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ǗǶǧǕǠǱǢǚ ǦǠǣǗǣ

┰なくぬなこな さとか, まきとなけと〉 ちなつしこそ, まきとなけと〉 はほきねとそちそ ねして〉ときぬは のき 
こなねの〉 ┶そ】けねもちな】 になつ〉のしふと〉ちそ. ┳ にぬそ』てと〉ねのゆ け〉のきゆ けきね とき へもなては けすし 
のぬきさそへ〉たとなては ねして〉ときぬ〉, 〉 へし ねにぬきけさ〉 せきねけ〉さほは』 のし, みな け ┹┾┿┿ «┶┻¨» 

こはてきと〉のきぬとは ねちつきさなけは てそ さはすし になけきすき』てな, はねけ〉さなてつゆゆほそ, みな くしせ 
こはてきと〉のきぬとな】 ねちつきさなけな】 とし てなすし くはのそ になけとなへ〉ととなゆ なねけ〉のき 〉とすしとしぬ〉け 〉 
ひきふ〉けへ〉け にぬそぬなさとそほそふ さそねへそにつ〉と. 

┶そ】けねもちそた になつ〉のしふと〉ほとそた になねつ〉さなけとな なくねのなゆ』 へゆ ちなとへしにへ〉ゆ. ┸そ 

ときてきこき』てなねか けくはさなけはけきのそ こはてきと〉のきぬと〉 さそねへそにつ〉とそ け につきと に〉さこなのなけ-
ちそ 〉 くきちきつきけぬ〉け, 〉 てきこ〉ねのぬ〉け, ねになさ〉けき』てなねも のきちは にぬきちのそちは せくしぬしこのそ 

〉 ときさきつ 〉. 
┻しぬしちなときとそた, みな けきて, かち ひきふ〉けへかて, けそさと〉まし かち ねきてし へ〉 になつなすしと-

とか てきゆのも けにぬなけきさすはけきのそねか は すそののか. ┮なほしけそさも ねきてし けきて 〉 ときつしすそのも 
けそぬなくそのそ ぬしちなてしとさきへ〉】 さつか ねそねのしてそ けそみな】 なねけ〉のそ ねのなねなけとな しひしちのそけ-
と〉まなこな けそちつきさきととか 〉 けそけほしととか けはせ〉けねもちそふ ときけほきつもとそふ さそねへそにつ〉と «¨ね-
のなぬ〉か ┿ちぬき】とそ» のき «¨ねのなぬ〉か はちぬき】とねもちな】 ちはつものはぬそ». 

┾なては てそ ほしちき』てな け〉さ けきまなこな ねして〉ときぬは にしけとそふ ぬ しちなてしとさきへ〉た 〉 さは-
てきゆ, みな けなとそ くはさはのも ちなぬそねとそてそ さつか けね〉』】 ねそねのしてそ けそみな】 なねけ〉のそ. 

┮〉さ 〉てしと〉 きさて〉と〉ねのぬきへ〉】 せきにしけとかゆ けきね, みな さけしぬ〉 ┹┾┿┿ «┶┻¨» せき-
けすさそ け〉さちぬその〉 さつか けきね – てそ せきけすさそ ぬきさ〉 はね〉ふ けきね くきほそのそ. ¨ みそぬな くき-
すきゆ はねに〉ふ〉け は ぬなくなの〉 へもなこな てしのなさそほとなこな ねして〉ときぬは.

ǧǝǡǣǩǾǾǗ 

ǗǣǠǣǙǝǡǝǥ ǶǗǕǢǣǗǝǬ, 

ȘȢȞȦȢȤ ȦșȩȡǻȫȡȜȩ ȡȔȧȞ, 

ȣȤȢȨșȥȢȤ, țȔȥȦȧȣȡȜȞ ȣșȤȬȢȗȢ 

ȣȤȢȤșȞȦȢȤȔ, ȡȔȫȔȟȰȡȜȞ 

ȡȔȖȫȔȟȰȡȢ-ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȝȡȢȗȢ 

ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ ǢǧǨǨ «ǟǤǶ»
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ǦǨǬǕǦǢǕ ǨǟǥǕȀǢǦǱǟǕ ǶǦǧǣǥǶǣǘǥǕǩǶǴ 

ǧǕ ǤǥǣǖǠǚǡǝ ǩǣǥǡǨǗǕǢǢǴ ǜǡǶǦǧǨ 

ǶǦǧǣǥǝǬǢǣȀ ǣǦǗǶǧǝ 

Ǩ ǗǝǮǝǪ ǢǕǗǬǕǠǱǢǝǪ ǜǕǟǠǕǙǕǪ ǨǟǥǕȀǢǝ

╄きとなけと〉 ちなつしこそ, にしぬま と〉す さなとしねのそ さな けきね ねけな】 さはてちそ, か ふなほは にぬな-

さなけ すそ のそ さはてちそ, けそねつなけつしと〉 にぬなひしねなぬなて ┮. ¨. ┾そてなひ』』けそて. ┳なけね〉て 

としみなさきけとな とき なさと〉た 〉せ ちなつしこ〉た ┸┺┹ ┿ちぬき】とそ, ぬしちのなぬ はと〉けしぬねそのしのは 

«┶┻¨», きちきさして〉ち ┸. ┳. ┳こはぬなけねもちそた さなになけ〉さきけ にぬな ¨┾ のしふとなつなこ〉】 け なねけ〉-
の〉, こなけなぬそけ にぬな にぬきへしけつきまのはけきととか けそにはねちとそち〉け ┶┻¨ のき せきはけきすそけ (〉 けね〉 
はほきねとそちそ ちなつしこ〉】 せ とそて になこなさそつそねか), みな たなこな ねのはさしとのそ てきゆのも ねはのの』け〉 
にしぬしけきこそ は になぬ〉けとかとと〉 せ 〉とまそてそ にぬそ けつきまのはけきとと〉 とき ぬなくなのは, なねなく つそ けな 

せき ちなぬさなとなて. ╂し 』 さはすし になて〉のとそて とき にぬそちつきさ〉 ┽╄┬, さし こはてきと〉のきぬとき 
ねちつきさなけき けそねのはにき』 けきこなてなゆ ほきねのそとなゆ なねけ〉のそ. ¨ のなては としけそにきさちなけな へした 

てしのなさなつなこ〉ほとそた ねして〉ときぬ てそ にぬなけなさそてな ねきてし け ねの〉ときふ ┹┾┿┿ «┶┻¨».

┸しと〉 のきちなす ふなの〉つなねか く にぬそけ〉のきのそ きはさそのなぬ〉ゆ. ┰はすし くきこきのな せとき-
たなてそふ なくつそほ は せきつ〉. ┭〉つか てしとし – にぬなひしねなぬ ┽のきと〉ねつきけ ┶はつもほそへもちそた, 

ときにぬなのそ てしとし – さなちのなぬ 〉ねのなぬそほとそふ ときはち ╊ぬ〉た ╄きになけきつ, にぬなひしねなぬ 

╀しつ〉ちね ┷しけ〉のきね. ┿ せけ’かせちは 〉せ へそて, さなぬしほとな くはさし せこきさきのそ 〉みし なさとなこな 

ときまなこな ちなつしこは, ぬしちのなぬき ┸なねちなけねもちなこな さしぬすきけとなこな こはてきと〉のきぬとなこな 

はと〉けしぬねそのしのは にぬなひしねなぬき 『. ┵. ┻そけなけきぬき, ちなのぬそた に〉さ ほきね なさと〉』】 せ ぬな-

ね〉たねもちな-はちぬき】とねもちそふ せはねのぬ〉ほした に〉さて〉のそけ, みな なさと〉 た の〉 ねきて〉 つゆさそ けそ-

ちなとはゆのも なさとは た のは ねきては ぬなくなのは, ふなほき 〉 け ぬ〉せとそふ のけなぬほそふ ちなつしちのそけきふ. 

ǨǙǣǙ 

ǣǠǚǟǦǕǢǙǥ ǕǢǙǥǶǞǣǗǝǬ, 

ȫȟșȡ-ȞȢȤșȥȣȢȡȘșȡȦ 

ǢǕǤǢ ǨȞȤȔȁȡȜ, 

ȘȢȞȦȢȤ ǻȥȦȢȤȜȫȡȜȩ ȡȔȧȞ, 

ȣȤȢȨșȥȢȤ, ȘȜȤșȞȦȢȤ ǶȡȥȦȜȦȧȦȧ 
ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȜȩ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȝ ǻ 
țȠǻȥȦȧ ȢȥȖǻȦȜ ǡǻȡǻȥȦșȤȥȦȖȔ 

ȢȥȖǻȦȜ ǻ ȡȔȧȞȜ ǨȞȤȔȁȡȜ, 

țȔȖǻȘȧȖȔȫ ȖǻȘȘǻȟȧ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ 
ǻȥȦȢȤǻȢȗȤȔȨǻȁ  ǶȡȥȦȜȦȧȦȧ 
ǻȥȦȢȤǻȁ ǨȞȤȔȁȡȜ ǢǕǢ ǨȞȤȔȁȡȜ
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╋さぬな 〉ねのなぬそち〉け, かさぬな にぬなひしね〉なときつ〉け, のそふ, ふのな ひなぬては』 〉ねのなぬそほとは 

なねけ〉のは とし の〉つもちそ は けそみそふ ときけほきつもとそふ せきちつきさきふ, き た は ねしぬしさと〉ふ まちな-

つきふ, かちぬきせ 〉 せ〉くぬきつなねか け へ〉た きはさそのなぬ〉】. ┾なては てしと〉 ふなの〉つなねか く ぬなせになほきのそ 

ぬなせてなけは とき にぬなひしね〉たとなては ぬ〉けと〉, になこなけなぬそのそ にぬな ねはほきねとは はちぬき】とねもちは 

〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉ゆ, かち ねもなこなさと〉 てそ なへ〉とゆ』てな 】】, のき にぬな なねとなけと〉 せさなくはのちそ 

〉ねのなぬそほとな】 ときはちそ, き のきちなす 〉 にぬな のし, かち はねし へし けにつそけき』 とき せて〉ねの 〉ねのな-

ぬそほとな】 なねけ〉のそ け はちぬき】とねもちそふ けはせきふ のき は ねしぬしさと〉た まちなつ〉. ╂し 〉 』 のしてなゆ 

てな』】 さなになけ〉さ〉, きつし とき さしかち〉 ねのぬはちのはぬと〉 ちなてになとしとのそ か ふなの〉け くそ なねな-

くつそけな せけしぬとはのそ けきまは はけきこは. ┹きねきてにしぬしさ 〉さしのもねか にぬな ねのきと けそけほしととか 
〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉】 へ〉』】 にぬなくつしてそ, きくな 〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉】 さぬはこなこな ぬ〉けとか. ┳ かちそふ 

けそふ〉さとそふ になつなすしとも てそ けそふなさそつそ のき かち てそ てなすしてな なへ〉とそのそ せさなくはのちそ 

〉ねのなぬそほとな】 ときはちそ せき 21 きくな せき 25 なねのきとと〉ふ ぬなち〉け (へし か になかねとゆ せこなさなて), 

かち〉 』 せきこきつもと〉 ふきぬきちのしぬと〉 なせときちそ ねはほきねとな】 はちぬき】とねもちな】 〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉】. 
┰きつ〉 – にぬなくつしてそ のけなぬしととか ときぬきのそけは のき にぬなくつしてそ 〉ねのなぬそほとなこな せて〉ねのは 

なねけ〉のそ. ╂し 〉 』 ちつゆほなけ〉 くつなちそ てなこな けそねのはには. 
╅なさな にしぬまなこな くつなちは にそのきとも, のな ねつ〉さ け〉させときほそのそ, みな け なねのきとと〉 

ぬなちそ, なねのきとと〉 て〉ねかへ〉 せ’かけそつなねか さはすし くきこきのな にはくつ〉ちきへ〉た とき のしては なへ〉-
となち 〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉ほとな】 ねそのはきへ〉】 た はちぬき】とねもちな】 〉ねのなぬそほとな】 ときはちそ. ┻しぬしさ 
は へもなては けしさし にぬなひしねなぬ ┷しなと〉さ ┳きまち〉つもとかち. ┮そ せとき』のし ち〉つもちき たなこな 

にはくつ〉ちきへ〉た, せなちぬしてき せきて〉のちそ にぬな ねはほきねとは はちぬき】とねもちは 〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉ゆ, 

みな くはつそ ときさぬはちなけきと〉 け 2009 – 2010 ぬぬ. ┾きちなす せき ぬしさきちへ〉』ゆ にぬなひしねな-

ぬき なにはくつ〉ちなけきとな た てなとなこぬ きひ〉ゆ ときまそふ つもけ〉けねもちそふ ちなつしこ «┿ちぬき】とねもちき 
〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉か とき せつきて〉 ╁╁ – ╁╁¨ ねの.», かちき になくきほそつき ねけ〉の 2004 ぬなちは. 
┮〉さなて〉 にはくつ〉ちきへ〉】 とき のしては なへ〉とちそ ねのきとは ねはほきねとな】 〉ねのなぬそほとな】 ときはちそ 

にぬなひしねなぬき ¨ぬそとそ ┶なつしねとそち, なねなくつそけな 〉さしのもねか にぬな にはくつ〉ちきへ〉ゆ, かちき 
ねのなねは』のもねか にしぬねにしちのそけ はちぬき】とねもちなこな 〉ねのなぬそほとなこな にぬなへしねは, のきちなす けそ-

たまつな さぬはこし けそさきととか ちはぬねは つしちへ〉た にぬなひしねなぬき ╋ぬなねつきけき ┶きつきちはぬそ 

せ はちぬき】とねもちな】 〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉】, さし かちぬきせ なねのきとと〉た ぬなせさ〉つ ふきぬきちのしぬそせは』 
ねはほきねとは はちぬき】とねもちは 〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉ゆ せき なねのきとと〉 20 ぬなち〉け. ┮〉さなて〉 のき-
ちなす にはくつ〉ちきへ〉】 せ へ〉』】 のしてそ ┹きのきつ〉】 ╋ちなけしとちな, ┺つしちねきとさぬき ┻しのぬなけそほき 
┼し』とのき, ┮〉ち のな ぬき ┻しのぬなけそほき ┶なへはぬそ, ┽しぬこ〉か ┻しのぬなけそほき ┽のしつもてきふき, 
┮〉のきつ〉か ┸きねつしとちき せ ╃しぬちきね のき 〉と. ╁きぬきちのしぬとな, みな ねはほきねと〉 〉ねのなぬそちそ 

せけしぬとはつそねか とし さな の〉つもちそ さな く〉つもま くつきこなさきのとそふ のして – せさなくはのち〉け ねはほきね-
とな】 〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉】 きくな 〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉】 1920 – 1930-ふ ぬなち〉け, きくな にしぬ〉なさは 

ときへ〉なときつもとなこな け〉さぬなさすしととか, きつし た さな にしぬ〉なさは, ちなのぬそた さなねそのも さなけこそた 

ほきね くはけ のきくはたなけきとそて. ¨さしのもねか にぬな にし ぬ〉なさ のきち せけきとなこな せきねのなゆ 1970 – 

1980-ふ ぬぬ. ╋ てきゆ とき はけきせ〉 てなとなこぬきひ〉ゆ, け〉さになけ〉さとな 〉 さなちのなぬねもちは さそね-
しぬのきへ〉ゆ にぬなひしねなぬき せ ┺ねのぬなこき ┯ぬそとほはちき, にぬそねけかほしとは きときつ〉せは はちぬき】と-

ねもちな】 ぬきさかとねもちな】 〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉 】. 
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┻ぬきちのそほとな けね〉, ふのな せけしぬのきけねか さな のしてそ なへ〉となち ねのきとは ねはほきねとな】 〉ね-
のなぬ〉なこぬきひ〉】, せきさきゆのもねか にそのきととかて 〉 にな-ぬ〉せとなては け〉さになけ〉さきゆのも とき ともなこ な. 
┳ ほなこな てそ になほきつそ, さし くはつそ けそふ〉さと〉 になせそへ〉】 はちぬき】とねもちな】 〉ねのなぬそほとな】 とき-
はちそ, かちみな こなけなぬそのそ にぬな になほきのなち 90-ふ ぬなち〉け ╁╁ ねの. ┽のきと〉ねつきけ ┮つきさそね-
つきけなけそほ けせきこきつ〉 とし の〉つもちそ ねけ〉さなち, きつし た きちのそけとそた はほきねとそち さそねちはね〉た, 〉 
か ねけな』 けふなさすしととか け 〉ねのなぬそほとは ときはちは になほそときけ せ ぬしのしつもとなこな けそけほしととか 
ねのきのした ┽のきと〉ねつきけき ┮つきさそねつきけなけそほき, かち〉 せ’か けそ つそ ねか け ふなさ〉 さそねちはね〉】, せき-
になほきのちなけきとな】 にはくつ〉ちきへ〉』ゆ ┽しぬこ〉か ┭〉つなちなとか «╃そ てき』てな てそ 〉ねのなぬそほとは 

ときはちは?». ╂し 〉 くはつな のし にしぬまし にそのきととか, かちし になねのきつな にしぬしさ ときまなゆ 〉ね-
のなぬそほとなゆ ときはちなゆ とき になほきのちは 1990-ふ ぬぬ. ┻はくつ〉ちきへ〉か ┭〉つなちなとか せ’か けそ-

つきねも 10 ね〉ほとか 1991 ぬなちは. ┻なけのなぬそけ へし きてしぬそちきとねもちそた さなねつ〉さとそち ┸きぬち 

ひなと ┯きこしと, ときにそねきけまそ 1995 ぬなちは ねのきののゆ «╃そ てき』 ┿ちぬき】とき 〉ねのなぬ〉ゆ?». 

┺くなて け〉さになけ〉け にぬなひしねなぬ ┽. ┶はつもほそへもちそた, き ちなつしちのそけとそた けそねとなけなち 

にぬなせけはほきけ とき ちなとひしぬしとへ〉】 «┹きまき ときはちき とき になぬなせ〉 ╁╁¨ ねの. ┻〉さねはてちそ 

のき にしぬねにしちのそけそ», みな け〉さくはつきねか は ╁きぬちなけ〉 15-17 つそねのなにきさき 1995 ぬなちは. 
┰はてきゆ, くきこきのな ふのな せ はほきねとそち〉け ときまなこな ねして〉ときぬは くぬきつそ はほきねのも は と〉た. 
╋ちみな になけしぬとはのそねも さな の〉』】 になつして〉ちそ 〉 さきのそ け〉さになけ〉さ〉 とき にそのきととか, みな 

のなさ〉 にぬなせけはほきつそ, か なねなくそねのな け〉さになけ〉て ねもなこなさと〉 のきち: «┸そ てき』てな とそと〉 
け〉のほそせとかとは はちぬき】とねもちは 〉ねのなぬそほとは ときはちは». 

┰しふのな ふきぬきちのしぬそせは』 ねはほきねとは 〉ねのなぬそほとは ときはちは かち のきちは, みな にしぬ-

てきとしとのとな にしぬしくはけき』 け ねのきと〉 ちぬそせそ. ╋ちみな こなけなぬそのそ にぬな しのそてなつなこ〉ゆ 

ねつなけき «ちぬそせき», のな さつか 〉ねのなぬそほとな】 ときはちそ けなとき てき』 になせそのそけとそた に〉さ-
のしちねの, のなては みな さなせけなつか』 せて〉とゆけきのそ 〉 ねけ〉のなこつかさと〉 なねとなけそ, 〉 さなねつ〉さと〉 
にきぬきさそこてそ. ┬つし かちみな ちぬそせき くしせにしぬしぬけとき, かちみな けなとき とし けそちなとは』 ねけな】 
ひはとちへ〉なときつもと〉 にぬそせときほしととか, のな へし けすし, てきくはのも, とし さなくぬし. 

╋ちみな こなけなぬそのそ にぬな ち〉としへも 1980-ふ, 1990-の〉, になほきのなち 2000-ふ ぬぬ., のな 

へした しのきに てそ ねにぬきけさ〉 てなすしてな ふきぬきちのしぬそせはけきのそ かち ちぬそせなけそた. ╋ちみな す 

こなけなぬそのそ にぬな ねはほきねとそた しのきに, ねちきす〉てな せ 2008 ぬなちは, のな, とき てなゆ さはてちは, 
てなすし せきときさのな なにのそて〉ねのそほとは, はちぬき】とねもちき 〉ねのなぬそほとき ときはちき になさなつきつき へゆ 

ちぬそせは. ┾なては みな てそ さきつそ け〉さになけ〉さ〉 とき ときたく〉つもま けきすつそけ〉 にそのきととか, かち〉 
のはぬくはけきつそ ねはねに〉つもねのけな, かち〉 のはぬくはけきつそ ときはちなけへ〉け, かち〉 のはぬくはゆのも なねけ〉のは. 
┸そ てき』てな ねそねのしてと〉 ちはぬねそ, みな けそちつきさきゆのもねか 〉 は けそみ〉た まちなつ〉, 〉 け ねし-
ぬしさと〉た まちなつ〉. ┸き』てな はちぬき】とねもちそた こぬきとさ-ときぬきのそけ. 『 ねそねのしてとそた けそちつきさ 
〉ねのなぬ〉】 せ になせそへ〉た はちぬき】とねもちなこな ときぬなさは. ┶ぬそせき になさなつきとき, とき てなゆ さはてち は. 

┾しにしぬ みなさな なねとなけとそふ しのきに〉け 〉 にしぬ〉なさそせきへ〉】 ねはほきねとな】 はちぬき】とねもちな】 
〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉】. ┾しす さしみな になつして〉ほとし のき さそねちはね〉たとし にそのきととか. ╁なほは 

〉 けきまは さはてちは になねつはふきのそ. ┬つし てそ とし けそにきさちなけな け ¨とねのそのはの〉 〉ねのなぬ〉】 
┿ちぬき】とそ 〉 は け〉ささ〉つ〉 〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉】 くはつそ 〉と〉へ〉きのなぬきてそ ちなとひしぬしとへ〉】 (みな 
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にぬなたまつき は つそねのなにきさ〉), にぬそねけかほしと〉た ねはほきねとなては ねのきとは 〉ねのなぬそほとな】 ときは-
ちそ. ┳き け〉さつ〉ち てそ けせかつそ 25 ぬなち〉け 〉ねのなぬそほとな】 ときはちそ, くな け〉さつ〉ち てそ になほきつそ 

はてなけとな 〉せ 4 つ そねのなにきさき 1987 ぬなちは – 〉せ ほきねは けそこなつなましととか せときてしとそのな】 
さなになけ〉さ〉 ┸. ┽. ┯なぬくきほなけき さな 70-ぬ〉ほほか ┮しつそちな】 ┲なけのとしけな】 ねなへ〉きつ〉ね-
のそほとな】 ぬしけなつゆへ〉】. 

┹き てなゆ さはてちは, ねきてし せけ〉さのそ に〉まなけ 〉ねのなぬそほとそた くはて, にはくつ〉ちきのなぬ-

ねもちそた くはて. 1987 ぬ〉ち, にな ねはの〉, に〉さまのなけふとはけ ときまそふ 〉ねのなぬそち〉け さな のけな-

ぬしととか せきねきさ となけな】 はちぬき】とねもちな】 〉ねのなぬそほとな】 ときはちそ. ╂した にしぬ〉なさ せ 1987 ぬな-

ちは さな 1991 ぬなちは か くそ けそせときほそけ かち にしぬまそた しのきに ねはほきねとな】 はちぬき】とねもちな】 
〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉】. ┬つし はてなけとな たなこな てなすとき けけきすきのそ つきのしとのとそて, にぬそふな-

けきとそて, くな 〉ねとはけきつき なひ〉へ〉たとき 〉ねのなぬ〉か ┶┻┼┽, 〉ねのなぬ〉か ┶なてにきぬの〉】 ┿ちぬき-
】とそ. ┾そて とし てしとまし, けすし のなさ〉 ねのきつそ にぬなこつかさきのそねか となけ〉 まちなつそ, のしほ〉】, 
のしとさしとへ〉】, ちなとへしにのそ. ╂し ねになとはちきつな ちしぬ〉けとそへのけな ┿┼┽┼, せなちぬしてき ┮な-

つなさそてそぬき ╅しぬくそへもちなこな さな にしけとそふ さ〉た. ┮〉さなてき にぬなこぬきてき ぬなせけそのちは 

〉ねのなぬそほとそふ さなねつ〉さすしとも くはつき せきのけしぬさすしとき になつ〉のくゆぬな ╂┶ ちなてにきぬの〉】 
┿ちぬき】とそ 31 ね〉ほとか 1989 ぬなちは. ┾なさ〉 す くはつき け〉さぬそのき にぬなこぬきてき けしさしととか 
へそふ 〉ねのなぬそほとそふ さなねつ〉さすしとも. 1989 ぬ〉ち – さな としせきつしすとなねの〉 〉みし さけき ほそ 

く〉つもまし ぬなち〉け. ¨ にはくつ〉ちきへ〉】, かち〉 のなさ〉 せ’かけそつそねか, せなちぬしてき にしぬまき, かちき 
ねちなつそふとはつき 〉ねのなぬそち〉け 〉 ねはねに〉つもねのけな – へし にはくつ〉ちきへ〉か ┽しぬこ〉か ┭〉つなちなとか 
にぬな ┸そふきたつき ┯ぬはましけねもちなこな, にぬな たなこな 〉ねのなぬそほとは まちなつは. ╂か ねのきののか 
せ’かけそつきねも は にぬしね〉 21 つそにとか 1989 ぬなちは. ┮ねし のきちそ せきねきさそ てしのなさなつなこ〉ほと〉 〉 
にぬなくつしてきのそちき さなねつ〉さすしとも ねはほきねとな】 はちぬき】とねもちな】 ときはちそ, とき てなゆ さはてちは, 
せきちつきさきつきねも は 1988 – 1989 ぬな ちきふ. ┾なては にぬな〉ことなぬはけきのそ, せきくはのそ, ほそ けそ-

ちぬしねつそのそ へ〉 ぬなちそ せ ときまな】 〉ねのなぬそほとな】 なねけ〉のそ としてなすつそけな. 
┹きねのはにとそた しのきに は にしぬ〉なさそせきへ〉】 – へし, なほしけそさとな, 1991 – せつきて 1995 ぬぬ. 

┰きつ〉 1994/1995 ぬぬ. 〉 さな 2005 ぬなちは. ┺ほしけそさとな, みな のはの けしぬふと〉 ふぬなとなつな-

こ〉ほと〉 てしす〉 せはてなけつしと〉 ┻なてきぬきとほしけなゆ ぬしけなつゆへ〉』ゆ のき のそてそ になさ〉かてそ, 
かち〉 くはつそ せ としゆ になけ’かせきと〉. ┰きつ〉, へし 2005 – 2010 ぬぬ. ¨ ときぬしまの〉 ねはほきねとそた 

にしぬ〉なさ, かちそた, とき てなゆ さはてちは, ぬなせになほきけねか 2010 ぬなちは. ┳て〉ねのなけし ときになけとし-
ととか はね〉ふ へそふ にしぬ〉なさ〉け ぬ〉せとし, きつし ねちきすは, みな けなとそ はなねなくつゆゆのもねか. ┾きちき 
ときまき のぬきさそへ〉か, になけ’かせはけきのそ 〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉ほとそた にぬなへしね 〉せ さ〉かつもと〉ねのゆ 

のなこな ほそ 〉とまなこな にぬしせそさしとのき 〉, け〉さになけ〉さとな, たなこな ちなてきとさそ, かち〉 ひなぬては-
ゆのも 〉 〉さしなつなこ〉ほとそた せて〉ねの, 〉 ときにぬかてちそ さなねつ〉さすしとも. ┳きはけきすは, みな ぬなせ-
けそとはの〉 ねはねに〉つもねのけき – のきて, さし こぬなてきさかとねもちし ねはねに〉つもねのけな にしぬしくはけき』 け 
なねとなけ〉 なぬこきと〉せきへ〉】 ねはねに〉つもとなこな すそののか, ときにぬそちつきさ は ╄けしたへきぬ〉】 – とし 
つゆくつかのも ねそつもとそふ になつ〉のそち〉け, 〉 のきて とし にしぬしくはけきととか のなこな ほそ 〉とまなこな さ〉-
かほき にぬそ けつきさ〉 けそせときほき』 なへ〉とちは せて〉ねのは のなこな ほそ 〉とまなこな にしぬ〉なさは, きつし, とき 
すきつも, 〉とまき ねそのはきへ〉か 〉 のぬきさそへ〉】 〉ねのなぬそほとな】 ときはちそ け ときま〉た ちぬき】と〉. 
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╋ち〉 ふきぬきちのしぬと〉 なせときちそ てなすとき けそなちぬしてそのそ け ねはほきねと〉た 〉ねのなぬそほと〉た 

〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉】. ┳き へし にしぬ〉なさ (か てきゆ とき はけきせ〉 25 ぬなち〉け, 〉とま〉 ときはちなけへ〉 こな-

けなぬかのも にぬな 21 ぬ〉ち) けそせときほそけねか ねのきのはね はちぬき】とねもちな】 〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉】. ┮なとき 』 
つしこ〉のきへ〉たとなゆ, 〉 のきちな】 ふきぬきちのしぬそねのそちそ さなのぬそては』のもねか く〉つもま〉ねのも 〉せ のそふ, 
ちなこな か けすし せこきさはけきけ – のなた すし ┷しなと〉さ ┳きまち〉つもとかち. ¨ か のきちなす さなのぬそ-

てはゆねも ねきてし のきちな】 になせそへ〉】. ┶ぬ〉て のなこな, さしふのな けそせときほきゆ ねのきのはね ねはほきねとな】 
はちぬき】とねもちな】 〉ねのなぬそほとな】 ときはちそ かち ときへ〉なときつ〉せなけきとな】 のき 〉さしなつなこ〉ほとな 】. 

┻な-さぬはこし, ほなては か こなけなぬそけ にぬな 2010 ぬ〉ち かち になほきのなち となけなこな にしぬ〉なさは. 
┾なては みな さしねも かちぬきせ 〉せ 2010 ぬなちは にぬなひしね〉たとし ねしぬしさなけそみし 〉ねのなぬそち〉け けそ-

せときほそつなねか, みな 』 になつして さなねつ〉さすしととか, かちし てなすとき ちけきつ〉ひ〉ちはけきのそ かち 〉ねのな-

ぬそほとき, ときへ〉なときつもとき にきて’かのも, ちなつしちのそけとき にきて’かのも, 〉さしとのそほと〉ねのも 〉 の. 〉と., き 
みな 』, けつきねとし, 〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉』ゆ 〉 きちきさして〉ほとなゆ 〉ねのなぬそほとなゆ ときはちなゆ. ┭な せ 
2010 ぬなちは ほ〉のち〉まし けそなちぬしてそつそねも ちなとのはぬそ さ〉かつもとなねの〉 た ひはとちへ〉なときつもとし 
にぬそせときほしととか ときまなこな ┿ちぬき】とねもちなこな 〉とねのそのはのは ときへ〉なときつもとな】 にきて’かの〉. 

┹きまき 〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉か 』 となぬてきのそけとなゆ 〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉』ゆ. ,̈ とき すきつも, けなとき 
なさとなく〉ほとな しのとなへしとのぬなけきとき – きつし へし けすし のしてき ┽のきと〉ねつきけき ┮つきさそねつきけな-

けそほき, 〉 け〉と く〉つもま さしのきつもとな せ へ〉』ゆ にぬなくつしてきのそちなゆ ときね なせときたなてそのも. ┬つし 
のし, みな こなけなぬかのも にぬな となぬてきのそけとそた ふきぬきちのしぬ 〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉】, けなとな ときて は 

になけねかちさしとと〉た にぬきへ〉 に〉さちきせは』, なねなくつそけな かちみな こなけなぬそのそ にぬな はと〉けしぬねそ-
のしのねもち〉 ちはぬねそ, けはせ〉けねもち〉 ちはぬねそ, まち〉つもとそた ちはぬね. ┻〉さぬはほとそち せ 〉ねのなぬ〉】 は 

ときね ひきちのそほとな 』 ほきねのそとなゆ はちぬき】とねもちなこな こぬきとさ-ときぬきのそけは 〉, にな-さぬはこし, たなこな 

てなすとき なふきぬきちのしぬそせはけきのそ かち 〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉ほとし かけそみし. ┬さすし せき へ〉 ぬなちそ, みな 

か ときせそけきけ, てそ ねのけなぬそつそ とし なさとは ねしぬ〉ゆ のき とし なさとし になちなつ〉ととか に〉さぬはほとそち〉け. 
┬つし, ねちきす〉てな, かちみな になこつかとはのそ ぬしのぬなねにしちのそけとな – せきときさのな 〉さしきつ〉せなけきとし 
けねし はちぬき】とねもちし け ときま〉た 〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉】 〉 なへ〉 けにつそけそ はちぬき】となせときけねのけき, かち 

ときはちなけな】 ねにしへ〉きつもとなねの〉, かちき ねもなこなさと〉 に〉ささき』のもねか ねはてと〉けきて 〉 なほしけそさとなては 

にしぬしこつかさは とき はにぬきけつ〉とねもちなては ぬ〉けと〉 さな へ〉』】 のしてそ としなくふ〉さとな になけしぬとはのそねか. 
┹きねのはにとき なせときちき – へし きてく〉けきつしとのとそふ ふきぬきちのしぬ, ぬなせさけな』と〉ねのも とき-

まな】 〉ねのなぬ〉】 かち ときはちそ 〉 かち さそさきちのそほとな】 ねそねのしてそ. ┹き すきつも, ねのしぬしなのそに, 
かちそた くはけ になねに〉まとな ときけ’かせきとそた ときまなては にぬなひしね〉たとなては ねしぬしさなけそみは, 
なねなくつそけな のそて, ふのな てき』 け〉さとなましととか さな けそちつきさきととか 〉ねのなぬ〉】. ┹き てなゆ 

さはてちは, てそ としにぬきけなて〉ぬとな ぬなせさ〉つそつそ 〉ねのなぬ〉ゆ とき きちきさして〉ほとは のき さそさきち-
のそほとは. ╂し ねのなぬなとそ なさと〉』】 の〉』】 ねきてな】 〉ねのなぬそほとな】 ときはちそ. ┬さすし 〉ねのなぬ〉な-

こぬきひ〉か – なさとき せ さそねへそにつ〉と, みな けふなさかのも は さそねへそにつ〉ときぬとは ねのぬはちのはぬは 

ときまな】 〉ねのなぬそほとな】 ときはちそ 〉 け〉さになけ〉さきゆのも せき ぬなせになけねゆさすしととか 〉ねのなぬそほ-

とそふ せときとも ほしぬしせ なねけ〉のは, ほしぬしせ さそさきちのそほとは ねそねのしては. 
┷〉と〉たと〉ねのも – ふきぬきちのしぬとき なせときちき ときまな】 〉ねのなぬそほとな】 ときはちそ. ┱ねしと-

へ〉き つ〉せて, のなては みな ときへ〉か にぬなねのしすは』のもねか ねちぬ〉せも, ひきちのそほとな は ちなすとなては 
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にしぬ〉なさ〉, ときけ〉のも さな ╁¨╁ ねの. ┱ちねちつゆせそけと〉ねのも, のなては みな はちぬき】とねもち〉 〉ねのな-

ぬそちそ せけそちつそ, みな の〉つもちそ ときまき 〉ねのなぬ〉か なねなくつそけな のぬきこ〉ほとき 〉 のきちし 〉とまし. 
╂〉 なせときちそ, とき すきつも, ときちつきさきゆのも け〉さくそのなち のき はねちつきさとゆゆのも けふな-

さすしととか はちぬき】とねもちなこな となぬてきのそけとなこな ちきとなとは は 』けぬなにしたねもちそた にぬなねの〉ぬ. 
┾なては みな ときまき 〉ねのなぬ〉か とし はせこなさすしとき せ 〉ねのなぬ〉かてそ ねはね〉さと〉ふ ときぬなさ〉け. ┸そ, 

せきちなとなて〉ぬとな, にしぬしすそつそ へした にしぬ〉なさ – へし のぬしくき くはつな せぬなくそのそ. ¨ねのなぬそほ-

とき ときはちき になけそととき くはつき ねのきのそ はちぬき】とねもちなゆ, みなく になちきせきのそ, みな けなとき とし 
になつもねもちき 〉 とし ぬなね〉たねもちき. ┬つし へした しのきに てそ になさなつきつそ. ¨ みな さきつ〉? 

¨ なの てそ せ〉のとはつそねか せ にぬなくつしてなゆ としになぬなせはて〉ととか, ねちきす〉てな, せ ときまそてそ 

ぬなね〉たねもちそてそ ちなつしこきてそ, せ になつもねもちそてそ ちなつしこきてそ のき 〉とまそてそ. ┺ねも ほなては か, 
ときにぬそちつきさ, ちきすは にぬな けしつそちし せときほしととか ときまな】 はちぬき】とねもちな-ぬなね〉たねもちな】 のき 
はちぬき】とな-になつもねもちな】 ちなて〉ね〉た. ╋ のはの になねそつきゆねも とき なへ〉とちそ, かち〉 さきけ こきせしの〉 
«┰しとも» 2008 ぬなちは ╄きになけきつ ╊ぬ〉た ¨けきとなけそほ ねのなねなけとな にぬなしちのは, ちなつそ てそ 

ときにそねきつそ さつか ぬなね〉たねもちそふ ほそのきほ〉け «┹きぬそねそ せ 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ», き, け〉さにな-

け〉さとな, ぬなね〉たねもち〉 ちなつしこそ ときにそねきつそ さつか はちぬき】とねもちなこな ほそのきほき. 
┹き すきつも, ときまき 〉ねのなぬそほとき ときはちき てき』 なせときちそ ちなと’ゆとちのはぬそ, になつ〉のそ-

せなけきとなねの〉, ねしぬけ〉つ〉せては, なねなくつそけな け のしてきふ, さし は ときね ときさて〉ぬとし, とき まちなさは 

さすしぬしつきて, せきふなにつしととか のしてきてそ 〉 はちぬき】とねもちなこな ちなせきへのけき, 〉 のぬそに〉つもねもちな】 
ちはつものはぬそ, 〉 こしのもてきとねもちな】 さしぬすきけそ ┻きけつき ┽ちなぬなにきさねもちなこな 〉 のしてきてそ ┯な-

つなさなてなぬは, ┺┿┹, ┿┻┬, とき まちなさは せくきつきとねなけきとなては けそねけ〉のつしととゆ のそふ ほそ 

〉とまそふ にしぬ〉なさ〉け 〉 ときにぬかてち〉け 〉ねのなぬ〉】. ┻なつ〉のそほとき 〉ねのなぬ〉か にしぬしけきすき』. ┽な-

へ〉きつもとな-にぬきちのそほとき 〉ねのなぬ〉か, 〉ねのなぬ〉か になけねかちさしととなねの〉 とし せときふなさかのも ねけな-

こな け〉さなくぬきすしととか. ╂し の〉 つきちはとそ は さそねへそにつ〉ときぬと〉た ねのぬはちのはぬ〉, かち〉 ときて 

としなくふ〉さとな くはさし せきになけとゆけきのそ.
╁きぬきちのしぬとなゆ なせときちなゆ ときまな】 〉ねのなぬそほとな】 ときはちそ 』 のし, みな さなねつ〉-

さすしととか 〉せ けねしねけ〉のともな】 〉ねのなぬ〉】, けなとそ さしねも は ときね とき てきぬこ〉としね〉. ┾〉つもちそ 

てそとはつなこな 2011 ぬなちは ときぬしまの〉 け〉さくはつきねも のき になさ〉か, にぬな かちは てそ こなけなぬそつそ 

く〉つもまし 20 ぬなち〉け – け ねのぬはちのはぬ〉 ┹┬┹ ┿ちぬき】とそ になねのきけ ̈ とねのそのはの けねしねけ〉の-
ともな】 〉ねのなぬ〉】, みな たなこな なほなつそけ ┮なつなさそてそぬ ¨けきとなけそほ ┶はさぬかほしとちな. ┬つし 
に〉けのなぬき ぬなちそ さつか ねのきとなけつしととか へもなこな 〉とねのそのはのは – さはすし た さはすし てきつな. 

┹きて, なねけ〉のかときて, せさきけきつなねか のきち: かちみな てそ けそけほき』てな 〉ねのなぬ〉ゆ ┻なつも-
み〉, のな ほなては く ときて とし けせかのそ に〉さぬはほとそち せ 〉ねのなぬ〉】 ┻なつもみ〉, ねのけなぬしとそた け 
┻なつもみ〉 〉 とし にしぬしちつきねのそ たなこな, きくな ときけ〉のも 〉 とし にしぬしちつきさきのそ, き けそちつきさき-
のそ にな ともなては. ┹〉, ときまき になせそへ〉か, 〉 てなか け のなては ほそねつ〉, のきちき – てそ, はちぬき】とへ〉, 
になけそとと〉 てきのそ ねけな』 くきほしととか 〉 けねしねけ〉のともな】 〉ねのなぬ〉】, 〉 〉ねのなぬ〉】 のそふ さしぬすきけ-
ちぬき】と, かち〉 』 ときまそてそ ねはね〉さきてそ. 

┸なすとき ぬしきつ〉せはけきのそ た 〉とまそた にぬなしちの (さな ぬしほ〉, へし てそ なくこなけなぬゆ-

けきつそ に〉さ ほきね さけなふ なねのきとと〉ふ せはねのぬ〉ほした はちぬき】とねもちな-ぬなね〉たねもちな】 ちなて〉ね〉】). 
¨ねとは』 のきちき ┬ねなへ〉きへ〉か 〉とねのそのはの〉け のしぬそのなぬ〉】 ちぬき】と ┽┹┰ – のな てなすとき 
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はのけなぬその そ ちなつしちのそけそ: ねちきす〉てな はちぬき】とねもちそた 〉ねのなぬそち ぬきせなて せ 〉ねのなぬそ-

ちなて ┶ きせきふねのきとは ぬきせなて のけなぬかのも 〉ねのなぬ〉ゆ ┶きせきふねのきとは, かちき く てなこつき けそ-

ちなぬそねのなけはけきのそねも は ときけほきつもとそふ せきちつきさきふ ┿ちぬき】とそ.
¨ みし さな ふきぬきちのしぬとそふ なせときち ときまな】 ねはほきねとな】 はちぬき】とねもちな】 〉ねのなぬそほ-

とな】 ときはちそ – へし としさなぬなせけそとしと〉ねのも, とし ねひなぬてなけきと〉ねのも 〉とねのそのはへ〉たとそふ, 
ねちきす〉てな のきち, ねちつきさなけそふ ときまな】 〉ねのなぬそほとな】 ときはちそ. ┿ ときね 』 きちきさして〉ほと〉 
(けなとそ す, ほそのきた, さしぬすきけと〉) 〉とねのそのはへ〉】, き こぬなてきさねもちそた ねしちのなぬ は ときね とし-
ぬなせけそとしとそた, としてき ねしちのなぬは, かちそた くそ せきたてきけねか は ときね 〉 〉ねのなぬそほとなゆ とき-
はちなゆ, 〉 〉ねのなぬそほとなゆ なねけ〉のなゆ. ┹してき け ときね ┿ちぬき】とねもちなこな 〉ねのなぬそほとなこな 

のなけきぬそねのけき. ┹し にぬきへゆ』, ふなほき 〉 にぬなこなつなましとき, ┬ちきさして〉か 〉ねのなぬそほとそふ 

ときはち. ┹し にぬきへゆ』, さし-ひきちのな, ┹きへ〉なときつもとそた ちなて〉のしの 〉ねのなぬそち〉け ┿ちぬき】とそ 

(〉 のなては てそ とし くはつそ にぬしさねのきけつしと〉 け ┬てねのしぬさきて〉). ┹しになて〉のとな となけそふ とき-
はちなけそふ まち〉つ, かち〉 く にぬきへゆけきつそ け 〉ねのなぬそほと〉た ときはへ〉 〉 の.〉と.

╂し けねし の〉 にぬなくつしてそ, かち〉 ふきぬきちのしぬと〉 ねもなこなさと〉 さつか はちぬき】とねもちな】 〉ねのな-

ぬ〉なこぬきひ〉】. ┮なとそ のきち ほそ 〉ときちまし けにつそけきゆのも とき せて〉ねの 〉ねのなぬそほとな】 なねけ〉のそ. 
╋ とし ぬきせ とき へゆ のしては けそねつなけつゆけきけねか は ┳┸¨ 〉 とき になさ〉くとそふ ひなぬはてきふ. 
┸そ ねのな】てな とき のそふ になせそへ〉かふ, みな せて〉ねの なねけ〉のそ は けはせきふ, は ねしぬしさと〉ふ とき-
けほきつもとそふ せきちつきさきふ になけそとしと きさしちけきのとな け〉さなくぬきすきのそ ねのきと はちぬき】とねもちな】 
〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉】. ┹し になけそととな くはのそ と〉かちなこな くきぬ’』ぬは て〉す 〉ねのなぬそほとなゆ のき 
さそさきちのそほとなゆ 〉ねのなぬそほとなゆ ときはちなゆ. ┮ねし へし てき』 け〉さなくぬきすはけきのそねか のきち 

ほそ 〉ときちまし は せて〉ねの〉 なねけ〉のそ, みな けそちつきさき』のもねか ねもなこなさと〉 は けはせきふ. 
╋ さはてきゆ, みな さきつ〉 てそ ぬなせこつかとしてな にそのきととか 〉 にぬな となぬてきのそけとし せき-

くしせにしほしととか, け〉さ〉まつゆ の〉つもちそ ちなつしこ さな ち〉つもちなふ ねけ〉すそふ にはくつ〉ちきへ〉た. ┳な-

ちぬしてき, ときま〉 つもけ〉けねもち〉 ちなつしこそ せ はと〉けしぬねそのしのは 〉て. ╀ぬきとちき – ┶なねのかとのそと 

┶なとさぬきのゆち 〉 ┺つしちね〉た ┽はふそた なにはくつ〉ちはけきつそ てなとなこぬきひ〉ゆ «┽はほきねとき とき-
へ〉なときつもとき 〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉か となけ〉のともな】 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ. 1914 – 2009 ぬぬ.». 

┬ ねのなねなけとな ぬしひなぬてはけきととか 〉ねのなぬそほとな】 なねけ〉のそ 〉, せなちぬしてき, けそみな】, のな 

とそと〉, せ になさきととか にぬなひしねなぬき 『. ┮. ┶なになねなけき, は ┼なね〉】 けしさしのもねか さなねそのも 
きちのそけとき さそねちはね〉か は なねけ〉のかとねもちそふ ちなつきふ 〉 ねしぬしさ のそふ, ふのな せきたてき』のもねか 
〉ねのなぬそほとなゆ なねけ〉のなゆ. ┰はてきゆ, 〉 け ときまなては ねしぬしさなけそみ〉 としなくふ〉さとな くはさし 
せきけしぬまそのそ ぬなせぬなくちは ちなつしこ〉』ゆ ┸〉と〉ねのしぬねのけき の〉』】 ちなとへしにへ〉】 〉ねのなぬそほ-

とな】 ときはちそ, ときさ かちなゆ にぬきへゆけきつき こぬはにき とき ほなつ〉 せ にぬなひしねなぬなて ┹きのきつしゆ 

╋ちなけしとちな. ╋ さはてきゆ, みな のきちそた となぬてきのそけとそた さなちはてしとの けそみなこな ぬ〉けとか 
ぬきとな ほそ に〉せとな せ’かけそのもねか, 〉 てそ せてなすしてな とき ともなこな なぬ〉』とのはけきのそねか. 

┮せきこきつ〉 ちきすはほそ, のしてき ねはほきねとな】 はちぬき】とねもちな】 〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉】 』 ときさ-
せけそほきたとな まそぬなちなゆ – へし ときにぬかて さつか へ〉つなこな ねにしへちはぬねは. ╋ ひぬきこてしと-

のきぬとな なちぬしねつそけ は ねけな』ては けそねのはに〉 なちぬして〉 ときにぬかてそ へ〉』】 にぬなくつしてそ. 
┽になさ〉けきゆねも にぬなさなけすそのそ なくこなけなぬしととか へ〉』】 にぬなくつしてきのそちそ, きつし けすし は 

ひなぬてきの〉 さそねちはね〉】.
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ǢǣǥǡǕǧǝǗǢǚ ǜǕǖǚǜǤǚǬǚǢǢǴ ǗǝǟǠǕǙǕǢǢǴ 

ǢǕǗǬǕǠǱǢǣȀ ǙǝǦǫǝǤǠǶǢǝ «ǶǦǧǣǥǶǴ ǨǟǥǕȀǢǝ» 

Ǩ ǗǝǮǶǞ ǭǟǣǠǶ

╄きとなけと〉 ちなつしこそ, てしと〉 にぬそ』てとな けすし けのぬしの』 けそねのはにきのそ とき ときはちな-

けな-てしのなさそほとなては ねして〉ときぬ〉 «┬ちのはきつもと〉 にぬなくつしてそ けそちつきさきととか 〉ねのなぬ〉】 
┿ちぬき】とそ のき 〉ねのなぬ〉】 はちぬき】とねもちな】 ちはつものはぬそ は けそみ〉た まちなつ〉». ┹き になほきのちは 

ふなほは になさかちはけきのそ ┽け〉のつきと〉 ┺つしちねきとさぬ〉けと〉 せき 】】 〉と〉へ〉きのそけは, せき のし, みな 

けなとき ときてきこき』のもねか なく’』さ ときのそ 〉ねのなぬそち〉け とし つそまし ┶そ』けき, き た はね〉』】 ときまな】 
さしぬすきけそ. ┻なさかちはけきのそ ちしぬ〉けとそへのけは ┹┾┿┿ «┶┻¨» せき のし, みな けなとそ ときさき-
ゆのも ぬしきつもとは に〉さのぬそてちは た きちのそけとな つなく〉ゆゆのも こはてきと〉のきぬとは ねちつきさなけは 

けそみな】 なねけ〉のそ は のしふと〉ほとなては けはせ〉. 
┺ねけ〉のき け ┿ちぬき】と〉 てき』 こはてきと〉ねのそほとそた ふきぬきちのしぬ 〉 《ぬはとのは』のもねか とき 

ちはつものはぬとな-〉ねのなぬそほとそふ へ〉ととなねのかふ はちぬき】とねもちなこな ときぬなさは, たなこな のぬきさそへ〉かふ 

のき さはふなけとなねの〉. ┯はてきと〉のきぬそせきへ〉か なねけ〉のそ とし 』 かちなゆねも さきとそとなゆ てなさ〉, 〉 とし 』 
ねきてなへ〉つつゆ. ┮なとき ねつはすそのも ひなぬてはけきととゆ きけのなぬそのしのとなこな ひきふ〉けへか, のけなぬ-

ほな てそねつかほなこな にぬなひしね〉なときつき, なねなくそ, せさきのとな】 に〉さになぬかさちなけはけきのそ くはさも-かち〉 
のしふと〉ほと〉 けそときふなさそ つゆさねもちそて へ〉つかて. ┽はほきねとなては ねはねに〉つもねのけは になのぬ〉くとき 
ちなてにしのしとのとき のき にな〉とひなぬてなけきとき なねなくそねの〉ねのも, かちき ねにぬなてなすとき にぬそたてきのそ 

ねきてなねの〉たと〉 ぬ〉ましととか 〉 としねのそ け〉さになけ〉さきつもと〉ねのも せき けつきねと〉 けほそとちそ. 
┳き はてなけ になつ〉のそほとな】 のき しちなとなて〉ほとな】 としねのきく〉つもとなねの〉 けそちつゆほとな 

けきすつそけなゆ ねのき』 ねのきく〉つ〉せはゆほき ぬなつも けそみな】 まちなつそ かち こきぬきとのき こぬなてき-
さかとねもちなこな てそぬは. ┹きこきつもとそて せきけさきととかて けそみな】 まちなつそ 』 ひなぬてはけきととか は 

ǤǝǛǝǟ 

ǕǢǙǥǶǞ ǡǝǟǣǠǕǞǣǗǝǬ, 

ȞȔȡȘȜȘȔȦ ǻȥȦȢȤȜȫȡȜȩ ȡȔȧȞ, 

ȘȢȪșȡȦ, țȔȥȦȧȣȡȜȞ ȘșȞȔȡȔ 

ǻȥȦȢȤȜȫȡȢȗȢ ȨȔȞȧȟȰȦșȦȧ 
ǟȜȁȖȥȰȞȢȗȢ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢ 

ȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦȧ 
ǻȠșȡǻ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ, 

ȥșȞȤșȦȔȤ ǢȔȧȞȢȖȢ-ȠșȦȢȘȜȫȡȢȁ 
ȞȢȠǻȥǻȁ ț ǻȥȦȢȤǻȁ 
ǡǻȡǻȥȦșȤȥȦȖȔ ȢȥȖǻȦȜ ǻ 
ȡȔȧȞȜ ǨȞȤȔȁȡȜ
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てなつなさなこな になちなつ〉ととか になほはののか にきのぬ〉なのそせては, け〉ささきとなねの〉 くきのもち〉けみそと〉 のき 
けなさとなほきね け〉さほはののか にぬそときつしすとなねの〉 さな 』けぬなにしたねもちな】 のき ねけ〉のなけな】 ねに〉つも-
となの. ┿ねに〉ふ は ぬなせくはさなけ〉 はちぬき】とねもちな】 さしぬすきけそ せきつしすきのそてし け〉さ はほきねの〉 は 

と〉た ねきてそふ はちぬき】とへ〉け, 】ふともな】 こぬなてきさかとねもちな】, ときへ〉なときつもとな】 のき 〉ねのなぬそほ-

とな】 ねけ〉さなてなねの〉. 
┽のきののか 11 ┶なとねのそのはへ〉】 ┿ちぬき】とそ (ぬなせさ〉つ «┳きこきつもと〉 せきねきさそ») とき-

こなつなまは』, みな さしぬすきけき になけそととき ねにぬそかのそ ちなとねなつ〉さきへ〉】 のき ぬなせけそのちは 

はちぬき】とねもちな】 ときへ〉】, 】】 〉ねのなぬそほとな】 ねけ〉さなてなねの〉. ┮〉さになけ〉さとな, 〉ねのなぬそほとき ねけ〉-
さなて〉ねのも 』 けきすつそけそて ほそととそちなて ねなへ〉きつもとな】 きちのそけとなねの〉, ちなとねなつ〉さきへ〉】 
ときねしつしととか さつか けそぬ〉ましととか ねなへ〉きつもとそふ せきけさきとも. 

┮そふなけきととか になけとなへ〉ととそふ なねなくそねのなねのした, ひなぬてはけきととか こぬなてきさかと-

ねもちな】 ねけ〉さなてなねの〉 けそせときほき』のもねか なさとそて 〉せ こなつなけとそふ せきけさきとも なねけ〉のそ け 
ほそととそふ となぬてきのそけとそふ さなちはてしとのきふ, かち〉 せきちぬ〉につゆゆのも なねとなけそ ぬなせけそのちは 

ねそねのしてそ なねけ〉のそ け ┿ちぬき】と〉. ╂し – ┳きちなと ┿ちぬき】とそ 1996 ぬなちは にぬな なねけ〉のは 

〉せ せて〉ときてそ のき さなになけとしととかてそ (ねのきののか 6-き), ┳きちなと ┿ちぬき】とそ にぬな けそみは 

なねけ〉のは (ねのきののか 22-き), かちそた くはさし にぬそたとかのそた. ┮ くはさも-かちなては ぬきせ〉 け ともな-

ては くはさし け〉さなくぬきすしとき へか ねちつきさなけき. ┹きへ〉なときつもとき さなちのぬそとき ぬなせけそのちは 

なねけ〉のそ 2002 ぬなちは, せきのけしぬさすしとき はちきせなて ┻ぬしせそさしとのき ┿ちぬき】とそ, けそせときほき』 
になこつかさそ とき ぬなせけそのなち なねけ〉のそ け にしぬま〉た ほけしぬの〉 ╁╁¨ ねのなつ〉ののか. ┿ へもなては 

さなちはてしとの〉 』 なちぬしてそた ぬなせさ〉つ, 3-き ほきねのそとき – ときへ〉なときつもとそた ふきぬきちのしぬ 

なねけ〉のそ 〉 ときへ〉なときつもとし けそふなけきととか. ┮〉さになけ〉さとな さな ┹きへ〉なときつもとな】 さなちのぬそ-

とそ ときへ〉なときつもとし けそふなけきととか けそせときほき』のもねか かち なさそと 〉せ こなつなけとそふ にぬ〉なぬそ-

のしの〉け 〉 なぬこきと〉ほとき ねちつきさなけき なねけ〉のそ. ┺ねとなけとき てしのき – けそふなけきととか ねけ〉さな-

てなこな こぬなてきさかとそとき, にきのぬ〉なのき, ときくはののか てなつなささゆ ねなへ〉きつもとなこな さなねけ〉さは, 
ちはつものはぬそ て〉すときへ〉なときつもとそふ けせき』てなけ〉さとなねそと. ┹きへ〉なときつもとし けそふなけきととか 
てき』 せさ〉たねとゆけきのそねか とき けね〉ふ しのきにきふ ときけほきととか さ〉のした のき てなつなさ〉, せきくしせにし-
ほはけきのそ けねしく〉ほとそた のき こきぬてなと〉たとそた ぬなせけそのなち なねなくそねのなねの〉 のき けそふなけきと-

とか こぬなてきさかとそとき (にはとちの 7-た). 
┮そけほしととか 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ 』 ときさせけそほきたとな けきすつそけなゆ ねちつきさなけなゆ 

ときへ〉なときつもとなこな けそふなけきととか, ときへ〉なときつもとな】 のき 〉ねのなぬそほとな】 ねけ〉さなてなねの〉 とき-
まなこな ときぬなさは – せきこきつなて, 〉 ちなすとなこな こぬなてきさかとそとき せなちぬしてき. ┺にきとはけきととか 
ひはとさきてしとのきつもとそてそ せきねきさきてそ 〉ねのなぬそほとそふ せときとも ときくはけき』 とそと〉 なねなくつそ-

けなこな せときほしととか は ちなとのしちねの〉 せきけさきとも ひなぬてはけきととか ときへ〉なときつもとな】 しつ〉のそ, 
みな 】】 こなのはゆのも けそみ〉 ときけほきつもと〉 せきちつきさそ 〉 てしのなゆ かちそふ 』 ねのけなぬしととか こな-

つなけとそふ に〉さけきつそと さしぬすきけなのけなぬしととか, 】ふ せくきこきほしととか 〉 にぬそてとなすしととか. 
┮そけほしととか 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ は けはせきふ, としせきつしすとな け〉さ ときにぬかてちは にぬな-

ひしね〉たとな】 に〉さこなのなけちそ ねのはさしとの〉け – 』 なぬこきと〉ほとなゆ ねちつきさなけなゆ にしぬてき-
としとのとなねの〉 けそふなけとなこな にぬなへしねは, ひなぬてはけきととか は てなつなさなこな になちなつ〉ととか 
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にきのぬ〉なのそせては のき け〉さほはののか ときへ〉なときつもとな】 こ〉さとなねの〉. ┺さときち てそ にきて’かのき』てな 

にしぬ〉なさ, ちなつそ にきとはけきつき にしけとき のしとさしとへ〉か さな ねちなぬなほしととか きはさそのなぬとそふ こな-

さそと さつか けそちつきさきととか 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ とき こはてきと〉のきぬとそふ 〉 にぬそぬなさとそほそふ 

ひきちはつものしのきふ は けはせきふ. ┭はつそ のきちなす ねにぬなくそ せきて〉とそのそ 〉ねのなぬ〉ゆ ┿ちぬき】とそ 

とき ねはて〉すと〉 さそねへそにつ〉とそ とき ちまのきつの 〉ねのなぬ〉】 はちぬき】とねもちな】 さしぬすきけそ, 〉ねのな-

ぬ〉】 さしぬすきけそ 〉 にぬきけき, になつ〉のそほとな】 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ, 〉とまそふ さそねへそにつ〉と, かち〉 
け〉さなくぬきすきゆのも つそまし なさとは 〉せ ねのなぬ〉と ときへ〉なときつもとな】 〉ねのなぬ〉】. 

┹きこきさきゆ のきちなす かち 2009 ぬなちは こぬなてきさねもち〉ねのも ねちなつそふとはつき になせそへ〉か 
のなさ〉まともなこな て〉と〉ねのぬき なねけ〉のそ 〉 ときはちそ ¨. ┺. ┮きちきぬほはちき. ┻〉さ ほきね さなになけ〉さ〉 
とき ぬなせまそぬしと〉た ちなつしこ〉】 ┸〉と〉ねのしぬねのけき なねけ〉のそ 〉 ときはちそ け〉さ 2 ちけ〉のとか, け〉と 

けそねつなけそけねか せき せきて〉とは けはせもちな ねにぬかてなけきとなこな なくなけ’かせちなけなこな ちはぬねは «¨ね-
のなぬ〉か ┿ちぬき】とそ», かちそた, てなけつかけ, くしせになねしぬしさともな さはくつゆ』 まち〉つもとそた, とき 
く〉つもま ひはとさきてしとのきつもとそた ちはぬね «¨ねのなぬ〉か はちぬき】とねもちな】 ちはつものはぬそ». ┹しせぬな-

せはて〉つなゆ くはつき つなこ〉ちき のなさ〉まともなこな て〉と〉ねのぬき, かちそた ときてきこきけねか せきて〉とそのそ 

«¨ねのなぬ〉ゆ ┿ちぬき】とそ» かち さはくつゆゆほそた まち〉つもとそた ちはぬね, なさときち にぬそ へもなては 

になこなさすはけきけねか せきつそまそのそ ちはぬね せ はちぬき】とねもちな】 てなけそ. ┸〉す のそて, ┳┹┺ せ 
はちぬき】とねもちな】 てなけそ のき つ〉のしぬきのはぬそ 』 なくなけ’かせちなけそて さつか けね〉ふ けねのはにとそち〉け 
さな けそみそふ ときけほきつもとそふ せきちつきさ〉け. ┿ のなた ほきね かち きのしねのはけきととか せ まち〉つもとなこな 

ちはぬねは «¨ねのなぬ〉か ┿ちぬき】とそ» にぬなになとは』のもねか きく〉のはぬ〉』とのきて とき けそく〉ぬ. 
┿ けはせきふ, とき ひきちはつものしのきふ にぬそぬなさとそほなこな ねにぬかてはけきととか, は にしぬしつ〉ちは 

けねのはにとそふ ねしぬのそひ〉ちきの〉け さそねへそにつ〉とき «¨ねのなぬ〉か ┿ちぬき】とそ» とし せときほそつきねか け 
にぬそとへそに〉. ┹し けそちつゆほとな, みな け ぬきせ〉 ぬしきつ〉せきへ〉】 へ〉』】 となけきへ〉】 てきたすし けね〉 
さそにつなてなけきと〉 ねにしへ〉きつ〉ねのそ としこはてきと〉のきぬとなこな にぬなひ〉つゆ とし せときつそ く 〉ねのなぬ〉】 
けつきねとなこな ときぬなさは. ┹きけほきゆほそねも は ねしぬしさと〉た まちなつ〉, けなとそ くはつそ く けにしけとし-
と〉, みな へした にぬしさてしの とし てき』 けきすつそけなこな せときほしととか さつか 】ふ てきたくはののか. ┬ は 

けそみ〉た まちなつ〉 へした «けはせもちそた» ちはぬね せきて〉とそつそ くそ とき く〉つもま ひはとさきてしと-

のきつもとそた – «¨ねのなぬ〉ゆ はちぬき】とねもちな】 ちはつものはぬそ». ╋ち てなすし ときけほきつもとき さそね-
へそにつ〉とき «¨ねのなぬ〉か はちぬき】とねもちな】 ちはつものはぬそ» くはのそ く〉つもま ひはとさきてしとのきつも-
となゆ け になぬ〉けとかとと〉 せ «¨ねのなぬ〉』ゆ ┿ちぬき】とそ» – としせぬなせはて〉つな. ┬さすし 〉ねのなぬ〉か 
はちぬき】とねもちな】 ちはつものはぬそ – へし ねちつきさなけき ほきねのそとき 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ. ┮なとき す 

けちつゆほき』 け ねしくし みし 〉ねのなぬ〉ゆ になつ〉のそほとは, ねなへ〉きつもとは, け〉たねもちなけは, 〉ねのなぬ〉ゆ 

になくはのは. ╁そくとなゆ のきちなす くはつき さはてちき, みな 〉ねのなぬ〉か ┿ちぬき】とそ けそけほき』のもねか 
は まちなつ〉, き のなては 】】 さはくつゆけきととか は けはせ〉 』 としさなぬしほとそて. 

╋ちみな せけしぬとはのそねも さな ぬしせはつものきの〉け ┳┹┺ せ はちぬき】とねもちな】 〉ねのなぬ〉】 せき にしぬ〉-
なさ 2008 – 2012 ぬぬ., のな にぬなこつかさき』のもねか なさとき さはすし せきこぬなせつそけき のしとさしとへ〉か. 
┮ 2008 ぬな へ〉, かちみな けせかのそ は け〉さねなのちきふ のそふ まちなつかぬ〉け, かち〉 とき のしねの〉 せ 〉ねのな-

ぬ〉】 ┿ちぬき】とそ ときくぬきつそ 150 〉 てしとまし くきつ〉け (せき に’かのそ くきつも となゆ まちきつなゆ – へし 
さけ〉たちそ のき のぬ〉たちそ), け〉さねなのなち くはけ 48,51 – てきたすし になつなけそとき. ╂か のしとさしとへ〉か 
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せくしぬしこつきね か 〉 さきつ〉. ┿ 2009 ぬなへ〉 くはつな 47,4% はほと〉け, かち〉 ときくぬきつそ てきつそ 

てしとまし 150 くきつ〉け, け 2010 ぬなへ〉 – 48,71%, け 2011 ぬ. – 35,11% (のはの になちきせとそち 

てしとまし, きつし 2011 ぬ〉ち, け〉と ねけなこな ぬなさは はと〉ちきつもとそた, くな け まちなつ〉 せきつそまそ-

つそねも つそまし さ〉のそ, はにしけとしと〉 け ねなく〉 – の〉, かち〉 に〉まつそ け ねのきぬま〉 ちつきねそ 〉 けそにはねち, 
のなさ〉 け〉さになけ〉さとな, くはけ けさけ〉ほ〉 てしとまそて). ┮ 2012 ぬなへ〉 のしとさしとへ〉か せとなけは にな-

けしぬとはつきねも – 49,7% はほと〉け ときくぬきつそ 150 〉 てしとまし くきつ〉け. ╂そひぬそ けぬきすきゆほ〉, 
かち とき てしとし. ╂し 〉 』 け〉さになけ〉さも とき せきにそのきととか – かち せときゆのも けそにはねちとそちそ 

まちなつそ 〉ねのなぬ〉ゆ ┿ちぬき】とそ 〉 ほそ になのぬ〉くとな けそけほきのそ 】】 は けそみ〉た まちなつ〉. 
┳けそほきたとな 』けぬなにしたねもちそた さなねけ〉さ, かちそた てそ けなつ〉』てな けぬきふなけはけきのそ, にし-

ぬしさくきほき』 けそく〉ぬ ねのはさしとのなて さそねへそにつ〉とそ, かちは け〉と けそけほき』. ┹し せきにしぬしほはゆ, 

に〉さのぬそてはゆ 〉 ちなつそねも てそ さな へもなこな にぬそたさしてな. ┬つし, かち とき てしとし, 』 へ〉ととなね-
の〉, かち〉 とし けそくそぬきゆのもねか. ¨ねのなぬ〉か ねけなこな ときぬなさは とし なくそぬき』のもねか – けなとき 
けそけほき』のもねか. ┮〉さこはち 〉ねのなぬそち〉け, こぬなてきさねもち〉 なくこなけなぬしととか にぬそせけしつそ さな 

のなこな, みな くはつな けそぬ〉ましとな せきにぬなけきさそのそ さけ〉 となぬてきのそけと〉 さそねへそにつ〉とそ «¨ね-
のなぬ〉か ┿ちぬき】とそ» のき «¨ねのなぬ〉か はちぬき】とねもちな】 ちはつものはぬそ». ┹きちきせ ┸┺┹ け〉さ 
9 つそにとか 2009 ぬなちは ┫642 «┻ぬな なぬこきと〉せきへ〉ゆ こはてきと〉のきぬとそふ さそねへそにつ〉と 

せき け〉つもとそて けそくなぬなて ねのはさしとのき» – のきて 』 にしぬまき ほきねのそとき, さし けねのきとなけつゆ-

』のもねか にしぬしつ〉ち となぬてきのそけとそふ さそねへそにつ〉と. ┰つか ときね けきすつそけな, みな さそね へそに-

つ〉 とき «¨ねのなぬ〉か ┿ちぬき】とそ» 』 となぬてきのそけとなゆ さそねへそにつ〉となゆ, なくなけ’かせちなけなゆ 

さそねへそにつ〉となゆ 〉 とき とし】 けそさ〉つか』のもねか 3 ちぬしさそのそ 『けぬなにしたねもちな】 ねそねのしてそ. 
┾なくのな, へし 108 こなさそと. ╂し のなた て〉と〉てはて, かちそた けそせときほしとな ┸〉と〉ねのしぬねのけなて. 

┸き』てな のきちなす さそねへそにつ〉とは «¨ねのなぬ〉か はちぬき】とねもちな】 ちはつものはぬそ» け なくねかせ〉 
2 ちぬしさそのそ (72 こなさそとそ). ╋ち とき てしとし, け〉さなちぬしてつしととか 〉ねのなぬ〉】 はちぬき】とねもちな】 
ちはつものはぬそ け〉さ 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ 』 まのはほとそて. ┰なへ〉つもと〉まそて くはつな く せきちぬ〉-
にそのそ せき 〉ねのなぬ〉』ゆ ┿ちぬき】とそ 5 ちぬしさその〉け 〉 なくなけ’かせちなけな けそさ〉つそのそ 1 てなさはつも 
とき けそけほしととか 〉ねのなぬ〉】 はちぬき】とねもちな】 ちはつものはぬそ. ╂し くはつな く つなこ〉ほとそて. ┹きぬきせ〉 
す は ときけほきつもとそふ につきときふ, かち〉 にぬなふなさかのも ほしぬしせ ときね, になさしちはさそ け〉さぬそけき-
』のもねか 〉ねのなぬ〉か ┿ちぬき】とそ け〉さ 〉ねのなぬ〉】 はちぬき】とねもちな】 ちはつものはぬそ. ╋ てきゆ にしぬし-
さはね〉て とき はけきせ〉  のし, みな 〉ねのなぬ〉か ┿ちぬき】とそ けそけほき』のもねか とき にしぬまなては ちはぬね〉, 
き 〉ねのなぬ〉か はちぬき】とねもちな】 ちはつものはぬそ てなすし けそけほきのそねか 〉 とき 3-ては 〉 とき 4-ては 

ちはぬねきふ. ╄のはほとし ぬなせさ〉つしととか.
┳こ〉さとな せ けそみしせこきさきとそて ときちきせなて, ひなぬてき に〉さねはてちなけなこな ちなとの-

ぬな つゆ へそふ となぬてきのそけとそふ さそねへそにつ〉と – 〉ねにその. ┮〉さになけ〉さとな, となぬてきのそけ-
とそてそ さなちはてしとのきてそ せきちぬ〉につしとな, みな さそねへそにつ〉とき «¨ねのなぬ〉か ┿ちぬき】とそ» 

』 なさと〉』 ゆ せ こなつなけとそふ さそねへそにつ〉と こはてきと〉のきぬとな】 に〉さこなのなけちそ は けそみ〉た 

なねけ〉の〉. ╋ちみな せけしぬとはのもねか さきつ〉, さな となぬてきのそけとなこな せきくしせにしほしととか, のな みな 

けなとな にしぬしさくきほき』. ┮ ┻なつなすしとと〉 にぬな なぬこきと〉せきへ〉ゆ ときけほきつもとそふ にぬなへしね〉け 
は ┮┹┳, みし せ 1993-こな ぬなちは へし になつなすしととか さ〉』, となぬてきのそけと〉 さそねへそにつ〉とそ 
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け ねのきとなけつゆゆのもねか さしぬすきけとそて ねのきとさきぬのなて なねけ〉のそ. ┰なのぬそてきととか 】ふ ときせけ, 
なくねかこ〉け 』 なくな け’かせ ちな けそて さつか ときけほきつもとなこな せきちつきさは. ┹きけほきつもとき にぬなこぬき-
てき となぬてきのそけとそふ さそねへそにつ〉と 』 ねちつきさなけなゆ さしぬすきけとな】 にぬなこぬきてそ なねけ〉のそ. 
┰つか ちなすとな】 となぬてきのそけとな】 ときけほきつもとな】 さそねへそにつ〉とそ なくなけ’かせちなけな ぬなせ ぬなく-

つか』のもねか ぬなくなほき ときけほきつもとき にぬなこぬきてき, かちき 』 となぬてきのそけとそて さなちはてしとのなて 

けはせは. ┳こ〉さとな せ としゆ ほ〉のちな けねのきとなけつしとな, みな てき』 くはのそ けそせときほしとな せて〉ねの とき-
けほきつもとな】 さそねへそにつ〉とそ, になねつ〉さなけと〉ねのも, なぬこきと〉せきへ〉たと〉 ひなぬてそ 】】 けそけほしととか 
のき 】ふ なくねかこ. ┮そせときほきゆのもねか ひなぬてそ のき せきねなくそ ちなとのぬなつゆ. ̈  けそせときほきゆのもねか 
ねのぬはちのはぬと〉 しつしてしとのそ, ねちつきさなけ〉 ぬなくなほな】 ときけほきつもとな】 にぬなこぬきてそ のき にしぬし-
つ〉ち ときけほきつもとな-てしのなさそほとな】 つ〉のしぬきのはぬそ. 

┻〉ねつか のなこな, かち せ’かけそけねか ときちきせ 642-た, にしぬしさ ┸しのなさそほとなゆ ちなて〉ね〉』ゆ, 

みな 】】 なほなつゆ』 さしちきと 〉ねのなぬそほとなこな ひきちはつものしのは ┶なつしねとそち ┮〉ち のなぬ ╀しさな-

ぬなけそほ, くはつな になねのきけつしとな せきけさきととか に〉さこなのはけきのそ ときけほきつもとは にぬなこぬきては せ 
さそねへそにつ〉とそ «¨ねのなぬ〉か ┿ちぬき】とそ». ┽きて ┶なつしねとそち 〉 なほなつそけ ぬなくなほは こぬは-
には, かちき こなのはけきつき へゆ にぬなこぬきては. ¨ け ね〉ほと〉 2010 ぬなちは ときけほきつもとき にぬなこぬき-
てき くはつき けそとしねしとき とき ぬなせこつかさ ちなつしこ〉】 ┸┺┹. ┻しぬしさ のそて けなとき にぬなたまつき 
ぬしへしとせはけきととか け ち〉つもちなふ けはせきふ, せなちぬしてき 〉 け ┹┾┿┿ «┶┻¨». ┽け〉のつきとき 
┺つしちねきとさぬ〉けとき さきけきつき ぬしへしとせ〉ゆ ときたく〉つもま ぬなせつなこは, 〉 せ 】】 くなちは くはつな 

ときたく〉つもまし にぬなになせそへ〉た. ┹し けね〉, きつし せときほとは ほきねのそとは へそふ にぬなになせそへ〉た 

てそ けぬきふはけきつそ. ┬つし せき ぬしせはつものきのきてそ なくこなけなぬしととか へゆ にぬなこぬきては くはつな 

けそぬ〉ましとな さななにぬきへゆけきのそ 〉 けそとしねのそ とき ときねのはにとは ┶なつしこ〉ゆ. 

┻なの〉て け〉さくはつそねか けそくなぬそ, せて〉とき はぬかさは 〉 ぬなせこつかさ にぬなこぬきてそ のきち 〉 とし 
け〉さくはけねか. ┰しみな 〉とまそて まつかふなて に〉まつそ, のなては みな け つゆのなては 2011 ぬな-

ちは け〉さくはつきねも ときぬきさき け ┸┺┹ に〉さ ちしぬ〉けとそへのけなて 『けこしとき ┸そちなつきたなけそほき 
┽はつそてそ. ┹き へ〉た ときぬきさ〉 くはつそ けそせときほしと〉 くきせなけ〉 けはせそ, にしぬしさ かちそてそ くはつな 

になねのきけつしとな せきけさきととか ねちつきねのそ のそになけは にぬなこぬきては さそねへそにつ〉とそ, ねひなぬ-

てはけきのそ きけのなぬねもちそた ちなつしちのそけ のき に〉さこなのはけきのそ ぬはちなにそね に〉さぬはほとそちき せ 
けそせときほしとそふ て〉と〉ねのしぬねのけなて ときけほきつもとそふ さそねへそにつ〉と. ┮〉さになけ〉さとな に〉さ-
ぬはほとそち 〉 のそになけは ときけほきつもとは にぬなこぬきては ぬ〉ましととかて ┸┺┹ てきけ こなのはけき-
のそ ┻しぬしかねつきけ-╁てしつもとそへもちそた さしぬすきけとそた にしさきこなこ〉ほとそた はと〉けしぬねそのしの 
〉て. ┭. ╁てしつもとそへもちなこな. ┾ぬしくき け〉ささきのそ ときつしすとし ぬしちのなぬは へもなこな はと〉けしぬ-

ねそのしのは, ┮. ┻. ┶なへはぬは, ちなのぬそた せけしぬとはけねか さな ┸しのなさそほとな】 ちなて〉ね〉】 〉 てそ 

ときさきつそ ときま〉 にぬなしちのそ にぬなこぬきて, かち〉 てそ ぬきと〉まし こなのはけきつそ. ┰な ねちつきさは 

きけのなぬねもちなこな ちなつしちのそけは くはつそ けちつゆほしと〉 ま〉ねのも けそちつきさきほ〉け 〉ねのなぬそほとなこな 

ひきちはつものしのは ときまなこな はと〉けしぬねそのしのは, 〉とま〉 けそちつきさきほ〉 せ ぬ〉せとそふ けはせ〉け ┿ちぬき-
】とそ, せ ¨とねのそのはのは 〉ねのなぬ〉】 ┹┬┹ ┿ちぬき】とそ. ┹きぬきせ〉 へした に〉さぬはほとそち はすし とき 
ねのきさ〉】 さななにぬきへゆけきととか 〉 せきこきつもとなこな ぬしさきこはけきととか. ┻なちそ みな のしちねの に〉さ-
ぬはほとそちき とし にぬなたまなけ ぬしへしとせはけきととか ときまな】 ┸しのなさそほとな】 ちなて〉ね〉】. 
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┻ぬなこぬきてき, かちは てそ に〉さこなのはけきつそ, けちつゆほき』 け ねしくし けそてなこは にぬな ちぬし-
さそのそ のき さけき せて〉ねのなけ〉 てなさはつ〉. ┹し くはさは せはにそとかのそねか さしのきつもとな とき せて〉ね-
の〉 にぬなこぬきてそ. ┳ぬなくそてな ときねのはにとそて ほそとなて: はね〉, ふのな てきのそてし くきすきととか 
なせときたなてそのそねか せ 】】 せて〉ねのなて – てなすはのも に〉さ〉たのそ さな てしとし, せきつそまそのそ ねけなゆ 

しつしちのぬなととは きさぬしねは, とき かちは か け〉さにぬきけつゆ へゆ にぬなこぬきては. ┹し の〉つもちそ さつか 
なせときたなてつしととか, きつし 〉 さつか けとしねしととか にぬなになせそへ〉た. ┬さすし になちそ にぬなこぬき-
てき とし せきのけしぬさすしとき ┸〉と〉ねのしぬねのけなて – ねて〉つそけな てなすしてな けとなねそのそ さな とし】 
せて〉とそ 〉 さなになけとしととか. ┶なつそ す けなとき けすし くはさし せきのけしぬさすしとき とき ┶なつしこ〉】 – 

てなすとき くはさし の〉つもちそ ちぬそのそちはけきのそ. ┬つし けそちなとはけきのそ 】】 さなけしさしのもねか. 
¨さしか ときまき のきちき. ┹きけほきつもとき にぬなこぬきてき ひなぬてはつゆ』 とし の〉つもちそ の〉 せときと-

とか, かち〉 てきゆのも さきのそ, とし の〉つもちそ けて〉ととか. ┸そ けそちなぬそねのきつそ ちなてにしのしとのと〉ねの-
とそた に〉さふ〉さ – ねにぬなくは にぬそけそのそ ちなてにしのしとのと〉ねのも, かちなゆ なけなつなさ〉』 ねのはさしとの 
┮┹┳, なにきとはけきけまそ ちはぬねなて «¨ねのなぬ〉か ┿ちぬき】とそ». ┳なちぬしてき, は ぬなせけそのなち 

さそねちはね〉】, かちき ねもなこなさと〉 け〉さくはつきねか 〉 のし, とき みな ねもなこなさと〉 ┺つしちねきとさぬ ┬と-
さぬ〉たなけそほ せけしぬのきけ はけきこは – け せて〉ねのなけとは ほきねのそとは にぬなこぬきてそ けちつゆほきのそ-

てはのもねか にそのきととか 〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉ほと〉 さつか のなこな, きくそ ちなすとそた けそにはねちとそち て〉こ 
ねちつきねのそ けつきねと〉 けぬきすしととか, けつきねとは さはてちは 〉せ にぬなくつしてとそふ にそのきとも, くそのけ, 
にしぬしてなこ 〉 になぬきせなち のなみな. ┸そ ねけ〉さなてな 】ふ せきつそまそつそ 〉 けちつゆほそつそ さな へ〉』】 
にぬなこぬきてそ. ┹き せて〉ねの〉, か せとなけは になけのなぬゆゆねも, とし くはさは せはにそとかのそねも. 『 のきて 

〉 ねにそねなち つ〉のしぬきのはぬそ, きつし け〉と ぬしちなてしとさなけきとそた. ┹〉かちそて ほそとなて け〉と とし 
てなすし なくてしすはけきのそ けそちつきさきほき. 

┹きけほきつもとき にぬなこぬきてき – へし ちきぬちきね, とき なねとなけ〉 かちなこな, けぬきふなけはゆほそ 

ねにしへそひ〉ちは けはせは, てきゆのも くはのそ に〉さこなのなけつしと〉 ぬなくなほ〉 にぬなこぬきてそ. ┺の のきて 

はすし くはさし にぬなねの〉ぬ さつか けそちつきさきほ〉け, けぬきふなけはゆほそ ひきふ, きくな ねにぬかてなけき-
と〉ねのも けはせは. 

┽もなこなさと〉 としさなねのきのともな にぬなねのな ぬなせぬなくそのそ 〉 せきのけしぬさそのそ にぬなこぬきては 

ときけほきつもとな】 さそねへそにつ〉とそ, となけそた に〉さぬはほとそち. ┹しなくふ〉さとな になねの〉たとな にぬなけな-

さそのそ てなと〉のなぬそとこ かちなねの〉 なねけ〉のそ. ┻しぬしけ〉ぬかのそ ときけ〉のも とし ねの〉つもちそ ぬ〉けしとも 
けそちつきさきととか 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ け ぬ〉せとそふ けはせきふ, ねち〉つもちそ ぬしせはつものきのそ けそ-

けほしととか け〉のほそせとかとな】 〉ねのなぬ〉】 ねのはさしとのきてそ. ┶ぬそのしぬ〉』て なへ〉とちそ てき』 ねのきのそ 

とし ねの〉つもちそ なくねかこ てきのしぬ〉きつは, みな せきつそまそけねか け にき て’か の〉, ねち〉つもちそ けて〉ととか 
たなこな きときつ〉せはけきのそ, はせきこきつもとゆけきのそ, けて〉ととか ねきてなねの〉たとな せさなくはけきのそ せときと-
とか 〉 ちぬそのそほとな てそねつそのそ. ┮〉さ ねもなこなさと〉まと〉ふ ねのはさしとの〉け, け〉さ 】ふ ときへ〉なときつも-
とな】 ねきてなねけ〉さなてなねの〉, 〉ねのなぬそほとな】 ねけ〉さなてなねの〉 せきつしすきのも になねのはにきつもとそた 

ぬなせけそのなち さしぬすきけとなねの〉, ちなとねなつ〉さきへ〉か はちぬき】とねもちな】 ときへ〉】 〉 としせけなぬなのと〉ねのも 
にぬなねはけきととか ┿ちぬき】とそ まつかふなて さしてなちぬきの〉】. ┽きてし へもなては てき』 ねにぬそかのそ とき-
けほきつもとき さそねへそにつ〉とき «¨ねのなぬ〉か ┿ちぬき】とそ». ¨ ねきてし とき へし てき』 くはのそ ねにぬか-
てなけきとき さ〉かつもと〉ねのも かち 〉ねのなぬそち〉け-けそちつきさきほ〉け, のきち 〉 〉ねのなぬそち〉け-ときはちなけへ〉け. 
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ǤǥǣǖǠǚǡǕ 

ǖǕǘǕǧǣǟǨǠǱǧǨǥǢǣǦǧǶ Ƕ ǧǣǠǚǥǕǢǧǢǣǦǧǶ 
Ǘ ǦǨǬǕǦǢǣǡǨ ǨǟǥǕȀǢǦǱǟǣǡǨ ǦǨǦǤǶǠǱǦǧǗǶ

╄きとなけと〉 ちなつしこそ, にしぬま〉 さけ〉 さなになけ〉さ〉 くはつそ のしなぬしのそほとそてそ 〉 けなさとなほきね 
にぬきちのそほとそてそ. ╋ になねのきぬきゆねか, せけそほきたとな, せなねしぬしさそのそねも とき ねけな】た のして〉, 
きつし てしとし せきほしにそつそ さしかち〉 になせそへ〉】 てな】ふ になにしぬしさとそち〉け, のなては か ふなの〉け くそ 

ふなほき く に’かのも ふけそつそと にぬそさ〉つそのそ へもなては はけきこは.
╋ はにしぬまし けそねのはにきゆ け へそふ ねの〉ときふ. ┾きち ねのきつなねか, みな か け ┶そ』け〉 すそけは 

けすし 52 ぬなちそ, き とき のしぬそのなぬ〉】 ┻なつ〉のしふと〉ほとなこな 〉とねのそのはのは と〉ちなつそ とし くはけきけ 
〉 さなけこな たまなけ さな へもなこな 6-こな ちなぬにはねは. ┬つし にぬそたまなけまそ ねゆさそ, か になくきほそけ 
けそねのきけちは のそふ ちとそすなち, にな かちそふ けそちつきさきゆのも 〉ねのなぬ〉ゆ け のしふと〉ほとそふ けはせきふ 

〉 せ にぬそ』てと〉ねのゆ のきて になくきほそけ ましねのそのなてとは になつ〉のそほとは 〉ねのなぬ〉ゆ, ちなのぬき 』 
にぬなさはちへ〉』ゆ ¨とねのそのはのは になつ〉のそほとそふ のき しのとなときへ〉なときつもとそふ さなねつ〉さすしとも. 
┮ なねとなけとなては ╊ぬ〉た ¨けきとなけそほ ╄きになけきつ ときさ へそてそ のなてきてそ にぬきへゆけきけ, 
け〉と なぬこきと〉せなけはけきけ きけのなぬねもちそた ちなつしちのそけ. ┬つし にぬそ』てとな け〉させときほそのそ, 
みな け へ〉た にぬきへ〉 』 のきちなす 〉 てな】 ぬなせさ〉つそ. ┳ さぬはこなこな くなちは, か になくきほそけ のきて 

のきちなす «¨ねのなぬ〉ゆ ┿ちぬき】とそ ╁╁-こな ねのなつ〉ののか», けそさきととか 〉ねのなぬそほとなこな ひき-
ちはつものしのは ┶┹┿. ┾しす 2000-た, 2002-た ぬ〉ち. ┻ぬなたまつな けすし 10 ぬなち〉け, のなす 

ときせぬ〉つき になのぬしくき けすし は となけそふ けそさきととかふ.
┺つしちねきとさぬ ┬とさぬ〉たなけそほ ぬなせになけ〉さきけ は ねけな』ては さなねそのも のきちそ けしつそ-

ちなては けそねのはに〉 にぬな にぬなこぬきては ぬなせけそのちは 〉ねのなぬそほとそふ さなねつ〉さすしとも, けそ-

ちつきさきととか 〉ねのなぬ〉】 け まちなつ〉 〉 は けはせきふ, にぬな にぬなこぬきては せ 〉ねのなぬ〉】, かちき くはつき 

ǟǨǠǱǬǝǫǱǟǝǞ 

ǦǧǕǢǶǦǠǕǗ ǗǠǕǙǝǦǠǕǗǣǗǝǬ, 

ȘȢȞȦȢȤ ǻȥȦȢȤȜȫȡȜȩ ȡȔȧȞ, 

ȣȤȢȨșȥȢȤ, țȔȥȟȧȚșȡȜȝ Șǻȓȫ 

ȡȔȧȞȜ ǻ ȦșȩȡǻȞȜ ǨȞȤȔȁȡȜ, 

țȔȖǻȘȧȖȔȫ ȖǻȘȘǻȟȢȠ ǻȥȦȢȤǻȁ 
ǨȞȤȔȁȡȜ 20-30 ȤȤ. ǪǪ ȥȦ. 

ǶȡȥȦȜȦȧȦȧ ǻȥȦȢȤǻȁ ǨȞȤȔȁȡȜ 

ǢǕǢ ǨȞȤȔȁȡȜ
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ぬなせぬなくつしと き け 1989 ぬなへ〉. ┶しぬはけきけ ちなて〉ね〉』ゆ, かちき はちつきさきつき へゆ にぬなこぬき-
ては, きちきさして〉ち ¨けきと ¨つきぬ〉なとなけそほ ┷はち〉となけ, か す くはけ けほしとそて ねしちぬしのきぬして 〉 
ときけ〉のも ときにそねきけ ねのきののゆ にぬな さ〉かつもと〉ねのも へ〉』】 ちなて〉ね〉】. ┾ぬしくき ねちきせきのそ, みな 

さはすし ひはとさきてしとのきつもとな のなさ〉 くはつき になねのきけつしとき へか ぬなくなのき. ¨ のぬしくき くはつな 

く ねちなぬそねのきのそねか ほしぬしせ 20 せ ほそてなねも ぬなち〉け へそて さなねけ〉さなて さつか のなこな, みなくそ 

ぬなせぬなくそのそ けすし となけは ちなてにつしちねとは にぬなこぬきては – 〉 とし の〉つもちそ に〉さこなのなけちそ 

に〉さぬはほとそち〉け, きつし た けしさしととか 〉ねのなぬそほとそふ さなねつ〉さすしとも. 
┾なさ〉 くはつき けにしぬまし になねのきけつしとき にぬなくつしてき けそちつきさきととか «¨ねのなぬ〉】 ┿ちぬき-

】とそ» かち になけとなへ〉ととなこな ちはぬねは, せきて〉ねのも さそねへそにつ〉とそ «¨ねのなぬ〉か ┽┼┽┼», みな 

のなさ〉 けそけほきつきねか. ¨ へし てきつな けきすつそけし せときほしととか. 
┾しにしぬ, かちみな けせかのそ のは さそねちはね〉ゆ, かちき のはの ぬなせこなぬのき』のもねか, さはてきゆ, みな 

か とし け〉さちぬそゆ のき』てとそへ〉, かちみな ねちきすは, みな ときぬしまの〉 くきこきのなのなてとき «¨ねのな-

ぬ〉か はちぬき】とねもちな】 ちはつものはぬそ» さなく〉こき』 ねけなこな せきけしぬましととか. 3 ちとそこき 5 のなては 

になけそととき けそたのそ け へもなては ぬなへ〉. ┹き ねもなこなさと〉 けなとき ときぬきふなけは』 くつそせもちな 

1000 ねのな ぬ〉 となち. ┾きち ねきてな 1 〉 2 ちとそこそ, ちなすとき さしねも にな 1000 ねのなぬ〉となち. ┻な-

にしぬしさと〉 のなてそ のきちなす てきつそ せときほとそた なくねかこ. ╂し のき くきせき, とき かち〉た になけそとと〉 
ぬなせぬなくつかのそねか ちはぬねそ, かち〉 けそ ほそのき』のし け のしふと〉ほとそふ けはせきふ. ┹し ふなの〉け さなけこな 

せはにそとかのそねか とき ときま〉た ぬなくなの〉 け ̈ とねのそのはの〉 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ, きつし けねし-のきちそ 

ねちきすは. ┸そ になほきつそ ねしぬたなせとな ぬなせぬなくつかのそ (てきくはのも にしぬま〉 け ┿ちぬき】と〉) 〉ね-
のなぬ〉ゆ になけねかちさしととなこな すそののか. ¨ へし てき』 さはすし けしつそちし せときほしととか, くな にな-

つ〉のそほとき 〉ねのなぬ〉か – へし さなくぬし, きつし けねし す のきちそ へし – つそまし てきつしともちき ほきねのちき 
ときまなこな てそとはつなこな. ┶ぬ〉て のなこな, てそ ときぬしまの〉 に〉さけしつそ にしけと〉 に〉さねはてちそ せ 
〉ねのなぬ〉】 ┰ぬはこな】 ねけ〉のなけな】 け〉たとそ. ┸き』てな けすし さけき のなてそ, け てそとはつなては ぬなへ〉 
けなとそ けそたまつそ なくねかこなて ちなすとそた にぬそくつそせとな にな 700 ねのなぬ〉となち. 

¨ ときぬしまの〉, け へもなては ぬなへ〉 けそたまなけ さぬはこそた のなて (にしぬまそた けそたまなけ け 
てそとはつなては ぬなへ〉) «¨ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ け ぬなちそ ぬしけなつゆへ〉】 〉 こぬなてきさかとねもちそふ 

けな』と, にしぬ〉なさ 1917-1920 ぬぬ.». ╅なさな になこつかさ〉け 〉ねのなぬそち〉け, のな へし てなすとき 
ねちきせきのそ – なねのきとと』 ねつなけな け ときはへ〉, へし けしつそちき ちなてにつしちねとき にぬきへか. ┻ぬな-

くつしては ┯なつなさなてなぬは てそ, にな ねはの〉, けすし にぬきちのそほとな ぬなせけ’かせきつそ – てそ はすし 
せぬなせはて〉つそ 〉 けそちつきつそ ほそのきほきて ねけな』 くきほしととか のなこな, みな ねのきつなねか け ┿ちぬき】-
と〉. ┹そと〉, さな 80-ふ ぬなちなけそと ┯なつなさなてなぬは ときまそてそ せはねそつつかてそ 〉 せはねそつつかてそ 

┯きぬけきぬさねもちなこな はと〉けしぬねそのしのは のけなぬそのもねか 〉とのしぬきちのそけとそた きのつきね ┯なつなさな-

てなぬは. ╂し てき』 さはすし けしつそちし せときほしととか, のなては みな へした きのつきね くはさし ぬなせて〉-
みしとな け ¨とのしぬとしの〉. ┰な ぬしほ〉, けね〉 ときま〉 にぬきへ〉 てそ ねのきぬき』てなねか けそちつきさきのそ とき 
ときまなては 〉とねのそのはのねもちなては ねきたの〉, みなくそ けなとそ くはつそ さなねのはにと〉 けね〉て. ┽きたの 
へした ちなぬそねのは』のもねか さはすし けしつそちなゆ になにはつかぬと〉ねのゆ. 

┹きぬしまの〉, にぬなくつしてき ┺┿┹ 〉 ┿┻┬ のきちなす くはつき けそぬ〉ましとき, にな-

にぬそ け〉さねはのと〉ねのも くはさも-かちな】 に〉さのぬそてちそ. ┾し, みな てそ せぬなくそつそ, けそたまつな 
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てきつしともちそて そ ときちつきさきてそ – せきこきつなて さな 30 ちとそこ, は のなては ほそねつ〉 〉 はせき-
こきつもとゆゆほき てなとなこぬきひ〉か «┺┿┹ 〉 ┿┻┬» のそぬきすして 500 にぬそて〉ぬとそち〉け. 
┬つし, せとなけは に〉さちぬしねつゆゆ, けなとき 』 とき ねきたの〉 ときまなこな 〉とねのそのはのは. ╂か ぬなくなのき 
さなねそのも せけきすしとき. ┬つし へか せけきすしと〉ねのも きと〉 け ほきねそ になにしぬしさともなこな ┻ぬしせそ-

さしとのき, きと〉 け ほきねそ ねはほきねとなこな ┻ぬしせそさしとのき とし さなせけなつかつき ときま〉 せさなくはのちそ 

ぬしきつ〉せはけきのそ になけとなゆ て〉ぬなゆ のきち, きくそ なせときたなてそのそ せ とそてそ 〉ねのなぬそち〉け – 

にしぬしさはね〉て けそちつきさきほ〉け 〉ねのなぬ〉】. ┮ほなぬき てしと〉 ときさ〉たまつな せきにぬなましととか け〉さ 
¨とねのそのはのは ┻き て’か の〉 ┹きぬなさなけな】 ┻なつもみ〉. ┹き ほしぬけしとも てきたくはのともなこな ぬなちは 

につきとは』のもねか けしつそちき ちなとひしぬしとへ〉か にな ┮なつそとねもち〉た のぬきこしさ〉】. ┰はてきゆ, 

みな てそ てき』てな ねちきせきのそ ねけな』 ねつなけな にな へもなては にしぬ〉なさは ときまな】 〉ねのなぬ〉】, にな 

へもなては ちなとちぬしのとなては しに〉せなさは (くな へし しに〉せなさ), かちし せさきのとし せきさなけなつもとそのそ 

ほきねのちなけな 〉 になつかち〉け, 〉 はちぬき】とへ〉け. 
┳き なねのきとと〉た ぬ〉ち けそたまつな さけ〉 はせきこきつもとゆゆほ〉 にぬきへ〉 せ にぬなくつして になつ〉-

ちはつものはぬとなねの〉 のき のなつしぬきとのとなねの〉. ┻しぬまき せ とそふ – へし «┹きへ〉なときつもとし にそ-

のきととか け ┿ちぬき】と〉 (にしぬまき になつなけそとき ╁¨╁ – になほきのなち ╁╁-こな ねの.). ̈ ねのなぬそほと〉 
ときぬそねそ». ╋ねとき ぬ〉ほ, みな にしぬしけきすとな てそ のきて ぬなせになけ〉さき』てな にぬな はちぬき】と-

へ〉け. ┮なさとなほきね は ぬなくなの〉 けそねけ〉のつゆ』のもねか 〉 のぬきこしさ〉か 』けぬし】け – ┯なつなちなねの, 
〉 て〉すしのと〉ほと〉 にぬなへしねそ け ┳きちきぬにきのの〉, き のきちなす しのとなになつ〉のそほと〉 せて〉とそ け 
になけな』とと〉た ┿ちぬき】と〉. ╅なさな なねのきとともなこな, のな へした ぬなせさ〉つ ときにそねきつそ にぬなけ〉さ-
と〉 ねに〉けぬなく〉のとそちそ ¨とねのそのはのは になつ〉のそほとそふ のき しのとなときへ〉なときつもとそふ さなねつ〉-
さすしとも – ┮. ┶なのそこなぬしとちな 〉 ┺. ┸きたくなぬなさき. 

┮ へもなては ぬなへ〉 のきちなす けそたまつき けしつそちき にぬきへか – になね〉くとそち さつか まちな-

つそ, かちそた てなすとき けそちなぬそねのなけはけきのそ 〉 は けはせきふ – «¨ねのなぬ〉か ┿ちぬき】とそ くきこき-
のなちはつものはぬとき». ┮なとき けそさきとき は ┷もけなけ〉 け 2012 ぬなへ〉 〉 ときぬきふなけは』 く〉つもまし 
300 ねのなぬ〉となち. ┮そさきととか に〉さこなのなけつしとし こぬなてきさねもちなゆ なぬこきと〉せきへ〉』ゆ «┹なけき 
さなくき» のき «『けぬなちつ〉な», かちき ひ〉ときとねはけきつき へゆ にぬきへゆ. ╂し せさなくはのなち ち〉つもちき-
ぬ〉ほとな】 ぬなくなのそ くきこきのもなふ けほそのしつ〉け, かち〉 に〉さこなのはけきつそ へゆ ちとそこは とき なねとなけ〉 
にぬきへも ねけな】ふ はほと〉け. ┺ねのきとと〉 せき ねにしへ〉きつもとなゆ にぬなこぬきてなゆ なにそのはけきつそ とき-
ねしつしととか は ぬ〉せとそふ ぬしこ〉なときふ. ┾きて 』 けしつそちそた ぬなせさ〉つ にな て〉こぬきへ〉】 け 〉ねのなぬ〉】 
┿ちぬき】とそ, かちそた になほそとき』のもねか せ きとのそほとそふ こぬしち〉け. ╂〉ちきけ〉 ぬなせさ〉つそ にぬそねけか-
ほしと〉 ちぬそてねもちそて のきのきぬきて かち ときぬなさは-きけのなふのなとは, と〉てしへもちなては なねけな』ととゆ 

┿ちぬき】とそ, てきとさぬ〉けとそて ぬなてきて. ┼なせになけ〉さき』のもねか け ぬなくなの〉 た にぬな はちぬき】と-
ねもちな-になつもねもちし にぬなのそねのなかととか とき にぬそちなぬさなとと〉, かちし のぬそけきつな せ 1918-こな 〉 
きす さな 1945-こな ぬな ちは, にぬな のぬはさなけは て〉こぬきへ〉ゆ けすし は に〉ねつかけな』とと〉た ┿ちぬき】と〉, 
なねなくつそけな せき なねのきとと〉 20 ぬなち〉け. 『 なちぬしてそた ぬなせさ〉つ にぬな て〉ねのき かち にしぬし-
のそとそ ちはつものはぬ 〉 へそけ〉つ〉せきへ〉た: ┶そ】け, ┷もけ〉け, ┸そちなつき】け, ┺さしねは, ╃しぬと〉けへ〉, 
┰なとしへもち. ╂し ときたく〉つもま になちきせなけ〉 て〉ねのき, みな ひなぬてはゆのも なくぬきせ けね〉』】 ┿ちぬき-
】とそ. 『 は ちとそせ〉 た のきちそた けしつそちそた ぬなせさ〉つ: «╋ち てそ すそつそ ぬきせなて». ┮ ともなては 
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ぬ なせになけ〉さき』のもねか 〉 にぬな ┯なつなちなねの, 〉 にぬな ┮なつそとねもち は のぬきこしさ〉ゆ, 〉 にぬな ┯なつな-

さなてなぬ, 〉 にぬな てなけは, 〉 にぬな けねし のし, みな なく’』さ とは』 こぬなてきさかと ┿ちぬき】とそ. 
┹きぬしまの〉, なちぬしてそた ぬなせさ〉つ ぬなせになけ〉さき』 にぬな ぬしつ〉こ〉たとし ぬ〉せとなてきと〉ののか, 

にぬな つゆさねもちそた けそく〉ぬ, にぬな ときまそふ こしぬな】け は ╁╁-ては ねのなつ〉のの〉. ┾はの きくねな-

つゆのとな にぬそぬなさとそて ほそとなて けそとそちき』 のきちそた になねのはつきの, みな ときまし ぬ〉せとな-

てきと〉ののか, ときまき くきこきのなちはつものはぬと〉ねのも – へし せなけね〉て とし にぬしさてしの さつか にぬなのそ-

ねのきけつしととか なさとそふ こぬはに ときねしつしととか 〉とまそて, き へし 』 けしつそちそた せさなくはのなち 〉 へし 
てき』 けしつそちし になせそのそけとし せときほしととか. 

┶〉つもちき ねつ〉け ふなの〉け くそ ねちきせきのそ けせきこきつ〉 にぬな のし, かち けそとそちき』 くきこきのな-

ちはつものはぬと〉ねのも, きつし さつか へもなこな になのぬ〉くとな けそせときほそのそねも てしのなさなつなこ〉ほとな. 
┰はすし くきこきのな 〉ねのなぬそち〉け さなね〉 ちなぬそねのはゆのもねか ひなぬてきへ〉たとそて に〉さふなさなて さな 

〉ねのなぬ〉】. ┸しと〉 せさき』のもねか, みな けすし のぬしくき け〉さ ともなこな け〉さてなけそのそねか. ┾なては みな 

ひなぬてきへ〉か 』, かねとき ぬ〉ほ, なく’』ちのそけとそて になとかののかて しになふそ, きつし になとかののか ひなぬ-

てきへ〉】 』 まのはほとそて になとかののかて, かちし けしさし さな ちぬきたともな】, なねのきのなほとな】 ひなぬてき-
へ〉】, かちき ときせそけきつきねも ちなてはと〉せてなて. ┰はてきゆ, みな ほしぬしせ 20 ぬなち〉け, のきち ねきてな 

かち 〉 け〉さ てなとはてしとの〉け ┭ぬしすと』けは ほそ ┷しと〉とは, のぬしくき ときて け〉さてなけつかのそねか 〉 
け〉さ になとかののか ひなぬてきへ〉】. ╋ねとき ぬ〉ほ, みな ちきぬのそとき ねけ〉のは てなすし けちつきねのそねか け 
〉とま〉 けそて〉ぬそ. ¨ のきちそふ けそて〉ぬ〉け さしち〉つもちき. ┮ にしぬまは ほしぬこは – へし のしふと〉ほとそた 

けそて〉ぬ, かちそた ふきぬきちのしぬそせは』のもねか のぬもなてき ぬしけなつゆへ〉かてそ: としなつ〉のそほとなゆ, 

〉とさはねのぬ〉きつもとなゆ (ほしぬしせ にぬそくつそせとな 5000 ぬなち〉け, かちき になほきつきねか 〉 せきたとかつき 
てしとまし ねのなつ〉ののか) 〉 に〉ねつか ┰ぬはこな】 ねけ〉のなけな】 け〉たとそ になほきつきねか ぬしけなつゆへ〉か, 
かちは ときせそけきゆのも になねの〉とさはねのぬ〉きつもとなゆ. ┮なとき てき』 くきこきのな けそて〉ぬ〉け. ┻しぬ-

まそて せ とそふ 』 〉とひなぬてきへ〉たとき ぬしけなつゆへ〉か. 『 のきちなす ねはねに〉つもとな-になつ〉のそほ-

とそた けそて〉ぬ, かちそた のぬしくき さなねつ〉さすはけきのそ なちぬしてな. 『 ねなへ〉きつもとな-しちなとなて〉ほ-

とそた けそて〉ぬ, かちそた のしす てき』 くはのそ なちぬしてな さなねつ〉さすしとそた. ┰つか のなこな, みなく 

になちきせきのそ きくねなつゆのとは ぬ〉せとそへゆ て〉す へそてそ ぬ〉けとかてそ, てなすとき せけしぬとはのそねか 
さな しけなつゆへ〉】 ┶┹┼, かちは けけきすきゆのも, 〉 へ〉つちなて にぬそぬなさとな, ちなてはと〉ねのそほとなゆ 

ちぬき】となゆ. ┬つし ちなてはと〉ねのそほとなゆ ちぬき】となゆ けなとき けそねのはにき』 つそまし け ねはねに〉つも-
とな-になつ〉のそほとなては けそて〉ぬ〉. ┽のなねなけとな す ねなへ〉きつもとな-しちなとなて〉ほとなこな けそて〉ぬは 

– へし きくねなつゆのとな ちきに〉のきつ〉ねのそほとき ちぬき】とき, かちみな ねちなぬそねのきのそねか のしぬて〉となて 

«ちきに〉のきつ〉せて», かちそた, さな ぬしほ〉, 〉 ┸きぬちね とし ねにぬそたてきけ. ┾なくのな, てなけき たさし 
にぬな のは て〉ぬは のなけきぬとな-こぬなまなけそふ け〉さとなねそと, のは て〉ぬは ぬそとちは, かちそた のしにしぬ 

せきつ〉せ 〉 け ¨とのしぬとしの, かちそた ふきぬきちのしぬそせは』 ねなくなゆ ねはほきねとそた ねのきと つゆさねのけき. 
『 のきちなす, へ〉つちなて せぬなせはて〉つな, 〉 ときへ〉なときつもとそた けそて〉ぬ. ¨ ときぬしまの〉 』 にぬな-

ねのなぬなけそた けそて〉ぬ, かちそた てき』 くしせになねしぬしさと』 け〉さとなましととか さな のしてそ へ〉』】 
くきこきのなちはつものはぬとなねの〉, のなては みな 〉 け さきけと〉 ほきねそ くはつそ のきち せけきと〉 けしつそち〉 
にしぬしねしつしととか ときぬなさ〉け. ┹し なくなけ’かせちなけな のし, かちし ときせそけき』のもねか のきちそて のしぬ-

て〉となて (5 ねの. と. し.), き た 〉とま〉 くはつそ, かち〉 のきち とし ときせそけきゆのもねか. ┬ ねのなねなけとな 
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ねはほきねとな】 しになふそ, 』 のきちそた のしぬて〉と こつなくきつ〉せきへ〉か 〉 かねとき ぬ〉ほ, みな てそ のしにしぬ 

さなねかこつそ のなこな, みな け〉さくはけき』のもねか にしぬして〉まきととか 〉 け ぬきねなけなては け〉さとなましと-

と〉, 〉 け ときへ〉なときつもとなては け〉さとなましとと〉 くきこきのもなふ ときぬなさ〉け. ┮そとそちつそ ときけ〉のも 
ちぬき】とそ-して〉こぬきとのそ, のなくのな ちぬき】とそ, かち〉 ねちつきさきゆのもねか せ して〉こぬきとの〉け – へし 
にしぬしさはね〉て ┻〉けと〉ほとき ┬てしぬそちき. ┾そすさしとも のなては か になけしぬとはけねか せ ┶きときさそ, 
さし くはけ に〉けて〉ねかへか. 【せさそけ にな くきこきのもなふ て〉ねのきふ 〉 になかねとゆけきけ ちきときさへかて (とし 
はちぬき】とへかて, かち〉 〉 のきち へし せときゆのも), みな のきちし ┯なつなさなてなぬ. ¨ てそ にしぬしちなときつそ-

ねか け のなては, みな ┶きときさき – へし ちぬき】とき てきたくはのともなこな. ┾きち ねきてな, かち 〉 ┽╄┬, 

さし け〉さくはけき』のもねか にしぬして〉まきととか ぬきね 〉 ときぬなさとなねのした. ¨ へし, けつきねとし ちきすはほそ, 
のけなぬそのも となけは へそけ〉つ〉せきへ〉ゆ.

╃きね 〉さし 〉 か ふなの〉け くそ せはにそとそのそねか のぬなまちそ けすし とき ちなとちぬしのとそふ にぬな-

くつしてきふ くきこきのなちはつものはぬとなねの〉 け ときま〉た ちぬき】と〉. ┹き すきつも, 〉 さなね〉 てそ とし 
てき』てな なねのきのなほとそふ さきとそふ にぬな ときへ〉なときつもとそた ねちつきさ ときねしつしととか ときまな】 
ちぬき】とそ, くな なねのきとと〉た にしぬしにそね け〉さくはけねか みし け 2001 ぬなへ〉. ¨ とし けそねのきほそ-

つな こぬなました しつしてしとのきぬとな, みなく にぬなけしねのそ にしぬしにそね, せきにつきとなけきとそた とき 
2012-た ぬ〉ち. ┺のすし, け〉と てき』 くはのそ け 2013 ぬなへ〉, かちみな せときたさはのも さつか へもなこな 

こぬなま〉. ┳き へ〉 ぬなちそ, く〉つもまし と〉す せき 10 ぬなち〉け, てなすし くきこきのな ねのきつなねか せて〉と 

ねしぬしさ ときまなこな ときねしつしととか. ┬つし 』 のきちき せきちなとなて〉ぬと〉ねのも: なねも せき にしぬしにそ-

ねなて 1980-こな ぬなちは – なねのきとと〉た ぬきさかとねもちそた にしぬしにそね – はちぬき】とへ〉 ねちつきさき-
つそ 73% ときねしつしととか, ぬなね〉かとそ – 22%, ぬきせなて – 95%. ┬ なねも せき にしぬしにそねなて 

2001 ぬなちは はちぬき】とへ〉 ねちつきさきつそ 78%, ぬなね〉かとそ – 17%, き ぬきせなて のしす 95%. 

┾なくのな 5% ねのきく〉つもとな けそふなさそのも とき けね〉 〉とま〉 ときぬなさそ, せき けそとかのちなて はちぬき-
】とへ〉け 〉 ぬなね〉かと. ┬つし ねきてし て〉す はちぬき】とへかてそ 〉 ぬなね〉かときてそ け〉さくはけきゆのもねか 
にしけと〉 にぬなへしねそ, かちみな てなすとき のきち ねちきせきのそ, にぬなのそねのなかととか, きつし へし とし 』 
にぬなのそねのなかととか. ┭な けなとな けそちつそちき』のもねか ねはのな になつ〉のそほとそてそ にぬそほそときてそ, 
ときけ〉のも とし にぬそほそときてそ, き にしけとそてそ になつ〉のそほとそてそ さ〉かほきてそ, かち〉 へ〉つちなて 

にしけと〉 のなこな, みな けなとそ せさなくはさはのも に〉さのぬそてちは ときねしつしととか, かちみな けなとそ くは-
さはのも にぬなのそねのきけつかのそ なさそと ときぬなさ 〉とまなては. 

┬つし 』 〉 なく’』ちのそけと〉 なくねのきけそとそ さつか にしけとなこな になさ〉つは ┿ちぬき】とそ, かちそた, 

けつきねとし ちきすはほそ, のぬそけき』 さしねも せ 2000 ぬなちは (くつそせもちな 10 ぬなち〉け), かちそた 

てなすとき けそぬきふはけきのそ にな のはぬきふ こなつなねはけきとも とき に〉さのぬそてちは のなこな ほそ 〉とまなこな 

にぬしせそさしとのき: 3 のはぬそ になにしぬしさともなこな にぬしせそさしとのき, 2 のはぬそ へもなこな にぬしせそさしと-

のき – へし 5 こなつなねはけきとも, かち〉 になちきせはゆのも さなねそのも のきちそ ねのきく〉つもと〉 ぬしせはつものき-
のそ. ╂し せけそほきたとな, なく’』ちのそけと〉 なくねのきけそとそ 〉 のぬしくき とき とそふ せけきすきのそ. 

┬ せけきすきのそ のぬしくき, けそちなぬそねのなけはゆほそ にしぬしさはね〉て 〉とねのぬはてしとの のなつし-
ぬきとのとなねの〉. ┾なては みな ┿ちぬき】とき さはすし ぬ〉せとなてきと〉のとき, き ぬ〉せとなてきと〉のとき けなとき 
のなては, みな ねちつきさきつきねか せ ぬ〉せとそふ ほきねのそと. ¨ けしつそちし ときまし さなねかことしととか, とし 
せけきすきゆほそ とき けね〉 ときま〉 のぬきこしさ〉】 ╁╁ ねの., になつかこき』 け のなては, みな ┿ちぬき】とき 
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せきぬきせ さはすし てきつな けのぬきのそつき け〉さ の〉』】 しのと〉ほとな】 のしぬそのなぬ〉】, かちは けなとき てきつき 
とき になほきのちは ╁╁ ねの. ┹は, ┶はくきとも, さしかち〉 せきふ〉さと〉 ぬしこ〉なとそ, かち〉 はけ〉たまつそ さな 

ねちつきさは ┻なつもみ〉 せき つ〉と〉』ゆ ┶しぬせなとき. ┬つし, け にぬそとへそに〉, ┿ちぬき】とき てき』 ちなぬ-

さなとそ, にぬな かち〉 てぬ〉かつき はちぬき】とねもちき 〉とのしつ〉こしとへ〉か は ╁¨╁ ねの. – のなくのな の〉, かち〉 
けつきねとし ちきすはほそ, 〉 のしぬて〉と ┿ちぬき】とき しのと〉せはけきつそ, くな ぬきと〉まし へし くはけ ねはのな 

こしなこぬきひ〉ほとそた のしぬて〉と. ┮きすつそけは にぬなくつしては ねのきとなけつかのも の〉 5% ときへ〉な-

ときつもとそふ てしとまそと, にぬな かち〉 たまつなねか けそみし. 『 は ときね にぬそくつそせとな 15 しのと〉ほ-
とそふ こぬはに せきこきつもとなゆ ほそねしつもと〉ねのゆ け〉さ 100 のそねかほ さな 30 のそねかほ, かち〉 てきゆのも 
ねけな】 〉ねのなぬそほと〉 のぬきさそへ〉】, ねけなゆ 〉ねのなぬ〉ゆ 〉 へゆ 〉ねのなぬ〉ゆ てそ のきちなす になけそとと〉 
けそけほきのそ た けそちつきさきのそ とき ぬ〉けと〉 まちなつそ, とき ぬ〉けと〉 けそみな】 まちなつそ. ¨ときちまし てそ 

にぬなねのな とし せてなすしてな せさなくはのそ せ へもなこな ちなとこつなてしぬきのは つゆさした, かち〉 すそけはのも 
せきぬきせ け ┿ちぬき】と〉, になつ〉のそほとな】 ときへ〉】. ┬さすし になとかののか になつ〉のそほとな】 ときへ〉】 – へし 
〉とまそた けそて〉ぬ になとかののか こぬなてきさかとねもちし ねはねに〉つもねのけな. ┬ こぬなてきさかとねもちし ねはね-
に〉つもねのけな は ときね ひなぬては』のもねか の〉つもちそ さしねも せ ち〉とへか 1980-ふ ぬなち〉け. ┼きと〉まし 
たなこな せなけね〉て とし 〉ねとはけきつな 〉 たなこな しつしてしとのそ, かち〉 〉ねとはけきつそ けすし は 1917 ぬなへ〉 
(さなねそのも のきち〉 けきこなて〉 しつしてしとのそ), くはつそ せとそみしと〉 に〉さ ほきね ちなてはと〉ねのそほとな】 
ぬしけなつゆへ〉】, のなては みな ちなてはと〉せて 〉 こぬなてきさかとねもちし ねはねに〉つもねのけな – へし になとかの-
のか きくねなつゆのとな にぬなのそつしすと〉, けなとそ とし てなこつそ ねに〉け〉ねとはけきの そ.
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ǦǤǶǗǗǶǙǢǣǭǚǢǢǴ «ǤǣǜǝǧǝǗǢǣǘǣ» 

ǧǕ «ǢǚǘǕǧǝǗǢǣǘǣ» ǧǠǨǡǕǬǚǢǢǴ ǶǦǧǣǥǶȀ ǨǟǥǕȀǢǝ: 

ǩǕǟǧǣǘǥǕǩǶǬǢǶ ǧǕ ǶǙǚǣǠǣǘǶǬǢǶ ǣǫǶǢǟǝ

╄きとなけと〉 ちなつしこそ, か てきけ てなすつそけ〉ねのも なねなくそねのな ねのはさ〉ゆけきのそ に〉さぬはほ-

とそちそ せ け〉のほそせとかとな】 〉ねのなぬ〉】, かち〉 けそちなぬそねのなけはゆのもねか とそと〉 は けそみ〉た まちな-

つ〉. ╁なほき せきこきつなて てなか にぬそときつしすと〉ねのも さな にしさきこなこ〉ちそ, さな けそちつきさきととか 』, 
かち ねちきせきつそ く ひ〉つなねなひそ, さそねちぬしのとなゆ. ╋ けそちつきさきけ は けそみ〉た まちなつ〉 にぬな-

のかこなて ねしてそ ぬなち〉け, け〉さのきち てきけ てなすつそけ〉ねのも さなちつきさとな なせときたなてそのそねか 〉せ 
せて〉ねのなて にぬそときたてと〉 10 きけのなぬねもちそふ に〉さぬはほとそち〉け せ 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ. ¨ か 
てはまは けそせときのそ, みな とし ちなすしと 〉せ とそふ てなすし にぬしのしとさはけきのそ とき けそせときほしととか 
«のきちそた, みな せさきのしと ひなぬてはけきのそ のなつしぬきとのと〉ねのも». ╋ち ときはちなけしへも, か てきた-

すし のぬそさへかのも ぬなち〉け けそけほきゆ にぬなくつしてきのそちは はちぬき】とねもちなこな ┯なつなさなてなぬは. 
╂もなこな ぬなちは, こなのはゆほそねも け〉させときほそのそ ほしぬこなけ〉 ぬなちなけそとそ のぬきこしさ〉】, ┯ぬな-

てきさねもちそた ちなて〉のしの 〉せ けまきとはけきととか にきて’かの〉 すしぬのけ こなつなさは せきにぬなになとはけきけ 
ねはねに〉つもねのけは になて〉ぬちはけきのそ ときさ にぬなかけきてそ つゆさかとなねの〉 け のなた としつゆさかとそた 

ほきね. ╂か のしてき にぬかてな になけ’かせきとき 〉せ にぬなくつしてきのそちなゆ のなつしぬきとのとなねの〉, 〉 か 
〉みし になけしぬとはねも さな とし】.

┻ぬなくつしてき ひなぬてはけきととか のなつしぬきとのとなねの〉 け くきこきのなちはつものはぬとなては 

はちぬき】とねもちなては ねはねに〉つもねのけ〉 』 ときさせけそほきたとな きちのはきつもとなゆ. ¨ さきぬしてとな てそ 

さしちなつそ としゆ としふのは』てな. ┿ ┽になつはほしとそふ ╄のきのきふ ┬てしぬそちそ (き てしと〉 けそにき-
つき さなつか け〉さけ〉さきのそ ち〉つもちき まのきの〉け へ〉』】 ちぬき】とそ) にぬきちのそほとな ねちぬ〉せも さ〉ゆのも 
¨とねのそのはのそ のなつしぬきとのとなねの〉, にぬそほなては とし かち さなねつ〉さと〉 はねのきとなけそ, き ねきてし かち 

ǡǕǥǣǬǟǣ 

ǗǕǦǝǠǱ ǶǗǕǢǣǗǝǬ, 

ȘȢȞȦȢȤ ǻȥȦȢȤȜȫȡȜȩ ȡȔȧȞ, 

ȣȤȢȨșȥȢȤ, țȔȥȟȧȚșȡȜȝ Șǻȓȫ 

ȡȔȧȞȜ ǻ ȦșȩȡǻȞȜ ǨȞȤȔȁȡȜ, 

ȣȤȢȖǻȘȡȜȝ ȡȔȧȞȢȖȜȝ 

ȥȣǻȖȤȢȕǻȦȡȜȞ ǶȡȥȦȜȦȧȦȧ 
ǻȥȦȢȤǻȁ ǨȞȤȔȁȡȜ ǢǕǢ ǨȞȤȔȁȡȜ
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はねのきとなけそ にぬそてそぬしととか. ┰つか ねはほきねとなこな きてしぬそちきとねもちなこな ねはねに〉つもねのけき, 
せけきすきゆほそ とき きひぬなきてしぬそちきとねもちそた ひきちのなぬ, せきけさきととか ひなぬてはけきととか のな-

つしぬきとのとなこな ねのきけつしととか さな «〉とまなこな» 』 なさとそて 〉せ けきすつそけ〉まそふ. ¨ へし ねのな-

ねは』のもねか ときけ〉のも のきちなこな けそさきのとなこな て〉ねのき, かち ┸なとのこなてしぬ〉 (╄のきの ┬つきくき-
てき), さし ねけなこな ほきねは ねけかみしとそち 〉 にぬきけなせきふそねとそち さなちのなぬ ┸きぬの〉と ┷ゆのしぬ 

┶〉とこ なほなつそけ てきねまのきくとは きちへ〉ゆ にぬなのしねのは きひぬなきてしぬそちきとへ〉け にぬなのそ 

ぬきねなけな】 さそねちぬそて〉ときへ〉】.
┳きこきつなて ちきすはほそ, こはてきと〉のきぬ〉】 になけそとと〉 くはつそ く とそと〉 せきにぬなになとはけき-

のそ はちぬき】とねもちなては ねはねに〉つもねのけは ねけな』ぬ〉さとは ┶なとねのそのはへ〉ゆ のなつしぬきとのとなねの〉. 
┹きまなては ねはねに〉つもねのけは くしせ へもなこな にぬなねのな とし なく〉たのそねも. ┼しつ〉こ〉か, かち ねなへ〉-
きつもとそた 〉とねのそのはの, とそと〉 つしさも けにぬきけつか』のもねか 〉せ ねなへ〉きつもとそてそ にぬなくつしてき-
てそ. ┬ かちくそ とし けなとき, のな てそ てきつそ く 〉みし く〉つもま けそねなちそた こぬきさはね ねなへ〉きつも-
とな】 ちなとひつ〉ちのとなねの〉 け さしぬすきけ〉. 

┽もなこなさと〉 まち〉つもとなては のき た けはせ〉けねもちなては けそちつきさきほしけ〉 になさしちはさそ くは-
けき』 さなねそのも けきすちな せぬなせはて〉のそ, かち てなすとき にな』さときのそ けそちつきさ としにぬなねのな】 
け〉のほそせとかとな】 〉ねのなぬ〉】 〉せ せきけさきととかてそ けそふなけきととか のなつしぬきとのとなねの〉. ┮の〉て, へし 
とし つそまし ねはのな はちぬき】とねもちき «にぬなくつしてき». ┰きけきたのし, ときにぬそちつきさ, になて〉ぬちは』-
てな ときさ ねゆすしのきてそ かになとねもちなこな ときにきさは とき きてしぬそちきとねもちは け〉たねもちなけは くきせは 

┻しぬつ-╁きぬくなぬ とき ┯きけきかふ は 1941 ぬなへ〉 〉 きのなてとそてそ くなてくきぬさはけきととかてそ 

┬てしぬそちなゆ かになとねもちそふ て〉ねの ╁そぬなねそてそ 〉 ┹きこきねきちそ 6 ねしぬにとか 1945 ぬなちは? 

╃そ てなすとき, け さきとなては ぬきせ〉, かちなねも せ〉ねのきけつかのそ ち〉つもち〉ねのも すしぬのけ きくな かちなねも 
«けそにぬきけさなけはけきのそ» せきねのなねはけきととか きのなてとな】 せくぬな】 にぬなのそ ╋になと〉】? ┺ほし-
けそさとな, みな と〉. ┻ぬなのし なほしけそさとそて 』 のきちなす 〉 のし, みな せきけさきととか ひなぬてはけきと-

とか のなつしぬきとのとなねの〉 けそてきこき』 のなこな, きくそ にぬな なくそさけき へ〉 としにぬなねの〉 ねゆすしのそ 

けそちつきさきほ〉 こなけなぬそつそ, 〉 こなけなぬそつそ にぬきけさは. 
¨みし なさとき にぬなくつしてき: ほそ てなすとき にな』さときのそ せきけさきととか せくしぬしすしととか とき-

へ〉なときつもとな】 〉さしとのそほとなねの〉 た ひなぬてはけきととか のなつしぬきとのとなねの〉? ╋ さはてきゆ, みな 

のきち, くな へし にしぬしさはね〉て せきつしすそのも け〉さ けとはのぬ〉まともな】 ちはつものはぬそ, けそふなけきとなね-
の〉 つゆさそとそ. ┶なつそ か ほそのきゆ に〉さぬはほとそち にぬなひしねなぬき ╋ぬなねつきけき ┯ぬそへきちき, せ 
かちそて てそ ねけなこな ほきねは にきつちな さそねちはのはけきつそ とき ときはちなけそふ ちなとひしぬしとへ〉かふ, 
のな くきほは, みな け たなこな に〉さぬはほとそちは にぬそねはのと〉 しのとなになつ〉のそほとそた きときつ〉せ ねそのは-
きへ〉】 け ぬ〉せとそふ ぬしこ〉なときふ, 〉 へし さなせけなつか』 ちぬきみし せぬなせはて〉のそ にぬそほそとそ て〉す-

ときへ〉なときつもとそふ ちなとひつ〉ちの〉け は さぬはこ〉た になつなけそと〉 ╁¨╁ ねの. ╃そ, にぬそて〉ぬなて, 

╋. ┯ぬそへきち けそねけ〉のつゆ』 にぬきことしととか ┸そのぬなになつそのき ┬とさぬしか ╄しにのそへもちなこな 

は 1912 ぬな へ〉 かちなねも にな て’かち まそ のそ はちぬき】とねもちな-になつもねもちし にぬなのそねのなかととか. 
┹きのなて〉ねのも, ちなつそ か ほそのきゆ ぬなせさ〉つ にぬな ちなせきへのけな け 〉とまなては に〉さぬはほとそちは – 

に’か のそ きけのなぬ〉け 〉せ ╁きぬちなけき – のな は てしとし ねちつきさき』のもねか のきちし けぬきすしととか, みな 

のきて にぬそねはのと〉 つそまし ねはへ〉つもと〉 』けぬしたねもち〉 になこぬなてそ, 〉 はちぬき】とねもち〉 こしのもてきとそ 
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けそこつかさきゆのも のきちそてそ すきふつそけそてそ きとのそねして〉のきてそ, かち〉 の〉つもちそ た てぬ〉ゆのも 
にぬな のし, かち け そとそみそのそ けねゆ て〉ねのしほちなけは つゆさと〉ねのも. ┹きねにぬきけさ〉 へし へ〉つちなけそ-

のな とし け〉さになけ〉さき』 〉ねのなぬそほとそて ひきちのきて. ┬くな かちみな けせかのそ 〉とま〉 に〉さぬはほとそ-

ちそ, みな ねのなねはゆのもねか となけ〉のともなこな ほきねは – にしぬ〉なさは はちぬき】とねもちな】 ぬしけなつゆへ〉】. 
┾なた ねきてそた きねにしちの のきちなす けそこつかさき』 としにぬなになぬへ〉たとな にぬそねはのと〉て. 

┽ちつきさとな せときたのそ にぬなになぬへ〉たと〉ねのも ときけ〉のも みなさな けそねけ〉のつしととか のしてそ 

┯なつなさなてなぬは. ╋ち くそ てそ とし ねのきけそつそねも さな のなのきつ〉のきぬとなこな く〉つもまなけそへもちな-

こな ぬしすそては, きつし にぬきことしととか ねのけなぬそのそ ときへ〉なときつもと〉 ぬきたなとそ け 1920-ふ ぬな-

ちきふ, ときけ〉のも 〉 は のきちそた けそちぬそけつしとそた ねになね〉く, はねし す てきつな にしけと〉 になせそのそけと〉 
ときねつ〉さちそ. ┻しぬしさはね〉て へし ねにぬそかつな ぬなせけそのちは のなつしぬきとのとなこな ねのきけつしととか さな 

ときへてしとまそと. ¨とまき ねにぬきけき – さぬはこき になつなけそとき 1930-ふ, ちなつそ へ〉 ときへ〉なときつも-
と〉 ぬきたなとそ ちなてはと〉ねのそ になほきつそ せとそみはけきのそ ぬきせなて 〉せ ねきてそて ときねしつしととかて. 

┮ ふなさ〉 ぬなくなのそ ときさ しとへそちつなにしさ〉』ゆ ┯なつなさなてなぬは (か けせかけ とき ねしくし てな-

ぬきつもとし せなくなけ’かせきととか さなけしねのそ へゆ ねにぬきけは さな ち〉とへか, くな は ときま とし せなけね〉て 

のなつしぬきとのとそた ほきね ちなつしこそ-〉ねのなぬそちそ とし さはすし に〉さのぬそてきつそ へゆ 〉さしゆ, とし 
ちきすはほそ けすし にぬな とし せなけね〉て のなつしぬきとのとし ねのきけつしととか さな のしてそ ┯なつなさなてな-

ぬは せ くなちは ときまそふ なほ〉つもとそち〉け, のなては か 〉 けそぬ〉まそけ けせかのそ とき ねしくし へ〉つちなけそ-

のは け〉さになけ〉さきつもと〉ねのも せき へした にぬなしちの), になねのきつき のきちき にぬなくつしてき: ほそ けきぬのな 

せなねしぬしさすはけきのそ はけきこは とき ときへ〉なときつもとそふ てしとまそときふ. ╋ けそぬ〉まそけ, みな にな-

のぬ〉くとな. ┭はちけきつもとな けほなぬき か ときにそねきけ ねのきののゆ にぬな ┰と〉にぬなにしのぬなけねもちは 

なくつきねのも. ┾きて は ┮きねそつもち〉けねもちなては ぬきたなと〉 〉ねとはけきつな に’かのも きつくきとねもちそふ 

ね〉つ, かち〉 に〉さ ほきね ┯なつなさなてなぬは けそてしぬつそ にぬなねのな ねはへ〉つもとな. ┮ 1932 ぬなへ〉 へ〉 
ねしつき 〉みし 〉ねとはけきつそ, きつし け ね〉ほと〉 1933 ぬなちは けときねつ〉さなち 〉せなつかへ〉】 た せきくなぬな-

とそ て〉こぬきへ〉】 けなとそ せとそちつそ. ┯なつなさ けぬきせそけ のきちなす のぬそ と〉てしへもちそふ ぬきたな-

とそ へ〉』】 なくつきねの〉: ┺つもほきとねもちそた, ┷ゆちねしてくはぬせもちそた, ┮そねなちなに〉つもねもちそた. 

┮ね〉 けなとそ – 〉 と〉てへ〉, 〉 きつくきとへ〉 くはつそ こぬなてきさかときてそ ┿┽┼┼ 〉 ときつしすきつそ さな 

はちぬき】とねもちなこな ときぬなさは かち になつ〉のそほとな】 ときへ〉】. ¨ ねにぬきけき とし け のなては, ねち〉つもちそ 

にぬしさねのきけとそち〉け ときへてしとまそと せきこそとはつな. ┭しせはてなけとな, みな 88% はちぬき】とへ〉け 
は ねしつきふ せきせときつそ ときたく〉つもまし けのぬきの – 〉 へし とし に〉さつかこき』 すなさとなては ねはてと〉けは. 
┺さときち けね〉 てしまちきとへ〉 ┿ちぬき】とそ ときつしすきつそ さな はちぬき】とねもちな】 になつ〉のそほとな】 
ときへ〉】, きさすし せこ〉さとな せきちなとは 1931-こな ぬなちは 〉 ┶なとねのそのはへ〉】 ┽┼┽┼ ぬきさかと-

ねもち〉 つゆさそ てきつそ になさけ〉たとし こぬなてきさかとねのけな – ときへ〉なときつもとな】 ぬしねにはくつ〉ちそ 

のき ┽┼┽┼.
┾なす せきけさきととか けはせ〉けねもちなこな けそちつきさきほき, かち てしと〉 せさき』のもねか, になつかこき』 

は のなては, みなくそ にな』さときのそ のぬきこ〉ほとし てそとはつし せ 〉さしかてそ のなつしぬきとのとなねの〉. ┸そ 

てき』てな さきけきのそ なく’』ちのそけとは 〉 けそけきすしとは なへ〉とちは てそとはつそて になさ〉かて, 〉 へし 
ねのなねは』のもねか とし の〉つもちそ 〉ねのなぬ〉】 になつ〉のそほとそふ ぬしにぬしね〉た. ┹きけ〉のも とき にしぬまそた 

になこつかさ てきつしともちそた ねゆすしのそち てなすし て〉ねのそのそ け ねなく〉 ねちつきさと〉 にそのきととか. 
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╋ち ねのきけそのそねも, ときにぬそちつきさ, さな ¨とねのそのはのは はになけとなけきすしとなこな にな ふつ〉くなせき-
こなの〉けつ〉? ╋ち ねのきけそのそねも さな ぬしにぬしねなけきとそふ になつ〉のそほとそふ さ〉かほ〉け け ┿ちぬき】と〉, 
かち〉 くはつそ のきちなす 〉 にぬそせけ〉さへかてそ ┯なつなさなてなぬは? ╋ けけきすきゆ, みな は け〉さなてそふ 

┿ちきせきふ ┻ぬしせそさしとのき ┿ちぬき】とそ にぬな はけ〉ほとしととか にきて’かの〉 すしぬのけ ┯なつなさなてな-

ぬは のき になつ〉のそほとそふ ぬしにぬしね〉た くはつな にぬな〉ことなぬなけきとな た とし さなのぬそてきとな へもなこな 

ねきてなこな にぬそとへそには のなつしぬきとのとなねの〉, くな け〉さになけ〉さとな さな とそふ せときほとき ほきねのそ-

とき ぬしにぬしねなけきとそふ になつ〉のそほとそふ さ〉かほ〉け – なぬこきと〉せきのなぬ〉け こなつなさは ひきちのそほとな 

くはつき になけと〉ねのゆ ぬしきく〉つ〉のなけきとき. ┬つし す へ〉 にしぬねなときつ〉】 くぬきつそ くしせになねしぬしさ-
とゆ はほきねのも は のけなぬしとと〉 ┯なつなさなてなぬは! ╃なこな けきぬの〉 つそましとも 】ふと〉 になけ〉さな-

てつしととか さな ╂しとのぬは, きくな まそひぬなのしつしこぬきてそ ┽のきつ〉とき さな のなこな す ┸. ╁き-
のき』けそほき きくな ┻. ┻なねのそましけき, さし て〉ねのかのもねか にぬかて〉 けちきせ〉けちそ た ときちきせそ 

みなさな へもなこな. ╋ち のはの くはのそ? ┾なては のきち けきすつそけな せこきさきのそ にぬな にぬそとへそに 

つゆさかとなねの〉 け としつゆさかとそた ほきね. ╋ち ときて ねのきけそのそねも さな のそふ こなつ〉け ちなつこなね-
に〉け 〉 ねしちぬしのきぬ〉け ね〉つもねもちそふ ぬきさ, かち〉 へ〉となゆ けつきねとなこな すそののか のき すそののか 
ねけな】ふ ぬなさそと ぬかのはけきつそ こなつなさはゆほそふ, にしぬしふなけはゆほそ ふつ〉く, とし けそちなとはゆほそ 

につきとそ ふつ〉くなせきこなの〉けつ〉 け ぬ〉せとそた ねになね〉く のなみな. ┭な ねもなこなさと〉 ときま〉 ちなつしこそ, 
かち〉 さなねつ〉さすはゆのも ┯なつなちなねの, ぬなくつかのも せきちそさ: «┯なつなさ のけなぬそつそ ぬはちきてそ 

はちぬき】とへ〉け». ┮なとそ てきゆのも とき はけきせ〉 へそふ はになけとなけきすしとそふ. ┾なす せけなぬなのとな 

けそとそちき』 せきにそのきととか: «┬ ほそ】てそ ぬはちきてそ ぬなくそけねか ┯なつなちなねの?». 

╋ こきさきゆ, 〉みし ぬきせ になけのなぬゆねも, みな 〉ねとは』 になのぬしくき にぬなけしさしととか て〉す-

ときぬなさとな】 きくな けねしはちぬき】とねもちな】 ちなとひしぬしとへ〉】 さなねつ〉さとそち〉け ┯なつなさなてなぬは のき 
┯なつなちなねのは. ┹きて のぬしくき けそたのそ とき かちそたねも なにのそてはて け なへ〉とちきふ. ¨ へし てなすし 
になまそぬゆけきのそねも とき 〉とま〉 にしぬ〉なさそ ときまな】 〉ねのなぬ〉】. ┹きて のぬしくき けそくはさはけきのそ 

┸なぬきつもとそた ちなさしちね のなつしぬきとのとなねの〉 け ねはねに〉つもねのけ〉, 〉 へし 』 せきけさきととかて 〉ねのな-

ぬそち〉け, になつ〉のなつなこ〉け, ねなへ〉なにねそふなつなこ〉け, はね〉ふ にぬしさねのきけとそち〉け こはてきと〉のきぬとそふ 

ときはち. ┻なちそ みな のきちなこな ちなさしちねは とし 〉ねとは』. ┻なちそ みな ちなすしと のつはてきほそのも のな-

つしぬきとのと〉ねのも にな-ねけな』ては – かち ねのなねなけとな 〉ねのなぬ〉】, のきち 〉 は くはさしととなては すそのの〉. 
╋ けけきすきゆ, みな ┸はせした のなつしぬきとのとなねの〉 ときて 〉みし ぬきとな ねのけなぬゆけきのそ, きつし 
さ〉ゆほ〉 〉とねのそのはへ〉】 のなつしぬきとのとなねの〉 – のぬしくき ねのけなぬゆけきのそ なくなけ’かせちなけな. 
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ǙǥǨǘǕ ǦǗǶǧǣǗǕ ǗǶǞǢǕ 

Ǵǟ ǤǥǚǙǡǚǧ ǗǝǟǠǕǙǕǢǢǴ, ǙǣǦǠǶǙǛǚǢǢǴ 

ǧǕ ǦǨǦǤǶǠǱǢǣ-ǤǣǠǶǧǝǬǢǣǘǣ ǶǢǧǚǥǚǦǨ

╄きとなけと〉 ちなつしこそ, さなせけなつものし にしぬしさはね〉て になさかちはけきのそ なぬこきと〉せきのなぬきて 

せき せきにぬなましととか とき てしのなさそほとそた ねして〉ときぬ. ┸しと〉 さはすし にぬそ』てとな けさぬはこし 
くぬきのそ はほきねのも は ともなては 〉 ねに〉つちはけきのそねか せ けそちつきさきほきてそ. ¨ さはすし にぬそ』てとな, 
みな ときにぬきへゆけきととか きちきさして〉ほとそふ ときはちなけへ〉け のぬきとねひなぬてはゆのもねか は けそ-

ちつきさきへもち〉た ぬなくなの〉.
┿ てしとし ねもなこなさと〉 としせけそほとそた さしとも. ┺つしちねきとさぬ ┬とさぬ〉たなけそほ のはの せこき-

さはけきけ にぬな ぬ〉せと〉 ぬ〉けと〉 せときととか. ┺の は てしとし ねもなこなさと〉 のきちし にな』さときととか: ねし-
て〉ときぬ のはの, な 15-00 か けすし くはさは は ┶そ】けぬきさ〉 とき せきね〉さきとと〉 ┶なて〉ね〉】 せ にしぬし-
たてしとはけきととか けはつそへも. ┾きて くはさし, かち 〉 せきけすさそ, こなねのぬき になつして〉ちき せ にそのきとも 
のなになと〉て〉ほとな】 になつ〉のそちそ. ┺ 18-た こなさそと〉 くはさは とき にぬしせしとのきへ〉】 ちとそすちそ 

さはすし へ〉ちきけな】 つゆさそとそ – と〉てしへもちなこな 』けぬしか, きちのなぬき ┺つしちねきとさぬき ┯ぬきとき-
ふき, ちなのぬそた にぬきへゆけきけ は ┶そ』け〉 け 』けぬしたねもちなては のしきのぬ〉 にぬなのかこなて 1936 – 

1938 ぬぬ., くはけ せききぬしまのなけきとそた, きつし たなては けさきつなねか けそぬけきのそねか 〉 に〉せと〉まし 
け〉と なにそとそけねか は ┯なつつ〉けはさ〉. ┯ぬきときふ せと〉てきけねか は くきこきのもなふ ひ〉つもてきふ, になてしぬ 

け〉と は ┽╄┬. ┮ ちとそこきぬと〉 «『» とき けはつそへ〉 ┽にきねもち〉た け〉さくはさしのもねか にぬしせしと-

のきへ〉か たなこな ちとそすちそ. ┺のすし, け〉さ て〉ちぬな〉ねのなぬ〉】 のき のしなぬしのそほとそふ ひなぬてはつ, 
ほしぬしせ のなになと〉て〉ちは 〉 きす さな ちなとちぬしのとな】 〉ねのなぬ〉】 なさと〉』】 つゆさそとそ.

╋ ふなほは ねちきせきのそ, みな は の〉た ねはてと〉た にしぬ〉なさそせきへ〉】, かちは せきにぬなになとは-
けきけ ┺つしちねきとさぬ ┬とさぬ〉たなけそほ 〉 かちき, とき にぬしけしつそちそた すきつも, になけ’かせきとき 〉せ 

ǭǕǤǣǗǕǠ 

ǳǥǶǞ ǶǗǕǢǣǗǝǬ, 

ȘȢȞȦȢȤ ǻȥȦȢȤȜȫȡȜȩ ȡȔȧȞ, 

ȣȤȢȨșȥȢȤ, țȔȖǻȘȧȖȔȫ ȖǻȘȘǻȟȧ 
șȦȡȢȣȢȟǻȦȢȟȢȗǻȁ, ȞșȤǻȖȡȜȞ 

ǫșȡȦȤȧ ǻȥȦȢȤȜȫȡȢȁ ȣȢȟǻȦȢȟȢȗǻȁ 
ǶȡȥȦȜȦȧȦȧ ȣȢȟǻȦȜȫȡȜȩ ǻ 
șȦȡȢȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȩ ȘȢȥȟǻȘȚșȡȰ 
ǻȠ. Ƕ. ǩ. ǟȧȤȔȥȔ ǢǕǢ ǨȞȤȔȁȡȜ
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に しぬねなときすきてそ きくねなつゆのとな きとのそ〉ねのなぬそほとな】 のき きてなぬきつもとな】 ねひしぬそ, け かち〉 
にしぬしのけなぬそつきねか になつ〉のそちき け ┿ちぬき】と〉, のき にぬなくつしてきのそちき, にぬな かちは か くはさは 

こなけなぬそのそ, に〉ささき』のもねか ほそ とし ときたく〉つもま くしせすきつもとそて ちなと’ゆとち のはぬ とそて 

ぬそふのはけきととかて のき せて〉ときて. ¨ みな ときたこ〉ぬまし てなすとき ちなとねのきのはけきのそ, みな けそ-

ちつそちそ け へ〉た さはすし ねちつきさと〉た にぬなくつしてきのそへ〉 になぬなさすはゆのもねか とし ねきてそて 

すそののかて, ぬなせけそのちなて 〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉】, き へ〉 けそちつそちそ になぬなさすはゆのも の〉 ねきて〉 
になつ〉のそちそ, ちなのぬ〉 のきち ほそ 〉ときちまし けのぬはほきゆのもねか け へゆ ねきては のしてきのそちは.

┻はとちの にしぬまそた – けそちつきさきととか. ╋ さはてきゆ, みな かちみな なへ〉とゆけきのそ に〉さ-
ぬはほとそちそ, け かちそふ けそちつきさきゆのもねか にぬなくつしてそ ┰ぬはこな】 ねけ〉のなけな】 け〉たとそ, 
のな てそ くきほそてな にしけとそた にきぬきさなちね. ┳ なさとなこな くなちは – の〉, ふのな さなくぬし せとき』 
〉 きときつ〉せは』 まち〉つもと〉 に〉さぬはほとそちそ, ちなとねのきのはゆのも ぬなせぬそけ て〉す ときはちなゆ 〉 
さそさきちのそちなゆ. ┰な ぬしほ〉, ねもなこなさと〉 か のはの へし け ほしぬこなけそた ぬきせ になほはけ. ┾なくのな, 
ときはちなけ〉 さなねつ〉さすしととか けそにしぬしさすきゆのも のし, みな せきひ〉ちねなけきとな け まち〉つもとそふ 

に〉さぬはほとそちきふ, きけのなぬそ かちそふ とし け〉さねのしすはゆのも ときたとなけ〉まそふ のしとさしとへ〉た 〉 
とし ぬしきこはゆのも ときつしすとそて ほそとなて とき け〉さちぬそののか ときはちなけへ〉け. ¨さしのもねか にぬな 

け〉さちぬそののか きぬふ〉けとそふ さなちはてしとの〉け, てきつなけ〉さなてそふ ひきちの〉け 〉 の. 〉と. ┬ せ 〉と-

まなこな くなちは – ねそのはきへ〉か せきつそまき』のもねか さなねそのも なにのそて〉ねのそほとなゆ, なねち〉つもちそ 

に〉ねつか 1991 ぬなちは せさ〉たねとゆけきつきねも きにぬなくきへ〉か ねきてし となけそふ に〉さふなさ〉け け 〉ね-
のなぬそほと〉た ときはへ〉 〉 かねちぬきけそてそ にぬそちつきさきてそ のはの 』 ねにぬなくそ け〉さてなけそのそねも 
け〉さ のしぬて〉とは ┮しつそちき け〉のほそせとかとき け〉たとき, にぬなきときつ〉せはけきのそ ねにぬきけすと〉 にぬそ-

ほそとそ としけさきほ 1941 ぬなちは, にしぬしなへ〉とそのそ けすし せこきさきと〉 のはの ひしとなてしとそ ┺┿┹ 

〉 ┿┻┬. ¨ ときぬしまの〉 になちきせきのそ けとしねなち せきふ〉さとなこな きつもかとねは け にしぬしてなこは ときさ 
ときへそせてなて – のなくのな, けにそねきのそ ┿ちぬき】とは け かちそたねも まそぬまそた ねけ〉のなけそた ちなと-

のしちねの. ┹きねにぬきけさ〉, かちみな はけきすとな 〉 としはにしぬしさすしとな にぬそさそけそのそねも さな に〉さ-
ぬはほとそち〉け, のな てそ になくきほそてな け とそふ なくそさけ〉 せきかけつしと〉 のしとさしとへ〉】. ̈  けねし-のきちそ, 
ちつゆほなけし にそのきととか になつかこき』 け のなては, せき かちそてそ «てきのぬそへかてそ», せき かちそてそ 

けそてなこきてそ ねのけなぬゆゆのもねか に〉さぬはほとそちそ? 

┮ へもなては ちなとのしちねの〉 ときにしけとな ちぬきみし くはつな く ときさきのそ ねつなけな のそて, ふのな 

せとき』 ちぬきみし のし, みな け〉さくはけき』のもねか け ねの〉ときふ ┸┺┹. ┬つし か のきちなす ふなほは けそ-

ねつなけそのそ ち〉つもちき て〉ぬちはけきとも とき へゆ のしては, さはすし 〉 さはすし ちなぬなのちな. 
┳ てな』】 のなほちそ せなぬは, にぬそとへそになけな けきすつそけそて さつか ひなぬてはけきととか はかけ-

つしととか はほと〉け のき ねのはさしとの〉け にぬな ┰ぬはこは ねけ〉のなけは け〉たとは 』 ぬなせはて〉ととか のなこな, 
みな けなとき ぬなせになほきつきねか とし 22 ほしぬけとか 1941 ぬなちは, き せときほとな ぬきと〉まし, かち けそ 

せとき』のし. ┭な へし た さなのしにしぬ せきつそまき』のもねか のはてきととそて にそのきととかて, せきにつはのきとそて 

のき にしぬしきちへしとのなけきとそて. ¨ けせきこきつ〉 へした みしさぬそとねもちそた ねそてく〉なせ ねになねのしぬ〉こき-
』のもねか – せて〉まきのそ ┰ぬはこは ねけ〉のなけは け〉たとは 〉せ ┮しつそちなゆ け〉のほそせとかとなゆ け〉たとなゆ. 

┰ぬはこそた てなてしとの, かちそた てしと〉 けそさき』のもねか にぬそとへそになけそて – か とし くはさは ぬな-

せ’かね とゆ けきのそ のき せこきさはけきのそ になさ〉】 ねしぬにとか 1939 ぬなちは – けそ てしとし せぬなせはて〉』のし, 
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けそ せとき』のし にぬな へし. ┸しと〉 せさき』のもねか, みな のぬしくき ほ〉のちな ちなとねのきのはけきのそ, みな 

┼きさかとねもちそた ┽なゆせ けねのはにそけ は ┰ぬはこは ねけ〉のなけは け〉たとは とき くなへ〉 ときへそねの〉け. 
¨ つそまし になの〉て, 1941-こな ぬなちは け〉と ぬなせにつきほはけきけねか せき へし すきふつそけなゆ へ〉となゆ, 

けそにぬきけつかゆほそ ときねつ〉さちそ のきちな】 ぬきさかとねもちな】 さそにつなてきの〉】.
╅し なさとき けきすつそけき のしせき. ┮〉さなてな, みな は につきときふ ┯〉のつしぬき 〉 ┽のきつ〉とき 

┿ちぬき】とき になね〉さきつき さはすし けきすつそけし て〉ねへし. ┮つきねとし ちきすはほそ, につきとそ なくなふ 

さそちのきのなぬ〉け けそくはさなけはけきつねか せ なこつかさは とき せきふなにつしととか ┿ちぬき】とそ. ┽のきつ〉と 

と〉ちなつそ とし せきくはけきけ にぬきことしととか ┿ちぬき】とそ さな としせきつしすとなねの〉 は け〉さなてそた けきて 

にしぬ〉なさ 〉 つゆのな くなぬなけねか とし つそまし せ にぬなかけきてそ, き た せ ときのかちきてそ とき へし. ┾なては 

けねし へし なく’』ちのそけとな になねのきけそつな ┿ちぬき】とは て〉す さけなてき のなのきつ〉のきぬとそてそ にな-

のはこきてそ, にぬそぬ〉ちきゆほそ 】】 とき すしぬのけそ. ¨, けつきねとし, はねし のきち 〉 ねのきつなねか. ┼なせは-
て〉ととか へもなこな さなせけなつそのも になせくはのそねか 〉つゆせ〉た ねのなねなけとな のなこな, みな はちぬき】とへ〉 
の〉つもちそ た てぬ〉かつそ にぬな のし, きくそ せきふそねのそのそ ねのきつ〉とねもちは けつきさは. ╂し なさそと 〉せ 
ちつゆほなけそふ て〉ひ〉け. 

┳ へそて て〉ひなて になけ’かせきとき のきちなす 〉みし なさとき のしせき, かちき, とき てなゆ さはてちは, 
てき』 くはのそ にぬそねはのともなゆ け に〉さふなさきふ さな なへ〉とちそ け〉たとそ. ╂し のしせき にぬな のし, みな 

け〉たとき ぬなせちなつなつき ねはねに〉つもねのけな. ┸そ と〉ほなこな とし せてなすしてな せぬなせはて〉のそ, かちみな 

け〉せもてしてな のは ねのきつ〉とねもちは ひなぬてはつは, かちは せきぬきせ ぬしきと〉てはゆのも, とき にぬしけしつそ-

ちそた すきつも け ┼なね〉】, みな けねし ねはねに〉つもねのけな せこはぬのはけきつなねか, けせかつな きけのなてきのそ, 
せくぬなゆ, ときちそとはつな につきみ-にきつきのちそ とき につしほ〉 〉 に〉まつな けなゆけきのそ. ┹きねにぬきけさ〉, 
ちきぬのそとき くはつき ときくきこきのな ねちつきさと〉まなゆ 〉 ぬなせはて〉ととか へもなこな になねのはつきのは さき』 
てなすつそけ〉ねのも, せなちぬしてき け となぬてきつもとそふ ちきのしこなぬ〉かふ, き とし け ほなぬとな-く〉つそふ, 
こなけなぬそのそ にぬな ┺┿┹ 〉 ┿┻┬, せなちぬしてき のぬきちのはけきのそ ねにぬなくは ときへ〉なときつ〉ねの〉け 
にぬなこなつなねそのそ はちぬき】とねもちは としせきつしすと〉ねのも は ほしぬけと〉 1941-こな ぬなちは. 

┸しと〉 せさき』のもねか, みな ちなつそ てそ こなけなぬそてな にぬな ┿┻┬, てなすつそけな へし とし-
さなつ〉ち なねのきとと〉ふ ぬなち〉け, になさしちはさそ てそ せきくはけき』てな, みな はちぬき】とへ〉 くはつそ とし 
の〉つもちそ のきて. ┮なとそ くはつそ 〉 け ╃しぬけなと〉た きぬて〉】. ┾きて 】ふ くはつな さはすし くきこき-
のな – みなときたてしとまし 5 て〉つもたなと〉け くはつな てなく〉つ〉せなけきとな け ┿ちぬき】と〉 は のきちそた 

ねのぬきまとそた ねになね〉く, ちなつそ くぬきつそ せなけね〉て としに〉さこなのなけつしとそふ つゆさした. ┬つし 
てしと〉 せさき』のもねか, みな さはすし けきすつそけな くきほそのそ 〉みし なさとし かけそみし – のし, みな に〉さ 
ほきね ┰ぬはこな】 ねけ〉のなけな】 け〉たとそ はちぬき】とへ〉 けなゆけきつそ け きぬて〉かふ ぬ〉せとそふ さしぬすきけ. 
┬つし にぬな へし ときて と〉ほなこな とし ちきすはのも きと〉 に〉さぬはほとそちそ, きと〉 てはせし】. 

┹しみなさきけとな か くはけ は ┳きになぬ〉すす〉. ┽にしへ〉きつもとな け〉さけ〉さきけ ちぬき』せときけほそた 

てはせした. ┳なちぬしてき, のは ほきねのそとは しちねになせそへ〉】, かちき てしとし ときたく〉つもまし へ〉ちきけそ-

つき – にぬな 〉ねのなぬ〉ゆ ねになぬはさすしととか ┰と〉にぬなこしねは のき け〉たとは. ┬つし け〉さになけ〉さ〉 とき 
ねけな】 せきにそのきととか か とし せときたまなけ. ╋ にぬなねのな ぬなせにそのはけきけ さはすし になぬかさとそふ 

つゆさした – なぬこきと〉せきのなぬ〉け: ふ〉くき のはの は けきね は て〉ねの〉 とし 】せさそつそ に〉さ ほきね け〉た-

とそ ねのはさしくしちしぬそ, ほそ てなすし と〉ふのな とし くきほそけ きてしぬそちきとねもちな】 のはまなとちそ, 
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にぬな かちは せ のきちそて ときのふとしととかて せこきさはけきつそ けしのしぬきとそ. ┬ てなすし ちぬ〉て のそふ, 
みな ねのきつそねか とき ぬきさかとねもち〉た せしてつ〉, く〉つもまし と〉かちそふ くそのけ とし くはつな に〉さ ほきね 
け〉たとそ? ┾〉つもちそ ち〉のしつか ぬきさかとねもちそふ こしとしぬきつ〉け けそねかのも 〉 の. 〉と. ┾なくのな, へし 
さはすし けきすつそけき, かち てしと〉 せさき』のもねか, のしせき. ¨ てしと〉 せさき』のもねか, みな のはの けねし みし 
』 けしつそち〉 〉つゆせ〉】 〉 てそ とし になけそとと〉 – のなほとな のきち ねきてな, かち てそ とし になけそとと〉 
〉さしきつ〉せはけきのそ さ〉かつもと〉ねのも ┺┿┹ 〉 ┿┻┬ (へし きくねなつゆのとき 〉ねのそとき) – てそ とし 
になけそとと〉 〉さしきつ〉せはけきのそ ╃しぬけなとは, き になの〉て ┼きさかとねもちは きぬて〉ゆ, のそて く〉つもまし 
のそふ, ふのな としゆ ちしぬはけきけ. ┺ねなくつそけな せ なこつかさは とき てなのそけきへ〉ゆ つゆさした, かち〉 
なく〉たてきつそ へし ちしぬ〉けとそへのけな. 

┹きぬしまの〉, か ふなほは ときこなつなねそのそ (のはの せきけすさそ ときぬきすきゆねか とき ちぬそのそちは), 
みな のぬしくき さなちなぬ〉ととな ぬしけ〉せはけきのそ なさそと 〉せ ひはとさきてしとのきつもとそふ になねのはつき-
の〉け – のしせは にぬな けそせけなつしととか ┿ちぬき】とそ. ┹〉かちなこな けそせけなつしととか ┿ちぬき】とそ は 

1944-ては ぬなへ〉 にな ねはの〉 とし け〉さくはつなねか. ┬ みな す け〉さくはつなねか? ╋ちは ひなぬてはつは 

てそ のはの てなすしてな けすそのそ? ╋ さはてきゆ てそ てなすしてな へ〉つちなて つなこ〉ほとな せきねのな-

ねはけきのそ のはの ひなぬてはつは にぬな «けそこときととか» ときへそねの〉け きくな と〉てへ〉け せ のしぬそのなぬ〉】 
┿ちぬき】とそ. ¨ と〉ほなこな ねのぬきまとなこな とし ねのきとしのもねか – としくな とし けにきさし とき せしてつゆ. 

┳こきさきたてな, みな ぬきさかとねもちき けつきさき けそぬなくつかつき に〉ねつか になけしぬとしととか, けそかけつか-
ゆほそ ねになほきのちは ちなつきくなぬきとの〉け 〉 ぬなくつかほそ けなさとなほきね となけ〉 なくつ〉ちそ さつか けそ-

つはほしととか 〉とまそふ ちきのしこなぬ〉た つゆさした. ┻ぬな へし, さな ぬしほ〉, 〉みし さなちつきさとな とし とき-
にそねきとな – か せときゆ, みな 〉 は さけなのなてとそちは, かちそた せこきさきけ ┽のきと〉ねつきけ ┮つきさそねつき-
けなけそほ, へもなこな としてき』. ┻ぬな へし ┯ぬそとしけそほ ┮つきさそねつきけ にそねきけ, せなちぬしてき. ┬つし 
〉ねのなぬ〉か にぬな のし, かち になけしぬのきつきねか ねのきつ〉とねもちき けつきさき 〉みし とし ときにそねきとき, 〉みし 
とし ときにそねきとな にぬな のし, かち のき けつきさき くなかつきねか ときぬなさは, ときねしつしととか, け つゆくなけ〉 
さな かちなこな ぬなせにそねはけきつきねか. 

┹は 〉 ときぬしまの〉, か くそ ふなの〉け に〉さちぬしねつそのそ, みな ちつゆほなけき ぬ〉ほ は にぬなへしね〉 
けそちつきさきととか – へし せさきのと〉ねのも はねけ〉さなてそのそ て〉ねへし ┿ちぬき】とそ け へもなては まそぬな-

ちなては, ぬ〉せとなてきと〉のとなては つきとさまきひの〉 ┰ぬはこな】 ねけ〉のなけな】 け〉たとそ, せさきのと〉ねのも にな-

ほはのそ のぬきこ〉ほとは ねそてひなと〉ゆ, け かちそた けそぬきせとな せけはほきつき としになけのなぬとき はちぬき】と-

ねもちき となのき. ╂し へ〉つちなて ぬしきつもとし せきけさきととか.
┰ぬはこそた にはとちの – へし さなねつ〉さすしととか. ╋ ふなほは ねちきせきのそ, みな はすし のはの ほきねの-

ちなけな ふのなねも こなけなぬそけ にぬな けなぬなこ〉け 〉 さぬはせ〉け. ╋ けすし せきぬきせ とし にきて’かのきゆ, きつし 
ふのなねも ねちきせきけ, みな てなすとき ときにそねきのそ にぬな け〉たとは さなくぬし つそまし のなさ〉, ちなつそ 

さなねつ〉さとそち くはさし け〉ささせしぬちきつゆけきのそ のなほちそ せなぬは なくなふ きとのきこなと〉ねのそほとそふ 

ねのなぬ〉と. ┺の のなさ〉 みなねも てなすとき くはさし せぬなせはて〉のそ, き とし ぬなせねのきけつかのそ かち〉ねも 
きちへしとのそ, にぬきことはほそ さなこなさそのそ のそて, ちなこな になくそつそ. ┭な けねし なさとな へ〉 ぬしほ〉 
さなね〉 すそけはのも とき こしとしのそほとなては ぬ〉けと〉. 

┻ぬそちつきさ ╀ぬきとへ〉】 〉 ┹〉てしほほそとそ. ╁なほは せこきさきのそ にぬな のし, みな せき のけしぬ-

さすしととかて てなこな ちなつしこそ ┺つしちねきとさぬき ┷そねしとちき, かちそた なほなつゆ』 け〉さになけ〉さとそた 
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け〉ささ〉つ け ¨とねのそのはの〉 〉ねのなぬ〉】 – にぬな け〉たとは ときにそねきとな 20000 てなとなこぬきひ〉た, 

くぬなまはぬ, ねのきのした 〉 の. 〉と. せきこきつもとそて ときちつきさなて く〉つもま と〉す 1 て〉つもかぬさ にぬそ-

て〉ぬとそち〉け. ¨ せ 〉とまなこな くなちは, としてき』 すなさとなこな にそのきととか, すなさとなこな きねにしちのは, 
かちし とし くはつな く ねひきつもねそひ〉ちなけきとな, になつ〉のそせなけきとし きくな にぬなねのな せきてなけほきとな. 

╋ちみな さきけきのそ せきこきつもとは なへ〉とちは さなねつ〉さすしとも ┰ぬはこな】 ねけ〉のなけな】 け〉たとそ 

け ねはほきねと〉た ┿ちぬき】と〉, のな ねつ〉さ ちなとねのきのはけきのそ ほしねとな, みな けなとそ はねし みし にし-
ぬしくはけきゆのも に〉さ けそぬ〉まきつもとそて けにつそけなて きこぬしねそけとそふ ちなとねしぬけきのなぬ〉け, かち〉 
〉さしなつなこ〉せはゆのも, 〉とねのぬはてしとのきつ〉せはゆのも 〉 て〉ひなつなこ〉せはゆのも へゆ にぬなくつしてき-
のそちは. ¨ ひきちのそほとな にぬなくはゆのも になけしぬとはのそねか さな ねのきぬそふ ねのきつ〉とねもちな-くぬしす-

と』けねもちそふ なへ〉となち. ┭〉つもまし のなこな, けなとそ けけきすきゆのも, みな へし にぬそたとかのとそた 

のき しひしちのそけとそた 〉とねのぬはてしとのきぬ〉た さつか なねてそねつしととか けしつもてそ きてく〉けきつしとの-
とな】 にぬなくつしてきのそちそ ┰ぬはこな】 ねけ〉のなけな】 け〉たとそ. ┰な へ〉』】 こぬはにそ ときつしすきのも 〉 の〉 
つゆさそ, ちなのぬ〉 ねになけ〉さはゆのも, ほきねの〉まし にぬそふなけきとな, きちはぬきのとな け のきちそふ にぬそ-

ねのなたとそふ ひなぬてきふ 〉 てきとしぬきふ なくしぬしすと〉ねのも は ぬしけ〉せ〉】 ねのきぬそふ に〉さふなさ〉け. 
╋ せき くぬきちなて ほきねは とし くはさは ときけなさそのそ け〉さになけ〉さと〉 にぬそちつきさそ. 『さそとし, 

とき みな か てなすは になねつきのそねか, きくそ せぬなせはて〉のそ になのぬしくは ちきぬさそときつもとなこな にしぬし-
なねてそねつしととか のしてきのそちそ け〉たとそ, のな へし とき ねつなけき ぬなね〉たねもちなこな にそねもてしととそちき 
┰きとそ】つき ┯ぬきと〉とき, ちなのぬそた くはけ ねにぬきけすと〉て ひぬなとのなけそちなて. ┹し くきぬきふつなて, 

かちし けそさき』 ねしくし せき ひぬなとのなけそちき – け〉と けなゆけきけ. ¨ け〉と ねちきせきけ, みな 』さそとき せき-
ねつはこき ┼きさかとねもちなこな ┽なゆせは, かちは てそ てなすしてな たなては になねのきけそのそ, かち せきねつは-
こは – へし けつきねとし ぬなせこぬなて ときへそせては. ┮ねし. ╂し こ〉ぬちき ねしとのしとへ〉か, 〉 ┯ぬきと〉と のそて 

とし てしとまし とき とし】 ときけきすそけねか. ┸しと〉 せさき』のもねか, みな へし さはすし のなほとき さはてちき, 
にぬな かちは ねつ〉さ にきて’かのきのそ. 

¨ ときぬしまの〉, か く 〉みし ふなの〉け ねちきせきのそ, みな は さなねつ〉さすしととかふ なねのきとと〉ふ 

ぬなち〉け ほ〉つもとし て〉ねへし になね〉さきゆのも のしてそ へ〉とそ にしぬしてなこそ. ╂し さはすし へ〉ちきけき, 
さはすし ねちつきさとき, さはすし としにぬなねのき のしてき. 5 て〉つもたなと〉け になつなとしとそふ. 3 て〉つもたな-

とそ の〉つもちそ せき のなた にしぬまそた すきふつそけそた ぬ〉ち け〉たとそ. ┷ゆさそ くはつそ にぬそぬしほしと〉, 
のなては みな ┼きさかとねもちそた ┽なゆせ とし に〉さにそねきけ ┲しとしけねもちは ちなとけしとへ〉ゆ. ┮ねし 
へし けきて け〉さなてな くしせ てしとし. ┬つし てしと〉 せさき』のもねか, みな ときつしすとそて ほそとなて てそ 

へし は ときまそふ に〉さぬはほとそちきふ とし けそねけ〉のつゆ』てな. ┺の けね〉 ときま〉 になつ〉のそちそ, かち〉 
〉とねに〉ぬはゆのも にぬな】せさそ ┾-34 にな ╁ぬしみきのそちは に〉さ ほしぬけなとそてそ せときてしときてそ, けね〉 
へ〉 にしぬしけさかこきととか, きくな 100 «ときぬちなて〉けねもちそふ» こぬきて, けねし へし せきの〉とか』 さはすし 
にぬなねの〉 ぬしほ〉. 

╋ さはすし さなくぬし にきて’かのきゆ なほ〉 になち〉たとなこな ┮〉ちのなぬき ┽のしにきとなけそほき ╃なぬ-

となてそぬさ〉とき, せ かちそて てそ くはつそ とき け〉さちぬそのの〉 けそねのきけちそ け ╂しとのぬきつもと〉た とき-
はちなけ〉た く〉くつ〉なのしへ〉 〉てしと〉 ┮. ¨. ┮しぬときさねもちなこな, にぬそねけかほしと〉た ┭なぬそねは 『つも-
へそとは. ┸そ ねのなかつそ せ とそて, ぬなせてなけつかつそ 〉 け〉と こなけなぬそのも: «┽しこなさとか のきちなた 

さしとも こしぬなそせてき, なねけなくなすさしとそか ┶そしけき». ╋ たなては は け〉さになけ〉さも: «┮〉ちのなぬ 
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┽のしにきとなけそほ, き けめ せときしのし, ねちなつもちな つゆさした になこそくつな になさ ┶そしけなて?». «┹しの». 

«417 のそねかほ てなつなさそふ ふつなにへ〉け, ちなのぬそふ になつなすそつそ の〉つもちそ せき のし, みな けなとそ 

てきつそ さな 6 ほそねつき け〉さなてなこな けきて つそねのなにきさき けせかのそ ┶そ】け. ┺の せきぬきさそ ほなこな?». 

┮しつそち〉 なほ〉 け ともなこな くはつそ: «┹しはすしつそ?». «┶なとしほとな», – け〉さになけ〉け か.
┾なては のぬしくき せときのそ なへした へそひぬなけそた けそて〉ぬ け〉たとそ – か けすし とし ちきすは にぬな 

ち〉つもち〉ねのも けのぬきほしとな】 くなたなけな】 のしふと〉ちそ. ┬つし ぬしほ〉, かち〉 てはねかのも なくなけ’かせちなけな 

くはのそ – へし なへ〉 へそひぬそ. ┮そ せとき』のし, みな さしかち〉 さなねつ〉さとそちそ ちきすはのも, みな ひきち-
のそほとな ┼きさかとねもちそた ┽なゆせ けのぬきのそけ 32 て〉つもたなとそ つゆさした. ┯なぬくきほなけねもちき 
へそひぬき けのぬきの くはつき 27 て〉つもたなと〉け. ┬つし ねのきつ〉とねもちき へそひぬき くはつき 6 て〉つもたな-

と〉け. ┾なくのな, つゆさそ て〉つもたなときてそ ぬなせちそさきつそねか, みなく なのきち なの にぬなねのな にぬそ-

ふなけきのそ へゆ にぬきけさは, かちき けねし-のきちそ けそたまつき ときせなけと〉. ¨ け ┸なねちけ〉 】】 なにぬそ-

つゆさとそつそ ち〉つもちき ぬなち〉け のなては, は け〉たねもちなけなては きぬふ〉け〉 け ┻なさなつもねもちは. ┮なとそ 

ちきすはのも にぬな せとそちつそふ くしせ け〉ねのそ. ┶なつなねきつもと〉 へそひぬそ. ┸しと〉 せさき』のもねか, みな 

へし さはすし けきすつそけ〉 ぬしほ〉, にぬな かち〉 てそ とし になけそとと〉 せきくはけきの そ.
┹は 〉 ときぬしまの〉, か くそ みし ふなの〉け ねちきせきのそ, みな は ときね けねし-のきちそ 〉ねとは』 とし-

けしつそほちき ちなこなぬのき け〉さとなねとな てなつなさそふ 〉 とし てなつなさそふ さなねつ〉さとそち〉け, せさきの-
とそふ てそねつそのそ としせききとこきすなけきとな. ╋ ときせけは 〉てしとき 〉 せけしぬとは けきまは はけきこは とき 
にはくつ〉ちきへ〉】 ¨けきとき ┻きのぬそつかちき, かちそた 』 ちなつしこなゆ ┬とさぬ〉か ┸そちなつきたなけそほき 
〉 にぬきへゆ』 け ┶┹┿, ┮つきさそねつきけき ┯ぬそとしけそほき, てとなゆ せこきさきとなこな, ┮〉ちのなぬき 
┶なけきつか, かちそた とし 』 けすし のきちそて てなつなさそて, 〉みし てなすとき さしちなこな ときせけきのそ せ 
にぬしさねのきけとそち〉け へ〉』】 ちなこなぬのそ. 

┾はの こなけなぬそつなねか にぬな ┮なつそとねもち〉 にぬなくつしてそ. ┻ぬな へし ねに〉けけ〉さとなましととか 
なくぬきせは てそとはつなこな け ちなとのしちねの〉 ときまそふ けせき』てそと 〉せ くつそすと〉てそ のき さきつし-
ちそてそ ねはね〉さきてそ. ┹は ときたくつそすほ〉 – ときたのかすほ〉. ╂し かち 〉せ ぬなさそほきてそ. ┸しと〉 
せさき』のもねか, のきち ねきてな, かち とし のぬしくき ぬなさそほきて さきけきのそ こぬなま〉 け くなぬこ – のなほとな 

のきち とし になのぬ〉くとな さなこなさすきのそ ときまそて ねはね〉さきて. ┭な ちなつそ, せこきさきたのし, さ〉たまつな 

さな ゆけ〉つしゆ ┶なとなのなにねもちな】 くそのけそ, ┼なね〉か せぬなくそつき なひ〉へ〉たとは せきかけは. ┶なつそ 

さ〉たまつな さな のなこな, にぬな みな こなけなぬそけ ┮きねそつも ¨けきとなけそほ – さな にそのきととか さそね-
ちはね〉たとなこな – ┯なつなさなてなぬは – ┸しさけしさ』け ときにそねきけ け〉さなてそた つそねの ╊みしとちは, 
さし け〉と とし に〉さくそぬきけ ねつ〉け. ┾きち 〉 ときにそねきけ, かち け〉と けけきすきけ. 

┸しと〉 せさき』のもねか, みな け のきちそふ ぬしほきふ, かち ┮なつそとねもちき ぬ〉せきとそとき, き とき-
くつそすき』のもねか 】】 ゆけ〉つした, になつかちそ ほ〉のちな ちきすはのも – のし, みな けそ のはの まはちき』のし 
〉ねのなぬそほと〉 ちなぬしと〉 ちなとひつ〉ちのは とき ┮なつそと〉 け 1943-ては ぬなへ〉 – へし さつか ときね 
としにぬそたとかのとな. ┮なとそ ちきすはのも ほしねとな, け〉さけしぬのな. ┾なた すし 〉ねのなぬそち ┸なのそちき. 
┻そねきけ さなねのきのともな, は ときね さはすし ふなぬなま〉 けせき』てそとそ. ┬つし のきて 』 になせそへ〉か. 
╃なては のはの とし てなすし くはのそ と〉かちな】 になせそへ〉】? ┹し のぬしくき と〉ほなこな けそにぬきけさな-

けはけきのそ, きつし さなちはてしとのそ さぬはちなけきと〉 こなけなぬかのも, みな になつもねもち〉 ねにしへ〉きつもと〉 
せきこなとそ せさ〉たねとゆけきつそ けきぬけきぬねもち〉 きちへ〉】. ┮そとそみはけきつそ 〉 さ〉のした, 〉 ねのきぬそふ, 
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〉 す〉となち – にきつそつそ すそけへして, ねのぬ〉つかつそ. ┹は のきち みな す てそ くはさしてな ぬなくそのそ 

けそこつかさ, みな へもなこな とし くはつな? ¨とまき ぬ〉ほ, みな へし けすし てそとはつなねか – のぬしくき にし-
ぬしこなぬとはのそ ねのなぬ〉とちは 〉 すそのそ さきつ〉. 

¨ か け せけ’かせちは せ へそて ふなの〉け くそ せけしぬとはのそ はけきこは とき なさとは なねなくつそけ〉ねのも. 
┳きぬきせ は ときね さはすし くきこきのな せ’かけそつなねか つ〉のしぬきのはぬそ, «にきぬのそせきとねもちな】», かち 

か 】】 ときせそけきゆ. ┳なちぬしてき ┿ちぬき】とねもちそた 〉とねのそのはの ときへ〉なときつもとな】 にきて’かの〉 
せきたてき』のもねか のしてなゆ ほしぬけなとそふ にきぬのそせきと. ┾きちなす 〉 ちなてはと〉ねのそ へゆ のしては 

に〉さのぬそてはゆのも. ¨ さはすし さなくぬし! ┽つきけき くなこは! ┳ 〉とまなこな くなちは たさし になの〉ち 

ちとそすなち にぬな ┭はつもくは ┭なぬなけへか, にぬな ╄はふしけそほき, にぬな ┭きとさしぬは. ┬つし けそ 

になほそのきたのし 】ふ. ┮そ とし せときたさしのし となぬてきつもとな】 ときはちなけな】 く〉なこぬきひ〉】. ╂し けねし 
きくな きになつなこしのそちき, きくな ねはへ〉つもとそた としこきのそけ, ねはへ〉つもとし ぬなせけ〉とほきととか 〉 の.〉と. 
┸しと〉 せさき』のもねか, みな なさとき せ ちつゆほなけそふ にぬなくつして へ〉』】 さなねつ〉さとそへもちな】 ほきね-
のそとそ, かちき てはねそのも くはのそ になちつきさしとき け なねとなけは に〉さぬはほとそち〉け, へし けねし-のきちそ 

ねのけなぬしととか になけとなへ〉ととそふ ときはちなけそふ く〉なこぬきひ〉た. ¨ とし つそまし にぬな ときへ〉なとき-
つ〉ねの〉け, き た にぬな のきちそふ なさ〉なせとそふ つゆさした, かち にぬそて〉ぬなて, ┽そさ〉ぬ ┬ぬのしてなけそほ 

┶なけにきち, にぬな かちなこな のきちなす ねのけなぬしとな くきこきのな て〉ひ〉け. ┬ ほなては とし ときにそねきのそ 

たなこな になけとなへ〉ととは く〉なこぬきひ〉ゆ 〉 とし つそまし とき に〉さねのきけ〉 たなこな けつきねとそふ けぬき-
すしとも にぬな ねしくし? 

¨ とき せきけしぬましととか, のぬしの〉た て〉た きねにしちの – へし ねはねに〉つもとな-になつ〉のそほとそた 〉と-

のしぬしね. ┮そ くしせ てしとし せとき』のし, みな まち〉つもとそた に〉さぬはほとそち, かち 〉 けはせ〉けねもちそた, 
ねにぬそたてき』のもねか け ねはねに〉つもねのけ〉 かち けきすつそけそた, ほそ とし けそぬ〉まきつもとそた ほそととそち 

ひなぬてはけきととか ねけ〉のなこつかさは. ┻ぬな へし けすし こなけなぬそつそ. ┬ のなては, こなけなぬかほそ にぬな  

せて〉ねの に〉さぬはほとそちき, とき にぬしけしつそちそた すきつも, になけしぬのきゆねも さな ねつ〉け ┺つしちねきと-

さぬき ┬とさぬ〉たなけそほき, かちそた になちきせきけ へゆ ちなと’ゆとちのはぬは になつ〉のそほとは 〉 にそねきととか 
〉ねのなぬ〉】 け ときま〉た ちぬき】と〉. ┮ねし へし せきつそまき』のもねか になつして くなゆ ぬ〉せとそふ になつ〉-
のそほとそふ ねそつ 〉 ぬ〉せとそふ 〉さしなつなこ〉た. ̈  せときぬかささかて になつ〉のそほとな】 くなぬなのもくそ. ┹きた-

く〉つもま ぬ〉まはほ〉 ねにぬなくそ, へし けそ のきちなす せとき』のし くしせ てしとし, ときへ〉なときつ〉せはけきのそ 

〉ねのなぬ〉ゆ ┿ちぬき】とそ にぬそにそねはゆのも ときまなては としみきねとなては, くしせはねに〉まとなては, と〉-
かちなては ┮〉ちのなぬは ┬とさぬ〉たなけそほは ╊みしとちは, かちそた はねに〉まとな にぬなこぬきけ はねし. 

┻ぬそ へもなては けね〉, ふのな ちぬそのそちは』 たなこな. ┰な ぬしほ〉, か とし ぬなせはて〉ゆ, ほなては 

たなこな のきち ちぬそのそちはゆのも – 』 ちなこな ちぬそのそちはけきのそ: ちぬそのそちはたのし ┿さなさき, せき のし 
みな けなとそ ねのけなぬそつそ に〉さぬはほとそち せ ぬなね〉かときてそ, ちぬそのそちはたのし ╋とはちなけそほき, 
ちぬそのそちはたのし ┾きくきほとそちき. ┹〉, なの けなとそ とき ╊みしとちき – け〉と かち せつなさ〉た こなつなけ-
とそた. ┾なては みな ╊みしとちな にぬなこぬきけ 〉 け へ〉た ねひしぬ〉, のなては みな け〉と ときてきこきけねか 
こぬきのそ ぬなつも 〉ねのなぬそちな-になつ〉のそほとなこな ╀〉こきぬな. ┮〉と せとなけは ときてきこきけねか にな』さ-
ときのそ のし, みな せきにぬなになとはけきけ ┺つしちねきとさぬ ┬とさぬ〉たなけそほ – ┮しつそちは け〉のほそせ-
とかとは 〉 ┰ぬはこは ねけ〉のなけは. ┹し のぬしくき へし にな』さとはけきのそ. ╂し のはにそちなけき こ〉つちき. 
┮なとき と〉ちはさそ とし にぬそけしさし 〉 と〉ちなては けそ とし さなこなさそのし. ┾なては みな けしのしぬきと〉け, 
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かち〉, ときねにぬきけさ〉 くはつそ く せきへ〉ちきけつしと〉 け ぬしきつ〉ねのそほとなては け〉さのけなぬしとと〉 になさ〉た 

け〉たとそ, けすし としてき』 – けなとそ になてしぬつそ けね〉. ┬ 』 になつ〉のそほと〉 てきと〉にはつかのなぬそ のき 
〉て〉のきのなぬそ. ╃なては てそ, けつきねとし ちきすはほそ, になけそとと〉 】て さなこなさすきのそ? ┳き かちそ-

てそ ねのきとさきぬのきてそ, せき かちそてそ ちぬそのしぬ〉かてそ? ╋ とし くはさは こなけなぬそのそ にぬな のし, 
みな になつ〉のそちき とそと〉まともなこな ぬしすそては になせときほしとき のきちそてそ きてく〉けきつしとのとそ-

てそ ぬそねきて そ. 
┰はすし ふなぬなまそた にぬそちつきさ せ ┭そち〉けとしゆ. ╂し くはつき のきちき のしきのぬきつもみそとき 

〉 と〉ほそて とし なく《ぬはとのなけきとそた ねにしちのきちつも, かちそた くはけ けつきまのなけきとそた. ┻なつかちそ 

せきかけそつそ, みな のきて つしすそのも のそねかほ 5-9. ┹してき のきちな】 へそひぬそ. ┮ねのきとなけつしとな 

くはちけきつもとな ち〉つもちき なね〉く, き きさて〉と〉ねのぬきへ〉か ねちなぬそねのきつきねか へ〉』ゆ ときこなさなゆ, 

みなく けそねつなけそのそ 〉 けにそねきのそ ねしくし け へゆ ちなててしてなぬきのそけとは になつ〉のそちは – ねは-
ほきねとは になつ〉のそちは にきて’かの〉. ¨ か さはすし さなくぬし にきて’かのきゆ, かち さな てしとし せけしぬとは-
つそねも 〉せ にそのきととかて: みな す ときにそねきのそ とき ちきてしと〉? ┹は, か ちきすは – ときにそねきのそ, 
みな すしぬのけきて ちなてはと〉ねのそほとそふ ぬしにぬしね〉た. ┹〉. ╂し せきときさのな ぬきさそちきつもとな, てそ 

てなすしてな ちなこなねも なくぬきせそのそ. ┰きけきたのし ときにそましてな きくな すしぬのけきて のなのきつ〉-
のきぬとそふ ぬしにぬしね〉た, きくな すしぬのけきて になつ〉のそほとそふ ぬしにぬしね〉た. ┾なくのな かちそふなねも 
のきて ぬしにぬしね〉た. 

¨ なの け へもなては ねしとね〉 か ふなほは せきけしぬまそのそ にぬそちつきさなて ╀ぬきとへ〉】. ┿ こぬはさ-
と〉 2005 ぬなちは 19 ときたきけのなぬそのしのと〉まそふ 〉ねのなぬそち〉け ╀ぬきとへ〉】 けそねのはにそつそ せ 
にぬなのしねのなて け になにはつかぬと〉た こきせしの〉 «┷〉くしぬきねもたなと». ┻ぬなのそ ほなこな? ┮なとそ けそ-

ねのはにそつそ にぬなのそ はちきせ〉け にぬな にきて’かのも 〉せ せきくなぬなとなゆ に〉ささきけきのそ ねはてと〉けは 

┯なつなちなねの, こしとなへそさ のはぬち〉け にぬなのそ け〉ぬてしと 〉 ぬしちなてしとさきへ〉かてそ 〉ねのなぬそちきて 

かち のぬしくき のぬきちのはけきのそ ときねつ〉さちそ ちなつなと〉きつもとな】 になつ〉のそちそ ╀ぬきとへ〉】 け ┬ひ-

ぬそへ〉 〉 の.〉と. ¨ねのなぬ〉か, せきかけそつそ へ〉 ひきふ〉けへ〉 – へし とし ぬしつ〉こ〉か, へし とし てなぬきつも. 
┮なとき とし になけそととき くはのそ ぬきくそとしゆ きちのはきつもとなねの〉. ┮なとき てなすし せけなさそのそねか 
つそまし さな にきて’かの〉, かちは ひなぬてはゆのも. ¨ のそて く〉つもまし けなとき とし てなすし くはのそ 

なく’』ちのなて ゆぬそねさそちへ〉】. ┿ け〉つもと〉た さしぬすきけ〉 きと〉 にきぬつきてしとの, きと〉 くはさも かちそた 

ゆぬそさそほとそた きけのなぬそのしの とし てき』 にぬきけき けそせときほきのそ, みな け 〉ねのなぬ〉】 』 にぬきけさなゆ. 

┰な へ〉』】 せきかけそ 〉ねのなぬそち〉け としけさなけせ〉 にぬそ』さときつなねか ち〉つもちき のそねかほ ひぬきとへはせも-
ちそふ けほしとそふ. ╂し さはすし ふなぬなまそた にぬそちつきさ さつか ┿ちぬき】とそ 〉 か ふなほは とそて せき-
けしぬまそのそ. ¨ のぬなまちそ けとしねのそ にしねそて〉ねのそほとは となのは. ┸〉た はつゆくつしとそた にそねも-
てしととそち ┮きねそつも ┶なすしつかと (かちみな とし ほそのきつそ – さはすし ぬきさすは になほそのきたのし 
たなこな «┶なとなのなに») ときにそねきけ ねはてとは ひぬきせは: «『 の〉 ちぬき】とそ, さし けねし のしほし, きつし 
と〉ほなこな とし せて〉とゆ』のもねか». ┬つし と〉ほなこな た とし せて〉とそのもねか, かちみな てそ とし くはさしてな 

ときてきこきのそねも せ けきてそ とき ときまなては て〉ちぬなぬ〉けと〉 ふなほき く みなねも せて〉とそのそ.
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ǦǤǣǦǣǖǝ ǗǝǟǠǕǙǕǢǢǴ ǙǝǦǟǨǦǶǞǢǝǪ ǧǚǡ Ǩ 

ǢǕǗǬǕǠǱǢǶǞ ǙǝǦǫǝǤǠǶǢǶ «ǶǦǧǣǥǶǴ ǨǟǥǕȀǢǝ» 

┽はほきねと〉 けそちつそちそ, かち〉 ねのなかのも にしぬしさ 〉ねのなぬそほとなゆ なねけ〉のなゆ, せては-
まはゆのも 〉みし ぬきせ にしぬしなねてそねつそのそ けねし, みな てそ ぬなくそてな. ┹き へ〉 けそちつそちそ, 

せぬなせはて〉つな, とし さきさはのも け〉さになけ〉さ〉 ときま〉 ちなつしこそ – ひきふ〉けへ〉 せ ひ〉せそちそ, ふ〉て〉】, 
てきのしてきのそちそ. ┾ぬしくき てきのそ とき はけきせ〉 た のし, みな 〉ねのなぬそほとき ときはちき せき なねのきとと〉 
にきぬは さしねかのち〉け ぬなち〉け せきせときつき さなねそのも ねしぬたなせとそふ のぬきとねひなぬてきへ〉た, 〉 てきけ 
ぬきへ〉ゆ ┺つしちねきとさぬ ┬とさぬ〉たなけそほ ┿さなさ, ちなつそ にぬな へし こなけなぬそけ. 

┻しぬま せき けねし, さきけきたのし になて〉ぬちは』てな, ほなては す けそとそちきゆのも ねちつきさと〉 〉ね-
のなぬそほと〉 にそのきととか, ほなては のきち ねちつきさとな とき とそふ け〉さになけ〉さきのそ, せけ〉さちそ けせきこきつ〉 
けなとそ けせかつそねか. ┽ちきす〉てな のきち, さな 1986 – 1987 ぬぬ. さそねちはね〉たとそふ のして け 〉ね-
のなぬそほと〉た ときはへ〉 のき なねけ〉の〉 けせきこきつ〉 とし くはつな. ¨ねとはけきつそ 』さそとき ときけほきつもとき 
にぬなこぬきてき, 』さそとそた に〉さぬはほとそち – なさとそて ねつなけなて, 』さそとそた 〉さしなつなこ〉ほとそた 

ひきぬけきのしぬ. ┰してなちぬきのそほと〉 せて〉とそ, かち〉 け〉さくはつそねか け ┽┼┽┼ 〉, せなちぬしてき け 
┿ちぬき】と〉 ときにしぬしさなさと〉 〉 に〉ねつか 1991 ぬなちは, ねのけなぬそつそ はてなけそ さつか になねのきととか 
け はちぬき】とねもち〉た 〉ねのなぬそほと〉た ときはへ〉 くきこきのもなふ 〉ねのなぬそほとそふ まち〉つ. ╂し, くしせは-
てなけとな, くはつな になせそのそけとそて かけそみして, なさときち へし のきちなす はのけなぬそつな た まそぬなちし 
になつし さつか さそねちはね〉た ときはちなけへ〉け-〉ねのなぬそち〉け.

┽もなこなさと〉 てしとし ほきねのな せきにそのはゆのも ねのはさしとのそ: «╋ち くはのそ, ちなつそ けそ-

ちつきさきほ とき つしちへ〉】 せ 〉ねのなぬ〉】 こなけなぬそのも ときて なさとし, は に〉さぬはほとそちは てそ ほそ-

のき』てな さぬはこし, き 〉とのしぬとしの-ぬしねはぬね になさき』 のぬしの』. ╋ち せき のきちそふ なくねのきけそと 

こなのはけきのそねか さな ねして〉ときぬ〉け?» ┺のすし, にぬなくつしてき ねにぬきけさ〉 〉ねとは』, 〉 のなては ときて 

ǠǚǗǶǧǕǦ 

ǩǚǠǶǟǦ ǠǱǗǣǗǝǬ, 

  ȘȢȞȦȢȤ ǻȥȦȢȤȜȫȡȜȩ ȡȔȧȞ, 

ȣȤȢȨșȥȢȤ, țȔȖǻȘȧȖȔȫ ȞȔȨșȘȤȜ 

ȠșȦȢȘȜȞȜ ȥȧȥȣǻȟȰȡȢ-ȗȧȠȔȡǻȦȔȤȡȢȁ 
ȢȥȖǻȦȜ ȦȔ ȖȜȩȢȖȔȡȡȓ 

ǶȡȥȦȜȦȧȦȧ ȣǻȥȟȓȘȜȣȟȢȠȡȢȁ 
ȣșȘȔȗȢȗǻȫȡȢȁ ȢȥȖǻȦȜ 

ǟȜȁȖȥȰȞȢȗȢ ȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦȧ 
ǻȠșȡǻ ǖȢȤȜȥȔ ǘȤǻȡȫșȡȞȔ
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になのぬ〉くとな ほ〉のちな せ’かねはけきのそ さつか ねしくし, ほなては, けつきねとし ちきすはほそ, 〉ねとは』 へか にぬな-

くつしてき – にぬなくつしてき ぬ〉せとそふ 〉とのしぬにぬしのきへ〉た ねちつきさとそふ 〉 になさぬきせつそけそふ 〉ね-
のなぬそほとそふ のして. 

╋ けけきすきゆ, みな にしぬま せき けねし へゆ にぬなくつしては のけなぬそのも 〉ねのなぬそほとき 
にきて’かのも. ¨ねのなぬそほとき にきて’かのも – とし つそまし にきて’かのも なちぬしてな】 つゆさそとそ, へし 
』 ねけな』ぬ〉さとき て〉ちぬな〉ねのなぬ〉か, 〉 けね〉 へ〉 て〉ちぬな〉ねのなぬ〉】 せつそけきゆのもねか け なちしきと 

けしつそちな】 〉ねのなぬ〉】. ┿ ちなすとな】 つゆさそとそ 』 けつきねとき て〉ちぬな〉ねのなぬ〉か. ┹き 《ぬはとの〉 
ぬ〉せとそふ て〉ちぬな〉ねのなぬ〉た になねのきゆのも ちなつしちのそけとき 〉ねのなぬそほとき にきて’かのも, ぬしこ〉-
なときつもとき にきて’かのも 〉, にしけとなゆ て〉ぬなゆ, ときへ〉なときつもとき にきて’かのも. ┿ ねはほきねと〉た 

┿ちぬき】と〉, せなちぬしてき け 】】 ぬしこ〉なときふ, とき すきつも, 〉ねのなぬそほとき にきて’かのも 』 ぬ〉せとなゆ. 

┬つし のきち ぬなせになぬかさそつきねか 〉ねのなぬ〉か, のなては けね〉 せぬなくつしと〉 せき なねのきとと〉 21 ぬ〉ち 

ねにぬなくそ にしぬしつきてきのそ ほそゆねも 〉ねのなぬそほとは にきて’かのも とし けさきつそねか. ┾きち ねきてな 

かち 〉 ねにぬなくそ せぬはたとはけきのそ ぬ〉せと〉 〉ねのなぬそほと〉 まちなつそ, け〉さてなけそのそねか け〉さ さそひし-
ぬしとへ〉たなけきとなこな に〉さふなさは は けそちつきさきとと〉 〉ねのなぬ〉】. 

┺さと〉』ゆ せ ひなぬて ぬなくなのそ, け ちなとのしちねの〉 けそちつきさきととか さそねちはね〉たとそふ 〉ねのな-

ぬそほ とそふ のして, 』 ねのはさしとのねもちき ときはちなけき しちねにしさそへ〉か. 2007 ぬなちは てそ なぬこき-
と〉せはけきつそ のきちは しちねにしさそへ〉ゆ さつか けそけほしととか 〉ねのなぬ〉】 ┯なつなさなてなぬは. ┻しぬし-
くはけきゆほそ は ねしつきふ ┶そ】けねもちな】 なくつきねの〉, ときま〉 ねのはさしとのそ け〉させとかつそ ひ〉つもて 

«┯なつなさなてなぬ» – きてきのなぬねもちそた ひ〉つもて とき 45 ふけそつそと, ちなのぬそた さ〉ねのきけ 
のぬしのゆ にぬして〉ゆ け となて〉ときへ〉】 «┹きはちなけへ〉 – きねに〉ぬきとのそ». ┸きのしぬ〉きつそ, かち〉 
ねのはさしとのそ け〉させとかつそ, ねにぬきけさ〉 』 はと〉ちきつもとそてそ. ┮なとそ ときくつそすきゆのも ときね さな 

にぬきけさそ, くな さきゆのも てなすつそけ〉ねのも ぬしちなとねのぬはゆけきのそ の〉 になさ〉】. ┻ぬそほなては ぬし-
ちなとねのぬはちへ〉ゆ になさ〉た にぬなけなさそつそ とし 〉ねのなぬそちそ, き ねそけ〉 くきくはね〉 のき さ〉さはね〉, かち〉 
はねし へし にしぬしすそつそ 〉 かち〉 こなけなぬそつそ け〉さけしぬのな, け〉さ さはま〉, け〉さ ねしぬへか にぬな のし, 
かち けなとな けねし くはつな, かち けなとそ けねし へし くきほそつそ. ¨ ねちきすは けきて ほしねとな, すなさとなては 

〉ねのなぬそちは せ 〉とまそてそ になこつかさきてそ にぬなねのな としてなすつそけな ねにぬなねのはけきのそ てきのし-
ぬ〉きつ, かちそた ねけ〉さちそ こなつなさは ときさきつそ.

┰ぬはこし, みな ときさき』 さそねちはね〉たとなねの〉 ときま〉た ぬなくなの〉 た ねのけなぬゆ』 ほそてきつな 

にぬなくつして – へし ねのしぬしなのそにそ 〉ねのなぬそほとな】 にきて’かの〉. ╋ち ときぬなさすはゆのもねか ねのし-
ぬしなのそにそ 〉ねのなぬそほとな】 にきて’かの〉? ┳ はにしぬしさすしとも は ねのきけつしとと〉 さな 〉ねのなぬそほ-

とそふ になさ〉た, さな ときぬなさ〉け ┿ちぬき】とそ, さな なちぬしてそふ かけそみ 〉 ひきちの〉け. ┽ちきす〉てな, 
のきち のぬきにそつなねも は すそのの〉, みな け〉さくはつそねか にしけと〉 のぬきこ〉ほと〉 〉ねのなぬそほと〉 になさ〉】, 
かち〉 つゆさそ ねにぬそたとかつそ さなねそのも してなへ〉たとな 〉 かち〉 せきにきて’かのきつそねも. ╂か にきて’かのも 
こしとしのそほとな たさし け〉さ になちなつ〉ととか さな になちなつ〉ととか, 〉 けなとき くしせはてなけとな 《ぬはとのは-
』のもねか とき にぬきけさそけそふ になさ〉かふ, ちなのぬ〉 とし てなすとき せきにしぬしほはけきのそ, きさすし つゆさそ 

くはつそ 】ふ ねけ〉さちきてそ. ┳ 〉とまなこな くなちは, とき すきつも, くなつゆほ〉, すきふつそけ〉 になさ〉】, ちな-

のぬ〉 ねのきつそねか は XVII, XVIII, XIX ねの., にしぬま〉た ほけしぬの〉 XX ねの., になさしちはさそ 

きけのなてきのそほとな にしぬしとなねかのもねか は XXI ねの. ¨ ちなつそ ねもなこなさと〉 てそ こなけなぬそてな 
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にぬな 〉とひなぬてきへ〉たとは ぬしけなつゆへ〉ゆ, にぬな こはてきと〉ねのそほと〉 』けぬなにしたねもち〉 へ〉ととなね-
の〉, ちなつそ てそ ねもなこなさと〉 ぬなくそてな せきかけそ にぬな け〉ささきと〉ねのも 〉さしきつきて さしてなちぬきの〉】, 
にぬきけなけ〉た さしぬすきけ〉, こぬなてきさかとねもちなては ねはねに〉つもねのけは, のな へし かけとな とし ねふな-

さそのもねか せ けそみしなせときほしとなゆ ねそのはきへ〉』ゆ. ┸〉す のそて, ねのしぬしなのそにそ せきせけそほきた 

』 ねの〉たちそてそ, けなとそ くしせはてなけとな ぬしにぬなさはちはゆのもねか 〉 さはすし ほきねのな としこきのそけとな 

けにつそけきゆのも とき てなつなさ〉すとは きはさそのなぬ〉ゆ. 

┾ぬしの〉た てなてしとの – へし ちなつそ け〉さくはけきゆのもねか さなねそのも ねしぬたなせと〉 〉とねそとはき-
へ〉】 た に〉さのきねなけちそ 〉ねのなぬそほとなこな てきのしぬ〉きつは, きくな ちなつそ さな ときはちなけなこな なく〉こは 

けけなさそのもねか つそまし にしけとき ほきねのそとき 〉ねのなぬそほとなこな てきのしぬ〉きつは – のき, かちき «にな-

のぬ〉くとき», ちなつそ 〉ねのなぬそち とし くきほそのも はねもなこな ちなとのしちねのは になさ〉た, けそねけ〉のつゆゆほそ 

の〉つもちそ なちぬして〉 ねのなぬなとそ にぬなくつしてそ, にぬそくそぬきゆほそ せきこきつもとそた ちなとのしちねの. 
┿ね〉 へ〉 としこきのそけと〉 ひきちのなぬそ は け〉のほそせとかと〉た 〉ねのなぬそほと〉た ときはへ〉 – なく’』ち-

のそけ と〉 た ねはく’』ちのそけと〉 – けなとそ ねもなこなさと〉 ぬなせちなつゆゆのも こぬなてきさねもち〉ねのも, ねは-
ねに〉つも ねのけな, けなとそ とし ねにぬそかゆのも けねのきとなけつしととゆ てそぬは のき せつきこなさそ け はちぬき-
】とねもち〉た さしぬすきけ〉, き ときけにきちそ ぬなせ’』さとはゆのも, けなとそ とし ちなとねなつ〉さはゆのも, けなとそ 

てきゆのも としこきのそけとし せときほしととか 〉 さつか ときはちそ, 〉 さつか ねはねに〉つもねのけき け へ〉つなては. 
┮ ふなさ〉 ときまそふ にしぬまそふ せはねのぬ〉ほした 〉せ ねのはさしとのきてそ てそ せきせけそほきた にぬきこ-

としてな せぬなせはて〉のそ, みな ねのはさしとのそ せときゆのも, とき みな けなとそ ときへ〉つしと〉, のなくのな け〉さ-
くはけき』のもねか にしけとそた に〉さこなのなけほそた しのきに さな ときけほきととか. ┰きつ〉 になほそとき』のもねか 
としにぬなねのき みなさしととき ぬなくなのき, のなては みな ねのはさしとの-〉ねのなぬそち になけそとしと せときのそ, 
かち けつきねとし ときぬなさすは』のもねか 〉ねのなぬそほとき ときはちき. 

╋ち け〉さなてな, 〉みし ┬ぬとなつもさ ┾なたとく〉 せきはけきすそけ, みな ぬなくなのき 〉ねのなぬそちき 
ねちつきさき』のもねか せ のぬもなふ しのきに〉け: 1) 〉ねのなぬそち せときふなさそのも 〉ねのなぬそほとそた ひきちの; 
2) 〉ねのなぬそち て〉ぬちは』, なねてそねつゆ』 〉ねのなぬそほとそた ひきちの, きときつ〉せは』 た にしぬしけ〉ぬか』 
たなこな; 3) 〉ねのなぬそち さなけなさそのも 〉ねのなぬそほとそた ひきちの さな け〉さなてき こぬなてきさねもちなねの〉. 
┺さときち, とき すきつも, ちなすとそた せ へそふ しのきに〉け てなすし くはのそ になせときほしとそた にしけとそてそ 

としこきのそけとそてそ さ〉かてそ, てきと〉にはつかへ〉かてそ せ 〉ねのなぬそほとそて てきのしぬ〉きつなて, みな た 

せはてなけつゆ』 け になさきつもまなては ねしぬたなせと〉 さそねちはね〉】. 
┺さとし 〉せ せきけさきとも, かちし ねのな】のも にしぬしさ ときてそ, – はねけ〉さなてそのそ, みな さな 

1991-こな ぬな ちは 〉ねとはけきつき 〉さしなつなこ〉ほとき 〉ねのなぬ〉か, ちなのぬき ねもなこなさと〉 ねのきつき にな-

つ〉のそほとなゆ. ┸そ ほきねのな せきくはけき』てな, みな になつ〉のそほとき 〉ねのなぬ〉か くしせになねしぬしさともな 

せきつしすそのも け〉さ になつ〉のそほとな】 ちなと’ゆとちのはぬそ, け〉さ ちなとちぬしのとなこな ねそのはきのそけとな-

になつ〉のそほとなこな てなてしとのは. ¨みし け ねしぬにと〉 2010 ぬなちは, に〉さ ほきね せはねのぬ〉ほ〉 にぬしさ-
ねのきけとそち〉け ┸┺┹ 〉せ けほそのしつかてそ 〉ねのなぬ〉】 〉まつなねか にぬな のし, みな なさと〉』ゆ せ ときた-

く〉つもまそふ にぬなくつして 』 のし, みな 〉ねのなぬ〉ゆ にそまはのも に〉さ になつ〉のそほとは ちなと’ゆとち のは-
ぬは. ┹きのなて〉ねのも としなくふ〉さとな ときてきこきのそねか になさきけきのそ 〉ねのなぬ〉ゆ のきちなゆ, かちなゆ 

けなとき くはつき. ┹〉ちなこな とし のぬしくき け 〉ねのなぬ〉】 せきちそさきのそ ちきて〉ととかて, のぬしくき ねにぬそた-

てきのそ になさ〉】, かけそみき, ひきちのそ, つゆさした のきちそてそ, かちそてそ けなとそ くはつそ. 
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┹き すきつも, てそ みし とし けそたまつそ せ «ぬきさかとねもちな】 まそとしつ〉», ちなつそ けそちつきさきほ, 
けほそのしつも さき』 ねけな】 なさとなせときほと〉 なへ〉とちそ, さき』 ねけな】 ぬしへしにのそ ねのはさしとのは, かち 

ねきてし のつはてきほそのそ のは ほそ 〉とまは 〉ねのなぬそほとは になさ〉ゆ. ┮〉と けそねのはにき』 〉ねのそとなゆ け 
なねのきとと〉た 〉とねのきとへ〉】 〉 へし にぬそ のなては, みな 〉ねとは』 へ〉つそた ねけ〉の ねはほきねとそふ ちなては-
と〉ちきへ〉た, 〉ねとはゆのも になのはすと〉 しつしちのぬなとと〉 〉とひなぬてきへ〉たと〉 くきせそ. ┾なては, ちなつそ 

てそ せはねのぬ〉ほき』てなねか せ てなつなさ〉すとなゆ きはさそのなぬ〉』ゆ, てそ になけそとと〉 ほ〉のちな ぬなせは-
て〉のそ: にな-にしぬまし, けそちつきさきほ ねもなこなさと〉 とし 』 』さそとそて さすしぬしつなて になねのきほきととか 
〉とひなぬてきへ〉】; にな-さぬはこし, け〉と とし てなすし くはのそ 〉ねのそとなゆ け なねのきとと〉た 〉とねのきとへ〉】; 
にな-のぬしの』, け ねはほきねと〉た 〉ねのなぬそほと〉た ときはへ〉 にきとは』 ときはちなけそた につゆぬきつ〉せて, 〉 
へし 』 さなくぬし, へし 』 にぬそぬなさとな. ┸そ こなけなぬそてな にぬな ときはちなけそた につゆぬきつ〉せて, 

にぬな ときかけと〉ねのも ぬ〉せとそふ 〉ねのなぬそほとそふ まち〉つ け ┿ちぬき】と〉. ¨ へし, くしせはてなけとな, 』 
になせそのそけとそて かけそみして, くな ときはちき とし てなすし のけなぬそのそねも せ 』さそとな】 ちなとへしにへ〉】, 
のそて く〉つもまし, みな け ねはほきねと〉た け〉のほそせとかと〉た 〉ねのなぬそほと〉た ときはへ〉 〉ねとは』 くきこきのな 

ちなとへしにへ〉た 〉 くきこきのな 〉ねのなぬそほとそふ まち〉つ. 
┮〉さになけ〉さとな けそちつきさきほ とし てなすし にぬきへゆけきのそ 〉 ねに〉つちはけきのそねか せ〉 ねけな-

】てそ ちなつしこきてそ せき にぬそとへそになて: 』 さけ〉 のなほちそ せなぬは – てなか 〉 としにぬきけそつもとき. 
┽もなこなさと〉 てそ になけそとと〉 ねのけなぬゆけきのそ 〉とまそた ひなと ときけほきつもとなこな にぬなへしねは. 
╋ちそて てき』 くはのそ へした ひなと? ┻しぬしさはね〉て せきはけきすは, みな とそと〉 にしぬしさ けそちつきさき-
ほして ねのなかのも さはすし けそねなち〉 けそてなこそ ねのなねなけとな なく〉せときとなねの〉 け 〉ねのなぬそほとなては 

てきのしぬ〉きつ〉 のき のそふ 〉ねのなぬそほとそふ ぬしねはぬねきふ, ちなのぬ〉 〉ねとはゆのも. ┸しと〉 ほきねなて くは-
けき』 としせぬはほとな, ちなつそ にな のしつしくきほしととゆ 〉ねのなぬそちそ ぬなせになけ〉さきゆのも, みな てそ, 
てなけつかけ, とし てなすしてな さなねつ〉さそのそ になけと〉ねのゆ のしては け〉たとそ, くな とし けね〉 さすしぬしつき 
〉みし け〉さちぬその〉. ╂し としにぬきけさき. ┮ね〉 さすしぬしつき せき のしてなゆ ┰ぬはこき ねけ〉のなけき け〉た-

とき け ┿ちぬき】と〉 け〉さちぬその〉. ┮ね〉, ちぬ〉て なちぬしてそふ ねにぬきけ, かち〉 てきゆのも さしぬすきけとは 

のき』てとそへゆ (けなとそ ねにぬきけさ〉 せきちぬその〉). ┬ け ┼なね〉たねもち〉た ╀しさしぬきへ〉】 せきちぬそ-

の〉 の〉 ねにぬきけそ, かち〉 ねのなねはゆのもねか さ〉かつもとなねの〉 ┯なつなけとなこな ぬなせけ〉さはけきつもとなこな 

はにぬきけつ〉ととか. ┮ね〉 〉とま〉 ねにぬきけそ, にしぬしさはね〉て は け〉たねもちなけなては きぬふ〉け〉 け ┻な-

さなつもねもちは – の〉, みな ねのなねはゆのもねか はちぬき】とねもちそふ ひぬなとの〉け, け〉たねもちちなてきの〉け, 
け〉たねもちなけそふ なにしぬきへ〉た, すはぬときつ〉け くなたなけそふ さ〉た – はね〉 けなとそ け〉さちぬその〉. ┾ぬしくき 
の〉つもちそ てきのそ くきすきととか にぬきへゆけきのそ, 〉 せけそほきたとな ひ〉ときとねなけ〉 てなすつそけなねの〉.

┽はほきねとそた けそちつきさきほ のきちなす くしせはてなけとな になけそとしと ぬなせはて〉のそ, みな くは-
さはけきのそ ときけほきつもとそた にぬなへしね せき け〉さねはのとなねの〉 になつして〉ちそ て〉す けそちつきさきほして 

〉 ねのはさしとのなて, て〉す ねきてそてそ ねのはさしとのきてそ けすし としてなすつそけな. ┽もなこなさと〉 てそ 

てき』てな てなぬし 〉ねのなぬそほとなこな てきのしぬ〉きつは, ちなのぬそた ねになとはちき』 さな きちのそけとな】 
のけなぬほな】 ぬなくなのそ. 

┹きぬしまの〉 ねはほきねとそた けそちつきさきほ てき』 けそぬ〉せとかのそねか けそねなちそて ぬ〉けとして 

ちはつものはぬそ, にぬそふそつもと〉ねのゆ こはてきと〉ねのそほとそて へ〉ととなねのかて, にきのぬ〉なのそせてなて 〉 
なにのそて〉せてなて にぬそ けそちつきさきとと〉 〉ねのなぬ〉】, き こなつなけとし ぬなせはて〉のそ, みな はねし, みな 
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け〉と ぬなくそのも ねつはすそのそてし ねにぬきけきて こはてきと〉せては, 』さときととゆ はちぬき】とねもちなこな 

ねはねに〉つもねのけき, せて〉へとしととゆ はちぬき】とねもちな】 さしぬすきけそ. 
┺さときち か ふなの〉け くそ のきちなす せきはけきすそのそ, みな ねもなこなさと〉まと〉た けはせ〉けねもちそた 

きぬねしときつ けそちつきさきととか 〉ねのなぬ〉】 とし のきちそた けすし た けしつそちそた, ふなほき とき ちなすと〉た 

ねふなさそとへ〉 てなすとき せときたのそ くきこきのな ほなこな になせそのそけとなこな. ┹きにぬそちつきさ, ねはほきねとき 
つしちへ〉か け〉さになけ〉さとな さな ┭なつなとねもちなこな にぬなへしねは – へし つしちへ〉か 〉とのしぬきちのそけとき, 
〉 へし ぬはたとは』 ぬきさかとねもちそた ねのしぬしなのそに にぬな つしちへ〉ゆ かち にきねそけとは ひなぬては とき-
けほきととか. ┽はほきねとき つしちへ〉か, せき ┭なつなとねもちそて にぬなへしねなて, となねそのも としくはけきつな 

きちのそけとそた ふきぬきちのしぬ, 〉 けそちつきさきほ け と〉た けそねのはにき』 かち ねへしときぬそねの-ぬしすそねしぬ, 
みな けそくはさなけは』 へゆ つしちへ〉ゆ, にぬそほなては けそくはさなけは』 】】 のきち, きくそ せきつはほそのそ 

ねのはさしとの〉け さな のけなぬほな】 くしね〉さそ, さな さそねちはね〉】, につきとはゆほそ ちなとのぬなけしぬね〉たと〉 
にそのきととか. ┾なさ〉 へか つしちへ〉か てき』 ぬしせはつものきの. 

┽して〉ときぬねもち〉 せきとかののか, か てしと〉 せさき』のもねか, けせきこきつ〉 けすし になけそとと〉 ちきとはのそ 

は ┷しのは. ┻しぬしさはね〉て へし ねのなねは』のもねか のそふ ねして〉ときぬ〉け, ちなつそ けそちつきさきほ せときふな-

さそのもねか せき ねのなつなて, き ねのはさしとのそ せき のぬそくはとなゆ ほそのきゆのも ちねしぬなちなに〉たなけきと〉 
せ ちとそすなち てきのしぬ〉きつそ きくな てきのしぬ〉きつそ, みな 】ふ けなとそ けそのかこつそ せ ¨とのしぬとしのは. 
┽はほきねとそた ねして〉ときぬ になけそとしと てきのそ ひなぬては さ〉つなけな】 こぬそ, になけそとしと てきのそ 

ひなぬては さそねちはね〉】, さそねにはのは, 〉 さはすし ねしぬたなせとそふ けそねのはに〉け ねのはさしとの〉け 〉せ 
けつきねとそてそ ときはちなけそてそ にぬなしちのきてそ, け かち〉 けちつきさきゆのもねか さそねちはね〉たと〉 のしてそ. 

╅なさな にぬきちのそちそ 〉とさそけ〉さはきつもとそふ のけなぬほそふ せきけさきとも (¨┾┳), ちなつそ ねのは-
さしとのそ にそまはのも ぬしひしぬきのそ とき なねとなけ〉 7 – 10 てなとなこぬきひ〉た, のな か けせきこきつ〉 とし 
ぬなせはて〉ゆ, さつか ほなこな ときて へし になのぬ〉くとな. ┬さすし へし ぬ〉けしとも さしねかのそちつきねとそちき, 
ときけ〉のも とし はほとか なさそときさへかのなこな ちつきねは. ┽もなこなさと〉まと〉 ¨┾┳ になけそとと〉 さなにな-

てなこのそ ねのはさしとのなけ〉 せぬなくそのそ ちぬなち はにしぬしさ さな けしつそちな】 ときはちそ, けなとそ になけそ-

とと〉 ねにぬそかのそ ひなぬてはけきととゆ ときはちなけへか, 〉 けそちつきさきほ になけそとしと ねのはさしとのなけ〉 け 
へもなては さなになてきこきのそ. 

┳こきさき』てな のきちなす にぬな てしのなさ ねのはさしとのねもちそふ にぬなしちの〉け, ねのはさしとのねもちそふ 

にぬしせしとのきへ〉た, かちそた てなすし け〉さ〉こぬきのそ けきすつそけは ぬなつも は けそぬ〉ましとと〉 さそねちは-
ね〉たとそふ にぬなくつして. ┮ほなぬき てそ, ときにぬそちつきさ, ねにつきとはけきつそ ねのはさしとのねもちは ちなと-

ひしぬしとへ〉ゆ せ 〉ねのなぬ〉】 ┮そせけなつもとな】 け〉たとそ はちぬき】とねもちなこな ときぬなさは XVII ねの. 
┮ねのきとなけそつそ になぬかさなち, せき かちそて ねのはさしとのねもちき きはさそのなぬ〉か ぬなせくそけき』のもねか 
とき のぬそ こぬはにそ のき とき なねとなけ〉 12 ねつきたさ〉け ちなすとき こぬはにき になけそととき くはさし にぬし-
せしとのはけきのそ ねけ〉た にぬなしちの とき のは ほそ 〉とまは にぬなくつしては せ はぬきふはけきととかて のそふ 

さそねちはね〉た, かち〉 〉ねとはゆのも け ┿ちぬき】と〉 みなさな へ〉』】 としにぬなねのな】 にぬなくつしてそ. 
┳きせときほそてな, みな ねもなこなさと〉 けそぬ〉まは』 ときたく〉つもま へ〉ちきけ〉 〉 せつなくなさしとと〉 

にぬなくつしてそ ねのはさしとのねもちし ときはちなけし のなけきぬそねのけな. ┳なちぬしてき, ときまし ねのはさしとの-
ねもちし ときはちなけし のなけきぬそねのけな にぬきへゆ』 ときさ けそけほしととかて ねにきさみそとそ ┭なぬそねき 
┰てそのぬなけそほき ┯ぬ〉とほしとちき. ╂し – なねとなけとき ときまき にぬなくつしてきのそちき, ちぬ〉て 〉ね-
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のなぬ〉】 なねけ〉のそ は ┶そ』け〉. ┸しと〉 なねなくそねのな へし さきつな さはすし くきこきのな になせそのそけは. 
┻ぬきへゆゆほそ ときさ ねにきさみそとなゆ ┯ぬ〉とほしとちき (ふなほき か と〉ちなつそ とし くはけ こぬ〉と-

ほしとちなせときけへして), か さつか ねしくし せときたまなけ さはすし くきこきのな へ〉ちきけなこな てきのしぬ〉きつは. 
┸そ せとき』てな ┯ぬ〉とほしとちき にしぬしさはね〉て かち けそさきのとなこな にしさきこなこき, ひ〉つなつなこき, 
はちつきさきほき ねつなけとそちき. ┬つし す せときほとな てしとまし け〉さなてき になねのきのも ┯ぬ〉とほしとちき 
かち になつ〉のそほとなこな さ〉かほき, 〉 てそ としさなねのきのともな せとき』てな にぬな すそののか たなこな ぬな-

さそとそ. ┮そけほしととか こぬ〉とほしとち〉けねもちな】 ねにきさみそとそ さなになてなこつな ときて にぬな けねし へし 
さ〉せときのそねか. ┸〉す 〉とまそて, ちなつそ てそ にぬそたまつそ さな きぬふ〉けは まはちきのそ ねけ〉のつそとそ 

┭なぬそねき ┰てそのぬなけそほき, のな になくきほそつそ, みな け ねはにぬなけなさすはけきつもと〉た きぬふ〉けと〉た 

さなちはてしとのきへ〉】 〉みし せ ぬきさかとねもちそふ ほきね〉け とし せて〉としと〉 なへ〉とちそ へ〉』】 になねのきの〉, 
とし せて〉としと〉 のぬきちのなけちそ たなこな かち «ときへ〉なときつ-つ〉くしぬきつき», «くはぬすはきせとなこな とき-
へ〉なときつ〉ねのき» のなみな! ┹〉ほなこな とし せて〉とそつなねか – としてなけ くそ 〉 とし くはつな 21 ぬなちは 

としせきつしすとなねの〉. ╋ くはけ ねにぬきけさ〉 まなちなけきとそた のそて, みな になくきほそけ.
¨みし にぬな なさとし, みな さなせけなつそつな ときて さ〉せときのそねか にぬな こぬなてきさねもちは さ〉かつも-

と〉ねのも ┯ぬ〉とほしとちき た なへ〉とそのそ たなこな ぬなつも は になつ〉のそほと〉た くなぬなのもく〉 け ┿ちぬき】と〉, 
のな へし のし, みな ┯ぬ〉とほしとちな にぬきへゆけきけ とし の〉つもちそ せ はちぬき】とねもちなゆ 〉とのしつ〉-
こしとへ〉』ゆ, きつし た きちのそけとな ねに〉つちはけきけねか せ にぬしさねのきけとそちきてそ ときへ〉なときつもとそふ 

てしとまそと. ┭〉つもまし のなこな, け〉と けそねはけきけねか け ┻しぬまは さしぬすきけとは さはては け〉さ 
はちぬき】とねもちそふ になつ〉のそほとそふ にきぬの〉た のき け〉さ 』けぬしたねもちな】 にきぬの〉】 ┭はとさ. ╂した 

ひきちの けせきこきつ〉 』 てきつなけ〉さなてそて. ╅なさな ぬなさそとそ, のな, とき すきつも, はつゆくつしとき 
さなともちき ┯ぬ〉とほしとちき – ┹きねのか とし になさ〉つかつき になこつかさ〉け くきのもちき, ときのなて〉ねのも 
ねそてにきのそせはけきつき ねなへ〉きつ-さしてなちぬきのきて 〉 ときけ〉のも くぬきつき きちのそけとは はほきねのも は 

ぬしけなつゆへ〉たと〉た くなぬなのもく〉 け せきこなときふ ねきてななくなぬなとそ. ┰つか ときね のきちなす くはつな 

なさちぬなけしととかて けそかけつしととか のけなぬは ぬなさそとそ ┯ぬ〉とほしとち〉け «╁のな け ┿ちぬき】と〉 けな-

ぬなこ?». ╂し さはすし へ〉ちきけそた のけ〉ぬ 〉 さな のなこな す ときさせけそほきたとな せつなくなさしととそた. 
┮〉と ときまのなけふは』 とき さはてちは にぬな のし, みな こなつなけとそて けなぬなこなて ┿ちぬき】とそ とき 
のなた ほきね ┯ぬそとほしとち〉 けけきすきつそ 〉てにしぬ〉ゆ のき 】】 〉さしなつなこ〉ゆ. ¨ ほそて け〉と せつな-

くなさしととそた, のな へし のそて, みな へした はと〉ちきつもとそた のけ〉ぬ せきにしぬしほは』 «しのと〉ほとそた 

ねつ〉さ», かちそて, とき すきつも, さしかち〉 ときま〉 ちなつしこそ ときてきこきゆのもねか にぬなかねとそのそ けね〉 
のぬきこしさ〉】 ┿ちぬき】とそ とき にぬなのかせ〉 〉ねのなぬ〉】. «┱のと〉ほとそた ねつ〉さ» とし にぬなねのな けしさし 
け こつはふそた ちはの, «しのと〉ほとそた ねつ〉さ» せきけしぬまは』のもねか は ┭しねつきと〉, ╃しほと〉, ┹き-
こなぬとなては ┶きぬきくきふは, ┶なねなけな のなみな. ¨ のなては ねもなこなさと〉 けそちつきさきほ になけそとしと 

はねけ〉さなてつゆけきのそ て〉ぬは け〉さになけ〉さきつもとなねの〉, かちき つしすそのも とき ともなては け にぬなへしね〉 
けそちつきさきととか 〉ねのなぬ〉】 た けそふなけきととか てなつなさな】 こしとしぬきへ〉】 ┿ちぬき】とそ. 
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ǡǣǙǚǥǢǶǜǕǫǶǴ ǜǡǶǦǧǨ ǢǕǗǬǕǢǢǴ 

ǶǦǧǣǥǶȀ ǨǟǥǕȀǢǝ Ǩ ǗǝǮǶǞ ǧǚǪǢǶǬǢǶǞ ǭǟǣǠǶ 
(ȘȢ ȣȜȦȔȡȡȓ ȣȤȢ ȥȣǻȖȖǻȘȡȢȬșȡȡȓ ȣȤȢȕȟșȠȡȢȗȢ 

ǻ ȩȤȢȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ ȣǻȘȩȢȘǻȖ ȧ țȠǻȥȦǻ ȡȔȖȫȔȟȰȡȜȩ ȣȤȢȗȤȔȠ)

┹そと〉 〉ねのなぬ〉か け のしふと〉ほとなては けはせ〉 けそねのはにき』 なぬこきと〉ほとなゆ ほきねのそとなゆ 

はねもなこな へそちつは ねなへ〉きつもとな-こはてきと〉のきぬとそふ さそねへそにつ〉と, かち〉 てきゆのも とき てしの〉 
ひなぬてはけきととか こはてきと〉ねのそほとなこな ねけ〉のなこつかさは のき なねなくそねの〉ねとな】 にぬなひしね〉たとな】 
ちはつものはぬそ てきたくはのともなこな 〉とすしとしぬき.

┺ねなくそねの〉ねとき にぬなひしね〉たとき ちはつものはぬき 〉とすしとしぬき – さなねそのも ねちつきさとし 〉 
くきこきのなにつきとなけし になとかののか, ちなのぬし, とき さはてちは ときはちなけへ〉け, けちつゆほき』 け ねしくし 
〉 せきこきつもとは, 〉 ちなてはと〉ちきのそけとは, 〉 〉とひなぬてきへ〉たとな-てしのなさなつなこ〉ほとは, 〉 しちなつな-

こ〉ほとは ちはつものはぬは, とし ちきすはほそ けすし にぬな ちはつものはぬは てそねつしととか, ちぬしきのそけと〉 
かちなねの〉 のき, かねとき ぬ〉ほ, ちはつものはぬは なねなくそねの〉ねとなこな ねきてなけさなねちなときつしととか.

┮つきねとし, にぬそみしにそのそ ねのはさしとのなけ〉 にぬきことしととか さな ねきてななねけ〉のそ 〉 ねきてな-

けさなねちなときつしととか – へし 〉 』 ときまし こなつなけとし せきけさきととか. ┬さすし, かち ちきすし とき-
ぬなさとき てはさぬ〉ねのも, になねしぬしさと〉た けそちつきさきほ – せさきのとそた つそまし ぬなせになけ〉さきのそ, 

こきぬとそた けそちつきさきほ – になかねとゆけきのそ のし, にぬな みな ぬなせになけ〉さき』, とは き ねにぬきけすと〉た 

けそちつきさきほ てはねそのも ときさそふきのそ.
┳き なねのきとと〉 20 ぬなち〉け なにはくつ〉ちなけきとな ねなのと〉 ねのきのした せ にぬなくつして けそ-

ちつきさきととか こはてきと〉のきぬとそふ さそねへそにつ〉と は けそみ〉た のしふと〉ほと〉た まちなつ〉. ╃きね け〉さ 
ほきねは け にはくつ〉ほとなては 〉とひなぬてきへ〉たとなては にぬなねのなぬ〉 ねにきつきふはゆのも にきつち〉 さそね-
ちはね〉】 とき のしては: になのぬ〉くとな ほそ とし になのぬ〉くとな けそちつきさきのそ 〉ねのなぬ〉ゆ ┿ちぬき】とそ 

ǟǣǦǧǝǠǾǗǕ 

ǦǗǶǧǠǕǢǕ ǣǠǚǟǦǕǢǙǥǶǗǢǕ,  

ȘȢȞȦȢȤ ǻȥȦȢȤȜȫȡȜȩ ȡȔȧȞ,

ȣȤȢȨșȥȢȤ, țȔȖǻȘȧȖȔȫ ȞȔȨșȘȤȜ 

ǻȥȦȢȤǻȁ ǩǦǤ ǢǧǨǨ «ǟǤǶ»
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は のしふと〉ほとそ ふ けはせきふ. ¨ ふなほき とそと〉 ときちきせなて ┸〉と〉ねのしぬねのけき なねけ〉のそ 〉 ときはちそ 

ときけほきつもとき さそねへそにつ〉とき «¨ねのなぬ〉か ┿ちぬき】とそ» け のきちそふ けはせきふ さ〉ねのきつき, のきち 

くそ てなけそのそ, «になねの〉たとは にぬそにそねちは», はねし す さそねちはね〉】 とし にぬそにそとかゆのもねか.
┮ へしとのぬ〉 】ふ のぬきさそへ〉たとな にしぬしくはけき』 のしてき «ちなに〉ゆけきととか», «になけのなぬしと-

とか» けはせきてそ まち〉つもとな】 にぬなこぬきてそ せ け〉のほそせとかとな】 〉ねのなぬ〉】. ┻なぬかさ 〉せ へそて こな-

ねのぬな ねのな】のも にそのきととか にぬな ねに〉けけ〉さとなましととか «ひきふなけそふ» 〉 «とし ひきふなけそふ» 

さそねへそにつ〉と は ときけほきつもとなては にぬなへしね〉. ┼しきつもとそて け〉さくそののかて ねはにしぬしほなち  とき 
へゆ のしては 』 にしぬてきとしとのとき さそねちはね〉か, 〉 ときけ〉のも く〉つもまし – ねけな』ぬ〉さと〉 ねつなけしねと〉 
«くな】» て〉す «こはてきと〉のきぬ〉かてそ» 〉 «のしふときぬかてそ» は のしふと〉ほとそふ けはせきふ せき く〉つも-
ま〉 なくねかこそ ときけほきつもとなこな ほきねは.

┹きねにぬきけさ〉 の〉 せ ちなつしこ-こはてきと〉のきぬ〉】け, ちなのぬ〉 になねつ〉さなけとな けそねのはにきゆのも 
せき ぬ〉せちし せく〉つもましととか なくねかこは ときけほきつもとそふ こなさそと さつか けそちつきさきととか こは-
てきと〉のきぬとそふ さそねへそにつ〉と 〉, せなちぬしてき, 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ は けそみ〉た のしふと〉ほと〉た 

まちなつ〉, になのぬきにつかゆのも は ねけな』ぬ〉さとし せきてちとしとし ちなつな. ┺く’』ちのそけとな はてなけ 
さつか ぬ〉せちなこな せく〉つもましととか なくねかこは ときけほきつもとそふ こなさそと さつか こはてきと〉のきぬとそふ 

さそねへそにつ〉と は のしふと〉ほとそふ けはせきふ ねにぬきけさ〉 とし 〉ねとは』. ┮ね〉 てそ, けそちつきさきほ〉-こは-
てきと〉のきぬ〉】, になさしちはさそ ほは』てな け〉さ ときまそふ ねのはさしとの〉け ときぬ〉ちきととか とき のし, みな 】て 

くぬきちは』 ほきねは さつか けそけほしととか ねにしへ〉きつもとそふ さそねへそにつ〉と, みな け〉さほはけき』のもねか 
くぬきち ほきねは さつか にぬきちのそほとそふ せきとかのも 〉せ ねにしへ〉きつもとそふ さそねへそにつ〉と のなみな.

┺のすし, ときにしけとな けね〉 てそ になけそとと〉 けぬしまの〉 はねけ〉さなてそのそ, みな の〉 ほきねそ, 
ちなつそ 〉さしなつなこ〉ほと〉 さそねへそにつ〉とそ とき ちまのきつの 〉ねのなぬ〉】 ┶┻┼┽ けそちつきさきつそねか 
は けそみ〉た のしふと〉ほと〉た まちなつ〉 てきたすし とき のなては ねきてなては ぬ〉けと〉, みな 〉 さつか ねのは-
さしとの〉け – こはてきと〉のきぬ〉】け – てきたくはのと〉ふ けそちつきさきほ〉け 〉ねのなぬそほとそふ さそねへそにつ〉と,  
けすし ときせきけすさそ け〉さ〉たまつそ は てそとはつし. 

┹なけ〉 ぬしきつ〉】 けそてきこきゆのも けそぬ〉ましととか 〉ねとはゆほそふ にぬなくつして せ けそちつき-
さきととかて 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ は けそみ〉た のしふと〉ほと〉た まちなつ〉 とし せき ぬきふはとなち せき-
せさきつしこ〉さも にぬなこぬきまとな】 くなぬなのもくそ せき «さなさきのちなけ〉 こなさそとそ», き せき ぬきふはとなち 

はさなねちなときつしととか に〉さふなさ〉け は けそちつきさきとと〉 へ〉』】 さそねへそにつ〉とそ, にしぬしさはね〉て け 
ほきねのそと〉 なねはほきねとしととか ねきてなこな せて〉ねのは ときけほきつもとそふ にぬなこぬきて.

┹き け〉さて〉とは け〉さ ねしぬしさともな】 まちなつそ, けそみき まちなつき とし てき』 なひ〉へ〉たとな せき-
のけしぬさすしとそふ ┸〉と〉ねのしぬねのけなて ときけほきつもとそふ にぬなこぬきて せ さそねへそにつ〉とそ «¨ねのな-

ぬ〉か ┿ちぬき】とそ». ¨ へし, てきくはのも, つなこ〉ほとな, きさすし ちなすとそた けそみそた ときけほきつもとそた 

せきちつきさ になけそとしと てきのそ にしけとそた にぬなねの〉ぬ さつか  ねきてなねの〉たとそふ さ〉た 〉 にぬなかけ〉け 
のけなぬほな】 きちのそけとなねの〉. 

╂し, せけそほきたとな, とし なせときほき』, みな けそちつきさきととか 〉ねのなぬ〉】 は さしぬすきけとそふ けは-
せきふ てなすし にぬなけなさそのそねか せき にぬそとへそになて «ふのな け つ〉ね, ふのな にな さぬなけき» (ふなほき 
てそ, になさしちはさそ, 〉 のきちし てき』てな). ┺さときち さそぬしちのそけとし «ときけ’かせはけきととか» けは-
せきて 』さそとな】, «ねのきとさきぬのとな】 にぬなこぬきてそ» けそちつきさきととか 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ 
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け なほしけそさも とし てきのそてし にしぬねにしちのそけそ. ┿ けねかちなては ぬきせ〉, へし せきねけ〉さほは』 てそとは-
つそた さなねけ〉さ: か さはてきゆ, みな けね〉 さなくぬし にきて’かのきゆのも, かち ち〉つもちき ぬなち〉け のなては 

とき ぬ〉けと〉 ┸〉と〉ねのしぬねのけき なねけ〉のそ 〉 ときはちそ ぬなくそつそねか ねにぬなくそ なにぬきへゆけきのそ 

のきち〉 «ねのきとさきぬのと〉 にぬなこぬきてそ» せ 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ のき せ 〉ねのなぬ〉】 はちぬき】とねもちな】 
ちはつものはぬそ. ┺さときち ねにぬきけき へか せきたまつき は こつはふそた ちはの, きさすし  にぬしさねのきけとそちそ 

ぬ〉せとそふ けはせ〉け 〉 ときけ〉のも ねになぬ〉さとしとそふ ねにしへ〉きつもとなねのした ほきねなて とし てなこつそ せ〉-
たのそねか た は けそせときほしとと〉 のきちなこな, せさきけきつなねか く, ねはのな きちきさして〉ほとなこな にそのきととか, 
かち にぬしさてしの さそねへそにつ〉とそ.

┳ 〉とまなこな くなちは, とし てなすとき せきにしぬしほはけきのそ, みな 〉ねとは』 ときこきつもとき にな-

のぬしくき け なねてそねつしとと〉 さなねけ〉さは た さなねかことしとと〉 ちなとねしとねはねは は に〉さふなさきふ さな 

ひなぬてはけきととか せて〉ねのは ときけほきつもとそふ にぬなこぬきて  〉ねのなぬそほとそふ さそねへそにつ〉と は 

けそみ〉た のしふと〉ほと〉た まちなつ〉.  ¨ねとはゆのも けそちつそちそ, とき かち〉 てそ はねし す てはねそ-

てな け〉さになけ〉さきの そ.
┽にぬきけさ〉, にそのきととか, ほそ とし になけのなぬゆゆのも せて〉ねの まち〉つもとな】 にぬなこぬきてそ 

けはせ〉けねもち〉 にぬなこぬきてそ せ 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ は けそみ〉た のしふと〉ほと〉た まちなつ〉, ねのな】のも 
なねなくつそけな こなねのぬな. ┸そ てき』てな なくてしすしとは ち〉つもち〉ねのも ときけほきつもとそふ こなさそと 

とき けそちつきさきととか へ〉』】 さそねへそにつ〉とそ け になぬ〉けとかとと〉 せ 〉ねのなぬそほとそてそ ひきちはつも-
のしのきてそ のき にしさきこなこ〉ほとそてそ けはせきてそ, ちなのぬ〉 こなのはゆのも てきたくはのと〉ふ 〉ねのなぬそち〉け. 
┿て〉ととか 〉 ときけそほちそ, みな とそてそ てきゆのも なけなつなさ〉のそ けそにはねちとそちそ こはてきと〉のきぬ-

とそふ 〉 けそにはねちとそちそ のしふと〉ほとそふ ひきちはつものしの〉け, のしふと〉ほとそふ けはせ〉け は にぬなへしね〉 
けそけほしととか へ〉』】 さそねへそにつ〉とそ, のきちなす ねはのの』けな ぬ〉せとかのもねか. ┺のすし, さつか のしふ-
と〉ほとそふ ひきちはつものしの〉け «せけそほきたとそふ けはせ〉け» 〉 のしふと〉ほとそふ けはせ〉け とし てなすはのも 
くはのそ にぬそたとかのとそてそ ねのぬきのしこ〉】 きと〉 になこつそくつしとなこな けそけほしととか け〉のほそせとかとな】 
〉ねのなぬ〉】, きと〉 ときけ〉のも けそちつきさきととか にぬしさてしのは さつか, のきち くそ てなけそのそ, ねそねのしてき-
のそせきへ〉】 せときとも, かち〉 ねのはさしとの なのぬそてきけ は ねしぬしさと〉た まちなつ〉.

┹き すきつも, きときつ〉せ ときけほきつもとそふ にぬなこぬきて せ 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ け とそせへ〉 
けそみそふ のしふと〉ほとそふ せきちつきさ〉け ときけなさそのも とき さはてちは, みな け ときまなては なねけ〉のともな-

ては ねしぬしさなけそみ〉 になさしちはさそ 〉みし くぬきちは』 ぬなせはて〉ととか へもなこな. ┰しかち〉 きけのなぬそ 

ときけほきつもとそふ にぬなこぬきて せ 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ さつか けそみな】 のしふと〉ほとな】 まちなつそ, 
てなすつそけな ねきて〉 へもなこな とし はねけ〉さなてつゆゆほそ, にぬなになとはゆのも のきちそた に〉さふ〉さ さな 

になさきととか てきのしぬ〉きつは, かちそた にな ねはの〉 とし てなすし とし せけなさそのそねか さな になけしぬふなけな-

こな にしぬしつ〉ちは にしけとそふ になさ〉た は 】ふ ほきねなけ〉た になねつ〉さなけとなねの〉. ╂ゆ けきさは てきゆのも 
ときねきてにしぬしさ にぬなこぬきてそ, きけのなぬそ かちそふ くしせはねに〉まとな にぬきことはのも けのそねとはのそ は 

なくてしすしとそた ほきねなけそてそ ぬきてちきてそ ときけほきつもとそた にぬなへしね けしつそほしせとそた なくねかこ 
ときぬきのそけとなこな てきのしぬ〉きつは せ 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ. ┺さときち せき のきちそふ はてなけ はとし-
てなすつそけつゆ』のもねか なねてそねつしととか ねのはさしとのなて のしふと〉ほとなこな けはせは 〉ねのなぬそほとなこな 

にぬなへしねは. ┮〉さになけ〉さとな け〉さくはけき』のもねか た けそふなつなみはけきととか ねきてなこな なねけ〉のともな-

こな にぬなへしねは. 
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┸しと〉 く とし ふなの〉つなねか にしぬしつ〉ほはけきのそ のはの 〉てしとき きけのなぬ〉け «としさなねちなとき-
つそふ にぬなこぬきて», なねち〉つもちそ へし く 〉とさそけ〉さはきつ〉せはけきつな なくこなけなぬしととか にぬなくつし-
てそ, かちき ときねにぬきけさ〉 てき』 ねはねに〉つもとし せときほしととか. ┺さときち なさそと ちなとちぬしのとそた 

にぬそちつきさ はねし す ときけしさは.
┹きけしさは にぬそちつきさ のそになけな としけさきつなこな, せ ときまな】 のなほちそ せなぬは, はちつきさきととか 

にぬなこぬきてそ せ ときけほきつもとな】 さそねへそにつ〉とそ «¨ねのなぬ〉か ┿ちぬき】とそ». ┼なせになさ〉つしとそた け 
と〉た とき さけき てなさはつ〉 ちはぬね «¨ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ» くきせなけきとそた, せき けそせときほしととかて 

ねきてそふ きけのなぬ〉け, «とき ふぬなとなつなこ〉ほとなては にぬそとへそに〉 けそちつきさきととか け〉のほそせとか-
とな】 〉ねのなぬ〉】» た てき』 とき てしの〉 «になこつそくつしととか せときとも は こきつはせ〉 け〉のほそせとかとな】 
〉ねのなぬ〉】». ┻しぬまそた てなさはつも にぬなになとは』 てきのしぬ〉きつ, かちそた ふぬなとなつなこ〉ほとな なふな-

につゆ』 にしぬ〉なさ せ さきけと〉ふ ほきね〉け さな ち〉とへか ╁¨╁ ねの., さぬはこそた てなさはつも – なふなにつゆ』 
╁╁ ねの. 〉 ときけ〉のも になほきのなち ╁╁¨ ねの. ┹してなすつそけ〉ねのも になけとなへ〉ととなこな けそちつきさは 

せきかけつしとなこな け にぬなこぬきて〉 てきのしぬ〉きつは せ なこつかさは とき なくてしすしと〉ねのも ときけほきつもとそふ 

こなさそと 』 はになけ と〉 なほしけそさとな ゆ.

┻しぬねにしちのそけとそて は けそみ〉た のしふと〉ほと〉た まちなつ〉 』, とき ときまは さはてちは,  つそまし 
にぬなくつしてとそた にぬそとへそに けそちつきさきととか 〉ねのなぬそほとな】 てそとはけまそとそ. ┳きけさきととか 
のはの になつかこき』 け のなては, きくそ け てしすきふ になぬ〉けとかとな としせときほとなこな なくねかこは とき-
けほきつもとそふ こなさそと せなねしぬしさそのそねか とき けそけほしとと〉 ねはのの』けそふ, てきちぬな〉ねのなぬそほ-
とそふ  にぬなへしね〉け, ちなのぬ〉 く さなせけなつそつそ ねのはさしとのは なねかことはのそ ┿ちぬき】とは かち ねけな』-
ぬ〉さ とは ねなへ〉な〉ねのなぬそほとは てなさしつも.

┹そと〉 は け〉のほそせとかとなては なねけ〉のともなては ねしぬしさなけそみ〉 とし 〉ねとは』 にぬそとへそ-

になけそふ としせこなさ ねのなねなけとな のなこな, みな せて〉ねのなけとし ときになけとしととか ときけほきつもとそふ 

にぬなこ ぬきて せ 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ になけそととな 《ぬはとのはけきのそねか とき にしけとそふ にぬそと-

へそにきふ, ねしぬしさ かちそふ ほ〉つもとし て〉ねへし になね〉さきゆのも ときはちなけ〉ねのも, 〉ねのなぬそほとき 
け〉さになけ〉さと〉ねのも, て〉すときへ〉なときつもとき のき ぬしつ〉こ〉たとき のなつしぬきとのと〉ねのも, くきこきのな-

ちはつものはぬと〉ねのも. ┮なほしけそさも ときたく〉つもま ぬきへ〉なときつもとそて ねつ〉さ けけきすきのそ ねきてし 
のしぬそのなぬ〉きつもと〉 なくぬそねそ にぬそ けそちつきさきとと〉 け〉のほそせとかとな】 〉ねのなぬ〉】. ┳ぬなせはて〉つな, 
みな 〉ねのなぬ〉か ┿ちぬき】とそ とし てなすし けそちつきさきのそねか になせき ぬしこ〉なときつもとなこな, 』けぬな-

にしたねもちなこな た ねけ〉のなけなこな ちなとのしちねの〉け.
┮なさとなほきね けそみき のしふと〉ほとき まちなつき はねし みし にしぬしくはけき』 け にぬなへしね〉 にな-

まはちは のそふ てしのなさなつなこ〉ほとそふ 〉 てしのなさそほとそふ に〉さふなさ〉け, かち〉  く さなせけなつそつそ 

ほ〉のちな なちぬしねつそのそ ちなつな にぬなくつして, きくな, かちみな ふなほしのし – にしぬしつ〉ち のそふ ときた-

けきすつそけ〉まそふ 〉ねのなぬそほとそふ にぬなへしね〉け, けそけほしととゆ かちそふ ねのはさしとの のしふと〉ほとな-

こな けはせは – てきたくはのと〉た 〉とすしとしぬ てき』  ときねきてにしぬしさ にぬそさ〉つそのそ はけきこは.
┹きぬきせ〉 ぬ〉せとそてそ のしふと〉ほとそてそ けはせきてそ けすし ときにぬきへもなけきとな にしけとそた さな-

ねけ〉さ は へもなては け〉さとなましとと〉.  ┹し 』 けそちつゆほしととかて 〉 ときまき ちきひしさぬき, ちな-

のぬき けすし にぬなのかこなて のぬそけきつなこな ほきねは にぬなになとは』 ねのはさしとのきて なにきとなけはけき-
のそ 〉ねのなぬ〉ゆ ┿ちぬき】とそ ねきてし とき にぬなくつしてとなては ぬ〉けと〉, せなねしぬしさすはゆほそねも とき 
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け そけほしとと〉 まそぬなちなこな ちなてにつしちねは にそのきとも, のしてきのそほとな なく’』さときとそふ は ほな-

のそぬそ てなさはつ〉: 
1. ┱のとなになつ〉のそほとそた ちなとのしちねの はちぬき】とねもちな】 〉ねのなぬ〉】; 
2. ¨ねのなぬそほと〉 きねにしちのそ さしぬすきけなのけなぬしととか 〉 にぬきけなのけなぬしととか; 
3. ┽なへ〉きつもと〉 にぬなへしねそ 〉 になけねかちさしととし すそののか とき はちぬき】とねもちそふ せしてつかふ; 
4. ┮そせときほきつもと〉 のしとさしとへ〉】 ぬなせけそのちは ときはちそ 〉 のしふと〉ちそ. 
┸そ にしぬしちなときと〉, みな つそまし にぬなくつしてとそた に〉さふ〉さ にぬそ けそちつきさきとと〉 〉ねのな-

ぬ〉】 ┿ちぬき】とそ さなせけなつか』 ねのはさしとのきて – てきたくはのと〉て のしふと〉ほとそて ねにしへ〉きつ〉ねのきて 

なのぬそてきのそ へ〉つ〉ねとし はかけつしととか にぬな 〉ねのなぬそほとそた ぬなせけそのなち はちぬき】とねもちなこな とき-
ぬなさは, ひなぬては』 は てなつなさそふ つゆさした はかけつしととか にぬな つなこ〉ちは 〉ねのなぬそほとそふ にぬな-

へしね〉け とき はちぬき】とねもちそふ せしてつかふ は ちなとのしちねの〉 ぬなせけそのちは 〉ねのなぬ〉】 つゆさねのけ き. 
┮の〉て, ときま〉 のけなぬほ〉 になまはちそ のぬそけきゆのも, 〉 てそ につしちき』てな ときさ〉】 とき にな-

さきつもまし はさなねちなときつしととか ときまな】 ときけほきつもとな】 にぬなこぬきてそ.  ┽になさ〉けきゆねも, みな 

ちなとねのぬはちのそけとは ぬなつも は へもなては け〉さとなましとと〉 け〉さ〉こぬき』 〉 ときま ねして〉ときぬ, ちな-

のぬそた へもなこな ぬなちは にぬなけなさそのもねか せき はほきねの〉 くきこきのもなふ け〉さなてそふ ねけな】てそ けそ-

せときほとそてそ さなねかことしととかてそ ときはちなけへ〉け 〉 にしさきこなこ〉け.
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ǦǨǬǕǦǢǝǞ ǗǨǜǶǗǦǱǟǝǞ ǤǶǙǥǨǬǢǝǟ 

ǜ ǶǦǧǣǥǶȀ ǨǟǥǕȀǢǝ: Ǵǟǝǡ ǗǶǢ ǡǕǾ ǖǨǧǝ

┽もなこなさと〉 けすし ほそてきつな こなけなぬそつなねか にぬな に〉さぬはほとそちそ せ 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき-
】とそ, きつし か せけしぬとはねか さな てなてしとの〉け さしみな にぬそせしてつしとそふ, かちみな てなすとき のきち 

ねちきせきのそ, くな けつきねとし く〉つもま〉ねのも にぬそねはのと〉ふ のはの けそちつきさきほ〉, かち〉 ちなすとなこな 

さとか せきふなさかのも  け きはさそのなぬ〉ゆ 〉 ちなすとなこな さとか くきほきのも なのなた せときほとそた ぬなせぬそけ 
て〉す のそて, かちそてそ てきゆのも くはのそ きはさそのなぬと〉 せきとかののか, 〉 のそて, かちそてそ けなとそ 』 は 

ときね ときねにぬきけさ〉. ┾なす, てきくはのも, なさとそて 〉せ まつかふ〉け さな になさなつきととか へもなこな ぬなせ-
ぬそけは てき』 くはのそ となけそた に〉さぬはほとそち せ 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ. ╅なく にしぬしたのそ け〉さ 
ねけ〉のは 〉さした さな ねけ〉のは ぬしほした, のきち くそ てなけそのそ, け〉さ 〉さし】 に〉さぬはほとそちき せ 〉ねのなぬ〉】 
┿ちぬき】とそ さな ぬしきつ〉せきへ〉】 へ〉』】 〉さし】 け すそののか, のぬしくき けそせときほそのそねか ときねきてにし-
ぬしさ, とき ちなこな へした に〉さぬはほとそち てき』 くはのそ なぬ〉』とのなけきとそた. 

┳ぬなせはて〉つな, みな ちなつそ てそ こなけなぬそてな にぬな さそねへそにつ〉とは, せき こきつもとな なくな-

け’かせ ちな けは さつか けそけほしととか, かち なの 〉ねのなぬ〉か ┿ちぬき】とそ, のな なさとき ねにぬきけき, ちなつそ 

たさしのもねか にぬな ねのはさしとのき-〉ねのなぬそちき, ちなのぬそた ときけほき』のもねか せき ねにしへ〉きつもと〉ね-
のゆ «〉ねのなぬ〉か», 〉 せなけね〉て 〉とまき, ちなつそ たさしのもねか にぬな けしつそほしせとは ぬしまのは ねのは-
さしとのねもちなこな せきこきつは, さつか かちなこな けそけほしととか 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ けちつきさき』のもねか 
け なさそと ねしてしねのぬ. ┻ぬな へゆ なねのきととゆ ちきのしこなぬ〉ゆ ねのはさしとのねのけき か くそ ふなの〉つき 
ねちきせきのそ とし のなては, みな けなとき 』 ほそねしつもと〉まなゆ, き のなては, みな ちなつそ たさしのもねか 
にぬな ねのはさしとのき-〉ねのなぬそちき, のな けせきこきつ〉 けきすちな こなけなぬそのそ にぬな に〉さぬはほとそち せ 
〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ かち のきちそた. ┳ぬなせはて〉つな, みな ときけほきととか ねのはさしとのき-〉ねのなぬそ-

ちき になのぬしくは』 けそちなぬそねのきととか へ〉つな】 とそせちそ に〉さぬはほとそち〉け, とし けぬきふなけはゆほ そ 

ǘǣǥǖǕǢǱ 

ǧǚǧǴǢǕ ǳǥǶȀǗǢǕ, 

ȘȢȞȦȢȤ ȣȢȟǻȦȜȫȡȜȩ ȡȔȧȞ, 

ȣȤȢȨșȥȢȤ, ȣȤȢȨșȥȢȤ ȞȔȨșȘȤȜ 

ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ ǻȥȦȢȤǻȁ ȦȔ 

șȦȡȢȣȢȟǻȦȜȞȜ ǻȥȦȢȤȜȫȡȢȗȢ 

ȨȔȞȧȟȰȦșȦȧ ǟȜȁȖȥȰȞȢȗȢ 

ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢ ȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦȧ 
ǻȠșȡǻ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ
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け しつそほしせとなこな てきねそけは ぬ〉せとな】 さなになて〉すとな】 つ〉のしぬきのはぬそ. ┻ぬな へゆ さぬはこは ちき-
のしこなぬ〉ゆ か てなすは のきちなす こなけなぬそのそ く〉つもま にぬしさてしのとな, なねち〉つもちそ か にぬしさ-
ねのきけつかゆ ちきひしさぬは け ┶┹┿, かちき なくねつはこなけは』 にぬそぬなさとそほ〉 ひきちはつものしのそ. 
╁なの〉つき くそ けなさとなほきね にぬしせしとのはけきのそ のはの 〉とのしつしちのはきつもとそた にぬなさはちの とき-
まな】 ちきひしさぬそ, ふなほき さはすし まちなさき, みな とし さなけしつなねか になくきほそのそ たなこな のはの とき 
けそねのきけへ〉. ┬つし か の〉まは けねし す ねしくし ときさ〉』ゆ, みな になちきすは に〉さぬはほとそち はね〉て, 

ふのな たなこな とし くきほそけ 〉 け〉と ときせきこきつ せときたなてそた ちなつしこきて けそちつきさきほき て. 

┺のすし, かちそて くそ くきほそけねか «なにのそてきつもとそた» に〉さぬはほとそち, にぬそときたてと〉 
のきちそた, かちそた ときま ちなつしちのそけ けけきすき』 て〉こ くそ の〉』ゆ ほそ 〉とまなゆ て〉ぬなゆ せき-
さなけなつもとそのそ ときこきつもと〉 けそてなこそ. ╂し せきけさきととか けそこつかさき』 みし ねちつきさと〉まそて 

のなては, みな て〉す ねのはさしとのきてそ としねにしへ〉きつもとそふ ひきちはつものしの〉け, ふのな とし ときけほき-
』のもねか せき ねにしへ〉きつもと〉ねのゆ «〉ねのなぬ〉か», のきちなす 〉ねとは』 けしつそほしせとき さそひしぬしとへ〉き-
へ〉か. ┹きにぬそちつきさ, て〉す ねのはさしとのきてそ こはてきと〉のきぬとそふ 〉 のしふと〉ほとそふ ねにしへ〉きつも-
となねのした け〉さほはけき』のもねか ねはのの』けき ぬ〉せとそへか け ねにぬそたとかのの〉 てきのしぬ〉きつは. ┳ 〉とまな-

こな くなちは, ねになねのしぬ〉こき』のもねか け〉さて〉とと〉ねのも て〉す ねのはさしとのなて-にしぬまなちはぬねとそ-

ちなて, かちそた みなたとな にぬそたまなけ せ〉 まち〉つもとな】 つきけそ 〉 ねのきぬまなちはぬねとそちなて, かちそた 

にぬなねつはふきけ け ときたちぬきみなては ぬきせ〉 になけとそた ちはぬね せ 〉ねのなぬ〉】, かちそた ちなつそけき』のも-
ねか け てしすきふ 30-36 こなさそと, き け こ〉ぬまなては けそにきさちは ちはぬね «なになつなけそとしとそた», 

«はぬ〉せきとそた», かち けすし こなけなぬそつそ ちなつしこそ  – 16 つしちへ〉た, 8 ねして〉ときぬ〉 け.
┮ねし へし, せけそほきたとな, さはすし ほはさなけな けそこつかさき』 – 〉とのしぬきちのそけと〉 くしね〉さそ, さそね-

ちはね〉】, きつし ちなつそ は ときね 8 ねして〉ときぬ〉け, ちなつしこそ ねて〉ゆのもねか, みな のはの, さきた ┭なすし, 
かちなねも ふなほ はちつきねのそねか け にぬなこぬきては. ┳け〉ねとな, とし てなすとき とし になこなさそのそねも せ 
ちなつしこきてそ, みな とし てなすとき せけなさそのそ けねし さな ひきちのきすは, せきにきて’かのなけはけきととか 
〉てしと, さきの, になさ〉た, き のぬしくき さ〉たねとな けほそのそ ねのはさしとの〉け てそねつそのそ. ┬つし ひきちのきす 

のきちなす ぬ〉ほ とし になこきとき. ┻ぬな へし せきけすさそ せこきさは』ま, ちなつそ ほは』ま とき 〉ねにそのきふ 

にしぬつそ とき ちまのきつの のなこな, みな ┭なこさきと ╁てしつもとそへもちそた さなになてきこきけ ┮なつな-

さそてそぬは ┮しつそちなては ふぬしねのそのそ ┼はねも, き さぬはすそとなゆ ╁てしつもとそへもちなこな くはつき 
┶きのしぬそとき ̈ ¨, かちき て〉す ̈ ¨ 〉 ̈ ¨¨ ┿と〉けしぬねきつなて ╂しとのぬきつもとな】 ┼きさそ ぬなせさきけきつき 
せしてつ〉 はちぬき】とねもちそて ちなつなと〉ねのきて. ┾なす かねとな, みな とき けね〉 へ〉 てなてしとのそ のぬしくき 
せけきすきのそ, せけきすきのそ 〉 せけきすきのそ, 〉 くぬきのそ 】ふ さな はけきこそ, はかけつかゆほそ かちそて てき』 
くはのそ に〉さぬはほとそち は ぬしきつ〉かふ, せ かちそてそ てそ ねもなこなさと〉 せ〉まのなけふは』てなねか.

╋ちみな ときにそねきととか ぬしひしぬきの〉け さつか ねのはさしとの〉け-〉ねのなぬそち〉け とき なねとなけ〉 
5-10 てなとなこぬきひ〉た – へし ぬ〉けしとも まちなつかぬき, のな ねのはさしとのそ にぬそぬなさとそほそふ ひき-
ちはつものしの〉け こなのなけ〉 せきけきつそのそ ときね ぬしひしぬきのきてそ, きつし けそ さなくぬし せとき』のし, せけ〉さ-
ちそ けなとそ くしぬはのもねか. ┹は き のしにしぬ, けつきねとし, にぬな ねきて に〉さぬはほとそち. ¨さしか になつかこき』 
け のなては, みな へか ちとそすちき にな』さとは』 け ねなく〉 かちなねの〉 のぬきさそへ〉たとなこな に〉さぬはほとそちき, 
け かちなては けそちつきさしとそた つしちへ〉たとそた てきのしぬ〉きつ のき さなちはてしとのそ. ┮〉と になさ〉つしとそた 

とき ぬなせさ〉つそ, にぬそほなては へ〉 ぬなせさ〉つそ てきちねそてきつもとな ときくつそすしと〉 さな のしてきのそほとな 】 
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ぬなせくそけちそ にぬなこぬきてそ せ 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ, かちき なぬ〉』とのなけきとき とき ねのはさしとの〉け 
としねにしへ〉きつもとそふ ひきちはつものしの〉け, ふ〉くき みな なちぬしてな けそさ〉つかゆのもねか のぬそ ぬなせさ〉-
つそ ╁¨╁ ねの.: はちぬき】とねもち〉 せしてつ〉 け ねちつきさ〉 ┼なね〉たねもちな】, ┬けねのぬな-┿こなぬねもちな】  
〉てにしぬ〉た のき になほきのなち ╁╁ ねの. ┾きちそた に〉さふ〉さ ちぬきみし せきねけなゆ』のもねか のなては, みな 

け〉と に〉さのけしぬさすは』のもねか さすしぬしつもとなゆ くきせなゆ, けそてきこき』 け〉さ けそちつきさきほき さはすし 
はけきすとなこな, けさはてつそけなこな ねのきけつしととか さな へ〉』】 さなちはてしとのきつもとな】 ほきねのそとそ, さつか 
のなこな みなく さ〉たねとな とし せ〉たのそ さな けそちつきさきととか ねはふそふ ひきちの〉け, き なぬ〉』とのはけきのそ-

ねか とき のしとさしとへ〉】, かち〉 け ねはほきねと〉た ねなへ〉なこはてきと〉のきぬそねのそへ〉  ときくそぬきゆのも けねし 
く〉つもまな】 ねそつそ – にしぬしさはね〉て とき きとのぬなになへしとのぬそほとは のしとさしとへ〉ゆ. ┻なのぬ〉くとな 

になさきけきのそ かねちぬきけ〉, けそぬきせと〉 にぬそちつきさそ, かち〉 く とし の〉つもちそ 〉つゆねのぬはけきつそ, き た 

てきつそ けそふなけとし せときほしととか, みなく ねのはさしとの とし の〉つもちそ 〉ねのなぬ〉ゆ ┿ちぬき】とそ けそ-

けほきけ, き みなく け〉と 】】 はねけ〉さなてつゆけきけ のき け〉さほはけき け. 
┳けそほきたとな, みな けさきつな に〉さ〉くぬきとそた てきのしぬ〉きつ けそちなとは』 ち〉つもちき けしつもてそ 

ちなぬそねとそふ へ〉つした のき ひはとちへ〉た: にな-にしぬまし, くはさしてな ぬしきつ〉ねのきてそ – ねのはさしとの 
とし になく〉すきのも さな く〉くつ〉なのしちそ になほそのきのそ ┷〉のなにそね ぬはねもちそた 〉 へし, とき にぬしけし-
つそちそた すきつも, てきくはのも さつか く〉つもまなねの〉 ねのはさしとの〉け くはさし 』さそとき てなすつそけ〉ねのも 
なせときたなてそのそねか せ さすしぬしつもとなゆ くきせなゆ け〉のほそせとかとな】 〉ねのなぬ〉】, になくきほそのそ 

のなた すし つ〉のなにそね とき けつきねと〉 なほ〉 – みな のきて は ともなては ときにそねきとな. ┻な-さぬはこし, 
ちぬ〉て ふぬなとなつなこ〉ほとな】 のきくつそへ〉, ふなほき 〉 ぬなせまそぬしとな】, け に〉さぬはほとそちは 』 にな-

ちきすほそち けね〉ふ さしぬすきけとそふ はのけなぬしとも とき のしぬそのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ, になほそときゆほそ 

け〉さ ち〉ててしぬ〉たへ〉 け. 
╅し ぬきせ ふなほは に〉さちぬしねつそのそ,  みな ときま に〉さぬはほとそち とし にぬしのしとさは』 とき 

せけきととか 』さそとな け〉ぬとなこな けきぬ〉きとのは. ┮〉と なぬ〉』とのなけきとそた とき ねのはさしとの〉け にぬそ-

ぬなさとそほそふ ねにしへ〉きつもとなねのした, ふなほき に〉さふなさそのも 〉 さつか ねのはさしとの〉け 〉とまそふ ねにし-
へ〉きつもとなねのした. ¨ てそ ねになさ〉けき』てなねか, みな ねきてし のきちそた に〉さぬはほとそち さなになてなすし 
けそちつきさきほしけ〉 は としにぬなねの〉た ぬなくなの〉. 
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ǥǚǕǠǱǢǶǦǧǱ ǡǝǢǨǗǭǝǪ ǚǤǣǪ – 

ǘǣǠǣǗǢǚ ǙǛǚǥǚǠǣ ǢǕǨǟǣǗǝǪ, ǙǣǦǧǣǗǶǥǢǝǪ 

ǶǦǧǣǥǝǬǢǝǪ ǜǢǕǢǱ

┸なすしてな ちなとねのきのはけきのそ, みな ときま〉 ねはほきねとそちそ, なねなくつそけな ときはちなけへ〉 
た けせきこきつ〉 にぬしさねのきけとそちそ のけなぬほな】 〉とのしつ〉こしとへ〉】 のつはてきほきのも にな-ぬ〉せとなては  

ねきてし になとかののか «〉ねのなぬ〉か» のき てきゆのも ぬ〉せと〉 になこつかさそ ねのなねなけとな てしのなさなつなこ〉】 
た てしのなさそちそ 〉ねのなぬそほとなこな さなねつ〉さすしととか. ╂〉つちなて せぬなせはて〉つな, みな にぬなくつし-
てそ けそけほしととか 〉 けそねけ〉のつしととか 〉ねのなぬそほとな】 てそとはけまそとそ へ〉ちきけつかのも ねにしへ〉き-
つ〉ねの〉け ぬ〉せとなてきと〉のとそふ «すきとぬ〉け» なけなつなさ〉ととか こつそくそときてそ すそののか へそけ〉つ〉-
せきへ〉た, ときぬなさ〉け, ちぬき】と, しのとなね〉け, さしぬすきけ にぬなのかこなて のそねかほなつ〉のも. ┻なぬはほ せ 
〉ねのなぬそちきてそ け へ〉た ねひしぬ〉 «けきぬかのもねか» になつ〉のなつなこそ, ひ〉つなつなこそ, ひ〉つなねなひそ, 
にはくつ〉へそねのそ, にそねもてしととそちそ 〉, せき にしけとな】 になのぬしくそ, – になつ〉のそちそ.

┬ときつ〉せはゆほそ 〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉ゆ けそねけ〉のつしととか すそののか ときまそふ になにしぬしさとそ-

ち〉け, さなけなさそのもねか ちなとねのきのはけきのそ, みな 〉ねのなぬ〉か ┿ちぬき】とそ ねもなこなさと〉 け く〉つも-
まなねの〉 けそにきさち〉け になさき』のもねか さきつしちな とし せ ときはちなけそふ, なく’』ちのそけとそふ 〉 ぬし-
きつもとそふ になせそへ〉た. ┸〉ひなのけなぬほ〉ねのも, こ〉にしぬくなつ〉せきへ〉か, にねしけさな-にきのぬ〉なのそせて, 

てきと〉にはつゆけきととか ひきちのきてそ 〉 になさ〉かてそ, せきてなけほはけきととか としせぬはほとなこな 〉 とし-
にぬそたとかのとなこな, になぬはほ 〉せ «にぬそ』てとなゆ ひきつもねそひ〉ちきへ〉』ゆ» ねのきつそ に〉さてはぬ-

ちきてそ け 〉ねのなぬそほとなては しちねちはぬね〉 さつか とそせちそ «さ〉かほ〉け», «にぬなにきこきとさそねの〉け» 

は へ〉た ねひしぬ〉.
┹き て〉た になこつかさ, にしぬねにしちのそけそ ぬなせけそのちは 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ になけそとと〉 くき-

せはけきのそねか とき にぬそたとかの〉た く〉つもま〉ねのゆ ねにしへ〉きつ〉ねの〉け に〉さけきつそと〉: 〉ねのなぬ〉か – へし 

ǟǣǗǕǠǱǦǱǟǝǞ 

ǖǣǥǝǦ ǤǕǗǠǣǗǝǬ, 

ȞȔȡȘȜȘȔȦ ǻȥȦȢȤȜȫȡȜȩ ȡȔȧȞ, 

ȘȢȪșȡȦ ȞȔȨșȘȤȜ ǻȥȦȢȤǻȁ 
ǢǧǨǨ «ǟǤǶ»



52

ときはちき, 〉 ときはちき さなねそのも のなほとき. ┬ 〉ねのなぬそせて – へし にぬそとへそに に〉せときととか になさ〉た 

〉 かけそみ は 】ふ ねのきとなけつしとと〉 た ぬなせけそのちは, なぬこきと〉せきへ〉たとなては けせき』てなせけ’かせちは せ 
はてなけきてそ, かち〉 】ふ になぬなさすはゆのも. ┳きねきさそ 〉ねのなぬそせては ねになとはちきゆのも なへ〉とゆ-

けきのそ になさ〉】, ひきちのそ, け〉さなては なねなくは とし せ になせそへ〉た きくねのぬきちのとそふ ほきねなけそふ 

のして, き けそふなさかほそ せ ちなとちぬしのとそふ 〉ねのなぬそほとそふ はてなけ, なくねのきけそと, せき かちそふ 

けなとそ け〉さくはつそねか, くきほそのそ, みな となけなこな けなとそ にぬそとしねつそ 〉 け かちそた ねになね〉く 

けにつそけきつそ とき になさきつもまそた にしぬしく〉こ のき ぬなせけそのなち ねはねに〉つもねのけき. 
┹しのつ〉とと〉ねのも 〉ねのなぬそほとそて さなねつ〉さすしととかて こきぬきとのは』 なく’』ちのそけとき ぬしきつも-

と〉ねのも – ぬなせはて〉ととか のなこな, みな けしねも てきのしぬ〉きつもとそた ねけ〉の せきこきつなて, け はね〉ふ たなこな 

ひなぬてきふ 〉 にぬなかけきふ, 〉ねとは』 としせきつしすとな け〉さ つゆさねもちな】 ねけ〉さなてなねの〉 た にしぬけそと-
となこな ねのきけつしととか さな ともなこな. ┺さとなほきねとな とし ねつ〉さ せきくはけきのそ, みな なく’』ち のそけ と〉 〉 
ねはく’』ちのそけと〉 ひきちのなぬそ 〉ねのなぬ〉】 – さけなかちなこな ぬなさは はてなけそ ねは ねに〉つも となこな ぬなせ-
けそのちは. ╋ちみな なく’』ちのそけと〉 ねにぬそたてきゆのもねか かち にしけと〉 はてなけそ, みな としせきつしすと〉 
け〉さ つゆさした 〉 けそせときほきゆのも ときにぬかてちそ ぬきてちそ 】ふ さ〉かつもとなねの〉, のな さな ねは く’』ち-
のそけ とそふ ひきちのなぬ〉け け〉さとなねそのもねか へ〉つしねにぬかてなけきとき さ〉かつもと〉ねのも てきね, ちつきね〉け, 
にきぬの〉た, さしぬすきけ, なちぬしてそふ なねなくそねのなねのした, 】ふ ねけ〉さなて〉ねのも, けなつか, けて〉ととか さ〉-
かのそ のなみな. ┺く’』ちのそけと〉 ひきちのなぬそ せきけすさそ けそねのはにきゆのも かち けそせときほきつもと〉, 
きつし 】ふとか さ〉か にぬなかけつか』のもねか の〉つもちそ ほしぬしせ さ〉ゆ ねはく’』ちのそけとそふ ひきちのなぬ〉け. 

┿て〉ととか さなねつ〉さとそちき とし の〉つもちそ にぬなとそちとはのそ け 〉ねのなぬそほと〉 こつそくそとそ, き 
た せぬなせはて〉のそ ぬしきつ〉】 にしぬ〉なさは, け〉さほはのそ 】ふ せ になせそへ〉た のなこな ほきねは, ときさきさはのも 
てなすつそけ〉ねのも なく’』ちのそけとな なへ〉とそのそ さなねかことしととか た にぬなぬきふはとちそ ときまそふ 

になにしぬしさとそち〉け. ┽そのはきへ〉か になて〉のとな ねになのけなぬゆ』のもねか, かちみな ぬしきつ〉せは』のもねか 
«にぬそとへそに/てしのなさ» – «ねな ねけなした ちつしまとおた け ちきつきまとめた ぬかさ». ┹き にぬしけし-
つそちそた すきつも, のきちし は け〉のほそせとかと〉た 〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉】 は くきこきのもなふ «ぬなせけ〉さちきふ» 

とき 〉ねのなぬそほと〉 のしてそ ねのきつな となぬてなゆ. 

┹し 』 さそけそとなゆ, みな さしかち〉 〉ねのなぬそちそ せ ときのふとしととかて なにそねはゆのも 〉ねのなぬ〉ゆ 

はちぬき】とねもちなこな ときぬなさは け にぬきさきけと〉 のき さきけと〉 ほきねそ, は にしぬ〉なさそ さな ときまな】 しぬそ. 
【ふ とし くしとのしすそのも のなた ひきちの, みな のきちそふ ねはく’』ちの〉け のなこなほきねとな】 へそけ〉つ〉せき-
へ〉】, かち «┿ちぬき】とき», «はちぬき】とねもちそた ときぬなさ» のなさ〉 みし 〉 け にしぬねにしちのそけ〉 とし 
くきほそつなねも. ┻しけとそて ほそとなて へし ねのなねは』のもねか 〉 さなねつ〉さとそち〉け すそののか につしてしと, 
しのとなね〉け, ときぬなさ〉け, さしぬすきけ ¨ のそねかほなつ〉ののか と. し.

┹そと〉 てそ せきちなとなて〉ぬとな けそけほき』てな にぬなへしねそ すそののか つゆさした ときたさきけ-
と〉まそふ ほきね〉け, け のなては ほそねつ〉 とき のしぬそのなぬ〉】 ねはほきねとな】 ┿ちぬき】とそ. ┸きくはのも, 
さなへ〉つもとな けそちなぬそねのなけはけきのそ のきちは さしひ〉と〉へ〉ゆ, きさすし け なねとなけとなては, きときつ〉-
せはゆほそ ときまは てそとはけまそとは, てそ さなねつ〉さすは』てな 】】 にしぬしく〉こ, ねにそぬきゆほそねも とき 
ねはほきねと〉 ちなぬさなとそ 〉 のしぬそのなぬ〉ゆ ┿ちぬき】とそ. ┹き てなゆ さはてちは, のしぬて〉と «〉ねのな-

ぬそほと〉 のしぬそのなぬ〉】 ねはほきねとな】 ┿ちぬき】とそ» – ときたく〉つもま け〉さになけ〉さき』 になねのきとなけへ〉 
にぬなくつしてそ ときはちなけなこな けそけほしととか のなこな にしぬ〉なさは. 
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┮ 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ 』 へ〉つき とそせちき になさ〉た, けそさきのとそふ なね〉く, なぬこきと〉せきへ〉た, 
け なへ〉とへ〉 かちそふ なく’』ちのそけと〉ねのも 〉 くきすきととか せぬなせはて〉のそ ぬしきつ〉】 てそとはけまそとそ 

にしけとそてそ さなねつ〉さとそちきてそ せとそちきゆのも «かち の〉と〉 なに〉けさと〉». ┮〉せもてしてな, ときにぬそ-

ちつきさ, にぬなけ〉さとなこな さ〉かほき にしぬ〉なさは ねのけなぬしととか ┿ちぬき】とねもちな】 ときへ〉なときつもとな】 
さしぬすきけそ ねしぬしさそとそ ╁V¨¨ ねの. ┭なこさきとき ╁てしつもとそへもちなこな. ┭〉つもま〉ねのも 〉ねのな-

ぬそち〉け なへ〉とゆゆのも たなこな さ〉かつもと〉ねのも, けそふなさかほそ せ ぬしせはつものきの〉け ┻しぬしかねつきけ-
ねもちな-┸なねちなけねもちな】 はこなさそ 1654 ぬなちは. ┽もなこなさと〉 にぬなのそけとそちそ へ〉』】 はこなさそ 

け〉さ さはま〉 つきゆのも こしのもてきとき せき ねなゆせ せ ┸なねちなけねもちなゆ さしぬすきけなゆ. ┻ぬそ-

く〉ほとそちそ のきちな】 になつ〉のそちそ ┭. ╁てしつもとそへもちなこな け〉ささきゆのも たなては になまきとは 〉 
ふけきつは. ¨ の〉, た 〉とま〉 とし せきけさきゆのも ねなく〉 なねなくつそけなこな ちつなになのは け に〉せときとと〉 
ぬしきつ〉た のなこな にしぬ〉なさは. ┬ けなとそ くはつそ くきこきのなけそて〉ぬとそてそ. ┮とはのぬ〉まともな 〉 せな-

けと〉まともなになつ〉のそほとき ねそのはきへ〉か さそちのはけきつそ つ〉さしぬは ┮〉たねもちき ┳きになぬ〉せもちなこな 

としなくふ〉さと〉ねのも ぬしきつ〉せきへ〉】 ことはほちな】 のきちのそちそ 〉 にしぬねにしちのそけとな】 ねのぬきのしこ〉】. 
┰な ほしねの〉 ┭なこさきとき ╁てしつもとそへもちなこな, かち になつ〉のそほとなこな 〉 け〉たねもちなけなこな さ〉-
かほき, け〉と せて〉こ けそちなときのそ ねけなゆ て〉ね〉ゆ. 

╅し く〉つもま へ〉ちきけなゆ ねちつきさき』のもねか ねそのはきへ〉か さなけちなつき ┿ちぬき】とねもちな】 
╂しとのぬきつもとな】 ┼きさそ. ┭きこきのな さなねつ〉さとそち〉け, け のなては ほそねつ〉 せ はちぬき】とねもちな】 さ〉-
きねになぬそ, になつ〉のそち〉け, になつ〉のなつなこ〉け, とし ちきすはほそ けすし にぬな にはくつ〉へそねの〉け, せきとは-
ぬゆゆほそねも け になさ〉】 1917 – 1918 ぬぬ. せ ときさせけそほきたとなゆ つしこち〉ねのゆ, けちきせはゆのも 
┸. ┯ぬはましけねもちなては, ┮. ┮そととそほしとちは のき 〉とまそて ちしぬ〉けとそちきて ┿ちぬき】とねもちな】 
╂しとのぬきつもとな】 ┼きさそ とき 】ふ になてそつちそ, としさなぬなくちそ 〉 としさきつしちなこつかさと〉ねのも. 
┮なとそ, くきほそのし, とし けそちなときつそ せきけさきとも, かち〉 になねのきけそつそ にしぬしさ ╂しとのぬきつも-
となゆ ┼きさなゆ ねもなこなさと〉まと〉 «さ〉かほ〉» け〉さ ときはちそ 〉 になつ〉のそちそ, き せけ〉さねそ た なへ〉と-

ちき – ┸そふきたつな ┯ぬはましけねもちそた 〉 たなこな ねなぬきのとそちそ にぬなけきつそつそ になちつきさしとは 

とき とそふ て〉ね〉ゆ.

╁なの〉つなねか く せきはけきすそのそ ねに〉けくぬきのきて にな  〉ねのなぬそほとなては ねつなけは. ╋ちくそ 

┿ちぬき】とねもちき ╂しとのぬきつもとき ┼きさき は ときさねちつきさとそふ はてなけきふ ┻しぬまな】 ねけ〉のなけな】 
け〉たとそ, ぬしけなつゆへ〉た け ┼なね〉たねもち〉た さしぬすきけ〉 つそまし にぬなこなつなねそつき け〉さぬなさすしと-
とか ┿ちぬき】とねもちな】 ときへ〉なときつもとな】 さしぬすきけそ, に〉さとかけまそ とき ぬしきつ〉せきへ〉ゆ へ〉』】 
てしのそ て〉つもたなとそ ねに〉けけ〉のほそせとそち〉け, のな けすし つそまし へそて けなとき せきねつはすそつき くそ 

にぬきけな とき け〉ほとは になまきとは 〉 さなくぬは にきて’かのも はちぬき】とねもちなこな ときぬなさは. ┬ せぬなくつし-
とな す くはつな ときくきこきのな く〉つもまし. ┼しきつもとな になねのきつき ┿ちぬき】とねもちき ┹きぬなさとき ┼しね-
にはくつ〉ちき. ╅な す さな としさなつ〉ち〉け のき にぬなぬきふはとち〉け – 】ふ としてき』 つそまし は としぬなく. 

┻しけとそて ほそとなて さそけは』 なさとなくなち〉ねのも 〉 はにしぬしさすしと〉ねのも さなねつ〉さとそへも-
ちそふ になせそへ〉た とそせちそ 〉ねのなぬそち〉け, ちなのぬ〉 せきたてきゆのもねか にしぬ〉なさなて 1930-ふ ぬな-

ち〉け, 〉ねのなぬ〉』ゆ ぬきさかとねもちな】 ┿ちぬき】とそ, けそねのきけつかゆほそ としこきのそけ けとはのぬ〉ま-

ともなになつ〉のそほとそた かち なねとなけは すそののか ときまそふ さ〉さ〉け 〉 くきのもち〉け. ┮なとそ ときにしけとし 
せとしけきすきゆのも とし つそまし せぬなくつしとし にぬしさちきてそ, き た ねしくし ねきてそふ. ┳さなくはのちそ 
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た のぬきさそへ〉】 はちぬき】とねもちなこな ときぬなさは くはつそ け なさと〉た はにぬかすへ〉. ¨ へし になのぬ〉く-

とな とし の〉つもちそ くきほそのそ, き た ぬなせはて〉のそ. ┾そて にきほし とし ときさきけきのそ ねのきのはねは 

«はと〉ちきつもとなねの〉» のぬきこ〉ほとそて になさ〉かて け ┿┽┼┼. ┻なさそけ〉のもねか みな ちな】つなねも 
け 『けぬなに〉 け へ〉 ぬなちそ, きくな せこきさきたのし ねけ〉のなけは しちなとなて〉ほとは ちぬそせは 1929 – 

1933 ぬぬ. 〉 】】 ときねつ〉さちそ さつか て〉つもたなと〉け つゆさした. ┰な ぬしほ〉, 14 つそにとか 1933 ぬ. 
は ┹〉てしほほそと〉 くはつそ せきくなぬなとしと〉 けね〉 になつ〉のそほと〉 にきぬの〉】, ちぬ〉て ときへそねのねもちな】; 
17 のぬきけとか 1933 ぬ. け ¨ねにきと〉】 にぬそたとかのな せきちなと, みな にしぬしさくきほきけ ときへ〉なとき-
つ〉せきへ〉ゆ てきたとき ╂しぬちけそ 〉 せきちぬそののか へしぬちなけとそふ まち〉つ; けつ〉のちは 1933 ぬ. 
にぬなてそねつなけし けそぬなくとそへのけな 〉 にぬそくはのちそ ときねしつしととか ┽╄┬ ねちなぬなのそつなねも 
とき になつなけそとは, け になぬ〉けとかとと〉 せ 1929 ぬ., き ち〉つもち〉ねのも くしせぬなく〉のとそふ せぬなねつき 
せ 3 さな 15 てつと. なね〉く1.

┼きさは』, みな け て〉すときぬなさとなては すそのの〉 くはつそ た にしけと〉 になせそのそけそ. 1933 ぬ. – 

28 つそにとか けねのきとなけつしとな さそにつなてきのそほと〉 け〉さとなねそとそ ¨ねにきと〉】 た ┽┼┽┼; 

16 つそねのなにきさき 1933 ぬ. けねのきとなけつしとな, に〉ねつか さなけこな】 にしぬしぬけそ, さそにつなてきのそほ-

と〉 た のなぬこなけしつもと〉 け〉さとなねそとそ て〉す ┽╄┬ のき ┽┼┽┼. 
┰はてき』のもねか, みな こつそくなちし た けねしく〉ほとし に〉せときととか のき ぬなせはて〉ととか 〉ねのな-

ぬそほとな】 てそとはけまそとそ  ねにぬそかのそてし とし の〉つもちそ なく’』ちのそけと〉た 】】 なへ〉とへ〉, き た 

に〉さけそみしととゆ ぬ〉けとか ねきてなになけきこそ  〉ねのなぬそち〉け のき けそせときととか 】ふ にぬきへ〉 け ねは-
ねに〉つも ねの け〉 けきぬの〉ねとなゆ. 

┺ちぬしてな ふなの〉つなねか く けそねつなけそのそ さはてちは ねのなねなけとな けそちなぬそねのきととか け 
さなねつ〉さすしととかふ ふぬなとなつなこ〉ほとなこな 〉 にぬなくつしてとなこな てしのなさ〉け. ┭〉つもま〉ねのも 〉ね-
のなぬそち〉け はねに〉まとな せきねのなねなけは』 にしぬまそた. ┮けきすき』のもねか, みな けそちなぬそねのきととか 
さぬはこなこな さなへ〉つもとな にぬそ けそけほしとと〉 にしけとそふ すそのの』けそふ ちなつ〉せ〉た ねはねに〉つもねのけき 
とき のなては ほそ 〉とまなては しのきに〉 たなこな くはののか.

┳なちぬしてき, けそさき』のもねか さなへ〉つもとそて けそちなぬそねのきととか にぬなくつしてとなこな てしのな-

さは にぬそ さなねつ〉さすしとと〉 〉ねのなぬ〉】 さしぬすきけそ, 〉ねのなぬ〉】 さしぬすきけとなこな はにぬきけつ〉ととか け 
┿ちぬき】と〉 のなみな. ┮そふなさかほそ せ さしひ〉と〉へ〉】, みな さしぬすきけき – へし 』さそとき ねそねのしてき 
〉とねのそのはへ〉た けつきさそ ねのけなぬしとそふ ねはねに〉つもねのけなて, みな にぬなすそけき』 とき にしけと〉た 

のしぬそのなぬ〉】 さつか けねしく〉ほとな】 なぬこきと〉せきへ〉】 ねけなこな すそののか, てそ くきほそてな, みな とし け 
はね〉 にしぬ〉なさそ てきたすし 12 け〉ちなけな】 〉ねのなぬ〉】 せ てなてしとのは けそとそちとしととか はちぬき】と-

ねもちな】 さしぬすきけそ, けなとき 〉ねとはけきつき かち のきちき. ┳け〉さねそ, てきくはのも, とし せなけね〉て けそ-

にぬきけさきとし ふぬなとなつなこ〉ほとし けそけほしととか 〉ねのなぬ〉】.
┹き なねとなけ〉 きときつ〉せは ねなへ〉きつもとな-しちなとなて〉ほとなこな 〉 ねはねに〉つもとなこな ねのきとは 

すそののか はちぬき】とねもちなこな ときぬなさは, ぬ〉せとそふ たなこな ぬしこ〉なと〉け てなすとき さ〉たのそ けそねとな-

けちは にぬな ときかけと〉ねのも 3-ふ け〉さて〉ととそふ にぬなくつしてとそふ ねそのはきへ〉た, せ ふきぬきちのしぬとそ-

てそ なねなくつそけなねのかてそ.
1 ┯ぬしこ ┮きぬさ. ┴ねのなぬそか ┽╄┬. –  ┸.: ┬┽┾, ┬ねのぬしつも, 2009. –  ┽. 157.
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¨. ┹きま〉 にぬしさちそ てきつそ ねけなゆ さしぬすきけは, けそふなさかほそ せ ぬしきつ〉た にしぬ〉なさは, 
はにぬきけつ〉とねもちは (へしとのぬきつもとは, ぬしこ〉なときつもとは, て〉ねへしけは) のき きさて〉と〉ねのぬきのそけ-
とな-のしぬそのなぬ〉きつもとは ねそねのしてそ, せきちなとなさきけねのけな のき けとはのぬ〉まともな 〉 せなけと〉ま-

ともな になつ〉のそほと〉 せきねきさそ くはののか. ╂し, なく’』ちのそけとな, ほきねそ ┶そ】けねもちな】 ┼はね〉 
(╁ – ╁¨¨¨ ねの.), ┮〉たねもちき ┳きになぬ〉せもちなこな, ┯しのもてきとみそとそ (1648 – 1708 ぬぬ.), 
┿ちぬき】とねもちな】 ┹きぬなさとな】 ┼しねにはくつ〉ちそ (1917 – 1920 ぬぬ.), ┿┽┼┼ – ┿┼┽┼ 

(1921 – 1991 ぬぬ.), ねはけしぬしととな】 ┿ちぬき】とそ (け〉さ 1991 ぬ.).
¨¨. ┻しぬ〉なさそ けふなさすしととか 〉ねのなぬそほとな はちぬき】とねもちそふ せしてしつも さな ねちつきさは 

〉とまそふ さしぬすきけ とき にぬきけきふ きけのなとなて〉】. ┿ちぬき】とへ〉 け へそふ はてなけきふ てきつそ とき-
へ〉なときつもとは ねそねのしては はにぬきけつ〉ととか とき ぬしこ〉なときつもとなては た て〉ねへしけなては ぬ〉けとかふ, 
すそつそ, け なねとなけとなては, せき せきちなときてそ さしぬすきけそ-ねきのしつ〉のき. ┾きちき ねそのはきへ〉か 
ねちつきさき』のもねか は ┮しつそちなては ちとかせ〉けねのけ〉 ┷そのなけねもちなては (XIV – XV ねの.), ┼な-

ね〉たねもち〉た 〉てにしぬ〉】 (1708 – 1775 ぬぬ.), とき せしてつかふ ┯きつそほそとそ け ┬けねのぬ〉たねもち〉た, 
┬けねのぬな-┿こなぬねもち〉た 〉てにしぬ〉】 (XVIII – XX ねの.), とき ┶きぬにきのねもち〉た ┿ちぬき】と〉 は 

╃しふなねつなけきほほそと〉 (1938 – 1939 ぬぬ.). 
¨¨¨. ┰きつしちな とし ときたちぬきみ〉 ほきねそ さつか はちぬき】とへ〉け, ちなつそ けなとそ になけと〉ねのゆ 

せきつしすきつそ け〉さ けつきさそ 〉 せきちなと〉け 〉とまそふ さしぬすきけ, せき のそふ, ほそ 〉とまそふ なくねのき-
けそと なにそとそけまそねも け 】ふ ねちつきさ〉. ┸きちねそてはて, とき みな けなとそ てなこつそ ぬなせぬきふな-

けはけきのそ け なぬこきと〉せきへ〉】 ねけなこな すそののか – て〉ねへしけし ねきてなけぬかさはけきととか. ┮しつそちな-

さしぬすきけとし きとのそはちぬき】とねもちし ときねそつつか ふきぬきちのしぬとし さつか ┼しほ〉 ┻なねになつそのな】 
(XVI – ねしぬしさそとき XVII ねの.), ┼なね〉たねもちな】 〉てにしぬ〉】 (ち〉としへも XVIII – になほきのなち 

XX ねの.), ┻なつもみ〉 ねのなねなけとな ┯きつそほそとそ (1923 – 1939 ぬぬ.), ひきまそねのねもちな】 
┹〉てしほほそとそ (にしぬ〉なさ なちはにきへ〉】 のしぬそのなぬ〉】 ┿┼┽┼, ほしぬけしとも 1941 – すなけのしとも 
1944 ぬぬ.).

┳ぬなせはて〉つな, みな すそののか ときまそふ にぬしさち〉け け たなこな ねちつきさなけそふ 〉 ほきね〉 
になけ’かせきとし としぬなせぬそけとな 〉 け〉さくはけきつなねも になねのはにきつもとな, け ぬ〉ほそみ〉 すそののか 』け-
ぬなにしたねもちな】 〉 ねけ〉のなけな】 へそけ〉つ〉せきへ〉た. ┺さときち にぬなくつしてとそた に〉さふ〉さ さな けそ-

けほしととか にしけとそふ きねにしちの〉け ときまな】 てそとはけまそとそ ときにしけとし さきねのも てなすつそけ〉ねのも 
こつそくまし のき しひしちのそけと〉まし 】】 に〉せときのそ. 

┻〉さけなさかほそ に〉さねはてなち, とき にぬしけしつそちそた すきつも, さなけなさそのもねか ちなとねのきのは-
けきのそ, みな にしけとし ちなつな «〉ねのなぬ〉』せときけへ〉け» ときにしけとし ねにぬそたてきゆのも にぬなひしね〉ゆ 

〉ねのなぬそちき, かち なさとは せ のぬもなふ ときたさぬしけと〉まそふ (になぬはほ せ すぬそへかてそ ちなふきととか, 
てきたねのぬきてそ 〉とひなぬてきへ〉たとなこな ねつなけき) にぬなひしね〉た. ┬ せけ〉さねそ た くきすきととか せき 
ぬきふはとなち なくねつはこなけはけきととか 〉さしなつなこ〉ほとそふ, になつ〉のそほとそふ, ときへ〉なときつ〉ねのそほ-

とそふ のき 〉とまそふ きてく〉へ〉た け〉さになけ〉さとそふ にぬなまきぬち〉け, ちつきね〉け 〉 なねなくそねのなねのした 

ひなぬてはけきのそ ねけ〉た «ねのきのはね» は ねはねに〉つもねのけ〉, ねのけなぬゆけきのそ にしぬねなときつもとそた 

«てなぬきつもとそた» ちなとひつ〉ちの. 
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┹き みきねのか さつか ときまなこな ときぬなさは 〉 さしぬすきけそ にしぬしさ け 〉ねのなぬそほと〉た とき-
はへ〉 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ けにしけとしとな くしぬはのも ねもなこなさと〉 にぬなひしね〉なときつそ けそねなちなこな 

ちつきねは, にぬしさねのきけとそちそ ぬ〉せとそふ ぬしこ〉なと〉け 〉 ときはちなけそふ まち〉つ, きちきさして〉ほとそふ 

さなねつ〉さとそへもちそふ せきちつきさ〉け 〉 けそみな】 まちなつそ. 【ふ にぬきへか 〉 になまはち けそねのはにきゆのも 
こきぬきとの〉』ゆ のなこな, みな ときねのはにと〉 になちなつ〉ととか せてなすはのも ぬしきつ〉せはけきのそ せきちなととし 
にぬきけな せときのそ 〉ねのなぬ〉ゆ ねけな』】 ┭きのもち〉けみそとそ, け〉ささきのそ ときつしすとは になけきこは 〉 
せくしぬ〉こきのそ け ねけな】た にきて’かの〉 すそのの』けそた になねのはに になにしぬしさと〉ふ にな ちなつ〉とも. 
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ǡǨǜǚǞǢǶ ǜǕǦǣǖǝ ǧǗǣǥǚǢǢǴ 

ǦǤǥǝǴǧǠǝǗǣǘǣ ǦǚǥǚǙǣǗǝǮǕ 

ǙǠǴ ǜǕǦǗǣǾǢǢǴ ǦǧǨǙǚǢǧǕǡǝ ǧǚǪǢǶǬǢǝǪ ǗǨǜǶǗ 

ǶǦǧǣǥǝǬǢǝǪ ǙǝǦǫǝǤǠǶǢ

╃のな にぬしさねのきけつかゆの そせ ねしくか てはせしそ けめねまそふ はほしくとめふ せきけしさしとそた? 

╉のなの けなにぬなね とし のきち にぬなねの, ちきちそて てなすしの とき にしぬけめた けせこつかさ ちきせきのも-
ねか. ┮はせなけねちそし てはせしそ てなこはの くめのも けしねもてき ぬきせとななくぬきせとめてそ – ちなてときのめ 

にきてかのそ, てはせしそ のぬはさなけなた そ くなしけなた ねつきけめ, ねなくぬきとそし にぬそくなぬなけ そつそ そと-

ねのぬはてしとのなけ そ の.に. ┺さときちな け つゆくなて ねつはほきし なとそ にぬそせけきとめ ねのきのも てし-
ねのなて, こさし さなつすしと ねなせさきけきのもねか ねけなしなくぬきせとめた はとそけしぬねそのしのねちそた ちつきね-
のしぬ, ねになねなくとめた なくむしさそとかのも つゆさした. 

┰つか ときほきつき か ふなほは ねちきせきのも としてとなこな な のしふ なぬこきとそせきへそかふ, ちなのなぬめし 
はとそけしぬねそのしのねちそし てはせしそ なくむしさそとかゆの. ┮ ねなねのきけし ╊┹┱┽┶┺ しねのも のきちなし 
になさぬきせさしつしとそし ┴┶┺┸ (International Council of Museums). ┴┶┺┸ – 

やのな なぬこきとそせきへそか, ちなのなぬきか なくむしさそとかしの けねし けそさめ ねはみしねのけはゆみそふ け 
てそぬし てはせししけ. ┮ くはさはみして こなさは け ┼そな-さし-┲きとしたぬな くはさしの にぬなふなさそのも 
けねしなくみきか ちなとひしぬしとへそか ┴┶┺┸, そ とき やのな てしぬなにぬそかのそし につきとそぬはゆの 
にぬそこつきねそのも 5 のめねかほ ほしつなけしち. ┺さとき そせ ねしちへそた ┴┶┺┸ –  ねしちへそか けはせなけ-
ねちそふ てはせししけ.

 ┮ はちぬきそとねちなた なぬこきとそせきへそそ ┴┶┺┸ しねのも ねしちへそか, ちなのなぬきか ときせめけき-
しのねか ┿┸┬┶. ╉のき ねしちへそか ねはみしねのけはしの はすし さけき こなさき. ┮ にぬなまつなて こなさは なとき 
にぬなけしつき ちなとひしぬしとへそゆ, とき ちなのなぬはゆ くめつそ にぬそこつきましとめ にぬしさねのきけそのしつ そ 

ǤǝǦǕǥǚǗǦǱǟǕ 

ǢǕǧǕǠǶǴ ǗǣǠǣǙǝǡǝǥǶǗǢǕ, 

ȞȔȡȘȜȘȔȦ ǻȥȦȢȤȜȫȡȜȩ ȡȔȧȞ, 

ȘȜȤșȞȦȢȤ ǙșȤȚȔȖȡȢȗȢ 

ȣȢȟǻȦșȩȡǻȫȡȢȗȢ ȠȧțșȲ ȣȤȜ 

ǢǧǨǨ «ǟǤǶ»
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けねしふ けはせなけねちそふ てはせししけ. ┹き ひなぬはてし なくねはすさきつそねも けなにぬなねめ な ときまそふ 

はちぬきそとねちそふ てはせしかふ, な しけぬなにしたねちそふ てはせしかふ そ な けなせてなすとめふ にしぬねにしち-
のそけきふ ねなのぬはさとそほしねのけき. ┹し ねしちぬしの, ほのな ねなねのなかとそし けはせなけねちそふ てはせししけ 
は ときね としにぬなねのなし. ┽しこなさとか け ┿ちぬきそとし ときねほそのめけきしのねか 4,5 のめね. てはせししけ, 
ちなのなぬめし ときふなさかのねか になさ やこそさなた ときましこな てそとそねのしぬねのけき. ┴せ とそふ 500 けは-
せなけねちそふ てはせししけ. ┮ねし なとそ としぬきけとなせときほとめ とそ にな ねけなしては せときほしとそゆ, とそ にな 

くなこきのねのけは ちなつつしちへそた, とな ちきすさめた そせ とそふ そこぬきしの なにぬしさしつしととはゆ ぬなつも け 
ねけなして はとそけしぬねそのしのし そつそ けはせし. ┹しぬしさちな そふ せときほしとそし けめふなさその せき はせちそし 
ぬきてちそ けはせき. ┶ ほそねつは のきちそふ てなすとな なのとしねのそ, ときにぬそてしぬ, ┸はせした なくねしぬ-

けきのなぬそそ にぬそ ┶そしけねちなて はとそけしぬねそのしのし, ちなのなぬめた そてししの なさとは そせ ねきてめふ 

くなこきのめふ ちなつつしちへそた.  ┾はさき つゆさそ ねにしへそきつもとな せきにそねめけきゆのねか とき やちね-
ちはぬねそそ. ┺さときちな, ち ねなすきつしとそゆ, ぬはちなけなさねのけな てはせしか とし てなすしの ときつきさそのも 
なのとなましとそか ね けはせなけねちなた きさてそとそねのぬきへそした. ┶ のなては すし け ときまして せきちなとな-

さきのしつもねのけし けなにぬなねめ けはせなけねちそふ てはせししけ につなふな にぬなにそねきとめ. ┻なねちなつもちは 

なとそ とし そてしゆの ねのきのはねき こなねはさきぬねのけしととめふ, のな になつとなねのもゆ せきけそねかの なの てそ-

つなねのそ きさてそとそねのぬきへそそ そ さなくぬなこな ぬきねになつなすしとそか ぬしちのなぬき. 
┮ 2000 こなさは しけぬなにしたねちそし てはせしそ なぬこきとそせなけきつそ きちきさしてそほしねちなし ねな-

なくみしねのけな «┬ちきさしてそほしねちなし ときねつしさそし», ちなのなぬなし け くはさはみして こなさは け ┮き-
つしとねそそ にぬなけなさその 14-ゆ ちなとひしぬしとへそゆ, になねけかみしととなゆ にぬなくつしてきて てはせし-
しけ. ┺さとき そせ のきちそふ ちなとひしぬしとへそた, け ちなのなぬなた か はほきねのけなけきつき, にぬなふなさそつき 
け ┻きさはし とき くきせし しし はとそけしぬねそのしのねちそふ てはせししけ. ┯なさ なねとなけきとそか やのなこな 

はとそけしぬねそのしのき – 1222. ┮め てなすしのし はけそさしのも のきて そとねのぬはてしとのめ ┯きつそつしか 
そ さぬはこそし はとそちきつもとめし やちねになときのめ. ┮ へしつなて やのな のな,  ね ほしこな ひきちのそほしねちそ 

ときほそときつきねも ときはちき – ひそせそちき, にきつしなとのなつなこそか, ふそぬはぬこそか そ の.に. 
┮はせなけねちそし てはせしそ, ちきち にぬきけそつな, てきつなさなねのはにとめ さつか まそぬなちなこな にな-

ねしのそのしつか, なさときちな のしとさしとへそか のきちなけき, ほのな てとなこそし そせ のしふ てはせししけ, ちなのな-

ぬめし くめつそ ぬきとしし せきちぬめのめ, ねしこなさとか にぬそとそてきゆの になねしのそのしつした. ┮ てはせした, 
ちなのなぬめた ときふなさそのねか け せさきとそそ そとねのそのはのき ひそせそちそ ┻きさはきとねちなこな はとそ-

けしぬねそのしのき, てなすとな になにきねのも にな せきにそねそ, き きとのぬなになつなこそほしねちそた そ にきつしなと-

のなつなこそほしねちそた てはせした, ちなのなぬめた ときふなさそのねか け にきつきへへな ┶きけきつつそ, なのちぬめの 
さつか になねしみしとそか. ┸はせした, ちなのなぬめた ぬきねになつなすしと とき にしさきこなこそほしねちなて 

ひきちはつものしのし ┻きさはきとねちなこな はとそけしぬねそのしのき, なぬそこそときつもとな にぬしさねのきけつかしの 
にぬきちのそほしねちそ けねゆ そねのなぬそゆ さしのねのけき. ╉ちねになせそへそか ときほそときしのねか ね てなてしと-

のき になかけつしとそか にしぬけなた そこぬはまちそ – こつきけとなこな ねそてけなつき さしのねのけき. ┮ねし てはせしそ 

なさとなけぬしてしととな にぬしさねのきけつかゆの そ そねのなぬそゆ ねのぬきとめ. ┹きにぬそてしぬ, け ときせけき-
となて けめまし にしさきこなこそほしねちなて てはせしそ け なさとなた そせ やちねになせそへそた になちきせきと にな-

ねつしけなしととめた まちなつもとめた ちつきねね. ┾め てなすしまも のはの ねしねのも せき にきぬのは, にしぬしさ 
のなくなた けそねその せしぬちきつな そ ちなこさき にぬなけなさかの やちねちはぬねそゆ, のな やちねちはぬなけなさめ 
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こなけなぬかの: «┲そせとも せきけそねその とし なの ちなこな-のな, なとき せきけそねその なの のしくか, になねてな-

のぬそ, になすきつはたねのき, とき ねしくか».

 ┱みし なさそと そとのしぬしねとめた てはせした – てはせした ┽にしちなつめ. ╉のな てはせした きねのぬな-

となてそほしねちそた, ちなのなぬめた になつもせはしのねか なこぬなてとなた になにはつかぬとなねのもゆ け ┻きさはし. 
┹なほもゆ けな さけなぬし てはせしか てなすとな はけそさしのも せけしせさとなし としくな そ ねゆさき にぬそふなさその 
てとなすしねのけな つゆさした. ┽ぬしさそ はとそけしぬねそのしのねちそふ てはせししけ なねなくなし てしねのな せき-
とそてきゆの のきちすし くなのきとそほしねちそし ねきさめ. ┴とのしぬしねとめた くなのきとそほしねちそた ねきさ け 
┻きさはし – やのな ねきてめた ねのきぬめた くなのきとそほしねちそた ねきさ ┱けぬなにめ, なと ぬきくなのきしの ね 
1665 こなさき そ なと けとしねしと け ぬししねのぬ てそぬなけなこな ときねつしさそか. 

┽つしさはゆみきか ちなとひしぬしとへそか にぬなふなさそつき け ┾ぬなとふしたてし (┹なぬけしこそか) そ 

とき とした にぬそねはのねのけなけきつな 99 はほきねのとそちなけ そせ けねしふ しけぬなにしたねちそふ ねのぬきと. 
┮ せきつし はとそけしぬねそのしのき, のなほとしし け になてしみしとそかふ はとそけしぬねそのしのき, にぬかてな け 
ちなぬそさなぬきふ てなすとな はけそさしのも やちねになせそへそゆ にな そねのなぬそそ ねけかせそ. ┹き のしぬぬそ-

のなぬそそ はとそけしぬねそのしのき ねのなその なさそと そせ にしぬけめふ やつしちのぬそほしねちそふ つなちなてな-

のそけなけ, にぬしさねのきけつしとめ のきちすし ひなのなこぬきひそそ, ちなのなぬめし ねさしつきとめ  け てはせしし 
けめほそねつそのしつもとなた のしふとそちそ. ┮ はとそけしぬねそのしのし しねのも ひきちはつものしの けめほそねつそ-

のしつもとなた のしふとそちそ. ┮ やちねになせそへそそ にぬしさねのきけつしと なほしとも ふきぬきちのしぬとめた さつか 
1960-ふ こなさなけ そとのしぬもしぬ, こさし しねのも さすなたねのそちそ とき になつは, ねのきぬめた ちなてにもゆ-

のしぬ, ちぬしねつき, となねそのしつそ そとひなぬてきへそそ – のな しねのも けねし のな, ほのな なちぬはすきつな 

つゆくそのしつか となけめふ そとひなぬてきへそなととめふ のしふとなつなこそた け のし けぬしてしとき. 
┱ねのも しみし なさとき そとのしぬしねときか けしみも. ╉のな にぬしせしとのきへそか け ねなけしぬましととな 

としにぬそけめほとなて さつか ときね ねのそつし そねのなぬそそ はとそけしぬねそのしのき. ┼しほも そさしの, とき-
にぬそてしぬ, なく なのほしのきふ てはせしか, ちなのなぬめた ねはみしねのけはしの にぬそ はとそけしぬねそのしのし. 
┮ ┾ぬなとふしたてねちなて はとそけしぬねそのしのし としの こはてきとそのきぬとなこな ひきちはつものしのき, なさ-
ときちな しねのも きぬふしなつなこそほしねちそた そ やのとなこぬきひそほしねちそた てはせしそ. ┹き ひそときとねそ-

ぬなけきとそし やのなこな てはせしか けめさしつかしのねか 16 てつと. しけぬな け こなさ.
┮ ┶してくぬそさすねちなて はとそけしぬねそのしのし てはせした ねなせさきつ せきくきけとはゆ けめねのきけちは, 

ちなのなぬきか けしねもてき になにはつかぬとき ねぬしさそ てなつなさしすそ. ┺とき ときせめけきしのねか «ねのそて-

にきとち» そ ぬきねねちきせめけきしの な けぬしてしとそ, ちなのなぬなし にぬしさましねのけなけきつな そせなくぬしのし-
とそゆ にきぬなけなた てきまそとめ. 

┸はせした になつもねちなた になつそのしふとそちそ – てはせした てなつなさなた. ┸とし にぬそまつなねも 
はほきねのけなけきのも け ねなせさきとそそ やのなこな てはせしか, なちきせめけきのも てしのなさそほしねちはゆ にな-

てなみも. ┸はせした やのなの ねなせさきけきつねか  とき なねとなけし ちなつつしちへそそ なさとなこな そせ にぬし-
になさきけきのしつした, ┯すしこなすき ┱せしぬねちなこな. ┺と けねゆ すそせとも ねなくそぬきつ ぬしとのこし-
となけねちそし のぬはくちそ そ しこな ちなつつしちへそか, ちなのなぬきか ときさつしすきみそて なくぬきせなて 

なひなぬてつしとき そ ときさつしすきみそて なくぬきせなて になさきとき, ねのきつき ねしぬさへして てはせしか, 
ちなのなぬめた ねしこなさとか かけつかしのねか てはせしして まそぬなちなにぬなひそつもとめて. ┮ やのなて はとそ-

けしぬねそのしのし のきちすし としの こはてきとそのきぬとなこな くつなちき,  になやのなては け てはせしし ねなせさきと 
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そせなくぬきせそのしつもとめ た ぬきせさしつ, き のきちすし ぬきせさしつ そねのなぬそそ はとそけしぬねそのしのき, しねのも 
のきて のきちすし へしとのぬ くはささそせてき. 

┻なねつしさとかか ちなとひしぬしとへそか, ちなのなぬきか ねなねのなかつきねも け ぬきてちき てはせしたとなこな 

のなけきぬそみしねのけき, になふなさそつき け となかくぬし 2012 け ┾はぬへそそ そ くめつき になねけかみしとき 
ねなけてしねのとなては にぬなしちのは のはぬしへちそふ そ しけぬなにしたねちそふ てはせししけ. 

┺ぬこきとそせきのなぬ ちなとひしぬしとへそそ – ┽のきてくはつもねちそた てはせした, やちねになせそへそか 
ちなのなぬなこな ぬきねねちきせめけきしの なく そねのなぬそそ はとそけしぬねそのしのき そ そねのなぬそそ ┾はぬしへ-

ちなこな こなねはさきぬねのけき. ┰してなとねのぬそぬはゆのねか ひなのなこぬきひそそ ┶してきつか ┬のきのゆぬちき 
– ┻しのぬき ┻しぬけなこな のはぬしへちなた ねのぬきとめ, のきち ねちきせきのも. ┻きてかのも な として なほしとも 
ねそつもとき ねしこなさとか け ┾はぬへそそ. 

╃のな ちきねきしのねか にぬきちのそほしねちなた ぬきくなのめ ときましこな てはせしか, のな てめ にぬなけな-

さそて  なのさしつもとはゆ ぬきくなのは にな けなねにそのきとそゆ さしのした – なくはほきして そふ てはせした-

となては かせめちは. ┸め ねなのぬはさとそほきして ね «┶そかとなほちなた» – さしのねちそて ねきさなて そ 

まちなつなた. ┶ぬなてし そせはほしとそか そねのなぬそそ, さしのそ のきちすし てなこはの ときはほそのもねか ねきてそ 

そせこなのきけつそけきのも としちなのなぬめし けしみそ – ときにぬそてしぬ, けそのぬきすそ. ┹きさな ねちきせきのも, 
ほのな ときまし ぬはちなけなさねのけな ときね け やのなた にぬなこぬきててし きちのそけとな になささしぬすそけき-
しの. ┽しぬさそ さぬはこそふ ひなぬて ぬきくなのめ – なぬこきとそせきへそか けめねのきけちそ になくしさそのし-
つした ┸きつなた きちきさしてそそ, にぬなけしさしとそし ときはほとめふ ほのしとそた. ┸はせした ときま のきち-
すし のしねとな ねなのぬはさとそほきしの ね ひきちはつものしのきてそ ┹┾┿┿ «┶┻┴», け ほきねのとなねのそ 

ね ┸しふきとそほしねちそて ひきちはつものしのなて. ┱ねのも は ときね そ さぬはこそし やひひしちのそけとめし 
ひなぬてめ ぬきくなのめ そ てめ ね こなのなけとなねのもゆ さしつそてねか ときまそて なにめのなて.



61

ǢǣǗǶ/ǦǧǕǥǶ ǤǥǣǖǠǚǡǝ ǗǝǟǠǕǙǕǢǢǴ 

ǶǦǧǣǥǶȀ ǨǟǥǕȀǢǝ Ǩ ǗǝǮǶǞ ǭǟǣǠǶ

┰つか のなこな, みなく けそちなぬそねのきのそ さなねけ〉さ てそとはつなこな, のぬしくき たなこな ねにしぬ-

まは けそけほそのそ 〉 せぬなせはて〉のそ, 〉 ねきてし さつか へもなこな になのぬ〉くとき 〉ねのなぬ〉か かち ときはちき. 
┺くなけ’かせちなけ〉ねのも けそけほしととか け〉のほそせとかとな】 〉ねのなぬ〉】 – とし けそこきさちき としせきつしすとな】 
┿ちぬき】とそ, へか となぬてき 〉ねとは』 け くきこきのもなふ ちぬき】ときふ, くな ねきてし さなねけ〉さ になにしぬしさとそ-

ち〉け さなせけなつか』 とし になけのなぬゆけきのそ になてそつなち, ほなこなねも ときけほそのそねか 〉 はねけ〉さなてつしとな 

けそくはさなけはけきのそ ねけな』 てきたくはのと』, はねけ〉さなてつしとな ぬなくそのそ ねけ〉た になつ〉のそほとそた けそ-

く〉ぬ. ┬つし かちそて くそ けきすつそけそて とし くはつな けそちつきさきととか 〉ねのなぬ〉】 とき けね〉ふ なねけ〉のと〉ふ 

ぬ〉けとかふ, かち〉ねのも たなこな ねもなこなさと〉 とし ときたちぬきみき. ┺さと〉』ゆ せ け〉さちぬそのそふ せきつそまき-
』のもねか にぬなくつしてき に〉さぬはほとそちき せ 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ さつか けそみな】 まちなつそ. 

┽もなこなさと〉, せき ねつはまとそて せきはけきすしととかて ╋. ┯ぬそへきちき, はちぬき】とねもち〉 に〉さ-
ぬはほとそちそ ときこきさはゆのも 』けぬなにしたねもち〉 に〉さぬはほとそちそ せぬきせちき ╁¨╁ ねの.1 ┻なさ〉くと〉 
になこつかさそ けそねつなけつゆけきつき ┹. ╋ちなけしとちな, かちき せきせときほきつき: «┾き “〉ねのなぬそほとき 
にきて’かのも”, かちは とそと〉 にぬなにきこは』 まちなつき, 』 きときふぬなと〉ほとなゆ ぬしにつ〉ちなゆ せぬきせちき 
╁¨╁ – になほきのちは ╁╁ ねの., のきちそて ねなく〉 てなさそひ〉ちなけきとそて けきぬ〉きとのなて 〉つゆ-

ねのぬなけきとな】 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ ┯ぬはましけねもちなこな»2. ┻ぬな きさきにのきへ〉ゆ ときぬなさ-
とそへもちな】 にきぬきさそこてそ さな ねはほきねとそふ はてなけ にそねきけ ┯. ┶きねもかとなけ (せきせときほきゆほそ, 

1 http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?pidruchniki_z_istoriyi_v_ukrayini_

nagaduyut_pidruchniki_v_yevropi_hih_st__gritsak&objectId=1120752
2 ╋ちなけしとちな ┹. ┹なけき さなくき – となけ〉 に〉さぬはほとそちそ. ┻ぬな になのぬしくは さそねちはね〉】 ときさ に〉さぬはほ-

とそちきてそ せ 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ // http://www.novadoba.org.ua/history/?c=development.

ǘǣǭǟǣ 

ǧǚǧǴǢǕ  ǙǡǝǧǥǶǗǢǕ, 

ȞȔȡȘȜȘȔȦ ǻȥȦȢȤȜȫȡȜȩ ȡȔȧȞ, 

ȘȢȪșȡȦ ȞȔȨșȘȤȜ ȞȟȔȥȜȫȡȜȩ 
ȖǻțȔȡȦǻȝȥȰȞȜȩ ǻ ȥșȤșȘȡȰȢȖǻȫȡȜȩ 
ȥȦȧȘǻȝ ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢ 

ȞȔȦȢȟȜȪȰȞȢȗȢ ȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦȧ
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みな とし てしとま はねに〉まとな ねふしてき のなこな-のきちそ ┯ぬはましけねもちなこな くはつき きさきにのなけきとき 
〉 きちへしとのなけきとき ぬきさかとねもちなゆ 〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉』ゆ)3. ¨ «かちみな ぬきと〉まし はちぬき】と-

ねもちき 〉ねのなぬ〉か けそこつかさきつき かち としけにそととそた, つ〉と〉たとそた にぬなへしね せて〉とそ ねはねに〉つも-
とそふ ひなぬてきへ〉た のき ちつきねなけな】 くなぬなのもくそ, のな のしにしぬ 】】 にそまはのも かち つ〉と〉たとそた 

にぬなへしね ねのきとなけつしととか ときへ〉た のき さしぬすきけとなねの〉, きつし け ぬ〉ほそみ〉 の〉』】 す のしつしな-

つなこ〉】 せ けそぬきせとそて ときふそつなて さな にぬそてなぬさ〉かつ〉せては»4. ╁なほ くはつな へし ときにそねきとな 

みし 2002 ぬ., ねそのはきへ〉か とそと〉 としときくきこきのな ちぬきみき, なねなくつそけな かちみな てなけき 〉さし 
にぬな に〉さぬはほとそちなけそた ときぬきのそけ. 

┮ ねはほきねとなては こつなくきつ〉せなけきとなては ねけ〉の〉 としなくふ〉さとな せて〉みはけきのそ きちへしとのそ 

〉せ ねはのな ときへ〉なときつもとそふ にぬなくつして とき にぬなくつしてそ こつなくきつもと〉. ┶なすとき ちぬき】-
とき にしぬしくはけき』 け なのなほしとと〉 ねはね〉さと〉ふ さしぬすきけ, 】】 〉ねのなぬ〉か の〉ねとな になけ’かせきとき せ 
】ふ 〉ねのなぬ〉』ゆ, 〉 けねし, みな け〉さくはけき』のもねか は くはさも-かちなては ぬしこ〉なと〉 かち にぬきけそつな 

てき』 ねけな】 まそぬま〉 にぬそほそとそ 〉 ときねつ〉さちそ, にぬかてな になけ’かせきと〉 せ 〉ねのなぬ〉』ゆ ねはね〉さ-
と〉ふ ときぬなさ〉け. ┺のすし, としなくふ〉さとな く〉つもまし になぬ〉けとかつもとな】 〉ねのなぬ〉】. ┷なちきつもとき 
にしぬねにしちのそけき – なさそと 〉せ ときたねはほきねと〉まそふ 〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉ほとそふ のぬしとさ〉け. ┬つし, 
かち けそかけつか』のもねか, とし さつか ┿ちぬき】とそ. ┽のきと〉ねつきけ ┶はつもほそへもちそた せきせときほそけ: 
«┿ 『けぬなに〉 にぬきちのそほとな としてき』 けそちつきさきととか け〉のほそせとかとな】 〉ねのなぬ〉】, 〉 なさとな-

ほきねとな とき 】】 のつ〉  – ねけ〉のなけな】, のきて けそちつきさきゆのも にぬなねのな 〉ねのなぬ〉ゆ. ┻なつかちそ 

のき ひぬきとへはせそ, かち〉 さはすし くなつかほし ねにぬそたてきゆのも ねけなゆ 〉ねのなぬ〉ゆ, け ちなすとなては 

に〉さぬはほとそちは け〉さけなさかのも 50-60% 〉ねのなぬ〉】 ねけな』】 ちぬき】とそ, き けねし 〉とまし – せきつそ-

まき』のもねか とき けねしねけ〉のとゆ 〉ねのなぬ〉ゆ. ┮ ┿ちぬき】と〉 てきつき く くはのそ 〉ねのなぬ〉か ┿ちぬき】とそ 

とき のつ〉 けねしねけ〉のともな】 〉ねのなぬ〉】, にぬそほなては け 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ てきゆのも くはのそ 〉 せき-
こきつもと〉 かけそみき, 〉 ぬしこ〉なときつもとき 〉ねのなぬ〉か (かちな】 さなね〉 け ときまそふ に〉さぬはほとそちきふ 

てなすとき てきつな せはねのぬ〉のそ) のき 〉ねのなぬそほとし ちぬき』せときけねのけな»5. ┹し ねつ〉さ せきくはけきのそ, 
みな 〉ねのなぬ〉か ┿ちぬき】とそ 』 ほきねのそとなゆ ねけ〉のなけな】 〉ねのなぬ〉】, 〉 の〉つもちそ はねけ〉さなてつしととか 
へもなこな け〉さちぬそけき』 «へ〉つちなて となけそた につきねの にそのきとも にぬな ぬなつも ときねしつしととか, みな 

にぬなすそけきつな とき のしぬそのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ, け ぬなせけそのちなけ〉 つゆさねのけき. ¨ねのなぬ〉か ┿ちぬき-
】とそ けそぬけしのもねか せ 〉せなつかへ〉】, かちは 】た ときけ’かせきつき ときへ〉なときつもとき にきぬきさそこてき»6. 

┮〉さのきち, ┿ちぬき】とき せてなすし せときたのそ ねけな』 て〉ねへし け こつなくきつ〉せなけきとなては ねけ〉の〉, くな-

さきた け はかけつしと〉 てなつなさまなこな になちなつ〉ととか 】】 こぬなてきさかと. 

3 ┶きねもかとなけ ┯. ╅し とし けてしぬつき はちぬき】とねもちき 〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉か // ┶ぬそのそちき. – ┼〉ち VI, ╃. 4 

(54). – ┶け〉のしとも, 2002. – ┽. 21.
4 ┾きて ねきてな – ┽. 20.
5 http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?pidruchniki_z_istoriyi_v_ukrayini_

nagaduyut_pidruchniki_v_yevropi_hih_st__gritsak&objectId=1120752
6 ┯きつしとちな ┺. ┻ぬな ちなとへしにのはきつもと〉 のき にぬきちのそほと〉 に〉さふなさそ さな ねのけなぬしととか ときぬきのそけは 

〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ け ぬきてちきふ ほきねな-にぬなねのなぬなけな】 きくな のしぬそのなぬ〉きつもとな】 にきぬきさそこてそ // ┼しこ〉な-

ときつもとき 〉ねのなぬ〉か ┿ちぬき】とそ: ┳く〉ぬとそち ときはちなけそふ ねのきのした. – ┶., 2012. – ┮そに. 6. – ┽. 29.
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┽け〉の とし にぬなねのな こつなくきつ〉せなけきとそた, き た 〉とひなぬてきへ〉たとな くきこきのそた. ┮ しにな-

ふは ちなてに’ゆのしぬ〉け のき ¨とのしぬとしのは ねのはさしとの てき』 まそぬなち〉 てなすつそけなねの〉 さつか 
せときふなさすしととか としなくふ〉さとな】 〉とひなぬてきへ〉】. ┾なては せきけさきととか けそちつきさきほき – とし 
のきち けそちつきねのそ ひきちのきす, かち になちきせきのそ にぬなくつしてと〉ねのも 〉ねのなぬ〉】, けちきせきのそ とき 
にしぬねにしちのそけそ のき となけ〉 さなねつ〉さすしととか さきとな】 にぬなくつしてそ. ┺ちぬ〉て のなこな, 〉ね-
のなぬ〉か てき』 くはのそ なつゆさとしとなゆ, てしとまし はせきこきつもとゆゆほそふ にきねきす〉け, ねはふそふ 

へそひぬ, みなく ねのはさしとの ねにぬきけさ〉 け〉さほはけ へした さはふ, つなこ〉ちは になさ〉た, になくきほそけ とし 
の〉つもちそ さしぬすきけと〉, き た にぬそけきのと〉 〉とのしぬしねそ 〉 へ〉つ〉 にしぬねなときす〉け 〉ねのなぬ〉】. ╋ち 

は ときはちなけそふ のしちねのきふ, のきち 〉 け に〉さぬはほとそちきふ てき』 くはのそ とし つそまし しつ〉のき, き た 

のき «てなけほきせとき てきねき», かちき けつきねとし のけなぬそつき に〉さけきつそとそ のなこなほきねとなこな ねけ〉のは. 
┹. ╋ちなけしとちな せきせときほきつき, みな さつか 〉ねのなぬ〉なにそねきととか としになのぬ〉くとき ときさて〉ぬ-

とき こしぬな】せきへ〉か にしけとそふ なね〉く7, けきぬのな せけしぬのきのそ はけきこは とき にしぬ〉なさ てそぬとなこな 

すそののか8, き なねなくつそけな とき のし, みな ときせそけきゆのも になけねかちさしとと〉ねのゆ. ╋ち け〉さな-

てな, のきちそた となけそた ときにぬかてなち け 〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉】, かち 〉ねのなぬ〉か になけねかちさしととなねの〉 
(«Everyday Life History», «Alltagsgeschichte») けそとそち は さぬはこ〉た になつなけそ-

と〉 ╁╁ ねの. けときねつ〉さなち «きとのぬなになつ〉ほとなこな になけなぬなのは». ┮ ぬきてちきふ はちぬき】と-

ねもちなこな ときはちなけなこな 〉ねのなぬ〉なにそねきととか にしけとそた 〉てにはつもね け〉と なのぬそてきけ け ち〉とへ〉 
1990-ふ ぬぬ., 〉 ねもなこなさと〉, くなさきた になせ〉ぬとな, せぬなねのき』 たなこな になにはつかぬと〉ねのも. ╅な-

にぬきけさき, けきすちな になこなさそのそねも せ のけしぬさすしととかて ¨. ┶なつしねとそち, みな へした とき-
にぬかて ときねの〉つもちそ になにはつかぬとそた, みな ねしぬしさ にぬなひしね〉たとそふ 〉ねのなぬそち〉け とそと〉 
〉ねのなぬ〉』ゆ になけねかちさしととなねの〉 とし せきたてき』のもねか ふ〉くき みな つ〉とそけそた9. ┹きねにぬきけ-
さ〉 けねし せときほとな ねちつきさと〉まし, くな ふなほき へした のぬしとさ なこなつなまは』のもねか てなさとそて 

〉 きちのはきつもとそて, きつし ぬなく〉の, さし く になねつ〉さなけとな けそけほきつそねか なちぬして〉 きねにしちのそ 

になけねかちさしととなこな すそののか のそふ ほそ 〉とまそふ けしぬねのけ ときねしつしととか きくな なちぬしてそふ 

7 ┾はの けきぬのな せこきさきのそ ねつなけき は ╋. ┯ぬそへきちき, ねちきせきと〉 に〉さ ほきね にぬなけしさしととか ちぬはこつなこな 

ねのなつは «┶なつきくなぬきへ〉か のき ねにぬなのそけ は ぬなちそ ┰ぬはこな】 ねけ〉のなけな】 け〉たとそ», みな くはけ のぬしの〉て せき-
ふなさなて け ぬきてちきふ ねに〉つもとなこな にぬなしちのは ときはちなけへ〉け のき けほそのしつ〉け 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ «┻きて’かのも 
にぬな け〉たとは – にぬなのそ け〉たとそ にきて’かのした»: «┺さとき 〉せ ときたく〉つもまそふ にぬなくつして, かちは てそ てき』てな – は 

まちなつ〉 ときね こなさはゆのも こしぬな】ほとなゆ 〉ねのなぬ〉』ゆ. ┬つし ときねにぬきけさ〉 こしぬな】ほとき 〉ねのなぬ〉か – へし としにぬきけ-
さそけき 〉ねのなぬ〉か. ┮ ぬしきつもとなねの〉 くはつな みなねも 〉とまし, のはの くはけ こしぬな】せて けそすそけきととか, くはつそ 〉とま〉 
てなのそけきへ〉】. ¨ ちなつそ てそ にしぬしとなねそてな ときこなつなね せ こしぬな】ほとな】 〉ねのなぬ〉】 とき 〉ねのなぬ〉ゆ ねふなにつしとそふ 

け〉たとなゆ つゆさした, かちき くはつき さつか とそふ ねのぬきまとなゆ のぬきこしさ〉』ゆ, のな へし さき』 さなくぬそた こぬはとの さつか 
となぬてきつもとな】 ぬなせてなけそ さつか にぬそてそぬしととか» // ┮つきねゆち ┬. ╋ぬなねつきけ ┯ぬそへきち: ┹きね こなさはゆのも 
こしぬな】ほとなゆ 〉ねのなぬ〉』ゆ, かちき ときねにぬきけさ〉 とし 』 にぬきけさそけなゆ 〉ねのなぬ〉』ゆ // http://www.varianty.

net/statt/kultura/item/2941-u-lvovi-vidbuvsya-ostanniy-krugliy-stil-ukrayinskih-ta-

inozemnih-istorikiv-yaki-vizmut-uchast-u-napisanni-spilnogo-pidruchnika-z-istoriyi
8 http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?geroyizatsiya_pevnih_osib_

nepotribna__istoriki&objectId=1120751
9 ┶なつしねとそち ̈ . «┻なけしぬとしととか さな ぬしほした» かち にしぬねにしちのそけき 〉ねのなぬそほとそふ さなねつ〉さすしとも // 

┿ちぬき】とねもちそた 〉ねのなぬそほとそた すはぬときつ. – ┶.,  2012. – ┮そに. 3. – ┽. 184.
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】ふ に ぬしさねのきけとそち〉け け ぬ〉せと〉 〉ねのなぬそほと〉 しになふそ け はちぬき】とねもち〉た 〉ねのなぬ〉なこぬき-
ひ〉】 なさそとそへ〉. ┹きねにぬきけさ〉 «〉ねのなぬ〉か になけねかちさしととか ねはのの』けな け〉さぬ〉せとか』のもねか 
け〉さ 〉とまそふ ねひしぬ 〉ねのなぬそほとな こな せときととか, 〉ねのなぬ〉】 になくはのは, にぬそけきのとなこな すその-
のか, こしとしきつなこ〉】, ちぬき』せときけねのけき, つなちきつもとな】 〉ねのなぬ〉】, ねなへ〉なつなこ〉】 くはさしととなこな 

すそののか»10. ┮なとき てき』 ねけ〉た にしけとそた 〉とねのぬはてしとのきぬ〉た, かちそた とし にぬなねのな さな-

ねのなねはけきのそ さな のぬきさそへ〉たとそふ に〉さふなさ〉け け 〉ねのなぬ〉なにそねきとと〉. ┮つきねとし ほしぬしせ 
〉ねのなぬ〉ゆ になけねかちさしととなこな すそののか てなすとき けそけほそのそ のきち せけきとは «くしせてなけとは 

てきねは», かちき になほそとき』 ねけ〉さほそのそ ほしぬしせ すそのの』け〉 ねのぬきのしこ〉】 にぬなねのそふ つゆ-

さした. ┬ せき けそねつなけなて ┾. ┭はつそこ〉とな】, «“つゆさそとき – へし ねけ〉の”, なちぬしてそた ねけ〉の, 
〉 にぬなかけつか』のもねか け〉と は になけねかちさしととなては すそのの〉 かち かけそみし はと〉ちきつもとし, 
かちし にな-ねけな』ては ぬしきつ〉せは』 せきこきつもと〉 〉さし】, せきこきつもと〉 ねのしぬしなのそにそ, せきこきつもと〉 
となぬてそ»11. ┬つし, かちみな け ときはちなけ〉た 〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉】 のきちそ に〉さと〉てきゆのもねか にそ-

のきととか になけねかちさしととなねの〉, のな とき ぬ〉けと〉 に〉さぬはほとそち〉け 〉 けはせ〉けねもちそふ けそちつきさ〉け 
けねし さなねそのも にぬなくつしてきのそほとな. ┾はの にぬなさなけすはゆのも さ〉かのそ とし なねなくそ, き てきねそ, 
とし つゆさそ, き さしぬすきけそ. ┽. ┶はつもほそへもちそた せ へもなこな にぬそけなさは せきせときほそけ みな 

になけねかちさしとと〉ねのも にぬきちのそほとな け〉さねはのとか け はちぬき】とねもちそふ に〉さぬはほとそちきふ せ 〉ね-
のなぬ〉】, け のなた ほきね, かち は せきふ〉さとな』けぬなにしたねもちそふ に〉さぬはほとそちきふ – へし なさとき せ 
こなつなけとそふ のして12.

┮そせときほきゆほそ ねけ〉のなこつかさとし (ことなねしなつなこ〉ほとし) せときほしととか 〉ねのなぬ〉】 になけねかち-
さしととなねの〉13, ┺つしちねきとさぬ ┿さなさ けちきせは』 〉 とき 】】 にぬきちのそほとは (にぬきちねしなつなこ〉ほとは) 
きちのはきつもと〉ねのも: «┽のきぬき 〉ねのなぬ〉か – になつ〉のそせなけきとき ほそ せき〉さしなつなこ〉せなけきと き, – 

10 ┶なつしねとそち ¨. «┻なけしぬとしととか さな ぬしほした» かち にしぬねにしちのそけき 〉ねのなぬそほとそふ さなねつ〉さすしとも // 
┿ちぬき】とねもちそた 〉ねのなぬそほとそた すはぬときつ. – ┶.,  2012. – ┮そに. 3. – ┽. 184.

11 ┭はつめこそとき ┾. ┴ねのなぬそか になけねしさとしけとなねのそ そ «となけきか つなちきつもときか そねのなぬそか»: そねねつし-
さなけきのしつもねちなし になつし そ そねねつしさなけきのしつもねちそた そとねのぬはてしとの // http://www.newlocalhistory.

com/content/bulygina-ta-stavropol-istoriya-povsednevnosti-i-novaya-lokalnaya-istoriya-

issledovatelskoe
12 http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?geroyizatsiya_pevnih_osib_

nepotribna__istoriki&objectId=1120751
13 «┻なつ〉のそほとき 〉ねのなぬ〉か, かちみな けなとき にしぬしけきすき』 け ときはちなけそふ にぬきへかふ, ねけ〉さなてな ほそ 

に〉さねけ〉さなてな けそふなけは』 は ねはねに〉つもねのけ〉 しのきのそねのねもち〉 ときねのぬな】: さしぬすきけき (きにきぬきの はにぬきけつ〉ととか) 
ねのき』 へしとのぬなて 〉ねのなぬ〉】, けね〉 になさ〉】 ちなとへしとのぬはゆのもねか ときけちなつな とし】, ひきちのなこぬきひ〉か に〉さにな-

ぬかさちなけは』のもねか なひ〉へ〉なせは (になさ〉かて, みな せなぬこきと〉せなけきと〉 さしぬすきけなゆ) のなみな. ┻なせき はけきこなゆ, 

にぬそぬなさとな, せきつそまきゆのもねか こぬなてきさかとねもちし ねはねに〉つもねのけな, なちぬしてき つゆさそとき, 】】 はてなけそ すその-
のか. ┱ちなとなて〉ほとき 〉ねのなぬ〉か ときねきさすは』 〉とまそた にぬ〉なぬそのしの – こなねになさきぬねもちし すそののか, 〉 つゆさそとき 
せきちなとなて〉ぬとな (せ のなほちそ せなぬは しちなとなて〉ほとなこな さしのしぬて〉と〉せては) にしぬしのけなぬゆ』のもねか とき にぬな-

さはちのそけとは ねそつは, き け〉さとなねそとそ, け かち〉 けなとき けねのはにき』, せなくぬきすはゆのもねか にしぬしけきすとな かち けそ-

ぬなくとそほ〉 (けつきねと〉ねのも, ぬなせになさ〉つ, ねになすそけきととか)» (┰そけ.: ┿さなさ ┺. ¨ねのなぬ〉か になけねかちさしととなねの〉 
かち てしのなさなつなこ〉ほとき にぬなくつしてき. ┳き つゆさそとなせときけほは 〉ねのなぬ〉ゆ ┿ちぬき】とそ (にぬな きちのはきつもと〉ねのも 
〉ねのなぬ〉】 になけねかちさしととなねの〉) // http://www.novadoba.org.ua/node/58).
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と しふのはゆほそ になけねかちさしととそてそ になのぬしくきてそ つゆさそとそ, ねにぬそかつき にしけとそて にな-

つ〉のそほとそて ねそつきて, きくな す ひなぬてはつゆけきつき のなのきつ〉のきぬと〉 ときねのぬな】, きくな す 

にぬなになけ〉さはけきつき きときぬふ〉ほとし ねのきけつしととか さな さしぬすきけそ, になつ〉のそほとそふ ねそつ. ┻な-

けしぬとしととか つゆさそとそ け へしとのぬ 〉ねのなぬ〉】 さなせけなつか』 ぬしきつ〉せはけきのそ ねはほきねとそた 〉 
にしぬねにしちのそけとそ た へ〉とと〉ねとそた にぬ〉なぬそのしの ひ〉つなねなひ〉】 になつ〉のそちそ, き ねきてし: とし 
つゆさそとき さつか ねはねに〉つもねのけき, き ねはねに〉つもねのけな (〉 さしぬすきけき, せなちぬしてき) さつか つゆ-

さそとそ. ┾きちそて ほそとなて, 〉ねのなぬ〉か になけねかちさしととなねの〉 くしせになねしぬしさともな にな け’か せき とき 〉せ 
になつ〉のそほとなゆ きとのぬなになつなこ〉』ゆ, かちき けほそのも, みな つゆさそとき け〉さぬ〉せとか』のもねか まそ-

ぬなちそて さ〉きにきせなとなて ねけな』】 てなのそけきへ〉】 (とし の〉つもちそ しちなとなて〉ほとそた ほそ になつ〉のそほ-
とそた 〉とのしぬしね, き た ちはつものはぬと〉, さしてなこぬきひ〉ほと〉, にぬなひしね〉たと〉 のなみな). ┽つ〉さ にき-
て’か のき のそ 〉 けぬきふなけはけきのそ きちね〉なては: つゆさそ せきけすさそ きさぬしねはゆのも ねけな】 になのぬしくそ 

さな ねはねに〉つもねのけき 〉 たなこな 〉とねのそのはの〉け, ちなつそ けなとそ にぬそにそねはゆのも たなては け〉さにな-

け〉さきつもと〉ねのも せき のし, みな け〉さくはけき』のもねか け 】ふともなては けつきねとなては すそのの〉, せき ぬ〉けしとも 
ねけなこな ねになすそけきととか. <…> ┸しのなさなつなこ〉ほとき (ときはちなけき) きちのはきつもと〉ねのも 〉ねのなぬ〉】 
になけねかちさしととなねの〉 になつかこき』 け としなくふ〉さとなねの〉 ぬしきつ〉せきへ〉】 さけなふ ねはにしぬせきけさきとも: 
にな-にしぬまし, になさなつきのそ け〉さねのきけきととか け〉のほそせとかとな】 〉ねのなぬそほとな】 ときはちそ け〉さ せきぬは-
く〉すとな】 (』けぬなにしたねもちな】) 〉, にな-さぬはこし, けそちなぬそねのきのそ さなねけ〉さ けつきねとな】 〉ねのなぬ〉な-

こぬき ひ〉】 (なねなくつそけな ╁¨╁ – になほ. ╁╁ ねの.) みなさな つゆさそとなせときけほな】 のしてきのそちそ, 
みな にしぬしちつそちき』のもねか ねもなこなさと〉 せ てしのなさなつなこ〉』ゆ 〉ねのなぬ〉】 になけねかちさしととなねの〉»14.

┼なせさはてはゆほそ ときさ にぬなくつしてきてそ けそちつきさきととか 〉ねのなぬ〉】 は ╁╁¨ ねの., くぬそ-

のきとねもちそた けほしとそた ┼なくしぬの ┽のきさつ〉とこ け〉させときほそけ: «┮ ち〉とへ〉 ╁╁ ねのなつ〉ののか 
ねになねのしぬ〉こきつなねか になねつきくつしととか くきこきのもなふ のぬきさそへ〉たとそふ ねはねに〉つもとそふ 〉とねのそ-

のはの〉け, みな ひなぬてはけきつそ 〉さしとのそほと〉ねのも つゆさそとそ: ね〉て’】, こぬなてきさそ, ぬしつ〉こ〉】. 
┮ ぬしせはつものきの〉 へもなこな 〉ねのなぬ〉』ゆ みなさしととなこな すそののか くはさはのも へ〉ちきけそのそねか とし 
つそまし ねなへ〉なつなこそ 〉 ねなへ〉きつもと〉 きとのぬなになつなこそ. ¨ねのなぬ〉か になけねかちさしととなねの〉 てき』 
けね〉 まきとねそ ねのきのそ なさと〉』ゆ せ ときたく〉つもま さそときて〉ほとそふ せき ぬなせけそのちなて こきつはせした 

〉ねのなぬそほとなこな さなねつ〉さすしととか 〉 け ねけなゆ ほしぬこは になまそぬそのもねか とき けね〉 ぬ〉けと〉 〉ねのな-

ぬそほとな】 なねけ〉のそ. ┸そ けすし くきほそてな にしぬま〉 なせときちそ へもなこな»15. ┺ねも ほなては へし てき』 
ねのきのそ なさと〉』ゆ 〉せ のして, かち〉 くはさはのも けそねけ〉のつゆけきのそねも にぬそ けそちつきさきとと〉 〉ねのなぬ〉】 
┿ちぬき】とそ, にぬそほなては ぬ〉けとなゆ て〉ぬなゆ まち〉つもとそて 〉 けはせ〉けねもちそて ちはぬねなて 〉ねのな-

ぬ〉】. ┺ねなくつそけな, かちみな てそ ふなほしてな さなねかことはのそ 』けぬなにしたねもちそふ ねのきとさきぬの〉け. 
┮ね〉 へ〉 けそちつそちそ さつか さそさきちのそほとな】 〉ねのなぬ〉】 つしすきのも け になつ〉 てなさしぬと〉せては, 

ちなつそ 〉ねのなぬ〉か ぬなせこつかさき』のもねか かち しつしてしとの ちはつものはぬそ, き のなては なちぬ〉て けつきねとそふ 

14 ┿さなさ ┺. ¨ねのなぬ〉か になけねかちさしととなねの〉 かち てしのなさなつなこ〉ほとき にぬなくつしてき. ┳き つゆさそとな-

せときけほは 〉ねのなぬ〉ゆ ┿ちぬき】とそ (にぬな きちのはきつもと〉ねのも 〉ねのなぬ〉】 になけねかちさしととなねの〉) // http://www.

novadoba.org.ua/node/58
15 ┽のぬきさつ〉とこ ┼. ┻ぬなくつしてそ けそちつきさきととか 〉ねのなぬ〉】 は XXI ねのなつ〉のの〉 // http://www.

novadoba.org.ua/node/53
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てしのなさ〉け 〉 てしのなさなつなこ〉た けそちなぬそねのなけは』 のきちなす せきこきつもとなときはちなけ〉 てしのなさそ, 
けなとき 』 ねはちはにと〉ねのゆ さなねのきのともな ぬ〉せとそふ ときにぬかてち〉け 〉 のしほ〉た, け へしとのぬ〉 】】 はけき-
こそ – てそとはつし せけそほきたとそふ つゆさした, き とし «のしきのぬ けなすさ〉け» のなみな. ¨ へした ぬ〉けしとも 
さつか はちぬき】とねもちな】 さそさきちのそほとな】 〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉】 せきつそまき』のもねか きちのはきつもとそ て. 

┮つきねとし せきけさかちそ てなさしぬと〉せては 〉ねのなぬそちそ 〉 ひ〉つなねなひそ にぬそたまつそ さな ぬなせは-
て〉ととか のなこな, みな 〉ねのなぬ〉か とし 〉ねとは』 になせき つゆさそとなゆ きくな くしせ つゆさそとそ16. ┬つし 
は ねけ〉のなけ〉た 〉ねのなぬそほと〉た ときはへ〉 てなけき にぬな になねのてなさしぬと〉せて 〉 たなこな けそちつそちそ 

(ちなつそ 〉ねのなぬ〉か ぬなせこつかさき』のもねか かち ぬ〉せとなけそさ つ〉のしぬきのはぬそ, けそせとき』のもねか とし-
てなすつそけ〉ねのも なのぬそてきととか «になせそのそけとなこな» せときととか, は へしとのぬ〉 】】 はけきこそ – とし 
てそとはつし つゆさした, き のしちねの かち にきぬきつしつもとき ぬしきつもと〉ねのも のなみな)17. ┳ になせそへ〉】 ひ〉-
つなねなひ〉】 〉ねのなぬ〉】 へし ねに〉けけ〉さとなましととか てなさしぬとなこな 〉 になねのてなさしぬとなこな けそこつかさき』 
のきち: «┻なねのねのぬはちのはぬきつ〉ねのねもちき のしなぬ〉か 〉 になけ’かせきとそた せ としゆ つ〉とこけ〉ねのそほとそた 

になけなぬなの – へし ときたふきぬきちのしぬと〉まそた しつしてしとの のなこな, みな ねもなこなさと〉 ときせそけきゆのも 
になねのてなさしぬと〉ねのねもちなゆ にきぬきさそこてなゆ てそねつしととか. ╋ちみな てなさしぬと〉せて になほそとき-
』のもねか せ さしちきぬの〉けねもちなこな cogito ergo sum 〉 ねになけ とき けそぬきすき』のもねか は け〉ぬ〉 は 

けそせときほきつもとは ねそつは ratio, き ぬきせなて せ のそて – 〉 け ねは く’』ち のき かち となね〉か ぬきへ〉なときつも-
となねの〉, のな せけしさしととか ぬしきつもとなねの〉 ぬなせはては さな てなけそ 〉 てなけつしととか にぬそのきてきと-
とし になねのねのぬはちのはぬきつ〉ねのねもち〉た ひ〉つなねなひ〉】, なせときほき』 ぬなせほそとしととか ねはく’』ちのき 
さな のきちな】 て〉ぬそ, みな け〉と にぬなねのな せとそちき』»18. ┰つか はちぬき】とねもちな】 〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉】 
にぬそたとかのと〉ねのも になねのてなさしぬと〉ねのねもちそふ に〉さふなさ〉け は くきこきのもなふ きねにしちのきふ さそね-
ちはね〉たとき19. ┬さすし せ になねのてなさしぬと〉せてなて になけ’かせきとき にしけとき ちぬそせき 〉さしとのそほ-
となねの〉, かちは ねけ〉のなけき 〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉か にしぬしすそけき』 なねのきとと〉て ほきねなて. ┼きせなて せ 
のそて, «になねのてなさしぬと〉ねのねもちき ちぬそのそちき に〉さと〉てき』 さしかち〉 へ〉ちきけ〉 にそのきととか, かち〉 
せてはまはゆのも はね〉ふ ときね せきてそねつそのそねか ときさ にぬきけそつもとそて 〉 としにぬきけそつもとそて けそ-

ちなぬそねのきととかて 〉ねのなぬ〉】. ┿ね〉 へ〉 さしくきのそ せてはまはゆのも 〉ねのなぬそち〉け せきふそみきのそ-

ねか かちぬきせ のなさ〉, ちなつそ のぬしくき く〉つもまし ぬなせさはてはけきのそ, ちぬそのそほとな なへ〉とゆけきのそ 

かち〉ねのも 〉ねのなぬそほとな】 なねけ〉のそ とき まち〉つもとなては のき はと〉けしぬねそのしのねもちなては ぬ〉けとかふ 〉 

16 ┯きほちな ┺. ╃そ てなすつそけき 〉ねのなぬ〉か け しになふは になねのてしのきひ〉せそちそ? // ┹きはちなけ〉 せきにそねちそ 

┿ちぬき】とねもちなこな ┶きのなつそへもちなこな はと〉けしぬねそのしのは. – ╃. ¨¨¨: ╀〉つなねなひ〉か. – ┷もけ〉け 2012. – ┽. 121.
17 ┻〉さこき』へもちそた ┮. ┺ねとなけそ のしなぬ〉】 のき てしのなさなつなこ〉】 さすしぬしつなせときけねのけき  〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき-

】とそ ╁╁ ねのなつ〉ののか. – ┰と〉にぬなにのぬなけねもち, 2001.- ┽. 5.
18 ┯きほちな ┺. ╃そ てなすつそけき 〉ねのなぬ〉か け しになふは になねのてしのきひ〉せそちそ? // ┹きはちなけ〉 せきにそねちそ 

┿ちぬき】とねもちなこな ┶きのなつそへもちなこな はと〉けしぬねそのしのは. – ╃. ¨¨¨: ╀〉つなねなひ〉か. – ┷もけ〉け 2012. – ┽. 118.
19 ╀〉つ〉になけそほ ┸. ┽てしぬのしつもとき せきこぬなせき ほそ となけ〉 にしぬねにしちのそけそ? (┻ぬな になねのてなさしぬと〉せて 

け 〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉】) // ┿┯┺ – ┮そに. 13. – ┶., 2008 – ┽. 9-29; ┳なせはつかち ╊. ┶なぬなのちき ぬしにつ〉ちき 
にぬな になねのてなさしぬと〉せて け 〉ねのなぬ〉】 // ┿┯┺ – ┮そに. 14. – ┶., 2009. – ┽. 60-86; ┽ちつなち〉と ┮. ┻〉ねつか 
になねのてなさしぬと〉せては // ┿┯┺ – ┮そに. 15. – ┶., 2010. – ┽. 9-23; ┳きかぬとゆち ┬. ┻なねのてなさしぬとせて 

にぬな 〉ねのなぬそち〉 // ┿┯┺ – ┮そに. 15. – ┶., 2010. – ┽. 24-44.



67

の〉 ときにぬかてそ, け かちそふ けなとき ぬなせけそけき』のもねか»20. ╂した になねのてなさしぬと〉ねのねもちそた けそ-

ちつそち てき』 くはのそ けぬきふなけきとそた に〉さ ほきね ねのけなぬしととか となけそふ はと〉けしぬねそのしのねもちそふ 

ときぬきのそけ〉け せ 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ. 【ふ きけのなぬそ け にしぬまは ほしぬこは てきゆのも はねけ〉さなて-

つゆけきのそ ぬしつかのそけと〉ねの も ねけな】ふ ねはさすしとも. ┬さすし, かち ねつはまとな せきはけきすそけ ┮. 

┻〉さこき』へもちそた «ぬしせはつものきのそ 〉ねのなぬそほとなこな さなねつ〉さすしととか, かち くはさも-かちき てな-

さしつも, 』 としさなねちなときつそてそ. ┮なとそ ねにぬなみはゆのも 〉 ねになのけなぬゆゆのも 〉とひなぬてきへ〉ゆ 

にぬな なく’』ちのそ, かち〉ねとは ねけな』ぬ〉さと〉ねのも かちそふ けなとそ け〉さなくぬきすきゆのも. ┬つし 〉とまなこな 

まつかふは けそけほしととか ねちつきさとなこな ねけ〉のは, かちそた 〉ねとはけきけ は てそとはつなては 〉 にぬなさな-

けすは』 〉ねとはけきのそ せきぬきせ は ときま〉た ねけ〉さなてなねの〉, と〉す たなこな «ねにぬなみしとし ねにぬそた-

とかののか», かちそて 〉 』 てなさしつゆけきととか, とし 〉ねとは』. ┭はさも-かちき てなさしつも てそとはつなこな, 
ときけ〉のも のきちき, かちき け ねそつは にしけとそふ にぬそほそと けけきすき』のもねか としさなねちなときつなゆ, てき』 
にぬきけな とき 〉ねとはけきととか は けそこつかさ〉 ときはちなけな】 こ〉になのしせそ, きつし すなさとき せ とそふ とし 
てなすし ぬなせこつかさきのそねか かち 〉てにしぬきのそけ, かち 〉ねのそとき け なねのきとと〉た 〉とねのきとへ〉】»21. 

┰つか はちぬき】とねもちな】 なねけ〉のそ にぬなくつしてとそて 』 にそのきととか のかこつなねの〉 〉ねのなぬそほ-
となこな に〉せときととか. ┮きすつそけな, みなく まち〉つもとき 〉ねのなぬ〉か 〉 〉ねのなぬ〉か は けはせきふ とし くはつそ 

ぬ〉せとそてそ, ふなほ ほきねのな てなすとき になほはのそ にぬな ぬ〉せと〉 せきけさきととか, かち〉 けなとそ けそちな-

とはゆのも22. ┺さときち, にぬそ けねもなては へもなては けなとそ と〉かち とし てきゆのも にしぬしほそのそ なさとき 
なさと〉た. ╁なほ かち くそ へし くきときつもとな せけはほきつな, きつし とし せきたけし ときこきさきのそ, みな かち 

まち〉つもとそた に〉さぬはほとそち, のきち 〉 に〉さぬはほとそち けはせ〉けねもちそた てきゆのも くはのそ ねのけなぬしと〉 
とき けそねなちなては ひきふなけなては ぬ〉けと〉. ┰なねそのも ほきねのな とき ぬ〉けと〉 まちなつそ け〉さくはけき』のも-
ねか て〉ひなつなこ〉せきへ〉か 〉ねのなぬ〉】, かちき せきちぬ〉につゆ』のもねか とき ┳┹┺. ┸なすとき ときけしねのそ 

くしせつ〉ほ にぬそちつきさ〉け. ┻〉さねのきけなゆ なさとそふ て〉ひ〉け ねのきつそ にななさそとなち〉 せこきさちそ さな-

ねそのも ねはく’』ちのそけとそふ さすしぬしつ (かち は けそにきさちは にきねきす〉け にぬな になふ〉さ ┯しさそて〉と き23 

20 ┽のぬきさつ〉とこ ┼. ┻ぬなくつしてそ けそちつきさきととか 〉ねのなぬ〉】 は XXI ねのなつ〉のの〉 // http://www.

novadoba.org.ua/node/53
21 ┻〉さこき』へもちそた ┮. ┺ねとなけそ のしなぬ〉】 のき てしのなさなつなこ〉】 さすしぬしつなせときけねのけき  〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき-

】とそ ╁╁ ねのなつ〉ののか. – ┰と〉にぬなにのぬなけねもち, 2001.- ┽. 43.
22 ┰そけ.: ┯ぬそへきち ╋. ╋ち けそちつきさきのそ 〉ねのなぬ〉ゆ ┿ちぬき】とそ に〉ねつか 1991 ぬなちは // ┯ぬそへきち ╋. 

┽のぬきねの〉 せき ときへ〉なときつ〉せてなて: ¨ねのなぬそほと〉 しねねし】. – ┶., 2004. – ┽.11-23; ╋ちなけしとちな ┹. ┺さとき 
┶つ〉な, さけ〉 〉ねのなぬ〉】 // ┶ぬそのそちき. – ┼〉ち VI, ╃. 12 (62). – ┽. 12-14.

23 ┻ぬな こつそくなち〉 ねはてと〉けそ, みなく とし ねちきせきのそ く〉つもまし, みなさな ぬしきつもとなねの〉  になふなさは ┯しさして〉とき 
とき ┶そ】け, にぬな かちそた ときにそねきとな くしせ さきのはけきととか みし は ╁ぬなと〉へ〉 ┭そふなけへか 〉 になけのなぬしとな は ┽のぬそた-

ちなけねもちなこな 〉 ┯けきとも】と〉, にそねきつそ ┮. ┬とのなとなけそほ, ┻. ┶つしにきのねもちそた, ┺. ┼はねそとき のき 〉とま〉 (┰そけ.: 
┶つしにきのねもちそた ┻. ┺ほしぬちそ にな そねのなぬそそ ┶そしけねちなた せしてつそ. ┷そのなけねちそた にしぬそなさ. – ┭〉つき ╂しぬちけき, 
2007. – ┽. 43-51; ┼はねそとき ┺. ┿ちぬき】とき に〉さ のきのきぬきてそ 〉 ┷そのけなゆ – ┶., 1998. – ┽. 43-55). ┸. ┯ぬは-
ましけねもちそた, かちそた せきたてき』 としたのぬきつもとは になせそへ〉ゆ みなさな け〉ぬなこ〉さとなねの〉 になふなさは ┯しさして〉とき とき ┶そ-

】けみそとは, ちなとねのきのは』 «くきつきてはのと〉ねのも» け〉さなてなねのした つ〉のなにそね〉け (┰そけ.: ┯ぬはましけねもちそた ┸. ¨ねのなぬ〉か 
┿ちぬき】とそ-┼はねそ. – ┾. IV. – ┶., 1993. – ┽. 18-19). ┺さときち, は になね〉くとそちは さつか に〉さこなのなけちそ ねのきぬ-

まなちつきねとそち〉け さな ┳┹┺ せ 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ にぬな へゆ になさ〉ゆ てなけそのもねか かち にぬな へ〉つちなて ぬしきつもとは 〉 
くしせねはてと〉けとは (┾しねのそ. 6-11 ちつきねそ. ¨ねのなぬ〉か ┿ちぬき】とそ / ┻〉さ ぬしさ. ┺. ┭なたちき. – ┶., 2012. – ┽. 55).
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とき ┶そ】け ほそ にぬな «ぬはねもちし ちとかせ〉けねのけな» ┽けそさぬそこきたつき24), さすしぬしつなて 〉とまそふ – 

にきぬきさそこてき ときぬなさとそへもちな】 〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉】 (にきねきす〉 にぬな せとそみしととか ぬはねもちな】 
ちはつものはぬそ 〉 へ〉つしねにぬかてなけきとし になねの〉たとし はになねつ〉さすしととか にぬきけなねつきけとそふ は 

┻なつもねもちなては ┶なぬなつ〉けねのけ〉 〉 ┼しほ〉 ┻なねになつその〉た25). 

┭しせにしぬしほとな, «ときへ〉なときつもと〉 て〉のそ ほそ ねになね〉く, は かちそた ほつしとそ ときかけとな】 
きくな になのしとへ〉たとな】 ときへ〉なときつもとな】 ねに〉つもとなのそ はかけつかゆのも ねなく〉 ねけな』 〉ねのな-

ぬそほとし てそとはつし, け〉さ〉こぬきゆのも けそとかのちなけな けきすつそけは ぬなつも は ときへ〉』のけなぬほな-

ては にぬなへしね〉. ╃しぬしせ ねけなゆ てなこはのとゆ してなへ〉たとは にぬそのかこきつもとは ねそつは けなとそ 

』 ときさせけそほきたとな しひしちのそけとそてそ せきねなくきてそ のけなぬしととか ちなつしちのそけとな】 〉さしと-

のそほとなねの〉, ふきた ときけ〉のも かちみな ほつしとそ ぬしきつもとな】 ほそ になのしとへ〉たとな】 ねに〉つもとなのそ 

になつ〉のそほとな にきねそけと〉. ┳ぬなせはて〉つな, みな さしぬすきけとき ねそねのしてき なねけ〉のそ にぬきことし 
はのけしぬさそのそ ねけな』 ぬなせはて〉ととか へ〉』】 〉さしとのそほとなねの〉, みなくそ せきちぬ〉にそのそ ちなと《ぬは-
しとのと〉ねのも になとかののか “ときへ〉】” のき “さしぬすきけそ” た のきち はになつゆけきのそ なさぬきせは さけなふ 

24 ┰そねちはね〉たと〉ねのも へもなこな にそのきととか 《ぬはとのなけとな なちぬしねつそけ ┮. ┮きねそつしとちな (さそけ.: ┮き-
ねそつしとちな ┮. ┻なつ〉のそほとき 〉ねのなぬ〉か ┮しつそちなこな ちとかせ〉けねのけき ┷そのなけねもちなこな (さな 1569 ぬ.) け ねふ〉さ-
とな ねつな け’かと ねもちそふ 〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉かふ ╁¨╁ – にしぬまな】 のぬしのそとそ ╁╁ ねの. – ┰と〉にぬなにしのぬなけねもち, 
2006. – ┽. 215-226), ねにぬなみしとな 〉 さなねそのも ねちしにのそほとな きぬのそちはつゆ』 たなこな 〉 ┺. ┼はねそとき (さそけ.: 
┼はねそとき ┺. ┿ちぬき】とき に〉さ のきのきぬきてそ 〉 ┷そのけなゆ. – ┶., 1998. – ┽. 111-112). ┻なほきのなち へそて 

さそねちはね〉かて になちつきけ にきねきす せ ╁ぬなと〉ちそ ┭そふなけへか: «Kniaｿ weliki SzwidryhayОo pobeh k 

PoОocku y ko Smoleqsku, y kniazi ruskiie y bojare posadyli kniazia SzwitryhayОa na 

welikoie kniaﾁenije Ruskoie» (┻なつとなし ねなくぬきとそし ぬはねねちそふ つしのなにそねした. – ┾. ╁╁╁¨¨: ╁ぬな-

とそちそ: ┷そのなけねちきか そ ┲てなたのねちきか, そ ┭めふなけへき. ┷しのなにそねそ: ┭はぬちはつきくなけねちきか, ┬けしぬちそ そ 

┻きとへめぬとなこな / ┽なねの. そ ぬしさ. ┹. ┿つきみそち. – ┸., 1975. – ┽. 154). ┬つし ときねち〉つもちそ てなすとき 
さなけ〉ぬかのそ つ〉のなにそねへしけ〉 – にそのきととか け〉さちぬそのし. ┺さときち へした ときねにぬきけさ〉 さそねちはね〉たとそた てなてしとの 
け 〉ねのなぬ〉】 は せこきさきとなては に〉さぬはほとそちは になさきとな かち くしせにしぬしほとそた 〉てにしぬきのそけ: «┻なけねのきと-

とか ┽けそさぬそこきたつき – なねのきとと〉た せくぬなたとそた けそねのはに せときの〉, ねにぬかてなけきとそた とき け〉さぬなさすしととか 
┼はねもちな】 さしぬすきけそ, せきせときつな になけとな】 としけさきほ〉» (┽てなつ〉た ┮., ┽のしにきとちなけ ┮. ̈ ねのなぬ〉か ┿ちぬき】とそ. 

┻〉さぬはほとそち さつか 7 ちつきねは せきこきつもとななねけ〉のと〉ふ ときけほきつもとそふ せきちつきさ〉け – ┶., 2011. — ┽. 162). 

┭〉つもま ねのぬそてきとな になつ〉のそちは ┽けそさぬそこきたつき なへ〉としとな は になね〉くとそちは せ 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ さつか 
┮┹┳ に〉さ ぬしさきちへ〉』ゆ ╊. ┽つそけちそ, きつし た のはの にぬなほそのはゆのもねか ねきとのそてしとのそ ┽けそさぬそこきたつき 
さな ぬはねもちそふ にぬきけなねつきけとそふ しつ〉の (┰そけ.: ¨ねのなぬ〉か ┿ちぬき】とそ / ┻〉さ ぬしさ. ╊. ┽つそけちそ. – ┷もけ〉け, 
2002. – ┽. 102).

25 ┺こつかさ さすしぬしつ ねのきけそのも に〉さ ねはてと〉け なさとなせときほと〉ねのも へそふ のけしぬさすしとも. ╋ち け へもなては 

ちなとのしちねの〉 なへ〉とそのそ にぬそけ〉つした ╋こきたつき け〉さ 1432 ぬ., ┮つきさそねつきけき ¨¨¨ け〉さ 1443 ぬ., ┬つしち-
ねきとさぬき け〉さ 1499 ぬ. のなみな. (┰そけ.: ╁ぬしねのなてきの〉か せ 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ つそのなけねもちな-になつもねもちな】 
さなくそ / ┿になぬ. ┾. ┯なまちな. – ┷もけ〉け, 2011. – ┽. 432-437) ┽け〉さほしととかて ぬしきつもとなねの〉 ぬしつ〉こ〉たとな】 
のなつしぬきとのとなねの〉 とき のしぬしときふ ┻なつもねもちな】 さしぬすきけそ 』 ねつなけき ┸きへ』か ┸』ふなけねもちなこな: «┿ ぬはねも-
ちそふ へしぬちけきふ にぬそ くなこなねつはす〉とと〉 ほそのきゆのも 〉 ねに〉けきゆのも ねしぬくねもちなゆ, のなくのな ねつなけ’かとねもちなゆ 

てなけなゆ; は け〉ぬてしとねもちそふ へしぬちけきふ – け〉ぬてしとねもちなゆ てなけなゆ; け 〉はさしたねもちそふ ねそときこなこきふ てな-

つかのもねか 』けぬしたねもちなゆ てなけなゆ. ╁ぬそねのそかとそ す ぬそてねもちなこな なくぬかさは ねに〉けきゆのも, てなつかのもねか 
〉 ほそのきゆのも つきのそとねもちなゆ てなけなゆ» (┸しふなけねちそた ┸きのけした. ┾ぬきちのきの な さけはふ ┽きぬてきのそかふ /

┮けしさ. そ にしぬ. ┽. ┬ととそとねちなこな – ┸., ┷., 1936. – ┽. 98).
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せきたへ〉け: せつし《〉のそて〉せはけきのそ ねしくし ねきては のき けそふなけきのそ つなかつもとそふ こぬなてきさかと»26. 

┬つし せきつそまき』のもねか け〉さちぬそのそて にそのきととか, ほそ ねにぬきけさ〉 のきち〉 て〉のそ けそふなけは-
ゆのも つなかつもとそふ こぬなてきさかと? ¨, せぬしまのなゆ, かちみな のきち, のな つなかつもとそふ さな ちなこな? 

┶なては ときねにぬきけさ〉 てなすし くはのそ になのぬ〉くとな けそふなけきととか こぬなてきさかと とき にぬなのそ-

ねのきけつしと〉, さな にぬそちつきさは, ちきのなつそち〉け 〉 にぬきけなねつきけとそふ, かちみな てなけき にぬな のぬき-
さそへ〉たとな くきこきのなちなとひしね〉たとし 〉 くきこきのなちはつものはぬとし ねはねに〉つもねのけな 〉 さしぬすき-
けは? ╃そ ねにぬきけさ〉 てなすとき けそふなけきのそ にきのぬ〉なのき とき にぬそちつきさ〉 くしせちなとしほとなこな 

ことなく つしと とか 〉 くなぬなのもくそ せ とそて (にぬなかけなて 〉 ぬしせはつものきのなて のきちな】 くなぬなのもくそ け 
はちぬき】とねもちなては 〉ねのなぬそほとなては ときぬきのそけ〉 けそねのはにき』 ひなぬてはけきととか ちなせきへのけき, 
かちし け ぬしせはつものきの〉 のきちそ くはつな にしぬしてなすしとし 〉 つ〉ちけ〉さなけきとし)? ╃そ せきふなほし ねしくし 
てなつなさき つゆさそとき きねなへ〉ゆけきのそ せ のそて ことなくつしとそて ねなへ〉はてなて? ╅なにぬきけさき, 
┹きのきつか ╋ちなけしとちな ねつはまとな け〉させときほそつき, みな «のきちし せなくぬきすしととか はちぬき】と-

ねもちなこな ねはねに〉つもねのけき かち ねに〉つもとなのそ け〉ほとな ちぬそけさすしとな】 “せつそてそ ねはね〉さきてそ” 

とし 』 ねにしへそひ〉ちなゆ ほそ けそときふなさなて はちぬき】とへ〉け. ╂そて にしぬしふけなぬ〉つき く〉つもま〉ねのも 
くしせさしぬすきけとそふ (“ねちぬそけさすしとそふ 〉ねのなぬ〉』ゆ”) ときぬなさ〉け, くき, ときけ〉のも 〉ねとは』 
ねにしへ〉きつもとそた のしぬて〉と さつか になせときほしととか のきちなこな ひしとなてしとは – 〉ねのなぬ〉か-てきぬ-

のそぬなつなこ〉か. ┷〉ちきてそ とき へし てなすし ねのきのそ にしぬしひなちはねはけきととか “ねのぬきさとそへも-
ちな】” 〉ねのなぬ〉】 とき, ねちきせきのそ くそ, 〉ねのなぬ〉ゆ “なにのそて〉ねのそほとは”... ┽にぬきけき, なのすし, け 
ちなとへしにのはきつもとなては きちへしとの〉: ほそ てそ せなねしぬしさすは』てな なになけ〉さも つそまし さなけちな-

つき なにつきちはけきととか ときまそふ 〉ねのなぬそほとそふ ちぬそけさ 〉 としけさきほ, ほそ, とし せきてなけほはゆほそ 

へそふ-のきちそ としけさきほ, に〉さちぬしねつゆ』てな, みな けねはにしぬしほ はねもなては てそ けそすそつそ?»27. 

¨ ときねにぬきけさ〉, とそと〉 の〉 のしせそ, かち〉 になちつきさしと〉 け なねとなけは まち〉つもとなこな に〉さぬはほとそ-

ちき せ 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ, にぬきへゆゆのも せ のなほと〉ねのゆ さな ときけにきちそ, 〉 なねとなけと〉 せき-
けさきととか けはせ〉けねもちなこな けそちつきさきほき – になさなつきのそ の〉 て〉ひそ, へし くきほしととか 〉ねのなぬ〉】 
┿ちぬき】とそ は ちぬそけなては させしぬちきつ〉 はかけとなこな にきのぬ〉なのそせては. ┻ぬそ へもなては けそちつき-
さきほ ┮┹┳ になねのきけつしとそた は ねそのはきへ〉ゆ, ちなつそ け〉と, かち にぬなひしね〉なときつ, てき』 にな-

くなぬゆけきのそ へゆ のきち せけきとは «にきのぬ〉なのそほとは 〉ねのなぬ〉ゆ», かちき ほきねのな ねはにしぬしほそのも 
ときはちなけそて さなねつ〉さすしととかて. ┬ のなさ〉, ほそ とし てきのそてしてな てそ ねにぬきけそ せ にしけとなゆ 

ちぬそせなゆ 〉さしとのそほとなねの〉, くき く〉つもまし, せ にきさ〉ととかて てなぬきつもとそふ 〉てにしぬきのそけ〉け, 
くな せきけすさそ けそとそちき』 せきにそのきととか – のきちそた まち〉つもとそた ときぬきのそけ け〉さ とし せときと-

とか ほそ け〉さ つはちきけねのけき? ¨ かちぬきせ とき へもなては しのきに〉 になねのき』 さそつしてき けそくなぬは 

26 ┯ぬそへきち ╋. ╋ち けそちつきさきのそ 〉ねのなぬ〉ゆ ┿ちぬき】とそ に〉ねつか 1991 ぬなちは // ┯ぬそへきち ╋. ┽のぬきね-
の〉 せき ときへなときつ〉せてなて: ¨ねのなぬそほと〉 しねねし】. – ┶., 2004. – ┽. 15.

27 ┳きにそね さそねちはね〉】 ┼なくなほな】 ときぬきさそ せ てなと〉のなぬそとこは に〉さぬはほとそち〉け 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ 

さつか ねしぬしさと〉ふ まち〉つ (┶なとほき-┳きねにき, 19-21 すなけのとか 2007 ぬ.) // ╄ち〉つもとき 〉ねのなぬ〉か なほそてき 
〉ねのなぬそち〉け-ときはちなけへ〉け. ┸きのしぬ〉きつそ ┼なくなほな】 ときぬきさそ せ てなと〉のなぬそと《は まち〉つもとそふ に〉さぬはほとそ-

ち〉け 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ / ┿になぬかさちはけきととか のき ぬしさきちへ〉か ┹きのきつ〉 ╋ちなけしとちな. – ┶., 2008.  — 

┽. 13. ┰そけ. のきちなす:  http://khpg.org.ua/index.php?id=1223646074
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て〉す てなぬきつもとそて/にきのぬ〉なのそほとそて (?) 〉 にぬなひしね〉たとそて. ╂か のしてき ねのなねなけとな 

まち〉つもとなこな ときぬきのそけは けすし ねのきけそつきねも 〉 なくこなけなぬゆけきつきねも さなねつ〉さとそちきてそ. 
┳なちぬしてき つもけ〉けねもちそた 〉ねのなぬそち ┸きぬ’かと ┸はさぬそた にぬなになとは』 «〉ねのなぬ〉ゆ につき-
ほは» せきて〉とそのそ とき «〉ねのなぬ〉ゆ はねに〉ふは», のなくのな ねのけなぬそのそ «なにのそて〉ねのそほとな-

のしふとなつなこ〉ほとは» けしぬね〉ゆ 〉ねのなぬ〉】28. ╂し てき』 ねしとね, きつし は けねもなては さなくぬき て〉ぬき, 
のなくのな にぬしさねのきけつしととか ときまな】 〉ねのなぬ〉】 てき』 くはのそ せくきつきとねなけきとし: とし せきてなけ-
ほはけきのそ けきすち〉 】】 ねのなぬ〉とちそ, きつし 〉 とし のけなぬそのそ ちはつものは せ〉 ねのぬきすさきとも. ┽け〉の-
つなこな 〉 なにのそて〉ねのそほとなこな てき』 くはのそ く〉つもまし, きつし たなこな とし のぬしくき せけなさそのそ け 
きくねなつゆの. ┺のすし, なさとなせときほとな になのぬ〉くとし ちなとへしにのはきつもとし にしぬしひなぬてきのは-
けきととか に〉さぬはほとそちなけなこな ときぬきのそけは, にぬそほなては かち とき ぬ〉けと〉 まち〉つもとなこな, のきち 

〉 とき ぬ〉けと〉 はと〉けしぬねそのしのねもちなこな に〉さぬはほとそちき. 
┽にぬきけさ〉, にぬきちのそほと〉 〉とのしぬしねそ さしぬすきけとな】 になつ〉のそちそ みなさな ちなとねなつ〉-

さきへ〉】 はちぬき】とへ〉け かち になつ〉のそほとな】 ときへ〉】, さそちのはゆのも になのぬしくは は となけ〉た かちなねの〉 
〉ねのなぬそほとなこな ときへ〉なときつもとなこな ときぬきのそけは. ¨ ねにぬきけき とし の〉つもちそ は なにのそて〉ね-
のそほとなては ほそ にしねそて〉ねのそほとなては に〉さふなさ〉 さな てそとはつなこな. ┺. ┯きつしとちな ねつはま-

とな けけきすき』, みな ねもなこなさと〉 ときせぬ〉つき になのぬしくき は けそせときほしとと〉 となけなこな なく’』ちのき 
はちぬき】とねもちな】 ときへ〉なときつもとな】 〉ねのなぬ〉】. ¨ ときぬきのそけは ┸. ┯ぬはましけねもちなこな, さな 

かちなこな になけしぬとはつきねも に〉ねつか 1991 ぬ. はちぬき】とねもちき 〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉か (なねなくつそけな 

さそさきちのそほとき), はすし とし さなねのきのともな. «┯なつなけとき にぬそほそとき になつかこき』 け のなては, みな 

┿ちぬき】とき ときくはつき さしぬすきけとそふ ちなぬさなと〉け, かち〉 け〉さぬ〉せとかゆのもねか け〉さ のそふ, かち〉 
け ねけな】た はかけ〉 ねちなとねのぬはゆけきけ ┸. ┯ぬはましけねもちそた とき に〉さねのきけ〉 ねけな』】 ときへ〉な-

ときつもとな】 ときぬなさとそへもちな】 のしなぬ〉】. ┿ ねちつきさ〉 はちぬき】とねもちな】 ときへ〉】-さしぬすきけそ せ’か-
けそ つな ねか としはちぬき】とねもちし ときねしつしととか 〉 のしぬそのなぬ〉】 せ はちぬき】とねもちなゆ てしとま〉ねのゆ, 

ねしくのな の〉 ねちつきさなけ〉, みな せきつそまきつそねか になせき ひなちはねなて はけきこそ ときへ〉なときつもとな】 
にきぬきさそこてそ, かちき けけきすきつき 』さそとそて なく’』ちのなて さなねつ〉さすしととか はちぬき】とねもちそた 

ときぬなさ. ┹なけき かち〉ねのも はちぬき】とねもちなこな ねはねに〉つもねのけき, のきちそて ほそとなて, になのぬしくは』 
にしぬしひなぬてはつゆけきととか なく’』ちのき さなねつ〉さすしととか, き なのすし, た へ〉つな】 ちなとへしにへ〉】 
〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ – きくそ けちつゆほそのそ さな はちぬき】とねもちなこな 〉ねのなぬそほとなこな ときぬき-
のそけは の〉 ときぬなさそ 〉 のしぬそのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ, かち〉 さな へもなこな ほきねは くはつそ せ ともなこな 

けそちつゆほしと〉 きくな にぬしさねのきけつしと〉 なさとなく〉ほとな, つそまし け 】ふともなては ねのなねはとちは せ 
はちぬき】とへかてそ (ほそ 】ふと〉てそ にぬしさちきてそ) 〉 のなては せきせけそほきた は としこきのそけと〉た ぬなつ〉 – 

かち にしぬしまちなさき ときへ〉なときつもと〉た けなつ〉 はちぬき】とへ〉け. ┾そて く〉つもまし となけそた ときぬき-
のそけ になのぬ〉くとそた せ なこつかさは とき ぬなせけ〉とほきととか になねのてなさしぬとなゆ ぬしけなつゆへ〉』ゆ 

28 ┳きにそね さそねちはね〉】 ┼なくなほな】 ときぬきさそ せ てなと〉のなぬそとこは に〉さぬはほとそち〉け 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ 

さつか ねしぬしさと〉ふ まち〉つ (┶なとほき-┳きねにき, 19-21 すなけのとか 2007 ぬ.) // ╄ち〉つもとき 〉ねのなぬ〉か なほそてき 
〉ねのなぬそち〉け-ときはちなけへ〉け. ┸きのしぬ〉きつそ ┼なくなほな】 ときぬきさそ せ てなと〉のなぬそと《は まち〉つもとそふ に〉さぬはほとそ-

ち〉け 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ / ┿になぬかさちはけきととか のき ぬしさきちへ〉か ┹きのきつ〉 ╋ちなけしとちな. – ┶., 2008.  — 

┽. 38. ┰そけ. のきちなす:  http://khpg.org.ua/index.php?id=1223646850.
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け こはてきと〉のきぬそねのそへ〉 〉さし】 にぬな ときへ〉なときつもとそた さはふ かち こなつなけとそた ほそととそち け 
〉ねのなぬ〉】»29. ┮〉さのきち, さつか にぬなひしね〉たとそふ 〉ねのなぬそち〉け け〉さほはのとなゆ ねのきつき としなく-

ふ〉さと〉ねのも せきて〉とそ ときへ〉なときつもとな】 にきぬきさそこてそ ほきねな-にぬなねのなぬなけなゆ きくな のしぬそ-

のなぬ〉きつもとなゆ. ┺さときち となけな】 ねふしてそ ときぬきせ〉 とし けそぬなくつしとな. ¨ け のなた ほきね, ちなつそ 

ねのきぬ〉 に〉さぬはほとそちそ とし け〉さになけ〉さきゆのも となけそて けそちつそちきて ほきねは 〉 て〉ねへか, となけ〉 
みし とし ときにそねきと〉. ┾なす ちなすしと けそちつきさきほ 〉とのは】のそけとな てき』 なくぬきのそ にぬそとへそに 

さなとしねしととか せときとも にぬな 〉ねのなぬ〉ゆ ┿ちぬき】とそ ねけな】て ねのはさしとのきて, 〉 けきすつそけな, 
みなく け〉と くはけ け〉さになけ〉さとそた となけそて ねはねに〉つもとそて けそちつそちきて. 

┺ちぬ〉て ぬなせぬそけは て〉す まち〉つもとなゆ 〉 はと〉けしぬねそのしのねもちなゆ 〉ねのなぬそほとなゆ 

なねけ〉のなゆ, けきすつそけそて 』 〉 ぬなせぬそけ て〉す ときて〉ぬきてそ 〉 ぬしきつもとそて すそののかて. 

┽にぬきけさ〉, «てそ ほきねのな ねになねのしぬ〉こき』てな せときほとそた ぬなせぬそけ て〉す ぬそのなぬそちなゆ 

〉 ぬしきつもと〉ねのゆ 〉ねのなぬそほとな】 なねけ〉のそ. ┹きにぬそちつきさ, さなねそのも ほきねのな てそ ほは』てな, 
みな けほそのしつ〉 けねし く〉つもまし はけきこそ せけしぬのきゆのも とき なけなつなさ〉けきととか はほとかてそ とき-
けそちきてそ 〉ねのなぬそほとなこな ちぬそのそほとなこな てそねつしととか. ┬つし とき にぬきちのそへ〉 くきこきのな 

ちはぬね〉け 〉ねのなぬ〉】 かち とき ぬ〉けと〉 ねしぬしさともな】 まちなつそ, のきち 〉 とき ぬ〉けと〉 はと〉けしぬねそ-

のしのは, ときねの〉つもちそ にしぬしけきとのきすしと〉 けしつそほしせとそてそ なく’』てきてそ 〉ねのなぬそほとな】 
〉とひなぬてきへ〉】, かちは てきゆのも せきねけな】のそ はほと〉 ほそ ねのはさしとのそ, みな とし けそねのきほき』 
ほきねは とき にぬきちのそほとし せきねのなねはけきととか へそふ ときけそち〉け のき ぬなせけそのちは 〉ねのなぬそほとな-

こな てそねつしととか. ┾きち ねきてな にぬなこなつなまは』のもねか, みな になのぬ〉くとな さきけきのそ はほとかて 〉 
ねのはさしとのきて てなすつそけ〉ねのも なせときたなてつゆけきのそねも せ かちときたく〉つもまなゆ ち〉つもち〉ねのゆ 

〉ねのなぬそほとそふ さすしぬしつ, のなくのな とし つそまし せ さなちはてしとのきてそ, きつし た せ け〉せはきつも-
とそてそ さすしぬしつきてそ, きはさ〉なけ〉せはきつもとそてそ てきのしぬ〉きつきてそ, はねとなゆ 〉ねのなぬ〉』ゆ 〉 
にき て’かの ちき てそ てきのしぬ〉きつもとな】 ちはつものはぬそ. ┻ぬなのし, くきこきのな 〉ねのなぬそち〉け とし なせとき-
たなてつしと〉 せ のそて, かち けそちなぬそねのなけはけきのそ 〉 きときつ〉せはけきのそ へ〉 さすしぬしつき. ┭きこきのな 

こなけなぬそのもねか にぬな のし, みな になのぬ〉くとな せきねのなねなけはけきのそ くきこきのなにしぬねにしちのそけ-
と〉ねのも にぬそ けそけほしとと〉 〉 けそちつきさきとと〉 〉ねのなぬ〉】, きつし さなのしにしぬ 』 てきつな に〉さぬはほ-

とそち〉け せ 〉ねのなぬ〉】, さし く にな-ねにぬきけすともなては けそちなぬそねのなけはけきけねか へした に〉さふ〉さ»30. 

┸なすとき さなさきのそ, みな 〉 けそちつきさきほ になねのはになけな けのぬきほき』 にしけと〉 けきすつそけ〉 かちなね-
の〉. ┹き ぬ〉けと〉 にぬなひしね〉たとな】 なねけ〉のそ けそちつきさきほ てき』 くはのそ にぬきちのそちはゆほそて 

ねにしへ〉きつ〉ねのなて. ┹きけほそのそ つ〉ちはけきのそ てなすし とし つ〉ちきぬ-のしなぬしのそち, き つ〉ちきぬ-

にぬきちのそち, け〉さになけ〉さとな, ときけほそのそ さなねつ〉さすはけきのそ 〉ねのなぬ〉ゆ てなすし にぬきちのそちは-
ゆほそた 〉ねのなぬそち-さなねつ〉さとそち. ¨ かちみな てなけき にぬな けそちつきさきととか は としねにしへ〉きつ〉-
せなけきとそふ ┮┹┳, のな 〉 のきて の〉つもちそ きちのそけとな にぬきへゆゆほそ ときはちなけしへも てなすし 

29 ┯きつしとちな ┺. ┻ぬな ちなとへしにのはきつもと〉 のき にぬきちのそほと〉 に〉さふなさそ さな ねのけなぬしととか ときぬきのそけは 

〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ け ぬきてちきふ ほきねな-にぬなねのなぬなけな】 きくな のしぬそのなぬ〉きつもとな】 にきぬきさそこてそ // ┼しこ〉-
なときつもとき 〉ねのなぬ〉か ┿ちぬき】とそ: ┳く〉ぬとそち ときはちなけそふ ねのきのした. – ┶., 2012. – ┮そに. 6. – ┽. 24-25

30 ┽のぬきさつ〉とこ ┼. ┻ぬなくつしてそ けそちつきさきととか 〉ねのなぬ〉】 は XXI ねのなつ〉のの〉 // http://www.

novadoba.org.ua/node/53
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せくはさそのそ 〉とのしぬしね さな なねてそねつしととか 〉 せきねけな』ととか 〉ねのなぬ〉】, かち としにぬなひ〉つもとなこな 

にぬしさてしのは. ┾はの ときけ〉のも けきすほし, くな ねのはさしとの としけてなのそけなけきとそた, たなては みし 
のぬしくき にぬそみしにそのそ つゆくなけ さな ちぬそのそほとなこな 〉 なねてそねつしとなこな に〉さふなさは さな 

け〉のほそせとかとな】 〉ねのなぬ〉】, みな けちぬきた としなくふ〉さとし さつか ひなぬてはけきととか ねけ〉さなてなこな 

こぬなてきさかとそとき. ┬つし にぬそ のそふ となぬてきのそけきふ ときけきとのきすしととか けそちつきさきほ〉け, かち〉 
けねのきとなけつゆ』 ┸┺┹31, 】て にぬなねのな とし せきつそまき』のもねか ほきねは とき のけなぬほ〉ねのも 〉 くな-

さきた になせ〉ぬとは ちぬしきのそけと〉ねのも. ┮そちつきさきほ にしぬしのけなぬゆ』のもねか は ぬしのぬきとねつかのな-

ぬき とき ねのはさしとのねもちは きはさそのなぬ〉ゆ ほはすそふ ときはちなけそふ さなねかことしとも 〉 せさなくはのち〉け, 
き け こ〉ぬまなては けきぬ〉きとの〉 – きはさ〉なねはにぬなけなさなて さな に〉さぬはほとそちき. ┭〉つもまし のなこな, 
┸┺┹ てきつな とし みなて〉ねかへか ねにはねちき』 ほそねつしとと〉 となぬてきのそけと〉 さなちはてしとのそ, 
けそてきこき』 のなけねのしせと〉 きちぬしさそのきへ〉たと〉 ねにぬきけそ, のきくつそほちそ ときけきとのきすしととか 〉 
にしぬねなときつもと〉 せけ〉のそ, みな は けそちつきさきほ〉け け〉さくそぬき』 さなくぬは のぬしのそとは ぬなくなほなこな 

〉 とし ぬなくなほなこな ほきねは. ┹きはちなけき ぬなくなのき にしぬしのけなぬゆ』のもねか は にしぬねなときつもとそた 

こしぬな】せて, とき かちそた せさきのと〉 の〉つもちそ くしせときさ〉たと〉 ぬなてきとのそちそ, さな としねのかてそ せき-
ちなふきと〉 は ねけなゆ ねにぬきけは. ┬つし てき』 くはのそ ときけにきちそ, ねきてし ときはちなけき ぬなくなのき 
てき』 くはのそ とし ぬそのなぬそほとな, き にぬきちのそほとな, けきすつそけなゆ ねちつきさなけなゆ にぬなひし-
ね〉たとな】 ちけきつ〉ひ〉ちきへ〉】 けそちつきさきほき. ┼なくなのき けそちつきさきほき とし てき』 けそて〉ぬゆけき-
のそねも け ち〉つもち〉ねとそふ になちきせとそちきふ, き けそちつゆほとな け かち〉ねとそふ, くな け ときはへ〉 なさとし 
け 〉とまし せさしく〉つもまなこな とし にしぬしぬなねのき』. 

┻〉さねはてなけはゆほそ てなすとき せきせときほそのそ, みな せて〉と になのぬしくはゆのも かち けはせ〉け-
ねもち〉 に〉さぬはほとそちそ せ 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ, のきち 〉 にぬそとへそになけそた に〉さふ〉さ さな 】】 けそ-

ちつきさきととか は けそみ〉た まちなつ〉. 

31 ┽〉のちは となぬてきのそけとそふ ときけほきつもとそふ にぬなこぬきて ┹. ╋ちなけしとちな ねつはまとな ときせそけき』 ┮しつそ-

ちなゆ ┶そのきたねもちなゆ ねの〉となゆ, 〉 にぬなになとは』 ねけ〉た ぬしへしにの になまはちは け と〉た み〉つそとそ さつか になちぬき-
みしととか かちなねの〉 けそまちなつは ねのはさしとの〉け-〉ねのなぬそち〉け, くな «に〉さこなのなけちき ぬしけなつゆへ〉】 は ひきふなけ〉た 

ねけ〉さなてなねの〉 – ねにぬきけき さなけこき, とはさとき, ときけぬかさ ほそ てなすつそけき くしせ ひきふなけなこな けそまちなつは け はと〉-
けしぬねそのしのきふ, 〉 のな とし つそまし は ひなぬて〉 きくねのぬきちのとそふ ぬなせはてはけきとも にぬな ねはほきねとは けきぬ〉かのそけ-
と〉ねのも になこつかさ〉け とき 〉ねのなぬ〉ゆ (のきちし けすし ぬなくそのもねか – にしぬして〉まはゆほそ になとかののか てしのなさなつなこ〉】 〉 
ひ〉つなねなひ〉】 〉ねのなぬ〉】, 〉 かちき せ のなこな ちなぬそねのも?), き は ひなぬて〉 のぬそけ〉かつもとなこな «てしのなさなつなこ〉ほとなこな 

つ〉ちとしには»» (┰そけ.: ╋ちなけしとちな ┹. ┰け〉 ┶つ〉な, なさとき 〉ねのなぬ〉か… – ┽. 14).
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Ǥǥǣ ǭǠǴǪǝ ǨǙǣǦǟǣǢǕǠǚǢǢǴ 

ǡǚǧǣǙǣǠǣǘǶǬǢǣȀ Ƕ ǧǚǣǥǚǧǝǬǢǣȀ ǟǣǡǤǚǧǚǢǫǶȀ 
ǗǝǟǠǕǙǕǬǶǗ-ǶǦǧǣǥǝǟǶǗ

┶きぬさそときつもと〉 せて〉とそ, みな け〉さくはけきゆのもねか け ┿ちぬき】と〉, ねちつきさと〉 せきけさきととか, 
みな ねのなかのも にしぬしさ なねけ〉のなゆ とき となけなては しのきに〉 〉ねのなぬそほとなこな ぬなせけそのちは ときまな】 
ちぬき】とそ, けそてきこきゆのも にしぬしこつかさは になこつかさ〉け かち とき になねのきのも ねきてなこな けそちつきさき-
ほき, のきち 〉 とき にぬなへしね たなこな にぬなひしね〉たとなこな ねのきとなけつしととか た せぬなねのきととか. ┹き 
ねもなこなさと〉 になねのきつき ときこきつもとき になのぬしくき にしぬしふなさは け〉さ さ〉かつもとなねの〉, は ぬきてちきふ 

かちな】 けそちつきさきほ けそちなとは』 〉とねのぬはてしとのきつもとは ぬなつも, さな たなこな 〉ととなけきへ〉たとな】 
さ〉かつもとなねの〉 た なねなくそねの〉ねとな】 なぬ〉』とのきへ〉】 は ぬなくなの〉 せ〉 ねのはさしとのきてそ. ┾きちき さ〉-
かつもと〉ねのも ねにぬかてなけきとき とき ひなぬてはけきととか のけなぬほな】 〉とさそけ〉さはきつもとなねの〉 にしさき-
こなこき, こなのなけなこな にぬきへゆけきのそ は けそみ〉た まちなつ〉, みな なとなけつゆ』のもねか, せさきのとなこな 

ぬなせぬなくつかのそ, なねけなゆけきのそ 〉 けそちなぬそねのなけはけきのそ 〉ととなけきへ〉たと〉 にぬなしちのそ, かち〉 
になちつそちきと〉 にしぬしのけなぬそのそ ねのはさしとのき 〉せ なく’』ちのき とき ねはく’』ちの ときけほきつもとな-けそ-

ふなけとなこな にぬなへしねは. ┮の〉つしととか は すそののか へそふ せきけさきとも の〉ねとな になけ’かせきとし せ のき-
ちそて になとかののかて かち «にぬなひしね〉たとき ちなてにしのしとのと〉ねのも».

┿ にねそふなつなこな-にしさきこなこ〉ほと〉た つ〉のしぬきのはぬ〉 になとかののか «ちなてにしのしとのと〉ねのも» 

ときくはつな まそぬなちなこな になまそぬしととか になぬ〉けとかとな としさきけとな. ┿ ち〉とへ〉 1960-ふ – とき 
になほきのちは 1970-ふ ぬなち〉け は せきふ〉さと〉た, き ときにぬそち〉とへ〉 1980-ふ ぬなち〉け は け〉のほそせ-
とかと〉た つ〉のしぬきのはぬ〉 せきぬなさすは』のもねか ねにしへ〉きつもとそた ときにぬかて – ちなてにしのしとの-
と〉ねとそた に〉さふ〉さ け なねけ〉の〉. «┶なてにしのしとのとそた», せき ねつなけとそちなて ┽. ¨. ┺すしこな-

けき, なせときほき』 «なねけ〉ほしとそた», «きけのなぬそのしのとそた». ┻ぬなひしね〉たとな-にしさきこなこ〉ほとき 

ǪǝǧǥǣǗǦǱǟǕ 

ǳǠǶǴ ǗǕǠǚǢǧǝǢǶǗǢǕ, 

ȘȢȞȦȢȤ ǻȥȦȢȤȜȫȡȜȩ ȡȔȧȞ, 

ȘȢȪșȡȦ ȞȔȨșȘȤȜ ǻȥȦȢȤǻȁ 
ǢǧǨǨ «ǟǤǶ»
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ちなてにしのしとのと〉ねの も けそちつきさきほき け まそぬなちなては ぬなせはて〉とと〉 – へし たなこな にな〉と-

ひなぬてなけきと〉ねのも にぬな せときととか, はて〉ととか, ときけそほちそ のき 】ふ となぬてきのそけと〉 なせときちそ, 

かち〉 としなくふ〉さと〉 さつか たなこな にぬきへ〉; せときととか にねそふなつなこな-にしさきこなこ〉ほとそふ なねとなけ 
ぬしきつもとな】 にしさきこなこ〉ほとな】 さ〉かつもとなねの〉 け〉さになけ〉さとな さな 】】 となぬてきのそけとそふ しのき-
つなと〉け. ┽しぬしさ けそさ〉け にぬなひしね〉たとな-にしさきこなこ〉ほとな】 ちなてにしのしとのとなねの〉 ぬなせぬ〉せ-
とかゆのも てしのなさなつなこ〉ほとは, のしなぬしのそほとは, ねなへ〉きつもとな-にねそふなつなこ〉ほとは, てしのな-

さそほとは, きはのなにねそふなつなこ〉ほとは, 〉とひなぬてきへ〉たとは, ちなてはと〉ちきのそけとは のなみな. 
┻な け〉さとなましととゆ さな つゆさそとそ, みな けなつなさ〉』 てしのなさなつなこ〉ほとそて きにきぬき-

のなて, ひ〉つなねなひそ 〉 つなこ〉ちそ けすそけきゆのも になとかののか «てしのなさなつなこ〉ほとき ちなてにし-
のしとのと〉ねのも». ┸しのなさなつなこ〉ほとき ちなてにしのしとのと〉ねのも になけ’かせきとき 〉せ としなくふ〉さと〉ねのゆ 

けそちなぬそねのきととか にぬなひしね〉たとな なぬ〉』とのなけきとそふ ときはちなけそふ せときとも は こきつはせ〉 にし-
さきこなこ〉ちそ, にねそふなつなこ〉】, けきつしなつなこ〉】, 〉とひなぬてきへ〉たとそふ のしふとなつなこ〉た, ときけほきつも-
とな】 さそねへそにつ〉とそ 〉 てしのなさそちそ 】】 けそちつきさきととか さつか きときつ〉せは 〉 けさなねちなときつしととか 
ねけな』】 ぬなくなのそ, ぬなせけ’かせきととか ぬ〉せとそふ なねけ〉のと〉ふ せきけさきとも. 

┸しのなさなつなこ〉ほとき ちなてにしのしとのと〉ねのも ねはほきねとなこな けそちつきさきほき 』  ときたけきす-

つそけ〉まなゆ ねちつきさなけなゆ たなこな にぬなひしね〉なときつ〉せては. 【】 にしさきこなこ〉ほと〉 きねにしちのそ 

ぬなせぬなくつかゆのもねか くきこきのもてき ねはほきねとそてそ さなねつ〉さとそちきてそ, せなちぬしてき, けなとそ 

けそねけ〉のつしと〉 は ぬなくなのきふ ┮. ┮. ┼き』けねもちなこな, ┺. ┲. ┶はねすきとなけな】, ┮. ┺. ┽つきね-
のしと〉とき のき 〉と.

┸なすとき けそなちぬしてそのそ とそせちは にぬそほそと, かち〉 せはてなけつゆゆのも としなくふ〉さと〉ねのも 
せけしぬとしととか にしさきこなこ〉ほとな】 こぬなてきさねもちなねの〉 さな にぬなくつして てしのなさなつなこ〉】. ┾きち, ちきと-
さそさきの にしさきこなこ〉ほとそふ ときはち ┾. ┭. ┮なつなくは』けき ねしぬしさ とそふ ときせそけき』 ときねのはにと〉:
き) にしぬしなぬ〉』とのきへ〉か せ のしふとなちぬきのそほとな】 に〉さこなのなけちそ けそちつきさきほき とき ぬなせ-

けそのなち たなこな なねなくそねのなねの〉, なけなつなさ〉ととか ちはつものはぬなゆ 〉 てしのなさなつなこ〉』ゆ 

にしさきこなこ〉ほとな】 ぬなくなのそ;

く) にぬきことしととか さな へ〉つ〉ねとなこな なねかことしととか ねけ〉のは てしのなさなつなこ〉か さなせけなつか』 はねけ〉-
さなてそのそ にしさきこなこ〉ちは は けそみ〉た まちなつ〉 かち ほきねのそとは ねなへ〉きつもとな】 にしさきこなこ〉ちそ;

け) としぬなせけそとしと〉ねのも つなこ〉ほとそふ ときけそち〉け てそねつしととか ねのはさしとの〉け にぬそせけなさそのも 
さな になぬはましととか ねそねのしてきのそせきへ〉】 せときとも, みな なさしぬすはゆのもねか せき ぬ〉せとそてそ 

ときけほきつもとそてそ さそねへそにつ〉ときてそ, せはてなけつゆ』 にしぬしけきとのきすしととか にきて’かの〉;
こ) くしせ てしのなさなつなこ〉せきへ〉】, けになぬかさちはけきととか せときとも, みな «せきちつきさきゆのもねか» け 

くきせそ せときとも, としてなすつそけき かち〉ねとき ちなてに’ゆのしぬ〉せきへ〉か ときけほきととか.
¨せ せきこきつもとそふ になせそへ〉た  てしのなさなつなこ〉ほとは ちなてにしのしとのと〉ねのも けそちつきさきほき 

てなすとき けそせときほそのそ かち ちはつものはぬは てそねつしととか, せきねとなけきとは とき てしのなさなつなこ〉ほ-
とそふ せときととかふ. ┹き のしなぬしのそほとなては ぬ〉けと〉 – へし なけなつなさ〉ととか ときはちなけそて ねのそつして 

てそねつしととか, せきねとなけきとそて とき にぬそとへそにきふ せきこきつもとなときはちなけな】 てしのなさなつなこ〉】; とき 
にぬきちのそほとなては ぬ〉けと〉 – はて〉ととか にぬなしちのはけきのそ 〉 ちなとねのぬはゆけきのそ にぬなへしね とき-
けほきととか, ときけそほちそ はねけ〉さなてつしととか, ひなぬてはつゆけきととか 〉 のけなぬほなこな ぬなせけ’かせきととか 
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せきけさきとも は へきぬそと〉 にしさきこなこ〉ちそ, にねそふなつなこ〉】 〉 てしのなさそちそ ときけほきととか, せさ〉くと〉ねのも 
さな てしのなさなつなこ〉ほとな】 ぬしひつしちね〉】. ┿ せけ’かせちは せ へそて にしさきこなこは としなくふ〉さとな にぬきこ-
とはのそ さな ぬなせけそのちは:

– になのぬしくそ は ときはちなけそふ にしさきこなこ〉ほとそふ せときととかふ;
– せさ〉くとなねの〉 さな きときつ〉せは;
– はて〉とも けそかけつかのそ にぬなくつしては, けそねはけきのそ こ〉になのしせは;
– はて〉ととか ときになけとそのそ になとかののか にしさきこなこ〉ほとそて せて〉ねのなて;

– はて〉ととか きさしちけきのとな ぬなせはて〉のそ ときはちなけそた のしちねの, けそほつしとそのそ 〉さしゆ きけのなぬき;
– はて〉ととか けそちなぬそねのなけはけきのそ ときはちなけ〉 せときととか は にぬきちのそへ〉;
– はて〉ととか ちなぬそねのはけきのそねか ときはちなゆ かち 〉とねのぬはてしとのなて;

– せさ〉くとなねの〉 にしぬしさきのそ へした 〉とねのぬはてしとの ねのはさしとのは;
– はねけ〉さなてつしととか けつきねとな】 さ〉かつもとなねの〉.
┽きてななねけ〉のき 』 けきこなてなゆ ほきねのそとなゆ ねそねのしてそ ひなぬてはけきととか てしのなさな-

つなこ〉ほとな】 ちなてにしのしとのとなねの〉 にしさきこなこき, きさすし けそちつきさきほ – へし け〉ほとそた はほしとも. 
┮なとき の〉ねとな になけ’かせきとき せ 〉とひなぬてきへ〉たとなゆ ちなてにしのしとのと〉ねのゆ, かちき にしぬしさくき-
ほき』 けなつなさ〉ととか 〉とひなぬてきへ〉たとそてそ のしふとなつなこ〉かてそ, はて〉ととか なにぬきへもなけはけきのそ 

ぬ〉せと〉 けそさそ 〉とひなぬてきへ〉】. ┽しぬしさ とそふ てなすとき けそさ〉つそのそ はて〉ととか 〉 ときけそほちそ 

ぬなくなのそ せ さぬはちなけきとそてそ さすしぬしつきてそ, はて〉ととか せさなくはけきのそ 〉とひなぬてきへ〉ゆ せ 
〉とまそふ さすしぬしつ, にしぬしぬなくつかのそ 】】 け〉さになけ〉さとな さな へ〉つした 〉 せきけさきとも にしさきこな-

こ〉ほとなこな にぬなへしねは. ┿ せけ’かせちは せ けそみしねちきせきとそて けきぬのな せきはけきすそのそ, みな にな-

まそぬしととか ちなてに’ゆのしぬとそふ のしふとなつなこ〉た とし なく〉たまつな た 〉ねのなぬそほとは ときはちは, 
さきけまそ になまのなけふ さな きにぬなくきへ〉】 となけそふ てしのなさそほとそふ にぬそたなて〉け けそけほしととか 
さすしぬしつ, ねそねのしてきのそせきへ〉】 ひきちのなつなこ〉ほとなこな てきのしぬ〉きつは, てなさしつゆけきととか 
ねはねに〉つもとそふ にぬなへしね〉け.

┮そちつきさきほ-〉ねのなぬそち とし てなすし ねのきのそ ねにぬきけすと〉て にぬなひしね〉なときつなて くしせ 
けしさしととか ときはちなけな-さなねつ〉さとな】 ぬなくなのそ. ┰なねつ〉さとそへもちそた しつしてしとの せくつそすは』 
ときはちなけそた になまはち 〉 ときけほきつもとな-けそふなけとそた にぬなへしね. ┰なねつ〉さとそへもちし ときほき-
つな なさはふなのけなぬか』 にぬきちのそほとは にしさきこなこ〉ほとは さ〉かつもと〉ねのも, き なねのきとと』 ねにぬそか』 
ぬなせけそのちなけ〉 ときはちなけな】 のけなぬほなねの〉.

┿ けそみそふ ときけほきつもとそふ せきちつきさきふ ┿ちぬき】とそ せなねしぬしさすしとな になときさ 2/3 

さなち のな ぬ〉け 〉 ちきとさそさきの〉け ときはち ときまな】 さしぬすきけそ, のなては きちのそけ〉せきへ〉か ときはちなけな-

さなねつ〉さとな】 ぬなくなのそ は けそみ〉た まちなつ〉 』 さなねそのも にしぬねにしちのそけとそて ときにぬかてなて 

ぬなせけそのちは ときはちなけな-のしふとなつなこ〉ほとなこな になのしとへ〉きつは. ┻ぬなのし けきぬのな せきせときほそ-

のそ, みな とし は けね〉ふ けそみそふ ときけほきつもとそふ せきちつきさきふ にぬなねのしすは』のもねか になせそのそけ-
とき のしとさしとへ〉か は にそのきとと〉 せさなくはののか ときはちなけそふ ねのはにしと〉け けそちつきさきほきてそ, は 

のなては ほそねつ〉 た 〉ねのなぬそちきてそ. ┾なては みし なさとそて まつかふなて けさなねちなときつしととか のし-
なぬしのそほとな】 のき てしのなさなつなこ〉ほとな】 ちなてにしのしとのとなねの〉 けそちつきさきほ〉け-〉ねのなぬそち〉け 』, 
とき ときまは さはてちは, ねしぬたなせとき ときはちなけき さ〉かつもと〉ねのも, にしぬま せき けねし に〉さこなのなけちき 
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とそてそ さそねしぬのきへ〉たとそふ さなねつ〉さすしとも, ときにそねきととか 《ぬはとのなけとそふ てなとなこぬきひ〉た, 
ひきふなけそふ ときはちなけそふ ねのきのした のなみな.

┮〉さてなけき け〉さ せきねのきぬ〉つそふ ねふして, ねのしぬしなのそに〉け, ねはのな てきぬちねそねのねもちなこな 

に〉さふなさは さな きときつ〉せは 〉ねのなぬそほとなこな になねのはには つゆさねのけき – になて〉のとし かけそみし 
90-ふ ぬなち〉け ╁╁ ねのなつ〉ののか. ┻なかけき となけそふ 〉 ぬなせちぬそののか せきてなけほはけきとそふ ひきち-
の〉け せはてなけそつそ なとなけつしととか のしなぬしのそほとな】 くきせそ 〉ねのなぬそほとな】 ときはちそ. ┮〉さにな-

け〉さとな さな せて〉と は のしなぬしのそほと〉た のき てしのなさなつなこ〉ほと〉た くきせきふ にしぬしこつかさきつそねも 
ときけほきつもとな-にぬなこぬきてと〉 てきのしぬ〉きつそ せ 〉ねのなぬそほとそふ さそねへそにつ〉と. ┹き すきつも, とき 
ねはほきねとなては しのきに〉, としせけきすきゆほそ とき にしけと〉 になせそのそけと〉 せぬはましととか, せなちぬしてき, 
にぬそさ〉つしととか く〉つもまな】 はけきこそ さな けそけほしととか ねにしへ〉きつもとそふ のき さなになて〉すとそふ 

〉ねのなぬそほとそふ さそねへそにつ〉と, せきにぬなけきさすしととか ねはほきねとそふ に〉さふなさ〉け さな てしのなさな-

つなこ〉】 〉ねのなぬそほとな】 ときはちそ, けねし す 〉みし け〉さほはけき』のもねか としさなねのきのとか てしのなさな-

つなこ〉ほとき 〉 のしなぬしのそほとき に〉さこなのなけちき けそにはねちとそち〉け-〉ねのなぬそち〉け. ┳ぬなせはて〉つな, 
へ〉 こつそくなち〉 にぬなこきつそとそ つ〉ちけ〉さなけはゆのもねか に〉さ ほきね ときけほきととか け きねに〉ぬきとのは-
ぬ〉, き なちぬして〉 – ときけ〉のも け にしぬ〉なさ にしぬしくはけきととか け さなちのなぬきとのはぬ〉. ╂し ねのな-

ねは』のもねか, せなちぬしてき, にぬなくつして てしのなさなつなこ〉】 〉ねのなぬそほとな】 ときはちそ (になけ’かせきとき 
せ 〉ねとはけきととかて ぬ〉せとそふ ちなとへしにのはきつもとそふ に〉さふなさ〉け, せなちぬしてき, へそけ〉つ〉せき-
へ〉たとなこな, ひなぬてきへ〉たとなこな, 〉ぬきへ〉なときつもとな-にぬなけ〉さしとへ〉たとなこな, さなへ〉つもと〉ねのゆ 

けそちなぬそねのきととか てしのなさなつなこ〉ほとな】 しちつしちのそちそ は ときはちなけそふ さなねつ〉さすしととかふ), 
けさなねちなときつしととか ときはちなけな】 ちぬそのそちそ さすしぬしつ, ひなぬてはけきととか け〉さになけ〉さとなこな 

ちきのしこなぬ〉きつもとなこな きにきぬきのは, ねのけなぬしととか 〉ねのなぬ〉なねなひねもちなこな になこつかさは とき 〉ね-
のなぬ〉ゆ (け ねはほきねと〉た ┿ちぬき】と〉 〉ねのなぬそちきてそ けねし みし にぬなけなさかのもねか, こなつなけとそて 

ほそとなて, ちなとちぬしのとな-〉ねのなぬそほと〉 さなねつ〉さすしととか, になつそまきゆほそ へきぬそとは 〉ねのな-

ぬ〉なねなひねもちなこな なねかことしととか 〉ねのなぬ〉】 つゆさねのけき ひ〉つなねなひきて, ねなへ〉なつなこきて, しの-
となこぬきひきて のき 〉と., へし け〉さほはのとな せけはすは』 しけぬそねのそほとそた になのしとへ〉きつ 〉ねのなぬそほ-

とな】 ときはちそ), ぬなつ〉 なねなくそ け 〉ねのなぬ〉】, ぬなせけそのちは のきちなこな ときにぬかては かち 〉ねのなぬ〉か 
になけねかちさしととなねの〉, けそちなぬそねのきととか になのしとへ〉きつは さなになて〉すとそふ 〉ねのなぬそほとそふ 

さそねへそにつ〉と. ┮ねし へし になこつそくつゆ』のもねか としさなねのきのと〉ねのゆ ときはちなけな】 になつして〉ちそ 

は ひきふなけ〉た にしぬ〉なさそへ〉 (とき け〉さて〉とは け〉さ さなぬしけなつゆへ〉たとなこな にしぬ〉なさは 〉 ときけ〉のも 
なちぬしてそふ にしぬ〉なさ〉け は ぬきさかとねもち〉 ほきねそ, ちなつそ けはせつなけ〉 にぬなくつしてそ すけきけな 

さそねちはのはけきつそねか とき ねのなぬ〉とちきふ ときはちなけそふ にしぬ〉なさそほとそふ けそさきとも). 
┮きぬのな せきはけきすそのそ, みな とき ねもなこなさと〉, とき すきつも, 』 にぬなくつしてそ とき けね〉ふ しのき-

にきふ 〉ねのなぬそほとそふ さなねつ〉さすしとも, き とし つそまし とき 】】 なねのきとと〉た ひきせ〉, になけ’かせきと〉た 

〉せ ちなとへしにのはきつもとそて なひなぬてつしととかて 】ふ ぬしせはつものきの〉け 〉 のしなぬしのそほとそふ はせき-
こきつもとしとも. ┾きち, は ねはほきねとそふ さそねしぬのきへ〉たとそふ さなねつ〉さすしととかふ てなすとき けそ-

かけそのそ ときねのはにと〉 けきさそ:

– てきつな ふのな 〉せ さなねつ〉さとそち〉け ほ〉のちな はねけ〉さなてつゆ』, け かち〉た てしのなさなつなこ〉ほと〉た 

と〉ま〉 け〉と にぬきへゆ』 (ときにそねきけ, き になの〉て に〉さこきとか』 に〉さ にしけとは てしのなさなつなこ〉ゆ);
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– しちつしちのそほとな にな』さとはゆのもねか せきねのきぬ〉つ〉 のしぬて〉とそ 〉 になとかののか た てなさと〉 
としなつなこ〉せてそ;

– にぬ〉なぬそのしの ときさき』のもねか ひきちのきて, き 】ふ ちなとへしにのはきつもとし なねてそねつしととか 
け〉さふなさそのも とき さぬはこそた につきと;

– けきすちな さなつき』のもねか きとこきすなけきと〉ねのも は ふなさ〉 なにぬきへゆけきととか さすしぬしつも-
とな】 くきせそ.

╅し なさとそて まつかふなて けさなねちなときつしととか のしなぬしのそほとな】 のき てしのなさなつなこ〉ほとな】 
ちなてにしのしとのとなねの〉 けそちつきさきほ〉け-〉ねのなぬそち〉け, とき ときまは さはてちは, せきつそまき』のもねか 
にぬなふなさすしととか とそてそ につきとなけなこな ねのきすはけきととか, かち ほきねのそとそ に〉さけそみしととか 
ちけきつ〉ひ〉ちきへ〉】, になぬかさ 〉せ ときけほきととかて け きねに〉ぬきとのはぬ〉, さなちのなぬきとのはぬ〉, 〉とねのそ-

のはの〉 に〉さけそみしととか ちけきつ〉ひ〉ちきへ〉】. ┺ねなくつそけは はけきこは のはの けきぬのな せけしぬとはのそ 

とき ねのきすはけきととか け きちきさして〉ほとそふ はねのきとなけきふ (せけ’かせなち さそさきちのそほとな】 のき きちき-
さして〉ほとな】 〉ねのなぬそほとな】 ときはちそ), さし ひはとさきてしとのきつもとな ぬなせぬなくつかゆのもねか ねしぬ-

たなせと〉 につきとなけ〉 のしてそ. ┾きち, せなちぬしてき, せ ねしぬしさそとそ 90-ふ ぬなち〉け ╁╁ ねのなつ〉ののか 
け ¨とねのそのはの〉 ひ〉つなねなひ〉】 ┹┬┹ ┿ちぬき】とそ さなねつ〉さすは』のもねか につきとなけき のしてき: 
«┾しとさしとへ〉】 ぬなせけそのちは ねはほきねとな】 てしのなさなつなこ〉】 ときはちそ». ┹きはちなけへ〉 ¨とねのそのは-
のは 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ ┹┬┹ ┿ちぬき】とそ けそけほきゆのも にぬなくつしてそ ねはほきねとな】 てし-
のなさなつなこ〉】 〉ねのなぬそほとな】 ときはちそ, ぬなせけそけきゆのも のきち〉 】】 にぬ〉なぬそのしのと〉 ときにぬかてそ 

かち しのとなこしとしせ, ときへ〉なときつもとな-けそせけなつもと〉 ぬはふそ, さしぬすきけなのけなぬほ〉 にぬなへしねそ, 
しのとなになつ〉のそほと〉, て〉すときへ〉なときつもと〉, て〉すちなとひしね〉たと〉 け〉さとなねそとそ け ┿ちぬき】-
と〉, ねのなねはとちそ て〉す へしぬちけなゆ 〉 さしぬすきけなゆ, にしぬしふ〉さと〉 のき にしぬしつきてと〉 しのきにそ 

はちぬき】とねもちな】 〉ねのなぬ〉】.
┾きちなす なさとそて 〉せ まつかふ〉け けさなねちなときつしととか のしなぬしのそほとな】 のき てしのなさな-

つなこ〉ほとな】 ちなてにしのしとのとなねの〉 けそちつきさきほ〉け-〉ねのなぬそち〉け てなすとき ときせけきのそ なぬこき-
と〉せきへ〉ゆ 〉 にぬなけしさしととか ときはちなけな-にぬきちのそほとそふ ねして〉ときぬ〉け, ちなとひしぬしとへ〉た, 
にぬそねけかほしとそふ のしなぬしのそちな-てしのなさなつなこ〉ほとそて せきねきさきて ねはほきねとな】 〉ねのなぬそほ-

とな】 ときはちそ. ┮きぬのな になさはてきのそ 〉 にぬな ねのけなぬしととか さつか けそちつきさきほ〉け-〉ねのなぬそち〉け 
ときけほきつもとな-てしのなさそほとそふ ねしちへ〉た, せなちぬしてき せ ときねのはにとそふ のして: «┹なけ〉 てし-
のなさなつなこ〉ほと〉 に〉さふなさそ さな 〉ねのなぬ〉】», «┯つなくきつもとき 〉ねのなぬ〉か», «┸〉ちぬな〉ねのなぬ〉か». 

┹き ときまは さはてちは, けなとそ てきゆのも さ〉かのそ に〉さ しこ〉さなゆ ┸〉と〉ねのしぬねのけき なねけ〉のそ 〉 
ときはちそ ┿ちぬき】とそ, せきつはほそのそ さな へもなこな にぬなへしねは にぬなけ〉さとそふ け〉のほそせとかとそふ 〉 
せきぬはく〉すとそふ 〉ねのなぬそち〉け-ひきふ〉けへ〉け.

┿ね〉 けそみしときせけきと〉 せきふなさそ, とき ときまは さはてちは, にぬそせけしさはのも さな けさなねちな-

ときつしととか にしさきこなこ〉ほとな】 さ〉かつもとなねの〉 (のしなぬしのそほとなこな 〉 てしのなさなつなこ〉ほとなこな 

ぬ〉けとか) けそちつきさきほ〉け-〉ねのなぬそち〉け 〉 ねのけなぬしととか とそてそ きけのなぬねもちな】 てなさしつ〉 とき-
けほきととか. ┳ぬなせはて〉つな, みな さつか けの〉つしととか くきこきのもなふ 〉せ ときせけきとそふ にぬなしちの〉け 
としなくふ〉さとし け〉さになけ〉さとし てきのしぬ〉きつもとし ねのそてはつゆけきととか (なにつきのき け〉さぬかさすしとも 
さな きぬふ〉けとそふ はねのきとなけ, なねなくつそけな せきぬはく〉すとそふ, とき ちなとひしぬしとへ〉】, ねして〉ときぬそ 
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かち にな ┿ちぬき】と〉, のきち 〉, にぬそときたてと〉, け くつそすと』 せきぬはく〉すすか). ┽きてし へし た せき-
くしせにしほはけきのそてし に〉さけそみしととか かちなねの〉 にぬなひしね〉たとな】 に〉さこなのなけちそ にしさきこなこ〉け 
のき 】ふ しひしちのそけとは 〉ととなけきへ〉たとは さ〉かつもと〉ねのも.

┺のなす, てなすとき せぬなくそのそ せきこきつもとそた けそねとなけなち, みな けそみき まちなつき にな-

のぬしくは』 ひきふ〉けへ〉け, ちなのぬ〉 けなつなさ〉ゆのも のしなぬしのそほとなゆ のき てしのなさなつなこ〉ほとなゆ 

ちなてにしのしとのと〉ねのゆ, かちき さなにはねちき』 ときかけと〉ねのも, き のきちなす けそちなぬそねのきととか にし-
さきこなこなて てしのなさなつなこ〉ほとそふ せときとも, はて〉とも 〉 ときけそち〉け は にしさきこなこ〉ほと〉た (にぬきち-
のそほと〉た 〉 ときはちなけな-さなねつ〉さと〉た) さ〉かつもとなねの〉. ┾なては のしなぬしのそほと〉 た てしのなさなつな-

こ〉ほと〉 きねにしちのそ にぬなひしね〉たとな】 ちなてにしのしとのとなねの〉 けそちつきさきほ〉け, は のなては ほそねつ〉 
〉ねのなぬそち〉け, ねもなこなさと〉 せときふなさかのもねか け へしとのぬ〉 はけきこそ にしさきこなこ〉ほとな】 こぬなてきさ-
ねもちなねの〉 ┿ちぬき】とそ. 
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ǶǢǩǣǘǥǕǩǶǟǝ 

Ǘ ǥǣǖǣǧǶ ǗǝǟǠǕǙǕǬǕ ǧǕ ǦǧǨǙǚǢǧǕ 

Ǵǟ ǶǢǦǧǥǨǡǚǢǧǕǥǶǞ ǧǗǣǥǬǣȀ ǤǣǙǕǬǶ, 
ǦǤǥǝǞǢǴǧǧǴ ǧǕ ǜǕǦǗǣǾǢǢǴ 

ǶǦǧǣǥǝǬǢǝǪ ǙǝǦǫǝǤǠǶǢ

┹なけなゆ はと〉ちきつもとなゆ ぬしきつもと〉ねのゆ ときまなこな すそののか, かちな】 ぬきと〉まし ひきち-
のそほとな とし 〉ねとはけきつな, 』 ときかけと〉ねのも ねのぬ〉てちな せぬなねのきゆほなこな 〉とひなぬてきへ〉たとなこな 

にぬなねのなぬは. ┿ かちなねの〉 になぬ〉けとかととか, ねち〉つもちそ 〉とひなぬてきへ〉】 さ〉ねのきけきつき ぬきと〉まし 
ねしぬしさともなねのきのそねのそほとき つゆさそとき 〉 ねち〉つもちそ ねもなこなさと〉, ときけしさは のきちそた にぬそ-

ちつきさ. ┾なた てきねそけ 〉とひなぬてきへ〉】, かちそた とそと〉 こきせしのき «Times» になさき』 にぬなのか-
こなて て〉ねかへか, しちけ〉けきつしとのとそた のなては せきこきつもとなては せときととゆ, かちし せさなくはけきつき 
ねしぬしさともなねのきのそねのそほとき つゆさそとき XVI ねの. せき けねし ねけな』 すそののか. ┳ぬなせはて〉つな, 
くしせ 〉とひなぬてきへ〉】 ねはねに〉つもねのけな 〉ねとはけきのそ けすし とし てなすし, ときのなて〉ねのも のしにしぬ 

けなとな になのぬしくは』 ちなこなねも, ふのな け〉さひ〉つものぬはけきけ くそ てきねそけそ なのなほはゆほな】 ときね 
〉とひなぬてきへ〉】 〉 にしぬしちつきさきけ くそ 】】 け ほそのきくしつもとは のき ちなてにきちのとは ひなぬては.

┾し ねきてし ねのなねは』のもねか た ねひしぬそ けそちつきさきととか. ┸そ てき』てな ねのけなぬそのそ にしけ-
とそた 〉とねのぬはてしとの 〉 せきにぬなになとはけきのそ へした 〉とねのぬはてしとの ねのはさしとのなけ〉 さつか なく-

ぬなくちそ 〉とひなぬてきへ〉】. ┻なけしぬのきゆほそねも さな にそのきととか, みな 』 ち〉とへしけなゆ てしのなゆ 

ときけほきととか, せ なこつかさは とき けそみしねちきせきとし け〉させときほそてな: ときまし せきけさきととか とき-
けほそのそ ねのはさしとのき にぬきへゆけきのそ せ 〉とひなぬてきへ〉』ゆ け ねもなこなさと〉まともなては 〉とひなぬ-

てきへ〉たとなては ねけ〉の〉, せときふなさそのそ け てきねそけきふ 〉とひなぬてきへ〉】 のし, みな てき』 くはのそ けそ-

ちなぬそねのきとな, みな にぬそとなねそのも にしけとは ちなぬそねのも, みな にぬそとなねそのも にしけと〉 ちなまのそ 〉 

ǪǡǚǠǚǢǟǣ 

ǳǥǶǞ ǣǠǚǟǦǶǞǣǗǝǬ, 

ȖȜȞȟȔȘȔȫ ȞȔȨșȘȤȜ ǻȥȦȢȤǻȁ 
ǢǧǨǨ «ǟǤǶ»
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にぬそとなねそのも にしけとし せときととか. ¨とちなこぬきひ〉ちき 〉 』 なさとそて 〉せ 〉とねのぬはてしとの〉け, かちそた 

ねにぬそかのそてし けそぬ〉ましととゆ にぬなくつして, になけ’かせきとそふ せ なくぬなくちなゆ 〉とひなぬてきへ〉】. 
╅な す のきちし 〉とひなこぬきひ〉ちき? ¨とひなこぬきひ〉ちき – へし 〉とひなぬてきへ〉か, かちき 』 にしけ-

とそて ほそとなて け〉さねなぬのなけきとき, なぬこきと〉せなけきとき 〉 にぬしさねのきけつしとき け〉せはきつもとな, へし 〉と-
ねのぬはてしとの なぬこきと〉せきへ〉】 のき けになぬかさちはけきととか けしつそちそふ てきねそけ〉け 〉とひなぬてきへ〉】. 
¨とひなこぬきひ〉ちき – へし ぬなせになけ〉さも きくな なにそね のしせそ せき さなになてなこなゆ せぬなせはて〉つそふ 

け〉せはきつもとそふ さきとそふ, なくぬきせ〉け. ╂し せきね〉く 〉とひなぬてはけきととか 〉, せけそほきたとな す, とき-
けほきととか. ╂し 〉とねのぬはてしとの, かちそた てき』 に〉さけそみそのそ 〉とひなぬてなけきと〉ねのも け ぬきせそ. 

╂〉とと〉ねのも 〉とひなこぬきひ〉ちそ になつかこき』 け のなては, みな 90% 〉とひなぬてきへ〉】, かちは 

てそ せきにきて’かのなけは』てな, てそ さ〉ねのき』てな ほしぬしせ ときま せ〉ぬ 〉, けつきねとし, せきにぬなになとなけき-
と〉 け〉せはきつもと〉 なくぬきせそ さなになてきこきゆのも ときさきのそ のは 〉とひなぬてきへ〉ゆ, かちき てき』 くはのそ 

せき にき て’か のな けき とき, ねにぬそたとかのき きはさそのなぬ〉』ゆ. ¨てなけ〉ぬと〉ねのも のなこな, みな 〉とひなこぬき-
ひ〉ちは になさそけつかのもねか, ねのき』 け 30 ぬきせ〉け けそみき, と〉す は になぬ〉けとかとと〉 せ のしちねのな-

けなゆ ねのきののしゆ とき のは ねきては のしては. 
┮〉さなてな, みな 40% つゆさした ぬしきこはゆのも ちぬきみし とき け〉せはきつもとは 〉とひなぬてき-

へ〉ゆ, きと〉す とき けしつそちそた のしちねの. ┺さとそて 〉せ にぬそちつきさ〉け 〉とひなこぬきひ〉ちそ のき 】】 
ちなぬそねの〉 ねつはこは』 け〉ぬはねと〉ねのも 】】 ぬなせになけねゆさすしととか. 

╋ちそてそ にぬそたなてきてそ てそ てき』てな ちなぬそねのはけきのそねか, にぬきへゆゆほそ は になつ〉 
〉とひなこぬきひ〉ちそ. ┰はすし けきすつそけな せぬなせはて〉のそ, みな にぬそ ねのけなぬしとと〉 にしけとなこな 

てしねしさすは けきすつそけは ぬなつも け〉さ〉こぬき』 ときせけき. ┮なとき せ ねきてなこな になほきのちは てき』 ちそ-

さきのそねか け なちな, にぬそけしぬのきのそ はけきこは, せきへ〉ちきけつゆけきのそ, くはのそ ときけ〉のも ちなとのぬき-
けしぬね〉たとなゆ, せきさつか のなこな みなく けそちつそちきのそ にしけとは してなへ〉ゆ け きはさそのなぬ〉】. 

┰きつ〉 のぬしくき けそちなぬそねのなけはけきのそ ぬ〉せと〉 さすしぬしつき 〉とひなぬてきへ〉】 のき ねのきのそねのそ-
ちそ せきさつか のなこな, みなく せきちぬ〉にそのそ はねに〉ふ 〉 になねそつそのそ にしぬけそととは せきへ〉ちきけつしと〉ねのも. 

┰はすし さなくぬし にぬなになとはけきのそ ねけな】 せきけさきととか ほそ つしちへ〉】 ほしぬしせ ねなへ〉きつもとは 

てしぬしすは, きさすし, かち ねつはまとな け〉させときほそけ のはの なさそと 〉せ さなになけ〉さきほ〉け, ねのはさしとのき 
けきすちな にぬそてはねそのそ になく〉このそ さな く〉くつ〉なのしちそ. ┬ なねも は ねなへてしぬしすは Facebook 

ほそ みなねも のきちし 〉とまし け〉と なくなけ’かせちなけな せきたさし. ╃なては ときて とし けそちなぬそねのなけは-
けきのそ へ〉 ちきときつそ ぬしのぬきとねつかへ〉】 〉とひなぬてきへ〉】, かち〉 』 はになさなくきとそてそ ねもなこなさ-
と〉まと〉て になちなつ〉ととかて 〉 ほなては く ときて は のきちそた ねになね〉く とし せきにぬなになとはけきのそ 

ねのはさしとのなけ〉 にぬなねのそた ねになね〉く せけ’かせちは せ ときてそ. ┽なへ〉きつもと〉 てしぬしす〉, ¨とのしぬ-

としの-ちきときつそ さなになてなすはのも 〉とのしぬきちのそけとな け on-line ぬしすそて〉 ねに〉つちはけきのそねか 
せ ねのはさしとのきてそ – ときさきけきのそ 】て になかねとしととか, になぬきさそ のなみな. 

¨みし なさそと にぬそちつきさ, かちそた 』 ぬしつしけきとのとそて さな ねもなこなさと〉まともな】 くしね〉さそ. 
╋ち せ のなほちそ せなぬは 〉とひなこぬきひ〉ちそ になかねとそのそ, け ほなては ねはのも さなちのなぬねもちなこな ねのは-
にしとか. ┮せきこきつ〉 けねゆ ねはちはにと〉ねのも ときまなこな せときととか てなすとき せなくぬきせそのそ にしけとそて 

ちなつなて せ にしけとそてそ ちぬきかてそ – へし, けつきねとし, せときととか つゆさねのけき. ┶なつそ てそ になほそとき-
』てな せさなくはけきのそ せときととか, のな てそ さ〉ねのき』てな としけしつそほちそた まてきのなち. ╂し せときとと か 
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けねし にぬな けねし. ┰きつ〉 け まち〉つもとなては ちはぬね〉 てそ になほそとき』てな ぬなせまそぬゆけきのそ ねけ〉た 

ねけ〉のなこつかさ, のなくのな になのぬなふそ ときちなにそほはけきのそ てきのしぬ〉きつそ せ ぬ〉せとそふ さすしぬしつ せき 
ぬ〉せとそてそ のしてきてそ. ┳き ねのはさしとのねもちし すそののか てそ せとなけは す のきちそ になけのなぬゆ』てな 

にぬなたさしとそた てきのしぬ〉きつ 〉 かちなねも たなこな になこつそくつゆ』てな け ぬきてちきふ ときまな】 ねそね-
のしてそ なねけ〉のそ は ぬ〉せとそふ ねひしぬきふ. ┹き へもなては しのきに〉 けすし け〉さくはけき』のもねか にしけとき 
ねにしへ〉きつ〉せきへ〉か. ┰きつ〉 てそ さなふなさそてな さな てきこ〉ねのぬきのはぬそ 〉 のはの になこつそくつゆ』てな 

ねけな】 せときととか つそまし け なちぬして〉た こきつはせ〉 ときはちなけなこな せときととか. ┶なつそ てそ たさしてな さな 

きねに〉ぬきとのはぬそ, ときて てきゆのも さきのそ てきちねそてきつもとし ときちなにそほしととか せときと とか ねきてし 
せき のそて ときにぬかてなて, かちそた ときてそ なくぬきとそた, のなさ〉 てそ てき』てな に〉さ〉たのそ さな てしす〉 
せきこきつもとなつゆさねもちなこな せときととか せき なくぬきとなゆ ねひしぬなゆ. ┶なつそ きねに〉ぬきとの に〉さふな-

さそのも さな へ〉』】 てしす〉, のなくのな さな け〉さなてなこな ぬ〉けとか せときととか, け〉と になほそとき』 しちねにしぬそ-

てしとのはけきのそ, まはちきのそ となけ〉 さすしぬしつき さつか のなこな, みなく になさなつきのそ へゆ てしすは. ┾はの 
てき』 け〉さくはのそねも かちきねも しけぬそちき 〉… け〉と せさなくはけき』 となけし せときととか. ┮〉と, のきち くそ 

てなけそのそ, てき』 せきくしせにしほそのそ にしけとそた にぬそぬ〉ねの さな けすし 〉ねとはゆほなこな せきこきつもとな-

つゆさねもちなこな せときととか. ┺ねも へした てきつしともちそた にぬそぬ〉ねの, のなた ねのぬそくなち, かちそた てそ 

せぬなくそつそ け せきこきつもとなつゆさねもちなては せときとと〉 〉 』 さなちのなぬねもちそた ねのはに〉とも. ┰つか ねき-
てなこな さなねつ〉さとそちき へか ときはちなけき ぬなくなのき 』 こぬきとさ〉なせとなゆ 〉 くしせにぬしへしさしとのとなゆ 

せき てきねまのきくなて, きつし さつか せきこきつもとなつゆさねもちなこな せときととか – へし はねもなこな-ときけねもなこな 

てきつしともちき ちぬきにつか, きつし す ちぬきにつ〉 〉 のけなぬかのも てなぬし. 
╂し 』 にぬそちつきさ, ちなつそ ねちつきさと〉 ぬしほ〉 てなすとき になかねとそのそ にぬなねのそてそ け〉-

せはきつもとそてそ なくぬきせきてそ. ┻しぬまそて のきちそて なくぬきせなて ねのきけ にぬしさねのきけつしとそた 

╃きぬつもせなて ┸したときぬさなて は 1869 ぬなへ〉 になふ〉さ ┹きになつしなとき ¨ さな ┼なね〉】 は 1812 ぬ. 
┵なこな けそねのはに ねはにぬなけなさすはけきけねか ぬかねとなゆ さなく〉ぬちなゆ 〉つゆねのぬきへ〉た, かち〉 
てきつそ け〉さになけ〉ねのそ とき くきこきのな にそのきとも: みな のはの けつきねとし せなくぬきすしとな, さし 〉 ちなつそ 

へし くはつな 〉 けねし へし くはつな になちつきさしとな とき ちなとちぬしのとは こしなこぬきひ〉ほとは ちきぬのは. ┬け-
のなぬ のきちなす になさきけきけ さそときて〉ちは ち〉つもち〉ねとそふ せて〉と, みな け〉さくはけきつそねか は きぬて〉】 
┹きになつしなとき, さしてなとねのぬはけきけ せけ’かせちそ ねになつはほしととか 〉 くきこきのな 〉とまなこな. ┺ねも 
のきち せときたまつき ねけ〉た ほそ とし ときたにしぬまそた けそぬきせ 〉とひなこぬきひ〉ちき. 

『 〉 ぬなね〉たねもち〉 にぬそちつきさそ 〉とひなこぬきひ〉ちそ, け かちそふ け〉せはきつもとそた なくぬきせ にな-

』さとは』のもねか せ にしけとなゆ 〉とひなぬてきへ〉』ゆ. ┹きにぬそちつきさ, は にしけとそふ ねふしてきふ にな-

ぬ〉けとゆ』のもねか にぬなさなけなつもほそた ちなまそち ぬなく〉のとそちき ┼なね〉たねもちな】 〉てにしぬ〉】 のき ┮し-
つそちなくぬそのきと〉】. ┸なすとき になくきほそのそ, みな は のきちそふ にぬなさはちのきふ かち ほきた, てきねつな 

にしぬしけきすき』 ねになすそけきほ ┬とこつ〉】, き は くはふきとちきふ ふつ〉くは – ┼なね〉】. ┼きさかとねもちき 
〉とひなこぬきひ〉ちき のしす せきねのなねなけはけきつき のきち〉 にぬそたなてそ.

┮ 〉とひなこぬきひ〉へ〉 けきすつそけそて 』 にな』さときととか へそひぬそ 〉 なくぬきせは. ╂そひぬき – へし 
ときたく〉つもま つきちなと〉ほとし はときなほとしととか にしけとなこな 〉とひなぬてきへ〉たとなこな になねそつきととか, 
きつし へそひぬき ねきてき にな ねなく〉 と〉ほなこな とし けきぬのき, かちみな 】】 とし に〉さちぬ〉につゆ』 にしけ-
とそた なくぬきせ. ┶なつそ てそ こなけなぬそてな, みな みなねも せく〉つもまそつなねか け 6 ぬきせ〉け, へし 』 
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く〉つもま せぬなせはて〉つそて, と〉す 〉とひなぬてきへ〉か, みな ほなこなねも ねのきつな く〉つもまし. ╂そひぬき 
てき』 くはのそ けちつきさしとき け にしけとそた なくぬきせ, は かちそたねも ときぬきのそけ, かちそた てそ ふなほしてな 

へ〉』ゆ ねはちはにとなねの〉 へそひぬ さなとしねのそ さな きはさそのなぬ〉】.  
¨とひなこぬきひ〉ちき けそちなとは』 にしけと〉 ひはとちへ〉】. ┻な-にしぬまし, けなとき なにのそて〉せは』 

〉とひなぬてきへ〉たとそた てきねそけ, ねのけなぬゆ』 こきぬとそた なくぬきせ, かちそた てなすし せきて〉とそ-

のそ さしち〉つもちき ねのなぬ〉となち, のそねかほ〉 ねつ〉け 〉 のきち さきつ〉. ╂し ねもなこなさと〉まと〉た のぬしとさ 
なにのそて〉せきへ〉】 くはさも-ほなこな. ┮すし とし になくきほそま, みな つゆさそ となねかのも けしつそち〉 ねはて-

ちそ, なくのかすしと〉 さぬはちなけきとそてそ のしちねのきてそ, ちとそこそ 〉 の.〉と. ┰つか とそふ なにのそて〉せき-
へ〉か になのぬ〉くとき, かち のきちき. 

╋ にきて’かのきゆ かち け まちなつ〉 なのぬそてはけきけ にしけとそた ときく〉ぬ まち〉つもとそふ に〉さ-
ぬはほとそち〉け 〉 け ときね くはつき の〉つもちそ なさとき さ〉けほそとき, かちき へもなては ぬきさ〉つき, にぬそほなては 

ほそて く〉つもまそた くはけ に〉さぬはほとそち, のそて く〉つもまし けなとき ぬきさ〉つき. ┮なとき けそちなぬそね-
のなけはけきつき 】ふ さつか にしけとなこな 〉とひなこぬきひ〉ほとなこな なくぬきせは, にしけとなこな てはつものそちは, 
せとき』のし, ちなつそ こなぬのき』ま ねのなぬ〉とちそ せなくぬきすしととか ぬはふきゆのもねか. ┳けそほきたとな にな-

のぬしくそ ねもなこなさと〉まともなこな さとか – へし なにのそて〉せきへ〉か せき ぬなせて〉ぬきてそ, きつし かちみな 

てそ なにのそて〉せは』てな なく’』て, きつし にぬそ へもなては せきつそまき』てな せて〉ねの, け へもなては けつきね-
とし 』 のき 〉さしか, かちは てそ てき』てな けそちなぬそねのきのそ: ぬなくそのそ 〉とひなぬてきへ〉ゆ く〉つもま 

にぬそけきくつそけなゆ. ┾はの 〉とのしぬきちのそけとそた しひしちの にぬそねはのと〉た せ のなほちそ せなぬは とき-
なほとなねの〉, けなとき ねのき』 にしけとなゆ lingua franca さつか くきこきのなてなけとな】 きはさそのなぬ〉】. 
┾なくのな, なくぬきせ け〉せはきつもとそた 』 せぬなせはて〉つそて かち さつか はちぬき】とねもちなこな ねのはさしとのき, 
のきち 〉 さつか ねのはさしとのき せ ┭きとこつきさしま. 

¨とひなこぬきひ〉ちき ねふそつもとき さな け〉ぬはねとなこな しひしちのは. ¨ けせきこきつ〉 へし なにのそてきつも-
とな せ のなほちそ せなぬは のしなぬ〉】, きさすし 』 ぬ〉せとそへか, ちなつそ てそ ぬなせになけねゆさすは』てな 〉と-

ひなぬてきへ〉ゆ に〉さ にしけとそて にぬそてはねなて 〉 ちなつそ きはさそのなぬ〉か ねきてななぬこきと〉せは』のもねか 
せ のなほちそ せなぬは ぬなせになけねゆさすしととか へ〉』】 〉とひなこぬきひ〉ちそ, きさすし けなとき 】て へ〉ちきけき 〉 
にぬそけきくつそけき. ┽もなこなさと〉まと〉た てきぬちしのそとこ かちぬきせ になくはさなけきとそた とき にぬそとへそ-

に〉 けそぬきせとなねの〉 ぬなせになけねゆさすしととか 〉とひなぬてきへ〉】 にしけとなこな なくぬきせは, かちそた けなとそ 

ふなほはのも にぬなさきのそ. ┮〉と ぬなせになけねゆさすは』 〉さしゆ, のけなぬそのも せきこきつもとは ちきぬのそとは 〉 
へし さはすし けきすつそけな け ねもなこなさと〉まともなては とし つ〉と〉たとなては ねけ〉の〉. 

┰はすし けきすつそけな, みなく きはさそのなぬ〉か さ〉ねのきけきつき へした せきこきつもとそた なくぬきせ. 
╂し とし なせときほき』, みな なくなけ’かせちなけな としなくふ〉さとな くはのそ にぬそく〉ほとそちなて まちなつそ 

┬ととき つ〉け, のなのきつもとな】 〉ねのなぬ〉】, ふなほき さつか てしとし さなねそのも かねちぬきけそて くはけ なくぬきせ 
てなこな さそのそとねのけき, せときたなてねのけき せ ┸きぬちなて ┭つなちなて 〉, くしせにしぬしほとな, せ ┭ぬな-

さしつして, にな』さときととか ねなへ〉きつもとなこな, ちはつものはぬとなこな, しちなとなて〉ほとなこな け なさとなては, 
きつし てそ てき』てな になさきのそ へした せきこきつもとそた なくぬきせ 〉 ねのけなぬそのそ たなこな, き のきちなす 〉 
ときけほそのそ ねのけなぬゆけきのそ たなこな ねのはさしとの〉け. 

┾はの とき ねして〉ときぬ〉 のきちなす にぬなせけはほきつき のきちき へ〉ちきけき ねしとのしとへ〉か, てなけつかけ, 
ねけ〉の とし のきちそた ねのきとさきぬのとそた, かち たなこな にぬしさねのきけつかゆのも は のしねのきふ. ¨ さ〉たねとな, 
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か せ へそて になこなさすはゆねも, きつし ときけほそのそ ねふしてきのそせきへ〉】, ときけほそのそ はせきこきつもとゆ-

けきのそ – へし のきちなす さはすし けきすつそけき にぬなくつしてき. ╂し – しつしてしとの ねのしぬしなのそには, 
かちそた になのぬ〉くとそた かち は すそのの〉, のきち 〉 さつか ときはちなけな】 ねきてななぬこきと〉せきへ〉】, くな 

かちみな てそ とし ねにぬなてなすしてなねか になさきのそ にしけとなこな はせきこきつもとしととか 〉 ときけほそのそ 

ねのはさしとのき はせきこきつもとゆけきのそ, のな け〉と てなすし せきへそちつそのそねか とき にしけとそふ さぬ〉くとそ-

へかふ, かち〉 とし ねのけなぬゆゆのも せきこきつもとは ちきぬのそとは, 〉 け〉と くはさし としねにぬなてなすとそて 

ねのけなぬそのそ 】】 かち のきちは. 
┮せきこきつ〉, かちみな のそ くきすき』ま ぬなせけそけきのそねか, くきすき』ま ねのきのそ ちしぬ〉けとそ-

ちなて, のな のそ になけそとしと ときけほそのそねか きこぬしこはけきのそ, きさすし てなすとき けのぬきのそのそ け 
さしのきつかふ, きつし ねのけなぬそのそ にしけとは せきこきつもとは ちきぬのそとは. ¨とひなこぬきひ〉ちき ねきてし た 

さなせけなつか』 へし ぬなくそのそ. ┮なとき けにつそけき』 とき ほはのの』けは ねひしぬは, ねのけなぬゆ』 してな-

へ〉ゆ, 〉 ほしぬしせ へし ねのき』 く〉つもま にしぬしちなとつそけなゆ. 

┹し くはさは ほしぬしせ くぬきち ほきねは こなけなぬそのそ にぬな ねちつきさなけ〉 のき にぬな のし, かち ねきてし 
ねのけなぬゆ』のもねか 〉とひなこぬきひ〉ちき. ┳はにそとゆねか つそまし とき のきちなては ちつゆほなけなては 

てなてしとの〉, かち けそちなぬそねのなけはけきのそ 〉とひなこぬきひ〉ちは, かち ねのけなぬそのそ けつきねとは 〉とひな-

こぬきひ〉ほとは つしちへ〉ゆ. ╂し とし なせときほき』, みな けなとき てき』 くはのそ なくなけ’かせちなけな てはつも-
のそてしさ〉たとなゆ け ねはにぬなけなさ〉 〉 け ねのそつ〉 ┽の〉けき ┰すなくねき. ┳なけね〉て と〉. ┿ ときね せき-
けすさそ に〉さ ぬはちなゆ 』 はと〉けしぬねきつもとそた Dashboard – へし ときま〉 さなまちき, ちぬしたさき 
のき こきとほ〉ぬちき. ┮ さきとなては けそにきさちは ちきすはのも, みな さそせきたと – へし とし のきち けきす-

つそけな, けきすつそけな, かちは ねきてし 〉さしゆ のそ ときてきこき』まねか ぬしのぬきとねつゆけきのそ. ┳ なこつか-
さは とき へし てなすとき けそちなぬそねのなけはけきのそ 〉 さなまちは さつか のなこな, みなく ねのけなぬゆけきのそ 

のなた きこぬしこなけきとそた せきこきつもとそた なくぬきせ, かちそた ねのきとし のなゆ ねふしてなゆ, かちき せき-
つそまそのもねか 〉 なくぬきせなて さつか ねのはさしとのき, 〉 かちき さなになてなすし せきにきて’かのなけはけきのそ 

〉とひなぬてきへ〉ゆ た ぬしのぬきとねつゆけきのそ 】】 け になさきつもまなては. ┸なすとき けそちなぬそねのな-

けはけきのそ にぬなねの〉 なくぬきせそ. ┾きち, なさそと 〉せ ちつゆほなけそふ 〉とひなこぬきひ〉ち〉け ねもなこなさ-
と〉まともなこな ほきねは ぬなせになけ〉さき』 ねちつきさと〉 ぬしほ〉 みなさな のなこな, かち ねきてし せて〉とゆ』のも-
ねか ねけ〉の 〉 のしとさしとへ〉】 け ねけ〉の〉 のなみな ほしぬしせ にぬなねの〉 はせきこきつもとゆゆほ〉 なくぬきせそ た 

にぬしさてしのそ, けつきねとし ほしぬしせ にぬなねの〉 ちなぬなくちそ. 
╋ちみな てそ ねのけなぬゆ』てな にぬなねの〉 〉ねのなぬそほと〉 〉ちなとなこぬきひ〉ほと〉 なくぬきせそ, のな 

てき』てな けそてきこきのそ へもなこな 〉 け〉さ ねきてなこな ねのはさしとのき. ┾はの けすし こなけなぬそつそ にぬな 

のし, みな ねきてなねの〉たとき ぬなくなのき ねのはさしとのき ほきねのな せけなさそのもねか さな のきちな】 てきこ〉ほとな】 
ひなぬてはつそ かち ctrl-c – ctrl-v – ctrl-s, のなくのな ねちなに〉ゆけきけ, せくしぬ〉こ とき ねけな』ては 

ちなてに’ゆのしぬ〉. ┾きち, は とそふ 』 さなねのきのともな けしつそちき てなすつそけ〉ねのも せさなくはのそ こな-

のなけは 〉とひなぬてきへ〉ゆ, こなのなけそた のしちねの 〉 け〉さになけ〉さとな けそてきこきのそ け〉さ とそふ のしちねの 
てなすつそけな た とし になのぬ〉くとな. ┻なのぬ〉くとな, せとなけは す のきちそ, ときさきのそ ねのはさしとのなけ〉 
てなすつそけ〉ねのも 〉 けそてきこきのそ け〉さ とそふ なくぬなくちそ へもなこな のしちねのは け にしけとそふ 〉とひな-

こぬきひ〉ほとそふ なくぬきせきふ. ┾なさ〉 ねのはさしとの くはさし ねきてなねの〉たとな てそねつそのそ 〉 さ〉ねのきけき-
のそ け〉さ へもなこな せきさなけなつしととか. 
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ǗǶǠǱǢǕ ǙǝǦǟǨǦǶǴ

ǗȟȔȘȜȥȟȔȖ ǠȧȫȔȞ, ȞȔȡȘȜȘȔȦ ȨǻȟȢȥȢȨȥȰȞȜȩ ȡȔȧȞ, ȖȜȞȟȔȘȔȫ ǻȥȦȢȤǻȁ 
ǨȞȤȔȁȡȜ ǻ ǻȥȦȢȤǻȁ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ ȞȧȟȰȦȧȤȜ:

┿ てしとし にそのきととか さな ┺つしちねきとさぬき ┬とさぬ〉たなけそほき ┿さなさき, 〉 か さはてきゆ, みな 

く〉つもま〉ねのも 〉せ てな】ふ ちなつしこ のきちなす せきてそねつゆけきつそねか ときさ とそて. ╋ち ときて はせこな-

さすはけきのそ ときまは 〉ねのなぬ〉ゆ せ 〉ねのなぬ〉かてそ 〉とまそふ ちぬき】と? ┬さすし とし ねしちぬしの, みな 

てそ てき』てな にしけと〉 にぬなくつしてそ せ ときまそてそ ちなつしこきてそ-〉ねのなぬそちきてそ – ぬなね〉かときてそ 

のき になつかちきてそ. ╋ とし のなぬちきゆねか のきちな】 くなつゆほな】 のしてそ, かち ┮なつそとねもちき ぬ〉せき-
とそとき 1943 ぬ., きつし としけさなけせ〉 てそ け〉させときほきのそてしてな 365-は ぬ〉ほとそへゆ くそのけそ とき 
┲なけのそふ ┮なさきふ, かちき ねのきつきねか は てな』ては ぬ〉さとなては て〉ねの〉 ┲なけの〉 ┮なさそ. ¨ かち てそ 

てなすしてな はせこなさそのそ せ になつかちきてそ はちぬき】とねもちは ときへ〉なときつもとな-けそせけなつもとは け〉た-

とは, みなく 】ふ とし なくぬきせそのそ? ┬さすし せきこきつもとなけ〉さなて〉 にぬそほそとそ け〉たとそ ┭なこさきとき 
╁てしつもとそへもちなこな. ┿ちぬき】とへ〉 になけねのきつそ にぬなのそ ときへ〉なときつもとなこな 〉 ぬしつ〉こ〉たとなこな 

にぬそことなくつしととか. ┬つし す さつか ┻なつもみ〉 へし くはけ にしぬ〉なさ «せなつなのなこな ねになちなゆ», 

ちなつそ ┼〉ほ ┻なねになつそのき ぬなせけそけきつきねか 〉 にぬなぬそけきつきねか け ねけ〉のなけ〉 つ〉さしぬそ, き «にな-

こきと〉 ちなせきちそ», ひきちのそほとな, ぬなせけきつそつそ へゆ ちぬき】とは. ┸そ せ になつかちきてそ とし せとき-
たさしてな のはの ねに〉つもとな】 てなけそ, ふなほき へし さはすし さきつしち〉 とき ほきね〉 になさ〉】. ┾きちなす か 
とし ぬなせはて〉ゆ, かち てなすはのも ときにそねきのそ ねに〉つもとは 〉ねのなぬ〉ゆ のはぬちそ 〉 け〉ぬてしとそ. ┾し 
ねきてし ねのなねは』のもねか 〉 ┯なつなさなてなぬは. ┰なちそ ときま〉 ぬなね〉たねもち〉 ちなつしこそ とし けそせとき-
ゆのも こしとなへそさなて こなつなさ 1933-こな ぬなちは, ときて くはさし けきすちな さそねちはのはけきのそ せ へそふ 

くなつゆほそふ にそのきとも. ┾きち さ〉たねとな, 』 にそのきととか, かち〉 てなすとき はせこなさそのそ, きつし 』 〉 
のきち〉, かち〉 はせこなさそのそ としてなすつそけな. ┾なては てな』 にそのきととか のきちし: てなすつそけな ときて 〉 
とし けきぬのな はせこなさすはけきのそ せきぬきせ ときたく〉つもま こなねのぬ〉 にそのきととか? 

ǨȘȢȘ ǣȟșȞȥȔȡȘȤ ǕȡȘȤǻȝȢȖȜȫ, ȫȟșȡ-ȞȢȤșȥȣȢȡȘșȡȦ ǢǕǤǢ ǨȞȤȔȁȡȜ, 

ȘȢȞȦȢȤ ǻȥȦȢȤȜȫȡȜȩ ȡȔȧȞ, ȣȤȢȨșȥȢȤ, ȘȜȤșȞȦȢȤ ǶȡȥȦȜȦȧȦȧ ǻȡȡȢȖȔ-

ȪǻȝȡȜȩ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȝ ǻ țȠǻȥȦȧ ȢȥȖǻȦȜ ǡǻȡǻȥȦșȤȥȦȖȔ ȢȥȖǻȦȜ ǻ ȡȔȧȞȜ 

ǨȞȤȔȁȡȜ, țȔȖǻȘȧȖȔȫ ȖǻȘȘǻȟȧ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ ǻȥȦȢȤǻȢȗȤȔȨǻȁ ǶȡȥȦȜȦȧȦȧ 
ǻȥȦȢȤǻȁ ǨȞȤȔȁȡȜ ǢǕǢ ǨȞȤȔȁȡȜ:

┰はすし こきぬとし にそのきととか. ┽にきねそく〉, みな けそ たなこな ねひなぬてはつゆけきつそ のきち. ┻な-

にしぬまし, かちみな へし けきま〉 ねの〉たち〉 にしぬしちなときととか – さきぬてき てそ なねのきとと〉 さけき ぬなちそ 

にぬきへゆけきつそ. ┻な-さぬはこし, か みし く〉つもまし けにしけとゆゆねか け へ〉た になせそへ〉】, みな へし のぬしくき 
ぬなくそのそ. ╋ せときゆ, みな けそ くはさしのし としこきのそけとな なへ〉とゆけきのそ 〉 なねのきとと〉 〉と〉へ〉きのそけそ 

┸┺┹ ねのなねなけとな けそてなこ 5 せきぬはく〉すとそふ にはくつ〉ちきへ〉た. ╂し ぬしほ〉 けせき』てなになけ’かせきと〉. 
┿ちぬき】とねもちは 〉ねのなぬそほとは ときはちは とし せときゆのも け 『けぬなに〉, とし せときゆのも け ねけ〉-

の〉. ┹きて のぬしくき けそふなさそのそ とき ねけ〉のなけ〉た にぬなねの〉ぬ. ┹し のぬしくき にそねきのそ ねに〉つもとは 

〉ねのなぬ〉ゆ. ╋ちみな けそ になさそけそのしねか てな】 にはくつ〉ちきへ〉】, せなちぬしてき ねきて〉 ねけ〉す〉, け 
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こきせしの 〉 «┰しとも» せき さけき なねのきとと〉 ぬなちそ, のな か せきけすさそ ちきすは, みな ねに〉つもとな-

こな に〉さぬはほとそちき せ 〉ねのなぬ〉】 とし てき』 〉 のしなぬしのそほとな くはのそ とし てなすし. ┽ちきす〉てな, 
┼なね〉か 〉 ┿ちぬき】とき. ┾し, みな てそ ねのけなぬそつそ せ ぬなね〉たねもちそてそ ちなつしこきてそ – へし 
ときせそけき』のもねか «┶とそこき さつか けほそのしつか». ┮ほそのしつも に〉さこなのなけつしとそた てしのなさな-

つなこ〉ほとな, けほそのしつも せとき』 てしのなさなつなこ〉ゆ 〉ねのなぬ〉】, せとき』 ぬ〉せと〉 に〉さふなさそ さな 〉ねのな-

ぬ〉】 〉 てなすし へし けそちなぬそねのなけはけきのそ. ┰つか はほと〉け のきちな】 ちとそこそ とし てなすし くはのそ. 
┾そて にきほし なねけ〉のと〉 ねそねのしてそ ┼なね〉】 〉 ┿ちぬき】とそ きくねなつゆのとな ぬ〉せと〉. ┿ とそふ のきて 

へしとのぬそほとそた に〉さふ〉さ, き は ときね つ〉と〉たとそふ に〉さふ〉さ. ¨ へし けすし としてなすつそけな せぬな-

くそのそ にぬなねのな せ ひなぬてきつもとそふ なせときち. ┬つし けしねのそ さ〉きつなこ 〉ねのなぬそち〉け ┿ちぬき-
】とき-┻なつもみき, ┿ちぬき】とき-┼なね〉か のぬしくき 〉 としなくふ〉さとな. ╂し にな-』けぬなにしたねもちそ, 
へし – へそけ〉つ〉せなけきとな. ┭な つきかのそねか とき 〉ねのなぬそほとなては 《ぬはとの〉, けねのはにきのそ は 

ちなとひつ〉ちの – へし ときたにぬなねの〉まし – のきち けね〉 ぬなくつかのも のき ぬなくそつそ. ┬ なの けそたのそ 

とき けそみそた ぬ〉けしとも けせき』てなぬなせはて〉ととか: のはの はすし のぬしくき 〉 にぬなひしね〉たとは てきた-

ねのしぬと〉ねのも, 〉 にしけと〉 ねけ〉のなこつかさと〉 はねのきとなけちそ. 
┸そ 〉せ にぬなひしねなぬなて ┽のきと〉ねつきけなて ┮つきさそねつきけなけそほして 』 ほつしときてそ 

はちぬき】とねもちな-になつもねもちな】 に〉さぬはほとそちなけ〉 ちなて〉ね〉】, 16-し せきね〉さきととか かちな】 くはつな 

にぬなけしさしとな け ┶きのなけ〉へし. ┾なくのな, ちなて〉ね〉か にぬきへゆ』 けすし く〉つもまし かち に〉けのなぬき 
さしねかのちそ ぬなち〉け 〉 へし さき』 ぬしせはつものきのそ, 〉 になせそのそけとそた しひしちの. ╋ちみな てそ にな-

さそけそてなねも とき ときま〉 はちぬき】とねもち〉 に〉さぬはほとそちそ け〉さとなねとな のなこな, かち てそ なにそ-

ねはけきつそ け〉たとは に〉さ にぬなけなさなて ┭なこさきとき ╁てしつもとそへもちなこな, のな てそ になくきほそてな 

ぬ〉せとそへゆ, かち へした てきのしぬ〉きつ になさきけきけねか とき になほきのちは 1990-ふ ぬなち〉け のき かち へした 

てきのしぬ〉きつ ねもなこなさと〉 になさき』のもねか. ┮〉と せきさなけなつもとか』 ときまそふ になつもねもちそふ ちな-

つしこ. ┾きち ねきてな 〉 】ふ になさきほき てきのしぬ〉きつは せきさなけなつもとか』 ときね ねもなこなさと〉. ┾なくのな, 
てそ になせと〉てきつそ こなねのぬ〉 にそのきととか け 〉ねのなぬそほとなては ときぬきのそけ〉 て〉す ┻なつもみしゆ 

〉 ┿ちぬき】となゆ. ╂し につゆね, へし になせそのそけとな. ┮なつそとねもちき ぬ〉せきとそとき – のしぬて〉と とし 
ときま, とし はちぬき】とねもちな】 〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉】. ┮なつそとねもちき のぬきこしさ〉か – のきち, き «ぬ〉せき-
とそとき» とき け’か せき とき になつ〉のそちきてそ. 

┳き さなぬはほしととかて ┻ぬしせそさしとのき ┿ちぬき】とそ, ┸〉と〉ねのしぬねのけなて はのけなぬしとな 

ぬなくなほは こぬはには せ 〉ねのなぬそち〉け さつか さなさきのちなけなこな けそけほしととか になさ〉た とき ┮なつそと〉 
70 ぬなち〉け ときせきさ. ¨ せきぬきせ こなのは』のもねか けそねとなけなち へ〉』】 ぬなくなほな】 こぬはにそ. ┻な-

つかちそ くしぬはのも さはすし きちのそけとは はほきねのも は さ〉かつもとなねの〉 へ〉』】 ちなて〉ね〉】, せなちぬしてき 
┯すしこなま ┸なのそちき. ╅なさな ときまなこな 〉ねのなぬそほとなこな ちきつしとさきぬか, のな なひ〉へ〉た-

とな てそ け〉さ ¨とねのそのはのは 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ けとしねつそ にぬなになせそへ〉】 け〉させときほそのそ 

けね〉 ときたちぬはにと〉ま〉 くそのけそ 1648-こな ぬなちは, き とし の〉つもちそ くそのけは に〉さ ┲なけのそてそ 

┮なさきてそ. ┹し さつか のなこな, みなく にぬなのそねのきけそのそ へ〉 〉ねのなぬそほと〉 になさ〉】 になつかちきて. 

┾ぬしくき ときけにきちそ せきにぬなになとはけきのそ になつかちきて ねに〉つもとな け〉させときほきのそ ゆけ〉つし】 
へそふ になさ〉た. ╋ とし けすそけきゆ のしぬて〉と «ねけかのちはけきととか». ¨ ねちきすは せ さなねけ〉さは – 

に〉さ しこ〉さなゆ ┼きさそ 『けぬなにそ ときにそねきとな はと〉ちきつもとそた ときけほきつもとそた になね〉くとそち. 
┹きせそけき』のもねか け〉と «¨ねのなぬ〉か ╃なぬとなこな てなぬか». ┮〉と なにはくつ〉ちなけきとそた 〉 けすし 
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けそちなぬそねのなけは』のもねか は ときけほきつもとそふ せきちつきさきふ. ┽しぬしさ きけのなぬ〉け へもなこな にぬな-

しちのは 』 〉ねのなぬそちそ せ ┾はぬしほほそとそ, ┮〉ぬてしと〉】, ┯ぬはせ〉】, ┸なつさなけそ, ┼はてはと〉】, 
┿ちぬき】とそ 〉 ┼なね〉】. ┾なす 〉ねのなぬそちきて になのぬ〉くとな けしねのそ さ〉きつなこ. ┰けき ぬなちそ とき-
せきさ, せとなけは のきちそ に〉さ しこ〉さなゆ ┼きさそ 『けぬなにそ, け ┶そ』け〉 に〉さ さきふなて ┰ぬきこなてき-
と〉けねもちなこな はと〉けしぬねそのしのは せ〉くぬきつそねか 〉ねのなぬそちそ ┯ぬはせ〉】 〉 ┼なね〉】. ¨ せときたまつそ 

ねに〉つもとは てなけは, にぬな みな こなけなぬそのそ 〉 とし になくそのそねか. ┮ のなた すし ほきね になつ〉のそちそ 

こぬはせそとねもち〉 〉 ぬなね〉たねもち〉 きくねなつゆのとな ぬなせ〉たまつそねか は ねけな】ふ さはてちきてそ にぬな 

け〉たねもちなけそた ちなとひつ〉ちの. ¨ねのなぬ〉か, とき てな』 こつそくなちし にしぬしちなときととか, になけそととき 
せさ〉たねとゆけきのそ てそぬなのけなぬほは ひはとちへ〉ゆ.

ǗȜȞȟȔȘȔȫ ǻȥȦȢȤǻȁ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ ȞȧȟȰȦȧȤȜ ǦșȖȔȥȦȢȣȢȟȰȥȞȢȗȢ ȡȔȪǻȢ-

ȡȔȟȰȡȢȗȢ ȦșȩȡǻȫȡȢȗȢ ȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦȧ, ȞȔȡȘȜȘȔȦ ȠȜȥȦșȪȦȖȢțȡȔȖȥȦȖȔ:

┬つしちねきとさぬ ┬とさぬししけそほ, は てしとか ち けきて のきちなた けなにぬなね. ┹しの ねなてとしとそた, 
ほのな なのとなねそのしつもとな にぬしになさきけきとそか ちはぬねき はちぬきそとねちなた ちはつものはぬめ ねはみし-
ねのけはしの けぬしてしととなた へしたのとなの: けねしこな 72 ほきねき. ┺さときちな しねのも しみし のきちきか 
さそねへそにつそとき にな けめくなぬは, ちきち そねのなぬそか そねちはねねのけ. ┶はぬね としとなぬてきのそけとめた, 
けねしこな 30 ほきねなけ, とし にぬしさになつきこきしの とそ にぬきちのそち, とそ ちきちそふ-のな けそさなけ 
にそねもてしととめふ なのほしのなけ. ┿ ときね くなつもまなし ぬきせとななくぬきせそし ねにしへそきつもとなね-
のした け けはせし, くなつもまなた ちなぬにはね てなぬねちそふ ねにしへそきつもとなねのした. ┻なこぬはすきかねも 
け そねのなぬそゆ ねなくねのけしととなた ちはつものはぬめ, ねのはさしとのめ ねなけしぬましととな とし になつは-
ほきゆの けなせてなすとなねのそ になつはほそのも ふなのか くめ ちきちなし-のな なくみしし にぬしさねのきけつし-
とそし な にぬなへしねねきふ てそぬなけめふ. ┹しつもせか つそ ちはぬね そねのなぬそそ そねちはねねのけ ねさしつきのも 
なくかせきのしつもとめて? ┸め やのなの にぬなくしつ けなねになつとかして せき ねほしの ちなとひしぬしとへそた, 
けとしきはさそのなぬとめてそ せきとかのそた そ の.に. ┮なの は てしとか のきちなし になすしつきとそし なの ちなぬ-

にはねき にしさきこなこなけ-こはてきとそのきぬそしけ. ┸め になねつし ちきすさなた ちなとひしぬしとへそそ とき-
はほとなた にそまして にそねもてき け ┸そとそねのしぬねのけな. 

ǨȘȢȘ ǣȟșȞȥȔȡȘȤ ǕȡȘȤǻȝȢȖȜȫ:
┰なくぬし, か せぬなせはて〉け けきまし せきにそのきととか. ┰きけとな のぬそけき』 へか さそねちはね〉か ねのな-

ねなけとな さそねへそにつ〉と ねなへ〉きつもとな-こはてきと〉のきぬとなこな へそちつは. ┺くな け’かせ ちな けそふ, となぬ-

てきのそけとそふ. ┮〉さ はちぬき】とねもちな】 てなけそ 108 こなさそと – 2 ちぬしさそのそ. ̈ となせしてと〉 てなけそ, 
ひ〉つなねなひ〉か, 〉ねのなぬ〉か ┿ちぬき】とそ, 〉ねのなぬ〉か はちぬき】とねもちな】 ちはつものはぬそ. ¨ ときま〉 ちな-

つしこそ – になつ〉のなつなこそ ねちなぬそねのきつそねか のそて, みな けなとそ はけ〉たまつそ さな ┯はてきと〉のきぬ-

とな】 ぬきさそ にぬそ ┻ぬしせそさしとのなけ〉 – 〉 になつ〉のなつなこ〉ゆ にぬなのかこつそ まなねのなゆ さそねへそに-

つ〉となゆ – せ’か けそ つな ねか 72 こなさそとそ. ┾はの 』 にぬしさねのきけとそちそ ときまなこな 〉とねのそのはのは. 
╋ さきつしちそた け〉さ の〉』】 さはてちそ, みな になねのきつな にそのきととか 〉 としこきたとな けなとな くはさし 
けそぬ〉ましとし. ┸そ けそけほそてな 〉 けそさきてな ぬしちなてしとさきへ〉ゆ ねのなねなけとな へもなこな にそ-

のきととか. 『 にしけと〉 となぬてきのそけと〉 さそねへそにつ〉とそ. ┰つか ほなこなねも す は と〉けしぬねそのしのそ 

くなぬなつそねか せき きけのなとなて〉ゆ, みなく ねきてなねの〉たとな けそぬ〉まはけきのそ へ〉 にそのきとと か. 
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ǙȢȪșȡȦ ǤȔȩȔȟȰȫȧȞ, ǙȢȡșȪȰȞȜȝ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝ ǨȡǻȖșȤȥȜȦșȦ ȥȔȘǻȖ-

ȡȜȪȦȖȔ:

┿ けそねのはにきふ まきとなけとなこな ┺つしちねきとさぬき ┬とさぬ〉たなけそほき, とき のつ〉 としこきのそけ-
とそふ ふきぬきちのしぬそねのそち みなさな しのとななぬ〉』とのなけきとな】 〉ねのなぬ〉】 のなみな, てそ とし になほはつそ 

ねつなけき «にきのぬ〉なのそせて». ┸しと〉 せさき』のもねか, みな けそふなけはけきのそ にきのぬ〉なのそせて 』 なさ-
と〉』ゆ 〉せ なねとなけとそふ ひはとちへ〉た ときまそふ さそねへそにつ〉と. ¨ け せけ’かせちは せ へそて せきにそのきと-
とか. ╋ちみな とし ねけかのちはけきのそ にしぬまは にしぬしてなすとは くそのけは はちぬき】とねもちなこな ときぬなさは 

┹きへ〉なときつもとな-けそせけなつもとな】 け〉たとそ に〉さ にぬなけなさなて ┭なこさきとき ╁てしつもとそへもちなこな, 
かちみな とし ねけかのちはけきのそ にしぬしてなこは に〉さ ┶なとなのなになて 〉 へ〉つそた ぬかさ 〉とまそふ, のな とき 
かちそふ にぬそちつきさきふ けそふなけはけきのそ にきのぬ〉なのそせて に〉さぬなねのきゆほなこな になちなつ〉ととか? 

ǨȘȢȘ ǣȟșȞȥȔȡȘȤ ǕȡȘȤǻȝȢȖȜȫ:
『 さはすし くきこきのな にぬそちつきさ〉け け ときま〉た 〉ねのなぬそほと〉た ときはへ〉. ╂し みし ぬきせ, 

とき ほなては ときて のぬしくき きちへしとのはけきのそ ねけなゆ はけきこは. ┸そ にしぬま〉 さしねかのそぬ〉ほほか 
になのぬきのそつそ とき ぬしきく〉つ〉のきへ〉たとは ねちつきさなけは 〉ねのなぬそほとな】 ときはちそ, になけしぬとしととか 
〉てしと, になさ〉た け 〉ねのなぬそほとは にきて’かのも, け せて〉ねの 〉ねのなぬそほとな】 なねけ〉のそ. ¨ てしとまし 
くはつそ せなぬ〉』とのなけきと〉 とき になせそのそけと〉 てなてしとのそ け ときま〉た 〉ねのなぬ〉】. 

╋ く〉つもまし ちきすは ねもなこなさと〉 にぬな にしぬねにしちのそけと〉 に〉さふなさそ, となけ〉 に〉さふなさそ 

け 〉ねのなぬそほと〉た ときはへ〉. ┽のしぬしなのそに, かちそた 』, ねそさそのも け ときまそふ こなつなけきふ. ┹き 
すきつも. ╂し のし, みな 〉ねのなぬ〉ゆ てそ ぬなせこつかさき』てな かち になつ〉のそほとは 〉ねのなぬ〉ゆ, かち 

けな』ととは 〉ねのなぬ〉ゆ. ¨ せとなけは, ねけかのちはけきととか 〉 にぬきことしととか け〉さねけかのちはけきのそ にし-
ぬしてなこは. ┻しぬしてなこき へか さつか ちなこなねも – さつか なさと〉』】 ねのなぬなとそ. ┺くなけ’かせちなけな け 
〉ねのなぬ〉】 くはけ にしぬしてなすしとそた. ¨ みな, てそ とし てなすしてな せぬなせはて〉のそ のは ねのなぬなとは, 
かちき くはつき にしぬしてなすしとなゆ? ╅な さつか とそふ へした さしとも なせときほき』 け 〉ねのなぬ〉】? ╂し 
けせき』てと〉 にそのきととか 〉ねのなぬ〉】. ╃なては てそ とし てなすしてな になさそけそのそねも とき けな』ととは 

〉ねのなぬ〉ゆ, 〉ねのなぬ〉ゆ けな』と ほしぬしせ 〉とまは にぬそせては. 
┻なさそけ〉のもねか かち は ときね になさき』のもねか 〉ねのなぬ〉か ┮〉のほそせとかとな】/┰ぬはこな】 ねけ〉のな-

けな】 け〉たとそ. ┰な ぬしほ〉, か せき のし, みなくそ へ〉 さけき のしぬて〉とそ けすそけきつそねか. ┰つか 〉ねのな-

ぬ〉なこぬきひ〉け – へし とし にぬなくつしてき, かち ときせけきのそ け〉たとは: ほそ ┮しつそちき ┮〉のほそせとかとき, 
ほそ ┰ぬはこき ねけ〉のなけき. ╋ち てそ になさき』てな 〉ねのなぬ〉ゆ け〉たとそ? ¨¨-た ┿ちぬき】とねもちそた 

ひぬなとの, のきちなこな-のな ほそねつき, に〉さ にぬなけなさなて のきちなこな-のな こしとしぬきつき になほきけ とき-
ねのはに, ねの〉つもちそ-のな くはつな こきぬてきの, きぬのそつしぬ〉たねもちき に〉さこなのなけちき, のきて なのなほそ-

つそ, けせかつそ-せとそみそつそ, 200 のそねかほ はくそつそ. ╅な さきねのも のきちき 〉ねのなぬ〉か? ┾きちし 
になとかののか, かち け〉たねもちなけな-にきのぬ〉なのそほとし けそふなけきととか か け なねけ〉の〉 けせきこきつ〉 け〉さ-
ちそさきゆ. ┯しぬな】せて – へし さなくぬし, きつし こしぬな】せて – へし けそさ ねてしぬの〉. ┬ とき 〉ねのなぬ〉ゆ た 

〉ねのなぬ〉ゆ け〉たとそ のぬしくき さそけそのそねも ほしぬしせ 〉ねのなぬ〉ゆ になけねかちさしととなねの〉. ┺の かちくそ 

ときま〉 〉ねのなぬそちそ になほきつそ にそねきのそ に〉さぬはほとそちそ にぬな け〉さほはののか のそふ つゆさした, 
かち〉 にしぬしすそつそ 22 ほしぬけとか に〉さ くなてくきぬさはけきととかてそ. ╅なく けなとそ にそねきつそ とし 
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にぬな まのきくと〉 〉こぬそ ひしつもさてきぬまきつ〉け 〉 こしとしぬきつ〉ねそてはね〉け, き にぬな になけねかちさしと-

とし すそののか け なちなにきふ け〉たとそ, にぬな なねのきぬくきたのしぬ〉け 〉 の.〉と. ┾なさ〉 く 〉 ねけ〉のなこつかさと〉 
なぬ〉』とのそぬそ さしみな ときま〉 せて〉とそつそねか く. 

┿ てしとし 』 のきちなす にぬなになせそへ〉か は ちなとのしちねの〉 けそねのはには まきとなけとなこな ちな-

つしこそ ┻そすそちき ┬とさぬ〉か ┸そちなつきたなけそほき. ╋ にぬなになとはゆ, 〉 としふきた へし くはさし 
ぬしちなてしとさきへ〉』ゆ ときまなこな ねもなこなさと〉まともなこな ねして〉ときぬは – になほそときゆほそ せ 
ねもなこなさと〉まともなこな さとか なぬこきと〉せはけきのそ にはくつ〉ほとし, こぬなてきさねもちし なくこなけなぬしと-

とか にぬなしちのは にぬなこぬきてそ せ 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ. ┰つか へもなこな てそ 】】 ぬなせて〉みは』てな 

とき ときまなては ねきたの〉 ¨¨┾┳┺, は ときね のきて 』 になねの〉たとき ぬはくぬそちき «┯ぬなてきさねもちし 
なくこなけなぬしととか», 〉 ときま 〉とねのそのはの くはさし けそねのはにきのそ てなさしぬきのなぬなて へ〉』】 さそね-
ちはね〉】, にはくつ〉ちはけきのそ ぬしにつ〉ちそ, にぬなになせそへ〉】. ¨ こぬなてきさねもちそた ちなとのぬなつも くはさし 
へそて ねきてそて せさ〉たねとゆけきのそねか – けそさとな くはさし, かち〉 にぬなになせそへ〉】 になねのはにきつそ のき 
かちそてそ けなとそ くはさはのも け なねのきのなほと〉た ぬしさきちへ〉】. 

ǕȡȦȢȡǻȡȔ ǟǻțȟȢȖȔ, ȥȦȔȤȬȜȝ ȖȜȞȟȔȘȔȫ ȞȔȨșȘȤȜ ǻȥȦȢȤǻȁ ǩǦǤ ǢǧǨǨ 

«ǟǤǶ»: 

┿ てしとし にそのきととか さな ┬とさぬ〉か ┸そちなつきたなけそほき せ にぬそけなさは 〉ねのなぬ〉】 はちぬき-
】とねもちな】 ちはつものはぬそ. ┮なとき みし せ まち〉つもとな】 にぬなこぬきてそ けそちつきさき』のもねか せき せき-
つそまちなけそて にぬそとへそになて, けなとき にぬなふなさそのも なねのきとと〉て きくせきへなて, かち にぬきけそつな, 
は まち〉つもとそふ にぬなこぬきてきふ 〉 け はね〉ふ に〉さぬはほとそちきふ. ┾なては 〉ねのなぬ〉ゆ はちぬき】とねもちな】 
ちはつものはぬそ せときゆのも ときくきこきのな こ〉ぬまし, と〉す けね〉 〉とま〉 きねにしちのそ はちぬき】とねもちな】 〉ね-
のなぬ〉】. ┽もなこなさと〉 は けそみ〉た まちなつ〉 〉ねのなぬ〉か はちぬき】とねもちな】 ちはつものはぬそ にぬなこぬきては 

せ 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ とし さはくつゆ』. ┾なては 』 にしけとそた まきとね とき のし, みなくそ へ〉 せときと-
とか に〉さけそみそつそねか. ┾なては は てしとし け せけ’かせちは せ へそて けそとそちき』 にしけとし にそのきととか. 
┿ へもなては 〉とのしこぬなけきとなては ちはぬね〉, かち ┮そ たなこな くきほそのし, ほそ とし け〉さくはさしのもねか 
になけしぬとしととか さな せきつそまちなけなこな にぬそとへそには, けときねつ〉さなち ほなこな ねのはさしとのそ せとなけは 

〉ねのなぬ〉ゆ はちぬき】とねもちな】 ちはつものはぬそ せときのそ とし くはさはのも? 

ǤȜȚȜȞ ǕȡȘȤǻȝ ǡȜȞȢȟȔȝȢȖȜȫ, ȞȔȡȘȜȘȔȦ ǻȥȦȢȤȜȫȡȜȩ ȡȔȧȞ, ȘȢȪșȡȦ, 

țȔȥȦȧȣȡȜȞ ȘșȞȔȡȔ ǻȥȦȢȤȜȫȡȢȗȢ ȨȔȞȧȟȰȦșȦȧ ǟȜȁȖȥȰȞȢȗȢ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰ-

ȡȢȗȢ ȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦȧ ǻȠșȡǻ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ, ȥșȞȤșȦȔȤ ǢȔȧȞȢȖȢ-Ƞș-
ȦȢȘȜȫȡȢȁ ȞȢȠǻȥǻȁ ț ǻȥȦȢȤǻȁ ǡǻȡǻȥȦșȤȥȦȖȔ ȢȥȖǻȦȜ ǻ ȡȔȧȞȜ ǨȞȤȔȁȡȜ:

┰かちはゆ せき せきにそのきととか. ┽はのと〉ねのも ときねのはにとき. ┸そ とし てなすしてな まのはほとな 

ぬなせぬそけきのそ 〉ねのなぬ〉ゆ ┿ちぬき】とそ のき 〉ねのなぬ〉ゆ はちぬき】とねもちな】 ちはつものはぬそ – へし, かち 

とき てしとし, せぬなせはて〉つな さつか けね〉ふ. ┬つし さつか のなこな, みなくそ とし くはつな せきつそまちなけなこな 

にぬそとへそには, のぬしくき は の〉た-すし ときけほきつもと〉た にぬなこぬきて〉 きくな け 〉とまなては となぬてき-
のそけとなては さなちはてしとの〉, せきのけしぬさすしとなては ┸┺┹, せきちぬ〉にそのそ け ちはぬね〉 «¨ねのなぬ〉か 
┿ちぬき】とそ» にしけとは ち〉つもち〉ねのも こなさそと (にぬそにはねのそてな の〉 ねきて〉 72 こなさそとそ), けそさ〉-
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つしとそふ, なくなけ’かせちなけな, とき けそちつきさきととか 〉ねのなぬ〉】 はちぬき】とねもちな】 ちはつものはぬそ. ┬くな, 
てなすとき せぬなくそのそ なさそと せて〉ねのなけとそた てなさはつも, かち ねちつきさなけは ほきねのそとは ちはぬねは 

せ 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ – 〉 へもなこな くはさし さなねのきのともな. 

ǘȟȜȫȞȢ ǣȟșȡȔ ǖȢȤȜȥǻȖȡȔ, ȘȢȪșȡȦ ȞȔȨșȘȤȜ ȧȞȤȔȁȡǻȥȦȜȞȜ, ǢȔȪǻȢ-

ȡȔȟȰȡȜȝ ǡșȘȜȫȡȜȝ ȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦ ǶȠ. ǖȢȗȢȠȢȟȰȪȓ: 

╄きとなけとそた ┬とさぬ〉た ┸そちなつきたなけそほ, か てきゆ さな けきね さけき せきにそのきととか. 
┻しぬまし: かち け〉さなてな, ちはぬね せ 〉ねのなぬ〉】 はちぬき】とねもちな】 ちはつものはぬそ くはけ けけしさし-
とそた に〉ねつか のそふ となけきへ〉た, かち〉 くはつそ せきにぬなになとなけきと〉 ┸〉と〉ねのしぬねのけなて. ╀きち-
のそほとな とき せて〉とは ちはつものはぬなつなこ〉】. ╂か なねのきととか くはつき にしぬしけしさしとき け くつなち 

としなくなけ’かせちなけそふ さそねへそにつ〉と. ¨ せけ〉さねそ にそのきととか のきちなこな につきとは – なふきぬきち-
のしぬそせはたのし にぬしさてしのと〉ねのも さなねつ〉さすしととか ちはぬねは «¨ねのなぬ〉か はちぬき】とねもちな】 
ちはつものはぬそ» せ けきまな】 のなほちそ せなぬは 〉 け ちなとのしちねの〉 ちはつものはぬなつなこ〉】. ┻ぬしさてしの 
さなねつ〉さすしととか のきて 〉 のきて, け かち〉た て〉ぬ〉 けなとそ ねに〉けけ〉さとなねかのもねか.

┰ぬはこし: なねち〉つもちそ か にぬしさねのきけつかゆ ┹きへ〉なときつもとそた ┸しさそほとそた はと〉けしぬ-

ねそのしの, のな は ときね 』 ちはぬね «¨ねのなぬ〉か てしさそへそとそ». ┮つきねとし ちはつものはぬは, とき すきつも, 
ねにぬそたてきゆのも とき ぬ〉けと〉 ぬしせはつものきの〉け のけなぬほな】 さ〉かつもとなねの〉 つゆさそとそ, のなくのな 

にな ひきちのは さしかちな】 ねはてそ ぬしせはつものきのそけとなねの〉 へ〉』】 さ〉かつもとなねの〉. ¨ せ へ〉』】 のなほちそ 

せなぬは てそ てなすしてな こなけなぬそのそ にぬな 〉ねのなぬ〉ゆ ときはちそ, 〉ねのなぬ〉ゆ てしさそへそとそ, のな 

ほそ とし けきぬのな け のきちなては ぬきせ〉 つ〉ちけ〉さはけきのそ のきちは さそねへそにつ〉とは, かちき 』 しつしちのそ-

けなて 〉 にぬなねのな けとしねのそ へした くつなち け ちはぬね «¨ねのなぬ〉】 はちぬき】とねもちな】 ちはつものはぬそ» 

かち さなさきのなち さな ちはぬねは «¨ねのなぬ〉か ┿ちぬき】とそ»? ┰かちはゆ.

ǤȜȚȜȞ ǕȡȘȤǻȝ ǡȜȞȢȟȔȝȢȖȜȫ:
┰かちはゆ せき せきにそのきととか. ┮〉さけしぬのな ちきすはほそ, か とし けけきすきゆ, みな 〉ねのなぬ〉か 

はちぬき】とねもちな】 ちはつものはぬそ くはつき けけしさしとき 2009 ぬなちは とき せきて〉とは なくなけ’かせちなけなこな 

ちはぬねは せ ちはつものはぬなつなこ〉】. ╂し, とき て〉た になこつかさ, ねのきつな ぬしせはつものきのなて せきこきつも-
となこな なくはぬしととか 〉ねのなぬそち〉け, ちなつそ てそ にそねきつそ ぬ〉せと〉 つそねのそ, けそねのはにきつそ にな 

のしつしくきほしととゆ せ にぬそけなさは になせそへ〉】 て〉と〉ねのぬき みなさな ひきちのそほとな つ〉ちけ〉さきへ〉】 
〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ は けそみ〉た まちなつ〉. ┾なては せきつそまそつそねも 〉 〉ねのなぬ〉か ┿ちぬき】とそ, 〉 
〉ねのなぬ〉か はちぬき】とねもちな】 ちはつものはぬそ. 

┽のなねなけとな せきにそのきととか せ にぬそけなさは のなこな, みな のきちし 〉ねのなぬ〉か てしさそへそとそ, 〉 
ほそ とし けきぬのな けちつゆほそのそ 】】 け ちはぬね せ 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ. ┸┺┹, け のなては す となぬ-

てきのそけとなては さなちはてしとの〉 (ときちきせ 642-た) にしぬしさくきほき』 20 さそねへそにつ〉と は くつなへ〉 
ねなへ〉きつもとな-こはてきと〉のきぬとな】 のき しちなとなて〉ほとな】 に〉さこなのなけちそ とき けそく〉ぬ ねのはさしとのき. 
¨ 』 ぬしちなてしとさなけきとそた ねにそねなち 〉せ けなねもてそ さそねへそにつ〉と, かち〉 てきゆのも なくな け’かせ-
ちな けな くはのそ けちつゆほしと〉 け へした へそちつ. ¨せ へもなこな にしぬしつ〉ちは て〉と〉ねのしぬねもちなこ な, とき 
け〉つもとそた けそく〉ぬ ねのはさしとのき, 』 さそねへそにつ〉とき, かちき ときせそけき』のもねか «¨ねのなぬ〉か ときはち そ 
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〉 のしふと〉ちそ». ╋ さはてきゆ, みな にしぬしさ ちしぬ〉けとそへのけなて ┸しさそほとなこな はと〉けしぬねそ-

のしのは てなすとき になねのきけそのそ にそのきととか にぬな せきにぬなけきさすしととか ちはぬねは せ 〉ねのなぬ〉】 
てしさそへそとそ かち なくなけ’かせちなけな】. ┮そ さき』のし とき とし】 とし てしとまし 2-ふ ちぬしさその〉け. ¨ け 
へもなては 』 なさそと 〉せ けそふなさ〉け. ╋ちみな へした けきぬ〉きとの とし にぬなふなさそのも, のな てなすとき 
のなさ〉 になねのきけそのそ ちはぬね ねちつきさなけなゆ さそねへそにつ〉とそ «¨ねのなぬ〉か ┿ちぬき】とそ», きつし 
せく〉つもまそのそ ち〉つもち〉ねのも こなさそと, とし 5, き 7 ちぬしさその〉け になねのきけそのそ, せ なちぬしてそて 

てなさはつして 〉ねのなぬ〉か てしさそへそとそ. 

ǟȢȥȦȜȟǿȖȔ ǦȖǻȦȟȔȡȔ ǣȟșȞȥȔȡȘȤǻȖȡȔ, ȘȢȞȦȢȤ ǻȥȦȢȤȜȫȡȜȩ ȡȔȧȞ, 

ȣȤȢȨșȥȢȤ, țȔȖǻȘȧȖȔȫ ȞȔȨșȘȤȜ ǻȥȦȢȤǻȁ ǢǧǨǨ «ǟǤǶ»:

╋ ふなほは さなさきのそ せ〉 ねけなこな くなちは, みな ちなつそ ┸┺┹ さしちつきぬはけきつな ねけな】 とき-
て〉ぬそ せきて〉とそのそ ちはぬね せ 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ とき さそねへそにつ〉とは «¨ねのなぬ〉か はちぬき-
】とねもちな】 ちはつものはぬそ», のな てそ さけ〉ほ〉 せくそぬきつそねも は へもなては せきつ〉 〉 は ときね くはつそ 

にきつち〉 さそねちはね〉】 みなさな へもなこな. ┸そ なくこなけなぬゆけきつそ へし にそのきととか せ ひ〉つなねな-

ひきてそ-ときまそてそ ちなつしこきてそ. ┿ね〉 へ〉 てきのしぬ〉きつそ けそさきと〉, 〉 か 】ふ ┮きて せ ぬきさ〉ねのゆ 

にしぬしさきて, まきとなけとき ┺つしとき ┭なぬそね〉けとき. 

ǜǻȡȢȖȜȫ ǠȲȘȠȜȟȔ ǗȔȥȜȟǻȖȡȔ, țȔȖǻȘȧȖȔȫ ȞȔȨșȘȤȜ ȧȞȤȔȁȡȢțȡȔȖȥȦȖȔ 

ǬșȤȡǻȗǻȖȥȰȞȢȗȢ ȘșȤȚȔȖȡȢȗȢ ǻȡȥȦȜȦȧȦȧ șȞȢȡȢȠǻȞȜ:

┿ てしとし のきちし せきにそのきととか. ╋ちそて 』 ちつゆほなけし ねつなけな け ちはぬね〉 «¨ねのなぬ〉か 
はちぬき】とねもちな】 ちはつものはぬそ»: 〉ねのなぬ〉か, ほそ ちはつものはぬき. ¨ かちみな ちはつものはぬき, のな てそ 

くきこきのな こなけなぬそてな にぬな こはてきと〉せきへ〉ゆ/こはてきと〉のきぬそせきへ〉ゆ ねそねのしてそ なねけ〉のそ, にぬな 

に〉さけそみしととか ちはつものはぬとなこな ぬ〉けとか ねのはさしとの〉け. ╂し のきちし になとかののか, かちし けちつゆほき』 
け ねしくし さはすし くきこきのな ほなこな. ┻ぬなのし さきけきたのし ぬしきつもとな さそけそのそねか とき ぬしほ〉 – ふのな 

〉せ ねのはさしとの〉け, なねなくつそけな のしふと〉ほとそふ, しちなとなて〉ほとそふ けはせ〉け せとき』 ┭なぬのとかとねもちな-

こな, ふのな せ とそふ せとき』, みな くきぬなちなけき ちはつものはぬき せときたまつき ときたく〉つもまそた にぬなかけ 
け はちぬき】とねもち〉た になしせ〉】 のき つ〉のしぬきのはぬ〉, てなすとき になねのきけそのそ くきこきのな みし になさ〉-
くとそふ にそのきとも. ┬ ちはつものはぬき さそねちはね〉】, き ちはつものはぬき のなつしぬきとのとなねの〉, き ちはつものは-
ぬき ねに〉けすそののか け くきこきのなときへ〉なときつもとなては ねは ねに〉つも ねのけ〉? ┾なては か けけきすきゆ へした 

ちはぬね 〉とのしこぬなけきとそて 〉 か とし くきほは たなこな かち ほきねのそとは はちぬき】とねもちな】 ちはつものはぬそ. 
┾はの のぬしくき, なさとなせときほとな, にしぬしこつかとはのそ てしのなさそちは けそちつきさきととか. ┰かちはゆ. 

ǙȢȪșȡȦ ǖȧȞȢȖȥȰȞȜȝ, ȞȔȨșȘȤȔ ǻȥȦȢȤǻȁ ǨȞȤȔȁȡȜ ȦȔ șȦȡȢȞȢȠȧȡǻȞȔȪǻȝ, 

ǠȰȖǻȖȥȰȞȔ ȣȢȟǻȦșȩȡǻȞȔ: 

╄きとなけとそた ┬とさぬ〉ゆ ┸そちなつきたなけそほは, てな』 にそのきととか のきちし. ┺ねち〉つもちそ 

てそ のはの せ’かねはけきつそ, みな にぬしさてしの さなねつ〉さすしととか 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ のき 〉ねのなぬ〉】 
はちぬき】とねもちな】 ちはつものはぬそ ぬ〉せとそた, のな にぬな かちは 〉とのしこぬきへ〉ゆ てなすし たのそ てなけき? 

╂し にそのきととか にしぬまし.
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┻そのきととか さぬはこし. ┺ねち〉つもちそ てそ けそちつきさき』てな ねのはさしとのきて 〉ねのなぬ〉ゆ ┿ちぬき-
】とそ – へし けそけほしととか くしせ ちなとのしちねのは 』けぬなにしたねもちな】 〉 ねけ〉のなけな】 ちはつものはぬそ – へし 
のきちなす としてなすつそけな. ┰な へもなこな てそ とき ちきひしさぬ〉 けそちつきさきつそ にぬしさてしの «¨ねのな-

ぬ〉か はちぬき】とねもちな】 〉 せきぬはく〉すとな】 ちはつものはぬそ». ╂し くはつな ちなぬしちのと〉まし, くな のなさ〉 
ねのはさしとの, なねなくつそけな ねのはさしとの のしふと〉ほとそふ ねにしへ〉きつもとなねのした, て〉こ ちぬきみし せな-

ぬ〉』とのはけきのそねか け ふはさなすと〉ふ ねのそつかふ, しになふきふ ちはつものはぬとそふ 〉 のきちし 〉とまし.
¨ なねのきとと』 け へもなては ちなとのしちねの〉. ╅し けそちつきさき』のもねか のきちそた にぬしさてしの かち 

«¨ねのなぬ〉か ときはちそ 〉 のしふと〉ちそ», にぬな かちそた のはの こなけなぬそつそ. «¨ねのなぬ〉か ときはちそ 〉 
のしふと〉ちそ» けなほしけそさも 』 ねちつきさなけなゆ 〉ねのなぬ〉】 ちはつものはぬそ. ┭な けそけほしととか ちはぬねは 

〉ねのなぬ〉】 ちはつものはぬそ とし てなすし なくてしすはけきのそねか けそけほしととかて 〉ねのなぬ〉】 てそねのしへの-
けき. ¨ねのなぬ〉か てそねのしへのけき – へし さはすし せけはすしとき にぬなくつしてきのそちき は けそけほしと〉 
ちはぬねは «¨ねのなぬ〉か ちはつものはぬそ». ┺ほしけそさとな, みな «¨ねのなぬ〉か ときはちそ 〉 のしふと〉ちそ» 

になけそととき くはのそ 〉とのしこぬなけきとき のはの. 
┹きぬしまの〉 のはの にぬなせけはほきつき のきちき のしてき, みな, てなけつかけ, まのはほとな ぬなせ〉-

ぬけきとき 〉ねのなぬ〉か ┿ちぬき】とそ のき 〉ねのなぬ〉か はちぬき】とねもちな】 ちはつものはぬそ. ╄きとなけと〉, へし 
になけそととな はせこなさすはけきのそねか せ ときけほきつもとなゆ にぬなこぬきてなゆ にな ちなすと〉た ねにしへ〉-
きつもとなねの〉. ┺ちぬしてな 〉ねとは』 のきちき まのはちき, かち ねのぬはちのはぬとな つなこ〉ほとき ねふしてき 
にぬなふなさすしととか さそねへそにつ〉とそ. ¨ へした にぬしさてしの, かちそた てそ ときせそけき』てな «¨ねのなぬ〉か 
はちぬき】とねもちな】 ちはつものはぬそ» けなほしけそさも になけそとしと け にしぬまは ほしぬこは けにそねはけきのそねも 
は へした ちなとのしちねの. ┰かちはゆ せき はけきこは. 

ǤȜȚȜȞ ǕȡȘȤǻȝ ǡȜȞȢȟȔȝȢȖȜȫ:
┰かちはゆ せき せきはけきすしととか, かちし にぬなせけはほきつな. ┬つし か けねし-なさとな せきつそまきゆ-

ねか にぬそ ねけな】た さはてへ〉: 〉ねのなぬ〉か ちはつものはぬそ 』 ねちつきさなけなゆ ほきねのそとなゆ 〉ねのなぬ〉】 
┿ちぬき】とそ. ┳ にぬそけなさは のなこな, かち けそちつきさき』のもねか «¨ねのなぬ〉か ときはちそ 〉 のしふと〉-
ちそ» – てしと〉 けきすちな みなねも ねちきせきのそ, くな け〉さになけ〉さとな さな となぬてきのそけとそふ さな-

ちはてしとの〉け – へし さそねへそにつ〉とき とき けそく〉ぬ ねのはさしとのき. ╋ちみな 25 ねのはさしとの〉け なくそ-

ぬきゆのも へゆ さそねへそにつ〉とは – けなとき てはねそのも なくなけ’かせちなけな けそちつきさきのそねか は けはせ〉. 
┹き ときまなては ひきちはつものしの〉 さなねけ〉さ のきちそた, みな てそ の〉つもちそ せ となけなこな ぬなちは 

せきにぬなけきさすは』てな のきちは さそねへそにつ〉とは. 25 ねのはさしとの〉け 】】 なくぬきつな, 〉 けなとき くはさし 
けちつゆほしとき け にぬなこぬきては に〉さこなのなけちそ.

ǤȤșȘȥȦȔȖȡȜȞ ǜȔȣȢȤǻțȰȞȢȁ ȘșȤȚȔȖȡȢȁ ǻȡȚșȡșȤȡȢȁ ȔȞȔȘșȠǻȁ:
┬とさぬ〉た ┸そちなつきたなけそほ, 642-た ときちきせ – へし さはすし さなくぬし, きつし は ときね 』 

ねのきとさきぬのそ, かち〉 せ’かけそつそねか に〉ねつか へもなこな ときちきせは. ┾きち なの けなとそ きくねなつゆのとな 

とし はせこなさすはゆのもねか せ ときちきせなて. ┽ちきす〉てな, とし のきち さきけとな せ’かけそけねか なねけ〉のと〉た 

ねのきとさきぬの に〉さこなのなけちそ てしのきつはぬこ〉け. ┾きて とき さそねへそにつ〉とは «¨ねのなぬ〉か ┿ちぬき-
】とそ» け〉さけなさそのもねか 72 こなさそとそ. ¨ はせこなさすしととか としてき』. ┮ ぬしせはつものきの〉 てそ け 



100

┳きになぬ〉せもち〉た さしぬすきけと〉た 〉とすしとしぬと〉た きちきさして〉】 てき』てな 16 つしちへ〉たとそふ 〉 
8 ねして〉ときぬねもちそふ せきとかのも – 〉 へし けねし. ┾なては にしぬまし にそのきととか: ほそ てなすとき 
はせこなさすはけきのそ へ〉 さなちはてしとのそ? ¨ さぬはこし にそのきととか: てそ のきち にしぬしたてき』てなねか, 
みなく とし なくぬきせそのそ 〉とまそふ – ねはね〉さ〉け 〉 の.さ., みな さな へもなこな ほきねは ちなぬそねのは』てな-

ねか ねのきぬそてそ ときちきせきてそ, かち〉 さなせけなつかゆのも ねのはさしとのきて-〉となせしてへかて けそけほき-
のそ さそねへそにつ〉とそ «¨ねのなぬ〉か ┿ちぬき】とそ» のき «¨ねのなぬ〉か はちぬき】とねもちな】 ちはつものはぬそ» 

ぬなね〉たねもちなゆ てなけなゆ. ┮なとそ さつか とそふ 』 としなくなけ’かせちなけそてそ, ひきちはつものきのそけ-
とそてそ. ╃そ とし ねにぬそかつな く, とき ┮きまは さはてちは, けそけほしととか へそふ さそねへそにつ〉と かち 

なくな け’かせ ちな けそふ に〉さとかののゆ 〉て〉さすは はちぬき】とねもちな】 さしぬすきけそ? 

ǤȜȚȜȞ ǕȡȘȤǻȝ ǡȜȞȢȟȔȝȢȖȜȫ:
┼なせになほとは け〉さぬきせは せ さぬはこなこな にそのきととか. ┭しせはてなけとな へし としこきぬきせさ, みな 

ときけほきゆほそねも け はちぬき】とねもちなては けはせ〉, 〉となせしてと〉 ねのはさしとのそ とし けそけほきゆのも 
はちぬき】とねもちは てなけは のき 〉ねのなぬ〉ゆ ┿ちぬき】とそ. ┮ ときまなては はと〉けしぬねそのしの〉 はちぬき】と-

ねもちき てなけき 』 なくなけ’かせちなけなゆ さつか 〉となせしてとそふ ねのはさしとの〉け. ╋ちみな けなとそ としゆ 

とし けなつなさ〉ゆのも – けなとそ け〉さにぬきけつかゆのもねか とき に〉さこなのなけほそた ひきちはつものしの, みなく 

せき ぬ〉ち てなけは に〉さのかことはのそ. ╅なさな ねに〉けけ〉さとなましととか ときちきせは ┸┺┹ 〉 さしぬすきけ-
とそふ ねのきとさきぬの〉け. ╋ち とき てしとし, さしぬすねのきとさきぬの, け かちなては とし さなのぬそてきと〉 となぬ-

てそ にぬな て〉と〉てきつもとは ち〉つもち〉ねのも こなさそと – 108 – とし になけそとしと くはけ くはのそ にぬそ-

たとかのそた け にぬそとへそに〉 のそて すし ┸〉と〉ねのしぬねのけなて なねけ〉のそ 〉 ときはち そ.

ǘȔȟȜȪȰȞȔ ǧȔȠȔȤȔ, ȖȜȞȟȔȘȔȫ ǤȤȜȞȔȤȣȔȦȥȰȞȢȗȢ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢ ȧȡǻ-
ȖșȤȥȜȦșȦȧ:

┿ てしとし にそのきととか さな まきとなけとなこな にぬなひしねなぬき ┽のきと〉ねつきけき ┶はつもほそへもちな-

こな. ╋, ┽のきと〉ねつきけし ┮つきさそねつきけなけそほは, ふなほは ┮きね に〉さのぬそてきのそ. ┳とき』てな, ほそのき-
』てな, にぬきへゆ』てな にな けきまそふ ちとそこきふ, てなとなこぬきひ〉かふ, ねのきののかふ. ┻ぬなねのな か ふなほは 

ねちきせきのそ のし, みな ときまき ときはちき にぬきちのそほとな け〉さ〉ぬけきとき け〉さ まちなつそ. ̈  のなた ぬ〉けしとも, 
にぬな かちそた ときて こなけなぬそつそ – みな とき ┳┹┺ くつそせもちな 48% さけ〉たなほとそち〉け – け〉と 

ねけ〉さほそのも ときねきてにしぬしさ にぬな ちぬそせは せきつそまち〉け ぬきさかとねもちな】 まちなつそ, ちつきねとな-

はぬなほとな】. ¨ さはすし ほきねのな くはけき』 のきち, みな なさとなては ちつきねは になみきねのそつな せ こきぬとそて 

はほそのしつして 〉ねのなぬ〉】, 〉 へし とし なくなけ’かせちなけな こ〉てときせ〉か – へし てなすし くはのそ ね〉つもねもちき 
まちなつき, さし けほそのしつも ほそのき』 となけは つ〉のしぬきのはぬは, けなつなさ〉』 ¨とのしぬとしのなて, 〉 さきつ〉 
こなのは』 にしぬしてなすへ〉け ┺つ〉てに〉きさ. ┬ け 〉とまなては ちつきね〉 』 のきち〉 けほそのしつ〉, ぬ〉けしとも 
かちそふ さはすし とそせもちそた. ¨ け〉さになけ〉さとな へし にしぬしふなさそのも は 〉とまは ねひしぬは. 

┮ ときまなては はと〉けしぬねそのしの〉 』 のきちそた さなねけ〉さ (へし ちぬきにつか け てなぬ〉, にぬきちのそほ-
とな ふなさ〉ととか け ときぬなさ), ちなつそ けそちつきさきほ〉 にな ほしぬせ〉 け まちなつきふ ときまなこな て〉ねのき 
さきゆのも け〉さちぬその〉 はぬなちそ にな こ〉てときせ〉かふ, まちなつきふ, 〉とのしぬときのきふ. ┮ 〉とのしぬときの〉 
てそ ひきちのそほとな にな ほしぬせ〉 ほそのき』てな はぬなちそ せ 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ 〉 けねしねけ〉のともな】 
〉ねのなぬ〉】 さつか のなこな, みなく へ〉 さ〉のそ さ〉ねのきつそ くきせなけは まち〉つもとは 〉ねのなぬそほとは なねけ〉のは. 
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¨みし なさとし のきちし せきはけきすしととか. ┾はの け にぬそとへそに〉 たまつなねか にぬな ねちつきさなけ〉 
〉ねのなぬ〉】 〉 にぬな のし, みな になつ〉のそほとき 〉ねのなぬ〉か けそねけ〉のつゆ』のもねか く〉つもまし. ┸しと〉 
けそさき』のもねか, みな へし 』 にぬなくつしてき ぬ〉けとか なねけ〉ほしとなねの〉 ちなすとなこな けそちつきさきほき 
〉 けほそのしつか は まちなつ〉. ¨ねのなぬ〉ゆ とし てなすとき なちぬしてな になさきけきのそ け〉さ になくはのは. 
┽ちきす〉てな, みなく になかねとそのそ, ほなては こきつそへもちし ねはねに〉つもねのけな くはつな つ〉くしぬきつも-
とそて ときにしぬしさなさと〉 ┰ぬはこな】 ねけ〉のなけな】 け〉たとそ 〉 に〉さのぬそてきつな ┿┹┰┺ け ねけな】た 

てきね〉, き にぬきけな-ぬきさそちきつもと〉 になこつかさそ とし くはつそ ときさのな になまそぬしと〉, のな のぬしくき 
になかねとそのそ, とき かちなては しちなとなて〉ほとなては ぬ〉けと〉 へし ねはねに〉つもねのけな せときふなさそつなねか. 
┽なへ〉きつもとな-しちなとなて〉ほとき 〉 ときへ〉なときつもとな-ちはつものはぬとき 〉ねのなぬ〉か 』 なさとそて へ〉-
つそて. ¨ のなては, かち とき て〉た になこつかさ – へし にぬなくつしてき なねけ〉のそ 〉, せなちぬしてき, かちなこなねも 
ちなとのぬなつゆ けほそのしつ〉け ほしぬしせ 〉とねのそのはのそ に〉ねつかさそにつなてとな】 なねけ〉のそ, みなく へし 
とし にしぬしのけなぬゆけきつなねか とき みし なさとは こきつなほちは のき とき かちそたねも 〉とまそた ちなと-

のぬなつも. ┹きねにぬきけさ〉 ときはちき さはすし くきこきのな にぬきへゆ』, きつし ぬしせはつものきのそ へ〉』】 にぬき-
へ〉 け なねけ〉のと〉た ねひしぬ〉 〉みし としさなねのきのともな になて〉のと〉. 

ǥșȣȟǻȞȔ ț țȔȟȧ:
╄きとなけとそた ┽のきと〉ねつきけし ┮つきさそねつきけなけそほは, か さはすし せきさなけなつしとそた, みな 

┮そ け〉さけ〉さはけきつそ ┿てきとも, くはつそ のきて とき ときはちなけ〉た ちなとひしぬしとへ〉】. ┰はてきゆ, みな 

ときぬきせ〉 くはつな く けきすつそけそて になぬはまそのそ にぬなくつしてきのそちは ときへ〉なときつもとな】 〉さしと-
のそほとなねの〉. ┭な ねのなねなけとな てはつものそちはつものはぬとなねの〉, くきこきのな ふのな せとき』, みな け 
のぬきけと〉 2010 ぬなちは ┬とこしつき ┸しぬちしつも にはくつ〉ほとな せきかけそつき にぬな ぬなせほきぬはけきとと か 
け になつ〉のそへ〉 てはつものそちはつものはぬとなねの〉, ちなのぬき くはつき ふきぬきちのしぬとなゆ さつか へ〉』】 にぬな-

け〉さとな】 』けぬなにしたねもちな】 さしぬすきけそ. ┳きにそのきととか? ┭しせ に〉さのしちねのは とし てなすし くはのそ 

せきにそのきととか. ╄きとなけとそた ┽のきと〉ねつきけし ┮つきさそねつきけなけそほは, ほそ とし せさき』のもねか 
┮きて, みな てそ さはすし, きす せきときさのな のなつしぬきとのと〉? ┹きて こなけなぬかのも にぬかてな 〉 «ふな-

ふなつ», 〉 てしと〉 ねきてなては さなけなさそつなねか せ へそて せはねのぬ〉ほきのそねか, 〉 ねのなねなけとな ときまな】 
てなけそ になねの〉たとな になぬ〉けとゆゆのも せ ぬ〉せとそてそ にぬしさねのきけとそちきてそ のけきぬそととなこな 

ねけ〉のは. ┬ てそ け ちぬきみなては けそにきさちは けそさき』てな, みな へし くなすき ぬなねき. ┽のなねなけとな 

のなこな, みな にしぬしにそね とし にぬなけなさそけねか – か くなゆねも, みな にしぬしにそね とき へした ぬきせ くはさし 
とし とき ちなぬそねのも はちぬき】とへ〉け. ┺のすし, ほそ とし せきときさのな てそ のなつしぬきとのと〉?

ǟȧȟȰȫȜȪȰȞȜȝ ǦȦȔȡǻȥȟȔȖ ǗȟȔȘȜȥȟȔȖȢȖȜȫ, ȘȢȞȦȢȤ ǻȥȦȢȤȜȫȡȜȩ ȡȔȧȞ, 

ȣȤȢȨșȥȢȤ, țȔȥȟȧȚșȡȜȝ Șǻȓȫ ȡȔȧȞȜ ǻ ȦșȩȡǻȞȜ ǨȞȤȔȁȡȜ, țȔȖǻȘȧȖȔȫ ȖǻȘ-

ȘǻȟȢȠ ǻȥȦȢȤǻȁ ǨȞȤȔȁȡȜ 20-30 ȤȤ. ǪǪ ȥȦ. ǶȡȥȦȜȦȧȦȧ ǻȥȦȢȤǻȁ ǨȞȤȔȁȡȜ 

ǢǕǢ ǨȞȤȔȁȡȜ: 

╋ のきち さはてきゆ, みな とし せきときさのな. ┾なては みな てそ ほきねのな ほは』てな のそふ, ふのな ときた-
く〉つもまし けそちぬそちは』 みなねも のきちし. ┹し てなすとき とき へ〉た に〉さねのきけ〉 ぬなくそのそ はせきこきつも-
とゆゆほ〉 けそねとなけちそ, ふなほき ほきねのな のきち くはけき』, なねなくつそけな に〉さ ほきね けそくなぬ〉け さな ┻きぬ-

つきてしとのは, ちなつそ ほはゆのも の〉つもちそ きくな ちぬきたと〉ふ つ〉けそふ, きくな ちぬきたと〉ふ にぬきけそふ, かち〉 
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ぬなくつかのも とき のなては になこなさは. ┿ちぬき】とへ〉 ねにぬきけさ〉 のなつしぬきとのと〉. ┬つし け さ〉きねになぬ〉, 
ちなつそ けなとそ は ねけな』ては ねしぬしさなけそみ〉 – けなとそ さはすし のきち ほはくつかのもねか なさそと せ なさとそて. 

ǭȔȝȞȔȡ ǗȔȟșȡȦȜȡȔ ǣȟșȞȥǻȁȖȡȔ, ȣȤȢȨșȥȢȤ, țȔȖǻȘȧȖȔȫ ȞȔȨșȘȤȜ ǻȥ-
ȦȢȤǻȁ ǨȞȤȔȁȡȜ, ǟȤȜȖȢȤǻțȰȞȜȝ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝ ȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦ:

╄きとなけとそた ╀しつ〉ちねし ┷もけなけそほは, か ┮きね さきけとな せときゆ 〉 になけきすきゆ, ほそのきゆ 

┮きま〉 にぬきへ〉, きつし とし てなすは になこなさそのそねか せ ┮きてそ ねのなねなけとな のなこな, みな ときまき 
〉ねのなぬ〉か さな 1991-こな ぬなちは てきつき ねはのな 〉さしなつなこ〉ほとそた ふきぬきちのしぬ きくな くはつき 
〉さしなつなこ〉ほとなゆ 〉ねのなぬ〉』ゆ, き に〉ねつか 1991 ぬなちは けなとき てき』 ねはのな になつ〉のそほとそた 

ふきぬきちのしぬ. ╋ち せき のなのきつ〉のきぬとなこな ぬしすそては, のきち 〉 ねもなこなさと〉 ときまき 〉ねのなぬ〉か 
てき』 ねはのな 〉さしなつなこ〉ほとそた ふきぬきちのしぬ. ╋ちみな さな 1991 ぬなちは へし くはつな せきけは-
きつもなけきとし, のな ねもなこなさと〉 のぬそけき』 こなねのぬし 〉さしなつなこ〉ほとし にぬなのそねのなかととか て〉す 

にぬなちなてはと〉ねのそほとそてそ 〉 ときへ〉なときつ〉ねのそほとそてそ のしとさしとへ〉かてそ. ┹き すきつも, 
さしぬ すきけ とな】 〉さしなつなこ〉】 け ときね 〉 ねもなこなさと〉 みし としてき. 

ǠșȖǻȦȔȥ ǩșȟǻȞȥ ǠȰȖȢȖȜȫ, ȘȢȞȦȢȤ ǻȥȦȢȤȜȫȡȜȩ ȡȔȧȞ, ȣȤȢȨșȥȢȤ, țȔ Ȗǻ-
Șȧ ȖȔȫ ȞȔȨșȘȤȜ ȠșȦȢȘȜȞȜ ȥȧȥȣǻȟȰȡȢ-ȗȧȠȔȡǻȦȔȤȡȢȁ ȢȥȖǻȦȜ ȦȔ ȖȜȩȢ-

ȖȔȡȡȓ ǶȡȥȦȜȦȧȦȧ ȣǻȥȟȓȘȜȣȟȢȠȡȢȁ ȣșȘȔȗȢȗǻȫȡȢȁ ȢȥȖǻȦȜ ǟȜȁȖȥȰȞȢȗȢ 

ȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦȧ ǻȠșȡǻ ǖȢȤȜȥȔ ǘȤǻȡȫșȡȞȔ: 

╋ さはすし けさかほとそた けきて せき ぬしにつ〉ちは. ┳とき』のし, さつか てしとし くはつな さはすし にぬそ-

』てとな けほなぬき になくきほそのそ とき ねきたの〉 «┺ねけ〉のき ┿ちぬき】とそ» のしちねの ねけなこな けそねのはには 

とき にしさきこなこ〉ほと〉 た ちなとひしぬしとへ〉】, さし か こなけなぬそけ にぬな のし, みな なさと〉』ゆ せ ときまそふ 

にぬなくつして, になほそときゆほそ せ 1991 ぬなちは 』 のし, みな け〉さくはつきねか さし〉さしなつなこ〉せきへ〉か 
ねそねのしてそ なねけ〉のそ. ┮そ, まきとなけとき ちなつしこな, てき』のし ぬきへ〉ゆ とき 100%, くな さしぬすきけき 
になけそととき てきのそ 〉さしなつなこ〉ゆ, 〉 ときまき さしぬすきけき はちぬき】とねもちき, としせきつしすとき, ねは-
けしぬしととき, ねなへ〉きつもとき, さしてなちぬきのそほとき, にぬきけなけき, かち へし せきにそねきとな け ちなとねのそ-

のはへ〉】, になけそととき てきのそ けつきねとは さしぬすきけとは 〉さしなつなこ〉ゆ. ┹き すきつも, てそ のぬなまちそ 

けそたまつそ せ へもなこな ひきぬけきのしぬは, はの〉て とし の〉つもちそ てそ, くな てそ になけのなぬゆ』てな けね〉 
になねのぬきさかとねもち〉 ちぬき】とそ. ┹きま〉 になつもねもち〉 ちなつしこそ にぬなけなさそつそ なにそのはけきととか 
ねしぬしさ はほと〉け になつもねもちそふ ちなつしさす〉け ねのなねなけとな ぬなせはて〉ととか とそてそ になとかののか 
«┭きのもち〉けみそとき». ┮そねとなけなち のきちそた, みな く〉つもま〉ねのも になつもねもちそふ はほと〉け ねもな-

こなさと〉 とき け〉さて〉とは け〉さ になちなつ〉ととか 1980-ふ ぬなち〉け さなねそのも きくねのぬきちのとな ぬなせは-
て〉ゆのも なくぬきせ ┭きのもち〉けみそとそ, く〉つもま〉ねのも すし はほと〉け にぬそ きとちしのはけきとと〉 とき-
にそねきつそ, みな にぬなくつしてそ ┭きのもち〉けみそとそ 】ふ てきつな へ〉ちきけつかのも, き へ〉ちきけつかのも 】ふ 

く〉つもまし ひ〉ときとねなけ〉 てなすつそけなねの〉 〉 かち ちぬきみし ぬしきつ〉せはけきのそ ねしくし. ¨ か せ ┮きてそ, 
まきとなけとき ちなつしこな, きくねなつゆのとな せこなさとそた, みな かちくそ ねもなこなさと〉 〉ねとはけきつそ かち〉ねも 
〉さしなつなこ〉ほと〉 ねのしぬしなのそにそ 〉 にぬしね, のな とし くはつな く ねもなこなさと〉まともなこな ねして〉ときぬは, 
とし くはつな く ねもなこなさと〉まともな】 さそねちはね〉】, くな 】ふ せき けそせときほしととかて とし てなこつな く くはのそ.
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ǭȔȝȞȔȡ ǗȔȟșȡȦȜȡȔ ǣȟșȞȥǻȁȖȡȔ:

┹は, ねつきけき ┭なこは, みな は ときね のなつしぬきとのと〉ねのも 〉みし 』.

ǠșȖǻȦȔȥ ǩșȟǻȞȥ ǠȰȖȢȖȜȫ: 
┾なつしぬきとのと〉ねのも – へし にしぬしてなこき 〉 けきすつそけそた はねに〉ふ としせきつしすとな】 はちぬき-

】とねもちな】 さしぬすきけそ. ╋ にぬそたまなけ なねなくそねのな かち けほそのしつも 〉ねのなぬ〉】 せ 1987 ぬなちは, 
けね〉 へ〉 ねのしすちそ か へし くきほそけ せくつそせもちき, へし てなか 〉ねのなぬそほとき にきて’かのも 〉 のはの 
ねそさそのも て〉た なさとなちはぬねとそち, ちなのぬなこな か まきとはゆ, 〉 け〉と のぬなまちそ せとき』 てなゆ 

く〉なこぬきひ〉ゆ, せ かちそふ にぬそほそと てしと〉 ねけなこな ほきねは とし けさきつなねか せきふそねのそのそ け 
┿ちぬき】と〉 ちきとさそさきのねもちは さそねしぬのきへ〉ゆ, ほなては てしと〉 さなけしつなねか けそ】すさすきのそ 

さな ┼なね〉たねもちな】 ╀しさしぬきへ〉】 のなみな. ┾〉つもちそ としせきつしすとき はちぬき】とねもちき さしぬすきけき 
さつか のきちそふ けほそのしつ〉け 〉ねのなぬ〉】 かち か (き 】ふ くはつそ のそねかほ〉), け〉さちぬそつき はと〉ちきつもと〉 
てなすつそけなねの〉 せきたてきのそねか ねけな』ゆ にぬなひしね〉たとなゆ ねにぬきけなゆ, 〉 ぬなくそのそ にぬな-

ひしね〉たとは ちきぬ’』ぬは, にそねきのそ けつきねと〉 に〉さぬはほとそちそ, になね〉くとそちそ, こなのはけきのそ にはく-

つ〉 ちき へ〉】 た さなとなねそのそ はねし へし さな まそぬなちなこな せきこきつは.

ǛȧȤȔȖȟȰȢȖȔ ǧșȦȓȡȔ, ȘȢȪșȡȦ ȞȔȨșȘȤȜ ȨǻȟȢȥȢȨǻȁ, ǙȡǻȣȤȢȣșȦȤȢȖ-

ȥȰȞȜȝ ȗǻȤȡȜȫȜȝ ȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦ:

╋ ふなほは けそねつなけそのそねか とき のしては ひはとちへ〉た けそちつきさきほき. ╋ けけきすきゆ, みな 

けそちつきさきほ とし てなすし くはのそ にぬなねのな ぬしのぬきとねつかのなぬなて かちな】ねも 〉とひなぬてきへ〉】. 
┭しせ ねは  く’』ち のそけ とな】 なへ〉とちそ くはさも-かちなこな 〉ねのなぬそほとなこな ひきちのは とし てなすし くはのそ 

けそちつきさきととか, ふなほき けそちつきさきほ, せぬなせはて〉つな, 〉 とし てき』 くはのそ なねのきとともなゆ 〉と-

ねのきとへ〉』ゆ. ┬つし かちみな けそちつきさきほ 』 なねなくそねの〉ねのゆ 〉 きけのなぬそのしのなて さつか ねのは-
さしとの〉け, のな てしと〉 せさき』のもねか, みな へし 』 たなこな なくなけ’かせなち ぬなせねのきけそのそ けね〉 きちへしと-

のそ, くな のなさ〉 ねのはさしとの ちぬきみし ねにぬそたてきのそてし 〉とひなぬてきへ〉ゆ. ┮そちつきさきほ てき』 
くはのそ きになつ〉のそほとそて, ふなほき とき けね〉 〉ねのなぬそほと〉 ひきちのそ け〉と てき』 にぬきけな てきのそ 

なねなくそねのは さはてちは.

ǠșȖǻȦȔȥ ǩșȟǻȞȥ ǠȰȖȢȖȜȫ: 
┰はすし けさかほとそた せき ┮きまは ぬしにつ〉ちは. ┺さとき せ にぬなくつして は ねはほきねと〉た にしさきこな-

こ〉ほと〉た ときはへ〉 になつかこき』 け のなては, みな てそ に〉まつそ にな としにぬきけそつもとなては まつかふは 〉 
せぬなくそつそ ねのきけちは とし とき のは にきぬきさそこては なねけ〉のそ. ┶なつそ てそ ねちきせきつそ, みな なねとな-

けとし けそふなけきととか さ〉のかて 〉 ねのはさしとのきて てきゆのも さきけきのそ くきのもちそ. ┽もなこなさと〉 せて〉-
とゆ』のもねか せきこきつもとき にきぬきさそこてき なねけ〉のそ 〉 け 『けぬなに〉, 〉 は ときね. ┸そ ぬなくそてな さはすし 
ねしぬたなせとそた になけなぬなの, はねけ〉さなてつゆゆほそ, みな 〉 まちなつき, 〉 けそみそた ときけほきつもとそた 

せきちつきさ になけそとと〉 けそふなけはけきのそ まちなつかぬ〉け 〉 ねのはさしとの〉け. ╋ けけきすきゆ ねもなこなさと〉 
へ〉ちきけそて さなねけ〉さ ┼なね〉】, さし にぬなこなつなましとな となけは にきぬきさそこては け なねけ〉の〉 – なねけ〉のき 
ほしぬしせ けそふなけきととか. ┭な つそまし ときくはのき ねはてき せときとも ときけぬかさ ちなてはねも になのぬ〉くとき, 
のそて く〉つもまし, みな へし とし 』 にぬなくつしてなゆ ねもなこなさと〉まともなこな さとか. ╋ ほそのきけ へ〉ちきけ〉 
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さなちはてしとのそ せき 1912 – 1915 ぬぬ. とき へゆ のしては. ┾なさ〉 け にしけとそふ ちなつきふ こぬなてきさ-
ねもちなねの〉 なくこなけなぬゆけきつなねか にそのきととか にぬな としになのぬ〉くと〉ねのも けそふなけきととか つゆくなけ〉 
さな こなねはさきぬか ¨てにしぬきのなぬき, ときのなて〉ねのも 〉まつなねか にぬな としなくふ〉さと〉ねのも けそふなけは-
けきのそ は ゆと〉, かち のきて せきにそねきとな, けそねなちな】 になけきこそ さな ねけな』】 ┮〉のほそせとそ, 〉 にぬな 

になのぬしくは ひなぬてはけきととか ねけ〉のなこつかさは – こなのなけとなねの〉 ねつはすそのそ ねはねに〉つもねのけは. 
┮ のなては みな けそちつきさきほ てき』 ぬなせねのきけそのそ きちへしとのそ 〉 になちきせきのそ ねけなゆ になせそへ〉ゆ, 

か せ けきてそ せこなさしと, きつし としなくふ〉さとな のきちなす, きくそ けほそのしつも くはけ こなのなけそた になせそ-

のそけとな なへ〉とそのそ さはてちは はほとか, ちなのぬそた てき』 け〉さて〉ととは のなほちは せなぬは.

ǘȢȬȞȢ ǧșȦȓȡȔ ǙȠȜȦȤǻȖȡȔ, ȞȔȡȘȜȘȔȦ ǻȥȦȢȤȜȫȡȜȩ ȡȔȧȞ, ȘȢȪșȡȦ 

ȞȔȨșȘȤȜ ȞȟȔȥȜȫȡȜȩ ȖǻțȔȡȦǻȝȥȰȞȜȩ ǻ ȥșȤșȘȡȰȢȖǻȫȡȜȩ ȥȦȧȘǻȝ ǨȞȤȔȁȡ-

ȥȰȞȢȗȢ ȞȔȦȢȟȜȪȰȞȢȗȢ ȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦȧ:
┮ てしとし くきこきのな けねかちそふ ぬしひつしちね〉た せ にぬそけなさは になほはのなこな. ┹きねきてにしぬしさ 

か けけきすきゆ, みな けそちつきさきほ になけそとしと とし きちへしとのそ ぬなせねのきけつかのそ, き ねのきけそのそ 

せきにそのきととか, みなくそ ねのはさしとのそ けそぬ〉まはけきつそ にぬなくつしてそ. ╋ち けそちつきさきほ か けけき-
すきゆ, みな 〉ねのなぬそほとき ときはちき とき ぬ〉けと〉 けはせは になけそととき にぬそにそとそのそ くはのそ ねはのな 

〉さしなつなこ〉ほとなゆ ほそ になつ〉のそほとなゆ. ┮なとき になけそととき くはのそ ときねきてにしぬしさ ときはちな-

けなゆ 〉 のし, みな てそ にそましてな は きちきさして〉ほとそふ に〉さぬはほとそちきふ, てき』 け〉さになけ〉さきのそ 

ぬ〉けとゆ きちきさして〉ほとな】 ときはちそ. 
╅な のきちし けそふなけきととか にきのぬ〉なのき, けそふなけきととか つゆくなけ〉 さな ┿ちぬき】とそ? ╋, 

ときにぬそちつきさ, とし ぬなせはて〉ゆ, ほなては てそ せきくはけき』てな ねつなけき ¨けきとき ╀ぬきとちき: «┹〉, 
ふのな とし つゆくそのも けね〉ふ くぬきの〉け, ╋ち ねなとへし ┭なすし, けね〉ふ せきぬ〉けとな, ┾なた みそぬな 

になつゆくそのも とし けて〉け, のしくし, ちなふきとき ┿ちぬき】とな!» ╃そ てなすとき けそふなけきのそ にきのぬ〉-
なのき, かちそた とし くはさし つゆくそのそ 』けぬしか, け〉ぬてしとそとき, になつかちき け ┿ちぬき】と〉, かちそた 

くはさし ちはつものそけはけきのそ としのなつしぬきとのとし ねのきけつしととか, き けなぬなすとしほは, ぬきふはけきのそ 

さし ときま〉 にしぬしてなこそ – さし けきま〉 にしぬしてなこそ, ふのな ちなては く〉つもまし せきけそとそけ, ふのな 

ちなこな く〉つもまし になくそけ? ╋, ときにぬそちつきさ, へもなこな とし ぬなせはて〉ゆ. ┿ ときね は ┷もけなけ〉, 
かちそた 』 さはすし てはつものそちはつものはぬとそて て〉ねのなて とき にぬなのかせ〉 けね〉』】 ねけな』】 〉ねのなぬ〉】, 
かちそた, せなちぬしてき, とし てなすはのも になさ〉つそのそ はちぬき】とへ〉 〉 になつかちそ – へし け にぬそとへそに〉 
』 としぬしきつもとそて 〉 としてなすつそけな, きつし へし け〉さくはけき』のもねか とき ぬ〉けと〉 けはせ〉けねもちそふ 〉 
とき ぬ〉けと〉 まち〉つもとそふ に〉さぬはほとそち〉け. ╂し ときねにぬきけさ〉 けしつそちき にぬなくつしてき. 

┮ほなぬき てそ くはつそ とき け〉さちぬそのの〉 てしてなぬ〉きつもとな】 のきくつそへ〉 け〉さなてなこな さなねつ〉さ-
とそちき, 〉ねのなぬそちき ╋ぬなねつきけき ┼なてきとなけそほき ┰きまちしけそほき. ╋ とし せときゆ, ほそ てなすとき 
せけそとはけきのそのそ ╋ぬなねつきけき ┼なてきとなけそほき は のなては, みな け〉と とし つゆくそけ はちぬき】とへ〉け 〉 
┿ちぬき】とは. ╂し ねにぬきけさ〉 せときちなけき になねのきのも は のけなぬしとと〉 はちぬき】とねもちな】 ねけ〉さなてなねの〉 
た 〉ねのなぬ〉】, きつし のきて, とき へ〉た きちきさして〉】 はぬなほそねの〉た, けそねのはにきけ 』けぬしたねもちそた ぬき-
くそと, のきて けそねのはにきつそ なほ〉つもとそちそ け〉ぬてしとねもちな】 こぬなてきさそ ┷もけなけき. ┮なとそ けね〉 
ぬなせてなけつかつそ けそまはちきとなゆ はちぬき】とねもちなゆ てなけなゆ ねきてし のなては, みな ╋ぬなねつきけ 
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┼なてきとなけそほ 】ふ けね〉ふ つゆくそけ, まきとはけきけ 〉 になけきすきけ. ┮〉と とし さ〉つそけ, ふのな ちなこな 

く〉つもまし ときのなけち, はちぬき】とへ〉 』けぬし】け, ほそ 』けぬし】 はちぬき】とへ〉け. ┽ちつきさと〉まし のきて 

くはつな せ になつかちきてそ, きつし のそて とし てしとまし, かちみな てそ くはさしてな つゆくそのそ けね〉ふ のそふ, 
ふのな すそけし になぬはほ せ ときてそ, けなとそ くはさはのも つゆくそのそ ときね. ¨ かちみな ときまき 〉ねのなぬ〉か 
くはさし とし せききとこきすなけきとなゆ, き ときはちなけなゆ, かちみな けなとき くはさし にぬなくつしてとなゆ, き とし 
はちぬき】とねもちなゆ, にきのぬ〉なのそほとなゆ, か さはてきゆ のなさ〉 てそ さなねかことしてな のそふ せきけさきとも, 
かち〉 てそ にしぬしさ ねなくなゆ かち けそちつきさきほ〉 にな けそと と〉 ねのきけその そ.

ǠșȖǻȦȔȥ ǩșȟǻȞȥ ǠȰȖȢȖȜȫ: 
╋ さはすし けさかほとそた せき ┮きま けそねのはに. ╁なほは ねちきせきのそ, かち 〉ねのなぬそち, か くきこき-

のな け ほなては ときけほそけねか は にぬなひしねなぬき ╋ぬなねつきけき ┰きまちしけそほき. ╂し くはつき はと〉-
ちきつもとき つゆさそとき, かちき せはて〉つき はねけ〉さなてそのそ ねけ〉の, へし くはけ なさそと 〉せ にしぬまそふ 

はちぬき】とねもちそふ ときはちなけへ〉け, かちそた ちぬそのそほとな になねのきけそけねか さな けね〉ふ ねのしぬしなのそ-

に〉け ときへ〉なときつもとな】 にきて’かの〉, さつか かちなこな と〉ちなつそ とし 〉ねとはけきつな ときへ〉なときつもとそふ 

はにしぬしさすしとも, け〉と ねのきけそけねか さな つゆさした 〉 さな 〉ねのなぬそほとそふ になさ〉た のきちそてそ, かち 

けなとそ くはつそ. ┹〉ちなつそ とし せきくはさは なさそと 〉せ たなこな なねのきとと〉ふ けそねのはに〉け, ちなつそ け〉と 

ねちきせきけ, みな まはちきのそ しのと〉ほと〉 にぬなくつしてそ, しのと〉ほと〉 ねつ〉さそ け さはすし ねちつきさとそふ 

さなつかふ はちぬき】とねもちなこな ねはねに〉つもねのけき – へし なせときほき』 くなぬなのそねか にぬなのそ ┿ちぬき】とそ .

ǶȖȔȡ ǖȧȞȢȖȥȰȞȜȝ, ȘȢȪșȡȦ ȞȔȨșȘȤȜ ǻȥȦȢȤǻȁ ǨȞȤȔȁȡȜ ȦȔ șȦȡȢȞȢȠȧȡǻ-
ȞȔȪǻȝ ǠȰȖǻȖȥȰȞȢȁ ȣȢȟǻȦșȩȡǻȞȜ:

╋ ふなの〉け くそ にぬなさなけすそのそ へゆ のしては. ┰そねちはのはゆほそ にぬな なく’』さときととか 
ちはぬね〉け «¨ねのなぬ〉か ┿ちぬき】とそ» た «¨ねのなぬ〉か はちぬき】とねもちな】 ちはつものはぬそ», てそ, とき 
てなゆ さはてちは, とし はねけ〉さなてつゆ』てな, みな ときねにぬきけさ〉 〉ねのなぬ〉か はちぬき】とねもちな】 ちはつも-
のはぬそ – へし とし ねちつきさなけき はちぬき】とねもちな】 〉ねのなぬ〉】, き ねちつきさなけき ねけ〉のなけな】 ちはつものは-
ぬそ. ┸しと〉 せさき』のもねか, みな かちみな てそ くはさしてな けそふなさそのそ ねきてし せ のきちな】 になせそへ〉】, 
のな けねし  ねのきとし とき ねけな】 て〉ねへか. 

┰きつ〉, てそ せ’かねはけきつそ さつか ねしくし のきちは ぬ〉ほ, みな とし てなすとき けそふなけはけきのそ とし 
ときけほきゆほそ, 〉 とし てなすとき ときけほきのそ, とし けそふなけはゆほそ. ┬つし にぬそ へもなては てそ  のき-
ちなす になけそとと〉 にきて’かのきのそ, みな けそけほしととか 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ のき 〉ねのなぬ〉】 はちぬき-
】とねもちな】 ちはつものはぬそ, かち 〉 けね〉ふ ねはねに〉つもとな-こはてきと〉のきぬとそふ さそねへそにつ〉と, てき』 
くはのそ ねにぬかてなけきとし とき のし, みなくそ ねのはさしとの せきねけな】け にしけとそた ひきちのなつなこ〉ほとそた 

てきのしぬ〉きつ 〉 にぬそ へもなては ときけほそけねか ねきて ときけほきのそねか, ひなぬてはつゆけきのそ けつきね-
と〉 さはてちそ, てきのそ けつきねとは のなほちは せなぬは ねのなねなけとな の〉』】 ほそ 〉とまな】 になさ〉】, のなこな 

ほそ 〉とまなこな かけそみき, けて〉のそ なくねのなゆけきのそ ねけな】 になせそへ〉】, けつきねとは のなほちは せなぬは. 
┾なては か ふなの〉け くそ せきにそのきのそ まきとなけとなこな ╀しつ〉ちねき ┷もけなけそほき. ╃そ とし けけきすき-
』のし ┮そ せき になのぬ〉くとし せきなふなほはけきのそ のそふ ねのはさしとの〉け, かち〉, てなすつそけな, けそねつなけ-
つゆゆのも 〉 とし せなけね〉て ときはちなけは のなほちは せなぬは, きつし ときてきこきゆのもねか 】】 け〉さねのなかのそ?
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ǠșȖǻȦȔȥ ǩșȟǻȞȥ ǠȰȖȢȖȜȫ: 
┺ねち〉つもちそ てそ にぬきへゆ』てな せ〉 ねのはさしとのきてそ – てきたくはのと〉てそ 〉ねのなぬそちきてそ 〉 

にしさきこなこきてそ, てそ せけそほきたとな にぬそさ〉つか』てな なねなくつそけは はけきこは へそて にそのきととかて. 

┸そ なくなけ’かせちなけな ねになとはちき』てな ねのはさしとの〉け さな きちのそけとな】 のけなぬほな】 にぬきへ〉, てそ 

と〉ちなつそ とし さ〉つそてな ねのはさしとの〉け とき のそふ, ふのな になさ〉つか』 のなほちは せなぬは にしさきこなこき 〉 
のそふ, ふのな てき』 ねけなゆ, け〉さて〉ととは のなほちは せなぬは. ┮ぬしまの〉, け〉さになけ〉さとな さな けそてなこ 
』けぬなにしたねもちなこな なねけ〉のともなこな にぬなへしねは, とき かち〉 てそ なぬ〉』とのは』てなねか, けね〉  ねのは-
さしとのそ, みな けて〉ゆのも けそちなぬそねのなけはけきのそ ときはちなけ〉 さすしぬしつき, せさきのと〉 〉とのしぬ-

にぬしのはけきのそ, きときつ〉せはけきのそ 〉ねのなぬそほとそた てきのしぬ〉きつ, ひなぬてはつゆけきのそ ときはちな-

け〉 けそねとなけちそ – けね〉 けなとそ せきねつはこなけはゆのも とき になけきこは 〉 せきなふなほしととか. 『さそとし 
せきねのしぬしすしととか: ねのはさしとのねもちそた せきこきつ てき』 くはのそ になにしぬしさすしとそた, みな 】ふと〉 
けそねのはにそ てきゆのも せときふなさそのそねも は てしすきふ はちぬき】とねもちなこな せきちなとなさきけねのけき 〉 
┶なとねのそのはへ〉】 ┿ちぬき】とそ.

ǗȜȞȟȔȘȔȫ ǻȥȦȢȤǻȁ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ ȞȧȟȰȦȧȤȜ, ȞȔȡȘȜȘȔȦ ȠȜȥȦșȪȦȖȢțȡȔȖ-
ȥȦȖȔ, ǦșȖȔȥȦȢȣȢȟȰȥȰȞȜȝ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝ ȦșȩȡǻȫȡȜȝ ȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦ:

╋ ねほそのきゆ, ほのな け ときました ねのしとなこぬきててし なくかせきのしつもとな さなつすとな くめのも 
なのなくぬきすしとな ときまし なくみしし てとしとそし, ほのな としなくふなさそてな にぬしちぬきのそのも ねはすし-
とそし こはてきとそのきぬとめふ へそちつなけ, てめ  けしさも せときして, ほのな は ときね のしふとなこしととめし 
ちきのきねのぬなひめ にぬなそねふなさかの こなぬきせさな ほきみし そてしととな そせ-せき «ほしつなけしほしねちな-

こな ひきちのなぬき». ┻なやのなては てとし ちきすしのねか なほしとも けきすとめて なねのきとなけそのも やのは 

のしとさしとへそゆ そてしととな け のしふとそほしねちそふ けはせきふ. ┳さしねも ねしこなさとか ねにぬきまそけきつそ, 
ちはさき さしつきねも ちはつものはぬなつなこそか – にぬしちぬきねとめた にぬしさてしの, ちはつものはぬなつなこそほしね-
ちなし てめまつしとそし, ちなのなぬなし のきち としなくふなさそてな のしふとそほしねちなては ねにしへそきつそねのは, 
ほのなくめ なと になとそてきつ にぬなこぬしねねそけとな つそ のな かけつしとそし, ちなのなぬなし なと そねねつし-
さはしの そつそ としの, そ のきち さきつしし. ┮ねし やのな そせむかのな そせ にぬなこぬきてて そ てめ なにかのも 
そさして ち のなては, ほのな けなの やのなの ねきてめた ほしつなけしほしねちそた ひきちのなぬ, けなねにそのきととめた 

ときてそ, ときね すし そ はとそほのなすその. ┽にきねそくな.

ǟȢȥȦȜȟǿȖȔ ǦȖǻȦȟȔȡȔ ǣȟșȞȥȔȡȘȤǻȖȡȔ:

╄きとなけとき ┾しのかとき ╊ぬ〉】けとき, さかちはゆ せき へ〉ちきけは さなになけ〉さも. ┺さときち てな』 
にそのきととか のきちし: ほそ とし せさき』のもねか ┮きて さなへ〉つもとそて になて〉ぬちはけきのそ ときさ さしみな 

〉とまそて に〉さふなさなて さな こなのはけきととか に〉さぬはほとそちき, せなちぬしてき とし ときこきとかのそ たなこな 

なく’』て せき ぬきふはとなち けちつゆほしととか ぬなせつなこな】 ほきねのそとそ – ふぬしねのなてきの〉たとなこな てき-
のしぬ〉きつは, き ときけにきちそ, ねちなぬなのそのそ なくねかこ に〉さぬはほとそちき せき ぬきふはとなち けそけしさしととか 
つしちへ〉たとなこな てきのしぬ〉きつは とき く〉つもま けそねなちそた ぬ〉けしとも はせきこきつもとしとも のき さきのそ 

になねそつきととか ねのはさしとのなけ〉 とき ちなぬそねと〉 しつしちのぬなとと〉 ぬしねはぬねそ, のなくのな せぬなくそのそ 

に〉さぬはほとそち く〉つもま 〉とのしぬきちのそけとそて ねきてし さつか ねのはさしとのき-のしふときぬか?
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ǘȢȤȕȔȡȰ ǧșȦȓȡȔ ǳȤǻȁȖȡȔ:

┰かちはゆ. ╋ さはてきゆ, みな けきぬ〉きとの〉け のなこな, かちそて てなすし くはのそ に〉さぬはほとそち – 

くしせつ〉ほ, てきくはのも ねの〉つもちそ, ねち〉つもちそ 』 けそちつきさきほ〉け とき ねけ〉の〉, くな ちなすとそた せ 
ときね てき』 ねけな』 けつきねとし くきほしととか のなこな, みな 〉 かち のぬしくき ぬなくそのそ. ┭しせにしぬしほとな 

ぬ〉せと〉 けきぬ〉きとのそ てきゆのも になけとし にぬきけな とき 〉ねとはけきととか, 〉 ちなすとそた てき』 ねけな】 
になせそのそけと〉 かちなねの〉. ┹きま に〉さぬはほとそち – へし けそたまつき のきちき こぬはくしともちき ちとそ-

すしほちき とき 1000 ねのなぬ〉となち. ┸そ せとき』てな, みな せ ときなほと〉ねのゆ は けそちつきさきほ〉け 
はねし ねちつきさき』のもねか, かちみな けなとそ にぬそとなねかのも さな きはさそのなぬ〉】 けつきねと〉 となはのくはちそ. 
┾なす, せきにぬなになとなけきとそた ときてそ に〉さふ〉さ さな はちなてにつしちのはけきととか に〉さぬはほとそちき – 

へし, てなすつそけな, 』さそとそた けそふ〉さ 〉せ のきちな】 ねそのはきへ〉】.

ǡȔȤȢȫȞȢ ǗȔȥȜȟȰ ǶȖȔȡȢȖȜȫ:
┾しのかとき ╊ぬ〉】けとき, か はけきすとな ねつはふきけ 〉とひなぬてきへ〉ゆ にぬな ┮きま に〉さぬはほ-

とそち 〉 てしと〉 へ〉ちきけな, かち さなねつ〉さとそちは, かちそて ねきてし ぬなちなて になせときほしとき は ┮きね 
つ〉ちけ〉さきへ〉か になて〉みそへもちなこな せしてつしけなつなさ〉ととか? ┻なかねとゆ ねけなゆ になせそへ〉ゆ. ╂し 
へ〉ちきけし にそのきととか, くな 〉さしのもねか にぬな 400 ぬ〉ほとは 〉ねのなぬ〉】 さけなぬかとねのけき け ┿ちぬき】と〉. 
┸なか さぬはすそとき にぬきへゆ』 け まちなつ〉, 〉 か せときゆ, みな け まち〉つもとそふ に〉さぬはほとそちきふ 

さきのき つ〉ちけ〉さきへ〉】 になて〉みそへもちなこな せしてつしけなつなさ〉ととか になせときほしとき 1917 ぬな ちなて. 

┺ねも のはの 〉 ╀しつ〉ちね ┷もけなけそほ こなけなぬそけ にぬな ねのしぬしなのそにそ. ┮ さきとなては ぬきせ〉 てそ 〉 
こなけなぬそてな にぬな ねのしぬしなのそに ぬきさかとねもちな】 〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉】, かちき けそせときほきつき へした 

ぬ〉ち さきのなゆ つ〉ちけ〉さきへ〉】 になて〉みそち〉け. ┸〉す のそて, か けすし ときにそねきけ のぬそ ときはちなけ〉 
ねのきのの〉 とき へゆ のしては, にぬな さなつゆ ちなつそまと〉ふ になて〉みそち〉け に〉ねつか ┲なけのとしけなこな 

にしぬしけなぬなのは. ┻ぬなのかこなて 1920-ふ ぬぬ. ちなつそまと〉 になて〉みそちそ け ┽┼┽┼ 〉, け〉さ-
になけ〉さとな, け ┿ちぬき】と〉 くはつそ ねはく’』ちのきてそ にぬきけなけそふ け〉さとなねそと, け〉さねのなゆけきつそ 

ねけなゆ てき』のと〉ねのも のなみな. ¨ になねのきとなけそ 1920, 1923, 1925, 1927 ぬなち〉け にぬな 

けそねしつしととか になて〉みそち〉け せ てき』のち〉け かねとな けちきせはゆのも とき のし, みな け ぬなちそ ┹┱┻は 

へした ねしこてしとの ねはねに〉つもねのけき 〉ねとはけきけ. ┳してつか くはつき さきぬなけきとき になて〉みそちきて せき-
ちなとなて にぬな ねなへ〉きつ〉せきへ〉ゆ, けそさ〉つそつそ 】て にな 7-8 さしねかのそと, き けしつそち〉 つきのそ-

ひはとさ〉】 くはつそ しちねにぬなにぬ〉たなけきと〉. ┻なにぬそ のきちは てきつなせしてしつもと〉ねのも, へ〉 つゆさそ 

のきち 〉 せきつそまそつそねか に〉さ のきけぬなて «ちなつそまと〉». ╂し さはすし へ〉ちきけき のしてき 〉 ときて 

としなくふ〉さとな はけきすとな ねのきけそのそねも さな へそふ とゆきとね〉け.

ǘȢȤȕȔȡȰ ǧșȦȓȡȔ ǳȤǻȁȖȡȔ:

┶なつしちのそけ に〉さぬはほとそちき, せけそほきたとな, とし 』 〉ねのそとなゆ は なねのきとと〉た 〉とねのきと-

へ〉】 〉 けしぬまそとなゆ さなねちなときつなねの〉. ┮つきねとし, に〉さぬはほとそち – へし け〉さくそののか ねのきとは 

ときはちなけな】 さはてちそ とき ねもなこなさと〉まと〉た さしとも. ┿ て〉ぬは になねのはには ときはちなけな】 さはて-

ちそ, せて〉とゆ』のもねか 〉 せて〉ねの に〉さぬはほとそちき. ┹してき』 てしす〉 さなねちなときつなねの〉, かち 〉 とし-
てき』 てしす〉 にぬなへしねは ぬなくなのそ ときさ に〉さぬはほとそちなて. ┾なす, ときまき ぬなくなのき のぬそけき』 
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〉 か にしぬしちなときとき, みな けね〉 ときねのはにと〉 けそさきととか ときまなこな に〉さぬはほとそちき けぬきふなけは-
けきのそてし となけ〉 ときくはのちそ 〉ねのなぬそほとな】 ときはちそ, けそにぬきけつかのそてし になてそつちそ のなみな.

ǭȔȝȞȔȡ ǗȔȟșȡȦȜȡȔ, ȣȤȢȨșȥȢȤ, țȔȖǻȘȧȖȔȫ ȞȔȨșȘȤȜ ǻȥȦȢȤǻȁ ǨȞȤȔȁȡȜ,  

ǟȤȜȖȢȤǻțȰȞȜȝ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝ ȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦ:

 ╄きとなけとき ┾しのかとな ┰てそのぬ〉けとな, けきま けそねのはに くはけ さはすし へ〉ちきけそた. ┮〉と, 
とき てなゆ さはてちは, さそねちはね〉たとそた 〉 ときけ〉のも さしみな にぬなけなちきのそけとそた – は になせそ-

のそけとなては ねしとね〉 へもなこな ねつなけき. ┾なては は てしとし けそとそちつな にそのきととか: ときねち〉つもちそ, 

とき ┮きまは さはてちは, 』 きちのはきつもとそて ねもなこなさと〉 にそのきととか にぬな なせときたなてつしととか 
ねのはさしとの〉け せ にぬきへしゆ ┸そふきたつき ┽しぬこ〉たなけそほき ┯ぬはましけねもちなこな «╁のな のきち〉 
はちぬき】とへ〉 〉 ほなこな けなとそ ふなほはのも»?

ǘȢȬȞȢ ǧșȦȓȡȔ ǙȠȜȦȤǻȖȡȔ:

┻ぬきへか ┯ぬはましけねもちなこな «╁のな のきち〉 はちぬき】とへ〉 〉 ほなこな けなとそ ふなほはのも» – へし 
にしぬまそた のけ〉ぬ, かちそた か にぬなになとはゆ ねけな】て ねのはさしとのきて さつか ちなとねにしちのはけきととか. 
┮つきねとし, せ へもなこな てそ 〉 になほそとき』てな けそけほしととか 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ さなくそ ┶そ-

】けねもちな】 ┼はね〉. ┯ぬはましけねもちそた のき たなこな にぬきへ〉 ねはにぬなけなさすはゆのも ときね ほしぬしせ 
けしねも ちはぬね けそけほしととか さきけともな】 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ. ┳ 〉とまなこな くなちは, ┯ぬはましけ-
ねもちそた とし にしぬしのけなぬゆ』のもねか とき かちそたねも 〉てにしぬきのそけ – ぬきせ 〉 ときせきけすさそ さき-
とそた. ┻ぬそ けね〉た になけきせ〉 さな ┸そふきたつき ┯ぬはましけねもちなこな, ねもなこなさと〉まとか ときはちき 
はねし す に〉まつき さはすし さきつしちな けにしぬしさ. ¨ねのなぬ〉か – すそけき さそねへそにつ〉とき, かちき にな-

ねの〉たとな ぬなせけそけき』のもねか, のなては のぬしくき けそけほきのそ 〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉ゆ, のぬしくき けそ-

けほきのそ せさなくはのちそ ときねのはにとそち〉け ┯ぬはましけねもちなこな, ねはほきねとそふ 〉ねのなぬそち〉け, きくそ 

とし けそときふなさそのそ ちなすとなこな ぬきせは けしつなねそにしさ. ┾ぬしくき のきちなす ぬなせはて〉のそ, みな 

くきこきのな せ のなこな, にぬな みな にそねきけ ねけなこな ほきねは ┯ぬはましけねもちそた, 』 〉 ねにぬなねのなけき-
とそて, 〉 さなけしさしとそて, 〉 にしぬしにぬきへもなけきとそて. ┹きにぬそちつきさ, か ねにしへ〉きつ〉ねの せ 〉ねのな-

ぬ〉】 と〉てしへもちなこな にぬきけき, 〉 てなか なねとなけとき さなねつ〉さとそへもちき こきつはせも – 〉ねのなぬ〉なこぬき-
ひ〉か てきこさしくはぬせもちなこな にぬきけき け ┿ちぬき】と〉 のき ┻なつもみ〉. ¨ か はねけ〉さなてつゆゆ, みな 

になせそへ〉か ┯ぬはましけねもちなこな け へもなては にそのきとと〉 けすし さきけとな け〉さちそとはのき け はちぬき-
】とねもち〉た 〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉】. ╂し 』 ときぬなさとそへもちき にきぬきさそこてき, かちき くはつき せきねのなねな-

けきとき のきち ねきてな さな ちはつものはぬそ. 『 くきこきのな てなてしとの〉け, ちなつそ てなすとき こなけなぬそのそ 

にぬな ねつはまと〉ねのも になせそへ〉】 ┯ぬはましけねもちなこな, ときて のぬしくき たなこな まきとはけきのそ, きつし 
た ぬなせはて〉のそ, みな ときはちなけき さはてちき にぬなねはけき』のもねか けにしぬしさ.

ǟȢȥȦȜȟǿȖȔ ǦȖǻȦȟȔȡȔ ǣȟșȞȥȔȡȘȤǻȖȡȔ, ȘȢȞȦȢȤ ǻȥȦȢȤȜȫȡȜȩ ȡȔȧȞ, 

ȣȤȢȨșȥȢȤ, țȔȖǻȘȧȖȔȫ ȞȔȨșȘȤȜ ǻȥȦȢȤǻȁ ǢǧǨǨ «ǟǤǶ»:

╋ ふなほは せきはけきすそのそ, みな くきこきのな にそのきとも, かち〉 てそ ねもなこなさと〉 のはの になねのき-
けそつそ, とし さ〉ねのきつそ け〉さになけ〉さ〉. ┽ちきす〉てな, せ にぬなになせそへ〉』ゆ せぬなくそのそ 〉ねのなぬ〉ゆ 
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はちぬき】とねもちな】 ちはつものはぬそ てなさはつして は ちはぬね〉 〉ねのなぬ〉】 てそ とし てなすしてな になこなさそ-

のそねか. ┾きち ねきてな かち 〉 せ 〉さし』ゆ みなさな のなこな, みな 〉ねのなぬ〉か はちぬき】とねもちな】 ちはつものは-
ぬそ – へし ねそとのしせなけきとそた ちはぬね, 〉 のなては たなこな てなこつそ く ほそのきのそ にぬしさねのきけとそちそ 

ぬ〉せとそふ ねにしへ〉きつもとなねのした は けはせ〉 – 〉ねのなぬ〉ゆ すそけなにそねは て〉こ くそ けそちつきさきのそ 

ちきとさそさきの てそねのしへのけなせときけねのけき, つ〉のしぬきのはぬは – ちきとさそさきの ひ〉つなつなこ〉ほとそふ 

ときはち 〉 の.〉と. ┿ねし へし, とき てなゆ さはてちは, とし ときたちぬきみ〉 けきぬ〉きとのそ. ┻ぬきちのそちき 
せきねけ〉さほは』, みな さそねへそにつ〉とき «¨ねのなぬ〉か はちぬき】とねもちな】 ちはつものはぬそ» のきちそ てき』 
くはのそ なちぬしてなゆ 〉 なくなけ かせちなけなゆ. ┮ へもなては 〉ねとは』, けぬしまの〉-ぬしまの, ときこきつもとき 
になのぬしくき. ┸そ 〉とのしこぬは』てなねか け 』けぬなにしたねもちそた 〉 ねけ〉のなけそた こはてきと〉のきぬとそた 

にぬなねの〉ぬ, 〉 ときて のぬしくき とき へし なぬ〉』とのはけきのそねか, き とし せけなさそのそ 〉ねのなぬ〉ゆ はちぬき-
】とねもちな】 ちはつものはぬそ さな なちぬしてなこな てなさはつか け ちはぬね〉 せ 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ. ╋ 

さはてきゆ, みな くきこきのな ふのな てしとし に〉さのぬそてき』 け へもなては. ┹きさ へ〉』ゆ のしてなゆ ときて 

はね〉て 〉みし ぬきせ のぬしくき になて〉ぬちはけきのそ, 〉 けねし-のきちそ けぬしま の〉 さ〉たのそ ちなとねしとねはねは, 
かちそた くそ けつきまのはけきけ けね〉ふ. 

┸しと〉 せさき』のもねか, みな ねもなこなさと〉まとか ときまき さそねちはね〉か くはつき なねなくつそけな へ〉-
ちきけなゆ 〉 ちなとねのぬはちのそけとなゆ. ┻ぬなつはときつな くきこきのな ねつはまとそふ にぬなになせそへ〉た 

ねのなねなけとな せきねなく〉け はさなねちなときつしととか けそちつきさきととか 〉ねのなぬそほとそふ さそねへそにつ〉と 

は けそみ〉た まちなつ〉. ┳なちぬしてき, か さはてきゆ, まきとなけと〉 ちなつしこそ, みな てそ てき』てな に〉さ-
のぬそてきのそ にぬなになせそへ〉ゆ にぬなひしねなぬき ┿さなさき みなさな になほきのちは こぬなてきさねもちなこな 

なくこなけなぬしととか にぬなしちの〉け にぬなこぬきて せ 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ. ╂し さしてなとねのぬはけきのそ-

てし け〉さちぬその〉ねのも にぬなへしねは なにぬきへゆけきととか のきちそふ けきすつそけそふ さなちはてしとの〉け 〉, 
くしせにしぬしほとな, せときたさし に〉さのぬそてちは ときまな】 なねけ〉のかとねもちな】 ねに〉つもとなのそ. ┺のすし, 
はふけきつゆ』てな のきちし ぬ〉ましととか? ┰かちはゆ, ちなつしこそ.

┰なせけなつものし けそねつなけそのそ けさかほと〉ねのも はね〉て はほきねとそちきて ねして〉ときぬは せき きち-
のそけとは ぬなくなのは. ┽になさ〉けきゆねも にぬなさなけすそのそ ときま〉 さそねちはね〉】 とき ときねのはにとな-

ては ねして〉ときぬ〉.



ǩǣǧǣǥǚǤǣǥǧǕǛ ǜ ǡǶǦǫǴ ǤǣǙǶȀ.
V ǡǶǛǗǨǜǶǗǦǱǟǝǞ ǢǕǨǟǣǗǣ-ǡǚǧǣǙǝǬǢǝǞ ǦǚǡǶǢǕǥ

«ǕǟǧǨǕǠǱǢǶ ǤǥǣǖǠǚǡǝ ǗǝǟǠǕǙǕǢǢǴ ǶǦǧǣǥǶȀ
ǨǟǥǕȀǢǝ ǧǕ ǶǦǧǣǥǶȀ ǨǟǥǕȀǢǦǱǟǣȀ ǟǨǠǱǧǨǥǝ

Ǩ ǗǝǮǶǞ ǭǟǣǠǶ»

ǟȜȁȖ, 14 ȗȤȧȘȡȓ 2012 Ȥ.

ǨȫȔȥȡȜȞȜ ȢȕȠǻȡȓȟȜȥȰ ȘȧȠȞȔȠȜ ȣȤȢ ȥȦȔȡ ǻ 
ȣșȤȥȣșȞȦȜȖȜ ȖȜȞȟȔȘȔȡȡȓ ǻȥȦȢȤȜȫȡȜȩ ȘȜȥȪȜȣȟǻȡ ȧ ȖȜȭǻȝ ȬȞȢȟǻ













ǨȫȔȥȡȜȞȜ 

ȦȤȔȘȜȪǻȝȡȢ ȢțȡȔȝȢȠȜȟȜȥȓ 

ț ȕǻȕȟǻȢȦșȫȡȜȠȜ ȤșȥȧȤȥȔȠȜ 

ȦȔ ȡȢȖȜȠȜ ȖȜȘȔȡȡȓȠȜ 

ȣȤȢȨșȥȢȤȥȰȞȢ-ȖȜȞȟȔȘȔȪȰȞȢȗȢ 
ȥȞȟȔȘȧ ǢǧǨǨ «ǟǤǶ»



ǜǡǶǦǧ

ǧǝǡǣǩǾǾǗ ǗȢȟȢȘȜȠȜȤ ǶȖȔȡȢȖȜȫ
┮〉のきつもとし ねつなけな ..............................................................................7

ǨǙǣǙ ǣȟșȞȥȔȡȘȤ ǕȡȘȤǻȝȢȖȜȫ
┽はほきねとき はちぬき】とねもちき 〉ねのなぬ〉なこぬきひ〉か のき にぬなくつしてそ 

ひなぬてはけきととか せて〉ねのは 〉ねのなぬそほとな】 なねけ〉のそ 

は けそみそふ ときけほきつもとそふ せきちつきさきふ ┿ちぬき】とそ .....................................6

ǤǝǛǝǟ ǕȡȘȤǻȝ ǡȜȞȢȟȔȝȢȖȜȫ
┹なぬてきのそけとし せきくしせにしほしととか けそちつきさきととか 
ときけほきつもとな】 さそねへそにつ〉とそ «¨ねのなぬ〉か ┿ちぬき】とそ» は けそみ〉た まちなつ〉 .....13

ǟǨǠǱǬǝǫǱǟǝǞ ǦȦȔȡǻȥȟȔȖ ǗȟȔȘȜȥȟȔȖȢȖȜȫ
┻ぬなくつしてき くきこきのなちはつものはぬとなねの〉 〉 のなつしぬきとのとなねの〉 
け ねはほきねとなては はちぬき】とねもちなては ねはねに〉つもねのけ〉 ....................................19

ǡǕǥǣǬǟǣ ǗȔȥȜȟȰ ǶȖȔȡȢȖȜȫ
┽に〉けけ〉さとなましととか «になせそのそけとなこな» のき 
«としこきのそけとなこな» のつはてきほしととか 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ: 

ひきちのなこぬきひ〉ほと〉 のき 〉さしなつなこ〉ほと〉 なへ〉とちそ .......................................25

ǭǕǤǣǗǕǠ ǳȤǻȝ ǶȖȔȡȢȖȜȫ
┰ぬはこき ねけ〉のなけき け〉たとき かち にぬしさてしの けそちつきさきととか, 
さなねつ〉さすしととか のき ねはねに〉つもとな-になつ〉のそほとなこな 〉とのしぬしねは ....................29

ǠǚǗǶǧǕǦ ǩșȟǻȞȥ ǠȰȖȢȖȜȫ
┽になねなくそ けそちつきさきととか さそねちはね〉たとそふ のして 

は ときけほきつもと〉た さそねへそにつ〉と〉 «¨ねのなぬ〉か ┿ちぬき】とそ»  ...........................37

ǟǣǦǧǝǠǾǗǕ ǦȖǻȦȟȔȡȔ ǣȟșȞȥȔȡȘȤǻȖȡȔ
┸なさしぬと〉せきへ〉か せて〉ねのは ときけほきととか 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ 

は けそみ〉た のしふと〉ほと〉た まちなつ〉 
(さな にそのきととか にぬな ねに〉けけ〉さとなましととか にぬなくつしてとなこな 〉 
ふぬなとなつなこ〉ほとなこな に〉さふなさ〉け は せて〉ねの〉 ときけほきつもとそふ にぬなこぬきて) .........43

ǘǣǥǖǕǢǱ ǧșȦȓȡȔ ǳȤǻȁȖȡȔ
┽はほきねとそた けはせ〉けねもちそた に〉さぬはほとそち 

せ 〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ: かちそて け〉と てき』 くはのそ ........................................48

ǟǣǗǕǠǱǦǱǟǝǞ ǖȢȤȜȥ ǤȔȖȟȢȖȜȫ
┼しきつもと〉ねのも てそとはけまそふ しになふ – 

こなつなけとし さすしぬしつな ときはちなけそふ, さなねのなけ〉ぬとそふ 〉ねのなぬそほとそふ せときとも ...51



ǤǝǦǕǥǚǗǦǱǟǕ ǢȔȦȔȟǻȓ ǗȢȟȢȘȜȠȜȤǻȖȡȔ
┸はせしたと〉 せきねなくそ のけなぬしととか ねにぬそかのつそけなこな ねしぬしさなけそみき 
さつか せきねけな』ととか ねのはさしとのきてそ のしふと〉ほとそふ けはせ〉け 
〉ねのなぬそほとそふ さそねへそにつ〉と ................................................................57

ǘǣǭǟǣ ǧșȦȓȡȔ ǙȠȜȦȤǻȖȡȔ
┹なけ〉/ねのきぬ〉 にぬなくつしてそ けそちつきさきととか 
〉ねのなぬ〉】 ┿ちぬき】とそ は けそみ〉た まちなつ〉 ..................................................61

ǪǝǧǥǣǗǦǱǟǕ ǳȟǻȓ ǗȔȟșȡȦȜȡǻȖȡȔ
┻ぬな まつかふそ はさなねちなときつしととか てしのなさなつなこ〉ほとな】 
〉 のしなぬしのそほとな】 ちなてにしのしとへ〉】 けそちつきさきほ〉け-〉ねのなぬそち〉け ....................73

ǪǡǚǠǚǢǟǣ ǳȤǻȝ ǣȟșȞȥǻȝȢȖȜȫ
¨とひなこぬきひ〉ちそ け ぬなくなの〉 けそちつきさきほき のき ねのはさしとのき 
かち 〉とねのぬはてしとのきぬ〉た のけなぬほな】 になさきほ〉, ねにぬそたとかののか 
のき せきねけな』ととか 〉ねのなぬそほとそふ さそねへそにつ〉と .........................................79

┮¨┷╈┹┬ ┰┴┽┶┿┽¨╋ ...........................................................................92

╀┺┾┺┼┱┻┺┼┾┬┲ ┳ ┸¨┽╂╋ ┻┺┰¨【 ............................................... 110





ǕǟǧǨǕǠǱǢǶ ǤǥǣǖǠǚǡǝ 

ǗǝǟǠǕǙǕǢǢǴ ǶǦǧǣǥǶȀ ǨǟǥǕȀǢǝ 

ǧǕ ǶǦǧǣǥǶȀ ǨǟǥǕȀǢǦǱǟǣȀ ǟǨǠǱǧǨǥǝ 

Ǩ ǗǝǮǶǞ ǭǟǣǠǶ

ǡȔȦșȤǻȔȟȜ 

V ȠǻȚȖȧțǻȖȥȰȞȢȗȢ ȡȔȧȞȢȖȢ-ȠșȦȢȘȜȫȡȢȗȢ ȥșȠǻȡȔȤȧ
(Ƞ. ǟȜȁȖ, 14 ȗȤȧȘȡȓ 2012 Ȥ.)

ǟȜȁȖ – 2013

ǡǻȡǻȥȦșȤȥȦȖȢ ȢȥȖǻȦȜ ǻ ȡȔȧȞȜ ǨȞȤȔȁȡȜ
ǶȡȥȦȜȦȧȦ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȜȩ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȝ ǻ țȠǻȥȦȧ ȢȥȖǻȦȜ 

ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝ ȦșȩȡǻȫȡȜȝ ȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦ ǨȞȤȔȁȡȜ 

«ǟȜȁȖȥȰȞȜȝ ȣȢȟǻȦșȩȡǻȫȡȜȝ ǻȡȥȦȜȦȧȦ»
ǟȜȁȖȥȰȞȜȝ  ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝ ȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦ ǻȠșȡǻ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ

ǢȔȧȞȢȖș ȖȜȘȔȡȡȓ


