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╆ふつてちそうあ ╅.』.*

〈そみ 〉あてあのあ

╇ そおせそす なけしへすか かつてへ てあさそこ ほたけくそお: えかちそこ つそ つうそかこ うそくしまいしかせせそこ かおかて 
う えそちふ, えおか そてのかしへせけさそす きけうかて かえそ そてかぬ. 』うそかこ おかうとのさか えかちそこ ちあつつさあ-
くふうあかて, ねてそ うつま つうそま きけくせへ そてかぬ たけのかて つてけにけ, せそ せけさてそ, さちそすか つあすそえそ 
いしけくさそえそ さちとえあ つかすへけ, せか つしふのあし ほてけに つてけにそう. 《てかぬ うつかえおあ いふし さあてかえそちけ-
ねかつさけ たちそてけう けに そたといしけさそうあせけみ, せか にそてかし おあきか けに たそさあくふうあてへ くせあさそすふす.

╉かうとのさあ とおけうしかせあ. [そえおあ そせあ うつてちかねあかてつみ つ そてぬそす, てそ つたちあのけうあかて, 
たそねかすと そせ せか にそねかて, ねてそいふ つ かえそ くあすかねあてかしへせふすけ たちそけくうかおかせけみすけ たそくせあ-
さそすけしつみ いそしかか のけちそさけこ さちとえ しまおかこ. 〉あ ほてそ そてかぬ そてうかねあかて: «〈そけ つてけにけ 
せけさそえおあ せか とくせあかて すけち, たそつさそしへさと くあ うつか えそおふ つとはかつてうそうあせけみ ねかしそうかねか-
つてうあ しまおけ てあさ け せか せあとねけしけつへ しまいけてへ おちとえ おちとえあ». 

〈かせみ たそてちみつしあ ほてあ なちあくあ. っ しけねせそ せけさそえおあ せか すそえしあ いふ てあさ たそおとすあてへ 
そ しまおみに, せかつすそてちみ せあ うつか いかおふ け たちそてけうそちかねけみ せあのかえそ すけちあ. 〉そ たそてそす 
つてあしあ おとすあてへ そい ほてそす, うつたそすけせあてへ ちあつつさあくふ いしけくさけに, おちとくかこ, くせあさそすふに 
け たちそつてそ つしとねあこせふに しまおかこ. ¨ たそせみしあ, ねてそ う ほてそこ なちあくか つてあちぬあ いふしあ おそしみ 
けつてけせふ. [ せかつねあつてへま, すせそえけか しまおけ ねとうつてうそうあしけ つかいみ せかおそしまいしかせせふすけ 
せあ てかに けしけ けせふに ほてあたあに つうそかこ きけくせけ.

〉あたちけすかち, せかつさそしへさそ きかせはけせ, つそうかちのかせせそ せか つうみくあせせふに すかきおと 
つそいそこ, たそうてそちみしけ すせか そおせと け てと きか すふつしへ: そせけ うつたそすけせあしけ つうそけ おかてつてうそ, 
ませそつてへ, すそしそおそつてへ け そつそくせあうあしけ, ねてそ けに すあすあ いふしあ おしみ せけに うつかす, あ そい 
そてぬか せか そつてあしそつへ せけさあさけに てかたしふに うそつたそすけせあせけこ, そおせあ たとつてそてあ. ¨ ちかねへ 
のしあ そい そてぬあに, さそてそちふか せか とにそおけしけ けく つかすへけ, せか つてちあおあしけ うちかおせふすけ 
たちけうふねさあすけ, せか たちそみうしみしけ せあつけしけみ. ゅてけ そてぬふ きけしけ う つかすへか, ちあいそてあしけ. 
《ねかうけおせそ, いふしけ てあさけすけ, さあさけすけ すそえしけ いふてへ. ¨ うつか ちあうせそ けに おそねかちけ ねとう-
つてうそうあしけ つかいみ せかおそしまいしかせせふすけ.

ぁあつてそ うつたそすけせあま ほてけ ちあくえそうそちふ. 》そつさそしへさと み つあすあ — きかせはけせあ, てそ 
うたそしせか そいひみつせけすそ, ねてそ み そてさちそうかせせそ えそうそちけしあ そいそ うつかす けすかせせそ つ きかせ-
はけせあすけ. 《ねかせへ えちとつてせそ, ねてそ すせそえけか しまおけ — おかてけ, たそおちそつてさけ, すそしそおかきへ, 
うくちそつしふか — せかつとて う つうそかす つかちおぬか ほてと えそちかねへ せかおそしまいしかせせそつてけ.

っ, うけおけすそ, そねかせへ つねあつてしけうふこ ねかしそうかさ う ほてそす そてせそのかせけけ. 〉あねけせあみ 
つ つあすそえそ ちあせせかえそ おかてつてうあ, つ てそえそ すそすかせてあ, さあさ つかいみ たそすせま, せけさそえおあ 

* ╅せせあ 』かちえかかうせあ ╆ふつてちそうあ — たしかすみせせけぬあ ╊.》. ╆あきあせそうあ.

『《╉』【╇╊〉〉¨[¨
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せか ねとうつてうそうあしあ そてつとてつてうけみ けしけ 
せかおそつてあてそねせそつてけ しまいうけ たそ そてせそ-
のかせけま さ つかいか つそ つてそちそせふ いしけくさけに, 
そて さそてそちふに け おそしきせあ けつにそおけてへ ほてあ 
しまいそうへ たそ うつかす くあさそせあす たちけちそおふ. 

[あさそか きか つてちあのせそか えそちか け さあさ 
いそしへせそ てかちみてへ いしけくさけに しまおかこ! 
7 けませみ 2014 えそおあ み たそてかちみしあ つうそ-
かえそ いかつさそせかねせそ いしけくさそえそ, ちそおせそえそ, 
しまいけすそえそ ねかしそうかさあ, おちとえあ — すそま 
てかてま 〉あてあのと. 』しそうあすけ せかうそくすそきせそ 
うふちあくけてへ せけさあさけか ねとうつてうあ — せけ 
しまいそうへ, せけ えそちか. ゅてけ ねとうつてうあ け かつてへ 
そつせそうあ しまいそこ ねかしそうかねかつさそこ おとのけ, 
くおかつへ せか せときせそ つしそう. 

〈そみ つかすへみ せかいそしへのあみ. ╇つかえおあ 
そねかせへ たそ-おそいちそすと «くあうけおそうあしあ» 
しまおみす, と さそてそちふに いそしへのけか, ちあくうかて-
うしかせせふか つかすへけ. ╇かおへ ねかす いそしへのか 
いしけくさけに しまおかこ, てかす しとねのか. ╇ すそかす 
ちそおと てあさ せか つしそきけしそつへ. 〉そ み せか ねとう-

つてうそうあしあ せけさあさそえそ せかおそつてあてさあ しまいうけ, おちときいふ, うせけすあせけみ, そいはかせけみ, ほすそ-
ぬけこ, つねあつてへみ, たそおおかちきさけ, たそすそはけ う きけくせけ.

╇ つうそかす えしといそさそす えそちか そて いかくうちかすかせせそこ たそてかちけ すそかこ てかてけ み けつたふてふ-
うあま せかそいにそおけすそつてへ うふちあくけてへ せあ いとすあえか つうそけ ねとうつてうあ, にそてみ, たそうてそちまつへ, 
せかうそくすそきせそ せけさあさけか ねとうつてうあ うふちあくけてへ つしそうあすけ.

〉あてあのあ いふしあ つそうかちのかせせそ せかそいふさせそうかせせふす, とせけさあしへせふす ねかしそうかさそす 
ほてそこ ╋けくせけ うそそいはか, ╋けくせけ せあ ′かすしか! 〉あてあのあ — きかせあ すそかえそ おみおけ ╊うえか-
せけみ, ちそおせそえそ いちあてあ すそかこ すあすふ. 〈せか つかこねあつ 51 えそお, け つ うそくちあつてあ てちかに しかて, 
てそ かつてへ 48 しかて すそかこ きけくせけ, 〉あてあのあ いふしあ つそ すせそこ. っ たそきかしあしあ いふ さあきおそすと 
ねかしそうかさと せあ ′かすしか けすかてへ てあさそえそ ちそおせそえそ ねかしそうかさあ, ちそおつてうかせせけさあ, おちとえあ, 
さあさけす いふしあ すそみ 〉あてあのあ.

っ とうかちかせあ, ねてそ つ つあすそえそ ちあせせかえそ おかてつてうあ, つ てそえそ すそすかせてあ, さあさ ちかいかせそさ 
つかいみ たそすせけて, そせ すそきかて うつたそすせけてへ け てそえそ ねかしそうかさあ けしけ, すそきかて いふてへ, 
せかつさそしへさけに ねかしそうかさ, さそてそちふに そせ うふいけちあかて おしみ つかいみ うそしへせそ けしけ せかうそしへせそ, 
つそくせあてかしへせそ けしけ たそおつそくせあてかしへせそ, さあさ すそおかしへ, そいちあくかぬ おしみ なそちすけちそうあ-
せけみ つうそかこ しけねせそつてけ け つうそかえそ にあちあさてかちあ. ╉しみ すかせみ せあ うつま きけくせへ ほてけす 
ねかしそうかさそす つてあしあ 〉あてあのあ.

〉あてあのあ いふしあ そえちそすせふす つねあつてへかす おしみ つうそけに ちそおけてかしかこ, いあいとのさけ 
け おかおとのさけ, つてあしあ えしあうせふす ねかしそうかさそす, つすふつしそす きけくせけ け つねあつてへかす おしみ すそかえそ 
おみおけ, つうそかえそ すときあ. 〉あてあのあ おあちけしあ しまいそうへ け つねあつてへか そいはかせけみ そえちそすせそすと 

╅せせあ け 〈あちけせあ ╆ふつてちそうふ
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『そおつてうかせせけさけ

ねけつしと しまおかこ — いしけくさけす, おちとくへみす, くせあさそすふす. 〉あてあのかせへさあ いふしあ ねかしそうか-
さそす とせけさあしへせそこ さちあつそてふ — け うせかのせかこ, け うせとてちかせせかこ. 《せあ しまいけしあ せあ 100 
たちそぬかせてそう うつむ け うつかに う ほてそこ きけくせけ. っ おとすあま, ねてそ 〉あてあのあ つあすあ ほてそ せか そつそく-
せあうあしあ, ほてそ いふしあ かか ねかしそうかねかつさあみ たちけちそおあ. ╇しけみせけか 〉あてあのけ, ちそしへ う すそかこ 
きけくせけ, う なそちすけちそうあせけけ すそかこ しけねせそつてけ さそしそつつあしへせふ.

っ ちそおけしあつへ う えそちそおか 』そねけ, えおか たちそきけしあ つ いあいとのさそこ け おかおとのさそこ 
たそ すあてかちけせつさそこ しけせけけ おそ おかつみてけ しかて. 』かこねあつ うそのしそ う そいけにそお たそせみ-
てけか «うけくとあしへせあみ つちかおあ». 〈せか せちあうけてつみ ほてそ つしそうそつそねかてあせけか, そせそ そねかせへ 
うふちあくけてかしへせそか け かすさそか. ╇けくとあしへせあみ つちかおあ, てそ かつてへ てそ, ねてそ せあつ そさちときあかて 
うせかのせか, そたちかおかしみかて たそうかおかせけか ねかしそうかさあ. ╇ たちけせぬけたか ほてそ うふちあきかせけか 
つそおかちきけて てと きか けおかま, ねてそ け くせあすかせけてあみ なちあくあ ╉そつてそかうつさそえそ «さちあつそてあ 
つたあつかて すけち». ╇ つうそかこ させけえか «╇そつてそねせふこ ほさつたちかつつ つ そつてあせそうさあすけ せあ 
′あたあおか» すそけ てかてみ け おみおみ — 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ け ╊うえかせけこ 》かてちそうけね 
╆あきあせそうふ — たちけうそおみて みたそせつさそか けくちかねかせけか: «｠そちそのあみ かおあ け さちあつけうあみ 
そおかきおあ たそいときおあまて さ おそつてそこせそすと たそうかおかせけま». 》そしせそつてへま つそえしあつせあ. 
》ちけちそおあ, つちかおけ さそてそちそこ すふ きけうかす, そさちときあまはあみ せあつ あちにけてかさてとちあ, いかくとつ-
しそうせそ, そさあくふうあまて うしけみせけか せあ たそうかおかせけか. 〉そ えしあうせそか — ほてそ しまおけ. ¨せそえおあ 
おそつてあてそねせそ てそしへさそ しまおかこ, さそてそちふか かつてへ う せあのかこ きけくせけ, け ねかす ちあせへのか 
そせけ たそみうしみまてつみ, てかす しとねのか.

«╇けくとあしへせあみ つちかおあ» 』そねけ — ほてそ たそてちみつあまはあみ さちあつそてあ すそちみ, いとこせそこ 
まきせそこ つといてちそたけねかつさそこ ちあつてけてかしへせそつてけ, うつかうそくすそきせふに みちさけに ぬうかてそう, 
えそちふ, たちそくちあねせそ-えそしといそか, さあさ いとおてそ うふつてけちあせせそか, せかいそ. 〉あ すそこ うくえしみお, 
てあさあみ さちあつそてあ つたそつそいつてうとかて そはとはかせけま と うつかに しまおかこ つねあつてへみ, ちあおそつてけ, 
たそさそみ, うそつにけはかせけみ, とすけちそてうそちかせせそつてけ.

っ ちそつしあ つ いあいとのさそこ け おかおとのさそこ け いふしあ そねかせへ つねあつてしけうふす ちかいかせさそす. 
〈そみ すあすあ きけしあ う 〈そつさうか, さとおあ み たかちかかにあしあ たそくきか. 】 すかせみ せかて せけ そおせそえそ 
せかえあてけうせそえそ うそつたそすけせあせけみ そ おかてつてうか — せけ そ つつそちあに, せけ そ つさあせおあしあに, ねてそ 
すそえとて そすちあねあてへ きけくせへ ちかいかせさあ. 

っ くせあしあ, ねてそ おみおみ ╋かせみ け てかてみ 〉あてあのあ たちそきけうあしけ う 〈そつさうか. 》そすせま 
たそみうしかせけか てかてけ 〉あてあのけ う すそかす おかてつてうか. っ けつたふてあしあ つそつてそみせけか, さそてそちそか 
おかうそねさあ けつたふてふうあかて, ねけてあみ たちかさちあつせとま つさあくさと そ たちけせぬかつつか うそ おうそちぬか. 
っ すかねてあしあ たそたあつてへ う ほてと つさあくさと け たそたあしあ う せかか. ╇ すそかこ きけくせけ たそみうけしあつへ 
たちけせぬかつつあ 〉あてあのあ.

っ うつかえおあ そねかせへ しまいけしあ け しまいしま うつかに つうそけに ちそおせふに: いあいとのさと, 
おかおとのさと, すあすと, そてねけすあ, おみおま, せそ 〉あてあのあ たそみうけしあつへ さあさ ねてそ-てそ そつそ-
いかせせそか, せかそいふねせそか. 】しふいあまはあみつみ, つ せかうかちそみてせそ さちあつけうふす, すみえさけす 
け そおせそうちかすかせせそ くうそせさけす, うかつかしふす えそしそつそす, そせあ いかくちあくおかしへせそ そうしあおか-
うあしあ すせそま, さそえおあ せあにそおけしあつへ ちみおそす. 《せあ つてあしあ すそけす けおそしそす, つさあくそねせそこ 
たちけせぬかつつそこ. 》そすせま, ねてそ うつか うちかすみ にそてかしあ いふてへ つ せかこ ちみおそす, あ さそえおあ 
うくちそつしふか とにそおけしけ さとおあ-てそ けく おそすあ いかく すかせみ, み そねかせへ そいけきあしあつへ, たかちか-
きけうあしあ け きおあしあ たちけせぬかつつと 〉あてあのと. 〉あ うつま きけくせへ 〉あてあのあ そつてあしあつへ 

『そおつてうかせせけさけ
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おしみ すかせみ つさあくそねせそこ たちけせぬかつつそこ, うそたしそはかせけかす すかねてふ, つねあつてへみ, ちあおそ-
つてけ, うかつかしへみ, ちあくうしかねかせけみ, そておふにあ, いかくくあいそてせそえそ つとはかつてうそうあせけみ. 【あさそうあ 
〉あてあのけせあ たちけちそおあ.

《つさあち 】あこしへお さあさ-てそ くあすかてけし: «〉か えそうそちけてか えちそすさけに つしそう — そせけ てあさ 
すあしそ くせあねあて». ╅ み さあさ ちあく えそうそちま えちそすさけか, うふつそさけか つしそうあ そ 〉あてあのか, せそ 
おちとえけに つしそう いふてへ せか すそきかて.

[そえおあ 〉あてあのあ け ╋かせみ たちけかくきあしけ う 』そねけ, たそすせま なけくけねかつさそか そはと-
はかせけか うそつてそちえあ け そいそきあせけみ. 》そうくちそつしかう, そつそくせあしあ, ねてそ 〉あてあのあ うふくふうあしあ 
ほてけ ねとうつてうあ うそつてそちえあ け そいそきあせけみ と すかせみ, ちかいかせさあ, たちかきおか うつかえそ てかす, ねてそ 
そいはあしあつへ つそ すせそこ せあ うつか 100 たちそぬかせてそう つうそかこ ねかしそうかねかつさそこ たちけちそおふ. 
《せあ そいちあはあしあつへ さそ すせか, ちあくえそうあちけうあしあ, そてうかねあしあ, つすかのけしあ, つしとのあしあ, 
つすかみしあつへ. ¨ そせあ いふしあ てあさあみ うつかえおあ け つそ うつかすけ うつま つうそま きけくせへ.

〉か すそえと たそおそいちあてへ つしそうそ, そたけつふうあまはかか ほてと つとてへ しけねせそつてけ 〉あてあのけ. 
』しそうそ «そいはけてかしへせあみ» — ほてそ せか てそ, そせそ せか たかちかおあかて てそえそ, ねてそ み にそねと 
うふちあくけてへ. 〉あてあのあ いふしあ きけくせかちあおそつてせふす, たそしせふす しまいうけ ねかしそうかさそす. ╊こ 
せかそいにそおけすふ いふしけ しまおけ. ╆そえ せあえちあおけし かか いかくえちあせけねせふす, さあさ ╇つかしかせせあみ, 
おあちそす つうみくけ つ しまおへすけ, つ しまいふす ねかしそうかさそす, つ さそてそちふす そせあ うつてちかねあしあつへ. 
╉とのあ さそすたあせけけ — そたみてへ きか, すあしそ ほてけす つさあくあせそ. 〉かて てあさそえそ つしそうあ. ╆とおかて 
う さそすたあせけけ つ 〉あてあのかこ おうあおぬあてへ ねかしそうかさ — さあきおふこ けく せけに たそしとねけて かか 
うせけすあせけか, てかたしそ, くあいそてと.

ぁけてあま うそつたそすけせあせけみ おちとくかこ, くせあさそすふに, さそししかえ すそかこ 〉あてあのかせへさけ 
け けつたふてふうあま せかそいふさせそうかせせとま いしあえそおあちせそつてへ さそ うつかす ほてけす しまおみす. 
¨ そてすかねあま: てそ, そ ねかす み てそしへさそ ねてそ せあたけつあしあ, 〉あてあのけせ とせけさあしへせふこ おあち 
さそすすとせけさあいかしへせそつてけ, — くあすかてけしけ うつか. ╅うてそちふ うそつたそすけせあせけこ そたけつふ-
うあまて つけてとあぬけけ, おけあしそえけ, うつてちかねけ つ 〉あてあのかこ, け せかけくすかせせそ そてすかねあかてつみ ほてあ 
つてそちそせあ 〉あてあのけせそこ たちけちそおふ.

っ うつかえおあ たそちあきあしあつへ: くあにそおけす つ 〉あてあのかこ う すあえあくけせ, あたてかさと, さあなか, 
け そせあ せあねけせあかて えそうそちけてへ つ つそてちとおせけさあすけ, さあさ いとおてそ そせあ けに つてそ しかて くせあかて, 
さあさ いとおてそ うしまいしかせあ う せけに, さあさ いとおてそ そせけ ねてそ-てそ つおかしあしけ う きけくせけ おしみ せかか 
うあきせそか, け そせあ うつかこ おとのそこ うそくうちあはあかて けす つうそけ しまいそうへ け いしあえそおあちせそつてへ. 
》ちけねかす ほてそ たちそけつにそおけしそ うつかえおあ あいつそしまてせそ かつてかつてうかせせそ. 〈ふ うそつにけはあ-
かすつみ うかしけさそこ けえちそこ あさてかちそう, うかしけさけすけ すふつしみすけ たけつあてかしかこ. っ きか うそつにけ-
はあしあつへ, えそちおけしあつへ つうそかこ てかてかこ, さそえおあ いふしあ つ せかこ たちけ うつてちかねあに つ さかす いふ てそ 
せけ いふしそ. ¨ ときか う つそくせあてかしへせそす うそくちあつてか たそせみしあ, ねてó けすかせせそ すかせみ «たちけ-
さしかけしそ», «たちけしかたけしそ» さ 〉あてあのか, うしまいけしそ う せかか てそえおあ, う ちあせせかす おかてつてうか.

╊つしけ ねかしそうかさあ すそきせそ いふしそ いふ つちあうせけてへ つ たちけちそおそこ, つ たちけちそおせふすけ 
みうしかせけみすけ, てそ み いふ つさあくあしあ, ねてそ 〉あてとしみ おしみ すかせみ うつかえおあ いとおかて あつつそぬけけちそ-
うあてへつみ つ すそちかす, つそしせぬかす, せかいそす, たあしへすあすけ, たちけみてせかこのけす, せかきせかこのけす 
うかてかちさそす, さそてそちふこ せかつかて そはとはかせけか つうかきかつてけ, たちそにしあおふ け つねあつてへみ.

╇ のさそしへせふか えそおふ み たそおちときけしあつへ つ おかうそねさそこ ╅せかこ, すそかこ ちそうかつせけぬかこ, 
みうしみうのかこつみ たしかすみせせけぬかこ 〉あてあのけせそこ たそおちとえけ. ゅてあ おかうそねさあ えそうそちけしあ 
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すせか, ねてそ そせあ てあさきか う ちあせせかす おかてつてうか たそくせあさそすけしあつへ つ すそかこ 〉あてあのかこ, 
さそてそちあみ ねあつてそ たちけにそおけしあ さ せけす う えそつてけ. 〉あてあのあ うふくふうあしあ う せかこ, さあさ け うそ 
すせか, ねとうつてうあ そいそきあせけみ け たちけてみきかせけみ. 《せあ つてあしあ おしみ ╅せけ «いそえけせかこ», 
«さとすけちねけさそす». ╅せみ きおあしあ 〉あてあのと. 』 せかこ いふしそ うかつかしそ, しかえさそ, うそつてそち-
きかせせそ. [あさ いとおてそ てふ つしとのあかのへ たそてちみつあまはか さちあつけうとま すとくふさと. ╅せみ てそきか 
たそたあしあ う 〉あてあのけせと «くそせと うしけみせけみ». ╇ せかか たそたあおあしけ うつか しまおけ, さそてそちふか 
うつてちかねあしけ すそま 〉あてあのと.

【あさ うそて, てそえおあ, う のさそしへせふか えそおふ, とつしふのあう そて ╅せけ そ かか ねとうつてうあに 
さ 〉あてあのか, み けつたふてあしあ せか そねかせへ たちけみてせふか ほすそぬけけ (そ, つてふお すせか け たそくそち!). 
っ けつたふてあしあ つそうかちのかせせそ さそせさちかてせふか とさそしふ ちかうせそつてけ! ╇かおへ 〉あてあのあ — 
すそみ! 』かこねあつ ほてそ うつたそすけせあま つそ つすかにそす: そねかせへ ちあおあ け いしあえそおあちせあ ╅せか, ねてそ 
そせあ とうけおかしあ 〉あてあのけせ おあち, けつたふてあしあ つねあつてへか そいはかせけみ つ すそかこ てかてかこ. っ てあさ 
ほてけす えそちきとつへ!

╆そえ いかくえちあせけねせそ せあたそしせけし 〉あてあのと しまいそうへま さ しまおみす, いしあえそちそお-
つてうそす, あちけつてそさちあてけくすそす. ╇つか, さそえそ 〉あてあのあ うつてちかてけしあ せあ きけくせかせせそす 
たとてけ, そて すけすそしかてせふに さそせてあさてそう おそ おしけてかしへせそえそ, すせそえそしかてせかえそ そいはか-
せけみ, うつかえおあ いふしけ け いとおとて せあにそおけてへつみ たそお とせけさあしへせふす うそくおかこつてうけかす 
〉あてあのけせそこ たちけちそおふ さあさ うふつのかえそ たちそみうしかせけみ ねかしそうかねかつさそこ しまいうけ せあ 
′かすしか.

《えそせへ ほてそこ しまいうけ, せちあうつてうかせせそつてけ, いしあえそちそおつてうあ け ねけつてそてふ, さそてそちふこ 
〉あてあのあ くあきえしあ う すそかこ おとのか, せか けつねかくせかて おあきか たそつしか すそかこ つすかちてけ. 】うか-
ちかせあ, ねてそ ほてそ そてせそつけてつみ さそ うつかす しまおみす, さそてそちふに そせあ うつてちかねあしあ.

っ そねかせへ にそねと つそくおあてへ てあさそこ そいちあく すそかこ しまいけすそこ てかてけ, つさあくそねせそこ 
たちけせぬかつつふ う すそかこ きけくせけ, ねてそいふ おあきか しまおけ, せか くせあうのけか 〉あてあのと, たそねとう-
つてうそうあしけ, さあさあみ そせあ いふしあ. ╅ しまおけ, くせあうのけか 〉あてあのと, とくせあしけ いふ そ すそかこ 
しまいうけ さ せかこ, け さかす そせあ いふしあ おしみ すかせみ. ｠そねと たそつてあうけてへ ほてけすけ うそつたそすけ-
せあせけみすけ たあすみてせけさ すそかこ しまいけすそこ てかてか. 》けのと, あ つしかくふ くあつてけしあまて えしあくあ, 
えそちしそ つきあてそ さそすそす. 〉かときかしけ ほてそ うつか, ねてそ み すそえと つかこねあつ つおかしあてへ?

〉あてあのあ とねあつてうそうあしあ うそ うつかに つそいふてけみに すそかこ きけくせけ. 〉か いふしそ せけ そおせそこ 
つけてとあぬけけ, おあきか, さあくあしそつへ いふ, つあすそこ いふてそうそこ け すけすそしかてせそこ, そ さそてそちそこ 
み せか にそてかしあ かこ ちあつつさあくあてへ. ╇つかえおあ きおあしあ かか つそうかてそう け ちかさそすかせおあぬけこ. 』てそ-
けしそ たちそつてそ ちあつつさあくあてへ 〉あてあのか そ さあさそこ-てそ たちそいしかすか, さそえおあ け う えそしそうと 
せか たちけにそおけしそ たちそつけてへ たそすそはけ, せそ そせあ, うふつしとのあう, せけねかえそ せか えそうそちみ, 
ねかちかく せかつさそしへさそ おせかこ くうそせけしあ け つそそいはあしあ, ねてそ ときか そちえあせけくそうあしあ ちかのか-
せけか すそかこ たちそいしかすふ. ╆とおへ てそ うけくけて さ うちあねと, たそけつさ にそちそのけに すあつてかちそう おしみ 
ちかすそせてあ け すけししけそせ てそすと たそおそいせふに おかし. ｠そてみ, たそうてそちま, と すかせみ け う すふつ-
しみに せか いふしそ くあえちときあてへ かか たちそつへいあすけ そ たそすそはけ.

╊つしけ きか み つたちあのけうあしあ つそうかてあ, てそ 〉あてあのあ そおせそこ なちあくそこ うふちあきあしあ 
てあさとま えしといそさとま すふつしへ, てあさ たちそせけさあしあ う つとてへ うかはかこ, ねてそ み たちそ つかいみ おとすあしあ: 
せあおそ けくおあてへ かか すふつしけ う させけえか. [せけえあ つてあしあ いふ たとてかうそおせそこ くうかくおそこ, ちとさそ-
うそおつてうそす う そいしあつてけ ねかしそうかねかつさけに そてせそのかせけこ, たそうかおかせけみ, たつけにそしそえけけ.

『そおつてうかせせけさけ
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》ちけうかおと たちけすかち. っ つそ つうそかこ おうあおぬあてけしかてせかこ おそねさそこ せあたちあうけしあつへ 
う ちあこそせせそか そておかしかせけか 】‒〈』. ╉そねへ おそしきせあ いふしあ たそしとねあてへ たあつたそちて. 〈ふ 
くあのしけ う さそすせあてと, えおか つけおかしけ おうそか すそしそおふに すときねけせ-つそてちとおせけさそう. 》そさあ 
すふ きおあしけ, つそてちとおせけさけ そ ねかす-てそ ちあくえそうあちけうあしけ. 》ちけ ほてそす う たちけつとてつてうけけ 
せあつ, おうとに きかせはけせ, そせけ はかおちそ たかちかつふたあしけ ちあくえそうそち つあすふすけ ときあつせふすけ 
せかぬかせくとちせふすけ うふちあきかせけみすけ. っ いふしあ う のそさか, せそ せけねかえそ けす せか つさあくあしあ. 
[そえおあ すふ うふのしけ せあ としけぬと, み てとて きか せあ たけさか せかえあてけうせふに ほすそぬけこ たそくうそ-
せけしあ 〉あてあのか. 〈かせみ うつま てちみつしそ. [そえおあ てあさそか たちそけつにそおけて, ほてそ つうけおかてかしへ-
つてうとかて そ てそす, ねてそ そいはかつてうそ おうけきかてつみ さ あおと. 『あつつさあくあしあ うつか 〉あてあのか け つたちそ-
つけしあ: «っ けす せか つおかしあしあ くあすかねあせけみ. ╅ せあおそ いふしそ?» 〉あてあのあ そてうかてけしあ: «〉かて, 
ほてそ けに たちそいしかすふ, あ せか てうそけ». 』ねけてあま かか そてうかて たちそつてそ えかせけあしへせふす.

¨すかみ う つうそかこ きけくせけ てあさそえそ おちとえあ け ちそおせそえそ ねかしそうかさあ, さあさ 〉あてあのあ, 
う つしそきせふに, たちそてけうそちかねけうふに つけてとあぬけみに み たそねてけ うつかえおあ おあきか せか たふてあしあつへ 
ちあつつときおあてへ けしけ つあすそつてそみてかしへせそ たちけせけすあてへ ちかのかせけみ. 』ちあくと のしあ さ せかこ 
け うつか ちあつつさあくふうあしあ. ¨ うつかえおあ つしふのあしあ とすせかこのけか, すとおちかこのけか つそうかてふ, 
たそしせふか しまいうけ, てかたしあ け くあいそてふ. ╇ ほてそす つすふつしか 〉あてあのあ すかせみ けくいあしそうあしあ, 
«けつたそちてけしあ». っ にそてかしあ ちあつつさあくふうあてへ かこ うつか, にそてみ たそせけすあしあ, ねてそ と せかか ほてそ 
すそきかて そてせけすあてへ すあつつと ほせかちえけけ. っ かか ねとうつてうそうあしあ さあきおそこ つうそかこ さしかてさそこ, 
さあさ ねとうつてうとまて ちそおせそえそ, いしけくさそえそ ねかしそうかさあ. ╊はか み せあくふうあしあ 〉あてあのと «うそし-
のかいせけぬかこ». 』てそけしそ かこ ちあつつさあくあてへ そ さあさそこ-てそ たちそいしかすか, さあさ ほてあ たちそいしかすあ 
ちかのあしあつへ, «ちあつつあつふうあしあつへ» つあすあ つそいそこ.

[そせかねせそ, せか うつか てあさ たちそつてそ う きけくせけ. 〉そ てあさ つしとねあしそつへ てふつみねと ちあく. 
っ えそうそちま: «〉あてとしへ! 【ふ — うそしのかいせけぬあ! っ てかいか たちそつてそ ちあつつさあくあしあ け うつか 
ちかのけしそつへ!» «っ そねかせへ ちあおあ, おちときそねかさ», — そてうかねあしあ 〉あてあのあ. 〈せか いふしそ てあさ 
にそちそのそ, しかえさそ, ちあおそつてせそ つ せかこ うつてちかねあてへつみ, そいはあてへつみ, ちあくえそうあちけうあてへ せあ 
しまいふか てかすふ! ゅてそ いふしあ てあさあみ ちそつさそのへ そいはかせけみ!

[そえおあ み うそくうちあはあしあつへ おそすそこ たそつしか うつてちかね つ 〉あてあのかこ, けつたふてふうあしあ たちけ-
てそさ せそうそこ ほせかちえけけ, うそくうふのかせせそか つそつてそみせけか. ′うそせま かこ: «』しとのあこ, すそきかて 
み うあすたけち ほせかちえかてけねかつさけこ? ╈そうそちみて, かつてへ てあさけか. 》そつしか うつてちかね つ てそいそこ さあさ 
いとおてそ そてさとおあ-てそ たそおくあちみおけしあつへ. っ と てかいみ せか くあいけちあま ほせかちえけま? [あさ てふ 
つかいみ ねとうつてうとかのへ?» «〉かて, てふ せけさあさそこ せか うあすたけち. ゅてそ つそうかちのかせせそ おちとえそか 
みうしかせけか. ¨つさちかせせそつてへ, しまいそうへ, ちあおそつてへ せあのかえそ そいはかせけみ とつけしけうあまて うくあ-
けすせふこ ほせかちえそそいすかせ. 【あさ け おそしきせそ いふてへ», — そてうかねあしあ 〉あてあのあ.

っ つ そえちそすせそこ いしあえそおあちせそつてへま け てかたしそてそこ ねけてあま うそつたそすけせあせけみ 
そ 〉あてあのか, たちかおせあくせあねかせせふか おしみ させけえけ そ せかこ. 《ねかせへ すせそえけか おちとくへみ, 
くせあさそすふか, さそししかえけ うつたそすけせあまて 〉あてあのけせふに ちそおけてかしかこ — ╊うえかせけみ 》あう-
しそうけねあ け 〉けせと ╅せてそせそうせと [そちつあさそうふに, そてすかねあまて, さあさそこ たちかさちあつせそこ 
おそねかちへま いふしあ 〉あてあのあ. っ つねけてあま, ねてそ しまいそうへ さ ちそおけてかしみす, たちかおあせ-
せそつてへ, きかちてうかせせそつてへ たそ そてせそのかせけま さ せけす — ほてそ つそうかちのかせせそ かつてかつてうかせ-
せそか たそうかおかせけか, あ せか おそつてそけせつてうそ ねかしそうかさあ. [そえおあ すふ えそうそちけす, ねてそ てそて 
けしけ けせそこ ねかしそうかさ みうしみかてつみ にそちそのけす つふせそす けしけ おそねかちへま, — ほてそ おあきか 
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えちとつてせそ. ╇かおへ てあさ おそしきせそ いふてへ たそ うつかす くあさそせあす たちけちそおふ. ¨ かつしけ おかてけ 
せか くあいそてみてつみ そ ちそおけてかしみに, てそ ほてそ あせそすあしけみ.

〉あてあのあ うふちそつしあ う そねかせへ おちときせそこ つかすへか, う そいつてあせそうさか しまいうけ け くあいそてふ 
おちとえ そ おちとえか. っ にそちそのそ たそすせま 〉けせと ╅せてそせそうせと け ╊うえかせけみ 》あうしそうけねあ. 
《せけ いふしけ けせてかししけえかせてせふすけ しまおへすけ, せあつてそみはけすけ あちけつてそさちあてあすけ おとにあ. 
〉あてあのあ — おそつてそこせかこのあみ おそねへ つうそけに ちそおけてかしかこ. 《せあ そねかせへ たそにそきあ せあ 
せけに け たちそおそしきけしあ てそ たちかさちあつせそか, ねかしそうかねかつさそか, ねてそ いふしそ う けに つかすへか.

╇ すそこ のさそしへせふこ たかちけそお ╋かせみ け 〉あてあのあ おそしえけか えそおふ せあにそおけしけつへ 
せあ おけたしそすあてけねかつさそこ つしときいか くあ えちあせけぬかこ. っ たそつかはあしあ おそす 〉あてあのけせふに 
ちそおけてかしかこ せあ [とてとくそうつさそす たちそつたかさてか, さそえおあ おみおみ つ てかてかこ たちけかくきあしけ 
う そてたとつさ. ╇ 1980-か えそおふ 〈そつさうあ せか うふえしみおかしあ さあさ つかこねあつ, きけくせへ いふしあ 
おそうそしへせそ そおせそそいちあくせそこ け つかちそこ. 〉ふせか さちあつけうふか うけてちけせふ すあえあくけせそう, 
うふうかつさけ, てそちえそうふか ぬかせてちふ なそちすけちとまて いそしかか みちさとま «うけくとあしへせとま つちかおと».

【あさ うそて, み うつかえおあ いとおと うつたそすけせあてへ さうあちてけちと 〉けせふ ╅せてそせそうせふ け ╊うえかせけみ 
》あうしそうけねあ さあさ そておかしへせふこ すけさちそすけち, そねかせへ さちあつけうとま せあ なそせか てそえおあのせかこ 
〈そつさうふ «うけくとあしへせとま つちかおと» すそかえそ おかてつてうあ け ませそつてけ. [そせかねせそ, つあすそか えしあう-
せそか — ほてそ せか つあすあ «さあちてけせさあ», あ そいつてあせそうさあ, あてすそつなかちあ えそつてかたちけけすつてうあ, 
おそいちそきかしあてかしへせそつてけ, てかたしそてふ, けせてかちかつせふに, うかつかしふに ちあくえそうそちそう, さそてそちふか 
ぬあちけしけ う おそすか 〉あてあのけせふに ちそおけてかしかこ. っ そいそきあしあ さ せけす かくおけてへ.

〉か すそえと せか うつたそすせけてへ そい そおせそす つしとねあか. っ う のさそしか てかつせそ おちときけしあ 
つ そおせそさしあつつせけぬかこ たそ けすかせけ ¨ちあ. 《せあ きけしあ つ すあすそこ う さそすすとせあしへせそこ 
さうあちてけちか う つてあちそす, おそうそかせせそこ たそつてちそこさけ おそすか う ちあこそせか すかてちそ «』そさそしへ-
せけさけ». [そえおあ み いふうあしあ う おそすか と ¨ちふ, たちけにそおけしあ う ときあつ. ╇ さうあちてけちか いふしそ 
のかつてへ さそすせあて, け う さあきおそこ たちそきけうあしそ たそ つかすへか. [うあちてけちあ せあにそおけしあつへ 
う さちあこせか くあたとはかせせそす つそつてそみせけけ. ¨ちあ つうそま さうあちてけちと たちそつてそ せかせあうけおかしあ. 
[あきおふこ おかせへ (くあ ちかおさけす けつさしまねかせけかす) たそつしか のさそしふ そせあ のしあ さそ すせか 
おそすそこ, すふ そいかおあしけ, おかしあしけ とちそさけ, け ¨ちあ そつてあうあしあつへ と すかせみ おそ すそすかせてあ 
たちけにそおあ すそけに ちそおけてかしかこ つ ちあいそてふ. 《せあ たちけくせあうあしあつへ, ねてそ にそねかて さあさ 
すそきせそ おそしへのか せか うそくうちあはあてへつみ う つうそこ おそす.

《おせあきおふ み つそいちあしあつへ う えそつてけ さ 〉あてあのけせふす ちそおけてかしみす, てあさ さあさ 
〉あてあのあ け ╋かせみ たちけいふしけ う そてたとつさ. 》そすせま, ねてそ そねかせへ にそてかしあ うくみてへ 
つ つそいそこ ¨ちと, ねてそいふ たそにうあつてあてへつみ ちそおせふすけ け ねてそいふ そせあ とうけおかしあ てあさとま 
さちあつけうとま, たちあくおせけねせとま, さあさ せそうそえそおせみみ かしさあ, さうあちてけちと. 』 すそかこ つてそ-
ちそせふ いふしそ さちあこせけす たちそみうしかせけかす せかうそつたけてあせせそつてけ うくみてへ つ つそいそこ ¨ちと, 
たちかおうあちけてかしへせそ せか つたちそつけう ちあくちかのかせけみ と 〉あてあのけ け かか ちそおけてかしかこ, 
せか たちかおとたちかおけう けに. 〈せか つかこねあつ そねかせへ つてふおせそ くあ てそて たそつてとたそさ.

っ (さそせかねせそ きか, つ くあすけちあせけかす つかちおぬあ, つそ つてちあにそす) たそかにあしあ つ ¨ちそこ せあ 
[とてとくそうつさけこ たちそつたかさて. ╉うかちへ そてさちふしあ 〉あてあのあ. [ちそすか かか たちけうかてしけうそこ 
としふいさけ, うかつかしそこ, てかたしそこ うつてちかねけ, み せか とうけおかしあ け せか たそねとうつてうそうあしあ つそ 
つてそちそせふ 〉あてあのけ せけねかえそ, おあきか とおけうしかせけみ. 》ちかさちあつせそ たそすせま うつか つうそけ 
そはとはかせけみ: たちそてけうそちかねけうそか つそねかてあせけか つてちあにあ, つてふおあ, せかしそうさそつてけ, うけせふ, 
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せそ け たちかおうさとのかせけみ てそえそ, ねてそいふ ¨ちあ ちあくおかしけしあ つそ すせそこ ちあおそつてへ たちかいふ-
うあせけみ う ほてそす くあすかねあてかしへせそす おそすか.

¨ちと たちけせみしけ たちかさちあつせそ. 〉あてあのあ — さあさあみ きか そせあ うつか-てあさけ とすせけぬあ! — 
とおかしけしあ けすかせせそ ¨ちか たそうふのかせせそか うせけすあせけか. 〉あつ とつあおけしけ くあ つてそし, 
け 〉あてあのあ つてあしあ くあおあうあてへ ¨ちか うそたちそつふ そ のさそしか, とねかいか, けせてかちかつあに け て.お. 
》けのと うそつたそすけせあせけみ そい ほてそす おせか, け せあ えしあくあに うふつてとたあまて つしかくふ — 
つしかくふ たあすみてけ, えちとつてけ, いかつさそせかねせそこ いしあえそおあちせそつてけ, せかうそつたそしせけすそこ 
たそてかちけ. [あさけすけ きか とせけさあしへせふすけ しまおへすけ いふしけ 〉あてあのあ け かか ちそおけてかしけ! 
っ, うけおけすそ, たそおつそくせあてかしへせそ たそせけすあしあ, ねてそ すそえと いかく ちあくちかのかせけみ たちけうかつてけ 
う おそす せかくせあさそすそえそ ねかしそうかさあ. 〉け 〉あてあのあ, せけ かか ちそおけてかしけ すせか せけ つしそうあ 
せか つさあくあしけ う とたちかさ せけ う てそて おかせへ, せけ たそてそす. [あさ いとおてそ せあつ たちけえしあつけしけ 
うおうそかす つ ¨ちそこ.

[そえおあ すふ つ ¨ちそこ うふのしけ けく おそすあ 〉けせふ ╅せてそせそうせふ け ╊うえかせけみ 》あうしそ-
うけねあ, たそおちとえあ すせか うつま おそちそえと おそ おそすあ け すせそえそ おせかこ たそつしか ほてそこ うつてちかねけ 
えそうそちけしあ そ てそす, さあさ かこ たそせちあうけしそつへ うつか: さちあつけうあみ つうかてしあみ さうあちてけちあ, たちかお-
すかてふ けせてかちへかちあ, つてそし け, さそせかねせそ きか, さあさ かか たちけせみしけ, さあさ かこ いふしそ にそちそのそ, 
しかえさそ, けせてかちかつせそ. 【そて おかせへ つてあし うかにそこ う きけくせけ ̈ ちふ. 〈せそえそ しかて つたとつてみ, ときか 
うくちそつしあみ, そせあ せか ちあく えそうそちけしあ, ねてそ つかすへみ 〉あてあのけ, さちあつそてあ おそすあ け そいつてあ-
せそうさあ うつてちかねけ たちそけくうかしけ せあ せかか てあさそか うたかねあてしかせけか, ねてそ そせあ たそつてあうけしあ 
つかいか ぬかしへ — たちかとつたかてへ う きけくせけ, おそいけてへつみ てそえそ, ねてそいふ きけてへ う さちあつけうそこ 
さうあちてけちか, たちけせけすあてへ えそつてかこ け さあさ すそきせそ ねあはか けつたふてふうあてへ け つそくおあうあてへ 
あてすそつなかちと たちあくおせけさあ う きけくせけ. 』 ちあおそつてへま け えそちおそつてへま すそえと つさあくあてへ, ねてそ 
¨ちあ つかこねあつ きけうかて つ つかすへかこ う そねかせへ さちあつけうそこ, たちそつてそちせそこ さうあちてけちか う ちあこ-
そせか すかてちそ «[とせぬかうつさあみ», せかおあしかさそ そて 〉あてあのけせそえそ ちそおせそえそ おそすあ.

ゅてそて つしとねあこ つてあし うかにそこ う つてあせそうしかせけけ け すそかこ しけねせそつてけ. 【そ, さあさ ╊うえか-
せけこ 》あうしそうけね, 〉けせあ ╅せてそせそうせあ け 〉あてあのあ たちけせみしけ せあつ つ ¨ちそこ, みうしみかてつみ 
おしみ すかせみ うふつのけす たちそみうしかせけかす おそいちそてふ, おそつてそけせつてうあ, ねかしそうかねかつさそえそ 
たそせけすあせけみ, けせてかししけえかせてせそつてけ, えそつてかたちけけすつてうあ, つおかちきあせせそつてけ. っ うつかえおあ 
つてあちあまつへ つそそてうかてつてうそうあてへ ほてけす さあねかつてうあす. 

｠そちそのそ たそすせま け てあさそこ つしとねあこ. 〉けせあ ╅せてそせそうせあ たちけえそてそうけしあ ねあこ 
け せあしけしあ かえそ う そねかせへ さちあつけうふか ねあのさけ けく つかちうけくあ. 〈ふ たそつてあうけしけ ねあのさけ, 
せあたそしせかせせふか えそちみねけす ねあかす, あ てあさきか ねあこせけねかさ, いしまおぬあ け すけつそねさけ つそ つしあ-
おそつてみすけ せあ おうあ とちそうせみ たそおせそつそう たかちかおうけきせそえそ つてそしけさあ, け 〉けせあ ╅せてそ-
せそうせあ うかしかしあ すせか うかくてけ かえそ う さそすせあてと. 【そしへさそ み せあねあしあ おうけえあてへ つてそしけさ, 
さあさ そいあ とちそうせみ たそおせそつそう うおちとえ ちかくさそ くあにしそたせとしけつへ, つしそきけしけつへ! 』かちうけく 
つ てちかつさそす ちあくいけしつみ, いちふくえけ ねあみ つそ つてかさしそす ちあくしかてかしけつへ うそ うつか つてそちそせふ! 
っ いふしあ う のそさか せあつてそしへさそ つけしへせそす, ねてそ おそ つけに たそち かえそ たそすせま. 〉そ ちかあさぬけみ 
〉けせふ ╅せてそせそうせふ そさあくあしあつへ たちそつてそ とせけさあしへせそこ. 《せあ すかせみ せか てそしへさそ 
せか ちとえあしあ, せそ うそそいはか せか たちそみうけしあ せけさあさけに そてちけぬあてかしへせふに ほすそぬけこ. ╉あきか 
せか うふちあくけしあ つそきあしかせけみ たそ たそうそおと たそてかちけ ぬかせせそえそ つかちうけくあ. 】つたそさそけしあ 
すかせみ, けつたとえあうのかえそつみ ちかいかせさあ, け そちえあせけくそうあしあ といそちさと.
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】ねあつてけか てあさけに たちかさちあつせふに, いしあえそちそおせふに しまおかこ う すそかこ きけくせけ たちかおそ-
たちかおかしけしそ そねかせへ すせそえそか う すそかす いとおとはかす. 『そおせそこ おそす 〉あてあのけ, かか ちそおけ-
てかしかこ うつかえおあ いふし たそしそせ えそつてかこ. 』うみくへ つ しまおへすけ みうしみしあつへ かつてかつてうかせせそこ 
け せかそてひかすしかすそこ ねあつてへま きけくせけ つかすへけ [そちつあさそうふに, せかそいにそおけすそつてへま おしみ 
せけに.

《て つかすへけ 〉あてあのあ たそしとねけしあ ちかおさけこ おあち — いふてへ せあつてそみはけす おちとえそす. 
[あくあしそつへ いふ, ねてそ う ほてそす そつそいかせせそえそ — いふてへ おちとえそす? 〈ふ うつか おちときけす, ほてそ 
つそうかちのかせせそ かつてかつてうかせせふこ たちそぬかつつ. 〉そ 〉あてあのあ いふしあ せかそいふねせふす おちとえそす. 
っ そねかせへ すせそえそ ちあくえそうあちけうあしあ つ 〉あてあのかこ, つしとのあしあ かか ちあつつさあくふ そ しまおみに, 
つ さそてそちふすけ かか つうかしあ きけくせへ. 《てせそのかせけか 〉あてあのけ さ しまおみす いふしそ とせけさあしへ-
せふす. っ せか てあさあみ, せか つてあしあ てあさそこ, せか たそしとねけしそつへ と すかせみ う ほてそす つそそてうかてつてうそ-
うあてへ 〉あてあのけせそすと «くそしそてそすと つてあせおあちてと».

〉あてあのあ えそうそちけしあ てかたしそ け つ しまいそうへま そいそ うつかに, け ほてそ たちそつてそ たそてちみつあしそ. 
╊こ せときせふ いふしけ しまおけ. 〉あてあのあ おあうあしあ いそしへのか, ねかす たそしとねあしあ. 【あさそうあ 
いふしあ かか たちけちそおあ, ほてそ いふしそ おしみ せかか つねあつてへかす.

╊つしけ 〉あてあのあ とくせあうあしあ そ さあさそこ-てそ つけてとあぬけけ, たちそいしかすか, そせあ すえせそうかせせそ 
そてさしけさあしあつへ け つてあちあしあつへ たそすそねへ. ╆ふうあしそ, み ちあつつさあくふうあしあ かこ そ さあさけに-てそ 
つしそきせそつてみに と くせあさそすふに けしけ おあきか くせあさそすふに くせあさそすふに. 〉あてあのあ てとて きか 
せあねけせあしあ ちあつつときおあてへ, さあさ たそすそねへ ねかしそうかさと. っ おあきか つすかみしあつへ, えそうそちけしあ: 
«』しとのあこ, 〉あてとしみ, せと てふ おあかのへ! っ たちそつてそ つ てそいそこ “つたしかてせけねあま”, ちあつつさあ-
くふうあま, ねてそ そて さそえそ つしふのあしあ, ねてそ いふうあかて. ╅ てふ, てそしへさそ とつしふのあう, えそてそうあ 
てとて きか たそすそえあてへ しまおみす, さそてそちふか おあきか すせか すあしそ くせあさそすふ».

¨せそえおあ 〉あてあのあ ちあつつさあくふうあしあ け そ せかさそてそちふに ちあくそねあちそうあせけみに う おちと-
くへみに, くうとねあしけ そたちかおかしかせせふか そいけおふ せあ せけに. 〉そ そせあ せけさそえおあ せか たそすふの-
しみしあ たちかさちあてけてへ そてせそのかせけみ つ ほてけすけ しまおへすけ. っ たそおにうあてふうあしあ かか ちあつ-
つさあくふ, うそくすとはあしあつへ, せそ 〉あてあのあ すかせみ すみえさそ, つおかちきあせせそ たちかちふうあしあ, てとて 
きか せあねけせあしあ そいひみつせみてへ, くあはけはあてへ, そたちあうおふうあてへ ねかしそうかさあ, えそうそちけてへ, ねてそ 
うつか いふうあかて, うつか すふ すそきかす せかちうせけねあてへ, えそちみねけてへつみ, そのけいあてへつみ け て.お. 〉け 
そおせそえそ ねかしそうかさあ 〉あてあのあ せか うふねかちさせとしあ けく つうそかこ おとのけ, けく つうそかえそ つかちおぬあ. 
っ しけねせそ つてあちあしあつへ つしかおそうあてへ ほてそすと 〉あてあのけせそすと そたみてへ きか «くそしそてそすと 
つてあせおあちてと». 〉か つすそえしあ. ╊つしけ ちあくそねあちそうふうあしあつへ う しまおみに, つてあしさけうあしあつへ 
つ せかたそちみおそねせそつてへま, てそ つうそおけしあ そてせそのかせけみ せあ せかて. 》ちけ ほてそす, たちあうおあ, 
せけさそえおあ せか おかちきあしあ くしあ. 【とて み つすそえしあ つてあてへ とねかせけぬかこ 〉あてあのけ. 〉そ 
せか いそしかか.

〉あてあのあ そて すかせみ とくせあしあ けつてそちけま そ «くあたけつせそこ させけきさか» 》あつてかちせあさあ. 
[あさ-てそ かえそ つたちそつけしけ, せか おかちきけて しけ そせ くしあ せあ しまおかこ, さそてそちふか たちけねけせけしけ 
かすと すせそえそ いそしけ, えそちみ, せかたちけみてせそつてかこ. ╇かおへ そせ きか たけつあてかしへ, ねかしそうかさ うふつそ-
さけに おとにそうせふに ぬかせせそつてかこ, け おそしきかせ いふてへ うふのか せけくすかせせふに くかすせふに えちかにそう 
け ねかしそうかねかつさけに つてちあつてかこ. 》あつてかちせあさ そてうかてけし, ねてそ, いかくとつしそうせそ, そせ おとにそうせそ 
うふのか うつかえそ ほてそえそ くしあ け, つ そおせそこ つてそちそせふ, おそしきかせ たちそはあてへ うつかす, せそ うつか-
てあさけ そせ うかおかて おしみ つかいみ «くあたけつせとま させけきさと».

『そおつてうかせせけさけ
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〉あてあのあ つさあくあしあ, ねてそ ほてそ けせてかちかつせあみ けつてそちけみ, せそ そせあ — つねあつてしけうふこ 
ねかしそうかさ, かこ せかねかえそ け せかさそえそ くあたけつふうあてへ う «くあたけつせとま させけきさと». 】 すかせみ, 
さ つそきあしかせけま, かつてへ うつか-てあさけ う とすか せかいそしへのあみ たそおそいせあみ させけきさあ. 】 〉あてあのけ 
せけさそえおあ せか いふしそ け いふてへ せか すそえしそ せけさあさそこ «くあたけつせそこ させけきさけ».

っ せか うつてちかねあしあ せけ そおせそえそ てあさそえそ ねかしそうかさあ, さあさ 〉あてあのあ, しとねのかえそ 
おちとえあ おしみ うつかに う つあすそす うふつそさそす つすふつしか ほてそえそ つしそうあ: たそせけすあまはかえそ, たちそ-
せけさあまはかえそ うそ うつか, うつかたちそはあまはかえそ, たちかおあせせそえそ, おそいちそきかしあてかしへせそえそ, 
しまいみはかえそ. 

[あさ-てそ み そねかせへ そいけおかしあつへ せあ たそおちとえと, さそてそちあみ たそうかしあ つかいみ せかたそちみ-
おそねせそ たそ そてせそのかせけま さそ すせか. 『あつつさあくあしあ そい ほてそす 〉あてあのか. 《せあ つそえしあつけ-
しあつへ つ てかす, ねてそ すそみ そいけおあ そいそつせそうあせせあ. ¨ つさあくあしあ: «【ふ, さそせかねせそ, すそきかのへ 
つうかつてけ そてせそのかせけみ せあ せかて. 【かいか ちかのあてへ. 〉そ すあしそ しけ ねてそ — と ほてそこ きかせ-
はけせふ すそえしそ いふてへ たしそにそか せあつてちそかせけか, つちふう, てみきかしそか つそつてそみせけか おとのけ, 
そせあ すそえしあ せか たそおとすあてへ, ねてそ-てそ つおかしあてへ つえそちみねあ け て.お. ╅, うそくすそきせそ, そせあ 
うつか-てあさけ う えしといけせか おとのけ にそちそのそ, けつさちかせせか さ てかいか そてせそつけてつみ け かはか せか ちあく 
たそおつてあうけて てかいか つうそか たしかねそ».

《おせあきおふ み たそつかてそうあしあ 〉あてあのか, ねてそ と すかせみ うつかえおあ いふしそ すあしそ おちと-
くかこ. 《せあ のとてみ そてうかてけしあ: «╅ さてそ てかいか せときかせ さちそすか すかせみ? 【ふ おあ み, おあ すふ 
つ てそいそこ. 『あくうか せか てあさ?» ╉かこつてうけてかしへせそ, 〉あてあのあ そおせあ くあすかせみしあ つてそ おちとくかこ. 
っ つねけてあま, ねてそ そせあ さそすと とえそおせそ すそえしあ くあすかせけてへ つてそ おちとくかこ. ¨ とうかちかせあ, ねてそ 
うつか しまおけ, さそてそちふか くせあしけ 〉あてあのと, せか すそえしけ せか たそねとうつてうそうあてへ 〉あてあのけ-
せそえそ たちけちそおせそえそ おあちあ — いふてへ おちとえそす.

〉かうそくすそきせそ そたけつあてへ うつか つしとねあけ う すそかこ きけくせけ け きけくせけ すそかこ つかすへけ, 
う さそてそちふに 〉あてあのあ たちけせみしあ せかたそつちかおつてうかせせそか とねあつてけか, そさあくふうあしあ 
たそすそはへ, たそおおかちきさと. ╇かおへ ほてそ たとてへ おしけせそこ うそ うつま きけくせへ.

╇ 2004 えそおと すそみ つかすへみ たちけかにあしあ う [あせあおと, さとおあ すとき いふし さそすあせおけちそ-
うあせ せあ ちあいそてと う 【そちえそうそか たちかおつてあうけてかしへつてうそ 『そつつけけ. 《ててあうあ すせか つそうかち-
のかせせそ せか たそせちあうけしあつへ. 』ちあくと きか, つ たかちうふに おせかこ. っ いふしあ とうかちかせあ, ねてそ 
とうけきと うてそちそこ ]そせおそせ つ さちあつけうそこ あちにけてかさてとちそこ, たそつさそしへさと [あせあおあ — 
いふうのけこ あせえしけこつさけこ おそすけせけそせ. 〉そ とうけおかしあ つてちあせせふこ えそちそお つ すあしかせへ-
さけすけ, そておかしへせそ つてそみはけすけ たそつてちそこさあすけ, たそにそきけすけ せあ くおあせけみ «〈あさおそ-
せあしおつあ», つ すせそきかつてうそす たとつてふに たちそつてちあせつてう. ¨おかのへ たそ としけぬか う ぬかせてちか 
け せか うかちけのへ, ねてそ ほてそ えそちそお. 』てそけて いそしへのそこ うふつそてせふこ おそす, たそてそす — 
たとつてふちへ, せかくあつてちそかせせふこ とねあつてそさ, たそてそす すあしかせへさけこ そおせそほてあきせふこ おそす 
せかさあくけつてそえそ うけおあ, たそてそす そたみてへ たとつてふちへ. 』たあしへせふこ ちあこそせ 【かたしふこ 』てあせ, 
えおか み きけうと う 〈そつさうか, — たちそつてそ そいちあくかぬ あちにけてかさてとちふ け とまてあ たそ つちあうせか-
せけま つ ぬかせてちそす 《ててあうふ. ′あにそおけしあ み う すあえあくけせふ — すあしかせへさけか け いそしへのけか 
てそちえそうふか ぬかせてちふ — け つ とおけうしかせけかす そいせあちときけうあしあ, ねてそ ちあいそてせけさけ せあ 
さあつつあに けしけ くあ たちけしあうさそす たしそにそ, けせそえおあ かしか-かしか えそうそちけしけ たそ-あせえしけこつさけ. 
】 すかせみ いふし «さとしへてとちせふこ のそさ».
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╇ たかちうふか きか おせけ たそつしか たちけかくおあ み たそくうそせけしあ 〉あてとしか, うつか かこ ほすそぬけそ-
せあしへせそ ちあつつさあくあしあ. 《せあ, さあさ そいふねせそ, そおせそこ とすせそこ, かすさそこ なちあくそこ すかせみ 
«せあつてちそけしあ» せあ あおかさうあてせそか うそつたちけみてけか [あせあおふ. 〉あてあのあ つさあくあしあ: «【ふ 
うつかえおあ きけしあ う つてちあせあに つ かおけせそちそおせそこ せあぬけかこ, あ てとて てふ たちけかにあしあ う すとしへ-
てけさとしへてとちせとま つてちあせと. 』てあせそうけつへ さそつすそたそしけてそす». ¨ み つてあしあ «さそつすそたそ-
しけてそす» け ときか つ そえちそすせふす けせてかちかつそす けくとねあしあ [あせあおと. 〉あてとしか み ねあつてそ 
えそうそちけしあ: «【ふ とすかかのへ そおせそこ なちあくそこ うふちあくけてへ ぬかしふこ たしあつて きけくせけ けしけ 
すけちそくおあせけみ, たそおそいせそ てそすと, さあさ うかしけさけか にとおそきせけさけ せあ せかいそしへのそす たそ 
たしそはあおけ にそしつてか けくそいちあきあまて たあおかせけか 『けすつさそこ けすたかちけけ». 

╇そ うちかすみ せあのかえそ たちかいふうあせけみ う [あせあおか 〉あてあのあ う たちみすそす つすふつしか 
ほてそえそ つしそうあ つたあつしあ きけくせへ すそかこ すあすふ. 〈あすあ きけしあ そおせあ, け う さあさそこ-てそ 
すそすかせて う つかせてみいちか 2005 えそおあ かこ つてあしそ たしそにそ. 》あおあしそ おあうしかせけか, とにそおけしけ 
つけしふ, たちそけつにそおけし さあさそこ-てそ せかたそせみてせふこ たちそぬかつつ. 〈あすあ — せか いそしへのそこ, 
さあさ すせそえけか しまおけ, しまいけてかしへ にそおけてへ さ うちあねあす. 《おせあきおふ うかねかちそす そせあ えそうそ-
ちけしあ つ 〉あてあのかこ たそ てかしかなそせと つそうかちのかせせそ そいかつつけしかせせあみ. 〉あてあのあ せあつてあ-
けうあしあ せかすかおしかせせそ そいちあてけてへつみ さ うちあねと. 〈あすあ そいかはあしあ そいちあてけてへつみ せあ 
つしかおとまはけこ おかせへ, にそてみ ねとうつてうそうあしあ つかいみ にときか せかさとおあ. ¨ 〉あてあのあ うつか-てあさけ 
たちけかにあしあ けすかせせそ う てそて うかねかち さ すあすか おそすそこ け うふくうあしあ «つさそちとま たそすそはへ». 
〈あすと たちけうかくしけ う いそしへせけぬと ときか たそねてけ う いかつつそくせあてかしへせそす つそつてそみせけけ. 《せあ 
たちそいふしあ う ちかあせけすあぬけそせせそす そておかしかせけけ いそしへのか すかつみぬあ. ╊か つたあつしけ. 】 せかか 
そさあくあしつみ せかてけたけねせふこ つしとねあこ くあたとはかせせそこ たせかうすそせけけ, いかく みうせふに たちけ-
くせあさそう ほてそこ いそしかくせけ. 〉か いふしそ せけ さあのしみ, せけ てかすたかちあてとちふ. ╊つしけ いふ すあすあ 
きおあしあ おそ つしかおとまはかえそ おせみ, てそ すそえしそ つしとねけてへつみ せかたそたちあうけすそか.

〉か すそえと うふちあくけてへ つしそうあすけ, さあさ しまいしま 〉あてあのと け さあさ すせか かか せか にうあ-
てあかて. [あさ いとおてそ と おそすあ, う さそてそちそす み きけうと, といちあしけ つてかせふ け さちふのと. 〉あてあのあ 
すかせみ くあはけはあしあ け とさちかたしみしあ. 〉か くせあま たそさあ, さあさ きけてへ おあしへのか いかく せかか. 
〉か うかちま, ねてそ 〉あてあのか いふしそ そてたとはかせそ てあさ すあしそ しかて きけくせけ. 『そさそうそか つてかねか-
せけか そいつてそみてかしへつてう.

》そさあ すせか さあきかてつみ, ねてそ すそみ 〉あてあのあ とかにあしあ たそ たとてかうさか う つあせあてそちけこ, 
つさそちそ うかちせかてつみ, み たちけかおと さ せかこ う えそつてけ け とうけきと かか とすせふか, おそいちふか えしあくあ, 
とつしふのと かか くうそせさけこ, うかつかしふこ えそしそつ.

〉あてあのあ — うそたしそはかせけか しまいうけ せあ ′かすしか. 《つせそうせふすけ ねかしそうかねか-
つさけすけ おそいちそおかてかしみすけ そいはかたちけくせあせふ てあさけか さあねかつてうあ, さあさ うかちあ, せあおかきおあ, 
しまいそうへ, いしあえそちあくとすけか, すときかつてうそ, つたちあうかおしけうそつてへ, とすかちかせせそつてへ, ぬかしへ-
せそつてへ, つさちそすせそつてへ, てかちたかせけか, すけちそしまいけか, すとおちそつてへ, あしへてちとけくす, おそうかちけか. 
╈そうそちみて, ねてそ かつしけ う つうそかこ きけくせけ ねかしそうかさ つすそきかて たちそみうけてへ にそてみ いふ そおせと 
けく ほてけに おそいちそおかてかしかこ, てそ そせ ときか たちそきけうかて おそつてそこせとま きけくせへ け たちけせかつかて 
すせそえそ おそいちあ け たそしへくふ しまおみす. 〈そみ 〉あてあのあ そいしあおあしあ うつかすけ ほてけすけ おそいちそ-
おかてかしみすけ.

『そおつてうかせせけさけ
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╆ふつてちそう ╉.╆.*

╆しあえそおあちせそつてへ くあ たそおあちそさ

╇ せあねあしか 1985 えそおあ, いとおとねけ つてとおかせてそす 
たみてそえそ さとちつあ 〈╈¨〈《, み たそくせあさそすけしつみ 
つ ╅せかこ, すそかこ いとおとはかこ きかせそこ. ╅せみ とねけ-
しあつへ せあ ねかてうかちてそす さとちつか. 〈ふ いふつてちそ 
たそおちときけしけつへ け くあてかす つてあしけ うつてちかねあてへつみ. 
』 ╅せかこ いふしそ しかえさそ け たちそつてそ そいはあてへつみ 
け, さ すそかすと とおけうしかせけま, う せかこ たそしせそつてへま 
そてつとてつてうそうあしけ てあさけか ねかちてふ, さあさ きかすあせ-
つてうそ け さそさかてつてうそ, さそてそちふか う すそかす うそつ-
たちけみてけけ そてしけねあしけ いそしへのけせつてうそ おかうと-
のかさ-ちそうかつせけぬ. 』 つあすふに たかちうふに うつてちかね 
み とくせあし, ねてそ と ╅せけ かつてへ おみおみ け てかてみ, さそてそ-
ちふか せかせあすせそえそ つてあちのか, — そねかせへ いしけくさけか 
かこ しまおけ, つ さそてそちふすけ そせあ いふしあ う たそつてそ-
みせせそす さそせてあさてか. っ たちかさちあつせそ たそすせま てそて 
すそすかせて, さそえおあ つさあくあし ╅せか, ねてそ そせあ そねかせへ 

せかそいふねせあみ おかうとのさあ う つあすそす にそちそのかす つすふつしか ほてそえそ つしそうあ, そてしけねあうのあみつみ 
そて すせそえけに う しとねのとま つてそちそせと, ねてそ み たそおつそくせあてかしへせそ けつさあし てあさとま おかう-
ねそせさと, せそ おとすあし, ねてそ せか せあこおと. ╅せみ そてうかてけしあ, ねてそ かつしけ う せかこ かつてへ ねてそ-てそ 
せかそいふねせそか け にそちそのかか, てそ ほてそ ちかくとしへてあて てそこ そえちそすせそこ ちそしけ, さそてそちとま 
つふえちあしあ う かか きけくせけ しまいけすあみ てかてみ 〉あてあのあ. 

╇つさそちか み たそくせあさそすけしつみ つ ╅せけせふすけ ちそおけてかしみすけ — ╇けさてそちけかこ 》かてちそう-
せそこ け ╅せあてそしけかす ╅せおちかかうけねかす. っ くせあし, ねてそ てかてみ 〉あてあのあ いふしあ きかせそこ いちあてあ 
╇けさてそちけけ 》かてちそうせふ, け そねかせへ きおあし うつてちかねけ つ ╅せけせふすけ おみおかこ け てかてかこ. 
》そすせま, すかせみ とおけうけしそ, ねてそ ╅せみ せあくふうあしあ おみおま け てかてま たちそつてそ たそ けすかせけ 
け かはか とたそすみせとしあ, ねてそ せあくふうあかて けに そいそけに せあ «てふ». 】 すかせみ う つかすへか み け すそみ 
つかつてちあ せあくふうあしけ おみおへ け てかてへ てそしへさそ せあ «うふ» け とき せけさあさ せか たそ けすかせけ.

っ そねかせへ にそちそのそ たそすせま ╅せけせふ ちあつつさあくふ そ てかてか 〉あてあのか, さそてそちとま そせあ 
せあくふうあしあ たちそつてそ «〉あてあのあ». ′あいかえあみ せかすせそえそ うたかちかお, つさあきと, ねてそ たそつしか 
たかちうそこ うつてちかねけ つ ╅せけせふすけ おみおかこ け てかてかこ, うかちせかか, つちあくと う せあねあしか ほてそこ 
うつてちかねけ, み つあす つてあし せあくふうあてへ けに たちそつてそ 〉あてあのかこ け ╋かせかこ け そいちあはあてへつみ 
さ せけす せあ «てふ». 

〉かつすそてちみ せあ てそ ねてそ 〉あてあのあ け ╋かせみ たちそうかしけ おそしえけか つかすへ しかて う くあえちあせ-
さそすあせおけちそうさか たそ しけせけけ 〈¨╉あ う 』ぃ╅, ╅せみ えそうそちけしあ そい けに たそつてそみせせそす 

* ╉すけてちけこ ╆そちけつそうけね ╆ふつてちそう — すとき たしかすみせせけぬふ ╊.》. ╆あきあせそうあ ╅.』. ╆ふつてちそうそこ.
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たちけつとてつてうけけ う かか きけくせけ. ╅せみ さあさ-てそ つさあくあしあ, ねてそ かつしけ うくちそつしふか, つてあちのけか 
ちそおつてうかせせけさけ すせそえそ うさしあおふうあまて う ちかいかせさあ う たかちけそお ちあせせかえそ おかてつてうあ, 
すせそえそ そいはあまてつみ つ ちかいかせさそす, けせてかちかつとまてつみ けす, てそ ほてそて ちかいかせそさ せあうつかえおあ 
たちけうみきかてつみ さ せけす, うつま きけくせへ いとおかて しまいけてへ つうそけに ちそおせふに. ╅せみ うつかえおあ, 
つ つあすそえそ ちあせせかえそ おかてつてうあ ねとうつてうそうあしあ しまいそうへ 〉あてあのけ, かか うせけすあせけか 
け とねあつてけか うそ うつかに おかしあに け つそいふてけみに かか きけくせけ. 

╅せみ えそうそちけしあ そ 〉あてあのか さあさ そ つそうかちのかせせそ とせけさあしへせそす ねかしそうかさか. 
╇ 〉あてあのか つそねかてあしけつへ うつか つあすふか しとねのけか ねかしそうかねかつさけか さあねかつてうあ: おそいちそてあ, 
いしあえそちそおつてうそ, そいちあくそうあせせそつてへ, けせてかししけえかせてせそつてへ, おとのかうせそつてへ, たそちみおそね-
せそつてへ, てあさてけねせそつてへ. 》ちけ ほてそす 〉あてあのあ いふしあ てあさきか せかそいふさせそうかせせそ うかつか-
しふす, そつてちそとすせふす, そいはけてかしへせふす, そいあみてかしへせふす, けせてかちかつせふす ねかしそうかさそす, 
そいしあおあまはけす おあちそす たちけてみえけうあてへ さ つかいか しまおかこ け つそいけちあてへ けに うそさちとえ つかいみ. 
〉あてあのあ うつかえおあ いふしあ そさちときかせあ しまおへすけ. ╅せみ きか えそうそちけしあ, ねてそ かこ にそねかてつみ 
うつか うちかすみ そいはあてへつみ け そいはあてへつみ つ 〉あてあのかこ いかく たそつてそちそせせけに, いかく そつてあ-
せそうさけ, せか そてちふうあみつへ, けいそ ちあくえそうあちけうあてへ つ 〉あてあのかこ — ほてそ うつかえおあ そえちそす-
せそか つねあつてへか, ちあおそつてへ, つ 〉あてあのかこ うつかえおあ けせてかちかつせそ, うかつかしそ, しかえさそ.

¨ うそて せあつてとたけし おそしえそきおあせせふこ おかせへ すそかこ たかちうそこ うつてちかねけ つ ╋かせかこ 
け 〉あてあのかこ. 》そすせま, すふ うつてちかてけしけつへ つ ╅せかこ け かか ちそおけてかしみすけ と くおあせけみ 
せそうそえそ ぬけちさあ せあ ╇かちせあおつさそす け たかのさそす おそのしけ おそ おそすあ ╋かせけ け 〉あてあのけ 
せあ 】せけうかちつけてかてつさそす たちそつたかさてか. っ とうけおかし すそしそおふに, さちあつけうふに, せかうか-
ちそみてせそ そいあみてかしへせふに しまおかこ, さそてそちふか つちあくと たちそけくうそおけしけ うたかねあてしかせけか 
かおけせそえそ ぬかしそえそ. [あさ み ときか たけつあし うふのか, み すせそえそ くせあし そ 〉あてあのか け ╋かせか 
け いふし たそお うたかねあてしかせけかす ╅せけせそこ いそしへのそこ しまいうけ さ おみおか け てかてか. 〉そ おかこ-
つてうけてかしへせそつてへ たちかうくそのしあ すそけ つあすふか うふつそさけか そきけおあせけみ.

〉あてあのあ け ╋かせみ つ たかちうふに すけせとて うつてちかねけ つてあしけ すそけすけ いそしへのけすけ 
おちとくへみすけ け いしけくさけすけ しまおへすけ せあ うつま きけくせへ. 《せけ そさちときけしけ うせけすあせけかす 
うつかに せあつ, せそ そつそいかせせそ すかせみ さあさ せそうそえそ ねかしそうかさあ. っ せけさそえおあ せか くあいとおと ほてと 
たかちうとま うつてちかねと つ 〉あてあのかこ け ╋かせかこ — みちさけすけ, せかそいふねせふすけ しまおへすけ, 
そせあ つてあしあ そおせけす けく つあすふに たあすみてせふに つそいふてけこ う すそかこ きけくせけ.

っ くせあし, ねてそ 〉あてあのあ け ╋かせみ そさそせねけしけ 〈╈¨〈《, みうしみしけつへ つたかぬけ-
あしけつてあすけ-うそつてそさそうかおあすけ, ちあいそてあしけ う おうとに おしけてかしへせふに くあえちあせさそすあせおけ-
ちそうさあに — う 』ぃ╅ け [けてあか, せあたけつあしけ すせそえそ させけえ たそ ちかくとしへてあてあす つうそかこ 
たちそなかつつけそせあしへせそこ おかみてかしへせそつてけ, せあいしまおかせけこ, たそかくおそさ. 》かちうふこ うかねかち 
くせあさそすつてうあ いふし せあつてそしへさそ すせそえそえちあせせふす け つそおかちきあてかしへせふす, ねてそ み ときか 
ねかちかく たそしねあつあ たそつしか てそえそ さあさ たかちかつてとたけし たそちそえ おそすあ 〉あてあのけ け ╋かせけ 
たそねとうつてうそうあし, ねてそ くせあま ほてけに しまおかこ すせそえそ-すせそえそ しかて. 〈ふ たそつすそてちかしけ 
あすかちけさあせつさけこ なけしへす たそ うけおかそ (ねてそ いふしそ う てか えそおふ いそしへのそこ ちかおさそつてへま), 
あ さちそすか てそえそ, うかねかち いふし せあたそしせかせ けせてかちかつせかこのけす, せあつふはかせせふす ちあくえそ-
うそちそす せあ うつかうそくすそきせふか てかすふ.

〉あてあのあ そさあくあしあつへ そねあちそうあてかしへせかこのけす ねかしそうかさそす, けつてけせせそこ にそくみこ-
さそこ おそすあ, つてそしあ, うかねかちあ. 〉あてあのと け ╋かせま にそてかしそつへ つしとのあてへ け つしとのあてへ. 

『そおつてうかせせけさけ
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《せけ ちあつつさあくふうあしけ そ つうそかこ とねかいか う 〈╈¨〈《, そ ちあいそてか う たそつそしへつてうあに 
け きけくせけ う 』ぃ╅ け [けてあか. ╇つか ちあつつさあくふ いふしけ せあたそしせかせふ つそうかちのかせせそ 
たそてちみつあまはけす ますそちそす, けせてかちかつせかこのけすけ けつてそちけみすけ, つそおかちきあはけすけ 
すせそえそねけつしかせせふか さとちへかくせふか つけてとあぬけけ け つしとねあけ けく けに きけくせけ け ちあいそてふ. 
〉あの ちあくえそうそち ねあつてそ たちかちふうあしつみ うくちふうあすけ にそにそてあ. ╇ おあしへせかこのかす, ねけてあみ 
させけえけ, せあたけつあせせふか ╋かせかこ け 〉あてあのかこ, み うつてちかねあし せあ つてちあせけぬあに たそうかつてうそ-
うあせけみ すせそえそか けく てそえそ, そ ねかす つしふのあし そて せけに うそ うちかすみ てそこ たかちうそこ うつてちかねけ.

〉あてあのあ け ╋かせみ そさあくあしけつへ せあつてそしへさそ たそてちみつあまはけすけ, けせてかちかつせふすけ, 
せそうふすけ, せかそいふねせふすけ おしみ すかせみ しまおへすけ, たそおそいせふに さそてそちふす み せけさそえおあ 
ちあせかか せか うつてちかねあし, ねてそ み, かつてかつてうかせせそ, うふちあくけし ╅せか つうそか うそつにけはかせけか. 
╇ けてそえか ╅せみ すせそえそ ちあく うたそつしかおつてうけけ う のとてさと えそうそちけしあ, ねてそ み きかせけしつみ せあ 
せかこ «たそ ちあつねかてと», ねてそいふ たそちそおせけてへつみ け ついしけくけてへつみ つ 〉あてあのかこ け ╋かせかこ.

ぃとてさけ のとてさあすけ, せそ ╅せみ うつかえおあ, せあ たちそてみきかせけけ うつかこ きけくせけ, さあさ おそ 
すそかえそ くせあさそすつてうあ つ 〉あてあのかこ け ╋かせかこ, てあさ け うたそつしかおつてうけけ, たそおねかちさけ-
うあしあ, ねてそ そせあ つてあちあしあつへ たそおちあきあてへ 〉あてあのか うそ うつかす つ ちあせせかえそ おかてつてうあ. 
っ そおせそくせあねせそ そてすかねあま つにそおつてうそ け そいはせそつてへ すかきおと 〉あてあのかこ け ╅せかこ 
そねかせへ うそ すせそえそす. ╅せみ えそうそちけしあ, ねてそ う おかてつてうか, すそきかて いふてへ, かはか せかそつそく-
せあせせそ, そせあ うふおかしみしあ 〉あてあのけせと すあせかちと そいはかせけみ つ しまおへすけ, そてさちふてそつてへ, 
たちけうかてしけうそつてへ, つかちおかねせそつてへ, ますそち, つすかに, しかえさそつてへ, うそくおとのせそつてへ. ╇ けてそえか 
〉あてあのあ け ╅せみ つてあしけ せかそいふさせそうかせせそ いしけくさけすけ しまおへすけ, おちとくへみすけ け たそお-
ちとえあすけ そおせそうちかすかせせそ. 】 ╅せけ いふしあ たそつてそみせせあみ たそてちかいせそつてへ う そいはかせけけ 
つ 〉あてあのかこ, そせあ おかしけしあつへ つ 〉あてあのかこ うつかす, たそしとねあしあ と せかか つそうかて, しまいそうへ 
け たそおおかちきさと うそ うつかに つけてとあぬけみに きけくせけ — さあさ ちあおそつてせふに, てあさ け つあすふに 
つしそきせふに け てみきかしふに. っ そねかせへ えそちお, ちあお け つねあつてしけう, ねてそ つてあし ねあつてへま ╅せけ-
せそこ つかすへけ, うつかに ねしかせそう さそてそちそこ: かか すあすと ╇けさてそちけま 》かてちそうせと, そてねけすあ 
╅せあてそしけみ ╅せおちかかうけねあ, 〉あてあのと け ╋かせま — けつさちかせせか たそしまいけし. 《せけ うつか 
つてあしけ すせか いしけくさけすけ け ちそおせふすけ しまおへすけ. 

》ちけねけせあ, たそ さそてそちそこ み けくしあえあま つかこねあつ つうそけ すふつしけ, — ほてそ つてちあの-
せそか えそちか, てちあえかおけみ せあのかこ つかすへけ. ╆かくうちかすかせせそ とのしあ けく きけくせけ 〉あてあのあ. 
╇つかえおあ すそしそおあみ, さちあつけうかこのあみ きかせはけせあ, そねあちそうあてかしへせあみ, たそしせあみ きけくせけ, 
ほせかちえけけ, つそくおあまはあみ うそさちとえ つかいみ あてすそつなかちと しまいうけ, ちあおそつてけ, うかつかしへみ, 
さちあつそてふ, つうかてあ, ほしかえあせてせそつてけ. ╇ てそ, ねてそ 〉あてあのあ とのしあ, たちそつてそ せかうそく-
すそきせそ たそうかちけてへ. ゅてそ せか とさしあおふうあかてつみ う つそくせあせけけ, つ ほてけす せかうそくすそきせそ 
つすけちけてへつみ. ╆かくとてかのせあ すそみ きかせあ ╅せみ, せそ ほてそ — け すそか しけねせそか えそちか, すそみ 
たそてかちみ.

『そしへ 〉あてあのけ う きけくせけ ╅せけ け うつかこ せあのかこ つかすへけ せかうそくすそきせそ たかちかそぬか-
せけてへ. 〉あてあのあ おあちけしあ せあす つねあつてへか け ちあおそつてへ そいはかせけみ, そせあ そさあくふうあしあ せあす 
せかそぬかせけすとま たそおおかちきさと け たそすそはへ うそ うつかに おかしあに け たちそいしかすあに, うつかえおあ いふしあ 
そたそちそこ う せあのかこ きけくせけ. 〉あてあのあ いふしあ そおあちかせあ のけちそねあこのかこ おとのそこ, いかく-
えちあせけねせそこ ねかしそうかねせそつてへま — さあねかつてうあすけ, さそてそちふか つそいちあしけ いそしへのそか さそしけ-
ねかつてうそ しまおかこ, おちとくかこ, いしけくさけに くせあさそすふに うそさちとえ かか つ ╋かせかこ つかすへけ. ゅてそ 
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いふし おうとつてそちそせせけこ たちそぬかつつ. 』 そおせそこ つてそちそせふ, しまおけ, いかくとつしそうせそ, せか すそえしけ 
せか くあすかてけてへ け てみせとしけつへ さ 〉あてあのけせふす たちけちそおせふす さあねかつてうあす: たちけうかてしけ-
うそつてけ, おそいちそてか, えそつてかたちけけすつてうと, けせてかちかつと さ さあきおそすと ねかしそうかさと け きかしあせけま 
そいはあてへつみ つ せけす. ゅてと 〉あてあのけせと せかそいふさせそうかせせとま け ちかおさとま つたそつそいせそつてへ 
そさちときけてへ ねかしそうかさあ うせけすあせけかす, くあいそてそこ, たちそみうけてへ せかたそおおかしへせふこ けせてかちかつ 
さ せかすと, たそおちときけてへつみ つ せけす つ たかちうふに すけせとて たかちうそこ うつてちかねけ み そはとてけし せあ 
つかいか. 〉あてあのあ う つそうかちのかせつてうか うしあおかしあ すあつてかちつてうそす, けつさとつつてうそす け せあとさそこ 
つそくおあうあてへ け つてちそけてへ うくあけすそそてせそのかせけみ つ しまおへすけ. ¨すかせせそ たそほてそすと み つてあし 
せあくふうあてへ かか け ╋かせま せあ «てふ» け たそ けすかせけ, かはか せか いとおとねけ きかせあてふす せあ ╅せか 
け せかつすそてちみ せあ 16-しかてせまま ちあくせけぬと う うそくちあつてか. ╇つてちかてけてへ 〉あてあのと け つてあてへ 
ねしかせそす かか つかすへけ — うつか ほてそ み うそつたちけせみし さあさ おあち つとおへいふ. 

』 おちとえそこ つてそちそせふ, ほてけ 〉あてあのけせふ たちけちそおせふか さあねかつてうあ たちけおあうあしけ かこ 
おそたそしせけてかしへせふか つけしふ つてちそけてへ け ちあくうけうあてへ うくあけすそそてせそのかせけみ つ つあすふすけ 
ちあくせふすけ しまおへすけ, たそおおかちきけうあてへ つ せけすけ おちときいと. 

』そうかてふ け たそおおかちきさあ 〉あてあのけ け ╋かせけ そねかせへ たそすそえあしけ すせか う たちそ-
なかつつけそせあしへせそこ おかみてかしへせそつてけ. っ てあさ きか, さあさ け そせけ, ちあいそてあし おそしえけか えそおふ 
う くあえちあせさそすあせおけちそうさあに, せそ たそ しけせけけ うせかのせかほさそせそすけねかつさけに つうみくかこ — 
13 しかて う 〉そちうかえけけ け 5 しかて う [あせあおか. [あさ えそうそちけしあ ╅せみ, くあえちあせけねせあみ きけくせへ 
— ほてそ そつそいあみ «さとにせみ», つうそかえそ ちそおあ «たそおうそおせあみ しそおさあ». ¨せそえおあ うそくせけさあしけ 
つしそきせふか つけてとあぬけけ うそ うくあけすそそてせそのかせけみに う さそししかさてけうか. ╅せみ たそ しまいそすと 
たそうそおと くうそせけしあ う 〈そつさうと, 〉あてあのあ おあうあしあ ╅せか つそうかてふ うそ うつかに つけてとあぬけみに, 
さそてそちふか せかけくすかせせそ たそすそえあしけ せあす, «ちあいそてあしけ». っ せけさそえおあ せか うけおかし ╅せま 
う つそつてそみせけけ とせふせけみ, たかつつけすけくすあ, つ そたとつてけうのけすけつみ ちとさあすけ, そせあ うつかえおあ 
いふしあ つおかちきあせせそこ, そたてけすけつてけねせそこ け つけしへせそこ. ╅せみ えそうそちけしあ, ねてそ ほてそ 
くあつしとえあ 〉あてあのけ. 《せあ いふしあ そつせそうそこ, そたそちそこ, たそおおかちきさそこ, つけしそこ おしみ ╅せけ 
け, つそそてうかてつてうかせせそ, おしみ うつかこ せあのかこ つかすへけ.

《おせそ けく たちかおせあくせあねかせけこ 〉あてあのけ う きけくせけ — いふてへ ]とねのけす ╉ちとえそす 
う つあすそす うふつそさそす くせあねかせけけ け たちそみうしかせけけ ほてそえそ つしそうあ. 〉あてあのあ うつかえおあ 
いふしあ け いとおかて おしみ すかせみ, ╅せけ, せあのけに おうとに おそねかちかこ 〈あちけせふ け ょしけ ]とね-
のけす ╉ちとえそす.

〉あてあのけせあ ちそしへ う きけくせけ すそかこ つかすへけ そえちそすせあ. 《せあ そつてあうけしあ せあす いかつ-
ぬかせせそか せあつしかおつてうそ. 》ちかきおか うつかえそ, たちあさてけねかつさけ つそくおあしあ, つなそちすけちそうあしあ 
つうそま たしかすみせせけぬと ╅せま, そいしあおあまはとま たちかさちあつせふすけ ねかしそうかねかつさけすけ さあねか-
つてうあすけ, すときかつてうかせせそえそ, つけしへせそえそ ねかしそうかさあ, さそてそちふこ うそ うつかす つてあちあかてつみ 
いふてへ おそつてそこせふす 〉あてあのけ け たそにそきけす せあ せかか, あ さちそすか てそえそ, たかちかおあてへ ほてけ 
さあねかつてうあ 〈あちけせか け ょしか. っ いかつさそせかねせそ いしあえそおあちかせ 〉あてあのか くあ かか しまいそうへ 
さ ╅せか, さそ うつかす せあす, くあ たちかおあせせそつてへ, くあ そえちそすせとま ちそしへ う せあのかこ きけくせけ, くあ 
たそすそはへ け とねあつてけか うそ うつかす け うつかえおあ.

╅ つあすそか えしあうせそか — 〉あてあのあ たそおあちけしあ せあす つかいみ.

『そおつてうかせせけさけ
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╆ふつてちそうあ 〈.╉.*

っちさあみ うつたふのさあ ちあおときせそえそ つうかてあ

╇たかちうふか み とうけおかしあ てかてま 〉あてあのと う おかてつてうか, せあ なそてそえちあなけみに う つかすかこせそす 
あしへいそすか. 〈そみ すあすあ そいひみつせけしあ すせか, ねてそ てかてみ 〉あてあのあ — きかせあ いちあてあ すそかこ 
いあいとのさけ. ゅてそ いふしけ なそてそえちあなけけ つそ つうあおへいふ すそけに ちそおけてかしかこ. 〉あつさそしへさそ 
み たそすせま, てかてみ 〉あてあのあ いふしあ う つうかてしそす たしあてへか つ てかすせふすけ おしけせせふすけ うそしそ-
つあすけ, としそきかせせふすけ う にうそつて. 〈せか うちかくあしつみ う たあすみてへ かか ねけつてふこ け いしあえそ-
ちそおせふこ そいちあく. 』 てかに たそち み たそおつそくせあてかしへせそ きおあしあ うつてちかねけ つ せかこ け おみおかこ 
╋かせかこ, さそてそちそえそ てあさきか うたかちうふか とうけおかしあ せあ ほてけに なそてそえちあなけみに.

》かちうそか すそか うそつたそすけせあせけか そ てかてか 〉あてあのか せあみうと — ほてそ たちあくおせそうあせけか 
60-しかてけみ すそかこ いあいとのさけ う みせうあちか 2000 えそおあ, さそえおあ み つそ つうそかこ つかすへかこ つたか-
ぬけあしへせそ たちけかにあしあ せあ せそうそえそおせけか さあせけさとしふ う 〈そつさうと, ねてそいふ たちそうかつてけ 
すけししかせけとす つ ちそおつてうかせせけさあすけ. っ おかこつてうけてかしへせそ きおあしあ うつてちかねけ つ てかてかこ 
〉あてあのかこ, そいちあく さそてそちそこ おそしえけか えそおふ そつてあうあしつみ う すそかこ たあすみてけ, つ てかに たそち 
さあさ うたかちうふか とうけおかしあ かか せあ なそてそえちあなけみに. ╉みおま ╋かせま み うけおかしあ う せあねあしか 
おかうみせそつてふに う 〈そつさうか すかきおと くあえちあせさそすあせおけちそうさあすけ すそけに ちそおけてかしかこ 
う 〉そちうかえけま, えおか み たちそうかしあ たちあさてけねかつさけ うつか つうそか おかてつてうそ.

¨ うそて せあつてあし てそて おかせへ, さそえおあ み せあさそせかぬ-てそ たそくせあさそすしまつへ つ てかてかこ 
〉あてあのかこ. 《きけおあしあ とうけおかてへ てかてま 〉あてあのと つそ つうあおかいせふに なそてそえちあなけこ — 
つ おしけせせふすけ てかすせふすけ うそしそつあすけ, くあいちあせせふすけ う にうそつて, せそ たかちかおそ すせそこ 
たちかおつてあしあ みちさあみ せかそいふねせあみ きかせはけせあ つそ つうかてしふすけ うそしそつあすけ, さそてそちふか 
いふしけ としそきかせふ う たふのせとま たちけねかつさと. 【かてみ 〉あてあのあ おかこつてうけてかしへせそ たそちあ-
くけしあ すかせみ. 》ちけねけせあ, たそ さそてそちそこ み そたけつあしあ かか さあさ みちさとま, せかそいふねせとま 
きかせはけせと, くあさしまねあかてつみ う てそす, ねてそ うかつへ かか そいちあく うせとのあし すせか ほてそ: かか うくえしみお, 
けくしとねあうのけこ おそいちそてと, とす, けつさちかせせそつてへ け いしあえそちそおつてうそ おとのけ, かか たちか-
さちあつせそか しけぬそ け すみえさけこ せかきせふこ えそしそつ. 》そ すそかすと すせかせけま, せかくあとちみおせそつてへ 
みうしみかてつみ つそねかてあせけかす みちさそつてけ け せかそいふねせそつてけ う つあすそす せあけうふつのかす つすふつしか 
ほてそえそ つしそうあ. 《ねかせへ ちかおさそ うつてちかねあまてつみ う きけくせけ しまおけ, さそてそちふか みうしみまてつみ 
せそつけてかしみすけ ほてけに さあねかつてう. ╅ てかてみ 〉あてあのあ いふしあ せか たちそつてそ けに せそつけてかしかす, 
あ そしけぬかてうそちかせけかす.

【かてみ 〉あてあのあ つちあくと たちけさそうあしあ さ つかいか うつか すそか うせけすあせけか. 》そつさそしへさと そせあ 
うたかちうふか とうけおかしあ すかせみ う すそかす つそくせあてかしへせそす うそくちあつてか (おそ ほてそえそ そせあ うけおかしあ 
すかせみ う すしあおかせねかつてうか, せそ み ほてそえそ, さそせかねせそ, せか たそすせま), かこ いふしそ けせてかちかつせそ 
とくせあてへ すかせみ. 《せあ つちあくと きか つてあしあ つそ すせそこ ちあくえそうあちけうあてへ, ちあつつたちあのけうあてへ 
そ のさそしか, たちけつてちあつてけみに け て.お. っ ねかてさそ たそすせま, さあさ せあ かか うそたちそつ そ てそす, せちあ-
うけてつみ しけ すせか とねけてへつみ け さあさけか と すかせみ しまいけすふか たちかおすかてふ, そてうかてけしあ, ねてそ 

* 〈あちけせあ ╉すけてちけかうせあ ╆ふつてちそうあ —  うせとねあてあみ たしかすみせせけぬあ ╊.》. ╆あきあせそうあ.
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とねかいあ おあかてつみ しかえさそ, たそてそすと ねてそ み つてあちあてかしへせそ くあせけすあまつへ け と すかせみ にそちそ-
のあみ たあすみてへ. 《せあ たそおすかてけしあ, ねてそ う ほてそす «のさそしへせそす» あつたかさてか すふ つ せかこ 
たそにそきけ, たそつさそしへさと と せかか てそきか うつかえおあ いふしあ にそちそのあみ たあすみてへ.

【かてみ 〉あてあのあ つちあくと くあうそかうあしあ すそか つかちおぬか. [そえおあ すふ つかしけ くあ つてそし, そせけ 
うすかつてか つ おみおかこ ╋かせかこ つてあしけ おとのそこ さそすたあせけけ, け み うせけすあしあ さあきおそすと けに 
つしそうと, くあてあけう おふにあせけか. 《せけ そねかせへ けせてかちかつせそ け つ ますそちそす ちあつつさあくふうあしけ そ 
つうそかこ きけくせけ う ╅すかちけさか け [けてあか. っ つちあくと たそせみしあ, ねてそ そせけ — あいつそしまてせふか 
かおけせそすふのしかせせけさけ け ちそおつてうかせせふか おとのけ. ╇ すそけに えしあくあに そせけ たちかおつてあう-
しみしけ けおかあしへせふこ つそまく すときねけせふ け きかせはけせふ, さそてそちふか ちあうせふ おちとえ おちとえと 
け, さあさ つさあくあし ╅せてとあせ おか 』かせて-ゅさくまたかちけ, «つすそてちみて う そおせそす せあたちあうしかせけけ».

〈そか たかちうそか てそえおあのせかか うたかねあてしかせけか てそしへさそ とつけしけうあしそつへ せあ たちそてみ-
きかせけけ たそつしかおとまはけに しかて, け さあきおふこ ちあく, さそえおあ すふ うつてちかねあしけつへ つ せけすけ, 
み たそちあきあしあつへ てそすと, さあさけか すかきおと せけすけ つとはかつてうとまて えあちすそせけみ け うくあけ-
すそたそせけすあせけか. ¨, さそせかねせそ, つてあせそうけしそつへ つそうかちのかせせそ そねかうけおせそ, ねてそ てかてみ 
〉あてあのあ つしときけしあ すとくそこ おしみ おみおけ ╋かせけ け いふしあ つそとねあつてせけぬかこ けしけ つそうかて-
せけぬかこ うそ うつかに かえそ せあねけせあせけみに. 〉あ てそて すそすかせて み かはか せか くせあしあ, ねてそ そせけ 
つそうすかつてせそ せあたけつあしけ すせそえそ たといしけぬけつてけねかつさけに させけえ け せあとねせふに てちとおそう. 
《 ますそちか け つすかにか, さそてそちふすけ つそたちそうそきおあしけつへ さあきおあみ ちかたしけさあ け ちあつつさあく 
おみおけ ╋かせけ け てかてけ 〉あてあのけ, えそうそちけてへ, うそそいはか, けくしけのせか. っ うしまいけしあつへ 
う ほてと たあちと け つ てかに たそち うつかえおあ つ せかてかちたかせけかす きおあしあ うつてちかねけ つ せけすけ.

[ つそきあしかせけま, ほてけに うつてちかね うたそつしかおつてうけけ いふしそ せかすせそえそ, せそ さあきおあみ けく 
せけに いふしあ おそしえそきおあせせあみ け せあつふはかせせあみ ちあおそつてへま, つすかにそす, せそうふすけ たそくせあ-
せけみすけ け たちそつてそ たちけみてせふす うちかすみたちかたちそうそきおかせけかす.

〈せか そねかせへ たそせちあうけしつみ ちあつつさあく すそかこ すあすふ そ てそす, ねてそ, さそえおあ み ちそおけ-
しあつへ, ちそおけてかしみす つしそきせそ いふしそ うふいちあてへ すせか けすみ, け すあすあ, う ねけつしか おちとえけに, 
おとすあしあ せあくうあてへ すかせみ 〉あてあのかこ う ねかつてへ てかてけ 〉あてあのけ. 〉あ ねてそ てかてみ 〉あてあのあ 
つさあくあしあ かこ: «〉か せあおそ. Too many Natashas». ¨すかしそつへ う うけおと, ねてそ う せあのかこ 
いそしへのそこ つかすへか ときか いふしそ せかつさそしへさそ きかせはけせ たそ けすかせけ 〉あてあのあ. 〈せか 
そねかせへ せちあうけしあつへ ほてあ けつてそちけみ, け み そぬかせけしあ てそえおあ そつてちそてと とすあ け ますそち てかてけ 
〉あてあのけ.

〈せか くあたそすせけしそつへ, さあさ すふ かくおけしけ う えそつてけ さ てかてか 〉あてあのか け おみおか 
╋かせか う けに くあえそちそおせとま さうあちてけちと. っ いふしあ たそちあきかせあ さちあつそてそこ けせてかちへかちあ 
け といちあせつてうあ さあきおそこ さそすせあてふ, てかす, つ さあさけす うさとつそす け てはあてかしへせそつてへま 
そいつてあうしかせ さあきおふこ とえそし ほてそこ さうあちてけちふ. ╅ つてそし, さそてそちふこ たちけえそてそうけしあ 
てかてみ 〉あてあのあ, いふし そしけぬかてうそちかせけかす けくふつさあせせそつてけ け えそつてかたちけけすつてうあ. 
【そえおあ きか み うそ うてそちそこ ちあく う きけくせけ つてあしあ つうけおかてかしかす てそえそ, さあさ てちかたかてせそ 
てかてみ 〉あてあのあ そてせそつけしあつへ さ つうそかこ すあすか, さあさそこ くあすかねあてかしへせそこ け くあいそてしけ-
うそこ おそねかちへま そせあ いふしあ. 』うそかこ おそいちそてそこ け ねけつてそてそこ おとのけ そせあ そくあちみしあ うつか 
たちそつてちあせつてうそ うそさちとえ.

[そえおあ み つ ちそおけてかしみすけ とかにあしあ う くあえちあせさそすあせおけちそうさと う [あせあおと, えおか 
すふ たちそうかしけ せかつさそしへさそ しかて, み ねあつてそ おとすあしあ そ てかてか 〉あてあのか け おみおか ╋かせか 
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け きおあしあ うつてちかねけ つ せけすけ. 〈せか せか にうあてあしそ そいはかせけみ つ ほてけすけ たそてちみつあまはか 
とすせふすけ, けつさちそすかてせそ けせてかちかつせふすけ け せかくあとちみおせふすけ しまおへすけ. っ にそてかしあ 
うせそうへ け うせそうへ つしとのあてへ つすかのせふか けつてそちけけ けく けに きけくせけ う ╅すかちけさか け [けてあか 
け うつみさけこ ちあく えちそすさそ つすかみてへつみ. 》そすせま, さあさ そおせあきおふ たそ うそくうちあはかせけけ 
けく [あせあおふ み たちけのしあ さ せけす う えそつてけ うすかつてか つ すそかこ すあすそこ け う そねかちかおせそこ 
ちあく つてあしあ えちそすさそ け おそしえそ つすかみてへつみ せあお そつてちそとすせふすけ くあすかねあせけみすけ おみおけ 
╋かせけ. 〈そみ すあすあ, さそてそちあみ うつかえおあ つてかつせみかてつみ すそかえそ えちそすさそえそ つすかにあ, つてあしあ 
すかせみ ちとえあてへ, あ てかてみ 〉あてあのあ, せあそいそちそて, としふいあしあつへ け ちあおそうあしあつへ, さあさ ちかいか-
せそさ. 《せあ えそうそちけしあ, ねてそ と すかせみ たちかさちあつせふこ, けつさちかせせけこ け くあちあくけてかしへせふこ 
つすかに. っ かか しまいけしあ, う てそす ねけつしか け くあ てそ, ねてそ う せかこ きけし ちかいかせそさ, さそてそちふこ 
つすそてちかし せあ すけち のけちそさそ そてさちふてふすけ えしあくあすけ け つてあちあしつみ としそうけてへ さあきおそか 
たちかさちあつせそか すえせそうかせけか きけくせけ.

》そつしかおせけこ ちあく み うけおかしあ てかてま 〉あてあのと くあ たそしてそちあ えそおあ おそ かか つすかちてけ. 
《せあ いふしあ てあさあみ きか みちさあみ, そつしかたけてかしへせあみ け たそしせあみ ほせかちえけけ, さあさ うつかえおあ. 
っ そねかせへ せあおかみしあつへ せあ いとおとはけか せあのけ うつてちかねけ け そいはかせけか, せそ ほてけす せあおかき-
おあす せか つときおかせそ いふしそ ついふてへつみ.

【かてみ 〉あてあのあ せあうつかえおあ そつてあせかてつみ う すそかす つかちおぬか け たあすみてけ さあさ みちさあみ 
うつたふのさあ ちあおときせそえそ つうかてあ, さそてそちあみ いふしあ け うつかえおあ いとおかて う すそかこ きけくせけ.

[しかせそうつさあみ ].╅.*

ぁかしそうかさ つ いそしへのそこ いとさうふ

〈ふ つ 〉あてあのかこ たそちそおせけしけつへ う 1973 えそおと, たそつしか てそえそ さあさ み うふのしあ くあすとき くあ 
かか おうそまちそおせそえそ いちあてあ ╇しあおけすけちあ ╈かそちえけかうけねあ [しかせそうつさそえそ. 《せ そさそせねけし 
〈そつさそうつさけこ えそつとおあちつてうかせせふこ たかおあえそえけねかつさけこ けせつてけてとて けす. ╇.¨. ]かせけせあ 
(〈╈》¨), あ み かはか とねけしあつへ てあす せあ てちかてへかす さとちつか おかなかさてそしそえけねかつさそえそ 
なあさとしへてかてあ. 〉あてあのあ け ╋かせみ てそえおあ ときか いふしけ きかせあてふ. 

》ちかきおか うつかえそ, み にそてかしあ いふ ちあつつさあくあてへ そ つかすへか [しかせそうつさけに け [そちつあ-
さそうふに, う さそてそちとま み うそのしあ け いふしあ てあす たちけせみてあ さあさ ちそおせあみ. 』 せそうふすけ 
ちそおつてうかせせけさあすけ すせか うつかえおあ いふしそ しかえさそ せあこてけ そいはけこ みくふさ, たそつさそしへさと 
うつか そせけ きけうそ けせてかちかつそうあしけつへ きけくせへま すそかこ つかすへけ, つてあちあしけつへ おあてへ つそうかて, 
あ ねあはか うつかえそ — たそすそねへ う ちあくしけねせふに うそたちそつあに, さそてそちふか うつかえおあ たちけにそ-
おけてつみ ちかのあてへ すそしそおそこ つかすへか. 》ちけ ほてそす たそすそはへ のしあ そて ねけつてそえそ つかちおぬあ. 
¨つさちかせせか.

』 〉あてあのかこ と すかせみ つちあくと つしそきけしけつへ いしけくさけか, おそうかちけてかしへせふか そてせそ-
のかせけみ. 〈ふ うつてちかねあしけつへ せか てあさ ねあつてそ, さあさ にそてかしそつへ いふ, てかす せか すかせかか け み, 

* ]あちけつあ ╅ちさあおへかうせあ  [しかせそうつさあみ —  きかせあ おうそまちそおせそえそ いちあてあ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ.
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け そせあ たそつてそみせせそ いふしけ う さとちつか うつかに おかし おちとえ おちとえあ. ぁてそ さあつあかてつみ せそうそつてかこ, 
つうみくあせせふに つ 〉あてあのかこ け ╋かせかこ, てそ み とくせあうあしあ けに そて つうかさちそうけ — 【あすあちふ 
╈ちけえそちへかうせふ [しかせそうつさそこ, さそてそちそこ 〉あてあのあ たちけにそおけしあつへ せか てそしへさそ しまいけ-
すそこ たしかすみせせけぬかこ, せそ け いしけくさけす たそ おとにと ねかしそうかさそす.

╇ おそすか [しかせそうつさけに すふ, さあさ たちあうけしそ, うつてちかねあしけつへ つ 〉あてあのかこ け ╋かせかこ 
う たちあくおせけねせふか おせけ. 〉あす うつかえおあ いふしそ そ ねかす たそえそうそちけてへ. ╇そ-たかちうふに, 
すふ いふしけ すそしそおふ, け すせそえけか せあのけ うくえしみおふ, さあさ け けせてかちかつふ, つそうたあ-
おあしけ. [ つそきあしかせけま, せあのけ うつてちかねけ おそうそしへせそ つさそちそ たちかちうあしけつへ, てあさ さあさ 
〉あてあのあ け ╋かせみ そてたちあうけしけつへ う おしけてかしへせとま さそすあせおけちそうさと う ╅すかちけさと. 
〈ふ つ すときかす う ほてそ うちかすみ てあさきか いふしけ う ちあくひかくおあに. ╇ ねあつてせそつてけ, せかつさそしへさそ 
しかて たちかいふうあしけ う てそえおあのせかこ ╈╉『.

〉かしへくみ つさあくあてへ, ねてそ すふ うそそいはか せか うけおかしけつへ. 〈ふ うつてちかねあしけつへ, さそえおあ 
つとおへいあ そおあちけうあしあ せあつ そてたとつさあすけ せあ 『そおけせか. ゅてけ さそちそてさけか すえせそうかせけみ 
うつかえおあ いふしけ ちあおそつてせふすけ け くあたそすけせあまはけすけつみ. 〉あてあのあ, たそすせま, そねかせへ 
けせてかちかつせそ, おあきか くあにうあてふうあまはか け う てそ きか うちかすみ つ いそしへのけす ねとうつてうそす 
ますそちあ ちあつつさあくふうあしあ そ つうそけに くあそさかあせつさけに うたかねあてしかせけみに. [ちそすか てそえそ, 
せか たちそにそおけしそ け すけせとてふ, ねてそいふ そせあ せか たそけせてかちかつそうあしあつへ せあのけすけ おかしあすけ 
け たちそいしかすあすけ. っ せか ちあく たそちあきあしあつへ かか けせてとけぬけけ, たそすそえあまはかこ かこ 
ちかあしへせそ たそすそねへ そさちときあまはけす. ╊つしけ と せかか たそしとねあしそつへ つおかしあてへ ねてそ-てそ 
せときせそか け たそしかくせそか おしみ ねかしそうかさあ, てそ そせあ いふしあ たそ-せあつてそみはかすと つねあつてしけうあ. 
〉あてあのあ いとさうあしへせそ つうかてけしあつへ, さそえおあ といかきおあしあつへ, ねてそ そせあ せときせあ しまおみす 
け かか てちとおふ せか たちそたあしけ おあちそす.

』そ つしそう すときあ け つうかさちそうけ すせか いふしそ けくうかつてせそ, ねてそ ╇そしそおみ (つふせ 【あすあちふ 
╈ちけえそちへかうせふ [しかせそうつさそこ け すそこ すとき) け 〉あてあのあ う ちあせせかす おかてつてうか 
け う のさそしへせふか えそおふ うすかつてか うそつたけてふうあしけつへ け さちかたさそ おちときけしけ. ¨に うつかに 
そいひかおけせけし えそちそお ╆あさと. 【あさ つしそきけしそつへ, ねてそ う てそて たかちけそお てあす たちそきけうあしけ 
せか てそしへさそ [しかせそうつさけか, せそ け [そちつあさそうふ: ちそおけてかしけ 〉あてあのけ, かか いあいとのさあ 
け おかおとのさあ. 【かす せか すかせかか 〉あてあのあ そねかせへ しまいけしあ 〈そつさうと け つねけてあしあ つかいみ 
さそちかせせそこ すそつさうけねさそこ.

》そつしか さそせねけせふ すそかえそ すときあ せあのけ ちそおつてうかせせふか つうみくけ てそしへさそ とさちか-
たけしけつへ. 〉かつすそてちみ せあ つうそま いそしかくせへ, 〉あてあのあ うつかえおあ けせてかちかつそうあしあつへ すそかこ 
きけくせへま, すそけすけ たちそいしかすあすけ. 《せあ つてあちあしあつへ たそすそねへ つしそうそす け おかしそす, 
たそおおかちきあてへ う てちとおせとま すけせとてと. 》あちと しかて せあくあお み てみきかしそ くあいそしかしあ. 】くせあう 
そい ほてそす, 〉あてあのあ すそすかせてあしへせそ たそくうそせけしあ すせか け たちかおしそきけしあ たそすそはへ. 
╇ たかちけそお いそしかくせけ そせあ たそおおかちきけうあしあ すかせみ せか てそしへさそ すそちあしへせそ, せそ 
け すあてかちけあしへせそ. 

╉そ たそつしかおせけに かか おせかこ すふ そいはあしけつへ たそ てかしかなそせと. ╉そ つけに たそち せか すそえと 
たそうかちけてへ, ねてそ かか いそしへのか せかて つ せあすけ. 》そちそこ しそうけのへ つかいみ せあ すふつしけ, ねてそ 
そいみくあてかしへせそ せときせそ たそくうそせけてへ 〉あてあのか け おあきか けせつてけせさてけうせそ せあいけちあかのへ 
せそすかち かか てかしかなそせあ. 〉そ てとて きか, つたそにうあてけうのけつへ, たそせけすあかのへ, ねてそ つ せかいかつ 
そせあ ときか すせか せか そてうかてけて. ｠そてみ, さてそ くせあかて…

『そおつてうかせせけさけ
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】にそお 〉あてあのけ おしみ すかせみ け すそかこ つかすへけ — せかうそつたそしせけすあみ とてちあてあ. 》そさあ 
きけうと, いとおと たそすせけてへ かか さあさ たちかさちあつせそえそ, おそいちそえそ け そてくふうねけうそえそ ねかしそ-
うかさあ. ぁかしそうかさあ つ いそしへのそこ いとさうふ.

╆かつかおあ つ [しかせそうつさそこ 【.╈.*

〉か つしふのと かか くあおそちせそえそ つすかにあ

— 【あすあちあ ╈ちけえそちへかうせあ, せあつさそしへさそ み くせあま, 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ ╆あきあ-
せそうあ たちけにそおけしあつへ ╇あす ちそおつてうかせせけぬかこ. 》そ さあさそこ しけせけけ?

— 》そ しけせけけ すそかえそ すときあ.
— ╅ さかす いふし ╇あの すとき?
— ╈かそちえけこ ╅せてそせそうけね いふし そなけぬかちそす, たそしさそうせけさそす, けせうあしけおそす 

うそこせふ. 《せ, いとおとねけ あちてけししかちけつてそす, たちそのかし うつま ╇かしけさとま 《てかねかつてうかせせとま 
うそこせと. 『そおそす すふ けく ╆あさと. 』そ つうそけす つとたちとえそす うすかつてか とねけしけつへ う のさそしか, 
う そおせそす さしあつつか. 〉かつすそてちみ せあ てそ, ねてそ と せあつ つ 〉あてあのかこ いふしあ せか ねけつてそ 
ちそおつてうかせせあみ つうみくへ, すふ つ せかこ いふしけ そねかせへ いしけくさけ おとにそうせそ. 《ておかしへせそ にそねと 
つさあくあてへ そ 〉あてあのけせそこ いあいとのさか. ╅せてそせけせあ 【けにそせそうせあ たちけにそおけしあつへ すせか 
つうかさちそうへま. 【あさ うそて, そせあ いふしあ そねかせへ つてちそえそこ きかせはけせそこ け う てあさそこ きか つてちそ-
えそつてけ うそつたけてふうあしあ 〉あてあのと.

— ╅ う ねかす ほてそ うふちあきあしそつへ? 
— 》ちかきおか ねかす そてうかてけてへ せあ ╇あの うそたちそつ, せかそいにそおけすそ うつたそすせけてへ けつてそ-

ちけま せあのけに つ 〉あてあのかこ うくあけすそそてせそのかせけこ. っ つ せかこ «たそくせあさそすけしあつへ», 
さそえおあ かこ いふしそ うつかえそ うそつかすへ すかつみぬかう. ¨く-くあ しかえそねせそこ いそしかくせけ すあすふ 
〉あてあのけ, 〉けせふ ╅せてそせそうせふ, ちそおけてかしけ, たちそきけうあうのけか う 〈そつさうか, いふしけ 
うふせときおかせふ そてたちあうけてへ おそねさと さ いあいとのさか う ╆あさと.

╇ ほてそ きか うちかすみ, あ のかし 1947 えそお, けく つそうかてつさけに うそこつさ う ╈かちすあせけけ せあ 
つしときいと う ╆あさと いふし さそすあせおけちそうあせ すそこ すとき. 〈ふ たそきかせけしけつへ, さそえおあ ╈かそち-
えけこ ╅せてそせそうけね てそしへさそ うかちせとしつみ つ なちそせてあ. 〈そけ ちそおけてかしけ てそきか いふしけ 
ちそおそす けく ╆あさと. ╅ み, さ つしそうと, たちそけつにそおけしあ けく つかすへけ うちあねかこ. ╇そそいはか, にそねと 
そてすかてけてへ, ねてそ 〉あてあのあ うつま つうそま きけくせへ てかつせそ つそたちけさあつあしあつへ つ しまおへすけ 
ほてそこ たちそなかつつけけ. ╇ てそ うちかすみ せあのけ おそすあ せあにそおけしけつへ う おうとに のあえあに おちとえ そて 
おちとえあ, たそほてそすと つ ╅せてそせけせそこ 【けにそせそうせそこ け つ 〉あてあのかこ み そいはあしあつへ ねとてへ 
しけ せか さあきおふこ おかせへ. [ てそすと きか 〉あてあのあ け すそこ つふせ いふしけ ちそうかつせけさあすけ. 
〉あてあのあ つてあちのか かえそ うつかえそ せあ ねかてふちか すかつみぬあ. 【あさ ねてそ いふしあ すあつつあ そいつてそみ-
てかしへつてう, いしあえそおあちみ さそてそちふす せか そいはあてへつみ すふ たちそつてそ せか すそえしけ. 〉あてあのあ 

* 【あすあちあ  ╈ちけえそちへかうせあ [しかせそうつさあみ —  てかてみ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ.
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『そおつてうかせせけさけ

ちそつしあ せあ すそけに えしあくあに. ╇ てかねかせけか おうとに しかて そせあ にそおけしあ う そおせと け てと きか 
のさそしと, さそてそちとま くあさそせねけしけ すふ つ すときかす.

— ゅてそ いふしあ さあさあみ-てそ そつそいかせせあみ のさそしあ?
— ゅてそ いふしあ そおせあ けく しとねのけに のさそし う ╆あさと. ╇ せあのかこ のさそしか とねけしつみ 

つふせ うつかつけしへせそえそ ╉きあなあちあ ╅いいあつそうけねあ ╆あえけちそうあ — てそえおあのせかえそ たかちうそえそ 
つかさちかてあちみ [そすたあちてけけ ╅くかちいあこおきあせあ. 〉か すそえと つさあくあてへ, ねてそ ほてそ いふしあ 
さあさあみ-てそ ほしけてせあみ のさそしあ. 【そえおあ せか いふしそ たそおそいせふに のさそし. ╇ «せあのかこ 
のさそしか», さあさ すふ うつか かか せあくふうあしけ, とねけしけつへ け おかてけ ほしけてふ, け おかてけ «たちそつてふに» 
ちそおけてかしかこ. 〉そ とねかいあ う せかこ いしあえそおあちみ たちかさちあつせそすと たちかたそおあうあてかしへつさそすと 
つそつてあうと せあす すせそえそか おあしあ.

— ¨ ねてそ きか そせあ おあしあ 〉あてあのか?
— 〉あてあのあ いふしあ さちとえしそこ そてしけねせけぬかこ. ╅せてそせけせあ 【けにそせそうせあ, さあさ 

み ときか えそうそちけしあ, みうしみしあつへ そねかせへ うせけすあてかしへせそこ け てちかいそうあてかしへせそこ いあいとの-
さそこ. 》そすせま, さあさ そせあ くあつてあうしみしあ 〉あてあのと たそ せかつさそしへさと ちあく たかちかたけつふうあてへ 
おそすあのせけか くあおあせけみ, かつしけ う せけに たちけつとてつてうそうあしあ にそてみ いふ そおせあ すあしかせへ-
さあみ たそすあちさあ. 〈せか いふしそ そねかせへ きあしさそ 〉あてあのと, け み せか ちあく たふてあしあつへ かか 
くあはけてけてへ そて つてちそえそこ いあいとのさけ. 〉そ ╅せてそせけせあ 【けにそせそうせあ そつてあうあしあつへ 
う つうそけに てちかいそうあせけみに せかたちかさしそせせあ. 》そてそす み といかおけしあつへ, ねてそ そせあ, たそ いそしへ-
のそすと つねかてと, そさあくあしあつへ たちあうあ. ゅてそ そせあ たちけとねけしあ 〉あてあのと さ てちとおそしまいけま. 
〉あてあのあ そて たちけちそおふ, せかつそすせかせせそ, いふしあ つたそつそいせそこ, せかそちおけせあちせそこ おかうそね-
さそこ. 《おせあさそ, さあさ えそうそちけてつみ, «いかく てちとおあ せか うふしそうけのへ け ちふいさと けく たちとおあ». 
╇そて ほてそ さあねかつてうそ う せかこ うふちあいそてあしあ いあいとのさあ.

『そおつてうかせせけさけ

【.╈. け ].╅. [しかせそうつさけか つけおみて つたちあうあ そて 〉.╊. ╆あきあせそうそこ
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— [あさけす たちかおすかてあす 〉あてあのあ とおかしみしあ そつそいそか うせけすあせけか?
— ╇ふ くせあかてか, たそ とねかいか う せあねあしへせそこ のさそしか ほてそえそ せか いふしそ うけおせそ. 

《おせあさそ う おあしへせかこのかす そせあ そておあうあしあ たちかおたそねてかせけか うつか きか えとすあせけてあちせふす 
せあとさあす. ｠そてみ け たそ すあてかすあてけさか と せかか いふしけ そおせけ «たみてかちさけ».

— ╇けおけすそ, たそほてそすと そせあ つてあしあ たそつかはあてへ なけくけさそ-すあてかすあてけねかつさとま 
のさそしと たちけ 〈╈】, さそてそちとま くあさそせねけしあ つ そてしけねけかす.

— ╉あ? っ ほてそえそ せか くせあしあ. 〉あうかちせそか, ほてそ つしとねけしそつへ てそえおあ, さそえおあ 〉あてあのあ, 
たかちかかにあう う 〈そつさうと, つてあしあ とねけてへつみ う つてあちのけに さしあつつあに. 』 てちかてへかえそ さしあつつあ 
そせあ ときか にそおけしあ う すそつさそうつさとま のさそしと. っ きか つ つかすへかこ そつてあうあしあつへ う ╆あさと 
け つけか そいつてそみてかしへつてうそ, かつてかつてうかせせそ, たちそのしそ すけすそ すかせみ. [そえおあ すときあ 
う 1962 えそおと たかちかうかしけ う のてあい 〈そつさそうつさそえそ うそかせせそえそ そさちとえあ, せあのけ つうみくけ 
つ 〉あてあのかこ そたみてへ つてあしけ てかつせふすけ. ╇ ほてそ うちかすみ 〉あてあのあ ときか そさあせねけうあしあ 
つちかおせまま のさそしと け うつさそちか たそつてとたけしあ う 〈¨〈《. 》ちけねかす そせあ おそいけしあつへ 
ほてそえそ いかく うつみさそえそ いしあてあ.

— 〉かさそてそちふか 〉あてあのけせふ そおせそさしあつつせけさけ うつたそすけせあまて, ねてそ かか たそつてと-
たしかせけか う 〈¨〈《 つてあしそ おしみ すせそえけに けく せけに いそしへのそこ せかそきけおあせせそつてへま. 
《せあ きか たそつかはあしあ なけくけさそ-すあてかすあてけねかつさとま のさそしと, つかちへかくせそ くあせけすあしあつへ 
すとくふさそこ. 》そねかすと うつか-てあさけ そせあ うふいちあしあ 〈¨〈《?

— 〉か くせあま, たそねかすと てあさ うふのしそ. ╇そそいはか, すふ いふしけ そねかせへ おちときせそこ 
つかすへかこ. [あきおふこ すあしそ-すあしへつさけ つかちへかくせふこ のあえ う きけくせけ てそえそ けしけ けせそえそ 
かか ねしかせあ うつか うかつへすあ あさてけうせそ そいつときおあしけ. 】 〉あてあのけせふに ちそおけてかしかこ たそお 
〈そつさうそこ けすかしつみ せかいそしへのそこ つあおそうふこ とねあつてそさ. ╇そて てあす け たちけせけすあしけつへ 
うつか つとおへいそせそつせふか ちかのかせけみ. 〉か たそすせま, ねてそいふ すふ そいつときおあしけ, う さあさそこ うとく 
〉あてあのか たそこてけ とねけてへつみ. ╇けおけすそ, ほてそ ちかのかせけか たちけせみしあ け せあつてそみしあ せあ せかす 
つあすあ 〉あてあのあ. ╇そくすそきせそ, そせあ てあさ たそつてとたけしあ せあたかちかさそち すせかせけま いあいとのさけ. 
【あ う つうそか うちかすみ うふいちあしあ おしみ つうそかこ おそねかちけ, すあすふ 〉あてあのけ, たちそなかつつけま 
うちあねあ. 』うそま うせとねさと そせあ にそてかしあ うけおかてへ きとちせあしけつてさそこ け せか ちあく うふつさあ-
くふうあしあつへ う たそしへくと ほてそこ たちそなかつつけけ. ╉とすあま, ねてそ 〉あてあのあ たちそつてそ せか くあにそ-
てかしあ たそおねけせみてへつみ おけさてあてそちつさそこ うそしか ╅せてそせけせふ 【けにそせそうせふ. ╅ たそつかすと 
ちかのけしあ ほてそて うそたちそつ つあすあ.

╉ちとえそか おかしそ, さあさ み くせあま, 〉あてあのあ たそおとすふうあしあ そ たそつてとたしかせけけ う ¨せつてけ-
てとて つてちあせ ╅くけけ たちけ 〈╈】. 〉そ たそてそす, そねかうけおせそ, たかちかおとすあしあ け たそおあしあ 
おそさとすかせてふ う 〈¨〈《. ｠そてみ 〉あてあのあ くあさそせねけしあ のさそしと つ くそしそてそこ すかおあしへま, 
う 〈¨〈《 かこ «たちかおしそきけしけ» つおあてへ ほさくあすかせ たそ そおせそすと けく うふいちあせせふに かこ 
つあすそこ たちかおすかてそう. 〉あてあのあ うふいちあしあ つそねけせかせけか. 』てそけて おそいあうけてへ, ねてそ つそねけ-
せかせけみ いふしけ «さそせへさそす» 〉あてあのけ. 《せあ たけつあしあ けに うつかえおあ いしかつてみはか. ぃさそしへ-
せあみ とねけてかしへせけぬあ たそ ちとつつさそすと みくふさと け しけてかちあてとちか せあくふうあしあ 〉あてあのと 
«すあしかせへさけす ╆かしけせつさけす».

ぁとてへ そてうしかさとつへ: さそえおあ 〉あてあのあ うすかつてか つ ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす せあにそおけ-
しけつへ う ╅すかちけさか, そせあ たけつあしあ すせか たけつへすあ. 【あさ うそて, み つねけてあま, ねてそ ほてそ いふしけ 
せあつてそみはけか しけてかちあてとちせふか たちそけくうかおかせけみ — せあつてそしへさそ けせてかちかつせそ け さちあ-
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つそねせそ 〉あてあのあ そたけつふうあしあ けに きけくせへ くあ そさかあせそす. [あさ きあしへ, ねてそ ほてけ たけつへすあ 
と すかせみ せか つそにちあせけしけつへ.

′あ つそねけせかせけか う 〈¨〈《 〉あてあのか たそつてあうけしけ «ねかてうかちさと». «》みてかちさと» せか 
たそつてあうけしけ, たそつさそしへさと かか せか そさあくあしそつへ う つたけつさか いしあてせふに. 〉あてあのと みうせそ 
にそてかしけ «つちかくあてへ». 》ちけ ほてそす いふしそ つさあくあせそ, ねてそ たそすけすそ つそねけせかせけみ そせあ 
おそしきせあ つおあうあてへ そつてあしへせふか ほさくあすかせあぬけそせせふか たちかおすかてふ. 〉あてあのあ せか つたそ-
ちけしあ け せあ «そてしけねせそ» つおあしあ うつか ほてけ ほさくあすかせふ.

— ¨ うつか きか, さ ねかすと たちけおちあしあつへ ほさくあすかせあぬけそせせあみ さそすけつつけみ, つてあうみ 
〉あてあのか くあ つそねけせかせけか そぬかせさと «にそちそのそ»?

— ╅ ほてそ ときか せか けすかしそ くせあねかせけみ. ╇ つたかぬけあしへせそす つたけつさか かか なあすけ-
しけけ せか そさあくあしそつへ. ╇つみ ほてあ みうせあみ さしそとせあおあ つ 〉あてあのけせふす たそつてとたしかせけかす 
う 〈¨〈《 うふえしみおかしあ いかくそいちあくせそ け せかつたちあうかおしけうそ. 》あたあ 〉あてあのけ, ╊うえかせけこ 
》あうしそうけね, さそてそちふこ つしふし う せあのかこ つかすへか つてちあつてせふす いそちぬそす くあ つたちあうかお-
しけうそつてへ, つ ほてけす せけさあさ せか すそえ つすけちけてへつみ. 《せ たそのかし せあ たちけかす ねとてへ しけ せか 
さ すけせけつてちと けせそつてちあせせふに おかし, ねてそいふ おそさあくあてへ, ねてそ 〉あてあのあ おそつてそこせあ てそえそ, 
ねてそいふ とねけてへつみ う 〈¨〈《. ╇ さそせぬか さそせぬそう, かか くあねけつしけしけ «さあせおけおあてそす» 
け たちかおとたちかおけしけ: てそしへさそ かつしけ たそつしか たかちうそえそ つかすかつてちあ 〉あてあのあ つおあつて うつか 
ほさくあすかせふ せあ «そてしけねせそ», かか そなけぬけあしへせそ くあねけつしみまて う 〈¨〈《. 〉と, あ かつしけ 
にそてみ いふ たそ そおせそすと たちかおすかてと せか たそしとねけて «たみてかちさと», てそ, さあさ えそうそちけてつみ, 
«いとおへてか くおそちそうふ»: かか しけのあて け つてあてとつあ «さあせおけおあてあ». 〉あてあのあ つおあしあ うつか 
たちかおすかてふ せあ «そてしけねせそ» け てあさけす そいちあくそす くあさちかたけしあつへ う ほてそす たちかつてけきせそす 
けせつてけてとてか. ╇ おあしへせかこのかす そせあ つてあしあ たかちうそこ そてしけねせけぬかこ せあ さとちつか.

— ╇そくすそきせそ, くあ そてしけねせふか ちかくとしへてあてふ かこ おあしけ おしみ けくとねかせけみ [そちかま, 
さそてそちとま う てそ うちかすみ せか うつか すかねてあしけ けくとねあてへ. ╇かおへ てあさ?

— 〉と, さそせかねせそ. ╊か たそつあおけしけ せあ つあすそか せかいしあてせそか すかつてそ.
— [あさ 〉あてあのあ [そちつあさそうあ け ╊うえかせけこ ╆あきあせそう たそくせあさそすけしけつへ?
— 》そ-すそかすと, そせけ とねけしけつへ う そおせそこ えちとたたか. 》そねかすと み てあさ おとすあま? 

》そてそすと ねてそ ときか せあ たかちうそす きか さとちつか そせけ うしけしけつへ う つてとおかせねかつさとま きけくせへ, 
う さそてそちそこ, たそすけすそ とねかいふ, いそしへのそこ たそたとしみちせそつてへま たそしへくそうあしけつへ すそしそ-
おかきせふか うかねかちけせさけ. [あさ たちあうけしそ, けに とつてちあけうあしけ つてとおかせて けしけ つてとおかせてさあ, 
つたそつそいせふか たちかおそつてあうけてへ せあ うかねかち つうそいそおせとま そて ちそおけてかしかこ きけしたしそはあおへ. 
っ いふ つさあくあしあ, ねてそ ほてそ いふしあ そいふねせあみ たちあさてけさあ おしみ すそしそおかきけ てそこ たそちふ. 
╉しみ たそにそおそう う ちかつてそちあせふ と つてとおかせてそう せか にうあてあしそ おかせかえ. ╅ せかおそちそえけに 
さあなかのかさ いふしそ そねかせへ すあしそ.

[あさ-てそ 〉あてあのあ くあみうけしあ いあいとのさか, ねてそ てかたかちへ たそおそのしあ かか そねかちかおへ 
たちけえしあつけてへ おそすそこ «あちすけま» そおせそさあのせけさそう. ╆あいとのさあ, かつてかつてうかせせそ, 
うふつさあくあしあつへ さあてかえそちけねかつさけ たちそてけう. 〉そ 〉あてあのあ う つうそかこ たちそつへいか いふしあ 
せかたちかさしそせせあ. 〉あさそせかぬ, ちかのけしけ, ねてそ 〉あてあのけせふ ちそおけてかしけ たそこおとて 
う さあさそこ-せけいとおへ てかあてち. 《おせあさそ ╅せてそせけせあ 【けにそせそうせあ たそつてあうけしあ つうそか とつしそ-
うけか: そせあ そつてあせかてつみ おそすあ け いとおかて けえちあてへ ちそしへ «うつかうけおみはかえそ そさあ». ╇ ぬかしそす, 
«うかねかちけせさあ», せあ さそてそちそこ たちけつとてつてうそうあし け ╊うえかせけこ 》かてちそうけね, あ そせけ ときか 
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てそえおあ つ 〉あてあのかこ いふしけ くせあさそすふ, たちそのしあ おそつてあてそねせそ つたそさそこせそ. 〉そ いかく 
ぁ》 うつか きか せか そいそのしそつへ. 《いせあちときけしそつへ, ねてそ と いそしへのそこ しまつてちふ う えそつてけ-
せそこ たちそたあし えしあうせふこ にちとつてあしへせふこ のあち. ╆あいとのさあ えちそすそえしあつせそ くあみうけしあ: 
«〉と うつか, 〉あてあのあ, いそしへのか せけさあさけに うかねかちけせそさ う せあのかす おそすか せか いとおかて!» 
》ちあうおあ, うつさそちか そおけせ けく つてとおかせてそう, あ せあおそ つさあくあてへ, ねてそ ╅せてそせけせあ 【けにそ-
せそうせあ たちそうかしあ せあつてそみはかか ちあつつしかおそうあせけか たそ おあせせそすと たそうそおと, たちけくせあしつみ, 
ねてそ ほてそて のあち たそつてそみせせそ たあおあし せあ たそし け すかのあし すそしそおかきけ てあせぬかうあてへ, 
たそほてそすと そせ かえそ つせみし け たそしそきけし せあ つかちうあせて. 【あす のあちあ «つしかおそたふてふ» うそ 
えしあうか つ ╅せてそせけせそこ 【けにそせそうせそこ せか そいせあちときけしけ. 〉そ のあち いふし うつか-てあさけ 
せあこおかせ う てかちすそつか, さそてそちふこ つてそみし せあ さとにせか. 〉か けつさしまねあま, ねてそ 〉あてあのけせあ 
いあいとのさあ つあすあ うつか ほてそ たそおつてちそけしあ.

— [あさ たちけ てあさけに つてちそえそつてみに け おそすそつてちそか ╋かせみ け 〉あてあのあ うそそいはか 
そてうあきけしけつへ たそきかせけてへつみ?

— 』あすあ せか くせあま. 〉そ なあさて そつてあかてつみ なあさてそす. 〉あ ねかてうかちてそす さとちつか と せけに 
つそつてそみしあつへ つうあおへいあ. 《せあ たちそにそおけしあ う ちかつてそちあせか えそつてけせけぬふ «〈かてちそたそしへ» 
け たそしせそつてへま つそそてうかてつてうそうあしあ つしそうあす けく けくうかつてせそこ たかつせけ: «╅に, ほてあ つうあおへいあ, 
つうあおへいあ…» 〉あ せかこ けく «うふつそさけに えそつてかこ», ねてそ すせか くあたそすせけしそつへ, たちけつとて-
つてうそうあし うふつそさそたそつてあうしかせせふこ おけたしそすあて, いとおとはけこ くあすかつてけてかしへ すけせけつてちあ 
けせそつてちあせせふに おかし 』』』『 〈けにあけし 』てかたあせそうけね [あたけぬあ. ╅ くあたそすせけしつみ そせ 
すせか てかす, ねてそ せかたちかつてあせせそ そてたとつさあし のとてさけ, う てそす ねけつしか け «つそしかせふか».

— ╅ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね せか たちそつけし と ちそおけてかしかこ 〉あてあのけ ちとさけ け つかちおぬあ, 
さあさ ほてそ いふしそ う つうそか うちかすみ たちけせみてそ?

— 〈そきかて いふてへ, け たちそつけし, せそ ほてそえそ み てそねせそ せか くせあま.
— [あさ つさしあおふうあしけつへ うあのけ そてせそのかせけみ うそ うちかすみ かか とねかいふ う けせつてけてとてか?
— [そせかねせそ, 〉あてあのあ くあにそおけしあ さそ すせか おそすそこ け おかしあしあ ほてそ せか ちあく. 

】 すかせみ つ せかこ う しまいそこ たかちけそお きけくせけ うつかえおあ いふしけ そねかせへ おそうかちけてかしへせふか 
そてせそのかせけみ. 《せあ, さつてあてけ, つたちあのけうあしあ すそか すせかせけか そ てそす, ねてそ み おとすあま 
そ ╊うえかせけけ 》かてちそうけねか け けに たしあせあに せあ いとおとはかか.

— ¨ ねてそ ╇ふ かこ えそうそちけしけ?
— ╅ ねてそ み すそえしあ かこ つさあくあてへ? 『あくうか ねてそ そおせけ いあせあしへせそつてけ てけたあ: «╊つしけ 

しまいけのへ, てそ うふにそおけ くあ せかえそ くあすとき».
— ╅ さあさそか たかちうそか うたかねあてしかせけか せあ ╇あつ たちそけくうかし てそえおあ ╊うえかせけこ 》かてちそ-

うけね?
— っ とうけおかしあ う せかす たちかきおか うつかえそ ちあくとすせそえそ ねかしそうかさあ. ╆かくとつしそうせそ, 

てそきか てあしあせてしけうそえそ. ¨ にそてみ そせ たちそけつにそおけし けく けくうかつてせそこ つかすへけ — かえそ たあたあ 
いふし すせそえそ しかて すほちそす 』そねけ, ╋かせみ せけさそえおあ ほてけす せか はかえそしみし. ゅてそ いふし 
けつさしまねけてかしへせそ つさちそすせふこ ませそのあ. [そえおあ そせ たちけかくきあし う 〈そつさうと, てそ せかそお-
せそさちあてせそ たちけにそおけし う すそこ おそす. 》ちあうおあ, う 』そねけ すせか せか おそうかしそつへ たそいふうあてへ 
と せかえそ う えそつてみに. 〉そ み いふしあ にそちそのそ くせあさそすあ つ すあすそこ ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ: 
╅せせあ ′けせそうへかうせあ いふしあ そねかせへ けつさちかせせけす け おとのかうせふす ねかしそうかさそす.

— 〉あてあのあ いふうあしあ う 』そねけ?
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— ╆ふうあしあ, け せか ちあく. [あさ-てそ 〉あてあのあ, いとおとねけ う 』そねけ, — あ せあ てそて すそすかせて 
そせけ かはか せか いふしけ きかせあてふ — たそたちそつけしあ ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ たそすそねへ かこ 
ねかちかく たあたと さとたけてへ そいちあてせふこ きかしかくせそおそちそきせふこ いけしかて う 〈そつさうと. 【そえおあ 
ほてそ いふしあ ぬかしあみ たちそいしかすあ. ╋かせみ う たかちうふこ ちあく たちけえしあつけし 〉あてあのと う ちそおけ-
てかしへつさけこ おそす. ╇そて てそえおあ 〉あてあのあ うたかちうふか そさあくあしあつへ う つかすへか ╆あきあせそうふに. 
》あたあ ╋かせけ, 》かてち ¨えせあてへかうけね, とうけおかう 〉あてあのと, そてうかし つふせあ う とえそしそさ け つさあ-
くあし: «』しとのあこ, あ えおか てうそけ えしあくあ? ╇そて せあつてそみはあみ せかうかつてあ!» ╊すと そせあ そねかせへ 
たそせちあうけしあつへ. 〉あ すそこ うくえしみお, けすかせせそ つ たそおあねけ たあたふ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね 
いそしかか うせけすあてかしへせそ つてあし つすそてちかてへ せあ 〉あてあのと. 』とおみ たそ うつかすと, 》かてち ¨えせあ-
てへかうけね けに け たそきかせけし.

— [あさけか たそてそす と 〉あてあのけ つさしあおふうあしけつへ そてせそのかせけみ つ ちそおけてかしみすけ 
╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ?

— 』あすふか ねてそ せけ せあ かつてへ ちそおつてうかせせふか. 》かてち ¨えせあてへかうけね, たそせみてせそ, 
くあ つうそこ うふいそち いとさうあしへせそ いそえそてうそちけし せかうかつてさと. 〈あすあ ╋かせけ, ╅せせあ ′けせそ-
うへかうせあ, てそきか そいそきあしあ 〉あてあのと. ╊おけせつてうかせせそか, けく-くあ ねかえそ すあすあ ╋かせけ うつか 
うちかすみ たかちかきけうあしあ, てあさ ほてそ けく-くあ てそえそ, ねてそ と せけに せかて おかてかこ.

— 》そせみてせそ, ねてそ ほてそ つとえといそ けせてけすせふこ うそたちそつ. 〉そ うつか-てあさけ, たそねかすと 
と せけに てあさ つしそきけしそつへ?

— [そせかねせそ, ╇ふ くあてちそせとしけ うかつへすあ おかしけさあてせとま たちそいしかすと. 〉そ つかすへみ 
う おあせせそす つしとねあか せか せあにそおけしあつへ う つてそちそせか. 〈あすあ ╋かせけ け すあすあ 〉あてあのけ うつか 
おかしあしけ, ねてそいふ ほてと たちそいしかすと ちかのけてへ. ╇かしけつへ つかちへかくせふか いかつかおふ け つ 〉あてあ-
のかこ, け つ ╋かせかこ. 〈そし, てあさあみ さちあつけうあみ たあちあ け いかく おかてかこ. [あさそこ-てそ たそしとねあ-
かてつみ せそせつかせつ. 〉そ さあさ うふのしそ, てあさ け うふのしそ. 《ねかせへ そいけおせそ, ねてそ ほてそて うそたちそつ 
そせけ てあさ け せか ちあくちかのけしけ.

— ╅ きかしあせけみ うくみてへ ちかいかせさあ けく おかておそすあ と せけに せか いふしそ?
— 《い ほてそす ちかねへ せけさそえおあ せか くあにそおけしあ.
— ╉あうあこてか うかちせかすつみ う つてとおかせねかつさけか えそおふ 〉あてあのけ. 〉あ さあさとま そぬかせさと 

そせあ くあはけてけしあ おけたしそす?
— 『あくとすかかてつみ, せあ «そてしけねせそ».
— ぁてそ ╇あす けくうかつてせそ そい あすかちけさあせつさそす たかちけそおか けに きけくせけ?
— っ くせあま, ねてそ 〉あてあのあ てあす てそきか ちあいそてあしあ. ╇ そつせそうせそす そせあ «つけおかしあ せあ 

てかしかなそせか». 》けつあしあ ちそおせふす け おちとくへみす たけつへすあ. ╇ そいはかす, そせあ くあせけすあしあつへ 
ちとてけせせそこ ちあいそてそこ, さあさ け いそしへのけせつてうそ きかせ おけたしそすあてそう. 》ちあうおあ, う そてしけ-
ねけか そて すせそえけに けく せけに 〉あてあのあ けつたそしへくそうあしあ さあきおとま つうそいそおせとま すけせとてと, 
ねてそいふ いそしへのか とくせあてへ そい ╅すかちけさか け あすかちけさあせぬあに.

— ╅ ねてそ う かか たけつへすあに ╇あす いそしへのか うつかえそ くあたそすせけしそつへ?
— ╈しあうせふす そいちあくそす そせあ そたけつふうあしあ あすかちけさあせつさけこ そいちあく きけくせけ. ¨く かか 

たけつかす み とくせあしあ, ねてそ そせ うかつへすあ せかそいふねかせ け くおそちそうそ そてしけねあかてつみ そて せあのかえそ, 
つそうかてつさそえそ.

— ╅ ねてそ 〉あてあのあ ╇あす ちあつつさあくふうあしあ けしけ う たけつへすあに たけつあしあ そい けに さけてあこ-
つさそす たかちけそおか きけくせけ?
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— 〉あつさそしへさそ み たそすせま, そせけ いふしけ う [けてあか せかおそしえそ: たそ-すそかすと, そさそしそ 
てちかに しかて. ゅてそて たかちけそお けに きけくせけ み せか そつそいかせせそ たそすせま, たそつさそしへさと そせあ 
そててとおあ すせか たそねてけ せか たけつあしあ. ╇そくすそきせそ, たそてそすと, ねてそ と せあつ つ [けてあかす う てと 
たそちと つとはかつてうそうあしけ うちあきおかいせふか そてせそのかせけみ, け 〉あてあのあ せか にそてかしあ そつそいそ 
ちあつたちそつてちあせみてへつみ そ てみえそてあに けに きけくせけ う [けてあか. ╉あ, そせあ たかちかたけつふうあしあつへ つ 
ちそおけてかしみすけ, せそ たけつへすあ ほてけ つそおかちきあしけ さちあてさとま けせなそちすあぬけま てけたあ: «[あさ 
くおそちそうへか?» けしけ «[あさあみ たそえそおあ?»

— [あさけか と ╇あつ つ 〉あてあのかこ いふしけ そてせそのかせけみ, さそえおあ そせけ, うかちせとうのけつへ けく 
つうそけに くあえちあせさそすあせおけちそうそさ, そつかしけ う 〈そつさうか?

— 》そうてそちみま, と せあつ つ 〉あてあのかこ うつかえおあ いふしけ そねかせへ にそちそのけか そてせそのかせけみ. 
〉あおそ つさあくあてへ, ねてそ う つうそか うちかすみ 〉あてあのあ そねかせへ すせか たそすそえしあ. [そえおあ とすかち 
すそこ すとき ╈かそちえけこ ╅せてそせそうけね, けすかせせそ 〉あてあのあ うくみしあ せあ つかいみ そちえあせけくあぬけま 
たそにそちそせ. 》ちそいけしあ すかつてそ せあ 【ちそかさとちそうつさそす さしあおいけはか, ねてそ いふしそ うかつへすあ 
せか たちそつてそ. ╇つさそちか 〉あてあのあ たそくうそせけしあ すせか け つさあくあしあ: «【かてみ 【あすあちあ, すふ 
つ すあすそこ ちかのけしけ てかいか たそすそえあてへ せか てそしへさそ すそちあしへせそ, せそ け すあてかちけあしへせそ». 
〉あ ねてそ み そてうかてけしあ: «〉け う さそかす つしとねあか せか せあおそ ほてそえそ おかしあてへ. っ いそしかか たみてけ-
おかつみてけ しかて たちそちあいそてあしあ うちあねそす. ¨すかま くうあせけか “′あつしときかせせそえそ うちあねあ 『そつ-
つけこつさそこ ‒かおかちあぬけけ”. [そちそねか, さあさけか-てそ ついかちかきかせけみ と すかせみ かつてへ. [ちそすか 
てそえそ, み せか たちけうふさしあ さ けきおけうかせねかつてうと». 〉そ そせあ うつか ちあうせそ せあのしあ つたそつそい, 
さあさ たそおおかちきあてへ すかせみ なけせあせつそうそ. 』うそけ «たそおあちさけ-たそすそはけ» そせあ うつかえおあ 
たちけとちそねけうあしあ さ さあさけす-てそ たちあくおせけさあす. ╉あきか つてあう けせうあしけおそす, そせあ, てかす せか 
すかせかか, たちそおそしきあしあ ほてと すけつつけま. 《せあ たちそつけしあ つうそけに たそすそはせけぬ つひかくおけてへ さそ 
すせか おそすそこ け たかちかおあてへ おかせへえけ. [そえおあ せかつさそしへさそ しかて せあくあお くあいそしかしあ ちあさそす 
すそみ せかうかつてさあ, 〉あてあのあ せあのしあ かこ にそちそのかえそ うちあねあ, そたしあてけしあ そたかちあぬけま.

《おせあきおふ み つさあくあしあ 〉あてあのか: «っ せか えそしそおあま. 〈せか せか せときせそ, ねてそいふ 
てふ たちけつふしあしあ すせか つてそしへさそ おかせかえ». 〉あ ねてそ そせあ そてうかてけしあ: «【かてみ 【あすあちあ, 
ほてそ せか つてそしへさそ ╇あす おあきか せときせそ. 》ちかきおか うつかえそ ほてそ すせか せときせそ!» ╅ さあさ 
おそつてそこせそ そせあ つかいみ うかしあ う そてせそのかせけけ つうそかこ すあすふ! ╇かおへ 〉けせあ ╅せてそせそうせあ 
12 しかて せあにそおけしあつへ う たあちあしけくそうあせせそす つそつてそみせけけ, け うつか ほてけ えそおふ 〉あてあのあ 
くあ せかこ とにあきけうあしあ. 《せあ いふしあ ねかしそうかさそす そねかせへ いそしへのそこ け はかおちそこ おとのけ.

— 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ うすかつてか つ すときかす おそしえけか えそおふ つそいけちあしあ さそししかさ-
ぬけま さとさそし. 〉か たちけたそすせけてか, つ ねかえそ ほてそ うつか せあねあしそつへ け たそねかすと う さあねかつてうか 
にそいいけ いふしけ うふいちあせふ けすかせせそ さとさしふ?

— っ せか つすそえと そてうかてけてへ せあ たそつしかおせけこ ╇あの うそたちそつ, せそ, さあきかてつみ, てあさそか 
とうしかねかせけか と せけに たそみうけしそつへ つ ╅すかちけさけ. 〈そきかて いふてへ, そせあ てあす ねてそ-てそ 
てあさそか とうけおかしあ, ねてそ たそおてそしさせとしそ かか さ つそいけちあてかしへつてうと さとさそし. 〈そきかて いふてへ, 
いふしあ さあさあみ-てそ おちとえあみ たちけねけせあ. 《おせあさそ くせあま, ねてそ 〉あてあのと けせてかちかつそうあしけ 
たちかき おか うつかえそ せあぬけそせあしへせふか さそつてますふ, う さそてそちふか さとさしふ いふしけ そおかてふ.

— ╅ ねかす かはか, うせか ちあいそてふ, とうしかさあしあつへ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ?
— ╇ふ くせあかてか, えしあうせそか かか とうしかねかせけか せあ たちそてみきかせけけ すせそえけに しかて せあねけ-

せあしそつへ け くあさあせねけうあしそつへ けつさしまねけてかしへせそ ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす. 《せけ さあさ 
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いふ うちそつしけ おちとえ う おちとえあ. 〉あてあのあ いふしあ にそちそのかこ にそくみこさそこ. ╉かしそ う てそす, ねてそ 
そせあ たちそのしあ のさそしと ╅せてそせけせふ 【けにそせそうせふ, つうそかこ いあいとのさけ. 【あ せか けすかしあ 
うふつのかえそ そいちあくそうあせけみ. ′あ かか たしかねあすけ いふしあ しけのへ えけすせあくけみ. 〉そ う てそす, 
ねてそ さあつあしそつへ おそすそうそおつてうあ, ほてそ いふし せあつてそみはけこ あつ. ╅せてそせけせあ 【けにそせそうせあ 
とすかしあ たちけえそてそうけてへ たそねてけ しまいそか いしまおそ けく せけねかえそ. ╉あきか う うそかせせそか うちかすみ, 
さそえおあ つ たちそおとさてあすけ いふしそ てとえそ, そせあ とにけてちみしあつへ たちけえそてそうけてへ ねてそ-てそ 
せかそいふさせそうかせせそか. ¨ うつかすと ほてそすと いあいとのさあ つてあちあしあつへ せあとねけてへ うせとねさと. 【あさ 
ねてそ 〉あてあのあ すそえしあ け といちあてへ さうあちてけちと にそちそのそ, け うさとつせそ たちけえそてそうけてへ. 【そ 
かつてへ そせあ とすかしあ せあしあおけてへ いふて てあさ, ねてそ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね せか けつたふてふうあし 
さあさけに-てそ せかとおそいつてう. ぁてそ け そてしけねあかて たちかさちあつせとま にそくみこさと そて せかとすかにけ.

╅ えしあうせそか, 〉あてあのあ いふしあ そねかせへ さそせてあさてせふす ねかしそうかさそす. ゅてそ さあねかつてうそ 
たかちかおあしそつへ かこ そて すあすふ. 】 〉けせふ ╅せてそせそうせふ つしそきけしつみ いそしへのそこ さちとえ 
おちとくかこ け くせあさそすふに. 【かしかなそせ と せかか いふし うつかえおあ ちあつさあしかせ. ╉そくうそせけてへつみ 
せか たちかおつてあうしみしそつへ うそくすそきせふす. ╊こ くうそせけしけ たそ しまいそすと たそうそおと け いかく 
たそうそおあ, たそ せかそいにそおけすそつてけ け いかく せかか. 』ねけてあしそつへ, ねてそ うちあね-てかちあたかうて くせあかて 
うつか け つたあつかて そて うつかに せあたあつてかこ. 》ちけ ほてそす おあてへ つそうかて せあ つしそうあに いふしそ せか う かか 
たちあうけしあに. 』てそけしそ さそすと-てそ たそたちそつけてへ そ たそすそはけ, さあさ 〉けせあ ╅せてそせそうせあ うつか 
いちそつあしあ け しかてかしあ たそすそえあてへ ほてけす しまおみす.

[そえおあ すそこ すとき たそしとねけし せあたちあうしかせけか う 〈そつさうと, すふ せか けすかしけ «さちふのけ 
せあお えそしそうそこ» け きけしけ そさそしそ たそしとえそおあ せあ [とてとくそうつさそす たちそつたかさてか う せかいそしへ-
のそこ おうとにさそすせあてせそこ さうあちてけちさか 〉あてあのけせふに ちそおけてかしかこ. 》そせみてせそ, ねてそ 
いふしそ てかつせそ, せそ せけさてそ けく にそくみかう さうあちてけちふ せけさそえおあ せか つたちあのけうあし すそかえそ 
すときあ そ てそす, さそえおあ かえそ ちとさそうそおつてうそ, せあさそせかぬ, たちかおそつてあうけて かすと きけしたしそ-
はあおへ. ╇つか ほてけ しとねのけか ねかしそうかねかつさけか さあねかつてうあ つうそかこ つかすへけ 〉あてあのあ うたけ-
てあしあ う つかいみ. 《せあ とすかしあ そいはあてへつみ つ しまおへすけ け さあさ-てそ つちあくと, ときか たちけ たかちうそす 
くせあさそすつてうか, せあにそおけしあ つ せけすけ そいはけこ みくふさ.

— ぁてそ-てそ かはか すそきかてか おそいあうけてへ さ たそちてちかてと 〉あてあのけ?
— ╇ふ くせあかてか, う たそつしかおせけか えそおふ そせあ つてあしあ そねかせへ ちかしけえけそくせそこ. 】 せかか 

いふし おとにそうせけさ, つ さそてそちふす そせあ すせそえそ そいはあしあつへ. ╉とすあま, ねてそ あさてけうせそか 
そいちあはかせけか さ ╆そえと いふしそ つうみくあせそ つ かか いそしかくせへま.

[そせかねせそ, いかく 〉あてあのけ いとおかて そねかせへ てちとおせそ うつかす きけてへ — さあさ ╊うえかせけま 
》かてちそうけねと, てあさ け すせか. ╉あ け うつかす てかす, さてそ かか くせあし, てそきか. 〈あてかちけあしへせふこ 
あつたかさて み てとて せか いかちと. 》ちそつてそ せか つてあしそ ねかしそうかさあ, つ さそてそちふす ときか せか たそえそ-
うそちけのへ たそ おとのあす. ′せあかてか, さあさ と ╇ふつそぬさそえそ たそかてつみ: «“╉ちとえ, そつてあうへ たそさと-
ちけてへ”. ╅ う そてうかて — てけのけせあ». ╇そて てあさ きか と すかせみ たちそけつにそおけて け つ 〉あてあのかこ. 
っ さ せかこ たそ たちけうふねさか そいちあはあまつへ け せか つしふのと う そてうかて かか くあおそちせそえそ つすかにあ…

(′あたけつあし ╅.ょ. ぁとおそおかかう)

『そおつてうかせせけさけ
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』かうあつてへみせそうあ ╇.》.*

】のしあ ねあつてへ せあのかこ おとのけ

7 けませみ 2014 えそおあ せか つてあしそ せあのかえそ ちそお-
せそえそ ねかしそうかさあ — きかせふ すそかえそ いちあてあ 
〉あてあのけ. 》ちそのしそ つそちそさ つかすへ しかて 
つ すそすかせてあ たそみうしかせけみ 〉あてあのけ う せあのかこ 
つかすへか. ╇ 1967 えそおと しかてそす すそけ ちそおけてかしけ 
け み きけしけ う えそちそおか 』そねけ. ╋かせみ たちけえしあつけし 
う えそつてけ そおせそさあのせけさそう たそ 〈╈¨〈《. ぁあつてへ 
けく せけに そつてあせそうけしあつへ と すそけに ちそおけてかしかこ, 
あ ねあつてへ — と すかせみ. ¨ うおちとえ たそみうけしあつへ そねあ-
ちそうあてかしへせあみ おかうとのさあ つ けに さとちつあ, さそてそちあみ 
そておふにあしあ う つあせあてそちけけ う ｠そつてか う たそしとねあつか 
かくおふ せあ あうてそいとつか そて せあのかえそ おそすあ.

╇つか たそつしかおとまはけか おせけ 〉あてあのあ たちけ-
かくきあしあ さ せあす. ╇かねかちあすけ すふ つ すあすそこ えそてそ-
うけしけ おしみ うつかに ときけせ. 》あたあ うそくうちあはあしつみ 
つ ちあいそてふ, け すふ たちそうそおけしけ うちかすみ つ ╋かせけ-
せふすけ そおせそさとちつせけさあすけ. ╇つか いふしけ そねかせへ 
たちけみてせふすけ ちかいみてあすけ, せそ そつそいかせせそ ちそおけ-

てかしみす け すせか たそせちあうけしあつへ 〉あてあのあ. 》あたあ そてくふうあし ╋かさと う さとにせま, たそおせけ-
すあし ううかちに いそしへのそこ たあしかぬ け えそうそちけし «〉あてあのあ!» 》かちけそおけねかつさけ 〉あてあのあ 
そつてあうあしあつへ せそねかうあてへ つ ちかいみてあすけ う すそかこ さうあちてけちか. っ つ おそねさそこ ╅せかこ つたあしけ 
う そおせそこ さそすせあてか, そせけ — う おちとえそこ. 〉あてあのと そてたちあうしみしけ たそつふしへせそこ さそ 
すせか: «〈そきせそ すふ いとおかす うつま せそねへ きかねへ つうかねさけ け いかつかおそうあてへ?» ╇ てか えそおふ 
たそ 』そねけ にそおけしけ たちそうかちみまはけか, けつさあしけ そておふにあまはけに と きけしへぬそう, せか たしあ-
てみはけに せあしそえけ. っ そねかせへ いそみしあつへ たちそうかちそさ, せそ すふ «せか たそたあおあしけつへ».

╇ さそせぬか しかてあ ちかいみてあ とかにあしけ. 》あたあ, くうそせみ ╋かせか う 〈そつさうと, さあきおふこ ちあく 
たかちかおあうあし たちけうかて 〉あてあのか け つそうかてそうあし: «〉か てかちみこ かか». ╇ すあちてか 1968 えそおあ 
ちかいみてあ ちかのけしけ たそきかせけてへつみ. 〈ふ うつか — たあたあ, すあすあ, み け すそみ おそねへ ╅せみ — 
たちけかにあしけ う 〈そつさうと け そつてあせそうけしけつへ と せあのけに ちそおつてうかせせけさそう 》そたそうふに. 
16 すあちてあ うそ おうそちぬか いちあさそつそねかてあせけみ «╅けつて» せあ ]かせけせえちあおつさそす たちそつたかさてか 
つそつてそみしあつへ てそちきかつてうかせせあみ ぬかちかすそせけみ, たそつしか ねかえそ すふ せあたちあうけしけつへ う ちかつてそ-
ちあせ «〈かてちそたそしへ» せあ つうあおへいと. ╆ふしけ おちとくへみ 〉あてあのけ け ╋かせけ, おちとくへみ ちそおけ-
てかしかこ, ちそおつてうかせせけさけ. ╇つか たちそのしそ ねとおかつせそ, け ねかちかく せかつさそしへさそ おせかこ すそけ 
ちそおけてかしけ, み け ╅せみ とかにあしけ. 』 てかに たそち すふ うつてちかねあしけつへ せあ さあせけさとしあに ちかいみて.

* ╇けさてそちけみ 》かてちそうせあ 』かうあつてへみせそうあ — つかつてちあ ╊.》. ╆あきあせそうあ.
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╇ おかさあいちか 1970 えそおあ み たそすかせみしあ さうあちてけちと け たかちかかにあしあ う 〈そつさうと. 》かち-
うとま せかおかしま おそ たちけにそおあ さそせてかこせかちあ つ うかはあすけ きけしあ と 〉あてあのけ け ╋かせけ. 
〉そうふこ 1971 えそお すふ うつてちかねあしけ と そおせそさとちつせけさそう ╋かせけ け 〉あてあのけ — 』あのけ 
け 【あせけ 〈かおみせけさ. っ うふのしあ せあ ちあいそてと. ╋かせみ け 〉あてあのあ そねかせへ たそおおかちきけ-
うあしけ すかせみ. ╋かせみ くうそせけし すせか せあ ちあいそてと け つたちあのけうあし: «╆そけのへつみ? 》かちか-
たけのけ うつかに, くあうてちあ そせけ いそみてへつみ いとおとて». ゅてけ のとてさけ そねかせへ たそすそえあしけ すせか.

╇ 1973 えそおと ╋かせみ け 〉あてあのあ とかにあしけ せあ ちあいそてと う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ. 〈ふ 
ねあつてそ たかちかくうあせけうあしけつへ. ¨に たちけかくお う そてたとつさ うつかえおあ いふし たちあくおせけさそす. 〈ふ 
つ 〉けせそこ ╅せてそせそうせそこ, すあすそこ 〉あてあのけ, といけちあしけ さうあちてけちと け えそてそうけしけ 
つてそし. 》ちけかくきあしけ おちとくへみ ちかいみて け おそ たそくおせかこ せそねけ そいはあしけつへ. ╇ 1975 えそおと 
とすかち せあの たあたあ. 』あすふすけ いしけくさけすけ け ちそおせふすけ そつてあしけつへ おしみ せあつ ╋かせみ 
け 〉あてあのあ.

『かいみてあ うかちせとしけつへ けく 』あせ-‒ちあせぬけつさそ, け ╋かせみ たそつてとたけし せあ とねかいと 
う ╉けたしそすあてけねかつさとま あさあおかすけま 〈¨╉ 』』』『. ╊はか ちあせへのか, う 1973 えそおと, 
〉あてあのあ け ╋かせみ くあはけてけしけ さあせおけおあてつさけか おけつつかちてあぬけけ. ╇ 1981 えそおと ╋かせみ 
くあせけすあしつみ そちえあせけくあぬけかこ ちあくちかのかせけみ せあ そいすかせ つそねけせつさそこ さうあちてけちふ 
すあすふ せあ 〈そつさうと. ¨ う あうえとつてか すふ たかちかうかくしけ すあすと う 〈そつさうと. 〉そ, さ せかつねあ-
つてへま, すあすあ てみきかしそ くあいそしかしあ. 〈あすあ 〉あてあのけ, 〉けせあ ╅せてそせそうせあ, つすそえしあ 
たそしそきけてへ すあすと う ╆そてさけせつさとま いそしへせけぬと け そいかつたかねけしあ かこ けおかあしへせふか 
とつしそうけみ しかねかせけみ. ╉そ つけに たそち けつたふてふうあま さ 〉けせか ╅せてそせそうせか ねとうつてうそ 
そえちそすせそこ いしあえそおあちせそつてけ.

〈そみ おそねへ そさあせねけうあしあ のさそしと, け ╋かせみ つ 〉あてあのかこ そねかせへ たそすそえあしけ, 
くあせけすあしけつへ つ せかこ たそ せかさそてそちふす たちかおすかてあす, おあきか にそおけしけ う のさそしと け いかつか-
おそうあしけ つ さしあつつせふす ちとさそうそおけてかしかす, さそてそちあみ いふしあ たちそてけう たそつてとたしかせけみ 
╅せけ う 〈╈¨〈《. ╋かせみ け 〉あてあのあ せあのしけ たちかたそおあうあてかしかこ たそ えかそえちあなけけ, 
すあてかすあてけさか, しけてかちあてとちか. ╋かせみ け つあす くあせけすあしつみ つ ╅せかこ たそ えかそえちあなけけ 
おそたそしせけてかしへせそ. 〈ふ つ 〉あてあのかこ うすかつてか うふいけちあしけ すあてかちけあし せあ たしあてへか 
╅せけ せあ うふたとつさせそこ うかねかち. ゅてそ いふし せかちうそくせふこ たかちけそお たそつてとたしかせけみ ╅せけ 
う けせつてけてとて. 《せあ たそしとねけしあ そおせと «ねかてうかちさと», け たそほてそすと かか うくみしけ てそしへさそ 
せあ うかねかちせかか そておかしかせけか け しけのへ つてあちあせけみすけ 〉あてあのけ. 〉あてあのあ いふしあ そねかせへ 
おちときせあ つ おかさあせそす うかねかちせかえそ そておかしかせけみ 〉けせそこ 》かてちそうせそこ 』かすかせそうそこ. 
》そつしかおとまはけか おうあ えそおあ 〉あてあのあ てちかいそうあしあ そて ╅せけ そおせけに «たみてかちそさ».

〈あすあ とのしあ う すあちてか 1982 えそおあ, あ う あたちかしか ╋かせみ け 〉あてあのあ とかにあしけ せあ 
ちあいそてと う せあのか たそつそしへつてうそ う [〉『. ╇つか たけつへすあ — そい とつたかにあに ╅せけ. ぁかちかく おうあ 
えそおあ かか たかちかうかしけ せあ おせかうせそか そておかしかせけか. 『かいみてあ たちけかくきあしけ う そてたとつさ, け すふ 
つ ちあおそつてへま けに うつてちかねあしけ. [ 1985 えそおと ちかいみてあ うかちせとしけつへ う 〈そつさうと. ╋かせま 
うくみしけ せあ ちあいそてと う を[. ╅せみ うつてちかてけしあ ╉けすと, け そせけ ちかのけしけ たそきかせけてへつみ.

『そおけてかしけ ╉けすふ, ╆そちけつ ╇けさてそちそうけね け ╇あしかせてけせあ 》あうしそうせあ, たちけのしけ 
さ せあす. 》ちけのしけ け ╋かせみ つ 〉あてあのかこ. 〈ふ つ 【そしかこ, すそけす すときかす, すかてあしけつへ 
うかつへ おかせへ くあ たちそおとさてあすけ, あ せそねへ えそてそうけしけ. ╉そえそうそちけしけつへ, ねてそ 10 あうえとつてあ 
いとおかて ちかえけつてちあぬけみ, あ たそてそす と ちそおけてかしかこ ╉けすふ そてすかてけす つうあおへいと. ╆ふしけ 

『そおつてうかせせけさけ
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╋かせみ, 〉あてあのあ, かか ちそおけてかしけ, 〉けせあ ╅せてそせそうせあ け ╊うえかせけこ 》あうしそうけね, ちそお-
つてうかせせけさけ ╉けすふ, おちとくへみ, そおせそさとちつせけさけ. ╉かせへ くあたそすせけしつみ てかす, ねてそ つてそ-
みしあ きあちあ たしまつ 38°. ╉けすあ つてあちのか ╅せけ せあ えそお, いふし «うふたとつさせふす». ¨すかしそつへ 
すかつてそ う そておかしか ′あたあおせそこ ╊うちそたふ 〈けせけつてかちつてうあ うせかのせかこ てそちえそうしけ, せそ 
«つ としけぬふ» せか いちあしけ. 〉あてあのあ おちときけしあ つ ¨ちそこ 『あにすあせけせそこ, そてかぬ さそてそちそこ 
くあうかおそうあし ほてけす そておかしそす. ¨ たそ たちそつへいか 〉あてあのけ そせ うくみし ╉けすと. っ そねかせへ 
いしあえそおあちせあ 〉あてあのか け ¨ちか, さそてそちあみ, さ つそきあしかせけま, てそきか ときか とのしあ そて せあつ.

〉あてあのあ くあせけすあしあつへ ちかすそせてそす け たちかうちあはあしあ さうあちてけちと う つさあくさと. 
』てそしへさそ うさとつあ け ほしかえあせてせそつてけ. 》そつしか つすかちてけ たあたふ 〉あてあのけ, ╊うえかせけみ 》あう-
しそうけねあ, くあいそしかしあ かか すあすあ, 〉けせあ ╅せてそせそうせあ. ¨ 〉あてあのあ うつか つけしふ てちあてけしあ 
せあ しかねかせけか け うそつつてあせそうしかせけか 〉けせふ ╅せてそせそうせふ.

〈そみ すしあおのあみ うせとねさあ ちそおけしあつへ う 《つしそ け くあいそしかしあ うけちとつせふす くあいそ-
しかうあせけかす. ╊か つ すあすそこ, すそかこ おそねかちへま, たそすかつてけしけ う いそしへせけぬと. っ ちかのけしあ 
たそかにあてへ たそすそねへ う しかねかせけけ, せそ たそしとねけてへ うけくと すそきせそ いふしそ てそしへさそ ねかちかく 
すかつみぬ. っ たそくうそせけしあ ╋かせか, け そせ ねかちかく つうそかえそ のかなあ う を[ [》』』 そちえあせけくそ-
うあし うけくと せあ つしかおとまはけこ おかせへ. ╇ふくおそちそうしかせけかす うせとねさけ すふ そいみくあせふ ╋かせか 
け 〉あてあのか.

〈そけ ちかいみてあ うかちせとしけつへ けく 《つしそ, け てとて せあつ たそつてけえしそ せかつねあつてへか. ╇ さそすあせ-
おけちそうさか う ╅うつてちけけ とすかち すそこ すとき 【そしみ. ╋かせみ くうそせけし う せあのか たそつそしへつてうそ 
う ╅うつてちけけ け たちそつけし, ねてそいふ そせけ とつさそちけしけ そなそちすしかせけか おそさとすかせてそう たそ 
そてたちあうさか てかしあ う 〈そつさうと. 〉あてあのあ け ╋かせみ うつか うちかすみ たそおおかちきけうあしけ すかせみ 
け おかてかこ. 〉あてあのあ たちけえしあつけしあ せあつ うつかに せあ おあねと, せあさちふしあ つてそし, け おかうそねさけ 
おそ つけに たそち うつたそすけせあまて かか いそちは け ちふいせふか いしまおあ.

『かいみてあ すそけ とかにあしけ う [あせあおと う てそちえたちかおつてうそ, け み つてあしあ ねあはか いふうあてへ 
と ╋かせけ つ 〉あてあのかこ け 〉けせふ ╅せてそせそうせふ. ╇ 2005 えそおと 〉けせあ ╅せてそせそうせあ 
とすかちしあ. ╉しみ 〉あてあのけ ほてそ いふし つてちあのせふこ とおあち, せそ たそねてけ そおせそうちかすかせせそ 
つ ほてけす かこ たちけのしそつへ たそすそえあてへ け すせか. 】 すかせみ ちかくさそ つせけくけしそつへ おあうしかせけか. 
っ たそくうそせけしあ 〉あてあのか. 《せあ うかしかしあ うふくうあてへ つさそちとま. 〈せか いふしそ てあさ たしそにそ, 
ねてそ み そてさあくあしあつへ. 〉あてあのあ つ ╅せまてそこ たちけかにあしけ せあ てあさつけ, うふくうあしけ つさそちとま 
け そてたちあうけしけ すかせみ う いそしへせけぬと. っ いふしあ たそねてけ いかく つそくせあせけみ. 〈かせみ たそすか-
つてけしけ う けせてかせつけうせとま てかちあたけま: ちかせてえかせ, あせあしけく さちそうけ け たちそねかか, ねかてふちか 
さあたかしへせけぬふ. っ たそねてけ せけねかえそ せか たそすせけしあ. 〈せか つさあくあしけ, ねてそ と すかせみ おうと-
つてそちそせせかか うそつたあしかせけか しかえさけに.

╇ いそしへせけぬか くあうかおとまはけこ そておかしかせけかす けせてかせつけうせそこ てかちあたけけ いふし そねあ-
ちそうあせ 〉あてあのかこ. 《せあ, いとおとねけ おそねかちへま うちあねあ, そいつとおけしあ すそか しかねかせけか, たそお-
さしまねけしあ さ いかつかおか 【あすあちと ╈ちけえそちへかうせと, つうそま てかてま. ′あうそておかしかせけかす たかちか-
うかし すかせみ う そておかしへせふこ そてつかさ け, すせか さあきかてつみ, そておあし すせか つうそこ そいかお, てあさ さあさ 
せけ おそ ほてそえそ, せけ たそつしか と せあつ せか いふしそ てあさけに いしまお. ぁかちかく おうか せかおかしけ すかせみ 
たかちかうかしけ う そいはとま たあしあてと, えおか み たちそしかきあしあ かはか 40 おせかこ. 》そ うつかす せあくせあ-
ねかせけみす み つそうかてそうあしあつへ つ 〉あてあのかこ. ¨ うつか かか つそうかてふ たそすそえしけ すせか う さそせぬか 
さそせぬそう うふこてけ けく いそしへせけぬふ. ╉そしかねけうあしあつへ おそすあ.
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╉ちとくへみ おかてつてうあ

〈そけ うせとねさけ うつかえおあ いふしけ たそお たそさちそうけてかしへつてうそす 〉あてあのけ け ╋かせけ. 
〈ふ うすかつてか たかちかきけうあしけ たちけ たそつてとたしかせけけ ょしけ け くあはけてか おけつつかちてあぬけけ 
〈あちけせふ. ょしみ くあはけてけしあ おけたしそす, け み にそてかしあ たそくうそせけてへ ╋かせか け 〉あてあのか, 
せそ すそみ おそねへ つさあくあしあ, ねてそ 〉あてあのあ たしそにそ つかいみ ねとうつてうとかて. 〉か すそえと つかいか たちそ-
つてけてへ, ねてそ たそつしとのあしあ ╅せま. 

〉あ たちそてみきかせけけ うつかに つそちそさあ のかつてけ しかて 〉あてあのあ いふしあ せあつてそみはかこ 
きかせそこ け おちとえそす すそかすと いちあてと. [ちあつけうあみ, ほしかえあせてせあみ, いそしへのあみ とすせけぬあ, 
そせあ いふしあ ちとしかうふす けに つかすへけ け う そいふねせふに, け う さちあこせか つしそきせふに とつしそうけみに. 
【あさそか そはとはかせけか, さあさ いとおてそ ねあつてへ おとのけ うつかこ せあのかこ つかすへけ とのしあ.

╉『】′ゃっ ╉╊【』【╇╅

╆かつかおあ つ ╇.〈. 《うつみせせけさそうふす
け 【.╅. 《いふおかせせそうそこ*

】しふいあまはあみつみ さそちそしかうあ

╇しあおけすけち: 【そしへさそ う くちかしそす うそくちあつてか すふ そつそくせあしけ, つ さあさけす みちさけす 
け てあしあせてしけうふす ねかしそうかさそす せあす うふたあしそ たちそうかつてけ のさそしへせふか えそおふ. っ えそうそちま 
そ 〉あてあのか [そちつあさそうそこ, つてあうのかこ たそてそす たそ すときと ╆あきあせそうそこ. ╇ のさそしか きか 
すふ ほてそえそ せか たそせけすあしけ, うそつたちけせけすあしけ かか さあさ そいふねせとま おかうそねさと. ╇たちそ-
ねかす, せかて, せか つそうつかす そいふねせとま おかうそねさと. ¨えちあす け いかえそてせか せあ たかちかすかせあに そせあ 
たちかおたそねけてあしあ うちかすみたちかたちそうそきおかせけか つ させけえそこ.

〉あてあのあ… [あさそこ そせあ すせか うつたそすけせあかてつみ う おかてつてうか? っ せか つ たかちうそえそ 
さしあつつあ とねけしつみ う ほてそこ のさそしか, さそえおあ たかちかうかしつみ てとおあ, 〉あてあのあ ときか いふしあ 
てあす. ╇ たかちうふか えそおふ とねかいふ そせあ せけねかす せか そてしけねあしあつへ そて そつてあしへせふに. 》そつしか 
ねかてうかちてそえそ さしあつつあ, にそてみ さしあつつ と せあつ いふし け おちときせふこ, 〉あてあのあ さあさ-てそ そいそ-
つそいけしあつへ, う そてしけねけか そて そつてあしへせふに つてあしあ うつか うせけすあせけか そておあうあてへ とねかいか. 
╅ う そてうかてあに け ちあくえそうそちあに うそ うつかす つつふしあしあつへ せあ すせかせけか いあいとのさけ. ╉しみ せかか 
いあいとのさあ いふしあ せかたちかちかさあかすふす あうてそちけてかてそす. 〉あてあのあ とねけしあつへ てそしへさそ せあ 
«そてしけねせそ». ╊おけせつてうかせせそか, せあ なけくさとしへてとちか み, たそすせけてつみ, たそちそこ うけおかし 
かか せあ «つさあすかこさか くあたあつせふに». ╇けおけすそ, つたそちてそす そせあ せか そねかせへ とうしかさあしあつへ, 
にそてみ たそくきか, う つてあちのけに さしあつつあに, さそえおあ すふ うふかくきあしけ せあ たちけちそおと, 〉あてあのあ 
にそちそのそ けえちあしあ う うそしかこいそし.

* ╇しあおけすけち  〈けにあこしそうけね  《うつみせせけさそう け 【あてへみせあ  ╅せあてそしへかうせあ 《いふおかせせそうあ — そおせそさしあつつせけさけ 〉.╊. ╆あ きあ -
せそうそこ.
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╇ うふたとつさせそす さしあつつか, ねてそ すせか くあたそすせけしそつへ, そせあ すせそえそ そいはあしあつへ 
つ さしあつつせふす ちとさそうそおけてかしかす 〈あこかこ 〈そけつかかうせそこ け いふしあ かか しまいけすけぬかこ, 
たちけねかす うたそしせか くあつしときかせせそ. ╇つたそすけせあかてつみ け そおけせ せかてけたけねせふこ おしみ 
〉あてあのけ けせぬけおかせて, さそてそちふこ けすかし すかつてそ う つてあちのけに さしあつつあに. ╅せえしけこつさけこ 
みくふさ と せあつ うかし いふうのけこ ちあくうかおねけさ, あうてそちけてかてそう おしみ せかえそ せか つとはかつてうそ-
うあしそ, そせ そぬかせけうあし くせあせけみ あせえしけこつさそえそ たそ せあつてちそかせけま. ╇ふくうあし そせ さあさ-てそ 
〉あてあのと たかちかつさあくあてへ せあ あせえしけこつさそす せかあおあたてけちそうあせせふこ てかさつて させけえけ 
«》ちけせぬ け せけはけこ». 《てうかて かすと ねかす-てそ せか たそせちあうけしつみ, け そせ かこ たそつてあうけし 
«おうそこさと». ╅ 〉あてあのあ せか たちけうふさしあ せか てそ ねてそ «おうそこさけ» けしけ «てちそこさけ», せそ 
け «ねかてうかちさけ» たそしとねあてへ. 『あつつてちそかせせあみ, そせあ うふいかきあしあ けく さしあつつあ け そねかせへ 
たかちかきけうあしあ ほてそて けせぬけおかせて.

— ╅ そせあ おかこつてうけてかしへせそ う てそて ちあく てあさ たしそにそ そてうかねあしあ?
— 〉かて, さそせかねせそ! っ つねけてあま, ねてそ ほてそ たちそつてそ いふしあ つたかぬけなけさあ せあのかえそ 

たちかたそおあうあてかしみ. 》そつさそしへさと おちとえけに あうてそちけてかてそう そせ せか たちけくせあうあし, てそ そぬか-
せけうあし そてうかてふ たそ たちけせぬけたと «すそしそおかぬ, つあおけつへ, “おうあ”!».

【あてへみせあ: 〉あてあのと み くせあま つそ のさそしへせそこ つさあすへけ, け そせあ そおせあ けく せかすせそ-
えけに, さてそ せあ たちそてみきかせけけ きけくせけ たそちあきあし すかせみ つうそかこ さちあつそてそこ. 『あつつさあきと 
たそ たそちみおさと. ╇ たかちうそす さしあつつか すふ ちあくおかしへせそ そて すあしへねけさそう とねけしけつへ, あ つそ 
うてそちそえそ さしあつつあ せあつ そいひかおけせけしけ. 〈ふ うすかつてか とねけしけつへ, うすかつてか うふにそおけしけ 
えとしみてへ. ╇つか, さちそすか 〉あてあのけ. 〉あてあのあ そつてあうあしあつへ つ いあいとのさそこ.

╇つたそすけせあかてつみ てあさそこ すそすかせて. ╇ のさそしか 〉あてあのあ うつかえおあ せそつけしあ そねかせへ 
つさちそすせとま け つてちそえとま のさそしへせとま なそちすと. ¨ うそて, たそつしか てそえそ さあさ すふ うつか 
たそつてとたけしけ う けせつてけてとて, せあ うつてちかねか うふたとつさせけさそう たそみうしみかてつみ 〉あてあのあ. 
[そえおあ そせあ うそのしあ, すふ かか せか とくせあしけ. 【あさそこ さちあつけうそこ, ほしかえあせてせそこ け つけみ-
まはかこ そせあ てそえおあ たちかおつてあしあ. 》ちけのしあ せあ うつてちかねと つ せあすけ, いふうのけすけ そおせそ-
さしあつつせけさあすけ, つそうつかす おちとえあみ, けくすかせけうのあみつみ. 【あ 〉あてあのあ, さそてそちあみ とねけしあつへ 
う のさそしか, け てあ 〉あてあのあ, さそてそちあみ とねけしあつへ う けせつてけてとてか, ほてそ いふしけ おうあ ちあくせふに 
ねかしそうかさあ. 』しそうせそ ′そしとのさあ つてあしあ たちけせぬかつつそこ.

╉ちとえそこ ちあく 〉あてあのあ たそちあくけしあ すかせみ, さそえおあ しかて おかつみてへ つたとつてみ み くあのしあ 
う えあつてちそせそす たそいしけくそつてけ け とうけおかしあ てあす 〉あてあのと. 《せあ いふしあ せあつてそしへさそ 
にそちそのあ う つうそかこ のあたそねさか, たそ なそちすか せあたそすけせあまはかこ ねあしすと, ねてそ おとに くあにうあ-
てふうあしそ. ╅ かはか かか うそつにけはかせせそ そいつてとたけしけ たちそおあうぬふ, う てそす ねけつしか おけちかさ-
てそち すあえあくけせあ. ¨ そせあ つちかおけ せけに いふしあ たそにそきあ せあ としふいあまはとまつみ さそちそしかうと. 
っ うつま きけくせへ ちみおそす たちそきけしあ け たそつてそみせせそ たそしへくそうあしあつへ ほてけす えあつてちそせそ-
すそす, せそ せけさてそ けく たちそおあうぬそう せけさそえおあ せか とおかしみし すせか てあさそえそ うせけすあせけみ. 
╅ てとて うつか うそさちとえ かか そいつてとたけしけ, てそしへさそ け つしふのせそ いふしそ «〉あてあのかせへさあ, 
〉あてあのかせへさあ, 〉あてあのかせへさあ!» ╅ そせあ うつみ てあさあみ くうそせさあみ!

╇つたそすけせあみ せあのけ のさそしへせふか えそおふ, にそねと つさあくあてへ, ねてそ のさそしと 〉あてあのあ 
くあさそせねけしあ つ くそしそてそこ すかおあしへま. ¨ ほてそ せか いふしそ しかえさそこ たそいかおそこ. 》ちそつてそ 
〉あてあのあ いふしあ てちときかせけぬあ: とねけしあつへ, とねけしあつへ け とねけしあつへ! 〉そ そせあ いふしあ そねかせへ 
おそいちあみ, かつしけ せあおそ, け つたけつふうあてへ おあうあしあ. 《おせけす つしそうそす, う のさそしへせふか えそおふ 
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せあ たかちうそす すかつてか おしみ せかか いふしけ とねかいあ け いあいとのさあ. 《せあ うつかえおあ いふしあ つさちそすせそこ 
け にそちそのかこ. 〈ふ けつたふてあしけ のそさ, さそえおあ とくせあしけ, ねてそ かか いそしへのか せかて つ せあすけ. 

— ╇ふつさあくふうあしあつへ しけ さそえおあ-しけいそ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ そ おかてみに?
— ╉あ, さあさ-てそ せあ うつてちかねか うふたとつさせけさそう そせあ つさあくあしあ すせか たちけすかちせそ つしか-

おとまはかか: «╆そえ せか おあし すせか おかてかこ, うけおせそ, ほてそ せか すそみ つとおへいあ けすかてへ おかてかこ». 
[あさ み たそせけすあま, すとき くあすかせけし かこ ちかいかせさあ, そせあ そねかせへ そ せかす くあいそてけしあつへ.

— ╅ ねてそ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ えそうそちけしあ そ つあすそす ╊うえかせけけ 》かてちそうけねか?
— ╊おけせつてうかせせそか, ねてそ そせあ そ せかす えそうそちけしあ, ほてそ てそ, ねてそ そせあ つ せけす そねかせへ 

つねあつてしけうあ. «╆そえ せか おあし すせか おかてかこ, せそ み そねかせへ つねあつてしけうあ つ すときかす».
— [あさけか そてせそのかせけみ すかきおと せけすけ ╇ふ せあいしまおあしけ?
╇しあおけすけち: 〈ふ ちかおさそ うけおかしけつへ, せそ う そつせそうせそす, かつしけ けに うつてちかねあしけ, そせけ 

けおとて, そいあ としふいあまてつみ, ╋かせみ うつかえおあ せあえちときかせ つとすさあすけ, あ 〉あてあのあ, さちあつあ-
うけぬあ, ちみおそす せあしかえさか. 』ちあくと いふしそ うけおせそ, ねてそ おちときせあみ け しまいみはあみ たあちあ.

— [あさ ねあつてそ ╇ふ うつてちかねあしけつへ うそ うくちそつしそす うそくちあつてか?
【あてへみせあ: [あきおふこ えそお 1 つかせてみいちみ. 〉あてあのあ うつかえおあ いふしあ にとおかせへさそこ, さちあ-

つけうそこ け とくせあうあかすそこ, う そてしけねけか そて そつてあしへせふに そおせそさしあつつせけさそう, さそてそちふに 
えそおふ けくすかせけしけ おそ せかとくせあうあかすそつてけ. 》そてそす 〉あてあのあ おそしえそ とにあきけうあしあ くあ 
いそしへせそこ すあすそこ, け ときか たそつしか かか つすかちてけ せかすせそえそ せあいちあしあ うかつ. [そえおあ み かか 
てあさそこ とうけおかしあ, おあきか ちあつつすかみしあつへ け つさあくあしあ: «〉あてあのあ, てふ つてあせそうけのへつみ, 
さあさ うつか すふ». ╇くちそつしあみ 〉あてあのあ うつかえおあ うつたそすけせあかてつみ すせか う つうかてしそこ そおかきおか 
け いけちまくそうふに とさちあのかせけみに. ╇つか ほてそ とおけうけてかしへせそ かこ のしそ!

╇しあおけすけち: 【あさそこ つうかてしふこ いふし ねかしそうかさ!
【あてへみせあ: 《ねかせへ きあしさそ, さそえおあ てあさけか しまおけ つてそしへ ちあせそ とにそおみて! 〈ふ いしあ-

えそおあちせふ ╊うえかせけま 》かてちそうけねと, ねてそ そせ たちかおそつてあうけし うけおかそくあたけつけ 〉あてあのけ. 
〈ふ せあ ほさちあせか うせそうへ とうけおかしけ かか, とくせあしけ, さあさあみ せあつふはかせせあみ たちそなかつ-
つけそせあしへせふすけ とつたかにあすけ いふしあ と せかか きけくせへ. ゅてあ つてそちそせあ かか きけくせけ いふしあ 
せあす せか つしけのさそす にそちそのそ けくうかつてせあ. 》そつさそしへさと 〉あてあのあ — ねかしそうかさ そねかせへ 
つさちそすせふこ, そせあ すあしそ ちあつつさあくふうあしあ そ つうそけに とつたかにあに. ╇ のさそしか 〉あてあのと 
うつかえおあ そてしけねあしけ とつかちおけか う とねかいか, のけちそさけこ さちとえそくそち, ねとてさそつてへ. 【かたかちへ 
すそきせそ つさあくあてへ, ねてそ てそ, さあさそこ いふしあ そせあ う おかてつてうか, つてあしそ たちかおうかつてせけさそす 
かか たそつしかおとまはかこ みちさそこ, せかそいふさせそうかせせそこ け たしそおそてうそちせそこ う たちそなかつつけそ-
せあしへせそす たしあせか きけくせけ.

(′あたけつあしあ 〉.╅. [としけのかせさそ)
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╇つか と せかか たそしとねあしそつへ せあ «たみてかちさと»

【ちとおせそ たそうかちけてへ, ねてそ 〉あてあのけ つ せあすけ いそしへのか せかて. 〉そ てあさそうあ とき, せあうかち-
せそか, つとおへいあ… 】 せあつ う さしあつつか いふしそ うそつかすへ 〉あてあの. ぁかてふちかに ときか せか つてあしそ, 
さあさ け せか つてあしそ すせそえけに ちかいみて. 〉そ うそて ときか いそしへのか たみてけおかつみてけ しかて, さあさ 
さあきおふこ えそお 1 つかせてみいちみ すふ — てか, さてそ きけう け とねけしつみ う のさそしか づ 711, ねてそ 
せあ [とてとくそうつさそす たちそつたかさてか, たちそおそしきあかす うつてちかねあてへつみ け うつたそすけせあてへ とのかお-
のけに. ¨ いとおかす てあさ おかしあてへ, たそさあ きけうふ. 》ちけつさそちいせそ, ねてそ う ほてそて ちあく せあつてあしあ 
〉あてあのけせあ そねかちかおへ.

】 せあつ いふし うかつへすあ おちときせふこ さしあつつ. ¨ ほてそ せかつすそてちみ せあ てそ, ねてそ せあのあ 
のさそしあ いふしあ せか つそうつかす たちそつてそこ. ′おかつへ う そつせそうせそす たちかそいしあおあしけ とねか-
せけさけ けく «せかたちそつてふに» つかすかこ — ちあいそてせけさそう を[ [》』』 け おちとえけに うふつそさけに 
うかおそすつてう. 《おせあさそ 〉あてあのけせふ ちそおけてかしけ, せあつさそしへさそ み くせあま, せか けすかしけ 
そてせそのかせけみ さ たあちてけこせそこ け たちそねかこ せそすかせさしあてとちか. ╊か たあたあ いふし うそかせせふす 
すそちみさそす, あ すあすあ うちあねそす. 《せあ ちあいそてあしあ う ╆そてさけせつさそこ いそしへせけぬか. ぃさそしへ-
せとま なそちすと 〉あてあのあ せそつけしあ けせおけうけおとあしへせそえそ, つとおみ たそ うつかすと, おそすあのせかえそ 
たそのけうあ. ╇ ほてそこ なそちすか うつか いふしそ つてちそえそ: まいさあ おそしきせあ いふしあ くあさちふうあてへ 
さそしかせさけ うたしそてへ おそ はけさそしそてそさ. ╊はか そせあ せそつけしあ さちあつせふこ いあせて せあ えそしそうか. 
〉あおそ つさあくあてへ, ねてそ けく うつかに ぬうかてそう 〉あてあのあ たちかおたそねけてあしあ みちさそ-いそちおそうふか 
けしけ さちあつせふか てそせあ. ╇そくすそきせそ, にそてかしあ てあさけす そいちあくそす さあさ-てそ うふおかしけてへつみ, 
たそつさそしへさと う つかすへか うそつたけてふうあしあつへ う つてちそえそつてけ. 《つそいかせせそ ほてけす そてしけねあしあつへ 
いあいとのさあ, さそてそちあみ せか おあうあしあ うせとねさか のあせつそう ちあつのあしけてへつみ.

〉そ せか てそしへさそ ほてけす くあたそすせけしあつへ 〉あてあのあ. 《せあ いふしあ そおせそこ けく つあすふに 
さちあつけうふに け たちけすかねあてかしへせふに おかうそねかさ う さしあつつか. っ たちけのしあ う ほてと のさそしと 
う たみてそす さしあつつか. ｠そてみ つけおかしあ うおあしかさか そて 〉あてあのけ, ねかちかく ちみお, せそ つちあくと 
たちけすかてけしあ ほてと おかうそねさと. ╊か うふおかしみし そねかせへ さちあつけうふこ そてさちふてふこ しそい. 《せあ 
そいしあおあしあ みちさけす ちとすみせぬかす け そねかせへ さちあつけうふすけ えしあくあすけ. ╊か, さあさ えそうそちみて 
う せあちそおか, «いちそうけ つそいそしけせふか» いふしけ けおかあしへせふすけ. ╇そくすそきせそ, ほてそ しけのへ 
すそか すせかせけか, せそ 〉あてあのあ うせかのせか ねかす-てそ せあたそすけせあしあ «╇かせかちと» さけつてけ 』あせ-
おちそ ╆そててけねかししけ. [てそ-てそ かか つちあうせけうあし つそ «くうかくおあすけ» さけせそ: [あてちけせ ╉かせむう, 
『そすけ ぃせあこおかち け 《おちけ ｠かたいむちせ. [あさ けくうかつてせそ, うつか そせけ — さそちそしかうふ さちあ-
つそてふ うつかに うちかすかせ. ¨ てあさそか つちあうせかせけか てそきか いふしそ とすかつてせふす. 《せあ てあさきか 
いふしあ つあすそこ ませそこ おかうそねさそこ う さしあつつか. 【そ しけ ほてそ そいつてそみてかしへつてうそ, あ すそきかて 
いふてへ, かか つあすそおそつてあてそねせそつてへ け せかくあうけつけすふこ にあちあさてかち つてあしけ たちけねけせそこ 
てそえそ, ねてそ う のさそしか と せかか たちあさてけねかつさけ せか いふしそ いしけくさけに おちとくかこ. 【かす せか 
すかせかか うつか そおせそさしあつつせけさけ, け み う てそす ねけつしか, さ せかこ そてせそつけしけつへ とうあきけてかしへせそ 

* 〉あおかきおあ ╅しかさつあせおちそうせあ 『とにすあせそうあ (〈かちけせそうあ)  — そおせそさしあつつせけぬあ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ.



 

47

╉ちとくへみ おかてつてうあ

け おあきか たちそくうあしけ しあつさそうふす たちそくうけはかす «[そちつあねあ» — たちそけくうそおせそか そて かか 
おかうけねへかこ なあすけしけけ [そちつあさそうあ.

〉あてあのあ せけさそえおあ せか ちあつたちそつてちあせみしあ さあさけに-てそ つたしかてかせ け せか くあせけすあ-
しあつへ けせてちけえあせつてうそす. 《せあ いふしあ うふのか うつかえそ ほてそえそ. 〈あしへねけさあすけ そせあ てそきか 
せか とうしかさあしあつへ. ╊こ ほてそ いふしそ たちそつてそ せかけせてかちかつせそ. 【あさ ねてそ ちかうせけうけぬかこ そせあ 
てそきか せか いふしあ. ╇ すそかす たちかおつてあうしかせけけ そせあ いふしあ せか そて すけちあ つかえそ.

ぁかす かはか うふおかしみしあつへ 〉あてあのあ, てあさ ほてそ とたそちつてうそす う とねかいか け たそくせあせけけ 
ねかえそ-てそ せそうそえそ. 〈ふ つ せかこ そさそしそ おうとに しかて くあせけすあしけつへ う のさそしか ませふに けつさとつ-
つてうそうかおそう たちけ 【ちかてへみさそうつさそこ えあしかちかか. 【あさ ねてそ つそ うさとつそす と せかか うつかえおあ いふしそ 
うつか う たそちみおさか. 》そねてけ えそお そせあ, さあさ け み くあ さそすたあせけま, そてとねけしあつへ う なけくけさそ-
すあてかすあてけねかつさそこ のさそしか たちけ 〈╈】. 》そすせま, せあつ つせけすあしけ おしみ そおせそこ のさそしへ-
せそこ てかしかたかちかおあねけ, う さそてそちそこ すふ ちかのあしけ ちあくしけねせふか くあおあねさけ. 【そえおあ すせか 
くあたそすせけしそつへ, さあさ なそてそえかせけねせそ 〉あてあのあ つすそてちかしあつへ せあ てかしかほさちあせか. 《せあ 
うつかえおあ け うそ うつかす つてあちあしあつへ いふてへ そてしけねせけぬかこ. ぃさそしと くあさそせねけしあ つ くそしそ-
てそこ すかおあしへま. 《いしあおあしあ たちかさちあつせふす すとくふさあしへせふす おあちそす. 《てしけねせそ 
てあせぬかうあしあ. ╈そちあくおそ たそくきか, せあ そおせそこ けく うつてちかね そおせそさしあつつせけさそう, さてそ-てそ 
たちかおしそきけし たそてあせぬかうあてへ. 〉あてあのあ てあさ くおそちそうそ そてたしみつふうあしあ, ねてそ そおせあ 
けく おかうねそせそさ かか つたちそつけしあ: «╈おか きか てふ てあさ せあとねけしあつへ さしあつつせそ てあせぬかうあてへ, 
うかおへ う のさそしか てふ てあさ せか とすかしあ?» 〉あ ねてそ たそつしかおそうあし そてうかて: «【あさ, きけくせへ 
せあとねけしあ». ╇そそいはか, くあ ねてそ いふ そせあ せけ いちあしあつへ, うつか と せかか たそしとねあしそつへ せあ 
«たみてかちさと».

〉あてあのけせ «ちあくうそちそて» (おちとえそえそ つしそうあ せか たそおいかちと) う つてそちそせと おけたしそ-
すあてけけ みうけしつみ おしみ せあつ, かか そおせそさしあつつせけさそう, つちそおせけ «えちそすと つちかおへ みつせそえそ 
せかいあ». 〉けさてそ せか そきけおあし, ねてそ そせあ いとおかて たそつてとたあてへ (け たそつてとたけて) う 〈¨〈《 
(せふせかのせかか 〈╈¨〈《). 〉かさそてそちふか おあきか のとてけしけ, とくせあう そい ほてそこ せそうそつてけ, 
ねてそ, おかつさあてへ, «いかく いしあてあ 〉あてあのさあ たちそしかてけて すけすそ». ╉ちとえけか つとおあねけしけ 
そ てそす, ねてそ たそつてとたあてへ う 〈¨〈《 そせあ たそのしあ たそ たちけねけせか てそえそ, ねてそ にそてかしあ 
うふちうあてへつみ けく-たそお えせかてあ いあいとのさけ. 【あさ しけ ほてそ, せか いとおと えあおあてへ. 〉そ う しまいそす 
つしとねあか たそつしか たそつてとたしかせけみ う 〈¨〈《 すせそえけか そいちあてけしけ うせけすあせけか せあ 
てそ, さあさ すそおせそ つてあしあ そせあ そおかうあてへつみ, け いしあえそおあちみ ほてそすと たそたあしあ う つあすそか 
«みいしそねさそ». 〉あてあのあ つてあしあ せか てそしへさそ みちさけす つたかぬけあしけつてそす たそ ╇そつてそさと 
け おちとえけす つてちあせあす, せそ け せあのしあ てあす つうそま たかちうとま け かおけせつてうかせせとま しまいそうへ 
う しけぬか ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ.

′せあま, ねてそ つとはかつてうとかて とつてそみうのあみつみ うかちつけみ そ てそす, さあさ そせけ たそくせあさそ-
すけしけつへ. 』あす ╊うえかせけこ 》かてちそうけね さあさ-てそ せあたけつあし, ねてそ かえそ たあたあ つふえちあし 
ちかのあまはとま ちそしへ う てそす, ねてそいふ そせけ つてあしけ すときかす け きかせそこ. 〈そきかて いふてへ 
け てあさ, せそ せあつさそしへさそ み くせあま, あ そい ほてそす すせか ちあつつさあくあしあ つあすあ 〉あてあのあ, 
ねてそ たそ-せあつてそみはかすと そせけ たそくせあさそすけしけつへ くけすそこ う 〈そつさうか せあ けせつてけてとて-
つさけに つそちかうせそうあせけみに たそ しふきあす. ╋かせみ, さそてそちふこ うふちそつ う つといてちそたけねかつさそす 
』そねけ, せか とすかし さあてあてへつみ せあ しふきあに. 〉あてあのあ てそきか せか そねかせへ-てそ しまいけしあ ほてそて 
うけお つたそちてあ. ¨に くあおあねあ せあ てかに つそちかうせそうあせけみに いふしあ そおせあ — たちかそおそしかてへ 
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せかつさそしへさそ おかつみてさそう すかてちそう. 【あさ, おかちきあつへ くあ ちとさけ け たそすそえあみ おちとえ おちとえと 
せか とたあつてへ, そせけ さそか-さあさ おそのしけ おそ きかしあせせそえそ なけせけのあ. ¨ いそしへのか ときか 
せけさそえおあ せか ちあつつてあうあしけつへ…

(′あたけつあし ╅.ょ. ぁとおそおかかう)

¨〉』【¨【】【』[¨╊ 【《╇╅『¨ぅ¨

╅いあさとすそうあ 〉.》.*

′あ つてそえ つかせあ!

〈ふ たそくせあさそすけしけつへ つ 〉あてあのかこ う あうえとつてか 1964 えそおあ, さそえおあ たそつてとたけしけ 
う けせつてけてとて. 〉あつ そてたちあうけしけ う さそしにそく, け すふ てあす そさあくあしけつへ うすかつてか. ｠そてみ 
くあすかてけしあ み 〉あてあのと かはか せあ たかちうそす つそいちあせけけ さとちつあ. 《せあ うふおかしみしあつへ 
つさちそすせそつてへま: てかすせそ-つけせみみ まいさあ, いかしあみ いしとくさあ, せけさあさけに とさちあのかせけこ.

╇ さそしにそくか おそす, えおか すふ きけしけ, せあにそおけしつみ せあ さちあま つかしあ. 〉かおあしかさそ くあ 
そさそしけぬかこ いふし いそしへのそこ つてそえ つかせあ. ╉しみ せあつ, えそちそおつさけに, ほてそ いふしあ ほさくそてけさあ. 
〈ふ くあいけちあしけつへ せあ ほてそて つてそえ け しかきあしけ てあす, えしみおみ せあ せかいそ. 〉あす ほてそ うつか 
さあくあしそつへ つそうかちのかせせそ せかそいふさせそうかせせふす.

〈せそえそ しかて たそおちみお たそつしか てそこ たそかくおさけ う さそしにそく せあ 〉あてあのけせ おかせへ 
ちそきおかせけみ すふ たちそうそくえしあのあしけ てそつて «′あ つてそえ つかせあ!» [そえおあ 〉あてあのあ つかすへ 
しかて きけしあ う ╅すかちけさか, すふ たかちかたけつふうあしけつへ け さあきおふこ そてたとつさ そいみくあてかしへせそ 
うつてちかねあしけつへ. ゅてけ うつてちかねけ いふしけ おしみ せあつ そねかせへ うあきせふすけ.

╇ あうえとつてか 2014 えそおあ せあのかこ おちときいか おそしきせそ いふしそ けつたそしせけてつみ 50 しかて, 
け すふ にそてかしけ てそちきかつてうかせせそ そてすかてけてへ «くそしそてそこ まいけしかこ». 〉あのあ たそつしかおせみみ 
うつてちかねあ つそつてそみしあつへ う あたちかしか, すふ たちそうかしけ うすかつてか うかつへ おかせへ. [そえおあ み とにそ-
おけしあ, 〉あてあのあ つさあくあしあ: «』たあつけいそ, you made my day!»

〈ふ せか くせあしけ, ねてそ ほてそ いふしあ せあのあ たそつしかおせみみ うつてちかねあ.

* 〉あてあしけみ 》かてちそうせあ ╅いあさとすそうあ — そおせそさとちつせけぬあ たそ とねかいか う 〈╈¨〈《.



 

49

¨せつてけてとてつさけか てそうあちけはけ

′かせさそう ╆.╈.*

】うかちかせ, ねてそ そせあ つ せあすけ

っ たそくせあさそすけしつみ つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ 
う つかちかおけせか 1960-に えそおそう. 』さあくあてへ てそねせそ, 
たちけ さあさけに そいつてそみてかしへつてうあに せあのか くせあさそす-
つてうそ つそつてそみしそつへ, つかこねあつ うちみお しけ つすそえと. ╇つか-
てあさけ つ てかに たそち すけせとしそ つてそしへさそ しかて. 〉そ 
せか たそくせあさそすけてへつみ すふ たちそつてそ せか すそえしけ. 
｠そてみ み け せか とねけし う 〈¨〈《 さそちかこつさけこ, 
さあさ 〉あてあのあ, すそけす そつせそうせふす みくふさそす いふし 
なちあせぬとくつさけこ. ¨ てかす せか すかせかか. ╇そ-たかちうふに, 
すふ とねけしけつへ たそねてけ ねてそ せあ そおせそす さとちつか. 
っ いふし うつかえそ せあ えそおそさ たそすしあおのか. [ちそすか 
てそえそ, てそえおあのせけこ けせつてけてとて, さそてそちふこ ちあつ-
たそしあえあしつみ せあ 《つてそきかせさか, えおか せふせか せあにそ-
おけてつみ ╉けたしそすあてけねかつさあみ あさあおかすけみ 〈¨╉ 
『そつつけけ, みうせそ せか つてちあおあし えけえあせてそすあせけかこ. 
╇ さそしけねかつてうかせせそす そてせそのかせけけ そせ いふし 
せかいそしへのけす, け さあきおふこ つてとおかせて くせあし すせそえけに てそうあちけはかこ たそ とねかいか いとさ-
うあしへせそ う しけぬそ. 〉あさそせかぬ, たかちうあみ せあのあ うつてちかねあ うたそしせか すそえしあ たちそけくそこてけ 
しけいそ う つてとおかせねかつさそす さあなか, てそえおあ かおけせつてうかせせそす う けせつてけてとてか, しけいそ うそ うちかすみ 
そおせそえそ けく すそしそおかきせふに うかねかちそう, さそてそちふか たちそにそおけしけ と せあつ おそうそしへせそ ねあつてそ. 

╇そくすそきせそ, さ せあのかすと くせあさそすつてうと «ちとさと» たちけしそきけしあ すそみ いとおとはあみ 
つとたちとえあ, 』うかてしあせあ 〈けにあこしそうせあ [ちまさそうあ, さそてそちあみ さあさ ちあく とねけしあつへ 
つ 〉あてあのかこ う そおせそこ のさそしか, あ たそてそす け せあ たあちあししかしへせそす さとちつか. [ てそすと 
きか と 』うかてしあせふ たかちうふす みくふさそす いふし けせおそせかくけこつさけこ, くあ たちかたそおあうあせけか 
さそてそちそえそ そてうかねあしあ てあ きか さあなかおちあ, ねてそ け くあ さそちかこつさけこ. 【あさ ねてそ け てとて けに 
たとてけ-おそちそきさけ ねあつてかせへさそ たかちかつかさあしけつへ. 〉と け うおそいあうそさ さ ほてそすと うつか «うそつ-
てそねせけさけ» う 〈¨〈《 せか てそしへさそ くせあしけ け おかちきあしけつへ おちとえ おちとえあ, せそ け つてあちあ-
しけつへ うそうしかねへ う つうそこ そつそいふこ «さちとえ» てあさけに «けせそうかちぬかう», さあさ み.

╇ おあしへせかこのかす, さそえおあ すふ たそのしけ ときか ちあいそてあてへ け つてあしけ かくおけてへ たそ ちあく-
せふす くあえちあせけぬあす, せあのけ うつてちかねけ たちそけつにそおけしけ いかくそてせそつけてかしへせそ てそえそ, ねてそ 
さてそ-てそ けく せあつ つてあし おけたしそすあてそす, あ さてそ-てそ とねかせふす. 〈ふ そいはあしけつへ ねけつてそ 
たそ-ねかしそうかねかつさけ け うそ うちかすみ ほてけに うつてちかね いそしへのか えそうそちけしけ そ くかすせふに おかしあに, 
ねかす せあ たちそなかつつけそせあしへせふか てかすふ.

* ╆そちけつ ╈かせせあおへかうけね ′かせさそう — ぁちかくうふねあこせふこ け 》そしせそすそねせふこ 》そつそし 』』』『 け 『そつつけけ う 『かつたといしけさか 
[けたち (1989—1997).
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╅ うそて う たそつしかおせけか てちけ-ねかてふちか えそおあ, さそえおあ と 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ, さあさ 
け と すそかこ つとたちとえけ, うそくせけさしけ たちそいしかすふ つそ くおそちそうへかす け けす いふし うふせかつかせ 
たちあさてけねかつさけ けおかせてけねせふこ おけあえせそく, てとて-てそ せあのか そいはかせけか たちけそいちかしそ 
いそしへのか すかおけぬけせつさけこ にあちあさてかち. 〈ふ つ ╆あきあせそうふすけ つてあしけ いとさうあしへせそ ちそお-
つてうかせせふすけ おとのあすけ. 『あくえそうそち せあ すかおけぬけせつさけか てかすふ おそつてあてそねせそ いふつてちそ 
たかちかにそおけし せあ なけしそつそなつさけか ちあくすふのしかせけみ — そ つすふつしか きけくせけ, きけくせけ 
えちみおとはかこ け, さそせかねせそ きか, そ ╆そえか. 〉そ, くあてちそせとう ほてと ねあつてへ いかつかお つ 〉あてあ-
のかこ, み せあ ほてそす, たそきあしとこ, け そつてあせそうしまつへ, たそつさそしへさと, さあさ すせか さあきかてつみ, み 
せか けすかま たちあうあ えそうそちけてへ そい ゅてそす. 》そ さちあこせかこ すかちか, すそみ つとたちとえあ といかき-
おかせあ, ねてそ せけ う さそかす つしとねあか せかしへくみ そい ゅてそす つそさちそうかせせそす たちそつてそ てあさ うつとか 
とたそすけせあてへ.

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ いふしあ そねかせへ うかちとまはかこ. ╈しといそさあみ うかちあ けつにそおけて けく 
かか にあちあさてかちあ. 《せあ いふしあ そねかせへ おそいちふす け つかちおかねせふす ねかしそうかさそす. ぁてそ さあさ 
ちあく にちけつてけあせつさあみ ちかしけえけみ け たちかおたそしあえあかて — いふてへ おそいちふす け つかちおかねせふす. 
《せあ いふしあ さちかはかせふす ねかしそうかさそす. ′せあねけて, う せかこ いふし 』うみてそこ ╉とに, け ╆そえ 
うそつたちけせみし かか たそつしか さちかはかせけみ. 

》ちあうおあ, てとて せときせそ たちそみつせけてへ そおけせ うそたちそつ — いそしかくせへ しけ たそおうけえしあ 
かか さ えしといそさそこ うかちか けしけ ほてそ つしとねけしそつへ せあすせそえそ ちあせへのか? っ とうかちかせ, ねてそ 
ほてそ たちそけくそのしそ, さそえおあ 〉あてあのあ つてあしあ うそぬかちさそうしかせせそこ. 【そ かつてへ う うそくちあつてか 
えおか-てそ たそつしか つそちそさあ しかて. [あさ そせあ さ ゅてそすと たちけのしあ? ╇そたちそつ ちけてそちけねかつさけこ. 
っ くせあま, ねてそ そせあ ちかえとしみちせそ にそおけしあ う にちあす, けつたそうかおそうあしあつへ, たちけねあはあ-
しあつへ… 〉そ う さあさそこ にちあす そせあ にそおけしあ, み せか くせあま. [てそ いふし と せかか おとにそうせけさ, 
てそきか せか すそえと つさあくあてへ.

〉あてあのけせ たちけにそお さ うかちか うつか-てあさけ せか いふし つうみくあせ つ さあさけすけ-てそ うせかの-
せけすけ そいつてそみてかしへつてうあすけ. 》ちそつてそ そせあ いふしあ さ ほてそすと えそてそうあ. ¨ せあつてあし 
すそすかせて, さそえおあ そせあ せあねあしあ たそつかはあてへ ぬかちさそうへ. ╆そしかくせへ くおかつへ せけ たちけ ねかす.

╉そいちそてあ け つかちおかねせそつてへ 〉あてあのけ たちそみうしみしけつへ たそつてそみせせそ. ╉しみ たそすそはけ 
せあす つ かか つてそちそせふ せか いふしそ そつそいふに たちけねけせ. 〉そ み すそえと たちけうかつてけ さとねと たちけ-
すかちそう, さそえおあ 〉あてあのあ いとさうあしへせそ いちそつあしあつへ せあ たそすそはへ おちとえけす しまおみす, 
たとつてへ おあきか そせあ け うつてちかねあしあつへ つ せけすけ かおけせそきおふ, すけすそしかてせそ.

〉あとねせふに けしけ たちそなかつつけそせあしへせふに ちあくえそうそちそう すふ つ せかこ せか うかしけ. ｠そてみ 
うつたそすけせあかてつみ そおけせ つしとねあこ. っ さあさ-てそ つたちそつけし: «』しとのあこ, あ くあねかす てふ くあせけ-
すあかのへつみ せあとねせそこ おかみてかしへせそつてへま?» ╇ そてうかて そせあ つさあくあしあ: «〉あとさあ おあかて うそく-
すそきせそつてへ とこてけ そて つかちそこ きけくせけ け つすそてちかてへ せあ すけち のけちそさそ そてさちふてふすけ 
えしあくあすけ, うけおかてへ かえそ うそ うつかす すせそえそそいちあくけけ». ゅてけ つしそうあ み にそちそのそ くあたそすせけし.

[そえおあ そて さそえそ-てそ つしふのと — おかつさあてへ, さあさ きあしへ, ねてそ 〉あてあのけ ╆あきあせそうそこ 
いそしへのか つ せあすけ せかて, せか つそえしあのあまつへ. っ せか ねとうつてうとま ほてそえそ. っ さあさ ちあく とうかちかせ, 
ねてそ そせあ つ せあすけ. ¨ てそねさあ.

(′あたけつあし ╅.ょ. ぁとおそおかかう)
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[そしそつ ].っ.*

』うかてしあみ かこ たあすみてへ

』 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ すふ たそくせあさそすけしけつへ う 1964 えそおと せあ たかちうそす 
さとちつか 〈╈¨〈《, えおか いふしけ そたちかおかしかせふ う そおせと あさあおかすけねかつさとま えちとたたと. 
】きか う 1965 えそおと み うくみし あさあおかすけねかつさけこ そてたとつさ; かきかおせかうせふか さそせてあさてふ 
け そいはかせけか つそさちあてけしけつへ. [ つそきあしかせけま, と せあつ せか いふしそ うそくすそきせそつてけ たそお-
おかちきけうあてへ たそつてそみせせふか さそせてあさてふ さあさ うそ うちかすみ とねかいふ う けせつてけてとてか, てあさ 
け たそくおせかか, たそつしか そさそせねあせけみ けせつてけてとてあ. 』とおへいあ ちあくいちそつあしあ せあつ う ちあくせふか 
そちえあせけくあぬけけ け おあきか う ちあくせふか つてちあせふ. っ せあねあし ちあいそてあてへ う 〈けせけつてかちつてうか 
うせかのせかこ てそちえそうしけ, あ 〉あてあのあ つ すときかす ╊うえかせけかす とかにあしけ う ╈かせさそせつとしへつてうそ 
』』』『 う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ.

〉そ み くせあま, ねてそ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ たちそきけしあ みちさとま け せあつふはかせせとま 
つそいふてけみすけ け おそつてけきかせけみすけ きけくせへ.

《せあ せあうつかえおあ つそにちあせけてつみ う たあすみてけ しまおかこ, さそてそちふす たそつねあつてしけうけしそつへ 
つ せかこ うつてちかねあてへつみ, ちあいそてあてへ, とねけてへつみ, さあさ けつさしまねけてかしへせそ おそいちふこ, すみえ-
さけこ, けつさちかせせけこ, つかちおかねせふこ, そてくふうねけうふこ, しかえさけこ う そいはかせけけ ねかしそうかさ. 
[あさ うかしけさあみ てちときかせけぬあ. 』うかてしあみ かこ たあすみてへ.

｠あしかうけせつさけこ ¨.╇.**

《ねあちそうあてかしへせあみ «すえけすそうさあ»

』 〉あてあのかこ, てそえおあ [そちつあさそうそこ, み たそくせあさそすけしつみ, さそえおあ そせあ とねけしあつへ せあ 
たかちうそす さとちつか なあさとしへてかてあ すかきおとせあちそおせふに ほさそせそすけねかつさけに そてせそのかせけこ 
(〈ゅ《) 〈╈¨〈《. っ けくとねあし とちおと せあ なあさとしへてかてか すかきおとせあちそおせふに そてせそ-
のかせけこ (〈《), そせあ せあ 〈ゅ《 — さそちかこつさけこ. ╇ てそ うちかすみ うそくせけさしあ ほこなそちけみ 
う そてせそのかせけけ ╇そつてそさあ, うつかえそ ╇そつてそさあ, たそほてそすと せけさあさそこ ちあくせけぬふ せか いふしそ 
せけ たそ さとちつあす, せけ たそ なあさとしへてかてあす. ╇つか すふ せあにそおけしけつへ う そおせそす さそてしか — 
╇かしけさそえそ ╇そつてそさあ. 〉あす おかこつてうけてかしへせそ いふしそ つてちあのせそ けせてかちかつせそ けくとねあてへ 
つそうかちのかせせそ せかそいふねせふか みくふさけ, そちけえけせあしへせとま さとしへてとちと, いそえあてかこのとま 
けつてそちけま. ゅてけすけ うたかねあてしかせけみすけ すふ おかしけしけつへ う さそちけおそちあに けせつてけてとてあ せあ 
てそえおあのせかこ 〈かてちそつてちそかうつさそこ, 53, と すかてちそ «》あちさ さとしへてとちふ».

* ]かそせけお っさそうしかうけね [そしそつ — そおせそさとちつせけさ たそ とねかいか う 〈╈¨〈《.
** ¨えそちへ ╇しあおけすけちそうけね ｠あしかうけせつさけこ — たちかおつかおあてかしへ ╅つつそぬけあぬけけ ちそつつけこつさけに おけたしそすあてそう.
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〉あ 〈《 たちかたそおあうあしつみ ぬかしふこ いとさかて 
うそつてそねせふに け あなちけさあせつさけに みくふさそう. 》ちみすそ 
すそおかしへ 《《〉! 》そほてそすと うそつてそねせけさけ 〈ゅ《 
そてせそつけしけつへ さ うそつてそねせけさあす 〈《 つ そつそいふす 
たけかてかてそす.

〉あてあのあ, そねあちそうあてかしへせあみ «すえけすそうさあ», 
おかうとのさあ せかそいふねあこせそこ さちあつそてふ, たそちあ-
きあしあ つうそかこ いかつたちけすかちせそこ そいちあくそうあせ-
せそつてへま うそ うつかに そいしあつてみに きけくせけ, けつさとつ-
つてうあ, さとしへてとちふ. 《いはかせけか つ せかこ うつかえおあ 
たそすそえあしそ とうけおかてへ てあさけか てそせさけか せまあせつふ 
そいつときおあかすふに たちそいしかす, さそてそちふか すそえ としそ-
うけてへ てそしへさそ かか そつてちふこ とす たちけ せかそいふさせそ-
うかせせそこ せあねけてあせせそつてけ. 《ねかせへ けせてかちかつせふ 
いふしけ さそすすかせてあちけけ 〉あてあのけ たそ ╇そつてそさと 
け うそつてそねせふす みくふさあす.

《せあ たそちあきあしあ てあさきか そいあみせけかす, ねとてさそつてへま, とおけうけてかしへせそ おそいちふす 
そてせそのかせけかす さ しまおみす. ゅてそ いふしあ せあつてそみはあみ けせてかししけえかせてさあ, せそ つ せかそいにそ-
おけすそこ てうかちおそつてへま うそ うつかす, つしそうせそ うふのかおのあみ けく えあしかちかけ さしあつつけねかつさけに 
そいちあくぬそう うふおあまはけにつみ きかせはけせ う ちとつつさそこ しけてかちあてとちか. 【そしへさそ そせあ いふしあ 
くおかつへ — きけうあみ け くかすせあみ.

っ うつてちかねあし 〉あてあしへま ╊うえかせへかうせと せあ そなけぬけあしへせふに ちあとてあに うすかつてか つ かか 
つとたちとえそす — おけたしそすあてそす け とねかせふす ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす ╆あきあせそうふす. 
ゅてそ いふし つそまく おうとに しまいみはけに しまおかこ, たそ-せあつてそみはかすと そおとにそてうそちかせせふに 
しけねせそつてかこ. ¨くうかつてせふ すそせそえちあなけけ, ついそちせけさけ, ほつつか, つてあてへけ ╆あきあせそうふに. 
》ちけ ほてそす, いとおとねけ ときか すあつてけてふす とねかせふす, あうてそちそす えしといそねあこのけに けつつしかおそ-
うあせけこ, 〉あてあのあ そつてあうあしあつへ とおけうけてかしへせそ おそいちふす け うせけすあてかしへせふす ねかしそうか-
さそす. ╊か おそいちあみ ほせかちえけみ くあちみきあしあ そさちときあまはけに. 』うかてしふこ そいちあく 〉あてあのけ 
せけさそえおあ せか たそすかちさせかて う つかちおぬあに おちとくかこ.
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╉『】′ゃっ ¨ ′〉╅[《〈ぉ╊ ′『╊]ぉ｠ ]╊【

╆かつかおあ つ ╅せそす ╇.[.*

]とねのあみ たちかおつてあうけてかしへせけぬあ
ちとつつさそこ けせてかししけえかせぬけけ

》ちかきおか ねかす ちあつつさあくあてへ そい けつてそちけけ すそかこ
おちときいふ つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ け かか 
つとたちとえそす, つさあきと せかつさそしへさそ つしそう そ つかいか, 
ねてそいふ と ねけてあまはかえそ ほてけ つてちそさけ たそみうけしそつへ 
たそせけすあせけか つけてとあぬけけ, いしあえそおあちみ さそてそちそこ 
すふ, つそいつてうかせせそ, け たそくせあさそすけしけつへ.

っ ちそおそす つ 』あにあしけせあ, さとおあ すそけ たちかおさけ 
たそたあしけ たそつしか たそちあきかせけみ 『そつつけけ う 『とつ-
つさそ-みたそせつさそこ うそこせか 1904—1905 えそおそう. 
[ すそすかせてと すそかえそ ちそきおかせけみ (さそせかぬ 
1930-に えそおそう) そつてちそう (てそねせかか, かえそ まきせあみ 
たそしそうけせあ) いふし そささとたけちそうあせ みたそせぬあすけ. 
╅ たそてそすと, つそえしあつせそ てそえおあのせけす みたそせつさけす 
たそちみおさあす, み, たそ たちそけつにそきおかせけま さそちかかぬ, 
いふし しけのかせ たちあうあ そいとねあてへつみ ちとつつさそすと 
け さそちかこつさそすと みくふさあす. 〈そえ とねけてへ しけのへ 
みたそせつさけこ, そいはあてへつみ け おあきか すふつしけてへ てそしへさそ せあ せかす. ╉かしそ とつとえといしみしそつへ 
かはか け てかす, ねてそ すそけに ちそおけてかしかこ せあつけしへせそ うふうかくしけ せあ ちあいそてと う ったそせけま 
う さあねかつてうか えあつてあちいあこてかちそう. 【あさ ねてそ み いふし しけのかせ うつかに つうそけに けつてそちけねかつさけに, 
みくふさそうふに, ちそおけてかしへつさけに け たちそねけに さそちせかこ. ¨く すかせみ, さそちかこぬあ, みたそせぬふ 
にそてかしけ つおかしあてへ みたそせぬあ. ¨ ほてそ けす たそねてけ とおあしそつへ, たそつさそしへさと うつてちかてけてへ 
けつてけせせそえそ さそちかこぬあ, くせあうのかえそ さそちかこつさけこ みくふさ, けつてそちけま け さとしへてとちと 
[そちかけ, いふしそ たちあさてけねかつさけ せかうそくすそきせそ. ╉あ け そたあつせそ.

》とてかうさと う きけくせへ すせか おあしけ つそうかてつさあみ うしあつてへ け つそうかてつさけか しまおけ, そおかち-
きあうのけか 》そいかおと う ╇かしけさそこ 《てかねかつてうかせせそこ うそこせか. 》そつしか けくえせあせけみ みたそせ-
ぬかう つ 』あにあしけせあ さそちかこぬあす たちかおそつてあうけしけ たちあうそ そいとねあてへつみ せあ さそちかこつさそす 
け ちとつつさそす みくふさあに. 》そせあねあしと たちけのしそつへ てとえそ. っくふさけ おあうあしけつへ すせか つ てちと-
おそす, たそつさそしへさと せか いふしそ にそちそのけに とねけてかしかこ, け たそてそすと う のさそしか み け すせそ-

* ╇けさてそち [けすあせそうけね ╅せ — くあつしときかせせふこ うちあね 『‒, ねしかせ たちあうしかせけみ 〈かきおとせあちそおせそこ なかおかちあぬけけ 
«》そちそおせかせせふか えそちそおあ».
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えけか すそけ そおせそさしあつつせけさけ つしふしけ おうそかねせけさあすけ. 〉そ すあしそ-たそすあしと つけてとあぬけみ 
つてあしあ けつたちあうしみてへつみ.

′あさそせねけう つ えちかにそす たそたそしあす うそつかすへ さしあつつそう, み せあたちあうけし つうそけ つてそたふ せあ 
さそせてけせかせて. 『かのけし たそつてとたけてへ せあ すかおけぬけせつさそか そておかしかせけか ｠あいあちそうつさそえそ 
とせけうかちつけてかてあ. 【あす さそ すせか そてせかつしけつへ たそ-ねかしそうかねかつさけ: うせけさせとう うそ うつか すそけ 
たちそいしかすふ, たちけせみしけ せあ とねかいと.

』てあう うちあねそす-たちそさてそしそえそす, み うかちせとしつみ せあ 』あにあしけせ, えおか うちあねかうあし てちけ 
つ たそしそうけせそこ えそおあ. 〉そ てみえあ さ そいちあくそうあせけま せか たちそたあしあ. ╇ そおけせ たちかさちあつ-
せふこ おかせへ うくみし おあ け ちうあせとし つ きかせそこ (そせあ てそきか さそちかみせさあ) う 〈そつさうと, ねてそいふ 
たそつてとたけてへ う 》かちうふこ すかおけぬけせつさけこ けせつてけてとて.

〉か いとおと いそしへのか とてそすしみてへ ちあつつさあくあすけ そ つかいか. 』さあきと しけのへ, ねてそ つてあし 
さしあつつせふす たちそさてそしそえそす, けせあねか いふ と すかせみ せか いふしそ てあさそえそ いそしへのそえそ さそしけねか-
つてうあ とねかせけさそう け さそ すせか せか つてそみしあ いふ てあさあみ おしけせせまはあみ そねかちかおへ たあぬけかせてそう. 
《おせけす けく せけに いふし ╈かそちえけこ ‒かおそちそうけね [けす, あさあおかすけさ, くあすかつてけてかしへ おけちかさ-
てそちあ ¨せつてけてとてあ うそつてそさそうかおかせけみ ╅〉 』』』『, さそてそちふこ てそえおあ, う 70-か えそおふ たちそ-
のしそえそ つてそしかてけみ, うそくえしあうしみし ╊うえかせけこ 〈あさつけすそうけね 》ちけすあさそう.

[あさ-てそ ╈かそちえけこ ‒かおそちそうけね, さそてそちそえそ み たちけのかし たちそうかおあてへ, つたちあのけ-
うあかて: せあつさそしへさそ にそちそのそ み くせあま けつてそちけま [そちかけ? っ そてうかねあま: «〉か くせあま 
せけ さあたかしへさけ». 【そえおあ そせ くうそせけて う さそちかこつさけこ そておかし け たちそつけて さそえそ-てそ 
くあこてけ う かえそ さあいけせかて け たちけせかつてけ ねてそ-てそ けく させけえ. ぁかちかく せかさそてそちそか うちかすみ 
う さあいけせかて [けすあ くあにそおけて そねかせへ さちあつけうあみ きかせはけせあ. ╇ ちとさあに そせあ おかちきけて 
おうとにてそすせけさ «¨つてそちけみ [そちかけ» せあ ちとつつさそす みくふさか け させけきさと う いとすあきせそす 
たかちかたしかてか «ょきせあみ [そちかみ 1945—46 ええ.». ╇つさそちか うつみ ほてあ すあしかせへさあみ いけいしけ-
そてかねさあ たかちかのしあ さそ すせか う ちとさけ. ╅ つそてちとおせけぬかこ, さそてそちあみ たちけせかつしあ うつか 
ほてけ とうかつけつてふか «なそしけあせてふ» おしみ すかせみ, さあさ ちあく け いふしあ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ 
╆あきあせそうあ. 》そすせま, さあさ そせあ つそうかてそうあしあ すせか う たかちうとま そねかちかおへ たちそねけてあてへ 
させけえと «ょきせあみ [そちかみ 1945—46 ええ.». 》ちあうおあ, せあ そいしそきさか つてそみしあ なあすけしけみ 
«‒.¨. ぃあいのけせあ». 〉そ, さあさ み たそせみし, せかすあしとま てそしけさと てちとおあ う ほてけ «′あたけつさけ 
そねかうけおぬあ» うせかつしあ つあすあ 〉あてあのあ.

ゅてけす たそおあちさそす おかしそ せか そえちあせけねけしそつへ. 〉そうあみ とねけてかしへせけぬあ ちへみせそ うくみ-
しあつへ くあ すそか そいとねかせけか. ¨ さそえおあ うつさそちか あさあおかすけさ [けす うせそうへ すかせみ つたちそつけし, 
せあつさそしへさそ にそちそのそ み くせあま けつてそちけま [そちかけ, つ えそちおそつてへま そてちあたそちてそうあし, 
ねてそ くせあま かか おそつてあてそねせそ にそちそのそ. ¨ くあつしとえあ う ほてそす たちかきおか うつかえそ たちけせあお-
しかきあしあ 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか. 《せあ さあさ そてしけねせけぬあ せか てかちたかしあ てちそかねせけさそう, 
あ とき てかす いそしかか おうそかねせけさそう. ╇ しまいそこ そいしあつてけ. 【あさ ねてそ たちけにそおけしそつへ 
«たあにあてへ», ねてそいふ かこ にそてへ さあさ-てそ つそそてうかてつてうそうあてへ.

╇そそいはか, み つねけてあま, ねてそ う さそちかこつさけに たちそいしかすあに そせあ ちあくいけちあしあつへ しとねのか 
うつかに たちそねけに とねかせふに-さそちかけつてそう. 《せあ, さ たちけすかちと, いふしあ といかきおかせあ, ねてそ そいひ-
かおけせかせけか おうとに [そちかこ ちあせそ けしけ たそくおせそ つそつてそけてつみ. 〉かさそてそちふか かか さそししかえけ 
つねけてあしけ, ねてそ ほてそえそ せけさそえおあ せか いとおかて, け せあくふうあしけ 〉あてあのと «いかくせあおかきせそこ 
そたてけすけつてさそこ».
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╉ちとくへみ け くせあさそすふか くちかしふに しかて

》そてそす, たそつしか たかちうそこ うつてちかねけ, う せあのけに そてせそのかせけみに うつか ちあくうけうあしそつへ 
たそ せあちあつてあまはかこ. 〉か たちそにそおけしそ け せかつさそしへさけに おせかこ, ねてそいふ そせあ せか くうそ-
せけしあ すせか け せか たちけえしあのあしあ せあ さあさとま-せけいとおへ さそせなかちかせぬけま, うつてちかねと けしけ 
おけつたとて たそ さそちかこつさそこ たちそいしかすか. 《てさあくあてへ かこ いふしそ つしそきせそ. 》そほてそすと すせか 
たちけにそおけしそつへ, たそ うそくすそきせそつてけ, うつか ほてけ すかちそたちけみてけみ たそつかはあてへ.

っ ときか せか えそうそちま そ つうそかす たちけつとてつてうけけ せあ おせみに ちそきおかせけみ ╆あきあせそうふに. 
′おかつへ み てそきか いふし きかしあせせふす えそつてかす け たそちそこ せあにそおけしつみ う ぬかせてちか うせけすあ-
せけみ たちけつとてつてうとまはけに, たそつさそしへさと すせそえけに えそつてかこ, おあ け つあすと にそくみこさと, けせてか-
ちかつそうあしけ すかおけぬけせつさけか うそたちそつふ.

╊つしけ えそうそちけてへ そ ねかしそうかねかつさけに さあねかつてうあに 〉あてあのけ, てそ たそせあおそいけてつみ, 
せあうかちせそか, せか そおけせ おかせへ, ねてそいふ けに うつか たかちかねけつしけてへ. 《せあ たちけせあおしかきあしあ 
さ しとねのけす たちかおつてあうけてかしみす ちとつつさそこ けせてかししけえかせぬけけ. ╈そうそちけしあ, さあさ たちあ-
うけしそ, すあしそ, つてあちあみつへ うふつしとのあてへ つそいかつかおせけさあ. 〉そ とき かつしけ えそうそちけしあ, てそ 
ほてそ いふしあ 『かねへ! ╇つか うそさちとえ くあすそしさあしけ け うせけすあてかしへせそ かか つしとのあしけ. 〉あてあのあ 
いふしあ きかせはけせそこ うふつそさそこ さとしへてとちふ, そいちあくそうあせせそつてけ け たちけ ほてそす さちあつあ-
うけぬかこ.

(′あたけつあし ╅.ょ. ぁとおそおかかう)

╆かしみさそうあ 【.〉.*

〈あしかせへさけか けつてそちけけ: さちあつそてあ け てちあえかおけみ…

〈そみ すあしかせへさあみ けつてそちけみ たそつうみはかせあ ╆そしへのそすと ねかしそうかさと — 〉あてあしへか ╊うえか-
せへかうせか ╆あきあせそうそこ, つ さそてそちそこ み たそくせあさそすけしあつへ そさそしそ おうとに しかて せあくあお 
け さそてそちあみ つてあしあ おしみ すかせみ せか てそしへさそ たあぬけかせてそす け たちけみてせふす つそいかつかおせけ-
さそす, せそ け いしけくさけす おちとえそす. 《いはかせけか つ てあさけすけ つうかてしふすけ しまおへすけ せあたそ-
すけせあかて つそしせふのさそ: つてそみ たそお かえそ しとねあすけ, そはとはあかのへ てかたしそ け いしあえそおあてへ.

〈あしかせへさあみ けつてそちけみ きけくせけ — ほてそ てあさ けしけ けせあねか けつてそちけみ しまいうけ, 
おちときいふ, うくあけすそたそせけすあせけみ. っ うちあね, あ そてせそのかせけみ うちあねあ け たあぬけかせてあ てちか-
いとまて そつそいそえそ さそせてあさてあ, さそてそちふこ ねあはか そえちあせけねけうあかてつみ ちあすさあすけ くあいそしか-
うあせけみ. ╉しみ いそしかか てかつせふに そてせそのかせけこ せか にうあてあかて そてさちふてそつてけ け おそうかちけみ.

』 たかちうそえそ おせみ せあのかえそ くせあさそすつてうあ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ たそちあくけしあ すかせみ 
つたそつそいせそつてへま たそせけすあてへ つたかぬけなけさと け つしそきせそつてへ てちとおあ うちあねあ, おそうかちけ-
てかしへせふす そてさちそうかせけかす け きかしあせけかす つそてちとおせけねかつてうあ. [あさ たそくきか み とくせあしあ, 
そつそいそか とうあきかせけか さそ すせか いふしそ つうみくあせそ け つ かか すあすそこ, すせそえそ しかて たちそちあいそ-

* 【あてへみせあ 〉けさそしあかうせあ ╆かしみさそうあ — くあすかつてけてかしへ おけちかさてそちあ たそ しかねかいせそ-そくおそちそうけてかしへせそこ ちあいそてか 
‒╈╆]》】 «]かねかいせそ-そくおそちそうけてかしへせふこ ぬかせてち 〈¨╉ 『そつつけけ», うちあね-さあちおけそしそえ.
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てあうのかこ うちあねそす. 〈そみ すあせかちあ そいはかせけみ そておあしかせせそ せあたそすけせあしあ かこ おそちそ-
えそえそ つかちおぬと ねかしそうかさあ.

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ, そはとはあみ つあさちあしへせそつてへ たちそなかつつけけ うちあねあ, せか たちけ-
せけすあしあ そてせそのかせけこ, たそつてちそかせせふに せあ つとにそこ けせなそちすあぬけけ う ちあすさあに てかすふ 
いそしかくせけ け しかさあちつてう. 》ちけ ほてそす そせあ ちかおさそ きあしそうあしあつへ け せか てちかいそうあしあ 
つそつてちあおあせけみ さ つかいか, にそてみ う たそつしかおせかか うちかすみ, う つうみくけ つ いそしかくせへま, つ てちとおそす 
たかちかおうけえあしあつへ. 》そちそま すせか さあくあしそつへ, ねてそ そせあ つそねとうつてうそうあしあ すせか, そつそ-
いかせせそ う たかちけそおふ せかそいにそおけすそつてけ けくすかせかせけみ しかねかせけみ.

′あ そねかせへ さそちそてさそか うちかすみ すふ つてあしけ ねとうつてうそうあてへ おちとえ おちとえあ, ねてそ せあくふ-
うあかてつみ, さそきかこ. ╆かつかおそうあしけ かきかおせかうせそ, け すかせみ くあにうあてけしそ ほてそ そいはかせけか 
つ せかそいふさせそうかせせそ けせてかちかつせふす け ちあくせそつてそちそせせけす ねかしそうかさそす! 〈ふ いかつか-
おそうあしけ そ てそす, ねてそ つそくおあかす つうそま ちかあしへせそつてへ つあすけ, いそしかか てそえそ, すふ せかつかす 
そてうかてつてうかせせそつてへ くあ うつか たちそけつにそおみはかか う せあのかこ きけくせけ — にそちそのかか けしけ 
たしそにそか, ちあおそつてけ, えそちかつてけ, とつたかに け せかとおあねけ. ╅ とつたかにそう う きけくせけ 〉あてあしへけ 
╊うえかせへかうせふ いふしそ すせそえそ. 《せあ つ とおそうそしへつてうけかす おかしけしあつへ つうそけす いそえあてふす 
きけくせかせせふす そたふてそす.

〉あのか すせかせけか, ねてそ ねかしそうかさと おあかてつみ けすかせせそ てそ, うそ ねてそ そせ うかちけて, あ せか 
てそ, ねかえそ そせ にそねかて, つそうたあおあしそ. 【あさ すふ つてあしけ さそししかえあすけ, つてちかすみはけすけつみ 
さ そいはかこ ぬかしけ — いそちへいか つ いそしかくせへま. 【あさ すふ つてあしけ おちとくへみすけ, おそうかちみう-
のけすけ おちとえ おちとえと いそしかくせけ せか てそしへさそ てかしあ, せそ け おとのけ.

っ うけおかしあ け ねとうつてうそうあしあ きかしあせけか 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ うふちうあてへつみ けく 
そさそう いそしかくせけ: ほてあ せかつうそいそおあ てみえそてけしあ かか, ねかしそうかさあ おかみてかしへせそえそ け うそしか-
うそえそ. 〉そ そせあ そつてあうあしあつへ きけくせかしまいけうそこ, つてあちあしあつへ せか たそおおあうあてへつみ そてねあ-
みせけま け とせふせけま, つてちかすけしあつへ せあとねけてへつみ きけてへ う せそうふに とつしそうけみに つそつと-
はかつてうそうあせけみ つ いそしかくせへま, せか たちけくせあうあみ, ねてそ と いそしかくせけ たそおねあつ いふうあかて 
えそちあくおそ いそしへのか たちあう そたちかおかしみてへ せあのと つとおへいと, ねかす と せあつ つあすけに.

[あさ せか にうあてあかて すせか つかこねあつ ほてそえそ たちかさちあつせそえそ ねかしそうかさあ!

╆そこさそ ょ.》.*

ぁかしそうかさ すけちあ

〈ふ たそくせあさそすけしけつへ せかつさそしへさそ しかて せあくあお, け たちあさてけねかつさけ つ たかちうそこ うつてちかねけ 
うそくせけさしそ ねとうつてうそ, ねてそ くせあさそすふ おあうせそ, ねてそ せあつ つうみくふうあまて すせそえけか えそおふ 

* ょちけこ 》あうしそうけね ╆そこさそ — おそさてそち たそしけてけねかつさけに け すかおけぬけせつさけに せあとさ, さあせおけおあて まちけおけねかつさけに 
け ほさそせそすけねかつさけに せあとさ, たちそなかつつそち, くあうかおとまはけこ さあなかおちそこ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ ╉けたしそ-
すあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ, くあうかおとまはけこ さあなかおちそこ すかおけぬけせつさそえそ たちあうあ, そいはかつてうかせ-
せそえそ くおそちそうへみ け とたちあうしかせけみ すかおけぬけせつさけす そいちあくそうあせけかす 『そつつけこつさそこ すかおけぬけせつさそこ あさあおかすけけ 
たそつしかおけたしそすせそえそ そいちあくそうあせけみ 〈けせくおちあうあ 『そつつけけ.
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おちときいふ. 《てさちふてあみ, みちさあみ しけねせそつてへ 〉あてあ-
しへけ ╊うえかせへかうせふ, かか ほせぬけさしそたかおけねかつさけか 
くせあせけみ う ちあくしけねせふに そいしあつてみに せあとさけ, かか 
そたふて, たちそせけぬあてかしへせそつてへ け てあさて う ちかのか-
せけけ うそたちそつそう たそうつかおせかうせそつてけ たちそけくうそ-
おけしけ せかけくえしあおけすそか うたかねあてしかせけか. 

〈せそえそえちあせせそつてへ かか せあてとちふ たそちあきあしあ. 
【そせさそか たそせけすあせけか てちあおけぬけこ, すかせてあしけ-
てかてあ け そいふねあかう しまおかこ う おちとえけに つてちあせあに 
け うそつたちけみてけか すあしかこのけに せまあせつそう そてせそ-
のかせけみ ほてけに せあちそおそう さ 『そつつけけ 〉あてあしへみ 
╊うえかせへかうせあ つそねかてあしあ つ つかちへかくせふす あせあしけ-
てけねかつさけす たそおにそおそす さ うそたちそつあす うくあけすそ-
おかこつてうけみ すかきおと つてちあせあすけ. 

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ みうしみしあつへ たちそなかつ-
つけそせあしそす うふつそねあこのかえそ さしあつつあ. ╊か すふつしけ 
け たちそえせそくふ そてせそつけてかしへせそ えしそいあしへせふに たそしけてけねかつさけに てかせおかせぬけこ, たちそ-
おうけきかせけみ すけちそうそこ つけつてかすふ さ すせそえそたそしまつせそつてけ くあせけすあまて くせあねけてかしへせそか 
すかつてそ う かか てうそちねかつさそす せあつしかおけけ. ╅ う つなかちか すかきおとせあちそおせそこ ほさそせそすけさけ 
そえちそすせふこ そいひかす くせあせけこ け つけつてかすせそつてへ すふのしかせけみ たそくうそしみしけ 〉あてあしへか 
╊うえかせへかうせか せか てそしへさそ てそねせそ たちそえせそくけちそうあてへ けくすかせかせけみ, せそ け とさあくふうあてへ 
うそくすそきせふか たとてけ うふにそおあ けく てとたけさそう, さとおあ くあうそおみて すけちそうそか にそくみこつてうそ 
せかきかしあてかしへせふか, せそ, さ つそきあしかせけま, おそつてあてそねせそ すせそえそねけつしかせせふか たちそみうしか-
せけみ いそちへいふ くあ おそつてとた さ てかす けしけ けせふす ちかつとちつあす.

╇ たちそぬかつつか せあのけに いかつかお み せか すそえ せか そてすかてけてへ, さあさ いしかつてみはか くせあしあ 
〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ たそしけてけさそ-ほさそせそすけねかつさとま つけてとあぬけま う ちあくしけねせふに 
ちかえけそせあに すけちあ. 』さあくあせせそか そつそいかせせそ そてせそつけてつみ さ ╊うちそたか, 』ぃ╅, ╅くけ-
あてつさそ-【けにそそさかあせつさそすと ちかえけそせと, あ てあさきか さ ょきせそすと [あうさあくと. ╇せかのせみみ 
け うせとてちかせせみみ たそしけてけさあ, せあたちけすかち 』ぃ╅, う けくしそきかせけけ 〉あてあしへけ ╊うえか-
せへかうせふ たちけそいちかてあしあ さちけつてあしへせとま みつせそつてへ.

》ちけ ちあつつすそてちかせけけ さしまねかうふに たちそいしかす すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ 
け うそたちそつそう おけたしそすあてけけ, うせかのせかこ たそしけてけさけ け うせとてちかせせかえそ たそしそきかせけみ 
『そつつけけ, あ てあさきか たちそいしかす けせふに ちかえけそせそう 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ たちそみう-
しみしあ うふつそねあこのとま うせとてちかせせまま さそちちかさてせそつてへ け おかしけさあてせそつてへ. ╈しといけせあ 
けつつしかおそうあてかしへつさそえそ たそおにそおあ, つうそこつてうかせせあみ 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか, あ てあさきか 
のけちそてあ うくえしみおそう せあ うつか あつたかさてふ すかきおとせあちそおせそえそ け ぬけうけしけくあぬけそせせそえそ 
うくあけすそおかこつてうけみ たそくうそしけしけ かこ そてちあくけてへ う つうそけに ちあいそてあに せふせかのせけか 
け いとおとはけか たとてけ ちあくうけてけみ ねかしそうかねかつてうあ.

〉そ せか てそしへさそ たそしけてけさか け ほさそせそすけさか いふしそ そておあせそ うせけすあせけか 〉あてあしへけ 
╊うえかせへかうせふ. ¨くとねあみ け そたけつふうあみ ちあくしけねせふか てけたふ そいはかつてうかせせそこ きけくせけ 
う おちとえけに つてちあせあに, そせあ つそねかてあしあ いしかつてみはけこ たそしけてけさそ-ほさそせそすけねかつさけこ 
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あせあしけく つ せかたそつちかおつてうかせせふす ねかしそうかねかつさけす けせてかちかつそす さ そいふねあみす, そつそいかせ-
せそつてみす にあちあさてかちあ, たちそみうしかせけみす おとにそうせそつてけ しまおかこ けせふに せあぬけこ.

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ そねかせへ いかちかきせそ け おかしけさあてせそ そてせそつけしあつへ さ せあぬけそ-
せあしへせふす け さとしへてとちせふす そつそいかせせそつてみす うつかに つてちあせ, えおか そせあ いふうあしあ け そ さそてそ-
ちふに たけつあしあ. 》そすけすそ あうてそちつさそえそ うけ́おかせけみ うあきせふに あつたかさてそう たそしけてけねかつさそこ 
け つそぬけあしへせそ-ほさそせそすけねかつさそこ きけくせけ おちとえけに えそつとおあちつてう, う かか ちあいそてあに 
けすかまてつみ そねかせへ けせてかちかつせふか しけねせふか せあいしまおかせけみ, つうみくあせせふか つ そつそいかせ-
せそつてみすけ さとしへてとちふ, なそちすけちそうあせけかす すかきしけねせそつてせふに け そいはかつてうかせせふに 
そてせそのかせけこ, つうそこつてうかせせふに しまおみす けせふに せあぬけそせあしへせそつてかこ, あ てあさきか すせそえそ 
つうかおかせけこ, ちあつのけちみまはけに せあのけ たちかおつてあうしかせけみ そい けに つあすそいふてせそつてけ.

╆しかつてみはか うしあおかみ さあさ くあたあおせふすけ, てあさ け うそつてそねせふすけ みくふさあすけ, 〉あてあしへみ 
╊うえかせへかうせあ えしといそさそ ねとうつてうそうあしあ さちあつそてと とつてせそえそ け たけつへすかせせそえそ なそしへさ-
しそちあ, ねてそ そてちあくけしそつへ う たそしせそこ すかちか う かか ちあいそてあに, たそすそえあまはけに ねけてあてかしま 
そぬかせけてへ たちけうしかさあてかしへせそつてへ てうそちねかつさそえそ せあつしかおけみ おちとえけに せあちそおそう.

╇ させけえあに 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ そてちあきかせあ つとてへ かか しけねせそつてけ. 《せあ いふしあ 
てそせさそ ねとうつてうとまはけす ねかしそうかさそす. ╇ せあのけに いかつかおあに そせあ そにそてせそ おかしけしあつへ 
つうそけすけ うたかねあてしかせけみすけ そ おちとえけに つてちあせあに け けに そいふねあみに, ねあつてそ おあうあしあ 
そねかせへ けせてかちかつせふか さそすすかせてあちけけ, う さそてそちふに そてちあきあしけつへ かか うせとてちかせせみみ 
ねけつてそてあ, おそいちそきかしあてかしへせそつてへ, せあとねせあみ いかつさそすたちそすけつつせそつてへ, えけいさそつてへ 
とすあ け てちかくうそつてへ そぬかせそさ ちかあしへせそつてけ. ╊か たちそなかつつけそせあしへせそか くせあせけか うそつ-
てそねせそこ さとしへてとちふ つそねかてあしそつへ つ くあたあおせふす たちあえすあてけくすそす, てそしかちあせてせふす 
そてせそのかせけかす さ ちあくしけねせふす ちかしけえけみす. 』あすあ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ いふしあ 
えしといそさそ うかちとまはけす ねかしそうかさそす, そてすかねあしあ ちかしけえけそくせふか たちあくおせけさけ, けすかしあ 
すそしけてうかせせけさ.

ゅてそこ くあすかねあてかしへせそこ きかせはけせか う たそしせそこ すかちか いふしあ つうそこつてうかせせあ 
せかたそおおかしへせあみ しまいそうへ さ ねかしそうかねかつてうと う ぬかしそす, そせあ そつてちそ たかちかきけうあしあ 
さあてあつてちそなふ, えけいかしへ しまおかこ. 《いしあおあみ うつかすけ さあねかつてうあすけ けつてけせせそ たちあうそ-
つしあうせそえそ ねかしそうかさあ, そせあ そねかせへ すせそえけす てかちたかしけうそ たそすそえあしあ, とつてちあけうあしあ 
たちけ せかそいにそおけすそつてけ せあ しかねかせけか. 》ちかさちあつせふこ たつけにそしそえ, そせあ くあねあつてとま 
けえちあしあ ちそしへ つかすかこせそえそ たつけにそてかちあたかうてあ. 』あすあ おそうかちみしあ しまおみす け そえそちねあ-
しあつへ, たそせけすあみ つうそま たそちそこ けくしけのせまま おそうかちねけうそつてへ. 〈かせみ, つちかおけ たちそ-
ねかえそ, とおけうしみしけ かか えしといそさけか くせあせけみ う そいしあつてけ すかおけぬけせふ. 》そ-うけおけすそすと, 
たそお うしけみせけかす つうそかこ すあすふ-うちあねあ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ ねけてあしあ そねかせへ すせそえそ 
すかおけぬけせつさそこ しけてかちあてとちふ.

《つてちそてあ かか とすあ, かえそ あせあしけてけねせそつてへ う つそかおけせかせけけ つ そえちそすせふすけ くせあ-
せけみすけ, いそえあてつてうそす け つうかてそす しけねせそつてけ つそくおあうあしけ ちかおさそか つそねかてあせけか, 
さそえおあ う つけしと せかくあとちみおせふに うせとてちかせせけに さあねかつてう ねかしそうかさ すそきかて さそせつてちとさ-
てけうせそ さちけてけさそうあてへ おちとえけに, せか そいけきあみ, せそ すみえさそ たそさあくふうあみ うそくすそきせそつてけ 
けつたちあうしかせけみ せかいしあえそたちけみてせそこ つけてとあぬけけ, たとてけ うふにそおあ けく せかか. 》そけつさと 
うかちせふに たとてかこ ちかのかせけみ たちそいしかす たそすそえあしそ け てそ, ねてそ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ 
そいしあおあしあ みちさけすけ ほすそぬけそせあしへせそ-たちそえせそつてけねかつさけすけ つたそつそいせそつてみすけ.
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』そねかてあまはあみつみ つ ほてそこ そつてちそてそこ とすあ おそいちそきかしあてかしへせそつてへ, さちけてけねか-
つさそか うそつたちけみてけか きけくせけ け う てそ きか うちかすみ しまいそうへ さ しまおみす, ますそち うふくふうあしけ 
そはとはかせけみ あいつそしまてせそこ さそすなそちてせそつてけ たちけ そいはかせけけ つ ほてけす とおけうけてかしへ-
せふす ねかしそうかさそす. ╉あきか せあにそおみつへ せあ しかねかせけけ う さしけせけさか, そせあ せか てかちみしあ うそつ-
てそちきかせせそえそ そてせそのかせけみ さ きけくせけ, うかちふ う つけしと おそいちあ. 《い ほてそす つうけおかてかしへ-
つてうそうあしけ せあのけ ちあくえそうそちふ つ せかま, すふつしけ, さそてそちふすけ そせあ つそ すせそこ おかしけしあつへ. 
╇ てかねかせけか おしけてかしへせそえそ たかちけそおあ しかねかせけみ け ちかあいけしけてあぬけけ み そつてあうあしつみ 
ちみおそす つ せかこ. ╊か ちあつつさあくふ, うそつたそすけせあせけみ, あせあしそえけけ, たちけすかちふ けく きけくせけ 
たちかたそおせそつけしけつへ てあさ, さあさ ほてそ すそきかて つおかしあてへ てそしへさそ いしけくさけこ け ちそおせそこ 
ねかしそうかさ. 《いはかせけか つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ おあうあしそ えしといそねあこのけこ ほすそぬけ-
そせあしへせふこ たそくけてけう.

[そえおあ そえしみおふうあかのへつみ せあ きけくせへ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ, うけおけのへ, 
せあつさそしへさそ ぬかしへせそこ け ぬかしかとつてちかすしかせせそこ せあてとちそこ そせあ いふしあ. ╊か おかてつさけか 
えそおふ たちそのしけ う ╆あさと. ぃさそしあ, そさそせねかせせあみ つ くそしそてそこ すかおあしへま, たそつてと-
たしかせけか う たちかつてけきせかこのけこ 〈╈¨〈《, そさそせねあせけか うとくあ つ そてしけねけかす, ちあいそてあ 
たそつしか けせつてけてとてあ, うさしまねあうのあみ くあせみてけみ せあとさそこ け おけたしそすあてけねかつさとま おかみ-
てかしへせそつてへ, くあはけてあ さあせおけおあてつさそこ け おそさてそちつさそこ おけつつかちてあぬけこ — うあきせふか 
うかにけ つてあせそうしかせけみ かか さあさ とねかせそえそ. [あさけか うせとてちかせせけか さあねかつてうあ たそすそえあしけ 
〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか せあ かか きけくせかせせそす たとてけ? 【あしあせて けつつしかおそうあてかしみ, そえちそす-
せそか てちとおそしまいけか, とすかせけか つてあうけてへ ぬかしけ け うふいけちあてへ たとてけ けに おそつてけきかせけみ, 
きけくせかしまいけか け そたてけすけくす? ╆かくとつしそうせそ, うつかすけ ほてけすけ さあねかつてうあすけ 〉あてあしへみ 
╊うえかせへかうせあ そいしあおあしあ う たちかうそつにそおせそこ つてかたかせけ, せそ いふしけ け おちとえけか, うそつ-
たけてあせせふか けつさしまねけてかしへせそ う つかすへか. 〉あたちけすかち, つけつてかすあ ぬかせせそつてかこ, そつせそ-
うあせせあみ せあ うかちせそつてけ: うかちせあみ おそねへ け きかせあ, うかちせふこ てそうあちけは け えちあきおあせけせ. 
¨つてけせせそ ちとつつさあみ きかせはけせあ, えそてそうあみ うふせかつてけ うつか.

╇つみ けつつしかおそうあてかしへつさあみ け たといしけぬけつてけねかつさあみ おかみてかしへせそつてへ 〉あてあしへけ 
╊うえかせへかうせふ そつとはかつてうしみしあつへ う てうそちねかつさそす つそまくか つ かか つとたちとえそす ╊うえかせけかす 
》かてちそうけねかす ╆あきあせそうふす. ╊おけせかせけか けに せあとねせそこ, ほすそぬけそせあしへせそこ け たちそ-
なかつつけそせあしへせそこ きけくせけ つそつてあうしみしそ つとてへ ほてそこ とせけさあしへせそこ つかすへけ. ╉あきか かか 
とにそお せか ちあくちとのけて ほてそて つそまく, たそてそすと ねてそ そせ いふし, いかく つそすせかせけみ, くあさしまねかせ 
せあ せかいかつあに.

〈そこ いちあて, ╇けさてそち 》あうしそうけね, うけおかしつみ つ せかこ うつかえそ そおけせ ちあく, いかつかおそ-
うあし つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ せかつさそしへさそ ねあつそう せあ いあせさかてか, たそつしかおせかす う かか 
きけくせけ. 《せ うそつてそちえあしつみ かか のけちそねあこのけす さちとえそくそちそす, たそちあきあしつみ, さあさ ほてあ 
すけしあみ け つさちそすせあみ きかせはけせあ, きけうみ け ちあいそてあみ う ちあくしけねせふに つてちあせあに, せかつみ 
いそしへのとま たちそなかつつけそせあしへせとま せあえちとくさと, つすそえしあ そちえあせけねせそ たちかそいちあくそ-
うあてへ うつか つうそけ くせあせけみ け せあいしまおかせけみ う たそおしけせせふか おとにそうせふか いそえあてつてうあ. 《せ 
せあくうあし かか «ねかしそうかさそす すけちあ», せあつてそしへさそ そせあ いふしあ ほちとおけちそうあせせあ, おそいちそ-
きかしあてかしへせあ, とすせあ, さちけてけねせあ.

╊えそ たそちあくけしそ, さあさ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ けつたそしへくそうあしあ すかてあなそちふ け あなそ-
ちけくすふ, いしかつてみはか そちけかせてけちそうあしあつへ う ちあくしけねせふに そいしあつてみに けつてそちけけ, ほさそ-
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せそすけさけ, たそしけてそしそえけけ, おけたしそすあてけけ, きとちせあしけつてけさけ, しけてかちあてとちふ, きけうそ-
たけつけ け さとしへてとちふ. 《いはあみつへ つ せかこ, すふ つ いちあてそす ねとうつてうそうあしけ かか いそきけこ おあち 
たかおあえそえあ, さそてそちそえそ すそきせそ いふしそ つしとのあてへ ねあつあすけ.

『そつつけこつさあみ おけたしそすあてけねかつさあみ のさそしあ たそてかちみしあ うふおあまはかえそつみ とねかせそえそ, 
うふつそさそけせてかししかさてとあしへせそえそ つたかぬけあしけつてあ, みうしみまはかえそつみ たちけすかちそす おしみ 
すせそえけに とねかせふに け おけたしそすあてそう. ╊か たちそなかつつけそせあしへせふか くせあせけみ う そいしあつてけ 
ほさそせそすけさけ け すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ すそえしけ いふ かはか おそしえそ たちけせそ-
つけてへ そえちそすせとま たそしへくと せあのかすと えそつとおあちつてうと.

〉あとねせふか たといしけさあぬけけ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ, つてあてへけ, うふつてとたしかせけみ, たそ 
せあのかすと すせかせけま, おそしきせふ いふてへ つけつてかすあてけくけちそうあせふ け けくおあせふ う さあねかつてうか 
すせそえそてそすせふに せあとねせふに てちとおそう, あおちかつそうあせせふに おかこつてうとまはけす つたかぬけあしけ-
つてあす け そいとねあまはけすつみ うそ すせそえけに つすかきせふに そいしあつてみに えとすあせけてあちせそえそ くせあせけみ.

╈そおふせあ ╇.╈.*

«〉け おせみ いかく つてちそねさけ…»

╇ふせかつかせせふか う くあえそしそうそさ つしそうあ けくうかつてせそえそ ちとつつさそえそ たけつあてかしみ ょちけみ 
《しかのけ たちけにそおみて せあ とす, さそえおあ くあおとすふうあかのへつみ: せあつさそしへさそ ぬかしかとつてちかすしかせ-
せふす ねかしそうかさそす いふしあ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ ╆あきあせそうあ, せあつさそしへさそ そいしあおあしあ 
そせあ おあちそす とたちあうしかせけみ つうそけす うちかすかせかす け うふつてちあけうあせけみ たちけそちけてかてそう 
う ちあすさあに いとさうあしへせそ さあきおそえそ おせみ. ¨ てあさ う てかねかせけか うつかこ かか つさそしへ さそちそてさそこ, 
つてそしへ け せあつふはかせせそこ きけくせけ.

╊つしけ たちけいかえせとてへ さ つそうちかすかせせそこ てかちすけせそしそえけけ, てそ うたそしせか とすかつてせそ 
せあくうあてへ 〉あてあしへま ╊うえかせへかうせと «てそた-すかせかおきかちそす», たそせけすあみ たそお ほてけす かえそ 
さしあつつけねかつさけこ さそせてかせて. ′あ そおせけす, うそくすそきせそ, けつさしまねかせけかす: せか いふしそ たちそ-
いしかすふ つ なそちすけちそうあせけかす さそすあせおふ かおけせそすふのしかせせけさそう, たかちかお さそてそちふすけ 
つてあうけてつみ くあおあねあ つしあきかせせそ け ぬかしかせあたちあうしかせせそ ちあいそてあてへ せあ そいはとま つうかちに-
くあおあねと. 【あさあみ «さそすあせおあ» けしけ «てあせおかす» — かつしけ さそすと-てそ いしけきか つたそちてけう-
せふこ しかさつけさそせ, うそくせけさしあ そおせそすそすかせてせそ う てそて つあすふこ おかせへ — 16 すあちてあ 
1968 えそおあ, さそえおあ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね け 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ つさちかたけしけ 
つうそけすけ たそおたけつみすけ ちかえけつてちあぬけま そ いちあさそつそねかてあせけけ け せあおかしけ おちとえ おちとえと 
そいちとねあしへせふか さそしへぬあ. ゅてあ おあてあ つてあしあ おせかす ちそきおかせけみ せか てそしへさそ せそうそこ 
つかすへけ, せそ け つあすそおそつてあてそねせそこ «さそすあせおふ» かおけせそすふのしかせせけさそう う しとねのかす 
つすふつしか ほてそえそ つしそうあ, おそたとつさあまはかす け つたそちふ, け つてそしさせそうかせけみ せあとねせふに 
てちあさてそうそさ, け つのけいさと すせかせけこ. ¨せあねか えそうそちみ, うつか てか とつしそうけみ け そいつてそみてかしへ-

* ╇しあおけすけち ╈ちけえそちへかうけね ╈そおふせあ — あさあおかすけさ 〈かきおとせあちそおせそこ あさあおかすけけ けせなそちすあぬけそせせふに てかにせそ-
しそえけこ 《《〉, おけたしそすあて.
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つてうあ, さそてそちふか け そいちあくとまて せあとねせとま, たそけつさそうとま つちかおと, たそちそきおあまはとま 
けつてけせと.

っ せあくうあし «さそすあせおと» 〉あてあしへけ け ╊うえかせけみ ╆あきあせそうふに つあすそおそつてあてそね-
せそこ け せあおかまつへ, ねてそ ねけてあてかしけ たそこすとて すかせみ たちあうけしへせそ, あ せか う つすふつしか 
せかさそこ けに つあすそけくそしみぬけけ けしけ くあすさせとてそつてけ. [そすと-さそすと, せそ てそしへさそ 
せか 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか ╆あきあせそうそこ たそくうそしけてかしへせそ たちけたけつあてへ すあせかち-
せふこ «せあとねせふこ つせそいけくす» けすかせけてそえそ «とねかせそえそ-あちけつてそさちあてあ». 《せあ 
せか たそえちときあしあ つかいみ う «いあのせま けく つしそせそうそこ さそつてけ», ねてそいふ そててとおあ つうふ-
つそさあ ちあくおあうあてへ せかたちかちかさあかすふか そぬかせさけ. [あさ けつつしかおそうあてかしへ そせあ いふしあ 
う えとはか きけくせけ け つそいふてけこ, さそてそちふか いかつつてちあつてせそ, ねかつてせそ け そいひかさてけうせそ 
あせあしけくけちそうあしあ. 》ちけ ほてそす けつにそおせふす すあてかちけあしそす おしみ せかか うつかえおあ いふし 
かえそ うかしけねかつてうそ なあさて, たそおうかちえあかすふこ つうそかえそ ちそおあ つたかさてちあしへせそすと あせあ-
しけくと. ¨ てそしへさそ せあ かえそ そつせそうか けつつしかおそうあてかしへ うそくうそおけし つうそま さそせつてちとさ-
ぬけま — せあおかきせとま, うふうかちかせせとま.

╇ ほてそこ つうみくけ うつたそすけせあかてつみ たそさあくあてかしへせあみ, せあ すそこ うくえしみお, たそかくおさあ 
〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ け ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ う ねかのつさけこ えそちそおそさ ｠かい 
(せかすかぬさそか せあくうあせけか — ゅえかち), ねてそ せあにそおけてつみ せあ くあたあおか つてちあせふ, ういしけくけ 
せかすかぬさそこ ‒かおかちあしへせそこ くかすしけ ╆あうあちけみ. 〈せか (う てそ うちかすみ さそせつとしと ╈かせか-
ちあしへせそえそ さそせつとしへつてうあ 『そつつけけ う [あちしそうふに ╇あちあに) たそうかくしそ つそつてあうけてへ けす 
さそすたあせけま うそ うちかすみ ほてそこ たそかくおさけ う えそちそおそさ, ねてそ たちけすかちせそ う てちけおぬあてけ 
さけしそすかてちあに そて くせあすかせけてそえそ えそちそおあ-さとちそちてあ [あちしそうふ ╇あちふ, う さそてそちそす 
つとたちとえけ ╆あきあせそうふ たちそうそおけしけ つうそこ そてたとつさ.

╇ くせあすかせけてそこ たけうせそこ 》ちあえけ
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〈そけ おちとくへみ, たそさそしかつけうのけか たそ すけちと け すせそえそか たそうけおあうのけか せあ ちあくせふに 
さそせてけせかせてあに, てかす せか すかせかか いふしけ そねあちそうあせふ えそちそおさそす, うかおとはけす つうそか 
しかてそけつねけつしかせけか つ VIII うかさあ.

╇ てそて つそしせかねせふこ しかてせけこ おかせへ すふ そつすそてちかしけ うつか えそちそおつさけか おそつてそ-
たちけすかねあてかしへせそつてけ, ちかさそすかせおとかすふか てとちあえかせてつてうあすけ け おかこつてうけてかしへせそ 
くあつしときけうあまはけか うせけすあせけみ たちけかくきあまはけに つまおあ たとてかのかつてうかせせけさそう. [ けに 
たしかすかせけ そてせそつけしけ つかいみ け すふ, たそほてそすと つ せかたそおおかしへせふす けせてかちかつそす たそくせあ-
さそすけしけつへ つそ つてあちそこ ちあてとのせそこ たしそはあおへま け さそしそちけてせふす «のたあしけねさそす» 
(おそつしそうせそ ねかのつさそか つしそうそ たかちかうそおけてつみ さあさ «ねとちいあねそさ») — さそせえしそすかちあてそす 
けく てちけせあおぬあてけ つちかおせかうかさそうふに おそすそう, たそつしか ちかつてあうちあぬけそせせそこ たそさちあつさけ 
つけみまはけに うつかすけ ぬうかてあすけ ちあおとえけ. 》そ うつかすと たかちけすかてちと えそちそおつさそこ たしそ-
はあおけ — おそすあ, つすそてちみはけか つうそけすけ とすふてふすけ なあつあおあすけ せあ たちみすそとえそしへせけさ 
たしそはあおせそえそ たちそつてちあせつてうあ, つしそうせそ とねあつてせけさけ せかさそえそ ちふぬあちつさそえそ てとち-
せけちあ, つそちかうせとまはけかつみ う つてちかすしかせけけ くあうそかうあてへ かつしけ せか つかちおぬか, てそ にそてみ いふ 
としふいさと さあさ くせあさ つけすたあてけけ つちかおせかうかさそうそこ さちあつあうけぬふ. ╇ そおせそこ さそすたあせけけ 
つ せけすけ け さあすかせせそか けくうあみせけか ちふぬあちみ ╇そしあせおあ — たそさちそうけてかしみ てそちえそうしけ 
け たあてちそせあ さとたかねかつさそえそ ぬかにあ.

〉かうかおそすそ, さあさ ほてそ いふしそ う てと おあしかさとま なかそおあしへせとま ほたそにと, せそ せあのけ 
つけすたあてけけ さ えそちそおさと ｠かいと うそくせけさしけ さあさ しまいそうへ つ たかちうそえそ うくえしみおあ. 
《おせあきおふ け せあうつかえおあ. ╅ そつすそてち くあすさあ け つてあちそこ さちかたそつてけ, にとおそきかつてうかせせそこ 
えあしかちかけ, つかえそおせみのせかえそ えそちそおつさそえそ すとくかみ, ちあつたそしそきけうのかえそつみ う おふのあはかす 
けつてそちけかこ くおあせけけ — てそす つあすそす, う さそてそちそす う ちそさそうとま なかうちあしへつさとま せそねへ 
1634 えそおあ いふし とすかちはうしかせ せかすかぬさけこ たそしさそうそおかぬ ほたそにけ 【ちけおぬあてけしかてせかこ 
うそこせふ, えしあうせそさそすあせおとまはけこ けすたかちつさけに うそこつさ ╅しへいちかにて ╇あししかせのてかこせ, 
しけのへ とさちかたけしけ せあつ う ほてけに たちけみてせふに そはとはかせけみに そてさちふてけみ. 》そつすそてちかしけ 
け すせそえそか おちとえそか, う てそす ねけつしか «たちそけせつたかさてけちそうあしけ» そいつてあせそうさと せあ ねかの-
つさそ-せかすかぬさそこ えちあせけぬか, おそ さそてそちそこ そて ぬかせてちあ えそちそおさあ うつかえそ さあさけか-てそ 
つねけてあせふか さけしそすかてちふ.

ぃけちそさそ ちあつたあにせとてふか えしあくせけぬふ そさそせ, うさしまねあみ ちあつたそしそきかせせふか 
う せかつさそしへさそ みちとつそう すあせつあちおせふか そさせあ, うけおかしけ せあ つうそかす うかさと せかけつねけつしけ-
すそか すせそきかつてうそ たちあくおせけさそう, てそちえそうふに みちすあちそさ, うちあきかつさけに せあのかつてうけこ 
け てそすと たそおそいせそか. ╉あ け う せあのけ おせけ ぬかしふか てそしたふ くちけてかしかこ けく えそちそきあせ 
け てとちけつてそう そいちあくとまてつみ, さそえおあ せあ ちあてとのせそこ たしそはあおけ たそお ちけてすけねせとま 
すとくふさと う つそいつてうかせせそす けつたそしせかせけけ ねかさあせみて のあえ すあきそちかてさけ: う ｠かいか たちそ-
にそおけて ときか つてあうのけこ てちあおけぬけそせせふす すかきおとせあちそおせふこ なかつてけうあしへ FIJO. 
》ちそうそおみてつみ くおかつへ (たちあうおあ, せか う つあすそす えそちそおさか, あ せあ せあにそおみはかすつみ せかたそ-
おあしかさと てあせさそおちそすか), すかきおと たちそねけす, け «さそちたそちあてけうせふか» — せあ たちあうあに 
くあさちふてそえそ ほしけてせそえそ さしといあ — すかきおとせあちそおせふか つそちかうせそうあせけみ たそ つてちかしへいか 
つちかおけ たそしけぬかこつさけに. ｠そちそのあみ けおかみ: つそうかちのかせつてうそうあてへ つうそか すあつてかちつてうそ 
うしあおかせけみ そえせかつてちかしへせふす そちときけかす, つ そおせそこ つてそちそせふ, とえしといしみみ うくあけすせそか 
おそうかちけか け ぬかにそうそか うくあけすそおかこつてうけか, — つ おちとえそこ.
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》そつさそしへさと てそえおあのせみみ たそかくおさあ う ｠かい たちそにそおけしあ う あうてそせそすせそす ちかきけすか, 
すふ せけ そて さそえそ せか くあうけつかしけ, け せか てちかいそうあしそつへ, たそうけせとみつへ さそすあせおあす 
えけおあ — «たそうかちせけてか えそしそうと せあしかうそ, あ てかたかちへ たそうかちせけてか えそしそうと せあたちあうそ», 
さあさ たちけ とつさそちかせせそす たちそつすそてちか さけせそしかせてふ — くせあさそすけてへつみ つそ つてちかすけ-
てかしへせそ たちそせそつみはけすけつみ くあ そさせあすけ てとちけつてけねかつさそえそ あうてそいとつあ すかつてせふすけ 
おそつてそたちけすかねあてかしへせそつてみすけ つ すけせけすとすそす うたかねあてしかせけこ け とつてあうのかこ そて 
てあさそこ えけすせあつてけさけ のかかこ…

╇ すそかこ たあすみてけ そてしそきけしそつへ, ねてそ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ せけねてそ せか おかしけしあ 
せあ うあきせそか け せかうあきせそか, いそしへのそか け すあしそか, くあつしときけうあまはかか け せか くあつしときけ-
うあまはかか うせけすあせけみ. ¨ ほてそ てそきか いふしそ といかおけてかしへせふす たちそみうしかせけかす かか えしと-
いそさそこ せあてとちふ たそおしけせせそえそ とねかせそえそ.

《つそいそ うつたそすけせあかてつみ ほたけくそお つ にかいつさけす うへかてせあすつさけす いあくあちそす. 》ちそ-
かくきあみ かえそ, み くあけさせとしつみ, ねてそ ほてそて たちそすてそうあちせふこ ちふせそさ — そつてちそうそさ ╇へかて-
せあすあ せあ ねかのつさそこ くかすしか, てあさ さあさ うつか たちそおあうぬふ せあ せかす — ほてせけねかつさけか うへかて-
せあすぬふ. 《て うせけすあせけみ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ せか とつさそしへくせとしあ け てあ おかてあしへ 
う すそけに さちあてさけに たそみつせかせけみに, ねてそ さそしそせけみ うへかてせあすぬかう たそみうけしあつへ う ぁかにけけ 
う ちかくとしへてあてか けに たちけせとおけてかしへせそえそ すあつつそうそえそ うふつかしかせけみ けく ╈かちすあせけけ 
たそつしか さちとのかせけみ ╆かちしけせつさそこ つてかせふ け «いあちにあてせそこ ちかうそしまぬけけ».

╇そつてそさそうかおふ ╆あきあせそうふ とたとつてけてへ うそくすそきせそつてへ つそたちけさそつせとてへつみ つ ╇そつ-
てそさそす う をかせてちあしへせそこ ╊うちそたか (う そさちかつてせそつてみに ｠かいあ とつてあせそうしかせ くせあさ えかそ-
えちあなけねかつさそえそ ぬかせてちあ ╊うちそたふ) さそせかねせそ きか せか すそえしけ. [ てそすと きか たちけ けに 
ほせぬけさしそたかおけねかつさけに くせあせけみに け のけちそてか うそつたちけみてけみ てさあせけ すけちそうそこ けつてそ-
ちけけ うそくせけさしあ たかちかさしけねさあ うちかすかせ: けくえせあせけか つとおかてつさけに せかすぬかう けく ぁかにそ-
つしそうあさけけ つちあくと たそつしか さあたけてとしみぬけけ えけてしかちそうつさそこ ╈かちすあせけけ (う そおせそねあつへか 
いふしそ せあつけしへつてうかせせそ うふつかしかせそ そさそしそ 3 すけししけそせそう ねかしそうかさ) け おかたそちてあぬけみ 
ほてせけねかつさけに うへかてせあすぬかう けく そいひかおけせかせせそこ ╈かちすあせけけ う ぁかにそつしそうあさけま 
け ぁかにけま たそつしか «いあちにあてせそこ ちかうそしまぬけけ».

╇かせおかててあ たそ-せかすかぬさけ?
》かちうふこ たちかくけおかせて ぁかにそつしそうあさけけ, あ くあてかす ぁかにけけ う たそつてつそうかてつさとま 

ほたそにと おちあすあてとちえ-おけつつけおかせて ╇あぬしあう ╈あうかし いふし ねかしそうかさそす う うふつのかこ つてか-
たかせけ けせてかししけえかせてせふす, あ けせてかししけえかせてふ う たそおあうしみまはかす いそしへのけせつてうか 
しまおけ すみえさけか. [ てそすと きか けすかせせそ ′あたあおせそこ ╈かちすあせけけ そせ いふし う たかちうとま 
そねかちかおへ そいみくあせ てかす, ねてそ う えそおふ つそぬけあしけつてけねかつさそこ ぁかにそつしそうあさけけ かえそ 
すあてかちけあしへせふこ おそつてあてそさ け さあねかつてうそ きけくせけ おそつてけえあしけ てあさそえそ とちそうせみ, 
そ さそてそちそす てそしへさそ すかねてあしけ かえそ つそそてかねかつてうかせせけさけ. 【あさ ねてそ たちけ たちかくけおかせてか 
╈あうかしか さそしそせせふ «せかすかぬさけに» うへかてせあすぬかう いふしけ たちけせみてふ せあ ほてそこ つてそちそせか 
ねかのつさそ-えかちすあせつさそこ えちあせけぬふ さちそてさそ け いかつたちかさそつしそうせそ.

〉か くせあま, さあさ つかえそおせみ, せそ う そたけつふうあかすそか うちかすみ うへかてせあすぬふ, うしあおかうのけか 
しあうさあすけ — さてそ つ たちけうそくせふすけ なちとさてあすけ, さてそ つ てそうあちあすけ, たちそけくうかおかせ-
せふすけ すけちそうそこ なあいちけさそこ たそお せあくうあせけかす «[けてあこ», あ さてそ すかせみしへせふすけ 
しあうさあすけ, — おかすそせつてちけちそうあしけ たそしせそか たそせけすあせけか: おそしきかせ きか さてそ-てそ, 



╇そつたそすけせあせけみ

64

う さそせぬか さそせぬそう, うくみてへ せあ つかいみ け う ぁかにけけ ほてと けくせとちけてかしへせとま そいみくあせせそつてへ 
たそ けに たかちかすかはかせけま…

′あ おそしえけか えそおふ さそせつとしへつさそこ ちあいそてふ う ぁかにけけ すせか せか そおせあきおふ たちけ-
にそおけしそつへ つそたちそうそきおあてへ えそつてかこ けく 『そつつけけ うそ うちかすみ けに のそたけせえあ. ¨, さあさ 
たちあうけしそ, つ たそさとたそさ うつか せあねけせあしそつへ け けすけ きか うつか くあさあせねけうあしそつへ. 〉そ 
てそしへさそ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ け ╊うえかせけこ 》かてちそうけね ╆あきあせそうふ, そさあくあうのけつへ 
つちかおけ てそちえそうふに ちみおそう うそつてそねせそえそ いあくあちあ, そ たそさとたさあに おとすあしけ う たそつしかお-
せまま そねかちかおへ. ╅ う たかちうとま — そ すけえちあぬけそせせふに たちそいしかすあに おそいちそうそしへせふに 
け うふせときおかせせふに たかちかつかしかせぬかう, そ たちそぬかつつあに ぬけうけしけくあぬけそせせふに け すかきぬけ-
うけしけくあぬけそせせふに, そ つにそおつてうか け そてしけねけみに つとおかい おちとえけに せあちそおそう け けに おけあ-
つたそち うせか けつてそちけねかつさそこ ちそおけせふ う つそたそつてあうしかせけけ つ つあすそこ さちとたせそこ う すけちか 
そいはけせそこ くあすそちつさけに さけてあこぬかう «にとあぬみそ» — たそお とえしそす くちかせけみ えかそえちあなけけ, 
けつてそちけけ, さとしへてとちふ, たそしけてけさけ, うさしまねあみ かか えかそたそしけてけねかつさけか けくすかちかせけみ.

… 〈せそえそねあつそうあみ ほさつさとちつけみ う ねかのつさけこ えそちそお ｠かい たちそしかてかしあ さあさ せあ 
そおせそす おふにあせけけ. 』けおみ うかねかちそす う とまてせそす てちあさてけちか くあ さちときさそこ くせあすかせけ-
てそえそ たけうあ, すふ おかしけしけつへ つうかきけすけ うたかねあてしかせけみすけ そて てそしへさそ ねてそ つそつてそみう-
のかこつみ たそかくおさけ う すあしかせへさけこ, せそ つ いそしへのそこ けつてそちけかこ えそちそおそさ せあ くあたあお-
せふに ちといかきあに ぁかにけけ. ╇そ うちかすみ くあつてそしへみ くうとねあしけ さそすたしけすかせてふ う あおちかつ 
きけてかしかこ け うしあつてかこ ｠かいあ, すせそえそ おかしあまはけに おしみ うそくちそきおかせけみ つちかおせかうか-
さそうそえそ のあちすあ けに ちそおせそえそ えそちそおさあ, たそいちあてけすあ, さ つしそうと つさあくあてへ, せあのかえそ 
つしあうせそえそ 〉けきせかえそ 【あえけしあ.

》そつしか つふてせそえそ ときけせあ すかねてあしそつへ しけのへ そ てそす, さあさ いふ つさそちかか そさあくあてへつみ 
うそ うしあつてけ 〈そちなかみ. ぁてそ きか さあつあかてつみ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ け ╊うえかせけみ 》かてちそ-
うけねあ, てそ そせけ う すけち つせそうけおかせけこ たそえちとくけしけつへ てそしへさそ たそつしか てそえそ, さあさ う けに 
おせかうせけさ しかえしけ たとせさてけちせふか つてちそさけ そ せあけいそしかか けせてかちかつせふに け くあつしときけうあ-
まはけに うせけすあせけみ すそすかせてあに たちそきけてそえそ おせみ. [あさ すせか たそうかおあしあ う つうそか うちかすみ 
〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ, なけさつけちそうあてへ せあ いとすあえか つあすそか うあきせそか, そつそいかせせそ てそ, 
ねてそ すそきかて たちけえそおけてへつみ う さあねかつてうか なあさてそしそえけねかつさそこ いあくふ おしみ たそつしかおとま-
はけに せあとねせふに そいそいはかせけこ け あせあしけくあ, う けに つかすへか — てちあおけぬけみ け せかたけつあせふこ 
くあさそせ. 】いかおけてへつみ う たちあうおけうそつてけ ほてけに つしそう せかてちとおせそ: おそつてあてそねせそ そさけ-
せとてへ うくそちそす うせとのけてかしへせふに ちあくすかちそう いけいしけそてかさと (つそてせけ あうてそちつさけに させけえ 
け せあとねせそ-けつつしかおそうあてかしへつさけに つてあてかこ) つとたちとえそう ╆あきあせそうふに.

』そえしあつけてかつへ, ねてそ いそしへのけせつてうそ けく せあつ ちあおふ そいはあてへつみ つ しまおへすけ, 
と さそてそちふに すそきせそ たそくあけすつてうそうあてへ たそしかくせふか くせあせけみ, きけくせかちあおそつてせふこ 
せあつてちそこ け そたてけすけつてけねせそか せあつてちそかせけか. 〉そ えそちあくおそ すかせへのあみ ねあつてへ ねかしそ-
うかねかつてうあ つあすあ えそてそうあ おかしけてへつみ つ そさちときあまはけすけ てかす, ねてそ おかしあかて けに いそしかか 
きけくせかつたそつそいせふすけ — う つあすそす のけちそさそす つすふつしか ほてそえそ つしそうあ. 〉あてあしへみ 
╊うえかせへかうせあ そてせそつけしあつへ さ そいかけす しまおつさけす さあてかえそちけみす. ¨ み といかきおかせ: かか 
さあねかつてうそ «いちあてへ» けく せあつしかおけみ けつてそちけねかつさけに たちかおのかつてうかせせけさそう け そて 
つそうちかすかせせけさそう しとねのかか (たちかきおか うつかえそ — そて ちそおけてかしかこ, おあうのけに かこ せか 
てそしへさそ たちかうそつにそおせそか そいちあくそうあせけか, せそ け たちあうけしへせそか うそつたけてあせけか: うかおへ 
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けすかせせそ そせそ, あ せか おけたしそす おかしあかて ねかしそうかさあ せあつてそみはけす), ちあうせそ さあさ け さあねか-
つてうそ «おあうあてへ» (うさしまねあみ かえそ てあさそか ほしかすかせてあちせそか たちそみうしかせけか, さあさ えそてそう-
せそつてへ たそすそねへ のさそしへせそすと てそうあちけはと せあ ほさくあすかせか), うつかえおあ つそつとはかつてうそうあしけ 
う せかこ, さあさ つそそいはあまはけかつみ つそつとおふ.

ぁかす けせてかししかさてとあしへせそ いそえあねか つてあせそうけしあつへ つあすあ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ, 
てかす はかおちかか そせあ つてあせそうけしあつへ さ しまおみす, そさちときあうのけす かか. 〉かうあきせそ, う しけね-
せそす しけ さちとえと, せあ ちあいそてか けしけ えおか いふ てそ せけ いふしそ かはか. 》ちけ ほてそす, ねてそ, せあ 
すそこ うくえしみお, ねちかくうふねあこせそ うあきせそ, そせあ せけさそえおあ せか たそくけぬけそせけちそうあしあ つかいみ 
せかさけす «ちかてちあせつしみてそちそす» そいちかてかせせふに くせあせけこ. ╇そ うつかす ねとうつてうそうあしあつへ かか 
しけねせそつてへ, かか けせおけうけおとあしへせそつてへ け かか つそいつてうかせせそか せあとねせそか うけおかせけか きけく-
せかせせふに みうしかせけこ, なあさてそう け なかせそすかせそう.

╉とのかうせそか てかたしそ, ねかしそうかねかつさあみ おそいちそてあ け はかおちそつてへ 〉あてあしへけ ╊うえか-
せへかうせふ いふしけ, たそ つとてけ, せかそてひかすしかすふすけ ねかちてあすけ かか にあちあさてかちあ, かか せあてとちふ. 
╉そ たそつしかおせかえそ かか うくおそにあ… ╇ ほてそす うそ うちかすみ そいはかせけみ つ 〉あてあしへかこ ╊うえか-
せへかうせそこ み といかきおあしつみ しけねせそ け すせそえそさちあてせそ. 》ふてしけうそつてへ かか とすあ け きあきおあ 
たそくせあせけこ, たちけつとはけか かこ せか てそしへさそ う のさそしへせふか, つてとおかせねかつさけか えそおふ, せそ せあ 
たちそてみきかせけけ うつかこ きけくせけ, うそ すせそえそす け そいひみつせみまて てそ, さあさ けく のさそしへせけぬふ-
そてしけねせけぬふ うふちそつしあ つてとおかせてさあ-そてしけねせけぬあ, うふたとつさせけぬあ つ «さちあつせふす 
おけたしそすそす» そおせそえそ けく たちかつてけきせふに うとくそう 』そうかてつさそえそ 』そまくあ. 〉そ せあ ほてそす 
たちそぬかつつ たそくせあせけみ せか くあさあせねけうあしつみ, そせ たちそおそしきあしつみ うつま きけくせへ 〉あてあしへけ 
╊うえかせへかうせふ. 【あさ くあさそせそすかちせそ, つたちあうかおしけうそ け いかくそえそうそちそねせそ うそつたちけせけ-
すあかてつみ たちけつときおかせけか 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか ╆あきあせそうそこ くうあせけみ «》そねかてせふこ 
おそさてそち ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ», そおせそ しけのへ うふくふうあかて 
ねとうつてうそ つそきあしかせけみ, ねてそ ほてそえそ せか つしとねけしそつへ たちけ かか きけくせけ. [あさ いふ そせあ 
ほてそすと たそちあおそうあしあつへ!

》けのと ほてけ くあすかてさけ-うそつたそすけせあせけみ け しそうしま つかいみ せあ すふつしけ, ねてそ かおうあ 
しけ せか う さあきおそす あいくあぬか う てそこ けしけ けせそこ なそちすか たふてあまつへ たかちかつさあくあてへ, さあさ 
すせか たちけ そいはかせけけ つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ うけおかしけつへ かか きけくせへ (かか のてちけにけ 
け ほたけくそおふ, たちあうけしへせかか つさあくあてへ) う せあとさか, かか せかとてそすけすあみ きあきおあ くせあせけこ.

╇ ほてそこ つうみくけ う たあすみてけ そてしそきけしつみ くあいあうせふこ, せそ たそとねけてかしへせふこ ほたけくそお. 
╇ そおせと けく せあのけに たそかくおそさ う 》ちあえと せあ うひかくおか う ねかのつさとま つてそしけぬと う えしあくあ 
せあす いちそつけしつみ そえちそすせふこ ちかさしあすせふこ はけて, せあ さそてそちそす いふし けくそいちあきかせ 
すそしそおそこ ねかしそうかさ — ねけつてけしへはけさ そいとうけ, つ とせふしふす うけおそす そいつしときけうあま-
はけこ つうそかえそ そねかちかおせそえそ さしけかせてあ. 〉あおたけつへ せあ ちかさしあすせそす たあせせそ せあくけおあ-
てかしへせそ えしあつけしあ: «〉か にそねかのへ とねけてへつみ — いとおかのへ うつま つうそま きけくせへ たそしけちそ-
うあてへ ねときけか いそてけせさけ…».

╇ふ いふ うけおかしけ, とうあきあかすふか ねけてあてかしけ, さあさ «くあぬかたけしあ» そたけつあせせあみ ちかさしあすあ 
すそけに おちとくかこ (おあ け すかせみ てそきか), さあさ たそせちあうけしけつへ かか そいちあくせそつてへ, うせみてせそつてへ 
け おそにそおねけうそつてへ! ╇ せあの けせなそちすあぬけそせせふこ うかさ しまいそこ たちかせかいちかえあまはけこ 
くせあせけみすけ そいちかさあかて つかいみ せあ たちそくみいあせけか, け ほてそ くあすかねあせけか たちけすかせけてかしへせそ 
せか てそしへさそ さ そておかしへせそ うくみてそすと ねかしそうかさと, せそ さ つそぬけとすと け えそつとおあちつてうと. 
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╅ せちあうそとねあてへ たそおちあつてあまはかか たそさそしかせけか すそきせそ たそ-ちあくせそすと: ぬけてけちそ-
うあてへ つそそてうかてつてうとまはけか けくちかねかせけみ すとおちかぬそう ╉ちかうせかえそ [けてあみ, たそつちあすしみてへ 
せかうかきかつてうかせせそつてへ なそせうけくけせつさそえそ せかおそちそつしみ, おかさしあすけちそうあてへ しかせけせつさけこ 
たちけくふう «とねけてへつみ, とねけてへつみ け とねけてへつみ!» ╅ すそきせそ け てあさ, さあさ ほてそ つおかしあしけ 
さちかあてけうせそ すふつしみはけか ねかのつさけか おけくあこせかちふ — あうてそちふ とたそすみせとてそえそ てあいしそ-
けおあ. 》ちそつてそ すあしかせへさけこ のかおかうち う きあせちか せあえしみおせそこ あえけてあぬけけ…

[あきおふこ そねかうけおかぬ そおせそえそ け てそえそ きか つそいふてけみ, みうしかせけみ け て.た. うけおけて 
けに たそ-つうそかすと, たそうかつてうとかて そ せけに け てちあさてとかて けに てそきか たそ-つうそかすと, たそおあうあみ 
う つそいつてうかせせそこ うさとつそうそこ «たちけたちあうか». 》そほてそすと 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ さあさ 
えしといそさけこ けつつしかおそうあてかしへ け あせあしけてけさ たちかおたそねけてあしあ ちあいそてあてへ つ しまいふす 
すあてかちけあしそす いかく たそつちかおせけさそう, せか たそしあえあみつへ せあ うつか つてそ たちそぬかせてそう せあ おちと-
えけか そてくふうふ.

〈そきかて, ほてそ さあねかつてうそ たかちかおあしそつへ かこ せあ えかせせそす とちそうせか そて かか すあすふ — 
すかおけさあ たそ たちそなかつつけけ (け ねかしそうかさあ, さそてそちそえそ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ いそえそ-
てうそちけしあ, ねてそ せかすあしそうあきせそ): うかおへ つかちへかくせふこ うちあね せか つてあせかて たそしせそつてへま 
たそしあえあてへつみ せあ おけあえせそく, つおかしあせせふこ おちとえけすけ かえそ さそししかえあすけ う おちとえけに 
すかおとねちかきおかせけみに け う おちとえそか うちかすみ.

¨ うつか きか せけえけしけつてそす, せか たちけくせあまはけす せけさあさけに あうてそちけてかてそう, かか 
せあくうあてへ せけさあさ せかしへくみ: おあしかさそ いふ とのしあ すけちそうあみ せあとさあ (う しまいそこ そてちあつしけ) 
いかく たちかかすつてうかせせそつてけ け てちあおけぬけこ?! 》そほてそすと せあちみおと つそ つてそしへ にあちあさてかち-
せふす おしみ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ さあさ けつつしかおそうあてかしみ うつかえおあのせけす つてちかすしか-
せけかす おそ うつかえそ おそさそたあてへつみ け さそ うつかすと たちけさそつせとてへつみ つそいつてうかせせそちとねせそ 
(ほてそ いふし そおけせ けく えしあうせかこのけに たちけせぬけたそう かか せあとねせふに たそおにそおそう け すかてそ-
おそしそえけけ う ぬかしそす) そせあ うふつてとたあしあ つといひかさてそす すかきおとせあちそおせそえそ せあとねせそえそ 
たちそつてちあせつてうあ け えしといそさそ とうあきあしあ せあとねせふか おそつてけきかせけみ つうそけに さそししかえ うせか 
くあうけつけすそつてけ そて けに せあぬけそせあしへせそこ たちけせあおしかきせそつてけ.

〈そきかて, ほてけす け そいひみつせみかてつみ, ねてそ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ う ちあくせふか すそすかせてふ 
せあのかえそ そいはかせけみ てあさ たちそなかつつけそせあしへせそ け おそつさそせあしへせそ けせてかちうへまけちそうあしあ 
すかせみ さあさ そねかうけおぬあ:

— そ すかしへねあこのけに おかてあしみに すそかこ とねかいせそこ さそすあせおけちそうさけ (みくふさそうそこ 
たちあさてけさけ) う あせえしけこつさとま さそしそせけま ╈そせさそせえ う つあすふこ ちあくえあち «さとしへ-
てとちせそこ ちかうそしまぬけけ» (1968);

— そ つけてとあぬけけ う [あすいそおきか たそつしか ううそおあ う ほてと つてちあせと うへかてせあすつさそえそ 
うそけせつさそえそ さそせてけせえかせてあ: せか てそしへさそ う 》せそすたかせか, せそ け せあ すかつてあに, 
うさしまねあみ ╅せえさそち-╇あて け たそちてそうふこ えそちそお [あすたそせえつあそす, さそてそちそすと 
つそ うちかすかせかす いふしそ うそくうちあはかせそ かえそ たちかきせかか けすみ 』けあせとさうけしへ — 
たそつしか すそかえそ うそくうちあはかせけみ けく とせけさあしへせそこ おしみ てそえそ うそかせせそえそ うちか-
すかせけ たそかくおさけ う [あすいそおきと うかつせそこ 1986 えそおあ たそ たちけえしあのかせけま を[ 
〉あちそおせそ-ちかうそしまぬけそせせそこ たあちてけけ [あすたとねけけ;

— そ いとおせみに «いあちにあてせそこ ちかうそしまぬけけ», さそてそちあみ うかちのけしあつへ せあ すそけに 
えしあくあに, う てそ うちかすみ さそせつとしへてあせてあ すかきおとせあちそおせそえそ きとちせあしあ «》ちそい-



 

67

╉ちとくへみ け くせあさそすふか くちかしふに しかて

しかすふ すけちあ け つそぬけあしけくすあ», いあくけちそうあうのかえそつみ う つてそしけぬか ぁかにそつしそうあ-
さけけ;

— そ さあてあちつけつか «》かさけせつさそこ うかつせふ», なけせあしへせふこ ほてあた さそてそちそこ み てかす 
きあちさけす う たちみすそす け たかちかせそつせそす つすふつしか つしそうあ しかてそす 1989 えそおあ 
せあいしまおあし つ いしけくさそえそ ちあつつてそみせけみ せあ たしそはあおけ 【みせへあせへすほせへ 
う つそつてあうか きとちせあしけつてつさそえそ たとしあ, つそたちそうそきおあうのかえそ 〈.』. ╈そちいあねかうあ 
うそ うちかすみ かえそ うけくけてあ う ほてと つてちあせと;

— そ たかちうふに おかすそさちあてけねかつさけに たちみすふに うふいそちあに たちかくけおかせてあ 『かつたと-
いしけさけ [けてあこ せあ 【あこうあせか う 1996 えそおと, さとおあ み いふし せあたちあうしかせ さあさ 
ねしかせ ちそつつけこつさそこ おかしかえあぬけけ う つてあてとつか すかきおとせあちそおせそえそ せあいしまおあ-
てかしみ.

》ちけねかす うつかえおあ ほてそ いふしけ きけうふか そいつときおかせけみ-おけあしそえけ, け う しけぬか 〉あてあ-
しへけ ╊うえかせへかうせふ み うけおかし たちそなかつつけそせあしへせそえそ, えしといそさそえそ つそいかつかおせけさあ, 
せあつてそみはかえそ ほさつたかちてあ, たちかおすかてせそ ちあくいけちあまはかえそつみ う たちそいしかすあてけさか.

╉そしきかせ くあすかてけてへ, ねてそ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ け ╊うえかせけこ 》かてちそうけね — けく 
てかに しまいみはけに つとたちときかつさけに たあち, さそてそちふか せか つねけてあしけ せときせふす せあ しまおみに 
おかすそせつてちけちそうあてへ つうみくふうあうのかか けに せかきせそか ねとうつてうそ. ｠そてみ そねかせへ すせそえけか, 
さあくあしそつへ いふ, すかしさけか け せかたちけすかてせふか, せあ たかちうふこ うくえしみお, おかてあしけ とさあくふうあしけ 
せあ ほてそ. 〈せか きか つかこねあつ にそねかてつみ たそおかしけてへつみ うそつたそすけせあせけかす そい そおせそす ほたけ-
くそおか, つうけおかてかしかす さそてそちそえそ み いふし, といかおけてかしへせそ えそうそちみはかす そ たそおしけせせそこ 
け えしといそさそこ しまいうけ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ.

╇ そおけせ けく たちけかくおそう つとたちとえそう ╆あきあせそうふに う ねかのつさけか [あちしそうふ ╇あちふ, 
すかおけさけ てあすそのせかえそ たかちうそさしあつつせそえそ つあせあてそちけみ «╆ちけつてそしへ-》あしあつ», う さそてそ-
ちそす そせけ そつてあせそうけしけつへ, ちかさそすかせおそうあしけ ╊うえかせけま 》かてちそうけねと たちそうかつてけ 
そたかちあぬけま. ╊か ぬかしへ — けくいあうけてへつみ そて あししかちえけねかつさけに たそさちあつせかせけこ せあ しけぬか. 
〉あつさそしへさそ み たそすせま, つあすそえそ たそてかせぬけあしへせそえそ たあぬけかせてあ そせけ せか そねかせへ-てそ 
け うそしせそうあしけ, さあさ け つしかおそうあしそ そきけおあてへ そて さあきおそえそ せそちすあしへせそえそ すとき-
ねけせふ う たそおそいせそこ つけてとあぬけけ. ｠そてみ, さそせかねせそ, しとねのか いかく せけに. ゅてそ つ そおせそこ 
つてそちそせふ. 』 おちとえそこ — たちかおつてそみしあ にけちとちえけねかつさあみ, たとつてへ け さそつすかてけねかつさあみ 
そたかちあぬけみ, てかす いそしかか せあ しけぬか.

》そにそきか, うくうかつけう うつか «くあ» け «たちそてけう», ╊うえかせけこ 》かてちそうけね つさしそせけしつみ 
う つてそちそせと そてさあくあ そて そたかちあぬけけ. 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ, せあたちそてけう, いふしあ といかき-
おかせあ う かか せかそいにそおけすそつてけ. ╇けおけすそ, さそえおあ うつか うかちいあしへせふか あちえとすかせてふ いふしけ 
けつねかちたあせふ, そせあ たちそつてそ たそのしあ け つおかしあしあ つかいか たそおそいせとま «さそつすかてけさと» 
たかちうそこ.

ぁてそ いふしそ おあしへのか, すそきせそ せか ちあつつさあくふうあてへ. ╊うえかせけこ 》かてちそうけね たかちかせかつ 
とつたかのせとま そたかちあぬけま け う 〈そつさうと うかちせとしつみ ときか う せかつさそしへさそ そいせそうしかせ-
せそす そいしけねへか. 〉そ せか そ せかす つかこねあつ ちあつつさあく. ╇ えそしそうか うそくせけさしあ たあちあししかしへ: 
きけうけ つとたちとえけ ╆あきあせそうふ う おちとえとま けつてそちけねかつさとま ほたそにと け たそみうけつへ ╊うえか-
せけこ 》かてちそうけね せあ 』かせあてつさそこ たしそはあおけ 』あせさて-》かてかちいとちえあ う おかさあいちか 1825 
えそおあ, くあ ねてそ そせ いふし いふ つそつしあせ う おあしかさとま にそしそおせとま 』けいけちへ, 〉あてあしへみ 
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╊うえかせへ かうせあ, そおせそくせあねせそ, たそつしかおそうあしあ いふ くあ せけす. 》ちけねかす そせあ つあすあ う ほてそす 
たそつてとたさか せか とうけおかしあ いふ せけねかえそ てそえそ, ねてそ うけきと う せかす み: つあすそくあいうかせせそつてへ, 
きかちてうかせせそつてへ, たちかおあせせそつてへ け しまいそうへ. ╇そ うつみさそす つしとねあか, うつしとに ほてけに つしそう 
そせあ いふ せか たちそけくせかつしあ. ｠そてみ せあ おかしか いふしあ つそたそつてあうけすあ つ えかちそけねかつさけすけ 
ちとつつさけすけ きかせはけせあすけ — きかせあすけ おかさあいちけつてそう…

》ふてあまつへ そてつてちあせかせせそ たそつすそてちかてへ せあ つそいつてうかせせふか うそつたそすけせあせけみ 
そ 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか ╆あきあせそうそこ け そいちとのけうあま せあ つかいみ «おかうみてふこ うあし» 
つあすそさちけてけさけ: ほてそ たしそにそ, てそ せか てあさ… 〉そ うつか きか にちあせま せあおかきおと, ねてそ とうあ-
きあかすふこ ねけてあてかしへ たちそせけさせかてつみ すそけす ねとうつてうそす いかくえちあせけねせそえそ とうあきかせけみ 
さ えかちそけせか ほてけに うそつたそすけせあせけこ. ゅてそ いとおかて そくせあねあてへ, ねてそ み つしけのさそす つてちそえ 
さ つかいか. ¨ み いとおと つねあつてしけう, せあつさそしへさそ ほてそ うそそいはか うそくすそきせそ たそつしか てそえそ さあさ 
〉あてあのけ せか つてあしそ つちかおけ せあつ.

っ せけさそえおあ せか うかし おせかうせけさそう, け おかうけく 《しかのけ «せけ おせみ いかく つてちそねさけ» — 
てそきか せか たちそ すかせみ. ぁてそ きか さあつあかてつみ ほてけに くあたけつかこ, てそ いとおかす つねけてあてへ けに 
つけすうそしけねかつさけす けつさしまねかせけかす: ちあおけ てそえそ, ねてそいふ うつかえおあ たそすせけてへ 〉あてあのと. 
》そ-つうかてしそすと, たそてそすと ねてそ 〉あてあのあ いふしあ け そつてあかてつみ う せあのけに つかちおぬあに 
け せあのかこ たあすみてけ つうかてしふす ねかしそうかさそす…

╈そおふせあ ╈.╇.*

〉あ ちかおさそつてへ けせてかちかつせふこ つそいかつかおせけさ

』 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ み たそくせあさそすけしつみ いしあえそおあちみ ╊うえかせけま 》かてちそうけねと: 
すせか うふたあしあ とおあねあ いふてへ かえそ あつたけちあせてそす. 〉そ たそつさそしへさと そせ たそすけすそ せあとね-
せそこ ちあいそてふ いふし そいちかすかせかせ かはか け あおすけせけつてちあてけうせふすけ おかしあすけ, うつてちか-
てけてへつみ う ちあいそねけか ねあつふ う つてかせあに ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ せか うつかえおあ 
とおあうあしそつへ. ¨せそえおあ すそこ ちとさそうそおけてかしへ たそ おけつつかちてあぬけけ せあくせあねあし さそせつとしへ-
てあぬけま と つかいみ おそすあ, せあ [とてとくそうつさそす たちそつたかさてか. 【あす-てそ すふ つ 〉あてあしへかこ 
╊うえかせへかうせそこ け たそくせあさそすけしけつへ.

╉そしきかせ つさあくあてへ, ねてそ てあさけに うつてちかね いふしそ せかすせそえそ, せそ そせけ そつてあうけしけ 
う すそかこ たあすみてけ そ せかこ おそいちふこ け せかくあいふうあかすふこ つしかお. [あさ そ ねかしそうかさか そねかせへ 
たちけうかてしけうそす け えそつてかたちけけすせそす, さあさ そ にちあせけてかしへせけぬか おそすあのせかえそ そねあえあ.

》ちけ そいはかせけけ つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ てかすふ ちあくえそうそちそう うそくせけさあしけ 
しかえさそ, かつてかつてうかせせそ, すせか せけさそえおあ せか たちけにそおけしそ う えそしそうと, とたそおそいしみみつへ 
ゅしけくか ╉としけてし けく «》けえすあしけそせあ» ╆. ぃそと, くあたそしせみてへ くあてみせとうのけかつみ せかしそう-

* ╈ちけえそちけこ ╇しあおけすけちそうけね ╈そおふせあ — さあせおけおあて たそしけてけねかつさけに せあとさ, うふたとつさせけさ 〈╈¨〈《(】) 
け ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ.
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さけか たあとくふ おかきとちせそこ なちあくそこ てけたあ «》ちかさちあつせあみ たそえそおあ, せか たちあうおあ しけ?!» 
【かすふ せあのけに ちあくえそうそちそう うそくせけさあしけ つあすけ つそいそこ け すそえしけ さあつあてへつみ ねかえそ 
とえそおせそ: そて つたそちてけうせふに (たそ たそうそおと そねかちかおせそこ たそいかおふ せあのかこ ついそちせそこ 
たそ にそささかま けしけ そねかちかおせそえそ たちそけえちふのあ せあのかこ ついそちせそこ たそ なとていそしと) おそ 
さとしけせあちせふに.

》そたちそいとま つかこねあつ にそてみ いふ たとせさてけちせそ ちかさそせつてちとけちそうあてへ いかつかおと うそ 
うちかすみ そおせそえそ てあさそえそ くあつてそしへせそえそ そいはかせけみ. 【そねせそ ときか せか たそすせま: すかせみ 
たちけえしあつけしけ くあ つてそし てそ しけ いしあえそおあちみ てそすと, ねてそ み せかつさそしへさそ ちあせへのか せあくせあ-
ねかせせそえそ うちかすかせけ たそみうけしつみ せあ たそちそえか さうあちてけちふ せあとねせそえそ ちとさそうそおけてかしみ, 
てそ しけ たそ たちけねけせか てそえそ, ねてそ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね せあにそおけしつみ かはか せあ たとてけ 
おそすそこ う そおせそこ けく あうてそすそいけしへせふに たちそいそさ. 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ いふしあ とおけ-
うけてかしへせそ にしかいそつそしへせふす ねかしそうかさそす, け とえそはかせけみ くあたそしせみしけ つてそし さあさ せあ 
つさあてかちてけ-つあすそいちあせさか けく けくうかつてせそこ つさあくさけ.

╇ てそて おかせへ いかつかおあ くあのしあ そい そつそいかせせそつてみに ちとつつさそこ せあぬけそせあしへせそこ 
さとにせけ — うそくすそきせそ, たそお うしけみせけかす さあちてけせさけ せあ てかしかほさちあせか, うかおへ ときか 
おあうせそ せけ そおけせ とうあきあまはけこ つかいみ け つうそけに くちけてかしかこ てかしかさあせあし せか すそきかて 
けえせそちけちそうあてへ «うさとつせとま てかすと». ′あてかす たそつてかたかせせそ, せか うふにそおみ くあ ちあすさけ 
さとしけせあちせそこ てかすふ, さあさ-てそ つあすそ つそいそこ たかちかのしけ さ せあぬけそせあしへせそこ さとにせか 
おちとえそえそ つしあうみせつさそえそ せあちそおあ — ねかにそう.

》そねかすと ねかにそう? ╉かしそ う てそす, ねてそ, さあさ うふみつせけしそつへ, ぁかにけみ け う きけくせけ 
〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ, さあさ け う すそかこ きけくせけ, くあせけすあかて そつそいそか, たちけうけしかえけ-
ちそうあせせそか すかつてそ. ′おかつへ, う 》ちあえか, み うすかつてか つ ちそおけてかしみすけ たちそきけし ぬかしふに 
ねかてふちか えそおあ (1986—1990), くおかつへ きか たそのかし う たかちうふこ さしあつつ せあのかこ たそつそしへ-
つさそこ のさそしふ, あ てあさそか いふうあかて てそしへさそ ちあく う きけくせけ け せか つてけちあかてつみ けく たあすみてけ. 
′あしそきかせせふか かはか う てか おあしかさけか おかてつさけか えそおふ つけすたあてけけ さ ほてそこ つてちあせか, いかく-
とつしそうせそ, たそうしけみしけ すせそえけすけ えそおあすけ たそくおせかか, ときか う けせつてけてとてか, せあ うふいそち 
けせそつてちあせせそえそ みくふさあ う さあねかつてうか なあさとしへてあてけうせそえそ: み うふいちあし ねかのつさけこ. 《せ 
いふし うせか さそせさとちかせぬけけ. 

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ ちあつつさあくあしあ, ねてそ う かか おそすか そてせそのかせけか さ ぁかにけけ 
け ねかにあす うつかえおあ いふしそ てかたしふす. ╊か ちそおけてかしけ せかつさそしへさそ ちあく いふうあしけ う ほてそこ 
つてちあせか — てそえおあ, かはか くあおそしえそ おそ ぬけうけしけくそうあせせそえそ «ちあくうそおあ» ねかにそう け つしそ-
うあさそう, つそつてそみうのかえそつみ たそつしか «いあちにあてせそこ ちかうそしまぬけけ», — う ぁかにそつしそうあさけけ. 
¨ さあさ なあすけしへせそか つかちかいちそ たかちかおあかてつみ けく たそさそしかせけみ う たそさそしかせけか, てあさ 
け しまいそうへ さ ぁかにけけ — つ てそこ しけのへ ちあくせけぬかこ, ねてそ かこ せかて おかせかきせそえそ ほさうけ-
うあしかせてあ.

』 えそおあすけ たかちかせみてそか かま そて ちそおけてかしかこ つてあしそ, さあさ み たそせみし, たちけちあつてあてへ 
しけねせふすけ うたかねあてしかせけみすけ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ. 《て たそかくおさけ さ たそかくおさか 
う ほてと つてちあせと かか くせあせけみ そ ぁかにけけ つてあせそうけしけつへ うつか そいのけちせかか. っ ときか せか とおけう-
しみしつみ, さそえおあ つしふのあし けく とつて 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ そねかせへ けせてかちかつせふか け たちか-
きおか せかけくうかつてせふか すせか なあさてふ けく けつてそちけけ ほてそえそ えそつとおあちつてうあ, たそみうけうのかえそつみ 
せあ たそしけてけねかつさそこ さあちてか ╊うちそたふ たそつしか ちあくうあしあ ╅うつてちそ-╇かせえかちつさそこ けすたか-
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ちけけ う ちかくとしへてあてか 》かちうそこ すけちそうそこ うそこせふ. ╈しといけせあ かか くせあせけこ そ ぁかにけけ 
たそちあきあしあ け いふしあ せあ とちそうせか けくとねあうのけに かか つたかぬけあしけつてそう.

》そせみう ほてそ う たちけせぬけたか, み いそしへのか せか とおけうしみしつみ のけちそてか, かつしけ せか つさあ-
くあてへ ほせぬけさしそたかおけねせそつてけ, かか くせあせけこ. 〉か とおけうけしつみ け さそえおあ, くあてかみう うすかつてか 
つうそかそいちあくせとま けえちと たそお とつしそうせふす せあくうあせけかす «〉あくそうけ てうそけ つあすふか しまいけ-
すふか ねかのつさけか みつてうあ», とつしふのあし そて 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ そてうかて けすかせせそ 
う つしかおとまはかこ たそつしかおそうあてかしへせそつてけ:

— せあ たかちうそす すかつてか そさあくあしけつへ くせあすかせけてふか ねかのつさけか ちそえあしけさけ (たそ 
たちあうけしあす けえちふ み おそしきかせ いふし せあくふうあてへ けに たそ-ねかのつさけ: rohliky); 

— せか すかせかか くせあすかせけてふか ねかのつさけか つあちおかしへさけ-のたけさあねさけ — spekacky;
— くあ せけすけ てちかてへかえそ すかつてあ とおそつてそけしそつへ そつそいかせせそ しまいけすそか すときつさそこ 

たそしそうけせそこ せあちそおそせあつかしかせけみ «たかねかせそか さそしかせそ» — pecene koleno;
— ねかてうかちてとま たそくけぬけま くあせみし ねかのつさけこ つたかぬけあしけてかて たそお せあくうあせけかす 

«さあちてそなかしへせふか いしけせねけさけ» — bramboraky;
— おあしかか たちそくうとねあしそ せあくうあせけか «てとのかせあみ さあたとつてあ» — dusene zele;
— あ せあ たそつしかおせかこ つてちそねさか (さあさ えそうそちみて あせえしけねあせか, «The last but not 

the least») う ねけつしか しけおかちそう そさあくあしつみ ねかのつさけこ «きけおさけこ にしかい» — せと, 
さそせかねせそ きか, たけうそ! — pivo. 

【とて み たかちかにうあてけし けせけぬけあてけうと け せあくうあし たみてへ すあちそさ ねかのつさそえそ たけうあ, 
けくうかつてせふに, せあ すそこ うくえしみお, たそうつまおと う すけちか: «》しへくかせへつさけこ たちあくおちそこ», 
«╆とおうあち», «╇かしさそたそたそうけぬさけこ さそくかし», «』てあちそたちあすかせ», «[ちとのそうけぬか».

╇そて てあさ くあいあうせそ たそしとねけしそつへ: たけしけ さけてあこつさけこ くかしかせふこ ねあこ, あ ちかねへ 
うかしけ そ ねかのつさそす たけうか. ╇ ほてそこ つけてとあぬけけ み せか たちかすけせとし たそおかしけてへつみ つ 〉あてあ-
しへかこ ╊うえかせへかうせそこ しまいそたふてせふす, さあさ すせか さあきかてつみ, なあさてそす, さそてそちふこ つあす 
そてさちふし おしみ つかいみ うそ うちかすみ ちあいそてふ せあお たかちかうそおそす せあ ちとつつさけこ みくふさ せかすかぬ-
さそこ させけきさけ, たそつうみはかせせそこ たちけかくおと 》かてちあ I う [あちしついあお (せかすかぬさそか せあくうあ-
せけか [あちしそうふに ╇あち) う 1711 け 1712 えそおあに.

╆そえかすけみ け そつそいかせせそ えそちそおそさ [あちしついあお, せあくうあせせふこ てあさ う ねかつてへ さそちそしみ 
[あちしあ IV, たちそけくうかし せあ ちとつつさそえそ ぬあちみ せかけくえしあおけすそか うたかねあてしかせけか. ¨ たそ 
つかこ おかせへ, てちけつてあ しかて つたとつてみ, さあちしそうあちぬふ ねてとて たあすみてへ そ ちとつつさそす ぬあちか, そさあ-
くあうのかす ねかつてへ ほてそすと ねかのつさそすと, せそ たそ おとにと — えそちそおと-さそつすそたそしけてと つうそけすけ 
おうとすみ ねあつてせふすけ うけくけてあすけ おしみ しかねかせけみ せあ くおかのせけに すけせかちあしへせふに うそおあに.

ゅてそ そいはかけくうかつてせふか なあさてふ, け せか そ せけに み ちあつつさあくあし う てそて おかせへ 〉あてあ-
しへか ╊うえかせへかうせか. ぁてそ すかせみ たそちあくけしそ, てあさ ほてそ つてちそさけ う ねあつてせそす たけつへすか 
ちとつつさそえそ ぬあちみ つうそかこ きかせか, さあつあまはけかつみ せあぬけそせあしへせそこ ねかのつさそこ さとにせけ 
け, う ねあつてせそつてけ, ねかのつさそえそ たけうあ. 》そうかちけてか しけ, せそ そ せかす 》かてち ╇かしけさけこ そてくふ-
うあかてつみ うかつへすあ せかしかつてせそ さあさ そ «せかうかちそみてせそす たそこしか»…

╇すかつてか つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ, くあおあうのけつへ ほてけす うそたちそつそす, すふ 
たちけのしけ さ かおけせそすと すせかせけま: すけせとうのけか つ てかに たそち てちけつてあ しかて — おそつてあてそね-
せそか うちかすみ, ねてそいふ おそうかつてけ さあねかつてうそ ねかのつさそえそ たけうあ おそ かえそ つかえそおせみのせかえそ 
たちかうそつにそおせそえそ うさとつあ. ぁかのつさけか たけうそうあちふ つてちかすけしけつへ さ ほてそすと, け ほてそ けす, 
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さ ちあおそつてけ うつかに たそねけてあてかしかこ ねかのつさそえそ たけうあ, とおあしそつへ. ]けのせかか たそおてうかちき-
おかせけか つたちあうかおしけうそつてけ たそたとしみちせそこ ねかのつさそこ たちけつしそうけぬふ: «〉けさおそ せほせけ 
おそさそせあしほこ!» — «〉けさてそ せか つそうかちのかせかせ!». 》ちけ ほてそす たそおちあくとすかうあかてつみ:
«…せそ つてちかすけてへつみ さ ほてそすと せあおそ!»

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ, さそてそちとま み うつかえおあ いとおと たそすせけてへ つ いかくえちあせけね-
せふす とうあきかせけかす, う てそす ねけつしか さあさ せあ ちかおさそつてへ けせてかちかつせそえそ つそいかつかおせけさあ 
け えそつてかたちけけすせとま にそくみこさと にしかいそつそしへせそえそ おそすあ, せあ ほてそす たとてけ つそうかちのかせ-
つてうそうあせけみ おそつてけえしあ そねかせへ け そねかせへ すせそえそえそ. ｠そてみ かこ せあ ほてそ いふしそ そてたと-
はかせそ そねかせへ け そねかせへ すあしそ うちかすかせけ…

╈そしけぬふせあ 〉., ╆けせかぬさけこ ╅.ゅ.*

』あすあみ さちあつけうあみ きかせはけせあ
[あきおあみ きかせはけせあ — ほてそ つそいふてけか,
╇あきせあみ てあこせあ け つねあつてへか そてさちふてけみ,
]かてそ け そつかせへ, くけすあ け うかつせあ.
╋かせはけせあ すけちと う せあえちあおと おあせあ.

〈ふ せか すそきかす たけつあてへ そ 〉あてあのか う たちそのかおのかす うちかすかせけ: おとのあ いかつつすかちてせあ, 
そせあ つ せあすけ, け すふ ねとうつてうとかす かか たちけつとてつてうけか, さそえおあ たけのかす ほてけ つてちそさけ.

》かちかしけつてふうあみ つてちあせけねさけ せあのかこ たあすみてけ, すふ つせそうあ け つせそうあ うふときけ-
うあかす けく せかか さあさけか-てそ みちさけか け くあいあうせふか すそすかせてふ, うたかねあてしかせけみ, そはとはか-
せけみ, さそてそちふか せあす おあちけしそ さそえおあ-てそ きけうそか そいはかせけか つ 〉あてあのかこ. 

】おけうけてかしへせふこ そいちあく とすせけぬふ, さちあつあうけぬふ, しまいみはかこ け しまいけすそこ きかせ-
はけせふ, たそおちとえけ け つそちあてせけぬふ ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ.

╇かつかしあみ, そいはけてかしへせあみ, うつかえおあ そねかせへ たそくけてけうせあみ, くあうそちあきけうあまはあみ 
つしとのあてかしみ つうそけすけ ちあつつさあくあすけ.

¨ ちかねけ, さあさ つさちけたさあ つ そちえあせそす
〉あ なそせか のとすみはけに しかつそう,
¨ とす けちそせけねせふこ け つてちあせせふこ,
》そおうけきせふこ, さあさ つてちかしさあ うかつそう…
¨ ちとさけ, たしふうとはけか えちとつてせそ
》そ たちあうけしあす つかうかちせふに たてけぬ,
¨ えといふ, てうかちおみはけか とつてせそ
》ちそいかしふ すとおちかせふに つてちあせけぬ…

* 〉あてあしけ ╈そしけぬふせあ — たちかくけおかせて 《いはかつてうあ さとしへてとちふ, ╅しかさつかこ ゅおとあちおそうけね ╆けせかぬさけこ — おそさてそち 
たそしけてけねかつさけに せあとさ, あおうそさあて.



╇そつたそすけせあせけみ

72

ゅてそ いふしあ つあすあみ さちあつけうあみ きかせはけせあ, さそてそちとま すふ うつてちかてけしけ せあ さそせなか-
ちかせぬけけ う にちあすか ｠ちけつてあ 』たあつけてかしみ. 〈ふ たそくせあさそすけしけつへ いふつてちそ け せかたちけ-
せときおかせせそ. 〉あてあのあ ちあつつさあくふうあしあ けつてそちけけ けく つうそかこ きけくせけ う ちあくせふに 
つてちあせあに すけちあ, えおか かこ たちけにそおけしそつへ いふうあてへ. 】おけうけてかしへせそ, さあさ いふつてちそ 
け せかたちけせときおかせせそ そせあ そいうそしあさけうあしあ うつかに つうそけす そいあみせけかす.

〈ふ せあねあしけ ねあつてそ うつてちかねあてへつみ つ ねかてそこ ╆あきあせそうふに. 〉あつ けつさちかせせか とおけう-
しみしあ け ちあおそうあしあ けせてかししかさてとあしへせあみ えあちすそせけみ おうとに たそてちみつあまはけに しまおかこ. 
〉あてあのあ け ╊うえかせけこ 》かてちそうけね すせそえそ け とうしかさあてかしへせそ ちあつつさあくふうあしけ そ てかに 
つてちあせあに, う さそてそちふに けす たちけにそおけしそつへ いふうあてへ, うつたそすけせあてへ てそ, そ ねかす せか たちそ-
ねてかのへ う させけえあに, にそてみ すふ つ とおそうそしへつてうけかす ねけてあかす くあすかねあてかしへせふか させけえけ, 
さそてそちふか そせけ せあたけつあしけ. ゅてけ させけえけ そてさちふしけ せあす せそうふか すけちふ とせけさあしへ-
せそえそ うそつたちけみてけみ きけくせけ.

〉あてあのあ そいしあおあしあ いかつぬかせせふす おあちそす たちそつうかはかせけみ け つたそつそいせそつてへま 
おかしけてへつみ つうそけすけ くせあせけみすけ つ そさちときあまはけすけ かか しまおへすけ. [せけえけ, さそてそちふか 
いふしけ せあたけつあせふ ねかてそこ ╆あきあせそうふに, かつてへ くちけすそか つうけおかてかしへつてうそ うふつそさそこ 
うせとてちかせせかこ さとしへてとちふ, さそてそちそこ せかしへくみ せあとねけてへつみ. ╊か すそきせそ てそしへさそ とせあつ-
しかおそうあてへ.

〉あてあのあ け ╊うえかせけこ 》かてちそうけね おそつてけえしけ えしあうせそこ ぬかしけ う きけくせけ — えしと-
いそさそえそ とうあきかせけみ け けつさちかせせかこ しまいうけ しまおかこ, つたそつそいせふに せあ ほてけ ねとうつてうあ, 
ねてそ みうしみかてつみ そえちそすせそこ ちかおさそつてへま う つそうちかすかせせそす すけちか.

〉あてあのあ ╆あきあせそうあ — ほてそ たちけすかち てそえそ, さあさ せあおそ とすかしそ け さちあつけうそ うくあ-
けすそおかこつてうそうあてへ つ うせかのせけす すけちそす け いふてへ たちけ ほてそす そねかせへ つおかちきあせせそこ 
け そてうかてつてうかせせそこ にちあせけてかしへせけぬかこ つかすかこせそえそ そねあえあ.

[せけえけ 〉あてあのけ け ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ つてそみて せあ うけおせそす すかつてか と せあつ 
う さあいけせかてか, け けに つ けせてかちかつそす け うそつてそちえそす ねけてあまて せあのけ おかてけ.

╈ちかのせふに 〉.╉.*

』てちあのせそ そつそくせあうあてへ: み しけのけしあつへ
きけくせかせせそえそ つてかちきせみ

╉そちそえあみ 〉あてあのかせへさあ!
【あさ ちあせそ け うせかくあたせそ てふ とのしあ そて せあつ… 〉あてあのかせへさあ, てふ うつかえおあ いふしあ 

つてかちきせかす う すそかこ きけくせけ. っ くせあしあ, ねてそ すそえと うつか てかいか たそうかおあてへ, け てふ おあのへ 
すせか つそうかて, うつかえおあ せあこおかのへ つしそうあ, そて さそてそちふに つてあせかて しかえねか せあ おとのか, 
け み つせそうあ つすそえと たちそおそしきあてへ きけてへ, せかつすそてちみ せあ うつか せかうくえそおふ. 》そてかちみう 

* 〉けせあ ╉すけてちけかうせあ ╈ちかのせふに — つとたちとえあ おけたしそすあてあ ╇.[. ╈ちかのせふに.
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てかいみ, み しけのけしあつへ ほてそえそ つてかちきせみ. 〈せか 
そねかせへ てみきかしそ け いそしへせそ, け つてちあのせそ そつそく-
せあうあてへ, ねてそ すふ つ てそいそこ いそしへのか せか つすそ-
きかす ねあつあすけ つけおかてへ け えそうそちけてへ そ きけくせけ. 
っ そつてあしあつへ そおけせ せあ そおけせ つ つそいそこ, つそ 
つうそけすけ えちとつてせふすけ すふつしみすけ け すせそえそ-
ねけつしかせせふすけ たちそいしかすあすけ.

〉あてあのかせへさあ, み てそしへさそ つかこねあつ う たそし-
せそこ すかちか たそせみしあ, さあさけす きか てふ いふしあ 
うつかえおあ つけしへせふす ねかしそうかさそす! 》そすせま, さあさ 
てふ すかせみ つたちあのけうあしあ, さあさ すそけ おかしあ — 
み うつかえおあ きあしそうあしあつへ, ねてそ と すかせみ てそ そおせそ 
たしそにそ う きけくせけ, てそ そたみてへ ねてそ-てそ せか てあさ. 〉そ 
み せけ ちあくと せか つしふのあしあ, ねてそいふ てふ きあしそうあ-
しあつへ にそてへ せあ ねてそ-せけいとおへ, と てかいみ うつかえおあ 
いふしそ にそちそのかか せあつてちそかせけか け としふいさあ せあ 
しけぬか. っ うつかえおあ いとおと つしふのあてへ てうそこ せかたそ-
うてそちけすふこ, くあちあくけてかしへせふこ つすかに. 】 すかせみ てあさそか そはとはかせけか, ねてそ いそしへのけせ-
つてうそ しまおかこ つすかかてつみ そおけせあさそうそ. 〉そ てうそこ つすかに いふし せあつてそしへさそ さちあつけうふす, 
おそいちふす, ねてそ そせ くうとねあし せかそいふねせそ け たそおせけすあし せあつてちそかせけか け おとに.

〉あてあのかせへさあ, さとおあ いふ すふ つ てそいそこ せけ たちけにそおけしけ — う すあえあくけせふ, さあなか 
け たちそねけか すかつてあ, み たそすせま, さあさ てかいみ うつてちかねあしけ せかくせあさそすふか しまおけ. ╇つか つそいけ-
ちあしけつへ うそさちとえ てかいみ, つすそてちかしけ せあ てかいみ つ うそつにけはかせけかす, けせてかちかつそす, とうあきか-
せけかす, あ さそえおあ み たちけにそおけしあ う てか きか すかつてあ いかく てかいみ, すかせみ つたちあのけうあしけ: «╈おか 
╇あのあ さちあつけうあみ, けせてかししけえかせてせあみ, つうかてしあみ たそおちとえあ?» ゅてそ おかこつてうけてかしへせそ 
いふしそ てあさ. ¨ み てあさ えそちおけしあつへ てそいそこ! 

〉あてあのかせへさあ, と てかいみ うつか いふしそ さちあつけうそ — け おとのあ, け うせかのせそつてへ. [そえおあ 
すふ つ てそいそこ たちけすかちみしけ う すあえあくけせあに のしみたさけ, てそ うつか, さてそ てあす いふし ちみおそす, 
うそつてそちえあしけつへ, さあさ さちあつけうそ てふ つすそてちかしあつへ, け えそうそちけしけ, ねてそ せけさそすと かはか 
てあさ せか のしけ のしみたさけ, さあさ てかいか. 

】 てかいみ いふしあ とせけさあしへせあみ, さちあつけうかこのあみ, いしあえそちそおせかこのあみ おとのあ. 【ふ 
うつかえおあ たそすそえあしあ うつかす いしけくさけす, おちとくへみす, くせあさそすふす, てふ たそしとねあしあ つねあつてへか 
け とおそうそしへつてうけか そて ほてそえそ け きけしあ ほてけす. 

〉あてあのかせへさあ, み せけさそえおあ せか くあいとおと, さあさ てふ すせか くうそせけしあ さあきおふこ おかせへ 
うそ ]へうそう, さそえおあ すふ つ すそかこ 〉あてあのかこ そさあくあしけつへ う いそしへせけぬか, さあさ てふ たふてあ-
しあつへ そちえあせけくそうあてへ たそすそはへ すそかこ おそねかちけ けく 〈そつさうふ け [けかうあ. ゅてけ くうそせさけ 
おそちそえそえそ つてそけしけ. ¨すかせせそ てうそけ とねあつてけか け たそおおかちきさあ そねかせへ たそすそえしけ すせか 
おかちきあてへつみ け うふきけてへ う てそこ つてちあのせそこ つけてとあぬけけ. 

╇ たそつしかおせかか うちかすみ, さそえおあ すふ つ てそいそこ うふかくきあしけ けく おそすと, み うけおかしあ, 
さあさけか とつけしけみ てちかいそうあしけつへ てかいか, ねてそいふ おそこてけ おそ すあのけせふ. 〉そ てふ せけさそえおあ 
せか きあしそうあしあつへ, てふ のしあ つ としふいさそこ け う にそちそのかす せあつてちそかせけけ. 
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〉あてあのかせへさあ, おそちそえあみ, み たかちかきけうあま, ねてそ せあ たそすけせあしへせふに うかねかちあに せあ 
おかうみてふこ け せあ つそちそさそうそこ おかせへ み せか つすそえしあ うつてあてへ け つさあくあてへ うつかす, さてそ たちけ-
のかし てかいみ たそすみせとてへ, うつか, ねてそ み ねとうつてうとま, ちあつつさあくあてへ そ てそす, ねてそ てふ おしみ すかせみ 
くせあねけのへ. 】 すかせみ たちそつてそ せか いふしそ すそちあしへせふに つけし. っ つけおかしあ け おとすあしあ, ねてそ 
うそ すせそえそす うけせそうあてあ う てそす, ねてそ てかいみ いそしへのか せかて つ せあすけ. ╆ふしあ とうかちかせあ, ねてそ 
つ てそいそこ せか おそしきせそ け せか すそえしそ つしとねけてへつみ せけねかえそ たしそにそえそ. 〉かて せけ そおせそえそ 
おせみ, ねてそいふ み せか おとすあしあ そ てかいか. ╈そうそちみて, ねてそ たそつしか つそちそさあ おせかこ つてあせそうけてつみ 
しかえねか. 〉そ すせか つ さあきおふす おせかす うつか てみきかしかか そつそくせあうあてへ てそ, ねてそ み いそしへのか 
せか つすそえと えそうそちけてへ つ てそいそこ け そいつときおあてへ うつか つそいふてけみ せあのかこ きけくせけ. 

》ちそつてけ すかせみ, ねてそ み せか つすそえしあ てかいみ といかちかねへ! 【ふ いふしあ てあさあみ すそしそおあみ 
け さちあつけうあみ. 〉あてあのかせへさあ, てふ うつかえおあ いとおかのへ きけてへ う すそかす つかちおぬか, う すそけに 
すふつしみに. 【うそこ とにそお — そえちそすせあみ, せかうそつたそしせけすあみ たそてかちみ おしみ いそしへのそえそ 
ねけつしあ てうそけに いしけくさけに, おちとくかこ, つてそしへさそ しまおかこ つてちあおあまて たそ てかいか! 

》そつしかおせけこ えそお すふ つ てそいそこ ねあつてそ うつてちかねあしけつへ け すせそえそ かくおけしけ たそ 
〈そつさうか, うつたそすけせあしけ せあのけ すそしそおふか えそおふ. ╇かおへ すふ おちときけす つ てそいそこ 
つ 1972 えそおあ! っ うつたそすけせあま, さあさ すふ かくおけしけ つ てそいそこ け つ てうそかこ すあすそこ 〉けせそこ 
╅せてそせそうせそこ せあ おあねと, う いそしへせけぬと, えおか ちあいそてあしあ 〉けせあ ╅せてそせそうせあ. 【ふ 
いふしあ たちかさちあつせふす のてとちすあせそす, うかしけさそしかたせそ そちけかせてけちそうあしあつへ う えそちそおか. 
〉けせあ ╅せてそせそうせあ うつかえおあ えそうそちけしあ, ねてそ そせあ すかねてあかて, ねてそいふ てふ うそおけしあ 
すあのけせと. 

╅ かはか み たそすせま, さあさ うそ うちかすみ せあのかこ きけくせけ う [けてあか すふ ねあつてそ かくおけしけ 
う おあしへせけか たそかくおさけ せあ すあのけせか おうとすみ つかすへみすけ. 【ふ うつかえおあ いちあしあ せあ つかいみ 
うつま そちえあせけくあぬけま たそかくおさけ. 【ふ えそてそうけしあ いそしへのとま つとすさと つ たちそおとさてあすけ 
おしみ せあつ うつかに. ╊おあ いふしあ うさとつせかこのかこ. ¨ せあのけ すときへみ, ╋かせみ け ╇あしかちけこ, 
うつかえおあ てちかいそうあしけ そてさちふてへ つとすさと う つあすそす せあねあしか たそかくおさけ, かおうあ すふ てちそえあ-
しけつへ つ すかつてあ. 

っ うつたそすけせあま せあのと たそつしかおせまま うつてちかねと, さそえおあ み とにそおけしあ け せか つすそえしあ 
つおかちきあてへ つしかく, たそせけすあみ, ねてそ せか すそえと てかいか たそすそねへ う てうそかこ いそしかくせけ. 【ふ ほてそ 
とうけおかしあ け つさあくあしあ: «〉か たしあねへ, そいかはあま てかいか, ねてそ うつか いとおかて にそちそのそ». ¨ すせか 
さあくあしそつへ, ねてそ ちあく てふ てあさ つさあくあしあ, てそ うつか てあさ け いとおかて. 

っ ねあつてそ たちそかくきあま すかつてあ, えおか すふ いふしけ うすかつてか つ てそいそこ. 】 すかせみ ちあくちふうあ-
かてつみ つかちおぬか, ねてそ ほてそ ときか せか たそうてそちけてつみ. 〈せか てかいみ そねかせへ せか にうあてあかて. 
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╈とおけすかせさそ ╇.¨.*

】おけうけてかしへせあみ つかすへみ

『あつにそきあみ なちあくあ: うちかすみ いかきけて いふつてちそ… 
╉うあおぬあてへ うそつかすへ しかて: すせそえそ ほてそ けしけ すあしそ? 
¨すかせせそ つてそしへさそ しかて せあくあお み けすかし ねかつてへ 
たそくせあさそすけてへつみ け — かつしけ すせか たそくうそしかせそ 
せあおかみてへつみ — たそおちときけてへつみ つ ╊うえかせけかす 
》かてちそうけねかす ╆あきあせそうふす. ╅ せかすせそえそ 
たそくきか — てそねせそ せか うつたそすせま, さそえおあ — 
たそしとねけし とおそうそしへつてうけか とくせあてへ つとたちとえと 
╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ — 〉あてあのと…

』 たかちうそこ うつてちかねけ すせか つてあしそ みつせそ, ねてそ 
み すそえと そいはあてへつみ つ ほてけす ねかしそうかさそす つそうかち-
のかせせそ つうそいそおせそ け おあきか ちあつつしあいしかせせそ. 
》そねかすと, つたちあのけうあま み つかいみ つかこねあつ? 》ちか-
さちあつせあみ きかせはけせあ, くあすかねあてかしへせふこ つそいか-
つかおせけさ, うかしけさそしかたせふこ つたかぬけあしけつて-すかき-
おとせあちそおせけさ.

』そ うちかすかせかす おそうかしそつへ いふてへ ちあおとのせそ たちけせみてふす う おそすか ╆あきあせそうふに, 
てそえおあ み とくせあし 〉あてあのと け さあさ たちかさちあつせとま にそくみこさと. ╇ ほてそこ つかすへか, おしみ すかせみ 
しけねせそ, うつか いふしそ とおけうけてかしへせそ. 』そ つてとおかせねかつさけに うちかすかせ うすかつてか, うすかつてか 
ちあいそてあしけ う ちあくせふに つてちあせあに, かはか いそしへのか つてちあせ たそつかてけしけ うすかつてか.

』そうすかつてせふか させけえけ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ け ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ おしみ 
すかせみ みうしみまてつみ そいちあくぬそす せあとねせそえそ さあねかつてうあ け いしかつてみはかえそ つてけしみ. ╉そうか-
しそつへ せあいしまおあてへ 〉あてあのと け う そいはかせけけ つ つあすふすけ ちあくせふすけ しまおへすけ: うつかえおあ 
おそいちそきかしあてかしへせあ, そつてちそとすせあ, うかつかしあ…

╉あ, うちかすみ いかきけて いふつてちそ, せそ たあすみてへ そ てあさそす ねかしそうかさか, さあさ 〉あてあのあ, 
そつてあせかてつみ…

* ╇しあおけすけち ¨うあせそうけね ╈とおけすかせさそ — うそつてそさそうかお-けちあせけつて, つそてちとおせけさ 〈かきおとせあちそおせそえそ そておかしあ 
を[ [》』』 う 1980-か えそおふ.
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╉うそちせけさそう 』.¨.*

╊か おそいちそてか せか いふしそ たちかおかしあ

っ くせあま 〉あてあのと そさそしそ つそちそさあ しかて. 《せあ つてあしあ おしみ すかせみ つあすふす いしけくさけす 
おちとえそす け ちそおせふす ねかしそうかさそす. 〉あてあのあ うふえしみおかしあ うつかえおあ さあさ さそちそしかうあ — 
うかしけねかつてうかせせそ. 《おかうあしあつへ すそおせそ け ほしかえあせてせそ. ╈おか いふ せけ たそみうしみしあつへ, 
つちあくと つてあせそうけしあつへ おとのそこ さそすたあせけけ. 《せあ たちけうしかさあしあ しまおかこ そいはけてかしへ-
せそつてへま, そつてちそとすけかす, すそえしあ たそおおかちきあてへ ちあくえそうそち せあ しまいとま てかすと. ╇かおへ 
〉あてあのかせへさあ そさそせねけしあ つ くそしそてそこ すかおあしへま つちかおせまま のさそしと, つてあしあ おそさ-
てそちそす ほさそせそすけねかつさけに せあとさ, ねしかせそす ちみおあ すかきおとせあちそおせふに あさあおかすけこ. 
╆ふしあ せあとねせふす つそてちとおせけさそす ̈ せつてけてとてあ うそつてそさそうかおかせけみ ╅〉 』』』『, たちかつつ-
あててあのか ╈かせさそせつとしへつてうあ 』』』『 う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ, たちかつつ-あててあのか 》そつそしへ-
つてうあ 』』』『 う [〉『, あうてそちそす 26 させけえ, そさそしそ 400 せあとねせふに つてあてかこ.

[あさ-てそ ちあく 〉あてあのあ いふしあ と せあつ う えそつてみに, け そおけせ すときねけせあ, とうあきあかすふこ 
う 〈そつさうか ねかしそうかさ, せか くせあみ, ねてそ そせあ くあすときかす, つてあし とおかしみてへ かこ そつそいそか うせけ-
すあせけか. 《せあ そねかせへ おかしけさあてせそ, つ ますそちそす, うふのしあ けく ほてそこ つけてとあぬけけ. [あさ 
きか いふし ちあつつてちそかせ ほてそて «さあうあしかち», さそえおあ たそみうけしつみ 〉あてあのけせ すとき ╊うえかせけこ 
》かてちそうけね.

╇つかえおあ いふしそ たちけみてせそ うつてちかねあてへつみ つ ほてそこ つかすへかこ け う たちあくおせけさけ, 
け う いとおせけ. 》ちけせけすあみ たそおあちそさ つ としふいさそこ け けつさちかせせかこ いしあえそおあちせそつてへま, 
〉あてあのあ てとて きか そてうかねあしあ つうそけす くあすかねあてかしへせふす たそおあちさそす. ╊か おそいちそてか せか 
いふしそ たちかおかしあ. 《せあ うつかえおあ つてあちあしあつへ たそすそねへ け おちとくへみす, け たちそつてそ すあしそそいか-
つたかねかせせふす しまおみす. 》ちけ ほてそす そつてあうあしあつへ とおけうけてかしへせそ つさちそすせふす ねかしそ-
うかさそす. ′あ すせそえそしかてせけこ たかちけそお そいはかせけみ み せけ ちあくと せか つしふのあし そて せかか せけ 
つしそうあ そ つそいつてうかせせふに おそつてけきかせけみに け とねかせふに くうあせけみに.

｠そちそのそ けくうかつてせそ, ねてそ つかえそおせみ たちそいしかすそこ みうしみまてつみ そてせそのかせけみ ちそおけ-
てかしかこ つ おかてへすけ. ╉かてけ ねあつてそ くあいふうあまて そ ちそおけてかしみに, せか てそしへさそ せか そさあくふ-
うあまて けす たそすそはへ, せそ おあきか たそちそこ つてあせそうみてつみ うちあえあすけ. 』たそちふ たそおねあつ ちあつ-
つすあてちけうあまてつみ う つとおあに. 〉あてあのかせへさあ いふしあ せあ ちかおさそつてへ くあいそてしけうそこ け そねかせへ 
うせけすあてかしへせそこ さ つうそけす ちそおけてかしみす — ╊うえかせけま 》あうしそうけねと け 〉けせか ╅せてそ-
せそうせか. 《せあ たそつてそみせせそ けせてかちかつそうあしあつへ けに つあすそねとうつてうけかす, せあつてちそかせけかす, 
ちかえとしみちせそ せあうかはあしあ けに. 〉あてあのあ そねかせへ てみきかしそ たかちかきけしあ とにそお けく きけくせけ 
たあたふ, あ たそてそす け すあすふ. 【かたかちへ かか くあいそてそこ つてあし てそしへさそ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね, 
さそてそちそえそ そせあ そねかせへ しまいけしあ, くあいそてけしあつへ そ せかす け いとさうあしへせそ いそえそてうそちけしあ. 
[あさ-てそ 〉あてあのあ すせか つさあくあしあ: «』かちかきあ! 【ふ — てあしあせてしけうふこ ねかしそうかさ, あ すそこ 
すとき — えかせけあしへせふこ». 〈ふ たそてそす おそしえそ のとてけしけ つ せかこ せあ ほてと てかすと.

〉あてあのかせへさあ うつかえおあ いふしあ け いとおかて おしみ すそかこ つかすへけ しまいけすふす, ちそおせふす 
ねかしそうかさそす.

* 』かちえかこ ¨うあせそうけね ╉うそちせけさそう — くあつしときかせせふこ とねけてかしへ 『‒.
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╉ちとくへみ け くせあさそすふか くちかしふに しかて

╉かちまえけせあ 《.¨.*

╈そちへさそ け せかつたちあうかおしけうそ

ぁてそ きか てあさそか いふしそ う 〉あてあのか ╆あきあせそ-
うそこ, かつしけ さそちそてさそか, たそ すかちさあす そいふねせそこ 
きけくせけ, くせあさそすつてうそ たちかうちあてけしそつへ う たちあくお-
せけさ, あ かか つすかちてへ — う ねとおそうけはせとま け たそお-
しとま せかつたちあうかおしけうそつてへ?

》そくせあさそすけしけつへ すふ しかて おかつみてへ せあくあお
と そいはけに くせあさそすふに. ╆ふしあ いそしへのあみ さそす-
たあせけみ. 〉あ 〉あてあのと み そいちあてけしあ うせけすあせけか 
つちあくと. [あさあみ-てそ そねかせへ うそくおとのせあみ, てそせさあみ, 
しかえさそ おうけえあうのあみつみ け たちけうかてしけうあみ きかせ-
はけせあ. ╇そくすそきせそ, うそくおとのせそつてけ たちけおあうあし 
かこ せあちみお: つうかてしあみ け せかきせあみ てさあせへ つしそうせそ 
しかてあしあ うそさちとえ せかか け う てあさて かか おうけきか-
せけみす. 《せあ てそねせそ せか にそおけしあ, あ たそちにあしあ 
け くあちあくけてかしへせそ うかつかしそ つすかみしあつへ. [あさけか-てそ 
せかすふつしけすそこ さちあつそてふ とさちあのかせけみ せあ のかか, 
せあ くあたみつてへみに, せあ たあしへぬあに. ╇そて てあさそこ み かか とうけおかしあ うたかちうふか け くあたそすせけしあ. 
╋かせはけせあ-たちあくおせけさ.

》そてそす つ とおそうそしへつてうけかす ねけてあしあ させけえけ ねかてふ ╆あきあせそうふに — そ ╇そつてそさか 
け たとてかのかつてうけみに たそ すけちと. ¨ せか いかく きかせつさそこ たちけすかてしけうそつてけ そいちあてけしあ 
うせけすあせけか, ねてそ せあ うつかに なそてそえちあなけみに — 〉あてあのあ. 〈あしそ すそきせそ うつてちかてけてへ 
たあち, えおか きかせあ うつかえおあ せあ たかちうそす たしあせか. ¨ ほてそ てそきか くあたそすせけしそつへ. ╅ くあてかす 
つとおへいあ つおかしあしあ たそおあちそさ — そいはかせけか, おそつてあてそねせそ いしけくさそか.

』 ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす ╆あきあせそうふす すふ おちときけしけ け つそてちとおせけねあしけ 
おあうせそ, かはか おそ うつてちかねけ つ 〉あてあのかこ. 〈せそえそ ちあく いちあしけ けせてかちうへま と たちそなかつ-
つそちあ ╆あきあせそうあ, つ そつそいかせせふす とおそうそしへつてうけかす — そ [けてあか. ]とねのかえそ くせあてそさあ 
け ちあつつさあくねけさあ せか くせあかす. 〈そこ すとき うつかえおあ うそつにけはあしつみ ╊うえかせけかす 》かてちそうけ-
ねかす け 〉あてあのかこ さあさ うそつてそさそうかおあすけ. ╉うあ さちとたせふに つたかぬけあしけつてあ — さけてあけつて 
け さそちかかうかお — う そおせそこ つかすへか. 『あくとすせふか け つうかてしふか えそしそうふ, せか そおとちすあせかせ-
せふか せけ けおかそしそえけかこ, せけ たちそたあえあせおそこ, せけ おそえすあすけ. ¨ すふ そいちかしけ つねあつてへか 
いふてへ つ せけすけ いしけくさそ くせあさそすふすけ. ╅ たそつしかおせけか おうあ-てちけ えそおあ うつてちかねあしけつへ 
け う つうそいそおせそか うちかすみ, くあ つといいそてせけすけ けしけ うそつさちかつせふすけ そいかおあすけ — たそうそお 
おしみ おそしえけに け つてちあのせそ うあきせふに おしみ せあつ ちあくえそうそちそう.

ぁてそ たそちあくけしそ つちあくと: せかたそおおかしへせふか うせけすあせけか け けせてかちかつ さ つそいかつかおせけ-
さあす. 〉あてあのあ おそうそしへせそ つさそちそ とくせあしあ そ すそけに くあいそてあに たそねてけ うつか. っ せか いそしへ-

* 《しへえあ ¨うあせそうせあ ╉かちまえけせあ — てかしかうけくけそせせふこ たちそおまつかち, つとたちとえあ ].〈. 〈しかねけせあ (つす. つ. 103).
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のそこ しまいけてかしへ たかちかさしあおふうあてへ つうそけ たちそいしかすふ せあ おちとえけに. ¨ そてさちそうかせ-
せけねあてへ てそきか. 〉そ けすかせせそ かこ そてさちふしあつへ. [あさ かこ ほてそ とおあしそつへ? 〉か くせあま. 
〈あえけみ. 〉あてあのあ つちあくと きか うふくふうあしあ おそうかちけか さ つかいか. ╇そて とき みつせそ いふしそ: そせあ 
せか たちかおあつて け せか そいすあせかて. ¨ けすかせせそ そせあ う つしそきせそこ おしみ すかせみ つけてとあぬけけ, 
おあきか せか うふつしとのあう たちそつへいふ, つあすあ たちかおしそきけしあ たそすそはへ. 《ねかせへ つかちへかくせとま 
け おかこつてうかせせとま たそすそはへ. ╇ せあのと たそつしかおせまま うつてちかねと, ときか と せかか おそすあ, 
そつてあうのけつへ せあかおけせか, すふ うそそいはか おかしけしけつへ つあすふす つそさちそうかせせふす...

《せあ とおけうけてかしへせそ のとてけしあ, しかえさそ け けくみはせそ. 《くそちせそ け せか そいけおせそ. 
ぃとてさけ 〉あてあのけ いふしけ かつてかつてうかせせそこ つそつてあうしみまはかこ せあのけに そいはけに いかつかお. 
╊か さそちそせせそか う さそせぬか そいかおあ: «╅ つねかてあ せか せあおそ» — うふくふうあしそ にそにそて せか 
てそしへさそ と せあつ, せそ け うかつかしとま としふいさと と そなけぬけあせてあ. ╅ くあいあうせふか たけさけちそうさけ 
つ ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす たそ たそうそおと かか さとちかせけみ! 《せ たかちかきけうあし くあ せかか. 
╅ そせあ すけしそ そてのとねけうあしあつへ. っ つあすあ せか さとちま, せそ しまいけしあ つすそてちかてへ, さあさ そせあ 
ほてそ おかしあかて, け さあさ-てそ かこ そい ほてそす つさあくあしあ. 〉あてあのあ とおけうけしあつへ. 〉か たそおそくちか-
うあしあ, ねてそ さとちけて そせあ つ てそしへさそ かこ たちけつとはけす けくみはかつてうそす け そねかせへ さちあつけうそ.

》そ-すそかすと, かか け せか そねかせへ けせてかちかつそうあしそ, さあさ そせあ うふえしみおけて つそ つてそちそせふ. 
》ちそきけう う ねかす-てそ そねかせへ せか たちそつてとま きけくせへ, そせあ そつてあしあつへ あいつそしまてせそ 
けつさちかせせけす け かつてかつてうかせせふす ねかしそうかさそす.

¨ うそて つしとねけしそつへ せかたそたちあうけすそか. ╇ そおせと すけせとてと み たそてかちみしあ ねてそ-てそ そねかせへ 
うあきせそか, せかねてそ てあさそか, ねてそ せか と さあきおそえそ う きけくせけ け いふうあかて, てそ, ねてそ け せか とつたかしあ 
てそしさそす たそせみてへ, あ てそしへさそ つすとてせそ たそねとうつてうそうあてへ. ゅてそ ねてそ-てそ たちそのしそ すけすそ 
すかせみ, かおうあ くあおかう け たそすあせけう. ¨ み うつか たふてあまつへ たそせみてへ: ねてそ きか ほてそ てあさそか?

っ うつたそすけせあま 〉あてあのと. ╉あ, そねかせへ とすせあみ, さちあつけうあみ, せかくあとちみおせあみ, きかせ-
つてうかせせあみ, つかちおかねせあみ... 〉そ ほてそ うつか せか てそ! 〉か てそ, そおせそこ かこ たちけつとはかか, ねてそ 
おかしあかて かか せかくあいふうあかすそこ. 【そえおあ ねてそ きか? っ たふてあまつへ ちあくえしみおかてへ け そぬかせけてへ 
えしあうせそか. ¨ う さあさそこ-てそ すそすかせて み たそせけすあま. 《せあ せあつてそみはあみ! ╆ふてへ せあつてそみ-
はけす — ちかおねあこのけこ おあち, うつてちかてけてへつみ つ せあつてそみはけす ねかしそうかさそす — ぬかせせかこ-
のけこ たそおあちそさ.

╉あ, おそねへ つそうかてつさそえそ うふつそさそたそつてあうしかせせそえそ ねけせそうせけさあ, くあさそせねけうのあみ 
たちかつてけきせかこのけこ う 』』』『 うとく, たちそきけうのあみ いそしへのとま ねあつてへ きけくせけ くあ えちあ-
せけぬかこ (つてそしへ うそきおかしかせせそこ おしみ すせそえけに う つそうかてつさそか うちかすみ), そせあ そつてあしあつへ 
たちけ うつかす たちけ ほてそす つそうかちのかせせそ せそちすあしへせふす け てかたしふす ねかしそうかさそす. ╇ せかこ 
うつか いふしそ せあつてそみはかか! ¨ しまいそうへ, け おちときいあ, け ますそち, け つすかに, け えしといそねあこのけか 
たそくせあせけみ, け けせてかちかつ さ しまおみす, け うちそきおかせせあみ けせてかししけえかせてせそつてへ, け けくみはか-
つてうそ, け さちあつそてあ, け かはか すせそえそか おちとえそか, ねかす ╈そつたそおへ かか はかおちそ せあおかしけし.

』とおへいあ たそおあちけしあ すせか せあおかきおと せあ おちときいと つ くあすかねあてかしへせふす け つうかて-
しふす ねかしそうかさそす. ¨ てとて きか くあいちあしあ ほてと せあおかきおと. ╈そちへさそ け せかつたちあうかおしけうそ. 
っ いか くとすせそ くあうけおとま かか いしけくさけす たそおちとえあす, けすかうのけす つねあつてへか おちときけてへ 
つ せかこ すせそえけか えそおふ, け うそそいはか うつかす, さてそ くせあし かか おそしへのか け しとねのか すかせみ.
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╉ちとくへみ け くせあさそすふか くちかしふに しかて

╉といけせけせあ ╇.〈.*

¨つてけせせあみ にちけつてけあせさあ

〈そか くせあさそすつてうそ つ 〉あてあのかこ つそつてそみ-
しそつへ おうあおぬあてへ たみてへ しかて てそすと せあくあお たちけ 
せか そいふねせふに そいつてそみてかしへつてうあに. 〈ふ つけおかしけ, 
そきけおあみ たちけかすあ と うちあねあ う さそちけおそちか 
をかせてちあしへせそこ さしけせけねかつさそこ いそしへせけぬふ. 
っ せかうそしへせそ そいちあてけしあ うせけすあせけか せあ かか 
うせかのせけこ うけお, さそてそちふこ えそうそちけし そ いかく-
とさそちけくせかせせそす うさとつか う そおかきおか け せあせかつか-
せけけ すあさけみきあ. 〈せか け かこ たちかおつてそみしけ そたか-
ちあぬけけ. 『あくえそうそちけしけつへ, け 〉あてあのあ つちあくと 
さ つかいか ちあつたそしそきけしあ せか てそしへさそ たちけみてせそこ 
いかつかおそこ, せそ け つうそかこ しとねかくあちせそこ としふい-
さそこ, けつさちかせせけす つすかにそす, くあちあくけてかしへせふす 
そたてけすけくすそす け いそおちふす せあつてちそかせけかす. 〈ふ 
いかつかおそうあしけ そいそ うつかす, さちそすか せあのけに «いそしみ-
ねかさ». 〉あてあのあ つとすかしあ せあたちあうけてへ ちあくえそうそち 
う たちあうけしへせそか ちとつしそ, け ほてそ いふしそ てあさ くあすかねあてかしへせそ. ╉あ け う ぬかしそす いしあえそおあちみ 
かこ つしそきけしあつへ てあさあみ あてすそつなかちあ, さあさ いとおてそ すふ せか う さそちけおそちか いそしへせけぬふ, 
あ えおか-てそ せあ そておふにか たそお みつせふす つそしせかねせふす せかいそす. [ちそすか てそえそ, ねてそ せあのけ 
すときへみ てちとおけしけつへ てそえおあ う あたたあちあてか を[ [》』』, すふ せか くせあしけ おちとえ そ おちとえか 
せけねかえそ け てかすふ ちあいそてふ せか さあつあしけつへ.

╉あしかか つ けせてかちうあしそす う せかつさそしへさそ おせかこ せあす つおかしあしけ そたかちあぬけけ. 》かちかお 
〉あてあのけせそこ そたかちあぬけかこ み たそくせあさそすけしあつへ う さそちけおそちか つ かか すあすそこ 〉けせそこ 
╅せてそせそうせそこ け つとたちとえそす ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす.

╇つてちかてけうのけつへ う せあのかこ たあしあてか つ 〉あてあのかこ つちあくと たそつしか かか いしあえそたそしとね-
せそえそ うそくうちあはかせけみ けく ちかあせけすあぬけけ, み うせそうへ いふしあ たそちあきかせあ かか うせかのせけす 
うけおそす け せあつてちそかす, さそてそちふか うふちあきあしけ, たちかきおか うつかえそ, くあいそてと そ いしけくさけに 
(«…と すかせみ うつか そてしけねせそ, たとつてへ すそけ ちそおせふか, さあさ け たちかきおか, うけおみて すかせみ 
さちあつけうそこ, とにそきかせせそこ け うかつかしそこ…»). ╇ てそて すそすかせて すせか いふしそ そつそいかせせそ 
たそせみてせそ, ねかえそ かこ ほてそ つてそけしそ!

〈ふ のしけ せあ たそたちあうさと け たちそおそしきあしけ そいはあてへつみ う いそしへせけぬか, あ たそてそす 
け たそつしか うふたけつさけ. 《おけせ けく せあのけに ちあくえそうそちそう け かえそ たそつしかおつてうけみ くあたあしけ すせか 
えしといそさそ う おとのと. ゅてそ いふしけ せかしかえさけか おかうみせそつてふか えそおふ. っ さあさ-てそ うつさそしへくへ 
う いかつかおか とたそすみせとしあ そ たちかおつてそみはかこ つうあおへいか すそかこ おそねかちけ け そ てちとおせそ-

* ╇あしかせてけせあ 〈けにあこしそうせあ ╉といけせけせあ — まちけつて.
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つてみに つ たちけそいちかてかせけかす たちけしけねせそえそ つうあおかいせそえそ たしあてへみ. 〉あてあのあ すけえそす 
け つ たちけつとはかこ かこ おかしけさあてせそつてへま たそすそえしあ すせか ちあくちかのけてへ ほてと たちそいしかすと, 
つそそいはけう, ねてそ と せかか う おそすか きけうかて にそちそのあみ くせあさそすあみ, と さそてそちそこ すそきせそ 
うくみてへ せあたちそさあて つうあおかいせそか たしあてへか. 』さあくあしあ け つおかしあしあ ほてそ ねとてへ しけ せか せあ 
つしかおとまはけこ おかせへ. ╆しあえそおあちみ 〉あてあのけせそこ くあいそてか すそみ おそねへ う おかせへ つうあおへいふ 
うふえしみおかしあ たそ-さそちそしかうつさけ.

[そえおあ み いふしあ と 〉あてあのけ, すせか くあたそすせけしけつへ けつさちかせせかか えそつてかたちけけす-
つてうそ け とまて さうあちてけちふ, つうけおかてかしへつてうそうあうのけか そ しまいうけ け とすかせけけ にそくみこさけ 
くあいそてけてへつみ そ いしけくさけに け おちとくへみに. 〈せそえそか う けせてかちへかちか えそうそちけしそ そ くそしそてふに 
ちとさあに 〉あてあのけ, そ てあしあせてか つそくおあてへ てかたしそてと け さちあつそてと いとさうあしへせそ けく せけねかえそ, 
せあねけせあみ そて たそちてへかち け おそ さとしけせあちせふに «うさとつせみのかさ».

〉あのか そいはかせけか つてあしそ せかそいにそおけすふす け ちかえとしみちせふす. 』そ うちかすかせかす 
〉あてあのあ そてさちふしあつへ すせか け つ おちとえそこ つてそちそせふ: さあさ とねかせふこ け ちかおさけこ つたか-
ぬけあしけつて たそ ╇そつてそさと け たそ ′あたあおと. ｠そてみ おしみ すかせみ ほてそ いふしあ つそうかちのかせせそ 
せかうかおそすあみ つなかちあ, み たそつてかたかせせそ たそせみしあ, さあさ てあさてけねせそ うかしあ そせあ つかいみ たそ 
そてせそのかせけま さそ すせか, せけさあさ せか おかすそせつてちけちとみ つうそかえそ たちかうそつにそおつてうあ う くせあ-
せけけ うせかのせかえそ すけちあ.

】おけうしみしあ 〉あてあのけせあ うせけすあてかしへせそつてへ おあきか う すかしそねあに, そつそいかせせそ いふてそ-
うふに, ねけつてそ きかせつさけに. 《せあ せけさそえおあ せか くあいふうあしあ たそくおちあうけてへ すかせみ つ たちあくおせけ-
さあすけ け おせかす ちそきおかせけみ, あ たちけしかてあみ けく くあえちあせけぬふ, たちけうそくけしあ せか せけさねかす-
せふこ つとうかせけち, あ せかそいにそおけすとま う にそくみこつてうか うかはへ, さそてそちとま つあすあ たちけすかてけしあ 
けしけ うふせかつしあ けく せあのかえそ ちあくえそうそちあ (せあたちけすかち, そてつとてつてうそうあうのとま てそえおあ 
う 『そつつけけ う たちそおあきか なあつそせせとま いかこさと おしみ ちとさそおかしけみ). ゅてそ ちかおさあみ おしみ 
せふせかのせかこ ほたそにけ うせけすあてかしへせそつてへ せか てそしへさそ たそちあきあしあ, せそ け たちかたそおあうあしあ 
にそちそのけこ とちそさ たそうかおかせけみ おしみ すかせみ, おあ, せあうかちせそか, せか てそしへさそ すかせみ.

』 さあさそこ きか しまいそうへま け いかくえちあせけねせそこ たちかおあせせそつてへま そてせそつけしあつへ 
〉あてあのあ さ すあてかちけ け さ すときと… っ せけ ちあくと せか つしふのあしあ そて せかか さあさけに-しけいそ 
とさそちそう けしけ ちかくさそつてかこ たそ そてせそのかせけま さ つとたちとえと. 〈そきせそ いふしそ とつしふのあてへ 
てそしへさそ しあつさそうそか: «╋かせかねさあ». ╊えそ とつたかにけ いふしけ たちかおすかてそす かか えそちおそつてけ, 
せそ てそしへさそ せか つうそけ, そ さそてそちふに み うそそいはか とくせあしあ てそしへさそ せあ かか 60-しかてせかす 
まいけしかか けく とつて さそししかえ け おちとくかこ. ╅ くあいそてあ そ いそしへせそこ すあてかちけ つてそけしあ かこ せか 
てそしへさそ そえちそすせふに すそちあしへせふに け なけくけねかつさけに つけし, せそ け つかちへかくせそこ きかちてうふ 
う たしあせか とつたかのせそこ さあちへかちふ とねかせそえそ.

〉あてあのあ いふしあ けつてけせせそこ にちけつてけあせさそこ. ╇ かか にあちあさてかちか せか いふしそ け てかせけ 
そいけおねけうそつてけ. 《せあ せけさそえおあ せけさそえそ せか そつときおあしあ, しかえさそ たちそはあしあ, け たそほてそすと 
てあさ たちけみてせそ, たちそつてそ け てかたしそ いふしそ そさそしそ せかか しまおみす. 〉あてあのあ, いとおとねけ そて 
たちけちそおふ おけたしそすあてけねせそこ, とすかしあ せあにそおけてへ そいはけこ みくふさ つ しまいふす ねかしそ-
うかさそす. ╊か てかちたかせけか, たそつてとたさけ, おそいちそか そてせそのかせけか さ しまおみす たそしせそつてへま 
つそそてうかてつてうそうあしけ かうあせえかしへつさけす くあたそうかおみす. 』あすふすけ ねあつてふすけ つしそうあすけ う かか 
そいはかせけけ つそ すせそこ いふしけ: «ぁかす み すそえと てかいか たそすそねへ?» ╇ そてうかて せあ せけに すせか 
にそてかしそつへ てそしへさそ そおせそえそ, てあさ きか にそてへ ねとてへ-ねとてへ たそすそねへ かこ, そつそいかせせそ う かか 



 

81

╉ちとくへみ け くせあさそすふか くちかしふに しかて

たそつしかおせけか せかしかえさけか えそおふ, さそえおあ そせあ うかしあ てみきかしとま いそちへいと つ あてあさそうあう-
のけすけ かか いそしかくせみすけ.

〉そ け う ほてけに とつしそうけみに そせあ たちそおそしきあしあ そつてあうあてへつみ てあさそこ きか たちかさちあつせそこ 
うそ うつかに そてせそのかせけみに おあすそこ, おそいちそこ たそおちとえそこ, つてそこさそこ け うかちせそこ つとたちと-
えそこ, つしかおとまはかこ つうそかすと きけくせかせせそすと たちあうけしと せか «えちとくけてへ» そさちときあまはけに 
つうそかこ いかおそこ け たちかおつてあうあてへ たかちかお せけすけ う «たちけいちあせせそす», おそつてそこせそす うけおか, 
いかちかきせそ つそにちあせみみ きけくせかちあおそつてせそつてへ うそたちかさけ そいつてそみてかしへつてうあす.

¨ かつしけ すせか とおあうあしそつへ にそてへ さあさ-てそ おそつてあうしみてへ かこ う ほてそ うちかすみ すあしかせへ-
さとま ちあおそつてへ, と すかせみ うそくせけさあしそ てそしへさそ そおせそ けつさちかせせかか きかしあせけか: おかしあてへ 
ほてそ かはか け かはか おしみ てあさそえそ つうかてしそえそ け おそいちそえそ ねかしそうかさあ!

》あすみてへ そ 〉あてあのか そつてあせかてつみ うそけつてけせと つうかてしそこ!

╉とえけせそうあ ゅ.╅.*

╋あしへ, ねてそ せかしへくみ うかちせとてへつみ う おかてつてうそ

╉そちそえそこ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね, くおちあうつてうとこてか!
[あさ てあす ╇ふ? [あさ くおそちそうへか? 《ねかせへ 

くあ ╇あつ たかちかきけうあま. 〉あおかまつへ, ねてそ すあつつあ 
ちあいそてふ け そいはかつてうかせせふに すかちそたちけみてけこ 
╇あつ せかすせそえそ そてうしかさあまて...

〉あつてそみはけす にそてかしあ たそいしあえそおあちけてへ ╇あつ 
くあ たちけつしあせせとま うてそちとま つてあてへま そ 〉あてあしへか 
«╇ふつのけこ いあしし おしみ 〉あてあのけ», えおか ちあくすか-
はかせふ かか け うあのけ つそうすかつてせふか なそてそえちあなけけ 
たちそのしふに しかて. 』あすあ つてあてへみ そねかせへ たちそせけさ-
せそうかせせあみ, あ なそてそ てかに しかて — てかす いそしかか. 
》そつすそてちかしあ み せあ ほてけ すけしふか つせけすさけ, えおか 
〉あてあしへみ つそ のてとちうあしそす, えおか うあのか いちあさそ-
つそねかてあせけか, け うせそうへ たちそせくけしけ すかせみ みちさけか 
うそつたそすけせあせけみ てかに つねあつてしけうふに つかすけおかつみ-
てふに: ╇ふ つ 〉あてあのかこ と せあつ う えそつてみに, け うそて 
そせあ, つてあてせあみ, う すそおせふに さちけすたしかせそうふに いちまねさあに つ すそおせふす のけせへそせそす 
け そいそおさそす う うそしそつあに つたとつさあかてつみ さ せあす う さうあちてけちと たそ しかつてせけぬか つそしせかねせふす 
みせうあちつさけす おせかす...

╇つたそすせけしあ け かか としふいさと, そ さそてそちそこ ╇ふ たけのかてか う つてあてへか. ╇つたそすせけしあ, 
さあさ ╇ふ つ 〉あてあのかこ け すそかこ すあすそこ ]けしかこ にそおけしけ せあ ちあくせふか たしみきけ, け せあのけ 

* ゅししあ ╅ちけかうせあ ╉とえけせそうあ — えしあうあ てとちあえかせてつてうあ, う たちそのしそす つそつかおさあ つかすへけ ╆あきあせそうふに う え. 』そねけ.
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たそにそおふ う えそつてけ さ ╇あのかこ すあすか ╅せせか ′けせそうへかうせか, け せあのけ てあせぬふ つ ╇あのかこ 
たしかすみせせけぬかこ ╅せかこ う ╇あのかこ さうあちてけちか せあ たとあせてあに. ╉あ すせそえそ ねかえそ かはか けく 
てかに つねあつてしけうふに おかてつさけに しかて... ╋あしへ, ねてそ せかしへくみ うかちせとてへつみ う おかてつてうそ...

』たあつけいそ ╇あす け くあ とたそすけせあせけか う つてあてへか そ つそつかおさか ╇あのけに ちそおけてかしかこ 
たそ おそすと う 』そねけ (そいそ すせか), と さそてそちそこ と つあすそこ せあ おとのか さそのさけ つさちかいとて 
(たけのと せあすかちかせせそ いかく さあうふねかさ)... 〉かて いそしへのか すあすふ (]けしけ), せかて いそしへのか 
〉あてあのけ, せかて ╅せせふ ′けせそうへかうせふ, せかて ╇あのかえそ たあたふ 》かてちあ ¨えせあてへかうけねあ, 
け せかて ときか すせそえけに-すせそえけに けく せあのかえそ おそすあ たそ としけぬか 『そく, さてそ いふし しまいけす 
け おそちそえ...

〉そ, つしあうあ ╆そえと, ねてそ かつてへ ╇ふ, かつてへ ╇あのあ つかつてちあ ╇けさあ, かつてへ ╅せみ, け み, いしあえそ-
おあちみ うつかす うあす, かはか せかすせそえそ たちかいふうあま う てかたしそす, つねあつてしけうそす おかてつてうか, くせあみ, 
さあさ おóちそえけ せあす そいはけか うそつたそすけせあせけみ, さあさ おóちそえけ せあす とのかおのけか... さあさ 
せかすあしそ せあつ うつかに つうみくふうあかて... 【あさ にそてかしそつへ いふ つ うあすけ うつかすけ ねあはか うけおかてへつみ!

》そきあしとこつてあ, いかちかえけてか つかいみ, ╊うえかせけこ 》かてちそうけね! 〈そしけすつみ そ ╇あのかす 
くおちあうけけ! ╉かちきけてかつへ!

╉とえけせそうふ ゅ.╅. け ¨.╅.*

』うかて てうそかこ としふいさけ

╉そちそえそこ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね, くおちあうつてうとこてか!
[あさ ╇ふ? 〉あおかまつへ, ねてそ おかちきけてかつへ, にそてへ け てみきかしそ ╇あす そねかせへ, さそせかねせそ...
》けのと つさあくあてへ, ねてそ たそすせけす, ねてそ くあうてちあ おかせへ たあすみてけ 〉あてあのけ!
╋かしあかす ╇あす, ねてそいふ てあさそこ てちとおせふこ おかせへ たちそのかし すあさつけすあしへせそ 

«しかえさそ», せあつさそしへさそ, さそせかねせそ, そ てあさそす すかちそたちけみてけけ すそきせそ つさあくあてへ 
«しかえさそ»...

》とつてへ ╉とのあ 〉あてあのけ さあさ すそきせそ しかえねか うそこおかて う をあちつてうけか 〉かいかつせそか! 
》とつてへ あせえかしふ たそすそえとて かこ う たとてけ かか すせそえそてちとおせそす け すせそえそつてちあおあしへせそす... 
｠そねと うかちけてへ, ねてそ すあすあ すそみ, ]けしみ ╉かうしかて, うつてちかてけて てあす 〉あてあのと... け しかえねか 
けす てあす いとおかて うすかつてか...

｠そてかしあ いふ つさあくあてへ, ねてそ 〉あてあのあ け たあすみてへ そ せかこ せあうつかえおあ う せあのけに つかちお-
ぬあに け うそつたそすけせあせけみに! 《せあ — せあの あせえかし-にちあせけてかしへ てかたかちへ, そにちあせみまはけこ 
そて うつかに せかうくえそお, け ╇あつ, ╊うえかせけこ, う たかちうとま そねかちかおへ!

′あうてちあ すふ うつか, つそつかおけ たそ せあのかすと おそすと せあ としけぬか 『そく, たそすみせかす 〉あてあのと 
おそいちふす つしそうそす け うつたそすせけす かか すけしふこ そいちあく, そいあみせけか, くあすかねあてかしへせとま 
としふいさと け かはか すせそえそ ねかえそ... «the shadow of your smile, when You have gone, will 
colour all my (our) days and light the dawn…»

* ゅししあ ╅ちけかうせあ け ¨えそちへ ╅せあてそしへかうけね ╉とえけせそうふ — う たちそのしそす つそつかおけ つかすへけ ╆あきあせそうふに う え. 』そねけ.
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[あきおふこ ちあく たそ うかねかちあす み うふにそきと せあ いかちかえ ぁかちせそえそ すそちみ け, えしみおみ 
せあ せかいかつあ, えおか くあきけえあまてつみ くうかくおふ, おとすあま そ 〉あてあのか さあさ そ みちさそこ くうかくおか, 
みちさそこ しけねせそつてけ け ねかしそうかさか, みちさそこ きかせはけせか うつかに うちかすかせ け せあちそおそう... 
«』うかてけて たちかさちあつせあみ う せかいか くうかくおあ, せそ かつしけ いふ くせあしあ てふ, ねてそ おしみ すかせみ (せあつ) 
せあうつかえおあ せかて しとねのか てうそかこ さちあつそてふ…»

]まいけす, たそすせけす, そねかせへ つさそちいけす うすかつてか つ うあすけ! 》ちそつてけてか, ねてそ てあさ 
け せか つすそえしあ たちけかにあてへ たそおおかちきあてへ ╇あつ しけねせそ: せかちかあしへせそ おそちそえけか いけしかてふ 
』そねけ—〈そつさうあ—』そねけ... 《いせけすあかす ╇あつ! ╉かちきけてかつへ!

′とかうあ 《.╉., ぁかいふさけせあ ].‒.*

〉かけくえしあおけすそか うたかねあてしかせけか

╈そちへさそ つそくせあうあてへ, ねてそ 〉あてあのあ とのしあ そて せあつ. 〈ふ たそくせあさそすけしけつへ つ せかこ 
う 1990-に えそおあに. ╊か すあすあ, 〉けせあ ╅せてそせそうせあ [そちつあさそうあ, たそつてとたけしあ おしみ 
しかねかせけみ う せかうちそしそえけねかつさそか そておかしかせけか を[╆. 》そ たちそなかつつけけ そせあ うちあね-
てかちあたかうて, すせそえそ しかて くあうかおそうあしあ てかちあたかうてけねかつさけす そておかしかせけかす う ╆そてさけせ-
つさそこ いそしへせけぬか. ╆とさうあしへせそ せあ つしかおとまはけこ おかせへ すふ うつてちかてけしけつへ つ かか 
おそねかちへま 〉あてあのかこ. 』 たかちうそえそ おせみ くせあさそすつてうあ と せあつ たそみうけしそつへ そはとはかせけか, 
ねてそ そいはあかすつみ つそ つうかてしふす ねかしそうかさそす. 〉あてあのあ たちそみうしみしあ とおけうけてかしへせとま 
たちかおあせせそつてへ け おそいちそてと たそ そてせそのかせけま さ つうそかこ つかすへか, いしけくさけす. 【そ, さあさ 
そせあ とにあきけうあしあ くあ すあすそこ, くあいそてけしあつへ そ せかこ, うふくふうあしそ そえちそすせそか とうあきかせけか.

〈せそえけか えそおふ てかちたかしけうそ け たちかおあせせそ 〉あてあのあ おかしあしあ うつか, ねてそいふ たそお-
おかちきあてへ すあすと うそ うちかすみ かか いそしかくせけ. 》ちけ ほてそす つあすあ 〉あてあのあ そてしけねあしあつへ 
いそしへのそこ つおかちきあせせそつてへま: てそしへさそ つたとつてみ すせそえそ すかつみぬかう すふ とくせあしけ, ねてそ 
そせあ たちかさちあつせふこ つたかぬけあしけつて, すせそえそ かくおけしあ つそ つうそけす つとたちとえそす たそ すけちと, 
すせそえそ たけつあしあ, とねあつてうそうあしあ う けくおあせけけ させけえ さあさ あうてそち け ちかおあさてそち. 》ちけ うつかこ 
くあせみてそつてけ, そせあ うつかえおあ つしかおけしあ くあ つそいそこ: つてちそこせあみ, とにそきかせせあみ, さちあつけうそ 
そおかてあみ. ¨ かはか: せあ たちそてみきかせけけ すせそえけに しかて 〉あてあのあ せけさそえおあ せか たそくうそしみしあ 
つかいか うつたしかつさそう けくしけのせけに ほすそぬけこ, せか たかちかせそつけしあ せあ そさちときあまはけに つうそけ 
いかおふ け せかうくえそおふ.

〉かけくえしあおけすそか うたかねあてしかせけか そつてあうけし かか たちあくおせけさ — 60-しかてせけこ まいけ-
しかこ. ╇ せかす とねあつてうそうあしけ すせそえけか けくうかつてせふか しまおけ. [あさ せあつてそみはあみ にそくみこさあ, 
〉あてあのあ そちえあせけくそうあしあ さちあつけうふこ うかねかち, つとすかう つおかしあてへ かえそ みちさけす け うかつか-
しふす, あ つあすあ たそちあきあしあ ほしかえあせてせそつてへま.

* 《しへえあ ╉すけてちけかうせあ ′とかうあ — くあうかおとまはあみ せかうちそしそえけねかつさけす そておかしかせけかす をかせてちあしへせそこ さしけせけねか-
つさそこ いそしへせけぬふ (を[╆), うちあね うふつのかこ さあてかえそちけけ, ]まいそうへ ‒かおそちそうせあ ぁかいふさけせあ — せかうちそしそえ, うちあね うふつ-
のかこ さあてかえそちけけ.
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[ つそきあしかせけま, いそしかくせけ つけしへせそ そつしそきせけしけ かか きけくせへ う たそつしかおせけか えそおふ. 
〉そ と てかに, さてそ くせあし 〉あてあのと, せあうつかえおあ そつてあせとてつみ つうかてしふか, ちあおそつてせふか うそつ-
たそすけせあせけみ そ おそいちそす け そてさちふてそす ねかしそうかさか, そ つてちそこせそこ け さちあつけうそこ きかせ-
はけせか, とすせそこ, けちそせけねせそこ, そいはけてかしへせそこ.

¨うあつけに 〈.》.*

》あすみてへ つかちおぬあ

っ たそくせあさそすけしあつへ つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ ╆あきあせそうそこ う つかちかおけせか 
1990-に えそおそう つしとねあこせそ. ╊か すあすあ, 〉けせあ ╅せてそせそうせあ, いそしかしあ け せときおあしあつへ 
う つたかぬけあしへせそこ さそせつとしへてあぬけけ. 【あさ み うつてちかてけしあつへ つ おうとすみ けせてかちかつせふすけ 
きかせはけせあすけ. 〉けせあ ╅せてそせそうせあ いふしあ うちあねそす, おしけてかしへせそか うちかすみ ちあいそてあしあ 
う いそしへせけぬか けす. ╆そてさけせあ, くせあしあ すせそえけに くせあすかせけてふに すそつさそうつさけに おそさてそちそう 
け つあすあ いふしあ つたかぬけあしけつてそす うふつそさそえそ さしあつつあ. ╇ つけしと ちあくせふに たちけねけせ そせあ 
つあすそつてそみてかしへせそ つたちあうけてへつみ つそ つうそかこ いそしかくせへま せか すそえしあ. 〉あてあのあ うつかえおあ 
とねあつてうそうあしあ う せあのけに たしあせあに そいつしかおそうあせけみ け しかねかせけみ.

〉あ すそすかせて うつてちかねけ 〉けせあ ╅せてそせそうせあ せときおあしあつへ う たそつてそちそせせかす とにそおか, 
ねてそ そつしそきせみしそ きけくせへ つかすへけ ╆あきあせそうふに. ′あいそてふ たそ とにそおと くあ すあすそこ, うかおか-
せけか にそくみこつてうあ — うつか しかえしそ せあ たしかねけ 〉あてあのけ. 〈とき 〉あてあのけ, ╊うえかせけこ 
》かてちそうけね, つ とてちあ おそ うかねかちあ いふし せあ ちあいそてか け たそすそえあし う つけしと つうそけに うそく-
すそきせそつてかこ. [あさ うちあね, つさあきと ねかつてせそ, ねてそ み ちかおさそ うけおかしあ てあさけか つかちおかねせふか 
そてせそのかせけみ すかきおと ちそおせふすけ しまおへすけ. 〉あてあのあ せけさそえおあ せか きあしそうあしあつへ, 
うつかえおあ としふいあしあつへ, いふしあ きけくせかちあおそつてせふす ねかしそうかさそす.

[あさ み たそくきか とくせあしあ, そおせそうちかすかせせそ そせあ とつたかうあしあ たけつあてへ つてあてへけ け させけえけ 
たそ うそたちそつあす すけちそうそこ たそしけてけさけ け ほさそせそすけさけ. 〉あおそ とねかつてへ け てそ, ねてそ ほてけ 
つそいふてけみ, うさしまねあみ いそしかくせへ 〉あてあのけせそこ すあすふ, たちそけつにそおけしけ う 1990-か えそおふ, 
うそ うちかすみ いそしへのけに つそぬけあしへせふに たかちかすかせ う せあのかこ つてちあせか. っ, せあたちけすかち, 
せか たそせけすあしあ, ねてそ くせあねけて «たかちかにそお さ ちふせそねせそこ ほさそせそすけさか». [あさ おそしきかせ 
いふし うかつてけ つかいみ うちあね う ほてそこ ほさそせそすけさか — せか たそせけすあしあ. 〉けさてそ せか すそえ 
すせか ほてそ そいひみつせけてへ. [あくあしそつへ, ねてそ ちとさそうそおけてかしけ くおちあうそそにちあせかせけみ てそきか 
せか くせあしけ, ねてそ おかしあてへ. 〉あねあしけつへ つてちあせせふか たかちかつすそてちふ くあちたしあて: うちあねけ, 
すかおつかつてちふ, つあせけてあちさけ たそしとねあしけ たそねてけ そおけせあさそうとま くあちたしあてと. 〈せそえけか 
すかおけさけ せあねあしけ とにそおけてへ けく すかおとねちかきおかせけこ, てそちえそうあしけ せあ ちふせさあに, ちあいそ-
てあしけ う ちかつてそちあせあに け さあなか. 《つそいかせせそ つてちあおあしけ そて とにそおあ うちあねかこ つしときいふ 
«つさそちそこ たそすそはけ», おかてつさけか いそしへせけぬふ, いそしへせけねせふか け たそしけさしけせけねかつさけか 

* 〈とくあ 》あうしそうせあ ¨うあつけに — うちあね をかせてちあしへせそこ さしけせけねかつさそこ いそしへせけぬふ.



 ╉ちとくへみ け くせあさそすふか くちかしふに しかて

えそちそおつさけか つてあぬけそせあちふ. っ ときか せか えそうそちま そ てそてあしへせそす おかなけぬけてか てそうあちそう, 
そおかきおふ, たちそおとさてそう.

》ちけいしけきあしあつへ くけすあ 1995 えそおあ, と すかせみ せか いふしそ くけすせかこ そおかきおふ, け かか 
せかえおか いふしそ さとたけてへ. っ たそおかしけしあつへ つうそけすけ たかねあしみすけ つ 〉けせそこ ╅せてそせそう-
せそこ. 《せけ つ 〉あてあのかこ たかちかつすそてちかしけ つうそこ えあちおかちそい け せあのしけ すせか うたそしせか 
たちけしけねせそか たあしへてそ, たそすそえしけ せあこてけ あてかしへか, えおか すせか そいせそうけしけ つてあちとま 
そおかきおと. 》そ てかす うちかすかせあす せか うつか きかせはけせふ すそえしけ おちとえ おちとえと てあさ たそすそねへ. 
ゅてそ えそうそちけて そ てそす, ねてそ 〉あてあのあ け 〉けせあ ╅せてそせそうせあ けつさちかせせか そてせそつけしけつへ 
さ つうそけす おちとくへみす け くせあさそすふす.

╇ てか うちかすかせあ つさしあおふうあしそつへ うたかねあてしかせけか, ねてそ う つてちあせか せけさてそ せか けせてか-
ちかつとかてつみ きけくせへま しまおかこ. ╇つか つしかおけしけ くあ ちあいそてそこ たあちしあすかせてあ, いそちへいそこ 
たそしけてけねかつさけに たあちてけこ, うそこせそこ う ぁかねせか. 〈ふ たちけ うつてちかねあに そいつときおあしけ ほてけ 
てかすふ, け せあす そつてあうあしそつへ しけのへ うかちけてへ う しとねのかか いとおとはかか.

〉あてあのあ いふしあ そいちあくそうあせせふす け けせてかちかつせふす ねかしそうかさそす. 《せあ そねかせへ 
とうしかさあてかしへせそ ちあつつさあくふうあしあ そ つてちあせあに, さそてそちふか そせけ つ すときかす たそつかてけしけ, 
にそちそのそ くせあしあ せあぬけそせあしへせふか け さとしへてとちせふか そつそいかせせそつてけ ほてけに つてちあせ. 
╆あきあせそうふ いふしけ くせあさそすふ つそ すせそえけすけ けくうかつてせふすけ たそしけてけさあすけ, きとちせあ-
しけつてあすけ, たけつあてかしみすけ, あちてけつてあすけ, すとくふさあせてあすけ ╅すかちけさけ, ╊うちそたふ, ╅くけけ. 
[ちとえ けに けせてかちかつそう いふし せかそいふねあこせそ のけちそさ, ねてそ えそうそちけしそ そい けに せかくあ-
とちみおせふに つたそつそいせそつてみに. 〈せそえそ くせあさそすふに いふしそ と ╆あきあせそうふに け う 『そつつけけ. 
[ ほてけす そいちあくそうあせせふす, けせてかししけえかせてせふす しまおみす てみせとしけつへ うつか.

ぃしけ えそおふ, たそつしか おしけてかしへせそこ てみきかしそこ いそしかくせけ けく きけくせけ とのしあ 〉けせあ 
╅せてそせそうせあ. 〉あてあのあ てみきかしそ たかちかせそつけしあ ほてと たそてかちま. 〉あうかちせそか, ちかしけえけみ 
かこ たそすそえしあ たかちかきけてへ とてちあてと, と せかか いふし つうそこ たとてへ さ ╆そえと.

《ねかせへ きあしへ, ねてそ 〉あてあのあ とのしあ けく きけくせけ てあさ ちあせそ. ]まおけ, せかつとはけか 
いそしへのとま せあえちとくさと, おそしきせふ さあねかつてうかせせそ け たそしせそぬかせせそ そておふにあてへ, け うつか 
ほてそ おそしきせそ せそつけてへ つけつてかすせふこ にあちあさてかち. 《ねかうけおせそ, おしけてかしへせあみ おけたしそ-
すあてけねかつさあみ つしときいあ くあ ちといかきそす, ちあいそてあ せあお させけえあすけ け つてあてへみすけ, いそしかくせけ 
け とにそお けく きけくせけ ちそおせふに け いしけくさけに しまおかこ たちけうかしけ 〉あてあのと さ にちそせけねか-
つさそこ とつてあしそつてけ, あ う おあしへせかこのかす さ なあてあしへせそすと けつにそおと. ゅてそ すせかせけか うちあねあ.

╇ たそすけせあしへせそこ すそしけてうか み たちそのと ╈そつたそおあ にちあせけてへ つうかてしとま おとのと 
ほてそこ きかせはけせふ. ╈そちかつてけ け たかねあしけ と しまおかこ たちそにそおみて すかおしかせせそ, あ たあすみてへ 
つかちおぬあ そつてあかてつみ つ せあすけ せあうつかえおあ. 〉あてあのあ, すふ, うつか てうそけ おちとくへみ, いとおかす てかいみ 
たそすせけてへ.
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Из семейного альбома
ょきせあみ [そちかみ 1992–2002

』 たちかくけおかせてそす ょきせそこ [そちかけ [けす ╉ほ ぁきとせそす

〉あ ちそおけせか たちかくけおかせてあ ょきせそこ [そちかけ [けす ╉ほ ぁきとせあ そつてちそうか ｠あけおそ 
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╇けお ぬうかてとはかこ うけのせけ う [そちかか つそくおあかて にそちそのかか せあつてちそかせけか

〉あ すかきおとせあちそおせそこ うつてちかねか きかせはけせ-しけおかちそう ╅くけけ う 』かとしか
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Из семейного альбома

〉あ たそえちあせけねせそこ きかしかくせそおそちそきせそこ つてあせぬけけ ╉そちあつあせ

』 すけせけつてちそす たそ おかしあす そいひかおけせかせけみ [そちかけ ]けす ╉そせ ╇そせそす
け あすかちけさあせつさけす たそつしそす 》しあてそす
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[あすかせせふか おかおとのさけ 
«てそしへにあちといあせふ» つしときあて 

てちあおけぬけそせせふすけ そいかちかえあすけ 
せあ そつてちそうか ぁかねきとおそ

╈しあうせふこ «としそう» — おそいちふか 
うたかねあてしかせけみ そて すそちつさそこ 
たちそえとしさけ

〉あ ぁかねきとおそ せかて うそちそう, 
け うそちそてあ てあす うつかえおあ 

そてさちふてふ
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Из семейного альбома

〉あ たしみきか え. 》とつあせ

[そちかこつさあみ てちあたかくあ

╉そすあ と えしあうせそえそ ちかおあさてそちあ 
えあくかてふ «』かとし つけせすとせ», 
う さそてそちそこ 〉あてあのあ うかしあ 
つうそま さそしそせさと
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』 たちけうかてしけうふすけ つかとしへつさけすけ たそしけぬかこつさけすけ 

╇ えそつてみに と いとおおけこつさそえそ すそせあにあ 】 おそすあ たちかとつたかうあまはかえそ いけくせかつすかせあ
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Из семейного альбома

╇かおとはけか さそちかかうかおふ たしあせかてふ たちけえしあのかせふ たちかくけおかせてそす [けす ╉ほ ぁきとせそす

 ╇ ╈そしといそす おうそちぬか たちかくけおかせてあ ょきせそこ [そちかけ
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ったそせけみ 2003

]あせね つ けくうかつてせふす 
ちとつけつてそす — たちそなかつつそちそす 

』けえほさけ ｠あさあすあおそこ

》そつしか うふつてとたしかせけみ 
〉あてあしへけ ╆あきあせそうそこ  
う 〉あぬけそせあしへせそす けせつてけてとてか 
そいそちそせせふに けつつしかおそうあせけこ 

』かすけせあち う 【そさけこつさそす 
とせけうかちつけてかてか たちそのかし 

とつたかのせそ
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Из семейного альбома

╇ふつてとたしかせけか う 】せけうかちつけてかてか ｠そささあこおそ 

╇ みたそせつさそす おそすか ったそせけみ とおけうしみかて
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』そねけ 1970 — 』けせえあたとち 1992

》ちかすへかち-すけせけつてち 』けせえあたとちあ ]け [とあせ ょ う えそつてみに と すほちあ え. 』そねけ
》かてちあ ¨えせあてへかうけねあ ╆あきあせそうあ (つかせてみいちへ 1970 え.) 

〉あ なそせか 』けせえあたとちあ 】 つけせえあたとちつさそえそ おちあさそせあ
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Из семейного альбома

』しかおふ ╇けさてそちけあせつさそこ ほたそにけ う 』けせえあたとちか

〉あ いかちかえと ょきせそ-[けてあこつさそえそ すそちみ
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【あけしあせお 1992

╇ ぬかせてちか ╆あせえさそさあ 】 のかおかうちそう てあこつさそこ あちにけてかさてとちふ

╅うつてちあしけみ 1992

〉あ なそせか [あせいかちちふ
╇ ╅うつてちあしけこつさそす せあぬけそせあしへせそす 

とせけうかちつけてかてか
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Из семейного альбома

》けさせけさ つ つかすへかこ たそつしあ 『そつつけけ ╇.¨. ╉そしえそうあ

』 あうつてちあしけこつさけすけ とねかせふすけ — ほさつたかちてあすけ たそ 『そつつけけ
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′あ せあすけ — 』けおせかこ ╇ ぬかせてちか 〈かしへいとちせあ

〉そうあみ ′かしあせおけみ  1994

】 そくかちあ ╇ほせあさあ



╇そつたそすけせあせけみ

100

[あえちあすあせそうあ 『.『.*

》そえあつ つあすふこ みちさけこ そえそせかさ

』 ねかてそこ ╆あきあせそうふに, 〉あてあのかこ け ╊うえか-
せけかす, み たそくせあさそすけしあつへ おかつみてへ しかて せあくあお 
せあ おあねか う たそつかしさか たけつあてかしかこ う [ちあつせそうけ-
おそうそ せあ すそかこ たかちうそこ おあねせそこ たそつけおかしさか 
と とたちあうしみまはかえそ おあねせふす てそうあちけはか-
つてうそす ╊.』. ぁけえけちけせあ. ′あ つてそしそす う いかつかおさか 
つそいちあしそつへ すせそえそ せかくせあさそすふに すせか しまおかこ. 
っ さとたけしあ さうあちてけちと てあす せかくあおそしえそ おそ 
ほてそえそ け かはか たそねてけ せけさそえそ せか くせあしあ.

』 たかちうそこ きか すけせとてふ そいちあてけしあ うせけ-
すあせけか せあ ほてと たあちと. 《せけ いふしけ そねかせへ うかつか-
しふすけ, そつてちそとすせふすけ, うせけすあてかしへせふすけ, 
さちあつけうふすけ け うせかのせか そねかせへ たそおにそおけしけ 
おちとえ おちとえと. 』 〉あてあのかこ すふ つちあくと せあのしけ 
そいはけこ みくふさ, たちそえとしみしけつへ たそつしか くあつてそしへみ. 
′あのしけ さそ すせか, たそてそす さ せかこ. 《せあ たそおあ-

ちけしあ すせか つうそま つ ╋かせかこ させけえと «╅すかちけさあ: うねかちあ け つかえそおせみ», つそそいはけしあ, 
ねてそ, さあさ け み, たちそうかしあ たかちうふか えそおふ きけくせけ う ╆あさと け つそ のさそしへせふに しかて きけうかて 
う 〈そつさうか せあ [とてとくそうつさそす たちそつたかさてか. ¨ くおかつへ すふ つ せかこ そさあくあしけつへ つそつか-
おみすけ.

《せあ いふしあ せあつてそしへさそ さちあつけうそこ け しとねかくあちせそこ, ねてそ つしとのあてへ かか すそきせそ 
いふしそ いかつさそせかねせそ. ゅてそ そねかせへ ちかおさけこ つしとねあこ う せあのかす うそくちあつてか, さそえおあ つ 
たかちうそこ うつてちかねけ ついしけきあかのへつみ け つてあせそうけのへつみ おちとくへみすけ せあ うつま きけくせへ. 
[そえおあ み くあにそおけしあ さ 〉あてあしへか う えそつてけ, すふ たそおそしえと ちあくえそうあちけうあしけ, せか くあすか-
ねあみ, さあさ しかてけて うちかすみ. 』 せかこ うつかえおあ いふしそ そねかせへ けせてかちかつせそ.

〉あてあしへみ いふしあ せかそいふさせそうかせせそ おそいちふす, そてくふうねけうふす け うせけすあてかしへせふす 
ねかしそうかさそす. ╇そさちとえ せかか たちけつとてつてうそうあしあ せかそいふさせそうかせせあみ あとちあ おそいちそきか-
しあてかしへせそつてけ. ╉ちとえそえそ てあさそえそ しとねかくあちせそえそ ねかしそうかさあ み せか うつてちかねあしあ. 《せあ 
たそくおちあうしみしあ すかせみ つそ うつかすけ たちあくおせけさあすけ. ╊こ おそつてあうしみしそ とおそうそしへつてうけか 
おあちけてへ たそおあちさけ. っ つてあちあしあつへ そてうかねあてへ かこ てかす きか. ｠そてみ すふ せか そねかせへ ねあつてそ 
うけおかしけつへ う 〈そつさうか, せそ つそくうあせけうあしけつへ け おかしけしけつへ うつかすけ せそうそつてみすけ. 《つそ-
いかせせそ う たそつしかおせけか えそおふ, さそえおあ そせあ くあいそしかしあ. 〈ふ かくおけしけ つ せかこ たそ うちあ-
ねあす. 】 せかか いそしかしけ せそえけ け たそくうそせそねせけさ. ¨せそえおあ いふしけ きとてさけか いそしけ, せそ 

* 『かせあ 『とつてあすそうせあ [あえちあすあせそうあ — さあせおけおあて せあとさ, たちかおつかおあてかしへ たちあうしかせけみ ╉〉【 «[ちあつせそうけおそうそ».
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そせあ せか とせふうあしあ, うかちけしあ, ねてそ かか うふしかねあて, ちあつつさあくふうあしあ つ ますそちそす そ つうそけに 
たそにそきおかせけみに たそ うちあねあす.

っ いふしあ くあ えちあせけぬかこ, さそえおあ とくせあしあ そ うせかくあたせそこ つすかちてけ 〉あてあのけ. 】きあつ-
せあみ せそうそつてへ ううかちえしあ すかせみ う のそさ, け み ぬかしふこ おかせへ せか すそえしあ たちけこてけ う つかいみ. 
〉か つてあしそ 〉あてあのけ, たそえあつ つあすふこ みちさけこ そえそせかさ, け おしみ すかせみ せあの おあねせふこ 
たそつかしそさ そたとつてかし. ╇つかえおあ いとおと たそすせけてへ かか さちあつけうそこ, きけくせかちあおそつてせそこ 
け せかそいふさせそうかせせそ おそいちそきかしあてかしへせそこ.

╈しといそさそ つそいそしかくせとま ╊うえかせけま ╆あきあせそうと, かか うかちせそすと つたとてせけさと きけくせけ. 
╊すと いかく せかか いとおかて そねかせへ てちとおせそ. 《せけ うつかえおあ け うかくおか いふしけ うすかつてか. 
っ う つうそかこ おそしえそこ きけくせけ せか うつてちかねあしあ いそしかか えあちすそせけねせそこ, おちときせそこ, いしけく-
さそこ たそ おとにと け さちあつけうそこ たあちふ, ねかす ねかてあ ╆あきあせそうふに.

〈あくとちそうあ ょ.╇.*

』うかちさあまはけこ あしすあく

《さそしそ たみてけ しかて せあくあお すかせみ つうかしあ つとおへいあ 
つ 〉あてあのかこ ╆あきあせそうそこ.

〈せか たそつねあつてしけうけしそつへ いふてへ かか しかねあ-
はけす うちあねそす-そなてあしへすそしそえそす.

╅さてけうせそつてへ, のあちす け そいあみせへか,
╇かつかしそつてへ, ますそちあ つうかちさあせへか…
》ちけてみえけうあしけ さ せかこ しまおかこ…
》ちけねかす, ねかす いしけきか, てかす つけしへせかこ…

』 たかちうそこ すけせとてふ, さそえおあ 〉あてあのあ うたかち-
うふか そてさちふしあ おうかちへ すそかえそ さあいけせかてあ う さしけ-
せけさか, すかせみ たそちあくけしあ かか とおけうけてかしへせあみ 
うせかのせそつてへ. 》かちかおそ すせそこ つてそみしあ ほななかさて-
せあみ, みちさあみ, つてあてせあみ いしそせおけせさあ つ そねかせへ 
うふちあくけてかしへせふすけ えしあくあすけ, けくしとねあまはけすけ 
とす け おそいちそ, け あちけつてそさちあてけねかつさけすけ ねかちてあすけ しけぬあ. ╊か せかきせあみ, しあつさそうあみ 
たそしととしふいさあ せあうかうあしあ たそさそこ け ちあおそつてへ. ]けぬそ, たちそけくうそおみはかか うたかねあてしかせけか 
うせかのせかこ け うせとてちかせせかこ あいつそしまてせそこ えあちすそせけけ.

* ょしけみ ╇しあおけすけちそうせあ 〈あくとちそうあ — さあせおけおあて すかおけぬけせつさけに せあとさ, うちあね うふつのかこ さあてかえそちけけ, 
くあうかおとまはあみ にけちとち えけねかつさけす そておかしかせけかす 〉¨¨ えしあくせふに いそしかくせかこ 『╅〉.
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《て せかか けつにそおけしけ せかそいふさせそうかせせあみ てかたしそてあ け けつさちかせせそつてへ, ねてそ つちあくと 
たそちそおけしそ せあのと おとにそうせとま いしけくそつてへ, う ねかす み えしといそさそ といかきおあしあつへ う てかねか-
せけか せかつさそしへさけに しかて, さそてそちふか すふ そいはあしけつへ. 》かちうふか せかつさそしへさそ すかつみぬかう 
み おあきか せか くせあしあ, さあさそこ と 〉あてあのけ つてあてとつ. 《せあ せけさそえおあ そい ほてそす せか えそうそ-
ちけしあ. ′あてそ み くせあしあ, ねてそ かか すあすあ いふしあ にそちそのけす うちあねそす け そねかせへ すせそえそ 
ちあいそてあしあ. 〈ふ つすかみしけつへ, ねてそ と うちあねかこ てかしかなそせ せけさそえおあ せか くあすそしさあかて — 
せけ おせかす せけ せそねへま. 〈ふ つてあしけ おちとくへみすけ. 〈せそえそ ちあくえそうあちけうあしけ そ てちあおけぬけ-
そせせそこ け せかてちあおけぬけそせせそこ すかおけぬけせか, そい そてうかてつてうかせせそつてけ くあ ねときとま きけくせへ 
け きけくせへ つうそけに いしけくさけに… 〉あてあのあ いふしあ くあいそてしけうそこ おそねかちへま.

〉あてあのあ そねかせへ しまいけしあ け ぬかせけしあ つうそま つかすへま. 〉あ たかちうそす すかつてか うつかえおあ 
いふし かか つとたちとえ. 《せあ えそうそちけしあ すせか, ねてそ ほてそ かか いそしへのあみ, かおけせつてうかせせあみ 
しまいそうへ, さそてそちとま そせあ いかちかきせそ たちそせかつしあ ねかちかく うつま つうそま きけくせへ. 『あつつさあ-
くふうあしあ, ねてそ かこ うつかえおあ いかくとすせそ けせてかちかつせそ つ すときかす, ねてそ いふ そせけ せけ おかしあしけ, 
う さあさけに いふ つてちあせあに せけ せあにそおけしけつへ, ちあいそてあしけ けしけ そておふにあしけ. 《せあ ちかあしへせそ 
せけ せあ すけせとてと せか たちかおつてあうしみしあ つうそま きけくせへ いかく かおけせつてうあ つ ╊うえかせけかす 
》かてちそうけねかす. ゅてそ, さそせかねせそ, つねあつてしけうあみ つとおへいあ.

っ つしとのあしあ, としふいあしあつへ け おとすあしあ, ねてそ いちあさけ おかこつてうけてかしへせそ くあさしまねあ-
まてつみ せあ せかいかつあに. 

╇ たちそぬかつつか せあのかえそ そいはかせけみ み たそちあきあしあつへ かか ほちとおけぬけけ うそ うつかに 
そいしあつてみに — みくふさあに, つてちあせそうかおかせけけ, ほさそせそすけさか, たそしけてけさか, しけてかちあてとちか, 
すとくふさか, さとしけせあちけけ, うかみせけみに つそうちかすかせせそこ すそおふ. 】 せかか いふしそ けくふつさあせせそか 
ねとうつてうそ うさとつあ け すかちふ うそ うつかす.

╇けおかしけつへ すふ せか てあさ ねあつてそ, せそ てか ねあつふ, さそてそちふか いふしけ うすかつてか, たちそ-
いかえあしけ, つしそうせそ おかつみてへ すけせとて… ╈そうそちけしけ そ しまいけすふに たけつあてかしみに — ╆とし-
えあさそうか け 【そしつてそす, ｠かすけせえとほか, のとてけしけ, うつたそすけせあみ ¨しへなあ け 》かてちそうあ, 
つたそちけしけ そ きけうそたけつけ, すとくふさか, えそうそちけしけ そ ちかしけえけけ. 《せあ すせそえそ ちあつつさあ-
くふうあしあ すせか そ つうそかす おかてつてうか, そい とねかいか う 〈╈¨〈《, そ ちあいそてか くあ ちといかきそす, 
たとてかのかつてうけみに. 〉あてあしへみ いふしあ えしといそさそ うかちとまはけす け てそせさそ ねとうつてうとまはけす 
ねかしそうかさそす. ¨せそえおあ たちそつてそ つけおかしけ くあ ねあのさそこ さそなか けしけ ねあみ, しけつてあみ きとち-
せあしふ すそお… 〉あす いふしそ しかえさそ おちとえ つ おちとえそす け せけさそえおあ せか いふしそ つさとねせそ.

╊か そてしけねあしあ えそてそうせそつてへ はかおちそ たそおかしけてへつみ つうそけすけ くせあせけみすけ つそ うつかすけ. 
《せあ, せあ とおけうしかせけか, せあにそおけしあ そいはけこ みくふさ つ しまいふす ねかしそうかさそす, せかくあうけ-
つけすそ そて かえそ たちそなかつつけけ け つそぬけあしへせそえそ たそしそきかせけみ, うけおかしあ てそ, ねてそ そいふねせそ 
つさちふてそ そて えしあく — おとのけ しまおかこ け つとてへ うかはかこ.

《つせそうせふすけ ねかちてあすけ 〉あてあのけ いふしけ えしといそねあこのあみ ねかしそうかねかつさあみ 
たそちみおそねせそつてへ, とおけうけてかしへせあみ おそいちそきかしあてかしへせそつてへ, とすかせけか ぬかせけてへ 
ねときそか うちかすみ, てかたしそてあ け くあいそてあ, つてちかすしかせけか たそすそねへ しまおみす. 〉あてあのけ-
せそすと つかちおぬと いふしそ つそうかちのかせせそ ねときおそ うふつそさそすかちけか. ╇ せかこ えあちすそせけねせそ 
つそねかてあしけつへ うふせそつしけうそつてへ け ちあいそてそつたそつそいせそつてへ, たちけせぬけたけあしへせそつてへ, 
つてそこさそつてへ け ちあせけすそつてへ, せかきせそつてへ たちかさちあつせそえそ, せけねかす せか けつたそちねかせせそえそ 
ちかいかせさあ.
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《せあ うつかえおあ あつつそぬけけちとかてつみ と すかせみ つ てうかちおふす, つうかちさあまはけす あしすあくそす 
う そねかせへ けくみはせそこ, にちとたさそこ そたちあうか.

╇ つてちあせか ╇そつたそすけせあせけこ きけうとて てか, そ さそす すふ たそすせけす け さそえそ 
しまいけす…

〈しかねけせ ].〈.*

《ねあちそうあせけか けはとはかこ すふつしけ

っ けすかし せあえしそつてへ, せあたけつあう させけきかねさと 
そ おうとに [そちかみに, たそたちそつけてへ 〉あてあしへま ╊うえか-
せへかうせと ╆あきあせそうと たちそねけてあてへ ちとさそたけつへ. 
〉あてあのあ (ううけおと そねかせへ おあうせかえそ くせあさそすつてうあ 
たそくうそしま つかいか けすかせそうあてへ かか けすかせせそ てあさ) 
いふしあ せかうかちそみてせそ しまいかくせあ け おかしけさあてせあ. 
〉そ さそえおあ そせあ つあすふす おそいちそきかしあてかしへせふす 
そいちあくそす たかちかねけつしけしあ くあすかねあせけみ (おとすあま, 
ねてそ, きあしかみ すそか つあすそしまいけか, そせあ つさあくあしあ 
おあしかさそ せか うつか), つちあくと つてあしあ みつせあ ちあくせけぬあ 
すかきおと せあつてそみはけす とねかせふす け しけてかちあてそ-
ちそす-せかそなけてそす.

ぁてそ すかせみ うつかえおあ たそちあきあしそ う 〉あてあのか 
╆あきあせそうそこ… 』そうかてつさけか さそちかかうかおふ — 
いそしへのけか たそさしそせせけさけ [けす ¨ち 』かせあ 
け たちかおあせせふか かえそ くあはけてせけさけ. 『かえとしみちせふか 
たそかくおさけ う 』かうかちせとま [そちかま せけつさそしへさそ けに せか ちあつつてちあけうあしけ, そせけ せか せあにそ-
おけしけ う とつてあせそうけうのかこつみ てあす つけつてかすか せけさあさけに せかおそつてあてさそう. 『あいそてあうのあみ 
う てそす きか つかさてそちか ¨せつてけてとてあ うそつてそさそうかおかせけみ ╅さあおかすけけ せあとさ 〉あてあしへみ 
╊うえかせへかうせあ ╆あきあせそうあ せけねかす せあ せけに せか たそにそおけしあ. ╉あきか せか すそえと たそせみてへ, 
さあさ そせあ つてそしへさそ しかて とつたかのせそ たちそちあいそてあしあ う てあさそす ねとおせそす そさちときかせけけ...

╇ つちかおか ちそつつけこつさけに とねかせふに け おけたしそすあてそう, くあせけすあまはけにつみ [そちかかこ, 
えそつたそおつてうそうあしそ たそさそしかせけか, うそつたけてあせせそか すせそえけすけ えそおあすけ ちあいそてふ 
う [〉╉『. 』かうかちせふす さそちかこぬあす つけすたあてけくけちとまて ねあつてそ せか たそ けおかそしそえけねか-
つさけす たちけねけせあす. ╋けくせへ う 》にかせへみせか おしみ たそつしあせぬかう 〈そつさうふ いふしあ せか たちそ-
つてそ さそすなそちてせそこ. ╇ つてそしけぬか いちあてつさそこ [〉╉『 そせけ ねとうつてうそうあしけ つかいみ えしあう-
せふすけ しまおへすけ, うかくおか けに うつてちかねあしけ たそねかて け とうあきかせけか.

* ]かそせけお 〈けにあこしそうけね 〈しかねけせ — たけつあてかしへ, けつてそちけさ, きとちせあしけつて, てかしかうかおとはけこ, さけせそおそさとすかせてあしけつて.
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〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ そさあくふうあしあ すせか ねかつてへ, たちけえしあのあみ せあ つかすけせあちふ 
さそちかかうかおそう う とくさそす つそつてあうか. 〉あ そおせそす けく せけに ちかねへ くあのしあ そい そてねあみせせそす 
ほさそせそすけねかつさそす たそしそきかせけけ 』かうかちせそこ [そちかけ, えおか け う しとねのけか-てそ うちかすかせあ 
かおふ せか にうあてあしそ, かか ちあつたちかおかしみしけ たそ さあちてそねさあす. 〉そ け さあちてそねさけ そてそうあちけ-
うあてへ ねあつてそ いふしそ せかねかす.

』ひかすさけ, つおかしあせせふか つ てかちちけてそちけけ [けてあみ, たそさあくあしけ, さあさ さそちかこぬふ 
そいのあちけうあまて つさしそせふ にそしすそう う たそけつさあに ねかえそ-せけいとおへ つひかつてせそえそ. [そちかこぬふ 
たふてあしけつへ とたそてちかいしみてへ う たけはと すそちつさけか うそおそちそつしけ け せかつひかおそいせふか えちけいふ. 
〈けち いふし たそてちみつかせ, さそえおあ おけさてそちふ たにかせへみせつさそえそ てかしかうけおかせけみ け ちあおけそ 
つてあしけ そいひみつせみてへ つかうかちせふす さそちかこぬあす, さあさ そてふつさけうあてへ つひかおそいせふか てちあうふ 
け さそちかのさけ け さあさ けすかせせそ けに すそきせそ かつてへ.

〈けち とうけおかし う ほてそす せかねてそ ときあつせそか, つうけおかてかしへつてうそ てちあえかおけけ, たそつてけえのかこ 
ぬかしふこ せあちそお. [そちかこぬふ, さあさ け おちとえけか あくけあてふ, てちあおけぬけそせせそ かおみて せかさそてそ-
ちふか うけおふ おけさけに ちあつてかせけこ, せそ せか てか, ねてそ けす いふしそ たちかおしそきかせそ たとつてけてへ 
う たけはと. [けてあこつさけす うそおけてかしみす, さそてそちふか ねあつてそ いふうあまて う 』かうかちせそこ [そちかか, 
ほてそ せあたそすせけしそ えそしそお, さそてそちふこ いふし う つあすそす [けてあか うそ うちかすみ «さとしへてとちせそこ 
ちかうそしまぬけけ», さそえおあ しまおけ そいちふうあしけ しけつてへみ つ おかちかうへかう け かしけ けに.

〈かせみ たそてちみつしあ ちかあさぬけみ たちけつとてつてうそうあうのかえそ せあ つかすけせあちか そおせそえそ けく 
せあのけに いふうのけに たそつしそう う 》にかせへみせか, たちかおあせせそえそ くあはけてせけさあ つかうかちそさそちかこ-
つさそえそ ちかきけすあ. ╇ふうかおかせせふこ けく つかいみ ちあくえそうそちあすけ とねかせふに そ えそしそおか う [〉╉『, 
そせ ちあくおちあきかせせそ いちそつけし: «╉あ そせけ う たみてけおかつみてふか えそおふ うそそいはか さそちと つ おかちかうへかう 
かしけ!» 【そ かつてへ そせ たちかさちあつせそ たそせけすあし, さあさそうあ う ちかあしへせそつてけ きけくせへ う 』かうかちせそこ 
[そちかか! ぁてそ せか すかのあしそ かすと おかつみてけしかてけみすけ せあにうあしけうあてへ とつたかにけ [〉╉『.

〉あ えそつてかこ けく 〈そつさうふ, さそてそちふに せかけくすかせせそ たちけせけすあまて たそ-ぬあちつさけ, 
そてねあみせせそか たそしそきかせけか せあちそおあ 』かうかちせそこ [そちかけ うたかねあてしかせけみ せか たちそけく-
うそおけて. 《おけせ けく たちかおつかおあてかしかこ ╈そつとおあちつてうかせせそこ おとすふ, うかちせとうのけつへ けく 
》にかせへみせあ, そいひみつせみし せあす, ねてそ さそちかこぬふ たちそつてそ てちあうそみおせふか, しまいみて てちあうさと, 
あ うそうつか せか ちけつ, すみつそ, ちふいと け なちとさてふ, さあさ うつか おちとえけか しまおけ.

〉かつしそきせそ たちかおたそしそきけてへ, たそねかすと かくおけてへ う 』かうかちせとま [そちかま てあさ 
たちけみてせそ. 』てちあせあ すそきかて えそしそおあてへ け くあおふにあてへつみ いかく てそたしけうあ. 〉そ う 》にか-
せへみせか おしみ うふつそさけに えそつてかこ うつかえおあ せあこおとてつみ えそつてかうふか うけししふ, «すかちつかおかつふ» 
け くあたあつふ かおふ けく つたかぬちあつたちかおかしけてかしみ.

』てちあせせあみ たそしとねあかてつみ さあちてけせあ. 【か, さてそ せか しまいけて ちかきけす, つとはかつてうとま-
はけこ う 』かうかちせそこ [そちかか, け せあくふうあかて かえそ おけさてあてとちそこ, たそすそえあまて つかうかちせふす 
さそちかこぬあす, せか おあまて けす とすかちかてへ つ えそしそおあ. 【か, さそすと せちあうけてつみ, ねてそ たちそけつにそ-
おけて う 』かうかちせそこ [そちかか, てうかちおみて, ねてそ てあす うつか う たそちみおさか け う たそすそはけ つてちあせあ 
せか せときおあかてつみ. ゅてそ てそ しけ いかつたちかおかしへせふこ たそしけてけねかつさけこ ぬけせけくす, てそ しけ 
たそしせそか ちあうせそおとのけか さ さそちかこつさそすと せあちそおと.

╇ ちあいそてか けつてそちけさそう たちけつとてつてうとかて かはか け うそたちそつ せちあうつてうかせせそつてけ. [あさ 
すそきせそ くあさちふうあてへ えしあくあ せあ すあつつそうふか たちかつてとたしかせけみ? ｠しあおせそさちそうせそ たそうてそ-
ちみてへ くあうかおそすとま しそきへ, くせあみ, ねてそ ちかねへ けおかて そい といけこつてうか せかうけせせふに しまおかこ?
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[そせかねせそ, うつか えそおふ つそうかてつさそこ うしあつてけ たちそけつにそおけしあ てそてあしへせあみ なあしへ-
つけなけさあぬけみ そてかねかつてうかせせそこ けつてそちけけ. 〈ふ せか そておあかす つかいか そてねかてあ う すあつ-
のてあいあに つてあしけせつさそえそ せあつしかおけみ. 』てあしけせつさあみ のさそしあ たちそうかしあ そえちそすせとま 
ちあいそてと たそ なあしへつけなけさあぬけけ けつてそちけけ せか てそしへさそ せあのかこ つてちあせふ, せそ け おちと-
えけに. ╉かつみてけしかてけみ いかつたあちおそせせそえそ けつさあきかせけみ けつてそちけけ そつてあうけしけ つうそこ 
つしかお. 〈せそえけか しまおけ けしけ とたそちせそ たそうてそちみまて つてあしけせつさけか すけなふ けしけ きか, 
つてそしさせとうのけつへ つ ちあつつかさちかねかせせふすけ せかおあうせそ おそさとすかせてあすけ け せそうふすけ 
てちあさてそうさあすけ, せかおそとすかうあまて: さそすと うかちけてへ? ╇ つそうかてつさけか うちかすかせあ うふちあ-
いあてふうあしけつへ そたちかおかしかせせふか ねかちてふ すけちそうそくくちかせけみ, うくえしみおふ せあ きけくせへ, 
たちけうふねさけ, てちあおけぬけけ, さそてそちふか くあ すせそえけか おかつみてけしかてけみ くあさちかたけしけつへ. 
¨ う そたちかおかしかせせそす つすふつしか つとはかつてうとまて たそ つかこ おかせへ… 』そうかてつさけこ ねかしそうかさ 
せかつ う つかいか そえちそすせふこ くあたあつ くあいしときおかせけこ, なそいけこ, たちかおちあつつとおさそう, つうみくあせ-
せふに つ とうかちかせせそつてへま う つそいつてうかせせそこ たちあうそてか. 【あさそえそ ぬかしかせあたちあうしかせせそえそ 
うそくおかこつてうけみ せあ しけねせそつてへ う とつしそうけみに たそしせそこ けくそしみぬけけ つてちあせふ せけさそえおあ 
け せけえおか せか たちそけつにそおけしそ. ¨ たそつしかおつてうけこ てあさけに ねとおそうけはせふに てそきか せけえおか 
け せけさそえおあ せか いふしそ. 『あくうか ねてそ う 』かうかちせそこ [そちかか, さそてそちあみ たそ ほてそこ ねあつてけ 
け せあつ そいつてあうけしあ.

【そてあしけてあちせそか えそつとおあちつてうそ せか てそしへさそ とせけねてそきあしそ, せそ け ちあくうちあはあしそ. 
ぁてそ きか とおけうしみてへつみ, かつしけ てあさ すせそえそ しまおかこ つかえそおせみ つそたちそてけうしみかてつみ うそく-
うちあはかせけま けつてそちけねかつさそこ たちあうおふ? 》そねかすと ぬかたしみまてつみ くあ たちかきせけか おそえすふ? 
》ちそなかつつけそせあしへせふこ けつてそちけねかつさけこ あせあしけく せか てそしへさそ ちあくちとのあかて そなけぬけ-
あしへせふか すけなふ, せそ け くあてちあえけうあかて しけねせふか けせてかちかつふ さそせさちかてせふに しまおかこ, 
さそてそちふか つおかしあしけ さあちへかちと せあ すけなあに け なあしへつけなけさあぬけけ けつてそちけけ.

╅ しまおけ きけうとて せあうみくあせせふすけ けす たちかおつてあうしかせけみすけ. 》ちそのしそか たちけつとて-
つてうとかて う せあつてそみはかす, すかちてうそこ にうあてさそこ おかちきけて しまおかこ け たとえあかて. 》ちそぬかつつ 
うそつつてあせそうしかせけみ ちかあしへせそこ けつてそちけけ けおかて そねかせへ てちとおせそ, たそてそすと ねてそ つしけの-
さそす せかたちけえしみおせあみ ちけつとかてつみ さあちてけせあ. 《てさちふうのあみつみ ちかあしへせそつてへ すせそえけに 
せあたとえあしあ. ╉しみ さそえそ-てそ さあきおそか てあさそか そてさちふてけか — のそさ.

¨つてそちけみ, そつそいかせせそ せかおあうせみみ, — ほてそ くかちさあしそ. ╇ たそちと つねあつてしけうそこ 
ませそつてけ, さそえおあ うつか たちかさちあつせそ, てふ くあえしみおふうあかのへ う せかえそ つ とおそうそしへつてうけかす. 
』 うそくちあつてそす — てかたかちへ み ほてそ たそせけすあま — きかしあせけみ つすそてちかてへつみ うつか すかせへのか. 
╇ けつてそちけけ せあちそおそう せあつてとたあかて うちかすみ, さそえおあ つすそてちかてへ う くかちさあしそ せかうふせそ-
つけすそ! 》ちかうふのか ねかしそうかねかつさけに つけし! 『あくいけてへ ほてそ くかちさあしそ てそきか せかうそくすそきせそ, 
けいそ ほてそ かつてへ たちけくせあせけか かえそ つとはかつてうそうあせけみ. 』すかせけてへ! 》ちけせかつてけ おちとえそか! 
〉あつてそみはかか! 〉かおあちそす えそうそちけて えかちそこ そおせそえそ うかしけさそえそ ちそすあせあ: «¨つてそ-
ちけみ — ほてそ さそのすあち, そて さそてそちそえそ み たふてあまつへ たちそつせとてへつみ».

¨せそえおあ うそくせけさあまて つそすせかせけみ: うつか せあのけ たちかおつてあうしかせけみ そい けつてそちけけ — 
しけのへ せあいそち たちかおつてあうしかせけこ けつてそちけさそう. ¨つねかくあかて つあすあ けつてそちけみ. 〉そ ほてそ 
せか てあさ. [そせかねせそ きか, けつてそちけさ ちかさそせつてちとけちとかて たちそのしそか う てそこ つてかたかせけ, 
う さあさそこ けつてそねせけさけ ほてそ たそくうそしみまて, せそ たちけ ほてそす そせ たそせけすあかて, ねてそ ほてそ たちそ-
のしそか つとはかつてうそうあしそ う ちかあしへせそつてけ!
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[そえおあ えそうそちみて, ねてそ つそつしあえあてかしへせそか せあさしそせかせけか たちけすかせけてかしへせそ 
さ けつてそちけけ せか けすかかて せけ すあしかこのかえそ ちかくそせあ, てそ てかす つあすふす そてさあくふうあまてつみ 
たちかおつてあうけてへ つかいか, さあさ すそえしけ いふ たそうかちせとてへつみ つそいふてけみ, かつしけ いふ おかこつてうとま-
はけか しけぬあ てそこ けしけ けせそこ おちあすふ うかしけ つかいみ けせあねか.

′あすかねあてかしへせふこ せかすかぬさけこ たけつあてかしへ ╅しへなちかお ╅せおかちの ちかのけてかしへせそ 
うそくちあきあし たちそてけう おけさてあてとちふ けくひみうけてかしへせそえそ せあさしそせかせけみ. 【ちあえけねかつさけこ 
なあてあしけくす, つしかおそうあせけか たちけせぬけたと «ねてそ いふしそ, てそえそ せか うかちせかのへ» うかおかて, 
つねけてあし そせ, «さ そたちあうおあせけま しまいそえそ つうけせつてうあ». 〉か きかしあみ たちかおつてあうけてへ つかいか, 
さあさ すそえしけ いふ ちあくうかちせとてへつみ つそいふてけみ たちけ けせふに とつしそうけみに, ねかしそうかさ そてさあくふ-
うあかてつみ «そて つあすそえそ たちかおつてあうしかせけみ そ しとねのかこ うそくすそきせそつてけ».

〈せか そねかせへ つけすたあてけねせあ すふつしへ ╅しへなちかおあ ╅せおかちのあ. 〉かそいにそおけすそ すふつ-
しけてへ う つそつしあえあてかしへせそす せあさしそせかせけけ, けくとねあてへ あしへてかちせあてけうふ, ねてそいふ, とねけ-
てふうあみ とちそさけ たちそのしそえそ, けくいかえあてへ そのけいそさ う いとおとはかす. 〉けねてそ せか たちかおそ-
たちかおかしかせそ…

¨ うそて えしあうせそか, ねてそ にそてかしそつへ いふ そてすかてけてへ: せあ 〉あてあのと ╆あきあせそうと くうと-
ねあうのけか うそさちとえ せかか ちけてとあしへせふか うそつにうあしかせけみ せかうかちそみてせふに おそつてけきかせけこ 
』かうかちせそこ [そちかけ せけさあさ せか たそおかこつてうそうあしけ! ╇つか ほてけ えしとたそつてけ つしそうせそ 
たちそのしけ すけすそ せかか. 《せあ そつてあうあしあつへ せあつてそみはけす とねかせふす う てか えそおふ, さそえおあ 
ほてそ せか うつかす とおあうあしそつへ. ╉とすあま, かか つたあつあしけ にそちそのそ ちあくうけてふこ あせあしけてけねか-
つさけこ とす け うちそきおかせせそか ねとうつてうそ つそいつてうかせせそえそ おそつてそけせつてうあ, み いふ せあくうあし ほてそ 
あちけつてそさちあてけくすそす おとにあ.

っ, うそそいはか, たそさしそせせけさ きかせはけせ… 〈かせみ うそつにけはあかて とつたかに てかに, さそすと 
たちけにそおけしそつへ たちそいけうあてへ つかいか たとてへ う そいはかつてうか, さそてそちそか せか たそそはちみしそ つてちか-
すけてかしへせふか きかせつさけか さあちへかちふ. ╇ せあのかす そいはかつてうか ちそしへ け うしけみせけか きかせ-
はけせ たそねてけ たそしせそつてへま くあうけつかしけ そて すときねけせ. ぁてそいふ くあうそかうあてへ たそしそきかせけか 
う そいはかつてうか, そせけ おそしきせふ いふしけ くあうそかうあてへ すときねけせと.

╇ せあのかこ つてちあせか たちそぬうかてあし すときつさそこ のそうけせけくす. ╇ つそうかてつさけか えそおふ かおけ-
せけぬふ けく きかせはけせ すそえしけ おかしあてへ さあちへかちと. 》ちあうみはけこ さしあつつ たちあさてけねかつさけ 
たそしせそつてへま いふし すときつさけす. ぁてそいふ おそさあくあてへ つうそか たちあうそ せあ ちとさそうそおみはとま 
おそしきせそつてへ, きかせはけせあす たちけにそおけしそつへ とつうあけうあてへ すせそえけか すときつさけか たちけ-
うふねさけ け すあせかちふ. 《せけ とねけしけつへ せか ちそいかてへ う すときつさそす さそししかさてけうか, せか つすと-
はあてへつみ のとてそねさあす けくうかつてせそえそ つうそこつてうあ, すそえしけ たちけしけねせそ うふたけてへ け たちけ 
せかそいにそおけすそつてけ たそつしあてへ たそ すあてとのさか.

〉けねかえそ ほてそえそ せか いふしそ う 〉あてあのか ╆あきあせそうそこ! 『あいそてあ う ╈かせかちあしへせそす 
さそせつとしへつてうか う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ, たそてそす う 》そつそしへつてうか う 》かさけせか, とつたかのせあみ 
せあとねせあみ さあちへかちあ う ほてそす たしあせか せけつさそしへさそ かか せか けくすかせけしけ. 《ねあちそうあてかしへ-
せあみ け そいあみてかしへせあみ, そせあ せか たそおおあうあしあつへ うしけみせけま うせかのせかえそ すけちあ. 《せあ 
つそにちあせみしあ つうそけ たちかおつてあうしかせけみ そ すけちか け そい そさちときあまはけに, ちとさそうそおつてうとみつへ 
せかさけす うせとてちかせせけす せちあうつてうかせせふす さあすかちてそせそす, け たそてそすと せか くあうけつかしあ そて 
たかちかすかせねけうふに せあつてちそかせけこ せあのかえそ そいはかつてうあ.
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〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ たちけせあおしかきけて さ ねけつしと てかに うそつてそさそうかおそう, さそてそちふか 
つふえちあしけ うあきせかこのとま ちそしへ う とつてあせそうしかせけけ そてせそのかせけこ つ ょきせそこ [そちかかこ.

』かうかちせあみ け ょきせあみ [そちかみ さあきとてつみ つてそしへ せかたそにそきけすけ, ねてそ うたそちと 
たそおとすあてへ: ほてそ うそうつか せか そおけせ せあちそお, ほてそ おうあ あいつそしまてせそ ちあくせふに せあちそおあ! 
《おけせ たそつてちそけし つかいか いそえあてとま け いしあえそたそしとねせとま つてちあせと. ╉ちとえそこ きけうかて 
う いかおせそこ け せかつねあつてせそこ, せそ とえちそきあまはかこ つそつかおみす «すそちかす そえせみ». ╉かすけしけ-
てあちけくそうあせせあみ くそせあ せあ 38-こ たあちあししかしけ いふしあ かおけせつてうかせせふす すかつてそす, えおか 
つかうかちみせか け まきあせか うつてちかねあしけつへ け すそえしけ たそつすそてちかてへ おちとえ おちとえと う えしあくあ. 
¨, つとおみ たそ けに «おそいちふす» うくえしみおあす, せか たそにそきか, ねてそいふ そせけ たちけくせあうあしけ つかいみ 
そおせけす せあちそおそす.

〉あお [そちかこつさけす たそしとそつてちそうそす けつてそちけみ たそつてあうけしあ ちかおねあこのけこ ほさつ-
たかちけすかせて, さそてそちふこ せかうそくすそきせそ たそうてそちけてへ う しあいそちあてそちせふに とつしそうけみに. 
』てちあせと ちあくおかしけしけ たそたそしあす, さあきおあみ けく おうとに ねあつてかこ たそのしあ つうそけす たとてかす. 
』てあちてそうふか とつしそうけみ いふしけ ちあうせふすけ. 〉あちそお — そおけせ け てそて きか. 】ちそうかせへ ほさそ-
せそすけねかつさそえそ ちあくうけてけみ たそつしか うそこせふ たちあさてけねかつさけ そおけせあさそう: ちあくちとにあ け せあ 
』かうかちか, け せあ ょえか. 『あくせふすけ いふしけ たそしけてけねかつさけか ちかきけすふ.

【かたかちへ すそきせそ たそおうかつてけ けてそえ ほてそえそ うせかしあいそちあてそちせそえそ ほさつたかちけすかせてあ.
』かうかち, てそ かつてへ [そちかこつさあみ 〉あちそおせそ-╉かすそさちあてけねかつさあみ 『かつたといしけさあ, 

せあにそおけてつみ う さあてあつてちそなけねかつさそす たそしそきかせけけ. ゅてそ たそしとえそしそおせあみ, せけはあみ 
つてちあせあ, そてちかくあうのあみ つかいみ そて うつかえそ すけちあ, さそてそちあみ すそきかて たそにうあつてあてへつみ 
てそしへさそ そえちそすせそこ あちすけかこ, あ てかたかちへ かはか け ちあさかてせそ-みおかちせふす うそそちときかせけかす.

ょえ, てそ かつてへ 『かつたといしけさあ [そちかみ, — たちそぬうかてあまはあみ け つてちかすけてかしへせそ 
ちあくうけうあまはあみつみ つてちあせあ. 〉かすせそえけか つそうちかすかせせふか えそつとおあちつてうあ, せあねあう, さあさ 
ょきせあみ [そちかみ, つそ つてそしへ せけくさそこ そてすかてさけ, おそいけしけつへ てあさけに せかうかちそみてせふに 
とつたかにそう.

╇ たかちかつてちそかねせふか うちかすかせあ つそうかてつさけか とねかせふか くあえそうそちけしけ そ せかそいにそおけすそ-
つてけ とつてあせそうけてへ おけたしそすあてけねかつさけか そてせそのかせけみ つ 』かとしそす. 《せけ せあたちあうしみしけ 
う を[ たあちてけけ, たそてそす う たちかくけおかせてつさけこ あたたあちあて ╈そちいあねかうあ たそてそさ あせあしけてけ-
ねかつさけに くあたけつそさ け つたちあうそさ, おそさあくふうあうのけに たそしかくせそつてへ ついしけきかせけみ つ ょきせそこ 
[そちかかこ. ゅてそこ ちあいそてそこ くあせけすあしけつへ さそちかかうかおふ う ¨せつてけてとてか うそつてそさそうかおかせけみ 
╅さあおかすけけ せあとさ 』』』『, う てそす ねけつしか け 〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ, たそお ちとさそうそおつてうそす 
╈かそちえけみ ‒かおそちそうけねあ [けすあ, けくうかつてせそえそ けつてそちけさあ, ねしかせあ-さそちちかつたそせおかせてあ 
╅さあおかすけけ せあとさ. ╊えそ たちそねけしけ う おけちかさてそちふ. 《せ おあうせそ ちあいそてあし う けせつてけてとてか 
け けすかし そつせそうあせけみ たそしあえあてへ, ねてそ かえそ とてうかちおみて. 〉そ みさそいふ せあうかちにと いふしあ たちそ-
けくせかつかせあ なちあくあ, ねてそ おうとに あさあおかすけさそう [けすそう つそうかてつさそこ せあとさか せか せあおそ... 
》そてそすと ねてそ いふし かはか あさあおかすけさ 〈あさつけす 》あうしそうけね [けす.

╇ ちかあしへせそつてけ とてうかちおけてへ ╈かそちえけみ [けすあ せあ たそつて おけちかさてそちあ けせつてけてとてあ 
そてさあくあしつみ つかさちかてあちへ を[ [》』』 〈けにあけし ╇あつけしへかうけね ′けすみせけせ. 》そ ちあつ-
たちかおかしかせけま そいみくあせせそつてかこ う あたたあちあてか を[ そせ さとちけちそうあし 《ておかし せあとさけ 
け とねかいせふに くあうかおかせけこ. 》そねかすと-てそ くあ ′けすみせけせふす う いふてせそつてへ かえそ えしあうせふす 
ちかおあさてそちそす «》ちあうおふ» とてうかちおけしあつへ ちかたとてあぬけみ たそちみおそねせそえそ ねかしそうかさあ 
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け しけいかちあしあ. ╇そくすそきせそ, さてそ-てそ おちとえそこ せあ かえそ おそしきせそつてけ うかし いふ つかいみ かはか 
にときか. 〉そ しけいかちあしそす ′けすみせけせ せけさそえおあ せか いふし. 《せ そてさちそうかせせそ つさあくあし: 
«【あす さそちかかぬ せあす せか せときかせ».

╉けちかさてそちそす ¨せつてけてとてあ うそつてそさそうかおかせけみ いふし せあくせあねかせ ╊うえかせけこ 〈あさ-
つけすそうけね 》ちけすあさそう. ¨せつてけてとてつさけか さそちかかうかおふ といかきおあしけ 》ちけすあさそうあ: 
たそねかすと うつか つてちあせふ けすかまて たそつそしへつてうあ う 』かとしか, あ すふ せかて? 》ちそつてそ たそてそすと, 
ねてそ ほてそ 』かうかちせそこ [そちかか せか たそせちあうけてつみ? 『あくおかしかせけか [そちかけ せあ おうあ えそつと-
おあちつてうあ いふしそ せあつしかおつてうそす にそしそおせそこ うそこせふ. ╇ しまいそす つしとねあか ちあくすかきかうあ-
せけか すかきおと うかしけさけすけ おかちきあうあすけ — うふ たそおおかちきけうあかてか ょえ, あ すふ 』かうかち — 
あせあにちそせけくす. ¨ うかつへすあ せかいかくそいけおせふこ. 『あくすかきかうあせけか つそくおあかて, あ くあてかす 
たそおおかちきけうあかて つけしそうそか たそしか, くあさちかたしみうのかか ちあつさそし [そちかけ. 》そさあ 》にかせへみせ 
ねとうつてうとかて くあ つそいそこ そおせそくせあねせとま たそおおかちきさと 〈そつさうふ, あ 』かとし — 』そかおけ-
せかせせふに ぃてあてそう, おうけきかせけか せあうつてちかねと おちとえ おちとえと せかうそくすそきせそ う たちけせ-
ぬけたか. ¨ とつけしけみ せあのけに とねかせふに, あ つちかおけ せけに せか う たそつしかおせまま そねかちかおへ 
〉あてあしへけ ╆あきあせそうそこ, せか たちそたあしけ おあちそす. ╉けたしそすあてけねかつさけか そてせそのかせけみ 
すかきおと せあのけすけ つてちあせあすけ いふしけ とつてあせそうしかせふ, ねてそ たちけうかしそ さ ちあくうけてけま 
うくあけすそうふえそおせそこ てそちえそうしけ け つそてちとおせけねかつてうと.

〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ たちそくそちしけうそ そぬかせけしあ そおせそえそ けく つあすふに くせあすかせけてふに 
まきせそさそちかこつさけに たそしけてけさそう け たちけいしけくけしあ かえそ さ せあのかこ つてちあせか. っ けすかま 
う うけおと [けす ╉ほ ぁきとせあ, さそてそちふこ つそ うちかすかせかす つてあし たちかくけおかせてそす 『かつたと-
いしけさけ [そちかみ け いふし とおそつてそかせ 〉そいかしかうつさそこ たちかすけけ すけちあ.

[けす ╉ほ ぁきとせ たかちかきけし う つうそかこ きけくせけ うつか. ╊えそ つあきあしけ う てまちへすと, たちけ-
えそうあちけうあしけ さ つすかちてせそこ さあくせけ, うふつふしあしけ けく つてちあせふ, たそにけはあしけ くあ えちあ-
せけぬかこ け てあこせそ たちけうそくけしけ せあ ちそおけせと, ねてそいふ うせそうへ つとおけてへ. ¨せそつてちあせぬふ 
つちあうせけうあしけ [けすあ つ まきせそあなちけさあせつさけす しけおかちそす 〉かしへつそせそす 〈あせおかしそこ, 
さそてそちふこ てそきか たちけのかし さ うしあつてけ ねかちかく てまちへすと け つてちあおあせけみ. [けす ╉ほ 
ぁきとせ — ねかしそうかさ たちけせぬけたそう. 】きか うくちそつしふす ねかしそうかさそす そせ さちかつてけしつみ. 
』うみはかせせけさ おあし かすと せそうそか けすみ — 【そすあつ 〈そち — う ねかつてへ たちけねけつしかせせそえそ 
さ しけさと つうみてふに いちけてあせつさそえそ さあせぬしかちあ, ちかうせそつてせそえそ さあてそしけさあ, さそてそちふこ 
たちかおたそねかし, ねてそいふ かすと そてちといけしけ えそしそうと, せそ せか つそえしあつけしつみ うふたそしせけてへ 
てちかいそうあせけか さそちそしみ ╈かせちけにあ VIII たちそうかつてけ たちそぬかおとちと ちあくうそおあ. 》ちけせぬけ-
たけあしへせそつてへ [けす ╉ほ ぁきとせあ てそきか かおうあ せか つてそけしあ かすと えそしそうふ. 《せ けくいかきあし 
つすかちてせそこ さあくせけ, せそ たちそうかし のかつてへ しかて う てまちへすか, のかつてへ しかて たそお おそすあのせけす 
あちかつてそす け てちけ えそおあ う つつふしさか.

[けす ╉ほ ぁきとせあ う せあのかこ つてちあせか さあさ いふ せか くあすかねあしけ, たそさあ そ せかす せか くあえそ-
うそちけしあ 〉あてあのあ ╆あきあせそうあ, おそさあくふうあみ, ねてそ せかえそきか せか くあすかねあてへ そおせそえそ けく 
つあすふに くあすかてせふに つそうちかすかせせふに たそしけてけさそう.

′あ おそしえけか えそおふ くせあさそすつてうあ つ 〉あてあのかこ ╆あきあせそうそこ すせそえけか ねあつふ 
たちそのしけ う そきけうしかせせふに け くあおとのかうせふに いかつかおあに — け せか てそしへさそ そ つとおへいか 
[そちかけ, せそ け そい けつてそちけけ, おけたしそすあてけけ, つそうちかすかせせそこ たそしけてけさか. ╇ すそすかせて 
つあすふに そつてちふに つたそちそう, さそえおあ うくいとおそちあきかせせふか つそいかつかおせけさけ すかてあしけ すそし-
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╉ちとくへみ け くせあさそすふか くちかしふに しかて

せけけ, そせあ, うそそいはか-てそ てかすたかちあすかせてせあみ け ほすそぬけそせあしへせあみ きかせはけせあ, つそにちあ-
せみしあ つたそさそこつてうけか, さあさ け たそしそきかせそ あさあおかすけねかつさそすと とねかせそすと. ¨ そつてあうあ-
しそつへ てそしへさそ たそちあきあてへつみ かか くあうけおせそ くおちあうそすと うくえしみおと せあ うそしせとまはけか うつかに 
せあつ たちそいしかすふ, かか うくうかのかせせそすと け たちそおとすあせせそすと たそおにそおと さ せけす. ╇ しまいそこ 
すそすかせて つ せかこ すそきせそ いふしそ たそおかしけてへつみ しまいふす つそすせかせけかす, てちかうそえそこ, くあいそ-
てそこ. 』たちそつけてへ つそうかてあ け とつしふのあてへ ちあくとすせふこ そてうかて.

[あさ くあすかてせそ てかたかちへ かか そてつとてつてうけか う せあのかこ せかいそえあてそこ けせてかししかさてとあしへ-
せそこ け おとにそうせそこ きけくせけ! [あさ そつてちそ そはとはあかてつみ せかうそくすそきせそつてへ たちけつかつてへ 
ちみおそす, たそつすそてちかてへ う かか ねとおかつせふか えしあくあ け たそえそうそちけてへ! [あさあみ せかうそつたそしせけ-
すあみ たそてかちみ — せか てそしへさそ おしみ おちとくかこ, せそ け おしみ そてかねかつてうかせせそこ せあとさけ!

╇ そたちかおかしかせせそす うそくちあつてか うつみさけこ ときか けくうかおあし えそちかねへ すせそえけに たそてかちへ 
け くせあかて, ねてそ せか つとはかつてうとかて つしそう, さそてそちふすけ すそきせそ おあきか う すあしそこ すかちか かか 
たちかうそくすそねへ. ╈そちか そて とにそおあ 〉あてあのけ ╆あきあせそうそこ とつとえといしみかてつみ すとねけてかしへ-
せそこ すふつしへま, ねてそ せかけくいかきせふこ ちそさそうそこ けつにそお さあきおそこ きけくせけ う おあせせそす 
つしとねあか いふし つしけのさそす ちあせせけす. ¨ ほてそ おかしあかて たそてかちま そつそいかせせそ えそちかつてせそこ. 
っ そいみくあせ にそてみ いふ すふつしかせせそ たそきあてへ ちとさと ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ ╆あきあせそうあ, 
てかたしそ さそてそちそこ そはとはあま ときか すせそえけか えそおふ おそいちそえそ くせあさそすつてうあ け おちときいふ. 
》ちそのと たちそつてけてへ すかせみ おとのかうせそ, かつしけ ちあくいかちかおけし せそまはとま ちあせと.

〉あいそさそう ╇.╆.*

》あすみてけ 〉あてあのけ たそつうみはあかてつみ

』てちあのせあみ うかつてへ そ てそす, ねてそ 〉あてあのけ いそしへのか せかて, くあつてあしあ すかせみ おあしかさそ そて 
おそすあ. [あさ いそしへのけせつてうそ せそちすあしへせふに しまおかこ, み せか しまいしま そいちあはあてへつみ 
さ さそすと いふ てそ せけ いふしそ つ たちそつへいあすけ そ つかいか. ╅ てとて う さそけ-てそ うかさけ ちかのけし たそくうそ-
せけてへ けく 【そさけそ ╋かせか, かおけせつてうかせせそすと けく そつてあうのけにつみ と すかせみ おちとくかこ, さ さそてそ-
ちそすと, せかつすそてちみ せあ ちかおさそつてへ うつてちかね, つそにちあせけしあつへ けつさちかせせみみ け えしといそさあみ 
おちときかつさあみ たちけうみくあせせそつてへ. (ぁてそ うそそいはか-てそ ちかおさそ うつてちかねあかてつみ う くちかしそす うそく-
ちあつてか; さあさ たちあうけしそ, ねとうつてうそ たちけうみくあせせそつてけ け ちそきおあまはあみつみ せあ ほてそこ そつせそうか 
せあつてそみはあみ おちときいあ そいふねせそ うそくせけさあまて う おかてつさけか け ませそのかつさけか えそおふ.)

【あさ うそて, ちかのけし たそくうそせけてへ, たそつさそしへさと くせあし, ねてそ ╋かせみ せあおかきかせ, さあさ 
つすかせあ うちかすかせ えそおあ け ねかちかおあ おせかこ う さあしかせおあちか. 〉あおかみしつみ, ねてそ そいちあおとかてつみ 
すそかすと ちかおさそすと くうそせさと, うふつしとのあかて, ちあつつたちそつけて, そいみくあてかしへせそ ちあつつすかのけて 
さあさそこ-せけいとおへ のとてさそこ け うたそしせか けつさちかせせか たそすそきかて. 》そほてそすと, せけ そ ねかす 
せか おそえあおふうあみつへ, くうそせま ╋かせか せあ ちあいそてと け, ほさそせそすみ かえそ うちかすみ, いかく うつみさけに 
たちかしまおけこ つちあくと けくしあえあま つとてへ おかしあ.

* ╇しあおけすけち ╆そちけつそうけね 〉あいそさそう — みたそせけつて, う たちそのしそす — そてうかてつてうかせせふこ つそてちとおせけさ 〈かきおとせあちそお-
せそえそ そておかしあ を[ [》』』, せふせか — つそうかてせけさ 》そつそしへつてうあ 『そつつけけ う ったそせけけ.
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》ちけ ほてそす み さあさ-てそ せか たちけおあし くせあねかせけみ てそすと, ねてそ ╋かせみ せあ ほてそて ちあく 
いふし せかそいふねせそ つおかちきあせ. 》そおとすあし, ねてそ, せあうかちせそか, う さあいけせかてか さてそ-てそ かつてへ 
け そせ せか つそうつかす つうそいそおかせ. 】きか せか たそすせま, う さあさそこ すそすかせて, せそ, つさそちかか 
うつかえそ, う たあとくか み とつしふのあし せかたちけうふねせそ てけにけこ け えしとにそうあてふこ ╋かせけせ えそしそつ: 
«╅ み てかいか えそうそちけし, ねてそ 〉あてあのあ とすかちしあ?» 《て せかそきけおあせせそつてけ み ちあつてかちみしつみ 
け せあ さあさそか-てそ すえせそうかせけか せか くせあし, ねてそ つさあくあてへ. ╇ すそくえと うけにちかす たちそせかつしけつへ 
すふつしけ そ せかとすかつてせそつてけ け せかつとちあくせそつてけ すそかえそ そいちあはかせけみ うたかちかすかきさと 
つ そいちふうさあすけ せかそきけおあせせそ うつたしふうのけに う たあすみてけ せあのけに つ ╋かせかこ け 〉あてあのかこ 
ちあくえそうそちそう たちけ せかねあつてふに, せそ そねかせへ きけうふに け みちさけに うつてちかねあに.

》そすせま, み たちそすみすしけし ねてそ-てそ てけたあ «╅ さそえおあ ほてそ つしとねけしそつへ?» け «[あさ 
てふ てかたかちへ そおけせ?», せか つさあくあう おあきか たそしそきかせせふに う てあさけに つしとねあみに つしそう 
つそいそしかくせそうあせけみ. 》ちそけくせかつ けに, ときか たちそはあみつへ, たかちかお てかす, さあさ たそうかつけてへ 
てちといさと, せあたそつしかおそさ つたそにうあてけうのけつへ, つさそちかか, うおそえそせさと, たそ けせかちぬけけ, ねかす 
さあさ ねてそ-てそ くあちあせかか たちそおとすあせせそか け そてちあきあまはかか, せあつさそしへさそ ほてそ うそくすそきせそ, 
うつか てか ねとうつてうあ け つしそうあ, さそてそちふに おかこつてうけてかしへせそ くあつしときけうあかて 〉あてあのあ. ╇ てそて 
すそすかせて つしそう せか いふしそ. ╆ふしそ しけのへ そはとはかせけか そつてちそこ いそしけ くあ ╋かせま, さそてそ-
ちそえそ すせか てちとおせそ いふしそ たちかおつてあうけてへ いかく 〉あてあのけ. ╇ えそしそうか, さあさ せあ くあかうのかこ 
たしあつてけせさか, すそせそてそせせそ さちとてけしあつへ, たそうてそちみみつへ, そおせあ け てあ きか すふつしへ — さあさ 
そせ てかたかちへ いとおかて いかく せかか.

[そせねけせあ 〉あてあのけ おしみ すかせみ, せあおそしえそ そてそちうあうのかえそつみ そて すそつさそうつさそこ 
たそうつかおせかうせそこ つとかてふ, つてあしあ せあつてそみはけす のそさそす. 』すかちてへ くあいちあしあ かか と ╋かせけ 
つしけのさそす ちあせそ け せかそきけおあせせそ, つしそうせそ そてしそすけう かはか きけうとま うかてさと そて さあくあ-
しそつへ いふ たちそねせそ つてそみはかえそ け せあおかきせそ とおかちきけうあかすそえそ すそはせふすけ さそちせみすけ 
おかちかうあ. 』ちあくと せあ ほてそ そてちかあえけちそうあてへ いふしそ せかしかえさそ. 》ちそけくそのかおのかか せけさあさ 
せか とさしあおふうあしそつへ う えそしそうか. 』あす なあさて かか とにそおあ せあうつかえおあ さあくあしつみ せかしかたそ-
つてへま. ╇かおへ み せけ ちあくと せか うけおかし かか いそしへせそこ. 〉か たそすせま おあきか, ねてそいふ そせあ たちけ 
すせか たちそつてときあしあつへ, にそてみ おそたとつさあま, ねてそ, つさそちかか うつかえそ, てあさそか おそしきせそ いふしそ 
けせそえおあ つしとねあてへつみ, てあさ さあさ そせあ さあくあしあつへ つといてけしへせそこ け にちとたさそこ.

╊つしけ すせか せか けくすかせみかて たあすみてへ, うたかちうふか み とうけおかし 〉あてあのと えおか-てそ う つかちか-
おけせか 80-に えそおそう, さそえおあ すふ つ ╋かせかこ ちあいそてあしけ せあ 』てあちそこ たしそはあおけ, う を[ 
[》』』. ╇ そおけせ けく おせかこ そせあ きおあしあ ╋かせま, つ さそてそちふす すふ さあさ-てそ うすかつてか 
うふにそおけしけ けく たそおひかくおあ う しかてせけこ うかねかち たそつしか ちあいそてふ. 〈ふ おちとえ おちとえと 
たちかおつてあうけしけつへ, け たそつさそしへさと せあおそ いふしそ けおてけ う ちあくせふか つてそちそせふ, てそ てとて きか 
ちあつつてあしけつへ. ｠そてみ せあのか くせあさそすつてうそ いふしそ そねかせへ さちあてさけす, け すふ たちあさてけねか-
つさけ せけ そ ねかす せか えそうそちけしけ, み うつか きか せか いかく しまいそたふてつてうあ とつたかし ちあくえしみおかてへ 
〉あてあのと, てあさ さあさ いふしそ かはか つうかてしそ.

》そ すそかすと たかちうそすと うたかねあてしかせけま, み せか せあのかし う かか うせかのせそつてけ ねかえそ-てそ 
せかそいふねせそえそ, さちそすか きけうそえそ うくえしみおあ みつせふに, えしといそさそ たそつあきかせせふに えしあく, 
さそてそちふか けくしとねあしけ けつさちかせせかか しまいそたふてつてうそ け きけうそこ けせてかちかつ. 】きか たそてそす, 
う にそおか たそつしかおとまはけに うつてちかね け いそしかか おしけてかしへせそえそ くせあさそすつてうあ, み せか ちあく 
しそうけし つかいみ せあ すふつしけ そ てそす, ねてそ えしあくあ 〉あてあのけ — かか えしあうせそか とさちあのかせけか, 
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う さそてそちそす そせあ うふちあきあしあ ねてそ-てそ そつそいかせせそか, たちけつとはかか てそしへさそ かこ, えしといそさそ 
うせとてちかせせかか け つそさちそうかせせそか. 〉あうかちせそか, そせけ すせそえそか そてさちふうあしけ け えそうそちけしけ 
てかす, さてそ うつかえおあ いふし ちみおそす, つあすふす ちそおせふす け いしけくさけす.

〈せか きか そつてあかてつみ しけのへ つてちそけてへ おそえあおさけ, うせそうへ け うせそうへ そいちあはあみつへ 
さ うそつたそすけせあせけみす, さそてそちふか たそおそいせそ うかのさあす, ちあつつてあうしかせせふす うおそしへ たちけ-
たそちそのかせせそこ つせかえそす け うかおとはかこ う せかおあうせかか たちそのしそか おそちそえけ, たそすそえあまて 
うそつつそくおあてへ そいちあく 〉あてあのけ さあさ せかけくすかせせそ いそおちそこ, たそしせそこ きけくせかせせふに つけし 
け ほせかちえけけ たちけすかちせそこ, しまいみはかこ きかせふ け おそねかちけ, てちそえあてかしへせそ くあいそてみ-
はかこつみ そ つうそけに つあすふに ちそおせふに け いしけくさけに, たちかきおか うつかえそ, さそせかねせそ, そ ╋かせか 
け そ つうそかこ すあすか 〉けせか ╅せてそせそうせか. ╋かせみ, せかちかおさそ おそいちそおとのせそ たそおてちとせけ-
うあうのけこ せあお せかこ, せあくふうあし かか «〉けせ ╅せてそせせあ», とすけしみみ すかせみ つうそかこ すあせかちそこ 
たちそけくせそつけてへ ほてけ おうあ つしそうあ いあちにあてせふす いあちけてそせそす う うけおか たちそてみきせそこ, 
くうそせさそこ すかしそおけけ, たちそおそしきあまはかこ くうとねあてへ うせとてちけ すかせみ け つかこねあつ, つしそうせそ 
そてえそしそつそさ おあしかさそえそ ほにあ.

′おかつへ さあさ ちあく いふしそ いふ つあすふす とすかつてせふす つさあくあてへ せかつさそしへさそ つしそう そ 〉けせか 
╅せてそせそうせか. っ おとすあま, ねてそ 〉あてあのあ う くせあねけてかしへせそこ, かつしけ せか う ちかのあまはかこ 
つてかたかせけ, すせそえけす けく てそえそ にそちそのかえそ, ねてそ と せかか いふしそ, そいみくあせあ つうそかこ すあすか. 
╆ふし み さあさ-てそ う えそつてみに と ╋かせけ け 〉あてあのけ (せか たそすせま てそねせそ, う さうあちてけちか せあ 
】せけうかちつけてかてつさそす けしけ せあ [とてとくそうつさそす たちそつたかさてか), えおか うたかちうふか たそくせあさそ-
すけしつみ つ 〉けせそこ ╅せてそせそうせそこ, さそてそちとま たそつしか ほてそえそ うけおかし せか いそしかか そおせそえそ-
おうとに ちあく. 》そすせま, ねてそ ╋かせみ たそくうそせけし きかせはけせあす せかたそつちかおつてうかせせそ たかちかお 
せあのけす たちけかくおそす, け すふ せあえちみせとしけ たちあさてけねかつさけ せかそきけおあせせそ, くあつてあう けに 
つしかえさあ うちあつたしそに.

《さあくあうのけつへ う せか つそうつかす とおそいせそこ つけてとあぬけけ, み ねとうつてうそうあし つかいみ たそせあ-
ねあしと せかつさそしへさそ つさそうあせせそ. 《おせあさそ たちけ ほてそす, たそおおあうのけつへ かつてかつてうかせせそすと 
しまいそたふてつてうと, うつか きか せかくあすかてせそ そつすあてちけうあしつみ たそ つてそちそせあす, ちあくえしみおふうあみ 
おかてあしけ せそうそこ おしみ すかせみ そいつてあせそうさけ. ╇ てそ うちかすみ さあさ すふ たちかおつてあうしみしけつへ 
おちとえ おちとえと け そいすかせけうあしけつへ さあさけすけ-てそ たかちうふすけ なちあくあすけ, ╋かせみ つさちそすせそ 
そてすあしねけうあしつみ, おあうあみ きかせはけせあす うそくすそきせそつてへ うくみてへ けせけぬけあてけうと う つうそけ 
ちとさけ け たそつさそちかか うそつつてあせそうけてへ せあちとのかせせとま すそけす うてそちきかせけかす たちけうふね-
せとま あてすそつなかちと.

】 すかせみ つ 〉あてあのかこ け かか すあすそこ くあうみくあしあつへ いかつかおあ, け み おあきか せか くあすか-
てけし, さあさ そいつてあせそうさあ たそつてかたかせせそ ちあくちみおけしあつへ. っ たそねとうつてうそうあし つかいみ しかえさそ 
け せかたちけせときおかせせそ. ╇ さあさそこ-てそ すそすかせて «〉けせ ╅せてそせせあ» とおあしけしあつへ う つうそま 
さそすせあてと, あ すふ, そつてあうのけつへ ときか うてちそかす, つてあしけ ときけせあてへ け てあさ とうしかさしけつへ 
ちあくえそうそちあすけ, ねてそ せか くあすかてけしけ, さあさ うかねかち つすかせけしつみ えしといそさそこ せそねへま, 
け み せか いかく つそきあしかせけみ いふし うふせときおかせ せあ にそおと たちかちうあてへ とうしかさのとま せあつ 
いかつかおと, ねてそいふ とつたかてへ うかちせとてへつみ おそすそこ せあ たそつしかおせかす てちそししかこいとつか.

】きか たかちうそこ うつてちかねけ つ 〉けせそこ ╅せてそせそうせそこ いふしそ うたそしせか おそつてあてそねせそ, 
ねてそいふ たそせみてへ, ねへみ 〉あてあのあ おそねへ. ╊か うせかのせかか つにそおつてうそ つ すあすそこ いふしそ たちそ-
つてそ たそちあくけてかしへせふす, せそ つかこねあつ, つそいけちあみ たそ さちとたけぬあす おかてあしけ てそこ け おちと-
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えけに せあのけに うつてちかね, み うつか いそしへのか そつそくせあま, ねてそ おかしそ いふしそ せか てそしへさそ う ほてそす. 
』あすそか えしといそさそか け せかけくえしあおけすそか うたかねあてしかせけか たちそけくうそおけしそ てそ, ねてそ そて 
ほてけに おうとに きかせはけせ — 〉あてあのけ け かか すあすふ — けつにそおけし さあさそこ-てそ そつそいふこ, 
つてちとみはけこつみ つうかて おちとえそえそ, おあしかさそえそ そて すかせみ すけちあ. 【あす, う てけにそこ, せかいちそ-
つさそこ あてすそつなかちか おそすあのせかえそ とまてあ いかちかきせそ にちあせみて たちそのしそか, ぬあちみて かつてか-
つてうかせせあみ おそいちそきかしあてかしへせそつてへ け せかたそさあくせそこ けせてかちかつ さ しまおみす, つそねかてあか-
すふか つ ちかおさそ うつてちかねあまはけすけつみ う せあのけ おせけ け おそつてあうのけすけつみ たそ せあつしかおつてうと 
そて さしあつつけねかつさそこ つてあちそこ のさそしふ のけちそさそこ ほちとおけぬけかこ け つさちそすせそこ けせてかし-
しけえかせてせそつてへま, さそてそちふか とにそおみて さそちせみすけ う おそいちふか てちあおけぬけけ け せちあうふ 
にしかいそつそしへせふに すそつさそうつさけに つかすかこ.

《 〉あてあのか つしそきせそ えそうそちけてへ うせか つうみくけ つ ╋かせかこ. ╇ すそかす たちかおつてあうしかせけけ 
そせけ — かおけせそか ぬかしそか, そねかせへ えあちすそせけねせふこ おとほて つ かつてかつてうかせせそ つしそきけう-
のけすつみ ちあつたちかおかしかせけかす ちそしかこ, う さそてそちそす み うつかえおあ うそつたちけせけすあし ╋かせま 
さあさ うかおとはかえそ, あ 〉あてあのと — さあさ おかこつてうとまはとま せあ かえそ なそせか «あさてちけつと うてそ-
ちそえそ たしあせあ», せそ いかく さそてそちそこ う かえそ きけくせけ せけねかえそ いふ ほてそえそ せか いふしそ. 《つそ-
いかせせそ えしといそさそ み ほてそ そはとてけし うそ うちかすみ たちけかくおあ ╋かせけ け 〉あてあのけ う 【そさけそ. 
》そつさそしへさと う てそて たかちけそお み ちあいそてあし う てそちえたちかおつてうか け きけし せあ かえそ てかちちけてそ-
ちけけ う たちかおそつてあうしかせせそこ すせか おうとにさそすせあてせそこ つしときかいせそこ さうあちてけちか そおけせ, 
てそ つ とおそうそしへつてうけかす たちかおしそきけし けす そつてあせそうけてへつみ と すかせみ, あ せか う えそつてけせけぬか.

╇つかす せあす てあさ いふしそ とおそいせかか, たそてそすと ねてそ う つうそいそおせそか うちかすみ そて うふつてと-
たしかせけこ つ しかさぬけみすけ け うつてちかね, そちえあせけくそうあせせふに ╋かせか け 〉あてあのか たちけ 
つそおかこつてうけけ たそつそしへつてうあ け てそちえたちかおつてうあ, み たそつてそみせせそ せあにそおけしつみ つ せけすけ, 
つそたちそうそきおあみ せあ あうてそすそいけしか たそ えそちそおと けしけ そておふにあみ おそすあ. 》そほてそすと 
み けすかし ちかおねあこのとま うそくすそきせそつてへ, せか つたかのあ, うけおかてへ つ いしけくさそえそ ちあつつてそみせけみ 
〉あてあのと け ╋かせま, たそいふてへ つ せけすけ う せかなそちすあしへせそこ, せか つうみくあせせそこ とつしそう-
せそつてみすけ そいつてあせそうさか かつてかつてうかせせそえそ そいはかせけみ.

》そすせま, きあちあ つてそみしあ せかつとつうかてせあみ. ╆ふしそ そねかせへ おとのせそ けく-くあ うふつそさそこ 
うしあきせそつてけ. 』 せあつ たそて さあてけし えちあおそす. 【そしへさそ う すあのけせか け おそすあ さそせおけ-
ぬけそせかちふ たそくうそしみしけ おかしあてへ さそちそてさけか たかちかおふのさけ, あ たそつさそしへさと 〉あてあのあ 
つ ╋かせかこ そさあくあしけつへ くあみおしふすけ たかのかにそおあすけ, きかしあうのけすけ そいそこてけ け たそつすそ-
てちかてへ さあさ すそきせそ いそしへのか すかつて, てそ すふ すせそえそ にそおけしけ たかのさそす. っ せか たかちかつてあ-
うあし とおけうしみてへつみ けに いかくえちあせけねせそこ ほせかちえけけ け きけうそすと けせてかちかつと さそ うつかすと, 
ねてそ せあつ そさちときあしそ.

《て ったそせけけ け みたそせぬかう そせけ いふしけ う うそつてそちえか, ちかあえけちとみ せあ うつか そねかせへ 
いとちせそ け ほすそぬけそせあしへせそ. 》そちあきあしそ, ねてそ, せかつすそてちみ せあ いとさうあしへせそ つきけえあう-
のとま せあつ きあちと, くあいけちあうのとま (たそ さちあこせかこ すかちか, と すかせみ) たそつしかおせけか そつてあてさけ 
つけし, そせけ ほてそえそ くせそみ さあさ いとおてそ せか くあすかねあしけ. ╋かせみ たちそおそしきあし つふたあてへ のとて-
さあすけ, おそうそおみ せあつ おそ さそしけさそう う きけうそてか そて せかたちかちふうせそえそ つすかにあ. 〉か たそすせま, 
ねてそいふ すせか たちけにそおけしそつへ さそえおあ-しけいそ てあさ すせそえそ つすかみてへつみ.

╇つか ほてそ せか すかのあしそ せあす たそつてそみせせそ うかつてけ いかつかおふ け せあ つかちへかくせふか てかすふ, 
う さそてそちふに 〉あてあのあ たちけせけすあしあ つあすそか あさてけうせそか とねあつてけか. 《せあ いふしあ つたか-
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ぬけあしけつてそす たそ [そちかか, にそちそのそ うしあおかしあ さそちかこつさけす みくふさそす, けすかしあ つそてせけ 
そたといしけさそうあせせふに せあとねせふに ちあいそて. 』そたちそうそきおあみ ╋かせま う くあちといかきせふに 
たそかくおさあに, 〉あてあのあ, せあつさそしへさそ すせか けくうかつてせそ, ねあつてそ おかこつてうそうあしあ たそ つうそかこ, 
そておかしへせそこ たちそえちあすすか け たちけ さあきおそこ うそくすそきせそつてけ うふつてとたあしあ たそ うそたちそ-
つあす [そちかけ う つそそてうかてつてうとまはけに あとおけてそちけみに. ╋かせみ うつかえおあ たちけつしとのけうあしつみ 
さ かか すせかせけま, さそえおあ ちかねへ くあにそおけしあ そ たちそいしかすあに [そちかけ.

╇ 【そさけそ, さあきおふこ ちあく たそつしか うそくうちあはかせけみ けく えそちそおあ, すふ くあ ときけせそす けしけ 
たちそつてそ そておふにあみ, たちそおそしきあしけ そいすかせけうあてへつみ うたかねあてしかせけみすけ そて とうけおかせせそえそ 
け うかしけ いかつさそせかねせふか おけつさとつつけけ, たちけせけすあうのけか たそちそこ そねかせへ そつてちふこ にあちあさ-
てかち. ╇ ほてけに つたそちあに せあのけ ほすそぬけけ けせそえおあ くあのさあしけうあしけ, け さそえおあ み つ くあおそちそす 
すそしそおそえそ たかてとのさあ う そねかちかおせそこ ちあく せあたあおあし せあ おそうかおかせせそえそ おそ いかしそえそ 
さあしかせけみ ╋かせま, 〉あてあのあ, うそ うつかす ちへみせそ かえそ たそおおかちきけうあうのあみ, いとさうあしへせそ 
«せあいちあつふうあしあつへ» せあ すかせみ, つ きあちそす おそたそしせみみ け とつけしけうあみ あちえとすかせてふ, たちけ-
うそおけうのけかつみ ╋かせかこ. ′おかつへ そせあ せあたそすけせあしあ すせか ちあくひみちかせせとま てけえちけぬと, 
えちとおへま うつてあうあうのとま せあ くあはけてと つあすそえそ おそちそえそえそ け いしけくさそえそ かこ ねかしそうかさあ.

｠そてみ み うせとてちかせせか たそせけすあし, ねてそ «すとき け きかせあ — そおせあ つあてあせあ» け かか 
たそうかおかせけか せあおそ いふしそ うそつたちけせけすあてへ さあさ うたそしせか かつてかつてうかせせそか, せか つてあせと 
つさちふうあてへ えちかにあ: と すかせみ かか あさてけうせそか うすかのあてかしへつてうそ う すときつさとま おとほしへ 
たちけ つてそしへ せあさあしかせせそこ たかちかたあしさそこ あてすそつなかちか うふくふうあしそ たそちそこ せかつさちふ-
うあかすそか ちあくおちあきかせけか け おそつあおと そて せかそいにそおけすそつてけ たちかちふうあてへつみ せあ つあすそす 
けせてかちかつせそす すかつてか, てちあてみ おそたそしせけてかしへせふか とつけしけみ け うちかすみ せあ てそ, ねてそいふ 
そていけうあてへつみ かはか せあ そおせそす なちそせてか. 〉そ くあてそ, さそえおあ いけてうあ くあさあせねけうあしあつへ 
け すふ そつてふうあしけ, うつか さあさ ちとさそこ つせけすあしそ — ちあくえそうそち たかちかてかさあし う いそしかか つたそ-
さそこせそか ちとつしそ てかす そいはかなけしそつそなつさそえそ にあちあさてかちあ, け しとねのかえそ つしとのあてかしみ-
つそいかつかおせけさあ, ねかす 〉あてあのあ, いふしそ てちとおせそ つかいか たちかおつてあうけてへ.

〈せか さあくあしそつへ, ねてそ そせあ う ほてけに いかつかおあに, さあさ ちかいかせそさ, うつかえおあ そきけおあしあ 
ねかえそ-てそ そつそいかせせそえそ, さあさけに-てそ そてさちそうかせけこ, そねかせへ てそせさそ ねとうつてうそうあしあ そちけ-
えけせあしへせそつてへ すふつしかこ け けくみはかつてうそ けに なそちす, けつさちかせせか ちあおとみつへ, さそえおあ 
ねてそ-てそ たそおそいせそか ちそきおあしそつへ う せあのけに ちあくえそうそちあに. っ うつかえおあ ほてそ ぬかせけし さあさ 
たちそみうしかせけか てあしあせてあ, たちけつとはかえそ てそしへさそ てかす, さてそ, くあせけすあみつへ けつつしかおそ-
うあせけみすけ う のけちそさそす つすふつしか ほてそえそ つしそうあ, くせあかて たそ つかいか, ねてそ てあさそか すとさけ 
てうそちねかつてうあ. ╅ 〉あてあのあ おかこつてうけてかしへせそ いふしあ たちけちそきおかせせふす けつつしかおそうあてか-
しかす, おそつてそこせそこ たあちそこ おしみ ╋かせけ, ねへけ てちとおふ, さあさ すせか さあきかてつみ, さ つねあつてへま, 
たそねてけ うつかえおあ つてあせそうけしけつへ そいひかさてそす うおとすねけうそこ け くあけせてかちかつそうあせせそこ ほさつ-
たかちてけくふ う たかちうとま そねかちかおへ けすかせせそ つそ つてそちそせふ 〉あてあのけ. 

〈せか さあきかてつみ, ねてそ いふてへ ちみおそす つ てあさけす てそせさそ ねとうつてうとまはけす, えしといそさそ 
たそせけすあまはけす け せあつてちそかせせふす せあ そおせと うそしせと つたとてせけさそす きけくせけ, さあさ 
〉あてあのあ, いふしそ おしみ ╋かせけ たそおしけせせふす つねあつてへかす. 】おけうけてかしへせとま あてすそつ-
なかちと け ちあくせそそいちあくせふか たちそみうしかせけみ けつさちかせせかこ け てちそえあてかしへせそこ くあいそてふ 
〉あてあのけ そ つうそけに いしけくさけに み うせそうへ そはとてけし, さそえおあ そおせあきおふ, たちけかにあう 
う 〈そつさうと けく 【そさけそ しかてそす う そてたとつさ, うつてちかてけしつみ つ ╋かせかこ と せかえそ せあ ちあいそてか. 
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╇ さそせぬか ちあいそねかえそ おせみ, さそえおあ せあす, さあさ うつかえおあ たそつしか おそしえそえそ たかちかちふうあ, 
せか にうあてけしそ うちかすかせけ そいつとおけてへ うつか うそしせそうあうのけか せあつ たちそいしかすふ, そせ せかそきけ-
おあせせそ たちかおしそきけし «すあにせとてへ» つ せけす せあ おあねと. 【かす いそしかか, ねてそ いふしあ たみてせけぬあ, 
うたかちかおけ — うふにそおせそこ おかせへ, け と せあつ けすかしあつへ すあつつあ うちかすかせけ う さそけ-てそ うかさけ 
たそそいはあてへつみ, せあさそせかぬ, いかく うつみさけに そえちあせけねかせけこ. っ けつさちかせせか そいちあおそうあしつみ 
てあさそこ ちかおさそこ うそくすそきせそつてけ け つそえしあつけしつみ いかく うつみさけに さそしかいあせけこ.

╋かせみ たそくうそせけし 〉あてあのか せあ おあねと, たちかおとたちかおけう, ねてそ すふ かおかす, たそつあおけし 
すかせみ せあ つうそま つてあちかせへさとま, たそさあくあうのとまつみ すせか けくちみおせそ たそてちかたあせせそこ 
«╇そしえと», け すふ, くあかにあう たそ たとてけ う すあえあくけせ さとたけてへ たちそうけくけけ, おうけせとしけつへ 
う たとてへ. ╉そちそえあ そさあくあしあつへ せか いしけくさそこ け せかすせそえそ とてそすけてかしへせそこ. っ うたかち-
うふか うけおかし くあ ちとしかす ╋かせま, さそてそちふこ うかし すあのけせと おそうそしへせそ しけにそ, けつさとつせそ 
つたちあうしみみつへ つそ すせそきかつてうそす くけえくあえそう け たそうそちそてそう. ′あ えそちそおそす すふ おそしえそ 
かにあしけ たそ つてあちそすと ちあくいけてそすと あつなあしへてと, せあ さそてそちそす «╇そしえと» けくちみおせそ 
てちみつしそ. 》ちけいふしけ せあ おあねと くあてかすせそ, しかえさそ たそときけせあしけ け たちあさてけねかつさけ 
つちあくと ちあくそのしけつへ つたあてへ.

╅ せあ つしかおとまはけこ おかせへ と せあつ いふし せあつてそみはけこ たちあくおせけさ. 》そえそおあ つてそみしあ 
たちかさちあつせあみ. っちさそ つうかてけしそ つそしせぬか. ╉そす つてそみし う そさちときかせけけ たしそてせそこ つてかせふ 
うふつそさけに おかちかうへかう, おけさそちあつてとはかえそ け たそつあきかせせそえそ そいけてあてかしみすけ おあねけ 
いとこせそ ちあくちそつのかえそつみ えとつてそえそ さとつてあちせけさあ.

′うかせみはけこ そて ねけつてそてふ け しかえさそつてけ 
うそくおとに いふし せあつさうそくへ たちそたけてあせ しかてせけす 
あちそすあてそす ぬうかてそう け てちあう. ╋かせみ うさしまねけし 
すとくふさと, さそしおそうあし つ のあのしふさあすけ, きかせ-
はけせふ えそてそうけしけ くあさとつさけ け せあさちふうあしけ せあ 
つてそし, あ み たそすそえあし, ねかす すそえ, せあつしあきおあみつへ 
あてすそつなかちそこ そておふにあ け たそさそみ, さそてそちあみ てあさ 
かつてかつてうかせせそ け せかくあすかてせそ たそおおかちきけうあ-
しあつへ にそくみこさあすけ ほてそえそ おそすあ.

】 すかせみ つそにちあせけしけつへ なそてそえちあなけけ, 
せあたそすけせあまはけか そい ほてそす たちかさちあつせそす おせか, 
せあ さそてそちふに み うけきと うつかに せあつ — 〉あてあのと, 
〉けせと ╅せてそせそうせと, ╋かせま け つかいみ. ゅてけ 
つせけすさけ み にちあせま さあさ おそちそえとま ちかしけさうけま, 
せあたそすけせあまはとま う てそす ねけつしか そ つねあつてしけ-
うふに すそすかせてあに すそかこ つそいつてうかせせそこ きけくせけ, 
せあ つてちあせけぬあに さそてそちそこ うつかえおあ いとおかて たちけ-
つとてつてうそうあてへ つうかてしふこ そいちあく 〉あてあのけ.
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╉ちとくへみ け くせあさそすふか くちかしふに しかて

〉けつあせ ╆.╅.*

》そすせま, しまいみ…

¨せそえおあ きけくせへ そおあちみかて せあつ おちときいそこ しまおかこ そつそいそこ たちけてみえあてかしへせそつてけ… 
〈ふ たそおちときけしけつへ つ 〉あてあのかこ う おせけ ちあおそつてせふに おしみ せあのかこ つかすへけ うつてちかね 
つ せかま すせそえそ しかて せあくあお. ╇おちとえ うつてちかねあまてつみ う きけくせけ そつそいふか しまおけ, せか てあさけか, 
さあさ うつか. 《せけ とねあつてうとまて う せかこ せか たそうかちにせそつてせそ け せか たそてそすと, ねてそ てあさ せかそい-
にそおけすそ. ゅてそ — はかおちあみ つそしせかねせあみ つうそいそおあ おあちかせけみ, つけしあ いかくとつしそうせそこ 
おそいちそてふ. ¨ ほてそ いふしあ 〉あてあのあ.

〈ふ たそおちときけしけつへ つ 〉あてあのかこ (み せあおかまつへ, ねてそ けすかま ねかつてへ け たちあうそ 
せあくふうあてへ つかいみ かか たそおちとえそこ), さそえおあ そせあ たちけかくきあしあ さ せあす おそすそこ. ╇つみ せあのあ 
つかすへみ つそいけちあしあつへ うそさちとえ せかか さあさ けつてそねせけさあ つそしせかねせそえそ つうかてあ. 】 〉あてあのけ 
いふしあ とおけうけてかしへせあみ つたそつそいせそつてへ たそすそえあてへ うつかす, せか そきけおあみ せけねかえそ うくあ-
すかせ. 〉か つしかおとみ たちあうけしあす, さ つそきあしかせけま, たちけせみてふす う つそうちかすかせせそす すけちか. 
¨ かはか すせか せちあうけしそつへ つしとのあてへ, さあさ 〉あてあのあ えそうそちけて そ おちとえけに しまおみに. 
》そすせけてか, と ╆としえあさそうあ ¨かのとあ せあくふうあし うつかに «おそいちふすけ しまおへすけ»? 【あさ 
け 〉あてあのあ せあにそおけしあ おそいちそてと け つうかて う さあきおそす, さてそ いふし う かか そさちときかせけけ. 

】うあきあかすあみ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ… おそちそえあみ 〉あてあのあ… とおけうけてかしへせあみ 
け ちそおせあみ 〉あてあのかせへさあ… ╇つか ほてけ そいちあはかせけみ — すあしあみ ねあつてへ そねかせへ おそちそ-
えそえそ そいちあくあ ちそおせそえそ ねかしそうかさあ.

《 てそす, さあさけす とねかせふす いふしあ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ, くせあしそ せあとねせそか 
け おけたしそすあてけねかつさそか つそそいはかつてうそ. 【あしあせてしけうふこ けつつしかおそうあてかしへ, すせかせけかす 
さそてそちそえそ おそちそきけしけ け さそてそちそすと «そておあうあしけ ねかつてへ» つかちへかくせかこのけか とねかせふか 
すときけ け たそしけてけさけ.

… 〉そ すせか いふ にそてかしそつへ ちあつつさあくあてへ そ かか おとのか, さそてそちそこ いふしけ そてさちふてふ 
すせそえけか てあこせふ, つさちふてふか そて そいふねせふに しまおかこ. ′あすかねあてかしへせふこ おちとえ, けつさちかせ-
せけこ け おそいちそきかしあてかしへせふこ, ちかおさそえそ つそねかてあせけみ うふつそねあこのかえそ けせてかししかさてあ 
け そてさちふてそつてけ おとのけ ちかいかせさあ. ╈しといそさあみ うかちあ そつうかはあしあ かか けくせとてちけ. 》ちけ 
ほてそす 〉あてあのあ いふしあ たそ-せあつてそみはかすと さちあつけうそこ きかせはけせそこ. 〈かせみ たそてちみつしそ 
てそ, ねてそ み とうけおかしあ う うけおかそちそしけさか — けつてけせせそ うふつそさけこ えそししけうとおつさけこ つてあせ-
おあちて きかせつさそこ さちあつそてふ! ╈そうそちみて, さちあつそてあ う えしあくあに つすそてちみはかえそ. 』ひかすさけ 
ほてそえそ おそすあのせかえそ なけしへすあ いふしけ せあたそかせふ しまいそうへま てそえそ, さてそ つてそみし くあ 
さあすかちそこ. 〉あてあのあ つすかみしあつへ け けつさちけしあつへ. ╇ えしあくあに いふしそ うふちあきかせけか ねとうつてう 
きかせはけせふ, さそてそちあみ とうかちかせあ: かか しまいみて, そせあ かおけせつてうかせせあみ け せかたそうてそちけ-
すあみ, そせあ [そちそしかうあ. ¨ うつみ かか さそちそしかうつさあみ しまいそうへ いふしあ たそおあちかせあ かおけせ-
つてうかせせそすと ねかしそうかさと せあ つうかてか — てそすと, さてそ つてそみし くあ さあすかちそこ…

* ╆かししあ ╅しかさつあせおちそうせあ 〉けつあせ — うかおとはけこ ほさつたかちて ╉かたあちてあすかせてあ くおちあうそそにちあせかせけみ え. 〈そつさうふ, おそさ-
てそち すかおけぬけせつさけに せあとさ, おそぬかせて, おかこつてうけてかしへせふこ ねしかせ ╊うちそたかこつさそこ ╅さあおかすけけ かつてかつてうかせせふに せあとさ, 
おかこつてうけてかしへせふこ ねしかせ 〈かきおとせあちそおせそこ あつつそぬけあぬけけ たちかたそおあうあてかしかこ さそせてあさてせそこ さそちちかさぬけけ.
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】にそお 〉あてあのけ うつか いしけくさけか け おちとくへみ せあくうあしけ そおせけす つてちあのせふす つしそうそす 
«さあてあつてちそなあ»… 〉そ と すかせみ いふしそ あいつそしまてせそ けちちあぬけそせあしへせそか そはとはかせけか 
てそえそ, ねてそ そせあ つてそけて ちみおそす う さそすせあてか, つすそてちけて うすかつてか つ せあすけ つてあちふこ なけしへす, 
としふいあかてつみ つうそかこ てかたしそこ としふいさそこ け えちとつてけて, ねてそ せか すそきかて とてかのけてへ つうそかえそ 
しまいけすそえそ け つあすそえそ おそちそえそえそ ねかしそうかさあ せあ つうかてか. 〈ふ そねかせへ ねあつてそ えそうそちけしけ 
つ 〉あてあのかこ せあ おとにそうせふか てかすふ, たちけ ほてそす ╊うえかせけこ 》かてちそうけね たそおのとねけうあし 
せあお せあすけ. 〉あてあのあ としふいあしあつへ, つすそてちかしあ せあ せかえそ, たそせけすあみ, ねてそ そおせあきおふ 
てそ, ねてそ いしけくさそ かこ, そてさちそかてつみ け かすと, てそしへさそ たそくきか. ¨ うちかすみ たちけのしそ. 〈かせみ 
たそちあくけしそ, ねてそ う かえそ えしあくあに み うおちとえ とうけおかしあ 〉あてあのけせ つうかて…

っ うつかえおあ たちかさしそせみしあつへ たかちかお ほてそこ たあちそこ. ╇ «》かつせけ 》かつせかこ» 』そしそすそせあ 
かつてへ つしそうあ そい けつてけせせそこ しまいうけ: «[ちかたさあ, さあさ つすかちてへ, しまいそうへ» — てそ かつてへ 
てあさあみ しまいそうへ せかそてうちあてけすあ, さあさ くあうかちのかせけか きけくせけ, け きけくせけ ほてそこ ちあうせあ.

… ╉あ, つしとねけしそつへ てそ, ねてそ つしとねけしそつへ, け そせけ そさあくあしけつへ たそ ちあくせふか つてそ-
ちそせふ «ほさちあせあ», ちあくおかしみまはかえそ けに すけちふ. っ たそせみしあ, ねてそ つかこねあつ うけきと, 
たちそつてけてか くあ たあなそつ, てと つあすとま ]まいそうへ, さそてそちあみ せか たそおうしあつてせあ うちかすかせけ, 
ちあつつてそみせけみす け つすかちてけ. ¨ み たそせけすあしあ, ねてそ きかせはけせあ, さそてそちそこ たそつふしあかてつみ 
てあさあみ しまいそうへ, そいちかしあ つあすそか うふつそさそか つねあつてへか う ほてそす すけちか け いとおかて にちあせけすあ 
ほてそこ しまいそうへま う すけちか うかねせそす.

〉あてあのあ, ちそおせあみ け しまいけすあみ 〉あてあのかせへさあ, てかいみ てあさ せか にうあてあかて. 〈ふ 
えそうそちけす そ てかいか つ すそけすけ おかてへすけ. ¨ み くせあま, ねてそ てうそみ おとのあ ねとうつてうとかて け つしふ-
のけて せあのと しまいそうへ.

》そたそうあ ゅ.』.*

╋けくせへ, とうふ, せか いかつさそせかねせあ

〈ふ たそくせあさそすけしけつへ つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ せかつさそしへさそ しかて せあくあお, 
たそくせあさそすけしけつへ さあさ うちあね け たあぬけかせて. っ おあうせそ たちあさてけさとま け うけおかしあ 
ちあくせふに たあぬけかせてそう, せそ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ いふしあ そつそいかせせふす. ╊か 
けせてかししけえかせてせそつてへ, おそいちそてあ, とす せか すそえしけ そつてあてへつみ せかくあすかねかせせふすけ. 
╈そちあくおそ たそくきか, さそえおあ すふ たそおちときけしけつへ, み たそおとすあしあ たちそ つかいみ, ねてそ 
そせあ すそえしあ いふ つてあてへ にそちそのけす うちあねそす, せあつてそしへさそ と せかか いふしそ ちあくうけてそ 
ねとうつてうそ つそつてちあおあせけみ さ おちとえけす しまおみす, さ ねときそこ いそしけ, おあきか いそしへのかか, 
ねかす うせけすあせけか さ つうそけす たちそいしかすあす つそ くおそちそうへかす.

っ — ちとさそうそおけてかしへ すかおけぬけせつさそえそ とねちかきおかせけみ, け 〉あてあしへみ ╊うえか-
せへかうせあ けせそえおあ たそつかはあしあ せあつ けしけ すふ うふかくきあしけ さ せかこ. 》そつしか そいはか-

* ゅすすあ 』かすかせそうせあ 》そたそうあ — うちあね-さあちおけそしそえ うふつのかこ さあてかえそちけけ, くあうかおとまはあみ なけしけあしそす づ 4 
╈╆】′ «╈》 づ 68 ╉′〈», おかたとてあて すとせけぬけたあしへせそえそ そさちとえあ «｠あすそうせけさけ».
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せけみ つ 〉あてあのかこ, たそくうそしま つかいか てあさ かか せあくうあてへ, うつか «うしまいしみしけつへ» 
う せかか. 〉あつてそしへさそ たちけみてせそ いふしそ せあにそおけてへつみ つ せかこ ちみおそす, いかつかおそうあてへ 
せか てそしへさそ せあ すかおけぬけせつさけか, せそ け せあ あいつそしまてせそ おあしかさけか そて すかおけぬけせふ 
てかすふ — そい けつさとつつてうか, さけせそ, すそおか, けつてそちけけ. 》ちけ ほてそす そせあ てあさ はあおけしあ 
たそさそこ うつかに, ねてそ せけさそえおあ, おあきか う すふつしみに, せか おそたとつさあしあ うそくすそきせそつてけ 
そえそちねけてへ いしけくさけに. ぁとおせふこ, おそいちふこ, そてくふうねけうふこ ねかしそうかさ.

《せあ せか けつたふてあしあ すあてかちけせつてうあ, てあさ とき つしそきけしあつへ きけくせへ, せそ 〉あてあ-
しへみ ╊うえかせへかうせあ そねかせへ てかたしそ, うせけすあてかしへせそ, つ しまいそうへま そてせそつけしあつへ 
さ ねときけす おかてみす. 《せあ うつかえおあ けせてかちかつそうあしあつへ おかしあすけ すそかこ おそねかちけ, 
すあしかせへさそこ うせとねさけ, つ けせてかちかつそす ちあつつすあてちけうあしあ けに なそてそえちあなけけ, 
うそつにけはあしあつへ, うつかえおあ たかちかおあうあしあ たちけうかてふ. 《て せかか せけさてそ せか とにそおけし 
いかく さそすたしけすかせてそう.

╋けくせへ, とうふ, せか いかつさそせかねせあ, せそ さそえおあ とにそおみて けく きけくせけ てあさけか 
しまおけ, さあさ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ, つてあせそうけてつみ たとつてそ. 【ちとおせそ たちかおつてあ-
うけてへ, ねてそ ほてあ たとつてそてあ さそえおあ-てそ くあたそしせけてつみ. 』うかてしあみ かこ たあすみてへ, すふ 
たそすせけす, しまいけす, つさそちいけす そ さそせねけせか せあのかこ 〉あてあのけ.

『あくそちかせそうあ 〉.〈.*

〉かたそうてそちけすあみ

〈ふ たそくせあさそすけしけつへ つ 〉あてあのかこ う 1987 えそおと せあ ほさつさとちつけけ たそ «′そしそてそすと 
さそしへぬと». ╆ふしあ うかつせあ け うちかすみ くせあすかせけてそえそ «つとにそえそ くあさそせあ». ╇ふつそさあみ 
つてちそこせあみ のあてかせさあ つ のけちそさそ ちあつたあにせとてふすけ えしあくあすけ け おそいちそこ としふいさそこ. 
】しふいさあ かか すせか つちあくと たそせちあうけしあつへ. 〈ふ いふつてちそ つ せかこ ついしけくけしけつへ け くあえそうそ-
ちけしけ. [あさ ほてそ ねあつてそ いふうあかて, う たちそぬかつつか ちあくえそうそちあ てふ うおちとえ たそせけすあかのへ, 
ねてそ うつてちかてけし ちそおつてうかせせとま おとのと け かおけせそすふのしかせせけさあ, け せあの おけあしそえ 
たちそおしけしつみ せあ すせそえけか えそおふ.

〉あてあのあ いふしあ にそちそのけす ちあつつさあくねけさそす け つそそいはけしあ すせか, ねてそ せあつ きおかて 
うたかちかおけ, えおか け ねてそ せあおそ たそつすそてちかてへ せあ ほさつさとちつけけ. ╉そいちそきかしあてかしへせそつてへま 
そせあ てあさ け つうかてけしあつへ, け せあにそおけてへつみ ちみおそす つ せかこ いふしそ しかえさそ け たちけみてせそ. 
《せあ くあちあきあしあ つうそけす ほせてとくけあくすそす: «╅ おあうあこてか たそつすそてちけす!» «╅ うふ ほてそ 
うけおかしけ?» «》そのしけ たそえしみおけす!..» っ そいちあてけしあ うせけすあせけか, ねてそ う すとくかみに そせあ 
けせそえおあ とつさそしへくあしあ そて ほさつさとちつけけ, くあいかえあしあ う つしかおとまはけこ くあし け とつたかうあしあ 
たそつすそてちかてへ ほさつたそせあてふ ちあせへのか せあのかこ えちとたたふ. ¨ さそえおあ すふ うにそおけしけ 
う くあし, そせあ たそおくふうあしあ すときあ け てけにそせかねさそ そいちあはあしあ かえそ うせけすあせけか せあ てそて 
けしけ けせそこ ほさつたそせあて: «【ふ うそて せあ ほてそ たそつすそてちけ». ¨しけ: «》そしまいとこつみ ほてけす». 

* 〉あてあしへみ 〈けにあこしそうせあ 『あくそちかせそうあ — う たちそのしそす つそてちとおせけさ 〈かきおとせあちそおせそえそ そておかしあ を[ [》』』.
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〉あてあのあ せかけくすかせせそ つてちかすけしあつへ たそおかしけてへつみ けせなそちすあぬけかこ け たそおねかちさせとてへ 
うあきせそつてへ てそえそ けしけ けせそえそ そいひかさてあ. っ う のとてさと かか せあくうあしあ «せあの たかちつて とさあ-
くとまはけこ!» 《せあ てけにそせへさそ ちあつつすかみしあつへ.

¨すかせせそ 〉あてあのあ う てか にそしそおせふか すあこつさけか おせけ せあ ほさつさとちつけけ う ちあくえあち 
«つとにそえそ くあさそせあ» いちそつけしあ さしけね: «〈ときねけせふ おそしきせふ つそえちかてへ つうそけに きかせ-
はけせ!» ¨ せあのけ すときへみ おそいふしけ-てあさけ せあす «すあすそせてあ» う うけおか «えそちみねけてかしへ-
せそえそ»! 》そ てかす うちかすかせあす ほてそ いふし せあつてそみはけこ たそおうけえ!

〉あてあのあ つあすあ うつか うちかすみ にそてかしあ とくせあてへ さあさ すそきせそ いそしへのか う しまいそこ 
そいしあつてけ. 》ちけ ほてそす かか そつそいふす つうそこつてうそす そつてあうあしそつへ きかしあせけか たそおかしけてへつみ 
つ いしけくさけす ねかしそうかさそす け つ おちとくへみすけ てかす, ねてそ かか うたかねあてしけしそ, ねてそ いふしそ かこ 
さちあこせか けせてかちかつせそ け ねかえそ せかしへくみ たちそたとつてけてへ. ╅ けせてかちかつせそ かこ いふしそ うつか! 
¨せてかちかつせあ かこ いふしあ つあすあ きけくせへ!

】 〉あてあのけ いふしそ たちかさちあつせそか ねとうつてうそ ますそちあ. っ せか すそえと くあいふてへ, さあさ すふ 
うつか おちときせそ にそにそてあしけ, さそえおあ そせけ つ すときかす ╋かせかこ おかしけしけつへ うたかねあてしかせけ-
みすけ そ ちあいそてか う 》かさけせか, ちあつつさあくふうあしけ う さちあつさあに そ てそせさそつてみに たちそけくせそのか-
せけみ つしそう う さけてあこつさそす みくふさか.

〉あてあのあ うつかえおあ きけうそ そてさしけさあしあつへ せあ たちそつへいふ おちとくかこ. ╉かしあしあ そせあ ほてそ 
とおけうけてかしへせそ てあさてけねせそ け つ おそいちふすけ たそきかしあせけみすけ. ╉とのかうせそつてへ — そおせあ 
けく そつせそうせふに ねかちて かか にあちあさてかちあ.

〈せそえけか えそおふ すふ そいすかせけうあしけつへ つかすかこせふすけ せそうそつてみすけ, そいつときおあしけ つそいふ-
てけみ う せあとねせそす すけちか, てかあてちあしへせそす, えおか け さそえおあ そてさちふしけつへ うふつてあうさけ, ねてそ 
とつたかしけ たそつすそてちかてへ, たそつしとのあてへ. 』 えそおあすけ きか ねあはか つてあしけ つそうかてそうあてへ おちとえ 
おちとえと しかさあちつてうあ そて おあうしかせけみ け ちかさそすかせおそうあてへ にそちそのけに そなてあしへすそしそえそう, 
さあちおけそしそえそう. 〉そ たちけ うつかに きけくせかせせふに つしそきせそつてみに け なけくけねかつさけに たちそいしかすあに 
そたてけすけくす うつかえおあ かか うふちとねあし. 〈ふ つ 〉あてあのかこ, そいつときおあみ そねかちかおせそこ つまきかて 
てかしかつかちけあしあ «╇かしけさそしかたせふこ うかさ», たそおつすかけうあしけつへ せあお きけくせへま う つとしてあせつさそす 
えあちかすか, せあくふうあみ かえそ «たみてそこ さそしそせせそこ» う 《つすあせつさそこ けすたかちけけ.

〉あてあのあ いふしあ そねかせへ えそつてかたちけけすせふす ねかしそうかさそす け くあすかねあてかしへせそこ 
にそくみこさそこ. ]まいけしあ つうそこ おそす け せか とつてあうあしあ かえそ そいとつてちあけうあてへ, つそくおあうあてへ 
とまて. 』そいけちあしあ さそししかさぬけま さとさそし う せあぬけそせあしへせふに さそつてますあに. ╅ ねてそ 
さあつあしそつへ つかちうけちそうさけ つてそしあ, てそ そせあ う ほてそす とき てそねせそ つそそてうかてつてうそうあしあ 
たちあうけしあす ほてけさかてあ ちそつつけこつさそえそ おうそちみせつてうあ. 】 せかか うつか おそしきせそ いふしそ いふてへ 
«さそすけしへなそ»! っ せあくふうあしあ かか «ほさつさしまくけう». [あきおあみ きかせはけせあ にそねかて いふてへ 
せかたそうてそちけすそこ, け 〉あてあのか ほてそ とおあうあしそつへ.

》そすけすそ ねけつてそ きかせつさそえそ せあねあしあ, 〉あてあのあ そいしあおあしあ そねかせへ うふつそさけす 
とちそうせかす けせてかししかさてあ け のけちそてそこ くせあせけこ せか てそしへさそ う てそこ せあとねせそこ そいしあ-
つてけ, う さそてそちそこ おそいけしあつへ くせあねけてかしへせふに とつたかにそう け とねかせふに つてかたかせかこ. 
〉あつてそこねけうそつてへ け てちかいそうあてかしへせそつてへ, つあすそおけつぬけたしけせあ け とすかせけか おそうそおけてへ 
せあねあてそか おそ さそせぬあ たそすそえしけ かこ おそつてけねへ てあさけに うふつそさけに ちかくとしへてあてそう.

¨すみ «〉あてあのあ» — とおけうけてかしへせそか. 《せそ そくせあねあかて — «ちそおせあみ», «おあち», 
«たそおあちそさ». 
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っ すあのけせあしへせそ たちそてみえけうあま ちとさと さ てかしかなそせと, せそ そておかちえけうあま かか, てあさ 
さあさ たそせけすあま, ねてそ そてうかてあ ときか せか いとおかて. 〈せか てあさ せか にうあてあかて てかいみ つかこねあつ, 
すそみ ちそおせあみ!

【ちといけせ ╅.╅.*

『そきおかせせあみ いしけつてあてへ け たそさそちみてへ

【あさそか つそ すせそこ つしとねけしそつへ うたかちうふか. 【そしへさそ 
たそくせあさそすけしつみ つ ねかしそうかさそす, さあさ うおちとえ せあ 
てかいみ せあさあてふうあかて あつつそぬけあぬけみ, さそてそちあみ 
たそてそす せかけくいふうせそ きけうかて う えそしそうか け えそうそ-
ちけて そい けつさしまねけてかしへせそつてけ ほてそえそ ねかしそうかさあ. 
¨ つ えそおあすけ せけねかえそ せか すかせみかてつみ. ╆そしかか 
てそえそ, けししまくけみ せあねけせあかて いあしあせつけちそうあてへ せあ 
えちあせけ たちあうおふ. 》そ さちあこせかこ すかちか, う すそかす 
うそそいちあきかせけけ. 【あさ いふしそ つ 〉あてあのかこ...

〈せそえそ しかて せあくあお すふ たちそえとしけうあしあつへ 
つ ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす ╆あきあせそうふす, かか 
つとたちとえそす, たそ [とてとくそうつさそすと たちそつたかさてと. 
】きか せか たそすせま, ねてそ そいつときおあしけ. ╇かねか-
ちかしそ, け ╋かせみ たちかおしそきけし くあこてけ さ せかすと 
う えそつてけ. 【そえおあ み たそくせあさそすけしつみ つ 〉あてあのかこ. 
╇ けに おそすか うつか つうかちさあしそ ねけつてそてそこ け けくみはか-
つてうそす. [そちかこつさけか け さけてあこつさけか にとおそきか-
つてうかせせふか けくおかしけみ つそくおあうあしけ すみえさとま うそつ-
てそねせとま あてすそつなかちと. ╆ふしそ たそせみてせそ, ねてそ 
と ほてそこ たあちふ つうそみ, そてしけねせあみ そて てけたけねせそこ すそつさそうつさそこ, きけくせへ, つうそみ けつてそ-
ちけみ, つうそけ せあつてそみはかか け いとおとはかか. ╋かせみ のとてけし しかえさそ け せかたちけせときおかせせそ. 
〉あくふうあし 〉あてあのと せあつてそみはけす てうそちぬそす ほてそえそ そねあえあ. ╆かく せかか せけねかえそ いふ 
くおかつへ せか いふしそ. 《せあ そてせかさけうあしあつへ. 》そ うつかすと いふしそ うけおせそ, ねてそ けす にそちそのそ 
おちとえ つ おちとえそす.

╅ かはか み とうけおかし おちとえそか: 〉あてあのあ てあさ えちあぬけそくせあ う おうけきかせけみに け すあせか-
ちあに, さあさ ほてそ たそお つてあてへ てそしへさそ いあしかちけせか. ¨ つ てそえそ うかねかちあ おしみ すかせみ そせあ 
つてあしあ いあしかちけせそこ. ゅてそて そいちあく ちそおけしつみ すえせそうかせせそ け けすたとしへつけうせそ. ╇ せかす 
せかて け せか いふしそ たそしとてそせそう — うつか ぬかしへせそ, たそせみてせそ け たちけうしかさあてかしへせそ. 

* ╅しかさつあせおち ╅しかさつあせおちそうけね 【ちといけせ — えかせかちあしへせふこ おけちかさてそち ちかさしあすせそ-けせなそちすあぬけそせせそえそ ぬかせ-
てちあ «《つて-『».

╅.╅. 【ちといけせ つ きかせそこ 』けせへ
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╇つか そて 〉あてあのけ け たちそ 〉あてあのと. ╇かおへ おあきか かか けせてかししかさて いふし けくみはせふす 
け けつさちそすかてせふす. 》そほてそすと そいふねせふか つてちあせそうかおねかつさけか てかすふ そせあ すそえしあ 
そいつときおあてへ つあすふす せかそいふねせふす たとてかす, そつうかはあみ けに せかたそうてそちけすふす さそしそ-
ちけてそす しけねせふに そぬかせそさ. 》ちけねかす ほてけ そぬかせさけ くあねあつてとま たそしとねあしけ たちけくせあ-
せけか け うそつにけはかせけか つそ つてそちそせふ せか てそしへさそ さそししかえ たそ ぬかにと, せそ け おかこつてうと-
まはけに たそしけてけさそう.

〉かしへくみ つさあくあてへ, ねてそ すふ そいはあしけつへ ねあつてそ, せそ さあきおふこ ちあく ほてそ たそにそおけしそ 
せあ «たちあくおせけさ, さそてそちふこ うつかえおあ つ てそいそこ». [そえおあ ╋かせみ つ 〉あてあのかこ たそみう-
しみしけつへ う せあのかす おそすか, てそ せかけくすかせせそ う 〉あてあのけせふに ちとさあに いふし そいうそちそ-
きけてかしへせふこ たそおあちそさ. ゅてそ すそえしあ いふてへ うあくあ, つてあてとほてさあ けしけ おかさそちあてけうせあみ 
のさあてとしさあ. [そせかねせそ, ╋かせみ — ほてそ すあつてかち ちあつつさあくあ. 〉そ さそえおあ う ちあくえそうそち 
うつてとたあしあ 〉あてあのあ, そせあ とすとおちみしあつへ とうみくあてへ すかきおと つそいそこ つてそしへさそ けせてちけ-
えとまはけに すかしそねかこ, ねてそ けくとすしみしあ うつかに. 〈そみ さけてあこつさあみ きかせあ 』けせへ いふしあ かま 
そねあちそうあせあ. 』けせへ とうかちかせあ, ねてそ う 〉あてあのか きけし うそつてそねせふこ えかせ, け そせあ たそお-
つそくせあてかしへせそ たそせけすあしあ たかちけたかてけけ, たちそけつにそおみはけか せあ [そちかこつさそす たそしと-
そつてちそうか け う [けてあか, たちけせけすあみ いしけくさそ さ つかちおぬと せあおかきおふ け ねあみせけみ かえそ 
そいけてあてかしかこ.

】 』けせへ おあきか かつてへ つさあくそねせあみ けつてそちけみ そ てそす, ねてそ 〉あてあのあ け ╋かせみ, 
つあすけ てそえそ せか うかおあみ, そたそつちかおそうあせせそ つふえちあしけ つとおへいそせそつせとま ちそしへ う せあのかす 
つ 』けせへ くせあさそすつてうか. 〈せそえそ しかて せあくあお そせけ ちあいそてあしけ う 》そつそしへつてうか 』』』『 
う 》かさけせか. ╅ う ほてそ うちかすみ 』けせへ とねけしあつへ う つてあちのけに さしあつつあに う のさそしか, さそてそ-
ちあみ ちあつたそしそきかせあ さあさ ちあく せあたちそてけう たそつそしへつてうあ, ねかちかく おそちそえと. ╊か うかちつけみ 
てあさそうあ, ねてそ つせあねあしあ そせあ そさあくあしあつへ ちみおそす つ ╋かせかこ け 〉あてあのかこ, あ たそてそす, 
ねかちかく なしまけおふ けに さけてあこつさそ-さそちかこつさそえそ すあさちそすけちあ, おそいちあしあつへ け おそ すかせみ. 
〈せか つけすたあてけねせあ ほてあ うかちつけみ. ╉かしあてへ おそいちそ ほてあ たあちあ とすかしあ うつかえおあ. っ といかき-
おあしつみ う ほてそす せか ちあく — け せか う うけちてとあしへせふに ちあつさしあおあに, あ う ちかあしへせふに きけく-
せかせせふに つけてとあぬけみに. 〉けくさけこ たそさしそせ うあす くあ ほてそ.

[そえおあ ╋かせみ たそくうそせけし け つさあくあし, ねてそ 〉あてあのあ とのしあ けく きけくせけ, すふ 
せか すそえしけ つおかちきあてへ つしかく. 〈ふ おそ さそせぬあ うかちけしけ, ねてそ 〉あてあのあ たそいかおけて 
いそしかくせへ け いとおかて つ せあすけ. 》ちそけくそのしそ てそ, ねてそ うせとてちけ てかいみ ちとのけて うつか: 
せあつてそしへさそ ほてそ さあきかてつみ せかつたちあうかおしけうふす け せかたちけかすしかすふす. 〉あてあのあ とのしあ 
てちあえけねかつさけ ちあせそ. 〈ふ てそねせそ せかおそそいはあしけつへ つ せかこ, せかおそうそつにけはあしけつへ かか 
さちあつそてそこ け けくみはかつてうそす, せそ そつてあかてつみ たあすみてへ そ きかせはけせか, さそてそちあみ いふしあ 
ちそきおかせあ いしけつてあてへ け たそさそちみてへ.
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をとさあかうあ 〈.『.*

╋かせはけせあ, さそてそちあみ けくすかせけしあ すけち

ゅてそ いふしそ う すあか せふせかのせかえそ えそおあ. 《いふねせふこ ちあいそねけこ おかせへ. っ たかちかいけちあしあ 
すかおけぬけせつさけか さあちてふ つうそけに たあぬけかせてそう, そいくうあせけうあしあ けに, け うすかつてか すふ うふいけ-
ちあしけ とおそいせそか うちかすみ おしみ たちけかすあ. 』しかおとまはかこ み うくみしあ さあちてと ╆あきあせそうそこ 
〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ け てとて きか せあいちあしあ せそすかち. ╉うあ おそしえけに えとおさあ, け えそしそつ 
う そてうかて.

— ╉あ, み ╇あつ つしとのあま! 
— ′おちあうつてうとこてか! 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ? 
— ╉あ!
— っ うあの おそさてそち, くうそせま ╇あす けく たそしけさしけせけさけ せそすかち そおけせ 】たちあうしか-

せけみ おかしあすけ 》ちかくけおかせてあ 『‒, すそみ なあすけしけみ をとさあかうあ, にそねと たちけえしあつけてへ ╇あつ 
さ つかいか せあ たちけかす, たそくせあさそすけてへつみ, そいつとおけてへ おけあえせそく け うつか うそしせとまはけか ╇あつ 
うそたちそつふ, たそつしか つそつてあうけす たしあせ そいつしかおそうあせけみ け せあくせあねけす つにかすと しかねかせけみ.

— 』たあつけいそ ╇あす, おそさてそち, くあ くうそせそさ け くあ くあいそてと. 〉あ ほてそこ せかおかしか, さ つそきあ-
しかせけま, せか たそしとねけてつみ. 〉そ み ╇あす たそくうそせま せあ つしかおとまはかこ け そいみくあてかしへせそ 
たちけかおと. ╊はか ちあく つたあつけいそ! 

【あさ け おそえそうそちけしけつへ すふ つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ. 〉そ そせあ せか たちけのしあ… 
[ つそきあしかせけま, み せか とつたかしあ たそくせあさそすけてへつみ つ せかこ しけねせそ. 《 きけくせけ け てうそち-

ねかつてうか ほてそこ とおけうけてかしへせそこ きかせはけせふ, せあのかこ つそうちかすかせせけぬふ, み とくせあしあ 
ねとてへ たそくきか — たそ ちあつつさあくあす いしけくさけに かこ しまおかこ け おちとくかこ. ¨, さあきかてつみ, 
み たそせみしあ, さあさけす ぁ╊]《╇╊[《〈 そせあ いふしあ. 

をかしかとつてちかすしかせせあみ, つ つあすそえそ ちあせせかえそ おかてつてうあ. ぃさそしと そせあ そさそせねけしあ 
つ くそしそてそこ すかおあしへま け たそつてとたけしあ う つあすふこ たちかつてけきせふこ うとく 』そうかてつさそえそ 
』そまくあ — 〈╈¨〈《. ¨, つあすそか くあすかねあてかしへせそか, そさそせねけしあ かえそ つ そてしけねけかす! 
《てしけねせけさけ — ほてそ, うそそいはか, しまおけ そつそいそこ さあつてふ. ╇せとてちかせせみみ おけつぬけたしけせあ 
と せけに たちかきおか うつかえそ. ╅ う 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか そせあ つそねかてあしあつへ かはか け つ あせあ-
しけてけねかつさけす つさしあおそす とすあ, け つ うせかのせそつてへま いそえけせけ. 

╊か つちあうせけうあしけ つ 《おちけ ｠かたいむちせ, そおせそこ けく うかしけねあこのけに あさてちけつ XX うかさあ 
け たちけくせあせせそこ けさそせそこ つてけしみ. ¨ ほてそ つにそおつてうそ いふしそ せか たちそつてそ なそてそえちあ-
なけねかつさけす, うせかのせけす. [あさ け くせあすかせけてあみ さけせそおけうあ, 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ 
そいしあおあしあ せかそいふさせそうかせせそこ えちあぬけかこ け とすかせけかす そいあみてへ うつかに うそさちとえ. ╅ちけ-
つてそさちあてさそこ そせあ いふしあ うそ うつかす.

》そつしか 〈╈¨〈《 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ ちあいそてあしあ せあとねせふす つそてちとおせけさそす 
¨せつてけてとてあ うそつてそさそうかおかせけみ ╅〉 』』』『 け う みせうあちか 1974 えそおあ くあはけはあしあ 

* 〈あこみ 『けくうあせそうせあ をとさあかうあ — うちあね うふつのかこ さあてかえそちけけ, せあえちあきおかせあ くせあさそす «《てしけねせけさ くおちあうそそに-
ちあせかせけみ 『‒», とね. づ 80 たそしけさしけせけさけ づ 1 】たちあうしかせけみ おかしあすけ 》ちかくけおかせてあ 『‒.
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おけつつかちてあぬけま せあ てかすと «『そしへ つそうかてつさそ-さそちかこつさそえそ ほさそせそすけねかつさそえそ つそてちとお-
せけねかつてうあ う ちあくうけてけけ せあちそおせそえそ にそくみこつてうあ [〉╉『 (1954—1970 ええ.)». ｠そねと 
そてすかてけてへ, ねてそ ほてあ てかすあ いふしあ そおせそこ けく つあすふに つしそきせふに う てそて たかちけそお ちあくうけ-
てけみ そてせそのかせけこ せあのけに つてちあせ. ¨ たそつしか いしかつてみはかこ くあはけてふ かこ たちけつうそけしけ 
とねかせとま つてかたかせへ さあせおけおあてあ ほさそせそすけねかつさけに せあとさ. 

╇ 1973—1979 えそおあに そせあ — たちかつつ-あててあのか ╈かせさそせつとしへつてうあ 』』』『 う 』あせ-
‒ちあせぬけつさそ (』ぃ╅). ╇ 1979—1981 えそおあに — つてあちのけこ せあとねせふこ つそてちとおせけさ 
¨せつてけてとてあ うそつてそさそうかおかせけみ ╅〉 』』』『. ╇ 1981—1985 えそおあに — たちかつつ-あててあのか 
》そつそしへつてうあ 』』』『 う [〉『, 》かさけせ. ╇ 1985—1993 えそおあに — えしあうせふこ せあとね-
せふこ つそてちとおせけさ ¨せつてけてとてあ うそつてそさそうかおかせけみ ╅〉 』』』『 / 『╅〉. ╇ 1993—
2014 えそおあに — さそせつとしへてあせて をかせてちあ ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそえそ ちかえけそせあ 
╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ.

《つかせへま 2003 えそおあ う え. 》とつあせか (ょきせあみ [そちかみ) 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ 
くあはけてけしあ おけつつかちてあぬけま せあ てかすと: «ゅさそせそすけねかつさあみ つけつてかすあ 』かうかちせそこ 
[そちかけ (けつてそさけ, ほうそしまぬけみ, そつせそうせふか たあちあすかてちふ, つてちとさてとちあ, すかてそおふ 
とたちあうしかせけみ, けくひみせふ, たかちつたかさてけうふ ちかなそちすけちそうあせけみ)», け つてあしあ おそさてそちそす 
ほさそせそすけねかつさけに せあとさ. 《せあ うしあおかしあ さそちかこつさけす, あせえしけこつさけす, なちあせぬとく-
つさけす, さけてあこつさけす みくふさあすけ.

《 きけくせけ け てうそちねかつてうか ほてそこ うふおあまはかこつみ け くあすかねあてかしへせそこ きかせはけせふ 
すそきせそ せあたけつあてへ てあさ すせそえそ けせてかちかつせそえそ, ねてそ け きけくせけ せか にうあてけて. ╉そつてけ-
きかせけみ 〉あてあしへけ ╆あきあせそうそこ う そいしあつてけ せあとねせそこ, たといしけぬけつてけねかつさそこ, たかおあ-
えそえけねかつさそこ け そいはかつてうかせせそ-たそしけてけねかつさそこ おかみてかしへせそつてけ け うせかのせかこ たそしけ-
てけさけ いかくえちあせけねせふ け たそしとねけしけ つあすとま うふつそさとま け おそつてそこせとま そぬかせさと 
うつかえそ すけちそうそえそ たそしけてけねかつさそえそ け せあとねせそえそ つそそいはかつてうあ. 

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ ╆あきあせそうあ うすかつてか つそ つうそけす つとたちとえそす ╊うえかせけかす 
》かてちそうけねかす ╆あきあせそうふす, ちかさてそちそす ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 
『‒, うふたとつてけしけ すせそえそ みちさけに, けせてかちかつせふに させけえ け せあとねせふに てちとおそう. 〉かさそ-
てそちふか けく せけに: «╅すかちけさあ: うねかちあ け つかえそおせみ», «〈とおちそつてへ ╇そつてそさあ け ′あたあおあ», 
«[そちかこつさけか くあちけつそうさけ», «[けてあこつさあみ すそくあけさあ», «‒ちあせぬけみ: け [うあくけすそおそ, 
け [そさそ ぃあせかしへ», «ゅてあ えちとつてせそ-うかつかしあみ ¨てあしけみ» — み けすかしあ つねあつてへか たちそ-
ねかつてへ. ¨ つせそうあ け つせそうあ たそしとねあま せかうかちそみてせそか とおそうそしへつてうけか, たそえちときあみつへ 
う ぬかしふこ すけち, てあさ けつさとつせそ うそつつそくおあせせふこ あうてそちあすけ.

《せあ いふしあ うかしけさそしかたせそこ おそねかちへま, かま えそちおけしけつへ け ちそおけてかしけ, け いしけく-
さけか, け うつか, さてそ かか くせあし. 〉あおそ そておあてへ おそしきせそか かか つとたちとえと ╊うえかせけま 》かてちそ-
うけねと ╆あきあせそうと, さそてそちふこ つおかしあし うつか, ねてそいふ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ いふしあ 
つねあつてしけうあ け せけ う ねかす せか せときおあしあつへ. 《せあ せあにそおけしあつへ たそつてそみせせそ ちみおそす 
け とにあきけうあしあ くあ つうそかこ いそしへせそこ すあすそこ. ╉せけ つうそかえそ ちそきおかせけみ 〉あてあしへみ 
╊うえかせへかうせあ そてすかねあしあ つ すあすそこ, おあうあみ かこ うそくすそきせそつてへ ちあくおかしけてへ ちあおそつてへ 
ほてそえそ そいはかえそ たちあくおせけさあ! 

《せあ とすかしあ おちときけてへ てあさ, つしそうせそ たそおあうあしあ たちけすかち. ¨つさちかせせか, つ くあいそ-
てそこ け たそ-おそいちそすと. っ ほてそ たそせみしあ, さそえおあ とうけおかしあ かか たそおちとえと 〉けせと, さそてそちあみ 
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てあさ つてちあおあかて いかく せかか, ねてそ たちけ とたそすけせあせけけ そ 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか と せかか たそ 
はかさあす いかえとて つしかくふ… 

《せあ いふしあ つあすそこ しとねのかこ つとたちとえそこ せあ つうかてか, たそしまいけう うつかす つかちおぬかす 
ねかしそうかさあ, つとすかしあ つてあてへ えしあうせふす けつてそねせけさそす つけしふ け せかけつつみさあかすそえそ つねあ-
つてへみ, つすふつしそす うつかこ かえそ きけくせけ, つそくおあう あてすそつなかちと たちあくおせけさあ け ちあおそつてけ 
うそさちとえ せかえそ.

』かえそおせみ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ せかて つ せあすけ. 〈ふ うつか たそてかちみしけ とおけうけ-
てかしへせそこ おとのけ ねかしそうかさあ, せそ そせあ せあうつかえおあ そつてあせかてつみ う せあのかこ たあすみてけ. 

╆とおとねけ つてとおかせてさそこ すかおけせつてけてとてあ, たそすせま, たちそねけてあしあ させけえと ]あせ-
おちあすあ ╉きけせあ «【ちけせあおぬあてへ きかせはけせ, さそてそちふか けくすかせけしけ すけち». ╇ つたけつさか 
うかしけねあこのけに きかせはけせ, さそてそちふか けくすかせけしけ すけち さ しとねのかすと, み せあ たかちうそか 
すかつてそ たそつてあうけしあ いふ 〉あてあしへま ╊うえかせへかうせと ╆あきあせそうと, ほてと けつさしまねけてかしへせとま 
きかせはけせと, とせけさあしへせとま うそ うつかす.

』ねけてあま, くおかつへ とすかつてせそ たちけうかつてけ つしそうあ ╅しへいかちてあ ゅこせのてかこせあ, つさあくあう-
のかえそ, ねてそ きけくせへ そておかしへせそえそ ねかしそうかさあ けすかかて つすふつし しけのへ う てそこ つてかたかせけ, 
せあつさそしへさそ そせあ たそすそえあかて つおかしあてへ きけくせけ おちとえけに しまおかこ さちあつけうかか け いしあえそ-
ちそおせかか. ╋けくせへ つうみはかせせあ; ほてそ, てあさ つさあくあてへ, うかちにそうせあみ ぬかせせそつてへ, さそてそちそこ 
たそおねけせかせふ うつか たちそねけか ぬかせせそつてけ. 

〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ そいしあおあしあ てそせさそこ けせてとけぬけかこ け つそうかちのかせせそこ しそえけ-
さそこ, け そせあ たそけつてけせか みうしみかてつみ そいちあくぬそす おしみ たそおちあきあせけみ すせそえけに, すせそえけに 
たそさそしかせけこ. 《せあ せあうつかえおあ そつてあせかてつみ う せあのけに つかちおぬあに. 

ぁかちせふこ ╇.╇.*

《おせあ, せそ たしあすかせせあみ つてちあつてへ

╉けたしそすあてけねかつさあみ せあとさあ, たといしけぬけつてけさあ, きとちせあしけつてつさそか け たけつあてかしへ-
つさそか つそそいはかつてうそ たそせかつしけ そえちそすせとま け せかうそつたそしせけすとま たそてかちま. 7 けませみ 
2014 えそおあ たそつしか いそしかくせけ とのしあ けく きけくせけ おそねへ ちそつつけこつさそえそ せあちそおあ, けつてけせ-
せふこ たあてちけそて 『そおけせふ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ ╆あきあせそうあ. ╇すかつてか つ せあすけ つさそち-
いみて たそねけてあてかしけ かか そいあみてかしへせそえそ ねかしそうかねかつさそえそ おあちあ, おけたしそすあてけねかつさそえそ 
け せあとねせそ-たといしけぬけつてけねかつさそえそ てあしあせてあ. ╇つか すふ そておあかす おあせへ とうあきかせけみ 
つうかてしそこ たあすみてけ おけたしそすあてあ, さちとたせそえそ とねかせそえそ, みちさそえそ たけつあてかしみ, しとねかくあち-
せそこ けせおけうけおとあしへせそつてけ, きかせふ け おちとえあ ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ ╆あきあせそうあ. 〈ふ 
えしといそさそ そたかねあしかせふ け つさそちいけす うすかつてか つ ╇あすけ, せあの おそちそえそこ け とうあきあかすふこ 
╊うえかせけこ 》かてちそうけね.

* ╇しあおけすけち ╇けさてそちそうけね ぁかちせふこ — おそさてそち なけくけさそ-すあてかすあてけねかつさけに せあとさ, たちそなかつつそち.
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〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ うかしあ あさてけうせふこ, 
せあつふはかせせふこ つそいふてけみすけ そいちあく きけくせけ. 
》そすけすそ おけたしそすあてけねかつさそえそ てあしあせてあ, そせあ 
くあたそすせけてつみ け さあさ いしけつてあてかしへせふこ, かつしけ 
てあさ すそきせそ うふちあくけてへつみ, すあつてかち ねかしそうかねか-
つさけに そてせそのかせけこ. 』 せかこ にそてかしけ そいはあてへつみ 
すせそえけか うふおあまはけかつみ たちかおつてあうけてかしけ ちそつ-
つけこつさそえそ け くあちといかきせそえそ そいはかつてうあ — えそ-
つとおあちつてうかせせふか け そいはかつてうかせせふか おかみてかしけ, 
とねかせふか, たけつあてかしけ, さそすたそくけてそちふ, にとおそき-
せけさけ, あちてけつてふ. ¨ そせあ たちかうそつにそおけしあ そねかせへ 
すせそえけに う さちかあてけうせそつてけ, つそ つてちあつてへま そて-
おあうあしあつへ うあきせかこのけす けく おかし つうそかこ きけくせけ: 
おけたしそすあてけけ, せあとさか, たちそつうかはかせけま け さそ-
せかねせそ きか くあいそてか そ しまいけすそす すときか — 
つそあうてそちか かか せあとねせそ-たといしけぬけつてけねかつさそえそ 
てうそちねかつてうあ.

【ちとおせそ たそうかちけてへ, ねてそ 〉あてあのけ ときか せかて つ せあすけ. ╇つかえそ おうあ すかつみぬあ せあくあお 
すふ うつてちかねあしけつへ せあ おせか ちそきおかせけみ せあのかえそ そいはかえそ おちとえあ, そいすかせけうあしけつへ 
すせかせけみすけ そ てうそちねかつさけに たしあせあに せあ いとおとはかか. 【そえおあ そせあ たちけいそしかしあ. 》ちけ-
のしあ, そたけちあみつへ せあ たあしそねさと, せそ いふしあ たそしせあ ほせかちえけけ け たしあせそう. 〈そえしあ いふ 
け うたちかおへ ちあおそうあてへ せあつ つうそけすけ たちそけくうかおかせけみすけ, けつさちみはけすけつみ おそいちそす 
さ しまおみす け つうかてそす, そてさちふうあまはけす てあこせふ せあとねせそえそ たそくせあせけみ. 〈そえしあ 
いふ ちあおそうあてへ つうそけす つそくけおあてかしへせふす てちとおそす, とつてちかすしかせせふす さ うふつそさけす 
ぬかしみす, せあたちあうしかせせふす せあ とさちかたしかせけか すけちあ け とてうかちきおかせけか う せかす ねかしそうか-
ねかつさそえそ つねあつてへみ. 〈そえしあ いふ くあちあきあてへ おそつてそこせふす たちけすかちそす いかくくあうかてせそこ 
しまいうけ さ しまおみす, ちそおせそこ くかすしか, 『そおけせか. 〈そえしあ いふ おあちけてへ ちあおそつてへ とすせそえそ 
け おそいちそえそ そいはかせけみ, たそてそすと ねてそ いふしあ みちさそこ け そねあちそうあてかしへせそこ きかせはけ-
せそこ, てうそちねかつさそこ しけねせそつてへま.

〈せか たちかおつてあうしみかてつみ, ねてそ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ うつかえおあ いふしあ そいとちかうあ-
かすあ きあきおそこ せあとねせそこ おかみてかしへせそつてけ. ╇つてちかねけ つ せかこ いふしけ つてそしへ えしといそさそ 
そおとにそてうそちかせせふすけ, ねてそ たそつしか せけに うそくせけさあしあ さあさあみ-てそ, すそきせそ つさあくあてへ, 
うせかくかすせあみ せあおかきおあ せあ たちかおそはとはかせけか そ うつてちかねか つ ねかす-てそ くあえあおそねせふす 
け うかしけさけす. 《せあ うつかえおあ たそちあきあしあ せあつ つうそけす つけしへせふす にあちあさてかちそす, ぬかしへせそ-
つてへま きけくせかせせそえそ け てうそちねかつさそえそ たとてけ. 》そほてそすと あつつそぬけけちとま つ せかこ つしそうあ 
]かちすそせてそうあ:

〈ふ きおかす つ てそすしかせへかす とたそうあせへみ
〈けせとてふ うそしへせそつてけ つうみてそこ…

¨ かはか: けすかせせそ う つうみくけ つ たあすみてへま そ せかこ うつたしふうあまて つかこねあつ かえそ つてちそさけ:
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っ くせあし そおせそこ しけのへ おとすふ うしあつてへ,
《おせと — せそ たしあすかせせとま つてちあつてへ.

〉あてあのあ いふしあ せあたそしせかせあ けはとはかこ うふにそおあ ほせかちえけかこ. 》そほてそすと てあさ うちか-
くあしつみ う たあすみてへ かか つてけにそてうそちせふこ おかうけく:

〈せか せときせそ おかこつてうそうあてへ, み さあきおふこ おかせへ
╆かつつすかちてせふす つおかしあてへ いふ きかしあし, さあさ てかせへ
╇かしけさそえそ えかちそみ, け たそせみてへ
っ せか すそえと, ねてそ くせあねけて そておふにあてへ.

《てつまおあ, せあうかちせそか, け たちそけつてかさあしあ てあ かか «たしあすかせせあみ つてちあつてへ» さ せあとさか 
け たといしけぬけつてけさか, さそてそちあみ そにうあてふうあしあ つあすふか ちあくせそそいちあくせふか そいしあつてけ すかき-
おとせあちそおせふに そてせそのかせけこ け つてちあせそうかおかせけみ.

╆そしへのとま ちあおそつてへ おそつてあうしみかて ねてかせけか せあたけつあせせふに 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかう-
せそこ う つそあうてそちつてうか つ ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす とおけうけてかしへせそ せあつふはかせせふに 
けおかみすけ させけえ け つてあてかこ そ [そちかか, [けてあか, ‒ちあせぬけけ, そい ¨てあしけけ, そ 』ぃ╅ 
け すせそえけに おちとえけに つてちあせあに. ╇かつへすあ あさてとあしへせふ さそせぬかたてとあしへせふか たちそけく-
うかおかせけみ: «[とおあ けおかて ねかしそうかねかつてうそ?», «╉けあしそえ け つてそしさせそうかせけか ぬけうけ-
しけくあぬけこ», «〈けち け うそこせあ», «〈せそえそたそしまつせふこ すけち», «〈かきおとせあちそおせふか 
そてせそのかせけみ う XXI うかさか». ¨ さあきとてつみ つねあつてしけうふすけ てか すそすかせてふ そいはかせけみ 
つ ねかてそこ ╆あきあせそうふに, さそえおあ とおあうあしそつへ うおとすあてへつみ う けおかけ けに せあとねせふに けくふ-
つさあせけこ, さそてそちふか うおそにせそうしみしけ すせそえけに せあ くあせみてけか せあとさそこ け たそつてけきかせけか 
すけちあ. ╇ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ ╆あきあせそうふ つそくおあしけ 
そおせと けく さちとたせかこのけに う すけちか せあとねせふに のさそし う そいしあつてけ すかきおとせあちそおせふに 
そてせそのかせけこ, ねかちかく さそてそちとま たちそのしそ ときか せか そおせそ たそさそしかせけか すそしそおふに 
とねかせふに. ╉そつてあてそねせそ つさあくあてへ, ねてそ ねけつしそ とねかせけさそう ╆あきあせそうふに ときか おあうせそ 
たかちかうあしけしそ くあ つそてせま.

っ しけねせそ そねかせへ いしあえそおあちかせ 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか くあ てそ, ねてそ そせあ うつかえおあ 
そて おとのけ たそおおかちきけうあしあ すそけ せあとねせふか せあねけせあせけみ. 【あさ いふしそ, せあたちけすかち, 
う 1990-か えそおふ, さそえおあ み たちそおうけえあし たちそかさて つそくおあせけみ ちそつつけこつさそ-あすかちけ-
さあせつさそえそ せあとねせそえそ なそせおあ せあ いあくか [あしけなそちせけこつさそえそ け 』てほせなそちおつさそえそ 
とせけうかちつけてかてそう. 〉あてあのあ たそすそえあしあ つ たけつへすあすけ たそおおかちきさけ そて うふつそさけに しけぬ 
つ ちそつつけこつさそこ つてそちそせふ, さそせてあさてあすけ け つうみくみすけ う 』ぃ╅, えおか ちあせかか おそしえそ 
ちあいそてあしあ. ╈しあうせそこ くあおとすさそこ いふしそ そちえあせけくそうあてへ つそうすかつてせふか せあとねせそ-てかに-
せそしそえけねかつさけか たちそかさてふ, そいかつたかねけてへ つうみくへ ちそつつけこつさけに せあとねせふに さそししかさてけ-
うそう つ うふつそさそてかにせそしそえけねせふすけ さそすたあせけみすけ 』けしけさそせそうそこ おそしけせふ. ゅてそ 
たそくうそしけしそ いふ とてうかちおけてへ たちけそちけてかてふ ちそつつけこつさそこ せあとさけ け そいかつたかねけてへ 
かか なけせあせつけちそうあせけか う てか てちとおせふか えそおふ. 〈せか たちけのしそつへ すせそえそ うふつてとたあてへ 
う 』ぃ╅ つ ちあくひみつせみまはけすけ たちそかさて しかさぬけみすけ せあ うつかに とちそうせみに — そて とせけうかち-
つけてかてそう おそ [あしけなそちせけこつさそえそ さしといあ «』そおちときかつてうそ» う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ, 
«『ゅ〉╉ さそちたそちほこのせ» う 』あせてあ-〈そせけさか け ╈そつおかたあちてあすかせてあ う ╇あのけせえてそせか. 
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》そすせま, さあさ いふしあ おそつてけえせとてあ おそえそうそちかせせそつてへ そ ちかあしけくあぬけけ たちそかさてそう 
つ けに なけせあせつそうそこ たそおおかちきさそこ あすかちけさあせつさそこ つてそちそせそこ. ぃてあい-さうあちてけちあ 
なそせおあ おそしきせあ いふしあ ちあつたそしあえあてへつみ う さけしそすかてちか そて [あたけてそしけみ のてあてあ 
[あしけなそちせけみ う 』あさちあすかせてそ. ╇つたそすけせあま, さあさ たかちかきけうあしあ 〉あてあしへみ, さそえおあ 
せあのあ けせけぬけあてけうせあみ おかみてかしへせそつてへ たそ たちそかさてあす せか いふしあ たそおおかちきあせあ 
つそたちかおつかおあてかしかす 『そつつけこつさそ-あすかちけさあせつさそこ さそすけつつけけ たそ せあとねせそ-てかにせそしそ-
えけねかつさそすと つそてちとおせけねかつてうと, たちかすへかち-すけせけつてちそす ╇.』. ぁかちせそすふちおけせふす. 
[ つしそうと, せふせかのせけこ たちそかさて «』さそしさそうそ» つそそてうかてつてうとかて けおかか たしあせけちそ-
うあうのかえそつみ せあすけ なそせおあ. 』 てそこ しけのへ たちけせぬけたけあしへせそこ ちあくせけぬかこ, ねてそ 
う せあのかす つしとねあか ちそつつけこつさあみ つてそちそせあ とたちあうしみしあ いふ たちそかさてあすけ せあ あすかちけ-
さあせつさそこ くかすしか け せあ けに おかせへえけ, あ う «』さそしさそうそ» そつせそうせとま つさちけたさと けえちあまて 
ちあつたけあちかせせふか くあたあおせふか とねかせふか, せそ てそしへさそ くあ ちそつつけこつさけか おかせへえけ. [てそ-てそ, 
うけおけすそ, つねけてあかて, ねてそ とねかせふか 『そつつけけ たちそなかつつけそせあしへせそ つしあいかか くあたあおせふに 
さそししかえ.

[そえおあ と すかせみ つそうつかす いふしそ そたとつてけしけつへ ちとさけ, 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ 
せか おあしあ うたあつてへ う そてねあみせけか, たそおおかちきあしあ, さあさ すそえしあ, といかきおあみ, ねてそ かつてへ 
かはか すせそえそ おちとえけに けせてかちかつせふに せあとねせふに けおかこ け たちそかさてそう おしみ «すそくえそうそえそ 
のてとちすあ». ¨ すそか うせけすあせけか くあにうあてけし おそしえそうちかすかせせふこ たちそかさて たそ えしそいあ-
しけくあぬけけ おかすそさちあてけけ. 》そお うしけみせけかす たといしけさあぬけこ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ 
み つてあし たちそたあえあせおけちそうあてへ たちそぬかつつ たそつてかたかせせそえそ たかちかにそおあ ねかしそうかねかつてうあ 
そて «さそししかさてけうせそえそ いかつつそくせあてかしへせそえそ» さ «さそししかさてけうせそすと つそくせあてかしへせそすと», 
さそえおあ けせおけうけお たそしとねあかて つあすそつてそみてかしへせとま うそくすそきせそつてへ たそしせそつてへま ちかあ-
しけくそうあてへ つかいみ.

[あさそうそ きか いふしそ すそか とおけうしかせけか, さそえおあ いふうのけこ ╈かせかちあしへせふこ つかさちか-
てあちへ 《《〉 ╆とてちそつ ╆とてちそつ-╈あしけ たそつしか かえそ しかさぬけけ う ╉けたしそすあてけねかつさそこ 
あさあおかすけけ うかつへすあ くあけせてかちかつそうあせせそ たそおおかちきあし すそま さそせぬかたぬけま. 《せ くあすか-
てけし, ねてそ てあさとま さそせぬかたぬけま すそえ つなそちすとしけちそうあてへ てそしへさそ そねかせへ そたふてせふこ 
け えしといそさけこ とねかせふこ. ¨ ほてそ たちあうおあ, たそてそすと ねてそ くあ ほてそこ てかすそこ つてそみし すそこ 
あせえかし-にちあせけてかしへ — 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ, あ つあすあ てかすあ そねかせへ てそねせそ そいそくせあ-
ねけしあ せそうふか たそしけてけねかつさけか たちそぬかつつふ せあ たしあせかてか. 》そ けてそえあす けつつしかおそうあせけこ 
いふしそ そたといしけさそうあせそ すせそえそ つてあてかこ, さあつあまはけにつみ つてちあてかえけけ ちあくうけてけみ 『そつ-
つけけ う とつしそうけみに すけちそうそえそ たちそぬかつつあ えしそいあしけくあぬけけ おかすそさちあてけけ.

╇ 2010 えそおと すせか たちけつとおけしけ たちかすけま 』そまくあ きとちせあしけつてそう 『そつつけけ くあ 
ぬけさし つてあてかこ そい けせてかししかさてとあしへせそこ ちかうそしまぬけけ. ╇ 2012 えそおと み たそしとねけし 
たちけえしあのかせけか うふつてとたけてへ つ おそさしあおそす せあ さそせなかちかせぬけけ ╊うちそつそまくあ たそ 
うそたちそつあす すかきおとせあちそおせそえそ ちかえけそせあしへせそえそ つそてちとおせけねかつてうあ う たそしへつさそす 
╇ちそぬしあうか. ╇ てそす きか 2012 えそおと う ╉そすか-すとくかか ¨.』. 【とちえかせかうあ う ╆ときけうあしか 
たそお 》あちけきかす つそつてそみしあつへ たちかくかせてあぬけみ せあのかこ つ さそししかえそこ ╅. [あたさそうふす 
させけえけ «ゅうそしまぬけみ えしそいあしけくすあ: そて さそししかさてけうせそえそ いかつつそくせあてかしへせそえそ — 
さ さそししかさてけうせそすと つそくせあてかしへせそすと». [せけえあ いふしあ そたといしけさそうあせあ たちけ たそお-
おかちきさか ╅つつそぬけあぬけけ うふたとつさせけさそう ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ.
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【ちとおせそ たけつあてへ そ ねかしそうかさか, つ さそてそちふす てかいみ つうみくふうあしけ おちときかつさけか 
そてせそのかせけみ たそねてけ うつま つそくせあてかしへせとま きけくせへ. ぁとうつてうそ たそてかちけ いしけくさそこ, 
ちそおつてうかせせそこ おとのけ せあたそしせみかて つさそちいへま.

』 〉あてあのかこ すふ たそくせあさそすけしけつへ う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ う おあしかさそす 1978 えそおと. 
《せあ ちあいそてあしあ う ╈かせかちあしへせそす さそせつとしへつてうか 』』』『 う さあねかつてうか たちかつつ-あててあのか. 
っ くあせけすあしつみ せあとさそこ う [あしけなそちせけこつさそす とせけうかちつけてかてか う ╆かちさしけ. 》そすせま, 
さあさ せあ たちけかすあに う さそせつとしへつてうか あすかちけさあせぬふ うつかえおあ つすとはあしけつへ たちけ そいはか-
せけけ つ 〉あてあのかこ. 《せけ うそつにけはあしけつへ つそねかてあせけかす う せかこ さちあつそてふ, おそいちそてふ, 
さそすすとせけさあいかしへせそつてけ け たちそなかつつけそせあしけくすあ. ╊か ねあつてそ つちあうせけうあしけ つ 《おちけ 
｠かたいむちせ, 『けてそこ ｠かこうそちて け 』そなけ ]そちかせ. 〉そ すせか, せあそいそちそて, さあくあしそつへ, ねてそ 
ほてそ そせけ うつか たそにそきけ せあ 〉あてあのと. [ちあつそてあ け そいあみせけか そいちあくそう, つそくおあうあかすふに 
けすけ せあ ほさちあせか, せあにそおけしけ うそたしそはかせけか け う かか せあてとちか. 《せあ うつかえおあ いふしあ そねあ-
ちそうあてかしへせあ け たちけてみえあてかしへせあ つうそけす せかそいふねせふす, そてさちふてふす つかちおぬかす. ╇そく-
せけさあし さあさそこ-てそ せかそいひみつせけすふこ おとのかうせふこ さそすなそちて たちけ そいはかせけけ つ せかこ. 
〉かうそくすそきせそ いふしそ ちあうせそおとのせそ たちそこてけ すけすそ かか そいうそちそきけてかしへせそこ としふいさけ.

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ うつかえおあ いふしあ なとせおあすかせてそす け そたしそてそす つかすへけ 
╆あきあせそうふに, とおけうけてかしへせそ えそつてかたちけけすせふす け いかつさそちふつてせふす ねかしそうかさそす. 
╇つかに おちとくかこ, さそししかえ け くせあさそすふに そせあ うつかえおあ そさちときあしあ くあいそてそこ, ちあおとのせふす 
うせけすあせけかす, たそすそえあしあ けす, ねかす すそえしあ. 《せあ とすかしあ てそせさそ け けくみはせそ おちと-
きけてへ, うおそにせそうしみてへ, おかしあてへ せかくあいふうあかすふか たそおあちさけ. [あさ-てそ, くせあみ そ すそかこ 
すあえけねかつさそこ たちけうみくあせせそつてけ さ けくとねかせけま たちそけつにそきおかせけみ さそしかぬ 』あてとちせあ, 
たそおあちけしあ すせか つ たそきかしあせけかす とつたかにそう のけさあちせふこ うそつてそねせふこ にあしあて ぬうかてあ 
さそつすそつあ つ くそしそてふすけ うさちあたしかせけみすけ くうかくお. ｠あしあて そさあくあしつみ うそけつてけせと うそし-
のかいせふす.

》そつしか ほてそえそ たそおあちさあ せかそきけおあせせふす そいちあくそす せあねあしけ たそつてとたあてへ たちけ-
えしあのかせけみ ちあつつさあくあてへ そ せあのけに けつつしかおそうあせけみに う 』ぃ╅: [そつすけねかつさそす ぬかせ-
てちか 〉╅』╅ う ╅しあいあすか, [あしけなそちせけこつさそす とせけうかちつけてかてか う ╆かちさしけ け 』あせ-
╉けかえそ, 〉あぬけそせあしへせそす いまちそ つてあせおあちてそう け 】せけうかちつけてかてか ╉き. ╇あのけせえてそせあ 
う ╇あのけせえてそせか, ╅つてちそせそすけねかつさそす けせつてけてとてか ╈あうあこつさそえそ とせけうかちつけてかてあ 
う ╈そせそしとしと. ╈あくかてふ け きとちせあしふ つてあしけ たといしけさそうあてへ つてあてへけ そ せあのかこ 
せそうそこ てかそちけけ たちそけつにそきおかせけみ さそしかぬ 』あてとちせあ, たそおてうかちきおあかすそこ ほさつ-
たかちけすかせてあしへせふすけ おあせせふすけ すけつつけけ [あつつけせけ. ╇ 2005 えそおと つそつてそみしあつへ 
たちかつつ-さそせなかちかせぬけみ う 『¨╅ «〉そうそつてけ», う 2007 えそおと — う ¨【╅『-【╅』』. 
╅ けつつしかおそうあせけみ つてあちてそうあしけ かはか う おあしかさそす 1987 えそおと. 》ちそいしかすあ つそつてそけて 
う せかそいふねせそつてけ せあのかこ えけたそてかくふ, えしあつみはかこ, ねてそ くあ たちそけつにそきおかせけかす さそしかぬ 
』あてとちせあ け おちとえけに たしあせかて つてそけて つうかちにたちそうそおけすそつてへ さそつすけねかつさそえそ しへおあ. 

』たあつけいそ 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか. 《せあ たそおおかちきけうあしあ せあつ, せあたそすけせあみ, 
ねてそ いふうあしけ け にとおのけか うちかすかせあ, さそえおあ せあとねせふに たかちうそそてさちふうあてかしかこ つきけ-
えあしけ せあ さそつてちあに. 〉そ け つかこねあつ ╊うちそたあ くあねあつてとま たそ-たちかきせかすと とおけうしみかて, 
せか うつかえおあ あおかさうあてせそ うそつたちけせけすあみ たちそえちかつつけうせふか けせけぬけあてけうふ. 〉あたちけ-
すかち, いしそさけちとかて すかにあせけくすふ そいかつたかねかせけみ すかきおとせあちそおせそこ いかくそたあつせそつてけ, 
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たちかおしそきかせせふか 『そつつけかこ たそつしか そさそせねあせけみ にそしそおせそこ うそこせふ. 』かえそおせみ すかき-
おとせあちそおせふか そてせそのかせけみ たそさあ かはか おあしかさけ そて けおけししけねかつさそこ えあちすそせけけ 
たちかおうけおかせせそえそ ¨. [あせてそす けおかあしあ «うつかそいはかえそ すけちあ». ╉あうせそ せあくちかしあ 
せかそいにそおけすそつてへ たしあせそすかちせそこ ちかなそちすふ 《《〉, 《╆』╊, ╊』 け 〉╅【《 う つそそて-
うかてつてうけけ つ けくすかせけうのけすけつみ ちかあしけみすけ. 《い ほてそす せかそおせそさちあてせそ えそうそちけしあ 
け たけつあしあ すせそえそとうあきあかすあみ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ.

… 〉あてあのか せちあうけしけつへ さそすたあせけけ. 《せあ うつかえおあ いふしあ けに おとのそこ, たちけうかて-
しけうふす, そてくふうねけうふす, くあいそてしけうふす ねかしそうかさそす, あさてけうせそ たそおおかちきけうあまはけす 
おけつさとつつけけ. 》そすせま, さあさ-てそ う さそせぬか せかおかしけ すふ のしけ つ ╊うえかせけかす 》かてちそうけ-
ねかす たそつしか ちあいそてふ たそ 〈そつさうか. ¨ うふみつせけしそつへ, ねてそ そせ くあたしあせけちそうあし つ 〉あてあ-
のかこ け つかつてちそこ ╇けさてそちけかこ たそつけおかてへ う さけてあこつさそす ちかつてそちあせか せあさあせとせか かえそ 
おせみ ちそきおかせけみ. 》そくうそせけしあ 〉あてあのあ. ╊うえかせけこ 》かてちそうけね つたちそつけし と せかか, 
すそきかて しけ そせ たちけえしあつけてへ すかせみ. 《せあ つ えそてそうせそつてへま つそえしあつけしあつへ, け すふ たちか-
さちあつせそ たちそうかしけ うちかすみ くあ ときけせそす.

╇ おちとえそこ ちあく み たそ おかしあす くあかにあし おそすそこ さ ╆あきあせそうふす, う けに せかいそしへのとま, 
せそ とまてせとま さうあちてけちと せあ [とてとくそうつさそす. ╇かねせそ いかくとすせそ くあせみてふこ, ╊うえかせけこ 
》かてちそうけね てちとおけしつみ せあ さとにせか くあ くあさちふてそこ おうかちへま せあお そねかせへ うあきせふす け, さあさ 
うつかえおあ, つちそねせふす てかさつてそす おそさしあおあ. 〉あてあのかせへさあ うつてちかてけしあ すかせみ おちときか-
しまいせそ け ちあおそつてせそ. 【とて きか たちかおしそきけしあ たかちかさとつけてへ. 】えそはあしあ えそしといぬあすけ 
け みたそせつさそこ うそおさそこ つあさか. ╇ そきけおあせけけ ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ, とつてあしふこ, み うつか 
つひかし け せかくあすかてせそ おしみ つかいみ くあつせとし. [あさそうそ きか いふしそ すそか とおけうしかせけか, さそえおあ 
ねかちかく せかさそてそちそか うちかすみ うおちとえ そねせとしつみ たそお おちときせふこ つすかに 〉あてあのかせへさけ, かか 
すあすふ け ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ つ たちかおしそきかせけかす おそいあうさけ. ゅてそて つしとねあこ うつかえおあ 
いふし たちかおすかてそす うかつかしふに のとてそさ う せあのかこ さそすたあせけけ.

》そすせま, 〉あてあのあ そちえあせけくそうあしあ すせか しかさぬけま う ╈かせかちあしへせそす さそせつとしへ-
つてうか 』』』『 う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ. 〉あ そいひみうしかせけけ いふしそ せあたけつあせそ, ねてそ つ しかさ-
ぬけかこ うふつてとたあかて ╇. ぁかちせふこ, あ たそつしか しかさぬけけ いとおかて なけしへす «ぁかちせあみ いかちかくあ». 
╇つか ねけてあまはけか そいひみうしかせけか おちときせそ つすかみしけつへ たそ たそうそおと けえちふ つしそう…

《おせあきおふ 〉あてあのあ たそつそうかてそうあしあ すせか たそつかてけてへ すほちあ えそちそおあ 『けせそ 
う 〉かうあおか. っ たちかおしあえあし すほちと しかさぬけま う さしといか «『そてあちけ ¨せてかちせかのせし». 《せ 
きか たふてあしつみ くあてあはけてへ すかせみ う さあくけせそ. [あさ «てうかちおふこ けつさちそうかぬ», み つそたちそ-
てけうしみしつみ. 〉そ けせけぬけあてけうあ 〉あてあのけ せか たちそのしあ いかつつしかおせそ. ╇ 2001 えそおと すせか 
うつか きか おそうかしそつへ うふつてとたあてへ う 】せけうかちつけてかてか 〉かうあおふ う 『けせそ つ しかさぬけみすけ 
そ たちあうあに ねかしそうかさあ う 『そつつけけ. [そせかねせそ きか う うふつてとたしかせけけ み けつたそしへくそ-
うあし たといしけさあぬけけ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ け ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ. 【かすあ たちあう 
ねかしそうかさあ つ てかに たそち つてあしあ そおせそこ けく えしあうせふに う すそけに けくふつさあせけみに. ╇ てそす きか 
2001 えそおと たそ すそかこ けせけぬけあてけうか いふし つそくおあせ ‒そせお くあはけてふ さそせつてけてとぬけそせ-
せふに たちあう さそちかせせふに すあしそねけつしかせせふに せあちそおそう 『そつつけけ. 》そくおせかか おかみてかしへ-
せそつてへ なそせおあ いふしあ くあすかねかせあ 《ちえあせけくあぬけかこ 《いひかおけせかせせふに 〉あぬけこ. ╇ 2012 
け 2014 えそおあに すせか たそつねあつてしけうけしそつへ うふつてとたけてへ つ おそさしあおあすけ せあ ほてと てかすと 
ときか せあ さそせなかちかせぬけみに う 《《〉.
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╊はか なあさて. ╇ 2000 えそおと 〉そいかしかうつさとま たちかすけま すけちあ たちけつとおけしけ くせあ-
すかせけてそすと さそちかこぬと [けす ╉ほ ぁきとせと. 『あせかか 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ ちとさそ-
うそおけしあ たそおえそてそうさそこ かえそ おけつつかちてあぬけけ う ╉けたあさあおかすけけ. ╇ ほてそ うちかすみ 
み せあにそおけしつみ う 』てほせなそちおつさそす とせけうかちつけてかてか. [けす ╉ほ ぁきとせ うふつてとたあし 
てあす つ せそいかしかうつさそこ しかさぬけかこ. っ たかちかおあし かすと たちけうかて そて つかすへけ ╆あきあせそ-
うふに. 〉あたそすせけし, さあさ すふ えそてそうけしけ かえそ うけくけて う 〈そつさうと かはか おそ けくいちあせけみ 
かえそ たちかくけおかせてそす ょきせそこ [そちかけ. 〉あ つしかおとまはけこ おかせへ しまおけ [けす ╉ほ 
ぁきとせあ たちけえしあつけしけ すかせみ つ さそししかえあすけ う さそちかこつさけこ ちかつてそちあせ う 』あせ-
‒ちあせぬけつさそ. ╊つてかつてうかせせそ, うつか ちあくえそうそちふ いふしけ そ 〉あてあのけせそこ さちあつそてか, 
かか たちかさちあつせそす くせあせけけ さそちかこつさそえそ みくふさあ, たそしけてけさけ, ほさそせそすけさけ, てちあ-
おけぬけこ け さとしへてとちふ [そちかけ. 《せけ くせあしけ, さあさけす そせあ いふしあ とてそせねかせせふす 
くせあてそさそす さそちかこつさそこ さとにせけ.

〉あ とせけうかちつけてかてつさけに つかすけせあちあに つ すかきおとせあちそおせふす とねあつてけかす, さそえおあ 
ちかねへ のしあ そ [そちかか, いふうのけこ すけせけつてち そいそちそせふ 』ぃ╅ 】けしへみす 》ほちちけ, つたか-
ぬけあしけつて たそ さそちかこつさけす たちそいしかすあす, そいちあはあみつへ さ あとおけてそちけけ, つたちあのけうあし, 
あ せか いとおかて しけ たちけつとてつてうそうあてへ そおけせ けく さちとたせかこのけに さそちかかうかおそう つそうちかすかせ-
せそつてけ たちそなかつつそち 〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ. ╊すと せちあうみてつみ かか せあとねせふか ちあいそてふ, 
たそ せけす う 』ぃ╅ けくとねあまて [そちかま.

╇ たそちと たちかいふうあせけみ 〉あてあしへけ う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ せあつ つうみくふうあしあ せか 
てそしへさそ せあたちみきかせせあみ ちあいそてあ. 《ておふにあしけ てそきか けせてかちかつせそ. 《おせあきおふ すふ 
けえちあしけ う なとていそし せあ てかちちけてそちけけ うそかせせそこ いあくふ, せかおあしかさそ そて すそつてあ «′そしそ-
てふか ╇そちそてあ». ¨えちあしけ せあ たけうそ. っ つてそみし せあ うそちそてあに. ╊うえかせけこ 》かてちそうけね いふし 
せあたあおあまはけす う さそすあせおか たちそてけうせけさあ. ╊すと とおあしそつへ くあいけてへ すせか せかつさそしへさそ 
えそしそう. っ そねかせへ ちあつつてちそけしつみ. ╅ 〉あてあのかせへさあ すかせみ とつたそさあけうあしあ.

〉あさあせとせか せあつてとたしかせけみ 2007 えそおあ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね いふし そくあいそねかせ: 
えおか しとねのか そてたちあくおせそうあてへ まいけしかこ 〉あてあのかせへさけ (4 みせうあちみ). 》そつしか おそしえけに 
ちあくおとすけこ け そいつときおかせけこ すふ たちけのしけ さ うふうそおと, ねてそ せときせそ うふいちあてへ てあさそこ 
ちかつてそちあせ, さそてそちふこ いふ そてちあきあし かか たあなそつ さあさ えそつとおあちつてうかせせけさあ. 《せあ うかおへ 
いふしあ えそつとおあちつてうかせせけさそす いかく さあうふねかさ.

》そほてそすと すふ うふいちあしけ くあし せあ うてそちそす ほてあきか ちかつてそちあせあ «〉あぬけそせあしへ», 
そさせあ さそてそちそえそ うふにそおみて せあ [ちかすしへ. 〉あてあのあ そて ほてそえそ すかつてあ け あてすそつなかちふ 
うかねかちあ いふしあ つねあつてしけうあ, さあさ け うつか たちけのかおのけか せあ かか たちあくおせけさ. ╇かねかち 
とおあしつみ. ╆ふしけ とねかせふか, あちてけつてふ, そいはかつてうかせせふか おかみてかしけ, さそししかえけ け おちとくへみ. 
》ちけつとてつてうそうあうのけか せか つさとたけしけつへ せあ てそつてふ け さそすたしけすかせてふ, たそ おそつてそけせつてうと 
そぬかせけうあみ おそつてけきかせけみ け たちかしかつてけ まいけしみちあ. ╊うえかせけこ 》かてちそうけね つせみし たちか-
さちあつせふこ うけおかそなけしへす そ てそす おせか. 』すそてちかてへ かえそ — いそしへのそか とおそうそしへつてうけか.

[ つそきあしかせけま, いそしかくせへ たちけうかしあ 〉あてあしへま ╊うえかせへかうせと さ たちかきおかうちかすかせ-
せそこ さそせねけせか, そてせみう きけくせへ と つしあうせそこ おそねかちけ つうそかこ つてちあせふ. 《せあ そつてあうけしあ 
えしといそさけこ つしかお う すけちそうそこ せあとさか け うせかつしあ せかそぬかせけすふこ うさしあお う とさちかたしか-
せけか すけちあ け おちときいふ すかきおと せあちそおあすけ. 《せあ いふしあ たけそせかちそす おけたしそすあてけねか-
つさそこ せあとさけ せそうそこ 『そつつけけ. 』 かか けすかせかす つうみくあせあ けせてかえちあぬけみ ちそつつけこつさそこ 
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せあとねせそこ すふつしけ う そいしあつてけ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ け つてちあせそうかおかせけみ 
う つそさちそうけはせけぬと すけちそうそこ せあとさけ.

』うかてしあみ たあすみてへ そ 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか ╆あきあせそうそこ せあうつかえおあ そつてあせかてつみ 
う せあのけに つかちおぬあに. ╉かしそ うつかこ かか きけくせけ — いそちへいあ くあ すけち つ たそすそはへま おけたしそ-
すあてけけ け せあとねせふに すかてそおそう — そつてあしそつへ うそ うつかに かか てうそちかせけみに. ¨ たそてそすと 
すそきせそ つさあくあてへ, ねてそ おしみ かか せあつしかおけみ せあねけせあかてつみ せそうあみ きけくせへ: けおかけ たそお-
にうあてふうあまて うつか てか, さてそ かか くせあし け そはとてけし そいあみせけか かか てあしあせてあ とねかせそえそ, たけつあ-
てかしみ け おけたしそすあてあ.

』さそちいみ そ せかうそつたそしせけすそこ たそてかちか, にそてかしそつへ いふ つさあくあてへ つしそうあ とてかのかせけみ 
け つそいそしかくせそうあせけみ すせそえそとうあきあかすそすと ╊うえかせけま 》かてちそうけねと ╆あきあせそうと, ちそお-
せふす, いしけくさけす け さそししかえあす 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ, さてそ いふし ちみおそす つ せかこ たそ 
きけくせけ. ]とねのか うつかえそ てとて たそおにそおみて つてけにけ [そせつてあせてけせあ 』けすそせそうあ:

】すかち おちとえ と すかせみ — うそて さあさあみ いかおあ…
[あさ すせか いふてへ — せか すそえと け とすあ たちけしそきけてへ.
っ せか おとすあし, せか うかちけし, せか きおあし せけさそえおあ,
ぁてそ いかく ほてそえそ おちとえあ たちけおかてつみ すせか きけてへ.
╆ふし う そてひかくおか, さそえおあ つにそちそせけしけ かえそ,
╇ おかせへ たちそはあせへみ と えちそいあ せか つすそえ たそつてそみてへ.
╅ てかたかちへ うそて たちけかおと — け せかて せけねかえそ;
〉かて かえそ. 〉かて つそうつかす. 〉かて. 〉けえおか せか うけおあてへ.
〉あ さうあちてけちと たそこおと さ せかすと — てあす かえそ せかて.
╊つてへ てあ としけぬあ, おそす, かつてへ たそおひかくお てそて け おうかちへ,
╊つてへ おそはかねさあ, えおか けすみ かえそ — け てかたかちへ.
╊つてへ せあ うかのあしさか たあしさあ かえそ け たあしへてそ,
╊つてへ せあしかうそ くあ おうかちへま かえそ さあいけせかて…
╇つか てとて かつてへ… 【そしへさそ うつか ほてそ うそうつか せか てそ,
》そてそすと ねてそ そせ いふし, あ てかたかちへ かえそ せかて!
『あせへのか さあさ えそうそちけしけ おちとえ おちとえと すふ つ せけす?
╈そうそちけしけ: «』たそかす», «》そつけおけす», «》そくうそせけす»,
╈そうそちけしけ: «』さあきけ», えそうそちけしけ: «》ちそねてけ»,
╈そうそちけしけ: «′あこおけ さそ すせか くあうてちあ さ たみてけ».
╅ てかたかちへ たちけうふさあてへ せあおそ さ つしそうと: «《せ いふし».
》ちけうふさあてへ えそうそちけてへ たちそ せかえそ: «╈そうそちけし»,
╈そうそちけし, たちけにそおけし, たそすそえあし, うふちとねあし,
ぁてそいふ み せか えちとつてけし — おそしえそ きけてへ そいかはあし,
╊はか う たあすみてけ うつか てうそけ きけうふ ねかちてふ,
╅ ときか せか すそえと み つさあくあてへ てかいか «てふ».
╈そうそちみて, ちあく てふ とすかち — てあさそう とき くあさそせ,—
╇すかつてそ «てふ» たちそ てかいみ えそうそちけてへ せあおそ: «そせ»,
╇すかつてそ つしそう, ねてそ しまいしま てかいみ, せあおそ: «しまいけし»,
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╇すかつてそ つしそう, ねてそ かつてへ おちとえ と すかせみ, せあおそ: «いふし».
【あさ しけ ほてそ? 〉か くせあま. 》そ-すそかすと — せかて!
』うかて たそえあつのかこ くうかくおふ かはか てふつみねと しかて
[ せあす おそにそおけて. ╅ ねてそ かこ, くうかくおか, おそ しまおかこ?
【ふ おそいちかこ いふし かか, け てかたしかこ, け つうかてしかこ,
╉あ け つちそさ せかうかしけさ — てふはと しかて すせか せか きけてへ,
〉あ すそこ うかさ てかいみ にうあてけて — すせか たそ おちときいか つうかてけてへ.

ぁそこきけせけすあかうあ 』.╈.*

』そしせかねせあみ おとのあ 〉あてあのけ

〈そか くせあさそすつてうそ つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ ╆あきあせそうそこ せあねあしそつへ つ てかしかなそせ-
せそえそ くうそせさあ. 》そくうそせけしあ さあさ-てそ さそししかえあ 
け おそいちあみ たちけみてかしへせけぬあ け たそたちそつけしあ 
たちそさそせつとしへてけちそうあてへ せあ おそすと かか くせあさそ-
すとま. «〈ふ うつか, おちとくへみ け くせあさそすふか, けはかす 
しまいとま うそくすそきせそつてへ, ねてそいふ たそすそねへ 〉あてあ-
しへか ╊うえかせへかうせか. 】 せかか つしそきせふこ おけあえせそく, 
うちあねけ たちかおしあえあしけ そたかちあぬけま せあ つとつてあ-
うあに. 〈そきかて いふてへ, ╇ふ かこ たそすそきかてか», — 
つ てあさけすけ つしそうあすけ そいちあてけしあつへ そせあ さそ すせか. 
っ たそくうそせけしあ たそ とさあくあせせそすと せそすかちと, すせか 
そてうかてけし くうそせさけこ, おそうそしへせそ いそおちふこ えそしそつ, 
そねかせへ おちときかしまいせふこ, け すふ とつしそうけしけつへ 
そ うちかすかせけ うつてちかねけ.

っ かにあしあ さ ╆あきあせそうふす け うそしせそうあしあつへ. 
╇そしせかせけか いふしそ つうみくあせそ つ せかけくうかつてせそ-
つてへま おけあえせそくあ たあぬけかせてさけ, かか そてせそのかせけみ 
さ てけいかてつさそこ すかおけぬけせか け そいはかえそ せあつてちそ-
かせけみ. 〉あ うつみさけこ つしとねあこ み たちけにうあてけしあ 
つうそけ させけえけ け せかつさそしへさそ せそすかちそう せあのかこ えあくかてふ «╇かつてせけさ てけいかてつさそこ すかおけ-
ぬけせふ». 〈そきかて いふてへ, たあぬけかせてさか くあにそねかてつみ とくせあてへ いそしへのか そ てけいかてつさそこ 
すかおけぬけせか, ちあくすふのしみしあ み. 』 てあさけすけ すふつしみすけ おそいちあしあつへ ねかちかく すそつさそう-
つさけか たちそいさけ せあ [とてとくそうつさけこ たちそつたかさて. 

* 』うかてしあせあ ╈あしつあせそうせあ ぁそこきけせけすあかうあ — さあせおけおあて すかおけぬけせつさけに せあとさ, そつせそうあてかしへ さしけせけさけ てけいかて-
つさそこ すかおけぬけせふ «〉あちあせ».
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╉うかちへ そてさちふしあ 《しみ, たそすそはせけぬあ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ. っ たちそのしあ 
う さそすせあてと け とうけおかしあ としふいあまはとまつみ さちあつけうとま きかせはけせと, いしそせおけせさと 
つ つかちそ-えそしといふすけ えしあくあすけ. «〉あてあのあ», — そねかせへ たちそつてそ たちかおつてあうけしあつへ そせあ 
け たちけえしあつけしあ つかつてへ. 》ちけ うけおか かか そてさちふてそえそ, おそいちそきかしあてかしへせそえそ うくえしみおあ 
すそか うそしせかせけか けつねかくしそ, け み たちけつてとたけしあ さ そいつしかおそうあせけま. ╇そたちそつふ, そてうかてふ, 
そつすそてち, うふつしとのけうあせけか (あとつさとしへてあぬけみ) — うつか すかおけぬけせつさけか たちそぬかおとちふ 
くあせみしけ そさそしそ ねあつあ. 〈かせみ そいちあおそうあしそ け うおそにせそうけしそ, ねてそ 〉あてあしへみ ╊うえか-
せへかうせあ くせあさそすあ つ うそつてそねせそこ すかおけぬけせそこ せか たそせあつしふのさか け おそうかちみかて かこ. 
《さあくあしそつへ, そせけ つ すときかす おそしえそか うちかすみ きけしけ う [けてあか, [そちかか, ねあつてそ いふうあしけ 
け う おちとえけに つてちあせあに ╇そつてそさあ. 〈せか しかえさそ いふしそ そいはあてへつみ つ 〉あてあのかこ, と せあつ 
つちあくと つしそきけしけつへ おそうかちけてかしへせふか そてせそのかせけみ. っ たそおあちけしあ 〉あてあのか つうそけ 
させけえけ, あ そせあ すせか — つうそけ, せあたけつあせせふか う つそあうてそちつてうか つ つとたちとえそす, つ あうてそ-
えちあなあすけ. ぁかちかく せかさそてそちそか うちかすみ たちけかにあし つ ちあいそてふ すとき 〉あてあしへけ ╊うえか-
せへかうせふ, たちそなかつつそち ╊うえかせけこ 》かてちそうけね ╆あきあせそう. «[あさけか そせけ そいあ さちあつけ-
うふか け とおけうけてかしへせそ えあちすそせけねせふか», — たそおとすあしあ み, とうけおかう けに うすかつてか.

〈ふ おそえそうそちけしけつへ そ てそす, ねてそ せあねせかす しかねかせけか 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ 
さあさ すそきせそ いふつてちかか. 》そつしかおせけか えそおふ いふしけ てみきかしふすけ, そせあ すとねけしあつへ そて 
たそつてそみせせふに いそしかこ, てかちくあうのけに かか おせかす け せそねへま. ]かねかせけか てあいしかてさあすけ 
せか たちけせそつけしそ たそしせそえそ そいしかえねかせけみ そて つてちあおあせけこ, さ てそすと きか けに たそいそねせそか 
おかこつてうけか つさあくふうあしそつへ せあ ちあいそてか つかちおぬあ, あちてかちけあしへせそす おあうしかせけけ け そいそ-
つてちみしそ にちそせけねかつさけこ いちそせにけて. 

》そつしか そいつしかおそうあせけみ せあのあ いかつかおあ せかくあすかてせそ たかちかてかさしあ せあ そいつときおか-
せけか おちとえけに てかす, すふ せか すそえしけ せあえそうそちけてへつみ. 〉かくあすかてせそ たちそしかてかしけ たそねてけ 
てちけ ねあつあ. ╇ とおけうけてかしへせそ たちけたそおせみてそす せあつてちそかせけけ み とにそおけしあ けく とまてせそえそ 
おそすあ ╆あきあせそうふに, えおか ぬあちけしあ あとちあ せあつてそみはかこ けせてかししけえかせてせそつてけ, けつさちかせ-
せそつてけ け おそいちあ.

〉あくあうてちあ う とつしそうしかせせそか うちかすみ み たそくうそせけしあ 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか け つさあ-
くあしあ, ねてそ うちあね てけいかてつさそこ すかおけぬけせふ せあせかつかて うけくけて う とおそいせそか おしみ せかか 
うちかすみ. 〈ふ せあねあしけ しかねかせけか. 〉あてあのあ — ねかしそうかさ けつさとのかせせふこ う すかおけ-
ぬけせつさけに おかしあに. ╊か すあすあ いふしあ けくうかつてせふす うちあねそす, くあうかおそうあしあ そておかしかせけかす 
う ╆そてさけせつさそこ いそしへせけぬか, たそほてそすと み ねとうつてうそうあしあ そつそいとま そてうかてつてうかせせそつてへ. 

】きか う たちそぬかつつか しかねかせけみ 〉あてあのあ たそくうそせけしあ け つさあくあしあ: «っ せあねあしあ ねけてあてへ 
╇あのけ させけえけ, てかたかちへ くせあま, ねてそ みうしみまつへ たちかおつてあうけてかしかす “さそせつてけてとぬけけ 
つしけくへ”, け そてさとおあ いかちとてつみ すそけ いそしみねさけ». っ, う つうそま そねかちかおへ, てそきか ねけてあしあ させけえけ, 
たそおあちかせせふか すせか ほてそこ くあすかねあてかしへせそこ たあちそこ. っ すせそえそ ちあく いふうあしあ う [けてあか, せそ 
╊うえかせけこ 》かてちそうけね け 〉あてあのあ そてさちふしけ すせか ほてと つてちあせと たそ-せそうそすと. [あさ いとおてそ 
うすかつてか つ せけすけ うつてちかねあしあつへ つ ちあくせふすけ しまおへすけ, うけおかしあ くあうそちあきけうあまはけか 
たかこくあきけ 》そおせかいかつせそこ, いふしあ とねあつてせけさそす つそいふてけこ. 〉あつてそしへさそ そてさちふてそ, 
そいひかすせそ け きけうそ せあたけつあせふ ╆あきあせそうふすけ けに させけえけ.

っ くうそせけしあ 〉あてあのか さあきおふこ おかせへ, にそてみ たちそぬかおとちふ たちそにそおけしけ おうあ ちあくあ 
う せかおかしま. ¨ そおせあきおふ そせあ つさあくあしあ すせか: «っ ねとうつてうとま つかいみ てあさ, さあさ いとおてそ 
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と すかせみ くあ つたけせそこ たそみうけしけつへ さちふしへみ. っ そはとはあま つかいみ つうそいそおせそこ!» ╉しみ 
すかせみ ほてそ いふしそ せあつてそみはかこ ちあおそつてへま. 』そつてそみせけか 〉あてあのけ としとねのけしそつへ, そせあ 
つそさちあてけしあ たちけかす そいかくいそしけうあまはけに たちかたあちあてそう, すそえしあ つあすそつてそみてかしへせそ 
にそおけてへ たそ さうあちてけちか, そたけちあみつへ せあ てちそつてそねさと, け うふかくきあてへ くあ えそちそお たそ 
うふにそおせふす おせみす.

〉かくあすかてせそ たちそしかてかしけ おうあ すかつみぬあ, くあうかちのけしつみ たかちうふこ さとちつ しかねか-
せけみ. «っ ときか すそしそおぬそす け そねかせへ にそてかしあ いふ つ ╇あすけ えおか-せけいとおへ たそそいか-
おあてへ», — たちかおしそきけしあ さあさ-てそ 〉あてあのあ. ╇ とつしそうしかせせそか うちかすみ すふ うつてちか-
てけしけつへ け たそ かにあしけ う ちかつてそちあせ. ╈しあうせそか う ほてそす つそいふてけけ, さそせかねせそ, せか かおあ, 
せか つてあてとつ ちかつてそちあせあ, あ おとにそうせそか そいはかせけか, ちそおつてうそ おとの. 〈ふ えそうそちけしけ 
せかつさそしへさそ ねあつそう. ゅてそ いふしそ てそ, ねてそ いとちみてふ せあくふうあまて «つたあつけてかしへせそこ いかつか-
おそこ». 〈そえと そてすかてけてへ, ねてそ 〉あてあのあ いふしあ せか てそしへさそ にそちそのかこ ちあつつさあくねけぬかこ, 
せそ け そいしあおあしあ おあちそす つしとのあてへ. ¨ かはか: せけさそえおあ くあ うつか せあのけ うつてちかねけ み せか 
つしふのあしあ そて せかか つしそう そつときおかせけみ けしけ さちけてけさけ さそえそ いふ てそ せけ いふしそ. 《せあ 
とすかしあ, さあさ せけさてそ おちとえそこ, さあさ いふ せかうくせあねあこ たそにうあしけてへ とおあねせそ たそおそいちあせ-
せふこ さそつてます, つおかしあてへ さそすたしけすかせて うさとつと け つてけしま, ねてそ, さあさ すせか さあきかてつみ, 
ちかおさそつてへ つちかおけ きかせはけせ. 

╇ たあとくあに すかきおと ちあくえそうそちあすけ け かおそこ 〉あてあのあ さちあつけうそ さとちけしあ てそせさけか 
つけえあちかてふ (そいみくあてかしへせそ たちけ ほてそす けくうけせみみつへ). 《せあ, おかこつてうけてかしへせそ, さちあ-
つけうそ さとちけしあ. [そせかねせそ, さあさ うちあね み せけさそえおあ せか そおそいちみしあ ほてそこ たちけうふねさけ, 
と せあつ う つかすへか せけさてそ せか さとちけし, せそ てそて けくふつさあせせそ-ほしかえあせてせふこ ちけてとあし 
つ つけえあちかてそこ, さそてそちふこ たちそうそおけしあ ほてあ ねとおかつせあみ きかせはけせあ, すかせみ せか ちあく-
おちあきあし. 〉あうかちせそか, ほてそ すあえけみ ねかしそうかさあ, すあえけみ 〉あてあのけ. ╇ かか えしあくあに, けくしと-
ねあうのけに おそいちそてと け つうかて, いふうあしそ, たしみつあしけ うかつかしふか ねかちてかせみてあ. 【あさそこ そせあ 
いふしあ. 〈そみ たちけみてかしへせけぬあ, うたかちうふか とうけおかうのあみ 〉あてあのと, つさあくあしあ: «[あさあみ 
すそしそおあみ! [あさけか おそいちふか おかてつさけか えしあくあ!»

》そつしか そいかおあ すふ たちそのしけ う ちそつさそのせふこ にそしし そてかしみ Ritz-Carlton う そきけ-
おあせけけ すあのけせふ. っ せかせあおそしえそ そてしとねけしあつへ, そつてあうけう 〉あてあのと, ちみおそす つ さそてそ-
ちそこ, さあさ み とつたかしあ くあすかてけてへ, つかし せあ つうそいそおせそか すかつてそ せかさけこ えそつたそおけせ. 
╇かちせとうのけつへ, とうけおかしあ けに そきけうしかせせそ いかつかおとまはけすけ. ╈そつたそおけせあ, たちかお-
つてあうけうのかえそつみ さあさ «ぬかしけてかしへ ╅しかさつ», み くあつてあしあ せあ ちあつつさあくか そ てそす, ねてそ そせ 
しかねけし う ほてそす そてかしか 〉けさそしへ [けおすあせ け かはか たあちと くうかくお けく ╈そししけうとおあ. 《せ 
ときか うくみし せそすかち てかしかなそせあ と 〉あてあのけ け せあねあし おそえそうあちけうあてへつみ そ うちかすかせけ 
うつてちかねけ. 】 すかせみ せか うそくせけさしそ たちそなかつつけそせあしへせそこ ちかうせそつてけ さ ほてそすと ねかしそ-
うかさと, せそ み いふしあ てうかちおそ といかきおかせあ, ねてそ ほてそ のあちしあてあせ, たそてそすと ねてそ せあ つうそかす 
おそしえそす うちあねかいせそす うかさと, くあ つそちそさ しかて ちあいそてふ, み たかちかうけおあしあ せかすあしそ てあさけに 
«ぬかしけてかしかこ» け と すかせみ せあ せけに ねとてへか. ゅてけ «ぬかしけてかしけ» つてけしへせそ そおかてふ, 
とにそきかせふ, うしあおかまて おあちそす といかきおかせけみ け にそおみて たそ たみてけ くうかくおそねせふす そてかしみす 
う たそけつさあに «おそいふねけ». ¨ てあさそこ きかちてうそこ ねとてへ せか そさあくあしあつへ 〉あてあのあ. 

〉あくあうてちあ, ときか つ とてちあ, せあの «ぬかしけてかしへ» せあねあし あてあさそうあてへ 〉あてあのと くうそせ-
さあすけ つ てうかちおふす せあすかちかせけかす たちけつてとたけてへ さ «けくしかねかせけま». 《せあ つちあくと きか 
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たそくうそせけしあ すせか, あ み つうそかこ たちけみてかしへせけぬか, うちあねと そてかしみ, えおか すふ いふしけ せあさあ-
せとせか. ぁかちかく たみてせあおぬあてへ すけせとて うちあね つそそいはけしあ, ねてそ てあさそこ ねかしそうかさ う そてかしか 
せか たちそきけうあかて け ねてそ 〉けさそしへ [けおすあせ せけさそえおあ せか そつてあせあうしけうあしあつへ う Ritz-
Carlton, いそしかか てそえそ, そせあ せけさそえおあ せか いふうあしあ う 『そつつけけ.

》そねかすと み てあさ たそおちそいせそ ちあつつさあくふうあま そい ほてそす? 》そてそすと ねてそ う ほてそす つしと-
ねあか たちそみうけしけつへ 〉あてあのけせあ おかてつさあみ おそうかちねけうそつてへ, ちあつたあにせとてそつてへ かか おとのけ, 
さあさあみ-てそ せかたそつちかおつてうかせせそつてへ け つそうかちのかせせそ おかてつさあみ せかくあはけはかせせそつてへ. 
っ そてさちふしあ おしみ つかいみ う くちかしそこ け つしそきけうのかこつみ しけねせそつてけ, とすせけぬか け ほちと-
おけてか, せそうふか さあねかつてうあ, け ほてそ せあくふうあしそつへ ねちかくすかちせふす おそうかちけかす さ きけくせけ 
け しまおみす. ¨ ほてそ てちそせとしそ すかせみ おそ えしといけせふ おとのけ. ぁけつてふこ け たそちみおそねせふこ 
ねかしそうかさ けくせあねあしへせそ せか たそおそくちかうあかて う おちとえけに せけねかえそ たしそにそえそ.

]かてそす 2012 えそおあ とすかち すそこ かおけせつてうかせせふこ いちあて. ]まいけすふこ, いしけく-
さけこ すせか たそ おとにと ねかしそうかさ, さそししかえあ, つそちあてせけさ, つ さそてそちふす すふ せあねけせあしけ 
せあのか おかしそ. ╊すと いふしそ 52 えそおあ, け ほてそ いふしあ てちあえかおけみ. 》ちそうかおみ ちけてとあしふ せあ 
ちそおけせか, み うかちせとしあつへ う 〈そつさうと け うつか つあすふか おそいちふか, せときせふか け とてかのけてかしへ-
せふか つしそうあ とつしふのあしあ そて 〉あてあのけ. 』たとつてみ おうあ すかつみぬあ いふしそ ちかのかせそ たちそ-
うかつてけ う 〈そつさそうつさそす ╉そすか せあぬけそせあしへせそつてかこ うかねかち, たそつうみはかせせふこ たあすみてけ 
╆あけちあ ╈あしつあせそうけねあ ぁそこきけせけすあかうあ. 〉あ うかねかちか すふ そいひみうけしけ そ てそす, ねてそ 
せあ せあのかこ すあしそこ ちそおけせか う たあすみてへ そ おそさてそちか ╆あけちか せあねあしそつへ うそくうかおかせけか 
いとおおけこつさそえそ にちあすあ — おとえあせあ, せあ つてちそけてかしへつてうそ さそてそちそえそ たそせあおそいみてつみ 
なけせあせつそうふか つちかおつてうあ. ╆かく うつみさそえそ たちそすかおしかせけみ 〉あてあのあ つ ╊うえかせけかす 
》かてちそうけねかす うふおかしけしけ おかせへえけ, け すふ たかちかねけつしけしけ けに せあ ちあつねかてせふこ つねかて 
つてちそみはかえそつみ おとえあせあ.

〉あ うかねかち う 〈そつさそうつさそす ╉そすか せあぬけそせあしへせそつてかこ つかすへみ ╆あきあせそうふに たちけ-
のしあ う ねけつしか たかちうふに. 〉あおそ くせあてへ 〉あてあのと, かか おそいちそか つかちおぬか, ねとてさそつてへ, 
つとたかち そてうかてつてうかせせそつてへ け たとせさてとあしへせそつてへ. 《せあ うつか おかしあしあ くあちあせかか. ¨ たちけ-
かにあしあ ちあせへのか, くせあみ, ねてそ かこ てちとおせそ いとおかて けおてけ. 《せあ たちけつとてつてうそうあしあ せあ 
せあのかす うかねかちか, せかつすそてちみ せあ いそしけ, さそてそちふか うつか かはか せか そつてあうしみしけ かか. ╇つたそ-
すけせあみ てそて つしとねあこ, み たしあねと け いしあえそおあちま 〉あてあのと け ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ くあ 
たそおおかちきさと, くあ けに おそいちふか つかちおぬあ け とすかせけか つそつてちあおあてへ. っ とつあおけしあ 〉あてあのと 
ちみおそす つ ]けおけかこ 〉けさそしあかうせそこ ‒かおそつかかうそこ-ぃとさのけせそこ, つ つかすへかこ さそてそちそこ 
おちときと ときか すせそえそ しかて. 《せけ ちあくえそうそちけしけつへ すかきおと つそいそこ, せあのしけ そいはけに 
くせあさそすふに.

〉あ ほてそす たあすみてせそす おしみ すかせみ うかねかちか うふつてとたけし ╊うえかせけこ 》かてちそうけね. 
》そすせま かえそ うふつてとたしかせけか, たそすせま, ねてそ そせ せあのかし てかたしふか, けつさちかせせけか, 
たちそつてふか け う てそ きか うちかすみ さあさけか-てそ そねかせへ そいせあおかきけうあまはけか つしそうあ そ すそかす 
さそししかえか け いちあてか, そ つてちそけてかしへつてうか いとおおけこつさそえそ にちあすあ, けせけぬけあてそちあすけ 
さそてそちそえそ すふ みうけしけつへ, そ さしけせけさか «〉あちあせ». ¨ くあさそせねけし つうそま ちかねへ そのか-
しそすしみまはけす たちかおしそきかせけかす そい そてさちふてけけ なけしけあしあ せあのかこ さしけせけさけ せあ 
てかちちけてそちけけ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ, ねてそ おかこつてうけ-
てかしへせそ たちそけくそのしそ うたそつしかおつてうけけ.
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╉ちとくへみ け くせあさそすふか くちかしふに しかて

〈かきおと てかす せあのか おちときかつさそか そいはかせけか つ 〉あてあのかこ たちそおそしきあしそつへ 
け さちかたしそ. ╇つかす つかちおぬかす み きかしあしあ たそすそねへ かこ. 〈ふ せあねあしけ うてそちそこ さとちつ 
しかねかせけみ, さそてそちふこ つそつてそみし けく えしといそさそえそ てそねかねせそえそ すあつつあきあ, けえしそとさあしふうあ-
せけみ, たちそえちかうあせけみ たそしふせせふすけ つけえあちあすけ け て.お. 〉あてあのあ そねかせへ てはあてかしへせそ 
け そてうかてつてうかせせそ えそてそうけしあつへ さ たちそぬかおとちあす, そせあ とすかしあ ぬかせけてへ たちそなかつ-
つけそせあしけくす うちあねあ け うつか, ねてそ つうみくあせそ つ かえそ ちあいそてそこ. 〈ふ たふてあしけつへ いそちそてへつみ 
つ けくしけのせけす うかつそす. ╉しみ ほてそえそ み たちかおしそきけしあ 〉あてあのか たそすかせみてへ たちけうふねせとま 
かおと. «╇ふ ときか くせあかてか, ねてそ たちけせあおしかきけてか さ “さそせつてけてとぬけけ つしけくへ”, たそほてそすと 
╇あす つしかおとかて かつてへ いそしへのか そつてちそこ, さけつしそこ け つそしかせそこ かおふ», — えそうそちけしあ み かこ.

》ちかおしそきかせけか 〉あてあのか たそせちあうけしそつへ. 《せあ しまいけしあ ╇そつてそさ け うつか, ねてそ 
つうみくあせそ つ せけす. 《つそいかせせそ かこ せちあうけしけつへ さけてあこつさあみ け さそちかこつさあみ さとにせけ. 
¨くいふてそねせふこ うかつ, さそせかねせそ, せか てあさ いふつてちそ とにそおけて. ╅ うしかねかて そせ くあ つそいそこ 
つかちへかくせふか たそつしかおつてうけみ, とにとおのあかて つそつてそみせけか たちけ にちそせけねかつさそす いちそせにけてか, 
たそうふのあかて あちてかちけあしへせそか おあうしかせけか, うふくふうあかて おかたちかつつけま, つそせしけうそつてへ.

〉あてあのあ いふつてちそ せあにそおけしあ そいはけこ みくふさ つ うちあねあすけ, さそてそちふか たちけにそ-
おけしけ さ せかこ たちそうそおけてへ たちそぬかおとちふ. 》ちけ ほてそす そせあ おあうあしあ すかてさけか け てそねせふか 
にあちあさてかちけつてけさけ さあきおそすと: さてそ-てそ いふし あささとちあてせふす け せかすせそえそつしそうせふす, 
おちとえそこ すそえ たそのとてけてへ, たそおせみてへ せあつてちそかせけか. [あきおふこ つかあせつ しかねかせけみ いふし 
おしみ せかか せあつてそみはけす たちあくおせけさそす, そせあ そはとはあしあ そいしかえねかせけか うそ うつかす てかしか, 
いそしへ つてけにあしあ け そてたとつさあしあ, あ さそしけねかつてうそ そいかくいそしけうあまはけに つちかおつてう, さそてそ-
ちふか そせあ ちあせかか とたそてちかいしみしあ う そえちそすせそす さそしけねかつてうか, ちかくさそ つそさちあてけしそつへ.

〉あてあのあ いふしあ たそ-せあつてそみはかすと はかおちふす ねかしそうかさそす, そせあ しまいけしあ おかしあてへ 
しまおみす たそおあちさけ け たそしとねあしあ そて ほてそえそ そえちそすせとま ちあおそつてへ. っ つ とおそうそしへ-
つてうけかす せそのと とさちあのかせけか, たそおあちかせせそか かま せあ おかせへ ちそきおかせけみ. 《せあ とくせあしあ, 
ねてそ すそこ しまいけすふこ さあすかせへ いけちまくあ, け たちけえそてそうけしあ つまちたちけく: そきかちか-
しへか, つかちへえけ け いちあつしかて つそうかちのかせせそ けくとすけてかしへせそこ ちあいそてふ, うふたそしせかせせふか 
う せか そいふねせそこ, そちけえけせあしへせそこ てかにせけさか.

〉あおそ そてすかてけてへ, ねてそ 〉あてあのあ そいしあおあしあ てそせさけす ねとうつてうそす つてけしみ うそ 
うつかす, うつかえおあ いふしあ そおかてあ つ いそしへのけす うさとつそす け たそおすかねあしあ ほてそ う おちとえけに, 
かか うそつにけはあしそ う しまおみに とすかせけか せか てそしへさそ にそちそのそ うふえしみおかてへ, せそ け うかつてけ 
いかつかおと, いふてへ けつさちかせせけす け そちえあせけねせふす. 《せあ うふつそさそ ぬかせけしあ しまおかこ 
つ ねとうつてうそす ますそちあ. 》そすせま, せあ そねかちかおせとま うつてちかねと つ 〉あてあのかこ み せあおかしあ 
たそおあちかせせふこ かま さそすたしかさて けく いけちまくふ, ねてそいふ たそちあおそうあてへ かか. ¨ せか そのけ-
いしあつへ: 〉あてあのあ てそ け おかしそ うそつてそちえあしあつへ てかす, さあさ たそおにそおけて すせか とさちあのか-
せけか, けつさちかせせか ほてそすと ちあおそうあしあつへ, ねてそ すそえとて おかしあてへ てそしへさそ しまいみはけか 
しまおけ, おそいちふか け てかたしふか.

«』そ うちかすかせかす み つてあしあ いそしかか けくいけちあてかしへせそこ け つとくけしあ さちとえ つうそかえそ 
そいはかせけみ けく-くあ てそえそ, ねてそ そさちときあまはけか ねあつてそ たそしへくそうあしけつへ すそかこ おそうかち-
ねけうそつてへま», — つさあくあしあ そおせあきおふ 〉あてあのあ. 〉そ み てそねせそ くせあま, ねてそ おそ さそせぬあ 
つうそかこ きけくせけ そせあ そつてあうあしあつへ おそいちそこ, そてくふうねけうそこ, はかおちそこ, ねけつてそこ け そねかせへ 
きけくせかしまいけうそこ. 《せあ せか ちあくとねけしあつへ おそうかちみてへ しまおみす け せか すそえしあ いふ ほてそえそ 
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つおかしあてへ せけさそえおあ, たそてそすと ねてそ ほてそ いふしそ う かか さちそうけ, えかせあに, ほてそ いふしそ かか 
つとてへま. ╉そうかちけか さ しまおみす — つあすそか つそしせかねせそか ねとうつてうそ 〉あてあのけ.

《ねかせへ おそうかちけてかしへせふか そてせそのかせけみ み せあいしまおあしあ すかきおと つとたちとえあすけ 
╆あきあせそうふすけ. 〉あてあのあ しあつさそうそ せあくふうあしあ すときあ «╋かせかねさあ» け せかたちかすかせせそ 
つちあくと そてくふうあしあつへ せあ かえそ くうそせそさ, つ さかす いふ せけ えそうそちけしあ う ほてそて すそすかせて. 
«╊うえかせけこ 》かてちそうけね そねかせへ てあしあせてしけうふこ, かえそ てあしあせて せあ えちあせけ えかせけあしへせそ-
つてけ, — てあさ うふつそさそ ぬかせけしあ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ つうそかえそ つとたちとえあ け のとてしけうそ 
おそいあうしみしあ, — せそ そい ほてそす くせあま てそしへさそ み, たそてそすと ねてそ ちみおそす つ せけす たそねてけ 
うつま きけくせへ». 【そしへさそ う てかたしふに, おちときかつさけに, おそうかちけてかしへせふに そてせそのかせけみに 
すそきかて ちあつさちふてへつみ てあしあせて ねかしそうかさあ. ¨ てあさあみ そいつてあせそうさあ ぬあちけしあ う つかすへか 
╆あきあせそうふに. 》そおそいせふか うくあけすそそてせそのかせけみ — ほてそ てちとお おうとに しまいみはけに 
しまおかこ, ほてそ うせとてちかせせけこ すけち, つそくおあせせふこ せあつてそみはかこ しまいそうへま, つそてさあせせふこ 
けく たそせけすあせけみ け とうあきかせけみ おちとえ さ おちとえと.

》そ たちそのかつてうけけ えそおあ たそつしか つすかちてけ すそかえそ いちあてあ (とおけうけてかしへせそ, せそ そせあ 
たそすせけしあ そい ほてそす) 〉あてあのあ たちけえしあつけしあ すかせみ さ つかいか おそすそこ. ╇かちそみてせそ, たかちか-
いけちあみ さあさけか-てそ うかはけ, そせあ そいせあちときけしあ おうか たちけうかくかせせふか せかさそえおあ せか てそ けく 
[けてあみ, せか てそ けく [そちかけ つかちかいちみせふか ちけてとあしへせふか ねあのけ, さそてそちふすけ たそしへ-
くとまてつみ しあすふ たちけ たちそうかおかせけけ いとおおけこつさけに そいちみおそう. 〉あてあのあ あささとちあてせそ 
つしそきけしあ けに け たちかたそおせかつしあ すせか, つさあくあう たちけ ほてそす: «》とつてへ そせけ たそつしときあて 
う つてちそみはかすつみ おあぬあせか. っ いとおと そねかせへ ちあおあ け つねあつてしけうあ, かつしけ ╇ふ たかちかおあおけてか 
けに う せときせふか ちとさけ». 』そいけちあみ いとおおけこつさけか あてちけいとてふ おしみ そてたちあうさけ う ╆とちみ-
てけま, う おあぬあせ, み うせそうへ うくみしあ う ちとさけ おそちそえけか け たあすみてせふか すそかすと つかちおぬと 
ねあのけ, け うそつたそすけせあせけみ そ 〉あてあのか, つそえちかてふか てかたしそてそこ け いしあえそおあちせそつてへま, 
せあにしふせとしけ つ せそうそこ つけしそこ.

っ くせあま, ねてそ つうかてしあみ, つそしせかねせあみ 〉あてあのあ, せか いとおとねけ さちそうせそこ ちそお-
つてうかせせけぬかこ, そねかせへ いしけくさあ すせか たそ おとにと, うかおへ おとにそうせそか ちそおつてうそ ついしけきあかて 
しまおかこ ちあくせふに うかちそけつたそうかおあせけこ, せあぬけそせあしへせそつてかこ, ちあくせふに さそせてけせかせてそう 
け つてちあせ. ¨ てあさあみ おとにそうせあみ つうみくへ つてあせそうけてつみ せあ おかしか さちかたねか, ねかす さちそうせあみ. 
っ てうかちおそ くせあま, ねてそ け 〉あてあのあ, け いちあて ╆あけち, う たあすみてへ そ さそてそちそす うそくうそおけてつみ 
いとおおけこつさけこ にちあす, てそきか いとおとて せかくちけすそ たちけつとてつてうそうあてへ せあ たちあくおせけさか 
╇かちふ, 〉あおかきおふ け ]まいうけ…

╇ せあねあしか 2014 えそおあ み つてあしあ うつか ねあはか とかくきあてへ う ╆とちみてけま けく-くあ たしそにそえそ 
つあすそねとうつてうけみ すあすふ, け すふ ちかきか そいはあしけつへ, せそ ほてそ せけ そ ねかす せか えそうそちけしそ: 
〉あてあのあ うつかえおあ きけしあ う すそかこ おとのか, け み せかそおせそさちあてせそ, さあさ すせか さあくあしそつへ, 
そいはあしあつへ つ せかこ てかしかたあてけねかつさけ け うたそつしかおつてうけけ えそうそちけしあ かこ そい ほてそす. 】おけ-
うけてかしへせそ, せそ 〉あてあのあ う そてうかて えそうそちけしあ すせか てそ きか つあすそか. 9 すあみ 2014 えそおあ せか 
つてあしそ すそかこ すあすふ. ゅてそ いふし つあすふこ てみきかしふこ すそすかせて おしみ すかせみ. 〈ふ そいはあ-
しけつへ つ 〉あてあのかこ たそ てかしかなそせと, け, さあさ うつかえおあ, そせあ たそおおかちきけうあしあ すかせみ. 》ちけ-
しかてかう う 〈そつさうと, み つちあくと きか たそくうそせけしあ かこ. ゅてそ いふしあ たみてせけぬあ. 〈ふ おそえそうそ-
ちけしけつへ そ うつてちかねか せあ つしかおとまはけこ おかせへ. ╊か えそしそつ たそさあくあしつみ すせか えちとつてせふす, 
け と すかせみ さあさ-てそ くあはかすけしそ つかちおぬか. っ きおあしあ ほてそこ うつてちかねけ つ せかてかちたかせけかす, 
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╉ちとくへみ け くせあさそすふか くちかしふに しかて

せあす そ すせそえそす せときせそ いふしそ たそえそうそちけてへ. 〈そけ ついそちふ せあ うつてちかねと たちかちうあし 
くうそせそさ ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ. 〉あてあのけ せか つてあしそ…

〈せか つかこねあつ つしそきせそ たちかおつてあうけてへ, ねてそ かか せかて — てあさそえそ おそいちそえそ, たそくけ-
てけうせそえそ け けつさちかせせかえそ おちとえあ. 》けのと ほてけ つてちそさけ け おとすあま そ てそす, ねてそ すふ 
すあしそ うせけすあせけみ とおかしみかす しまおみす, さそてそちふに しまいけす け さそてそちふに せあす たそおあ-
ちけしあ つとおへいあ. 》かちかおそ すせそこ おうか なそてそえちあなけけ: すあすけせあ け 〉あてあのけせあ. 〈せか 
さあきかてつみ せかつしとねあこせふす, ねてそ ほてけ おうか とおけうけてかしへせふか, せか たそにそきけか うせかのせか, 
せそ てあさけか いしけくさけか たそ おとにと きかせはけせふ, いふしけ てあさ いしあえそちそおせふ け さちあつけうふ 
け おあきか たちけせあおしかきあしけ さ そおせそすと くそおけあさあしへせそすと くせあさと [そくかちそえそう. 《せけ 
としふいあまてつみ すせか つ なそてそえちあなけこ, け み ねとうつてうとま, さあさ すそか つかちおぬか たかちかたそしせみ-
かてつみ つねあつてへかす け ちあおそつてへま そて てそえそ, ねてそ そせけ いふしけ う すそかこ きけくせけ.

¨せそえおあ すせか にそねかてつみ うくみてへ てかしかなそせ け たそくうそせけてへ 〉あてあのか, とつしふのあてへ かか 
すそしそおそこ くあおそちせふこ えそしそつ, たそしせふこ ほせかちえけけ け ほせてとくけあくすあ, け たちそつてそ つたちそ-
つけてへ: «[あさ ╇ふ?»…

╇つか, ねてそ み おかしあま け いとおと おかしあてへ おそいちそえそ け せときせそえそ しまおみす, み たそつうみはあま 
とのかおのけす せあうつかえおあ, せそ そつてあまはけすつみ う すそかす つかちおぬか, う すそかこ たあすみてけ, う すそかこ 
きけくせけ.

ぃせふちそう ╅.╆., ぃせふちそうあ 《.〉.*

『あおそつてへ そいはかせけみ つ せかこ…

』 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ すふ うつてちかてけしけつへ う 2001 えそおと. 》かちうそか うたかねあて-
しかせけか いふしそ せか つてそしへ みちさけす け くあたそすけせあまはけすつみ. ぁかちかく せかつさそしへさそ しかて, 
たそくせあさそすけうのけつへ いしけきか, すふ とうけおかしけ せあつてそみはとま 〉あてあのと. 《せあ せあす たちかお-
つてあうけしあつへ ほてあさそこ すあしかせへさそこ おかうそねさそこ つ そえちそすせふす つかちおぬかす け とおけうしかせせそ 
ちあつたあにせとてふすけ えしあくあすけ, さそてそちあみ たちそせそつけしあつへ たそ きけくせけ つすかみつへ, けえちあまねけ, 
さあさ いとおてそ しけのへ おしみ せかか すけち たかちかしけうあしつみ うつかすけ つうそけすけ さちあつさあすけ. ╆とち-
しみはけこ うそ うちかすかせけ たそてそさ えそちそおそう, さあしかこおそつさそた さとしへてとち. [あくあしそつへ, う ほてそす 
すそきせそ たそてかちみてへつみ, ちあつてうそちけてへつみ. 〉あつ たそちあくけしそ, ねてそ う てあさそす ちけてすか きけくせけ 
〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ せか てそしへさそ つそにちあせけしあ つうそま ぬかしそつてせそつてへ, せか てそしへさそ 
つなそちすけちそうあしあつへ さあさ くちかしふこ とねかせふこ-うそつてそさそうかお, せそ う てそ きか うちかすみ せあたそし-
せけしあ しまいそうへま け くあいそてそこ きけくせへ つうそかこ つかすへけ, つうそけに いしけくさけに.

〉あす, さ つそきあしかせけま, せか おそうかしそつへ ねあつてそ つ せかこ そいはあてへつみ, せそ てか せかすせそ-
えけか うつてちかねけ そつてあうけしけ う せあのかこ たあすみてけ そねかせへ つうかてしふか うそつたそすけせあせけみ. 
[あくあしそつへ, ねてそ そせあ きけうかて おしみ おちとえけに しまおかこ, おしみ すときあ, さそてそちそえそ そねかせへ 

* ╅しかさつあせおち ╆そちけつそうけね ぃせふちそう — えかせかちあしへせふこ おけちかさてそち ′╅《 «¨せてかちほせかちえそつそまく»,  《しへえあ 〉けさそしあ-
かうせあ ぃせふちそうあ — かえそ つとたちとえあ.
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しまいけしあ, とうあきあしあ け いかちかえしあ, おしみ ちそおせふに, そ さそてそちふに たそつてそみせせそ くあいそてけ-
しあつへ, おしみ さそししかえ, さそてそちふす うつかえおあ えそてそうあ いふしあ たそすそねへ. ╉しみ うつかに しまおかこ, 
つ さそてそちふすけ うつてちかねあしあつへ う きけくせけ, かか つかちおぬか いふしそ そてさちふてそ. 』さしあおふうあしそつへ 
うたかねあてしかせけか, ねてそ そせあ きけうかて, ねてそいふ おかしあてへ おそいちそ け たかちかおあうあてへ にそちそのかか 
せあつてちそかせけか そさちときあまはけす しまおみす.

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ くあたそすせけしあつへ せあす うつかつてそちそせせか そいちあくそうあせせふす 
け せかそいふさせそうかせせそ ほちとおけちそうあせせふす ねかしそうかさそす. 》ちかきおか うつかえそ, ねとうつてうそうあ-
しけつへ うふつそねあこのけこ たちそなかつつけそせあしけくす け たそてちみつあまはあみ しまいそくせあてかしへせそつてへ. 
╇つたそすけせあかてつみ, さあさ そおせあきおふ と せあつ くあのかし ちあくえそうそち そい とつてちそこつてうか ╇つかしかせ-
せそこ け そ せかさそてそちふに つそうちかすかせせふに てかそちけみに う ほてそこ そいしあつてけ. 【かすあ うふくうあしあ 
いそしへのそこ けせてかちかつ け そてさしけさ と せあのかこ つそいかつかおせけぬふ, け すふ いふしけ たそちあきかせふ, 
さあさ ねかしそうかさ, せかたちそなかつつけそせあし う ほてそこ そいしあつてけ, すそきかて てあさ えしといそさそ け うつか-
つてそちそせせか たちそせけさあてへ うえしといへ せかくせあさそすふに かすと うかはかこ. ぁてそ さあつあしそつへ つなかちふ 
たちそなかつつけそせあしへせふに けせてかちかつそう, てそ くおかつへ ねとうつてうそうあしけつへ け のさそしあ, け いそえあ-
てふこ そたふて, け くせあせけか たちかおすかてあ.

《おせあきおふ すふ つ ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす そいつときおあしけ うそたちそつふ, つうみくあせせふか 
つ ほせかちえかてけねかつさそこ いかくそたあつせそつてへま け たそつてあうさあすけ ほしかさてちそほせかちえけけ けく 『そつつけけ 
う せかさそてそちふか つてちあせふ ╆しけきせかえそ ╇そつてそさあ. 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ つ いそしへのけす 
けせてかちかつそす たそおさしまねけしあつへ さ そいつときおあかすそこ てかすか, そねかせへ いふつてちそ う せかこ つそちけ-
かせてけちそうあしあつへ け おあしあ せかつさそしへさそ おかしへせふに つそうかてそう, さあさ いとおてそ ほてけすけ たちそい-
しかすあすけ おそしえそか うちかすみ くあせけすあしあつへ.

《せあ けせてかちかつそうあしあつへ いとさうあしへせそ うつかす, ねてそ すそえしそ いかつたそさそけてへ そさちときあ-
まはけに かか しまおかこ, け たちけ すあしかこのかこ うそくすそきせそつてけ つてあちあしあつへ けす たそすそねへ. 
』たそつそいせそつてへ そてそくうあてへつみ せあ いかおと おちとえそえそ ねかしそうかさあ, たちけせみてへ かか さあさ つうそま 
け いちそつけてへつみ う しまいそか うちかすみ おせみ け せそねけ せあ たそすそはへ — ほてそ てそきか そおせそ けく 
つうそこつてう かか おとのけ. 〉あす さあきかてつみ, ねてそ すせそえけか しまおけ たちかけつたそしせかせふ ねとうつてうあ 
いしあえそおあちせそつてけ さ 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか くあ うつか, ねてそ そせあ おしみ せけに つおかしあしあ, くあ 
ちあおそつてへ そいはかせけみ つ せかこ. ¨ すふ — けく けに ねけつしあ.

〈ふ いとおかす たそすせけてへ 〉あてあしへま ╊うえかせへかうせと さあさ みちさとま け すせそえそえちあせせとま 
しけねせそつてへ. をあちつてうけか かこ 〉かいかつせそか け つうかてしあみ たあすみてへ せあ ′かすしか.
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╈そつとおあちつてうかせせふか け そいはかつてうかせせふか おかみてかしけ

╈《』】╉╅『』【╇╊〉〉ぉ╊ ¨ 《╆ぅ╊』【╇╊〉〉ぉ╊ ╉╊っ【╊]¨

╅うおかかう ╅.╅.*

〈そみ くあすかねあてかしへせあみ そおせそさとちつせけぬあ

╇たかちうふか み とうけおかし 〉あてあのと [そちつあさそうと せあ 
そいはかす つそいちあせけけ さとちつあ. ゅてそ いふし つかせてみいちへ 
1964 えそおあ. 〈ふ てそしへさそ ねてそ たそつてとたけしけ 
う けせつてけてとて け せあにそおけしけつへ う つねあつてしけうそす 
ちあつたそしそきかせけけ おとにあ. 》そねてけ うつかす うねかちあの-
せけす のさそしへせけさあす おそつてあしけつへ うそつてそねせふか 
みくふさけ. ′あたそすせけし, ねてそ そねかせへ さちあつけうそこ 
つてあてせそこ おかうとのさか (たそてそす とくせあし, ねてそ かか 
くそうとて 〉あてあのあ) おあしけ さそちかこつさけこ. 』てとおかせてふ 
う すそかこ ちとすふせつさそこ えちとたたか たそねてけ うつか いふしけ 
うくちそつしふすけ, たそつしか あちすけけ, と すせそえけに つかすへけ. 
〉あつ, のさそしへせけさそう, たそせあねあしと くあ ちあうせふに せか 
つねけてあしけ. ╅ うそて と «うそつてそねせけさそう» うつか いふしそ 
せか てあさ. ╋けしけ うかつかしそ, ねあつてそ つそいけちあしけつへ 
と さそえそ-てそ おそすあ, つ せけすけ うつかえおあ いふしそ けせてか-
ちかつせそ. «[そちかこぬふ» け «さけてあこぬふ» せあ せあのけに 
えしあくあに いふつてちそ たそえちときあしけつへ う せかうかおそすふこ すけち けかちそえしけなそう. ╇そ うちかすみ 
つさとねせふに しかさぬけこ そせけ すかてそおけねせそ せあせそつけしけ せあ いとすあえと ほてけ てあけせつてうかせせふか 
くせあさけ, けつたけつふうあみ ぬかしふか てかてちあおけ.

]とねのけすけ つてとおかせてあすけ せあ さとちつか いふしけ おかうとのさけ. ¨ たかちうあみ つちかおけ せけに — 
〉あてあのあ. ╊か なそてそえちあなけみ うけつかしあ せあ ╉そつさか そてしけねせけさそう けせつてけてとてあ. ]あおせあみ, 
さちあつけうあみ, つ てそねかせそこ なけえとちそこ け しとねけつてふすけ えしあくあすけ, そせあ たちけうしかさあしあ うつか-
そいはかか うせけすあせけか, せそ おかちきあしあつへ つさちそすせそ け たちそつてそ. ╇ たあすみてけ そつてあしそつへ, ねてそ 
つ 〉あてあのかこ うつかえおあ いふし ちみおそす ほしかえあせてせふこ とすせけぬあ, さけてあけつて ╋かせみ ╆あきあ-
せそう. ¨に つうあおへいあ う 1968 えそおと つてあしあ おしみ さとちつあ つあすあ つそいそこ ちあくとすかまはかこつみ. 
】 ほてそこ さちあつけうそこ たあちふ いふしあ くあすかねあてかしへせあみ, けせてかししけえかせてせあみ あとちあ.

〉あの さとちつ «ちあつつふたあしつみ» おそうそしへせそ ちあせそ — たそつしか ねかてふちかに しかて とねかいふ. 
[てそ-てそ とかにあし せあ くあえちあせたちあさてけさと けしけ せあ つてあきけちそうさと う けせそつてちあせせふこ 
うとく. っ たそつてとたけし せあ ちあいそてと う 〈¨╉ け つちあくと きか いふし せあたちあうしかせ う ╅しきけち. 

* ╅しかさつあせおち ╅しかさつかかうけね ╅うおかかう — すけせけつてち さとしへてとちふ 『‒ (2008—2012), たかちうふこ くあすかつてけてかしへ すけせけ-
つてちあ けせそつてちあせせふに おかし 『‒ (1998—2002), ぁちかくうふねあこせふこ け 》そしせそすそねせふこ 》そつそし 『そつつけけ う ╆そしえあ-
ちけけ (1992—1996), うそ ‒ちあせぬけけ (2002—2008), う ╇あてけさあせか (つ 2013 え. たそ せあつてそみはかか うちかすみ).
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》そすせま, ねてそ ╋かせみ ╆あきあせそう う ねけつしか つあすふに てあしあせてしけうふに つてとおかせてそう-さけてあ-
けつてそう 〈╈¨〈《 とかにあし せあ とねかいと う 』けせえあたとちつさけこ とせけうかちつけてかて. ╅ 〉あてあのあ, 
ときか ╆あきあせそうあ, たちかたそおあうあしあ さそちかこつさけこ みくふさ せあ すしあおのけに さとちつあに, あ たそてそす 
いしかつてみはか, つ そてしけねけかす くあさそせねけしあ けせつてけてとて.

〉あのけ てちとおそうふか いけそえちあなけけ, さあくあしそつへ いふ, «ちあくいかきあしけつへ». 〉そ えちかしけ 
おとのと うそつたそすけせあせけみ そ くあすかねあてかしへせそす さとちつか け けつさちかせせかこ おちときいか. 】くせあ-
うあしけ おちとえ そ おちとえか ねかちかく くせあさそすふに けしけ せあ すけすそしかてせふに うつてちかねあに う すけおそう-
つさけに さそちけおそちあに.

』 えそおあすけ うふねけつしみてへ, えおか つかこねあつ せあにそおみてつみ け ちあいそてあまて ╆あきあせそうふ, 
つてあしそ たちそはか. ╇ すけおそうつさけこ そたかちあてけうせふこ そいそちそて ちかえとしみちせそ うにそおけしけ 
つつふしさけ せあ けに せあとねせふか ちあいそてふ — あせあしけくふ, たちそえせそくふ, たそしけてけねかつさけか たそち-
てちかてふ け ほつつか, さそてそちふすけ ╉けたしそすあてけねかつさあみ あさあおかすけみ おかしへせそ たそおたけてふうあしあ 
せあのけ たそつそしへつてうあ くあ ちといかきそす け てかちちけてそちけあしへせふか たそおちあくおかしかせけみ 〈けせけ-
つてかちつてうあ.

》そつてかたかせせそ なあすけしけみ «╆あきあせそう» とさしあおふうあしあつへ, たちけねかす そつせそうあてかしへせそ, 
う たそねかてせふこ たちそなかつつけそせあしへせふこ つたけつそさ おけたしそすあてそう, つてあうのけに そおせそうちか-
すかせせそ うけおせふすけ とねかせふすけ: 』.]. 【けにうけせつさけこ, 〈.』. [あたけぬあ, 《.〉. ｠しかつてそう, 
╅.╇. 【そちさとせそう, 》.╇. 』てかえせけこ け おちとえけか. 〉そ ほてそ すそか うそつたちけみてけか くあすふさあ-
しそつへ せあ せあとねせそこ ちあいそてか ╊.》. ╆あきあせそうあ, てそえおあ さあさ せあとねせそ-あせあしけてけねかつさそか 
け たといしけぬけつてけねかつさそか てうそちねかつてうそ 〉あてあのけ う てそ うちかすみ せかつたちあうかおしけうそ そつてあ-
うあしそつへ う てかせけ.

』しとねけしそつへ てあさ, ねてそ せあ ねかてふちか えそおあ み «うふたあし» けく すけおそうつさそこ そいそこすふ 
け たかちかのかし せあ ちあいそてと う 〈けせけつてかちつてうそ さとしへてとちふ 『そつつけけ. 〈かきおとせあちそおせあみ 
おかみてかしへせそつてへ ほてそえそ つしあうせそえそ け そねかせへ せかたちそつてそえそ うかおそすつてうあ そいのけちせあ 
け たちけにそおけてつみ う くせあねけてかしへせそこ ねあつてけ せあ つてちあせふ ╅くけけ, そつそいかせせそ せあ [けてあこ, 
[〉╉『 け ょきせとま [そちかま. 〉あおそ いふしそ たちそおそしきけてへ あさてけうせとま ちあいそてと たちかお-
のかつてうかせせけさそう け «たそ-すけおそうつさけ» たしかつてけ つ けせそつてちあせせふすけ さそししかえあすけ てさあせへ 
しけねせそつてせふに そてせそのかせけこ, そて さそてそちふに てそきか すせそえそか くあうけつかしそ. ╅ いあえあきあ 
くせあせけこ おしみ ほてそえそ と すかせみ せか いふしそ. ╅さあおかすけさ ╅.╇. 【そちさとせそう たそつそうかてそうあし: 
«ぁけてあこ ╆あきあせそうふに, てあす かつてへ うつか — ほてせそたつけにそしそえけみ, せちあうふ, そいふねあけ, 
さとにせみ, たちけすかてふ. 《てさちそかのへ おしみ つかいみ 〉あてあのけせ たけつあてかしへつさけこ てあしあせて, 
とすせふこ け てそせさけこ つてけしへ».

』 ねとうつてうそす うけせふ, ねてそ せか つおかしあし ほてそえそ ちあせへのか, せあねあし ねけてあてへ, あ たそてそす 
つ とおそうそしへつてうけかす のてとおけちそうあてへ させけえと «[けてあこつさあみ すそくあけさあ», つてあうのとま けてそ-
えそす ねかてふちかにしかてせかこ ちあいそてふ ╆あきあせそうふに う 》かさけせか. 】うしかさあてかしへせそか たそえちと-
きかせけか う うかしけさとま さけてあこつさとま ぬけうけしけくあぬけま つそたちそうそきおあしそつへ すせそえそねけつ-
しかせせふすけ きあせちそうふすけ くあちけつそうさあすけ け けつてそちけねかつさけす すあてかちけあしそす, とおあねせそ 
ちあくしそきかせせふす «たそ たそしそねさあす». 》そくせあうあてかしへせそか くせあねかせけか ほてそこ させけえけ 
そねかせへ ぬかせせそか, そつそいかせせそ おしみ てかに, さてそ にそねかて たそせみてへ すそてけうあぬけま け ちかしけ-
えけそくせそ-ほてけねかつさとま そつせそうと さけてあこつさそこ さとしへてとちふ, しそえけさと みくふさあ, てあこせふ 
けかちそえしけなそう け さちあつそてと さあししけえちあなけけ. ゅてと いしかつてみはとま せあとねせそ-たといしけぬけ-
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つてけねかつさとま ちあいそてと たそしかくせそ ちかさそすかせおそうあてへ せか てそしへさそ せあねけせあまはけす うそつ-
てそさそうかおあす, せそ け つあすそすと のけちそさそすと さちとえと ねけてあてかしかこ.

【かに きか そぬかせそさ くあつしときけうあかて け おちとえあみ うあきせあみ させけえあ 〉あてあしへけ ╊うえか-
せへかうせふ ╆あきあせそうそこ — «[そちかこつさけか くあちけつそうさけ». 》ちそねかし かか, えそてそうみつへ 
さ たそかくおさか う 》にかせへみせ け う 』かとし おしみ たちそうかおかせけみ たかちかえそうそちそう そ つそてちとお-
せけねかつてうか う そいしあつてけ さとしへてとちふ. ╆かつかおとみ う そいそけに えそつとおあちつてうあに つ さそちかこ-
つさけすけ さそししかえあすけ, み つ とおそうそしへつてうけかす そたかちけちそうあし けせなそちすあぬけかこ そい けに 
けつてそちけけ け さとしへてとちか, たそねかちたせとてそこ けく させけえけ. 』そいかつかおせけさけ いふしけ うかつへすあ 
おそうそしへせふ, あ み すふつしかせせそ いしあえそおあちけし くあ たそすそはへ つうそま いしかつてみはとま そおせそ-
さとちつせけぬと.

〉か すかせかか とおけうけてかしへせそこ そさあくあしあつへ けてあしへみせつさあみ つてちあせけぬあ たといしけぬけ-
つてけねかつさそえそ てうそちねかつてうあ 〉あてあしへけ. ╊か つそうすかつてせとま つ ╊.》. ╆あきあせそうふす させけえと 
«ゅてあ えちとつてせそ-うかつかしあみ ¨てあしけみ» み たちそねかし ときか う 『けすか, さとおあ たちけいふし せあ 
ちあいそてと う ちそつつけこつさそか たそつそしへつてうそ う ╇あてけさあせか. 》けつあてへ そい ¨てあしけけ つかえそおせみ 
つしそきせそ. 〉ときせふ せか てそしへさそ てあしあせて, せそ け そたちかおかしかせせそか すときかつてうそ. ╇かおへ 
たかちかお さあきおふす けく せそうふに ちそつつけこつさけに あうてそちそう せあ けてあしへみせつさとま てかすと せあ 
ほてそす たそたちけはか てうそちけしけ つそてせけ たちかおのかつてうかせせけさそう, うさしまねあみ さしあつつけさそう 
ちとつつさそこ しけてかちあてとちふ, うけおせふに けつさとつつてうそうかおそう け たそしけてそしそえそう. ╅うてそちつさそこ 
ねかてか ╆あきあせそうふに とおあしそつへ, せあ すそこ うくえしみお, せあこてけ うかちせふこ とえそし そいくそちあ, 
せか つあすそとてうかちきおあてへつみ たかちかお ねけてあてかしかす えしといそさそこ なとせおあすかせてあしへせそこ たそお-
えそてそうさそこ, あ けおてけ うすかつてか そて たちそつてそえそ さ つしそきせそすと, たそつてけえあみ けつてそちけま, 
さとしへてとちと け にあちあさてかち ほてそえそ くあすかねあてかしへせそえそ せあちそおあ — けてあしへみせぬかう. ]けね-
せふか せあいしまおかせけみ つてそしへ ほちとおけちそうあせせふに あうてそちそう うかしけさそしかたせそ しそきあてつみ 
せあ とうしかさあてかしへせふこ なそせ そたけつあせけみ たそしけてけねかつさそこ け さとしへてとちせそこ きけくせけ 
¨てあしけけ.

′せあさそすみつへ つ せあとねせそ-たといしけぬけつてけねかつさけす てうそちねかつてうそす 〉あてあしへけ ╊うえか-
せへかうせふ, たそちあきあかのへつみ のけちそさそすと おけあたあくそせと かか せあとねせふに けつつしかおそうあせけこ 
け たけつあてかしへつさそえそ てちとおあ. 〈けちそうあみ たそしけてけさあ, ほさそせそすけさあ, たそしけてそしそえけみ, 
つてちあせそうかおかせけか いふしけ たそつてそみせせふすけ てかすあすけ かか せあとねせそえそ け しけてかちあてとち-
せそえそ けせてかちかつあ. ′あ せけすけ せか てそしへさそ えそおふ かきかおせかうせそえそ てちとおあ け たそおうけき-
せけねかつさそえそ とつけしけみ, せそ け いそしへのそこ てあしあせて そおあちかせせそこ け おとにそうせそ いそえあてそこ 
しけねせそつてけ.

『あいそてふ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ てちとおせそ すかにあせけねかつさけ ちあくおかしけてへ せあ せあとね-
せふか け たといしけぬけつてけねかつさけか. [ちとえそくそち, えしといけせあ かか てあしあせてあ け せあとねせそこ 
おかみてかしへせそつてけ せか たそすかはあまてつみ う ちあすさけ そたちかおかしかせせふに きあせちそう. 』しそきせふか 
そいそいはかせけみ け うふうそおふ けくしあえあまてつみ おそつてとたせふす, とうしかさあてかしへせふす みくふさそす. 
》ちそつうかてけてかしへつさそか さあねかつてうそ かか ちあいそて せかつそすせかせせそ. 》そてちかいせそつてへ たそくせあ-
うあてへ, けつつしかおそうあてへ, ちあおそうあてへつみ おそつてけきかせけま てうそちねかつさけに け けせてかししかさてとあしへ-
せふに うかちのけせ, きかしあせけか たそおかしけてへつみ けすけ つ ねけてあてかしかす — うそて, せあ すそこ うくえしみお, 
そてしけねけてかしへせふか ねかちてふ てあしあせてあ ほてそこ きかせはけせふ-とねかせそえそ, せあのかこ さそししかえけ 
け すそかこ くあすかねあてかしへせそこ そおせそさとちつせけぬふ.
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╅さあかう ╅.╅.*

〉かつてかちたけすそ いそしへせそ…

╈しといそさそとうあきあかすふこ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね!
╇ さあせとせ つそちそさあ おせかこ つそ おせみ とにそおあ 

╇あのかこ しまいけすそこ つとたちとえけ う うかねせそつてへ 
たちけすけてか かはか ちあく すそけ つあすふか えしといそさけか 
つそいそしかくせそうあせけみ う つうみくけ つ たそつてけえのかこ ╇あつ 
いかくすかちせそこ とてちあてそこ. っ にそちそのそ たちかおつてあう-
しみま うあのけ えそちかつてせふか ねとうつてうあ たそ ほてそすと 
たかねあしへせそすと たそうそおと け けつさちかせせか つそねとう-
つてうとま ╇あす. [そえおあ-てそ う そおせそこ けく うあのけに 
させけえ み たちそねけてあし け くあたそすせけし あなそちけくす, 
たちけせあおしかきあはけこ つちかおせかうかさそうそすと さけてあこ-
つさそすと すとおちかぬと ぁきあせ ぁあそ: «〉かつてかちたけすそ 
いそしへせそ うけおかてへ, さあさ そたあおあまて ぬうかてふ, さあさ 
くあにそおけて しとせあ, さあさ たちかきおか うちかすかせけ とすけ-
ちあかて さちあつけうあみ きかせあ»... [ちかたけてかつへ, いかちか-
えけてか つかいみ! ╇ ほてそ てみきかしそか おしみ ╇あつ うちかすみ 
つ ╇あすけ ちみおそす うあのけ すせそえそねけつしかせせふか 
け けつさちかせせけか おちとくへみ, さ ねけつしと さそてそちふに 
み つ えそちおそつてへま そてせそのと け つかいみ.

〈かせみ うつかえおあ うそつにけはあしあ うあのあ てうそちねかつさあみ つかすへみ, つしそきけうのあみつみ かはか せあ 
つてとおかせねかつさそこ つさあすへか. っ くせあし ╇あのと つとたちとえと てそしへさそ たそ うあのけす つそうすかつてせふす 
くあすかねあてかしへせふす させけえあす, せあたけつあせせふす う せかおあうせかす たちそのしそす: «[とおあ けおかて 
ねかしそうかねかつてうそ?»; «〈けち け うそこせあ». 〉かおあうせそ み たかちかねけてふうあし えしあうと «╉うけきか-
せけか さ すせそえそたそしみちせそつてけ» けく たかちうそこ させけえけ, えおか ╇ふ たけのかてか そ なとせおあすかせ-
てあしへせふに たちけねけせあに 》かしそたそせせかつつさそこ うそこせふ, つなそちすとしけちそうあせせふに うかしけ-
さけす おちかうせかえちかねかつさけす とねかせふす ‒とさけおけおそす, さそてそちふか いふしけ あさてとあしへせふ うそ 
うつか うちかすかせあ, あ そつそいかせせそ — う せあのか つかえそおせみのせかか せかつたそさそこせそか け てちかうそき-
せそか うちかすみ. っ いふし うそつにけはかせ てかす, さあさ ╇ふ け ╇あのあ たそさそこせあみ つとたちとえあ とすかかてか 
すあつてかちつさけ つてちそけてへ せかくちけすふか すそつてふ すかきおと たちそのしふす け いとおとはけす, すかきおと 
╇そつてそさそす け ′あたあおそす, さそてそちふか とおあねせそ つうみくふうあまて おあしかさけか つそいふてけみ け たちそ-
しけうあまて つうかて せあ けつてけせせふか たちけねけせふ たちそけつにそおみはけに つかえそおせみ えかそたそしけてけねか-
つさけに さそせなしけさてそう け けくすかせかせけこ う すけちか.

* ╅つさあち ╅さあかうけね ╅さあかう — たかちうふこ たちかくけおかせて [ふちえふくつてあせあ (1990—2005), たちそなかつつそち 〈╈】 けす. 
〈.╇. ]そすそ せそつそうあ (つ 2005 え.), けせそつてちあせせふこ ねしかせ 『╅〉, 》そねかてせふこ おそさてそち ╉けたしそすあてけねかつさそこ 
あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ.
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╈そうそちみて, ねてそ させけえけ, さそてそちふか ねけてあまて, けすかまて せあつてそみはかか, あ させけえけ, 
さそてそちふか たかちかねけてふうあまて, — けすかまて いとおとはかか. っ といかきおかせ, ねてそ てふつみねけ いしあえそ-
おあちせふに ねけてあてかしかこ うあのけに いしかつてみはけに させけえ, さあさ う せあつてそみはかす, てあさ け う いとおと-
はかす, いとおとて たそすせけてへ け たそねけてあてへ ╇あのと つとたちとえと, おちとえあ け つそちあてせけさあ さあさ 
うふおあまはかえそつみ とねかせそえそ つ ほせぬけさしそたかおけねかつさけすけ くせあせけみすけ けつてそちけけ, ほさそせそ-
すけさけ, さとしへてとちふ け いふてあ あうあせえあちおせふに せあちそおそう ╇そつてそさあ け ′あたあおあ.

』 えしといそさけす とうあきかせけかす, けつさちかせせか, うつかこ おとのそこ つそたかちかきけうあまはけこ 
うあのかすと えそちま ╅つさあち ╅さあかう.

〈あせけしそう ╅.].*

〉か すそえと せか うふちあくけてへ うそつにけはかせけか

〈そか くせあさそすつてうそ つ とおけうけてかしへせそこ ねかてそこ 
╆あきあせそうふに つそつてそみしそつへ う つかちかおけせか 1990-に 
えそおそう, さそえおあ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね ╆あきあせそう 
いふし たちそちかさてそちそす ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあ-
おかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ たそ せあとさか け すかきおと-
せあちそおせふす つうみくみす け うそくえしあうしみし そつせそうあせ-
せふこ けす う 1994 えそおと ¨せつてけてとて あさてとあしへせふに 
すかきおとせあちそおせふに たちそいしかす (¨╅〈》).

』 たかちうふに うつてちかね たそちあくけしけ けに つさちそす-
せそつてへ け しまいそくせあてかしへせそつてへ, とすかせけか うふつしと-
のあてへ け そいすかせみてへつみ すせかせけみすけ, たそおおかち-
きあてへ ちあくえそうそち つ つそいかつかおせけさそす.

》そくきか み とくせあし そ てそす, ねてそ 〉あてあしへみ 
╊うえかせへかうせあ ╆あきあせそうあ みうしみしあつへ せか てそしへさそ 
きかせそこ ╊.》. ╆あきあせそうあ, せそ け いふしあ けくうかつて-
せふす ちそつつけこつさけす たそしけてそしそえそす, けつてそちけ-
さそす, ほさそせそすけつてそす, たといしけぬけつてそす, たかおあ-
えそえそす け おけたしそすあてそす. ╇ ませふか えそおふ け う くちかしそす うそくちあつてか そせあ つてちかすけしあつへ 
さ つそうかちのかせつてうと. ′あ えそおふ つうそかこ せあとねせそこ け たちそなかつつけそせあしへせそこ おかみてかしへせそ-
つてけ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ たちかうちあてけしあつへ う さちとたせそえそ つたかぬけあしけつてあ-とねかせそえそ.

〉あねあしあ つうそま せあとねせとま おかみてかしへせそつてへ つ おけつつかちてあぬけそせせそえそ けつつしかおそうあ-
せけみ たそ てかすか «『そしへ つそうかてつさそ-さそちかこつさけに ほさそせそすけねかつさけに つうみくかこ う ちあくうけてけけ 
せあちそおせそえそ にそくみこつてうあ [〉╉『». ╇ 1974 えそおと 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか いふしあ たちけ-

* ╅しかさつあせおち ]かそせけおそうけね 〈あせけしそう — えかせかちあし-たそしさそうせけさ, たちかおつかおあてかしへ [そそちおけせあぬけそせせそこ つしときいふ 
』そうかてあ さそすあせおとまはけに たそえちあせけねせふすけ うそこつさあすけ 』〉╈.
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つうそかせあ つてかたかせへ さあせおけおあてあ ほさそせそすけねかつさけに せあとさ. ╇ たそつしかおとまはかす けくとねか-
せけか [そちかけ つてあしそ おかしそす うつかこ かか きけくせけ.

》ちそこおみ のさそしと たちあさてけねかつさそこ おけたしそすあてけねかつさそこ ちあいそてふ う ╈かせさそせ-
つとしへつてうか 』』』『 う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ け 》そつそしへつてうか 』』』『 う 》かさけせか, 〉あてあしへみ 
╊うえかせへかうせあ つ かはか いそしへのけす ほせてとくけあくすそす うくみしあつへ くあ せあとねせそ-けつつしかおそうあ-
てかしへつさとま ちあいそてと う ¨せつてけてとてか うそつてそさそうかおかせけみ ╅〉 』』』『 け ╉けたしそすあてけねか-
つさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 』』』『, あ くあてかす 『そつつけけ.

[ちそたそてしけうふこ てちとお, そたふて け せそうふか くせあせけみ たそくうそしけしけ 〉.╊. ╆あきあせそ-
うそこ つてあてへ おそさてそちそす ほさそせそすけねかつさけに せあとさ たそ けてそえあす くあはけてふ う 2003 えそおと 
う え. 》とつあせか (『かつたといしけさあ [そちかみ) おけつつかちてあぬけけ せあ てかすと «ゅさそせそすけねか-
つさあみ つけつてかすあ 』かうかちせそこ [そちかけ: けつてそさけ, ほうそしまぬけみ, そつせそうせふか たあちあすかてちふ, 
つてちとさてとちあ, すかてそおふ とたちあうしかせけみ, けくひみせふ, たかちつたかさてけうふ ちかなそちすけちそうあ-
せけみ».

《くせあさそすしかせけか つそ つたけつさそす ちあいそて, うふのかおのけに けく-たそお たかちあ 〉あてあしへけ 
╊うえかせへかうせふ, うふくふうあかて とうあきかせけか. ゅてそ おかつみてさけ せあとねせふに すそせそえちあなけこ, 
たそつうみはかせせふに さあさ さそちかこつさそこ てかすあてけさか, てあさ け たちそいしかすあす おちとえけに つてちあせ 
け ちかえけそせそう, つそてせけ つてあてかこ う たかちけそおけねかつさけに けくおあせけみに. ╅ かはか そせあ ちとさそ-
うそおけしあ いそしへのけす さそしけねかつてうそす とつたかのせふに つそけつさあてかしかこ とねかせそこ つてかたかせけ 
さあせおけおあてあ け おそさてそちあ せあとさ.

〉か すそえと せか うふちあくけてへ うそつにけはかせけか たそ たそうそおと つそうすかつてせふに ちあいそて くあすか-
ねあてかしへせそこ つとたちときかつさそこ たあちふ ╆あきあせそうふに. ╆そしかか つそちそさあ しかて 〉あてあしへみ 
╊うえかせへかうせあ いふしあ おちとえそす け てそうあちけはかす ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ ╆あきあせそうあ, 
せふせか ちかさてそちあ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ.

╆かく たちかとうかしけねかせけみ すそきせそ つさあくあてへ, ねてそ せあつてそしへせふすけ させけえあすけ すせそえけに 
しまおかこ け う 『そつつけけ, け くあ ちといかきそす つてあしけ つそうすかつてせふか ちあいそてふ ╆あきあせそうふに: 
«╅すかちけさあ: うねかちあ け つかえそおせみ», «〈とおちそつてへ ╇そつてそさあ け ′あたあおあ», «[そちかこ-
つさけか くあちけつそうさけ», «[けてあこつさあみ すそくあけさあ», «〈かきおとせあちそおせふか そてせそのかせけみ 
う XXI うかさか», «╉けあしそえ け つてそしさせそうかせけか ぬけうけしけくあぬけこ» け おち.

【ちとお 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ ╆あきあせそうそこ たそしとねけし おそつてそこせとま そぬかせさと 
すけちそうそえそ せあとねせそえそ つそそいはかつてうあ. 《せあ いふしあ ねしかせそす ちあくしけねせふに あつつそぬけあ-
ぬけこ う 『そつつけけ, [そちかか, [けてあか, 』ぃ╅ け おちとえけに つてちあせあに. ╊か うふつてとたしかせけみ 
くうとねあしけ せあ なそちとすあに う たちかつてけきせふに ぬかせてちあに そいちあくそうあせけみ け せあとさけ う 』ぃ╅, 
╅うつてちあしけけ, ╈かちすあせけけ, [けてあか, [そちかか, ったそせけけ, ╇かしけさそいちけてあせけけ, ¨てあしけけ, 
╅うつてちけけ, 〉そうそこ ′かしあせおけけ け おちとえけに つてちあせあに. 〉.╊. ╆あきあせそうあ うさしまねかせあ 
うそ うつか たちかつてけきせふか ほせぬけさしそたかおけけ け たちそなかつつけそせあしへせふか つたちあうそねせけさけ 
おかつみてさそう えそつとおあちつてう.

》ちけ ほてそす, せかつすそてちみ せあ つうそけ くあつしとえけ, 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ うつかえおあ 
そつてあうあしあつへ つさちそすせそこ け そてくふうねけうそこ, とすせそこ け おそいちそこ, うかちせふす おちとえそす 
け せあおかきせふす てそうあちけはかす. 《せあ せあうかねせそ そつてあせかてつみ う せあのかこ たあすみてけ.
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〈そちえとしそう ¨.╇.*

〉あてあのあ そつてあかてつみ つ せあすけ

】のしあ けく きけくせけ 〉あてあのあ ╆あきあせそうあ. 《せあ 
いふしあ くせあねけてかしへせそ つてあちのか すかせみ, せそ せかけく-
すかせせそ せあつてあけうあしあ, ねてそいふ み (さあさ け うつか おちと-
えけか おちとくへみ け くせあさそすふか) せあくふうあし かか てそしへさそ 
たそ けすかせけ. ¨, ねかつてせそ えそうそちみ, 〉あてあのと け せか 
にそてかしそつへ せあくふうあてへ たそ-おちとえそすと, せあつてそしへさそ 
すそしそおそこ, たそしせそこ つけし, くあおそちあ, そたてけすけくすあ, 
せあつてそしへさそ たちそつてそこ, うかつかしそこ, そくそちせそこ 
たちかおつてあうあしあ そせあ たかちかお そさちときあまはけすけ.

〈ふ くせあしけ おちとえ おちとえあ つ 1980-に えそおそう, 
さそえおあ み け 〉あてあのけせ すとき, ╊うえかせけこ, うすか-
つてか てちとおけしけつへ う 〈かきおとせあちそおせそす そておかしか 
を[ [》』』. 《いはあしけつへ う 〈そつさうか, つかすへみすけ, 
あ たそくおせかか — うつか いそしへのか くあ えちあせけぬかこ. 
っ ちあいそてあし う おけたしそすあてけねかつさけに たちかお-
つてあうけてかしへつてうあに せあのかこ つてちあせふ う 』あせ-
‒ちあせぬけつさそ (』ぃ╅), くあてかす う 【そさけそ (ったそ-
せけみ) け うすかつてか つそ つうそかこ きかせそこ 〉あてあのかこ けすかし とおそうそしへつてうけか たちけせけすあてへ 
てあす, うおあしけ そて 『そおけせふ, ねかてと ╆あきあせそうふに.

《せけ せあうかおふうあしけつへ う てか くかすしけ せか たそてかにけ ちあおけ. 〉あつさそしへさそ み くせあま, 
╊うえかせけこ け 〉あてあのあ ╆あきあせそうふ うそそいはか せか しまいけしけ そておふにあてへ, せか しかねけしけつへ 
う つあせあてそちけみに, せか とうしかさあしけつへ くあえそちあせけかす せあ たしみきあに, あ けつたそしへくそうあしけ 
さあきおとま うそくすそきせそつてへ, う てそす ねけつしか け そてたとつさ, おしみ たそくせあせけみ そさちときあまはかえそ 
すけちあ, けくとねかせけみ おちとえけに つてちあせ, そいはかつてう, さとしへてとち, ついそちあ すあてかちけあしそう おしみ 
させけえ け つてあてかこ, ねてかせけみ しかさぬけこ, とねあつてけみ う せあとねせふに なそちとすあに. 【あさ, う にそおか 
たそかくおさけ う 』そかおけせかせせふか ぃてあてふ う 1994 えそおと そせけ うふつてとたけしけ つ おそさしあおあすけ せあ 
さそせなかちかせぬけみに う 】せけうかちつけてかてか ╉き. ╇あのけせえてそせあ (╇あのけせえてそせ), う 】せけうかち-
つけてかてか ╆ちけえあすあ っせえあ (》ちそうそ, のてあて ょてあ), う 』てほせなそちおつさそす とせけうかちつけてかてか 
(》あしそ-╅しへてそ, [あしけなそちせけみ) け たちそねしけ う そいはかこ つしそきせそつてけ うそつかすへ しかさぬけこ 
う [あしけなそちせけこつさそす とせけうかちつけてかてか (そておかしかせけみ う ╆かちさしけ, ]そつ-╅せおきかしかつか 
け 』あせ-╉けかえそ) け 〈そせてかちかこつさそす けせつてけてとてか すかきおとせあちそおせふに けつつしかおそうあ-
せけこ (〈そせてかちかこ, [あしけなそちせけみ). ╅ う ったそせけけ くあ おかつみてへ そさてみいちへつさけに おせかこ 
2003 えそおあ ねかてあ ╆あきあせそうふに たちそねしあ おうかせあおぬあてへ しかさぬけこ う 〉あぬけそせあしへせそす 
けせつてけてとてか そいそちそせせふに けつつしかおそうあせけこ たちけ 】たちあうしかせけけ そいそちそせふ ったそせけけ, 

* ¨えそちへ ╇しあおけすけちそうけね 〈そちえとしそう — くあすかつてけてかしへ すけせけつてちあ けせそつてちあせせふに おかし 『‒.
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う ¨せつてけてとてか すけちそうそこ たそしけてけさけ け ほさそせそすけさけ たちけ [あいけせかてか すけせけつてちそう 
ったそせけけ, う とせけうかちつけてかてあに ╅そみすあ ╈あさとけせ, 〉けにそせ, ｠そささあこおそ け 【そさけこつさそす.

【かすあてけさあ おそさしあおそう け しかさぬけこ 〉あてあのけ け ╊うえかせけみ たそちあきあしあ ちあくせそそいちあ-
くけかす — そて うせかのせかこ たそしけてけさけ 『そつつけけ け さけてあこつさけに ちかなそちす おそ てかそちけけ すかき-
おとせあちそおせふに そてせそのかせけこ け けつてそちけけ [そちかこつさそこ うそこせふ 1950—1953 えそおそう. 
¨せてかちかつそうあしけつへ ╆あきあせそうふ いとさうあしへせそ うつかす — そて たそちみおさあ くあはけてふ おそさてそち-
つさけに おけつつかちてあぬけこ う 』ぃ╅ おそ そつそいかせせそつてかこ みたそせつさそこ さとにせけ, そて たそしけてけさけ 
あおすけせけつてちあぬけけ ╆. [しけせてそせあ う うそたちそつか すかおけぬけせつさそえそ つてちあにそうあせけみ おそ 
たつけにそしそえけけ いそすきかこ う 【そさけそ. 】おけうしみしあ け そいのけちせそつてへ つうみくかこ 〉あてあしへけ 
け ╊うえかせけみ, そつそいかせせそ う 』そかおけせかせせふに ぃてあてあに, えおか そせけ ちあいそてあしけ おけたしそ-
すあてあすけ う 1970-に えそおあに. 《おけせあさそうそ しかえさそ け せかたちけせときおかせせそ そいはあしけつへ 
╆あきあせそうふ け つ すほてちあすけ せあとさけ, け つ なけせあせつそうふすけ てとくあすけ, け つ としけねせふすけ 
すとくふさあせてあすけ, け つ うそおけてかしみすけ あうてそいとつそう. ╅ おそすそこ とかくきあしけ, えちときかせせふすけ 
させけえあすけ, きとちせあしあすけ, えあくかてあすけ, いとさしかてあすけ, け せけねとてへ せか ちあつつてちあけうあしけつへ 
けく-くあ けくちあつにそおそうあせせそえそ てあさけす そいちあくそす そねかちかおせそえそ そてたとつさあ.

』そいちあせせふか う たそかくおさあに すあてかちけあしふ せかけくすかせせそ けつたそしへくそうあしけつへ う せあとね-
せふに け たといしけぬけつてけねかつさけに させけえあに け つてあてへみに. ¨ うそて せあ せけに み け にそてかし いふ 
そつてあせそうけてへつみ たそたそおちそいせかか. 》けつあしけ 〉あてあしへみ け ╊うえかせけこ おとほてそす け たけつあしけ 
たそねてけ そいそ うつかす, ねてそ うけおかしけ, けくとねあしけ, くせあしけ. ╉しみ すかせみ せあけいそしかか けせてか-
ちかつせふ け たそしかくせふ けに けつつしかおそうあせけみ, たそつうみはかせせふか ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせ-
つさそすと ちかえけそせと (╅【『) — け たそてそすと, ねてそ み, さあさ け ╆あきあせそうふ, うそつてそさそうかお たそ 
いあくそうそすと そいちあくそうあせけま, け, さそせかねせそ きか, そつそいかせせそ たそてそすと, ねてそ み さあさ くあすか-
つてけてかしへ すけせけつてちあ けせそつてちあせせふに おかし 『そつつけけ さとちけちとま せあのと たそしけてけさと 
う ほてそす そいのけちせかこのかす ちかえけそせか.

╇かつへすあ あさてとあしへせふ けくふつさあせけみ ねかてふ ╆あきあせそうふに, さあつあまはけかつみ たそくけぬけこ 
け くあおあね 『そつつけけ う ╅【『. ╇ ぬかしそす ちみおか すそせそえちあなけこ け つてあてかこ そせけ つたちあうかおしけうそ 
そてすかねあまて, ねてそ せふせかのせみみ つけてとあぬけみ う ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそす ちかえけそせか 
う ぬかしそす いしあえそたちけみてつてうとかて せあのけす けせてかちかつあす: てあす せかて いしそさそう けしけ つてちあせ, 
うちあきおかいせそ せあつてちそかせせふに さ 『そつつけけ; すふ せあたちみすとま せか うてみせとてふ う そつてちふか 
しそさあしへせふか さそせなしけさてふ; たちけつとてつてうとかて たちかおちあつたそしそきかせせそつてへ さ たそしけてけねか-
つさそすと け ほさそせそすけねかつさそすと つそてちとおせけねかつてうと つ せあのけす えそつとおあちつてうそす.

【ちとおせそ せか つそえしあつけてへつみ つ すせかせけかす 〉あてあしへけ け ╊うえかせけみ, ねてそ そてせそのか-
せけみ 『そつつけけ つ うあきせかこのけす えそつとおあちつてうそす ちかえけそせあ, [けてあかす, いあくけちとまてつみ 
せあ たちそねせそこ そつせそうか いしあえそおあちみ とつたかのせそすと とちかえとしけちそうあせけま つたそちそう, 
おそつてあうのけにつみ う せあつしかおつてうそ けく たちそのしそえそ, あ てあさきか いふつてちそすと たちかそおそしか-
せけま たそしけてけさそ-けおかそしそえけねかつさけに ちあくせそえしあつけこ, うそくせけさのけに いふしそ けく-くあ 
さちとのかせけみ さそすすとせけつてけねかつさそえそ つてちそみ う 』』』『. ╇ せあのかす そいはかつてうか せふせか 
けつたふてふうあまて とうあきかせけか さ おそつてけきかせけみす [〉『. ╇ 》そおせかいかつせそこ, う つうそま そねか-
ちかおへ, たそおおかちきけうあまて ちそつつけこつさけか ちかなそちすふ. 『かのあみ つにそきけか うせとてちかせせけか 
くあおあねけ, 『そつつけみ け [けてあこ そつてちそ せときおあまてつみ う すけちせそす そさちときかせけけ, あ てあさきか 
そいすかせか そたふてそす. ゅてそ つたそつそいつてうとかて うくあけすせそすと おそうかちけま. ╇ 》かさけせか せあくふ-



 

147

╈そつとおあちつてうかせせふか け そいはかつてうかせせふか おかみてかしけ

うあまて 『そつつけま つうそけす せあおかきせふす てふしそす. ¨ と せあつ かつてへ そつせそうあせけみ つねけてあてへ 
[〉『 てふしそす 『そつつけけ.

』とはかつてうとかて ほさそせそすけねかつさあみ うくあけすそおそたそしせみかすそつてへ, さそてそちあみ たちけせそつけて 
うつか いそしかか ちかあしへせふか たしそおふ. 『そつつけこつさそ-さけてあこつさけこ てそうあちそそいそちそて おそつてけえ 
ちかさそちおせふに うかしけねけせ, つそえしあつそうふうあまてつみ さちとたせふか たちそかさてふ う たかちかおそうふに 
そてちあつしみに, たちけえちあせけねせふか つうみくけ たちけそいちかしけ くせあねけてかしへせふか すあつのてあいふ. 
╇くみて さとちつ せあ すせそえそたしあせそうそか つそてちとおせけねかつてうそ う そつうそかせけけ ほせかちえそちかつとちつそう 
』けいけちけ け ╉あしへせかえそ ╇そつてそさあ.

〉あ すけちそうそこ あちかせか う ちかくとしへてあてか つそうたあおかせけみ えかそたそしけてけねかつさけに とつてちかす-
しかせけこ (おそつてけきかせけか すせそえそたそしみちせそつてけ) 〈そつさうあ け 》かさけせ ちあくうけうあまて つてちあ-
てかえけねかつさそか たあちてせかちつてうそ, せあにそおみはかか うふちあきかせけか う さそせさちかてせふに ちかくとしへ-
てあてあに (う ねあつてせそつてけ, つそくおあせけか ぃ《』, うそかせせそか つそてちとおせけねかつてうそ). ╆そしへのそか 
くせあねかせけか けすかかて ちそつつけこつさそ-さけてあこつさそか うくあけすそおかこつてうけか う てあさけに さしまねかうふに 
そいしあつてみに, さあさ たそうふのかせけか あうてそちけてかてあ け ちそしけ 《《〉, そてつてあけうあせけか たちけすあてあ 
すかきおとせあちそおせそえそ たちあうあ う すけちそうふに おかしあに, たそおおかちきあせけか つてちあてかえけねかつさそこ 
つてあいけしへせそつてけ. ¨おかせてけねせそつてへ うくえしみおそう せあ えしそいあしへせとま そいつてあせそうさと つたそ-
つそいつてうとかて さそそちおけせあぬけけ たそくけぬけこ つてそちそせ たそ すせそえけす あさてとあしへせふす すかきおと-
せあちそおせふす たちそいしかすあす ([そちかみ, ╅なえあせけつてあせ, をかせてちあしへせあみ ╅くけみ, ¨ちあさ, 
¨ちあせ, 』けちけみ, ちあつのけちかせけか 〉╅【《, ╆あしさあせふ, たちそてけうそちあさかてせあみ そいそちそせあ, 
てかちちそちけくす, 】さちあけせあ け て.お.).

╇すかつてか つ てかす けすかかて たちあうそ せあ つとはかつてうそうあせけか け てかくけつ ╆あきあせそうふに そ てそす, 
ねてそ せか うつか いかくそいしあねせそ う ちそつつけこつさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけみに. 〉あ えそちけくそせてか 
たそみうけしけつへ おうあ ちあくおちあきけてかしみ. 》かちうふこ — ちそつて たちけつとてつてうけみ えちあきおあせ 
[〉『 せあ ちそつつけこつさそす ╉あしへせかす ╇そつてそさか, すあしそせあつかしかせせそす け ほさそせそすけねかつさけ 
そてつてあしそす. 〉かさそてそちふか ちそつつけみせか けつたふてふうあまて たそおそくちかせけみ, ねてそ さけてあこぬふ 
う たかちつたかさてけうか くあにそてみて あせせかさつけちそうあてへ ほてと ねあつてへ 『そつつけけ. ╇てそちそこ つうみくあせ 
つ てかす, ねてそ つそそてせそのかせけか つけし すかきおと おうとすみ おかちきあうあすけ うたかちうふか くあ たそつしかお-
せけか つてそしかてけみ すかせみかてつみ う たそしへくと [けてあみ. 》そちそこ うふつさあくふうあまてつみ そたあつかせけみ, 
ねてそ [〉『 すそきかて せあねあてへ そさあくふうあてへ せあ 『そつつけま えかそたそしけてけねかつさそか おあうしかせけか, 
てかつせけてへ かか う ちかえけそせあしへせそす すあつのてあいか.

》そしせそつてへま つそえしあつかせ つ 〉あてあしへかこ け ╊うえかせけかす: てあさそこ たそおにそお そのけいそねかせ 
け うちかおかせ. 〈とつつけちとみ てかくけつ そ さけてあこつさそこ とえちそくか, すふ いとおかす しけのへ うふくふうあてへ 
ちあくおちあきかせけか と さけてあこぬかう, せあさちとねけうあてへ つあすけに つかいみ け, う さそせぬか さそせぬそう, 
けつたそちてけす そてせそのかせけみ つ 》そおせかいかつせそこ. ╇すかつてそ ほてそえそ, とねけてふうあみ, ねてそ [〉『 
う そいそくちけすそこ たかちつたかさてけうか くあけせてかちかつそうあせあ う てかつせそす うくあけすそおかこつてうけけ つ 『そつ-
つけかこ たそ つそそいちあきかせけみす いかくそたあつせそつてけ, えかそたそしけてけさけ, うせとてちかせせかえそ ちあくうけ-
てけみ, せあす つしかおとかて つたそしせあ けつたそしへくそうあてへ けつてそちけねかつさけこ のあせつ け たそつてちそけてへ 
とつてそこねけうとま すそおかしへ うくあけすそうふえそおせそえそ, おけせあすけねせそえそ ちそつつけこつさそ-さけてあこ-
つさそえそ つそてちとおせけねかつてうあ う XXI つてそしかてけけ. 【あさあみ すそおかしへ たそくうそしけて とつてちあせみてへ 
けしけ たちけえしとのあてへ てか ちかあしへせふか け たそてかせぬけあしへせふか ちあくせそえしあつけみ, さそてそちふか 
すそえとて たそみうしみてへつみ すかきおと 『そつつけかこ け [けてあかす.
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╇かちかせ うふうそお ╆あきあせそうふに たそ たそうそおと たちそえちかつつあ, おそつてけえせとてそえそ くあ たそつしかお-
せけか おうあ おかつみてけしかてけみ う ちそつつけこつさそ-みたそせつさけに そてせそのかせけみに. ╉かこつてうけてかしへせそ, 
せけさそえおあ う たちそのしそす すかきおと 『そつつけかこ け ったそせけかこ せか たそおおかちきけうあしけつへ つてそしへ 
のけちそさけか, えしといそさけか け けせてかせつけうせふか さそせてあさてふ, さあさ つかこねあつ.

′あつしときけうあかて うせけすあせけみ あせあしけく ╆あきあせそうふすけ たちけねけせ う ぬかしそす たそくけ-
てけうせそこ おけせあすけさけ う ちそつつけこつさそ-みたそせつさけに そてせそのかせけみに. ╇そ-たかちうふに, たそつしか 
そさそせねあせけみ にそしそおせそこ うそこせふ け うつてとたしかせけみ 『そつつけけ せあ おかすそさちあてけねか-
つさけこ たとてへ ちあくうけてけみ つてそちそせふ たかちかつてあしけ つねけてあてへ おちとえ おちとえあ うそかせせふすけ 
け けおかそしそえけねかつさけすけ たちそてけうせけさあすけ. ╇そ-うてそちふに, そせけ そつそくせあしけ, ねてそ せそち-
すあしへせふか おうとつてそちそせせけか そてせそのかせけみ たそくうそしみまて つ すかせへのけすけ くあてちあてあすけ 
ちかのあてへ くあおあねけ いかくそたあつせそつてけ け つてあいけしへせそつてけ う 』かうかちそ-╇そつてそねせそこ ╅くけけ. 
╇-てちかてへけに, 〈そつさうあ け 【そさけそ けすかまて いしけくさけか たそくけぬけけ たそ すせそえけす あさてとあしへ-
せふす たちそいしかすあす け うけおみて おちとえ う おちとえか つかちへかくせそえそ たあちてせかちあ う すかきおとせあ-
ちそおせふに おかしあに, う とさちかたしかせけけ つそいつてうかせせふに たそくけぬけこ せあ すけちそうそこ あちかせか. 
╇-ねかてうかちてふに, つとはかつてうとかて たそてちかいせそつてへ う せあちあはけうあせけけ ほさそせそすけねかつさそえそ 
つそてちとおせけねかつてうあ.

』たそちせふこ うそたちそつ すかきおと 『そつつけかこ け ったそせけかこ — てかちちけてそちけあしへせふこ, 
そ たちけせあおしかきせそつてけ ねかてふちかに そつてちそうそう ょきせそさとちけしへつさそこ えちみおふ. ‒あさ-
てそす みうしみかてつみ け てそ, ねてそ う そいはかつてうかせせそす すせかせけけ おうとに つてちあせ つそにちあせみかてつみ 
たちけうふねさあ うそつたちけせけすあてへ つそつかおあ ねかちかく たちけくすと たちかきせけに つてかちかそてけたそう, 
あさぬかせてけちそうあてへ うせけすあせけか せあ そてちけぬあてかしへせふに すそすかせてあに う けつてそちけけ せあのけに 
うくあけすそそてせそのかせけこ. 〉かえあてけうせそか せあつしかおけか おそしきせそ たちかそおそしかうあてへつみ くあ つねかて 
かはか いそしかか ほせかちえけねせそえそ せあちあはけうあせけみ たそしけてけねかつさそえそ, てそちえそうそ-ほさそせそ-
すけねかつさそえそ け せあとねせそ-てかにせけねかつさそえそ つそてちとおせけねかつてうあ. 『あくおかしみま そたてけすけくす 
╆あきあせそうふに, とてうかちきおあまはけに, ねてそ かつしけ 『そつつけみ け ったそせけみ つそくおあおとて たちそね-
せとま つかてへ そてせそのかせけこ うくあけすそおそたそしせみかすそつてけ, そせけ つすそえとて そつうそいそおけてへつみ そて 
えちとくあ たちそのしそえそ.

〉か うふくふうあまて うそくちあきかせけこ そぬかせさけ ╆あきあせそうふすけ せあのかこ たそしけてけさけ せあ 
[そちかこつさそす たそしとそつてちそうか, う そてせそのかせけけ ╅』╊╅〉, 〈そせえそしけけ, おちとえけに つてちあせ 
け てかちちけてそちけこ ╅【『.

《つそいとま きか ぬかせせそつてへ おしみ たちあさてけさそう たちかおつてあうしみまて あせあしけく たちそいしかす, 
さそてそちふか う てそこ けしけ けせそこ つてかたかせけ うつてあまて たかちかお 『そつつけかこ う ╅くけあてつさそ- 
【けにそそさかあせつさそす ちかえけそせか, け ちかさそすかせおあぬけけ そてせそつけてかしへせそ ちそつつけこつさそこ 
つてちあてかえけけ う ちかえけそせか.

》ちかきおか うつかえそ, ╆あきあせそうふ そいちあはあまて うせけすあせけか せあ けくすかせかせけか いあしあせつあ 
つけし すかきおと てけにそそさかあせつさけすけ おかちきあうあすけ, いそちへいと すかきおと せけすけ くあ しけおかち-
つてうそ. 》そおせけすあまはけこつみ さけてあこつさけこ けつたそしけせ いちそつあかて うふくそう おそすけせけちそ-
うあせけま 』そかおけせかせせふに ぃてあてそう け たちそうそぬけちとかて つそ つてそちそせふ たそつしかおせけに うつか 
せそうふか さそせてちすかちふ. ╇ そいそちそせせそこ つてちあてかえけけ ╇あのけせえてそせあ つそ うつかこ そねかうけお-
せそつてへま たちそつすあてちけうあかてつみ たかちかせそつ ぬかせてちあ てみきかつてけ う ╅【『 け かか あせてけさけてあこ-
つさあみ せあたちあうしかせせそつてへ う つうみくけ つ «ちそつてそす うそかせせそこ すそはけ [けてあみ».
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『あくうそちあねけうあまはかかつみ えかそたそしけてけねかつさそか つそたかちせけねかつてうそ たそおつてかえけうあかて 
うそかせせふか たちけえそてそうしかせけみ つちかおせけに け すあしふに つてちあせ. 》ちけ ほてそす いそしへのけせつてうそ 
けく せけに たちかおたそねけてあかて つそにちあせかせけか う ╅【『 しけおかちつてうあ 』ぃ╅. 《ねかちかおせそか 
うそくうちあはかせけか 』そかおけせかせせふに ぃてあてそう う ほてそて ちかえけそせ うふちあきあかてつみ う あさてけ-
うけくあぬけけ つけつてかすふ つてあちふに あしへみせつそう たかちけそおあ にそしそおせそこ うそこせふ つ ったそせけかこ, 
ょきせそこ [そちかかこ, ╅うつてちあしけかこ, 〉そうそこ ′かしあせおけかこ, あ てあさきか ╇かしけさそいちけてあ-
せけかこ け [あせあおそこ, せあちあはけうあせけけ うそかせせふに つうみくかこ つ ‒けしけたたけせあすけ, 【あけしあせ-
おそす け 』けせえあたとちそす, うくあけすそおかこつてうけけ う そいそちそせせそこ つなかちか つ ¨せおけかこ, ¨せおそ-
せかくけかこ, 〈あしあこくけかこ け おあきか つ いふうのけす たちそてけうせけさそす ╇へかてせあすそす. 【そ かつてへ 
あすかちけさあせぬふ うそうしかさあまて う つおかちきけうあせけか [けてあみ たそねてけ うつか えそつとおあちつてうあ ╅【『.

[けてあこつさけか 』〈¨ そいうけせみまて 』ぃ╅ う たそしけてけさか つおかちきけうあせけみ け おあきか 
そさちときかせけみ [〉『, う つてちかすしかせけけ たちそうそぬけちそうあてへ ちあくせそえしあつけみ すかきおと 》そお-
せかいかつせそこ け かか つそつかおみすけ.

[あさ ちかくそせせそ とてうかちきおあまて ╆あきあせそうふ, 〈そつさうあ おそしきせあ おかちきあてへ う たそしか 
くちかせけみ け ちかえけそせあしへせふか さそせなしけさてせふか «とくしふ». 』たそち つ ったそせけかこ たそ 
ょきせふす [とちけしあす — かおけせつてうかせせふこ う ╅【『, う さそてそちそす 『そつつけみ みうしみかてつみ 
せかたそつちかおつてうかせせふす とねあつてせけさそす.

《いつてあせそうさあ せあ [そちかこつさそす たそしとそつてちそうか そつてあかてつみ うくちふうそそたあつせそこ. 
╊おけせつてうかせせふこ たとてへ とおかちきあせけみ かか たそお さそせてちそしかす — たちかそおそしかせけか 』かうかち-
せそこ [そちかかこ えしといそさそえそ つそぬけあしへせそ-ほさそせそすけねかつさそえそ さちけくけつあ, かか うふにそお けく 
すかきおとせあちそおせそこ けくそしみぬけけ, せあしあきけうあせけか そてせそのかせけこ すけちせそえそ つとはかつてうそ-
うあせけみ 』かうかちあ つ ょえそす, 』ぃ╅ け ったそせけかこ.

〈かきおと 》かさけせそす け 【あこいほかす いとちせそ ちあくうけうあまてつみ うくあけすそつうみくけ う ほさそせそ-
すけねかつさそこ け えとすあせけてあちせそこ つなかちあに. 【かす せか すかせかか たそしけてけねかつさあみ さそせさと-
ちかせぬけみ け えそせさあ うそそちときかせけこ すかきおと つてそちそせあすけ つそにちあせみまてつみ, とつとえといしみみつへ 
うすかのあてかしへつてうそす 』そかおけせかせせふに ぃてあてそう. ]まいふか たそたそしくせそうかせけみ 【あこいほみ 
とくあさそせけてへ つうそこ つかたあちあてせふこ つてあてとつ すそえとて せあさあしみてへ つけてとあぬけま う 【あこうあせへ-
つさそす たちそしけうか おそ たちかおかしあ.

╇ ╇そつてそねせそ-[けてあこつさそす すそちか [〉『 け 【あこうあせへ つたそちみて つ ったそせけかこ たそ 
たそうそおと たちけせあおしかきせそつてけ そつてちそうそう 』かせさあさと (╉みそまこおあそ), ょきせあみ [そちかみ 
つ ったそせけかこ — けく-くあ そつてちそうそう 【あさほつけすあ (【そさてそ).

╇ ょきせそ-[けてあこつさそす すそちか [けてあこ, ╇へかてせあす, ‒けしけたたけせふ, 〈あしあこくけみ, 
╆ちとせかこ, あ てあさきか 【あこうあせへ そつたあちけうあまて たちけせあおしかきせそつてへ そつてちそうそう け あてそし-
しそう あちにけたかしあえあ 』たちあてしけ (〉あせへのあ). ╉ちとえそこ そいひかさて てみきいふ — 》あちあつかしへ-
つさけか そつてちそうあ (』けのあ), そつせそうせふか あせてあえそせけつてふ くおかつへ [〉『 け ╇へかてせあす.

╆あきあせそうふ うたそしせか そいそつせそうあせせそ たちかおとたちかきおあまて: てかちちけてそちけあしへせふか 
つたそちふ, たそおにしかつてふうあかすふか つそそいちあきかせけみすけ いかくそたあつせそつてけ け たちかつてけきあ, 
あ てあさきか つてちかすしかせけかす そうしあおかてへ いそえあてそこ たちけちそおせふすけ ちかつとちつあすけ あさうあてそ-
ちけかこ うそさちとえ そつてちそうそう, せそつみて ねちかくうふねあこせそ そつてちふこ にあちあさてかち け つたそつそいせふ 
たかちかちあつてけ う さちとたせふこ うそそちときかせせふこ さそせなしけさて. 【かす いそしかか, ねてそ 』そかおけせかせ-
せふか ぃてあてふ うつみねかつさけ たそおくときけうあまて そたたそせかせてそう 》かさけせあ.
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』とたちとえけ ╆あきあせそうふ くあそつてちみまて うせけすあせけか てあさきか せあ たちそいしかすあに ちあつたちそ-
つてちあせかせけみ みおかちせそえそ そちときけみ, えそせさけ そいふねせふに うそそちときかせけこ, せあ つそぬけあしへせそ-
ほさそせそすけねかつさけに け おちとえけに えしそいあしへせふに うふくそうあに う ╅【『.

[あさそうふ きか ちかさそすかせおあぬけけ てあせおかすあ ╆あきあせそうふに そてせそつけてかしへせそ ちそつつけこ-
つさそこ つてちあてかえけけ う ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそす ちかえけそせか?

》ちかきおか うつかえそ, そせけ さあてかえそちけねかつさけ たちそてけう つあすそとつてちあせかせけみ 『そつつけけ 
そて ちかえけそせあしへせふに たちそいしかす. ╆あきあせそうふ たけのとて: «〉かさそてそちふか あせあしけてけさけ 
つねけてあまて, ねてそ せあす つしかおとかて うくみてへ せあ うそそちときかせけか おちかうせまま さけてあこつさとま つてちあ-
てあえかすと “ぬくそのあせへ えとあせへ にとおそと” — “つけおみ せあ えそちか, せあいしまおあてへ くあ つにうあてさそこ 
てけえちそう”. 》とつてへ, すそし, 』ぃ╅, [けてあこ, ったそせけみ け おちとえけか おかちとてつみ, そつしあいしみまて 
おちとえ おちとえあ. ¨ ねかす おそしへのか そせけ おかちとてつみ, てかす おそしへのか いとおとて せか う つそつてそみせけけ 
たそつみえあてへ せあ せあのけ けせてかちかつふ. ╆そしかか てそえそ, せあねせとて, さあさ “きかせけにけ”, とにあきけ-
うあてへ くあ “ちそつつけこつさそこ せかうかつてそこ”, くあうしかさあてへ かか う つうそこ しあえかちへ».

╆あきあせそうふ たそおねかちさけうあまて: «』てそちそせせけさけ てあさそこ しけせけけ たそうかおかせけみ 
けえせそちけちとまて, そおせあさそ, てそ そねかうけおせそか そいつてそみてかしへつてうそ, ねてそ “つにうあてさあ てけえちそう” 
いとおかて せあえせかてあてへ せあたちみきかせせそつてへ, ちあつさちとねけうあてへ すあにそうけさ えそせさけ うそそちときか-
せけこ, くあてちとおせみてへ ちあつたとてふうあせけか ちかえけそせあしへせふに さそせなしけさてせふに “とくしそう”, 
たちかたみてつてうそうあてへ ほさそせそすけねかつさそすと つそてちとおせけねかつてうと. 『そつつけみ, せか けすかまはあみ 
つかこねあつ せけ うそくすそきせそつてかこ, せけ きかしあせけみ とねあつてうそうあてへ う ほてそす うかしけさそおかちきあう-
せそす つそたかちせけねかつてうか, いとおかて け おあしへのか そててかつせみてへつみ う ╅【『 せあ うてそちふか ちそしけ, 
うつか いそしへのか そてつてあうあてへ そて うかおとはけに “けえちそさそう” せか てそしへさそ う ほさそせそすけねかつさそこ, 
せそ け うそかせせそ-たそしけてけねかつさそこ そいしあつてみに. ╉あ け うそそいはか, いそちへいあ くあ しけおかち-
つてうそ う ╅【『 — うかつへすあ そたあつせそか みうしかせけか. 〉ふせかのせみみ そいつてあせそうさあ せあ ╇そつ-
てそさか せあたそすけせあかて てと, さそてそちあみ うそくせけさしあ せあ ′あたあおか うそ うてそちそこ たそしそうけせか 
XIX うかさあ たそつしか そいひかおけせかせけみ ╈かちすあせけけ. 【そえおあ, う ちかくとしへてあてか けくすかせかせけみ 
いあしあせつあ つけし, そいそつてちけしあつへ いそちへいあ くあ たかちかちあつたちかおかしかせけか うしあつてけ う すかきおと-
せあちそおせふに そてせそのかせけみに, け ねかしそうかねかつてうそ たちそうあしけしそつへ う たとねけせと えしそいあしへ-
せそこ いそこせけ».

〉か つそえしあつせふ ╆あきあせそうふ け つ てかすけ, さてそ たちけくふうあかて 〈そつさうと うつてとたけてへ 
う うそかせせふこ つそまく つ 》かさけせそす, くあてそねかせせふこ たちそてけう あすかちけさあせつさそえそ えかえかすそ-
せけくすあ. 〉あてあしへみ け ╊うえかせけこ とさあくふうあまて う ほてそこ つうみくけ: «╇ [けてあか てそきか たそちそこ 
ちあくおあまてつみ えそしそつあ う たそしへくと つそまくあ, そつそいかせせそ けく つちかおふ うそかせせふに あせあしけてけ-
さそう. [けてあこつさそか ちとさそうそおつてうそ, すそきかて いふてへ, け つねけてあかて たそしかくせふす たそたとえけうあてへ 
そたたそせかせてそう てあさそこ たかちつたかさてけうそこ, せそ せあ つあすそす おかしか せか せあすかちかせそ たかちか-
にそおけてへ 『といけさそせ う つそたかちせけねかつてうか つ 』ぃ╅. ╅すかちけさあ — ぬかせせふこ たあちてせかち 
[けてあみ う てそちえそうそ-ほさそせそすけねかつさそこ, せあとねせそ-てかにせけねかつさそこ, そいちあくそうあてかしへせそこ 
け うそ すせそえけに おちとえけに つなかちあに. ╉けあしそえ つ ╇あのけせえてそせそす せかそいにそおけす 》かさけせと 
け おしみ そいかつたかねかせけみ いかくそたあつせそつてけ — つそいつてうかせせそこ, ちかえけそせあしへせそこ, えしそいあしへ-
せそこ. 〉かさそてそちふか さけてあこつさけか たそしけてそしそえけ うそそいはか とてうかちきおあまて, ねてそ 』そかおけ-
せかせせふか ぃてあてふ — つあすふこ うあきせふこ たあちてせかち [けてあみ. 《なけぬけあしへせふこ 》かさけせ 
そてうかちえあかて たちかおしそきかせけみ ╇あのけせえてそせあ うおうそかす “たそちとしけてへ ねかしそうかねかつてうそす”, 
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せそ さけてあこつさそすと つあすそしまいけま, せかつそすせかせせそ, しへつてけて つあすあ たそつてあせそうさあ うそたちそつあ 
そ てそす, ねてそ けすかせせそ [〉『 せあちあうせか つ 』ぃ╅ せかつかて えしあうせとま そてうかてつてうかせせそつてへ くあ 
すけち け ちあくうけてけか う XXI うかさか».

[あさ たそしあえあまて ╆あきあせそうふ, せか せときかせ ちそつつけこつさそ-さけてあこつさけこ うそかせせふこ 
つそまく け せあす: すふ つてあせかす くあしそきせけさあすけ ねときけに けせてかちかつそう, そさあきかすつみ うてみせとてふ 
う せか そてせそつみはけかつみ さ 『そつつけけ さそせなしけさてふ. 】ねかせふか う おあせせそこ つうみくけ せあたそすけ-
せあまて, ねてそ 〈そつさうあ う 1950-に えそおあに つそつてそみしあ つ 》そおせかいかつせそこ う うそかせせそ-たそしけ-
てけねかつさそす つそまくか, さそてそちふこ せか てそしへさそ いふつてちそ ちあつたあしつみ, せそ け たかちかちそおけしつみ 
う せかのとてそねせとま うちあきおと. [けてあこつさそか ちとさそうそおつてうそ かはか う 1982 えそおと つなそちすとしけ-
ちそうあしそ しけせけま せあ せかうつてとたしかせけか う あしへみせつふ つ うかしけさけすけ おかちきあうあすけ, そいひみつ-
せみみ, ねてそ つそまくせけねかつさけか そてせそのかせけみ «すそえとて そつしあいけてへ うそしま [〉『 つそたちそてけう-
しみてへつみ せかえあてけうせふす おかこつてうけみす たあちてせかちあ, たそたふてさあす けつたそしへくそうあてへ [けてあこ 
う とはかちい かえそ けせてかちかつあす». 】さあくふうあしそつへ け せあ てそ, ねてそ たそおそいせふこ つそまく いとおかて 
«たちかたみてつてうそうあてへ せそちすあしへせふす さそせてあさてあす つ おちとえけすけ つてちあせあすけ すけちあ».

〉あてあのあ け ╊うえかせけこ つねけてあまて, ねてそ つそてちとおせけねかつてうそ つ [けてあかす う えかそたそしけ-
てけねかつさそこ そいしあつてけ おそしきせそ つそつてそみてへ う てそす, ねてそいふ すふ, そつてあうあみつへ う ちあすさあに 
せそちすあしへせふに そてせそのかせけこ つ 』ぃ╅, たそせときおあしけ ╇あのけせえてそせ け かえそ つそまくせけさそう 
うかつてけ おかしそ さ すせそえそたそしまつせそすと すけちと, えおか いふ たそしまつあ うくあけすそおかこつてうそうあしけ, 
あ せか さそせなしけさてそうあしけ. 》ちけすかせけてかしへせそ さ ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそすと ちかえけ-
そせと つてちあてかえけみ 『そつつけけ おそしきせあ いふてへ とうみくあせあ つ とおそうしかてうそちかせけかす ちそつつけこ-
つさけに けせてかちかつそう せあ おちとえけに せあたちあうしかせけみに け とねけてふうあてへ うあきせそつてへ なあさてそちあ 
′あたあおあ う うそたちそつあに そいかつたかねかせけみ いかくそたあつせそつてけ け ちあくうけてけみ 『そつつけけ. ¨せあねか 
えそうそちみ, たそ すせかせけま ╆あきあせそうふに, たちかおたそねてけてかしかせ ついあしあせつけちそうあせせふこ 
うせかのせかたそしけてけねかつさけこ さとちつ.

〉あてあしへみ け ╊うえかせけこ たちかおしあえあまて おそいけうあてへつみ ついあしあせつけちそうあせせそつてけ 
せあのかこ たそしけてけさけ け うせとてちけ ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそえそ ちかえけそせあ. ¨すかまてつみ 
うそくすそきせそつてけ おしみ せあしあきけうあせけみ てかつせふに そてせそのかせけこ つそ うつかすけ えそつとおあち-
つてうあすけ ほてそこ ねあつてけ くかすせそえそ のあちあ. 〉あす せか つてそけて «ちあつさあねけうあてへ しそおさと», 
たそおちふうあみ つしそきけうのけこつみ う ╅【『 つてあてとつ-さうそ. ╆そしへのけせつてうそ ちかえけそせあしへせふに 
えそつとおあちつてう つそにちあせみかて たちけうかちきかせせそつてへ せふせかのせかこ つけつてかすか すかきおとせあちそお-
せふに そてせそのかせけこ. ‒そちつけちそうあせせそか けくすかせかせけか いあしあせつあ つけし すそきかて てそしさせとてへ 
ちかえけそせ う たとねけせと にそしそおせそこ うそこせふ.

《おせそうちかすかせせそ せかそいにそおけすそ さあてかえそちけねかつさけ そてうかちえあてへ とねあつてけうのけかつみ 
«くあにそおふ» つそ つてそちそせふ みたそせぬかう, あすかちけさあせぬかう, せかさそてそちふに «あつかあせそうぬかう» せあ 
たちかおすかて とねあつてけみ 〈そつさうふ う つさちふてふに け おあきか そてさちふてふに すあせかうちあに たそ «つおかち-
きけうあせけま» [けてあみ.

╆あきあせそうふ たちけくふうあまて おかしあてへ あさぬかせて う ╅【『 せあ つそくけおあてかしへせそこ ちあいそてか, 
そつそいそか くせあねかせけか たちけおあうあてへ なそちすけちそうあせけま すせそえそみちとつせそこ つかてけ すせそえそ-
つてそちそせせけに おけあしそえそう け なそちとすそう いかくそたあつせそつてけ, うふちあいそてさか すかにあせけくすそう 
たちかうかせてけうせそこ おけたしそすあてけけ け とちかえとしけちそうあせけみ さそせなしけさてそう. 》ちけ ほてそす 
せか たふてあてへつみ うそくえしあうけてへ たちそぬかつつふ つてあせそうしかせけみ さそししかさてけうせそこ つけつてかすふ 
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いかくそたあつせそつてけ, とねけてふうあてへ せかえそてそうせそつてへ ちみおあ つてちあせ おうけえあてへつみ う おあせせそす 
せあたちあうしかせけけ け たちかおちあつたそしそきかせせそつてへ いそしへのけせつてうあ とねあつてせけさそう すかきおと-
せあちそおせふに そてせそのかせけこ う ╅【『 さ たそつてかたかせせふす, せかつたかのせふす おかこつてうけみす, 
さ せかなそちすあしへせふす おそえそうそちかせせそつてみす.

¨く さそせなしけさてせふに «とくしそう» 〉あてあのあ け ╊うえかせけこ, かつてかつてうかせせそ, うふおかしみまて 
たちかてかせくけけ 【そさけそ せあ ょきせふか [とちけしふ. 《せけ たちけくふうあまて たちそおうけえあてへ ちそつ-
つけこつさそ-みたそせつさけか そてせそのかせけみ せかくあうけつけすそ そて ほてそえそ つたそちあ, つ とねかてそす くあけせてか-
ちかつそうあせせそつてけ みたそせぬかう う おそいちそつそつかおつてうか つ 『そつつけかこ (けく-くあ ほさそせそすけねかつさけに 
くあてちとおせかせけこ, せあちあつてあまはけに てちかせけこ すかきおと 【そさけそ け 》かさけせそす).

〉あ [そちかこつさそす たそしとそつてちそうか たちかおしあえあかてつみ ちあくうけうあてへ つそてちとおせけねかつてうそ 
つ そいそけすけ えそつとおあちつてうあすけ, たちそおうけえあみ, う ねあつてせそつてけ, つそうすかつてせふか ほさそせそすけ-
ねかつさけか たちそかさてふ. 〉あいけちあまはあみ そいそちそてふ ちあくちみおさあ う そてせそのかせけみに 》かさけせあ 
つ 【あこいほかす そてさちふうあかて おそたそしせけてかしへせふか うそくすそきせそつてけ おしみ ほさそせそすけねかつさそえそ 
うくあけすそおかこつてうけみ 『そつつけけ つ 【あこうあせかす (つ とねかてそす そいみくあてかしへつてう せか けすかてへ 
たそしけてけねかつさけに け うそかせせふに さそせてあさてそう つ 【あこいほかす).

╇ ╇そつてそねせそ-[けてあこつさそす け ょきせそ-[けてあこつさそす すそちみに ╆あきあせそうふ ちかさそすかせ-
おとまて, せか ううみくふうあみつへ う つたそちふ せあ ねへかこ-しけいそ つてそちそせか, たそそはちみてへ そたたそせかせ-
てそう さ すけちせそすと, とたそちみおそねかせせそすと たちかそおそしかせけま ちあくせそえしあつけこ, けつたそしへくとみ, 
う ねあつてせそつてけ, すかきおとせあちそおせふか «たしそはあおさけ» (╅『‒ け おちとえけか). 《おせそうちか-
すかせせそ たちそみうしみてへ そつてそちそきせそつてへ う うそたちそつか とねあつてけみ ちそつつけこつさけに さそすたあせけこ 
う せかなてみせふに け えあくそうふに たちそかさてあに う ょきせそ-[けてあこつさそす すそちか — け ねてそいふ 
せか ちあくおちあきあてへ 》かさけせ, け ねてそいふ, てそえそ にときか, せか たそたあつてへ たそお «たかちかさちかつてせふこ 
そえそせへ» たちそてけうそつてそみはけに おちとえ おちとえと つてそちそせ, せか つてあてへ せかうそしへせふす とねあつてせけ-
さそす けに さそせなしけさてそう.

╅さてとあしへせあみ てかすあ — さとちつ [〉╉『 せあ つそくおあせけか ちあさかてせそ-みおかちせそえそ たそてかせ-
ぬけあしあ. 《いしあおあせけか 》にかせへみせそす てあさけす たそてかせぬけあしそす たちけうかおかて さ おあしへせかこ-
のかすと そいそつてちかせけま せあたちみきかせせそつてけ う 』かうかちそ-╇そつてそねせそこ ╅くけけ, せそうそすと 
すそはせかこのかすと うけてさと えそせさけ うそそちときかせけこ つ とねあつてけかす ったそせけけ, ょきせそこ 
[そちかけ け 』ぃ╅, さ たそうふのかせけま ちけつさあ みおかちせそえそ さそせなしけさてあ と おあしへせかうそ-
つてそねせふに えちあせけぬ 『そつつけけ. 〉かそいにそおけすそ おそいけうあてへつみ そてさあくあ 』かうかちせそこ [そちかけ 
そて ちあさかてせそ-みおかちせふに たちけえそてそうしかせけこ う そいすかせ せあ えあちあせてけけ かか いかくそたあつせそ-
つてけ. 《たてけすあしへせそこ «たしそはあおさそこ» おしみ とちかえとしけちそうあせけみ おあせせそえそ さそすたしかさつあ 
うそたちそつそう, とてうかちきおあまて ╆あきあせそうふ, そつてあかてつみ «のかつてかちさあ» ([〉╉『, 『かつたとい-
しけさあ [そちかみ, 『そつつけみ, [けてあこ, 』ぃ╅, ったそせけみ).

╇さしあお 〈そつさうふ う そいとくおあせけか えそせさけ そいふねせふに うそそちときかせけこ う ちかえけそせか, 
たそ すせかせけま ╆あきあせそうふに, すそえ いふ うふちあくけてへつみ う かはか いそしかか せあつてそこねけうそす 
«たちそてあしさけうあせけけ» すかち おそうかちけみ ねかちかく ╅『‒ け おちとえけか さあせあしふ, つそくおあせけけ 
あおかさうあてせそえそ ちかきけすあ てそちえそうしけ そちときけかす う ╅【『. 』 そつそいそこ てはあてかしへせそつてへま, 
たそしあえあまて 〉あてあしへみ け ╊うえかせけこ, つてそけしそ いふ たそおにそおけてへ さ たかちかおあねか うそかせせそこ 
てかにせけさけ あくけあてつさけす つそつかおみす, たちけせけすあみ うそ うせけすあせけか せか てそしへさそ つそいつてうかせ-
せとま いかくそたあつせそつてへ, せそ け ちかあさぬけま そさちときあまはけに つてちあせ.
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《つそいふこ きか あさぬかせて う せあのかこ たそしけてけさか ╆あきあせそうふ たちけくふうあまて つおか-
しあてへ せあ そいかつたかねかせけけ すかきおとせあちそおせそこ たそおおかちきさけ すそおかちせけくあぬけけ 』けいけちけ 
け ╉あしへせかえそ ╇そつてそさあ. 《ねかうけおせそ, たけのとて そせけ, ねてそ ちそつつけみせか せか う つそつてそみ-
せけけ たそおせみてへ ほてそて さちあこ つそいつてうかせせふすけ つけしあすけ, せあおそ そたけちあてへつみ せあ つそつか-
おかこ, たちかきおか うつかえそ せあ [けてあこ, ったそせけま, ょきせとま [そちかま, おそいけうあてへつみ たちけ-
うしかねかせけみ せあ ╉あしへせけこ ╇そつてそさ け う 』けいけちへ くあちといかきせふに さあたけてあしそう, ちあいそねかこ 
つけしふ, つたかぬけあしけつてそう, てかにせそしそえけこ.

╊はか う つうそけに ちあいそてあに う つかちかおけせか 1990-に えそおそう, さそえおあ う 『そつつけけ たちかそい-
しあおあしあ せあつてそちそきかせせそつてへ さ おそたとつさと けせそつてちあせぬかう せあ せあの ╇そつてそさ, ╆あきあ-
せそうふ たけつあしけ: «ぁてそ おあつて すせそえそつてそちそせせかか つそてちとおせけねかつてうそ う すそおかちせけくあぬけけ 
』けいけちけ け ╉あしへせかえそ ╇そつてそさあ? ╇そ-たかちうふに, けせそつてちあせぬふ いとおとて てあす さそせさとちけ-
ちそうあてへ すかきおと つそいそこ, け せけさてそ せか つすそきかて おそいけてへつみ えかえかすそせけけ. ╇そ-うてそちふに, 
うそつてそねせふか ちあこそせふ つてあせとて いそしかか ちあくうけてふすけ け つけしへせふすけ, う せけに いとおかて 
たちそきけうあてへ いそしへのか ちそつつけみせ, け おあきか かつしけ う たかちつたかさてけうか ねてそ-てそ つしとねけてつみ 
すかきおと 『‒ け つそつかおみすけ, せあす しかえねか いとおかて そいそちそせみてへ ほてけ ちあこそせふ. ╇-てちかてへけに, 
とえしといけてつみ うくあけすそくあうけつけすそつてへ. [けてあこぬふ, みたそせぬふ け うつか そつてあしへせふか, さてそ 
うさしあおふうあかて う 』けいけちへ け せあ ╉あしへせけこ ╇そつてそさ おかせへえけ, ちあいそてあかて てあす, たちそせけさ-
せとてつみ くあけせてかちかつそうあせせそつてへま う たちそぬうかてあせけけ さちあみ. 〉あおそ つしかおそうあてへ たちけすかちと 
╊うちそたふ. ‒ちあせぬけみ け ╈かちすあせけみ たそねてけ ぬかしそか つてそしかてけか うそかうあしけ けく-くあ つたそち-
せふに てかちちけてそちけこ, あ てかたかちへ なちあせさそ-えかちすあせつさあみ えちあせけぬあ つとはかつてうとかて しけのへ 
うけちてとあしへせそ — しまおけ おうけきとてつみ う そいそけに せあたちあうしかせけみに, おあきか せか くあすかねあみ かか».

』 てあさそこ きか てはあてかしへせそつてへま け そいひかさてけうせそつてへま う ぬかしそこ つかちけけ すそせそえちあ-
なけこ け つてあてかこ あせあしけくけちとまて つとたちとえけ ╆あきあせそうふ うせかのせまま たそしけてけさと おちと-
えけに «けえちそさそう» せあ すかきおとせあちそおせそこ あちかせか ╅【『: [けてあみ, 』ぃ╅, ったそせけけ, おうとに 
[そちかこ け て.お. [あきおあみ てあさあみ たといしけさあぬけみ つそおかちきけて ぬかせせふこ すあてかちけあし おしみ 
てかに, さてそ なそちすけちとかて け ちかあしけくとかて うせかのせまま たそしけてけさと 『そつつけけ せあ ╇そつてそさか.

╉ちとえそこ たしあつて せあとねせふに け せあとねせそ-たそたとしみちせふに たちそけくうかおかせけこ 〉あてあのけ 
け ╊うえかせけみ たそつうみはかせ うせとてちかせせかこ きけくせけ たちあさてけねかつさけ さあきおそえそ えそつとおあち-
つてうあ ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそえそ ちかえけそせあ — けつてそちけけ, さとしへてとちか, たそしけてけさか, 
ほさそせそすけさか, つそぬけあしへせそこ きけくせけ. 【あさ, う させけえか «[けてあこつさあみ すそくあけさあ» (2011) 
ちあつつさあくふうあかてつみ そ ちかしけえけみに, たけつへすかせせそつてけ, さとしけせあちけけ 》そおせかいかつせそこ, 
う てちかにてそすせけさか «╅さてとあしへせふか たちそいしかすふ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ» 
(2001—2002 えそおふ) — そ ちかなそちすあに う つかしへつさそす にそくみこつてうか, たちそすふのしかせせそ-
つてけ, つなかちか とつしとえ, うせかのせかほさそせそすけねかつさけに つうみくみに, たそしけてけねかつさそこ つけつてかすか 
ほてそこ おかちきあうふ, う させけえか «〈けち け うそこせあ» (2011) — そ つしあえあかすふに おそつてけきかせけこ 
[〉『 う ちあくしけねせふに そいしあつてみに, う させけえか «╉けあしそえ け つてそしさせそうかせけか ぬけうけしけくあ-
ぬけこ» (2013) — そ てちけとすなあしへせそす のかつてうけけ さけてあこつさそえそ みくふさあ たそ たしあせかてか, 
そ さけてあこつさそこ «すみえさそこ つけしか» け て.お.

〉あてあのあ たそ つうそかすと そいちあくそうあせけま う 〈╈¨〈《 — さそちかけつてさあ, け, うたそしせか 
かつてかつてうかせせそ, すせそきかつてうそ かか ちあいそて つうみくあせそ つ [そちかかこ. 〈そせそえちあなけけ 
〉.╊. ╆あきあせそうそこ そ [そちかこつさそこ うそこせか 1950—1953 えそおそう, ほさそせそすけさか [〉╉『, 
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さそちかこつさそこ ぬけうけしけくあぬけけ そたといしけさそうあせふ う たかちかうそおか さあさ う ょきせそこ [そちかか, 
てあさ け う ぬかしそす ちみおか おちとえけに えそつとおあちつてう — う [けてあか, ╅うつてちあしけけ, 』ぃ╅, ╇かしけ-
さそいちけてあせけけ, ╈かちすあせけけ, ¨つたあせけけ.

╅ つさそしへさそ け くせあねけすそえそ, け しまいそたふてせそえそ すそきせそ たそねかちたせとてへ けく たといしけ-
さあぬけこ つあすそこ 〉あてあしへけ け てあせおかすあ ╆あきあせそうふに そい «あくけあてつさけに てけえちあに», 
けせおけこつさそす け けせおそせかくけこつさそす なかせそすかせあに いふつてちそえそ ちあくうけてけみ, そいふねあみに 
け てちあおけぬけみに あくけあてつさけに せあちそおそう, そいつてあせそうさか う をかせてちあしへせそこ ╅くけけ け ╅なえあ-
せけつてあせか, けちあせつさそこ みおかちせそこ たちそいしかすか!

[ちそすか あくけあてつさそこ てかすあてけさけ, ╆あきあせそうふ たしそおそてうそちせそ たそてちとおけしけつへ せあ 
せけうか あすかちけさあせけつてけさけ (う 2005 えそおと けくおあしけ さちあつそねせそ けししまつてちけちそうあせせふこ 
おうとにてそすせけさ そいひかすそす 1,2 てふつみねけ つてちあせけぬ), かうちそたかこつさけに (おうか すそせそえちあ-
なけけ, おかつみてさけ つてあてかこ) け いしけきせかうそつてそねせふに けつつしかおそうあせけこ (えしあうふ う させけえあに, 
おうあおぬあてへ つてあてかこ). ‒とせおあすかせてあしへせふか てちとおふ つそくおあせふ ╆あきあせそうふすけ たそ 
うせとてちかせせけす たちそいしかすあす け うせかのせかこ たそしけてけさか 『そつつけけ, てかそちけけ すかきおとせあ-
ちそおせふに そてせそのかせけこ.

〉あてあのけ ときか せかて つ せあすけ. 〉そ そつてあしけつへ かか くあすかねあてかしへせふか てちとおふ. 《つてあ-
まてつみ う つてちそま かか とねかせけさけ — 28 ねかしそうかさ, とつたかのせそ くあはけてけうのけに おそさてそち-
つさけか け さあせおけおあてつさけか おけつつかちてあぬけけ, う てそす ねけつしか さちとたせふか たそしけてけねかつさけか 
おかみてかしけ, とねかせふか つ すけちそうふす けすかせかす, たそつしふ. 《つてあまてつみ う つてちそま てか, さそすと 
そせあ たちかたそおあうあしあ さそちかこつさけこ みくふさ, たそしけてそしそえけま, ほさそせそすけさと, すかきおとせあ-
ちそおせふか そてせそのかせけみ, つそぬけそしそえけま, あ ほてそ つそてせけ け つそてせけ さうあしけなけぬけちそうあせ-
せふに つたかぬけあしけつてそう せあ うつかに さそせてけせかせてあに. ¨ そつてあかてつみ たあすみてへ そい ほてそこ さちあ-
つけうそこ, てあしあせてしけうそこ, みちさそこ てちときかせけぬか. 》そほてそすと み つ たそしせふす そつせそうあせけかす 
とてうかちきおあま: 〉あてあのあ うつか-てあさけ そつてあかてつみ つ せあすけ.

╆かつかおあ つ 〉あとすさけせふす ╇.╇.*

¨ ぬかしそえそ すけちあ けす いふしそ すあしそ

— ╇けてあしけこ ╇みねかつしあうそうけね, たかちかつかさあしけつへ しけ ╇あのけ たとてけ-おそちそきさけ つ 〉あてあしへかこ 
╊うえかせへかうせそこ?

— ╉あ, み かか うつてちかねあし う せあのかす けせつてけてとてか, えおか そせあ おそしえけか えそおふ ちあいそ-
てあしあ, せそ いふしあ うふせときおかせあ かえそ たそさけせとてへ う つかちかおけせか 90-に えそおそう たちそのしそえそ 
つてそしかてけみ けく-くあ いそしかくせけ すあすふ. 【そえおあ けせつてけてとて うそくえしあうしみしけ つそうつかす おちとえけか 
しまおけ. [そせかねせそ, せあのけ たちそなかつつけそせあしへせふか けせてかちかつふ せか つそうつかす つそうたあ-
おあしけ. 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ くあせけすあしあつへ, う たかちうとま そねかちかおへ, たちそいしかすあすけ 

* ╇けてあしけこ ╇みねかつしあうそうけね 〉あとすさけせ — ねしかせ-さそちちかつたそせおかせて 『╅〉, おそさてそち けつてそちけねかつさけに せあとさ, たちそ-
なかつつそち, おけちかさてそち ¨せつてけてとてあ うそつてそさそうかおかせけみ 『╅〉.
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[そちかこつさそえそ たそしとそつてちそうあ, あ てあさきか ╉あしへ-
せかえそ ╇そつてそさあ け ╅【『 う ぬかしそす. っ きか てそえおあ 
うかおあし いしけきせかうそつてそねせふすけ けつつしかおそうあせけ-
みすけ. 〈そきせそ つさあくあてへ, ねてそ すふ う うそつてそさそうか-
おかせけけ のしけ たあちあししかしへせふすけ さとちつあすけ, せそ 
み にそちそのそ たそせけすあし かか せあとねせふこ うかつ.

— [あさ とうあきあまはけこ つかいみ うそつてそさそうかお, ╇ふ, 
せあうかちせそか, せか すそえしけ せか ねけてあてへ てちとおふ てあさそえそ 
うけおせそえそ とねかせそえそ, さあさ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ 
╆あきあせそうあ?

— 〉かつそすせかせせそ, み つ いそしへのけす けせてかちか-
つそす たちそねけてあし すせそえけか させけえけ くあすかねあてかしへ-
せそえそ てあせおかすあ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ け かか 
つとたちとえあ ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ. 【かす いそしかか, 
ねてそ う せかさそてそちふに ちあいそてあに そせけ さあつあしけつへ 
け うそたちそつそう, つうみくあせせふに つ ╆しけきせけす ╇そつてそ-
さそす. ゅてそ せかとおけうけてかしへせそ. ╇かおへ, せあつさそしへさそ 
すせか けくうかつてせそ, ねかてあ ╆あきあせそうふに そいひかくおけしあ たそしすけちあ. 《せけ, う ねあつてせそつてけ, 
たそいふうあしけ う 』けちけけ け う ¨くちあけしか け う させけえか «』そうちかすかせせふこ すけち» けくしそ-
きけしけ つうそか うけおかせけか いしけきせかうそつてそねせそこ たちそいしかすふ. ｠あちあさてかちせそ, ねてそ させけえあ 
とうけおかしあ つうかて おかつみてけしかてけか せあくあお, せそ うふうそおふ け たちかおしそきかせけみ ╆あきあせそうふに 
あさてとあしへせふ おそ つけに たそち. ╅ えしあうせふこ うふうそお あいつそしまてせそ くしそいそおせかうかせ: 『そつつけみ 
せか おそしきせあ つさあてふうあてへつみ さ たあつつけうせそすと つそくかちぬあせけま そいつてあせそうさけ. 〈せそえそ-
うかさてそちせあみ, ついあしあせつけちそうあせせあみ うせかのせかたそしけてけねかつさあみ つてちあてかえけみ たそくうそしけて 
〈そつさうか いそしかか ほななかさてけうせそ うふたそしせみてへ くあおあねと, さあさ たけつあしけ ╆あきあせそうふ, 
«ねかつてせそえそ たそつちかおせけさあ すかきおと さそせなしけさてとまはけすけ つてそちそせあすけ».

— [あさあみ かはか たちそいしかすあてけさあ う てちとおあに ╆あきあせそうふに ╇あす くあたそすせけしあつへ け たちけ-
うしかさしあ うせけすあせけか?

— ゅてそ, さそせかねせそ, さそせぬかたぬけみ さそちかこつさそえそ とちかえとしけちそうあせけみ. ╆とさうあしへせそ 
せあ おうとに つてちあせけぬあに たちかおしそきかせふ ねかてさけか け あちえとすかせてけちそうあせせふか うあちけあせてふ 
たちかそおそしかせけみ [そちかこつさそえそ さちけくけつあ. 》そしせそつてへま つそえしあつかせ つそ つしかおとまはけす 
てかくけつそす ╆あきあせそうふに: «』ぬかせあちけこ すけちせそえそ け たそつてかたかせせそえそ つしけみせけみ おうとに 
[そちかこ そねかせへ てちとおせそ ちかあしけくそうあてへ. 》そねてけ せかうそくすそきせそ. 〉そ, つ てそねさけ くちかせけみ 
『そつつけけ, つてちかすけてへつみ さ ほてそすと せあおそ».

′あつしときけうあかて うせけすあせけみ うくえしみお ╆あきあせそうふに せあ ちかのかせけか てあこうあせへつさそこ 
たちそいしかすふ. 】ねかせふか たちけにそおみて さ うふうそおと, ねてそ ねかす おあしへのか 》かさけせ いとおかて 
すけちけてへつみ つ そてつちそねさそこ うそつつそかおけせかせけみ, «てかす てちとおせかか いとおかて くあつてあうけてへ 
てあこうあせへぬかう うかちせとてへつみ う しそせそ 『そおけせふ». ╇あきかせ け おちとえそこ てかくけつ 〉あてあしへけ 
け ╊うえかせけみ: «[あさ け いそしかか おかつみてけ しかて せあくあお, てあさ け つかえそおせみ, たかさけせつさそか ちとさそ-
うそおつてうそ たそつてあうしかせそ たかちかお つてちあてかえけねかつさけす うふいそちそす: しけいそ うふつてちあけうあてへ 
うせかのせまま たそしけてけさと う つそそてうかてつてうけけ つ たそてちかいせそつてみすけ すそおかちせけくあぬけけ 》そお-
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せかいかつせそこ, しけいそ たかちかせかつてけ ぬかせてち てみきかつてけ せあ きかつてさそか そてつてあけうあせけか つうそけに 
たそくけぬけこ う つたそちあに つ つそつかおみすけ, せあ つそたかちせけねかつてうそ せあ ちあうせふに つ 』ぃ╅».

╇ ちあいそてあに ねかてふ ╆あきあせそうふに すかせみ うつかえおあ とおけうしみしあ のけちそてあ けに けせてか-
ちかつそう. 》そきあしとこ, せか そつてあしそつへ てかす, けに せか くあせけすあまはけに. ╇そくへすけてか させけえと 
«〈せそえそたそしまつせふこ すけち», けくおあせせとま う 2010 えそおと. ╇ せかこ あうてそちふ つてちかすみてつみ, 
せあたちけすかち, おあてへ そてうかて せあ うそたちそつ, さあさ たかちかうかつてけ ょきせふこ [あうさあく けく ｠I｠ 
う ｠｠I うかさ. ¨ う ほてそこ きか させけえか — つてあてへみ そ てそす, いふし しけ 』てあしけせ ほななかさてけう-
せふす すかせかおきかちそす.

』 いそしへのけす とうあきかせけかす さ おちとえけす せあちそおあす け そおせそうちかすかせせそ つ ねとうつてうそす 
ますそちあ せあたけつあせふ けすけ たあつつあきけ, さあつあまはけかつみ みくふさそうそ-えかそえちあなけねかつさけに 
あせそすあしけこ. 》そねかすと-てそ すふ えそうそちけす «せあ 】さちあけせか», あ せか «う 】さちあけせか». ¨しけ: 
』けせえあたとち — そつてちそう, あ すふ えそうそちけす «う 』けせえあたとちか», にそてみ うちそおか いふ おそしきせふ 
えそうそちけてへ «せあ 』けせえあたとちか». ¨ てあさ おあしかか.

╆かくとすせそ きあしへ, ねてそ ほてそて たちかさちあつせふこ てあせおかす たかちかつてあし つとはかつてうそうあてへ. 
〉そ そつてあしけつへ けに てちとおふ, なとせおあすかせてあしへせふか け そおせそうちかすかせせそ たちそつうかてけ-
てかしへつさけか. ¨, せあうかちせそか, しとねのけこ つたそつそい つそにちあせけてへ たあすみてへ そ 〉あてあしへか ╊うえか-
せへかうせか — うそくうちあはあてへつみ さ かか ちあいそてあす, さそてそちふか うそのしけ う «くそしそてそこ なそせお» 
そてかねかつてうかせせそこ せあとさけ け たといしけぬけつてけさけ.

(′あたけつあし ╅.ょ. ぁとおそおかかう)

╆かつかおあ つ そてぬそす ╇しあおけすけちそす (╇そしえけせふす)*

╆かつつすかちてせあみ おとのあ 〉あてあのけ

— 《てかぬ ╇しあおけすけち, さそえおあ け たちけ さあさけに そいつてそみてかしへつてうあに ╇ふ たそくせあさそすけしけつへ 
つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ ╆あきあせそうそこ け さあさそか うたかねあてしかせけか そせあ せあ ╇あつ たちそけくうかしあ?

— 〉あつ たそくせあさそすけしあ そおせあ すそみ おとにそうせあみ おそねへ. [ つそきあしかせけま, み せか なけさ-
つけちとま うちかすみ. 〉そ, たそ-すそかすと, ほてそ いふしそ しかて おかつみてへ せあくあお, あ すそきかて いふてへ, 
け いそしへのか.

╉かしそ う てそす, ねてそ と 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ うそくせけさしけ う てそて すそすかせて うそたちそつふ 
さ つうみはかせせけさと, あ たそつさそしへさと そせあ せか ちあつたそしあえあしあ そいのけちせふすけ つうみはかせせけねか-
つさけすけ つうみくみすけ, てそ いしけくさあみ たそおちとえあ ちかのけしあ そさあくあてへ かこ とつしとえと け たそくせあさそ-
すけしあ つそ すせそこ. ╇ にそおか せあのかこ たかちうそこ うつてちかねけ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ くあおあうあしあ 
うそたちそつふ, せあ さそてそちふか み そてうかねあし う すかちと つうそけに けせてかししかさてとあしへせふに け おとにそう-
せふに つけし け うそくすそきせそつてかこ. 】 すかせみ う てそて ちあく つしそきけしそつへ うたかねあてしかせけか, ねてそ うつみ 

* 《てかぬ ╇しあおけすけち (╇そしえけせ) — たちそてそけかちかこ, せあつてそみてかしへ にちあすあ 』そなけけ 》ちかすとおちそつてけ ╆そきけかこ 
う 』ちかおせけに 』あおそうせけさあに え. 〈そつさうふ.
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ほてあ いかつかおあ, さあさ け すそけ そてうかてふ せあ うそたちそつふ, 
かか とおそうしかてうそちけしけ. ╇かおへ そせあ そいしあおあしあ えしと-
いそさけす たちそせけさせそうかせせふす とすそす. 《せあ いふしあ 
そねかせへ さちあつけうふす ねかしそうかさそす け せか てそしへさそ 
うせかのせか. 《せあ いふしあ そねかせへ けくみはせふす うせと-
てちかせせか ねかしそうかさそす.

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ つてちかすけしあつへ おそ つてけねへ 
うふつそて う おとにそうせそこ け せちあうつてうかせせそこ きけくせけ. 
ゅてそ かこ う たそしせそこ すかちか とおあしそつへ. 《せあ いふしあ 
えしといそさそ せちあうつてうかせせふす ねかしそうかさそす. 】きか 
そおせそ てそ, ねてそ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ け かか 
つとたちとえ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね たちそきけしけ うすか-
つてか う たそしせそぬかせせそす いちあさか, せけ ちあくと せか ちあく-
しとねあみつへ おちとえ つ おちとえそす, ぬかしふに つそちそさ のかつてへ 
しかて, いかくとつしそうせそ, えそうそちけて そい けに しまいうけ. 〉そ 
ほてそ てそしへさそ つ そおせそこ つてそちそせふ. ╅ うかおへ かつてへ 
かはか け おちとえあみ つてそちそせあ すかおあしけ. 〈ふ くせあかす, 
ねてそ かつしけ おあきか しまおけ しまいみて おちとえ おちとえあ, せそ せか さそせてちそしけちとまて つかいみ, てそ う けに 
そてせそのかせけみに すそえとて うそくせけさせとてへ ちあくせふか そてつてとたしかせけみ. ¨ すふ くせあかす たちけ-
すかちふ てあさけに そてつてとたしかせけこ たそ きけくせけ ねかしそうかねかつさそこ. 【あさ うそて, 〉あてあしへみ ╊うえか-
せへかうせあ うつかえおあ いふしあ せあつてちそかせあ てそしへさそ せあ うそしせと すときあ. 》そほてそすと かか えしあくあ 
せけさそえおあ せか つすそてちかしけ せけ せあしかうそ, せけ せあたちあうそ. 《せけ つすそてちかしけ てそしへさそ せあ 
すときあ, くあ さそてそちふす そせあ うつま つうそま きけくせへ つしかおそうあしあ.

— ╅ ねてそ ほてそ いふしけ くあ うそたちそつふ, さそてそちふか ╇ふ つ せかこ そいつときおあしけ?
— ╇ふ くせあかてか, さ つそきあしかせけま, み せか そいしあおあま うふおあまはかこつみ たあすみてへま, ねてそいふ 

う おかてあしみに たかちかつさあくあてへ ╇あす てと せあのと つ せかこ いかつかおと. [あきおふこ おかせへ すせか たちけ-
にそおけてつみ いかつかおそうあてへ つ すあつつそこ しまおかこ. 》そほてそすと ねてそ-てそ う えそしそうか そてさしあおふうあ-
かてつみ, あ ねてそ-てそ せか つそうつかす. 】いかきおかせせそ すそえと つさあくあてへ, ねてそ う にそおか ちあくえそうそちあ 
つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ ちかねへ のしあ そ おとにそうせそこ きけくせけ, そ うかちか. 』 しまおへすけ, 
つ さそてそちふすけ うつてちかねあまつへ, そいみくあてかしへせそ たちそうそきと そつせそうそたそしあえあまはとま いかつかおと. 
っ せあくふうあま かか «とつてあせそうそねせそこ いかつかおそこ», さそえおあ そいそくせあねあまてつみ せかさけか えちかこおかち-
せふか てそねさけ, せあ さそてそちふに すそきせそ つてちそけてへ なとせおあすかせて, あ ときか せあ せかす — うかちと.

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ いふしあ うかちとまはけす ねかしそうかさそす, せそ えしといそさけす たちそなかつ-
つけそせあしそす う つうそかこ そいしあつてけ. ╅ すふ — う つうそかこ. ╆かくとつしそうせそ, てかすけ くせあせけみすけ, 
さそてそちふすけ そいしあおあしあ そせあ, み せか そいしあおあし. 〉と け せあそいそちそて. 【そえおあ きか み たちそうかし 
つ せかこ «とつてあせそうそねせとま いかつかおと», さあつあまはとまつみ たそせみてけみ そ ╆そえか, そ てそす, ねてそ 
╈そつたそおへ ¨けつとつ ｠ちけつてそつ — いそえそねかしそうかさ, け ほてそ たちそけつてかさあかて せか てそしへさそ けく-くあ 
てかに ねとおかつ, さそてそちふか そせ てうそちけし せあ ′かすしか. ╇ さそせぬか さそせぬそう, ねとおかつあ てうそちけしけ 
け たちそちそさけ. っ ちあつつさあくあし かこ そ てそす, ねてそ そさそしそ てちかにつそて すかつつけあせつさけに すかつて とたそ-
すけせあかてつみ う ╇かてにそす ′あうかてか け けすかかてつみ すせそえそ ちあくせふに たちそちそねかつてう そ すけつつけけ, 
さそてそちとま ╈そつたそおへ ¨けつとつ ｠ちけつてそつ けつたそしせけし う つうそかこ きけくせけ.
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〈ふ てあさきか えそうそちけしけ そ つすふつしか きけくせけ. 《 つすふつしか ぬかちさうけ. [そえおあ み たかち-
うふこ ちあく うつてちかねあまつへ つ ねかしそうかさそす, てそ, せかたちかすかせせそ, ちあせそ けしけ たそくおせそ, すふ 
さあつあかすつみ えかせかちあしへせそこ けつたそうかおけ くあ うつま きけくせへ. 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ たちけ-
せかつしあ すせか てあさとま けつたそうかおへ. 《せあ, せあうかちせそか, けつたそうかおそうあしあつへ かはか おそ すかせみ. 
《おせあさそ かつてへ せかさそてそちふか たそつてとたさけ, さそてそちふか つそうちかすかせせふこ にちけつてけあせけせ, 
かはか せか とえしといしかせせふこ う うかちと, う おとにそうせとま きけくせへ け う 』うみはかせせそか 》けつあせけか, 
つそうかちのあみ, せか そつそくせあかて, ねてそ つそうかちのけし えちかに. 》そほてそすと ほてけ «てそせさけか うそたちそつふ» 
み うつかえおあ せあ えかせかちあしへせそこ けつたそうかおけ くあおあま け とみつせみま.

〉そ み にそねと くあつうけおかてかしへつてうそうあてへ, ねてそ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ いふしあ うふつそさそ-
せちあうつてうかせせふす ねかしそうかさそす. っ うつてちかねあし てあさそか さあねかつてうそ と せかさそてそちふに しまおかこ. 
ゅてそ すかせみ たそちあきあしそ け たそちあきあかて. っ つすそてちま せあ ほてそ さあさ せあ ねとおそ. 》そてそすと 
ねてそ う せあのか ちあくうちあはかせせそか うちかすみ と すせそえけに しまおかこ つたとてあしけつへ せかさそてそちふか 
せちあうつてうかせせふか たそせみてけみ, ねかちせそか そせけ うそつたちけせけすあまて さあさ いかしそか. ╇ そいはかす, 
うつか たかちかすかのあしそつへ つかえそおせみ う とすあに け おとのあに ねかしそうかねかつさけに. 〉そ ほてそ せけ う さそかこ 
すかちか せか そてせそつけしそつへ さ 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか. 《せあ せそつけしあ う つかいか えしといそさけこ 
せちあうつてうかせせふこ つてかちきかせへ け けすかしあ たちあうけしへせふか たそせけすあせけか け うくえしみおふ せあ 
きけくせへ, う たかちうとま そねかちかおへ せあ せちあうつてうかせせとま きけくせへ. っ かはか ちあく にそねと たそうてそ-
ちけてへ, ねてそ そせあ いふしあ そねかせへ うふつそさそせちあうつてうかせせふす ねかしそうかさそす.

— 〉あつさそしへさそ み たそせけすあま, ╇あのあ たかちうあみ うつてちかねあ つそつてそみしあつへ くあおそしえそ おそ いそしかくせけ 
〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ. ぁてそ くあ たちそねけか そいつてそみてかしへつてうあ たちけうかしけ 〉あてあしへま ╊うえか-
せへかうせと さ ╆そえと?

— 》ちかきおか うつかえそ, と せかか うそくせけさしあ せかそいにそおけすそつてへ う おとにそうせそす ちとさそうそお-
つてうか. 《せあ たそせけすあしあ, ねてそ つあすそつてそみてかしへせそ せか つすそきかて おあしへのか ちあくうけうあてへつみ 
おとにそうせそ. ╇かおへ う しまいそこ そいしあつてけ ねかしそうかねかつさけに くせあせけこ すふ そいみくあてかしへせそ 
せときおあかすつみ う たちかたそおあうあてかしか. 》そてそすと ねてそ たちかたそおあうあてかしへ — ほてそ つけつてかすあ. ╆かく 
ほてそこ えちあすそてせそ うふつてちそかせせそこ つけつてかすふ すふ せか つすそきかす たそつてけねへ てそて けしけ けせそこ 
たちかおすかて, さそてそちふす けせてかちかつとかすつみ. 》ちかたそおあうあてかしへ ほてと つけつてかすと おあかて け たちか-
たそおあかて. 【そねせそ てあさ きか たちそけつにそおけて け う おとにそうせそこ きけくせけ, さそてそちあみ みうしみかてつみ 
せあとさそこ けく せあとさ け けつさとつつてうそす けく けつさとつつてう. ╇ おあせせそこ そいしあつてけ すふ — つうみはかせ-
せけさけ — てあさけか たちかたそおあうあてかしけ. 〉あす おあせあ てあさあみ いしあえそおあてへ け うしあつてへ そて ╆そえあ.

》そほてそすと, たそ うつかこ うけおけすそつてけ, 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ, うそつたけてふうあみ つかいみ 
うせとてちかせせか け おとにそうせそ, ときか せか すそえしあ そたけちあてへつみ てそしへさそ せあ つうそけ つけしふ 
け せときおあしあつへ う いそしかか そたふてせそす ねかしそうかさか う そいしあつてけ おとにそうせそこ きけくせけ.

— ╅ さあさ きか たそすそはへ すときあ?
— 》そすそはへ すときあ, せかつそすせかせせそ, うつかえおあ いふしあ. 〉そ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね — 

つとえといそ つうかてつさけこ ねかしそうかさ. 《せ たちかさちあつせそ そいちあくそうあせ け そいしあおあかて えしといそさけすけ 
たそくせあせけみすけ. 〉そ そせ かはか てあさ えしといそさそ せか たそくせあし ╆そえあ, さあさ すふ, おかちくあま 
つさあくあてへ, てか, さそてそちふか かすと つしときあて. ╇たそしせか かつてかつてうかせせそ, ねてそ ╊うえかせけこ 》かてちそ-
うけね せか そいしあおあかて てかすけ おとにそうせふすけ くせあせけみすけ, ねてそ み. 』そ つうそかこ つてそちそせふ, 
み せか そいしあおあま かえそ たそくせあせけみすけ. 《せ — たちかさちあつせふこ つけせそしそえ, さあさ け くせあてそさ 
すせそえけに おちとえけに つてちあせ. 《せ, うそそいはか, そいしあおあかて ほせぬけさしそたかおけねかつさけすけ くせあせけ-
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みすけ, さそてそちふに と すかせみ, せあたちけすかち, せかて. 〉そ う そいしあつてけ おとにそうせそこ きけくせけ すふ, 
つうみはかせせけさけ, みうしみかすつみ, たそうてそちまつへ, たちけそちけてかてせふすけ たちかたそおあうあてかしみすけ.

— 》そねかすと けすかせせそ ╇あつ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ うふいちあしあ う さあねかつてうか つうそかえそ おとにそう-
せけさあ け たそねかすと ╇ふ つ ほてけす つそえしあつけしけつへ?

— ╇そ-たかちうふに, う 』うみはかせせそす 》けつあせけけ つさあくあせそ, ねてそ «たちけにそおみはかえそ さそ すせか 
せか けくきかせと うそせ». 【そ かつてへ せか そてえそせま. っ たそつてそみせせそ ちとさそうそおつてうとまつへ ほてけす たちあ-
うけしそす. ╊つしけ さそ すせか そいちあはあまてつみ, み せけさそえおあ せけさそすと せか そてさあくふうあま. っ うかちま 
う てそ, ねてそ う ほてそて すそすかせて つそうかちのあかてつみ うそしみ ╆そきへみ. ╉ちとえそか おかしそ, しまおけ すそえとて 
ちあくそねあちそうあてへつみ うそ すせか, さあさ け う けせそす おちとえそす ねかしそうかさか. っ すそえと せか とおそうしかてうそ-
ちけてへ しまおかこ う さあさけに-てそ けに そつそいかせせふに たそてちかいせそつてみに. 〉か つそそてうかてつてうそうあてへ けに 
たそしかてと う おとにそうせとま きけくせへ, さ ╆そえと. ¨しけ う つけしと さあさけに-てそ つうそけに つうそこつてう しまおみす 
ねてそ-てそ うそ すせか すそきかて せか たそせちあうけてへつみ, け そせけ すそえとて そて すかせみ そてそこてけ.

〉そ う つしとねあか つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ ほてそえそ せか たちそけくそのしそ. 》そ うつかこ 
うけおけすそつてけ, そいはかせけか つそ すせそこ かか うたそしせか とおそうしかてうそちみしそ. ｠そねと つさあくあてへ, 
ねてそ そせあ つてちかすけしあつへ さ ほてそすと そいはかせけま. 〉そ, さ つそきあしかせけま, う つうみくけ つそ つうそかこ 
そいのけちせそこ くあせみてそつてへま (そてかぬ ╇しあおけすけち みうしみかてつみ せあつてそみてかしかす うそつへすけ にちあ-
すそう. — ╅.ぁ.) み せか すそえ たそつてそみせせそ けおてけ かこ せあうつてちかねと.

— [そえおあ つそつてそみしあつへ ╇あのあ たそつしかおせみみ うつてちかねあ け ねてそ ╇あす う せかこ そつそいそ くあたそす-
せけしそつへ?

— ╊つしけ み たちあうけしへせそ うつたそすけせあま, せあのあ たそつしかおせみみ うつてちかねあ たちそにそおけしあ 
ときか う たかちけそお かか いそしかくせけ. 【そ かつてへ, うそくすそきせそ, そさそしそ えそおあ せあくあお. 〉あてあしへみ 
╊うえかせへかうせあ たちけえしあつけしあ すかせみ たちけかにあてへ さ せかこ. [あきかてつみ, ほてそ いふしそ つうみくあせそ 
つ そつうみはかせけかす けに つ ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす さうあちてけちふ. 〉そ えしあうせそか いふしそ せか 
う ほてそす. 《せあ たちそみうけしあ きかしあせけか けつたそうかおそうあてへつみ け たちけねあつてけてへつみ つうみてふに 
｠ちけつてそうふに てあこせ. ╇かおへ おしみ せあつ, うかちとまはけに しまおかこ, たちけねあつてけか つうみてふに ｠ちけ-
つてそうふに てあこせ — つてかちきかせへ け つかちおぬか せあのかこ きけくせけ, たそてそすと ねてそ すふ たちけねあ-
はあかすつみ けつてけせせそえそ てかしあ け さちそうけ ╈そつたそおせかこ. ¨けつとつ ｠ちけつてそつ つさあくあし: «[てそ 
いとおかて かつてへ てかしそ すそか け たけてへ さちそうへ すそま, う てそす いとおと たちかいふうあてへ っ け てそて いとおかて 
たちかいふうあてへ うそ 〈せか». 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ けすかしあ つけしへせそか きかしあせけか, ねてそいふ 
╈そつたそおへ たちかいふうあし う せかこ, あ そせあ いふ う 〉かす.

— 《てかぬ ╇しあおけすけち, あ ねてそ ╇あつ たちけうかしそ さ ╆そえと?
— っ ちそおけしつみ う あてかけつてけねかつさそこ つかすへか, け てあさ たそしとねけしそつへ, ねてそ つ つあすそえそ 

ちあせせかえそ おかてつてうあ いそしかし. 】 すかせみ いふしそ つてちあせせそか つとつてあうせそか くあいそしかうあせけか, 
さそてそちそか たちそのしそ しかて う おかつみてへ-そおけせせあおぬあてへ. 〉そ う つうみくけ つ ほてけす くあいそしかうあ-
せけかす すせか いふしそ てちとおせそ にそおけてへ. 〈かせみ うふうそおけしけ うそ おうそち, えおか み ねとてへ しけ せか 
つとてさあすけ つけおかし せあ つてとしか. 〉あのあ つかすへみ きけしあ たそいしけくそつてけ そて 』あすそてかねせそこ 
たしそはあおけ. [そせかねせそ, み つ いそしへのそこ ちあおそつてへま たちけせけすあし いふ とねあつてけか うそ うつかに 
けえちあに すそけに つうかちつてせけさそう, せそ せか すそえ. 】 すかせみ ちあくうけしつみ ほおあさけこ なけしそつそな-
つてうとまはけこ, とすそくちけてかしへせふこ そいちあく きけくせけ.

╇ のかつてへ しかて み くあけせてかちかつそうあしつみ たちそいしかすあすけ きけくせけ け つすかちてけ. 》そせみてせそ, 
ねてそ ほてそて けせてかちかつ み たちそみうしみし せあ おかてつさそす とちそうせか. 〉そ てかす せか すかせかか. 《つそ-
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いかせせそ すせか にそてかしそつへ たちそせけさせとてへ う てあこせと つすかちてけ. 〉あの おうそち, さあさ け すせそえけか 
おちとえけか おうそちふ う 〈そつさうか, いふし えとつてそ くあつかしかせ, ねあつてかせへさそ つしとねあしけつへ たそにそ-
ちそせふ. 《いみくあてかしへせそ, かつしけ いふしそ てかたしそ, うふせそつけしけ えちそい とつそたのかえそ うそ おうそち, 
えおか み け せあいしまおあし うつま ほてと たかねあしへせとま さあちてけせと. ぁかちかく しけぬそ たそさそこせそえそ 
み にそてかし そてそおうけせとてへ くあうかつと つすかちてけ け たちそせけさせとてへ う てあこせふ すけちそくおあせけみ.

— 〉と け さあさ, たちそせけさしけ?
— 〉かて, さそせかねせそ きか. 〉そ ときか てそえおあ と すかせみ くあちそおけしそつへ たそせけすあせけか 

てそえそ, ねてそ おとのあ ねかしそうかさあ いかつつすかちてせあ. 【あさ さあさ うつかすけちせそ-けつてそちけねかつさけこ 
なけしそつそなつさけこ そたふて きけくせけ えそうそちけて そ てそす, ねてそ きけくせへ ねかしそうかさあ えしあうせふす 
そいちあくそす つそつてそけて けく たそつてそみせせふに てちあえかおけこ, つてちあおあせけこ, つさそちいけ, たかねあしけ, 
たそてかちへ, さあてあさしけくすそう け てあさ おあしかか, てそ う ほてそす さそせてかさつてか きけくせへ つてあせそうけてつみ 
せかたそおひかすせそこ おしみ ねかしそうかさあ, せか うかちとまはかえそ う いかつつすかちてけか おとのけ け う いとおと-
はとま きけくせへ. っ そつそくせあし, ねてそ てあさ いかつつすふつしかせせそ せか すそきかて いふてへ とつてちそかせあ 
きけくせへ ねかしそうかねかつさあみ. 》そほてそすと おそうそしへせそ つさそちそ とうかちそうあし う てそ, ねてそ おとのあ 
ねかしそうかさあ いかつつすかちてせあ. ¨ てそしへさそ う ほてそす さそせてかさつてか うつか てか たかちけたかてけけ きけくせけ, 
そ さそてそちふに み てそしへさそ ねてそ つさあくあし, すそえとて けすかてへ つすふつし. 》ちかきおか うつかえそ, つすふつし 
うそつたけてあてかしへせふこ おしみ おとのけ ねかしそうかさあ, ねてそいふ かえそ たそおえそてそうけてへ さ たかちかにそおと 
けく ほてそこ きけくせけ う おちとえとま. ╅ おちとえあみ きけくせへ — ほてそ しけいそ をあちつてうけか ╆そきへか, 
しけいそ すかつてそ うかねせそこ たそえけいかしけ. 〈ふ, にちけつてけあせか, つてあちあかすつみ たそおえそてそうけてへ 
つかいみ さ をあちつてうけま 〉かいかつせそすと.

— 【あさ ねてそ, う いとおとはかす かつてへ せあおかきおあ せあ うつてちかねと つ おとのそこ 〉あてあしへけ ╊うえか-
せへかうせふ?

— [そせかねせそ きか, かつてへ. ゅてそ たちそけくそこおかて, かつしけ, さ たちけすかちと, すそみ おとにそうせあみ 
きけくせへ いとおかて てあさそこ きか せちあうつてうかせせそ うふつそさそこ, さあさそこ そせあ いふしあ と 〉あてあしへけ 
╊うえかせへかうせふ ╆あきあせそうそこ.

(′あたけつあし ╅.ょ. ぁとおそおかかう)

【そさあかう [.-╋.*

╋けくせへ, そておあせせあみ しまいうけ け せあとさか

》かねあしへせそか けくうかつてけか そ さそせねけせか 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ ╆あきあせそうそこ つてあしそ 
おしみ すかせみ せあつてそみはけす たそてちみつかせけかす. [あくあしそつへ, ねてそ, せかつすそてちみ せあ せかうあき-
せそか つあすそねとうつてうけか, ほてあ きけくせかちあおそつてせあみ きかせはけせあ, きかせあ すそかえそ てそうあちけはあ, 
ちかさてそちあ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ 

* [あつふす-╋そすあちて 【そさあかう — たちかおつかおあてかしへ 』かせあてあ たあちしあすかせてあ, たちかすへかち-すけせけつてち (1999—2002), 
すけせけつてち けせそつてちあせせふに おかし 『かつたといしけさけ [あくあにつてあせ (1994—1999; 2002—2007), くあすかつてけてかしへ ╈かせか-
ちあしへせそえそ つかさちかてあちみ 《《〉 (2011—2013).
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╈そつとおあちつてうかせせふか け そいはかつてうかせせふか おかみてかしけ

╆あきあせそうあ, いとおかて きけてへ おそしえそ け ちあおそうあてへ 
つうそけす そいはかせけかす おちとくかこ け くせあさそすふに. 〉そ 
そて 』とおへいふ せか とこおかのへ…

《いはあみつへ せあ たちそてみきかせけけ すせそえけに しかて 
つ ほてそこ たちかさちあつせそこ つとたちときかつさそこ たあちそこ, 
み せか たかちかつてあうあし とおけうしみてへつみ ねけつてそてか, けつさ-
ちかせせそつてけ けに うくあけすそそてせそのかせけこ. 〉あてあのあ 
け ╊うえかせけこ つそうかちのかせせそ かつてかつてうかせせそ おそ たそし-
せみしけ おちとえ おちとえあ, うふつさあくふうあしけつへ たそ つあすふす 
ちあくせふす うそたちそつあす, いとおへ ほてそ すかきおとせあちそお-
せあみ たちそいしかすあ けしけ きけてかこつさあみ つけてとあぬけみ, 
あいつそしまてせそ う とせけつそせ, せそ う てそ きか うちかすみ 
つ すせそえそねけつしかせせふすけ せまあせつあすけ, さそてそちふか 
せあえしみおせそ おかすそせつてちけちそうあしけ せかそちおけせあち-
せそつてへ けに せあてとち, うふつそねあこのとま そいちあくそうあせ-
せそつてへ け ねかしそうかねかつさとま おそいちそきかしあてかしへ-
せそつてへ.

》そほてそすと つそうかちのかせせそ せか つしとねあこせふす うふえしみおけて せあとねせふこ け てうそちねかつさけこ 
つそまく ほてけに てあしあせてしけうふに しまおかこ. 》かちと ╊うえかせけみ け 〉あてあしへけ ╆あきあせそうふに 
たちけせあおしかきあて おかつみてさけ なとせおあすかせてあしへせふに させけえ け つそてせけ けせてかちかつせかこのけに 
つてあてかこ たそ すかきおとせあちそおせそこ たちそいしかすあてけさか. 〉あつさそしへさそ すせか けくうかつてせそ, ほてそ 
とせけさあしへせふこ つしとねあこ う せあとねせそこ たちあさてけさか. ′せあみ け うふつそさそ そぬかせけうあみ てうそち-
ねかつさけこ け せあとねせふこ たそてかせぬけあし たちそなかつつそちあ ╊うえかせけみ ╆あきあせそうあ, てかす せか 
すかせかか たそしあえあま, ねてそ ほてそて つそまく せか すそえ つそつてそみてへつみ いかく おかみてかしへせそえそ, さちかあてけう-
せそえそ とねあつてけみ う せかす 〉あてあしへけ, かえそ うかちせそこ つたとてせけぬふ きけくせけ.

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ たそしとねけしあ いしかつてみはかか そいちあくそうあせけか う 〈╈¨〈《, えおか 
たちそみうけしあ てあさけか つたそつそいせそつてけ う けくとねかせけけ さそちかこつさそえそ みくふさあ, ねてそ かか ときか せあ 
つてあちのけに さとちつあに つてあしけ たちけうしかさあてへ さ たちかたそおあうあてかしへつさそこ おかみてかしへせそつてけ. 
╊か さあせおけおあてつさあみ おけつつかちてあぬけみ たそ うそたちそつあす つそうかてつさそ-つかうかちそさそちかこつさけに 
そてせそのかせけこ うふくうあしあ のけちそさけこ ちかくそせあせつ う せあとねせふに け おけたしそすあてけねか-
つさけに さちとえあに さあさ そねかせへ つかちへかくせあみ ちあいそてあ, けすかうのあみ いそしへのそか たちあさてけねか-
つさそか け たそしけてけねかつさそか くせあねかせけか. ╇ すけちそうとま さそちかけつてけさと そせあ うそのしあ さあさ 
さちとたせふこ つたかぬけあしけつて たそ てあさそこ けせてかちかつせそこ け たちそいしかすせそこ つてちあせか, さあさ 
[そちかこつさあみ 〉あちそおせそ-╉かすそさちあてけねかつさあみ 『かつたといしけさあ. 〉あ すかきおとせあちそおせそこ 
さそせなかちかせぬけけ う 』かとしか う 2003 えそおと たちかくけおかせて ょきせそこ [そちかけ, しあとちかあて 
〉そいかしかうつさそこ たちかすけけ すけちあ [けす ╉ほ ぁきとせ おあし かこ てあさとま にあちあさてかちけつてけさと: 
«╉そさてそち 〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ — しとねのけこ う すけちか つたかぬけあしけつて たそ 』かうかちせそこ 
[そちかか».

〉そ せあとねせふか けせてかちかつふ 〉. ╆あきあせそうそこ せか くあすふさあしけつへ せあ そおせそこ つてちあせか, 
あ たちそつてけちあしけつへ せあ そえちそすせそか たちそつてちあせつてうそ, たちかきおか うつかえそ ╅くけあてつさそ-【けにそ-
そさかあせつさそえそ ちかえけそせあ, さそてそちふこ みうしみかてつみ つあすそこ おけせあすけねせそ ちあくうけうあま-
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はかこつみ ねあつてへま つそうちかすかせせそえそ すけちあ. 《せあ つてあしあ あうてそちそす け つそあうてそちそす そさそしそ 
400 つてあてかこ たそ あくけあてつさそこ たちそいしかすあてけさか. ╇たかねあてしみまはあみ たちそおとさてけうせそつてへ, 
さそてそちそこ すそえしけ いふ たそくあうけおそうあてへ せかさそてそちふか とねかせふか すときけ, そいしかねかせせふか 
うふつそさけすけ せあとねせふすけ ちかえあしけみすけ.

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ いふしあ さそすたあせかこつさけす, おとのかうせふす ねかしそうかさそす, 
せあおかしかせせあみ ╇つかうふのせけす け, さそせかねせそ, ちそおけてかしみすけ うふつそさけすけ ねかしそうかねか-
つさけすけ さあねかつてうあすけ. ╇そ うちかすみ ちかおさけに さそすあせおけちそうそさ う 〈そつさうと み つ いそしへ-
のけす きかしあせけかす そいはあしつみ つ つかすかこせそこ たあちそこ ╆あきあせそうふに. ╇つたそすけせあかてつみ 
おかせへ ちそきおかせけみ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ, そてすかねかせせふこ う 2009 えそおと う ちかつてそ-
ちあせか «をあちつさあみ そにそてあ», えおか すふ う さちとえと いしけくさけに おちとくかこ きかしあしけ かこ くおそちそ-
うへみ け いしあえそたそしとねけみ, あ くあてかす せかくあすかてせそ おしみ つあすけに つかいみ せあねあしけ おけつさとつつけま 
そい そつてちかこのけに たちそいしかすあに すかきおとせあちそおせそこ たそしけてけさけ. ¨すかせけせせけぬあ せか 
うそくちあきあしあ たちそてけう つたそちそう くあ たちあくおせけねせふす つてそしそす, せあたちそてけう, たそそはちみしあ 
つうそかえそ ちそおあ «すそくえそうふか あてあさけ», ねてそ しけのせけこ ちあく たそさあくふうあしそ かか つさちそす-
せそつてへ, うかおへ きかせはけせふ う てあさけか おせけ きおとて, さあさ たちあうけしそ, しかつてけ け さそすたしけ-
すかせてそう.

『あいそてあみ う 《《〉 う ╋かせかうか, み う そおけせ けく たちけかくおそう う 〈そつさうと たちけえしあ-
つけし ねかてと ╆あきあせそうふに う みたそせつさけこ ちかつてそちあせ. 》そてそす ╊うえかせけこ 》かてちそうけね 
すせそえそ ちあく たかちかおあうあし すせか たちけうかて け いしあえそおあちせそつてへ そて 〉あてあしへけ, さそてそちあみ, 
そさあくふうあかてつみ, うふせかつしあ すせかせけか, ねてそ たそいふうあしあ う しとねのかす ちかつてそちあせか みたそせ-
つさそこ さとにせけ. 〉あ すそこ うくえしみお, ほてそ かはか そおせそ つうけおかてかしへつてうそ かか おとのかうせそこ 
はかおちそつてけ.

』とはかつてうとかて すせかせけか, ねてそ しあとちかあてあすけ 〉そいかしかうつさそこ たちかすけけ つてあせそ-
うみてつみ せか てか, さてそ すせそえそ ちあいそてあかて, あ しまおけ, つそつてそみはけか う そつそいふに ねとうつてうかせ-
せふに うくあけすそ そてせそのかせけみに つ つといつてあせぬけかこ, さそてそちとま とつしそうせそ すそきせそ せあくうあてへ 
すけちそす せあとさけ. ぁてそ さあつあかてつみ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ, てそ そせあ, さあさ すせか さあきかてつみ, 
う つけしと つうそかえそ たちけちそおせそえそ てあしあせてあ け つそぬけあしへせそえそ たちそけつにそきおかせけみ そいしあ-
おあしあ «さそおそす おそつてとたあ» さ えしあうせふす きけくせかせせふす ぬかせせそつてみす. ′あせけすあみつへ せあと-
さそこ け たといしけぬけつてけさそこ, そせあ いふしあ うかちとまはけす ねかしそうかさそす, ねてそ そいそえあはあしそ かか 
すけちそうそくくちかせけか け とつけしけうあしそ たそせけすあせけか くあさそせそう ねかしそうかねかつさそえそ いふてけみ.

〉かつすそてちみ せあ てそ ねてそ きけくせへ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ そさあくあしあつへ そてせそつけ-
てかしへせそ せかたちそおそしきけてかしへせそこ, そせあ いふしあ つねあつてしけうふす ねかしそうかさそす, たちかきおか 
うつかえそ たそてそすと, ねてそ う てかねかせけか つそちそさあ のかつてけ しかて つそつてそみしあ う くあすときかつてうか 
つ せかそちおけせあちせそこ しけねせそつてへま, うけおせふす とねかせふす, けつさとつせふす おけたしそすあてそす, 
けくうかつてせふす そちえあせけくあてそちそす うふつのかえそ おけたしそすあてけねかつさそえそ そいちあくそうあせけみ ╊うえか-
せけかす 》かてちそうけねかす ╆あきあせそうふす. ╊えそ ちそしへ う ちあつさちふてけけ せあとねせそえそ け てうそち-
ねかつさそえそ たそてかせぬけあしあ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ てちとおせそ たかちかそぬかせけてへ. ╋けくせへ, 
そておあせせとま けつさちかせせかこ しまいうけ け しまいけすそすと おかしと, えちかのせそ せあくうあてへ せかつねあつて-
しけうそこ.

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ ╆あきあせそうあ そつてあせかてつみ う たあすみてけ おちとくかこ てあしあせてしけ-
うそこ, そいあみてかしへせそこ, きけくせかちあおそつてせそこ きかせはけせそこ.
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【そちさとせそう ╅.╇.*

》あすみてせけさ せかちとさそてうそちせふこ
(《 てうそちねかつさそす せあつしかおけけ 〉あてあしへけ ╆あきあせそうそこ)**

╇ 1967 えそおと み つてあし つてとおかせてそす 〈╈¨〈《 
け いふし そたちかおかしかせ う さそちかこつさとま みくふさそうとま 
えちとたたと. 『あおそつてけ たちけ ほてそす せか けつたふてあし — 
[そちかかこ み せか けせてかちかつそうあしつみ せけさそえおあ 
け たそねてけ せけねかえそ せか くせあし そ せかこ. 〉あ たかちうふに 
たそちあに くといちけし すとおちかせふこ さそちかこつさけこ みくふさ 
いかく ほせてとくけあくすあ. 〉そ うそて さ せあす う あとおけてそ-
ちけま たちけのしあ ませあみ とねけてかしへせけぬあ 〉あてあのあ, 
つあすあ かはか てそしへさそ つてとおかせてさあ ねかてうかちてそえそ 
さとちつあ. 》ちけのしあ け つうそけすけ そいあみせけかす, きけく-
せかちあおそつてせそつてへま, しまいそくせあてかしへせそつてへま, つか-
ちへかくせそつてへま, とすそす いとさうあしへせそ くあきえしあ うそ 
すせか «さそちかかうかおねかつさけこ そえそせへ». っ うしまいけしつみ 
け う [そ ちかま, け う さそちかこつさけこ みくふさ. 』 〉あてあのかこ, あ たそてそす け つ かか すときかす ╊うえか-
せけかす ╆あきあせそうふす すふ つおちときけしけつへ せあ うつま きけくせへ.

╇すかつてか てちとおけしけつへ け そておふにあしけ, うすかつてか つ そたてけすけくすそす つすそてちかしけ う いとおと-
はかか. [あくあしそつへ, うたかちかおけ かはか おしけせせあみ-おしけせせあみ おそちそえあ きけくせけ. ¨ うおちとえ 
う そおせそ すえせそうかせへか うつか そいそちうあしそつへ… ╈そちまみ たそ たそうそおと てみきかしそこ とてちあてふ, 
み, たそきあしとこ, うたかちうふか くあおとすあしつみ そ てそす, さあさ すせそえそ 〉あてあのあ とつたかしあ つおかしあてへ 
う きけくせけ. ╇ てそす ねけつしか う せあとさか. 《 てうそちねかつさそす せあつしかおけけ いかくうちかすかせせそ とのかお-
のかこ たそおちとえけ み け にそねと たそおかしけてへつみ すふつしみすけ. 

】ねけしあつへ 〉あてあのあ いしかつてみはか たそ うつかす たちかおすかてあす, たそしとねけしあ «さちあつせふこ 
おけたしそす» う 〈╈¨〈《 け そねかせへ にそてかしあ くあせみてへつみ せあとさそこ. ゅてそ そさあくあしそつへ せか てあさ  

* ╅せあてそしけこ ╇あつけしへかうけね 【そちさとせそう — あさあおかすけさ 『╅〉, おそさてそち たそしけてけねかつさけに せあとさ, ちかさてそち 〈╈¨〈《-
】せけうかちつけてかてあ.
** 』 せかくせあねけてかしへせふすけ ちあくせそねてかせけみすけ たそお くあえしあうけかす «《 〉あてあしへか ╆あきあせそうそこ け かか てうそちねかつさそす 
せあつしかおけけ» つてあてへみ たといしけさそうあしあつへ う きとちせあしか «〈かきおとせあちそおせあみ きけくせへ» (2014. ¨ましへ. 』. 168—184). 
╊か たといしけさあぬけみ ときか うふくうあしあ, う ねけつしか たちそねかえそ, け ねけてあてかしへつさけか そてさしけさけ. ╇そて, せあたちけすかち, ねてそ たけつあし 
あうてそちと 10 つかせてみいちみ 2014 え. ぁちかくうふねあこせふこ け 》そしせそすそねせふこ 》そつそし 『そつつけけ う ╈あこあせか け たそ つそうすかつてけ-
てかしへつてうと う ╆あちいあおそつか, ╈ちかせあおか, 』かせて-╇けせつかせて け ╈ちかせあおけせあに, 【ちけせけおあおか け 【そいあえそ 〉.╉. 』すけちせそう: 
«╉そちそえそこ ╅せあてそしけこ ╇あつけしへかうけね. 』 そつそいふす けせてかちかつそす たちそねけてあし てうそま つてあてへま そ 〉あてあしへか ╊うえか-
せへかうせか ╆あきあせそうそこ う けましへつさそす せそすかちか きとちせあしあ ”〈かきおとせあちそおせあみ きけくせへ”, せあたけつあせせとま つ てちそえあ-
てかしへせそこ おとのかうせそこ てかたしそてそこ け くせあせけかす おかしあ. 〉かくあとちみおせあみ きかせはけせあ. ╊か つとおへいあ いとおかて つしときけてへ 
たちけすかちそす おしみ うつかに せあつ け いとおとはけに たそさそしかせけこ つてとおかせてそう せあのかこ “あしへすあ-すあてかち”. ╇ きけくせけ せか ねあつてそ 
うつてちかねあまてつみ しまおけ, つ てあさそこ たちかおあせせそつてへま, しまいそうへま け つあすそそてうかちきかせせそつてへま そてせそつみはけかつみ さ つうそかこ 
ちあいそてか. ╆しあえそおあちみ てうそかこ たといしけさあぬけけ すふ つすそえしけ えしといきか とくせあてへ はかおちそつてへ おとのけ け すせそえそえちあせ-
せそつてへ てあしあせてあ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ».
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たちそつてそ. 〈けせけつてかちつてうそ うせかのせかこ てそちえそうしけ (〈╇【) けすかしそ たちけそちけてかてせそか 
たちあうそ せあ うふたとつさせけさそう なあさとしへてかてあ すかきおとせあちそおせふに ほさそせそすけねかつさけに そてせそ-
のかせけこ け う つしとねあか つ 〉あてあのかこ せあつてあけうあしそ せあ ちかあしけくあぬけけ おあせせそえそ たちあうあ. 
╊か にそてかしけ ちあつたちかおかしけてへ う ╇そつてそねせそか とたちあうしかせけか 〈╇【.

』 いそしへのけす てちとおそす, くあ つねかて たちけうしかねかせけみ つうみくかこ, とおあしそつへ けくいかきあてへ 
«たちけくふうあ» う 〈╇【 け おそいけてへつみ せあたちあうしかせけみ う ¨せつてけてとて せあちそおそう ╅くけけ ╅さあ-
おかすけけ せあとさ 』』』『 (おあしかか たそ てかさつてと — ¨せつてけてとて; せふせか ほてそ ¨せつてけてとて うそつ-
てそさそうかおかせけみ 『╅〉. — 》ちけすかね. ちかお.). 【そしへさそ うそて おそしきせそつてへ 〉. ╆あきあせそうそこ 
おあしけ せけくのとま: せあとねせそ-てかにせけねかつさけこ つそてちとおせけさ つ けくおかうあてかしへつさそこ くあちたしあ-
てそこ う 75 ちといしかこ. 

》そちとねかせけみ たちけ ほてそす たそつふたあしけつへ そてせまおへ せか てかにせけねかつさけか. ╉かうとのさか 
たちけのしそつへ, う ねあつてせそつてけ, たそすそえあてへ たけつあてへ うそつたそすけせあせけみ, つうみくあせせふか 
つ [そちかかこ, くあ えかせかちあしあ ]かいかおかうあ (そつうそいそきおあうのかえそ [そちかこつさけこ たそしとそつてちそう 
う 1945 えそおと), ちかきけつつかちあ ]とさけせつさそえそ け たかちかおそうそえそ ちあいそねかえそ — ねしかせあ を[ 
[》』』 ╅せてそせそうあ (たそつかはあうのけに [〉╉『).

《おせそうちかすかせせそ 〉あてあのあ たちそいけうあしあつへ う ちあくしけねせふか あちにけうふ (╈[ゅ』, 
〈¨╉あ, 〈╇【 け て.お.) おしみ ついそちあ すあてかちけあしそう たそ はかさそてしけうそこ おけつつかちてあぬけそせ-
せそこ てかすか: «『そしへ つそうかてつさそ-さそちかこつさけに ほさそせそすけねかつさけに つうみくかこ う ちあくうけてけけ 
せあちそおせそえそ にそくみこつてうあ [〉╉『». 〉あのけ うしあつてけ せか にそてかしけ あなけのけちそうあてへ 
ほてけ つうみくけ, いそしへのとま ねあつてへ おそさとすかせてそう たそ せけす くあつかさちかてけしけ け たちみてあしけ くあ 
つかすへま たかねあてみすけ う あちにけうあに. ぁてそ さあつあかてつみ つかうかちそさそちかこぬかう, てそ そせけ さ てそすと 
うちかすかせけ うそそいはか そてちけぬあしけ たそしとねかせけか さあさそこ-しけいそ たそすそはけ けく 』』』『. ╉あ 
け う しまいそす つしとねあか う [〉╉『 たそねてけ せか つとはかつてうそうあしそ そなけぬけあしへせそこ ほさそせそ-
すけねかつさそこ つてあてけつてけさけ, あ てそ, ねてそ たといしけさそうあしそつへ, みうしみしそつへ あいつそしまてせそこ 
«しけたそこ». [そえおあ 〉. ╆あきあせそうあ たそおあしあ くあみうさと せあ たそかくおさと う 』かうかちせとま [そちかま 
おしみ けくとねかせけみ すあてかちけあしそう たそ つうそかこ てかすか, つかうかちそさそちかこつさそか たそつそしへつてうそ 
う 〈そつさうか そてうかてけしそ: てあさけに すあてかちけあしそう う [〉╉『 せかて, たそほてそすと け かにあてへ てとおあ 
おけつつかちてあせてさか せかくあねかす.

╊つてかつてうかせせそ, えそてそうけてへ てあさとま おけつつかちてあぬけま いふしそ おかしそす あちにけつしそきせふす. 
》ちかきおか うつかえそ, せかそいにそおけすそ いふしそ たそしとねけてへ ちあくちかのかせけか せあ ちあいそてと う つかさちかて-
せふに あちにけうあに. ╉しみ ほてそえそ てちかいそうあしあつへ ぬかしあみ さとねあ うけく ねけせそうせけさそう けく ちあくせふに 
うかおそすつてう. ぁてそいふ たそしとねけてへ さあきおとま けく うけく, たちけにそおけしそつへ そいくあうそおけてへつみ 
つそそてうかてつてうとまはけすけ くあたちそつあすけ そて ちとさそうそおつてうあ ¨せつてけてとてあ つ といかおけてかしへせふす 
そいそつせそうあせけかす ぬかしかつそそいちあくせそつてけ ちあくちあいそてさけ おあせせそこ てかすふ. 』あすと おけつつかちてあ-
ぬけま てそきか, かつてかつてうかせせそ, たちけのしそつへ くあつかさちかてけてへ, ねてそ つそくおあうあしそ すあつつと おそたそし-
せけてかしへせふに つしそきせそつてかこ. ╇つか くあたけつけ う あちにけうあに たちかおたけつふうあしそつへ おかしあてへ 
う つたかぬてかてちあおけ, さそてそちとま せあ ちとさけ せか うふおあうあしけ, あ たかちかつふしあしけ う つたかぬねあつてへ 
¨せつてけてとてあ. 【あす つ てかてちあおへま たちけにそおけしそつへ ちあいそてあてへ う そつそいそす たそすかはかせけけ. 
╇ つたかぬいしそさせそてか け う てそす きか たそすかはかせけけ たそしそきかせそ いふしそ たけつあてへ け つあす てかさつて 
おけつつかちてあぬけけ. 【あす きか け たかねあてあてへ! 【そしへさそ たそおとすあてへ — つてそしへさそ にしそたそて け とつけ-
しけこ, ねてそいふ そたけつあてへ ほさそせそすけねかつさけか つうみくけ おうとに えそつとおあちつてう!
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《おせあさそ, せかつすそてちみ せあ うつか たちかたそせふ, 〉. ╆あきあせそうあ とつたかのせそ くあはけてけしあ 
おけつつかちてあぬけま う みせうあちか 1974 えそおあ. ¨つつしかおそうあせけか たそしとねけしそつへ そねかせへ つけしへ-
せふす, つ つかちへかくせふすけ け うあきせふすけ うふうそおあすけ. 》そつしか 1991 えそおあ つそおかちきあうのけ-
かつみ う ちあいそてか おあせせふか たそてかちみしけ つてあてとつ つかさちかてせそつてけ, け 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ 
うくみしあつへ くあ けくおあせけか すそせそえちあなけけ せあ いあくか おけつつかちてあぬけけ. 》そさあ のしあ ちかおたそお-
えそてそうさあ, «たそおつとかてけしけつへ» まきせそさそちかこぬふ — うかおとはかか ほさそせそすけねかつさそか けくおあ-
てかしへつてうそ 『かつたといしけさけ [そちかみ «｠あせえとさ さむせねきか けしへいそ» そたかちあてけうせそ たかちかうかしそ 
ちとさそたけつへ せあ さそちかこつさけこ みくふさ け ときか う 1992 えそおと うふたとつてけしそ すそせそえちあなけま 
う つうかて たそお くあえそしそうさそす «〈かきおと すかちてうふすけ おそえすあすけ け たちあさてけねかつさけすけ 
たそてちかいせそつてみすけ. 』かうかちそさそちかこつさあみ ほさそせそすけさあ». ╇ 〈そつさうか すそせそえちあなけま 
けくおあしけ う 1993 えそおと たそお せあくうあせけかす «╇せかのせかほさそせそすけねかつさけか つうみくけ [〉╉『. 
╇ たそけつさあに うふにそおあ けく てとたけさあ».

《いあ けくおあせけみ たちけうしかさしけ うせけすあせけか せか てそしへさそ すかきおとせあちそおせふに せあとねせふに 
さちとえそう, せそ け たそしけてけさそ-ほさそせそすけねかつさそえそ けつてかいしけのすかせてあ ょきせそこ [そちかけ, 
ったそせけけ, [けてあみ. ╇ あおちかつ すそしそおそえそ けつつしかおそうあてかしみ たそつふたあしけつへ たちかおしそきか-
せけみ そ ねてかせけけ しかさぬけこ, たちそうかおかせけけ つかすけせあちそう け さそせつとしへてあぬけこ, とねあつてけけ 
う たちかつつ-さそせなかちかせぬけみに け けせてかちうへま, たそおえそてそうさか つてあてかこ. ╇ ちかくとしへてあてか たそねてけ 
うつま そつてあしへせとま きけくせへ 〉.╊. ╆あきあせそうあ たちそおそしきあしあ けつつしかおそうあせけみ たそ ほてそこ 
てかすか け おそつてけえしあ おかこつてうけてかしへせそ うふおあまはけにつみ とつたかにそう. ╉そつてあてそねせそ うつたそす-
せけてへ てあさそこ ほたけくそお (つうけおかてかしかす さそてそちそえそ そさあくあしつみ け み). 30 つかせてみいちみ 2003 
えそおあ たちかくけおかせて ょきせそこ [そちかけ, しあとちかあて 〉そいかしかうつさそこ たちかすけけ すけちあ おそさ-
てそち [けす ╉ほ ぁきとせ とつてちそけし たちけかす う えそちそおか 》とつあせか おしみ えちとたたふ うかおとはけに 
さそちかかうかおそう すけちあ. ╇ にそおか うつてちかねけ たちそなかつつそち けく ╈かちすあせけけ たそたちそつけし [けす 
╉ほ ぁきとせあ そにあちあさてかちけくそうあてへ つそつてそみせけか ほさそせそすけさけ 』かうかちせそこ [そちかけ. 》ちか-
くけおかせて ょきせそこ [そちかけ せあ ほてそ そてちかあえけちそうあし てあさ: «』ちかおけ せあつ たちけつとてつてうとかて 
おそさてそち 〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ — しとねのけこ う すけちか つたかぬけあしけつて たそ 』かうかちせそこ 
[そちかか. 《せあ たそすそきかて ちあくそいちあてへつみ う つけてとあぬけけ しとねのか すかせみ».

¨せてかちかつせあ け ちかすあちさあ うふつそさそたそつてあうしかせせそえそ あすかちけさあせつさそえそ ねけせそうせけさあ 
け さちとたせそえそ とねかせそえそ 〈あこさしあ 『かこつあ. ╇ たちかおけつしそうけけ さ なとせおあすかせてあしへせそすと 
さそししかさてけうせそすと てちとおと さそちかかうかおそう 『そつつけけ け 』ぃ╅ おそさてそち 〈. 『かこつ そてすかてけし:

«《つそいそ うたかねあてしみまて おうか えしあうふ, せあたけつあせせふか 〉あてあしへかこ ╆あきあせそうそこ, 
ねしかせそす 『そつつけこつさそこ あさあおかすけけ せあとさ… 《せあ とさあくふうあかて, ねてそ ちかなそちすふ 
う [〉╉『 つさそちかか うつかえそ つたちそうそぬけちとまて けせなしみぬけま, いかくちあいそてけぬと け つそぬけ-
あしへせとま せかつてあいけしへせそつてへ… 》そほてそすと しそえけねせそ そきけおあてへ, ねてそ たそしけてけさあ 
“とちかえとしけちそうあせけみ ほさそせそすけさけ” 》にかせへみせあ いとおかて け おあしへのか にあちあさてかちけ-
くそうあてへつみ うせとてちかせせけすけ たちそてけうそちかねけみすけ, そてちあきあまはけすけ なけしそつそなけま 
つかうかちそさそちかこつさけに うしあつてかこ: たそたふてさけ たちけうしかねへ けせそつてちあせせふこ さあたけ-
てあし いとおとて つそたちそうそきおあてへつみ とつけしけみすけ たそ とさちかたしかせけま たそしけてけねかつさそえそ 
け けおかそしそえけねかつさそえそ さそせてちそしみ せあお せあつかしかせけかす»*.

* The North Korean Nuclear Program: Security, Strategy and New Perspectives from Russia/ James 
Clay Moltz and Alexandre Y. Mansourov, ed. New York: Routledge, 2000. P. 10.
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』てそけて うふおかしけてへ けく てちとおそう 〉.╊. ╆あきあせそうそこ たそ つかうかちそさそちかこつさそこ ほさそせそ-
すけさか つしかおとまはけか たそしそきかせけみ, うふうそおふ け たちそえせそくふ.

〉あ たかちうそす ほてあたか たそつしか そさそせねあせけみ [そちかこつさそこ うそこせふ (1950—1953 ええ.) 
[〉╉『 つすそえしあ いふつてちそ うそつつてあせそうけてへ そつせそうせとま ねあつてへ つうそけに たちかおうそかせせふに 
たちそすふのしかせせふに すそはせそつてかこ いしあえそおあちみ さちとたせそすあつのてあいせそこ たそすそはけ つてちあせ 
つそぬけあしけつてけねかつさそえそ しあえかちみ. [ 1960 えそおと たちかおうそかせせふこ とちそうかせへ うそ すせそえけに 
そてちあつしみに いふし たちかうくそこおかせ, け [〉╉『 たかちかせかつしあ うつか とつけしけみ せあ つてちかすけてかしへせそか 
ちあくうけてけか てみきかしそこ たちそすふのしかせせそつてけ. 》ちけ ほてそす つかうかちそさそちかこつさあみ ほさそせそ-
すけさあ つてあしあ たちけそいちかてあてへ さそせなけえとちあぬけま つてあしけせつさそこ すそおかしけ, おしみ さそてそちそこ 
にあちあさてかちせそ つそねかてあせけか つちあうせけてかしへせそ ちあくうけてそえそ うそかせせそ-たちそすふのしかせせそえそ 
さそすたしかさつあ つ うかつへすあ そてつてあしふす えちあきおあせつさけす たそてちかいけてかしへせふす つかさてそちそす.

》にかせへみせ そおせそうちかすかせせそ つてちかすけしつみ おかこつてうそうあてへ せあ ぬかしそす ちみおか せあたちあう-
しかせけこ: たちそうそおけてへ けせおとつてちけあしけくあぬけま つ とたそちそす せあ てみきかしとま たちそすふのしかせ-
せそつてへ, とさちかたしみてへ たそくけぬけけ う ちあすさあに ほさそせそすけねかつさそこ つけつてかすふ つそぬけあしけくすあ 
け たちそおそしきあてへ いかつさそすたちそすけつつせとま け うつか いそしかか あうあせてまちけつてけねせとま たそしけ-
てけさと うそかせせそこ さそせなちそせてあぬけけ つ 『かつたといしけさそこ [そちかかこ け 』ぃ╅.

′あおあねあ そつしそきせみしあつへ てかす, ねてそ ほさそせそすけさあ う [〉╉『 いふしあ そておあせあ う きかちてうと 
けおかそしそえけけ. 』 せあねあしあ 1960-に えそおそう う 》にかせへみせか つてあしけ ほせかちえけねせそ ちかさしあすけ-
ちそうあてへ おそつてそけせつてうあ さけすけちつかせそうつさそこ けおかそしそえけけ «ねとねにか» (そたそちふ せあ つそい-
つてうかせせふか つけしふ). ╇ ほさそせそすけねかつさそこ そいしあつてけ ほてあ けおかそしそえけみ せあたそすけせあしあ 
つてあしけせつさけか ちかぬかたてふ ちあくうけてけみ せあちそおせそえそ にそくみこつてうあ う あせてけちふせそねせそこ 
つちかおか つ けつたそしへくそうあせけかす う そつせそうせそす うせとてちかせせけに けつてそねせけさそう. 》ちけねかす 
うつか おかしあしそつへ てあさけす そいちあくそす, ねてそいふ くあはけてけてへ そて とえちそく けおかそしそえけねかつさけか 
たそつてとしあてふ ちかきけすあ.

[ つかちかおけせか 1960-に えそおそう 》にかせへみせ ときか たそきけせあし えそちへさけか たしそおふ そのけ-
いそねせそこ つてちあてかえけけ. 》ちそつねかてふ う たそしけてけさか うさとたか つ つそさちあはかせけかす つそうかてつさそこ 
たそすそはけ けく-くあ けおかそしそえけねかつさけに ちあくせそえしあつけこ たちけうかしけ さ てそすと, ねてそ [〉╉『 
つてあしあ てかちみてへ さそせさとちかせてそつたそつそいせそつてへ う ちあすさあに つそぬけあしけつてけねかつさそえそ しあえかちみ, 
つてちあせあ たちかうちあはあしあつへ う たそつてあうはけさあ たそしかくせふに けつさそたあかすふに け たそしとなあいちけ-
さあてそう けく せけに おしみ おちとえけに つそぬつてちあせ, くあせみてふに けせおとつてちけあしけくあぬけかこ.

╇ せあねあしか 1970-に えそおそう 》にかせへみせ たちかおたちけせみし つとおそちそきせふか たそたふてさけ 
«そつてあてへつみ せあ たしあうと» くあ つねかて さちとたせふに くあさとたそさ くあたあおせふに てかにせそしそえけこ 
け くあうそおそう, せそ け ほてけ ちあつねかてふ たちそうあしけしけつへ. 『かくさそ とうかしけねけしつみ おそしえ [〉╉『 
くあちといかきせふす つてちあせあす. 』かうかちせあみ [そちかみ そさあくあしあつへ せか う つそつてそみせけけ ちあねけ-
てかしへせそ ほさつたしとあてけちそうあてへ くあうそおふ け すそはせそつてけ, せあ さそてそちふか いふしけ たそてちあねかせふ 
くあたあおせふか さちかおけてふ つてそけすそつてへま つうふのか 2 すけししけあちおそう おそししあちそう. 》ちけねけせふ: 
せかおそつてあてそねせあみ さうあしけなけさあぬけみ つかうかちそさそちかこつさけに ちあいそねけに け せけくさそか さあねか-
つてうそ たちそおとさぬけけ. 》かちうふこ せかなてみせそこ のそさ 1973 えそおあ, あ てあさきか たあおかせけか ぬかせ 
せあ えしあうせふこ ほさつたそちてせふこ ちかつとちつ [〉╉『 — ぬうかてせふか すかてあししふ — ちあくいけしけ 
せあおかきおふ 》にかせへみせあ せあ うそくうちあはかせけか おそしえそう. 』かうかちそさそちかこつさあみ ほさそせそすけさあ 
うそのしあ う つそつてそみせけか くあつてそみ.
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╈そつとおあちつてうかせせふか け そいはかつてうかせせふか おかみてかしけ

』しかおとまはけこ ほてあた ほさそせそすけねかつさそこ たそしけてけさけ [〉╉『 いふし たそちそきおかせ, 
えしあうせふす そいちあくそす, とえしといしみうのけすつみ さちけくけつそす ほさそせそすけさけ つてちあせ つそぬけあしけ-
つてけねかつさそえそ しあえかちみ. 』そさちあはかせけか さあせあしそう ついふてあ さそちかこつさそこ たちそおとさぬけけ, 
とすかせへのかせけか ちあくすかちそう くあちといかきせそこ たそすそはけ, うそくせけさせそうかせけか くあてちとおせか-
せけこ う たそしとねかせけけ すせそえけに てあさけに さしまねかうふに てそうあちそう, さあさ せかなてへ, あ てあさきか 
せかさそてそちふか おちとえけか なあさてそちふ うふせとおけしけ 』かうかちせとま [そちかま うせそうへ あさてけうけくけ-
ちそうあてへ たそけつさ ほさそせそすけねかつさけに たあちてせかちそう せあ ′あたあおか け う ったそせけけ. 》にかせへみせ 
たちけせみしつみ たそそはちみてへ つそうすかつてせそか たちかおたちけせけすあてかしへつてうそ け ちあくうけてけか しかえさそこ 
たちそすふのしかせせそつてけ, たちそけくうそおみはかこ ほさつたそちてせとま たちそおとさぬけま. [〉╉『 うつてあしあ 
てあさきか せあ たとてへ せあしあきけうあせけみ てそちえそうふに つうみくかこ つ 『かつたといしけさそこ [そちかかこ, 
せあねあしあ たかちかえそうそちふ そ つそうすかつてせふに ほさそせそすけねかつさけに たちそかさてあに, う てそす ねけつしか 
う ちあこそせか ちかさけ 【とすあせ. ╇つか ほてけ すかちふ, うたちそねかす, おあしかさそ せか おそてみえけうあしけ おそ 
とちそうせみ ちかなそちす, たちあさてけさとかすふに, つさあきかす, う [〉『. ゅさそせそすけねかつさあみ すそおかしへ 
[〉╉『, たそ つとてけ, そつてあうあしあつへ せかけくすかせせそこ つ すそすかせてあ かか くあちそきおかせけみ.

》ちあさてけねかつさけ うつか つちかおつてうあ たちそけくうそおつてうあ せあにそおみてつみ う ちとさあに えそつと-
おあちつてうあ. ╇つか おかしあかてつみ たそ たちけさあくと つうかちにと, ねかちかく たそつちかおつてうそ あおすけせけ-
つてちあてけうせそ-さそすあせおせそえそ すかにあせけくすあ. 》ちそけくうそおけてかしけ しけのかせふ つうそいそおふ 
おかこつてうけこ, と せけに せかて つてけすとしそう さ うふつそさそたちそけくうそおけてかしへせそすと てちとおと, そちけ-
かせてけちそうあせせそすと せあ たそてちかいけてかしみ. ゅさそせそすけさあ せあぬかしかせあ せあ ほさつてかせつけうせそか, 
さそしけねかつてうかせせそか ちあくうけてけか, そせあ せか うそつたちけけすねけうあ さ てかにせけねかつさそすと け せあとね-
せそすと たちそえちかつつと. ╆そしかか てそえそ, ほてあ ほさそせそすけさあ せか つたそつそいせあ おあきか つそくおあうあてへ 
せかそいにそおけすそか さそしけねかつてうそ たちそおとさぬけけ.

╇ さそすあせおせそこ ほさそせそすけさか せか ちあいそてあかて くあさそせ つてそけすそつてけ, けつさあきかせあ 
つけつてかすあ ぬかせそそいちあくそうあせけみ, そてつとてつてうとまて つてけすとしふ さ てちとおと. ╇ てかねかせけか 
さあさそえそ-てそ うちかすかせけ すそちあしへせふか つてけすとしふ うさとたか つ すかてそおあすけ たちけせときおかせけみ 
たそくうそしみしけ おそいけうあてへつみ せかさそてそちふに ちかくとしへてあてそう, せそ てかたかちへ てあさあみ つけつてかすあ 
たかちかつてあかて おかこつてうそうあてへ. 』かうかちそさそちかこつさけか てちとおみはけかつみ せかえあてけうせそ ちかあえけ-
ちとまて せあ さそちちとたぬけま, つたかさとしみぬけま, たちけうけしかえけけ うふつのけに ねけせそうせけさそう, 
せかたちけえそおせそか つそつてそみせけか すかおけぬけせつさけに け そいちあくそうあてかしへせふに とねちかきおかせけこ. 
¨おかそしそえけねかつさけか たちけくふうふ ときか せか ほななかさてけうせふ. 『あつてとて つそぬけあしへせあみ あたあ-
てけみ, うそちそうつてうそ, たあおあまて たちそけくうそおつてうかせせあみ おけつぬけたしけせあ, たちそけくうそおけてかしへ-
せそつてへ け さあねかつてうそ てちとおあ.

ぁてそ とつとえといしみかて たちそいしかすふ [〉╉『, てあさ ほてそ すそおけなけさあぬけみ つてあせおあちて-
せそこ つてあしけせけつてつさそこ すそおかしけ う つけつてかすと «ねとねにか». 』かうかちせあみ [そちかみ せあ たちそ-
てみきかせけけ おかつみてけしかてけこ たふてあしあつへ そたけちあてへつみ う そつせそうせそす せあ うせとてちかせせけか 
けつてそねせけさけ け ちあくうけうあてへ うつか そてちあつしけ ほさそせそすけさけ そおせそうちかすかせせそ, たちけせけきあみ 
くせあねかせけか うせかのせかほさそせそすけねかつさけに つうみくかこ け たそおねけせみみつへ さあたちけくあす しけおかちそう. 
╉あきか さそえおあ 》にかせへみせ け たちけいかえあかて さ とつしとえあす すけちそうそえそ ちふせさあ, そせ おとすあかて 
せか そ おそしえそつちそねせふに くあおあねあに け けに ちかのかせけみに, あ そ «しあてあせけけ おふち» う ほさそせそすけさか.

《つせそうそたそしあえあまはけか てちとおせそつてけ 』かうかちせそこ [そちかけ せあ すけちそうそす ちふせさか 
たちそけつてかさあまて けく くあさちふてそつてけ かか にそくみこつてうあ, そてつとてつてうけみ えけいさそつてけ うそ うせかの-
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せかてそちえそうそす すかにあせけくすか, とうしかねかせせそつてけ しけおかちそう [〉╉『 つさそちかか たそしけてけねか-
つさけすけ ぬかしみすけ, せかきかしけ ねけつてそ ほさそせそすけねかつさけすけ う そつとはかつてうしかせけけ おかしそうふに 
さそせてあさてそう つ うせかのせけす すけちそす.

》そ つとてけ, [〉╉『, さあさ け たちかきおか, せか みうしみかてつみ ねあつてへま すけちそうそえそ ちふせさあ. 
〉あおそ てあさきか そてすかてけてへ: おあきか てそ, ねてそ とおあかてつみ おかしあてへ うそ うせかのせかほさそせそすけ-
ねかつさそこ つちかおか, せか うつかえおあ たちけせそつけて おけうけおかせおふ つかうかちそさそちかこつさそすと せあちそお-
せそすと にそくみこつてうと. 《えちそすせふか つちかおつてうあ てちあせきけちみてつみ せあ くあさとたさと すあてかちけあしそう 
け てかにせけさけ おしみ «たちかつてけきせふに», せけさねかすせふに そいひかさてそう, かはか いóしへのけか — せあ 
うそかせせふか ぬかしけ. ╇そかせせふこ つけせおちそす みうしみかてつみ つしかおつてうけかす けおかそしそえけねかつさそこ 
せかたちけみくせけ 』かうかちあ さ ょえと け かえそ つそまくせけさあす.

』ちかおけ たちけねけせ, とつとえといしみまはけに てちとおせそつてけ, せかしへくみ せか とたそすみせとてへ そえちあ-
せけねかせせそつてへ ちかつとちつそう つてちあせふ, あ てあさきか つてけにけこせふか いかおつてうけみ, せあせそつみはけか 
とはかちい たちそけくうそおつてうと たちそおそうそしへつてうかせせふに てそうあちそう, うふくふうあまはけか せかおそかおあ-
せけか け てちかいとまはけか そて 》にかせへみせあ ほさつてちあそちおけせあちせふに すかち.

╇ ぬかしそす きか, [〉╉『 う くせあねけてかしへせそこ つてかたかせけ そつてあかてつみ そてちかくあせせそこ 
そて けせそつてちあせせふに てかにせそしそえけこ け けせなそちすあぬけそせせふに つかてかこ. 【あさけす そいちあ-
くそす, つかうかちそさそちかこつさあみ ほさそせそすけさあ たそ-たちかきせかすと たちけうみくあせあ さ あいつそしまてせそ 
せかほななかさてけうせそすと たちそすふのしかせせそすと つかさてそちと, さそてそちふこ なとせさぬけそせけちとかて 
う ちあすさあに う うふつのかこ つてかたかせけ ぬかせてちあしけくそうあせせそこ, とつてあちかうのかこ さそすあせお-
せそこ つけつてかすふ とたちあうしかせけみ, さちとたせふに つてちとさてとちせふに おけついあしあせつそう, いふつてちそ 
う すそちあしへせそす け てかにせそしそえけねかつさそす たしあせか つてあちかまはけに せかほななかさてけうせふに くあうそ-
おそう け つかちへかくせふに たちそいしかす つ さそせてちそしかす せあお さあねかつてうそす たちそおとさぬけけ.

╇せとてちけ つかうかちそさそちかこつさそこ ほさそせそすけさけ せあちあつてあかて おあうしかせけか う たそしへくと 
けくすかせかせけこ. ′おかつへ せあおそ そてすかてけてへ そつそいそか くせあねかせけか うそかせせそえそ なあさてそちあ. 
╇そかせせふこ いあしあせつ すかせみかてつみ う たそしへくと ょえあ. [〉╉『 いそしへのか せか う つそつてそみ-
せけけ うふおかちきけうあてへ えそせさと うそそちときかせけこ. 》そたふてさけ たちかそおそしかてへ そてつてあうあせけか 
つ たそすそはへま «みおかちせそこ さあちてふ» せかおそつてあてそねせふ. ゅさそせそすけねかつさあみ せあえちとくさあ そて 
えそせさけ つてあしあ せかうふせそつけすそこ. 《ねかうけおせふこ うふうそお けく ほてそこ つけてとあぬけけ つうそおけてつみ 
さ てそすと, ねてそ つ うそかせせそこ てそねさけ くちかせけみ 》にかせへみせ おそしきかせ けつさあてへ たちけすけちかせけみ 
せか てそしへさそ つ 』ぃ╅, せそ け つ ょきせそこ [そちかかこ.

[ちそすか てそえそ, さ たかちかすかせあす たそおてあしさけうあかて つしそきせあみ つけてとあぬけみ つ たちそ-
おそうそしへつてうけかす. 》ちけ せふせかのせかこ ほさそせそすけねかつさそこ け うせかのせかたそしけてけねかつさそこ 
つてちあてかえけけ ちかのけてへ たちそおそうそしへつてうかせせとま たちそいしかすと せかうそくすそきせそ. ぃてとち-
すそうはけせあ いそしへのか せか たちけせそつけて けつさそすふに ちかくとしへてあてそう. をかせてちあしけくそうあせせあみ 
つけつてかすあ ぬかせそそいちあくそうあせけみ け ちあつたちかおかしかせけみ せか たそちそきおあかて てちとおそうそえそ 
ほせてとくけあくすあ. 』てちあつてへ さ おそつてけきかせけま たしあせそうふに くあおあせけこ しまいそこ ぬかせそこ たちけ-
うそおけて さ つせけきかせけま さあねかつてうあ てちとおあ, さ けつさあきかせけま ほさそせそすけねかつさそこ つてちとさ-
てとちふ. 》ちそけくうそおけてかしへせそつてへ てちとおあ うそ うつかに そてちあつしみに たちそおそしきあかて たあおあてへ, 
ほさつたそちて せあにそおけてつみ う くあつてそか, あ けせそつてちあせせふこ おそしえ ちあつてかて. ╇ けてそえか たちあうけ-
てかしへつてうそ たそしとねあかて しけのへ ねあつてへ そて ちあつねかてせふに つとすす せあしそえそう. 》にかせへみせと 
たちそつてそ せかねかえそ いそしへのか うさしあおふうあてへ う ちあくうけてけか ほさそせそすけさけ.
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╊つてへ かはか なあさてそち — ちあつてとはかか そいはかか そてつてあうあせけか 』かうかちあ [そちかけ そて 
ょえあ. ╇╇》 ょきせそこ [そちかけ たちかうそつにそおけて ╇╇》 [〉╉『 う 24 ちあくあ. ゅてそて ちあくちふう 
け おあしへのか いとおかて とうかしけねけうあてへつみ, つそくおあうあみ とえちそくと おしみ [〉╉『.

╇ふのかとたそすみせとてふか なあさてそちふ てちかいとまて おうけきかせけみ 》にかせへみせあ う つてそちそせと 
けくすかせかせけこ: せかそいにそおけすそ たちそうかつてけ うせとてちかせせけか ほさそせそすけねかつさけか ちかなそちすふ, 
さそてそちふか おあしけ いふ しまおみす つてけすとしふ さ ちあいそてか, あ てあさきか うせかのせけか ちかなそちすふ, 
たそくうそしみまはけか [〉╉『 たそしとねけてへ おそつてとた さ さあたけてあしあす, てそうあちあす, てかにせそしそえけみす 
(ねてそ すそきかて いふてへ おそつてけえせとてそ てそしへさそ たとてかす たちけすけちかせけみ つ ょえそす).

〉そ, にそてみ さあちおけせあしへせふか ちかなそちすふ おあうせそ せあくちかしけ, 》にかせへみせ 
たそ-たちかきせかすと さ せけす せか えそてそう け そたあつあかてつみ けに たそつしかおつてうけこ. 『かあさぬけみ 』かうかち-
せそこ [そちかけ せあ ほさそせそすけねかつさけか くあてちとおせかせけみ すそきかて いふてへ そいひみつせかせあ つ たそすそ-
はへま てかそちけけ そえちあせけねかせせそ-ちあぬけそせあしへせそえそ たちそぬかつつあ たちけせみてけみ ちかのかせけこ. 
』そえしあつせそ ほてそこ てかそちけけ けつたそしへくとかてつみ たそしけてけねかつさあみ あしへてかちせあてけうあ, さそてそ-
ちあみ たそくうそしみかて せあにそおけてへ うちかすかせせそか, さちあてさそつちそねせそか ちかのかせけか たちそいしかすふ, 
せかきかしけ なとせおあすかせてあしへせふこ そてうかて せあ うふくそう. ╇ てあさそす つしとねあか けせてかちかつふ たちあ-
うみはかこ ほしけてふ そつてあまてつみ せかくあおかてふすけ.

╇ 』かうかちせそこ [そちかか とたそすみせとてあみ てかそちけみ おかこつてうとかて う うかつへすあ つたかぬけ-
なけねかつさけに とつしそうけみに. ╇そ-たかちうふに, ほてそ そつそいふこ つてあてとつ うかちにそうせそえそ しけおかちあ. 
╇そ-うてそちふに, う [〉╉『 せかて そなけぬけあしへせそ たちけくせあうあかすそえそ つてそしさせそうかせけみ けせてか-
ちかつそう ちあくしけねせふに さしあつつそう け えちとたた, うつか そいはかつてうそ たそおねけせみかてつみ そおせそこ 
ねとねにかこつさそこ けおかそしそえけけ. ╇-てちかてへけに, つかうかちそさそちかこつさあみ つけつてかすあ たそしせそつてへま 
けくそしけちそうあせあ そて うせかのせかえそ うしけみせけみ.

『そしへ ほしけてふ つうそおけてつみ さ たそしせそすと たそおねけせかせけま つてちあせふ ぬかしみす け ぬかせ-
せそつてみす つけつてかすふ け かか けせつてけてとてそう, おけさてとかすふに うそきおかす. ╇ うふつのけに つなかちあに 
たちあさてけねかつさけ せかて しけぬ, さそてそちふに すそきせそ いふしそ いふ さうあしけなけぬけちそうあてへ さあさ 
せあつてそみはけに たそしけてけさそう, けすかまはけに けしけ おあきか つたそつそいせふに けすかてへ つそいつてうかせせそか 
すせかせけか.

╊つしけ いかくそたあつせそつてへ せあ うふつのかす とちそうせか そいかつたかねけうあかてつみ つそつてあうそす そさちと-
きあまはけに しけぬ, てそ せあ いそしかか せけくさけに とちそうせみに つかうかちそさそちかこつさそえそ そいはかつてうあ 
たちかおそにちあせけてかしへせふす さしあたあせそす うたしそてへ おそ せあつてそみはかえそ すそすかせてあ つしときけしあ 
けくそしけちそうあせせそつてへ せあつかしかせけみ そて うしけみせけみ けくうせか, てそてあしへせあみ けせおそさてちけせあぬけみ, 
くあたとえけうあせけか け ちかたちかつつけけ う そてせそのかせけけ しまいふに せあすかさそう せあ おけつつけおかせてつてうそ.

[そせかねせそ, う [〉╉『 かつてへ てか, さてそ すかねてあかて そ いそしかか ちあくとすせそこ, えとすあせせそこ 
け くあきけてそねせそこ きけくせけ. ╊つてへ おあきか そつせそうあせけみ たそしあえあてへ, ねてそ たそ ねけつてそ ほさそ-
せそすけねかつさけす うそたちそつあす つあす たちあうみはけこ さしあつつ 』かうかちせそこ [そちかけ ちあつさそしそて 
う せあつてそみはかか うちかすみ せあ つてそちそせせけさそう «きかつてさそこ しけせけけ» け «とすかちかせせふに». 
«】すかちかせせふか» おそいけうあまてつみ たかちかすかせ, けつたそしへくとまて しまいふか しあくかこさけ おしみ ちあつ-
のけちかせけみ つうみくかこ つ くあえちあせけぬかこ け そつとはかつてうしかせけみ ちかなそちす う ほさそせそすけさか. 
《せけ たちかそいしあおあまて つちかおけ てかにせそさちあてそう う たちあうけてかしへつてうか, さそてそちふす たそちと-
ねかせあ たちあさてけねかつさけ せかうふたそしせけすあみ くあおあねあ たそうつかおせかうせそえそ とたちあうしかせけみ 
せあちそおせふす にそくみこつてうそす つてちあせふ.
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《おせあさそ う ぬかしそす てかにせそさちあてふ くあせけすあまて うてそちそつてかたかせせふか たそくけぬけけ, けに 
つおかちきけうあまて つてそちそせせけさけ «きかつてさそこ しけせけけ». ¨ せか たそてそすと, ねてそ そせけ せか そつそく-
せあまて たそねてけ さあてあつてちそなけねかつさそか つそつてそみせけか ほさそせそすけさけ, あ たそつさそしへさと うけおみて 
う ちかあしへせふに ちかなそちすあに つすかちてせふこ たちけえそうそち せふせかのせかすと ちかきけすと う [〉╉『.

* 
*
 *

》ちけ うつかこ えしといけせか けつつしかおそうあせけこ つかうかちそさそちかこつさそこ ほさそせそすけさけ そせけ 
たそつしときけしけ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ しけのへ いあくそこ, せあ さそてそちそこ 〉あてあしへみ たそつてかたかせせそ 
ちあくうかちせとしあ ちあくちあいそてさと たちあさてけねかつさけ うつかに せあたちあうしかせけこ け あつたかさてそう さそちかか-
うかおかせけみ. 〉か つしとねあこせそ たちかくけおかせて ょきせそこ [そちかけ [けす ╉ほ ぁきとせ せあ ときか 
とたそすけせあうのかこつみ うつてちかねか う 2003 えそおと つ さそちかかうかおあすけ おそいあうけし:

«╉そさてそち ╆あきあせそうあ そてしけねけしあつへ せか てそしへさそ う けくとねかせけけ つかうかちそさそちかこ-
つさそこ ほさそせそすけさけ, すふ てあさきか くせあかす かか さあさ さちとたせそえそ つたかぬけあしけつてあ たそ [そちかか 
け ╅くけけ う ぬかしそす. 《せあ けくおあしあ おかつみてさけ そねかせへ けせてかちかつせふに させけえ け いそしかか 300 
つてあてかこ たそ あくけあてつさそこ てかすあてけさか».

╅せあしけくけちとみ つかうかちそさそちかこつさとま ほさそせそすけさと け てそちえそうそ-ほさそせそすけねかつさそか 
つそてちとおせけねかつてうそ 』』』『/『そつつけけ つ [〉╉『, 〉あてあしへみ さそせかねせそ きか せか すそえしあ 
そつてあうけてへ う つてそちそせか うかつへ さそすたしかさつ うくあけすそそてせそのかせけこ せあのかこ つてちあせふ 
つ [そちかかこ. ╇ ぬかしそす ちみおか つそしけおせふに てちとおそう, けくおあせせふに う 『そつつけけ, ょきせそこ 
[そちかか, 』ぃ╅, [〉『, せあ 【あこうあせか*, そせあ たちけにそおけて さ ちかくそせせそすと うふうそおと, ねてそ 
[そちかこつさけこ たそしとそつてちそう たそたあし う たそしか くちかせけみ 『そつつけけ たそつしか てそえそ, さあさ ぬあちへ 
╅しかさつあせおち II たちけつそかおけせけし さ けすたかちけけ う 1860 えそおと 》ちけすそちつさけこ さちあこ, えちあ-
せけねあはけこ つ [そちかかこ. 』 てかに たそち 『そつつけみ たそ ちあくしけねせふす すそてけうあす け う ちあくせふに 
なそちすあに とねあつてうそうあしあ う いそちへいか さちとたせふに おかちきあう (ったそせけけ, [けてあみ, 』ぃ╅) くあ 
さそせてちそしへ せあお ほてそこ おあしへせかうそつてそねせそこ せあぬけかこ. 》かちけそおけねかつさけ せあのあ あさてけう-
せそつてへ せあ [そちかこつさそす たそしとそつてちそうか そつしあいかうあしあ, せそ くあてかす 『そつつけみ つ とおうそかせ-
せそこ ほせかちえけかこ うせそうへ たそえちときあしあつへ う さそちかこつさけか おかしあ.

[ さそせぬと ╇てそちそこ すけちそうそこ うそこせふ, とさあくふうあかて 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ, 』』』『 
たちかつしかおそうあし う [そちかか てちけ そつせそうせふか ぬかしけ: そいかつたかねかせけか つうそかこ せあぬけそ-
せあしへせそこ いかくそたあつせそつてけ, ちあつのけちかせけか つなかちふ うしけみせけみ さそすすとせけつてけねかつさそえそ 
しあえかちみ, とおそうしかてうそちかせけか てちあおけぬけそせせふに ちそつつけこつさけに うかしけさそおかちきあうせふに 
あすいけぬけこ. ｠そてみ け そいかつさちそうしかせせふこ ちあくちとのけてかしへせそこ うそこせそこ つ なあのけつてつさそこ 
╈かちすあせけかこ, 』そうかてつさけこ 』そまく てかす せか すかせかか せか きあしかし つけし おしみ うふたかつてそうあせけみ 
しそみしへせふに ちかきけすそう くあ ちといかきそす, う てそす ねけつしか う 』かうかちせそこ [そちかか. 》ちけ ほてそす 

* 』す., う ねあつてせそつてけ: Bazhanova Natalia. Russia and Korea. Seoul: Seoul Shinmun, 1992. — 210 p.; Bazha-
nova Natalia. The Evolution of Russian-Korean Relations: External and Internal Factors // Asian Sur-
vey. Vol. XXXIV. Berkeley, 1994. No 1. P. 789—798; ╆あきあせそうあ 〉.╊. 『そつつけみ け [そちかみ // 』そうちかすかせせふこ 
すけち. 〈.: ¨くうかつてけみ, 2004. 』. 215—232; Bazhanova Natalia. Korea in Russia’s Post-Cold War Regional 
Political Context // Korea at the Center. Dynamics of Regionalism in Northeast Asia. New York: M.E. 
Sharpe, 2006. 『. 2—16; ╆あきあせそうあ 〉あてあのあ. [そちかみ う なそさとつか ちそつつけこつさそこ たそしけてけさけ // ぁきとせ’みせ きけいあそ. 
【あこいほこ, 1996. 4 けませみ. 』. 4 (せあ さけて. みく.).
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うたしそてへ おそ さそせぬあ 1949 えそおあ 』てあしけせ せか たしあせけちそうあし ちあつのけちけてへ つうそこ さそせ-
てちそしへ せあ ょきせとま [そちかま. 〉あたちそてけう, そせ そたあつあしつみ せあたあおかせけみ つ ょえあ け うつみ-
ねかつさけ えあつけし あえちかつつけうせふか せあすかちかせけみ つかうかちそさそちかこつさけに しけおかちそう.

′あてかす, そおせあさそ, たそくけぬけみ つそうかてつさそえそ しけおかちあ せあねあしあ すかせみてへつみ, け う 
あたちかしか 1950 えそおあ そせ いしあえそつしそうけし うてそちきかせけか つかうかちみせ せあ ょえ. ぁてそいふ 
たそせみてへ たちけねけせふ ほてそえそ たそうそちそてあ う つそうかてつさそこ たそしけてけさか, そぬかせけてへ おかこつてうけみ 
うつかに おちとえけに つてそちそせ, 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ たふてしけうそ うくみしあつへ くあ ちあくちあいそてさと 
ちあせかか あいつそしまてせそ くあさちふてそこ てかすふ [そちかこつさそこ うそこせふ 1950—1953 えそおそう. 
╉あせせあみ てかすあ うかつへすあ くあけせてかちかつそうあしあ け すかせみ. 〈そきせそ つさあくあてへ, み け 〉あてあのあ 
そおせそうちかすかせせそ, いそしかか てそえそ — つそそいはあ, たそすそえあみ おちとえ おちとえと, そさとせとしけつへ う 
そさかあせ ちあせかか つかさちかてせふに, せけさかす せか けくとねかせせふに すあてかちけあしそう, たそおねあつ うかつへすあ 
たちそてけうそちかねけうふに, きかしあみ おそいちあてへつみ おそ けつてけせふ.

》そ いそしへのけせつてうと あつたかさてそう てかすふ (にそてみ け せか たそ うつかす) すふ たちけのしけ 
さ つにそきけす うふうそおあす け ほてけす, せかつそすせかせせそ, つかちへかくせそ ちあつのけちけしけ つとはかつてうそ-
うあうのけか ちあせかか たちかおつてあうしかせけみ そ おあせせそす たかちけそおか さそちかこつさそこ, おあ け う ぬかしそす 
すけちそうそこ けつてそちけけ. ╇そ うつみさそす つしとねあか, せあのけ つ せかこ てちとおふ たそ [そちかこつさそすと 
さそせなしけさてと そたといしけさそうあせふ う ょきせそこ [そちかか, ったそせけけ, 』ぃ╅, [けてあか, ちみおか 
おちとえけに つてちあせ. 《おせあ けく せあけいそしかか けくうかつてせふに 〉あてあしへけせふに ちあいそて けくおあせあ 
せあ さそちかこつさそす みくふさか ‒そせおそす 〈けちあ けす. [けす ╉ほ ぁきとせあ う ょきせそこ [そちかか*. 
¨くしそきと そつせそうせふか てかくけつふ かか さそせぬかたぬけけ.

』てあしけせ けくすかせけし つうそか すせかせけか そてせそつけてかしへせそ せあつけしへつてうかせせそえそ そいひ-
かおけせかせけみ [そちかけ たそ ちみおと うかつさけに たちけねけせ: 1. ¨く-くあ たちけにそおあ さ うしあつてけ 
う [けてあか さそすすとせけつてそう, さそてそちふか いそしへのか せか いふしけ つうみくあせふ えちあきおあせつさそこ 
うそこせそこ け すそえしけ う つしとねあか せかそいにそおけすそつてけ そさあくあてへ たそおおかちきさと 》にかせへみせと. 
2. 】 』そうかてつさそえそ 』そまくあ たそみうけしあつへ あてそすせあみ いそすいあ. 3. ╇あのけせえてそせ つすけちけしつみ 
つ たそちあきかせけかす つうそけに つてあうしかせせけさそう う [けてあか け, さちそすか てそえそ, あすかちけさあせつさけか 
たちかおつてあうけてかしけ うふつてとたけしけ う てそて たかちけそお つ くあみうしかせけみすけ そ てそす, ねてそ [そちかみ 
せか うにそおけて う くそせと そいそちそせふ 』そかおけせかせせふに ぃてあてそう. 4. 》そつしか つそくおあせけみ 〉╅【《 
かはか いそしかか とにとおのけしけつへ そてせそのかせけみ 〈そつさうふ つ ′あたあおそす. 【あさけす そいちあくそす, 
』てあしけせ いふし てかたかちへ いそしへのか とうかちかせ う つけしあに さそすすとせけつてけねかつさそえそ いしそさあ, 
すかせへのか いそみしつみ すそはけ ╅すかちけさけ け すかせへのか けせてかちかつそうあしつみ ちかあさぬけかこ ′あたあおあ.

╇ すあか 1950 えそおあ う 》かさけせ たちけいふし [けす ¨ち 』かせ. 》そ けせつてちとさぬけみす 』てあ-
しけせあ そせ おそしきかせ いふし くあちとねけてへつみ たそおおかちきさそこ [〉『 う おかしか そいひかおけせかせけみ 
[そちかけ. ╆かく せかか [ちかすしへ せあつてとたあてへ せあ ょえ くあたちかはあし. 〈あそ をくほおとせと せけねかえそ 
せか そつてあうあしそつへ, さあさ そおそいちけてへ いかくそてしあえあてかしへせそか うそかせせそか ちかのかせけか さそちかこ-
つさそこ たちそいしかすふ. 〈あそ, たちあうおあ, せか けつさしまねあし あすかちけさあせつさそえそ うすかのあてかしへ-
つてうあ, せそ そいかはあし さけてあこつさとま たそすそはへ たちけ てあさそす ちあくうけてけけ つそいふてけこ.

〉あ たちそてみきかせけけ せあねあしへせそこ つてあおけけ うそこせふ う [そちかか 』てあしけせ しけねせそ 
ちとさそうそおけし うつかすけ おかこつてうけみすけ つかうかちそさそちかこぬかう. 《おせあさそ せあつてちそかせけか 』てあ-

* ╆あきあせそうあ 〉あてあしへみ. 』あすあみ くあえあおそねせあみ うそこせあ XX つてそしかてけみ. 』かとし: ╊しへしけす, 1997. — 239 つ. (せあ さそち. みく.).
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しけせあ け [けす ¨ち 』かせあ いふつてちそ とにとおのあしそつへ たそ すかちか とつけしかせけみ つそたちそてけうしか-
せけみ つそ つてそちそせふ たちそてけうせけさあ. [ そつかせけ つけてとあぬけみ たちけそいちかしあ さあてあつてちそなけ-
ねかつさけこ にあちあさてかち, け 30 つかせてみいちみ 1950 えそおあ ちとさそうそおつてうそ [〉╉『 そいちあてけしそつへ 
さ 〈そつさうか つ すそしへいそこ そさあくあてへ 』かうかちと たちみすとま うそかせせとま たそすそはへ つそうかてつさけすけ 
うそこつさあすけ けしけ «おそいちそうそしへぬあすけ けく [けてあみ け おちとえけに つてちあせ せあちそおせそこ おかすそ-
さちあてけけ».

1 そさてみいちみ 1950 えそおあ 』てあしけせ たそつしあし つちそねせとま てかしかえちあすすと 〈あそ をくほ-
おとせと け ぁきそと ゅせへしあま, う さそてそちそこ たちそつけし «おうけせとてへ さ 38-こ たあちあししかしけ たそ 
さちあこせかこ すかちか 5-6 おけうけくけこ, つ てかす ねてそいふ おあてへ せあのけす さそちかこつさけす てそうあちけ-
はあす そちえあせけくそうあてへ たそお くあはけてそこ うあのけに うそこつさ うそかせせふか ちかくかちうふ さ つかうかちと 
そて 38-こ たあちあししかしけ». 〈あそ おあし そてちけぬあてかしへせふこ そてうかて, つつふしあみつへ せあ てそ, ねてそ 
さけてあこつさけか うそこつさあ せか う つそつてそみせけけ つちあきあてへつみ せあ ちあうせふに つ あすかちけさあせつさけすけ 
け, さちそすか てそえそ, うそこせあ つ 』ぃ╅ つそちうかて たしあせふ すけちせそえそ つてちそけてかしへつてうあ う [〉『, 
つそくおあつて そたあつせそつてへ たちみすそえそ つてそしさせそうかせけみ 〈そつさうふ つ ╇あのけせえてそせそす. 《せ 
うふつさあくあしつみ う たそしへくと てそえそ, ねてそいふ つかうかちそさそちかこぬふ つすけちけしけつへ つ たそちあきか-
せけかす け たかちかのしけ さ てあさてけさか たあちてけくあせつさそこ うそこせふ.

』てあしけせ いふし たそてちみつかせ そてさあくそす. [ちかすしかうつさけこ うそきおへ せあたそすせけし さけてあこ-
つさそすと ちとさそうそおつてうと, ねてそ ちあせかか そせそ せか ちあく そいかはあしそ う つしとねあか せかそいにそおけ-
すそつてけ たちけこてけ せあ たそすそはへ 》にかせへみせと. 』てあしけせ たふてあしつみ といかおけてへ 〈あそ, ねてそ 
あすかちけさあせぬふ せか そつすかしみてつみ ちあくうみくあてへ いそしへのとま うそこせと けく-くあ すあしかせへさそこ 
[そちかけ け つそえしあつみてつみ せあ とちかえとしけちそうあせけか, うふえそおせそか さそすすとせけつてけねかつさそすと 
しあえかちま. ゅてそ たそくうそしけて [〉『 ちかのけてへ け てあこうあせへつさとま たちそいしかすと. 》ちけ ほてそす 
』てあしけせ おそいあうしみし, ねてそ おあきか かつしけ いそしへのあみ うそこせあ け うそくせけさせかて, «たとつてへ そせあ 
たちそけくそこおかて つかこねあつ, ねかす せあ せかつさそしへさそ しかて たそくおせかか, さそえおあ みたそせつさけこ すけしけ-
てあちけくす いとおかて うそつつてあせそうしかせ う さあねかつてうか あすかちけさあせつさそえそ つそまくせけさあ け さそえおあ 
』そかおけせかせせふか ぃてあてふ け ったそせけみ たそしとねあて うそかせせふこ たしあぬおあちす せあ さそせてけ-
せかせてか う うけおか しけつふせすあせそうつさそこ [そちかけ».

】えそうそちふ たちそおそしきあしけつへ おうか せかおかしけ, け しけのへ さそえおあ 〈そつさうあ たそしせそつてへま 
そてねあみしあつへ け おあしあ さそすあせおと [けす ¨ち 』かせと ほうあさとけちそうあてへつみ, 》かさけせ うつか-てあさけ 
つそえしあつけしつみ (13 そさてみいちみ 1950 えそおあ) たそすそねへ [〉╉『. 』』』『, つそ つうそかこ つてそちそせふ, 
そいみくあしつみ つせあいおけてへ さけてあこつさけか うそこつさあ そちときけかす け そいかつたかねけてへ けす たちけ-
さちふてけか つ うそくおとにあ. 』そえしあつせそ けすかまはけすつみ あちにけうせふす おあせせふす とたそすみせとてそか 
ちかのかせけか おあしそつへ 》かさけせと せかしかえさそ.

》そつしか うつてとたしかせけみ さけてあこつさけに «おそいちそうそしへぬかう» う うそこせと そいつてあせそうさあ 
ちかくさそ けくすかせけしあつへ. [あきおふこ せそうふこ とつたかに さけてあこぬかう せあ たそしか いちあせけ とつけ-
しけうあし そたてけすけくす 》にかせへみせあ け 》かさけせあ. [ さそせぬと みせうあちみ 1951 えそおあ, そおせあさそ, 
ほこなそちけみ つてあしあ けつたあちみてへつみ け うつさそちか つすかせけしあつへ うそしせかせけみすけ, たかちかにそおみ-
はけすけ う たあせけさと. ╉そさとすかせてふ つうけおかてかしへつてうとまて そ うそくちあつてあうのかす ちあくおちあきか-
せけけ さそすすとせけつてけねかつさけに つそまくせけさそう う そてせそのかせけけ おちとえ おちとえあ. [けてあこぬふ 
け つかうかちそさそちかこぬふ おそせけすあしけ [ちかすしへ たちそつへいあすけ そ せあたちあうしかせけけ せあ なちそせて 
うつか せそうふに つそうかてせけさそう, しかてねけさそう, さそすあせおけちそう. 》ちそつけしけ そせけ け そちときけか.
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〈そつさうあ おあうあしあ そちときけみ つてそしへさそ, つさそしへさそ いふしあ う つそつてそみせけけ. 《おせそ-
うちかすかせせそ 』てあしけせ うつか きかつてねか さちけてけさそうあし たあちてせかちそう くあ せかたちあうけしへせふか 
すかてそおふ うかおかせけみ うそこせふ, てちかいそうあし けくすかせかせけこ う つてちとさてとちか け そちえあせけくあ-
ぬけけ さけてあこつさそ-つかうかちそさそちかこつさけに うそこつさ. [ けませま 1951 えそおあ そいつてあせそうさあ 
せあ なちそせてか つてあしあ せあつてそしへさそ いかくせあおかきせそこ, ねてそ さそすすとせけつてふ くあえそうそちけしけ 
せあさそせかぬ そ たかちかすけちけけ.

》かさけせ け 》にかせへみせ つ つあすそえそ せあねあしあ たかちかえそうそちそう いふしけ くあけせてかちかつそうあせふ 
う すけちか せあ とつしそうけみに うそつつてあせそうしかせけみ たちかおうそかせせそえそ つてあてとつ-さうそ. 〉そ つそ 
つてそちそせふ 』てあしけせあ たちそつすあてちけうあしあつへ くあけせてかちかつそうあせせそつてへ う たちそおそしきかせけけ 
[そちかこつさそこ うそこせふ. 《せ そさあくふうあし すそはせふこ せあきけす せあ 》にかせへみせ, つてちかすみつへ 
たそおあうけてへ たあぬけなけつてつさけか てかせおかせぬけけ う 』かうかちせそこ [そちかか. 5 けませみ 1951 えそおあ 
』てあしけせ せあたちあうけし 〈あそ をくほおとせと つしかおとまはかか たそつしあせけか:

«》ちそおそしきかせけか うそこせふ う [そちかか たそくうそしけて さけてあこつさけす うそこつさあす せあとねけてへつみ 
つそうちかすかせせそすと うそかせせそすと けつさとつつてうと せあ たそしか いちあせけ, あ, うそ-うてそちふに, ほてあ 
うそこせあ つそてちみつあかて ちかきけす 【ちとすほせあ う ╅すかちけさか け たそおちふうあかて うそかせせふこ 
あうてそちけてかて あせえしそ-あすかちけさあせつさけに うそこつさ».

》そくおせかか, 20 あうえとつてあ 1952 えそおあ, う いかつかおか つ ぁきそと ゅせへしあかす 』てあしけせ くあみうけし:

«ゅてあ うそこせあ たそちてけて さちそうへ あすかちけさあせぬあす. 』かうかちそさそちかこぬふ せけねかえそ せか 
たちそけえちあしけ, さちそすか きかちてう, さそてそちふか そせけ たそせかつしけ う ほてそこ うそこせか... 〉ときせあ 
うふおかちきさあ, てかちたかせけか, さそせかねせそ, せあおそ たそせけすあてへ さそちかこぬかう — と せけに すせそえそ 
きかちてう. 〉そ けす せあおそ ちあくひみつせみてへ, ねてそ ほてそ おかしそ いそしへのそか... ╇そこせあ う [そちかか 
たそさあくあしあ つしあいそつてへ あすかちけさあせぬかう... ╅すかちけさあせぬふ うそそいはか せか つたそつそいせふ 
うかつてけ いそしへのとま うそこせと, そつそいかせせそ たそつしか [そちかこつさそこ うそこせふ... ╅すかちけさあ せか 
すそきかて たそいかおけてへ すあしかせへさとま [そちかま... ╅すかちけさあせかぬ — ほてそ さとたかぬ. [あき-
おふこ あすかちけさあせつさけこ つそしおあて — つたかさとしみせて, くあせけすあかてつみ さとたしかこ け たちそおあ-
きかこ. 〉かすぬふ う 30 おせかこ くあうそかうあしけ ‒ちあせぬけま. 』ぃ╅ ときか おうあ えそおあ せか すそえとて 
つたちあうけてへつみ つ すあしかせへさそこ [そちかかこ. [あさあみ きか ほてそ つけしあ? ╈しあうせそか うそそちと-
きかせけか あすかちけさあせぬかう — ほてそ ねとしさけ, つけえあちかてふ け たちそねけか てそうあちふ おしみ たちそ-
おあきけ... 』 すあしかせへさそこ [そちかかこ うそままて, あ う 』ぃ╅ ときか たしあねとて. ぁてそ きか いとおかて, 
かつしけ そせけ せあねせとて いそしへのとま うそこせと? 【そえおあ, たそきあしとこ, うつか いとおとて たしあさあてへ».

』ちあくと たそつしか つすかちてけ 』てあしけせあ [ちかすしへ そてさあくあしつみ そて たしあせそう たちそおそしきかせけみ 
うそこせふ う [そちかか. 19 すあちてあ 1953 えそおあ 』そうかて 〈けせけつてちそう 』』』『 とてうかちおけし たそつしあ-
せけか 〈あそ をくほおとせと け [けす ¨ち 』かせと, う さそてそちそす, う ねあつてせそつてけ, えそうそちけしそつへ:

«』そうかてつさそか たちあうけてかしへつてうそ たちけのしそ さ うふうそおと, ねてそ いふしそ いふ せかたちあ-
うけしへせそ たちそおそしきあてへ たちかきせまま しけせけま う ほてそす うそたちそつか... 〉あのけ せあちそおふ 
くあけせてかちかつそうあせふ う とさちかたしかせけけ すけちあ うそ うつかす すけちか... 〈ふ おそしきせふ 
おそいけてへつみ うふにそおあ [そちかけ け [けてあみ けく ほてそこ うそこせふ...».
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[そえおあ [けす ¨ち 』かせ いふし そくせあさそすしかせ つ たそつしあせけかす [ちかすしみ, «そせ そねかせへ 
うそくいとおけしつみ け ほすそぬけそせあしへせそ うそつさしけさせとし, ねてそ いふし つねあつてしけう とつしふのあてへ 
にそちそのけか せそうそつてけ». ╇ いかつかおか つ つそうかてつさけすけ たちかおつてあうけてかしみすけ, おそつてあうけう-
のけすけ たそつしあせけか, つかうかちそさそちかこつさけこ ちとさそうそおけてかしへ たそおねかちさせとし, ねてそ «たちかお-
しそきかせけか 〈そつさうふ せかそいにそおけすそ そつとはかつてうけてへ さあさ すそきせそ いふつてちかか, せあつてあしあ 
たそちあ たちそみうけてへ けせけぬけあてけうと たそ つさそちかこのかすと そさそせねあせけま うそこせふ う [そちかか 
け おそつてけきかせけま すけちあ... せふせかのせみみ つけてとあぬけみ せか そてうかねあかて けせてかちかつあす せけ 
[〉╉『, せけ [〉『, せけ うつかえそ おかすそさちあてけねかつさそえそ しあえかちみ».

》ちけつてあしへせそか うせけすあせけか くあちといかきせそこ せあとねせそこ そいはかつてうかせせそつてけ け 』〈¨ 
たちけうしかさしけ けくふつさあせけみ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ う そいしあつてけ えかせかくけつあ うそつつてあせそう-
しかせけみ おけたしそすあてけねかつさけに そてせそのかせけこ すかきおと 〈そつさうそこ け 』かとしそす, そてつとて-
つてうそうあうのけに うたしそてへ おそ さそせぬあ 1980-に えそおそう*. 《つせそうふうあみつへ せあ あちにけうせふに 
すあてかちけあしあに け おちとえけに ぬかせせふに けつてそねせけさあに, そせあ たちけにそおけて さ うふうそおと, ねてそ 
さ せあねあしと 1960-に えそおそう う そてせそのかせけみに つそまくせけさそう, 〈そつさうふ け 》にかせへみせあ, 
うそくせけさしけ つかちへかくせふか けおかそしそえけねかつさけか け たそしけてけねかつさけか たちそてけうそちかねけみ. 
』そうかてつさけこ ちとさそうそおけてかしへ 〉.』. ｠ちとはかう そたあつあしつみ, ねてそ しかうあぬさあみ しけにそちあおさあ, 
そにうあてけうのあみ てそえおあ 》かさけせ け 》にかせへみせ, すそきかて たちけうかつてけ ╉あしへせけこ ╇そつてそさ 
さ そねかちかおせそすと たそきあちと うそこせふ. 』しかおとまはけこ しけおかち, ].¨. ╆ちかきせかう, たふてあしつみ 
たかちかてみせとてへ [〉╉『 せあ つうそま つてそちそせと. 』かうかちせあみ [そちかみ ちあつつすあてちけうあしあつへ けす 
う さあねかつてうか つてちあてかえけねかつさそえそ つそまくせけさあ, おあしへせかうそつてそねせそえそ いあつてけそせあ う えしそ-
いあしへせそこ さそせなちそせてあぬけけ つ 』ぃ╅. ¨つたふてふうあみ せかえあてけうせふか ほすそぬけけ う つうみくけ 
つ たそしけてけさそこ «ねとねにか» け «さとしへてそす しけねせそつてけ» [けす ¨ち 』かせあ, 〈そつさうあ てかす せか 
すかせかか たちそおそしきあしあ たそすそえあてへ [〉╉『 け けえせそちけちそうあてへ 『かつたといしけさと [そちかみ.

》ちけにそお さ うしあつてけ う 1985 えそおと 〈.』. ╈そちいあねかうあ たそせあねあしと せか うせかつ けくすかせか-
せけこ うそ うくあけすそそてせそのかせけみ う ちあすさあに «てちかとえそしへせけさあ» 〈そつさうあ — 》にかせへみせ — 
》かさけせ. 〈.』. ╈そちいあねかう けつさちかせせか つてちかすけしつみ さ とさちかたしかせけま つそてちとおせけねかつてうあ 
つそ うつかすけ さそすすとせけつてけねかつさけすけ ちかきけすあすけ, うさしまねあみ てか, さそてそちふか たそおそいせそ 
[〉╉『 つそにちあせみしけ おけつてあせぬけま すかきおと つそいそこ け 』』』『. ╇ 1985—1986 えそおふ 
つそうかてつさそ-つかうかちそさそちかこつさけか そてせそのかせけみ つてあしけ おあきか てかたしかか け てかつせかか. 〉そ 
たそくけてけうせあみ てかせおかせぬけみ たちそおそしきあしあつへ せかおそしえそ. 】きか う 1987 えそおと ちあくしけねけみ 
うそ うせかのせかたそしけてけねかつさけに けせてかちかつあに け ほうそしまぬけみ けおかそしそえけねかつさそこ け うせと-
てちけたそしけてけねかつさそこ そいつてあせそうさけ う 』そうかてつさそす 』そまくか つてあしけ たそちそきおあてへ てちか-
せけみ すかきおと たあちてせかちあすけ. 『かくさそか つそさちあはかせけか そいひかすそう つそうかてつさそこ たそすそはけ 
け せあたあおさけ せあ [〉╉『 う つそうかてつさそこ たちかつつか とつとえといしみしけ つけてとあぬけま. 《つそいふこ 
きか えせかう 》にかせへみせあ うふくふうあしあ せあちあつてあうのあみ ちあくちみおさあ う そてせそのかせけみに 〈そつさうふ 
つ 』かとしそす. 』かうかちそさそちかこつさけか うしあつてけ そにあちあさてかちけくそうあしけ とつてあせそうしかせけか おけた-
しそすあてけねかつさけに つうみくかこ すかきおと 』』』『 け 『かつたといしけさそこ [そちかみ (『[) う 1990 えそおと 
さあさ «そすかちくけてかしへせふこ, てそのせそてうそちせふこ け たそくそちせふこ あさて たちかおあてかしへつてうあ».

* Bazhanova Natalia. Soviet Policy towards South Korea under Gorbachev // Il Yung Chung (ed.). 
Korea and Russia. Towards the 21st Century. Seoul: The Sejong Institute, 1992. P. 61—112; Bazhanova 
Natalia. North Korea and Seoul-Moscow Relations // Ibid. P. 315—351.
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〉.╊. ╆あきあせそうあ つさちとたとしかくせそ たちそつしかきけうあかて ほうそしまぬけま たそおにそおあ [ちかすしみ 
さ ょきせそこ [そちかか, うふおかしみみ 10 そつせそうせふに なあさてそちそう, うしけみうのけに せあ たそくけぬけま 
〈.』. ╈そちいあねかうあ け かえそ そさちときかせけみ: 1. 》そつてかたかせせふこ たかちかにそお 『[ そて うそかせせそえそ 
あうてそちけてあちけくすあ さ おかすそさちあてけくあぬけけ たそしけてけねかつさそえそ たちそぬかつつあ. 2. 》そくけてけう-
せあみ ちかあさぬけみ せそうそえそ つかとしへつさそえそ ちとさそうそおつてうあ せあ «たかちかつてちそこさと» う 』』』『. 
3. 』すみえねかせけか たそしけてけさけ ょえあ う そてせそのかせけけ 』かうかちあ. 4. 『あつてとはあみ てみえあ 
』かとしあ さ つあすそつてそみてかしへせそつてけ う そてせそのかせけみに つ 』ぃ╅. 5. 》ちそみうしかせけか つけす-
たあてけこ う まきせそさそちかこつさそす そいはかつてうか さ 』そうかてつさそすと 』そまくと. 6. 〉あちあつてあせけか 
けせてかちかつあ う 〈そつさうか さ そたふてと ほさそせそすけねかつさそえそ つてちそけてかしへつてうあ う 『[. 7. 『そつて 
たちけてみえあてかしへせそつてけ おしみ 』』』『 てそちえそうそ-ほさそせそすけねかつさけに つうみくかこ つ あくけあてつさけす 
«てけえちそす». 8. 〉かおそうそしへつてうそ う [ちかすしか さつかせそなそいつさそこ しけせけかこ 》にかせへみせあ, かえそ 
せかえあてけうせふす うそつたちけみてけかす つそうかてつさそこ «たかちかつてちそこさけ». 9. 》ちけすかち [けてあみ, 
せあちあはけうあうのかえそ おかしそうふか さそせてあさてふ つ 『[. 10. ╇ふえそおせふか たちかおしそきかせけみ 
まきせそさそちかこつさけに なけちす つそうかてつさけす さそせてちあえかせてあす — さあさ えそつとおあちつてうかせせふす, 
てあさ け せあちそきおあうのけすつみ ねあつてせふす.

『あいそてふ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ せあ ほてと てかすふ うふくうあしけ そえちそすせふこ けせてかちかつ つちかおけ 
つたかぬけあしけつてそう, けせてかちかつとまはけにつみ さそちかこつさそこ (け つそうかてつさそこ/ちそつつけこつさそこ) たちそ-
いしかすあてけさそこ. 》ちあさてけねかつさけ うつか うかおとはけか たかちけそおけねかつさけか けくおあせけみ け てかしかさそす-
たあせけけ ょきせそこ [そちかけ け ったそせけけ いとさうあしへせそ あてあさそうあしけ 〉あてあしへま つ たちそつへいあすけ 
たそおかしけてへつみ あちにけうせふすけ おそさとすかせてあすけ, けつたそしへくそうあせせふすけ う とたそすみせとてふに 
うふのか ちあいそてあに, うせそうへ, さあさ けく ちそえあ けくそいけしけみ, たそつふたあしけつへ たちかおしそきかせけみ そい 
とねあつてけけ う おそさとすかせてあしへせふに なけしへすあに, てかしかつかちけあしあに, たちかつつ-さそせなかちかせぬけみに 
け けせてかちうへま, つそうすかつてせふに えちあせてあに. ╇ ちみおか つしとねあかう 〉.╊. ╆あきあせそうあ つそえしあのあ-
しあつへ け つてあせそうけしあつへ あうてそちそす, つそあうてそちそす, とねあつてせけさそす たちそかさてそう. 》ちけねかす 
てちとおふ 〉あてあしへけ そいけしへせそ ぬけてけちそうあしけつへ. 【あさ, けくうかつてせふこ あすかちけさあせつさけこ 
たといしけぬけつて, きとちせあしけつて, ちかおあさてそち, あうてそち おかつみてさそう いかつてつかししかちそう たそ すかきおと-
せあちそおせふす たちそいしかすあす ╉そせあしへお 《いかちおそちなかち う つうそかこ させけえか «╉うか [そちかけ»* 
56 ちあく (!!) ぬけてけちそうあし 〉あてあしへけせふ てちとおふ, たちけ ほてそす せか つさとたみつへ せあ さそすたしけ-
すかせてふ う かか あおちかつ. 《せ, う ねあつてせそつてけ, たそおねかちさけうあし:

«〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ, ちそつつけこつさけこ ほさつたかちて たそ さそちかこつさけす たちそいしかすあす, 
けくとねけう えそつとおあちつてうかせせふか け たあちてけこせふか あちにけうふ 』』』『, たそおえそてそうけしあ 
うふおあまはけこつみ せあとねせふこ てちとお “』かうかちせあみ [そちかみ け そてせそのかせけみ たそ しけせけけ 
』かとし—〈そつさうあ”, さそてそちふこ おそしきかせ つてあてへ そてたちあうせそこ てそねさそこ たちけ けつつしか-
おそうあせけけ つそいふてけこ せあ [そちかこつさそす たそしとそつてちそうか う 1970—1980-に えそおあに»**.

╇かおとはけこ みたそせつさけこ さそちかかうかお ｠あちとさけ ╇あおあ, う つうそま そねかちかおへ, にあちあさ-
てかちけくとかて 〉あてあのけせふ けつつしかおそうあせけみ そてせそのかせけこ う ちあすさあに てちかとえそしへせけさあ 
』』』『—[〉╉『—『[ さあさ «あいつそしまてせそ たけそせかちつさけか, う うふつのかこ つてかたかせけ えしと-

* Oberdorfer Don. The Two Koreas. New York: Basic Books, 2001. — 602 p.
** Ibid. P. 481.
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いそさけか け たちそくそちしけうふか», さあさ «えしあうせふこ けつてそねせけさ たそ けくとねかせけま つそうちかすかせ-
せふに すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ せあ ╉あしへせかす ╇そつてそさか», さあさ «さしあおかくへ» 
とせけさあしへせそこ けせなそちすあぬけけ たそ そいひみつせかせけま うけ́おかせけみ うせかのせかえそ すけちあ けく 
〈そつさうふ»*.

ったそせつさあみ てかしかさそすたあせけみ NHK, とたそちせそ おそいけうあうのあみつみ 〉あてあのけせそえそ 
とねあつてけみ う すせそえそつかちけこせそす なけしへすか そ [そちかか, う いかつねけつしかせせふに たけつへすあに 
さ せかこ せかけくすかせせそ つつふしあしあつへ せあ たちそなかつつけそせあしへせそか すせかせけか うかおとはけに ほさつ-
たかちてそう すけちあ: 〉.╊. ╆あきあせそうあ おそしきせあ つてあてへ えしあうせふす おかこつてうとまはけす しけぬそす 
おあせせそえそ たちそかさてあ (たそ ちみおと たちけねけせ けつつしかおそうあてかしへせけぬあ そてさあくあしあつへ).

〉かつさそしへさそ なとせおあすかせてあしへせふに てちとおそう たそつうみてけしあ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ 
ちあくうけてけま そてせそのかせけこ つ おうとすみ さそちかこつさけすけ えそつとおあちつてうあすけ う たそつてつそうかて-
つさけこ たかちけそお. ╅せあしけくけちとみ けに, せかしへくみ せか つそえしあつけてへつみ つ さそししかえそこ, ねてそ たそつしか 
ちあつたあおあ 』』』『 たかちうそか たちあうけてかしへつてうそ たそつてつそうかてつさそこ 『そつつけけ たかちかそちけかせ-
てけちそうあしそ うせかのせまま たそしけてけさと せあ つそてちとおせけねかつてうそ つ ′あたあおそす け おちとえけすけ 
つてあいけしへせふすけ, とすかちかせせふすけ け ほさそせそすけねかつさけ つけしへせふすけ えそつとおあちつてうあすけ. 
〉かすあしそうあきせそか すかつてそ う ほてそこ たそしけてけさか そてうそおけしそつへ ょきせそこ [そちかか. 『そつつけみ 
ちあつつねけてふうあしあ せあ まきせそさそちかこつさけか くあこすふ け ねあつてせふか けせうかつてけぬけけ う そいすかせ 
せあ たちけちそおせふか ちかつとちつふ, さそつすけねかつさけか け うそかせせふか てかにせそしそえけけ, そつてあうのけかつみ 
つ つそうかてつさけに うちかすかせ. ╇ たそしけてけねかつさそす たしあせか 〈そつさうあ ちあつつすあてちけうあしあ 『[ 
う さあねかつてうか さあせあしあ とさちかたしかせけみ ちそつつけこつさけに たそくけぬけこ う ╅くけあてつさそ-【けにそ-
そさかあせつさそす ちかえけそせか. ╆とちせそ ちあくうけうあしけつへ えとすあせけてあちせふか つうみくけ, ねかすと つたそ-
つそいつてうそうあしそ, う ねあつてせそつてけ, たちそきけうあせけか せあ てかちちけてそちけけ いふうのかえそ 』』』『 
600-てふつみねせそこ さそちかこつさそこ そいはけせふ.

〉.╊. ╆あきあせそうあ そてすかねあかて, ねてそ せあ たかちうふに たそちあに う ちそつつけこつさそ-まきせそさそ-
ちかこつさけに そてせそのかせけみに つしそきけしあつへ たちみすそ-てあさけ とせけさあしへせあみ つけてとあぬけみ: たあち-
てせかちふ そぬかせけうあしけ おそつてけきかせけみ おちとえ おちとえあ うふのか, ねかす つうそけ つそいつてうかせせふか, 
けつたふてふうあみ たちけ ほてそす つけしへせふか うくあけすせふか つけすたあてけけ. 》そつてかたかせせそ, そおせあさそ, 
ほこなそちけみ たそのしあ せあ といふしへ. 〈かきおと つてそちそせあすけ うそくせけさしけ うつてちかねせふか たちか-
てかせくけけ ほさそせそすけねかつさそえそ にあちあさてかちあ. [ちそすか てそえそ, 』かとし つしけのさそす せあきけすあし 
せあ 〈そつさうと, おそいけうあみつへ そて せかか そてさあくあ そて うそかせせふに そいみくあてかしへつてう 》にかせへみせと たそ 
╉そえそうそちと 1961 えそおあ. 》ちそみうけしけつへ け おちとえけか ちあくせそえしあつけみ.

【かす せか すかせかか ちそつつけこつさそ-まきせそさそちかこつさそか つそてちとおせけねかつてうそ たちそおそしきあしそ 
せあいけちあてへ そいそちそてふ. 『あくせそえしあつけみ きか すかきおと 〈そつさうそこ け 』かとしそす さあくあしけつへ 
てちけうけあしへせふすけ せあ なそせか とえしといしみうのかえそつみ ちあつさそしあ すかきおと 『‒ け [〉╉『. 
》そおそちうあせせふか かはか う たそくおせけこ えそちいあねかうつさけこ たかちけそお ちそつつけこつさそ-つかうかちそ-
さそちかこつさけか そてせそのかせけみ おそつてけえしけ さちけくけつせそえそ たけさあ たそつしか つすかせふ うしあつてけ 
う 『そつつけけ. 『そつつけこつさけか おかすそさちあてふ せか けつたふてふうあしけ せけさあさけに つけすたあてけこ 
さ てそてあしけてあちせそすと ちかきけすと う 》にかせへみせか. ╇ふおうけえあしつみ あちえとすかせて, ねてそ 『そつつけけ 
つしかおとかて おかちきあてへつみ さあさ すそきせそ おあしへのか そて «すかきおとせあちそおせそえそ たあちけけ» つ てかす, 

* Haruki Wada. Russia and the Korean Peninsula. Tokyo: University of Tokyo press, 1996. P. 5, 8, 11.
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ねてそいふ «せか たそくそちけてへつみ» う えしあくあに すけちそうそえそ そいはかつてうかせせそえそ すせかせけみ け いとおと-
はけに おかすそさちあてけねかつさけに しけおかちそう かおけせそこ [そちかけ. [ちかすしへ うそくすとはあしつみ さそせ-
なちそせてあぬけそせせそこ たそくけぬけかこ 》にかせへみせあ う すかきさそちかこつさけに そてせそのかせけみに. ╆ふしそ 
ちかのかせそ たちけそつてあせそうけてへ うそかせせそか つそてちとおせけねかつてうそ つ [〉╉『, たちかさちあてけてへ 
ほさそせそすけねかつさとま たそすそはへ かこ.

』かうかちそさそちかこつさそか ちとさそうそおつてうそ きか せか たちそつてそ いふしそ のそさけちそうあせそ たかちか-
すかせあすけ う 『そつつけけ け そてさあくそす 〈そつさうふ たそすそえあてへ せそすけせあしへせそすと つそまくせけさと. 
╇ 》にかせへみせか つてあしけ そたあつあてへつみ, ねてそ ちそつつけこつさけか あせてけさそすすとせけつてふ たちけつそ-
かおけせみてつみ さ つえそうそちと 』かとしあ, ╇あのけせえてそせあ け 【そさけそ, せあたちあうしかせせそすと せあ 
とせけねてそきかせけか «つそぬけあしけくすあ» せあ さそちかこつさそこ くかすしか. 〉かえあてけうせふか ねとうつてうあ とつけ-
しけうあしけつへ う つうみくけ つ さあてあつてちそなけねかつさそこ つけてとあぬけかこ う ほさそせそすけさか [〉╉『, つしそ-
きけうのかこつみ う てそす ねけつしか け う ちかくとしへてあてか たちかさちあはかせけみ ちそつつけこつさそこ たそすそはけ.

╇ 1993 えそおと さちけくけつ う そてせそのかせけみに 〈そつさうふ つ 》にかせへみせそす かはか いそしへのか 
とえしといけしつみ けく-くあ そてさあくあ [〉╉『 つそいしまおあてへ たそしそきかせけみ ╉そえそうそちあ そ せかちあつ-
たちそつてちあせかせけけ みおかちせそえそ そちときけみ. ╇ そてうかて せあ おあうしかせけか け とえちそくふ ちそつ-
つけこつさそえそ たちあうけてかしへつてうあ たそおおかちきあてへ すかきおとせあちそおせふか つあせさぬけけ 』かうかちせあみ 
[そちかみ たちそうそくえしあつけしあ 50-すけしへせとま うそかせせとま くそせと う ったそせつさそす すそちか, ねてそ 
とおあちみしそ たそ けせてかちかつあす 〈そつさうふ け つそくおあうあしそ そたあつせそつてへ うそかせせふに つてそしさせそ-
うかせけこ すかきおと «つそまくせけさあすけ». 《いそつてちみしけつへ てちかせけみ たそ ちみおと おちとえけに うあき-
せふに うそたちそつそう.

[ つかちかおけせか 1990-に えそおそう, そおせあさそ, そいつてあせそうさあ つてあしあ すかせみてへつみ. 『そつ-
つけこつさけか ちかなそちすふ くあいとさつそうあしけ, け けに あうてそちふ-おかすそさちあてふ たそてかちみしけ たそたと-
しみちせそつてへ う つてちあせか. ╇そ うしあつてせふに つてちとさてとちあに 『そつつけけ うそくそいしあおあしけ つけしふ, 
さそてそちふか つ つあすそえそ せあねあしあ つそすせかうあしけつへ う たちあうけしへせそつてけ たちそくあたあおせそえそ 
うせかのせかたそしけてけねかつさそえそ さとちつあ. [ てそすと きか いそしへのけせつてうそ ちそつつけみせ さ つかちか-
おけせか 1990-に えそおそう ちあくそねあちそうあしそつへ う くあたあおせふに たあちてせかちあに. ╇ 〈そつさうか うそく-
せけさしあ てみえあ さ さそちちかさてけちそうさか うせかのせかたそしけてけねかつさそえそ さとちつあ, う ねあつてせそつてけ 
さ うそつつてあせそうしかせけま つうみくかこ つ いふうのけすけ つそまくせけさあすけ け たそたとてねけさあすけ 』』』『 
う ╅くけけ け せあ おちとえけに さそせてけせかせてあに. ╆ふしそ たちけくせあせそ ぬかしかつそそいちあくせふす せそち-
すあしけくそうあてへ そてせそのかせけみ け つ [〉╉『.

》そ-せあつてそみはかすと ほてそて たちそぬかつつ せあねあしつみ, うたちそねかす, てそしへさそ たちけ つしかおとま-
はかす ちそつつけこつさそす たちかくけおかせてか, ╇.╇. 》とてけせか. 》ちけおみ さ うしあつてけ う 2000 えそおと, 
そせ くあさちかたけし てかせおかせぬけけ, さそてそちふか せあねあしけ たちそいけうあてへ つかいか おそちそえと うそ 
うせかのせかこ たそしけてけさか 『そつつけけ う たそくおせけこ かしへぬけせつさけこ たかちけそお. 〉そうふこ たちか-
くけおかせて たちそうそくえしあつけし すせそえそうかさてそちせとま け ついあしあせつけちそうあせせとま うせかのせかたそ-
しけてけねかつさとま つてちあてかえけま. ╅【『 さうあしけなけぬけちとかてつみ てかたかちへ さあさ ちあうせふこ たそ 
うあきせそつてけ ′あたあおと. ╇つしかお くあ そてせそのかせけみすけ つ [けてあかす け ったそせけかこ たちけそちけてか-
てそす 〈そつさうふ う ちかえけそせか みうしみかてつみ [そちかみ. 『そつつけみ たちかつしかおとかて せあ さそちかこつさそす 
せあたちあうしかせけけ つしかおとまはけか ぬかしけ:

1. 』すみえねかせけか せあたちみきかせせそつてけ, せかおそたとはかせけか せそうそこ うそこせふ せあ たそしと-
そつてちそうか.
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2. 》ちかおそてうちあはかせけか ちあつたちそつてちあせかせけみ う [そちかか そちときけみ すあつつそうそえそ 
とせけねてそきかせけみ, さそてそちそか ねちかうあてそ さあてあつてちそなけねかつさけすけ たそつしかおつてうけ-
みすけ おしみ ╅【『 け うつかえそ すけちあ.

3. ¨つたそしへくそうあせけか さそちかこつさそえそ なあさてそちあ う ほさそせそすけねかつさけに けせてかちかつあに 
『そつつけけ, たちかきおか うつかえそ おしみ すそおかちせけくあぬけけ かか うそつてそねせふに ちかえけそせそう.

4. ╇そつつてあせそうしかせけか ちそつつけこつさそえそ うしけみせけみ せあ [そちかこつさそす たそしとそつてちそうか 
け う 』かうかちそ-╇そつてそねせそこ ╅くけけ う ぬかしそす.

《おせけす けく さしまねかうふに ほしかすかせてそう すけちせそえそ せあつてとたしかせけみ 〈そつさうふ せあ 
たそしとそつてちそうか みうけしそつへ うそつつてあせそうしかせけか たそおそちうあせせふに そてせそのかせけこ つ [〉╉『. 
』 てそねさけ くちかせけみ ちそつつけこつさそえそ ちとさそうそおつてうあ ほてそ たそくうそしみかて 》にかせへみせと そはと-
てけてへ つかいみ う いそしへのかこ いかくそたあつせそつてけ, あ くせあねけて, いとおかて つたそつそいつてうそうあてへ いそしかか 
ちあぬけそせあしへせそすと, えけいさそすと け さそせつてちとさてけうせそすと たそうかおかせけま つかうかちそさそちかこ-
ぬかう う さそせてあさてあに つ 』かとしそす け そつてあしへせふす すけちそす. 】しとねのかせけか そてせそのかせけこ 
そてさちふうあかて てあさきか うそくすそきせそつてへ おしみ 『そつつけけ ほななかさてけうせかか うそくおかこつてうそうあてへ 
せあ しけせけま 》にかせへみせあ う つなかちか せあぬけそせあしへせそこ いかくそたあつせそつてけ, うさしまねあみ みおかち-
せふこ うそたちそつ.

ぁてそ さあつあかてつみ ほさそせそすけねかつさそこ つなかちふ, てそ 『そつつけみ う そたちかおかしかせせそこ つてか-
たかせけ ちあくそねあちそうあせあ つさちそすせふすけ ちかくとしへてあてあすけ つそてちとおせけねかつてうあ つ ょきせそこ 
[そちかかこ. ╇そくせけさしあ けおかみ といかおけてへ [〉╉『 うそつつてあせそうけてへ てちあせつたそちてせふか あちてか-
ちけけ つ 『[, たちそおしけう けに せあ てかちちけてそちけま 『そつつけけ. 【あさけす そいちあくそす, たそしあえあまて 
ちそつつけこつさけか ほさそせそすけつてふ, さそちかこつさそか せあたちあうしかせけか せあねせかて たちけせそつけてへ そつみ-
くあかすふか ほさそせそすけねかつさけか たしそおふ. 》かちつたかさてけうせふすけ つねけてあまてつみ たちそかさてふ たそ 
ちあくちあいそてさか えあくそうふに すかつてそちそきおかせけこ う 『そつつけけ け ほさつたそちてと えあくあ う そいか [そちかけ. 
』かうかち けせてかちかつとかて 〈そつさうと け さあさ たそつてあうはけさ おかのかうそこ ちあいそねかこ つけしふ, け さあさ 
おそしきせけさ, つ さそてそちそえそ つしかおとかて うくふつさあてへ 4 すけししけあちおあ おそししあちそう, «くあうけつ-
のけに» つ つそうかてつさけに うちかすかせ.

】ねけてふうあかてつみ け てそ そいつてそみてかしへつてうそ, ねてそ たそてかちみ ちふねあえそう うしけみせけみ 『そつ-
つけけ せあ [〉╉『 たちけうかしあ さ たあおかせけま ちそつつけこつさそえそ たちかつてけきあ う ょきせそこ 
[そちかか, そいはかすと そつしあいしかせけま せあのけに たそくけぬけこ せあ [そちかこつさそす たそしとそつてちそうか 
け う 』かうかちそ-╇そつてそねせそこ ╅くけけ う ぬかしそす. 『そつつけま たかちかつてあしけ うそつたちけせけすあてへ 
う さあねかつてうか «うあきせそえそ けえちそさあ» う たそしけてけねかつさそこ きけくせけ ちかえけそせあ.

『かあしへせそか ついしけきかせけか すかきおと 〈そつさうそこ け 》にかせへみせそす せあねあしそつへ 
う 2000 えそおと. 』てそちそせふ くあさしまねけしけ, せあさそせかぬ, たそつしか せかつさそしへさけに しかて つしそき-
せふに たかちかえそうそちそう, せそうふこ おそえそうそち. 《せ くあすかせけし とつてあちかうのけこ おそさとすかせて 
1961 えそおあ, たそ さそてそちそすと 』』』『 け [〉╉『 いふしけ うそかせせふすけ つそまくせけさあすけ. 
》そ せそうそすと おそえそうそちと つてそちそせふ つそえしあつけしけつへ たそおおかちきけうあてへ せそちすあしへせふか 
すかきえそつとおあちつてうかせせふか そてせそのかせけみ. ╇つさそちか たそつしか くあさしまねかせけみ おそえそうそちあ 
たちかくけおかせて 『そつつけけ ╇.╇. 》とてけせ せあせかつ そなけぬけあしへせふこ うけくけて う 』かうかちせとま 
[そちかま (19—20 けましみ 2000 えそおあ), たかちうふこ たそおそいせふこ うけくけて くあ うつま けつてそちけま 
おうとつてそちそせせけに そてせそのかせけこ.
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╇ にそおか たちかいふうあせけみ ╇.╇. 》とてけせあ う [〉╉『 つてそちそせふ たちそおかすそせつてちけちそ-
うあしけ ちかのけすそつてへ そつてあうけてへ うくあけすせふか たちかてかせくけけ う たちそのしそす け おうけえあてへつみ 
うたかちかお. 《せけ つそえしあつけしけつへ ちあくうけうあてへ つそてちとおせけねかつてうそ う たちあさてけねかつさけに 
そいしあつてみに つ あさぬかせてそす せあ うそつつてあせそうしかせけか きかしかくせそおそちそきせそえそ つそそいはかせけみ 
おうとに [そちかこ つ うそつてそねせふすけ ちあこそせあすけ 『そつつけけ. 〈そつさうあ たそおねかちさせとしあ くあけせ-
てかちかつそうあせせそつてへ う たちそおそしきかせけけ おけあしそえあ 』かうかちあ つ ょえそす, えそてそうせそつてへ, たちけ 
せかそいにそおけすそつてけ, つたそつそいつてうそうあてへ ほてそすと おけあしそえと.

《きけうけう おけあしそえ つ [〉╉『, 『そつつけみ たあちあししかしへせそ たちそおそしきあしあ とおかしみてへ 
うせけすあせけか つそてちとおせけねかつてうと つ 『[. 〈そつさうあ ちあく くあ ちあくそす おかさしあちけちそうあしあ つうそか 
そおそいちかせけか たそしけてけさか «つそしせかねせそえそ てかたしあ» [けす ╉ほ ぁきとせあ け あえけてけちそうあしあ 
』かとし あさてけうせかか たちそおうけえあてへ てちかにつてそちそせせかか ほさそせそすけねかつさそか つそてちとおせけねか-
つてうそ つ とねあつてけかす 『そつつけけ け おうとに [そちかこ. [ちかすしへ う ほてそて たかちけそお うふつてとたあし 
う ちそしけ たそつちかおせけさあ すかきおと 』かうかちそす け ょえそす, たかちかおあうあみ けに うつてちかねせふか 
たそつしあせけみ け といかきおあみ [けす ぁかせ ¨ちあ せあせかつてけ そてうかてせふこ うけくけて せあ ょえ.

╇ にそおか たかちかえそうそちそう ╇.╇. 》とてけせあ つ [けす ╉ほ ぁきとせそす う 『[ (26–28 なかう-
ちあしみ 2001 えそおあ) まきせそさそちかこつさけこ たちかくけおかせて, たそ つとはかつてうと, たそおおかちきあし, さあさ 
け [けす ぁかせ ¨ち, ちそつつけこつさとま たそくけぬけま たそ ╉そえそうそちと そ たちそてけうそちあさかてせそこ 
そいそちそせか 1972 えそおあ. 《おせけす けく うあきせふに せあたちあうしかせけこ ちそつつけこつさそ-まきせそさそ-
ちかこつさけに そてせそのかせけこ つてあしそ うそかせせそか つそてちとおせけねかつてうそ: うけくけてふ せあ うふつのかす 
うそかせせそす とちそうせか, つそうすかつてせふか とねかせけみ, さそせつとしへてあぬけけ, たそつてあうさけ うそそちときか-
せけこ, つてあきけちそうさけ う うそかせせふに あさあおかすけみに け て.た.

《つそいそえそ うせけすあせけみ け とうあきかせけみ くあつしときけうあかて おそさしあお, たそおえそてそうしかせせふこ 
〉.╊. ╆あきあせそうそこ たそ くあさあくと ╅つつそぬけあぬけけ ちそつつけこつさけに いあせさそう け [そちかこつさそえそ 
なそせおあ «Potential for Cooperation between Russia and the R.O.K.» (Mos-
cow-Seoul, 2007. 103 p.). ╇ せかす おかてあしへせそ けつつしかおそうあせふ うつか たかちつたかさてけうせふか 
せあたちあうしかせけみ てそちえそうそ-ほさそせそすけねかつさそえそ つそてちとおせけねかつてうあ すかきおと 『‒ け 『[ — 
つ あさぬかせてそす せあ すそおかちせけくあぬけま 』けいけちけ け ╉あしへせかえそ ╇そつてそさあ, そつとはかつて-
うしかせけか さちとたせふに たちそかさてそう う そいしあつてけ ほせかちえかてけさけ, うふつそさけに てかにせそしそえけこ, 
けせなちあつてちとさてとちふ. [そせさちかてせそ そいそくせあねかせふ 16 たちそかさてそう, たそしそうけせあ けく さそてそ-
ちふに つかこねあつ, せあさそせかぬ, せあねけせあかて ちかあしけくそうふうあてへつみ.

╇ けつつしかおそうあせけけ つそおかちきあてつみ てあさきか さそせさちかてせふか たちかおしそきかせけみ たそ とえしと-
いしかせけま たそしけてけねかつさけに, うそかせせふに, せあとねせふに, そいちあくそうあてかしへせふに, さとしへてとち-
せふに, えとすあせけてあちせふに つうみくかこ すかきおと おうとすみ つてちあせあすけ. 《いそつせそうあせふ うそくすそき-
せそつてけ うくあけすそおかこつてうけみ 〈そつさうふ け 』かとしあ せあ すかきおとせあちそおせそこ あちかせか け たそ 
うそたちそつあす さそちかこつさそえそ とちかえとしけちそうあせけみ, せあしあきけうあせけみ てちかにつてそちそせせかえそ 
おかしそうそえそ つそてちとおせけねかつてうあ すかきおと 『そつつけかこ け 』かうかちせそこ け ょきせそこ [そちかかこ.

╇ ちあいそてあに, たそつうみはかせせふに せかたそつちかおつてうかせせそ そてせそのかせけみす 〈そつさうふ 
つ 》にかせへみせそす, 〉あてあしへみ せかけくすかせせそ うふつてとたあしあ くあ せかとさそつせけてかしへせそか つそいしま-
おかせけか つとうかちかせけてかてあ たあちてせかちそう, うくあけすせそか とうあきかせけか さ たちあうあす け けせてかちか-
つあす おちとえ おちとえあ, くあ そてさあく そて そてせそのかせけこ たそ つにかすか «つてあちのけこ—すしあおのけこ», 
«つたそせつそち—おそせそち». ╊はか う 1990 えそおと (6 あうえとつてあ) 〉.╊. ╆あきあせそうあ そたといしけ-
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さそうあしあ う ぬかせてちあしへせそこ つそうかてつさそこ えあくかてか «》ちあうおあ» つてあてへま «〉けさあさけに 
つてあちのけに け すしあおのけに», う さそてそちそこ たちけくふうあしあ たかちかうかつてけ ちそつつけこつさそ-つかうか-
ちそさそちかこつさそか つそてちとおせけねかつてうそ せあ ちかしへつふ うくあけすそうふえそおせそつてけ. «〉けさあさけに 
うかしけさそおとのせそ たそすそえあまはけに け つすけちかせせそ たちけせけすあまはけに たそすそはへ いふてへ 
せか おそしきせそ, — たけつあしあ 〉.╊. ╆あきあせそうあ, — たそおそいせふこ てけた そてせそのかせけこ 
せかけくすかせせそ たちそうそぬけちとかて つつそちふ». 〉そ えしあうせそか, たそおねかちさけうあしそつへ う つてあてへか, 
つそくおあてへ せそうふこ なとせおあすかせて つそてちとおせけねかつてうあ — さあちおけせあしへせそ たかちかつてちそけてへ 
にそくみこつてうかせせふこ すかにあせけくす おうとに つてちあせ, つおかしあてへ かえそ そちけかせてけちそうあせせふす 
せあ ちふせそさ, たちけいふしへ, せあとねせそ-てかにせけねかつさけこ たちそえちかつつ. 】さあくふうあしそつへ け せあ 
てそ, ねてそ さあさ いふ 〈そつさうあ せけ つてあちあしあつへ たそすそねへ つそつかおと, «かすと てちとおせそ いとおかて 
ちかのあてへ つうそけ たちそいしかすふ, たそさあ つそにちあせみまてつみ たちそてけうそつてそみせけか け えそせさあ うそそ-
ちときかせけこ せあ [そちかこつさそす たそしとそつてちそうか, たそさあ [〉╉『 そつてあかてつみ たそ つとはかつてうと 
そてちかくあせせそこ そて おかしそうふに さそせてあさてそう つ いそしへのけせつてうそす せあけいそしかか ちあくうけてふに 
つてちあせ たしあせかてふ».

]かこてすそてけうそす たちそにそおみて とたそすみせとてふか うふのか てかくけつふ け ねかちかく うつか たそつしかおと-
まはけか ちあいそてふ 〉あてあのけ そ ちそつつけこつさそ-つかうかちそさそちかこつさけに そてせそのかせけみに. 《てねかて-
しけうそ つそくせあうあみ, ねてそ う さそせかねせそす つねかてか うつか う [そちかか, う てそす ねけつしか け えそてそうせそつてへ 
つかうかちそさそちかこつさけに しけおかちそう おうけえあてへつみ たそ たとてけ ちかなそちす, くあうけつけて そて うつかそいひ-
かすしまはかえそ とちかえとしけちそうあせけみ さそちかこつさそこ たちそいしかすふ たちけ とねあつてけけ くあけせてかちか-
つそうあせせふに さちとたせふに おかちきあう, 〉.╊. ╆あきあせそうあ たそつてそみせせそ おかちきあしあ う なそさとつか 
つうそかえそ うせけすあせけみ けに たそしけてけさと せあ ╉あしへせかす ╇そつてそさか. ╅すかちけさあせつさあみ つてちあ-
てかえけみ おそつさそせあしへせそ たちそあせあしけくけちそうあせあ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ う ぬかしそす 
ちみおか なとせおあすかせてあしへせふに てちとおそう (The Korean War. An Assessment of the 
Historical Record. Washington: George Washington University press, 1995; 
«╅すかちけさあ: うねかちあ け つかえそおせみ». 【. II. 〈.: ¨くうかつてけみ, 2005. 』. 543–565; Russian 
Perspective on US — N. Korean Relations // 【ほにあせ すほけしへ. 1999. づ 9. 『. 4–9; 
〉かちあくえあおあせせあみ うそこせあ XX つてそしかてけみ // Op. cit.).

ぁてそ さあつあかてつみ さけてあこつさそこ たそしけてけさけ う そてせそのかせけけ [そちかけ, てそ けく つたかぬけ-
あしへせふに ちあいそて 〉.╊. ╆あきあせそうそこ せあ ほてと てかすと つしかおとかて うふおかしけてへ なとせおあ-
すかせてあしへせふか てちとおふ, そたといしけさそうあせせふか う ょきせそこ [そちかか け う ったそせけけ*. 〉あ 
たそうかちにせそつてけ そてせそのかせけみ すかきおと [〉『 け [〉╉『 うふえしみおかしけ ねとてへ しけ せか けおか-
あしへせふすけ: つてそちそせふ たそおねかちさけうあしけ, ねてそ そせけ たそおしけせせふか つそまくせけさけ, つたあみせ-
せふか さちそうへま, たちそしけてそこ う おしけてかしへせそこ つそうすかつてせそこ ちかうそしまぬけそせせそこ いそちへいか, 
ねてそ そせけ いしけくさけ おちとえ おちとえと, «さあさ くといふ け えといふ». ′あ ほてけす さちあつけうふす なあつあ-
おそす つさちふうあしけつへ, そおせあさそ, すせそえそねけつしかせせふか ちあくしけねけみ, ちあくせそえしあつけみ け おあきか 
たちそてけうそちかねけみ, さそてそちふか 〉あてあのあ さあさ たふてしけうふこ けつつしかおそうあてかしへ とすかしそ たそお-
すかねあしあ, あせあしけくけちそうあしあ け けせてかちたちかてけちそうあしあ. ╇ せあねあしか 1980-に えそおそう 》かさけせ 
かはか せか つそうつかす ちあくおかしみし いかつたそさそこつてうそ 》にかせへみせあ たそ たそうそおと せあたちみきかせ-

* 》そおせかいかつせあみ け 』てちあせあ とてちかせせかこ つうかきかつてけ. 』かとし: ‒そせお 〈けちあ [けす ╉ほ ぁきとせあ, 1996. — 440 つ. 
(せあ さそち. みく.); [そちかこつさあみ たちそいしかすあ: さけてあこつさけこ なあさてそち. 』あたたそちそ (ったそせけみ): をかせてち さけてあこつさけに 
けつつしかおそうあせけこ, 】せけうかちつけてかて ｠そささあこおそ. 2004. — 62 つ. (せあ みた. みく.).
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せそつてけ う [そちかか, たちけくふうあし 』かうかち け ょえ さ うくあけすせふす さそすたちそすけつつあす. 』かうか-
ちそさそちかこつさそか ちとさそうそおつてうそ せかちうそくせそ ちかあえけちそうあしそ せあ てそちえそうふか け おちとえけか 
せかそなけぬけあしへせふか さそせてあさてふ [けてあみ つ ょきせそこ [そちかかこ. 》かさけせ, う つうそま そねか-
ちかおへ, うふつさあくふうあし せかおそうそしへつてうそ たそ たそうそおと とえしといしかせけみ う 1982—1984 えそおあに 
うそかせせそ-たそしけてけねかつさそえそ つそてちとおせけねかつてうあ すかきおと 》にかせへみせそす け 〈そつさうそこ.

╇そ うてそちそこ たそしそうけせか 1980-に えそおそう たそお うしけみせけかす たそつてかたかせせそこ ちあく-
ちみおさけ う つそうかてつさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけみに 》かさけせ たかちかつてあし つおかちきけうあてへ 
》にかせへみせ せあ つそうかてつさそす せあたちあうしかせけけ. ′あてそ つかうかちそさそちかこつさそか ちとさそうそおつてうそ 
せあねあしそ たちそみうしみてへ そくあいそねかせせそつてへ としとねのかせけかす そてせそのかせけこ すかきおと 』』』『 
け [〉『, てあさ さあさ 》にかせへみせ たちけうふさ つ たそしへくそこ おしみ つかいみ けえちあてへ せあ たちそてけうそ-
ちかねけみに おうとに えけえあせてつさけに つそつかおかこ. 】つけしけうあしつみ け おちとえそこ ちあくおちあきけてかしへ — 
しあうけせそそいちあくせそか せあちあつてあせけか さそせてあさてそう [〉『 つ 『[. ╇つか おあしへのか ちあつにそおけ-
しけつへ [けてあこ け 』かうかちせあみ [そちかみ う てちあさてそうさか つそぬけあしけくすあ, ほさそせそすけねかつさそこ 
たそしけてけさけ, にそてみ つかうかちそさそちかこつさそか ちとさそうそおつてうそ け たふてあしそつへ ねてそ-てそ けつたそしへ-
くそうあてへ けく そたふてあ とつたかのせふに さけてあこつさけに ちかなそちす.

╇ たそつしかおせけか えそおふ, さあさ せか ちあく そてすかねあしあ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ, [けてあこ 
いふし さちあこせか ちあくおちあきかせ さとちつそす 》にかせへみせあ せあ つそくおあせけか みおかちせそえそ そちときけみ, 
かえそ せかそたちあうおあせせそこ さつかせそなそいけかこ う そてせそのかせけけ うせかのせかえそ すけちあ, せかそいにそ-
おけすそつてへま そさあくふうあてへ ちかきけすと いかくうそくすかくおせとま すあてかちけあしへせとま たそすそはへ たちけ 
かえそ せかえそてそうせそつてけ け せかつたそつそいせそつてけ つそくおあてへ ほななかさてけうせそ おかこつてうとまはとま 
ほさそせそすけねかつさとま すそおかしへ.

╇ ちあくしけねせふに すそせそえちあなけみに け つてあてへみに 〉.╊. ╆あきあせそうそこ うふおかしみまてつみ 
えしあうせふか すそすかせてふ う みたそせつさそこ たそしけてけさか う [そちかか: つさしそせせそつてへ さ きかつてさそこ 
しけせけけ, せかきかしあせけか けおてけ せあ さそすたちそすけつつふ う そてせそのかせけけ [〉╉『, のけちそ-
さそすあつのてあいせそか つそてちとおせけねかつてうそ つ 『かつたといしけさそこ [そちかみ たちけ つそにちあせかせけけ 
と そいかけに つてそちそせ せかえあてけうせふに けつてそちけねかつさけに うそつたそすけせあせけこ, そいけお け たちかてかせ-
くけこ, せあしけねけみ つたそちあ けく-くあ そつてちそうあ 【そさてそ (【あさほつけてあ).

╇たそしせか かつてかつてうかせせそ, ねてそ あさぬかせて う けつつしかおそうあせけみに 〉.╊. ╆あきあせそうそこ 
おかしあしつみ せあ てそす, さあさ うせかのせけか おかちきあうふ おそしきせふ たそおにそおけてへ さ さそちかこつさそこ 
みおかちせそこ たちそいしかすか け さあさそこ うさしあお そせけ すそえしけ いふ うせかつてけ う ついしけきかせけか, 
あ う そておあしかせせそこ たかちつたかさてけうか け うそつつそかおけせかせけか おうとに ねあつてかこ [そちかけ*.

〉.╊. ╆あきあせそうあ ちかえとしみちせそ たそおねかちさけうあしあ, ねてそ 『そつつけみ さあてかえそちけねかつさけ 
うふつてとたあかて たちそてけう せあしけねけみ みおかちせそえそ そちときけみ せあ [そちかこつさそす たそしとそつてちそうか. 
¨すかせせそ たそほてそすと 〈そつさうあ たちけしそきけしあ すあさつけすとす とつけしけこ, ねてそいふ つたそつそい-
つてうそうあてへ せあねあしと すせそえそつてそちそせせけに たかちかえそうそちそう. をかしへ けに そねかうけおせあ: [〉╉『 

* ╉あせせあみ たちそいしかすあてけさあ うそ うつかに かか あつたかさてあに たちそあせあしけくけちそうあせあ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ う てあさけに てちとおあに, 
さあさ: Towards Unifi cation of Korea: Political and Military Aspects of Integration. Seoul: KBS Press, 
1995. — 45 p. (せあ あせえし. け さそち. みく.); Weapons of Mass Destruction (WMD) Issues in Asia-Pacifi c. Seoul: 
ROK Navy—ROK Sea Power League, 2003. — 26 p. (せあ あせえし. け さそち. みく.); 』そうちかすかせせふこ すけち. 〈.: 
¨くうかつてけみ, 2004. 』. 174—192; 〈せそえそつてそちそせせかか つそてちとおせけねかつてうそ う [そちかか: うくえしみお けく 『そつつけけ. 』かとし: 
[〈‒, 2006. 』. 152—162 (せあ ちとつ. け さそち. みく.).
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おそしきせあ ちあく け せあうつかえおあ そてさあくあてへつみ そて みおかちせふに あすいけぬけこ, あ 』ぃ╅ — おあてへ 
えあちあせてけけ いかくそたあつせそつてけ 』かうかちせそこ [そちかか. 》そつさそしへさと さそせなしけさてとまはけか 
つてそちそせふ せか おそうかちみまて おちとえ おちとえと, 『そつつけみ, [けてあこ, ったそせけみ け 『かつたといしけさあ 
[そちかみ おそしきせふ うふつてとたけてへ う てそこ けしけ けせそこ なそちすか えあちあせてあすけ つそいしまおか-
せけみ 》にかせへみせそす け ╇あのけせえてそせそす そいそまおせふに そいみくあてかしへつてう. 『そつつけみ いとおかて 
つそえしあつせあ せあ しまいそこ うあちけあせて, さそてそちふこ そいかつたかねけて すけち け つてあいけしへせそつてへ せあ 
[そちかこつさそす たそしとそつてちそうか.

》かちつたかさてけうふ てとて うそ すせそえそす くあうけつみて そて 』ぃ╅. ╊つしけ ╅すかちけさと けせてかちかつとかて 
てそしへさそ とちかえとしけちそうあせけか みおかちせそこ たちそいしかすふ せあ [そちかこつさそす たそしとそつてちそうか, てそ 
ほてあ くあおあねあ たちかおつてあうしみかてつみ ちかのあかすそこ. ¨くうかつてせそ, そおせあさそ, ねてそ う 』そかおけせかせ-
せふに ぃてあてあに つとはかつてうとまて せあつてちそかせけみ せかてかちたけすそつてけ さ つかうかちそさそちかこつさそすと 
ちかきけすと さあさ てあさそうそすと. 〉そつけてかしけ ほてけに せあつてちそかせけこ くあみうしみまて, ねてそ [〉╉『 
ときか いそしかか たみてけおかつみてけ しかて, おそしへのか, ねかす しまいそこ おちとえそこ そたたそせかせて, つそくおあかて 
たちそいしかすふ おしみ ╅すかちけさけ. ¨ ほてそすと たそちあ, すそし, たそしそきけてへ さそせかぬ.

》ちかおしあえあまてつみ つけしそうそこ け «とおとのあまはけこ» すかてそおふ ちかのかせけみ さそちかこつさそこ 
たちそいしかすふ. 』けしそうそこ そくせあねあかて けせてかちうかせぬけま たちそてけう [〉╉『 (たそ てけたと てそえそ, 
ねてそ たちそけくそのしそ う ¨ちあさか). 【あさそこ すかてそお, かつてかつてうかせせそ, せかたちけかすしかす つ ちそつ-
つけこつさそこ てそねさけ くちかせけみ.

╇てそちそこ けく そくうとねけうあかすふに う 』ぃ╅ すかてそおそう ちかのかせけみ さそちかこつさそこ たちそ-
いしかすふ, «とおとのあまはけこ», てあさきか せか すそきかて いふてへ そおそいちかせ 『そつつけかこ. 』すふつし 
ほてそえそ すかてそおあ — ちあくちとのかせけか つかうかちそさそちかこつさそえそ ちかきけすあ けくせとてちけ つ たそすそ-
はへま けくそしみぬけけ, つあせさぬけこ, さあちあせてけせそう け て.た. 〉あおそ けすかてへ う うけおと, ねてそ 
う すけちか せかすあしそ えそつとおあちつてう, ねへけ たちあうけてかしけ せか しとねのか つかうかちそさそちかこつさけに. 
』そかおけせかせせふか ぃてあてふ, てかす せか すかせかか, さそせてあさてけちとまて つ せけすけ う せそちすあしへせそす 
ちかきけすか. 〉かて, さつてあてけ, け えあちあせてけけ てそえそ, ねてそ つてちあてかえけみ «とおとのかせけみ» おそつてけえ-
せかて けつさそすふに ちかくとしへてあてそう. ぁてそ とき てそねせそ たちそけくそこおかて, てあさ ほてそ とおうそかせけか 
とつけしけこ 》にかせへみせあ う つなかちか そいそちそせふ, う てそす ねけつしか たそ せあちあはけうあせけま みおかち-
せそえそ たそてかせぬけあしあ.

[そせかねせそ, つてちあてかえけみ «とおとのかせけみ» すそきかて け つちあいそてあてへ. ¨ てそえおあ せあねせかてつみ 
せそうあみ け うかつへすあ いそしかくせかせせあみ えしあうあ う けつてそちけけ [そちかけ — たかちけそお つしけみせけみ 
う そおせそ ぬかしそか おうとに ねあつてかこ つてちあせふ, さそてそちふか せあ たちそてみきかせけけ おかつみてけしかてけこ 
つとはかつてうそうあしけ う あいつそしまてせそ ちあくしけねせふに けおかそしそえけねかつさけに, たそしけてけねかつさけに, 
つそぬけあしへせふに け ほさそせそすけねかつさけに とつしそうけみに. ╇せかくあたせそか, せかたそおえそてそうしかせせそか 
そいひかおけせかせけか たちけうかおかて さ ほさそせそすけねかつさそすと け たそしけてけねかつさそすと さちけくけつと 
う 『[. 』しそきせかこのかこ たちそいしかすそこ つてあせかて けせてかえちあぬけみ う せそうそか えそつとおあちつてうそ 
つかうかちそさそちかこつさそこ うそかせせそこ ほしけてふ. 【ちとおせそ いとおかて あおあたてけちそうあてへつみ さ きけくせけ 
う さそせさとちかせてせそこ, さあたけてあしけつてけねかつさそこ つちかおか け すけししけそせあす ちみおそうふに つかうか-
ちそさそちかこぬかう. 〈せそえけか たそねとうつてうとまて せそつてあしへえけま たそ さそすすとせけつてけねかつさけす 
うちかすかせあす, さそえおあ そせけ けすかしけ ちあいそてと け そたちかおかしかせせふこ つそぬけあしへせふこ つてあてとつ. 
〉かおそうそしへつてうそ ちあつたちそつてちあせけてつみ け つちかおけ まきあせ: とちそうかせへ けに きけくせけ たそこおかて 
うせけく けく-くあ さちとたせふに くあてちあて せあ すそおかちせけくあぬけま つかうかちせそこ ねあつてけ つてちあせふ. 
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╈そつとおあちつてうかせせふか け そいはかつてうかせせふか おかみてかしけ

《いひかおけせかせせあみ [そちかみ うそこおかて う たそしそつと たちそおそしきけてかしへせそえそ さちけくけつあ, つそくおあ-
うあみ たそすかにけ ちあくうけてけま け つてあいけしへせそつてけ う ちかえけそせか う ぬかしそす.

』 ちそつつけこつさそこ てそねさけ くちかせけみ せあけいそしかか ちあくとすせそか け せあけすかせかか いそしかくせかせ-
せそか とちかえとしけちそうあせけか う [そちかか うせあねあしか おそしきせそ くあさしまねあてへつみ う おそつてけきかせけけ 
たそおしけせせそえそ すけちせそえそ つとはかつてうそうあせけみ すかきおと 『[ け [〉╉『, うそうしかねかせけけ 
』かうかちあ う けせてかせつけうせふか さそせてあさてふ つ ょえそす け そつてあしへせふす すけちそす, う たそそはちか-
せけけ たそつてかたかせせふに, せそ えしといけせせふに ちかなそちす つかうかちそさそちかこつさそこ ほさそせそすけさけ 
け そいはかつてうあ. 》にかせへみせ うかちせかてつみ さ てそこ しけせけけ, さそてそちとま なあさてけねかつさけ せあねあし 
う 2001—2002 えそおふ, かつしけ かえそ, さそせかねせそ, せか たとえあてへ け せか そつさそちいしみてへ たといしけねせそ 
け かつしけ そせ たそ-せあつてそみはかすと とうかちけてつみ, ねてそ せけさてそ せか つそいけちあかてつみ つけしそこ たそお-
ちふうあてへ とつてそけ [〉╉『 けくうせか.

ぁてそ さあつあかてつみ くあけせてかちかつそうあせせそつてけ 『‒ う そいひかおけせかせけけ [そちかけ, てそ そせそ 
そいとつしそうしかせそ つしかおとまはけすけ そいつてそみてかしへつてうあすけ:

— たそみうしかせけか せあ ╉あしへせかす ╇そつてそさか せそうそえそ つけしへせそえそ けえちそさあ う しけぬか 
かおけせそこ [そちかけ, つ さそてそちそこ と 『そつつけけ せかて つたそちせふに うそたちそつそう, とさちかたけて 
せあのけ ちかえけそせあしへせふか たそしけてけねかつさけか たそくけぬけけ;

— おそしえそつちそねせふこ すけち う [そちかか そいかつたかねけて とつしそうけみ おしみ ちあくうけてけみ うそつてそね-
せふに ちあこそせそう 『そつつけけ, たちけうしかねかせけみ てとおあ けせそつてちあせせふに けせうかつてけぬけこ;

— すふ つすそきかす ちあつつねけてふうあてへ せあ せかたそつちかおつてうかせせそか さそちかこつさそか とねあつてけか 
う すそおかちせけくあぬけけ 』けいけちけ け ちそつつけこつさそこ いかちかえそうそこ くそせふ せあ ╉あしへ-
せかす ╇そつてそさか;

— とちかえとしけちそうあせけか う [そちかか そてさちそかて うそくすそきせそつてへ おしみ なそちすけちそうあせけみ 
つけつてかすふ いかくそたあつせそつてけ う 』かうかちそ-╇そつてそねせそこ ╅くけけ つ とねあつてけかす 『そつ-
つけけ, ったそせけけ, [けてあみ け [そちかけ, ねてそ あいつそしまてせそ せかそいにそおけすそ おしみ すけちあ 
け つてあいけしへせそつてけ う ちかえけそせか.

》ちけ そぬかせさか ちそしけ 〈そつさうふ う さそちかこつさそす とちかえとしけちそうあせけけ つしかおとかて てあさきか 
とねけてふうあてへ, ねてそ せあのけ あすいけぬけけ う そてせそのかせけけ たそしとそつてちそうあ そえちあせけねかせふ: 
う そてしけねけか そて たちそのしそえそ 『そつつけみ せか せあぬかしけうあかてつみ せあ えかえかすそせけま け せか つそいけ-
ちあかてつみ ううみくふうあてへつみ てあす う たそしけてけねかつさとま いそちへいと くあ うしけみせけか つ おちとえけすけ 
さちとたせふすけ おかちきあうあすけ. 〉あたちそてけう, 〈そつさうあ — くあ のけちそさそか すかきおとせあちそおせそか 
つそてちとおせけねかつてうそ う [そちかか け う ちかえけそせか う ぬかしそす.

》ちけすかねあてかしへせそ, ねてそ 〉あてあしへみ せか てそしへさそ ちかえとしみちせそ うふつさあくふうあしあ つそい-
つてうかせせとま てそねさと くちかせけみ たそ あさてとあしへせふす たちそいしかすあす [そちかけ, せそ け うせけすあ-
てかしへせそ つしかおけしあ くあ すせかせけみすけ さそししかえ, くあ せあつてちそかせけかす うつかえそ ちそつつけこつさそえそ 
そいはかつてうあ たそ おあせせそこ てかすあてけさか. っちさそか つうけおかてかしへつてうそ てそすと — かか つたかぬけあしへ-
せそか けつつしかおそうあせけか, うさしまねかせせそか う たちかつてけきせふこ さそししかさてけうせふこ てちとお «╇かしけ-
さけか おかちきあうふ け ちかけせてかえちあぬけみ [そちかけ», そたといしけさそうあせせふこ う 』ぃ╅ たそお ほえけおそこ 
‶かしへつさそえそ とせけうかちつけてかてあ*. ╇ ちあいそてか おそつさそせあしへせそ け つさちとたとしかくせそ たちそつしか-

* Bazhanova Natalia. Russian Debates on Korea // The Great Powers and Korean Reintegration. Ed. 
by G. Rozman. New York: M.E. Sharpe, 2005. 『. 20—54; 』す. てあさきか: Bazhanova Natalia. The Russian 
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きけうあまてつみ あさぬかせてふ け せまあせつふ う たそおにそおか さ さそちかこつさけす おかしあす けつたそしせけてかしへ-
せそこ け くあさそせそおあてかしへせそこ うかてうかこ うしあつてけ, うかおとはけに たそしけてけねかつさけに たあちてけこ 
け そいはかつてうかせせふに そいひかおけせかせけこ, たちかおつてあうけてかしかこ うそかせせそ-たちそすふのしかせせそえそ 
さそすたしかさつあ, おかしそうふに, せあとねせふに, きとちせあしけつてつさけに さちとえそう, ちみおそうふに えちあきおあせ 
『そつつけけ. 『あくしけねけみ くおかつへ くせあねけてかしへせふ け うあちへけちとまてつみ そて つてちかすしかせけみ さそすすと-
せけつてけねかつさけに さちとえそう そたちあうおふうあてへ うつか, ねてそ おかしあしそ け おかしあかて つかうかちそさそちかこつさそか 
ちとさそうそおつてうそ, そつそいかせせそ うそ うせかのせかこ つなかちか, おそ たちけくふうそう せかさそてそちふに ちあおけ-
さあしへせふに しけいかちあしそう つそうすかつてせそ つ 』ぃ╅ あさてけうせそ おそいけうあてへつみ さそししあたつあ つかうか-
ちそさそちかこつさそえそ ちかきけすあ うたしそてへ おそ かえそ とせけねてそきかせけみ つけしそうふすけ すかてそおあすけ.

《ておかしへせとま け すせそえそえちあせせとま そてちあつしへ そいのけちせそえそ さそちかかうかおねかつさそえそ 
せあつしかおけみ つそつてあうしみまて てちとおふ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ たそ ぬけうけしけくあぬけけ [そちかけ: かか 
けつてそちけけ, えかそえちあなけけ, たそしけてけねかつさそこ つけつてかすか, そいはかつてうと, ほさそせそすけさか, てちあおけ-
ぬけみす, せちあうあす, さとにせか け おちとえけす あつたかさてあす きけくせけ さそちかこぬかう. 〉あてあしへみ ╊うえか-
せへかうせあ けくおあしあ せかすあしそ ちあいそて たそ ほてそすと さちとえと たちそいしかす. 〉か たかちかねけつしみみ けに 
うつか, そてすかねと, ねてそ えしあうせそこ, けてそえそうそこ ちあいそてそこ たそ さそちかこつさそこ ぬけうけしけくあぬけけ 
つてあしあ せあとねせそ-たといしけぬけつてけねかつさあみ すそせそえちあなけみ «[そちかこつさけか くあちけつそうさけ» (〈.: 
╇そつてそさ-′あたあお, 2010. — 446 つ.). ¨く ほてそこ たそけつてけせか ほせぬけさしそたかおけねかつさそこ ちあいそてふ 
ねけてあてかしへ とくせあかて, つさあきかす, けつてそちけねかつさけか たちけねけせふ えけたかちてちそなけちそうあせせそえそ 
うそつにうあしかせけみ さそちかこぬあすけ つうそけに おそつてけきかせけこ. 〈せそえけか さそちかこぬふ, せあたちけすかち, 
とてうかちきおあまて, ねてそ けすかせせそ けに たちかおさけ (あ せか さけてあこぬふ) けくそいちかしけ いとすあえと, 
さそすたあつ, たそちそに け おあきか けかちそえしけなふ け ねてそ せか あせえしけねあせか (あ そたみてへ きか おちかう-
せけか そいけてあてかしけ [そちかこつさそえそ たそしとそつてちそうあ) たそおあちけしけ ねかしそうかねかつてうと なとていそし. 
〉か つそすせかうあまてつみ う [そちかか け う てそす, ねてそ うつみ すあてかちけあしへせあみ け おとにそうせあみ さとしへてとちあ 
たそたあしあ せあ ったそせつさけか そつてちそうあ けく [そちかけ. ╆とおとねけ そいひかさてそす たそつてそみせせふに あえちかつ-
つけこ つそ つてそちそせふ さちとたせふに つそつかおかこ, さそちかこぬふ せあおそしえそ くあさちふしけ そて うせかのせかえそ 
すけちあ つうそま ちそおけせと, たそしとねけうのとま せあくうあせけみ «つてちあせふ-そてのかしへせけぬふ» け «さちか-
うかてさけ, ちあくおけちあかすそこ さけてあすけ». 》ちけ ほてそす そせけ うふちあいそてあしけ う つかいか たあてちけそてけくす 
うふつのかこ たちそいふ, う さそせかねせそす けてそえか け たそくうそしけうのけこ さそちかこつさそこ せあぬけけ たかちか-
せかつてけ うつか せかけすそうかちせふか てみえそてふ け うそくちそおけてへつみ けく たかたしあ, あ ょきせそこ [そちかか — 
うふちうあてへつみ う ねけつしそ せあけいそしかか ちあくうけてふに け うしけみてかしへせふに えそつとおあちつてう すけちあ.

[せけえあ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ けくそいけしとかて きけうふすけ うたかねあてしかせけみすけ そて そいはか-
せけみ つ たちかおつてあうけてかしみすけ ちあくせふに つしそかう さそちかこつさそえそ そいはかつてうあ — そて たちそつてふに 
ちあいそねけに おそ さちとたせふに たちかおたちけせけすあてかしかこ, うしけみてかしへせふに たあちてけこせふに いそつつそう 
け たちかくけおかせてそう. 《たけつあせけみ さそしそちけてせふに としけねせふに つぬかせそさ け せあちそおせふに そいふ-
ねあかう, うそつつそくおあせせふに う ほてせそえちあなけねかつさそこ おかちかうせか たそお 』かとしそす, つそつかおつてうとまて 
つ けせてかちかつせふすけ なあさてあすけ けく けつてそちけけ [そちかけ け つかちへかくせふす あせあしけくそす たそしけ-
てけねかつさけに, ほさそせそすけねかつさけに け つそぬけあしへせふに たちそぬかつつそう, たちそけつにそおけうのけに せあ 
たそしとそつてちそうか くあ たそつしかおせまま つそてせま しかて. 〉あ そおせそす おふにあせけけ ねけてあまてつみ つてちあ-

Response: the Nuclear Crisis // Strategic Thinking about the Korean Nuclear Crisis. Ed. by G. Rozman. 
New York: Palgrave Macmillan, 2007. 『. 193—213.
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せけぬふ, ちあつつさあくふうあまはけか, たそねかすと, うそたちかさけ たかちうそせあねあしへせそこ おそえそうそちかせせそ-
つてけ 』』』『 け 』ぃ╅, そつうそいそおけうのけに う 1945 えそおと [そちかこつさけこ たそしと そつてちそう そて 
みたそせつさそこ そささとたあぬけけ, [そちかみ いふしあ ちあくおかしかせあ せあ おうあ えそつとおあちつてうあ.

《たけつあせけみ さとちへかくせふに そつそいかせせそつてかこ たそうかおかせけみ さそちかこぬかう たかちかすかきあ-
まてつみ ちあつつときおかせけみすけ そ たちけねけせあに けに なあせてあつてけねかつさそこ ちあいそてそつたそつそいせそ-
つてけ, さちそみはけにつみ う ねけつしか たちそねかえそ う さそせなとぬけあせつさそす うそつたけてあせけけ, あせあしけくそす 
つうそかそいちあくけみ そちえあせけくあぬけけ おそちそきせそえそ おうけきかせけみ う すせそえそすけししけそせせそす 
』かとしか けしけ そいちけつそうさそこ おそつてそこせそえそ くあうけつてけ いふてあ ちあいそねけに まきせそさそちかこ-
つさそえそ つてあしかしけてかこせそえそ えけえあせてあ POSCO.

╇ させけえか ちあつつさあくふうあかてつみ け そい けつてそちけけ くせあさそすつてうあ ねかてふ ╆あきあせそうふに 
つ まきせそさそちかこつさけす おけつつけおかせてそす [けす ╉ほ ぁきとせそす う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ 
う 1970-に えそおあに, えおか 〉あてあしへみ つ すときかす ╊うえかせけかす つしときけしけ てそえおあ う ╈かせ-
さそせつとしへつてうか 』』』『. 》そくおせかか, う 1992 えそおと, [けす ╉ほ ぁきとせ たそお せあとねせふす 
ちとさそうそおつてうそす 〉あてあしへけ ╆あきあせそうそこ くあはけてけし う ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあ-
おかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ おそさてそちつさとま おけつつかちてあぬけま せあ てかすと «ょきせあみ [そちかみ: 
おちあすあ け せあおかきおふ おかすそさちあてけけ». 〉か いとおかて, せあうかちせそか, たちかとうかしけねかせけかす 
とてうかちきおあてへ, ねてそ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ つふえちあしあ そたちかおかしかせせとま ちそしへ う なそち-
すけちそうあせけけ たそしけてけねかつさそえそ さとちつあ [けす ╉ほ ぁきとせあ — せあ おかすそさちあてけくあぬけま 
『かつたといしけさけ [そちかみ け せあしあきけうあせけか かか さそせつてちとさてけうせそえそ おけあしそえあ つ 』かうか-
ちそす. 』かすへみ ╆あきあせそうふに, さつてあてけ, たそくせあさそすけしあ つ [けす ╉ほ ぁきとせそす け すかせみ, 
け み つ とおそうそしへつてうけかす うつたそすけせあま ほてけ うつてちかねけ.

╆とおとねけ けくいちあせせふす う 1997 えそおと たちかくけおかせてそす 『[, [けす ╉ほ ぁきとせ たちけ-
つてとたけし さ ちかあしけくあぬけけ せそうそえそ さとちつあ, う ねかす せかすあしそ たちかとつたかし. 《い ほてそす 〉あてあ-
しへみ ╆あきあせそうあ たそうかおあしあ う ぬかしそす ちみおか させけえ け つてあてかこ, たそつうみはかせせふに [けす ╉ほ 
ぁきとせと. ╇ そおせそこ けく ほてけに ちあいそて そせあ たけつあしあ:

«《ぬかせけうあみ おそつてけきかせけみ あおすけせけつてちあぬけけ [けす ╉ほ ぁきとせあ, み けつたふてふうあま 
くあてちとおせかせけみ う てそす, さあさ うふつてちそけてへ けに たそ ちあせきけちと, せあつてそしへさそ さあきおそか 
けく せけに くせあねけすそ け とせけさあしへせそ.

╇そくへすかす つなかちと ほさそせそすけさけ. 《つかせへま 1997 えそおあ つけしへせかこのけこ さちけ-
くけつ たそてちみつ いそしへのけせつてうそ つてちあせ ╇そつてそねせそこ ╅くけけ, う てそす ねけつしか ょきせとま 
[そちかま. 〉け そおせあ けく せけに たそさあ せか うふのしあ けく “たけさか”. ╉あきか すそはせあみ け いそえあ-
てあみ ったそせけみ そつてあかてつみ う つそつてそみせけけ ちあつてかちみせせそつてけ け くあつてそみ. ¨つさしまねか-
せけか つそつてあうしみかて しけのへ 『かつたといしけさあ [そちかみ. ょきせあみ [そちかみ くあさちかたけしあつへ 
せあ ちかしへつあに せそちすあしへせそえそ ちあくうけてけみ. ったそせつさけか おけたしそすあてふ け きとちせあしけ-
つてふ, あささちかおけてそうあせせふか う 〈そつさうか, うくおふにあまて う ほてそこ つうみくけ: “╊つしけ と せあつ 
いふし いふ しけおかち さあしけいちあ [けす ╉ほ ぁきとせあ!”»

╇あきせそつてへ たかちかすかせ う まきせそさそちかこつさそこ ほさそせそすけさか せか てそしへさそ う てそす, ねてそ 
うそくそいせそうしみかてつみ ちそつて ╇╇》. ╊はか つとはかつてうかせせかか てそ, ねてそ せあねあしあつへ えしといそさあみ 
たかちかつてちそこさあ: そえちあせけねけうあかてつみ うすかのあてかしへつてうそ いまちそさちあてけけ う にそくみこつてうかせ-
せとま きけくせへ; たちかおたちけせけすあまてつみ とつけしけみ さ てそすと, ねてそいふ つおかしあてへ なとせさ-
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ぬけそせけちそうあせけか えけえあせてつさけに さそせえしそすかちあてそう («ねかいそしかこ») いそしかか たちそくちあね-
せふす け たそおそてねかてせふす そいはかつてうと, あ けに つてちとさてとちと — いそしかか ちあぬけそせあしへせそこ 
け ほななかさてけうせそこ; つそくおあまてつみ とつしそうけみ おしみ せそちすあしへせそえそ ちあくうけてけみ すあしそえそ 
け つちかおせかえそ いけくせかつあ, たちけてそさあ けせそつてちあせせそえそ さあたけてあしあ.

〉あうかちせそか, かはか いそしかか おあしかさそ けおとはけか たそつしかおつてうけみ いとおとて けすかてへ たかちか-
すかせふ う たそしけてけねかつさそこ きけくせけ 『かつたといしけさけ [そちかみ. 】きか つあす なあさて てそえそ, ねてそ 
うしあつてへ う 『[ うたかちうふか たかちかのしあ う ちとさけ そたたそくけぬけけ う ちかくとしへてあてか うつかそいはけに 
うふいそちそう, みうけしつみ えけえあせてつさけす のあえそす うたかちかお せあ たとてけ たちかうちあはかせけみ ほてそえそ 
えそつとおあちつてうあ う たそおしけせせそ おかすそさちあてけねかつさそか. 〉そ えしあうせそか, ねてそ と えそつとおあちつてうかせ-
せそえそ のてとちうあしあ そさあくあしつみ せあつてそみはけこ, おそ すそくえあ さそつてかこ おかみてかしへ-おかすそさちあて.

╅くけみ くせあしあ すせそえけに うふおあまはけにつみ たそしけてけねかつさけに おかみてかしかこ. 《おせけ, さあさ 
╈あせおけ け 』とさあちせそ, うせかつしけ さちとたせふこ うさしあお う そつうそいそきおかせけか あくけあてつさけに 
せあちそおそう そて さそしそせけあしへせそえそ けえあ. ╉ちとえけか — 〈あそ をくほおとせ, ｠そ ぃけ 〈けせ — 
うそくせあすかちけしけつへ さあしかせふす ちかうそしまぬけそせせふす きかしかくそす うふきかねへ つ しけぬあ くかすしけ 
つそぬけあしへせとま せかつたちあうかおしけうそつてへ. 【ちかてへけ たちけすかせみしけ つてそしへ きか きかつてそさけか 
すかてそおふ おしみ つそくおあせけみ «たちそおうけせとてそこ» さあたけてあしけつてけねかつさそこ ほさそせそすけさけ — 
ぁあせ [あこ ぃけ, 》あさ ぁきそせ ｠け, ]け [とあせ ょ. ╅ うそて せあ えしあのあてあかう おかすそさちあてけ-
ねかつさけに ぬかせせそつてかこ ╅くけみ せか いふしあ はかおちあ. ╉かすそさちあてけねかつさけこ ほさつたかちけすかせて 
』とせへ ってつかせあ う [けてあか いふつてちそ たそてかちたかし なけあつさそ, おかすそさちあてけねかつさとま ¨せおけま 
ちあくおけちあまて ちかしけえけそくせそ-ほてせけねかつさけか たちそてけうそちかねけみ, みたそせつさそか そいはかつてうそ, 
いとおとねけ おかすそさちあてけねかつさけす たそ なそちすか, たそ つとてけ そつてあかてつみ けかちあちにけねかつさけす 
け きかつてさそ ちかえしあすかせてけちそうあせせふす. ╆そしへのけせつてうそ そつてあしへせふに ちかきけすそう ╅くけ-
あてつさそえそ さそせてけせかせてあ けく-くあ ちかたちかつつけこ け そてつとてつてうけみ つそそてうかてつてうとまはかこ つそぬけ-
あしへせそこ いあくふ たそ-たちかきせかすと あうてそちけてあちせそ. 〉あ けに たそしけてけねかつさそす せかいそつさしそせか 
たそねてけ せか たちそつすあてちけうあかてつみ うしけみてかしへせふに おかすそさちあてけねかつさけに うそきおかこ.

[けす ╉ほ ぁきとせ おあうせそ くあうそかうあし ちかせそすか おかすそさちあてけねかつさそこ «くうかくおふ» 
╅くけけ. 【かたかちへ そせ ちかあしけくとかて せあ たちあさてけさか けおかけ, くあ さそてそちふか いかつつてちあのせそ 
つちあきあしつみ うつま つうそま つそくせあてかしへせとま きけくせへ. [けす — たかちうふこ おかすそさちあて, うそく-
えしあうけうのけこ さそちかこつさとま せあぬけま くあ うつか たみてへ てふつみねかしかてけこ かか ぬけうけしけくあぬけけ. 
╆そしかか てそえそ, そせ, たそきあしとこ, たかちうふこ おかすそさちあて, たそ といかきおかせけみす, あ せか う つけしと 
そいつてそみてかしへつてう たちけのかおのけこ さ うしあつてけ う うそつてそねせそあくけあてつさそこ つてちあせか.

╉かすそさちあてけねかつさあみ ちかうそしまぬけみ う ょきせそこ [そちかか せあいけちあかて そいそちそてふ. 
[けす ╉ほ ぁきとせ くあおあし てそせ ときか せあ つうそかこ けせあとえとちあぬけけ 25 なかうちあしみ 1998 えそおあ. 
〉あさあせとせか せそうふこ たちかくけおかせて そつうそいそおけし けく てまちへすふ いふうのけに おけさてあてそちそう 
ぁそせ ╉と ｠うあせあ け 『そ ╉ほ 】, たちけえしあつけし けに う さあねかつてうか たそねかてせふに えそつてかこ せあ 
ぬかちかすそせけま. 〉あ えしあくあに と うつかこ [そちかけ [けす ╉ほ ぁきとせ たそおそのかし さ くあさしみてふす 
うちあえあす け たそきあし けす ちとさけ. 》ちそはかせけか, てかちたけすそつてへ さ うくえしみおあす そたたそせかせてあ, 
うくあけすそたそせけすあせけか け うくあけすそとうあきかせけか, おちとえけか たそおそいせふか たちけせぬけたふ 
たそつてかたかせせそ, すそきかて いふてへ, せか うつかえおあ くあすかてせそ おしみ えちあきおあせ 『[, うたしかてあまてつみ 
う てさあせへ けに きけくせけ. 〉あしあきけうあまてつみ おかすそさちあてけねかつさけか すかにあせけくすふ ちあくちかのか-
せけみ つたそちそう, そつしあいかうあまて つてあちそおあうせけか たちけうふねさけ さそちかこつさそこ ほしけてふ たちあうけてへ 
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つうそかうそしへせそ, せか つねけてあみつへ つ すせかせけかす せけくそう, けおかて たそけつさ たとてかこ たちけてとたしかせけみ 
あせてあえそせけくすそう すかきおと ちかえけそせあすけ. 〉ふせか, さそえおあ けく-くあ つそぬけあしへせそ-ほさそせそすけ-
ねかつさけに てちとおせそつてかこ とちそうかせへ さそせなしけさてせそつてけ う そいはかつてうか そつそいかせせそ うかしけさ, 
おかすそさちあてけくあぬけみ つたそつそいつてうとかて たちそてかさあせけま つたそちそう う いそしかか すけちせそす ちとつしか, 
たちけえしとのかせけま け とつたかのせそすと とちかえとしけちそうあせけま せかさそてそちふに けく せけに.

╊つてかつてうかせせそ, つそくおあせけか えちあきおあせつさそえそ そいはかつてうあ け いかつたかちかいそこせそか なとせさ-
ぬけそせけちそうあせけか うつかに けせつてけてとてそう おかすそさちあてけけ — おしけてかしへせふこ け てちとおせふこ 
たちそぬかつつ. 〉そ つてあちて かすと おあせ, け えしあうせそか — ほてそ, たそきあしとこ, てそ, ねてそ たちかくけおかせて 
[けす ときか とつたかし といかおけてへ いそしへのけせつてうそ つそそてかねかつてうかせせけさそう: いかく おかすそさちあ-
てけけ せか たそつてちそけてへ とつてそこねけうそこ たちそぬうかてあまはかこ ちふせそねせそこ ほさそせそすけさけ, いかく 
おかすそさちあてけくあぬけけ ょきせそこ [そちかけ せかて のあせつそう おそいけてへつみ すけちせそえそ け いそしかか 
けしけ すかせかか いかくいそしかくせかせせそえそ そいひかおけせかせけみ さそちかこつさそこ せあぬけけ.

′おかつへ すふ たそおにそおけす さ かはか そおせそこ, てちかてへかこ そいしあつてけ おそつてけきかせけこ あおすけ-
せけつてちあぬけけ [けす ╉ほ ぁきとせあ. 『かねへ けおかて そ うくあけすそそてせそのかせけみに ょえあ つ 』かうか-
ちそす. [そせかねせそ, おそ けに せそちすあしけくあぬけけ かはか そねかせへ おあしかさそ, け せあたちみきかせせそつてへ 
せあ [そちかこつさそす たそしとそつてちそうか そつてあかてつみ うふつそさそこ. ¨ てかす せか すかせかか たかちかすかせふ 
さ しとねのかすと かつてへ, け つとはかつてうかせせふか, くあさしあおふうあまはけか にそちそのけこ なとせおあすかせて 
せあ いとおとはかか.

》そしそきかせ さそせかぬ てとたけさそうそこ しけせけけ たちそのしふに あおすけせけつてちあぬけこ せあ とおと-
のかせけか け たそえしそはかせけか [〉╉『. ゅてあ しけせけみ しけのへ つたそつそいつてうそうあしあ ときかつてそねか-
せけま さそすすとせけつてけねかつさそえそ ちかきけすあ, かえそ さつかせそなそいけけ け けくそしけちそうあせせそつてけ, 
たそおにしかつてせとしあ みおかちせふか け ちあさかてせふか たちそえちあすすふ 》にかせへみせあ, とつとえといけしあ 
すあてかちけあしへせふか てみえそてふ つかうかちそさそちかこつさそえそ せあつかしかせけみ. «』そしせかねせあみ» つてちあ-
てかえけみ [けす ╉ほ ぁきとせあ, せあたちそてけう, つそくおあうあしあ とつしそうけみ おしみ たそつてかたかせせそえそ 
うふにそおあ [〉╉『 けく つあすそけくそしみぬけけ, たちかそおそしかせけみ かま つそぬけあしへせそ-ほさそせそすけねか-
つさそえそ さちけくけつあ, ついしけきかせけみ とちそうせかこ ちあくうけてけみ ょえあ け 』かうかちあ, せあしあきけうあせけみ 
すかきおと せけすけ にそくみこつてうかせせふに, えとすあせけてあちせふに, あ くあてかす け たそしけてけねかつさけに つうみ-
くかこ, け, せあさそせかぬ, おしみ えとすあせけくあぬけけ つかうかちそさそちかこつさそえそ ちかきけすあ.

«“』そしせかねせあみ” つてちあてかえけみ せか つとしけて いふつてちふに たちそちふうそう け てかす いそしかか 
せかすかおしかせせそえそ そいひかおけせかせけみ [そちかけ, せそ ちあくとすせそこ あしへてかちせあてけうふ ほてそこ 
たそしけてけさか せかて. ╊つしけ うかちせとてへつみ さ つてあちそすと さとちつと, てそ そせ たちけうかおかて けしけ さ うそそ-
ちときかせせふす さそせなしけさてあす, けしけ, てあさ つさあくあてへ “う しとねのかす つしとねあか”, さ せかさそせ-
てちそしけちとかすそすと ちあくうあしと [〉╉『 つ せかすけせとかすふす にあそつそす け うくうあしけうあせけかす 
せかたそつけしへせそえそ つかうかちそさそちかこつさそえそ “えちとくあ” せあ ほさそせそすけさと け そいはかつてうそ 『[»*.

╆とおとはかか たそしせそつてへま たそおてうかちおけしそ うかちせそつてへ たちそえせそくあ 〉.╊. ╆あきあせそ-
うそこ: つ うそくうちあはかせけかす さ うしあつてけ う 』かとしか さそせつかちうあてけうせふに あおすけせけつてちあぬけこ 
そいつてあせそうさあ せあ [そちかこつさそす たそしとそつてちそうか そたみてへ つてあしあ せあさあしみてへつみ, あ [〉╉『 
そなけぬけあしへせそ くあみうけしあ そ つうそかす みおかちせそす つてあてとつか け せあすかちかせけみに せあちあはけうあてへ 
ちあさかてせそ-みおかちせふこ たそてかせぬけあし.

* Bazhanova Natalia. The Republic of Korea is on the Right Track. Seoul: Government Press, 2003. P. 3—5.
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〉そ [けす ╉ほ ぁきとせ そつてあかてつみ う たあすみてけ せあちそおあ. 《たちそつふ そいはかつてうかせせそえそ 
すせかせけみ せかけくすかせせそ うふうそおみて かえそ せあ うてそちそか すかつてそ たそ たそたとしみちせそつてけ つちかおけ 
うつかに たそしけてけねかつさけに おかみてかしかこ 『かつたといしけさけ [そちかみ. 《たかちかきあかて かえそ てそしへさそ 
》あさ ぁきそせ ｠け, たそしそきけうのけこ せあねあしそ まきせそさそちかこつさそすと «ほさそせそすけねかつさそすと 
ねとおと». 〉あうかちせそか, つそ うちかすかせかす うさしあお [けす ╉ほ ぁきとせあ う たちそえちかつつ さそちかこつさそこ 
せあぬけけ いとおかて そぬかせけうあてへつみ かはか うふのか. ╅ たそさあ ょえ たちそおそしきあかて ちあくうけうあてへつみ, 
つそうかちのかせつてうとみ つうそま たそしけてけねかつさとま け つそぬけあしへせそ-ほさそせそすけねかつさとま つけつてかすと 
け くあうそかうふうあみ うつか いそしかか たちそねせふか たそくけぬけけ せあ すけちそうそこ あちかせか う つなかちか 
たそしけてけさけ, ほさそせそすけさけ, さとしへてとちふ け つたそちてあ. ╉そつてけきかせけみ ほてそこ う たちそのしそす 
そてつてあしそこ, てかちちけてそちけあしへせそ せかいそしへのそこ, そいおかしかせせそこ たちけちそおせふすけ ちかつとち-
つあすけ, おあ かはか け ちあくおかしかせせそこ つてちあせふ たそけつてけせか うたかねあてしみまて. ¨ たちけねけせあ 
ほてけに おそつてけきかせけこ せか てそしへさそ う かか うふおあまはけにつみ しけおかちあに, せそ う かはか えそちあくおそ 
いそしへのかこ つてかたかせけ う さそちかこつさそす せあちそおか, ねちかくうふねあこせそ てちとおそしまいけうそす, 
てあしあせてしけうそす, つてそこさそす, あすいけぬけそくせそす, とたちみすそす け すけちそしまいけうそす.

』しかおとかて てあさきか そてすかてけてへ, ねてそ せあ たちそてみきかせけけ うつかこ てうそちねかつさそこ きけくせけ 
〉.╊. ╆あきあせそうあ つ ほせてとくけあくすそす けくとねあしあ きけくせへ さそちかこつさそこ おけあつたそちふ. 《おせあ 
けく たかちうふに かか すそせそえちあなけこ いふしあ たそつうみはかせあ きけくせけ さそちかこぬかう (あ てあさきか 
さけてあこぬかう け みたそせぬかう) くあ そさかあせそす, う 』そかおけせかせせふに ぃてあてあに*.

* 
*
 *

》ちけ うつかこ とうしかねかせせそつてけ さそちかかうかおかせけかす, せあとねせそ-たといしけぬけつてけねかつさあみ 
あさてけうせそつてへ 〉あてあのけ せか そえちあせけねけうあしあつへ [そちかこつさけす たそしとそつてちそうそす. 》そつてか-
たかせせそ, のあえ くあ のあえそす, かか あさてけうせそつてへ ちあつたちそつてちあせみしあつへ たそ すせそえそねけつしかせ-
せふす け ちあくせそそいちあくせふす あくけすとてあす つてちあせそうかおかせけみ, ちかえけそせあしけつてけさけ, えしそいあ-
しけつてけさけ, たそしけてそしそえけけ, けつてそちけけ, つそぬけそしそえけけ, さとしへてとちそしそえけけ, ほさそせそすけさけ.

》そ けてそえあす つかすけしかてせかこ つしときいふ う 』そかおけせかせせふに ぃてあてあに ╅すかちけさけ 
う ╈かせかちあしへせそす さそせつとしへつてうか 』』』『 う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ つかすかこせあみ ねかてあ ╆あきあ-
せそうふに そたといしけさそうあしあ ぬかしふこ ちみお てちとおそう, う てそす ねけつしか たちかさちあつせそ けししま-
つてちけちそうあせせふこ おうとにてそすせけさ そいはけす そいひかすそす 1100 つてちあせけぬ «╅すかちけさあ: 
うねかちあ け つかえそおせみ»**.

╅うてそちふ おうとにてそすせけさあ たそつてあうけしけ たかちかお つそいそこ せかたちそつてとま くあおあねと. 
╇そ-たかちうふに, つかえそおせみ おそうそしへせそ つしそきせそ つさあくあてへ せそうそか つしそうそ う あすかちけさあせけ-
つてけさか, たちかおつてあうしみまはかこ つそいそこ すせそえそ ちあく たかちかたあにあせせそか たそしか. 』ぃ╅ うかおへ 
てちあおけぬけそせせそ せあにそおみてつみ う ぬかせてちか うせけすあせけみ そてかねかつてうかせせそこ たそしけてそしそ-
えけけ: う つそうかてつさけか うちかすかせあ えしあうせふす そいちあくそす う さあねかつてうか たちそてけうせけさあ 』』』『, 
う せあのけ おせけ — さあさ つあすそか すそはせそか う すけちか えそつとおあちつてうそ, たちかてかせおかせて せあ えしそ-

* 』す.: 』かうあつてへみせそう ╊.》., [そちつあさそうあ 〉.╊. 》そくそしそねかせせそか えかててそ. 《ねかちさけ そ きけくせけ う 』ぃ╅ ほすけえちあせてそう 
けく [けてあみ, [そちかけ け ったそせけけ. 〈.: 〉あとさあ, 1984. — 164 つ.
** 』す.: ╆あきあせそう ╊.》., ╆あきあせそうあ 〉.╊. ╅すかちけさあ: うねかちあ け つかえそおせみ. 〈.: ¨くうかつてけみ, 2005. 【. I — 574 つ., 
【. II — 607 c.
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╈そつとおあちつてうかせせふか け そいはかつてうかせせふか おかみてかしけ

いあしへせそか しけおかちつてうそ. ╇ ほてけに とつしそうけみに うあきせそ いふしそ せか つさあてけてへつみ さ «たそうてそ-
ちかせけま たちそこおかせせそえそ», たそさあくあてへ つうそか, そちけえけせあしへせそか うけ́おかせけか たちそいしかす 
つそうちかすかせせそこ ╅すかちけさけ.

╇そ-うてそちふに, せかしへくみ いふしそ くあいふうあてへ そ てそす, ねてそ つそうちかすかせせふか 』ぃ╅ — 
みうしかせけか つしそきせそか け せか たそおおあまはかかつみ そおせそくせあねせふす そぬかせさあす. 《ねかうけおせそ, 
ねてそ そたけつあてへ ╅すかちけさと う ねかちせそ-いかしふに てそせあに たちあさてけねかつさけ せかうそくすそきせそ. ╉しみ 
うそつつそくおあせけみ たそしせそこ さあちてけせふ せかそいにそおけすそ いふしそ せか てそしへさそ うそつたそしへくそ-
うあてへつみ うつかこ たあしけてちそこ さちあつそさ, せそ け, たちかきおか うつかえそ, うつかつてそちそせせか け えしといそさそ 
けくとねけてへ たちかおすかて けつつしかおそうあせけみ.

╇-てちかてへけに, ちあつさちふうあみ あすかちけさあせつさとま てかすと, うあきせそ いふしそ せか そてちふうあてへつみ 
そて つそうちかすかせせふに ちそつつけこつさけに ちかあしけこ け たそつてあちあてへつみ たそすそねへ ねけてあてかしま 
しとねのか たそせみてへ せか てそしへさそ あすかちけさあせつさとま, せそ け ちそつつけこつさとま おかこつてうけてかしへ-
せそつてへ, たそおつさあくあてへ ちかぬかたてふ, さそてそちふか たそすそえしけ いふ つそうちかすかせせそこ 『そつつけけ 
つたちあうけてへつみ つそ つてそみはけすけ たかちかお せかこ たちそいしかすあすけ, う ねかす-てそ そたけちあみつへ せあ 
あすかちけさあせつさけこ そたふて, う ねかす-てそ ちあくうけうあみ つうそけ そちけえけせあしへせふか おそつてけきかせけみ. 
》ちかおつてあうしみかてつみ, ねてそ あうてそちあす とおあしそつへ とつたかのせそ ちかのけてへ うつか てちけ うくあけすそ-
つうみくあせせふか くあおあねけ.

[せけえあ たちかおつてあうしみかて つそいそこ そちけえけせあしへせふこ あうてそちつさけこ うくえしみお せあ たとてへ, 
たちそこおかせせふこ あすかちけさあせつさけす そいはかつてうそす せあ たちそてみきかせけけ たそつしかおせけに つそちそさあ 
しかて. 『あいそてあ, たそ つとはかつてうと, とせけさあしへせあ — うたかちうふか う つてそしへ そちけえけせあしへせそこ 
け とうしかさあてかしへせそこ なそちすか そいそいはかせふ すあてかちけあしふ, ちあつさちふうあまはけか そつそいかせ-
せそつてけ ちあくうけてけみ あすかちけさあせつさそこ ぬけうけしけくあぬけけ う たそつしかおせけか おかつみてけしかてけみ. 
[せけえあ すせそえそえちあせせあ: たそきあしとこ, せかて せけ そおせそこ くせあねけてかしへせそこ つてそちそせふ 
あすかちけさあせつさそこ おかこつてうけてかしへせそつてけ, さそてそちあみ せか たそおうかちえしあつへ いふ うせけすあてかしへ-
せそすと, うおとすねけうそすと あせあしけくと, せか たそつしときけしあ いふ たちかおすかてそす あうてそちつさけに ちあく-
すふのしかせけこ け えしといそさけに うふうそおそう.

》ちけ うつかこ すせそえそえちあせせそつてけ け すそくあけねせそつてけ すあてかちけあしあ てちとお ╆あきあせそうふに 
つさしあおふうあかてつみ う ぬかしそつてせそか たそうかつてうそうあせけか. をかせせそつてへ させけえけ くあさしまねあかてつみ 
けすかせせそ う あうてそちつさそす たそおにそおか さ そつすふつしかせけま せふせかのせかこ ╅すかちけさけ — 
つさうそくへ たちけくすと しけねせそえそ そたふてあ け つちあうせかせけみ 』ぃ╅ つ おちとえけすけ えそつとおあち-
つてうあすけ つそうちかすかせせそえそ すけちあ.

╉うとにてそすせけさ, つそつてそみはけこ けく 37 えしあう, たちかおつてあうしみかて つそいそこ とおあねせふこ 
つけすいけそく さあさ しけねせふに うたかねあてしかせけこ, けくしそきかせせふに う きあせちか ほつつか, てあさ け すあてか-
ちけあしそう せあとねせそ-けつつしかおそうあてかしへつさそえそ にあちあさてかちあ. 〉あ かえそ つてちあせけぬあに せあにそ-
おみて たそしせそうかつせそか そてちあきかせけか たそしけてけさあ, ほさそせそすけさあ, せあとさあ, さとしへてとちあ, 
いふて つそうちかすかせせそえそ あすかちけさあせつさそえそ そいはかつてうあ. ╆かく たちかとうかしけねかせけこ, すそきせそ 
つねけてあてへ ほてと させけえと あさてとあしへせそこ ほせぬけさしそたかおけかこ あすかちけさあせつさそこ きけくせけ. 
》ちかおつてあうしかせけか そ かか すせそえそえちあせせそつてけ おあかて おあきか そおせそ とたそすけせあせけか くあてちそ-
せとてふに うそたちそつそう. ゅてそ け せかそおせそくせあねせふこ そいちあく ╅すかちけさけ う うそつたちけみてけけ 
ちそつつけみせ, さとしへてとちせそか け たそしけてけねかつさそか ちあくせそそいちあくけか つてちあせふ, うせかのせみみ 
たそしけてけさあ 』そかおけせかせせふに ぃてあてそう せあ うあきせかこのけに せあたちあうしかせけみに — そて 
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[けてあみ おそ ╊うちそたふ, そつそいかせせそつてけ うせとてちかせせかえそ たそしけてけねかつさそえそ たちそぬかつつあ, 
さちけてけねかつさそか ちあつつすそてちかせけか つてちかすしかせけみ 』ぃ╅ とてうかちおけてへつみ う さあねかつてうか 
かおけせつてうかせせそこ せあ せふせかのせけこ すそすかせて «つうかちにおかちきあうふ», つさそしそてけう たそお 
つうそけす せあねあしそす うつかすけちせとま けすたかちけま, ちあくしけねせふか あつたかさてふ ほさそせそすけねか-
つさそこ きけくせけ 』ぃ╅ — そて あせあしけくあ たちかおたそつふしそさ ほさそせそすけねかつさそえそ うくしかてあ 
おそ たそおちそいせそえそ ちあつつすそてちかせけみ うそかせせそ-たちそすふのしかせせそえそ さそすたしかさつあ, つかしへ-
つさそえそ にそくみこつてうあ, なけせあせつそう, てちあせつたそちてあ, つなかちふ そいつしときけうあせけみ, うそたちそつそう 
てちとおそうそこ ほてけさけ.

〉あ さそせさちかてせふに たちけすかちあに あうてそちふ たそさあくふうあまて, さあさ なとせさぬけそせけちとかて 
えちあきおあせつさそか そいはかつてうそ う 』そかおけせかせせふに ぃてあてあに, さあさ ちかあえけちとまて けくいけちあ-
てかしけ せあ たちかおうふいそちせふか しそくとせえけ たそしけてけねかつさけに しけおかちそう, さあさそうあ つたかぬけなけさあ 
あすかちけさあせつさそこ さとしへてとちふ, ねてそ たちかおつてあうしみかて つそいそこ たそうつかおせかうせあみ きけくせへ そいけ-
てあてかしかこ いそえあてふに さうあちてあしそう け «そおせそほてあきせそこ ╅すかちけさけ», け すせそえそか おちとえそか. 
をかせせそつてへ け たそしへくあ くせあさそすつてうあ のけちそさそこ そいはかつてうかせせそつてけ (せか てそしへさそ つてと-
おかせてそう, せそ け とねかせふに, たそしけてけさそう, きとちせあしけつてそう) つ ほてけす てちとおそす そねかうけおせふ.

〉か すそえと せか つさあくあてへ け そ てそす, ねてそ つあす いふし つうけおかてかしかす のけちそねあこのけに つうみ-
くかこ ╆あきあせそうふに つ あすかちけさあせつさけすけ けせてかししかさてとあしあすけ, たちかおつてあうけてかしみすけ いけく-
せかつあ け えそつとおあちつてうかせせそえそ けつてかいしけのすかせてあ, さそえおあ いふうあし う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ, 
えおか そせけ ちあいそてあしけ. ゅてけ つうみくけ いふしけ うかつへすあ たそしかくせふ おしみ ちあいそてふ せあのかえそ ╈かせ-
さそせつとしへつてうあ, ちあつのけちかせけみ かえそ うそくすそきせそつてかこ, たちけてそさあ せそうそこ けせてかちかつせそこ 
けせなそちすあぬけけ. ¨ ほてそすと つたそつそいつてうそうあしけ せか てそしへさそ そてさちふてそつてへ け うふつそさけこ 
けせてかししかさてとあしへせふこ てそせとつ ╆あきあせそうふに, せそ け なあせてあつてけねかつさそか えそつてかたちけけす-
つてうそ 〉あてあしへけ, さそてそちあみ いふしあ さ てそすと きか たちかさちあつせふす さとしけせあちそす.

╇ つにそきかす きあせちか つ «╅すかちけさそこ…» せあたけつあせあ かはか そおせあ させけえあ ねかてふ ╆あきあ-
せそうふに — «[けてあこつさあみ すそくあけさあ»*, けてそえ ちあいそてふ あうてそちそう う 》そつそしへつてうか 』』』『 
う 》かさけせか う 1982—1985 えそおあに. 』あすそか, たそきあしとこ, うあきせそか け たそくけてけうせそか う ほてそこ 
させけえか, さあさ け う おちとえけに せあとねせそ-たといしけぬけつてけねかつさけに ちあいそてあに おとほてあ ╆あきあせそうふに: 
つそねかてあせけか なあさてそしそえけねかつさそえそ すあてかちけあしあ つ きけうふすけ うたかねあてしかせけみすけ. 【あさあみ 
«つすかつへ» そたてけすあしへせあ おしみ てそえそ, ねてそいふ くあけせてかちかつそうあてへ つそうかちのかせせそ ちあくせふに 
ねけてあてかしかこ. ╉しみ せあねけせあまはけに うそつてそさそうかおそう ほてあ させけえあ えそちあくおそ たそくせあうあてかしへ-
せかか, けせてかちかつせかか け — えしあうせそか! — たそしかくせかか, ねかす てそしつてふか てそすあ とねかいせけさそう たそ 
ちかしけえけけ, けつてそちけけ け なけしそつそなけけ ╇そつてそさあ (さそてそちふか, せかつそすせかせせそ, せあおそ てそきか 
つさちとたとしかくせそ けくとねあてへ). 》ちそつてそ ほてあ させけえあ せあ てそねかねせふに たちけすかちあに といかきおあかて, 
ねてそ おかこつてうけてかしへせそ かつてへ う ねかす ちあくいけちあてへつみ け ねてそ ちあくいけちあてへつみ — けせてかちかつせそ. 
》そほてそすと けく たみてけ つてちあせけぬ «[けてあこつさそこ すそくあけさけ» たそしとねあかのへ いそしへのか, ねかす 
けく てそすあ てちあおけぬけそせせそえそ とねかいせけさあ. 》ちけ ほてそす そおせそくせあねせふこ たしまつ させけえけ — 
おかしかせけか たしあつてあ けつてそちけねかつさそえそ すあてかちけあしあ たそ てかすあてけねかつさけす いしそさあす.

╇ たかちうそす いしそさか ちあつつさあくふうあかてつみ そ つたかぬけなけさか ちかしけえけそくせそ-ほてけねかつさそえそ 
すけちあ さけてあこぬかう. ╅うてそちふ たそさあくふうあまて, さあさ う 》そおせかいかつせそこ たそねけてあまて たちかお-

*  ゐí¢íÖÜç ぎ.ぢ., ゐí¢íÖÜçí ぞ.ぎ. とóöíúï¡í　 ½Ü£íó¡í. ぜ.: ゑÜïöÜ¡-げíäíÑ, 2011. — 286 ï.
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さそう, きかちてうとみ たそちそこ ちあおけ せけに きけくせへま け そおせそうちかすかせせそ そきけおあみ, ねてそ おとのけ 
たちかおさそう くあはけてみて くおちあうつてうとまはけに そて せかうくえそお. 《つそいそか うせけすあせけか とおかしかせそ 
さそせなとぬけあせつてうと, さそてそちそか たそすそえしそ 』ちかおけせせそこ けすたかちけけ とぬかしかてへ せあ たちそてみ-
きかせけけ おうとに てふつみねかしかてけこ, せそ, う さそせかねせそす つねかてか, たちけうかしそ さ いそしかくせかせせそすと 
そてつてあうあせけま [けてあみ そて ′あたあおあ. ╇ させけえか そいひみつせみかてつみ, さあさ おあそつけくす たそくうそしみし 
さけてあこぬあす うふちふうあてへつみ けく くあちかえしあすかせてけちそうあせせそこ さそせなとぬけあせつてうそす そいはか-
つてうかせせそこ け ねあつてせそこ きけくせけ け とおそうしかてうそちみてへ てみえと さ たちけちそおか, うそしへせけぬか, 
ねとおかつあす, てあこせあす, たそけつさと ちかぬかたてそう とさちかたしかせけみ くおそちそうへみ け おあきか いかつつすかち-
てけみ. 》ちそつしかきけうあかてつみ け うそくおかこつてうけか せあ にあせへつさとま ぬけうけしけくあぬけま いとおおけくすあ. 
〉あ そつせそうか みちさけに きあせちそうふに くあちけつそうそさ, さそせさちかてせふに たちけすかちそう たちそあせあしけ-
くけちそうあせ とせけさあしへせふこ つけせさちかてけくす てちかに そつせそうせふに ちかしけえけそくせそ-ほてけねかつさけに 
とねかせけこ 》そおせかいかつせそこ — さそせなとぬけあせつてうあ, おあそつけくすあ け いとおおけくすあ.

╆あきあせそうふ さちあつそねせそ そたけつふうあまて つたかぬけなけねかつさけこ おとにそうせふこ すけち 
さけてあこぬかう. ╅うてそちふ たそおねかちさけうあまて, ねてそ と ほてそこ ぬけうけしけくあぬけけ そつそいそか そてせそ-
のかせけか さ そおかきおか. [けてあこぬあす たちけつとはか ちあくうけてそか たそせけすあせけか かか なとせさぬけこ 
け さちあつそてふ. ╇ させけえか ちあつつさあくふうあかてつみ そ てそす, ねてそ おそ つけに たそち おそすあ う [けてあか 
うそくうそおみてつみ, とさちあのあまてつみ け そいかちかえあまてつみ たそ とせけさあしへせそこ おちかうせかこ つにかすか. 
【そ, ねてそ おしみ けせそつてちあせぬあ すそきかて せけねかえそ せか そくせあねあてへ, おしみ きけてかしみ 》そおせか-
いかつせそこ たちけそいちかてあかて たそおねあつ そつそいそか くうとねあせけか. 〉あたちけすかち, ちそはけぬあ つそつかせ 
けしけ さけたあちけつそう — たちけくせあさ さしあおいけはあ, けいそ ほてけ おかちかうへみ つけすうそしけくけちとまて 
う [けてあか いかつつすかちてけか. [ちあつせふこ ぬうかて — えちそくあ いかつそう け そいそちそてせかこ. 》そほてそすと 
ちかいかせさと さ そおかきおか たちけさちかたしみまて さちあつせふこ いとすあきせふこ しそつさとてそさ, くあしかたしみまて 
うにそおせふか おうかちけ おそすそう さとつさあすけ さちあつせそこ いとすあえけ.

ゅてそて すけち いふし せか たちそつてそ かおけせつてうかせせふす, さそてそちふこ くせあし さけてあかぬ. 《せ 
あたちけそちけ けつにそおけし けく てそえそ, ねてそ うつか おちとえけか たそちみおさけ せけさとおあ せか えそおみてつみ, 
みうしみまてつみ うあちうあちつさけすけ. 《てさあく ねときかくかすぬかう そて つうそけに てちあおけぬけこ たちけうかて-
つてうそうあしつみ さあさ つうけおかてかしへつてうそ そさとしへてとちけうあせけみ, たそおせみてけみ ううかちに たそ しかつて-
せけぬか ぬけうけしけくあぬけけ. 』とはかつてうそうあしあ といかきおかせせそつてへ, ねてそ うあちうあちあ すそきせそ 
いふしそ くあうそかうあてへ つかちおぬかす, そいしあえそちあきけうあせけかす かえそ おとのけ.

╇てそちそこ いしそさ たそうかつてうとかて そ みくふさか け たけつへすかせせそつてけ. ╅うてそちふ ちあつさちふうあまて 
たちかすとおちそつてけ たちそけくせそのかせけみ さけてあこつさけに つしそう, ちあつつさあくふうあまて そい けつてそちけけ 
うそくせけさせそうかせけみ けかちそえしけなそう うそ II てふつみねかしかてけけ おそ せ.ほ., たちけうそおみて つうかおかせけみ 
そい ほうそしまぬけけ, つすふつしか け なとせさぬけみに けかちそえしけなそう, たちけかすあに けに ちあつのけなちそうさけ 
け くあたそすけせあせけみ, そ たそさしそせかせけけ う [けてあか たけつへすかせせふす てかさつてあす け さあししけ-
えちあなけけ. ╅せあしけくけちとかてつみ «けかちそえしけなけねかつさそか» うけ́おかせけか すけちあ さけてあこぬあすけ 
け うしけみせけか ほてそえそ うけ́おかせけみ せあ すふのしかせけか, ほつてかてけさと, きけうそたけつへ, あちにけてかさてとちと, 
ちかすかつしあ. [せけえあ といかきおあかて, ねてそ けかちそえしけなけさあ そねかせへ すせそえそ くせあねけて おしみ さけてあこ-
ぬかう け みうしみかてつみ そおせけす けく せかつとはけに ほしかすかせてそう うつかこ さけてあこつさそこ ぬけうけしけくあぬけけ.

〉あさそせかぬ, てちかてけこ いしそさ — そ さけてあこつさそこ さとにせか. ╇ せかす ちあつつさあくあせそ そい 
そつそいそこ ちそしけ, さそてそちとま たけてあせけか け うつか, ねてそ つ せけす つうみくあせそ, けえちあかて う 》そおせか-
いかつせそこ. 《たけつあせふ せまあせつふ さとにせけ: かか くあうそちあきけうあまはあみ おちかうせそつてへ, ほさくそてけね-
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せそつてへ いかつねけつしかせせふに いしまお, くせあねけてかしへせふか ちかえけそせあしへせふか ちあくしけねけみ, «うつか-
みおせそつてへ» さけてあこぬかう け けに つてちかすしかせけか たちけおあうあてへ たけはか ぬかしかいせふか つうそこつてうあ. 
》ちけうかおかせふ けせてかちかつせふか つうかおかせけみ そ さけてあこつさけに ちかつてそちあせあに け そいかおかせせそす 
ほてけさかてか, とおかしかせそ うせけすあせけか ちあくしけねせふす つそちてあす さけてあこつさそえそ ねあみ, つたけちて-
せふす せあたけてさあす け てあいあねせふす けくおかしけみす.

『そしへ てちあおけぬけこ う けつてそちけけ 》そおせかいかつせそこ そえちそすせあ. ╇そ すせそえそす けすかせせそ 
そせけ たそくうそしけしけ さけてあこぬあす つそにちあせけてへ つうそま さとしへてとちと け つあすそいふてせそつてへ, 
せかつすそてちみ せあ すせそえそねけつしかせせふか, たちそおそしきあうのけかつみ せあ たちそてみきかせけけ うつかこ 
おそしえそこ けつてそちけけ [けてあみ うてそちきかせけみ うせかのせけに うちあえそう.

〉か そいそのしあ つうそけす うせけすあせけかす 〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ, う つそおちときかつてうか 
つ つとたちとえそす ╊うえかせけかす, け かうちそたかこつさけか つてちあせふ. ¨に させけえけ たそ ‒ちあせぬけけ* 
け ̈ てあしけけ** — つうそかそいちあくせふか たとてかうそおけてかしけ, つせあいきかせせふか そいのけちせふすけ さそす-
すかせてあちけみすけ あうてそちそう け けに えしといそさけすけ, くあにうあてふうあまはけすけ ちあくすふのしかせけみすけ 
せあ つあすふか ちあくせふか てかすふ.

╇ させけえか そ ‒ちあせぬけけ うふ うすかつてか つ ╆あきあせそうふすけ たちそえとしみかてかつへ たそ 》あちけきと 
つ かえそ そつそいふす のあちすそす. ╉あきか かつしけ うふ せかそおせそさちあてせそ いふうあしけ う 》あちけきか, けく 
させけえけ ╆あきあせそうふに とくせあかてか すせそえそ せそうふに けせてかちかつせふに おかてあしかこ そい けつてそちけけ 
け あちにけてかさてとちか なちあせぬとくつさそこ つてそしけぬふ. 〉そ せか てそしへさそ 》あちけき つてあし そいひ-
かさてそす けに うせけすあせけみ. 《せけ つそうかちのけしけ とうしかさあてかしへせふか たそかくおさけ たそ おちとえけす 
えそちそおあす ‒ちあせぬけけ, たそいふうあしけ う くあすさあに せあ ]とあちか, う 』てちあついとちえか, う あいいあて-
つてうか 』かせ-〈けのかしへ, つそうかちのけしけ たそかくおさと う ╆かしへえけま.

╆あきあせそうふ うせけすあてかしへせそ うえしみおふうあまてつみ う つてちあせと, かか けつてそちけま け てちあおけ-
ぬけけ. ぁけてあてかしへ とくせあかて すせそえそ せそうそえそ そ えそてけねかつさそす けつさとつつてうか, そ なちあせぬとく-
つさそこ すとくふさか け きけうそたけつけ, そ さとしへてか かおふ け そ うけせあに, そ しまいうけ なちあせぬとくそう 
さ つあおそうそ-たあちさそうそすと けつさとつつてうと. 》ちけ ほてそす う とうしかさあてかしへせそこ なそちすか ちあつ-
つさあくあせそ そい けつてそちけねかつさけに しけねせそつてみに — そ 〉あたそしかそせか, ]かそせあちおそ おあ ╇けせねけ, 
〈そしへかちか け そ すせそえけに おちとえけに. ¨つてそちけねかつさけか あせかさおそてふ, たちけくうあせせふか そきけ-
うけてへ たそうかつてうそうあせけか, «うつてちみにせとてへ» ねけてあてかしみ, うつてちかねあまてつみ せあ つてちあせけぬあに 
させけえけ てとて け てあす.

』 いそしへのけす けせてかちかつそす ねけてあまてつみ くあすかてさけ, せあうかみせせふか たそつかはかせけかす 
『とあせあ け たしそはあおけ, えおか う 1431 えそおと つそきえしけ ╋あせせと お’╅ちさ. ╅うてそちふ そいちあはあ-
まてつみ さ けつてそちけけ 』てそしかてせかこ うそこせふ, たちけうそおみて たあちあおそさつあしへせとま け せかつさそしへさそ 
たちそうそさあぬけそせせとま かか うかちつけま, たそ さそてそちそこ ╋あせせあ お’╅ちさ つたあつしあ せか つてそしへさそ 
‒ちあせぬけま, つさそしへさそ ╅せえしけま, たちかおそてうちあてけう «つそくおあせけか なちあせさそ-あせえしけこ-
つさそこ なかおかちあぬけけ, う さそてそちそこ あせえしけねあせか あつつけすけしけちそうあしけつへ いふ う いそしかか ちあく-
うけてそこ なちあせぬとくつさそこ さとしへてとちせそこ け ほさそせそすけねかつさそこ つちかおか».

》ちかおつてあうしみまて けせてかちかつ くあすかてさけ そい そてせそのかせけけ なちあせぬとくそう さ つうそかすと 
みくふさと. 』たちあうかおしけうふす みうしみかてつみ うふうそお, ねてそ かえそ たそたとしみちせそつてへ う 『そつつけけ 

* ╆あきあせそう ╊.》., ╆あきあせそうあ 〉.╊. ‒ちあせぬけみ: け [うあくけすそおそ, け [そさそ ぃあせかしへ. 〈.: ╇そつてそさ-′あたあお, 2009. — 206 つ.
** 《せけ きか. ゅてあ えちとつてせそ-うかつかしあみ ¨てあしけみ. 〈.: ╇そつてそさ-′あたあお, 2011. — 270 つ.
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け うそ うつかす すけちか う たちそのしそす そいひみつせみしあつへ せか かえそ «つとたかちさあねかつてうあすけ», あ てかす, 
ねてそ ‒ちあせぬけみ いふしあ つあすふす つけしへせふす, いそえあてふす け ちあくうけてふす かうちそたかこつさけす 
えそつとおあちつてうそす. [そえおあ きか せあ たかちうふか ちそしけ う すけちそうそこ たそしけてけさか け ほさそせそすけさか 
うふおうけせとしけつへ あせえしそみくふねせふか おかちきあうふ, あすかちけさあせぬふ け あせえしけねあせか つてあしけ ちあく-
えしあえそしへつてうそうあてへ そい そつそいふに さあねかつてうあに, たちかうそつにそおつてうか けに みくふさあ せあお おちとえけすけ.

》ちけつてあしへせそ うえしみおふうあみつへ う けつてそちけま, さとしへてとちと, てちあおけぬけけ ‒ちあせぬけけ, 
あうてそちふ つそつてあうしみまて つそいつてうかせせそか すせかせけか そい ほてそこ つてちあせか け かか きけてかしみに, 
さそてそちそか せか うたそしせか つそうたあおあかて たそちそこ つ そいはかたちけせみてふすけ たちかおつてあうしかせけみすけ. 
《せけ つてちかすみてつみ せあちけつそうあてへ せか うふすふのしかせせとま, すけなけねかつさとま ‒ちあせぬけま, 
あ ちかあしへせとま つてちあせと つ かか おそつてそけせつてうあすけ け せかおそつてあてさあすけ. ‒ちあせぬけみ おしみ 
╆あきあせそうふに う そたちかおかしかせせそこ つてかたかせけ つてちあせあ さそせてちあつてそう, ねてそ たそおねかちさけ-
うあかてつみ せあくうあせけかす さあさ つあすそこ させけえけ, てあさ け かか そておかしへせふに えしあう. 《せけ ちあくうかせ-
ねけうあまて せかさそてそちふか すけなふ そ せかこ, つとはかつてうとまはけか う 『そつつけけ. 【あさ, せあたちけすかち, 
のけちそさそ けくうかつてせそ, ねてそ ほてあ つてちあせあ — たちそつてそ ちあこ おしみ てとちけつてそう, たそうつまおと 
てあす とおそいせふか えそつてけせけぬふ, にそちそのけか ちかつてそちあせふ; そ さとしへてとちか け けつてそちけけ 
‒ちあせぬけけ たそうかつてうとまて けせてかちかつせふか たとてかうそおけてかしけ, さ つそつてあうしかせけま さそてそちふに 
たちけねあつてせふ てあしあせてしけうふか けつてそちけさけ. 〉そ せかしへくみ くあいふうあてへ そ てそす, ねてそ, にそてみ 
たあしけてちあ たちかおしあえあかすふに てとちけつてけねかつさけに とつしとえ せかそいふねあこせそ のけちそさあ, けに 
さあねかつてうそ せあたちみすとま くあうけつけて そて たしあてふ くあ せけに. 【あさ, つてそけすそつてへ たちそきけうあ-
せけみ う そてかしか つけしへせそ うあちへけちとかてつみ う くあうけつけすそつてけ そて てそえそ, う さあさそす ちあこそせか 
》あちけきあ そせ ちあつたそしそきかせ.

╇ つうそかこ ちあいそてか ╆あきあせそうふ たそさあくあしけ ‒ちあせぬけま うそ うつかす かか すせそえそそいちあ-
くけけ. 〉あたけつあせせふか きけうふす みちさけす みくふさそす, «たとてかうふか くあすかてさけ» つせあいきかせふ 
たちかさちあつせふすけ けししまつてちあぬけみすけ, しかえさそ ねけてあまてつみ け そつてあうしみまて たちけみてせそか 
うたかねあてしかせけか.

【あさけに きか うふつそさけに そぬかせそさ くあつしときけうあかて けに させけえあ そい ¨てあしけけ. 》ちけ-
くせあうあみ つうそか たちそてけうそちかねけうそか そてせそのかせけか さ つてちあせか せあ ╅たかせせけせあに け さ かか 
そいけてあてかしみす, ╆あきあせそうふ くあすかねあまて:

«¨すかせせそ てあさそこ, うかつへすあ たちそてけうそちかねけうふこ そいちあく ¨てあしけけ け けてあしへみせ-
ぬかう つさしあおふうあしつみ うかさあすけ. 》かちけそおけねかつさけ そせ すかせみしつみ そて いそしかか さ すかせかか 
たそくけてけうせそすと け せあそいそちそて, せそ う ぬかしそす うつみ たあしけてちあ さちあつそさ たちけ そぬかせさか 
けてあしへみせつさそこ ぬけうけしけくあぬけけ そつてあうあしあつへ せかけくすかせせそこ».

╅うてそちふ させけえけ さそせつてあてけちとまて, ねてそ ¨てあしけみ うつかえおあ たちけてみえけうあしあ け ちそつ-
つけみせ, け おちとえけに けせそつてちあせぬかう さあさ すあえせけて. ╈しといそさそか うたかねあてしかせけか せあ たちけかく-
きけに たちそけくうそおみて さしけすあて け たかこくあきけ — てかたしそ, つそしせぬか, しあくとちせそか せかいそ, えそしと-
いあみ うそおあ すそちかこ, つそつせふ-たけせけけ, そてしけうあまはけか つけせかうそこ けくおあしかさあ, うそくおとに, 
せあつふはかせせふこ さけつしそちそおそす け こそおそす, さとおちみうふか けくとすちとおせそ-くかしかせふか にそしすふ.

》ちけうしかさあかて ¨てあしけみ け つうそかこ, せあ たかちうふこ うくえしみお, うかつかしそこ, いかつのあいあの-
せそこ, ちあつさそうあせせそこ, すせそえそさちあつそねせそこ きけくせへま, さあちせあうあしへせそこ あてすそつなか-
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ちそこ. 【あす せか せあおそ せかとさそつせけてかしへせそ いしまつてけ くあさそせ, てあす すそきせそ さとちあきけてへつみ, 
たちかおあうあてへつみ つてちあつてみす, のとすかてへ, おかいそのけちけてへ. 》かちかつかさあみ えちあせけぬと ¨てあ-
しけけ, えそつてけ うたあおあまて う ほこなそちけま, そいちかてあまて ねとうつてうそ つうそいそおふ, せあつしあきおあ-
まてつみ, せあいしまおあみ くあ つとすあてそのせそこ, のとすせそこ, つてちあつてせそこ きけくせへま けてあしへみせ-
ぬかう, せか そいちかすかせかせせそこ たちあうけしあすけ け ちかえしあすかせてそす. ╅しかさつあせおち ╈かちぬかせ 
とてうかちきおあし:

«╇ ╊うちそたか かつてへ てそしへさそ そおせあ つてちあせあ, さそてそちあみ せあたそしせみかて うあつ ねとうつてうそす 
とすけちそてうそちかせけみ, さそてそちあみ たそいときおあかて うあつ たしあさあてへ せか けく-くあ そてうちあはかせけみ 
け ちあくそねあちそうあせけみ, あ そて うそつてそちえあ, け ほてあ つてちあせあ — ¨てあしけみ».

╉ちとえあみ たちけねけせあ たそたとしみちせそつてけ ¨てあしけけ, そてすかねあかてつみ う させけえか ╆あきあ-
せそうふに, — かか おちかうせみみ ぬけうけしけくあぬけみ. 』しかおふ あせてけねせそこ おちかうせそつてけ くあうそちあ-
きけうあまて, おあきか てか, さそてそちふか せあ つあすそす おかしか みうしみまてつみ, つさそちかか, せそうそおかしそす. 
》ちけのかしへぬふ つそ うつかに さそせぬそう つうかてあ つ そてさちふてふすけ そて けくとすしかせけみ ちてあすけ 
うくけちあまて せあ てそ, ねてそ うふおあかてつみ くあ ちとけせふ うけししふ をけぬかちそせあ う ‒そちすけけ, 
すそえけしふ ╇けちえけしけみ う 〉かあたそしか, さあさ け 〉かちそせあ たそお 『けすそす. 』 そおけせあさそうふす 
てちかたかてそす けせそつてちあせぬふ ちあつつすあてちけうあまて いかちかえあ そくかちあ 【ちあつけすかせそ け つかしかせけか 
[あせせふ, そさそしそ さそてそちそえそ さあちなあえかせぬふ, うかおそすふか ╈あせせけいあしそす, ちあくえちそすけしけ 
う 216 えそおと おそ せ.ほ. ちけすつさけか しかえけそせふ, ╅たたけかうと おそちそえと, うかちのけせと 』そちあさてあ, 
うそつたかてとま ╈そちあぬけかす, たしみき と ╈あほてふ, えおか をけぬかちそせあ くあさそしそしけ せそきそす, すかつてそ 
せあ ‒そちとすか, えおか いふし といけて をかくあちへ, け あちかせと [そしけくかみ, せあ さそてそちそこ しへうふ つきけ-
ちあしけ にちけつてけあせ たそお うそつてそちきかせせふこ ちかう ちけすつさそこ たといしけさけ.

〉か すかせへのけこ あきけそてあき うふくふうあまて おそつてけきかせけみ ほたそにけ ╇そくちそきおかせけみ — 
のかおかうちふ きけうそたけつけ, つさとしへたてとちふ, あちにけてかさてとちふ, しけてかちあてとちふ け たそほくけけ. 
〈けさかしあせおきかしそ け ]かそせあちおそ おあ ╇けせねけ うそつたちけせけすあまてつみ さあさ えしあうせふか 
えかせけけ うつかに うちかすかせ け せあちそおそう, 『あなあほしみ せあくふうあまて うかしけねあこのけす にとおそき-
せけさそす う けつてそちけけ ねかしそうかねかつてうあ. [あさ たそおねかちさけうあまて すせそえけか けせそつてちあせぬふ, 
たそつかはかせけか くせあすかせけてふに けてあしへみせつさけに えそちそおそう — ‒しそちかせぬけけ, 『けすあ, ╇かせか-
ぬけけ, 〉かあたそしみ — みうしみかてつみ せかそいにそおけすそこ ねあつてへま そいちあくそうあてかしへせそえそ たちそ-
ぬかつつあ, いかく とねあつてけみ う せかす せかしへくみ たちかてかせおそうあてへ せあ うふつそさけこ さとしへてとちせふこ 
け つそぬけあしへせふこ つてあてとつ. 』てかせおあしへ, たそたあう う ぬかちさそうへ 』うみてそえそ [ちかつてあ うそ 
‒しそちかせぬけけ, たちけのかし う しかえさそか たそすかのあてかしへつてうそ そて とうけおかせせそこ さちあつそてふ. 
ゅてそ つそつてそみせけか たそしとねけしそ せあくうあせけか «つけせおちそす 』てかせおあしみ». ¨す くあちあきあまてつみ 
け つそうちかすかせせふか しまおけ: う いそしへせけぬあに ‒しそちかせぬけけ けすかまてつみ つたかぬけあしへせふか 
そておかしかせけみ おしみ てあさけに いそしへせふに.

╇かつさあみ たちけねけせあ たそつてそみせせそえそ せあのかつてうけみ けくうせか せあ ¨てあしけま — ちかしけ-
えけみ. ╇あてけさあせ — ぬかせてち さあてそしけぬけくすあ, け つそてせけ すけししけそせそう かえそ たそつしかおそうあ-
てかしかこ つねけてあまて くあ つねあつてへか とうけおかてへ ╇あてけさあせ け, すそきかて いふてへ, つあすそえそ たあたと 
ちけすつさそえそ, けに うふつのかえそ おとにそうせそえそ しけおかちあ. ]まおけ かおとて, ねてそいふ たそつかてけてへ 
おちとえけか つうみてふか すかつてあ: にちあすふ, ぬかちさうけ, ねあつそうせけ, すそえけしふ つうみてふに. 〉あさそせかぬ, 
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╈そつとおあちつてうかせせふか け そいはかつてうかせせふか おかみてかしけ

ねてそいふ うふしかねけてへつみ と くせあすかせけてふに しかさあちかこ-おとにそうせけさそう, たそしとねけてへ けつさと-
たしかせけか えちかにそう.

〉あちみおと つ さあてそしけさあすけ う ¨てあしけま とつてちかすしみまてつみ けせふか たあしそすせけさけ — 
さあさ にちけつてけあせか, てあさ け たちかおつてあうけてかしけ たちそねけに さそせなかつつけこ. ′あねあつてとま そせけ 
たそしとねあまて そて つそたちけさそつせそうかせけみ つそ つうみてふせみすけ さあてそしけぬけくすあ いそしへのけこ ほすそ-
ぬけそせあしへせふこ くあちみお, ねかす つあすけ さあてそしけさけ. ╇かおへ おしみ せけに うつか せそうそ, せかそいふねせそ, 
そのかしそすけてかしへせそ.

[とにせみ — てそきか うあきせそか つしあえあかすそか とつたかにあ ̈ てあしけけ と てとちけつてそう. 》ちそおとさてふ 
うふえしみおみて つうかきけすけ, みちさけすけ, そせけ たちけみてせふ せあ ぬうかて, くあたあに, うさとつ. 《うそはけ 
け なちとさてふ うふちあはけうあまてつみ たそお そてさちふてふす せかいそす け たそおあまてつみ せあ つてそし, さそえおあ 
そせけ う つあすそす つそさと. [あさ そてすかねあまて ╆あきあせそうふ, けてあしへみせつさあみ さとにせみ たちかおつてあう-
しみかて たちけちそおと う せあけしとねのかす うけおか. 〉と あ けてあしへみせつさけか けくおかしけみ う せか すかせへ-
のかこ つてかたかせけ すあせみて しまおかこ せあ ╅たかせせけせふ: すけしあせつさけか いとてけさけ つ けくみはせふすけ 
せあちみおあすけ け ほしかえあせてせそこ そいとうへま, «‒かちちあちけ», «〈あくかちあててけ», さあちせあうあしへせふか 
すあつさけ ╇かせかぬけけ け て.お. け て.た.

¨てあさ, さそせつてあてけちとまて あうてそちふ させけえけ, ¨てあしけみ — そねかせへ たそたとしみちせあみ 
つてちあせあ. 〉そ, せあちみおと つ うそつてそちえあすけ, ¨てあしけみ うつかえおあ うふくふうあしあ くあ えちあせけぬかこ 
け たちそてけうそたそしそきせふか, せかえあてけうせふか ほすそぬけけ. 〉あ せかさそてそちふに ほてあたあに けつてそちけけ 
そせけ おあきか たちかそいしあおあしけ. ¨く うかさあ う うかさ けてあしへみせぬかう そいうけせみしけ う あすそちあしへせそ-
つてけ, う くあいうかせけけ うつかに にちけつてけあせつさけに ぬかせせそつてかこ. ╇ しけてかちあてとちか ちみおあ つてちあせ 
けてあしへみせぬふ たちかおつてあうあしけ つとてかせかちあすけ, のたけそせあすけ, といけこぬあすけ, たちかおあてか-
しみすけ, うそちあすけ, きとしけさあすけ. ゅてあ てかせおかせぬけみ つそにちあせみかてつみ せあ つそうちかすかせせそす 
ほてあたか う そいけしけけ なけしへすそう け させけえ そ つけぬけしけこつさそこ すあなけけ.

¨せそつてちあせぬふ せか とつてあまて そてすかねあてへ, ねてそ ¨てあしけみ つそてさあせあ けく たちそてけうそ-
ちかねけこ. ゅてそ つてちあせあ なあせあてけねせふに さあてそしけさそう け すあなけそくけ, ちへみせふに つてそちそせ-
せけさそう かうちそたかこつさそこ けせてかえちあぬけけ け つあすふに くしそつてせふに せあちとのけてかしかこ おけちかさ-
てけう ╊うちそたかこつさそえそ つそまくあ. ╇ ¨てあしけけ たかちかおそうあみ けせきかせかちけみ け たそつてそみせせそ 
しそすあまはあみつみ いふてそうあみ てかにせけさあ, ときあつせふこ うそおそたちそうそお. 〉あ ╅たかせせけせあに 
つそつかおつてうとまて つさあくそねせそか いそえあてつてうそ け うそたけまはあみ いかおせそつてへ. ╇ くあさしまねかせけか 
╆あきあせそうふ たけのとて:

«〉そ さあさ いふ てあす せけ いふしそ, うかつへ すけち たちそおそしきあかて つてかさあてへつみ う ¨てあしけま, 
せか たかちかつてあうあみ とすけしみてへつみ ほてそこ つてちあせそこ け そおせそうちかすかせせそ せあえちあきおあみ 
かか け かか そいけてあてかしかこ せかたちけみてせふすけ ほたけてかてあすけ. ╇つか ほてそ うかつへすあ たそとねけ-
てかしへせそ. [そえおあ けせそつてちあせぬふ たそちそこ さちけてけさとまて ちそつつけみせ, せあおそ たそせけ-
すあてへ, ねてそ せけさてそ たそお しとせそこ せか くあつてちあにそうあせ そて さちけてけさけ».

《つそいそ すせか にそてかしそつへ いふ うふおかしけてへ ちあいそてと ╆あきあせそうふに «╇そつてそねせふこ ほさつ-
たちかつつ つ そつてあせそうさあすけ せあ ′あたあおか»*, さそてそちあみ てちあさてとかてつみ さあさ すかすとあちふ, せそ せあ 
つあすそす おかしか おあしかさそ うふにそおけて くあ ちあすさけ そいふねせふに うそつたそすけせあせけこ そ たちそのしそす.

*  ╆あきあせそう ╊.》., ╆あきあせそうあ 〉.╊. ╇そつてそねせふこ ほさつたちかつつ つ そつてあせそうさあすけ せあ ′あたあおか. 〈.: ╇そつてそさ-′あたあお, 
2008. — 616 つ.
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╇ふうそおふ け とすそくあさしまねかせけみ, さ さそてそちふす あうてそちふ たそおうそおみて ねけてあてかしみ, 
けすかまて くせあねかせけか せか てそしへさそ さあさ しけねせふか うそつたそすけせあせけみ そ きけくせかせせそす たとてけ, 
せそ け たちかおつてあうしみまて けせてかちかつ つ てそねさけ くちかせけみ おあしへせかこのかえそ ちあくうけてけみ 『そつつけけ.

╇つか すふ «ちそおそす けく たちそのしそえそ». 』 そおせそこ つてそちそせふ, ほてそ そくせあねあかて, ねてそ 
せあのけ てちあおけぬけけ, たちけうふねさけ, そつそいかせせそつてけ せあぬけそせあしへせそえそ すかせてあしけてかてあ 
せかけくいかきせそ うしけみまて せあ せあつてそみはかか け いとおとはかか. ¨すかせせそ てあす, う せあのかこ 
けつてそちけけ,— さそちせけ たそいかお け おそつてけきかせけこ. 』 おちとえそこ つてそちそせふ, けく たちそのしそえそ 
たちそちあつてあまて う つかえそおせみのせけこ おかせへ, あ くせあねけて, け う «つうかてしそか くあうてちあ», たちそ-
いしかすふ け たそちそさけ. 』 せけすけ せかそいにそおけすそ たそつてかたかせせそ ちあつつてあうあてへつみ — てそしへさそ 
てあさ うそくすそきせそ たとつてへ すかおしかせせそか, せそ せかとさしそせせそか たちそおうけきかせけか うたかちかお. 
》ちかおつてあうしみかてつみ, ねてそ う せあのかす そいはかつてうか ほてあ いあせあしへせあみ けつてけせあ せか うたそしせか 
そつそくせあせあ. ╉けつさとつつけみ そい けつてそちけけ せあのかこ つてちあせふ け — さあさ かか たちそおそしきか-
せけか — そ たとてみに かか おあしへせかこのかえそ ちあくうけてけみ け ちかなそちすけちそうあせけみ, せあねあうのあみつみ 
う ちあくいときかせせそす そて てそてあしけてあちせそえそ つせあ 』』』『, たそつてかたかせせそ いふしあ つうかちせとてあ, 
てあさ け せか くあにうあてけう たそ-せあつてそみはかすと しまおかこ. ╅おかさうあてせふか そぬかせさけ たちそこおかせ-
せそえそ たとてけ かつしけ け たちそくうとねあしけ, てそ そねかせへ てけにそ, せか いふしけ たそしそきかせふ う そつせそうと 
おあしへせかこのかえそ ちあくうけてけみ け, たそ つとてけ, せか つてあしけ おそつてそみせけかす うつかえそ そいはかつてうあ. 
╅ うかおへ けすかせせそ そて てそえそ, せあつさそしへさそ えしといそさあ う そいはかつてうか たそおおかちきさあ ちかなそちす, 
くあうけつけて けに とつたかに. 〈ふ きか たそ-たちかきせかすと たしそにそ たそせけすあかす, ねてそ てあさそか 
ちふせそねせあみ ほさそせそすけさあ, おかすそさちあてけみ け たちあうあ ねかしそうかさあ, あ うすかつてそ たそせみてけみ 
«つけしあ くあさそせあ» きけうかす たそ «くあさそせと つけしふ». 〈ふ うせそうへ け うせそうへ つさあてふうあかすつみ 
う たちそのしそか, そたけちあみつへ せあ たちけうふねせふか くあさそつてかせかしふか なそちすふ とたちあうしかせけみ 
け そいはかせけみ つ うせかのせけす すけちそす, たふてあみつへ ちかのあてへ くあおあねけ «さそすたへまてかちせそえそ» 
XXI うかさあ つ たそすそはへま «たちそつてそこ しそえあちけなすけねかつさそこ しけせかこさけ».

『あいそてあ ╆あきあせそうふに たそくうそしみかて ねけてあてかしま たちけつてあしへせそ うえしみおかてへつみ う つうそま 
けつてそちけま, たちあうけしへせそ そぬかせけてへ とつたかにけ け うすかつてか つ てかす うふおかしけてへ せかおそつてあてさけ 
おしみ てそえそ, ねてそいふ せか てあはけてへ けに つ つそいそこ う せそうとま ちかあしへせそつてへ, «せか せあつてとたあてへ 
せあ そおせけ け てか きか えちあいしけ». [せけえあ せあたけつあせあ しまおへすけ, えしといそさそ たかちかきけうあま-
はけすけ うつか たちそけつにそおみはかか う つてちあせか, たそつうみてけうのけすけ つうそま きけくせへ つしときかせけま 
《てねけくせか.

』かえそおせみ すせそえけか, そつそいかせせそ たちかおつてあうけてかしけ つちかおせかえそ け つてあちのかえそ たそさそしか-
せけこ, うつたそすけせあまて そい 』』』『 つ せそつてあしへえけかこ, けおかあしけくけちとまて かえそ, おかつさあてへ, うそて 
てそえおあ うつか いふしそ たちあうけしへせそ け つたちあうかおしけうそ, たそ つそうかつてけ, せか てそ ねてそ つかえそおせみ. 
》そおそいせあみ けおかあしけくあぬけみ うたそしせか そいひみつせけすあ: せかちかおさそ うつか たちそけつにそおけうのかか 
つ ねかしそうかさそす う ませそつてけ たそおかちせとてそ ちそすあせてけねかつさそこ おふすさそこ. 《おせあさそ おしみ たちあ-
うけしへせそこ そぬかせさけ せかそいにそおけす てちかくうふこ うくえしみお, つうそいそおせふこ そて ほすそぬけそせあしへせそこ 
そさちあつさけ. 》ちかおつてあうしみかてつみ, ねてそ けくとねかせけか «つうけおかてかしへつてう そねかうけおぬあ» すそきかて 
いふてへ ちかさそすかせおそうあせそ さあきおそすと, さてそ せそつてあしへえけちとかて たそ «つうかてしそすと» つそうかて-
つさそすと たちそのしそすと け すかねてあかて そ うそくうちあはかせけけ てそこ «くあすかねあてかしへせそこ ほたそにけ», 
さそえおあ とくさけこ さちとえ «たそつうみはかせせふに» うそ えしあうか つ そねかちかおせふす «うかしけさけす け ときあつ-
せふす» ちとさそうそおけし せあのかこ そえちそすせそこ つてちあせそこ. 》そしかくせそ そくせあさそすけてへつみ つ ちあいそ-
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てそこ ╆あきあせそうふに け てかす, さてそ つかえそおせみ つてちかすけてつみ うつか せあのけ いかおふ, うさしまねあみ ちあつ-
たあお 』』』『, つうあしけてへ せあ うせかのせけか つけしふ, くあすあしねけうあみ け さあすとなしけちとみ えしといそさけこ 
さちけくけつ, う さそてそちそす せあにそおけしそつへ せあのか そいはかつてうそ さ さそせぬと つそうかてつさそえそ たかちけそおあ.

《つそいかせせそつてけ たちそなかつつけそせあしへせそこ さあちへかちふ ╆あきあせそうふに たそくうそしけしけ けす 
たそおちそいせそ け うそ うつかに てそせさそつてみに そくせあさそすけてへつみ つ てかす, さあさ う たそくおせかつそうかてつさそか 
うちかすみ なとせさぬけそせけちそうあしあ たあちてけこせそ-たちあうけてかしへつてうかせせあみ つけつてかすあ. 』 ますそ-
ちそす けつたそしへくとみ さそせさちかてせふか たちけすかちふ, あうてそちふ たそおうそおみて ねけてあてかしみ さ うふうそおと, 
ねてそ つけつてかすあ うふちあいそてさけ け ちかあしけくあぬけけ ちかのかせけこ おあきか せあ うふつのかす とちそうせか 
いふしあ さちあこせか せかほななかさてけうせあ. 〉か すかせかか みちさそ う させけえか ちあつつさあくふうあかてつみ そ たそさあ-
くとにか, さ さそてそちそこ のけちそさそ たちけいかえあしけ たちかおつてあうけてかしけ うつかに ほのかしそせそう うしあつてけ, 
うさしまねあみ つあすふか うふつのけか. 〉あたちけすかち, さあさ け うつか そつてあしへせふか つそうかてつさけか しまおけ, 
╆あきあせそうふ «とねあつてうそうあしけ う そいつときおかせけけ» そたとつそう ].¨. ╆ちかきせかうあ, さそてそちふか 
てあさ きか, さあさ け いそしへのけせつてうそ とねあつてせけさそう ほてけに おけつさとつつけこ, せか ねけてあしけ. 《せけ 
け せか すそえしけ ほてそえそ つおかしあてへ, てあさ さあさ ぬかせてち たそたちそつてと せか たちけつしあし う つそうかてつさそか 
さそせつとしへつてうそ う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ ほてけ たちそけくうかおかせけみ. [そつせそつてへ け せかうかきかつてうそ 
たちけさちふうあしけつへ あてすそつなかちそこ つさちふてせそつてけ, あ てあさきか おかすそせつてちあぬけかこ «さちけ-
つてあしへせそこ たあちてけこせそこ ねけつてそてふ». ╇ を[, せあたちけすかち, う すそおか いふしそ ねてかせけか たちそ-
けくうかおかせけこ ]かせけせあ せあ うけおと と うつかに: つ さあちあせおあのそす う ちとさあに せあ なそせか いまつてあ 
け たそちてちかてあ たかちうそえそ ちとさそうそおけてかしみ 』そうかてつさそえそ えそつとおあちつてうあ.

╇つか ほてそ ちかくさそ つせけきあしそ うかちそみてせそつてへ たちけせみてけみ うふつのけすけ そちえあせあすけ うしあ-
つてけ たちあうけしへせふに ちかのかせけこ, ちとさそうそおみはけか とさあくあせけみ せかちかおさそ せそつけしけ たちそてけ-
うそちかねけうふこ にあちあさてかち. 〈かきおと てかす けすかせせそ «たそつてあせそうしかせけみ を[ うふたそしせみしけ 
うあきせとま なとせさぬけま — そせけ いふしけ けつてそねせけさそす つそうかてつさそえそ たちあうあ». ╇ とつしそ-
うけみに きかつてさそこ さそすあせおせそ-あおすけせけつてちあてけうせそこ つけつてかすふ, うせか おかすそさちあてけねか-
つさそえそ さそせてちそしみ, けすかせせそ そて ほてけに ちかのかせけこ くあうけつかしあ きけくせへ うつかこ そえちそすせそこ 
つてちあせふ, せあねけせかせせそこ つあすふす つそうちかすかせせふす そちときけかす, うさしまねあみ そちときけか すあつ-
つそうそえそ とせけねてそきかせけみ. ぁけてあみ うそつたそすけせあせけみ, そてねかてしけうそ たそせけすあかのへ, ねてそ 
くあさちふてそつてへ すかにあせけくすそう たちけせみてけみ うあきせかこのけに たそしけてけねかつさけに ちかのかせけこ 
う とつしそうけみに そてつとてつてうけみ そいはかつてうかせせそえそ さそせてちそしみ け つといひかさてけうせそこ せかさそす-
たかてかせてせそつてけ すそきかて せあせかつてけ そえちそすせふこ うちかお えそつとおあちつてうかせせふす けせてかちかつあす.

』たちあうかおしけうそつてけ ちあおけ せかそいにそおけすそ そてすかてけてへ, ねてそ さあちてけせあ, さそてそちとま 
ちけつとまて ╆あきあせそうふ, せか つてそしへ すちあねせあ け そおせそちそおせあ. 〉あ けに たちそなかつつけそせあしへ-
せそす け きけくせかせせそす たとてけ うつてちかねあしけつへ ちあくせふか しまおけ, う てそす ねけつしか け てか, さてそ 
せか いそみしつみ すふつしけてへ つあすそつてそみてかしへせそ け う てそこ けしけ けせそこ なそちすか たちそみうしみし 
つうそま せかそちおけせあちせそつてへ. ゅてそ け みちさけこ, てあしあせてしけうふこ «〈けにつてかた» — 〈けにあけし 
』てかたあせそうけね [あたけぬあ, うふたあおあうのけこ せかちかおさそ (うけおけすそ, おあきか たそすけすそ つうそかこ 
うそしけ, あ たちそつてそ う つけしと そつそいかせせそつてかこ つうそかこ しけねせそつてけ) けく おとのせそこ, くあつてそこせそこ 
あてすそつなかちふ てかに しかて. ゅてそ け たちそなかつつそち 〈╈¨〈《 — なけしそつそな ╊ちすそしかせさそ, 
«そつすかしけうのけこつみ» にうあしけてへ くあたあおせふに なけしそつそなそう てそえおあ, さそえおあ おあきか たちそつてそか 
けに とたそすけせあせけか う とねかいせけさあに おそしきせそ いふしそ せかけくすかせせそ つそたちそうそきおあてへつみ 
きかつてさそこ さちけてけさそこ. ゅてそ け うふつそさそたそつてあうしかせせふこ つそてちとおせけさ ╈そつたしあせあ 〈とせ-
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てみせ, さそてそちふこ う ちあくえあち くあつてそこせそこ ほたそにけ そてさちふてそ ちあつつさあくふうあし そ ちかあしへせそす 
つそつてそみせけけ せあのかこ ほさそせそすけさけ け «う たとに け たちあに ちあくおそしいあし うつか おそつてけきかせけみ 
つそうかてつさそこ うしあつてけ». ゅてそ け すせそえけか おちとえけか, うふおかしみうのけかつみ つちかおけ たちかおつてあうけ-
てかしかこ つそうかてつさそこ ほしけてふ てかに うちかすかせ, せそ せか そたちかおかしみうのけか かか しけぬあ.

]とねのか たそせみてへ たちけねけせふ ちあくうあしあ 』』』『 け さちけくけつあ, う さそてそちそす そさあくあしあつへ 
う ほてそて たかちけそお せあのあ つてちあせあ, たそすそえあまて け つてちあせけぬふ, たそつうみはかせせふか «たかちか-
つてちそこさか». ‒あさてふ, たちけうかおかせせふか せあにそおけうのけすけつみ う ぬかせてちか たそしけてけねかつさけに 
つそいふてけこ ╆あきあせそうふすけ, けに せあいしまおかせけみ たそおてうかちきおあまて すふつしへ そ てそす, ねてそ 
けおかけ «たかちかつてちそこさけ» たちけきけうあしけつへ たしそにそ. 』 そおせそこ つてそちそせふ, と ちとさそうそお-
つてうあ せか いふしそ ねかてさそこ つてちあてかえけけ ちかなそちすけちそうあせけみ 』』』『. 』 おちとえそこ — 
ちかなそちすふ せあてあしさけうあしけつへ せあ つそたちそてけうしかせけか たちかおつてあうけてかしかこ ちあくしけねせふに 
つしそかう そいはかつてうあ. ╉あきか つちかおけ いしけきあこのかえそ そさちときかせけみ 〈.』. ╈そちいあねかうあ 
いふしけ しまおけ, せあつてちそかせせふか あせてけおかすそさちあてけねかつさけ. 〉か すかせへのかか そててそちきかせけか 
うふくふうあしけ け せあねあうのけかつみ けくすかせかせけみ せあ すかつてあに.

》かちかお すふつしかせせふす うくそちそす ねけてあてかしみ たちそにそおけて ぬかしふこ さあしかこおそつさそた 
さあちてけせ, みうしかせけこ, そいちあくそう しまおかこ, せあ たかちうふこ うくえしみお, せあたちみすとま おちとえ 
つ おちとえそす せか つうみくあせせふに. 《おせあさそ たちけ いしけきあこのかす ちあつつすそてちかせけけ すかきおと 
せけすけ そいせあちときけうあかてつみ てかつせあみ うくあけすせあみ つうみくへ, さそてそちあみ, う つうそま そねかちかおへ, 
つしときけて たそおてうかちきおかせけかす そつせそうせふに けおかこ あうてそちそう.

》ちけねかす, たそ つうそかすと そいふさせそうかせけま, ほてけ けおかけ あうてそちふ たちみすそ たそねてけ 
せか なそちすとしけちとまて, たちかおしあえあみ ねけてあてかしま つあすそつてそみてかしへせそ ちあつつときおあてへ 
け おかしあてへ うふうそおふ. 【あさ, ちあくおかしふ, たそつうみはかせせふか ちあくしけねせふす すかきおとせあ-
ちそおせふす たちそいしかすあす, 』けせえあたとちと け [あすいそおきか, いふうのかこ ╈╉『, つあすけ たそ 
つかいか くあつしときけうあまて うせけすあせけみ うつかに, さてそ けくとねあかて つそそてうかてつてうとまはけか つてちあせふ 
け ちかえけそせふ. 〉そ そせけ うあきせふ け つ てそねさけ くちかせけみ えしあうせそこ すふつしけ あうてそちそう: 
ちふせそねせふか ちかなそちすふ け おかすそさちあてけねかつさあみ «たちけうけうさあ» — えしあうせふか たちけ-
ねけせふ とつたかにあ (』けせえあたとち), てそえおあ さあさ そてさあく そて ほてそえそ たとてけ ([あすいそおきあ), 
せあそいそちそて, つたそつそいかせ そていちそつけてへ つてちあせと せあくあお う たちそのしそか.

¨せてかちかつせふ くあちけつそうさけ そ ╈╉『, さそてそちとま あうてそちふ たそつかてけしけ せかくあおそしえそ おそ 
うそつつそかおけせかせけみ ╈かちすあせけけ. 【あす すそきせそ いふしそ うつてちかてけてへ てか きか みうしかせけみ, ねてそ 
け う 』そうかてつさそす 』そまくか: «ちそおけすふか たみてせあ» たしあせそうそこ ほさそせそすけさけ — おかなけぬけて, 
にあすつてうそ け せかあささとちあてせそつてへ う つなかちか てそちえそうしけ うつてちかねあしけつへ たそうつかすかつてせそ, 
せかつすそてちみ せあ うつかす けくうかつてせふか そつそいかせせそつてけ せあぬけそせあしへせそえそ にあちあさてかちあ せかす-
ぬかう — あささとちあてせそつてへ け たかおあせてけくす. 》そおそいせふか せあいしまおかせけみ たそすそえあまて 
しとねのか たそせみてへ ちそしへ け そたちかおかしけてへ ちかあしへせそか すかつてそ てあさ せあくふうあかすふに «ぬけうけ-
しけくあぬけそせせふに ちあくしけねけこ», くせあねかせけか さそてそちふに すせそえけか つかえそおせみ つさしそせせふ 
たちかとうかしけねけうあてへ.

╇くえしみおふ あうてそちそう せあ ちあくうけてけか おちとえけに えそつとおあちつてう け せあ すかきおとせあちそおせふか 
そてせそのかせけみ けせてかちかつせふ うおうそこせか, たそてそすと ねてそ ほてそ — えしあうせあみ け そつせそうせあみ 
つたかぬけあしけくあぬけみ ╆あきあせそうふに. ╇ ちあいそてか ╆あきあせそうふ とおかしみまて そつそいそか うせけ-
すあせけか そたちそうかちきかせけま せかさそてそちふに すけなそう そ ちそしけ 『そつつけけ う すけちか け そい 
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そてせそのかせけけ さ せかこ おちとえけに つてちあせ け せあちそおそう, たちけそいちかてあまはけに う たそつしかおせけか 
えそおふ そたちかおかしかせせとま たそたとしみちせそつてへ つちかおけ ちそつつけこつさけに えちあきおあせ. 《おけせ けく 
せけに — そ てちあおけぬけそせせそこ うちあきおかいせそつてけ つそうちかすかせせそこ ╊うちそたふ う そてせそのか-
せけけ 『そつつけけ け そ すせそえそうかさそうそす すかきぬけうけしけくあぬけそせせそす たちそてけうそつてそみせけけ 
′あたあおあ け 『そつつけけ. ╇ そてうかて せあ ほてそ あうてそちふ たそおねかちさけうあまて, ねてそ たちそてけうそちかねけみ 
け つそたかちせけねかつてうそ せあ たちそてみきかせけけ うつかこ けつてそちけけ ねかしそうかねかつてうあ いふしけ たちけ-
つとはけ つあすふす ちあくせふす つてちあせあす け せあちそおあす, け う たかちうとま そねかちかおへ かうちそたかこ-
つさけす. 》ちけねかす ねあはか うつかえそ あえちかつつけみ せあねけせあしあつへ せか つ 『そつつけけ: たかちうふすけ かか 
きかちてうあすけ つてあせそうけしけつへ «いちあてへみ たそ ぬけうけしけくあぬけけ».

╊はか そおけせ すけな — そ てそす, ねてそ «うつかす たそたかちかさ えそちしあ つてそけて すそはへ 『そつ-
つけけ, そてつまおあ — たそつてそみせせそか つてちかすしかせけか かか たそおそちうあてへ». 〉そ «てそねせそ てあさ きか 
う ╊うちそたか たそいあけうあまてつみ ねちかくすかちせそえそ たそてかせぬけあしあ ╈かちすあせけけ… あすかちけさあせ-
つさそか うかしけねけか ちあくおちあきあかて うつかに かうちそたかこぬかう いかく けつさしまねかせけみ け せか てそしへさそ 
けに». ╇ ╅くけけ そたあつあまてつみ ったそせけけ け たそおせけすあまはかえそつみ [けてあみ. 〉そ せけさてそ せか 
うたあおあかて う たあせけさと け せか そはかてけせけうあかてつみ たちそてけう そつてあしへせそえそ すけちあ. «『そつつけ-
みせあす たそちあ とみつせけてへ, — そてすかねあまて ╆あきあせそうふ, — ねてそ すかきえそつとおあちつてうかせせそか 
つそたかちせけねかつてうそ — かつてかつてうかせせそか け たそつてそみせせそか う そいそくちけすそこ たかちつたかさてけうか 
みうしかせけか くかすせそこ ぬけうけしけくあぬけけ け ほてそ せか たそうそお おしみ たあせけねかつさけに うふうそおそう 
け つあすそといけこつてうかせせふに たそつてとたさそう».

〉かしへくみ せか つそえしあつけてへつみ つ てそねさそこ くちかせけみ ╆あきあせそうふに, ねてそ «うかくおか けおかて 
さそせさとちかせてせあみ いそちへいあ, け かつしけ すふ たちそけえちふうあかす う せかこ, てそ ほてそ せか たそうそお 
おしみ つすかちてかしへせそこ そいけおふ, あ つけえせあし さ てそすと, ねてそいふ しとねのか ちあいそてあてへ». 』しと-
ねけつへ てあさそか, くせあねけて, たちそはあこ ちかなそちすふ け のあせつふ せあ つそくおあせけか せそちすあしへせそこ 
ほさそせそすけさけ け くあきけてそねせそこ きけくせけ おしみ ちそつつけみせ. ╆とおかて たそつてあうしかせ さちかつて せあ 
おかすそさちあてけけ さあさ せあ «てちそみせつさそす さそせか» ′あたあおあ. ╈そちあくおそ ちあくとすせかか け しそえけね-
せかか, せか おちあすあてけくけちとみ つけてとあぬけま, つそつちかおそてそねけてへつみ せあ うせとてちかせせけに たちそ-
いしかすあに», — たそおねかちさけうあまて ╆あきあせそうふ:

«╊つしけ すふ おそいへかすつみ とつたかにそう う つそぬけあしへせそす け ほさそせそすけねかつさそす ちあくうけ-
てけけ, てそえおあ せけさあさあみ すかきぬけうけしけくあぬけそせせあみ せかつそうすかつてけすそつてへ, せけさあさけか 
つてちあにけ たかちかお せあのかこ すそはへま け せけさあさあみ さそせさとちかせぬけみ せか たそすかのあまて 
『そつつけけ いふてへ きかしあせせふす たあちてせかちそす さあさ せあ ′あたあおか, てあさ け せあ ╇そつてそさか».

╇ ぬかしそす ほてあ させけえあ ╆あきあせそうふに さあさ せあ すあのけせか うちかすかせけ たかちかせそつけて ねけてあ-
てかしみ う せかおあしかさそか たちそのしそか, たちかおしあえあみ うせそうへ たかちかそつすふつしけてへ たちそこおかせせふこ 
たとてへ. 〈せそえけか う とつしそうけみに つてあいけしけくあぬけけ たそしけてけねかつさそこ け ほさそせそすけねかつさそこ 
きけくせけ たちそみうしみまて つさしそせせそつてへ たそつてかたかせせそ うそつたちそけくうそおけてへ たちけうふねせそ-てちあ-
おけぬけそせせふか なそちすふ そいはかつてうかせせそえそ とつてちそこつてうあ. 》ちかおつてあうしみかてつみ, そおせあさそ, 
ねてそ せあ せそうそす けつてそちけねかつさそす うけてさか ほてそ ねちかうあてそ せかたちかおつさあくとかすふすけ たそつしかお-
つてうけみすけ. 』かえそおせみ おあしかさそ せか うつか そつそくせあまて: たそたふてさあ うそつつそくおあてへ そつせそうせふか 
ねかちてふ つそうかてつさそえそ えそつとおあちつてうあ つ そてつとてつてうけかす とつてそみうのけにつみ おかすそさちあてけねか-
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つさけに たちそぬかおとち, つ かおけせつてうかせせそこ たちあうみはかこ たあちてけかこ け うふつそさけす とちそうせかす 
すそせそたそしけくあぬけけ ほさそせそすけさけ せか たそすそきかて うかちせとてへ «たちかけすとはかつてうあ ちあくうけ-
てそえそ つそぬけあしけくすあ». 』さそちかか, せあそいそちそて, う せそうふに とつしそうけみに ほてそ すそきかて たちけ-
うかつてけ さ せかいふうあしそすと ちあつぬうかてと てかに たそちそさそう, ちそつてさけ さそてそちふに たちそいけうあしけつへ 
け う つそうかてつさとま ほたそにと. 『あいそてあ ╆あきあせそうふに たそすそえあかて うせそうへ たそせみてへ たちそつてとま 
けつてけせと, ねてそ «う そおせと け てと きか ちかさと せかしへくみ うそこてけ おうあきおふ». [せけえあ うそつたそすけ-
せあせけこ — たちかさちあつせふこ たそうそお くあおとすあてへつみ そい けつてそちけねかつさけに とちそさあに け けくいか-
きあてへ てかす つあすふす たそうてそちかせけみ そねかうけおせふに そのけいそさ たちそのしそえそ.

* 
*
 *

╇かつそすふこ うさしあお うせかつしあ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ う さしあつつけねかつさとま たそしけてそしそ-
えけま, う ちあくちあいそてさと てかそちけけ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ け えかそたそしけてけさけ. 
╇ たあちか つ つとたちとえそす そせあ うふたとつてけしあ う つうかて つかちけま つかちへかくせかこのけに せあとねせふに 
すそせそえちあなけこ け ついそちせけさそう ほつつか, おそさしあおそう け つてあてかこ*. ╇ つそうそさとたせそつてけ そせけ 
うそつつそくおあまて ぬかしへせとま さあちてけせと つそうちかすかせせそえそ すけちあ.

╆あきあせそうふ つ そたちかおかしかせせふす つさかたつけつそす そてせそつみてつみ さ たちそえせそくけちそうあせけま 
つそいふてけこ け たちけうそおみて といかおけてかしへせふか たちけすかちふ けく けつてそちけけ XX うかさあ, つうけ-
おかてかしへつてうとまはけか そ いかつつけしけけ たちそえせそくけつてそう. 〉けさてそ くあちあせかか せか つすそえ たちかお-
つさあくあてへ 》かちうとま け ╇てそちとま すけちそうふか うそこせふ, たあおかせけか 『そつつけこつさそこ けすたかちけけ 
け つそくおあせけか せあ かか そいしそすさあに さそすすとせけつてけねかつさそこ つうかちにおかちきあうふ, たちけにそお 
さ うしあつてけ う ぬけうけしけくそうあせせそこ ╈かちすあせけけ なあのけつてそう, うつたしかつさ あえちかつつけうせそ-
つてけ と すあつてかちそう ねあこせふに ぬかちかすそせけこ け けさかいあせふ みたそせぬかう, たちかうちあはかせけか 
さそせなとぬけあせつさそこ 』ちかおけせせそこ けすたかちけけ う つてちあせせそか すあそけつてつさそか えそつとおあち-
つてうそ, たふてあうのかかつみ «おそいけてへ [そせなとぬけみ, さあさ さちふつと, たかちかいかえあまはとま としけぬと». 
«』たけつそさ つまちたちけくそう, さそてそちふか たちけせかつ とのかおのけこ うかさ, — さそせつてあてけちとまて 
╆あきあせそうふ, — すそきせそ たちそおそしきけてへ け おあしへのか. 〉そ け てあさ そねかうけおせそ, いとおとはかか 
せかたちかおつさあくとかすそ. 【かす いそしかか う せあの うかさ — つてちかすけてかしへせふこ, さそすたしかさつせふこ, 
すせそえそえちあせせふこ, うふつそさそてかにせそしそえけねかつさけこ».

【かす せか すかせかか しまおけ たちそおそしきあまて うふおうけえあてへ ちあくしけねせふか さそせぬかたぬけけ. 
╆あきあせそうふ けくしあえあまて つとてへ てかに さそせぬかたぬけこ, さそてそちふか, たちけそいちかてあみ たそたとしみち-
せそつてへ, うたしかてあまてつみ う てさあせへ うせとてちかせせかこ け うせかのせかこ たそしけてけさけ ちあくしけねせふに 
つてちあせ け せあねけせあまて うしけみてへ せあ にそお けつてそちけけ. 『あくひみつせみかてつみ つすふつし てかそちけこ 
«さそせぬあ けつてそちけけ» (そ いかくそえそうそちそねせそこ たそいかおか う えしそいあしへせふに すあつのてあいあに 
あすかちけさあせつさそこ すそおかしけ たそしけてけねかつさそこ おかすそさちあてけけ け せかそしけいかちあしへせそこ 

* 』す., う ねあつてせそつてけ, ちあいそてふ ╆あきあせそうふに: ╅さてとあしへせふか たちそいしかすふ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ. 〈.: 
〉あとねせあみ させけえあ. — 【. 1, 2001. — 464 つ.; 【. 2, 2002. — 480 つ.; 【. 3, 2002. — 480 つ.; 』そうちかすかせせふこ 
すけち. 〈.: ¨くうかつてけみ, 2004. — 424 つ.; [とおあ けおかて ねかしそうかねかつてうそ? 〈.: ╇そつてそさ-′あたあお, 2009. — 96 つ.; 
〈せそえそたそしまつせふこ すけち. 〈.: ╇そつてそさ-′あたあお, 2010. — 462 つ.; 〈かきおとせあちそおせふか そてせそのかせけみ う XXI 
うかさか. 〈.: ╇そつてそさ-′あたあお, 2011. — 168 つ.; 〈けち け うそこせあ. 〈.: ╇そつてそさ-′あたあお, 2011. — 335 つ.; ╉けあしそえ 
け つてそしさせそうかせけか ぬけうけしけくあぬけこ. 〈.: ╇かつへ 〈けち, 2013. — 272 つ.
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╈そつとおあちつてうかせせふか け そいはかつてうかせせふか おかみてかしけ

ほさそせそすけさけ), «つすかちてけ つとうかちかせせふに せあぬけそせあしへせふに えそつとおあちつてう», つそくおあせけみ 
«すけちそうそえそ たちあうけてかしへつてうあ», «たかちかおあねけ たそしせそすそねけこ せあちそおあす け ちかえけそ-
せあす», «つてそしさせそうかせけみ ぬけうけしけくあぬけこ», «つそたかちせけねかつてうあ ちかえけそせそう», «せあつてと-
たしかせけみ いかおせふに せあ くそしそてそこ すけししけあちお», «うつかそいはかえそ にあそつあ», うそくおかこつてうけみ 
つそしせぬあ け たそえそおふ せあ たそうかおかせけか しまおかこ, «つあすそそちえあせけくあぬけけ すあてかちけけ», 
«なあてあしけくすあ» け おち. ╇ さあきおそこ けく とたそすみせとてふに けすけ てかそちけこ ╆あきあせそうふ せあにそ-
おみて そたちかおかしかせせとま おそしま けつてけせふ.

«¨ うつか きか, — たけのとて そせけ, — かつしけ すふ にそてけす たそたふてあてへつみ ちあくそいちあてへつみ 
う てかせおかせぬけみに すけちそうそえそ ちあくうけてけみ, つしかおとかて… けつにそおけてへ けく てそえそ, ねてそ えしあうせふすけ 
おかこつてうとまはけすけ しけぬあすけ XXI つてそしかてけみ そつてあまてつみ せあぬけそせあしへせふか えそつとおあち-
つてうあ, け けすかせせそ けに たそうかおかせけか いとおかて そたちかおかしみてへ おあしへせかこのけこ にそお けつてそちけけ». 
«╈そつとおあちつてうあ, — とさあくふうあまて ╆あきあせそうふ, — うつかえおあ おかこつてうとまて う つそそてうかてつてうけけ 
つそ つうそけすけ けせてかちかつあすけ, さそてそちふか うかつへすあ さそすたしかさつせふ… け そてせまおへ せか うつかえおあ 
つそうたあおあまて つ ぬけうけしけくあぬけそせせふすけ, ちかえけそせあしへせふすけ け たちそねけすけ うかさてそちあすけ. 
》そほてそすと えそつとおあちつてうあ くあねあつてとま つそたかちせけねあまて け さそせなしけさてとまて つ つそつかおみすけ, 
いしけくさけすけ けす たそ ほてせけねかつさけす, ちかしけえけそくせふす け おちとえけす たちけくせあさあす».

』 そさそせねあせけかす にそしそおせそこ うそこせふ, そてすかねあまて けつつしかおそうあてかしけ, くあいちかくきけしあ 
せあおかきおあ, ねてそ つそたかちせけねかつてうと け さそせなちそせてあぬけみす せあつてとたけし さそせかぬ. 《おせあさそ 
たそつしか せかいそしへのそえそ くあてけのへみ うふみつせけしそつへ, ねてそ えしそいあしけくあぬけみ せか たかちかうかしあ 
ねかしそうかねかつてうそ う つそつてそみせけか せけちうあせふ. ╇せそうへ つてあしけ せあつしあけうあてへつみ たちそいしかすふ 
け さそせなしけさてふ. ╇そくそいせそうけしあつへ け きかつてさあみ いそちへいあ くあ しけおかちつてうそ う えしそいあしへせそす 
すあつのてあいか. ╆あきあせそうふ たそさあくふうあまて, さあさ け たそねかすと せあけいそしかか あさてけうせふす たちか-
てかせおかせてそす せあ えかえかすそせけま うふつてとたけしけ 』そかおけせかせせふか ぃてあてふ. 《せけ たけのとて:

«╉そいちそうそしへせあみ さあたけてとしみぬけみ けおかこせふに け たそしけてけねかつさけに たちそてけうせけさそう 
うすかつてか つ とうかしけねけうあまはけすつみ そてちふうそす 』ぃ╅ そて さそせさとちかせてそう たそ つそうそ-
さとたせそこ すそはけ つたそつそいつてうそうあしけ ちあくすせそきかせけま くあ そさかあせそす てかそちかてけねか-
つさけに そいそつせそうあせけこ あすかちけさあせつさそえそ しけおかちつてうあ… 【かそちかてけさあす うせみしけ 
たちあさてけさけ… ╇あのけせえてそせ うそくせあすかちけしつみ つそくおあてへ せあ たしあせかてか “Pax Amer-
icana” — すけち, きけうとはけこ たそ あすかちけさあせつさけす くあさそせあす, たちあうけしあす け そいふ-
ねあみす, たちけうみくあせせふこ さ 』ぃ╅ う ほさそせそすけねかつさそす, たそしけてけねかつさそす け うそかせ-
せそす そてせそのかせけけ».

«》そつしか たあおかせけみ ちかきけすあ 』あおおあすあ ｠とつかこせあ, — たちそおそしきあまて つうそこ あせあ-
しけく ╆あきあせそうふ, — すせそえけか くあえそうそちけしけ そ てそす, ねてそ う すかきおとせあちそおせふに 
そてせそのかせけみに せあつてとたけしあ ほちあ そおせそたそしみちせそつてけ, いかくちあくおかしへせそえそ えそつたそおつてうあ 
』そかおけせかせせふに ぃてあてそう». ╅うてそちふ そたちそうかちえあまて てあさそこ うふうそお, そたけちあみつへ せあ 
うかつへ そたふて けつてそちけねかつさそえそ ちあくうけてけみ ねかしそうかねかつてうあ け せあ てちかくうとま そぬかせさと 
つそうちかすかせせふに ちかあしけこ. ぁけてあてかしま せあたそすけせあまて, ねてそ う すかきおとせあちそおせふに 
そてせそのかせけみに せあ たちそてみきかせけけ すせそえけに つてそしかてけこ せか ちあく たちかおたちけせけすあしけつへ 
たそたふてさけ とてうかちきおかせけみ えかえかすそせけつてつさそこ そおせそたそしまつせそつてけ. 《おせあさそ うつみさけこ 
ちあく ほてそ くあさあせねけうあしそつへ そいひかおけせかせけかす うつかに つそたかちせけさそう け きかちてう えかえかすそ-
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せけくすあ け さちあにそす えかえかすそせけつてそう. 〉あ ちといかきか XX け XXI つてそしかてけこ せあねあし たそつてか-
たかせせそ うふくちかうあてへ かおけせふこ なちそせて たちそてけう えかえかすそせけつてつさそこ たそしけてけさけ 』ぃ╅. 
╇ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけみに つてあし くあうみくふうあてへつみ さちとたせふこ け そたあつせふこ 
とくかし たちそてけうそちかねけこ け せあたちみきかせせそつてけ.

«》あちあししかしへせそ, — ちあくうけうあまて つうそま あちえとすかせてあぬけま とねかせふか, — つてあしけ 
そいそくせあねあてへつみ さそせてとちふ かはか そおせそえそ とくしあ, う ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそす ちかえけ-
そせか. 』てちかすけてかしへせそか せあさそたしかせけか つそうそさとたせそこ すそはけ [けてあかす, つそたちそうそきおあ-
かすそか たそおつたとおせふす ちそつてそす さけてあこつさけに あすいけぬけこ, たそちそきおあかて う そさちときあま-
はかす すけちか そたあつかせけみ, つてちあにけ け, さあさ つしかおつてうけか, ちあくえそうそちふ そ せかそいにそおけすそつてけ 
つおかちきけうあせけみ “きかしてそえそ おちあさそせあ”».

》ちけくせあかてつみ, ねてそ う たそつしかおせけか えそおふ とくかし せあたちみきかせせそつてけ くあうみくふうあかてつみ 
け うそさちとえ 『そつつけけ. 《てすかねあかてつみ, ねてそ たそさあ 『そつつけみ いふしあ つしあいあ, さ せかこ そてせそ-
つけしけつへ せあ ′あたあおか いしあえそおとのせそ, たそ すかちか きか とつけしかせけみ 『そつつけこつさそえそ えそつと-
おあちつてうあ, おかすそせつてちあぬけけ けす つてちかすしかせけみ さ うそつつてあせそうしかせけま つなかちふ つうそかえそ 
うしけみせけみ せあ たそつてつそうかてつさそす たちそつてちあせつてうか け う すけちか う ぬかしそす せかさそてそちふか 
つそつかおけ け えそつとおあちつてうあ ′あたあおあ «そくあおあねけしけつへ けおかかこ たちそてけうそおかこつてうけみ たしあ-
せあす (ちかあしへせふす け すせけすふす) 〈そつさうふ». 》そみうけしけつへ け おちとえけか たちかてかせおかせてふ 
せあ ちそしへ つあすそつてそみてかしへせふに たそしまつそう う すけちそうそこ たそしけてけさか: ¨せおけみ, そいひ-
かおけせかせせあみ ╊うちそたあ, う いそしかか そておあしかせせそこ たかちつたかさてけうか — ╅』╊╅〉, ったそせけみ, 
¨ちあせ, 【とちぬけみ.

«【あさけす そいちあくそす, — ちかくそせせそ ちあつつときおあまて ╆あきあせそうふ, — すけち う そねかちかお-
せそこ ちあく おうけせとしつみ さ すせそえそたそしみちせそつてけ». ｠あちあさてかちけくとみ おあせせふこ たちそぬかつつ 
さあさ かつてかつてうかせせふこ, そてちあきあまはけこ うそしま ちかあしへせふに け たそてかせぬけあしへせふに ぬかせ-
てちそう つけしふ, とねかせふか うすかつてか つ てかす たそしあえあまて, ねてそ たかちかにそおせふこ たかちけそお てあけて 
う つかいか せかすあしそ そたあつせそつてかこ. ╊えそ つとてへ — う いふつてちそす けくすかせかせけけ いあしあせつあ つけし, 
あ ほてそ, さあさ つうけおかてかしへつてうとかて けつてそちけみ ねかしそうかねかつてうあ, うつかえおあ えちそくけて うふくうあてへ 
おかつてあいけしけくあぬけま け さそせなしけさてふ. ╇ たそおてうかちきおかせけか ほてそえそ てかくけつあ たちけうそ-
おみてつみ すせそえそねけつしかせせふか たちけすかちふ けく たちそのしそえそ, けつつしかおとまてつみ たかちけたかてけけ 
うくあけすそそてせそのかせけこ うかおとはけに おかちきあう せあ つそうちかすかせせそす ほてあたか, う ねあつてせそつてけ 
うつてちかねせふか そたあつかせけみ け たちかてかせくけけ 〈そつさうふ け ╇あのけせえてそせあ, ╇あのけせえてそせあ 
け 》かさけせあ け て.お.

〉か とうかちかせふ けつつしかおそうあてかしけ け う てそす, ねてそ いとおとはあみ すせそえそたそしみちせそつてへ, 
おあきか たそつしか てそえそ, さあさ そせあ とてうかちおけてつみ, つてあせかて あうてそすあてけねかつさけ つてあいけしへせそこ. 
〉かけくうかつてせそ, とさあくふうあまて ╆あきあせそうふ, さあさ たそうかおとて つかいみ せそうふか つうかちにおかちきあうふ. 
[ちそすか てそえそ, いそしへのそこ たそてかせぬけあし さそせなしけさてせそつてけ せかつとて う つかいか そてせそのかせけみ 
ぬかせてちそう つけしふ つそ つちかおせけすけ け すあしふすけ つてちあせあすけ, あ てあさきか すせそえそねけつしかせせふか 
たちそてけうそちかねけみ すかきおと つあすけすけ つちかおせけすけ け すあしふすけ えそつとおあちつてうあすけ, うせと-
てちかせせけか たちそいしかすふ, てかちくあまはけか くせあねけてかしへせそか ねけつしそ えそつとおあちつてう.

《おせそうちかすかせせそ ╆あきあせそうふ そぬかせけうあまて たかちつたかさてけうふ うそくそいしあおあせけみ てかせ-
おかせぬけけ さ つそてちとおせけねかつてうと う つそうちかすかせせそす すけちか. «‒けせあせつそうそ-ほさそせそすけねか-
つさけこ さちけくけつ, — たけのとて そせけ, — う そねかちかおせそこ ちあく ねとうつてうけてかしへせそ せあたそす-
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せけし そ せかつそうかちのかせつてうか せふせかのせかこ すそおかしけ つとはかつてうそうあせけみ ねかしそうかねかつてうあ, 
そい そえちあせけねかせせそつてけ うそくすそきせそつてかこ えしそいあしへせふに しけおかちそう, うさしまねあみ 』ぃ╅, 
そ てかつせそこ うくあけすそくあうけつけすそつてけ えそつとおあちつてう け せかそいにそおけすそつてけ つそてちとおせけねか-
つてうあ すかきおと せけすけ». [あさ つしかおつてうけか, たそうつかすかつてせそ うそくせけさしあ てみえあ さ «たかちかくあ-
えちとくさか» すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ. 《おせあさそ せあ たとてけ さ つそてちとおせけねかつてうと 
たそ-たちかきせかすと けすかまてつみ たちかたそせふ. 》ちそおそしきあかてつみ いそちへいあ くあ しけおかちつてうそ. 
』そにちあせみかてつみ けつさとのかせけか とさちかたしみてへ えそつとおあちつてうそ け しけねせとま うしあつてへ う せかす 
くあ つねかて たそけつさあ うせかのせけに うちあえそう け ほさつたしとあてあぬけけ てかすふ うせかのせけに とえちそく. 
【ちとおせそたちかそおそしけすあ さそせさとちかせぬけみ くあ さそせてちそしへ せあお ほせかちえそちかつとちつあすけ け たち.

╇ ぬかしそす すそせそえちあなけけ け ついそちせけさけ ╆あきあせそうふに つそおかちきあて さそすたしかさつせふこ, 
すせそえそすかちせふこ あせあしけく つそうちかすかせせそえそ すけちあ, そつせそうあせせふこ せあ けに いそえあてそす 
せあとねせそす け たそしけてけねかつさそす そたふてか. 》ちけ ほてそす ねけてあてかしま そてさちふうあかてつみ すあつつあ 
けせてかちかつせふに, あ う ちみおか つしとねあかう とせけさあしへせふに おかてあしかこ, さそてそちふか せあえしみおせそ 
けししまつてちけちとまて うつま えしといけせと つそぬけあしへせそ-たそしけてけねかつさけに け さとしへてとちせそ-けつてそ-
ちけねかつさけに たちそいしかす ちあくうけてけみ そておかしへせふに つてちあせ. ╇ ちあいそてあに ╆あきあせそうふに, 
つしそうせそ きかすねときけせふ, ちあつつふたあせふ なけしそつそなつさけか あなそちけくすふ, けせてかちかつせふか 
け たそさあくあてかしへせふか みうしかせけみ おあうせそ すけせとうのけに おせかこ け せかおあうせかえそ たちそのしそえそ. 
》そすけすそ たそしけてけさそ-ほさそせそすけねかつさけに つまきかてそう ついそちせけさけ ╆あきあせそうふに うさしま-
ねあまて う つかいみ そたけつあせけみ みうしかせけこ さとしへてとちふ, いふてあ, てちあおけぬけこ, せあぬけそせあしへ-
せそえそ にあちあさてかちあ ちあくしけねせふに せあちそおそう.

〉か すそえと せか とたそすみせとてへ け うさしあお, さそてそちふこ うせかつしけ 〉あてあしへみ け ╊うえかせけこ 
う おそちあいそてさと け うふたとつさ う つうかて (つ うふせときおかせせふす そたそくおあせけかす う 35 しかて!) 
なとせおあすかせてあしへせそえそ てちとおあ そてぬあ ╊うえかせけみ — 》かてちあ ¨えせあてへかうけねあ ╆あきあせそうあ 
(〈とおちそつてへ ╇そつてそさあ け ′あたあおあ. 〈.: ╇かつへ 〈けち, 2014. — 720 つ.). ゅてそ させけえあ 
なそしへさ しそちあ, そねかせへ たそくせあうあてかしへせあみ け そおせそうちかすかせせそ ちあくうしかさあてかしへせあみ.

╇ せかこ すそきせそ せあこてけ うふつさあくふうあせけみ うかしけさけに しまおかこ うつかに ほたそに け せあちそ-
おそう — そて 〈あちさあ ╅うちかしけみ おそ ╇そしへてかちあ, そて [そせなとぬけみ おそ ゅこせのてかこせあ, 
そて 〉あたそしかそせあ おそ おあしあこ-しあすふ. ╇ させけえか つそおかちきあてつみ たそつしそうけぬふ け たそえそ-
うそちさけ いそしへのけせつてうあ ほてせそつそう くかすせそえそ のあちあ, うさしまねあみ てあさけか ほさくそてけねか-
つさけか, さあさ えあえあとくつさけか, おあちえけせつさけか, しあさつさけか, てあいあつあちあせつさけか, てあてつさけか, あつつけ-
ちけこつさけか, あのあせてけ, いあとしか, いとてあせつさけか, えあしあたあえそつつさけか, くとしとつつさけか け て.お. 
『あくおかし «[とちへかくふ» ちあつつさあくふうあかて そ えかちそけねかつさけに おかみせけみに, ねとおあねかつてうあに, 
そつてちそとすせふに たそつてとたさあに, すけつてけねかつさけに つそうたあおかせけみに, けせぬけおかせてあに, てちあえけ-
ねかつさけに ほたけくそおあに けく きけくせけ くせあすかせけてふに とねかせふに, たけつあてかしかこ, すとくふさあせ-
てそう, あちてけつてそう, にとおそきせけさそう, のあにすあてけつてそう. 》そしそせ つてちあつてかこ, ちそすあせてけくすあ, 
たあなそつあ, えとすあせけくすあ, しまいうけ け たかねあしけ ちあくおかし «]かえかせおふ, すけなふ, つさあくさけ, 
たちけてねけ». 〈せそえけか けく せけに, そつそいかせせそ つうみくあせせふか つ けつてそちけかこ [あうさあくあ, 
たちそつてそ とせけさあしへせふ. ╉あしかか たかちかお ねけてあてかしかす たちかおつてあかて ぬかしそか つそくうかくおけか 
くあすかねあてかしへせふに てそつてそう, えしといそさそすふつしかせせふに, せあくけおあてかしへせふに, のとてしけうふに, 
そてちあきあまはけに きけくせへ ちあくせふに せあちそおそう, うかしけさけか たちそけくうかおかせけみ しけてかちあてとちふ 
け けつさとつつてうあ. ╆そしへのけせつてうそ ほてけに てそつてそう うふ せあうかちせみさあ せか くせあかてか — そせけ 
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けしけ いふしけ つそねけせかせふ あうてそちあすけ させけえけ, けしけ とつしふのあせふ けすけ う おあしかさそす, 
くあいふてそす たちそのしそす.

╇ ちあくおかしか «》そしけてけさあ け ほてせそつふ» つさそせぬかせてちけちそうあせふ すふつしけ け せあいしまおか-
せけみ, ちあつさちふうあまはけか たそおそたしかさと すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ, たそしけてけさそ-
ほさそせそすけねかつさそえそ け さとしへてとちせそえそ ちあくうけてけみ えそつとおあちつてう け せあちそおそう. ╇かつへすあ 
とおあねせふ うさしまねかせせふか う させけえと あせかさおそてふ け のとてさけ. 《つてちそとすかせ ちかたそちてあき 
そ てそす, さあさ 〉へま-‶そちさ えそてそうけしつみ さ うつてちかねか うてそちそえそ くあすかつてけてかしみ すけせけつてちあ 
けせそつてちあせせふに おかし ╈ちとくけけ, さそてそちあみ たちかうちあてけしあつへ う すけちそうそえそ えかえかすそせあ. 
′あいあうせふ そてうかてふ くせあすかせけてそつてかこ (そて 〈そけつかみ おそ [あちしあ 〈あちさつあ) せあ うそたちそつ, 
たそねかすと さとちけぬふ たかちかにそおみて ねかちかく おそちそえと.

ぁてそ そいひかおけせみかて うつか てちとおふ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ — てあさ ほてそ しかえさけこ, たちみすそ-
てあさけ うそくおとのせふこ つてけしへ. 《せ おかしあかて おあきか つあすふか つかちへかくせふか せあとねせふか けつつしか-
おそうあせけみ おそつてとたせふすけ け とうしかさあてかしへせふすけ おしみ のけちそさそえそ ねけてあてかしみ.

〉あとねせふこ たそちてちかて そつてあしつみ いふ せかたそしせふす, かつしけ いふ み せか とたそすみせとし 
け けせふか なそちすふ せあとねせそこ おかみてかしへせそつてけ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ. 《せあ はかおちそ 
おかしけしあつへ つうそけすけ くせあせけみすけ け そたふてそす けつつしかおそうあてかしへつさそこ ちあいそてふ つ おちと-
えけすけ けつさあてかしみすけ せあとねせそこ けつてけせふ. 〉あてあしへみ うふつてとたけしあ う さあねかつてうか せあとね-
せそえそ ちとさそうそおけてかしみ け さそせつとしへてあせてあ おしみ 28 とつたかのせふに つそけつさあてかしかこ とねかせそこ 
つてかたかせけ さあせおけおあてあ け おそさてそちあ せあとさ. 》そお かか ちとさそうそおつてうそす いふしあ たそおえそ-
てそうしかせあ け くあはけはかせあ おけつつかちてあぬけみ せあ つそけつさあせけか とねかせそこ つてかたかせけ おそさてそちあ 
せあとさ ときか とたそすけせあうのけすつみ うふのか うふおあまはけすつみ たそしけてけさそす, しあとちかあてそす 
〉そいかしかうつさそこ たちかすけけ すけちあ 2000 えそおあ [けす ╉ほ ぁきとせそす, つ 1998 たそ 2003 えそお 
くあせけすあうのけす たそつて たちかくけおかせてあ 『かつたといしけさけ [そちかみ. 』ちかおけ てかに, さそすと そせあ 
たそすそえしあ たそしとねけてへ とねかせとま つてかたかせへ, たみてへ まきせそさそちかこつさけに おけたしそすあてそう, 
つてあうのけに たそくおせかか たそつしあすけ 『[ う ちあくせふに つてちあせあに; せふせかのせけこ たちかおつかおあてかしへ 
』かせあてあ たあちしあすかせてあ [あくあにつてあせあ [.-╋. 【そさあかう, えそつとおあちつてうかせせふか おかみてかしけ 
》あしかつてけせふ, 』けちけけ, 《╅ゅ, [ふちえふくつてあせあ, 【あおきけさけつてあせあ, うふつそさそたそつてあう-
しかせせふか そてかねかつてうかせせふか おけたしそすあてふ.

〉あてあしへみ たちけせけすあしあ あさてけうせそか とねあつてけか う せあとねせふに なそちとすあに, たちかたそ-
おあうあしあ. 《せあ うふつてとたけしあ つ 230 おそさしあおあすけ け しかさぬけみすけ う せあとねせふに, とねかいせふに 
け そいはかつてうかせせふに そちえあせけくあぬけみに ちあくしけねせふに えそつとおあちつてう. 『あいそてあしあ う さあねか-
つてうか たちけえしあのかせせそえそ たちそなかつつそちあ う あすかちけさあせつさけに とせけうかちつけてかてあに ╉き. 
╇あのけせえてそせあ, 』てほせなそちおつさそす, [あしけなそちせけこつさそす, [そしとすいけこつさそす. ╊か つしと-
のあしけ う ╅うつてちあしけこつさそこ あさあおかすけけ うそそちときかせせふに つけし, てあこうあせへつさそす 】せけ-
うかちつけてかてか ╇ほせへにとあ, えかちすあせつさけに 】せけうかちつけてかてか ╆とせおかつうかちあ, ‒かおかちあしへせそす 
けせつてけてとてか ちそつつけこつさけに, うそつてそねせそかうちそたかこつさけに け すかきおとせあちそおせふに けつつしかおそ-
うあせけこ, をかせてちか ╉き. 〈あちのあししあ, あ てあさきか う 〉あちそおせそす とせけうかちつけてかてか [けてあみ, 
╇かせつさそこ おけたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ, ╋かせかうつさそす ぬかせてちか たそ けくとねかせけま 
たちそいしかす いかくそたあつせそつてけ, せあ ╉けたしそすあてけねかつさけに さとちつあに 〈¨╉ 『とすふせけけ, 
う とせけうかちつけてかてあに 〉けにそせ, ╅そみすあ ╈あさとけせ, ｠そささあこおそ, 〉あぬけそせあしへせそす けせつてけ-
てとてか そいそちそせせふに けつつしかおそうあせけこ たちけ 】たちあうしかせけけ そいそちそせふ, ¨せつてけてとてか 
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すけちそうそこ たそしけてけさけ け ほさそせそすけさけ たちけ [あいけせかてか すけせけつてちそう ったそせけけ, うそ 
すせそえけに おちとえけに たちかつてけきせふに ぬかせてちあに そいちあくそうあせけみ け せあとさけ.

╉そつてけきかせけみ 〉あてあしへけ ╆あきあせそうそこ せあ けくいちあせせそこ かま つてかくか たそしとねけしけ 
おそつてそこせとま そぬかせさと すけちそうそえそ せあとねせそえそ つそそいはかつてうあ. 《せあ — おかこつてうけてかしへ-
せふこ ねしかせ ╇つかすけちせそこ あつつそぬけあぬけけ たそしけてけねかつさけに せあとさ (1973), ╇つかすけちせそこ 
あつつそぬけあぬけけ あくけあてつさけに けつつしかおそうあせけこ (1975), 〈かきおとせあちそおせそこ あつつそぬけあぬけけ 
そいはかつてうかせせふに せあとさ (1975), ╅さあおかすけけ えとすあせけてあちせふに けつつしかおそうあせけこ (1997), 
たそねかてせふこ たちそなかつつそち ╊せつかこつさそえそ とせけうかちつけてかてあ う 』かとしか (1997) け 〉あちそお-
せそえそ とせけうかちつけてかてあ う 》かさけせか (1998), ねしかせ 》ちかくけおけとすあ 『そつつけこつさそこ あつつそぬけ-
あぬけけ すかきおとせあちそおせふに けつつしかおそうあせけこ (1999); うさしまねかせあ う つそつてあう: 〉あとねせそえそ 
つそうかてあ をかせてちあ けくとねかせけみ つそうちかすかせせそこ [そちかけ ¨せつてけてとてあ すけちそうそこ ほさそせそ-
すけさけ け すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ 『╅〉 (2003); ちかおあさぬけそせせそこ さそししかえけけ 
きとちせあしあ «》あつけなけさ なそさとつ» 〈けせせかつそてつさそえそ とせけうかちつけてかてあ う 』ぃ╅ (2004); 
『そつつけこつさそえそ せあぬけそせあしへせそえそ さそすけてかてあ ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそえそ つそうかてあ 
つそてちとおせけねかつてうあ たそ いかくそたあつせそつてけ (2010); [そせつとしへてあてけうせそえそ つそうかてあ ╉けたしそ-
すあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 『かつたといしけさけ [そちかみ (2012).

〉.╊. ╆あきあせそうあ — 》そねかてせふこ つそうかてせけさ ╇つかさけてあこつさそえそ そいはかつてうあ たそ けくと-
ねかせけま けつてそちけけ さけてあこつさそ-ちそつつけこつさけに そてせそのかせけこ (2013), しあとちかあて きとちせあ-
しけつてつさけに たちかすけこ まきせそさそちかこつさけに えあくかて «』かとし つけせすとせ» // «【ほにあせ すほけしへ» 
け «[かせにかせ つけせすとせ», てあこうあせへつさそこ えあくかてふ «ぁきとせ’みせ きけいあそ». 〉あ せあとねせとま 
おかみてかしへせそつてへ 〉あてあしへけ う おかつみてさあに つてちあせ そたといしけさそうあせそ いそしかか つてあ たそしそきけ-
てかしへせふに ちかぬかせくけこ, かか ちあいそてふ たちそぬけてけちそうあせふ たそ うつかすと つうかてと う せかつさそしへ-
さけに てふつみねあに させけえ, つてあてかこ, おけつつかちてあぬけこ. 〉.╊. ╆あきあせそうあ うさしまねかせあ うそ うつか 
たちかつてけきせふか ほせぬけさしそたかおけけ け たちそなかつつけそせあしへせふか つたちあうそねせけさけ 『そつつけけ 
け すせそえけに くあちといかきせふに つてちあせ. 】きか たそつしか かか さそせねけせふ 】ねかせふこ つそうかて 
╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ せあ つうそかす くあつかおあせけけ 23 けませみ 
2014 えそおあ たそつてあせそうけし:

«′あ うふおあまはけかつみ おそつてけきかせけみ う そいしあつてけ てかそちかてけねかつさけに けつつしかおそうあせけこ, 
そいちあくそうあせけみ け おけたしそすあてけけ, あ てあさきか うさしあお う とつてあせそうしかせけか け ちあくうけてけか 
つうみくかこ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ つ ‒そせおそす 〈けちあ [けす ╉ほ ぁきとせあ 
(ょ. [そちかみ),  』かとしへつさけす せあぬけそせあしへせふす とせけうかちつけてかてそす (ょ. [そちかみ), 
をかせてちそす ╉き. 〈あちのあししあ (╈かちすあせけみ), 〈そせてかちかこつさけす けせつてけてとてそす すかき-
おとせあちそおせふに そてせそのかせけこ (』ぃ╅), 〉あちそおせふす とせけうかちつけてかてそす ([〉『), 
】せけうかちつけてかてそす ぁきほせねきけ (【あこうあせへ), ╅うつてちあしけこつさけす せあぬけそせあしへせふす 
とせけうかちつけてかてそす ([あせいかちちあ) け ちみおそす おちとえけに うかおとはけに せあとねせそ-そいちあくそ-
うあてかしへせふに ぬかせてちそう たちけつうそけてへ 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか ╆あきあせそうそこ くうあせけか 
“》そねかてせふこ おそさてそち ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ”».

╇ くあさしまねかせけか そつてあかてつみ てそしへさそ つさあくあてへ そ 〉あてあのか, ねてそ ほてそ さあさ ちあく てそて 
つしとねあこ, さそえおあ ねかしそうかさ «たあすみてせけさ つかいか うそくおうけえ せかちとさそてうそちせふこ». ╊か てうそち-
ねかつさそか せあつしかおけか せか とすちかて け «てしかせへみ といかきけて». ╇かねせあみ 【かいか たあすみてへ, せあのあ 
てあしあせてしけうあみ, うかちせあみ, さちあつけうあみ け おそいちあみ たそおちとえあ!
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[《]]╊╈¨-╉¨》]《〈╅【ぉ

╇せとさそう [.╇.*

』すそてちけ, 〉あてあのさか つさあきと!

╇そつたそすけせあせけか たかちうそか

』あすそか せあねあしそ 1970-に えそおそう. ╇ふつそてせそか くおあせけか せあ 』すそしかせつさそこ たしそはあおけ, 
さそてそちそすと おしみ すかせみ, う てと たそちと かはか たちあさてけさあせてあ 》かちうそえそ ╉あしへせかうそつてそねせそえそ 
そておかしあ (╉╇《), つときおかせそ いふしそ つてあてへ ちそおせふす せあ うつま きけくせへ. [そすせあてあ せそすかち 
944, たそ うつかすと そえちそすせそすと たかちけすかてちと さそてそちそこ つけおみて さあさ ときか すあつてけてふか 
け たちそのかおのけか えそちせけしそ «うかしけさそこ たちそしかてあちつさそこ さとしへてとちせそこ ちかうそしまぬけけ» 
〈あそ をくほおとせあ おけたしそすあてふ, てあさ け すそしそおあみ たそちそつしへ さけてあけつてそう-たちあさてけさそう.

〉あねあしそ ちあいそねかえそ おせみ. 〉あの せかおそつみえあかすそ うふつそさけこ (せか てそしへさそ たそ ちそつてと, 
せそ け あうてそちけてかてと) くあうかおとまはけこ 》かちうふす ╉╇《 〈けにあけし 』てかたあせそうけね [あたけぬあ, 
くあうかちのけう そたかちあてけうさと, くあえしみせとし さ せあす «せあ そえそせかさ» け うあしへみきせそ とつかしつみ せあ 
えけえあせてつさそす さそきあせそす おけうあせか, たそすせみはかす かはか ╇ふのけせつさそえそ け 〈そしそてそうあ.

』たとつてみ たそしねあつあ う さそすせあてと つてちかすけてかしへせふす のあえそす つ てみきかしふす たそちて-
なかしかす う ちとさか うしかてあかて あててあのか ╊うえかせけこ ╆あきあせそう け, せか くあすかてけう つけおみはかえそ 
のかなあ, くあせけすあかて つうそか すかつてそ と そさせあ け せあねけせあかて ねてそ-てそ いふつてちそ たけつあてへ. 
¨ うおちとえ けく-くあ つたけせふ すそしそおそえそ おけたしそすあてあ, ねとおそす けくいかきあうのかえそ とてちかせせかこ 
たちそうかちさけ そたそくおあうのけに せあ うにそおか う «うふつそてさと», ちあくおあかてつみ せかたそおちあきあかすふこ 
えそしそつ 〈けに』てかたあ: «╋かせへさあ, てふ ねかえそ そたあくおふうあかのへ? 《たみてへ たそ いあいあす いかえあし? 
』すそてちけ, 〉あてあのさか つさあきと!»

【そしへさそ たそてそす み とくせあし, ねてそ せけさあさそこ とえちそくふ つかすかこせそすと つねあつてへま せか 
いふしそ, たそつさそしへさと とたそすみせとてあみ «〉あてあのさあ» — ほてそ しまいけすあみ きかせあ ╊うえかせけみ, 
あ あててあのか いかえあし せか «せあ つてそちそせと», あ くあ そてくふうあすけ せあ つうそま さあせおけおあてつさとま 
おけつつかちてあぬけま. ゅてあ くあたそすせけうのあみつみ せあ うつま きけくせへ つぬかせあ つてあしあ ちかくとしへてあてそす 
せか てそしへさそ たそけつてけせか とせけさあしへせそこ あてすそつなかちふ う せあのかす «おあしへせかうそつてそねせそす 
さちあつせそくせあすかせせそす» そておかしか, えおか かえそ くあうかおとまはけこ, ねしかせ [そししかえけけ 〈¨╉あ, 
たそつそし 〈.』. [あたけぬあ, たそ-そてかねかつさけ そてせそつけしつみ さ つうそけす たそおねけせかせせふす け けに 
つかすへみす (ねかちかく せかつさそしへさそ しかて そせ くあせみし たそねかてせそか すかつてそ と すかせみ せあ つうあおへいか 
け つてあし さちかつてせふす そてぬそす すそかえそ たかちうそえそ つふせあ 》あうしあ). ゅてそ いふしそ け つうけおか-
てかしへつてうそす そつそいそえそ とうあきかせけみ さ すそしそおそこ つかすへか ╆あきあせそうふに, えおか すとき け きかせあ 
そちえあせけねせそ おそたそしせみしけ おちとえ おちとえあ う うそつてそさそうかおかせけけ, おけたしそすあてけけ け せあとさか.

* [そせつてあせてけせ ╇あつけしへかうけね ╇せとさそう — ぁちかくうふねあこせふこ け 》そしせそすそねせふこ 》そつそし 『そつつけけ う 『かつたといしけさか 
[そちかみ (2009—2014); うそ ╇へかてせあすか (つ 26 おかさあいちみ 2014 え.).
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[そししかえけ-おけたしそすあてふ

╇そつたそすけせあせけか うてそちそか

〉そうあみ せあのあ うつてちかねあ つそつてそみしあつへ たそねてけ ねかちかく おかつみてへ しかて, さそえおあ ╊うえかせけこ 
け 〉あてあのあ, たちそうかおみ つかすへ (!) せかくあいふうあかすふに しかて せあ ちあいそてか う つそうかてつさそす ╈かせ-
さそせつとしへつてうか う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ, たちけいふしけ う 》そつそしへつてうそ 』』』『 う 》かさけせか, 
えおか み ときか おそ ほてそえそ てちとおけしつみ たあちと しかて てちかてへけす-うてそちふす つかさちかてあちかす.

〉かつすそてちみ せあ ちあくせふか とねあつてさけ ちあいそてふ (み くあせけすあしつみ おうとつてそちそせせけすけ 
そてせそのかせけみすけ, あ ╊うえかせけこ — うせかのせかこ たそしけてけさそこ) け ちあくしけねけか う おけたしそすあ-
てけねかつさけに おそしきせそつてみに (うてそちそこ け たかちうふこ つかさちかてあちへ), すかせみ う ねかてか ╆あきあせそ-
うふに たちけうしかさあしけ せかたちけみてけか そちてそおそさつけけ け おそえすあてけくすあ, えしといそさあみ あせあしけ-
てけさあ たちけ けつつしかおそうあせけけ せそうふに みうしかせけこ うそ うせとてちけたそしけてけねかつさそこ きけくせけ 
け おけたしそすあてけけ [けてあみ. ╆ふうあしけ け ちあくせふか そぬかせさけ つそつてそみせけみ け そつそいかせせそ 
たかちつたかさてけう つそうかてつさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけこ, さそてそちふか, ちあくとすかかてつみ, «とたそ-
ちみおそねけうあし» たそつそし ¨しへみ 』かちえかかうけね ぅかちいあさそう. 〉そ う えしあうせそす うつか すふ 
いふしけ かおけせふ: せあつてとたあしそ うちかすみ たかちかすかせ, てちかいそうあうのかか とつさそちけてへ (おあきか 
つ たそすそはへま てあさてけさけ «すあしふに のあえそう») たそしせとま せそちすあしけくあぬけま そてせそのかせけこ 
つ せあのけす うかしけさけす うそつてそねせふす つそつかおそす. ゅてと ちあいそてと すふ つ ╊.》. ╆あきあせそうふす 
たちそおそしきけしけ う たかちけそお えそちいあねかうつさそこ «たかちかつてちそこさけ» う 《ておかしか を[ [》』』, 
てちとおみつへ そおせそこ さそすあせおそこ つ てあさけすけ いしかつてみはけすけ つたかぬけあしけつてあすけ, さあさ 
』.』. 『あくそう, ╅.¨. ╉かせけつそう, ╇.っ. 》そちてみさそう.

《てちあおせそ, ねてそ たそ-せあつてそみはかすと いかつぬかせせふす つ てそねさけ くちかせけみ つとおかい せあのかこ 
つてちあせふ おけたしそすあてけねかつさけす おそつてけきかせけかす つてあしあ たそしせあみ せそちすあしけくあぬけみ 
そてせそのかせけこ つ [〉『, とちかえとしけちそうあせけか しけせけけ たちそにそきおかせけみ えちあせけぬふ せあ 
うつかす かか たちそてみきかせけけ, あ てあさきか うふつてちあけうあせけか てあさけに たちけせぬけたそう うくあけすそおかこ-
つてうけみ おうとに つそつかおせけに うかしけさけに おかちきあう, さそてそちふか せか けすかまて あせあしそえそう う けつてそ-
ちけけ. ╇ ほてそす すそきせそ せあこてけ くせあねけてかしへせとま ねあつてけぬと おとのけ け とすあ ╊うえかせけみ 
》かてちそうけねあ け かえそ うかちせそえそ つそちあてせけさあ け つそうかてねけぬふ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ.

╇そつたそすけせあせけか てちかてへか

〉あねあしそ 2000-に えそおそう. 』たかぬけあしへせふこ あおすけせけつてちあてけうせふこ ちあこそせ [〉『 — 
╈そせさそせえ/』みせえあせ, えおか み (け たそ つそうすかつてけてかしへつてうと う 〈あさあそ) つしときと ちそつつけこ-
つさけす えかせさそせつとしそす. 』 ちあおそつてへま とくせあま, ねてそ せあ せかつさそしへさそ おせかこ たちけしかてあかて 
ねかてあ ╆あきあせそうふに. 《ねかせへ にそねかてつみ とおかしけてへ ╊うえかせけま け 〉あてあしへか たそいそしへのか 
うちかすかせけ, せそ, さあさ せあくしそ, せあ つさちそすせふこ たそ さそしけねかつてうと つそつてあう ╈かせさそせつとしへ-
つてうあ «つうあしけしそつへ» つちあくと せかつさそしへさそ そなけぬけあしへせふに おかしかえあぬけこ. ╆あきあせそうふ 
つ けせてかししけえかせてせそこ つさちそすせそつてへま とつたそさあけうあまて: «〈ふ うそつたそしへくとかすつみ てうそ-
けすけ つそうかてあすけ け そてさちそかす おしみ つかいみ ╈そせさそせえ».

】おけうけてかしへせあみ つたそつそいせそつてへ つすそてちかてへ せあ うつか つうそけすけ えしあくあすけ, たそおすか-
ねあてへ てそ, ねてそ たちけうふねせそすと うくそちと せか うけおせそ, せあえしみおせそ たちそみうけしあつへ せか てそしへさそ 
う つかちへかくせふに せあとねせふに てちとおあに 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ たそ さそちかこつさそこ てかすあ-
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てけさか, せそ け う せあたけつあせせふに う つそあうてそちつてうか つ ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす きけうふす 
け とうしかさあてかしへせふす みくふさそす させけえあに-くあちけつそうさあに そい ╅すかちけさか, [そちかか, [けてあか 
け ╊うちそたか. 〉かて つそすせかせけこ, ねてそ ほてけ くあせけすあまはけか おそつてそこせそか すかつてそ せあ すそけに 
させけきせふに たそしさあに てちとおふ せか とつてあちかまて, たそてそすと ねてそ そせけ せあたけつあせふ せかそいふね-
せそこ, とすせそこ け てあしあせてしけうそこ ちとさそこ.

╇そちそたあかうあ 《.〉.*

ぞñï¡Ü¿á¡Ü ï¿Üç Ü ç¿ó　Öóó ß¿íÇÜÑíöÖÜú ÑÜüó

《おせそ けく つあすふに ぬかせせふに おそつてそみせけこ — ほてそ たあすみてへ 
うちかすかせけ, つそいふてけこ, うつてちかね つ しまおへすけ, さそてそちふか 
そつてあうしみまて つうかてしふこ つしかお う せあのかこ きけくせけ. 【あさけに 
しまおかこ せかうそくすそきせそ くあいふてへ, たそつさそしへさと そいはかせけか 
つ せけすけ うしけみかて, う ねけつしか たちそねかえそ, せあ なそちすけちそ-
うあせけか しけねせそつてけ, けく さそてそちそこ たそつてかたかせせそ なそち-
すけちとかてつみ たちそなかつつけそせあしへせふこ つたかぬけあしけつて. 》ちけ-
にそおけて うちかすみ, さそえおあ ときか う けせそす さあねかつてうか つせそうあ 
うつてちかねあかのへつみ つ ねかしそうかさそす け そてすかねあかのへ たちそ つかいみ, 
ねてそ けすかせせそ かすと いふしそ おあせそ うそいちあてへ う つかいみ せあけ-
しとねのけか さあねかつてうあ えしといそさそえそ たそせけすあせけみ てかに けしけ 
けせふに きけくせかせせふに つすふつしそう, ねてそ せかけくすかせせそ うふにそ-
おけて せあ たそうかちにせそつてへ, さそえおあ ほてそて ねかしそうかさ たそみうしみ-
かてつみ ちみおそす.

』 〉あてあのかこ ╆あきあせそうそこ せあつ つうかしあ つとおへいあ そつかせへま 1982 えそおあ, さそえおあ 
み たちけしかてかしあ う 》かさけせ う つしときかいせとま さそすあせおけちそうさと う 》そつそしへつてうそ 
』』』『. 》けのと «つ 〉あてあのかこ», たそつさそしへさと う てそ うちかすみ すふ うつか いふしけ 
すそしそおふ. ╇ たそつそしへつてうか うつか せあくふうあしけ おちとえ おちとえあ たそ けすかせあす — てあさ 
いふしそ とおそいせかか ちあいそてあてへ. ╊うえかせけこ 》かてちそうけね う てそ うちかすみ みうしみしつみ たかち-
うふす つかさちかてあちかす たそつそしへつてうあ, あ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ くあうかおそうあしあ いまちそ 
たかちかうそおそう. ゅてそ いふしあ くあすかてせあみ け さちあつけうあみ たあちあ たちかさちあつせふに つたかぬけ-
あしけつてそう-うそつてそさそうかおそう, ちあいそてあうのけに せか そおけせ えそお くあ ちといかきそす, う てそす 
ねけつしか う 』ぃ╅, けすかうのけに おそつてけきかせけみ せあ せあとねせそす け おけたしそすあてけねか-
つさそす たそたちけはか. ゅてあ つかすへみ たそしへくそうあしあつへ くあつしときかせせふす とうあきかせけかす. 
〈ふ, せあとねせふか ちあいそてせけさけ け つてあきかちふ けく ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 
け 〈╈¨〈《, つてあちあしけつへ すあさつけすあしへせそ うそいちあてへ う つかいみ うたかねあてしかせけみ 
け せそうふか くせあせけみ う そいはかせけけ つそ つてそしへ あうてそちけてかてせふすけ くせあてそさあすけ.

* 《しへえあ 〉けさそしあかうせあ ╇そちそたあかうあ — さあせおけおあて けつてそちけねかつさけに せあとさ, おそぬかせて, たちかたそおあうあてかしへ 
をかせてちあ たちそなかつつけそせあしへせそこ たかちかたそおえそてそうさけ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ.
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╇ つかせてみいちか 1982 えそおあ う 》かさけせか たちそにそおけし けつてそちけねかつさけこ XII つひかくお 
[》[, さそてそちふこ たそつてあうけし えしあうせふか つてちあてかえけねかつさけか ぬかしけ: たちかうちあ-
はかせけか [そすたあちてけけ [けてあみ う すそはせそか ちとさそうそおみはかか みおちそ, つたそつそいせそか 
たちそおうけせとてへ つそぬけあしけつてけねかつさとま すそおかちせけくあぬけま [けてあみ け とつさそちけてへ 
てかすたふ かえそ ほさそせそすけねかつさそえそ ちあくうけてけみ, あさてけうけくけちそうあてへ いそちへいと くあ 
せあぬけそせあしへせそか そいひかおけせかせけか つてちあせふ, たちかきおか うつかえそ — うそくうちあはかせけか 
【あこうあせみ, あ てあさきか くあ つそにちあせかせけか すけちあ. 』 ちかねへま せあ つひかくおか うふつてとたあし 
╉ほせ 』みそたけせ. ╇つか うせけすあせけか たそつそしへつてうあ いふしそ とおかしかせそ ちあいそてか つひかくおあ 
け かえそ ちかのかせけみす. ╇ さあさそこ-てそ おかせへ すせか たそせあおそいけしそつへ くあこてけ う いまちそ 
たかちかうそおそう, えおか すかせみ うつてちかてけしあ ほしかえあせてせあみ すけしそうけおせあみ きかせはけせあ. 
ゅてそ いふしあ 〉あてあのあ. 《せあ, としふいあみつへ, たちけうかてしけうそ つさあくあしあ: «╅ み ╇あつ 
くせあま, すせか そ ╇あつ えそうそちけしけ. 》ちかおしあえあま たそすそねへ せあす つ たかちかうそおあすけ. 
╇ [けてあか てあさけか つそいふてけみ! 〉あねあしけつへ ちかなそちすふ, せあつ けせてかちかつとかて うつむ, ねてそ 
たけのとて. ╆そしへのそこ けせてかちかつ さ ╉ほせ 』みそたけせと».

〉あてあのけせふ そいあみせけか け おそいちそきかしあてかしへせそつてへ いふつてちそ ちあつたそしそきけしけ 
さ そいはかせけま. 〉あてあのあ, うつかえおあ いかくとさそちけくせかせせあみ, いふしあ そてしけねせふす たかちか-
うそおねけさそす け おあうあしあ おかしへせふか つそうかてふ たそ たちあうけしあす たかちかうそおあ, たそおえそてそうさか 
そいくそちそう, あせせそてあぬけこ け たちそねけに すあてかちけあしそう. ゅてそ そさあくあしそつへ そねかせへ さつてあてけ, 
てあさ さあさ ちあいそてふ いふしそ すせそえそ, あ すふ てそしへさそ せあいけちあしけつへ そたふてあ.

[あつあしそつへ ほてそ け せあのけに つてちあせそうかおねかつさけに たちけつてちあつてけこ. 《いしあおあみ 
のけちそさそこ ほちとおけぬけかこ, 〉あてあのあ うつかえおあ いふしあ う さとちつか うつかえそ せそうそえそ 
け いかくそのけいそねせそ たそおつさあくふうあしあ, せあ ねてそ そいちあてけてへ うせけすあせけか, ねてそ 
たそつすそてちかてへ う すとくかみに, せあ うふつてあうさあに, さとおあ つひかくおけてへ. ╆しあえそおあちみ かこ 
すふ たそいふうあしけ う けくうかつてせそす すとくかか たちけさしあおせそえそ けつさとつつてうあ «〈ほこのとえと-
あせへ» せあ てかあてちあしへせそこ うふつてあうさか, たそつうみはかせせそこ つぬかせけねかつさけす そいちあくあす, 
うそたしそはあまはけす けくうかつてせふに たそしけてけねかつさけに おかみてかしかこ [けてあみ.

╇ふつてあうさあ けすかしあ そえちそすせふこ とつたかに. 〉あ せかこ いふしけ たちかおつてあうしかせふ 
なそてそえちあなけけ さけてあこつさけに しけおかちそう, くあたかねあてしかうのけか うあきせふか すそすかせてふ 
けに おかみてかしへせそつてけ, あ ちみおそす たそすかはあしけつへ なそてそ あさてかちそう う そいちあくあに 
〈あそ をくほおとせあ, ぁきそと ゅせへしあみ, 》ほせ ╉ほにとあみ け おちとえけに. 』にそおつてうそ いふしそ 
たそちあくけてかしへせそか け たそてそすと うたかねあてしみまはかか! 』そたちそうそおけてかしへせふこ てかさつて 
たそみつせみし せまあせつふ けつたそしせけてかしへつさそえそ すあつてかちつてうあ あさてかちあ, うたしそてへ おそ 
けせてそせあぬけこ け きかつてそう おあせせそえそ あすたしとあ. ╉しみ さけてあこぬかう, うたけてあうのけに 
おとに さしあつつけねかつさそえそ けつさとつつてうあ たかさけせつさそこ おちあすふ, ほてそ けすかしそ そえちそすせそか 
くせあねかせけか. 〉あてあのあ いふしあ たちあうあ, たそつふしあみ せあつ せあ ほてと うふつてあうさと, ねてそいふ 
すふ たちそせけさしけつへ おとにそす つてちあせふ, えしといきか たそせみしけ けつてそちけま かか せあちそおあ.

╇ おちとえそこ ちあく たそ つそうかてと 〉あてあのけ すふ たそかにあしけ せあ うふつてあうさと さあちてけせ, 
たちけいふうのけに けく くせあすかせけてそえそ ]とうちあ. 【あさそか すあつのてあいせそか すかちそたちけみてけか 
たちそうそおけしそつへ う [けてあか うたかちうふか. 』ちかおけ のかおかうちそう ]とうちあ いふしそ うふつてあう-
しかせそ け くせあすかせけてそか たそしそてせそ ╉きそうあせせけ ╆あててけつてあ 【へかたそしそ «【あこせあみ 
うかねかちみ» (XVIII うかさ). 【そしたふ さけてあこぬかう たかちかおうけえあしけつへ そて そおせそこ さあち-
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てけせふ さ おちとえそこ, うせけすあてかしへせそ けくとねあみ たそしそてせあ, てあさ ちあくけてかしへせそ そてしけ-
ねあうのけかつみ そて てちあおけぬけそせせそえそ さけてあこつさそえそ つてけしみ きけうそたけつけ. ╇ くあしあに 
つてそみし えとし そて えそしそつそう, け たしそてせあみ つてかせあ ほさつさとちつあせてそう くあたそしそせみしあ うつか 
たちそつてちあせつてうそ, たそつすそてちかてへ さあちてけせふ いふしそ せかたちそつてそ.

╆ふしけ け おちとえけか すかちそたちけみてけみ, う てそす ねけつしか う たそつそしへつてうか, えおか 
すそきせそ いふしそ えしといきか そいつとおけてへ とうけおかせせそか, たちそねとうつてうそうあてへ あてすそつ-
なかちと つてちあせふ. 〉かうそしへせそ うつたそすけせあかてつみ くせあすかせけてそか けくちかねかせけか: «〉か 
くせあみ たちそのしそえそ [けてあみ, せか つすそきかのへ たそ-せあつてそみはかすと たそせみてへ [けてあこ 
せふせかのせけこ». 【あさ 〉あてあのあ たちけうせかつしあ う すそま きけくせへ う [けてあか そつすふつ-
しかせせふこ けせてかちかつ, ちかあしへせそか ねとうつてうそ うあきせそつてけ たちそけつにそおみはかえそ, いかく 
さそてそちそえそ つかちへかくせそ くあせけすあてへつみ 》そおせかいかつせそこ せかうそくすそきせそ.

》ちそのしそ おかつみてへ しかて, 〉あてあのあ つてあしあ けくうかつてせふす う 『そつつけけ け くあ ちといかきそす 
とねかせふす, たちそなかつつそちそす 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ, うふたとつてけしあ せかすあしそ せあとね-
せふに てちとおそう そ [そちかか, [けてあか, つてちあせあに ょ╇╅, すせそえけか おちとえけか たちかさちあつせふか 
させけえけ. 《おせけす けく うあきせふに せあたちあうしかせけこ かか おかみてかしへせそつてけ つてあしあ たかおあえそえけ-
ねかつさあみ ちあいそてあ, たそおえそてそうさあ せあとねせふに さあおちそう, ちとさそうそおつてうそ あつたけちあせてあすけ 
け おそさてそちあせてあすけ. 』ちかおけ たそつしかおせけに いふしけ けくうかつてせふか たそしけてけさけ, う てそす ねけつしか 
いとおとはけこ たちかくけおかせて ょきせそこ [そちかけ [けす ╉ほ ぁきとせ. ╇ 1991—1992 えそおあに 
〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ いふしあ かえそ せあとねせふす さそせつとしへてあせてそす.

╇ てそて たかちけそお み ちあいそてあしあ う つかさてそちか ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそえそ 
ちかえけそせあ ¨せつてけてとてあ あさてとあしへせふに すかきおとせあちそおせふに たちそいしかす (¨╅〈》) 
╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ. 〉あのけ つそてちとおせけさけ たちけせけすあしけ とねあ-
つてけか う たそおえそてそうさか さ たちそうかおかせけま くあはけてふ う ╉けたあさあおかすけけ おそさてそち-
つさそこ おけつつかちてあぬけけ [けす ╉ほ ぁきとせあ «ょきせあみ [そちかみ: おちあすふ け せあおかきおふ 
おかすそさちあてけけ». 》そつしか くあはけてふ つそつてそみしつみ たちけかす う ╉そすか とねかせふに. 〉あてあ-
しへみ ╊うえかせへかうせあ うすかつてか つ おちとえけすけ そなけぬけあしへせふすけ ちそつつけこつさけすけ 
け さそちかこつさけすけ たちかおつてあうけてかしみすけ つさちそすせそ つけおかしあ くあ つてそしそす たちか-
くけおけとすあ. 》ちけせけすあみ たそくおちあうしかせけみ, そせあ, さあくあしそつへ, いふしあ つすとはかせあ 
うせけすあせけかす, せそ う てそ きか うちかすみ つねあつてしけうあ. ╊か けすかせけてふこ おそさてそちあせて, 
そいつてそみてかしへせそ そてうかてけう せあ うつか うそたちそつふ け たちそおかすそせつてちけちそうあう えしと-
いそさそか くせあせけか けくいちあせせそこ せあとねせそこ そいしあつてけ, たちあくおせそうあし たそいかおと. ′あ 
つてそしあすけ うつか たちそおそしきあしけ そいつときおあてへ おけつつかちてあぬけま, たそさあ さてそ-てそ せか 
たちそけくせかつ: «╈そつたそおあ! 《いつときおかせけか くあさそせねけしそつへ!..»

【そえおあ たちけつとてつてうとまはけか そいちあてけしけ うせけすあせけか せあ しかきあはけか せあ つてそ-
しあに うそくしか さあきおそえそ さちとえしふか ぬうかてせふか さそちかこつさけか うかかちあ つ ぬけてあてあすけ 
せあ あせえしけこつさそす みくふさか けくいちあせせふに すかつて けく 》そつしあせけこ あたそつてそしそう. 『そつ-
つけこつさけか とねあつてせけさけ てそちきかつてうあ たふてあしけつへ ちあくそいちあてへつみ う せあたけつあせせそす, 
てそしさそうあしけ, さてそ さあさ とすかし, せそ たそしとねあしそつへ せか つそうつかす てそねせそ. [そちかこぬふ 
としふいあしけつへ, けす いふしそ けせてかちかつせそ, せあつさそしへさそ すふ たそせけすあかす にちけつてけ-
あせつてうそ. 【そえおあ せかさそてそちふか つてあしけ たそおにそおけてへ さ すけさちそなそせと け うふつさあ-
くふうあてへつみ. [てそ-てそ くあねけてあし けく ╇てそちそえそ たそつしあせけみ あたそつてそしあ 》あうしあ 
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さそちけせなみせあす: «[てそ けくせかすそえあかて, つ さかす いふ け み せか けくせかすそえあし? [てそ 
つそいしあくせみかてつみ, くあ さそえそ いふ み せか うそつたしあすかせみしつみ? ╊つしけ おそしきせそ すせか 
にうあしけてへつみ, てそ いとおと にうあしけてへつみ せかすそはへま すそかま» (╅た. 》あうかし. ╇てそちそか 
たそつしあせけか さ さそちけせなみせあす, えし. 11, 29—30). [けす ╉ほ ぁきとせ いしあえそつさしそせせそ 
さけうあし, せそ いふしそ そねかうけおせそ, ねてそ けせてそせあぬけみ うふつさあくふうあうのかえそつみ くうとねあしあ 
せか うたそしせか といかおけてかしへせそ.

【そえおあ つしそうそ うくみしあ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ. 《せあ そいちあてけしあ うせけすあせけか 
せあ たそしけてけねかつさとま つてそちそせと おかみてかしへせそつてけ [けす ╉ほ ぁきとせあ, そてすかてけう, 
ねてそ ほてあ «せそのあ» せか たちそつてあ, あ ねちかくうふねあこせそ てちとおせあ, たそつさそしへさと せあ 
たしかねあに [けすあ いそしへ け つさそちいへ うつかえそ せあちそおあ: «[てそ けくせかすそえあかて, つ さかす 
いふ け み せか けくせかすそえあし?» 》ちかてかちたかうあみ うつか たかちけたかてけけ たそしけてけねかつさそこ 
いそちへいふ せあ つうそかす たとてけ, ねかしそうかさ ちあおとかてつみ, くせあみ, ねてそ たちかてかちたかうあかて うつか 
ちあおけ ╈そつたそおあ, あ くせあねけて, そせ せあ たちあうけしへせそす たとてけ: «[てそ つそいしあくせみかてつみ, 
くあ さそえそ いふ み せか うそつたしあすかせみしつみ?» 》ちかてかちたかうあみ すせそえけか つさそちいけ ちあおけ 
つうそかこ つてちあせふ, てあさそこ ねかしそうかさ う つすけちかせけけ たちけくせあかて: «╊つしけ おそしきせそ 
すせか にうあしけてへつみ, てそ いとおと にうあしけてへつみ せかすそはへま すそかま». ¨ おあきか いしかつてみ-
はあみ たそおえそてそうさあ け くあはけてあ おそさてそちつさそこ おけつつかちてあぬけけ つうけおかてかしへつてうとまて 
そ てそす, ねてそ ╆そえ たそすそえあかて つすけちかせせふす.

『あくひみつせかせけか せあたけつあせせそえそ せあつてそしへさそ とおそうしかてうそちけしそ さそちかこぬかう, 
ねてそ [けす ╉ほ ぁきとせ うつてあし け たそぬかしそうあし 〉あてあのか ちとさと. 『あくおあしけつへ あたしそ-
おけつすかせてふ. 》ちけつとてつてうそうあうのけか さそちかこぬふ うふちあきあしけ たちけくせあてかしへせそつてへ, 
つ とおそうしかてうそちかせけかす さそせつてあてけちとみ さしあつつけねかつさそか くせあせけか 〉あてあしへかこ 
╊うえかせへかうせそこ かはか け にちけつてけあせつてうあ. ゅてそ いふしあ たそいかおあ かか しけねせそつてけ さあさ 
てあさそうそこ. ╇ せあねあしか 1990-に えそおそう おあきか う せあのかこ つてちあせか せかすせそえそ せあつねけ-
てふうあしそつへ とねかせふに, つたそつそいせふに さ そいのけちせそすと せかたちかおうくみてそすと そつすふつしか-
せけま きけくせかせせふに えしといけせ. 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ いふしあ けく けに ねけつしあ.

【あさけす そいちあくそす, つたとつてみ すせそえけか えそおふ み といかおけしあつへ う てそす, ねてそ 
と 〉あてあのけ つ ませそつてけ つなそちすけちそうあしそつへ たちあうけしへせそか きけくせかせせそか 
«さちかおそ», ねてそ たちけうかしそ さ しけねせふす け せあとねせふす とつたかにあす, けつさちかせせかすと 
たちけくせあせけま しまおかこ けく つあすふに ちあくせふに つしそかう そいはかつてうあ. 《せあ つてあしあ 
たとてかうそおせそこ くうかくおそこ おしみ たそおちあつてあまはけに たそさそしかせけこ, けつてそねせけさそす 
つそくけおあてかしへせそえそ うしけみせけみ せあ そさちときあまはけに, さてそ いふ ほてそ せけ いふし, おあきか 
かつしけ ほてけ うつてちかねけ そさあくふうあしけつへ せかおそしえけすけ.
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╈ちかのせふに ╇.[.*

》そおちとえか

》ちそなかつつけみ おけたしそすあてあ きあしとかて かすと つねあつてしけうとま うそく-
すそきせそつてへ うつてちかね つ すせそきかつてうそす しまおかこ — さあさ つそそてか-
ねかつてうかせせけさそう, てあさ け けせそくかすぬかう — くあねあつてとま とせけ-
さあしへせふに たそ つうそけす たちけちそおせふす おあせせふす, のけちそてか 
さちとえそくそちあ, たそてあかせせふす たちけつてちあつてけみす. 〉そ おあきか せあ 
なそせか つてそしへ ちあくせそそいちあくせふに, うちかすかせあすけ, ねてそ つさちふ-
うあてへ, たそとねけてかしへせふに さそせてあさてそう, てかつせそか そいはかせけか け 
おちときいあ つ 〉あてあしへかこ ╆あきあせそうそこ いふしけ せあつてそみはけす 
たそおあちさそす つとおへいふ.

〈そま つかすへま つ 〉あてあしへかこ け ╊うえかせけかす ╆あきあせそうふすけ 
そいひかおけせみしあ つそちそさあしかてせみみ, つ かつてかつてうかせせふすけ けく-くあ 
さそすあせおけちそうそさ そてしけうあすけ け たちけしけうあすけ, せかうかおそすそ ぬかたさあみ, う ねかす-てそ すけつてけ-
ねかつさあみ つうみくへ. [そえおあ う 1973 えそおと み たちかおたそねかし ちあいそてと たそすそはせけさあ くあうかおと-
まはかえそ 》かちうふす ╉╇《 〈¨╉あ てちとおと おけたしそすあてあ-さけてあけつてあ う そてさちふうあうのかすつみ 
╈かせさそせつとしへつてうか 』』』『 う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ, 〈.』. [あたけぬあ ちかさそすかせおそうあし 
さあおちあす せあたちあうけてへ てとおあ ねかてと ╆あきあせそうふに, すせそえそそいかはあまはけに さけてあけつてあ 
け さそちかけつてさけ. 】きか てそえおあ, せあ うくしかてか きけくせけ, 〉あてあのあ, つ かか たそさそちみまはけす 
そたてけすけくすそす け そねあちそうあてかしへせそこ としふいさそこ, たちそけくうそおけしあ つてそこさそか うたかねあて-
しかせけか いとおとはかえそ うおとすねけうそえそ けつつしかおそうあてかしみ [そちかけ け あくけあてつさけに たちそいしかす, 
ねてそ け うふしけしそつへ せあ つしかおとまはけこ えそお う とつたかのせとま くあはけてと さあせおけおあてつさそこ 
おけつつかちてあぬけけ たそ [〉╉『. 』 えそおあすけ たそつしかおそうあしけ おかつみてさけ させけえ け つそてせけ 
つてあてかこ たそ とくしそうふす たちそいしかすあす すけちそうふに うくあけすそつうみくかこ. ╉あ け せか てそしへさそ せあ 
てかすふ たそしけてけさけ…

′あ ねてそ いふ せけ いちあしあつへ 〉あてあのあ — ちかのかせけか ちあいそねけに, けつつしかおそうあてかしへ-
つさけに, いふてそうふに たちそいしかす — さそ うつかすと そせあ そてせそつけしあつへ くおちあうそ, たそ-せあとねせそすと 
つけつてかすせそ, つ うけおけすそこ そにそてそこ け たそおさとたあまはかこ かつてかつてうかせせそこ しかえさそつてへま. 
《いあみてへ いしけつてあてかしへせそこ うせかのせそつてへま, いかくとたちかねせふすけ すあせかちあすけ, ちあくせそ-
つてそちそせせけすけ たそくせあせけみすけ そてすかせせそ たそおえそてそうしかせせそえそ つそいかつかおせけさあ, いとおへ 
てそ さけてあこつさそえそ おけたしそすあてあ, あすかちけさあせつさそえそ たちそなかつつそちあ, さそちかこつさそえそ たそしけ-
てけさあ けしけ とねかせそえそ — いかく たちそいしかす. 》そせちあうけてへつみ そいつしときけうあまはかすと たかちつそ-
せあしと う つとたかちすあちさかてか, せかいそしへのそこ すあつてかちつさそこ, ちかつてそちあせか — たそきあしとこつてあ. 
〈そみ きかせあ 〉けせあ ちあつつさあくふうあしあ, さあさ う にそおか つそうすかつてせふに うふしあくそさ けく たそつそしへ-
つさそえそ えそちそおさあ う 》かさけせか たちけ そねかちかおせそす たそみうしかせけけ 〉あてあのけ う すあえあくけせか 
さ せかこ つそ うつかに せそえ いちそつあしけつへ たちそおあうぬふ そて ちあくせふに たちけしあうさそう, あ そなけぬけ-

* ╇あしかちけこ [そせつてあせてけせそうけね ╈ちかのせふに — ぁちかくうふねあこせふこ け 》そしせそすそねせふこ 》そつしあせせけさ 『そつつけけ う そてつてあうさか.
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あせてふ う くせあさそすふに くあいかえあしそうさあに いとさうあしへせそ ちあつぬうかてあしけ う としふいさあに. ¨ いふしそ 
ほてそ おあしかさそ せか う つあすふか しとねのけか うちかすかせあ つそうかてつさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけこ!

』 てはあせけかす け せかけくすかせせそこ うふおとすさそこ そてちかすそせてけちそうあてへ おそ たちかおかしあ 
くあにしあすしかせせとま きけしたしそはあおへ — てそきか かか ちとさ おかしそ. ╇つみねかつさけ そいかちかえあみ ╊うえか-
せけみ そて つそせすあ たそうつかおせかうせふに てちかうそえ け せかとちみおけぬ, そせあ たそつしか たちけかくおあ けく 
』あせ-‒ちあせぬけつさそ たちかうちあてけしあ たちそつてそちせとま, たそ つそうかてつさけす すかちさあす, さうあちてけちと 
う せあつてそみはけこ すとくかこ うそつてそねせそえそ けつさとつつてうあ つ そいのけちせふすけ うさちあたしかせけみすけ 
つまきかてせふに すけくあせつぬかせ けく きけくせけ け けつてそちけけ ′あたあおせそえそ たそいかちかきへみ 』ぃ╅ 
うさとたか つ そいのけちせそこ いけいしけそてかさそこ. 》そすせま, つ さあさそこ せかたそおおかしへせそこ ちあおそつてへま 
け せかつさそせねあかすふす さあうさあくつさけす えそつてかたちけけすつてうそす — つさあくふうあしけつへ つそねけせつさけか 
さそちせけ にそくみけせあ — 〉あてあしへみ け ╊うえかせけこ たちけうかねあしけ せか ちあく せあのと つかすへま, 
あ てあさきか いとおとはかえそ ちかさてそちあ 〈╈¨〈《 ╅せあてそしけみ 【そちさとせそうあ け かえそ きかせと ̈ ちけせと 
う つうそかす «えせかくおか» せあ 】せけうかちつけてかてつさそす たちそつたかさてか. ╅ すそみ おそねへ 〉あてあのあ, てそえおあ 
たかちうそさしあのさあ, たそさあ と うくちそつしふに さけたかしそ くあつてそしへか, たそお せかとつふたせふす け つてそしへ 
きか たそそはちけてかしへせふす そさそす にそくみこさけ さしみせねけしあ と せかか ちあくちかのかせけみ たそてちそえあてへ 
そねかちかおせふか けくみはせとま つてあてとほてさと けしけ すけせけあてまちせとま うあくそねさと.

〉か くあいふてへ, さあさ せかつさそしへさそ しかて つたとつてみ, ちあせせけす とてちそす, たそお たちそせけくふ-
うあまはか にそしそおせふす そつかせせけす うかてちそす, 〉あてあしへみ け ╊うえかせけこ つ そにあたさそこ ぬうかてそう 
うつてちかねあしけ け そいせけすあしけ せあつ せあ たかさけせつさそす うそさくあしか. [てそ せあおそしえそ たそさけおあし 
『そおけせと, たそ つかいか くせあかて: ほてそ おそちそえそえそ つてそけて. ╅ さあさ くあたあすみてそうあてへ つぬかせさと, 
さそえおあ, うたちけたちふきさと くあみうけうのけつへ そて ╆あきあせそうふに, ねあつあすけ たちそたあおあうのあみ 
と せけに おそねかせへさあ うふたあしけしあ: «【かてみ 〉あてあのあ つてちそえあみ, さあさ おけちかさてそち のさそしふ, 
あ おみおみ ╋かせみ おそいちふこ け うつかえおあ のとてけて. っ いとおと てかたかちへ おかしあてへ うつか せあそいそちそて, 
くうあてへ けに “おみおみ 〉あてあのあ” け “てかてみ ╋かせみ”. 』 てそえそ おせみ たちそのしそ ときか 30 しかて (!), 
せそ たそ-おそいちそすと てあさ け たそうかしそつへ たちけ せあのけに うつてちかねあに.

』しとねあしけつへ け せか つあすふか ちあおそつてせふか すそすかせてふ. 》そつそしへつてうそ, そつそいかせせそ 
う さちとたせそこ つてちあせか, — つしそきせふこ け すせそえそなとせさぬけそせあしへせふこ そちえあせけくす, えおか 
うくあけすそおかこつてうとまて け せかけくいかきせそ たかちかつかさあまてつみ けせてかちかつふ け くあおあねけ たちかお-
つてあうけてかしかこ ちあくしけねせふに うかおそすつてう. [あさ-てそ たそくおせけす うかねかちそす せあ たちそえとしさか 
たそ たそつそしへつさそすと たあちさと 〉あてあのあ せかそきけおあせせそ, つ せかつさあくあせせそこ えそちかねへま, 
たそうかおあしあ すせか: «〉けさてそ せか たそおそくちかうあかて, せあつさそしへさそ てあしあせてしけう け ちあせけす 
╋かせみ, あ かすと たちそにそおあ せか おあかて すかつてせふこ のかな たそ ちかきけすと, つそくおあかて せかうふせそつけ-
すとま あてすそつなかちと たそおそくちけてかしへせそつてけ. 《いけおせそ, そつそいかせせそ たそつしか つかすけしかてせかこ 
ちあいそてふ う ╅すかちけさか, ねてそ くおかつへ たそせかうそしか せあねけせあかのへ てかちみてへ うせとてちかせせかか 
ちあうせそうかつけか». ╆かつさそせかねせそ たちかおあせせあみ すときと, 〉あてあのあ けく-くあ せあうあしけうのけにつみ 
たかちかきけうあせけこ せあおそしえそ しけのけしあつへ たそさそみ け つせあ. «〉か てあさ おふす け つすちあおせそか 
けつたあちかせけか かつて えしあくあ, さあさ そいちあはかせけか つそ くしふすけ とみくうしみかて おとのと», — うかはあし 
¨そあせせ ′しあてそとつて. ¨すかせせそ てそえおあ たちそみうけしけつへ たかちうふか たちけくせあさけ とにとおのかせけみ 
くおそちそうへみ せあのかこ いしけきあこのかこ たそおちとえけ.

〉あてあのあ いふしあ ねかしそうかさそす たそちあくけてかしへせそこ つさちそすせそつてけ け うつかたそさそちみ-
まはかこ てあさてけねせそつてけ. ]けねせそつてへま. ╇ そいはかせけけ そせあ せかくあすかてせそ けくいかえあしあ 
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ちあくえそうそちそう そ つうそけに せあとねせふに け たちかたそおあうあてかしへつさけに おかしあに, てうそちねかつさけに 
とつたかにあに. 【そしへさそ たそつしか かか とにそおあ, とうふ, すせか おそうかしそつへ とくせあてへ, ねてそ そせあ いふしあ 
とねけてかしかす さそちかこつさそえそ みくふさあ と ╅. 【そちさとせそうあ, せふせか あさあおかすけさあ. 》ちそつてそてあ, 
ねかつてせそつてへ け けつさちかせせそつてへ 〉あてあのけ たちけとすせそきあしけつへ かか ちあつつとおけてかしへせそつてへま, 
ほせかちえけかこ, ちあいそてそつたそつそいせそつてへま. 〈そつさそうつさあみ おかうそねさあ つ [とてとくそうつさそえそ たちそ-
つたかさてあ, つ すあしふに しかて 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ いしあえそおあちみ くあいそてか け うせけすあせけま 
ちそおけてかしかこ, さあたけてあせあ おあしへせかえそ たしあうあせけみ け うちあねあ, うたけてあしあ せかくふいしかすそ 
うふつそさけか たそせみてけみ せちあうつてうかせせそつてけ, おそしえあ, たあてちけそてけくすあ. 《せあ みうしみしあ つそいそこ 
かつてかつてうかせせふこ つけすいけそく け せかくあとちみおせふこ たちけすかち しとねのけに ねかちて とにそおみはかこ 
つそうかてつさそこ け さあせとうのかこ う ]かてと おそちかうそしまぬけそせせそこ けせてかししけえかせぬけけ. ╊か 
いしあえそちそおせふこ け てちそえあてかしへせふこ そいちあく せあうつかえおあ そつてあせかてつみ う たちけくせあてかしへせそこ 
たあすみてけ せあのかこ つかすへけ.

╉かせけつそう ╇.¨.*

〉かて, そせあ せか とのしあ

〉か つてあしそ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ ╆あきあせそうそこ, けくうかつてせそえそ ちそつつけこつさそえそ とねか-
せそえそ-うそつてそさそうかおあ, そいあみてかしへせそえそ ねかしそうかさあ, そねかせへ さちあつけうそこ きかせはけせふ, 
たちかおあせせそこ け えそちみねそ しまいけすそこ つとたちとえけ. 〉け つかちおぬか, せけ おとのあ せか すそえとて 
つすけちけてへつみ つ てかす, ねてそ とのしあ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ. 〉かて, そせあ せか とのしあ. 《せあ — 
う せあのかこ たあすみてけ.

╇つたそすけせあま たかちうふか すそすかせてふ くせあさそすつてうあ つ 〉あてあのかこ. 〈ふ いふしけ つてとおかせ-
てあすけ うてそちそえそ さとちつあ なあさとしへてかてあ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ 〈╈¨〈《. 
〉かそきけおあせせそ う あとおけてそちけま ういかえあかて すそしそおあみ, としふいあまはあみつみ, さちあつけうあみ 
おかうとのさあ け そいひみうしみかて, ねてそ さあさそか-てそ うちかすみ そせあ いとおかて たちかたそおあうあてへ せあす 
さそちかこつさけこ みくふさ, てあさ さあさ ╇あしかせてけせあ 〉けさそしあかうせあ ╉すけてちけかうあ, せあのあ たちか-
たそおあうあてかしへせけぬあ さそちかこつさそえそ みくふさあ, せあにそおけてつみ う さそすあせおけちそうさか う [そちかこ-
つさそこ 〉あちそおせそ-╉かすそさちあてけねかつさそこ 『かつたといしけさか. ぁとてへ たそくきか すふ とくせあしけ, ねてそ 
〉あてあのあ [そちつあさそうあ — つてとおかせてさあ てちかてへかえそ さとちつあ なあさとしへてかてあ 〈ゅ《. ╇そて てあさ 
つそつてそみしそつへ すそか くせあさそすつてうそ つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ. ¨ にそてみ たちかたそおあうあしあ 
そせあ せあす せかおそしえそ, せそ せあうつかえおあ そつてあうけしあ う せあのかこ たあすみてけ つうそま しまいそうへ 
さ «』てちあせか とてちかせせかこ つうかきかつてけ», ねてそ, かつてかつてうかせせそ, つたそつそいつてうそうあしそ なそちすけ-
ちそうあせけま け と せあつ てかたしそえそ そてせそのかせけみ さ [そちかか, かか せあちそおと, さ さそちかかうかおかせけま.

〉か ちあく け せか おうあ み うつてちかねあしつみ つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ せあ ちあくしけねせふに 
さそせなかちかせぬけみに, えおか そいつときおあしあつへ さそちかこつさあみ たちそいしかすあてけさあ. ╇つたそすけせあかてつみ 

* ╇あしかちけこ ¨そつけなそうけね ╉かせけつそう — おそさてそち けつてそちけねかつさけに せあとさ, たちそなかつつそち, ぁちかくうふねあこせふこ け 》そしせそ-
すそねせふこ 》そつそし 『そつつけけ う [〉╉『 (1993—1996).
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たそかくおさあ う 1995 えそおと う 』ぃ╅ せあ すかきおとせあちそおせふこ なそちとす, たそつうみはかせせふこ 
50-しかてけま せあねあしあ [そちかこつさそこ うそこせふ (1950—1953). [そせなかちかせぬけみ つそいちあしあ 
けくうかつてせふに つたかぬけあしけつてそう たそ [そちかか, たそしけてけねかつさけに け そいはかつてうかせせふに おかみてか-
しかこ いそしかか おかつみてさあ つてちあせ. 』そつてそみしけつへ けせてかちかつせふか おけつさとつつけけ そ たちけねけせあに 
け たそつしかおつてうけみに さそちかこつさそえそ さそせなしけさてあ, ちそしけ 』』』『, 』ぃ╅, [〉『 け おちと-
えけに えそつとおあちつてう う てそこ «くあいふてそこ うそこせか». [ おそさしあおあす 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ 
け ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ せあ なそちとすか いふし たちそみうしかせ そつそいふこ けせてかちかつ. ╉かしそ 
う てそす, ねてそ けに うふつてとたしかせけみ いあくけちそうあしけつへ せあ とせけさあしへせふに あちにけうせふに おそさと-
すかせてあに, つそたちそうそきおあしけつへ ちあつつときおかせけみすけ け うふうそおあすけ, うふにそおみはけすけ くあ 
たちかおかしふ つなそちすけちそうあうのけにつみ う せあのかこ けつてそちけねかつさそこ せあとさか け う けつつしかおそうあ-
せけみに くあたあおせそえそ さそちかかうかおかせけみ さそせぬかたぬけこ け たそつてとしあてそう.

╆あきあせそうふ たちそおそしきあしけ あさてけうせとま けつつしかおそうあてかしへつさとま おかみてかしへせそつてへ 
たそ [そちかこつさそこ うそこせか. ¨すけ けくおあせそ せかつさそしへさそ させけえ たそ おあせせそこ たちそいしかすか, 
う てそす ねけつしか う ょきせそこ [そちかか.

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ, いとおとねけ おそさてそちそす ほさそせそすけねかつさけに せあとさ, えしといそさそ 
けくとねあしあ ほさそせそすけさと [〉╉『, かか うせかのせかほさそせそすけねかつさけか つうみくけ, くあせけすあしあつへ 
うそたちそつあすけ つそてちとおせけねかつてうあ 』』』『 つ 』かうかちせそこ [そちかかこ. ゅさそせそすけねかつさあみ 
たちそいしかすあてけさあ [〉╉『 — うかつへすあ つしそきせふこ たちかおすかて けつつしかおそうあせけみ う つけしと 
てそえそ, ねてそ う 』かうかちせそこ [そちかか そてつとてつてうとまて そなけぬけあしへせふか おあせせふか そ つそつてそ-
みせけけ かか ほさそせそすけさけ. 【かす せか すかせかか 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ とつたかのせそ そつうそけしあ 
ほてと てかすと, せあたけつあしあ つかちけま ちあいそて, さそてそちふか おそ つけに たそち けくとねあまてつみ つたかぬけ-
あしけつてあすけ たそ [そちかか.

[ちとえ せあとねせふに けせてかちかつそう 〉.╊. ╆あきあせそうそこ せか そえちあせけねけうあしつみ [そちかかこ. 
╇すかつてか つそ つうそけす つとたちとえそす ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす かま せあたけつあせそ すせそきかつてうそ 
けせてかちかつせふに すそせそえちあなけこ たそ たちそいしかすあす [けてあみ, 』ぃ╅, おちとえけに えそつとおあちつてう. 
〉あ たあすみてへ たちけにそおけて, う ねあつてせそつてけ, けに つそうすかつてせふこ てちとお «》そくそしそねかせせそか 
えかててそ» — そい あくけあてつさけに おけあつたそちあに う 』ぃ╅. ╅うてそちふ つ いそしへのけす くせあせけかす 
おかしあ ちけつとまて せかたちそつてとま きけくせへ さけてあこぬかう, さそちかこぬかう, みたそせぬかう う 』そかおけせかせ-
せふに ぃてあてあに ╅すかちけさけ. [せけえあ せあつてそしへさそ たそせちあうけしあつへ すせか, ねてそ み せあたけつあし 
ちかぬかせくけま, さそてそちあみ いふしあ そたといしけさそうあせあ う あうてそちけてかてせそす きとちせあしか «〈かき-
おとせあちそおせあみ きけくせへ».

【うそちねかつさけこ つそまく ╆あきあせそうふに いふし そねかせへ たしそおそてうそちせふす. ¨すけ たそおえそ-
てそうしかせふ け けくおあせふ おちとえけか けせてかちかつせふか け えしといそさけか ちあいそてふ, たそしへくとまはけかつみ 
いそしへのけす つたちそつそす う つちかおか せか てそしへさそ うそつてそさそうかおそう, せそ け しまおかこ, おあしかさけに 
そて うそつてそさそうかおねかつさそこ せあとさけ.

╇つたそすけせあみ 〉あてあのと, せか すそえと せか そてすかてけてへ かか おそいちふこ にあちあさてかち, えそつてか-
たちけけすつてうそ, にしかいそつそしへつてうそ う かか おそすか, えおか いふうあし せか ちあく.

¨ かはか そおせあ ねかちてあ 〉あてあのけ くあたそすせけしあつへ すせか せあうつかえおあ. ╊か しまいそうへ 
け うそつにけはかせけか つうそけす つとたちとえそす ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす. 《せあ せか つさちふうあしあ 
ほてそえそ け そおせあきおふ つさあくあしあ すせか: «〉か すふつしま つかいみ いかく ╋かせけ». 】うかちかせ, ねてそ 
てあさそか ねとうつてうそ いふしそ うくあけすせふす.
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〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ せあうつかえおあ そつてあせかてつみ う せあのけに つかちおぬあに. ╊か おそいちそてあ, 
けつさちかせせそつてへ, つうかてしあみ としふいさあ, かか てあしあせてしけうふか せあとねせふか てちとおふ いとおとて 
うつかえおあ せあたそすけせあてへ うつかす, さてそ かか くせあし, そい ほてそす そいあみてかしへせそす ねかしそうかさか, そおあ-
ちかせせそす とねかせそす-うそつてそさそうかおか.

╆かつかおあ つ ╊ちすそしそうふす ╇.〉.*

«〉あてあのあ てそせすと», けしけ «てそうあちけは 〉あてあのあ»

』すかちてへ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ いとさうあしへせそ そえそちそのけしあ すかせみ. [そせかねせそ, 
み せか たちけねけつしみし つかいみ さ いしけくさけす かこ しまおみす. ╉あ け せけさそえおあ せか いふし う さとちつか 
うつかに かか いそしかくせかこ. 〈ふ おそしえそか うちかすみ せか うけおかしけつへ, けいそ つとおへいあ ちあくうかしあ せあつ たそ 
ちあくせふか つてそちそせふ たちそなかつつけそせあしへせそこ きけくせけ. 》そほてそすと たかねあしへせあみ せそうそつてへ 
そ てそす, ねてそ 〉あてあのけ いそしへのか つ せあすけ せかて, つてあしあ おしみ すかせみ せかそきけおあせせそこ.

〈ふ つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ そいあ さそちかけつてふ. ╉あ け うとく すふ そさあせねけうあしけ 
そおけせ け てそて きか — 〈╈¨〈《. ╊つてかつてうかせせそ, と せあつ いふしけ そいはけか たちかたそおあうあてかしけ, 
たちかきおか うつかえそ う たしあせか けくとねかせけみ さそちかこつさそえそ みくふさあ. 〈ふ たそくせあさそすけしけつへ 
ときか せあ けくしかてか すそかこ つてとおかせねかつさそこ きけくせけ. 》そ-すそかすと, ほてそ つしとねけしそつへ う 1972 
けしけ 1973 えそおと, さそえおあ, いとおとねけ せあ たみてそす さとちつか, み け すそけ つそえちとたたせけさけ うかちせと-
しけつへ つ たちあさてけさけ う 》にかせへみせか. 〉あの すほてち たそ さそちかこつさそすと みくふさと, ╇あしかせてけせあ 
〉けさそしあかうせあ ╉すけてちけかうあ (さ つそきあしかせけま, かか てそきか せかて う きけうふに), たそたちそつけしあ 
〉あてあのと くあせみてへ せあのけ とねかいせふか ねあつふ さそちかこつさけす みくふさそす. 》そつさそしへさと ちあく-
せけぬあ う うそくちあつてか と せあつ つ 〉あてあのかこ いふしあ せかいそしへのそこ, てそ と せあつ, かか つてとおかせてそう, 
つちあくと うそくせけさ うそたちそつ: «╅, つそいつてうかせせそ, さあさ せあす たそ-さそちかこつさけ そいちあはあてへつみ 
さ せあのかすと せそうそすと たちかたそおあうあてかしま?»

╇そそいはか, せあ ╇そつてそさか, け う [そちかか う ねあつてせそつてけ, そてせそのかせけか さ 】ねけてかしま — 
いそしかか ねかす とうあきけてかしへせそか. 】ねけてかしみ かえそ とねかせけさけ たそ-さそちかこつさけ うかしけねあまて 
たそねてけてかしへせふす つしそうそす «つそせつかせ». ╇ みたそせつさそす みくふさか てあさけす ほさうけうあしかせてそす 
みうしみかてつみ てかちすけせ «つあせつかこ» (けかちそえしけなふ う そいそけに つしとねあみに そおけせあさそうふか). 
[そえおあ すふ たちかおしそきけしけ 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか てあさ さ せかこ そいちあはあてへつみ, そせあ 
くあつすとはあしあつへ. 【そえおあ すふ たちけおとすあしけ せそうそか そいちあはかせけか さ せあのかすと 】ねけてかしま. 
》そつさそしへさと すふ けくとねあしけ てそしへさそ つかうかちそさそちかこつさとま しかさつけさと さそちかこつさそえそ 
みくふさあ, てあさ さあさ う てか えそおふ と 』』』『 つ ょきせそこ [そちかかこ せか いふしそ せけさあさけに さそせ-
てあさてそう, あ そいちあはかせけみ «えそつたそおけせ» けしけ «えそつたそきあ» う つそうかてつさそす そいはかつてうか 
たちあさてけねかつさけ せか とたそてちかいしみしけつへ け つねけてあしけつへ いとちきとあくせふすけ, てそ すふ つてあしけ 
せあくふうあてへ かか «〉あてあのあ てそせすと» けしけ «てそうあちけは 〉あてあのあ». 【あさそか そいちあはか-

* ╇あしかちけこ 〉けさそしあかうけね ╊ちすそしそう — ぁちかくうふねあこせふこ け 》そしせそすそねせふこ 》そつそし 『そつつけけ う 〈あしあこくけけ, 
さあせおけおあて けつてそちけねかつさけに せあとさ.
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せけか うつかす たそせちあうけしそつへ, うさしまねあみ け かか つあすと. ╇そて てあさそこ いふしあ せあのあ たかちうあみ 
うつてちかねあ け てあさけす きけうふす そいはかせけか.

╈そうそちみて, ねてそ たかちうあみ うつてちかねあ みうしみかてつみ せあけいそしかか くあたそすけせあまはかこつみ 
け そつてあうしみかて う たあすみてけ しまおかこ つあすそか うかちせそか うたかねあてしかせけか. っ てそきか てあさ つねけ-
てあま. ╇ てそて ちあく み くあたかねあてしかし そいちあく すけしそえそ, そねかせへ そいあみてかしへせそえそ け けせてかし-
しけえかせてせそえそ ねかしそうかさあ. 〈ふ, すあしへねけのさけ, う てそて すそすかせて すせけしけ つかいみ そてねあみせ-
せふすけ おそせきとあせあすけ け たそ すそしそおそつてけ しかて たふてあしけつへ つ せかこ さあさ-てそ くあけえちふうあてへ. 
〉そ 〉あてあのあ いふつてちそ たそつてあうけしあ せあつ せあ すかつてそ, くあみうけう, ねてそ そせあ つたかぬけあしけつて 
せか たそ ほてそこ ねあつてけ.

╅ うそて おそいちとま のとてさと そせあ ぬかせけしあ け おあきか ちあくちかのけしあ せあす けつたそしへくそうあてへ 
ますそち せか てそしへさそ たちけ そいはかせけけ おちとえ つ おちとえそす, せそ け う にそおか くあせみてけこ. ぁてそ すふ 
つ とおそうそしへつてうけかす け おかしあしけ. 【そしへさそ たそてそす み そつそくせあし うつま たそしかくせそつてへ てあさそえそ 
すかてそおあ, けいそ たちけ けくとねかせけけ てそえそ けしけ けせそえそ みくふさあ けすかせせそ うかつかしあみ のとてさあ 
いふつてちかか とつうあけうあかてつみ け しかえねか くあたそすけせあかてつみ.

[ つそきあしかせけま, «てそうあちけは 〉あてあのあ» そいとねあしあ せあつ せかおそしえそ — そさそしそ 
てちかに すかつみぬかう. 》そつしか ねかえそ すふ つ せかこ ちあつつてあしけつへ. 》そ そさそせねあせけけ 〈╈¨〈《 
み たそしとねけし せあくせあねかせけか う 》かちうふこ ╉あしへせかうそつてそねせふこ そておかし (╉╇《) 〈¨╉ 
』』』『. 》そすせま, さてそ-てそ せあくうあし かえそ «》かちうふす おそうそしへせそ うあきせふす そておかしそす». 
〉あくうあせけか ほてそ くあさちかたけしそつへ せあおそしえそ, け, さあさ み つかこねあつ うつたそすけせあま, 〉あてあのか 
そせそ たちけのしそつへ たそ うさとつと. 》そうてそちみま, そせあ しまいけしあ たそのとてけてへ, せそ たそのとてけてへ 
てそせさそ, け たちけ ほてそす ぬかせけしあ ますそち おちとえけに. ╇ てそ うちかすみ ほてそ たそおちあくおかしかせけか 
うそくえしあうしみし 〈けにあけし 』てかたあせそうけね [あたけぬあ — しかえかせおあちせふこ ちとさそうそおけてかしへ 
け ぬかせけてかしへ にそちそのかこ のとてさけ.

【そえおあ きか み そさとせとしつみ う すけおそうつさとま きけくせへ. ╅てすそつなかちあ う そておかしか いふしあ 
そねかせへ おそいちそきかしあてかしへせそこ. 』てちそえそつてへ け おけつぬけたしけせあ, さそてそちふか にあちあさてかちせふ 
おしみ ちあいそてふ う 〈¨╉か, つそねかてあしけつへ つ おかすそさちあてけくすそす け てそしかちあせてせそつてへま. ╇ つそく-
おあせけけ てあさそえそ さしけすあてあ いふしあ せかすあしあみ くあつしとえあ つあすそえそ 〈けにあけしあ 』てかたあせそうけねあ.

【そえおあ きか み, つそいつてうかせせそ, け たそくせあさそすけしつみ つ ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす. 
《せ つしふし つちかおけ せあつ «くあたあおせけさそす», たそつさそしへさと ときか たそいふうあし «う いあせあせそうそ-
しけすそせせそす 』けせえあたとちか», さそてそちふこ, う せあのかす たそせけすあせけけ, みうしみしつみ «あくけあて-
つさけす ′あたあおそす», う てそ うちかすみ さあさ いそしへのけせつてうそ けく せあつ うふかくきあしそ う そつせそうせそす 
う つそぬけあしけつてけねかつさけか つてちあせふ — 』かうかちせとま [そちかま, 〈そせえそしけま けしけ [けてあこ. 
〉そ せあのあ おちときいあ さちかたけしあつへ せか てそしへさそ せあ つてちあせそうかおねかつさそこ せけうか. ╆しあえそ-
おあちみ けせけぬけあてけうか 〈けにあけしあ 』てかたあせそうけねあ すふ ちかえとしみちせそ そてすかねあしけ 』てあ-
ちふこ 〉そうふこ えそお う ちかつてそちあせか «》かさけせ». 〉あさあせとせか えそてそうけしつみ «さあたとつてせけさ».

〈せか, う ねあつてせそつてけ, くあたそすせけしつみ そおけせ つてけのそさ う あおちかつ ╊.》. ╆あきあせそうあ, 
さそてそちふこ くうとねあし てあさ: «╅ ほてそて ╋かせかねさあ ╆あきあせそう う えあしつてとさか けく いあさしあきあ-
せそう». 《せ ねあつてそ せあおかうあし みちさけこ えあしつてとさ, さそてそちふこ たちけうかく けく 』けせえあたとちあ, 
け はかえそしみし う せかす たそ そておかしと. ¨ かつしけ さてそ-てそ うそ うちかすみ てあさけに さあたとつてせけ-
さそう つてあちあしつみ さそたけちそうあてへ てそえおあのせけこ つてけしへ ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ, 〉あてあのあ, 
たそすせま, てそきか おちときせそ つそ うつかすけ つすかみしあつへ.
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[そちそねか, と せあつ そいちあくそうあしあつへ すそしそおかきせあみ さそすたあせけみ. 〈ふ せかちかおさそ 
うつてちかねあしけつへ け おとのかうせそ そいはあしけつへ, う てそす ねけつしか け つかすへみすけ. 》ちあうおあ, うつさそちか 
すかせみ きおあしあ おしけてかしへせあみ さそすあせおけちそうさあ う 』かうかちせとま [そちかま, け せあのけ つうみくけ 
そいそちうあしけつへ. 『けてすふ おけたしそすあてけねかつさそこ つしときいふ つ つかすかこつてうそす ╆あきあせそうふに 
ときか せか つそうたあおあしけ. 《いはかせけか たちそおそしきあしそつへ せあ させけきせそこ せけうか. 〉そ そせそ 
いふしそ そおせそつてそちそせせけす. 《せけ うふつてとたあしけ さあさ すあつてけてふか たけつあてかしけ, あ み — さあさ 
つさちそすせふこ ねけてあてかしへ.

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ いふしあ つかちへかくせふす とねかせふす. ¨ せか てそしへさそ う たちかおかしあに 
せあのかこ つてちあせふ. 《せあ いふしあ とうあきあかすあ け くあ えちあせけぬかこ. 〉あつさそしへさそ み くせあま, 
う おしけてかしへせふに さそすあせおけちそうさあに, う てそこ きか 』かうかちせそこ [そちかか, そせあ せか いふしあ. 
〉そ そせあ いふしあ せあつてそしへさそ せあいしまおあてかしへせあ, ねてそ せかつさそしへさけに おせかこ, さそえおあ そせあ 
せあにそおけしあつへ う てそこ けしけ けせそこ つてちあせか, かこ うたそしせか にうあてあしそ, ねてそいふ せあたけつあてへ 
つかちへかくせふこ てちとお. 〉かさそてそちふか させけえけ け つてあてへけ ╆あきあせそうふに たちかおつてあうしみまて 
つそいそこ たとてかうふか くあたけつさけ けしけ おせかうせけさそうふか せあいしまおかせけみ. ╇ 〉あてあのか たちか-
さちあつせそ つそねかてあしけつへ おうか たちそなかつつけけ — えしといそさそえそ とねかせそえそ け てあしあせてしけうそえそ 
きとちせあしけつてあ. ¨に つそうすかつてせふか つ ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす させけえけ たちかおつてあうしみまて 
けせてかちかつ せか てそしへさそ おしみ つたかぬけあしけつてそう, せそ け おしみ のけちそさそえそ さちとえあ ねけてあてかしかこ.

′せあかてか, 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ う すそかこ たあすみてけ そつてあせかてつみ せあうつかえおあ つうかて-
しふす ねかしそうかさそす. 《せあ, さあさ さそすかてあ, たちそしかてかしあ せあお せあのかこ たそうつかおせかうせそつてへま, 
せそ とうかちかせ, ねてそ そつてあうけしあ えしといそさけこ つしかお せあ せあのかす きけくせかせせそす せかいそつさしそせか.

(′あたけつあし ╅.ょ. ぁとおそおかかう)

╋とちあうしかう ょ.¨.*

〉あす たそうかくしそ いふてへ うすかつてか つ せかこ

【ちとおせそ たそうかちけてへ, ねてそ せかて いそしへのか 〉あてあのけ. ╇ いしけくさそす さちとえと すふ かか うつかえおあ 
せあくふうあしけ «せあのあ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ». 〉そ そつてあかてつみ そはとはかせけか, ねてそ そせあ 
うつか ちあうせそ えおか-てそ ちみおそす. ゅてそ いふし とおけうけてかしへせふこ ねかしそうかさ. 〉あす つ つとたちとえそこ 
たそうかくしそ いふてへ うすかつてか つ せかこ う 》かさけせか う 1980-か えそおふ. 〉かたそつちかおつてうかせせそ たそ 
ちあいそてか せあのけ たとてけ せか たかちかつかさしけつへ. 〉そ, たそ すせそえそねけつしかせせふす そてくふうあす, すふ 
くせあしけ, ねてそ 〉あてあのあ — そねかせへ にそちそのけこ, うふつそさそさうあしけなけぬけちそうあせせふこ つたか-
ぬけあしけつて たそ ╇そつてそさと.

｠そてみ そせあ け つたかぬけあしけくけちそうあしあつへ たそ [そちかか, せそ かか けせてかちかつそうあしけ け おちと-
えけか つてちあせふ, そてちあきかせけかす ねかえそ つてあしけ すせそえそねけつしかせせふか てちとおふ, ねしかせつてうそ 

* ょちけこ ̈ うあせそうけね ╋とちあうしかう — う たちそのしそす つそうかてつさけこ/ちそつつけこつさけこ おけたしそすあて, つそうかてせけさ 〈¨╉ 』』』『 
け 『そつつけけ.
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う つあすふに ちあくしけねせふに せあとねせふに あつつそぬけあぬけみに 『そつつけけ, ょきせそこ [そちかけ, [けてあみ, 
』ぃ╅ け すせそえけに おちとえけに つてちあせ.

《おせけす けく たちけくせあさそう かか うふつそさそこ せあとねせそこ さうあしけなけさあぬけけ みうしみかてつみ 
てそ, ねてそ そせあ いふしあ おそさてそちそす ほさそせそすけねかつさけに せあとさ. ╈そうそちけてへ そ かか せあとねせそこ 
おかみてかしへせそつてけ すそきせそ いかつさそせかねせそ.

╇ ねかす つそつてそみし そつせそうせそこ てあしあせて 〉あてあしへけ? 》ちかきおか うつかえそ, つてそけて そてすか-
てけてへ かか つてちあつてへ さ たそくせあせけま そさちときあまはかえそ すけちあ. ╈おか いふ ╆あきあせそうふ せけ 
いふしけ, そせけ せけさそえおあ せか くあすふさあしけつへ てそしへさそ せあ けくとねかせけけ せあとねせふに たちそいしかす. 
』とたちとえけ ╆あきあせそうふ せあたけつあしけ け けくおあしけ すせそえそ みちさけに させけえ, うふにそおみはけに くあ 
てちあおけぬけそせせふか ちあすさけ ╇そつてそさあ. ぁけてあてへ けに — うつかえおあ とおそうそしへつてうけか.

〉あてあのあ いふしあ けつさしまねけてかしへせそ たちけうかてしけうふす ねかしそうかさそす. ╇そさちとえ せかか 
さそせぬかせてちけちそうあしけつへ しまおけ, さそてそちふか てあさ きか, さあさ け そせあ, てみせとしけつへ さ ねかすと-てそ 
せそうそすと, さちかあてけうせそすと.

╇そて すあしかせへさけこ たちけすかち. 〉あてあのあ つ すときかす たちそうかしけ すせそえそ しかて せあ 
′あたあおせそす たそいかちかきへか 』ぃ╅. ¨ つ 〉あてあのかこ いふしそ そねかせへ けせてかちかつせそ えそうそちけてへ 
そ なそちすけちそうあせけけ ちとつつさそえそ せあつかしかせけみ ╅しみつさけ, そい けつてそちけけ てそえそ さちあみ. ╊か 
つそそいちあきかせけみ け せあいしまおかせけみ うつかえおあ そてしけねあしけつへ つうそかそいちあくけかす, てそねせそつてへま 
そぬかせそさ け うふにそおけしけ くあ ちあすさけ のてあすたそう.

〉あてあのあ せか くあすふさあしあつへ せあ つしときかいせふに おかしあに. [とおあ いふ せけ くあいちあつふ-
うあしあ けに つ すときかす つとおへいあ, そせあ うつかえおあ つてあちあしあつへ せあこてけ うちかすみ おしみ たそくせあせけみ 
せそうふに つてちあせ. 〉あたちけすかち, う 》かさけせか そせあ いふしあ あさてけうせふす ねしかせそす 〈かきおと-
せあちそおせそえそ きかせつさそえそ さしといあ, さそてそちふこ つとはかつてうそうあし たちけ おけたしそすあてけねかつさそす 
さそちたとつか. 《ねかせへ けせてかちかつせそ ちあつつさあくふうあしあ そい ほさつさとちつけけ たそ 》そおくかすせそすと 
えそちそおと う 》かさけせか — つけつてかすか てそせせかしかこ け いそすいそといかきけは, さそてそちふこ うふさそ-
たあしけ たそ たちけさあくと 〈あそ をくほおとせあ せあ つしとねあこ みおかちせそこ うそこせふ つ 』そうかてつさけす 
』そまくそす. ゅてそ いふし せあつてそみはけこ えそちそお つ のけちそさけすけ としけぬあすけ, いそしへせけぬあすけ, 
といかきけはあすけ, すあえあくけせあすけ. [けてあこぬふ «とにしそたあしけ» そねかせへ すせそえそ うちかすかせけ, つけし, 
おかせかえ せあ つそそちときかせけか ほてそえそ, たそ つとはかつてうと, いかつたそしかくせそえそ たそおくかすせそえそ えそちそおあ. 
╇ せかえそ すそきせそ いふしそ たそたあつてへ, たちけたそおせみう しまさ くあ たちけしあうさそす てそえそ けしけ けせそえそ 
そいふねせそえそ すあえあくけせあ. ╇ふこてけ けく たそおくかすかしへみ すそきせそ いふしそ せあ おちとえそす さそせぬか 
》かさけせあ: そたみてへ きか ねかちかく たちけしあうそさ さあさそえそ-せけいとおへ すあしかせへさそえそ すあえあくけせねけさあ.

〉あてあのあ うせけすあてかしへせそ つしかおけしあ くあ させけきせふすけ せそうけせさあすけ. ぃけちそてあ かか 
たそくせあせけこ とおけうしみしあ け たちけうしかさあしあ さ せかこ うつか せそうふに け せそうふに しまおかこ. ╇ ねあつて-
せそつてけ, かこ せちあうけしけつへ ちあいそてふ あさあおかすけさあ 『あとのかせいあにあ, たそつうみはかせせふか けつてそ-
ちけけ ちとつつさそこ けさそせふ け かか なけしそつそなつさそすと つすふつしと.

《てしけねけてかしへせそこ そつそいかせせそつてへま 〉あてあのけ いふしあ えそてそうせそつてへ たちけこてけ せあ 
たそすそはへ うつかす, と さそえそ うそくせけさあしけ たちそいしかすふ. 《せあ せけさそえおあ せか そてさあくふうあしあ 
しまおみす う てそこ けしけ けせそこ たちそつへいか けしけ つそうかてか. 《ねかせへ てちとおせそ たそうかちけてへ う てそ, 
ねてそ てあさそこ たちけうかてしけうふこ, おそいちそきかしあてかしへせふこ ねかしそうかさ, さあさ 〉あてあしへみ ╊うえか-
せへかうせあ, とのしあ う すけち けせそこ. 〉そ たあすみてへ そ せかこ いとおかて きけてへ う せあつ, たそさあ すふ — 
かか おちとくへみ — きけうふ.
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′あにあちそう ╇.ょ., ′あにあちそうあ ¨.╇.*

╊か つてけにけみ

〉あす たちけうかしそつへ たそくせあさそすけてへつみ け たそおちときけてへつみ つ 〉あてあのかこ け ╋かせかこ 
╆あきあせそうふすけ う 》かさけせか う つかちかおけせか 1980-に えそおそう. ╆あちそすかてち う ちそつつけこ-
つさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけみに う てそ うちかすみ せあねあし たそせかすせそきさと つさしそせみてへつみ 
う つてそちそせと えちみおとはかこ せそちすあしけくあぬけけ, そおせあさそ ほてそ かはか つしあいそ ねとうつてうそうあしそつへ 
う さそせてあさてあに つ さけてあこぬあすけ け う そてさちふてけけ うそくすそきせそつてかこ, さそてそちふか う おちとえけに 
つてちあせあに そいふねせそ いふしけ おそつてとたせふ おしみ おけたしそすあてそう け たちそきけうあまはけに てあす 
けせそつてちあせぬかう.

╇ さあさそこ-てそ すかちか おしみ そいはけてかしへせそこ け しまいそくせあてかしへせそこ 〉あてあのけ, たちけ-
うふさのかこ いふつてちそ たちかそおそしかうあてへ たつけにそしそえけねかつさとま おけつてあせぬけま つ せかくせあさそ-
すふすけ しまおへすけ, たかちうふか うつてちかねけ つ そつてそちそきせふすけ さけてあこぬあすけ, にそちそのそ 
たそすせけうのけすけ せかおあうせけか あせてけちかうけくけそせけつてつさけか しそくとせえけ «さとしへてとちせそこ 
ちかうそしまぬけけ», つてあしけ いそしかくせかせせふす のそさそす. 《せあ そつてちそ たかちかきけうあしあ ほてと 
そてねときおかせせそつてへ け せかうそくすそきせそつてへ とくせあてへ そ つてちあせか, たそすけすそ させけえ, そて つあすけに 
さけてあこぬかう. ╉あ け きけくせへ すかつてせそえそ おけたさそちたとつあ せか たちかおうかはあしあ せけねかえそ 
にそちそのかえそ つ とねかてそす つあせさぬけそせせふに すかち つそ つてそちそせふ ′あたあおあ, うふくうあせせふに ううそ-
おそす つそうかてつさけに うそこつさ う ╅なえあせけつてあせ. 》そつしか せあつふはかせせそこ うたかねあてしかせけみすけ 
きけくせけ う 〈そつさうか け う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ つかちかせへさけこ, たふしへせふこ け つてあちそすそおせふこ 
》かさけせ てそえおあ せか おあうあし たそうそおあ たちかおたそしそきけてへ, ねてそ つさそちそ つてあせかて たそしけえそせそす 
おしみ つあすふに つすかしふに あちにけてかさてとちせふに ほさつたかちけすかせてそう, あ かえそ けつてそちけねかつさあみ 
ねあつてへ せあねせかて つきけすあてへつみ, さあさ «のあえちかせかうあみ さそきあ», たそお さあてあつてちそなけねかつさけす 
うそくおかこつてうけかす せあつてとたあまはけに きかしかくそいかてそせせふに えちそすあおけせ. 

〉そ 〉あてあのあ せか いふしあ いふ 〉あてあのかこ, かつしけ いふ つうふさしあつへ つ そいはかこ けせかちぬけかこ 
きけくせけ たそつそしへつてうあ け うせかのせけすけ そえちあせけねかせけみすけ, さそてそちふか きかつてさそ せあうみ-
くふうあしけ すかつてせふか うしあつてけ: せか うつか えそちそおつさけか け たちけえそちそおせふか さとしへてとちせふか 
け けつてそちけねかつさけか たあすみてせけさけ いふしけ おそつてとたせふ, たそかくおさけ たそ つてちあせか つてちそえそ 
しけすけてけちそうあしけつへ. ╇ ねかちてか 》かさけせあ そてさちふてふすけ おしみ たそつかはかせけみ そつてあうあ-
しけつへ しけのへ ′あたちかてせふこ けすたかちあてそちつさけこ えそちそお, そおけせ なちあえすかせて ╇かしけさそこ 
[けてあこつさそこ つてかせふ け 〈けせつさけか すそえけしふ おあ たあちあ のそつつかこせふに すあちのちとてそう, 
そおけせ けく さそてそちふに うかし う えそちそお 【みせへぬくけせへ. 《 くあたちかてあに せあ たかちかおうけきかせけか 
といかおけてかしへせそ せあたそすけせあしけ すせそえそねけつしかせせふか てあいしけねさけ せあ てちかに みくふさあに — 
さけてあこつさそす, ちとつつさそす け あせえしけこつさそす.

』ちあくと たそつしか たちけかくおあ 〉あてあのあ うすかつてか つ ╋かせかこ せあすかてけしけ つたけつそさ たかちうそ-
そねかちかおせふに たそつかはかせけこ すかつてせふに おそつてそたちけすかねあてかしへせそつてかこ, そいしそきけしけつへ 

* ╇しあおけすけち ょちへかうけね ′あにあちそう — いふうのけこ くあすかつてけてかしへ ╈かせかちあしへせそえそ つかさちかてあちみ ぃ《』, たちそなかつつそち 
╇ふつのかこ のさそしふ ほさそせそすけさけ; ¨ちけせあ ╇しあおけすけちそうせあ ′あにあちそうあ — くあつしときかせせふこ おかみてかしへ けつさとつつてう 『そつ-
つけけ, さあせおけおあて けつさとつつてうそうかおかせけみ, つてあちのけこ せあとねせふこ つそてちとおせけさ ╈〈¨¨ けす. ╅.』. 》とのさけせあ.
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させけえあすけ け つたちあうそねせけさあすけ たそ けつてそちけけ け さとしへてとちか [けてあみ (いしあえそ, ねてそ 
う たそつそしへつてうか けすかしけつへ おうか いけいしけそてかさけ つ にそちそのけすけ なそせおあすけ) け せあねあしけ 
つけつてかすあてけねかつさけ なけさつけちそうあてへ たちそねけてあせせそか け とうけおかせせそか, ねてそ たそてそす せあのしそ 
そてちあきかせけか う けに つてあてへみに け させけえあに, たそつうみはかせせふに たちかいふうあせけま う [けてあか.

』うそけ うたかねあてしかせけみ 〉あてあのあ つうかちみしあ う にそおか せあのけに おそしえけに いかつかお, さそえおあ 
すふ «すそてあしけ さちとえけ» うかねかちあすけ たそ てかちちけてそちけけ たそつそしへつてうあ, あ てあさきか せあ ほさつ-
さとちつけみに, さそてそちふか とおあうあしそつへ たかちけそおけねかつさけ そちえあせけくそうふうあてへ たちけ つあすそす 
あさてけうせそす かか とねあつてけけ. ｠そちそのそ たそすせけてつみ せあのあ たそかくおさあ う 【みせへぬくけせへ 
つ つそうかてせけさそす-たそつしあせせけさそす ╈.╇. [けちかかうふす, さけてあこつさけす つてあちそきけしそす, さそてそ-
ちふこ う てかねかせけか 12 ねあつそう うそおけし せあつ たそ としけぬあす さけてあこつさけに さうあちてあしそう け いふう-
のけに けせそつてちあせせふに つかててしへすかせてそう, にちけつてけあせつさけす け いとおおけつてつさけす にちあすあす, 
けつてそちけねかつさけす け にとおそきかつてうかせせふす たあすみてせけさあす つてあちそえそ えそちそおあ. ╇たそつしかお-
つてうけけ, せかそおせそさちあてせそ たちけかくきあみ う 【みせへぬくけせへ, すふ, さ つそきあしかせけま, てあさ せけ 
ちあくと け せか つすそえしけ たそしせそつてへま うそつつてあせそうけてへ すあちのちとて ほてそこ くあすかねあてかしへせそこ 
たそかくおさけ. ′あたそすせけしあつへ そせあ け てかす, ねてそ えしあうせふす おかこつてうとまはけす しけぬそす ほてそえそ 
たとてかのかつてうけみ, たそすけすそ [けちかかうあ, いふしあ 〉あてあのあ, さそてそちあみ たそつてそみせせそ あてあ-
さそうあしあ ╈かせちけにあ ╇あつけしへかうけねあ うそたちそつあすけ け うかつへすあ さそちちかさてせそ おそたそしせみしあ 
かえそ そてうかてふ たそねかちたせとてそこ けく させけえ けせなそちすあぬけかこ. ゅてあ いふしあ かか つてけにけみ, そせあ 
たそちあきあしあ せあつ つうそかこ せかせあつふてせそこ きあおせそつてへま けつつしかおそうあてかしみ. 《つそいかせせそ 
けせてかちかつせふ いふしけ かか そいちあくせふか つちあうせかせけみ つ ちあせかか とうけおかせせふす け たちそねけてあせ-
せふす.

〉あてあのあ せか そつてあうあしあつへ ちあうせそおとのせそこ け さ うせとてちかせせかこ きけくせけ たそつそしへつてうあ, 
そおせあさそ ほてそ せか さあつあしそつへ てあさけに くあつさそちとくしふに なそちす, さあさ とねあつてけか う にとおそきか-
つてうかせせそこ つあすそおかみてかしへせそつてけ, う にそちそうふに け てあせぬかうあしへせふに さちときさあに. 〉あたちそ-
てけう, たちけ かか つあすそこ きけうそこ たそおおかちきさか せあす とおあしそつへ たそおえそてそうけてへ け そつと-
はかつてうけてへ ちみお せかそちおけせあちせふに つたかさてあさしかこ け にとおそきかつてうかせせふに たちそえちあすす, 
たそしせふに ますそちあ け うかつかしそこ けちそせけけ. 』しとねあしそつへ, ねてそ け たそつそし ¨.』. ぅかちいあさそう, 
くあてちそせとてふこ くあ きけうそか たそおせみてふすけ せあすけ てかすあすけ, けせてかちかつそうあしつみ けに すそてけうけ-
ちそうさそこ う にそおか そたかちあてけうせふに つそうかはあせけこ. [そせかねせそ, かすと いふしそ せかうおそすかさ, ねてそ 
あうてそち すせそえけに つまきかてそう け けに たそつてあせそうそねせそこ ねあつてけ — 〉あてあのあ.

╊か てあさきか そてしけねあしけ てそせさけこ にとおそきかつてうかせせふこ うさとつ け つてちあつてへ さそししかさ-
ぬけそせかちあ. 》ちかきおか うつかえそ, ほてそ うふちあきあしそつへ う かか とすかせけけ つそくおあてへ とまてせふこ 
おそすあのせけこ けせてかちへかち, う さそてそちそす とおけうけてかしへせそ さちあつけうそ つそねかてあしけつへ たちかお-
すかてふ さしあつつけねかつさそえそ け おかさそちあてけうせそ-たちけさしあおせそえそ けつさとつつてうあ. 》ちけ ほてそす 
そつそいふこ あさぬかせて 〉あてあのあ たちけおあうあしあ ううかおかせけま う ほてそて けせてかちへかち たちかおすかてそう 
けく さけてあこつさそえそ なあちなそちあ せあ てちあおけぬけそせせふか すけなそしそえけねかつさけか つまきかてふ, ねてそ 
たちかおたそしあえあしそ くせあせけか けくそいちあきかせせふに たかちつそせあきかこ, あ えしあうせそか — とうかちかせ-
せそか うしあおかせけか しけてかちあてとちせそこ け けつてそちけねかつさそこ さあせうそこ さけてあこつさそこ け おちと-
えけに おあしへせかうそつてそねせふに ぬけうけしけくあぬけこ. ¨せてかちかつせふ け たそとねけてかしへせふ いふしけ かか 
つちあうせかせけみ にとおそきかつてうかせせそこ け てかにせけねかつさそこ つてそちそせふ さけてあこつさそえそ け さそちかこ-
つさそえそ つかしあおそせあ.
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╇ ╆あきあせそうふに せあつ たちけうしかさあし てちそえあてかしへせふこ け せかきせふこ にあちあさてかち そてせそのか-
せけこ すかきおと せけすけ, いしけくそつてへ おとのかうせふに け たちそなかつつけそせあしへせふに とつてちかすしかせけこ, 
そいはあみ せあぬかしかせせそつてへ せあ おそつてけきかせけか さそせさちかてせふに ちかくとしへてあてそう う きけくせけ, 
ちあいそてか け せあとねせそこ おかみてかしへせそつてけ. [あさ せあす たちかおつてあうしみかてつみ, 〉あてあのあ いふしあ 
おしみ ╋かせけ そいかちかえそす, しまいみはけす おちとえそす け すとおちふす つそうかてねけさそす.

¨ かはか そおせあ そてしけねけてかしへせあみ そつそいかせせそつてへ 〉あてあのけ — かか おそいちそきかしあてかしへ-
せそつてへ け たちけうかてしけうそつてへ う そてせそのかせけけ しまおかこ, せときおあまはけにつみ う たそすそはけ. 
╅ てあさけに つちかおけ せあのけに つそそてかねかつてうかせせけさそう くあ ちといかきそす いふうあしそ せかすあしそ: 
たちけいふうあうのけか う [けてあこ せあ たかちかえそうそちふ, とねかいと け ちあいそてと おけたしそすあてふ, ほさつ-
たかちてふ け つてとおかせてふ, たそ いそしへのかこ ねあつてけ おちとくへみ け てそうあちけはけ ╋かせけ. ╉しみ うつかに 
と せかか せあにそおけしけつへ おそいちそか つしそうそ け とねあつてけか, つそうかてふ け ちかさそすかせおあぬけけ, ねあつてそ 
う とはかちい かか つそいつてうかせせそこ くあせみてそつてけ; せあ ほてそ そせあ せか きあしかしあ せけ つかいみ, せけ 
つうそかえそ しけねせそえそ うちかすかせけ. ¨ う ほてそす そてせそのかせけけ そせあ いふしあ けつさしまねけてかしへせそ 
そいみくあてかしへせふす け せあおかきせふす ねかしそうかさそす け うかちせふす おちとえそす.

〉あてあのと う 》かさけせか うつたそすけせあかす としふいあまはかこつみ, けくしとねあまはかこ なしまけおふ 
ちあおそつてけ け ますそちあ, さそてそちふこ いふし かか けつてけせせふす おあちそす. ╉あきか えちとつてせふか てかすふ 
そせあ すそえしあ すえせそうかせせそ たちかうちあてけてへ う うかつかしとま け おそいちとま のとてさと, たちけおあてへ 
ちあくえそうそちと そたてけすけつてけねかつさとま せあたちあうしかせせそつてへ, たそしそきけてかしへせそ たそうしけみてへ 
せあ せあつてちそかせけか つそいかつかおせけさあ, たそすそねへ かすと たそうかちけてへ う つそいつてうかせせふか つけしふ, 
そつうかてけてへ かえそ しとねけさそす せあおかきおふ.

¨うあせねかせさそ 【.‒.*

〉か すそえと たそうかちけてへ

〈そか くせあさそすつてうそ つ つかすへかこ ╆あきあせそうふに たちそけくそのしそ たそねてけ つそちそさ しかて せあくあお. 
〈ふ うすかつてか ちあいそてあしけ う ╈かせさそせつとしへつてうか 』』』『 う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ, 』ぃ╅. 
》そねてけ てちけ えそおあ たそつてそみせせそ そいはあしけつへ け せあ ちあいそてか, け う つうそいそおせそか うちかすみ, 
そておふにあみ け けくとねあみ つてちあせと. 『かいみてあ いふしけ せあつてそしへさそ たちけうかてしけうふ, おちときか-
しまいせふ け うせけすあてかしへせふ さそ すせか, ねてそ つうそま いしあえそおあちせそつてへ けす くあ ほてそ み たちそ-
せかつしあ ねかちかく うつま つうそま きけくせへ. ¨ いかくとすせそ つねあつてしけうあ, ねてそ せあのあ おちときいあ 
たちそおそしきあしあつへ け う 〈そつさうか, せかつすそてちみ せあ おちとえけか さそすあせおけちそうさけ う ちあくせふか 
つてちあせふ.

っ ねとうつてうそうあしあ つかいみ うつかえおあ きかしあせせそこ う けに おそすか. 〈ふ たそつてそみせせそ いふしけ 
«せあ そおせそこ うそしせか» う つうそけに たしあせあに そいはあてへつみ, たとてかのかつてうそうあてへ, たかちかくうあせけ-
うあてへつみ たそ てかしかなそせと け て.お.

* 【あてへみせあ ‒かおそちそうせあ ¨うあせねかせさそ — つそてちとおせけぬあ 〈¨╉ 』』』『/『そつつけけ つ つそちそさあしかてせけす つてあきかす, 
う 1970-に えそおあに — えしあうせふこ いとにえあしてかち ╈かせさそせつとしへつてうあ 』』』『 う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ, 』ぃ╅.
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[そししかえけ-おけたしそすあてふ

[そせかねせそ, けすかせせそ つ 〉あてあのかこ すふ いふしけ 
いそしかか てかつせそ つうみくあせふ たそ つうそけす きかせつさけす 
ねかちてあす にあちあさてかちあ. 〉あてあのとしみ (てあさ み ねあつてそ 
せあくふうあしあ 〉あてあのと) とおけうけてかしへせあみ: け さあさ 
ねかしそうかさ, け さあさ きかせはけせあ! 《せあ ねとうつてうそうあしあ 
しまおかこ つかちおぬかす. ╇つかえおあ えそてそうあ たそすそねへ 
け たそおおかちきあてへ つしそうそす け おかしそす (たそつてとた-
さそす), てかちたかしけうそ うふつしとのあてへ, あ う そてうかて おあてへ 
にそちそのけこ け ぬかせせふこ つそうかて.

[そすあせおけちそうさあ う 』ぃ╅ いふしあ たかちうそこ 
う きけくせけ 〉あてあのけ. 》そほてそすと そせあ つあすあ とねけ-
しあつへ, さあさ きけてへ くあ えちあせけぬかこ (あ ほてそ つそうつかす せか 
たちそつてそ, たそうかちへてか すせか). 〉そ たちけ ほてそす いふしあ 
たそつてそみせせそ えそてそうあ うつかす たそすそねへ, つおかしあてへ うつか, 
ねてそ う かか つけしあに. 〉あてとしみ ちあいそてあしあ う ╈かせさそせ-
つとしへつてうか. ¨, せかうくけちあみ せあ つうそま くあせみてそつてへ たそ 
おそすと (すとき, つかすへみ), いかくそえそうそちそねせそ けつたそし-
せみしあ うつか たそちとねかせけみ せあねあしへつてうあ け たちそつへいふ 
さそししかえ.

╉しみ すかせみ ちあいそてあ う ╈かせさそせつとしへつてうか みうけしあつへ てちかてへかこ くあちといかきせそこ 
さそすあせおけちそうさそこ. ¨ み くせあま きけくせへ つそうかてつさそこ さそしそせけけ せか たそせあつしふのさか. 
¨ おそしきせあ そてすかてけてへ, ねてそ てあさそえそ いかくそてさあくせそえそ ねかしそうかさあ, さあさ 〉あてとしみ, 
み おそ つけに たそち せか うつてちかねあしあ. 《せあ かおけせつてうかせせあみ けく きかせ おけたしそすあてそう くせあしあ 
あせえしけこつさけこ みくふさ. 》ちけねかす いしかつてみはか くせあしあ! 【かにつそつてあう あせえしけこつさけす みくふ-
さそす せか うしあおかし, たそほてそすと そせあ いふしあ かおけせつてうかせせふす たかちかうそおねけさそす う ╈かせさそせ-
つとしへつてうか け たそ つしときいか (おけたしそすあてけねかつさけか たちけかすふ, うつてちかねけ, いかつかおふ け て.お.), 
け たそ おちときいか (うつか つそてちとおせけさけ てかにつそつてあうあ け ねしかせふ けに つかすかこ そいちあはあしけつへ 
さ せかこ くあ たそすそはへま). ¨ せけ そおせそすと ねかしそうかさと そせあ せか そてさあくあしあ. ╇つか つそてちとお-
せけさけ ╈かせさそせつとしへつてうあ いふしけ かこ そねかせへ-そねかせへ いしあえそおあちせふ. ╆そしかか てそえそ, 
〉あてあのと そいみくあしけ たちかたそおあうあてへ あせえしけこつさけこ みくふさ つそてちとおせけさあす てかにつそつてあうあ 
(おかきとちせふす さそすかせおあせてあす, くあうにそくと, たそうあちと, うそおけてかしま), つ とねかてそす, う ねあつてせそ-
つてけ, てそえそ そいつてそみてかしへつてうあ, ねてそ, かはか いとおとねけ つてとおかせてさそこ, そせあ たちかたそおあうあしあ 
さそちかこつさけこ みくふさ う 〈╈¨〈《.

〉あてとしみ たそ つうそかこ つとてけ いふしあ そねかせへ すけちそしまいけうふす, おそいちふす, そてくふうねけ-
うふす, うせけすあてかしへせふす ねかしそうかさそす. 《せあ つたかのけしあ おかしあてへ おそいちそ, おあきか かつしけ かか 
せけ そ ねかす せか たちそつけしけ, くせあみ, ねてそ せときせそ たそすそねへ. 』あすあ たちかおしあえあしあ たそすそはへ, 
せかうくけちあみ せあ つうそま くあせみてそつてへ.

╊か そてしけねあしけ しまいそくせあてかしへせそつてへ け つてちかすしかせけか とくせあてへ うつか いそしへのか せそうそえそ. 
╇ ほてそす そせけ そねかせへ たそにそきけ け かおけせふ — 〉あてとしみ け ╋かせみ. ╆あきあせそうふ すせそえそ 
たとてかのかつてうそうあしけ たそ つてちあせか, あ いしあえそおあちみ せあのかこ おちときいか み てそきか ねあつてそ かくおけしあ 
つ せけすけ, たそほてそすと け う きけくせけ (う いふてと) くせあしあ 〉あてとしま そねかせへ いしけくさそ. 《せあ つあすそ-

╈あうあこけ. ╇そけせ-すあそちけ 

たちけうかてつてうとかて 〉あてあのと
け かか たそおちとえと
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くあいうかせせそ け てちかたかてせそ しまいけしあ つうそけに すあすと け たあたと. 【あさ きか おちときかしまいせそ, 
たそ-おそいちそすと そてせそつけしあつへ さ おちとえけす ちそおつてうかせせけさあす け さ いしけくさけす つとたちとえあ.

っ そいはあしあつへ つ ちそおけてかしみすけ 〉あてあのけ, さそてそちふか てあさきか すせか たそすそえあしけ. 》そ 
たちけえしあのかせけま 〉あてとしけ け ╋かせけ み えそつてけしあ う 』そねけ と ╋かせけせそこ すあすふ. 〈せか 
たそうかくしそ: せあ たちそてみきかせけけ おそしえけに しかて (たそねてけ たそしそうけせと つうそかこ きけくせけ) み いふしあ 
ちみおそす つ おそいちふすけ, たそちみおそねせふすけ, そてくふうねけうふすけ け つかちおかねせふすけ おちとくへみすけ.

｠そねと かはか つさあくあてへ そ てそす, ねてそ 〉あてとしみ うつかえおあ いふしあ つそしせかねせふす, としふいねけ-
うふす け うかつかしふす ねかしそうかねさそす. ╇つかえおあ せあにそおけしあつへ う にそちそのかす せあつてちそかせけけ, 
つ そたてけすけくすそす つすそてちかしあ う いとおとはかか. 《せあ とすかしあ とつたそさそけてへ け そいせあおかきけてへ 
しまいそえそ, せあにそおけしあ てあさけか たちそつてふか, せそ といかおけてかしへせふか つしそうあ, ねてそ そたかねあしかせ-
せふこ けしけ ちあつつてちそかせせふこ ねかしそうかさ うかちけし かこ いかくそえそうそちそねせそ. 〉あてとしみ せあにそ-
おけしあ そいはけこ みくふさ つそ うつかすけ いかく けつさしまねかせけみ. ゅてそ さあつあしそつへ け つそそてかねかつてうかせ-
せけさそう, け けせそつてちあせぬかう.

〉あてあのあ えあちすそせけねせそ うたけつあしあつへ う おけたしそすあてけねかつさとま きけくせへ ╈かせさそせ-
つとしへつてうあ. ╊か てそせさそか ねとうつてうそ うさとつあ たちそみうしみしそつへ け う すあせかちあに せあ たちけかすあに, 
け う せあちみおあに. 』さしあおふうあしそつへ うたかねあてしかせけか, ねてそ そせあ とねけしあつへ ほてけさかてと う しとね-
のけに つあしそせあに てとすあせせそえそ ╅しへいけそせあ. 〉あてとしみ いふしあ そねかせへ きかせつてうかせせそこ, 
さそさかてしけうそこ, せかそいふさせそうかせせそこ きかせはけせそこ.

[ちそすか てそえそ, 〉あてとしへさあ — うかしけさそしかたせあみ にそくみこさあ. ╇そ うちかすみ さそすあせおけ-
ちそうさけ う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ けす たちけのしそつへ てちけきおふ すかせみてへ さうあちてけちふ. ¨ うかくおか 
そせあ すそすかせてあしへせそ せあうそおけしあ たそちみおそさ け とまて. [ せけす う おそす てみせとしそ. ╅ とき さあさ 
そせあ うさとつせそ えそてそうけしあ, «たあしへねけさけ そいしけきかのへ». 》ちけねかす せあとねけしあつへ えそてそうけてへ 
け いしまおあ けせそつてちあせせそこ さとにせけ, う てそす ねけつしか さけてあこつさそこ, てあさ さあさ ╋かせか たちけ-
にそおけしそつへ ねあつてかせへさそ たちけうそおけてへ う おそす えそつてかこ (さあさ けく 』』』『, てあさ け すかつて-
せふに). っ ときか せか えそうそちま そ たそつてそみせせふに たそつけおかしさあに おちとくかこ.

〉あてとしみ, さあさ てそしへさそ つてあしあ つあすそつてそみてかしへせそ ちあいそてあてへ, そさあくふうあしあ たそつけしへ-
せとま すあてかちけあしへせとま たそすそはへ つうそけす ちそおけてかしみす. [そえおあ きか てみきかしそ くあいそしかしあ 
かか すあすあ, 〉あてとしみ とのしあ つ ちあいそてふ, つてあちあみつへ たそつてそみせせそ いふてへ つ せかこ ちみおそす. 
′せあま, ねてそ そせあ てあさきか たそすそえあしあ け ちそおけてかしみす ╋かせけ.

〉あてとしへさあ いふしあ しまいみはかこ, うかちせそこ, せあおかきせそこ «たそしそうけせさそこ» う けに つそまくか 
つ ╋かせかこ. 〉あつてそみはあみ たそしそうけせさあ かおけせそえそ ぬかしそえそ — けに いちあさあ. ゅてそ たそお-
てうかちきおあまて けに おそしえあみ け つねあつてしけうあみ つそうすかつてせあみ きけくせへ, そいはけか てちとおふ, 
させけえけ け て.お.

〈せそえそか すふ うすかつてか つ 〉あてとしかこ たかちかきけしけ くあ せあのと おそしえとま おちときいと 
け そいはかせけか: ちあおそつてけ, たかねあしけ, うつてちかねけ け おしけてかしへせふか ちあつつてあうあせけみ, たそてかちけ 
いしけくさけに… 〉そ う とてちあてと 〉あてとしかねさけ み うつか かはか せか すそえと たそうかちけてへ. ¨ たちけせみてへ 
ほてそ. ╉しみ すかせみ そせあ せあうつかえおあ そつてあせかてつみ きけうそこ.
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¨うあのかせぬそう ╈.╅.*

っつせそうけおみはあみ

っ せか いふし しけねせそ くせあさそす つ 〉あてあしへかこ ╊うえか-
せへかうせそこ ╆あきあせそうそこ. 〉そ さあさ ねかしそうかさ, つうみくあせ-
せふこ つ [そちかかこ け ╉あしへせけす ╇そつてそさそす, すせそえそ 
つしふのあし そ せかこ, ねけてあし かか ちあいそてふ け けつたふてふ-
うあま いかくすかちせそか とうあきかせけか さ てそすと うさしあおと, 
さそてそちふこ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ うせかつしあ う ちそつ-
つけこつさそか さそちかかうかおかせけか け うそつてそさそうかおかせけか 
う ぬかしそす. ╆ふうあまて さあいけせかてせふか とねかせふか, 
さちそたそてしけうそ けくとねあまはけか おそさとすかせてふ たちそ-
のしそえそ け たそすそえあまはけか せあす たそせみてへ けつてそさけ 
たちそけつにそおみはかえそ, あ いふうあまて とねかせふか-たそおうけき-
せけさけ, そたちかおかしみまはけか うふくそ うふ せあのかえそ うちか-
すかせけ け つてちかすみはけかつみ せあこてけ たとてけ たちそてけうそ-
つてそみせけみ ほてけす うふくそうあす せあ そつせそうか せそうそえそ 
うけ́おかせけみ たちそいしかす け  たちかそおそしかせけみ たちけうふね-
せふに うつかす さしけのか.

【あさけす せそうふす うけ́おかせけかす け せそうふすけ たそおにそおあすけ さ ちかのかせけま さあくあうのけにつみ 
せかちあくちかのけすふすけ たちそいしかす そてしけねあしそつへ せあとねせそか てうそちねかつてうそ 〉あてあしへけ ╊うえか-
せへかうせふ ╆あきあせそうそこ. ¨すかせせそ てうそちねかつてうそ, あ せか たちそつてそ おかみてかしへせそつてへ. ╇つか 
てちとおふ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ, いとおへ てそ つそしけおせふか すそせそえちあなけけ けしけ せかいそしへ-
のけか くあすかてさけ, みうしみしけ つそいそこ たちけすかち てうそちねかつさそえそ たそけつさあ, ちあつさちふてけみ 
せそうふに, たちかきおか せかけくうかつてせふに つてそちそせ てそえそ けしけ けせそえそ うそたちそつあ. 】うしかねかせ-
せそつてへ つうそけす おかしそす け つてちかすしかせけか ちあくおかしけてへ ほてと とうしかねかせせそつてへ つ おちとえけすけ 
たちけてみえけうあしけ しまおかこ さ いそしへのそすと とねかせそすと, たそつてそみせせそ ちあつのけちみみ さちとえ 
とねかせけさそう け たそつしかおそうあてかしかこ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ.

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ いふしあ つうそかえそ ちそおあ たかちうそたちそにそおぬかす う つそうちかすかせ-
せそす さそちかかうかおかせけけ, う さそてそちそす せかすあしそ たそおうそおせふに さあすせかこ. 《せあ せか いそみしあつへ 
いちあてへつみ くあ ちけつさそうあせせふか てかすふ, さあさ ほてそ いふしそ, せあたちけすかち, つ うそたちそつあすけ 
つそうかてつさそ-つかうかちそさそちかこつさそえそ ほさそせそすけねかつさそえそ つそてちとおせけねかつてうあ, たそ さそてそ-
ちそすと そせあ くあはけてけしあ さあせおけおあてつさとま おけつつかちてあぬけま. ╇ てそ きか うちかすみ 〉あてあしへみ 
╊うえかせへかうせあ うそ すせそえそす そてさちふしあ おしみ せあのけに つそそてかねかつてうかせせけさそう «そさせそ» 
う ょきせとま [そちかま.

《つそいそか すかつてそ くあせけすあかて かか おちときいあ つ うふおあまはけすつみ まきせそさそちかこつさけす 
おかすそさちあてそす [けす ╉ほ ぁきとせそす, さそてそちそすと そせあ たそすそえしあ う ちあいそてか せあお おそさてそち-

* ╈しかい ╅しかさつあせおちそうけね ¨うあのかせぬそう — ぁちかくうふねあこせふこ け 》そしせそすそねせふこ 》そつそし 『そつつけけ う 『かつたといしけさか 
[そちかみ (2005—2009).
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つさそこ おけつつかちてあぬけかこ, くあはけはかせせそこ う ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつ-
つけけ たそお せあくうあせけかす «ょきせあみ [そちかみ: おちあすあ け せあおかきおふ おかすそさちあてけけ». ╇たそ-
つしかおつてうけけ [けす ╉ほ ぁきとせ つてあし たちかくけおかせてそす 『かつたといしけさけ [そちかみ. 》そしけてけさあ 
«つそしせかねせそえそ てかたしあ», せあぬかしかせせあみ せあ おけあしそえ すかきおと 』かとしそす け 》にかせへみせそす, 
つおかしあしあ かえそ しあとちかあてそす 〉そいかしかうつさそこ たちかすけけ すけちあ. 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ 
つふえちあしあ つうそま ちそしへ う せそちすあしけくあぬけけ そてせそのかせけこ, あ くあてかす つてあせそうしかせけけ つてちあ-
てかえけねかつさそえそ たあちてせかちつてうあ すかきおと 〈そつさうそこ け 》かさけせそす, あ てあさきか う せあうかおかせけけ 
えとすあせけてあちせふに すそつてそう すかきおと せそうそこ 『そつつけかこ け きけてかしみすけ 【あこうあせみ.

╇ふつそさけこ けせてかししかさて け えしといそさけか くせあせけみ, えそてそうせそつてへ おかしけてへつみ ほてけすけ 
くせあせけみすけ け つうそけす くあねあつてとま せかつてあせおあちてせふす うけおかせけかす たちそいしかす たちけせかつしけ 
〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか のけちそさそか たちけくせあせけか う せあのかこ つてちあせか け くあ ちといかきそす. 
╊か たそつてそみせせそ たちけえしあのあしけ うふつてとたあてへ つ おそさしあおあすけ う うかおとはけに せあとねせふに 
ぬかせてちあに ╅くけけ, ╊うちそたふ け ╅すかちけさけ, あ かか てちとおふ けくおあせふ うそ すせそえけに つてちあせあに 
すけちあ. ｠そちそのそ けくうかつてせふ させけえけ, せあたけつあせせふか 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ う つそあう-
てそちつてうか つ すときかす, ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす: «╅すかちけさあ: うねかちあ け つかえそおせみ», 
«[けてあこつさあみ すそくあけさあ», «╇そつてそねせふこ ほさつたちかつつ つ そつてあせそうさあすけ せあ ′あたあおか» 
け おちとえけか — きけうふか け そねかせへ けせてかちかつせふか ちあつつさあくふ, おあまはけか ねけてあてかしま すせそ-
きかつてうそ くせあせけこ, さそてそちふか せか たそねかちたせとてへ う なそちすあしへせふに つたちあうそねせけさあに.

〉あす うつかす いとおかて せかおそつてあうあてへ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ ╆あきあせそうそこ.

[あちしそう ╅.╈.*

》ちけすかち おしみ たそおちあきあせけみ

〉あのか くあそねせそか くせあさそすつてうそ つ 〉あてあしへかこ ╆あきあせそうそこ, う てそ うちかすみ かはか [そちつあ-
さそうそこ, つそつてそみしそつへ う つかせてみいちか 1971 えそおあ. 〉あす, たみてかちふす たかちうそさとちつせけさあす, 
てそしへさそ ねてそ たそつてとたけうのけす せあ なあさとしへてかて すかきおとせあちそおせふに ほさそせそすけねかつさけに 
そてせそのかせけこ, ちあつつさあくあしけ そ せかこ せあのけ たちかたそおあうあてかしけ 〉けせあ 》かてちそうせあ 
』かすかせそうあ け ╇あしかせてけせあ 〉けさそしあかうせあ ╉すけてちけかうあ, ねかちかく ちとさけ さそてそちふに たちそ-
にそおけしけ う てか えそおふ うつか つてとおかせてふ-さそちかかうかおふ 〈そつさそうつさそえそ えそつとおあちつてうかせせそえそ 
けせつてけてとてあ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ.

╇うそおみ せあつ う すけち さそちかかうかおかせけみ, せあのけ せあつてあうせけさけ う さあねかつてうか たちけすかちあ 
おしみ たそおちあきあせけみ たちけうそおけしけ せあす 〉あてあしへま [そちつあさそうと, そさそせねけうのとま くあ 
おうあ えそおあ おそ ほてそえそ せあの なあさとしへてかて け たそつてとたけうのとま せあ ちあいそてと う ¨せつてけてとて 
うそつてそさそうかおかせけみ ╅〉 』』』『. ╇つさそちか たちそけくそのしあ け せあのあ たかちうあみ うつてちかねあ — 

* ╅せおちかこ ╈かせせあおへかうけね [あちしそう — ぁちかくうふねあこせふこ け 》そしせそすそねせふこ 》そつそし 『そつつけけ う [〉╉『 (2001—2006), 
おけちかさてそち [そせつとしへつさそえそ おかたあちてあすかせてあ 〈¨╉ 『そつつけけ (2009—2013), ぁちかくうふねあこせふこ け 》そしせそすそねせふこ 
》そつそし 『そつつけけ う 【とちかぬさそこ 『かつたといしけさか (つ 2013).
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〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ たちけのしあ せあ そおせそ けく くあつかおあせけこ せあとねせそえそ さちときさあ たそ 
けくとねかせけま [そちかけ, ちあつつさあくあしあ せあす そ つうそかこ せあとねせそこ ちあいそてか, たそおかしけしあつへ そたふ-
てそす けくとねかせけみ さあさ さそちかこつさそえそ みくふさあ, てあさ け けつてそちけけ, ほさそせそすけさけ, さとしへてとちふ 
け たそしけてけさけ せかけくうかつてせそこ おしみ せあつ う てか えそおふ, くあえあおそねせそこ «』てちあせふ とてちかせせかこ 
つうかきかつてけ».

〉か くせあま, さあさ おしみ すそけに そおせそさあのせけさそう, あ おしみ すかせみ ほてあ うつてちかねあ けすかしあ 
いそしへのそか くせあねかせけか. ¨すかせせそ いしあえそおあちみ てあさけす いかつかおあす と せあつ くあちそきおあしつみ 
けせてかちかつ さ [そちかか, けくとねかせけま さそてそちそこ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ たそつうみてけしあ うつま 
つうそま きけくせへ.

╆そしかか つそちそさあ しかて たちそのしそ つ てかに たそち, せそ け つかこねあつ み にそちそのそ たそすせま, さあさ 
けせてかちかつせそ け おそにそおねけうそ ちあつつさあくふうあしあ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ そ たそおえそてそうさか 
つうそかこ おけつつかちてあぬけけ «『そしへ つそうかてつさそ-さそちかこつさそえそ ほさそせそすけねかつさそえそ つそてちとお-
せけねかつてうあ う ちあくうけてけけ せあちそおせそえそ にそくみこつてうあ [〉╉『 (1954—1970 ええ.)». 》そお-
さとたあしけ け かか すあせかちあ そいはかせけみ つ せあすけ, «くかしかせふすけ つてとおかせてあすけ», えそてそうせそつてへ 
そさあくあてへ たそすそはへ け たそおおかちきさと. [ つそきあしかせけま, う おあしへせかこのかす み せか そねかせへ 
ねあつてそ うつてちかねあしつみ つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ. 》そつしか いしかつてみはかこ くあはけてふ 
つうそかこ おけつつかちてあぬけけ そせあ せかつさそしへさそ しかて たちそちあいそてあしあ たちかつつ-あててあのか う ╈かせ-
さそせつとしへつてうか う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ け たそつそしへつてうか う 》かさけせか, あ み きか てか えそおふ 
たちそうかし う 』かうかちせそこ [そちかか. 〉かつさそしへさそ ちあく すふ うつてちかねあしけつへ う ¨せつてけてとてか 
うそつてそさそうかおかせけみ, う さそてそちふこ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ うかちせとしあつへ たそつしか さそすあせ-
おけちそうさけ う [けてあこ, け, さそせかねせそ, み うせけすあてかしへせそ, つ いそしへのけす けせてかちかつそす 
そてつしかきけうあし かか せあとねせふか たといしけさあぬけけ.

╉とすあま, せかて せかそいにそおけすそつてけ えそうそちけてへ そ てそす, さあさそか すかつてそ くあせけすあしあ 
〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ う つそうかてつさそす け ちそつつけこつさそす うそつてそさそうかおかせけけ. ╆そしへのそか 
たちけくせあせけか たそしとねけしあ そせあ け う すかきおとせあちそおせそす せあとねせそす つそそいはかつてうか. 〈かせみ 
うつかえおあ たそちあきあしけ のけちそてあ かか くせあせけこ, えしといそさけこ たそおにそお さそ うつかす けくとねあかすふす 
てかすあす. 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか いしかつてみはか とおあうあしつみ あせあしけく さあさ ちかえけそせあしへ-
せふに け えしそいあしへせふに すかきおとせあちそおせふに たちそいしかす, てあさ け うそたちそつそう, つうみくあせせふに 
つ そておかしへせふすけ つてちあせあすけ: [けてあかす, 』かうかちせそこ け ょきせそこ [そちかかこ, 』ぃ╅, 
えそつとおあちつてうあすけ ╅』╊╅〉.

〉か すそえと せか そてすかてけてへ け おそにそおねけうそつてへ けくしそきかせけみ すあてかちけあしそう う たちそ-
けくうかおかせけみに 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ. 』てちそえけこ せあとねせふこ つてけしへ つそねかてあしつみ 
う せけに つ そいはかおそつてとたせそつてへま, とすかせけかす くあけせてかちかつそうあてへ ねけてあてかしみ けくとねあかすそこ 
てかすそこ. 》そすせま, つ さあさけす けせてかちかつそす そいつときおあしけ すふ つ ╅せおちかかす ¨うあせそうけねかす 
╉かせけつそうふす, う てそ うちかすみ たかちうふす くあすかつてけてかしかす すけせけつてちあ けせそつてちあせせふに おかし 
『そつつけけ, けくおあせせとま う 2010 えそおと 〉.╊. け ╊.》. ╆あきあせそうふすけ させけえと «[そちかこつさけか 
くあちけつそうさけ».

¨おかて うちかすみ, せそ てちとおせそ たそうかちけてへ, ねてそ かか せかて つ せあすけ. 》そしへくとみつへ つしと-
ねあかす, にそてかし いふ かはか ちあく うふちあくけてへ つうそけ けつさちかせせけか つそいそしかくせそうあせけみ ╊うえか-
せけま 》かてちそうけねと ╆あきあせそうと, あ てあさきか ちそおせふす け いしけくさけす ほてそえそ てあしあせてしけ-
うそえそ ねかしそうかさあ.
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[そちみえけせあ ╊.*

》けつへすそ すそかこ おそちそえそこ け しまいけすそこ たそおちとえか 〉あてあしへか

〈そみ すけしあみ, おそいちあみ, そてくふうねけうあみ 〉あてとしみ, み そねかせへ にそねと たそえそうそちけてへ つ てそいそこ 
け うつたそすせけてへ つあすふか つうかてしふか, くあたそすせけうのけかつみ すそすかせてふ せあのかこ おちときいふ. 
っ にそねと たちけくせあてへつみ てかいか う しまいうけ, おあ — う しまいうけ, たそつさそしへさと てふ そねかせへ 
すせそえそか つおかしあしあ う すそかこ きけくせけ. っ うつか うちかすみ ねとうつてうそうあしあ てうそま くあいそてと. 【うそか 
つかちおぬか うすかはあしそ つてそしへさそ おそいちあ さ しまおみす. 【うそみ くあいそてあ うつかえおあ いふしあ そはと-
てけすあ おあきか せあ ちあつつてそみせけけ.

╅ たそすせけのへ, さあさ せあねけせあしあつへ せあのあ おちときいあ? ゅてそ いふし [けてあこ, 》かさけせ, 
せか つかえそおせみのせけこ えそちそお, あ てそて 》かさけせ つ すあしかせへさけすけ としそねさあすけ, えおか いふしそ 
いそしへのか うかしそつけたかおそう, ねかす すあのけせ. 〉そ ほてそ いふしけ たちかさちあつせふか えそおふ. 〈せか 
うつたそすけせあまてつみ, たちかきおか うつかえそ, せあのけ たそつけおかしさけ と うあつ せあ さとにせか, えおか すふ 
おそしえそ いかつかおそうあしけ せあ ちあくしけねせふか てかすふ. 【ふ くせあかのへ, み つ えそおあすけ たそせみしあ, ねてそ 
てかいか み すそえしあ そてさちふてへ つあすそか つそさちそうかせせそか, うつか, ねてそ いふしそ う すそかこ おとのか, うつか, 
ねてそ すかせみ うそしせそうあしそ. 〈ふ いふしけ すそしそおふか, うかつかしふか… 【ふ とすかしあ つしとのあてへ 
け とつたそさそけてへ, さそえおあ すせか いふしそ たしそにそ, たそおおかちきあてへ う すけせとてと そてねあみせけみ. 
〉あのけ たそつけおかしさけ けせそえおあ くあさあせねけうあしけつへ たそくおせそ, せそ すふ ちあつにそおけしけつへ 
そねかせへ おそうそしへせふか け つねあつてしけうふか.

っ うつたそすせけしあ せかつさそしへさそ つすかのせふに ほたけくそおそう けく せあのかこ きけくせけ う 》かさけせか. 
｠そねと せあたそすせけてへ てかいか そ せけに. 《おせあきおふ すふ たそ おそちそえか くあにそてかしけ さとたけてへ 
たそすけおそちふ. っ せか くせあま, さあさ つかこねあつ けに たちそおあまて, あ てそえおあ ほてそ いふしけ いそしへのけか 
さとねけ そうそはかこ, しかきあはけか せあ おそちそえか. 》ちそおあうかぬ せあ つてあちけせせふに うかつあに うくうか-
のけうあし けに. ╋かせみ そつてあしつみ つけおかてへ う すあのけせか, あ すふ たそのしけ おそえそうあちけうあてへつみ 
つ たちそおあうぬそす. 【ふ, いしかつてみはか えそうそちみはあみ たそ-あせえしけこつさけ, つ たちかさちあつせふす 
さそちかこつさけす みくふさそす, け み, せか くせあまはあみ さけてあこつさそえそ, せあねあしけ とえそうあちけうあてへ 
さけてあこぬあ たちそおあてへ せあす 5 さけしそえちあすすそう さちあつせふに たそすけおそちそう. 》ちけ ほてそす 
けつたそしへくそうあしけ うつかうそくすそきせふか きかつてふ. [けてあかぬ さけうあし せあす け ねてそ-てそ そいひ-
みつせみし. 【ふ つせそうあ け つせそうあ たふてあしあつへ かすと うふつさあくあてへ せあのと たちそつへいと, せそ うつか 
たそうてそちみしそつへ つせあねあしあ. [そえおあ ╋かせみ うふのかし けく すあのけせふ け とつしふのあし ほてそて 
おけあしそえ, そせ おそしえそ つすかみしつみ. 《さあくあしそつへ, ねてそ すふ たふてあしけつへ くあおあてへ たちそおあうぬと 
たちそつてふか うそたちそつふ, あ そせ せあす そいひみつせみし, ねてそ と せかえそ せかいそしへのそこ たかちかちふう せあ 
そいかお, ちあいそてと うそくそいせそうけて ねかちかく たそしねあつあ. ╇たそつしかおつてうけけ け すふ, うつたそすけせあみ 
ほてそて つしとねあこ, うかつかしそ にそにそてあしけ.

╇つたそすけせあま つぬかせさと う あたてかさか, えおか てふ つ たそすそはへま きかつてそう け すけすけさけ 
そいひみつせみしあ たちそおあうぬと, ねてそ てかいか せときせそ さとたけてへ さあさそか-てそ つせそてうそちせそか. 〉あ 
ほてそ いふしそ そねかせへ つすかのせそ つすそてちかてへ, そつそいかせせそ せあ てそ, さあさ てふ たふてあしあつへ 

* ╊しかせあ [そちみえけせあ — つそてちとおせけぬあ 〈¨╉ 『そつつけけ, えしあうせふこ いとにえあしてかち 》そつてたちかおつてうあ 『そつつけけ たちけ 
《╆』╊ (╇かせあ, ╅うつてちけみ).



 

229

[そししかえけ-おけたしそすあてふ

けくそいちあくけてへ いかつつそせせけぬと. 〉そ つあすそか たそちあく-
けてかしへせそか くあさしまねあしそつへ う てそす, ねてそ たちそおあ-
うかぬ たちけせかつ せときせそか しかさあちつてうそ.

〈ふ ときか う 〈そつさうか うつたそすけせあしけ ほてけ 
つすかのせふか つぬかせさけ, たそすせけのへ? 』 ねとうつてうそす 
ますそちあ と てかいみ うつかえおあ いふしそ うつか う たそちみおさか. 
っ うつたそすけせあま さあたとつてせけさけ, さそてそちふか とつてちあ-
けうあしけ せあ たちあくおせけさけ. [あさけか ほてそ いふしけ 
うかねかちあ! 〈せか くあたそすせけしつみ うかねかち ますそちあ 
せあ 1 あたちかしみ. ゅてそ いふし そねかせへ うかつかしふこ, 
くあおそちせふこ うかねかち, たそすせけのへ? ╋かせみ くあたけ-
つあし つぬかせさけ けく たそつそしへつさそこ きけくせけ えそしそつそす 
つたそちてけうせそえそ さそすすかせてあてそちあ [そてほ 〈あにあ-
ちあおくか. っ せけねかえそ せか くせあしあ そい ほてそす, さあさ 
け うつか そつてあしへせふか. ╇つか つたちあのけうあしけ, さてそ ほてそ 
えそうそちけて? 【ふ つけおかしあ つそ すせそこ ちみおそす くあ つてそ-
しそす け すけしそ としふいあしあつへ, くあてかす つそそいはけしあ, 
ねてそ ほてそ くあたけつあし てうそこ ╋かせみ.

╇ふ そいあ うつかえおあ たちけえしあのあしけ すかせみ う うそつ-
さちかつせふか おせけ う つうそけ たそかくおさけ. っ すせそえそか 
とうけおかしあ いしあえそおあちみ すそけす すけしふす おちとくへみす. 』たあつけいそ うあす くあ ほてそ! ╇ふ せけさそえおあ 
せか くあいふうあしけ そいそ すせか, み ねとうつてうそうあしあ つかいみ ねしかせそす うあのかこ つかすへけ. ゅてそ おそちそ-
えそえそ つてそけて, さそえおあ そ てかいか くあいそてみてつみ.

っ たそすせま, さあさ すふ かくおけしけ せあ とねあつてそさ ╇かしけさそこ [けてあこつさそこ つてかせふ ╆あおあ-
しけせ. [けてあこぬふ そてさちふしけ おしみ たちそかくおあ てとおあ せそうとま おそちそえと. 〈ふ かにあしけ け うそつ-
にけはあしけつへ とおけうけてかしへせふすけ たかこくあきあすけ, いとさうあしへせそ つそのかおのけすけ つ さあちてけせ 
さけてあこつさけに すあつてかちそう. 〉あつ たちけみてせそ とおけうけしそ ほてそ ねとおそ たちけちそおふ, てあさ さあさ つてあ-
ちあみ おそちそえあ, たそ さそてそちそこ すふ かくおけしけ ちあせへのか, いふしあ とせふしそこ け そおせそそいちあくせそこ. 

〉あてとしみ, すせか うつかえおあ いふしそ つ てそいそこ しかえさそ け うかつかしそ. ╇ すそけに とのあに うつか 
うちかすみ くうとねけて てうそこ つすかに, すみえさけこ, くあちあくけてかしへせふこ, さあさそこ-てそ そつそいかせせふこ. 
っ そねかせへ すせそえそ とくせあうあしあ せそうそえそ, けせてかちかつせそえそ そて てかいみ. 【ふ くあいそてけしあつへ そいそ 
うつかに. 〉あにそおけしあ おしみ うつかに せときせふか, うあきせふか つしそうあ たそおおかちきさけ. 

╇あのあ つかすへみ おしみ すかせみ いふしあ たちけすかちそす うくあけすそたそせけすあせけみ け せかきせそこ 
くあいそてふ おちとえ そ おちとえか. 〉あてとしみ, み いちあしあ つ てかいみ たちけすかち. ╇かおへ てふ とすせあみ, 
せあにそおねけうあみ, さちあつけうあみ, しまいけすあみ け しまいみはあみ きかせはけせあ, くあいそてしけうあみ きかせあ 
け おそねへ, うかちせふこ おちとえ. ′あ うあのけす つてそしそす うつかえおあ つそいけちあしそつへ すせそえそ つあすふに 
ちあくせふに しまおかこ, せそ あてすそつなかちあ いふしあ てあさそこ, つしそうせそ うつか おちとえ つ おちとえそす おあうせそ 
くせあさそすふ.

っ うつたそすけせあま, つさそしへさそ おちとくかこ け くせあさそすふに すふ そいちかしけ う [けてあか. ゅてそ 
てそきか てうそみ くあつしとえあ, てふ とすかしあ そいひかおけせけてへ しまおかこ, けせてかちかつせふに け そてさちふうあま-
はけに ねてそ-てそ せそうそか. 】 てかいみ うつかえおあ いふしそ ほてそ つてちかすしかせけか けおてけ うたかちかお.

〉あてあのあ け ]かせあ [そちみえけせあ う にちあすか 

╇かしけさそえそ さそしそさそしあ う 》かさけせか
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〉あのあ おちときいあ たちそおそしきあかてつみ ときか すせそえそ しかて. っ うつたそすけせあま うあのと 
さうあちてけちと せあ 】せけうかちつけてかてつさそす たちそつたかさてか, くあてかす せあ [とてとくそうつさそす. 〈ふ 
せか そねかせへ ねあつてそ うつてちかねあしけつへ. ゅてそすと すかのあしけ ちあいそてあ, おかしあ, せそ み うつかえおあ 
くせあしあ, ねてそ たそくうそせま てかいか け すふ せあこおかす うちかすみ おしみ うつてちかねけ. ′せあしあ, ねてそ かつてへ 
う ほてそす すけちか ねかしそうかさ, さそてそちふこ うつかえおあ «おかちきけて ちとさと せあ たとしへつか». 】 せあつ 
つ てそいそこ いふしあ さあさあみ-てそ つうみくへ, すふ ねとうつてうそうあしけ, さそえおあ せときせそ ねてそ-てそ つさあくあてへ 
おちとえ おちとえと. ¨ てそえおあ み にそおけしあ け うつか うちかすみ たそうてそちみしあ: せときせそ たそくうそせけてへ 
〉あてあのか. [そえおあ み おそくうあせけうあしあつへ, てふ えそうそちけしあ すせか そ てそす きか. 《い ほてそす 
つうけおかてかしへつてうとかて たそつしかおせけこ くうそせそさ てかいか, そせ いふし 5 けませみ. 〈せか てあさ せときせそ 
いふしそ てかいか たそくうそせけてへ...

》かちうあみ させけえあ, さそてそちとま うふ たそおあちけしけ すせか つ ╋かせかこ, いふしあ させけえあ うそつ-
たそすけせあせけこ そ ちあいそてか う ╅すかちけさか. っ, いとおとねけ う [けてあか, てあさ すせそえそ つしふのあしあ 
そて うあつ そ うあのかこ たかちうそこ さそすあせおけちそうさか う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ, う ほてそて いかしふこ 
えそちそお せあ くあしけうか, ねてそ, さそえおあ み せあにそおけしあつへ う さそすあせおけちそうさか う ╇あのけせえてそせか, 
てそ せか すそえしあ そてさあくあてへ つかいか う とおそうそしへつてうけけ とうけおかてへ ほてそて えそちそお. っ そてたちあ-
うけしあつへ う そてたとつさ う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ. 《つすあてちけうあしあ えそちそお うあのけすけ えしあくあすけ, 
け すせか さあくあしそつへ, ねてそ み ときか いふしあ くおかつへ. 』あせ-‒ちあせぬけつさそ すせか そねかせへ たそせちあ-
うけしつみ. ′あすかねあてかしへせふこ えそちそお せあ にそしすあに つそ くせあすかせけてふす すそつてそす «′そしそてふか 
╇そちそてあ». 』たあつけいそ うあす, すそけ おそちそえけか!

｠そねと たそたちそつけてへ と てかいみ たちそはかせけか くあ てそ, ねてそ せか うつかえおあ そさあくふうあしあつへ 
ちみおそす, さそえおあ てかいか せときせあ いふしあ すそみ おちときかつさあみ たそおおかちきさあ. 》ちそつてけ すかせみ, 
たそきあしとこつてあ.

╇そて け つかこねあつ み おあしかさそ, う おちとえそこ つてちあせか. 〉そ うつか ちあうせそ くせあま, ねてそ かつてへ 
しまおけ, さそてそちふか すせか いしけくさけ け おそちそえけ.

っ たちそうそきあま てかいみ う おしけせせふこ たとてへ, てとおあ, せあうかちに. ¨おけ きか うたかちかお, てあす 
てうそけ ちそおせふか. 〈そきかて いふてへ, てふ うつてちかてけのへ すそま すあすと. 【ふ うつかえおあ そねかせへ 
てかたしそ えそうそちけしあ そ せかこ. 【ふ おあきか たそすそえあしあ すせか たそすけちけてへつみ つ せかこ, たちかそおそ-
しかてへ さそせなしけさて. 》かちかおあこ けす, ねてそ すふ うつかに しまいけす け たそすせけす.

[そえおあ み いとおと つすそてちかてへ せあ せかいそ, み いとおと くせあてへ, ねてそ えおか-てそ てあす せあにそおけてつみ 
すそみ 〉あてとしみ, け そせあ たちけつすあてちけうあかて くあ せあすけ. 》そすそえあかて せあす. をかしとま てかいみ.

【うそみ たそおちとえあ ]かせとしみ.
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〈けせあかう ╅.》.*

╇あちかせへか おしみ おそねさけ

〉かそきけおあせせそ とくせあし そ つさそちそたそつてけきせそこ さそせねけせか 〉あてあのけ… 〉あてあしへけ ╊うえか-
せへかうせふ ╆あきあせそうそこ. 〉か とさしあおふうあかてつみ う えそしそうか, ねてそ せけさそえおあ いそしへのか かか 
せか いとおかて. 〉そ かか そいちあく とすせけぬふ, さちあつあうけぬふ, せかそいふねあこせそ そいあみてかしへせそえそ, 
ちあくせそつてそちそせせかえそ け けせてかししけえかせてせそえそ ねかしそうかさあ せあうつかえおあ そつてあせかてつみ う すふつ-
しみに け うそつたそすけせあせけみに. [そえおあ とすけちあかて てあさそこ ねかしそうかさ, つてあせそうけてつみ そねかせへ 
えそちへさそ そて てそえそ, ねてそ てあさ すあしそ たちけのしそつへ たそそいはあてへつみ つ せかこ う ほてそこ きけくせけ.

》そかくお 〈そつさうあ — 》かさけせ, たかちうあみ たそしそうけせあ 1980-に えそおそう

╇ うそつへすけおかつみてふに えそおあに ときか たちそのしそえそ うかさあ み, かはか つそうつかす すそしそおそこ 
ねかしそうかさ, かにあし たそかくおそす せあ ちあいそてと う 》そつそしへつてうそ 』』』『 う [〉╉『. ╇ つそつてあうか 
たそかくおあ 〈そつさうあ — 》かさけせ おうあ-てちけ うあえそせあ のしけ ねかちかく 〈あせへねきとちけま う 》にか-
せへみせ, そつてあしへせふか — う 》かさけせ.

】くせあし, ねてそ ほてけす きか たそかくおそす う 》かさけせ かおかて ねかてあ ╆あきあせそうふに. 〉あの 
そいはけこ おちとえ ちかさそすかせおそうあし すせか けに さあさ そねかせへ そてくふうねけうふに, ねとてさけに しまおかこ, 
うかしけさそしかたせふに たちそなかつつけそせあしそう. [ てそすと きか 〉あてあのあ ときか う てそ うちかすみ いふしあ 
けくうかつてせふす さそちかかうかおそす, つたかぬけあしけつてそす たそ ほさそせそすけさか [〉╉『, ねてそ おしみ すかせみ 
いふしそ そつそいかせせそ けせてかちかつせそ. ｠そてかしそつへ たそくせあさそすけてへつみ たそいしけきか.

╉そ 》かさけせあ け 》にかせへみせあ たそかくお のかし たそねてけ ぬかしとま せかおかしま ねかちかく うつま 
せあのと そえちそすせとま つてちあせと. ′あのかし さ せけす «せあ そえそせかさ». 》ちけのしそつへ たちそこてけ 
ねかちかく せかつさそしへさそ うあえそせそう, ねてそいふ たそたあつてへ う «たかさけせつさけこ». 〈かせみ うつてちかてけしけ 
そねかせへ てかたしそ, にそてみ いふしけ くせあさそすふ てそしへさそ たそせあつしふのさか. ╅ たそそいはあしけつへ, さあさ 
おあうせそ くせあさそすふか しまおけ, ねてそ せあくふうあかてつみ «いかく たちそてそさそしあ», にそてみ ╊うえかせけこ 
》かてちそうけね ╆あきあせそう かにあし う つてそしけぬと うかしけさそえそ [けてあみ せあ ちあいそてと う 》そつそしへ-
つてうそ 』』』『 う さあねかつてうか つそうかてせけさあ, あ み — う [〉╉『 うつかえそ しけのへ せあ おそしきせそつてへ 
ちかなかちかせてあ-つかさちかてあちみ.

╇ てそ うちかすみ う 》にかせへみせか いふしそ そねかせへ つさとおせそ つ たちそおとさてあすけ, たそほてそすと 
み うかく おしみ すあしかせへさそこ おそねさけ てちかにしけてちそうとま いあせさと つすそちそおけせそうそえそ うあちかせへみ. 
╆そみしつみ, ねてそ そていかちとて せあ えちあせけぬか てあすそきかせせけさけ. 『かなかちかせてと-つかさちかてあちま 
おけたしそすあてけねかつさけこ たあつたそちて せか たそしあえあかてつみ. 〉と さあさ けす そいひみつせけてへ, ねてそ 
う 》にかせへみせか せけねかえそ たそおそいせそえそ てそえおあ さとたけてへ いふしそ せかうそくすそきせそ. ╅ と つそうかて-
せけさあ け かえそ きかせふ たあつたそちてあ いふしけ, かつてかつてうかせせそ, おけたしそすあてけねかつさけか, け けに 
さとたか てあすそきかせせけさけ せか おそしきせふ いふしけ たちそうかちみてへ. 〉あいちあしつみ つすかしそつてけ — 
たそたちそつけし ╆あきあせそうふに うくみてへ せあ えちあせけぬか ほてと せかつねあつてせとま いあせさと う つうそか 

* ╅しかさつあせおち 》ちそさそたへかうけね 〈けせあかう — つてあちのけこ つそうかてせけさ 》そつそしへつてうあ 『そつつけけ う 『かつたといしけさか [そちかみ.
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さとたか. 《せけ そにそてせそ つそえしあつけしけつへ け たそすそえしけ う ほてそす. ╉そ つけに たそち たそすせま, さあさ 
すふ せそつけしけ うせとのけてかしへせとま たそ うかつと いあせさと う たそちてなかしか たそ うつかすと つそつてあうと. 
】きか たそてそす, さそえおあ け ╋かせみ け 〉あてあのあ つてあしけ あうてそちけてかてせかこのけすけ とねかせふすけ 
け けくうかつてせふすけ そいはかつてうかせせふすけ おかみてかしみすけ, すふ う つかすへか つ えそちおそつてへま うつたそ-
すけせあしけ, さあさそか うあちかせへか かしあ せあのあ すあしかせへさあみ おそねさあ!

′あ ちあくえそうそちそす う «たかさけせつさそす» うあえそせか うふみつせけしそつへ, ねてそ せそうふか おちとくへみ 
しまいみて たとてかのかつてうそうあてへ け つそいけちあまて さとさそし う せあぬけそせあしへせふに さそつてますあに, 
たそさとたあみ けに う ちあくせふに つてちあせあに. ╇ 》にかせへみせか すふ つ きかせそこ つちあくと さけせとしけつへ 
けつさあてへ さそちかこつさけに せあぬけそせあしへせふに さとさそし け いふしけ ときあつせそ ちあおふ, さそえおあ 
せあのしけ さちあつけうとま たあちと.

╇てそちあみ うつてちかねあ つ ねかてそこ ╆あきあせそうふに たちそけくそのしあ ときか う 〈そつさうか. っ たちけうかく 
う けに さそししかさぬけま さそちかこつさけに さとさそし, あ う そてうかて 〉あてあのあ たそおあちけしあ けくみはせふこ 
さけてあこつさけこ なあちなそちそうふこ いそねそせそさ おしみ にちあせかせけみ ねあみ. ╉そ つけに たそち そせ つてそけて 
と せあつ せあ たそねかてせそす すかつてか, け すふ うつかこ つかすへかこ, えしみおみ せあ ほてそて おそちそえそこ おしみ せあつ 
«いあきあせそうつさけこ» たそおあちそさ, うつたそすけせあかす くせあすかせあてかしへせふこ ほたけくそお せあのかこ きけくせけ.

〉.╊. ╆あきあせそうあ — さそちかかうかお

っ けつたふてふうあし け けつたふてふうあま ねとうつてうそ えそちおそつてけ そて てそえそ, ねてそ しけねせそ くせあ-
さそす つ とせけさあしへせそこ つとたちときかつさそこ ねかてそこ — ╆あきあせそうふすけ. ╇ すそかす つそくせあせけけ 
╋かせみ け 〉あてあのあ せかちあくちふうせふ せか てそしへさそ たそてそすと, ねてそ ほてそ うつかえおあ いふしあ さちあ-
つけうあみ たあちあ, せそ け たそてそすと, ねてそ ほてそ いふし せあつてそみはけこ てうそちねかつさけこ おとほて, くあ つたけ-
せそこ さそてそちそえそ いそえあてかこのあみ せあとねせあみ, たといしけぬけつてけねかつさあみ, たかおあえそえけねかつさあみ 
け そいはかつてうかせせそ-たそしけてけねかつさあみ おかみてかしへせそつてへ. 

〈せそえけか ちあいそてふ, そつそいかせせそ たそ てかすあす そいはけに たちそいしかす すかきおとせあちそおせふに 
そてせそのかせけこ, [けてあみ け 』ぃ╅, うせかのせかこ け うせとてちかせせかこ たそしけてけさけ 『そつつけけ, そせけ 
たけつあしけ うすかつてか. 』そうすかつてせそ けすけ いふしあ せあたけつあせあ, う ねあつてせそつてけ, させけえあ たそお 
にあちあさてかちせふす せあくうあせけかす «[そちかこつさけか くあちけつそうさけ». ゅてけ たとてかうふか くあすかてさけ, 
たそつうみはかせせふか うけくけてあす ねかてふ ╆あきあせそうふに う [そちかま, たちかおつてあうしみしけ おしみ せあつ, 
さそちかかうかおそう, そつそいふこ けせてかちかつ. 〉か う そいけおと ╊うえかせけま 》かてちそうけねと, さそてそちふこ 
てあさきか たちそみうしみし たそうふのかせせふこ けせてかちかつ さ [そちかか, せあおそ つさあくあてへ, ねてそ 〉あてあしへみ 
╊うえかせへかうせあ いふしあ いしけきか さ さそちかこつさそこ てかすか. 』 たそしせふす そつせそうあせけかす すそきせそ 
とてうかちきおあてへ, ねてそ 〉.╊. ╆あきあせそうあ くあせけすあしあ け くあせけすあかて うけおせそか すかつてそ う ちそつ-
つけこつさそす さそちかかうかおかせけけ.

╉そつてあてそねせそ とたそすみせとてへ, ねてそ かか さあせおけおあてつさあみ おけつつかちてあぬけみ う ̈ せつてけてとてか 
うそつてそさそうかおかせけみ, さとおあ そせあ たそつてとたけしあ つちあくと たそつしか そさそせねあせけみ 〈╈¨〈《, 
いふしあ たそつうみはかせあ ちそしけ つそうかてつさそ-さそちかこつさそえそ ほさそせそすけねかつさそえそ つそてちとおせけねか-
つてうあ う ちあくうけてけけ せあちそおせそえそ にそくみこつてうあ [〉╉『. ╈しといそさけこ たちそなかつつけそせあしへ-
せふこ あせあしけく ほさそせそすけねかつさそこ つけつてかすふ 』かうかちせそこ [そちかけ つそおかちきあしつみ う かか 
おそさてそちつさそこ おけつつかちてあぬけけ, さそてそちとま そせあ くあはけてけしあ う そおせそす けく まきせそさそちかこ-
つさけに とせけうかちつけてかてそう.
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》ちけせあおしかきあはけか かか たかちと すそせとすかせてあしへせふか すそせそえちあなけけ, たそつうみはかせ-
せふか てかすあす うせかのせかほさそせそすけねかつさけに つうみくかこ [〉╉『 け [そちかこつさそこ うそこせふ, 
せか たそてかちみしけ あさてとあしへせそつてけ け つかえそおせみ. 〉か つしとねあこせそ そせけ いふしけ そたといしけさそ-
うあせふ う 『かつたといしけさか [そちかみ せあ さそちかこつさそす みくふさか う うけおか そておかしへせふに けくおあせけこ.

〉か つねかつてへ てそえそ さそしけねかつてうあ つてあてかこ, せあとねせふに けつつしかおそうあせけこ, しかさぬけこ, 
うふつてとたしかせけこ せあ せあとねせふに さそせなかちかせぬけみに け けせてかちうへま 〉.╊. ╆あきあせそうそこ, 
さそてそちふか いふしけ たそつうみはかせふ さそちかこつさそこ てかすか う かか つあすふに すせそえそそいちあくせふに 
あつたかさてあに. 【あしあせて 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ さあさ けつつしかおそうあてかしみ, たそしけてそしそえあ 
け たといしけぬけつてあ そさあくあしつみ そつそいかせせそ うそつてちかいそうあせせふす う てあさけか くせあさそうふか 
すそすかせてふ けつてそちけけ [そちかけ け ちそつつけこつさそ-さそちかこつさけに つうみくかこ, さあさ とつてあせそうしか-
せけか おけたしそすあてけねかつさけに そてせそのかせけこ すかきおと せあのかこ つてちあせそこ け 『かつたといしけさそこ 
[そちかみ う 1990 えそおと, つすかちてへ ちとさそうそおけてかしみ [〉╉『 [けす ¨ち 』かせあ う 1994 えそおと, 
たちけにそお う 』かとしか さ うしあつてけ たかちうそえそ えちあきおあせつさそえそ たちかくけおかせてあ [けす ╊せ 』あすあ, 
たかちうふこ すかきさそちかこつさけこ つあすすけて たちかくけおかせてあ ょきせそこ [そちかけ [けす ╉ほ ぁきとせあ 
つ つかうかちそさそちかこつさけす ちとさそうそおけてかしかす [けす ぁかせ ¨ちそす う 2000 えそおと, うてそちそこ 
すかきさそちかこつさけこ つあすすけて つ とねあつてけかす [けす ぁかせ ¨ちあ け 〉そ 〈と ｠かせあ う 2007 えそおと, 
ぬかしふこ ちみお ちそつつけこつさそ-さそちかこつさけに うつてちかね せあ うふつのかす とちそうせか け おちとえけか. 
《ぬかせさけ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ ほてけに けつてそちけねかつさけに つそいふてけこ, くあねあつてとま つおかしあせせふか 
«たそ えそちみねけす つしかおあす», いしあえそおあちみ えしといそさそすと たちそなかつつけそせあしへせそすと あせあしけくと, 
せそ う てそ きか うちかすみ おそつてとたせそすと さあきおそすと たそ つてけしま けくしそきかせけみ, いふしけ け そつてあ-
まてつみ けせてかちかつせふすけ せか てそしへさそ とくさそすと さちとえと つたかぬけあしけつてそう-すかきおとせあちそおせけ-
さそう, せそ け のけちそさそこ つてとおかせねかつさそこ あとおけてそちけけ, すせそえそねけつしかせせふす ねけてあてかしみす 
えあくかて け きとちせあしそう う ちあくせふに つてちあせあに. 【ちとおふ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ せあうつかえおあ そつてあ-
せとてつみ きけうふすけ つうけおかてかしへつてうあすけ せあのかこ ほたそにけ. 〉そうふか たそさそしかせけみ つてとおかせてそう 
う 『そつつけけ け [そちかか, み とうかちかせ, つすそえとて たそ せけす けくとねあてへ つそうちかすかせせとま けつてそちけま 
[そちかけ け ちそつつけこつさそ-さそちかこつさけに そてせそのかせけこ.

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ «たちけしそきけしあ ちとさと» さ たそみうしかせけま すせそえそねけつしかせ-
せふに おそさてそちつさけに け さあせおけおあてつさけに おけつつかちてあぬけこ, う てそす ねけつしか せあたけつあせせふに 
てあさけすけ けくうかつてせふすけ つそけつさあてかしみすけ せあとねせふに つてかたかせかこ, さあさ たちかくけおかせて 
『かつたといしけさけ [そちかみ [けす ╉ほ ぁきとせ, ちかさてそち 〈╈¨〈《 ╅.╇. 【そちさとせそう, たそつそし 
『そつつけけ う [〉╉『 ╇.¨. ╉かせけつそう, け すせそえけすけ おちとえけすけ とねかせふすけ, たそつうみてけう-
のけすけ つうそけ けつつしかおそうあせけみ さそちかこつさそこ てかすか.

っ くあてちそせとし しけのへ すあしとま てそしけさと つおかしあせせそえそ 〉あてあのかこ せあ さそちかこつさそす 
せあたちあうしかせけけ. ╅ うかおへ かか てあしあせて せか そえちあせけねけうあしつみ てそしへさそ さそちかこつさそこ 
てかすそこ, いふし たそ つとはかつてうと とせけうかちつあしへせふす け たちそみうけしつみ う つあすふに ちあくせふに 
そいしあつてみに かか せあつふはかせせそこ てうそちねかつさそこ きけくせけ おけたしそすあてあ, けつてそちけさあ, たかおあ-
えそえあ, たといしけぬけつてあ.

》そほてそすと すふ, さそちかかうかおふ, けすかかす うつか そつせそうあせけみ えそちおけてへつみ てかす, ねてそ 
くせあねけてかしへせとま おそしま つうそかえそ てあしあせてあ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ そておあしあ せあのかすと 
そいはかすと おかしと — けくとねかせけま [そちかけ け ちあくうけてけま ちそつつけこつさそ-さそちかこつさけに そてせそ-
のかせけこ. ╇ ほてそす つすふつしか いかくうちかすかせせふこ とにそお けく きけくせけ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ 
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せか てそしへさそ いそしへのそか しけねせそか えそちか おしみ てかに, さてそ かか くせあし け けすかし つねあつてへか つ せかこ 
そいはあてへつみ, せそ け そえちそすせあみ とてちあてあ おしみ うつかえそ ちそつつけこつさそえそ うそつてそさそうかおかせけみ.

｠そねかてつみ うふちあくけてへ せあおかきおと, ねてそ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね ╆あきあせそう つすそきかて 
たちかそおそしかてへ たそてかちま つうそかこ «うてそちそこ たそしそうけせさけ», つうそかえそ うかちせそえそ おちとえあ たそ 
きけくせけ け せあおかきせそえそ つそちあてせけさあ たそ つそうすかつてせそこ せあとねせそこ おかみてかしへせそつてけ, 
け たちそおそしきけて う たあすみてへ そ 〉あてあのか たちそしそきかせせふこ けすけ そいそけすけ てうそちねかつさけこ 
たとてへ う つあすふに ちあくせふに そいしあつてみに, せあ さそてそちふか ちあつたちそつてちあせみしつみ けに せあとねせふこ 
けせてかちかつ, うさしまねあみ さそちかかうかおかせけか.

【けすそせけせ ╅.╅.*

《えちそすせあみ とてちあてあ

【ちあえけねかつさそか けくうかつてけか そ いかくうちかすかせせそこ さそせねけせか 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ ╆あきあ-
せそうそこ くあつてあしそ すかせみ う [〉╉『 — つてちあせか, さそてそちとま そせあ けつさちかせせか しまいけしあ 
け たちそなかつつけそせあしへせそすと けくとねかせけま さそてそちそこ たそつうみてけしあ すせそえけか えそおふ つうそかこ 
きけくせけ.

[ つそきあしかせけま, すせか せか おそうかしそつへ せけ とねけてへつみ, せけ ちあいそてあてへ つ せかこ, てあさ さあさ 
み そさそせねけし ̈ せつてけてとて つてちあせ ╅くけけ け ╅なちけさけ たちけ 〈╈】 う 1975 えそおと, くあはけてけし 
てあす おけつつかちてあぬけま け うそて ときか いそしかか 30 しかて ちあいそてあま せあ さそちかこつさそす せあたちあう-
しかせけけ 〈¨╉ 『そつつけけ. [そせかねせそ きか, み くせあし 〉あてあしへま ╊うえかせへかうせと, うつてちかねあしつみ 
つ せかこ せあ せあとねせふに さそせなかちかせぬけみに, くあはけてあに おけつつかちてあぬけこ, そいすかせけうあしつみ 
すせかせけみすけ そ つけてとあぬけけ さあさ う [〉╉『, てあさ け う 『かつたといしけさか [そちかみ. ╇ せあのかす 
おそうそしへせそ とくさそす つそそいはかつてうか ちそつつけこつさけに さそちかかうかおそう 〉.╊. ╆あきあせそうあ いふしあ 
にそちそのそ けくうかつてせあ せか てそしへさそ さあさ あうてそちけてかてせふこ け うふつそさそたちそなかつつけそせあしへ-
せふこ とねかせふこ, せそ け さあさ おそいちふこ け そてくふうねけうふこ ねかしそうかさ, うつかえおあ えそてそうふこ 
たそおかしけてへつみ つ さそししかえあすけ つうそけす そたふてそす け くせあせけみすけ.

ぃけちそさとま けくうかつてせそつてへ う ちそつつけこつさけに, あ くあてかす け すかきおとせあちそおせふに さそちかか-
うかおねかつさけに さちとえあに たちけせかつしあ 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか かか さあせおけおあてつさあみ おけつつかち-
てあぬけみ «『そしへ つそうかてつさそ-さそちかこつさけに ほさそせそすけねかつさけに つうみくかこ う ちあくうけてけけ せあちそお-
せそえそ にそくみこつてうあ [〉╉『 (1954—1970)», とつたかのせそ くあはけはかせせあみ う ¨せつてけてとてか 
うそつてそさそうかおかせけみ ╅〉 』』』『 かはか う 1974 えそおと, せそ う つけしと ちみおあ そいつてそみてかしへつてう 
けくおあせせあみ う うけおか すそせそえちあなけけ う 〈そつさうか しけのへ う 1993 えそおと. 〉か いとおかて たちか-
とうかしけねかせけかす つさあくあてへ, ねてそ, せかつすそてちみ せあ くせあねけてかしへせふこ つちそさ, たちそのかおのけこ 
つそ うちかすかせけ たそみうしかせけみ ほてそえそ けつつしかおそうあせけみ, うふうそおふ, つなそちすとしけちそうあせせふか 
あうてそちそす, つそにちあせけしけ つうそま えしといけせと け あさてとあしへせそつてへ け つかえそおせみ.

* ╅しかさつあせおち ╅せおちかかうけね 【けすそせけせ — ぁちかくうふねあこせふこ け 》そしせそすそねせふこ 》そつそし 『そつつけけ う [〉╉『 
(2012—2014); う 『かつたといしけさか [そちかみ (つ 26 おかさあいちみ 2014), さあせおけおあて けつてそちけねかつさけに せあとさ.
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ゅてそて なとせおあすかせてあしへせふこ てちとお ときか すせそえけか えそおふ みうしみかてつみ せあつてそしへ-
せそこ させけえそこ おしみ つてとおかせてそう, あつたけちあせてそう, たちかたそおあうあてかしかこ, うそつてそさそうかおそう-
ほさそせそすけつてそう け たちあさてけねかつさけに ちあいそてせけさそう, う てそす ねけつしか け つそてちとおせけさそう 
〈けせけつてかちつてうあ けせそつてちあせせふに おかし 『そつつけけ, くあせけすあまはけにつみ うそたちそつあすけ ほさそ-
せそすけさけ [〉╉『 け ちあくうけてけみ ちそつつけこつさそ-さそちかこつさけに そてせそのかせけこ. 』そおかちきあ-
はけかつみ う させけえか そえちそすせふこ なあさてそしそえけねかつさけこ すあてかちけあし け うふうそおふ あうてそちあ 
たそくうそしみまて しとねのか たそせけすあてへ たちそぬかつつふ, たちそけつにそおみはけか う つそうちかすかせせそこ 
ほさそせそすけさか [そちかこつさそこ 〉あちそおせそ-╉かすそさちあてけねかつさそこ 『かつたといしけさけ, せあにそ-
おけてへ せかけつたそしへくそうあせせふか ちかくかちうふ おしみ あさてけうけくあぬけけ てそちえそうそ-ほさそせそすけねか-
つさけに つうみくかこ つ ほてそこ とおけうけてかしへせそこ つてちあせそこ, さそてそちそこ 〉.╊. ╆あきあせそうあ うつかえおあ 
けつさちかせせか きかしあしあ とつたかにあ け たちそぬうかてあせけみ.

[あさ けくうかつてせそ, せあとねせふか けせてかちかつふ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ せか そえちあせけねけうあ-
しけつへ てそしへさそ つそぬけあしけつてけねかつさそこ [そちかかこ. ╊か てあしあせてしけうそすと たかちと, かつしけ おあきか 
けつさしまねけてへ たといしけさあぬけけ たそ おちとえけす つてちあせあす け たちそいしかすあす すけちあ, たちけせあお-
しかきけて すせそきかつてうそ けせてかちかつせかこのけに けつつしかおそうあせけこ, たそつうみはかせせふに うせとてちかせ-
せかこ け うせかのせかこ たそしけてけさか 『かつたといしけさけ [そちかみ, つてちあてかえけけ [そちかこつさそこ うそこせふ 
(1950—1953), けつてそちけけ くあちといかきせそこ さそちかこつさそこ おけあつたそちふ け とちかえとしけちそうあ-
せけま みおかちせそこ たちそいしかすふ [そちかこつさそえそ たそしとそつてちそうあ. 》ちそちあいそてあう すせそえそ しかて 
う 》そつそしへつてうか 『そつつけけ う 『かつたといしけさか [そちかみ, み せか ちあく といかきおあしつみ う てそす, さあさ 
うふつそさそ そぬかせけうあしけ てちとおふ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ まきせそさそちかこつさけか たそしけてそしそえけ 
け ほさそせそすけつてふ, うつかえおあ つ てかたしそてそこ うつたそすけせあうのけか うつてちかねけ つ せかこ, かか みちさけか 
け つそおかちきあてかしへせふか うふつてとたしかせけみ せあ せあとねせふに さそせなかちかせぬけみに う うかおとはけに 
とせけうかちつけてかてあに ょきせそこ [そちかけ.

[そせねけせあ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ — ほてそ そえちそすせあみ とてちあてあ おしみ そてかねかつてうかせせそえそ 
さそちかかうかおかせけみ, うふおあまはけすつみ たちかおつてあうけてかしかす さそてそちそえそ そせあ みうしみしあつへ.

‒かおそてそうあ ].¨.*

》ちそつてそ 〉あてあのあ

〈ふ つ ねかてそこ ╆あきあせそうふに たそくせあさそすけしけつへ う つそうかてつさそす たそつそしへつてうか う 》かさけせか 
う 1984 えそおと. ╇ てそて すそすかせて すそこ すとき いふし せあくせあねかせ つそうかてせけさそす-たそつしあせ-
せけさそす う 》そつそしへつてうそ 』』』『 う [〉『. 〈そか くせあさそすつてうそ つ 〉あてあのかこ け ╋かせかこ 
たちそけくそのしそ う そいはかす-てそ つたそせてあせせそ. 〈ふ つ つとたちとえそす たちそえとしけうあしけつへ たそ 
てかちちけてそちけけ たそつそしへつてうあ — そせ すせか たそさあくふうあし かえそ たちそつてそちふ. ¨ うおちとえ うけきと, 

* ]あちけつあ ¨うあせそうせあ ‒かおそてそうあ — うおそうあ ぁちかくうふねあこせそえそ け 》そしせそすそねせそえそ 》そつしあ 『そつつけけ ╇しあおけすけちあ 
》あうしそうけねあ ‒かおそてそうあ.
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ねてそ せあす せあうつてちかねと けおかて たあちあ. 》そちあうせみうのけつへ, すとき たちかおつてあうけし けに すせか. 
¨ たちけ ほてそす おそいあうけし: «╇そて, ╊うえかせけこ 》かてちそうけね ╆あきあせそう. ゅてそ せかうかちそみてせそ 
てあしあせてしけうふこ け てちとおそしまいけうふこ ねかしそうかさ. [ちそすか てそえそ, そせ いしかつてみはけこ くせあ-
てそさ [けてあみ け ╇そつてそさあ う ぬかしそす. 〉そ せか すかせかか そおあちかせせふす ねかしそうかさそす みうしみ-
かてつみ かえそ つとたちとえあ — 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ. 《せあ てあさあみ きか とすせけぬあ け てちとおみえあ. 
[ てそすと きか そせあ たちかさちあつせあみ にそくみこさあ け そおせそうちかすかせせそ さちあつあうけぬあ».

〉あおそ つさあくあてへ, すそこ すとき おあしかさそ せか さあきおそすと おあうあし たそおそいせとま にあちあさてか-
ちけつてけさと. ぁてそいふ かか くあつしときけてへ, おかこつてうけてかしへせそ せときせそ いふしそ つけしへせそ たそつてあ-
ちあてへつみ. 〉そ ╆あきあせそうふ たそしせそつてへま つそそてうかてつてうそうあしけ うつかす ほてけす さあねかつてうあす. 
╈そうそちみて, ねてそ たかちうそか うたかねあてしかせけか — つあすそか うかちせそか. ╇ そてせそのかせけけ ╆あきあ-
せそうふに ほてそ つそそてうかてつてうとかて けつてけせか せあ うつか つてそ たちそぬかせてそう. っ さあさ けに う たかちうふこ 
ちあく とうけおかしあ け いとさうあしへせそ たそおおあしあつへ けに そねあちそうあせけま, てあさ け おちとえけか せあのけ 
うつてちかねけ せか たかちかすかせけしけ すそかえそ そてせそのかせけみ さ ほてそこ ねとおせそこ たあちか.

╇しあおけすけち 》あうしそうけね てあさきか いふし う うそつにけはかせけけ そて せけに. 》ちけ ほてそす 
さあさ すとき, てあさ け み せか ちあくおかしみしけ けに. 《せけ たそつてそみせせそ せあにそおけしけつへ うすかつてか. 
«〉あてあのあ つ ╋かせかこ. ╋かせみ つ 〉あてあのかこ» — てそしへさそ てあさ そせけ け うそつたちけせけすあ-
しけつへ てそえおあのせけす さそししかさてけうそす たそつそしへつてうあ. 『あいそてあ おけたしそすあてあ おそつてあてそねせそ 
てみきかしあ. ¨ つとえといそ たちそなかつつけそせあしへせそ, け ねけつてそ ほすそぬけそせあしへせそ. 〉か うつか 
うふおかちきけうあまて けつたふてあせけか. [てそ-てそ たそちそこ つちふうあかてつみ, さてそ-てそ ねかす-てそ せかおそうそ-
しかせ け たそてそすと ねあつてかせへさそ いふうあかて う たしそにそす せあつてちそかせけけ. [ 〉あてあのか け ╋かせか 
ほてそ せけさあさ せか そてせそつけしそつへ. 《せけ, さあくあしそつへ, うつかえおあ たちかいふうあしけ う たちかさちあつせそす, 
つうかてしそす せあつてちそかせけけ け たふてあしけつへ かえそ たかちかおあてへ うつかすと さそししかさてけうと.

〉あてあのと そてしけねあしあ たちそつてそてあ う そいはかせけけ. ぁてそ つ おけたしそすあてけねかつさけす つそつてあ-
うそす, ねてそ つ そいつしときけうあまはけす たかちつそせあしそす, そせあ つてあちあしあつへ いふてへ せあ ちあうせふに, 
そつそいそ せけさそえそ せか うふおかしみみ. 《せあ せか しまいけしあ, さそえおあ かか せあくふうあしけ たそ けすかせけ-
そてねかつてうと. [そえおあ つ さかす-てそ くせあさそすけしあつへ, たちかおつてあうしみしあつへ てあさ: «〈かせみ くそうとて 
〉あてあのあ». ゅてそ うそうつか せか くせあねけて, ねてそ そせあ たそおつてちあけうあしあつへ たそお たちそつてとのさと. 
〉かて きか. 』うそけすけ くせあせけみすけ そせあ すそえしあ «といけてへ» しまいそえそ. 》ちそつてそ う さあきおそす 
ねかしそうかさか そせあ うけおかしあ おちとえあ け う そいはかせけけ つ せけす せか にそてかしあ うふおかしみてへつみ.

[ つそきあしかせけま, せあのか そいはかせけか たちそおそしきあしそつへ せか てあさ おそしえそ. 〈ときあ 
せあくせあねけしけ たそつしそす う ]あそつか, け すふ うつさそちか たそさけせとしけ 》かさけせ.

】にそお 〉あてあのけ — せかうそつたそしせけすあみ たそてかちみ. 《つそいかせせそ おしみ ╋かせけ, 
たそつさそしへさと そせけ うつかえおあ け うそ うつかす いふしけ うすかつてか.
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[そししかえけ-おけたしそすあてふ

｠あちけねかう ╇.¨.*

]とねのけか さあねかつてうあ ねかしそうかさあ

«╇ つしそきせそす すかにあせけくすか すかきおとせあちそおせそこ 
おけたしそすあてけけ かつてへ そおせそ くうかせそ, さそてそちそか, 
せあ たかちうふこ うくえしみお, さあきかてつみ そねかせへ うてそちそ-
つてかたかせせふす, せそ さそてそちそか せあ つあすそす おかしか 
みうしみかてつみ そねかせへ うあきせふす おしみ とつたかのせそえそ 
なとせさぬけそせけちそうあせけみ すけせけつてかちつてう けせそ-
つてちあせせふに おかし け たそつそしへつてう. ゅてそ くうかせそ — 
おけたしそすあてけねかつさけか さとちへかちふ». 【あさ えそうそちけし 
あさあおかすけさ ¨.〈. 〈あこつさけこ.

っ すせそえけか えそおふ ちあいそてあし つそうかてつさけす 
おけたしそすあてけねかつさけす さとちへかちそす, あ くあてかす つてあし 
ちとさそうそおけてかしかす おけたしそすあてけねかつさそ-さとちへかち-
つさそこ つしときいふ 〈¨╉ 』』』『. 』しときいあ ほてあ 
つしそきせあみ け そねかせへ そたあつせあみ.

』ちかおけ つかさちかてせそこ おそさとすかせてあぬけけ, さそてそ-
ちとま おそつてあうしみまて おけたさとちへかちふ う くあえちあせとね-
ちかきおかせけみ つてちあせふ, せあにそおみつへ すせそえけか ねあつふ う たとてけ (う つあすそしかてか, せあ たあちそにそおか, 
う たそかくおか), かつてへ てちかいとまはあみ せかすかおしかせせそえそ そてうかてあ. 【とて, せあおそ つさあくあてへ, おけたしそ-
すあてあす せか おそ おけたさとちへかちそう. 〉あおそ つちそねせそ «そてたけつふうあてへつみ», くあいふう そい そておふにか.

っ すせそえけか えそおふ おちときけし つ つかすへかこ ╆あきあせそうふに, くせあし ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ 
け かえそ さちあつあうけぬと け とすせけぬと — 〉あてあしへま ╊うえかせへかうせと ╆あきあせそうと. 〉かそおせそ-
さちあてせそ うつてちかねあしつみ つ せけすけ, さそえおあ そせけ せあにそおけしけつへ う おそしえそうちかすかせせふに 
さそすあせおけちそうさあに う [けてあか け 』ぃ╅. ¨ せかつすそてちみ せあ そえちそすせとま くあせみてそつてへ たそ 
ちあいそてか (さそてそちとま すふ けす け たちけうそくけしけ), ほてあ つかすへみ うつかえおあ せあにそおけしあ うちかすみ, 
ねてそいふ とおかしけてへ うせけすあせけか «おけたあす» (てあさ せあくふうあしけ てそえおあ おけたさとちへかちそう).

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ そいしあおあしあ しとねのけす さあねかつてうそす ねかしそうかさあ — とすか-
せけかす つしとのあてへ. [そえおあ み う せあつてそみはかか うちかすみ せあいしまおあま さちけさしけうふに おかたと-
てあてそう, さそすすかせてあてそちそう けしけ たそねてけ うつかに たちあうけてかしかこ, てそ たちけにそきと さ うふうそおと: 
うつか そせけ ほてけす さあねかつてうそす せか そいしあおあまて. 〉あてあのあ (おあ けくうけせけて すかせみ くあ なあすけ-
しへみちせそつてへ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね) とすかしあ つしとのあてへ け うつかえおあ てけにけす つたそさそこせふす 
えそしそつそす ちあくひみつせみしあ つそいかつかおせけさと たそしそきかせけか おかし, たそしけてけねかつさけこ ちあつさしあお 
う つてちあせあに さあさ ╇そつてそさあ, てあさ け ′あたあおあ. 〈ふ きか, おけたさとちへかちふ, せあにそおけしけつへ 
せあ たかちかおせかす さちあか たちそてけうそつてそみせけみ つてちあせ けすたかちけあしけくすあ け つそぬけあしけくすあ. 
】 つかいみ せあ 『そおけせか たそしとねあしけ そおせと けせなそちすあぬけま (せか うつかえおあ たちあうけしへせとま 

* ╇けさてそち ¨うあせそうけね ｠あちけねかう — おけたさとちへかち, あ くあてかす ちとさそうそおけてかしへ おけたしそすあてけねかつさそ-さとちへかちつさそこ 
つしときいふ 〈¨╉ 』』』『/『そつつけけ.
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け おそつてそうかちせとま), あ せあ ′あたあおか — つそうつかす おちとえとま. ¨ てちとおせそ いふしそ ちあくそ-
いちあてへつみ, さてそ たちあう. 【あさけか しまおけ, さあさ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ, せか にとしけしけ ′あたあお, 
そいしけねあみ かえそ うそ うつかに つすかちてせふに えちかにあに, あ たちそつてそ おそうそおけしけ おそ つそいかつかおせけさあ 
さそせさちかてせふか なあさてふ, け すふ つあすけ ときか たちけにそおけしけ さ うふうそおと, ねてそ せあのあ つてちあせあ 
せけねとてへ せか にときか たちかつしそうとてそえそ くあたあおせそえそ すけちあ.

》そすせま, さそえおあ み う たかちうふこ ちあく たちけしかてかし う 』ぃ╅, てそ いふし たそちあきかせ せかいそ-
つさちかいあすけ, たそちみおさそす, ちかさしあすそこ, そいけしけかす てそうあちそう う さちあつけうふに つとたかちすあち-
さかてあに け すせそえけす-すせそえけす おちとえけす. 《い ほてけに うたかねあてしかせけみに ちあつつさあくあし 〉あてあ-
しへか ╊うえかせへかうせか. 《せあ ちあつつすかみしあつへ け つさあくあしあ: «╇けさてそち, てふ せか たかちうふこ, さてそ 
てあさ えそうそちけて, せそ たそつすそてちけす, ねてそ てふ つさあきかのへ たそつしか おかつみてそえそ たそつかはかせけみ 
』そかおけせかせせふに ぃてあてそう ╅すかちけさけ». ¨ うかちせそ, さそえおあ てふ せか たかちうふこ け せか おかつみ-
てふこ ちあく たちけしかてあかのへ う 』ぃ╅, てそ つちあくと きか いちそつあかてつみ う えしあくあ うつか たあさそつてせそか, 
しきけうそ-さちけさしけうそか くあたあおせそか いしあえそたそしとねけか, そて さそてそちそえそ にそねかてつみ つさそちかか 
うかちせとてへつみ う せあのと «くあねとにあせせとま» (さあさ えそうそちけしけ あすかちけさあせぬふ) すけしとま 『そつ-
つけま, たちけかにあてへ せあ «てけにとま ちかねさと» (なけしへす «《のけいさあ ちかくけおかせてあ», つしそうあ ちとつ-
つさそえそ ほすけえちあせてあ) け そておそにせとてへ てあす け てかしそす け おとのそこ. 【とて てふ せあねけせあかのへ 
たそせけすあてへ, さあさ てみきさそ ちあいそてあてへ ちとつつさけす しまおみす, せか たそてかちみうのけす しまいそうへ 
さ 『そおけせか, う ほてそす いかくとすせそす-いかくとすせそす すけちか せあ ′あたあおか.

っ せかそおせそさちあてせそ えそうそちけし そい あさてとあしへせそつてけ け せかそいにそおけすそつてけ たちそたあ-
えあせおふ しけてかちあてとちせふに てちとおそう ╆あきあせそうふに けすかせせそ つかこねあつ, さそえおあ 『そつつけみ 
つてあしあ たそおふすあてへつみ つ さそしかせ. [そえおあ と せあつ う つてちあせか たそねてけ そてつとてつてうとかて ぬかせくとちあ, 
さそえおあ うつか すそきせそ たけつあてへ け えそうそちけてへ, てそ, たちそねけてあう させけえけ すそけに しまいけすふに 
おちとくかこ, ねとうつてうとかのへ, さあさ つしそきかせ け たちそてけうそちかねけう つそうちかすかせせふこ すけち. ¨くと-
ねあみ きか てちとおふ ′まえあせそうあ, ╋けちけせそうつさそえそ け おちとえけに たそしけてけさそう, すそきせそ つそこてけ 
つ とすあ: うかくおか うちあえけ ちとつつさそえそ せあちそおあ け すけちそうそこ さそししあたつ せか くあ えそちあすけ.

』さそしへさそ せときせそ てあさてあ け とすあ, ねてそいふ うふおかしけてへ けく えちそすあおせそえそ にしあすあ 
しとねのけか さあねかつてうあ せあちそおあ, うかしけさそえそ せあちそおあ 』ぃ╅, け たちけ ほてそす たそさあくあてへ, せか 
そつさそちいしみみ かえそ, うつか すけせとつふ け そてちけぬあてかしへせふか ねかちてふ くあたあおせそえそ すけちあ.

《こ, さあさ ほてそ せときせそ う せあつてそみはかか うちかすみ, さそえおあ たつかうおそおかすそさちあてふ たかちかたけ-
つふうあまて けつてそちけま, そにあけうあみ うつか ちそつつけこつさそか. ╇ つうそかこ させけえか «╅すかちけさあ: うねかちあ 
け つかえそおせみ» つかすへみ ╆あきあせそうふに そたけつあしあ たそしそきけてかしへせふか け そてちけぬあてかしへせふか 
さあねかつてうあ あすかちけさあせぬかう つ てあさけす いしかつさそす, ねてそ ねとうつてうとかのへ けすかせせそ おうとに あうてそ-
ちそう: そせ — ╊うえかせけこ 》かてちそうけね け そせあ — 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ. ╋かつてさそか そてちあ-
きかせけか おかこつてうけてかしへせそつてけ あうてそちそす-すときねけせそこ け つたそさそこせそか ちあつつとおけてかしへせそか 
そたけつあせけか つそいふてけこ うてそちふす あうてそちそす, かえそ すけしそこ «たそしそうけせさそこ» — 〉あてあしへかこ 
╊うえかせへかうせそこ.

》つかうおそたあてちけそてふ とてうかちきおあまて, ねてそ うつか せあちそおふ そたそしねけしけつへ たちそてけう 
せあのかこ つてちあせふ け せかて と せけに おちとえけに くあいそて, さあさ せあつ とせけねてそきけてへ. ╆あきあせそうふ 
きか たそおねかちさけうあまて, ねてそ ほてそ せか てあさ, ねてそ つてちあせふ すけちあ たちかきおか うつかえそ そてつてあけ-
うあまて つうそけ せあぬけそせあしへせふか けせてかちかつふ, ねてそ けす, さあさ け せあす, せか せときせあ すけちそうあみ 
うそこせあ, さそてそちあみ すそきかて とせけねてそきけてへ たちかさちあつせとま たしあせかてと たそお せあくうあせけかす 
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′かすしみ. 《せけ たけのとて, ねてそ け せあす せときせそ そてつてあけうあてへ せあぬけそせあしへせふか けせてかちかつふ 
『そつつけけ たちかきおか うつかえそ とすそす, あ せか きかしかくせふすけ すとつさとしあすけ, にそてみ け せか そてちけ-
ぬあまて, ねてそ と 『そつつけけ かつてへ てそしへさそ おうあ つそまくせけさあ — ほてそ かか あちすけみ け なしそて.

′あさあせねけうあみ たそうかつてうそうあせけか そ つかすへか ╆あきあせそうふに, み うつたそすけせあま つしそうあ 
けく けに させけえけ «〈とおちそつてへ ╇そつてそさあ け ′あたあおあ»: «〈けち いふうあかて せかたそつてそみせせふす, 
たそしけてけさけ しきけうふ け たそねてけ うつかえおあ せかたそつてそみせせふ, おちとくへみ けせそえおあ け たちかおあまて. 
》そつてそみせせそこ いふうあかて てそしへさそ しまいみはあみ け たちかおあせせあみ きかせあ».

╊うえかせけこ 》かてちそうけね! 【かいか たそうかくしそ, ねてそ たそ きけくせけ てかいみ つそたちそうそきおあしあ 
たちかおあせせあみ け うかちせあみ さちあつあうけぬあ-きかせあ 〉あてあのあ! 〈せか てそきか そねかせへ たそうかくしそ, 
ねてそ と すかせみ かつてへ おちとくへみ — てあさけか しまおけ, さあさ ╇ふ つ せかこ!

ぁとすあさそうつさけこ ¨.《.*

〉あてあのけせふ させけえけ せあ すそかす つてそしか

』 つとたちとえあすけ ╆あきあせそうふすけ — 〉あてあのかこ け ╊うえかせけかす — すせか おそうかしそつへ たそくせあ-
さそすけてへつみ うそ うちかすみ すそかこ たかちうそこ さそすあせおけちそうさけ う てそえおあ かはか つそうかてつさそか 
たそつそしへつてうそ う 》かさけせか う 1980—1983 えそおあに.

〈せか さあきかてつみ, ねてそ う てそ うちかすみ たそつそしへつさけこ さそししかさてけう つそつてそみし けく けつさしま-
ねけてかしへせそ とうしかねかせせふに つうそけす おかしそす しまおかこ. 《てせそのかせけみ つ さけてあこつさけすけ 
てそうあちけはあすけ いふしけ おあしかさそ せか いかくそいしあねせふ. 》ちあうけしへせかか, うかちそみてせそ, いとおかて 
つさあくあてへ, ねてそ てとねけ せあ つそうかてつさそ-さけてあこつさそす せかいそつうそおか てそしへさそ-てそしへさそ せあねけ-
せあしけ ちあくうかけうあてへつみ. 《てさちそうかせせそ えそうそちみ, すせそえけか すあてかちけあしへせふか つそつてあうしみ-
まはけか きけくせけ う てそえおあのせかす [けてあか せか そてしけねあしけつへ そつそいそこ たちけうしかさあてかしへ-
せそつてへま う つちあうせかせけけ つ さそすあせおけちそうさあすけ つそうかてつさけに おけたしそすあてそう う おちとえけか 
つてちあせふ すけちあ. ¨すかせせそ たそほてそすと う 》かさけせか つそいけちあしけつへ たそ せあつてそみはかすと 
たちかおあせせふか つうそかすと おかしと け とうしかねかせせふか けす しまおけ — さけてあけつてふ.

っ け てそえおあ おそえあおふうあしつみ, け つかこねあつ けつさちかせせか つねけてあま, ねてそ [けてあこ — ほてそ 
おちとえそこ すけち, たそくせあうあてへ さそてそちふこ すそきせそ いかつさそせかねせそ. ¨ つてちかすしかせけか とくせあてへ 
いそしへのか そ [けてあか け さけてあこぬあに いふしそ そいはけす おしみ つそてちとおせけさそう たそつそしへつてうあ 
てかに しかて: け おしみ ちかのかせけみ つしときかいせふに くあおあね, け おしみ たそせけすあせけみ とつてちそこつてうあ 
きけくせけ う 》そおせかいかつせそこ. ゅてそ おかしあしそ け ちあいそてと う たそつそしへつさそす さそししかさてけうか, 
け たちそつてそ きけくせへ う 》かさけせか せあたそしせかせせふすけ つすふつしそす.

〉あてあのあ け ╊うえかせけこ, たちけいふう う 》かさけせ たそつしか おしけてかしへせそこ さそすあせおけちそうさけ 
う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ, つ えそしそうそこ たそえちとくけしけつへ う たそくせあせけか [けてあみ. [けてあみ せあつてそ-
みはかえそ, あ せか ねあこせあてあとせあ せあ 【けにそそさかあせつさそす たそいかちかきへか 』ぃ╅. 》ちけ ほてそす けす 
あいつそしまてせそ いふしそ ねときおそ さあさそか-てそ たちかおうくみてそか, たちかせかいちかきけてかしへせそか そてせそ-

* ¨えそちへ 《しかえそうけね ぁとすあさそうつさけこ — う たちそのしそす おけたしそすあて, せふせか — いあせさけち.
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のかせけか さ せあつてそみはかすと [けてあま, ねかす たそちそこ う てか うちかすかせあ えちかのけしけ せかさそてそちふか 
さそししかえけ, たそちあいそてあうのけか う くあたあおせふに つてちあせあに.

¨つさちかせせけこ けせてかちかつ さ [けてあま け つてあし そつせそうそこ すそけに おそいちふに そてせそのかせけこ 
つ 〉あてあのかこ け ╊うえかせけかす. 《せけ いふしけ そねかせへ おちときかしまいせふ け そてさちふてふ おしみ 
そいはかせけみ, ねてそ たちけてみえけうあしそ さ せけす すそしそおかきへ うちそおか すかせみ, せかつすそてちみ せあ ちあく-
しけねけか う たそしそきかせけけ う たそつそしへつさそこ けかちあちにけけ: ╊うえかせけこ くあせけすあし おそしきせそつてへ 
つそうかてせけさあ, あ み — つかさちかてあちみ-ちかなかちかせてあ. 〈せそえそ いふしそ つそうすかつてせふに うふかくおそう 
う えそちそお, たそにそおそう たそ たあちさあす け としけぬあす 》かさけせあ, たそ しまいけすふす たかさけせ-
つさけす ちかつてそちあせあす, すせそえそ そいつときおかせけこ とうけおかせせそえそ け とつしふのあせせそえそ. 【あさそか 
そいはかせけか つ えしといそさそ けせてかししけえかせてせふすけ 〉あてあのかこ け ╊うえかせけかす たちけせそつけしそ 
そえちそすせとま たそしへくと おしみ なそちすけちそうあせけみ すかせみ さあさ たちそなかつつけそせあしあ, あ てあさきか 
おしみ すそかえそ すけちそうそくくちかせけみ. ╉あ け たそ きけてかこつさけす おかしあす うつかえおあ すそきせそ いふしそ 
たそしとねけてへ おそいちふこ つそうかて そて 〉あてあのけ け ╊うえかせけみ.

》そつしか てそこ たかさけせつさそこ さそすあせおけちそうさけ きけくせへ つしそきけしあつへ てあさ, ねてそ み, そつてあ-
うけう おけたしそすあてけねかつさとま つしときいと, せか つしけのさそす ねあつてそ うつてちかねあしつみ つ ╊うえかせけかす, 
うつかえそ せかつさそしへさそ ちあく うけおかし 〉あてあのと. [あきかてつみ, せあ たちけかすあに う さけてあこつさそす 
たそつそしへつてうか う 〈そつさうか. [ つそきあしかせけま, きけくせへ とつてちそかせあ てあさ, ねてそ てそしへさそ さそえおあ 
さてそ-てそ とにそおけて, すふ せあねけせあかす おとすあてへ そ てそす, ねてそ そつてあしそつへ せあうつかえおあ せかおそ-
つさあくあせせふす け せかとつしふのあせせふす…

《おせあさそ おそすあ, せあ つてそしか う さあいけせかてか, しかきあて させけえけ そ [けてあか, せあたけつあせ-
せふか 〉あてあのかこ け ╊うえかせけかす. ¨ さそえおあ すせか にそねかてつみ うつたそすせけてへ そ 》かさけせか てかに 
しかて, うそくすそきせそ, しとねのけに しかて う すそかこ きけくせけ, み そてさちふうあま けに. 《てさちふうあま せあ 
しまいそこ つてちあせけぬか, け てか えそおふ け くせあさそすふか しけぬあ うつてあまて たかちかお えしあくあすけ.

[《]]╊╈¨ ╇ 《╆]╅』【¨ 〉╅】[¨ ¨ 《╆『╅′《╇╅〉¨っ

╆あきあせ 〉.』.*

《おせあ せあ すけししけそせ

2006 えそお. 〈ふ つ すときかす うかちせとしけつへ けく そねかちかおせそこ さそすあせおけちそうさけ, け み ちかのけしあ 
たそこてけ ちあいそてあてへ. ′せあさそすふか つさあくあしけ, ねてそ う ¨せつてけてとて あさてとあしへせふに すかきおとせあ-
ちそおせふに たちそいしかす (¨╅〈》) ╉けたあさあおかすけけ てちかいとかてつみ つそてちとおせけさ, せあちみおと 
つ そつせそうせふすけ てちかいそうあせけみすけ とすかまはけこ にそちそのそ たかねあてあてへ. 》そつさそしへさと 

* 〉あてあしへみ 』てあせけつしあうそうせあ ╆あきあせ — さあせおけおあて たそしけてけねかつさけに せあとさ, そてうかてつてうかせせふこ つかさちかてあちへ ╅つつそ-
ぬけあぬけけ うふたとつさせけさそう ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ.
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み そさそせねけしあ さとちつふ つてかせそえちあなけけ け すあのけ-
せそたけつけ 〈¨╉ 』』』『, たかねあてあてへ とすかしあ, てそ, 
せかおそしえそ おとすあみ, せあいちあしあ てかしかなそせ ╊うえかせけみ 
》かてちそうけねあ. 》ちかおつてあうしみまつへ:

— 〈そみ なあすけしけみ ╆あきあせ.
╇ そてうかて すそしねあせけか, たそてそす とおけうしかせせふこ 

うそたちそつ:
— 】 ╇あつ てあさあみ なあすけしけみ?
っ, う つうそま そねかちかおへ, とおけうしかせあ ちかあさぬけかこ, 

せそ たちそおそしきあま:
— ′そうとて すかせみ 〉あてあのあ.
〈そしねあせけか, け ときか つそうかちのかせせそ とおけう-

しかせせふこ えそしそつ:
— ╇あつ ねてそ, てあさ け くそうとて — 〉あてあのあ?
》ちそ つかいみ おとすあま, たそねかすと ほてそて ねかしそうかさ 

てあさ とおけうしかせ, 〉あてあのあ — おそうそしへせそ ちあつたちそつてちあせかせせそか けすみ. 〉そ さそえおあ すせか 
せあくうあしけ なあすけしけま ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ, あ たそてそす み とくせあしあ, ねてそ けすみ かえそ 
つとたちとえけ 〉あてあのあ, すせか つてあしそ うつか たそせみてせそ. 

』けすたあてけま さ ほてそこ せかくせあさそすそこ すせか てそえおあ 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか ╆あきあせそ-
うそこ み けつたふてあしあ つちあくと. 『あいそてあみ う ¨╅〈》か, そいはあみつへ つ さそししかえあすけ, おあ かはか けく 
させけえ ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ み つてあしあ とくせあうあてへ いそしへのか け そ せかす つあすそす, け そ かえそ 
くあすかねあてかしへせふに ちそおけてかしみに, け そ かえそ とおけうけてかしへせそこ つとたちとえか. ぁかつてせそ つさあきと, 
すそみ つけすたあてけみ いふつてちそ たかちかのしあ う うそつにけはかせけか. 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ いふしあ 
せかそちおけせあちせそこ きかせはけせそこ, そ てあさけに えそうそちみて: そおせあ せあ すけししけそせ. 【あさとま えあち-
すそせけま — とすあ, さちあつそてふ, おそいちそきかしあてかしへせそつてけ, たちかおあせせそつてけ ちそおけてかしみす, 
すときと — せか てあさ ねあつてそ うつてちかてけのへ.

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ ╆あきあせそうあ いふしあ ╋かせはけせそこ つ いそしへのそこ いとさうふ: 
さちあつけうそこ, ほしかえあせてせそこ, つ いかくとたちかねせふすけ すあせかちあすけ け うさとつそす. 〉あてあしへみ 
╊うえかせへかうせあ いふしあ 》ちそなかつつけそせあしそす つ いそしへのそこ いとさうふ: けくうかつてせふす け あうてそ-
ちけてかてせふす う せあとねせそす すけちか うそつてそさそうかおそす-さそちかけつてそす, あうてそちそす すせそえそねけつ-
しかせせふに させけえ け つてあてかこ, とねあつてせけぬかこ すせそきかつてうあ すかきおとせあちそおせふに さそせなか-
ちかせぬけこ.

《せあ いふしあ け ╋かせそこ つ いそしへのそこ いとさうふ: しまいみはかこ, くあいそてしけうそこ, たそせけ-
すあまはかこ け たちそはあまはかこ; たかちうふす ねけてあてかしかす け さちけてけさそす させけえ け つてあてかこ, 
せあたけつあせせふに ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす; かえそ おちとえそす け たそすそはせけさそす け う ちあおそ-
つてけ, け う たかねあしけ. ╈そうそちみて, そ すときねけせか つとおみて せか てそしへさそ たそ かえそ たちそなかつつけそ-
せあしへせふす おそつてけきかせけみす, せそ け たそ てそすと, さあさあみ きかせはけせあ けおかて ちみおそす つ せけす 
たそ きけくせけ. ¨すかてへ う きかせあに てあさとま, さあさ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ, ときか いふしそ いそしへ-
のけす つねあつてへかす.

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ いふしあ け ╉そねかちへま つ いそしへのそこ いとさうふ: つさそしへさそ 
おとのかうせふに け なけくけねかつさけに つけし, しまいうけ け くあいそてふ そせあ そておあしあ おうとす すあすあす — 
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つうそかこ け すあすか ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ, そつてあしへせふす ちそおつてうかせせけさあす つかすへけ ╆あきあ-
せそうふに.

〈ふ せけ ちあくと せか うつてちかてけしけつへ つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ. [そえおあ-てそ み たちそねしあ 
と ╉そつてそかうつさそえそ う «╆ちあてへみに [あちあすあくそうふに», ねてそ つすかちてへ すそきせそ うふちあくけてへ 
おうとすみ つしそうあすけ: «』しけのさそす たそくおせそ!» 》そくおせそ たちそけくせかつてけ つしそうあ, さそてそちふか 
すそきせそ いふしそ つさあくあてへ, たそくおせそ つおかしあてへ おうけきかせけか, さそてそちそか すそえしそ うふちあくけてへ 
うあのけ そてせそのかせけみ. 〉そ ほてけすけ たそくおせけすけ つてちそさあすけ そ 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか 
み にそてかしあ つさあくあてへ: そねかせへ つそきあしかま, ねてそ すふ つ せかこ てあさ け せか たそくせあさそすけしけつへ, 
すせか きあしへ, ねてそ み せか つさあくあしあ かこ, さあさ けせてかちかつせあ おしみ すかせみ いふしあ かか きけくせへ, 
たちけくせあてへつみ かこ, ねてそ そせあ いふしあ ねかしそうかさそす, さそてそちふこ すせか そねかせへ せちあうけしつみ. 
╈そちへさそ そつそくせあうあてへ, ねてそ すふ ときか せけさそえおあ せか うつてちかてけすつみ. 』しけのさそす たそくおせそ.

』うかてしあみ たあすみてへ 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか. ╅ たあすみてへ そ せかこ う つかちおぬあに しまおかこ, 
くせあうのけに かか, そつてあせかてつみ せあうつかえおあ.

╆かしそいちそう ょ.っ.*

′あすかねあてかしへせあみ しけねせそつてへ け いしかつてみはけこ とねかせふこ

〉あさあせとせか 80-しかてけみ つうそかえそ そつせそうあせけみ ╉けたしそすあてけねかつさあみ あさあおかすけみ 〈¨╉ 
『そつつけけ け うかつへ かか さそししかさてけう たそせかつしけ てみきかしとま とてちあてと. 】のかし けく きけくせけ 
くあすかねあてかしへせふこ, すせそえそえちあせせそ そおあちかせせふこ ねかしそうかさ みちさそこ けせおけうけおとあしへ-
せそつてけ, てあしあせてしけうふこ とねかせふこ, たちけくせあせせふこ あうてそちけてかて う そいしあつてけ すかきおと-
せあちそおせふに そてせそのかせけこ, たそしけてそしそえけけ け ちみおあ おちとえけに せあとねせふに つなかち, 
たそねかてせふこ おそさてそち ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ 
╆あきあせそうあ.

『あくおかしみみ えしといそさとま つさそちいへ かか つとたちとえあ — ちかさてそちあ ╉けたあさあおかすけけ ╊うえか-
せけみ 》かてちそうけねあ ╆あきあせそうあ — う つうみくけ つ たそてかちかこ しまいけすそえそ おちとえあ け たちか-
おあせせそえそ つそちあてせけさあ, にちあせけてかしみ つかすかこせそえそ そねあえあ, しとねのかか, ねてそ すふ すそきかす 
つおかしあてへ, ねてそいふ にそてへ さあさ-てそ そつしあいけてへ たかちかきけうあかすそか けす えそちか, ほてそ せか てそしへさそ 
にちあせけてへ おそいちとま たあすみてへ そい ほてそこ ねけつてそこ いしあえそちそおせそこ しけねせそつてけ, せそ 
け いかちかねへ, てはあてかしへせそ けくとねあてへ け うつみねかつさけ ちあくうけうあてへ そつてあうしかせせそか かま いそえあ-
てそか せあとねせそ-たといしけぬけつてけねかつさそか せあつしかおつてうそ う てあさけに そいしあつてみに, さあさ すかきおと-
せあちそおせふか そてせそのかせけみ, けつてそちけねかつさあみ せあとさあ, たそしけてそしそえけみ, つそぬけそしそえけみ, 
ほさそせそすけさあ け おちとえけか.

ゅてそ せあつしかおけか うさしまねあかて おかつみてさけ すそせそえちあなけこ, つそてせけ つてあてかこ, おそさしあおそう 
け けつつしかおそうあせけこ, たそおえそてそうしかせせふに かま しけねせそ しけいそ つそうすかつてせそ つ つとたちとえそす 

* ょちけこ っさそうしかうけね ╆かしそいちそう — さあせおけおあて たそしけてけねかつさけに せあとさ, つてあちのけこ せあとねせふこ つそてちとおせけさ 
¨せ つてけてとてあ あさてとあしへせふに すかきおとせあちそおせふに たちそいしかす ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ.
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け さそししかえあすけ たそ せあとねせそすと ちかすかつしと たそ つあすふす きえとねけす, せあけいそしかか つしそき-
せふす け うかつへすあ たちそてけうそちかねけうふす あつたかさてあす すかきおとせあちそおせふに たちそぬかつつそう せあ 
╉あしへせかす ╇そつてそさか, う ╅【『 け う えしそいあしへせそす すあつのてあいか. ゅてそ せあつしかおけか うたそしせか 
くあつしときかせせそ うそのしそ う «くそしそてそこ なそせお» てちとおそう け とねかいせふに たそつそいけこ 『そつつけけ 
たそ つそそてうかてつてうとまはかこ てかすあてけさか.

[ えしといそさそすと つそきあしかせけま, すせか しけねせそ せか たちけのしそつへ うつてちかねあてへつみ つ ほてそこ 
くあすかねあてかしへせそこ しけねせそつてへま け うふおあまはけすつみ とねかせふす, たそほてそすと う そぬかせさか かか 
ねけつてそ ねかしそうかねかつさけに さあねかつてう たそしせそつてへま おそうかちみま すせかせけま そ せかこ さあさ たちけ-
みてせそす うそ うつかに そてせそのかせけみに, そてくふうねけうそす け つさちそすせそす ねかしそうかさか, うふつさあくふうあ-
かすそすと うつかすけ さそししかえあすけ, さそてそちふす うふたあしそ つねあつてへか いふてへ う さちとえと かか おちとくかこ 
け くせあさそすふに け, ねてそ そつそいかせせそ うあきせそ, てかつせそ つそてちとおせけねあてへ つ せかこ う せあとねせふに 
け とねかいせふに たちそかさてあに.

╉ちとえそか おかしそ — かか うかしけさそしかたせふか せあとねせそ-たといしけぬけつてけねかつさけか てちとおふ, 
そたといしけさそうあせせふか う そいはかこ け せあとねせそこ たかちけそおけさか 『そつつけけ, [けてあみ, 』ぃ╅, 
ょきせそこ [そちかけ け すせそえけに おちとえけに つてちあせ, さそてそちふか そてさちふてふ け おそつてとたせふ 
うつかす. 》そおえそてそうしかせせふか せあ たちそてみきかせけけ せかつさそしへさけに おかつみてけしかてけこ, そせけ 
たそさそちみまて えしといけせそこ, そいひかさてけうせふす け てはあてかしへせそ うふうかちかせせふす あせあしけくそす 
いふつてちそ け ちあおけさあしへせそ すかせみまはかこつみ つけてとあぬけけ う すけちか.

っ, さ たちけすかちと, つ いそしへのけす とおそうそしへつてうけかす けくとねあし くあすかねあてかしへせふか けつつしか-
おそうあせけみ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ たそ てあさけす うあきせふす てかすあす, さあさ とちかえとしけちそうあせけか 
つけてとあぬけけ せあ [そちかこつさそす たそしとそつてちそうか, そいかつたかねかせけか いかくそたあつせそつてけ う ╅【『, 
せかちあつたちそつてちあせかせけか 《〈】 け て.お. 《つそいかせせそ つけしへせそか うたかねあてしかせけか たちそけく-
うかしけ せあ すかせみ てあさけか かか すそせそえちあなけけ, さあさ «[そちかこつさあみ うそこせあ 1950—1953 ええ.» 
け «╇せかのせかほさそせそすけねかつさけか つうみくけ [〉╉『», たそおえそてそうしかせせふか せあ そつせそうか けくと-
ねかせけみ つかさちかてせふに あちにけうそう け ちあつさちふうのけか すせそえけか てあこせふか たちときけせふ «つあすそこ 
くあえあおそねせそこ うそこせふ ｠｠ うかさあ» け うつか かはか くあさちふてそこ おしみ たそせけすあせけみ すせそえけに 
てかすふ ほさそせそすけさけ [〉╉『. ゅてけ えしといそさけか たそ つそおかちきあせけま ちあいそてふ たそすそえしけ 
すせか たそせみてへ, さあさ いとおかて ちあくうけうあてへつみ つけてとあぬけみ う ほてそす うあきせそす おしみ いかくそたあつ-
せそつてけ せあのかこ つてちあせふ ちかえけそせか. 《つそいふこ けせてかちかつ うふくうあし かか てはあてかしへせそ 
うふうかちかせせふこ たちそえせそく たかちつたかさてけう そいひかおけせかせけみ [そちかけ け とちかえとしけちそうあせけみ 
みおかちせそこ たちそいしかすふ せあ たそしとそつてちそうか.

｠そてかしそつへ いふ てあさきか せあたそすせけてへ, ねてそ けすかせせそ 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか たちけ-
せあおしかきあしあ たちそちあいそてあせせあみ う さそせぬか 80-に — せあねあしか 90-に えそおそう たちそのしそえそ 
つてそしかてけみ さそせぬかたぬけみ せかそいにそおけすそつてけ さそちかせせそこ たかちかそぬかせさけ せあのかこ おあしへ-
せかうそつてそねせそこ たそしけてけさけ. ╊か ちかあしけくあぬけみ たそくうそしけしあ たちかそおそしかてへ くあてみせとう-
のけこつみ せあ すせそえけか えそおふ さちけくけつ う そてせそのかせけみに つ [けてあかす, あ てあさきか せあしあおけてへ 
うくあけすそうふえそおせふか そてせそのかせけみ つ ょきせそこ [そちかかこ, つそにちあせけう たちけ ほてそす せあのけ 
つうみくけ つ [〉╉『.

╇ふうそお 〉.╊. ╆あきあせそうそこ そ うあきせそつてけ たちそうかおかせけみ ついあしあせつけちそうあせせそえそ 
さとちつあ せあ うふつてちあけうあせけか てかつせふに たあちてせかちつさけに そてせそのかせけこ つ そいかけすけ [そちか-
みすけ, せあぬかしかせせそえそ せあ そいかつたかねかせけか すけちあ け いかくそたあつせそつてけ う ちかえけそせか け そいひ-
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かおけせかせけか う いとおとはかす ほてけに おうとに つてちあせ う かおけせそか えそつとおあちつてうそ せあ すけちせそこ 
け おかすそさちあてけねかつさそこ そつせそうか, そつてあかてつみ そおせけす けく うあきせふに たちけそちけてかてそう 
たそしけてけさけ 『そつつけけ う ╅【『.

╆そこさそうあ ╊.╇.*

I will survive

』 〉あてあのかこ ╆あきあせそうそこ み たそくせあさそすけしあつへ 
う 1971 えそおと, さそえおあ たちけのしあ ちあいそてあてへ う そておかし 
[そちかけ, 〈そせえそしけけ け ╇へかてせあすあ ¨せつてけてとてあ 
うそつてそさそうかおかせけみ ╅さあおかすけけ せあとさ 』』』『. 
〈ふ そいか とねけしけつへ う 〈╈¨〈《, せそ せあ ちあくせふに 
なあさとしへてかてあに け さとちつあに. 【ちとおみつへ うすかつてか, すふ 
せか つてあしけ いしけくさけすけ たそおちとえあすけ, せそ うつかえおあ 
つ とおそうそしへつてうけかす そいはあしけつへ け, つすかま せあおか-
みてへつみ, おそうかちみしけ おちとえ おちとえと.

╇ せあねあしか 1970-に えそおそう う せあのかす そておかしか 
せあつねけてふうあしそつへ すせそえそ すそしそおふに せあとね-
せふに つそてちとおせけさそう, け さあきおふこ けく せけに いふし 
けせてかちかつかせ. 〉そ 〉あてあのあ うふおかしみしあつへ つちかおけ 
うつかに. 《せあ ときか うふのしあ くあすとき, け つかすへみ いふしあ 
と せかか, さあさ すせか さあきかてつみ, うつか きか せあ たかちうそす 
すかつてか. 》ちけ ほてそす さ ちあいそてか そせあ そてせそつけしあつへ 

そねかせへ そてうかてつてうかせせそ, たそおてうかちきおかせけかす ねかえそ つてあしけ かか たそつしかおとまはけか うふおあ-
まはけかつみ おそつてけきかせけみ う せあとさか.

[そえおあ と 〉あてあのけ つかちへかくせそ くあいそしかしあ すあすあ, そせあ うつま つかいみ たそつうみてけしあ かこ. 〉そ 
う てそ きか うちかすみ 〉あてあのあ そつてあうあしあつへ うかつかしふす ねかしそうかさそす, としふいあしあつへ, そいしあおあしあ 
たちかさちあつせふす ねとうつてうそす ますそちあ. 《せあ たそせけすあしあ しまおかこ, たそ-おそいちそすと, いかく たちかお-
うくみてそつてけ そてせそつけしあつへ さ そさちときあまはけす. 〉か たそすせま せけ かおけせそえそ つしとねあみ, ねてそいふ 
そせあ つ さかす-せけいとおへ つつそちけしあつへ けしけ うふみつせみしあ そてせそのかせけみ. ゅてそ せか そくせあねあかて, 
ねてそ 〉あてあのあ うつかえおあ け うそ うつかす つそえしあのあしあつへ つそ うつかすけ. 《せあ けすかしあ つそいつてうかせ-
せそか すせかせけか け つすかしそ かえそ うふつさあくふうあしあ, けすかしあ ねかてさとま きけくせかせせとま たそくけぬけま. 
╆ふしあ そせあ おそいちそこ, せそ せか おそいちかせへさそこ. ¨ そねかせへ せあおかきせふす ねかしそうかさそす, う ねかす 
み せか ちあく といかきおあしあつへ. 〉あてあのあ うつかえおあ いふしあ えそてそうあ たそすそねへ.

¨, さそせかねせそ, 〉あてあのあ しまいけしあ け とうあきあしあ つうそま たちそなかつつけま うそつてそさそうかおあ-
すかきおとせあちそおせけさあ. ╇ 〈╈¨〈《 う 1960—1970-か えそおふ そねかせへ にそちそのそ えそてそ-

* ╊しかせあ ╇しあおけすけちそうせあ ╆そこさそうあ — つてあちのけこ せあとねせふこ つそてちとおせけさ ¨せつてけてとてあ うそつてそさそうかおかせけみ 『╅〉.
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うけしけ つたかぬけあしけつてそう-さそちかかうかおそう, うそ すせそえそす いしあえそおあちみ 〉けせか 》かてちそうせか 
』かすかせそうそこ, さそてそちとま おそ つけに たそち つ いしあえそおあちせそつてへま うつたそすけせあまて いふうのけか 
つてとおかせてふ. 〉あてあのあ いふしあ そおせそこ けく しまいけすふに かか とねかせけぬ, たそてそすと ねてそ ときか 
てそえおあ たちそみうけしあ えしといそさけこ けせてかちかつ さ けくとねかせけま [そちかけ. ｠そちそのそ たそすせま, 
さあさ 〉あてあのあ うかちせとしあつへ う 〈そつさうと たそつしか そおせそこ けく くあちといかきせふに さそすあせおけちそ-
うそさ, う さそてそちそこ せあにそおけしあつへ つ つとたちとえそす ╊.》. ╆あきあせそうふす, せあ くあはけてと さあせおけ-
おあてつさそこ おけつつかちてあぬけけ たそ 』かうかちせそこ [そちかか. 』そけつさあてかしへせけぬあ そねかせへ うそしせそ-
うあしあつへ, せそ たちけ ほてそす つそにちあせみしあ うせかのせかか つたそさそこつてうけか, おかすそせつてちけちそうあしあ 
とうかちかせせそつてへ. ╇かおへ てかすと 〉あてあのあ くせあしあ いしかつてみはか, つてあう さ ほてそすと うちかすかせけ 
たちかさちあつせふす つたかぬけあしけつてそす う そいしあつてけ さそちかかうかおかせけみ.

〉かとおけうけてかしへせそ, ねてそ つ えそおあすけ 〉あてあのあ うふちそつしあ う くあすかねあてかしへせそえそ うそつ-
てそさそうかおあ のけちそさそえそ たちそなけしみ, そ ねかす つうけおかてかしへつてうとまて かか たといしけさあぬけけ. 〉そ 
ねてそ けせてかちかつせそ: 〉あてあのあ せか けくすかせけしあ 』かうかちせそこ [そちかか, くあはけてけう う 2003 え. 
おそさてそちつさとま おけつつかちてあぬけま たそ ほてそこ つてちあせか う ょきせそこ [そちかか. [あさ そせあ とつたか-
うあしあ てあさ すせそえそ ちあいそてあてへ け せあたけつあてへ つてそしへさそ させけえ け つてあてかこ? ╇つか おかしそ 
う てそす, ねてそ 〉あてあのあ いふしあ ぬかしかとつてちかすしかせせふす, そてうかてつてうかせせふす, うふつそさそたちそ-
なかつつけそせあしへせふす ねかしそうかさそす. 〉そ えしあうせそか, さあさ すせか さあきかてつみ, そせあ しまいけしあ 
せあとねせとま ちあいそてと, しまいけしあ ╇そつてそさ.

╇ 〉あてあのか つそねかてあしけつへ さあねかつてうあ きかせはけせふ, きかせふ, おそねかちけ つ さあねかつてうあすけ 
けつつしかおそうあてかしみ, とうあきけてかしへせそ そてせそつけうのかえそつみ さ せあとさか, さ つてちあせか けくとねかせけみ. 
《せあ つかちへかくせそ そてせそつけしあつへ さそ うつかすと, ねかす くあせけすあしあつへ.

¨ かはか 〉あてあのあ そてしけねあしあつへ そたてけすけくすそす. 》ちけ ほてそす と せかか, さあさ と うつかに, 
いふうあしけ う きけくせけ てちとおせふか すけせとてふ. っ たそすせま かか ちあつつさあく そ てそす, さあさ う すけ-
せとてふ えちとつてけ そせあ うさしまねあしあ たかつせま ╈しそちけけ ╈かこせそち «I will survive» け てあせ-
ぬかうあしあ.

╇ ぬかしそす きか 〉あてあのあ ╆あきあせそうあ たちそきけしあ けせてかちかつせとま け つねあつてしけうとま 
きけくせへ. ╊か うつか とうあきあしけ け しまいけしけ け さあさ つたかぬけあしけつてあ, け たちそつてそ さあさ えしと-
いそさそえそ, てそせさそえそ, そてくふうねけうそえそ ねかしそうかさあ. 』 えそおあすけ そせあ すあしそ けくすかせけしあつへ 
け そつてあしあつへ てあさそこ きか うかつかしそこ, おそいちそこ, えそてそうそこ たちけこてけ せあ たそすそはへ, ねとう-
つてうけてかしへせそこ, おとのかうせそ てそせさそこ, さあさそこ いふしあ う すそしそおそつてけ. 『あせへのか そ てあさそす 
ねかしそうかさか つさあくあしけ いふ: «《せあ けく XIX うかさあ». 』かこねあつ, うそ うてそちそす おかつみてけしかてけけ 
XXI うかさあ, そ 〉あてあのか すそきせそ つさあくあてへ: «《せあ ねかしそうかさ けく XX うかさあ», たそおちあく-
とすかうあみ たそお ほてけすけ つしそうあすけ かか うそつたけてあせけか, そてせそのかせけか さ きけくせけ, しまおみす, 
たちそなかつつけけ, かか てそせさとま せあてとちと.

╇ たそつしかおせかか うちかすみ み ねあつてそ おとすあしあ そ てそす, ねてそ せあおそ たそくうそせけてへ 〉あてあのか, 
つたちそつけてへ, さあさ と せかか おかしあ, さあさ くおそちそうへか, うつたそすせけてへ そ えそおあに つそうすかつてせそこ 
ちあいそてふ う ¨せつてけてとてか うそつてそさそうかおかせけみ. 〉そ せか とつたかしあ… ╇ すそかこ たあすみてけ そせあ 
せあうつかえおあ そつてあせかてつみ すそしそおそこ, さちあつけうそこ, としふいねけうそこ, ちあおそつてせそこ. 〉あてあのあ, 
み うつかえおあ そ てかいか たそすせけしあ け せけさそえおあ てかいみ せか くあいとおと.
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╈かちあつさけせあ 〉.》.*

《せあ せかつしあ つうかて け おそいちそ

[そえおあ ねかしそうかさ たかちかにそおけて う «すけち けせそこ», 
そせ とにそおけて う ╇かねせそつてへ, せそ せか けつねかくあかて 
せあうかねせそ. 《せ そつてあかてつみ う たあすみてけ てかに, さてそ 
いふし ちみおそす: ちそおせふに け いしけくさけに, おちとくかこ 
け くせあさそすふに. 〉あうつかえおあ.

〉あてあのあ ╆あきあせそうあ いふしあ ねかしそうか-
さそす つうかてしふす, とすせふす, けせてかししけえかせてせふす 
け いしあえそちそおせふす. 】しふいねけうふす け とおけうけ-
てかしへせそ さそすすとせけさあいかしへせふす. 《せあ せかつしあ 
つうかて け おそいちそ. ╈しみおみ せあ かか なそてそえちあなけけ, 
うけおけのへ, そはとはあかのへ, ねてそ そせあ さあさ いとおてそ 
つうかてけてつみ けくせとてちけ.

《せあ, さあさ すせか さあきかてつみ, とすかしあ せあにそおけてへ 
そいはけこ みくふさ つ さあきおふす, つそ うつかすけ, おあきか 
つ すあしそくせあさそすふすけ かこ しまおへすけ. 《せあ たそしあ-
えあしあ, ねてそ しまおけ うつてちかねあまてつみ おちとえ つ おちと-
えそす せか たちそつてそ てあさ, つしとねあこせそ. ぁてそ そせけ 

«たちけにそおみて さ せあす たそ たちそつてちあせつてうと» せか つしとねあこせそ, あ くせあねけて, つ そたちかおかしかせ-
せそこ すけつつけかこ.

〈けつつけみ, たちあうおあ, さあさ たそさあくふうあかて きけくせへ, すそきかて いふてへ ちあくせそこ, せか うつかえおあ 
てそしへさそ つそ くせあさそす «たしまつ». 《ねかうけおせそ, そおせあさそ, ねてそ, さあさ ねかしそうかさ うかちとまはけこ, 
そせあ たちけせけすあしあ うつかに け うつみ つそ つすけちかせけかす, さあさ け たそおそいあかて にちけつてけあせけせと. 
╅ てあさそこ たそおにそお てちかいとかて そえちそすせふに とつけしけこ け さちそたそてしけうそこ ちあいそてふ せあお 
つそいそこ.

〉あうかちせそか, かこ おあしかさそ せか うつかえおあ いふしそ しかえさそ け たちそつてそ, あ きけくせへ うちみお しけ 
いふしあ あいつそしまてせそ いかくそいしあねせそこ. ｠そてかしそつへ いふ, ねてそいふ うつかえおあ いふしそ おとのかうせそ 
さそすなそちてせそ, ちあおそつてせそ け つねあつてしけうそ. 〉そ てあさ せか たそしとねあかてつみ. 〉かつそすせかせせそ, 
いふしけ け てちかうそえけ, いそしかくせけ, ちあくそねあちそうあせけみ, てちとおせそつてけ. ぁかえそ つてそけて そおけせ 
てそしへさそ すせそえそしかてけこ とにそお くあ いそしへせそこ すあてかちへま?!

》ちけ うつかす ほてそす 〉あてあのあ たちそけくうそおけしあ うたかねあてしかせけか ねかしそうかさあ つねあつてしけ-
うそえそ, とおそうしかてうそちかせせそえそ てかす, さあさ つしそきけしあつへ かか きけくせへ: け つかすかこせあみ, け たちそ-
なかつつけそせあしへせあみ. ╇ たそねてけ たみてけおかつみてけしかてせかす (!) いちあさか つ しまいけすふす ねかしそ-
うかさそす, ねてそ つあすそ たそ つかいか えそうそちけて そ すせそえそす, そせあ ちかあしけくそうあしあ つかいみ け さあさ 

* 〉あてあしへみ 》かてちそうせあ ╈かちあつさけせあ — さあせおけおあて なけしそしそえけねかつさけに せあとさ, 》そねかてせふこ たちそなかつつそち ╉けたしそ-
すあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ, せあねあしへせけさ 】たちあうしかせけみ たそおえそてそうさけ せあとねせふに さあおちそう うふつ-
のかこ さうあしけなけさあぬけけ ╉けたあさあおかすけけ.
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とねかせふこ-うそつてそさそうかお. 』うけおかてかしへつてうそ てそすと — かか せあとねせふか てちとおふ. 』てちかすしか-
せけか さ くせあせけみす いふしそ くあしそきかせそ う かか せあてとちか, さあさ け きかしあせけか たそおかしけてへつみ けすけ 
つ おちとえけすけ.

】すせけぬあ, そせあ そさそせねけしあ のさそしと つ くそしそてそこ すかおあしへま, あ けせつてけてとて (せか 
さあさそこ-せけいとおへ, あ けくうかつてせふこ, たちかつてけきせふこ け つしそきせふこ — 〈╈¨〈《) — 
つ «さちあつせふす おけたしそすそす». ¨ おかしけてへつみ くせあせけみすけ せあねあしあ かはか いとおとねけ つてと-
おかせてさそこ-そてしけねせけぬかこ. 】きか てそえおあ, とつたかのせそ そうしあおかう さそちかこつさけす みくふさそす, 
〉あてあのあ たちけつてとたけしあ さ たちかたそおあうあてかしへつさそこ おかみてかしへせそつてけ.

╇ うふちあいそてさか たかおあえそえけねかつさけに せあうふさそう, せかそいにそおけすふに おしみ とつたかのせそえそ 
たちかたそおあうあせけみ, かこ たそすそえあしけ, たそしあえあま, たちけちそおせあみ さそすすとせけさあいかしへせそつてへ, 
そてさちふてそつてへ, うせとてちかせせかか きかしあせけか つそうかちのあてへ おそいちふか おかしあ, «せかつてけ つうかて» 
しまおみす. 

〉あうかちせそか, ときか さ そさそせねあせけま けせつてけてとてあ ほてそ いふし かはか そねかせへ すそしそおそこ, 
せそ うたそしせか つしそきけうのけこつみ つたかぬけあしけつて-すかきおとせあちそおせけさ, たちかたそおあうあてかしへ 
け けつつしかおそうあてかしへ. ╅つたけちあせてとちあ, くあはけてあ さあせおけおあてつさそこ, あ くあてかす け おそさてそち-
つさそこ おけつつかちてあぬけこ しそえけねせそ うつてちあけうあまてつみ う ほてと たあちあおけえすと. 〈せそえそ せあとねせふに 
てちとおそう つそくおあせそ かま つあすそこ, すせそえそ — うすかつてか つ つとたちとえそす, ╊.》. ╆あきあせそうふす.

¨ うつか ほてそ — せあちみおと つ くあえちあせさそすあせおけちそうさあすけ たそ すかつてと つしときいふ すときあ. 
〉そうふか つてちあせふ, そいふねあけ, とさしあお きけくせけ. ¨せてかちかつせそ? ╆かくとつしそうせそ. 》ちけ ほてそす 
せかけくいかきせふか てちとおせそつてけ: ついそちふ, たかちかかくおふ, そいとつてちそこつてうそ せあ せそうそす すかつてか, 
あおあたてあぬけみ さ せそうふす とつしそうけみす け そいつてそみてかしへつてうあす.

〉あてあのあ いふしあ そてさちふてあ さそ うつかすと せそうそすと. [あきかてつみ, ねてそ そせあ つ とおそ-
うそしへつてうけかす たそおたけてふうあしあつへ せそうふすけ うたかねあてしかせけみすけ, うつてちかねかこ つ せそうふすけ 
ちかあしけみすけ, せそうふすけ しまおへすけ. ╊こ うつか ほてそ いふしそ せか う てみえそつてへ, あ う ちあおそつてへ. 
』てそけて てそしへさそ たそつすそてちかてへ せあ なそてそえちあなけけ, くあたかねあてしかうのけか かか う ほてけに せそうふに 
け, つとおみ たそ うつかすと, ちあおそつてせそ-けせてかちかつせふに おしみ せかか そいつてそみてかしへつてうあに. 〉あ うつかに 
なそてそえちあなけみに すそきせそ うけおかてへ そいあみてかしへせとま きかせはけせと, つねあつてしけうとま, そてさちふ-
てとま すけちと け しまおみす, せあたそしせかせせとま しまいそうへま, つうかてそす け ちあおそつてへま.

[あくあしそつへ いふ, きけてへ おあ きけてへ. 〉そ… くかすせあみ きけくせへ けすかかて つうそけ たちかおかしふ 
け たそおねけせみかてつみ うふつのけす くあさそせあす. ╇さとつけう そてうかおかせせふか かすと う くかすせそこ きけくせけ 
えそちかつてけ け ちあおそつてけ, ねかしそうかさ ちあせそ けしけ たそくおせそ そつてあうしみかて ほてそて すけち, くあうかち-
のあかて つうそこ きけくせかせせふこ たとてへ.

《つてあかてつみ いしあえそおあちせあみ たあすみてへ そ せかす, そはとはかせけか てそえそ, ねてそ ねかしそうかさ 
うつかえおあ いふし け いとおかて ちみおそす. 《つてあかてつみ そはとはかせけか つうかてあ け おそいちあ, けつにそおみはかえそ 
そて さちあつけうそえそ ねかしそうかさあ — 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ ╆あきあせそうそこ.
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╉きあせえけちみせ ╇.╈.*

】にそおみて しとねのけか

』とおへいあ せかたちかおつさあくとかすあ け たそちそこ きかつてそさあ. 
《せあ けつたふてふうあかて せあつ け くあいけちあかて てそ, ねてそ 
いかつぬかせせそ, てと, さそてそちそこ すそきせそ おそうかちみてへ, てと, 
さそてそちとま せかしへくみ せか しまいけてへ, つ さかす にそちそのそ 
け せあ 『そおけせか, け う ╅すかちけさか, け う [けてあか, 
け う 〉そうそこ ′かしあせおけけ, け たそうつまおと, たそてそすと
ねてそ せか たそおうかおかて てかいみ, たそてそすと ねてそ とすせあ, 
たちかおあせせあ. 《せあ け させけえけ, せあとねせふか つてあてへけ 
たけのかて, そせあ け てかいみ たそせけすあかて, け しまおかこ おちと-
えけに さとしへてとち とうあきあかて. 》そいふうあう たそうつまおと 
せあ たしあせかてか, そせあ うかちせあ 『そおけせか け てかいか, 
そつてあしあつへ おそつてとたせそこ う そいはかせけけ, えそちおそこ 
け たちかさちあつせそこ.

【あさそか おあせそ せか さあきおそすと. 《せあ しまいけすあ 
け しまいけすあ いかくすかちせそ け けつさちかせせか. ╇くえしみ-

せけてか せあ かか なそてそえちあなけけ. 【あす 《せあ け 《せけ, せか つねけてあみ たちかくけおかせてそう, すけせけ-
つてちそう, たそつしそう. 〉そ 《せあ — う ぬかせてちか.

】にそおみて しとねのけか.
』うかてしあみ たあすみてへ 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか ╆あきあせそうそこ.

╊たけなあせそうあ ¨.〉.**

〉かいそしへのそか ほつつか そ いそしへのそす ねかしそうかさか
Esse quam videri.

(╆ふてへ, あ せか さあくあてへつみ)

«╆ふてへ» けしけ «さあくあてへつみ»? ╇ せあのかこ きけくせけ うつか すふ つてあしさけうあかすつみ う ちあくせふに 
つけてとあぬけみに つ ほてそこ おけしかすすそこ. ¨ さあさ ねあつてそ すふ うつてちかねあかす しまおかこ, さそてそちふか 
ちみおみてつみ う ねときけか そおかきおふ, けくそいちあきあまて いとちせとま おかみてかしへせそつてへ, たちそけくせそつみて 
さちあつけうふか ちかねけ, つてちかすみてつみ くあせみてへ たちかつてけきせふか さちかつしあ, けくそ うつかに つけし つてあ-

* ╇しあおけすけち ╈とちえかせそうけね ╉きあせえけちみせ — さあせおけおあて けつてそちけねかつさけに せあとさ, あさあおかすけさ 『╅╊〉, たちそなかつつそち 
さあなかおちふ てかそちけけ け けつてそちけけ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ 『そつつけこつさそえそ とせけうかちつけてかてあ おちときいふ 
せあちそおそう.
** ¨せかつつあ 〉けさそしあかうせあ ╊たけなあせそうあ — くあすかつてけてかしへ たちそちかさてそちあ たそ せあとさか ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 
〈¨╉ 『そつつけけ.
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ちあまてつみ «さあくあてへつみ», あ せか «いふてへ» とすせふすけ 
け とつたかのせふすけ. 〉そ, かつしけ そていちそつけてへ うつま ほてと 
のかしとにと, せあ おかしか たそお ほてけすけ すあつさあすけ たそお-
ねあつ つさちふうあまてつみ えちといふか, すあしそそいちあくそうあせ-
せふか け たしそにそ うそつたけてあせせふか しけぬあ.

╇ そてしけねけか そて せけに 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ 
╆あきあせそうあ, たそしとねけう にそちそのかか うそつたけてあせけか 
う つかすへか つ うふつそさけすけ おとにそうせふすけ くあたちそつあすけ 
け いしかつてみはかか そいちあくそうあせけか う そおせそす けく しとね-
のけに ちそつつけこつさけに とねかいせふに くあうかおかせけこ, せか 
«さあくあしあつへ», あ たそ-せあつてそみはかすと いふしあ けせてかし-
しけえかせてせふす, とすせふす, さちあつけうふす け うせかのせか, 
け たそ おとにと ねかしそうかさそす. [ちあつけうそ いふしそ せか 
てそしへさそ かか しけぬそ, さちあつけうそこ いふしあ け かか おとのあ. 
《せあ けくしとねあしあ つうかて, けおとはけこ けくせとてちけ. ╊か 
とすかせけか そいはあてへつみ つ しまおへすけ, とすかせけか うかつてけ 
ちあくえそうそち, ちあつたそしそきけてへ さ つかいか つそいかつかお-
せけさあ, すかてさそつてへ け そつてちそてあ かか つときおかせけこ, てそせさけこ ますそち, つてけしへ たそうかおかせけみ, 
すあせかちふ, さあくあしそつへ いふ, いふしけ おあせふ かこ つあすそこ たちけちそおそこ. ╇かおへ そいあみせけか ねかしそ-
うかさあ うつか-てあさけ ねあはか くあさしまねあかてつみ う かえそ とすか, あ せか う かえそ うせかのせそつてけ.

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ うつかえおあ いふしあ あさてけうせふす ねしかせそす せあのかえそ さそししかさ-
てけうあ. 《せあ せかそおせそさちあてせそ うふつてとたあしあ つ うふくふうあまはけすけ いそしへのそこ けせてかちかつ 
おそさしあおあすけ せあ せあのけに あさあおかすけねかつさけに せあとねせふに さそせなかちかせぬけみに, う てそす 
ねけつしか け う ¨せつてけてとてか あさてとあしへせふに すかきおとせあちそおせふに たちそいしかす. 《せあ てあさきか 
たちけせけすあしあ とねあつてけか う ちあいそてか おけつつかちてあぬけそせせそえそ つそうかてあ ╉けたしそすあてけねか-
つさそこ あさあおかすけけ たそ けつてそちけけ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ け たそしけてそしそえけけ, 
いとおとねけ せあとねせふす ちとさそうそおけてかしかす せか そおせそえそ おかつみてさあ つそけつさあてかしかこ せあとねせふに 
くうあせけこ, つちかおけ さそてそちふに けくうかつてせふか せふせか たそしけてけねかつさけか おかみてかしけ, う てそす 
ねけつしか くあちといかきせふか, け あさあおかすけさけ 『╅〉. 〉そ おあきか そてつとてつてうとみ, そせあ うつかえおあ 
せかくちけすそ そつてあうあしあつへ つ せあすけ, たそくおちあうしみみ さそえそ-てそ つそ くせあすかせあてかしへせふす つそいふ-
てけかす う かえそ きけくせけ, あ おちとえそすと そさあくふうあみ たそおおかちきさと け たそすそはへ う せかたちそつてふに, 
たそちそま うかつへすあ てちとおせふに つけてとあぬけみに. ╇ せあのかす さそししかさてけうか かか ぬかせけしけ くあ 
いしあえそちそおつてうそ, しまいそうへ さ しまおみす, くあ おそいちそか つかちおぬか, そてくふうねけうそつてへ, たちそつてそてと 
う そいはかせけけ, つてちかすしかせけか せかつてけ おそいちそ, きかしあせけか たそすそねへ う てちとおせふに そいつてそみ-
てかしへつてうあに, くあ てそ, ねてそ そせあ うせそつけしあ つうかて け てかたしそ う おとのけ おちとえけに しまおかこ. ╇つか 
ほてけ さあねかつてうあ くあつしときけうあまて いそしへのそえそ とうあきかせけみ そさちときあまはけに.

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ いふしあ てあさきか えしといそさそ てうそちねかつさけす ねかしそうかさそす, とねか-
せふす け けつつしかおそうあてかしかす, せあにそおみ う てうそちねかつてうか ちあおそつてへ きけくせけ. 』うそけ そいのけち-
せふか くせあせけみ け いかつぬかせせふこ そたふて けつつしかおそうあてかしみ, きかしあせけか たそおかしけてへつみ けすけ 
つ おちとえけすけ そせあ うしそきけしあ う せあとねせふか てちとおふ, さそてそちふか けくおあせふ け けくうかつてせふ 
せか てそしへさそ と せあつ う 『そつつけけ, せそ け くあ ちといかきそす. ╇ ねあつてせそつてけ, すそせそえちあなけけ たそ 
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てあさけす つしそきせふす け すあしそけくとねかせせふす さあさ う そてかねかつてうかせせそこ, てあさ け う すけちそうそこ 
せあとさか たちそいしかすあす, さあさ ほさそせそすけさあ 』かうかちせそこ [そちかけ, [そちかこつさあみ うそこせあ 
(1950—1953), そたといしけさそうあせせふか う てそす ねけつしか う ょきせそこ [そちかか, ったそせけけ, 
』ぃ╅. ╊か ちあいそてふ そてしけねあまてつみ つかちへかくせそつてへま たそおにそおあ け えしといけせそこ くせあせけこ 
たちけ とおけうけてかしへせそこ しかえさそつてけ たけつへすあ け うふくふうあまて け つかえそおせみ いそしへのそこ 
けせてかちかつ とねかせふに-すかきおとせあちそおせけさそう, けつつしかおそうあてかしかこ, おけたしそすあてそう, あ てあさきか 
のけちそさそえそ さちとえあ ねけてあてかしかこ.

〈けち うそさちとえ せあつ たそつてそみせせそ ちあくうけうあかてつみ, つそうかちのかせつてうとかてつみ け つてあせそ-
うけてつみ ねけはか け しとねのか うそ すせそえそす いしあえそおあちみ けすかせせそ てあさけす しけねせそつてみす, 
さあさ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ. ╊か うせかくあたせふこ け いかくうちかすかせせふこ とにそお う ちあつぬうかてか 
なけくけねかつさけに け おとにそうせふに つけし おしみ うつかに せあつ け えそちかさ, け てちあえけねかせ. 〉そ, たそさあ 
すふ たそすせけす せあのけに いしけきせけに, そせけ きけうとて つちかおけ せあつ, きけうとて けに けおかけ, すふつしけ. 
¨に おそいちふか おかしあ け いしあえそちそおせふか たそつてとたさけ いとおとて うつかえおあ せあたそすけせあてへ せあす 
そ せけに. ╆とおかす たそすせけてへ!

′あおそにけせ ╅.╈.*

をかしへせふこ け ねけつてふこ ねかしそうかさ

〉あおそ たちけくせあてへつみ, ねてそ すせか せか ねあつてそ たちけ-
にそおけしそつへ うつてちかねあてへつみ つ 〉あてあしへかこ ╊うえか-
せへかうせそこ ╆あきあせそうそこ. 〉そ ほてけ うつてちかねけ 
くあたそすせけしけつへ. 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ いふしあ 
とおけうけてかしへせふす たそ つうそかこ おそいちそてか け けせてかし-
しけえかせてせそつてけ ねかしそうかさそす. ╊か あとちあ たちけてみ-
えけうあしあ さ つかいか さそししかえ さあさ たそ ╉けたしそすあ-
てけねかつさそこ あさあおかすけけ, てあさ け たそ ¨せつてけてとてと 
うそつてそさそうかおかせけみ 『╅〉. 〈せか たちけにそおけしそつへ 
うすかつてか つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ とねあつてうそ-
うあてへ う せあとねせふに さそせなかちかせぬけみに け さちとえ-
しふに つてそしあに う 〈そつさうか, け せあおそ つさあくあてへ, ねてそ 
かか おそさしあおふ け うふつてとたしかせけみ うつかえおあ いふしけ 
みちさけすけ, せあつふはかせせふすけ けせてかちかつせふすけ 
すふつしみすけ け けおかみすけ. っ さあさ-てそ そさあくあしつみ 
う ¨せつてけてとてか うそつてそさそうかおかせけみ う そておかしか, 

* ╅しかさつあせおち ╈ちけえそちへかうけね ′あおそにけせ — おそさてそち たそしけてけねかつさけに せあとさ, たちそなかつつそち さあなかおちふ すかきおとせあちそお-
せふに そてせそのかせけこ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ.
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えおか ちあいそてあしあ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ, け うけおかし つ さあさそこ しまいそうへま け てかたしそてそこ 
そてせそつけしけつへ さ せかこ さそししかえけ.

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ — たちけくせあせせふこ う 『そつつけけ け くあ ちといかきそす とねかせふこ. 
》ちけねかす そおせけす けく せあたちあうしかせけこ かか けつつしかおそうあせけこ いふしあ さそちかこつさあみ てかすあ. 
《せあ そおせあ けく せかすせそえけに そてかねかつてうかせせふに つたかぬけあしけつてそう, うしあおかうのけに さそちかこ-
つさけす みくふさそす, け けく-たそお かか たかちあ うふのしそ すせそえそ けせてかちかつせふに せあとねせふに すそせそ-
えちあなけこ たそ けつてそちけけ け つそうちかすかせせそこ きけくせけ さそちかこつさそえそ せあちそおあ.

〉あおそ そてすかてけてへ け てうそちねかつさけこ つそまく つとたちとえそう ╆あきあせそうふに. 《せけ うおうそかす 
つそくおあうあしけ なとせおあすかせてあしへせふか け そちけえけせあしへせふか せあとねせふか てちとおふ, そてしけねあま-
はけかつみ たちけ ほてそす いしかつてみはけす つてけしかす. ╇そくへすかす おうとにてそすせとま すそせそえちあなけま 
«╅すかちけさあ: うねかちあ け つかえそおせみ». 《せあ とせけさあしへせあ てかす, ねてそ そおせけす けく けつてそねせけ-
さそう ほてそこ すそせそえちあなけけ みうけしけつへ くあたけつけ つとたちとえそう う たかちけそお けに おけたしそすあてけ-
ねかつさそこ ちあいそてふ う 』ぃ╅ う おあしかさけか 70-か えそおふ たちそのしそえそ うかさあ. ¨ かつしけ すそきせそ 
てそしへさそ おそえあおふうあてへつみ, う さあさけに ちあくおかしあに ほてそえそ おうとにてそすせけさあ たちけつとてつてうとまて 
さそせさちかてせふか つしそうそ け すふつしへ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ, てそ みうせあみ きかせつさあみ おそすけ-
せあせてあ たちそつすあてちけうあかてつみ う てあさけに ちあいそてあに, さあさ «[そちかこつさけか くあちけつそうさけ», 
«[けてあこつさあみ すそくあけさあ», «‒ちあせぬけみ: け [うあくけすそおそ, け [そさそ ぃあせかしへ», «ゅてあ 
えちとつてせそ-うかつかしあみ ¨てあしけみ».

[そししかえけ たそ ¨せつてけてとてと うそつてそさそうかおかせけみ け すふ, つそてちとおせけさけ ╉けたしそ-
すあてけねかつさそこ あさあおかすけけ, そてすかねあしけ, ねてそ そせあ いふしあ せか てそしへさそ さしあつつせふす 
けつつしかおそうあてかしかす う ちあくしけねせふに そいしあつてみに つてちあせそうかおかせけみ け すかきおとせあちそおせふに 
そてせそのかせけこ, せそ け とねかせふす, ちあくちあいあてふうあまはけす つしそきせふか あつたかさてふ たそしけ-
てそしそえけけ, けつてそちけねかつさそこ せあとさけ, ほさそせそすけさけ, たといしけぬけつてけさけ, たかおあえそえけさけ 
け おけたしそすあてけけ.

╆そしかか つそちそさあ しかて 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ そつてあうあしあつへ うかちせそこ け たちかおあせ-
せそこ つとたちとえそこ ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ ╆あきあせそうあ, ちかさてそちあ ╉けたしそすあてけねかつさそこ 
あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ. 』けしへせふこ け うすかつてか つ てかす とおけうけてかしへせそ つさちそすせふこ 
ねかしそうかさ, 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ せあ たちそてみきかせけけ うつかえそ きけくせかせせそえそ たとてけ 
つそにちあせみしあ うかちせそつてへ うふつそさけす すそちあしへせふす たちけせぬけたあす, そつてあうあみつへ ぬかしへせそこ 
け ねけつてそこ しけねせそつてへま. ╉そいちあみ け そてくふうねけうあみ, うつかえおあ えそてそうあみ たそすそねへ つそうか-
てそす け おかしそす, 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ ╆あきあせそうあ せあうつかえおあ そつてあせかてつみ う せあのかこ 
たあすみてけ.
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′あさあとちぬかうあ 【.╅.*

【あしあせて うそ いしあえそ すけちそうそこ せあとさけ

〉かけくいふうせそこ いそしへま う せあのけに つかちおぬあに そてそ-
くうあしあつへ うかつてへ そ いかくうちかすかせせそこ さそせねけせか 
〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ ╆あきあせそうそこ.

〈せそえそ しかて きけくせへ ほてそこ くあすかねあてかしへせそこ 
きかせはけせふ いふしあ てかつせそ つうみくあせあ つ ╉けたしそ-
すあてけねかつさそこ あさあおかすけかこ 〈¨╉ 『そつつけけ. 
】つたかのせふか せあとねせふか け そいはかつてうかせせそ-たそしけ-
てけねかつさけか たちそかさてふ, そつとはかつてうしみうのけかつみ せあ 
せあのかこ たしそはあおさか, いふしけ けせけぬけけちそうあせふ 
かま, そちえあせけくそうあせふ たちけ かか せかたそつちかおつてうかせ-
せそす とねあつてけけ, たそしとねあしけ のけちそさけこ すかきおと-
せあちそおせふこ ちかくそせあせつ いしあえそおあちみ かか おちときいか 
け つそてちとおせけねかつてうと つ けくうかつてせふすけ くあちといかき-
せふすけ とねかせふすけ.

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ いふしあ ねかしそうかさそす 
ぬかしへせふす け ぬかしかとつてちかすしかせせふす. ╇ふいちあう 
おしみ つかいみ う ちあせせかこ すそしそおそつてけ たちそなかつつけま, 

そせあ ときか せけさそえおあ せか けくすかせみしあ かこ. [ とねかいか う 〈╈¨〈《 (せふせか 〈╈¨〈《-】せけ-
うかちつけてかて) そせあ そてせそつけしあつへ つそ うつかこ つかちへかくせそつてへま, ちかおさそこ おしみ すそしそおふに. ╊はか 
いとおとねけ つてとおかせてさそこ, 〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ たそしとねけしあ たちけくせあせけか そて ちとさそうそお-
つてうあ うとくあ. 《ておあうあみ おそしきせそか かか たちけしかきあせけま, えしといそさそこ つあすそつてそみてかしへせそこ 
ちあいそてか せあお けくとねかせけかす ちかおさそえそ おしみ てそこ たそちふ, せそ さちあこせか うあきせそえそ おしみ 
つそうかてつさそこ うせかのせかこ たそしけてけさけ さそちかこつさそえそ みくふさあ, せあつてあうせけさけ 〉あてあしへけ 
╊うえかせへかうせふ いかく そたあつかせけこ おそうかちけしけ かこ, う てと たそちと てちかてへかさとちつせけぬか (!), たちそ-
うかおかせけか みくふさそうふに くあせみてけこ せあ すしあおのけに さとちつあに.

[あさ ほてそ せかちかおさそ いふうあかて, そいあみせけか すそしそおそこ たちかたそおあうあてかしへせけぬふ, かか 
とうしかねかせせそつてへ けくとねかせけかす てそせさそつてかこ さそちかこつさそえそ みくふさあ, つてちかすしかせけか たそせみてへ 
さとしへてとちと け ぬけうけしけくあぬけそせせふか そつそいかせせそつてけ さそちかこつさそえそ せあちそおあ, けせてかちかつ 
さ つてちあせそうかおねかつさけす あつたかさてあす, けつてそちけけ みくふさあ け たけつへすかせせそつてけ さそちかこぬかう 
せか すそえしけ そつてあうけてへ ちあうせそおとのせふすけ け かか とねかせけさそう. 〉か つしとねあこせそ つちかおけ せけに 
そさあくあしけつへ うたそつしかおつてうけけ うけおせふか さそちかけつてふ, おけたしそすあてふ, とねかせふか.

]まいそうへ さ [そちかか, けせてかちかつ さ けつてそちけけ け さとしへてとちか せあちそおそう ちかえけそせあ 
〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ つそにちあせけしあ せあ うつま きけくせへ. ╋かつてさけか ちかえしあすかせてあぬけけ 

* 【あてへみせあ ╅しかさつかかうせあ ′あさあとちぬかうあ — おそさてそち けつてそちけねかつさけに せあとさ, たちそなかつつそち, たかちうふこ たちそちかさてそち — 
たちそちかさてそち たそ とねかいせそこ ちあいそてか ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ.
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つそうかてつさけに うちかすかせ たそてちかいそうあしけ そて せかか そてさあくあてへつみ そて つあすそつてそみてかしへせそこ 
おけたしそすあてけねかつさそこ さあちへかちふ, さそてそちあみ そいかはあしあ いふてへ うたそしせか とつたかのせそこ. 
』うみくあう つうそま つとおへいと つ そおせそさとちつせけさそす, さそてそちふこ いふし てあしあせてしけう け, さあさ 
そせあ, なあせあてけねせそ うしまいしかせ う つてちあせと けくとねあかすそえそ みくふさあ, 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ 
つとすかしあ つてあてへ かすと おそつてそこせそこ つそちあてせけぬかこ, おちとえそす け つそうかてねけさそす. ╆ちあさ 
つ ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす ╆あきあせそうふす たそしそきけし せあねあしそ おそしえそすと け たしそおそ-
てうそちせそすと つそてちとおせけねかつてうと おうとに せかそちおけせあちせふに しけねせそつてかこ. ╇ つそあうてそちつてうか 
そせけ せあたけつあしけ 18 させけえ, すせそきかつてうそ つてあてかこ, うおうそかす ちあいそてあしけ う 』ぃ╅ け [〉『, 
えおか ╊うえかせけこ 》かてちそうけね いふし くあせみて せあ おけたしそすあてけねかつさけに おそしきせそつてみに.

》そうつまおと, えおか そさあくふうあしあつへ ほてあ つかすへみ, けに くあたそすけせあしけ さあさ しまおかこ うふつそ-
さそこ さとしへてとちふ, さちあつけうふに け そてさちふてふに さ そいはかせけま, いしかつてみはけに たちそなかつ-
つけそせあしそう, たふてしけうふに けつつしかおそうあてかしかこ, けつたそしへくそうあうのけに たちかいふうあせけか くあ 
ちといかきそす おしみ たそけつさあ せあとねせふに けつてそねせけさそう, そいはかせけみ つ すかつてせふすけ あさあおか-
すけねかつさけすけ さちとえあすけ, とくせあうあせけみ せちあうそう すかつてせふに きけてかしかこ, けくとねかせけみ けつてそ-
ちけけ け ほてせそえちあなけけ せあちそおそう. 〈そしそおふか つそてちとおせけさけ け つてあきかちふ う つそうかてつさそす 
さそせつとしへつてうか う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ, たそつそしへつてうか せあのかこ つてちあせふ う 》かさけせか うたそ-
つしかおつてうけけ つ いしあえそおあちせそつてへま うつたそすけせあしけ そ てそす, ねてそ たそお うしけみせけかす そたか-
さあまはかこ くあいそてふ け おそいちそきかしあてかしへせそこ たそおおかちきさけ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ 
け いしあえそおあちみ ますそちと け ほせぬけさしそたかおけねかつさけす たそくせあせけみす ╊うえかせけみ 》かてちそ-
うけねあ そせけ つあすけ くあけせてかちかつそうあしけつへ せあとさそこ, そいちあてけしけつへ さ つてちあせそうかおねかつさそこ 
てかすあてけさか, せあねあしけ たけつあてへ つてあてへけ け おけつつかちてあぬけけ.

╇おうそかす ╆あきあせそうふ すせそえそ たとてかのかつてうそうあしけ. ゅてけ たそかくおさけ せか うふしけうあ-
しけつへ う たちあくおせふこ たしみきせふこ そておふに. ╇ふのかおのあみ う たそつしかおせけか えそおふ つかちけみ 
つてちあせそうかおねかつさけに けくおあせけこ, せあたけつあせせあみ けすけ う つそあうてそちつてうか, さあさ せかしへくみ 
しとねのか たそおてうかちきおあかて, ねてそ うけくけて う しまいとま つてちあせと つてあせそうけしつみ おしみ せけに 
たそうそおそす そいちあてけてへつみ さ かか けつてそちけけ, なそしへさしそちと, たそつすそてちかてへ おそつてそたちけすか-
ねあてかしへせそつてけ, たそそいはあてへつみ つ しまおへすけ, たそくせあさそすけてへつみ つ とねかせふすけ — たそしけ-
てそしそえあすけ, けつてそちけさあすけ け, さそせかねせそ, つ ちそつつけこつさけすけ おけたしそすあてあすけ. 〉あてあしへみ 
╊うえかせへかうせあ せかちかおさそ いふしあ けせけぬけあてそちそす たそつかはかせけみ つあすふに そておあしかせせふに 
け ほさくそてけねかつさけに すかつて.

』とおへいあ ちあつたそちみおけしあつへ てあさ, ねてそ ╆あきあせそうふ そさあくふうあしけつへ せあ おけたしそすあてけ-
ねかつさそこ ちあいそてか う さあきおそこ つてちあせか う つあすふか さちけてけねかつさけか け けつてそちけねかつさけ たそうそ-
ちそてせふか えそおふ おしみ せあのかこ うせかのせかこ たそしけてけさけ. ¨す うふたあしあ とおあねあ つうそけすけ 
えしあくあすけ せあいしまおあてへ, さあさ すかせみしけつへ そてせそのかせけみ せあのかこ つてちあせふ つ 』そかおけせかせ-
せふすけ ぃてあてあすけ ╅すかちけさけ け [けてあかす.

』なかちあ せかたそつちかおつてうかせせふに せあとねせふに けせてかちかつそう 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ — 
せそうかこのあみ けつてそちけみ, ほさそせそすけねかつさあみ け たそしけてけねかつさあみ つけてとあぬけみ う [〉╉『. 
ゅてそ せあたちあうしかせけか いふしそ うあきせふす う たかちけそお, さそえおあ そせあ ちあいそてあしあ う ¨せつてけ-
てとてか うそつてそさそうかおかせけみ け たけつあしあ つうそけ たかちうふか すそせそえちあなけけ う 70-か えそおふ 
け せあ ちといかきか 80-に えそおそう ｠｠ うかさあ. 〉そ そつそいそ そつてちそ そせそ あさてとあしけくけちそうあしそつへ 
う たそつしかおせけか おうあ おかつみてけしかてけみ. [せけえあ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ ╆あきあせそうそこ 
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そい けつてそちけけ うそこせふ う [そちかか, せあたけつあせせあみ せあ たちあさてけねかつさけ せかおそつてとたせふに 
ちそつつけこつさけす けつてそちけさあす すあてかちけあしあに さそちかこつさけに あちにけうそう け すせそえそねけつ-
しかせせふに おそさとすかせてあに つそうかてつさそこ ほたそにけ, あ てあさきか ほさつさしまくけうせふに けせてかちうへま 
あうてそちあ つ さしまねかうふすけ たそしけてけねかつさけすけ なけえとちあすけ てかに しかて, そつてあかてつみ いかつてつかし-
しかちそす たそ つかこ おかせへ. 《せあ たかちかうかおかせあ くあ ちといかきそす け あさてけうせそ ぬけてけちとかてつみ.

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ すせそえそか つおかしあしあ おしみ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおか-
すけけ, さとおあ う 1991 えそおと かか つとたちとえ いふし せあくせあねかせ たちそちかさてそちそす たそ せあとねせそこ 
ちあいそてか. ゅてそ せそうそか すかつてそ ちあいそてふ ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ, てかつせそ つうみくあせせそか 
つ 〈¨╉ 『そつつけけ, いふしそ うあきせそ け おしみ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ. 《せあ そいちあてけしあ うかつへ 
つうそこ せあとねせふこ てあしあせて, すせそえそねけつしかせせふか つうみくけ う くあちといかきせふに あさあおかすけねか-
つさけに さちとえあに せあ たそおおかちきさと け ちあくうけてけか せあとねせそこ ちあいそてふ う ╉けたあさあおかすけけ. 
〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ うふつてとたけしあ そおせけす けく けせけぬけあてそちそう つそくおあせけみ う うそく-
えしあうしみかすそす かか すときかす ¨せつてけてとてか あさてとあしへせふに すかきおとせあちそおせふに たちそいしかす 
をかせてちあ さそちかかうかおかせけみ. 〉あ いあくか ほてそえそ せあとねせそえそ ぬかせてちあ いふし ちかあしけくそうあせ 
さちとたせかこのけこ う けつてそちけけ ╉けたあさあおかすけけ おそしえそつちそねせふこ たちそかさて たちそうかおかせけみ 
かきかえそおせふに さそちかこつさけに なそちとすそう たそそねかちかおせそ う 『そつつけけ け う ょきせそこ [そちかか 
せあ たちあうけてかしへつてうかせせそす とちそうせか.

╆しあえそおあちみ 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか け ╊うえかせけま 》かてちそうけねと ╆あきあせそうふす 
╉けたしそすあてけねかつさあみ あさあおかすけみ とつてあせそうけしあ そいすかせふ せあ ちかえとしみちせそこ そつせそうか 
つ ぬかしふす ちみおそす うかおとはけに くあちといかきせふに せあとねせふに け そいちあくそうあてかしへせふに ぬかせ-
てちそう, えおか すせそえそさちあてせそ たちけせけすあしけ せあのけに つそてちとおせけさそう.

╇つたそすけせあみ 〉あてあしへま ╊うえかせへかうせと, すふ えそうそちけす せか てそしへさそ そ かか うふおあま-
はかすつみ せあとねせそす てあしあせてか. ╇ せあのけに つかちおぬあに そつてあせかてつみ そいちあく たちかさちあつせそえそ, 
とすせそえそ ねかしそうかさあ, さあさけす そせあ いふしあ う きけくせけ — うつかえおあ つそいちあせせそえそ, あちけつてそ-
さちあてけねかつさけ とてそせねかせせそえそ う すあせかちあに, いかつさそせかねせそ おそいちそきかしあてかしへせそえそ, せそ 
てちかいそうあてかしへせそえそ さ つかいか け おちとえけす, せか てかちたみはかえそ せかたちそなかつつけそせあしけくすあ 
け せかたそちみおそねせそつてけ, せそ うつかえおあ えそてそうそえそ たちそつてけてへ け たそおおかちきあてへ てそえそ, さてそ 
いふし せかたちあう, せそ そつそくせあし ほてそ け けくすかせけしつみ.

》あすみてへ そ 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか うつかえおあ いとおかて つうかてしそこ け ねけつてそこ. 《せあ 
そつてあせかてつみ つ せあすけ う かか させけえあに け つてあてへみに, う たちそおそしきかせけけ かか たちそかさてそう 
け せあねけせあせけこ, う ちとさそたけつみに, さそてそちふか おそしきせふ いふてへ そたといしけさそうあせふ, ねかえそ 
すふ きおかす そて かか つとたちとえあ, つそあうてそちあ け かおけせそすふのしかせせけさあ ╊うえかせけみ 》かてちそ-
うけねあ ╆あきあせそうあ.
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′うかちかうあ 【.╇.*

』うかて くうかくおふ

』 うそくちあつてそす うつか ねあはか くあおとすふうあかのへつみ せあお 
てかす, ねてそ うつか しまおけ ちあせそ けしけ たそくおせそ とにそ-
おみて けく ほてそえそ すけちあ. ゅてそ せかけくいかきせそ け けくすか-
せけてへ せかうそくすそきせそ, にそてみ てみきかつてへ とてちあてふ 
うつか ちあうせそ さあきかてつみ せかうふせそつけすそこ. ╋けくせへ 
さあきおそえそ けく せあつ たそおそいせあ つけすなそせけけ. ¨ そて 
てそえそ, さあさ そせあ つそくおあうあしあつへ, せあつさそしへさそ たそし-
せふす け つうかてしふす いふしそ かか くうとねあせけか, くあうけつけて 
け てそ, せあたそしせけて しけ ほてあ すとくふさあ つかちおぬあ おちと-
えけに しまおかこ たそつしか とにそおあ かか つそくおあてかしみ.

[かす いふしあ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ ╆あきあ-
せそうあ? [あさそこ つしかお そつてあうけしあ ほてあ きかせはけせあ 
う おとのあに しまおかこ? [あさそこ いふしあ かか つけすなそ-
せけみ? 〈ふ, つそてちとおせけさけ ╉けたあさあおかすけけ, 
せか ねあつてそ そいはあしけつへ つ せかこ しけねせそ, てかす せか 
すかせかか せかちかおさそ そたそつちかおそうあせせそ そはとはあしけ 
かか いしあえそてうそちせそか うしけみせけか せあ せあのと きけくせへ, ねとうつてうそうあしけ そてちあきかせせふこ つうかて 
ほてそえそ ねかしそうかさあ. 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ いふしあ つとたちとえそこ ちかさてそちあ ╉けたしそすあてけ-
ねかつさそこ あさあおかすけけ ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ ╆あきあせそうあ. 】すせあみ, てそせさあみ け そねかせへ 
えあちすそせけねせあみ しけねせそつてへ, 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ うせけさあしあ うそ うつか かえそ おかしあ, 
いふしあ かすと たかちうふす つそうかてねけさそす, ねけてあてかしかす け つそあうてそちそす かえそ てちとおそう.

っ うつてちかねあしあつへ つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ せかつさそしへさそ ちあく う きけくせけ, そおせあさそ 
け ほてけ さそちそてさけか うつてちかねけ すせそえそか ちあつつさあくあしけ そ せかこ. ╉あきか せかおそしえそえそ そいはか-
せけみ つ せかこ いふしそ おそつてあてそねせそ おしみ てそえそ, ねてそいふ たそせみてへ, ねてそ たかちかお うあすけ — 
せかくあとちみおせあみ, みちさあみ しけねせそつてへ, つそ つうそけす つそいつてうかせせふす うけ́おかせけかす そさちときあ-
まはかこ おかこつてうけてかしへせそつてけ. ｠そてかしそつへ いふ そつそいそ たそおねかちさせとてへ, ねてそ ほてそ いふし 
つうかてしふこ, おそいちそきかしあてかしへせふこ ねかしそうかさ, つ いそしへのけす とうあきかせけかす そてせそつけう-
のけこつみ さ おちとえけす しまおみす, とすかうのけこ たちあうけしへせそ そぬかせけうあてへ さあきおそえそ, せかくあ-
うけつけすそ そて くあせけすあかすそこ おそしきせそつてけ けしけ すあてかちけあしへせそえそ たそしそきかせけみ.

╇つたそすけせあかてつみ せあねあしそ 1990-に えそおそう, さそえおあ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね いふし かはか 
てそしへさそ せあくせあねかせ たちそちかさてそちそす ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ. 〉かさそてそちそか 
うちかすみ つたとつてみ う ╉けたあさあおかすけま たちけのしあ け 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ. 〈せそえけか 
つ そたあつかせけかす そきけおあしけ たそみうしかせけみ と せあつ そねかちかおせそこ «きかせふ せあねあしへせけさあ». 

* 【あてへみせあ ╇あおけすそうせあ ′うかちかうあ — おそさてそち けつてそちけねかつさけに せあとさ, くあうかおとまはあみ をかせてちそす かうちそあてしあせてけねか-
つさけに けつつしかおそうあせけこ け すかきおとせあちそおせそこ いかくそたあつせそつてけ ¨╅〈》 ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ  〈¨╉ 
『そつつけけ.
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╇つかす せあす たちけにそおけしそつへ つてあしさけうあてへつみ つ つとたちとえあすけ うふつそさそたそつてあうしかせせふに 
ねけせそうせけさそう, さそてそちふか くあねあつてとま いふうあしけ せかおそいちそきかしあてかしへせふすけ, うふつそさそ-
すかちせふすけ, たそおそくちけてかしへせふすけ, あ けせそえおあ け うかつへすあ そえちあせけねかせせふすけ そつそ-
いあすけ.

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ せか たちそつてそ そさあくあしあつへ つそうつかす おちとえそこ. 《せあ たそしせそ-
つてへま «そいすあせとしあ» せあのけ そきけおあせけみ け たちそけくうかしあ せあ うつかに つけしへせかこのかか 
うたかねあてしかせけか. 《せあ いふしあ つそうつかす せか たそにそきあ せあ うかねせそ せかおそうそしへせふに け うふ-
つそさそすかちせふに «きかせ いそしへのけに せあねあしへせけさそう». ゅてそ いふしあ みちさあみ, すそしそきあうあみ, 
さちあつけうあみ きかせはけせあ, つてちそこせあみ さあさ すあせかさかせはけぬあ, そいあみてかしへせあみ け としふいねけ-
うあみ, け, ねてそ つあすそか えしあうせそか, けくしとねあうのあみ てかたしそ け おそいちそきかしあてかしへせそつてへ. っう-
しみみつへ さちとたせふす つたかぬけあしけつてそす う そいしあつてけ けつつしかおそうあせけみ すかきおとせあちそおせふに 
そてせそのかせけこ, 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ せけさそえおあ せか たそくうそしみしあ つかいか うふさあくふうあてへ 
つうそか たちかうそつにそおつてうそ, そつてあうあみつへ たちそつてそこ け おかすそさちあてけねせそこ う そいはかせけけ 
つ つあすふすけ ちあくせふすけ しまおへすけ. ╅ ほてそ — つうそこつてうそ さちとたせそこ, くせあねけてかしへせそこ 
しけねせそつてけ.

【うそちねかつさそか せあつしかおけか 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ てあさきか みうしみかてつみ くせあねけてかしへ-
せふす. ╊か たかちと たちけせあおしかきあて すせそえそねけつしかせせふか せあとねせふか ちあいそてふ たそ ほさそ-
せそすけさか け たそしけてけさか [そちかけ. 》そお かか ちとさそうそおつてうそす たそおえそてそうしかせふ け くあはけ-
はかせふ すせそえけか おけつつかちてあぬけけ せあ つそけつさあせけか とねかせそこ つてかたかせけ さあせおけおあてあ 
け おそさてそちあ せあとさ. 《 かか うふつそさそす せあとねせそす とちそうせか つうけおかてかしへつてうとかて け てそ, 
ねてそ つちかおけ かか おそさてそちあせてそう, とつたかのせそ くあはけてけうのけに おそさてそちつさとま おけつつかちてあ-
ぬけま, — しあとちかあて 〉そいかしかうつさそこ たちかすけけ, いふうのけこ たちかくけおかせて ょきせそこ [そちかけ 
[けす ╉ほ ぁきとせ. 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ そてせそつけしあつへ さ さあてかえそちけけ ╋かせはけせ 
つ いそしへのそこ いとさうふ, さそてそちふか うおそにせそうしみまて すときねけせ せあ おそつてけきかせけか うふつそさけに 
ぬかしかこ, つてけすとしけちとまて けに さ てうそちねかつさそすと つあすそうふちあきかせけま, せかつとて う ほてそて すけち 
えあちすそせけま け ちあおそつてへ. ╇ つそあうてそちつてうか ╆あきあせそうふすけ つそくおあせふ みちさけか てちとおふ たそ 
おけたしそすあてけけ, てかそちけけ け たちあさてけさか すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ, せあたけつあせふ 
つそうすかつてせふか うそつたそすけせあせけみ そい けに たちかいふうあせけけ う さそすあせおけちそうさあに う ╅すか-
ちけさか, [けてあか け すせそえけに おちとえけに つてちあせあに すけちあ.

』うかて ほてそこ くうかくおふ いとおかて きけてへ うかねせそ う つかちおぬあに ちそおせふに け いしけくさけに 〉あてあ-
しへけ ╊うえかせへかうせふ, かか すせそえそねけつしかせせふに おちとくかこ け くせあさそすふに, あ たちかさちあつせあみ 
すとくふさあ かか おとのけ かはか おそしえそ いとおかて くうとねあてへ う けに つかちおぬあに.
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[あいあせかせ 》.╈.*

』 せかこ にそてかしそつへ そいはあてへつみ

っ たそくせあさそすけしつみ つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ 
う 2003 えそおと, さそえおあ いふし とねかせふす つかさちかてあちかす 
おけつつかちてあぬけそせせそえそ つそうかてあ ╉けたあさあおかすけけ. 
』 たかちうそこ うつてちかねけ すかせみ たそちあくけしそ かか そてせそ-
のかせけか さ そさちときあまはけす — そねかせへ うかきしけ-
うあみ, うせけすあてかしへせあみ, てあさてけねせあみ! 《せあ いふしあ 
たちかさちあつせふす つたかぬけあしけつてそす, うつかえおあ さちあこせか 
とうあきけてかしへせそ け おそいちそきかしあてかしへせそ そてせそ-
つけしあつへ さ さそししかえあす, えそてそうあ いふしあ たそすそねへ 
う てちとおせふに つけてとあぬけみに, おあてへ にそちそのけこ つそうかて.

╆かくとたちかねせふこ うさとつ, そおかきおあ うつかえおあ 
さ しけぬと, にそちそのかか せあつてちそかせけか. 《せあ たちそつてそ 
たちけてみえけうあしあ さ つかいか しまおかこ, つ せかこ にそてかしそつへ 
そいはあてへつみ. 】おけうけてかしへせそ ねかしそうかねせあみ, ねとて-
さあみ, つ せかこ すそきせそ いふしそ そいつときおあてへ しまいふか 
うそたちそつふ, おあきか しけねせふか, うつかえおあ くせあみ, ねてそ 
そせあ おあつて つそうかて, さそてそちふこ たそすそきかて.

』うかてしあみ かこ たあすみてへ!

[けちあいあかう 〉.』.**

』けみせけか かか おとのけ
¨ つしそうせそ みちさあみ さそすかてあ,
》ちそちうあうのけつへ さ せあす けく ねあはけ くうかくお,
《せ けつさちと つそいつてうかせせそえそ つうかてあ
』 つけみせへかす うかねせそつてけ たちけせかつ!

╈むてか

╆ふうあまて しまおけ, くあうかちのかせけか きけくせかせせそえそ たとてけ さそてそちふに せかおそつてあてそねせそ 
そてすかてけてへ しけのへ つしあうそつしそうけかす せあお つうかきかうふちふてそこ すそえけしそこ. 》そてそすと ねてそ 

* 》あうかし ╈かせせあおへかうけね [あいあせかせ — さあせおけおあて けつてそちけねかつさけに せあとさ, ちかおあさてそち, ╉けたしそすあてけねかつさあみ 
あさあおかすけみ 〈¨╉ 『そつつけけ.
** 〉とち 』かちけさそうけね [けちあいあかう — たちそなかつつそち, おそさてそち なけしそつそなつさけに せあとさ, あさあおかすけさ 〉あぬけそせあしへせそこ あさあおか-
すけけ せあとさ 『かつたといしけさけ [あくあにつてあせ, たちそちかさてそち たそ せあとさか 『そつつけこつさそえそ とせけうかちつけてかてあ おちときいふ せあちそおそう.
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けに みちさあみ, せあたそしせかせせあみ えしといそさけす つすふつ-
しそす きけくせへ せか たそくうそしみかて えそうそちけてへ そ せけに 
う たちそのかおのかす うちかすかせけ. ╆かくとつしそうせそ, 
さ てあさけす しまおみす たちけせあおしかきけて け 〉あてあしへみ 
╊うえかせへかうせあ ╆あきあせそうあ — たちけくせあせせふこ 
ほさそせそすけつて-すかきおとせあちそおせけさ, たそしけてそしそえ, 
うそつてそさそうかお, てあしあせてしけうふこ けつつしかおそうあてかしへ, 
たちかさちあつせふこ ねかしそうかさ.

〈せか せか おそうかしそつへ ねあつてそ うつてちかねあてへつみ 
つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ, そおせあさそ かか しけね-
せそつてへ そつてあうけしあ せかけくえしあおけすそか うたかねあてしか-
せけか う すそかこ おとのか. 〉か つしとねあこせそ う さあねかつてうか 
ほたけえちあなあ たちけうかおかせふ つてけにけ ╈むてか. 《せあ 
おかこつてうけてかしへせそ つうかてしふこ け しとねかくあちせふこ 
ねかしそうかさ. 》ちけ うつてちかねか かか つうかて そくあちみし すかせみ 
つけみせけかす かか そいあみせけみ, そてさちふてそつてけ, とすあ, 
のけちそてふ うくえしみおそう, たちそつてそてふ そいはかせけみ. 

》ちけ たかちうそす くせあさそすつてうか み かはか せか くせあし, ねてそ そせあ たちそなかつつけそせあし-うそつ-
てそさそうかお. 》そせみし たちけ そいつときおかせけけ ちみおあ たちそいしかす せあ «たそつけおかしさあに» たそつしか 
くあはけてふ そおせそこ おけつつかちてあぬけけ う せあのかす つそうかてか. 《せあ あうてそち そさそしそ 30 すそせそ-
えちあなけねかつさけに てちとおそう け せかつさそしへさけに つそてかせ つてあてかこ, けくおあせせふに う 『そつつけけ け くあ 
ちといかきそす. ¨ たそくおせかか, さそえおあ み ねけてあし させけえけ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ, そつそくせあし 
かか おあち せか たちそつてそ くあすかねあてかしへせそえそ とねかせそえそ け きとちせあしけつてあ, せそ け てあしあせてしけ-
うそえそ たけつあてかしみ.

¨つさちそこ つそいつてうかせせそえそ つうかてあ そせあ そくあちみしあ け つうそかえそ つとたちとえあ, けくうかつてせそえそ 
とねかせそえそ — けつてそちけさあ, たそしけてそしそえあ け うそつてそさそうかおあ ╊.》. ╆あきあせそうあ, さそししかえ たそ 
ちあいそてか, おちとくかこ け すせそえそねけつしかせせふに とねかせけさそう.

╈そうそちみて, ねてそ «つねあつてへみ すせそえそ せか いふうあかて», せそ み おかこつてうけてかしへせそ つねあつてしけ-
うふこ ねかしそうかさ, たそつさそしへさと つとおへいあ たそくうそしけしあ すせか とうけおかてへ つけみせけか かか おとのけ, 
あ ほてそ せけさそえおあ せか くあいとおかてつみ.
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[そさとせそう ╇.╅.*

ぁかしそうかさ とおけうけてかしへせそこ さちあつそてふ

】のかし けく きけくせけ とおけうけてかしへせそこ うせとてちかせせかこ け うせかのせかこ さちあつそてふ ねかしそうかさ — 
つとたちとえあ せあのかえそ ちとさそうそおけてかしみ け さそししかえけ, ちかさてそちあ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあ-
おかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ ╆あきあせそうあ. 〉かつすそてちみ せあ てそ ねてそ 
すふ つ ╊.》. ╆あきあせそうふす いしけくさそ くせあかす おちとえ おちとえあ かはか つ 80-に えそおそう ｠｠ うかさあ, 
すせか, とうふ, せか おそうかしそつへ ねあつてそ そいはあてへつみ つ かえそ つとたちとえそこ, せかくあいうかせせそこ 〉あてあ-
しへかこ ╊うえかせへかうせそこ. 〉そ くせあま けく たかちうふに とつて け たそ せあいしまおかせけみす, さあさ いふしけ 
いしけくさけ おとにそうせそ け たそ きけくせけ ほてけ おうあ くあすかねあてかしへせふに, せかたそうてそちけすふに, うくあけ-
すそおそたそしせみまはけに おちとえ おちとえあ ねかしそうかさあ.

′せあま そおせそくせあねせそ け ねかてさそ, ねてそ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね せか てそしへさそ しまいけし かか, 
いとさうあしへせそ «つおとうあし たふしけせさけ» つそ つうそかこ おそちそえそこ け せかたそうてそちけすそこ 〉あてあしへけ, 
せあえちあきおあし かか つあすふすけ しかつてせふすけ け しあつさそうふすけ ほたけてかてあすけ, せそ け うつかえおあ 
たちかさしそせみしつみ たかちかお せかこ せか てそしへさそ さあさ きかせはけせそこ, せそ け さあさ せかくあすかせけすふす 
てそうあちけはかす たそ つそうすかつてせふす せあとねせふす たそけつさあす. ╊つしけ たそつすそてちかてへ せあ うふたと-
はかせせふか けすけ すそせそえちあなけけ, せあとねせふか つてあてへけ け たといしけさあぬけけ, さそしけねかつてうそ 
たそおえそてそうしかせせふに おそさてそちそう け さあせおけおあてそう せあとさ, てそ すそきせそ つ たそしせふす そつせそ-
うあせけかす つさあくあてへ, ねてそ ほてそ いふしあ たあちあ, うくあけすそおそたそしせみまはあみ け そいそえあはあまはあみ 
おちとえ おちとえあ.

╉あきか うそ うせかのせけに たちそみうしかせけみに せかさそてそちあみ くあすさせとてそつてへ, つおかちきあせせそつてへ, 
せかけくいかきせあみ そなけぬけあしへせそつてへ う たそうかおかせけけ ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ はかおちそ さそす-
たかせつけちそうあしあつへ そてさちふてそつてへま, おそいちそてそこ, そてくふうねけうそつてへま, てかたしそてそこ け うせけ-
すあせけかす さ さあきおそすと ねかしそうかさと つそ つてそちそせふ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ. 》そ ちあつ-
つさあくあす いしけくさけに ほてそこ つかすへか しまおかこ け つそちあてせけさそう たそ ちあいそてか さあさ う せあのかこ 
つてちあせか, てあさ け くあ ちといかきそす, つかすかこせあみ たあちあ ╆あきあせそうふに いふしあ さあさ いふ つそく-
おあせあ せか てそしへさそ おちとえ おしみ おちとえあ, せそ け おしみ たちけすかちあ おちとえけす. 《せけ とすかしけ 
せか てそしへさそ さちあつけうそ け いふつてちそ けくしあえあてへ つうそけ すふつしけ せあ いとすあえか, さちあつけうそ 
け そいちあくせそ うふつてとたあてへ う しまいふに あとおけてそちけみに, そたけつふうあてへ おそ おかてあしかこ つうそか 
うけ́おかせけか おあうせけに つそいふてけこ う てそこ けしけ けせそこ つてちあせか, えおか けす おそうかしそつへ たそいふ-
うあてへ, せそ け あせあしけくけちそうあてへ, おあうあてへ そぬかせさけ け たちそえせそくふ つそいふてけみす てかさとはけす, 
つかえそおせみのせけす. 》かちかお ほてそこ すとおちそこ け てあしあせてしけうそこ たあちそこ そてさちふうあしけつへ 
てあこせふ せか てそしへさそ つてちあせ け せあちそおそう, せそ け ぬかしふに さそせてけせかせてそう.

》ちけ ほてそす うそくへすけてか しまいとま けく おかつみてさそう させけえ, せあたけつあせせふに さあきおふす 
う そておかしへせそつてけ けしけ う てうそちねかつさそす てあせおかすか, け うふ といかおけてかつへ う いしけくそつてけ ほてけに 
しまおかこ たそ おとにと, うくえしみおあす せあ きけくせへ け つそいふてけみ. 

* ╇みねかつしあう ╅しかさつあせおちそうけね [そさとせそう — さあせおけおあて けつてそちけねかつさけに せあとさ, たかちうふこ たちそちかさてそち ╉けたしそすあ-
てけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ.



╇そつたそすけせあせけみ

260

っ そいちあてけし うせけすあせけか け せあ けししまつてちあぬけけ, つそたちそうそきおあまはけか てかさつてそうそか 
けくしそきかせけか. 》そねてけ せあ うつかに なそてそえちあなけみに たかちかおせけこ たしあせ たちかおつてあうしみかて 
«しまいけすあみ け たちかさちあつせあみ 〉あてあのあ» — そたそちあ け うかちせふこ つそちあてせけさ ╊うえかせけみ. 
《せあ うかくおか, う しまいそこ つてちあせか, せあ なそせか おきとせえしかこ, えそち, そくかち, そさかあせそう, つかしか-
せけこ, おうそちぬそう, えそちそおそう つせけすあしあつへ しまいけすふす つとたちとえそす せあ つそてせみに つせけすさそう 
けすかせせそ つ そつそいそこ てはあてかしへせそつてへま, とうあきかせけかす, きかしあせけかす うつか たそさあくあてへ 
てそしへさそ つ つあすそこ しとねのかこ つてそちそせふ. ¨ すそきせそ つ たそしせそこ とうかちかせせそつてへま つさあ-
くあてへ, ねてそ つかすかこせふこ あちにけう つかすへけ ╆あきあせそうふに にちあせけて すあてかちけあしふ かはか せあ 
すせそえけか おかつみてさけ させけえ, あしへいそすそう け つてあてかこ.

｠そねかてつみ うかちけてへ, ねてそ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね つとすかかて そいそいはけてへ け そてちか-
おあさてけちそうあてへ かはか せかそたといしけさそうあせせふか すあてかちけあしふ つうそかこ つとたちとえけ, おちとえあ, 
つそちあてせけさあ, つあすそえそ いしけくさそえそ ねかしそうかさあ け おそうかつてけ けに おそ のけちそさそえそ さちとえあ 
ねけてあてかしかこ*.

》そしへくとみつへ つしとねあかす, にそねと かはか ちあく うふちあくけてへ つうそけ けつさちかせせけか つそいそしかく-
せそうあせけみ とうあきあかすそすと ╊うえかせけま 》かてちそうけねと ╆あきあせそうと たそ たそうそおと せかうそつたそし-
せけすそこ とてちあてふ.

[そしそつそうあ ¨.╇.**

╇かしけさけこ てあしあせて

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ ╆あきあせそうあ — うふおあまはけこつみ ちそつ-
つけこつさけこ たそしけてそしそえ, けつてそちけさ, ほさそせそすけつて, たといしけ-
ぬけつて, たかおあえそえ, おけたしそすあて. ╆とおとねけ そおせそこ けく さしまねかうふに 
なけえとち ちそつつけこつさそえそ さそちかかうかおかせけみ, そせあ うせかつしあ くあすかて-
せふこ うさしあお う ちあくうけてけか そてかねかつてうかせせそえそ け くあちといかきせそえそ 
うそつてそさそうかおかせけみ う ぬかしそす. ¨てそえそす かか せあとねせそ-けつつしかおそ-
うあてかしへつさそこ け たちかたそおあうあてかしへつさそこ おかみてかしへせそつてけ つてあしあ 
たといしけさあぬけみ 26 すそせそえちあなけこ, いそしかか 400 つてあてかこ.

》そすけすそ そつせそうそたそしあえあまはけに あさあおかすけねかつさけに 
ちあいそて, くせあねけてかしへせとま ねあつてへ う かか てうそちねかつてうか くあせけ-
すあし せあとねせそ-たそたとしみちせふこ きあせち, さそてそちふこ すせか そさあ-

くあしつみ てあさ いしけくそさ. ╊か すそせそえちあなけけ, うふたとはかせせふか う つそあうてそちつてうか つ つとたちと-
えそす — ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす ╆あきあせそうふす, け せあとねせそ-たそたとしみちせふか けくおあせけみ 
たかちかうかおかせふ せあ おかつみてさけ みくふさそう け そたといしけさそうあせふ くあ ちといかきそす う せあとねせそこ 

* 【あさそこ ついそちせけさ そいみくあてかしへせそ いとおかて たそおえそてそうしかせ さ たかねあてけ たそつしか うふにそおあ う つうかて おあせせそこ させけえけ 
たあすみてけ (》ちけすかね. つそつて.).
** ¨ちけせあ ╇あしかちへかうせあ [そしそつそうあ — さあせおけおあて けつてそちけねかつさけに せあとさ, とねかせふこ つかさちかてあちへ おけつつかちてあぬけそせ-
せそえそ つそうかてあ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ.
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け そいはかつてうかせせそこ たかちけそおけさか — う ょきせそこ [そちかか, [〉『, 』ぃ╅, ったそせけけ, 
╈かちすあせけけ, ╅うつてちけけ, ╅うつてちあしけけ, 〉そうそこ ′かしあせおけけ, せあ 【あこうあせか, う ¨つたあせけけ 
け おちとえけに つてちあせあに.

『あいそてふ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ せあたけつあせふ きけうふす みくふさそす, たちそせけさせとてふ 
そつてちそてそこ すふつしけ, ねけてあまてつみ せあ そおせそす おふにあせけけ. 《せあ そてさちふうあかて つそうかち-
のかせせそ せかけつつしかおそうあせせふか とえそしさけ たしあせかてふ, そつそいかせせそつてけ きけくせけ け いふてあ 
しまおかこ, たそおすかねあかて さあきおとま おかてあしへ, そたけつふうあかて うつか つてそちそせふ きけくせけ — つそぬけ-
あしへせふか, さとしへてとちせふか け たちそつてそ くあいあうせふか. ゅてそ う いとさうあしへせそす つすふつしか きけうそか 
たとてかのかつてうけか ねかちかく さそせてけせかせてふ, さそてそちそか いかつぬかせせそ さあさ おしみ おけたしそすあてあ, 
てあさ け おしみ てとちけつてあ け たちそつてそ きあおせそえそ おそ せそうふに うたかねあてしかせけこ ねけてあてかしみ.

[あきおあみ つてちあせけぬあ させけえ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ せあたそしせかせあ つそくかちぬあ-
せけかす さちあつそてふ け たそてちみつあまはかえそ ちあくせそそいちあくけみ すけちあ, そはとはかせけかす ちあおそつてけ 
け そたてけすけくすあ, さそてそちそか てあさ いふしそ つうそこつてうかせせそ ほてそこ くあすかねあてかしへせそこ しけねせそ-
つてけ け かか うかしけさそすと てあしあせてと.

[そつあちかうあ 【.〉.*

 ]まいけすふか せか とすけちあまて

╇つか すふ てそしへさそ えそつてけ う ほてそす すけちか, け さあき-
おふこ けく せあつ ちあせそ けしけ たそくおせそ たそさけせかて かえそ. 
》そさあ ねかしそうかさ きけうかて, そせ ちあおとかてつみ きけくせけ, 
けはかて う せかこ にそちそのかか, せあたそしせみかて つうそま 
おとのと てかす, ねてそ おかしあかて かえそ け いしけくさけに かすと 
しまおかこ いそしかか つねあつてしけうふすけ. ¨ せかすけせと-
かすそ うそくせけさあかて たちけうみくあせせそつてへ さ てかす, さてそ 
せあす おそちそえ, たそほてそすと すふ せか たちかおつてあうしみかす 
つかいか とてちあてと いしけくさそえそ ねかしそうかさあ, せか すそきかす 
おそたとつてけてへ すふつしへ, ねてそ かえそ うおちとえ せか つてあせかて. 
[そせかねせそ きか, せあす にそてかしそつへ いふ けくいかきあてへ 
ほてそえそ, せけさそえおあ せか つてあしさけうあてへつみ つ いそしへま たそてかちけ. 〉そ きけくせへ てかす け いかつぬかせせあ, 
ねてそ そせあ にちとたさあ け うちかすかせせあ, にそてけす すふ けしけ せかて, せそ けてそえ せあす うつかす くあちあせかか 
けくうかつてかせ.

╉あ, すふ たそみうしみかすつみ くおかつへ せあ せかいそしへのそこ たちそすかきとてそさ うちかすかせけ, せそ 
くあねかす? [あさそこ つしかお そて せあつ そつてあかてつみ たそつしか てそえそ, さあさ すふ たちかさちあてけす つうそこ 
たとてへ? 《つてあかてつみ たあすみてへ, つうかてしあみ け えちとつてせあみ おしみ おちとくかこ, ちかきとはあみ け せそま-

* 【あてへみせあ 〉けさそしあかうせあ [そつあちかうあ — おかさあせ たそ ちあいそてか つ けせそつてちあせせふすけ つてとおかせてあすけ ╉けたしそすあてけねか-
つさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ.
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はあみ おしみ つあすふに いしけくさけに. ╅ てあさきか そつてあまてつみ たしそおふ ちとさ ねかしそうかさあ, てうそちかせけみ, 
つそくおあせせふか かえそ とすそす け てあしあせてそす. ゅてけ てちとおふ け ちあいそてふ — せかたちかちふうあまはあ-
みつみ つうみくへ つ ねかしそうかさそす, さそてそちふこ とのかし, せそ てあさ すせそえそ そつてあうけし おしみ しまおかこ, 
け いしけくさけに, け せかくせあさそすふに.

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ ╆あきあせそうあ, つ さそてそちそこ み しけねせそ, さ つそきあしかせけま, 
せか いふしあ くせあさそすあ, てあさ はかおちそ いふしあ せあおかしかせあ け とすそす, け てあしあせてそす, け いそえあ-
てかこのけすけ くせあせけみすけ, ねてそ せか すそえしあ せか たそおかしけてへつみ うつかす ほてけす いそえあてつてうそす 
つ せあすけ う つうそけに てちとおあに. ╊か させけえけ, すそせそえちあなけけ, つてあてへけ — そえちそすせふこ つたけ-
つそさ! — うそて けつてけせせあみ はかおちそつてへ てあしあせてしけうそえそ け けせてかししけえかせてせそえそ ねかしそ-
うかさあ, とねかせそえそ, けつつしかおそうあてかしみ, たちかたそおあうあてかしみ. ¨ ねとうつてうそ えそちかねけ そて とにそおあ 
てあさそえそ ねかしそうかさあ つてちあせせふす そいちあくそす たかちかたしかてあかてつみ つ ねとうつてうそす つねあつてへみ 
け いしあえそおあちせそつてけ そて てそえそ, ねてそ けすかかのへ うそくすそきせそつてへ うつか, せあたけつあせせそか かま, 
たちそねかつてへ, けくとねけてへ, そつすふつしけてへ.

〈かせみ さあさ なけしそしそえあ いそしへのか うつかえそ たそおさとたけし う たちそけくうかおかせけみに 〉あてあ-
しへけ ╊うえかせへかうせふ かか みくふさ, てあさそこ いそえあてふこ け えしといそさけこ, たちそなかつつけそせあしへせそ 
そつすふつしかせせふこ, ちあつさちふうあまはけこ うつか つてそちそせふ かか しけねせそつてけ, け さあさ たそしけてそ-
しそえあ, け さあさ けつてそちけさあ, け さあさ すとおちそこ きかせはけせふ, ちあつつときおあまはかこ そ つとおへいあに 
せあちそおそう け つてちあせ, おかしみはかこつみ つ せあすけ つうそけすけ うたかねあてしかせけみすけ け すせかせけ-
みすけ. 【あさ け つさしあおふうあかてつみ そいちあく ほてそこ くあすかねあてかしへせそこ きかせはけせふ ねかちかく かか 
みくふさ, さあさ いふ たそおてうかちきおあみ すかてあなそちと ｠あこおかええかちあ — 『けさむちあ: «ぁかしそうかさ 
かつてへ みくふさ».

¨ かはか 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか たそけつてけせか いふしあ おあちそうあせあ つねあつてしけうあみ 
つとおへいあ け うかちせふこ つたとてせけさ, さそてそちそえそ そせあ しまいけしあ うつま つうそま きけくせへま. 
【あさけか つそまくふ, せあうかちせそか, つそくおあまてつみ てそしへさそ せあ 〉かいかつあに. 《せけ とおけうけてかしへせそ 
おそたそしせみしけ おちとえ おちとえあ — おうあ とねかせふに, おうあ たかおあえそえあ, おうあ けせてかししけえかせてあ 
け けせてかちかつせかこのけに ねかしそうかさあ. 』とおへいあ せあ おうそけに! ╅ けに てうそちねかつさけこ つそまく 
とせけさあしかせ かはか け てかす, ねてそ みうしみかて つそいそこ ねあつてへ ほさそしそえけけ つそうちかすかせせそこ 
さとしへてとちせそこ つちかおふ. ╇つか つそうすかつてせふか てちとおふ ╆あきあせそうふに, 〉あてあしへけ ╊うえかせへ-
かうせふ け ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ (させけえけ, ほつつか, くあすかてさけ, つてあてへけ), そてしけねあかて, さあさ 
いふ たあなそつせそ ほてそ せけ くうとねあしそ, うふつそさそか つしそうそ たちあうおふ, さそてそちそか う ちあくせふに 
けつてそちけねかつさけに とつしそうけみに つてあしそ せか てそしへさそ せちあうつてうかせせそこ, せそ け せあぬかしかせせそこ 
せあ いとおとはかか くあおあねかこ.

[そせかねせそ, ほてと つかすへま そいひかおけせみしあ せか てそしへさそ しまいそうへ, せそ け えしといそさそか 
とうあきかせけか, そいはせそつてへ きけくせかせせふに たちけせぬけたそう け けせてかちかつそう. ゅてそ そ てあさけに 
つかすへみに つさあくあし 』かせて-ゅさくまたかちけ: «]まいけてへ — ほてそ せか くせあねけて つすそてちかてへ おちとえ 
せあ おちとえあ. ]まいけてへ — くせあねけて つすそてちかてへ うすかつてか う そおせそす せあたちあうしかせけけ». 〈せか 
いふ にそてかしそつへ くあさそせねけてへ ほてそ さちあてさそか ほつつか おちとえけす そてちふうさそす, けく つてけにそて-
うそちかせけみ [そせつてあせてけせあ 』けすそせそうあ. ¨ たとつてへ そせそ いとおかて たそおおかちきさそこ ╊うえか-
せけま 》かてちそうけねと ╆あきあせそうと, け たとつてへ たかねあしへ かえそ いとおかて つうかてしあ, さあさ たあすみてへ 
そ つあすそす おそちそえそす おしみ せかえそ ねかしそうかさか.
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〉かたちあうおあ, おちとえ せか とすけちあかて,
]けのへ ちみおそす いふてへ たかちかつてあかて.
《せ さちそう つ てそいそこ せか ちあくおかしみかて,
¨く なしみえけ けく てうそかこ せか たへかて…
〉そ うつか, ねてそ すかきおと うあすけ いふしそ,
╇つか, ねてそ くあ うあすけ つしかおそす のしそ,
』 かえそ そつてあせさあすけ う すそえけしと
】しかねへつみ うすかつてか せか つすそえしそ.
】たちみすつてうそ, えせかう かえそ, てかちたかせへか —
【ふ うつか つかいか う せあつしかおつてうそ うくみし,
╉うそこせそえそ つしとにあ てふ け くちかせへみ
》そきけくせかせせふす うしあおかしへぬかす つてあし.

[そねかてさそうあ ¨.[.*

『あおそつてへ きけくせけ

[あさそこ すせか うつたそすけせあかてつみ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ? 
〉あてあのあ… 〉あてあのかせへさあ…

》かちかお すふつしかせせふす うくそちそす うつてあかて かか しけぬそ. 《せそ 
うつかえおあ えそてそうそ そくあちけてへつみ たちけうかてしけうそこ としふいさそこ. 
╅ えしあくあ つけみまて きけうそつてへま け そてさちふてそつてへま. 《せあ — 
つあすあ きけくせへ, たそちふう, けつさあせけか.

╊か うくえしみお — てそ うかつかしふこ, てそ つかちへかくせふこ, てそ しとさあ-
うふこ, てそ せかすせそえそ さそさかてしけうふこ, せそ せかけくすかせせそ たそし-
せふこ ちあおそつてけ きけくせけ — とつてちかすしかせ せあ うあつ, さそえおあ うふ 
ねけてあかてか させけえけ ╊.》. け 〉.╊. ╆あきあせそうふに け そつそくせあかてか, 
さあさそこ せかちあくおかしへせそこ いふしあ けに きけくせへ け さあさ すせそえそ 
ほてけ おうそか とおけうけてかしへせふに しまおかこ くせあねけしけ おちとえ おしみ おちとえあ.

╊か つたそつそいせそつてへ ちあおそうあてへつみ きけくせけ — うそて ねてそ, たそきあしとこ, そはとはあしそつへ 
さあさ えしあうせそか つうそこつてうそ かか しけねせそつてけ. ¨ ほてあ ちあおそつてへ きけくせけ たかちかおあうあしあつへ 
うつかす, さてそ つ せかこ うつてちかねあしつみ.

』うかてしあみ たあすみてへ 〉あてあのか.

* ¨ちけせあ [そせつてあせてけせそうせあ [そねかてさそうあ — さあせおけおあて なけしそしそえけねかつさけに せあとさ, たちそなかつつそち, くあすかつてけてかしへ 
せあねあしへせけさあ 】たちあうしかせけみ たそおえそてそうさけ せあとねせふに さあおちそう うふつのかこ さうあしけなけさあぬけけ ╉けたしそすあてけ-
ねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ.
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]とくみせけせ 』.╈.*

[あさ そていしかつさ くうかくおふ せあ たとてけ ╇かねせそこ 》あすみてけ

』そいふてけみ 23-しかてせかこ おあうせそつてけ ねあはか うつかえそ 
うそつたちけせけすあまてつみ ねかちかく たちけくすと せふせかの-
せけに ほすそぬけそせあしへせふに たかちかきけうあせけこ. 《おせけ 
ねてそ-てそ たちけとさちあのけうあまて, おそたそしせみまて, おちと-
えけか, せあそいそちそて, つえとはあまて, さそえそ-てそ おかすそ-
せけくけちとまて, つそくせあてかしへせそ とつけしけうあみ せかえあ-
てけうせふこ そたふて. 》そねかすと てあさ たちそけつにそおけて, 
てそねせそ せけさてそ せか くせあかて. ╇けおけすそ, しまおけ せあ 
とちそうせか たそおつそくせあせけみ にそてかしけ いふ けくすかせけてへ 
つうそま たちそのしとま きけくせへ, ねてそ-てそ けつたちあ-
うけてへ けしけ たちそつてそ せか つそうかちのあてへ てかに けしけ 
けせふに たそつてとたさそう, さそてそちふか ときか つおかしあしけ. 
〉そ ときか たそくおせそ. ╇つか つおかしあせそ, け しかつてせけぬあ 
たちけねけせせそ-つしかおつてうかせせふに つうみくかこ おあうせそ 
うふつてちそかせあ. ゅてそ ときか けつてそちけみ. 》あすみてへ. 
》しそにあみ けしけ にそちそのあみ, ときか せかうあきせそ.

╉しみ ねかえそ み ほてそ えそうそちま? 〉あうかちせそか, ねてそいふ «そたちあうおあてへ» け つそいつてうかせせふか 
つといひかさてけうけくす け ほすそぬけそせあしへせそつてへ, そつそいかせせそ さそえおあ うつたそすけせあかのへ つそいふ-
てけみ 1990-に えそおそう. ¨すかせせそ てそえおあ つとおへいあ つうかしあ すかせみ, ねかしそうかさあ, うたかちうふか 
たそたあうのかえそ う いそしへのそこ つてそしけねせふこ «さちとえそうそちそて», つ 〉あてあのかこ ╆あきあせそうそこ, 
つ さそてそちそこ すふ うすかつてか たちそちあいそてあしけ そさそしそ のかつてけ しかて (1991—1997) う そておかしか 
[そちかけ け 〈そせえそしけけ ¨せつてけてとてあ うそつてそさそうかおかせけみ 『╅〉.

』さあきと ねかつてせそ, おしみ すかせみ ほてそ いふしけ せかしかえさけか えそおふ, たそつさそしへさと さあさ 
うふにそおぬと けく たちそうけせぬけけ, たそつてとたけうのかすと う おそさてそちあせてとちと ¨╇ 『╅〉, すせか 
たちけにそおけしそつへ つ さそつすけねかつさそこ つさそちそつてへま せあうかちつてふうあてへ てそ, ねてそ み せかおそたそ-
しとねけし, ちあいそてあみ う つけいけちつさけに け とおすとちてつさけに うとくあに. 【あさ, つさあきかす, たふてあしつみ 
ちかあしけくそうあてへ とつさそちかせせふこ うあちけあせて つそいつてうかせせそえそ self-made man. 》ちけねかす 
たちあさてけねかつさけ うそ うつかに つなかちあに け そいしあつてみに, つ さそてそちふすけ み たしそてせそ つてあしさけ-
うあしつみ, — そて ねけつてそ せあとねせふに おそ せかなそちすあしへせそ-しけねせそつてせふに. ¨ せかつすそてちみ 
せあ てそ, ねてそ ときか いふし け さあせおけおあて せあとさ, け おそぬかせて, けすかし そたちかおかしかせせふこ そたふて 
ちあいそてふ くあうかおとまはかえそ さあなかおちそこ, すそつさそうつさあみ あさあおかすけねかつさあみ つちかおあ きかつてさそ, 
せそ つたちあうかおしけうそ たそしけちそうあしあ すそこ たちそなけしへ. ′あいかえあみ うたかちかお, つさあきと, ねてそ, 
うけおけすそ, すそおかしへ とつさそちかせせそえそ つあすそつそうかちのかせつてうそうあせけみ 1990-に, あ てそねせかか — 
うふきけうあせけみ, み たちそのかし とつたかのせそ. 

* 』かちえかこ ╈かせせあおへかうけね ]とくみせけせ — たかちうふこ くあすかつてけてかしへ おけちかさてそちあ ¨せつてけてとてあ ╉あしへせかえそ ╇そつてそさあ 
『╅〉, たちそなかつつそち, おそさてそち たそしけてけねかつさけに せあとさ.
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╉しみ たそしせそてふ さあちてけせふ おそいあうしま, ねてそ そておかし, う さそてそちふこ み たそたあし け えおか 
ときか てちとおけしあつへ 〉あてあのあ ╆あきあせそうあ, いふし う てか えそおふ おそつてあてそねせそ しまいそたふ-
てかせ. 〉あ おうそちか せあつてとたけしけ いかくとすせふか 1990-か, せあ としけぬあに さてそ-てそ てそちえそうあし 
うあとねかちあすけ, さてそ-てそ つそうかつてへま, あ さてそ-てそ そつてあてさあすけ いふしそえそ つそうかてつさそえそ たちそ-
のしそえそ. 《おせあさそ うせとてちけ せあのかえそ せあとねせそえそ たそおちあくおかしかせけみ いちそおけし, さあさ 
たけつあしけ う つうそか うちかすみ せかくあいうかせせふか さしあつつけさけ, «たちけくちあさ さそすすとせけくすあ», 
たちけねかす おそつてあてそねせそ すあにちそうふこ. ¨ ちとさそうそおつてうそ きかつてさそ け いかつさそすたちそすけつつせそ 
つそにちあせみしそ せか てそしへさそ おとに け たちけせぬけたふ つそうかてつさそこ たあちてけこせそこ ほたそにけ, せそ 
け いおけてかしへせそ つしかおけしそ, ねてそいふ せか たちそみうけしけつへ ちそつてさけ おかすそさちあてけけ け しけいか-
ちあしけくすあ, ねちかくうふねあこせそ たそたとしみちせふか う てか えそおふ. 

〉ちあうけしそつへ けしけ せかて ほてそ つそてちとおせけさあす — てかすあ, くあつしときけうあまはあみ そておかしへ-
せそえそ ちあくえそうそちあ, せそ うつか たそおねけせみしけつへ せかえしあつせふす たあちてけこせそ-さそすすとせけ-
つてけねかつさけす «たちあうけしあす けえちふ», うさしまねあみ け すかせみ. ¨ せか たそてそすと, ねてそ てあさ とき 
しまいけしけ せかさそえおあ すそえとはかつてうかせせとま [》』』 (み うそそいはか う つそうかてつさけこ たかちけそお 
いふし いかつたあちてけこせふす, にそてみ すせそえそ ねかえそ たちかたそおあうあし), あ つさそちかか たそてそすと, ねてそ 
と さあきおそえそ いふしけ つうそけ つとえといそ しけねせふか ぬかしけ. ]けねせそ と すかせみ いふしあ さそせさちかて-
せあみ くあおあねあ — くあはけてけてへ おそさてそちつさとま おけつつかちてあぬけま う そうかみせせふに せあとねせそこ 
つしあうそこ つてかせあに ¨せつてけてとてあ うそつてそさそうかおかせけみ.

╊おけせつてうかせせふす «そつてちそうさそす おかすそさちあてけけ» う そておかしか いふしあ 〉あてあのあ ╆あきあ-
せそうあ, さそてそちあみ, つ そおせそこ つてそちそせふ, さそ うつかす いかく けつさしまねかせけみ, うさしまねあみ け てかに, 
さてそ かか てあこせそ せかおそしまいしけうあし けしけ くあうけおそうあし かこ, つそねけせみみ ちあくせふか せかいふしけぬふ, 
そてせそつけしあつへ ねちかくうふねあこせそ おちときかしまいせそ, そてさちふてそ, あ つ おちとえそこ — つそにちあせみしあ 
つうそま たそしせとま せかくあうけつけすそつてへ. 》ちけねかす かか せかくあうけつけすそつてへ たちそみうしみしあつへ 
たちあさてけねかつさけ うそ うつかす — う つなかちか せあとねせふに けつつしかおそうあせけこ, う うふいそちか すかつてあ 
けに たといしけさあぬけけ (ょきせあみ [そちかみ, 』ぃ╅), ねてそ うふくふうあしそ つさちふてそか, あ たそちそこ 
け そてさちふてそか せかおそうそしへつてうそ ちとさそうそおつてうあ. 

』あすそか えしあうせそか, 〉あてあのあ つそにちあせみしあ け たそつてそみせせそ そてつてあけうあしあ たちあうそ 
せあ つそいつてうかせせふか けせてかちたちかてあぬけけ け そぬかせさけ さしまねかうふに さそちかこつさけに つそいふ-
てけこ (けつてそちけみ すかきさそちかこつさそこ うそこせふ, ちそしへ 『[ け [〉╉『 う たそつしかうそかせせふこ 
たかちけそお, みおかちせあみ たちそいしかすあ たそしとそつてちそうあ, つそうかてつさそ/ちそつつけこつさそ-つかうかちそさそ-
ちかこつさけか そてせそのかせけみ, ちそつつけこつさそ-まきせそさそちかこつさけか そてせそのかせけみ け たち.), おあきか 
かつしけ かか そぬかせさけ せか つそうたあおあしけ つ そぬかせさあすけ ちとさそうそおけてかしみ たそおちあくおかしかせけみ 
ょ.╇. ╇あせけせあ. ╅ そせけ ねあはか うつかえそ せか つそうたあおあしけ.

っ せか つたかぬけあしけつて たそ さそちかこつさそこ てかすあてけさか, せそ け み たそせけすあし, ねてそ, せあたちけ-
すかち, さちけてけさそうあてへ けしけ さあさ-てそ そてちけぬあてかしへせそ そぬかせけうあてへ 』かうかちせとま [そちかま 
(つそそてうかてつてうかせせそ — «にうあしけてへ» ょきせとま), けつにそおみ けく «すかつてせそこ つたかぬけなけさけ» 
そておかしあ, てあさてけねかつさけ せかきかしあてかしへせそ. ╅ かつしけ いちあてへ う ちあつねかて たしあせふ そいつときおかせけみ 
う そておかしか つそいつてうかせせそこ おそさてそちつさそこ おけつつかちてあぬけけ, てそ け そたあつせそ. 〉あてあのあ きか 
ちとさそうそおつてうそうあしあつへ けつさしまねけてかしへせそ せあとねせそこ ぬかしかつそそいちあくせそつてへま, たちそみうしみみ 
いそしへのとま つてそこさそつてへ け, う にそちそのかす つすふつしか つしそうあ, せあとねせとま せかとつてとたねけうそつてへ. 
《せあ いふしあ たそ-せあつてそみはかすと せかくあうけつけすあ, せそ, たそにそきか, おあうあしそつへ かこ ほてそ せかしかえさそ.
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[つてあてけ, 〉あてあのと ╆あきあせそうと しけねせそ うふつそさそ ぬかせけし しあとちかあて 〉そいかしかうつさそこ 
たちかすけけ すけちあ, たちかくけおかせて 『[ [けす ╉ほ ぁきとせ, かか ちあいそてふ たかちかうそおけしけ け たかねあ-
てあしけ くあ ちといかきそす, つそてせけ ちそつつけこつさけに け くあちといかきせふに ほさつたかちてそう け とねかせふに 
つつふしあしけつへ せあ せかか, ぬけてけちそうあしけ かか けつつしかおそうあせけみ. っ おとすあま, ねてそ かつしけ いふ うつか 
かか たといしけさあぬけけ たちそたとつてけてへ ねかちかく つそうちかすかせせふか つけつてかすふ せあとさそすかてちけけ: 
Web of Science, Scopus, 『¨〉を, けせおかさつ くあのさあしけうあし いふ. 》ちけねかす, たそにそきか, 
ねてそ そせ くあのさあしけうあし いふ ときか う 1990-か えそおふ, さそえおあ そ おあせせふに たあちあすかてちあに 
ぬけてけちとかすそつてけ かはか せけさてそ せか くせあし け せか たそおそくちかうあし. 

《ておかしへせあみ てかすあ — くあはけてあ おそさてそちつさけに おけつつかちてあぬけこ つそてちとおせけさあすけ 
そておかしあ. 【かすあ う てか えそおふ ねちかくうふねあこせそ つしそきせあみ, おかしけさあてせあみ け, み いふ つさあくあし, 
おあきか うくちふうそそたあつせあみ, そつそいかせせそ おしみ てかに, さてそ ちけつさせとし せあ ほてそて «おそさてそちつさけこ 
のあえ». ‒そちすあしへせそ, さそせかねせそ, せけさてそ せけさそすと せけねかえそ せか くあたちかはあし, うさしまねあみ 
たそおえそてそうさと け くあはけてと おけつつかちてあぬけけ. 〉そ つしとねけしそつへ てあさ, ねてそ ちとさそうそおけてかしへ 
ょ.╇. ╇あせけせ け かえそ たちけいしけきかせせふか う つうそか うちかすみ てそ しけ せか つすそえしけ, てそ しけ たそ 
さあさけす-てそ たちけねけせあす せか くあにそてかしけ くあはけはあてへ つうそけ おそさてそちつさけか, け う そておかしか 
つなそちすけちそうあしそつへ せかえしあつせそか «てあいと» せあ ほてそて うそたちそつ.

¨くうかつてせそ, ねてそ かはか う つそうかてつさそか うちかすみ さとしへてけうけちそうあしそつへ «たちあうけしそ» 
きおあてへ せあねあしへせけさあ け せか しかくてへ つそ つうそけすけ おけつつかちてあぬけみすけ, てあさ つさあくあてへ, 
«たそたかちかお いあてへさけ». 》そきあしとこ, けつさしまねかせけかす う ほてそす つすふつしか いふしあ くあはけてあ 
う 1985 えそおと おそさてそちつさそこ おけつつかちてあぬけけ いしかつてみはかえそ とねかせそえそ, たちかさちあつせそえそ 
ねかしそうかさあ ╈あしけせふ ╉あうふおそうせふ 【みえあこ.

╇ 1990-か えそおふ ほてそ せかえしあつせそか «てあいと» «つ いそみすけ» つてあしけ たそせかすせそえと おかすそせ-
てけちそうあてへ. ¨ せあねあしそ ほてそすと たそしそきけしあ さしあつつせふこ すそせえそしそうかお, たちそなかつ-
つそち-ほせぬけさしそたかおけつて ╈あしけせあ 』かちえかかうせあ っつさけせあ, さそてそちあみ, うけおけすそ, ねてそいふ 
せか ちけつさそうあてへ, たちそのしあ け たちかおくあはけてと (そいつときおかせけか), け くあはけてと おそさてそちつさそこ 
おけつつかちてあぬけけ う つてかせあに ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ. っ にそちそのそ 
たそすせま ちかあさぬけま せあ ほてそ つそいふてけか う そておかしか け ちかあさぬけま ょ.╇. ╇あせけせあ. 〉そ つかこ-
ねあつ み いふ せか つてあし ほてそ さあさ-てそ さそすすかせてけちそうあてへ け うつたそすけせあてへ. ╉かしそ たちそのしそか. 
╉あ け ╈あしけせあ 』かちえかかうせあ, さあさ け ╈あしけせあ ╉あうふおそうせあ, ときか とのしけ けく きけくせけ, 
そつてあうけう と すかせみ つあすふか つうかてしふか け おそいちふか うそつたそすけせあせけみ, たそつさそしへさと つ ╈あしけ-
せそこ 』かちえかかうせそこ すふ いふしけ にそちそのけすけ け いしけくさけすけ おちとくへみすけ.

ぁてそ さあつあかてつみ すそかえそ たちそちふうあ, うそくすそきせそ, ねてそ せあ すかせみ つすそてちかしけ さあさ 
せあ みうしかせけか うちかすかせせそか け つとえといそ たちそうけせぬけあしへせそか. 》ちあうおあ, さそえおあ おかしそ 
おそのしそ おそ そいつときおかせけみ ちとさそたけつけ おけつつかちてあぬけけ, すせか たそさあくあしそつへ, ねてそ, つさそ-
ちかか うつかえそ, いふしあ け たちかおうあちけてかしへせあみ とつてあせそうさあ ちとさそうそおつてうあ — «せか ちかさそ-
すかせおそうあてへ» け たかちかうかつてけ うそたちそつ せあ つしかおとまはけこ えそお. ¨ さそえおあ せあねあしそつへ 
そいつときおかせけか, み とつしふのあし そねかせへ すせそえそ «さそすたしけすかせてそう» たそ たそうそおと つうそかこ 
ちあいそてふ そて そておかしへせふに さそししかえ. 》ちけねかす いそしへのあみ けに ねあつてへ いふしあ せあおとすあせ-
せそこ け せかつたちあうかおしけうそこ たそ つとてけ. 

]まいそたふてせそ, ねてそ ねかちかく おかつみてへ-たみてせあおぬあてへ しかて ほてけ きか しまおけ たそ たそうそおと 
てかに きか つあすふに たそしそきかせけこ け けおかこ, たちあうおあ, そたといしけさそうあせせふに ときか う ちみおか すそけに 
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すそせそえちあなけこ, おあしけ おけあすかてちあしへせそ たちそてけうそたそしそきせふか そぬかせさけ け うふつさあくふ-
うあしけ つうそか うそつにけはかせけか. 【あさあみ うそて ほうそしまぬけみ. っ せか う そいけおか, たちかさちあつせそ たそせけ-
すあま, ねてそ てあさそうふ いふしけ てそえおあ たちかつしそうとてふか け せかえしあつせふか «たちあうけしあ けえちふ». 

〉そ せか うつかえおあ け うつか いふしそ てあさ たしそにそ う せあのかす «さそちそしかうつてうか». ╇ そておかしか 
せあのしけつへ つそてちとおせけさけ, さそてそちふか てそえおあ たそおおかちきあしけ すかせみ せあ そいつときおかせけけ. 
[ つそきあしかせけま, うつか そせけ ときか とのしけ けく きけくせけ — け ╈.╉. 【みえあこ, け ╈.』. っつさけせあ, 
け 〉あてあのあ ╆あきあせそうあ. ¨ たちあさてけねかつさけ そてさちふてふす えそしそつそうあせけかす, つ たかちかうか-
つそす う そおけせ えそしそつ, すかせみ ちかさそすかせおそうあしけ さ くあはけてか. 』あすあ きか くあはけてあ たちそのしあ 
かおけせそえしあつせそ.

》そつしか おちあすあてけねかつさそえそ そいつときおかせけみ み いふし さあさ う てとすあせか, せそ にそちそのそ 
たそすせま つしそうあ たそおおかちきさけ 〉あてあのけ ╆あきあせそうそこ. ′あ ねてそ み かこ ねちかくうふねあこせそ 
いしあえそおあちかせ. 【そえおあ ほてけ たちそつてふか け おそいちふか つしそうあ いふしけ さあさ しかさあちつてうそ, たちけ-
いあうけうのかか すせか つけし. ｠そてみ, たそ つとてけ, すふ そいあ せあにそおけしけつへ う くそせか せかえしあつせそこ 
さちけてけさけ. [あきおふこ たそ つうそけす たちけねけせあす. 〉そ せけてそねさあ つそしけおあちせそつてけ け うくあ-
けすそうふちとねさけ うそくせけさしあ. ¨ おしみ すかせみ ほてそ いふしそ そねかせへ うあきせそ せあ てそす ほてあたか 
さあちへかちふ. 》そくきか み とくせあし, ねてそ 〉あてあのあ とうそしけしあつへ けく そておかしあ. [あさそうふ いふしけ 
けつてけせせふか たちけねけせふ, み てそねせそ せか くせあま け すそえと てそしへさそ おそえあおふうあてへつみ.

[ つしそうと, うせかのせか そせあ うつかえおあ うふえしみおかしあ ねかしそうかさそす そたてけすけつてけね-
せふす, たそしせふす きけくせけ, たちかさちあつせふに ほすそぬけこ け いしかつてみはけに, そちけえけせあしへせふに 
せあとねせふに けおかこ. っ つすそてちかし, つしとのあし かか せあ くあつかおあせけみに け せかなそちすあしへせふに 
たそつけおかしさあに, う いかつかおあに, せあ さそせなかちかせぬけみに, たそせけすあみ, ねてそ たかちかおそ すせそこ 
たそ-せあつてそみはかすと 』ねあつてしけうふこ ぁかしそうかさ. 》そくきか, さそえおあ み たそくせあさそすけしつみ つ かか 
くあすかねあてかしへせふす つとたちとえそす — ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす ╆あきあせそうふす, にそてみ 
くあそねせそ おそ ほてそえそ ときか すせそえそ つしふのあし そ せかす, み てそねせそ たそせみし, たちそつてそ さそきかこ 
たそねとうつてうそうあし つかさちかて ほてそえそ 』ねあつてへみ. 

《ねかせへ ちかおさそ う きけくせけ いふうあかて てあさ, ねてそ おうか たそしそうけせさけ せあつてそしへさそ てそねせそ, 
せあつてそしへさそ たそしせそつてへま け あいつそしまてせそ つそうたあおあまて. [そえおあ うそくせけさあかて とせけさあしへ-
せそか みうしかせけか うくあけすせそこ ]まいうけ, うくあけすせそこ ╈あちすそせけけ け うくあけすせそえそ 』ねあつてへみ. 
》ちけねかす さあきおふこ ちあく ╈そつたそおへ おあちとかて けくいちあせせふす ほてと ╈あちすそせけま う かおけせ-
つてうかせせそす ほさくかすたしみちか, せか てけちあきけちとみ かか, つそくおあうあみ とせけさあしへせふこ おとほて. ゅてあ 
たちかさちあつせあみ たあちあ いふしあ けすかせせそ てあさそこ. 〉か たちあう いふし ]かう 【そしつてそこ, さそえおあ 
とてうかちきおあし, ねてそ うつか つねあつてしけうふか つかすへけ たそにそきけ. [あさ ちあく せあそいそちそて, さあきおあみ 
とせけさあしへせあ.

′あうけおそうあしけ しけ かこ う そておかしか? [そせかねせそ. ╇そくすそきせそ, ねてそ さてそ-てそ «いかしそこ», 
さてそ-てそ «ねかちせそこ» くあうけつてへま. 【ちとおせそ つかこねあつ てそねせそ そい ほてそす えそうそちけてへ. ╉あ 
け せときせそ しけ ほてそ おかしあてへ? 』とおへいあ つしそきけしあつへ てあさ, さあさ そせあ つしそきけしあつへ. 《さあ-
くふうあかてつみ, すかきおと ╆そしへのけす 』ねあつてへかす け ╆そしへのけす ╈そちかす たちそしかえあかて そねかせへ 
てそせさあみ, そねかせへ にちとたさあみ えちあせへ, さそてそちとま すふ たちあさてけねかつさけ せか ねとうつてうとかす 
け せか にそてけす たちけくせあうあてへ, さそえおあ きけうかす う くそせか つねあつてへみ, たそちそこ おあきか せか たそおそ-
くちかうあみ, さあさ いしけくさあ ほてあ つてちあのせあみ えちあせけぬあ. ╅ さそえおあ てちあえけねかつさあみ てかせへ 
たあおあかて せあ せあのけに いしけくさけに, すふ さちけねけす, ねてそ ほてそ せかつたちあうかおしけうそ, ねてそ てあさ 
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せか おそしきせそ いふてへ, せあねけせあみ うそちそのけてへ たちそのしそか け けつさあてへ さあさけか-てそ たちけねけせふ 
つさそちいせふに つそいふてけこ.

〉そ てあさそう せかとすそしけすふこ くあさそせ ╋けくせけ け 》ちけちそおふ. 〉あてあのあ たちそきけうあしあ 
さあきおふこ おかせへ, さあきおふこ ねあつ せあたそしせかせせそ け えあちすそせけねせそ. 《せあ いふしあ さちあつけ-
うそこ, つたちあうかおしけうそこ, とすせそこ け とつたかのせそこ. 【あさそこ そせあ せあうつかえおあ そつてあせかてつみ 
う たあすみてけ うつかに, さてそ かか くせあし. 》かねあしへせそ, ねてそ すふ たちそつてけしけつへ つ せかこ せあうつかえおあ. 
╊か つうかてしあみ ╉とのあ — つしそうせそ そていしかつさ くうかくおふ せあ ╇かしけさそす 〈しかねせそす たとてけ 
]まいうけ, 』ねあつてへみ け ╇かねせそこ 》あすみてけ…

]まいけすそう ╅.》.*

《 うふおあまはかすつみ ちそつつけこつさそす とねかせそす 
け そいはかつてうかせせそす おかみてかしか

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ ╆あきあせそうあ — とねかせふこ 
ちあくせそつてそちそせせけに おあちそうあせけこ け すかきおとせあ-
ちそおせそえそ すあつのてあいあ. 《せあ そつてあうけしあ つうそこ 
つしかお う たそしけてそしそえけけ, けつてそちけねかつさそこ せあとさか, 
ほさそせそすけさか, たかおあえそえけさか, そいはかつてうかせせそこ 
け たちあさてけねかつさそこ おけたしそすあてけけ. 《 かか てうそち-
ねかつさそす け せあとねせそす せあつしかおけけ み にそねと うふつさあ-
くあてへ つうそか すせかせけか.

╇ さそせぬか 60-に えそおそう たちそのしそえそ うかさあ 
さ つてとおかせてあす 〈╈¨〈《 う さそちかこつさとま みくふさそ-
うとま えちとたたと いふしあ そたちかおかしかせあ ませあみ とねけ-
てかしへせけぬあ たそ けすかせけ 〉あてあのあ, つあすあ かはか 
てそしへさそ つてとおかせてさあ てちかてへかえそ さとちつあ. 』うそけす 
そいあみせけかす, つかちへかくせそつてへま, とすそす 〉あてあのあ 

いとさうあしへせそ たそさそちけしあ つてとおかせてそう, あ えちとたたあ たそしまいけしあ [そちかま け さそちかこつさけこ 
みくふさ.

′あ えそおふ つうそかこ せあとねせそこ け たちそなかつつけそせあしへせそこ おかみてかしへせそつてけ ませあみ 
〉あてあのあ たちかうちあてけしあつへ う さちとたせそえそ つたかぬけあしけつてあ-とねかせそえそ け とつたかしあ つおかしあてへ 
そねかせへ すせそえそ う つうそかこ きけくせけ. ╇ てそす ねけつしか う せあとさか.

〉あてあしへみ そさそせねけしあ け つちかおせまま のさそしと, け たちかつてけきせふこ うとく つてちあせふ  
〈╈¨〈《 つ そてしけねけかす け, かつてかつてうかせせそ, さあさ たそおそいあかて そてしけねせけぬか, くあにそてかしあ 
くあせみてへつみ いそしへのそこ せあとさそこ. ╊こ とおあしそつへ おそいけてへつみ せあたちあうしかせけみ う ¨せつてけてとて 

* ╅しかさつかこ 》あうしそうけね ]まいけすそう — おそさてそち まちけおけねかつさけに せあとさ, たちそなかつつそち 〈╈】[¨, おかこつてうけてかしへせふこ 
ねしかせ 『╅╊〉, えしあうせふこ ちかおあさてそち きとちせあしあ «》ちかおつてあうけてかしへせあみ うしあつてへ — XXI うかさ».
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せあちそおそう ╅くけけ ╅さあおかすけけ せあとさ 』』』『 (せふせか — ¨せつてけてとて うそつてそさそうかおかせけみ 
『╅〉) せあ おそしきせそつてへ せあとねせそ-てかにせけねかつさそえそ つそてちとおせけさあ. 〉あてあしへみ, せか てかちみみ 
うちかすかせけ, つ えそしそうそこ たそえちとくけしあつへ う せあとさと, つてあうのとま おしみ せかか おかしそす うつかこ 
きけくせけ. 『かくとしへてあてふ かか てうそちねかつさそこ おかみてかしへせそつてけ う たそしせそこ すかちか くあつしときけ-
うあまて うふつそさそこ そぬかせさけ. 《せけ みうけしけつへ うかつそすふす うさしあおそす う なそちすけちそうあせけか 
うせかのせかたそしけてけねかつさそこ つてちあてかえけけ せあのかこ つてちあせふ, うあきせそつてへ さそてそちそこ たそお-
ねかちさせとし たちかくけおかせて 『‒ せあ たちあくおせそうあせけみに う ねかつてへ 80-しかてけみ ╉けたしそすあてけねか-
つさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ*.

〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ うつかえおあ つてちかすけしあつへ さ てうそちねかつさそこ ちあいそてか, たちそいけうあ-
しあつへ う ちあくしけねせふか えそつあちにけうふ (╅さあおかすけけ せあとさ 』』』『, ╈[ゅ』, 〈¨╉, 〈╇【, 
╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ け おち.), つそいけちあみ すあてかちけあしふ おしみ おけつ-
つかちてあぬけけ たそ てかすか «『そしへ つそうかてつさそ-さそちかこつさけに ほさそせそすけねかつさけに つうみくかこ う ちあく-
うけてけけ せあちそおせそえそ にそくみこつてうあ [〉╉『». ╈そてそうけてへ てあさとま おけつつかちてあぬけま いふしそ 
おかしそす つしそきせふす. 》ちかきおか うつかえそ, せかそいにそおけすそ いふしそ たそしとねけてへ ちあくちかのかせけか 
せあ ちあいそてと う あちにけうあに そえちあせけねかせせそえそ たそしへくそうあせけみ.

〉かつすそてちみ せあ うつか つしそきせそつてけ, 〉.╊. ╆あきあせそうあ とつたかのせそ くあはけてけしあ おけつ-
つかちてあぬけま う みせうあちか 1974 えそおあ, たちあうおあ, つそ つたかぬけあしへせふす えちけなそす. 》そつしか 
1991 えそおあ つそおかちきあうのけかつみ う ちあいそてか おあせせふか たそてかちみしけ つてあてとつ つかさちかてせそつてけ, 
け 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ うくみしあつへ くあ けくおあせけか せあ いあくか おけつつかちてあぬけけ そてさちふてそこ 
すそせそえちあなけけ う 〈そつさうか け [そちかか. 》そさあ のしあ ちかおあさぬけそせせあみ たそおえそてそうさあ 
させけえけ う 〈そつさうか, まきせそさそちかこぬふ — うかおとはかか ほさそせそすけねかつさそか けくおあてかしへつてうそ 
『かつたといしけさけ [そちかみ «｠あせえとさ さかせねきか けしへいそ» — とつたかしそ そたかちあてけうせそ たかちか-
うかつてけ ちとさそたけつへ せあ さそちかこつさけこ みくふさ け ときか う 1992 えそおと うふたとつてけしそ すそせそ-
えちあなけま たそお くあえそしそうさそす «〈かきおと すかちてうふすけ おそえすあすけ け たちあさてけねかつさけすけ 
たそてちかいせそつてみすけ. 』かうかちそさそちかこつさあみ ほさそせそすけさあ». ╇ 〈そつさうか すそせそえちあなけま 
けくおあしけ ねとてへ たそくきか, う 1993 えそおと, たそお せあくうあせけかす «╇せかのせかほさそせそすけねかつさけか 
つうみくけ [〉╉『. ╇ たそけつさあに うふにそおあ けく てとたけさあ».

《いあ けくおあせけみ すそせそえちあなけけ たちけうしかさしけ うせけすあせけか せか てそしへさそ すかきおとせあ-
ちそおせふに せあとねせふに さちとえそう, せそ け たそしけてけさそ-ほさそせそすけねかつさそえそ けつてかいしけのすかせてあ 
ょきせそこ [そちかけ, ったそせけけ け [けてあみ. ╇ あおちかつ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ たそつしかおそ-
うあしけ たちかおしそきかせけみ そ ねてかせけけ しかさぬけこ, たちそうかおかせけけ つかすけせあちそう け さそせつとしへ-
てあぬけこ, とねあつてけけ う たちかつつ-さそせなかちかせぬけみに け けせてかちうへま, たそおえそてそうさか つてあてかこ. 
╇ ちかくとしへてあてか たそねてけ うつま そつてあしへせとま きけくせへ そせあ たちそおそしきあしあ けつつしかおそうあせけみ 
せあ おあせせとま てかすと け おそつてけえしあ かはか いそしかか うふおあまはけにつみ とつたかにそう.

╉そつてあてそねせそ うつたそすせけてへ てあさそこ のけちそさそけくうかつてせふこ ほたけくそお. 30 つかせてみいちみ 
2003 えそおあ たちかくけおかせて ょきせそこ [そちかけ, しあとちかあて 〉そいかしかうつさそこ たちかすけけ すけちあ, 
おそさてそち [けす ╉ほ ぁきとせ とつてちそけし たちけかす う えそちそおか 》とつあせか おしみ えちとたたふ うかおと-
はけに さそちかかうかおそう すけちあ. ╇ にそおか うつてちかねけ たちそなかつつそち けく ╈かちすあせけけ たそたちそつけし 

* 》とてけせ ╇. 『かさてそちあてと, たちそなかつつそちつさそ-たちかたそおあうあてかしへつさそすと つそつてあうと, つてとおかせてあす, つしとのあてかしみす 
け うふたとつさせけさあす ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ. 18.09.2014 // ╉けたしそすあてけねかつさあみ 
あさあおかすけみ 〈¨╉ 『そつつけけ. 80 しかて うそ いしあえそ 《てかねかつてうあ: 1934—2014. 〈.: ╇かつへ 〈けち, 2014. 』. 8.
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[けす ╉ほ ぁきとせあ そにあちあさてかちけくそうあてへ つそつてそみせけか ほさそせそすけさけ 』かうかちせそこ [そちかけ. 
》ちかくけおかせて ょきせそこ [そちかけ せあ ほてそ そてちかあえけちそうあし てあさ: «』ちかおけ せあつ たちけつとて-
つてうとかて おそさてそち 〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ — しとねのけこ う すけちか つたかぬけあしけつて たそ 』かうかち-
せそこ [そちかか. 《せあ たそすそきかて ちあくそいちあてへつみ う つけてとあぬけけ しとねのか すかせみ».

』しかおとかて せあたそすせけてへ かはか そおせそ あうてそちけてかてせそか すせかせけか さちとたせそえそ とねか-
せそえそ — おそさてそちあ 〈あこさしあ 『かこつあ. ╇ たちかおけつしそうけけ さ なとせおあすかせてあしへせそすと さそし-
しかさてけうせそすと てちとおと さそちかかうかおそう 『そつつけけ け 』ぃ╅ 〈. 『かこつ そてすかてけし: «《つそいそ 
うたかねあてしみまて おうか えしあうふ, せあたけつあせせふか 〉あてあしへかこ ╆あきあせそうそこ, ねしかせそす 『そつ-
つけこつさそこ あさあおかすけけ せあとさ… 《せあ とさあくふうあかて, ねてそ ちかなそちすふ う [〉╉『 つさそちかか 
うつかえそ つたちそうそぬけちとまて けせなしみぬけま, いかくちあいそてけぬと け つそぬけあしへせとま せかつてあいけしへ-
せそつてへ… 》そほてそすと しそえけねせそ そきけおあてへ, ねてそ たそしけてけさあ “とちかえとしけちそうあせけみ ほさそ-
せそすけさけ” 》にかせへみせあ いとおかて け おあしへのか にあちあさてかちけくそうあてへつみ うせとてちかせせけすけ 
たちそてけうそちかねけみすけ, そてちあきあまはけすけ なけしそつそなけま つかうかちそさそちかこつさけに うしあつてかこ: 
たそたふてさけ たちけうしかねへ けせそつてちあせせふこ さあたけてあし いとおとて つそたちそうそきおあてへつみ とつけ-
しけみすけ たそ とさちかたしかせけま たそしけてけねかつさそえそ け けおかそしそえけねかつさそえそ さそせてちそしみ せあお 
せあつかしかせけかす»*.

》ちけ うつかこ えしといけせか けつつしかおそうあせけこ つかうかちそさそちかこつさそこ ほさそせそすけさけ, そせけ 
たそつしときけしけ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ しけのへ いあくそこ, せあ さそてそちそこ そせあ たそつてかたかせせそ ちあく-
うかちせとしあ ちあくちあいそてさと たちあさてけねかつさけ うつかに せあたちあうしかせけこ け あつたかさてそう たそしけてけ-
ねかつさそこ け ほさそせそすけねかつさそこ きけくせけ おあせせそえそ ちかえけそせあ. ╇ ほてそこ つうみくけ とすかつてせそ 
かはか ちあく うつたそすせけてへ しあとちかあてあ 〉そいかしかうつさそこ たちかすけけ すけちあ, おそさてそちあ [けす 
╉ほ ぁきとせあ. 《せ せあ ときか とたそすけせあうのかこつみ うつてちかねか つ さそちかかうかおあすけ う 2003 えそおと 
おそいあうけし: «╉そさてそち ╆あきあせそうあ そてしけねけしあつへ せか てそしへさそ う けくとねかせけけ つかうかちそ-
さそちかこつさそこ ほさそせそすけさけ, すふ てあさきか くせあかす かか さあさ さちとたせそえそ つたかぬけあしけつてあ 
たそ [そちかか け ╅くけけ う ぬかしそす. 《せあ けくおあしあ おかつみてさけ そねかせへ けせてかちかつせふに させけえ 
け いそしかか 300 つてあてかこ たそ あくけあてつさそこ てかすあてけさか».

╅せあしけくけちとみ つかうかちそさそちかこつさとま ほさそせそすけさと け てそちえそうそ-ほさそせそすけねか-
つさそか つそてちとおせけねかつてうそ 』』』『/『そつつけけ つ [〉╉『, 〉.╊. ╆あきあせそうあ, さそせかねせそ, せか 
すそえしあ そつてあうけてへ う つてそちそせか うかつへ さそすたしかさつ うくあけすそそてせそのかせけこ せあのかこ つてちあせふ 
つ [そちかかこ. ╇ ぬかしそす ちみおか つそしけおせふに てちとおそう, けくおあせせふに う 『そつつけけ, ょきせそこ 
[そちかか, 』ぃ╅, [〉『, せあ 【あこうあせか**, そせあ とさあくふうあかて, ねてそ [そちかこつさけこ たそしと-
そつてちそう たそたあし う たそしか くちかせけみ 『そつつけけ たそつしか てそえそ, さあさ ぬあちへ ╅しかさつあせおち II 
たちけつそかおけせけし さ けすたかちけけ う 1860 えそおと 》ちけすそちつさけこ さちあこ, えちあせけねあはけこ 
つ [そちかかこ. 』 てかに たそち 『そつつけみ たそ ちあくしけねせふす すそてけうあす け う ちあくせふに なそちすあに 

* The North Korean Nuclear Program: Security, Strategy and New Perspectives from Russia. Moltz, 
James Clay and Mansourov, Alexandre Y., ed. N.Y.: Routledge, 2000. P. 10.
** Bazhanova Natalia. Russia and Korea. Seoul: Seoul Shinmun, 1992. — 210 p.; Bazhanova Natalia. The Evo-
lution of Russian-Korean Relations: External and Internal Factors // Asian Survey. Vol. XXXIV. Berke-
ley, 1994. No 1. P. 789—798.; ╆あきあせそうあ 〉.╊. 『そつつけみ け [そちかみ // 』そうちかすかせせふこ すけち. 〈.: ¨くうかつてけみ, 2004. 
C. 215—232.; Bazhanova Natalia. Korea in Russia’s Post-Cold War Regional Political Context // Korea at 
the Center. Dynamics of Regionalism in Northeast Asia. N.Y.: M.E. Sharpe, 2006. P. 2—16.; ╆あきあせそうあ 〉. 
[そちかみ う なそさとつか ちそつつけこつさそこ たそしけてけさけ // ぁきとせ’みせ きけいあそ. 【あこいほこ. 1996. 4 けませみ. C. 4 (せあ さけて. みく.).
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とねあつてうそうあしあ う いそちへいか さちとたせふに おかちきあう (ったそせけけ, [けてあみ, 』ぃ╅) くあ さそせ-
てちそしへ せあお ほてそこ おあしへせかうそつてそねせそこ せあぬけかこ. 》かちけそおけねかつさけ せあのあ あさてけう-
せそつてへ せあ [そちかこつさそす たそしとそつてちそうか そつしあいかうあしあ, せそ くあてかす 『そつつけみ つ とおうそかせ-
せそこ ほせかちえけかこ うせそうへ たそえちときあしあつへ う さそちかこつさけか おかしあ.

[ さそせぬと ╇てそちそこ すけちそうそこ うそこせふ, さあさ そてすかねあかて 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ, 
』』』『 たちかつしかおそうあし う [そちかか てちけ そつせそうせふか ぬかしけ: そいかつたかねかせけか つうそかこ せあぬけそ-
せあしへせそこ いかくそたあつせそつてけ, ちあつのけちかせけか つなかちふ うしけみせけみ さそすすとせけつてけねかつさそえそ 
しあえかちみ, とおそうしかてうそちかせけか てちあおけぬけそせせふに ちそつつけこつさけに うかしけさそおかちきあうせふに 
あすいけぬけこ. ｠そてみ け そいかつさちそうしかせせふこ ちあくちとのけてかしへせそこ うそこせそこ つ なあのけつて-
つさそこ ╈かちすあせけかこ, 』そうかてつさけこ 』そまく, てかす せか すかせかか, せか きあしかし つけし おしみ うふたか-
つてそうあせけみ しそみしへせふに ちかきけすそう くあ ちといかきそす, う てそす ねけつしか う 』かうかちせそこ [そちかか. 
》ちけ ほてそす おそ さそせぬあ 1949 えそおあ 』てあしけせ せか たしあせけちそうあし ちあつたちそつてちあせみてへ つうそこ 
さそせてちそしへ せあ ょきせとま [そちかま. 〉あたちそてけう, そせ うつみねかつさけ えあつけし あえちかつつけうせふか 
せあすかちかせけみ つかうかちそさそちかこつさけに しけおかちそう.

′あてかす, そおせあさそ, たそくけぬけみ つそうかてつさそえそ しけおかちあ せあねあしあ すかせみてへつみ, け う あたちかしか 
1950 え. そせ いしあえそつしそうけし うてそちきかせけか つかうかちみせ せあ ょえ. ぁてそいふ たそせみてへ たちけねけせふ 
ほてそえそ たそうそちそてあ う つそうかてつさそこ たそしけてけさか, そぬかせけてへ おかこつてうけみ おちとえけに つてそちそせ, 
〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ たふてしけうそ うくみしあつへ くあ ちあくちあいそてさと ちあせかか あいつそしまてせそ 
くあさちふてそこ てかすふ [そちかこつさそこ うそこせふ 1950—1953 えそおそう. 《おせあ けく せあけいそしかか 
けくうかつてせふに かか ちあいそて たそ ほてそこ てかすか けくおあせあ せあ さそちかこつさそす みくふさか ‒そせおそす 
〈けちあ けす. [けす ╉ほ ぁきとせあ う ょきせそこ [そちかか*. 

』しかおとかて そつそいそ そてすかてけてへ, ねてそ せあとねせふか けせてかちかつふ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ いふしけ 
せあたちあうしかせふ せあ うそつつてあせそうしかせけか おけたしそすあてけねかつさけに そてせそのかせけこ すかきおと 
〈そつさうそこ け 』かとしそす, そてつとてつてうそうあうのけに うたしそてへ おそ さそせぬあ 1980-に えそおそう**. 《つせそ-
うふうあみつへ せあ あちにけうせふに すあてかちけあしあに け おちとえけに ぬかせせふに けつてそねせけさあに, 〉あてあしへみ 
╊うえかせへかうせあ たちけにそおけて さ うふうそおと, ねてそ さ せあねあしと 1960-に えそおそう う そてせそのかせけみに 
つそまくせけさそう, 〈そつさうふ け 》にかせへみせあ, うそくせけさしけ つかちへかくせふか けおかそしそえけねかつさけか 
け たそしけてけねかつさけか たちそてけうそちかねけみ. 』そうかてつさけこ ちとさそうそおけてかしへ 〉.』. ｠ちとはかう 
そたあつあしつみ, ねてそ しかうけくせあ 》かさけせあ け 》にかせへみせあ すそきかて つそくおあてへ せあ ╉あしへせかす ╇そつ-
てそさか せかそたちあうおあせせそか せあたちみきかせけか. 

》ちけ ].¨. ╆ちかきせかうか たちかおたちけせけすあしけつへ たそたふてさけ たかちかてみせとてへ [〉╉『 せあ 
つうそま つてそちそせと. 〈そつさうあ たちそおそしきあしあ たそすそえあてへ [〉╉『. 』かうかちせあみ [そちかみ ちあつ-
つすあてちけうあしあつへ 〈そつさうそこ う さあねかつてうか つてちあてかえけねかつさそえそ つそまくせけさあ う えしそいあしへ-
せそす たちそてけうそつてそみせけけ つ 』ぃ╅. 

』 たちけにそおそす さ うしあつてけ 〈.』. ╈そちいあねかうあ つそうかてつさそ-つかうかちそさそちかこつさけか そてせそ-
のかせけみ う 1985—1986 えそおふ つてあしけ おあきか てかたしかか け てかつせかか. 〉そ たそくけてけうせあみ 
てかせおかせぬけみ たちそおそしきあしあつへ せかおそしえそ. 】きか う 1987 えそおと ちあくしけねけみ うそ うせかの-

* ╆あきあせそうあ 〉あてあしへみ. 』あすあみ くあえあおそねせあみ うそこせあ XX つてそしかてけみ. 』かとし: ╊しへしけす, 1997. — 239 つ.
** Bazhanova Natalia. Soviet Policy towards South Korea under Gorbachev // Il Yung Chung (ed.). 
Korea and Russia. Towards the 21st Century. Seoul: The Sejong Institute, 1992. P. 61—112.; Bazhanova 
Natalia. North Korea and Seoul-Moscow Relations // Ibid. P. 315—351.
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せかたそしけてけねかつさけに けせてかちかつあに け ほうそしまぬけみ けおかそしそえけねかつさそこ け うせとてちけたそしけ-
てけねかつさそこ そいつてあせそうさけ う 』そうかてつさそす 』そまくか つてあしけ うせそうへ たそちそきおあてへ てちかせけみ 
すかきおと たあちてせかちあすけ. 

〉.╊. ╆あきあせそうあ てはあてかしへせそ たちそつしかきけうあかて ほうそしまぬけま たそおにそおあ [ちかすしみ 
さ ょきせそこ [そちかか. ╊か ちあいそてふ せあ ほてと てかすと うふくうあしけ たちけつてあしへせそか うせけすあせけか 
つちかおけ つたかぬけあしけつてそう, てちとおふ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ すせそえそさちあてせそ ぬけてけちそうあしけつへ. 
【あさ, けくうかつてせふこ あすかちけさあせつさけこ たといしけぬけつて, きとちせあしけつて, ちかおあさてそち, あうてそち 
おかつみてさそう いかつてつかししかちそう たそ すかきおとせあちそおせふす たちそいしかすあす ╉そせあしへお 《いかち-
おそちなかち う つうそかこ させけえか «╉うか [そちかけ»* いそしかか たみてけおかつみてけ ちあく ぬけてけちとかて かか 
てちとおふ, せか つさとたみつへ たちけ ほてそす せあ さそすたしけすかせてふ う かか あおちかつ. 《せ, う ねあつてせそ-
つてけ, たそおねかちさけうあし: «〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ, ちそつつけこつさけこ ほさつたかちて たそ さそちかこ-
つさけす たちそいしかすあす, けくとねけう えそつとおあちつてうかせせふか け たあちてけこせふか あちにけうふ 』』』『, 
たそおえそてそうけしあ うふおあまはけこつみ せあとねせふこ てちとお «』かうかちせあみ [そちかみ け そてせそのか-
せけみ たそ しけせけけ 』かとし—〈そつさうあ», さそてそちふこ おそしきかせ つてあてへ そてたちあうせそこ てそねさそこ 
たちけ けつつしかおそうあせけけ つそいふてけこ せあ [そちかこつさそす たそしとそつてちそうか う 1970—1980-に 
えそおあに»**.

╇かおとはけこ みたそせつさけこ さそちかかうかお ｠あちとさけ ╇あおあ, う つうそま そねかちかおへ, にあちあさてかちけ-
くとかて けつつしかおそうあせけみ ╆あきあせそうそこ たそ すかきおとせあちそおせふす そてせそのかせけみす う ちあすさあに 
てちかとえそしへせけさあ 』』』『—[〉╉『—『[ さあさ «あいつそしまてせそ たけそせかちつさけか, う うふつのかこ 
つてかたかせけ えしといそさけか け たちそくそちしけうふか», さあさ «えしあうせふこ けつてそねせけさ たそ けくとねかせけま 
つそうちかすかせせふに すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ せあ ╉あしへせかす ╇そつてそさか», さあさ 
«さしあおかくへ とせけさあしへせそこ けせなそちすあぬけけ け そいひみつせかせけか うけ́おかせけみ うせかのせかえそ 
すけちあ けく 〈そつさうふ»***.

〉かつさそしへさそ なとせおあすかせてあしへせふに てちとおそう 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ たそつうみてけしあ 
ちあくうけてけま そてせそのかせけこ つ おうとすみ さそちかこつさけすけ えそつとおあちつてうあすけ う たそつてつそうかて-
つさけこ たかちけそお. [ つかちかおけせか 1990-に えそおそう う 〈そつさうか うそくせけさしあ てみえあ さ さそちちかさてけ-
ちそうさか うせかのせかたそしけてけねかつさそえそ さとちつあ, う ねあつてせそつてけ さ うそつつてあせそうしかせけま つうみくかこ 
つ いふうのけすけ つそまくせけさあすけ け たそたとてねけさあすけ 』』』『 う ╅くけけ け せあ おちとえけに さそせ-
てけせかせてあに. ╆ふしそ たちけくせあせそ ぬかしかつそそいちあくせふす せそちすあしけくそうあてへ そてせそのかせけみ 
け つ [〉╉『. 》そ-せあつてそみはかすと ほてそて たちそぬかつつ せあねあしつみ, うたちそねかす, てそしへさそ たちけ 
つしかおとまはかす ちそつつけこつさそす たちかくけおかせてか.

》ちけおみ さ ちとさそうそおつてうと つてちあせそこ う 2000 えそおと, ╇.╇. 》とてけせ くあさちかたけし てかせ-
おかせぬけけ, さそてそちふか せあねあしけ たちそいけうあてへ つかいか おそちそえと うそ うせかのせかこ たそしけてけさか 
『そつつけけ う たそくおせけこ かしへぬけせつさけこ たかちけそお. 〉そうふこ たちかくけおかせて たちそうそくえしあつけし 
すせそえそうかさてそちせとま け ついあしあせつけちそうあせせとま うせかのせかたそしけてけねかつさとま つてちあてかえけま. 
╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさけこ ちかえけそせ さうあしけなけぬけちとかてつみ てかたかちへ さあさ ちあうせふこ たそ 
うあきせそつてけ ′あたあおと. ╇つしかお くあ そてせそのかせけみすけ つ [けてあかす け ったそせけかこ たちけそちけてか-
てそす 〈そつさうふ う ちかえけそせか みうしみかてつみ [そちかみ. 

* Oberdorfer Don. The Two Koreas. N.Y.: Basic Books, 2001. — 602 p.
** Ibid. P. 481.
*** Haruki Wada. Russia and the Korean Peninsula. Tokyo: University of Tokyo press, 1996. P. 5, 8, 11.
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『かあしへせそか ついしけきかせけか すかきおと 〈そつさうそこ け 》にかせへみせそす せあねあしそつへ 
う 2000 えそおと. 』てそちそせふ くあさしまねけしけ, せあさそせかぬ, たそつしか せかつさそしへさけに しかて つしそき-
せふに たかちかえそうそちそう, せそうふこ おそえそうそち. 《せ くあすかせけし とつてあちかうのけこ おそさとすかせて 
1961 えそおあ, たそ さそてそちそすと 』』』『 け [〉╉『 いふしけ うそかせせふすけ つそまくせけさあすけ. 
》そ せそうそすと おそえそうそちと つてそちそせふ つそえしあつけしけつへ たそおおかちきけうあてへ せそちすあしへせふか 
すかきえそつとおあちつてうかせせふか そてせそのかせけみ. ╇つさそちか たそつしか くあさしまねかせけみ おそえそうそちあ 
たちかくけおかせて 『‒ ╇.╇. 》とてけせ せあせかつ そなけぬけあしへせふこ うけくけて う 』かうかちせとま [そちかま 
(19—20 けましみ 2000 えそおあ.), たかちうふこ たそおそいせふこ うけくけて くあ うつま けつてそちけま おうとつてそ-
ちそせせけに そてせそのかせけこ.

《つそいそえそ とうあきかせけみ くあつしときけうあかて おそさしあお, たそおえそてそうしかせせふこ 〉.╊. ╆あきあ-
せそうそこ たそ くあさあくと ╅つつそぬけあぬけけ ちそつつけこつさけに いあせさそう け [そちかこつさそえそ なそせおあ 
«Potential for Cooperation between Russia and the R.O.K.» (Moscow-Seoul, 
2007. — 103 p.). ╇ せかす おかてあしへせそ けつつしかおそうあせふ うつか たかちつたかさてけうせふか せあたちあうしか-
せけみ てそちえそうそ-ほさそせそすけねかつさそえそ つそてちとおせけねかつてうあ すかきおと 『‒ け 『[ つ あさぬかせてそす 
せあ すそおかちせけくあぬけま 』けいけちけ け ╉あしへせかえそ ╇そつてそさあ, そつとはかつてうしかせけか さちとたせふに 
たちそかさてそう う そいしあつてけ ほせかちえかてけさけ, うふつそさけに てかにせそしそえけこ, けせなちあつてちとさてとちふ. 
[そせさちかてせそ そいそくせあねかせふ 16 たちそかさてそう, たそしそうけせあ けく さそてそちふに つかこねあつ, せあさそ-
せかぬ, せあねけせあかて ちかあしけくそうふうあてへつみ.

╇ けつつしかおそうあせけけ つそおかちきあてつみ てあさきか さそせさちかてせふか たちかおしそきかせけみ たそ とえしと-
いしかせけま たそしけてけねかつさけに, うそかせせふに, せあとねせふに, そいちあくそうあてかしへせふに, さとしへてとちせふに 
つうみくかこ すかきおと おうとすみ つてちあせあすけ. 《いそつせそうあせふ うそくすそきせそつてけ うくあけすそおかこ-
つてうけみ 〈そつさうふ け 』かとしあ せあ すかきおとせあちそおせそこ あちかせか, う うそたちそつか さそちかこつさそえそ 
とちかえとしけちそうあせけみ, せあしあきけうあせけけ てちかにつてそちそせせかえそ おかしそうそえそ つそてちとおせけねか-
つてうあ すかきおと 『そつつけかこ け 』かうかちせそこ け ょきせそこ [そちかかこ.

╇ ちあいそてあに, たそつうみはかせせふに そてせそのかせけみす 〈そつさうふ け 》にかせへみせあ, 
〉.╊. ╆あきあせそうあ せかけくすかせせそ うふつてとたあかて くあ せかとさそつせけてかしへせそか つそいしまおかせけか 
つとうかちかせけてかてあ たあちてせかちそう, うくあけすせそか とうあきかせけか さ たちあうあす け けせてかちかつあす 
おちとえ おちとえあ, くあ そてさあく そて そてせそのかせけこ たそ つにかすか «つてあちのけこ—すしあおのけこ», 
«つたそせつそち—おそせそち».

《てねかてしけうそ つそくせあうあみ, ねてそ う さそせかねせそす つねかてか うつか う [そちかか, う てそす 
ねけつしか け えそてそうせそつてへ つかうかちそさそちかこつさけに しけおかちそう おうけえあてへつみ たそ たとてけ 
ちかなそちす, くあうけつけて そて うつかそいひかすしまはかえそ とちかえとしけちそうあせけみ さそちかこつさそこ たちそ-
いしかすふ たちけ とねあつてけけ くあけせてかちかつそうあせせふに さちとたせふに おかちきあう, 〉.╊. ╆あきあ-
せそうあ たそつてそみせせそ おかちきあしあ う なそさとつか つうそかえそ うせけすあせけみ けに たそしけてけさと せあ 
╉あしへせかす ╇そつてそさか. ╅すかちけさあせつさあみ つてちあてかえけみ おそつさそせあしへせそ たちそあせあしけくけ-
ちそうあせあ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ う ぬかしそす ちみおか なとせおあすかせてあしへせふに てちとおそう 
(The Korean War. An Assessment of the Historical Record. Washington: 
George Washington University press, 1995; «╅すかちけさあ: うねかちあ け つかえそおせみ». 
【. II. 〈.: ¨くうかつてけみ, 2005. 』. 543—565; Russian Perspective on US — 
N. Korean Relations // 【ほにあせ すほけしへ. 1999. づ 9. 『. 4—9.
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ぁてそ さあつあかてつみ さけてあこつさそこ たそしけてけさけ う そてせそのかせけけ [そちかけ, てそ けく つたかぬけ-
あしへせふに ちあいそて 〉.╊. ╆あきあせそうそこ せあ ほてと てかすと つしかおとかて うふおかしけてへ なとせおあすかせ-
てあしへせふこ てちとお, そたといしけさそうあせせふこ う ょきせそこ [そちかか け う ったそせけけ*. 

╇ ちあくしけねせふに すそせそえちあなけみに け つてあてへみに 〉.╊. ╆あきあせそうそこ うふおかしみまてつみ 
えしあうせふか すそすかせてふ う みたそせつさそこ たそしけてけさか う [そちかか — つさしそせせそつてへ さ きかつてさそこ 
しけせけけ, せかきかしあせけか けおてけ せあ さそすたちそすけつつふ う そてせそのかせけけ [〉╉『, のけちそ-
さそすあつのてあいせそか つそてちとおせけねかつてうそ つ 『かつたといしけさそこ [そちかみ たちけ つそにちあせかせけけ 
と そいかけに つてそちそせ せかえあてけうせふに けつてそちけねかつさけに うそつたそすけせあせけこ, そいけお け たちかてかせ-
くけこ, つたそちあ けく-くあ そつてちそうあ 【そさてそ (【あさほつけてあ).

╅さぬかせて う けつつしかおそうあせけみに 〉.╊. ╆あきあせそうそこ, ねてそ うたそしせか かつてかつてうかせせそ, 
おかしあかてつみ せあ てそす, さあさ うせかのせけか おかちきあうふ おそしきせふ たそおにそおけてへ さ さそちかこつさそこ 
みおかちせそこ たちそいしかすか け さあさそこ うさしあお そせけ すそえしけ いふ うせかつてけ う ついしけきかせけか, 
あ う そておあしかせせそこ たかちつたかさてけうか — け うそつつそかおけせかせけか おうとに ねあつてかこ [そちかけ**.

〉.╊. ╆あきあせそうあ ちかえとしみちせそ たそおねかちさけうあしあ, ねてそ 『そつつけみ さあてかえそちけねかつさけ 
うふつてとたあかて たちそてけう みおかちせそえそ そちときけみ せあ [そちかこつさそす たそしとそつてちそうか. ¨すかせせそ 
たそほてそすと 〈そつさうあ たちけしそきけしあ すあさつけすとす とつけしけこ, ねてそいふ つたそつそいつてうそうあてへ 
せあねあしと すせそえそつてそちそせせけに たかちかえそうそちそう. をかしへ けに そねかうけおせあ: [〉╉『 おそしきせあ 
ちあく け せあうつかえおあ そてさあくあてへつみ そて みおかちせふに あすいけぬけこ, あ 』ぃ╅ — おあてへ えあちあせ-
てけけ いかくそたあつせそつてけ 』かうかちせそこ [そちかか. 》そつさそしへさと さそせなしけさてとまはけか つてそちそせふ 
せか おそうかちみまて おちとえ おちとえと, 『そつつけみ, [けてあこ, ったそせけみ け 『かつたといしけさあ [そちかみ 
おそしきせふ うふつてとたけてへ う てそこ けしけ けせそこ なそちすか えあちあせてあすけ つそいしまおかせけみ 》にか-
せへみせそす け ╇あのけせえてそせそす そいそまおせふに そいみくあてかしへつてう. 『そつつけみ いとおかて つそえしあつせあ 
せあ しまいそこ うあちけあせて, さそてそちふこ そいかつたかねけて すけち け つてあいけしへせそつてへ せあ [そちかこつさそす 
たそしとそつてちそうか.

》ちけすかねあてかしへせそ, ねてそ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ せか てそしへさそ ちかえとしみちせそ うふつさあ-
くふうあしあ つそいつてうかせせとま てそねさと くちかせけみ たそ たちそいしかすあす [そちかけ, せそ け うせけすあ-
てかしへせそ つしかおけしあ くあ すせかせけみすけ さそししかえ, くあ せあつてちそかす うつかえそ ちそつつけこつさそえそ 
そいはかつてうあ たそ おあせせそこ てかすあてけさか. っちさそか つうけおかてかしへつてうそ てそすと — つたかぬけあしへ-
せふか けつつしかおそうあせけみ, うさしまねかせせふか う たちかつてけきせふか さそししかさてけうせふか てちとおふ 
«╇かしけさけか おかちきあうふ け ちかけせてかえちあぬけみ [そちかけ» け «』てちあてかえけねかつさけか たそおにそおふ 
さ さそちかこつさそすと みおかちせそすと さちけくけつと», そたといしけさそうあせせふか たそお ほえけおそこ ‶かしへ-
つさそえそ とせけうかちつけてかてあ***. ╇ ちあいそてあに たちそつしかきけうあまてつみ うつか せまあせつふ たそおにそおそう 

* 》そおせかいかつせあみ け 』てちあせあ とてちかせせかこ つうかきかつてけ. 』かとし: ‒そせお 〈けちあ けす. [けす ╉ほ ぁきとせあ. 1996. — 440 つ. 
(せあ さそち. みく.); [そちかこつさあみ たちそいしかすあ: さけてあこつさけこ なあさてそち. 』あたたそちそ (ったそせけみ): をかせてち さけてあこつさけに 
けつつしかおそうあせけこ, 】せけうかちつけてかて ｠そささあこおそ. 2004. — 62 つ. (せあ みた. みく.).
** ╉あせせあみ たちそいしかすあてけさあ うそ うつかに かか あつたかさてあに たちそあせあしけくけちそうあせあ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ う てあさけに てちとおあに, 
さあさ Towards Unifi cation of Korea: Political and Military Aspects of Integration. Seoul: KBS Press, 
1995. — 45 p. (せあ あせえし. け さそち. みく.); Weapons of Mass Destruction (WMD) Issues in Asia-Pacifi c. Seoul: 
ROK Navy — ROK Sea Power League, 2003. — 26 p. (せあ あせえし. け さそち. みく.); 』そうちかすかせせふこ すけち. 〈.: 
¨くうかつてけみ, 2004. 』. 174—192; 〈せそえそつてそちそせせかか つそてちとおせけねかつてうそ う [そちかか: うくえしみお けく 『そつつけけ. 』かとし: 
[〈‒, 2006. 』. 152—162 (せあ ちとつ. け さそち. みく.).
*** Bazhanova Natalia. Russian Debates on Korea // The Great Powers and Korean Reintegration / Ed. by 
G. Rozman. N.Y.: M.E. Sharpe, 2005. 『. 20—54; Bazhanova Natalia. The Russian Response: the Nuclear 
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さ さそちかこつ さけす おかしあす けつたそしせけてかしへせそこ け くあさそせそおあてかしへせそこ うかてうかこ うしあつてけ, 
たそしけてけねかつさけに たあちてけこ, たちかおつてあうけてかしかこ うそかせせそ-たちそすふのしかせせそえそ さそすたしかさつあ, 
おかしそうふに, せあとねせふに, きとちせあしけつてつさけに さちとえそう, ちみおそうふに えちあきおあせ 『そつつけけ. 

《ておかしへせとま け すせそえそえちあせせとま そてちあつしへ さそちかかうかおねかつさそえそ せあつしかおけみ 
〉.╊. ╆あきあせそうそこ つそつてあうしみまて てちとおふ たそ ぬけうけしけくあぬけけ [そちかけ: けつてそちけけ, 
えかそえちあなけけ, たそしけてけねかつさそこ つけつてかすか, そいはかつてうと, ほさそせそすけさか, てちあおけぬけみす, 
せちあうあす, さとにせか け おちとえけす あつたかさてあす きけくせけ さそちかこぬかう. 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ 
けくおあしあ せかすあしそ ちあいそて たそ ほてそすと さちとえと たちそいしかす, せそ そつせそうせそこ, けてそえそうそこ 
ちあいそてそこ つてあしあ せあとねせそ-たといしけぬけつてけねかつさあみ すそせそえちあなけみ «[そちかこつさけか くあちけ-
つそうさけ» (〈.: ╇そつてそさ-′あたあお, 2010. — 446 つ.). ¨く ほてそこ たそけつてけせか ほせぬけさしそたか-
おけねかつさそこ ちあいそてふ ねけてあてかしへ たそくせあかて けつてそちけねかつさけか たちけねけせふ えけたかちてちそなけ-
ちそうあせせそえそ うそつにうあしかせけみ さそちかこぬあすけ つうそけに おそつてけきかせけこ け すせそえけに おちとえけに 
そつそいかせせそつてかこ けに つそうちかすかせせそこ きけくせけ.

〉あ たちそてみきかせけけ うつかこ てうそちねかつさそこ きけくせけ 〉.╊. ╆あきあせそうあ つ ほせてとくけあくすそす 
けくとねあしあ け きけくせへ さそちかこつさそこ おけあつたそちふ. 《おせあ けく たかちうふに かか すそせそえちあなけこ 
いふしあ たそつうみはかせあ きけくせけ さそちかこぬかう, さけてあこぬかう け みたそせぬかう くあ そさかあせそす, う 』そか-
おけせかせせふに ぃてあてあに*.

》ちけ うつかこ とうしかねかせせそつてけ さそちかかうかおかせけかす せあとねせそ-たといしけぬけつてけねかつさあみ 
あさてけうせそつてへ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ せか そえちあせけねけうあしあつへ [そちかこつさけす たそしと-
そつてちそうそす. 》そつてかたかせせそ, のあえ くあ のあえそす, かか あさてけうせそつてへ ちあつたちそつてちあせみしあつへ たそ 
すせそえそねけつしかせせふす け ちあくせそそいちあくせふす あくけすとてあす つてちあせそうかおかせけみ, ちかえけそせあ-
しけつてけさけ, えしそいあしけつてけさけ, たそしけてそしそえけけ, けつてそちけけ, つそぬけそしそえけけ, さとしへてとちそ-
しそえけけ, ほさそせそすけさけ.

』しかおとかて そてすかてけてへ そつそいそ, ねてそ せあ たちそてみきかせけけ すせそえけに しかて ちみおそす つ せかこ 
たそつてそみせせそ いふし け てうそちけし かか つとたちとえ ╊.》. ╆あきあせそう. 》そ けてそえあす つかすけしかてせかこ 
つしときいふ う 』そかおけせかせせふに ぃてあてあに ╅すかちけさけ う ╈かせかちあしへせそす さそせつとしへつてうか 
』』』『 う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ つかすかこせあみ ねかてあ ╆あきあせそうふに そたといしけさそうあしあ ぬかしふこ 
ちみお てちとおそう, う てそす ねけつしか たちかさちあつせそ けししまつてちけちそうあせせふこ おうとにてそすせけさ 
そいはけす そいひかすそす う 1100 つてちあせけぬ «╅すかちけさあ: うねかちあ け つかえそおせみ»**.

『あいそてあ, たそ つとはかつてうと, とせけさあしへせあ: うたかちうふか う つてそしへ そちけえけせあしへせそこ 
け とうしかさあてかしへせそこ なそちすか そいそいはかせふ すあてかちけあしふ, ちあつさちふうあまはけか そつそいかせ-
せそつてけ ちあくうけてけみ あすかちけさあせつさそこ ぬけうけしけくあぬけけ う たそつしかおせけか おかつみてけしかてけみ***.

╇ つにそきかす きあせちか つ «╅すかちけさそこ…» せあたけつあせあ かはか そおせあ させけえあ ねかてふ ╆あきあ-
せそうふに — «[けてあこつさあみ すそくあけさあ»**** — けてそえ ちあいそてふ あうてそちそう う 》そつそしへつてうか 

Crisis // Strategic Thinking about the Korean Nuclear Crisis / Ed. by G. Rozman. N.Y.: Palgrave Mac-
millan, 2007. 『. 193—213.
* [そちつあさそうあ 〉.╊., 』かうあつてへみせそう ╊.》. 》そくそしそねかせせそか えかててそ. 《ねかちさけ そ きけくせけ う 』ぃ╅ ほすけえちあせてそう けく 
[けてあみ, [そちかけ け ったそせけけ. 〈.: 〉あとさあ, 1984. —164 つ.
** ╆あきあせそう ╊.》., ╆あきあせそうあ 〉.╊. ╅すかちけさあ: うねかちあ け つかえそおせみ. 〈.: ¨くうかつてけみ, 2005. 【. I — 574 つ.; 【. II — 607 c.

*** 》そたそう 〉.》. ′あすかてさけ せあ たそしみに させけえけ ╊.》. ╆あきあせそうあ け 〉.╊. ╆あきあせそうそこ «╅すかちけさあ: うねかちあ 
け つかえそおせみ» // 》ちかおつてあうけてかしへせあみ うしあつてへ — ｠｠I うかさ. 2006. づ 1(67). 』. 41—45.
**** ╆あきあせそう ╊.》., ╆あきあせそうあ 〉.╊. [けてあこつさあみ すそくあけさあ. 〈.: ╇そつてそさ-′あたあお, 2011. — 286 つ.
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』』』『 う 》かさけせか う 1982—1985 えそおあに. 』あすそか, たそきあしとこ, うあきせそか け たそくけてけうせそか 
うたかねあてしかせけか そて せかか, さあさ け そて おちとえけに せあとねせそ-たといしけぬけつてけねかつさけに ちあいそて 
おとほてあ ╆あきあせそうふに, — つそねかてあせけか なあさてそしそえけねかつさそえそ すあてかちけあしあ つ きけうふすけ 
うたかねあてしかせけみすけ. 

〉か そいそのしあ つうそけす うせけすあせけかす 〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ, う つそおちときかつてうか 
つ つとたちとえそす ╊.》. ╆あきあせそうふす, け かうちそたかこつさけか つてちあせふ. ¨に させけえけ たそ ‒ちあせ-
ぬけけ* け ¨てあしけけ** — つうそかそいちあくせふか たとてかうそおけてかしけ, つせあいきかせせふか そいのけち-
せふすけ さそすすかせてあちけみすけ あうてそちそう け けに えしといそさけすけ, くあにうあてふうあまはけすけ ちあく-
すふのしかせけみすけ せあ つあすふか ちあくせふか てかすふ.

╇あきせそこ つそうすかつてせそこ ちあいそてそこ ╆あきあせそうふに みうしみかてつみ させけえあ «╇そつてそねせふこ 
ほさつたちかつつ つ そつてあせそうさあすけ せあ ′あたあおか»***, さそてそちあみ たそくけぬけそせけちとかてつみ さあさ 
すかすとあちふ, せそ せあ つあすそす おかしか うふにそおけて おあしかさそ くあ ちあすさけ そいふねせふに うそつたそ-
すけせあせけこ そ たちそのしそす. ╇ふうそおふ け とすそくあさしまねかせけみ, さ さそてそちふす あうてそちふ たそお-
うそおみて せあ かか つてちあせけぬあに ねけてあてかしみ, せか てそしへさそ けすかまて くせあねかせけか さあさ しけねせふか 
うそつたそすけせあせけみ そ きけくせかせせそす たとてけ, せそ け たちかおつてあうしみまて けせてかちかつ つ てそねさけ 
くちかせけみ おあしへせかこのかえそ ちあくうけてけみ 『そつつけけ.

╇かつそすふこ うさしあお うせかつしあ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ う さしあつつけねかつさとま たそしけてそ-
しそえけま, う てかそちけま すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ け えかそたそしけてけさけ. ╇ たあちか 
つ つとたちとえそす そせあ うふたとつてけしあ う つうかて つかちけま つかちへかくせかこのけに せあとねせふに すそせそ-
えちあなけこ け ついそちせけさそう ほつつか, おそさしあおそう け つてあてかこ****. ╇ つそうそさとたせそつてけ そせけ 
うそつつそくおあまて ぬかしへせとま さあちてけせと つそうちかすかせせそえそ すけちあ. 》ちけ ほてそす ねけてあてかしま 
そてさちふうあかてつみ すあつつあ けせてかちかつせふに, あ う ちみおか つしとねあかう とせけさあしへせふに おかてあしかこ, 
さそてそちふか ちあつさちふうあまて えしといけせと つそぬけあしへせそ-たそしけてけねかつさけに け さとしへてとちせそ-
けつてそちけねかつさけに たちそいしかす ちあくうけてけみ そておかしへせふに つてちあせ. ╇ ちあいそてあに ╆あきあせそうふに, 
つしそうせそ きかすねときけせふ, ちあつつふたあせふ なけしそつそなつさけか あなそちけくすふ, けせてかちかつせふか 
け たそさあくあてかしへせふか つしとねあけ けく けつてそちけけ おあうせそ すけせとうのけに おせかこ け せかおあうせかえそ 
たちそのしそえそ. 》そすけすそ ねけつてそ たそしけてけさそ-ほさそせそすけねかつさけに つまきかてそう, けに ついそち-
せけさけ うさしまねあまて う つかいみ そたけつあせけか みうしかせけこ さとしへてとちふ, いふてあ, てちあおけぬけこ, 
せあぬけそせあしへせそえそ にあちあさてかちあ ちあくしけねせふに せあちそおそう.

╇あきかせ うさしあお, さそてそちふこ うせかつしけ ╆あきあせそうふ う おそちあいそてさと け うふたとつさ う つうかて 
(つ うふせときおかせせふす そたそくおあせけかす う 35 しかて!) なとせおあすかせてあしへせそえそ てちとおあ そてぬあ 
╊うえかせけみ — 》かてちあ ¨えせあてへかうけねあ ╆あきあせそうあ (〈とおちそつてへ ╇そつてそさあ け ′あたあおあ. 
〈.: ╇そつてそさ-′あたあお, 2010. — 720 つ.). ゅてそ させけえあ なそしへさしそちあ, そねかせへ たそくせあうあ-
てかしへせあみ け ちあくうしかさあてかしへせあみ. ╇ せかこ すそきせそ せあこてけ うふつさあくふうあせけみ うかしけさけに 

* 《せけ きか. ‒ちあせぬけみ: け [うあくけすそおそ, け [そさそ ぃあせかしへ. 〈.: ╇そつてそさ-′あたあお, 2009. — 206 つ.
** 《せけ きか. ゅてあ えちとつてせそ-うかつかしあみ ¨てあしけみ. 〈.: ╇そつてそさ-′あたあお, 2011. — 270 つ.
*** 《せけ きか. ╇そつてそねせふこ ほさつたちかつつ つ そつてあせそうさあすけ せあ ′あたあおか. 〈.: ╇そつてそさ-′あたあお, 2008. — 616 つ.
**** 』す., せあたち.: ╅さてとあしへせふか たちそいしかすふ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ. 〈.: 〉あとねせあみ させけえあ. 【. 1, 
2001. — 464 つ.; 【. 2, 2002.— 480 つ.; 【. 3, 2002. — 480 つ.; [とおあ けおかて ねかしそうかねかつてうそ? 〈.: ╇そつてそさ-′あたあお, 
2009. — 96 つ.; 〈せそえそたそしまつせふこ すけち. 〈.: ╇そつてそさ-′あたあお, 2010. — 462 つ.; 〈かきおとせあちそおせふか そてせそのかせけみ 
う XXI うかさか. 〈.: ╇そつてそさ-′あたあお, 2011. — 168 つ.; 〈けち け うそこせあ. 〈.: ╇そつてそさ-′あたあお, 2011. — 335 つ.; ╉けあしそえ 
け つてそしさせそうかせけか ぬけうけしけくあぬけこ. 〈.: ╇かつへ 〈けち, 2013. — 272 つ.
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[そししかえけ う そいしあつてけ せあとさけ け そいちあくそうあせけみ

しまおかこ うつかに ほたそに け せあちそおそう — そて 〈あちさあ ╅うちかしけみ おそ ╇そしへてかちあ, そて [そせなと-
ぬけみ おそ ゅこせのてかこせあ, そて 〉あたそしかそせあ おそ おあしあこ-しあすふ.

《いひかおけせみかて ちあいそてふ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ け ╊.》. ╆あきあせそうあ しかえさけこ, たちか-
さちあつせふこ しけてかちあてとちせふこ つてけしへ. 』かちへかくせふか うそたちそつふ ちあつつすあてちけうあまてつみ てあさ, 
つしそうせそ ちかねへ けおかて そ しかえさそこ すあてかちけけ.

〉あとねせふこ たそちてちかて そつてあしつみ いふ せかたそしせふす, かつしけ いふ すふ せか とたそすみせとしけ 
おちとえけか なそちすふ せあとねせそこ おかみてかしへせそつてけ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ. 《せあ はかおちそ 
おかしけしあつへ つうそけすけ くせあせけみすけ け そたふてそす けつつしかおそうあてかしへつさそこ ちあいそてふ つ おちと-
えけすけ けつさあてかしみすけ せあとねせそこ けつてけせふ. 〉.╊. ╆あきあせそうあ うふつてとたけしあ う さあねかつてうか 
せあとねせそえそ ちとさそうそおけてかしみ け さそせつとしへてあせてあ おうとに おかつみてさそう とつたかのせふに つそけつさあ-
てかしかこ とねかせふに つてかたかせかこ さあせおけおあてあ け おそさてそちあ せあとさ. 》そお かか ちとさそうそおつてうそす 
いふしあ たそおえそてそうしかせあ け くあはけはかせあ おけつつかちてあぬけみ せあ つそけつさあせけか とねかせそこ つてか-
たかせけ おそさてそちあ せあとさ ときか とたそすけせあうのけすつみ うふのか うふおあまはけすつみ たそしけてけさそす, 
しあとちかあてそす 〉そいかしかうつさそこ たちかすけけ すけちあ 2000 えそおあ [けす ╉ほ ぁきとせそす, つ 1998 
たそ 2003 えそお くあせけすあうのけす たそつて たちかくけおかせてあ 『かつたといしけさけ [そちかみ. 』ちかおけ 
てかに, さそすと そせあ たそすそえしあ たそしとねけてへ とねかせとま つてかたかせへ, たみてへ まきせそさそちかこつさけに 
おけたしそすあてそう, つてあうのけに たそくおせかか たそつしあすけ 『[ う ちあくせふに つてちあせあに; せふせかのせけこ 
たちかおつかおあてかしへ 』かせあてあ たあちしあすかせてあ [あくあにつてあせあ [.-╋. 【そさあかう; えそつとおあちつてうかせ-
せふか おかみてかしけ 》あしかつてけせふ, 』けちけけ, 《╅ゅ, [ふちえふくつてあせあ, 【あおきけさけつてあせあ, 
うふつそさそたそつてあうしかせせふか そてかねかつてうかせせふか おけたしそすあてふ.

〉.╊. ╆あきあせそうあ たちけせけすあしあ あさてけうせそか とねあつてけか う せあとねせふに なそちとすあに, うかしあ 
たちかたそおあうあてかしへつさとま おかみてかしへせそつてへ. 《せあ うふつてとたけしあ つ いそしかか ねかす 200 おそさしあ-
おあすけ け しかさぬけみすけ う せあとねせふに, とねかいせふに け そいはかつてうかせせふに そちえあせけくあぬけみに 
ちあくしけねせふに えそつとおあちつてう. 『あいそてあしあ う さあねかつてうか たちけえしあのかせせそえそ たちそなかつつそちあ 
う あすかちけさあせつさけに とせけうかちつけてかてあに ╉き. ╇あのけせえてそせあ, 』てほせなそちおつさそす, [あしけ-
なそちせけこつさそす, [そしとすいけこつさそす. ╊か つしとのあしけ う ╅うつてちあしけこつさそこ あさあおかすけけ 
うそそちときかせせふに つけし, てあこうあせへつさそす 】せけうかちつけてかてか ╇ほせへにとあ, えかちすあせつさけに 】せけ-
うかちつけてかてか ╆とせおかつうかちあ, ‒かおかちあしへせそす けせつてけてとてか ちそつつけこつさけに, うそつてそねせそ-
かうちそたかこつさけに け すかきおとせあちそおせふに けつつしかおそうあせけこ, をかせてちか ╉き. 〈あちのあししあ, 
あ てあさきか う 〉あちそおせそす とせけうかちつけてかてか [けてあみ, う ╇かせつさそこ おけたしそすあてけねかつさそこ 
あさあおかすけけ, ╋かせかうつさそす ぬかせてちか たそ けくとねかせけま たちそいしかす いかくそたあつせそつてけ, せあ 
╉けたしそすあてけねかつさけに さとちつあに 〈¨╉ 『とすふせけけ, う とせけうかちつけてかてあに 〉けにそせ, 
╅そ みすあ ╈あさとけせ, ｠そささあこおそ, 〉あぬけそせあしへせそす けせつてけてとてか そいそちそせせふに けつつしかおそ-
うあせけこ たちけ 】たちあうしかせけけ そいそちそせふ, ¨せつてけてとてか すけちそうそこ たそしけてけさけ け ほさそせそ-
すけさけ たちけ [あいけせかてか すけせけつてちそう ったそせけけ け う おちとえけに たちかつてけきせふに ぬかせてちあに 
そいちあくそうあせけみ け せあとさけ.

╉そつてけきかせけみ 〉あてあしへけ ╆あきあせそうそこ せあ けくいちあせせそこ かま つてかくか たそしとねけしけ 
おそつてそこせとま そぬかせさと すけちそうそえそ せあとねせそえそ つそそいはかつてうあ. 《せあ — おかこつてうけてかしへ-
せふこ ねしかせ ╇つかすけちせそこ あつつそぬけあぬけけ たそしけてけねかつさけに せあとさ (1973), ╇つかすけちせそこ 
あつつそぬけあぬけけ あくけあてつさけに けつつしかおそうあせけこ (1974), 〈かきおとせあちそおせそこ あつつそぬけあぬけけ 
そいはかつてうかせせふに せあとさ (1975), ╅さあおかすけけ えとすあせけてあちせふに けつつしかおそうあせけこ (1997), 
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たそねかてせふこ たちそなかつつそち ╊せつかこつさそえそ とせけうかちつけてかてあ う 』かとしか (1997) け 〉あちそお-
せそえそ とせけうかちつけてかてあ う 》かさけせか (1998), ねしかせ 》ちかくけおけとすあ 『そつつけこつさそこ あつつそぬけ-
あぬけけ すかきおとせあちそおせふに けつつしかおそうあせけこ (1999), うさしまねかせあ う つそつてあう せあとねせそえそ 
つそうかてあ をかせてちあ けくとねかせけみ つそうちかすかせせそこ [そちかけ ¨せつてけてとてあ すけちそうそこ ほさそせそ-
すけさけ け すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ 『╅〉 (2003), ちかおあさぬけそせせそこ さそししかえけけ 
きとちせあしあ «》あつけなけさ なそさとつ» 〈けせせかつそてつさそえそ とせけうかちつけてかてあ う 』ぃ╅ (2004), 
みうしみかてつみ ねしかせそす 『そつつけこつさそえそ せあぬけそせあしへせそえそ さそすけてかてあ ╅くけあてつさそ-【けにそ-
そさかあせつさそえそ つそうかてあ つそてちとおせけねかつてうあ たそ いかくそたあつせそつてけ (2010), [そせつとしへてあ-
てけうせそえそ つそうかてあ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 『かつたといしけさけ [そちかみ (2012), 
たそねかてせふす つそうかてせけさそす ╇つかさけてあこつさそえそ そいはかつてうあ たそ けくとねかせけま けつてそちけけ 
さけてあこつさそ-ちそつつけこつさけに そてせそのかせけこ (2013).

〉.╊. ╆あきあせそうあ — しあとちかあて きとちせあしけつてつさけに たちかすけこ まきせそさそちかこつさけに 
えあくかて «』かとし つけせすとせ» // «【ほにあせ すほけしへ» け «[かせにかせ つけせすとせ», てあこうあせへつさそこ 
えあくかてふ «ぁきとせ’みせ きけいあそ». ╇ おかつみてさあに つてちあせ そたといしけさそうあせそ いそしかか つてあ たそしそ-
きけてかしへせふに ちかぬかせくけこ せあ かか せあとねせふか ちあいそてふ, かか てちとおふ たちそぬけてけちそうあせふ 
たそ うつかすと つうかてと う せかつさそしへさけに てふつみねあに させけえ, つてあてかこ, おけつつかちてあぬけこ, あ かか けすみ 
うさしまねかせそ うそ うつか たちかつてけきせふか ほせぬけさしそたかおけけ け たちそなかつつけそせあしへせふか つたちあ-
うそねせけさけ 『そつつけけ け すせそえけに くあちといかきせふに つてちあせ. 

〉あ たちそてみきかせけけ うつかえそ つうそかえそ きけくせかせせそえそ たとてけ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ 
つそにちあせみしあ うかちせそつてへ うふつそさけす すそちあしへせふす ぬかせせそつてみす, そつてあうあみつへ ぬかしへせそこ 
しけねせそつてへま. ╉そいちあみ け そてくふうねけうあみ, うつかえおあ えそてそうあみ たそすそねへ たちそなかつつけそせあしへ-
せふす つそうかてそす け おかしそす, 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ ╆あきあせそうあ せあうつかえおあ そつてあせかてつみ 
う たあすみてけ せあちそおそう すせそえけに つてちあせ.

〈あちてふせかせさそ ╊.╇.*

【ちけ うつてちかねけ

』 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ ╆あきあせそうそこ み たそくせあさそすけしつみ 21 せそみいちみ 2009 えそおあ, 
う おかせへ ちそきおかせけみ せあのかえそ そいはかえそ おちとえあ — ╇あしかちけみ 』かすかせそうけねあ ╉かせけ-
つかせさそ. ╇つてちかねけ う ほてそて おかせへ つてあしけ てちあおけぬけかこ. ╇つかえそ てちけ うつてちかねけ: 21 せそみいちみ 
2009, 2010 け 2011 えそおそう. ╇あしかちけこ 』かすかせそうけね うつかえおあ たちけえしあのあし せあ つうそこ 
おかせへ ちそきおかせけみ ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ け 〉あてあしへま ╊うえかせへかうせと ╆あきあせそうふに — 
くあすかねあてかしへせとま つとたちときかつさとま たあちと, おちとくかこ, かおけせそすふのしかせせけさそう. 〉かたちけ-
せときおかせせあみ そいつてあせそうさあ, てかたしあみ あてすそつなかちあ — ほてそ てそ, ねてそ いふしそ にあちあさてかちせそ 
おしみ うつかに てちかに うつてちかね. 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ おかしけしあつへ うそつたそすけせあせけみすけ 
そ ちあいそてか くあ ちといかきそす, ちあつつさあくふうあしあ くあすかねあてかしへせふか けつてそちけけ けく きけくせけ 

* ╊うえかせけこ ╇しあおけすけちそうけね 〈あちてふせかせさそ — たちそなかつつそち 『そつつけこつさそえそ とせけうかちつけてかてあ おちときいふ せあちそおそう.
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てかに つてちあせ, う さそてそちふに かこ とおあしそつへ たそいふうあてへ. ╇ さあきおそす けく かか ちあつつさあくそう ねとう-
つてうそうあしあつへ けつさちかせせみみ しまいそうへ さ てそすと おかしと, さそてそちそすと 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ 
たそつうみてけしあ つうそま きけくせへ.

╇ せあのけに いかつかおあに くあてちあえけうあしけつへ せかたちそつてふか てかすふ つそうちかすかせせふに すかきおと-
せあちそおせふに そてせそのかせけこ, たちけねかす おあしかさそ せか うつかえおあ すせかせけみ, そぬかせさけ け たちそ-
えせそくふ つそうたあおあしけ. ゅてそ さあつあしそつへ たちかきおか うつかえそ すときつさそこ たそしそうけせふ せあのかこ 
さそすたあせけけ. ╇ てあさけに つしとねあみに 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ つそ つうそこつてうかせせそこ かこ 
すとおちそつてへま け おかしけさあてせそつてへま せあにそおけしあ あちえとすかせてふ, さそてそちふか ついしけきあしけ 
せあのけ すせかせけみ, そぬかせさけ け たちそえせそくふ.

【ちけ さそちそてさけか うつてちかねけ う さちとえと いしけくさけに おちとくかこ. 【ちけ うつてちかねけ, さそてそちふか 
そつてあうけしけ つあすふか てかたしふか うそつたそすけせあせけみ. 【ちけ うつてちかねけ, うそ うちかすみ さそてそちふに 
み けすかし つねあつてへか せあいしまおあてへ くあすかねあてかしへせとま たあちと — ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ 
け 〉あてあしへま ╊うえかせへかうせと, つさちそすせそ けくしとねあうのけに うくあけすせとま しまいそうへ け とうあきか-
せけか.

╇ すそかこ たあすみてけ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ ╆あきあせそうあ そつてあしあつへ とおけうけてかしへせそ 
えあちすそせけねせふす ねかしそうかさそす いそしへのそえそ つかちおぬあ, えしといそさそ そいちあくそうあせせふす, 
けせてかししけえかせてせふす, けつさちかせせけす, おそいちふす, ねけつてそこ おとのけ け ぬかしへせそこ しけねせそ-
つてへま.

╆かつかおあ つ 〈あてうかかうそこ ╊.ょ.* 

《せあ いふしあ きかせはけせそこ, つ さそてそちそこ そねかせへ にそてかしそつへ 
おちときけてへ

╇たかちうふか み とうけおかしあ 〉あてあしへま ╊うえかせへかうせと ╆あきあせそうと せあ まいけしかか ╊うえかせけみ 
》かてちそうけねあ, かか すときあ. ╆ふしそ ほてそ そさそしそ うそつへすけ しかて せあくあお, さそえおあ すふ そてすか-
ねあしけ 60-しかてけか せあのかえそ せふせかのせかえそ ちかさてそちあ. ╇つたそすけせあま, ねてそ てそえおあ いふしそ 
すせそえそ せあちそおあ. 〈かせみ そさちときあしけ しまおけ, う いそしへのけせつてうか つうそかす けくうかつてせふか 
う せあのけに おけたしそすあてけねかつさけに さちとえあに. 』あすそ すかちそたちけみてけか たちそにそおけしそ う いそしへ-
のそす くあしか, たそほてそすと うそくすそきせそつてけ たそくせあさそすけてへつみ け たそえそうそちけてへ つ 〉あてあしへかこ 
╊うえかせへかうせそこ と すかせみ せか いふしそ. ′あてそ たそてそす, さそえおあ えそつてけ ちあくそのしけつへ け う くあしか, 
せあうかちせそか, そつてあしそつへ ねかしそうかさ おかつみてへ-おうかせあおぬあてへ, たそきかしあうのけに たそくおちあうけてへ 
╊.》. ╆あきあせそうあ う いそしかか せかそなけぬけあしへせそこ そいつてあせそうさか, てあさあみ うそくすそきせそつてへ 
たちかおつてあうけしあつへ.

っ いふ せか つさあくあしあ, ねてそ みうしみしあつへ いしけくさけす おちとえそす つかすへけ ╆あきあせそうふに. 
》ちそつてそ てあさ つそうたあしそ. ╇ てそて うかねかち すふ おとのかうせそ, たそねてけ さあさ おそすあ, たそつけ-
おかしけ. 》そつさそしへさと すせそえけか そさあくあしけつへ すそつさうけねあすけ, てそ つちあくと うつたそすせけしけつへ 

* ╊しかせあ ょちへかうせあ 〈あてうかかうあ — せあねあしへせけさ そておかしあ さあおちそう ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ.
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つてとおかせねかつさけか えそおふ け たかつせけ «すそつさそう-
つさけに おうそちけさそう». 《いちあくそうあうのけこつみ «にそち» 
せか とすそしさあし. ¨ かえそ くあうそおけしそこ, う そつせそうせそす 
たかつかせ せあ つしそうあ け すとくふさと ╆. 《さとおきあうふ, 
さあさ ちあく うふつてとたあしあ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ.

ぁとてへ たそくきか, さそえおあ せあ ちあいそてか すふ うせそうへ 
うつてちかてけしけつへ つ ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす, てそ 
たかちうふす おかしそす そせ たかちかおあし つしそうあ いしあえそ-
おあちせそつてけ そて つうそかこ きかせふ くあ たちかさちあつせそ 
たちそうかおかせせふこ うかねかち け かえそ てかたしとま せかたちけ-
せときおかせせとま あてすそつなかちと.

〉かさそてそちふか そてすかねあまて うせかのせかか つにそお-
つてうそ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ つ 《おちけ ｠かた-
いむちせ. ╇たそしせか うそくすそきせそ. 〉そ, せあ すそこ 
うくえしみお, てあさそか つちあうせかせけか せか つそうつかす うかちせそ. 
╈そししけうとおつさあみ おけうあ けく «『けすつさけに さあせけ-
さとし» うつか きか けすかしあ おちとえそこ そいしけさ. ̈ に ついしけ-

きあしそ けせそか — そいか そいしあおあしけ うかつへすあ たちけてみえあてかしへせそこ うせかのせそつてへま. [あさ すせか 
さあきかてつみ, さけせそのせあみ 《おちけ ｠かたいむちせ け かか «いしけくせみのさあ», つ さそてそちそこ み たそくせあ-
さそすけしあつへ せあ まいけしかか ╊.》. ╆あきあせそうあ, けすかしけ つにそおつてうそ, せそ せか «たそちてちかてせそか»: 
けに そてしけねあしけ けつさしまねけてかしへせそか そいあみせけか け せかたかちかおあうあかすふこ «なちあせぬとくつさけこ 
のあちす». [ てあさけす しまおみす うつかえおあ てみせかて. 》かちかお せけすけ さあさ-てそ にそねかてつみ ちあつ-
さちふてへつみ, たそうかおあてへ つうそけ つそさちそうかせせふか すふつしけ け てあこせふか たかちかきけうあせけみ.

╊はか たあちと-てちそこさと ちあく すふ いかつかおそうあしけ たそ てかしかなそせと. ゅてそ いふしけ 
せか さあさけか-てそ おかしそうふか ちあくえそうそちふ. ╈そうそちけしけ すふ せあ おちとえけか てかすふ — 〉あてあ-
しへみ ╊うえかせへかうせあ いふしあ えしといそさそ うかちとまはけす ねかしそうかさそす. [そえおあ そせあ しかきあしあ 
う いそしへせけぬか, み ねかちかく かか つとたちとえあ たかちかおあしあ かこ ぬかちさそうせふこ さあしかせおあちへ-かきか-
おせかうせけさ, たそさあくあうのけこつみ すせか けせてかちかつせふす. 』 たそすそはへま ほてそえそ さあしかせおあちみ 
にそてかしあ せかつさそしへさそ たそおいそおちけてへ いそしへせとま. 》そしとねけう さあしかせおあちへ, 〉あてあしへみ 
╊うえかせへかうせあ てとて きか たかちかくうそせけしあ け つさあくあしあ: «【ふ おあきか せか たちかおつてあうしみかのへ, 
さあさ とおちときけしあ すせか. 〉あ たかちうそこ きか つてちあせけぬか けくそいちあきかせあ けさそせあ 》ちかつうみてそこ 
╆そえそちそおけぬふ “《てちあおあ け 】てかのかせけか”, さそてそちあみ すせか つかこねあつ てあさ せときせあ».

》そねかすと そせあ そいちあてけしあつへ さそ すせか せあ «てふ»? ╇つか そねかせへ たちそつてそ. ╉かしそ う てそす, 
ねてそ せあ てそこ たかちうそこ うつてちかねか, さそえおあ すふ たそくせあさそすけしけつへ, そせあ つちあくと たちかお-
しそきけしあ たかちかこてけ せあ «てふ», け み そにそてせそ つそえしあつけしあつへ. 》そくきか, えそおあ おうあ せあくあお, 
〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ たそくうそせけしあ すせか け たそくおちあうけしあ つ 『そきおかつてうそす. ゅてそ いふし 
たちそつてそ くうそせそさ うかきしけうそつてけ.

》そつしかおせけこ ちあく すふ うつてちかてけしけつへ せあ おせか ちそきおかせけみ くあうかおとまはかえそ さあなかお-
ちそこ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ ╉けたあさあおかすけけ ょちけみ 》あうしそうけねあ ╆そこさそ. 
〈かちそたちけみてけか たちそにそおけしそ う ちかつてそちあせか せあ たちそつたかさてか 〈けちあ. 〉かしへくみ つさあ-
くあてへ, ねてそ う てそて ちあく そせあ たちそけくうそおけしあ うたかねあてしかせけか つかちへかくせそ いそしへせそえそ 
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ねかしそうかさあ. ╇そうつか せかて. 【そ かつてへ いそしかくせへ えおか-てそ うせとてちけ せかか ときか おあうあしあ そ つかいか 
くせあてへ, せそ うせかのせか ほてそえそ せか ねとうつてうそうあしそつへ. 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ うかしあ つかいみ 
さあさ たちかきおか, そつてあうあみつへ としふいねけうふす け にそちそのそ うそつたけてあせせふす ねかしそうかさそす. 
╇そそいはか, そせあ いふしあ ねかしそうかさそす てそせさそこ おとのかうせそこ そちえあせけくあぬけけ け, さあさ すせか 
たそさあくあしそつへ, うかつへすあ ちあせけすそこ.

〈ふ くせあかす, ねてそ せかさそてそちふか きかせふ たそつしそう しまいみて うすかのけうあてへつみ う ちあいそてと 
すときかこ. 》そおねあつ せか つちあくと たそこすかのへ, さてそ いそしかか あさてけうかせ — ぁちかくうふねあこせふこ 
け 》そしせそすそねせふこ けしけ かえそ おちあきあこのあみ つとたちとえあ? ゅてそえそ せか つさあきかのへ そ つかすへか 
╆あきあせそうふに. 》そ うつかすと いふしそ うけおせそ, ねてそ そせけ — つたしそねかせせあみ たあちあ, さそてそちあみ 
うつかえおあ ちあいそてあしあ せあ «そおせそこ うそしせか». 》ちけ ほてそす おあきか せか うそくせけさあしそ つそすせか-
せけこ, ねてそ そせあ せか うすかのけうあしあつへ う おかしあ すときあ. ╉あ, いふしあ う さとちつか うつかに せあのけに 
あさあおかすけねかつさけに たちそいしかす. ╇そくすそきせそ, たそすそえあしあ すときと せあこてけ うふにそお けく てそこ 
けしけ けせそこ つけてとあぬけけ, おあうあみ さあさそこ-てそ つそうかて. 〉そ とうかちかせあ, ねてそ そせあ せか たかちか-
にそおけしあ おそくうそしかせせとま えちあせへ. ゅてそ いふしそ せか う かか たちあうけしあに.

〉あ てそこ たそつしかおせかこ うつてちかねか すふ そいはあしけつへ いとさうあしへせそ おうか-てちけ すけせとてふ. 
っ うふのしあ たそさとちけてへ け とうけおかしあ 〉あてあしへま ╊うえかせへかうせと, さそてそちあみ さとちけしあ 
う にそししか ちかつてそちあせあ. 《せあ, たそくおそちそうあうのけつへ つそ すせそこ, くあすかてけしあ, ねてそ せか たそこ-
おかて さとちけてへ せあ としけぬと, たそつさそしへさと にそしそおせそ け つしみさそてせそ (せあ おうそちか つてそみし 
すあちて, け いふしそ うかつへすあ たちそにしあおせそ). ¨ てとて きか おそいあうけしあ: «′せあかのへ, ╊うえかせけこ 
》かてちそうけね そねかせへ おそうそしかせ てうそかこ ちあいそてそこ». 》ちけねかす けすみ すときあ いふしそ たちそけく-
せかつかせそ つ そえちそすせふす ねとうつてうそす とうあきかせけみ.

╊うえかせけこ 》かてちそうけね う ほてそす たしあせか いふし たそお つてあてへ つとたちとえか. 《せ しまいけし 
せあえしみおせそ たちそおかすそせつてちけちそうあてへ つうそか せかきせそか そてせそのかせけか さ せかこ, とさあくふうあみ 
せあ さあさけか-てそ おかてあしけ: うそて, おかつさあてへ, ほてと ちといあのさと けしけ えあしつてとさ さとたけしあ すせか 
〉あてあのあ.

っ くせあま, ねてそ せあ たちそてみきかせけけ すせそえけに しかて ╆あきあせそうふ つそいけちあしけ さそし-
しかさぬけま さとさそし う せあぬけそせあしへせそこ そおかきおか. [そえそ-てそ てあさそか にそいいけ とおけうしみしそ. 
》ちそ つかいみ つさあきと, ねてそ かつしけ いふ と すかせみ いふしあ てあさあみ うそくすそきせそつてへ — つそいけ-
ちあてへ さとさしふ, — てそ そいみくあてかしへせそ くあせみしあつへ いふ ほてけす. ╇かおへ ほてそ てあさ さちあつけうそ 
け せか そいふねせそ.

╇ くあさしまねかせけか たそおねかちさせと, ねてそ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ ╆あきあせそうあ いふしあ 
きかせはけせそこ, つ さそてそちそこ そねかせへ にそてかしそつへ おちときけてへ. 〉そ う そいはかせけけ つ せかこ — 
きかせそこ すそかえそ せあねあしへせけさあ — み たちそつてそ せか すそえしあ たかちかつてとたあてへ たそちそえ. ｠そてみ 
つかこねあつ そい ほてそす つそきあしかま. 】 すかせみ つしそきけしそつへ うたかねあてしかせけか, ねてそ 〉あてあしへか 
╊うえかせへかうせか せか にうあてあしそ つそぬけとすあ さそししかえ-かおけせそすふのしかせせけさそう. 《せあ いふしあ 
そねかせへ さそすすとせけさあいかしへせふす け そてさちふてふす ねかしそうかさそす. ╇つたそすけせあま, さあさ う にそおか 
そおせそこ けく せあのけに ちかおさけに うつてちかね 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ くあてちそせとしあ たちそいしかすと 
«みうそねせふに» おせかこ. 《せあ てそえおあ つさあくあしあ: «《いはかせけか とねかせふに — つあすそか ぬかせせそか, 
ねてそ つとはかつてうとかて う せあとねせそこ きけくせけ. 【そて きか とねかせふこ, さそてそちふこ たかちかつてあかて 
そいはあてへつみ つそ つうそけすけ さそししかえあすけ, そいさちあおふうあかて つかいみ, てかちみかて つうそけ たそくけぬけけ 
け たとてけ ちあくうけてけみ».
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【あさけす たそおにそおそす そせあ そねかせへ そてしけねあしあつへ そて すせそえけに けく せあつ. ]まいそうへ 
さ すときと, そいはかせけか つ しまおへすけ け せあとねせあみ おかみてかしへせそつてへ いふしけ えしあうせふすけ う かか 
きけくせけ.

(′あたけつあし ╅.ょ. ぁとおそおかかう)

〈けにかかう ╇.╇.*

》あすみてへ, てちかいとまはあみ たちそおそしきあてへ ╉かしそ

っ さあさ いとおてそ ちあくえそうあちけうあま つ 〉あてあのかこ, たけのと かこ たけつへすそ. ╇つたそすけせあま かか 
おそいちとま としふいさと. ]けてかちあてそち すそえ いふ つさあくあてへ: «け そいうそしあさけうあまはけこ うくえしみお».

》けのと たけつへすそ 》あすみてけ.
〉あてあのあ, 【ふ け ╋かせみ, せあうかちせそか, ほてそえそ せか くせあかてか, せそ せあのか くあそねせそか くせあ-

さそすつてうそ つしとねけしそつへ くあおそしえそ おそ てそえそ, さあさ せあねあしそつへ せあのか そいそまおせそか せあとねせそか 
たあちてせかちつてうそ. ╈そうそちみ «せあのか», み けすかま う うけおと せか てそしへさそ つかいみ, せそ け うつま せあのと 
えちとたたと さそちかけつてそう 〈╈¨〈《 1971 えそおあ せあいそちあ: ╅せおちかみ [あちしそうあ, そせ つかこねあつ 
たそつそし う 【とちぬけけ; 〈けのと 』すけちせそうあ, そせ とのかし う そてつてあうさと う くうあせけけ たそしさそう-
せけさあ, 』あのと [あちあいあせそうあ け 』かちえかみ 》かてちそうあ — けに, とうふ, ときか せかて つ せあすけ.

〉あのけ とねけてかしみ, しまいけすふか とねけてかしみ, しまいけすふか せか てそしへさそ たそてそすと, ねてそ 
すふ けに しまいけしけ, せそ け たそてそすと, ねてそ け そせけ しまいけしけ せあつ, 〉けせあ 》かてちそうせあ 
』かすかせそうあ, ╇あしかせてけせあ 〉けさそしあかうせあ ╉すけてちけかうあ すせそえそ ちあつつさあくふうあしけ せあす, 
«つそうつかす せあねけせあまはけす» てそえおあ けつつしかおそうあてかしみす «』てちあせふ とてちかせせかこ つうかきか-
つてけ», そ たちかさちあつせそこ たあちか — 〉あてあのか け ╋かせか ╆あきあせそうふに. 】ねかせふに け おけたしそ-
すあてあに. 【あしあせてしけうふに つたかぬけあしけつてあに たそ ╇そつてそさと, たそ くあえあおそねせそこ [そちかか 
け [けてあま, せそ せか てそしへさそ: あ てあさきか ほさつたかちてあに たそ 』ぃ╅, つてちあせか, たちけてみえけうあう-
のかこ うせけすあせけか たちあさてけねかつさけ うつかに つてとおかせてそう 〈╈¨〈《 すそかえそ たそさそしかせけみ, 
せかくあうけつけすそ そて てそえそ, さあさそこ みくふさ そせけ けくとねあしけ.

╉しみ すせそえけに けく せあつ 【ふ け ╋かせみ つてあしけ たちけすかちそす. ╅ うあのあ きけくせへ — そちけ-
かせてけちそす. 〉か てそしへさそ せあとねせあみ あせあしけてけさあ, せそ け たちあさてけねかつさあみ ちあいそてあ せあ 
えしあうせふに すけちそうふに たしそはあおさあに つてそしさせそうかせけみ けせてかちかつそう け うくあけすそおかこつてうけみ 
けえちそさそう — あすかちけさあせつさそこ, さけてあこつさそこ, さそちかこつさそこ… 【ふ け ╋かせみ せか たちそつてそ 
せあいしまおあしけ, あせあしけくけちそうあしけ, そたけつふうあしけ けつてそちけま. 【ふ け ╋かせみ てうそちけしけ かか, 
うせかつみ つうそこ せかそぬかせけすふこ うさしあお う ちかのかせけか そおせそこ けく えしあうせかこのけに うせかのせか-
たそしけてけねかつさけに くあおあね いふうのかえそ 』』』『 せあ うそつてそねせそす せあたちあうしかせけけ — せそち-
すあしけくあぬけま そてせそのかせけこ つ ょきせそこ [そちかかこ.

* ╇あつけしけこ ╇あつけしへかうけね 〈けにかかう — ねしかせ-さそちちかつたそせおかせて 『╅〉, くあすかつてけてかしへ おけちかさてそちあ ¨〈ゅ〈《 『╅〉.
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[そししかえけ う そいしあつてけ せあとさけ け そいちあくそうあせけみ

╇おちとえ うつたそすせけし, さあさ [けす ╉ほ ぁきとせ, うたそつしかおつてうけけ たちかくけおかせて ょきせそこ 
[そちかけ, う つあすそす せあねあしか 1990-に えそおそう たそお てうそけす, 〉あてあのあ, ちとさそうそおつてうそす 
くあはけはあし おそさてそちつさとま おけつつかちてあぬけま う ╉けたあさあおかすけけ. [あさ すふ たそてそす そいつとき-
おあしけ ほてそ つそいふてけか, たちそちあいあてふうあしけ たしあせふ せあ 』かとし…

』せそうあ うそくうちあはあまつへ さ てちあおけぬけそせせそすと (にそてみ, さそせかねせそ, くあ «てちあおけ-
ぬけそせあしけくす» 【ふ すかせみ け たそさちけてけさとかのへ) そいそちそてと «せか てそしへさそ, せそ…» — 
«せか てそしへさそ あせあしけてけさあ, せそ け たちあさてけさあ»… 〉か てそしへさそ けおかあしへせそ つてちとさてとちけ-
ちそうあせせふか け しそえけねかつさけ うふうかちかせせふか せあとねせふか てちとおふ, せそ け なけしそつそなつさけか 
け たといしけぬけつてけねかつさけか ちあいそてふ. 】すせふか, くあつてあうしみまはけか おとすあてへ, けせそえおあ — 
けちそせけねかつさけか, うかつかしふか.

«╅すかちけさあ: うねかちあ け つかえそおせみ», «╇そつてそねせふこ ほさつたちかつつ つ そつてあせそうさあすけ 
せあ ′あたあおか», «』てちあせあ うかつかしふに いそえそう (ちかしけえけそくせふこ すけち さけてあこぬかう)», 
«[とおあ けおかて ねかしそうかねかつてうそ? 《 てかせおかせぬけみに すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ 
う XXI うかさか», «〈とおちそつてへ ╇そつてそさあ け ′あたあおあ. ｠とおそきかつてうかせせふか すけせけあてまちふ», 
«[そちかこつさけか くあちけつそうさけ», «[けてあこつさあみ すそくあけさあ». ¨ てあさ おあしかか け てあさ おあしかか.

《おせけ せあくうあせけみ えそうそちみて つあすけ くあ つかいみ. 《 のけちそてか 【うそけに てうそちねかつさけに 
けせてかちかつそう, そ ちあくせそそいちあくせそす たけつあてかしへつさそす けせつてちとすかせてあちけけ. ╉しみ すかせみ 
きか えしあうせふす う 【うそけに ちあいそてあに つてあしけ そてさちそうかせせそつてへ, ねかてさそつてへ たそくけぬけけ, 
たそつてそみせせそか つてちかすしかせけか さ せそうふす たそおにそおあす.

〉あうかちせそか, たそお うそくおかこつてうけかす のけちそてふ 【うそけに うくえしみおそう み け たそたふてあしつみ 
けくいちあてへ せかてちあおけぬけそせせふこ つてけしへ ほてそこ ちあいそてふ 》あすみてけ そ 【かいか. ╅ つかこねあつ 
そ えしあうせそす. [そちかこつさあみ たちそいしかすあてけさあ. ¨すかせせそ くおかつへ 【ふ そつてあうけしあ そえちそす-
せふこ あせあしけてけねかつさけこ け, み いふ そててかせけし, ぬかせせそつてせふこ うさしあお, ねてそ せあけいそしかか 
うあきせそ おしみ すかせみ さあさ さそちかけつてあ.

╇ つそうかてつさそか うちかすみ いふしそ せかたちそつてそ たけつあてへ そ たちそいしかすあに け そのけい-
さあに つかうかちそさそちかこつさそえそ ちとさそうそおつてうあ, なそちすあしへせそ ちあいそてあうのかえそ たそお つそうかて-
つさけすけ つそぬけあしけつてけねかつさけすけ しそくとせえあすけ. 〉かたちそつてそ いふしそ えそうそちけてへ たちあうおと 
そ くあいまちそさちあてけくけちそうあせせそこ, つたそしくあうのかこ う さちけくけつ ほさそせそすけさか, そ さとしへてか 
しけねせそつてけ け ほさそせそすけねかつさそす けきおけうかせねかつてうか たにかせへみせつさけに うそきおかこ. 〉そ 
そおせあ たちそい しかすあ — そてうあきせそ つさあくあてへ たちあうおと うそ うちかすかせあ にそしそおせそこ うそこせふ 
け きかつてさそこ ぬかせくとちふ. ╉ちとえそか おかしそ — つとすかてへ たそせみてへ ほてと たちあうおと. ¨ くおかつへ 
てあ けおかそしそえけみ つうそいそおふ, さそてそちあみ てあさ けしけ けせあねか, つさそちかか たそおつたとおせそ, すかきおと 
つてちそさ, たちけつとてつてうそうあしあ う 【うそけに ちあいそてあに, たそすそえあしあ 【うそけす さそししかえあす-
かおけせそすふのしかせせけさあす なそちすけちそうあてへ つうそか うけ́おかせけか さそちかこつさけに つまきかてそう 
け さそちかこつさけに たかちつたかさてけう. 》そすそえあしあ たかちかそぬかせさか ぬかせせそつてかこ せあ さそちかこ-
つさそす せあたちあうしかせけけ.

》とつてへ ほてそ さそすと-てそ たそさあきかてつみ いあせあしへせふす, せそ おしみ すかせみ ほてそ, つさそちかか, 
えそちへさそか ねとうつてうそ: すふ せあねけせあかす うつたそすけせあてへ ねかしそうかさあ け えそうそちけてへ そ せかす, 
さそえおあ そせ とにそおけて そて せあつ. ぁかしそうかさ とにそおけて, せそ そつてあかてつみ たあすみてへ. ╅ 》あすみてへ 
そ 【かいか — ほてそ そつそいあみ たあすみてへ, ほてそ たあすみてへ, てちかいとまはあみ たちそおそしきかせけみ ╉かしあ, 
【うそかえそ ╉かしあ. ¨ かつしけ たそくうそしけのへ てあさ つさあくあてへ, せあのかえそ ╉かしあ.



╇そつたそすけせあせけみ

284

[あさ ほてそ せけ つてちあせせそ, つかえそおせみ, たそねてけ ねかてうかちてへ うかさあ つたとつてみ たそつしか 
さちあにあ てあさ せあくふうあかすそこ «すけちそうそこ つけつてかすふ つそぬけあしけくすあ», うせそうへ たそみうしみ-
まてつみ ちあいそてふ, たふてあまはけかつみ そいかしけてへ つかうかちそさそちかこつさけこ ちかきけす, たそさあくあてへ かえそ 
きけくせかつたそつそいせそつてへ. ╇ せかさそてそちふに けく せけに えそうそちけてつみ そ みさそいふ «ちかなそちすあに» 
う 』かうかちせそこ [そちかか, そたちあうおふうあまてつみ みおかちせふか たちけてみくあせけみ 》にかせへみせあ け て.た.

〈そきせそ, さそせかねせそ, たちそけえせそちけちそうあてへ うつか ほてそ. 〉そ 》あすみてへ そ 【かいか てちかいとかて 
たちそおそしきあてへ せあのけ けつつしかおそうあせけみ ほてそこ, さあくあしそつへ いふ, おあうせそ ちあくちあいそてあせせそこ 
【そいそこ け 【うそけすけ かおけせそすふのしかせせけさあすけ てかすふ. 》ちそおそしきあてへ, ねてそいふ せか おあてへ 
すそしそおそすと たそさそしかせけま さそちかけつてそう たそたあつてへ う つてあちふか しそうとのさけ ねとねにかこつさそえそ 
さそすすとせけくすあ. ╇たちそねかす, おあきか せか さそすすとせけくすあ, あ «なかそおあしへせそこ おけさてあてとちふ», 
さあさ たけのとて う つうそけに けくおあせけみに «おしみ つしときかいせそえそ たそしへくそうあせけみ» せあのけ さけてあこ-
つさけか かおけせそすふのしかせせけさけ.

¨てあさ, 〉あてあのあ, たそくうそしへ たちかおつてあうけてへ せあ 【うそこ つとお すそま ちあいそてと. 《ねかせへ 
にそねかてつみ, ねてそいふ 【ふ そおそいちけしあ てかすと: つちあうせけてへ たそつしかおせけか えそおふ つとはかつてうそうあせけみ 
』』』『 つ せふせかのせけす たそしそきかせけかす 』かうかちせそこ [そちかけ.

』そえしあつけつへ, すふ, さそてそちふか たかちかきけしけ てそて たかちけそお う 〈そつさうか け たちあえすあ-
てけねせそ つすそてちけす せあ つかえそおせみのせけこ 》にかせへみせ, すそきかす とうけおかてへ くおかつへ せかすあしそ 
つにそきかえそ.

〈せか たそねかすと-てそ さあきかてつみ, ねてそ 【ふ つそえしあつけのへつみ つ すそけす たかちうふす てかくけつそす: 
うせとてちけたそしけてけねかつさあみ つけつてかすあ う 』かうかちせそこ [そちかか たちそおそしきあかて ちあくいあしてふ-
うあてへつみ. ╇ 2012—2013 えそおふ たちそけくそのしけ つそいふてけみ, あせあしそえあ さそてそちふに せか いふしそ 
つ さそせぬあ 1950—1960-に えそおそう. ぃとすせそ, たといしけねせそ いふしけ つすかはかせふ け さあくせかせふ, 
さあくあしそつへ いふ, せかたそさそしかいけすふか つてそしたふ たそつてさけすねかせけちそうつさそえそ ちかきけすあ — 
]け ╊せ ｠そ, ぁあせ 』そせ 【にほさ, [けす ╈かせ ｠け.

》そつしか さあくせけ ぁあせ 』そせ 【にほさあ せあねあしあつへ つさちふてあみ いそちへいあ すかきおと せそうふすけ 
えちとたたけちそうさあすけ くあ さそせてちそしへ せあお てかせかうそこ ほさそせそすけさそこ 』かうかちせそこ [そちかけ, 
さそてそちあみ, ちあいそてあみ せあ たちけせぬけたあに ちふせさあ, にそてみ け おけさそえそ, さそちちとたぬけそせせそえそ, 
de-jure せかくあさそせせそえそ, そつてあかてつみ かおけせつてうかせせそこ う さあさそこ-てそ つてかたかせけ きけくせかつたそ-
つそいせそこ つけしそこ ほさそせそすけねかつさそこ つけつてかすふ 』かうかちあ.

′おかつへ, さそせかねせそ, そねかせへ にそてかしそつへ いふ とつしふのあてへ 【うそか すせかせけか さあさ そおせそえそ 
けく たかちうふに けつつしかおそうあてかしかこ つかうかちそさそちかこつさそこ ほさそせそすけねかつさそこ つけつてかすふ: 
つたちあうかおしけうあ しけ てあさあみ そぬかせさあ 』かうかちせそこ [そちかけ つかえそおせみ? [あさ, せあ 【うそこ 
うくえしみお, すそきせそ しけ たそせみてへ しそえけさと ちあくうけてけみ つかうかちそさそちかこつさそえそ ちかきけすあ 
せあ そつせそうか あせあしけくあ そたふてあ さそししあたつあ 』』』『, つたちそかぬけちそうあてへ しそえけさと ほてそえそ 
さそししあたつあ せあ いしけきあこのかか いとおとはかか 』かうかちせそこ [そちかけ? 〈そきせそ しけ, けつにそおみ けく 
せあのかえそ そたふてあ, たちそあせあしけくけちそうあてへ うあちけあせてふ てちあせつなそちすあぬけけ つかうかちそさそ-
ちかこつさそえそ ちかきけすあ け うあちけあせてふ かえそ さそししあたつあ?

╆かくとつしそうせそ, と さあきおそえそ けく せあつ つうそけ そはとはかせけみ, つうそか うそつたちけみてけか てそえそ, 
ねてそ ちあくおかしけしそ ほたそにけ う ちあくうけてけけ せあのかこ つてちあせふ. 》そくうそしへ すせか けくしそきけてへ 
つうそま うかちつけま う ちあつねかてか かつしけ せか せあ つそえしあつけか, てそ せあ 【うそか たそせけすあせけか すそかこ 
たそくけぬけけ. 》そ てちあおけぬけけ せあのかえそ すえけすそうつさそえそ さそちかかうかおかせけみ!
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¨てあさ, み たそしあえあま, ねてそ, せかつすそてちみ せあ てそ ねてそ さ さそせぬと 1980-に えそおそう 』』』『 
たちそけえちあし けつてそちけねかつさとま いそちへいと くあ すけちそうそか しけおかちつてうそ ′あたあおと, さちあに 
』そうかてつさそえそ 』そまくあ せか いふし けつてそちけねかつさけ たちかおそたちかおかしかせ. 』』』『 すそえ かはか 
つとはかつてうそうあてへ せか そおせそ おかつみてけしかてけか, せそ てそしへさそ う せかけくすかせせそす, せかちかなそち-
すけちそうあせせそす うけおか.

《おせあさそ つとおへいあ つそぬけあしけくすあ け 』』』『 いふしあ うつか-てあさけ たちかおちかのかせあ 
さ 1989 えそおと, さそえおあ たちあうみはあみ う つてちあせか たあちてけこせそ-にそくみこつてうかせせあみ せそすかせさしあ-
てとちあ たちそうかしあ せかさそてそちふか «ほさつたかちけすかせてあしへせふか», たそしそうけせねあてふか ちふせそね-
せふか ちかなそちすふ. ¨ たちけ ほてそす たそせみしあ, ねてそ つとすかかて うつてちそけてへつみ う せそうふこ そいはか-
つてうかせせふこ つてちそこ け たちけ とおかちきあせけけ さそせてちそしみ せあお ちかつとちつあすけ つそにちあせけてへ 
しけねせふか しけおけちとまはけか たそくけぬけけ う そいはかつてうか.

[》』』 さあさ そちえあせけくあぬけみ たちあうみはかえそ さしあつつあ う 』』』『 たそてかちたかしあ たそちあ-
きかせけか せか けく-くあ たちけうかちきかせせそつてけ さ さそすすとせけつてけねかつさそこ けおかそしそえけけ, あ たそてそすと, 
ねてそ つけつてかすあてけねかつさけ くあたあくおふうあしあ くあ そいはかつてうかせせふすけ けくすかせかせけみすけ, とてちあてけしあ 
さそせてちそしへ せあお そいはかつてうかせせふすけ てちあせつなそちすあぬけみすけ け たちそけえちあしあ いそちへいと あせてけ-
さそすすとせけくすと くあ すあつつそうとま たそおおかちきさと せあつかしかせけみ.

〈そはせふす なあさてそちそす, そいとつしそうけうのけす たそちあきかせけか つそうかてつさそえそ つそぬけあ-
しけくすあ, いふしあ つてけにけこせあみ おかくけせてかえちあぬけみ 』そうかてつさそえそ 』そまくあ. 』そぬけあしけくす 
せかうそくすそきせそ いふしそ つそにちあせけてへ う ちあすさあに そておかしへせふに ちかつたといしけさ, たちかうちあてけう-
のけにつみ う せそうふか せかくあうけつけすふか えそつとおあちつてうあ う にそおか たかちかつてちそかねせふに たちそぬかつ-
つそう.

》そしけてけねかつさけか つそいふてけみ う 』』』『, くせあねけすふか, つ すそかこ てそねさけ くちかせけみ, おしみ 
たそせけすあせけみ つかうかちそさそちかこつさけに ちかあしけこ け たかちつたかさてけう, み いふ たちかおつてあうけし 
う つしかおとまはかす うけおか.

1953 えそお: つすかちてへ 』てあしけせあ, あちかつて ちとさそうそおけてかしみ つたかぬつしときい ╆かちけみ, 
せあねあしそ おかつてあしけせけくあぬけけ つてちあせふ.

1950—1960-か えそおふ: たそたふてさけ ちかなそちすけちそうあせけみ つそぬけあしけくすあ たちけ つそにちあ-
せかせけけ すそせそたそしけけ せあ うしあつてへ う ちとさあに さそすたあちてけけ.

1970-か — たかちうあみ たそしそうけせあ 1980-に えそおそう: たそつしか たそおあうしかせけみ たそたふてさけ 
たそつてちそかせけみ すそおかしけ «おかすそさちあてけねかつさそえそ つそぬけあしけくすあ» う ぁかにそつしそうあさけけ 
(1968) — たちかさちあはかせけか ちかなそちす. 》そしけてけねかつさけこ け ほさそせそすけねかつさけこ 
くあつてそこ.

1985 えそお: たちけにそお さ うしあつてけ 〈.』. ╈そちいあねかうあ. 《つそくせあせけか ちとさそうそおつてうそす 
つてちあせふ せかそいにそおけすそつてけ ちかなそちす さあさ ちかあさぬけみ せあ せあちあつてあまはかか そてつてあうあせけか 
』』』『 そて ′あたあおあ たそ きけくせかせせそすと とちそうせま, てかにせそしそえけみす け ほさそせそすけねかつさそすと 
ちあくうけてけま.

1986 えそお: たちそうそくえしあのかせけか さとちつあ せあ たかちかつてちそこさと け えしあつせそつてへ.
1987 えそお: たそうそちそて さ うせかおちかせけま ほしかすかせてそう おかすそさちあてけけ け ちふせさあ 

う ちかなそちすけちそうあせけか つてちあせふ. ╈そちいあねかうと とおあしそつへ つしそすけてへ つそたちそてけうしかせけか 
ねあつてけ たあちてけこせふに さそせつかちうあてそちそう う ちとさそうそおつてうか け たちそうかつてけ みせうあちつさけこ 
》しかせとす を[ [》』』, さそてそちふこ うくみし さとちつ せあ たかちかすかせふ.
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》ちけせぬけたけあしへせふす そてしけねけかす えそちいあねかうつさそこ たかちかつてちそこさけ そて たそたふてさけ 
ちかなそちす 1950—1960-に えそおそう つてあしそ そおせそうちかすかせせそか たちそうかおかせけか たそしけてけねかつさけに, 
けおかそしそえけねかつさけに け ほさそせそすけねかつさけに たちかそいちあくそうあせけこ う 』』』『.

1988 えそお: つてちあてかえけねかつさけ くせあねけすそか としとねのかせけか そてせそのかせけこ つ 』ぃ╅ 
け ′あたあおそす う ぬかしそす. 〈あつのてあいせあみ さとしへてとちせあみ け けおかそしそえけねかつさあみ ほさつたあせつけみ 
′あたあおあ う 』』』『. 』てちかすけてかしへせふこ ちそつて たそたとしみちせそつてけ くあたあおせそえそ そいちあくあ 
きけくせけ, すとくふさけ, さけせそ け て.た.

1989 えそお: さそちかせせそこ たかちかしそす う ほうそしまぬけけ つそうかてつさそえそ つてちそみ. 〉あねあしつみ たちそぬかつつ 
けせつてけてとぬけそせあしへせふに けくすかせかせけこ う たそしけてけねかつさそこ つけつてかすか.

╇せかおちかせけか ちかえけそせあしへせそえそ にそくちあつねかてあ う つそまくせふに ちかつたといしけさあに. 】つけ-
しけうあかてつみ たそたとしみちせそつてへ けおかけ うそつつてあせそうしかせけみ せあぬけそせあしへせふに えそつとおあちつてう. 
》かちかたけつふうあかてつみ けつてそちけみ, う さそてそちそこ 『そつつけみ くあねあつてとま てかたかちへ たちかおつてあうしみ-
かてつみ さあさ あえちかつつそち.

[そすすとせけつてけねかつさあみ せそすかせさしあてとちあ つそまくせふに ちかつたといしけさ あさてけうせそ たそおおかちきけ-
うあかて けおかま そておかしかせけみ そて 『そつつけけ, ちあつつねけてふうあみ とつてあせそうけてへ すそせそたそしへせふこ さそせ-
てちそしへ せあお さしまねかうふすけ あさてけうあすけ ちかつたといしけさあせつさけに ほさそせそすけさ.

1990—1991 えそおふ: せあねあしあつへ てちあせつなそちすあぬけみ つそうかてつさそこ つけつてかすふ う けせとま 
そいはかつてうかせせそ-ほさそせそすけねかつさとま ちかあしへせそつてへ.

〉そうふす つかちへかくせふす なあさてそちそす とえしといしかせけみ さちけくけつあ つそうかてつさそこ つけつてかすふ 
う 1990 えそおと つてあしそ さちけてけねかつさそか とつけしかせけか つかたあちあてけくすあ つそまくせふに ちかつたといしけさ 
たそ すかちか たちそうあしあ ほさそせそすけねかつさけに ちかなそちす, たちそうそおけすふに ぬかせてちあしへせふす 
たちあうけてかしへつてうそす.

╇ すあちてか 1990 えそおあ ]あてうけみ, ]けてうあ け ゅつてそせけみ たちけせみしけ あさてふ そ うそつつてあ-
せそうしかせけけ せあぬけそせあしへせそこ せかくあうけつけすそつてけ. ｠そてみ ほてけ ちかのかせけみ け せか たちけうかしけ 
さ なあさてけねかつさそすと うふにそおと 》ちけいあしてけこつさけに ちかつたといしけさ けく つそつてあうあ 』』』『, そせけ 
そいそくせあねけしけ うかさてそち おあしへせかこのかえそ ちあくうけてけみ, せあたちあうしかせせふこ せあ たそつてかたかせ-
せとま おかくけせてかえちあぬけま 』』』『.

╉かさあいちへ 1991 えそおあ: せかとおあうのけこつみ あうえとつてそうつさけこ たとてね そさそせねあてかしへせそ とせけね-
てそきけし 』そうかてつさけこ 』そまく け しかえけてけすせそつてへ つそぬけあしけつてけねかつさそえそ つてちそみ. ‒そちすあしへ-
せそか たちかさちあはかせけか つとはかつてうそうあせけみ 』』』『.

╉あしかか そて たそしけてけさけ み たかちかにそきと さ ほさそせそすけさか. ¨ くおかつへ そいちあはあまつへ 
さ 【かいか さあさ さ ほさそせそすけつてと, ほさつたかちてと, えしといそさそ たそせけすあまはかすと つとてへ にそくみこ-
つてうかせせふに たちそぬかつつそう う いふうのかす すけちか つそぬけあしけくすあ.

〉あ すそこ うくえしみお, たそつしか せあねあしあ たそしけてけねかつさそこ たかちかつてちそこさけ う 』』』『 
う 1985 えそおと ほさそせそすけねかつさそか たそしそきかせけか つてあしそ ちかくさそ とにとおのあてへつみ:

— せあちとのかせけか ちあうせそうかつけみ う いまおきかてせそ-なけせあせつそうそこ そいしあつてけ;
— そつしそきせかせけか つけてとあぬけけ つそ つせあいきかせけかす せあつかしかせけみ たちそおそうそしへつてうけかす;
— たあおかせけか すけちそうふに ぬかせ せあ せかなてへ.

》そたふてさけ すそおかちせけくけちそうあてへ にそくみこつてうかせせとま つけつてかすと せか てそしへさそ せか たちけ-
うかしけ さ としとねのかせけま つけてとあぬけけ, せそ たそちそおけしけ せそうふか, えそちあくおそ いそしかか つかちへかくせふか 



 

287

[そししかえけ う そいしあつてけ せあとさけ け そいちあくそうあせけみ

たちそいしかすふ. [ しかてと 1991 えそおあ たちあうけてかしへつてうそ とてちあてけしそ さそせてちそしへ せあお ほさそ-
せそすけさそこ — ぬかせてちあしけくそうあせせそ ちあつたちかおかしみうのけかつみ すかきおと たちかおたちけみてけみすけ 
ちかつとちつふ てとて きか たかちかせあたちあうしみしけつへ う ねあつてせふか さあせあしふ «ねかちせそ-つかちそえそ» ちふせさあ.

》かちかすかせふ う ほさそせそすけさか, さそてそちふか, そたみてへ きか, うあきせふ おしみ たそせけすあせけみ たちそけつ-
にそおみはかえそ う 』かうかちせそこ [そちかか, み いふ たちかおつてあうけし う うけおか てあさそこ にちそせけさけ たちそぬかつつそう 
け つそいふてけこ.

1970-か えそおふ け たかちうあみ たそしそうけせあ 1980-に えそおそう: つそくちかうあせけか なあさてそちそう 
せかうそくすそきせそつてけ つそにちあせかせけみ つけつてかすふ う たちかきせかす うけおか:

【とたけさそうふか たとてけ おけちかさてけうせそえそ ちあつたちかおかしかせけみ てちとおそうふに ちかつとちつそう, 
せかそいにそおけすそつてへ けつたそしへくそうあせけみ おしみ とたちあうしかせけみ けすけ ちふせそねせふに つてけすとしそう 
け すかにあせけくすそう.

〉かつたそつそいせそつてへ たしあせけちとまはけに けせつてけてとてそう そにうあてけてへ ちあつてとはかか すせそえそ-
そいちあくけか てかにせそしそえけねかつさけに つうみくかこ. [あさ つしかおつてうけか, なそちすけちそうあせけか てかせかうふに 
そてせそのかせけこ うせとてちけ えそつとおあちつてうかせせそこ たしあせそうそこ ほさそせそすけさけ, くあすかはあまはけに 
ぬかせてちあしけくそうあせせそか たしあせけちそうあせけか.

《いひかさてけうせあみ せかそいにそおけすそつてへ う えそちけくそせてあしへせふに つうみくみに. [あさ つしかおつてうけか, 
なそちすけちそうあせけか すかきそてちあつしかうふに つてちとさてとち, うふたそしせみまはけに ちそしへ さちとたせふに 
さそちたそちあぬけこ. 》そみうしかせけか つしそみ とたちあうしかせぬかう, そいひかさてけうせそ くあけせてかちかつそうあせ-
せふに う そつしあいしかせけけ ちそしけ ぬかせてちあ.

╇そくせけさせそうかせけか, にそてみ け う とちかくあせせそす うけおか, そいはかつてうあ すあつつそうそえそ たそてちかい-
しかせけみ け つそそてうかてつてうとまはかこ かすと たつけにそしそえけけ. 『そつて けすとはかつてうかせせそこ おけな-
なかちかせぬけあぬけけ.

》そつてかたかせせそか そてさちふてけか つてちあせふ たそ そてせそのかせけま さ うせかのせかすと すけちと.
1985 えそお: ╈そちいあねかう うそくえしあうしみかて たあちてけま け えそつとおあちつてうそ. 》そけつさ たとてかこ 

としとねのかせけみ ほさそせそすけねかつさけに たそさあくあてかしかこ ねかちかく つそうかちのかせつてうそうあせけか ぬかせ-
てちあしけくそうあせせそえそ ちとさそうそおつてうあ.

》ちけせみてけか たちそえちあすすふ «とつさそちかせけみ つそぬけあしへせそ-ほさそせそすけねかつさそえそ ちあく-
うけてけみ». ╅さぬかせて せあ ちあくうけてけか すあのけせそつてちそかせけみ さあさ うかおとはかこ そてちあつしけ, そいか-
つたかねけうあまはかこ てかにせけさそ-てかにせそしそえけねかつさけこ たちそえちかつつ, せあ たそうふのかせけか ちそしけ 
«ねかしそうかねかつさそえそ なあさてそちあ» け すそちあしへせふに とつてそかう う そいはかつてうか.

1986 えそお: うつか いそしかか くあすかてせあみ ちあくいあしあせつけちそうあせせそつてへ なけせあせつそうそこ 
つけつてかすふ, おそにそおそう せあつかしかせけみ け たちかおしそきかせけみ たそてちかいけてかしへつさけに てそうあちそう 
たそ なけさつけちそうあせせふす ぬかせあす. 『そつて せあたちみきかせけみ う つけつてかすか つせあいきかせけみ せあつか-
しかせけみ, たちかきおか うつかえそ たちそおそうそしへつてうけかす. 《きけうしかせけか «ねかちせそえそ ちふせさあ». 
『みお すかち たそ うそくちそきおかせけま すかしへねあこのかえそ ねあつてせそえそ たちかおたちけせけすあてかしへつてうあ 
(くあさそせ そい «けせおけうけおとあしへせそこ てちとおそうそこ おかみてかしへせそつてけ»).

1987 えそお: たそけつさ せそうふに たとてかこ たちけおあせけみ ほさそせそすけさか いそしへのかえそ おけせあ-
すけくすあ. 》そたふてさあ おあてへ いそしへのとま あうてそせそすけま け つうそいそおと おかこつてうけこ せけくそうそすと 
くうかせと とたちあうしかせけみ (ほさそせそすけねかつさあみ おかすそさちあてけみ), たかちかつてちそけてへ つけつてかすと 
たしあせけちそうあせけみ たとてかす なそちすけちそうあせけみ えそつとおあちつてうかせせふに たしあせそう «つせけくと» — 
さあさ つとすすふ たそちてなかしかこ くあさあくそう たちかおたちけみてけこ. 》ちかおそつてあうしかせけか たちかおたちけ-
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みてけみす たちあうあ ちかあしけくそうふうあてへ つうかちにたしあせそうとま たちそおとさぬけま たそ つうそいそおせふす 
ぬかせあす け そいちあはあてへ ねあつてへ うふちとねさけ う おそにそおふ ちあいそてせけさそう.

╉そたとはかせけか たそお せあくうあせけかす «さそそたかちあてけうせふか たちかおたちけみてけみ» すかしさそえそ 
け つちかおせかえそ たちかおたちけせけすあてかしへつてうあ う つなかちか たちそけくうそおつてうあ たそてちかいけてかしへつさけに 
てそうあちそう け とつしとえ.

1988—1989 えそおふ: そつしあいしかせけか さそせてちそしみ せあお しけねせふすけ おそにそおあすけ とつけ-
しけうあかて せかついあしあせつけちそうあせせそつてへ せあ たそてちかいけてかしへつさそす ちふせさか け うふくふうあかて 
ちそつて «つうそいそおせふに ぬかせ». ╉あしへせかこのかか とうかしけねかせけか えそつとおあちつてうかせせふに ちあつ-
にそおそう せあ なそせか たあおかせけみ せかなてみせふに ぬかせ うかおかて さ ちあつてとはかこ せかついあしあせつけちそ-
うあせせそつてけ えそついまおきかてあ. 『あくちふう たそさちふうあかてつみ うせかのせけすけ くあけすつてうそうあせけみすけ, 
さそてそちふか つそたちそうそきおあまてつみ たかちかつすそてちそす うせかのせかたそしけてけねかつさそこ しけせけけ 
う せあたちあうしかせけけ あおあたてあぬけけ さ てちかいそうあせけみす ′あたあおあ. 〉あたちみきかせけか う そいしあ-
つてけ つせあいきかせけみ せあつかしかせけみ たちそおそうそしへつてうけかす け たちかおすかてあすけ たそてちかいしかせけみ 
おそつてけえあかて いかつたちかぬかおかせてせふに ちあくすかちそう. 〉あねけせあまてつみ たかちうふか くあいあつてそうさけ 
つ ほさそせそすけねかつさけすけ てちかいそうあせけみすけ. ╇ ちかくとしへてあてか なあさてけねかつさそえそ つあいそてあきあ 
たちかおたちけみてけみすけ たしあせそうふに たそさあくあてかしかこ おかくそちえあせけくとかてつみ つけつてかすあ つせあいきか-
せけみ えそつとおあちつてうかせせふに たちかおたちけみてけこ.

1990 えそお: たそお うしけみせけかす せあちあつてあせけみ おけつたちそたそちぬけこ け つせけきかせけみ とたちあう-
しみかすそつてけ たちけせけすあかてつみ そなけぬけあしへせそか ちかのかせけか そ たかちかにそおか さ ちふせそねせそこ 
ほさそせそすけさか. ╉あまてつみ そなけぬけあしへせふか たそちとねかせけみ ほさつたかちてせふす えちとたたあす たそお-
えそてそうけてへ たちそえちあすすふ ちかなそちす う ぬかしみに てあさそえそ たかちかにそおあ. 《おせあさそ たちあさてけねか-
つさけか ちかのかせけみ くあてみえけうあまてつみ.

1991 えそお: たそつしかおせけか たそたふてさけ うくみてへ つけてとあぬけま う ほさそせそすけさか たそお さそせ-
てちそしへ (あおすけせけつてちあてけうせふか たそうふのかせけみ えそつとおあちつてうかせせふに ぬかせ け そえちあせけねか-
せけみ おかせかきせそこ すあつつふ う せあしけねせそす そいそちそてか) せか おあまて ちかくとしへてあてあ. 』けてとあぬけみ 
つ ぬかせあすけ, うあしまてせふす さそせてちそしかす, うふたそしせかせけかす たしあせそうふに くあおあせけこ えそつと-
おあちつてうかせせふすけ たちかおたちけみてけみすけ うふにそおけて けく-たそお さそせてちそしみ. ╅おすけせけつてちあ-
てけうせふか なとせさぬけけ たかちかてかさあまて そて つそまくせふに そちえあせそう うしあつてけ さ ちかつたといしけさあせ-
つさけす たちけ そいはかす そつしあいしかせけけ けに おかこつてうかせせそつてけ.

╉かさあいちへ 1991 えそおあ: そなけぬけあしへせそか とたちあくおせかせけか 』そうかてつさそえそ 』そまくあ. 
╊おけせつてうかせせふすけ しかえけてけすせふすけ そちえあせあすけ うしあつてけ そつてあまてつみ いふうのけか ちかつたと-
いしけさあせつさけか うしあつてせふか つてちとさてとちふ.

╇ 『そつつけけ せあねけせあかてつみ たかちけそお つしあいそ さそせてちそしけちとかすそえそ «そいうあしへせそえそ» 
たかちかにそおあ さ ほさそせそすけねかつさそこ つけつてかすか, そつせそうあせせそこ せあ ちふせそねせふに すかにあせけく-
すあに け ねあつてせそこ つそいつてうかせせそつてけ.

[そせかねせそ, かつしけ いふ せか 【うそこ てちあえけねかつさけこ とにそお, せあ ほてそす ほてあたか けつつしかおそ-
うあせけみ み きおあし いふ 【うそけに くあすかねあせけこ け おそたそしせかせけこ, さそてそちふか, さあさ たちけせみてそ 
えそうそちけてへ う せあのかこ あさあおかすけねかつさそこ つちかおか, うあきせそ とねかつてへ う おあしへせかこのかこ 
ちあいそてか せあお てかすそこ.

╉あしかか たそくうそしへ たかちかこてけ さ つちあうせかせけま つけてとあぬけけ, たちかおつてあうしかせせそこ う つそそて-
うかてつてうとまはかこ てあいしけぬか, たそ つにかすか «てそえおあ と せあつ け つかこねあつ と せけに». ╇ふせそのと せあ 
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【うそこ つとお つしかおとまはけこ てかくけつ: せかつすそてちみ せあ つとはかつてうかせせふか ちあくしけねけみ すかきおと 
つそうかてつさそこ け つかうかちそさそちかこつさそこ すそおかしみすけ つそぬけあしけくすあ, と せけに かつてへ いあくそうふか 
そいはけか ねかちてふ, さそてそちふか たそくうそしみまて たそせみてへ しそえけさと けに さちあにあ.

』』』『 (さそせかぬ 1980-に ええ.) [〉╉『 (つかこねあつ)

¨おかそしそえけみ

1. 』そにちあせかせけか さそすすとせけつてけねかつさそこ 
けおかそしそえけけ おそ 1989 え.

》そおてうかちきおかせけか けおかそしそえけけ 
«さけすけちつかせけくすあ» け «さけすねかせけちけくすあ» 
け つうみくあせせそこ つ せかこ たそしけてけねかつさそこ つけつてかすふ

2. 『あくすふうあせけか さそすすとせけつてけねかつさそこ 
けおかそしそえけけ う せあたちあうしかせけけ つそぬけあし-
おかすそさちあてけけ いかく そてさちふてそえそ たちけくせあせけみ 
てあさそこ てちあせつなそちすあぬけけ

《てつとてつてうけか せそうふに けおかこ

》そしけてけねかつさあみ うしあつてへ

1. [》』』 うそ えしあうか つ 〈.』. ╈そちいあねかうふす 
そつてあまてつみ うかおとはかこ つけしそこ

》ちかうちあはかせけか そてぬあ け おかおあ う つうみてふに — 
なそちすあしへせそ «うかねせふに しけおかちそう»

2. ╇そくせけさせそうかせけか うせとてちけたあちてけこせそこ 
さそせさとちかせぬけけ. ╇せとてちけたあちてけこせあみ 
いそちへいあ たちけそいちかてあかて そてさちふてふこ 
にあちあさてかち

》そたふてさあ うそくうちあはかせけみ さ ちとさそうそおみはかこ 
ちそしけ たあちてけけ う たちそてけうそうかつ ちそしけ ╈[《

3. 1985 え. — せそうふこ つてけしへ ちとさそうそおつてうあ 
╈そちいあねかうあ: そせ うつてちかねあかてつみ つ しまおへすけ, 
きすかて ちとさけ, たそみうしみかてつみ うすかつてか 
つ きかせそこ, ねかえそ ちあせへのか せか いふしそ 
と つそうかてつさけに しけおかちそう. 《おせあさそ 
そたあくおふうあかて つ たちそうかおかせけかす ちかあしへせふに 
おかすそさちあてけねかつさけに ちかなそちす

2012 え. — せそうふこ つてけしへ [けす ぁかせ ぉせあ: 
うつてちかねあかてつみ つ しまおへすけ, きすかて ちとさけ, 
たそみうしみかてつみ うすかつてか つ きかせそこ, ねかえそ ちあせへのか 
せか いふしそ と つかうかちそさそちかこつさけに しけおかちそう. 
《おせあさそ たちけ ほてそす うそきおへ け つしそうそす せか 
そいすそしうけしつみ そ ちかあしへせふに ちかなそちすあに 
う ほさそせそすけさか け たそしけてけさか

』そぬけあしへせそ-たそしけてけねかつさあみ あてすそつなかちあ

1. 《きけおあせけか おかすそさちあてけねかつさけに たかちかすかせ 〉かとうかちかせせそつてへ う いとおとはかす: そきけおあせけみ 
たかちかすかせ さ しとねのかすと いあしあせつけちとまてつみ 
そたあつかせけみすけ たかちかすかせ さあさ てあさそうふに

2. 《ててそちきかせけか さそすすとせけつてけねかつさけに けおかこ 
け すそちあしけ せあねけせあみ つ 1989 え.

〉かとうかちかせせそつてへ う つたそつそいせそつてみに [けす ぁかせ 
ぉせあ たちかうちあてけてへつみ う «せそうそえそ» しけおかちあ 
け としとねのけてへ つけてとあぬけま

3. 〉かとおあうのあみつみ たそたふてさあ ╈そちいあねかうあ 
くあすかせけてへ さそすすとせけくす せあ としとねのかせせふこ 
«つそぬけあしけくす つ ねかしそうかねかつさけす しけぬそす»

《てつとてつてうけか みうせふに おけつつけおかせてつさけに 
け そたたそくけぬけそせせふに せあつてちそかせけこ う つけしと 
くあさちふてそつてけ そいはかつてうあ け けつさしまねけてかしへせそこ 
きかつてそさそつてけ ちかきけすあ

4. 】つけしかせけか ちあくしそきかせけみ そいはかつてうあ 
ねかちかく いそしかか そてさちふてふか さそせてあさてふ つ 
′あたあおそす け たちそみうしかせけか さうあくけちふせそねせふに 
ほしかすかせてそう («ねかちせそ-つかちふこ» ちふせそさ).
╉そ 1989 え. — いかえつてうそ せあつかしかせけみ くあ 
ちといかき, とつけしけうあまはかかつみ たそ すかちか 
そつしあいしかせけみ さそせてちそしみ つそ つてそちそせふ 
つたかぬつしときい. 』 1989 え. ちかねへ けおかて ときか せか 
そ «つそぬけあしけつてけねかつさそす ちふせさか», あ たちそつてそ 
そ ちふせさか, せそ いかく しかえあしけくあぬけけ

】つけしかせけか ちあくすふうあせけみ 
そいはかとつてあせそうしかせせそこ ちかきけすそす すそちあしけ 
ねかちかく ちあくうけてけか ほしかすかせてそう «ねかちせそ-
つかちそえそ» ちふせさあ け たそしとしかえあしへせふか 
け しかえあしへせふか つうみくけ つ [けてあかす け ょきせそこ 
[そちかかこ. 》そたふてさけ たそさけせとてへ つてちあせと たそ 
ほさそせそすけねかつさけす たちけねけせあす (とにとおのかせけか 
たそしそきかせけみ いそしへのかこ ねあつてけ せあつかしかせけみ), 
せかつすそてちみ せあ ときかつてそねかせけか さそせてちそしみ つそ 
つてそちそせふ つたかぬつしときい
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《さそせねあせけか てあいしけぬふ

』』』『 (さそせかぬ 1980-に ええ.) [〉╉『 (つかこねあつ)

ねあつてせそこ つそいつてうかせせそつてけ. 《おせあさそ ときか 
そおせそ ほてそ つてけすとしけちとかて いそしへのけせつてうそ 
しまおかこ つ たちかおたちけせけすあてかしへつさけすけ 
せあさしそせせそつてみすけ けつさあてへ うそくすそきせそつてけ 
う つそいつてうかせせそこ つてちあせか

ゅさそせそすけさあ

1. 》そたふてさあ そいせそうしかせけみ ねかちかく さそせぬかたぬけま 
とつさそちかせけみ け せあとねせそ-てかにせけねかつさそえそ 
たちそえちかつつあ う 1985—1986 ええ.
╇ 1987—1988 ええ. — たそたふてさけ うせかおちかせけみ 
ほしかすかせてそう ちふせさあ う つけつてかすと: くあさそせふ 
そ にそくちあつねかてか, そ さそそたかちあぬけけ, 
そ えそつたちかおたちけみてけけ.
《てさあく そて おけちかさてけうせそえそ たしあせけちそうあせけみ 
け たかちかにそお さ けせおけさあてけうせそすと 
たしあせけちそうあせけま

《てつとてつてうけか たそたふてそさ うそつつてあせそうけてへ けしけ 
ちかなそちすけちそうあてへ つけつてかすと おけちかさてけうせそえそ 
たしあせけちそうあせけみ

2. 》ちそうあし たそたふてそさ ちかなそちすけちそうあてへ 
ほさそせそすけねかつさとま つけつてかすと つそぬけあしけくすあ

『あくうけてけか «ねかちせそ-つかちそえそ» ちふせさあ けおかて 
つてけにけこせそ たちけ ちそつてか てかせかうそえそ さあたけてあしあ, 
さそちちとたぬけけ け いあせおけてけくすあ

3. 『あくうけてけか «ねかちせそ-つかちそえそ» ちふせさあ, 
ちあつのけちかせけか たそしとしかえあしへせふに 
ほさそせそすけねかつさけに そてせそのかせけこ

╈そしそお う たちそうけせぬけみに たちけ としとねのかせけけ 
とつしそうけこ きけくせけ ほしけてふ う 》にかせへみせか. 
》そみうしかせけか さうあくけちふせそねせそえそ つかさてそちあ 
う ほさそせそすけさか, ちあいそてあまはかえそ せあ 
たそてちかいせそつてけ «せそうふに いそえあてふに»

4. 』せけきかせけか ちかあしへせふに おそにそおそう 
せあつかしかせけみ, ちかくさけこ ちそつて てそうあちせふに 
おかなけぬけてそう せあ うせとてちかせせかす ちふせさか

『そつて せかしかえあしへせそえそ にそきおかせけみ 
けせそつてちあせせそこ うあしまてふ (まあせへ, おそししあち)

5. 『そつて せかしかえあしへせそえそ にそきおかせけみ 
けせそつてちあせせそこ うあしまてふ (おそししあち)

╇せかのせみみ たそしけてけさあ

1. 』』』『 つそにちあせみかて つてあてとつ みおかちせそこ 
つうかちにおかちきあうふ

》そしせあみ おけつさちかおけてあぬけみ つてちあせふ うそ 
うせかのせかす すけちか

2. 『あくちみおさあ さあさ つてちあてかえけねかつさあみ ぬかしへ 
つせけきかせけみ えしそいあしへせそこ せあたちみきかせせそつてけ, 
ちあつのけちかせけみ うせとてちかせせけに (つせけきかせけか 
うそかせせふに ちあつにそおそう) け うせかのせけに 
けつてそねせけさそう たそしとねかせけみ けせうかつてけぬけこ 
け てかにせそしそえけこ おしみ ほさそせそすけねかつさそえそ 
ちあくうけてけみ

》そけつさ さそせてあさてそう つ ょきせそこ [そちかかこ 
け 』ぃ╅ さあさ つちかおつてうそ たそしとねかせけみ 
たそすそはけ けくうせか おしみ うふきけうあせけみ ちかきけすあ 
たちけ つそにちあせかせけけ さそせなちそせてあぬけそせせそえそ 
にあちあさてかちあ うせかのせかこ たそしけてけさけ.
[けてあこ — えしあうせふこ つたそせつそち ちかきけすあ

』かこねあつ そねかせへ うあきせそ いふしそ いふ たちそうかつてけ つかすけせあち けしけ おそいちそきかしあてかしへ-
せそか そいつときおかせけか てかすふ つ 【うそけす せかくちけすふす とねあつてけかす, とねあつてけかす せあのけに 
かおけせそすふのしかせせけさそう: ╋かせけ ╆あきあせそうあ, さそせかねせそ, ╅せあてそしけみ 【そちさとせそうあ, 
╇あしかちふ ╉かせけつそうあ, ╅せおちかみ ]あせへさそうあ. 【ふ くせあかのへ, ╅せおちかこ つかこねあつ ちあいそてあかて 
う 】せけうかちつけてかてか う 』かとしか. 〉あ すそこ うくえしみお, そせ — そおけせ けに しとねのけに う すけちか 
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ほさつたかちてそう たそ つかうかちそさそちかこつさけす «うせとてちかせせそつてみす». ╊えそ たそつしかおせけこ おそさしあお 
そ ちあいそてか たそおたそしへせふに けせうかつてそちそう け ねかちせふに いあせさけちそう う 』かうかちせそこ [そちかか 
うたかねあてしみかて.

〉そ たかちかにそきと さ そつせそうせふす うふうそおあす け つせそうあ ねとうつてうとま, さあさ せか にうあてあかて 
【うそかえそ うかつさそえそ, そいそつせそうあせせそえそ け せかけくすかせせそ おそいちそきかしあてかしへせそえそ つときおかせけみ.

¨てあさ, せあ すそこ うくえしみお, けく つそたそつてあうしかせけみ つそうかてつさそこ け つかうかちそさそちかこつさそこ 
すそおかしかこ つそぬけあしけくすあ すそきせそ つおかしあてへ つしかおとまはけか うふうそおふ:

— つそぬけあしへせそ-ほさそせそすけねかつさあみ け たそしけてけねかつさあみ すそおかしけ ちあくうけてけみ 』』』『 
け 』かうかちせそこ [そちかけ せか けすかしけ け せか けすかまて けつてそちけねかつさそえそ いとおとはかえそ;

— ほさそせそすけねかつさあみ つけつてかすあ つそぬけあしけくすあ せか すそきかて いふてへ としとねのかせあ, 
あ てそしへさそ くあすかせかせあ せあ ちふせそねせとま け そてさちふてとま ほさそせそすけねかつさとま 
つけつてかすと. 『そつつけこつさけこ うあちけあせて «のそさそてかちあたけけ» せか みうしみかてつみ かおけせ-
つてうかせせそ うそくすそきせふす. 〈あちさかてけくあぬけみ つかうかちそさそちかこつさそこ ほさそせそすけさけ 
いとおかて くせあねけてかしへせそ いそしかか いそしかくせかせせそこ, ねかす う 』』』『, たそつさそしへさと 
う 』かうかちせそこ [そちかか せかて せかなてけ け えあくあ.

╈しあうせふか たちそいしかすふ たちそうかおかせけみ たそしけてけさけ ちかなそちす う 』かうかちせそこ [そちかか:
— そてつとてつてうけか たそしけてけねかつさそこ うそしけ さ ほてそすと と つかうかちそさそちかこつさそえそ ちとさそうそおつてうあ;
— そてつとてつてうけか えそてそうせそつてけ つてちあせ-つたそせつそちそう さ ちあくちあいそてさか つさそそちおけせけちそ-

うあせせそこ たそしけてけさけ ちかなそちす ほさそせそすけさけ 』かうかちあ;
— そてつとてつてうけか うあちけあせてあ あおあたてあぬけけ «ねかちせそ-つかちそこ» ほさそせそすけさけ 』かうかちせそこ 

[そちかけ さあさ かおけせつてうかせせそこ ちかあしへせそこ そつせそうふ つかえそおせみのせかえそ そてせそつけてかしへせそえそ 
つそぬけあしへせそ-ほさそせそすけねかつさそえそ いあしあせつあ つてちあせふ さ ぬけうけしけくそうあせせそこ ちふせそねせそこ 
ちかなそちすか.

ゅしけてあ 』かうかちせそこ [そちかけ くあけせてかちかつそうあせあ う つそにちあせかせけけ つとはかつてうとま-
はかこ つけつてかすふ, さそてそちあみ たそおおかちきけうあかて かか たちけうけしかえけちそうあせせそか たそしそきかせけか. 
╇あちけあせてふ つすかせふ すそおかしけ ちあくうけてけみ: つそうかてつさけこ (いふつてちふこ) けしけ さけてあこつさけこ 
(たそつてかたかせせふこ). ╉しみ ちかえけそせあしへせそこ いかくそたあつせそつてけ うてそちそこ うあちけあせて たちかおたそ-
ねてけてかしへせかか. 《おせあさそ いかく うせかのせかえそ うそくおかこつてうけみ せあ つかうかちそさそちかこつさとま ほしけてと 
け そいはかつてうそ せけ てそて, せけ おちとえそこ うあちけあせて せか つすそえとて ちかあしけくそうあてへつみ.

《いそつてちかせけか うせとてちけたそしけてけねかつさそこ いそちへいふ くあ うしあつてへ せあさあせとせか さそし-
しあたつあ そいはかつてうかせせそこ つけつてかすふ つそぬけあしけくすあ そてさちふうあかて せそうふか うそくすそきせそつてけ 
おしみ たそいとおけてかしへせそえそ うそくおかこつてうけみ せあ つかうかちそさそちかこつさとま ほしけてと. 》ちそすかお-
しかせけか つ ほてけす とうかしけねけうあかて うかちそみてせそつてへ てそえそ, ねてそ つすかせあ たそしけてけねかつさそこ 
すそおかしけ う 』かうかちせそこ [そちかか いとおかて そつとはかつてうしみてへつみ せか つうかちにと (たそ-さけてあこつさけ), 
あ たそお さちけてけねかつさけす うそくおかこつてうけかす つせけくと う とつしそうけみに えしといそさそえそ つそぬけあしへせそ-
たそしけてけねかつさそえそ さちけくけつあ.

』てちあてかえけねかつさそか きか そてしけねけか つけてとあぬけけ う 』かうかちせそこ [そちかか そて たそくおせか-
つそうかてつさそこ — なあさてそち そいひかおけせかせけみ [そちかけ. ¨ くおかつへ かはか そおけせ てかくけつ, う たちあうけしへ-
せそつてけ さそてそちそえそ み つあす せか おそ さそせぬあ とうかちかせ け そねかせへ きあしかま, ねてそ ときか せか つすそえと 
とつしふのあてへ 【うそか すせかせけか:
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╇ けせてかちかつあに ょきせそこ [そちかけ — そいひかおけせかせけか せか つ せふせかのせかこ 』かうかちせそこ 
[そちかかこ, あ つ 』かうかちせそこ [そちかかこ, さそてそちあみ せあとねけしあつへ いふ きけてへ け ちあいそてあてへ 
う とつしそうけみに ちふせさあ け そてさちふてそつてけ. ゅてそて うあちけあせて てあさきか う けせてかちかつあに 『そつ-
つけけ け おちとえけに つてちあせ, たそつさそしへさと う たちそてけうせそす つしとねあか «いちかすみ そいひかおけせか-
せけみ» すそきかて くせあねけてかしへせそ とすかせへのけてへ たそてかせぬけあし つそてちとおせけねかつてうあ ょきせそこ 
[そちかけ つそ つうそけすけ いしけきあこのけすけ つそつかおみすけ, うさしまねあみ 『そつつけま.

》ちそおそしきあみ てちあおけぬけま 【うそけに けつつしかおそうあせけこ, たそたふてあまつへ くあえしみせとてへ 
う いとおとはかか.

》ちけ うつかに ちあくしけねけみに, すかきおと いふうのけす 』』』『 け せふせかのせかこ 』かうかちせそこ 
[そちかかこ つとはかつてうとかて つにそきかつてへ う しそえけさか つすかせふ つそぬけあしけつてけねかつさそえそ ちかきけすあ. 
《ててあしさけうあみつへ そて つそうかてつさそえそ そたふてあ, すそきせそ うふおかしけてへ てちけ なあくふ, たちかおのか-
つてうそうあうのけか さそせねけせか 』』』『: さちけくけつ — てちあせつなそちすあぬけけ — さそししあたつ.

》そお さちけくけつそす み たちかおしあえあま たそせけすあてへ せかつたそつそいせそつてへ つそぬけあしけつてけ-
ねかつさそえそ ちかきけすあ さ つあすそちあくうけてけま. 》そお てちあせつなそちすあぬけみすけ — たそつてかたかせ-
せそか けくすかせかせけか ちかきけすあ う ちふせそねせそ-おかすそさちあてけねかつさそす せあたちあうしかせけけ 
け せあたちあうしかせけけ そてさちふてそつてけ. 【ちあせつなそちすあぬけけ すそえとて いふてへ さあさ たそくけてけう-
せふすけ — せあたちあうしみかすふこ つうかちにと たちそぬかつつ ちあくうけてけみ ちふせさあ, そてさちふてそつてけ 
け おかすそさちあてけくあぬけけ, てあさ け せかえあてけうせふすけ — つてけにけこせそか ちあくうけてけか てかせかうそこ 
(«ねかちせそ-つかちそこ») ちふせそねせそこ ほさそせそすけさけ たちけ たちそおそしきかせけけ そなけぬけあしへ-
せそこ しけせけけ うしあつてかこ せあ つそにちあせかせけか ぬかせてちあしけくそうあせせそこ ちあつたちかおかしけてかしへ-
せそこ つけつてかすふ. 》そお さそししあたつそす — たそてかちま ちかきけすそす たそしけてけねかつさそこ うしあつてけ 
け つすかせと さとちつあ ちあくうけてけみ.

〉かえあてけうせふか けくすかせかせけみ う ほさそせそすけさか (せあさそたしかせけか てかせかうそえそ さあたけてあしあ 
け さそちちとたぬけみ) け たそしけてけさか (たそつてかたかせせあみ ちあくいあしあせつけちそうさあ ちかきけすあ う ちかくとしへてあてか 
うせとてちかせせかこ いそちへいふ くあ うしあつてへ たちけ つしあいそす しけおかちか) みうしみまてつみ つかえそおせみ そつせそうせふす 
うかさてそちそす おけせあすけさけ ちあくうけてけみ つかうかちそさそちかこつさそえそ ちかきけすあ. ╇かちそみてせそつてへ 
つそにちあせかせけみ ほてそえそ うかさてそちあ う さちあてさそ- け つちかおせかつちそねせそこ たかちつたかさてけうか — 
すあさつけすあしへせあ, あ うかちそみてせそつてへ たそくけてけうせふに たちかそいちあくそうあせけこ — たちあさてけねかつさけ 
そてつとてつてうとかて. ╇しあつてけ つあすけ たそ つかいか せか くあけせてかちかつそうあせふ う ちかなそちすあに. 》ちそ-
てかつてせそえそ おうけきかせけみ つせけくと せかて, せそ おあきか う つしとねあか うふつてとたしかせけこ たちそてけう 
うしあつてかこ と たそてかせぬけあしへせそこ そたたそくけぬけけ せかて せけ しけおかちそう, せけ しそくとせえそう, せけ 
けおかこ.

╇かちそみてせそつてへ たそくけてけうせふに たちかそいちあくそうあせけこ う ほさそせそすけさか にそてみ け すけさちそ-
つさそたけねかつさけ すあしあ, せそ うつか きか いそしへのあみ, ねかす うかちそみてせそつてへ たそくけてけうせふに たちかそい-
ちあくそうあせけこ う たそしけてけさか. 【あさあみ うそくすそきせそつてへ つうみくあせあ つ うそうしかねかせけかす 』かうかちせそこ 
[そちかけ う のけちそさけか てそちえそうふか, なけせあせつそうふか, さとしへてとちせふか つうみくけ つ くあちといかき-
せふすけ つてちあせあすけ, ちあくうけうあまはけすけつみ せあ ちふせそねせふに たちけせぬけたあに.

¨ かはか そおせそ つそそいちあきかせけか.
《たふて さちとのかせけみ 』そうかてつさそえそ 』そまくあ たそさあくふうあかて, ねてそ そてつとてつてうけか たそくけ-

てけうせふに てちあせつなそちすあぬけこ う とつしそうけみに ほさそせそすけねかつさそえそ さちけくけつあ うかおかて さ さそし-
しあたつと たそしけてけねかつさそえそ ちかきけすあ. 《おせあさそ おしみ ちかあしけくあぬけけ ほてそこ うくあけすそくあうけ-
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[そししかえけ う そいしあつてけ せあとさけ け そいちあくそうあせけみ

つけすそつてけ せかそいにそおけす つうそかえそ ちそおあ «つたとつさそうそこ さちまねそさ» — う 『そつつけけ かえそ ちそしへ 
つふえちあし せかとおあうのけこつみ «あうえとつてそうつさけこ たとてね 1991 えそおあ».

』ちあうせけうあみ 』かうかちせとま [そちかま つ 』』』『, せかしへくみ せか つさあくあてへ せかつさそしへさそ 
つしそう け そ さけてあこつさそす うあちけあせてか.

〉あてあのあ, さあさ 【ふ おとすあかのへ, たちあうけしへせそ しけ つさあくあてへ, ねてそ そたふて たそくけてけう-
せふに ほさそせそすけねかつさけに てちあせつなそちすあぬけこ う [けてあか えそうそちけて そ てそす, ねてそ ちそつて 
ちふせそねせそこ ほさそせそすけさけ け しかえあしへせそえそ さあたけてあしあ ちあせそ けしけ たそくおせそ たちけうそおけて 
さ たそつてあせそうさか うそたちそつあ そ たそしけてけねかつさけに ちかなそちすあに? ╅ うしあつてけ, ねてそいふ つそにちあ-
せけてへ たそしけてけねかつさとま つてあいけしへせそつてへ け, つしかおそうあてかしへせそ, つそいつてうかせせふか たそくけ-
ぬけけ, おそしきせふ けおてけ せあ たそくけてけうせふか たそしけてけねかつさけか てちあせつなそちすあぬけけ う おかすそ-
さちあてけねかつさそす せあたちあうしかせけけ? 〉ときせあ つかちへかくせあみ おけつさとつつけみ たそ ほてそこ てかすか.

¨てあさ, すふ けすかかす おうあ うあちけあせてあ つすかせふ さそすすとせけつてけねかつさそえそ ちかきけすあ:
— ねかちかく たそしけてけねかつさけこ さそししあたつ — う つしとねあか そてさあくあ そて たそくけてけうせふに 

ほさそせそすけねかつさけに てちあせつなそちすあぬけこ;
— ねかちかく たそくけてけうせふか たそしけてけねかつさけか てちあせつなそちすあぬけけ — う つしとねあか たちそ-

うかおかせけみ たそくけてけうせふに ほさそせそすけねかつさけに てちあせつなそちすあぬけこ.
》ちけすかせけてかしへせそ さ 』かうかちせそこ [そちかか たちけ そてつとてつてうけけ たそくけてけうせふに ほさそせそ-

すけねかつさけに てちあせつなそちすあぬけこ うかちそみてせそつてへ さそししあたつあ たそしけてけねかつさそえそ ちかきけすあ 
すあさつけすあしへせあ. 〉そ そてうかて せあ うそたちそつ そ ねあつか «｠», さそえおあ ほてそ つしとねけてつみ, くあうけつけて 
そて てそえそ, さそえおあ けすかせせそ う つてちあせか そいそつてちみてつみ たちそてけうそちかねけみ すかきおと つそたかち-
せけねあまはけすけ さしあせあすけ, ねてそ け すそきかて つふえちあてへ ちそしへ «つたとつさそうそえそ さちまねさあ».

╇ふにそお けく さそししあたつあ たそしけてけねかつさそこ つけつてかすふ すそきかて そつとはかつてうしみてへつみ け たそ 
てあさそすと うあちけあせてと, さそえおあ たそしけてけねかつさそか ちとさそうそおつてうそ たそしせそつてへま とてちあてけて 
さそせてちそしへ せあお とたちあうしかせけかす つてちあせそこ. 』かうかちせあみ [そちかみ たちかうちあはあかてつみ う さちけ-
すけせあしへせそ-いあせおけてつさとま くそせと. ゅてそ すそきかて たちけうかつてけ さ ちあつたあおと つてちあせふ せあ おうか 
ねあつてけ — ぬかせてちあしへせとま け つかうかちそ-うそつてそねせとま, さそてそちあみ けく-くあ そてつとてつてうけみ あうてそ-
すそいけしへせそえそ け きかしかくせそおそちそきせそえそ つそそいはかせけみ つしあいそ つうみくあせあ つ ぬかせてちそす.

╇ ほてそす つしとねあか そつてちそ うつてあせかて うそたちそつ そ すかきおとせあちそおせそす さそせてちそしか せあお 
』かうかちせそこ [そちかかこ. 〉か けつさしまねかせ おあきか ううそお すけちそてうそちねかつさけに つけし たそお すあせ-
おあてそす 《《〉, う てそす ねけつしか つ たちけうしかねかせけかす さけてあこつさけに さそせてけせえかせてそう.

╊はか そおけせ つぬかせあちけこ せあ 【うそこ つとお: 』かうかちせあみ [そちかみ せか けおかて たそ たとてけ たそくけ-
てけうせふに ほさそせそすけねかつさけに てちあせつなそちすあぬけこ. 〉かえあてけうせふか てちあせつなそちすあぬけけ 
たそつてかたかせせそ たちけうそおみて さ ちそつてと てかせかうそえそ さあたけてあしあ, さそてそちふこ てかつせそ つたしかてあ-
かてつみ つ たそしけてけねかつさけす ちとさそうそおつてうそす. ╇ つちかおせかつちそねせそこ たかちつたかさてけうか たちそけつ-
にそおけて たちかうちあはかせけか ちかきけすあ う ちあくせそうけおせそつてへ えそつとおあちつてうかせせそえそ さあたけてあ-
しけくすあ. [あたけてあし う ちとさあに たそしけてけねかつさけに しけおかちそう けえちあかて いóしへのとま ちそしへ, ねかす 
ねあつてせふこ つかさてそち. 』うみくけ つ うせかのせけす すけちそす ちあくうけうあまてつみ そえちあせけねかせせそ. ¨おか-
そしそえけねかつさあみ うかちせそつてへ けおかみす [けす ¨ち 』かせあ — [けす ぁかせ ¨ちあ つそにちあせみかてつみ.

〉あてあのあ, たそ せあのかこ つてあちそこ さそちかかうかおねかつさそこ てちあおけぬけけ すふ つてあちあしけつへ 
くあさそせねけてへ たちあさてけねかつさけ しまいそか けつつしかおそうあせけか ちあくすふのしかせけみすけ: あ ねてそ ほてそ 
おあかて 『そつつけけ?
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〈せか さあきかてつみ, ねてそ おしみ 『そつつけけ け おちとえけに うそうしかねかせせふに えそつとおあちつてう かおけせ-
つてうかせせそ たちけかすしかすふす たちかおつてあうしみかてつみ うあちけあせて すけちせそこ つすかせふ つかうかちそさそ-
ちかこつさそえそ ちかきけすあ せあ ちふせそねせそ-おかすそさちあてけねかつさそこ そつせそうか. ¨ にそてみ せふせかの-
せかか つかうかちそさそちかこつさそか ちとさそうそおつてうそ せか たちそみうけしそ つたそつそいせそつてけ さ たそくけてけうせふす 
てちあせつなそちすあぬけみす, う つかうかちそさそちかこつさそこ ほしけてか かつてへ えちとたたふ, しけねせそ くあけせてかちかつそ-
うあせせふか う せあさそたしかせけけ てかせかうそえそ さあたけてあしあ け かえそ たそつしかおとまはかこ しかえあしけくあぬけけ. 
¨せあねか えそうそちみ, くあけせてかちかつそうあせせふか う つそにちあせかせけけ せかえあてけうせふに ちふせそねせふに てちあせつ-
なそちすあぬけこ け う たちかうちあはかせけけ けに うたそつしかおつてうけけ う たそくけてけうせふか てちあせつなそちすあぬけけ.

〈かにあせけくすそす たちそおあうしけうあせけみ たそくけてけうせふに てちあせつなそちすあぬけこ う 』かうかち-
せそこ [そちかか みうしみかてつみ たそしけてけさあ てそてあしへせそえそ うそうしかねかせけみ (total engagement). 
【そてあしへせそえそ — う つすふつしか うそうしかねかせせそつてけ う ほてと たそしけてけさと すあさつけすあしへせそえそ 
ねけつしあ つてちあせ-とねあつてせけぬ のかつてけつてそちそせせけに たかちかえそうそちそう. ╅ てあさきか う つすふつしか 
つなかち ちあつたちそつてちあせかせけみ ほてそこ たそしけてけさけ: そて ほさそせそすけさけ おそ さとしへてとちふ け すかき-
しけねせそつてせふに さそせてあさてそう.

╅ すけちせあみ つすかせあ ちかきけすあ, せあ すそこ うくえしみお, しそえけねかつさけ うかおかて け さ ちかのかせけま 
みおかちせそこ たちそいしかすふ 』かうかちせそこ [そちかけ.

′おかつへ み つてあうしま てそねさと.
¨ つせそうあ つてあせそうけてつみ えちとつてせそ. 》そえちときかせけか う ちあいそてと け あせあしけてけさと せあ 

うちかすみ うふてあはけしそ すかせみ けく おかこつてうけてかしへせそつてけ. 〉そ てかたかちへ み つせそうあ うふせときおかせ 
うかちせとてへつみ. 』せそうあ たかちかきけてへ てちあえけくす つしとねけうのかえそつみ.

〉あうかちせそか, たちあうけしへせそ えそうそちみて, ねてそ そ きけくせけ ねかしそうかさあ すふ つとおけす たそ 
てそすと, ねてそ そつてあかてつみ たそつしか せかえそ. 》そつしか 【かいみ そつてあかてつみ 》あすみてへ.

¨ ほてそ たけつへすそ 【かいか — おあせへ 》あすみてけ そ 【かいか, 》あすみてけ, つせそうあ け つせそうあ てちか-
いとまはかこ たちそおそしきあてへ 【うそか ╉かしそ.

っ つてあうしま てそねさと う たけつへすか, せそ せか う ちあいそてか.
》あすみてへ そ 【かいか — そてせふせか おそたそしせけてかしへせふこ つてけすとし さ たちそおそしきかせけま 

〉あのかえそ ╉かしあ.
』たあつけいそ 【かいか! 【うそこ ╇あつみ.

《て つそつてあうけてかしかこ

╇ つうみくけ つ みうせそこ おけつさとつつけそせせそつてへま たそおせみてふに あうてそちそす たちそいしかす 
け うふちあきかせせふす けす きかしあせけかす «たちそうかつてけ つかすけせあち けしけ おそいちそきかしあてかしへせそか 
そいつときおかせけか てかすふ», すふ たちかおしあえあかす つしかおとまはかか. 》そつしか うふにそおあ う つうかて おあせ-
せそこ させけえけ つそそてうかてつてうとまはあみ おけつさとつつけみ すそきかて いふてへ ちあくうかちせとてあ せあ つてちあ-
せけぬあに そねかちかおせそえそ せそすかちあ «╇かつてせけさあ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 
『そつつけけ “『そつつけみ け すけち”».

[ちそすか うそたちそつそう つてかたかせけ きけくせかつたそつそいせそつてけ つかうかちそさそちかこつさそえそ 
ちかきけすあ け たとてかこ かえそ うそくすそきせそこ てちあせつなそちすあぬけけ, すそきせそ いふしそ いふ そいつと-
おけてへ け いそしかか のけちそさけこ さちとえ たちそいしかす. 〉あたちけすかち, そ すかちか つそたそつてあうけすそつてけ 
つてちあせ つ ちあくしけねせふす さとしへてとちせそ-けつてそちけねかつさけす そたふてそす, そさあくあうのけにつみ う つにそ-
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きけに けしけ さあきとはけにつみ つにそきけすけ つそぬけあしへせそ-たそしけてけねかつさけに け/けしけ ほさそせそすけ-
ねかつさけに つけてとあぬけみに. ╇ てそす ねけつしか — せかいそしへのそこ たそ てかちちけてそちけけ け すそせそほて-
せけねかつさそこ 』かうかちせそこ [そちかけ つ すせそえそせあぬけそせあしへせそこ つうかちにおかちきあうそこ, さあさそこ 
いふし 』そうかてつさけこ 』そまく, たちそのかおのけこ さ てそすと きか うつか てか たちそてけうそちかねけうふか, せそ 
すせそえそなあさてそちせふか なあくふ たそつしかつてあしけせつさそこ ほうそしまぬけけ, ねあつてへ さそてそちふに ときか 
そてすかてけし ╇.╇. 〈けにかかう う ほてそこ ちあいそてか.

╉けつさとつつけみ, さそせかねせそ, てそきか いとおかて たそつうみはかせあ たあすみてけ 〉あてあしへけ ╊うえか-
せへかうせふ ╆あきあせそうそこ.

〈そくかしへ 【.〉.*

«《えそせへ う そねあえか» とねかせそえそ つ すけちそうふす けすかせかす

7 けませみ せか つてあしそ 〉あてあのけ ╆あきあせそうそこ…
╇ おかせへ たちそはあせけみ つ せかこ うつか うちかすみ のかし 

おそきおへ, たそつてそみせせそ せあたそすけせあみ せあす, つそいちあう-
のけすつみ せあ ぬかちかすそせけま, ねてそ ほてそ そねかせへ 
えちとつてせそ, さそえおあ とにそおけて てあさそこ ねかしそうかさ. 
¨ さあさ ほてそ いふうあかて, とにそお 〉あてあしへけ くあつてあうけし 
つそうかちのかせせそ たそ-けせそすと うくえしみせとてへ せあ かか しけね-
せそつてへ, せあ かか つたそつそいせそつてけ あせあしけてけさあ-とねか-
せそえそ, せあ かか させけえけ, さそてそちふか すけちせそ つてそみしけ 
せあ たそしさあに せあのかこ つかすかこせそこ いけいしけそてかさけ 
け うちかすみ そて うちかすかせけ たちそつすあてちけうあしけつへ, 
けつたそしへくそうあしけつへ う しかさぬけみに け つかすけせあちあに, 
あ くあねあつてとま け たちけ たそおえそてそうさか さ たそかくおさあす 
う [けてあこ, ¨てあしけま け おちとえけか つてちあせふ.

[あくあしそつへ あいつそしまてせそ かつてかつてうかせせふす, 
ねてそ う ほてけに させけえあに すそきせそ せあこてけ すあつつと 
けせてかちかつせかこのけに おかてあしかこ, たそおちそいせそつてかこ け えしといそさけに せあとねせふに そいそいはかせけこ 
そてせそつけてかしへせそ うつかえそ, ねてそ たちそけつにそおけて う そさちときあまはかす すけちか. ╉うあ あうてそちあ, 
╊.》. ╆あきあせそう け 〉.╊. ╆あきあせそうあ, けくとねあしけ たそねてけ うかつへ すけち, そたけつふうあしけ, 
あせあしけくけちそうあしけ, たちかおつてあうしみしけ つそいふてけみ け うたかねあてしかせけみ う つてそしへ みちさそこ 
け えしといそさそこ, あ たそおねあつ け ますそちけつてけねかつさそこ すあせかちか, ねてそ ねけてあまてつみ そせけ さあさ 
にとおそきかつてうかせせふか たちそけくうかおかせけみ, あ せか さあさ つさとねせふか せあとねせふか てちあさてあてふ.

* 【あてへみせあ 〉けさそしあかうせあ 〈そくかしへ — おそさてそち たそしけてけねかつさけに せあとさ, たちそなかつつそち, たちそちかさてそち たそ たそうふのかせけま 
さうあしけなけさあぬけけ け たかちかたそおえそてそうさか おけたしそすあてけねかつさけに さあおちそう ╉けたしそすあてけ ねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 
『そつつけけ.
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】せけさあしへせふこ そちえあせけねせふこ つけすいけそく おうとに しまおかこ, そいひかおけせかせせふに きあき-
おそこ たそくせあせけみ, けくとねかせけみ, たそせけすあせけみ けせふに さとしへてとち, つてちかすしかせけかす たそおか-
しけてへつみ つ くあけせてかちかつそうあせせそこ あとおけてそちけかこ ちかくとしへてあてあすけ つうそけに そてさちふてけこ, — 
うつか ほてそ うふくふうあかて えしといそねあこのかか とうあきかせけか さ つかすへか ╆あきあせそうふに.

╉けたしそすあてけねかつさあみ さあちへかちあ うかつへすあ つしそきせあ けすかせせそ てかす, ねてそ そせあ, さあさ 
たちあうけしそ, せけくうそおけて きかせと おけたしそすあてあ おそ とちそうせみ «つうかてつさそこ おそすそにそくみこさけ», 
ほしかえあせてせそ つそたちそうそきおあまはかこ すときあ せあ たちけかすあに, たそおおかちきけうあまはかこ そえそせへ 
う つかすかこせそす そねあえか け てけにそ くあいふうあまはかこ うつか, ねかすと とねけしけ う 〈╈¨〈《 けしけ 
う おちとえけに たちかつてけきせふに うとくあに.

〉あてあのあ «そえそせへ う そねあえか» たそおおかちきけうあしあ たそつてそみせせそ: すせそえそねけつしかせせふか 
たかちかかくおふ, つてそしへ にあちあさてかちせふか おしみ おけたしそすあてそう, そてさちふしけ う せかこ けつてけせせそ 
おけくあこせかちつさけか てあしあせてふ. 』そうかちのかせせそ とおけうけてかしへせふす そいちあくそす 〉あてあのあ 
╆あきあせそうあ, せか てかちみみ つうそけに さあねかつてう つとたちとえけ おけたしそすあてあ, つとすかしあ ちかあしけくそ-
うあてへ つかいみ たちそなかつつけそせあしへせそ, ちあいそてあみ う ╈かせさそせつとしへつてうか う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ 
け う 》そつそしへつてうか 』』』『 う [けてあか う さあねかつてうか たちかつつ-あててあのか, せそ たちけ ほてそす 
うつかえおあ うふせあのけうあみ えしあうせとま けおかま つうそかこ たちそなかつつけけ け たちけくうあせけみ: けくとねか-
せけか, たそくせあせけか つてちあせふ たちかいふうあせけみ, ちあつたちそつてちあせかせけか くせあせけこ そ せかこ け かか 
そつそいかせせそつてみに. [せけえけ, せあたけつあせせふか かま そておかしへせそ け う つそあうてそちつてうか つ ╊うえか-
せけかす 》かてちそうけねかす, おそさてそちつさあみ おけつつかちてあぬけみ, くあはけはかせせあみ かま う ょきせそこ 
[そちかか, — さちあつせそちかねけうふか そいちあくぬふ てあしあせてあ, てちとおそつたそつそいせそつてけ, てうそちねか-
つさそえそ たそてかせぬけあしあ 〉あてあのけ. 《せあ いふしあ せあつてそみはけす とねかせふす つ すけちそうふす 
けすかせかす け たちけくせあせけかす.

』そうすかつてせふか てちとおふ 〉あてあのけ け ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ えそうそちみて そい けに 
せかそいふねあこせそこ うくあけすそおそたそしせみかすそつてけ, てうそちねかつさそこ け しけねせそつてせそこ つうみくけ 
ほてけに てあしあせてしけうふに け せあのかおのけに おちとえ おちとえあ しまおかこ. 〉かうそくすそきせそ ちあくひかおけ-
せけてへ ほてけに あうてそちそう, そたちかおかしけてへ, さそすと け ねてそ たちけせあおしかきけて う ほてけに てかさつてあに, 
しかえさそ ねけてあかすふに, せあ たかちうふこ うくえしみお, たそねてけ きとちせあしけつてつさけに. 《おせあさそ, さそえおあ 
うねけてふうあかのへつみ う せけに, つてあせそうけてつみ たそせみてせふす, つさそしへ いそしへのあみ あせあしけてけねか-
つさあみ ちあいそてあ いふしあ たちそおかしあせあ うそ うちかすみ けに せあたけつあせけみ, つさそしへさそ たちけのしそつへ 
けくとねけてへ け そつすふつしけてへ すあてかちけあしそう おしみ えしといそさそえそ け たそくせあうあてかしへせそえそ けくしそ-
きかせけみ う おそつてとたせそこ なそちすか つかちへかくせかこのけに つそいふてけこ け みうしかせけこ きけくせけ 
つそうちかすかせせそえそ すけちあ.

╅くけみ け ╇そつてそさ う ぬかしそす, いかくとつしそうせそ, みうしみまてつみ すあえけつてちあしへせそこ てかすあてけさそこ 
けつつしかおそうあせけこ 〉あてあしへけ ╆あきあせそうそこ. 《おせあさそ かか てあしあせてしけうふか させけえけ さとしへてと-
ちそしそえけねかつさそえそ にあちあさてかちあ たちあさてけねかつさけ せかくあすかせけすふ う たちそぬかつつか たそおえそてそうさけ 
うつかに せあのけに すあえけつてちそう-すかきおとせあちそおせけさそう. ╇かおへ けすかせせそ う てあさそこ ちかしへかなせそこ 
なそちすか とおそいせかか おそせそつけてへ おそ すそしそおふに しまおかこ くせあねけすそつてへ け つたかぬけなけさと 
ちあいそてふ う ちあくしけねせふに つてちあせあに. 〉あ すせそえそねけつしかせせふに なそてそえちあなけみに, とさちあのあ-
まはけに け けししまつてちけちとまはけに すせそえけか させけえけ ねかてふ ╆あきあせそうふに, 〉あてあのあ うつかえおあ 
うふえしみおけて さちあつけうそ, かつてかつてうかせせそ, くあけせてかちかつそうあせせそ け ほしかえあせてせそ.
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╇そそいはか とおけうけてかしへせそ, ねてそ ほてあ にちとたさあみ きかせはけせあ そいしあおあしあ てあさけす 
せかけつねかちたあかすふす くあたあつそす ほせかちえけけ. ╇かしけさそしかたせそか くせあせけか さそちかこつさそえそ 
みくふさあ け かえそ おけあしかさてそう, たそかくおさけ う おかつみてさけ つてちあせ, うふつてとたしかせけみ せあ さそせなか-
ちかせぬけみに, つけすたそくけとすあに, たといしけさあぬけけ, たちかたそおあうあせけか — け うつか ほてそ せあ なそせか 
つあすそそてうかちきかせせそこ くあいそてふ そ いしけくさけに しまおみに, そ いそしへせふに すあてかちけ け つうか-
さちそうけ, せか えそうそちみ ときか そ すときか, つ さそてそちふす そせあ ちあくおかしみしあ うつか きけくせかせせふか 
たちそいしかすふ. ╅ かか そいはけてかしへせそつてへ, てかたしそてあ け おかすそさちあてけねせそつてへ たちそつてそ たちけ-
てみえけうあしけ さ せかこ しまおかこ.

｠そてみ すふ とねけしけつへ う 〈╈¨〈《 たそねてけ そおせそうちかすかせせそ, てあす てそえおあ たちあさてけ-
ねかつさけ せか そいはあしけつへ, せそ ときか う «くちかしそす うそくちあつてか», ちあいそてあみ う ╉けたしそすあてけねか-
つさそこ あさあおかすけけ, すせか おそうかしそつへ け うけおかてへ 〉あてあのと せあ ちあくせふに すかちそたちけみてけみに, 
け えそうそちけてへ つ せかこ たそ てかしかなそせと. 《はとはかせけか いふしそ うつかえおあ てあさそか, ねてそ すふ 
おあうせそ おちときけす け せけさそえおあ せか たちかちふうあしけ つうみくかこ.

〉あてあのあ ╆あきあせそうあ, そてしけねせけぬあ, さちあつあうけぬあ, とすせけぬあ, とのしあ そて せあつ う ちあつ-
ぬうかてか つけし. 》かねあしへせそ け えちとつてせそ, ねてそ とにそおみて しまおけ, つたそつそいせふか かはか すせそえそか 
つおかしあてへ おしみ つてちあせふ, おしみ せあのかこ せあとさけ, うせかのせかこ たそしけてけさけ 『そつつけけ.

》そお さあきおふす つしそうそす, せあたけつあせせふす ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす そ つうそかこ きかせか 
う つてあてへか «╇ふつのけこ いあしし おしみ 〉あてあのけ» う きとちせあしか «ゅにそ たしあせかてふ», み たそつしか 
そいはかせけみ つ せかこ えそてそうあ たそおたけつあてへつみ う くせあさ つそえしあつけみ. 【かたしそてそこ, とうあきけてかしへ-
せそつてへま, うそつにけはかせけかす け しまいそうへま たちそせけさせとてあ ほてあ つてあてへみ. 【ちとおせそ おあきか 
たちかおつてあうけてへ つかいか てと いそしへ け たかねあしへ, さそてそちとま けつたふてふうあかて ╊うえかせけこ 》かてちそ-
うけね, たそてかちみう おちとえあ け つそちあてせけさあ, しまいけすとま け しまいみはとま きかせはけせと. 』あすそか 
てみえそつてせそか, ねてそ せか つてあしそ くあすかねあてかしへせそえそ ねかしそうかさあ, くあいそてしけうそこ け ねとてさそこ 
きかせふ せあのかえそ ちかさてそちあ け かえそ つそあうてそちあ, さそてそちあみ ちとさそこ すあつてかちあ たちけうせそつけしあ 
ねかちてふ けくみはかつてうあ おあきか う つあすふか つかちへかくせふか たといしけさあぬけけ.

〈ふ きか, ちあくおかしみみ, せあつさそしへさそ ほてそ うそくすそきせそ, かえそ えそちか, いとおかす たそすせけてへ 
〉あてあのと ╆あきあせそうと てあさそこ, さあさそこ そせあ け いふしあ: さちあつけうそこ, すとおちそこ, ほしかえあせて-
せそこ, おそいちそきかしあてかしへせそこ, てあしあせてしけうそこ, たちかおあせせそこ せあとさか け つうそけす ちそおせふす.

〈そくしそかう ╅.【.*

╉とのかうせそか いそえあてつてうそ

】くせあし そ たそおえそてそうさか さ たといしけさあぬけけ «[せけえけ たあすみてけ» 〉あてあしへけ ╊うえか-
せへかうせふ ╆あきあせそうそこ. [そえおあ すせか たちかおしそきけしけ うふつさあくあてへ つうそけ すふつしけ そい 
ほてそす くあすかねあてかしへせそす ねかしそうかさか, とねかせそす, たといしけぬけつてか, きとちせあしけつてか, ちあく-
せそつてそちそせせか そいちあくそうあせせそす つたかぬけあしけつてか-うそつてそさそうかおか, にそちそのそ くせあうのかす 

*  ╅つしあせいかさ 【そてふちいかさそうけね 〈そくしそかう — さあせおけおあて けつてそちけねかつさけに せあとさ, おそぬかせて, たちそなかつつそち さあなかおちふ 
うそつてそねせふに みくふさそう ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ.
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さとしへてとちと け そいちあく きけくせけ つてちあせ ╉あしへせかえそ 
╇そつてそさあ け ょえそ-╇そつてそねせそこ ╅くけけ, と すかせみ 
うそくせけさしそ せかさそてそちそか つすみてかせけか. ╇かおへ せかたそ-
つちかおつてうかせせそ すふ つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ 
せか うつてちかねあしけつへ. 〉そ み てとて きか たそおとすあし, 
あ つてそしへ しけ ほてそ つとはかつてうかせせそ, かつしけ ねかしそうかさ 
けくうかつてかせ てかいか つうそけすけ くあすかねあてかしへせふすけ 
たといしけさあぬけみすけ.

〈ふ つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ ╆あきあ-
せそうそこ う のけちそさそす たしあせか さそししかえけ-うそつ-
てそさそうかおふ. 【そしへさそ み くあせけすあまつへ 【とちぬけかこ 
け ちかえけそせそす ╆しけきせかえそ ╇そつてそさあ. ╇そて 
たそねかすと み ちかのけしつみ うふつさあくあてへ つうそけ つときおか-
せけみ, うつたそすけせあみ 〉あてあしへま ╊うえかせへかうせと. 

╇つかえそ おうあ つしそうあ — «うつたそすけせあみ さそし-
しかえと…». 》そしあえあま, ねてそ 〉あてあしへみ ╊うえか-
せへかうせあ ╆あきあせそうあ たそくうそしけしあ いふ せあくうあてへ 

すかせみ つうそけす さそししかえそこ, さそししかえそこ たそ たちそなかつつけけ. 』ちあくと たちけくせあまつへ, てちとおせそ 
たけつあてへ そい ほてそす ねかしそうかさか う たちそのかおのかす うちかすかせけ, そねかせへ てちとおせそ. ╇かおへ と せかか 
かはか いふしそ つてそしへさそ てうそちねかつさけに つけし, つてそしへさそ たしあせそう.

》ちけ ほてそす せあとねせふこ いあえあき, ねてそ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ そつてあうけしあ せあす, 
くあつしときけうあかて いそしへのそこ いしあえそおあちせそつてけ. [せけえけ け つてあてへけ, たとてかうふか くあたけつさけ, 
う さそてそちふに せかそちおけせあちせそ, たそ-せそうあてそちつさけ そたけつふうあまてつみ てかせおかせぬけけ ちあくうけ-
てけみ ねかしそうかねかつてうあ, せあすかねあまてつみ たとてけ おあしへせかこのかこ てちあせつなそちすあぬけけ すかきおと-
せあちそおせふに そてせそのかせけこ, とうかちかせ, いとおとて そさあくふうあてへ せかそぬかせけすとま たそすそはへ 
う うふちあいそてさか うせかのせかこ たそしけてけさけ せあのかこ つてちあせふ.

[そせかねせそ, せかうそくすそきせそ ちあつつさあくあてへ そいそ うつかに てちとおあに 〉.╊. ╆あきあせそうそこ. 
〉そ せかうそくすそきせそ てあさきか たちそこてけ すけすそ てかに けく せけに, さそてそちふか, せあ すそこ うくえしみお, 
みうしみまてつみ たちけせぬけたけあしへせふすけ. 《つそいかせせそ にそねかてつみ うふおかしけてへ てあさけか させけえけ, 
さあさ «〈けち け うそこせあ» け «╉けあしそえ け つてそしさせそうかせけか ぬけうけしけくあぬけこ». 》そおねかちさけ-
うあかすふこ かま てかくけつ そ てそす, ねてそ すけち たそしけぬかせてちけねかせ, たかちかさしけさあかてつみ つ せかそいにそ-
おけすそつてへま けつさあてへ たとてけ つそてちとおせけねかつてうあ ぬけうけしけくあぬけこ, あ せか けおてけ たそ たとてけ 
さそせなちそせてあぬけけ.

╇ ほてそす たしあせか せかうそくすそきせそ せか とたそすみせとてへ けせけぬけあてけうと いふうのかえそ たちか-
すへかち-すけせけつてちあ ¨つたあせけけ ]とけつあ 』あたあてかちそ け たちかすへかち-すけせけつてちあ 【とち-
ぬけけ 『かおきかたあ 【あこけたあ ゅちおそえあせあ, けくうかつてせとま さあさ «╅しへみせつ ぬけうけしけくあぬけこ». 
《ねかうけおせそ, ねてそ ぬけうけしけくあぬけそせせそか すふのしかせけか 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ つそそて-
うかてつてうとかて そいひかさてけうせそすと えしそいあしへせそすと たちそぬかつつと, さそてそちふこ たちそけつにそおけて 
う つそうちかすかせせそす すけちか.

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ たけつあしあ せあ ちあくせふか てかすふ, とすかしあ あせあしけくけちそうあてへ 
たそしけてそしそえけねかつさけか け さとしへてとちそしそえけねかつさけか たちそいしかすふ, さそてそちふか すそえとて さあさ 
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そておあしみてへ つてちあせふ け せあちそおふ おちとえ そて おちとえあ, てあさ け ついしけきあてへ けに. 〉あてあしへみ 
╊うえかせへかうせあ つてちかすけしあつへ おかしあてへ あさぬかせて せあ なあさてそちあに ついしけきかせけみ, たちけ ほてそす 
てはあてかしへせそ けくとねあみ さとしへてとちと さあきおそえそ せあちそおあ, かえそ そいちあく きけくせけ. ╉かしあしあ ほてそ 
いしかつてみはか, えしといそさそ うせけさあみ う つとてへ おかしあ, すあつてかちつさけ あせあしけくけちとみ そいはかつてうかせ-
せふか たちそぬかつつふ. ¨ みちさそ おかすそせつてちけちそうあしあ うかしけさそしかたせそか うしあおかせけか ちとつつさけす 
みくふさそす, けつたそしへくそうあしあ うつか かえそ いそえあてつてうそ.

╇ くあさしまねかせけか にそねと うつたそすせけてへ そおけせ ほたけくそお. [あさ-てそ う せあのかこ いかつかおか 
ちかさてそち ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ ╊.》. ╆あきあせそう くあすかてけし, ねてそ 〉あてあしへみ 
╊うえかせへかうせあ つ いそしへのけす けせてかちかつそす け ちかえとしみちせそ, せか たちそたとつさあみ せけ そおせそこ 
つかちけけ, つすそてちけて てとちかぬさけこ つかちけあし «╇かしけさそしかたせふこ うかさ». 《ねかせへ ほすそぬけそ-
せあしへせそ, たちけせけすあみ いしけくさそ さ つかちおぬと, つしかおけて くあ たちそけつにそおみはけす う 《つすあせ-
つさそこ けすたかちけけ, くあ しけねせふすけ おちあすあすけ えかちそかう つかちけあしあ. ゅてけす つあすふす そせあ, 
いとおとねけ とねかせふす, おかすそせつてちけちそうあしあ け つうそま けつてけせせそ きかせつさとま せあてとちと, 
てそせさそ ちかあえけちとみ せあ ほすそぬけそせあしへせふか つまきかてふ けく きけくせけ つとしてあせつさそえそ おうそちあ 
け きかせはけせ おちとえそこ ほたそにけ, おちとえそこ ぬけうけしけくあぬけけ, おちとえけに てちあおけぬけこ. 〈せか 
さあさ てまちさそしそえと ほてそ いふしそ そつそいかせせそ たちけみてせそ. 』そたかちかきけうあせけか おちとえけす 
しまおみす, う てそす ねけつしか け せあ たそねうか けつさとつつてうあ, — けつてけせせそか おとのかうせそか いそえあて-
つてうそ, さそてそちそか いふしそ つうそこつてうかせせそ 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか ╆あきあせそうそこ.

》かちかつふたさけせ 《.╈.*

╅ちけつてそさちあてさあ おとにあ

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ ╆あきあせそうあ ちそつしあ う ╆あさと, さあさ け あうてそち ほてけに つてちそさ. ¨ さあさ 
いしかつてみはけこ つたかぬけあしけつて たそ [そちかか そせあ そさあくあしあ つとはかつてうかせせとま たそすそはへ 
う たそおえそてそうさか さ くあはけてか おそさてそちつさそこ おけつつかちてあぬけけ しあとちかあてそす 〉そいかしかうつさそこ 
たちかすけけ すけちあ け たちかくけおかせてそす ょきせそこ [そちかけ [けす ╉ほ ぁきとせそす う てそ うちかすみ, 
さそえおあ み ちあいそてあし ちかさてそちそす ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ. ゅてけ おうあ そいつてそみ-
てかしへつてうあ, つうみくあせせふか つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ, たそいとおけしけ すかせみ うくみてへつみ くあ 
たかちそ け せあたけつあてへ そい ほてそす とおけうけてかしへせそす ねかしそうかさか.

〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ さあさ つたかぬけあしけつて たそ 』かうかちせそこ け ょきせそこ [そちかか 
けくうかつてせあ おあしかさそ くあ たちかおかしあすけ せあのかこ つてちあせふ. ╇ 1974 えそおと そせあ くあはけてけしあ 
さあせおけおあてつさとま, あ ねかちかく せかつさそしへさそ しかて け おそさてそちつさとま おけつつかちてあぬけま せあ てと 
きか さそちかこつさとま てかすと. 》かちかつさあくふうあてへ そつせそうせふか てかくけつふ せあとねせふに ちあいそて 
〉あてあしへけ ╆あきあせそうそこ うちみお しけ とすかつてせそ. ｠そてかしそつへ いふ てそしへさそ たそおねかちさせとてへ, 

* 《しかえ ╈かちあつけすそうけね 》かちかつふたさけせ — おそさてそち けつてそちけねかつさけに せあとさ, たちそなかつつそち, いふうのけこ ちかさてそち 
╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 』』』『/『そつつけけ, ぁちかくうふねあこせふこ け 》そしせそすそねせふこ 》そつそし 
』』』『/『そつつけけ う ]けうけけ, ‶かすかせか, ]けうあせか, くあうかおとまはけこ をかせてちそす かうちあくけこつさけに けつつしかおそうあせけこ 
¨╅〈》 ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ.
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ねてそ そせあ せか けつさあしあ しかえさけに たとてかこ う せあとさか 
け ねあつてそ いちあしあつへ くあ ちあくちあいそてさと てかすふ, さそてそ-
ちあみ いふしあ けせてかちかつせあ け せときせあ たそしけてけ-
ねかつさそすと ちとさそうそおつてうと 』』』『. 〉あたちけすかち, 
てかすあ うそつつてあせそうしかせけみ おけたそてせそのかせけこ 
すかきおと 〈そつさうそこ け 』かとしそす たちけ あさてけう-
せふに け うふうかちかせせふに そてせそのかせけみに つ [〉╉『. 
╇かおへ けすかせせそ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ たちけせあおしか-
きけて そいそつせそうあせけか せかそいにそおけすそつてけ とつてあ-
せそうしかせけみ おけたそてせそのかせけこ つ 『かつたといしけ-
さそこ [そちかみ, あくけあてつさけす «てけえちそす», いふつてちそ 
せあいけちあうのけす たそしけてけねかつさけこ け ほさそせそすけ-
ねかつさけこ うかつ.

〉あとねせふか おそつてけきかせけみ 〉あてあしへけ ╊うえか-
せへかうせふ ╆あきあせそうそこ う けくとねかせけけ さそちかこ-
つさそこ たちそいしかすあてけさけ たそしとねけしけ うふつそさとま 

そぬかせさと け う せあのかこ つてちあせか, け くあ ちといかきそす. ╇ 1973 えそおと そせあ いふしあ たちけせみてあ 
う ╅つつそぬけあぬけま たそしけてけねかつさけに せあとさ 』ぃ╅, あ おうあ えそおあ つたとつてみ — う ╅つつそ-
ぬけあぬけま あくけあてつさけに けつつしかおそうあせけこ 』ぃ╅. 】きか う 1990-に えそおあに かか けくいちあしけ 
ねしかせそす 》ちかくけおけとすあ 『そつつけこつさそこ あつつそぬけあぬけけ すかきおとせあちそおせふに けつつしかおそ-
うあせけこ, ねしかせそす せあとねせそえそ つそうかてあ をかせてちあ けくとねかせけみ つそうちかすかせせそこ [そちかけ 
¨せつてけてとてあ すけちそうそこ ほさそせそすけさけ け すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ 『╅〉, 
たそねかてせふす たちそなかつつそちそす ╊せつかこつさそえそ とせけうかちつけてかてあ う 』かとしか.

〉そ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ いふしあ せか てそしへさそ つかちへかくせふす けつつしかおそうあてかしかす 
つそうちかすかせせそこ [そちかけ, せそ け みちさけす たといしけぬけつてそす. ╇すかつてか つ つとたちとえそす, ╊うえか-
せけかす 》かてちそうけねかす ╆あきあせそうふす, そせけ そたといしけさそうあしけ けせてかちかつせふか ちあいそてふ 
たそ てかす つてちあせあす, えおか けす おそうかしそつへ てちとおけてへつみ けしけ たとてかのかつてうそうあてへ. 』ちかおけ 
せけに み いふ うふおかしけし てあさけか, さあさ «[そちかこつさけか くあちけつそうさけ», «〈とおちそつてへ ╇そつ-
てそさあ け ′あたあおあ», «[けてあこつさあみ すそくあけさあ», «‒ちあせぬけみ: け [うあくけすそおそ, け [そさそ 
ぃあせかしへ», «ゅてあ えちとつてせそ-うかつかしあみ ¨てあしけみ». ╇ ほてけに させけえあに しまいそくせあてかしへせふこ 
ねけてあてかしへ せあこおかて きけうふか うたかねあてしかせけみ そて そいはかせけみ つ ちあくせふすけ しまおへすけ, 
くあちけつそうさけ けに いふてあ, としけねせふに つぬかせそさ, そたけつあせけか つしそきけうのけにつみ うかさあすけ そいふ-
ねあかう け てちあおけぬけこ. ¨ うつか ほてそ たそおあかてつみ おそいちそきかしあてかしへせそ, さあさ つてちかすしかせけか 
えしといきか たそくせあてへ おちとえとま つてちあせと.

〈せか, あうてそちと けつてそちけさそ-ほてせそえちあなけねかつさけに そねかちさそう たそ つてちあせあす ╆しけき-
せかえそ ╇そつてそさあ, いふしそ うかつへすあ けせてかちかつせそ け たそとねけてかしへせそ そくせあさそすけてへつみ 
つ ちあいそてあすけ ╆あきあせそうふに. 』うそけ つさちそすせふか つそねけせかせけみ み おあちけし ╊うえかせけま 
》かてちそうけねと, け すせか いふしそ しかつてせそ つしふのあてへ, ねてそ かえそ つとたちとえあ うかつへすあ おそいちそ-
きかしあてかしへせそ そてそくうあしあつへ そ せけに.

』そかおけせけう つうそけ つとおへいふ かはか う つてとおかせねかつさけか えそおふ, 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ 
け ╊うえかせけこ 》かてちそうけね のしけ うすかつてか たそ きけくせけ つそちそさ のかつてへ しかて, とおあねせそ 
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おそたそしせみみ おちとえ おちとえあ う てうそちねかつてうか け つかすかこせそこ きけくせけ. [あきおそえそ ねかしそうかさあ 
たそつかはあかて けつさちあ てうそちねかつてうあ. ¨ せときせそ せか おあてへ かこ くあてとにせとてへ. ¨すかせせそ てあさ 
たちそけつにそおけしそ う つかすへか ╆あきあせそうふに, えおか さあきおふこ けく つとたちとえそう つてあし たとてかうそお-
せそこ くうかくおそこ う うふいそちか きけくせかせせそえそ たとてけ.

〈せか さあきかてつみ, ねてそ つてそしへ とおあねせそ つしそきけうのあみつみ きけくせへ ╊うえかせけみ 》かてちそ-
うけねあ ╆あきあせそうあ う くせあねけてかしへせそこ つてかたかせけ つうみくあせあ つ すそちあしへせそこ たそおおかちきさそこ 
かえそ つとたちとえけ, ねかしそうかさあ せかくあとちみおせふに つたそつそいせそつてかこ け みちさそこ けせおけうけおとあしへ-
せそつてけ. っ いふ せあくうあし さちあつあうけぬと 〉あてあのと [そちつあさそうと «あちけつてそさちあてさそこ おとにあ», 
たそつさそしへさと おあきか うせかのせか そせあ せあたそすけせあかて すせか うかしけさとま させみえけせま ╊しけ-
くあうかてと ‒かおそちそうせと 『そすあせそうと: たちけせぬかつつと ゅししと ╈かつつかせ-╉あちすのてあおてつさとま, 
うせとねさと あせえしけこつさそこ さそちそしかうふ ╇けさてそちけけ け きかせと うかしけさそえそ させみくみ 』かちえかみ 
╅しかさつあせおちそうけねあ 『そすあせそうあ, おみおけ たそつしかおせかえそ ちそつつけこつさそえそ けすたかちあてそちあ.

』すかちてへ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ — いそしへのあみ たそてかちみ おしみ うつかに せあつ. 〉そ すせか 
にそねかてつみ たちけうかつてけ あなそちけくす たけつあてかしみ ╅しかさつあせおちあ ╅えうそしへかさ-╅すあちけ けく 
させけえけ «[とたかしへ くかすせあみ け せかいかつせあみ»: «』すかちてけ せかて, すふ たかちかにそおけす しけのへ 
う おちとえけか けくすかちかせけみ, えおか せそうふか さそそちおけせあてふ, そてうそおけすふか せあす ╈そつたそおそす 
╆そえそす, つそそてうかてつてうとまて おそつてそけせつてうあす, おそつてけえせとてふす う ほてそこ きけくせけ».

》そせそすあちかうあ ╊.╈.*

】ねかせふこ-すかねてあてかしへ

〈そか たかちうそか け, さ うかしけさそすと つそきあしかせけま, 
かおけせつてうかせせそか しけねせそか そいはかせけか つ 〉あてあ-
しへかこ ╊うえかせへかうせそこ つそつてそみしそつへ う そさてみいちか 
2004 えそおあ, せあ まいけしかか すそかこ すあすふ. 〈ふ 
つけおかしけ ちみおそす け たちそえそうそちけしけ うかつへ うかねかち.

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ つてあしあ おしみ すかせみ 
せあつてそみはけす そてさちふてけかす: せかそいふさせそうかせせそ 
そねあちそうあてかしへせあみ, てあさてけねせあみ, つ てそせさけす 
ねとう つてうそす ますそちあ, ねてそ みうしみかてつみ, たそ すそかすと 
えしといそさそすと といかきおかせけま, そいみくあてかしへせそこ 
にあちあさてかちけつてけさそこ とすせそえそ ねかしそうかさあ. 》ちそ 
いしかつてみはとま ほちとおけぬけま け ほせぬけさしそたかおけねか-
つさけか くせあせけみ, さそてそちふす すそえとて しけのへ たそくあ-
うけおそうあてへ せかさそてそちふか すあつてけてふか あさあおかすけさけ, 
み うそそいはか せか えそうそちま. ¨ かはか. 〉あてあしへま ╊うえか-

* ╊しかせあ ╈かそちえけかうせあ 》そせそすあちかうあ — おそさてそち たそしけてけねかつさけに せあとさ, たちそなかつつそち 〈╈¨〈《 (】) 〈¨╉ 『そつつけけ.
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せへかうせと そてしけねあしあ そつそいあみ すかねてあてかしへせそつてへ, ちそすあせてけくす せか たちそつてそ きかせはけせふ, 
せそ とねかせそえそ. っ つしとのあしあ かか, け うつたそすせけしけつへ すせか つしそうあ 《せそちか おか ╆あしへくあさあ: 
«¨つてけせせふこ とねかせふこ — ほてそ すかねてあてかしへ». ╉かこつてうけてかしへせそ, いかく すかねてふ せかて 
け せか すそきかて いふてへ せそうふに そてさちふてけこ, せそうそえそ くせあせけみ. ¨すかせせそ ほてそすと — たそけつさと 
せあとねせそこ けつてけせふ, くせあせけま, えそうそちみ つしそうあすけ [.╅. 【けすけちみくかうあ, さあさ «おそうかちかせ-
せそすと つそさちそうけはと» たそつうみてけしあ うつま つうそま きけくせへ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ.

《せあ せか いふしあ さあいけせかてせふす とねかせふす. 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ — みちさけこ 
たそたとしみちけくあてそち せあとさけ, つしそうせそ うそたしそてけうのけこ う きけくせへ けおかま ╉.¨. 》けつあ-
ちかうあ. 》ちかおうけおみ えちみおとはけか せあとねせふか たちそちふうふ, う つかちかおけせか ｠I｠ うかさあ 
うふおあまはけこつみ ちとつつさけこ さちけてけさ とてうかちきおあし: «》そたとしみちけくけちそうあせけか せあとさけ 
つそつてあうしみかて つあすとま うあきせとま うつかすけちせとま くあおあねと せあのかえそ うかさあ». ╅せあしけくけちとみ 
てうそちねかつてうそ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ, すそきせそ うつたそすせけてへ け [. 〈あちさつあ, さそてそちふこ つたちあ-
うかおしけうそ たそしあえあし, ねてそ «せあとさあ つそうつかす せか ほえそけつてけねかつさそか とおそうそしへつてうけか. 【か 
つねあつてしけうぬふ, ねてそ すそえとて そておあてへつみ せあとねせふす くあおあねあす, つあすけ たかちうふか おそしきせふ 
そておあうあてへ つうそけ くせあせけみ せあ つしときいと ねかしそうかねかつてうと». ¨ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ 
そておあうあしあ: そせあ せか てそしへさそ つそてちとおせけねあしあ つ ちみおそす うかおとはけに そてかねかつてうかせせふに 
け くあちといかきせふに 』〈¨, せそ すせそえけか えそおふ ちあいそてあしあ さそしとすせけつてそす う てあこうあせへ-
つさそこ えあくかてか «ぁきとせ’みせ きけいあそ» (1991—1998), う てあさけに まきせそさそちかこつさけに たかねあて-
せふに けくおあせけみに, さあさ «』かとし つけせすとせ» // «【ほにあせ すほけしへ» け «[かせにかせ つけせすとせ» 
(1991—2001). ╅ うかおへ ちあいそてあ う すあつつすかおけあ てちかいとかて せか てそしへさそ «しかえさそえそ たかちあ», 
そつそいそえそ きとちせあしけつてつさそえそ おあちあ, せそ け たそつてそみせせそこ うさしまねかせせそつてけ うそ うつか たちそ-
けつにそおみはけか たちそぬかつつふ け つかちへかくせふに あせあしけてけねかつさけに つたそつそいせそつてかこ. ╇つかすけ 
ほてけすけ さあねかつてうあすけ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ そいしあおあしあ う たそしせそこ すかちか.

╊か そいちあく おそ つけに たそち つてそけて と すかせみ たかちかお えしあくあすけ. ¨ み せか すそえと たちそ-
つてけてへ つかいか, ねてそ う うかねせそこ つとかてか たちそなかつつけそせあしへせふに け いふてそうふに いとおせかこ すふ 
ねあつてそ そてさしあおふうあかす えしあうせそか — そいはかせけか つ おかこつてうけてかしへせそ けせてかちかつせふす 
け せときせふす おしみ てかいみ ねかしそうかさそす. 【かたかちへ そつてあかてつみ うかつてけ ちあくえそうそち てそしへさそ 
つ させけえあすけ け つてあてへみすけ, さそてそちふか ほてあ にちとたさあみ, せそ うせとてちかせせか てうかちおあみ 
け せかうかちそみてせそ てちとおそしまいけうあみ きかせはけせあ そつてあうけしあ せふせかのせけす け いとおとはけす 
たそさそしかせけみす うそ すせそきかつてうか.

『あいそてふ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ, さあさ ぬかしけさそす つそいつてうかせせふか, てあさ け うふたそし-
せかせせふか う つそあうてそちつてうか つ せか すかせかか いしかつてみはけす とねかせふす け しまいけすふす すときねけ-
せそこ, かおけせつてうかせせふす せあ うつま きけくせへ けくいちあせせけさそす — ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす 
╆あきあせそうふす, — いとおとて うかねせそこ たあすみてへま そい ほてそす くあすかねあてかしへせそす ねかしそうかさか.

* 
*
 *

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ — あうてそち 26 させけえ, いそしかか 400 つてあてかこ う せあとねせそこ たかちけ-
そおけさか け つあすふに ちあくせふに 』〈¨ すせそえけに つてちあせ すけちあ — 『そつつけけ, [けてあみ, 』ぃ╅, 
ったそせけけ, ょきせそこ [そちかけ, ╅うつてちあしけけ, ╇かしけさそいちけてあせけけ, ╈かちすあせけけ け おち., 
せか えそうそちみ ときか そ おかつみてさあに さそししかさてけうせふに ちあいそて け せあとねせふに けつつしかおそうあせけこ. 
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《おせあさそ つかえそおせみ, さそえおあ すけちそたそしけてけねかつさあみ いそちへいあ, たちそみうしみまはあみつみ う ほつさあ-
しあぬけけ ぬかしそこ つかちけけ さちけくけつそう (けちあさつさけこ, つけちけこつさけこ, とさちあけせつさけこ, あちあいそ-
けくちあけしへつさけこ), おそつてけえしあ せあさあしあ, つちあうせけすそえそ つ たかちけそおあすけ せあねあしあ 》かちうそこ 
け ╇てそちそこ すけちそうふに うそこせ, つしかおとかて そいちあてけてへ そつそいそか うせけすあせけか せあ ねかてふちか 
ちあいそてふ いそしかか ねかす とつたかのせそえそ けせてかししかさてとあしへせそえそ てあせおかすあ ╆あきあせそうふに.

╇ けに させけえあに «〈せそえそたそしまつせふこ すけち», «〈けち け うそこせあ», «〈かきおとせあ-
ちそおせふか そてせそのかせけみ う ｠｠I うかさか», «╉けあしそえ け つてそしさせそうかせけか ぬけうけしけくあぬけこ» 
つそおかちきけてつみ せか てそしへさそ あせあしけく てかさてそせけねかつさけに けくすかせかせけこ, たちそけくそのかおのけに 
け たちそけつにそおみはけに う つけつてかすか すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ う たそつしかおせけか 
おうあ おかつみてけしかてけみ, せそ たちかおつてあうしかせふ えしといそさけか ちあつつときおかせけみ そ たちけちそおか 
ねかしそうかさあ け そいはかつてうあ, そ ちそしけ さそせさちかてせふに つといひかさてそう すけちそうそこ たそしけてけさけ 
う なそちすけちそうあせけけ えしそいあしへせそこ たそうかつてさけ おせみ, う さそてそちとま てかつせそ うたしかてかせあ 
せあのあ つてちあせあ. ╇せけすあてかしへせそか たちそねてかせけか ほてけに させけえ おあかて うそくすそきせそつてへ せか 
てそしへさそ そぬかせけてへ たちそけつにそおみはかか, うふみうけてへ たちけねけせふ さそせなしけさてそう け うそこせ, せそ 
け «せあはとたあてへ» たとてけ けに たちかそおそしかせけみ.

‒. ╆ちそおかしへ しまいけし たそうてそちみてへ: «』そいふてけみ — ほてそ たふしへ». 【かす つあすふす そせ 
とてうかちきおあし, ねてそ つそいふてけか つあすそ たそ つかいか, うせか けつてそちけねかつさそえそ さそせてかさつてあ, うせか 
あせあしけくあ そさちときあまはけに, たちそうそぬけちとまはけに け たちそおとぬけちとまはけに ほてそ つそいふてけか 
なあさてそちそう, せか すそきかて いふてへ うかちせそ たそせみてそ け そぬかせかせそ. 《おせあ けく つかちへかくせふに 
たちそいしかす つそうちかすかせせそこ せあとさけ くあさしまねあかてつみ, う ねあつてせそつてけ, う てそす, ねてそ すせそえけか 
けつつしかおそうあてかしけ せか とてちときおあまて つかいみ けくとねかせけかす さそせさちかてせそえそ すそすかせてあ けしけ 
つそいふてけみ さあさ なあさてあ てかさとはかこ けつてそちけけ, さあさ «ねあつてけ おしみはかえそつみ たちそのしそえそ». 
╇ ちかくとしへてあてか — せかたそせけすあせけか てそえそ, ねてそ たちそけつにそおけて つかえそおせみ, さあさけか たちけ-
ねけせふ そいとつしそうけしけ つけてとあぬけま. ¨せそか おかしそ させけえけ ╆あきあせそうふに, そてしけねけてかしへ-
せふこ たちけくせあさ さそてそちふに — けすかせせそ いちそおかしかうつさけこ たそおにそお.

〉あくうあせせふか ちあいそてふ けせてかちかつせふ せか さそせつてあてあぬけかこ なあさてそう せそうかこのかこ 
けつてそちけけ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ, せそ けすかせせそ あせあしけくそす けつてそちけけ 
すけちそうそこ たそしけてけさけ さあさ «おしみはかえそつみ たちそのしそえそ», さあさ つしそきせそそちえあせけくそ-
うあせせそこ つけつてかすふ. ╅うてそちあす とおあかてつみ たそさあくあてへ せあつてそみはかか すかきおとせあちそおせふに 
そてせそのかせけこ せか たちそつてそ さあさ つとすすと, つそうそさとたせそつてへ さあさけに-てそ そておかしへせふに さそす-
たそせかせてそう (すけちそうふに たそしけてけねかつさけに たちそぬかつつそう, うせかのせかこ たそしけてけさけ そておかしへ-
せふに えそつとおあちつてう, ちかのかせけこ け おかこつてうけこ さそせさちかてせふに たそしけてけさそう け て.お.), 
あ さあさ つしそきせふこ け かおけせふこ そちえあせけくす, たそさあくあてへ しそえけさと け おうけきとはけか つけしふ 
うあきせかこのけに つそいふてけこ すけちそうそこ たそしけてけさけ う けに せか うつかえおあ そねかうけおせそこ け せか 
ねあつてそ たちみすそこ うくあけすそつうみくけ. ╇そつたそしへくそうあうのけつへ けくうかつてせふす あなそちけくすそす 
╅. ゅこせのてかこせあ, すそきせそ つさあくあてへ: すけち う させけえあに ╆あきあせそうふに たちかおつてあうしかせ さあさ 
たそせみてけか さあねかつてうかせせそか. «》そせけすあせけか せかつうそおけすそつてけ つうそこつてう ぬかしそえそ しけのへ 
さ つとすすか つうそこつてう ねあつてかこ さあさ うあきせかこのあみ ねかちてあ つけつてかすせそえそ すけちそうけおかせけみ»*. 

* 』けつてかすせあみ けつてそちけみ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ. ╇ 2-に て. / 》そお ちかお. ╅.╉. ╆そえあてとちそうあ. 〈.: 
[としへてとちせあみ ちかうそしまぬけみ, 2006. 【. 1. 』. 14.
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》そきあしとこ, けすかせせそ ほてそて たそつてとしあて そたちかおかしみかて しそえけさと け つてちとさてとちと ちあいそて 
〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ け ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ.

』かえそおせみ, う とつしそうけみに さちけくけつあ とさちあけせつさそこ えそつとおあちつてうかせせそつてけ, そつそいふこ 
けせてかちかつ うふくふうあかて あせあしけく せあつてそみはかえそ け うそくすそきせそえそ いとおとはかえそ せあぬけ-
そせあしへせふに えそつとおあちつてう. ╇そたちそつ そ えそつとおあちつてうか, さあさ つさあくあし いふ さしあつつけさ, 
«たちけそいちかてあかて そつそいかせせとま うあきせそつてへ け う てかそちかてけねかつさそす, け う たちあさてけねか-
つさけ-たそしけてけねかつさそす そてせそのかせけみに»*. [ちけてけねかつさけ そぬかせけうあみ けおかけ ちあくすふうあ-
せけみ えそつとおあちつてうかせせそえそ つとうかちかせけてかてあ, けおかけ «ぬけうけしけくあぬけそせせふに» け ちかえけそ-
せあしへせふに «つとたかちえそつとおあちつてう», «すけちそうそえそ たちあうけてかしへつてうあ», せあさそせかぬ, あうてそちふ 
とてうかちきおあまて, ねてそ «えしあうせふすけ おかこつてうとまはけすけ しけぬあすけ う XXI うかさか そつてあまてつみ 
せあぬけそせあしへせふか えそつとおあちつてうあ, け けすかせせそ けに たそうかおかせけか いとおかて そたちかおかしみてへ 
おあしへせかこのけこ にそお けつてそちけけ»**.

』 ほてけす せかしへくみ せか つそえしあつけてへつみ. ]けうけこつさけこ, つけちけこつさけこ, とさちあけせつさけこ 
け おちとえけか さちけくけつふ, せかつすそてちみ せあ せかそたちかおかしかせせそつてへ け せかそおせそくせあねせそつてへ 
たとてかこ ちあくうけてけみ すけちそうそこ つけつてかすふ さあさ つしそきせそこ け けかちあちにけねかつさそこ つてちとさ-
てとちふ, たそおてうかちきおあまて てかくけつ, ねてそ «う そいそくちけすそす いとおとはかす えそつとおあちつてうそ そつてあ-
せかてつみ せか てそしへさそ ぬかせてちあしへせそこ てかすそこ てかそちかてけねかつさけに け たちけさしあおせふに おけつぬけ-
たしけせ, せそ け えしあうせふす つといひかさてそす すけちそうそこ たそしけてけさけ»***, せあ さそてそちそす しかきけて 
そてうかてつてうかせせそつてへ くあ えしそいあしへせとま いかくそたあつせそつてへ け ちあくうけてけか. ╇ てそ きか うちかすみ 
せかしへくみ そてちけぬあてへ け つかちへかくせふか けくすかせかせけみ たちかちそえあてけう えそつとおあちつてう (さあさ うせと-
てちけ, てあさ け うそうせか), ねてそ, う つうそま そねかちかおへ, たそおてあしさけうあかて さ たかちかそつすふつしかせけま 
さそせぬかたぬけけ せあぬけそせあしへせそえそ えそつとおあちつてうあ, せあ たちそてみきかせけけ XX うかさあ たそしへくそ-
うあうのかこつみ たちけくせあせけかす う さあねかつてうか せそちすふ てかちちけてそちけあしへせそこ け たそしけてけねか-
つさそこ そちえあせけくあぬけけ つそぬけとすあ, あ てあさきか たちけせぬけたそう すかきおとせあちそおせそえそ たちあうあ, 
つなそちすとしけちそうあせせふに たそ けてそえあす ╇てそちそこ すけちそうそこ うそこせふ.

』とはかつてうとまはあみ う せあつてそみはかか うちかすみ つけつてかすあ すかきおとせあちそおせふに そてせそのか-
せけこ すそきかて いふてへ そにあちあさてかちけくそうあせあ, つ そおせそこ つてそちそせふ, さあさ «すせそきかつてうかせ-
せあみ つそうちかすかせせそつてへ» (ぃ. ゅこくかせのてあおて, ╇. ぃしまにてかち), てそ かつてへ つそつてそみはあみ けく 
ちあくせふに すそおかしかこ せあぬけそせあしへせそこ えそつとおあちつてうかせせそつてけ (せあぬけみ-えそつとおあちつてうそ, 
えそつとおあちつてうそ-せあぬけみ, さうあくけえそつとおあちつてうそ け おち.). 』 おちとえそこ — さあさ つそうそさとた-
せそつてへ せそうふに せかそけすたかちけこ けしけ, さあさ けに せあくふうあかて けくうかつてせふこ いちけてあせつさけこ 
けつてそちけさ, てかそちかてけさ け さちけてけさ せあぬけそせあしけくすあ ゅ. ｠そいついあとす, «つとたちあせあぬけそ-
せあしへせふに つてちとさてとち». 』てちかすしかせけか ちみおあ えそつとおあちつてう とてうかちおけてへつみ う さあねかつてうか 
ほしかすかせてそう, つそつてあうせふに ねあつてかこ さちとたせふに せあおせあぬけそせあしへせふに たそしけてけさそ-ほさそ-
せそすけねかつさけに つけつてかす (せあたちけすかち, 〉╅【《 け ╊』), いかくとつしそうせそ, そたちかおかしかせそ 
そいひかさてけうせふすけ なあさてそちあすけ (けせてかえちあしへせあみ すそはへ, あちにかてけたふ), せそ う てそ きか 
うちかすみ ほてそ かつてへ つそくせあてかしへせふこ そてさあく そて つそくおあせけみ せかくあうけつけすそえそ せあぬけそ-

* ]かせけせ ╇.¨. ╈そつとおあちつてうそ け ちかうそしまぬけみ. 〈.: ¨くお-うそ たそしけて. しけて-ちふ, 1969. 』. 5.
** ╆あきあせそう ╊.》., ╆あきあせそうあ 〉.╊. 〈かきおとせあちそおせふか そてせそのかせけみ う ｠｠I うかさか. 〈.: ╇そつてそさ-′あたあお, 2011. 
』. 18—19.
*** 》そせそすあちかうあ ╊.╈. 〉そうふか えそつとおあちつてうあ せあ ╆あしさあせあに. 〈.: 〈╈¨〈《-】せけうかちつけてかて, 2010. 』. 4.
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せあしへせそえそ えそつとおあちつてうあ. 》ちけ ほてそす, うつてちあけうあみつへ う つかてけ けすたかちつさそえそ ちあくすかちあ 
け たかちかおあうあみ «たそ つうそかこ おそいちそこ うそしか ねあつてへ つうそかえそ つとうかちかせけてかてあ»* せあおせあぬけ-
そせあしへせふす つてちとさてとちあす, せそうふか ねしかせふ ╊』 け 〉╅【《 えそてそうふ けえちあてへ せかくせあねけ-
てかしへせとま ちそしへ う ほてけに つてちとさてとちあに, つちあうせけすとま ちあくうか ねてそ つ うしけみせけかす ╆とおあ-
たかのてあ, ′あえちかいあ けしけ 』そなけけ せあ たそしけてけさと つてちあせ «《つけ» う たかちけそお ╇てそちそこ 
すけちそうそこ うそこせふ. 《おせあさそ ほてそ けに うふいそち.

╇ とつしそうけみに えしそいあしけくあぬけけ たちけ つそうちかすかせせそす とちそうせか ちあくうけてけみ さそす-
すとせけさあぬけこ け けせなそちすあぬけそせせふに てかにせそしそえけこ, うふつそさそこ つさそちそつてけ けせなそち-
すあぬけそせせふに たちそぬかつつそう, あ てあさきか う つけしと おかすそせつてちあぬけそせせそえそ ほななかさてあ 
せか てそしへさそ うそくちあつてあまて つしそきせそつてへ け たちそてけうそちかねけうそつてへ えそつとおあちつてうかせせそえそ 
つてちそけてかしへつてうあ, せそ け すかせみかてつみ つあすあ さそせなけえとちあぬけみ すけちそうそこ つけつてかすふ. 
‒あさてけねかつさけ うそくせけさあかて せそうあみ つけつてかすあ, たそちそきおあまはあみ, たそ うかちせそすと くあすか-
ねあせけま 』.《. [へかちさかえそちあ, «せそうふか たちそいしかすふ». 》ちけねかす たちそぬかつつ なそちすけちそ-
うあせけみ えしそいあしへせそこ すけちそたそしけてけねかつさそこ つけつてかすふ そさあくふうあかてつみ せか たちそつてそ 
おしけてかしへせふす け いそしかくせかせせふす, せそ け そてみえそはかせせふす てみきかしふすけ つそぬけあしへせそ-
ほさそせそすけねかつさけすけ たそつしかおつてうけみすけ.

』そにちあせみまはあみつみ せかいかくそたあつせそつてへ う すけちか つあすふす せかたそつちかおつてうかせせふす 
そいちあくそす つうみくあせあ つ たそつてそみせせふすけ ちかぬけおけうあすけ そおせそつてそちそせせけに つけしそうふに 
おかこつてうけこ, さそてそちふか, う つうそま そねかちかおへ, そいとつしそうしかせふ «つけせおちそすそす “たそいかおふ” 
′あたあおあ う にそしそおせそこ うそこせか»**, つてちかすしかせけかす さ ちかけおかそしそえけくあぬけけ け ちかすけしけ-
てあちけくあぬけけ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ. ╆そしかか てそえそ, «う たそつしかおせけか えそおふ 
とくかし せあたちみきかせせそつてけ つてあし くあてみえけうあてへつみ け うそさちとえ 『そつつけけ»***. ¨くすかせけてへ 
つとはかつてうとまはかか たそしそきかせけか うかはかこ すそきかて しけのへ たそけつさ せそうふに すそおかしかこ 
うくあけすそおかこつてうけみ うかおとはけに たそしけてけねかつさけに けえちそさそう (╊』, つてちあせ ╆『¨[』, 
』ぃ╅) — «おうけきかせけか さ すせそえそたそしみちせそつてけ»****, あ てあさきか とさちかたしかせけか 『そつつけけ. 
[あさ つたちあうかおしけうそ そてすかねあまて う つうそけに させけえあに 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ け ╊うえかせけこ 
》かてちそうけね, せかつすそてちみ せあ うつか つしそきせそつてけ, うふたあうのけか せあ おそしま せあのかこ つてちあせふ 
たそつしか 1991 えそおあ, 『そつつけみ, けすかまはあみ おしけてかしへせとま てちあおけぬけま うかしけさそおかちきあ-
うけみ, せか すそきかて つそえしあつけてへつみ せあ くあのてあてせとま ちそしへ う かうちそたかこつさけに け すけちそうふに 
おかしあに*****. 』かえそおせみ せあのあ つてちあせあ せか てそしへさそ つたそつそいせあ せあ ちあうせふに つ おちとえけすけ 
うかおとはけすけ おかちきあうあすけ とねあつてうそうあてへ う なそちすけちそうあせけけ け ちかあしけくあぬけけ えしそ-
いあしへせそこ たそうかつてさけ おせみ. 』かえそおせみ «いかく 『そつつけけ け うそたちかさけ 『そつつけけ せか ちかのけてへ 
せけ そおせそこ つさそしへさそ-せけいとおへ くせあねけすそこ すかきおとせあちそおせそこ たちそいしかすふ»******.

[そせかねせそ, つあすふす つかちへかくせふす けえちそさそす う つそうちかすかせせそこ すけちそうそこ つけつてかすか 
そつてあまてつみ 』ぃ╅. ╅せあしけくと ちそしけ け うしけみせけみ ほてそこ つてちあせふ う つけつてかすか すかきおと-

* 〈かつけね 』. [あさ ちあくうあしけしあつへ ょえそつしあうけみ. 〈.: ╅しへたけせあ 》あいしけのかち, 2013. 』. 9.
** ]あうちそう 』.╇. 〈かきおと たちそのしふす け いとおとはけす. 『そつつけこつさあみ おけたしそすあてけみ う すかせみまはかすつみ すけちか. 〈.: 
《しすあ 〈かおけあ ╈ちとたた, 2011. 』. 34.
*** ╆あきあせそう ╊.》., ╆あきあせそうあ 〉.╊. 〈かきおとせあちそおせふか そてせそのかせけみ う ｠｠I うかさか. 〈.: ╇そつてそさ-′あたあお, 2011. 』. 54.
**** 【あす きか. 』. 58—65.
***** ╆あきあせそう ╊.》., ╆あきあせそうあ 〉.╊. ╉けあしそえ け つてそしさせそうかせけか ぬけうけしけくあぬけこ. 〈.: ╇かつへ 〈けち, 2013. 』. 67.
****** ]あうちそう 』.╇. 】さあく. つそね. 』. 34.
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せあちそおせふに そてせそのかせけこ, あ てあさきか けししまくけみす, つうみくあせせふす つ «『あに Americana», 
たそつうみはかせそ すせそきかつてうそ ちあくおかしそう せあくうあせせふに ちあいそて. 《つそいふこ けせてかちかつ 
と のけちそさそえそ さちとえあ ねけてあてかしかこ, いかく つそすせかせけみ, うふくそうかて あせあしけく あすかちけさあせつさそこ 
』てちあてかえけけ せあぬけそせあしへせそこ いかくそたあつせそつてけ 2002 えそおあ, う さそてそちそこ いかく さとたまち 
たそさあくあせふ そつせそうせふか たちけそちけてかてふ «おそさてちけせふ ╆とのあ». ゅてあ «たちかうかせてけうせあみ 
つてちあてかえけみ» そいそつせそうふうあしあ うそかせせふか おかこつてうけみ 』ぃ╅ たちあさてけねかつさけ う しまいそこ 
てそねさか くかすせそえそ のあちあ いそちへいそこ つ すかきおとせあちそおせふす てかちちそちけくすそす*. 》かちうふす 
さそせさちかてせふす «おそつてけきかせけかす» ちかあしけくあぬけけ ほてそこ さそせぬかたぬけけ つてあしあ うそこせあ 
う ¨ちあさか, せか えそうそちみ ときか そ うすかのあてかしへつてうか う さそせなしけさてふ «たそ すかしそねあす».

〉あおそ つさあくあてへ, ねてそ あえちかつつけうせふこ おとに いふし せかつさそしへさそ つすみえねかせ う 』てちあ-
てかえけけ せあぬけそせあしへせそこ いかくそたあつせそつてけ 』ぃ╅, たちけせみてそこ う 2010 えそおと. ╇ «おそさ-
てちけせか 《いあすふ» うせけすあせけか あさぬかせてけちそうあしそつへ せあ てそす, ねてそ «つあすふこ ほななかさてけう-
せふこ つたそつそい たちそおうけきかせけみ せあのけに [あすかちけさあせつさけに] ぬかせせそつてかこ — ほてそ きけてへ 
う つそそてうかてつてうけけ つ せけすけ»**. 【かす せか すかせかか 』ぃ╅ そつてあうしみまて くあ つそいそこ たちあうそ 
け つけしそうそえそ ちかのかせけみ うそたちそつそう «う つしとねあか せかそいにそおけすそつてけ う そおせそつてそちそせ-
せかす たそちみおさか»***. 》そおそいせふこ そおせそつてそちそせせけこ たそおにそお たちそみうしみかてつみ う つあすふに 
ちあくせふに つなかちあに すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ, くあてちあえけうあまはけに う てそす ねけつしか 
せあぬけそせあしへせふか けせてかちかつふ 『そつつけけ. 》ちかきおか うつかえそ, ほてそ: えかえかすそせけつてつさあみ 
たそしけてけさあ 』ぃ╅, みうしみまはあみつみ そおせそこ けく うあきせかこのけに たちけねけせ あえちかつつけうせそ-
つてけ ほてそこ つてちあせふ, ねてそ う そねかちかおせそこ ちあく たちそみうけしそつへ け う にそおか とさちあけせつさそえそ 
さちけくけつあ; ちあつのけちかせけか 〉╅【《; せかおそえそうそちかせせそつてけ すかきおと せあのけすけ つてちあ-
せあすけ たそ ちみおと うそたちそつそう, さあつあまはけにつみ ほさそせそすけねかつさけこ け ほせかちえかてけねかつさそこ 
いかくそたあつせそつてけ****.

ゅてけすけ たちけすかちあすけ, さ つそきあしかせけま, せか けつねかちたふうあかてつみ つたけつそさ つしそきせそ-
つてかこ け たちそてけうそちかねけこ う ちそつつけこつさそ-あすかちけさあせつさけに そてせそのかせけみに. 《おせあさそ 
つかえそおせみ せか てそしへさそ 『そつつけみ つてちかすけてつみ そえちあせけねけてへ えかえかすそせけま 』ぃ╅ 
け 〉╅【《. ╈しあうせふす そたたそせかせてそす そおせそたそしみちせそえそ «『あに Americana» みうしみ-
かてつみ [けてあこ, せあにそおみはけこつみ «せあ うくしかてか» つうそかこ つそうそさとたせそこ えかそつてちあてかえけ-
ねかつさそこ すそはけ. 〉あ なそせか ちそつてあ ほさそせそすけねかつさそえそ け うそかせせそえそ たそてかせぬけ-
あしあ [けてあみ たちそけつにそおみて け つかちへかくせふか けくすかせかせけみ かえそ うせかのせかたそしけてけねかつさけに 
たそくけぬけこ. ╇たかちうふか くあ けつてそちけま さけてあこつさそ-あすかちけさあせつさけに そてせそのかせけこ う にそおか 
うけくけてあ ｠と をくけせへてあそ う 』ぃ╅ (18—21 みせうあちみ 2011 えそおあ) いふし そいせあちそおそうあせ 
せそうふこ けつにそおせふこ てかくけつ そてせそのかせけこ すかきおと つてちあせあすけ: «╇くあけすせそか とうあきか-
せけか さそちかせせふに けせてかちかつそう おちとえそこ つてそちそせふ». 【あさけす そいちあくそす, [けてあこ うふのかし 
せあ しけおけちとまはけか たそくけぬけけ う すけちそうそこ たそしけてけさか, えおか そせ うつか いそしかか そてさちふてそ 

* ╆あきあせそう ╊.》., ╆あきあせそうあ 〉.╊. 〈かきおとせあちそおせふか そてせそのかせけみ う XXI うかさか. 』. 35.
** National Security Strategy of the United States of America, 2010. URL: http://www.whitehouse.
gov/sites/default/fi les/rss_viewer/national_security_strategy.pdf 
*** Ibid.
**** ╆あきあせそう ╊.》., ╆あきあせそうあ 〉.╊. 〈けち け うそこせあ. 〈.: ╇そつてそさ-′あたあお, 2011. 』. 19; 《せけ きか. ╉けあしそえ 
け つてそしさせそうかせけか ぬけうけしけくあぬけこ. 』. 28; 《せけ きか. 〈せそえそたそしまつせふこ すけち. 〈.: ╇そつてそさ-′あたあお, 2010. 
』. 27—28, 52—63, 89—95.
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け そてさちそうかせせそ いとおかて くあはけはあてへ つうそけ けせてかちかつふ. ╇ てそ きか うちかすみ 』ぃ╅ 
せか えそてそうふ とつてとたあてへ つうそけ たそくけぬけけ. ╇ ほてそこ つうみくけ すかせみまてつみ ちそしへ け くせあねかせけか 
う つそうちかすかせせそす すけちか せか てそしへさそ [けてあみ, せそ け 『そつつけけ.

[あさ うかちせそ そてすかねあまて ╆あきあせそうふ, てちかとえそしへせけさ 『そつつけみ—[けてあこ—』ぃ╅ 
そねかせへ たそおうけきせふこ: さそせなけえとちあぬけみ そてせそのかせけこ うせとてちけ せかえそ くあうけつけて そて 
ぬかしそえそ さそすたしかさつあ なあさてそちそう. 》ちけ ほてそす «うそて ときか せあ たちそてみきかせけけ てちかに 
おかつみてけしかてけこ そおせけす けく さちあかとえそしへせふに たちけせぬけたそう うせかのせかこ たそしけてけさけ 
[〉『 みうしみかてつみ そてさあく そて つそまくせけねかつさけに そてせそのかせけこ つ うかしけさけすけ おかちきあ-
うあすけ». 【あさけす そいちあくそす, あうてそちふ たちかおとたちかきおあまて, ねてそ せか おそしきせそ いふてへ 
せけさあさけに けししまくけこ そてせそつけてかしへせそ つそまくせけねかつてうあ つ [けてあかす, さあさけか いふ «さそせ-
てちあさてふ うかさあ» せけ たそおたけつふうあしけつへ せあのけすけ つてちあせあすけ.

』 おちとえそこ つてそちそせふ, せか つてそけて くあいふうあてへ け そ てあさそす てちあおけぬけそせせそす たちけせ-
ぬけたか うせかのせかこ たそしけてけさけ [〉『, さあさ «いそちへいあ つ えかえかすそせけくすそす». [ すせかせけま 
てあさけに たちけくせあせせふに つけせそしそえそう, さあさ ╆あきあせそうふ, つしかおとかて そてせかつてけつへ つ そつそいふす 
うせけすあせけかす: «せあねけせあみ つ 1970-に えそおそう 》かさけせ せかけくすかせせそ おかさしあちけちとかて, ねてそ 
うそくちあきあかて たちそてけう しまいそえそ えかえかすそせけくすあ, “そてさとおあ いふ そせ せけ けつにそおけし”, たちそてけ-
うそおかこつてうとかて うつかす, さてそ えおか-しけいそ おそいけうあかてつみ えかえかすそせけけ, ちかのけてかしへせそ うふつてと-
たあかて たちそてけう あえちかつつけけ け ほさつたあせつけけ, さてそ いふ け えおか いふ さ せけす せけ たちけいかえあし»*. 
ゅてけ け けせふか たちけせぬけたふ うせかのせかたそしけてけねかつさそこ おかみてかしへせそつてけ [けてあみ つかちへかくせそ 
けくとねかせふ う ちあいそてあに 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ け ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ. 〉あおかまつへ, 
ねてそ たそしけてけねかつさそか ちとさそうそおつてうそ せあのかこ つてちあせふ, なそちすとしけちとみ たそうかつてさと おせみ 
う そてせそのかせけみに つ 》かさけせそす, いとおかて とねけてふうあてへ すせかせけみ つたかぬけあしけつてそう.

〈けち すかせみかてつみ, たちけねかす すかせみかてつみ いふつてちかか, ねかす すふ たそせけすあかす かえそ, せそ 
ちあくとす さあさ ちあく け おあせ ねかしそうかさと, ねてそいふ つてちかすけてへつみ さ かえそ たそせけすあせけま. [せけえけ 
╆あきあせそうふに — ちあくとすせふか け ねちかくうふねあこせそ うあきせふか せか てそしへさそ おしみ てかに, さてそ 
けせてかちかつとかてつみ すけちそうそこ たそしけてけさそこ, せそ け おしみ てかに, さてそ おかしあかて かか. [あちてけせあ 
すけちあ, たちかおつてあうしかせせあみ う けに ちあいそてあに, うけ́おかせけか つかえそおせみのせけに け くあうてちあのせけに 
たちそいしかす つさうそくへ たちけくすと «おしみはかえそつみ たちそのしそえそ», すそえとて うふくうあてへ ぬかしとま 
えあすすと ねとうつてう — そて そおそいちかせけみ おそ たちそてかつてあ, くあ けつさしまねかせけかす しけのへ ちあう-
せそおとのけみ. ╇ けに させけえあに, そつせそうあせせふに せあ いそえあてそす せあとねせそす すあてかちけあしか 
け たそしけてけねかつさそす そたふてか, おあせ さそすたしかさつせふこ あせあしけく すけちあ さあさ たそせみてけみ 
さあねかつてうかせせそえそ. [ちそすか てそえそ, ねけてあてかしま う さあきおそこ させけえか そてさちふうあかてつみ すあつつあ 
けせてかちかつせふに, あ う ちみおか つしとねあかう とせけさあしへせふに おかてあしかこ, さそてそちふか ちあつさちふうあまて 
えしといけせと つそぬけあしへせそ-たそしけてけねかつさけに け さとしへてとちせそ-けつてそちけねかつさけに たちそいしかす 
ちあくうけてけみ そておかしへせふに つてちあせ. ゅてそ — せか そてそちうあせせふか そて ちかあしへせそつてけ せあとさそ-
そいちあくせふか つにそしあつてけねかつさけか てちあさてあてふ, あ たしそてせそ うたけつあせせふか う せあのと きけくせへ 
させけえけ. ぁけてあみ ╆あきあせそうふに, み うつかえおあ うつたそすけせあま つしそうあ ╈.╇. 》しかにあせそうあ: 
«〈かきおと せあとさそこ け きけくせへま つとはかつてうとかて てかつせかこのあみ, せかちあくちふうせあみ, せけ おしみ 

* ╆あきあせそう ╊.》., ╆あきあせそうあ 〉.╊. 〈けち け うそこせあ. 』. 31.
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そおせそこ けく せけに せけすあしそ せか とせけくけてかしへせあみ つうみくへ: ねかす いそしかか せあとさあ つしときけて 
きけくせけ, てかす いそしかか きけくせへ そいそえあはあかて せあとさと».

╇そ うつかに ちあいそてあに ╆あきあせそうふに つしそうせそ きかすねときけせふ ちあつつふたあせふ なけしそつそな-
つさけか あなそちけくすふ, けせてかちかつせふか け たそさあくあてかしへせふか つしとねあけ おあうせそ すけせとうのけに 
おせかこ け せかおあうせかえそ たちそのしそえそ. 〉そ つあすそか えしあうせそか — うつか させけえけ け つてあてへけ, 
さそてそちふか, う つそあうてそちつてうか つ すときかす けしけ いかく, うふにそおけしけ けく-たそお たかちあ 〉あてあしへけ 
╊うえかせへかうせふ け さそてそちふか すせか とおあしそつへ たちそねけてあてへ, せあたそしせかせふ そたてけすけく-
すそす, うかちそこ う てそちきかつてうそ ちあくとすあ うかちのあはけに たそしけてけさと, う つたちあうかおしけうそつてへ, 
う たそいかおと けつてそちけねかつさそこ しそえけさけ. ゅてあ うかちあ そつそいかせせそ せときせあ つかえそおせみ, さそえおあ 
すかきおとせあちそおせあみ そいつてあせそうさあ せあたちみきかせあ おそ たちかおかしあ.

¨ たとつてへ せかさそてそちふす ほてそ たそさあきかてつみ すかねてそこ, せそ, たちそおそしきあみ おかしそ けつてけせ-
せそえそ とねかせそえそ, とねかせそえそ-すかねてあてかしみ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ ╆あきあせそうそこ, すふ — 
かか とねかせけさけ け かおけせそすふのしかせせけさけ — たそつてあちあかすつみ つおかしあてへ うつか, ねてそ う せあのけに 
つけしあに, ねてそいふ ほてけ すかねてふ つてあしけ ちかあしへせそつてへま.

》ちそくそちそうあ ╈.[.*

》そてかちみ えしといそさそえそ け みちさそえそ あうてそちあ

》あすみてへ そ 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか ╆あきあせそうそこ つそにちあ-
せみて せか てそしへさそ てか, さてそ くせあし かか しけねせそ, せそ け てか, さてそ 
ねけてあし かか させけえけ. 』ちかおけ かか ねけてあてかしかこ せか てそしへさそ 
たちそなかつつけそせあしふ — ほさそせそすけつてふ, けつてそちけさけ, 
たそしけてそしそえけ, せそ け えそちあくおそ いそしかか のけちそさけこ さちとえ 
しまおかこ, さそすと けせてかちかつかせ せあの すけち, さてそ にそねかて 
いそしへのか とくせあてへ そ おちとえけに ぬけうけしけくあぬけみに け つてちあ-
せあに, けに きけくせけ, さとしへてとちか, そいふねあみに. ╅ とき かつしけ 
ちかねへ けおかて そ [けてあか け おちとえけに つてちあせあに ╇そつてそねせそこ 
╅くけけ, てそ つ ちそつてそす けに ほさそせそすけさ, うかつあ う すけちそうそこ 
たそしけてけさか, うつか いそしかか のけちそさけす ちあくうけてけかす そてせそ-
のかせけこ 『そつつけけ つ せけすけ, とすせそきかせけかす ねけつしあ たそつか-
はあまはけに ほてけ つてちあせふ ちそつつけみせ, てあさそこ けせてかちかつ 
たそつてそみせせそ «たそおそえちかうあかてつみ» せか てそしへさそ しまいそくせあ-

てかしへせそつてへま, せそ け たちあさてけねかつさけすけ つそそいちあきかせけみすけ.
[ ほてそこ すあつつか ねけてあてかしかこ み そてせそのと け つかいみ, とくせあうのとま すせそえそ せそうそえそ, 

せかそきけおあせせそえそ け せあてあしさけうあまはかえそ せあ ちあくすふのしかせけみ けく てあさけに させけえ, せあたけ-

* ╈あしけせあ [そせつてあせてけせそうせあ 》ちそくそちそうあ — うかおとはけこ せあとねせふこ つそてちとおせけさ をかせてちあ かうちあくけこつさけに けつつしか-
おそうあせけこ ¨╅〈》 ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ.
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つあせせふに つかすかこせふす おとほてそす ╆あきあせそうふに そ [けてあか け さけてあこぬあに, さあさ «』てちあせあ 
うかつかしふに いそえそう» け «[けてあこつさあみ すそくあけさあ». 『かおさそ うつてちかねあかてつみ つちかおけ とねかせふに 
おあち たけつあてへ おそつてとたせそ, くあにうあてふうあまはか け う てそ きか うちかすみ えしといそさそ け たちそなかつ-
つけそせあしへせそ. ╉しみ ほてそえそ せかおそつてあてそねせそ にそちそのかえそ つしそえあ け たちそなかつつけそせあしへ-
せふに くせあせけこ, せときせふ けつさちかせせけこ けせてかちかつ け とうあきかせけか さ さとしへてとちか おちとえそえそ 
せあちそおあ, いそしへのあみ ちあいそてあ とすあ け つかちおぬあ, きかしあせけか たちそせけさせとてへ う えしといへ けせそこ 
ぬけうけしけくあぬけけ.

╇ せあくうあせせふに ちあいそてあに あうてそちふ みちさそ け とうしかさあてかしへせそ ちあつつさあくふうあまて, 
さあくあしそつへ いふ, そい そいふおかせせそす — みくふさか, うかちそうあせけみに, てちあおけぬけみに け そいふねあみに. 
』あすそ たそ つかいか ほてそ さちあこせか けせてかちかつせそ せかくせあさそすそすと つ [けてあかす ねかしそうかさと. 〉そ 
おしみ うおとすねけうそえそ ねけてあてかしみ たちけそてさちふうあまてつみ つしそきせふこ け すせそえそぬうかてせふこ 
すけち おちかうせかこのかこ けく つとはかつてうとまはけに ぬけうけしけくあぬけこ, そつそいかせせそつてけ かか うくあ-
けすそおかこつてうけみ つ おちとえけすけ すけちそうふすけ さとしへてとちあすけ, つたかぬけなけさあ さけてあこつさそえそ 
うけおかせけみ すけちあ. 

╉しみ すかせみ, くあせけすあまはかこつみ あちあいつさけす すけちそす, えおか う たそつしかおせけか えそおふ 
そいそつてちけしあつへ すかきちかしけえけそくせあみ ちそくせへ, そつそいふこ けせてかちかつ たちかおつてあうしみし すせそえそ-
すかちせふこ ちかしけえけそくせそ-ほてけねかつさけこ すけち さけてあこぬかう — さとしへて たちかおさそう, さそせなと-
ぬけあせつてうそ, おあそつけくす, いとおおけくす, つしけうのけかつみ «うそ うつかさけてあこつさとま つけつてかすと ちかしけ-
えけそくせそえそ つけせさちかてけくすあ», け, さそせかねせそ, ちあつつさあく そい けつてそちけけ け そつそいかせせそつてみに 
ちあつたちそつてちあせかせけみ けつしあすあ う [けてあか. 》ちけ うつかこ くあせけすあてかしへせそつてけ け きけうそつてけ 
たそうかつてうそうあせけみ たちそねけてあせせそか くあつてあうしみかて くあおとすあてへつみ そ てあさけに つかちへかくせふに 
け のけちそさそ おけつさとてけちとかすふに つかえそおせみ たちそいしかすあに, さあさ おあしかさそ せか そおせそくせあね-
せあみ ちそしへ てちあおけぬけこ, さとしへてとちせそ-ちかしけえけそくせそか うくあけすそうしけみせけか, うくあけすそおかこ-
つてうけか おとにそうせふに け すあてかちけあしへせふに ぬかせせそつてかこ.

』 いかくうちかすかせせふす とにそおそす けく きけくせけ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ ねけてあてかしへ てかちみかて 
えしといそさそえそ け みちさそえそ あうてそちあ. 〈そきせそ てそしへさそ たそきかしあてへ, ねてそいふ たあすみてへ 
そ 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか うそたしそてけしあつへ, う ねけつしか たちそねかえそ, う せそうふか ちあいそてふ かか 
すときあ け つそあうてそちあ.

『あくうけせ 》.╅.*

『そつさそのへ ねかしそうかねかつさそえそ そいはかせけみ

《てせまおへ せか たちそつてそ ちあつつさあくあてへ そ すそけに しけねせふに うたかねあてしかせけみに そて そいはかせけみ 
つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ, にそてみ かか そいちあく け つかこねあつ うそくせけさあかて たかちかお うせとてちかせ-
せけす うくそちそす. ╇つてちかね いふしそ すあしそ. ╉そ そいけおせそえそ すあしそ, にそてみ つ せかこ しけねせそ け つ かか 
てちとおそうそこ おかみてかしへせそつてへま み いふし くせあさそす せあ たちそてみきかせけけ たそねてけ ねかてうかちてけ 

* 》かてち ╅しかさつあせおちそうけね 『あくうけせ — さあせおけおあて ほさそせそすけねかつさけに せあとさ, えしあうせふこ せあとねせふこ つそてちとおせけさ 
╉けた しそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ け たそねかてせふこ ちあいそてせけさ 〈¨╉ 『そつつけけ.
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うかさあ — つ たかちうそこ たそしそうけせふ 1990-に えそおそう. 
╇つてちかねけ う ちあいそねかこ そいつてあせそうさか せか そてしけ-
ねあしけつへ たちそおそしきけてかしへせそつてへま, せそ たちけ 
ほてそす けに つそつてそみしそつへ せか たみてへ け せか おかつみてへ, 
け そせけ そつてあうけしけ う おとのか おそいちふこ つしかお. 
′あ たそねてけ つそちそさ しかて ちあいそてふ う ╉けたあさあおか-
すけけ み そいはあしつみ つ つそてせみすけ つあすふに ちあくせふに 
しまおかこ. ╇ たあすみてけ そつてあしそつへ すかせへのけせつてうそ, 
あ けく ほてそえそ すかせへのけせつてうあ そつそいそ くあたそすせけ-
しけつへ しけのへ てか, つ さかす いふしそ おかこつてうけてかしへせそ 
けせてかちかつせそ おあ け たちそつてそ たちけみてせそ たちそうか-
つてけ うちかすみ, たとつてへ おあきか たみてへ-おかつみてへ すけせとて. 
╇ ほてと そねかせへ すあしとま おそしま うそのしあ け 〉あてあしへみ 
╊うえかせへかうせあ.

[そえおあ う せあねあしか 1990-に えそおそう せあのあ 
つてちあせあ つてあしあ いそしかか そてさちふてそこ おしみ うせかの-
せかえそ すけちあ, てそ きか つあすそか たちそけくそのしそ 

け つ ╉けたあさあおかすけかこ. ゅてそ うふちあくけしそつへ, う ねあつてせそつてけ, う てそす, ねてそ う せあのかす 
おけつつかちてあぬけそせせそす つそうかてか, いかつつすかせせふす たちかおつかおあてかしかす さそてそちそえそ みうしみ-
かてつみ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね ╆あきあせそう, つてあしけ くあはけはあてへ おけつつかちてあぬけけ けせそ-
つてちあせぬふ けく てあさけに つてちあせ, つ さそてそちふすけ ちあせかか しまいふか さそせてあさてふ うそそいはか 
そてつとてつてうそうあしけ. 《おせけす けく てあさけに つそけつさあてかしかこ おそさてそちつさそこ つてかたかせけ いふし 
けくうかつてせふこ まきせそさそちかこつさけこ たそしけてけさ [けす ╉ほ ぁきとせ, たそくおせかか つてあうのけこ 
たちかくけおかせてそす つうそかこ つてちあせふ. 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ いふしあ かえそ せあとねせふす さそせ-
つとしへてあせてそす, け そせ つ いしかつさそす くあはけてけし おそさてそちつさとま おけつつかちてあぬけま. 』さそちかか 
うつかえそ, けすかせせそ てそえおあ すかせみ かこ たちかおつてあうけしけ.

』あすそか たかちうそか うたかねあてしかせけか: さちあつけうあみ, ほしかえあせてせあみ, せそ いかく すあしかこのかえそ 
せあすかさあ せあ たそさあくせとま ちそつさそのへ けしけ うふねとちせそつてへ きかせはけせあ. 』てあちのか すかせみ 
うつかえそ しけのへ せあ のかつてへ しかて, たちけねかす ほてそえそ つそうかちのかせせそ せか ねとうつてうそうあしそつへ. 
》ちそつてあみ う そいはかせけけ, せそ そてせまおへ せか う つすふつしか てそこ せあちそねけてそこ たちそつてそてふ, 
そ さそてそちそこ けせそえおあ えそうそちみて, ねてそ そせあ — «にときか うそちそうつてうあ». 《てしけねせそ うしあ-
おかみ あせえしけこつさけす, そせあ えそうそちけしあ せあ たちあうけしへせそす ちとつつさそす せあとねせそす みくふさか, 
せか くあつそちみみ かえそ せかとすかつてせふすけ さあしへさあすけ つ あせえしけこつさそえそ, さそてそちふか つてあしけ 
てそえおあ うおちとえ せかうかちそみてせそ すそおせふすけ, け せか せときおあみつへ う «おふすそうそこ くあうかつか» 
たとつてそえそ すせそえそつしそうけみ.

[あさ-てそ つちあくと つ ほてそえそ うちかすかせけ そせあ つてあしあ せあくふうあてへ すかせみ «》かてみ». 
っ せかつさそしへさそ ねそたそちせふこ ねかしそうかさ, すせか てちかいとかてつみ いそしへのそか とつけしけか, ねてそいふ 
いふつてちそ たかちかこてけ せあ «てふ». ╉あきか つ かか すときかす, ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす, すふ 
たそねかすと-てそ ときか 23 えそおあ そいちあはあかすつみ おちとえ さ おちとえと せあ «╇ふ» け たそ けすかせけ-そてねか-
つてうと. 』 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ み おそ つあすそえそ さそせぬあ てあさ け せか つすそえ たかちかこてけ 
せあ «てふ». 【けたけねせふこ てかしかなそせせふこ おけあしそえ: «ゅてそ てふ, 》かてみ? ′おちあうつてうとこ». — 
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«╉そいちふこ おかせへ, 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ. ╉あ, ほてそ み». — «【ふ にそねかのへ たそえそうそちけてへ 
つ ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす?» — «╉あ, 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ». 】 うつかに つうそけ たつけ-
にそしそえけねかつさけか いあちへかちふ, せそ, せあうかちせそか, くちみ み てあさ.

╇ つかちかおけせか 1990-に えそおそう う つうみくけ つそ つすかせそこ うしあつてけ う [そちかこつさそこ 
〉あちそおせそ-╉かすそさちあてけねかつさそこ 『かつたといしけさか け とつけしかせけかす せあおかきお せあ けくすか-
せかせけみ う ほてそこ つてちあせか あさてけうけくけちそうあしけつへ うつてちかねけ ちそつつけこつさけに たそしけてそしそ-
えそう, ほさそせそすけつてそう け けつてそちけさそう つ くあちといかきせふすけ さそししかえあすけ, そつそいかせせそ けく 
『かつたといしけさけ [そちかみ け 』ぃ╅. 〉かすせそえそねけつしかせせふか ちそつつけこつさけか つたかぬけあしけつてふ 
たそ 』かうかちせそこ [そちかか, てあけせつてうかせせそこ つてちあせか, えおか うちかすみ さあさ いとおてそ くあつてふしそ, 
いふしけ せあちあつにうあて. 『あくとすかかてつみ, ほてそ う たそしせそこ すかちか そてせそつけしそつへ け さ 〉あてあしへか 
╊うえかせへかうせか.

╇ ╉けたあさあおかすけけ てそきか つそつてそみしあつへ つかちけみ «さちとえしふに つてそしそう», う さそてそちふに 
そせあ たちけせみしあ きけうかこのかか とねあつてけか. ¨すかみ つちあうせけてかしへせそ つすとてせそか たちかおつてあう-
しかせけか そ おかてあしみに つかうかちそさそちかこつさそこ たそしけてけねかつさそこ «さとにせけ» け ほさそせそすけさけ 
«ねとねにほ», み たそせあおそいけしつみ しけのへ さあさ たかちかうそおねけさ, たそつさそしへさと つちかおけ とねあつてせけ-
さそう いふしけ しまおけ, うしあおかうのけか しけいそ ちとつつさけす け あせえしけこつさけす, しけいそ さそちかこつさけす 
け あせえしけこつさけす, しけいそ ちとつつさけす け さそちかこつさけす, あ さてそ-てそ うそそいはか — てそしへさそ 
ちとつつさけす. 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ たちそおかすそせつてちけちそうあしあ いしかつてみはかか うしあおかせけか 
け てかすそこ (にそてみ せか すせか さあさ おけしかてあせてと つとおけてへ), け あせえしけこつさけす みくふさそす (あ うそて 
う ほてそす み さそか-ねてそ たそせけすあま).

╇つてちかてけう さあさ-てそ つそうかちのかせせそ つしとねあこせそ ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ と つうそかえそ 
おそすあ せあ としけぬか [そたかちせけさあ, み とくせあし, ねてそ そせけ つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ 
きけうとて ちみおそす — う «おそすか たちかたそおあうあてかしかこ» せあ 】せけうかちつけてかてつさそす たちそ-
つたかさてか. 》ちあうおあ, うつさそちか そせけ たかちかかにあしけ せあ [とてとくそうつさけこ たちそつたかさて. 〈ふ 
せか いふしけ せあつてそしへさそ いしけくさけ, ねてそいふ, さあさ えそうそちけてつみ, «おちときけてへ おそすあすけ». 
〉そ, とくせあう, ねてそ そせけ そいけてあまて せかたそおあしかさと, み けつたふてあし さあさそか-てそ, つさあきかす, ねとう-
つてうそ... てかちちけてそちけあしへせそこ そいはせそつてけ, ねてそ しけ. ′せあねけて, けくそ おせみ う おかせへ そせけ 
にそおみて たそ てかす きか としけぬあす, うけおみて てか きか くおあせけみ, うさしまねあみ 〈╈】 け ぬけちさ せあ 
たちそつたかさてか ╇かちせあおつさそえそ, ねてそ け み. 

》かちけそおけねかつさけ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ たそみうしみしあつへ う くせあさそすそす すせか 
つ 1975 えそおあ くおあせけけ せあのかこ ╉けたあさあおかすけけ たそ ╆そしへのそすと [そくしそうつさそすと たかちか-
としさと, えおか ╊うえかせけこ 》かてちそうけね う さあねかつてうか たちそちかさてそちあ たそ せあとねせそこ ちあいそてか 
け すかきおとせあちそおせふす つうみくみす たちそちあいそてあし さあさ つあすふこ えしあうせふこ ちとさそうそおけてかしへ, 
そてうかてつてうかせせふこ くあ うつま ほてと てかちちけてそちけま, いそしかか おうあおぬあてけ しかて. 《いはかせけか 
つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ てあす てそきか いふしそ う そいはかす-てそ いふつてちそてかねせふす, せそ 
たそつしか せかえそ せあつてちそかせけか と すかせみ さあさ-てそ としとねのあしそつへ. 《て 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ 
けつにそおけしあ あとちあ いしあえそきかしあてかしへせそつてけ, とすけちそてうそちかせけみ け かはか ねかえそ-てそ. ╊つしけ 
つなそちすとしけちそうあてへ ほてそ «ねてそ-てそ» つしそうあすけ, ねかえそ み せけさそえおあ せか たちそいそうあし, てそ 
すそきせそ うふちあくけてへつみ たちけすかちせそ てあさ: うそて, うかおへ かつてへ きか てあさけか しまおけ! 》とつてへ 
つあすあ せか せあねあしへせけぬあ, せそ うつか きか きかせあ せあねあしへせけさあ, おそさてそち せあとさ, あうてそちけてかて 
う せあとねせそす すけちか, せそ たちけ ほてそす せけ すあしかこのかえそ, おあきか せあ すけししけすかてち, えそせそちあ, 
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うふつそさそすかちけみ さそ うつみさけす, さあさ うふちあきあしけつへ う つてあちけせと, «せけきせけす ねけせあす», 
さ そおせそすと けく せかつさそしへさけに おかつみてさそう つそてちとおせけさそう たそお せあねあしそす かか すときあ.

っ くせあま, ねてそ えそうそちま, たそてそすと ねてそ せか つてそしへ とき ちかおさそ けすかし たちそてけうそ-
たそしそきせふこ そたふて さそせてあさてそう つ, とつしそうせそ えそうそちみ, «えかせかちあしへのあすけ». 〉か てそ 
ねてそいふ うつか つたしそのへ いふしけ たしそにけか しまおけ, せそ きかしあせけか たそつさそちかか «ちあくうみくあてへつみ» 
うそくせけさあしそ せか ちあく. ╅ と 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ つてけしへ そいはかせけみ いふし うたそしせか 
おかすそさちあてけねせふこ, せそ いかく つせけつにそおけてかしへせそこ なあすけしへみちせそつてけ. 〉けさそえおあ おあきか 
う えそしそうと せか たちけにそおけしそ, ねてそ そせあ つたそつそいせあ つそしえあてへ おあきか たそ すかしそねけ. ╈そうそ-
ちけしあ てそ, ねてそ おとすあかて, たそおいけちあみ あおかさうあてせふか つしそうあ. ╇そくすそきせそ, おあきか かつしけ 
け たそおとすあかて ねてそ-てそ せか てそ, たちそつてそ せか つてあせかて えそうそちけてへ, たそはあおけて ねとうつてうあ 
つそいかつかおせけさあ. ゅてそ うかおへ てそ つあすそか, ねてそ う つてあちけせと せあくふうあしけ おかしけさあてせそつてへま. 
(¨ てそえおあ せか つてそしへ とき ねあつてそか つうそこつてうそ しけねせそつてけ, あ つかこねあつ, とうふ, ちかおさそつてへ, 
せか つうそこつてうかせせあみ «さちとてふす» たかちつそせあきあす.) ¨, さそせかねせそ きか, かか さそすたかてかせぬけみ, 
えしといそさけか くせあせけみ, たちけねかす うふにそおけうのけか おあしかさそ くあ たちかおかしふ なそちすあしへせそこ 
つたかぬけあしへせそつてけ けく つたけつさあ ╇╅[. 《い ほてそす — そつそいそ.

《おけせ ちあく, かつしけ せか そのけいあまつへ, う にそおか たちかくかせてあぬけけ うふのかおのかえそ う 2005 えそおと 
けく-たそお たかちあ ╆あきあせそうふに そえちそすせそえそ け せあつふはかせせそえそ すせそきかつてうそす なあさてそう 
け しまいそたふてせふに ちあくすふのしかせけこ おうとにてそすせけさあ «╅すかちけさあ: うねかちあ け つかえそおせみ», 
と すかせみ つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ つそつてそみしそつへ せかねてそ うちそおか おちときかつさそえそ おけつ-
たとてあ. 〈ふ, さあまつへ, さとちけしけ — ときか てそえおあ う つたかぬけあしへせそ そてうかおかせせそす すかつてか — 
け さあさ-てそ うつさそちか ちかねへ くあのしあ そ てそせさそつてみに あせえしけこつさそえそ みくふさあ.

╇かちそみてせそ, たそおかこつてうそうあしあ てかすあ おうとにてそすせけさあ. っ さ てそすと うちかすかせけ ときか 
つそつてそみしつみ さあさ つたかぬ たそ ちとつつさそ-あせえしけこつさそすと たかちかうそおと — たけつへすかせせそすと, 
たそつしかおそうあてかしへせそすと け つけせにちそせせそすと — け とつたかし たそちあいそてあてへ う つそつてあうか 
ちそつつけこつさけに おかしかえあぬけこ う てちかに おかつみてさあに つてちあせ, さとおあ すそみ せあとねせあみ つたかぬけ-
あしけくあぬけみ せけさそえおあ いふ すかせみ せか くあせかつしあ. ¨ かはか み ときか とつたかし たそねけてあてへ 
せあ あせえしけこつさそす — せか たちそねけてあてへ たそしせそつてへま, ちあくとすかかてつみ, あ たそねけてあてへ — 
』てあちふこ け 〉そうふこ ′あうかて, [そちあせ け おあきか «[せけえと 〈そちすそせあ», そはとてけう うさとつ 
さ つてあちそあせえしけこつさそすと みくふさと. ╊すと たちけつとはあ そたちかおかしかせせあみ ほつてかてけねかつさあみ 
ほさくそてけさあ, け いしかつせとてへ けす — うつか ちあうせそ ねてそ うふおあてへ たあちと-てちそこさと けくちかねかせけこ 
せあ ぬかちさそうせそつしあうみせつさそす.

¨ うそて すふ つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ, とき せか くせあま たそねかすと, そねかせへ いふつてちそ 
たちけのしけ さ ほてそこ てかすか. ╇つか ほてけ つてあちけせせふか あちにあけくすふ — ほさうけうあしかせてふ maketh 
うすかつてそ makes, hath うすかつてそ has, methink うすかつてそ I think, «《てねか せあの, けきか かつけ 
せあ せかいかつけ...» — «Father ours which art in heaven...» — け, ちあくとすかかてつみ, «てふ», 
«てかいか», «てうそこ» — you, your, あ たそ-つてあちけせせそすと — thee, thou, thine け てそすと 
たそおそいせそか, ねてそ つかこねあつ つそにちあせけしそつへ しけのへ う けくいかきあうのけに すそおかちせけくあぬけけ 
つうみはかせせふに てかさつてあに. [つてあてけ, thee うすかつてそ you おそ つけに たそち けつたそしへくとまて たちけ 
そつそいそ てちかたかてせそ-しけねせそつてせそす そいちあはかせけけ さ ╆そえと... け さ うそくしまいしかせせそこ 
う つてけにあに け たかつせみに. ╇そて てあさそこ せかそきけおあせせふこ うふにそお せあ けくうかつてせそか けくちかねか-
せけか «╆そえ かつてへ ]まいそうへ».
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[そししかえけ う そいしあつてけ せあとさけ け そいちあくそうあせけみ

〈ふ たそ さあさけす-てそ うそたちそつあす たそつたそちけしけ, うつたそすけせあみ ぬけてあてふ けく せあのかこ 
╆けいしけけ け «けにせかこ» Bible. ╇そ うつかす, たそ-すそかすと, たちけのしけ さ つそえしあつけま, あ み といか-
おけしつみ, ねてそ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ そちけかせてけちとかてつみ う ほてけに うそたちそつあに さあさ 
すけせけすとす せか にときか すかせみ, あ う ねかす-てそ おあきか しとねのか. 〉そ, そたみてへ きか, いしあえそおあちみ 
かか てあさてけねせそつてけ, とすかせけま おそせそつけてへ おそ つそいかつかおせけさあ つうそか すせかせけか せか たそ 
うかちてけさあしけ つうかちにと うせけく, あ せあ ちあうせふに, み ねとうつてうそうあし つかいみ せか たそつちあすしかせせふす, 
あ いしあえそおあちせふす くあ たちそつうかはかせけか. ¨ かはか いしあえそおあちせふす くあ, さあさ つさあくあし さてそ-てそ 
けく うかしけさけに, «ちそつさそのへ ねかしそうかねかつさそえそ そいはかせけみ» せあ てかすと, つそうかちのかせせそ 
せかあさてとあしへせとま おしみ «せあぬけそせあしへせふに けせてかちかつそう» け しけねせそこ さあちへかちふ せあつ 
そいそけに. っ せか つしかおけし くあ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ, せそ つあす くあ うちかすみ ほてそえそ おけつ-
たとてあ てそねせそ うふさとちけし せか すかせへのか てちかに つけえあちかて, ねてそ いふうあかて け たちけ せかちうそ-
てちかたさか, け さそえおあ そねかせへ けせてかちかつせそ. ′おかつへ けすかしそ すかつてそ うてそちそか — そはとはかせけか 
てそえそ, ねてそ たそうふつけし つうそま ほちとおけぬけま いしあえそおあちみ くせあまはかこ つそいかつかおせけぬか.

』 とねかてそす ほてそえそ しけせえうけつてけねかつさそ-いそえそつしそうつさそえそ そいつときおかせけみ おそしきせそ 
いふてへ たそせみてせそ, ねてそ み つそうつかす せか とおけうけしつみ, とくせあう たそくおせかか たそ とつしふのあせせふす 
うつさそしへくへ くあすかねあせけみす, ねてそ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ いふしあ えしといそさそ うかちとまはけす 
ねかしそうかさそす. 》ちけ ほてそす そせあ せか つさちふうあしあ つうそま うかちと, せそ け せか うふつてあうしみしあ 
たそうつまおと せあたそさあく, さあさ ほてそ おかしあまて せかさそてそちふか うねかちあのせけか «せあとねせふか あてかけ-
つてふ». ╊つしけ いふ み たちけ つしとねあか つたちそつけし かか そい ほてそす, てそ せあうかちせみさあ とつしふのあし いふ 
たちあうおけうふこ そてうかて. 』そつてそみしつみ いふ かはか そおけせ とうしかさあてかしへせふこ け とうあきけてかしへ-
せふこ ちあくえそうそち. 〉そ み, とうふ, せか つたちそつけし. 〉か てあさ とき すせそえそ しまおかこ, う そてせそのか-
せけけ さそてそちふに たそてそす つそきあしかかのへ, ねてそ つ せけすけ う つうそか うちかすみ ねてそ-てそ せかおそえそうそ-
ちけしけ, せかおそそいつとおけしけ, せか つさあくあしけ けす け せか とつしふのあしけ けに そてうかて.

【かたかちへ, さそえおあ かか ときか せかて つちかおけ せあつ, にそてかしそつへ いふ しけのへ うふちあくけてへ 
せあおかきおと け おあきか とうかちかせせそつてへ, ねてそ うかちあ たそすそえあしあ かこ うたしそてへ おそ つあすそえそ 
たそつしかおせかえそ ねあつあ. ¨ かはか そつてあかてつみ とたそうあてへ, ねてそ «てあす», う «うかしけさそこ せかけくうかつて-
せそつてけ», さあきおふこ たそしとねあかて たそ くあつしとえあす. ╅ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ, つうかてしあみ 
おとのあ, とうかちかせ, くあつしときけうあかて つあすそえそ しとねのかえそ. ╉あきか かつしけ い うそくせけさしそ せかしか-
たそか きかしあせけか — にそてみ いふ けく ねとうつてうあ たちそてけうそちかねけみ — うつたそすせけてへ そ せかこ 
にそてへ ねてそ-せけいとおへ «せか てそ», み いふ しけのへ うたとつてとま ちふしつみ う たあすみてけ. ′せあま, ねてそ 
せけさそえおあ せか くあいとおと かか, たそさあ きけう, あ とき たそてそす...
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『とおそう ╈.╅.*

[あさ いとおてそ つそしせぬか つそえちかうあしそ おとのと

╇ おかせへ 』うみてそこ 【ちそけぬふ, 7 けませみ 2014 えそおあ, 
とのかし けく きけくせけ たちかさちあつせふこ ねかしそうかさ, 
しまいみはけこ すけち: うかちせふこ おちとえ け てそうあちけは, 
さちあつけうあみ け おそいちあみ きかせはけせあ, いかつたちか-
おかしへせそ たちかおあせせあみ つとたちとえあ, けくうかつてせふこ 
けつてそちけさ, たといしけぬけつて, うそつてそさそうかお, せかくあい-
うかせせあみ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ ╆あきあせそうあ.

〈かつてそす かか たそつしかおせかえそ たちけつてあせけはあ 
せあ せあのかこ いちかせせそこ ′かすしか つてあしそ けくうかつて-
せそか う 〈そつさうか 【ちそかさとちそうつさそか さしあおいけはか. 
〉かしへくみ せか そてすかてけてへ, ねてそ う たそつしかおせけこ 
たとてへ たちそうそおけてへ ほてそえそ くあすかねあてかしへせそえそ 
ぁかしそうかさあ たちけのしそ つてそしへさそ しまおかこ, ねてそ 
いそしへのそこ ちけてとあしへせふこ くあし をかせてちあしへせそこ 
さしけせけねかつさそこ いそしへせけぬふ 】たちあうしかせけみ 
おかしあすけ 》ちかくけおかせてあ 『そつつけこつさそこ ‒かおかちあ-

ぬけけ くあたそしせけしつみ おそ そてさあくあ. ╆ふしけ たちそうかおかせふ えちあきおあせつさあみ たあせけにけおあ, ぬかち-
さそうせそか そてたかうあせけか け てちあおけぬけそせせふこ たそすけせあしへせふこ そいかお. ╇そて くおかつへ み, さあさ 
うかおとはけこ ほてけ そいちみおふ, うそそねけま といかおけしつみ, せあつさそしへさそ うふつそさ あうてそちけてかて 
け のけちそさそ たちけくせあせけか おそつてけきかせけこ ほてそこ ちとつつさそこ きかせはけせふ, たそつうみてけうのかこ 
つうそま きけくせへ つかすへか, せあとさか, たといしけぬけつてけさか, たけつあてかしへつさそこ け てうそちねかつさそこ おかみ-
てかしへせそつてけ せあ いしあえそ 《てねけくせふ.

】 ちとつつさけに たちけせみてそ えそうそちけてへ そい とのかおのけに う けせそこ すけち てそしへさそ にそちそのそ. 
〉そ たとつてへ たそうかちけて さあきおふこ ねけてあまはけこ ほてけ つてちそさけ, ねてそ と すかせみ け うつかこ 
せあのかこ つかすへけ せかて おちとえけに, さちそすか つあすふに おそいちふに け しかつてせふに, つしそう う あおちかつ 
〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ さあさ ぁかしそうかさあ — けすかせせそ つ いそしへのそこ いとさうふ, しまいけう-
のかこ せあの せかたちそつてそこ すけち, しまおかこ, さあさ いしけくさけに おちとくかこ, てあさ け さそししかえ たそ 
ちあいそてか, たちそつてそ くせあさそすふに. 《せあ とすかしあ たかちかおあうあてへ うつかす け てかたしそ, け ほせかちえけま. 
╇そくすそきせそ, け たそほてそすと そせあ てあさ いかくうちかすかせせそ け ちあせそ とのしあ そて ほてそこ すけちつさそこ 
つとかてふ, そておあう, さあさ ╉あせさそ, つうそか つかちおぬか しまおみす.

╇たそしせか しそえけねせそ, ねてそ たあすみてへま そ せかこ いとおとて ほてけ すせそえそねけつしかせせふか ねかしそ-
うかねかつさけか さそせてあさてふ, あ てあさきか かか せあとねせふか け たといしけぬけつてけねかつさけか てちとおふ, さそてそ-
ちふに せあいけちあかてつみ いそしかか 400 う けくおあせけみに 『そつつけけ, 『かつたといしけさけ [そちかみ, [けてあみ, 

* ╈かそちえけこ ╅しかさつかかうけね 『とおそう — おそさてそち たそしけてけねかつさけに せあとさ, たちそなかつつそち, くあすかつてけてかしへ たちそちかさてそちあ 
たそ あおすけせけつてちあてけうせふす け にそくみこつてうかせせふす うそたちそつあす ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ, 
ぁちかくうふねあこせふこ け 》そしせそすそねせふこ 》そつそし 『そつつけけ.
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』ぃ╅, ったそせけけ け おちとえけに つてちあせ すけちあ. [そせかねせそ きか, そい ほてそす つさあきとて つうそか 
つしそうそ おちとえけか おちとくへみ つかすへけ ╆あきあせそうふに. 〈せか きか にそてかしそつへ いふ そつそいそ そつてあせそ-
うけてへつみ せあ そておかしへせふに せあいしまおかせけみに くあ しけねせふすけ そてせそのかせけみすけ しまいみはけに 
つとたちとえそう, そておあうのけに おちとえ おちとえと つうそけ つかちおぬあ.

〉あおそ そつそいそ たそおねかちさせとてへ, ねてそ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね ╆あきあせそう うかつへ たちか-
そいちあきあしつみ け くあえそちあしつみ さあさけす-てそ そつそいふす つうかてそす しけのへ たちけ そおせそす とたそ-
すけせあせけけ けすかせけ 〉あてあのけ. ╇つたそすけせあみ せあのけ せか そねかせへ ねあつてふか つそうすかつてせふか 
つかすかこせふか うつてちかねけ, すそえと そてすかてけてへ, ねてそ ときか つ たかちうふに つしそう そいちあはかせけみ おちとえ 
さ おちとえと う けせてそせあぬけみに さあきおそえそ けく せけに たちそみうしみしけつへ せかきせふか せそてさけ しまいうけ 
け とうあきかせけみ. っ ほてそ うけおかし てあさきか け たそ しけぬと ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ — ねかしそうかさあ, 
とすかまはかえそ つさちふうあてへ つうそけ ねとうつてうあ け ほすそぬけけ, う にそおか けに てかしかなそせせふに ちあく-
えそうそちそう. [あさ いとおてそ うつにそおけしそ つそしせぬか け つそえちかうあしそ かえそ おとのと, うつかしみしそ う せかえそ 
そつそいふこ つうかて け てかたしそ. 

〈せか さあさ ねかしそうかさと, たちそきけうのかすと つそ つうそかこ つとたちとえそこ う すけちか け つそえしあつけけ, 
とうあきかせけけ け しまいうけ いかく すあしそえそ たみてへおかつみて しかて, すそきかてか たそうかちけてへ, ねてそ 〉あてあ-
しへみ け ╊うえかせけこ ╆あきあせそうふ — ほてそ とおけうけてかしへせあみ, せかたそうてそちけすあみ, つそくおあせせあみ 
おちとえ おしみ おちとえあ たあちあ, さあさ たそ きけくせけ, てあさ け おしみ てうそちねかつさけに たそけつさそう. 《せけ 
おそたそしせみしけ け うそつたそしせみしけ おちとえ おちとえあ. ゅてそ いふし せかたそうてそちけすふこ きけくせかせ-
せふこ てあせおかす, さそてそちふこ うつかえおあ たそおたけてふうあし つかいみ うくあけすせふす つそえしあつけかす, うかち-
せそつてへま け うかちそこ う つうそか たちかおせあくせあねかせけか.

》そくうそしま つかいか くあうかちのけてへ ほてそ さちあてさそか つしそうそ てちあおけぬけそせせふす たそきかしあ-
せけかす: «をあちつてうけみ 〉かいかつせそえそ せかつちあうせかせせそこ 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか! 》とつてへ 
くかすしみ かこ いとおかて たとにそす!»

╅ とうあきあかすそすと ╊うえかせけま 》かてちそうけねと, さあさ さそししかえあ, おちとえ け てそうあちけは, 
きかしあま すときかつてうあ け うふおかちきさけ う たちかそおそしかせけけ たそつてけえのかえそ かえそ えそちみ. 
╇ たあすみてへ きか そ しまいけすそこ つとたちとえか きかしあま かすと つそくおあてへ かはか せか そおせそ しけてか-
ちあてとちせそか たちそけくうかおかせけか, いふてへ う たそつてそみせせそす てうそちねかつさそす たそけつさか, にちあせみ 
とうあきかせけか け うかちせそつてへ うふちあいそてあせせふす けすけ つそうすかつてせそ さちけてかちけみす きけくせけ.
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』あうけねかうあ ╊.〈.*

╉とのあ いふしあ ねけつてあ, さあさ しそてそつ
ぁかす おそきおへ つけしへせかか しへかて,
【かす しそてそつ うつか つうかきかか;
〉そ しかたかつてさけ, くあすかてへ,
』そうつかす せか とうしあきせけしけつへ.
｠そねと, ねてそいふ おとのあ
╆ふしあ ねけつてあ, さあさ しそてそつ.

(¨く さそちかこつさそこ さしあつつけねかつさそこ たそほくけけ
う たかちかうそおか ╅せせふ ╅にすあてそうそこ)

〉かうふちあくけすそ てみきかしそ てかちみてへ いしけくさそえそ 
け ちそおせそえそ ねかしそうかさあ. 〉そ かつしけ ほてそ ねかしそ-
うかさ えそちみねそ しまいけすふこ — そつそいかせせそ... ╇おちとえ 
しけのけてへつみ てそえそ, さてそ のかし たそ きけくせけ ちみおそす 
つてそしへさそ おそしえけに け たそちそこ てちとおせふに しかて, さてそ 
おかしけし つ てそいそま うつか — け ちあおそつてけ, け えそちか-
つてけ, さてそ う てちとおせふこ ねあつ そおせけす てそしへさそ 
しまいみはけす うくえしみおそす, せかつさそしへさけすけ つしそ-
うあすけ, あ てそ け たちそつてそ すそしねあせけかす すそえ とつたそ-
さそけてへ, たちけそいそおちけてへ, たちけおあてへ つけしと, うつか-
しけてへ うかちと — おあ ねてそ てあす えそうそちけてへ! たちそつてそ 
いふてへ うすかつてか け ときか そててそえそ おかしあてへ おちとえそえそ 
つねあつてしけうふす…

〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ… ｠そねかてつみ えそうそ-
ちけてへ そ せかこ う せあつてそみはかす うちかすかせけ. 《せあ 
とおけうけてかしへせあみ! 《いあみてかしへせあ け さちあつけうあ, 
とてそせねかせせそ とすせあ, てあしあせてしけうあ け つさちそすせあ 

そおせそうちかすかせせそ. ぁちかくうふねあこせそ きかせつてうかせせあ け う てそ きか うちかすみ せか たそ-きかせつさけ 
つけしへせあ, つあすそおそつてあてそねせあ; せかそておかしけすあみ «うてそちあみ たそしそうけせさあ» つうそかえそ 
つとたちとえあ — ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ. ╇つかえおあ そせけ ちみおそす: くあ ちあいそねけす つてそしそす 
(あ つさそしへさそ いしかつてみはけに させけえ せあたけつあせそ つそうすかつてせそ!), う くあちといかきせふに たそかくおさあに, 
せあ つけすたそくけとすあに け さそせえちかつつあに, う さちとえと おちとくかこ け ちそおせふに…

《おせあきおふ, えおか-てそ おかつみてけしかてけか せあくあお, すせか おそうかしそつへ たそうつてちかねあてへつみ 
け おそうそしへせそ おそしえそ そいはあてへつみ つ 〉あてあしへかこ せあ せあとねせそす すかちそたちけみてけけ, たちそ-
にそおけうのかす う さそせなかちかせぬ-くあしか えそつてけせけぬふ «〈かてちそたそしへ». 《てうしかさのけつへ 
せあ うちかすみ そて とねかせふに すあてかちけこ (せか つしけのさそす うみくあうのけにつみ つ けせてかちへかちあすけ 

*  ╊しかせあ 〈けにあこしそうせあ 』あうけねかうあ — さあせおけおあて けつてそちけねかつさけに せあとさ, おそぬかせて さあなかおちふ てかそちけけ け けつてそちけけ 
すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ 『】╉〉.
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ちそつさそのせそえそ そてかしみ), くあうかしけ つ せかま ねけつてそ きかせつさけこ ちあくえそうそち そ きけくせけ, そ つてちか-
すけてかしへせそ しかてみはかす うちかすかせけ…

』さそしへさそ きか しまいうけ け せかきせそつてけ くうとねあしそ う つしそうあに 〉あてあしへけ, さそえおあ 
そせあ ちあつつさあくふうあしあ, ねてそ けすかせせそ くおかつへ, う «〈かてちそたそしか», さそえおあ-てそ つそつてそみ-
しあつへ けに つうあおへいあ つ ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす. 『かさあ うそつたそすけせあせけこ せかつしあ うそおふ 
せかつたかのせそ, ういけちあみ たちけてそさけ たあすみてけ, — け かこ てそえおあ たちけたそすせけしそつへ すせそえそか: 
えそつてけ, せあちみおふ, おあきか すかせま (さつてあてけ, 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ そてしけねあしあつへ かはか 
け そてすかせせふす うさとつそす). [あさ たそしあえあかてつみ う すかえあたそしけつか, そいせあちときけしけつへ と せあつ 
つ せかこ け そいはけか くせあさそすふか, たちけねかす うちかすかせ おあしかさそこ ませそつてけ. 《さあくあしそつへ, とねけ-
しけつへ すふ う のさそしあに, ちあつたそしそきかせせふに せあ [とてとくそうつさそす たちそつたかさてか いそさ そ いそさ: 
〉あてあしへみ — う のさそしか づ 711, あ み う つそつかおせかこ, せそつけうのかこ てそえおあ せそすかち 27.

《さあくあしそつへ け せかすあしそ そいはけに けせてかちかつそう う たちそなかつつけそせあしへせそこ つなかちか — 
せと あ さあさ けす せか いふてへ, さそえおあ そいはあまてつみ うそつてそさそうかおふ (たちあうおあ, そおけせ おあしへ-
せかうそつてそねせけさ-さそちかかうかお, おちとえそこ — いしけきせかうそつてそねせけさ-あちあいけつて). 〉か たそいそ-
まつへ たそさあくあてへつみ せかつさちそすせそこ, せそ うふつさあきと てあさそか すせかせけか: うそつてそさそうかおふ 
たそ-つうそかすと そつそいかせせふこ せあちそお, そてしけねけすふこ そて おちとえけに さあさけす-てそ つとえといそ つたか-
ぬけあしへせふす うそつたちけみてけかす すけちあ け たちそけつにそおみはけに つそいふてけこ, たちけつとてつてうけかす 
てそせさそこ けせてとけぬけけ け そいそつてちかせせそえそ ねとてへみ. 》そ うつかこ うけおけすそつてけ, かか おあうせみみ 
たちそなかつつけそせあしへせあみ とうしかねかせせそつてへ «』てちあせそこ とてちかせせかこ つうかきかつてけ» (うさしま-
ねあみ け おそつさそせあしへせそか うしあおかせけか さそちかこつさけす みくふさそす), あ うおそいあうそさ さ てそすと くせあ-
せけか け みくふさそう かうちそたかこつさけに, たしまつ けつてそちけけ け さとしへてとちふ うそつてそねせふに つてちあせ — 
おあ すあしそ しけ ねかえそ かはか?.. — うつか ほてそ うさとたか «つなそちすけちそうあしそ» と 〉あてあしへけ てそて 
つあすふこ せかたそうてそちけすふこ のあちす, さそてそちふこ たちけてみえけうあし さ せかこ すせそえけに け つそうかち-
のかせせそ ちあくせふに しまおかこ, ちあつたそしあえあし さ せかこ いとさうあしへせそ つ たかちうふに すえせそうかせけこ 
そいはかせけみ. [あくあしそつへ, そせあ いふしあ たちそつてあ, せそ うすかつてか つ てかす — せかたかちかおあうあかすそ 
くあえあおそねせあ. ¨ てあさ そいあみてかしへせあ.

′せあせけか ╇そつてそさあ, さあさ すせか たちかおつてあうしみかてつみ, たちけおあしそ そつそいとま とてそせねかせ-
せそつてへ け えしといけせと かか けつつしかおそうあてかしへつさそすと てあしあせてと, さそてそちふこ つそ うちかすかせかす 
たちかそおそしかし «さそちかこつさけか たちかおかしふ», いとさうあしへせそ うふちうあうのけつへ せあ すけちそうそこ 
たちそつてそち. 【ちとおせそ, たそたちそつてと せかうそくすそきせそ うふちあくけてへ う おうとに つしそうあに, さあさけすけ 
すせそえそそいちあくせふすけ け ちあくせそつてそちそせせけすけ そさあくあしけつへ と 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ 
せあとねせふか けせてかちかつふ, ちかあしけくそうあうのけかつみ, えそうそちみ みくふさそす すかきおとせあちそおせけさそう, 
け う そておかしへせそす なそちすあてか, け う つそあうてそちつさけに つ すときかす, ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす, 
う てちとおあに たそ そいのけちせそすと ちみおと てかすあてけねかつさけに せあたちあうしかせけこ け おけつぬけたしけせ, 
つちかおけ さそてそちふに すかきおとせあちそおせふか そてせそのかせけみ け おけたしそすあてけみ, えかそたそしけてけさあ 
け ほさそせそすけさあ, たそしけてそしそえけみ け さとしへてとちそしそえけみ, あすかちけさあせけつてけさあ け うそつてそ-
さそうかおかせけか. 《おせけ てそしへさそ せあくうあせけみ つそくおあせせふに てちとおそう («╅さてとあしへせふか たちそ-
いしかすふ つそうちかすかせせふに すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ», «〈せそえそたそしまつせふこ 
すけち», «[とおあ けおかて ねかしそうかねかつてうそ?», «〈とおちそつてへ ╇そつてそさあ け ′あたあおあ», «╅すか-
ちけさあ: うねかちあ け つかえそおせみ», «[けてあこつさあみ すそくあけさあ», «‒ちあせぬけみ: け [うあくけすそおそ, 
け [そさそ ぃあせかしへ», «[そちかこつさけか くあちけつそうさけ» け おち.) せあえしみおせそ つうけおかてかしへ-
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つてうとまて そ せあとねせそこ えしといけせか, そ つけつてかすせそす たそせけすあせけけ すせそえそつしそきせそつてけ 
つそうちかすかせせそえそ すけちあ…

』うかてしあみ たあすみてへ 〉あてあしへか ╆あきあせそうそこ.
╊か «おとのあ いふしあ ねけつてあ, さあさ しそてそつ…»

』かうちまさそうあ 』.╅.*

〉あつてそみはあみ しかおけ

4 せそみいちみ 2004 えそおあ, さあさ つかこねあつ たそすせま, すかせみ たちけせみしけ せあ ちあいそてと う ╉けたしそ-
すあてけねかつさとま あさあおかすけま 〈¨╉ 『そつつけけ. 〈そみ おそしきせそつてへ くうあしあつへ えそちおそ: 
«たそすそはせけさ たちそちかさてそちあ たそ せあとねせそこ ちあいそてか け すかきおとせあちそおせふす つうみ-
くみす ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ ╆あきあせそうあ». っ たちそちあいそてあしあ う ╅さあおかすけけ うつかえそ 
せかつさそしへさそ すかつみぬかう, さそえおあ すそこ とねけてかしへ け せあつてあうせけさ たそ 『】╉〉 ╇あしかちけこ 
』かすかせそうけね ╉かせけつかせさそ たちけえしあつけし すかせみ う ちかつてそちあせ そてすかてけてへ 23 なかう-
ちあしみ. 》ちけ ほてそす そせ たちかおとたちかおけし, ねてそ たちけえしあつけし てあさきか いしけくさけに おちとくかこ 
╊.》. ╆あきあせそうあ け かえそ つとたちとえと 〉.╊. ╆あきあせそうと.

っ かにあしあ せあ うつてちかねと け そねかせへ うそしせそうあしあつへ, たちかきおか うつかえそ たそてそすと, ねてそ 
せか くせあしあ, さあさ さ ほてそすと そてせかつかてつみ すそこ のかな, とうけおかう すかせみ う せかなそちすあしへせそこ 
そいつてあせそうさか; さあさ すかせみ うそつたちけすかて 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ? 』 てあさけすけ すふつ-
しみすけ おそいちあしあつへ おそ ちかつてそちあせあ け, さそせかねせそ, そたそくおあしあ せあ ぬかしふこ ねあつ, けく-くあ 
ねかえそ つけしへせそ ちあつつてちそけしあつへ. 》ちそのしあ う くあし け とうけおかしあ としふいあまはとまつみ さちあ-
つけうとま きかせはけせと つ いそしへのけすけ つかちそ-えそしといふすけ えしあくあすけ. ╇あしかちけこ 』かすかせそ-
うけね せあねあし せあつ くせあさそすけてへ. 〈そみ うけくあうけ たちそつてそ たちかおつてあうけしあつへ: «〉あてあのあ». 
[そえおあ み とうけおかしあ けつさちかせせまま としふいさと け おそいちそきかしあてかしへせふこ うくえしみお, すそか 
うそしせかせけか たそねてけ けつねかくしそ.

《せあ せか いふしあ たそにそきあ せあ «きかせと のかなあ», さそてそちとま み つかいか せあなあせてあくけ-
ちそうあしあ, たそさあ かにあしあ せあ うつてちかねと. 』せあねあしあ み いふしあ つさそうあせせあ, せか くせあみ, さあさ 
そいはあてへつみ つ ねかしそうかさそす けせそえそ たそしそきかせけみ う そいはかつてうか. ╊つてかつてうかせせそ, 〉あてあ-
しへみ ╊うえかせへかうせあ ほてそ くあすかてけしあ け うつみねかつさけ すかせみ ちあくうしかさあしあ, ちあつつさあくふうあみ 
けせてかちかつせふか けつてそちけけ. っ としふいあしあつへ, つしとのあしあ け さけうあしあ. 〉かそきけおあせせそ ちあく-
えそうそち くあのかし そ つそいあさあに (さあさ そせあ おそえあおあしあつへ, ねてそ と すかせみ くそしそてけつてふこ ちかてちけ-
うかち?). ¨ てとて すかせみ «たそせかつしそ». 』あすあ せか くあすかてけしあ, さあさ せあのか そいはかせけか つてあしそ 
しかえさけす け せかたちけせときおかせせふす. 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ とすかしあ ちあくえしみおかてへ ねかしそ-
うかさあ け ねとうつてうそうあしあ, さあさ せあおそ たそつてとたけてへ, さあさ ちあくえそうそちけてへ, そてうしかねへ. 《せあ 
せか たちそつてそ そさあくあしあつへ つそうつかす おちとえそこ. 《せあ そたちそうかちえしあ すそけ たちかおつてあうしかせけみ 

* 』うかてしあせあ ╅しかさつあせおちそうせあ 』かうちまさそうあ — たそすそはせけさ たちそちかさてそちあ たそ せあとねせそこ ちあいそてか ╉けたしそすあてけねか-
つさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ.
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そ «きかせか のかなあ», け たちそけくうかしあ せあ すかせみ そねかせへ つけしへせそか うたかねあてしかせけか. [ちあ-
つけうあみ, きけくせかちあおそつてせあみ, つそ うさとつそす け ねとうつてうそす つてけしみ, てそせさそこ おとのかうせそこ 
そちえあせけくあぬけかこ, とうあきあまはあみ うつかに そさちときあまはけに せかくあうけつけすそ そて けに ちあせえあ 
け たそしそきかせけみ う そいはかつてうか.

╇ちかすみ たちそしかてかしそ せかくあすかてせそ, すふ つてあしけ つそいけちあてへつみ おそすそこ. 〉あてあしへみ 
╊うえかせへかうせあ う えあちおかちそいか せあおかしあ のといさと け そねかせへ せかそいふねせとま のあたそねさと, 
け てとて おそ すかせみ おそのしそ, ねてそ そせあ そねかせへ たそにそきあ せあ あさてちけつと 《おちけ ｠かたいむちせ. 
′せあすかせけてあみ あさてちけつあ う いかしそこ のあたそねさか つそしけちそうあしあ う なけしへすか «『けすつさけか 
さあせけさとしふ», あ と 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ いふしあ てそねへ-う-てそねへ てあさあみ きか のあたそねさあ, 
てそしへさそ ねかちせあみ.

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ しまいけしあ おかしあてへ たそおあちさけ け たそしとねあしあ そて ほてそえそ 
そえちそすせそか とおそうそしへつてうけか. 8 〈あちてあ, 〉そうふこ えそお けしけ ねてそ-てそ かはか — そせあ 
うつかえおあ くうそせけしあ け たそくおちあうしみしあ つ たちあくおせけさあすけ けしけ うあきせふすけ おしみ ねかしそうかさあ 
つそいふてけみすけ. ╉そ つけに たそち にちあせま かか たそおあちさけ: さけてあこつさけこ うかかち けく つあせおあしそ-
うそえそ おかちかうあ, おかちかうみせせふか いちあつしかてふ け いとつふ, たあちと さそなかこせふに なあちなそちそうふに 
ねあのかさ, ちそくそうふこ くあすのかうふこ さしあてね.

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ, さそてそちとま み うつかえおあ いとおと たそすせけてへ つ いかくえちあせけねせふす 
とうあきかせけかす, そつてあしあつへ おしみ すかせみ たちけすかちそす せあつてそみはかこ しかおけ.

』すけちせそうあ ╅.‒.*

〈せか さあくあしそつへ, ねてそ うつか かはか 
うたかちかおけ…

[そえおあ み うせけすあてかしへせそ ちあくえしみおふうあしあ 
なそてそえちあなけけ 〉あてあのけ う とおけうけてかしへせふに, 
たそてちみつあまはか けせてかちかつせふに, てあしあせてしけうふに 
させけえあに ╆あきあせそうふに: おうとにてそすせけさか «╅すか-
ちけさあ: うねかちあ け つかえそおせみ», «╇そつてそねせふこ ほさつ-
たちかつつ つ そつてあせそうさあすけ せあ ′あたあおか», «』てちあせあ 
うかつかしふに いそえそう», «[けてあこつさあみ すそくあけさあ», 
«[けてあこつさあみ えちあすそてあ» け すせそえけに おちとえけに, てそ 
うけおかしあ そねあちそうあてかしへせとま きかせはけせと. 》ちか-
しかつてせそか しけぬそ, てそねかせあみ なけえとちさあ, せかたちけ-
せときおかせせそつてへ, かつてかつてうかせせそつてへ. ╅ さそえおあ 

* ╅おかしあけおあ ‒かおそちそうせあ 』すけちせそうあ — くあうかおとまはあみ ちかおあさぬけそせせそ-けくおあてかしへつさけす そておかしそす ╉けたしそすあてけ-
ねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ.
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つしふのあしあ, つ さあさそこ せかきせそつてへま ╊うえかせけこ 》かてちそうけね えそうそちけし «すそみ 〉あてあのあ», 
すせか そねかせへ にそてかしそつへ つ せかこ たそくせあさそすけてへつみ.

ゅてそ つしとねけしそつへ せあ 60-しかてせかす まいけしかか ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ. 《きけおあせけみ 
すかせみ せか そいすあせとしけ. 〈ふ うつてちかてけしけつへ てあさ, さあさ いとおてそ いふしけ くせあさそすふ すせそえそ 
しかて. ╉そいちそきかしあてかしへせふこ, すけしふこ ねかしそうかさ, とすせふこ, うせけすあてかしへせふこ つそいか-
つかおせけさ, たそ-すそかすと, てそせさあみ, たそほてけねせあみ せあてとちあ おあ かはか け つ ねとうつてうそす ますそちあ. 
¨すかせせそ たそほてそすと み つねけてあしあ, ねてそ すせそえけか しけちけねかつさけか そてつてとたしかせけみ, みちさけか 
そたけつあせけみ すかつて け つそいふてけこ う させけえあに ╆あきあせそうふに せあたけつあせふ けすかせせそ 〉あてあ-
のかこ.

【あさけか しまおけ, さあさ 〉あてあのあ, う せあのか うちかすみ いそしへのあみ ちかおさそつてへ. ╉ちときけてへ 
つ せけすけ すそきせそ おかつみてけしかてけみすけ, あ たそしまいけてへ せあうつかえおあ. っ たそねかすと-てそ いふしあ 
とうかちかせあ, ねてそ すふ つ せかこ さそえおあ-せけいとおへ たそてそす そいみくあてかしへせそ ついしけくけすつみ. 
》そてそす… 〈せか さあくあしそつへ, ねてそ うつか かはか うたかちかおけ...

╋あしへ! ╆かくとすせそ きあしへ!

』そしせぬかうあ ╊.』.*

╇かねせあみ かこ きけくせへ

╆かくうちかすかせせあみ さそせねけせあ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ — う ほてそ てちとおせそ たそうかちけてへ!
っ うけおかしあつへ つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ すかせかか えそおあ せあくあお. ゅてあ かおけせつてうかせ-

せあみ うつてちかねあ せあうつかえおあ そつてあせかてつみ う すそかこ たあすみてけ. ╆ふしあ そつかせへ, くあ そさせそす 
せあさちあたふうあし おそきおへ. ╊うえかせけこ 》かてちそうけね そいちあてけしつみ さそ すせか つ たちそつへいそこ 
そてせかつてけ おそさとすかせてふ 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか う ちかつてそちあせ せあたちそてけう. っ つ とおそ-
うそしへつてうけかす うくみしあ けに, そおかしあつへ け そてたちあうけしあつへ てとおあ. ╇ «[あついあちか» (てあさ 
せあくふうあかてつみ ほてそて ちかつてそちあせ) すかせみ うつてちかてけしけ そねかせへ たちけうかてしけうそ. ╅おすけせけ-
つてちあてそち, とくせあう せそすかち つてそしけさあ, つ えそてそうせそつてへま たそおうかし すかせみ さ ほてそすと すかつてと. 
〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ しまいけしあ いふうあてへ う «[あついあちか», けくうかつてせそす つうそけす そちけえけ-
せあしへせふす けせてかちへかちそす. 》そくきか み とくせあしあ, ねてそ かか たそすせけしけ け しまいけしけ うそ うつかに 
すかつてあに, えおか いふ そせあ せけ たそみうしみしあつへ.

′あ とまてせふす つてそしけさそす つけおかしけ ちそおつてうかせせけぬあ ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ 
け 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ. っ かか いかくそのけいそねせそ とくせあしあ たそ さちあつけうふす えしあくあす, 
てかたしそすと, うせけすあてかしへせそすと うくえしみおと け そいあみてかしへせそこ としふいさか. 〈ふ たそくおそちそうあ-
しけつへ, そせあ そいちあてけしあつへ さそ すせか, かか えそしそつ いふし すみえさけす け すかしそおけねせふす. «[あさあみ 
たそてちみつあまはあみ きかせはけせあ!» — うつか うちかすみ おとすあしあ み.

* ╊しかせあ 』かちえかかうせあ 』そしせぬかうあ — さあせおけおあて ほさそせそすけねかつさけに せあとさ, せあねあしへせけさ 】たちあうしかせけみ たそ つうみくみす 
つ そいはかつてうかせせそつてへま け たちそてそさそしあ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ.
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〉かつさそしへさそ すけせとて そいはかせけみ そつてあうけしけ 
せかけくえしあおけすそか うたかねあてしかせけか. 】 すかせみ いふしそ 
そはとはかせけか, いとおてそ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ 
くあえしみせとしあ すせか う おとのと, う さあきおふこ かか とえそ-
しそさ. 《て せかか うかみしそ うせとてちかせせかこ つけしそこ 
け すとおちそつてへま. ゅてそ くうとねあしそ う さあきおそす かか 
つしそうか け ねとうつてうそうあしそつへ う さあきおそす きかつてか. 
╇ふこおみ けく ちかつてそちあせあ, み たそせみしあ, ねてそ すせか 
にそねかてつみ そいはあてへつみ つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかう-
せそこ うせそうへ け うせそうへ.

【かたかちへ, さそえおあ かか せかて つ せあすけ, あ いそしへ 
とてちあてふ たかちかたそしせみかて おとのと, にそねかてつみ 
うかちけてへ, ねてそ てか つしそうあ — «[てそ くあいふうあかて 
つかいみ — てそて そいちかてあかて. [てそ たちそはあかて, てそすと 
たちそつてけてつみ. [てそ とすけちあかて — てそて たちそつふたあ-
かてつみ さ ╇かねせそこ ╋けくせけ», — せあたけつあせせふか 
たそお かか なそてそえちあなけかこ う てちあとちせそこ ちあすか, 
みうしみまてつみ かか きけくせかせせふす さちかおそ, ねてそ う かか おとのか いふしあ たそおしけせせあみ うかちあ 
う きけくせへ, けつてけせせふか ねとうつてうあ, しまいそうへ さ しまおみす け ╆そえと.

【そしさあねかうあ ょ.╇.*

っちさけか け けせてかちかつせふか させけえけ

〈せそえそしかてせけこ てうそちねかつさけこ つそまく 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ け ╊うえかせけみ 》かてちそ-
うけねあ ╆あきあせそうふに にそちそのそ くせあさそす ねけてあてかしみす せあのかこ せあとねせそこ いけいしけそてかさけ. 
¨く-たそお けに たかちあ うふのしそ つうふのか 40 させけえ, すせそきかつてうそ つてあてかこ う ついそちせけさあに 
け たかちけそおけねかつさけに けくおあせけみに. ╇つか そせけ せあのしけ おそつてそこせそか すかつてそ う せあのけに 
いけいしけそてかねせふに なそせおあに.

ぁてそ きか うふくふうあかて けせてかちかつ と ねけてあてかしかこ (あ ほてそ せか てそしへさそ つてとおかせてふ け つしと-
のあてかしけ, せそ け たちそなかつつそちつさそ-たちかたそおあうあてかしへつさけこ つそつてあう, せあとねせふか ちあいそて-
せけさけ, あつたけちあせてふ ╉けたあさあおかすけけ) さ ほてけす てちとおあす? 》ちかきおか うつかえそ てそ, ねてそ 
╆あきあせそうふ — いしかつてみはけか たちそなかつつけそせあしふ. 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ いふしあ うかおと-
はけす つたかぬけあしけつてそす たそ 』かうかちせそこ け ょきせそこ [そちかか. 】つてそこねけうそこ たそたとしみち-
せそつてへま たそしへくとかてつみ と せあのけに ねけてあてかしかこ かか すそせそえちあなけみ «╇せかのせかほさそせそすけ-
ねかつさけか つうみくけ [〉╉『. ╇ たそけつさあに うふにそおあ けく てとたけさあ», うふのかおのあみ う 1993 えそおと 

* ょしけみ ╇あつけしへかうせあ 【そしさあねかうあ — おけちかさてそち せあとねせそこ いけいしけそてかさけ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 
〈¨╉ 『そつつけけ.
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う けくおあてかしへつてうか «〉あとさあ». ぁかてさあみ け にそちそのそ 
つてちとさてとちけちそうあせせあみ たそおあねあ すあてかちけあしあ, 
えしといそさけこ あせあしけく たちそいしかす, せあつふはかせ-
せそつてへ つてあてけつてけねかつさけすけ おあせせふすけ け さそせ-
さちかてせふか うふうそおふ. ╇つか ほてそ たそくうそしみかて てかす, 
さてそ くあせけすあかてつみ たちそいしかすあすけ おあせせそえそ 
ちかえけそせあ, しとねのか ちあくそいちあてへつみ う つたかぬけなけさか 
け そつそいかせせそつてみに つてちあせふ.

╇ 2010 えそおと と 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ 
け ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ うふのしあ させけえあ 
«[そちかこつさけか くあちけつそうさけ», け, さそせかねせそ, いかく 
えしといそさそえそ くせあせけみ つてちあせふ, てちあおけぬけこ, 
せあぬけそせあしへせふに そつそいかせせそつてかこ け みくふさあ, 
あ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ くせあしあ ねかてふちか けせそ-
つてちあせせふに みくふさあ (さそちかこつさけこ, あせえしけこ-
つさけこ, なちあせぬとくつさけこ, さけてあこつさけこ) — させけえあ 
せか たそしとねけしあつへ いふ てあさそこ みちさそこ け けせてか-

ちかつせそこ. ╇つか たちそけくうかおかせけみ («[けてあこつさあみ すそくあけさあ», «╇そつてそねせふこ ほさつたちかつつ 
つ そつてあせそうさあすけ せあ ′あたあおか», «[けてあこつさあみ えちあすそてあ…», «〈とおちそつてへ ╇そつてそさあ 
け ′あたあおあ», «』てちあせあ うかつかしふに いそえそう», «』ひかおそいせふか おちあさそせふ», «‒ちあせぬけみ: 
け [うあくけすそおそ, け [そさそ ぃあせかしへ», «ゅてあ えちとつてせそ-うかつかしあみ ¨てあしけみ»), うふのかお-
のけか けく-たそお たかちあ ╆あきあせそうふに, みうしみまてつみ ねあつてけねさあすけ ちあくせそぬうかてせそえそ さあしかこ-
おそつさそたあ, たそくうそしみまはかえそ ねけてあてかしま つ せあけいそしへのかこ たそしせそてそこ そはとてけてへ せあの 
すせそえそそいちあくせふこ すけち.

《つそいそか すかつてそ う なそせおあに いけいしけそてかさけ くあせけすあまて けくおあせけみ, さそてそちふか 
うさしまねかせふ う とねかいせふか たちそえちあすすふ さあなかおち そいはかつてうかせせふに せあとさ (えそつと-
おあちつてうかせせそえそ とたちあうしかせけみ け せあぬけそせあしへせそこ いかくそたあつせそつてけ, たそしけてそしそえけけ 
け なけしそつそなけけ, すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ) け ちかさそすかせおとまてつみ つしとのあ-
てかしみす う さあねかつてうか そつせそうせそこ とねかいせそこ しけてかちあてとちふ. ゅてそ てあさけか させけえけ, さあさ 
«〈かきおとせあちそおせふか そてせそのかせけみ う XXI うかさか», «[とおあ けおかて ねかしそうかねかつてうそ? 
《 てかせおかせぬけみに すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ う XXI うかさか», «╉けあしそえ け つてそし-
させそうかせけか ぬけうけしけくあぬけこ», «〈けち け うそこせあ», «〈せそえそたそしまつせふこ すけち» け おち.

《ねかせへ きあしへ, ねてそ つちかおけ あうてそちそう させけえ, さそてそちふすけ たそたそしせみまてつみ なそせおふ 
いけいしけそてかさけ, てかたかちへ ときか せか いとおかて 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ ╆あきあせそうそこ — 
ねかしそうかさあ てうそちねかつさそえそ, みちさそえそ, うかしけさそしかたせそえそ たちそなかつつけそせあしあ.



╈╉『 1989

╇ ╈╉『 せあさあせとせか そいひかおけせかせけみ つ ′あたあおせそこ ╈かちすあせけかこ. 
』さそちそ «てちあいあせてふ» つすかせみて «あとおけ» け «すかちつかおかつふ»

』 うそつてそねせそえかちすあせつさけす さそすすとせけつてそす

Из семейного альбома 
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Из семейного альбома
〉╊′╅╆ぉ╇╅╊〈《╊ 』『╊╉¨′╊〈〉《〈《『ゃ╊ 1990

‒ちあせぬけみ

╇つかえおあ せあ つうかてしそこ つてそちそせか. 
』てあちあみ としそねさあ
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¨てあしけみ
『けすつさけか さあせけさとしふ

】 つそいそちあ cう. 》かてちあ

〉あ ‒そちとすか
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Из семейного альбома
╈ちかぬけみ

》そお つそしせぬかす ゅししあおふ

〈そせあさそ

╇ 〈そせてか-[あちしそ
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]まさつかすいとちえ 2001 け ╆かしへえけみ 2002

〉あ «》あちあおか さそちそう» う ]まさつかすいとちえか

╆ちまええか せあくふうあまて 』かうかちせそこ ╇かせかぬけかこ
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Из семейного альбома
‒ちあせぬけみ  2001—2002

』 ねかえそ せあねけせあかてつみ ‒ちあせぬけみ? 
╆ふてへ すそきかて, つ 〉そてち-╉あす…
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╇かちつあしへ うかしけさそしかたかせ — 
«のしみたと おそしそこ»

〉かすせそえそ いちまてあ そて Moむt et Chandon…

]まいけすそか いしまおそ 〉あてあのけ — 
すけおけけ. ╇ たあちけきつさそす 

ちかつてそちあせねけさか
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Из семейного альбома

╅ すそちか つそうつかす ちみおそす. 】 いあつてけそせそう  』かせ-〈あしそ, ╆ちかてあせへ

っにてふ う えあうあせけ えそちそおあ 《せなしむち,
〉そちすあせおけみ

』うかきけこ すそちつさそこ うかてかち と つてかせ
〈そせ-』かせ-〈けのかしへ, 〉そちすあせおけみ
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╇ つてあちそす くあすさか 

╇ 』てちあついとちえか — つてそしけぬか ゅしへくあつあ



332

Из семейного альбома
ぃうかこぬあちけみ 2003

╇ えそつてみに と すけのさけ.
〉かしかえさそ つしときけてへ つけすうそしそす ╆かちせあ

╉かえとつてあぬけみ なそせおま う つふちそうあちせか 
╈ちまこかち ╇ ╈ちけせおかしへうあしへおか

〉あ そておふにか う ╅しへたあに
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『とすふせけみ 2003

』 ちとすふせつさけすけ おちとくへみすけ う え. ╆ちあのそう
〉あ たとてけ う ╆ちあせ —

しかえかせおあちせふこ くあすそさ えちあなあ ╉ちあさとしふ

』 あちてけつてあすけ
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Из семейного альбома
ぁかにけみ  2004

》としへつ 》ちあえけ しとねのか つしふのかせ 
つ ╈ちあおねあせ

】 たあすみてせけさあ っせと ╈とつと
う 》ちあえか

をかしかいせあみ うそおあ
[あちしそうふに ╇あち
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╇ とまてせそす さあなか  せあ ちふせそねせそこ たしそはあおけ ねかのつさそえそ えそちそおあ ｠かい

¨くちあけしへ 1993

〉あ あちあいつさそす ちふせさか ¨かちとつあしけすあ
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Из семейного альбома

〉あ 〈あつしけねせそこ えそちか

〉あ おちかうせけに としけぬあに ╉あすあつさあ

』けちけみ 2001
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╇ くせあすかせけてそす すそせあつてふちか つう. ‒かさしふ
(え. 〈ああしとしあ)

』ちかおけ  おちとくかこ

╇ えそつてみに と あつたけちあせてあ
╉けたあさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ,
ねしかせあ たあちしあすかせてあ 』けちけけ
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【そしすあねかう 》.¨.*

╇ふつそねあこのけこ とちそうかせへ せあとねせそこ すふつしけ

〈かきおとせあちそおせふか そてせそのかせけみ そてせそつみてつみ 
さ せあけいそしかか うそつてちかいそうあせせふす せあたちあうしか-
せけみす えとすあせけてあちせそこ せあとさけ. ╇ くせあねけてかしへ-
せそこ つてかたかせけ ほてそ たちかおそたちかおかしみかてつみ てちかせ-
おあすけ えしそいあしけくあぬけけ. 》ちそぬかつつふ たそつしかおせけに 
25 しかて たちけうかしけ さ さそしそつつあしへせふす えかそたそしけ-
てけねかつさけす けくすかせかせけみす せあ くかすせそす のあちか. 
《つすふつしかせけか ほてけに たちそぬかつつそう — あさてとあしへ-
せかこのあみ くあおあねあ けつつしかおそうあてかしかこ うせかのせかこ 
たそしけてけさけ け おけたしそすあてけけ.

【ちとおふ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ ╆あきあせそ-
うそこ, たちそなかつつそちあ, おそさてそちあ ほさそせそすけねかつさけに 
せあとさ, たそ すそかすと えしといそさそすと といかきおかせけま, 
くあせけすあまて そつそいそか すかつてそ う ちかのかせけけ ほてそこ 
くあおあねけ. 〉あたけつあせせふか う てそす ねけつしか う つそあう-
てそちつてうか つ ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす ╆あきあ-
せそうふす, おそさてそちそす けつてそちけねかつさけに せあとさ, 

たちそなかつつそちそす, ちかさてそちそす ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ, そせけ 
そてせそつみてつみ さ せあけいそしかか みちさけす そいちあくぬあす けつつしかおそうあせけこ つそうちかすかせせふに すかき-
おとせあちそおせふに そてせそのかせけこ.

╇ ちあすさあに おあせせそこ たといしけさあぬけけ あうてそち せか つてあうけて ぬかしへま おあてへ いけいしけそえちあ-
なけねかつさけこ そいくそち うつかに けつつしかおそうあせけこ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ, あ そえちあせけねけうあかてつみ 
しけのへ せかさそてそちふすけ けく せけに**.

╊はか う せかおあうせかす たちそのしそす う そつせそうか すかてそおそしそえけけ けつつしかおそうあせけこ しかきあしけ 
けおかそしそえけねかつさけか たちかおたそねてかせけみ, つなそちすとしけちそうあせせふか う «ちとさそうそおみはけに» 
おそさとすかせてあに [》』』. ╇うかおかせけか う せあとねせふこ そいそちそて せそうふに けつてそねせけさそう — 
けすたかちあてけう うちかすかせけ. ╆かく ほてそえそ せかしへくみ つそつてあうけてへ たちかおつてあうしかせけか そ ちあくうけ-
てけけ すかきおとせあちそおせそえそ つそてちとおせけねかつてうあ せあ おうとつてそちそせせかこ け すせそえそつてそちそせ-
せかこ そつせそうか う たかちけそお すかきおとせあちそおせふに さちけくけつそう. ¨, ねてそ かはか いそしかか うあきせそ, 

* 》かてち ¨うあせそうけね 【そしすあねかう — おそさてそち ほさそせそすけねかつさけに せあとさ, たちそなかつつそち さあなかおちふ すけちそうそこ 
ほさそせそすけさけ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ.
** ╆あきあせそうあ 〉.╊. ゅさそせそすけねかつさあみ つけつてかすあ 』かうかちせそこ [そちかけ; ╆あきあせそうあ 〉.╊. 』あすあみ くあえあおそねせあみ うそこせあ 
｠｠ つてそしかてけみ // ╆あきあせそう ╊.》. ╅さてとあしへせふか たちそいしかすふ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ. ¨くいち. てちとおふ. 
╇ 3-に て. 【. 3. 〈.: 〉あとねせあみ させけえあ, 2002; ╆あきあせそう ╊.》., ╆あきあせそうあ 〉.╊. [そちかこつさけか くあちけつそうさけ. 〈.: ╇そつ-
てそさ-′あたあお, 2010; 《せけ きか. 〈けち け うそこせあ. 〈.: ╇そつてそさ-′あたあお, 2011. 《せけ きか. 〈かきおとせあちそおせふか そてせそのかせけみ 
う XXI うかさか. M.: ╇そつてそさ-′あたあお, 2011; 《せけ きか. ╉けあしそえ け つてそしさせそうかせけか ぬけうけしけくあぬけこ. 〈.: ╇かつへ 〈けち, 2013.
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[そししかえけ う そいしあつてけ せあとさけ け そいちあくそうあせけみ

そぬかせけてへ ほななかさてけうせそつてへ ほさそせそすけねかつさそこ おけたしそすあてけけ, うせかのせけに ちけつさそう, 
うふくそうそう け とえちそく.

╇ ほてそす さそせてかさつてか そいひかさてけうせふこ あせあしけく うせかのせかこ たそしけてけさけ たちかおのかつてうと-
まはけに たかちけそおそう たそくうそしみかて うふつてちそけてへ たかちつたかさてけうと せあぬけそせあしへせそこ うせかの-
せかたそしけてけねかつさそこ つてちあてかえけけ う つうかてか つそうちかすかせせふに ちかあしけこ, おそつてけねへ いあしあせつあ 
けせてかちかつそう せあ ちかえけそせあしへせそこ け すかきおとせあちそおせそこ そつせそうか. ¨, ねてそ そつそいかせせそ 
せかそいにそおけすそ, つそつてあうけてへ せあとねせふこ さそせてかせて, あさてとあしけくけちそうあせせふこ つそうちかすかせ-
せふすけ せあぬけそせあしへせふすけ うせかのせかたそしけてけねかつさけすけ つてちあてかえけみすけ, おそさてちけせあすけ, 
たそおにそおあすけ. 《ておかしへせあみ たそてちかいせそつてへ — う そつうそかせけけ さそちたそちあてけうせふす いけくせか-
つそす さとしへてとちふ け せあぬけそせあしへせふに そつそいかせせそつてかこ いけくせかつ-つちかおふ くあちといかきせふに 
つてちあせ. ゅてそて たちけさしあおせそこ あつたかさて せあとさけ そ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけみに 
ちかあしけくそうあせ う ちあいそてあに 〉.╊. ╆あきあせそうそこ け ╊.》. ╆あきあせそうあ. ╇ つうみくけ つ ほてけす たちかお-
つてあうしみかてつみ, ねてそ う てかそちけけ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ そつそいそか くせあねかせけか 
けすかまて たちけせぬけたふ すかてそおそしそえけけ あせあしけくあ うせかのせかこ たそしけてけさけ.

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ ╆あきあせそうあ う つうそけに ちあいそてあに «ゅさそせそすけねかつさあみ 
つけつてかすあ 』かうかちせそこ [そちかけ» け «』あすあみ くあえあおそねせあみ うそこせあ ｠｠ つてそしかてけみ», 
ちみおか ちあいそて, せあたけつあせせふに う つそあうてそちつてうか つ ╊.》. ╆あきあせそうふす, うかしけさそしかたせそ 
たちそおかすそせつてちけちそうあしあ ちかのかせけか せあとねせそこ くあおあねけ, たそしそきけう う そつせそうと たちけせ-
ぬけた つそそてせそのかせけみ ほさそせそすけさけ け たそしけてけさけ う つそうちかすかせせふに すかきおとせあちそお-
せふに そてせそのかせけみに. 〉あちみおと つ けつたそしへくそうあせけかす おちとえけに てかそちけこ, たちけせぬけ-
たそう, すかてそおそしそえけこ う つそうそさとたせそつてけ つ いしかつてみはけす くせあせけかす けせそつてちあせせふに 
みくふさそう, さとしへてとちふ, けつてそちけけ, ほてせそえちあなけけ, おけたしそすあてけねかつさそえそ たちそてそさそしあ, 
〉.╊. ╆あきあせそうあ つそくおあしあ くせあねけてかしへせそか ねけつしそ せあとねせふに ちあいそて たそ ちあくしけねせふす 
たちそいしかすあす すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ, あさてとあしへせそつてへ さそてそちふに いとおかて 
つそにちあせかせあ せあ おかつみてけしかてけみ うたかちかお.

〉あけいそしかか たそつしかおそうあてかしへせそ ほてそて たそおにそお ちかあしけくそうあせ う あせあしけくか うせかの-
せかこ たそしけてけさけ えそつとおあちつてう [そちかこつさそえそ たそしとそつてちそうあ, そぬかせさか たそしけてけさけ 
』そうかてつさそえそ 』そまくあ け つそうちかすかせせそこ 『そつつけけ う そてせそのかせけけ [〉╉『 け 『かつたと-
いしけさけ [そちかみ. 》ちかおつてあうしみかてつみ, ねてそ そいそいはあまはけす おしみ ちあいそて 〉.╊. ╆あきあ-
せそうそこ すそきかて つしときけてへ うふうそお, ねてそ ほさそせそすけさあ け たそしけてけさあ みうしみまてつみ ちあく-
しけねせふすけ つなかちあすけ つそうちかすかせせそえそ えそつとおあちつてうあ, う てそす ねけつしか け えそつとおあちつてうあ 
つ あうてそちけてあちせそこ すそおかしへま ほさそせそすけさけ. 》ちあうけしへせそか たそせけすあせけか けに おけあ-
しかさてけねかつさそえそ かおけせつてうあ, すかにあせけくすあ うくあけすそおかこつてうけみ け くあさちかたしかせけか かえそ 
う たちあうそうそす せあぬけそせあしへせそす たそしか けすかかて せか てそしへさそ てかそちかてけねかつさそか, せそ 
け そえちそすせそか たちあさてけねかつさそか くせあねかせけか う つてあせそうしかせけけ すかきえそつとおあちつてうかせせふに 
そてせそのかせけこ, なそちすけちそうあせけけ かおけせそえそ ほさそせそすけねかつさそえそ たちそつてちあせつてうあ, うせと-
てちかせせけに けつてそねせけさそう せあさそたしかせけみ け そいかつたかねかせけみ ほさそせそすけねかつさそえそ ちそつてあ 
せあぬけそせあしへせそこ ほさそせそすけさけ, たそけつさあ つうそかこ せけのけ う すけちそうそす にそくみこつてうか.

╇ そつせそうと つそうすかつてせそこ つ ╊.》. ╆あきあせそうふす すそせそえちあなけけ «[そちかこつさけか 
くあちけつそうさけ» たそしそきかせふ あうてそちつさそか うけ́おかせけか ちあくしけねせふに あつたかさてそう さそちかこつさそこ 
ぬけうけしけくあぬけけ, けつてそちけけ [そちかこつさそえそ たそしとそつてちそうあ, たそしけてけねかつさそこ, つそぬけ-
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あしへせそ-ほさそせそすけねかつさそこ, さとしへてとちせそこ きけくせけ 『かつたといしけさけ [そちかみ; しけねせふか 
せあいしまおかせけみ, あ てあさきか つうかおかせけみ, たそねかちたせとてふか けく すせそえそねけつしかせせふに けつてそね-
せけさそう け しけてかちあてとちふ. 》そ つとてけ, ほてそ すかきおけつぬけたしけせあちせそか けつつしかおそうあせけか 
けつてそちけけ, ほさそせそすけさけ, たそしけてけさけ, さとしへてとちふ, えかそほさそせそすけねかつさそえそ つてあてとつあ, 
ほてせそえちあなけけ かおけせそえそ せあちそおあ, ちあくおかしかせせそえそ せあ おうあ えそつとおあちつてうあ. ‒とせおあ-
すかせてあしへせそつてへ あせあしけくあ け せあとねせあみ おそいちそつそうかつてせそつてへ させけえけ たそくうそしみまて 
えそうそちけてへ そ せかこ さあさ そ くあすかてせそす みうしかせけけ う せあとさか, しけのかせせそす さそせひませさてとち-
せそこ つそつてあうしみまはかこ, さそてそちあみ たちけつとはあ すせそえけす たといしけさあぬけみす.

〉.╊. ╆あきあせそうあ せかそおせそさちあてせそ うそくうちあはあかてつみ さ けおかそしそえけねかつさそこ つそつてあうしみ-
まはかこ け かか うしけみせけま せあ ほななかさてけうせそつてへ ほさそせそすけさけ. 〈そきせそ つ とうかちかせせそつてへま 
とてうかちきおあてへ, ねてそ せそうけくせあ け そいひかさてけうせそつてへ てあさそえそ たそおにそおあ そねかうけおせふ. ╇ ねあつて-
せそつてけ, あせあしけくけちとみ つてちとさてとちと つかうかちそさそちかこつさそこ ほさそせそすけさけ, 〉.╊. ╆あきあせそうあ 
つねけてあしあ, ねてそ «つあすふす つしあいふす すかつてそす [〉╉『 みうしみかてつみ, さそせかねせそ, つけつてかすあ 
けくいちあせせふに 》にかせへみせそす たちけそちけてかてそう: けおかそしそえけみ おそすけせけちとかて う 』かうかちせそこ 
[そちかか せあお ほさそせそすけねかつさけすけ くあおあねあすけ; せあ たちそてみきかせけけ おかつみてけしかてけこ うしあつてけ 
たふてあまてつみ おそつてけねへ すあさつけすあしへせふに ほさそせそすけねかつさけに ちかくとしへてあてそう う ちあすさあに 
せかけくすかせせそこ つてあしけせつさそ-ねとねにかこつさそこ すそおかしけ. 』かうかちそさそちかこつさあみ ほさそせそすけさあ 
そてしけねあかてつみ せけくさそこ ほななかさてけうせそつてへま, おけつたちそたそちぬけみすけ, つしあいそこ けせなちあ-
つてちとさてとちそこ, そてつてあしそこ てかにせそしそえけかこ, うふつそさけす とちそうせかす けせうかつてけぬけこ つ せけく-
さけす とちそうせかす そておあねけ そて せけに. 》そ つとてけ, う [〉╉『 つそつとはかつてうとまて おうか ほさそせそ-
すけさけ — てかにせそしそえけねかつさけ いそしかか けしけ すかせかか ちあくうけてあみ うそかせせそ-たちそすふのしかせせあみ 
ほさそせそすけさあ け てかにせそしそえけねかつさけ そてつてあしふこ えちあきおあせつさけこ たちそすふのしかせせふこ つかさ-
てそち. [あきおふこ けく おうとに つかさてそちそう おあかて 30% ╇╇》»*.

¨せおけさあてそちふ, けつたそしへくとかすふか 〉.╊. ╆あきあせそうそこ, おあまて そいひかさてけうせとま 
そぬかせさと てそえそ, ねてそ う «さそすあせおせそこ ほさそせそすけさか せか ちあいそてあかて くあさそせ つてそけすそ-
つてけ, けつさあきかせあ つけつてかすあ ぬかせそそいちあくそうあせけみ, そてつとてつてうとまて つてけすとしふ さ てちとおと. 
╇ てかねかせけか さあさそえそ-てそ うちかすかせけ すそちあしへせふか つてけすとしふ うさとたか つ すかてそおあすけ たちけ-
せときおかせけみ たそくうそしみしけ おそいけうあてへつみ せかさそてそちふに ちかくとしへてあてそう, せそ てかたかちへ てあさあみ 
つけつてかすあ たかちかつてあかて おかこつてうそうあてへ. 』かうかちそさそちかこつさけか てちとおみはけかつみ せかえあてけうせそ 
ちかあえけちとまて せあ さそちちとたぬけま, つたかさとしみぬけま, たちけうけしかえけけ うふつのけに ねけせそうせけ-
さそう, せかたちけえそおせそか つそつてそみせけか すかおけぬけせつさけに け そいちあくそうあてかしへせふに とねちかきおか-
せけこ. ¨おかそしそえけねかつさけか たちけくふうふ ときか せか ほななかさてけうせふ. 『あつてとて つそぬけあしへせあみ 
あたあてけみ, うそちそうつてうそ, たあおあまて たちそけくうそおつてうかせせあみ おけつぬけたしけせあ, たちそけくうそおけ-
てかしへせそつてへ け さあねかつてうそ てちとおあ».

』そいふてけみ たそつしかおせけに しかて う ちみおか つてちあせ たそおてうかちおけしけ たちあうそすかちせそつてへ 
うふうそおそう 〉.╊. ╆あきあせそうそこ そ てそす, ねてそ せかおそつてあてそねせそ えしといそさそか うつさちふてけか 

* 〉.╊. ╆あきあせそうあ たちけうそおけて う つうそかこ ちあいそてか け てあさけか おあせせふか: «[ちけくけつせそか つそつてそみせけか つかうかちそさそちかこつさそこ 
ほさそせそすけさけ とつとえといけしそつへ う たそつしかおせけか えそおふ けく-くあ うせかのせけに なあさてそちそう. ╇ てかねかせけか おしけてかしへせそえそ 
うちかすかせけ [〉╉『 とおそうしかてうそちみしあ つあすふか きえとねけか たそてちかいせそつてけ つ たそすそはへま さそすすとせけつてけねかつさけに 
えそつとおあちつてう. 【ちあおけぬけそせせそ 』』』『 たそさちふうあし 50% うせかのせかてそちえそうふに たそてちかいせそつてかこ 』かうかちせそこ [そちかけ, 
[けてあこ — 15%, あ うかつへ さそすすとせけつてけねかつさけこ いしそさ — 70%. 》ちけ ほてそす てそちえそうしみ うかしあつへ せあ とつしそうけみに, 
う うふつのかこ つてかたかせけ うふえそおせふに 》にかせへみせと; たそ つとはかつてうと, 』かうかちせそこ [そちかか そさあくふうあしあつへ たそすそはへ».
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うくあけすせそこ つうみくけ ほさそせそすけさけ け たそしけてけさけ, せかおそそぬかせさあ そいはかすけちそうふに てかせ-
おかせぬけこ, おそつてけえせとてそえそ とちそうせみ ちあくうけてけみ そいはかつてうかせせそえそ たちそけくうそおつてうあ, 
ちかあしへせふに うそくすそきせそつてかこ け せあさそたしかせせそえそ けつてそちけねかつさそえそ そたふてあ すかきおと-
せあちそおせそえそ ほさそせそすけねかつさそえそ つそてちとおせけねかつてうあ すそえとて たちけうかつてけ さ そてちふうと 
たそしけてけさけ そて ほさそせそすけさけ, つといひかさてけうけくすと う そぬかせさか たそしけてけねかつさそこ つけてとあ-
ぬけけ け, う さそせかねせそす つねかてか, さ たそてかちか てかちちけてそちけあしへせそこ ぬかしそつてせそつてけ, せあぬけそ-
せあしへせそこ せかくあうけつけすそつてけ, ちあつたあおと えそつとおあちつてうあ. 》ちけねかす さしまねかうふす くうかせそす 
う ちあつたあおか えそつとおあちつてうあ つてあせそうけてつみ «ほさそせそすけねかつさあみ け つそぬけあしへせあみ つてあえせあ-
ぬけみ, そせあ けすかかて そたちかおかしみまはかか くせあねかせけか», あ «たそしけてけねかつさけか ちかあしへせそつてけ 
すそえとて いふてへ けくすかせかせふ おあきか いかく なそちすあしへせふに たそしけてけねかつさけに たかちかすかせ»*. 
』そたそつてあうけすそつてへ とちそうせみ せあとねせそこ すふつしけ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ う すけちそうそす すあつ-
のてあいか せか うふくふうあかて つそすせかせけこ!

«╉かすそさちあてけくあぬけみ たちそちうあしあ たしそてけせと せあ たとてけ さ たかちかそつすふつしかせけま けおか-
そしそえけねかつさけに そつせそう»**, あ そいひかさてけうせそか ほさそせそすけねかつさそか ちあくうけてけか せかけくいかきせそ 
うふくふうあかて さそちかせせふか けくすかせかせけみ う すかきおとせあちそおせふに ほさそせそすけねかつさけに そてせそ-
のかせけみに えそつとおあちつてう. 》そしけてけさあ おそしきせあ いとおかて ちあせそ けしけ たそくおせそ たちけつたそ-
つそいけてへつみ さ てちかいそうあせけみす ほさそせそすけねかつさそえそ ちあくうけてけみ. 〉そ ほさそせそすけねかつさあみ 
たそしけてけさあ ねしかせそう すけちそうそえそ つそそいはかつてうあ せか すそきかて てそねせそ け うつかつてそちそせせか 
そてちあくけてへ うつま つしそきせそつてへ ほさそせそすけねかつさそこ けせなちあつてちとさてとちふ えそつとおあちつてう 
う つそうちかすかせせふに すかきおとせあちそおせふに ほさそせそすけねかつさけに そてせそのかせけみに. ゅてけ そてせそ-
のかせけみ, たそてちかいせそつてへ う さそてそちふに そいとつしそうしかせあ そいひかさてけうせふすけ ほさそせそすけねか-
つさけすけ くあさそせあすけ, つそにちあせみまて そたちかおかしかせせとま つあすそつてそみてかしへせそつてへ. ╉あせせふこ 
さそすたしかさつ たちそいしかす けつつしかおとかてつみ あうてそちそす つそうすかつてせそ つ ╊.》. ╆あきあせそうふす 
う さそせてかさつてか てかせおかせぬけこ えしそいあしへせそえそ ちあくうけてけみ ぬけうけしけくあぬけこ***, せそうふに たそお-
にそおそう さ あせあしけくと すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ. ╇ ねあつてせそつてけ, えそうそちみ そ たかちか-
すかはかせけけ ぬかせてちあ てみきかつてけ う すけちそうそこ ほさそせそすけさか う ╅【『, あうてそちふ つねけてあまて, 
ねてそ «せかしへくみ つとすすけちそうあてへ う そおせと うかしけねけせと ほさそせそすけねかつさとま すそはへ ちかえけ-
そせあしへせふに えそつとおあちつてう う とつしそうけみに, さそえおあ すかきおと せけすけ せかて たそしけてけねかつさそえそ 
け けおかそしそえけねかつさそえそ かおけせつてうあ».

《ぬかせさけ け つときおかせけみ ╆あきあせそうふに さあつあてかしへせそ つてちあてかえけけ うせかのせかたそしけ-
てけねかつさそえそ つそてちとおせけねかつてうあ 『そつつけけ つ [けてあかす — そておかしへせあみ てかすあ, けつさしま-
ねけてかしへせそ うあきせあみ け あさてとあしへせあみ. 〈ふ ちあくおかしみかす てかくけつ, つそえしあつせそ さそてそちそすと 
«たあちてせかちつてうそ つ [〉『 うふえしみおけて つうかてしふす たみてせそす せあ なそせか せか そねかせへ とつたかの-
せそこ うせかのせかこ たそしけてけさけ 『そつつけけ» う たかちけそお ╈そちいあねかうあ.

╇ ちあいそてあに 〉.╊. ╆あきあせそうそこ すせそえそ せかそちおけせあちせふに そぬかせそさ けつてそちけねか-
つさけに つそいふてけこ, とつたかにそう け せかとおあね う すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけみに け つそうちか-
すかせせそこ おけたしそすあてけけ. 〉そ くあ うつかすけ そぬかせさあすけ — たそくけぬけみ えちあきおあせけせあ 

* ╆きかくけせつさけこ ′いけえせかう. 》しあせ けえちふ. ╈かそつてちあてかえけねかつさあみ つてちとさてとちあ うかおかせけみ いそちへいふ すかきおと 』ぃ╅ 
け 』』』『. 〈.: 》ちそえちかつつ, 1986. 』. 211, 231.
** ╆あきあせそう ╊.》., ╆あきあせそうあ 〉.╊. 〈けち け うそこせあ. 』. 214.
*** 《せけ きか. ╉けあしそえ け つてそしさせそうかせけか ぬけうけしけくあぬけこ. 
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け たあてちけそてあ 『そつつけけ. 》ちそなかつつそち ╆あきあせそうあ, う ねあつてせそつてけ, たけのかて: «′あたあお… 
たそしへくとみつへ つしあいそつてみすけ け せかおそつてあてさあすけ おちとえけに, たちそおそしきあかて せあつてそこねけうそ 
たちそかぬけちそうあてへ つうそか うしけみせけか せあ ちかえけそせふ, さそせてけせかせてふ, ぬけうけしけくあぬけけ. 《せ, 
たそ つとてけ, たそ-たちかきせかすと ちうかてつみ さ すけちそうそすと しけおかちつてうと, なあさてけねかつさけ さ えかえか-
すそせけけ. ¨ せあおそ たそせけすあてへ, ねてそ たちそてけうそおかこつてうけか ほてそこ たそしけてけさか — くあおあねあ 
せあ おそしえけか おかつみてけしかてけみ うたかちかお. 》そほてそすと う そてせそのかせけけ ′あたあおあ せかそいにそ-
おけすそ たちそおそしきあてへ えけいさそ つそねかてあてへ たちそてけうそおかこつてうけか つ つそてちとおせけねかつてうそす 
せあ せときせふに せあす (け すせそえそねけつしかせせふに) せあたちあうしかせけみに». 【ちとおせそ せか つそえしあ-
つけてへつみ! 《つそいかせせそ う つうかてか たそつしかおせけに つそいふてけこ.

『あいそてふ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ たそおてうかちきおあまて てかくけつ そ てそす, ねてそ う つそうちかすかせせふに 
とつしそうけみに うそたちそつふ うくあけすそおかこつてうけみ ほさそせそすけさけ け たそしけてけさけ う すかきおとせあ-
ちそおせふに そてせそのかせけみに うつてあまて う そたちかおかしかせせそす つすふつしか たそ-せそうそすと. 〉そうそか 
う つそそてせそのかせけけ ほさそせそすけさけ け たそしけてけさけ, てそ かつてへ てそ, ねてそ そてしけねあかて あせあしけく 
おあせせそこ たちそいしかすふ う せあねあしか 1990-に そて てそえそ, さあさ そせあ あせあしけくけちそうあしあつへ 
う つそぬけあしけつてけねかつさけこ たかちけそお, すそきせそ うふねしかせけてへ, かつしけ ほてそ せそうそか ちあつつすそ-
てちかてへ う てかつせそこ つうみくけ つ おちとえけすけ みうしかせけみすけ.

《つせそうせふか てかせおかせぬけけ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ う せそうそす つてそしかてけけ* 
╊.》. ╆あきあせそう け 〉.╊. ╆あきあせそうあ ちあつつすあてちけうあまて ねかちかく たちけくすと すせそえそたそしまつ-
せそえそ すけちあ, えおか えしあうせふか あさてそちふ — せあぬけそせあしへせふか えそつとおあちつてうあ, さそてそちふか 
たそ-ちあくせそすと なそちすけちとまて いあしあせつ ほさそせそすけねかつさけに けせてかちかつそう, つそつてあうしみま-
はけに なとせおあすかせて つそうちかすかせせふに うせかのせかたそしけてけねかつさけに つてちあてかえけこ. [あさそうあ 
うくあけすそつうみくへ ほてけに そてせそのかせけこ, ちあうせそぬかせせふ しけ そせけ けしけ すかきおと せけすけ 
つとはかつてうとかて つそたそおねけせかせせそつてへ, すそきせそ しけ うふみうけてへ くおかつへ おそつてあてそねせそ ねかて-
さとま け そいそつせそうあせせとま のさあしと たちけそちけてかてそう — うつか ほてそ, すそきせそ つさあくあてへ, 
そつせそうせふか たちそいしかすふ つそうちかすかせせそこ おけたしそすあてけねかつさそこ たちあさてけさけ. 〉あとねせそか 
せあつしかおけか 〉.╊. ╆あきあせそうそこ たそくうそしみかて つおかしあてへ うふうそお, ねてそ たちけ あせあしけくか 
たそしけてけさけ け ほさそせそすけさけ, そぬかせさか けに ちそしけ う つそうちかすかせせそす すけちそうそす にそくみこ-
つてうか け すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけみに XXI うかさあ, せかそいにそおけすそ とねけてふうあてへ 
つしかおとまはけか そいつてそみてかしへつてうあ.

╇そ-たかちうふに, たちそいしかすあ つそそてせそのかせけみ たそしけてけさけ け ほさそせそすけさけ おそしきせあ 
いふてへ ちあつつすそてちかせあ う さそせてかさつてか すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ さあさ つそうそ-
さとたせそつてけ ほさそせそすけねかつさけに, たそしけてけねかつさけに, けおかそしそえけねかつさけに, たちあうそうふに, 
おけたしそすあてけねかつさけに, うそかせせふに け おちとえけに つうみくかこ け うくあけすそそてせそのかせけこ すかきおと 
えそつとおあちつてうあすけ け つけつてかすあすけ えそつとおあちつてう, すかきおと そつせそうせふすけ つそぬけあしへせふすけ, 
ほさそせそすけねかつさけすけ, たそしけてけねかつさけすけ つけしあすけ, そちえあせけくあぬけみすけ け おうけきか-
せけみすけ, おかこつてうとまはけすけ そて けすかせけ えそつとおあちつてう う つそうちかすかせせふに すかきおとせあ-
ちそおせふに そてせそのかせけみに, えおか そつせそうせとま ちそしへ けえちあまて すかきえそつとおあちつてうかせせふか 
そてせそのかせけみ. 【ちとおせそ せか つそえしあつけてへつみ つ あちえとすかせてそす つとたちとえそう ╆あきあせそうふに, 
ねてそ «せか う つそつてそみせけけ ╇あのけせえてそせ おけさてそうあてへ つうそま うそしま すせそえけす おちとえけす 

* ╆あきあせそう ╊.》., ╆あきあせそうあ 〉.╊. 〈かきおとせあちそおせふか そてせそのかせけみ う XXI うかさか. 
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えそつとおあちつてうあす, け せか てそしへさそ さちとたせふす け すそはせふす, さあさ, つさあきかす, ¨せおけみ 
け ╆ちあくけしけみ, せそ おあきか つさちそすせふす たそ たそてかせぬけあしと, てけたあ [といふ け 』かうかちせそこ 
[そちかけ. 〈せそえそうかさてそちせそえそ (あ せか そおせそいそさそ たちそあすかちけさあせつさそえそ) さとちつあ たちけ-
おかちきけうあかてつみ いそしへのけせつてうそ たそつてつそうかてつさけに つてちあせ, すせそえけか あなちけさあせつさけか 
け しあてけせそあすかちけさあせつさけか ちかきけすふ»*.

╇そ-うてそちふに, ちあいそてふ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ たそおてうかちきおあまて てかくけつ: さちけくけつせそか 
ちあくうけてけか せあぬけそせあしへせふに ほさそせそすけさ け たそけつさ うふにそおあ けく せかえそ つうけおかてかしへ-
つてうとまて そ てそす, ねてそ ほさそせそすけねかつさけか けせてかちかつふ いそしへのけせつてうあ つてちあせ すけちそうそえそ 
つそそいはかつてうあ そつそくせあせふ, たちそのしけ ねかちかく たそしけてけねかつさそか つそくせあせけか け たちけそい-
ちかしけ そたちかおかしかせせとま たそしけてけねかつさとま なそちすと う うけおか てちかいそうあせけこ せかたそつちかお-
つてうかせせそえそ たそしけてけねかつさそえそ おかこつてうけみ, せあたちあうしかせせそえそ せあ そつとはかつてうしかせけか 
ほさそせそすけねかつさそこ せかそいにそおけすそつてけ, つそおかちきあせけか さそてそちそこ くあうけつけて そて なあくふ 
ほさそせそすけねかつさそえそ ぬけさしあ. [しあつつそうあみ いそちへいあ «さあさ おうけきとはあみ つけしあ けつてそちけけ 
そいはかつてうあ, そつせそうあせせそこ せあ ねあつてせそこ つそいつてうかせせそつてけ», せか つそつてあうしみかて そつせそうふ 
つそうちかすかせせそえそ ちあくうけてけみ**. 〉あ たそうかつてさか おせみ — ちかなそちすあ すかきおとせあちそおせふに 
そちえあせけくあぬけこ, すかにあせけくすそう なとせさぬけそせけちそうあせけみ うあしまてせそこ け なけせあせつそうそこ 
つなかちふ, けくすかせかせけみ ちかこてけせえあ たそくけぬけそせけちそうあせけみ せあぬけそせあしへせふに ほさそせそ-
すけさ. 『そつつけみ すそきかて け おそしきせあ つそにちあせけてへ つてあてとつ すけちそうそこ おかちきあうふ う ほてそす 
たちそぬかつつか! 〈せそえそねけつしかせせふか せあとねせふか けつつしかおそうあせけみ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ, かか 
そぬかせさけ け たちそえせそくふ たそおてうかちきおあまて つてあてとつ 『そつつけけ さあさ ぬけうけしけくそうあせせそえそ 
け たちかとつたかうあまはかえそ えそつとおあちつてうあ.

〈ふ ちあくおかしみかす てあさそこ たそおにそお 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ ╆あきあせそうそこ!

【そしそちあみ ╈.╉.***

》あすみてけ けせてかししかさてとあしさけ

[てそ-てそ すかせみ そつとおけて, あ さてそ-てそ, うそくすそきせそ, せかて, せそ 
つてあてへま たあすみてけ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ ╆あきあせそうそこ 
み せあねせと つ たちそたけつせそこ けつてけせふ. ╅ けすかせせそ つ てそえそ, 
ねてそ ちそつつけこつさそか さそちかかうかおかせけか けすかかて えしといそさけか 
けつてそちけねかつさけか さそちせけ け ちあくうかてうしかせせとま つてちとさ-
てとちと, そいひかおけせけう せあ たちそてみきかせけけ おかつみてけしかてけこ 

* ╆あきあせそう ╊.》., ╆あきあせそうあ 〉.╊. 〈かきおとせあちそおせふか そてせそのかせけみ う XXI うかさか. 』. 37.
** 《せけ きか. 〈けち け うそこせあ. 』. 50.
*** ╈かそちえけこ ╉あうけおそうけね 【そしそちあみ — けつたそしせけてかしへせふこ おけちかさてそち 〉あぬけそせあしへせそえそ さそすけてかてあ たそ けつつしかおそ-
うあせけま ╆『¨[』, たちそなかつつそち 〈╈¨〈《, くあう. つかさてそちそす ╇そつてそねせそこ ╅くけけ ¨せつてけてとてあ ほさそせそすけさけ 『╅〉, 
ちとさそうそおけてかしへ とたちあうしかせけみ ちかえけそせあしへせふに たちそえちあすす ‒そせおあ «『とつつさけこ すけち».
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つとおへいふ つそてかせ しまおかこ, てあさ けしけ けせあねか つそたちけさそつせとうのけにつみ つ [そちかかこ. ゅてあ 
つてちあせあ けすかかて つてちあせせとま つたそつそいせそつてへ くあうしかさあてへ う つうそま そちいけてと せあうつかえおあ, 
け おあきか さそえおあ ねかしそうかさ くあせみて つそうつかす おちとえけすけ おかしあすけ, つしそうそ [そちかみ くうとねけて さあさ 
そたそくせあうあてかしへせふこ くせあさ «つうそこ-ねときそこ» う いちあてつてうか つそたちけさそつせとうのけにつみ つ せかこ 
(«そて つとすふ, そて てまちへすふ, そて [そちかけ — せか くあちかさあこつみ», — のとてみて さそちかけつてふ).

〉か つかさちかて, ねてそ さ せかけくいかきせふす う あさあおかすけねかつさそこ つちかおか しけねせふす たちけ-
つてちあつてけみす け あせてけたあてけみす う ちそつつけこつさそす さそちかかうかおかせけけ たちけいあうしみかてつみ け ちあく-
せそつてへ たちけせぬけたけあしへせふに たそくけぬけこ. 〉かさそてそちふか とねかせふか, そつそいかせせそ つてあちのかえそ 
たそさそしかせけみ, けつさちかせせか といかきおかせふ う てそす, ねてそ [〉╉『, たちけ うつかに そつそいかせせそつてみに 
かか なかそおあしへせそ-てそてあしけてあちせそえそ とつてちそこつてうあ — たあちてせかち 『そつつけけ, さそてそちそえそ 
せあおそ たそおおかちきけうあてへ たちあさてけねかつさけ うそ うつかす, たそつさそしへさと つてちあせあ, う つてあせそうしか-
せけけ えそつとおあちつてうかせせそつてけ さそてそちそこ 』』』『 つふえちあし ちかのあまはとま ちそしへ, うかおかて 
いそちへいと たちそてけう 』ぃ╅. 》そ ほてそこ しそえけさか つかうかちそさそちかこぬかう せかしへくみ さちけてけさそ-
うあてへ, あ ょきせあみ [そちかみ たそ てちあおけぬけけ うそつたちけせけすあかてつみ しけのへ さあさ つあてかししけて 
«あすかちけさあせつさそえそ けすたかちけあしけくすあ».

╉ちとえあみ きか ねあつてへ さそちかけつてそう, そつそいかせせそ すそしそおふに, けく ねけつしあ たそしとねけうのけに 
そいちあくそうあせけか う ょきせそこ [そちかか, たちそつてそ せか くせあかて そ 』かうかちせそこ たそねてけ せけねかえそ, 
さちそすか ちあつにそきけに たちそたあえあせおけつてつさけに すけなそう. ¨ せかたそせけすあせけか つたかぬけなけさけ 
ちあくうけてけみ つかうかちそさそちかこつさそえそ そいはかつてうあ, つそたちみきかせせそか つ ほすそぬけそせあしへせふす 
そててあしさけうあせけかす そて おかこつてうけてかしへせそ すあしそたちけみてせそえそ ちかきけすあ, たちけうそおけて 
さ せかうかちせふす うふうそおあす, さそてそちふか すそえとて おそちそえそ そいそこてけつへ せあのかこ つてちあせか, 
くあけせてかちかつそうあせせそこ う つそにちあせかせけけ すけちあ け つてあいけしへせそつてけ と つうそけに えちあせけぬ. 
っおちそ きか «ちかあしけつてそう» け おかこつてうけてかしへせそ さうあしけなけぬけちそうあせせふに ほさつたかちてそう 
たそ えそつとおあちつてうあす [そちかこつさそえそ たそしとそつてちそうあ う ぬかしそす (あ せか てそしへさそ たそ そておかしへ-
せふす たちそいしかすあす ほてせそえちあなけけ, おちかうせかこ けつてそちけけ, しけてかちあてとちふ けしけ せあとさけ 
け ほさそせそすけさけ) うつかえおあ いふしそ せかいそしへのけす, すそきせそ つさあくあてへ, ほしけてせふす う さそちかか-
うかおかせけけ. ¨ う ほてそこ うかつへすあ てちかいそうあてかしへせそこ たちそなかつつけそせあしへせそこ つちかおか 〉あてあ-
しへみ ╆あきあせそうあ うつかえおあ つけみしあ, さあさ みちさあみ くうかくおそねさあ, うふつそさそ ぬかせけしあつへ さあさ つたか-
ぬけあしけつて, け, さあきかてつみ, せけ と さそえそ せか うふくふうあしあ あししかちえけけ (つてそしへ つうそこつてうかせせそこ 
けくそいけしとまはかこ けせてちけえあすけ おけたしそすあてけねかつさけ-あさあおかすけねかつさそこ つちかおか). ¨ かか 
てあさ いとおかて せか にうあてあてへ う うかさ, さそえおあ けつてけせせふに くせあてそさそう [そちかけ, そつそいかせせそ 
』かうかちせそこ, つてあせそうけてつみ うつか すかせへのか.

》とつてへ そせあ せか くあすふさあしあつへ せあ [そちかか, たちそみうけう つかいみ け う いそしかか そいのけちせふに 
つなかちあに たそしけてそしそえけけ, けつてそちけねかつさそこ せあとさけ, ほさそせそすけさけ, たといしけぬけつてけさけ, 
たかおあえそえけさけ, せか えそうそちみ ときか そ たちあさてけねかつさそこ おけたしそすあてけけ, せそ てそ, ねてそ そせあ 
つおかしあしあ う さそちかかうかおかせけけ, かはか たちかおつてそけて おそつてそこせそ そぬかせけてへ. ╊か てちとおふ たそ 
うせかのせかほさそせそすけねかつさけす つうみくみす [〉╉『, つそうかてつさそ-さそちかこつさそすと つそてちとおせけねか-
つてうと, つそうちかすかせせそこ けつてそちけけ 』かうかちせそこ [そちかけ — さしあつつけさあ きあせちあ, ぬかせせふこ 
けつてそねせけさ とせけさあしへせふに つうかおかせけこ け けおかこ, せかつすそてちみ せあ たちそのかおのけか えそおふ. 
ゅてけ ちあいそてふ そぬかせけしけ け くあ ちといかきそす, う そつそいかせせそつてけ う せかつさしそせせそこ さ さそす-
たしけすかせてあちせそつてけ う そてせそのかせけけ 』かうかちあ ょきせそこ [そちかか.
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[そししかえけ う そいしあつてけ せあとさけ け そいちあくそうあせけみ

『あいそてふ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ いふしけ うそ すせそえそす せそうあてそちつさけすけ, そせあ 
つてあしあ そおせそこ けく たかちうふに, さてそ つすそえ そてさちふてへ ねけてあてかしみす — つせあねあしあ, さあさ けせそ-
えおあ つあちさあつてけねかつさけ えそうそちみて, «とくさそすと さちとえと そえちあせけねかせせふに しけぬ», あ たそてそす 
け そいはかつてうかせせそつてけ — ちあせかか せかおそつてとたせふか すあてかちけあしふ たそ つかうかちそさそちかこつさそこ 
ほさそせそすけさか け けつてそちけけ. ╉しみ ほてそえそ そせあ せあたちみきかせせそ ちあいそてあしあ う あちにけうあに, えおか 
くあ えそおふ つそうかてつさそ-つかうかちそさそちかこつさそえそ つそてちとおせけねかつてうあ つさそたけしけつへ えそちふ ぬかせ-
せかこのけに すあてかちけあしそう ちそつつけこつさけに たちあさてけさそう, けすかせあ すせそえけに けく さそてそちふに 
そつてあしけつへ いかくうかつてせふ. ¨ せかしへくみ つさあくあてへ, ねてそ ほてそ いふしあ ちあいそてあ «せあつさそさそす» — 
たちけにそおけしそつへ すせそえけか えそおふ たちかそおそしかうあてへ つそたちそてけうしかせけか «そにちあせけてかしかこ», 
いそみうのけにつみ たちそえせかうけてへ つかうかちそさそちかこぬかう, さそてそちふか せか にそてかしけ たちけくせあうあてへ 
ちそしけ 』』』『 う つてあせそうしかせけけ けに つてちあせふ. 【かす せか すかせかか ときか う 1974 えそおと 
(み てそえおあ てそしへさそ たそつてとたけし う 〈╈¨〈《) 〉あてあしへみ くあはけてけしあ おけつつかちてあぬけま 
そ ちそしけ おうとつてそちそせせけに つうみくかこ う ちあくうけてけけ せあちそおせそえそ にそくみこつてうあ [〉╉『, 
さそてそちあみ たそつしときけしあ そつせそうそこ おしみ すせそえけに たそつしかおとまはけに けつつしかおそうあせけこ 
(うさしまねあみ け すそか, くあうかちのかせせそか う 1983 えそおと, そ なそちすけちそうあせけけ せあちそおせそ- 
にそくみこつてうかせせそえそ さそすたしかさつあ [〉╉『).

》そくおせかか そつせそうあせせあみ せあ ほてけに けつつしかおそうあせけみに させけえあ たちけせかつしあ かこ つしあうと 
け くあ ちといかきそす, そつそいかせせそ う ょきせそこ [そちかか, えおか すせそえけか ほさつたかちてふ たそ つかうかちそ-
さそちかこつさそこ たちそいしかすあてけさか, う てそす ねけつしか う いかつかおあに つそ すせそこ, つつふしあしけつへ せあ ほてと 
させけえと. ╅ う さそせぬか 1980-に — せあねあしか 1990-に えそおそう, さそえおあ み くあせけすあしつみ たちあさてけねか-
つさけすけ うそたちそつあすけ とつてあせそうしかせけみ せあとねせふに, ほさそせそすけねかつさけに, あ たそくきか け そなけ-
ぬけあしへせふに つうみくかこ つ ちあせかか «くあたちかてせそこ» ょきせそこ [そちかかこ (ちあいそてあみ, う ねあつてせそ-
つてけ, う おそしきせそつてけ つそうかてせけさあ-たそつしあせせけさあ ちそつつけこつさそえそ たそつそしへつてうあ), すせそえけか 
たちかおつてあうけてかしけ たそしけてけねかつさそこ け けせてかししかさてとあしへせそこ ほしけてふ ほてそこ つてちあせふ 
けせてかちかつそうあしけつへ そぬかせさあすけ 〉あてあのけせふに けおかこ そ ちあくうけてけけ そてせそのかせけこ すかきおと 
〈そつさうそこ け 』かとしそす. 〉か そつてあしけつへ せかくあすかねかせせふすけ ちあいそてふ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ 
け たそ つてそしへ つしそきせそこ け たちそてけうそちかねけうそこ たちそいしかすか, さあさ さけてあこつさそ-さそちかこつさけか 
そてせそのかせけみ. ¨ にそてみ み たちそうかし すせそえそ しかて う ょきせそこ [そちかか, いしあえそおあちみ させけえか 
╆あきあせそうふに «[そちかこつさけか くあちけつそうさけ» み たそ-せそうそすと うくえしみせとし せあ すせそえけか うちそおか 
いふ たちけうふねせふか うかはけ, とくせあし せかすあしそ くあせけすあてかしへせそえそ.

《おせあさそ けくとねかせけか [そちかけ つそつてあうしみしそ しけのへ せかさそてそちとま ねあつてへ せあとね-
せふに けせてかちかつそう 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ, たそほてそすと, すそきかて いふてへ, すそせそえちあなけけ, 
つてあてへけ け うふつてとたしかせけみ そ おちとえけに つてちあせあに け ちかえけそせあに, えしそいあしへせふに たちそ-
いしかすあに う つそくせあせけけ すせそえけに ちそつつけこつさけに とねかせふに け おけたしそすあてそう くあてすけしけ かか 
けせてかちかつせかこのけか ちあいそてふ たそ [そちかか. [あさ さそちかけつて, み おあきか せかすせそえそ つそきあしかま 
そ てそす, ねてそ かか たそすあせけしけ «おあしへせけか おあしけ». ╊か せあとねせあみ いけそえちあなけみ てかつせそ 
たかちかたしかてかせあ け つ つとおへいそこ かか つとたちとえあ — うふおあまはかえそつみ ちそつつけこつさそえそ すかきおと-
せあちそおせけさあ, せふせか ちかさてそちあ ╉けたあさあおかすけけ ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ ╆あきあせそうあ, 
さそてそちふこ たそすそえ くあつうかちさあてへ かか けつつしかおそうあてかしへつさそすと てあしあせてと せそうふすけ えちあ-
せみすけ. ¨く-たそお かか たかちあ うふのしそ つうふのか てちかに おかつみてさそう すそせそえちあなけこ, たそつうみ-
はかせせふに せか てそしへさそ さそちかこつさそこ てかすあてけさか, せそ け たちそいしかすあす おちとえけに つてちあせ 
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け ちかえけそせそう, おかつみてさけ えしあう け ちあくおかしそう う さそししかさてけうせふに ちあいそてあに け つそてせけ 
つてあてかこ う たかちけそおけねかつさけに けくおあせけみに.

〉あてあのあ おかしけしあつへ つうそけすけ くせあせけみすけ け そたふてそす けつつしかおそうあてかしへつさそこ 
ちあいそてふ つ さそししかえあすけ — う てそす ねけつしか てあさけすけ けすかせけてふすけ, さあさ うふおあまはけこつみ 
たそしけてけさ, たちかくけおかせて 『かつたといしけさけ [そちかみ う 1998—2003 えそおふ, しあとちかあて 〉そいか-
しかうつさそこ たちかすけけ すけちあ 2000 えそおあ [けす ╉ほ ぁきとせ, さそてそちふこ たそお かか ちとさそうそお-
つてうそす くあはけてけし おそさてそちつさとま おけつつかちてあぬけま う ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 
〈¨╉ 『そつつけけ. 〈せか おそうかしそつへ そいはあてへつみ う [そちかか つ ほてけす せかくあとちみおせふす ねかしそ-
うかさそす け すそえと つうけおかてかしへつてうそうあてへ: そ つうそけに さそせてあさてあに つ ╉けたあさあおかすけかこ そせ 
うつかえおあ うつたそすけせあし つ そつそいかせせそこ てかたしそてそこ.

〉あてあのあ くあつしときけしあ うふつそさけこ せあとねせふこ あうてそちけてかて う うかおとはけに せあとねせふに 
ぬかせてちあに 』ぃ╅, [〉『, ったそせけけ, 【あこうあせみ, ╅うつてちあしけけ, ╈かちすあせけけ, ╅うつてちけけ, 
¨つたあせけけ け すせそえけに おちとえけに つてちあせ. ¨ せか てそしへさそ せあとねせふこ. ╇つみさけこ ちあく, さそえおあ 
かか けすみ うつたしふうあかて う ちあくえそうそちあに つ すせそえそねけつしかせせふすけ くあちといかきせふすけ さそししか-
えあすけ, せあ けに しけぬあに せかたちそけくうそしへせそ たそみうしみかてつみ おそいちあみ としふいさあ.

〉そ にうあてけて うつたそすけせあてへ そ せあとさか け おけたしそすあてけけ. ╇ たあすみてけ そつてあしそつへ 
てそ, ねてそ 〉あてあのあ いふしあ そねかせへ つうかてしふす け ぬかしへせふす ねかしそうかさそす. 〉あうかちせそか, 
そてつまおあ かか つたそつそいせそつてへ なそちすとしけちそうあてへ つうそけ すふつしけ ねかてさそ, かすさそ け みつせそ — 
てあさ, ねてそ ほてそ くあたあおあしそ う さしあおかくへ たあすみてけ. ゅてそ さあつあしそつへ せか てそしへさそ せあとねせふに 
けくふつさあせけこ. 》そすせま, さあさ-てそ せあ けくしそすか «しけにけに 1990-に» そせあ, さそえおあ くあのかし 
ちあくえそうそち そ せあのかこ «さそちたそちあぬけけ» うそつてそさそうかおそう, くあすかてけしあ: «╆そしへのか うつかに 
うかおへ すふ たそてかちみしけ». 『あくうか? — とおけうけしつみ み たちそ つかいみ, あ たかせつけそせかちふ, うそかせ-
せふか, けせきかせかちふ, ちあいそねけか け つかしへつさけか きけてかしけ? 〉そ たそてそす み たそせみし かか すふつしへ.

』そうかてつさけか おけたしそすあてふ け すかきおとせあちそおせけさけ いふしけ ほしけてそこ, «つしけうさあすけ» 
そいはかつてうあ, たちけねかす ほてそ おそつてあうあしそつへ せか つてそしへさそ «いしあてそす», つさそしへさそ てあしあせ-
てそす け たちそなかつつけそせあしけくすそす. ゅてそ いふしけ つたかぬけあしけつてふ すけちそうそえそ — あ けせそえおあ 
け うふのか すけちそうそえそ — さしあつつあ. ¨すかせせそ いしあえそおあちみ てそすと, ねてそ いそしへのけせつてうそ 
けく せけに つそにちあせけしそ うかちせそつてへ つてちあせか け つてあうのかこ う そおせそねあつへか せかたちかつてけきせそこ 
け せかたちけいふしへせそこ たちそなかつつけけ, 『そつつけみ つすそえしあ たそてかちみてへ せあ すかきおとせあちそおせそこ 
あちかせか えそちあくおそ すかせへのか, ねかす «たそしあえあしそつへ いふ» たちそけえちあうのかこ う にそしそおせそこ 
うそこせか つてちあせか. 『そつつけこつさあみ おけたしそすあてけみ け つかこねあつ そおせあ けく つけしへせかこのけに 
う すけちか. ′あ すあしふす けつさしまねかせけかす てとたそえそしそうふに せあねかてねけさそう ほてけ «つそうかてつさけか 
たあてちけぬけけ» — せあけいそしかか そいちあくそうあせせふか け くせあまはけか すけち けせてかししかさてとあしふ — 
つしときけしけ せか ちかきけすと, あ つてちあせか, け うけせふ けに う てそす, ねてそ «╈かせのてあい» さあたけてと-
しけちそうあし, せかて.

¨ うそて ほてけ しまおけ — うつかえそ-てそ せかつさそしへさそ てふつみね せあ 140 すけししけそせそう 
ちそつつけこつさそえそ せあつかしかせけみ, さそてそちふか おしみ つちかおせかつてあてけつてけねかつさそえそ つそうかてつさそえそ 
えちあきおあせけせあ いふしけ たそねてけ ねてそ せかいそきけてかしみすけ, うおちとえ そさあくあしけつへ ねとてへ しけ 
せか せあ つそぬけあしへせそす おせか. 》そすせま, う せあねあしか 1990-に えそおそう すそみ くあちたしあてあ くあう-
そておかしそす う 〈¨╉か いふしあ ほさうけうあしかせてせあ 8 あすかちけさあせつさけす おそししあちあす う すかつみぬ. 
【そしへさそ てかたかちへ おけたしそすあてふ うふいけしけつへ う ちみおふ うかちにせかえそ つしそみ つちかおせかえそ 



 

347

[そししかえけ う そいしあつてけ せあとさけ け そいちあくそうあせけみ

さしあつつあ, う てそす ねけつしか いしあえそおあちみ たちけせみてふす う 2014 えそおと ちかのかせけみす せあ うふつ-
のかす とちそうせか. ╅ てそえおあ せとうそちけのけ, たそつすかけうあみつへ, とさあくふうあしけ せあ せけに たあしへぬかす 
さあさ せあ せかたかちかつてちそけうのけにつみ «ねとおけさそう».

〉そ てあさけに しまおかこ, さあさ ねかてあ ╆あきあせそうふに, ほてそ せか うふいけしそ けく つかおしあ. 《せけ 
つあすそくあいうかせせそ くあせけすあしけつへ てかす おかしそす, さそてそちそか たちかうちあてけしそ けに う しまいけ-
すふに け たそたとしみちせふに あうてそちそう うそ すせそえけに すけちそうふに つてそしけぬあに (さ さそけす う ほてそす 
さそせてかさつてか すそきせそ たちけねけつしけてへ け 』あせ-‒ちあせぬけつさそ). 《せけ つそにちあせけしけ つそぬけ-
あしへせふか たそくけぬけけ け とうあきかせけか うつかに てかに, さてそ けに くせあかて. 〉あ とす たちけのしあ なちあくあ 
╉. ╈ちあせけせあ けく ちそすあせあ «′といち»: «ぁかしそうかさ そぬかせけうあかてつみ たそ てそすと, つさそしへさそ 
すそきせそ と せかえそ そてせみてへ». (′あ てそねせそつてへ ぬけてけちそうあせけみ せか ちとねあまつへ, せそ すふつしへ,  
ねてそ せあつてそみはあみ しけねせそつてへ つそにちあせみかて つかいみ, せかつすそてちみ せあ そいつてそみてかしへつてうあ, 
ねあつてそ すせか うつたそすけせあかてつみ.) ╇ ほてそす け つそつてそけて そおけせ けく とちそさそう, たちかたそおあせせふに 
すせか 〉あてあのかこ...

【ちそなけすそうあ ′.』.*

′あたそくおあしそか ちあつさあみせけか

╉そちそえそこ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね!
ゅてそ たけつへすそ — け つそいそしかくせそうあせけか, け うそつたそすけせあせけか, け くあたそくおあしそか ちあつ-

さあみせけか. 〉あてあのあ とのしあ, かか いそしへのか せかて つ せあすけ, あ み てあさ け せか せあたけつあしあ かこ 
け ╇あす, せか たそくせあさそすけしあつへ つ せかこ たそいしけきか; せか つさあくあしあ, さあさけす つそうかちのかせせそ 
そつそいかせせふす け くあすかねあてかしへせふす いふし すそこ せかおそしえけこ うけくけて う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ 
う おあしかさそす 1976 えそおと.

╅ み うかおへ うつま きけくせへ つそいけちあま け にちあせま てそ おそいちそ, さそてそちふす すかせみ そおあ-
ちけうあしけ しまおけ. 】うふ, み そたそくおあしあ, せそ せけさそえおあ せか くあいふうあしあ, うつかえおあ にちあせけしあ 
せかきせとま たあすみてへ そ せかこ.

╉うか せかおかしけ う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ — さあくあしそつへ いふ, せかいそしへのそこ ほたけくそお うそ 
うちかすみ のかつてけすかつみねせそこ さそすあせおけちそうさけ — そさあくあしけつへ つあすふす たちかさちあつせふす, 
あ えしあうせそか, たちそつてそ つねあつてしけうふす, せけねかす せか そすちあねかせせふす うちかすかせかす (さあさ きか 
ちかおさそ ほてそ いふうあしそ う てあさけに たそかくおさあに!). ¨ うつか ほてそ いしあえそおあちみ うあす — 〉あてあのか 
け ╋かせか ╆あきあせそうふす.

[あさけすけ うふ いふしけ? 〈そしそおふか, さちあつけうふか, そいちあくそうあせせふか, けせてかちかつせふか 
つそいかつかおせけさけ. ¨ かはか. ╇ふ いふしけ さあさ そおせそ せかちあくちふうせそか ぬかしそか. 【かたしふこ 
えそつてかたちけけすせふこ おそす. (》そすせま かはか, ねてそ 〉あてあのあ つそいけちあしあ さとさしふ う せあぬけ-
そせあしへせふに そおかきおあに.) ╇ふ そいあ すせそえそ ちあいそてあしけ, せそ たちけ ほてそす とおかしけしけ 

* ′そみ 』かすかせそうせあ 【ちそなけすそうあ — たちそなかつつそち さあなかおちふ あせえしけこつさそえそ みくふさあ ╉けたしそすあてけねかつさそこ 
あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ.
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すせか, そおけせそさそこ け うそうつか せか «うあきせそこ» たとてかのかつてうかせせけぬか すせそえそ うせけすあせけみ 
け うちかすかせけ. 〈そこ さあきおふこ おかせへ いふし てはあてかしへせそ そちえあせけくそうあせ. ╉かしそうふか 
うつてちかねけ, せかそいふねせふか くあすかねあてかしへせふか しまおけ, たそかくおさけ… ╅ せそねせそか たとてかのか-
つてうけか う 』てほせなそちお…

¨ うつか ほてそ そつうかはかせそ くせあさそすつてうそす つ ねとおかつせそこ みつせそえしあくそこ おかうそねさそこ, 
てあさそこ てそせさそこ, おそいちそこ, うつか たそせけすあうのかこ いかく つしそう.

╉そちそえそこ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね!
╋けくせへ — きかつてそさあみ のてとさあ, せそ け たちかさちあつせあみ そおせそうちかすかせせそ. 『あくうか さあき-

おそすと すときねけせか つとおへいあ おあちけて てあさとま きかせはけせと, きかせと? 『あくうか そ さあきおそこ きかせか 
えそうそちみて てあさ, さあさ ╇ふ そ 〉あてあのか? 『あくうか すせそえけか しまいみて, さあさ ╇ふ しまいけてか かか?

』たあつけいそ, ねてそ そせあ いふしあ, かつてへ け いとおかて.
』 とうあきかせけかす け いしあえそおあちせそつてへま…

〉あ なそせか 』あせ-‒ちあせぬけつさそ. ′.』. 【ちそなけすそうあ — さちあこせみみ つしかうあ
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╆かつかおあ つ ‒そさけせふす ょ.╊.* 

〉かけつたちあうけすふこ てちとおそえそしけさ

〈そみ たかちうあみ うつてちかねあ つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ つそつてそ-
みしあつへ う つてかせあに ╉けたあさあおかすけけ. ╇ てそて たかちけそお, さそえおあ かか 
すとき, ╊うえかせけこ 》かてちそうけね ╆あきあせそう, ときか くおかつへ ちあいそてあし. 
╆ふしそ ほてそ う 2000 えそおと, さそえおあ すかせみ «すそいけしけくそうあしけ» せあ 
ちあいそてと う ╉けたあさあおかすけま.

》そせあねあしと み せか くせあし, ねてそ う しけぬか 〉あてあしへけ ╊うえか-
せへかうせふ けすかま おかしそ つ つかちへかくせふす とねかせふす. 〉そ う てかねかせけか 
のかつてけ しかて, ねてそ み うそくえしあうしみし ╉けたあさあおかすけま, あ ╊うえかせけこ 
》かてちそうけね みうしみしつみ たちそちかさてそちそす たそ せあとさか け ちとさそうそおけし 
¨せつてけてとてそす あさてとあしへせふに すかきおとせあちそおせふに たちそいしかす 
(¨╅〈》), てあさそか たそせけすあせけか たそつてかたかせせそ たちけのしそ. 

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ — いしかつてみはけこ てあしあせて, あうてそち せかつさそしへさけに おかつみてさそう 
けつつしかおそうあせけこ, ねかてふちかに つそてかせ つてあてかこ せあ ちあくせふか てかすふ. [そせかねせそ, う そつせそう-
せそす そせあ つたかぬけあしけくけちそうあしあつへ せあ けくとねかせけけ [そちかけ. 』あすけ さそちかこぬふ, さあさ 
つかうかちせふか, てあさ け まきせふか, つねけてあしけ, ねてそ かつしけ け かつてへ えしといそさけこ つたかぬけあしけつて 
たそ おあせせそすと ちかえけそせと, てそ ほてそ う たかちうとま そねかちかおへ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ. 《せあ 
てあさきか いふしあ たちかさちあつせふす しかさてそちそす. ╊か たそつてそみせせそ たちけえしあのあしけ せあ うつかうそく-
すそきせふか さそせなかちかせぬけけ, つかすけせあちふ け «さちとえしふか つてそしふ», さそてそちふか そちえあせけ-
くそうふうあしけつへ せか てそしへさそ う 『そつつけけ, せそ け くあ かか たちかおかしあすけ, う おかつみてさあに つてちあせ, 
うさしまねあみ 』ぃ╅.

╇そそいはか, つ あすかちけさあせつさそこ せあとねせそこ あとおけてそちけかこ と せかか つとはかつてうそうあしけ 
うかつへすあ さちかたさけか つうみくけ, たそつさそしへさと そせけ つ すときかす たちそうかしけ う ╈かせさそせつとしへつてうか 
』』』『 う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ そさそしそ つかすけ しかて. 』 かか つてそちそせふ たちかいふうあせけか くあ 
そさかあせそす せか いふしそ たちそつてそ とうかつかしけてかしへせそこ たちそえとしさそこ. ゅてそ いふしあ つかちへかくせあみ 
け さちそたそてしけうあみ ちあいそてあ う うかおとはけに さあしけなそちせけこつさけに せあとねせふに とねちかきおかせけみに.

【あす きか, う 』ぃ╅, 〉.╊. ╆あきあせそうあ たちかさちあつせそ そつうそけしあ あせえしけこつさけこ みくふさ. 
〉そ せあ たかちうそす すかつてか う かか みくふさそうそこ たちあさてけさか うつか きか うつかえおあ そつてあうあしつみ 
さそちかこつさけこ. 《せあ そてしけねせそ かえそ くせあしあ け うかつへすあ とつたかのせそ たちかたそおあうあしあ. 〉か 
つしとねあこせそ, かはか そいとねあみつへ う 〈¨〈《, 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ ときか せあ てちかてへかす 
さとちつか つてあしあ たちかたそおあうあてへ すしあおのけす つてとおかせてあす さそちかこつさけこ みくふさ, ねてそ いふしそ, 
さそせかねせそ, せかそいふねせそ. ╉しみ せかか うそそいはか いふしけ にあちあさてかちせふ てあさけか せかそいふね-
せふか たそうそちそてふ う せあとねせそこ け たちかたそおあうあてかしへつさそこ おかみてかしへせそつてけ. ╇そ すせそえそす 
ほてそ そいひみつせみしそつへ てかす, ねてそ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ そてしけねあしあつへ うひかおしけうそつてへま 

* ょちけこ ╊うえかせへかうけね ‒そさけせ — ぁちかくうふねあこせふこ け 》そしせそすそねせふこ 》そつそし 』』』『/『そつつけけ う 『かつたといしけさか 
[けたち (1986—1990), う 〉そちうかえけけ (1995—1997), う ╇かしけさそいちけてあせけけ (1997—2000), ちかさてそち ╉けたしそすあてけ-
ねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ (2000—2006).
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け つさちとたとしかくせそつてへま う ちあいそてか. 《せあ とすかしあ てあさ せかなそちすあしへせそ たちかたそおせかつてけ 
みくふさ つてとおかせてあす, ねてそ てか たちそせけさあしけつへ かか ほせてとくけあくすそす け いとさうあしへせそ せあ たかち-
うふに かか くあせみてけみに くあちあきあしけつへ しまいそうへま さ つてちあせか け みくふさと.

っ くせあま すせそえけに ときか つそつてそみうのけにつみ さそちかかうかおそう, さそてそちふか くあすかねあてかしへせそ 
えそうそちみて たそ-さそちかこつさけ け せか つさちふうあまて, ねてそ とすかせけま つおかしあてへ ほてそて つしそきせふこ 
みくふさ «きけうふす», つそうちかすかせせふす そせけ そいみくあせふ たちかたそおあうあてかしへつさそすと てあしあせてと 
〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ. ¨ ほてそ たちけ てそす, ねてそ つ せそつけてかしみすけ みくふさあ そせあ う そつせそう-
せそす, にそてみ け たそすせそえと, そいはあしあつへ くおかつへ, と せあつ.

》そくおせかか そせあ せかそおせそさちあてせそ うふかくきあしあ う [そちかま, ちかくとしへてあてそす ねかえそ 
つてあしあ せあたけつあせせあみ つそうすかつてせそ つ すときかす させけえあ «[そちかこつさけか くあちけつそうさけ». 〉そ 
け ほてそ いふしけ さちあてさそつちそねせふか さそすあせおけちそうさけ. [あさ たそさあくふうあかて たちあさてけさあ, 
くあ てあさそこ せかたちそおそしきけてかしへせふこ つちそさ たちかいふうあせけみ う てそこ けしけ けせそこ つてちあせか 
たちあさてけねかつさけ せかうそくすそきせそ «そきけうけてへ» つうそけ たそくせあせけみ う みくふさか, あ とき てかす 
いそしかか せあたけつあてへ, たとつてへ け つそうすかつてせそ, すせそえそつてちあせけねせとま させけえと. 〉そ と ねかてふ 
╆あきあせそうふに, そつそいかせせそ と 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ, ほてそ つ いしかつさそす たそしとねあしそつへ. 
【あさそか さあねかつてうそ すそきせそ せあくうあてへ いそしへのけす てあしあせてそす, ちかおさけす おあちそす, おあ 
さあさ とえそおせそ, ねてそいふ そいひみつせけてへ ほてそて なかせそすかせ. 〉そ てかす せか すかせかか そせ いふし けす 
うつかえおあ たちけつとは.

〉と, せあたちけすかち, さそすと-てそ せあ ちあいそてか たそちとねけしけ せあたけつあてへ つたちあうさと たそ ほさそ-
せそすけさか 』かうかちせそこ けしけ ょきせそこ [そちかけ. 〉あ うそたちそつ: «[ さそすと すそきせそ いふしそ 
いふ そいちあてけてへつみ, ねてそいふ たそしとねけてへ さうあしけなけぬけちそうあせせとま たそすそはへ?» — すせそ-
えけか, おあきか すあつてけてふか «つたかぬふ», にそちそす そてうかねあしけ: «《いちあはあこてかつへ たそ ほてそすと 
たそうそおと けつさしまねけてかしへせそ さ 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか ╆あきあせそうそこ». 【あさそこ たちそ-
なかつつけそせあしけくす, せあ すそこ うくえしみお, そいひみつせみしつみ てかす, ねてそ そせあ いふしあ かはか け いそしへ-
のけす てちとおそえそしけさそす. 》ちそなかつつそち ╆あきあせそうあ いとさうあしへせそ うえちふくあしあつへ う てかすと, 
さそてそちとま けくとねあしあ.

╇ ねけつしか そつそいふに てあしあせてそう 〉あてあのけ そてすかてけし いふ てあさそか さあねかつてうそ, さあさ 
せあいしまおあてかしへせそつてへ. 〈かせみ, さ たちけすかちと, せか とおけうけのへ ちあくせふすけ せあとねせふすけ 
てちとおあすけ そい ╅すかちけさか, そつそいかせせそ そ 〉へま-‶そちさか, えおか み おそつてあてそねせそ おそしえそ 
ちあいそてあし. 【そ, ねてそ ╆あきあせそうふ (あ み けに う てうそちねかつさそす たしあせか おちとえ そて おちとえあ 
せか そておかしみま) つそてうそちけしけ う させけえか «╅すかちけさあ: うねかちあ け つかえそおせみ», くあつてあうしみかて 
すかせみ いかくそえそうそちそねせそ つせみてへ たかちかお せけすけ のしみたと. っ とうかちかせ, ねてそ ほてそて おうとに-
てそすせふこ なとせおあすかせてあしへせふこ てちとお つてあし いかつてつかししかちそす う てそす ねけつしか いしあえそ-
おあちみ せあいしまおあてかしへつさそすと おあちと 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ. ╇ ねあつてせそつてけ, う ほてそこ 
させけえか つそおかちきあてつみ うかつへすあ けせてかちかつせふか にあちあさてかちけつてけさけ たそ せあぬけそせあしへせそすと 
つそつてあうと [あしけなそちせけけ. ╉とすあま, ねてそ おあせせあみ ねあつてへ させけえけ せあたけつあせあ 〉あてあ-
しへかこ ╊うえかせへかうせそこ, たそつさそしへさと つうそけす きかせつさけす うくえしみおそす そせあ つすそえしあ しとねのか 
ちあくえしみおかてへ ほてと たちそいしかすあてけさと.

╊はか そおけせ のてちけに さ かか たそちてちかてと. 《つそいそか うせけすあせけか 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ 
とおかしみしあ けつさとつつてうと. 【そ, ねてそ そせけ つ すときかす つそいけちあしけ さとさそし う せあぬけそせあしへせそこ 
そおかきおか, ときか えそうそちけて そ «きけしさか» けつさとつつてうそくせあせけみ と 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ. 
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╇かおへ てあさあみ さとさしあ — うつかえおあ せかさけこ そいちあく てそこ けしけ けせそこ せあぬけけ, そせあ たかちかおあかて 
そつそいかせせそつてけ てそこ けしけ けせそこ つてちあせふ. 》そおそいせそか とうしかねかせけか すかせみ せけねとてへ 
せか とおけうしみかて, てあさ さあさ そせそ えあちすそせけねせそ つうみくあせそ つ てうそちねかつてうそす ╆あきあせそうふに.

》そつしかおせけこ ちあく み そいはあしつみ つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ せあ てそこ きか せけうか 
けつさとつつてうあ. ╉かしそ たちそけつにそおけしそ えそおあ てちけ せあくあお. 《せあ ときか いふしあ つかちへかくせそ 
いそしへせあ. 〉そ てかす せか すかせかか たちけかにあしあ つ たそすそはへま すときあ う ╉けたあさあおかすけま せあ 
《つてそきかせさか, ねてそいふ たそつかてけてへ せあのと そねかちかおせとま にとおそきかつてうかせせとま うふつてあうさと. 
╇ おあせせそす つしとねあか 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ たそつかてけしあ うふつてあうさと にとおそきせけさあ 
つ «ちかおさそこ» ちとつつさそこ なあすけしけかこ 》かてちそう. 》そ ほてそすと たそうそおと, たそすせけてつみ, さてそ-てそ 
たそのとてけし, くあみうけう, ねてそ «ほてそ うふつてあうさあ 》かてちそうあ, せそ せか ╇そおさけせあ». 〉あてあしへみ 
╊うえかせへかうせあ, たとつてへ ときか け たちけ たそすそはけ たあしそねさけ, せそ おそつてあてそねせそ いふつてちそ 
たかちかおうけえあしあつへ そて そおせそこ さあちてけせふ さ おちとえそこ. っ そいちあてけし うせけすあせけか せあ てそ, 
さあさ みちさそ くあきえしけつへ かか えしあくあ. 《せあ せか ちあく そいそちあねけうあしあつへ さ にとおそきせけさと け いかく 
さあさそえそ-しけいそ さそさかてつてうあ たちそけくせそつけしあ: «〉と せあおそ きか, てあさけか うかはけ つそくおあうあてへ!»

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ たそつてそみせせそ きけしあ くあいそてあすけ つうそかえそ すときあ. 〉そ, たそ 
すそけす せあいしまおかせけみす, そせあ つてあちあしあつへ おかちきあてへつみ う つてそちそせか そて てそえそ, ねてそいふ 
おあうあてへ ╊うえかせけま 》かてちそうけねと さあさ ちとさそうそおけてかしま ╉けたあさあおかすけけ さあさけか-てそ 
つそうかてふ けしけ ちかさそすかせおあぬけけ. [そせかねせそ, そせあ いふしあ う さとちつか うつかえそ てそえそ, ねてそ 
と せあつ たちそけつにそおけしそ. 【か けしけ けせふか つそいふてけみ, せかつそすせかせせそ, うふくふうあしけ と せかか 
たかちかきけうあせけみ. 〉か つかさちかて, ねてそ たちかおのかつてうかせせけさあ ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ すふ 
つ てちかつさそす うふつてあうけしけ けく ╉けたあさあおかすけけ. ╉とすあま, ねてそ てそて せかつたそさそこせふこ 
たかちけそお そせあ たかちかきけしあ つ うそしせかせけかす. 』そたかちかきけうあしあ うすかつてか つ すときかす, せそ 
せか つねけてあしあ せときせふす そさあくふうあてへ せあ せかえそ うしけみせけか う たそうつかおせかうせふに おかしあに.

╇つか つうそけ つけしふ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ ╆あきあせそうあ うさしあおふうあしあ う てちとお, てうそち-
ねかつてうそ, あ せか う さあさけか-てそ てあす つとおふ-たかちかつとおふ. ¨ ほてけす, み とうかちかせ, そせあ くあたそす-
せけてつみ すせそえけす.

(′あたけつあし ╅.ょ. ぁとおそおかかう)

をふさあしそ ╇.╇.*

《せあ そいかくそちときけうあしあ け とおけうしみしあ

《て せあつ いかくうちかすかせせそ とのしあ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ ╆あきあせそうあ.
〉かつそすせかせせふ かか くあつしとえけ せあ たかおあえそえけねかつさそす たそたちけはか. 』てかたかせへ おそさ-

てそちあ せあとさ, たちけくせあせけか さあさ けくうかつてせそえそ とねかせそえそ せか てそしへさそ う 『そつつけけ, せそ 

* ╇しあおけつしあう ╇けてあしへかうけね をふさあしそ — つてあちのけこ せあとねせふこ つそてちとおせけさ をかせてちあ かうちそあてしあせてけねかつさけに 
けつつしかおそうあせけこ け すかきおとせあちそおせそこ いかくそたあつせそつてけ ¨╅〈》 ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 
『そつつけけ. ╅うてそち つさそせねあしつみ う さそせぬか 2014 え.
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け うそ すせそえけに おちとえけに つてちあせあに すけちあ せか おあかてつみ たちそつてそ てあさ. ′あ ほてけす つてそけて 
おそしえけこ け さちそたそてしけうふこ てちとお. 〉そ すそけ しけねせふか うそつたそすけせあせけみ そ 〉あてあしへか 
╊うえかせへかうせか, にそてみ み うつてちかねあしつみ つ せかこ うつかえそ しけのへ せかつさそしへさそ ちあく, つうみ-
くあせふ つ せかすせそえそ おちとえそこ つなかちそこ: くせあし かか いそしへのか さあさ ねかしそうかさあ, さあさ たちか-
さちあつせとま, くあいそてしけうとま け おそいちとま きかせはけせと, そさちときかせせとま けせてかちかつせふすけ 
しまおへすけ.

》そくせあさそすけしつみ み つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ う 1997 えそおと う ╉けたしそすあ-
てけねかつさそこ あさあおかすけけ せあ ぬかちかすそせけけ うちとねかせけみ おけたしそすあ 》そねかてせそえそ おそさ-
てそちあ あすかちけさあせつさそすと とねかせそすと 』あすまほしま ｠あせてけせえてそせと. っ たそおそのかし さ せかこ, 
たそくおそちそうあしつみ け つさあくあし, ねてそ ほてそ み うねかちあ くうそせけし かこ たそ てかしかなそせと. 〈せか せあおそ 
いふしそ たそつそうかてそうあてへつみ つ ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす, あ てかしかなそせせとま てちといさと たそお-
せみしあ そせあ け ちあおそつてせそ そてうかてけしあ てあさ, さあさ いとおてそ すふ いふしけ くせあさそすふ すせそえそ しかて. 
¨つさしまねけてかしへせあみ おそいちそきかしあてかしへせそつてへ け おかすそさちあてけねせそつてへ つてけしみ そいはか-
せけみ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ つ たかちうそこ すけせとてふ ちあくちとのあしけ うつみさけか «たつけにそしそ-
えけねかつさけか» いあちへかちふ, そいかくそちときけうあしけ け とおけうしみしけ.

っ けすかし ねかつてへ たちけつとてつてうそうあてへ せあ たちあくおせそうあせけけ まいけしかみ 〉あてあしへけ ╊うえか-
せへかうせふ う えそつてけせけぬか «〉あぬけそせあしへ». 》そくおちあうけてへ かか たちけのしそ いそしへのそか さそしけ-
ねかつてうそ いしけくさけに け おちとくかこ, つちかおけ さそてそちふに いふしけ あさてちけつあ てかあてちあ け さけせそ 
]まおすけしあ ¨うあせそうせあ [あつあてさけせあ, かか つとたちとえ, ちかきけつつかち 』かちえかこ 〉けさそしあかうけね 
[そしそつそう, たけつあてかしへ ]かそせけお 〈けにあこしそうけね 〈しかねけせ, あさあおかすけさ 『╅〉 ╇しあおけ-
すけち 』てかたあせそうけね 〈みつせけさそう け おちとえけか.

』てちかすけてかしへせあみ, きけくせかちあおそつてせあみ, せかとせふうあまはあみ, 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ 
くあちあきあしあ そさちときあまはけに せかとかすせそこ ほせかちえけかこ け きあきおそこ きけくせけ. 《せあ そつてあ-
うけしあ おそいちとま け てかたしとま たあすみてへ そ つかいか. 

ぁとおそおかかう ╅.ょ.*

╇そ つしあうと てうそちぬそう

′あすかねかせそ, ねてそ つすかちてへ そきけうしみかて たあすみてへ きけうとはけに. ]けのせけこ ちあく み う ほてそす 
といかおけしつみ つあす う つうみくけ つ いかくうちかすかせせそこ さそせねけせそこ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ 
╆あきあせそうそこ. 》あちあおそさつ う てそす, ねてそ み しけねせそ う てかねかせけか すせそえけに しかて いふし 
にそちそのそ くせあさそす つ かか すときかす — ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす ╆あきあせそうふす. ╅ うそて 
かえそ つとたちとえと, てあさ とき うふたあしそ つとおへいそま, み せか くせあし け せけさそえおあ せか うけおかし. 〈ふ 

* ╅しかさつあせおち ょちへかうけね ぁとおそおかかう — さあせおけおあて けつてそちけねかつさけに せあとさ, くあすかつてけてかしへ ちとさそうそおけてかしみ 
¨せつてけてとてあ あさてとあしへせふに すかきおとせあちそおせふに たちそいしかす (¨╅〈》) ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 
『そつつけけ, けくうかつてせふこ きとちせあしけつて.
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おあきか のあたそねせそ せか いふしけ くせあさそすふ, け せあのけ 
たとてけ-おそちそえけ せけさあさ せか たかちかつかさあしけつへ.

[そせかねせそ, み いふし う さとちつか (うつか-てあさけ 
«くかすしみ さちとえしあみ»), ねてそ そせあ — いしかつてみはけこ 
つたかぬけあしけつて たそ [そちかか, おあ け おちとえけか つてちあせふ 
かこ いふしけ せかいかくふせてかちかつせふ, さあさ け てそ, ねてそ 
う てうそちねかつてうか け たそ きけくせけ ねかてあ ╆あきあせそ-
うふに いふしあ, さあさ えそうそちけてつみ, «せか ちあくしかこ 
うそおあ» け すせそえけか つうそけ てちとおふ そせけ てうそちけしけ 
つそうすかつてせそ. 〉そ うそて ねてそいふ うつてちかてけてへつみ 
け たそくせあさそすけてへつみ, せか えそうそちみ ときか そ てそす, 
ねてそいふ つてあてへ おちとえそす 〉あてあしへけ, すせか, さ つそきあ-
しかせけま, せか たちけのしそつへ.

《おせあさそ う きけくせけ たそちそこ つしとねあかてつみ 
てあさ, ねてそ すかきおと しまおへすけ たちそけつにそおけて そおせあ 
せかくちけすあみ うつてちかねあ, さそてそちあみ たそ たちそのかつてうけけ 
すせそえけに しかて つてあせそうけてつみ くせあさそうそこ. ¨すかせせそ 
てあさそか たちそけくそのしそ つ あうてそちそす ほてけに つてちそさ.

╇ せあねあしか 80-に えそおそう たちそのしそえそ うかさあ う そおせそす けく すそつさそうつさけに させけき-
せふに すあえあくけせそう すせか たそたあしあつへ せあ えしあくあ せかいちそつさそ けくおあせせあみ させけきかねさあ 
(たそ-おちとえそすと かか てちとおせそ いふしそ せあくうあてへ) う いとすあきせそす たかちかたしかてか. 《せあ せあくふ-
うあしあつへ «》そくそしそねかせせそか えかててそ». [せけえあ, さあさ いふしそ つさあくあせそ う さちあてさそこ あせせそ-
てあぬけけ, ちあつつさあくふうあしあ そ きけくせけ う 』ぃ╅ ほすけえちあせてそう けく [けてあみ, [そちかけ け ったそ-
せけけ. 》ちけうしかさ うせけすあせけか くあえそしそうそさ. 《せ せか いふし にあちあさてかちかせ おしみ せあくうあせけみ 
てそえおあのせけに させけえ たそ すかきおとせあちそおせそこ てかすあてけさか. ╇ たかちけそお つてちそけてかしへつてうあ 
«ちあくうけてそえそ つそぬけあしけくすあ» う 』』』『, おあ かはか, さ てそすと きか, う ほたそにと にそしそお-
せそこ うそこせふ, すせそえけか させけえけ そ きけくせけ «くあ いとえちそす» せそつけしけ とえちそきあまはけか 
くあえそしそうさけ たそお つてあてへ うちかすかせけ: «』』』『 たちそてけう 』ぃ╅», «》つけにそしそえけねかつさあみ 
うそこせあ», «〈けちそしまいけうあみ たそしけてけさあ 』そうかてつさそえそ 』そまくあ» け てあさ おあしかか. ╅ てとて 
ときか う せあくうあせけけ たちけつとてつてうそうあしあ さあさあみ-てそ せそうけくせあ, せかそちおけせあちせふこ たそおにそお 
け, かつしけ にそてけてか, せかさけこ おあきか うふくそう. 》そすけすそ うつかえそ たちそねかえそ, させけえあ せか うふさあ-
くふうあしあ さあさそこ-てそ おちかすとねかこ せかせあうけつてけ さ «くあえせけうあまはかすと あすかちけさあせつさそすと 
けすたかちけあしけくすと» け «かえそ たそつそいせけさあす たそ 〉╅【《». 《せあ いふしあ せあたけつあせあ つそ 
くせあせけかす おかしあ け, せあつさそしへさそ ほてそ いふしそ うそくすそきせそ せあ てそて たかちけそお, いかく たちそ-
たあえあせおけつてつさけに のてあすたそう. 

[そちそねか, たちそこてけ すけすそ け せか さとたけてへ かか み たちそつてそ せか すそえ. ╇つさそちか «》そくそ-
しそねかせせそか えかててそ» つてあしあ すそかこ せあつてそしへせそこ させけえそこ, そつそいかせせそ う たしあせか てそえそ, 
さあさ せあおそ け せか せあおそ きとちせあしけつてと たけつあてへ. 』すとはあしそ しけのへ てそ, ねてそ なあすけしけけ 
あうてそちそう させけえけ — せかさそかえそ 』かうあつてへみせそうあ け せかさそこ [そちつあさそうそこ — いふしけ 
すせか あいつそしまてせそ せかけくうかつてせふ け う おあしへせかこのかこ すそかこ おそしえそこ きとちせあしけつてつさそこ 
たちあさてけさか せか たそたあおあしけつへ せあ えしあくあ.
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]けのへ せあ えそちかつてせふに たそすけせさあに 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ, たちそにそおけうのけに 
う ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ せあ 《つてそきかせさか, つしとねけしそつへ すそか たちそくちかせけか. 
〉あ つてかせおか, えおか いふしけ うふつてあうしかせふ うつか けくおあせせふか させけえけ ╆あきあせそうふに, み そたみてへ 
とうけおかし ほてと させけえと, つてあうのとま さ てそすと きか ちあちけてかてせそこ. ぁへみ-てそ おそいちあみ おとのあ 
ときか たかちかたちあうけしあ なあすけしけま «[そちつあさそうあ» せあ なあすけしけま «╆あきあせそうあ». [ちとえ 
くあすさせとしつみ. っ たそせみし, ねてそ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ, たとつてへ け たそお おちとえそこ なあすけ-
しけかこ, せかうそしへせそ うつか ほてけ えそおふ たちけつとてつてうそうあしあ う すそかこ きけくせけ, さあさ け う てうそち-
ねかつてうか, たそすそえあみ そつてあうあてへつみ ぁかしそうかさそす け ╋とちせあしけつてそす.

╇ せあちそおか たそ たそうそおと たそねけうのかえそ けしけ たそねけうのかこ せかちかおさそ えそうそちみて: 
«そてすとねけしつみ» けしけ «そてすとねけしあつへ». ╇ そてせそのかせけけ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ ╆あきあ-
せそうそこ てあさそこ うかちおけさて せかつたちあうかおしけう. ╊つしけ せか いちあてへ う ちあつねかて たかちけそお かか 
いそしかくせけ, てそ せあおそ そいみくあてかしへせそ そてすかてけてへ, ねてそ そせあ せけさそえおあ せか すとねけしあつへ. 
《せあ いかくくあうかてせそ しまいけしあ つうそかえそ すときあ, いふしあ たちかさちあつせふす け そてくふうねけうふす 
おちとえそす け たそつてそみせせそ てうそちけしあ. 』 かか つすかちてへま すけち たそてかちみし かはか そおせそえそ 
てうそちぬあ. 〉そ そつてあしけつへ かか させけえけ, つてあてへけ, おせかうせけさけ け たけつへすあ. ぁけてあこてか, とねけ-
てかつへ け そつてあうあこてかつへ しまおへすけ!

ぃけしけせあ 【.╇.*

〉あてあのあ けくしとねあしあ つそしせかねせふこ つうかて

》そくせあさそすけしあつへ み つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ 
せあ そおせそす けく たちけかすそう う ╉けたしそすあてけねかつさそこ 
あさあおかすけけ. 〉あつ たちかおつてあうけし おちとえ おちとえと 
╊うえかせけこ 》かてちそうけね. «╉あうあこてか たかちかこおかす 
せあ “てふ”!» — つちあくと たちかおしそきけしあ 〉あてあしへみ 
╊うえかせへかうせあ. «〉あてあのあ, 【あすあちあ», — たちそ-
おそしきけしあ そせあ.

っ つ ちあおそつてへま つそえしあつけしあつへ, てあさ すふ 
け つてあしけ おちとえ おちとえあ せあくふうあてへ. 〉あの ちあく-
えそうそち う てそて うかねかち, うたちそねかす, さあさ け うつか 
たそつしかおとまはけか, くあうみくあしつみ しかえさそ け せかたちけ-
せときおかせせそ. 』 たかちうふに すけせとて そいはかせけみ 
すかせみ せかたそさけおあしそ そはとはかせけか, いとおてそ すふ 
くせあさそすふ ときか すせそえそ しかて. 《せあ たそちあきあしあ 
そえちそすせふす きけくせかしまいけかす, ほせかちえけねせそ-
つてへま, せかそいふさせそうかせせふす ねとうつてうそす ますそちあ. 

* 【あすあちあ ╇しあおけすけちそうせあ ぃけしけせあ — たそすそはせけさ ちかさてそちあ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ.
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[そししかえけ う そいしあつてけ せあとさけ け そいちあくそうあせけみ

╈おか いふ 〉あてあのあ せけ たそみうしみしあつへ, うそさちとえ せかか つさあたしけうあしそつへ すせそきかつてうそ 
しまおかこ, けつさちかせせか きかしあうのけに たそえそうそちけてへ つ せかこ けしけ にそてみ いふ たかちかさけせとてへつみ 
たあちそこ つしそう. 《せあ けくしとねあしあ てかたしそ け つそしせかねせふこ つうかて, たちけてみえけうあみ さ つかいか 
しまおかこ. ╇つかえおあ うふえしみおかしあ けくみはせそこ, つてあてせそこ け ほしかえあせてせそこ. 〉あ つうかてつさけに 
ちあとてあに いふしあ けに おとのそこ け とさちあのかせけかす.

╊うえかせけこ 》かてちそうけね つてあし ちかさてそちそす, け すふ ねあつてそ そいはあしけつへ たそ てかしか-
なそせと, おうあきおふ 〉あてあのあ たちけかくきあしあ う ╉けたあさあおかすけま. 〉あいしまおあてへ くあ ほてそこ 
たあちそこ いふしそ そおせそ とおそうそしへつてうけか. 《せけ つすそえしけ たちそせかつてけ ねかちかく うつま きけくせへ 
とうあきけてかしへせそか, てちかたかてせそか け いかちかきせそか そてせそのかせけか おちとえ さ おちとえと. ╇ しまいうけ 
たちそみうしかせけか うせけすあせけみ け くあいそてふ — せあつてそしへさそ かつてかつてうかせせあみ うかはへ, ねてそ 
おあきか せか うそつたちけせけすあかてつみ しまいみはけすけ さあさ うせけすあせけか け くあいそてあ. ╊うえかせけこ 
》かてちそうけね け 〉あてあのあ せか たちそつてそ しまいけしけ, そせけ つとすかしけ つそにちあせけてへ うしまいしかせ-
せそつてへ おちとえ う おちとえあ. ╇ けに そてせそのかせけみに いふしけ け くあえあおさあ, け つけしあ. [そえおあ そせけ 
そさあくふうあしけつへ うすかつてか, さあきおふこ けく せけに たちかそいちあきあしつみ, いとおてそ けに そさとてふうあしけ 
せかさあみ いしあえそおあてへ, ちあおそつてへ け つうかて.

『あつつさあくふ ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ せかうそしへせそ せあてあしさけうあしけ せあ すふつしへ, ねてそ 
〉あてあしへみ け ╊うえかせけこ 》かてちそうけね すせそえそか うけおかしけ, ねかちかく すせそえそか たちそのしけ, 
つとすかしけ うふつてそみてへ け おそつてそこせそ たかちかきけてへ けつたふてあせけみ, つせそうあ け つせそうあ たそさそちみみ 
せそうふか うかちのけせふ. ╇つか けに たちそけくうかおかせけみ そ [けてあか, 』ぃ╅, [そちかか, ‒ちあせぬけけ, 
そい ¨てあしけけ け すせそえけか おちとえけか せあたそしせかせふ とおけうけてかしへせふすけ けつてそちけねかつさけすけ 
なあさてあすけ, せあいしまおかせけみすけ, たちそせけくあせふ えしといそさけすけ ねとうつてうあすけ. 〉あてあしへみ 
け ╊うえかせけこ 》かてちそうけね — とおけうけてかしへせふこ てあせおかす け う きけくせけ, け う てうそちねかつてうか!

』 えしといそさそこ つさそちいへま とくせあしあ そ いかくうちかすかせせそこ さそせねけせか 〉あてあのかせへさけ. 
ゅてそ せかうそつたそしせけすあみ たそてかちみ おしみ うつかに, さてそ かか くせあし. 《せあ いふしあ せか たちそつてそ 
たそてちみつあまはけす ねかしそうかさそす, さちあつけうそこ きかせはけせそこ, せそ け うふおあまはけすつみ とねか-
せふす, ねへか てうそちねかつてうそ そつてあうけしそ そえちそすせふこ つしかお う ちそつつけこつさそこ せあとさか.

ぃとてそう ╅.╉.*

〈けしそつかちおせそか うせけすあせけか

〉か にそねかてつみ うかちけてへ, ねてそ いそしへのか せかて そいあみてかしへせそこ きかせはけせふ け たちかさちあつせそえそ 
ねかしそうかさあ — 〉あてあのけ ╆あきあせそうそこ. 】にそお けく きけくせけ てかに, さてそ つそうかちのあかて いしあえそ-
ちそおせふか おかしあ, さてそ おそちそえ け いしけくそさ せあす け さそえそ すふ えしといそさそ しまいけす, — ほてそて 
たそつしかおせけこ のあえ う うかねせそつてへ うつかえおあ たちかきおかうちかすかせ け せあおそしえそ そつてあうしみかて 
たそつしか つかいみ たかねあしへせとま たとつてそてと, せかくあたそしせみかすふこ うあさととす, つさそちいせそか ねとうつてうそ 
せかうそつたそしせけすそつてけ たそてかちけ.

* ╅せあてそしけこ ╉すけてちけかうけね ぃとてそう — おそさてそち けつてそちけねかつさけに せあとさ, たちそなかつつそち, くあつしときかせせふこ おかみてかしへ 
せあとさけ 『そつつけけ, つそうかてせけさ ちかさてそちあ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ.
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ぁけつてそてあ たそすふつしそう, いしあえそちそおつてうそ おとのけ, すけしそつかちおけか け おそいちそてあ, そてくふう-
ねけうそつてへ け つそうかつてしけうそつてへ いふしけ ねかちてあすけ かか にあちあさてかちあ. ╊か, さあさ ほてそ け つうそこ-
つてうかせせそ うふつそさそおとにそうせふす け いしあえそちそおせふす しまおみす, うそしせそうあしあ け つとおへいあ 
『そおけせふ, け きけくせへ かか せあちそおあ, け くあいそてふ そ いしけくさけに しまおみに. ¨ たそすそはへ つ かか 
つてそちそせふ てかす, さてそ せときおあしつみ う せかこ, うつかえおあ いふしあ つうそかうちかすかせせそこ, たそしかくせそこ, 
あ くせあねけて, そねかせへ せときせそこ. 

《つそいかせせそ ほてそ そはとはあしそつへ う つなかちか すかおけぬけせふ, たかちかきけうあまはかこ せふせか 
つかちへかくせふか てちとおせそつてけ. 〉あてあのあ くせあしあ ほてそ け, けすかみ のけちそさけこ さちとえ くせあさそすつてう 
う すかおけぬけせつさけに さちとえあに, いかつさそちふつてせそ たそすそえあしあ しまおみす う つけしと つうそかえそ 
うちそきおかせせそえそ すけしそつかちおけみ. ╊か すけしそつかちおせそか うせけすあせけか そはとはあし せあ つかいか 
け み. 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ くあいふうあしあ つかいみ, せそ たそすそえあしあ おちとえけす. ╊か ねけつてあみ 
つそうかつてへ せか たそくうそしみしあ たそつてとたあてへ けせあねか, あ うかおへ つそうかつてへ — ほてそ えそしそつ ╆そえあ, 
さそてそちふこ うつかえおあ つしふのあしあ 〉あてあのあ.

〉そ そて つとおへいふ せかて くあはけてふ. ]まいそうへ, さあさ ねかつてへ け たあすみてへ, そつてあかてつみ きけてへ, 
さそえおあ ねかしそうかさ とにそおけて けく きけくせけ. 』うかてしふこ そいちあく 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ 
いとおかて きけてへ うかねせそ う たあすみてけ しまおかこ, う かか すせそえそねけつしかせせふに せあとねせふに てちとおあに, 
うそ うつかに かか つそくけおあてかしへせふに つうかちのかせけみに せあ いしあえそ しまおかこ. 》ちけちそおあ-すあてへ 
うつかえおあ いとおかて つ せかこ, つそ つうそかこ しまいけすそこ おそねかちへま. 〉そ, さ つそきあしかせけま, せけさてそ 
せか たそうてそちみかてつみ おうあきおふ.
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】ぁ╊〉¨[¨

╇そちそせぬそう ╅.╇.*

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ ╆あきあせそうあ う すそかこ きけくせけ

』てそしへ たちかてかせぬけそくせそか せあくうあせけか おあせ-
せそえそ さそちそてさそえそ ほつつか すせそえけす ねけてあてかしみす 
すそきかて たそさあくあてへつみ ねちかくすかちせふす, とねけてふ-
うあみ せかたちそおそしきけてかしへせそつてへ け せかちあうせそ-
すかちせそつてへ せあのけに しけねせふに うつてちかね. 【かす せか 
すかせかか たそたちそいとま かえそ そいひみつせけてへ.

]けねせふか さそせてあさてふ つ 〉あてあしへかこ ╊うえか-
せへかうせそこ ╆あきあせそうそこ, おかこつてうけてかしへせそ, 
いふしけ ちかおさけ, せそ つふえちあしけ う そたちかおかしかせせそこ 
つてかたかせけ ちかのあまはとま ちそしへ う すそかこ きけくせけ.

》かちうあみ け たそけつてけせか さちけてけねかつさけ うあきせあみ 
おしみ すかせみ うつてちかねあ つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ 
つそつてそみしあつへ う 1980 えそおと, さそえおあ み いふし かはか 
つてとおかせてそす — うふたとつさせけさそす ¨せつてけてとてあ 
つてちあせ ╅くけけ け ╅なちけさけ たちけ 〈╈】 (¨』╅╅) 
け えそてそうけし おけたしそす たそ つそうちかすかせせふす おしみ 
てそえそ ほてあたあ つまきかてあす ちあくうけてけみ [〉╉『. 
╇かつへすあ せかそちおけせあちせふす そいつてそみてかしへつてうそす みうしみしそつへ てそ, ねてそ すそけす せあとねせふす 
ちとさそうそおけてかしかす つてあし つあす ╈かそちえけこ ‒かおそちそうけね [けす, ねしかせ-さそちちかつたそせおかせて 
╅〉 』』』『, たかちうふこ くあすかつてけてかしへ おけちかさてそちあ ¨せつてけてとてあ うそつてそさそうかおかせけみ 
(¨╇) ╅〉 』』』『. 〉かつすそてちみ せあ つうかちにくあせみてそつてへ, そせ せあにそおけし うちかすみ おしみ 
ねてかせけみ つたかぬさとちつそう つてとおかせてあす-さそちかかうかおあす つてあちのけに さとちつそう ¨』╅╅, えおか 
け «たちけつすそてちかし» «つうそかえそ» おけたしそすせけさあ. 〉あとねせそか ちとさそうそおつてうそ ╈かそちえけこ 
‒かおそちそうけね そつとはかつてうしみし つ たちけつとはかこ かすと そてうかてつてうかせせそつてへま け くあけせてかちかつそ-
うあせせそつてへま. 〉そ うそくせけさしそ そおせそ そいつてそみてかしへつてうそ, さそてそちそか すかのあしそ ╈.‒. [けすと 
たそしせそぬかせせそ ちあいそてあてへ, う てそす ねけつしか け せあ たちかたそおあうあてかしへつさそす たそたちけはか. 
》ちけのしそつへ いそちそてへつみ つ つかちへかくせふす くあいそしかうあせけかす えしあく, う つうみくけ つ ねかす そせ いふし 
うふせときおかせ おうあきおふ おかしあてへ つそそてうかてつてうとまはけか そたかちあぬけけ.

╈かそちえけこ ‒かおそちそうけね たそたちそつけし 〉あてあしへま ╊うえかせへかうせと, う てそ うちかすみ せあとね-
せそえそ つそてちとおせけさあ そておかしあ つそぬけあしけつてけねかつさけに つてちあせ ╅くけけ ¨╇ ╅〉 』』』『, 

* ╅しかさつあせおち ╇あしかせてけせそうけね ╇そちそせぬそう — くあうかおとまはけこ そておかしそす [そちかけ け 〈そせえそしけけ ¨せつてけてとてあ うそつ-
てそさそうかおかせけみ 『╅〉.
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たそすそねへ おけたしそすせけさと ╅. ╇そちそせぬそうと. 《ねかうけおせそ, ねてそ つあす うふいそち ╈かそちえけかす 
‒かおそちそうけねかす おといしかちあ う ほてそす おかしか つうけおかてかしへつてうそうあし そい そつそいそす おそうかちけけ 
たかちうそえそ くあすかつてけてかしみ おけちかさてそちあ ̈ ╇ さ ませそこ, せそ ときか あうてそちけてかてせそこ さそししかえか.

〉あのか くせあさそすつてうそ つ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ つそつてそみしそつへ う さあいけせかてか ╈かそちえけみ 
‒かおそちそうけねあ. 』そてちとおせけねかつてうそ きか せあねあしそつへ つ つあすそえそ たちそつてそえそ け そおせそうちか-
すかせせそ つあすそえそ えしあうせそえそ — そいつときおかせけみ たしあせあ おけたしそすせそこ ちあいそてふ. 『あせかか 
み ときか せかすあしそ «たそたそてかし» せあお たちそかさてそす たしあせあ. 〉そ たちけ たかちうそす きか ちあくいそちか 
たちそかさてあ つ たちそなかつつけそせあしそす かえそ せかつそつてそみてかしへせそつてへ け «おかてつさそつてへ» たちそみうけ-
しけつへ つ せかそてちあくけすそこ といかおけてかしへせそつてへま. 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ そつせそうあてかしへせそ 
たかちかたけつあしあ たしあせ, さそてそちふこ せか てそしへさそ つてあし そつせそうそこ おしみ うつかこ たそつしかおとま-
はかこ «ちあいそねかこ さあちてふ» たそ けつたそしせかせけま けつつしかおそうあせけみ. ╈しあうせそか, そせ たちけ-
そてさちふし せそうけねさと えしあくあ せあ てそ, ねてそ かつてへ あさあおかすけねかつさけか せそちすふ, たちけせぬけたふ 
け てちかいそうあせけみ さ けつつしかおそうあてかしへつさそすと てちとおと, け せあ てそ, さあさ せあおそ すふつしけてへ 
«たそ-うくちそつしそすと». ′あてかす ちあくうかちせとしあつへ つけつてかすせあみ ちあいそてあ たそ さそせさちかてせふす 
ちあくおかしあす.

╉あきか そおせそ ほてそ そいつてそみてかしへつてうそ, おとすあま, おあかて すせか たちあうそ せあ つすかしふこ 
くあえそしそうそさ ほてそこ つてあてへけ. ╉かこつてうけてかしへせそ, えそうそちみ たそたちそつてと, 〉.╊. ╆あきあせそうあ 
う くせあねけてかしへせそこ すかちか おあしあ たけのとはかすと ほてけ うそつたそすけせあせけみ たとてかうさと う せあとね-
せとま きけくせへ, たそさあくあう うあきせかこのけか せまあせつふ てうそちねかつさそえそ たちそぬかつつあ う あさあおか-
すけねかつさそこ せあとさか.

╇そたちそつ うてそちそこ け, うそくすそきせそ, かはか いそしかか うあきせふこ. [あさ ほてそ いふしそ つおか-
しあせそ?! 』 たかちうふに すけせとて くせあさそすつてうあ すかせみ たそちあくけしけ せか てそしへさそ うふつそさあみ 
さとしへてとちあ そいはかせけみ, せそ け せかそいふさせそうかせせあみ おそいちそきかしあてかしへせそつてへ, たそおねかち-
させとてあみ おかしけさあてせそつてへ そてせそのかせけみ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ さそ うつかす そさちときあま-
はけす, う てそす ねけつしか さ すそしそおふす さそししかえあす. ¨つさちかせせかか け くあけせてかちかつそうあせせそか 
つてちかすしかせけか たそおおかちきあてへ せそうけねさあ, «せか つたとえせとてへ» かえそ てちとおせそつてみすけ け うふつそ-
さけすけ てちかいそうあせけみすけ あさあおかすけねかつさけに つてあせおあちてそう.

》そくおせかか, つてあう いそしかか そたふてせふす け せあねけてあせせふす うそつてそさそうかおそす, み せあのかし 
う みたそせつさけに すあてかちけあしあに せかつさそしへさそ たそにそきとま たつけにそしそえけねかつさとま すそおかしへ いしあ-
えそちあくとすせそえそ «うかおかせけみ おかしあ». ╇そくすそきせそ, たそおそいせそか つちあうせかせけか たそさあきかてつみ 
さそすと-てそ つそうかちのかせせそ せかとすかつてせふす, せかさそちちかさてせふす, てかす せか すかせかか たそくうそしま 
つかいか かえそ たちけうかつてけ, たそつさそしへさと, さあさ すせか さあきかてつみ, そせそ せあえしみおせそ ちあつさちふうあかて 
おそいちそきかしあてかしへせそつてへ け すとおちそつてへ てあさそこ すあせかちふ ちあいそてふ つ たそおそたかねせふす.

〈そおかしへ そてせそのかせけこ う てちあおけぬけそせせそこ みたそせつさそこ つかすへか たちかおたそしあえあかて, 
ねてそ きかせあ, いとおとねけ そいふねせそ おそすそにそくみこさそこ, うつてちかねあかて うかねかちそす たちけのかお-
のかえそ つ ちあいそてふ とつてあうのかえそ すときあ たそおねかちさせとてそ いしあえそつさしそせせそ, う ねあつてせそつてけ 
たそおちそいせそ ちあつつたちあのけうあみ そ つそいふてけみに すけせとうのかえそ おせみ. ¨ ねかす すかせかか くせあ-
ねけすふす つそてちとおせけさそす せあ つしときいか みうしみかてつみ かか すとき, てかす うそつてそちきかせせかか そせあ 
ちかあえけちとかて せあ かえそ ちあつつさあく, そいそおちみみ しまいけすそえそ ちかたしけさあすけ け うふつそさけすけ 
そぬかせさあすけ. 【あさけす つたそつそいそす にちあせけてかしへせけぬあ おそすあのせかえそ そねあえあ とさちかたしみかて 
とうかちかせせそつてへ つたとてせけさあ きけくせけ う つかいか, たそうふのあかて かえそ つあすそそぬかせさと.
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ゅてそて たちけすかち おそ せかさそてそちそこ つてかたかせけ せあたそすけせあかて すせか てちかいそうあてかしへせそか, 
せそ てちそえあてかしへせそ-いかちかきせそか そてせそのかせけか 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ さ かはか おあきか 
せか あつたけちあせてと, あ たちそつてそ おけたしそすせけさと: «╉あ, ╇あのあ すふつしへ さあきかてつみ うかつへすあ 
くせあねけすそこ け たかちつたかさてけうせそこ, おあせせふこ たそうそちそて つまきかてあ — うたそしせか しそえけね-
せふす, あ ほてそて なあさてそしそえけねかつさけこ なちあえすかせて け すかてそお かえそ あせあしけくあ — たちそつてそ 
せあにそおさあ, つたそつそいせあみ つてあてへ とさちあのかせけかす うつかえそ てちとおあ» け て.お.

『あいそてあ せあのあ うかしあつへ うかつへすあ つけつてかすせそ, う そつせそうせそす う けせつてけてとてか. 〉そ 
そおせあきおふ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ たちけえしあつけしあ すかせみ さ つかいか おそすそこ, えおか すふ 
おそうそしへせそ おそしえそ そいつときおあしけ そねかちかおせそこ つまきかて けつつしかおそうあせけみ. ′あたそす-
せけしつみ てあさそこ ほたけくそお. ╇ さそせぬか いかつかおふ み たそたちそつけし つてあさあせ うそおふ. 〉あてあしへみ 
╊うえかせへかうせあ そてさちふしあ にそしそおけしへせけさ, えおか つてそみしけ おそちそえけか け ちかおさけか てそえおあ 
けすたそちてせふか せあたけてさけ, け つたちそつけしあ: «╅ すそきかて いふてへ, ╇ふ にそてけてか たそたちそいそうあてへ 
ねてそ-せけいとおへ けく ほてけに せあたけてさそう?» [そせかねせそ, うつか そえちあせけねけしそつへ つてあさあせそす 
にそしそおせそこ うそおふ, せそ ねとうつてうそうあしそつへ, ねてそ かか うそたちそつ いふし せか けく ちあくちみおあ なそち-
すあしへせそこ うかきしけうそつてけ.

『あいそてあ せあお おけたしそすそす くあうかちのけしあつへ とつたかのせそ. ╇つか たそつしかおとまはけか, 
さ つそきあしかせけま, せか そねかせへ ねあつてふか うつてちかねけ つ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ うつかえおあ いふしけ 
たちけみてせふすけ け つうかてしふすけ. ╇つたそすけせあかてつみ, さあさ, みうしみみつへ ときか たそすそはせけさそす 
くあすかつてけてかしみ おけちかさてそちあ ¨╇ ╈.‒. [けすあ, み くあのかし たそ おかしあす う そておかし つそぬつてちあせ 
╅くけけ け くあつてあし てあす 〉あてあしへま ╊うえかせへかうせと うすかつてか つ たあてちけあちにそす そてかねかつてうかせ-
せそこ さそちかけつてけさけ ‒あせかこ ¨つああさそうせそこ ぃあいのけせそこ, つ さそてそちそこ そせあ いふしあ 
そねかせへ おちときせあ. 】うけおかう すかせみ, そせけ そいか けつさちかせせか, ちあおとのせそ としふいせとしけつへ, 
け ‒あせみ ¨つああさそうせあ つさあくあしあ: «╇そて うけおけのへ, 』あのあ, ねかす たちけにそおけてつみ くあせけ-
すあてへつみ: ちあつさしあおふうあかす ほさくかすたしみちふ すあのけせそたけつせそえそ うあちけあせてあ そねかちかおせそこ 
さそししかさてけうせそこ すそせそえちあなけけ». 〈そし, せか とおけうしみこてかつへ, ほてそ ちとてけせせそか くあせみ-
てけか — せかそてひかすしかすあみ ねあつてへ あさあおかすけねかつさそえそ てちとおあ.

〉あとねせあみ さあちへかちあ け おけたしそすあてけねかつさあみ つしときいあ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ いふしけ 
ねちかくうふねあこせそ いそえあてふすけ け ちあくせそつてそちそせせけすけ. ╇ にそおか すせそえそねけつしかせせふに 
くあえちあせさそすあせおけちそうそさ かこ つちかおけ たちそねかえそ おそうかしそつへ いしけくさそ たそくせあさそすけてへつみ 
け たしそおそてうそちせそ つそてちとおせけねあてへ つ さそちけなかみすけ あすかちけさあせつさそえそ うそつてそさそうかおか-
せけみ. 』ちかおけ せけに いふしけ てあさけか «えとちと», さあさ 『そいかちて 』さあしあたけせそ け ]け ぁそせ 』けさ, 
さそてそちふか たそすけすそ うふおあまはけにつみ せあとねせふに てあしあせてそう てそきか そいしあおあしけ おあちそす 
けつさちかせせかこ おそいちそきかしあてかしへせそつてけ さ さそししかえあす.

》そすせま かはか, さあさ そおせあきおふ, う とつしそうけみに けくうかつてせふに そえちあせけねかせけこ つそうかて-
つさそこ ほたそにけ せあ そいはかせけか つ けせそつてちあせぬあすけ, 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ «う つかちおぬあに» 
つかてそうあしあ すせか, さあさ かこ «たちけにそおけしそつへ せあ つうそかこ おあねか といかえあてへ う さとつてふ つすそちそ-
おけせふ, ねてそいふ てあす うふたしあさあてへつみ», つせけすあみ せかちうせふこ つちふう, うそくせけさのけこ せあ 
たそねうか せかうそくすそきせそつてけ そてうかてけてへ つそそてうかてつてうとまはけす とちそうせかす えそつてかたちけけす-
つてうあ け ちあおとのけみ たちけかにあうのけす う 〈そつさうと «おそつてそこせふす あすかちけさあせつさけす さそし-
しかえあす». ¨ う ほてそす ほたけくそおか てあさきか たちそみうけしけつへ ねとてさそつてへ, ちあせけすそつてへ おとのけ 
えかちそけせけ すそかえそ ちあつつさあくあ.



╇そつたそすけせあせけみ

360

′あうかちのあみ さちあてさけか うそつたそすけせあせけみ, すせか にそねかてつみ たそおねかちさせとてへ, ねてそ たそつしか 
そいはかせけみ つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ, さあさ そてすかねあまて うつか, さてそ かか くせあし, う おとのか 
そつてあかてつみ そいちあく とおけうけてかしへせそ ねけつてそえそ, おそいちそきかしあてかしへせそえそ, けつさちかせせかえそ, 
いしあえそちそおせそえそ, けつさしまねけてかしへせそ ねとてさそえそ さ しまおみす け おかしけさあてせそえそ ねかしそうかさあ. 
』うかてしそえそ ぁかしそうかさあ.

』うかてしあみ たあすみてへ 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか ╆あきあせそうそこ.

╉うそちせけさそうあ ╅.』.*

〈そみ うてそちあみ すあすあ

〉かすせそえけす う きけくせけ うかくかて けすかてへ おあきか そおせと すあすと, てそ かつてへ せか たちそつてそ すあすと, 
あ ちそおせそえそ け しまいけすそえそ ねかしそうかさあ, おちとえあ け たちけすかち たそ きけくせけ, ねかしそうかさあ, 
つ さそてそちふす すそきせそ たそおかしけてへつみ つうそけすけ ちあおそつてみすけ け えそちかつてみすけ, せそ おうとに — 
ほてそ せあつてそみはあみ ちかおさそつてへ!

… 〈かせしそ-》あちさ, 2 ねあつあ せそねけ, 7 けませみ. «》そちあ くあさあせねけうあてへ ちあいそてと 
け けおてけ つたあてへ», — たそおとすあしあ み. ぁかちかく てちけ おせみ せあねけせあしあつへ すそみ ｠ すかきおとせあ-
ちそおせあみ てかにせそしそえけねかつさあみ さそせなかちかせぬけみ: いそしかか 600 ねかしそうかさ, つあすふか «さちと-
てふか» つたけさかちふ うかせねとちせそえそ いけくせかつあ [ちかすせけかうそこ (』けしけさそせそうそこ) おそしけせふ, 
け, さそせかねせそ きか, うつか すそけ すふつしけ いふしけ くあせみてふ たそつしかおせけすけ おかてあしみすけ たそおえそ-
てそうさけ. 》かちかお つせそす くあえしみせとしあ せあ さとにせま うふすふてへ たとつてとま ねあのさと けく-たそお ねあみ.

[あさ つてちあせせそ, つ つかすへかこ, いかくとすせそこ ちあいそてそこ, おかてへすけ (╉あせか 6 しかて, ]けくか 
たそねてけ 3, たしまつ と せかか おけあいかて たかちうそえそ てけたあ, ねてそ てちかいとかて せかたちかつてあせせそえそ うせけ-
すあせけみ) み うつか ちかきか ちあくえそうあちけうあしあ つ 〉あてあのかこ. [そせかねせそ, さそえおあ たちけかくきあしあ 
う 〈そつさうと, すふ そいみくあてかしへせそ うつてちかねあしけつへ け たちそうそおけしけ ねあつふ くあ いかつかおそこ — 
うかおへ てあさ すせそえそ うつかえそ せときせそ いふしそ そいつとおけてへ. 〉そ う そつてあしへせそす くうそせさけ せあねけ-
せあしけつへ け くあさあせねけうあしけつへ うそたちそつそす, さあさ かか くおそちそうへか け うつか しけ と せあつ にそちそのそ. 
〈ふ ねとうつてうそうあしけ おちとえ おちとえあ せあ ちあつつてそみせけけ, ほてそえそ いふしそ おそつてあてそねせそ. 》そ 
てかしかなそせと せか にそてかしそつへ そいつときおあてへ せけねかえそ おちとえそえそ. 』かさとせおせふか うそつたそすけせあ-
せけみ, うそたちそつ, うつか しけ と せかか にそちそのそ, け せときせそ いかきあてへ おあしへのか — てそ うつてちかねあ, 
てそ と おそねさけ つあにあち とたあし, てそ, せあそいそちそて, たそおせみしつみ, てそ えそつてけ け せときせそ せあさちふてへ 
つてそし, てそ たちそつてそ せかて つけし せけ そ ねかす おとすあてへ...

〉そ うおちとえ, たそさあ み すふしあ ほてと つあすとま ねあのさと, 〉あてあのけせ そいちあく そねかせへ ねかてさそ 
たそみうけしつみ と すかせみ たかちかお えしあくあすけ. ゅてそ いふしそ てあさ せかそきけおあせせそ. 〈そこ うせとてちかせ-
せけこ えそしそつ せあねあし つ せかこ さあさ いふ ちあくえそうあちけうあてへ, け み かはか たそおとすあしあ, せと さあさ きか 
てあさ, せと たそねかすと そせあ せか いそちかてつみ つそ つうそけす せかおとえそす, そせあ きか てあさあみ つけしへせあみ? 
っ おあきか さあさ-てそ ちあくそくしけしあつへ せあ すえせそうかせけか, せそ てとて きか うせとてちかせせけこ えそしそつ 

* ╅せせあ 』かちえかかうせあ ╉うそちせけさそうあ — たちかくけおかせて ╅つつそぬけあぬけけ あすかちけさあせそ-ちそつつけこつさそえそ おかしそうそえそ 
つそ てちとお せけねかつてうあ, ちとさそうそおけてかしへ さそちたそちあぬけけ «【╊』 Ventures» ([あしけなそちせけみ).
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つさあくあし, ねてそ み せか けすかま たちあうあ かか さちけてけさそうあてへ, うかおへ そせあ つけしへせあみ てそしへさそ 
おしみ おちとえけに け, うそそいはか, ねてそ み くせあま け さあさ み すそえと? っ おそしきせあ うそつたちけせけすあてへ 
かか てあさそこ, さあさ そせあ かつてへ, け うつか たちけせみてへ. 《てねかてしけうそ たそすせま, ねてそ けすかせせそ 
てあさ たそおとすあしあ: み おそしきせあ つたそさそこせそ うつか たちけせみてへ. (っ せか けく てかに しまおかこ, さてそ 
えそてそう うつか たちけせけすあてへ いかく いそちへいふ け つそたちそてけうしかせけみ, たそほてそすと てあさあみ すふつしへ 
すかせみ せかすせそえそ とおけうけしあ.)

╇つか ほてそ たちそしかてかしそ う えそしそうか くあ つかさとせおと. っ おそすふしあ ねあのさと け さあさ-てそ 
すあのけせあしへせそ たそつすそてちかしあ う そさせそ, あ うかちせかか, う ねかちせそてと せそねけ, け うおちとえ 
とうけおかしあ かか そねかせへ そてねかてしけうそ, てあさとま つうかきとま, さちあつけうとま, さあさそこ み かか くせあしあ 
すせそえそ しかて せあくあお, け そせあ さあさ いとおてそ たちそしかてあしあ すけすそ け としふいあしあつへ すせか. 
«】きか せあねけせあまてつみ えしまさけ», — たそおとすあしあ み. «【そねせそ たそちあ つたあてへ!» っ いふつてちそ 
うふさしまねけしあ てかしかなそせ, うくみしあ すそせけてそち たそさあくあせけこ つあにあちあ と おそねさけ, たそえあつけしあ 
つうかて け たそのしあ つたあてへ. ′あうてちあ つといいそてあ!

╆そきか すそこ, さあさ にそねかてつみ つたあてへ, せそ せときせそ うつてあうあてへ. [ ╉あせか たちけにそおけて 
とねけてかしへせけぬあ たそ てあせぬあす, ]けくあ てそきか たちそつせとしあつへ, にそちそのそ いふ うつかこ つかすへかこ 
たそくあうてちあさあてへ… ぁかちかく さあさそか-てそ うちかすみ そいせあちときけうあま, ねてそ くあいふしあ うさしま-
ねけてへ てかしかなそせ, せそ てそしへさそ うさしまねあま — くうそせそさ: すあすあ! 《せあ かはか せけねかえそ 
せか とつたかしあ つさあくあてへ, せそ たそ かか おふにあせけま み たそせみしあ: ねてそ-てそ つしとねけしそつへ. 』 てちと-
おそす, たそおあうしみみ ちふおあせけみ, そせあ うふたあしけしあ: «╅せみ, 〉あてあのあ とすかちしあ!» «[あさ 
とすかちしあ?» — せあ あうてそすあてか つたちそつけしあ み, にそてみ う ほてと つかさとせおと すせか たそさあくあしそつへ, 
ねてそ せあ つあすそす おかしか み ほてそ ときか くせあま. ╇そくすそきせそ, ほてそ のそさ, せそ すせか おかこつてうけ-
てかしへせそ う てと すけせとてと たそさあくあしそつへ, ねてそ み ときか ほてそ くせあま. «ぁてそ つしとねけしそつへ, うそ 
つさそしへさそ, さあさ?» — «╇ ねあつ おせみ…»
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《せあ かはか ねてそ-てそ たふてあしあつへ つさあくあてへ, せそ み ときか つ てちとおそす つしふのあしあ. ぁあつ おせみ 
たそ 〈そつさうか — ほてそ おうあ ねあつあ せそねけ たそ [あしけなそちせけけ. ╉あ, てかたかちへ うつか たそせみてせそ: 
そせあ «たちけのしあ», ねてそいふ つそ すせそこ たそたちそはあてへつみ. 《せあ たちけのしあ さそ すせか! [あさ きか 
み つちあくと せか たそせみしあ?! ╇そて たそねかすと と すかせみ ほてそ そはとはかせけか, ねてそ み ときか うつか くせあま. 
╇ えそちしか くあつてちみし さそす, せそ さあさ きか み すそえと たしあさあてへ, うかおへ そせあ すせか としふいあしあつへ 
け いふしあ てあさあみ さちあつけうあみ, てあさあみ とすけちそてうそちかせせあみ!

«っ うそて せけさそえおあ せか さちあのと えといふ!» — さあさ うつかえおあ, つ しかえさそつてへま け としふいさそこ 
いちそつけしあ 〉あてあのあ. «¨ すせか ときか おそつてあてそねせそ すせそえそ しかて, あ えといふ と すかせみ, さあさ 
と すそしそおそこ おかうそねさけ». [そえおあ ほてそ いふしそ? 【あさ おあうせそ, あ さあきかてつみ, ねてそ うねかちあ. 
〈せか いふしそ しかて 10—12? [ ねかすと ほてそ いふしそ? ╇そくすそきせそ, み たそたふてあしあつへ うそつたそしへ-
くそうあてへつみ すあすけせそこ たそすあおそこ, あ そせあ とうけおかしあ. っ せか たそすせま せあねあしあ ちあくえそうそちあ, 
せそ つあすあ なちあくあ そつてあしあつへ つそ すせそこ せあ うつま きけくせへ. っ たそつすそてちかしあ せあ 〉あてあのと: 
そせあ いふしあ てあさ つうかきあ, け かこ てあさ のしあ ほてあ かつてかつてうかせせそつてへ. ╉かこつてうけてかしへせそ, 
くあねかす せときせあ ほてあ たそすあおあ, け うかおへ ほてそ さあさあみ-てそ そつそいかせせそつてへ, てふ せか てあさあみ, さあさ 
うつか. ╅ ほてそ てあさ うあきせそ, せか いふてへ てあさそこ, さあさ うつか — かか おかうけく! [あさ そせ くあたあし すせか 
う おとのと. ╇かおへ み いふしあ おかうそねさあ, たそおちそつてそさ, せあ ちあつたとてへか: さかす け さあさそこ み つてあせと. 
[あさそか つねあつてへか, ねてそ 〉あてあのあ いふしあ ちみおそす け つてあしあ てかす けおかあしそす, さ さそてそちそすと 
にそてかしそつへ つてちかすけてへつみ け さそてそちそすと にそてかしそつへ たそおちあきあてへ け つしかおそうあてへ. 【かたかちへ, 
いとおとねけ ときか うくちそつしそこ きかせはけせそこ, み たそせけすあま, さあさ すせか う きけくせけ たそうかくしそ.

』かこねあつ すせか ときか 36 しかて, け ねてそ きか — くあ うつか ほてけ えそおふ み せけ ちあくと せか さとたけしあ 
たそすあおと, け せけさてそ せけさそえおあ せか うけおかし すかせみ つ せあさちあのかせせふすけ えといあすけ. ¨ たちけ 
ほてそす すときねけせふ うつかえおあ そいちあはあしけ せあ すかせみ うせけすあせけか. ¨ ほてそ てそしへさそ そおせあ 
けく すせそえけに けつてそちけこ, なちあく け たそつてとたさそう. 〉あてあのあ けすかしあ せあ すかせみ うしけみせけか, 
つそたそつてあうけすそか つ うしけみせけかす うつかえそ そつてあしへせそえそ すけちあ! ¨ けすかかて おそ つけに たそち. 
《せあ いふしあ けおかあしそす, てかす, さかす み にそてかしあ いふ つてあてへ, さそすと にそてかしあ たそおちあきあてへ, 
にそてみ み くせあしあ, ねてそ せけさそえおあ, おあきか かつしけ いとおと ちあいそてあてへ せあお つそいそこ さあきおふこ 
おかせへ, せか つすそえと つてあてへ てあさそこ. 〉そ み そねかせへ にそてかしあ, み つてちかすけしあつへ け たちそおそしきあま 
ちあいそてあてへ せあお つそいそこ さあきおふこ おかせへ.

【そ, ねてそ と すかせみ たそしとねけしそつへ, たそしとねけしそつへ かつてかつてうかせせそ け たそほてそすと つそにちあ-
せけしそつへ, せそ さあさ うあきせそ, さてそ いふし たかちうそたちけねけせそこ. 》そねかすと? 〉あうかちせそか, 
たそてそすと ねてそ せあのけ おとのけ いふしけ さあさ-てそ つうみくあせふ, け うつか, ねてそ えそうそちけしあ け おかしあしあ 
そせあ, うそ すせか てあさ そてさしけさあしそつへ! ╇けおけすそ, てあさ おそしきせそ いふしそ たちそけくそこてけ. 〉あおそ 
たちけくせあてへつみ, ねてそ すせそえそか み てあさ け せか つすそえしあ うそたしそてけてへ: かか しまいそうへ さ しまおみす, 
うつかたちそはかせけか, おそいちそてと, さあさとま-てそ せかうかちそみてせとま きけくせかせせとま すとおちそつてへ. 
ゅてそ けすかせせそ てそ, せあお ねかす み たそつてそみせせそ ちあいそてあま, け ねあつてそ てあさそか そてせそのかせけか 
たちけせそつけて つうそけ たそしそきけてかしへせふか たしそおふ.

》ちけねかつさあ, すあさけみき, すあせかちあ そおかうあてへつみ, «せかつてけ» つかいみ — たそつすそてちけてか せあ 
すかせみ: ほてそ おそにしあみ さそたけみ 〉あてあのけ. ╉そにしあみ, せそ うつか きか さそたけみ. ゅてそ てそ, ねてそ 
うちそつしそ う すそま おとのと, つそくせあせけか, すあせかちふ. っ つてあちあしあつへ かこ うそ うつかす たそおちあきあてへ, 
け すせそえそか たちそねせそ そつかしそ. っ, さあさ け そせあ, せそのと さちとたせふか とさちあのかせけみ — おあ, 
すふ そおせそえそ ちそつてあ け てかしそつしそきかせけみ け たそほてそすと すせか けおかて てそ きか つあすそか, つにそきと 
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つ とすあ たそ いけちまくか, たそつてそみせせそ せそのと てあさそか きか さそしへぬそ, さあさ け そせあ — くあ 50 おそし-
しあちそう (け そせそ すせか たちけせそつけて そえちそすせそか とおそうしかてうそちかせけか, あ かはか ほてそ すせか 
うつかえおあ せあたそすけせあかて そ せかこ).

】 ほてそえそ さそしへぬあ けせてかちかつせあみ つとおへいあ, つ さそてそちそこ み てそきか つうみくあせあ. ╋かせみ 
さとたけし ほてそ さそしへぬそ 〉あてあのか う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ う 1999 えそおと, さそえおあ すふ うすか-
つてか たちそにあきけうあしけつへ たそ すあえあくけせねけさあす. っ ほてそ たそすせま さあさ つかこねあつ. ╊こ いふしそ 
きあしさそ たそてちあてけてへ せあ つかいみ 50 おそししあちそう, あ そせ かこ さとたけし, たそてそすと ねてそ せけねかえそ 
おしみ せかか せか きあしかし. ゅてそ いふしそ さそしへぬそ けく つかちかいちあ け いけちまくふ, さそてそちそか おかしあしけ 
けせおかこぬふ う ちかくかちうあぬけみに. ╉しみ そいふねせそえそ ねかしそうかさあ そせそ いふ せか けすかしそ せけさあ-
さそこ ぬかせせそつてけ け たちけうしかさあてかしへせそつてけ, せそ せか おしみ 〉あてあのけ! ¨ すせか さあきかてつみ, 
ねてそ ほてそ いふしそ つあすそか たちかさちあつせそか さそしへぬそ せあ つうかてか!

》そてそす さそしへぬそ たそねかすと-てそ たそすみしそつへ, け 〉あてあのあ たそしそきけしあ かえそ う さそのか-
しかさ, ねてそいふ そてせかつてけ たそねけせけてへ, せそ, さあさ せあちそねせそ, さそのかしかさ とさちあしけ. 』あす 
さそのかしかさ たそてそす せあのかしつみ, せそ さそしへぬあ, さそせかねせそ きか, ときか てあす せか いふしそ. ╇つか 
くせあしけ, ねてそ さそしへぬそ かこ いふしそ おそちそえそ, あ み そつそいかせせそ くせあしあ, たそてそすと ねてそ たちけ-
つとてつてうそうあしあ たちけ かえそ たそさとたさか け うけおかしあ, さあさ そせあ かえそ せあのしあ, さあさ せあ せかえそ 
つすそてちかしあ. 》そすせま かか うくえしみお, さそえおあ そせそ いふしそ さとたしかせそ. っ くせあしあ, ねてそ おしみ 
せかか ほてそ いふしあ つあすあみ いそしへのあみ たそてかちみ — さそしへぬそ, さそせかねせそ きか, さそたかかねせそか, 
せそ ほてそ いふし つけすうそし, つけすうそし しまいけすそえそ えそちそおあ 』あせ-‒ちあせぬけつさそ け たそおあちそさ 
しまいけすそえそ すときあ! っ くせあしあ, ねてそ そせあ つ せけす せけさそえおあ せか ちあつつてあうあしあつへ.

ぁてそ きか, み けつさあしあ たそにそきかか さそしへぬそ たそ うつかこ ╅すかちけさか. ╈おか いふ み せけ いふしあ, 
かつしけ いふし すあえあくけせねけさ, えおか たちそおあうあしけ けくおかしけみ けせおかこぬかう けく いけちまくふ, 
うつかえおあ くあにそおけしあ. 〈そこ すとき ¨しへみ ときか ねかてさそ くせあし, ねてそ み けはと. 〉そ, さ つそきあしか-
せけま, せけねかえそ せか せあにそおけしあ. [としへてとちあ けせおかこぬかう つけしへせそ とつてあちかしあ, すあえあくけせふ 
くあさちふうあしけつへ, つたちそつあ せか いふしそ. ╉あ け いけちまくあ さあさ さあすかせへ つてあしあ とにそおけてへ 
う たちそのしそか. 〉そ うそて そおせあきおふ み くあえしみせとしあ う すあえあくけせ う 』そつあしけてそ け とうけおかしあ 
せかねてそ たそにそきかか. [あすせけ いふしけ ちあくせそぬうかてせふか, せそ つてちとさてとちあ さそしへぬあ てあ きか! 
っ つたちそつけしあ, せかしへくみ しけ つおかしあてへ てあさそか さそしへぬそ せあ くあさあく. 』すかのせそ つさあくあてへ, 
さあさそか-てそ てあす さそしへぬそ, せそ たそてちかいそうあしつみ えそお, かつしけ せか いそしへのか, ねてそいふ かえそ 
たそしとねけてへ. ¨せおかこぬふ — せあちそお てうそちねかつさけこ け おしみ せあつ すあしそたそせみてせふこ. 
╇ そいはかす, せあこてけ おけくあこせかちあ つてそけしそ いそしへのけに つけし, あ かはか いそしへのけに — とえそうそ-
ちけてへ かえそ つおかしあてへ. 〉と あ さそえおあ とえそうそちけしけ, み たそたちそつけしあ つおかしあてへ おうあ, ねてそいふ 
と すかせみ てあさそか さそしへぬそ てそきか いふしそ さあさ たあすみてへ. っ つ せけす てかたかちへ せか ちあつつてあまつへ.

╇ てそ うちかすみ さあさ すそけ たそおちときさけ たそさとたあまて «いちかせおそうふか» たしあてへみ たそ 
3 てふつみねけ おそししあちそう, う せあおかきおか うつかに とおけうけてへ, み とすとおちみまつへ せあにそおけてへ 
せあちみおふ くあ さそたかこさけ せあ «いあちあにそしさあに», おあ てあさけか, ねてそ そせけ つそにせとて そて くあうけつてけ. 
╅ さてそ すかせみ ほてそすと せあとねけし? 】えあおあこてか. 〈そこ つあすふこ さちあつけうふこ け たかちうふこ 
てあさそこ さそつてます いふし さとたしかせ うすかつてか つ 〉あてあのかこ け ╋かせかこ せあ 〈けのせ-つてちけて 
う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ う 1999 えそおと. ゅてそ いふし つてちあのせふこ ちあこそせ, おあきか け せか たそすせま, 
さあさ け たそねかすと すふ てあす そさあくあしけつへ. [あさ くあいちかしけ う すあえあくけせ, う さそてそちふこ てそしへさそ 
〉あてあのあ すそえしあ つ とうかちかせせそつてへま くあこてけ, うつか おちとえけか たちそにそおけしけ すけすそ.
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╇ すあえあくけせか いふしそ すせそえそ ちあくせそこ そおかきおふ, け うつか きか うちそおか せか せあ ねてそ 
えしあく たそしそきけてへ, せそ そせあ, さあさ うつかえおあ, そてさとおあ-てそ すあえけねかつさけ いふつてちそ おそつてあしあ 
たそてちみつあまはけこ さそつてます け たちそてみせとしあ すせか. っ せか すそえしあ そてそちうあてへ えしあく, せそ 
ぬかせあ くおそちそうそ «さとつあしあつへ». ぁかちかく すけせとてと 〉あてあのあ つ たちそおあうぬそす つてあしけ ときか 
しとねのけすけ おちとくへみすけ. 《せ いふし せあつてそしへさそ そねあちそうあせ かま, ねてそ ぬかせあ とたあしあ う てちけ 
ちあくあ, あ すふ さとたけしけ せか てそしへさそ さそつてます, せそ け かはか さあさそこ-てそ たそてちみつあまはけこ 
たけおきあさ, さそてそちふこ 〉あてあのあ せあのしあ う おちとえそす とえしと ほてそこ おふちふ. 】 せかか いふし 
てあしあせて: てあしあせて とうけおかてへ け たそせみてへ, ねてそ ほてそ «そせそ», け さあさ ほてそ «そせそ» いとおかて せあ 
てかいか つすそてちかてへつみ. ゅてそ てあしあせて — せか いふてへ さあさ うつか, とすかてへ せあにそおけてへ ねてそ-てそ, 
ねてそ せけさてそ おちとえそこ せか つすそきかて け, せかつすそてちみ せあ てそ ねてそ ほてあ うかはへ いとおかて つてそ-
けてへ さそたかこさけ, そせあ いとおかて つそうかちのかせせそ とせけさあしへせそ つすそてちかてへつみ, さあさ いとおてそ かか 
さとたけしけ くあ てふつみねけ おそししあちそう.

ぁかちかく すせそえそ しかて たそおちとえあ — うふつそさそそたしあねけうあかすふこ さそせつとしへてあせて たそ 
たそおいそちと そおかきおふ — たちけえしあつけしあ すかせみ う Cagnada College (えおか-てそ せあ そてのけいか) 
せあ うふつてあうさと すかつてせふに おけくあこせかちそう. ╇ふいけちあてへ いふしそ あいつそしまてせそ せかねかえそ, 
け たそさあ たそおちとえあ ねてそ-てそ けつさあしあ, み せあたちあうけしあつへ さ うふにそおと. ╇おちとえ うくえしみお とたあし 
せあ つてちあせせそか, み いふ つさあくあしあ, さそすけねせそか たあしへてそ: みちさそ-きかしてそえそ ぬうかてあ, さあさ 
ぬふたしかせそさ, けく てかたしそこ てさあせけ う ちあくせそぬうかてせふか なそせあちけさけ-たとたふちふのさけ — 
つけせけか, さちあつせふか, そちあせきかうふか, てそちねあはけか けく そつせそうせそこ てさあせけ. 〉けさてそ かえそ け 
せか くあすかねあし. っ いふ おあきか つさあくあしあ, ねてそ うつか そて せかえそ のあちあにあしけつへ. 】しふいあしけつへ 
け たちそにそおけしけ すけすそ. 〈せか つてあしそ うかつかしそ, け み ちかのけしあ たそすかちけてへ. «【ふ うふえしみ-
おけのへ う ほてそす たあしへてそ さあさ つとすあつのかおのあみ», — いちそつけしあ たそおちとえあ. «【そえおあ ほてそ 
けすかせせそ てそ, ねてそ すせか せときせそ», — たそおとすあしあ み, ぬけてけちとみ 〉あてあのと.

╇ つうそかこ きけくせけ み せか たそしとねあしあ いそしへのかえそ さそしけねかつてうあ さそすたしけすかせてそう! 
[そえおあ せあおかうあま ほてそ たあしへてそ, せか たちそにそおけて け おせみ, ねてそいふ さあさ すけせけすとす そおけせ 
ねかしそうかさ, たちそにそおみ すけすそ, せか つさあくあし, さあさそか と すかせみ たそてちみつあまはかか たあしへてそ! [あさ 
けせてかちかつせそ, うかおへ おかこつてうけてかしへせそ, そせそ いふ せけさそすと せか たそおそのしそ てあさ, おあ み け せか 
うけおかしあ せけさそえおあ いそしへのか せけさそえそ う てあさそす たあしへてそ, にそてみ ほてそ いふし すかつてせふこ 
おけくあこせかち. ╅ すそみ たそおちとえあ てそねせそ つすそてちかしあつへ いふ う せかす さあさ つとすあつのかおのあみ. 
ゅてそ 《〉╅ — 〉あてあのあ — せあとねけしあ すかせみ せあにそおけてへ, とくせあうあてへ け せそつけてへ うかはけ. 
っ つしとのあしあ かか け, さあさ えといさあ, うたけてふうあしあ さあきおそか つしそうそ, あ たそてそす «たちあさてけさそ-
うあしあ», うふちあいあてふうあしあ せあうふさ — け うそて, さあきかてつみ, ねてそ-てそ たそしとねけしそつへ.

«》そねかすと ╋かせみ?» — つたちそつけしあ み そおせあきおふ. «》そてそすと ねてそ すせか つ せけす 
そねかせへ けせてかちかつせそ, たそてそすと ねてそ つ せけす み つすかまつへ, たそてそすと ねてそ そせ えかせけあしへ-
せふこ け せけさてそ おちとえそこ すせか せか せときかせ... っ たそつうみてけしあ かすと つうそま きけくせへ». ゅてそ, 
さそせかねせそ きか, いふし せか そおけせ ちあくえそうそち け てそ, «たそねかすと ╋かせみ», いふしそ ちあつつさあくあせそ 
つ いそしへのけす さそしけねかつてうそす つしそう, すせそえそ ちあく, たそ-ちあくせそすと, つ ちあくせふに とえしそう, 
つ ちあくせふすけ けつてそちけみすけ, せそ つとてへ うつかえおあ そつてあうあしあつへ てあ きか! 《せ いふし かおけせ-
つてうかせせふす, そせ いふし えかせけあしへせふす, け いそしへのか せけさてそ せか いふし せときかせ. ╅ ねてそ 
いふし ╋かせみ おしみ すかせみ, てそえおあ ちかいかせさあ, ねかちかく たちけくすと てそえそ, さあさ かえそ うけおかしあ 
〉あてあのあ? 《せ いふし おとのそこ さそすたあせけけ, そせ おかちきあし うかつへ つてそし, そせ うつか くせあし — 
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«にそおみねあみ ほせぬけさしそたかおけみ», み かえそ てあさ せあくふうあしあ くあ えしあくあ, け, さそせかねせそ きか, 
そせ いふし せかそいふさせそうかせせそ そつてちそとすかせ. 《せ せか とすかし せけねかえそ おかしあてへ たそ おそすと 
(てそ, ねてそ う いふうのかす 』そまくか つねけてあしそつへ そいみくあせせそつてへま さあきおそえそ たそちみおそねせそえそ 
すときねけせふ, ちあうせそ さあさ け さあきおそえそ たそちみおそねせそえそ くあいとしおふえけ), せか くせあし えおか 
と すあのけせふ さあたそて, さあさ うかのあまてつみ たそしさけ, さあさ ううけせねけうあかてつみ しあすたそねさあ, えおか 
くあさとたあてへ つてちそけてかしへせふこ すあてかちけあし, け すせそえそか おちとえそか.

╇つか ほてそ くせあしあ け おかしあしあ 〉あてあのあ, け うつか つうそか おかてつてうそ み つしふのあしあ すあつつと 
けつてそちけこ そ てそす, さあさ そせそ たちそけつにそおけて — てそ ちかすそせて さうあちてけちふ, てそ つてちそけてかしへ-
つてうそ おそすあ, てそ つしそすあしあつへ すあのけせあ, け そせあ くあせけすあかてつみ かか たそねけせさそこ, うかちせかか 
そちえあせけくあぬけかこ たそねけせさけ, てそ さしまねけ とたあしけ う たちそかす しけなてそうそこ のあにてふ, てそ 
ねてそ-てそ かはか. 〉そ うつか ほてけ けつてそちけけ ちあつつさあくふうあしけつへ つ せかそいふさせそうかせせそこ しまいそ-
うへま, えそちおそつてへま, ますそちそす け せかきせそつてへま たそ そてせそのかせけま さ ねかしそうかさと, さそてそ-
ちふこ せけねかえそ てあさそえそ せか とすかし.

っ つしとのあしあ, うたけてふうあしあ け おとすあしあ, あ さあさそえそ すときあ にそねと み, せかときかしけ 
み にそねと, ねてそいふ すそこ すとき せけねかえそ せか とすかし おかしあてへ? ¨ う そおけせ たちかさちあつせふこ 
おかせへ み たそせみしあ — さあさ ほてそ せけ つてちあせせそ, せそ ほてそ け すそこ けおかあし すときねけせふ: さそすと 
せときせそ とすかてへ ういけうあてへ えうそくおけ, かつしけ たそえそうそちけてへ せか そ ねかす, かつしけ せかて ちあおそつてけ 
そて そいはかせけみ, かつしけ てふ せか ちあつてかのへ うすかつてか つ せけす, かつしけ そせ てかいみ せか そいそえあはあかて 
くせあせけみすけ, かつしけ そせ せか とすせかか てかいみ, かつしけ てふ けす せか えそちおけのへつみ, かつしけ てかいか 
せときかせ かはか さてそ-てそ おちとえそこ, かつしけ…

》ちそのしそ おそうそしへせそ すせそえそ うちかすかせけ, たちかきおか ねかす すそこ けおかあし うそたしそてけしつみ 
う ちかあしへせとま きけくせへ, せそ けすかせせそ たそほてそすと せけさあさあみ つけしあ せか すそきかて かえそ と すかせみ 
そてせみてへ, け すせか てそきか いそしへのか せけさてそ せか せときかせ. 《せ てそきか たちそなかつつそち (さあさそか 
つそうたあおかせけか). ╇そくすそきせそ, ほてそ けすかせせそ てそ, ねてそ み たそおつそくせあてかしへせそ けつさあしあ. 《せ 
とすかせ, そせ にそおみねあみ ほせぬけさしそたかおけみ, そせ おとのあ さそすたあせけけ, そせ せかそいふさせそうかせせそ 
そつてちそとすせふこ け そねかせへ てそせさけこ. 《せ てそきか せか くせあかて, えおか せあにそおけてつみ さあたそて 
と すあのけせふ け さあさ ううけせねけうあまてつみ しあすたそねさけ, せそ せかて いそしへのかえそ つねあつてへみ そて 
そいはかせけみ つ せけす, そて せあにそきおかせけみ つ せけす ちみおそす. 〉か くせあま, そつそくせあしあ いふ み つうそか 
つねあつてへか, かつしけ いふ たそせみてけか «けおかあしあ» ときか せか つけおかしそ えおか-てそ う すそかす たそおつそ-
くせあせけけ つ おかてつてうあ.

«╋かせはけせあ おそしきせあ いふてへ せか てそしへさそ さちあつけうそこ け とすかてへ にそちそのそ そおか-
うあてへつみ, そせあ おそしきせあ いふてへ とすせそこ け すとおちそこ, そせあ おそしきせあ くせあてへ, さあさ たちけ-
せけすあてへ えそつてかこ, さあさ うさとつせそ (てそねせかか — けつさとつせそ) えそてそうけてへ, さあさ せあさちふてへ 
つてそし くあ たみてへ すけせとて, さあさ くあうかつてけ け たそおおかちきけうあてへ ちあくえそうそち, さあさ たそすそえあてへ 
つうそかすと すときと. 《せあ おそしきせあ とすかてへ うつか: いふつてちそ ちあくふつさあてへ つしかつあちみ, ねてそいふ 
とつてちあせけてへ てかねへ そて つそつかおかこ, くあ たみてへ すけせとて さとたけてへ たちそおとさてふ け せあさちふてへ 
うさとつせふこ つてそし, つそくおあてへ とまて, そおかてへつみ てあさ, ねてそいふ うつか «とたあしけ», うふえしみおかてへ 
いそおちみさそす け たそおおかちきけうあてへ つうかてつさとま いかつかおと, おあ てあさ, ねてそいふ さ てかいか せかたちか-
すかせせそ にそてかしけ うかちせとてへつみ かはか. ¨ てかす せか すかせかか きかせはけせあ かつてへ きかせはけせあ, 
け そせあ おそしきせあ いふてへ きかせつてうかせせそこ. 〉かつすそてちみ せあ つうそこ とす け つたそつそいせそつてけ, 
そせあ そてうかてつてうかせせあ くあ いふて, くあ てふし おしみ つうそかえそ すときねけせふ — ほてそ てそ, ねかすと, 
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そつそくせあうあみ ほてそ けしけ せかて, とねけしあ すかせみ 〉あてあのあ — つしそうあすけ, ちあつつさあくあすけ, つそい-
つてうかせせふす たちけすかちそす. 

〉か たかちかねかつてへ つしとねあかう, さそてそちふか み せあいしまおあしあ. 《おけせ, せあたちけすかち, たちけ-
にそおけて う えそしそうと. っ いふしあ う 8-す けしけ う 9-す さしあつつか, さそえおあ さ せあす たちけかにあしけ あすか-
ちけさあせつさけか すけつつけそせかちふ. 』かこねあつ, さそせかねせそ, み ときか くせあま, ほてそ いふしけ すそちすそせふ, 
くせあま, そてさとおあ そせけ け ねてそ たちそたそうかおとまて. 【そえおあ きか すふ せか くせあしけ せけねかえそ, さちそすか 
てそえそ, ねてそ ほてそ いふしけ あすかちけさあせぬふ, あ くせあねけて, ねてそ-てそ せかそいふさせそうかせせそか. [しあつつ 
ちあくおかしけしけ てあさけす そいちあくそす, ねてそいふ そおけせ すそちすそせ «おそつてあしつみ» おうとす のさそしへせけ-
さあす. 【あさけす そいちあくそす, すそちすそせ たそつかてけし いふ おうあ おそすあ せあ そいかお. 》そ たちけせぬけたと 
いしけくそつてけ きけしへみ み そさあくあしあつへ う さそすたあせけけ つ おそねかちへま とねけてかしへせけぬふ あせえしけこ-
つさそえそ みくふさあ. 』 しかえさそこ ちとさけ 〉あてあのけ すふ たそくきか くうあしけ かか «とてまえ». ╇ふつそさあみ 
さうあおちあてせあみ おあすあ, さそてそちあみ, さあさ うふみつせけしそつへ, つあすあ たしそにそ くせあしあ あせえしけこつさけこ 
みくふさ, いふしあ いかつたそはあおせあ. ╊か うつか いそみしけつへ, うさしまねあみ おけちかさてそちあ のさそしふ.

〉あてあのあ たちけかにあしあ さ せあす おしみ たそおおかちきさけ け たそすそはけ う そいはかせけけ, 
け うすかつてか つ すあすそこ, さそてそちあみ せあえそてそうけしあ すあつつと みつてう おしみ いかおせみえけ すそちすそせあ, 
きおあしけ せあつ せあ そいかお. 〈そえしあ しけ み てそえおあ たそおとすあてへ, ねてそ たしあせ すそかこ «とねけしさけ» 
ちあくおかしけてへ おかてかこ せあ おうか つかすへけ いふし せあたちあうしかせ せあ うつかに, さちそすか せかか つあすそこ. 
《せあ け せか おとすあしあ そてたとつさあてへ たあつてふちみ. 》ちけえそてそうけしあ そいかお け くあうかしあ つ せけす 
つうかてつさとま いかつかおと. 》ちそのかし ねあつ. 〉あ うてそちそこ ねあつ おそ すかせみ せあねあしそ おそにそおけてへ, 
ねてそ せけさてそ さそ すせか おそすそこ け せか つそいけちあかてつみ そてたとつさあてへ すそちすそせあ. ╉あ け くあねかす, 
«とてまえ» くせあしあ, ねてそ すそけ ちそおけてかしけ せか えそうそちみて たそ-あせえしけこつさけ, あ み け いしけくさそ せか 
せあ てそす とちそうせか, ねてそいふ うかつてけ つ せけす そつすふつしかせせとま いかつかおと, — たしそお かか たちかたそ-
おあうあせけみ! ╉あ け さあさそか かこ いふしそ おかしそ, ねてそ すそみ すあすあ おうあ おせみ えそてそうけしあ? 》ちそ 
«つまちたちけく» う しけぬか 〉あてあのけ そせあ け うそそいはか せか うかおあしあ.

〉そ み ときか てそえおあ いふしあ せか けく てかに おかうそねかさ, ねてそ たそそはちみまて せかつたちあうかおしけ-
うそつてへ. 》ちかおつてあうけてへ つかいか せか すそえしあ, ねてそ せか たそみうしまつへ おそすあ, け うつか とつけしけみ 
け うちかすみ すそけに ちそおせふに すそきせそ いとおかて つたとつてけてへ う すとつそちせふこ みはけさ. っ そいみ-
くあせあ いふしあ かえそ くあいちあてへ け たちけうかくてけ おそすそこ, うかおへ せあつ きおとて すあすあ つ 〉あてあのかこ. 
〉か たそすせま, さあさ すせか ほてそ とおあしそつへ, せそ う さそせぬか さそせぬそう «とてまえ» つおあしあつへ, け すふ 
せあたちあうけしけつへ さそ すせか おそすそこ. «】てまえ» てそきか せあたちあうけしあつへ, たそてそすと ねてそ, せかつそ-
すせかせせそ, おとすあしあ, ねてそ たちそおそしきけて いしけつてあてへ け と すかせみ おそすあ.

》そすせま ほてそ, さあさ つかこねあつ. 〈あすあ そてさちふしあ おうかちへ せあのかこ すあしかせへさそこ おうとに-
さそすせあてせそこ さうあちてけちさけ, け すふ うねかてうかちそす («とねけしさあ», かか おそねさあ, すそちすそせ け み) 
たちそてけつせとしけつへ う てかつせとま たちけにそきとま. 》そ つちあうせかせけま つ のけさあちせそこ さうあちてけ-
ちそこ «とねけしさけ» せあのあ さうあちてけちあ さあくあしあつへ おふちそこ. ╇つか せあねあしけ ちあくおかうあてへつみ, 
たふてあみつへ せか くあおかてへ おちとえけに, ねてそ いふしそ せかうそくすそきせそ けく-くあ えあいあちけてそう たちけ-
にそきかこ. 〉けねてそ せか たちかおうかはあしそ «いかおふ» — おしみ «とてまえあ». 〉そ てとて, さあさ うけにちへ 
け みちさけこ しとね つそしせぬあ そおせそうちかすかせせそ, けく さとにせけ たそみうけしあつへ 〉あてあのあ, け うつか 
そつてそしいかせかしけ.

》かちうふす そつてそしいかせかし すそちすそせ, み ほてそ うけおかしあ, たそてそすと ねてそ そせ うおちとえ とつしふ-
のあし ちそおせとま あせえしけこつさとま ちかねへ, うふつそさそえそ さしあつつあ, つ あすかちけさあせつさけす あさぬかせ-



 

367

】ねかせけさけ

てそす. ¨ てそしへさそ つかこねあつ, たちそきけう う ╅すかちけさか 15 しかて, み たそせけすあま, ねてそ そせ ねとう-
つてうそうあし てそえおあ: せあ たちそつてそえそ たあちせみ けく ょてふ つせけくそのしあ いそえけせみ けく うふつのかえそ 
そいはかつてうあ ╅すかちけさけ, おあ えおか? ╇ すあしかせへさそこ さうあちてけちさか う 〈そつさうか! ╅ そせあ うつかえそ 
しけのへ つさあくあしあ «｠かししそと!» 〉そ さあさ そせあ ほてそ つさあくあしあ, さあさ いふしあ そおかてあ (さつてあてけ, 
そねかせへ たちそつてそ, せそ つ てあさそこ けくますけせさそこ), さあさ おうけえあしあつへ! っ いふしあ たちかけつたそし-
せかせあ えそちおそつてけ! 

╇おちとえ くあ つたけせそこ み たそねとうつてうそうあしあ しかえさそか そてつてとたしかせけか せあくあお… ゅてそ 
いふしあ «とてまえ». ╊か うふちあきかせけか しけぬあ たそすせま おそ つけに たそち. 《せあ うかきしけうそ 
たそたちそはあしあつへ け, せかつすそてちみ せあ うつか とえそうそちふ そつてあてへつみ, けつねかくしあ けく うけおあ. ぁてそ 
み すそえしあ たそせみてへ てそえおあ? ╇かちせかか, たそせけすあしあ おかてつさけす つそくせあせけかす, ねてそ 〉あてあのあ, 
さあさ うつかえおあ, たちそけくうかしあ せかけくえしあおけすそか うたかねあてしかせけか, せそ おそ さあさそこ つてかたかせけ, 
み たそせみしあ, てそしへさそ さそえおあ うふちそつしあ. «】てまえ» そつそくせあしあ, ねてそ たちそたあしあ け せときせそ 
つさそちかか いかきあてへ, たそさあ せか ちあくそいしあねけしけ… ╅ すふ たちかさちあつせそ たちそうかしけ うちかすみ. 
〉あてあのあ はかいかてあしあ, あ み つすそてちかしあ かこ う ちそて. 》ちそ すそちすそせあ, さそてそちそえそ すふ てあさ 
きおあしけ け ちあおけ さそてそちそえそ み たそのしあ せあ ちけつさ けつたそちてけてへ そてせそのかせけみ つ «とねけし-
さそこ», み け おとすあてへ くあいふしあ. っ いふしあ つねあつてしけうあ, ねてそ うつか ほてそ つおかしあしあ ちあおけ てそえそ, 
ねてそいふ とつしふのあてへ かか, とうけおかてへ, さあさ そせあ つかいみ うかおかて. ]そうけしあ さあきおそか かか つしそうそ, 
さあきおそか おうけきかせけか, さあきおふこ そいそちそて ちかねけ, つしかおけしあ くあ かか つすかにそす, たあとくあすけ, くあ 
てかす, つ さあさそこ しかえさそつてへま そせあ たあちけちそうあしあ かすと (そせ とねけし ╆けいしけま うつま きけくせへ, 
あ そせあ かか くせあしあ け けせてかちたちかてけちそうあしあ しとねのか せかえそ), さあさ さちあつけうそ 〉あてあのあ 
つてちそけしあ なちあくふ, け おとすあしあ てそしへさそ そい そおせそす: み せかたちかすかせせそ にそねと つてあてへ 
てあさそこ きか, さあさ そせあ, け せけさあさそこ おちとえそこ!

】ねけてへつみ, うつか うちかすみ つそうかちのかせつてうそうあてへつみ, ちあいそてあてへ せあお つそいそこ け せけさそえおあ 
せか そつてあせあうしけうあてへつみ — うつかすと ほてそすと つうそけす たちけすかちそす せあとねけしあ すかせみ 
〉あてあのあ. ¨ つ ほてけす たちけすかちそす み きけうと.

╇そつたそすけせあせけみ, さあさ さあしかこおそつさそた, たちそせそつみてつみ う えそしそうか. ╅ うそて たそすせけのへ 
ほてそ, あ てそ? [ちとたせふか つそいふてけみ け すかしそねけ, つさそしへさそ けに! 』さそしへさそ うつかえそ いふしそ, 
つしそきせそ たかちかねかつてへ. ╇つか, ねてそ み そたけつあしあ, — ほてそ さちとたせふか すあくさけ せあ そえちそすせそこ 
さあちてけせか きけくせけ, つそつてそみはかこ けく すせそきかつてうあ おちとえけに さちとたせふに すあくさそう け かはか 
いそしへのかえそ すせそきかつてうあ すかしそねかこ. っ くせあま, ねてそ 〉あてあのあ «つそくおあしあ すかせみ» (さあさ 
えそうそちみて, shaped me) け うつか おしみ すそかえそ いとおとはかえそ. 《せあ うしそきけしあ う すかせみ うつま 
つうそま しまいそうへ, け み ほてそ ねとうつてうそうあしあ うつかす つかちおぬかす. っ きかしあしあ (け きかしあま) てそしへさそ 
そおせそえそ, せか ちあくそねあちそうあてへ かか け かか せあおかきお せあ すかせみ. 《せあ — ほてそ せか たちそつてそ すそみ 
つかすへみ, そせあ つあすふこ ちそおせそこ おしみ すかせみ ねかしそうかさ. 《せあ — すそみ うてそちあみ すあすあ.

ゅてあ けつてそちけみ せか けすかかて さそせぬあ, うそ うつみさそす つしとねあか, ちそうせそ つてそしへさそ, つさそしへさそ 
いとおと きけうあ, せそ さあさ ほてそ つてちあせせそ, つ 〉あてあのけせそこ つすかちてへま み かはか いそしへのか 
たそせみしあ, さあさ せあ つあすそす おかしか たかちかたしかしけつへ せあのけ つとおへいふ, さあさ すふ うあきせふ 
いふしけ おちとえ おしみ おちとえあ, おあきか かつしけ すふ いふしけ せあ てあさそす いそしへのそす ちあつつてそみせけけ 
おちとえ そて おちとえあ.

っ せけさそえおあ せか つそすせかうあしあつへ, ねてそ そせあ すかせみ しまいけて, ねてそ み くあせけすあま そつそ-
いそか すかつてそ う かか つかちおぬか, てあさ きか, さあさ け そせあ う すそかす, せそ てかたかちへ, つ かか つすかちてへま, 
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てそねせそ くせあま, ねてそ そせあ うつかえおあ いとおかて つそ すせそこ, いとおかて くあはけはあてへ, そいかちかえあてへ 
け せあたちあうしみてへ すかせみ おあきか そててとおあ, けく ちあみ. 《せあ うつか うけおけて け くせあかて. 《せあ — すそみ 
たとてかうそおせあみ くうかくおあ, おあきか つ せかいかつ.

]とさけせ ╅.╇.*

╇ たそてそさか かか おそいちそてふ…

╊つてへ しまおけ, さそてそちふか, つあすけ てそえそ せか たそおそ-
くちかうあみ, けえちあまて いそしへのとま ちそしへ う せあのかこ 
きけくせけ. 【あさとま ちそしへ う すそかこ きけくせけ つふえちあしあ 
〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ ╆あきあせそうあ, たちけねかす 
せか そおけせ ちあく. 》かちうふこ ちあく ほてそ いふしそ てあさ. 
╇ 1983 えそおと すかせみ, つてとおかせてあ たそつしかおせかえそ, 
のかつてそえそ さとちつあ うそつてそねせそえそ そておかしかせけみ 
なあさとしへてかてあ すかきおとせあちそおせふに そてせそのか-
せけこ 〈╈¨〈《, せあたちあうけしけ せあ つてあきけちそうさと 
う つそうかてつさそか たそつそしへつてうそ う [けてあこ. ╇ちかすみ 
いふしそ つしそきせそか け う つあすそす 』』』『, け う つそうかて-
つさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけみに. [けてあこ てそえおあ 
つねけてあしつみ う 〈そつさうか そたあつせふす えそつとおあちつてうそす 
つ せかたそせみてせそこ たそしけてけさそこ, たちあさてけねかつさけ 
うちあえそす. 〉そちすあしけくあぬけみ せあのけに つうみくかこ 
てそしへさそ せあねけせあしあつへ, たそほてそすと そてたちあうしみしけ 
う 》そおせかいかつせとま, さあさ う しあえかちへ うちあえあ.

《いふねせあみ, せふせか くあいふてあみ たちそぬかおとちあ てそえおあのせかえそ うふかくおあ くあ えちあせけぬと: 
にあちあさてかちけつてけさあ, たそおたけつあせせあみ たあちてそちえそす, さそすつそちえそす, たちそなつそまくせふす いそつ-
つそす け ちとさそうそおけてかしかす とねちかきおかせけみ, せあたちあうしみしあつへ う さそすつそすそしへつさとま そちえあ-
せけくあぬけま, さそてそちあみ ちあつつすあてちけうあしあ てうそか おかしそ う せかつさそしへさそ ほてあたそう — せあ 
なあさとしへてかてか け う さそすけてかてか さそすつそすそしあ 〈╈¨〈《. ′あてかす せときせそ いふしそ けおてけ 
せあ くあつかおあせけみ たあちてさそすあ 〈╈¨〈《 け うふかくおせそこ さそすけつつけけ ちあこさそすあ たあちてけけ. 
【あす せかつさそしへさそ たそきけしふに あさてけうけつてそう くあおあうあしけ おそうそしへせそ えしとたふか うそたちそつふ 
そ つてちあせか, そ さそてそちそこ つあすけ くせあしけ う そつせそうせそす けく たちそたあえあせおけつてつさけに つてあてかこ 
う えあくかてか «》ちあうおあ». 〉あおそ いふしそ つてそみてへ つ さあすかせせふす しけぬそす け そてうかねあてへ たそねてけ-
てかしへせそ: そて けに ちかのかせけみ くあうけつかしそ, おそつてそけせ しけ てふ たそさけせとてへ たちかおかしふ ちそおけせふ 
け つすそきかのへ しけ おそつてそこせそ くあはけはあてへ かか けせてかちかつふ くあ ほてけすけ たちかおかしあすけ.

* ╅しかさつあせおち ╇しあおけすけちそうけね ]とさけせ — おそさてそち けつてそちけねかつさけに せあとさ, たちそなかつつそち, ちとさそうそおけてかしへ 
╉かたあちてあすかせてあ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ ╇ふつのかこ のさそしふ ほさそせそすけさけ, う 2011–2014 えそおあに — 
たちそちかさてそち たそ せあとさか ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ.
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】ねかせけさけ

《おせけす つしそうそす, いふし つあすふこ ちあくえあち いちかきせかうつさそえそ, うかちせかか, たそつていちかき-
せかうつさそえそ すあちあくすあ. 』あす すせそえそしかてせけこ つそうかてつさけこ うそきおへ さ てそすと うちかすかせけ 
ときか とすかち, け ほつてあなかてと たちけせみしけ かえそ せか すかせかか いそしかくせかせせふか せあつしかおせけさけ. 
〈かきおと てかす み ちそつ う つかすへか, えおか さそ うつかすと たちそけつにそおみはかすと う 』』』『 そてせそつけ-
しけつへ さちけてけねかつさけ. ¨ にそてみ ちそおけてかしけ うそ けくいかきあせけか たそつしかおつてうけこ つてあちあしけつへ 
さあさ-てそ つさちふうあてへ そて すかせみ つうそけ うくえしみおふ, み うつか きか たそつてそみせせそ せあにそおけし う けに 
«てあこせけさあに» ちあくせふか あせてけつそうかてつさけか させけえけ け きとちせあしふ, さそてそちふか うせけすあ-
てかしへせそ たちそねけてふうあし, つしとのあし けに ちあくえそうそちふ つそ くせあさそすふすけ け つなそちすけちそ-
うあしつみ たそしせふす あせてけつそうかてねけさそす.

『そおけてかしけ そたあつあしけつへ くあ すかせみ せか くちみ: けく-くあ つうそかえそ そいはけてかしへせそえそ にあちあさ-
てかちあ け いそおちそえそ, えちあせけねあはかえそ つ にとしけえあせつさけす たそうかおかせけみ, み たそつてそみせせそ 
«うしけたあし» うそ うつみねかつさけか けつてそちけけ, う てそす ねけつしか け たそしけてけねかつさそえそ にあちあさてかちあ. 
╈しあうせそか ねとうつてうそ, さそてそちそか み たそすせま けく うちかすかせ つそうかてつさそこ すそしそおそつてけ, — ほてそ 
いそみくせへ たちそいそしてあてへつみ, つさあくあてへ ねてそ-しけいそ «せか てそ» «せか たちけ てかに» しまおみに, さそてそ-
ちふか «せあつてとねあて», け うそくせけさせとて つかちへかくせふか たちそいしかすふ. ╅ てあさけに きかしあまはけに 
いふしそ にそてへ そていあうしみこ. ╇ «けおかあしふ さそすすとせけくすあ» う すそか うちかすみ ときか すあしそ さてそ 
うかちけし, せそ すせそえけか きかしあしけ せあうちかおけてへ くせあさそすふす, そおせけ たちそつてそ けく つそいつてうかせ-
せそこ えせとつせそつてけ, おちとえけか つ てかす, ねてそいふ うふつしときけてへつみ たかちかお せあねあしへつてうそす.

╉そつてあてそねせそ つさあくあてへ: すそけ つそいつてうかせせふか そおせそえちとたたせけさけ せあたけつあしけ せあ 
すかせみ おそせそつ ちとさそうそおつてうと 〈╈¨〈《 そ てそす, ねてそ と すかせみ せかて おそつてあてそねせそえそ 
おとにあ さそししかさてけうけくすあ け み たちかさしそせみまつへ たかちかお くあえちあせけぬかこ. ╅ み うつかえそ しけのへ 
せか とすかし えそてそうけてへ かおと け せか おかしあし ほてそえそ うすかつてか つ せけすけ, うすかつてそ ほてそえそ にそおけし 
う さけてあこつさとま くあいかえあしそうさと, う さそてそちそこ さそちすけしけ うさとつせかか け おかのかうしか, ねかす 
う たそつそしへつさそこ つてそしそうそこ.

》そつそしへつさけこ さそししかさてけう — あいつそしまてせそ せそうあみ おしみ すかせみ つちかおあ, おあ かはか 
け つたかぬけなけねかつさあみ. ╇ たそつそしへつてうあに, さあさ けくうかつてせそ, ちあいそてあまて たちかおつてあうけてかしけ 
つあすふに ちあくせふに そちえあせけくあぬけこ, う てそす ねけつしか け てかに, さそてそちふか たちそなかつつけそせあしへせそ 
つしかおみて くあ そつてあしへせふすけ. [てそ かつてへ さてそ — つ にそおと とつてあせそうけてへ つしそきせそ. 【かす せか 
すかせかか うふちそつのけこ う 』』』『 ねかしそうかさ すそえ あたちけそちけ たちかおたそしそきけてへ, ねてそ たかちかお 
せけす «つうそこ»: たそちそこ, たそ さあさけす-てそ けせてそせあぬけみす, そいちふうさあす なちあく.

【かたかちへ み たそせけすあま, ねてそ すせか そねかせへ たそうかくしそ つちあくと きか うつてちかてけてへつみ つ せそち-
すあしへせふすけ しまおへすけ. 『とさそうそおけてかしかす すそかこ つてあきけちそうさけ せあくせあねけしけ たかちうそえそ 
つかさちかてあちみ うせかのせかたそしけてけねかつさそこ えちとたたふ ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ ╆あきあせそうあ. 
『とさそうそおつてうそ つてあきけちそうさそこ つてとおかせてあ — そいはかつてうかせせあみ せあえちとくさあ, さそてそちあみ 
くあえちときかせせそすと ちあいそてそこ おけたしそすあてと つそうかちのかせせそ せか せときせあ. [ せかこ うたそしせか 
すそきせそ いふしそ たそおそこてけ なそちすあしへせそ: しけいそ せか おかしあてへ うそそいはか せけねかえそ, しけいそ 
たあちと ちあく つたちそつけてへ «さあさ おかしあ?», おあ け てそしへさそ. 《おせあさそ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね 
そてせかつつみ さそ すせか さあさ-てそ てかたしそ, せか くあおとすふうあみつへ, たちけえしあつけし さ つかいか おそすそこ, えおか 
み け うつてちかてけしつみ つ かえそ きかせそこ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ.

っ つちあくと たそせみし, ねてそ しまおけ たかちかおそ すせそこ — たそ すかせへのかこ すかちか, けせてかちかつ-
せふか. ╇ そてしけねけか そて そいふねせふに おけたしそすあてけねかつさけに ちあくえそうそちそう そ うせかのせかこ 
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たそしけてけさか け そ てそす, ねてそ け えおか さとたけてへ, そせけ つ けせてかちかつそす えそうそちけしけ そ [けてあか — 
つてちあせか, さそてそちとま み おそしえそ けくとねあし, せそ くせあし かはか たしそにそ, あ にそてかし とくせあてへ しとねのか. 
〉そ け せか てそしへさそ そ [けてあか, あ け そ 』ぃ╅, えおか そせけ ちあせへのか ちあいそてあしけ, そ [そちかか, 
さそてそちとま けくとねあしあ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ, け そい 』』』『, たちけねかす おそうそしへせそ 
そてさちふてそ, せか てあさ, さあさ てそえおあ いふしそ たちけせみてそ えそうそちけてへ つ せか そねかせへ くせあさそすふすけ 
しまおへすけ. [うあちてけちあ けに てそきか たそちあきあしあ — そせあ いふしあ たそしせあ させけえ け さけてあこ-
つさけに «あちてかなあさてそう» — たそつとおふ, なけえとちそさ, さとさそし, おちとえけに たちかおすかてそう せあちそお-
せふに たちそすふつしそう, そ さそてそちふに み てそきか つしとのあし つ いそしへのけす けせてかちかつそす.

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ たそさあくあしあつへ すせか つせあねあしあ せかつさそしへさそ つとにそこ, つうかて-
つさそこ おあすそこ. 〉そ うつさそちか み たそせみし, ねてそ ほてそ てそしへさそ うけおけすそつてへ. 《せあ そさあくあしあつへ 
おそいちそこ, つかちおかねせそこ きかせはけせそこ け つちあくと つてあしあ すかせみ そたかさあてへ. っ, せあうかちせそか, 
たちそけくうかし うたかねあてしかせけか おそうそしへせそ いかつたそすそはせそえそ, おそすあのせかえそ, せそ しまいそくせあ-
てかしへせそえそ すそしそおそえそ ねかしそうかさあ, さそてそちふこ つ けせてかちかつそす つしとのあし かか ちあつつさあくふ 
そ てそす, ねてそ そせあ けくとねあしあ, せそ ねかす せか おかしけしあつへ つ いそしへのけせつてうそす たそつそしへつさけに 
くせあさそすふに, くあせみてふに つうそけすけ たちあさてけねかつさけすけ おかしあすけ. 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ 
うくみしあ せあおそ すせそこ のかなつてうそ け たそすそえあしあ すせか うそ うつかす: そて うふつしとのけうあせけみ 
すそけに たちそいしかす おそ たちそつてそえそ たそおさあちすしけうあせけみ えそしそおせそえそ つてとおかせてあ.

[あきおふこ とけさかせお, さそえおあ いそしへのけせつてうそ たそつそしへつさけに つそてちとおせけさそう のしそ 
う たかさけせつさけか すあえあくけせふ おしみ けせそつてちあせぬかう てちあてけてへ ねかつてせふす てちとおそす くあちあ-
いそてあせせふか けせうあしまてせふか つちかおつてうあ, 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ つ すときかす そてたちあう-
しみしけつへ くせあさそすけてへつみ つ おちかうせそつてみすけ 》かさけせあ け たちけえそちそおそう. 《せあ とえそうそ-
ちけしあ ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ いちあてへ すかせみ つ つそいそこ. ╆しあえそおあちみ かこ すせか とおあしそつへ 
てそえおあ うたかちうふか とうけおかてへ ╇かしけさとま [けてあこつさとま つてかせと, くせあすかせけてふか すそえけしふ 
けすたかちあてそちそう おけせあつてけけ 〈けせ, ちあつたそしそきかせせふか たそお 》かさけせそす いとおおけこつさけか 
にちあすふ け すせそえそか おちとえそか. 〉そ えしあうせそか, ねてそ うそ うちかすみ ほてけに たそかくおそさ すふ ちあくえそ-
うあちけうあしけ — すせそえそ け せあ ちあくせふか てかすふ, たそねてけ さあさ おそすあ, せあ せあのけに くせあすかせけ-
てふに う てそ うちかすみ すそつさそうつさけに さとにせみに. っ てそえおあ すせそえそ せそうそえそ とくせあし そ [けてあか, 
そ おけたしそすあてけけ, おあ け せか てそしへさそ そい ほてそす.

】きか せあ つしかおとまはけこ えそお, たそつてとたけう せあ ちあいそてと う 〈¨╉, み いふし せあたちあうしかせ 
う [けてあこ せあ せそうとま つてあきけちそうさと — う 》かさけせつさけこ とせけうかちつけてかて. 〉あすけ, つてと-
おかせてあすけ さけてあこつさけに うとくそう, くあせけすあしつみ ときか おちとえそこ つそてちとおせけさ たそつそしへつてうあ. 
〉そ み «たそ くせあさそすつてうと» たちそおそしきあし うつてちかねあてへつみ つ ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす 
け 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ, たちけせそつけし せかさそてそちふか けせてかちかつせふか すあてかちけあしふ, 
おかしけしつみ つうそけすけ うたかねあてしかせけみすけ そ きけくせけ う さけてあこつさけに うとくあに. 《せけ うつかす 
けせてかちかつそうあしけつへ: うかおへ おけたしそすあてふ えそちあくおそ いそしかか そえちあせけねかせふ う さそせてあさてあに 
つ たちそつてふすけ きけてかしみすけ, ねかす つてとおかせてふ, け てかたかちへ ときか み すそえ ちあつつさあくあてへ けす 
てそ, ねかえそ そせけ せか くせあまて. 

》そつしか すそかえそ うそくうちあはかせけみ う 〈そつさうと み ねかちかく さあさそか-てそ うちかすみ つせそうあ 
うふかにあし う [けてあこ, せあ つかこ ちあく ちあいそてあてへ う たそつそしへつてうそ. ′おかつへ のかなつてうそ 〉あてあしへけ 
╊うえかせへかうせふ せあおそ すせそこ たちそおそしきけしそつへ おそ つあすそえそ そてひかくおあ ╊うえかせけみ 》かてちそ-
うけねあ せあ せそうとま ちあいそてと う 〈そつさうと.
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》そつしか すそかえそ うそくうちあはかせけみ う 〈そつさうと つそいふてけみ くあさちとてけしけつへ つ そえちそすせそこ 
つさそちそつてへま. 〉あねあしあつへ け くあさそせねけしあつへ «たかちかつてちそこさあ», ちあくうあしけしつみ 』』』『, 
み たかちかのかし う ¨せつてけてとて うそつてそさそうかおかせけみ 『╅〉, えおか ちあいそてあしあ け 〉あてあしへみ 
╊うえかせへかうせあ, くあてかす すかせみ うふいちあしけ う 〈そつつそうかて. 〉そ うつか ほてそ うちかすみ すふ せか たかちか-
つてあうあしけ そいはあてへつみ, み たちけにそおけし う えそつてけ, ちあつつさあくふうあし つうそけ せそうそつてけ, つそうかてそ-
うあしつみ. ╊うえかせけこ 》かてちそうけね け 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ たそすそえしけ そたといしけさそうあてへ 
すそま たかちうとま させけえと そ たとてかのかつてうけみに たそ [けてあま, たちそねけてあしけ かか け おあしけ すせそえそ 
つそうかてそう.

〉かつさそしへさそ ちあく つたちあのけうあし み すせかせけか 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ け たそ «さそちかこ-
つさそすと うそたちそつと»: さそえおあ たかちうふこ ちあく かにあし う 』かうかちせとま, あ くあてかす け う ょきせとま 
[そちかま. ╊こ — たちけくせあせせそすと け う てそ うちかすみ かおけせつてうかせせそすと けくうかつてせそすと すせか 
つたかぬけあしけつてと たそ [そちかこつさそすと たそしとそつてちそうと — み おあし せあ せかなそちすあしへせとま 
ちかぬかせくけま つうそま たかちうとま つてあてへま そ ちそつつけこつさそ-さそちかこつさけに そてせそのかせけみに. 《せあ 
つ とおそうそしへつてうけかす たそすそえあしあ つうそかすと いふうのかすと たそおのかなせそすと つてとおかせてと, たちそ-
おそしきあしあ つけすたあてけくけちそうあてへ すせか け そたかさあてへ, つしかおけてへ くあ すそけすけ とつたかにあすけ, 
おあうあてへ つそうかてふ. ¨ み つ とおそうそしへつてうけかす けに つしとのあし, おあきか さそえおあ け つあす つてあし ときか 
つかおそうしあつふす すときかす. 》そえそうあちけうあまて, ねてそ け たちそちかさてそちそす ╉けたあさあおかすけけ, 
たそつしか てそえそ さあさ ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ けくいちあしけ ちかさてそちそす, み つてあし せか いかく かか 
とねあつてけみ. 》そ さちあこせかこ すかちか, そせあ いふしあ «くあ», あ せあ つかすかこせそす つそうかてか かか すせかせけか 
せかけくすかせせそ いふしそ うかつそすふす.

っ うつかえおあ けせてかちかつそうあしつみ [けてあかす, せそ てそねせそ ちかのけし くあせけすあてへつみ けす うつま 
きけくせへ けすかせせそ たそつしか しとねのかえそ くせあさそすつてうあ つ ほてそこ つてちあせそこ うそ うちかすみ つてあきけ-
ちそうそさ. ¨ くおかつへ ちそしへ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ いふしあ さちあこせか うあきせそこ. っ にそてかし 
たけつあてへ け たちそ [そちかま, せそ せあねあし たけつあてへ いそしかか けしけ すかせかか つせそつせそ うそ すせそえそす 
いしあえそおあちみ かこ. っ にそてかし つすかせけてへ ちあいそてと せあ いそしかか くせあねけすとま け つすそえ つおかしあてへ 
ほてそ てそきか たちけ かか とねあつてけけ. ╇ふにそおけて, ねてそ そせあ つふえちあしあ う すそかこ きけくせけ うかつへすあ 
うあきせとま ちそしへ. ′せあしあ しけ そせあ そい ほてそす? っ おとすあま, ねてそ うちみお しけ. ╇かおへ そせあ 
たそすそえあしあ てあさそすと いそしへのそすと ねけつしと しまおかこ, たそすそえあしあ けつさちかせせか, たちそつてそ 
たそてそすと, ねてそ てあさ きけしあ け せか すそえしあ たそ-おちとえそすと. 》そほてそすと すそみ つとおへいあ いふしあ 
う ほてそす たそてそさか おそいちそてふ しけのへ せか そねかせへ くせあねけてかしへせそこ おかてあしへま.

]けのへ せあ たそにそちそせあに み とくせあし, ねてそ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ いふしあ えしといそさそ 
うかちとまはけす ねかしそうかさそす. ╇かおへ たちけ うつかこ つうそかこ そてさちふてそつてけ そせあ いそしへのか けせてか-
ちかつそうあしあつへ おちとえけすけ け すあしそ えそうそちけしあ そ つかいか. ╉そいちそてあ け たそすそはへ いしけき-
せかすと, たそすそはへ かつてかつてうかせせあみ け いかつさそちふつてせあみ, さそえおあ しかうあみ ちとさあ せか くせあかて, 
ねてそ おかしあかて たちあうあみ, — うつか ほてそ け かつてへ えしあうせそか う にちけつてけあせつてうか. [そせかねせそ, 
せか せあす ちかのあてへ, せそ, たそ-すそかすと, たそ ほてそすと さちけてかちけま そせあ くあつしときけうあかて つあすそこ 
うふつそさそこ せあえちあおふ.
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〉けつあせそう 〈.』.*

》そつうみはあかてつみ うかちとまはかこ, おとにそうせそこ
け ちあせそ とのかおのかこ そて せあつ

[あさ つしあおそつてかせ せあたかう たかねあしへせふこ てうそこ!
】ねあつてへかす せかきせふす つかちおぬか せあたそしせみみ,
【そ ╋あしそつてへ, さ しまてせか えそしそうと つさしそせみみ,
[そつせとしあつへ つてちとせ おちそきあはかま ちとさそこ,
¨, たそおにうあてけう せかそてくうかせかうのけこ つてちそこ,
《てそくうあしあつへ えあちすそせけみ けせあみ —
【うそみ, ねかこ いしかつさ つけみかて, ちあくえそせみみ
〈ちあさ えそちかつてけ つしかたみはかこ さちあつそてそこ.

【あさ そいしあさそ, くあてすけうのかか しとせと,
》そ さちあま そくあちみかてつみ つうかねかせへかす;
【あさ たちみねかて ねかちせふこ すちあすそち いかしけくせと
》ちそきけしそさ つ けに たちけねとおしけうふす つたしかてかせへかす.
》そこ たかつせま, しかいかおへ — たそこ うつかえおあ そおせと,
》しかせみまはとま つさそちいせふす とてかのかせへかす.

* * *

[あさ えそしといへ けく ちかおかまはかえそ すちあさあ
╇くすふうあかて ううふつへ, た ちけうかてつてうとみ うそつにそお,
』てちかすみ さ くあちか うそつてそちきかせせふこ たそしかて,
【あさ うくすふし てうそこ おとに せあお つけちそてしけうそこ ちあさそこ —
[ すけちあす しまいうけ, たちかうふのか くそおけあさあ,
╈おか つしあうと け つけみまはけこ たそねかて
』そせす あせえかしそう せあ たちあうかおせけさそう しへかて
》そ すけしそつてけ ╆そきかつてうかせせそえそ ′せあさあ.

【あす う かおけせかせけけ つ いかつつすかちてせふす にそちそす
╇そつてそちきかせせそこ にうあしそこ てふ ねてけのへ 【うそちぬあ —
¨しへ さ くうかくおあす とつてちかすしみかのへつみ おそくそちそす
》そ つしそうと ╇つかすそえとはかえそ 《てぬあ.
】おかし てうそこ, うけおみ たちそつうかてしかせせふす うくそちそす,
′あねかす せあす つさそちいへま そすちあねあてへ つかちおぬあ?

╉きそせ [けてつ, けく つてけにそう, せか うさしまねかせせふに う ついそちせけさけ. 
》そつうみはかせけか ╆あこちそせと (たかち. 』. 』とにあちかうあ)

』すかちてへ — ほてそ せか ねてそ けせそか, さあさ たかちかにそお けく 
そおせそえそ とえしあ う おちとえそこ.

『あいいけ ¨つちあほしへ ╆ああし ぃかす 【そう

* 〈けにあけし 』かすかせそうけね 〉けつあせそう — さあせおけおあて たそしけてけねかつさけに せあとさ, ちとさそうそおけてかしへ さそすたへまてかちせそこ さそす-
たあせけけ.
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〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ ╆あきあせそうあ, つうかて-
しあみ かこ たあすみてへ, そつてあうけしあ えしといそねあこのけこ 
つしかお せあ ′かすしか. ╇つか くせあまて かか さあさ とねか-
せそえそ つ すけちそうふす けすかせかす, ほさつたかちてあ たそ 
[そちかか (ょきせそこ け 』かうかちせそこ), おけたしそすあてあ, 
あうてそちあ すせそえそねけつしかせせふに させけえ. 《いそ うつかす 
ほてそす ときか すせそえそ たけつあしそつへ け えそうそちけしそつへ. 
〈かせみ しけねせそ くあてちそせとしけ かか しけねせそつてせふか 
ねかちてふ, あ けすかせせそ かか つけしへせあみ うかちあ う ╆そえあ, 
かか きけくせかせせふか たちあうけしあ け といかきおかせけみ, 
つてけしへ そいはかせけみ, つてけしへ うかおかせけみ たかちかえそうそ-
ちそう. ╉しみ うつかに せあつ そせあ せあうつかえおあ そつてあせかてつみ 
そおせけす けく みちさけに たちけすかちそう てそえそ, さあさけす 
おそしきかせ いふてへ ねかしそうかさ: ねとてさけす, てそせさけす, 
そてくふうねけうふす け つ おそいちふす つかちおぬかす.

╇ 2005 えそおと せあのと つかすへま たそさけせとし すそこ おかお. 《せ すかねてあし, ねてそいふ み そさそせ-
ねけし おそつてそこせふこ うとく け たそしとねけし にそちそのかか そいちあくそうあせけか. ╉かうみてへ しかて つたとつてみ 
うそ うちかすみ たちそうそおそう 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ み たかちかきけし てそ きか つあすそか そはとはか-
せけか てみきかしそこ たそてかちけ. ╇ 2006 えそおと, うそ うちかすみ そいとねかせけみ う ╉けたしそすあてけねかつさそこ 
あさあおかすけけ, み たそくせあさそすけしつみ つ ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす ╆あきあせそうふす, そおせけす けく 
うかおとはけに とねかせふに-すかきおとせあちそおせけさそう う 『そつつけけ, さそてそちふこ うたそつしかおつてうけけ つてあし 
すそけす せあとねせふす ちとさそうそおけてかしかす け せあたちあうしみし すそけ たかちうふか のあえけ う せあとさか. 

》そくきか すふ (み け すそみ つかすへみ) たそくせあさそすけしけつへ け つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ 
け そいせあちときけしけ, ねてそ せあのけ きけくせかせせふか たちけせぬけたふ, うくえしみおふ け といかきおかせけみ 
いふしけ うそ すせそえそす つにそきけ. 〈かせみ とおけうけしそ, ねてそ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ いふしあ うかちと-
まはあみ, せかつすそてちみ せあ かか そいちあくそうあせけか け きけくせかせせふこ そたふて. [そえおあ うけおけのへ かか 
といかきおかせせそつてへ つしかおそうあてへ てうかちおそこ うかちか う ╆そえあ け ̈ けつとつあ ｠ちけつてあ け かえそ とねかせけま 
そ ねけつてそてか つかちおぬあ, せかうそしへせそ うつたそすけせあかてつみ ]かうけこ 〈あてなかこ, さそてそちふこ たけつあし: 
«╆しあきかせせふ ねけつてふか つかちおぬかす, けいそ そせけ ╆そえあ とくちみて». 〉あのあ つかすへみ けつたそうかおとかて 
けとおあけくす, せそ と うつかに てちかに ちかしけえけこ そおけせ ╆そえ, そおけせ たちあそてかぬ ╅うちああす, たそほてそすと 
せけねかえそ たちそてけうそちかねけうそえそ と せあつ せか すそえしそ おあきか け うそくせけさせとてへ.

〉あ てそて すそすかせて み うつてちかねあしつみ つそ つうそかこ いとおとはかこ きかせそこ ¨ちけせそこ, け すふ 
えそてそうけしけつへ さ つうあおへいか. っ てそえおあ つさあくあし かこ, ねてそ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね — てそて 
ねかしそうかさ, つ さそてそちそえそ つてそけて いちあてへ たちけすかち, け み えそちきとつへ てかす, ねてそ と すかせみ 
てあさそこ ちとさそうそおけてかしへ け おちとえ. 》そつしか くせあさそすつてうあ きか つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ 
み おそいあうけし: «╉あこ せあす ╆そえ たちそきけてへ てあさとま きか けせてかちかつせとま つそうすかつてせとま, 
おそしえとま け ちあおそつてせとま きけくせへ, たそさあ つすかちてへ せか ちあくしとねけて せあつ».

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ け ╊うえかせけこ 》かてちそうけね いふしけ け うつかえおあ いとおとて おしみ せあつ 
ほてあしそせそす たちけすかちあ け とうあきかせけみ さ つてあちのけす. ╉しみ せあつ つ ¨ちけせそこ ╊うえかせけこ 
》かてちそうけね け 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ つてあしけ せあすせそえそ いそしへのか, ねかす たちそつてそ せあとね-
せふか ちとさそうそおけてかしけ. ╇ せけに すふ そてねあつてけ うけおかしけ せあのけに ちそおけてかしかこ け おかおそう.
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╇たそつしかおつてうけけ う せあのかこ つかすへか たちそけくそのしそ ちあおそつてせそか つそいふてけか. 』ちあくと 
たそつしか くあはけてふ おけつつかちてあぬけけ すふ つ ¨ちけせそこ ちかのけしけ たそきかせけてへつみ. ╊うえかせけこ 
》かてちそうけね け 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ たちけのしけ せあ つうあおへいと たそくおちあうけてへ せあつ. ╆ふし 
そねかせへ ちあおそつてせふこ け つねあつてしけうふこ おかせへ, け み おそ つけに たそち つすそてちま せあ たそちてちかて 
〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ つ せあのかこ つうあおへいふ け うつたそすけせあま かか つうかてしふか たそきか-
しあせけみ. ゅてそて たそちてちかて せあにそおけてつみ つかこねあつ せあ 【ちそかさとちそうつさそす さしあおいけはか せあ 
すそえけしか 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ, け そて ほてそえそ せあす うつかす つてあせそうけてつみ かはか いそしへせかこ.

╆しあえそつしそうかせけみ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ け ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ うそたしそてけ-
しけつへ う ちかあしへせそつてへ. ╇ つかせてみいちか 2009 えそおあ と せあつ ちそおけしつみ たかちうかせかぬ ╅しかさ-
つあせおち, け すふ つちあくと きか せあたけつあしけ そい ほてそす ╊うえかせけま 》かてちそうけねと け 〉あてあしへか 
╊うえかせへかうせか. ╇つさそちか そせけ たちけかにあしけ たそくおちあうけてへ せあつ つ ちそきおかせけかす つふせあ, 
け み せか すそえと くあいふてへ け てと ちあおそつてへ う せあのかす おそすか, け さあさ 〉あてあしへみ ╊うえか-
せへかうせあ けえちあしあ つ ╅しかさつあせおちそす, け さあさ う ほてそて すそすかせて み そはとはあし けおとはとま 
そて せかか せか そいふねせとま ほせかちえかてけさと け かか いしあえそつしそうかせけみ. 》そくきか ほてと ちあおそつてへ 
(あ み おとすあま, 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか そねかせへ たそせちあうけしけつへ せあのけ おかてさけ) すふ 
けつたふてあしけ け たちけ ちそきおかせけけ せあのかえそ うてそちそえそ つふせあ ゅしけそてあ.

〈ふ うつてちかねあしけつへ つかすへみすけ せあ まいけしかか う えそつてけせけぬか «〉あぬけそせあしへ», 
あ てあさきか せあ せあとねせふに さそせなかちかせぬけみに. ¨ たそうつまおと み といかきおあしつみ う てそす, ねてそ 
〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか そさあくふうあまて とうあきかせけか け さあさ とねかせそすと, おけたしそすあてと, 
とせけさあしへせかこのかすと つたかぬけあしけつてと たそ [そちかか け さそちかこつさそすと みくふさと, け たちそつてそ 
さあさ ねかしそうかさと. 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ け ╊うえかせけこ 》かてちそうけね たそおあちけしけ せあのかこ 
つかすへか すせそえそ つうそけに させけえ, さそてそちふか そせけ せあたけつあしけ うすかつてか. ゅてそ «╅すかちけさあ: 
うねかちあ け つかえそおせみ», «〈けち け うそこせあ», «[そちかこつさけか くあちけつそうさけ», «[けてあこ-
つさあみ すそくあけさあ», «〈とおちそつてへ ╇そつてそさあ け ′あたあおあ» け おちとえけか. 】せけさあしへせふこ 
つてけしへ けくしそきかせけみ, つときおかせけみ け うそつたそすけせあせけみ つかすへけ ╆あきあせそうふに, けつてそちけみ 
きけくせけ, さそてそちとま すふ, にそてけす ほてそえそ けしけ せかて, たちそきけうあかす, たちそにそおけて たかちかお 
えしあくあすけ くあけせてかちかつそうあせせふに ねけてあてかしかこ.

】 さあきおそえそ けく ねかてふ ╆あきあせそうふに つうそこ つてけしへ うかおかせけみ たかちかえそうそちそう, 
け ねあつてへ ほてけに すかてそおそう み おそ つけに たそち たちけすかせみま う いけくせかつか け つうそかこ ちあいそてか. 
╊うえかせけこ 》かてちそうけね たかちかおあし すせか せあうふさけ, さあさ くあ たみてへ すけせとて «ちあくしそきけてへ 
さあちてふ せあ つてそしか» う たかちかえそうそちあに. 》ちけくせあまつへ, ちあせへのか み てあさそえそ せけさそえおあ せか 
うつてちかねあし. っ てあさきか うつたそすけせあま おそさしあおふ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ せあ さそせなか-
ちかせぬけみに け つかすけせあちあに たそ さそちかこつさそこ たちそいしかすあてけさか, け さあさ たそつしか かか うふつてと-
たしかせけこ と すかせみ けつねかく つてちあに たといしけねせそえそ うふつてとたしかせけみ たかちかお あとおけてそちけかこ. 
〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ せあとねけしあ すかせみ うけおかてへ け そぬかせけうあてへ つそいふてけみ のけちか, 
おあうあしあ つそうかてふ, さあさ えちあすそてせそ け しそえけねせそ うふつてちあけうあてへ つうそま ちかねへ, さあさ たちけ-
すかせみてへ ほななかさてけうせふか つたそつそいふ け すかてそおふ うかおかせけみ いかつかおふ, さあさ たちかうちあてけてへ 
かか う けせつてちとすかせて うかおかせけみ おかし.

╇ すあか 2014 えそおあ すそみ すあすあ くあはけてけしあ おそさてそちつさとま おけつつかちてあぬけま たそ 
すかおけぬけせか, け すふ にそてかしけ たちけえしあつけてへ 〉あてあしへま ╊うえかせへかうせと け ╊うえかせけみ 
》かてちそうけねあ そてすかてけてへ ほてそ つそいふてけか, せそ, とうふ, せか とつたかしけ.
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[そえおあ すせか たそくうそせけしけ け つさあくあしけ, ねてそ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ いそしへのか 
せかて つ せあすけ, てかしかなそせせあみ てちといさあ うふたあしあ けく すそけに ちとさ, おふにあせけか たちかちうあ-
しそつへ. っ せか すそえ たそうかちけてへ, ねてそ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ, さそてそちとま み うけおかし うつかえそ 
せかつさそしへさそ すかつみぬかう てそすと せあくあお, とのしあ そて せあつ せあうつかえおあ. ゅてそ いふしそ いそしへのけす 
とおあちそす おしみ うつかこ せあのかこ つかすへけ. [ つそきあしかせけま, すあすあ う ほてそて おかせへ とかにあしあ 
け せか つすそえしあ とねあつてうそうあてへ う たちそうそおあに. ╇ てそて おかせへ み たそくうそせけし う ¨くちあけしへ 
つうそかすと おちとえと, さそてそちふこ たちそけつにそおけて けく つかすへけ そねかせへ けくうかつてせふに ちかいか, 
け つたちそつけし, ねてそ おかしあてへ. 《せ つさあくあし, ねてそ せあおそ そいそこてけ すそえけしと たちそてけう ねあつそ-
うそこ つてちかしさけ, たそしそきけてへ せあ さちあこ さあすかせへ け たちそけくせかつてけ: «╆しあえそつしそうかせせあ かか 
たあすみてへ, あ おとのあ たちけいとおかて う ゅおかすつさけこ つあお».

ゅてけ たちそうそおふ かはか ちあく すせか たそさあくあしけ, ねてそ う すけちか せけねかえそ たちそつてそ てあさ 
け つしとねあこせそ せか たちそけつにそおけて. ╇たかちうふか う きけくせけ み とつしふのあし そて ╊うえかせけみ 
》かてちそうけねあ: «╇かちま». ゅてそ おしみ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ たそ せあのかこ, おあ け, せあうかち-
せそか, たそ たちあうそつしあうせそこ てちあおけぬけけ, うかしけねあこのかか おそつてけきかせけか, たそ つとてけ, いしあ-
えそつしそうかせけか. ╉あきか てか たそえそおせふか あせそすあしけけ, さそてそちふか たちそけつにそおけしけ う ほてそて 
おかせへ, つそそいはあしけ そ くせあさあに つうふのか. 』 とてちあ いふしそ つそしせかねせそ, たそてそす う ちあくえあち 
たあせけにけおふ たそのかし つけしへせかこのけこ しけうかせへ, くあてかす そたみてへ つてあしそ つそしせかねせそ, あ せあ 
つあすそす さしあおいけはか — たあつすとちせそ.

《おせそこ けく うあきせふに そつせそう けとおあけくすあ みうしみかてつみ たそしそきかせけか, ねてそ ほてそて すけち, 
てそ かつてへ きけくせへ そて ちそきおかせけみ おそ つすかちてけ — ほてそ てそしへさそ ねあつてへ せあのかえそ つとはか-
つてうそうあせけみ. ╊つてへ きけくせへ (さそせかねせそ, う けせそす あつたかさてか) け たそつしか つすかちてけ. ゅてそて 
すけち — てそしへさそ «たそおえそてそうさあ» さ いとおとはかすと すけちと. [あさけす そせ いとおかて — いとおと-
はけこ すけち ねかしそうかさあ, くあうけつけて, つそえしあつせそ けとおあけくすと, そて てそえそ, さあさけか たそつてとたさけ 
ねかしそうかさ つそうかちのあかて う ほてそす すけちか. 』すふつし ほてそえそ すそきせそ たそせみてへ, とねけてふうあみ 
てそて なあさて, ねてそ けとおあけくす たそおねかちさけうあかて せあしけねけか つうそいそおせそこ うそしけ と ねかしそうかさあ. 
ぁかしそうかさ つあす うふいけちあかて: いふてへ かすと えちかのせけさそす けしけ たちあうかおせけさそす, たちあうおけ-
うふす けしけ しきかぬそす, たそほてそすと-てそ そせ け せかつかて くあ うつか しけねせとま そてうかてつてうかせせそつてへ 
さあさ う ほてそす, てあさ け う いとおとはかす すけちか.

╉そいあうしま, ねてそ う けとおあけくすか たちけせみてそ つねけてあてへ, ねてそ, かつしけ ねかしそうかさ たそさけ-
おあかて ほてそて すけち う つといいそてと, う おかせへ, さそえおあ ╆そえ そておふにあかて, ほてそ そくせあねあかて, ねてそ そせ 
たちあうかおせけさ. ¨ さそえおあ み とくせあし, ねてそ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ たそさけせとしあ せあの すけち 
う おかせへ «【ちそけぬふ», てそ せかうあきせそ — さあさとま いふ ちかしけえけま すふ せけ けつたそうかおそうあしけ, 
み せあくそうと 〉あてあしへま ╊うえかせへかうせと たちあうかおせけさそす. ╆そしかか てそえそ, う けとおあけくすか, さそえおあ 
ねかしそうかさ とにそおけて う つといいそてと, てちあとちせあみ ぬかちかすそせけみ たそ とのかおのかすと け たそちみおそさ 
ねてかせけみ すそしけてうふ すかせみまてつみ てあさ, さあさ いとおてそ ねかしそうかさ け せか とのかし. ¨ うつか, ねてそ 
み せあたけつあし うふのか, かはか ちあく おそさあくふうあかて け たそおてうかちきおあかて すそけ すふつしけ. 〈そこ 
おかお とのかし う つといいそてと. [ちとえ くあすさせとしつみ. ゅてけ しまおけ つかこねあつ てあす, せあうかちにと, そにちあ-
せみまて せあつ, うつかに てかに, さそえそ そせけ しまいけしけ たちけ きけくせけ, け せあす, きけうとはけす くおかつへ 
う ほてそ うちかすみ, おそしきせそ いふてへ つたそさそこせそ.

ゅてけ しまおけ てあす, う ゅおかすつさそす つあおと, つかこねあつ つすそてちみて つうかちにと け のしまて せあす 
つうそけ いしあえそつしそうかせけみ, け み とうかちかせ, ねてそ すふ くおかつへ うつてちかてけしけつへ け ちあくそのしけつへ 
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せかつしとねあこせそ. っ とうかちかせ, ねてそ しまおけ, さそてそちふか そて せあつ とのしけ, つてあしけ せあのけすけ 
あせえかしあすけ-にちあせけてかしみすけ, け けに おとのけ たそのしけ う つしかおとまはけこ さちとえ いふてけみ 
おとのけ せあのかこ. ╇ おとのか み ねとうつてうとま, さあさ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ ねけてあかて いしあえそ-
つしそうかせけみ くあ つうそかえそ すときあ け つうそけに つあすふに いしけくさけに たしかすみせせけさそう け たしかすみせ-
せけぬ, くあ うつかに しまおかこ, さそてそちふか かこ いふしけ おそちそえけ. 〈ふ せけさそえおあ せか とくせあかす, 
たそねかすと そせあ とのしあ そて せあつ けすかせせそ う ほてそ うちかすみ け たそねかすと ╆そえと たそせあおそいけしあつへ 
かか おとのあ.

】にそお 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ いふし そねかせへ てみきかしふす おしみ すかせみ け うつかこ せあのかこ 
つかすへけ. ╉しみ うつかに せあつ ほてそ いふし そねかせへ えちとつてせふこ け てちあとちせふこ おかせへ.

〉あのけ えしといそねあこのけか つそいそしかくせそうあせけみ ╊うえかせけま 》かてちそうけねと け うつかす, さてそ 
くせあし け しまいけし 〉あてあしへま ╊うえかせへかうせと.

》しとてかせさそ ょ.╇.*

╉ちとくへみ せか とすけちあまて!

╈そちかつてせあみ け せかそきけおあせせあみ うかつてへ そ いかく-
うちかすかせせそす とにそおか 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ 
くあつてあしあ すかせみ せあ おあねか, えおか つそいちあせあ くせあ-
ねけてかしへせあみ ねあつてへ すそかこ いけいしけそてかさけ け えおか 
み てあさ しまいしま たそつけおかてへ-たそねけてあてへ にそちそ-
のとま, とすせとま させけえと. 《つそいそ ぬかせせとま ねあつてへ 
いけいしけそてかねせそこ さそししかさぬけけ つそつてあうしみまて 
させけえけ ねかてふ ╆あきあせそうふに, すせそえけか けく さそてそ-
ちふに つ おあちつてうかせせそこ せあおたけつへま.

《えしとのかせせふこ てちあえけねかつさそこ うかつてへま, 
み せあねあし たかちかしけつてふうあてへ ほてけ させけえけ, ちあつ-
つすあてちけうあみ すせそえそねけつしかせせふか なそてそえちあ-
なけけ, け たかちかお えしあくあすけ つてあしけ たちそせそつけてへつみ 
さちあつそねせふか さあちてけせふ けせてかちかつせそこ, せあつふ-
はかせせそこ け, とうふ, てあさそこ せかおそしえそこ きけくせけ 
〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ.

╇つかえおあ つねけてあし ╆あきあせそうふに けおかあしへせふす, 
つそうかちのかせせふす そいちあくぬそす つかすかこせそえそ つそまくあ け とせけさあしへせそえそ てうそちねかつさそえそ 
てあせおかすあ. 《せけ いふしけ つそくおあせふ おちとえ おしみ おちとえあ: そいあ さちあつけうふか, けせてかししけ-

*  ょちけこ ╇けてあしへかうけね 》しとてかせさそ — さあせおけおあて たそしけてけねかつさけに せあとさ, うふたとつさせけさ ╉けたしそすあてけねかつさそこ 
あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ, ちとさそうそおけてかしへ そておかしあ たそ つうみくみす つ そいはかつてうかせせそつてへま ちそつつけこつさそえそ そておかしか-
せけみ さそちたそちあぬけけ «〈けぬとけ» (ったそせけみ).
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えかせてせふか, とすせかこのけか, しとねのけか しまおけ せあのかこ つてちあせふ, さそてそちふか しまいけしけ 
け くあいそてけしけつへ おちとえ そ おちとえか, たそすそえあしけ そさちときあまはけす けに しまおみす, そたかさあしけ 
とねかせけさそう, すそえしけ しかえさそ け せかたちけせときおかせせそ ちあつつさあくあてへ ねけてあてかしみす そい けつてそ-
ちけけ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ, すけちそうふに さとしへてとち, ちかしけえけこ, みくふさそう, 
せあぬけそせあしへせふに さとにそせへ, すかせてあしけてかてそう せあちそおそう, おかしみつへ たそけつてけせか ほせぬけさしそ-
たかおけねかつさけすけ くせあせけみすけ.

[あきおあみ すふつしへ けしけ なちあくあ あうてそちそう たそおさちかたしみしあつへ つてそしへ といかおけてかしへせふす 
たそおいそちそす けせてかちかつせかこのけに けつてそちけねかつさけに なあさてそう, たちけすかちそう け つちあうせかせけこ, 
ねてそ あたちけそちけ たちかうちあはあしあ ねけてあてかしみ う けに あいつそしまてせそえそ かおけせそすふのしかせせけさあ. 
]けつてあみ つてちあせけぬふ けに てちとおそう, み つせそうあ そいちあはあし うせけすあせけか せあ てそ, さあさ そせけ 
うかしけさそしかたせそ たちそけししまつてちけちそうあせふ なそてそえちあなけみすけ おそつてそたちけすかねあてかしへせそ-
つてかこ. 〉あ ほてけに なそてそ せかけくすかせせそ せあ たかちうそす たしあせか つ いそしへのそこ しまいそうへま いふしあ 
くあたかねあてしかせあ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ.

》ちけくせあまつへ, ねてそ つせあねあしあ すそこ うくえしみお たちけさそうふうあしけ けすかせせそ かか たそちあくけ-
てかしへせあみ さちあつそてあ, きかせつてうかせせそつてへ, なそてそえかせけねせそつてへ, とすかせけか つ いそしへのけす 
うさとつそす け さちあつけうそ そおかうあてへつみ, あ ときか たそてそす てか たあすみてせけさけ, すそつてふ, えそちそお-
つさけか たかこくあきけ け おちとえけか おそつてそたちけすかねあてかしへせそつてけ (さあさけすけ てあさ えそちおみてつみ 
すけちそうふか つてそしけぬふ), せあ なそせか さそてそちふに いふしあ つなそてそえちあなけちそうあせあ 〉あてあしへみ 
╊うえかせへかうせあ.

』てちあのせそか けくうかつてけか そてそくうあしそつへ いそしへま せか てそしへさそ う せあのかこ つてちあせか, せそ け う 
てかに くあちといかきせふに えそちそおあに, えおか きけしあ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ: う 【そさけそ け 』あたたそちそ, 
う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ け ]そつ-╅せおきかしかつか, う 》かさけせか, う 』かとしか け おちとえけに すかつてあに. 
』そねかてあみ う つかいか ちかおさとま さちあつそてと, おとのかうせとま おそいちそてと, そつてちふこ とす け さそしそつ-
つあしへせふか くせあせけみ, 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ いふしあ しとねのけす «たそつしそす おそいちそこ うそしけ» 
せあのかこ つてちあせふ. ╊か うつまおと うそつたちけせけすあしけ さあさ ちとつつさとま 《おちけ ｠かたいむちせ, 
つあすとま いしけつてあてかしへせとま さけせそくうかくおと ｠｠ つてそしかてけみ, けつたそしせけてかしへせけぬと えしあうせそこ 
ちそしけ う すそかす しまいけすかこのかす さけせそなけしへすか «『けすつさけか さあせけさとしふ».

〈とおちふか しまおけ えそうそちみて: «╉ちとくへみ せか とすけちあまて!» 《せけ たちそおそしきあまて きけてへ 
う せあのけに つかちおぬあに け せあのかこ たあすみてけ, つそたちそうそきおあまて せあつ うつま きけくせへ, たそすそえあみ 
せあ てちとおせそす きけくせかせせそす たとてけ. 』 せけすけ すふ うせとてちかせせか つうかちみかす つうそけ おかしあ 
け たそつてとたさけ.

《ねかせへ えそちかつてせそ つそくせあうあてへ, ねてそ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ せかて いそしへのか 
つ せあすけ. 《せあ そつてあうけしあ たそつしか つかいみ おそいちとま たあすみてへ. ╇かちけてつみ, ねてそ 〉あてあしへみ 
╊うえかせへかうせあ とのしあ う しとねのけこ すけち, えおか せかて いそしかくせかこ, えそちかつてかこ け せかつねあつてけこ. 
╊えそ せか くちみ せあくふうあまて しとねのけす, てあさ さあさ そせ いふし つそくおあせ おしみ しとねのけに しまおかこ 
せあのかえそ すけちあ. ╉しみ てあさけに, さあさそこ いふしあ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ.

╇かねせあみ かこ たあすみてへ!
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』かすさか ょ.╇.*

【あさけか しまおけ せか とにそおみて

〉か すそえと つさあくあてへ, ねてそ そねかせへ いしけくさそ くせあしあ 〉あてあしへま ╊うえかせへかうせと. 《おせあさそ 
すそけ ちそおけてかしけ — あさあおかすけさ 『そつつけこつさそこ あさあおかすけけ すかおけぬけせつさけに せあとさ, 
たつけにけあてち ╇あしかせてけせ っさそうしかうけね 』かすさか け うちあね-てかちあたかうて ╈あしけせあ ╇しあおけすけ-
ちそうせあ 』かすさか — けすかしけ うそくすそきせそつてへ そいはあてへつみ つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ 
╆あきあせそうそこ. 》そ けに つしそうあす, そいはかせけか つ せかこ うつかえおあ つそたちそうそきおあしあ あてすそつなかちあ 
てかたしそてふ け せかたそおおかしへせそこ けつさちかせせそつてけ. 》あたあ ちあつつさあくふうあし たちそ けに たかちうとま 
うつてちかねと う 2009 えそおと う おそすか つかすへけ ╆あきあせそうふに: おうかちへ そてさちふしあ すそしそおあみ, 
ほしかえあせてせあみ, そねかせへ たちけうかてしけうあみ きかせはけせあ; かか そてさちふてそつてへ け おそいちそきかしあ-
てかしへせそつてへ そたちかおかしけしけ にあちあさてかち けに おあしへせかこのけに そてせそのかせけこ. 《せけ すせそえそ 
えそうそちけしけ そ なけしそつそなけけ け けつてそちけけ, う さそてそちふに そいあ いふしけ せあつてそみはけすけ ほちと-
おけてあすけ. 《ねかせへ けせてかちかつそうあしけ 〉あてあしへま ╊うえかせへかうせと け うそたちそつふ たつけにそしそえけけ. 
╇ そいはかせけけ かか そてしけねあしけ たそおしけせせあみ けせてかししけえかせてせそつてへ け てあさてけねせそつてへ.

╇ いかつかおあに 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ ねあつてそ つ しまいそうへま ちあつつさあくふうあしあ そ ╊うえか-
せけけ 》かてちそうけねか ╆あきあせそうか, けに つそうすかつてせふに たそかくおさあに, させけえあに, そておふにか. ╆ふしそ 
そねかうけおせそ, ねてそ そせあ いふしあ たちかおあせせふす おちとえそす け つそちあてせけさそす つうそかえそ すときあ, 
すせそえそ うちかすかせけ たそつうみはあしあ つかすへか, そいかちかえあしあ いしけくさけに てあさ, さあさ すそきかて そいか-
ちかえあてへ しまいみはあみ きかせはけせあ. ╇つかえおあ けせてかちかつそうあしあつへ おかしあすけ け たちそいしかすあすけ 
おちとくかこ け くせあさそすふに, けつさちかせせか ちあおそうあしあつへ けに とつたかにあす.

╉しみ すかせみ きか, ねてそいふ つそつてあうけてへ うたかねあてしかせけか そ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ, いふしそ 
おそつてあてそねせそ とうけおかてへ なそてそえちあなけけ う させけえあに, せあたけつあせせふに かま つそうすかつてせそ 
つ ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす, さそてそちふか けししまつてちけちとまて ちあくせふか ほてあたふ きけくせけ 
つかすへけ ╆あきあせそうふに, け つしふのあてへ, つ さあさけす てちかたかてそす えそうそちけて そ つうそかこ きかせか ╊うえか-
せけこ 》かてちそうけね. ╆かくとつしそうせそ, 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ せか てそしへさそ つあすあ しまいけしあ, せそ 
いふしあ けつさちかせせか け たちかおあせせそ しまいけすあ — すときかす, いしけくさけすけ, おちとくへみすけ. っ とうか-
ちかせあ, ねてそ う ほてそす たしあせか そせあ いふしあ つねあつてしけうふす ねかしそうかさそす, すとおちふす うそ うつかに 
せかたちそつてふに きけくせかせせふに つけてとあぬけみに, おとのかうせそ はかおちふす. 』 なそてそえちあなけこ せあ せあつ 
つすそてちけて けつさしまねけてかしへせそ ほしかえあせてせあみ, さちあつけうあみ け きけくせかちあおそつてせあみ きかせはけせあ. 
╊か つうかてしあみ ほせかちえかてけさあ たちそせけさあかて う うあつ ねかちかく たちそつてとま なそてそえちあなけま, さそえおあ 
おあきか う くちかしそす うそくちあつてか うふ すそきかてか とうけおかてへ うくえしみお とすかまはかえそ とおけうしみてへつみ 
け ぬかせけてへ たちそつてふか うかはけ ちかいかせさあ — けつさちかせせか ちあおそつてせふこ, しまいそくせあてかしへせふこ.

╆かくとつしそうせそ, たそてかちみ いしけくさけに — てみきかしあみ とてちあてあ, せそ うあきせそ てそ, ねてそ, 
たちそきけう けすかせせそ てあさとま きけくせへ, たそしせとま しまいうけ, くあいそてふ, つすふつしあ, ほてけ しまおけ 
うつか-てあさけ せか とにそおみて, そせけ そつてあまてつみ う つうそけに おかしあに, たそつてとたさあに け う つかちおぬあに 
しまいみはけに けに しまおかこ.

* ょしけみ ╇あしかせてけせそうせあ 』かすさか — うふたとつさせけぬあ あつたけちあせてとちふ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつ-
つけけ, さあせおけおあて たそしけてけねかつさけに せあとさ, つそてちとおせけさ 〈¨╉ 『そつつけけ.
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】ねかせけさけ

╆かつかおあ つ 』とつしけせそこ 』.』.*

》かちうふこ 】ねけてかしへ

— 』うかてしあせあ 』かちあなけすそうせあ, さあさ おそしえそ ╇ふ 
くせあしけ 〉.╊. ╆あきあせそうと?
— 〉あてあしへま ╊うえかせへかうせと, 〉あてあのかせへさと, 
み くせあま おあうせそ, かはか つ ませそつてけ. 》かちうそか せあのか 
くせあさそすつてうそ たちそけくそのしそ, かつしけ たあすみてへ すせか 
せか けくすかせみかて, う 1968 えそおと, さそえおあ み とねけ-
しあつへ せあ たかちうそす さとちつか 〈¨〈《 (せふせかの-
せかえそ 〈╈¨〈《) け すそけす そつせそうせふす みくふさそす 
けくとねかせけみ いふし さそちかこつさけこ. 〉あてあのあ いふしあ 
せあ てちけ-ねかてふちか えそおあ すかせみ たそつてあちのか. 《せあ 
そいとねあしあつへ せあ ねかてうかちてそす さとちつか. 〉あてあのあ, 
さそてそちそこ せあ てそて すそすかせて いふしそ ねとてへ いそしへのか 
21 えそおあ, たちけのしあ う せあのと えちとたたと うかつてけ 
くあせみてけみ たそ さそちかこつさそすと みくふさと. 〉あうかちせそか, 
ほてそえそ いふ せか たちそけくそのしそ, かつしけ いふ せか うそく-
せけさしあ そおせあ たちそいしかすあ. 』しとねけしそつへ てあさ, ねてそ 
せあのかえそ えしあうせそえそ たちかたそおあうあてかしみ — ╇あしかせてけせと 〉けさそしあかうせと ╉すけてちけかうと 
(かか ときか いそしへのか せかて う きけうふに, せそ たあすみてへ そ せかこ うつかに てかに, さてそ と せかか とねけしつみ, 
そつてあせかてつみ せあ うかさけ うかねせふか), せあちみおと つ かはか そおせけす たかちうそさしあつつせふす たちかたそ-
おあうあてかしかす, 〉けせそこ 》かてちそうせそこ 』かすかせそうそこ (たあすみてへ そ せかこ すふ てあさきか ねてけす), 
うふくうあしけ せあ ちあいそてと «せあうかちに». 』 とねかてそす ほてそえそ なそちつ-すあきそちせそえそ そいつてそみ-
てかしへつてうあ 〉あてあのと さあさ しとねのとま とねかせけぬと たそ さそちかこつさそすと みくふさと てそえおあのせけか 
ちとさそうそおけてかしけ うとくあ たそたちそつけしけ, あ つさそちかか うつかえそ せあくせあねけしけ たちそうかつてけ たかちうそか 
くあせみてけか たそ さそちかこつさそすと みくふさと つ せそうふす たそさそしかせけかす いとおとはけに さそちかかうかおそう. 
ぁてそ さあつあかてつみ すそかこ えちとたたふ, てそ そせあ いふしあ すあしそねけつしかせせそこ — うつかえそ たみてへ ねかしそ-
うかさ, けく さそてそちふに み いふしあ そおせあ おかうねそせさあ…

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ ときか つ たかちうそえそ すえせそうかせけみ せあのかえそ くせあさそすつてうあ たちそ-
けくうかしあ せあ せあつ うつかに つあすそか いしあえそたちけみてせそか うたかねあてしかせけか. 〉あてあのかせへさあ そさあくあ-
しあつへ そねかせへ すけしそこ おかうとのさそこ, たちけねかす つ にそちそのけす そつそくせあせけかす くせあねけすそつてけ 
つうそかえそ おかしあ. 』 たかちうそえそ すそすかせてあ, さあさ み とうけおかしあ かか, そせあ うつかえおあ たそおにそおけしあ 
うかつへすあ そてうかてつてうかせせそ さ しまいそすと おかしと. 〉あおそ つさあくあてへ, ねてそ う てか えそおふ, てあさ とき 
すせそえけか う 』』』『 いふしけ うそつたけてあせふ, しまいそか そいはかつてうかせせそか たそちとねかせけか うそつ-
たちけせけすあしそつへ さあさ いそしかか うあきせそか, ねかす しけねせあみ きけくせへ. 〉そ と 〉あてあのけ ほてそ ねとう-
つてうそ そてうかてつてうかせせそつてけ いふしそ うふちあきかせそ せあすせそえそ つけしへせかか, ねかす と そつてあしへせふに.

* 』うかてしあせあ 』かちあなけすそうせあ 』とつしけせあ — おそさてそち ほさそせそすけねかつさけに せあとさ, えしあうせふこ せあとねせふこ つそてちとおせけさ 
¨せつてけてとてあ ╉あしへせかえそ ╇そつてそさあ 『╅〉, たちそなかつつそち さあなかおちふ すけちそうそこ ほさそせそすけさけ 〈╈¨〈《(】).
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— [あさ きか うあのあ えちとたたあ たちけせみしあ せそうそえそ とねけてかしみ?
— ╊か たそみうしかせけか み たそせみしあ てあさ: さ せあす たちけのしあ そねかせへ つかちへかくせあみ, あ えしあう-

せそか, てちかいそうあてかしへせあみ すそしそおあみ とねけてかしへせけぬあ, つ さそてそちそこ せか たそいあしとかのへ. 
〈あしへねけのさけ, たそつさそしへさと 〉あてあのあ いふしあ うかつへすあ たちけうしかさあてかしへせそこ そつそいそこ, 
たふてあしけつへ つてちそけてへ かこ えしあくさけ け おあきか くあけえちふうあてへ. 〉そ 〉あてあのあ つちあくと きか 
うつか ほてけ のあしそつてけ たちかつかさしあ, うつかす おあしあ たそせみてへ, ねてそ そせあ たちかきおか うつかえそ たちか-
たそおあうあてかしへ, あ すふ — しけのへ かか とねかせけさけ. ¨ ちあくせけぬあ う うそくちあつてか, あ そせあ いふしあ 
せかいそしへのそこ, う おあせせそす つしとねあか せか けえちあしあ せけさあさそこ ちそしけ. ╅うてそちけてかて とねけ-
てかしみ せかくふいしかす け おそしきかせ うつかすけ とねかせけさあすけ いかつたちかさそつしそうせそ とうあきあてへつみ. 
【あさそこ つてけしへ たそうかおかせけみ たちけうかし さ てそすと, ねてそ すふ つてあしけ かか おあきか たそいあけうあてへつみ. 

╇ 〉あてあのか つそねかてあしけつへ せかつさそしへさそ たちそてけうそちかねけうふに さあねかつてう. 』 そおせそこ つてそ-
ちそせふ, そせあ いふしあ そねあちそうあてかしへせふす ねかしそうかさそす, そいしあおあまはけす そねかせへ すみえさけす, 
ほてあさけす そいうそしあさけうあまはけす, すかしそおけねせそ-しあつさそうふす えそしそつそす. ¨ う てそ きか うちかすみ 
そせあ てちかいそうあしあ そて せあつ たそしせそえそ たそつしとのあせけみ け とうあきかせけみ さ つうそかこ ちあいそてか. 

【かす せか すかせかか み とうかちかせあ, ねてそ うつか すそけ つそさとちつせけさけ つさあきとて: てそ うちかすみ, 
さそえおあ 〉あてあのあ たちかたそおあうあしあ せあす あくふ さそちかこつさそえそ みくふさあ, いふしそ そおせけす 
けく つあすふに たちけみてせふに ほてあたそう とねかいふ う 〈¨〈《. ゅてそ きか いふしそ け たそしかくせふす 
おしみ せあつ うちかすかせかす. [そえおあ ╇あしかせてけせあ 〉けさそしあかうせあ ╉すけてちけかうあ うかちせとしあつへ 
そいちあてせそ さ たちかたそおあうあてかしへつさそこ ちあいそてか, てそ いふしあ たちそつてそ たそちあきかせあ, さあさ くあ 
つてそしへ さそちそてさけこ つちそさ そいとねかせけみ つ 〉あてあのかこ すふ つすそえしけ くおそちそうそ たちそおうけ-
せとてへつみ う たそくせあせけけ そねかせへ せかたちそつてそえそ さそちかこつさそえそ みくふさあ.

【そ かつてへ と 〉あてあのけ いふしけ たちかさちあつせふか くあおあてさけ みくふさそうそえそ たちかたそおあ-
うあてかしみ. 〉か さあきおそすと, おあきか そたふてせそすと たかおあえそえと, おあせ てあしあせて てかちたかしけうそ 
け おそにそおねけうそ ちあくひみつせみてへ とねかせけさと てか けしけ けせふか «くあさそうふさけ» けせそつてちあせせそえそ 
みくふさあ. 〉あてあのあ てあさけす てあしあせてそす みうせそ そいしあおあしあ.

』そいつてうかせせそ えそうそちみ, けすかせせそ そせあ たちけうかしあ すかせみ う さそちかかうかおかせけか. [そえおあ 
み たそつてとたけしあ う 〈¨〈《, てそ けすかしあ うかつへすあ つすとてせふか たそくせあせけみ そ [そちかか. ｠そてかしあ 
けくとねあてへ つそうつかす おちとえとま つてちあせと け つそうつかす おちとえそこ みくふさ. 〉そ さてそ きか たちけ ちあつ-
たちかおかしかせけけ すかせみ そい ほてそす つたちあのけうあし? ╇つか たちそけつにそおけしそ たちけすかちせそ てあさ, 
さあさ たそかてつみ う そおせそこ けくうかつてせそこ たかつせか: «╊つしけ たあちてけみ つさあくあしあ: せあおそ! [そすつそ-
すそしへぬふ そてうかねあまて: かつてへ!» 【あさ うそて, さあさ-てそ ちあく, ときか たそつしか てそえそ さあさ 〉あてあのあ 
せあす たちかたそおあうあしあ, み うつてちかねあまつへ つ せかこ う けせつてけてとてつさそす さそちけおそちか, け そせあ 
つたちあのけうあかて: «』しとのあこ, 』うかてしあせあ, と せあつ う けせつてけてとてか つとはかつてうとかて 〉あとねせそか  
つてとおかせねかつさそか そいはかつてうそ (〉』《), さそてそちそか たかちけそおけねかつさけ とつてちあけうあかて さそせ-
なかちかせぬけけ. 【ふ せか にそてかしあ いふ たそとねあつてうそうあてへ? ╇そくすそきせそ, ほてそ たそすそきかて てかいか 
そたちかおかしけてへつみ つ てかすそこ いとおとはかこ おけたしそすせそこ ちあいそてふ». 

╉そ ほてそえそ み つちあうせけてかしへせそ おそしえそか うちかすみ つさけてあしあつへ たそ ちあくせふす さあなかお-
ちあす う たそけつさあに つうそかこ てかすふ, せそ てあさ け せか すそえしあ そさそせねあてかしへせそ そたちかおか-
しけてへつみ. «╅ てふ たそたちそいとこ たそえそうそちけてへ つ 〉けせそこ 》かてちそうせそこ 』かすかせそうそこ, 
ねへみ さあなかおちあ つたかぬけあしけくけちとかてつみ せあ すけちそうそこ ほさそせそすけさか, — つそうかてとかて すせか 
〉あてあのあ. — ╇ おけたしそすせそこ ちあいそてか つおかしあこ とたそち せあ ほさそせそすけさか [そちかけ. 】うか-
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ちかせあ, ねてそ たそてそす ほてあ てかすあ うふうかおかて てかいみ “う しまおけ”». ╇そて てあさ, いとさうあしへせそ 
«くあ ちとねさと» そせあ たちけうかしあ すかせみ, つてとおかせてさと うてそちそえそ さとちつあ, さ 〉.》. 』かすかせそ-
うそこ — たちかたそおあうあてかしま, そいしあおあうのかすと, さあさ け 〉あてあのあ, いそしへのそこ にあちけくすそこ. 
[そちそねか, いしあえそおあちみ 〉あてあのか, つたとつてみ てちけ えそおあ たそつしか せかか, み うふたとつさあしあつへ 
つ おけたしそすそす たそ ほさそせそすけさか 』かうかちせそこ [そちかけ. 『あくせけぬあ くあさしまねあしあつへ しけのへ 
う てそす, ねてそ 〉あてあのあ くあさそせねけしあ 〈¨〈《 つ «さちあつせふす おけたしそすそす». ╅ み てあさけすけ 
おそつてけきかせけみすけ たそにうあつてあてへつみ せか すそえしあ.

— [あさ おあしへのか つしそきけしけつへ うあのけ つとおへいふ?
— ╇けおけすそ, つうふのか てあさ いふしそ つときおかせそ, ねてそ け たそつしか そさそせねあせけみ けせつてけ-

てとてあ せあのけ たとてけ-おそちそきさけ うせそうへ たかちかつかさとてつみ. 》そ くあうかちのかせけけ とねかいふ 
とくせあま, ねてそ 〉あてあのあ たそつてとたけしあ う そねせとま あつたけちあせてとちと ¨せつてけてとてあ うそつてそ-
さそうかおかせけみ つそ つたかぬけあしけくあぬけかこ たそ «せあのかこ たちそいしかすあてけさか» — ほさそせそすけさか 
[〉╉『. ╇ おあしへせかこのかす み たそうてそちけしあ かか せあとねせとま つとおへいと. 》ちあうおあ, う そてしけねけか 
そて 〉あてあのけ, たそつてとたけしあ う くあそねせとま あつたけちあせてとちと け くあせけすあしあつへ けくとねかせけかす 
ほさそせそすけさけ ょきせそこ [そちかけ. 〉と あ う そつてあしへせそす つてとたあしあ たそ かか せあとねせふす つしか-
おあす. ╇ ほてそす たしあせか み かこ つてちあのせそ いしあえそおあちせあ, たそつさそしへさと けすかせせそ 〉あてあのあ 
つとはかつてうかせせそ たそうしけみしあ せあ すそま たちそなかつつけそせあしへせとま きけくせへ.

— ╇ せあねあしか せあのかえそ ちあくえそうそちあ ╇ふ えそうそちけしけ そ てそす, ねてそ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ 
╆あきあせそうあ いふしあ «たちかたそおあうあてかしかす そて ╆そえあ». 》そねかすと うつか-てあさけ そせあ うふいちあしあ せあとね-
せとま おかみてかしへせそつてへ?

— っ おとすあま, つなかちあ かか けせてかちかつそう せかつさそしへさそ うふにそおけしあ くあ ちあすさけ たちか-
たそおあうあてかしへつさそこ ちあいそてふ. 〉あてあのか えそちあくおそ けせてかちかつせかか いふしそ くあせけすあてへつみ 
つあすけす てうそちねかつてうそす. っ とうかちかせあ, ねてそ さあさけす いふ おかしそす, たとつてへ おあきか つあすふす 
つさとねせふす, そせあ せけ くあせけすあしあつへ, せあのしあ いふ け う せかす てうそちねかつさとま つそつてあうしみ-
まはとま. 〈せか さあきかてつみ, ねてそ せかつさそしへさそ ちとてけせせあみ ねあつてへ たちかたそおあうあてかしへつさそこ 
ちあいそてふ うふくふうあしあ う せかこ せかさそか そててそちきかせけか. ╇かおへ たちかたそおあうあてかしへつさあみ おかみ-
てかしへせそつてへ, さあさ いふ たちかたそおあうあてかしへ せけ つてあちあしつみ, てちかいとかて そたちかおかしかせせそえそ 
つにかすあてけくすあ, せかそいにそおけすそつてけ たちそにそきおかせけみ そたちかおかしかせせそえそ ぬけさしあ, たそつしか 
さそてそちそえそ そたみてへ せあねけせあかてつみ たそうてそちかせけか. 』けつてかすあ たちかたそおあうあせけみ, さそてそちあみ 
つとはかつてうそうあしあ う てそ うちかすみ, せか たそくうそしみしあ 〉あてあのか のけちか つすそてちかてへ せあ てか けしけ 
けせふか たちそぬかつつふ. 〉か たそくうそしみしあ にとおそきせけさと たそ-せあつてそみはかすと てうそちけてへ.

╅ 〉あてあのあ たそ せあてとちか いふしあ たちかきおか うつかえそ にとおそきせけさそす. 【そえおあのせかか 
つそうかてつさそか たちかたそおあうあせけか, つうみくあせせそか, さ たちけすかちと, つ せかそいにそおけすそつてへま せあたけ-
つあせけみ うつかうそくすそきせふに いちそのまち たそ すかてそおそしそえけけ たちかたそおあうあせけみ, いふしそ 
〉あてあのか せか そねかせへ けせてかちかつせそ. 〉あとさあ きか, せあたちそてけう, おあうあしあ うそくすそきせそつてへ 
てうそちけてへ. 』かこねあつ つけてとあぬけみ せかつさそしへさそ けせあみ. 〈せか おとすあかてつみ, ねてそ せふせか そせあ 
つすそえしあ いふ つそうすかはあてへ たちかたそおあうあてかしへつさとま おかみてかしへせそつてへ つ せあとねせそこ, けいそ 
てあさそこ つそうすかつてけてかしへせふこ たちそぬかつつ おそつてあてそねせそ うそつてちかいそうあせ.

〉かしへくみ つさあくあてへ, ねてそ け う せあとさか かこ うつか せちあうけしそつへ. ╇ おそえそちいあねかうつさけこ 
たかちけそお せかしへくみ いふしそ えそうそちけてへ ねてそ-てそ さちけてけねかつさそか そ たそしけてけさか 》にかせへみせあ. 
』 たちけにそおそす さ うしあつてけ 〈.』. ╈そちいあねかうあ せあのか そてせそのかせけか さ «つてちあせか ねとねにか» 
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たそしせそつてへま たかちかすかせけしそつへ. 【かたかちへ ちあくちかのあしそつへ いけねかうあてへ つかうかちそさそちかこ-
つさけこ ちかきけす, そつそいそ せか くあおとすふうあみつへ, ねてそ つしとねけてつみ う ちかえけそせか, かつしけ そせ 
たあおかて. 【あさ けしけ けせあねか, 〉あてあのあ せあにそおけしあつへ つちかおけ てかに しまおかこ, さそてそちふか 
たそ-せそうそすと そつすふつしけうあしけ け せあのけ そてせそのかせけみ つ [〉╉『, け せあのと うせかのせか-
ほさそせそすけねかつさとま たそしけてけさと う ちかえけそせか. ¨く-たそお たかちあ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ 
うふのしあ う 1993 えそおと たちかさちあつせあみ させけえあ «╇せかのせかほさそせそすけねかつさけか つうみくけ 
[〉╉『. ╇ たそけつさあに うふにそおあ けく てとたけさあ». ╇ せかこ 〉あてあのあ おあしあ たちそえせそく ちあくうけ-
てけみ つうみくかこ すかきおと 〈そつさうそこ け 》にかせへみせそす. 

ゅてそて てちとお あさてとあしかせ け てかたかちへ. ╇ せかす つそおかちきけてつみ そねかせへ すせそえそ けせてかちかつ-
せふに すふつしかこ たそ つかうかちそさそちかこつさそこ ほさそせそすけさか. ╇つか ほてそ しけのへ おそさあくふうあかて, 
ねてそ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ ╆あきあせそうあ いふしあ せか てそしへさそ うかつへすあ そてうかてつてうかせせふす, 
せそ け そねかせへ ねかつてせふす とねかせふす. [そせかねせそ, そせあ おそしきせあ いふしあ とねけてふうあてへ けおか-
そしそえけねかつさけか ちあすさけ «つそぬけあしけつてけねかつさそえそ なそちすあしけくすあ», かはか いふてそうあうのかえそ 
う あさあおかすけねかつさそこ つちかおか おあきか う せあねあしか 1990-に えそおそう, せそ, てかす せか すかせかか, 
うつさちふうあしあ うあきせふか てかせおかせぬけけ, ねてそ たそくうそしみしそ とすせそすと ねけてあてかしま おかしあてへ 
たちあうけしへせふか うふうそおふ.

〈せか, せかつそすせかせせそ, きあしへ, ねてそ う つてかせあに ¨せつてけてとてあ うそつてそさそうかおかせけみ すふ 
つ せかこ うけおかしけつへ け そいはあしけつへ せか つてそしへ ねあつてそ. 〉あ てそ いふしけ つうそけ たちけねけせふ, 
うふくうあせせふか えしあうせふす そいちあくそす てかす, ねてそ 〉あてあのあ ねあつてそ うふかくきあしあ う おしけてかしへ-
せふか さそすあせおけちそうさけ うすかつてか つそ つうそけす すときかす ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす ╆あきあ-
せそうふす.

〉あおそ つさあくあてへ, ねてそ かえそ そせあ いかつさそせかねせそ ぬかせけしあ け とうあきあしあ. ゅてそ いふしあ 
たちかさちあつせあみ たあちあ, そせけ けおかあしへせそ おちとえ おちとえあ おそたそしせみしけ. [そえおあ きか う けせつてけ-
てとてか とつてちあけうあしけつへ さあさけか-てそ さそせなかちかせぬけけ, すふ うつかえおあ つ せかてかちたかせけかす 
きおあしけ うふつてとたしかせけみ 〉あてあのけ, たそてそすと ねてそ くせあしけ: そせあ そいみくあてかしへせそ たちけ-
うせかつかて う おそさしあお さあさとま-てそ けくますけせさと, ねてそ-てそ そちけえけせあしへせそか. 〉か うつか とねか-
せふか いふしけ つ かか てそねさそこ くちかせけみ つそえしあつせふ. 》そちそこ うそくせけさあしけ いとちせふか おけつ-
さとつつけけ. 〉そ ほてそ け にそちそのそ. [あさ すふ くせあかす, «う つたそちあに ちそきおあかてつみ けつてけせあ». 
ぁかえそ, つそいつてうかせせそ, 〉あてあのあ け おそいけうあしあつへ. 《せあ いふしあ つてちあのせそ ほてそすと ちあおあ. 
¨ えそちおけしあつへ てかす, ねてそ, さあさ つあすあ たちけくせあうあしあつへ, つすそえしあ «ちあくうそちそのけてへ ほてそて 
すとちあうかこせけさ».

— 〉かしへくみ しけ たちそみつせけてへ けつてそちけま, つうみくあせせとま つ とにそおそす 〉.╊. ╆あきあせそうそこ けく 
¨せつてけてとてあ うそつてそさそうかおかせけみ. 【そえおあのせけこ かか ちとさそうそおけてかしへ ょちけこ ╇あつけしへかうけね 
╇あせけせ, さ たちけすかちと, おそ つけに たそち つさそちいけて そ てそす, ねてそ とねあつてうそうあし う ほてそす せかおそつてそこ-
せそす おかこつてうけけ. 〉そ たちけ ほてそす そてさあくあしつみ せあたけつあてへ そ 〉あてあのか, つそつしあうのけつへ せあ てそ, 
ねてそ せか にそねかて うつたそすけせあてへ おあせせふこ ほたけくそお. 【あさ ねてそ きか てそえおあ つしとねけしそつへ?

— ╉そしきせあ う たかちうとま そねかちかおへ たそおねかちさせとてへ, ねてそ 〉あてあのあ いふしあ つあすそそて-
うかちきかせせふす ねかしそうかさそす. ╇ せあねあしか 1990-に えそおそう と せかか てみきかしそ くあいそしかうあかて 
すあすあ. ╉しみ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ すあてへ くせあねけしあ おあきか いそしへのか, ねかす そいふねせあみ 
すあてへ. 《せけ いふしけ そねかせへ いしけくさけ. 〉あてあのあ, さあさ み ときか えそうそちけしあ, いふしあ たちか-
おかしへせそ そてうかてつてうかせせふす ねかしそうかさそす, そせあ つ えそしそうそこ とにそおけて う ほてと たちそいしかすと. 
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╇そそいはか, うつま つうそま きけくせへ そせあ たそつうみてけしあ う たかちうとま そねかちかおへ おうとす せあけいそしかか 
いしけくさけす かこ しまおみす — すあすか け すときと.

【かす せか すかせかか み せか おとすあま, ねてそ いそしかくせへ すあすふ つけしへせそ つさあくふうあしあつへ せあ 
かか ちあいそてそつたそつそいせそつてけ. 〉あてあのあ てあさ きか とつかちおせそ ちあいそてあしあ け うふおあうあしあ 
«せあ-えそちあ» せかそいにそおけすふこ たかちかねかせへ てちとおそう. っ とうかちかせあ, ねてそ そてつとてつてうけか かか せあ 
ちあいそねかす すかつてか, つ とねかてそす てそえそ, ねてそ う せあとねせそす すけちか つとはかつてうとまて てあさ せあくふ-
うあかすふか «いけいしけそてかねせふか おせけ», そせあ つ しけにうそこ さそすたかせつけちそうあしあ せときせふす 
さそしけねかつてうそす «つてちそさあきあ». 〉そ, けつにそおみ けく さあさけに-てそ なそちすあしへせふに すそすかせてそう, 
╇あせけせ つてあし おかしあてへ かこ くあすかねあせけみ たそ たそうそおと そてつとてつてうけみ せあ ちあいそねかす すかつてか. 
〉あてあのあ — ねかしそうかさ えそちおふこ. 』 たそおそいせそこ せかつたちあうかおしけうそつてへま せか すそえしあ 
つすけちけてへつみ. 《おせあきおふ そせあ すせか つさあくあしあ, ねてそ つけてとあぬけみ つ すあすそこ とつとえといしみ-
かてつみ け せあおそ いふてへ ちみおそす つ せかこ. ¨ つあすあ たそおあしあ くあみうしかせけか そい とにそおか. 》ちけ 
ほてそす ちとさそうそおつてうそ けせつてけてとてあ ほせかちえけねせそ とえそうあちけうあしそ 〉あてあのと そつてあてへつみ.

ぁてそ さあつあかてつみ せあとねせそこ おかみてかしへせそつてけ, てそ おあきか う ほてそて つしそきせふこ おしみ 
〉あてあのけ たかちけそお そせあ せか たちかちふうあしあつへ. ╉そつてあてそねせそ とうけおかてへ つたけつそさ させけえ, 
さそてそちふか そせけ つ ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす うふたとつてけしけ, ねてそいふ しけのせけこ ちあく 
う ほてそす といかおけてへつみ. 〉ふせか み ちあいそてあま う ¨せつてけてとてか ╉あしへせかえそ ╇そつてそさあ (¨╉╇) 
『╅〉 け てそねせそ くせあま, ねてそ せあのか ちとさそうそおつてうそ せか ちあく たちかおしあえあしそ 〉あてあのか 
つてあてへ つそてちとおせけさそす おあせせそえそ けせつてけてとてあ. 〉あてあのあ そてうかねあしあ, ねてそ ちあつつすそてちけて 
てあさとま うそくすそきせそつてへ. 【かす せか すかせかか たちかおしそきかせけか そせあ せか たちけせみしあ. ぁてそ かこ 
たそすかのあしそ ほてそ つおかしあてへ, すせか てちとおせそ つさあくあてへ. 〉そ なあさて そつてあかてつみ なあさてそす.

— ╅ さあさけす おちとえそす おしみ ╇あつ いふしあ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ?
— 〉と, せあ ほてと てかすと すそきせそ えそうそちけてへ け えそうそちけてへ. 》ちかきおか うつかえそ, そせあ 

いふしあ そねかせへ たちかおあせせそこ たそおちとえそこ. っ いふしあ せか ちあく たそちあきかせあ てかす, さあさ 
そせあ すそえしあ すそすかせてあしへせそ たかちかさしまねけてへつみ つそ つうそけに たちそいしかす せあ たちそいしかすふ 
つそいかつかおせけさあ. 】 すかせみ おあきか うそくせけさしそ そたあつかせけか たそ ほてそすと たそうそおと. っ たそ 
うそくすそきせそつてけ つてあちあしあつへ せか ちあつつさあくふうあてへ かこ そ てかに けしけ けせふに たちそいしかすあに, 
たそつさそしへさと にそちそのそ くせあしあ, ねてそ つさあきけ そ せけに, てあさ そせあ つちあくと いちそつけて うつか つうそけ 
おかしあ け いとおかて たそすそえあてへ う ちかのかせけけ てうそけに たちそいしかす. 

╇つたそすけせあま てあさそこ つしとねあこ. 〉あ たみてそす さとちつか 〈¨〈《 すかせみ せあたちあうけしけ 
せあ たちあさてけさと う ╈そつさそすけてかて たそ うせかのせけす ほさそせそすけねかつさけす つうみくみす (╈[ゅ』). 
╉そ すかせみ せあ たちあさてけさか てあす たそいふうあしあ 〉あてあのあ. 】 すかせみ, たそすせけてつみ, うそくせけさしけ 
たちそいしかすふ. 》ちかきおか うつかえそ ねかしそうかねかつさそえそ つうそこつてうあ. っ せけさあさ せか すそえしあ せあこてけ 
そいはけこ みくふさ つ さそししかえあすけ. 《おせあきおふ たそきあしそうあしあつへ たそ ほてそすと たそうそおと 〉あてあのか. 
《せあ うそつたちけせみしあ たちそいしかすと さあさ つうそま. 〈そすかせてあしへせそ つうみくあしあつへ つ つそてちとおせけ-
さあすけ ╈[ゅ』. 』てあしあ ちあつつさあくふうあてへ, さあさあみ み たちかさちあつせあみ け とおけうけてかしへせあみ. 
╇ そいはかす, つおかしあしあ うつか うそくすそきせそか, ねてそいふ たかちかしそすけてへ つけてとあぬけま. ¨ くせあかてか, 
かこ ほてそ とおあしそつへ. ぁかちかく せかさそてそちそか うちかすみ そてせそのかせけか さそ すせか つそてちとおせけさそう 
╈[ゅ』 つてあしそ すかせみてへつみ, け う さそせぬか さそせぬそう そせけ つそうつかす たそてかたしかしけ.

】 〉あてあのけ いふしそ たそてちみつあまはかか さあねかつてうそ ちあつたそしあえあてへ さ つかいか しまおかこ. 《せあ 
せか しまいけしあ つたしかてせけねあてへ. ╇ ほてそす たしあせか いふしあ, さあさ さちかすかせへ. 
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《ねかせへ えちとつてせそ, ねてそ かか いそしへのか せかて つ せあすけ. っ さしみせと つかいみ くあ てそ, ねてそ せか 
すそえしあ つ せかこ そいはあてへつみ ねあはか. ¨ かはか ちとえあま つかいみ くあ てそ, ねてそ せか うふてあはけしあ かか 
う せあのと せあとねせとま きけくせへ. ╉あ, すふ たちそいそうあしけ, せそ, せあうかちせそか, せか てあさ せあつてそこ-
ねけうそ. 《おせあさそ ほてそ ねとうつてうそ うけせふ たちけのしそ てそしへさそ つかこねあつ. ¨ しけのへ せふせか 
たそせけすあま, さあさ すせそえそ おしみ すかせみ くせあねけしあ 〉あてあのかせへさあ. 〉そ そて ほてそえそ たそせけすあ-
せけみ しかえねか せか つてあせそうけてつみ.

》ちそつてけ すかせみ, おそちそえあみ たそおちとえあ!

(′あたけつあし ╅.ょ. ぁとおそおかかう)

をふさあしそ ╅.╇.*

¨ さちそうそてそねけて う つかちおぬか ちあせあ…**

╊か せか つてあしそ つしけのさそす ちあせそ,
¨ つさそうあせあ おとのあ てそつさそこ, 
¨ さちそうそてそねけて う つかちおぬか ちあせあ,
¨ すけち そてせふせか つてあし おちとえそこ.
〉か う つけしあに そいとくおあてへ たかねあしへ み,
〉そ うつたそすせま う せかつさそしへさけに つしそうあに,
[あさそこ たちかさちあつせそま 〉あてあしへみ
╇つかえおあ いふしあ う すそけに えしあくあに.
〈とおちあ, てあしあせてしけうあ, とすせあ.
』 おとのそま ねけつてそえそ すしあおかせぬあ,
〈かき てかす うつかえおあ いふしあ つさちそすせあ
¨ うつか けつさあしあ つそうかちのかせつてうあ.
╊か いしかつてみはけか ちあいそてふ
〉か ちあく うくちふうあしけ すけち せあとさ,
】つたかにけ, つしそきせそつてけ, くあいそてふ
』 〉あてあしへかこ ちあくおかしけし つとたちとえ.
』そまく けに てうそちねかつさけこ, つかすかこせふこ
╆ふし いしあえそおあてかせ け つけしかせ,
』そまく てあしあせてしけうふこ, けおかこせふこ.
【ちとおそう せかすあしそ つそくおあし そせ.

╇つかえおあ とうかちかせせそ, つかちへかくせそ
╆ちあしあつへ くあ ちとさそたけつへ そせあ,
ぁてそい おそつさそせあしへせそ, つさちとたとしかくせそ
》ちそいしかすふ つとてへ おそつてあてへ つそ おせあ.
〉あてあしへかこ うそつてそちえあてへつみ つすかま:
[あさ すかてそおけねせそ, えしといそさそ,
《せあ ちあつさちふしあ せあす [そちかま,
〉そ ほてそ いふしそ せかしかえさそ.
╅ちにけうそう くあたかちてふか おうかちけ,
《てさあくそう えちそくせふに ねかちかおあ
╊こ せか すかのあしけ てうかちおそ うかちけてへ,
ぁてそ ぬかしへ いしけくさあ, さあさ せけさそえおあ.
[そししかえ いかつぬかせせそか たちけくせあせけか
《せあ つとすかしあ くあつしときけてへ,
〉あてあしへけ そたふて け たそくせあせけみ,
╇ つてあてへみに け させけえあに いとおとて きけてへ.
╇つかえおあ たちけうかてしけうあ, つかちおかねせあ,
』 としふいさそこ しかえさそこ せあ とつてあに,
【あさそこ いふしあ, てあさそこ せあうかねせそ
〉あてあしへみ いとおかて きけてへ う つかちおぬあに!

* ╅ししあ ╇けてあしへかうせあ をふさあしそ — さあせおけおあて たそしけてけねかつさけに せあとさ, うふたとつさせけぬあ あつたけちあせてとちふ ╉けたしそすあ-
てけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ 2006 えそおあ, せあとねせふこ つそてちとおせけさ [あしけなそちせけこつさそえそ とせけうかちつけ-
てかてあ (』ぃ╅).
** 》といしけさとかすふか つてけにけ たちけしあえあしけつへ さ つしかおとまはかすと たけつへすと: «】うあきあかすふこ け おそちそえそこ すそこ とねけ-
てかしへ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね! 》ちけすけてか すそけ つあすふか けつさちかせせけか つそいそしかくせそうあせけみ う つうみくけ つ いかくうちかすかせせそこ 
さそせねけせそこ ╇あのかこ きかせふ け おちとえあ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ. ╉しみ うつかに せあつ ほてそ せかうそつたそしせけすあみ とてちあてあ. 
》あすみてへ そ せかこ せあうつかえおあ つそにちあせけてつみ う せあのけに つかちおぬあに. っ せあたけつあしあ つてけにけ う たあすみてへ そ 〉あてあしへか 
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 ╆かつかおあ つ ぃあすとえけみ 〈.〈.*

[あさ つてあちけせせあみ たそおちとえあ

〈そみ たかちうあみ け, さ つそきあしかせけま, かおけせつてうかせせあみ うつてちかねあ 
つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ ╆あきあせそうそこ たちそけくそのしあ たそくお-
せかこ そつかせへま 2013 えそおあ. 〈ふ うつてちかねあしけつへ たそ うそたちそつと 
たかちかたしあせけちそうさけ けに さうあちてけちふ う 〈そつさうか. っ たちけかにあしあ 
さ ╆あきあせそうふす せか そおせあ, あ つ おかうとのさそこ-さそせつとしへてあせ-
てそす たそ おあせせそこ てかすか. 》そつしか そいはかせけみ つ 〉あてあのかこ, 
あ けすかせせそ てあさ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ たそたちそつけしあ かか せあくふ-
うあてへ, と すかせみ つしそきけしそつへ うたかねあてしかせけか, ねてそ み せか たかちうふこ 
おかせへ かか くせあま. 《せあ いふしあ そねかせへ たちそつてあ う そいはかせけけ 
け うかつへすあ そいにそおけてかしへせあ. 【あさそか きか すせかせけか つしそきけしそつへ 
け と つそたちそうそきおあうのかこ すかせみ おかうとのさけ. 

】きか さそえおあ ほてあ うつてちかねあ くあうかちのけしあつへ け すふ うふのしけ せあ としけぬと, てあ おかうとのさあ, 
とくせあう, ねてそ せあつ たちけせけすあしあ つとたちとえあ ちかさてそちあ ╉けたあさあおかすけけ, たかちかつたちそつけしあ: 
«ゅてそ おかこつてうけてかしへせそ いふしあ つとたちとえあ ちかさてそちあ ╉けたあさあおかすけけ?» 》そしとねけう 
とてうかちおけてかしへせふこ そてうかて, そせあ つ とおけうしかせけかす くあすかてけしあ: «〉と, せあおそ きか. 〉あてあ-
しへみ ╊うえかせへかうせあ そさちときけしあ せあつ てあさそこ くあいそてそこ け てかたしそてそこ, いとおてそ みうしみかてつみ 
せあのかこ つてあちけせせそこ たそおちとえそこ». 〉あつてそしへさそ いしあえそきかしあてかしへせとま あてすそつなかちと 
〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ てそえおあ つそくおあしあ せあす おしみ ちあいそてふ.

》そせみてせそ, ねてそ しまいそこ ちかすそせて, せか えそうそちみ ときか そ てあさそす つしそきせそす おかしか, 
さあさ たかちかたしあせけちそうさあ さうあちてけちふ, てちかいとかて, たそすけすそ うしそきかせけみ いそしへのけに つけし, 
おかせかえ け うちかすかせけ, かはか け つとはかつてうかせせそこ たそおえそてそうさけ つそ つてそちそせふ さしけかせてあ. 
╇ ほてそす たしあせか 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ いふしあ にそちそのそ たそおえそてそうしかせせふす さしけかせ-
てそす. [そせかねせそ, たそ さあさけす-てそ つしそきせふす, たちそなかつつけそせあしへせふす うそたちそつあす そせあ 
たそしせそつてへま おそうかちけしあつへ せあす — つたかぬけあしけつてあす. 〉そ たちけ ほてそす つあすあ くあおあうあしあ 
さあうかちくせふか うそたちそつふ, そてうかてふ せあ さそてそちふか せか おあつて け つたかぬけあしけつて. ¨ ほてそ 
いふしそ たそちあくけてかしへせそ! ╇ しまいそす つしとねあか, そせあ う てそて ちあく くおそちそうそ せあす たそすそえしあ, 
たそつさそしへさと にそちそのそ たちかおつてあうしみしあ, ねかえそ にそねかて, あ ねかえそ せかて.

《て ちあくせふに しまおかこ み せかそおせそさちあてせそ つしふのあしあ うそつにけはかせせふか そてくふうふ 
そ ねかしそうかねかつさけに さあねかつてうあに 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ, せそ つあすあ おそしえそか うちかすみ せか 
すそえしあ けに そぬかせけてへ. ╇ てそて ちあく すせか たそうかくしそ, け み たそしせそつてへま う ほてそす といかおけ-
しあつへ. 】 せかか いふしそ うそしのかいせそか そいあみせけか. ]まおけ, さそてそちふか にそてみ いふ ちあく, さあさ 
け み, つ せかこ うつてちかねあしけつへ, たそてそす ほてそて すけえ せか すそえとて くあいふてへ. [そちそねか, さそえおあ 

╊うえかせへかうせか. 《せけ たちけしあえあまてつみ. ╊つしけ ╇ふ たしあせけちとかてか けくおあてへ ついそちせけさ うそつたそすけせあせけこ そ 〉あてあしへか 
╊うえかせへかうせか, み いふしあ いふ たちけくせあてかしへせあ くあ うそくすそきせそつてへ ちあくすかつてけてへ う せかす すそけ つてけにけ. 』 えしといそねあこ-
のけす とうあきかせけかす け しまいそうへま さ ╇あのかこ つかすへか! ╅ししあ ╇けてあしへかうせあ をふさあしそ».
* 〈あちけせあ 〈とちてあくけかうせあ ぃあすとえけみ — たそすそはせけさ たちそちかさてそちあ たそ たちあうそうふす け あちかせおせそ-けすとはかつて-
うかせせふす そてせそのかせけみす ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ.
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ちかねへ くあにそおけしあ そ 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか, み せかうそしへせそ せあねけせあしあ としふいあてへつみ 
け たちそおそしきあま ほてそ おかしあてへ たそ つかこ おかせへ.

(′あたけつあし ╅.ょ. ぁとおそおかかう)

》《〈《ぅ〉¨[¨

╆かつかおあ つ ]けてうけせふす ╈.╇.*

》ちそつてそ 〉あてあのあ

╇ ╉けたあさあおかすけけ み ちあいそてあま つ 1995 えそおあ. 
╇せあねあしか — たそ てちとおそうそすと つそえしあのかせけま, 
あ つ 2000 えそおあ ときか いふし そなそちすしかせ さあさ 
のてあてせふこ つそてちとおせけさ.

〈そか たかちうそか くせあさそすつてうそ つ 〉あてあしへかこ 
╊うえかせへかうせそこ たちそけくそのしそ そさそしそ おうとに しかて 
せあくあお. 》そせあねあしと つ かか つてそちそせふ ちかねへ のしあ 
そ せかいそしへのけに たちそつへいあに: てそ つうかてけしへせけさ 
う けに さうあちてけちか たかちかえそちかし, せときせそ いふしそ かえそ 
たそねけせけてへ, てそ たそすそねへ そてちかつてあうちけちそうあてへ 
さあさとま-てそ おかさそちあてけうせとま うかはへ け てあさ おあしかか. 
〉そ うつか ほてそ せか せそつけしそ たそつてそみせせそえそ にあちあさ-
てかちあ け いそしへのそえそ とつかちおけみ せか てちかいそうあしそ.

[あさ-てそ さそ すせか そいちあてけしつみ くあ たそすそはへま 
╊うえかせけこ 》かてちそうけね. 《せ てそえおあ つさあくあし: «╈かせ, 
〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ たそたちそつけしあ かこ たそお-

つそいけてへ, たそつさそしへさと と せあつ う おそすか うそくせけさしけ せかさそてそちふか いふてそうふか せかたそしあおさけ. 
』ひかくおけ, せか そてさあきけ». 〉あ ねてそ み そてうかてけし: «╉あ いかく たちそいしかす». ╆とさうあしへせそ う てそて きか 
おかせへ たちけかにあし せあ さうあちてけちと ╆あきあせそうふに, えおか いそしかか そいつてそみてかしへせそ たそくせあさそ-
すけしつみ つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ, たそつさそしへさと すせか たそせあおそいけしそつへ えそちあくおそ 
いそしへのか うちかすかせけ, ねかす う たちかおふおとはけか ちあくふ, ねてそいふ とつてちあせけてへ せかたそしあおさけ.

》かちうそか, ねてそ すかせみ たそちあくけしそ う せかこ, てあさ ほてそ たちそつてそてあ う そいはかせけけ. 《せあ 
つちあくと たちかおしそきけしあ: «╈かせせあおけこ, くそうけてか すかせみ たちそつてそ 〉あてあのあ. ╅ ╇あつ み いとおと 
くうあてへ ╈かせせあおけかす». 【あさ け たそうかしそつへ.

* ╈かせせあおけこ ╇あつけしへかうけね ]けてうけせ — ちあいそねけこ, つそてちとおせけさ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ.
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╊はか すかせみ たそちあくけしあ かか みうせそ せか たそさあくとのせあみ, けせてかししけえかせてつさあみ つてかつ-
せけてかしへせそつてへ. 《せあ うつか うちかすみ そたちあうおふうあしあつへ, たそうてそちみみ: «╈かせせあおけこ, けくうけ-
せけてか, ねてそ そてちふうあま ╇あつ そて さとおあ いそしかか うあきせふに おかし. っ, さそせかねせそ, すそえしあ いふ 
そいちあてけてへつみ う ╋ゅ[. 〉そ ╇ふ きか くせあかてか, さあさけか てあす ちあいそてあまて すあつてかちあ».

》そすせま, さあさ すかせみ うたかねあてしけしけ かか おそてそのせそつてへ け たそおえそてそうしかせせそつてへ. 
《せあ つちあくと そねかちてけしあ さちとえ たちそいしかす, さそてそちふか すせか たちかおつてそみしそ ちかのけてへ. 
『かおさそ うつてちかてけのへ さしけかせてあ, てかす いそしかか きかせはけせと, さそてそちふこ にそちそのそ ちあく-
いけちあかてつみ う にそくみこつてうかせせふに せときおあに, あ てかす いそしかか たちかおつてあうしみかて, さあさけか 
すあてかちけあしふ つとはかつてうとまて け ねてそ たそねかす. 【そえおあ きか すふ つ せかこ おそえそうそちけしけつへ: 
たちかきおか ねかす くあさとたけてへ てか けしけ けせふか すあてかちけあしふ, み おそしきかせ いふし たそさあくあてへ かこ 
せあ うふいそち せかつさそしへさそ ほさくかすたしみちそう け てそしへさそ たそつしか てそえそ, さあさ そせあ おあうあしあ つうそか 
そさそせねあてかしへせそか おそいちそ せあ くあさとたさと てそうあちあ, すせか つしかおそうあしそ そてたちあうしみてへつみ せあ 
ちふせそさ け てあす かえそ たちけそいちかてあてへ. 【そ かつてへ そせあ いふしあ «う てかすか». ぁてそ と すかせみ さあさ 
たちそつてそえそ ちあいそてみえけ うふくふうあしそ いそしへのそか とうあきかせけか.

〈せか さあきかてつみ, ねてそ, かつしけ いふ そせあ せか いふしあ とうあきあかすふす とねかせふす, てそ 
すそえしあ いふ つてあてへ そてしけねせふす たちそちあいそす けしけ ちとさそうそおけてかしかす さあさそこ-せけいとおへ 
つてちそけてかしへせそこ なけちすふ. 》そつさそしへさと おあうあしあ おかしへせふか にそくみこつてうかせせふか つそうかてふ 
すせそえけす つうそけす たそおちとえあす け くせあさそすふす せあ たちかおすかて, さあさ ねてそ けつたちあうけてへ, えおか 
さとたけてへ け さ さそすと さそせさちかてせそ そいちあてけてへつみ. 》ちけ ほてそす そせあ つてあちあしあつへ せか «すそくそ-
しけてへ えしあくあ», とうあきけてかしへせそ そてせそつけしあつへ せか てそしへさそ さそ すせか, あ け さ おちとえけす 
ちあいそねけす, せそ そいうかつてけ かか «うそさちとえ たあしへぬあ» いふしそ たちあさてけねかつさけ せかうそくすそきせそ. 
[あさけす-てそ のかつてふす ねとうつてうそす そせあ てそねせそ そたちかおかしみしあ, えおか たちそおかしあせあ さあねか-
つてうかせせあみ ちあいそてあ, あ えおか うあす にそてみて たそおつとせとてへ せあつてそみはとま にあしてとちと.

[そせかねせそ, すふ つ せかこ う そつせそうせそす そいはあしけつへ せあ つとえといそ にそくみこつてうかせ-
せふか てかすふ. 《おせあさそ かか うそしせそうあしけ たちそいしかすふ, つとはかつてうそうあうのけか うせとてちけ 
╉けたあさあおかすけけ. 〉かちかおさそ そせあ すかせみ つたちあのけうあしあ: «╈かせせあおけこ, さあさ, せあ ╇あの 
うくえしみお, すそきせそ たそすそねへ ╊うえかせけま 》かてちそうけねと, ねてそいふ そいしかえねけてへ かすと きけくせへ?» 
っ, かつてかつてうかせせそ, たちけくふうあし かか そつそいそ せか うそしせそうあてへつみ たそ ほてそすと たそうそおと 
け えそうそちけし そいふねせふか う てあさけに つしとねあみに つしそうあ: すそし, せか せときせそ いかつたそさそけてへつみ, 
うつか いとおかて にそちそのそ. [ つそきあしかせけま, う そてせそのかせけけ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ うつか 
うふのしそ さあさ ちあく せあそいそちそて.

《せあ いふしあ そねかせへ いしあえそおあちせそこ け にしかいそつそしへせそこ にそくみこさそこ. ╇そて, さ たちけ-
すかちと, み くあさそせねけし てと けしけ けせとま ちあいそてと け つそいけちあまつへ ときか とにそおけてへ, てあさ そせあ 
たかちかさちふうあしあ すせか おそちそえと さ おうかちけ け たちけくふうあしあ つうそま たそすそはせけぬと: «《しへえあ, 
せあさちふうあこ せあ つてそし. ╈かせせあおけこ つ せあすけ そてさとのあかて!» 【そ きか つあすそか たちそけつにそ-
おけしそ, かつしけ う かか おそすか ちあいそてあしあ すそみ いちけえあおあ.

》そつしかおせけこ ちあく み うけおかし 〉あてあしへま ╊うえかせへかうせと たかちかお あたちかしへつさそこ 》あつにそこ 
2014 えそおあ. 〉あさあせとせか そてたちあうけし かこ たあつにあしへせふこ さとしけね. ¨に そねかせへ うさとつせそ 
たかさとて う せあのかこ つてそしそうそこ せあ 《つてそきかせさか. ╅ くあ たあちと おせかこ おそ ほてそえそ み たそ かか 
たちそつへいか たちけかにあし さ せかこ おそすそこ, ねてそいふ とつてちあせけてへ さあさとま-てそ せかたそしあおさと. 
╆ふつてちそ ほてそ つおかしあし, け 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ たちけえしあつけしあ すかせみ さ つてそしと. ぃかし 
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そいふねせふこ ちあくえそうそち. 《せあ すかせみ てちあおけぬけそせせそ つたちあのけうあかて: «〉と, さあさ おかしあ 
う ╉けたあさあおかすけけ?» っ そてうかねあま: «╉あ, さあさ うつかえおあ, せけねかえそ せか すかせみかてつみ…» 《せあ 
すかせみ たちかちふうあかて け えそうそちけて: «╅ てふ すあにせけ せあ うつか ちとさそこ け たそつてとたあこ, さあさ うかしかし 
]かう 〉けさそしあかうけね 【そしつてそこ: “╉かしあこ, ねてそ おそしきせそ, け たとつてへ いとおかて, ねてそ いとおかて”». 
〉あ てそす け ちあつつてあしけつへ. っ しけのへ つかこねあつ そつそくせあま, ねてそ ほてけ つしそうあ 〉あてあのあ あおちか-
つそうあしあ せか てそしへさそ すせか, せそ け うつかす せふせか きけうとはけす せあ ほてそこ いちかせせそこ くかすしか.

╇つたそすけせあみ てと せあのと たそつしかおせまま うつてちかねと, み うそて ねてそ いふ かはか そてすかてけし: 
う たそつしかおせけか おせけ つうそかえそ くおかつへ たちかいふうあせけみ そせあ せあにそおけしあつへ う にそちそのかす 
せあつてちそかせけけ. ╇ かか えしあくあに せか いふしそ さあさそこ-てそ てそつさけ けしけ えちとつてけ. ╇ せけに いとおてそ 
ねけてあしそつへ, ねてそ そせあ ときか たそおうかしあ けてそえけ うつかこ つうそかこ きけくせけ, け かこ せか いふしそ くあ 
せけに つてふおせそ.

(′あたけつあし ╅.ょ. ぁとおそおかかう)

]とてなけか*

╈そちへさあみ たあすみてへ け つしあおさあみ たあすみてへ

〈ふ うつてちかてけしけつへ つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ う せそみいちか 2010 えそおあ. 《せあ いとさ-
うあしへせそ そのかしそすけしあ すかせみ. ╇ かか えしあくあに いふしけ つうかて け いかつさそせかねせあみ おそいちそてあ, 
てそ, ねてそ てあさ せかそいにそおけすそ しまおみす. 《つあせさあ, たそにそおさあ, たそうそちそて えそしそうふ — うつか 
う せかこ えそうそちけしそ そ うふつそさそこ つあすそおけつぬけたしけせか け いしあえそちそおせそす たちそけつにそきおか-
せけけ. 〈せか にそてかしそつへ つ せかこ そいはあてへつみ け そいはあてへつみ! ╇ちかすみ そつてあせあうしけうあしそ つうそこ 
いかえ. ╇ せかこ いふし つてかちきかせへ! 『みおそす つ せかこ にそてかしそつへ ちあつてけ ううふつへ, いふてへ ねけはか, 
おそつてそこせかか!

′あ ねあつ, おうあ すふ せか すそえしけ せあえそうそちけてへつみ つ せかこ. 】 せかか いふしあ さちあつけうあみ, 
せあつふはかせせあみ くせあさそすつてうあすけ つ けせてかちかつせふすけ しまおへすけ, たちけかすあすけ け いしかつさそす 
きけくせへ, えおか そせあ いふしあ おそつてそこせふす とねあつてせけさそす け ほつてかてそす, さちあつけうそこ け とすせそこ 
きかせはけせそこ! ╊か ねあつてそ つちあうせけうあしけ つ 《おちけ ｠かたいむちせ. [あくあしそつへ, ねてそ そせあ — 
ぬうかてそさ, たそちにあまはあみ いあいそねさあ, せそ う てそ きか うちかすみ つてかちきかせへ, さそてそちふこ いふし 
てうかちお け えそてそう さ しまいふす きけくせかせせふす てちとおせそつてみす, てあさ さあさ きけくせへ たちけせそつけしあ 
せか てそしへさそ ちあおそつてへ, せそ け けつたふてあせけみ. 《おせけす けく てあさけに けつたふてあせけこ つてあしあ 
いそしかくせへ, さそてそちあみ せか たそくうそしけしあ かこ いふてへ てあさそこ, さあさ たちかきおか, おけせあすけねせそこ, 
たそおうけきせそこ け しかてみはかこ. ╆そちへいあ, いそちへいあ, いそちへいあ… せそ いそしかくせへ せか そてつてとたあしあ. 
《せあ せか すそえしあ たちけせみてへ せかつそそてうかてつてうけか すそしそおそこ おとのけ け いちかすかせけ いそしかくせけ.

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ つてあしあ つおあうあてへ たそくけぬけけ, たそせけすあみ, ねてそ, さ つそきあ-
しかせけま, せか すそきかて うかちせとてへ つうそか くおそちそうへか, あ いかく せかえそ てみきかしそ つたちあうけてへつみ 
つ てかすけ くあおあねあすけ, さそてそちふか うつかえおあ たかちかお せかこ つてそみしけ.

* ]とてなけか — ぬかしけてかしへせけぬあ.
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》そすそはせけさけ

╉そちそえけす おしみ せかか ねかしそうかさそす いふし つとたちとえ, ╊うえかせけこ 》かてちそうけね. 《せ 
うつかえおあ せあにそおけしつみ う かか おとのか せあ たかちうそす たしあせか. ╇つか すふつしけ いふしけ そ せかす, 
け せあちあつてあしあ てちかうそえあ, ねてそ かか いそしかくせへ つてあせかて おしみ せかえそ てみきかしふす いちかすかせかす. 
《せあ さちかたけしあつへ, せそ つけしふ いふしけ せかちあうせふ.

〈そか つかちおぬか いそしかしそ そて てそつさけ, ねてそ せかしへくみ けくすかせけてへ くしそこ ちそさ. っ たふてあしあつへ 
たそさあくあてへ かこ おちとえとま つてそちそせと きけくせけ, う さそてそちそこ すそきせそ とねあつてうそうあてへ う さあねか-
つてうか せあいしまおあてかしみ. 〉あてあしへみ ちそつしあ う ╆あさと, け み たそせみしあ, ねてそ ╇そつてそさ かこ いふし 
そねかせへ いしけくそさ け けせてかちかつかせ. っ たちけうそくけしあ かこ てとちかぬさけか つかちけあしふ. 《いつときおあみ 
えかちそかう ほてけに なけしへすそう, すふ さあさ-てそ つあすけ たそえちときあしけつへ う けに きけくせへ…

〉あてあのあ とうしかさあしあつへ, け う かか えそしといふに えしあくあに くあきけえあしあつへ きあきおあ きけくせけ! 
¨せそえおあ そせあ せあねけせあしあ うつたそすけせあてへ そ つうそかこ せあつふはかせせそこ, けせてかちかつせそこ 
たちかきせかこ きけくせけ. ゅてそ いふし さあさ うくあけすそそいすかせ ほせかちえけみすけ すかきおと せあすけ.

〉あてあのあ そねかせへ たかちかきけうあしあ てあさきか たちかおあてかしへつてうそ せかさそてそちふに しまおかこ, 
さそてそちふか けつたそしへくそうあしけ かか なけくけねかつさとま つしあいそつてへ, ちかのけう たちけねけせけてへ かはか け 
おとのかうせとま いそしへ. ゅてけ しまおけ せかおそつてそこせふ とたそすけせあせけみ. ╆そえ つ せけすけ. 〉あてあ-
しへみ ╊うえかせへかうせあ いふしあ そねかせへ はかおちふす, うかしけさそしかたせふす ねかしそうかさそす — う せかか 
さけおあしけ さあすかせへ, あ そせあ おあうあしあ にしかい…

》そつしかおせみみ せあのあ うつてちかねあ つそつてそみしあつへ 29 あたちかしみ 2014 えそおあ. 《せあ おしけしあつへ 
いかつさそせかねせそ け う てそ きか うちかすみ たちそしかてかしあ さあさ そおけせ すけえ. [あくあしそつへ, ねてそ せあのけ 
おとのけ つそかおけせけしけつへ け せか すそえしけ ちあつつてあてへつみ. 〈ふ えそうそちけしけ そいそ うつかす け せけ 
そ ねかす. ╇つたそすけせあみ ほてと うつてちかねと, み せか すそえと つおかちきあてへ つしかく.

っ いかつさそせかねせそ つてちあおあま そててそえそ, ねてそ ちみおそす つそ すせそこ いそしへのか せかて ちそおせそえそ 
ねかしそうかさあ. ╇ にそおか たそつしかおせかこ うつてちかねけ そせあ せあくうあしあ すかせみ おそねかちへま! ゅてそ いふしあ 
うふつのあみ せあえちあおあ. っ てあさ たちかさしそせみまつへ たかちかお 〉あてあのかこ, さあさ てそしへさそ ねかしそうかさ 
すそきかて たちかさしそせみてへつみ たかちかお おちとえけす ねかしそうかさそす.

〈ふ おそえそうそちけしけつへ そ うつてちかねか. 《せあ すせそえそか にそてかしあ すせか ちあつつさあくあてへ.
╇ せそねへ せあさあせとせか かか つすかちてけ み うけおかしあ うそ つせか つうそかえそ たそさそこせそえそ そてぬあ 

け おうか いかえとはけか ちかねさけ. ╇けおかしあ おうか つてちあせせふか うあくふ つそ つしかえさあ とうみおのけす いとさか-
てそす けく のかつてけ ちそく, あ ちみおそす う えあくかてか いふしあ いそしへのあみ, とてちあてけうのあみ つうかきかつてへ, 
たそしせそつてへま ちあつさちふうのあみつみ いかしそ-さちかすそうあみ ちそくあ. っ たそおとすあしあ, さあさ にそちそのそ, 
てかたかちへ う うあくか いとおかて つかすへ ちそく. ╅ たあたあ せあしけし うそおふ けく ちかねさけ う うあくと け けつねかく, 
せか たそえそうそちけう つそ すせそこ. 》ちそつせとしあつへ み えしといそさそこ せそねへま つ てちかうそえそこ う おとのか 
け おそ つあすそえそ ちあつつうかてあ せか すそえしあ とつせとてへ, たちそうかしあ そつてあてそさ せそねけ う すそしけてうあに.

】つせとしあ てそしへさそ たそお とてちそ, あ たそてそす いふし くうそせそさ そて ╅せけ, さそてそちあみ たちけ-
せかつしあ すせか えそちかつてせとま うかつてへ そ つすかちてけ おそちそえそえそ すせか ねかしそうかさあ — 〉あてあしへけ 
╊うえかせへかうせふ, すそかこ てかてけ 〉あてあのけ! っ うたあしあ う けつてかちけさと け おそしえそ せか すそえしあ 
たちけこてけ う つかいみ.

》そにそちそせふ つそつてそみしけつへ う てそて おかせへ け ねあつ, さそえおあ おそしきせあ いふしあ つそつてそみてへつみ 
せあのあ うつてちかねあ. っ おそ つけに たそち せか すそえと たそせみてへ, ねてそ そくせあねあまて ほてけ くせあさけ, 
せそ くせあま そおせそ — てかてみ 〉あてあのあ せあうつかえおあ う すそかす つかちおぬか! ╈そちへさあみ たあすみてへ 
け つしあおさあみ たあすみてへ!
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╈そちかねへ — そて たそてかちけ, さそてそちとま せかうそくすそきせそ うつたそすけせあてへ いかく いそしけ, 
つしあおさそ そててそえそ, ねてそ くせあしあ てあさそえそ ねかしそうかさあ, ねてそ たちけさそつせとしあつへ さ かか すかねてあす, 
さ つかちおぬと, さ おとのか! ╇かねせあみ てかいか たあすみてへ, おそちそえそこ すそこ ねかしそうかさ! 【ふ おしみ すかせみ 
うつかえおあ きけうあみ. ╇かおへ すかつてそ う すそかす つかちおぬか おしみ てかいみ — せあうつかえおあ.

[ときいあ ].╅.*

〉あにそおけてへつみ ちみおそす つ せかこ いふしそ たちあくおせけさそす

〉あのか くせあさそすつてうそ つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ たちそけくそのしそ さあさ-てそ うせかくあたせそ 
う おあねせそす たそつかしさか [ちあつせそうけおそうそ. 》そくせあさそすけしあ せあつ 』あけおあ ｠あすけおそうせあ 
′あさけちそうあ. [あさ-てそ つちあくと, つ たかちうそえそ うくえしみおあ, み たちそせけさしあつへ さ 〉あてあのか いそしへ-
のそこ つけすたあてけかこ. 》そ-おちとえそすと, うけおけすそ, け せか おそしきせそ いふしそ いふてへ, たそてそすと 
ねてそ ほてそ いふしあ せかそいふさせそうかせせあみ きかせはけせあ: うつかえおあ つそ つうかてしそこ としふいさそこ, 
つねあつてしけうあみ, きけくせかちあおそつてせあみ. 《せあ そねかせへ しまいけしあ しまおかこ, いふしあ, さあさ つうかて-
しふこ しとねけさ: うつかす, さてそ せあにそおけしつみ ちみおそす つ せかこ, いふしそ とまてせそ け てかたしそ. ╇けおか-
しけつへ すふ せか そねかせへ ねあつてそ, せそ うつかえおあ ちあおそうあしけつへ うつてちかねか, そせあ とすかしあ たそおせみてへ 
せあつてちそかせけか, とすかしあ うふつしとのあてへ け おあてへ たちあうけしへせふこ つそうかて.

》そすせま, そおせあきおふ いふしあ ちあせせみみ うかつせあ, つせかえ たそしせそつてへま かはか せか つそのかし, 
さちとえそす えしといそさけか しときけ, たちそせけくふうあまはけこ うかてかち, あ み くあいかきあしあ さ 〉あてあのか せあ 
すけせとてさと さしまねけ くあいちあてへ, ねてそいふ たそかにあてへ う [ちあつせそうけおそうそ, といちあてへ てあす と せかか 
せあ おあねか. っ たちそすそねけしあ せそえけ, くあすかちくしあ, たそほてそすと つたかのけしあ. 〉そ 〉あてあのあ すかせみ 
せか そてたとつてけしあ, えそうそちけて: «『あくおかうあこつみ, つせけすあこ つあたそえけ, つあおけつへ, いとおかす たけてへ 
ねあこ». 『あくとすかかてつみ, すせか つそうつかす せか にそてかしそつへ そてさあくふうあてへつみ そて ねあみ, つそえしあつけ-
しあつへ, け くあ ねあかす たそしけしあつへ いかつかおあ. ¨ さあさあみ いかつかおあ! ╊か すそきせそ いふしそ いかつさそ-
せかねせそ つしとのあてへ せあ しまいとま てかすと. 《せあ けせてかちかつせそ ちあつつさあくふうあしあ そ きけくせけ くあ 
えちあせけぬかこ, そ せあのけに そいはけに くせあさそすふに, うそそいはか そ しまおみに.

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ いふしあ さちあつけうあみ, おそいちあみ, とすせあみ. 〉あにそおけてへつみ ちみおそす 
つ せかこ いふしそ たちあくおせけさそす. っ かか そねかせへ しまいけしあ け つかこねあつ そねかせへ つてちあおあま. 《せあ 
みうしみしあつへ さあさ いふ たそつしあせせけぬかこ ╇つかうふのせかえそ. ╇つたそすけせあま つてけにけ — ほてそ 
てそねせそ そ せかこ:

】おけうけてかしへせそこ みせうあちつさそこ せそねへま あせえかしふ しかてかしけ.
〉あ すそか そさそのさそ たそてけにそせへさと つかしけ.
〉あ たとのけつてふに さちふしへみに おかうそねさあ いふしあ,
〉あてそこ, 〉あてあのかせへさそこ おかうそねさあ くうあしあつへ.

* ]まおすけしあ ╅しへいかちてそうせあ [ときいあ — たそすそはせけぬあ たそ おそすと.
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っ おちそきあはけすけ ちとさあすけ てかたしふこ さそす うくみしあ.
〈あしかせへさあみ おそねかせへさあ, さあさ てかいみ きおあしあ!
〉あお えそちみはかこ つうかねさそこ ╆そえあ み すそしけしあ,
ぁてそい てかいか, ちそおせあみ, すせそえそ つねあつてへみ いふしそ.

[ すそかすと いかくすかちせそすと とおけうしかせけま, そせあ そつてあうあしあつへ てあさそこ きか きけくせかちあ-
おそつてせそこ, さそえおあ かか せあつてけえしあ いそしかくせへ. 〉か いとおと とえしといしみてへつみ う たそおちそいせそつてけ 
かか いそしかくせけ, そせあ せか しまいけしあ そい ほてそす えそうそちけてへ, にそねと てそしへさそ くあすかてけてへ, ねてそ 
そせあ せか つおあうあしあつへ, いそちそしあつへ, うけおけすそ, たそてそすと ねてそ そねかせへ しまいけしあ つうそけに 
いしけくさけに — すときあ, たしかすみせせけぬと.

[そえおあ かか せか つてあしそ, うつか うちあく けくすかせけしそつへ, すけち たそてかちみし つうそま たちけうしかさあ-
てかしへせそつてへ, そいちあくそうあしあつへ たとつてそてあ, けく-くあ ねかえそ にそねかてつみ さちけねあてへ, たしあさあてへ, せそ, 
とうふ, そせあ せか とつしふのけて.

╉とのあ ねかしそうかねかつさあみ, そつてあうけう つうそか てかしそ, たちかおつてあかて たかちかお せそうふす すけちそす, 
たそせみてせふす てそしへさそ けす てあす, せあ 〉かいかつあに. 〉そ うつか ちあうせそ さあさあみ-てそ かつてへ と せけに 
つうみくへ つ せあすけ, きけうとはけすけ せあ ′かすしか. 〈せか 〉あてあのあ つせけしあつへ せかそおせそさちあてせそ. 
〉か いとおと そたけつふうあてへ たかちうふか おうあ つせあ, うそくすそきせそ, そせけ せか けすかまて てあさそこ くせあ-
ねけすそつてけ, さあさ ほてそて, てちかてけこ つそせ. っ ねかてさそ うつか くあたそすせけしあ, け すせか そてちあおせそ 
いふしそ かか うけおかてへ け つしふのあてへ. 〉あてあのあ いふしあ せかすせそえそ えちとつてせあみ, せそ そねかせへ 
とすけちそてうそちかせせあみ. ╈そうそちけて そせあ すせか: «]まおそねさあ, せあおそ いふ といちあてへつみ せあ おあねか 
う [ちあつせそうけおそうそ け さとたけてへ すそまはかか つちかおつてうそ». 』てそけて け つすそてちけて せあ すかせみ, 
きおかて すそかえそ そてうかてあ. ╅ み すそしねと, たそすせま, ねてそ かか せかて. ╅ つくあおけ すかせみ うちそおか 
つてそけて さあさそこ-てそ すときねけせあ, み かすと えそうそちま: «ぁてそ きか ほてそ たちそけつにそおけて, うかおへ そせあ 
とすかちしあ, み いふしあ せあ たそにそちそせあに?!» ╅ 〉あてあのあ えそうそちけて つ そいけおそこ てあさそこ: «【ふ 
たそねかすと ちあつつさあくふうあかのへ うつかす, ねてそ み とすかちしあ? っ てそえおあ つたあしあ, み うつか つしふのあしあ, 
うつか くせあま, ねてそ たちそけつにそおけしそ. ╋かせかねさあ すせか てかしかなそせ たそしそきけし う えちそい, み たちそ-
つせとしあつへ け かすと たそくうそせけしあ, そせ すかせみ そつうそいそおけし, け うそて み くおかつへ».

っ つちあくと たちそつせとしあつへ け せあねあしあ ちあくすふのしみてへ. 《つすかしまつへ たそうてそちけてへ, ねてそ 
すかきおと きけうふすけ け しまおへすけ せあ 〉かいかつあに かつてへ てかつせあみ つうみくへ. っ うおちとえ そつそくせあしあ, 
ねてそ かこ てあす つうかてしそ け つたそさそこせそ, たそすせけて そせあ せあつ うつかに け たそ-たちかきせかすと しまいけて. 
]まおけ せあ 〉かいかつあに たちそつみて せあつ つおかしあてへ てそ, ねてそ つねけてあまて せときせふす, せと あ すふ 
うふたそしせみかす けに たちそつへいふ う つけしと せあのけに うそくすそきせそつてかこ.

《せあ, せあのあ 〉あてあのあ, いふしあ とうかちかせあ う つかいか, う つうそかす すときか, さそてそちふこ いふし 
つあすふす しとねのけす せあ つうかてか! ╇つか けくすかせけしそつへ う そおせそねあつへか. ¨ ほてそて すけち, てあさそこ 
すけしふこ け にそちそのけこ, さあさけす そせあ かえそ うけおかしあ, ちとにせとし. 〉そ そせあ とのしあ つ ぬうかてと-
はけす つあおそす う おとのか, つ えそしといふす せかいそす け しまいみはけす つかちおぬかす.

をあちつてうけか てかいか 〉かいかつせそか!
〈ふ いとおかす しまいけてへ け たそすせけてへ てかいみ うつかえおあ.
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〈あちさそうあ 《.╇.*

】おけうけてかしへせあみ きかせはけせあ

っ いふしあ くせあさそすあ つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ 
うつかえそ おうあ えそおあ. 〉そ う すそかす つそくせあせけけ ほてそ 
うちかすみ すそきせそ くせあねけてかしへせそ とうかしけねけてへ. 
】 すかせみ てあさそか うたかねあてしかせけか, ねてそ み うすか-
つてか つ せかこ たちそきけしあ せか そおせそ おかつみてけしかてけか, 
う ねかす う たかちうとま そねかちかおへ くあつしとえあ 〉あてあしへけ 
╊うえかせへかうせふ.

[そえおあ すふ たそくせあさそすけしけつへ, み そはとはあしあ 
せかさけこ おけつさそすなそちて. 〈せか てそえおあ おとすあ-
しそつへ, さあさ み つすそえと かきかおせかうせそ そいはあてへつみ 
つ ねかしそうかさそす けせそえそ たそしそきかせけみ う そいはか-
つてうか. 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ くあすかてけしあ すそけ 
たかちかきけうあせけみ たそ ほてそすと たそうそおと け うつみねかつさけ 
すかせみ たそおいあおちけうあしあ. 《せあ すせそえそ ちあつつさあくふ-
うあしあ けせてかちかつせふに け とうしかさあてかしへせふに けつてそ-

ちけこ そ つうそかこ きけくせけ, そ きけくせけ かか ちそおせふに け いしけくさけに, け と すかせみ つしそきけしあつへ 
といかきおかせせそつてへ, ねてそ み うにそきあ う ほてと つかすへま さあさ つうそみ. 〈ふ うすかつてか ちあつつすあてちけ-
うあしけ なそてそえちあなけけ, け すせか さあくあしそつへ, ねてそ み さあさ いとおてそ せあにそきとつへ ちみおそす つ せかこ, 
う てそす そさちときかせけけ いしけくさけに かこ しまおかこ — せあつてそしへさそ いふしけ みちさけすけ ちあつつさあくふ 
〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ.

っ つあすあ せか くあすかてけしあ, さあさ いふつてちそ «そててあみしあ». 〈ふ かきかおせかうせそ うすかつてか 
そいつときおあしけ おそすあのせけか おかしあ, うたしそてへ おそ つあすふに すかしそねかこ. 〉あてあしへみ ╊うえか-
せへかうせあ いふしあ そねかせへ そちえあせけくそうあせせふす ねかしそうかさそす け たそつてそみせせそ つそつてあうしみしあ 
つたけつそさ おかし せあ おかせへ け おあしへのか せあ せかおかしま. ╇ふたそしせけう てそて けしけ けせそこ たとせさて 
けく ほてそえそ つたけつさあ, すふ つ とおそうそしへつてうけかす かえそ うふねかちさけうあしけ: «[あさ み しまいしま ほてそ 
おかしあてへ!» — えそうあちけうあしあ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ たちけ ほてそす.

〉あのか そいはかせけか, いふうあしそ, たちそてかさあしそ いかく せあすかさあ せあ てそ, ねてそ そせあ にそくみこさあ, 
あ み — たちそつてあみ おそすちあいそてせけぬあ. 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ とすかしあ としそうけてへ せあつてちそ-
かせけか ねかしそうかさあ け くあちあせかか くせあしあ, ねてそ せあおそ つおかしあてへ: ちあくうかつかしけてへ, とつたそさそけてへ, 
そてうしかねへ, おあてへ つそうかて けしけ たちそつてそ つあすそこ ねてそ-てそ たちかおたちけせみてへ. 【あさそこ たそおにそお 
ちあつたちそつてちあせみしつみ と せかか せあ しまいそえそ ねかしそうかさあ — つてあちそえそ おちとえあ けしけ せそうそえそ 
くせあさそすそえそ. っ いふしあ つうけおかてかしかす すせそえけに うつてちかね 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ: くあにそ-
おけしけ う えそつてけ おあうせけか たそおちとえけ, くうそせけしけ いしけくさけか け おちとくへみ, たそつかはあしけ 
うちあねけ, つそつかおけ. 《いつときおあしけつへ ちあくせふか てかすふ, うつたそすけせあしけつへ おあうせけか うちかすかせあ 

* 《しへえあ ╇しあおけすけちそうせあ 〈あちさそうあ — たそすそはせけぬあ たそ おそすと.
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け つてちそけしけつへ たしあせふ せあ いとおとはかか. 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ そいみくあてかしへせそ つたちあ-
のけうあしあ, ねかす そせあ すそきかて たそすそねへ, ねてそいふ すあさつけすあしへせそ たちそはか ちかのけてへ てと 
けしけ けせとま たちそいしかすと. 《せあ せか たちそつてそ うふつしとのけうあしあ ねかしそうかさあ, あ とねあつてうそ-
うあしあ う かえそ きけくせけ. ╇ ほてそす たしあせか と せかか すせそえそか たそしとねあしそつへ. ぁちかくうふねあこせそ 
たそしかくせふすけ おしみ すかせみ そつてあせとてつみ かか つそうかてふ. っ すせそえそすと せあとねけしあつへ け せあ すせそ-
えけか うかはけ つてあしあ つすそてちかてへ たそお おちとえけす とえしそす くちかせけみ. ¨ うつか ほてそ いしあえそおあちみ 
そたふてと け きけてかこつさそこ すとおちそつてけ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ.

《せあ いふしあ とおけうけてかしへせそこ きかせはけせそこ. ╇そ うつかに かか おかしあに け たそつてとたさあに 
うつかえおあ ねとうつてうそうあしあつへ せかさあみ たそつしかおそうあてかしへせそつてへ. 】すせあみ, さちあつけうあみ, きけくせか-
ちあおそつてせあみ, そせあ そいしあおあしあ そてすかせせふす うさとつそす, ねとうつてうそす つてけしみ け うつかえおあ 
はかおちそ おかしけしあつへ つうそけすけ くせあせけみすけ. 《せあ つそねかてあしあ う つかいか いそえあてとま おとにそう-
せそつてへ, かおけせかせけか つ たちけちそおそこ, てそせさけこ うさとつ, ねとてさそつてへ, うふつそさとま せちあうつてうかせ-
せそつてへ, せかきせそつてへ さ おちとくへみす け いしけくさけす, そつそいかせせそ — さ ╊うえかせけま 》かてちそうけねと. 
』てあうみ たかちかお つそいそこ てか けしけ けせふか くあおあねけ, たとつてへ おあきか せあ そおけせ ねあつ けしけ おかせへ, 
そせあ うつかえおあ つてあちあしあつへ けに うふたそしせけてへ せあ «そてしけねせそ». ╇ ほてそす け くあさしまねあしそつへ 
かか きけくせかせせそか さちかおそ.

『あなあけしそうあ ╊.╅.*

╆しあえそおあちけてへ くあ うつか いとおと うつかえおあ…

╉そちそえあみ すそみ 〉あてあのあ!
》そたあう う てうそま つかすへま, み そはとてけしあ てかたしそ, おそいちそてと け しまいそうへ さそ すせか.
〉あてあのさあ, あ うかおへ くせあさそすふ すふ ときか ねかてうかちてへ うかさあ, いそしかか 25 しかて. 》ちけ-

うかしあ てかいみ さそ すせか ¨ちあ 』けすあさそうあ, つ さそてそちそこ うふ うすかつてか ちあいそてあしけ う [けてあか. 
【ふ うそのしあ つ としふいさそこ, くあたそしせけう つそいそこ うつか たちそつてちあせつてうそ たあちけさすあにかちつさそえそ 
つあしそせあ えそつてけせけぬふ «】さちあけせあ»...

〈ふ いふつてちそ たそおちときけしけつへ. 〉あてあのあ おあきか たそすそえあしあ すそかすと すときと 
しかねけてへつみ そて えけたかちてそせけけ: そせけ うすかつてか かくおけしけ さ そおせそすと ぬかしけてかしま. [そえおあ 
み たちけかくきあしあ さ せかこ おそすそこ, 〉あてあしへみ たちかきおか うつかえそ つてちかすけしあつへ せあさそちすけてへ 
すかせみ, せあたそけてへ ねあかす, ときか たそてそす み たちけせけすあしあつへ くあ ちあいそてと: たちけねかつふうあてへ かか 
け すあすと, 〉けせと ╅せてそせそうせと.

《おせあきおふ み たちけかにあしあ さ 〉あてあのか つそ つうそかこ うせとねさそこ 』そせかねさそこ, さそてそちあみ 
いふしあ う うそつにけはかせけけ そて たけちそえあ け そて そえちそすせそこ さそししかさぬけけ さとさそし つそ うつかえそ 
すけちあ.

╇つたそすけせあま, さあさ すふ つ 〉あてあのかこ かくおけしけ う すあえあくけせ «【ちけ さけてあ» たそさと-
たあてへ せあたそしへせとま しあすたと せあ すちあすそちせそこ せそきさか おしみ 〉けせふ ╅せてそせそうせふ. 

* ╊しかせあ ╅せあてそしへかうせあ 『あなあけしそうあ — たあちけさすあにかち.
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[あさ くあにそおけしけ, いふうあしそ, たそつけおかてへ う ちかつてそちあせねけさ け いかつかおそうあしけ «そ つうそかす, 
そ おかうけねへかす».

╇ たそつしかおせかか うちかすみ, さそえおあ 〉あてあのあ いふしあ ときか いそしへせあ, み そねかせへ にそてかしあ, 
ねてそいふ そせあ たそつさそちかか うふくおそちそうかしあ け さあさ ちあせへのか つさあくあしあ いふ: «]かせ, あ すふ 
つ ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす とかくきあかす う さそすあせおけちそうさと!..»

¨ うそて, さ つそきあしかせけま, み いそしへのか かか せか とうけきと. 〉そ たそすせけてへ かか つうかてしとま 
おとのと け いしあえそおあちけてへ くあ うつか いとおと うつかえおあ...

』あみせ 〉.╊.*

』うかてしふこ ねかしそうかさ

っ そねかせへ ちあお, ねてそ つとおへいあ すかせみ つうかしあ つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ, ねかしそうかさそす 
せかくあとちみおせふす け とせけさあしへせふす うそ うつかに そてせそのかせけみに, みちさそこ しけねせそつてへま, 
たちそなかつつけそせあしそす つうそかえそ おかしあ. ′あ ねてそ いふ そせあ せけ うくみしあつへ, うつか おそうそおけしあ おそ 
つそうかちのかせつてうあ け たちそきけしあ せあつふはかせせとま け すせそえそえちあせせとま きけくせへ.

╇ せかこ うつかえおあ ねとうつてうそうあしあつへ すそはせあみ たそくけてけうせあみ ほせかちえけみ, さそてそちそこ そせあ 
つてちかすけしあつへ たそおかしけてへつみ つ いしけくさけすけ け せか てそしへさそ, そさちときけてへ けに くあいそてそこ 
け しまいそうへま. ¨ しまおけ そてうかねあしけ かこ てかす きか.

〉そ いそしかくせけ せか はあおみて せけさそえそ. ╇ たそつしかおせけか すかつみぬふ 〉あてあしへみ ╊うえか-
せへかうせあ せあたそすけせあしあ すせか つてかたせそえそ そちしあ, う つけしと そいつてそみてかしへつてう くあたかちてそえそ 
う さしかてさか. ╊か つけしへせふこ おとに, きあきおあ きけくせけ け おかみてかしへせそつてけ てちかいそうあしけ つうそ-
いそおふ, たそしかてあ け たちそつてそちあ, せそ «さしかてさあ» せかおとえそう せか おあうあしあ かこ ちあつたちあうけてへ 
さちふしへみ.

〉そ, せかつすそてちみ せけ せあ ねてそ, 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ せけさそえおあ せか とせふうあしあ. 
》そつしか そいはかせけみ つ せかこ, たとつてへ おあきか さちあてさそうちかすかせせそえそ, うつかえおあ うそくせけさあしそ 
ねとうつてうそ ちあおそつてけ け たそくけてけうあ.

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ せあうつかえおあ そつてあせかてつみ う すそかこ たあすみてけ おとのかうせふす, 
きけくせかちあおそつてせふす, つうかてしふす ねかしそうかさそす.

* 〉.╊. 』あみせ — うちあね てけいかてつさそこ すかおけぬけせふ.
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╆かつかおあ つ ‒かおそちそうふす 』.╇.*

ぁかしそうかさ とおけうけてかしへせそこ つさちそすせそつてけ

っ ちあいそてあま うそおけてかしかす う ╉けたあさあおかすけけ 〈¨╉ 
『そつつけけ つ 2000 えそおあ. 》ちけのかし つまおあ かはか てそえおあ, 
さそえおあ ちかさてそちそす いふし ょ.╊. ‒そさけせ, たそてそす けす 
つてあし ╅.〉. 》あせそう, あ たそつしかおせけか てちけ えそおあ み ちあいそ-
てあま つ ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす ╆あきあせそうふす. ¨せそ-
えおあ たちけにそおけしそつへ うそくけてへ け 〉あてあしへま ╊うえかせへかうせと.

》かちうあみ うつてちかねあ つ せかこ と すかせみ つそつてそみしあつへ ときか 
う たかちけそお かか いそしかくせけ. 《せあ いふしあ ねかしそうかさそす とおけ-
うけてかしへせそこ つさちそすせそつてけ. ╇ たかちうふこ ちあく み たそうかく 
かか う たそしけさしけせけさと. 》ちけ ほてそす み せあつてそみし せあ てそこ 
たそかくおさか, たそつさそしへさと そせけ つ ╊うえかせけかす 》かてちそうけ-
ねかす ときか せあねあしけ くあさあくふうあてへ てあさつけ. [そえおあ み たちけ-
うかく かか せあ すかつてそ, つたちあのけうあま: «╇あつ たそおそきおあてへ, 
ねてそいふ そてうかくてけ そいちあてせそ おそすそこ?» «╉あ, せかて, せと ねてそ ╇ふ. っ さあさ-せけいとおへ つあすあ 
せあくあお おそいかちとつへ», — たそつしかおそうあし そてうかて. ¨, せか そいちあはあみ うせけすあせけみ せあ すそけ 
たちそてかつてふ, つてあしあ たそ てかしかなそせと くあさあくふうあてへ てあさつけ. ¨ ほてそ たちけ てそす, ねてそ そせあ 
つ てちとおそす たかちかおうけえあしあつへ.

』 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ いふしそ そねかせへ たちけみてせそ そいはあてへつみ. 】 せかか せか 
いふしそ せけさあさそこ くあせそつねけうそつてけ, ねてそ たそちそこ たちけつとはか きかせあす さちとたせふに せあねあしへ-
せけさそう. 《せあ いふしあ たちかさちあつせふす つそいかつかおせけさそす, とすかしあ たそおおかちきあてへ ちあくえそうそち, 
け せか てそしへさそ つあすあ いふしあ たちかさちあつせそこ ちあつつさあくねけぬかこ け そいしあおあしあ ほせぬけさしそたか-
おけねかつさけすけ くせあせけみすけ, せそ け うせけすあてかしへせそ うふつしとのけうあしあ つうそかえそ つそいかつかお-
せけさあ. 〉かうあきせそ, さてそ ほてそ いふし — そいふねせふこ うそおけてかしへ, たそおそいせそ すせか, けしけ きか 
とうあきあかすふこ とねかせふこ.

¨く ちあくえそうそちそう つ せかこ み たそせみし, ねてそ そせあ そねかせへ しまいけて つてあちとま 〈そつさうと. 
[そせかねせそ, いそしかくせへ せか おあうあしあ かこ うそくすそきせそつてけ そつとはかつてうしみてへ にそてみ いふ さちあて-
さけか たちそえとしさけ たそ つてそしけぬか. ╇けおみ, さあさ そせあ たそ ほてそすと たそうそおと つそさちとのあかてつみ, 
み つてあちあしつみ たちそうかくてけ かか てかすけ すあちのちとてあすけ, さそてそちふか かこ そつそいかせせそ せちあうけ-
しけつへ けしけ いふしけ かこ おそちそえけ たそ きけくせけ. ╇そ うちかすみ てあさけに たそかくおそさ そせあ しまいけしあ 
うふつてとたあてへ ほさつさとちつそうそおそす, ちあつつさあくふうあみ, ねてそ いふしそ ちあせへのか せあ ほてそす すかつてか 
け ねてそ かはか とぬかしかしそ.

ぁかしそうかさそす そせあ いふしあ せあいそきせふす. ╅ «かか ぬかちさそうへ» せあにそおけしあつへ せあ ╇そちそ-
いへかうふに えそちあに, えおか かか さちかつてけしけ. 【あさ うそて, み つてあちあしつみ たちそうそくけてへ 〉あてあのと 
すけすそ ほてそこ ぬかちさうけ.

* 』かちえかこ ╇あつけしへかうけね ‒かおそちそう — うそおけてかしへ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ.
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ぁてそ かはか にそねと たそ ほてそすと たそうそおと つさあくあてへ. [そせかねせそ, そせあ いふしあ すそつさうけね-
さそこ. 〉そ うかおへ つさそしへさそ すそつさうけねかこ きけうかて け おあきか せか くせあかて, さあさけか たあすみてせけさけ 
あちにけてかさてとちふ けに そさちときあまて. ╊か ちあつつさあくふ そ しまいけすふに すかつてあに う 〈そつさうか すかせみ 
てそきか そいちあくそうふうあしけ. 〈せそえそか けく てそえそ, ねてそ そせあ ちあつつさあくふうあしあ, すせか いふしそ 
けせてかちかつせそ, け, にそてみ み くあ ちとしかす せかすあしそか さそしけねかつてうそ しかて け ぬかせてち つてそしけぬふ 
くせあま, さあさ つうそけ たみてへ たあしへぬかう, せあ すせそえけか くおあせけみ けしけ としけぬふ み つすそてちま 
てかたかちへ ときか たそ-おちとえそすと. 』さあきかす, «たそ-いあきあせそうつさけ».

〉あてあのあ いふしあ とおけうけてかしへせそ すときかつてうかせせふす ねかしそうかさそす. 《せあ せか ちあく 
のとてけしあ たそ たそうそおと つうそかこ いそしかくせけ. 》そすせま, さあさ そてうかく かか う そおけせ すかおけぬけせ-
つさけこ ぬかせてち. 【あす そせあ たちそいふしあ さあさそか-てそ うちかすみ, あ うふこおみ, えそうそちけて: «〉と うそて, 
』かちかきあ, うそのしあ み つまおあ いかく たあしそねさけ, あ うふのしあ ときか つ たあしそねさそこ».

《せあ ちあつたそしあえあしあ さ つかいか. 』 せかこ いふしそ さあさ-てそ たちそつてそ つかいみ うかつてけ. ╆ふうあしそ, 
かおかのへ つ せかこ け ちあくえそうあちけうあかのへ そ てそす そ つかす. ¨ さあさ-てそ いかく せあたちみえあ てかねかて 
せあのあ いかつかおあ. ╆とおてそ み くせあま かか てふつみねと しかて, け そせあ すかせみ つてそしへさそ きか. 》そせけ-
すあかてか, み たちそつてそ のそなかち け せか そいとねかせ つしそきせふす たちそてそさそしへせふす ぬかちかすそ-
せけみす. 〈そみ くあおあねあ — てとおあ-てそ ねかしそうかさあ そてうかくてけ-たちけうかくてけ, てとおあ-てそ うそうちかすみ 
たそつたかてへ. 【かす せか すかせかか ねとうつてうとかのへ せあつてちそかせけか たあつつあきけちあ. ╆ふうあかて, ねてそ 
たそかくおさあ たちそにそおけて う たそしせそこ てけのけせか, あ けせそえおあ いふうあかて, ねてそ たそたとてねけさ 
せか ちあつたそしそきかせ つ てそいそこ そいはあてへつみ けしけ うかおかて つかいみ, さあさ いあちけせ, け てふ せあねけせあ-
かのへ たそ ほてそすと たそうそおと たかちかきけうあてへ け えあおあてへ: «╇ ねかす きか おかしそ?»

【あさ うそて, つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ せけねかえそ たそおそいせそえそ せか たちそけつにそおけしそ. 
《せあ うつかえおあ つてあちあしあつへ いふてへ う にそちそのかす せあつてちそかせけけ, せか たそおあうあしあ うけおと, ねてそ 
ねとうつてうとかて つかいみ せかうあきせそ, あ えしあうせそか, うかしあ つかいみ うつかえおあ, さあさ ちあうせあみ つ ちあうせふす. 
〉か たちけたそすせま てあさそえそ つしとねあみ, ねてそいふ そせあ たそうふつけしあ せあ さそえそ-てそ えそしそつ, あ とき 
てかす いそしかか, ねてそいふ さそすと-てそ ねてそ-てそ たちけさあくあしあ. 【あさそえそ け いしけくさそ せか いふしそ.

╇ふ くせあかてか, と せけに うつみ つかすへみ てあさあみ. 《せけ さあさ いとおてそ つてかつせみしけつへ てそえそ, ねてそ 
たそしへくとまてつみ つしときかいせそこ すあのけせそこ け たちそねけすけ いしあえあすけ, さそてそちふか けす いふしけ 
たそしそきかせふ いしあえそおあちみ おそしきせそつてけ ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ. ｠そてみ さあさけか とき てあす 
そつそいふか いしあえあ? ╉あ, いふしあ くあ ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす くあさちかたしかせあ つしときかいせあみ 
すあのけせあ. ╉あ, さあさけか-てそ たちそつへいふ, う そつせそうせそす 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ, うふたそし-
せみしけ せあのけ にそくみこつてうかせせけさけ. ╅ ねてそ かはか? 《つてあしへせそえそ け せか たちけたそすせけのへ. 
╉しみ てあさけに しまおかこ いふしそ せか う てみえそつてへ け ねてそ-てそ かはか にそちそのかか つおかしあてへ.

╅ うそて ねてそ いふしそ, てあさ ほてそ — そえちそすせあみ くあいそてあ おちとえ そ おちとえか. [ たちけすかちと, 
うふにそおみて けく おそすあ そせ けしけ そせあ, け すふ てちそえあかすつみ, てあさ そいみくあてかしへせそ さてそ-てそ けく 
せけに おちとえそすと たかちかくうそせけて. っ せあ たかちうふに たそちあに とおけうしみしつみ け おあきか つたちあのけ-
うあし: «ゅてそ ねてそ, と うあつ てあさそこ さそせてちそしへ おちとえ くあ おちとえそす?» «╉あ せかて», — そてうか-
ねあしあ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ. ¨ たそみつせみしあ: «》ちそつてそ と せあつ うそのしそ う たちけうふねさと 
おちとえ おちとえと たかちかくうあせけうあてへ つ すそすかせてあ うふかくおあ そて てあさそえそ-てそ すかつてあ».

╇ つうそか うちかすみ み くあすかてけし, ねてそ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね, せあたちけすかち, くあさあせねけうあみ 
てかしかなそせせふこ ちあくえそうそち, しまいけし たそうてそちみてへ: «》そさあ, たそさあ, たそさあ…» 〉そ てあさそか 
きか てかしかなそせせそか たちそはあせけか つとはかつてうそうあしそ け と 〉あてあのけ. 《せけ いとさうあしへせそ うそ 
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うつかす いふしけ たそにそきけ おちとえ せあ おちとえあ. [あさ つけあすつさけか いしけくせかぬふ. ╉あきか とうしかねか-
せけみ と せけに いふしけ そおけせあさそうふか. 【そ, ねてそ そせけ つそいけちあしけ さとさそし, そおかてふに う せあぬけ-
そせあしへせふか さそつてますふ, くせあしけ すせそえけか け つてあちあしけつへ けす けに おあちけてへ. «╆ふしあ 
しけ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ つてちあつてせそこ てかあてちあしさそこ?» — み いふ てあさ せか つさあくあし. 
[そせかねせそ, いそしかくせへ せか おあうあしあ かこ てあさそこ うそくすそきせそつてけ. 〉そ さあさ-てそ すふ つ せかこ 
ほてと てかすと くあてちそせとしけ, け み たそせみし, ねてそ そせあ いふしあ う さとちつか ちそつつけこつさそこ てかあ-
てちあしへせそこ きけくせけ, つしかおけしあ くあ せかこ. 》ちあうおあ, かか つけすたあてけけ ちあつたちそつてちあせみしけつへ 
う そつせそうせそす せあ «くうかくお» かか すそしそおそつてけ — 1960—1970-に えそおそう. ′せあま, ねてそ そせあ 
かはか しまいけしあ つしとのあてへ あすかちけさあせつさけか すかしそおけけ てそこ たそちふ, さそえおあ ╆あきあせそうふ 
ちあいそてあしけ う ╅すかちけさか.

〉かくあおそしえそ おそ つすかちてけ, うけおけすそ たちかおねとうつてうとみ かか, 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ 
つてあしあ たちそみうしみてへ かはか いそしへのとま くあいそてと そ すときか. ╇つか うちかすみ たそうてそちみしあ: «╋かせか 
せときせそ かはか おそさとたけてへ せかそいにそおけすとま そおかきおと — ちといあのさけ, さそつてますふ, たあしへてそ 
け たちそねかか». 〈ふ つ ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす たそねてけ そおけせあさそうそこ さそすたしかさぬけけ. 
》そほてそすと そせあ たちそつけしあ すかせみ たそいふてへ せかさそてそちそか うちかすみ «すあせかさかせそす». 』たか-
ぬけあしへせそ うふかくきあてへ う すあえあくけせふ そせあ ときか いそしへのか せか すそえしあ. ¨ う つうみくけ つ ほてけす 
そいちあはあしあつへ さそ すせか くあ たそすそはへま. 【あさとま くあいそてしけうとま つかすへま つかこねあつ ちかおさそ 
うつてちかてけのへ.

｠そねと つさあくあてへ かはか そい そおせそこ おかてあしけ: そせあ うつかえおあ せあくふうあしあ つかいみ «〉あてあのあ» 
け たちそつけしあ, ねてそいふ け おちとえけか かか せあくふうあしけ てあさ きか. 〉そ み そいちあはあしつみ さ せかこ 
うつかえおあ たそ けすかせけ け そてかねかつてうと. ′あにそおみ さ せけす おそすそこ, み, さあさ たちあうけしそ, たそうてそ-
ちみし そおせと け てと きか なちあくと: «╉そいちそか とてちそ, 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ! ╆とおと ちあお ╇あす 
つかえそおせみ う ねかす-てそ いふてへ たそしかくせふす!»

〉そ ねてそ とおけうけてかしへせそ, しまおけ, さそてそちふか つ せかこ うつてちかねあしけつへ にそてみ いふ そおけせ 
ちあく, たそてそす いふしけ えそてそうふ かこ うつかえおあ け うそ うつかす とつしときけてへ. 』さあきかす, かおかて 
そせあ つ たそおちとえそこ, け そせけ ちかのあまて えおか-てそ そつてあせそうけてへつみ, ねてそいふ たそいそしてあてへ, 
あ くあそおせそ け たかちかさとつけてへ. 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ くうそせけて う てそ けしけ けせそか さあなか 
けしけ ちかつてそちあせ け しけのへ えそうそちけて: «ゅてそ うあつ いかつたそさそけて 〉あてあのあ ╆あきあせそうあ» 
け うかのあかて てちといさと. ¨ うつか. ╅ せあ てそす さそせぬか ときか くせあしけ いかく しけのせけに つしそう, さあさ 
けす せあおそ いとおかて たそつてとたけてへ.

(′あたけつあし ╅.ょ. ぁとおそおかかう)
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╋】『〉╅]¨』【ぉ

¨うあせそう ╅.╇.*

【うそちかぬ, つそちあてせけぬあ, きかせあ

っ たそくせあさそすけしつみ つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ う つかちかおけせか 1990-に. 『あいそてあし てそえおあ 
さそちちかつたそせおかせてそす そておかしあ うせかのせかこ たそしけてけさけ えあくかてふ «[そすすかちつあせてひ», えおか 
つたかぬけあしけくけちそうあしつみ, う そつせそうせそす, せあ うそつてそねせそあくけあてつさそこ てかすあてけさか け たかちけ-
そおけねかつさけ そいちあはあしつみ くあ さそせつとしへてあぬけみすけ さ つとたちとえと 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ, 
たちそちかさてそちと ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ ╊うえかせけま 》かてちそうけねと ╆あきあせそうと. 
¨せそえおあ すせか たちけにそおけしそつへ くうそせけてへ かすと おそすそこ, け せかちかおさそ, さそえおあ てあす つせけ-
すあしけ てちといさと, う せかこ くうとねあし すそしそおそこ け せあ ちかおさそつてへ たちけみてせふこ きかせつさけこ 
えそしそつ: «′おちあうつてうとこてか! ゅてそ ╅せおちかこ? ╅ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね つかこねあつ せあ さそせ-
なかちかせぬけけ. 》そたちそいとこてか たかちかくうそせけてへ たそたそくきか». ¨しけ: «╊うえかせけこ 》かてちそうけね 
つかこねあつ たそおそこおかて». 

っ きあしかし そ てそす, ねてそ と せあつ てそえおあ せか いふしそ うけおかそてかしかなそせそう, たそてそすと ねてそ 
すせか そねかせへ にそてかしそつへ たそつすそてちかてへ せあ そいしあおあてかしへせけぬと おけうせそえそ えそしそつあ. ゅてそ 
つてちかすしかせけか たそおつてかえけうあしそつへ かはか け てかす, ねてそ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね たそつてそ-
みせせそ とたそすけせあし けすみ つうそかこ つとたちとえけ う ちあくえそうそちあに: «〉あてあしへみ つさあくあしあ…», 
«〉あてあしへみ つねけてあかて…», «〈ふ つ 〉あてあのかこ…». ゅてそ けすみ み うつてちかねあし てあさきか せあ 
そいしそきさあに せあとねせふに け たといしけぬけつてけねかつさけに させけえ け たそお すせそえそねけつしかせせふすけ 
つてあてへみすけ たそ さそちかこつさそこ け たちそねかこ うそつてそねせそあくけあてつさそこ たちそいしかすあてけさか, さそてそ-
ちふか すせか ねあつてそ たそたあおあしけつへ う たちそぬかつつか ちあいそてふ. 【あさ ねてそ すそこ きけうそこ きとちせあ-
しけつてつさけこ けせてかちかつ さ くあえあおそねせそこ 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか うつか ちそつ け ちそつ.

¨ うそて そおせあきおふ すふ つ きかせそこ ¨ちけせそこ たちけえしあつけしけ ねかてと ╆あきあせそうふに 
さ つかいか おそすそこ. ╈そてそうみつへ さ うけくけてと えそつてかこ, きかせあ けくちみおせそ うそしせそうあしあつへ 
け しそすあしあ えそしそうと, さあさ いふ せか とおあちけてへ う えちみくへ しけぬそす, たちけせけすあみ せか つそうつかす とき 
たちそつてふに しまおかこ, さ てそすと きか おそしえそか うちかすみ きけうのけに くあ えちあせけぬかこ け, うそそいはか, 
けつさそしかつけうのけに うかつへ すけち. っ かか とつたそさあけうあし, そいひみつせみみ, ねてそ ╊うえかせけこ 》かてちそ-
うけね, せかつすそてちみ せあ つうそこ うふつそさけこ つそぬけあしへせふこ つてあてとつ け たそけつてけせか のけちそさとま 
すかきおとせあちそおせとま けくうかつてせそつてへ, ねかしそうかさ そねかせへ たちけみてせふこ け たちそつてそこ. ╉あ 
け う そいはかせけけ つ かえそ つとたちとえそこ, えそうそちけし み, つとおみ たそ そたふてと てかしかなそせせふに さそせ-
てあさてそう, たちそいしかす うそくせけさせとてへ てそきか せか おそしきせそ. 《おせあさそ, さあきかてつみ, み せか そねかせへ 
といかおけし きかせと, け そせあ たちそおそしきあしあ せかちうせけねあてへ おそ たそつしかおせかこ つかさとせおふ, おそ 
すそすかせてあ, さそえおあ たちそくうかせかし くうそせそさ せあ うにそおせそこ おうかちけ. 

* ╅せおちかこ ╇しあおけすけちそうけね ¨うあせそう — のかな-ちかおあさてそち みたそせつさそえそ つあこてあ 〈かきおとせあちそおせそえそ けせなそちす-
あえかせてつてうあ (〈¨╅) «『そつつけみ つかえそおせみ» («╈そしそつ 『そつつけけ»).
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〉そ さそえおあ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ け ╊うえかせけこ 》かてちそうけね たかちかつてとたけしけ たそちそえ 
せあのかこ さうあちてけちふ, うつか つてちあにけ きかせふ うおちとえ さあさ ちとさそこ つせみしそ. 』とたちとえあ 
うふつそさそたそつてあうしかせせそえそ つそうかてつさそえそ け ちそつつけこつさそえそ おけたしそすあてあ, おそさてそちあ せあとさ 
け たちそなかつつそちあ そさあくあしあつへ う うふつのかこ つてかたかせけ そいあみてかしへせそこ け しかえさそこ う そいはか-
せけけ. ╋かせふ いふつてちそ せあのしけ そいはけこ みくふさ. 〈ふ つ ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす かはか 
たふてあしけつへ そいつときおあてへ さあさけか-てそ すかきさそちかこつさけか たかちかつてちかしさけ け あすかちけさあせそ-
さけてあこつさけか たかちかたあしさけ, あ 〉あてあしへみ け ¨ちけせあ たちかおあしけつへ うそつたそすけせあせけみす 
そ くあいあうせふに そつそいかせせそつてみに いふてあ くあ さそちおそせそす け つかさちかてあに たちかそおそしかせけみ 
てちとおせそつてかこ きけくせけ う たそつてたかちかつてちそかねせそこ 『そつつけけ. 〉かたそおおかしへせふこ けせてかちかつ 
〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ うふくうあし せあの とおあねせふこ そたふて そいちかてかせけみ け とつてあせそうさけ 
なけせつさそえそ さとにそせせそえそ えあちせけてとちあ, つけみまはかえそ いかしふす しあさそす, け せかさそてそちふか 
ほしかすかせてふ おかさそちあ えそつてけせそこ, たそねかちたせとてふか きかせそこ けく させけえ そい ほたそにか すそおかちせあ. 

[あさ えそうそちみて おけたしそすあてふ, うかねかち たちそのかし う てかたしそこ け おちときかつてうかせせそこ 
そいつてあせそうさか. ╇ふちあきあみつへ すかせかか なそちすあしへせそ, つさあきと, ねてそ すそみ きかせあ いふしあ 
たちそつてそ そねあちそうあせあ ねかてそこ ╆あきあせそうふに, そつそいかせせそ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ. 
¨ たそくきか ¨ちけせあ ねあつてそ うつたそすけせあしあ ほてそて うかねかち, そてすかねあみ, ねてそ ╊うえかせけま 
》かてちそうけねと, たそ かか すせかせけま, せかうかちそみてせそ たそうかくしそ つ きかせそこ — とすせけぬかこ 
け さちあつあうけぬかこ. ¨ ¨ちけせあ つそうつかす せか とおけうしみしあつへ, うつてちかねあみ う させけえあに, せあたけ-
つあせせふに ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす しけねせそ けしけ う つそあうてそちつてうか つ つとたちとえそこ, すせそ-
えそねけつしかせせふか なそてそえちあなけけ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうふ せあ なそせか ちあくせふに とえそしさそう 
たしあせかてふ, えおか そせあ たそおおかちきけうあしあ すときあ う かえそ せかたちそつてそこ ちあいそてか. 『あくえしみおふ-
うあみ け ねけてあみ ほてけ させけえけ, ¨ちけせあ えそうそちけしあ: «╇そて うけおけのへ, さあさ ねかしそうかさ しまいけて 
つうそま きかせと». [そせかねせそ, せか とうけおかてへ ほてそえそ いふしそ せかうそくすそきせそ...

[あたさそう ╅.ょ.*

[あさ «けせへ» け «みせ» う せあとねせそす てうそちねかつてうか…

【みきかしあみ とてちあてあ, いかくうちかすかせせあみ さそせねけせあ 〉あてあしへけ ╆あきあせそうそこ くあつてあうしみかて 
うつたそすせけてへ そ てそす, さあさ すせそえそ そせあ とつたかしあ つおかしあてへ う きけくせけ け せあとさか, そ てそす, 
さあさそか みちさそか せあつしかおけか そつてあうけしあ うつかす せあす, けくとねあまはけす てそせさそつてけ さそちかかうか-
おかせけみ, うそつてそさそうかおかせけみ, たそしけてそしそえけけ, えしそいあしけくあぬけけ. 〉あとねせそつてへ け そたそちあ 
せあ なあさてふ — うそて えしあうせふか ねかちてふ かか てうそちねかつてうあ たちけ うつかこ, さあさ そてすかねあまて 
すせそえけか けつつしかおそうあてかしけ, しかえさそつてけ け うそくおとのせそつてけ つてけしみ かか ちあいそて. 【うそちねか-
つてうそ ╆あきあせそうそこ つてあしそ たそおつたそちへかす おしみ すせそえけに とねかせふに, けくとねあまはけに そくせあ-
ねかせせふか おけつぬけたしけせふ. ╇ てそす ねけつしか け おしみ すときあ, つ さそてそちふす そせけ つそうすかつてせそ 

* ╅しかさつあせおち ょちへかうけね [あたさそう — えしあうせふこ ちかおあさてそち えあくかてふ «》ちそえせそく ちあくうけてけみ».
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せあたけつあしけ すせそえそ いしかつてみはけに てちとおそう — せあとねせそ てそねせふに け うふうかちかせせふに, 
あ たそてそすと たそしかくせふに おしみ そいはかつてうあ.

╉しみ すかせみ さあさ つたかぬけあしけつてあ たそ たちそえせそくあす う つなかちか たちそぬかつつそう えしそいあ-
しけくあぬけけ そつそいかせせそか くせあねかせけか けすかかて てそて あせあしけく そいはかえそ, ねあつてせそえそ け そつそ-
いかせせそえそ, さそてそちふこ おあせ う かか けつつしかおそうあせけみに ほてせそたそしけてけねかつさけに おうけきかせけこ. 
¨すかせせそ てあさそう かか あせあしけく ちあくおかしかせけみ かおけせそえそ せかさそえおあ さそちかこつさそえそ ほてせそつあ 
せあ 』かうかち け ょえ, たそ つけま たそちと そつてあうのかえそつみ つかちへかくせふす たちそてけうそちかねけかす たちけ 
せあつてとたしかせけけ, さあさ さあくあしそつへ ちあせへのか, つたあつけてかしへせそこ ほたそにけ えしそいあしけくすあ.

》そおそいせふか ちあくおうそかせけみ さあきおふこ すそきかて うつたそすせけてへ う けつてそちけけ おうとに 
╈かちすあせけこ, おうとに ╇へかてせあすそう, うそそいはか, おうとに つけつてかす, かはか せかおあうせそ うちそおか いふ 
せかたちけすけちけすそ たちそてけうそつてそみうのけに おちとえ おちとえと. 〉.╊. ╆あきあせそうあ う そたけつあせけけ 
おうとに [そちかこ さあさ ちかしけさてそう とにそおみはかこ ほたそにけ たちかおそつてあうけしあ いしかつてみはけか 
うそくすそきせそつてけ おしみ そねかうけおせふに け つさちふてふに かはか たちそえせそくそう, さそてそちふか たそさあ-
くふうあまて ほてあたふ せか たちそつてそ うふきけうあせけみ, せそ け たちかおつてそみはけに なそちす つけせてかくあ 
う けつてそちけけ うそつてそねせそこ さとしへてとちふ.

》ちけ ほてそす う けつつしかおそうあせけみに 〉あてあしへけ ╆あきあせそうそこ たそおさとたあかて てそて なあさて, 
ねてそ おしみ せかか せか いふしそ せかせときせふに すかしそねかこ, あ たちけつとてつてうそうあし あせあしけく うつかに 
せまあせつそう しまいそこ たちそいしかすふ. 【あさ, つさあきかす, つてあしけせつさけこ ほてあた つてあせそうしかせけみ 
[〉╉『 たそちあきあかて そいけしけかす せかけくうかつてせふに なあさてそう け てかに たちかおかしそう, せあ さそてそちふか 
つたそつそいせあ くあさそせつかちうけちそうあせせあみ つけつてかすあ たちそのしそえそ. ╇ふせとてふか けく つかさちかてせふに 
せかさそえおあ あちにけうそう すあてかちけあしふ とおけうしみまて, せあつさそしへさそ きけうとね てそてあしけてあちけくす 
せか てそしへさそ さあさ たそしけてけねかつさそか, せそ け さあさ せあつしかおつてうかせせそか みうしかせけか, せあつさそしへさそ 
ほてそ みうしかせけか とみくうけすそ う つうそかす てちあえけねかつさそす つあすそとせけねてそきかせけけ.

ぁけてあみ させけえけ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ, たそちあきあかのへつみ ねかてさそ たそおすかねかせせそすと 
きけうそすと け きけうとねかすと たちそてけうそちかねけま, いとおてそ たかちかお せあすけ うそたしそてけしあつへ うそつ-
てそねせあみ なけしそつそなけみ つ かか おちかうせけすけ ほさくそてけねかつさけすけ たそせみてけみすけ «けせへ—みせ» 
け つ けに たかちかてかさあせけかす さあねかつてう ちあくうけてけみ けく うかさあ う うかさ. ╅ くあそおせそ いそしかか あさてと-
あしへせそ うけおけてつみ ほたそにあ くあけすつてうそうあせけみ ほさそせそすけねかつさけに ねとおかつ と つてちあせ-つそつかおかこ 
([けてあみ け ったそせけけ), さそてそちふか たかちかおあしけつへ つそうちかすかせせそこ 『かつたといしけさか [そちかみ.

╅うてそちけてかて 〉あてあしへけ ╆あきあせそうそこ う うそたちそつか さそちかかうかおかせけみ — なあさて たちけ-
くせあせせふこ け のけちそさそ たそおてうかちきおかせせふこ. 〉かつたちそつてあ かか おけつつかちてあぬけそせせあみ 
ちあいそてあ いふしあ たかちかけくおあせあ うかおとはけす ほさそせそすけねかつさけす けくおあてかしへつてうそす 『[ 
«｠あせえとさ さむせねきか けしへいそ» う 1992 えそおと う うけおか すそせそえちあなけけ たそお くあえそしそうさそす 
«〈かきおと すかちてうふすけ おそえすあすけ け たちあさてけねかつさけすけ たそてちかいせそつてみすけ. 』かうかちそ-
さそちかこつさあみ ほさそせそすけさあ». ╇ 〈そつさうか ほてそて てちとお けくおあしけ えそお つたとつてみ たそお せあくうあ-
せけかす «╇せかのせかほさそせそすけねかつさけか つうみくけ [〉╉『. ╇ たそけつさあに うふにそおあ けく てとたけさあ».

¨ つそうつかす せかつしとねあこせそ たちかくけおかせて ょきせそこ [そちかけ, しあとちかあて 〉そいかしかう-
つさそこ たちかすけけ すけちあ おそさてそち [けす ╉ほ ぁきとせ, とつてちそけうのけこ たちけかす う えそちそおか 
》とつあせか おしみ えちとたたふ うかおとはけに さそちかかうかおそう すけちあ (2003), う そてうかて せあ たちそつへいと 
そおせそえそ けく えかちすあせつさけに たちそなかつつそちそう そにあちあさてかちけくそうあてへ ほさそせそすけさと 』かうかち-
せそこ [そちかけ, せあすかちかせせそ «たかちかうかし つてちかしさけ»: «』ちかおけ せあつ たちけつとてつてうとかて おそさ-
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てそち 〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ — しとねのけこ う すけちか つたかぬけあしけつて たそ 』かうかちせそこ [そちかか. 
《せあ たそすそきかて ちあくそいちあてへつみ う つけてとあぬけけ しとねのか すかせみ». 〉あ たちそえせそつてけねせそつてへ 
さそちかこつさそえそ ぬけさしあ てちとおそう 〉あてあしへけ ╆あきあせそうそこ とさあくあし うふつそさそたそつてあうしかせ-
せふこ あすかちけさあせつさけこ ねけせそうせけさ, さちとたせふこ とねかせふこ おそさてそち 〈あこさし 『かこつ, 
つさあくあう, ねてそ «たそしけてけさあ “とちかえとしけちそうあせけみ ほさそせそすけさけ” 》にかせへみせあ, つそえしあつせそ 
╆あきあせそうそこ, いとおかて け おあしへのか にあちあさてかちけくそうあてへつみ うせとてちかせせけすけ たちそてけうそ-
ちかねけみすけ… さそえおあ たそたふてさけ たちけうしかねへ けせそつてちあせせふこ さあたけてあし いとおとて つそたちそ-
うそきおあてへつみ とつけしけみすけ たそ とさちかたしかせけま たそしけてけねかつさそえそ け けおかそしそえけねかつさそえそ 
さそせてちそしみ せあお せあつかしかせけかす». 

《たけつあう たかちつたかさてけうせふか なそちすふ うふにそおあ ほさそせそすけさ いふうのかえそ つそぬしあえかちみ 
けく さちけくけつあ, 〉.╊. ╆あきあせそうあ そたちかおかしけしあ なそちすとしと とつたかのせそつてけ さけてあこつさけに 
ちかなそちす たそ うにそきおかせけま う ちふせそさ. ¨ せかつしとねあこせそ てそて きか [けす ╉ほ ぁきとせ 
つさあくあし, ねてそ «おそさてそち ╆あきあせそうあ そてしけねけしあつへ せか てそしへさそ う けくとねかせけけ つかうかちそ-
さそちかこつさそこ ほさそせそすけさけ, せそ てあさきか けくうかつてせあ さあさ さちとたせふこ つたかぬけあしけつて たそ 
[そちかか け ╅くけけ う ぬかしそす, けくおあう おかつみてさけ そねかせへ けせてかちかつせふに させけえ け いそしかか 
300 つてあてかこ たそ あくけあてつさそこ てかすあてけさか».

ゅてそ おかこつてうけてかしへせそ そえちそすせそか おそつてけきかせけか. ╇ ぬかしそす ちみおか つそしけおせふに てちと-
おそう, けくおあせせふに う 『そつつけけ, ょきせそこ [そちかか, 』ぃ╅, [〉『, せあ 【あこうあせか, 〉あてあしへみ 
╆あきあせそうあ あせあしけくけちとかて けつてそちけま たそしけてけさけ 『そつつけけ せあ [そちかこつさそす たそしと-
そつてちそうか, せあねけせあみ つ ぬあちみ ╅しかさつあせおちあ II たそ せあのけ おせけ, うさしまねあみ えかせかくけつ 
うそつつてあせそうしかせけみ おけたしそすあてけねかつさけに そてせそのかせけこ すかきおと 〈そつさうそこ け 』かとしそす 
う さそせぬか 1980-に えそおそう.

『あいそてふ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ そ ょきせそこ [そちかか け たそつてつそうかてつさそす うくあけすそおかこ-
つてうけけ 『そつつけけ う くそせか [そちかこつさそえそ たそしとそつてちそうあ うふくうあしけ せあつてそみはけこ あきけそ-
てあき つちかおけ つたかぬけあしけつてそう, けせてかちかつとまはけにつみ たちそいしかすあてけさそこ ╉あしへせかえそ ╇そつ-
てそさあ. 》ちあさてけねかつさけ うつか うかおとはけか たかちけそおけねかつさけか けくおあせけみ け てかしかさそすたあせけけ 
『[ け ったそせけけ いとさうあしへせそ あてあさそうあしけ 〉あてあしへま つ たちそつへいあすけ たそおかしけてへつみ 
あちにけうあすけ, けつたそしへくそうあせせふすけ う とたそすみせとてふに うふのか ちあいそてあに. ╇ ちみおか つしと-
ねあかう 〉.╊. ╆あきあせそうあ つそえしあのあしあつへ け つてあしあ あうてそちそす, つそあうてそちそす, とねあつてせけさそす 
たちそかさてそう. ╅すかちけさあせつさけこ たといしけぬけつて, きとちせあしけつて, ちかおあさてそち, あうてそち おかつみて-
さそう いかつてつかししかちそう たそ すかきおとせあちそおせふす たちそいしかすあす ╉そせあしへお 《いかちおそちなかち 
う つうそかこ させけえか «╉うか [そちかけ» とたそすみせとし ╆あきあせそうと 56 ちあく!

╉そつてけきかせけみ 〉あてあしへけ ╆あきあせそうそこ そねかせへ たそさあくあてかしへせふ, おあきか かつしけ たちそつてそ 
たかちかねけつしけてへ かか てけてとしふ. 《せあ いふしあ おかこつてうけてかしへせふす ねしかせそす ╇つかすけちせそこ あつつそ-
ぬけあぬけけ たそしけてせあとさ (1973), ╇つかすけちせそこ あつつそぬけあぬけけ あくけあてつさけに けつつしかおそうあせけこ 
(1974), 〈かきおとせあちそおせそこ あつつそぬけあぬけけ そいはかつてうかせせふに せあとさ (1975), ╅さあおかすけけ 
えとすあせけてあちせふに けつつしかおそうあせけこ (1997), たそねかてせふす たちそなかつつそちそす ╊せつかこつさそえそ 
とせけうかちつけてかてあ う 』かとしか (1997) け 〉あちそおせそえそ とせけうかちつけてかてあ う 》かさけせか (1998), 
ねしかせそす 》ちかくけおけとすあ 『そつつけこつさそこ あつつそぬけあぬけけ すかきおとせあちそおせふに けつつしかおそうあ-
せけこ (1999). ╇さしまねあしあつへ う つそつてあう せあとねせそえそ つそうかてあ をかせてちあ けくとねかせけみ つそうちか-
すかせせそこ [そちかけ ¨〈ゅ〈《 『╅〉 (2003), いふしあ ねしかせそす ちかおさそししかえけけ きとちせあしあ 
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«》あつけなけさ なそさとつ» 〈けせせかつそてつさそえそ とせけうかちつけてかてあ う 』ぃ╅ (2004), あ てあさきか ねしか-
せそす 『そつつけこつさそえそ ╅くけあてつさそ-【けにそそさかあせつさそえそ つそうかてあ たそ いかくそたあつせそつてけ (2010), 
ねしかせそす [そせつとしへてあてけうせそえそ つそうかてあ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 『かつたといしけさけ 
[そちかみ (2012), たそねかてせふす つそうかてせけさそす ╇つかさけてあこつさそえそ そいはかつてうあ たそ けくとねかせけま 
けつてそちけけ さけてあこつさそ-ちそつつけこつさけに そてせそのかせけこ (2013) け て.お.

 ¨すみ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ, しあとちかあてあ すせそえけに すけちそうふに きとちせあしけつてつさけに 
たちかすけこ, うたけつあせそ うそ うつか たちかつてけきせふか ほせぬけさしそたかおけけ け たちそなかつつけそせあしへ-
せふか つたちあうそねせけさけ 『そつつけけ け すせそえけに くあちといかきせふに つてちあせ. ╅ つあす ほせぬけさしそ-
たかおけくす つてあし そてしけねけてかしへせそこ ねかちてそこ かか ちあいそて. 《つそいかせせそ ほてそ たちそみうけしそつへ 
う えしあうせそす, けてそえそうそす てちとおか たそ さそちかこつさそこ ぬけうけしけくあぬけけ — う せあとねせそ-
たといしけぬけつてけねかつさそこ すそせそえちあなけけ «[そちかこつさけか くあちけつそうさけ», うふのかおのかこ 
う 2010 えそおと. 

[あさ «けせへ» け «みせ», そてすかねかせ け ほてあた かか せあとねせそえそ てうそちねかつてうあ う つそあうてそち-
つてうか つそ つうそけす すときかす, けくうかつてせふす, いしけつてあてかしへせふす とねかせふす け おけたしそすあてそす 
╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす ╆あきあせそうふす, せふせか ちかさてそちそす ╉けたあさあおかすけけ 〈¨╉ 
『そつつけけ. 【あさ, たそ けてそえあす つかすけしかてせかこ つしときいふ う ╈かせかちあしへせそす さそせつとしへつてうか 
う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ ねかてあ ╆あきあせそうふに そたといしけさそうあしあ ぬかしふこ ちみお てちとおそう, う てそす 
ねけつしか たちかさちあつせそ けししまつてちけちそうあせせふこ おうとにてそすせけさ そいはけす そいひかすそす いそしかか 
てふつみねけ つてちあせけぬ «╅すかちけさあ: うねかちあ け つかえそおせみ» (2005). 

╅せあしそえけねせふこ きあせち ほてせそたそしけてけねかつさけに そねかちさそう くあすかねあてかしへせそ ちあくうかち-
せとて け う おちとえそこ つそうすかつてせそこ させけえか — «[けてあこつさそこ すそくあけさか», つてあうのかこ けてそ-
えそす ちあいそてふ う 》そつそしへつてうか 』』』『 う 》かさけせか う 1982—1985 えそおあに. ゅてそて てちとお 
けせてかちかつせそ けくとねあてへ け たちそつてそ ねけてあてへ. ╇ させけえか たちそあせあしけくけちそうあせ とせけさあしへ-
せふこ つけせさちかてけくす てちかに そつせそうせふに ちかしけえけそくせそ-ほてけねかつさけに とねかせけこ 》そおせかいかつ-
せそこ — さそせなとぬけあせつてうあ, おあそつけくすあ, いとおおけくすあ. 【とて け そちけえけせあしへせふか そねかちさけ 
そ さけてあこつさそす みくふさか け たけつへすかせせそつてけ., け けつてそちけみ けかちそえしけなそう つそ II てふつみねか-
しかてけみ おそ せ.ほ. たそ せあのけ おせけ, け てあこせふ せかそいふねせそこ さけてあこつさそこ さとにせけ.

╅ つそうすかつてせふか させけえけ そ ╊うちそたか — ‒ちあせぬけけ け ¨てあしけけ?! 《せけ とおけうしみまて 
せそうふすけ うくえしみおあすけ せあ 》あちけき, くあすさけ, あいいあてつてうあ け たあすみてせけさけ ほてそこ くかすしけ, 
せあ さそてそちふに, さあきかてつみ, そつてあしつみ そていしかつさ さそつてちそう, とせかつのけに おとのと えかちそけせけ 
‒ちあせぬけけ ╋あせせふ お’╅ちさ け そつうかてけうのけに てかすせふか せそねけ 〉そてち-╉あす おか 》あちけ 
つ くあえあおそねせそこ なけえとちそこ [うあくけすそおそ. ゅてそ け うつてあまはけか う けつてそちけねかつさそこ 
たあすみてけ さあちてけせふ, そつうかはかせせふか せそねせふすけ なあさかしあすけ のかつてうけこ たそ ╅たたけかうそこ 
おそちそえか ╉ちかうせかえそ 『けすあ, くあえそうそちあ け といけこつてうあ をかくあちみ, ちかうあ あちかせ おちかうせかえそ 
[そしけくかみ! 〉あ すそこ うくえしみお, う ほてけに ちあいそてあに たちそみうしみかてつみ なかせそすかせ せかそいふね-
せそえそ さとしへてとちせそえそ たちかしそすしかせけみ う おせか つかえそおせみのせかす. ゅてそ つそうつかす せか てそて 
さあしかこおそつさそた なちあえすかせてあちせそえそ すふのしかせけみ せふせかのせけに けせてかちせかてそうつさけに 
つそぬけあしへせふに つかてかこ, つそうかちのかせせそ しけのあまはけに てかたしふに ねとうつてう. ゅてそ, せあそいそ-
ちそて, きけうふか くあすかてさけ, うおふにあまはけか う おとのと てかたしそ け けくすかせみまはけか, さあくあしそつへ 
いふ, たちけうふねせふこ きあせち すかすとあちけつてけさけ, たそ-せそうそすと そおとにそてうそちかせせそこ.
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╋とちせあしけつてふ

¨ かはか ちあいそてふ ╆あきあせそうふに そたちそうかちえあまて すけなふ せふせかのせかえそ すけなそしそ-
えけねかつさそえそ つそくせあせけみ, そてすかてあまて うふおとすさけ つそうちかすかせせふに すあつつすかおけあ, うかおとて 
さ たそおしけせせそすと せあとねせそすと すけちそうそくくちかせけま, つてそしへ せかそいにそおけすそすと う たそしけてそ-
しそえけけ う ほたそにと えしそいあしけくすあ. ╉しみ さしあつつけねかつさそこ たそしけてそしそえけけ, ちあくちあいそてさけ 
てかそちけけ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ ほてそ けすかかて たちけせぬけたけあしへせそか くせあ-
ねかせけか. ¨ たそてそすと つてそしへ そてちかくうしみまはか くうとねあて すせそえけか つそうすかつてせふか させけえけ 
╆あきあせそうふに つ たちそつてふすけ, せそ くあたそすけせあまはけすけつみ せあくうあせけみすけ «』そうちかすかせ-
せふこ すけち», «[とおあ けおかて ねかしそうかねかつてうそ?», «〈せそえそたそしまつせふこ すけち», «〈けち 
け うそこせあ», «╉けあしそえ け つてそしさせそうかせけか ぬけうけしけくあぬけこ» け て.お. 

╇つか ほてそ つそてうそちけしあ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ ╆あきあせそうあ! 』うかてしあみ たあすみてへ てちと-
おあす かか おせかこ, いかつつそせせふに せそねかこ, ちあくすふのしかせけこ け たそけつさそう! ╉あこ きか せあす ╆そえ 
たちそせけさせとてへつみ てかたしそす かか てうそちねかつてうあ け つうかてそす せあつてそみはかえそ たちそつうかはかせけみ! 

[としけのかせさそ 〉.╅.*

«〈みえさあみ つけしあ» おけたしそすあてあ 〉あてあしへけ ╆あきあせそうそこ**

¨すかせあ てあしあせてしけうふに きかせはけせ-おけたしそすあ-
てそう, つとたちとえ おけたしそすあてそう いとおそちあきけしけ すそか 
うそそいちあきかせけか け くあつてあうけしけ うせそうへ うくみてへつみ 
くあ けつつしかおそうあせけみ, たそつうみはかせせふか けに きけくせけ 
け おかみてかしへせそつてけ. 『あくうか すそきせそ そいそこてけ うせけ-
すあせけかす てあさけに みちさけに たちかおつてあうけてかしへせけぬ 
うせかのせかたそしけてけねかつさそえそ うかおそすつてうあ 『そつ-
つけけ, さあさ, せあたちけすかち, ╉あちへみ ]けうかせ, ′そみ 
╇そつさちかつかせつさあみ, ′そみ ′あちといけせあ! ¨しけ うそて 
かはか, しかえかせおあちせそか けすみ けく せあつてそみはかえそ — 
╇あしかせてけせあ 〈あてうけかせさそ! 〉か てあさ すせそえそ 
すあてかちけあしそう つとはかつてうとかて たそ てかすか ちそしけ 
きかせはけせふ う ほてそこ つなかちか, たそほてそすと てかす ぬかせ-
せかか け とうしかさあてかしへせかか けせなそちすあぬけみ そ てかに, 
さてそ つそつてあうしみかて «すみえさとま つけしと» 『そつつけけ せあ 
たそしみに おけたしそすあてけけ.

* 〉あてあしへみ ╅しかさつかかうせあ [としけのかせさそ — たけつあてかしへ, しけせえうけつて, うかおとはあみ ちといちけさけ «╉けたしそすあてけねかつさけこ 
さしとい» きとちせあしあ «Royals».
** 〉かさそてそちふか そつそいかせせそつてけ あうてそちつさそえそ つてけしみ そいひみつせみまてつみ てかす, ねてそ たかちうそせあねあしへせそ つてあてへみ いふしあ 
せあたけつあせあ おしみ きとちせあしあ «Royals». 》といしけさとかてつみ つ せかくせあねけてかしへせふすけ ちあくせそねてかせけみすけ.
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ぁてそ せあす けくうかつてせそ そい ほてけに とおけうけてかしへせふに きかせはけせあに, うふのかおのけに けく 
てかせけ すときねけせ-おけたしそすあてそう?

[あさ せかしへくみ いそしかか すかてさそ うふつさあくあしつみ そい けに ちそしけ おけちかさてそち ╇ふつのかこ 
おけたしそすあてけねかつさそこ のさそしふ (1968—1974), あ くあてかす ちかさてそち ╉けたしそすあてけねか-
つさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 』』』『 (1974—1980), ぁちかくうふねあこせふこ け 》そしせそすそねせふこ 
》そつそし ╇.¨. 》そたそう (1918—2007), ねへか けすみ つかこねあつ せそつけて せあとねせあみ いけいしけそてかさあ 
╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ: «〉け う そおせそこ たちそなかつつけけ きかせあ 
せか けえちあかて いそしかか たそしかくせそこ ちそしけ, ねかす う おけたしそすあてけねかつさそこ つしときいか. ╉けたしそ-
すあてけねかつさあみ ちあいそてあ たそ つうそかすと にあちあさてかちと ちあいそてあ つかすかこせあみ, け ほてそ そてせそつけてつみ 
たちかきおか うつかえそ さ そおせそこ けく せあけいそしかか うあきせふに かか なとせさぬけこ — ちあくうけてけま 
さそせてあさてそう (み ときか せか えそうそちま そ たつけにそしそえけねかつさそこ つてそちそせか おかしあ: おけたしそすあて 
おそしきかせ いふてへ うつかえおあ う なそちすか, かえそ つかすかこせふか おかしあ せか おそしきせふ すかのあてへ かすと, 
かえそ せあつてちそかせけま, あ, せあそいそちそて, たそすそえあてへ かえそ ちあいそてか)».

¨つつしかおとみ ちそしへ きかせはけせふ う おけたしそすあてけけ, み せか すそえしあ せか そいちあてけてへ 
うせけすあせけみ せあ けすみ せあのかこ つそうちかすかせせけぬふ, きかせはけせふ-おけたしそすあてあ, とねかせそえそ, 
たけつあてかしみ け たかおあえそえあ け うすかつてか つ てかす つとたちとえけ おけたしそすあてあ — 〉.╊. ╆あきあせそうそこ.

╇ふせときおかせあ つ つあすそえそ せあねあしあ そてすかてけてへ, ねてそ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ 
いそしへのか せかて つ せあすけ. 》そたちそいとかす きか たそ そてくふうあす け うそつたそすけせあせけみす さそししかえ, 
おちとくかこ け ちそおせふに うそつつてあせそうけてへ さあちてけせと かか みちさそこ け たしそおそてうそちせそこ きけくせけ.

〈せか おそうかしそつへ たちけ きけくせけ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ たそくせあさそすけてへつみ つ せかこ 
くあそねせそ. 》ちそけくそのしそ ほてそ うそ うちかすみ すそかえそ けせてかちうへま つ かか つとたちとえそす, ちかさてそ-
ちそす ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ ╊.》. ╆あきあせそうふす. 》そ にそおと 
せあのかこ いかつかおふ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね せかつさそしへさそ ちあく つうみくふうあしつみ たそ てかしかなそせと 
つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ, ねてそいふ ねてそ-てそ とてそねせけてへ, つそえしあつそうあてへ. ╇ てそせか かえそ 
そいちあはかせけこ さ つとたちとえか くうとねあしけ てちそえあてかしへせそ-てかたしふか け さあさけか-てそ そつそいかせせそ 
くあいそてしけうふか せそてさけ. 〉あおそ しけ えそうそちけてへ, ねてそ たそおそいせふか そてせそのかせけみ うふくふ-
うあまて うそつにけはかせけか け ねけつてそ きかせつさそか しまいそたふてつてうそ: さてそ きか てあ きかせはけせあ, 
さそてそちあみ つすそえしあ てあさ たそしせそ うそこてけ う ねとうつてうあ, すふつしけ つうそかこ うてそちそこ たそしそ-
うけせさけ け おあきか そさあくふうあてへ うしけみせけか せあ かえそ たちそなかつつけそせあしへせとま おかみてかしへ-
せそつてへ? [あきおあみ すかねてあかて そ てあさそす, せそ おあせそ ほてそ しけのへ かおけせけぬあす.

╇えしみおけすつみ いそしかか たちけつてあしへせそ う そいちあく 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ, くあたかねあて-
しかせせふこ う うそつたそすけせあせけみに てかに, さてそ くせあし かか しけねせそ けしけ いふし くせあさそす つ かか 
てうそちねかつてうそす.

ぁてそいふ えしといきか たそせみてへ ねかしそうかさあ け ちあくえしみおかてへ てと せかうかおそすとま つけしと, 
さそてそちあみ うふうそおけて かえそ せあ そちいけてと いそしへのけに おそつてけきかせけこ, せときせそ つせあねあしあ 
そいちあてけてへつみ さ かえそ おかてつてうと. ╉きそせ 〈けししかち つたちあうかおしけうそ えそうそちけし: «[あさ とてちそ 
たちそみうしみかて おかせへ, てあさ おかてつてうそ たちそみうしみかて ねかしそうかさあ». [あさけす きか うふちけつそうふうあ-
かてつみ おかてつてうそ 〉あてあのけ [そちつあさそうそこ-╆あきあせそうそこ けく うそつたそすけせあせけこ かか おちとくかこ 
け そおせそさしあつつせけさそう?

『そおけしあつへ 〉あてあのあ う 〈そつさうか う つかすへか さあたけてあせあ おあしへせかえそ たしあうあせけみ, 
すあすあ — うちあね. 》かちうふか えそおふ きけくせけ たちそうかしあ う ╆あさと, くあてかす そたみてへ 〈そつさうあ. 
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¨く-くあ くあせみてそつてけ ちそおけてかしかこ たちそなかつつけそせあしへせふすけ そいみくあせせそつてみすけ うそつたけ-
てあせけか おかうそねさけ うくみしあ せあ つかいみ いあいとのさあ — ╅せてそせけせあ 【けにそせそうせあ. ╇けおけすそ, 
いしあえそおあちみ かか うしけみせけま おかうそねさか いふしけ たちけうけてふ うふつそさけか すそちあしへせふか そちけ-
かせてけちふ.

¨く うそつたそすけせあせけこ そおせそさしあつつせけぬふ 〉あおかきおふ 〈かちけせそうそこ そ うせかのせかす 
そいしけさか 〉あてあのけ: «ぃさそしへせとま なそちすと そせあ せそつけしあ けせおけうけおとあしへせそえそ たそのけうあ. 
╇ ほてそこ なそちすか さそちけねせかうあてそえそ ぬうかてあ うつか いふしそ つてちそえそ — まいさあ おそしきせあ いふしあ 
くあさちふうあてへ さそしかせさけ, うたしそてへ おそ はけさそしそてそさ. ¨ てそしへさそ いそちおそうふこ けしけ さちあつ-
せふこ いあせて せあ えそしそうか うふおかしみしつみ みちさけす ぬうかてそす せあ なそせか つかちへかくせそえそ そいちあくあ». 
〉そ け つそおかちきあせけか, さあさ みうつてうとかて けく ちあつつさあくそう そおせそさしあつつせけさそう, たそしせそつてへま 
つそそてうかてつてうそうあしそ なそちすか. 〉あ のさそしへせふに たかちかすかせあに 〉あてあのと たそねてけ うつかえおあ 
すそきせそ いふしそ くあつてあてへ つ させけえそこ くあ たあちてそこ, せあ そておふに そせあ せか そてうしかさあしあつへ. 
》ちけ ほてそす ほえそけつてさそこ せか いふしあ, そにそてせそ たそすそえあしあ う とねかいか つあすそこ つしあいかせへさそこ 
おかうそねさか う さしあつつか, おそたそしせけてかしへせそ のてとおけちとみ つ せかこ とちそさけ.

╇ 【ちかてへみさそうつさそこ えあしかちかか, えおか おしみ のさそしへせけさそう いふしけ そちえあせけくそうあせふ 
さとちつふ, 〉あてあのあ ちあつのけちみしあ さちとえそくそち け たちけそいはあしあつへ さ たちかさちあつせそすと.

[あさ うけおけてつみ, つあすあ きけくせへ つ おかてつてうあ えそてそうけしあ 〉あてあのと さ たちかおつてそみはかこ 
ちそしけ — とねあつてけま う すかきおとせあちそおせそこ きけくせけ つてちあせふ つ かか うふうかちかせせふすけ たちあ-
うけしあすけ け おけたしそすあてけねかつさけす たちそてそさそしそす. 〉あてあのあ, おけつぬけたしけせけちそうあせせあみ 
おかうそねさあ つ うふつそさけすけ けおかあしあすけ, たそおたけてふうあかすふすけ つてちそえそこ いあいとのさそこ, 
つしそうせそ けくせあねあしへせそ いふしあ たちかおせあくせあねかせあ さ うふたそしせかせけま うそくしそきかせせそこ せあ 
せかか つとおへいそこ くあおあねけ: おそつてそこせそ たちかおつてあうしみてへ 《てかねかつてうそ, さとおあ いふ せけ くあいちそ-
つけしあ かか つとおへいあ, いとおへ てそ 』あせ-‒ちあせぬけつさそ, 》かさけせ, 』かとし, [あせいかちちあ, 》あちけき 
けしけ おちとえあみ てそねさあ せあ さあちてか すけちあ.

』そ つてとおかせねかつさそこ つさあすへけ 〉あてあしへみ [そちつあさそうあ とうしかさしあつへ つてちあせそこ けくとねあ-
かすそえそ うそつてそねせそえそ みくふさあ — [そちかかこ, ねてそ せあしそきけしそ そてたかねあてそさ せあ うかさてそち 
かか せあとねせふに けつつしかおそうあせけこ. ╇ おあしへせかこのかす 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ けくおあしあ 
おかつみてさけ すそせそえちあなけこ, せあ さそてそちふか そたけちあしけつへ せか てそしへさそ とねかせふか け たといしけ-
ぬけつてふ, せそ け おけたしそすあてふ, そてたちあうしみみつへ せあ ちあいそてと くあ ちといかき.

[そつせかすつみ うつさそしへくへ け すふ [そちかけ, そおせそこ けく つあすふに くあえあおそねせふに つてちあせ 
すけちあ. 【あけせつてうかせせあ けつてそちけみ うそこせふ せあ [そちかこつさそす たそしとそつてちそうか 1950—
1953 えそおそう. 》そねかすと 』てあしけせ, ちあせかか うつみねかつさけ えあつけうのけこ あえちかつつけうせふか せあすか-
ちかせけみ つかうかちそさそちかこつさけに しけおかちそう, う 1950 えそおと いしあえそつしそうけし けに うてそちきかせけか 
せあ ょえ? ╇ つうそけに けつつしかおそうあせけみに うふおあまはけこつみ うそつてそさそうかお 〉.╊. ╆あきあせそうあ 
おあかて けつねかちたふうあまはけこ そてうかて せあ ほてそて うそたちそつ, さあさ け せあ ちみお おちとえけに.

╅ さあさそこ たちかおつてあうあしあ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ ときか う ちそしけ つとたちとえけ 
おけたしそすあてあ?

[あさ とさあくふうあかて う つうそかこ つてあてへか たちそちかさてそち ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 
【.〉. 〈そくかしへ, «おけたしそすあてけねかつさあみ さあちへかちあ うかつへすあ つしそきせあ けすかせせそ てかす, ねてそ そせあ, 
さあさ たちあうけしそ, せけくうそおけて きかせと おけたしそすあてあ おそ とちそうせみ “つうかてつさそこ おそすそにそくみこさけ”, 
ほしかえあせてせそ つそたちそうそきおあまはかこ すときあ せあ たちけかすあに, たそおおかちきけうあまはかこ そえそせへ う そねあえか 
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つかすかこせそえそ いふてあ け てけにそ くあいふうあまはかこ うつか, ねかすと とねけしけ う 〈╈¨〈《 けしけ う おちとえけに 
たちかつてけきせふに うとくあに.

〉あてあのあ そえそせへ う そねあえか たそおおかちきけうあしあ たそつてそみせせそ: すせそえそねけつしかせせふか たかちかかくおふ, 
つてそしへ にあちあさてかちせふか おしみ おけたしそすあてそう, そてさちふしけ う せかこ けつてけせせそ おけくあこせかちつさけか 
てあしあせてふ. 』そうかちのかせせそ とおけうけてかしへせふす そいちあくそす 〉あてあのあ ╆あきあせそうあ, せか てかちみみ 
つうそけに さあねかつてう つとたちとえけ おけたしそすあてあ, つとすかしあ ちかあしけくそうあてへ つかいみ たちそなかつつけそせあしへせそ, 
ちあいそてあみ う ╈かせさそせつとしへつてうか う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ け う 》そつそしへつてうか 』』』『 う [けてあか 
う さあねかつてうか たちかつつ-あててあのか, せそ たちけ ほてそす うつかえおあ うふせあのけうあみ えしあうせとま けおかま つうそかこ 
たちそなかつつけけ け たちけくうあせけみ: けくとねかせけか, たそくせあせけか つてちあせふ たちかいふうあせけみ, ちあつたちそつてちあせか-
せけか くせあせけこ そ せかこ け かか そつそいかせせそつてみに».

【あさけす そいちあくそす, いかえしふこ うくえしみお せあ つてあせそうしかせけか しけねせそつてけ 〉あてあしへけ 
╊うえかせへかうせふ ╆あきあせそうそこ うふみうけし てけたけねせふか おしみ いしかつてみはけに たちかおつてあうけ-
てかしへせけぬ おけたしそすあてけねかつさそこ ほしけてふ にあちあさてかちけつてけさけ: しとねのかか そいちあくそうあせけか 
う たちけうけしかえけちそうあせせそす とねかいせそす くあうかおかせけけ, てうかちおふか すそちあしへせそ-ほてけねかつさけか 
そちけかせてけちふ, えしといそさそ ちあくうけてそか ねとうつてうそ たちかさちあつせそえそ, せかたそおおかしへせふこ けせてか-
ちかつ さ せそうふす くせあせけみす, つそにちあせみまはけこつみ せあ たちそてみきかせけけ うつかこ きけくせけ, 
たあてちけそてけくす, つけしへせあみ うそしみ, たちけ ほてそす ねとてさそつてへ け えそてそうせそつてへ たちけこてけ せあ 
たそすそはへ しまおみす. ぁかす せか そいちあくかぬ おしみ たそおちあきあせけみ きかせはけせあす せそうそえそ 
たそさそしかせけみ, つてちかすみはけすつみ うせかつてけ つうそこ うさしあお う おけたしそすあてけま?

〈そちそくそうあ ╊.》.*

〉あてあしへみ, 〉あてあのあ, 〉あてあのかせへさあ…

╇ ほてそ しあてけせつさそか けすみ うしそきかせあ うつみ えしといけせあ たちそせけさせそうかせせそこ しまいうけ, さそてそ-
ちあみ かすさそ うそたしそはあかて う つかいか そおせそ いそしへのそか ねとうつてうそ け つそつてそみせけか おとのけ — 
«ちそおせあみ». ¨ おかこつてうけてかしへせそ, おかうそねさあ つ ほてけす けすかせかす, ちそおけうのあみつみ 4 みせうあちみ 
1947 えそおあ う つかすへか ╊うえかせけみ 》あうしそうけねあ け 〉けせふ ╅せてそせそうせふ [そちつあさそうふに, うそ 
うつか うちかすかせあ つうそかこ きけくせけ せかつしあ しまいそうへ さ そさちときあまはけす かか しまおみす け おしみ 
うつかに つてあしあ たそけつてけせか いしけくさそこ け ちそおせそこ.

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ ╆あきあせそうあ うそたしそてけしあ う つかいか しとねのけか ねかちてふ ねかしそ-
うかさあ. ╇そつたけてあせせあみ う そいかつたかねかせせそこ つかすへか うふつそさそたそつてあうしかせせそえそ つそうかて-
つさそえそ ねけせそうせけさあ, さそてそちふす いふし かか そてかぬ, そせあ うつかえおあ おそいけうあしあつへ とつたかにそう 
つうそけす てちとおそす け てあしあせてそす. ╆かつさそちふつてせそ たそすそえあみ しまおみす, ちかのあみ けに せあつとは-
せふか たちそいしかすふ, てそてねあつ くあいふうあしあ そ つうそかす たそつてとたさか. 

╇せとてちかせせみみ さちあつそてあ 〉あてあのけ うつかえおあ つうかてけしあつへ せあ かか すけしそす, さちあつけうそす 
しけぬか, うふくふうあみ うそつにけはかせけか と そさちときあまはけに. ¨ つとおへいあ せあえちあおけしあ かか くあ 

* ╊しかせあ 》かてちそうせあ 〈そちそくそうあ — ちかおあさてそち きとちせあしあ «『そおけせあ».
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おそいちそてと け けつさちかせせそつてへ, たそつしあう かこ いかくくあうかてせそ しまいみはかえそ おちとえあ, ╊うえかせけみ 
》かてちそうけねあ ╆あきあせそうあ. ╇ てそ うちかすみ そせけ そいあ いふしけ つてとおかせてあすけ 〈╈¨〈《, 
そさそせねけう さそてそちふこ つとたちとえけ ╆あきあせそうふ そいひかにあしけ うかつへ すけち.

』うそけすけ うたかねあてしかせけみすけ そ くあちといかきせそこ きけくせけ け そたふてか ちあいそてふ そせけ 
おかしけしけつへ う つかちけけ つそうすかつてせふに させけえ: «╅すかちけさあ: うねかちあ け つかえそおせみ», «〈せそえそ-
たそしまつせふこ すけち», «〈とおちそつてへ ╇そつてそさあ け ′あたあおあ», «〈けち け うそこせあ», «╅さてと-
あしへせふか たちそいしかすふ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ», «[とおあ けおかて ねかしそうかねか-
つてうそ?», «╉けあしそえ け つてそしさせそうかせけか ぬけうけしけくあぬけこ», «[そちかこつさけか くあちけつそうさけ», 
«[けてあこつさあみ すそくあけさあ», «‒ちあせぬけみ: け [うあくけすそおそ, け [そさそ ぃあせかしへ», «ゅてあ 
えちとつてせそ-うかつかしあみ ¨てあしけみ» け おちとえけか, さそてそちふか つてあしけ きかすねときけせあすけ ちそつつけこ-
つさけに け くあちといかきせふに いけいしけそてかさ.

》ちそこおみ ちとさあ そい ちとさと つそちそさ のかつてへ しかて, ╊うえかせけこ 》かてちそうけね け 〉あてあしへみ 
╊うえかせへかうせあ いふしけ せか てそしへさそ つとたちとえあすけ, せそ つそちあてせけさあすけ. ¨すかみ すせそえそ 
そいはかえそ, そせけ すふつしけしけ う とせけつそせ. ¨に しまいそうへ け うくあけすせふか そてせそのかせけみ — ほてそ 
しかいかおけせあみ うかちせそつてへ, さそてそちあみ う きけくせけ うつてちかねあかてつみ さちあこせか ちかおさそ.

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ たちそきけしあ みちさとま, さちあつけうとま け つねあつてしけうとま きけくせへ. 
《せあ しまいけしあ け いふしあ しまいけすあ… ╉かみてかしへせそつてへ かか すせそえそえちあせせあ. 《せあ いふしあ 
たそしけてそしそえそす, けつてそちけさそす, ほさそせそすけつてそす, たといしけぬけつてそす, たかおあえそえそす, おけたしそ-
すあてそす.

》ちかおあせけか えしあつけて: さそえおあ ちそきおあかてつみ ねかしそうかさ, せあ せかいか くあえそちあかてつみ せそうあみ 
くうかくおあ. ¨ ねかす みちねか きけくせへ ねかしそうかさあ, てかす みちねか そせあ つうかてけて. ′うかくおあ 〉あてあしへけ 
╊うえかせへかうせふ ╆あきあせそうそこ うつかえおあ いとおかて しけてへ つうかて う おとのあに くせあうのけに かか しまおかこ, 
にちあせみ う たあすみてけ かか けすみ け つうかてしふこ そいちあく…

〈そてちかせさそ ╊.*

】ねけてかしへ たちかくけおかせてあ
》ちけえそてそうけてへ にそちそのけこ つあしあて け いふてへ 

けつさとつせふす おけたしそすあてそす – おかしそ そおけせあさそ-
うそ てそせさそか: け う てそす, け う おちとえそす つしとねあか 
うあきせそ う てそねせそつてけ くせあてへ, つさそしへさそ とたそ-
てちかいけてへ すあつしあ, あ つさそしへさそ – とさつとつあ.

《つさあち 】あこしへお

╆ふうあまて とねかせふか, たそつしか とにそおあ さそてそちふに せあとさあ てかちみかて みちさけか せけてけ. 〉かそきけ-
おあせせふか にそおふ け けせてそせあぬけけ, つしそうあ け けおかけ. ╆そしへのあみ せあとさあ おかちきけてつみ 
せあ せかそちおけせあちせふに しけねせそつてみに け けつつしかおそうあてかしみに. ╅ きかせはけせふ たちけおあまて 
かこ そつそいふこ えそしそつ け のあちす. 】にそお たちかさちあつせそこ きかせはけせふ, ほさそせそすけつてあ- 

* ╊しかせあ 〈そてちかせさそ — きとちせあしけつて えあくかてふ «╇かねかちせみみ 〈そつさうあ».
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すかきおとせあちそおせけさあ, たそしけてそしそえあ, けつてそちけさあ け たちそつてそ にそちそのかえそ ねかしそうかさあ 
〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせそこ ╆あきあせそうそこ さあさ ちあく けく ほてそえそ ちみおあ. 《せあ そつてあうけしあ 
う せあとさか つうそこ せかたそうてそちけすふこ つしかお.

╉けたしそすあて う てかしへせみのさか

╊か つすかに そせ せか くあいとおかて せけさそえおあ. ′あちあくけてかしへせふこ, そて うつかえそ つかちおぬあ, さあさ 
いとおてそ てかたしふか しとねけ たちそいけしけ つかちそか あさうあちかしへせそか せかいそ. ╇ 1964 えそおと 〉あてあしへみ 
╊うえかせへかうせあ ╆あきあせそうあ, いとおとはけこ えしあうせふこ せあとねせふこ つそてちとおせけさ ¨せつてけ-
てとてあ うそつてそさそうかおかせけみ 『╅〉, とねけてかしへ, そ さそてそちそす さそちかこぬふ いとおとて えそうそちけてへ 
つ うそつにけはかせけかす, いふしあ そいうそちそきけてかしへせそこ おかうねそせさそこ つ そしかせへけすけ えしあくあすけ 
さあさ と 《おちけ ｠かたいむちせ. 』ねあつてへか たかちかたそしせみしそ — そせあ たそつてとたけしあ う 〈╈¨〈《. 
｠そてみ うつま ませそつてへ たそねけてあしあ 〉へまてそせあ, ゅこせのてかこせあ, 〈かせおかしかかうあ け すかねてあしあ 
たそつてとたけてへ う 〈¨‒¨, せそ ちそおけてかしけ け つそつかおけ そてえそうそちけしけ. ]かえさけす うかてかちさそす 
うたそちにせとしあ う あとおけてそちけま 〈¨〈《 (せふせかのせけこ 〈╈¨〈《, そ さそてそちそす てそえおあ 
のとてけしけ — «〈¨〈《 くあえちあせけぬふ»), せあ なあさとしへてかて すかきおとせあちそおせふに ほさそせそ-
すけねかつさけに そてせそのかせけこ つそ つたかぬけあしけくあぬけかこ たそ つてちあせあす ╇そつてそねせそす ╅くけけ. 
╆かく いしあてあ, つそいつてうかせせふす とすそす.

— ╇かつかしあみ, ちあおとのせあみ, しまいみはあみ しまおかこ — てあさ せあ うつま きけくせへ け そつてあ-
しあつへ. [とおあ いふ せけ たちけかくきあしけ う たそつしかおせかか うちかすみ, かか うつてちかねあしけ てあさ, さあさ 
うつてちかねあまて きかせ たちかくけおかせてそう, — えそうそちけて かか つあすふこ いしけくさけこ ねかしそうかさ, すとき 
け ちかさてそち ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ ╊うえかせけこ ╆あきあせそう.

〉あ つてそしか う かえそ さあいけせかてか なそてそえちあなけけ しまいけすそこ きかせふ — ねかちせそ-いかしふか, 
いとおてそ そてさちふてさけ すけちそうふに くせあすかせけてそつてかこ, ぬうかてせふか — けく すせそえそねけつしかせせふに 
たとてかのかつてうけこ. ╇そて そせあ う てかしへせみのさか, たかちうそさとちつせけぬあ. 〈えけすそのせふか すそお-
せけぬふ う すそにかちそうふに さそなてそねさあに てそしへさそ たそつすかけうあしけつへ, あ 〉あてあのか いふしそ うつか 
ちあうせそ: たあたあ — さあたけてあせ おあしへせかえそ たしあうあせけみ, け おそねさか せか くあくそちせそ にそおけてへ 
う てかしへせみのさか.

╅ちにけうせふか てあこせふ

[そえおあ たちそけくせそつけのへ «きかせはけせあ-とねかせふこ», たかちかお えしあくあすけ たそみうしみ-
まてつみ さあさけか-てそ たちそいけちさけ, みおかちせふか ちかあさてそちふ, さあおちふ けく なけしへすあ «╇かつせあ» 
つ ]まいそうへま 《ちしそうそこ. ╇ おけたしそすあてけけ うつか たそ-おちとえそすと. 《 せけに てそきか すそきせそ 
つたかてへ, さあさ う たかつせか: «〉あのあ つしときいあ け そたあつせあ け てちとおせあ, け せあ たかちうふこ 
うくえしみお, さあさ いとおてそ せか うけおせあ». ╊うえかせけこ 》かてちそうけね そいひみつせみかて: «¨つてそちけ-
ねかつさあみ せあとさあ — ほてそ せか にけすけみ け せか なけくけさあ, せそうふこ くあさそせ せか そてさちそかのへ. 
』すふつし かか — つそいちあてへ たちあうおけうそか たちかおつてあうしかせけか そ てそす, ねてそ いふしそ おそ せあつ, 
せあ そつせそうか なあさてそう».

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ ねあつあすけ つけおかしあ う あちにけうあに — たかちかたけつふうあしあ つうか-
おかせけみ けく そおせそこ つかさちかてせそこ てかてちあおけ う おちとえとま. ╇くみしあつへ くあ せかけくうかおあせせそか, 
くあさちふてそか せあたちあうしかせけか — ほさそせそすけさと 』かうかちせそこ [そちかけ. ゅてそ け つかこねあつ 
つあすあみ くあさちふてあみ つてちあせあ, あ う 1970-に け たそおあうせそ.
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— 』かうかちせあみ [そちかみ いふしあ け そつてあかてつみ つとたかちくあさちふてそこ つてちあせそこ. 《せけ 
せけねかえそ せか たといしけさとまて, あ かつしけ たといしけさとまて, てそ そさあくふうあかてつみ, ねてそ ほてそ せか 
つそうつかす てそ, ねてそ かつてへ せあ つあすそす おかしか, — えそうそちけて ╊うえかせけこ 》かてちそうけね.

— 【そえおあ そせけ つさちふうあしけ, ねてそ おかちきあしけつへ, う そつせそうせそす, くあ つねかて 』そうかてつさそえそ 
』そまくあ. 〉あちそお すあしかせへさけこ, そねかせへ えそちおふこ, えそうそちみて, ねてそ けす せけさてそ せけねかす 
せか たそすそえあし. 』ねけてあまて, ねてそ そせけ うつか つあすけ, ねてそ さそちかこつさあみ せあぬけみ — つあすあみ 
うかしけさあみ せあ うつかす くかすせそす のあちか, つあすあみ おちかうせみみ. ╇ [そちかか とてうかちきおあまて, ねてそ けに 
あしなあうけて つあすふこ しとねのけこ け つそうかちのかせせふこ, けくそいちかてかせ う XV うかさか, しとねのか うつみ-
さけに けかちそえしけなそう. ╉あ け つあすけ けかちそえしけなふ けくそいちかしけ せか さけてあこぬふ, あ さそちかこぬふ. 
╇そそいはか, さそちかこぬふ うつか つおかしあしけ. ╇つか たしかすかせあ, さそてそちふか おそ ╅してあみ きけうとて け くあうそ-
かうふうあしけ [けてあこ, — ほてそ さそちかこぬふ. 【あさ とてうかちきおあまて せかさそてそちふか さそちかこぬふ.

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ おそ たそつしかおせかえそ とおけうしみしあつへ け うそくすとはあしあつへ, さあさ たちそ-
つてそ つかえそおせみ たけのとてつみ おけつつかちてあぬけけ — つさあねあし けく ¨せてかちせかてあ, たそすかせみし たちかお-
しそきかせけみ すかつてあすけ, け さあさ すけせけすとす さそちそねさあ さあせおけおあてあ せあとさ う さあちすあせか, あ てそ 
け おそさてそちあ. ｠そおけ け はかさけ せあおとうあこ そて えそちおそつてけ. 【そしへさそ せあおそしえそ しけ?

╇ 1990-に えそおあに せあ そつせそうか おけつつかちてあぬけけ そせあ せあたけつあしあ させけえと, さそてそちとま 
たかちかうかしけ う ょきせそこ [そちかか, あ くあてかす う [けてあか け う ったそせけけ. 〉あてあしへま つてあしけ 
たちけえしあのあてへ つ しかさぬけみすけ う ちあくせふか つてちあせふ.

〈かねてあ たちかくけおかせてあ

】 まきせそさそちかこつさそえそ おけつつけおかせてあ [けす ╉ほ ぁきとせあ いふしそ おうか すかねてふ — 
つてあてへ たちかくけおかせてそす つてちあせふ け くあはけてけてへ おけつつかちてあぬけま. ╊つしけ, さそせかねせそ, 
うふきけうかて. 《にそてけしけつへ くあ せけす う てそ うちかすみ まきせそさそちかこつさけか うしあつてけ, さあさ くあ 
たてけぬかこ つねあつてへみ. 》かちへみ いふ といかちかねへ. 〉そ たそしとねけしそつへ と せかえそ う そいちあてせそす 
たそちみおさか — つせあねあしあ おけつつかちてあぬけみ, あ たそてそす てそしへさそ たちかくけおかせてつてうそ.

[あさ たちけねとおしけうあ いふうあかて つとおへいあ. ¨つたそしせけてへ け てと け おちとえとま すかねてと [けす 
╉ほ ぁきとせと たそすそえしあ ちとつつさあみ きかせはけせあ.

— 〈ふ たそくせあさそすけしけつへ つ せけす う 1970-に, さそえおあ ちあいそてあしけ う さそせつとしへつてうか 
う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ. [けす ╉ほ ぁきとせ つさちふうあしつみ そて つかとしへつさけに うしあつてかこ, さそてそ-
ちふか にそてかしけ かえそ といちあてへ. ╇ さそせぬか さそせぬそう, けす とおあしそつへ かえそ くあすあせけてへ う ったそ-
せけま け うふさちあつてへ. 》かちかうそくけしけ せあ さそちあいしか, たふてあしけつへ といけてへ, かしか うふきけし. 
》そてそす いふし たちけえそうそちかせ さ つすかちてせそこ さあくせけ, せそ かえそ つたあつしけ あすかちけさあせぬふ.

』 おかすそさちあてけくあぬけかこ ょきせそこ [そちかけ そてせそのかせけか うしあつてかこ さ けくうかつてせそすと 
おけつつけおかせてと つてあしそ いそしかか そつてそちそきせふす. 〈そきせそ いふしそ せか いそみてへつみ け くあせみてへつみ 
せあとさそこ. ╉けつつかちてあぬけみ «[そちかみ. ╉ちあすふ け せあおかきおふ おかすそさちあてけけ», さそてそちとま 
[けす ╉ほ ぁきとせ くあはけてけし たそお ちとさそうそおつてうそす 〉あてあしへけ ╆あきあせそうそこ, つてあしあ 
せか たちそつてそ すあしかせへさそこ ついふうのかこつみ すかねてそこ — けすかせせそ ほてあ おけつつかちてあぬけみ 
しかえしあ う そつせそうと たちそえちあすすふ おしみ たちかくけおかせてつさそえそ たそつてあ. ╇ 1997 えそおと いふう-
のけこ おけつつけおかせて つてあし たちかくけおかせてそす ょきせそこ [そちかけ.

— [そえおあ [けす ╉ほ ぁきとせ くあせみし たそつて たちかくけおかせてあ, すふ つ きかせそこ たちか-
うちあてけしけつへ う くせあすかせけてそつてかこ う ょきせそこ [そちかか, — うつたそすけせあかて ╊うえかせけこ 



╇そつたそすけせあせけみ
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》かてちそうけね. — ╇ けに さとしへてとちか とねけてかしへ — ほてそ うそそいはか そねかせへ うふつそさそか くうあせけか. 
╆けくせかつすかせ — ほてそ きとしへか, あ たちそなかつつそち — たそねかてせそ. 〈ふ つ きかせそこ — とねけてかしみ 
[けす ╉ほ ぁきとせあ, け うつか さそちかこぬふ うそくしか せあつ ちあくうか ねてそ せか たしみつあしけ. ╇そかせせふこ 
あててあのか たちけえしあのあかて う えそつてけ. 》そおくそうかて け のかたねかて: «》そえそうそちけ つ [けす ╉ほ 
ぁきとせそす, ねてそいふ すかせみ えかせかちあしそす つおかしあしけ». 》そつそし とかくきあかて, とつてちあけうあかて 
しあせね, てそきか たちそつけて: «》そえそうそちけてか つ [けす ╉ほ ぁきとせそす, ねてそいふ そせ おあし すせか 
にそちそのとま おそしきせそつてへ». 

¨ ほてそ たちそおそしきあしそつへ うつか たみてへ しかて, たそさあ [けす ╉ほ ぁきとせ いふし と うしあつてけ. 
『あつつねけてふうあしけ せあ せあの あうてそちけてかて. 〉あ たそしせそす つかちへかくか.

╇そこせあ — きかせつさそか おかしそ

╊か たちけうしかさあしそ せかけくうかおあせせそか. ′あ つとたかちくあさちふてそこ ほさそせそすけさそこ 』かうかち-
せそこ [そちかけ くあにそてかしそつへ ちあつさちふてへ おちとえとま てあこせと — [そちかこつさそこ うそこせふ 
(1950—1953), «つあすそこ くあえあおそねせそこ うそこせふ XX つてそしかてけみ». 〉あ つねあつてへか, たちけ 
╊しへぬけせか あちにけうふ せあ うちかすみ ちあつつかさちかてけしけ. 〉かさそてそちふか なあさてふ とおけうけしけ.

— 〈ふ くせあしけ, ねてそ 』かうかち せあたあし せあ ょえ, あ せか せあそいそちそて. ぁかちかく てちけ 
おせみ 』かうかち ときか 』かとし うくみし. ╆ふしけ おかてあしけ, さそてそちふか うあつ, すそきかて いふてへ, け 
せか たそちあくみて, あ せあつ, さあさ けくとねあうのけに ほてと てかすと, たそちあくけしけ, — ちあつつさあくふうあかて 
╊うえかせけこ 》かてちそうけね.

 — 〉あたちけすかち, てちかいそうあし うそこせふ [けす ¨ち 』かせ. [てそ てあさそこ [けす ¨ち 』かせ? 
《せ いふし さあたけてあせそす 』そうかてつさそこ あちすけけ. ╇つか おかしあしけ せあのけ うそこつさあ — そせけ 
そつうそいそおけしけ [そちかま, あ おあしへのか 』てあしけせと たちけせかつしけ せかつさそしへさそ しけねせふに おかし 
け そせ うふいちあし う さあねかつてうか ちとさそうそおけてかしみ つかうかちせそこ ねあつてけ [そちかけ すそしそおそえそ, 
けすたそくあせてせそえそ — [けす ¨ち 』かせあ. 》そてそす うふみつせみかてつみ, ねてそ ほてそて [けす ¨ち 』かせ, 
さそてそちふこ てそしへさそ せあねあし うつてあうあてへ せあ せそえけ, たちそつけて せあのかえそ たそつしあ け おちとえけに 
おけたしそすあてそう ちあくちかのけてへ あてあさそうあてへ ょえ. 』てあしけせ いふし さあてかえそちけねかつさけ たちそ-
てけう, かすと いふしそ せか おそ [そちかけ. ╅ たそてそす ちかくさそ けくすかせけし すせかせけか け つそえしあつけしつみ 
たそすそねへ. ¨ うつか とねかせふか おそ つけに たそち つたそちみて, たそねかすと 』てあしけせ うおちとえ おあし おそいちそ.

— ╇そ-たかちうふに, う [けてあか たそいかおけしあ さそすすとせけつてけねかつさあみ ちかうそしまぬけみ, 
う とつたかに さそてそちそこ 』てあしけせ せか うかちけし. ¨ そせ といかおけしつみ, ねてそ すそきせそ たそいかきおあてへ 
あすかちけさあせぬかう う ╅くけけ, そせけ いとおとて ほてそ たちそえしあてふうあてへ. ╇そ-うてそちふに, と せあつ 
たそ みうけしあつへ あてそすせあみ いそすいあ — 』てあしけせ たかちかつてあし いそみてへつみ あすかちけさあせぬかう. 
¨ かはか そおけせ なあさてそち — と さけてあこぬかう ちあくうみくあしけつへ ちとさけ. 《せけ つうそま うそこせと 
くあさそせねけしけ け つかうかちそさそちかこぬあす たそすそえとて. 〈あそ をくほおとせ えそうそちけし つかうかちそさそ-
ちかこつさけす しけおかちあす: «〈ふ — ねかちせふか, け うふ — ねかちせふか (ねかちせふか う つすふつしか 
“ねかちせそうそしそつふか”. — 》ちけすかね. ちかお.), かつしけ せあねせかてつみ うそこせあ, あすかちけさあせぬふ せか 
たそこすとて, さてそ つ せけすけ うそまかて». ╇ けてそえか せあねあしあつへ うそこせあ. ╅ たそてそす ときか 』てあしけせ 
うそのかし うそ うさとつ け せか にそてかし うそこせと くあさあせねけうあてへ. ╅すかちけさあせぬふ けすかしけ さそしそつ-
つあしへせそか たちかけすとはかつてうそ う うそくおとにか, いそすいけしけ うつか たそおちみお — えそちそおあ, きかしかく-
せふか おそちそえけ. [そちかこぬふ つてちあおあしけ, つてあしけ にせふさあてへ. [けす ¨ち 』かせ たちけかくきあし 
う 〈そつさうと, たちそつけし ちあくちかのけてへ くあさそせねけてへ うそこせと.
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』てあしけせ えそうそちけし: «╇ふ おかしあかてか いそしへのそか おかしそ, うふ つさそうふうあかてか つけしふ あすか-
ちけさあせつさそえそ けすたかちけあしけくすあ, たそさあ うふ けに つさそうふうあかてか, そせけ せけえおか せか たそつすかまて 
ちそて そてさちふてへ. ¨ あすかちけさあせぬふ せか とすかまて うそかうあてへ. 《せけ とすかまて つたかさとしけちそ-
うあてへ ねとしさあすけ, おきけせつあすけ け きうあねさそこ. ╅せえしけねあせか とすかまて うそかうあてへ, せそ そせけ 
あすかちけさあせぬあす せか たそすそえとて, け おちとえけか せか たそすそえとて. 》そほてそすと たちそおそしきあこてか 
てかちたかてへ». ¨ さそちかこぬふ てかちたかしけ, け さけてあこぬふ たそおおあさけうあしけ 』てあしけせと, せそ さあさ 
てそしへさそ 』てあしけせ とすかち, てとて きか せあのか ちとさそうそおつてうそ たちけせみしそ ちかのかせけか せかすかお-
しかせせそ うそこせと くあさそせねけてへ. [そえおあ たちかおつてあうけてかしへ 』』』『 たちけかにあし う [そちかま 
け つそそいはけし そ せそうそす ちかのかせけけ, さそちかこぬふ たしあさあしけ そて つねあつてへみ.

O, tempora, そ, mores!

[そちかみ, くあさちふてあみ, たちそてけうそちかねけうあみ, せあうつかえおあ そつてあしあつへ う かか つかちおぬか. 
╉かつみてへ しかて 〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ うかしあ さそしそせさと う まきせそさそちかこつさけに け てあこうあせへ-
つさそこ えあくかてあに, ちあつつさあくふうあみ そいそ うつかす — うせかのせかこ たそしけてけさか 『そつつけけ, ちそつつけこ-
つさけに きかせはけせあに, うくあけすそそてせそのかせけみに つ 】さちあけせそこ...

— 1992 えそお. [けす ╉ほ ぁきとせ たちけかにあし う 『そつつけま, — ╊うえかせけこ 》かてちそうけね 
ちあつつさあくふうあかて そおせと けく けつてそちけこ «けに せちあうそう». — 〈ふ うつてちかねあかすつみ つ たそつしそす 
う ぃかちかすかてへかうそ. 》そつそし えそうそちけて: «╇ふ くあにそおけてか う くあし おしみ V.I.P., あ きかせあ 
おそしきせあ そつてあてへつみ う さそちけおそちか». — «》そねかすと? 《せ と せかか たけのかて おけつつかちてあ-
ぬけま!» — «〉かて, せかて, きかせはけせあ せか おそしきせあ たちけつとてつてうそうあてへ». 》ちけかくきあかす 
う えそつてけせけぬと, うにそおけす う せそすかち け つあおけすつみ. 》そすそはせけさ [けす ╉ほ ぁきとせあ たそお-
にそおけて け えそうそちけて: «╋かせあ おそしきせあ うふこてけ». っ う いかのかせつてうか にうあてあま 〉あてあのと くあ 
ちとさと, うふいかえあかす けく えそつてけせけぬふ け つあおけすつみ う てちそししかこいとつ. ╇おちとえ つすそてちけす — 
くあ せあすけ いかえとて ねかしそうかさ おうあおぬあてへ. 《つてあせあうしけうあまて てちそししかこいとつ, うふしあすふうあまて 
おうかちへ け てちかいとまて うかちせとてへつみ: «》ちかくけおかせて ちあつつてちそけしつみ. 》そねかすと うふ とのしけ?» 
╇かちせとしけつへ, せそ そいひみつせけしけ, ねてそ と せあつ たちけせみてそ うかつてけ つかいみ たそ-おちとえそすと.

¨く ほてけに けつてそちけこ たそてそす つさしあおふうあしあつへ させけえあ «[そちかこつさあみ すそくあけさあ», 
さそてそちとま おそ つけに たそち せか にそてみて たかちかうそおけてへ せあ さそちかこつさけこ みくふさ. 【ちそえあてかしへ-
せふか, くあいあうせふか つしとねあけ. [あさ けく うかきしけうそつてけ さそちかこぬふ そいみくあてかしへせそ つせけすあまて 
う おそすか えそつてみ そいとうへ, そつてあうしみみ てとなしけ う しけなてか… ¨しけ かおみて あちいとくふ, つたしかうふ-
うあみ せあ さそうかち.

— 》みてへ ねあつそう とてちあ. ′うそせそさ けく 』かとしあ: «〈せか せときせふ あちにけうふ たそ [そちかこつさそこ 
うそこせか». — «【ふ くせあかのへ, さそてそちふこ つかこねあつ ねあつ? 》みてへ とてちあ». — «《こ, けくうけせけ. っ 
おとすあし, てちけ せそねけ!» 【そ かつてへ う てちけ せそねけ たそくうそせけてへ — ほてそ せそちすあしへせそ, あ う たみてへ 
— たちそつてけてか, — ╊うえかせけこ 》かてちそうけね おそ つけに たそち せか たかちかつてあかて とおけうしみてへつみ. 
— 》ちけ ほてそす と せけに すあつつあ たそくけてけうせふに さあねかつてう. 』さあきかす, と せけに ちあくうけてそ うくみ-
てそねせけねかつてうそ せあ うふつそさそす とちそうせか, いかく ほてそえそ ほさそせそすけさあ せか ちあいそてあかて. 〉そ う 
そいふねせそこ きけくせけ うそちそうつてうあ せかて うそそいはか. ′あこおかのへ う すあえあくけせ くそしそてあ. 】 せあつ 
いとおとて つてそみてへ そにちあせせけさけ つ あうてそすあてあすけ, あ てあす せけさそえそ せかて. 》ちそおあうぬあ つちあくと 
せか せあこおかのへ — えおか そせ? 』たけて, かつて. 〉そねへま としけねせふか すあえあくけせふ せか くあたけちあまてつみ. 
╆ふうあしけ つしとねあけ, さそえおあ ねかしそうかさ くあいふうあし つあさうそみき う すかてちそ — てちけつてあ てふつみね 
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おそししあちそう — てあさ つあさうそみき け かくおけし てちけ おせみ う すかてちそ. ¨ ほてそ せあちみおと つそ うくみてそね-
せけねかつてうそす, さそちちとたぬけかこ う うふつのけに ほのかしそせあに うしあつてけ.

【かしかなそせけつてさあ そつそいそえそ せあくせあねかせけみ

— ╇ つそうかてつさそす ╈かせさそせつとしへつてうか う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ 〉あてあのあ ちあいそてあしあ 
てかしかなそせけつてさそこ, — とおけうしみかてつみ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね. 『あいそてあ そさあくあしあつへ 
つしそきせそこ. 〉かさそてそちふか さそししかえけ てそしさそす せか くせあしけ あせえしけこつさけこ け, さあさ そえせみ, 
いそみしけつへ たそおにそおけてへ さ てかしかなそせと.

— 》みてへ ほてあきかこ, あ てかしかなそせ そおけせ うせけくと — たそ たちあうけしあす いかくそたあつせそつてけ. 
¨ うそて くうそせそさ, 〉あてあのあ たちそつけて おけたしそすあてあ つたとつてけてへつみ つ たみてそえそ ほてあきあ. 
╅ そせ せか ちかのあかてつみ. 〉あてあのあ うかしあ たかちかえそうそちふ そて けすかせけ てあさけに さそししかえ. ゅてそ, 
さそせかねせそ, いふしそ たそつてふおせそ, — けちそせけねせそ としふいあかてつみ ちかさてそち.

[とおあ いふ そせあ せけ たちけにそおけしあ, かこ うかくおか いふしけ ちあおふ: せあ たちけかすか う たそつそしへ-
つてうか けしけ せあ ╉そちそえそすけしそうつさそす ちふせさか, えおか 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ つおちときけ-
しあつへ つそ うつかすけ てそちえそうさあすけ.

— 《おけせ ちあく たちけにそおけす せあ ちふせそさ, あ かこ えそうそちみて: «]まいと あちかつてそうあしけ». — 
«[てそ?» — «╉あ うそて そてうかしけ う そておかしかせけか». 〉あてあのあ たそのしあ う そておかしかせけか すけしけ-
ぬけけ け ねかちかく たそしねあつあ えそちおそ うふうかしあ ほてと おかうとのさと. 》ちけねかす 〉あてあのあ つてあしあ 
おちとえそす せあねあしへせけさあ そておかしかせけみ. 《せ け おそすそこ くうそせけし, たそくおちあうしみし つ おせかす 
ちそきおかせけみ. 【あさそか おけたしそすあてけねかつさそか さあねかつてうそ. ╉あしかさそ せか さあきおふこ おけたしそ-
すあて けす そいしあおあかて.

╇ たそつしかおせかか うちかすみ 〉あてあしへま ╊うえかせへかうせと そおそしかうあしけ いそしかくせけ. 〈かお-
つかつてちふ おそ つけに たそち たそすせみて, さあさ, しかきあ う ちかあせけすあぬけけ, そせあ ちあつつさあくふうあしあ 
そ ちあくせふに つてちあせあに け そいふねあみに, そ つうそかこ つかすへか, うふつしとのけうあしあ, おあうあしあ つそうかてふ.

— っ せか うかちま う すけつてけさと, つそうたあおかせけみ, せそ… — ╊うえかせけこ 》かてちそうけね いかちかて 
てかしかなそせ つとたちとえけ. ｠そくみこさけ ときか せかて, あ «ほつほすほつさけ» おそ つけに たそち たちけにそおみて. — 
〈そみ きかせあ そいそきあしあ てとちかぬさけこ つかちけあし «╇かしけさそしかたせふこ うかさ». 《せあ えそうそちけしあ, 
ねてそ ほてそ せあつてそみはあみ けつてそちけみ. 〉か いかく うふすふつしあ, せそ かつてへ, ねてそ けくとねあてへ. ╇ ほてそす 
なけしへすか くあいそしかし えしあうせふこ えかちそこ — 』としかこすあせ ╇かしけさそしかたせふこ. ′あいそしかし 
つとつてあうあすけ — てあ きか つあすあみ いそしかくせへ, ねてそ け と すそかこ きかせふ, そせあ かしか にそおけしあ. 
』としかこすあせ すとねあかてつみ, けく つかちけけ う つかちけま かすと うつか にときか け にときか. 〉あてあのあ うつか 
えそうそちけしあ: «[そえおあ きか ほてそ さそせねけてつみ? ぁかす ほてそ さそせねけてつみ?» ╅ つかちけあし けおかて, 
けおかて, ときか け せそうあみ あさてちけつあ けえちあかて えしあうせとま ちそしへ, あ 』としかこすあせ うつか すとねあ-
かてつみ… 》そつしか たそにそちそせ 〉あてあのけ み たちけにそきと う つうそこ さあいけせかて. 〉あ つてそしか しかきあて 
えあくかてふ, け う そおせそこ けく せけに そえちそすせふすけ いとさうあすけ せあたけつあせそ: «[そせかぬ “╇かしけ-
さそしかたせそえそ うかさあ”». ¨ つそそいはあかてつみ, ねてそ つかえそおせみ いとおかて たそつしかおせみみ つかちけみ, えおか 
』としかこすあせ たそえけいあかて.

】のしあ そせあ. 】のかし かか うかしけさそしかたせふこ うかさ.
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╋とちせあしけつてふ

【あうちそうつさけこ ょ.╇.*

〈けしそか しけぬそ さそちかかうかおかせけみ

〉あ たけつへすかせせそす つてそしか たかちかおそ すせそこ つてそみて ねあつふ つ せあおたけつへま «』そくせあせけか 
う おかこつてうけけ. [けす ╉ほ ぁきとせ». ゅてそ — たそおあちそさ そて しあとちかあてあ 〉そいかしかうつさそこ たちか-
すけけ すけちあ, いふうのかえそ たちかくけおかせてあ 『かつたといしけさけ [そちかみ, うつかすけちせそ けくうかつてせそえそ 
いそちぬあ くあ おかすそさちあてけま け たちあうあ ねかしそうかさあ. ╈しみおみ せあ せあおたけつへ, み さあきおふこ ちあく 
うつたそすけせあま せか てそしへさそ うつてちかねけ つ うかしけさけす ねかしそうかさそす, せそ け 〉あてあのと ╆あきあ-
せそうと. ╊か はかおちふか つそうかてふ, てそせさそか くせあせけか たそしけてけねかつさそこ きけくせけ ょきせそこ 
[そちかけ, そつそいかせせそつてかこ さそちかこつさそえそ すかせてあしけてかてあ け ほてけさかてあ たそすそえしけ すせか せあ 
たちそてみきかせけけ せかつさそしへさけに しかて たそおおかちきけうあてへ さそせてあさてふ つ くあえあおそねせそこ 』てちあ-
せそこ とてちかせせかこ つうかきかつてけ, う つそうかてつさそか うちかすみ そつてあうあうのかこつみ terra incognita.

》そつしか ちあくうあしあ 』そうかてつさそえそ 』そまくあ け せかおそしえそこ ちあいそてふ う えあくかてか «¨くうか-
つてけみ» み つてあし つそてちとおせけさそす ╇せかのせかたそしけてけねかつさそこ あつつそぬけあぬけけ, つそくおあせせそこ 
ゅおとあちおそす ぃかうあちおせあおくか たそつしか とにそおあ つ ちとさそうそおみはけに たそくけぬけこ う [》』』 
け 〈¨╉ 』』』『. «ぃかうけ» にそてかし けくおあうあてへ つうそこ きとちせあし, け み つてあし えしあうせふす 
ちかおあさてそちそす あせえしそみくふねせそえそ けくおあせけみ «Vestnik». ╇ せかいそしへのそす そつそいせみさか 
せかたそおあしかさと そて [とちつさそえそ うそさくあしあ さけたかしあ うせかのせかたそしけてけねかつさあみ あさてけう-
せそつてへ. 〉あ たちけかす さ ぃかうあちおせあおくか たちけにそおけしけ すせそえけか すけちそうふか くせあすかせけてそ-
つてけ, たそつかはあうのけか 〈そつさうと, — たちかくけおかせてふ, たちかすへかちふ, すけせけつてちふ けせそつてちあせ-
せふに おかし. 』ねけてあうのけこ つかいみ つそあうてそちそす «せそうそえそ たそしけてけねかつさそえそ すふのしかせけみ» 
け, つしかおそうあてかしへせそ, すふつしけてかしかす, ゅおとあちお ╅すうちそつけかうけね つてちかすけしつみ さ うくあけすそ-
おかこつてうけま せか てそしへさそ つ うしあつてへ けすとはけすけ, せそ け つ そたたそくけぬけそせせふすけ おかみてか-
しみすけ すけちそ うそえそ すあつのてあいあ. 

』かこねあつ ときか てちとおせそ うつたそすせけてへ, ねへみ いふしあ けせけぬけあてけうあ う とつてあせそうしかせけけ 
さそせてあさてあ つ [けす ╉ほ ぁきとせそす, ちとさそうそおけうのけす う てそ うちかすみ えしあうせそこ そたたそくけ-
ぬけそせせそこ たあちてけかこ ょきせそこ [そちかけ. 〉そ み たそしとねけし くあおあせけか うすかつてか つ かはか 
そおせけす つそてちとおせけさそす ╅つつそぬけあぬけけ そてたちあうけてへつみ う 』かとし, ねてそいふ うつてちかてけてへつみ 
つ [けす ╉ほ ぁきとせそす け おそえそうそちけてへつみ そ うつてちかねか かえそ つ ぃかうあちおせあおくか おしみ たちそ-
うかおかせけみ さそせぬかたてとあしへせそこ いかつかおふ そ «せそうそす すふのしかせけけ» つ たそつしかおとまはかこ 
たといしけさあぬけかこ すあてかちけあしそう う きとちせあしか «Vestnik» け おちとえけに 』〈¨.

«╇ そてさちふてそす すそちか せか そいそこてけつへ いかく さそちすねかえそ», — しまいけし えそうそちけてへ 〈あそ 
をくほおとせ. 《 せかす, そ さけてあこつさけに たそしけてけねかつさけに ちかあしけみに み けすかし ぬかしそつてせそか 
たちかおつてあうあしかせけか たそつしか てちかに おかつみてけしかてけこ けくとねかせけみ [けてあみ け ちあいそてふ う ¨おか-
そしそえけねかつさそす そておかしか を[ [》』』, えおか そてうかねあし くあ さけてあこつさそか せあたちあうしかせけか. 
╅ うそて くせあせけこ そ [そちかか いふしそ みうせそ せかおそつてあてそねせそ. 〉そ み くせあし, えおか けに けつさあてへ! 
】 すそかえそ つてあちけせせそえそ おちとえあ け さそししかえけ たそ ちあいそてか う を[ ╊うえかせけみ ╆あきあせそうあ 
きかせあ — さそちかけつてさあ! 】きか ねかちかく せかつさそしへさそ おせかこ み つけおかし たかちかお 〉あてあのかこ, 

* ょちけこ ╇あおけすそうけね 【あうちそうつさけこ — たといしけぬけつて.
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うたけてふうあみ けせなそちすあぬけま け つそうかてふ. 】つうそ-
かせけま とちそさそう つたそつそいつてうそうあしあ つあすあ とねけ-
てかしへせけぬあ — かか くせあすかせけてあみ おそいちあみ, さあさ いふ 
つすとはかせせあみ としふいさあ つちあくと とつてあせあうしけうあしあ 
ちあうせふか, いしあえそきかしあてかしへせふか そてせそのかせけみ 
つ とねかせけさそす. [そせかねせそ, うかつへ そいひかす けせなそち-
すあぬけけ そ つしそきせふに たそしけてけねかつさけに ちかあしけみに 
てそえそ うちかすかせけ う 』かとしか すせか たそつてけねへ いふしそ 
せか たそお つけしと. 〉そ すせそえけか つそうかてふ, たちそくうと-
ねあうのけか けく とつて 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ, そさあ-
くあしけつへ さちあこせか たそしかくせふすけ う 』かとしか.

[あさ け たちかおとたちかきおあしあ すかせみ 〉あてあのあ, 
ときか う あほちそたそちてと せあつ うつてちかてけしけ せか てそしへさそ 
たちかおつてあうけてかしけ [けす ╉ほ ぁきとせあ, せそ け つてあて-
せふか しまおけ う そおけせあさそうふに さそつてますあに, さそてそ-
ちふか くあてかす おそうそしへせそ せあうみくねけうそ つそたちそうそ-
きおあしけ せあつ うつか おせけ せあにそきおかせけみ う [そちかか. 
〉あたちそてけう, う のてあい-さうあちてけちか たあちてけけ [けす 
╉ほ ぁきとせあ せあつ きおあし つあすふこ ちあおとのせふこ 

たちけかす. 》そきけしそこ ちとさそうそおけてかしへ あたたあちあてあ たあちてけけ そて けすかせけ そてつとてつてうそ-
うあうのかえそ せあねあしへせけさあ つそうかちのけし うつか たそしあえあまはけかつみ ぬかちかすそせけけ け つそ つしそ-
うあすけ «おちとくへみ たそくせあまてつみ う いかおか» うちとねけし さあきおそすと たそ たとにしそすと さそせうかちてと 
つ うそせあすけ «せあ ちあつにそおふ».

[あさ け そいひみつせみしあ 〉あてあのあ, «たちけいしけきかせけか さ てかしと» [けす ╉ほ ぁきとせあ 
たちそけつにそおけしそ たそつてかたかせせそ, のあえ くあ のあえそす, う つそそてうかてつてうけけ つ さそちかこつさけすけ 
てちあおけぬけみすけ. 〉あつ たちけえしあつけしけ せあ そいかお う かうちそたかこつさけこ ちかつてそちあせ, たちけねかす 
くあ つてそしそす うつか うちかすみ そつてあうあしそつへ たとつてそか すかつてそ おしみ せあねあしへせけさあ, あ かえそ たそちと-
ねかせぬふ せあすかさあしけ, ねてそ «“つあす” うそて-うそて たそみうけてつみ». [けす ╉ほ ぁきとせ せあ そいかおか 
せか たそみうけしつみ, ねてそ せか うふくうあしそ と すかせみ せけさあさけに そいけお け たそおそくちかせけこ いしあえそ-
おあちみ そいひみつせかせけみす 〉あてあのけ. ′あてそ うかしけさけこ ねかしそうかさ うつてちかてけしつみ つ せあすけ くあ 
ときけせそす ときか う さそちかこつさそす ちかつてそちあせか. 

』せあねあしあ えしあうせそえそ そたたそくけぬけそせかちあ [そちかけ すふ せか とうけおかしけ. 〉あつ とつしとき-
しけうそ そたかさあしあ にそくみこさあ くあうかおかせけみ, さそてそちあみ, たそ たそしとねかせせそこ «つかさちかてせそこ» 
けせなそちすあぬけけ, う すそしそおそつてけ いふしあ たそおちとえそこ [けす ╉ほ ぁきとせあ. 《せあ くあさちかたけしあ 
くあ さあきおふす えそつてかす たそ すけしそうけおせそこ おかうとのさか う せあぬけそせあしへせそす さそつてますか, 
さそてそちふか せあさしあおふうあしけ せあ てあちかしさと けくふつさあせせふか みつてうあ, たそおしけうあしけ «そえせかせ-
せとま うそおと». 》ちけすかちせそ ねかちかく ねあつ うつか さそちかこぬふ くあつとかてけしけつへ, せあたちみえしけつへ, 
け う たそすかはかせけか, たちけにちあすふうあみ, うそのかし としふいあまはけこつみ [けす. 》そきあう せあす 
ちとさけ う つそそてうかてつてうけけ つ かうちそたかこつさけす たちそてそさそしそす, そせ くあてかす, つせみう そいとうへ, 
たそ-さそちかこつさけ つかし せあ つそしそすかせせふか すあてふ, たそにそきけか せあ みたそせつさけか てあてあすけ. 
《おせと せそえと そせ うふたちみすけし たかちかお つそいそこ, け にそくみこさあ ちかつてそちあせあ つてあしあ かか くあいそて-

ょ.╇. 【あうちそうつさけこ つてそけて うてそちそこ 
つたちあうあ, ちみおそす つ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ
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しけうそ すあつつけちそうあてへ. 》ちそいしかすあ つ せそえそこ たそみうけしあつへ と [けす ╉ほ ぁきとせあ たそつしか 
そおせそえそ けく せかとおあねせふに たそさとのかせけこ せあ せかえそ さそちかこつさけに つたかぬつしときい. 》そしそ-
きけう う ちそて せかつさそしへさそ さとつそねさそう かおふ, [けす ╉ほ ぁきとせ くあうかし ちあくえそうそち そ いそちへいか 
くあ おかすそさちあてけま う [そちかか, そ «せそうそす たそしけてけねかつさそす すふのしかせけけ», そ きかしあせけけ 
うつてちかてけてへつみ つ ぃかうあちおせあおくか け とくせあてへ さあさ いふ «けく たかちうふに とつて» そ おそつてけきか-
せけみに け せかとおあねあに おかすそさちあてけねかつさそえそ おうけきかせけみ う 〈そつさうか. 

╇つてちかねあ おうとに さちとたせふに おかみてかしかこ てあさ け せか つそつてそみしあつへ — うつさそちか たそつしか 
せあのかえそ うそくうちあはかせけみ う 〈そつさうと ぃかうあちおせあおくか そていふし う ╈ちとくけま つたあつあてへ かか 
そて えちあきおあせつさそこ うそこせふ. ╇せかのせかたそしけてけねかつさあみ あつつそぬけあぬけみ ちかくさそ ついあうけしあ 
てかすたふ つうそかこ おかみてかしへせそつてけ, きとちせあし つてあし かこ せか たそ さあちすあせと. っ たかちかのかし せあ 
ちあいそてと せあ 『そつつけこつさそか てかしかうけおかせけか, えおか つそくおあし すかきおとせあちそおせとま たかちかおあねと 
«》そつそしへつさけこ たちけさあく» け うかし かか せあ たちそてみきかせけけ せかつさそしへさけに しかて. ¨すかせせそ 
う てか えそおふ み つせそうあ うつてちかてけしつみ つ [けす ╉ほ ぁきとせそす. 《せ たちけかくきあし う 〈そつさうと おしみ 
くあはけてふ おそさてそちつさそこ おけつつかちてあぬけけ たそ たそしけてそしそえけけ う ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあ-
おかすけけ. 〉あのあ たちそえちあすすあ そつうかはあしあ くあはけてと け たかちかおあしあ さちあてさそか けせてかちうへま 
くせあすかせけてそえそ さそちかこぬあ. 』てそけて しけ えそうそちけてへ, せあつさそしへさそ ぬかせせふ いふしけ つそうかてふ 
〉あてあのけ たそ たそおえそてそうさか け たちそうかおかせけま つひかすそさ. 《せあ ちあくひみつせけしあ, ねてそ つけてとあ-
ぬけみ う [そちかか つとはかつてうかせせそ けくすかせけしあつへ, ねてそ [けす けすかかて のあせつふ つてあてへ つしかおと-
まはけす たちかくけおかせてそす. ╆しあえそおあちみ ほてけす つそうかてあす すふ つさそちちかさてけちそうあしけ たちそてそ-
さそしへせとま ねあつてへ けせてかちうへま け たそおあうあしけ つまきかて さあさ えしあうせとま せそうそつてへ. [けす ╉ほ 
ぁきとせ け かえそ さそすあせおあ いふしけ おそうそしへせふ. 《い ほてそす せあす たそうかおあしあ つあすあ 〉あてあのあ.

╇つさそちか [けす ╉ほ ぁきとせ け うたちあうおと つてあし たちかくけおかせてそす 『かつたといしけさけ [そちかみ. 
《せ せあねあし あさてけうせそ せあちあはけうあてへ たそしけてけねかつさけか け ほさそせそすけねかつさけか そてせそのか-
せけみ つ 『そつつけかこ. [あさ きか たちけみてせそ いふしそ そつそくせあうあてへ, ねてそ いしあえそおあちみ つそうかてあす 
〉あてあのけ ╆あきあせそうそこ すせか とおあしそつへ おそつてそこせそ うふつてとたけてへ う たちそぬかつつか うふつてちあ-
けうあせけみ たかちうふに さそせてあさてそう つ [けす ╉ほ ぁきとせそす. 』かこねあつ, さそえおあ 〉あてあのあ 
せあうつかえおあ とのしあ そて せあつ, み つ いしあえそおあちせそつてへま け てけにそこ えちとつてへま えしみきと せあ ねあつふ, 
たそおあちかせせふか [けす ╉ほ ぁきとせそす, け おとすあま, ねてそ ほてそて たそおあちそさ け そて せかか てそきか.

をあたかせさそ ╅.*

╉あち たちかおうけおかせけみ

╈おか-てそ たちそねけてあし, ねてそ ねかしそうかねかつさあみ つすかちてへ, うそくすそきせそ, せかそいにそおけすあ おしみ てそえそ, 
ねてそいふ きけうとはけか つすそえしけ そぬかせけてへ うさしあお てそえそ けしけ けせそえそ とつそたのかえそ すけちみせけせあ 
う そいはかすけちそうとま さそたけしさと. ╊つしけ つ ほてけす とてうかちきおかせけかす つそえしあつけてへつみ, てそ うさしあお 
〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ ╆あきあせそうそこ うふえしみおけて いそしかか ねかす おそつてそこせそ. ¨せあねか 
そせあ せか いふしあ いふ ねしかせそす すせそえそねけつしかせせふに とうあきあかすふに そいはかつてうかせせそ-たそしけ-

* ╅ちてとち をあたかせさそ — さそちちかつたそせおかせて せへま-こそちさつさそこ えあくかてふ «『とつつさあみ ╅すかちけさあ» う 〈そつさうか.

╋とちせあしけつてふ



╇そつたそすけせあせけみ

416

てけねかつさけに け せあとねせふに そいひかおけせかせけこ. 〉あくそうと せかさそてそちふか けく せけに: つ 1973 えそおあ 
〉.╊. ╆あきあせそうあ — ねしかせ 』そうかてあ すかきおとせあちそおせふに たちそいしかす 』かうかちせそこ [あしけ-
なそちせけけ, つ 1976 えそおあ — ねしかせ ¨つたそしさそすあ ほてそえそ 』そうかてあ, つ 1975 えそおあ — ねしかせ 
╅つつそぬけあぬけけ そいはかつてうかせせふに せあとさ 』ぃ╅, つ 1997 えそおあ — たそねかてせふこ たちそなかつ-
つそち ╊せつかこつさそえそ とせけうかちつけてかてあ う 』かとしか, つ 1999 えそおあ — ねしかせ 》ちかくけおけとすあ 
『そつつけこつさそこ あつつそぬけあぬけけ すかきおとせあちそおせふに けつつしかおそうあせけこ, つ 2003 えそおあ うにそおけて 
う つそつてあう せあとねせそえそ つそうかてあ をかせてちあ けくとねかせけみ つそうちかすかせせそこ [そちかけ ¨せつてけ-
てとてあ すけちそうそこ ほさそせそすけさけ け すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ 『╅〉…

ぁしかせつてうそ うそ うつかに ほてけに け おちとえけに ちそつつけこつさけに け くあちといかきせふに そいひかおけせか-
せけみに (ねてそいふ けに うつかに たかちかねけつしけてへ, たそてちかいとかてつみ せかすあしそ うちかすかせけ) — くあつしと-
きかせせあみ おあせへ たちけくせあせけみ てあしあせてそう け おそつてけきかせけこ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ さあさ 
う 『そつつけけ, てあさ け くあ えちあせけぬかこ.

》ちけ ほてそす すけちそうそこ つしあうそこ 〉.╊. ╆あきあせそうあ そつそいそ せけさそえおあ せか くしそとたそ-
てちかいしみしあ, さあさ け てかす, ねてそ みうしみかてつみ あうてそちそす つうふのか てちかに おかつみてさそう つかちへかく-
せふに け そおせそうちかすかせせそ とうしかさあてかしへせふに させけえ, つそてかせ つてあてかこ う たかちけそおけねかつさけに 
けくおあせけみに すせそえけに つてちあせ すけちあ.

〉そ ちあくおかしみてへ てうそちねかつてうそ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ け かか すときあ, ╊うえかせけみ 》かてちそ-
うけねあ ╆あきあせそうあ, いふしそ いふ う さそちせか せかうかちせそ. [そえおあ すふ えそうそちけす け たけのかす 
そ 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか, てそ てとて きか たそおちあくとすかうあかす け ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ. 
[そえおあ きか えそうそちけす け たけのかす そ せかす, てそ たそおちあくとすかうあかす け かか. ゅてそ いふし うかしけ-
さそしかたせふこ てあせおかす おうとに てうそちねかつさけに しまおかこ, すふつしみはけに そおけせあさそうそ け たそ 
つとはかつてうと つそくおあうのけに かおけせふこ いちかせお «╆あきあせそう け [そ», ねてそ う せあのか うちかすみ 
うつてちかねあかてつみ さちあこせか ちかおさそ.

〉かしへくみ せか たそちあきあてへつみ けに さちとえそくそちと け せあとねせそこ すせそえそたそしみちせそつてけ. 
〉かつすそてちみ せあ てそ ねてそ ╆あきあせそうふ — うそつてそさそうかおふ, そせけ すせそえそ たけつあしけ そ おちと-
えけに ちかえけそせあに け ぬけうけしけくあぬけみに. 》ちけねかす けに せか せあくそうかのへ «さあいけせかてせふすけ 
とねかせふすけ». 【うそちかせけみ ╆あきあせそうふに たちそたけてあせふ てかす, ねてそ そせけ とうけおかしけ, 
いとおとねけ う ╅すかちけさか, うそ ‒ちあせぬけけ, う ¨てあしけけ けしけ う おあしかさそこ 〉そうそこ ′かしあせ-
おけけ. 】ねかせふか せか てそしへさそ そたけつふうあしけ とうけおかせせそか, せそ け つてあちあしけつへ くあえしみせとてへ 
う いしけきあこのかか いとおとはかか.

｠そてけてか たちけすかちふ — «けに かつてへ と すかせみ». ╇そて, たかちかしけつてふうあま てちとお «〈せそ-
えそたそしまつせふこ すけち», けくおあせせふこ う 2010 えそおと, け せあにそきと けに たちそえせそくふ. 【あさ うそて, 
そせけ たけのとて: «』てそしさせそうかせけみ せあ たそつてつそうかてつさそす たちそつてちあせつてうか せかけくいかきせふ. ╅すか-
ちけさあ, おうけきけすあみ うかしけさそおかちきあうせふすけ あすいけぬけみすけ, ほさそせそすけねかつさけすけ け えかそたそしけてけ-
ねかつさけすけ ちあつねかてあすけ, せか つてあせかて そてうかちえあてへ そいひみつせかせけみ う しまいうけ け たちけくふうふ おちと-
きけてへ つそ つてそちそせふ あせてけちそつつけこつさけ せあつてちそかせせふに ほしけて ╈ちとくけけ け 】さちあけせふ, しまいふに 
おちとえけに たそつてつそうかてつさけに えそつとおあちつてう. 『そつつけみ きか せけさそえおあ せか つすけちけてつみ つ うえちふ-
くあせけかす 』ぃ╅ う つうそか きけくせかせせそか たちそつてちあせつてうそ. ゅてそ つそたかちせけねかつてうそ け いとおかて 
う たかちうとま そねかちかおへ そすちあねあてへ ちそつつけこつさそ-あすかちけさあせつさけか そてせそのかせけみ. 』けてとあぬけみ 
うかおへ う ねかす-てそ おあきか にときか, ねかす う にそしそおせとま うそこせと. 【そえおあ ╊うちそたあ いふしあ たそおかしかせあ せあ 
おうか くそせふ うしけみせけみ, 〈そつさうあ け ╇あのけせえてそせ う ねときそこ “そえそちそお” せか しあくけしけ, おそつあきおあしけ 
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おちとえ おちとえと せあ たかちけなかちけけ — う [そせえそ, ‶かすかせか, うそ ╇へかてせあすか け て.た. ╅ せふせか しけせけみ 
たちそてけうそつてそみせけみ たちそしかえあかて たちみすそ と ちそつつけこつさけに えちあせけぬ».

〉あたけつあせそ ほてそ いふしそ ねかてふちか つ しけのせけす えそおあ せあくあお. 〉そ さあさ くしそいそおせかうせそ 
くうとねけて! [ つそきあしかせけま, さそせかねせそ.

╆あきあせそうつさけこ おあち たちかおうけおかせけみ くあつてあうしみし きとちせあしけつてそう, たちかおつてあうしみ-
まはけに ちあくしけねせふか 』〈¨, さあさ ちそつつけこつさけか, てあさ け くあちといかきせふか, いとさうあしへせそ 
ちそけてへつみ うそさちとえ せけに. ¨ つかこ なあさて おそさあくふうあかて けに うふつそねあこのけこ たちそなかつつけそ-
せあしけくす. 》ちけ ほてそす そせけ うつかえおあ そつてあうあしけつへ «しまおへすけ すけちあ».

╇ おあせせそこ つうみくけ すせか うつたそすけせあまてつみ みちさけか うふつてとたしかせけみ 〉あてあしへけ ╊うえか-
せへかうせふ う 』てほせおなそちおつさそす け [あしけなそちせけこつさそす とせけうかちつけてかてあに, う ╈とうかちそう-
つさそす けせつてけてとてか うそこせふ, ちかうそしまぬけけ け すけちあ — うつか そせけ いふしけ たちそたけてあせふ 
うかちそこ う すけち け つたちあうかおしけうそつてへ. ¨ ほてそ いふしけ せか さあさけか-てそ おかきとちせふか なちあくふ 
そ せかそいにそおけすそつてけ つそてちとおせけねかつてうあ すかきおと ╇あのけせえてそせそす け 〈そつさうそこ, あ さそせ-
さちかてせふか ちかさそすかせおあぬけけ. 

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ ╆あきあせそうあ — ねかしそうかさ おそいちそこ ちとつつさそこ おとのけ 
け いかつさそちふつてせそこ そてくふうねけうそつてけ. 《せあ うつかえおあ いとおかて きけてへ う せあのかこ たあすみてけ 
け う せあのけに つかちおぬあに.

〉あのあ えあくかてあ うふちあきあかて えしといそさそか つそいそしかくせそうあせけか つとたちとえと 〉あてあしへけ 
╊うえかせへかうせふ け うつかす かか ちそおせふす. 〈ふ つさそちいけす うすかつてか つ ╇あすけ, とうあきあかすふこ 
╊うえかせけこ 》かてちそうけね.

╇ くあさしまねかせけか たちかおしあえあま つてけに う たあすみてへ そ くあすかねあてかしへせそす ねかしそうかさか, 
さそてそちふこ うつま きけくせへ つてちかすけしつみ さ つそうかちのかせつてうと. 《 ねかしそうかさか, さそてそちふこ 
けつさあし つすふつし きけくせけ う てうそちねかつてうか, そておあうあみ かすと うつかえそ つかいみ. 〉あてあしへみ ╊うえか-
せへかうせあ せあのしあ つうそこ ちそおせけさ, けす つてあしけ かか つかすへみ, ちあいそてあ, しまいそうへ さ しまおみす.

『そおせけさ
っ つてそま け すそしねと,
╇ちかすみ いふつてちそ いかきけて, 
╅ そつかせせけこ しけつてそさ
╇つか さちときけて おあ さちときけて. 
╇ きけくせけ さあきおそえそ かつてへ
〉かうかくかせへみ ねかちてあ —
╋けくせへ すかつてあすけ いかしあ,
╅ すかつてあすけ ねかちせあ.
╈おか せあこてけ け たそこすあてへ
ゅてそて すけえ おそちそえそこ?
╈おか そてさちふてへ つうそこ ちそおせけさ
』 くそしそてそま うそおそこ?
っ けはと け たふてあまつへ かえそ そてふつさあてへ:
っ う しかつと, み そおけせ,
っ けおと そてさちふうあてへ.
《てさちふうあてへ つうそま うそしま
¨ つけしふ つうそけ,

ぁてそい しとねそす くそしそてけつてふす
〉あ せかいか うくそのしけ,
ぁてそい つうかてけしけ うつかす しまおみす, 
』かすへか け おちとくへみす,
¨ たそこすかのへ てそえおあ てふ,
ぁてそ う おとのか と せあつ にちあす.
』うかて せあおかきおふ け うかちふ, ちあくしかこつみ,

ちそおせけさ,
《てさちふうあかす すふ つけしと
╇ てかいか — てふ うかしけさ.
《てさちふうあこてかつへ, ちかくかちうせふか つけしふ すそけ,
〉あとねけ せあつ, ╈そつたそおへ,
╋けてへ う おそいちか け しまいうけ.
》とつてへ つかこ つてけに うそ うつか しかてあ
》ちかいとおかて つ てそいそこ.
╉あ そてさちそかて う てかいか
《せ ちそおせけさ くそしそてそこ.
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ぁあちそおかかう ╈.』.*

╇つかえそ そおけせ うかねかち

』とおへいあ ちあつたそちみおけしあつへ てあさ, ねてそ つ 〉あてあ-
しへかこ ╊うえかせへかうせそこ ╆あきあせそうそこ すふ そいはあ-
しけつへ うつかえそ そおけせ うかねかち. 〉そ くあたそすせけしつみ 
そせ せあうつかえおあ. 》ちけえしあのあみ さ つかいか おそすそこ, 
╊うえかせけこ 》かてちそうけね おあきか せか たそおそくちかうあし, 
さあさ おあうせそ み くあそねせそ くせあま かえそ つとたちとえと.

╉かしそ う てそす, ねてそ くあ うそつかすせあおぬあてへ しかて 
ちあいそてふ う えあくかてか «¨くうかつてけみ» すせか ねあつてそ たちけ-
にそおけしそつへ かくおけてへ う くあえちあせさそすあせおけちそうさけ. 
『あくひかくきあみ たそ すけちと う つそつてあうか ちあくしけねせふに 
きとちせあしけつてつさけに たとしそう, てそ け おかしそ たそしへくそ-
うあしつみ させけえあすけ たそ [けてあま, 』ぃ╅, ¨てあしけけ, 
‒ちあせぬけけ, ったそせけけ, せそ いそしへのか うつかえそ — 
たそ [そちかか. 【あさ つしとねけしそつへ, ねてそ う 1991 えそおと 
つ ちあくせけぬかこ う せかおかしま すせか, つたかぬさそちと すかき-
おとせあちそおせそえそ そておかしあ, たそつねあつてしけうけしそつへ 

たそいふうあてへ け せあ 』かうかちか, け せあ ょえか ほてそこ ちあくおかしかせせそこ つてちあせふ. 【そ いふしけ すそけ 
たかちうふか «さちあてさそつちそねさけ».

』そつかお たそ のかつてそすと ほてあきと «¨くうかつてけこ» ╅しかさつあせおち ╊うえかせへかうけね ╆そうけせ 
せあつてあうしみし: «》かちかお たそかくおさそこ そいみくあてかしへせそ ねけてあこ ちあいそてふ さそししかえ-きとちせあしけ-
つてそう, さそてそちふか おそ てかいみ たそいふうあしけ う つてちあせか. ╅ しとねのか うつかえそ, たちけつしとのけうあこつみ 
さ とねかせふす: そせけ おそ てかいみ うつか ときか けくとねけしけ, うつか そてさちふしけ, せあたけつあしけ させけえけ, 
つしそうそす, そつてあうけしけ すせそえそ たそおつさあくそさ». ¨ うふうあしけし せあ つてそし つてそたさと させけえ — うつか 
せあ てかすと ょきせそこ け 』かうかちせそこ [そちかけ. ′あたそすせけしそつへ ほてそ, たそてそすと ねてそ たそねてけ 
せあ うつかに てちとおあに つてそみしそ けすみ あうてそちあ — 〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ. ¨ てそしへさそ せあ 
そおせそこ させけえか — «》そくそしそねかせせそか えかててそ» — 〉. [そちつあさそうあ. ╊か つそあうてそちそす いふし 
せかさけこ ╊. 』かうあつてへみせそう. ]けのへ せかおあうせそ み とくせあし, ねてそ ほてそ ╆あきあせそうふ, さそてそちふか 
つそうすかつてせそ せあたけつあしけ おかつみてさけ, かつしけ せか つそてせけ させけえ け つてあてかこ.

《てさちふう おうかちへ さうあちてけちふ, ╊うえかせけこ 》かてちそうけね けくうけせけしつみ くあ つとたちとえと: 
«〉あてあのあ せか そねかせへ にそちそのそ つかいみ ねとうつてうとかて… っ うせかつと たそたちあうさけ う つてあてへま, 
うふいかちかす なそてそえちあなけけ け すふ, とき けくうけせけてか, ちあつつてあせかすつみ…». 〉そ 〉あてあ-
しへみ ╊うえかせへかうせあ いふしあ ねちかくうふねあこせそ えそつてかたちけけすせあ け せか すそえしあ せか うふこてけ 
さ えそつてま. 〈ふ たそくおそちそうあしけつへ, け そせあ たちけせみしあつへ えそてそうけてへ ねあこ. ╊うえかせけこ 

* ╈かせせあおけこ 』かちえかかうけね ぁあちそおかかう — くあすかつてけてかしへ えしあうせそえそ ちかおあさてそちあ きとちせあしあ «ゅにそ たしあせかてふ», つそうかて-
せけさ えかせかちあしへせそえそ おけちかさてそちあ 〈そつさそうつさそえそ ぬかせてちあ すかきおとせあちそおせそえそ つそてちとおせけねかつてうあ.
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》かてちそうけね ちあくしそきけし せあ つてそしか なそてそえちあなけけ つうそかえそ そてぬあ — 》かてちあ ¨えせあてへか-
うけねあ ╆あきあせそうあ, ちとさそうそおけうのかえそ えそちそおそす 』そねけ つ 1954 たそ 1971 えそお.

【とて せあおそ つおかしあてへ そてつてとたしかせけか. ╇そて ときか せかつさそしへさそ しかて ╆あきあせそう たけのかて 
おしみ せあのかえそ きとちせあしあ «ゅにそ たしあせかてふ» あうてそちつさけか さそしそせさけ. ╅ てとて たそつしか 
すせそえけに しかて くあいうかせけみ う 』そねけ そてすかねあしけ 100-しかてけか つそ おせみ ちそきおかせけみ かえそ 
そてぬあ. ╇さしあお 》かてちあ ¨えせあてへかうけねあ う ちあくうけてけか くせあすかせけてそえそ えそちそおあ てちとおせそ 
たかちかそぬかせけてへ, せそ すせそえけか えそおふ ほてそ けすみ たちあさてけねかつさけ せか うつたそすけせあしけ, 
うそくすそきせそ, けく-くあ かえそ しけねせそこ つさちそすせそつてけ. 》かてち ╆あきあせそう, とねちかおけうのけこ 
くうあせけか «》そねかてせふこ えちあきおあせけせ えそちそおあ 』そねけ», さつてあてけ, つあす つかいか ほてそえそ 
くうあせけみ てあさ け せか たちけつうそけし. ╇ てそ きか うちかすみ つかえそおせみのせけこ 』そねけ, さそてそちふこ 
うそ うちかすみ くけすせかこ 《しけすたけあおふ たちけうしかさ うせけすあせけか うつかえそ すけちあ, うそ すせそえそす 
つてあし てあさけす いしあえそおあちみ てうそちねかつさそすと うけおかせけま ╆あきあせそうあ-つてあちのかえそ, かえそ 
さちかあてけうせそつてけ け そえちそすせそこ しまいうけ さ えそちそおと-さとちそちてと. 》かちうふか ちかつてそちあせふ 
つそ つてけしへせふすけ けせてかちへかちあすけ, せそねせあみ けししますけせあぬけみ, てちあおけぬけみ えそちそおそう-
たそいちあてけすそう け おあきか せふせかのせけこ えかちい 』そねけ, あ てあさきか そえちそすせそか さそしけねかつてうそ 
くせあさそうふに すかつて — えそつてけせけぬ, たあちさそう, あおすけせけつてちあてけうせふに くおあせけこ け きけしふに 
ちあこそせそう — たそみうけしけつへ くおかつへ いしあえそおあちみ 》かてちと ╆あきあせそうと. 《いそ うつかす そい ほてそす 
かえそ つふせ ╊うえかせけこ せあたけつあし う そねかちさか おしみ «ゅにそ たしあせかてふ» け つかこねあつ うせそつけし 
う つうそこ あうてそちつさけこ てかさつて たそつしかおせけか たそたちあうさけ.

«]まおけ くあたそすせけしけ 》かてちあ ¨えせあてへかうけねあ さあさ すほちあ, あ そせ うかおへ いふし かはか 
け てあしあせてしけうふす にとおそきせけさそす», — つさあくあしあ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ け たそさあくあしあ 
さちあつけうふか たかこくあきせふか すけせけあてまちふ. «《せ つあすそつてそみてかしへせそ せあとねけしつみ たけつあてへ. 
『けつそうあし せあ せかいそしへのけに しけつてさあに いとすあえけ, せか たちかおせあくせあねかせせふに おしみ たそさあくあ 
のけちそさそこ たといしけさか, てそしへさそ おしみ しまいけすそこ つかすへけ. ╇ そつせそうせそす ほてそ — たかこ-
くあきけ つ にあてさあすけ せあ いかちかえと ╅くそうあ, えおか そせ うふちそつ…». «╊つしけ いふ そてかぬ とうけおかし 
つうそけ ちあいそてふ せあ うふつてあうさか う ｠とおそきかつてうかせせそす すとくかか 』そねけ, そせ いふ そねかせへ 
とおけうけしつみ», — つ としふいさそこ おそいあうけし ╊うえかせけこ 》かてちそうけね.

》そお さけてあこつさけこ ねあかさ け たけちそきせふか ちあくえそうそちけしけつへ そ おあしへせけに つてちあせあに. 
╆あきあせそうふ いふしけ う とおあちか: さちあつそねせそ うつたそすけせあしけ たそかくおさけ せあ ╉あしへせけこ ╇そつ-
てそさ け う ╅すかちけさと, たそさあくふうあしけ なそてそえちあなけけ け させけえけ. ╇ せあねあしか さあちへかちふ 
╊うえかせけこ 》かてちそうけね せあにそおけしつみ せあ つてあきけちそうさか う 〉あせへみせつさそす とせけうかちつけてかてか 
う 』けせえあたとちか, つそうかちのかせつてうとみ くせあせけみ たかさけせつさそえそ け のあせにあこつさそえそ おけあ-
しかさてそう さけてあこつさそえそ みくふさあ. ╇ 1973 えそおと, たそつしか ちあいそてふ う あたたあちあてか 〈¨╉あ, 
いふし せあくせあねかせ うけぬか-さそせつとしそす ╈かせさそせつとしへつてうあ 』』』『 う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ. 
╅ う 1982 えそおと つてあし つそうかてせけさそす せあのかえそ たそつそしへつてうあ う 》かさけせか. ¨ うつか ほてけ 
えそおふ つ せけす いふしあ しまいけすあみ きかせあ 〉あてあのあ.

╆あきあせそうふ すせそえそ たとてかのかつてうそうあしけ たそ 『そつつけけ, ょきせそこ [そちかか, 』ぃ╅, 
[けてあま, ったそせけけ, ╅うつてちあしけけ, 〉そうそこ ′かしあせおけけ, ╈かちすあせけけ, ‒ちあせぬけけ, 
╇かしけさそいちけてあせけけ, ╅うつてちけけ け おちとえけす つてちあせあす け たそ うたかねあてしかせけみす そて 
ほてけに たそかくおそさ う つそあうてそちつてうか たといしけさそうあしけ させけえけ け つてあてへけ. ╇ せけに ねあつてそ 
なけえとちけちそうあしあ け さそちかこつさあみ たちそいしかすあてけさあ. ╆あきあせそう さけてあけつて, せそ, たそ かえそ 
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つそいつてうかせせそすと たちけくせあせけま, たそお うしけみせけかす つとたちとえけ とうしかさつみ つそうちかすかせせそこ 
けつてそちけかこ «ちあつさそしそてそえそ» [そちかこつさそえそ たそしとそつてちそうあ. 【あさ ねてそ すふ いふつてちそ 
せあのしけ そいはけこ みくふさ. ╇けおせそ いふしそ, ねてそ にそくみこさあ くあ ちあくえそうそちあすけ たそねとうつてうそ-
うあしあ つかいみ しとねのか...

′せあみ そ すそかこ しまいうけ さ «』てちあせか とてちかせせかこ つうかきかつてけ», 〉あてあしへみ ╊うえか-
せへかうせあ うくみしあ つ たそしさけ くせあさそすとま すせか させけえと ╆あきあせそうふに «[そちかこつさけか くあちけ-
つそうさけ». 〉かくあおそしえそ おそ うつてちかねけ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね うちとねけし すせか かか ほさくかすた-
しみち つ おあちつてうかせせそこ せあおたけつへま: «』 いしあえそおあちせそつてへま くあ つそてちとおせけねかつてうそ 
け せあけしとねのけすけ たそきかしあせけみすけ». っ つ いそしへのけす とおそうそしへつてうけかす たちそねけてあし 
ほてそて てそしつてふこ なそしけあせて, う さそてそちそす, たそきあしとこ, かつてへ うつか, ねてそいふ たそしまいけてへ 
[そちかま け さそちかこぬかう — «いかしふか たみてせあ» う けつてそちけけ つてちあせふ, きけくせへ さそちかこつさそこ 
おけあつたそちふ う ╅すかちけさか, そてせそのかせけみ すかきおと おうとすみ [そちかみすけ. 《ねかせへ けせてか-
ちかつせふ うそつたそすけせあせけみ ╆あきあせそうふに そ うつてちかねあに つ たちかくけおかせてそす 『かつたといしけさけ 
[そちかみ [けす ╉ほ ぁきとせそす, そ てそす, さあさ そせ う 〈そつさうか, う ╉けたあさあおかすけけ, くあはけはあし 
おそさてそちつさとま おけつつかちてあぬけま. ╇ させけえか すせそえそ とうしかさあてかしへせそえそ, くあいあうせそえそ, 
う せかこ せかて そなけぬけそくあ. ╇けおせそ, ねてそ たけつあしけ かか しまおけ つ いそしへのけす ねとうつてうそす 
ますそちあ. 〉そ と すかせみ うそくせけさ うそたちそつ, さそてそちふこ う てそて うかねかち み くあおあてへ せか 
ちかのけしつみ: たそねかすと させけえあ たそおえそてそうしかせあ おうとすみ あうてそちあすけ, あ すあてかちけあし けくしあ-
えあかてつみ そて けすかせけ そおせそえそ?

«】 すかせみ かつてへ さそししかえけ, さそてそちふか つねけてあまて, ねてそ み せけねかえそ つあす せか たけのと, 
ねてそ くあ すかせみ たけつあしあ つとたちとえあ, あ み しけのへ たそおたけつふうあしつみ たそお ちとさそたけつみすけ. 
〈そこ ちかおあさてそち ╅おかしあけおあ ‒かおそちそうせあ 』すけちせそうあ うつみさけこ ちあく, さそえおあ うつてちか-
ねあしあ う ちとさそたけつけ さちあつけうふこ たあつつあき, そいみくあてかしへせそ そてすかねあしあ: “ゅてそ, さそせかねせそ 
きか, 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ! 【そしへさそ そせあ すそえしあ うふちあくけてへつみ てあさ ちそすあせてけねせそ”. 
【あさそか, ねかつてせそ えそうそちみ, すせか たちけみてせそ いふしそ つしふのあてへ», — つさあくあし ときか たそつしか 
とにそおあ つうそかこ きかせふ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね ╆あきあせそう.

》ちけくせあまつへ, み そたあつあしつみ, ねてそ すそけ つとえといそ しけねせふか うたかねあてしかせけみ そ 』かうかち-
せそこ [そちかか け さそちかこぬあに いとおとて すあしそけせてかちかつせふ おうとす てあさけす «てみきかしそうかつあす», 
くせあてそさあす ╅くけけ. 〉そ う てそて くけすせけこ うかねかち, さあきかてつみ, うつか-てあさけ け すせか とおあしそつへ 
くあけせてかちかつそうあてへ け おあきか ちあくうかつかしけてへ ╆あきあせそうふに.

〈そみ たかちうあみ たそかくおさあ う [〉╉『 くあたそすせけしあつへ, たちかきおか うつかえそ, たちけちそおせそこ 
さちあつそてそこ ほてそこ つてちあせふ け, たちみすそ つさあきかす, せかそつてあしけせけつてつさそこ あてすそつなかちそこ. 
[そえおあ み たちけせかつ けくうかつてけせつさそすと ちかおあさてそちと ╅せあてそしけま ╇しあおけすけちそうけねと 
〉けさそせそちそうと つせけすさけ, つおかしあせせふか せあ としけぬあに け たしそはあおみに 》にかせへみせあ, そせ 
つ とおけうしかせけかす つたちそつけし: «╅ えおか きか くおかつへ しまおけ?» 〉と さあさ かすと いふしそ そいひ-
みつせけてへ, ねてそ う 』かうかちせそこ [そちかか なそてそえちあなけちそうあてへ きけくせへ たちそつてふに しまおかこ 
けせそつてちあせぬあす くあたちかはかせそ たそお つてちあにそす とえそしそうせそえそ せあさあくあせけみ. ╅ かつしけ 
たそうかくしそ け てふ うつか きか つせみし さそちかこぬあ せあ うかしそつけたかおか, てそ ほてけ つあすふか «たちそつてふか 
しまおけ» すそえとて くあたとつてけてへ う てかいみ いとしふきせけさそす.

╅ うそそいはか う 》にかせへみせか おせかす せあちそおと つそうつかす せか うけおせそ — うつか さそちかこぬふ, 
さあさ せあす そいひみつせけしけ, てちとおみてつみ. 《おせあきおふ えしといそさそこ せそねへま けく そさせあ つてそ-
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ほてあきせそこ えそつてけせけぬふ «[そちむ» すふ とうけおかしけ, さあさ せあ しかおみせそす うかてちと う さそちそ-
てかせへさそこ まいそねさか つてそみしあ ちかえとしけちそうはけぬあ け いとおてそ いふ とたちあうしみしあ おうけきかせけかす 
あうてそすそいけしかこ け たかのかにそおそう, さそてそちふに てあす け う たそすけせか せか いふしそ. ╋あしへ いふしそ 
おかうとのさと. 〈そきかて いふてへ, かか くあ さあさそこ-てそ たちそつてとたそさ せあさあくあしそ せあねあしへつてうそ? 
』しかえさあ たそおうふたけう, すふ うすかつてか つ さそししかえあすけ-けくうかつてけせぬあすけ, たそしけてそいそくちか-
うあてかしかす [そせつてあせてけせそす ╈かこうあせおそうふす け つたかぬさそちそす 『とつしあせそす ]ふせかうふす, 
にそてかしけ つさけせとてへつみ け さとたけてへ すそしそおかせへさそこ えあけのせけぬか てかたしふか ちかこてとくふ. 〉そ 
たそてそす たそおとすあしけ, ねてそ せあつ くおかつへ せか たそこすとて.

《て おとのけ たそつすかみしあつへ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ け せあお ちあつつさあくそす そ おせかうせけさか 
ちそつつけこつさそえそ おけたしそすあてあ う [〉╉『, う さそてそちふこ てそて くあたけつふうあし くあいあうせふか つしと-
ねあけ けく きけくせけ えちあきおあせ 』かうかちせそこ [そちかけ. ╇そて せかさそてそちふか けく せけに. ╇ 》にかせへ-
みせか いそえあてふか みたそせぬふ さそちかこつさそえそ たちそけつにそきおかせけみ うそくうかしけ せかいそつさちかいふ. 
¨に くあつかしけしけ ちあいそねけすけ, けせきかせかちあすけ, うそかせせふすけ. «[あさ そせけ きけうとて てあす, せあ 
おうあおぬあてへ たみてそす けしけ つそちそさそうそす ほてあきあに, かつしけ しけなてふ せか ちあいそてあまて, せけさあさあみ 
うそおあ てとおあ せか たそおあかてつみ?» — くあおあしつみ うそたちそつそす おけたしそすあて. 〉そ と うしあつてかこ つうそみ 
しそえけさあ: «ぁてそいふ たそつてちそけてへ さそすすとせけくす, せあおそ せあ うつかす ほさそせそすけてへ».

╇つみさそえそ けせそつてちあせせそえそ てとちけつてあ う 』かうかちせそこ [そちかか たちけせみてそ せかえしあつせそ 
そいふつさけうあてへ. 〈かつてせふか つたかぬつしときいふ うかしけ つかいみ せあえしそ: う そてつとてつてうけか えそつてみ 
そせけ くあにそおけしけ う えそつてけせけねせふこ せそすかち, うつたあちふうあしけ くあさちふてふか せあ くあすそさ 
たしあつてすあつつそうふか さかこつふ, ちあつさけおふうあしけ たそ たそしと ねときけか うかはけ. 》そつさそしへさと くとい-
せあみ たあつてあ いふしあ う つてちあせか くあたちかはかせあ, さそちかこぬふ うふおあうしけうあしけ かか う たあさかてけさ 
おしみ しけねせふに せときお.

〉そ せか うつか てあさ そおせそくせあねせそ. [あさ-てそ すふ うそくうちあはあしけつへ けく たちそうけせぬけ-
あしへせそえそ えそちそおあ せあ たそかくおか. 〉あ たそしとつてあせさか う せあの うあえそせ おしみ けせそつてちあせぬかう, 
う さそてそちそす, さあさ いふしそ せあたけつあせそ せあ すかすそちけあしへせそこ てあいしけねさか, さそえおあ-てそ 
«かにあし ╇かしけさけこ うそきおへ てそうあちけは [けす ¨ち 』かせ け せあ すかつてか ちとさそうそおけし ちあいそ-
てそこ きかしかくせそこ おそちそえけ», せかそきけおあせせそ うしかく たあちかせへ う てかしそえちかこさか け とのあせさか. 
《せ たそにそおけし せあ のそしそにそうつさそえそ ぅとさあちみ. [そちかかぬ いふし せかあおかさうあてかせ: てそ しけ 
うふたけし しけのさと, てそ しけ てちあうさけ せあさとちけしつみ. 《せ おそしえそ ねてそ-てそ そちあし, うけおけすそ 
すあてかちけしつみ, さそすと-てそ えちそくけし さとしあさそす, たそてそす たしませとし け てあさきか せかそきけおあせせそ 
けつねかく う てかすせそてか. 〈ふ うけおかしけ け つしふのあしけ, さあさ つうけつてかしあ すけしけぬけみ, せそ 
おそえせあてへ かえそ せか つとすかしあ.

》そさあくふうあみ そえちそすせとま つてあてとま てそうあちけはあ [けす ¨ち 』かせあ う ぬかせてちか 》にか-
せへみせあ, つそたちそうそきおあまはけこ たそ つかさちかてと つそそいはけし, ねてそ そせあ… けく ねけつてそえそ 
くそしそてあ. 〈ふ, さそせかねせそ, せか たそうかちけしけ. ╉そしえそ つすかみしけつへ, さそえおあ うつたそすけせあしけ 
«くそしそてふか» えけちけ, さそてそちふか たけしけしけ 》あせけさそうつさけこ つ ╆あしあえあせそうふす. 〉そねへま, 
さそえおあ せあつ ときか せか てあさ ちへみせそ たあつしけ すかつてせふか えかいけつてふ, うそそちときけうのけつへ たけし-
さあすけ おしみ せそえてかこ, すふ そてたちあうけしけつへ せあ ちあつたけし いそてけせさあ «うかしけさそえそ うそきおみ». 
〉けねかえそ せか うふのしそ — つてあてとま そにちあせみしけ つそしおあてふ つ «さあしあのせけさそうふすけ».

╆あきあせそうふに そつそいかせせそ たそくあいあうけしあ けつてそちけみ そ てそす, さあさ «しまいけすふこ 
ちとさそうそおけてかしへ» [けす ぁかせ ¨ち さ たあちてけこせそすと たちあくおせけさと ちかのけし くあさあくあてへ 
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う 〈そつさうか せかつさそしへさそ てふつみね (!) くそしそてふに ねあつそう おしみ おけちかさてそちそう たちかおたちけみてけこ 
け えかせかちあしそう. 》そてちあてけしけ せあ ほてそ つそてせけ てふつみね おそししあちそう. ¨ ほてそ たちけてそす, 
ねてそ う つてちあせか うかねせそ せか にうあてあかて おかせかえ せあ くあさとたさと たちそおそうそしへつてうけみ け せあちそお 
たそつてそみせせそ えそしそおあかて. «¨くうかつてけみ» ちかのけしけ たちそうかつてけ ちあつつしかおそうあせけか. ╇ふみつ-
せけしそつへ, ねてそ くそしそてそこ くあさあく うくみしつみ うふたそしせけてへ すそつさそうつさけこ ╇てそちそこ ねあつそうそこ 
くあうそお. 《てうかねあてへ せあ うそたちそつふ すかつてせそか せあねあしへつてうそ さあてかえそちけねかつさけ そてさあくあ-
しそつへ: すそし, せあおそ たそせけすあてへ, ほてそ — いそしへのあみ たそしけてけさあ. 《おせあさそ くあうかおとま-
はあみ つさしあおそす てかてみ 〈あのあ つ とおそうそしへつてうけかす せあす たそうかおあしあ, ねてそ, うふたそしせけう 
いそしへのそこ くあさあく 》にかせへみせあ, たちかおたちけみてけか せあさそせかぬ-てそ くあちあいそてあしそ う たそしせとま 
つけしと, あ ちあいそねけか たそしとねけしけ くあちたしあてと.

〉あ つしかおとまはけこ おかせへ う «¨くうかつてけみに» うふのしあ くあすかてさあ け ちあくちあくけしつみ えちあせ-
おけそくせふこ つさあせおあし. 》そつそしへつてうそ [〉╉『 う 〈そつさうか てちかいそうあしそ せあさあくあてへ ねあつそう-
はけさそう くあ たちかおあてかしへつてうそ, つかうかちそさそちかこぬふ おあきか たそきあしそうあしけつへ う [ちかすしへ. 
〉そ けす つさあくあしけ: けくうけせけてか, ちかいみてあ, せけねかす たそすそねへ せか すそきかす, う 『そつつけけ 
つうそいそおあ たかねあてけ.

『あつつてあうあみつへ つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ, すふ おそえそうそちけしけつへ, ねてそ み つそいかちと 
つあすふか つすかのせふか いあこさけ たちそ [そちかま け そておあす かこ う つしかおとまはけこ ちあく. 〈そきかて 
いふてへ, そせけ つ ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす くあおとすあしけ たちそおそしきかせけか «[そちかこつさけに 
くあちけつそうそさ»? 〉そ うてそちそこ うつてちかねけ せか つしとねけしそつへ…

ぁとおそおかかう ╅.ょ.*

«╈かのかなて» せあ 』ちかおけくかすせそすそちへか-2, けしけ 25 しかて つたとつてみ
(たそ つしかおあす いあきあせそうつさそこ たちそくふ)

«[てそ すそきかて つちあうせけてへつみ つ 〈あてけしへおそこ すそかこ,
』うかちさあまはかこ けつさちあすけ ねかちせふに そねかこ,
[あさ せあ せかいか くうかくおふ そつかせせけに せそねかこ!
╇つか つてちあつてせそま せかえそこ う せかこ おけうせそ たそしせそ,
╇ せかこ うつか そたへみせみかて,
╇ せかこ うつか そたへみせみかて け ききかて, さあさ うけせそ».

ゅてそて いあせあしへせふこ うそたちそつ-とてうかちきおかせけか けく けくうかつてせそこ そたかちふ 》かてちあ ぁあこ-
さそうつさそえそ «¨そしあせてあ» う たそしせそこ すかちか すそきせそ そてせかつてけ さ さあさそこ-せけいとおへ たちか-
さちあつせそこ おあすか. ╊えそ すそきせそ あおちかつそうあてへ け せかそおとのかうしかせせそすと たちかおすかてと, 
そてちあきあまはかすと さちあつそてと たちけちそおふ. 〉あたちけすかち, ‒ちあせぬとくつさそこ 『けうへかちか, 
]あくとちせそすと ╆かちかえと (ほてそ せあくうあせけか たそいかちかきへか たそしとねけしそ つ しかえさそこ ちとさけ 

* ╅しかさつあせおち ょちへかうけね ぁとおそおかかう — さあせおけおあて けつてそちけねかつさけに せあとさ, くあすかつてけてかしへ ちとさそうそおけてかしみ ¨せつてけ-
てとてあ あさてとあしへせふに すかきおとせあちそおせふに たちそいしかす ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつつけけ, けくうかつて-
せふこ きとちせあしけつて.
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たけつあてかしみ 』てかなあせあ ]へかきあちあ, さそてそちふこ せあくうあし そおけせ けく つうそけに ちそすあせそう 
«]あくとちせふこ ╆かちかえ», たそつしか てそえそ さあさ とうけおかし せかたちかうくそこおかせせとま たそ つうそかこ 
さちあつそてか いとにてと ‶かち), まえと ‒ちあせぬけけ. ╉あ せあくふうあこてか, さあさ にそてけてか, せそ うそて ときか 
いそしかか 150 しかて ほてあ たちけいちかきせあみ たそしそつあ, すせそえそさちあてせそ け えかせけあしへせそ うそつたかてあみ 
う しけてかちあてとちせそこ さしあつつけさか, たそしそてせあに きけうそたけつぬかう け たちそねけに てちとおあに うつかに 
てかに, さてそ うつか かはか せあおかかてつみ たかちかはかえそしみてへ う ほてそす てうそちねかつさそす ちかすかつしか つうそけに 
たちかおのかつてうかせせけさそう, たそきあしとこ, せか けすかかて つかいか ちあうせふに たそ えしあすとちせそつてけ, 
にあちけくすか, ちそつさそのけ け てあさ おあしかか う ねかちかおか たちそねけに たそいかちかきけこ せあのかこ たしあ-
せかてふ-すあてとのさけ. ╅ つさそしへさそ すけちそうふに てあしあせてそう う つあすふに ちあくしけねせふに そいしあ-
つてみに ちそおけしあ, たちけまてけしあ, うそつたけてあしあ ほてあ おそうそしへせそ とくさあみ たそしそつさあ くかすしけ? 
ぁてそいふ つそつねけてあてへ, せか にうあてけて け せかつさそしへさけに ねあつそう.

》けつあてへ そ おけうせそつてけ くおかのせけに すかつて — ほてそ うつか ちあうせそ ねてそ うつてとたあてへ う たそしか-
すけさと つ てかすけ, さてそ せか うかちけて う くあえあおそねせとま としふいさと ╉きそさそせおふ. ]とねのか ほてそえそ 
せか おかしあてへ — たとつてあみ てちあてあ うちかすかせけ. 【あさそか きか といかきおかせけか けすかし け あうてそち 
ほてけに つてちそさ. ¨ うつか きか かえそ せあちとのけし, たちけねかす おうあきおふ, さそえおあ そつかせへま 2013 
け 2014 えそおそう そさあくあしつみ う ほてそす そおせそす けく つあすふに くあすあせねけうふに け けおかあしけくけちそ-
うあせせふに ねあつてかこ せあのかえそ すけちあ.

╇つか たちそけくそのしそ おそうそしへせそ せかそきけおあせせそ け たそ うかつへすあ えそちかつてせそすと たそうそおと. 
】のしあ けく きけくせけ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ ╆あきあせそうあ — うふおあまはけこつみ とねかせふこ-
うそつてそさそうかお, おあ け たちそつてそ そねかせへ にそちそのけこ け さちあつけうふこ うそ うつかに そてせそのかせけみに 
ねかしそうかさ. ╊か つとたちとえ — ╊うえかせけこ 》かてちそうけね ╆あきあせそう — たそたちそつけし すかせみ 
たそすそねへ う つそつてあうしかせけけ させけえけ たあすみてけ そ せかこ. ╉かしそ そつしそきせみしそつへ てかす, ねてそ ほてと 
くあすかねあてかしへせとま きかせはけせと み くせあし しけのへ たそ かか つそうすかつてせふす つ ╊うえかせけかす 》かてちそ-
うけねかす させけえあす. 〉そ てとて せあつ (う たかちうとま そねかちかおへ ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ) そつかせけしそ. 
】くせあう, ねてそ すせか たちかおつてそみしそ たとてかのかつてうけか たそ ]あくとちせそすと ╆かちかえと, そせ たちかお-
しそきけし: あ ねてそ かつしけ そたけつあてへ ほてそて うそみき, けつたそしへくとみ けくうかつてせふこ しけてかちあてとちせふこ 
たちけかす てそえそ きか ╅しかさつあせおちあ ╉ますあ, さつてあてけ, てそきか とちそきかせぬあ ほてけに すかつて. 【そ 
かつてへ, けつにそおみ けく てそえそ なあさてあ, ねてそ ╆あきあせそうふ せか ちあく ほせせそか うちかすみ せあくあお いふうあしけ 
うそ ‒ちあせぬけけ (さ つしそうと, 〉あてあしへま ╊うえかせへかうせと すせそえけか せあくふうあしけ «つてそたちそぬかせて-
せそこ なちあせぬときかせさそこ») け つうそけ うたかねあてしかせけみ け せあいしまおかせけみ そいしかさしけ う なそちすと 
«たとてかうふに くあすかてそさ» け «くあたけつそさ そねかうけおぬあ», たそたふてあてへつみ けに たちそおそしきけてへ, せそ 
ときか つ たそすそはへま たかちあ おちとえそえそ «けせてかちたちかてあてそちあ» (さあさ ほてそ しまいけし, そいひみつせみみ 
つすふつし つうそけに たちそけくうかおかせけこ, えそうあちけうあてへ たけつあてかしへ け きけうそたけつかぬ ╋あせ [そさてそ). 
¨せふすけ つしそうあすけ, たそくあけすつてうそうあてへ と ╉ますあ-そてぬあ かえそ «すとのさかてかちつさとま» なそち-
すとしと — «╉かつみてへ しかて つたとつてみ», «╉うあおぬあてへ しかて つたとつてみ».

ゅてそ おそしきせそ いふしそ うふしけてへつみ う «たちそおそしきかせけか» なちあせぬとくつさけに «くあすかてそさ» 
けしけ «くあたけつそさ» ╆あきあせそうふに, あ てそねせかか — う つちあうせかせけか てそえそ, ねてそ そせけ そたけつふ-
うあしけ う つうそか うちかすみ, つ てかす, ねてそ すそきせそ うけおかてへ う せあのけ おせけ. 〉そ «うてそちあみ ねあつてへ» 
おそしきせあ いふしあ いふてへ そてそいちあきかせあ けせあねか: おちとえそこ ちとさそこ け たちけ たそすそはけ 
けせそこ なあせてあくけけ. 』かこ てちとお «たそお ╆あきあせそうふに» すそえ いふ けすかせそうあてへつみ さあさ 
«“╈かのかなて” せあ 』ちかおけくかすせそすそちへか-2, けしけ 25 しかて つたとつてみ».
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ぁけてあてかしま つてそけて せあたそすせけてへ, ねてそ いあきあせそうつさけこ «╈かのかなて…» — ほてそ 
えそちへさそ つあてけちけねかつさけこ ちあつつさあく そ たあつつあきけちあに さちとけくせそえそ つとおせあ «╅くかちいあこ-
おきあせ», そさあくあうのけにつみ たそ うそしか つしとねあみ せあ 』ちかおけくかすせそすそちへか, う てそす ねけつしか 
け せあ ‒ちあせぬとくつさそこ 『けうへかちか, う たそつしかおせけこ えそお つとはかつてうそうあせけみ 』』』『. 
ゅてあ せかいそしへのあみ たそ そいひかすと えしあうさあ, うそのかおのあみ う なとせおあすかせてあしへせふこ てちとお 
╆あきあせそうふに «╇そつてそねせふこ ほさつたちかつつ つ そつてあせそうさあすけ せあ ′あたあおか», なあさてけねかつさけ 
たちかおつてあうしみかて つそいそこ えそてそうふこ さけせそつぬかせあちけこ, そつそいかせせそ おしみ てかに たちそなかつ-
つけそせあしへせふに さけせそちかきけつつかちそう け たちそつてそ さけせそしまいけてかしかこ, さてそ つねけてあかて つかいみ 
たそねけてあてかしかす てうそちねかつてうあ ]かそせけおあ ╈あこおあみ.

╅ てかたかちへ, とうあきあかすふこ ねけてあてかしへ, さあさ «けせてかちたちかてあてそちと» ちあくちかのけてか すせか 
つ たそすそはへま うそつたそすけせあせけこ, うたかねあてしかせけこ け さちあつそねせそ-つそねせふに くあちけつそうそさ 
╆あきあせそうふに たちけつてとたけてへ せかたそつちかおつてうかせせそ さ おかしと. 〉そ たちかきおか, ねてそいふ つせみてへ 
うつか うそたちそつふ, つしかおとかて うせかつてけ たちけせぬけたけあしへせそか とてそねせかせけか. ╅ けすかせせそ: にそてみ 
せあ そいしそきさか おあせせそこ させけえけ つてそけて なあすけしけみ そおせそえそ あうてそちあ, ╊うえかせけみ 》かてちそ-
うけねあ ╆あきあせそうあ, てかす せか すかせかか う あせせそてあぬけけ みつせそ とさあくあせそ: «[せけえあ せあたけつあせあ 
つ たそすそはへま け たちけ たそおおかちきさか つとたちとえけ あうてそちあ».

¨てあさ, うつか てそねさけ せあお «i» ちあつつてあうしかせふ, うかちせかすつみ さ うちかすかせあす せあねあしあ 90-に 
えそおそう たちそのしそえそ うかさあ. ╇そて そてちふうそさ けく ちあつつさあくあ ╆あきあせそうふに «“╈かのかなて” せあ 
』ちかおけくかすせそすそちへか»: 

«╇ せそみいちか-おかさあいちか 1990 えそおあ すふ つそうかちのけしけ さちとけく たそ 』ちかおけくかすせそすと すそちま. 
》そたあつてへ う さちとけく そさあくあしそつへ せかたちそつてそ. ╊はか う せあねあしか 1990 えそおあ み そいちあてけしつみ 
くあ たとてかうさあすけ う たちそなさそす を[, せそ たそしとねけし そてさあく. 【そえおあ ちかのけしつみ せあ せかいそしへ-
のそこ (け いかくそいけおせふこ) たそおしそえ. 』そつてあうけし にそおあてあこつてうそ そて けすかせけ つそいつてうかせせそえそ 
せあねあしへつてうあ ちとさそうそおつてうと «¨せてとちけつてあ», そいしあおあうのかえそ すそせそたそしけかこ せあ くあえちあせ-
そておふに つそうかてつさけに えちあきおあせ. 〉あたかねあてあし たけつへすそ せあ いしあせさか を[ [》』』, そてせかつ 
う «¨せてとちけつて». ¨ にそてみ あうてそちけてかて のてあいあ たあちてけけ さ てそすと うちかすかせけ とたあし 
う そいはかつてうか, にそおあてあこつてうそ つちあいそてあしそ.

》とてかうさけ いふしけ そいかはあせふ. 》ちそぬかつつ けに たそしとねかせけみ ちあつてみせとしつみ せあ おそしえけか 
すかつみぬふ… <…> 〉かつすそてちみ せあ えしといそさけか たかちかつてちそかねせふか たちそぬかつつふ, 『そおけせあ-
すあてへ つ てちとおそす そてたとつさあしあ けく そいひみてけこ つうそけに おかてかこ, おあきか せあ さそちそてさけこ つちそさ. 
〈とねけしあ, そてせけすあしあ つけしふ け うちかすみ, たそちてけしあ せかちうふ, たちかきおか ねかす そてたとつてけてへ. 
》ちけのしそつへ さそせてあさてけちそうあてへ つ おかつみてさあすけ おそしきせそつてせふに しけぬ, しまいかくせけねあてへ 
つ せけすけ, たちけつたそつあいしけうあてへつみ さ けに にあちあさてかちあす, たちけうふねさあす, ちあいそねかすと えちあ-
なけさと, そさあくふうあてへ けす すかしさけか とつしとえけ, おあちけてへ つとうかせけちふ.

〉そ うそて うつか にしそたそてふ け てちかうそしせかせけみ たそくあおけ. ╇ おうとにすかつてせそす さとたか すふ 
ねけせせそ け いしあえそちそおせそ おそいけちあかすつみ おそ 《おかつつふ. 〉あ うそさくあしか そねかせへ しまおせそ け のとすせそ. 
╉まきけか すそしそおぬふ とえそうあちけうあまて うそつたそしへくそうあてへつみ けに せかしかえあしへせふすけ てあさつけ. 
〉そ せあつ うつてちかねあまて おちとくへみ け てかすせふすけ としけぬあすけ おそつてあうしみまて う つそうかちのかせせそ 
せそうとま えそつてけせけぬと う ╅ちさあおけけ «╇けさてそちけみ». ╊つしけ いふ せか おちとくへみ, せか うけおあてへ せあす 
てあす せそすかちあ.

〉そすかち つうかきけこ け ねけつてふこ, せそ つたあちてあせつさけこ. 【そしへさそ てかしかなそせせふこ あたたあちあて 
つうけおかてかしへつてうとかて そ てそす, ねてそ すふ きけうかす う さそせぬか ｠｠ つてそしかてけみ… <…>
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】てちそす, うそそちときかせせふか てあしそせあすけ せあ くあうてちあさ, たふてあかすつみ つたとつてけてへつみ 
う さあなかてかちけこ. ¨く てちかに しけなてそう おうあ つしそすあせふ, かおけせつてうかせせふこ おかこつてうとまはけこ 
えおか-てそ すかねかてつみ, せそ せあ せあの ほてあき たちけいふてへ せけさあさ せか きかしあかて. 』いかえあかす たそ 
たそきあちせそこ しかつてせけぬか. ╇ さあなかてかちけけ うそせみかて, とうけおかう かおと, たそせけすあかす, たそねかすと. 
╊はか せかつさそしへさそ ねあつそう たそつしか くあうてちあさあ せあつ すとてけて. 『あつたしあねけうあかすつみ つ さあつつけち-
のかこ. 】 せかか, さそせかねせそ きか, せかて つおあねけ. ]まいそたふてせそ, ねてそ け つかこねあつ う たそつてつそうかて-
つさけに, ちふせそねせふに えそつとおあちつてうあに ちあいそてせけさけ つなかちふ そいつしときけうあせけみ つてちあおあまて 
そて せかにうあてさけ すかしそねけ. 》ちそつみて さしけかせてそう たしあてけてへ たそお ちあつねかて. 〉けえおか いそしへのか 
う すけちか せか つてあしさけうあしけつへ け せか つてあしさけうあかすつみ つ たそおそいせふす なかせそすかせそす. ぁてそ 
ほてそ — てちあおけぬけみ, せかつたそつそいせそつてへ しまおかこ そちえあせけくそうあてへ つうそこ てちとお, ちかあしへせあみ 
せかにうあてさあ すそせかて う そいそちそてか?»

╇ そてしけねけか そて てそえそ うちかすかせけ け せかつすそてちみ せあ うつかうそくすそきせふか さちけくけつふ, 
うさしまねあみ てとちけつてけねかつさけこ, せふせか 『そおけせあ-すあてへ つ しかえさそつてへま そてたとつさあかて «けく 
そいひみてけこ» つうそけに おかてかこ. 》ちあうおあ, ときか う てか えそおふ すせそえけか せあのけ つそそてかねか-
つてうかせせけさけ, けつたそしへくとみ すあしかこのけか しあくかこさけ, とかにあしけ さてそ さとおあ け せか そつそいそ 
ちうとてつみ せあくあお. 》ちかおつてあうけてへ つかこねあつ, ねてそ ねかしそうかさと, きかしあまはかすと そてたちあ-
うけてへつみ «くあ いとえそち», たちかおつてそけて たちそこてけ うつか すとさけ あおあ たかちかお うつかうそくすそき-
せふすけ たあちてけこせふすけ け さそすつそすそしへつさけすけ さそすけつつけみすけ, あ とき てかす いそしかか 
そおあちけうあてへ けに つしあうせふに たちかおつてあうけてかしかこ おかなけぬけてせふすけ つとうかせけちあすけ, たちそ-
つてそ せかうそくすそきせそ. 《てかねかつてうそ かはか つそうつかす せかおあうせそ たちかおしあえあしそ ╊うちそつそまくと 
そてすかせけてへ おしみ そてひかくきあまはけに ちそつつけみせ のかせえかせつさけこ ちかきけす け たちそねけか たちか-
たそせふ, すかのあまはけか そいはかせけま すかきおと しまおへすけ. 〉あおそ つさあくあてへ, ねてそ け せあのけ 
たあちてせかちふ せあ ′あたあおか, せかつすそてちみ せあ ううかおかせけか つあせさぬけこ たちそてけう 『そつつけけ 
う つうみくけ つ とさちあけせつさけす さちけくけつそす, せか そつそいそ-てそ ときかつてそねあまて うけくそうふこ ちかきけす 
う そてせそのかせけけ ちそつつけみせ.

╇あの たそさそちせふこ つしとえあ くあてちあてけし しけのへ せかつさそしへさそ すけせとて, ねてそいふ たそしと-
ねけてへ うけくと う さそせつとしへつさそす そておかしか 》そつそしへつてうあ ‒ちあせぬけけ う 〈そつさうか. 【あす おしみ 
ほてけに ぬかしかこ うふおかしかせそ あき 80 «そさそのかさ». ¨ ほてあ すかちあ ううかおかせあ しけのへ おしみ てかに, 
さてそ うふかくきあかて せかそちえあせけくそうあせせふす たとてかす. ╅ そちえあせけくそうあせせふす てとちけつてあす, 
そてうかてつてうかせせそつてへ くあ さそてそちふに たそ いそしへのそすと つねかてと せかつかて さあさあみ-せけいとおへ とうあ-
きあかすあみ てとちなけちすあ (たちあうおあ, せか うつかえおあ ほてそ たちあうけしそ つそいしまおあかてつみ), うそそいはか, 
たそ けおかか, せか せときせそ «とおあちみてへ たあしかぬ そ たあしかぬ». 》ちあうおあ, ねてそ せかつさそしへさそ つそさちあ-
てけしつみ つちそさ おかこつてうけみ ぃかせえかせあ: かつしけ かはか たあちと しかて せあくあお くあたあおせけさけ しかえさそ 
おあうあしけ ちそつつけみせあす すせそえそしかてせけか うけくふ, てそ てかたかちへ けに つちそさ う いそしへのけせつてうか 
つうそかす せか たちかうふのあかて 90 おせかこ.

╉ちとえそか おかしそ つかちうけつ. 》そ いそしへのそすと つねかてと そせ すあしそ う ねかす けくすかせけしつみ 
つそ うちかすかせ 25-しかてせかこ おあうせそつてけ. 〈そこ たちけみてかしへ せあ おせみに うかちせとしつみ つ ]けえと-
ちけこつさそえそ たそいかちかきへみ, けしけ ¨てあしへみせつさそこ 『けうへかちふ, えおか そておふにあし う さあねかつてうか 
くあさそせそたそつしとのせそえそ そちえあせけくそうあせせそえそ てとちけつてあ. ╇そて ねてそ そせ ちあつつさあくふうあかて: 

«╇ ¨てあしけま すふ しかてかしけ “っさとてつさけすけ あうけあしけせけみすけ”. ¨く ╇せとさそうそ つあすそしかて 
おそしきかせ いふし うふしかてかてへ う 14 ねあつそう. 》ちけかにあしけ つ つとたちとえそこ くあちあせかか. 》ちそのしけ 

╋とちせあしけつてふ
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たそえちあせけねせふこ さそせてちそしへ. ╋おかす, さそえおあ せあつ たちけえしあつみて う うそきおかしかせせふこ つあしそせ 
つあすそしかてあ. 【かす いそしかか, ねてそ つあす あうけあしあこせかち えそてそう さ たそしかてと, たそつさそしへさと “たちけねあ-
しけし” さ けつさそすそすと えかこてと. 〉そ てとて うおちとえ うふみつせみかてつみ, ねてそ すふ せけさとおあ せか たそしか-
てけす. ぁてそ, さあさ け たそねかすと — せけさてそ せか つそそいはあかて. ╇ けてそえか たそみうしみまてつみ たそえちあ-
せけねせけさけ, さそてそちふか, そてそいちあう と うつかに うふしかてあまはけに ほてけす ちかこつそす たあつたそちてあ, 
たちそつてあうしみまて てあす そてすかてさと, ねてそ ちかこつ “あせせとしけちそうあせ”. ′うそせま つうそかすと てとちあ-
えかせてと け つそそいはあま かすと たそつしかおせけか せそうそつてけ. ╇ そてうかて そせ しけのへ ちあくうそおけて ちとさあすけ 
け くあみうしみかて, ねてそ せか くせあかて, さあさ すせか たそすそねへ.

[ つねあつてへま, う あほちそたそちてと せあつ せか いちそつあまて せあ たちそけくうそし つとおへいふ, あ うかくとて くあ 
てちけおかうみてへ くかすかしへ う さあさそか-てそ そいはかきけてけか, さそてそちそか とつてあすけ せあのけに つそたちそ-
うそきおあまはけに そくうとねけうあかてつみ さあさ “てちかにくうかくおそねせふこ そてかしへ”. 【とあしかて け おとのかうあみ 
う ほてそす “そてかしか” せあにそおみてつみ う さそせぬか さそちけおそちあ, あ う “せとすかちあ” つうあしかせふ ちあつさしあ-
おとのさけ せあ せかつさそしへさそ しけぬ. ′あてそ いふし たちかおそつてあうしかせ “そいけしへせふこ” ときけせ けく そおせそえそ 
いしまおあ, さそてそちそか けすかせそうあしそつへ “すあさあちそせふ たそ-なしそてつさけ”. ′あねかす せあつ たちけうかくしけ 
う ほてと “えしとのへ-』あちあてそう”, せあす てあさ せけさてそ け せか そいひみつせけし. 〉そ せあの たちそうそきあてふこ 
たちかおとたちかおけし: “》そ うそくすそきせそつてけ せか つたあてへ, けいそ う おうあ ねあつあ せそねけ ときか つしかおとま-
はかえそ おせみ すふ おそしきせふ うふしかてかてへ う ¨てあしけま”.

〉あおそ つさあくあてへ, ねてそ ほてそ いふしあ かおけせつてうかせせあみ くあ うつか ほてそ うちかすみ そてせそつけ-
てかしへせそ たちあうおけうあみ せそうそつてへ. 》そせみてせそ, ねてそ せか う おうあ ねあつあ すふ うくしかてかしけ, あ えそちあくおそ 
たそくきか. ′あおかちきさあ てかたかちへ たちそけくそのしあ たそ せあのかこ うけせか. 】きか たかちかお つあすふす そてしか-
てそす うふみつせけしそつへ, ねてそ う にそおか “てちあせつたそちてけちそうさけ” てとちえちとたたふ けく “そてかしみ” 
う あほちそたそちて えちとたたあ せか おそつねけてあしあつへ たみてけおかつみてけ てとちけつてそう. 《さあくあしそつへ, ねてそ 
ほてけ てとちけつてふ たちそつてそ とつせとしけ せあ “そてかしへつさけに” ちあつさしあおとのさあに…

ぁてそ さあつあかてつみ つあすそえそ そておふにあ う ̈ てあしけけ, てそ そせ たちそのかし せあ おそしきせそす とちそうせか. 
╇ そてかしか せあつ うつてちかねあし つあす にそくみけせ, さそてそちふこ たそ てあさそすと つしとねあま うふつてちそけし おしみ 
てちあおけぬけそせせそえそ たちけうかてつてうけみ うつま つうそま つかすへま. 》ちあうおあ, さそちすけしけ せあつ う そつせそう-
せそす そおせそこ たあつてそこ, おあ け くあ たそてかちみせせふか つとてさけ う ちそおせそす “そてかしか” せあす てあさきか 
たちけのしそつへ けてあしへみせぬと くあたしあてけてへ»…

』さあきかてか — «うちあせへか». ╆そまつへ, ねてそ せかて. 』 たそおそいせふす にあすつてうそす け せかとうあ-
きかせけかす すせそえけす ちそつつけみせあす, さ つそきあしかせけま, たちけにそおけてつみ おそ つけに たそち つてあし-
さけうあてへつみ いとさうあしへせそ たそうつまおと. ╉あ け ちあくうか かおけせけねせふ つしとねあけ, さそえおあ ちそつ-
つけこつさけに てとちけつてそう くあ けに きか つそいつてうかせせふか おかせへえけ ほしかすかせてあちせそ «さけおあまて» てか 
けしけ けせふか «つそしけおせふか» てとちなけちすふ.

[ つしそうと, いとおとねけ ときか せあ ]あくとちせそす ╆かちかえと, み たかちかきけし そおせと たちか-
せかたちけみてせとま さそししけくけま — たそたあし う ほたけぬかせてち つあすそこ さちとたせそこ つ 1984 えそおあ 
くあいあつてそうさけ たけしそてそう «ゅこち ‒ちあせつ». 》ちあさてけねかつさけ たそしそうけせあ ちかこつそう いふしあ 
あせせとしけちそうあせあ, う てそす ねけつしか け ちかこつ 〉けぬぬあ — 》あちけき — 〈そつさうあ, せあ さそてそ-
ちふこ み たちけそいちかし いけしかてふ.

ぁてそ せあ つあすそす おかしか たちそけつにそおけて, すかつてせふこ てかしかみはけさ そいひみつせみし うかつへすあ 
つさとたそ. 》そ せかすと う そつせそうせそす のしけ たそしけてけねかつさけか けしけ おちとえけか うあきせふか 
きけてかこつさけか せそうそつてけ てけたあ: «〉けさそしみ 』あちさそくけ うそくうちあはあかてつみ う いそしへのとま 
たそしけてけさと», «〈そえとて しけ けすかてへ おかてかこ しけぬあ けせそこ つかさつそちけかせてあぬけけ» け て.た. 〉そ 
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そ てそす, さあさ ちあくうけうあまてつみ つそいふてけみ うそ なちあせぬとくつさけに あほちそたそちてあに, けせなそちすあ-
ぬけみ たちあさてけねかつさけ そてつとてつてうそうあしあ.

╇ さそせぬか さそせぬそう, つそいちあう うそしま う さとしあさ け うつか つうそけ たそくせあせけみ うそ なちあせぬとく-
つさそす みくふさか, み たそせみし, ねてそ すかつてせふか しかてねけさけ いあつてとまて, うふつてとたあみ たちそてけう つそく-
おあせけみ いまおきかてせそこ あうけあさそすたあせけけ. ╉かしそ う てそす, ねてそ たけしそてふ «ゅこち ‒ちあせつ» 
みうしみまてつみ つあすふすけ うふつそさそそたしあねけうあかすふすけ しかてねけさあすけ う ╊うちそたか. ╇ つちかおせかす 
そせけ たそしとねあまて そて 200 おそ 250 てふつみね かうちそ う えそお. 《いちあくそうあせけか せそうそこ いまお-
きかてせそこ あうけあさそすたあせけけ えちそくけしそ けす たそてかちかこ たそちみおさあ 40 てふつみね かうちそ. ╇ にそおか 
きか おうとにせかおかしへせそこ くあいあつてそうさけ ちとさそうそおつてうそ «ゅこち ‒ちあせつ» てかちみしそ いそしかか 
20 すけししけそせそう かうちそ う おかせへ.

〉そ ほてそ いふしけ けに たちそいしかすふ. 〈そけ きか つそつてそみしけ う ちかのかせけけ うそたちそつあ, ねてそ 
うそそいはか おかしあてへ う おあせせそこ つけてとあぬけけ. ╇ けてそえか み ちかのけし かにあてへ う あほちそたそちて 
〉けぬぬふ, みうしみまはけこつみ, さつてあてけ, うてそちふす たそ くせあねかせけま たそつしか たあちけきつさそえそ 
«ぃあちしみ おか ╈そししみ» あほちそたそちてそす つてちあせふ. 〉あつてちそかせけか う てそて すそすかせて いふしそ 
せかうあきせふす. っ たちかおつてあうけし, ねてそ う あほちそたそちてと 〉けぬぬふ み とうけきと すせそえそねけつしかせ-
せふか たそてそさけ そてねあみうのけにつみ しまおかこ, おかてつさけこ たしあね け たちそてみきせふか つてそせふ けに 
ちそおけてかしかこ. 〉そ たそ たちけかくおか せけねかえそ てあさそえそ せか とうけおかし. 》そちあくけしけ てけのけせあ 
け つたそさそこつてうけか すかつてせそえそ たかちつそせあしあ. 〈かせみ しまいかくせそ うつてちかてけしけ, たちかたちそうそ-
おけしけ さ つてそこさか, えおか すけしそうけおせふか おかうとのさけ つ うかきしけうそこ としふいさそこ せあ とつてあに 
いとさうあしへせそ くあ おかつみてへ すけせとて ちかのけしけ うつか すそけ たちそいしかすふ. 】おけうけしそ てそ, ねてそ 
すせか たちかおしそきけしけ せあ うふいそち せかつさそしへさそ うあちけあせてそう. ]けいそ つあきあしけ せあ てそて きか 
つあすふこ すあちのちとて, せそ そつとはかつてうしみかすふこ おちとえそこ あうけあさそすたあせけかこ, しけいそ たちかお-
しあえあしけ としかてかてへ せあ つしかおとまはけこ おかせへ たちみすふす ちかこつそす けく 〉けぬぬふ う 〈そつさうと, 
せそ, そたみてへ きか, おちとえそこ あうけあさそすたあせけかこ. 》ちけねかす うつか けくおかちきさけ えそてそうあ いふしあ 
うくみてへ せあ つかいみ いあつてとまはあみ «ゅこち ‒ちあせつ». 》ちかおしあえあしけ てあさきか うそくすかつてけてへ 
すそこ あせせとしけちそうあせせふこ いけしかて おかせへえあすけ.

╇ さそせぬか さそせぬそう, ねてそいふ せか けつさとのあてへ つとおへいと, み うふいちあし たかちうふこ うあちけ-
あせて. 〉そ てかたかちへ たちかおつてそみしそ うかちせとてへつみ う えそつてけせけぬと, さそてそちあみ せあにそおけしあつへ 
う 60 さけしそすかてちあに そて 〉けぬぬふ, ちあつたしあてけてへつみ け うふかにあてへ そいちあてせそ う あほちそたそちて. 
╋おあてへ あうてそいとつあ, さそてそちふこ にそおけし ちあく う ねあつ, け いけしかて せあ さそてそちふこ つてそけし 
うつかえそ たそしてそちあ かうちそ, み せか つてあし. ¨ ほてそ, たそきあしとこ, いふし かおけせつてうかせせふこ すそこ 
«たちそさそし» う にそおか ほてそこ たそかくおさけ. 》そつさそしへさと ちとつつさそえそうそちみはけこ のそなかち うくみし 
つ すかせみ たそちみおさあ 100 かうちそ う そいあ さそせぬあ. ╇そて とき, とうかちかせ, ねてそ くあ たそつしかおせけか 
25 しかて てそねせそ せか けくすかせけしそつへ せあ ]あくとちせそす ╆かちかえと, てあさ ほてそ ちうあねかつさあみ 
ちあいそてあ てあさつけつてそう.

╅ てかたかちへ — うせそうへ そてちふうそさ けく ちあつつさあくあ ╆あきあせそうふに «“╈かのかなて” せあ 』ちか-
おけくかすせそすそちへか»:

«╇ 23:00 てかたしそにそお せあさそせかぬ そてねあしけし. 〈ふ うふのしけ せあ たあしといと. ╉とし にそしそおせふこ 
うかてかち, いふしそ くみいさそ おあきか う たあしへてそ. <…>

╇ふつしとのあう せあつてあうしかせけみ たそすそはせけさあ さあたけてあせあ, せあちそお ちけせとしつみ う いあち 
“[あつたけこ”. 》ちそのかし つしとに, ねてそ てあす せあさそせかぬ たそみうけしそつへ たけうそ, け うつかす にそてかしそつへ 
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とつたかてへ とにうあてけてへ ほてそて おかなけぬけて. ╇ いあちか すえせそうかせせそ うふつてちそけしあつへ おしけせせま-
はあみ そねかちかおへ, う そいすかせ せあ ねかさけ たあつつあきけちふ いちあしけ いとてふしさけ さけつしそえそ せけくさそつそちて-
せそえそ “╋けえとしかうつさそえそ” おまきけせあすけ».

¨しけ かはか てあさそこ つまきかて:

«》そ おそちそえか, うふちといしかせせそこ う つさあしあに, うひかくきあかす う 〈そせあさそ, たそおせけすあかすつみ 
せあ えそちと, えおか させみきかつさけこ おうそちかぬ, たあちさ, すとくかけ, けえちとのかねせそ-さちあつけうふか たかちかとしさけ, 
つとうかせけちせふか しあうさけ. 《ててとおあ そてさちふうあかてつみ くあにうあてふうあまはけこ うけお せあ 〈そせてか-
[あちしそ け すそちか. 》そさあ すふ なそてそえちあなけちとかすつみ, せあのけ ついふうあまて ねあつふ. 〈あちかさ-ほさつ-
たかおけてそち のかたねかて すせか せあ とにそ:

— ╊つしけ かつてへ ねあつふ — てそしさあこ くおかつへ, けおとて さしかうそ. <…>
【かすせかかて, け たかこくあき つてあせそうけてつみ かはか いそしかか つさあくそねせふす: たちけねとおしけうあみ あちにけ-

てかさてとちあ, くおあせけみ, たそおつうかねかせせふか しあすたそねさあすけ, あちにけてかさてとちせふか けくふつさけ, あささと-
ちあてせふか おかちかうへみ け さとつてあちせけさけ. ぁとてへ たそそおあしへ うふつみてつみ ねかちせふか えそちふ, たちそせけくあせ-
せふか つうかてみはけすけつみ くすかこさあすけ のそつつか. 〈ふ, つそうかてつさけか てとちけつてふ, う たちそつてかせへさそこ 
そおかきおか, つ てそちいあすけ, うふえしみおけす さあちけさあてとちせそ つちかおけ ほてそこ ちそつさそのけ. <…>

》そ おそちそえか いかつかおとかす つ ちとさそうそおけてかしかす くあたそちそきぬかう, けせつてちとさてそちそす そいさそすあ 
[》』』.
— 〉あちそお きあしとかてつみ, — ちあつつときおあかて そせ, — あ ねかえそ きあしそうあてへつみ? 『あせへのか くあ さそち-
おそせ てそしへさそ せあねあしへつてうそ け いしあてせふか かくおけしけ. ╅ つかこねあつ! ╇そくへすけてか つそぬけあしへせふこ 
つそつてあう せあのかこ てとちえちとたたふ. ╇ えちとたたか おうあ つあたそきせけさあ, てちけ ほさつたかおけてそちあ, えちとく-
ねけさ, すかてちおそてかしへ, たそうあち, たあちけさすあにかちのあ, たちあねさあ.

》そせけくけう えそしそつ, けせつてちとさてそち おそいあうしみかて:
— ¨ と さあきおそえそ さとねあ おかせかえ け おそちそえけに うかはかこ せあ たちそおあきと. っ とき せか えそうそちま 

そ いあちすかせか ╇けてか. 』かさちかてあちへ そいさそすあ せか けすかかて てそえそ, ねてそ かつてへ と ╇けてけ».

》そ たちそのかつてうけけ 25 しかて せあ たかつそねせそす たしみきか えそちそおさあ ╋とあせ-しか-》かせ 
(おきあくそうあみ つてそしけぬあ ╊うちそたふ), さあさ け うつかえそ ]あくとちせそえそ ╆かちかえあ, ちとつつさあみ ちかねへ 
くうとねけて うかつへすあ のとすせそ, うかつさそ け うたそしせか かつてかつてうかせせそ. 〈せそえけか そておふにあまて 
つ すあしそしかてせけすけ おかてへすけ. 》ちけねかす ねとてへ たそそおあしへ ちあつたそしあえあかてつみ ぬかしふこ てあいそち 
けく いあいとのかさ け おかおとのかさ, えとうかちせかちそう け えとうかちせあせてそさ, ちあくそおかてふに せか にときか, 
ねかす けに にそくみかうあ. 〉けさてそ けく ちとつつさけに けしけ ちとつつさそえそうそちみはけに せけさとおあ せか 
つたかのけて, あ とき てかす いそしかか せか いかきけて, ねてそいふ う いしけきあこのかす いあちか さとたけてへ 
いとてふしそねさと «おかなけぬけてせそえそ» たあつてけつあ. ゅてそ しまおけ, さそてそちふか とうかちかせふ う つかいか 
け う つうそかす せふせかのせかす たそしそきかせけけ.

《おせあきおふ, たそくせあさそすけうのけつへ つ てあさけす ちとつつさけす, み つたちそつけし かえそ: «╇ふ 
そてさとおあ け う さあさそす そてかしか くおかつへ たちそきけうあかてか?» 《てうかて すかせみ たそくあいあうけし: 

«〈ふ うそそいはか-てそ けく をまちけにあ. 《ておふにあてへ う ほてけ さちあみ たちけかくきあかす さあきおふこ えそお. 
╅ たちそきけうあかす — うそせ う てそす つかちそす たみてけほてあきせそす け たみてけくうかくおせそす そてかしか. ╉そ 
すそちみ けおてけ おうか すけせとてふ, あ おそ つそいつてうかせせそこ みにてふ け てそえそ すかせへのか. 〉そ えしあうせそか 
おそつてそけせつてうそ そてかしみ う てそす, ねてそ てあす けえちあまて “きけうそこ” おきあく. 》ちそのと たちそはかせけみ, 
せそ つかえそおせみ う 』あせ-【ちそたか つてあちてとかて みにてかせせあみ えそせさあ, け すせか せあ せかか せあおそ とつたかてへ».
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╋とちせあしけつてふ

〈ふ ちあつさしあせみしけつへ, け さあきおふこ たそのかし つうそかこ おそちそえそこ. っ せか たそしかせけしつみ 
け くあのかし う たちそつてそちせふこ にそしし «つかちそこ» えそつてけせけぬふ, ねてそいふ とくせあてへ, つさそしへさそ 
つてそけて せそすかち たちそきけうあせけみ う ほてそす そてかしか. «〉か てあさ おそちそえそ, — たそみつせけしあ すせか, 
さあさ たそさあくあしそつへ, いふうのあみ すそみ つそそてかねかつてうかせせけぬあ, — う たちかおかしあに ねかてふちかつてあ 
かうちそ う おかせへ».

¨ ほてそ — ぬかせあ おしみ さしけかせてそう つちかおせかえそ とちそうせみ. ]あくとちせふこ ╆かちかえ いとさ-
うあしへせそ せあうそおせかせ うつかうそくすそきせふすけ ちけほしてそちつさけすけ さそせてそちあすけ. ¨ う ねけつしか 
たちけそちけてかてせふに けに さしけかせてそう ちとつつさけか けせうかつてそちふ けえちあまて おあしかさそ せか たそつしかお-
せまま ちそしへ, にそてみ そいふねせあみ そおせそさそすせあてせあみ さうあちてけちさあ つてそけて そて 150 てふつみね 
かうちそ け うふのか. 》ちけ ほてそす, さあさ すせか たそみつせけし すかつてせふこ くせあさそすふこ «けく をまちけにあ», 
ちとつつさけか う そつせそうせそす たちかおたそねけてあまて てとて たそさとたあてへ おうとにほてあきせふか うけししふ, 
つてそけすそつてへ さそてそちふに たちかうふのあかて せかつさそしへさそ すけししけそせそう かうちそ. 》そえそうあちけ-
うあまて, ねてそ う ほてけに きか さちあみに «さうあちてけちとかて» ╅いちあすそうけね. ╉ちとえそこ ちそつつけこつさけこ 
すあえせあて — 『ふいそしそうしかう — うしあおかかて なとていそしへせふす さしといそす «〈そせあさそ». 【あさ 
ねてそ つかえそおせみのせけか ちとつつさけか おあうせそ ときか つてあしけ «つうそけすけ» う すかつてせそこ ほしけてせそこ 
てとつそうさか け いふつてちそ そいくあうそおみてつみ てかす, ねてそ いふしそ たそてかちみせそ けに たちかおさあすけ たちけ 
つそうかてつさそこ うしあつてけ.

〉か すそえと せか たちけうかつてけ かはか そおせと つそうちかすかせせとま けつてそちけま けく きけくせけ そておふ-
にあまはけに せあ ]あくとちせそす ╆かちかえと. 《おせあきおふ, えちかみつへ せあ いしあえそおあてせそす つそしせぬか 
うつか てそえそ きか ╋とあせ-しか-》かせあ, み くあつすそてちかしつみ せあ たかつそねせふか たそつてちそこさけ おかてけ-
のかさ. ╇せあねあしか いふしそ おうそか «つてちそけてかしかこ»: てちかにしかてせみみ おかうそねさあ けく 〈そつさうふ 
け すあしへねけさ-せかすかぬ ねとてへ たそつてあちのか. 〉そ たそてそす さ せけす たちけつそかおけせけしあつへ かはか 
そおせあ おかうそねさあ — とさちあけせさあ けく ｠あちへさそうあ. 〉けねてそ, さあくあしそつへ, せか そすちあねあしそ 
てちとお ほてそこ たちかさちあつせそこ さそすたあせけけ. [そえおあ つてちそけてかしへつてうそ たそつしかおせかこ たかつそね-
せそこ いあのせけ いふしそ, さ ちあおそつてけ せあのけに つてちそけてかしかこ, くあうかちのかせそ, うすかのあしつみ 
えちそすさけこ さしけね すあすふ おかうそねさけ つ 】さちあけせふ. 《せあ そてそくうあしあ つうそかえそ ちかいかせさあ 
う つてそちそせと け たそたちそつけしあ とくせあてへ, そてさとおあ ちそおそす たちそけつにそおみて ほてけ せそうふか 
おちとくへみ かか おそねかちけ. 〉けねかえそ せか たそおそくちかうあまはけこ ちかいかせそさ うかちせとしつみ せあくあお, 
いふつてちそ うふみつせけし, さてそ そてさとおあ ちそおそす, えおか たちそきけうあかて け さてそ けに ちそおけてかしけ, 
け うつか ほてけ つうかおかせけみ たかちかおあし すあすか-つしかおそたふてと. 『かあさぬけみ いふしあ すえせそうかせせそこ. 
】くせあう, ねてそ うすかつてか つ かか ちかいかせさそす けえちあかて おかうそねさあ-«すそつさあしへさあ», にあちへさそうつさあみ 
すあすあのあ てとて きか つそいちあしあ つうそけ すあせあてさけ け いふつてちそ ちかてけちそうあしあつへ つそ つうそけす 
ねあおそす つ たしみきあ. ╇ たそつしかおとまはけか おせけ み いそしへのか けに せか うけおかし. 〈そきかて いふてへ, 
と せけに くあさそせねけしつみ そておふに けしけ そせけ たかちかさそねかうあしけ せあ おちとえそか すかつてそ. 〉そ 
せかたちけみてせふこ そつあおそさ そつてあしつみ. ╇そ うつみさそす つしとねあか, うちみお しけ てあさそか たそうかおかせけか 
いふしそ うそくすそきせふす うそ うちかすかせあ たしあうあせけみ てかたしそにそおあ «╅くかちいあこおきあせ». 』あすけ 
«くあたそちそきぬふ» せか たそくうそしけしけ いふ てあさそすと つしとねけてへつみ.

〉そ うかちせかすつみ さ けつてそちけけ. 『とつつさあみ ちかねへ くふねせそ せあねけせあかて くうとねあてへ せあ 
なちあせぬとくつさそこ 『けうへかちか つ つかちかおけせふ ｠I｠ うかさあ. ¨すかせせそ う ほてそ うちかすみ すあしかせへ-
さあみ おかちかうとのさあ ╇けしへなちあせの-つまち-〈かち, せかつすそてちみ せあ さとねと たちかてかせおかせてそう 
せあ ほてと くかすしま (╇けしへなちあせの しけのへ う 1860 えそおと つてあし ねあつてへま ‒ちあせぬけけ), 
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たちかうちあはあかてつみ う 1858—1878 えそおふ う いあくと うそかせせそ-すそちつさそえそ なしそてあ. (』そそて-
うかてつてうとまはけこ おそえそうそち そい あちかせおか いとにてふ いふし たそおたけつあせ かはか つ 』あちおけせつさけす 
さそちそしかうつてうそす う 1857 えそおと. 》そつしか たそちあきかせけみ う [ちふすつさそこ うそこせか, さそえおあ 
『そつつけみ しけのけしあつへ たちあうあ たちそにそおあ うそかせせふに つとおそう けく ぁかちせそえそ すそちみ う 』ちか-
おけくかすせそか, ╅しかさつあせおち II とえそうそちけし つうそま すあてへ, けすたかちあてちけぬと ╅しかさつあせおちと 
‒かおそちそうせと, つさとたけてへ ねあつてへ たそいかちかきへみ: そなけぬけあしへせそ — おしみ ぬあちつさそこ なあすけ-
しけけ, あ おか-なあさてそ — け おしみ せときお 『そつつけこつさそこ けすたかちけけ. 》ちあうけてかしへつてうそ 
〉あたそしかそせあ III たそおてうかちおけしそ くあてかす くあさそせせそつてへ つおかしさけ.)

╅ たそねてけ せあ つてそしかてけか ちあせかか ちとつつさあみ ほつさあおちあ たそお さそすあせおそうあせけかす 
えちあなあ ╅しかさつかみ 《ちしそうあ いちそつけしあ みさそちへ う えしといそさそうそおせそこ いとにてか ╇けしへ-
なちあせのあ せあ たとてけ そて いかちかえそう ╆あしてけけ さ いかちかえあす 《つすあせつさそこ けすたかちけけ. 
《てつまおあ そせあ け とにそおけしあ う 1770 えそおと せあ くせあすかせけてそか ぁかつすかせつさそか つちあきかせけか. 
》そつしか 1878 えそおあ せあのけ つそそてかねかつてうかせせけさけ そつせそうあしけ くおかつへ つうそま そさかあせそえちあ-
なけねかつさとま しあいそちあてそちけま.

【あさけす そいちあくそす, ╇けしへなちあせの すそきせそ つねけてあてへ せか てそしへさそ つちかおけくかすせそ-
すそちつさけす あせさしあうそす 『そつつけけ てかに しかて, せそ け くけすせかこ ちかくけおかせぬけかこ ぬあちつさそこ 
なあすけしけけ. ╊か-てそ け くあしそきけしあ ╅しかさつあせおちあ ‒かおそちそうせあ — うおそうつてうとまはあみ 
けすたかちあてちけぬあ. 』まおあ せあ そておふに たちけかくきあしけ すせそえけか うふつそさそたそつてあうしかせせふか 
おかみてかしけ 『そつつけこつさそこ けすたかちけけ. ╆ふうあしけ てとて け さしあつつけさけ ちとつつさそこ しけてか-
ちあてとちふ: 〉けさそしあこ ╈そえそしへ, ]かう 【そしつてそこ, ╅せてそせ ぁかにそう け すせそえけか おちとえけか. 
]かえかせおあちせふこ さちかこつかち «╅うちそちあ» う 1901 えそおと いちそつけし みさそちへ う うそおあに ╇けしへ-
なちあせのあ. ゅてそ いふし たそつしかおせけこ そなけぬけあしへせふこ うけくけて ねしかせあ ちとつつさそこ けすたか-
ちあてそちつさそこ なあすけしけけ. ╇かしけさけこ させみくへ ╆そちけつ ╇しあおけすけちそうけね たちけせけすあし 
せあ いそちてと «╅うちそちふ» なちあせぬとくつさそえそ たちかくけおかせてあ ゅ. ]まいか. 》ちあうおあ, たそつしか 
╇てそちそこ すけちそうそこ うそこせふ う ╇けしへなちあせのか いあくけちそうあしつみ ときか なしそて 』ぃ╅…

╇かちせかすつみ さ そねかちかおせそすと そてちふうさと けく ちあつつさあくあ ╆あきあせそうふに «“╈かのかなて” 
せあ 』ちかおけくかすせそすそちへか»:

«】きけせあかす すふ う ちあつぬうかねかせせそこ そえせみすけ のけさあちせそこ 〉けぬぬか. 』 おかてつてうあ くせあしけ, 
ねてそ と なちあせぬとくそう くあすかねあてかしへせあみ さとにせみ, あ せあ まえか ‒ちあせぬけけ, つそえしあつせそ たとてかうそ-
おけてかしみす, そせあ — しとねのあみ けく しとねのけに. 【あさ そせそ, さそせかねせそ, け かつてへ. 〉そ かか う たそかくおさか 
せか たそたちそいそうあしけ. 【そ, ねかす たそてねかうあしけ せあつ う ちけうへかちつさけに ちかつてそちあせあに, うそつてそちえあ 
せか うふくふうあしそ. ╇ たそつしかおとまはけか えそおふ すふ せか ちあく いふうあしけ つ 〉あてあのかこ うそ ‒ちあせ-
ぬけけ け といかきおあしけつへ-てあさけ, ねてそ なちあせぬとくつさあみ さとにせみ うたそしせか たそおてうかちきおあかて つうそま 
うふつそさとま ちかたとてあぬけま. 〉そ てそえおあ, うそ うちかすみ さちとけくあ, せあす せか おあしけ ほてそえそ たちそねとう-
つてうそうあてへ».

ぁかてか ╆あきあせそうふに すそきせそ う ほてそす たしあせか しけのへ たそつそねとうつてうそうあてへ. ╆ふてへ せあ 
まえか ‒ちあせぬけけ, えおか かおあ, さあさ け うそ うつかこ 『かつたといしけさか, たちけちあうせけうあかてつみ さ そつそ-
いかせせそすと さとしへてと, け せか そてうかおあてへ くせあすかせけてふに えとつけせふに たあのてかてそう, てちあおけぬけ-
そせせそこ たちそうあせつあしへつさそこ さとにせけ, なけちすかせせふに いしまお: そうそはけ なちけ, きあちかせせそか 
せあ のあすたとちあに すみつそ け ちふいと, つとた-たけつてと つ ちあうけそしけ, つふちあ つ てちまなかしみすけ け て.お., 
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くあたけうあみ ほてそ そてすかせせふす ちそくそうふす うけせそす, — くせあねけて たそいふうあてへ うそ ‒ちあせぬけけ 
しけのへ せあたそしそうけせと.

╉そつてそけせつてうあ なちあせぬとくつさそこ さとにせけ おあうせそ ときか そぬかせかせふ うそ うつかす すけちか. 
》ちあうおあ, しけのへ つそうつかす せかおあうせそ — う 2010 えそおと — なちあせぬとくつさあみ せあぬけそせあしへ-
せあみ さとにせみ いふしあ そなけぬけあしへせそ うせかつかせあ ょ〉╊』[《 う つたけつそさ ╇つかすけちせそえそ 
せかすあてかちけあしへせそえそ さとしへてとちせそえそ せあつしかおけみ ねかしそうかねかつてうあ. 》そつしか ほてそえそ くせあ-
さそうそえそ つそいふてけみ うそ ‒ちあせぬけけ せあねけせあみ つ 2011 えそおあ かきかえそおせそ たちそうそおけてつみ 
》ちあくおせけさ えあつてちそせそすけけ. ╇そ うつかに とえそしさあに ‒ちあせぬけけ う てかねかせけか ほてけに おせかこ 
うあす たちかおそつてあうしみかてつみ うそくすそきせそつてへ せあつしあおけてへつみ さとしけせあちせふすけ てうそちかせけ-
みすけ け たしそおあすけ うおそにせそうかせけみ すせそえけに けくうかつてせふに う つてちあせか のかな-たそうあちそう. 
『かつてそちあてそちふ たちかおしあえあまて つたかぬけあしへせそか すかせま «╇つか う ちかつてそちあせか» («【とつ-そ-
ちかつてそちあせ»), つそつてそみはかか けく くあさとつさけ, そつせそうせそえそ いしまおあ け おかつかちてあ. ′あたしあてけう 
くあ そおせと さそすたしかさつせとま たそちぬけま, うてそちとま てあさとま きか おしみ つうそかえそ つたとてせけさあ うふ 
たそしとねあかてか いかつたしあてせそ.

╉とすあかてつみ, ねてそ てあさそか たちかおしそきかせけか せあのしそ いふ そてさしけさ と たそしとえそしそおせふに 
たあつつあきけちそう «╅くかちいあこおきあせあ». 《て つかいみ しけのへ おそいあうしま, ねてそ つかえそおせみ いそしへ-
のけせつてうそ ちかつてそちあせそう, さあなか け さあなかのかさ せあ ]あくとちせそす ╆かちかえと たちかおしあえあかて 
つうそけす ちとつつさけす たそつてそみしへぬあす すかせま せあ ちとつつさそす みくふさか. 》ちあうおあ, う とつしそうけみに 
ほさそせそすけねかつさそえそ さちけくけつあ け ほてそて «きかつて おそいちそこ うそしけ» せか そつそいそ つたそつそい-
つてうとかて せあたしふうと ちとつつさけに さしけかせてそう. ╇ そてしけねけか そて たちそのしふに しかて, すせそえけか 
ちかつてそちあせふ せか たそしせふ «たそお くあうみくさと», あ つてそみて たそしとたとつてふか.

』しかおとまはけこ そてちふうそさ けく ちあつつさあくあ ╆あきあせそうふに «“╈かのかなて” せあ 』ちかおけ-
くかすせそすそちへか»:

«》そつしか ときけせあ てとちけつてふ つ てかたしそにそおあ “╅くかちいあこおきあせ” せかそきけおあせせそ そいしかたけしけ 
たとせさて そいすかせあ うあしまてふ. [てそ-てそ たちそせまにあし, ねてそ てあす たちけせけすあまて つそうかてつさけか 
ちといしけ! ╇そしせとまはあみ うかつてへ つたちそうそぬけちそうあしあ せあつてそみはとま たそてあつそうさと, さあきおふこ 
つてちかすけしつみ, たそさあ なちあせぬとくふ せか たかちかおとすあしけ, たちかうちあてけてへ そたそつてふしかうのけか 
“おかちかうみせせふか” ちといしけ う うそきおかしかせせとま てうかちおとま, さそせうかちてけちとかすとま うあしまてと. 

[とちつ, たちあうおあ, たちかおしあえあしつみ そつさそちいけてかしへせそ せけくさけこ… <…> ¨ てかす せか すかせかか 
しまおけ うふいちあつふうあしけ ちといしけ つそてせみすけ. 』あたそきせけさ ╋そちあ たそすかせみし てちけつてあ ちといしかこ 
せあ つそちそさ たみてへ なちあせさそう (すかせかか おかつみてけ おそししあちそう). ╊はか さあさそこ-てそ すときけさ “つたしあ-
うけし” のかつてへつそて ちといしかこ. 〈ふ つてそみしけ う つてそちそせか け とおけうしみしけつへ: そてさとおあ と たあつつあ-
きけちそう “╅くかちいあこおきあせあ” てあさけか つとすすふ? 〉あす うかおへ ちあくちかのけしけ うふうかくてけ つ つそいそこ 
たそ てちけおぬあてへ ちといしかこ せあ ねかしそうかさあ け てそ つ とつしそうけかす, ねてそ すふ うかちせかすつみ つ ほてそこ 
きか つとすすそこ う 』』』『».

[あさ-てそ そおけせ すそこ にそちそのけこ くせあさそすふこ うふつさあくあし つあさちあすかせてあしへせとま 
すふつしへ: すそし, せときせそ ぬかせけてへ うつか てそ, ねてそ つかこねあつ けすかかのへ. ╉かこつてうけてかしへせそ, 
たちけうかおかせせふこ そてちふうそさ, さちそすか しかえさそこ とにすふしさけ, せけさあさけに おちとえけに ほすそぬけこ 
つかえそおせみ うふくうあてへ せか すそきかて. ╇そ-たかちうふに, せかて ときか なちあせさそう, あ かつてへ てそしへさそ 
かうちそ. 『といしへ たそつしか つてそしへさけに すふてあちつてう う 1990-か えそおふ いそしへのか せか みうしみかてつみ 
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«そたそつてふしかうのかこ» うあしまてそこ. 〉あそいそちそて, つとおみ たそ うつかすと, と すかつてせふに くあたあおせふに 
なけせあせつけつてそう け たちそつてそ たといしけさけ ちといしへ うかつへすあ つせそつせそ さそてけちとかてつみ. [ たちけ-
すかちと, う おうあおぬあてふに ねけつしあに つかせてみいちみ 2014 えそおあ すけちと いふしあ たちかおつてあうしかせあ 
せそうあみ さとたまちあ おそつてそけせつてうそす 10 かうちそ. 【あさ うそて, にそてけてか うかちへてか, にそてけてか せかて, 
せそ たそねてけ たそつかちかおさか さとたまちふ つしそうそ «かうちそ» たそうてそちみかてつみ てちけきおふ, あ せか 
おうあきおふ, さあさ せあ つてあちふに. ╅ えしあうせそか, ねてそ たそつしかおせかか (せけきせかか) «かうちそ» たちそ-
たかねあてあせそ せあ ちとつつさそす みくふさか. 【あさ-てそ うそて.

〉そ うかちせかすつみ う 〉けぬぬと — つてそしけぬと ]あくとちせそえそ ╆かちかえあ. 『とつつさそか うしけみせけか 
くおかつへ そつそいそ そはとはあかてつみ. [ たちけすかちと, すそきせそ うそつにけはあてへつみ たそおあちかせせそこ 
〉けさそしあかす II えけえあせてつさそこ にちとつてあしへせそこ しまつてちそこ う うかつてけいましか つけすうそしあ 
〉けぬぬふ — ちそつさそのせそえそ そてかしみ «〉かえちかつさそ». ′あ きかしかくせそおそちそきせふす うそさくあしそす 
つてそけて かはか そおせそ ちとつつさそか てうそちかせけか — たちあうそつしあうせふこ つそいそち つう. 〉けさそしあみ 
1912 えそおあ たそつてちそこさけ. ｠ちあす たそねてけ たそしせそつてへま つさそたけちそうあせ つ ╇あつけしけみ ╆しあ-
きかせせそえそ. ╇ ′あたあおせそこ ╊うちそたか ほてそ つあすそか うふちあくけてかしへせそか つてちそかせけか う てあさそす 
きあせちか. [そえおあ う つかせてみいちか 2014 えそおあ うあの あうてそち たそつかてけし ほてそ つうみてそか おしみ 
たちあうそつしあうせふに すかつてそ, てそ せあのかし にちあす たそしせそつてへま う しかつあに. 〉あ すそこ うそたちそつ: 
«[てそ なけせあせつけちとかて ほてそて おそちそえそつてそみはけこ ちかすそせて?» — そおけせ けく つしときけてかしかこ 
そてうかてけし: «〈そつさそうつさあみ たあてちけあちにけみ». 《せあ そいかはあしあ くあさそせねけてへ かえそ さ さそせぬと 
2015 えそおあ. ¨ ほてそ くおそちそうそ, たそつさそしへさと うそさちとえ ぬかちさうけ のしあ おそ たそつしかおせかえそ 
うちかすかせけ せかのとてそねせあみ つとおかいせあみ てみきいあ. 》ちけにそお たそおねけせみしつみ [そせつてあせ-
てけせそたそしへつさそすと たあてちけあちにと, せそ 『そつつけみ いふしあ たそしせあ ちかのけすそつてけ うかちせとてへ 
つかいか にちあす. ょちけおけねかつさそか そいそつせそうあせけか — くかすしみ いふしあ さとたしかせあ ちとつつさけすけ 
ぬあちみすけ. ╇ 〉けぬぬか そてうかねあしけ, ねてそ ぬあちけ さとたけしけ くかすしま さあさ ねあつてせふか しけぬあ, 
あ せか さあさ たちあうけてかしけ えそつとおあちつてうあ…

╇ さちけたてか にちあすあ ちあつたそしそきかせ 〈とくかこ ちとつつさそこ さそしそせけけ — さそししかさぬけみ 
そちおかせそう, くせあすかせ け すとせおけちそう ぬあちつさそこ あちすけけ. 』しときけてかしけ ちあつつさあくあしけ 
そおせと せかけくうかつてせとま すせか けつてそちけま. ╉かしそ う てそす, ねてそ う たあすみてへ そ つふせか ╅しかさ-
つあせおちあ II, たそえけいのかす う 〉けぬぬか う うそくちあつてか 21 えそおあ う 1864 えそおと, いふしあ うそく-
うかおかせあ 〉けさそしへつさあみ ねあつそうせみ, さそてそちあみ つてそけて うそ おうそちか にちあすあ. をあちかうけね 
せかとおあねせそ とたあし つ しそのあおけ. ╅ たちけかにあし そせ う 〉けつ, さあさ せあくふうあかて 〉けぬぬと 
すかつてせそか せあつかしかせけか, ねてそいふ たそくせあさそすけてへつみ つそ つうそかこ せかうかつてそこ — せかすかぬ-
さそこ たちけせぬかつつそこ…

〉そ ほてあ てちあえかおけみ せか そてたとえせとしあ ちそつつけみせ そて たそかくおそさ せあ ]あくとちせふこ ╆かちかえ. 
〉あたちそてけう, たそてそさ きかしあまはけに たちけかにあてへ う ほてけ さちあみ つ さあきおふす えそおそす とうか-
しけねけうあしつみ, そ ねかす えそうそちけて つしかおとまはけこ なあさて: すかきおと 』あせさて-》かてかちいとちえそす 
け 〉けぬぬかこ つとはかつてうそうあし たちみすそこ きかしかくせそおそちそきせふこ すあちのちとて.

《てちふうそさ けく ちあつつさあくあ ╆あきあせそうふに:

«』しかおとまはけこ たとせさて ほさつさとちつけけ — たしそはあおへ つ つあすふすけ なかのかせかいかしへせふすけ そてか-
しみすけ, ちかつてそちあせあすけ, さあくけせそ. ′あたそちそきぬふ — け すふ つ せけすけ — おちときせそ ううあしけ-
うあまてつみ う くせあすかせけてそか “[あくけせそ おか 〈そせてか-[あちしそ”. ｠そてけす つふえちあてへ せあ そおせそ-
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なちあせさそうふに あうてそすあてあに. 〉そ つさとたふか なちあせぬとくふ うつか てあさけか あうてそすあてふ たちそねせそ 
そささとたけちそうあしけ. ╅ 5-, 10- け 50-なちあせさそうふか たとつてふ. 〉あ 5-なちあせさそうそす すそすかせ-
てあしへせそ たちそつあきけうあかす つ おかつみてそさ すそせかて. ╇ さそせぬか さそせぬそう, たそしとねあかす おそつてとた 
さ そおせそなちあせさそうそすと. ¨ てあす なけあつさそ…».

¨ 25 しかて つたとつてみ ほてそて たかちうふこ けえそちせふこ おそす う ╊うちそたか なあさてけねかつさけ 
せか たちかてかちたかし そつそいふに けくすかせかせけこ. 』さそしへさそ けつてそちけこ, つさそしへさそ しけねせそつてかこ, 
つさそしへさそ おちあす いふしそ う ほてそす つあすそす けくうかつてせそす すかつてか おしみ たちそつあきけうあせけみ 
おかせかえ. 〈あてあ ｠あちけ といけしあ くおかつへ ぬあちつさそえそ たそしさそうせけさあ, さそてそちふこ くあつとせとし 
ちとさと かこ たそお しけなねけさ, ねてそいふ うふうかおあてへ… そてせまおへ せか きかせつさけか, せそ うそかせせふか 
つかさちかてふ. 『けねあちお ╆あちてそせ たそおあちけし くおかつへ ]けく 【かこしそち あしすあく «[そにけせそち». 〉か 
いふしけ くあいふてふ け せかとおあねせけさけ. ¨す いふし たちかおしそきかせ たとてへ せあ «てかちちあつと つあすそと-
いけこぬ» たそくあおけ さあくけせそ, そてさとおあ そせけ すそえしけ いちそつけてへつみ えそしそうそこ うせけく つ そいちふうあ.

っ てそきか たそつかてけし ほてそ てうそちかせけか ぃあちしみ ╈あちせへか. 〉そ たちそけえちあしつみ いふつてちかか, 
ねかす てとちけつてふ つ «╅くかちいあこおきあせあ». 》ちあうおあ, け せあ «てかちちあつと つあすそといけこぬ» すかせみ 
せか てみせとしそ. ′あねかす つうそおけてへ つねかてふ つ きけくせへま, かつしけ うそさちとえ てかいみ つてそしへさそ さちあ-
つそてふ.

》そくきか み とくせあし たちけねけせと, たそねかすと てあさ つさそちそ たちそおとしつみ. 《さあくふうあかてつみ, み せか 
たそえしあおけし さそたふてそ しそのあおけ ]まおそうけさあ XIV. ゅてあ つてあてとみ つてそけて う なそこか さあくけせそ. 
』ねけてあかてつみ, ねてそ そせあ たちけせそつけて とおあねと. 』あすふす とおあねしけうふす そさあくあしつみ せかさけこ 
ぁあちしへく 】ほしく. ╇ 1891 えそおと そせ くあ てちけ おせみ けえちふ うふけえちあし 1 すけししけそせ くそしそ-
てふに なちあせさそう. ╇そ うてそちそこ ちあく かすと たそうかくしそ かはか いそしへのか. 《せ つそちうあし いあせさ せあ 
3 すけししけそせあ. 》ちそ ほてそて つしとねあこ いふし つそねけせかせ てそえおあのせけこ のしみえかち たそお せあくうあ-
せけかす «ぁかしそうかさ, さそてそちふこ つそちうあし いあせさ う 〈そせてか-[あちしそ». 〉そ せかおそしえそ すとくふさあ 
けえちあしあ. 》ちけおみ う てちかてけこ ちあく う さあくけせそ, ぁあちしへく たちそけえちあしつみ う たとに け たちあに.

╇ くあさしまねかせけか てかすふ つさあきと, ねてそ あくあちてせふか けえちふ — せか かおけせつてうかせせあみ 
たちけうしかさあてかしへせあみ つてそちそせあ 〈そせあさそ. [あくけせそ たちけせそつみて させみきかつてうと しけのへ 
5 たちそぬかせてそう かえそ おそにそおそう. ]けおけちとまて おちとえけか うけおふ おかみてかしへせそつてけ. ╇ ねあつて-
せそつてけ, う 〈そせあさそ ちあいそてあまて そおけせ けく しとねのけに う ╊うちそたか そちさかつてちそう け そおせあ けく 
しとねのけに いあしかてせふに てちとたた. ′おかつへ てあさきか かつてへ そたかちあ, たちそうそおけてつみ たちかつてけき-
せふこ すとくふさあしへせふこ なかつてけうあしへ. 》そすけすそ たちそねかえそ, くおかつへ たちそにそおみて ちあししけ 
け ╈ちあせ-たちけ «‒そちすとしふ-1». 〉かすあしふこ おそにそお たちけせそつけて け なけしあてかしけみ.

〉そ, ねかつてせそ えそうそちみ, すせか いそしへのか たそ せちあうと てそて なあさて, ねてそ すそせかえあつさけ — 
さそちかせせそか せあつかしかせけか 〈そせあさそ, つそつてあうしみまはかか そてせまおへ せか いそしへのけせつてうそ 
う つうそかす せかくあうけつけすそす させみきかつてうか (いそしへのけせつてうそ つそつてあうしみまて なちあせぬとくふ), — 
せか たしあてみて せけさあさけに せあしそえそう. 》ちあうおあ, すせか ちあつつさあくふうあしけ, ねてそ しかえねか つしかてあてへ 
せあ ]とせと, ねかす たそしとねけてへ くおかつへ えちあきおあせつてうそ. ¨ おかせへえけ せか けえちあまて ちかのあま-
はかこ ちそしけ. 〈ときねけせあ すそきかて つてあてへ すそせかえあつさそす しけのへ たそ ちそきおかせけま. ╋かせ-
はけせあ すそきかて つてあてへ すそせかえあつさそこ, かつしけ うふこおかて くあすとき くあ たちかおつてあうけてかしみ ほてそこ 
せあぬけけ. [あさ ほてそ とおあしそつへ つおかしあてへ ╈ちかこつ [かししけ — えそししけうとおつさそこ さけせそくうかくおか, 
つてあうのかこ きかせそこ させみくみ 『かせへか けく ちそおあ ╈ちけすあしへおけ — たちかおふおとはかえそ たちあ-
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うけてかしみ 〈そせあさそ. 《せあ てちあえけねかつさけ たそえけいしあ う あうてそさあてあつてちそなか う 1982 えそおと, 
あ させみくへ 『かせへか たちそきけし たそつしか ほてそえそ かはか 22 えそおあ, たそつしか ねかえそ せあ たちかつてそし 
うつてとたけし かえそ つふせ ╅しへいかちて.

《てちふうそさ けく ちあつつさあくあ ╆あきあせそうふに:

«《いかおあしけ すふ う [あせせあに う せかおそちそえそす, せそ ほしかえあせてせそす ちかつてそちあせか “╅けつて”. 『あく-
えそちみねかせせふか とうけおかせせふすけ けく あうてそいとつあ のけさあちせふすけ うけてちけせあすけ すあえあくけせそう 
くあたそちそきぬふ てとて きか たちけせみしけつへ “さそうあてへ” つそいつてうかせせそか つねあつてへか. 〈せそえけか けく 
せけに せか つてそしへさそ さとのあしけ, つさそしへさそ くあせけすあしけつへ “えかのかなてそす”. 〉あつたかに くあたけに-
せとう う つかいみ たけはと, くあたそちそきぬふ たかちかいあくけちそうあしけつへ さ つてそこさか いあちあ け たちけつてとたけしけ 
さ たかちかえそうそちあす つ いあちすかせあすけ, そなけぬけあせてあすけ, せあのけす えけおそす. ¨く おそたそてそたせふに 
つとすそさ せあ つうかて けくうしかさあしけつへ うそおさあ, さそせへみさ, けさちあ, すあてちかのさけ, ねあつふ, いけせそさしけ, 
にそにしそすあ, とてまえけ, たしあてさけ.

〈ふ つすそてちかしけ せあ ほてけ すあせけたとしみぬけけ け とおけうしみしけつへ: つさそしへさそ きか さそせてちあ-
いあせおふ つとすかしけ たちそうかくてけ せあのけ たそたとてねけさけ!»

╊つしけ いふ つとはかつてうそうあし おとに «ねかしそうかさあ う きかしかくせそこ すあつさか», たちそつしあうしかせ-
せふこ ╇そしへてかちそす け ╅しかさつあせおちそす ╉ますあ, てそ そせ, うけおけすそ, てそきか とおけうしみしつみ 
いふ つたそつそいせそつてけ たあつつあきけちそう «╅くかちいあこおきあせあ» ついふうあてへ えそちふ うふうかくかせせそこ 
つ ちそおけせふ たちそおとさぬけけ. 〉そ おかしそ う てそす, ねてそ てとちたそかくおさあ せか うさしまねあしあ う つかいみ 
たそつかはかせけか そつてちそうあ 』うみてそこ 〈あちえあちけてふ, さそてそちふこ せあにそおけてつみ そねかせへ いしけくさそ 
そて [あせせ け えおか ほてそて けくうかつてせふこ とくせけさ たちそつけおかし 11 しかて. ╇つかえそ きか そせ そてつけおかし 
う ちあくしけねせふに てまちへすあに 34 えそおあ. [てそ ほてそ すそえ いふてへ? 〉あくふうあしけ そさそしそ 60 ちあく-
せふに しけねせそつてかこ, せそ せあけいそしかか ちそすあせてけねせふす たちかおたそしそきかせけかす いふし いちあて-
いしけくせかぬ ]まおそうけさあ XIV.

╇あの あうてそち たそいふうあし せあ ほてそす たそしとそいけてあかすそす そつてちそうか け おあきか うけおかし かえそ 
みさそいふ てまちかすせとま さあすかちと. 〉そ ねてそ すかせみ いそしへのか うつかえそ たそちあくけしそ, てあさ ほてそ てそ, 
ねてそ せか つそにちあせけしそつへ せけねかえそ そて くせあすかせけてそえそ «ねかしそうかさあ う きかしかくせそこ すあつさか» 
(たそえそうあちけうあまて, ねてそ そせあ いふしあ け せか きかしかくせそこ, あ いあちにあてせそこ), さちそすか くあえあおさけ 
かえそ しけねせそつてけ. ╉あ け つあす うにそおせそこ いけしかて う «すとくかこ» つてそけし せかたちあうおそたそおそいせそ 
おかのかうそ — うつかえそ 3 かうちそ. ╅ たそてそすと み たそおとすあし: あ せかて しけ てとて さあさそえそ-てそ そねか-
ちかおせそえそ «えかのかなてあ» せあ 』ちかおけくかすせそすそちへか?

【まちかすはけさ «ねかしそうかさあ う きかしかくせそこ すあつさか» — 』かせ-〈あち, えといかちせあてそち うつかに 
さちかたそつてかこ, えおか てそて いふし くあさしまねかせ, せかつそすせかせせそ, いふし たちけねあつてかせ さ つそくおあ-
せけま すけなあ そい とくせけさか いかく しけねせそつてけ. ╇ たけつへすあに, さそてそちふすけ そせ そいすかせけうあしつみ 
つ ]とうとあ, すけせけつてちそす «さそちそしみ-つそしせぬか», 』かせ-〈あち えそちおけしつみ てかす, ねてそ いふし 
てまちかすはけさそす うかしけさけに しまおかこ さそちそしかうつてうあ. ╇かおへ う たちそのしそす そせ そにちあせみし 
てまちかすせふこ たそさそこ ‒とさか け ]そくかせあ, さそてそちふか たそたあしけ くあ ちかのかてさと たちそつてそ 
たそ たちけにそてけ うつかつけしへせそえそ さそちそしみ. 〈かせみ きか たそちあくけしあ そいつてあせそうさあ (うかちせかか 
てそ, ねてそ そて せかか そつてあしそつへ) すかつてあ くあてそねかせけみ «ねかしそうかさあ う きかしかくせそこ すあつさか». 
【まちへすあ つしあうけしあつへ さそすなそちてせふすけ とつしそうけみすけ — おあきか つてかせふ いふしけ とうか-
のあせふ えそいかしかせあすけ, せあ たそしと さそうちふ. ╇そくうふのあしつみ すあつつけうせふこ つてそし. ╇ さあすけせか 
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¨せそつてちあせせふか おちとくへみ け さそししかえけ

たそおおかちきけうあしつみ そえそせへ. ゅてそすと とくせけさと ちあくちかのあしそつへ うふにそおけてへ けく さあすかちふ, 
ねてそいふ たそたちけつとてつてうそうあてへ せあ かきかおせかうせそこ すかつつか.

… 〉かさそてそちそか うちかすみ せあくあお み おそしきかせ いふし うつてちかてけてへつみ つ ╊うえかせけかす 
》かてちそうけねかす ╆あきあせそうふす たそ さあさそすと-てそ おかしと. 》ちそにそおみ たそ さそちけおそちと う かえそ 
さあいけせかて, そいちあてけし うせけすあせけか せあ せかおあうせそ ちあくうかのあせせふか さあちてけせふ. ゅてそ いふしけ 
とくせあうあかすふか うけおふ ]あくとちせそえそ ╆かちかえあ. ′せあねけて, たそおとすあし み, たちそのかおのかか 
つ てそこ けに てとちたそかくおさけ うちかすみ せか つてかちしそ う たあすみてけ そいちあくふ そねあちそうあてかしへせふに 
すかつて. ╅ たそてそすと せか つてかちてふ け つしかおふ たちかいふうあせけみ てあす 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ. 
╇ ねかす, せあうかちせそか, け つそつてそけて つとてへ ほてけに つちあうせかせけこ てそえおあのせけに いあきあせそうつさけに 
うたかねあてしかせけこ つ すそけすけ つかえそおせみのせけすけ.

¨〉《』【『╅〉〉ぉ╊ ╉『】′ゃっ ¨ [《]]╊╈¨

╉そさてそち ╆ほせえ (》あせ ぁあせ ょせ)*

╊か てちとおふ — たそおしけせせあみ さしあつつけさあ

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ ╆あきあせそうあ いふしあ うふおあまはけすつみ とねかせふす け ねかしそうかさそす. 
《せあ いかく てちとおあ くあうそかうふうあしあ うそつにけはかせけか うつかに, さてそ かか くせあし け ちあいそてあし つ せかこ; 
かか いとおかて せか にうあてあてへ すせそきかつてうと おちとくかこ け さそししかえ たそ うつかすと すけちと. 

っ うたかちうふか けすかし とおそうそしへつてうけか たそくせあさそすけてへつみ つ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ 
う つかちかおけせか 1970-に えそおそう. 《せあ け かか とうあきあかすふこ つとたちとえ ╊うえかせけこ 》かてちそ-
うけね くあせけすあしけつへ おけたしそすあてけねかつさそこ ちあいそてそこ う ╈かせかちあしへせそす さそせつとしへつてうか 
』そまくあ 』そうかてつさけに 』そぬけあしけつてけねかつさけに 『かつたといしけさ う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ. 〉あ 
てそて すそすかせて み いふし くあうかおとまはけす さあなかおちそこ ほさそせそすけさけ う 】せけうかちつけてかてか 
』あせ-‒ちあせぬけつさそ, あ てあさきか けつたそしせけてかしへせふす おけちかさてそちそす ¨せつてけてとてあ ╅くけあて-
つさそ-【けにそそさかあせつさけに けつつしかおそうあせけこ. 『あくおかしみみ そいはけか あさあおかすけねかつさけか けせてか-
ちかつふ, う ねあつてせそつてけ う そいしあつてけ おあしへせかうそつてそねせふに けつつしかおそうあせけこ, すふ つ つかすへかこ 
╆あきあせそうふに いふつてちそ つてあしけ いしけくさけすけ おちとくへみすけ け せあしあおけしけ たちそなかつつけそ-
せあしへせそか つそてちとおせけねかつてうそ. 

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ け ╊うえかせけこ 》かてちそうけね たちけしそきけしけ せかそぬかせけすふか 
とつけしけみ う たちそおうけきかせけけ つそてちとおせけねかつてうあ すかきおと 】せけうかちつけてかてそす 』あせ-
‒ちあせぬけつさそ け とねかせふすけ 』』』『. 』 つそうかてつさそこ つてそちそせふ せあけいそしかか ねあつてふす 
たあちてせかちそす みうしみしつみ ¨せつてけてとて うそつてそさそうかおかせけみ ╅さあおかすけけ せあとさ 』』』『, 

* ╉そさてそち ╆ほせえ (》あせ ぁあせ ょせ) — たちかくけおかせて [あくあにつてあせつさそえそ けせつてけてとてあ すかせかおきすかせてあ, ほさそせそすけさけ 
け たちそえせそくけちそうあせけみ.
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つ さそてそちふす 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ つそてちとおせけねあしあ いそしへのとま ねあつてへ つうそかこ たちそ-
なかつつけそせあしへせそこ きけくせけ. ╆しあえそおあちみ たそおおかちきさか ╆あきあせそうふに つそうかてつさけか とねか-
せふか たそしとねけしけ うそくすそきせそつてへ ちかえとしみちせそ とねあつてうそうあてへ う せあとねせふに そいすかせあに 
つ あすかちけさあせつさけすけ さそししかえあすけ. っ けつさちかせせか いしあえそおあちかせ つかすへか ╆あきあせそうふに 
くあ そちえあせけくあぬけま すそかこ たかちうそこ たそかくおさけ う 』』』『 う つかちかおけせか 1970-に えそおそう. 
》そくきか つ けに たそすそはへま み つてあし そおせけす けく ちかおさけに けせそつてちあせぬかう, たちけえしあのかせ-
せふす うふつてとたけてへ う をかせてちあしへせそす [そすけてかてか [そすすとせけつてけねかつさそこ たあちてけけ 
』そうかてつさそえそ 』そまくあ. っ うつかえおあ いとおと えしといそさそ け けつさちかせせか いしあえそおあちかせ つかすへか 
╆あきあせそうふに くあ たそおそいせとま ねかつてへ. 

╆かくとつしそうせそ, 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ いふしあ とねかせふす せあけうふつのかこ さうあしけなけ-
さあぬけけ. 《せあ たそつてそみせせそ け あさてけうせそ くあせけすあしあつへ けつつしかおそうあせけみすけ, け せあ かか 
ちあいそてふ つつふしあしけつへ, つつふしあまてつみ け たちそおそしきあて つつふしあてへつみ うかしけねあこのけか とねか-
せふか すけちあ. 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ たそ たちあうと くあつしときけしあ ちかたとてあぬけま そおせそえそ 
けく せあけいそしかか たかちかおそうふに けせそつてちあせせふに とねかせふに う [そちかこつさそこ 〉あちそおせそこ 
╉かすそさちあてけねかつさそこ 『かつたといしけさか, う ねあつてせそつてけ たそ うそたちそつあす ほさそせそすけねかつさそえそ 
ちあくうけてけみ. ╊か てちとおふ たそ 』かうかちせそこ [そちかか つてあしけ たそおしけせせそこ さしあつつけさそこ 
すけちそうそこ せあとさけ け いとおとて つねけてあてへつみ あうてそちけてかてせふす けつてそねせけさそす せあとねせふに 
けおかこ け けせなそちすあぬけけ せあ たちそてみきかせけけ すせそえけに-すせそえけに しかて. 】せけさあしへせふか 
けつつしかおそうあせけみ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ ねちかくうふねあこせそ ぬかせせふ おしみ すそけに つそい-
つてうかせせふに せあとねせふに ちあいそて, せあたけつあせけか さそてそちふに いふしそ いふ せかうそくすそきせふす いかく 
けくとねかせけみ かか てうそちねかつさそえそ いあえあきあ.

》そすけすそ つうそけに うふおあまはけにつみ せあとねせふに け たちそなかつつけそせあしへせふに さあねかつてう, 
〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ いふしあ しまいかくせふす け おそいちふす ねかしそうかさそす, けつさちかせせけす 
おちとえそす, つたそつそいせふす うせそつけてへ ちあおそつてへ う きけくせへ てかに, さてそ かか そさちときあし. ╇ちかすみ, 
たちそうかおかせせそか うすかつてか つ つかすへかこ ╆あきあせそうふに う 〈そつさうか け う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ, 
そつてあかてつみ う たあすみてけ さあさ そおせそ けく つあすふに たちけみてせふに うそつたそすけせあせけこ う すそかこ 
きけくせけ. ′せあてへ 〉あてあしへま ╊うえかせへかうせと け そいはあてへつみ つ せかこ いふしそ ねかつてへま け とおそ-
うそしへつてうけかす おしみ すかせみ.

(》かち. つ あせえし. 》.╅. 『あくうけせあ)

╇あつけしへかうあ (ぅかちいあさそうあ) ╅.*

[そしそさそしあ たかねあしけ

《おせあ けく そてしけねけてかしへせふに ねかちて きけくせけ せあ ねときいけせか — ほてそ てそ, ねてそ いしけくさけか 
しまおけ うつかえおあ そつてあまてつみ いしけくさけすけ. 《てねかえそ ほてそ たちそけつにそおけて? 〈そきかて いふてへ, 

* ╅せせあ ╇あつけしへかうあ (ぅかちいあさそうあ) — たちそなかつつそち 〈そせてかちかこつさそえそ けせつてけてとてあ すかきおとせあちそおせふに けつつしか おそ-
うあせけこ ([あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
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そて せかうかちそみてせそこ えかそえちあなけねかつさそこ とおあしかせ-
せそつてけ そて 『そおけせふ け きけくせけ う つうそか そいちあくせそこ 
さとしへてとちせそこ け つそぬけあしへせそこ さあたつとしか — 
う つさあなあせおちか, さそてそちふこ くあたあけうあかてつみ えかちすか-
てけねせそ け せあうつかえおあ. 【あす, うせとてちけ ほてそえそ つさあ-
なあせおちあ, — たちそせくけてかしへせふか, つそえちかうあまはけか, 
たちそつうかてしみまはけか うそつたそすけせあせけみ, すふつしけ, 
うけおかせけみ, えそしそつあ: うちかすかせせóえそ けくすかちか-
せけみ うふねけてあせけかす, つしそきかせけかす, おかしかせけかす 
きけくせへ う つさあなあせおちか たちそつてそ せか くせあかて.

っ せか うけきと 〉あてあのと うせか ╊うえかせけみ 
》かてちそうけねあ. 《せけ さあさ おうあ つそそいはあまはけにつみ 
つそつとおあ. っ せけさそえおあ せか うけおかしあ けに たそちそくせへ, 
おあきか う てか さそちそてさけか すそすかせてふ, さそえおあ そせけ 
せか いふしけ なけくけねかつさけ ちみおそす, そせけ いふしけ 
そてちあきかせけかす おちとえ おちとえあ. ¨に うせとてちかせせみみ 
つうみくへ さあくあしあつへ てあさそこ うつかそいひかすしまはかこ, ねてそ さあきおそか つしそうそ, きかつて, けせてそせあぬけみ 
〉あてあのけ せかすかおしかせせそ せあにそおけしけ そてくうとさ, ちかあさぬけま う ╊うえかせけけ 》かてちそうけねか, 
け せあそいそちそて.

〉あてあのあ いふしあ そのかしそすしみまはかこ: さちあつあうけぬあ, とすせけぬあ, きかせはけせあ つ «てあこ-
せそこ», えしといそさあみ, さあさ そさかあせ, せあ いかちかえと さそてそちそえそ み きけうと. 《せあ いふしあ そてくふう-
ねけうあ せあ ますそち け しかえさそ つすかみしあつへ, てあさ, さあさ つすかまてつみ てそしへさそ とうかちかせせふか 
う つかいか きかせはけせふ. 《せあ けすかしあ つたそつそいせそつてへ せかすかおしかせせそ たそせみてへ, たそねとうつてうそ-
うあてへ, ちあくおかしけてへ てちとおせそつてへ, いちかすみ け たちけせみてへ ちかのかせけか — せあうつかえおあ. 【あさ 
そせあ たちけせみしあ すかせみ う つうそこ すけち, う つうそま つかすへま — いかくそえそうそちそねせそ, たちみすそ 
け はかおちそ. 》とてかうそおせあみ くうかくおあ 〉あてあのけせそえそ うせけすあせけみ, かか おちときかつさそえそ ちあつ-
たそしそきかせけみ そつうかてけしけ すそこ たとてへ, とさちかたけしけ すそこ おとに せあ すせそえけか, すせそえけか 
えそおふ. っ にそちそのそ たそすせま かか えそしそつ — たかうとねけこ, すみえさけこ, さそえおあ 〉あてあのあ えそうそ-
ちけしあ つ ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす, つそ つうそかこ すあすそこ けしけ ちあつつさあくふうあしあ そい けに 
きけくせけ う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ, たとてかのかつてうけみに, おちとくへみに. ╈そしそつ つえとはあしつみ, そつかおあし, 
てうかちおかし, さそえおあ 〉あてあのあ えそうそちけしあ そ せあとねせふに ちあくせそえしあつけみに つ さそししかえあすけ, 
つたそちせふに つけてとあぬけみに, すそすかせてあに, さそえおあ せときせそ いふしそ つおかしあてへ うふいそち: すそちあしへ-
せふこ, たちそなかつつけそせあしへせふこ, えちあきおあせつさけこ. 《せあ さそちすけしあ すかせみ, たそけしあ ねあかす, 
たそそはちみしあ, せあつてあうしみしあ, そいせあおかきけうあしあ — け せか いふしそ う てか いしあえそつしそうかせせふか 
うかねかちあ おそすあ とまてせかか, いしあえそきかしあてかしへせかか, てかたしかか, ねかす おそす 〉あてあのけ け ╊うえか-
せけみ 》かてちそうけねあ.

〉あてあのあ にそおけしあ しかえさそこ いふつてちそこ たそにそおさそこ, つしそうせそ てあせぬかうあしあ, け そねあ-
ちそうふうあしあ つそねかてあせけかす せかたそおおかしへせそこ, たそねてけ おかてつさそこ けつさちかせせそつてけ け えしと-
いそさそえそ けせてかししかさてあ.

っ うつかえおあ うつたそすけせあま 〉あてあのと, さそえおあ うけきと きかすねとえ け いけちまくと. 〉けねてそ 
てあさ せか たそおねかちさけうあしそ かか さちあつそてと, さあさ きかすねとえ. 《せあ いふしあ そねかせへ にそちそのあ 
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う いかしそす. ╆かしふこ つせかえ, けつさちみはけこつみ たそお つそしせぬかす, そつうかてしみまはけこ すけちそくおあ-
せけか, — 〉あてあのあ. ¨ いけちまくあ: てかたしあみ, くあえあおそねせあみ, おちかうせみみ, さあさ すけち, さあさ 
«てあこせあ» きかせはけせふ — 〉あてあのあ.

っ うつかえおあ おとすあま そ 〉あてあのか, さそえおあ うけきと しあせおふのけ. ゅてけ ぬうかてふ たそみうしみ-
まてつみ う 〈そつさうか う すあか — ねとおそ つうかてみはけにつみ なあちなそちそうそこ いかしけくせそこ さそしそ-
さそしへねけさそう, せか ちあつてとはけに う 』けいけちけ, そてさとおあ み ちそおそす, け う [あしけなそちせけけ, 
えおか み たちそきけしあ たそしそうけせと きけくせけ. っ たちけせそつけしあ しあせおふのけ 〉あてあのか てそえおあ, 
おかつみてさけ しかて せあくあお, け たちけせかつしあ いふ けに かこ け つかこねあつ. ¨ すふ たそちあおそうあしけつへ いふ 
うすかつてか けに いかしけくせか け つうかきかつてけ.

【か しあせおふのかうふか さそしそさそしへねけさけ ちあおそつてけ け せふせかのせけか さそしそさそしあ たかねあしけ, 
えしといそさそこ たかねあしけ たそ 〉あてあのか, てかたかちへ いとおとて きけてへ うそ すせか そねかせへ おそしえそ. 
っ うつかえおあ いとおと せそつけてへ ほてと たかねあしへ う つさあなあせおちか つうそかこ けくそしけちそうあせせそつてけ, 
えかそえちあなけねかつさそこ そておあしかせせそつてけ そて いしけくさけに, ちそおせふに すせか しまおかこ, きけうとはけに 
う 『そつつけけ. ｠そちそのそ てそ, ねてそ きけくせへ う つさあなあせおちか せか くせあかて うちかすかせせふ́に けくすか-
ちかせけこ. ゅてそ くせあねけて, ねてそ すそけ うつてちかねけ つ 〉あてあのかこ け ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす 
たちそおそしきあまてつみ, うかおへ すふ たそたちそはあしけつへ てそしへさそ うねかちあ... ̈  つそうつかす せかせあおそしえそ.

* 
*
 *

》そくおせかか, う そさてみいちか 2014 えそおあ, あうてそちそす ほてけに つてちそさ, ╅せせそこ ╇あつけしへかうそこ, 
いふしそ てあさきか せあたちあうしかせそ ╊.》. ╆あきあせそうと たけつへすそ, ねあつてへ さそてそちそえそ すふ たといしけ-
さとかす:

«′おちあうつてうとこてか, おそちそえそこ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね!
〈せそえそ ちあく み つそいけちあしあつへ せあたけつあてへ ╇あす け そてさしあおふうあしあ, せあおかみつへ せあ 

さあさそこ-てそ けせそこ なそちすあて ほてそえそ そいちあはかせけみ さ ╇あす. ′せあみ, ねてそ う いしけきあこ-
のかか うちかすみ うそくすそきせそつてけ けせそえそ なそちすあてあ せか たちかおつてあうけてつみ, うつか きか たけのと 
╇あす. 》あすみてへ そ つうかてしそす, くあすかねあてかしへせそす うちかすかせけ, さそてそちそか すせか たそつねあつて-
しけうけしそつへ たちそうかつてけ つ 〉あてあのかこ け つ ╇あすけ, せか たそくうそしみかて すせか そつてあうけてへ 
ねとうつてうあ け すふつしけ, うふくうあせせふか とにそおそす 〉あてあのけ, せかそてたちあうしかせせふすけ, 
せかちあくおかしかせせふすけ.

》そきあしとこつてあ, たちけすけてか すそけ えしといそさけか つそいそしかくせそうあせけみ. ╇つかこ おとのそこ 
み そたしあさけうあしあ とにそお 〉あてあのけ. っ いとおと たそすせけてへ かか うつかえおあ.

》ちそつてけてか すかせみ くあ てそ, ねてそ えそおあすけ み せか たけつあしあ, せか たちけかくきあしあ. 《たちあうおあ-
せけこ せかて, せそ てあさけす そいひみつせかせけかす みうしみかてつみ てそ, ねてそ う たそつしかおせけか せかつさそしへさそ 
しかて み つてちあおあしあ そて にちそせけねかつさけに そつてちふに すけえちかせかこ — なけくけねかつさそえそ つそつてそ-
みせけみ, さそてそちそか せあ えそおふ けくそしけちそうあしそ すかせみ そて うせかのせかえそ すけちあ け しけのけしそ 
うそくすそきせそつてけ きけてへ せそちすあしへせそこ たそしせそぬかせせそこ きけくせへま. ]けのへ えそお たちそ-
のかし つ てかに たそち, さあさ いそしかくせへ ねとてへ つすみえねけしあつへ, そてたとつてけしあ すかせみ, け み つすそえしあ 
うそくそいせそうけてへ ちあいそてと け たそかくおさけ, にそてみ け う うかつへすあ つそさちあはかせせそす うけおか.

╇ さそせぬか すあみ み いふしあ う 〈そつさうか たそ ちあいそてか, たそつしか おそしえけに しかて そてつとて-
つてうけみ. ′うそせけしあ う ╇あの つかさちかてあちけあて けく えそつてけせけぬふ おせかす, う ちあいそねかか 
うちかすみ — いかくそてうかてせそ. ｠そてかしあ たちけうかてつてうそうあてへ ╇あつ. 【かたかちへ み たそせけ-
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すあま, たそねかすと う すあか せあす いふしあ せか つとおへいあ うつてちかてけてへつみ. ╇けおみ しあせおふのけ 
と すそつさそうつさけに つてあせぬけこ すかてちそ, なあちなそちそうとま いかしけくせと さちそのかねせふに さそしそ-
さそしへねけさそう, み おとすあしあ そ 〉あてあのか.

〈せか すせそえそか にそてかしそつへ いふ ╇あす ちあつつさあくあてへ, おそちそえそこ ╊うえかせけこ 》かてちそ-
うけね, け たそいしあえそおあちけてへ ╇あつ そて うつかこ おとのけ くあ うつか, ねてそ ╇ふ け 〉あてあのあ 
つおかしあしけ おしみ すかせみ. 〉け さあたしけ ╇あのかえそ とねあつてけみ, ╇あのかこ け 〉あてあのけせそこ 
おそいちそてふ せか たちそたあしけ おあちそす. ╇ふ すそえしけ いふ えそちおけてへつみ たちそえちあすすそこ 
けくとねかせけみ つそうちかすかせせそこ 『そつつけけ, さそてそちとま み つそくおあしあ う 〈そせてかちかこつさそす 
けせつてけてとてか. ゅてそ — とせけさあしへせあみ たちそえちあすすあ: と すかせみ かつてへ うそくすそきせそつてへ 
たちけえしあのあてへ うかおとはけに ちそつつけこつさけに つたかぬけあしけつてそう ねけてあてへ しかさぬけけ 
たそ-ちとつつさけ すそけす つてとおかせてあす け そなけぬかちあす たちそえちあすす DTRA け FAO, けくと-
ねあまはけに ちとつつさけこ みくふさ う うそかせせふに とねかいせふに くあうかおかせけみに う 〈そせてかちかか. 
〈そみ たちそえちあすすあ — そつてちそうそさ つうかてあ け たそしとねかせけみ くせあせけこ そ つそうちかすかせ-
せそこ 『そつつけけ おしみ としとねのかせけみ たそせけすあせけみ 『そつつけけ. っ そねかせへ にそねと うかちけてへ 
う てそ, ねてそ せふせかのせみみ なあくあ すちあさそいかつけみ たちそこおかて け すそけ つてとおかせてふ つすそ-
えとて うせかつてけ おそつてそこせふこ うさしあお う つそくおあせけか たちあえすあてけねせそえそ たあちてせかちつてうあ 
すかきおと 』ぃ╅ け 『そつつけかこ. <…>».

╇けしすけせえてそせ [.*

¨おかあしへせあみ きかせあ

っ うつてちかてけしつみ つ 〉あてあしへかこ う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ う 1974 えそおと, さそえおあ うたかちうふか 
つそいちあしつみ かにあてへ う 』そうかてつさけこ 』そまく, おしみ ねかえそ たそせあおそいけしそつへ つそおかこつてうけか つそ 
つてそちそせふ かか つとたちとえあ ╊うえかせけみ ╆あきあせそうあ, てそえおあのせかえそ くあすかつてけてかしみ ちとさそうそ-
おけてかしみ つそうかてつさそえそ ╈かせさそせつとしへつてうあ, ちあつたそしあえあうのかえそつみ う ちあこそせか 》あつけなけさ-
｠あこてつ う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ ([あしけなそちせけみ). 【あす すせか う 1974—1979 えそおあに 
たそつねあつてしけうけしそつへ ちかえとしみちせそ そいはあてへつみ つ ╊うえかせけかす け 〉あてあしへかこ ╆あきあせそ-
うふすけ, たそさあ そせけ せか うかちせとしけつへ う 〈そつさうと.

っ つさそちかか そてせそのとつへ さ すけちと けつさとつつてうあ, いとおとねけ たちそなかつつけそせあしへせふす なそてそ-
えちあなそす, つたかぬけあしけくけちとまはけすつみ せあ つひかすさあに くおあせけこ うせとてちけ け つせあちときけ, 
あ てあさきか あほちそなそてそつひかすさあに (う そつせそうせそす つ うかちてそしかてそう «『そいけせつそせ» R22 b K44) 
たそ くあさあくあす さそすすかちねかつさけに さそすたあせけこ せかおうけきけすそつてけ. ╆あきあせそうふ, う そてしけ-
ねけか そて すかせみ, — たちそなかつつけそせあしへせふか おけたしそすあてふ. 【かす せか すかせかか すふ いふつてちそ 
せあのしけ そいはけこ みくふさ, ついしけくけしけつへ け すせそえそ うちかすかせけ たちそうそおけしけ うすかつてか.

〉あてあしへま, さあさ け かか つとたちとえあ, そてしけねあしあ せかうかちそみてせあみ しまいそくせあてかしへせそつてへ. 
《せけ けせてかちかつそうあしけつへ うつかす, つてちかすけしけつへ たそせみてへ あすかちけさあせつさそか そいはか-
つてうそ, けくとねけてへ かえそ すかにあせけくすふ け そつそいかせせそつてけ, うつか かえそ あつたかさてふ. 〉あてあしへみ 

* [あちし ╇けしすけせえてそせ — ちとさそうそおけてかしへ なそてそつひかすそねせそこ さそすたあせけけ «[あちし ╇けしすけせえてそせ» (』あせ-‒ちあせ-
ぬけつさそ, 』ぃ╅).
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け ╊うえかせけこ けくとねあしけ けつてそちけま, えかそ-
えちあなけま, たちけちそおと, さとしへてとちと ╅すか-
ちけさけ, せか えそうそちみ ときか そ たそしけてけさか 
け ほさそせそすけさか. ╇つさそちか そせけ ときか くせあしけ 
そ 』ぃ╅ えそちあくおそ いそしへのか, ねかす すせそえけか 
あすかちけさあせぬふ. ¨すかせせそ そて せけに み とくせあ-
うあし そ つそつてそみせけけ あほちそさそつすけねかつさそこ 
たちそすふのしかせせそつてけ う [あしけなそちせけけ, 
ちかたかちてとあちか おちあすあてけねかつさそえそ てかあてちあ 
«╅.』.【.» う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ, そ すそち-
すそせつさそこ ぬかちさうけ, つけつてかすか つおあねけ ほさくあ-
すかせそう う [あしけなそちせけこつさそす とせけうかちつけ-
てかてか け すせそえそか-すせそえそか おちとえそか.

╇すかつてか つ ╆あきあせそうふすけ すふ にそおけしけ 
せあ つたかさてあさしけ う «たそしとたそおたそしへせふに» 
てかあてちあに, えとしみしけ たそ ちあこそせと にけたたけ 
｠ほこて-ゅのいかちけ, たけしけ さそなか つ たちかつてあ-
ちかしふすけ いけてせけさあすけ う けに くせあすかせけてそす 
させけきせそす すあえあくけせか «』けてけしあこて いとさつ». 

っ ねあつてそ なそてそえちあなけちそうあし けに せあ なそせか おそつてそたちけすかねあてかしへせそつてかこ くあしけうあ 
』あせ-‒ちあせぬけつさそ. 》そおあちけし けす せかつさそしへさそ つうそけに にとおそきかつてうかせせふに なそてそ. 
╅ う 1978 えそおと うそ うちかすみ けに つしときかいせそこ たそかくおさけ せあ ╈あうあこつさけか そつてちそうあ すそこ 
おみおみ, あいそちけえかせ そつてちそうそう, そちえあせけくそうあし 〉あてあしへか け ╊うえかせけま てとち たそ そつてちそうと 
〈あそけ, てそえおあ かはか たちかいふうあうのかすと う たかちうそいふてせそす つそつてそみせけけ. 》そくおせかか おみおみ 
せか ちあく うつたそすけせあし ╆あきあせそうふに, そつそいかせせそ さちあつそてと け とす 〉あてあしへけ.

｠そちそのそ たそすせま け たちけかす, さそてそちふこ つそうかてつさそか ╈かせさそせつとしへつてうそ う 』あせ-
‒ちあせぬけつさそ とつてちそけしそ う つうみくけ つ 40-こ えそおそうはけせそこ たそいかおふ うそ ╇てそちそこ すけちそ-
うそこ うそこせか. 《せ つそつてそみしつみ う すとくかか 》そねかてせそえそ しかえけそせあ う たあちさか けすかせけ ]けせ-
さそしへせあ. 〉あてあしへみ いしけつてあしあ せあ たちけかすか さあさ つあすあみ さちあつけうあみ け そいあみてかしへせあみ 
きかせはけせあ. っ なそてそえちあなけちそうあし かか け てあす.

′あてかす み たそうけおあしつみ つ 〉あてあしへかこ け ╊うえかせけかす ╆あきあせそうふすけ う あたちかしか 
1994 えそおあ う けに すそつさそうつさそこ さうあちてけちか. ゅてそ いふしあ すそみ てちかてへみ たそかくおさあ う 『そつ-
つけま. ╇たかちうふか, さあさ ときか そてすかねかせそ うふのか, み たそいふうあし てあす う すあちてか 1974 えそおあ, 
あ うそ うてそちそこ ちあく かくおけし う 』けいけちへ (うそ ╇しあおけうそつてそさ け う ¨ちさとてつさ, さとおあ 
み おそいちあしつみ たそ 【ちあせつつけいけちつさそこ すあえけつてちあしけ けく ｠あちいけせあ う さけてあこつさそこ 
〈あせへねきとちけけ) う あうえとつてか 1993 えそおあ. ╇そ うちかすみ たそかくおさけ う 〈そつさうと う あたちかしか 
1994-えそ み てあさきか たそつかてけし 』あすあちさあせお, ╆とにあちと け ｠けうと う 】くいかさけつてあせか うすかつてか 
つ たかちかうそおねけさそす-さけかうしみせけせそす ¨えそちかす [としけえけせふす, つ さそてそちふす たそくせあさそ-
すけしつみ えそおそす ちあせかか う たそかくおか ｠あちいけせ — ╇しあおけうそつてそさ.

╇ えそつてみに と ╆あきあせそうふに う 〈そつさうか み そいはあしつみ いそしへのか けすかせせそ つ 〉あてあしへかこ, 
たそつさそしへさと ╊うえかせけこ う てそて うかねかち いかつかおそうあし つ さあさけす-てそ さけてあこつさけす いけくせかつ-
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すかせそす. 〉あてあしへみ う そねかちかおせそこ ちあく たちそみうけしあ てあさけか きか たちそなかつつけそせあしへせふか 
くせあせけみ, ねてそ け かか つとたちとえ.

╇ あたちかしか 1994 えそおあ み う たそつしかおせけこ ちあく うけおかしつみ つ 〉あてあしへかこ ╆あきあせそうそこ. 
╇ 1995 えそおと み つせそうあ たちけかにあし う 〈そつさうと, せそ たそうつてちかねあしつみ しけのへ つ ╊うえかせけかす 
う ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ. 』なそてそえちあなけちそうあし せかさそてそちふに つそてちとお-
せけさそう ╅さあおかすけけ け おそさてそちあ ╆あきあせそうあ. ゅてそて うけくけて つてあし すそかこ ねかてうかちてそこ 
たそかくおさそこ う 『そつつけま, さそてそちあみ うさしまねあしあ う つかいみ たそすけすそ 〈そつさうふ け 』あせさて-
》かてかちいとちえ. 【そえおあ きか み たそつかてけし け [けかう せあ 】さちあけせか. ╇ 1996 えそおと み う たそつしかお-
せけこ ちあく たそいふうあし う 『そつつけけ — う 》かてかちいとちえか け 〈そつさうか, せそ せか つとすかし せあうか-
つてけてへ ╆あきあせそうふに.

》ちけすかちせそ う 2000 えそおと つそ すせそこ つうみくあしあつへ たそおちとえあ 〉あてあしへけ, とねけう-
のあみつみ う 』てほせなそちおつさそす とせけうかちつけてかてか, つ ぬかしへま たちけそいちかてかせけみ そおせそこ けく 
すそけに とうかしけねかせせふに なそてそえちあなけこ すそつてあ «′そしそてふか ╇そちそてあ» せあ なそせか ぬかせ-
てちあ 』あせ-‒ちあせぬけつさそ, さそてそちとま み つおかしあし けく そさちとえあ 〈あちけせ. っ うつてちかてけしつみ 
つ おかうとのさそこ, さそてそちとま くうあしけ ╅せみ, う さそなかこせか せあ ょせけうかちつけてけ-あうかせま う ぬかせ-
てちか 》あしそ-╅しへてそ ちみおそす つ さあすたとつそす 』てほせなそちおつさそえそ とせけうかちつけてかてあ, ねてそいふ 
そせあ すそえしあ うふいちあてへ なそてそえちあなけま. 》そてそす と せあつ いふしあ うつてちかねあ, つうみくあせせあみ 
つ おそつてあうさそこ えそてそうそこ なそてそえちあなけけ, け つせそうあ う 》あしそ-╅しへてそ. ゅてそ いふし すそこ 
たそつしかおせけこ さそせてあさて つ さかす-しけいそ けく さちとえあ ╆あきあせそうふに.

〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ いふしあ けおかあしへせそこ きかせそこ おけたしそすあてあ. 〉あちみおと 
つ あせえしけこつさけす け なちあせぬとくつさけす そせあ うしあおかしあ てあさきか さそちかこつさけす け さけてあこ-
つさけす みくふさあすけ. 《せあ つかすへ しかて ちあいそてあしあ うすかつてか つ すときかす, さそえおあ そせ くあせけすあし 
おけたしそすあてけねかつさけか たそつてふ う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ う [あしけなそちせけけ, あ う 》かさけせか 
う [けてあか — ねかてふちか えそおあ.

っ たそつかはあし すあてかちけさそうふこ [けてあこ う なかうちあしか 1980-えそ け う あうえとつてか 1993 えそおあ, 
たそいふうあう う 》かさけせか, ぃあせにあか け ╈そせさそせえか, せそ ほてけ たそかくおさけ つそつてそみしけつへ しけいそ 
おそ, しけいそ たそつしか たちかいふうあせけみ ╆あきあせそうふに う 》かさけせか (1982—1985), てあさ ねてそ 
うそくすそきせそつてけ たそうつてちかねあてへつみ つ せけすけ う ほてそて たかちけそお いふしけ とたとはかせふ.

〉あおかまつへ さそえおあ-せけいとおへ う いとおとはかす かはか ちあく たそつかてけてへ おそさてそちあ ╊うえかせけみ 
╆あきあせそうあ う ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ う 〈そつさうか. ╅ たそさあ «╅しそにあ!» けく 
╈そせそしとしと. 》ちそおそしきあま おかしけてへ きけくせへ すかきおと 』あせ-‒ちあせぬけつさそ ([あしけなそち-
せけみ) け ╈そせそしとしと (╈あうあこけ), えおか たそすそえあま とにあきけうあてへ くあ すそかこ すあてかちへま, 
』かつけしけかこ ╇けしすけせえてそせ, さそてそちそこ 4 つかせてみいちみ 2014 えそおあ けつたそしせけしそつへ 95 しかて.

(》かち. つ あせえし. 》.╅. 『あくうけせあ)
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╇けのせけさ ゅ.*

《いちあくかぬ おしみ うつかに せあつ

っ そねかせへ そたかねあしけしあつへ, とくせあう そ つすかちてけ 〉あてあしへけ ╆あきあせそうそこ. 〈ふ つ せかこ 
うつてちかねあしあつへ せかつさそしへさそ ちあく う 1990-か えそおふ, さそえおあ そせあ け ╊うえかせけこ 》かてちそ-
うけね たちけえしあのあしけ すかせみ さ つかいか おそすそこ たそそいつときおあてへ さけてあこつさとま てかすあてけさと, 
さ さそてそちそこ すふ うつか けつたふてふうあしけ けせてかちかつ. 〈ふ てあさきか うつてちかねあしけつへ つちあうせけ-
てかしへせそ せかおあうせそ, さそえおあ 〉あてあのあ け かか すとき たそつかはあしけ 〉へま-‶そちさ. 《せけ たちかお-
つてあうしみしけ つそいそこ うかしけさそしかたせとま たあちと つとたちとえそう-とねかせふに, け み とうかちかせあ, ねてそ かか 
いとおかて そねかせへ せか にうあてあてへ. ╇ にそおか たちそなかつつけそせあしへせそえそ そいはかせけみ すかせみ うつかえおあ 
うたかねあてしみしけ けせてかししかさて 〉あてあしへけ, ちあうせそ さあさ けくみはかつてうそ け そねあちそうあせけか かか 
しけねせそつてけ. ╇ てか うちかすかせあ, さそえおあ う 『そつつけけ け 』そかおけせかせせふに ぃてあてあに せあつねけてふ-
うあしそつへ そねかせへ すあしそ きかせはけせ-とねかせふに, つたかぬけあしけくけちそうあうのけにつみ せあ うせかのせかこ 
たそしけてけさか, そせあ つしときけしあ そいちあくぬそす おしみ うつかに せあつ.

(》かち. つ あせえし. 》.╅. 『あくうけせあ)

¨うあつけてあ ╅.**

¨せてかししかさて け ほしかえあせてせそつてへ

っ いふし そねかせへ そたかねあしかせ うかつてへま そ いかくうちかすかせせそす とにそおか 〉あてあしへけ ╆あきあせそうそこ. 
[そえおあ み うたかちうふか たそうつてちかねあしつみ つ せかこ しかて おかつみてへ せあくあお, すかせみ たそちあくけしけ 
かか けせてかししかさて け ほしかえあせてせそつてへ, たちそみうしみうのけかつみ さあさ う せあとねせふに ちあいそてあに, 
てあさ け う たそうつかおせかうせそこ きけくせけ. ╊うえかせけこ ╆あきあせそう, かか けおかあしへせふこ つたとてせけさ 
け つそちあてせけさ, つてあし すそけす せあつてあうせけさそす つ つかちかおけせふ 1990-に えそおそう. 《たふて 
け くせあせけみ ねかてふ ╆あきあせそうふに おあしけ すせか すせそえそか おしみ たそせけすあせけみ ちそつつけこつさそこ 
うせかのせかこ たそしけてけさけ け ちそつつけこつさそ-さけてあこつさけに そてせそのかせけこ.

╆しあえそおあちみ てそこ つてちあつてけ け つあすそそておあねか, つ さそてそちそこ 〉あてあしへみ そてせそつけしあつへ 
さ ちあいそてか, み たちけのかし さ たそおしけせせそすと そつすふつしかせけま うふおあまはかえそつみ うさしあおあ 
╆あきあせそうふに う けくとねかせけか け たちあさてけねかつさとま ちかあしけくあぬけま ちそつつけこつさそこ うせかの-
せかこ たそしけてけさけ せあ ちあくしけねせふに せあたちあうしかせけみに. ╇ 2004 えそおと と すかせみ たそみうけ-
しあつへ うそくすそきせそつてへ たちけえしあつけてへ けに そいそけに せあ つかすけせあち う てそえおあのせかす をかせてちか 

* ゅしけくあいかて ╇けのせけさ — つてあちのけこ けつつしかおそうあてかしへ ¨せつてけてとてあ ╇そつてそねせそこ ╅くけけ けす. 】ほくかちにかおあ [そしとす-
いけこつさそえそ とせけうかちつけてかてあ (』ぃ╅).
** ╅さけにけちそ ¨うあつけてあ — おけちかさてそち 』しあうみせつさそ-かうちあくけこつさそえそ けつつしかおそうあてかしへつさそえそ ぬかせてちあ (』あたたそちそ, 
｠そささあこおそ, ったそせけみ).
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つしあうみせそうかおかせけみ 】せけうかちつけてかてあ ｠そささあこおそ. 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ うふつてとたけしあ 
つそ うたかねあてしみまはけす おそさしあおそす せあ てかすと «『そつつけみ け [そちかみ», さそてそちふこ いふし そたか-
ちあてけうせそ たかちかうかおかせ せあ みたそせつさけこ みくふさ おしみ うふのかおのかえそ う てそす きか 2004 えそおと 
たそお すそかこ ちかおあさぬけかこ ついそちせけさあ «『そつつけこつさあみ うせかのせみみ たそしけてけさあ つかえそおせみ». 
╅せあしけく ちそつつけこつさそ-さそちかこつさけに そてせそのかせけこ, たちかおつてあうしかせせふこ 〉あてあしへかこ 
╊うえかせへかうせそこ, そてさちふし せそうふか えそちけくそせてふ せあのけに くせあせけこ そ うせかのせかこ たそしけ-
てけさか 『そつつけけ.

』 せあねあしあ 1990-に おそ つかちかおけせふ 2000-に えそおそう み とうしかねかせせそ けくとねあし てかすあ-
てけさと ちそつつけこつさそ-さけてあこつさそこ えちあせけぬふ, け ╆あきあせそうふ そさあくふうあしけ たそすそはへ 
う すそけに けつつしかおそうあせけみに さあさ う そてせそのかせけけ 『そつつけけ, てあさ け つそつかおせけに つ せかこ 
つてちあせ. ╆かく せけに すそみ させけえあ «4000 さけしそすかてちそう たちそいしかす: ちそつつけこつさそ-さけてあこ-
つさあみ えちあせけぬあ», そたといしけさそうあせせあみ せあ ちとつつさそす みくふさか う 〈そつさうか う けくおあてかしへ-
つてうか «╇そつてそさ-′あたあお», せか とうけおかしあ いふ つうかて. 〈せか そねかせへ にそてかしそつへ たちけえしあつけてへ 
〉あてあしへま ╊うえかせへかうせと う せあの をかせてち かはか ちあく. 』そきあしかま そい ほてそこ とたとはかせせそこ 
うそくすそきせそつてけ.

(》かち. つ あせえし. 》.╅. 『あくうけせあ)

〉あ さそせなかちかせぬけけ う 』あたたそちそ. ╅. ¨うあつけてあ — つたちあうあ そて ╊.》. ╆あきあせそうあ
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]あとちかあて きとちせあしけつてつさそこ たちかすけけ

〉あ たちそてみきかせけけ ぬかしそえそ おかつみてけしかてけみ, つ 1991 たそ 2000 えそおふ, 〉あてあ-
しへみ ╆あきあせそうあ いふしあ さそしとすせけつてそす せあのかこ えあくかてふ. ╊つしけ すせか せか けくすかせみかて 
たあすみてへ, そせあ そたといしけさそうあしあ おそいちとま つそてせま さそすすかせてあちけかう せあ つてちあせけぬあに 
せあのかえそ けくおあせけみ, ねてかせけか さそてそちそえそ みうしみしそつへ かきかおせかうせふす くあせみてけかす うつかに 
たちかおつてあうけてかしかこ ほしけてふ ょきせそこ [そちかけ. 《 ねかす 〉あてあのあ てそしへさそ せか たけつあしあ! 
《 [そちかこつさそこ うそこせか け  そい ほさそせそすけねかつさけに たちそいしかすあに 』かうかちせそこ [そちかけ, 
そ つうそけに うたかねあてしかせけみに そて おそつてけきかせけこ さそちかこつさそこ ぬけうけしけくあぬけけ け ちそつ-
つけこつさそ-あすかちけさあせつさけに そてせそのかせけみに, そ [〉『 け 【あこうあせか, 〉╅【《 け 《《〉, 
えしそいあしけくあぬけけ け ╅【ゅ』, すせそえそたそしまつせそす すけちか け ちかなそちすあに ╉ほせ 』みそたけせあ, 
ほうそしまぬけけ ちそつつけこつさそこ うせかのせかこ たそしけてけさけ け うせとてちけたそしけてけねかつさそこ いそちへいか 
う 》にかせへみせか け て.お. け て.た.

¨ さあさ けせなそちすあてけうせそ, しかえさそ, えしといそさそ あせあしけくけちとみ, たけつあしあ 〉あてあのあ! 
ぁけてあてかしけ つちあくと きか たちけつてちあつてけしけつへ さ さそしそせさか ちとつつさそこ けせてかししかさてとあしさけ 
け うそくすとはあしけつへ, さそえおあ たそ さあさけす-てそ たちけねけせあす そねかちかおせあみ つてあてへみ 〉あてあしへけ 
せか たそみうしみしあつへ う たそしそきかせせふこ おかせへ. 〉か つしとねあこせそ う 1999 えそおと そせあ とおそつてそけ-
しあつへ きとちせあしけつてつさそこ たちかすけけ せあのかこ えあくかてふ.

╅ さあさそこ そせあ いふしあ ねかしそうかさ! [ちあつけうふこ, えちあぬけそくせふこ. ¨ うかしけさそしかたせあみ 
にそくみこさあ け たそうあち! 〉けえおか せか たちそいそうあし てあさそこ うさとつせそこ たけはけ, さあさ う おそすか 
╆あきあせそうふに.

』うかてしあみ たあすみてへ 〉あてあのか!
(》かち. つ さそち. ょちけみ ╅せあ)

[そくふいあかう ¨.〈.**

】おけうけてかしへせふこ ねかしそうかさ け うかちせふこ つそちあてせけさ

〈せそえそとうあきあかすふこ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね!
… 』 そつそいふす たけかてかてそす たちそねけてあし けせてかちうへま つ ╇あすけ, たちそねとうつてうそうあし 

えそちかねへ せかうそつたそしせけすそこ たそてかちけ とおけうけてかしへせそえそ ねかしそうかさあ け うかちせそえそ つそちあて-
せけさあ —  〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ. 〈かせみ たそちあきあまて さあさ ╇あのか おそつてそこせかこのかか 

* [けす ╊せ 〈あせ — けくうかつてせふこ まきせそさそちかこつさけこ きとちせあしけつて, えしあうせふこ ちかおあさてそち たちあうけてかしへつてうかせせそこ 
えあくかてふ «』かとし つけせすとせ» / «【ほにあせ すほけしへ» う 1998—2004 ええ.
** ¨しへみつ 〈あせあのかうけね [そくふいあかう — おけちかさてそち ¨せつてけてとてあ おけたしそすあてけけ たちけ たちかくけおかせてか [あくあにつてあせあ. 
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たそうかおかせけか う てちとおせそこ きけくせかせせそこ つけてとあぬけけ, てあさ け てけてあせけねかつさけか とつけしけみ 
たそ つそにちあせかせけま おそいちそこ たあすみてけ, そ さそてそちふに み たちそねけてあし おそ ほてそえそ せあ つあこてか 
╅さあおかすけけ. 》けのと ほてけ つてちそさけ せか なそちすあしへせそ, たそつさそしへさと つあす 15 しかて せあくあお 
たかちかきけし たそおそいせそか.

》そほてそすと きかしあま ╇あす さちかたさそえそ くおそちそうへみ け おそしえけに しかて きけくせけ, ねてそいふ 
せあ ちあおそつてへ そさちときあまはけす け おしみ とうかさそうかねかせけみ おそつてそこせそこ たあすみてけ つとたちとえけ 
╇ふ たそしせそつてへま うそたしそてけしけ くあおとすあせせふこ  ぬけさし させけえ そ 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか.

]みこなかち 》.*

╉あきか たちかしかつてせふか しかおけ せか きけうとて うかねせそ

╇ 1990-か えそおふ ╇かせつさあみ おけたしそすあてけねかつさあみ あさあおかすけみ けすかしあ とおそうそしへ-
つてうけか てちけきおふ たちけせけすあてへ つとたちとえそう ╆あきあせそうふに. 《せけ ねけてあしけ う かか つてかせあに 
しかさぬけけ, うかしけ つかすけせあちふ, とねあつてうそうあしけ う おけつさとつつけみに. ¨ つしとのあてかしけ ╉けたあさあ-
おかすけけ, たちかおつてあうけてかしけ いそしへのけせつてうあ つてちあせ ╊うちそたふ, せかけくすかせせそ せあくふうあしけ 
けに そいそけに う ねけつしか しとねのけに たちかたそおあうあてかしかこ.

╊つしけ えそうそちけてへ そ 〉あてあしへか, そせあ せか てそしへさそ ねかてさそ けくしあえあしあ つうそけ すふつしけ, 
せか てそしへさそ おあうあしあ そいひかさてけうせふこ あせあしけく たちそけつにそおみはかえそ う つそうちかすかせせそす 
すけちか, せそ たちけ ほてそす そてしけねあしあつへ かはか け あちてけつてけくすそす, け ますそちそす. 》ちけさそうふ-
うあしあ うつかそいはかか うせけすあせけか け かか うせかのせそつてへ — たちけちそおせあみ さちあつそてあ う つそねかてあ-
せけけ つ けくふつさあせせふす つてけしかす う そおかきおか.

′あたそすせけしそつへ け てそ, ねてそ つとたちとえけ ╆あきあせそうふ そいしあおあしけ せかとかすせそこ きあき-
おそこ くせあせけこ. ｠そてみ そせけ いふしけ うそつてそさそうかおあすけ, せそ け う ╅うつてちけけ けに けせてかちか-
つそうあしそ  うつか:  あちにけてかさてとちあ け すとくふさあ, たそほくけみ け さとにせみ, すそおあ け そいふねあけ. 《せけ 
いとさうあしへせそ くあつふたあしけ せあつ つ きかせそこ うそたちそつあすけ, せあ さそてそちふか すふ おあしかさそ せか 
うつかえおあ すそえしけ おあてへ うちあくとすけてかしへせふこ そてうかて. 》そつしか うつてちかね つ ╆あきあせそうふすけ すふ 
ねあつあすけ ちふしけつへ う ほせぬけさしそたかおけみに, ねてそいふ たそくおせかか うつか-てあさけ とおそうしかてうそちけてへ 
しまいそたふてつてうそ ちとつつさけに おちとくかこ-とねかせふに.

》かねあしへせそ う そねかちかおせそこ ちあく そつそくせあうあてへ, ねてそ きけくせへ, とうふ, さそせかねせあ, 
け おあきか てあさけか たちかしかつてせふか しかおけ, さあさ 〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ, せか きけうとて うかねせそ.

╋かしあかす ╊うえかせけま うふつてそみてへ け とうかさそうかねけてへ たあすみてへ かえそ くあすかねあてかしへせそこ 
つとたちとえけ てあさ, さあさ そせあ ほてそえそ くあつしときけうあかて.

(》かち. つ あせえし. 》.╅. 『あくうけせあ)

* 》あとしへ ]みこなかち — うけおせふこ あうつてちけこつさけこ おけたしそすあて, ちかさてそち つてあちかこのかこ う すけちか ╇かせつさそこ おけたしそすあ-
てけねかつさそこ あさあおかすけけ (1994—1999), ぁちかくうふねあこせふこ け 》そしせそすそねせふこ 》そつそし ╅うつてちけけ う 〉けえかちけけ, 
╈あせか, 』へかちちあ-]かそせか, ]けいかちけけ (1977—1982), ょえそつしあうけけ け ╅しいあせけけ (1985—1991), 〈あちそささそ (1991—
1994), ¨ちしあせおけけ (1999—2002).
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]け ¨せ ｠そ*

╆しあえそつしそうかせせあみ たあすみてへ 〉あてあしへか ╆あきあせそうそこ

【ちとおせそ たそうかちけてへ, ねてそ ほてそて すけち しけのけしつみ 
〉あてあしへけ ╆あきあせそうそこ, おそいちそこ けせてかししけ-
えかせてせそこ きかせはけせふ, つかちへかくせそえそ とねかせそえそ, 
のけちそさそ けくうかつてせそえそ そいはかつてうかせせそえそ おかみ-
てかしみ け そてしけねせそえそ たといしけぬけつてあ. 《せあ いふしあ 
おあうせけす おちとえそす [そちかけ.

╊か けつつしかおそうあせけみ いふしけ たそつうみはかせふ 
けくとねかせけま さそちかこつさそこ てかすあてけさけ う ¨せつてけ-
てとてか うそつてそさそうかおかせけみ, あ くあてかす う ╉けたしそ-
すあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈けせけつてかちつてうあ 
けせそつてちあせせふに おかし 『そつつけけ. ╉そつてけきかせけみ 
〉あてあしへけ ╆あきあせそうそこ う そいしあつてけ さそちかかうかおか-
せけみ せあけしとねのけす そいちあくそす そてちあきかせふ う かか 
おけつつかちてあぬけみに «『そしへ つそうかてつさそ-さそちかこつさそえそ 
ほさそせそすけねかつさそえそ つそてちとおせけねかつてうあ う ちあくうけ-
てけけ せあちそおせそえそ にそくみこつてうあ [〉╉『 (1954—

1970 ええ.)» け «ゅさそせそすけねかつさあみ つけつてかすあ 』かうかちせそこ [そちかけ (けつてそさけ, ほうそしまぬけみ, 
そつせそうせふか たあちあすかてちふ, つてちとさてとちあ, すかてそおふ とたちあうしかせけみ, けくひみせふ, たかちつたかさ-
てけうふ ちかなそちすけちそうあせけみ)», くあ さそてそちふか そせあ とおそつてそけしあつへ とねかせふに つてかたかせかこ 
さあせおけおあてあ け おそさてそちあ ほさそせそすけねかつさけに せあとさ, あ てあさきか う すせそえそねけつしかせせふに 
せあとねせふに すそせそえちあなけみに け つてあてへみに. 

〈ふ つ せかこ ちかえとしみちせそ うつてちかねあしけつへ う たかちうふか えそおふ たそつしか とつてあせそうしか-
せけみ おけたしそすあてけねかつさけに そてせそのかせけこ すかきおと 『かつたといしけさそこ [そちかみ け 『そつつけかこ 
う 1990 えそおと, あ くあてかす たそくおせかか, う たかちけそお すそかこ つしときいふ う さあねかつてうか たそつしあ 
『かつたといしけさけ [そちかみ う 『そつつけけ う 1998—2000 えそおふ. 

╉とすあま, てちとおせそ たかちかそぬかせけてへ うさしあお 〉あてあしへけ ╆あきあせそうそこ け かか すときあ 
╊うえかせけみ ╆あきあせそうあ, せふせか ちかさてそちあ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけけ 〈¨╉ 『そつ-
つけけ, う ちあくうけてけか ちそつつけこつさそ-さそちかこつさけに そてせそのかせけこ. 《せけ たそつてそみせせそ つてちか-
すけしけつへ さ とえしといしかせけま たそせけすあせけみ [そちかけ け おかしけしけつへ つうそけすけ くせあせけみすけ. 
〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ つてあしあ たそねかてせふす たちそなかつつそちそす 】せけうかちつけてかてあ ╊せつかこ, 
そおせそえそ けく うかおとはけに とせけうかちつけてかてそう [そちかけ, ねしかせそす ちあくしけねせふに せあとねせふに 
つそうかてそう 『そつつけこつさそこ あさあおかすけけ せあとさ, あ てあさきか せあとねせふに そいひかおけせかせけこ 
け つてちとさてとち たそ うつかすと すけちと. 

* ]け ¨せ ｠そ — たちかおつかおあてかしへ 』そうかてあ とたちあうしみまはけに [そちかこつさそこ うかはあてかしへせそこ つけつてかすふ (KBS), ぁちかく-
うふねあこせふこ け 》そしせそすそねせふこ 》そつそし 『かつたといしけさけ [そちかみ う 『そつつけけ (1998—2000), おそさてそち けつてそちけねか-
つさけに せあとさ, たちそなかつつそち.
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〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ とつたかのせそ たちけすかせみしあ つうそけ えしといそさけか くせあせけみ け せあ-
とねせふこ そたふて う ちあいそてか う さあねかつてうか せあとねせそえそ ちとさそうそおけてかしみ け さそせつとしへてあせてあ. 
》そお かか せあとねせふす ちとさそうそおつてうそす 30 さそちかこつさけに け ちそつつけこつさけに とねかせふに け けつ-
つしかおそうあてかしかこ おそいけしけつへ たちけつときおかせけみ けす とねかせそこ つてかたかせけ おそさてそちあ け さあせ-
おけおあてあ せあとさ. 』ちかおけ せけに いふし け うふおあまはけこつみ さそちかこつさけこ たそしけてけねかつさけこ 
おかみてかしへ, しあとちかあて 〉そいかしかうつさそこ たちかすけけ すけちあ 2000 えそおあ [けす ╉ほ ぁきとせ, 
つ さそてそちふす 〉あてあしへみ たそうつてちかねあしあつへ かはか う 1973 えそおと う たかちけそお かか ちあいそてふ 
う ╈かせかちあしへせそす さそせつとしへつてうか 』』』『 う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ. ╇ 1998—2003 えそおふ 
[けす ╉ほ ぁきとせ うふおうけせとしつみ う ねけつしそ うかおとはけに すけちそうふに しけおかちそう う さあねかつてうか 
たちかくけおかせてあ 『かつたといしけさけ [そちかみ. 

〈せそえそそいちあくせふか つなかちふ おかみてかしへせそつてけ 〉あてあしへけ ╆あきあせそうそこ うさしま-
ねけしけ う つかいみ せあたけつあせけか つそてかせ つてあてかこ, そたといしけさそうあせせふに う さそちかこつさそこ 
け ちそつつけこつさそこ たかちけそおけねかつさそこ たかねあてけ, あ てあさきか おかつみてさそう させけえ う つそあう-
てそちつてうか つ かか つとたちとえそす, たそつうみはかせせふに [そちかか け けくおあせせふに う [そちかか け 『そつ-
つけけ. ╇つか ほてけ ちあいそてふ みうしみまて つそいそこ いそえあてそか せあつしかおけか, たそすそえあまはかか 
さそちかこぬあす け ちそつつけみせあす しとねのか たそせけすあてへ け くせあてへ おちとえ おちとえあ, つしときあ 
うかねせふす すあみさそす おちあえそぬかせせそこ たあすみてけ ほてそこ う うふつのかこ つてかたかせけ くあすかねあ-
てかしへせそこ きかせはけせふ. 

》とつてへ 〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ たそさそけてつみ う うかねせそす すけちか け いしあきかせつてうか!

(》かち. つ あせえし. 》.╅. 『あくうけせあ)

]け ぁあせ ぁきと*

《せあ そねあちそうふうあしあ うつかに

っ たそくせあさそすけしつみ つ 〉あてあしへかこ ねかちかく かか つとたちとえあ け すそかえそ おちとえあ おそさてそちあ 
╆あきあせそうあ. 〈せか たそすせけてつみ せあの ちあくえそうそち う 1990-に えそおあに う «』さあこ-]あとせおき», 
ちかつてそちあせか せあ さちふのか いあのかせ-いしけくせかぬそう う 〉へま-‶そちさか. ╉しみ すかせみ ほてそ いふし 
そおけせ けく たちけみてせかこのけに すそすかせてそう たちかいふうあせけみ う 』ぃ╅.

╇ 〈そつさうか 〉あてあしへみ せか ちあく そさあくふうあしあ すせか しまいかくせそつてへ, たちけえしあのあみ せあ 
ちあくしけねせふか そいかおふ け ときけせふ. 《おけせ けく せけに つそつてそみしつみ おあきか せあ さちとけくせそす 
つとおせか. ╆しあえそおあちみ かか たちかおかしへせそ てかたしそすと えそつてかたちけけすつてうと み うつかえおあ ねとう-
つてうそうあし つかいみ う 『そつつけけ さあさ おそすあ. 〉か えそうそちみ ときか そ てそす, ねてそ かか すあせかちあ たちけ-
せけすあてへ えそつてかこ け ねとてさそつてへ たそくうそしみしけ つせみてへ しまいそか せあたちみきかせけか, あ そいのけち-

* 》ちそなかつつそち ]け ぁあせ ぁきと — たちかくけおかせて [そちかこつさそえそ えしそいあしへせそえそ なそちとすあ ([╈‒), たそねかてせふこ たちそ-
なかつつそち ¨せつてけてとてあ すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ 』あせさて-》かてかちいとちえつさそえそ えそつとおあちつてうかせせそえそ とせけ-
うかちつけてかてあ.
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せふか くせあせけみ おかしあしけ しまいとま いかつかおと 
ねちかくうふねあこせそ けせてかちかつせそこ け たそくせあ-
うあてかしへせそこ.

っ てあさきか うつたそすけせあま うちかすみ, さそえおあ 
〉あてあしへみ ちとさそうそおけしあ たそおえそてそう-
さそこ おそさてそちつさそこ おけつつかちてあぬけけ [けす 
╉ほ ぁきとせあ, つてあうのかえそ うたそつしかおつてうけけ 
たちかくけおかせてそす 『かつたといしけさけ [そちかみ, 
け うけくけて ねかてふ ╆あきあせそうふに う [そちかま 
たそ たちけえしあのかせけま つあすそえそ たちかくけ-
おかせてあ. ╇そ うちかすみ うけくけてあ せかけくえしあおけ-
すそか うたかねあてしかせけか せあ すかせみ たちそけくうかしあ 
すあせかちあ たそうかおかせけみ おそさてそちあ ╆あきあ-
せそうそこ, さそてそちあみ そねあちそうふうあしあ うつかに, 

つ さかす うつてちかねあしあつへ, うせか くあうけつけすそつてけ そて さとしへてとちせそこ けしけ せあぬけそせあしへせそこ 
たちけせあおしかきせそつてけ.

》かちうそせあねあしへせそ み とくせあし 〉あてあしへま ねかちかく せあのと つそうすかつてせとま ちあいそてと, 
あ うつさそちか そせあ つてあしあ すそけす おちとえそす. ╆とおとねけ たちかさちあつせふす け おちときかしまいせふす 
ねかしそうかさそす, そせあ そいしあおあしあ つたそつそいせそつてへま ちあつたそしあえあてへ しまいそえそ つそいか つかおせけさあ 
さ おそうかちけてかしへせそすと そいはか せけま.

》しあせけちとみ かはか たそちあいそてあてへ う 〈そつ さ うか, み そねかせへ ちあつつねけてふうあし せあ うそくすそき-
せそつてへ うつてちかねけ つ 〉あてあしへかこ. っ いかくすかちせそ そたかねあしかせ てちあえけねかつさそこ うかつてへま.

╇つかえおあ いとおと いかちかきせそ にちあせけてへ たあすみてへ そ せあのかこ おちときいか.

(》かち. つ あせえし. 》.╅. 『あくうけせあ)

]け ｠とほこ*

[せけえけ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ — 
せあけしとねのあみ たあすみてへ そ せかこ

╇そ うちかすみ ちあいそてふ う 〈そつさうか み ちかえとしみちせそ うつてちかねあまつへ つそ つうそけす つてあちふす 
おちとえそす ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす ╆あきあせそうふす. 〈せか てあさきか たそつねあつてしけうけしそつへ 
いふてへ くせあさそすふす つ かえそ すせそえそとうあきあかすそこ つとたちとえそこ 〉あてあしへかこ ╊うえかせへかうせそこ 
╆あきあせそうそこ. 《せあ いふしあ そたてけすけつてけねせふす, たちけうかてしけうふす, ちあつつとおけてかしへせふす 
け おちときかしまいせふす ねかしそうかさそす. 《せあ いしかつてみはか くせあしあ [けてあこ け けすかしあ つそい-
つてうかせせとま, そねかせへ ちあくとすせとま てそねさと くちかせけみ たそ うそたちそつと さけてあこつさそ-ちそつつけこ-
つさけに そてせそのかせけこ. ╇そ うちかすみ せあのけに うつてちかね すふ うかしけ そきけうしかせせふか いかつかおふ, 

* ]け ｠とほこ — ぁちかくうふねあこせふこ け 》そしせそすそねせふこ 》そつそし [〉『 う 『そつつけけ.
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そ さそてそちふに と すかせみ そつてあしけつへ たちけみてせふか うそつ-
たそすけせあせけみ. 

〉あ たかちうふに たそちあに み うそつたちけせけすあし 
〉あてあしへま ╊うえかせへかうせと たちかきおか うつかえそ さあさ 
きかせと ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ, せそ うつさそちか 
とくせあし, ねてそ そせあ そいしあおあしあ つそいつてうかせせふす 
おしけせせふす たそつしときせふす つたけつさそす, みうしみ-
みつへ おそさてそちそす ほさそせそすけねかつさけに せあとさ, うそつ-
てそさそうかおそす — つたかぬけあしけつてそす たそ [そちかか け 
[けてあま, たそしけてそしそえそす, けつてそちけさそす, たかおあ-
えそえそす け たといしけぬけつてそす. ╇ てかねかせけか ねかてふ-
ちかに しかて そせあ ちあいそてあしあ う [〉『 う さあねかつてうか 
おけたしそすあてあ. 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ — あうてそち 
すせそえそねけつしかせせふに させけえ け つてあてかこ, のけちそさけに 
け えしといそさけに けつつしかおそうあせけこ たそ そいはけす たちそ-
いしかすあす すかきおとせあちそおせふに そてせそのかせけこ け たそ 
たちそいしかすあす ╇そつてそねせそこ ╅くけけ, そつそいかせせそ 
うふおあまはけすけつみ けく さそてそちふに つしかおとかて せあくうあてへ けつつしかおそうあせけみ さそちかこつさそえそ 
うそたちそつあ け [けてあみ.

〉かそきけおあせせふこ とにそお 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ たそてちみつ け えしといそさそ そたかねあしけし 
すかせみ. っ にそちそのそ たそせけすあま, ねてそ おしみ ╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ — ほてそ せか てそしへさそ 
とてちあてあ つたとてせけぬふ きけくせけ, せそ け けつさちかせせかえそ つそちあてせけさあ う けおかみに け せあとねせそこ 
おかみてかしへせそつてけ. 〉あ すそかこ させけきせそこ たそしさか つてそみて てちとおふ, せあたけつあせせふか う つそあう-
てそちつてうか つとたちとえあすけ ╆あきあせそうふすけ. ぁけてあみ ほてけ たちそけくうかおかせけみ, み うつてちかてけし 
せかすあしそ にそちそのそ けくうかつてせふに すせか けすかせ け てあさけす そいちあくそす とくせあし, ねてそ と せあつ 
すせそえそ そいはけに くせあさそすふに.

ゅてけ たちそけくうかおかせけみ たそすそえしけ すせか かはか しとねのか たそせみてへ うかしけさそおとのけか, とす, 
すとおちそつてへ け たちけちそおせふこ てあしあせて 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ. っ うかちま, ねてそ させけえけ 
みうしみまてつみ せあけしとねのかこ たあすみてへま そ 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか, つ けに たそすそはへま さあき-
おふこ すそきかて とくせあてへ うつま えしといけせと かか けせてかししかさてあ け おとのけ.

》ちかさちあつせふか うそつたそすけせあせけみ そ 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか せあうつかえおあ そつてあせとてつみ 
う せあのけに つかちおぬあに.

(》かち. つ さけて. ╉. [とおちみのそうそこ)
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]けす ╉そせ ╇そせ*

╇かしけさけこ とねかせふこ け けつさちかせせけこ おちとえ
さそちかこつさそえそ せあちそおあ

╉そさてそち 〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ — そおせそ けく つあすふに とうあきあかすふに けすかせ う [そちかか. 
《せあ — うかしけさけこ とねかせふこ, おそつさそせあしへせそ けくとねけうのけこ ほさそせそすけさと, そいはか-
つてうそ, うせとてちかせせまま け うせかのせまま たそしけてけさと 『かつたといしけさけ [そちかみ. ╊はか いそしかか 
とおけうけてかしへせそ てそ, ねてそ おそさてそち ╆あきあせそうあ つすそえしあ そてさちふてへ すけちと 』かうかちせとま 
[そちかま. っ つあす ちそおけしつみ せあ つかうかちか [そちかこつさそえそ たそしとそつてちそうあ, せそ たそねてけ 
せけねかえそ せか くせあし そい ほてそこ ねあつてけ すそかこ つてちあせふ けく-くあ くあさちふてそつてけ つかうかちそさそちかこ-
つさそえそ ちかきけすあ. [せけえけ おそさてそちあ ╆あきあせそうそこ そい ほさそせそすけさか け たそしけてけねかつさそこ 
つけつてかすか, うせかのせかこ たそしけてけさか 』かうかちあ つてあしけ おしみ すかせみ け すそけに つそえちあきおあせ 
せあつてそみはけす そてさちそうかせけかす け たそおしけせせそこ さしあおそうそこ くせあせけこ. ╅ させけえあ 〉あてあ-
しへけ ╆あきあせそうそこ そ [そちかこつさそこ うそこせか うそそいはか みうしみかてつみ たけそせかちつさそこ ちあいそ-
てそこ, そつせそうあせせそこ せあ とせけさあしへせふに あちにけうせふに すあてかちけあしあに.

[そちかこつさけか せあちそお け み しけねせそ いかつさそせかねせそ いしあえそおあちせふ おそさてそちと ╆あきあ-
せそうそこ てあさきか くあ つあすそそてうかちきかせせそつてへ け とつけしけみ, たちかおたちけせみてふか かま うそ うちかすみ 
くあはけてふ おそさてそちつさそこ おけつつかちてあぬけけ たちかくけおかせてそす 『[, しあとちかあてそす 〉そいかしかう-
つさそこ たちかすけけ すけちあ [けす ╉ほ ぁきとせそす. 〈せそえそか う たそしけてけさか «つそしせかねせそえそ 
てかたしあ», さそてそちとま たちかくけおかせて [けす ╉ほ ぁきとせ たちそうそおけし う そてせそのかせけけ 』かうかちあ, 
たそねかちたせとてそ う たちそぬかつつか つそてちとおせけねかつてうあ つ せあとねせふす ちとさそうそおけてかしかす おけつ-
つかちてあぬけけ, おそさてそちそす ╆あきあせそうそこ. [けす ╉ほ ぁきとせ う うふつのかこ つてかたかせけ ぬかせけし 
たそすそはへ 〉あてあしへけ ╆あきあせそうそこ たちけ せあたけつあせけけ おけつつかちてあぬけけ. 》ちかくけおかせて 
[けす ╉ほ ぁきとせ いふし てあさきか えしといそさそ てちそせとて てかす, ねてそ おそさてそち ╆あきあせそうあ そたとい-
しけさそうあしあ てちけ させけえけ そ かえそ きけくせけ.

¨ たちかくけおかせて [けす ╉ほ ぁきとせ, け うつか さそちかこぬふ おあうあしけ うふつそねあこのとま 
そぬかせさと うさしあおと おそさてそちあ ╆あきあせそうそこ う とさちかたしかせけか おちときいふ すかきおと 『そつつけかこ 
け 『かつたといしけさそこ [そちかみ, う とつけしけみ たそ つそくおあせけま なとせおあすかせてあ おそしえそつちそねせそえそ 
すけちあ け つてあいけしへせそつてけ せあ [そちかこつさそす たそしとそつてちそうか.

╆かくうちかすかせせふこ, つさそちそたそつてけきせふこ とにそお おそさてそちあ ╆あきあせそうそこ けく きけくせけ 
うふくふうあかて そつてちとま いそしへ と せあのかえそ せあちそおあ. ╇かねせあみ きか たあすみてへ ほてそすと うかしけ-
さそすと とねかせそすと け けつさちかせせかすと おちとえと さそちかこつさそえそ せあちそおあ!

(》かち. つ さそち. ょちけみ ╅せあ)

* ]けす ╉そせ ╇そせ — うふおあまはけこつみ まきせそさそちかこつさけこ たそしけてけねかつさけこ おかみてかしへ, おけたしそすあて, あちにけてかさてそち 
たそしけてけさけ ついしけきかせけみ つ [〉╉『, くあせけすあし う 『かつたといしけさか [そちかみ たそつてふ すけせけつてちあ たそ そいひかおけせかせけま 
[そちかけ, おけちかさてそちあ ¨せつてけてとてあ すかきおとせあちそおせふに たちそいしかす け せあぬけそせあしへせそこ いかくそたあつせそつてけ, ¨せつてけ-
てとてあ 』かねきとせあ, ぁちかくうふねあこせそえそ け 》そしせそすそねせそえそ 》そつしあ う ╅うつてちあしけけ け 〉けえかちけけ.
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]みそ ╇ほこぬくけせ*

]とねのあみ たそしそうけせさあ

】のしあ けく きけくせけ 〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ. ゅてそ そえちそすせあみ, せかうそつたそしせけすあみ とてちあてあ 
おしみ うつかに せあつ.

っ たそくせあさそすけしつみ つ かか すときかす ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす う 2011 えそおと け つ  てそえそ 
うちかすかせけ せあねあし ねけてあてへ させけえけ 〉あてあしへけ ╆あきあせそうそこ. 〉あてあしへみ — にそちそのけこ 
おちとえ さけてあこつさそえそ せあちそおあ. 《せあ ちあいそてあしあ つ ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす う せあねあしか 
1980-に えそおそう う つそうかてつさそす たそつそしへつてうか う 》かさけせか. 【そえおあ 』』』『 せあにそおけしつみ 
つ [けてあかす う つしそきせふに そてせそのかせけみに. 〉あてあしへみ つうそけすけ とつけしけみすけ うせかつしあ 
うさしあお う おかしそ とつてあせそうしかせけみ け とさちかたしかせけみ うくあけすそたそせけすあせけみ, おちときいふ 
け おそうかちけみ すかきおと せあちそおあすけ [けてあみ け 『そつつけけ. ╇ ちそつつけこつさそす そいはかつてうか 
つとはかつてうとまて ちあくしけねせふか てそねさけ くちかせけみ せあ うそくすそきせそつてへ ちそつつけこつさそ-さけてあこ-
つさそえそ たあちてせかちつてうあ, つそにちあせみまてつみ せあつてそちそきかせせそつてへ け つそすせかせけみ う そてせそのか-
せけけ せあおかきせそつてけ [けてあみ さあさ たあちてせかちあ. 〉そ 〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ せかけくすかせせそ 
たそおねかちさけうあしあ, ねてそ つてちあてかえけねかつさそか たあちてせかちつてうそ おうとに つてちあせ けすかかて たちそね-
せふか さそちせけ け おしけてかしへせふか たかちつたかさてけうふ.

〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ えしといそさそ けくとねけしあ うそつてそねせとま けつてそちけま, さとしへてとちと, 
なけしそつそなけま, ほさそせそすけさと, たそしけてけさと. 《せあ — あうてそち 26 させけえ, いそしかか 400 つてあ-
てかこ う せあとねせそこ け そいはかこ たかちけそおけさか 『そつつけけ, [けてあみ, ったそせけけ, ょきせそこ 
[そちかけ け すせそえけに おちとえけに えそつとおあちつてう. ╉そさてそち ╆あきあせそうあ たちそあせあしけくけちそうあしあ 
けくすかせかせけか いあしあせつあ つけし すかきおと てけにそそさかあせつさけすけ おかちきあうあすけ け うふおうけせとしあ 
うふうかちかせせふか たちかおしそきかせけみ たそ つてちあてかえけけ 『そつつけけ う ╅【『. ╊か けつつしかおそうあせけみ 
そねかせへ たそすそえあまて すせか け おちとえけす さけてあこぬあす う たそせけすあせけけ ちかあしけこ つそうちかすかせ-
せそえそ すけちあ.

〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ いふしあ せか たちそつてそ たそしけてそしそえそす け たといしけぬけつてそす, そせあ 
いふしあ しとねのかこ たそしそうけせさそこ — たそ-さけてあこつさけ «つみせへ せほこ ねきと» — ╊うえかせけみ 
》かてちそうけねあ. 《せあ うふつてとたあしあ う ちそしけ たかちうそえそ ねけてあてかしみ け おそいちそきかしあてかしへ-
せそえそ さちけてけさあ かえそ せあとねせふに てちとおそう. 』とたちとえけ うふたとつてけしけ すせそきかつてうそ みちさけに 
つそうすかつてせふに ちあいそて. 』ちかおけ せけに すそみ しまいけすあみ させけえあ — «╉けあしそえ け つてそしさせそ-
うかせけか ぬけうけしけくあぬけこ».

〉あてあしへみ ╆あきあせそうあ いふしあ てあしあせてしけうふす, おそいちふす け あさてけうせふす ねかしそうか-
さそす, うつかえおあ みうしみしあつへ たちけすかちそす てそえそ, さあさ つしかおとかて おそつてそこせそ きけてへ け ちあいそ-
てあてへ, け たあすみてへ そい ほてそす とうあきあかすそす ねかしそうかさか せあうかねせそ そつてあせかてつみ う せあのけに 
おとのあに け つかちおぬあに, う つちかおか さけてあこつさそえそ せあちそおあ.

* ]みそ ╇ほこぬくけせ — のかな-さそちちかつたそせおかせて う 『そつつけけ ほさそせそすけねかつさそこ えあくかてふ «をくけせぬくけ きけいあそ», そちえあせあ 
を[ [そすすとせけつてけねかつさそこ たあちてけけ [けてあみ.
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〈あせつとちそう ╅.ょ.*

′あすかせけてへ せかしへくみ せけさかす

╆かくうちかすかせせそ とのしあ けく きけくせけ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ 
╆あきあせそうあ, うふおあまはけこつみ とねかせふこ, てあしあせてしけうふこ たかおあ-
えそえ, おそいちふこ け おとのかうせふこ ねかしそうかさ.

〉かしへくみ たちかおつてあうけてへ つかいか たそくおせかか つそうかてつさそか 
け つそうちかすかせせそか ちそつつけこつさそか さそちかかうかおかせけか いかく そえちそす-
せそえそ うさしあおあ, さそてそちふこ うせかつしあ う せかえそ 〉.╊. ╆あきあせそうあ. 
╊か なとせおあすかせてあしへせふか てちとおふ う そいしあつてけ つかうかちそさそちかこ-
つさそこ ほさそせそすけさけ, うせかのせかほさそせそすけねかつさそこ たそしけてけさけ 
け てそちえそうそ-ほさそせそすけねかつさそえそ つそてちとおせけねかつてうあ [〉╉『 

つ 』』』『/『そつつけかこ け [けてあかす くあしそきけしけ そつせそうふ せあとねせそ そいひかさてけうせそえそ け せかくあ-
けおかそしそえけくけちそうあせせそえそ たそせけすあせけみ そつせそうせふに たあちあすかてちそう, おうけきとはけに つけし 
け うかさてそちそう けに ちあくうけてけみ う てかねかせけか すせそえけに おかつみてけしかてけこ.

《せあ いふしあ そてうあきせふす たかちうそたちそにそおぬかす う けくとねかせけけ ちあせかか くあさちふてそこ 
てかすふ [そちかこつさそこ うそこせふ, うたかちうふか たちけそてさちふう くあうかつと せあお けつてそちけねかつさけすけ 
てあこせあすけ ほてそこ てちあえかおけけ さそちかこつさそえそ せあちそおあ けつねかちたふうあまはけす あせあしけくそす 
たちけねけせ かか たちそけつにそきおかせけみ, すそてけうあぬけけ うそままはけに つてそちそせ け うせとてちかせせかこ 
おけせあすけさけ つそいふてけこ.

〉.╊. ╆あきあせそうあ そおせそこ けく たかちうふに つてあしあ たけつあてへ そ せかそいにそおけすそつてけ せそち-
すあしけくあぬけけ おけたしそすあてけねかつさけに そてせそのかせけこ すかきおと 』そうかてつさけす 』そまくそす 
け 『かつたといしけさそこ [そちかみ, つてそみしあ と けつてそさそう せあとねせふに そいすかせそう け つそてちとおせけねか-
つてうあ すかきおと おうとすみ つてちあせあすけ. 

¨, さそせかねせそ, せかしへくみ たちかおつてあうけてへ つかいか かか てうそちねかつさそえそ せあつしかおけみ いかく 
すせそえそえちあせせふに そいはかそいちあくそうあてかしへせふに てちとおそう そ ぬけうけしけくあぬけけ [そちかけ, かか 
てちあおけぬけみに, さとしへてとちか, せあちそおか, そてせそのかせけみに つ つそつかおみすけ, あ てあさきか てそこ てちあ-
えかおけけ, さそてそちあみ にあちあさてかちけくそうあしあ つとおへいと [そちかけ つ つかちかおけせふ たちそのしそえそ 
うかさあ, — ちあつさそしあ せあ おうあ うちあきおかいせふに えそつとおあちつてうあ.

〉.╊. ╆あきあせそうあ さあさ せけさてそ おちとえそこ ねとうつてうそうあしあ つかちおぬかす いそしへ ちあくおかしかせ-
せそえそ さそちかこつさそえそ せあちそおあ け うつま つうそま きけくせへ せあとねせふすけ てちとおあすけ け そいはか-
つてうかせせそこ おかみてかしへせそつてへま つてちかすけしあつへ うせかつてけ たそつけしへせふこ うさしあお う たちけすけちか-
せけか おうとに [そちかこ, そいひかおけせかせけか [そちかこつさそえそ たそしとそつてちそうあ すけちせふす たとてかす.

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ いふしあ てかす たちかたそおあうあてかしかす, さてそ たちそいとおけし うそ すせか 
けせてかちかつ け たちけうけし しまいそうへ さ [そちかか, さそえおあ み とねけしつみ う 〈╈¨〈《 う 1980-か えそおふ. 
╆かく かか きけくせかとてうかちきおあまはかえそ そたてけすけくすあ, ほせてとくけあくすあ, しまいうけ さ てちとおと, 

* ╅しかさつあせおち ょちへかうけね 〈あせつとちそう — たちそなかつつそち さそちかかうかおかせけみ 】せけうかちつけてかてあ ╉きそせあ ｠そたさけせつあ 
(╇あのけせえてそせ, 』ぃ╅).
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しまいそくせあてかしへせそつてけ け うかちふ う とつたかに とねかせけさそう み, うそくすそきせそ, せけさそえおあ いふ 
せか そつてあしつみ う さそちかかうかおかせけけ. ¨すかせせそ 〉.╊. ╆あきあせそうあ おあしあ すせか さしまね さ たそせけ-
すあせけま [そちかけ.

っ せけさそえおあ せか くあいとおと てそえそ ちあおとのけみ け てかたしあ, さそてそちふか けくしとねあし ほてそて たちか-
さちあつせふこ ねかしそうかさ. 】うあきけてかしへせそつてへ, おとのかうせそか つそとねあつてけか, きかせつさあみ たちそ-
せけぬあてかしへせそつてへ け おそいちそてあ — うそて てか そてしけねけてかしへせふか さあねかつてうあ, さそてそちふか 
たちけてみえけうあしけ しまおかこ さ 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか.

¨く すけちあ とのかし さちとたせふこ とねかせふこ, くあすかねあてかしへせふこ とねけてかしへ け とおけうけ-
てかしへせふこ ねかしそうかさ. 〉けねてそ せか うそくすかつてけて せあのと いかくすかちせとま たそてかちま. ╇つかえおあ 
えそうそちみて, ねてそ せかくあすかせけすふに しまおかこ せかて. ゅてそ — せかたちあうおあ. 〉あてあしへま ╊うえか-
せへかうせと ╆あきあせそうと くあすかせけてへ せかしへくみ せけさかす.

〈そしてぬ [.*

[そしそつつあしへせそか けせてかししかさてとあしへせそか うそくおかこつてうけか

っ たそすせま 〉あてあしへま — つそそいちあくけてかしへせとま け あさてけうせとま, 
たそしせとま ほせかちえけけ け とすかせけみ うけおかてへ うせとてちかせせまま つとてへ 
うかはかこ. [あさ すけせけすとす おうあきおふ そせあ たちけせけすあしあ すかせみ 
と つかいみ う おそすか うすかつてか つ かか すときかす, け, すせか たそすせけてつみ, 
つそえしあつせそ うかしけさそこ ちとつつさそこ てちあおけぬけけ すふ ちあくえそうあちけ-
うあしけ (け たけしけ — あこ-みこ-みこ!) おあしかさそ くあ たそしせそねへ. ╉とすあま, 
う にそおか ほてけに いかつかお すふ ちあくそいちあしけつへ つ いそしへのけせつてうそす 
すけちそうふに たちそいしかす! 〉あてあしへみ すふつしけしあ つすかしそ け てうそち-
ねかつさけ, そてうかちえせとう たそしけてけねかつさけか のそちふ け ちかあしへせそ そさあ-
くあう さそしそつつあしへせそか けせてかししかさてとあしへせそか うそくおかこつてうけか せあ 
つそうちかすかせせふこ すけち.

╊か すせそえそえちあせせふか くせあせけみ そにうあてふうあしけ うつか — そて うせとてちけたそしけてけねかつさそこ 
きけくせけ 』ぃ╅ おそ たちそいしかす ╇そつてそねせそこ ╅くけけ, つ そつそいふす あさぬかせてそす せあ ちあくひ-
みつせかせけか つしそきせふに たちそぬかつつそう う 』かうかちせそこ [そちかか. ╊か せかとつてあせせふこ てちとお 
け すせそえそねけつしかせせふか たといしけさあぬけけ う そえちそすせそこ つてかたかせけ そいそえあてけしけ さあさ あさあ-
おかすけねかつさけか, てあさ け たそしけてけねかつさけか ほしけてふ うつかこ たしあせかてふ. 〉そ み いとおと つ そつそいふす 
うそつにけはかせけかす たそすせけてへ 〉あてあしへま さあさ ねかしそうかさあ すふつしみはかえそ け おとのかうせそえそ, 
つ さそてそちふす うつかえおあ いふしそ たちけみてせそ そいはあてへつみ. 〈せか たそうかくしそ, ねてそ み くせあし かか.

(》かち. つ あせえし. 》.╅. 『あくうけせあ)

* [しかこ 〈そしてぬ — おけちかさてそち 》ちそえちあすすふ たちそおうけせとてふに つけつてかす け たちそてけうそおかこつてうけみ ちあつたちそつてちあせか-
せけま そちときけみ すあつつそうそえそ とせけねてそきかせけみ, たちそなかつつそち ╇そかせせそ-すそちつさそこ あさあおかすけけ, 〈そせてかちかこ ([あしけ-
なそちせけみ, 』ぃ╅).
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》あさ 『そ ╆むさ*

』そくうかくおけか おそつてけきかせけこ け ねかしそうかねかつさけに さあねかつてう

》ちそのしそ いそしかか おうあおぬあてけ しかて つそ おせみ せあのかえそ くせあさそすつてうあ つ 〉あてあしへかこ 
╊うえかせへかうせそこ ╆あきあせそうそこ. ╇ 1990-か えそおふ, さそえおあ てそしへさそ せかおあうせそ とつてあせそうけ-
しけつへ おけたしそすあてけねかつさけか そてせそのかせけみ すかきおと せあのけすけ つてちあせあすけ, そせあ うふつてと-
たあしあ う さあねかつてうか せあとねせそえそ ちとさそうそおけてかしみ けしけ せあとねせそえそ さそせつとしへてあせてあ 
と ぬかしそえそ ちみおあ えちあきおあせ 『かつたといしけさけ [そちかみ. ╇ 1992 えそおと 〉.╊. ╆あきあせそうあ 
いふしあ せあとねせふす さそせつとしへてあせてそす と [けす ╉ほ ぁきとせあ, いとおとはかえそ たちかくけおかせてあ 
『かつたといしけさけ [そちかみ,  さそてそちふこ くあはけてけし てそえおあ う ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおか-
すけけ おそさてそちつさとま おけつつかちてあぬけま.

〈せそえそ おそいちふに つしそう たちけにそおけて せあ とす, さそえおあ くうとねけて けすみ 〉あてあしへけ ╊うえか-
せへかうせふ ╆あきあせそうそこ. 〉か いとおかて たちかとうかしけねかせけかす つさあくあてへ, ねてそ ほてそ けすみ そつうか-
はかせそ つそくうかくおけかす おそつてけきかせけこ け ねかしそうかねかつさけに さあねかつてう.

╇ せかこ そはとはあしそつへ すそはせそか おかみてかしへせそか せあねあしそ. 〉かたそつてけきけすそ, さあさ 
ほてそて たちかさちあつせふこ け すとおちふこ ねかしそうかさ つそうすかはあし う つかいか つてそしへさそ けたそつてあつかこ: 
とねかせそえそ, たちそなかつつけそせあしあ-うそつてそさそうかおあ, そいはかつてうかせせそえそ おかみてかしみ, たけつあてかしみ 
け とすかしそえそ そちえあせけくあてそちあ.

《つそいそ にそてかしそつへ いふ そてすかてけてへ, ねてそ う にそおか つうそかこ せあとねせそこ け たちそつうかてけ-
てかしへつさそこ おかみてかしへせそつてけ 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ うせかつしあ いかつぬかせせふこ うさしあお 
う ちあくうけてけか さそちかこつさそ-ちそつつけこつさけに そてせそのかせけこ, あさてけうせそ つたそつそいつてうそうあしあ 
とえしといしかせけま うくあけすそたそせけすあせけみ け おうとつてそちそせせかえそ つそてちとおせけねかつてうあ.

〉そ いそしかか うつかえそ てちそえあしけ かか ねかしそうかねせそつてへ, たちけちそおせふこ てあさて, けせてかし-
しけえかせてせそつてへ, うかしけさそおとのけか, おそいちそきかしあてかしへせそつてへ け そてさちふてそつてへ しまおみす. 
╅ うかちせそか け つあすそくあいうかせせそか つしときかせけか 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ そおせそすと おかしと 
うすかつてか つそ つうそけす つそちあてせけさそす け つとたちとえそす ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす ╆あきあせそ-
うふす おそつてそこせそ けつてけせせそえそ うそつにけはかせけみ. ╆しあえそおあちみ けす, せあとねせふす ちとさそうそ-
おけてかしみす — ╊うえかせけま 》かてちそうけねと ╆あきあせそうと け 〉あてあしへか ╊うえかせへかうせか, み くあはけ-
てけし おけつつかちてあぬけま たそ てかすか «¨つてそちけみ さそちかこつさそ-ちそつつけこつさけに そてせそのかせけこ: 
てそちえそうそ-ほさそせそすけねかつさけか あつたかさてふ, 1884—1900 ええ.» け けつたふてあし そえちそすせそか 
つねあつてへか う つうみくけ つ とつたかのせそこ くあはけてそこ.

¨ つかこねあつ, たそ たちそのかつてうけけ すせそえけに しかて, み そつそくせあま, ねてそ つとおへいあ たそおあちけしあ 
すせか とせけさあしへせふこ のあせつ そいはかせけみ つ ねかしそうかさそす せかくあとちみおせそえそ とすあ け うふつそ-
ねあこのかえそ いしあえそちそおつてうあ. 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ そつてあうけしあ せかとえあつあまはけこ つうかて 
うそつたそすけせあせけこ そ すせそえそねけつしかせせふに うつてちかねあに, たしそおそてうそちせふに いかつかおあに け うくあ-
けすせそこ ちあいそてか つ せかこ け つうかて うおそにせそうかせけみ そて かか てあしあせてあ きけてへ せあ うふつそてあに 
ねかしそうかねかつさそえそ おとにあ  け そて たちけすかちあ かか せかたそうてそちけすそこ しけねせそつてけ. ゅてそ け かつてへ 

* 》あさ 『そ ╆むさ — ぁちかくうふねあこせふこ け 》そしせそすそねせふこ 》そつそし 『かつたといしけさけ [そちかみ う 『そつつけけ.
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せあつてそみはあみ させけえあ たあすみてけ, つてちあせけぬふ さそてそちそこ いしけくさけか, おちとくへみ, さそししかえけ 
け たちけくせあてかしへせふか とねかせけさけ, うつか てか, さそすと たそつねあつてしけうけしそつへ くせあてへ 〉あてあしへま 
╊うえかせへかうせと, たかちかしけつてふうあまて う つうそけに つかちおぬあに.

っ うかちせとしつみ う 『そつつけま う さあねかつてうか 》そつしあ 『かつたといしけさけ [そちかみ け たそせみし, 
せあつさそしへさそ おそちそえ いふし  つてちあつてせふこ けせてかちかつ 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ さ [そちかか. 
っ せあおかまつへ, ねてそ ほてそて おとに  そつそいそえそ そてせそのかせけみ さ [そちかか け しまいうけ さ すそかこ 
つてちあせか いとおかて つそにちあせみてへつみ け う かか させけえあに, け う せあのかこ たあすみてけ, け う たちそおそし-
きあてかしみに かか おかしあ.

〉か すそえと せか うふちあくけてへ つうそかえそ えしといそさそえそ とうあきかせけみ さ たちそみうしかせけま しまいうけ 
╊うえかせけみ 》かてちそうけねあ さ つうそかこ つとたちとえか – ほてそ たちけすかち おしみ すときねけせ, たちけすかち 
うかねせそこ しまいうけ, たちかそおそしかうあまはかこ たちそつてちあせつてうそ け うちかすみ.

(》かち. つ さそち.  うふたそしせかせ う 》そつそしへつてうか 『[ う 『そつつけけ)

》あちさかち ╉き.*

¨くみはせあみ

[ つそきあしかせけま, み せけさそえおあ せか けすかし とおそうそしへつてうけみ 
うつてちかねあてへつみ つ おそさてそちそす ╆あきあせそうそこ. 〉そ そねかせへ ねかてさそ 
そつそくせあうあし てと ちそしへ, さそてそちとま 〉あてあしへみ けえちあしあ う きけくせけ 
╊うえかせけみ, け すせか いふしそ いふ そねかせへ たちけみてせそ うつてちかてけてへつみ 
つ せかこ. 』とおみ たそ なそてそえちあなけみす う けに つそうすかつてせそ せあたけ-
つあせせふに させけえあに け みうせそこ たちかおあせせそつてけ ╊うえかせけみ かこ, 
み, うふいけちあみ けく ちとつつさけに つしそう たちけしあえあてかしへせそか, さそてそちそか 
いふ せあけしとねのけす そいちあくそす そたちかおかしみしそ 〉あてあしへま おしみ 
すかせみ てあさ, さあさ み かか つかいか たちかおつてあうしみし, うふいちあし いふ つしそうそ 
«けくみはせあみ».

(》かち. つ あせえし. 》.╅. 『あくうけせあ)

* ╉そさてそち ╉きそせ 》あちさかち — おけちかさてそち 》ちそえちあすす たといしけねせそこ たそしけてけさけ, をかせてち ╇けしへつそせあ (╇あのけせえ-
てそせ, 』ぃ╅).
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》そててかち 】.*

』うかて う そさそのさか おしみ ╊うえかせけみ

[そえおあ み おとすあま そ 〉あてあしへか ╆あきあせそうそこ, てそ せかけくいかきせそ たちけにそおけて すふつしへ 
そ さとさしあに う せあぬけそせあしへせふに さそつてますあに. 《せけ つ ╊うえかせけかす いふしけ つてちあつてせふすけ 
さそししかさぬけそせかちあすけ さとさそし, け うつみさけこ ちあく うそ うちかすみ たとてかのかつてうけこ み たちけえしみ-
おふうあしつみ さ さとさしあす う うけてちけせあに すあえあくけせそう け つたちあのけうあし つかいみ: «╅ うそて ほてあ 
すそきかて たそせちあうけてへつみ 〉あてあしへか け ╊うえかせけま?»

〉か すそえと たちけたそすせけてへ, さそえおあ けすかせせそ うたかちうふか うつてちかてけしつみ つ 〉あてあしへかこ, 
せそ いふしそ ほてそ う せあねあしか 1990-に えそおそう, おそうそしへせそ つさそちそ たそつしか すそかえそ たちけいふてけみ 
う 〈そせてかちかこ. ╇ てそ うちかすみ と せあつ つ ╉けたしそすあてけねかつさそこ あさあおかすけかこ おかこつてうそうあしあ 
たちそえちあすすあ そいすかせあ, け み ねあつてそ いふうあし う 〈そつさうか, あ 〉あてあしへみ け ╊うえかせけこ てあさきか 
たそつかはあしけ つかうかち [あしけなそちせけけ. ╉しみ すかせみ そさあくあしそつへ いそしへのけす つまちたちけくそす 
てそ, ねてそ そせけ たそいふうあしけ う 〈そせてかちかか ちあせへのか すかせみ, さそえおあ ちあいそてあしけ う つそうかて-
つさそす ╈かせかちあしへせそす さそせつとしへつてうか う 』あせ-‒ちあせぬけつさそ う 1973—1979 えそおふ. 
¨ さあさ つうけおかてかしへつてうそ ほてそすと, と ╊うえかせけみ けすかしそつへ なそてそ けく えあくかてふ «〈そせてかちかこ 
えかちあしへお» くあ 1976 えそお.

* 】けしへみす 》そててかち — たちそなかつつそち, おけちかさてそち 〈そせてかちかこつさそえそ けせつてけてとてあ すかきおとせあちそおせふに けつつしかおそ-
うあせけこ ([あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).

』とたちとえけ ╆あきあせそうふ う えそつてみに と ╅せせふ ╇あつけしへかうそこ (ぅかちいあさそうそこ)

け かか つとたちとえあ 】. 》そててかちあ
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〉あてあしへみ おしみ ╊うえかせけみ いふしあ «つうかてそす う そさそのさか». ゅてそ たちそみうしみしそつへ うつかえおあ 
け うかくおか, いとおへ てそ う にそおか せあとねせふに うつてちかね, そいはかつてうかせせふに すかちそたちけみてけこ けしけ 
きか さそえおあ くあ せけすけ すそきせそ いふしそ せあいしまおあてへ つそ つてそちそせふ. ¨に うくあけすそそてせそのか-
せけみ たちけおあうあしけ せそうふこ つすふつし つしそうと «たあちあ» — せかねてそ そつそいかせせそか, け み とうかちかせ, 
ねてそ 〉あてあしへみ うつかえおあ いとおかて くあせけすあてへ ほてそ そつそいかせせそか すかつてそ う きけくせけ ╊うえかせけみ.

╈しといそさそ つそきあしかま, ねてそ せか うけおかしつみ つ 〉あてあしへかこ う たそつしかおせけか えそおふ. っ つてあし 
ちかきか たそつかはあてへ 〈そつさうと, あ そせあ け ╊うえかせけこ — ′あたあおせそか たそいかちかきへか 』ぃ╅. 
¨ てかす せか すかせかか かか そつそいそか てかたしそ け けせてかししかさて たちそおそしきあまて つけみてへ, け そせあ 
せあうつかえおあ そつてあかてつみ ねあつてけぬかこ すそけに たちけみてせふに うそつたそすけせあせけこ そ たちそのしそす.

(》かち. つ あせえし. 》.╅. 『あくうけせあ)

『けうかちあ ╉.*

╆かく せかか すけち いとおかて にときか

っ けすかし とおそうそしへつてうけか うつてちかねあてへつみ つ 〉あてあしへかこ う つかちかおけせか 1990-に えそおそう, 
さそえおあ ちあいそてあし う 〈そつさうか. ╇そ うちかすみ ほてけに うつてちかね そせあ うつかえおあ たちそけくうそおけしあ せあ 
すかせみ いそしへのそか うたかねあてしかせけか つうそかこ たちけみてせそこ すあせかちそこ たそうかおかせけみ け たちそ-
みうしかせけかす けつさちかせせかえそ けせてかちかつあ さ くせあさそすつてうと つ せそうふすけ おしみ せかか しまおへすけ. 
》そくおせかか み ねけてあし すせそえそねけつしかせせふか させけえけ 〉あてあしへけ け うそつにけはあしつみ かか けせてかし-
しかさてそす け ほせぬけさしそたかおけねかつさけすけ たそくせあせけみすけ. ╆かく せかか すけち いとおかて にときか…

(》かち. つ あせえし. 》.╅. 『あくうけせあ)

』まほ ‒とぬけ**

ぁかちたあかす ちあくとす けく させけえ 〉.╊. ╆あきあせそうそこ

〈ふ つ ╊うえかせけかす 》かてちそうけねかす たそくせあさそすけしけつへ う 2005 えそおと け うつか ほてけ えそおふ 
うつてちかねあしけつへ, さそえおあ み け すそけ さそししかえけ いふうあしけ う 〈そつさうか. ╇そ うちかすみ せあのけに 
うつてちかね ╊うえかせけこ 》かてちそうけね うつかえおあ つ ほせてとくけあくすそす おかしけしつみ つうそけすけ うそつたそすけ-
せあせけみすけ そ ちあいそてか う [けてあか, そ かえそ そいはかせけけ つ しまおへすけ, かえそ たかちかきけうあせけみすけ 
け うくえしみおあすけ, さつてあてけ, そねかせへ すとおちそえそ ねかしそうかさあ, そ さけてあこつさそ-ちそつつけこつさけに 
そてせそのかせけみに. ╆かくとつしそうせそ, ╊うえかせけこ 》かてちそうけね ちあつつさあくふうあし つ そつそいそこ せかきせそ-

* ╉ほうけお 『けうかちあ — たちそなかつつそち ╈あすけしへてそせ-さそししかおきあ (』ぃ╅).
** 』まほ ‒とぬけ — さけてあこつさけこ たそしけてそしそえ.
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つてへま そ つうそかこ つとたちとえか, そい けに つそうすかつてせふに ちあいそてあに, さそてそちふか そせ せあす たそおあちけし 
け さそてそちふか う せあつてそみはかか うちかすみ にちあせみてつみ う せあのかこ けせつてけてとてつさそこ いけいしけそてかさか. 
[せけえけ ╆あきあせそうふに すふ ねけてあかす け ねかちたあかす けく せけに ちあくとす け くせあせけみ.

｠そてけす たかちかおあてへ とうあきあかすそすと ╊うえかせけま 》かてちそうけねと せあのけ つそいそしかくせそうあ-
せけみ, つあすふか けつさちかせせけか たそきかしあせけみ かすと くおそちそうへみ け さちかたさそえそ おとにあ.

╉そさてそち をとせかそ ╅さあにあ*

╉ちあえそぬかせせふこ つたかぬけあしけつて

っ うそつたちけせみし うかつてへ そい とにそおか 〉あてあしへけ つ えしといそさそこ たかねあしへま. 〈ふ たそてかちみしけ 
おちあえそぬかせせそえそ さそししかえと-つたかぬけあしけつてあ たそ ╅くけけ, たそしへくそうあうのかえそつみ すかきおとせあ-
ちそおせふす たちけくせあせけかす. 》そつちかおつてうそす つうそけに すあつのてあいせふに せあとねせふに けつつしかおそ-
うあせけこ け たちかくかせてあぬけこ そせあ せかそおせそさちあてせそ うせそつけしあ うあきせふこ うさしあお う せあのか 
たそせけすあせけか ╅くけけ, う そつそいかせせそつてけ [そちかけ け [けてあみ.

╇ とつしそうけみに, さそえおあ すけち たそ-たちかきせかすと つてちあおあかて そて せかおそたそせけすあせけみ 
け せかたちあうけしへせそえそ うそつたちけみてけみ ちかあしへせそつてけ, あ つちかおつてうあ すあつつそうそこ けせなそち-
すあぬけけ たそうつまおと たちそおそしきあまて ちあつたちそつてちあせみてへ さちあこせか とたちそはかせせふか, けつさあ-
きかせせふか け とうそおみはけか たそ しそきせそすと たとてけ うくえしみおふ, せあす — さあさ ねしかせあす せあとね-
せそえそ つそそいはかつてうあ — せときせそ たちそたあえあせおけちそうあてへ つかちへかくせふか けつつしかおそうあせけみ 
け そいすかせけうあてへつみ けすけ, たちかおつてあうしみみ けに せあ いしあえそ け てかに, さてそ たちけせけすあかて 
たそしけてけねかつさけか ちかのかせけみ, け のけちそさそこ そいはかつてうかせせそつてけ. ╇ てあさそす たちそぬかつつか 
〉あてあしへみ たちけせけすあしあ つあすそか あさてけうせそか け のけちそさそか とねあつてけか.

〈ふ すそきかす たそねてけてへ たあすみてへ 〉あてあしへけ け そておあてへ おそしきせそか かか せあとねせそすと 
うさしあおと てかす, ねてそ いとおかす たちそおそしきあてへ かか とつけしけみ. 〈そけ えしといそねあこのけか つそいそしかく-
せそうあせけみ ╊うえかせけま, ちそおせふす け おちとくへみす.

(》かち. つ あせえし. 》.╅. 『あくうけせあ)

* ╉そさてそち をとせかそ ╅さあにあ — たちそなかつつそち う そいしあつてけ すかきおとせあちそおせそこ たそしけてけさけ, おけちかさてそち をかせてちあ
うそつてそねせそあくけあてつさけに けつつしかおそうあせけこ 〈そせてかちかこつさそえそ けせつてけてとてあ すかきおとせあちそおせふに けつつしかおそうあせけこ 
([あしけなそちせけみ, 』ぃ╅).
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ぃけ をくほ*

[ てあしあせてあす おあきか ╆そえ ちかうせとかて

〈そこ おそちそえそこ おちとえ ╊うえかせけこ 》かてちそうけね!
╇ふちあきあま ╇あす えしといそねあこのけか つそいそしかくせそうあせけみ う つうみくけ つ とにそおそす けく 

きけくせけ ╇あのかこ つとたちとえけ — 〉あてあしへけ ╊うえかせへかうせふ ╆あきあせそうそこ. 〉かて つしそう, 
ねてそいふ うふちあくけてへ ╇あす つさそちいへ, たそてそすと ねてそ にそちそのそ くせあま, さあさ すせそえそ そせあ 
くせあねけしあ う うあのかこ きけくせけ, け ちあくおかしみま うあのか せかつさあくあせせそか えそちか.

〉あてあしへみ いふしあ てあしあせてしけうふす たそしけてそしそえそす, けつてそちけさそす, つそぬけそしそ-
えそす, たかおあえそえそす け おけたしそすあてそす. 《せあ つ ╇あすけ うすかつてか ちあいそてあしあ おけたしそすあ-
てそす う [けてあか. [ちそすか てそえそ, そせあ みうしみしあつへ あうてそちけてかてせふす さそちかかうかおそす. 《せあ 
しまいけしあ ╇そつてそさ, う てそす ねけつしか け [けてあこ. っ にそちそのそ たそすせま てか すそすかせてふ, さそえおあ 
すふ うつてちかねあしけつへ. ╇ふ おかすそせつてちけちそうあしけ すせか うあのけ なそてそえちあなけけ, さそてそちふか 
いふしけ つおかしあせふ うそ うちかすみ うあのかえそ たちかいふうあせけみ う [けてあか. ╇ふ ちあつつさあくふうあしけ 
すせか そ うあのかこ きけくせけ う [けてあか, そ うあのけに たちけみてせふに うそつたそすけせあせけみに. っ にそねと 
つさあくあてへ, ねてそ とにそお けく きけくせけ 〉あてあしへけ みうしみかてつみ せかうそつたそしせけすそこ とてちあてそこ 
おしみ さけてあこつさそ-ちとつつさそこ おちときいふ. [けてあこつさけこ せあちそお たそてかちみし う しけぬか 〉あてあ-
しへけ ╊うえかせへかうせふ せあおかきせそえそ おちとえあ.

* ぃけ をくほ — おけたしそすあて, おけちかさてそち ¨せつてけてとてあ すかきおとせあちそおせふに けつつしかおそうあせけこ 〈¨╉ [〉『.
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〉あてあしへみ いふしあ ねかしそうかさそす, せあおかしかせせふす せかくあとちみおせふすけ つたそつそいせそつてみすけ. 
《せあ いふしあ さちあつけうそこ, おそいちそこ, そいしあおあしあ すあつつそこ おそつてそけせつてう. [あさ えしあつけて 
さけてあこつさあみ たそつしそうけぬあ: «[ てあしあせてあす おあきか ╆そえ ちかうせとかて». 《せあ とのしあ, せそ かか 
うつかえおあ いとおとて たそすせけてへ せか てそしへさそ ╇ふ, せそ け かか とねかせけさけ, かか ねけてあてかしけ, さあさ 
け うつか かか さけてあこつさけか おちとくへみ.

っせあ*

╆そえ う ねかしそうかねかつさそこ たしそてけ

【かたかちへ う ときか おあしかさそす 2001 えそおと いちあて すそかえそ すときあ ‒あにかお, えしあうあ さそちたとせさてあ 
つけちけこつさそえそ けせなそちすあぬけそせせそえそ あえかせてつてうあ う 〈そつさうか, たちけうかし う せあの おそす 
う ╉あすあつさか ねかてと ╆あきあせそうふに, 〉あてあしへま け ╊うえかせけみ. 》ちかおつてあうしみみ せあす えそつてかこ, 
‒あにかお そてすかてけし, ねてそ 〉あてあのあ つねけてあかてつみ しとねのけす う すけちか つたかぬけあしけつてそす 
たそ 』かうかちせそこ [そちかか, ねてそ そせあ けすかかて てあさきか せあとねせふか け たといしけぬけつてけねかつさけか 
てちとおふ たそ すせそえけす おちとえけす つてちあせあす, そて [けてあみ おそ 』ぃ╅. っ たそちあくけしあつへ: とねか-
せふこ ねかしそうかさ, あ うせかのせか てあさそこ さちあつけうふこ, ほしかえあせてせふこ, けくふつさあせせふこ. 『そおそす 
み けく 』しそうあさけけ, くせあま ちとつつさけこ みくふさ, け ときか うつさそちか すふ うかしけ つ 〉あてあのかこ 
くあおとのかうせとま いかつかおと せあ かか ちそおせそす みくふさか. 『あくえそうあちけうあてへ つ えそつてへかこ おそつてあう-
しみしそ すせか そえちそすせそか とおそうそしへつてうけか: そせあ そさあくあしあつへ つそしせかねせふす, ちあおそつてせふす 
ねかしそうかねさそす, つ おそいちそこ おとのそこ, そてさちふてそこ しまおみす.

╇ にそおか いかつかおふ うふみつせけしそつへ, ねてそ 〉あてあのあ そねかせへ ちかしけえけそくせあ, け すふ 
つ すときかす ちかのけしけ たちけえしあつけてへ ╆あきあせそうふに せあ ほさつさとちつけま う つうみてふか すかつてあ — 
』あこかおせあま け 〈ああしとしと, ちあつたそしそきかせせふか たそお ╉あすあつさそす. 》ちけえしあのかせけか 
いふしそ たちけせみてそ, け せあ つしかおとまはけこ おかせへ すふ そてたちあうけしけつへ う たとてへ.

』あこかおせあみ みうしみかてつみ うてそちふす たそ くせあねけすそつてけ そいひかさてそす たあしそすせけねかつてうあ 
にちけつてけあせ — たそつしか ¨かちとつあしけすあ. 》そ たちかおあせけま, ちけすつさそすと けすたかちあてそちと 
ょつてけせけあせと I てとて みうけしあつへ う そいちあくか えあくかしけ つうみてあみ ╉かうあ 〈あちけみ け おあしあ とさあくあ-
せけか たそつてちそけてへ せあ ほてそす すかつてか すそせあつてふちへ. 》かちうそこ せあつてそみてかしへせけぬかこ ほてそえそ 
すそせあつてふちみ いふしあ ちそおせあみ つかつてちあ けすたかちあてそちあ ょつてけせけあせあ I. ╇ すそせあつてふちか 
にちあせけてつみ けさそせあ, せあたけつあせせあみ つうみてふす あたそつてそしそす ]とさそこ. 』ねけてあかてつみ, ねてそ 
けさそせあ みうしみかてつみ たちけきけくせかせせふす たそちてちかてそす つうみてそこ ╉かうふ 〈あちけけ. 』あすと 
けさそせと とうけおかてへ せかしへくみ: けく-くあ そねかせへ つけしへせそこ ほせかちえかてけさけ そせあ つさちふてあ くあ 
すかてあししけねかつさそこ たあせかしへま.

〈ふ そつすそてちかしけ すそせあつてふちへ ╆そきへかこ 〈あてかちけ け たそおせみしけつへ せあ かえそ 
さちふのと. 〉あてあのあ たそおかしけしあつへ つうそけすけ うたかねあてしかせけみすけ. 《せあ つさあくあしあ, ねてそ 
すそせあつてふちへ たそちあきあかて つうそかこ そてさちふてそつてへま, おかすそさちあてけねせそつてへま, えそてそう-

*  っせあ — つとたちとえあ つけちけこつさそえそ そいはかつてうかせせそえそ おかみてかしみ 【あこつけちあ [あすせあさのあ.
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せそつてへま たちけせみてへ さあきおそえそ ねかしそうかさあ. ╇ ほてそて すそすかせて さ せあす たそおそのしあ つしと-
きけてかしへせけぬあ  すそせあつてふちみ け つてあしあ ちあつつさあくふうあてへ たそおちそいせそつてけ そ たちそのしそす 
け せあつてそみはかす 』あこかおせあけ. 】 すあてとのさけ つ 〉あてあのかこ くあうみくあしつみ けせてかちかつせふこ 
ちあくえそうそち. ¨く せかえそ み たそせみしあ, ねてそ えそつてへみ-うそつてそさそうかお けく 〈そつさうふ そねかせへ 
すせそえそ くせあしあ せか てそしへさそ そ ちかしけえけけ, せそ け せかたそつちかおつてうかせせそ そ 』あこかおせあか 
け すそせあつてふちか ╆そきへかこ 〈あてかちけ.

《つそいかせせそ くあたそすせけしあつへ そおせあ ちかたしけさあ 〉あてあのけ. 】くせあう, ねてそ う すそせあ-
つてふちか すせそえそ つかつてかち, そせあ つさあくあしあ: «[あきおあみ きかせはけせあ, たちけせけすあまはあみ ｠ちけ-
つてあ, つてあせそうけてつみ かはか そおせけす うそたしそはかせけかす ╆そえあ う ねかしそうかねかつさそこ たしそてけ. ╉しみ 
きかせはけせふ いふてへ にちけつてけあせさそこ そくせあねあかて とたそおそいけてへつみ せあつてそしへさそ, せあつさそしへさそ 
ほてそ うそくすそきせそ, ｠ちけつてと. 〈ふ せか すそきかす うけおかてへ ｠ちけつてあ け せかたそつちかおつてうかせせそ 
うふちあくけてへ せあのと しまいそうへ さ せかすと, せそ すふ すそきかす うけおかてへ しまおかこ け おかしあてへ おしみ 
せけに てそ, ねてそ すふ にそてかしけ いふ おかしあてへ おしみ ｠ちけつてあ».

╇ 〈ああしとしか すふ たそつかてけしけ しかえかせおあちせふこ きかせつさけこ すそせあつてふちへ つう. ‒かさしふ — 
とねかせけぬふ あたそつてそしあ 》あうしあ. 《さあくあしそつへ, ねてそ ほてそ しまいけすあみ つうみてあみ 〉あてあのけ. 〈ふ 
つなそてそえちあなけちそうあしけつへ せあ なそせか たかはかちふ つ せかいそしへのそこ ねあつそうせかこ うけくあせてけこ-
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つさそえそ たかちけそおあ. 》そ たちかおあせけま, てあす たそにそちそせかせあ つあすあ つうみてあみ. 》そてそす 〉あてあのあ 
さとたけしあ けさそせと つうみてそこ ‒かさしふ う ぬかちさそうせそこ しあうさか. 〈そつさそうつさあみ えそつてへみ つうかてけ-
しあつへ そて つねあつてへみ…

¨ うおちとえ み とくせあま そて つうそかえそ すときあ, ねてそ 〉あてあのけ いそしへのか せかて つ せあすけ. ╆かく-
うちかすかせせそ とのしあ けく きけくせけ くあすかねあてかしへせあみ きかせはけせあ, ねへけ たちそなかつつけそせあ-
しけくす け しけねせふか さあねかつてうあ, つそくけおあてかしへせあみ おかみてかしへせそつてへ け てあしあせて ちとさそうそ-
おけてかしみ つせけつさあしけ くあつしときかせせふこ あうてそちけてかて, おそうかちけか け とうあきかせけか うつかに, さてそ 
かか くせあし. 《せあ いふしあ せあおかきせふす ねかしそうかさそす, さそてそちふこ せけさそえおあ せか たそおうかおかて, 
せけさそすと せか そてさあきかて う たそすそはけ け たそおおかちきさか. 【ちとおせそ そつそくせあうあてへ, ねてそ かか 
いそしへのか せかて つ せあすけ. [あさ きあしへ, ねてそ けすかせせそ てあさけか しまおけ たそさけおあまて せあつ, 
ねてそ けく きけくせけ とにそおみて てあさ ちあせそ つてそしへ くあすかねあてかしへせふか しまおけ, さあさ 〉あてあしへみ 
╆あきあせそうあ.

〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ ╆あきあせそうあ せあうつかえおあ そつてあせかてつみ う たあすみてけ つけちけこ-
つさそえそ け つしそうあぬさそえそ せあちそおそう. 》そさそこてかつへ つ すけちそす け たとつてへ くかすしみ ╇あす いとおかて 
たとにそす, 〉あてあしへみ ╊うえかせへかうせあ!

』かとし. 》あせそちあすあ えそちそおあ



Соболезнования



Париж. Эйфелева башня
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