ৗୂ੶भ॥থআॸথ३॑شয౫भઇ৫पૢ৷
صصஆঽਙؚરਜ਼ਙमनऒपँॊधउઅइदघऊ؛
લَౖ؟৽7(67ُम৫खञਊੂ৾ੋ৽َؚभॸ५ॺदघऊَُ৽ੋৎহଞ؞ಹଞभॸ५ॺदघऊُऩनधୂ
ऊोञेअदघऋؚजअदमँॉऽच॒؛ਖअथःॊभमँؚऎऽदुَঅ४ॿ५भੴُधَઅइॊৡُदघ؛
ऽञؚजभੴधઅइॊৡ॑ॊञीपؚম৽ੋৗୂभౣૐଂद॑૿ਊघॊঋॸছথ؞রමभ੶ैऋলಷ
पਸॎॉؚभॸ५ॺ॑ౣਛखथःऽघ؛৽ৗୂमؚرઉએघॊୖपৌखथ੫ऋनअৌૢखथःॊभऊ॑ਾ
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गॊؚःॎयঅ४ॿ५ॣش५भૐदघ؛
৽ৗୂमবਗभਏऩ৽ੋ؞ੀप੶॑ଦ઼खؚਊহऊैઉம౫खञੲਾप੦तःञੲਾ؞ীෲ॑
खथःऽघ؛जअखञᄘ৬म਼ੀदु৽ৗୂटऐदँॉَؚ৽7(67ُभभ଼ଥৡभ౺टधઓढथःऽ
घ؛ऒअखञ౫भਘापਸइथؚஶୁચৡऩनभॸ५ॺधؚඨ৯ૢ௦৶ق,57كप੦तऌ५॥॔॑লघॊॸ५
ॺऩभदؚચৡॸ५ॺभ௧ੇऋীෲपँञॉؚ॔७५ওথॺॶشঝधखथଞप༿ऌ॑ऊऐथःॊऒधमअऽद
ुँॉऽच॒؛
പ؟ৗୂऋষढथःॊઇহ؞॥থॸথॶ৫ऩभदؚৗୂ੶भ॥থআॸথ३॑شয౫भઇ৫पૢ৷खञ
ःधःअએऋँॉऽघ؛जभञी੶ؚभ५य़ঝ॑অ४ॿ५ঃش५থपሑ৷ਙँॊ५य़ঝधखथੰखञभऋَؚ৽
৽ੋੴৡଢ଼ఊُटधःअः্ुदऌऽघ؛ৗୂ੶হ॑ਛघॊੵஙदमؚ౫ણ॑ৢगथੲਾ॑ઽૐघॊधःअણ
ऋँॉऽघ؛ऽञؚૐऽढथऌञੲਾ॑ীෲखथणभপऌऩोؚൊ॑ৄणऐॊधःअણुষःऽघ؛ੲਾ॑
ૐीॊؚীෲघॊؚ॔क़ॺউॵॺघॊभऋ੶भણ؛ঽীदੲਾभ॔থॸॼ॑ৈऎघॊपमनअखञैःःभऊؚन
अःढञ୩ୠभੲਾ॑ૐीथऎोयःःभऊؚૐीथऌञੲਾऊैभऌ॑ৄणऐॊपमनअघोयःःभऊधः
ढञ੶ؚऋओौऊैষढथःॊੵங॑অ४ॿ५ঃش५থपुૢ৷दऌॊऒधؚ॑ଢ଼ఊदमઇइथःऽघ؛ৗୂभ
ॉুડभ৹৶भুभ॑অ४ॿ५ঃش५থपଢ଼ఊभ॥থॸথॶधखथउඍऐदऌॊभुؚ৽ৗୂऩैदमदघ؛
صص৽7(67दَઅइॊৡُ॑नभेअपढथःॊभदघऊء
പَ؟৽7(67ُम॒৾टऒधऋँॊऊदमऩऎؚঽীऋੴढथःॊੲਾ॑ෳऐ়ॎचथ௦इ॑ऎચৡ॑ॊॸ५
ॺदघ؛इयَؚঐॖॼ५সਹदౚऋःञ੫मਰৣभनोदघऊُधःअਖऋँढञधखऽघ؛৭උ࿔प
ંऔोथःॊ੫भౚ॑ੴढथःॊऊनअऊभਖदमँ
ॉऽच॒؛ञधइयَঐॖॼ५সਹमষृ৳૫ভपमਂਹ
टऋਂؚਓपमउসऋૐऽढञमङटُधઅइोयؚ௦॑৭
උघॊऒधऋदऌऽघ؛ঐॡটभऌऋजोऋनअःअரप
୶॑ऻघऊؚథदऌॊऊनअऊऋ৽ੋੴৡभणदघ؛
લౖ؟ःऎणऊभহभુৢඨ॑ৄলघੴ౩॑ढथःोयؚ
ৗखःૹષृ१شঅ५॑અइॊৎपु্ਙ॑লखृघःध
इऽघ؛মभযઠधःढञপऌऩ৽ੋभोऋँॉؚ
যાमरढधखऩः؛दुؚञधइयَঁটक़ॕথાُऋ
ऒऒਯফాॉऋढञेअपؚॖঋথॺق॥ॺكधलणऎध
ૹષुਲ਼ोॊ؛ਠৰभঅ४ॿ५मजअෞऩुभदमँॉऽच॒ऋؚੲਾ॑ੌा়ॎचथઅइॊৡ؞ಞുऋॎढथः
ॊऊ॑घभऋَؚઅइॊৡُ॑ਖअலෳऐदँॊधઓढथऎटऔः؛

ৗୂभউটঔش३ঙথ৯धमෙੰऔोञऎऩः
َصص৽ৗୂ॑ഭाऒऩघञीभଢ଼ఊृॸ५ॺदमُधෙੰखथःॊ্ऋःऽच॒ऊ؛
പ؟ਊदम৽ৗୂभఁ৯दؚ৽भഭा্७ॼشऩन॑ன৫खथःऽघऋؚजोधَ৽৽ੋੴৡଢ଼ఊُ
म৸ऎ౮ઃ੪भुभदघ؛ऒभਡमؚछऱਘ৹खञःदघब؛ଢ଼ఊभਈभधखनऒौऋَटऊैऔؚ॒৽ৗୂ
॑ഭाऽखॆअُदमؚয౫ઇহ॑ুෳऐॊஎञठधखथमَ৬୦॑ृढथःॊ॒टौअُधःअऒधपऩढथ
खऽःऽघ؛০ृੲਾ॑ઽૐघॊ౺मؚৗୂटऐदमँॉऽच॒؛616ृॸঞঅؚছ४ड़ؚහؚઠ॥ऩनؚघसथ
ऋੲਾ౺दघ؛जोझोभ્ਙ॑ৄாीञदऌठ॒धੲਾ॑ઽૐखथःऊऩऐोयऩैऩःधःअऒधमَؚ৽৽
ੋੴৡଢ଼ఊُभྋ୍भীदହघॊेअपखथःऽघ؛ওॹॕ॔भউটঔش३ঙথ৷്ؚ৷भଢ଼ఊृ7(67टधःअ
ෙੰमऔोञऎऩःदघब؛
લౖ؟जभञीपुَؚ৽7(67ُऋघॊகؚ५॥॔ददऌॊऒध॑ुढधનपંखथؚঅ४ॿ५ঃش९থभ
इॊसऌચৡ॑ਫનपघॊুधखथାऔचञःधઓःऽघ؛
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َصص৽৽ੋੴৡଢ଼ఊُपमؚनभेअऩౠऋँॊभदघऊ؛उ൭ीभढ़জय़গছम୦दघऊ؛
പَ؟৽৽ੋੴৡଢ଼ఊُमؚ৽ऋघॊ৴भଢ଼ఊู॑घॊঈছথॻदघ؛उඍऐघॊ੫ओधपরभ
ଡਛमॎढथऌऽघ؛जोझोभଢ଼ఊभ৯धৌभঞঋঝ௴ؚଢ଼ఊ॑ৢगथੰৠखञःୖऩन॑ୂःथؚঔ४
গشঝ॑ੌा়ॎचऩऋैؚ॑पखञॉؚृपखञॉखथःऽघ؛ଢ଼ఊभ॥॔धऩढथःॊभमؚ
َ৽ੋ؞অ४ॿ५ॺঞথॻ॑ഭाੰऎُधःअؚ০भঐॡটؚॡটभॺঞথॻपইज़شढ़५खथःॊঃॺشदघ؛ऽ
ञؚুऐदँोयੲਾभઽૐ؞ীෲभல্॑৾वౠ॑ढथऌञॉَؚ৽7(67ُभ५॥॔॑ଵ৶षभಊતਏ
੯पॉোोथःॊ੫पमਖभಫಆਖ॑ਭୡदऌॊౠ॑ਝऐञॉघॊऩनؚউছ५॔ঝই॓ऋँॉऽघ؛
ਈमउ൭ीऩभमَؚउऔऽधभnঅ४ॿ५හৡ|ଢ଼ఊُदघ؛ऒोमؚুभप્৲खञଢ଼ఊঔ४গ
شঝभणदघ્؛ඉमؚভਵৡपইज़شढ़५खथःॊभदमऩऎুৼؚभ৽؞অ४ॿ५भথॺपऩॊुभ॑
ॉলखथؚःऊपහभऩऊपॉলचॊऊ॑ৰᄷप৾सॊౠपऩढथःॊऒधदघ؛उऔऽभঅ४ॿ५पउऐ
ॊঃشॼॺشधखथؚਦपகघॊযपऩॊञीभౠधखथযਞऋँॉऽघ؛

ਹ৷੫ऋੜ؛যহ૿ਊभਃਔपૢइॊ
َصص৽7(67ُधَ৽৽ੋੴৡଢ଼ఊُमؚनभेअऩ৯दਹ৷औोथःॊभदखॆअऊ؛
લౖ؟১যदَ৽7(67ُऋਹ৷औोॊ৯मعؚસऋଵ৶षभಊਤ؞ಊતਏ੯॑ॊञीटधઓःऽघ؛ଵ৶
पऩढञৎपপଂपঔঀ॑ৄॊৡऋँॊऊनअऊؚ୦॑घसऌऩभऊؚ॑ਭୡঽମऋઅइॊऌढऊऐपुऩढथः
ॊधઓःऽघ؛पमञधइयૼ௺भ৩ऋ৽ੋ؞ਓभੴ॑ମपહऐؚଳ॑ઁऑञॉघॊ৯ुँॉऽघखؚ
৩भਔऩनुँॉऽघ؛যदਭୡदऌॊফभ৸বผୡपणःथमؚভऋঽഞཟभञीଓஃघॊ
ुँॊधୂःथःऽघ؛
പَ؟৽৽ੋੴৡଢ଼ఊُमؚপऌऎणभಽभਭऋ৯য়ठऽघ؛णमؚ؞ৗযమभ্؛رৗযभႃऊै
৽ੋੴৡ॑૮ਔपदुသढथःऎਏऋँॊधਞतःञ੫दमؚু৩ऐपुଢ଼ఊ॑ষढथःऽघु؛अण
मੋ৽ؚੴৡ॑ःेःेมखऩऐोयःऐऩःؚৗભঐॿ४ক௺ૼृشभ৫भ্رदघ؛
صصनभऎैः؞ାखथਟथःॊभदखॆअऊ؛
લَౖ؟৽7(67ُमؚফपਸ਼भਁ৫ୡ॑ৰखथਰਟؚऒोऽदपభसਐযऋਭୡखथःऽघ
قফাਠ્؛كपؚফऊैফपऊऐथఁপखऽखञ؛ফभো১যਯुభसਯदघऋप
ॉऽघॸ؛५ॺभਭୡऐपஐपষखथःॊَਁૄಫಆਖૐُुؚফাपਲ਼खञَعফගُम
ऽदফद॑ླྀڲबथउॉুؚओञइ॑गथःॊधऒौदघ؛
പَ؟৽৽ੋੴৡଢ଼ఊُुَ৽7(67ُधभિःदघ؛ऩऊदुؚঐॿش४কشॡছ५भಊਤ؞ಊતঞঋঝद
भোभಇलऋ৯য়ठऽघ؛ऽञؚரुऊऩॉઁऋढथऌऽखञु؛धुधमؚ%WR&भ੫ऊैౌऋणःञभदघ
ऋؚ০म%WR%੫पुन॒न॒ణखथऌथःऽघ؛ঽदඞढथःॊಞ౫ृ౫મऋੀ३ख़॔1Rदँढञधखथ
ुؚजोঽ৬ऋਏऩऎऩढथखऽअेअऩ৲ऋেऽोणणँॉऽघ؛ऎभ੫ऋजअखञਃਔ॑उठदँ
ॊऊैऒजधइॊदखॆअ؛

੫पৗञऩॖঀঋش३ঙথ॑েाলघଅယ॑ॉञः
صصਹ৷੫ऊैमؚन॒ऩଢऋඍःथःऽघऊ؛
പँ؟ॉऋञःऒधपَؚଢ଼ఊपਭभਔऋॎढञُधःअଢऋਯऎఞचैोथःऽघ؛ঽীञठभر
भலহऋঐॡটुஅीथؚপऌऩঅ४ॿ५୭भ৲धॲॖঞॡॺपणऩऋढथःॊऒध॑ৰखथुैइञऊैटध
ઓःऽघ؛औैपَੌ௶৸৬भ଼ଥৡभञीपણ৷खथःॊَُଢ଼ఊ॑ਘदીॎैचङपਠৃभऩऊप३شঞ
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५पষधखथणऩऑथःॊُधःढञଢ॑अऊऋअधؚপअोखःदघब؛எञठऋ৯खथःॊ०شঝप
ःदؚણ৷खथऎटऔढथःॊधगॊऊैदघ؛जऒऽददऌथੂीथؚଢ଼ఊभகऋেऽोथऎॊेअपઓःऽ
घ؛
صصਈपؚਈৗभॉੌा॑ୂऊचथऎटऔः؛
લౖ؟ਭୡऋ৽ੋੴৡ॑ৈीॊञीभःॎयَॼঅ।ش३ঙথਃચُुؚৈीेअधઅइथःऽघ؛৸বผୡप
ঢ়खथमؚใपফऊैলઍ॑ஷॉନॉؚઃपइॊএॖথॺभੲਾ॑खीऽखञ؛ऽञؚফ
ऊैमਁૄಫಆਖૐ॑ফ২ගपखऽखञॸ؛य़५ॺऩਏಞुਸखथؚਭୡखञ্؞ऒोऊैਭୡघॊ্पَ৽
7(67ُभলभ్ः॑৶ੰखथुैअेअपੵखथःऽघ؛
പَ؟৽৽ੋੴৡଢ଼ఊُदमৌૢ॑५ॱॺشऔचऽखञ؛ਹ৷੫भುਡऋวपநॊधःढथुؚਚदଢ଼
ఊ॑ৰघॊॎऐपमःऌऽच॒؛ౠ॑पखथؚजभভभॖথॺছॿॵॺपൗचॊधःअॉੌाुষढथः
ऽघ؛
લౖ؟৲भౕखः৽ੋभऌप়ॎचथؚऒोऊैुَ৽7(67ُमઍ॑ৄઉखथःऎणुॉदघَ؛৽
7(67ُ॑ৢगथेॉऎभঅ४ॿ५ঃش५থभَ৽ੋੴৡُ॑ৈीؚ੫भऩऊपৗञऩॖঀঋش३ঙথ॑েाলघଅ
ယॉपপःप൴खथःऌञःधઅइथःऽघ؛

উটইॕشঝ
উটইॕشঝ
ম৽ੋৗୂؙয౫ઇহଂؙଂশଓଯ؞৽7(67ౣૐশ
લౖඦఘقःखतऊؙख॒गك
ফা ম৽ੋৗୂোূ؛মౣૐଂତ৶ੋ৽ؚੰੋ৽ؚହؚक़ॕشॡग़থॻౣૐؚਧ੍
ૣقળكౣૐؚୠੲਾَ৽ॢটشढ़ঝُౣૐশੰੋ৽ؚହশਁؚஇ੮১যম৽ੋଢ଼७থॱش
ଢ଼মশؚਜ؞হমশऩन॑৽थؚফাेॉਠੋ৽؛दम৽ਓؚऩन৽ੋૂध
মষؚসੀभ౫॑૿ਊੰੋ৽؛ହदमَ৽ੋઇُჷभऺऊَؚଅගَُගُऩनੋ৽ؚपঢ়
ॎॊেણ؞ધ৲ੲਾभౣૐु்ઁऎ૿ਊ؛

ম৽ੋৗୂؙয౫ઇহଂؙଢ଼ఊহশ
പ౭قअइघऍؙइाك
ফাম৽ੋৗୂো؛হଂ৽ੋহदؚঅ४ॿ५ঃش९থऐभ७ॼش੫पॎॊ؛ফ
াؚ੫৫प౮؛ভؚ༟হઁؚਾॖঋথॺ॑૿ਊ؛ফাऊैফাऽदলਓ؞ు
೬॑੭؛୮ؚધ৲؞হଂ৽ੋহदؚ৽অ४ॿ५ॡشঝड़থছॖথౠقHOHDUQLQJكभয়ठ
ऑप؛ফাؚয౫؞ઇহম੫ଢ଼ఊ૿ਊઃশ؛ফাؚक़ॕঝ९থҩছॽشথॢ؞ডشঝ
ॻডॖॻपলखؚ+5'ਸ਼হমশ؛ফাेॉਠ'؛L6&ੳ॥থ१ঝॱথॺقؚଃكেၺ
৾ಆ৫ଃ੮ੳ॥؛ॳش

پমৱમमؚফাपَমभযহُपൕൗऔोञ્શॖথॱঅগु॑شधपએ৲खञुभदघ؛
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日経TESTの５つの評価軸
=日経TESTの問題構成
３つの「経済知識」
基礎知識

B（Basic）

文字通り、経済・ビジネスを正しく理解するための基礎知識です。
「GDP」
「金利」
「株式会社」など経済・経営に関する基本常識に加え、決算書の読み方やマーケティング等
に関する実務的な知識も含みます。

実践知識

K（Knowledge）

企業を取り巻く経営環境と、環境変化に応じた戦略、
対応策（企業戦略）に関する知識です。
自社や自社が
属する業種だけでなく、
他社・他業種の動向にもアンテナを張ることが重要です。

視野の広さ S（Sensitive）
流行など多様な社会現象や、環境、科学技術など、時には経済の
枠を超えた幅広い知識を指します。
いわゆる
「ウンチク」
「トリビア」
ではない、
ビジネスに役立つ視野の広さを問います。

2つの「考える力」
知識を知恵にする力＝帰納的推論力

I（Induction）

知識として吸収した情報から法則・共通性（一般論）
を見いだし、応用可能な知恵に
する力です。いわゆる
「帰納的推論力」
で、複数の個別事例提示から共通するもの、
しないものを探すなどの形式があります。

D（Deduction）

知恵を活用する力＝演繹的推論力

ルールや知恵（一般論）を個別の事象にあてはめ、結論を見いだす力を指します。
いわゆる
「演繹的推論力」
で、事象を提示して結論を特定したり、結果を提示して原
因を特定したりする形式があります。

経済知識＋考える力＝経済知力（ビジネス知力）
３つの
「経済知識」
と２つの「考える力」
により
「経済知力」が構成されています。
問題数は100問です。 ＊「日経TEST研修ドリル」は50問。

経済知識

考える力

B

K

S

I

D

基礎知識

実践知識

視野の広さ

知識を知恵にする力

知恵を活用する力

20問

20問

20問

20問

20問
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経済知力
（ビジネス知力）

日経TEST 成績表
日経TESTの成績分析では、経済知力スコア、評価軸別スコアおよび出題ジャンル別スコアを
もとにした「個人成績表」
をご提供。成績分析と社員それぞれの学習のあり方を示します。

●個人成績表サンプル
（表）

経済知力スコア
評価軸別スコア

●個人成績表サンプル
（裏）

スコアによる講評

受験者全体での順位／属性別順位

出題ジャンル別スコア

解答

Q1.②

Q2.③

Q3.③

※成績表は
「全国一斉試験」
「テストセンター試験」
の場合「認定証」
となります。

◎日経TESTの問題の傾向をつかみ、
受験に備えていただくための
「公式練習問題集」
も発売しています。
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日経TEST の種類
日経TESTには、
「日経TEST 全国一斉試験」
「
、日経TEST 企業・団体試験」
があります。
経済知力のスコアを公式に認定する機会と
しては、
日経TEST 全国一斉試験のほかに
「日経TEST テストセンター試験」
をご用意しています。
また、
受験者の全員に出題した
問題の正解および解説をご提供できる
「日経TEST 研修ドリル」
があり、
社員研修などにご活用いただけます。

種別

日経TEST

日経TEST

日経TEST

日経TEST

全国一斉試験

企業・団体試験

テストセンター試験

研修ドリル

目的

能力測定

能力測定

能力測定

教育・研修

特長

評価と教育の両面で
活用できる

評価と教育の両面で
活用できる

評価と教育の両面で
活用できる

経済知力の向上を支援する
目的で学習に主眼をおいて
活用できる

時期

年２回（６月ごろ、
11月ごろ）
任意の日時で実施
の実施

随時の実施
（試験施設と個別に調整）

任意の日時で実施

実施

全国14都市の試験会場と
準会場

任意の会場

全国約150ヵ所の
パソコン教室などの
試験施設

任意の会場

分析

項目反応理論によるスコア制

項目反応理論によるスコア制

項目反応理論によるスコア制

点数（素点）

方式

マークシート

マークシートまたはパソコン

パソコン

マークシートまたはパソコン

時間

80分

80分

80分

40分

問題数

100問

100問

100問

50問

認定証、
スコア、
分析、講評

点数（素点）、参考スコア、
正解と解説

成績

正解・解説

受験料

認定証、
スコア、
分析、講評

スコア、
分析、講評
（全国一斉試験と同じ仕様に
よるスコアを算出）

非公開
非公開
（問題・解答用紙とも回収） （問題・解答用紙とも回収）

非公開
（プリントアウト不可） 受験企業、受験者に提供*3

1
5,400円*（税込）

2
5,400円*（税込）

6,480円
（税込）

2
5,400円*（税込）

＜本体価格 5,000円＞

＜本体価格 5,000円＞

＜本体価格 6,000円＞

＜本体価格 5,000円＞

＊1：受験者１人あたり ＊2：受験人数により割引き価格あり
＊3：日経の記者経験者が日経TESTの構造や勉強方法、
代表的な設問などについて講義を行う
「解説講座」
をオプションにてご用意しています
（オプション料金は割引対象外）
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日本経済新聞社の企業内研修向けプログラムのご案内

変化する社会情勢・世の中の動きの理解を深め
情報活用力・思考力・発想力を強化する
日本経済新聞のベテラン記者や記者経験者が登壇し、わかりやすく解説します

とは
「日経

経済知力研修」は、豊富な取材経験を持つ日本経済新聞社のベテラン記者経験者が中心

となって講師を務める企業向け研修プログラムです。ビジネスパーソンとして知っておくべき
主要な経済ニュースの見方から、国内外の経済情勢、注目トピックスなどについて解説するととも
に、仕事で使える情報収集・活用と思考・発想のスキルを伝授します。

３つのポイント
＜特徴＞

＜効果＞

日経のベテラン記者経験者

新聞記者が日々の取材・編集業務で行っている

による独自の講義

情報活用や先読み発想のスキルを学ぶ。

経済動向やビジネストレンドなど、
最新の記事を使った教材

最新の経済ニュースの理解を深め、顧客との
会話など、実際の仕事で実施・活用する。

※当日の日経朝刊を受講人数分お届けします

講義に加えて、グループ演習を

ディスカッションを通して考え抜くとともに、

交えた参加型研修

新たな知見・情報を得る。

のラインナップ
組み合わせ自由な６つのカリキュラムと３つの関連カリキュラム
日経経済知力研修

日経経済知力研修の関連カリキュラム

● 経済・ビジネストレンド講座（4h 〜 1 日）

・日経 TEST 研修ドリル＆解説講座（3h）

● 新聞記者の情報術講座（4h）

・日経で伸ばす！情報基礎力養成講座（1 日）

● 日本経済を理解するための 10 のモノサシ（3h）

・仕事で差がつく情報の使い方（2h）

● お客様との ビジネス雑談力 研修（3h）
● ヒット商品の発想術（3h）
● 相手に伝わる文書の書き方（3h 〜）
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「新聞記者の情報術講座」
世の中にあふれる膨大な情報の中から本当に価値のある情報、ニュースを発見するの
は簡単なことではありません。毎日、世界中で生まれる大小さまざまな出来事から大き
な潮流の断片を見つけ、トレンドを見出すこともかなり難しいことです。その困難な情
報収集・分析を毎日こなしているのが新聞記者です。
本講座は、新入社員から中堅社員の情報リテラシーを強化することを目的とした研修
プログラムです。新聞記者経験者が講師となって、記者の情報収集・分析のスキルを整
理し、現代を生きるビジネスパーソンにとって有効な形で伝授します。
❖ プログラム例

13:00-14:10

１．情報のアンテナを高くしよう
（１）ビジネスパーソンと情報〜世界はつながっている〜 （２）記者経験者がこっそり教える「新聞の読み方５段階」とは

休憩

14:10-14:20
14:20-15:30

２．世の中の大きな流れ（トレンド）を読む
（１）
ビジネスでも使える新聞記者の思考法①（２）複数の事実からキーワードを考える（３）
トレンドに沿った企画・提案を考える
▶ 演習「ヒット商品に共通するキーワードは？」

15:30-15:40

休憩
３．この先の変化を自分なりに予測する〜仮説構築力〜

15:40-17:00

（１）ビジネスでも使える新聞記者の思考法② （２）仮説を立て将来を予測する （３）仮説は足元の事実で常に検証する
▶ 演習「新聞記事のニュースをもとに、仮説を立ててみる」

❖ 料金例

❖ 期待される研修効果

20 名│４時間の場合（税別）

（３時間での実施も可）

基本講義料：280，000円
資料代：2，500円×20名=50，000円 計330，000円

・複数の情報から法則性を見い出し、トレンドの読み方を学び、
発想力を向上させる。
・自分なりの 仮説 を立てて情報に接し、物事や事象の先を読
み、将来の変化を予測する癖をつける。
・ニュースの背景の探り方や新聞を使った情報収集・ 分析手法
が身につく。

「お客様との ビジネス雑談力 研修」
タイムリーな情報がビジネスを左右する昨今、お客様が評価する営業担当者に共通
するのが、ビジネスや時事に関する話題をネタにした「雑談」がとても上手だというこ
とです。
「この営業担当者の話は役に立つ」とお客様が思えば、信頼感が増し、商談への
移行はスムーズになり、長期の取引への糸口にもなります。日経新聞の記者経験者が
講師となり、日々のニュース記事からの情報の選び方、お客様に役立つ話題に加工する
ためのコツなど、訪問先での会話に困らない「ビジネス雑談力」の高め方を、事例を交
え分かりやすく解説します。
❖ プログラム例

13:00-14:10

１．できる営業、できない営業
分岐点は「ビジネス雑談カ」にあった !?

２．新聞から情報を切り取り「話題」を創り上げる
14:10-14:20

※演習とあわせて、ビジネス界での旬な話題についても情報提供します。
〔入門編〕まずは新聞を手に取ろう 〜ネタを用意する〜
〔初級編〕1 つ 1 つの記事から話題を選ぶ 〜ネタの取り入れ方〜 顧客を思い浮かべながら、記事を読もう 【演習】

休憩

14:20-14:30
14:30-15:30

15:30-16:00

〔中級編〕複数の記事を読み比べて「話題」を「創る」〜ネタに付加価値をつける〜
記事と記事に共通のキーワードがある 【演習】新聞を使ってビジネス雑談をしよう
〔上級編〕顧客に応じて話題を使い分けよう 〜ネタを独自に分析する〜
経営者にどんなビジネス雑談ができるか 【演習】

３．
「ビジネス雑談力」を磨くためのポイント
（１）顧客と会話のキャッチボールをしよう（２）雑談は恋愛と同じかもしれない（３）経営者とイノベーションを生み出そう

❖ 料金例

20 名 │３時間の場合（税別）
基本講義料：300，000円
資料代：3，000円×20名=60，
000円 計360，000円

❖ 期待される研修効果
・訪問先での会話に困らない「ビジネス雑談力」が高まる。
・相手に有益となる情報をどのように探し、ニュースを会話の
「ネタ」にどう加工するかのコツを学ぶ。
・多くの情報の中から、お客様のためになる情報をキャッチし、
自分の言葉で表現できるようになる。
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講演会向け講師紹介サービス
企業・団体が主催する講演会向けに、日経新聞の編
集委員やベテラン記者らを講師として派遣します。
ご 要 望 の テ ー マ に 合 わ せ て 講 師 を 選 定 し、ご 希 望 の
会 場 に 派 遣 し ま す。生 き た 経 済・ビ ジ ネ ス の 最 新 動
向 や、記 者 な ら で は の 視 点 を 盛 り 込 ん だ 講 演 を お 届
けします。

❖ 講演テーマ例

※料金：条件によって異なります。お問い合わせください。

マクロ経済・景気
「経済・景気の基礎・見方」
「 物価と景気」
「 日本経済の見方」…
海外・グローバル経済
「アジア経済」
「 中国、米国、EU、ロシア、中東・イスラムの経済・政治」…
金融・投資
「株式基礎」
「 金融・為替市場の動向」
「 金融政策」
「 個人の資産運用」…
政治・地方行財政
「政治・政局展望」
「 公共政策の決定メカニズム」
「 日本の統治構造」
「 地方自治・行財政改革」
「 地方分権」…
資源・エネルギー・環境・先端技術
「水・食料・資源・エネルギー問題」
「 原油価格」
「 地球環境問題」
「 ハイテク動向」…
ミクロ経済・産業
「インターネットと産業」
「 技術革新と経営」
「 エレクトロニクス業界分析」
「 建設業界展望」…
消費・流通・外食
「消費トレンド」
「 流通業界分析」
「 外食産業の動向」…
企業法務
「リスク管理」
「 知的財産権」
「 著作権」
「 製造物責任」…
女性と仕事
「女性リーダー育成」
「 ダイバーシティー」
「 ワークライフバランス」…
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