
ぁてそХあつつそぬけけちとかてつみХつそХつしそうそすХ«ぬかせてち»фХ』ちあくとХおと-
すあかてつみХ そいХ そいひかおけせかせけけгХ ╇そвたかちうふにбХ せあとさгХ ′おかつへХ たそおХ
そおせそこХさちふのかこХときけうあまてつみХつてちそえけかХけХてそねせふかХ〈あてかすあ-
てけさあбХ ‒けくけさあХ けХ ¨せなそちすあてけさあбХ きけくせかしまいけうふかХ ╆けそ-
しそえけみХ けХ ｠けすけみбХ ちあくえそうそちねけうふかХ っくふさけХ けХ てうそちねかつさけかХ
╋とちせあしけつてけさあХ けХ 【かしかうけおかせけかгХ ╇Х を『╉《Х ちかいみてあХ すそ-
えとてХつおちときけてへつみХつХしまいそこХけくХおけつぬけたしけせХけХつそにちあせけてへХほてとХ
おちときいとХせあХうつまХきけくせへг

[ちそすかХ てそえそбХ うХをかせてちかХ そいひかおけせみまてつみХおちとえХ つХ おちと-
えそすХ てあしあせてしけうふかХ とねかせけさけгХ ╇Х さあきおそこХ えちとたたかХ ぬあちけてХ
つうそみХせかたかちかおあうあかすあみХあてすそつなかちあХ–ХとまてбХうくあけすそうふちとね-
さあбХいかつかおふХそХしまいけすそこХせあとさかХけХせかХてそしへさそгХ『かのかせけかХそい-
はけにХくあおあねХそねかせへХつたしあねけうあかてбХけХたそつしかХそさそせねあせけみХくあせみ-
てけこХ ちかいみてあХ ちかおさそХ てそちそたみてつみХ ちあくいかきあてへつみХ たそХ おそすあすХ –Х
うかおへХ てあさХ にそねかてつみХ とつたかてへХ せあえそうそちけてへつみХ おちとえХ つХ おちとえそすгХ
╉しみХすかせみбХせあたちけすかちбХみちさけすХけХそねかせへХたちけみてせふすХつそいふ-
てけかすХつてあしそХてそбХねてそХおかうそねさあбХつХさそてそちそこХすふХうすかつてかХにそおけしけХ
うХを『╉《ХせあХにけすけまбХちかのけしあХたかちかうかつてけつへХうХすそこХさしあつつгХ
〈ふХそねかせへХさちかたさそХつおちときけしけつへХけХたかちかすあせけしけХうХをかせてちХ
ねあつてへХそおせそさしあつつせけさそうг

を『╉《Х てあさきかХ そいひかおけせみかてХ しとねのけにХ たちかたそおあうあてか-
しかこХせあのかえそХ えそちそおあгХ′あせみてけみХたそしとねあまてつみХけくとすけてかしへ-
せそХけせなそちすあてけうせふすけХけХたちみすそвてあさけХくあにうあてふうあまはけすけпХ
いけそしそえけХちあいそてあまてХつХねかちかたあすけХきけうそてせふにрХせあХくあせみてけけХ
たそХちとつつさそすとХみくふさとХちかいみてあХちあつのけちみまてХつうそこХつしそうあちせふこХ
くあたあつХけХうつたそすけせあまてХうつかХ くせあさそすふかХけすХつしそうあХせあХそおせとХ
けХてとХきかХいとさうとрХなけくけさけХちかのあまてХくあおあねけХせあすせそえそХうふのかХ
のさそしへせそえそХとちそうせみрХあХにけすけさけХうХさそせぬかХさあきおそえそХくあせみてけみХ
しそすあまてХえそしそうとХせあおХうそたちそつあすけХうХつてけしかпХ«╆かしけくせそこХそせХ
たそおそいかせХせかなちけてとбХてそせさそつてへまХ–ХいとすあえかбХいしかつさそすХ–Хくかち-
さあしとбХくうそせさそつてへまХ–ХぬけすいあしあすгХぁてそХほてそф»Х【あさХとねかいせふこХ
たちそぬかつつбХ つそにちあせみみХたちそおとさてけうせそつてへбХせけХうХさそかすХつしとねあかХ
せかХくあつてあうしみかてХくあつさとねあてへг

』しかおとまはかかХつしそうそХ–Х«ちあくうけてけか»гХ╇Хを『╉《Хくあきけ-
えあまてХてあしあせてふгХ¨ХくあてかすХたそすそえあまてХそえそせへさあすХちあくえそちかてへ-
つみгХ【そたしけうそХ–ХほてそХてみえあХさХくせあせけみすбХきかしあせけかХせあとねけてへ-
つみХけХせあとねけてへбХきあきおあХたそせみてへХさあさХすそきせそХいそしへのかХけХさあさХ
すそきせそХえしといきかг

«╉かてつさあみ そおあちёせせそつてへ»гХ ╉かてけХ –Х ねけつてふかХ させけ-
えけбХさそてそちふかХしけのへХたちかおつてそけてХせあつふてけてへХけせなそちすあぬけかこХ
けХみちさけすけХさあちてけせさあすけгХ《おせあさそХさあきおふこХしまいけてХねてそвてそХ
つうそかгХ[てそвてそХそにそてせかかХくあたそしせみかてХつうそけХつてちあせけぬふХなそちすと-
しあすけбХ さてそвてそХ –Х ちかたそちてあきあすけбХ さてそвてそХ –Х せかくせあさそすふすけХ
つしそうあすけгХ』たそつそいせそつてけХさあきおそえそХうふみうしみまてХけХちあつさちふうあ-
まてбХけХさせけえけХつてあせそうみてつみХせあつてそみはけすけХたちそけくうかおかせけみすけХ
せあとさけХけХけつさとつつてうあг

【あさХたちそつてふかХねかてふちかХつしそうあХつてあせそうみてつみХつとおへいそこХけХ
きけくせへまггг

╅しかさつあせおちあ っぃ╅〉¨〉╅б しけぬかこ № лм

Pг Sг жо つかせてみいちみ を『╉《 けつたそしせけしそつへ ちそう-
せそ おかつみてへ しかてг 》そくおちあうしみかす うつかに たちけねあつてせふに 
さ ほてそすと まいけしかまг 》ちけつそかおけせみこてかつへЦ

Де』ятゃ «《Да『ё〉〉ぉх» лет

Меつてそ うつてちеねけ –
     Ц『Д《

с. 2

《ねеせь たそしеくせあя
  たяてせけぬあ

с.  4

№Х1ез つеせてяいちь з01м

¨うあせそうつさあみХえそちそおつさあみХのさそしへせあみХえあくかてあ

«》ちそつてそさしあのさあ»

с. 5 - 8

Кてそ てあさけе
 すあてеすあてけさけ?

с. 11

を『╉《 – をかせてち 『あくうけてけみ ╉かてつさそこ 《おあちёせせそつてけг
╇ХほてけにХつしそうあにХてあけてつみХえそちあくおそХいそしへのかбХねかすХさあきかてつみХせあХたかちうふこХうくえしみおг

╇つかにвうつかに –

つ おせёす

】ねけてかしみЦ 



№ жез
Интервью по поводу

– ̈ ちけせあ 〉けさそしあかうせあб さあさそうあ けつてそ-
ちけみ を『╉《? [てそ かえそ たちけおとすあし? 』 ねかえそ 
うつё せあねあしそつへ?

–Х を『╉《Х –Х すかねてあХ せあねあしへせけさあХ とたちあう-
しかせけみХ そいちあくそうあせけみХ せあのかえそХ えそちそおあХ ╊しかせふХ
╅しかさつあせおちそうせふХょなかちそうそこгХ 《せあХ にそてかしあХ そて-
さちふてへХつたかぬけあしけくけちそうあせせそかХとねちかきおかせけかХおしみХ
あさあおかすけねかつさけХ そおあちёせせふにХ おかてかこгХ 』そいちあてへХ
けにХうХそおせそすХすかつてかбХねてそいふХそせけХすそえしけХうХてかつせそすХ
うくあけすそおかこつてうけけХ つХ せあつてあうせけさあすけХ –Х しとねのけ-
すけХ とねけてかしみすけвたちかおすかてせけさあすけбХ たちかたそおあうあ-
てかしみすけХうとくそうХ–ХうかちのけてへХつうそこХたとてへХうХせあとさとгХ
╉そХ ほてそえそХ うそХ ╉うそちぬかХ おかてつさそえそХ けХ ませそのかつさそえそХ
てうそちねかつてうあХ つとはかつてうそうあしХ てそしへさそХ せかいそしへのそこХ
なけしけあしгХ〈かねてあХ╊しかせふХ╅しかさつあせおちそうせふХついふ-
しあつへХ おかつみてへХ しかてХ せあくあおгХ 』せあねあしあХ を『╉《Х くあ-
せけすあしХくおあせけかХせあХとしけぬかХ╈ちそすそいそみгХ╇Хけつてそちけ-
ねかつさそすХ たあすみてせけさかХ そいきけしけつへХ せかたしそにそбХ てあすХ
いふしそХとまてせそбХ いしけくさそХさХぬかせてちとХ えそちそおあгХ〉そХ つそХ
うちかすかせかすХつてあしそХてかつせそうあてそгХ¨ХうそてХときかХうてそちそこХ
えそおХ を『╉《Х うしあおかかてХ そておかしへせふすХ くおあせけかすХ せあХ
としけぬかХ』とうそちそうあгХ〈ふХうつёХほてそХうちかすみХたちけうそおけすХ
かえそХうХたそちみおそさгХ¨ХせあすХそせそХせちあうけてつみХうつёХいそしへ-
のかХけХいそしへのかг

– 》そねかすと うふ うふいちあしけ ちあいそてと つ 
おかてへすけ? ¨ せちあうけてつみ しけ ╇あす いふてへ 
おけちかさてそちそす? 

–Х〉かХうふいけちあしあХみХかёЦХっХにそてかしあХいふてへХにけ-
ちとちえそすгХ¨ХおけちかさてそちそすХみХせかХつてあせそうけしあつへбХほてそХ
うつёХ たそХ つてかねかせけまХ そいつてそみてかしへつてうгХっХ そさそせねけしあХ
ивまХえけすせあくけまХЭてそえおあХほてそХいふしあХかはёХそいふねせあみХ
のさそしあЮгХ 《てせそつけしあつへХ さХ さあてかえそちけけХ にそちそのけ-
つてそうвあさてけうけつてそうбХさそてそちふすХうつёХうかくおかХけХうつかえおあХ
せちあうけしそつへбХ うそХ うつёすХ とねあつてうそうあしあгХ〈ふつしかせせそХ
みХてそえおあХときかХちかのけしあбХねてそХ つてあせとХうちあねそすгХ╅ХとХ
せあつХうХのさそしかХたちけおとすあしけХ╉かせへХつあすそとたちあうしか-
せけみбХえおかХすせかХおそつてあしあつへХちそしへХおけちかさてそちあгХゅてそХ
いふしХжевこХけしけХжжвこХさしあつつгХ╉けちかさてそちとХせかしへくみХ
たちそつてそХつけおかてへХうХさあいけせかてかбХかすとХせあおそХてそきかХうか-
つてけХとちそさбХけХみбХせかすせそえそХたそおとすあうбХうくみしあХにけすけまХ
とХоХさしあつつあХつХてかすそこХたちそけくうそおつてうあХつかちせそこХさけつ-
しそてふгХ╈あおそつてへХせかつとつうかてせあみЦ

《おせあさそХ とちそさХ たちそのёしХ くあすかねあてかしへせそбХ
けХ そせХ けくすかせけしХ うつёгХ》そせみしあбХ ねてそХ つХ ねかしそうかねか-
つさけすけХ そちえあせあすけХ みХ ちあいそてあてへХ せかХ にそねとбХ にそねとХ

ちあいそてあてへХつХおかてへすけгХ【あさХけХたそつてとたけしあХせあХいけそ-
しそえそвにけすけねかつさけこХ なあさとしへてかてХ とせけうかちつけてか-
てあгХ『あいそてあしあХうХのさそしかХつせあねあしあХとねけてかしかすбХたそ-
てそすХくあすかつてけてかしかすХおけちかさてそちあгХ¨ХいふしあХさしあつつ-
せふすХちとさそうそおけてかしかすХとХそねかせへХにそちそのけにХしまおかこХ
ЭとХせあつХおあきかХつうそみХちそさвえちとたたあХいふしあЮбХたちあうおあбХ
ときあつせふにХたそХとつたかうあかすそつてけгХ╉そХほさくあすかせそうХけにХ
うつёвてあさけХおそたとつてけしけХけХうつかにХいしあえそたそしとねせそХうふ-
たとつてけしけгггХ¨ХうそてХてとてХそいそХすせかХうつたそすせけしあХいふう-
のあみХすそみХ とねけてかしへせけぬあХ╊しかせあХ╅しかさつあせおちそう-
せあХょなかちそうあХけХたちかおしそきけしあХうそくえしあうけてへХいとおと-
はけこХを『╉《гХ〉とХちあくうかХすそきせそХいふしそХそてさあくあてへХ
せあねあしへせけさとХ とたちあうしかせけみХ そいちあくそうあせけみфХ ╇そてХ
てあさХ みХ つてあしあХたちけねあつてせあХ さХ けつたそしせかせけまХ にそちそ-
のかこХすかねてふгХ¨ХいふてへХおけちかさてそちそすХを『╉《ХすせかХ
せちあうけてつみг

– [てそ たちかたそおあёて う を『╉《? ぁかす けせ-
てかちかつせふ たかおあえそえけ?

–Х [あきおふこХ たかおあえそえбХ ちあいそてあまはけこХ うХ
を『╉《бХときかХつあすХたそХつかいかХけせてかちかつせあみХしけねせそつてへбХ
ねてそХおしみХおかてかこбХくあせけすあまはけにつみХうХをかせてちかбХそねかせへХ
うあきせそгХ 『かいみてあвそしけすたけあおせけさけбХ あХ けすかせせそХ せあХ
けにХ «うふちあはけうあせけけ»Х さあさХ とねあつてせけさそうбХ たそいかおけ-
てかしかこХけХたちけくёちそうХそしけすたけあおХ«うふつのけにХさあてかえそ-
ちけこ»ХつてちそみてつみХうつかХくあせみてけみбХ–ХほてそХそつそいふかХおかてけгХ
╇つかХそせけХЭそてХうてそちそさしあつつせけさそうХおそХそおけせせあおぬあてけ-
さしあつつせけさそうЮХにそてみてХけХとねあてつみХせあにそおけてへХせかつてあせ-
おあちてせふかХちかのかせけみХくあおあねХけХたちそいしかすХたそうふのかせ-
せそこХつしそきせそつてけгХ¨ХうХせあとさかбХけХうХきけくせけгХ¨ХせあのけХ
たかおあえそえけХけはとてХさХさあきおそすとХちかいёせさとХけせおけうけおと-
あしへせふこХ たそおにそおбХ ちあくちあいあてふうあまてХ つうそけХ あうてそち-
つさけかХたちそえちあすすふг

╅ХせあのかХたかちうそかХくせあさそすつてうそХつХせけすけХつそ-
つてそみしそつへХうХつそうかちのかせせそХせかなそちすあしへせそこХそいつてあ-
せそうさかгХ〉あさあせとせかХそてさちふてけみХをかせてちあХすふХたちそ-
うかしけХたかちうとまХたちそなけしへせとまХつすかせとХせあХ『といつさそすХ

そくかちかбХえおかХつそいちあしけつへХкеХとすせかこのけにХちかいみてбХけく-
とねあまはけにХすあてかすあてけさとбХなけくけさとбХ にけすけまбХ いけそ-
しそえけまгХ ¨Х たちあさてけねかつさけХ うつかХ たちかたそおあうあてかしけХ
てそこХたかちうそこХつすかせふХうかちせふХを『╉《ХけХつかえそおせみг

[ХたちけすかちとбХ╊うえかせけこХ╇けさてそちそうけねХ╇しあ-
つそうХ–ХねかしそうかさбХさそてそちふこХ«きけうёて»ХうХすあてかすあてけ-
さかбХけХつかすへみХとХせかえそХうХいそしへのかこХつてかたかせけХ«すあてか-
すあてけねかつさあみ»бХつかすへみХかおけせそすふのしかせせけさそうгХ《せХ
つあすХ とつたかのせそХ うХ おかてつてうかХ とねあつてうそうあしХ うХ そしけす-
たけあおあにбХそさそせねけしХつたかぬけあしけくけちそうあせせとまХのさそ-
しとХけすかせけХ╅г〉гХ[そしすそえそちそうあХうХ〈そつさうかбХくあてかすХ
とせけうかちつけてかてбХつてあしХさあせおけおあてそすХなけくけさそвすあてか-
すあてけねかつさけにХせあとさбХおけちかさてそちそすХしけぬかみХ«╈あちすそ-
せけみ»гХ》ちけХうつかにХつうそけにХちかえあしけみにХそせХつХとおそうそしへ-
つてうけかすХ ちあいそてあかてХ つХ おかてへすけгХ ¨うあせХ 》あうしそうけねХ
╈とつへさそうХ けХ ╇しあおけすけちХ ╇あつけしへかうけねХ [とくせかぬそうХ
–Х おうあХ たそてちみつあまはけにХ たちかたそおあうあてかしみбХ «いそしへ-
せふに»ХにけすけかこгХ】ХせけにХにそちそのそХたそしとねあかてつみХ«おと-
ほてそす»Х えそてそうけてへХちかいみてХさХとねあつてけまХうХそしけすたけあ-
おあにгХ]あちけつあХょちへかうせあХ〈けせかかうあХけХ╅せてそせけせあХ
╉すけてちけかうせあХ〈あこそちそうあбХ さそてそちふかХ てそきかХちあいそ-
てあまてХつХせあすけХつそХおせみХそつせそうあせけみбХくあせけすあまてつみХつХ
そおあちёせせふすけХのさそしへせけさあすけХいけそしそえけかこХせあХいあ-
くかХいけそしそえそвにけすけねかつさそえそХなあさとしへてかてあг

– 『といつさそか そくかちそ – ほてそ てちあおけぬけみб そ 
さそてそちそこ «たちそつてそさしあつつせけさけ» せか とつてあ-
まて たけつあてへ け ちあつつさあくふうあてへг ╈そうそちみてб 
けつてそちけみ たそみうしかせけみ せあ 『といつさそす そくかちか 
てうそちねかつさそこ つすかせふ おしみ あさあおかすけねかつさけ 
そおあちёせせふに おかてかこ たちみすそвてあさけ そうかみせあ 
しかえかせおそこ?

–Х╊つてへХてあさあみХけつてそちけみгггХ╊しかせかХ╅しかさつあせ-
おちそうせかХょなかちそうそこХ けХ かёХ さそししかえあすбХ たちけかにあう-
のけすХくけすそこХたそХたちけえしあのかせけまХちかさてそちあХ¨う╈】Х
╇しあおけすけちあХ 〉けさそしあかうけねあХ ╊えそちそうあХ せあХ 『とい-
つさそかбХ たちけのしそつへХ せそえあすけХ けくすかちけてへХ すかつてせふかХ
つとえちそいふХけХとてそせとてへХうХせけにбХねてそいふХたちかおつてあうけてへХ
つかいかбХさあさХにそちそのそХいとおかてХ くおかつへХてあしあせてしけうふすбХ
とすせふすХおかてみすХうХあうえとつてかХくあせけすあてへつみХせあとさあすけХ
けХとねけてへつみХきけてへХうХさそししかさてけうかбХおちときけてへбХつすそ-
てちかてへХせあХくうёくおふХけбХさそせかねせそбХさとたあてへつみгггХ【かすХ
いそしかかбХ ねてそХ くおかつへХきかХすせそえそХしかてХせあくあおХあさあおか-
すけさХ╅гХ〉гХ[そしすそえそちそうХつそいけちあしХませふにХすあてかすあ-
てけさそうХ つそХ うつかこХ つてちあせふХおしみХ とちそさそうХせあХ いかちかえとХ
そくかちあггг

》そくあおけХ そおけせせあおぬあてへХ てあさけにХ しかてせけにХ
つすかせбХ せあХ さそてそちふかХ うХ たそつしかおせけかХ えそおふХ つてあしけХ
いちあてへХけХせあねけせあまはけにХつうそこХたとてへХうХせあとさとХちか-
いみてХつちかおせかえそХけХすしあおのかえそХのさそしへせそえそХうそくちあつ-
てあгХ〉あХとねёいとХうХを『╉《ХつてあしけХたちけせけすあてへХちかいみ-
てそさХつそХうてそちそえそХさしあつつあг

– 『といつさそか – ほてそ そおせあ けく つあすふに けく-
うかつてせふに てちあおけぬけこ を『╉《г ╅ おちとえけか?

–Х ¨にХ すせそえそгХ 』さあきかすбХ てちあおけぬけみХ おちと-
きけてへХ つХ うふたとつさせけさあすけгХ《せけХ せかХ たちそつてそХ たちけ-
にそおみてХうХを『╉《ХたそくおそちそうあてへつみбХたそうつたそすけせあてへбХ
ちあつつさあくあてへХそХつうそけにХとつたかにあにХけХそХきけくせけХうそそいはかгХ
』ちかおけХせけにХかつてへХせふせかのせけかХたかおあえそえけХせあのかえそХ
ぬかせてちあгХ』ちかおけХせけにХてかбХさてそХてちあてけてХしかてせけこХそて-
たとつさХけしけХつてとおかせねかつさけかХさあせけさとしふХせあХちあいそてとХ

つХおかてへすけХせあХ『といつさそすХそくかちかХうХさあねかつてうかХたそすそは-
せけさそうХたかおあえそえそうХけХおあきかХたちかたそおあうあてかしかこг

╊はёХ そおせあХ てちあおけぬけみпХ せあХ てそすХ きかХ 『とい-
つさそすХうふたとつさあてへХかきかおせかうせとまХとねかいせとまХえあくかてとХ
«》ちそつてそХ『】╆』[《╊Ц»бХ さそてそちとまХ えそてそうみてХ つてあち-
のかさしあつつせけさけбХくあせけすあまはけかつみХうХぃさそしかХませふにХ
きとちせあしけつてそうХ を『╉《гХ 《ねかせへХ けせてかちかつせそХ たちそ-
にそおみてХうふたとつさせふかХけХおせけХちそきおかせけみХうХぃょ╋г

¨Х かはёгггХ 】ねあつてけかХ せあのけにХ うそつたけてあせせけ-
さそうХうそХすせそえけにХえそちそおつさけにХすかちそたちけみてけみにХうХつけ-
つてかすかХ すとせけぬけたあしへせそえそХ そいちあくそうあせけみбХ うХ うそ-
しそせてёちつさそすХおうけきかせけけХ–ХすふХいふしけХたかちうふすけЦХ
–Х くあしそきけしそХ ほてとХ たそくけぬけまХ うХ たちあさてけさとХ おちと-
えけにХとねちかきおかせけこХおそたそしせけてかしへせそえそХそいちあくそうあ-
せけみгХ ╇Х ねあつてせそつてけбХをかせてちХ いちあしХ せあХ つかいみХ たちそ-
うかおかせけかХ たかちうふにХ えそちそおつさけにХ いしあえそてうそちけてかしへ-
せふにХすあちあなそせそうХ«【ふХせあすХせときかせЦ»ХうХたそすそはへХ
おかてみすХつХそえちあせけねかせせふすけХうそくすそきせそつてみすけХくおそ-
ちそうへみгХ¨くХせあのけにХつてかせХうふのかしХえそちそおつさそこХさそせ-
さとちつХ«】ねかせけさХえそおあ»г

》かちかのあえせとしけХねかちかくХたそちそえХたかちうそえそХおか-
つみてけしかてけみХ–ХつあすそかХうちかすみХたそおとすあてへХそХせそうふにХ
てちあおけぬけみにггг

– 《 ねёす ╇ふ すかねてあかてか?
–Х ｠そねかてつみбХ ねてそいふХ うХ おそたそしせけてかしへせそすХ

そいちあくそうあせけけХとХうつかにХいふしあХくあちたしあてあбХさそてそちあみХ
うつかにХいふХとつてちあけうあしあгХ〉そбХせあうかちせそかбХほてそХさあさそかв
てそХせかけつたそしせけすそかХきかしあせけかг

｠そてかしそつへХいふХつそくおあてへХさちあつけうふこХくけすせけこХ
つあおХけしけХそちあせきかちかまбХえおかХさあきおふこХすそえХいふХそて-
うしかねへつみХけХとつたそさそけてへつみгХ《ねかせへХにそちそのけこХたちけ-
すかちХ –Х しけぬかこХ «╈あちすそせけみ»бХ うかおへХ とХ せけにХ かつてへХ
てあさХ せあくふうあかすふかХ くそせふХ そておふにあбХ けХ おあきかХ すあつ-
つあきせそかХ さちかつしそХ おしみХ つてあちのかさしあつつせけさそうгХ ╅Х
たそвせあつてそみはかすとХ えしあうせあみХすかねてあХ –Х くあうかちのけてへХ
うХ をかせてちかХ つそうちかすかせせふこХ ちかすそせてбХ ねてそいふХ うつかすХ
のさそしへせけさあすХ けХ たちかたそおあうあてかしみすХ いふしそХ さそす-
なそちてせそХたちそうそおけてへХうちかすみХうХさちあつけうそこХけХとおそい-
せそこХ そいつてあせそうさかгХ ¨Х ときХ つそうつかすХ つあすあみвつあすあみХ
さちとてあみХすかねてあХ–ХつそくおあてへХつうそこХしあえかちへХおしみХあさあ-
おかすけねかつさけХそおあちёせせふにХおかてかこХせあのかえそХえそちそおあг

– ′あ ねてそ うふ しまいけてか を『╉《?
–Х[あさХかえそХせかХしまいけてへфХゅてそХきかХすそこХちかいё-

せそさгХっХかえそХつそくおあしあгХっХつХせけすХおかつみてへХしかてг

¨せてかちうへまХたそおえそてそうけしけп
╉けすあ [《『《]Ё╇б 〈あのあ ]】[¨〉╅б

》そしけせあ 『ぉ╆[¨〉╅б ╅しёせあ ╇╅』¨]ゃ╊╇╅б
[つまのあ ′╊『〉《╇╅б 【あすあちあ [《『《╆[《╇╅б

╅しёせあ ぃ【】[╅【】『《╇╅

〈かつてそ うつてちかねけ – Ц『╉《г
¨くすかせけてへф 〉かしへくみ!

╇ ぃさそしか ませふに きとちせあしけつてそう を『╉《 せあねあしつみ せそうふこ とねかいせふこ 
えそおг ′あ たあちてふ (うそそいはかвてそ ほてそ そいはけこ つてそし つ そさちとえしふすけ さちあみすけ) ちみ-
おそす つ «うてそちそえそおせけさあすけ» つかしけ おかつみてへ せそうけねさそうг 』せあねあしあ そせけ たそしとねけ-
しけ たかちうそか おそすあのせかか くあおあせけかп けせてかちうへま つ つあすけす つそいそこг 』 たかちうそこ たそ-
たふてさけ たそしとねけしそつへ せか と うつかにб せそ ほてそ せか つてちあのせそ – せあ てそ け のさそしあЦ 

》ちそのしそ せかつさそしへさそ くあせみてけこб け すふ そてうあきけしけつへ せあ つそうすかつてせとま 
さしあつつせとま ちあいそてとг 』 せかこ う ちあくせそこ つてかたかせけ つたちあうけしけつへ うつか «うかてかちあ-
せふ» け てちけ せあねけせあまはけにつみ  «たちそつてそさしあつつせけさあ»г ¨ つかえそおせみ けに たそおたけ-
つけ うたかちうふか たそみうしみまてつみ せあ つてちあせけぬあに «》[Ц» たそお そねかせへ そてうかてつてうかせ-
せそこ たといしけさあぬけかこ – けせてかちうへま つ おけちかさてそちそす をかせてちあ ちあくうけてけみ おかて-
つさそこ そおあちёせせそつてけ ¨ちけせそこ 〉けさそしあかうせそこ ╋╅╉╅〉г



№ жез
Проекты просто класс!

╈そちけб えそちけб すそみ くうかくおあ…

╉かせёねかさ в "╆とおへ くおそちそう!"

》ちかたそおあうあてかしけХ なけくけさけбХ さそせかね-
せそбХくせあさそすふХつХあつてちそせそすけかこбХそおせあさそХけすХ
てそしへさそХ たちかおつてそけてХ けくとねけてへХ せそうとまХ とねかい-
せとまХたちそえちあすすとгХ¨ХたそくせあさそすけてへつみХつХうふ-
たとはかせせふすХ ほてけすХ しかてそすХ とねかいせけさそすХ たそХ
あつてちそせそすけけХ ЭあХ そせбХ さあさХ うふみつせけしそつへбХ つそ-
おかちきけてХなあさてけねかつさけかХせかおそねёてふЮгХ╉あбХえそおХ
つとしけてХせかさそてそちふかХてちとおせそつてけбХそおせあさそХかつてへХ
たそうそおふХけХちあおそうあてへつみг

¨Х せかてХ いそしへのかこХ ちあおそつてけХ おしみХ とねけ-
てかしみбХ ねかすХ てあしあせてしけうふこХ とねかせけさгХ ｠そ-
てみХ あつてちそせそすけけХ さあさХ たちかおすかてあХ うХのさそしへ-
せそこХ たちそえちあすすかХ おそХ ほてそえそХ えそおあХ せかХ いふしそбХ
╇つかちそつつけこつさあみХ そしけすたけあおあХ のさそしへせけ-
さそうХたそХせかすとХたちそうそおけしあつへбХあХくせあねけてбХせか-
すあしそХとねかせけさそうХとうしかねёせせそХけせてかちかつとかてつみХ
さそつすけねかつさそこХせあとさそこгХ』ちかおけХせけにХ–Хおうと-
さちあてせふこХたちけくёちХ くあさしまねけてかしへせそえそХ ほてあ-
たあХ ╇つかちそつつけこつさそこХ そしけすたけあおふХ ╉かせけつХ
〈そちそくそうбХ そおけせせあおぬあてけさしあつつせけさХ しけぬかみХ
№Х лмбХ うそつたけてあせせけさХ を『╉《гХ 《せХ うふつてと-
たけしХたかちかおХとねけてかしみすけХつХたちそかさてそすбХさそてそ-
ちふこХせかさそえおあХたちかおつてあうしみしХせあХのさそしへせそこХ
さそせなかちかせぬけけХうХしけぬかかбХ–Хたそしとてそちあねあつそ-
うそこХしかさぬけかこХせあХてかすとпХ «′うёくおふгХゅうそしま-
ぬけみХくうёくお»г

′うёくおふХ うそつたちけせけすあまてつみХ さあさХ せか-
ねてそХちそすあせてけねかつさそかбХさあさХみちさけかХけつさそちさけХ
せあХてёすせそこХたあちねかХせかいあгХ】まてせそХいふうあかてХてё-
たしそこХしかてせかこХせそねへまХくあうかちせとてへつみХうХたしかおХ
けХせあねあてへХちあつつすあてちけうあてへХつうかてみはけかつみХちけ-
つとせさけХ╇つかしかせせそこгХぁてそいふХちあくしけねけてへХけにбХ
せときせそХくせあてへХてそねせそかХちあつたそしそきかせけかХつうか-
てけしгХ ╉かせけつХ せあねあしХ つうそёХ うふつてとたしかせけかХ つХ
ちあつつさあくあХそХてそすбХさあさХせあこてけХせかさそてそちふかХつそ-
くうかくおけみХ けХ そつそいかせせそХ みちさけかХ そいひかさてふХ せあХ
さあちてかХくうёくおせそえそХせかいあгХ〉あうかちせそかбХうつかХすふХ
そいせあちときけすХさそうのХ–ХつかすへХくうёくおХ╆そしへのそこХ
〈かおうかおけぬふгХ ╅Х たちそいそうあしけХ しけХ うふХ ちあく-
えしみおかてへХかёХしあたふфХ╈そてそうふХしけХくあえしみせとてへХ
うХ えしあくあХ ╉ちあさそせとбХ つすそきかてかХ しけХ たそしまいそ-
うあてへつみХ ちあくすあにそすХ さちふしへかうХ ]かいかおみХ けしけХ
せあこてけХ たそおすけえけうあまはとまХ うあすХ さちあつせとまХ
くうかくおそねさとХ–Х╅ちさてとちбХあしへなとХ╇そしそたあつあф

》ちけみてせそХ しまいそうあてへつみХ おあしёさけすけХ
つうかちさあまはけすけХ てそねさあすけгХ 《おせあさそХ かつしけХ
ちあつつすそてちかてへХくうёくおふХいしけきかХけХえしといきかХ ЭうХ
たちみすそすХ つすふつしかЮбХ てそХ うふみつせけてつみбХ ねてそХ けにХ

つとはかつてうそうあせけかХ–ХせかねてそХせかうかちそみてせそХしま-
いそたふてせそかбХ たそおねけせみまはかかつみХ つそいつてうかせ-
せふすХとせけさあしへせふすХくあさそせあすг

╋けくせへХ くうかくおふХ –Х ねかちかおあХ みおかちせふにХ
ちかあさぬけこбХたちかうちあはかせけこХそおせそえそХ ほしかすかせ-
てあХてあいしけぬふХ〈かせおかしかかうあХうХおちとえそこгХ╇そおそ-
ちそおХたかちかにそおけてХうХえかしけこбХえかしけこХ–ХうХとえしか-
ちそおХけХてあさХおあしかかХおそХきかしかくあгХ╊つしけХみおかち-
せふかХちかあさぬけけХたそХさあさそこвしけいそХたちけねけせかХせかХ
すそえとてХいそしへのかХたちそけつにそおけてへбХくうかくおあХとすけ-
ちあかてбХ つてあせそうけてつみХ いかしふすХさあちしけさそすгХ ′あ-
さあせねけうあまてХ つうそまХきけくせへХたそвせあつてそみはかすとХ
みちさそХ てそしへさそХ くうёくおふбХ おそきけうのけかХ おそХ きか-
しかくせそえそХみおちあХ–ХそせけХうつたふにけうあまてХつうかちに-
せそうふすけбХさそてそちふかХうけおせふХおあきかХたちけХつそし-
せかねせそすХつうかてかг

』あすけХくうёくおふХそてせそつみてつみХさХちあくしけね-
せふすХ つたかさてちあしへせふすХ さしあつつあすбХ さそてそちふかХ
そいそくせあねあまてつみХ しあてけせつさけすけХ くあえしあうせふ-
すけХ いとさうあすけгХ ╉しみХ くあたそすけせあせけみХ そいそ-
くせあねかせけこХつとはかつてうとかてХつねけてあしさあпХ«《おけせХ
╆ちけてふこХ ╅せえしけねあせけせХ ‒けせけさけХ ╋かうあしбХ

[あさХ 〈そちさそうへ»гХ [あきおあみХ たかちうあみХ いとさ-
うあХつしそうあХうХほてそこХなちあくかХけХかつてへХそいそくせあねか-
せけかХつたかさてちあしへせそえそХさしあつつあбХそてХ«ちあせせけに»Х
さХ «たそくおせけす»гХ [つてあてけбХ さしあつつけなけさあぬけみХ
さしあつつそうХ せあХ «ちあせせけか»Х けХ «たそくおせけか»бХ さあさХ
そいひみつせけしХそおけせせあおぬあてけさしあつつせけさбХみうしみ-
かてつみХあつてちそせそすけねかつさそこХそのけいさそこгХ』ねけてあ-
しそつへбХねてそХうつかХくうёくおふХつХてかねかせけかすХきけくせけХ
けくХえけえあせてそうХたちかうちあはあまてつみХうХさあちしけさけбХ
ねてそХせあХ つあすそすХおかしかХせかХ てあさгХ〉そХ さしあつつけ-
なけさあぬけみХたちけきけしあつへг

╉かせけつХ 〈そちそくそうХ たそおちそいせそХ そつてあせそ-
うけしつみХ せあХ さあきおそすХ さしあつつかХ くうёくおбХ せあねけ-
せあみХつХさそちけねせかうふにХさあちしけさそうХけХくあさあせねけ-
うあみХせかこてちそせせふすけХくうёくおあすけХけХねёちせふすけХ
おふちあすけбХ そつてあまはけすけつみХ たそつしかХ うつたふのかさХ
つうかちにせそうふにгХ[Х つしそうとбХ さそちけねせかうふかХ さあち-
しけさけХ–ХほてそХたかちかたしあせかてふХけしけХせかおそくうёく-
おふгХ ′あちそきおあみつへбХ そせけХ せかХ おそつてけえあまてХ おそ-
つてあてそねせそこХすあつつふХおしみХてそえそбХねてそいふХつてあてへХ
せあつてそみはかこХくうかくおそこбХてгХかгХせかХたちかうそつにそおみてХ
てみきかつてへまХうそつかすへおかつみてХちあくХょたけてかちгХ》そ-
おそいせそХ ╉〉[бХ うあきせかこのとまХ けせなそちすあぬけまХ
そХくうかくおかХつそおかちきあてХかёХすあつつあбХてかすたかちあてと-
ちあХ けХ つうかてけすそつてへХ ЭたそさあくあてかしへХ みちさそつてけЮгХ
′せあみХけにбХすそきせそХたちかおつさあくあてへХうつまХおあしへ-
せかこのとまХ きけくせへХ つうかてけしあгХ ╇Х ねあつてせそつてけбХ
おしみХほてそえそХたちけすかせみかてつみХおけあえちあすすあбХせあ-
えしみおせそХ けししまつてちけちとまはあみХ くあうけつけすそつてへХ
すかきおとХ あいつそしまてせそこХ くうёくおせそこХ うかしけねけ-
せそこбХ つうかてけすそつてへまбХ つたかさてちあしへせふすХさしあつ-
つそすХけХてかすたかちあてとちそこХたそうかちにせそつてけХ–Хおけあ-
えちあすすあХ╈かちぬのたちとせえあв『あつつかしあг

′あうかちのあみ しかさぬけまб ╉かせけつ 〈そ-
ちそくそう そてすかてけしб ねてそ あつてちそせそすけみ – 
ほてそ せあとさあб そて さそてそちそこ くあうけつけて せあのか 
いとおとはかか ちあくうけてけかг ′あ たそしてそちあ ねあつあ 
そせ つとすかし くあきかねへ と つしとのあてかしかこ けせ-
てかちかつ さ くあえあおさあす ╇つかしかせせそこг 【あさ 
たとつてへ つうかてけすそつてへ てそしへさそ うそくちあつ-
てあかてб ちそきおあみ せそうふに てあしあせてしけうふに 
あつてちそせそすそうг

[そせつたかさてけちそうあしあ
╅しかさつあせおちあ っぃ╅〉¨〉╅б

しけぬかこ № лм

ぁかてふちかХくそせふХ«【かちちけてそちけけХくおそちそ-
うへみ»бХ とつてちそかせせふかХ ちそすいそすХ うそさちとえХ さそせ-
ぬかちてせそвてあせぬかうあしへせそこХ たしそはあおさけХ たあち-
さあбХ ちあつたちかおかしけしけХ えそつてかこХ ЭそてХ たそきけしふにХ
おそХ つそうつかすХすあしかせへさけにХ けうあせそうぬかうЮХ けХ たそХ
けせてかちかつあすбХけХたそХつせあちみきかせけまбХけХたそХほさそ-
しそえけねかつさけХ ねけつてそすとХ てちあせつたそちてとпХ おかて-
つさけにХ さそしみつそさбХ つあすそさあてそうбХ ちそしけさそうбХ うか-
しそつけたかおそうХ いふしそХ みうせそХ せあすせそえそХ いそしへ-
のかбХねかすбХせあたちけすかちбХそいしあおあてかしかこХたあしそさХ
おしみХつさあせおけせあうつさそこХにそおへいふгХ〉そХそせけХてそ-
きかХいふしけбХけХそたふてせふかХけせつてちとさてそちふХそいと-
ねあしけХけにХたちあうけしへせそХおふのあてへбХちあつつねけてふ-
うあてへХつさそちそつてへХおうけきかせけみХけХちあくすかちХのあえあХ
うХ╆かしけねへかこХあししかかггг

》そХとさあくあてかしへせふすХくせあさあすХなかつてけうあ-
しみХくおそちそうへみХすそきせそХいふしそХそてたちあうけてへつみХせあХ
なけてせかつвくあちみおさとХけしけХせあХたそさあくあてかしへせふかХ
うふつてとたしかせけみХ ちそししかちそうгХ 』あすふこХ そたふて-
せふこХ けくХ せけにХ たそさあくあしХ せあつてそみはけこХ さしあつつбХ
いとさうあしへせそХ たかちかしかてかうХ うХ たちふきさかХ ねかちかくХ
たみてかちふにХおそいちそうそしへぬかうгггХ[てそвてそХつしとのあしХ
しかさぬけまбХ さあさХせあとねけてへつみХ いふてへХ くおそちそうふすХ
いかくХてあいしかてそさгХ╉ちとえけかХいかつかおそうあしけХつそХつたか-
ぬけあしけつてあすけвすかおけさあすけХ けしけХ てそちすそくけ-
しけХそさそしそХたとせさてそうХけくすかちかせけみХおあうしかせけみгХ
】えあおあしХつうそけХたそさあくあせけみХ–ХたそしとねけХたちけくгХ
╋かしあまはけかХ たけしけХ ねあこбХ くあうあちかせせふこХ たそХ
うつかすХたちあうけしあすбХ てгかгХ たそすそえあまはけこХ とさちか-
たしかせけまХ くおそちそうへみгХ 〉かХ たちかさちあはあしそつへХ
おかこつてうそХ けХ せあХ つぬかせかпХ なけてせかつвてちかせけせえбХ
てあせぬかうあしへせふこХ なしかのすそいбХ たそさあくあてかしへ-
せふかХうふつてとたしかせけみХつたそちてつすかせそうггг

[そせかねせそбХつあすそこХいそしへのそこХけХちあくせそ-
そいちあくせそこХ いふしあХ おかてつさあみХ くそせあгХ 》しそはあお-
さけХおしみХちけつそうあせけみХせあХあつなあしへてかХけХくあХつてそ-
しそすбХ そねかちかおへХ さХ すあつてかちあすХ あさうあえちけすあбХ
つたそちてけうせあみХ けХ けえちそうあみХ たしそはあおさけбХ のあ-
てёちвさあいけせかてХ たかおけあてちあХ けХ うかつёしふかХ あせけ-
すあてそちふпХ』けすさあХけくХつかすかこつてうあХ‒けさつけさそうХ
けХおそいちふこХたけちあてХ–ХうつёХおしみХちかいみてХつあすそえそХ
ちあくせそえそХうそくちあつてあггг

¨てそえそうふすХ つそいふてけかすХ なかつてけうあしみХ
つてあしХ ちそくふえちふのХ たちけくそうпХ つかちてけなけさあてふХ
せあХとちそさけХさあてあせけみХせあХちそしけさあにбХせあХたちけ-
そいちかてかせけかХせあいそちあХたそしかくせそこХさそつすかてけさけХつХ
さちあつけうそこХつとすさそこбХあいそせかすかせてふХせあХたそつか-
はかせけかХ つたかぬけあしけつてそうХ つかすかこせそこХ さしけせけ-
さけХ«〈かおけつ»г

╉かせへ たちそのёし そてしけねせそб そち-
えあせけくあてそちふ たそそいかはあしけб ねてそ なか-
つてけうあしへ «【かちちけてそちけみ くおそちそうへみ» 
つてあせかて おしみ えそちそきあせ かきかえそおせふすб 
あ かはё たちかおしそきけしけ うつかすб さてそ たそ-
つかてけし たちあくおせけさб うすかつてか たそつあ-
おけてへ う ¨うあせそうか あししかま くおそちそうへみг

╉すけてちけこ [《『《]Ё╇б
えけすせあくけみ № изб

〈あちけみ ]】[¨〉╅б
えけすせあくけみ № изб 

》そしけせあ 『ぉ╆[¨〉╅б
えけすせあくけみ № зи

╇ ほてそす えそおと のさそしへせけさあす たちかお-
つてそけて けくとねあてへ せそうふこ たちかおすかて – 
あつてちそせそすけまг ′あおあねけ たそ あつてちそせそ-
すけけ ときか うさしまねかせふ う ╊╈Эб てあさ ねてそ 
ちあつつしあいしみてへつみ せか たちけにそおけてつみг ¨ 
たそつてけえあてへ せかけくうかおあせせそか たちかおつてそ-
けて せか てそしへさそ とねかせけさあすг 】ねけてかしみ てそ-
きか おそしきせふ たちけうふさせとてへ さ たちかたそおあ-
うあせけま せそうそえそ たちかおすかてあг 》そほてそすと зк 
つかせてみいちみ う ¨せつてけてとてか ちあくうけてけみ そい-
ちあくそうあせけみ ¨うあせそうつさそこ そいしあつてけ つそ-
つてそみしつみ すかてそおけねかつさけこ つかすけせあち おしみ 
とねけてかしかこ たそ うそたちそつあす たちかたそおあうあ-
せけみ あつてちそせそすけけг

《おけせせあおぬあてけさしあつつせけさ
たちそねёし しかさぬけま

たそ あつてちそせそすけけггг とねけてかしみす

╇ うそつさちかつせふこ つかせてみいちへつさけこ 
おかせへб ちあつつさあくふうあまて さそちちかつたそせ-
おかせてふ «》[Ц»б しけねせそ たそいふうあうのけか 
せあ すかつてか せか つそうつかす そいふねせそえそ つそ-
いふてけみ えそちそおつさそえそ すあつのてあいあб う 
たあちさか 』てかたあせそうあ たしそにとま たそえそおと 
あさてけうせそ たそてかつせけしけ うかつёしふか おかて-
つさけか えそしそつあб すとくふさあб ほせかちえけねせふか 
てあせぬふггг

【あさ うつてちかねあしけ えそちそきあせб たちけ-
のかおのけに せあ «【かちちけてそちけま くおそちそ-
うへみ» つかすへみすけб さそすたあせけみすけ け おあ-
きか さそししかさてけうあすけб えしあうせふこ そち-
えあせけくあてそち たちあくおせけさあвなかつてけうあしみ 
つかすかこせあみ さしけせけさあ «〈かおけつ» け かё 
すせそえそねけつしかせせふか たあちてせかちふг



№ жез
Твое свободное время

【あこすвすかせかおきすかせて
》かおあえそえХ を¨【Х «]けおかち»Х ╅しかさつあせおちあХ

╅しかさつかかうあХ せあとねけてХ うあつбХ さあさХ たちあうけしへせそХ ちあつ-
つてあうけてへХ たちけそちけてかてふпХ おせけбХ ねあつふХ けХ すけせとてふХ
ちあつたちかおかしかせふХすかきおとХうつかすけХしまおへすけХそおけせあ-
さそうそбХとХうつかにХけにХたそちそうせとгХ〉そХさあさХたそвちあくせそすとХ
たそしへくとまてつみХ けすけХ しまおけпХ さてそвてそХ ほななかさてけうせそбХ
あХさてそвてそХせかてгХ】つたかのせそつてへХねかしそうかさあбХかえそХうせと-
てちかせせかかХそはとはかせけかХつねあつてへみХうそХすせそえそすХくあうけ-
つけてХ そてХ かえそХ そてせそのかせけこХ つそХ うちかすかせかすгХ〈ふХ うつかХ
ちあくせふかбХ つしかおそうあてかしへせそбХたかちうそつてかたかせせそかХ うふ-
おかしみかすХたそвつうそかすとгХ[あさХたそせみてへбХねてそХせときせそХてか-
いかХけすかせせそХうХ ほてそてХたかちけそおХうちかすかせけХけХたそねかすとХ
せかしへくみХたそつうみてけてへХそおせそすとХおかしとХぬかしふこХおかせへфХ
〉あХ くあせみてけみにХ つХ さあきおふすХ ねかしそうかさそすХ たちそうそ-
おけてつみХ けせおけうけおとあしへせあみХ ちあいそてあбХ ねてそいふХ そせХ
ちあつたちかおかしけしХ うちかすみХ うХ くあうけつけすそつてけХ そてХ つうそけにХ
たちけそちけてかてそうг

【ふ – しけおかち!
╊つしけХてふХくあきёえつみХすふつしへまбХさあさХつてあてへХちと-

さそうそおけてかしかすбХ くあせみてへХ うふつそさとまХ おそしきせそつてへХ けХ
とたちあうしみてへХおちとえけすけбХてそХてかいかХつまおあгХ》ちあうけしあすけХ
とたちあうしかせけみХ たちそかさてせふすけХ さそすあせおあすけХ せあХ «》そ-
しかくせそこХたみてせけぬか»ХおかしけてつみХさあせおけおあてХけつてそちけねか-
つさけにХせあとさбХつかちてけなけぬけちそうあせせふこХいけくせかつвてちかせかちХ
╆そちけつХ〈とちうあせけおくかгХ [あさけすけХ さあねかつてうあすけХ おそし-
きかせХそいしあおあてへХしけおかちХさそすあせおふфХ[あさХくあけせてかちか-
つそうあてへХねかしそうかさあХうつてとたけてへХうХうあのとХえちとたたとфХ[あさХ
そちえあせけくそうあてへХたちあうけしへせふこХおそつとえХおしみХとねあつてせけ-
さそうХうあのかこХさそすあせおふфХ′せあせけみХけХそいとねかせけかбХおかしそХ
けХおかこつてうけかбХおそつとえХけХつたしそねかせけかХ–ХうそてХいかくХねかえそХせかХ
すそきかてХつとはかつてうそうあてへХせけХそおせあХさそすあせおあЦХゅてそХてちけХ
くそしそてふにХたちあうけしあХとたちあうしかせけみХたちそかさてせふすけХさそ-
すあせおあすけгХ》ちそおそしきけすХそいとねかせけかф

╋とちせあしけつてけさあ おそしきせあ 
いふてへ けせてかちかつせそこ

¨すかせせそХてあさそこХけХたそさあくふうあかてХかёХ╇かちそ-
せけさあХ ╈かちあつけすそうあбХ ちとさそうそおけてかしへХ «ぃさそしふХ
うそきあてふに»бХ きとちせあしけつてХ すそつさそうつさけにХ けХ けうあ-
せそうつさけにХ 』〈¨гХ ╅Х うふХ さそえおあвせけいとおへХ たちそいそ-
うあしけХ つかいみХ うХ ちそしけХ きとちせあしけつてあбХ ちあいそてあしけХ うХ
ほさつてちかすあしへせふにХ とつしそうけみにфХ 》ちそなかつつけそせあしХ
おそしきかせХいふてへХえそてそうХさそХうつかすとбХおあきかХかつしけХかえそХ
たそたちそつみてХくあいちあてへつみХせあХゅうかちかつてХけХつせみてへХてあすХ
せそうそつてせそこХうけおかそХちそしけさгХ╊つしけХてふХせかХくせあかのへбХ
つХ ねかえそХ せあねあてへХ てかさつてбХ さあさХ つおかしあてへХ つてあてへまХ

さちあつそねせそこХ けХ けせてかちかつせそこбХ ねかすХ くあけせてかちかつそ-
うあてへХねけてあてかしみбХねてそいふХそせХおそねけてあしХすあてかちけあしХ
おそХ さそせぬあбХ てそХ つさそちかこХ いかえけХ さХ せあすбХ あХすふХちあつ-
つさあきかすХけХたそさあきかすг

«っ – いちかせお»
｠そてけてかХつそくおあてへХつうそこХいちかせおфХ【そえおあХてちか-

せけせえХ«』かさちかてふбХつそつてあうしみまはけかХたちけせぬけたХЧっХ–
いちかせおЧ»ХそてХ╉すけてちけみХぁけさとせそうあбХたちかおつかおあてかしみХ
¨うあせそうつさそえそХそいしあつてせそえそХそておかしかせけみХ《いはかちそつ-
つけこつさそこХそいはかつてうかせせそこХそちえあせけくあぬけけХ«『そつつけこ-
つさけこХつそまくХすそしそおёきけ»бХつたかぬけあしへせそХおしみХうあつгХ╅Х
うふХくせあしけбХねてそХかつしけХつそうかちのけてへХそたちかおかしёせせふかХ
けくすかせかせけみХ せあХ つてちあせけねさかХ うХ つそぬけあしへせそこХ つか-
てけбХてそХそせあХいとおかてХつすそてちかてへつみХけせてかちかつせかこХけХうふв
けえちふのせかこХたそХつちあうせかせけまХつХおちとえけすけфХ〈ふХたそ-
すそきかすХうХつそくおあせけけХてうそかえそХいちかせおあЦ

╅ うふ くせあしけб ねてそ てあさそか 
あつつかちてけうせそつてへф

ょしけみХ 》そたそうあбХ さとちあてそちХ たちそかさてあХ ¨╈ゅ】Х
«PowerQ»ХちあつつさあくあしあбХねてそХあつつかちてけうせそつてへХ–ХほてそХ
つたそつそいせそつてへХねかしそうかさあХせかХくあうけつかてへХそてХうせかのせけにХ
うしけみせけこХけХ そぬかせそさбХ つあすそつてそみてかしへせそХ ちかえとしけちそ-
うあてへХつそいつてうかせせそかХたそうかおかせけかХけХそてうかねあてへХくあХせかえそгХ
╆とさうあしへせそХせあХせかつさそしへさけにХくあせみてけみにХょしけみХたそ-
さあきかてбХさあさХつてあてへХてあさけすХねかしそうかさそすбХさあさХちあくちか-
のあてへХさそせなしけさてふбХさあさХせあとねけてへつみХうかきしけうそХそて-
さあくふうあてへХしまおみすХけХすせそえそかвすせそえそかХおちとえそかг

′あちそおけしあつへХ さそせぬかたぬけみХ «》そしかくせそこХ たみて-
せけぬふ»Х たそХ けてそえあすХ なかつてけうあしみХ «】うしかねかせけか»гХ
╉あせせふこХたちそかさてХうふけえちあしХすとせけぬけたあしへせとまХたちか-
すけまХ«》ちかつてけき»ХうХせそすけせあぬけけХ«〈そみХけせけぬけあてけ-
うあХうХそいちあくそうあせけけ»гХ》そおそいせふこХなそちすあてХときかХつと-
はかつてうとかてХうХ〈そつさうかХたそおХせあくうあせけかすХ«╅さてけうせあみХ
つといいそてあ»бХせそХうХけうあせそうつさそすХ╉ょをХ№ХжХたちかおたそね-
しけХたみてせけぬとг

╅しかさつあせおちあХ ╅しかさつかかうあпХ «〈ふХ うふいちあ-
しけХ ほてそてХ おかせへбХ てあさХさあさХ そせХ そねかせへХ とおそいせふこгХゅてそХ
くあうかちのかせけかХ ちあいそねかこХ せかおかしけбХ さそえおあХ せかХ せとき-
せそХつたかのけてへХたそХおかしあすгХ》ちけにそおみХさХせあすбХすそきせそХ
そておそにせとてへХけХたそそいはあてへつみбХ あХ かはёХ とくせあてへХ ねてそвてそХ
うあきせそかХそХつあすそちあくうけてけけг

╇Х ほてそすХ とねかいせそすХ えそおとХ すふХ にそてけすХ とつてと-
たけてへХけせけぬけあてけうとХのさそしへせけさあすбХねてそいふХそせけХたそ-
たちそいそうあしけХ つかいみХ うХ ちそしけХ そちあてそちそうХ けХ すそおかちあてそ-
ちそうХてちかせけせえそうгХ】うかちかせふбХねてそХかつてへХちかいみてあбХさそてそ-
ちふかХくせあまてХいそしへのかХすせそえけにХほさつたかちてそうХうХてそこХけしけХ
けせそこХそいしあつてけбХたそほてそすとХいふしそХいふХけせてかちかつせそбХかつ-
しけХいふХけすかせせそХそせけХおかしけしけつへХХそたふてそすХつそХつうそけすけХ
つうかちつてせけさあすけг

【あさきかХすふХたしあせけちとかすХたちそうかつてけХせかつさそしへ-
さそХてかすあてけねかつさけにХたみてせけぬХおしみХしけおかちそうХとねかせけねか-
つさそえそХつあすそとたちあうしかせけみбХたそさあくあてへХちかいみてあすбХさあさХ
すそきせそХつそうかちのかせつてうそうあてへХつうそまХのさそしとХけХちあくうけ-
うあてへつみХ つあすけすбХ たちかおつてあうけてへХ けすХ つてちとさてとちとХ つあ-
すそとたちあうしかせけみХうХおちとえけにХのさそしあにбХちあつつさあくあてへХそХ
うそくすそきせふにХせあたちあうしかせけみにХけにХおかみてかしへせそつてけ»г

«》そしかくせあみ たみてせけぬあ» – ほてそ そてしけねせあみ 
たしそはあおさあ おしみ のさそしへせけさそうб さそてそちふす かつてへ 
ねてそ ちあつつさあくあてへ け ねかす たそおかしけてへつみг ╅ てあさ-
きか とまてせそか け あてすそつなかちせそか すかつてそ おしみ そい-
はかせけみ け つあすそちあくうけてけみг ╊つしけ てふ えそてそう さあさ 
ほさつたかちて ちあつつさあくあてへ そ てそすб ねかす てふ くあせけすあ-
かのへつみ けしけ そて ねかえそ なあせあてかかのへб てそえおあ たけのけ 
せあ たそねてと ivliderхmailгruг 』しかおけ くあ せそうそ-
つてみすけ そ たちかおつてそみはけに てちかせけせえあに う えちとたたか 
«をかせてち けせてかししかさてとあしへせそえそ ちあくうけてけみ Ч]け-
おかちЧ» う つそぬけあしへせそこ つかてけ «╇[そせてあさてか»г

〈あちけみ ]】[¨〉╅б
えけすせあくけみ № из

《ねかせへ たそしかくせあみたみてせけぬあ
╇ すあこつさそす せそすかちか せあのかこ えあ-

くかてふ すふ ときか ちあつつさあくふうあしけ うあす 
そ たちそかさてか «》そしかくせあみ たみてせけぬあ»г

[あきおふこ ねかしそうかさ ちあつたそ-
しあえあかて つうそいそおせふす うちかすかせかすб 
け てそしへさそ そて せかえそ くあうけつけてб さあさ 
たちそうかつてけ かえそб せあ ねてそ たそてちあてけてへг 
╋あしへб かつしけ そせそ ちあつにそおとかてつみ 
うたとつてとまг

╇ふ さそえおあвせけいとおへ くあおとすふ-
うあしけつへ そ てそすб さあさ すせそえそ けせてか-
ちかつせそえそ すそえしけ いふ とくせあてへ け つおか-
しあてへб かつしけ いふ けつたそしへくそうあしけ ほてそ 
うちかすみ つ たそしへくそこф ¨すかせせそ たそほてそ-
すと おしみ つかいみ み うふいちあしあ «》そしかく-
せとま たみてせけぬと»う ╉かてつさそвませそのか-
つさそす ぬかせてちか № жг

》そねてけХ さあきおとまХ せかおかしまХ くおかつへХ
つそいけちあまてつみХ あさてけうせふかХ のさそしへせけさけХ
えそちそおあХ¨うあせそうあХけХけくうかつてせふかХてちかせか-
ちふбХたそしけてけさけбХたつけにそしそえけХけХすせそえけかХ
おちとえけかгХ ╇つかХ そせけХ えそてそうふХ そてしそきけてへХ
つうそこХ そておふにХ せあХ うふにそおせふかбХ ねてそいふХ
たちそうかつてけХさそせかぬХせかおかしけХつХたそしへくそこг

》ちそかさてХ «》そしかくせあみХ たみてせけぬあ»Х
つてあちてそうあしХ せかおあうせそбХ せそХ ときかХ せあいけ-
ちあかてХ たそたとしみちせそつてへХ つちかおけХ ちかいみてХ つそ-
うかちのかせせそХちあくせそえそХうそくちあつてあбХたそてそすとХ
ねてそХ さあきおそすとХ せあこおёてつみХ くおかつへХ てちか-
せけせえХたそХおとのかг
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Простоклашка

╉きょぅをうょЯ –Я とけおЯ ぇきぉぃえぉぉЯ ょくあこく-
くけぃおЯ くあいをぇつぃをえょにЯ ょゅЯ ぁこうをぅょЯ きをゅいょせ-
えつしЯ さょぅこきおあнЯ ╈ぉこゃぉいょЯ けをあおぉЯ こゃЯ ょЯ
ぇきぉぃえぉぉюЯ┿をлЯおせぉえてаЯ╉きょぅをうょЯゅをきおぇょ-
いおくてЯ ぃЯ ┿きぉぃえぉうЯ ╅ょけをぉлЯ ぅぇぉЯ あをあЯ きをゅЯ ょЯ
ぁついをЯ ょゅおぁきぉけぉえをЯ ぁこうをぅをнЯ ╉せぉえてЯ ぇおい-
ぅおЯとけおЯょくあこくくけぃおЯぁついおЯぇおくけこかえおЯけおいて-
あおЯかきぉぇくけをぃょけぉいにうЯぃつくそょしЯくおくいおぃょっлЯ
けをあЯ あをあЯ こうぉえょぉЯ くあいをぇつぃをけてЯ ぁこうをぅこЯ
くせょけをいおくてЯかきょゅえをあおうЯしおきおそぉぅおЯけおえをнЯ

]おけてЯとけおけЯぃょぇЯょくあこくくけぃをЯょЯ ゅをきお-
ぇょいくにЯぃЯ╊おぇえぉぁぉくえおっлЯえおЯきをゅぃょぃをいくにлЯ
あをあЯえょЯくけきをええおлЯょЯぃЯ｠かおえょょнЯ╉きょぅをうょЯ
ぇをゃぉЯぃしおぇょいおЯぃЯぁおいてそこなЯせをくけてЯにかおえ-
くあょしЯすぉきぉうおえょっнЯ′あをゃぉうлЯくをうこきをょЯぇを-
きょいょЯぇきこぅЯぇきこぅこЯかおぇをきあょлЯこあきをそぉええつぉЯ
ぁこうをゃえつうょЯ いぉえけおせあをうょЯ ょЯ さょぅこきあを-
うょнЯ┻ЯえをЯくぃをぇてぁをしЯぁこうをゃえつぉЯぁをぁおせあょЯ
かきぉぇくけをぃいにいょЯゃぉえょしをЯょЯえぉぃぉくけこнЯ

┽くぉЯ さょぅこきあょЯ ぃЯ けぉしえょあぉЯ おきょぅを-
うょЯぇぉいをなけくにЯぁぉゅЯぉぇょえおっЯあをかいょЯあいぉにаЯ
】けおЯょくあこくくけぃおЯしおきおそおЯきをゅぃょぃをぉけЯうぉい-
あこなЯ うおけおきょあこЯ ょЯ けぉきかぉえょぉнЯ ┾おぃおきにけлЯ
せけおЯいなぇょлЯかきおさぉくくょおえをいてえおЯゅをえょうを-
なたょぉくにЯ おきょぅをうょлЯ おせぉえてЯ くかおあおっえつぉнЯ
╈こЯ えぉЯ ゅえをなлЯ いょせえおЯ こЯ うぉえにЯ ぇをゃぉЯ かお-
くいぉЯといぉうぉえけをきえおぅおЯくをうおいёけょあをЯえぉきぃつЯ
こゃぉЯ えをЯ かきぉぇぉいぉнЯ ┽ょぇょうおлЯ えぉЯ ぃいをぇぉなЯ

にЯ とけょうЯ ょくあこくくけぃおうнЯ ┻Я ぃぉぇてЯ かきおくけぉっ-
そょぉЯさょぅこきあょЯょゅぃぉくけえつЯぇをゃぉЯかにけょいぉけ-
えぉうこЯきぉぁぉえあこаЯ】けおЯぃくёЯけおけЯゃぉЯくをうおいё-
けょあЯ あおきをぁいょあлЯ いにぅこそあをлЯ ゃこきをぃいょあнЯ ┻Я
ぃつЯあおぅぇをмえょぁこぇてЯぇぉいをいょЯそをかあょЯょゅЯぅを-
ゅぉけЯょいょЯいょくけあおぃЯぁこうをぅょюЯ】けおЯぃぉぇてЯけお-
ゃぉЯおきょぅをうょаЯ

┽くかおうえょうЯ ぅおぇつЯ ┽ぉいょあおっЯ ╉け-
ぉせぉくけぃぉええおっЯ ぃおっえつнЯ ¨おぅぇをЯ えぉЯ ぁついおЯ
えょЯ ょえけぉきえぉけをлЯ えょЯ けぉいぉさおえをнЯ ′かをくをいょЯ
いょそてЯぁこうをゃえつぉЯかょくてうをнЯ╅おえぃぉきけおぃЯえぉЯ
しぃをけをいおлЯ をЯ かきおくけおЯ けをあЯ かょくてうおЯ えぉЯ おけ-
かきをぃょそてлЯぃぉぇてЯえこゃえおЯょうぉけてЯこぃをゃぉえょぉЯ
あЯくおぁぉくぉぇえょあこаЯ╊きょしおぇょいおくてЯくあいをぇつ-

ぃをけてЯかおくいをえょにЯけきぉこぅおいてえょあおうлЯをЯぃぉぇてЯ
とけおЯけおゃぉЯおきょぅをうょа

┿をлЯとけおけЯぃょぇЯょくあこくくけぃをЯおせぉえてЯせを-
くけおЯ ぃくけきぉせをぉけくにЯ ょЯ ぃЯ かおぃくぉぇえぉぃえおっЯ
ゃょゅえょнЯ╈をかきょうぉきлЯぃЯとけおうЯかきおくけぉっそぉうЯ
くいこせをぉЯうえおぅょぉЯぃくかおうえにけЯくぉぁにнЯруЯさぉぃ-
きをいにнЯ┿きおゃをたょうょЯきこあをうょЯうつЯくあいをぇつ-

ぃをぉうЯ いょくけおあЯ えをЯ ぇぃぉЯ せをくけょЯ ぃЯ ぃょぇぉЯ おけ-
あきつけあょЯょЯかょそぉうЯかきょゅえをえょぉЯぃЯいなぁぃょнЯ
┻ぅをлЯょЯけこけЯけおゃぉЯかきょぅおぇょいおくてЯおきょぅをうょнЯ
╆ょくけおあмけおЯうつЯくいおゃょいょаЯ

╉あをゅつぃをぉけくにлЯ せけおЯ おきょぅをうょЯ
ぃくけきぉせをぉけくにЯぃЯえをそぉっЯゃょゅえょЯかきをあ-
けょせぉくあょЯあをゃぇつっЯぇぉえてнЯ╃ЯとけおЯかきぉ-
あきをくえおлЯ ぃぉぇてЯ けぉかぉきてЯ にЯ ゅえをなлЯ せけおЯ
ょくあこくくけぃおЯぃくぉぅぇをЯくおЯうえおっа

╆ぉぃЯ╀╋╀╇╀╀┽л
ぅょうえをゅょにЯ№Ятп

╊ぉきぃつっЯきをゅЯあЯかぉきぃおうこЯこせょけぉ-
いなнЯ′ぉえけにぁきてЯ–ЯぃきぉうにлЯあおぅぇをЯかぉきぃお-
あいをそあょЯゅえをあおうにけくにЯくおЯくぃおょうЯえおぃつうЯ
えをくけをぃえょあおうЯ かおЯ ゃょゅえょнЯ ╉ぁつせえおЯ くЯ
こせょけぉいぉうЯ えをせをいてえつしЯ あいをくくおぃЯ くぃに-
ゅをえつЯくをうつぉЯいこせそょぉЯぃおくかおうょえをえょにн

╈おЯゅをЯせけおЯぇぉけょЯけをあЯいなぁにけЯくぃお-
ょしЯ こせょけぉいぉっюЯ 〉けおぁつЯ こゅえをけてЯ おけぃぉけлЯ
«╊きおくけおあいをそあを»Я おかきおくょいをЯ かぉきぃお-
あいをくくえょあおぃЯ ЯょЯぃおけЯあをあょぉЯおけぃぉけつЯうつЯ
かおいこせょいょщ

╊おせぉうこЯけぉぁぉЯえきをぃょけくに
けぃおっЯこせょけぉいてю

∆Я ╊おけおうこЯ せけおЯ おえをЯ あきをくょぃをにЯ ょЯ
こうえをに

∆Я╇おにЯこせょけぉいてえょすをЯおせぉえてЯぃあこく-
えおЯかをしえぉけ

∆Я╊おけおうこЯせけおЯおえをЯけおゃぉЯいなぁょけЯ
あおそぉあ

∆Я╃きょえをЯ′ぉきぅぉぉぃえをЯいこせそぉЯぃくぉしЯ
ょЯえょあおぅぇをЯえぉЯきこぅをぉけЯえをく

∆Я╉えをЯぇおぁきをにЯょЯうにぅあをに
∆Я╊おけおうこЯせけおЯこЯえぉёЯおせぉえてЯぁおいて-

そおっЯうおゅぅ
∆Я╉えをЯいをくあおぃをにЯょЯぃくぉしЯこぃをゃをぉけ
∆Я ╉えをЯ ぇぉいょけくにЯ くおЯ うえおっЯ ぃあこく-

えつうょЯあおえさぉけをうょ
∆Я╊おけおうこЯせけおЯおえをЯきをぁおけおぇをけぉいて

┽をいぉきょにЯ╇А╅′╃╇╉┽Ал
ぅょうえをゅょにЯ№Яуу

╀しをいょЯ うつЯ ぁおいてそおっЯ あおうかをえょぉっщЯ
きおぇょけぉいょлЯにлЯぇぃをЯぁきをけをлЯくぉくけきをЯょЯぁをぁこそ-

あをнЯ╈おЯぇおЯ きをゅえつしЯかこえあけおぃЯ ぃくぉЯぇおぁょきを-
いょくてЯ かおмきをゅえおうこщЯ あけおЯ えをЯ くをうおいёけぉлЯ をЯ
あけおЯ えをЯ かおぉゅぇぉнЯ ╃Я けおいてあおЯ うつЯ くЯ かをかおっЯ
ぃくなЯ ぇおきおぅこЯ かきぉおぇおいぉぃをいょЯ えをЯ をぃけおうお-
ぁょいぉнЯ╃ЯかおмうおぉうこлЯとけおЯゅぇおきおぃおлЯしおけてЯえをЯ
くをうおいぉけぉЯ ょЯ くこかぉきぁつくけきおЯ зтЯ せをくをЯ ょЯ けつЯ
ぃЯ ′おせょаилЯ をЯ えをЯ うをそょえぉЯ うつЯ ぉしをいょЯ かおせ-
けょЯけきょЯぇえにнЯ╈おЯせぉうЯぇおいてそぉЯぇおきおぅをлЯけぉうЯ
ぁおいてそぉЯかきょあいなせぉえょっн

¨きをくくをЯ╇ЯуЯぇいにЯうぉえにЯえぉЯえおぃをлЯょЯにЯ
ぃくぉぅぇをЯくЯおぅきおうえつうЯょえけぉきぉくおうЯえをぁいな-

ぇをなЯゅをЯくうぉえおっЯいをえぇそをさけをнЯ】けおЯくぃおぉお-
ぁきをゅえをにЯょぅきをщЯゅをうぉけょけてЯけおけЯうおうぉえけлЯあおぅ-
ぇをЯえをそょЯかきょぃつせえつぉЯぅきおうをぇえつぉЯくおくえつЯ

ょЯぉいょЯかおЯぁおあをうЯぇおきおぅょлЯくけおにたょぉЯかいおけ-
えおっлЯえぉかきおえょすをぉうおっЯくけぉえおっлЯぁこあぃをいてえおЯ
ゅをЯせをくЯくうぉえになけくにЯぁぉくあきをっえょうょЯかおいにうょЯ
ゃょゅえぉきをぇおくけえつしЯかおぇくおいえこしおぃлЯきをゅえおす-
ぃぉけえつうょЯあぃをぇきをけをうょЯかをそぉえлЯぃつくおあょうょЯ
くけきぉいをうょЯ あょかをきょくおぃнЯ ┽Я えをせをいぉЯ けつЯ きを-
ぇこぉそてくにЯえおぃょゅえぉлЯょЯぇこしЯゅをしぃをけつぃをぉけЯおけЯ
とけおぅおЯぇをいёあおぅおЯぅおきょゅおえけをнЯ┻ЯえをЯおぁきをけ-
えおうЯかこけょЯぃくけきぉせをぉそてЯきおぇえつぉЯくおくえつЯあをあЯ
くけをきつしЯゅえをあおうつしн

¨をあゃぉЯおぇょえЯょゅЯうおょしЯいなぁょうつしЯうお-
うぉえけおぃЯ ぃЯ かこけぉそぉくけぃょょЯ –Я ぃくけきぉせをけてЯ えお-
ぃつっЯぇぉえてЯぃЯかこけょнЯ｠ЯくけをきをなくてЯえをぁいなぇをけてЯ
ゅきぉいょたぉЯ くЯ くをうおぅおЯ えをせをいをлЯ くЯ くこうぉきぉあлЯ
くあぃおゅてЯあおけおきつぉЯぉぇぃをЯかきおぅいにぇつぃをなけЯいこ-
せょあょЯくぃぉけをлЯゅをけぉうЯぃくёЯぃおあきこぅЯおあきをそょぃを-
ぉけくにЯぃЯゃёいけつぉлЯおきをえゃぉぃつぉлЯきおゅおぃつぉЯけお-
えをлЯ えをせょえをぉけЯ ぃつきょくおぃつぃをけてくにЯ くおいえぉせ-
えつっЯ あきこぅлЯ ょЯ あをゃぇこなЯ うょえこけこлЯ くぉあこえぇこлЯ
くおせぉけをえょにЯ すぃぉけおぃЯ うぉえになけくにнЯ ╉けぃぉくけょЯ
ぃゅぅいにぇЯかきおくけおЯえぉけЯぃおゅうおゃえおくけょ…

╉ぇえをあおЯせぉきぉゅЯえぉくあおいてあおЯせをくおぃЯかこ-
けょЯ いょきょあをЯ ゅをあをえせょぃをぉけくにлЯ えをせょえをぉけくにЯ
かきをぃぇをЯ ゃょゅえょщЯ けぉうかぉきをけこきをЯ ゅをЯ ぁおきけおうЯ
こぃぉきぉええおЯかおいゅёけЯぃぃぉきしЯょЯおくけをえをぃいょぃを-
ぉけくにЯえをЯおけうぉけあぉЯктхЯ′нЯ╈をせょえをぉけくにЯうおにЯ
きをぁおけをщЯぇおくけをなЯぁこけついあこЯしおいおぇえおっЯぃお-
ぇつЯょЯかぉきょおぇょせぉくあょЯいてなЯかをかぉЯえをЯぅおいお-
ぃこлЯかきょぃおゃこЯぉぅおЯぃЯせこぃくけぃおнЯ╀たёЯかをきおせ-
あをЯこかをあおぃおあЯうおきおゃぉえおぅおЯ–ЯょЯあおうさおきけ-
えをにЯけぉうかぉきをけこきをЯぇおくけょぅえこけをн

┿きこぅをにЯ おかをくえおくけてЯ –Я こくけをいおくけてнЯ
〉けおぁつЯぃゅぁおぇきょけてくにлЯこぅおたをぉうくにЯあょくいつうЯ
いょうおえおうЯ зぃЯ あきをっえぉうЯ くいこせをぉЯ いぉぇぉえすを-
うょиЯょЯあきをけあおぃきぉうぉええつうЯくえおうнЯ╉ぇょえЯきをゅЯ

かおЯえぉゅえをえょなЯうつЯぃくけをいょЯきにぇおうЯくЯえぉさけぉ-
かきおぃおぇおうнЯ ╅をあЯ けおいてあおЯ かをかをЯ こくえこいЯ ぇお-
くけをけおせえおЯぅいこぁおあおлЯあЯえをうЯかおぇちぉしをいょЯえをЯ
くいこゃぉぁえおっЯうをそょえぉЯょЯかおかきおくょいょЯかおあょ-
えこけてЯぇをええおぉЯうぉくけおлЯぃぉゃいょぃおЯをきぅこうぉえけょ-
きおぃをぃЯくぃおなЯかおゅょすょなнЯ╇つЯこぇをせえおЯかぉきぉ-
ぁきをいょくてЯ えをЯ かおいぉЯ くЯ をきぁこゅをうょлЯ ょЯ にЯ けたを-
けぉいてえおЯ ぉぅおЯ ょくくいぉぇおぃをいをЯ зくかぉいつしлЯ あЯ
くおゃをいぉえょなлЯえぉЯおあをゅをいおくてин

┽ЯけぉせぉえょぉЯかこけぉそぉくけぃょにЯえをうЯぃくけきぉ-
せをいょくてЯ えぉくあおいてあおЯ くけきをええつぉЯ にぃいぉえょにнЯ
╈をかきょうぉきлЯ おぇょえЯ きをゅЯ うつЯ えをぁいなぇをいょлЯ
あをあЯ ぃぉきけおいёけЯ かつけをいくにЯ かきょゅぉういょけてくにЯ ぃЯ
くをうつっЯおぁつせえつっЯぇぉきぉぃぉえくあょっЯぇぃおきнЯ╉えЯ
かおぇえにいЯくけおいてあおЯかついょЯぃおあきこぅЯくぉぁにлЯせけおЯ
かょいおけЯかぉきぉくけをいЯせけおмえょぁこぇてЯぃょぇぉけてЯзえを-
ぇぉなくてлЯこЯえぉぅおЯぃくёЯかおいこせょいおくてинЯ┻ЯぉたёЯ
ょくかこぅをいЯくぉきかをえけょえЯうぉゃぇこЯ╅きをくえおぇをきおうЯ
ょЯ′おせょнЯ╉えЯょうぉいЯぇおぃおいてえおЯあきこけつぉЯかお-
ぃおきおけつлЯ せけおぁつЯ ぃつゅぃをけてЯ ょくけぉきょせぉくあょっЯ
くうぉしЯこЯぁをぁこそあょЯょЯゅをくけをぃょけてЯぉёЯかきおくょけてЯ
かおぃぉきえこけてЯ おぁきをけえおЯ ょЯ ぇおぉしをけてЯ ぇおЯ ′おせょЯ
«あをあмえょぁこぇてЯぃЯくいぉぇこなたょっЯきをゅ»н

╅おえぉせえおлЯゅをЯとけょЯけきょЯえぉぇぉいょЯぃくぉЯ
ぇおくけをけおせえおЯ こくけをいょлЯ おくおぁぉええおЯ かをかをЯ
зあおぅぇをЯえをくけをいЯぇぉえてЯぃつしおぇをЯえをЯきをぁおけこлЯ
おえЯ くぃぉけょいくにЯ ょゅえこけきょилЯ えおЯ とけおЯ おかきぉ-
ぇぉいぉええおЯ けおぅおЯ くけおょけнЯ ┿をЯ せけおЯ ぅおぃお-
きょけてлЯおぇえょうЯゅをかをしおうЯうおきにЯおあこかをぉけくにЯ
ぃくにЯこくけをいおくけてнЯ┿こうをなлЯぇいにЯしおきおそょしЯ
ぃおくかおうょえをえょっЯえぉЯおぁにゅをけぉいてえおЯぉゅぇょけてЯ
けをあЯぇをいぉあおлЯいなぁをにЯかきおぅこいあをЯくЯくぉうてёっЯ
うおゃぉけЯくけをけてЯえぉゅをぁつぃをぉうおっн

╅くぉえょにЯ╋╉╇А╈』〉╀┽Ал
いょすぉっЯ№Яср

┽つЯあおぅぇをмえょぁこぇてЯくいつそをいょЯ
かきおЯおきょぅをうょюЯ╈ぉけюЯ┿をю

┽ЯいなぁおうЯくいこせをぉЯこくをゃょぃをっ-
けぉくてЯかおこぇおぁえぉぉа

〉けおЯうおゃぉけЯぁつけてЯいこせそぉлЯせぉうЯ
ぉしをけてЯぃЯうをそょえぉлЯくうおけきぉけてЯぃЯおあ-
えおлЯくいこそをけてЯうこゅつあこЯょЯゅえをけてлЯせけおЯ
かきょぉぇぉそてЯぉたёЯおせぉえてЯえぉЯくあおきおюЯ
╆ょせえおЯうえぉЯせをくけおЯえぉЯしぃをけをぉけЯあお-
きおけあょしЯ かおぉゅぇおあлЯ せけおぁつЯ えをくいを-
ぇょけてくにЯとけょうЯせこぃくけぃおうнЯ╈おЯとけょうЯ
いぉけおうЯにЯけおせえおЯぃおくかおいえょいをЯこかこ-
たぉええおぉЯょЯえをかょけをいをくてЯょうЯえをЯぅお-
ぇつЯ ぃかぉきёぇнЯ ╀くいょЯ くいおゃょけてЯ ぃくぉЯ
せをくつлЯ かきおぃぉぇёええつぉЯ ぃЯ うをそょえぉЯ
ゅをЯ をぃぅこくけлЯ かおいこせょけくにЯ かきょうぉき-
えおЯえぉぇぉいにн

╇をきそきこけЯ えをそぉぅおЯ をぃけおうお-
ぁょいてえおぅおЯ かきおぁぉぅをЯ ぁついЯ けをあおぃщЯ
╃ぃをえおぃおЯ–Я┽おきおえぉゃЯ–Я╋おくけおぃмえをм
┿おえこЯ–Я╅きをくえおぇをきЯ–Я′おせょЯ–Я╈お-
ぃつっЯАさおえЯ зАぁしをゅょにиЯ –Я ′をきをけおぃЯ
зえをぃぉくけょけてЯ かきをぁをぁこそあこлЯ かおとけお-
うこЯぃЯおぁちぉゅぇиЯ–Я╃ぃをえおぃおн

〈╅]ぉぃ¨
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№ жез

╉きぅをえょゅをすょにЯおぁちぉぇょえにぉけЯきぉぁにけЯくЯ
おぅきをえょせぉええつうょЯ ぃおゅうおゃえおくけにうょЯ ゅぇお-
きおぃてにщЯ ┿〈╊лЯ をこけょゅうおうлЯ くょえぇきおうおうЯ
┿をこえをлЯゅをぁおいぉぃをえょにうょЯぃえこけきぉええょしЯおき-
ぅをえおぃЯょЯぇきнЯ«┾きをえょ»ЯおぁおきこぇおぃをいょЯかぉき-
ぃこなЯ ぃЯ きぉぅょおえぉЯ ‶せぉぁえこなЯ あぃをきけょきこлЯ ぃЯ
あおけおきおっЯゅをえょうをなけくにЯぇぉけょЯくЯうぉえけをいて-
えつうょЯ おくおぁぉええおくけにうょЯ きをゅぃょけょにнЯ ╂を-
ぁおけいょぃつぉЯ きおぇょけぉいょЯ くおゅぇをいょЯ えぉぁおいて-
そこなЯ うをくけぉきくあこなЯ ぇいにЯ ょしЯ ぉゃぉぇえぉぃえおっЯ
ゅをえにけおくけょнЯ┽ЯけをあおうЯさおきうをけぉЯあおうさおきけм
えおЯ うをいぉえてあょうょЯ そをぅをうょЯ おけきをぁをけつぃをけてЯ
といぉうぉえけをきえつぉЯ くおすょをいてえおмぁつけおぃつぉЯ ょЯ
きぉうぉくいぉええつぉЯえをぃつあょн

╋ぉぁにけをうЯ かきぉぇいをぅをなけЯ きをゅえつぉЯ ぃょ-
ぇつЯ ぇぉにけぉいてえおくけょнЯ ╉えょЯ おぃいをぇぉぃをなけЯ
かきをあけょあおっЯ くをうおおぁくいこゃょぃをえょにлЯ こせをけくにЯ
ぅおけおぃょけてлЯこぁょきをけてくにлЯかおあこかをけてЯかきおぇこあ-
けつлЯ ぃつえおくょけてЯ うこくおきлЯ えをぃおぇょけてЯ かおきに-
ぇおあлЯおぁたをけてくにнЯ╅きおうぉЯおくえおぃえつしЯ ゅをえに-
けょっлЯ きぉぁにけをЯ ぇぉいをなけЯ けおせぉせえつぉЯ きょくこえ-
あょлЯょぅきをなけЯぃЯえをくけおいてえつぉЯょぅきつЯょЯぃぉぇこけЯ
ぇえぉぃえょあн

┽ЯうをくけぉきくあおっЯおけけをせょぃをなけЯえをせをいをЯ
かきおさぉくくょおえをいてえつしЯかきょёうおぃлЯこせをけЯぇぉ-
あおきょきおぃをえょなЯ けあをえょлЯ そぃぉっえおうこЯ ぇぉいこлЯ
ぃつゃょぅをえょなлЯ ゃょぃおかょくょЯ ょЯ ぇきこぅょうЯ きぉ-
うёくいをうнЯ╆ぉけおうЯゅをえょうをなけくにЯすぃぉけおぃおぇ-
くけぃおうЯぃЯくをぇこн

‶ЯあをゃぇおぅおЯきぉぁёえあをЯくぃおょЯぃおゅうおゃ-
えおくけょЯょЯくぃおっЯうをきそきこけнЯ╅おぅぇをЯおえЯかきょ-
しおぇょけЯ えをЯ ゅをえにけょぉлЯ かおいこせをぉけЯ いょせえおぉЯ
ゅをぇをえょぉнЯ ╊きょЯ ぃしおぇぉЯ ぃЯ ぇおうЯ ぇおぁきをЯ きこ-
あおぃおぇょけぉいょЯ ぃつぃぉそょぃをなけЯ おぁたぉぉЯ きをく-
かょくをえょぉЯぃЯ ぃょぇぉЯ けをぁいょせぉあЯくЯ あをきけょえあを-
うょлЯ かおけおうこЯ せけおЯ きぉぁにけをうЯ かきおたぉЯ ぃおく-
かきょえょうをけてЯぃくёЯえをぅいにぇえおн

‶ЯえょしЯえぉЯ ぃくぉぅぇをЯかおいこせをぉけくにЯ ぃつ-

かおいえょけてЯ ゅをぇをえょぉЯ くЯ かぉきぃおぅおЯ きをゅをлЯ えおЯ
おえょЯ おせぉえてЯ くけをきをなけくにнЯ ┼つぃをなけЯ くいおゃ-
えおくけょЯ ぃおЯ ぃゅをょうおおけえおそぉえょにしлЯ ぁつぃをぉけлЯ
せけおЯ きぉぁにけをうЯ かきょしおぇょけくにЯ こせをくけぃおぃをけてЯ
えぉЯ ぃЯ くをうおうЯこぃいぉあをけぉいてえおうЯかきおすぉくくぉлЯ
あおけおきつっЯ けきぉぁこぉけЯ くぉきてёゅえつしЯ かくょしお-
いおぅょせぉくあょしЯ ょいょЯ さょゅょせぉくあょしЯ ゅをけきをけнЯ
╃えおぅぇをЯおえょЯいぉえにけくにЯょいょЯおけあをゅつぃをなけ-
くにЯ せけおмいょぁおЯ ぇぉいをけてлЯ ょЯ けこけЯ ょえょすょをけょ-
ぃをЯ かぉきぉしおぇょけЯ ぃЯ きこあょЯ えをくけをぃえょあおぃнЯ ╃Я
えぉЯ えをかきをくえおнЯ ′あをゃぉうлЯ えぉぇをぃえおЯ きぉぁにけをЯ

こくかぉそえおЯかきぉゅぉえけおぃをいょЯょゅぇぉいょにЯくぃおぉっЯ
うをくけぉきくあおっЯえをЯ┽くぉきおくくょっくあおうЯあおえあこき-
くぉЯ«¨こきょくけょせぉくあょっЯくこぃぉえょき»ЯぃЯえおうょ-
えをすょょЯ«′こぃぉえょきЯくおぁつけょに»н

〉けおぁつЯこゅえをけてЯかおぇきおぁえぉぉЯおЯきをぁお-
けぉЯ おぁたぉくけぃぉええおっЯ おきぅをえょゅをすょょЯ «┾きを-
えょ»лЯにЯぃゅにいをЯょえけぉきぃてなЯこЯかきぉかおぇをぃをけぉ-
いにлЯうをうつЯおぇえおぅおЯょゅЯおぁこせをぉうつしЯぇぉけぉっЯ
′ぃぉけいをえつЯ╂ぉいょえくあおっщ

–Я ┽つЯ ぁおいてそぉЯ くけをきをぉけぉくてЯ きをゅ-
ぃいぉあをけてЯ きぉぁにけЯ ょいょЯ かきょぃいぉあをけてЯ ょしЯ あЯ
きをぁおけぉю

–Я ‶Я えをくЯ えぉЯ きをゅぃいぉあをけぉいてえつっЯ
すぉえけきлЯ うつЯ こせょうЯ きぉぁにけЯ けきこぇょけてくにЯ ょЯ
ぁつけてЯ くをうおくけおにけぉいてえつうょнЯ ╃лЯ あおえぉせえおлЯ
くけをきをぉうくにлЯ せけおぁつЯ ょうЯ ぁついおЯ あおうさおきけм
えおнЯ ¨きこぇおぃつぉЯ ゅをえにけょにЯ せぉきぉぇこなけくにЯ くЯ
おけぇつしおうлЯ くЯ ゅをぇをえょにうょЯ ぃЯ けぃおきせぉくあおっЯ
うをくけぉきくあおっн

–Я ╅をあょぉЯ おけあきつけょにЯ おえょЯ ぇぉいをなけЯ
ぇいにЯくぉぁにю

–Я╅をゃぇおぉЯえおぃおぉЯゅをえにけょぉЯぇいにЯえょしЯ–Я
とけおЯおけあきつけょぉнЯ╉ぇえをЯえをそをЯぇぉぃおせあをЯえぉ-
ぇをぃえおЯかぉきぃつっЯきをゅЯぃゅにいをЯょぅおいあこЯくЯえょけ-
あおっлЯ くおけあをいをЯ かきょしぃをけあこЯ ょЯ かおぇをきょいをЯ
ぉёЯ うをうぉнЯ ╈おЯ ぁおいてそぉЯ うつЯ おけきをぁをけつぃを-
ぉうЯ けおлЯ せけおЯ こゃぉЯ こうぉなけЯ ぇぉいをけてЯ きぉぁにけをнЯ
╈をこせょいくにЯ うぉけをけてЯ –Я うつЯ おけきをぁをけつぃを-
ぉうЯ とけおけЯ えをぃつあнЯ ┻Я あおぅぇをЯ うёけあをЯ おくぃおぉ-
えをлЯ けおЯうつЯかきぉぇいをぅをぉうЯおくぃおょけてЯそぃぉっ-
えこなЯうをそょえあこн

–Я ╅をあЯ ぃつЯ かきょえにいょЯ きぉそぉ-
えょぉЯ こせをくけぃおぃをけてЯ ぃЯ «¨こきょくけょせぉくあおうЯ
くこぃぉえょきぉ»ю

–Я ┽Я えをそぉっЯ きぉうぉくいぉええおмけぃおきせぉ-
くあおっЯうをくけぉきくあおっЯきぉぁにけをЯょゅぅおけをぃいょぃを-
なけЯくこぃぉえょきえこなЯかきおぇこあすょなнЯ╃ЯうつЯゅを-
ょえけぉきぉくおぃをえつлЯ せけおぁつЯ とけをЯ かきおぇこあすょにЯ
ょうぉいをЯくかきおくнЯ╇おいおぇつぉЯいなぇょЯかきおょゅ-
ぃおぇにけЯ けあをえつぉЯ あおぃきょあょлЯ くこうあょлЯょぅきこそ-

あょлЯ うぉそおせあょЯ ぇいにЯ くつかこせょしЯ うをけぉきょを-
いおぃлЯすぉいこなЯいょえぉっあこЯょゅぇぉいょっлЯぃつかおい-
えぉええつしЯかこけёうЯぃつゃょぅをえょにн

‶せをくけょぉЯ ぃЯ あおえあこきくぉЯ «¨こきょくけょせぉ-
くあょっЯ くこぃぉえょき»Я かきぉくいぉぇこぉけЯ ぇぃぉЯ すぉいょнЯ
┽おмかぉきぃつしлЯ かおあをゅをけてлЯ せけおЯ えをそょЯ おくお-
ぁぉええつぉЯ きぉぁにけをЯ こうぉなけЯ ぇぉいをけてЯ うえおぅおЯ
ぃくぉぅおЯ かおいぉゅえおぅおЯ ょЯ ぁつけてЯ ぇおくけおっえつうょЯ

こせをくけえょあをうょЯとけおぅおЯうをいぉえてあおぅおЯかきおょゅ-
ぃおぇくけぃぉええおぅおЯかきおすぉくくをнЯ┽けおきをにЯすぉいてЯ–Я
かきおぇぃょゃぉえょぉЯえをそぉっЯかきおぇこあすょょнЯ╅きお-
うぉЯけおぅおлЯこせをくけょぉЯぃЯあおえあこきくぉЯぃつくおあおぅおЯ
こきおぃえにЯ–ЯとけおЯこぃいぉあをけぉいてえおЯょЯかきぉくけょゃ-
えおнЯ╈をうЯぁついおЯょえけぉきぉくえおлЯぁこぇぉうЯいょЯうつЯ
ゅをうぉけえつЯ えをЯ さおえぉЯ うをくけょけつしЯ こせをくけえょ-
あおぃЯ けこきょくけょせぉくあおぅおЯ ぁょゅえぉくをнЯ ¨ぉかぉきてлЯ
あおぅぇをЯぃくёЯこゃぉЯかおゅをぇょлЯうおゃえおЯくあをゅをけてлЯ
せけおЯ«┾きをえょ»ЯぃつぅいにぇぉいょЯぇおくけおっえおлЯょゅ-
ぇぉいょにЯぁついょЯえをЯしおきおそぉうЯこきおぃえぉнЯ╆な-

ぇょлЯゅをえょうをなたょぉくにЯぇをええつうЯぁょゅえぉくおうлЯ
ょくあきぉええぉЯ えをくЯ かおぇぇぉきゃをいょЯ ょЯ くあをゅを-
いょлЯせけおЯおくおぁぉええつぉЯうをくけぉきくあょぉЯぇおいゃ-
えつЯ きをぁおけをけてЯ ょЯ きをゅぃょぃをけてくにнЯ ╊おとけおうこЯ
かいをえょきこぉうЯこせをくけぃおぃをけてЯぃЯあおえあこきくぉЯょЯぃЯ
くいぉぇこなたぉうЯぅおぇこн

–Я ╅をあЯ きぉぁにけをЯ ぅおけおぃょいょくてЯ あЯ
あおえあこきくこю

–Я ┿おいぅおлЯ あきおかおけいょぃおнЯ ╉ぇえをЯ ょゅЯ
うをうлЯ ┻ええをЯ ┼おぅをせぉぃをлЯ かきぉぇいおゃょいをЯ ぃЯ
おぁたょっЯ かぉきぉせぉえてЯ ゅをえにけょっЯ ぃぃぉくけょЯ ぉたёЯ
ょЯ ぃつゃょぅをえょぉнЯ ′えをせをいをЯ うつЯ ぇこうをいょлЯ
せけおЯ えょせぉぅおЯ えぉЯ ぃつっぇぉけлЯ えおЯ きぉぁにけをЯ こぃ-
いぉあいょくてнЯ╃ЯそぉくけてЯせぉいおぃぉあЯしおぇょいょЯс–тЯ
きをゅをЯぃЯえぉぇぉいなЯぃつゃょぅをけてнЯ′えをせをいをЯきぉ-
ぁにけをЯぇぉいをいょЯきをぁおけつЯえをЯぇおたぉせあをしнЯ╊お-
けおうЯ きおぇょいをくてЯ ょぇぉにЯ かおかきおぁおぃをけてЯ ぃつ-

ゃょぅをけてЯ えをЯ あこいょえをきえつしЯ いおかをけあをしнЯ
】あくかぉきょうぉえけょきおぃをいょЯくЯくなゃぉけをうょлЯえぉ-
ぁおいてそょうょЯすょけをけをうょлЯなうおきおうнЯ┽Яかきお-
そいおうЯ ぅおぇこЯ うつЯ えをせをいょЯ ぉゅぇょけてЯ かおЯ くお-
ぁつけょっえつうЯ さぉくけょぃをいにうЯ ╃ぃをえおぃくあおっЯ
おぁいをくけょнЯ¨をあЯきおぇょいをくてЯうつくいてЯ–Яょゅぅお-
けをぃいょぃをけてЯ あЯ あをゃぇおうこЯ くおぁつけょなЯ けぉうを-
けょせぉくあょぉЯ いおかをけあょлЯ えをЯ あおけおきつしЯ ぁこぇぉけЯ
おけおぁきをゃぉえをЯ おくえおぃえをにЯ ょぇぉにЯ ょいょЯ ぅぉお-
ぅきをさょにЯ けをあおぅおЯ うぉきおかきょにけょにнЯ ╈をかきょ-
うぉきлЯ «╅をうぉえあを»Я ょいょЯ «┿ぉえてЯ いぉたを»нЯ ┽Я
あおえあこきくぉЯ «¨こきょくけょせぉくあょっЯ くこぃぉえょき»Я

こせをくけぃおぃをいょЯょЯいおかをけあょлЯおけえおくょぃそょぉくにЯ
あЯ あをあおうこмいょぁおЯ あおえあきぉけえおうこЯ さぉくけょぃを-
いなнЯ╉えょЯかおいこせょいょЯかきょゅえをえょぉн

╊おくいぉЯ ょえけぉきぃてなЯ にЯ かおおぁたをいをくてЯ
くЯきぉぁにけをうょЯえをЯけぉうこЯょしЯいなぁょうおぅおЯゅを-
えにけょにнЯ ┽くぉうЯ ぁぉゅЯ ょくあいなせぉえょにЯ えきをぃょけ-
くにЯ あこいょえをきょにлЯ えおЯ えぉЯ ゅきにЯ くこたぉくけぃこぉけЯ
かおくいおぃょすをЯ«╈をЯぃあこくЯょЯすぃぉけЯけおぃをきょたをЯ
えぉけ»нЯ‒いにЯいなぁょけЯうつけてЯかおくこぇこлЯ╇をそをЯ
かきぉぇかおせょけをぉけЯ そょけてлЯ をЯ ┼おぅぇをえこЯ ぁおいて-
そぉЯ えきをぃょけくにЯ ぃつゃょぅをけてнЯ ┽Я ぃつゃょぅをえょょЯ
こЯ あをゃぇおぅおЯくぃおにЯ けぉしえょあをщЯ あけおмけおЯえをえお-
くょけЯかこえあけょきつлЯをЯあけおмけおЯけおせあょнЯ╊おとけお-
うこЯあをゃぇをにЯきをぁおけをЯこえょあをいてえをн

╆ょせえおЯうえぉЯぁおいてそぉЯぃくぉぅおЯょゅЯくこぃぉ-
えょきえおっЯかきおぇこあすょょЯきぉぁにけЯえきをぃにけくにЯくこう-

あょЯくЯけおせぉせえつうЯきょくこえあおうЯょЯけぉあくけょいてえつぉЯ
きつぁあょнЯ╈ぉぇをぃえおЯぃЯょえけぉきえぉけぉЯかおにぃょいくにЯ
えおぃつっЯ しとそけぉぅЯ в╊こけぉそぉくけぃょぉおくおぁおっ-
きつぁあょнЯ╃くけおきょにЯぉぅおЯけをあおぃをнЯ╂をЯこせをくけょぉЯ
ぃЯ とあくかきぉくくмおかきおくぉЯ おぇえをЯ ぇぉぃこそあをЯ かお-
いこせょいをЯ ぃЯ かおぇをきおあЯ けぉあくけょいてえこなЯ きつぁ-
あこлЯくぇぉいをええこなЯきぉぁにけをうょЯくЯ╉┽╂нЯ┿ぉぃこそ-

あをЯおけかきをぃょいおくてЯぃЯとあくかぉぇょすょなЯえをЯ╅をう-

せをけあこлЯ くけをいをЯ かょくをけてЯ ぃつそぉこかおうにえこけつっЯ
しとそけぉぅЯょЯぃつあいをぇつぃをけてЯさおけおЯきつぁあょмかこ-
けぉそぉくけぃぉええょすつнЯ ′おぅいをくょけぉくてлЯ せけおЯ かお-
いこせをぉけくにЯぇおぃおいてえおЯょえけぉきぉくえおн

«╊きおくけおあいをそあを»Я おけЯ ぃくぉっЯ ぇこそょЯ
しおせぉけЯかおゃぉいをけてЯとけょうЯきぉぁにけをうЯぃくぉぅおЯ
くをうおぅおЯいこせそぉぅおнЯ╃ЯえょあおぅぇをЯえぉЯくぇを-
ぃをっけぉくてаЯ ╈ぉЯ ぁおっけぉくてЯ ぁつけてЯ おくおぁぉえ-
えつうょлЯ おあきこゃをっけぉЯ くぉぁにЯ おくおぁぉええつうょЯ
いなぇてうょаЯ ╃Я けおぅぇをЯ ぃつЯ けおゃぉЯ くうおゃぉけぉЯ
くけをけてЯこえょあをいてえつうょа

┽をいぉきょにЯ╇А╅′╃╇╉┽Ал
ぅょうえをゅょにЯ№Яуу

┾ぇぉлЯ かおмぃをそぉうこлЯ くぉきぇすぉЯ ╃ぃをえおぃをюЯ ┽Я すぉえけきぉюЯ АЯ ぇいにЯ
うぉえにЯ ょЯ うえおぅょしЯ くぉうぉっЯ くぉきぇすぉЯ ぅおきおぇをЯ えぉЯ えをЯ すぉえけきをいてえおっЯ
かいおたをぇょлЯをЯけをうлЯぅぇぉЯぇおぁきつぉЯいなぇょЯかおうおぅをなけЯぇきこぅЯぇきこぅこлЯ
ぅぇぉЯ けぉぁにЯゃぇこけлЯ ぅぇぉЯ けつЯえこゃぉえлЯ ぅぇぉЯきをくあきつぃをなけくにЯ ぃくぉЯ けぃおょЯ
ぅきをえょн

╃ぃをえおぃくあこなЯ おぁいをくけえこなЯ おぁたぉくけぃぉええこなЯ おきぅをえょゅをすょなЯ
«┾╋А╈╃»Я くおゅぇをいょЯ きおぇょけぉいょЯ ぇぉけぉっЯ ょЯ うおいおぇつしЯ いなぇぉっЯ くЯ
おぅきをえょせぉええつうょЯ ぃおゅうおゃえおくけにうょЯ ゅぇおきおぃてにлЯ せけおぁつЯ かおぇをきょけてЯ
くぃおなЯゅをぁおけこЯょЯいなぁおぃてЯけぉうлЯあけおЯぃЯえぉっЯおくおぁぉええおЯえこゃぇをぉけくにн

Простоклашка

#путешествие особой рыбки



№ жез

╅ЯくせをくけてなлЯ«うおょЯおかきをぃぇをえょにЯおゃょ-
ぇをいょくて»лЯあをあЯぃЯそこけあこЯぅおぃおきょいょЯこЯえをくЯぃЯ
おけきにぇぉнЯ╊おЯかきょぁつけょょЯうつЯくきをゅこЯぃあいな-

せょいょくてЯ ぃЯ きをぁおけこщЯ あをゃぇつっЯ おけきにぇЯ ぇおい-
ゃぉえЯ ぁついЯ ぃぉくけょЯ くぃおっЯ くをっけлЯ えをかおいえにけてЯ
ぉぅおЯくけをけてにうょлЯきぉかおきけをゃをうょЯょЯさおけおぅきを-
さょにうょнЯ ┽えをせをいぉЯ おきぅをえょゅおぃをいょЯ ぃつぁお-
きつЯぅいをぃえおぅおЯきぉぇをあけおきをЯえをそぉぅおЯうぉぇょをм
しおいぇょえぅをлЯあをゃぇつっЯょゅЯきぉぁにけЯおかきぉぇぉいょいЯ
くぉぁぉЯ えをかきをぃいぉえょぉЯ かおЯ ぇこそぉлЯ ょЯ きをぁおけをЯ
ゅをあょかぉいをнЯ ¨をあゃぉЯ あをゃぇつぉЯ ぇぃをЯ ぇえにЯ をぁ-
くおいなけえおЯ ぇいにЯ ぃくぉしЯ こせをくけえょあおぃЯ くうぉ-
えつЯかきおぃおぇょいょくてЯくかぉすあこきくつЯかおЯうおえけを-
ゃこлЯさおけおлЯぇょゅをっえこлЯSMMлЯぇをゃぉЯかおЯぁょゅ-
えぉくこаЯ╈こЯょлЯあおえぉせえおлЯあこぇをЯぁぉゅЯぃくけきぉせЯくЯ
ょえけぉきぉくえつうょЯ いなぇてうょщЯ けぉいぉぃぉぇこたぉっЯ
¨をけてにえおっЯ 〉ぉきえにぉぃおっлЯ ょゅぃぉくけえおっЯ かきぉ-
ゃぇぉЯぃくぉぅおЯかおЯぇぉけくあおっЯかきおぅきをううぉЯ«┻┼-
┽┾┿ぉっあを»лЯおぁおゃをぉうおっЯぇぉけてうょЯかおЯぃくぉっЯ
╋おくくょょъЯ かぉぃすおうЯ ╇をきあおうЯ ¨ょそうをえおうлЯ
ょくかおいえょぃそょうЯ かぉくえなЯ ぃЯ あおえすぉЯ いぉけえぉ-
ぅおЯうなゅょあいをЯ«】あくかぉぇょすょにЯб】╅╉б»ъЯゅえを-
けおあおうЯ «〉けおюЯ ┾ぇぉюЯ ╅おぅぇをю»Я ┻いぉあくぉぉうЯ
┼いょえおぃつうлЯ あおけおきつっЯ かきおぃёいЯ えぉЯ けおいて-
あおЯ うをくけぉきмあいをくくЯ かおЯ ゃこきえをいょくけょあぉЯ ゅを-
ぃけきをそえぉぅおЯ ぇえにлЯ えおЯ ょЯ Я ょえけぉいいぉあけこをいて-
えこなЯょぅきこлЯかおくぃにたёええこなЯ–ЯせぉうこЯぁつЯぃつЯ
ぇこうをいょюЯ–ЯけおゃぉЯゃこきえをいょくけょあぉн

╅をゃぇつっЯ ぇぉえてЯ ぃЯ «╉あぉをえぉ»Я かきおょく-
しおぇょいおЯ えおぃおぉЯ ょえけぉきぉくえおぉЯ くおぁつけょぉлЯ
ぁこぇてЯけおЯ«╇ょくけぉきЯょЯ╇ょくくЯ╉あぉをえб»лЯ┿ぉえてЯ
きおゃぇぉえょにЯ«╉あぉをえを»лЯ あおえあこきくЯ けをいをえけおぃЯ
«╉あぉをえくあをにЯ ゃぉうせこゃょえを»лЯ ╆ぉけえょっЯ あこ-
ぁおあЯ╅┽╈ЯょいょЯせけおмけおЯぉたёнЯ╈ょせぉぅおЯえぉЯぇぉ-
いをけてЯかきおくけおЯえぉЯぁついおЯぃきぉうぉえょаЯ╉くおぁぉえ-
えおЯ えぉいぉぅあおЯ かきょしおぇょいおくてЯ くおぃぉけえょあをうЯ
зとけおЯ きぉぁにけをлЯ あおけおきつしЯ ぃつぁょきをいょЯ ぃくぉうЯ
おけきにぇおうлЯ せけおぁつЯ あをゃぇつっЯ ょゅЯ えょしЯ おけぃぉ-
せをいЯゅをЯくぃおёЯえをかきをぃいぉえょぉщЯ╂╉╁лЯぇおくこぅлЯ
ょえさおきうをすょなлЯ おぁきをゅおぃをえょぉлЯ せょくけおけこлЯ
ゅをЯぃぉくてЯおけきにぇЯょいょЯぇをゃぉЯゅをЯぃくなЯぇきこゃょ-
えこиЯょЯぅいをぃえつうЯきぉぇをあけおきをうнЯ╉えょЯかおくけお-
にええおЯ しおぇょいょЯ えをЯ くぁおきつлЯ ぅぇぉЯ かおいこせをいょЯ
えおぃこなЯ ょえさおきうをすょなЯ おけЯ あおおきぇょえをけお-
きおぃЯ«╋おくくょっくあおぅおЯぇぃょゃぉえょにЯそあおいてえょ-
あおぃ»лЯあおけおきおっЯかおけおうЯぇぉいょいょくてЯくおЯぃくぉ-
うょЯおくけをいてえつうょн

╈をЯ かきおけにゃぉえょょЯ くうぉえつЯ えをЯ けぉききょ-
けおきょょЯ«╉あぉをえを»ЯきをぁおけをいをЯ«《あおいをЯ┿お-
ぁきを»Я ょЯ «╉ぁきをゅおぃをけぉいてえつっЯ かをきあ»нЯ 〉けおЯ
とけおЯけをあおぉюЯ«《あおいをЯ┿おぁきを»Яきをくそょさきお-
ぃつぃをぉけくにЯあをあЯ«《あおいをЯ┿╉かおいえょけぉいてえお-
ぅおЯ╉┼╋┻ゅおぃをえょに»нЯ╅をゃぇつっЯょゅЯおけぇつしを-
なたょしЯ うおぅЯ ぃつぁきをけてЯ ゅをえにけょぉЯ かおЯ ぇこそぉлЯ

ぁこぇてЯけおЯょぅきをЯえをЯぅょけをきぉлЯえをかょくをえょぉЯくすぉ-
えをきょぉぃлЯ ょゅこせぉえょぉЯ にかおえくあおぅおЯ にゅつあをлЯ
くおゅぇをえょぉЯかきょせёくおあлЯうをあぉけおぃЯ あおきをぁいぉっЯ
ょЯうえおぅおЯぃくぉぅおЯぉたёнЯ╆ょせえおЯにЯしおぇょいЯえをЯ
あこきくつЯにかおえくあおぅおЯにゅつあをнЯ╊おЯょしЯおあおえせを-
えょょЯ にЯ えをこせょいくにЯ ぁをゅおぃつうЯ さきをゅをうЯ かおм
にかおえくあょЯ зゅぇおきおぃをけてくにлЯ かきぉぇくけをぃいにけて-
くにлЯゅをぇをぃをけてЯぃおかきおくつинЯ┻ЯぉたёЯにЯこくぃおょいЯ
おくえおぃつЯ きょくおぃをえょにЯ ょぉきおぅいょさおぃЯ ょЯ くこ-
うぉいЯ えをかょくをけてЯ くいおぃおЯ «｠かおえょに»Я えをЯ えを-
くけおにたぉっЯきょくおぃおっЯぁこうをぅぉЯかおぇいょええつうょЯ
にかおえくあょうょЯ あょくけおせあをうょнЯ ┿をлЯ けをあおぅおЯ ぃЯ
おぁつせえつしЯそあおいをしЯゃぇをけてЯえぉЯかきょしおぇょけくにа

╂をえにけょにЯぃЯ«╉ぁきをゅおぃをけぉいてえおうЯかをき-
あぉ»ЯかきおしおぇょいょЯせぉきぉゅЯぇぉえてнЯ┽きぉうにЯくЯрфЯ
ぇおЯрхЯせをくおぃЯきぉぁにけをЯうおぅいょЯかおくぃにけょけてЯけお-
うこЯょいょЯょえおうこЯきをゅぃいぉせぉえょなщЯかおあをけをけて-
くにЯえをЯくあこけぉきをしлЯあぃをぇきおすょあいをしЯょいょЯくょぅ-
ぃぉにしлЯかおくうおけきぉけてЯいなぁょうおぉЯをえょうぉлЯかお-
いをゅょけてЯぃЯぃぉきёぃおせえおうЯかをきあぉлЯかおくけきぉいにけてЯ
ぃЯいをゅぉきけをぅぉлЯくつぅきをけてЯぃЯさこけぁおいлЯぁをくあぉけ-
ぁおいЯ ょいょЯ ぃおいぉっぁおいлЯ かおかいをぃをけてЯ ぃЯ ぁをく-
くぉっえぉлЯかおあをけをけてくにЯえをЯあおえてあをしЯзぇをмぇをлЯえぉЯ
こぇょぃいにっけぉくてиЯょいょЯかきおくけおЯかおぅこいにけてЯかおЯ
けぉききょけおきょょЯすぉえけきをЯ –Я けおлЯ せけおЯ えをぇおЯ かお-
くいぉЯそけょいにЯзけょしおぅおЯせをくをЯかおмおあぉをえくあょиа

╉けぇぉいてえおЯ しおせぉけくにЯ きをくくあをゅをけてЯ おぁЯ
おあぉをえくあおうЯ«′おぁつけょょЯぅおぇを»Я–ЯうなゅょあいぉЯ
«】あくかぉぇょすょにЯб】╅╉б»ЯзぃつそぉЯにЯこゃぉЯこかお-
うょえをいЯおЯЯえёうинЯ‶ゃぉЯおぇえおЯえをゅぃをえょぉЯえを-
うぉあをぉけлЯ せけおЯ とけをЯ うこゅつあをいてえをにЯ あおうぉぇょにЯ
おЯ かきおぁいぉうぉЯ ゅをぅきにゅえぉえょにЯ おあきこゃをなたぉっЯ
くきぉぇつЯзあをあмえょあをあЯспрцмっЯ–Я┾おぇЯとあおいお-
ぅょょинЯ ′すぉえをきょっЯ あЯ うなゅょあいこЯ えをかょくをいЯ
┿ぉけくあょっЯ うこゅつあをいてえつっЯ けぉをけきЯ «┿おうょ-
くおいてあを»лЯをЯ«╉あぉをえ»ЯかきぉぇおくけをぃょいЯくぃおっЯ
をうさょけぉをけきЯ ぃЯ あをせぉくけぃぉЯ かいおたをぇあょЯ ぇいにЯ

ぃつくけこかいぉえょにнЯ′おЯぃくぉっЯ╋おくくょょЯかきょぉしを-
いおЯ ррЯ けをえすぉぃをいてえつしЯ あおいいぉあけょぃおぃлЯ きを-
ぁおけをなたょしЯぃЯきをゅえつしЯえをかきをぃいぉえょにしЯ зおけЯ
きこくくあょしЯえをきおぇえつしЯけをえすぉぃЯぇおЯしょかмしおかをЯ
ょЯぁきぉっあмぇをえくをинЯ╊ぉきぃつぉЯぇぃぉЯけきぉけょЯくうぉ-
えつЯ ぇぉけょЯ きぉかぉけょきおぃをいょнЯ ╃えおぅぇをЯ ぃおゃを-
けつぉЯ ぇをゃぉЯ ゅをかきぉたをいょЯ えをうЯ ぃつしおぇょけてЯ
えをЯ ぁをいあおえлЯ せけおぁつЯ うつЯ えぉЯ こゅえをいょЯ きをえて-
そぉЯ ぃきぉうぉえょлЯ あをあおぉЯ ゃぉЯ そおこЯ えをくЯ ゃぇёけаЯ
╃Я ぇぉっくけぃょけぉいてえおлЯ うなゅょあいЯ かきおそёいЯ くЯ
えぉぃぉきおにけえつうЯ きをゅうをしおうнЯ ╅をゃぇつっЯ けを-
えぉすЯぃつゅつぃをいЯぁこきえこなЯきぉをあすょなЯかこぁいょ-
あょлЯ あをゃぇおぉЯ かおにぃいぉえょぉЯ ぅいをぃえおぅおЯ をえけを-
ぅおえょくけをЯ ╇こくおきえおぅおЯ ╇おえくけきをЯ くおかきおぃお-
ゃぇをいおくてЯぅきおうあょうょЯをかいおぇょくうぉえけをうょнЯ┽Я
さょえをいぉЯ╇をきあЯ¨ょそうをえЯょくかおいえょいЯかぉく-
えなЯ«┼いょゃぉЯあЯえぉぁこ»лЯかおくいぉЯせぉぅおЯぃうぉくけぉЯ
くおЯぃくぉうЯ«╉あぉをえおう»ЯゅをかこくけょいЯおぁきをけえつっЯ
おけくせёけЯぇおЯなぁょいぉっえおぅおЯтфмぅおЯ┿えにЯきおゃ-
ぇぉえょにЯ┽┿〈Я«╉あぉをえ»н

┽Я かをうにけょЯ おけいおゃょいをくてЯ ぃつぉゅぇえをにЯ
とあくあこきくょにЯぃおЯ┽いをぇょぃおくけおあлЯえをЯあおけおきおっЯ
うつЯ かおいなぁおぃをいょくてЯ ぃょぇおうЯ えをЯ ╋こくくあょっЯ
うおくけЯ ょЯ くしおぇょいょЯ えをЯ とあくあこきくょなЯ ぃЯ ╉あぉ-
をえをきょこうнЯ 〉けおЯ ゃぇをいおЯ えをくЯ けをうюЯ ┽いをぇょ-
ぃおくけおあくあょっЯおあぉをえをきょこうЯかおきをゃをぉけЯくぃお-
ょうょЯきをゅうぉきをうょЯょЯぃえこそをなたょうЯぃょぇおうнЯ
┽えこけきょЯえをЯけきおくをしЯぃょくにけЯぅょぅをえけくあょぉЯさょ-
ぅこきつЯあょけおぃЯょЯ あをそをいおけおぃнЯ╇ょえこにЯえをせを-
いおЯとあくかおゅょすょょлЯうつЯおけかきをぃょいょくてЯかきに-
うょあおうЯ ぃЯ えをくけおにたょっЯ けきおかょせぉくあょっЯ いぉくЯ
くЯぉぅおЯにぇおぃょけつうょЯきをくけぉえょにうょлЯそこうえつ-

うょЯぃおぇおかをぇをうょлЯおかをくえつうょЯかをこあをうょЯょЯ
いにぅこそあをうょнЯ ′をうおぉЯ ょえけぉきぉくえおぉЯ ゃぇをいおЯ
ぃかぉきぉぇょщЯぇいょええつっЯけおええぉいてЯくЯかきおゅきをせ-
えつうょЯくけぉえあをうょлЯゅをЯあおけおきつうょлЯあをあЯえょЯぃЯ
せёうЯえぉЯぁつぃをいおлЯきぉゅぃょいょくてЯくあをけつЯょЯえぉ-
ぁおいてそょぉЯをあこいつнЯ╉くおぁぉええおЯうつЯゅをょえけぉ-
きぉくおぃをいょЯ くあをけおぃщЯ おえょЯ ぃかいおけえこなЯ かおぇ-
かいつぃをいょЯ あЯ くけぉえあをうлЯ «こいつぁをいょくて»ЯょЯ くЯ
えぉかおぇぇぉいてえつうЯょえけぉきぉくおうЯえをぁいなぇをいょЯ
ゅをЯぇぃょゃこたょうょくにЯくょいことけをうょн

┽ЯとあくあこきくょなЯけをあゃぉЯぃしおぇょいЯかおしおぇЯ

ぃЯぇぉいてさょえをきょっнЯ╅をゅをいおくてЯぁつлЯせけおЯうつЯ
けをうЯえぉЯぃょぇぉいょюЯ╉あをゅをいおくてлЯうえおぅおЯせぉ-
ぅおаЯ┽おおぁたぉлЯとけおЯえぉЯくおぃくぉうЯぇぉいてさょえを-
きょっщЯ かぉきぉぇЯ かこぁいょあおっЯ かおうょうおЯ ぇぉいて-
さょえおぃЯ ぃつくけこかをいょЯ ぁぉいこしょЯ зあおけおきつぉлЯ
おあをゅつぃをぉけくにлЯ おせぉえてЯ しおきおそおЯ こうぉなけЯ
かぉけてилЯ けないぉえょлЯ かおゅぇきをぃいにぃそょぉЯ えをくЯ くЯ
ぇおぁきつうЯ こけきおうлЯ をЯ ぅぃおゅぇてЯ かきおぅきをううつЯ
–Я けょしおおあぉをえくあょっЯ うおきゃЯ ╇ょそをнЯ 〉けおЯ おえЯ
けおいてあおЯえぉЯぇぉいをいщЯょЯおけえぉあょぃをいくにЯおけЯゅを-
きにぇあょлЯょЯょくかおいえにいЯきおうをえくつлЯぇをゃぉЯあを-
せをいЯかきぉくくЯょЯおけゃょうをいくにаЯ╇ょそをЯうおうぉえ-
けをいてえおЯ くけをいЯ いなぁょうすぉうЯ かこぁいょあょЯ ょЯ
こかいついЯあЯくぉぁぉЯぇおうおっЯかおぇЯえぉくうおいあをぉ-
うつっЯそこうЯをかいおぇょくうぉえけおぃнЯ╈をЯ とけおうлЯ あЯ
くおゃをいぉえょなлЯ えをそぉЯ ゅえをあおうくけぃおЯ くЯ おあぉを-
えをきょこうおうЯ┽いをぇょぃおくけおあをЯゅをあおえせょいおくてнЯ
¨ぉうЯえぉЯうぉえぉぉлЯにЯぅおけおぃЯかおくかおきょけてлЯせけおЯ
あをゃぇつっЯょゅЯ えをそぉぅおЯおけきにぇをЯ くЯ こぇおぃおいて-
くけぃょぉうЯ ぃぉきえこいくにЯ ぁつЯ けこぇをЯ ぉたёЯ きをゅнЯ ┻Я
あけおЯぁつЯえぉЯぃぉきえこいくにю

┽ЯょけおぅぉЯうおゃえおЯくあをゅをけてЯおぇえおщЯぃくぉЯ
うつЯおせぉえてЯくょいてえおЯょゅうぉえょいょくてЯゅをЯとけこЯ
くうぉえこлЯこゅえをいょЯえおぃおぉлЯかおいこせょいょЯすぉえ-
えつっЯおかつけлЯゅをぃぉいょЯぇきこゅぉっнЯ╈ょあけおЯえぉЯ
ぃぉきえこいくにЯ ぇおうおっЯ かきぉゃえょうнЯ ╃Я かおくいぉЯ
くうぉえつЯ うおゃえおЯ くЯ こぃぉきぉええおくけてなЯ くあを-
ゅをけてлЯぅぇぉЯえをしおぇにけくにЯえをそょЯにあおきにнЯ╅お-
えぉせえおлЯぃЯ«╉あぉをえぉ»а

Pн Sн Вお Вいをぇょぃおくけおあ うつ ぇおぁょきを-
いょくて  えを  かおぉゅぇぉн  Шぉくけて  ぇえぉっн  Пきお  とけお 
うおゃえお  えをかょくをけて  おけぇぉいてえこな  くけをけてなл 
えお  ぉくいょ  ぃあきをけすぉ:  えょあおぅぇをл  えょあおぅぇを  えぉ 
かおあこかをっけぉ  かいをすあをきけえつぉ  ぁょいぉけつл  ぉく-
いょ くおぁょきをぉけぉくて ぉしをけて くをうつう ぇいょええつう 
ぃ うょきぉ ゃぉいぉゅえおぇおきおゃえつう うをきそきこけおうа

 Вおけ けぉかぉきて けおせえお ぃくё :и

Егおр ШУВАЛОВ,
гょうえаゅょя № 32

«╉あぉをえЯ –Я とけおЯ にаЯ ╉あぉをえЯ –Я とけおЯ うつаЯ ╉あぉをえЯ –Я とけおЯ いこせそょぉЯ いなぇょЯ
くけきをえつа»Я′ЯけをあおっЯゅをぃおぇえおっЯきぉせёぃあょЯえをせょえをいおくてЯいなぁおぉЯうぉきおかきょにけょぉЯ
ぃおЯ┽くぉきおくくょっくあおうЯぇぉけくあおうЯすぉえけきぉЯ«╉あぉをえ»лЯ ぅぇぉЯかきおしおぇょいをЯ くうぉえをЯ
«╉あぉをえくあょっЯうぉぇょをかをきをぇЯ–Яспрц»н

｠ЯくけをいЯかおぁぉぇょけぉいぉうЯぃЯあおえあこきくぉЯぇいにЯえをせょえをなたょしЯゃこきえをいょくけおぃЯょЯ
かおいこせょいЯぇおいぅおゃぇをええおぉЯかきょぅいをそぉえょぉЯえをЯくうぉえこнЯ┽いをぇょぃおくけおあлЯАうこき-
くあょっЯゅをいょぃЯ｠かおえくあおぅおЯうおきにЯょЯсрЯぇぉえてЯくきぉぇょЯぇぉけぉっЯくЯかおしおゃょうょЯこぃ-
いぉせぉえょにうょлЯえをかおいえぉええつっЯょえけぉきぉくえつうょЯょЯかおいぉゅえつうょЯうをくけぉきмあいをく-
くをうょЯおけЯかおぇいょええつしЯうぉぇょをかきおさぉくくょおえをいおぃЯ–ЯえをくけおにたをにЯうぉせけをа
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Герои Грязи не боятся!
суЯくぉえけにぁきにЯきおぃえおЯぃЯртщппЯうつЯくお-

ぁきをいょくてЯぃЯうぉくけぉせあぉЯ┼こしをきおぃおнЯ╉たこたぉ-
えょにЯぁついょЯくうぉそをええつぉнЯ′ЯおぇえおっЯくけおきお-
えつлЯ おせぉえてЯ ょえけぉきぉくえおлЯ せけおЯ ゃぇёけЯ ぃかぉきぉ-
ぇょлЯくЯぇきこぅおっЯ–ЯえぉうえおぅおЯくけきをそえおщЯうをいおЯ
いょЯ せけおЯ けをうЯ ぁこぇぉけнЯ ┽ぉきおえょあをЯ ╉いぉぅおぃえをЯ
┾ぉきをくょうおぃをлЯ きこあおぃおぇょけぉいてЯ «《┽»лЯ きをゅ-
ぇぉいょいをЯぃくぉしЯえをЯぇぃぉЯあおうをえぇつЯ–Я«┼おいて-
そぉぃょあょ»ЯょЯ«╇ぉえてそぉぃょあょ»нЯ┿いにЯあをゃぇおっЯ
あおうをえぇつЯぁついЯかおぇぅおけおぃいぉえЯおけぇぉいてえつっЯ
うをきそきこけлЯ えおЯ おえょЯ かぉきぉくぉあをいょくてЯ かきょ-
うぉきえおЯぃЯくぉきぉぇょえぉЯょぅきつнЯ┾いをぃえおっЯゅをぇを-
せぉっЯおぁぉょしЯあおうをえぇЯぁついおЯえをっけょЯかおぇくあをゅ-
あょлЯせけおぁつЯぃかおくいぉぇくけぃょょЯくЯょしЯかおうおたてなЯ
おけあきつけてЯくぉっさнЯ〉けおぁつЯょしЯかおいこせょけてлЯえぉ-
おぁしおぇょうおЯぁついおЯかおきにぇあおうЯょゅぃをいにけてくにЯぃЯ
いこゃをしнЯ╃ЯかぉきぃおぉЯけをあおぉЯ«ぃをいにえょぉ»Яかきお-
ょゅおそいおЯぇおЯえをせをいをЯょぅきつлЯあおぅぇをЯあをゃぇつっЯ
こせをくけえょあЯぇおいゃぉえЯぁついЯえをえぉくけょЯくぉぁぉЯえをЯ
いょすおЯ ぁおぉぃこなЯ きをくあきをくあこЯ ぅきにゅてなлЯ あをあЯ こЯ
ぃおぉええつしнЯ╀くいょЯかおぅきこゃをけてくにЯぃЯぅきにゅてлЯけをあЯ
かおぅきこゃをけてくにЯくЯぅおいおぃおっаЯ

┽おЯぃきぉうにЯかぉきぉしおぇをЯおけЯくけをえすょょЯあЯ
くけをえすょょЯぃくぉЯぁついょЯゅをえにけつЯぇぉいおうщЯいょ-
ぁおЯえぉくいょЯぁきぉぃえおлЯいょぁおЯあをけょいょЯそょえこнЯ
╂をせぉうюЯ╋をぇょЯぇおかおいえょけぉいてえつしЯくいおゃ-

えおくけぉっлЯあおえぉせえおЯゃぉаЯ¨きこぇえおЯかぉきぉっけょЯ
せぉきぉゅЯ いこゃこЯ かおЯ うをいぉえてあおうこЯ うおくけょ-
あこЯ ょЯ ぁぉゅЯ ぅきこゅをнЯ ┻Я あおぅぇをЯ こЯ けぉぁにЯ ぃЯ きこ-
あをしЯかにけょうぉけきおぃおぉЯぁきぉぃえおлЯけおЯぃぉきおにけ-
えおくけてЯ おくけをけてくにЯ せょくけつうЯ きをぃえをЯ えこいなнЯ
╃ЯとけおЯзあけおЯぁつЯうおぅЯかおぇこうをけてиЯしおきおそおа

╊ぉきぃつうЯ ぇぉいおうЯ えをそょしЯ ぁぉく-
くけきをそえつしЯ ぅきにゅぉしおぇおぃЯ ぁついおЯ かきお-
かおいゅけょЯ かおぇЯ えょゅあおЯ えをけにえこけおっЯ くぉけ-
あおっЯ かおЯ うぉくょぃこЯ ょゅЯ ぅいょえつнЯ ┻Я あけおЯ ぅお-
ぃおきょいлЯ せけおЯ ぁこぇぉけЯ いぉぅあおюЯ ╊おぇくあをゅあょЯ
おあをゅをいょくてЯ ゅをきつけつЯ かきにうおЯ かおぇЯ えおぅを-
うょлЯ ぃЯ ぅきにゅょлЯ かおとけおうこЯ かきょしおぇょいおくてЯ
ぇおかおいえょけぉいてえおЯ あおかをけてくにлЯ せけおぁつЯ ょしЯ
おぁえをきこゃょけてЯзぁいをぅおлЯせけおЯかぉきせをけあょЯぁつ-

いょинЯ╃ЯかきょЯとけおうЯえぉЯゅをぁつぃをぉうЯぁきぉぃえをЯ
ょЯそょえこлЯあおけおきつぉЯえぉЯかおっぇこけЯくをうょЯかおЯ
くぉぁぉЯぃくいぉぇа

′いぉぇこなたぉぉЯ ょくかつけをえょぉЯ –Я えをかおい-
えょけてЯ ぇぃをぇすをけょいょけきおぃこなЯ ぁこけついてЯ ぃお-
ぇおっЯぇおЯあきをёぃлЯせけおぁつЯいょくけおあмかおぇくあをゅあをлЯ
ぃくかいついЯ えをЯ かおぃぉきしえおくけてнЯ ╋をくけにえこいょくてЯ
ぃくぉっЯ あおうをえぇおっЯ おけЯ きぉせあょмぃおえなせあょЯ ぇおЯ
かこくけおっЯぁこけついょлЯえをЯぇえぉЯ あおけおきおっЯゃぇをいをЯ
かおぇくあをゅあをнЯ╋をぁおけをいょЯくいをゃぉええおщЯかぉきぃつっЯ
せぉいおぃぉあЯえをぁょきをぉけЯぃおぇこЯぃЯうをいぉえてあおぉЯぃぉ-
ぇёきあおЯょЯかぉきぉぇをёけЯかおЯすぉかおせあぉнЯ╊おくいぉぇ-
えょっЯぃついょぃをぉけЯぃおぇこЯぃЯёうあおくけてнЯ╃ЯえをЯえお-
ぃつっЯ あきこぅнЯ ¨をあこなЯ おかぉきをすょなЯ かきょそいおくてЯ
かおぃけおきょけてЯぇぉくにけおあЯきをゅлЯかきぉゃぇぉЯせぉうЯかお-
いこせょけてЯゅをぃぉけえこなЯぁこあおぃあこмかおぇくあをゅあこн

¨きぉけてぉЯゅをぇをえょぉЯ–ЯきをくあおかをけてЯ«あきお-
けおぃてょЯ ゅをえをせあょ»Я ょЯ えをっけょЯ ぁおいてそぉЯ かおぇ-
くあをゅおあнЯ ╈おЯ ぃЯ きをくあおかをええつしЯ にうあをしЯ おあを-
ゅをいょくて…Я かぉけこそょえつぉЯ ぅおいおぃつаЯ ┿ぉぃおせあょЯ
ぃょゅゃをいょЯおけЯくけきをしをлЯうをいてせょあょЯえぉぇおこうぉ-
ぃをいょщЯあをあЯおえょЯけをうЯおせこけょいょくてЯょЯぅぇぉЯおぁぉ-
たをええつぉЯ かおぇくあをゅあょюЯ ╅Я くせをくけてなлЯ ょしЯ うつЯ
けおゃぉЯ えをそいょлЯ えおЯ けおいてあおЯ ぃЯ おぇえおっЯ にうあぉнЯ
╊ぉけこそょえつぉЯゃぉЯぅおいおぃつЯゅをあおかをいょЯえをゅをぇнЯ
╊こくけてЯぇきこぅをにЯあおうをえぇをЯかおいおうをぉけЯぅおいお-
ぃこлЯおけあこぇをЯおえょЯゅぇぉくてЯぃゅにいょくてа

╊おゃをいこっлЯくをうおぉЯけきこぇえおぉЯょくかつけを-
えょぉЯ –ЯいおかえこけてЯそをきょあょЯくЯかおうおたてなЯくを-
うおぇぉいてえおぅおЯおきこゃょにлЯあをあЯぃЯけょきぉнЯ╉しлЯあを-
あょぉЯけおいてあおЯぃょぇつЯおきこゃょにЯうつЯえぉЯかきょぇこ-
うをいょщЯょЯきおぅをけあこлЯょЯいをくくおлЯょЯいこあлЯょЯぇいょえ-
えおぉЯ あおかてぉаЯ ╊おくいぉぇえぉぉлЯ あくけをけょлЯ おあをゅを-
いおくてЯ くをうつうЯ とささぉあけょぃえつうнЯ ╃うぉええおЯ くЯ
かおうおたてなЯあおかてにЯうつЯこえょせけおゃょいょЯぁおいて-
そょえくけぃおЯそをきおぃн

╈をЯ おせぉきぉぇょЯ –Я かおくけきおっあをЯ そをいをそをнЯ
┾いをぃえおぉЯ こくいおぃょぉЯ ゅをあいなせをいおくてЯ ぃЯ けおうлЯ
せけおぁつЯ ぃえこけきてЯ かおうぉくけょいおくてЯ えぉЯ うぉえぉぉЯ
そぉくけょЯせぉいおぃぉあнЯ′ЯぅきぉしおうЯかおかおいをうЯかお-
くけきおょいょЯ こあきつけょぉЯ ょЯ くぇぉいをいょЯ ぃょぇлЯ せけおЯ
とけおЯきぉをいてえおЯかおしおゃぉЯえをЯそをいをそн

┿をいぉぉЯ –Я かぉきぉかきをぃをЯ せぉきぉゅЯ ぅいこぁお-
あこなЯ いこゃこЯ зえをかおうょえをなЯ かきおЯ けにゃёいこなЯ
えおそこинЯ ╋ぉぁにけをЯ くかぉすょをいてえおЯ きをゅぇおぁつ-

いょЯかをきこЯぁきぉぃぉえлЯかおЯ あおけおきつうЯかぉきぉぇぃょ-
ぅをいょくてЯ かおЯ おぇえおうこЯ せぉいおぃぉあこнЯ ╇をいてせょ-
あょлЯかきおあいをぇつぃをにЯぁきёぃえをлЯぃにゅいょЯぃЯぅきにゅょлЯ

をЯあおぉмあけおЯょゅЯぇぉぃおせぉあЯこうこぇきょいくにЯくЯぅおいお-
ぃおっЯえつきえこけてЯぃЯとけこЯいこゃこн

╊おくいぉЯ かぉきぉかきをぃつЯ せぉきぉゅЯ とけおけЯ えぉ-
ぁおいてそおっЯ╋こぁょあおえЯうつЯえをけおいあえこいょくてЯえをЯ
かをきこЯいつゃлЯあをあЯえょЯぃЯせёうЯえぉЯぁつぃをいおЯいぉ-
ゃをたょしЯ ぃЯ ぁいょゃをっそょしЯ あこくけをしнЯ «╆ょそえょ-
うょЯえぉЯぁこぇこけа»Я–ЯぇきこゃえおЯきぉそょいょЯきぉぁにけをЯ
ょЯぃゅにいょЯょしЯくЯくおぁおっнЯ╅をあЯおあをゅをいおくてлЯえぉЯ
ゅきにщЯぃかぉきぉぇょЯおゃょぇをいЯえおぃつっЯかぉきぉしおぇЯかおЯ
ぅきにゅょлЯあおけおきつっЯえをぇおЯぁついおЯかきおっけょЯзあをあЯ
ぁつЯぃつЯぇこうをいょюинннЯえをЯいつゃをしнЯ

╊おぇЯあおえぉすЯとけおぅおЯぇいょええおぅおЯょЯこけお-
うょけぉいてえおぅおЯ かこけょЯ おぁぉЯ あおうをえぇつЯ くおぁきを-
いょくてЯ ぃうぉくけぉЯ ょЯ きをゅいおゃょいょЯ いょくけおせあょм
かおぇくあをゅあょЯ かぉきぉぇЯ くおぁおっнЯ ┿をいぉぉЯ せをくけてЯ
«《┽»Я こそいをЯ えをЯ かおょくあょЯ くぉっさをлЯ せをくけてЯ
おくけをいをくてЯかおぇぁょきをけてЯかをきおいてн

〉けおЯゃぉЯぃЯょけおぅぉюЯ╇ぉぇをいょЯ«┾ぉきおょЯ
ぅきにゅょЯえぉЯぁおにけくに»лЯあおえぉせえおЯゃぉаЯ╅をゃぇお-
うこЯぇおくけをいをくてЯくぃおにЯくおぁくけぃぉええをにЯえをぅきを-
ぇをлЯをЯけをあゃぉЯぁこけついあをЯぃおぇつЯょЯえぉぁおいて-
そおぉЯかょきおゃえおぉлЯせけおぁつЯえぉうえおぅおЯゅをうお-
きょけてЯせぉきぃにせあをнЯ╃ЯぃおけЯこゃぉЯおけきにぇЯぅきにゅ-
えつしЯぇぉけぉっЯょぇぉけЯえをゅをぇлЯこЯぃくぉしЯこいつぁあをЯ
えをЯいょすぉЯょЯゅをかをいЯぃЯぅいをゅをしлЯぃぉぇてЯえょあけおЯ
えぉЯおくけをいくにЯきをゅおせをきおぃをええつうнЯАЯくをうおぉЯ
ぅいをぃえおぉЯ–Яせょくけつうа

┽おゃをけつっЯぅきにゅょЯえぉЯぁおょけくにнЯАЯけつю

╀ぅおきЯ《‶┽А╆╉┽л
ぅょうえをゅょにЯ№Ятс

╅えょぅをЯ ┿ぉいてさょえつЯ ╊ぉききぉЯ «｠лЯ
ぃおいあЯょЯそおあおいをぇあょ»ЯかきぉぇくけをぃいにぉけЯくお-
ぁおっлЯ くあおきぉぉлЯ あおうょあくつлЯ せぉうЯ かきょぃつせ-
えこなЯかきおゅこнЯ╂ぇぉくてЯかおきをゅょけぉいてえおЯくうぉそ-

えつぉЯ あをきけょえあょЯ ょЯ ょえけぉきぉくえつっЯ くなゃぉけнЯ
┻ぃけおきЯきをくくあをゅつぃをぉけЯおЯけおうлЯあをあЯそあおいて-
えょあЯ えをそёいЯ ぃЯ あおきょぇおきぉЯ せёきえおぅおЯ ぃおい-
あをЯょЯゅをぁきをいЯぉぅおЯあЯくぉぁぉЯぇおうおっЯえをЯぃおく-
かょけをえょぉнЯ┽おいあをЯ┼ぉきえをきをЯえょあけおЯえぉЯぁお-
ょけくにлЯょЯょゅмゅをЯとけおぅおЯおえЯぃくёЯぃきぉうにЯぅきこ-
くけょけнЯ╇をいてせょあこЯくけをえおぃょけくにЯゃをいあおЯ┼ぉき-
えをきをлЯょЯおえЯこせょけЯぉぅおлЯあをあЯかきをぃょいてえおЯかこ-
ぅをけてЯ いなぇぉっнЯ ┻Я くうおぅいょЯ いょЯ ぇきこゅてにЯ ぇお-
くけょせてЯゃぉいをぉうおぅおЯきぉゅこいてけをけをлЯけつЯこゅえを-
ぉそてлЯかきおせょけをぃЯくをうこЯあえょぅこн

╉けあきつぃЯ あえょぅこЯ╆なぇうょいつЯ ┿こえをぉ-
ぃおっЯ «┿おゃぇて»лЯ けつЯかおかをぇёそてЯぃЯ けёかいこなЯ
をけうおくさぉきこлЯ えぉくうおけきにЯ えをЯいょぃぉえてлЯ あおけお-
きつっЯゅをあをえせょぃをぉけくにЯけおいてあおЯぃЯくをうおうЯあおえ-
すぉЯ あえょぅょнЯ 】けをЯ こぇょぃょけぉいてえをにЯ かおぃぉくけてЯ
かおぅきこゃをぉけЯぃЯうょきЯくあをゅあょлЯぇおぁきをЯょЯいなぁぃょн

╈をせをいをくてЯ ょくけおきょにЯ くЯ けおぅおлЯ せけおЯ
«ぇおゃぇてЯ ぃくёЯ そёいЯ ょЯ そёい»нЯ ╊ёくЯ くょぇぉいЯ ぃЯ
ぁこぇあぉЯょЯゃぇをいЯしおゅにょえをнЯ╅Я╊くこЯかおぇおそёいЯ
ぁぉゅぇおうえつっЯ╅おけЯょЯかおかきおくょいЯゅをっけょЯぃЯぉぅおЯ
ぇおうлЯ せけおぁつЯ くかきにけをけてくにЯ おけЯ ぇおゃぇにнЯ ╊ёくЯ
ぃかこくけょいЯ ぉぅおлЯ えおЯ いょぃぉえてЯ ぃくёЯ えょあをあЯ えぉЯ
かきおしおぇょいлЯょЯ╊くこЯかきょそいおくてЯゃょけてЯぃうぉ-
くけぉЯくЯあおけおうнЯ╈おЯ╊ёくЯえぉЯゃをいぉいЯおぁЯとけおうлЯ
かおけおうこЯせけおЯ╅おけЯぅおけおぃょいЯおせぉえてЯぃあこくえつぉЯ
ぁこいおせあょЯあЯこゃょえこнЯ‶Я╅おけをЯぁついおЯぇぃをЯゃょゅ-
えぉええつしЯ くかこけえょあをЯ –Я あえょゃあをЯ ょЯ おぇぉにいおнЯ
′あおきおЯあЯとけおうこЯくかょくあこЯかきょぁをぃょいくにЯ╊ёくлЯ
あおけおきつっЯくけをいЯいこせそょうЯぇきこぅおうЯあおけをн ┽Я あえょぅぉЯ[きぉぇぉきょあをЯ ┽おいおけをЯ «′お-

ぃをЯ ょЯ ゅをあおいぇおぃをええつっЯ おくけきおぃ»Я おかょくを-
えつЯ かきょあいなせぉえょにЯ ′おぃつЯ ょЯ ¨おかおいにлЯ あお-
けおきつぉЯ えをしおぇにけくにЯ ぃおЯ ぃいをぇぉえょにしЯ ╅おきお-
いにнЯ ╈おЯ ぃいをぇぉえょにЯ えぉぁおいてそょぉщЯ うをいぉえて-
あょっЯ おくけきおぃлЯ えをЯ あおけおきおうЯ かおうぉたをぉけくにЯ
けおいてあおЯ ¨おかおいてнЯ ╅おきおいてЯ おせぉえてЯ ぅきこくけょいЯ
ょゅмゅをЯけおぅおлЯせけおЯぉぅおЯくぉうてなЯゅをぁきをいをЯ┽おぇをлЯ
ょЯ かおくけおにええおЯ くかをいнЯ ′おぃをЯ ゅをしおけぉいをЯ おぁ-
きをぇおぃをけてЯ╅おきおいにЯょЯくぇこけてЯ┽おぇこЯくЯかおうお-
たてなЯ┼こっえおぅおЯ┽ぉけきをнЯ╈おЯぇをゃぉЯすぃぉけこたょぉЯ
かおいにЯ えぉЯ かおぇえにいょЯ えをくけきおぉえょにЯ ╅おきおいなнЯ

¨おぅぇをЯ′おぃをЯおけかきをぃょいをくてЯくかをくをけてЯくぉうてなЯ
╅おきおいにнЯ╈おЯかおいこせょいおくてЯいょЯこЯえぉёЯぃくぉしЯ
くかをくけょю

】けょЯ ょくけおきょょЯ えぉЯ けおいてあおЯ にきあょぉЯ ょЯ
あきをくおせえつぉлЯえおЯょЯょえけぉきぉくえつぉнЯ┽つぁょきをっЯ
あえょぅょЯぇいにЯくぃおぉっЯあえょゃえおっЯかおいあょа

┽をいぉきょにЯ╇をあくょうおぃをл
ぅょうえをゅょにЯ№Яуу

╅えょぅょЯ –Я とけおЯ えをくけおにたぉぉЯ せこ-
ぇおнЯ╉えょЯかおぅきこゃをなけЯけぉぁにЯぃЯくいを-
ぇおくけえつっЯ くおえлЯ かぉきぉえおくにけЯ ぃЯ うょきЯ
さをえけをゅょょЯょЯかきょあいなせぉえょっнЯ╅えょ-
ぅょЯくおゅぇをなけЯぃЯぅおいおぃぉЯあょえおけぉをけきлЯ
ぃЯ あおけおきつっЯけつЯうおゃぉそてЯかきょっけょЯぃЯ
いなぁおぉЯ ぃきぉうにЯ ょЯ くけをけてЯ ぅいをぃえつうЯ
ぅぉきおぉうЯかきょあいなせぉえょっн

｠ЯしおせこЯかきぉぇいおゃょけてЯけぉぁぉЯゅを-
ぃぉくけょЯ くけきをそえおぅおЯ ぃおいあをЯ ょЯ あおき-
うょけてЯぉぅおЯそおあおいをぇあをうょлЯこぃょぇぉけてЯ
ぇきこゃぁこЯあおけをЯくЯくおぁをあおっЯょЯかおうおせてЯ
くおぃぉЯ きをくあおいぇおぃをけてЯ あおきおいぉぃくあょっЯ
ゅをうおあнЯ〉ょけをっЯょЯぇぉきゅをっа

〉АХ》《][А｠Х〈《ЕГ《ХШ[А‒А

╅けおЯ ょゅЯ えをくЯ えぉЯ くあこせをぉけЯ かおЯ くぃぉけいつうЯ うおうぉえけをうлЯ あおぅぇをЯ ぃぉくてЯ
ぇぉえてЯぃをいにぉそてくにЯぃЯぅきにゅょЯょЯかきつぅをぉそてЯかおЯいこゃをうлЯをЯかおけおうЯぇおぃおいて-
えつっЯかきょしおぇょそてЯ ぇおうおっюЯ ┽おけЯ ょЯ «《あおいをЯ ぃおゃをけつし»Я くおくあこせょいをくてЯょЯ
きぉそょいをЯえぉえをぇおいぅおЯおあこえこけてくにЯぃЯぇぉけくけぃおнннЯけおせえぉぉлЯぃЯぅきにゅてн



№ жез
Дороги, которые выбираем сами

〉あの えかちそこ – 〈けにあけし ╊すかしけせб きとちせあしけつて ¨うあ-
せそうつさそこ えそつとおあちつてうかせせそこ てかしかちあおけそさそすたあせけけб そてうか-
ねあまはけこ くあ ちかえけそせあしへせふこ つたそちてг 』うかてしふこ さそつてますб 
えあしつてとさб そねさけггг 』かちへёくせふこ うけおб すときかつてうかせせふこ えそ-
しそつб たちそせけぬあてかしへせふこ うくえしみおг ╅ かはё おかうみてへ しかて せあくあお 
そせ せけねかす せか そてしけねあしつみ そいふねせそえそ のさそしへせけさあб さそえおあ 
たちけのёし う たかちうふこ せあいそち ぃさそしふ ませふに きとちせあしけつてそう 
を『╉《б ねてそいふ おかしあてへ えあくかてと «》ちそつてそ []╅』』Ц»

«】ねあつてうそうあし
う 《しけすたけあおか

う 』そねけ!»

«っХ けХ せかХ くせあしбХ ねてそХ とХ せあつХ つてそしへさそХ
つたそちてあХうХちかえけそせか»бХ–ХてあさХそぬかせけしХすそこХあう-
てそちつさけこХたちそかさてХさそししかえあбХ あХ うかおへХせあХ てそてХ
すそすかせてХ たちそのёしХ うつかえそХ しけのへХ すかつみぬХ たそ-
つしかХ かえそХ くあたとつさあгХ Э『かねへХ けおёてХ そХ ちといちけさかХ
«╇かつてけв』たそちて»ХうХちあすさあにХちかえけそせあしへせそえそХ
いしそさあХせあХてかしかさあせあしかХ«『そつつけみХж»Юг

』ХてそえそХおせみХてかしかうけおかせけかХつてあしそХおしみХ
すかせみХねかすвてそХいそしへのけすбХねかすХたちそつてそХちあいそ-
てあгХ╆かつつそせせふかХせそねけХけХいかつさそせかねせふかХつひёす-
さけХたそおあちけしけХせかくあいふうあかすふかХうそつたそすけせあ-
せけみгХ』てあきけちそうさあХせあХぃあいそしそうさかХたそおХせあ-
ねあしそすХ そおせそえそХ けくХ しとねのけにХ きとちせあしけつてそうХ
つてちあせふбХうつてちかねけХつХしかえかせおあちせふすけХつたそちてв
つすかせあすけбХ たそいかおふХ せあХ たちかつてけきせふにХ きとち-
せあしけつてつさけにХ さそせさとちつあにбХ せあさそせかぬбХ とねあ-
つてけかХうХ《しけすたけあおかХうХ』そねけХうХちそしけХさそちちか-
つたそせおかせてあгХ¨ХうかおへХほてそХおあしかさそХせかХうつёЦХ¨Х
つあすそかХけせてかちかつせそかбХとうかちかせбХ–Хうたかちかおけггг

』しそきせそХたそうかちけてへбХせそХうちかすみХけХちあつ-
つてそみせけかХほてそえそХたとてけХときかХけくすかちみかてつみХおか-
うみてへまХえそおあすけгХ¨すかせせそХつてそしへさそХみХたけのとХ
つてあてへけХうХえあくかてふХけХつそくおあまХうけおかそすあてかちけ-
あしふХせあХてかしかうけおかせけけбХいかえあまХくあХけせてかちかつ-
せふすけХけせてかちうへまХけХたふてあまつへХちかのけてへХたちそ-
いしかすふХきけてかしかこХちかえけそせあг

〉かたちそつてあみбХ あХ うちかすかせあすけХ そねかせへХ
てみきёしあみХ おそちそえあХ せあねあしあつへХ うХ えそちそお-
つさそこХのさそしへせそこХえあくかてかгХ〉あくふうあかてつみХそせあХ
«》ちそつてそХ []╅』』Ц»Х 》ちけねёすХ てそえおあХ みХ せかХ
つてちそけしХ えちあせおけそくせふにХ たしあせそうпХ せかХ つそいけ-
ちあしつみХそいせけすあてへХたちかくけおかせてあбХ そつうかはあてへХ
《しけすたけあおとХけしけХおあきかХうかつてけХちかえけそせあしへ-
せふかХせそうそつてけгХ╊つしけХ いふХさてそвてそХ たちかおつさあ-
くあしХおかうみてへХしかてХせあくあおХすそёХいとおとはかかбХせかХ
たそうかちけしХ いふХ –Х そおせそくせあねせそгХ 〉そХ てそбХ ねてそХ
さあくあしそつへХ せかちかあしへせふすбХ つしとねけしそつへгХ 》そХ
さちあこせかかХすかちかбХ いとおかてХ そХ ねёすХ ちあつつさあくあてへХ
おかてみすХけХうせとさあすгХ¨ХたそうかちへてかбХおそちそえとХうХ
てそえおあのせかかХ いとおとはかかХ たそさあくあしあХ けすかせせそХ
«たちそつてそさしあつつせあみ»Хのさそしあг

】きかХ てそえおあХ すせそえけかХ けくХ せあつХ たちそすか-
せみしけХつうそいそおせそかХうちかすみХせあХちあいそてとХすかねてふгХ
】いかえあしけХつХとちそさそうбХそいすあせふうあしけХちそおけてか-
しかこбХくあいふうあしけХそХてちかせけちそうさあにХ–ХうつёХちあ-
おけХけせてかちかつせそえそХすあてかちけあしあХうХつうかきかすХせそ-
すかちかХ «》[Ц»ХぃさそしあХませふにХきとちせあしけつてそうХ
を『╉《ХくあさあしけしあХせあのけХにあちあさてかちふХけХたそ-
すそえしあХときかХうХちあいそてかХせあХ【╇гХ〈ふбХさあさХさそつ-
すそせあうてふбХうつかえおあХせあえそてそうかгХ╇ХしまいとまХすけ-
せとてとХ ЭうХ てちけХ ねあつあХ せそねけХ けしけХ うХ うそつさちかつ-
せそかХ とてちそЮХすそきかてХ たそくうそせけてへХ ちかおあさてそちХけХ
そてたちあうけてへХてかいみХせあХさちあこХつうかてあгХ]けねせふかХ
たちそいしかすふбХせかそてしそきせふかХおかしあбХとつてあしそつてへХ
とにそおみてХせあХうてそちそこХたしあせгХゅてあХちあいそてあХおしみХ
つけしへせふにХ おとにそすбХ おしみХ てかにбХ さてそХ せかХ つおあかて-
つみХけХけおёてХおそХさそせぬあгХ》ちけХほてそすХせかうあきせそбХ
さあさけかХせあХたとてけХたちかえちあおふпХたちかつてとたせけさけХ
けしけХいかてそせせふこХくあいそちггг

《ねかちさけХそいХとせけさあしへせふにХしまおみにбХちか-
たそちてあきけХつХえそちそおつさけにХつそいふてけこбХあせあしけてけ-
さあХえしそいあしへせふにХたちそいしかすгХ》ちそつてふかХてかすふХ
せあХたしあせかちさあにХせあのかこХのさそしふХたちかうちあはあ-
しけつへХ うХ つかちへёくせふかХ つてあてへけгХ ╇つかえそХ くあХ えそおХ
せあつХせあとねけしけХつすそてちかてへХせあХすけちХおちとえけすけХ
えしあくあすけХ–ХえしあくあすけХきとちせあしけつてあг

ぃさそしへせあみХ えあくかてあХ «》[Ц»Х そてさちふしあХ
おうかちけХおしみХせあつХうХいそしへのそこХとおけうけてかしへせふこХ
すけちбХたそХさそてそちそすとХたとてかのかつてうとかすХつかこねあつХ
いとおとねけХ たちそなかつつけそせあしへせふすけХ てかしかうけくけ-
そせはけさあすけгХ′おかつへХすそきせそХつてあてへХつうけおかてか-
しかすХてそえそбХねてそХすせそえけかХせかХとうけおみてХせけさそえおあбХ
たそいふうあてへХてあすбХさとおあХちかのけてつみХそてたちあうけてへ-
つみХせかХさあきおふこгХ【あさбХくあうみくせとうХせかつさそしへさそХ
ちあくХうХせかたちそにそおけすそこХえちみくけХたそおХえちあおそすХけХ
たちそしけうせふすХおそきおかすбХすふХたそすそえしけХきけてか-
しみすХおかちかうせけХたそつてちそけてへХおそちそえとбХたちそつけしけХ
たちかおつてあうけてかしみХたちかくけおかせてあХちかのけてへХほさそ-
しそえけねかつさけかХたちそいしかすふХちかえけそせあХけХ«くあХいかつ-
たしあてせそ»Х たそつかてけしけХ つそちかうせそうあせけみХ そしけす-
たけこぬかうгХ ╋とちせあしけつてХ せかХ てそしへさそХ ちあつつさあ-
くふうあかてбХせそХけХたそすそえあかてХそてちかすそせてけちそうあてへХ

ちあくちとのかせせとまХ さちそうしまбХ そねけつてけてへХ ちかさとХ
けしけХつそいちあてへХつちかおつてうあХいそしへせそすとХちかいёせさとХ
せあХしかねかせけかг

〉あつてそみはけこХたちそなかつつけそせあしХせかХてそしへ-
さそХそいみくあせбХそせХたちそつてそХおそしきかせХにそてかてへХたそ-
すそえあてへХたちそつてそすとХねかしそうかさとбХつそつかおХほてそХたそХ
おあねかХけしけХせかくせあさそすふこХたちそにそきけこгХ¨せあ-
ねかХうХちあいそてかХたちそたあおあかてХつすふつしгХ〉あたけつあしбХ
うふおあしХうХほなけちбХとのёしХけХくあいふしфХ[ХつねあつてへまбХ
ほてそХ せかХ たそおにそおХ うそつたけてあせせけさそうХ «》ちそつてそХ
[]╅』』╅Ц»гХ《おせそХおかしそХ–ХせかХつたちあうけてへつみбХ
おちとえそかХ–ХおあきかХせかХたそたふてあてへつみгХ╆ふてへХたちそ-
なかつつけそせあしあすけХせかつすそてちみХせけХせあХねてそХせあつХ
たちけとねけしけХ かはёХ てそえおあХ おかうみてへХ しかてХ せあくあおХ
せあХとちそさあにХうХえそちそおつさそこХのさそしへせそこХえあくかてかг

〈けにあけし ╊〈╊]¨〉б
さそちちかつたそせおかせて

たちそえちあすすふ «╇かつてけв¨うあせそうそ»б
うふたとつさせけさ たかちうそえそ せあいそちあ 

のさそしふ ませふに きとちせあしけつてそう 
зеен えそおあ

『г SгХ』かえそおせみбХさちそすかХ〈けにあけしあХ╊すかしけせあбХうХ¨うあせそうつさそこХえそつとおあちつてうかせせそこХてかしか-
ちあおけそさそすたあせけけХ ちあいそてあまてХ ╊さあてかちけせあХ ′あとえちけせあХ けХ〈あちけみХ‒けしけたたそうあбХ うふたとつさせけさけХ
ぃょ╋Хを『╉《ХちあくせふにХしかてгХ′おかつへХせあねけせあしけХ つうそまХたちそなかつつけそせあしへせとまХさあちへかちとХ てかしか-
きとちせあしけつてХ«╆あちつあ»Х╊うえかせけこХ〉けたそてХけХ【あてへみせあХぃかちいあさそうあбХたそしとねけうのあみХたちかくけおかせて-
つさとまХたちかすけまХくあХぬけさしХつそぬけあしへせふにХたちそえちあすすХせあХせあのかすХちかえけそせあしへせそすХさあせあしかХ̈ ╈【『[г



№ жез

– [あさ おあうせそ てふ せあねあし たちそいそ-
うあてへ つかいみ う ちそしけ たちかたそおあうあてかしみф

–Х【ちけХえそおあХせあくあおгХ′あХ ほてそХうちかすみХみХ
せあとねけしつみХ なけしそつそなつさけХ たちけせけすあてへХ てそбХ
ねてそХ うつかえおあХ いとおとてХ しまおけбХ さそてそちふすХ てうそみХ
にけすけみХせときせあХさあさХせかたちそすそさあかすあみХさとちて-
さあХうХ』あにあちかгХ╊はёХみХつてあしХとうかちかせせかかХうХつか-
いかбХ いあせあしへせそХ そたふてあХ せあいちあしつみгХ ╇Х ほてそすХ
えそおとХ みХ うくみしХ つかいかХ ちかいみてХ たそつけしへせかかбХ さそ-
てそちふかХくあせみしけХたかちうふかХたみてへХすかつてХせあХちか-
えけそせあしへせそすХほてあたかХそしけすたけあおふгХ¨ХてそбХねてそХ

うХつちかおせかすХしまおけХいふしけХしとねのかХたそおえそてそう-
しかせふХけХいそしかかХすそてけうけちそうあせふбХとたちそつてけしそХ
すせかХ くあおあねとгХ ╅Х てあさきかХ たそくうそしけしそХ たそすか-
せみてへХなそちすあてХくあせみてけこгХっХけくХちそしけХつかせつかみбХ
ねけてあまはかえそХ しかさぬけまбХ たかちかのёしХ さХ ちそしけХ
ちあうせそえそбХさそてそちふこХうすかつてかХつそХうつかすけХちかのあ-
かてХつしそきせとまХくあおあねとгХ〈せかХてあさそこХなそちすあてХ
いしけきかг

– ぁてそ おあёてつみ てかいか しかえねかп そいひみつ-
せみてへ てかすふ たそお なそちすあて ╊╈Э けしけ たそ-
すそえあてへ う ちかのかせけけ そしけすたけあおせふに 
くあおあねф

–Х [あさХ つさあくあてへ…Х ぁてそХ てかいかХ しかえねかпХ
せあたけつあてへХ けせてかちうへまХ けしけХ ちかのけてへХ つてそХ
たちけすかちそうХ とちそうせみХ «зХ аХ иХ т…»фХ ╇てそちそかХ
たちそはかбХせそХたかちうそかХたちけせかつёてХいそしへのかХとおそ-
うそしへつてうけみгХ【あさХけХとХすかせみгХ[つてあてけбХすそえとХ
おそいあうけてへбХねてそХせあねけせあてへХえそてそうけてへХちかいみてХ
さХそしけすたけあおあすХせときせそХさあさХすそきせそХちあせへ-
のかгХ ¨Х かつしけХ せあいけちあてへХ うХ そしけすたけあおせふかХ
えちとたたふХちかいみてХたそすしあおのかбХてそХかつてへХのあせつбХ
ねてそХすせそえけかХ けくХ せけにХ おそちあつてとてХ おそХ つかちへёく-
せふにХおそつてけきかせけこг

– ぁてそ つあすそか たちけみてせそか う ちあ-
いそてか たちかたそおあうあてかしみб あ ねてそ つあすそか 
つしそきせそかф

–Х 』あすそかХ たちけみてせそかХ –Х うけおかてへбХ ねてそХ
さそすとвてそХ たそすそえしけХ くせあせけみбХ たそしとねかせせふかХ
そてХてかいみгХぁとうつてうそうあてへбХねてそХてふХさそえそвてそХとう-
しёさбХ –Х ときかХ そねかせへХ ぬかせせそбХ せそХ かはёХ いそしかかХ
くせあねけすそбХ さそえおあХ ほてあХ とうしかねёせせそつてへХ たちか-
うちあはあかてつみХうХとつたかにбХうけせそうせけさそすХさそてそちそ-
えそХ すそきせそХ せあくうあてへХ てかいみгХ 〉あたちけすかちбХ かつ-
しけХてうそけХとねかせけさけХうふけえちふうあまてХそしけすたけ-
あおふгХ』あすそかХきかХつしそきせそかХ–ХたそせけすあてへбХねてそХ
せかХうつかすХけせてかちかつせそХてそбХねてそХてふХちあつつさあくふ-
うあかのへбХけХいけてへつみХけくХたそつしかおせけにХつけしбХねてそ-
いふХ くあけせてかちかつそうあてへХ あとおけてそちけまгХ [そせかね-
せそбХせかてХせけねかえそХとおけうけてかしへせそえそХうХてそすбХねてそХ

さそすとвてそХてそбХさあさХつふえちあしХ«』たあちてあさ»ХうХたちそ-
のしとまХ つといいそてとбХ すせそえそХ けせてかちかつせかかХ そたちか-
おかしかせけみХほせかちえけけХ╈かしへすえそしへぬあгХ〉そХすそえとХ
つさあくあてへбХねてそХせあつてちそこХあとおけてそちけけХそはとはあ-
かてつみХそねかせへХおあきかХつけしへせそгХ》そほてそすとХてみきか-
しそбХかつしけХさそせてあさてХてかちみかてつみг

– [あさ とおかちきあてへ うせけすあせけか 
つしとのあてかしかこф

–Х╉とすあまбХくおかつへХせかてХとせけうかちつあしへせそ-
えそХ ちかぬかたてあгХ [そえそвてそХ すそきかてХ くあけせてかちかつそ-
うあてへХてうそこХたちかおすかてХつあすХたそХつかいかгХ[そえそвてそХ
–Х うそくすそきせそつてけбХ おあうあかすふかХ くせあせけかすХ たそХ
ほてそすとХ たちかおすかてとгХ〈せかХ さあきかてつみбХ せかそいにそ-
おけすそХてそせさそХいあしあせつけちそうあてへгХ』ХそおせそこХつてそ-
ちそせふбХたそさあくふうあてへХつうそまХさちあこせままХくあけせ-
てかちかつそうあせせそつてへХうХたちかおすかてかХ–ХかつしけХさてそвてそХ
たそつねけてあかてбХねてそХてかいかХけХつあすそすとХつさとねせそбХてそХ
うせけすあせけかХ あとおけてそちけけХ えあちあせてけちそうあせせそХ
つそこおёてХせあХせかてгХ』ХおちとえそこХつてそちそせふбХせときせそХ
たちけくせあうあてへХくあХつしとのあてかしみすけХたちあうそХつねけ-
てあてへХ ちあつつさあくふうあかすそかХ てそいそこХ せかけせてかちかつ-
せふすбХ けせあねかХすそきせそХ たちかうちあてけてへつみХ うХ さあ-
ちけさあてとちせそえそХ いかくとすせそえそХ とねёせそえそбХ さそてそ-
ちふこХ くあせけすあかてつみХ ねかすвてそХ せかたそせみてせふすХ けХ
たちけХほてそすХおとすあかてбХねてそХうつかすХほてそХせかたそせみて-
せそかХおそしきせそХいふてへХけせてかちかつせそг

– [あさけか さあねかつてうあ うあきせふ おしみ 
とねけてかしみф

–Х》かちうそかХ けХ えしあうせそかХ –Х さそすたかてかせて-
せそつてへгХ 》ちけねёすХ せあおそХ くせあてへХ すあてかちけあしХ
せかХ たちそつてそХ うХ ちあすさあにХ たちそえちあすすふбХ せあおそХ
くせあてへХかえそХせあすせそえそХそいのけちせかかгХ】Хとねかせけ-
さあХおそしきせそХいふてへХてうёちおそかХといかきおかせけかбХねてそХ
とねけてかしへХねとうつてうとかてХつかいみХうХちあつつすあてちけうあか-
すそこХてかすかХさあさХちふいあХうХうそおかгХ╇てそちそかХ–Хそちあ-
てそちつさそかХすあつてかちつてうそгХ》そおХ ほてけすХたとせさてそすХ
つさちふうあかてつみХすせそえそかпХけХえちあすそてせあみХちかねへбХけХ
しそえけねかつさあみХつうみくせそつてへХうХたそおあねかХすあてかちけ-
あしあгХ《てХ しかさぬけけХけしけХ つかすけせあちあХ おそしきせそХ

いふてへХそはとはかせけかХのあえあХうたかちёおХうХたそつてけきか-
せけけХすけちあХЭけくうけせけてかХくあХたあなそつЮбХあХせかХせあ-
いそちあХいかつつうみくせふにХなあさてそうХうХおとにかХ«』てそХХけせ-
てかちかつせふにХけつてそちけこХけくХすけちあХにけすけけ»гХ【あさ-
きかХ うあきせあХ とうかちかせせそつてへХ たちかたそおあうあてかしみХ
うХ つかいかгХ 〉かХ ついけうあてへつみбХ せかХ おかすそせつてちけちそ-
うあてへХうそしせかせけみбХけくしとねあてへХそたちかおかしёせせそかХ
つたそさそこつてうけかгХ╊つしけХせあおそХいとおかてХ–ХてそХにそてへХ
あせかさおそてХ せあとねせふこХ ちあつつさあくあてへгХ ╊おけせ-
つてうかせせそかбХみХせけねかえそХせかХすそえとХつさあくあてへХたちそХ
おけつてあせぬけまХ すかきおとХ たちかたそおあうあてかしかすХ けХ
つしとのあてかしみすけбХたそてそすとХねてそХけХつあすХせかХとうか-
ちかせХせあХほてそてХつねёてгХ〉あうかちせそかбХたちけХくあせみてけ-
みにХ さちときさそうそえそХ てけたあХ おけつてあせぬけみХ すそきかてХ
いふてへХさそちそねかбХあХそいはかせけかХ–Хせかなそちすあしへせそг

– [あさそうそ てうそё つあすそか みちさそか うたか-
ねあてしかせけか そて ちそしけ とねけてかしみф

–Х ゅてそХ せかたかちかおあうあかすそかХ ねとうつてうそХ –Х
とうけおかてへбХさあさХとХさそえそвてそХ くあえそちあまてつみХ えしあ-
くあгХ》そせみてへбХねてそХいしあえそおあちみХてかいかХかはёХそおけせХ
けせおけうけおととすХ とうしёさつみХ にけすけかこгХ ¨Х そおせそХ
ほてそХつХしけにうそこХたかちかさちふうあかてХうつかХとつけしけみг

╅しかさつあせおちあ っぃ╅〉¨〉╅б
しけぬかこ № лм

– 〉あくそうけ つうそё えしあうせそか さあねかつてうそг
–Х《てうかてつてうかせせそつてへг
– 【うそみ ちかあさぬけみб かつしけ てかいみ ねてそв

てそ たとえあかて?
–Х っХ たふてあまつへХ いそちそてへつみХ つそХ つうそけすけХ

つてちあにあすけбХたかちかつてとたあてへХねかちかくХつかいみХけХけお-
てけХさХつうそかこХぬかしけг

– ぁかす とうしかさあかのへつみ?
–ХっХけえちあまХうХなとていそしХけХたかちけそおけねか-

つさけХにそきとХうХつたそちてくあしг
– ぁてそ てかいみ うおそにせそうしみかて?
–Х╇ХそつせそうせそすХしまおけгХ』そいつてうかせせふこХ

きけくせかせせふこХ そたふてХ けしけХ そたふてХ いしけくさけにХ
しまおかこг

– [あさ ちそきおあかてつみ てかさつて?
–Х ゅてそХ うつかえおあХ たちそけつにそおけてХ つあすそХ つそ-

いそこгХ ¨せそえおあХ せあにそおけてつみХ けせてかちかつせあみХ

すとくふさあбХ たそおХ さそてそちとまХ にそねかてつみХ ねてそв
せけいとおへХせあたけつあてへбХあХけせそえおあХうХえそしそうかХせかв
そきけおあせせそХ たそみうしみかてつみХ さあさあみвてそХ すふつしへбХ
けХ みХ かёХ ちあくうけうあまгХ 〉そХ つあすとХ すとくふさとХ みХ
そいふねせそХくあさあくふうあまХとХたちそなかつつけそせあしそうг

– 《 ねёす てうそけ たかつせけ?
–Х《いХあさてとあしへせふにбХせあいそしかうのけにХたちそ-

いしかすあにХうХそいはかつてうかгХ〉あたちけすかちбХそХおうとしけ-
ねけけбХしけぬかすかちけけгХ╇ХすそёすХてうそちねかつてうかХそい-
はかつてうそХたちかおつてあёてХさあさХあせてけとてそたけみг

– [あさけか つうそけ たちそかさてふ てふ つねけ-
てあかのへ つあすふすけ すあつのてあいせふすけ?

–Х ゅてそХ とねあつてけかХ うХ いしあえそてうそちけてかしへ-
せそすХすあちあなそせかХ«【ふХせあすХせときかせЦ»ХけХさそせ-
ぬかちてあにХさХоХ〈あみгХ╉しみХすあちあなそせあХすふХつそ-
いけちあかすХたそきかちてうそうあせけみХうХのさそしかгХ╅Хたそ-
てそすХ かおかすХ つХ さそせぬかちてせそこХ たちそえちあすすそこХ けХ

たかちかおあёすХ おかせへえけХ そちえあせけくあてそちあすгХ [そХ
╉せまХ》そいかおふХうХ ほてそすХえそおとХみХうふつてとたけしХつХ
たかつせかこбХ たそおХ さそてそちとまХ 《いちあくぬそうふこХ あせ-
つあすいしへХ てあせぬあХ «》けしけえちけすふ»Х たそつてあうけしХ
てあせかぬХうХを[け《гХ【あさきかХさХほてそすとХたちあくおせけ-
さとХみХたかしХうХのさそしかгХ╋あしさそбХねてそХちあせへのかХさХ
せあすХせあХさそせぬかちてХ うХ えけすせあくけまХたちけにそおけしХ
たそしせふこХくあしХうかてかちあせそうбХあХつかこねあつХてそしへさそХ
з–иХちみおあг

– ╇つたそすせけ けせてかちかつせふこ つしと-
ねあこ けく てうそちねかつさそこ たちあさてけさけг

–Х 《おけせХ ちあくХ すふХ つХ すとくふさあしへせそこХ
えちとたたそこХ たそかにあしけХ うふつてとたあてへХ せあХ さそせ-
さとちつХ «】ねけてかしへХ えそおあ»гХ 】Х せあつХ いふしそХ くあ-
たしあせけちそうあせそХ おうかХ たかつせけпХ たかちうあみХ せあХ жеХ
ねあつそうХとてちあбХうてそちあみХ–ХせあХжйгХ〈ふХけつたそし-
せけしけХ たかちうとまХ たかつせまХ けХ とかにあしけХ せあХ おかせへХ

ちそきおかせけみХすそかえそХおちとえあгХ《てたちあくおせそうあしけХ
けХとつたかしけХうかちせとてへつみбХねてそいふХうふつてとたけてへХつそХ
うてそちふすХせそすかちそすг

– [あさけか たしあせふ せあ いとおとはかか?
–Х っХ いとおとХ くあせけすあてへつみХ てうそちねか-

つてうそすбХ たそさあХすせかХ ほてそХせちあうけてつみгХ╅Х おあしへ-
のかХたそつすそてちけすггг

】うしかねёせせふか しまおけ うたかねあてしみまて 
つうそけすけ せかつてあせおあちてせふすけ すふつしみすけб 
つときおかせけみすけ け たそつてとたさあすけб あ てあさきか 
とたそちつてうそす せあ たとてけ さ たそつてあうしかせせそこ 
ぬかしけг 》そきかしあかす 『そすあせと 》けちそえそうと 
とつたかにそう う つあすそちかあしけくあぬけけЦ

╇あしかちけみ 〈╅[』¨〈《╇╅б
えけすせあくけみ № йй

Созвездие талантов

╇ つそくうかくおけけ てあしあせてそう を『╉《 – 〉け-
さそしあこ ╆とのさそうг 〉かさそえおあ のさそしへ-
せけさвすあてかすあてけさб あいつそしまてせふこ たそ-
いかおけてかしへ くあさしまねけてかしへせそえそ ほてあ-
たあ ╇つかちそつつけこつさそこ そしけすたけあおふ 
のさそしへせけさそう たそ にけすけけ け つてとおかせて 
てちかてへかえそ さとちつあ にけすなあさあ 〈╈】г 
《せ たちそのёし たとてへ そて せあねけせあまはかえそ 
そしけすたけあおせけさあ おそ たそしせそぬかせせそえそ 
たちかたそおあうあてかしみ たちそなけしへせそこ つすか-
せふ う しあえかちか せあ 『といつさそす そくかちかг

〉あうかちせそかб うふ つしふのあしけ そ すせそえけに てあしあせてしけうふに しまおみに せあのかえそ えそちそおあг 〉かさそてそちふか 
けせてかちかつせふか しけねせそつてけ たそさあくふうあまて せかつてあせおあちてせふか つたそつそいせそつてけ かはё う のさそしかг 〉あたちけ-
すかちб 『そすあせ 》けちそえそう – とねかせけさ жж さしあつつあ えけすせあくけけ № ййб あ たそ つそうすかつてけてかしへつてうと – うかおと-
はけこ さそせぬかちてそうб あうてそち け けつたそしせけてかしへ たかつかせг

╇ХうそくちあつてかХ つかすけХしかてХちそおけてかしけХ くあたけつあしけХ『そすとХせあХ うそさあしбХたそてそすとХねてそХすあしへねけさХせあねあしХたちそ-
みうしみてへХけせてかちかつХさХすとくふさかбХけすかみХうつかХおあせせふかХさХほてそすとгХ╇つさそちかХそせХせあねあしХうふつてとたあてへХせあХさそせぬかちてあにбХ
とねあつてうそうあてへХうХうそさあしへせふにХさそせさとちつあにг

╇かつてけХさそせぬかちてふХ『そすあХ》けちそえそうХたそたちそいそうあしХつそうかちのかせせそХつたそせてあせせそгХ╇ХのかつてそすХさしあつつかХとХせかえそХ
つしそすあしつみХえそしそつбХけХおけちかさてそちХぃさそしふХけつさとつつてうХたちかおしそきけしХうちかすかせせとまХくあすかせとпХたちそうかつてけХさそせぬかちてгХ
》そせちあうけしそつへгХ¨ХつてあしХたそおちそつてそさХうかつてけХすかちそたちけみてけみХたそつてそみせせそг

』Х おかうみてそえそХ さしあつつあХ『そすあせХ》けちそえそうХ つてあしХ つそしけつてそすХ えちとたたふХ «〉かХ ねときけかгХ』うそけ»бХ さそてそちとまХちか-
いみてあХつそくおあしけХたそХつそいつてうかせせそこХけせけぬけあてけうかгХ¨ХつかこねあつХそせХうふつてとたあかてХさあさХうХつそつてあうかХえちとたたふбХてあさХけХ
つそしへせそгХ╅ХかはёХたけのかてХてかさつてふХさХたかつせみすХけХすとくふさとг

«〉かたかちかおあうあかすそか 
ねとうつてうそ…»

〉か ねときけかг 』うそけ!



№ жез

Кто же они такие - эти математики?!

зипинг ╉かつみてふこ ほてあきб さとにせみг ぁあこб そつてあて-
さけ そうつみせそえそ たかねかせへみг 《いはかきけてけか «╇ふのさけ» 
(╇ふつのかこ のさそしふ ほさそせそすけさけ う 〈そつさうか)г 

– 【ふ つ さあさそえそ なあさとしへてかてあф
– 〈あてなあさг
– 《と… 〉か たそせけすあまб さあさ てあす すそきせそ 

とねけてへつみ…
– ╉あб たそちそこ いふうあかて てみきさそг
– ╅ たそねかすと てふ てとおあ たそのёしф 【ふ きか うちそおか 

にそちそのそ つてあてへけ たけのかのへб ちそしけさけ つせけすあかのへг 
》そねかすと せか たちそえちあすすけちそうあせけか けしけ ほさそせそ-
すけさあб う さちあこせかす つしとねあかб あ すあてかすあてけさあф

｠そちそのけこбХ せあХ つあすそすХ おかしかбХ うそたちそつгХ ╇かつせそこХ みХ
ねあつてそХ くあおとすふうあしつみбХ たそねかすとХ つかちおぬかХ うつёвてあさけХ うふ-
いちあしそХすあてかすあてけさとгХ╉あбХとつたかにけХいふしけХうХほてそこХそいしあ-
つてけбХせそХそせけХせけさそえおあХせかХいふしけХみちさけすХたみてせそすХうХすそかこХ
きけくせけгХ【あさбХたあちあししかしへせそгХっХとうしかさあしつみХきとちせあしけ-
つてけさそこбХ けつてそちけかこбХ そいはかつてうかせせそこХ おかみてかしへせそつてへまбХ
ほさそせそすけさそこХくあえそちかしつみбХせそХすあてかすあてけさあХうつかえおあХいふ-
しあ…Х そいふねせそこХ うかはへまбХ さそてそちあみХのけいさそХ うХ えしあくあХ せかХ
いちそつあしあつへгХ ╉あбХ いふしけХ すかねてふХ そХ くあさしまねけてかしへせそすХ
ほてあたかХ ╇つかちそつつけこつさそこХ そしけすたけあおふХ のさそしへせけさそうбХ
いふしけХたそいかおふХせあХたかちかねせかうふにХそしけすたけあおあにбХせそХたそし-
せそつてへまХ すあてかすあてけさそすХ みХ つかいみХ せけさそえおあХ せかХ すそえХ せあ-
くうあてへХ–ХうつёХちあうせそХいふしあХさあさあみвてそХたちけすかつへХЭつさそちかかбХ
おあきかХ そつせそうあХ えとすあせけてあちせそえそХ ちそおあЮгХ 》そねかすとХ きかХ うХ
けてそえかХすあてなあさф

[あさХせけХつてちあせせそбХそてうかてХいあせあしかせХおそХたちそつてそてふпХ
たそてそすとХ ねてそХ すあてかすあてけさあХ –Х おかこつてうけてかしへせそХ ぬあちけぬあХ
うつかこХたちけちそおふбХうつかにХせあとさгХ《せあХせかХすそきかてХせかХうふくふ-
うあてへХうそつにけはかせけみгХ╇つёбХあいつそしまてせそХうつёХすそきせそХそいひ-
みつせけてへХつХたそすそはへまХかёХみくふさあгХ¨ХそせあХたそすそきかてХせあこてけХ
うふにそおХけくХしまいそこХつけてとあぬけけгХ╆そしかかХてそえそбХすあてかすあてけ-
さあХ–ХほてそХせかХたちそつてそХせあとさあгХゅてそХつうそかそいちあくせふこХつてけしへХ
きけくせけгХ╉とのかうせふこХてあさそこЦ

Х 〉あХ 『といつさそすХ そくかちかХ さそすあせおあХ すあてかすあてけさそうХ
うつかえおあХ いふしあХ つあすそこХ いそしへのそこХ けХ ちあくせそのёちつてせそこХ –Х
てとてХ けХ たみてけさしあつつせけさけбХ けХ うふたとつさせけさけбХ せあたちけすかちбХ
╅せおちまのあХ 〉かなёおそうбХ そさそせねけうのけこХ のさそしとХ けХ たそいか-
おけうのけこХ せあХ うつかにХ そしけすたけあおあにбХ さそてそちふかХ たそつかてけしгХ
〉そХうつかХそせけХそいひかおけせみまてつみХうかねかちそすХうそХえしあうかХつХ¨ちけ-
せそこХ ╇しあおけすけちそうせそこХ ╇しあつそうそこХ けХ 〉あおかきおそこХ 』かち-
えかかうせそこХ[そしそさそしそうそこХうそくしかХつあすそうあちあХつХねあのかねさそこХ
おとのけつてそえそХ あちそすあてせそえそХ ねあみХ うХ ちとさかХ けХ うさとつせそこХ たか-
ねかせへさそこХうそХちてとгХ[そせかねせそбХおかてけХすそえとてХおそХたそつけせかせけみХ
つたそちけてへХそХ くあおあねかХ つХ てかてちあおせそえそХしけつてそねさあХ Эたそうかちへ-
てかбХあくあちてせかかХすあてかすあてけさそうХすあしそХさそえそХせあこおёのへЮбХせそХ
うХそつせそうせそすХちあくえそうそちХけおёてХせあХつそうかちのかせせそХちあくせふかХ
てかすふбХ たそほてそすとХ すそきせそХ ちあつつしあいけてへつみбХ たそつすかみてへつみХ
せあおХにそちそのかこХのとてさそこХけしけХたそおたかてへХ«╆あてあちかこさと»г

〉そХせかХおとすあこてかбХねてそХてあさそかХたちそけつにそおけてХてそしへさそХしか-
てそすгХ ╇Х とねかいせそすХ えそおとХ さあきおとまХ つといいそてとХ せあХ くあせみてけみХ うХ
をかせてちХちあくうけてけみХおかてつさそこХそおあちёせせそつてけХさХ╊うえかせけまХ╇けさ-
てそちそうけねとХ ╇しあつそうとХ つひかくきあまてつみХ ちかいみてあХ つそХ うつかえそХ えそちそ-
おあбХ ねてそいふХ たそつてけえせとてへХ あくふХ そおせそえそХ けくХ つあすふにХ つしそきせふにХ
のさそしへせふにХたちかおすかてそうгХ╅ХくあそおせそХけХたそせみてへбХねてそХすあてかすあ-
てけさあХ –Х ほてそХせかХたちそつてそХぬけなちふгХゅてそХしそえけさあбХ ねёてさそつてへХけХ
そぬかせさあХうつかにХうそくすそきせふにХつそいふてけこбХねてそХみちさそХけХせあえしみおせそХ
けししまつてちけちとかてХつうそけすХたちけすかちそすХ╊うえかせけこХ╇けさてそちそうけねгХ
╇ХかえそХすふつしみにбХなちあくあにХけХおかこつてうけみにХねとうつてうとかてつみХすあてか-
すあてけねかつさけこХちあつねёてХけХたそせけすあせけかХうつかえそХたちそけつにそおみはかえそХ
ねかちかくХたちけくすとХほてそこХせあとさけгХ《せあХおかこつてうけてかしへせそХつてちそけてХ
すふつしけХねかしそうかさあбХたちけうそおけてХけにХうХたそちみおそさбХせかХおあёてХうそく-
せけさせとてへХにあそつとбХうかねせそХすかのあまはかすとХおそつてけねへХぬかしけгХ╅ХせかХ
ほてそХしけХうふくふうあかてХうそつにけはかせけかф

¨Х ほてそХ てそしへさそХ そおけせХたちかたそおあうあてかしへгХ╅Х うかおへХ かつてへХ
かはёХ』かちえかこХ¨うあせそうけねХ【そさあちかうбХ╊しかせあХ╅せあてそしへかうせあХ
╆そみちけせそうあХけХおちとえけかХたちかおつてあうけてかしけХたちかさちあつせそえそХすあ-
てかすあてけねかつさそえそХすけちあгХ╇せとてちけХそおせそえそХをかせてちあгХをかせてちあбХ
えおかХ かつてへХすせそきかつてうそХ おちとえけにХ おけつぬけたしけせХ –Х そてХなけくけさけХ
けХ にけすけけХ おそХきとちせあしけつてけさけХ けХ てかしかうけおかせけみгХ〉かХ いとおへХ
をかせてちあХ–ХせかХいふしそХいふХつかこねあつХほてそこХつてあてへけгХ¨ХみХつすかしそХ
すそえとХつさあくあてへбХねてそХを『╉《Х–ХほてそХのけさあちせふこХせあつてあうせけさХ
たそХきけくせけгХ〉かХてそしへさそХおしみХすあてかすあてけさそうгХ╉しみХうつかにгХ《てХ
つかいみХけХつうそかえそХそさちときかせけみХすそえとХつさあくあてへбХねてそХくおかつへХすそき-
せそХうそつたけてあてへХけくХつかいみХえそてそうそえそХあいつそしまてせそХさそХうつかすとХつてと-
おかせてあбХさそてそちそえそХつХちとさあすけХけХせそえあすけХ«そてそちうとて»ХうそХうつかにХ
しとねのけにХうとくあにХつてちあせふг

〈あてかすあてけさあХ –Х ほてそХ せかХ たちそつてそХ せあとさあгХ ゅてそХ –Хなとせ-
おあすかせてХきけくせけгХ】つたかのせそこХきけくせけгХ《せあХたそすそきかてХせあこ-
てけХうふにそおХうХしまいそこХきけくせかせせそこХつけてとあぬけけбХたちけおとすあかてХちか-
のかせけかХおしみХしまいそえそХほたつけしそせХいそしへのかХせとしみгХ╅ХすあてなあさХ–Х
ほてそХさしまねХさそХうつかすХおうかちみすгХ╇ХせあとさとбХあせあしけてけさとбХいあせさбХ
ほさそせそすけさとбХあХてあさきかХうХなけくけさとХけХおあきかХきとちせあしけつてけさとХつХ
まちけつたちとおかせぬけかこгХ╅ХすそきかてбХしとねのかХうХたかおあえそえけさとбХねてそいふХ
たかちかおあてへХおかてみすХしまいそうへХさХぬあちけぬかХせあとさф

╅しへすあち ╅[╆╅『¨б
うふたとつさせけさ を『╉《б つてとおかせて 〉¨】 ╇ぃゅ

╉しみ しまいそえそ ほたつけしそせ 
いそしへのか せとしみггг

¨しへみ ╅さつあさそうつさけこ ЭうふたとつさせけさХ しけぬかみХ
№ХиибХつてとおかせてХюХさとちつあХすかにあせけさそвすあてかすあてけねかつさそえそХ
なあさとしへてかてあХ〈╈】ЮпХ«[あさХえそうそちけしХ〈г╇гХ]そすそせそつそうбХ
ЧгггすあてかすあてけさとХときかХくあてかすХとねけてへХせあおそбХねてそХそせあХとすХうХ
たそちみおそさХたちけうそおけてЧгХっХつХおかてつてうあХしまいしまХほてとХせあとさとбХ
けХたそてそすとХいふしХそねかせへХちあおХとくせあてへХそХつとはかつてうそうあせけけХ
うХすそёすХえそちそおかХすかつてあбХえおかХみХすそえХつХとおそうそしへつてうけかすХかёХ
けくとねあてへХ –Хを『╉《гХ』ХたそすそはへまХを『╉《ХみХせあとねけしつみХ
しとねのかХ たそせけすあてへХ みくふさХ すあてかすあてけさけбХ あХ てあさきかХ たそ-
つてけえХけつさとつつてうそХちかのあてへХせかたちそつてふかбХせそХけせてかちかつせふかХ
せかつてあせおあちてせふかХくあおあねけбХさそてそちふかХねあつてかせへさそХうつてちか-
ねあしけつへХすせかХ たそてそすХ うХ そしけすたけあおあにгХ〉とХ けбХ さそせかねせそХ
きかбХみХたそくせあさそすけしつみХつХそえちそすせふすХさそしけねかつてうそすХしま-
おかこбХちあくおかしみまはけにХすそけХけせてかちかつふ»г

╇しあお [しそたそう ЭうふたとつさせけさХしけぬかみХ№ХзжбХつてとおかせてХюХさとちつあХ〈¨ゅ〈Х╇ぃゅЮпХ«╉あвおあбХみХてかたかちへХつてとおかせてХЭつあすそ-
すとХせかХうかちけてつみЦЮХ╇ぃゅгХ╉とすあしХしけХみХそいХほてそすХたそしえそおあХせあくあおфХ[そせかねせそХЭせかてЮгХ〉そХほてそХたそつてとたしかせけかХけХせかХうそたしそてけ-
しそつへХいふХうХきけくせへбХかつしけХいふХせかХを『╉《бХさそてそちふこХときかХうХкХさしあつつかХЭХさあさХつかこねあつХたそすせまЮХつすそえХせあつてあうけてへХすかせみХせあХせとき-
せふこХたとてへгХ╉あбХそせХいふしХせかХしёえそさбХたちけにそおけしそつへХたちそにそおけてへХねかちかくХちあくせふかХたちかたみてつてうけみХうХうけおかХたそちあきかせけこбХそのけいそさХ
けХたちそすあにそうгХ′おかつへХけХほてそすとХとねあてгХ╇かおへХたそすそえあまてХせかХてそしへさそХてかХくせあせけみбХさそてそちふかХそてさちふうあまてХえしあくあХせあХたとてへХちかのか-
せけみХくあおあねけгХ》そすそえあまてХうあきせかこのけかХつそうかてふбХさそてそちふかХおあまてХすとおちふかХせあつてあうせけさけгХ

》そほてそすとбХたちそこおみХうかつへХあおХたそつてとたしかせけみХうХうとくХЭおあбХおあきかХそしけすたけあおせけさけХうそしせとまてつみХせあつねёてХたそつてとたしかせけみЮбХ
にそねかてつみХつさあくあてへХいそしへのそかХ』》╅』¨╆《ХうつかすХたかおあえそえあすбХちとさそうそおつてうとХを『╉《бХさそてそちふかХたそすそえしけХすせかХうХてあさそすХせかしёえ-
さそすХおかしかбХさあさХすあてかすあてけさあгХ╇ふХ–ХしとねのけかЦ»



╇つё せあねあしそつへ つ せかくせあねけてかしへせそえそ つしとねあみг 
』しとねあみб さそてそちふこ たそすそえ すせか ちあつさちふてへ つうそこ 
たそてかせぬけあしг 』さちふてふか うそくすそきせそつてけб ねてそ おそし-
えそか うちかすみ つたあしけг

[あさвてそ つ たそおちとえそこ せあてさせとしけつへ せあ そいひみう-
しかせけかп ╉うそちかぬ おかてつさそえそ け ませそのかつさそえそ てうそち-
ねかつてうあ せあいけちあかて えちとたたと う のさそしと ぬうかてそうそお-
つてうあ け なけてそおけくあこせあ «‒しそちけつ»г 〈ふб あさてけうせふか 
け しまいそたふてせふかб ちかのけしけ たそつすそてちかてへб ねてそ てあす 
てあさそえそ けせてかちかつせそえそг

′あてみせとしそ つ たかちうそえそ くあせみてけみЦ

╇そХ «‒しそちけつか»Х すせそえそХ しかてХ せあくあおХ すふХ たそくせあさそすけ-
しけつへХけХおそХつけにХたそちХおちときけすХつХくあすかねあてかしへせふすけХたちかたそ-
おあうあてかしみすけпХ《しへえそこХ╇しあおけつしあうそうせそこХけХ╅せおちかかすХ》あう-
しそうけねかすХ╇そしさそうふすけгХ《せけХそいあХうしそきけしけХうХせあつХねあつてけね-
さとХつうそかこХおとのけбХたちけそてさちふしけХつうそこХすけちг

〉あХくあせみてけみにХとねけしけХちあいそてあてへХせあХちかくとしへてあてпХなしそ-
ちあちけとすふбХ さそすたそくけぬけけХ うХ えそちのさあにХ けくХ くかしёせふにХ ちあつてか-
せけこбХ そいひёすせふかХ いとさかてふХ うХ ちあすあにгХ》かこくあきけХ うХ てかにせけさかХ
«【かちちあ»бХ なしそちけつてけねかつさけかХ えそいかしかせふбХ ちあくしけねせふかХ なけ-
えとちさけХけくХ つけくあしみХけХ つかせあгХ〉そХ いそしへのかХうつかえそХせあすХたそしま-
いけしけつへХせあつてそしへせふかХしあせおのあなてふгХ〉あХせけにХてちあてけしけХうつёХ
しかてそбХせかХきあしかみХせけХつけしбХせけХうちかすかせけгХ╇ХちかくとしへてあてかХたそ-
しとねあしけつへХすあしかせへさけかХのかおかうちふгХ【あさХたちけみてせそХおかちきあてへХ
うХちとさあにХつうそまХちあいそてとбХさそてそちとまХてふХおかしあしあХてちけХすかつみぬあЦ

》ちそかさてふХ ちそきおあしけつへХ けくХ そえちそすせそえそХ そいひёすあХ ちあく-
しけねせふにХ すあてかちけあしそうбХ たちかけすとはかつてうかせせそХ たちけちそおせふにгХ
ぁあはかХ うつかえそХ けくХ ちあつてかせけこбХ さそてそちふかХ つそいけちあしけХ せあХ としけ-
ぬかХ たそХ おそちそえかХ うХのさそしとгХ ╅Х かはёХ けくХ さあすかのさそうбХ うかてそねかさбХ
いとつけせそさбХ ちあさとのかさбХさちとたбХすあさあちそせгХ╉しみХそつせそうふХうХにそおХ
のしけХおそつさけбХたあしさけбХさあちてそせさけгХ¨くХうつかえそХほてそえそХみХせあとねけ-
しあつへХ てうそちけてへХねとおかつあгХ》そすせまбХさあさХてあはけしあХうХおそすХうつみ-
さけこХにしあすбХあХすあすあХ つかちおけしあつへпХ «《たみてへХすとつそちХさあさそこвてそХ
たそおそいちあしあггг»гХ′あてそХてかたかちへХけくХたあちふХうかてそさбХ╉╇》ХけХえうそく-
おかこХ すそえとХ つおかしあてへХ さあちてけせとХ おしみХ うふつてあうさけХ けしけХ おあきかХ
たちそおあきけггг

╇そてХ ときかХ おかつみてへХ しかてХ のさそしあХ «‒しそちけつ»Х たちそうそおけてХ
そつかせせままХ けХ うかつかせせままХ うふつてあうさけХ なしそちけつてけねかつさけにХ ちあ-
いそてбХあХてあさきかХたそさあくХせあつてそしへせふにХしあせおのあなてそうХけХさとさそしへ-
せふにХすけせけあてまちХ«〈けちХうХちとさあに»гХ[ХさあきおそすとХけくХせけにХそち-
えあせけくあてそちふХとたそちせそХえそてそうみてつみгХ╆ふしそХたちけみてせそХたそしとねあてへХ
さそすたしけすかせてふХそてХしまおかこбХさそてそちふかХうけおかしけХすそけХちあいそてふХ
けХうそつにけはあしけつへХけすけгХ《はとはかせけかХさしあつつせそかпХてふХさあさХすあ-
しかせへさけこХすあつてかちХてうそちけのへХねとおかつあХうХすあつてかちつさそこХたそХけすか-
せけХ«‒しそちけつ»г

╉そХつけにХたそちХつうそけХちあいそてふбХつそくおあせせふかХくあХえそおふХとねё-
いふХ うХ のさそしかХ ぬうかてそうそおつてうあХ けХ なけてそおけくあこせあХ «‒しそちけつ»бХ
にちあせまХおそすあгХ[あちてけせふХつてそこさそХうけつみてХせあХつうそけにХすかつてあにбХけХ
たちけにそおみはけかХさХせあすХえそつてけХさあきおふこХちあくХとおけうしみまてつみбХねてそХ
さちあつそてとХすそきせそХつそくおあてへХけくХたあちふХうかてそさбХさしかみХけХさあちてそせあгХ
¨すかせせそХたそほてそすとХみХくせあまбХねてそХたちけそいちかてёせせふかХせあうふさけбХ
さそてそちふかХせけさとおあХせかХおかしけつへбХたちけえそおみてつみХすせかХけХうХおあしへ-
せかこのかこХきけくせけггг

【うそちねかつてうそ – ほてそ たちかきおか うつかえそ つあすそうふちあきか-
せけかб たそけつさ つうそかこ つとてけб つうそかこ おとのけг 〉あこおけてか とう-
しかねかせけかб さそてそちそか うあす いとおかて たちけせそつけてへ とおそうそしへ-
つてうけかб け うふ つてあせかてか たそвせあつてそみはかすと つねあつてしけうふг

╅しёせあ ╇╅』¨]ゃ╊╇╅б のさそしあ № зл

№ жез

Творческий потенциал

¨うあせそうつさあみ えそちそおつさあみ
のさそしへせあみ えあくかてあ
«》ちそつてそ []╅』』!»
『あつたちそつてちあせみかてつみ

いかつたしあてせそ

】ねちかおけてかしへп
〈╆】Х╉《

«をかせてちХちあくうけてけみ
おかてつさそこХそおあちёせせそつてけ»

╉けちかさてそち —Х¨гХ〉гХ╋あおあせ
╅おちかつ とねちかおけてかしみ

け ちかおあさぬけけп
1кие1збХえгХ¨うあせそうそб
としгХ』とうそちそうあбХмз

【かしかなそせп (йоизЮХоинвеии

╈しあうせふこ ちかおあさてそち —Х╅гХ╅гХ¨うけせ
『とさそうそおけてかしへ «Шさそしふ ませふに
きとちせあしけつてそう Ц『╉《» —ХょしけみХ〈あしけせけせあ
『とさそうそおけてかしへ たちそかさてあ «》ちそつてそさしあのさあ» —
〉けさあХ╈かちあつけすそうあ
『かおあさぬけみп 〈あちけみХ]とさけせあбХ[つまのあХ′かちせそうあбХ
╅しかさつあせおちあХっのあせけせあбХ╅しёせあХ╇あつけしへかうあб
【あすあちあХ[そちそいさそうあбХ╅しёせあХШてとさあてとちそうあб
》そしけせあХ『ふいさけせあбХ╊えそちХШとうあしそうб
╉すけてちけこХ[そちそしёうбХ╇あしかちけみХ〈あさつけすそうあб
╉あちへみХ′うかくおけせあ

╉けくあこせ け うёちつてさあ —
』かちえかこХ[そくしそう
‒そてそ —Х〉けさあХ╈かちあつけすそうあб
ょしけみХ〈あしけせけせあб
╊さあてかちけせあХ╇しあつそうあ

      〈せかせけか ちかおあさぬけけ せか そいみくあてかしへせそ つそうたあおあかて つ すせかせけかす あうてそちあ たといしけさあぬけこг
    》かちかたかねあてさあ すあてかちけあしそう けしけ うそつたちそけくうかおかせけか ねあつてけ けせなそちすあぬけけ けく えあくかてふ
  おそたとつさあかてつみ てそしへさそ つそ つつふしさそこ せあ «》ちそつてそ []╅』』!»г

』うけおかてかしへつてうそ そ ちかえけつてちあぬけけ 』〈¨ 》¨ № 【】 имвееежй そて екгеогзеен えг
うふおあせそ 】たちあうしかせけかす 『そつつうみくへさそすせあおくそちあ たそ ¨うあせそうつさそこ そいしあつてけг

《てたかねあてあせそ
¨》Х｠しそたさそうあХ《гХょг
¨〉〉Химез1нзмо1нй

えгХ¨うあせそうそб
としгХ[あしあのせけさそうあбХおгХзлХ╈

E-mail: prosto_klass@list.ru
【けちあきп мХкееХほさくг

〉そすかちХたそおたけつあせХうХたかねあてへХзегеогзе1мХえгХうХ1нгее
》そХえちあなけさとХзегеогзе1мХえгХうХ1нгее
╉あてあХうふにそおあХうХつうかてХзкгеогзе1мХえг

[そえおあ み とくせあしあ けつてそちけま 】つたかせつさそこ ぬかちさうけб 
てそб ねてそ そせあ いふしあ つおかしあせあ いかく かおけせそえそ えうそくおみб くあ-
えそちかしあつへ けおかかこ うそつたちそけくうかつてけ かё そいしけさ けくггг つと-
にけに しけつてへかうг ╉そしえそ け てかちたかしけうそ たそおいけちあしあ てそせあ 
たそおにそおみはかえそ ぬうかてあб そせけ とたそちせそ そてしけねあしけつへ おちとえ 
そて おちとえあг 〉あのしあг ╉そいあうけしあ つとのёせふか しけつてへみ いあせあ-
せあб てそたそしみб いかちかつてと け つあすふこ そいふさせそうかせせふこ さしかこг

』 そおせそこ つてそちそせふб ねてそ てとて てちとおせそえそ – たちけさちか-
たけてへ しけつてへみ せあ さあちてそせф 〉そ うつё せか てあさ たちそつてそг [そえ-
おあ ちあいそてあかのへ つ すかしさけすけ おかてあしみすけб おかしそ せか けおёてб 
せか さしかけてつみг 〉かそおせそさちあてせそ にそてかしそつへ うつё いちそつけてへггг 
〉そ み せか つおあうあしあつへб け せあ さあきおそか くあせみてけか たちけにそおけ-
しあ つ せそうふすけ つけしあすけб ねあつあすけ たそおいけちあみ すあてかちけあ-
しふг 〈せか せちあうけしけつへ け たちそぬかつつб け ちかくとしへてあてг 』かこ-
ねあつб さ つそきあしかせけまб ぬかちさそうへ つえそちかしあг 〉そ さあちてけせあ 
とさちあのあかて せあの おそす け にちあせけて つあすふか たちけみてせふか うそつ-
たそすけせあせけみ そ せかこ さあさ たあすみてせけさか せあのかえそ えそちそおあг

"′あてみせとしそ つ たかちうそえそ くあせみてけみггг"


