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«ぁけてあかすХさしあつつけさと» 



]かうХ〉けさそしあかうけねХ【そしつてそこ 

Ч╇そこせあХけХすけちЧХ- ちそすあせ-ほたそたかみХ]へうあХ【そしつてそえそбХそおせそХけくХ
さちとたせかこのけにХたちそけくうかおかせけこХすけちそうそこХしけてかちあてとちふбХ
そたけつふうあまはかかХきけくせへХちとつつさそえそХそいはかつてうあХうХほたそにとХ
〉あたそしかそせそうつさけにХうそこせгХЧ╇そこせあХけХすけちЧХ- ほてそХ
すあつのてあいせあみХさあちてけせあХきけくせけХ『そつつけけбХうくみてあみХうそХうつかにХ
かかХつそぬけあしへせふにХつしそみにХЭそてХさちかつてへみせХおそХけすたかちあてそちあХ
╅しかさつあせおちあХюЮбХけХおかてあしへせそかХそたけつあせけかХにそおあХうそかせせふにХ
おかこつてうけこбХけХそつすふつしかせけかХたそうかおかせけみХねかしそうかさあХせあХ
うそこせかбХせそХえしあうせそかХ- ほてそХえしといそさそかХなけしそつそなつさそかХ
そつすふつしかせけかХけХけつつしかおそうあせけかХきけくせけХさあさХてあさそうそこХ- うХ
いふてとбХうХつかすへかбХうХすけちせそかХうちかすみбХせあХうそこせかг 
¨すかせせそХたそほてそすとХЧ╇そこせとХけХすけちЧХすそきせそХねけてあてへХけХ
たかちかねけてふうあてへХうつまХきけくせへХ- ほてそてХちそすあせХせけさそえおあХせかХ
たそてかちみかてХつうそかこХあさてとあしへせそつてけг 

 



¨うあせ 』かちえかかうけね 【とちえかせかう 

¨гХ』гХ【とちえかせかうХ– けすみХとせけさあしへせそかХおあきかХうХくそしそてそこХ
たしかみおかХさしあつつけさそうХちとつつさそこХたちそくふХXюXХうかさあгХゅてそХ
たけつあてかしへбХねへかХいかくとたちかねせそかХしけてかちあてとちせそかХ
すあつてかちつてうそХつそそてせそつけてつみХつそХつてそしへХきかХいかくとたちかねせふすХ
くせあせけかすХねかしそうかねかつさそこХおとのけгХ【とちえかせかうХそいそえあてけしХ
ちとつつさとまХしけてかちあてとちとХつあすふすけХたしかせけてかしへせふすけХ
きかせつさけすけХそいちあくあすけХけХうそつにけてけてかしへせふすけбХたそほてけねせふすけХ
さあちてけせあすけХたちけちそおふгХ》ちそけくうかおかせけみХ【とちえかせかうあбХ
そいしかさあまはけかХうふつそさとまХつとてへХうХけくみはせそ-たちそつてとまХ
つまきかてせとまХなそちすとбХたそ-たちかきせかすとХせかХたそおうしあつてせふХ
くあさそせあすХうちかすかせけХ– けХたそ-たちかきせかすとХねけてあまてつみХてあさбХ
つしそうせそХせあたけつあせふХうねかちあ…  
 
╇ХちそすあせかХ«《てぬふХけХおかてけ»ХそてちあくけしあつへХけおかそしそえけねかつさあみХ
いそちへいあХおうとにХたそさそしかせけこбХみうしみうのあみつみХそおせそこХけくХえしあうせふにХ
そつそいかせせそつてかこХそいはかつてうかせせそこХきけくせけХле-にХえそおそうХXюXХ
うかさあгХ『そすあせХたちけそいちかしХせかたちかにそおみはけかХ
そいはかねかしそうかねかつさけこХけせてかちかつХけХくせあねかせけかг 

》そうかつてへ ¨うあせあ 』かちえかかうけねあ 【とちえかせかうあб 
ちあつつさあくふうあまはあみ そ ねとうつてうあに け つうみくあせせふに つ せけすけ 
おとのかうせふすけ たかちかきけうあせけみすけ ませそえそ えかちそみб 
たそしとおかてつさあみ うしまいしむせせそつてへ さそてそちそえそ たちけのしあ う 
せかちあくちかのけすそか つてそしさせそうかせけか つ おちあすあてけくすそす け 
きかちてうかせせそつてへま うくちそつしそこ しまいうけг  



╅しかさつあせおち 』かちえかかうけね 》とのさけせ 

′せあすかせけてふこХちそすあせХうХつてけにあにХ«╊うえかせけこХ《せかえけせ»Х— 
«ほせぬけさしそたかおけみХちとつつさそこХきけくせけ»ХけХうかねせあみХけつてそちけみХ
しまいうけХ— そおせそХけくХつあすふにХくせあねけてかしへせふにХ
たちそけくうかおかせけこХちとつつさそこХつしそうかつせそつてけгХ『あいそてとХせあおХ
ちそすあせそすХつあすХあうてそちХせあくうあしХたそおうけえそすг  

 

"『とつしあせ け ]まおすけしあЧбХたかちうあみХたそほすあХ╅しかさつあせおちあХ》とのさけせあбХ
たそしそきけしあХせあねあしそХかえそХうつかせあちそおせそこХけくうかつてせそつてけгХ′せあすかせけてそかХ
うつてとたしかせけかХЧ】ХしとさそすそちへみХおといХくかしかせふこЧХつかえそおせみХくせあさそすそХ
さあきおそすとгХ【かすХきかХさそしそちけてそすХちとつつさけにХいふしけせХけХつさあくそさХ
たちそせけさせとてあХけХうつみХたそほすあг 
[せけえあХつХさしあつつけねかつさけすけХけししまつてちあぬけみすけХけくうかつてせそえそХにとおそきせけさあХ
]гХ╇しあおけすけちつさそえそХつてあせかてХたちかうそつにそおせふすХたそおあちさそすХけХ
とさちあのかせけかすХおそすあのせかこХいけいしけそてかさけг 



╅しかさつあせおち 〉けさそしあかうけね 《つてちそうつさけこ 

Ч╈ちそくあЧ (1859) - けつてそちけみ そてねあみうのかこつみ せかきせそこ おとのけб けつてそちけみ しまいうけ 

いかくくあはけてせそこ きかせはけせふ う すけちか せかつそつてそみてかしへせふに すときねけせ. 【ちあえけねかつさあみ つとおへいあ 

[あてかちけせふб すそしそおそこ きかせはけせふб くあおふにあまはかこつみ う てみきかしそこ そいつてあせそうさか 

たあてちけあちにあしへせそこ つかすへけб ちうとはかこつみ せあ つうそいそおとб すかねてあまはかこ そ つうかてか け うそしかб 
さそてそちふに せかて う かか たちそうけせぬけあしへせそす えそちそおさかб - せか つしとねあこせそ つてあしあ つけすうそしそす 

ちそつつけこつさそこ きけくせけ せあ たかちかしそすか おうとに ほたそに.  



〉けさそしあこ  ╇あつけしへかうけね  ╈そえそしへ 

〉けさそしあこХ╈そえそしへХЭжнео-1852) - うかしけさけこХちとつつさけこХたけつあてかしへХつけしそこХつうそかえそХてあしあせてあбХうしけみうのけこХせあХとすふХ
つそそてかねかつてうかせせけさそうгХЧ╇かねかちあХせあХにとてそちかХいしけくХ╉けさあせへさけЧХつてあしけХたかちうふすХさちとたせふすХたちそけくうかおかせけかすХたけつあてかしみбХ
たちけせかつのけすХかすとХせあつてそみはけこХとつたかにХけХつしあうとгХ[あちてけせふХとさちあけせつさそえそХいふてあбХうかつかしふかбХつХてそせさけすХますそちそすбХ
たちそけくうかしけХいそしへのそかХうたかねあてしかせけかХせあХ╅гХ》とのさけせあгХ｠そてみХつあすХ〉г╇гХ╈そえそしへХうたそつしかおつてうけけХつねけてあしХけにХつしかおつてうけかすХ
すそしそおそつてけбХうそХうちかすみХさそてそちそこХせかХたちけにそおみてХせあХとすХせけさあさけかХうそたちそつふбХほてけХたそうかつてけХたそしまいけしけつへХねけてあてかしまбХけХ
うふのかおのけこХうたそつしかおつてうけけХЧ〈けちえそちそおЧХ- たそうかつてけбХつしときあはけかХたちそおそしきかせけかすХЧ╇かねかちそうХせあХにとてそちかХいしけくХ
╉けさあせへさけЧХ- そてさちふしけХねけてあてかしまХせそうふかХえちあせけХてあしあせてあХたけつあてかしみбХたそつてあうけしけХうХちみおХうふおあまはけにつみХたけつあてかしかこХ
つうそかえそХうちかすかせけг  
 



〈けにあけし  ╅なあせあつへかうけね  ╆としえあさそう 

》けつあし 〈けにあけし ╆としえあさそう 〈あつてかち け 〈あちえあちけてあ う てかねかせけか 11 しかてг 
『あいそてあ せあお ちそすあせそす たちそおそしきあしあつへ おあきか たちけ いそしかくせけ あうてそちあг 
》そ つそそいはかせけま ╊しかせふ 』かちえかかうせふ ╆としえあさそうそこб うおそうふ たけつあてかしみб 
たかちかお つすかちてへま 〈けにあけしあ ╅なあせあつへかうけねあ たそつしかおせけすけ つしそうあすけ 
そ ちそすあせか «〈あつてかち け 〈あちえあちけてあ» いふしけп «ぁてそいふ くせあしけ… ぁてそいふ 
くせあしけ»… 
«〈あғつてかち けХ〈あちえあちけғてあ» — ちそすあせгХ｠そちそのそХいふХいふしそХそたちかおかしけてへХ
きあせちбХせそХほてそХつしかえさあХたちそいしかすあてけねせそгХ】ХちそすあせあХせかつさそしへさそХ
つてけしけつてけねかつさけХつうみくあせせふにбХせそХきあせちそ-せかくあうけつけすふにХしけせけこгХ
╋あせちふбХさХさそてそちふすХけすかかてХそてせそのかせけかХちそすあせпХすかしそおちあすあбХ
すけつてけさあбХつあてけちあбХなけしそつそなつさあみХたちけてねあбХなあせてあつてけさあбХなあちつг 
〉あいかちかすつみХつすかしそつてけХそたちかおかしけてへХてちけХそつせそうせふかХつまきかてせふかХ
しけせけけХちそすあせあгХ〉あすХいふХにそてかしそつへХせあくうあてへХけにХてあさп 
1. 〈けつてけねかつさあみ しけせけみгХゅてそХつそいふてけみХうХ〈そつさうかбХうХせあねあしかХ20-えそХ
うかさあгХ╉へみうそしХつХたそすそはせけさあすけбХいあしХつあてあせふбХたそしかてふХせあХにちみさあにбХせとХ
けХてгおгХ[ちけてけさけХつねけてあまてХほてとХしけせけまХうХちそすあせかХ– そつせそうせそこгХ
〉あいかちかすつみХせあえしそつてけХせかХつそえしあつけてへつみХつХほてけすгХ』さそちかかХそたけつあせけかХ
ほてけにХつそいふてけこХつしときけてХおしみХとうかしけねかせけみХけせてかちかつあХさХのかおかうちとг 
2. ¨つてそちけねかつさあみ しけせけみгХゅてあたふХそいはかせけみХ5-えそХたちそさとちあてそちあХ
¨とおかけХ》そせてけみХ》けしあてあХけХ¨かのとあ ╈あ-〉そぬちけбХけしけХ¨けつとつあХ｠ちけつてあгХ
』まきかてせあみХしけせけみбХさあさХせあすХさあきかてつみбХつあすあみХてちとおせあみХおしみХ
たそせけすあせけみгХ〉かХうつかХそつそくせあまてХかむХうあきせそつてへХつХたかちうそえそХちあくあг 
3. 『そすあせてけねかつさあみ しけせけみгХゅてあХつまきかてせあみХしけせけみбХさあさХせあすХさあきかてつみбХ
つあすあみХうあきせあみгХ¨すかせせそХほてあХつまきかてせあみХしけせけみХみうしみかてつみХさそちせかすХ
しそえけねかつさけにХつうみくかこХつХそつてあしへせふすけХつまきかてせふすけХしけせけみすけг 



«ぁけてあかすХそХたそおうけえあに» 



』てちあせけぬふ ちそすあせあ “《せけ 

つちあきあしけつへ くあ 『そおけせと” 

うそつつそくおあまて そおけせ けく つあすふに 

てちあえけねかつさけに すそすかせてそう 

うそこせふ – そてつてとたしかせけか せあのけに 

うそこつさ せあ ╉そせと しかてそす 1942 

えそおあ. 

╇ ちそすあせか すせそえそえちあせせそ 

ちあつさちふてあ つとおへいあ てちむに 

つさちそすせふに ちみおそうふに しまおかこ – 

のあにてかちあ 》かてちあ ]そたあにけせあб 
さそすいあこせむちあ ¨うあせあ 

′うみえけせぬかうあб あえちそせそすあ 〉けさそしあみ 

』てちかしへぬそうあ. 《ねかせへ ちあくせふか たそ 

にあちあさてかちあすб そせけ つうみくあせふ せあ 

なちそせてか. 



〈けにあけし ぃそしそにそう せあたけつあし ほてそて ちあつつさあく せあ そつせそうか 

ちかあしへせそこ けつてそちけけб たちそけくそのかおのかこ つ せけす う 1946 えそおと. 

《おせあきおふ そせ つしとねあこせそ うつてちかてけし せあ たかちかたちあうか ねかちかく 

ちかさと すときねけせとб さそてそちふこ うかし くあ ちとさと すあしへねとえあせあ; 

そつてあせそうけうのけつへб ねてそいふ そておそにせとてへб そせ け たそうかおあし 

たけつあてかしま つうそま けつてそちけま. ╈しあうせふこ えかちそこ ちあつつさあくあб 
╅せおちかこ 』そさそしそうб いふし うふせときおかせ そつてあうけてへ おそすб 
にそちそのとま ちあいそてとб しまいけすとま きかせと け てちそけに おかてかこб け 

とこてけ せあ なちそせて. 〉あ たかちかおそうそこ そせ うかおかて つかいみ そねかせへ 

おそつてそこせそ け うつかえおあ えそてそう そさあくあてへ たそすそはへ てそうあちけはとб 
うふたそしせけてへ つしそきせふか たそちとねかせけみ さそすあせおそうあせけみ. ╇そこせあ 
そていけちあかて と 』そさそしそうあ うつむ – ちそおせふか えけいせとてб おそす 

つえそちあかて; かつしけ いふ せか ╇あせまのあб さそてそちそえそ えかちそこ 

とつふせそうしみかてб つそしおあて てそねせそ いふ たそすとてけしつみ ちあつつとおさそす. 

«』とおへいあ ねかしそうかさあ» – ちあつつさあく そ つとおへいか ぬかしそえそ 
せあちそおあб そい ときあつあにб てうそちけうのけにつみ う せかすかぬさそす たしかせとб 
そ てうかちおそつてけ にあちあさてかちあ け せちあうつてうかせせそこ たそいかおかб 
さそてそちあみ つてあしあ つけすうそしそす たそいかおふ つそうかてつさけに うそこつさ 

たそお 』てあしけせえちあおそす. 



『そすあせХ«〈そしそおあみХえうあちおけみ»ХせかХたちそつてそХそつせそうあせХせあХ
ちかあしへせふにХつそいふてけみにХ– そせХけХせあくふうあかてつみХてそねせそХてあさХ
きかбХさあさХたそおたそしへせあみХそちえあせけくあぬけみбХさそてそちあみХうХえそおふХ
╇かしけさそこХ《てかねかつてうかせせそこХうそこせふХおかこつてうそうあしあХせあХ
てかちちけてそちけけХえそちそおあХ[ちあつせそおそせあХЭつかこねあつХ– 

]とえあせつさあみХそいしあつてへбХ】さちあけせあЮгХ〉あХたちそてみきかせけけХ
1942-えそХ– 1943-えそХえгえгХたそおたそしへはけさけ-
すそしそおそえうあちおかこぬふХとつてちあけうあしけХあせてけなあのけつてつさけかХ
おけうかちつけけХけХえそてそうけしけХうそそちときかせせそかХうそつつてあせけかгХ
╇つかХねしかせふХつそそいはかつてうあХいふしけХそねかせへХすそしそおふбХあХ
つあすそすとХすしあおのかすとХいふしそХうつかえそХねかてふちせあおぬあてへХ
しかてгХ〈せそえけかХけくХせけにХたそえけいしけХそてХちとさХえけてしかちそうぬかうгХ
¨すかせあХうふおあまはけにつみХたちかおつてあうけてかしかこХ«〈そしそおそこХ
えうあちおけけ»Х‒あおかかうХそつてあうけしХいかくХけくすかせかせけこпХほてそХ
うそのかおのけかХうХけつてそちけまХ】しへみせあХ╈ちそすそうあбХ《しかえХ
[そのかうそこХけХおちとえけかгХ》けつあてかしへХたちけХほてそすХつおかしあしХけにХ
そいちあくふХしけてかちあてとちせふすけбХあХてあさきかХおそいあうけしХ
うふすふのしかせせふにбХそおせあさそХたちかさちあつせそХ
うたけつふうあまはけにつみХうХさあちてけせとХすけちあХたそおたそしへみХ
えかちそかうг 



«』かすせあおぬあてへ すえせそうかせけこ うかつせふ» – いかく 
たちかとうかしけねかせけみб つあすそか たそたとしみちせそか 

たちそけくうかおかせけか ょしけあせあ 』かすかせそうあ けく 

ぬけさしあ ちそすあせそう そい ¨つあかうか-ぃてけちしけぬか. 

‒そちすあしへせそ かえそ ぬかせてちあしへせそこ てかすそこ 
みうしみかてつみ ちあくそいしあねかせけか たそたふてさけ つえそうそちあ 

えしあうあちかこ なあのけつてつさそこ ╈かちすあせけけ つ 

うそかせせそ-たちそすふのしかせせふす さそすたしかさつそす 

』ぃ╅ う 1945 えそおとб せかなそちすあしへせそ – ほてそ 
そねかせへ つしそきせふこб すせそえそえちあせせふこ け 

せかそおせそくせあねせふこ ちそすあせб う さそてそちそす てそせさそ 

たそさあくあせふ ねかしそうかねかつさけか 

うくあけすそそてせそのかせけみб せあ そつせそうか 
おそさとすかせてあしへせふに おあせせふに たちかおつてあうしかせふ 

けつてそちけねかつさけか なあさてふ け けくそいちあきかせふ 
たかちつそせあきけб たちそてそてけたあすけ さそてそちふに つてあしけ 

うたそしせか ちかあしへせふか しまおけ. 



╇ たそうかつてけ しあとちかあてあ ╈そつとおあちつてうかせせそこ 

たちかすけけ くあ 1977 え., ╇.╈.『あつたとてけせあ «╋けうけ け 

たそすせけ» たそさあくあせあ つとおへいあ ねかしそうかさあб 
たちかつてとたけうのかえそ たかちうとま くあたそうかおへ つそしおあてあ 

– うかちせそつてへ うそけせつさそすと おそしえと. «╋けうけ け 

たそすせけб ねかしそうかさб – つたちあうかおしけうそ そたちかおかしみかて 

つとてへ たそうかつてけ たけつあてかしへ ╇.╅つてあなへかう, – う 

いかおかб う さちとねけせかб う つあすふか てみきさけか おせけ 

けつたふてあせけこ すかつてそ てうそか – ちみおそす つ てうそけす 

せあちそおそすб うつみさそか そてつてとたせけねかつてうそб 
うふくうあせせそか つしあいそつてへま しへ てうそかこб 
せかちあくとすかせけかす しけб そいそちあねけうあかてつみ かはか 

いそしへのけす えそちかす おしみ てうそかこ ちそおけせふ け 

せあちそおあб あ つてあしそ いふてへб け おしみ てかいみ». 

╇ させけえか あうてそち けつつしかおとかて つしそきせふか 

せちあうつてうかせせふか たちそいしかすふб うそたちそつふ おそいちあб 
おそしえあб つてあうけて つうそけに えかちそかう う そつてちふか 

きけくせかせせふか つけてとあぬけけб えおか せあけいそしかか ねかてさそ 

たちそみうしみまてつみ すそちあしへせふか さあねかつてうあ 

ねかしそうかさあ 



《ておあうあみ おあせへ つうそかすと おかておそすそうつさそすと 

おかてつてうとб たけつあてかしへ う たそうかつてけ «〉そねかうあしあ 

てとねさあ くそしそてあみ» ちあつつさあくふうあかて そ つそいふてけみに せあ 

』かうかちせそす [あうさあくかб てそしへさそ ねてそ 
そつうそいそきおかせせそす そて なあのけつてそう. ¨つてそちけみ 

えそせけすふに うそこせそこ おかてかこб うてみせとてふに う 

てちあえけねかつさけか そいつてそみてかしへつてうあ たかちかつかしかせけみ 

ぬかしふに せあちそおそうб うふちあつてあかて たそお たかちそす ╅. 
》ちけつてあうさけせあ う えちそくせとま さあちてけせとб うくふうあかて さ 

すけしそつかちおけまб さ いちあてつてうと しまおかこ け せあちそおそう 

ちあおけ いとおとはかえそ. ╇ つうそかこ たそうかつてけ «〉そねかうあしあ 

てとねさあ くそしそてあみ» あうてそち つ いかつたそはあおせそこ 
たちあうおけうそつてへま たそさあくふうあかて うつま 

そいかくおそしかせせそつてへ うそかせせそえそ おかてつてうあ いちあてへかう-

つけちそて [とくへすむせふのかこ, せあ さそてそちふに うおそいあうそさ 

そいちとのけうあかてつみ け きかつてそさそつてへ つてあしけせつさそこ 
せあぬけそせあしへせそこ たそしけてけさけ. 

  



╉かこつてうけか  たそうかつてけ ╆そちけつあ ╇あつけしへかうあ Ч╅ くそちけ くおかつへ てけにけか..." 

たちそけつにそおけて う えそおふ ╇かしけさそこ 《てかねかつてうかせせそこ うそこせふ. 〉あ そおせそす けく 

きかしかくせそおそちそきせふに ちあくひかくおそう つしときいと せかつとて いそこぬふ そておかしへせそえそ 

くかせけてせそ-たとしかすかてせそえそ いあてあしへそせあ. ゅてけ いそこぬふ - おかうとのさけб あ 

さそすあせおとかて けすけ つてあちのけせあ ‒かおそて ╇あつさそう. 〉あ うそこせか せか いふうあかて 

つたそさそこせふに とえそしさそう. 》ちかつしかおとみ うちあきかつさけに おけうかちつあせてそう う しかつとб 
おかうとのさけ うそ えしあうか つ ╇あつさそうふす うつてとたあまて う せかちあうせふこ いそこ つ 

なあのけつてあすけ. 》ちそせくけてかしへせあみ け てちあえけねかつさあみ けつてそちけみ うそこせふб 
たちそけくそのかおのあみ うおあしかさか そて なちそせてあ け たちそみうけうのあみ しとねのけか 

ねかしそうかねかつさけか け えちあきおあせつさけか さあねかつてうあ う おかうとのさあにб つてあうのけに 

くあはけてせけぬあすけ 《てかねかつてうあб たそちあきあかて つうそかこ けつさちかせせそつてへま け 

おちあすあてけくすそす. 》そうかつてへ ╆そちけつあ ╇あつけしへかうあ Ч╅ くそちけ くおかつへ てけにけか...", 

せあたけつあせせあみ う 1969 えそおとб つちあくと きか たそさそちけしあ ねけてあてかしかこ. 

》ちそせくけてかしへせあみ け てちあえけねかつさあみ けつてそちけみ うそこせふб たちそけくそのかおのあみ 

うおあしかさか そて なちそせてあ け たちそみうけうのあみ しとねのけか ねかしそうかねかつさけか け 

えちあきおあせつさけか さあねかつてうあ う おかうとのさあにб つてあうのけに くあはけてせけぬあすけ 

《てかねかつてうあб たそちあきあかて つうそかこ けつさちかせせそつてへま け おちあすあてけくすそす. 



«╈そちみねけこ つせかえ» – させけえあ そ うそこせかб さそてそちあみб 
さあくあしそつへ いふб たそつうみはかせあ しそさあしへせふす 

つそいふてけみす: う せかこ そたけつふうあかてつみ そおけせ おかせへ 

けく きけくせけ いあてあちかけ ╉ちそくおそうつさそえそ, 

うふいけうあうのかこ なあのけつてつさけか てあせさけ せあ 

たそおつてとたあに さ 』てあしけせえちあおと. ゅてそ ちそすあせ そ 

つあすそそてうかちきかせせそつてけ うねかちあのせけに 

のさそしへせけさそう – たあぬあせそうб ねへみ うかちあ う たちけさあく 

いふしあ せかたそさそしかいけすあб け けすかせせそ たそほてそすとб 
せあうかちせそかб いあてあちかみ うふつてそみしあ たそお そえせかす 

たちそてけうせけさあб そつてあうのけつへ せあ くあつふたあせせそす 

たそちそにそす つせかえと. ╇ «╈そちみねかす つせかえか» ょちけこ 

╆そせおあちかう そねかせへ さちあつそねせそ け ちかあしけつてけねせそ 

うそつつそくおあし あたそさあしけたつけねかつさそか てあせさそうそか 

つちあきかせけか う ちあくしけねせふか すそすかせてふ 

うちかすかせけ. ╇そかせせあみ てかすあ てかつせそ 

たかちかたしかてあかてつみ つ しけねせふすけ けつてそちけみすけ 

たかちつそせあきかこб ときあつ け さちそうへ – つ 

そてさちそうかせけみすけ け たちそはあせけみすけб あ さあきおふこ 

けく えかちそけねかつさけに たそつてとたさそうб つそうかちのかせせふに 

たかちつそせあきあすけб さあきかてつみ かおけせつてうかせせそ 

たちあうけしへせふす う つしそきけうのかこつみ つけてとあぬけけ. 



жойи えそおг 』そうかてつさけか うそこつさあ 
なそちつけちとまて ╉せかたちг ╉うあ いあてあしへそせあ 
おそしきせふ うふくうあてへ そえそせへ せあ つかいみг 
《おせあさそ さそすあせおそうあせけか すかせみかて たしあせ 
せあつてとたしかせけみб そつてあうしみかて いあてあしへそせふ いかく 
そえせかうそこ たそおおかちきさけб そいちかさあみ せあ 
うかちせとま えけいかしへг ╅ つそしおあてあす そておあせ 
たちけさあくп "〉け のあえと せあくあお"! 
 

 



«]まいけてかしみすХたちけさしまねかせけこ» 



╆かしふこХ[しふさХ- つとちそうあみХけХたちかさちあつせあみХ
けつてそちけみХさしそせおあこさつさそえそ うそしさあгХ╇ХせかこХ
おとにХいそちへいふбХくうかちけせふこХそつさあしХけХ
さちそうあうふかХおちあさけбХつかうかちせあみХたちけちそおあбХ
きかつてそさあみХうХつうそかこХつたちあうかおしけうそつてけбХ
- けХうХてそХきかХうちかすみХくあさそせХおそいちあХけХ
しあつさけбХくあすかせみまはけこХЧくあさそせХおといけせふХけХ
さしふさあЧбХくあいあうせふかХたそにそきおかせけみХ
せかとさしまきけにХてちそえあてかしへせふにХうそしねあてбХ
しまいそうへХけХたちかおあせせそつてへХ- けХうそしねへみбХけХ
ねかしそうかねかつさあみггг 

«′そうХたちかおさそう»Х– そおせそХけくХつあすふにХ
くあにうあてふうあまはけにХたちそけくうかおかせけこХ
╉きかさあХ]そせおそせあбХ
せかたちかうくそこおかせせそえそХすあつてかちあХ
たちけさしまねかせねかつさそえそХちそすあせあгХ╇Х
させけえかХそたけつふうあかてつみХきけくせへХ
とおけうけてかしへせそえそХたつあХたそХけすかせけХ
╆あさбХさそてそちふこХそさあくふうあかてつみХうХ
[あせあおかХうХつあすふこХちあくえあちХ
くそしそてそこХしけにそちあおさけг 



«╅こうかせえそ»Х— さしまねかうそかХたちそけくうかおかせけかХうХぬけさしかХちそすあせそうХ╇гХ
』さそててあбХさそてそちふかХたかちかせそつみてХせあつХうХつちかおせかうかさそうとまХ
╅せえしけまгХょせそすとХちふぬあちまХ╅こうかせえそбХてあこさそすХうかちせとうのかすとつみХ
けくХ[ちかつてそうそえそХたそにそおあХせあХちそおけせとХけХうそしかこХそてぬあХ
しけのかせせそすとХせあつしかおつてうあбХたちかおつてそけてХそてつてそみてへХつうそまХねかつてへХ
けХしまいそうへХたちかさちあつせそこХしかおけХ『そうかせふгггХ〉あХたそすそはへХかすとХ
たちけおとてХさそちそしへХ『けねあちおХ]へうけせそかХ』かちおぬかХけХしかえかせおあちせふこХ
ちあくいそこせけさХ『そいけせХ╈とおг  

╇あしへてかち  』さそてて  



《にそてせけさХ╅ししあせ [うそてかちすかこせбХさあたけてあせХ
╈とおХけХつほちХ╈かせちけХ[とちてけつ たとつさあまてつみХうХ
そたあつせそかХたとてかのかつてうけかХせあХたそけつさけХ
あしすあくせふにХさそたかこХぬあちみХ』そしそすそせあгХ╉しみХ
つほちあХ╈かせちけХかおけせつてうかせせそこХぬかしへまХ
みうしみかてつみХせあこてけХつうそかえそХいちあてあбХ
さそてそちふこХそてたちあうけしつみХくあХつそさちそうけはあすけХ
けХたちそたあしХいかくХうかつてけбХあХ[うそてかちすかこせ けХ
╈とおХせあおかまてつみХつさあくそねせそХちあくいそえあてかてへгХ
〈せそえそХけつたふてあせけこХたちけおかてつみХたちそこてけХ
えかちそみすбХたちかきおかХねかすХそせけХおそいかちとてつみХ
おそХつそさちそうけはせけぬふХけХうかちせとてつみХそててとおあг 

╋けくせへХ【そすあつあХ╇けせえなけしおあбХつふせあХ
たそねてかせせそえそХあせえしけこつさそえそХつさうあこちあбХ
いふしあХせかそいふねせあгХ〈せそえそХちあくбХさそえおあХ
そせХおとすあしбХねてそХときかХたそえけいХけХ
つたあつかせけみХせかてбХたちそうけおかせけかХ
つたあつあしそХかえそгХ《せХきかせけしつみХせあХ
たちけせぬかつつかХ《てそすけбХかおけせつてうかせせそこХ
おそねかちけХけすたかちあてそちあХ〈そせてかつとすふбХ
えそてそうそこХそてさあくあてへつみХそてХうつかにХ
くかすせふにХいしあえХちあおけХしまいうけХさХせかすとгХ
〉そХつうあおへいあХせかХつてあしあХそさそせねあせけかすХ
かえそХせかうかちそみてせふにХたちけさしまねかせけこг 



』そくおあてかしへХさしあつつけねかつさそえそХたちけさしまねかせねかつさそえそХちそすあせあгХ》けつあてかしへбХねへけХたちそけくうかおかせけみХせかХけすかまてХ
うそくちあつてあХ— けХつたとつてみХつてそХしかてХいとおとてХねけてあてへつみХつХてあさけすХきかХせあつしあきおかせけかすбХさあさХけХつてそХしかてХせあくあおгХ
╇くえしみせけてかХ— けХおあきかХつかこねあつХうふХとうけおけてかХせあХさけせそХけХてかしかほさちあせあにХおかつみてさけХほさちあせけくあぬけこХちそすあせそうХ
╋ましみХ╇かちせあгХЧ╉うあおぬあてへХてふつみねХしへかХたそおХうそおそこЧгХ¨つてそちけみХたちそなかつつそちあХ》へかちあХ╅ちそせあさつあ けХかえそХおちとくかこбХ
うそしかこХつしとねあみХそさあくあうのけにつみХせあХたそおうそおせそすХさそちあいしかХてあけせつてうかせせそえそХさあたけてあせあХ〉かすそ…ХゅてとХさせけえとХ
ねけてあしけбХねけてあまてХけХいとおとてХねけてあてへХうつかえおあЦ  
 



╅しかさつあせおちХ╆かしみかうХ- けくうかつてせかこのけこХたけつあてかしへ-なあせてあつてбХさしあつつけさХそてかねかつてうかせせそこХせあとねせそこХなあせてあつてけさけХけХ
たちけさしまねかせねかつさそえそХちそすあせあбХつそねかてあうのけこХあうあせてまちせふこХつまきかてХつХたちかおうそつにけはかせけかすХせあとねせふにХそてさちふてけこгХ¨おかみХ
ちそすあせあХЧ╈そしそうあХたちそなかつつそちあХ╉そとほしみЧХたちけのしあХうХえそしそうとХたけつあてかしまбХさそえおあХてそてХいふしХたちけさそうあせХさХたそつてかしけбХ
なあさてけねかつさけХそはとはあみХつかいみХЧえそしそうそこХいかくХてかしあЧгХ【あさХ╅г╆かしみかう たちそおそしきけしХうХしけてかちあてとちかХてかすとХきけくせけХえそしそうふХいかくХ
てかしあХいしあえそおあちみХせあとねせふすХおそつてけきかせけみすгХ╈かちいかちてХ】ほししつХうふつそさそХそぬかせけしХちそすあせふХЧ╈そしそうあХたちそなかつつそちあХ
╉そとほしみЧХけХЧぁかしそうかさ-あすなけいけみЧбХせあくうあうХけにХЧねとおかつせふすけЧбХけХЧうかつへすあХうふえそおせそХそてしけねあまてつみХそてХくあたあおせふにХさせけえЧг  
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