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[ょかにゅょさのし おいた 

«〈 ]くこな さょかにゅょさのし おいた» - ちぅさしく たいしいこすょかくょ こぅぉぉいきさえくょ ぉなこぅっょきいょи えくしくこくょ 
けょこょゅぅょし くしえこなしくさしに ょぉこょうさえくう しこぅゅいたいい え えくかかょきしいこくぉぅきいね さぉくいそ えぅきくきくぉк 
╋い くゅいき しょえさし きょ のぉおのょしさの くえくきちぅしょおにきなか いおい ぅぇさくおねしきなかк ╋ぅ けこくしのっょきいい 
けくえくおょきいう ょぉこょい あぅゅぅぉぅおい ぉくけこくさなи えくしくこなょ ぉくあきいえぅおい ぉ そくゅょ いそ っいあきい いおい 
ぉなしょえぅおい いあ えくきしょえさしぅ さぉのてょききなそ けいさぅきいうк ╆そ おいたぅ い ゃくおくさぅ くぇくゃぅてぅねし けくおきくしす い 
あきぅちいかくさしに いあすちょきいの ]くこなк ╂ぅききなょ あぅきのしいのи くしえこなぉぅの たいえお おょえたいう ゅおの っょきていきи 
けこくゅくおっぅねし ぬしくし こぅぉぉいきさえいう けくゅそくゅк ╂ぅききなう かょっゅすきぅこくゅきなう けこくょえし けくあぉくおのょし 
╀ぅか けこいかょきいしに ╀ぅつい ぉあゃおのゅな い くけなし ぉ いあすちょきいい ぇいぇおょうさえいそ しょえさしくぉк ╊な きょ 
くっいゅぅょかи ちしく きぅか すゅぅさしさの こぅあこょついしに けこくしいぉくこょちいの いおい ゅくさしいちに ぅぇさくおねしきくう 
いさしいきなи こょちに いゅょし さえくこょょ く けくさしくのききくか けこくたょささょ いあすちょきいのи えくしくこなう ゅくけすさえぅょしи 
ゅぅっょ けこいぉょしさしぉすょし かきくっょさしぉょききなょ くゅきくぉこょかょききなょ しくおえくぉぅきいの い けくあぉくおのょし きぅか 
ぉなこぅあいしに きぅつょ さくぇさしぉょききくょ かきょきいょк  
 

╅ぅかぅきちいぉなょ ぉくあかくっきくさしい 

をしい あぅきのしいの さくあゅぅねし こぅあぉょこきすしなう ゅいさえすこさи えくしくこなう あぅゅぅょし ぉくけこくさな え しょえさしぅかи いи 
えぅえ さおょゅさしぉいょи え きぅつょう っいあきいи さ くさくぇくう ちすぉさしぉいしょおにきくさしにね え ゃょきゅょこす  

(ぉあぅいかくくしきくつょきいのか けくおくぉ)к ╋ょ さすてょさしぉすょし きいえぅえいそ けこょしょきあいう きぅ けくおきくょ 
くさぉょてょきいょ くゃこくかきなそ しょここいしくこいう ぇいぇおょうさえいそ えくかかょきしぅこいょぉ – たょおにね のぉおのょしさの 
けこょゅさしぅぉおょきいょ  くしゅょおにきなそ ぬおょかょきしくぉ ぬしくゃく おぅきゅつぅせしぅк をしい あぅきのしいの けくゅきいかぅねし 
けくぇすっゅぅねていょ ぉくけこくさな い しょかなк ¨こくそくゅの しこぅゅいたいくききなょ くぇおぅさしい い くさしこなょ 
さくぉこょかょききなょ しくおえくぉぅきいのи ぬしい あぅきのしいの けこいゃおぅつぅねし ╀ぅさ いささおょゅくぉぅしに こぅあおいちきなょ 
ぉぅこいぅきしな しょえさしくぉ い あきぅちょきいうи けこょゅおぅゃぅねていょ いゅょい い かぅしょこいぅおな ゅおの くたょきえいк ぃ そくちす 
けくさけくさくぇさしぉくぉぅしに ╀ぅつょう ぅえしいぉきくうи えこいしいちょさえくう い くしぉょしさしぉょききくう こくおい ぉ すちょぇきくか 
けこくたょささょи くたょきいぉぅの いさしくちきいえいи えくかかょきしぅこいい い ささなおえい い けくあきぅえくかいしにさの さ ╀ぅついかい 
さくぇさしぉょききなかい えくかかょきしぅこいのかいк 
 

┿くっょさしぉょききなょ いかょきぅ 

╆ぉこいし - ぬしく くちょきに さけょたいせいちょさえいう のあなえ さ しくちえい あこょきいの ゃこぅかかぅしいちょさえくう えぅしょゃくこいい 
こくゅぅк [こょゅきょゃく ゃこぅかかぅしいちょさえくゃく こくゅぅ きょ さすてょさしぉすょしк ╈くかかょきしぅしくこな ぇいぇおょうさえいそ 
しょえさしくぉ いきくゃゅぅ ゅくけすさえぅねしи ちしく せくこかぅ かすっさえくゃく こくゅぅ ぉえおねちぅょし っょきさえいう こくゅи 
いきくゃゅぅ いさえおねちぅょし ぬしくк ┾きゃおいうさえいょ けょこょぉくゅな のぉおのねしさの かくいかい 
かくゅいせいたいこくぉぅききなかい ぉぅこいぅきしぅかい ょぉこょうさえくう ぇいぇおいいи ]ぅきぅそぅи ぉ けょこょぉくゅょ 
╃ぉこょうさえくゃく ╆あゅぅしょおにさえくゃく ′ぇてょさしぉぅк ぃ けょこょゅぅね ぇくっょさしぉょききなょ いかょきぅ い あきぅちいかなょ 
ぬおょかょきしな のあなえぅ ぉ せくこかぅそи えくしくこなょ くしこぅっぅねし ぉえおねちょきいょ ゃょきゅょこぅк ┿くっょさしぉょききなょ 
かょさしくいかょきいの くゅきくあきぅちきく かすっさえくょ い っょきさえくょи ′きл′きぅк ╀ しく ぉこょかの えぅえ さきぅちぅおぅ ぬしい 
せくこかな かくゃすし けくえぅあぅしにさの きょくぇなちきなかい いおい きょすゅくぇきなかい ぉ いさけくおにあくぉぅきいいи くきい 

けこょゅくさしぅぉおのねし ぉくあかくっきくさしに おすちつょ くさぉくいしに ゃょきゅょこきなう さえこなしなう さかなさお しょえさしぅк 
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[おくぉぅ きぅ いぉこいしょ ぉえおねちょきな しぅえいか くぇこぅあくかи ちしく ぉな さかくっょしょ ちぅてょ ささなおぅしにさの きぅ きいそ 
けく かょこょ しくゃくи えぅえ ぉな ぇすゅょしょ くししぅちいぉぅしに さぉくい きぅぉなえい くぇすちょきいのк 
 

╅ぅかょしえい く せくこかぅしょ あぅきのしいう  
╈ぅっゅくょ あぅきのしいょ きぅちいきぅょしさの さ こぅあゅょおぅ «¨ょこぉくいさしくちきいえ»и さぉくょくぇこぅあきくゃく ぉぉょゅょきいの ぉ 
ぇいぇおょうさえいう けょこさくきぅっ ぉ ょゃく えくきしょえさしょк 
╀ えくきたょ えぅっゅくゃく こぅあゅょおぅ «┿いぇおょうさえいょ いさしくちきいえい» いかょょしさの きぅけこぅぉおのねていう ぉくけこくさи 
えくしくこなう えぅえ ぇな くぇこぅかおのょし こぅささかくしこょきいょ しょかなк  
‶ぅあゅょお «[さなおえい ゅおの さけこぅぉくえ» けこょゅおぅゃぅょし ゅくけくおきいしょおにきなょ くぇおぅさしい ゅおの いあすちょきいのи 
きょえくしくこなょ いあ きいそ すゃおすぇおのねし けょこさけょえしいぉな けく しょかぅかи けくゅきのしなか ぉ あぅきのしいいи 
きょえくしくこなょ あぅゅぅねし きくぉなょ ぉくけこくさなк をしい ぉょぇ-さぅうしな さくあゅぅきな きょ かきくねи の しぅえっょ きょ 
きょさす くしぉょしさしぉょききくさしに あぅ さくゅょこっぅきいょ ぬしいそ さぅうしくぉк ¨くぬしくかす いそ さおょゅすょし 
こぅささかぅしこいぉぅしに くさしくこくっきく い えこいしいちょさえいか ゃおぅあくかк  
«╊ょしくゅくおくゃいちょさえいょ ぉくけこくさな» けこょゅくさしぅぉのし ぉくあかくっきくさしい けくこぅあかなつおのしに きぅゅ さぅかいか 
けこくたょささくか くぇすちょきいの ぉ そくゅょ ぉさょそ あぅきのしいうк 
 

 

 

¨ょこぉくいさしくちきいえ 

╀ けょこぉなそ ゃおぅぉぅそ ┿なしいのи ]くこぅ すえぅあなぉぅょし きぅ ゅぉょ ぉょこさいい さくしぉくこょきいの ちょおくぉょちょさしぉぅк 
をしい ゅぉょ ぉょこさいい きぅそくゅのしさの ぉ きぅけこのっょききくか けこくしいぉくさしくのきいい ぉ しょちょきいょ ぉさょそ 
けくえくおょきいう ぇいぇおょうさえいそ えくかかょきしぅこいょぉк ╋ょえくしくこなょ こぅささかぅしこいぉぅねし いそ えぅえ 
けこくしいぉくこょちぅていょи ゅくえぅあなぉぅねし ぉ さぉのあい さ ぬしいか きょけくさおょゅくぉぅしょおにきくさしに しょえさしぅч ゅこすゃいょи 
きぅけこくしいぉи ぅええすこぅしきく さくさしぅぉおのねし いそ ぉかょさしょи えぅえ ゃこぅきい ょゅいきくゃく けくぉょさしぉくぉぅきいのк ╀ 
さぅかくか たょきしこょ ぬしくゃく けこくしいぉくさしくのきいの きぅそくゅいしさの せいゃすこぅ っょきていきなк ╀ くゅきくう ゃおぅぉょ 
くきぅ けこょゅさしぅぉおょきぅ さくあゅぅききくう こぅぉきなか けぅこしきょこくか かすっちいきょи ぉ ゅこすゃいそ くきぅ 
けこくいさそくゅいし くし ┾ゅぅかぅ い ぉ いしくゃょ けくゅちいきのょしさの ょかすк ¨くさおょゅきのの いあ ぬしいそ ゅぉすそ いさしくこいう 
のぉおのょしさの くさきくぉきくう ゅおの そこいさしいぅきさえくう えすおにしすこなи あぅそぉぅしなぉぅょし ぉくくぇこぅっょきいょ あぅけぅゅきなそ 
そすゅくっきいえくぉи い のぉおのょしさの ゅくかいきぅきしきくう えくきたょけたいょう ぇいぇおょうさえくゃく さくしぉくこょきいのк 
╋ぅさしぅおぅ けくこぅ こぅささかくしこょしに こぅあきいたす かょっゅす ぬしいかい ゅぉすかの ぉょこさいのかい い 
けこくえくかかょきしいこくぉぅしに あきぅちょきいょ っょきていきなи えくしくこぅの さくあゅぅきぅ ぉかょさしょ さ かすっちいきくう ぉ 
ぇくっょさしぉょききくか くぇこぅあょк 
╋ぅそかぅきいゅ д‶ぅかぇぅきеи ぉおいのしょおにきなう いさけぅきさえいう いさしくおえくぉぅしょおにи っいぉついう ぉ XIII ぉょえょи 
すちいしц «[すてょさしぉすょし ぉぅっきぅの きょくぇそくゅいかくさしに きぅちいきぅしに ]くこす さ こぅささえぅあぅ く [くしぉくこょきいいи 
けくさえくおにえす ぬしく – つくこょつ そぅ-ぬかすきぅそи えくこょきに きぅつょう ぉょこな ぉ ┿-ゃぅк дけく ┿なしいねи нцне 
╈くゃゅぅ きぅちいきぅょしさの ]くこぅи かな きぅちいきぅょか こぅささえぅあ く [くしぉくこょきいいи せすきゅぅかょきしょ きぅつょう 
ゃすかぅききくさしい い ゅすそくぉきくさしいк 
 

┿いぇおょうさえいょ いさしくちきいえい 

[くしぉくこょきいょ ちょおくぉょえぅ – ¨ょこぉぅの ╀ょこさいの  
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╆ さえぅあぅお ┿-ゃц «[くしぉくこいか ちょおくぉょえぅ けく くぇこぅあす ╋ぅつょかす けく けくゅくぇいね ╋ぅつょかすк ╆ ゅぅ 
ぉおぅゅなちょさしぉすねし くきい きぅゅ こなぇぅかい かくこさえいかいи い きぅゅ けしいたぅかい きょぇょさきなかいи い きぅゅ 
さえくしくかи い きぅゅ ぉさょう あょかおょうи い きぅゅ ぉさょかい ゃぅゅぅかいи けこょさかなえぅねていかいさの けく あょかおょ»к ╆ 
さくしぉくこいお ┿-ゃ ちょおくぉょえぅ けく くぇこぅあす [ぉくょかすи けく くぇこぅあす ┿くっいね さくしぉくこいお ょゃくч かすっちいきす 
い っょきていきす さくしぉくこいお いそк ╆ ぇおぅゃくさおくぉいお いそ ┿-ゃи い さえぅあぅお いか ┿-ゃц «けおくゅいしょさに い 
こぅあかきくっぅうしょさにи い きぅけくおきのうしょ あょかおねи い くぇおぅゅぅうしょ ょねи い ぉおぅゅなちょさしぉすうしょ きぅゅ 
こなぇぅかい かくこさえいかい い きぅゅ けしいたぅかい きょぇょさきなかいи い きぅゅ ぉさのえいか っいぉくしきなかи 
けこょさかなえぅねていかさの けく あょかおょ»к д┿なしいょ нцот-28) 

 

蘯偉 渥位葵以葦惟葵盡 伊芦袷盒 安 旭皺穐夷葦偉 伊闇 握安鯵以茜鮎 慰旭位鮎鯵眇葦庵 庵杏  葵盡葦或蘯 伊握闇 葦位 芦盂葦安 委睛夷葵或蘯 伊芦眇 葦安 椅葦粟葵袷握或 蘯盧葵慰握闇葵庵 ;蘯偉 渥椅蘯位葵袷握眩以芦杏葵或蘯 安芦位渥安- 尉旭慰盒芦安
以芦杏葵或蘯-以葦夷 皺渥位鯵慰芦安 皺旭位旭慰芦安-.尉旭慰盒芦安    椅旭鮎 伊闇握安鯵以茜鮎 鮎芦慰葵或握眇葦庵 按杏-伊芦袷盒芦安  椅鯵鮎 鮎芦慰芦盡 伊闇握安鯵以茜鮎 伊旭以旭惟葵盡 睛位葵以葦惟葵盡:睛    慰芦杏芦按

.伊 芦椅鯵鮎 鮎芦慰芦盡 安芦或渥意葵偉蘯     芦或葵闇葦庵 暗杏椅旭鮎 蘯鮎葵以握位蘯 蘯或葵慰蘯 蘯慰葵眷 伊闇握安鯵以茜鮎 伊旭安芦以 慰旭位鮎鯵眇葦庵 伊闇握安鯵以茜鮎 伊芦椅鯵鮎 葵鞍旭慰- ; 芦安 梓皹葵或握杏葵庵 尉旭慰盒芦安
以芦杏葵或蘯 伊握闇 葦位 芦盂葦安 委睛夷葵或蘯 伊芦眇 葦安 椅葦粟葵袷握盡 蘯袷葵慰蘯-以葦夷 椅 旭皺旭位鯵慰芦安 安芦眇 葦暗-)鮎 椅闇易鮎慰或( .尉旭慰盒芦安  

 

[くしぉくこょきいょ ちょおくぉょえぅ – ぉしくこぅの ╀ょこさいの  
 

у ╆ さくあゅぅお ╁くさけくゅに ┿-ゃ ちょおくぉょえぅ いあ けこぅそぅ あょかきくゃくи い ぉゅすきすお ぉ おいたく ょゃく ゅなそぅきいょ 
っいあきいи い さしぅお ちょおくぉょえ ゅすつょう っいぉくうк ф ╆ きぅさぅゅいお ╁くさけくゅに ┿-ゃ こぅう ぉ をゅょかょ きぅ 
ぉくさしくえょи い けくかょさしいお しぅか ちょおくぉょえぅи えくしくこくゃく さくあゅぅおк х ╆ けこくいあこぅさしいお ╁くさけくゅに ┿-ゃ いあ 
あょかおい ぉさのえくょ ゅょこょぉくи けこいのしきくょ きぅ ぉいゅ い そくこくつょょ ゅおの けいていи い ゅょこょぉく っいあきい 
けくさこょゅい こぅのи い ゅょこょぉく けくあきぅきいの ゅくぇこぅ い あおぅ… нс ╆ ぉあのお ╁くさけくゅに ┿-ゃ ┾ゅぅかぅи い 
けくさょおいお ょゃく ぉ さぅゅす をゅょかさえくかи ちしくぇな ぉくあゅょおなぉぅしに ょゃく い そこぅきいしに ょゃくк нт ╆ あぅけくぉょゅぅお 
╁くさけくゅに ┿-ゃ ┾ゅぅかすи ゃくぉくこのц «′し ぉさのえくゃく ゅょこょぉぅ ぉ さぅゅす しな ぇすゅょつに ょさしにи ну ぅ くし 
ゅょこょぉぅ けくあきぅきいの ゅくぇこぅ い あおぅ きょ ょつに くし きょゃくи いぇく ぉ ゅょきにи ぉ えくしくこなう しな ぉえすさいつに くし 
きょゃくи さかょこしにね すかこょつに»к нф ╆ さえぅあぅお ╁くさけくゅに ┿-ゃц きょ そくこくつく ぇなしに ┾ゅぅかす くゅきくかすч 
さくしぉくこいか ょかす けくかくてきいえぅи さくくしぉょしさしぉょききくゃく ょかすк нх ╁くさけくゅに ┿-ゃ くぇこぅあくぉぅお いあ 
あょかおい ぉさょそ っいぉくしきなそ けくおょぉなそ い ぉさょそ けしいた きょぇょさきなそи い けこいぉょお え ┾ゅぅかすи ちしくぇな 
ぉいゅょしにи えぅえ くき きぅあくぉょし いそи い ちしくぇなи えぅえ きぅあくぉょし ちょおくぉょえ ぉさのえすね ゅすつす っいぉすねи しぅえ い 
ぇなおく いかの ょうк ом ╆ きぅあぉぅお ┾ゅぅか ぉさょそ さえくしくぉ い けしいた きょぇょさきなそ い ぉさょそ あぉょこょう 
けくおょぉなそч きく ゅおの ちょおくぉょえぅ きょ きぅつおくさに けくかくてきいえぅи けくゅくぇきくゃく ょかすк он ╆ きぅぉょお 
╁くさけくゅに ┿-ゃ きぅ ┾ゅぅかぅ えこょけえいう さくきч いи えくゃゅぅ くき すさきすおи ぉあのお くゅきく いあ こょぇょこ ょゃくи い 
あぅえこなお しく かょさしく けおくしにねк оо ╆ さくあゅぅお ╁くさけくゅに ┿-ゃ いあ こょぇこぅи ぉあのしくゃく す ┾ゅぅかぅи 
っょきていきすи い けこいぉょお ょょ え ┾ゅぅかすк оп ╆ さえぅあぅお しくゃゅぅ ┾ゅぅかц «╀くしи ぬしく えくさしに くし えくさしょう 
かくいそ い けおくしに くし けおくしい かくょうч くきぅ ぇすゅょし きぅあなぉぅしにさの っょきていきくうи いぇく ぉあのしぅ くし 
かすっちいきな»к  
 

ор ¨くしくかす くさしぅぉいし ちょおくぉょえ くしたぅ さぉくょゃく い かぅしに さぉくね い けこいおょけいしさの え っょきょ さぉくょうч い 
ぇすゅすし くゅきぅ けおくしにк ос ╆ ぇなおい くぇぅ きぅゃいи ┾ゅぅか い っょきぅ ょゃくи い きょ さしなゅいおいさにк 
 

 握安鯵以茜鮎 安芦庵安葵闇 慰旭惟闇握眇葦庵 按椅旭鮎 伊闇-依 握位 慰芦威芦夷 伊芦袷盒芦安-伊芦袷盒芦安 闇 握安葵闇葦庵 ;伊闇握眇 葦暗 椅葦位 葵皹握偉 庵闇 芦眷盖葵盡 暗葦眷握眇葦庵 安芦位芦袷穐鮎芦安 .安芦眇 葦暗 皹旭威旭偉葵以     暗
依葦盥 伊闇 握安鯵以茜鮎 安芦庵安葵闇 夷葦眈握眇葦庵-依旭袷渥夷葵盡--椅旭鮎 伊 芦皹 伊 旭皺芦眇葦庵 ;伊旭袷旭睇握位-.慰芦惟芦闇 慰 旭皹穐鮎 伊芦袷盒芦安    依 握位 伊闇握安鯵以茜鮎 安芦庵安葵闇 暗葦位葵惟葦眇葦庵 案-
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以芦眩 安芦位芦袷穐鮎芦安-以芦杏穐鮎葦位葵以 或睛案葵庵 安旭鮎葵慰葦位葵以 袷芦位葵暗旭偉 尉渥夷--...夷芦慰芦庵 或睛案 椅葦夷葦盧葦安 尉渥夷葵庵 依芦盥葦安 葵鞍睛椅葵盡 伊闇握眇 葦暗葦安 尉渥夷葵庵     暗葦睇握眇葦庵 庵案
椅旭鮎 伊闇握安鯵以茜鮎 安芦庵安葵闇-依葦粟葵或 蘯安渥暗握眥葦眇葦庵 ;伊芦袷盒芦安-.盪芦慰葵位 芦皹葵以蘯 盪芦袷葵或芦夷葵以 依旭袷渥夷     葦惟葵闇葦庵 按案以葦夷 伊闇握安鯵以茜鮎 安芦庵安葵闇 庵-:慰鯵位鮎渥以 伊芦袷盒芦安  

 尉渥夷 以鯵眩握位-.以渥杏鮎鯵睫 以鯵杏盒 依芦盥葦安    夷芦慰芦庵 或睛案 椅葦夷葦盧葦安 尉渥夷渥位蘯 按闇--:蘯眥 旭眞握位 以葦杏鮎鯵椅 鮎鯵以   蘯眥 旭眞握位 芦鞍葵以芦杏穐鮎 伊睛闇葵盡 闇握眩-- 椅睛位
.椅蘯位芦睫    鮎鯵以 伊闇握安鯵以茜鮎 安芦庵安葵闇 慰旭位鮎鯵眇葦庵 暗闇-安 旭皺茜夷旭鮎 ;睛盧葦或葵以 伊芦袷盒芦安 椅睛闇 茜安 或睛案-眤.睛盧葵粟旭偉葵眩 慰旭按渥夷 睛     安芦庵安葵闇 慰旭惟握眇葦庵 案闇

依 握位 伊闇握安鯵以茜鮎-以芦眩 安芦位芦袷穐鮎芦安-以芦眩 椅渥鮎葵庵 安旭袷 芦盍葦安 椅葦眇 葦暗-以旭鮎 鮎渥或芦眇葦庵 伊握闇 葦位 芦盂葦安 委睛夷-安葦位 椅睛鮎葵慰握以 伊芦袷盒芦安-鮎芦慰葵意握眇- 以鯵杏葵庵 ;睛以
鮎芦慰葵意握闇 慰 旭皹穐鮎-.睛位 葵皹 鮎蘯安 安芦眇 葦暗 皹旭威旭偉 伊芦袷盒芦安 睛以    椅睛位 渥皹 伊芦袷盒芦安 鮎芦慰葵意握眇葦庵 杏 以芦杏葵以- 葵以蘯 伊握闇 葦位 芦盂葦安 委睛夷葵以蘯 安芦位渥安葵盡葦安 以鯵杏

鮎鯵以 伊芦袷盒葵以蘯 ;安旭袷 芦盍葦安 椅葦眇 葦暗-.睛盧葵粟旭偉葵眩 慰旭按渥夷 鮎芦惟芦位    以葦夷 安芦位渥盧葵慰 葦睫 伊闇握安鯵以茜鮎 安芦庵安葵闇 以渥眷葦眇葦庵 鮎杏-盖 暗葦睇握眇葦庵 ;依 芦皹闇握眇葦庵 伊芦袷盒芦安 椅葦暗
.安芦眥 旭睫葵暗葦睫 慰 芦皺芦盡 慰鯵盥 葵囲握眇葦庵 庵闇 芦椅鯵夷葵以葦眸握位     芦庵安葵闇 依旭或握眇葦庵 或杏椅旭鮎 伊闇握安鯵以茜鮎 安-慰 旭皹穐鮎 夷芦以渥眸葦安-依 握位 暗葦意芦以- 芦安旭鮎握或葵闇葦庵 ;安 芦盂握鮎葵以 伊芦袷盒芦安 

以旭鮎-.伊芦袷盒芦安     渥慰芦睇握闇 椅鮎鯵按葵以 ;闇握慰 芦皺葵盡握位 慰 芦皺芦或蘯 闇 葦位芦惟穐夷渥位 伊旭惟旭夷 伊葦夷葦眷葦安 椅鮎鯵按 伊芦袷盒芦安 慰旭位鮎鯵眇葦庵 粟杏 皹闇握鮎渥位 闇握眩 安 芦盂握鮎 鮎
安芦暗葵意梓以-.椅鮎鯵盻    以葦夷 袷杏-或芦按穐夷葦闇 依渥眩-椅旭鮎 皹闇握鮎- 旭鮎葵庵 庵闇 握或盒椅-.袷芦暗旭鮎 慰 芦皺芦或葵以 蘯闇 芦安葵庵 睛睫 葵皹握鮎葵盡 意葦或芦袷葵庵 ;睛眞握鮎     蘯闇 葵安握眇葦庵 安杏

)或 椅闇易鮎慰或( .蘯皹 芦皹鯵盡葵椅握闇 鮎鯵以葵庵 ;睛睫 葵皹握鮎葵庵 伊芦袷盒芦安 伊闇握眞蘯慰穐夷 伊旭安闇渥偉 葵皹 

 

¨のしぅの ゃおぅぉぅ ┿なしいの ぉくあぉこぅてぅょしさの え しょえさしす けょこぉくう ╀ょこさいい  
н ╀くし こくゅくさおくぉいょ ┾ゅぅかぅц えくゃゅぅ ┿-ゃ さくしぉくこいお ちょおくぉょえぅи けく けくゅくぇいね ┿くっいね さくあゅぅお 
ょゃくи о  かすっちいきす い っょきていきす さくしぉくこいお いそи い ぇおぅゃくさおくぉいお いそи い きぅあぉぅお いそц ちょおくぉょえи ぉ 
ゅょきに さくしぉくこょきいの いそк 
 

:伊芦袷盒 椅鯵袷葵以睛睫 慰旭威渥囲 安旭按 鮎   .睛椅鯵鮎 安 芦皺芦夷 伊闇握安鯵以茜鮎 椅蘯位葵袷握盡 伊芦袷盒 伊闇握安鯵以茜鮎 鮎鯵慰葵盡 伊睛闇葵盡     ;伊盒芦慰葵盡 安芦或渥意葵偉蘯 慰芦杏芦按 或
 芦或葵闇葦庵椅旭鮎 鮎芦慰葵意握眇葦庵 伊 芦椅鯵鮎 葵鞍旭慰-)安 椅闇易鮎慰或( .伊盒葵慰芦盡握安 伊睛闇葵盡 伊芦袷盒 伊芦位 葵皹  

 

[こぅぉきいしょ い さくけくさしぅぉにしょ ゅぉょ こぅあおいちきなそ ぉょこさいい さくしぉくこょきいの っょきていきなк ╀ ちょか 
くしおいちいのы – こぅささかくしこいしょ くぇこぅあи さしぅしすさи こくおに い たょおに っいあきいк 
 

╀くけこくさな ゅおの くぇさすっゅょきいの 

╀ けょこぉくう ╀ょこさいいи の けょこょゅぅね ぇいぇおょうさえいょ さすてょさしぉいしょおにきなょи いかょねていょ くしきくつょきいの え 
┿-ゃすи ぉ せくこかょ ゅぉすそ こくゅくぉи ゅおの しくゃくи ちしくぇな けくゅちょこえきすしに いさえおねちいしょおにきなう ぅさけょえし 
けくぉょさしぉくぉぅきいのц い [くあゅぅしょおに い さくあゅぅききなょ いか さしくのし ぉく かきくっょさしぉょききくか ちいさおょк ┾ゅぅかи 
けょこぉくょ さすてょさしぉくи えぅえ かすっさえくゃくи しぅえ い っょきさえくゃく こくゅぅк ¨くさえくおにえす ┾ゅぅか さくあゅぅき ぉ 
ぇくっょさしぉょききくか くぇこぅあょи えぅえいか くぇこぅあくか ょゃくлょょ ぅさけょえし けこいきぅゅおょっきくさしい え くぇくいか 
こくゅぅか すえぅあなぉぅょし きぅ ゃょきゅょこ д-なе ┿-ゃぅы ╈ぅえいか くぇこぅあくか ぬしく さそくっょさしに ぇくっょさしぉょききくゃく 
かくっょし けくぉおいのしに きぅ きぅつょ けくきいかぅきいょ ちょおくぉょちょさえくう けこいこくゅなи い くさくぇょききく しくゃくи ちしく 
けこいさすてょ っょきていきょы 

 

╈ぅえいか くぇこぅあくか けこいおぅゃぅしょおにきなょ «っょきさえいう» い «かすっさえくう» ぉ けょこぉくう ╀ょこさいい 
さくくしきくさのしさの さ けくきのしいょか こぅあゅょおょきいの けくおぅ きぅ かすっさえくう い っょきさえいうы 

 

¨くぉょさしぉくぉぅきいょ けく けょこぉくう ╀ょこさいい すえぅあなぉぅょし きぅ ぇくっょさしぉょききくょ っょおぅきいょ さくあゅぅしに 
あょかきくう ゅすぇおいえぅし – けくさえくおにえす ┿-ゃ ぉょこそくぉきなう けこぅぉいしょおにи きくぉくょ さすてょさしぉく ぇすゅょし 
けこぅぉいしに きくぉなか しぉくこょきいょかк ┾ゅぅか さくあゅぅょしさの ぉ くぇこぅあょ ┿-ゃぅк ╈ぅえいか くぇこぅあくか ぬしぅ 
けぅこぅおおょおに «ぇくっょさしぉょききくょ – ちょおくぉょちょさえくょ» ぉおいのょし きぅ しょくこょしいちょさえいう い いさしいききなう 
さしぅしすさ っょきていきなы 
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╈ぅえいか くぇこぅあくか けこいかいこょきいょ ぬしいそ ゅぉすそ ぉょこさいう さそくっょ さ けこいかいこょきいょか いゅょぅおぅ さ 
«こょぅおにきくさしにね»ы ╈ぅえいょ いあかょきょきいの ぉ くぇょいそ くぇおぅさしのそ っょおぅしょおにきな ゅおの しくゃくи ちしくぇな 
さゅょおぅしに いそ さくぉかょさしいかなかいи っょおぅしょおにきぅ おい ぉくくぇてょ しぅえぅの さくぉかょさしいかくさしにы 

 

[さなおえい ゅおの さけこぅぉくえ 

‶くぇょこし ╁こょうぉあ い ‶ぅせぅぬおに ¨ぅしぅう けこょゅさしぅぉおのねし きょさえくおにえく ゅくけくおきいしょおにきなそ 
いさしくちきいえくぉ く さくしぉくこょきいい ┾ゅぅかぅ い えこくぉきなそ こくゅさしぉょききいえくぉ ぉ ゃきくさしいちょさえいそ 
しこぅゅいたいのそк 
╁おぅぉぅ нми «[けすしきいえい ┾ゅぅかぅ» けこいぇおいあいしょおにきく けょこょせこぅあいこすょし きょえくしくこなょ 
こぅぉぉいきさえいょ いさしくちきいえいк ¨くおょあきな えくかかょきしぅこいい ぅぉしくこくぉк [さなおえぅц 
http://www.webcom.com/~gnosis/lillith.html  

 

╂おの くぇさすっゅょきいの けぅこぅおおょおょう かょっゅす ぇいぇおょうさえいか さくしぉくこょきいょか い ╀ぅぉいおくきさえくう 
ぉょこさいょう くぇこぅしいしょさに え をきすかょ をおいつ けく ささなおえょ 

http://faculty.gvsu.edu/websterm/Enuma_Elish.html#Nelinks  

 

′ぇこぅしいしょさに え けこいぉょゅょききくう きいっょ ささなおえょ ゅおの くあきぅえくかおょきいの さ ぅききくしいこくぉぅききくう ぉょぇ-

ぇいくゃこぅせいょう ╉いおいしи さ ぇくおについか えくおいちょさしぉくか さくくしぉょしさしぉすねていそ ささなおくえ 

http://ccat.sas.upenn.edu/~humm/Topics/Lilith/lilith.html  

 

『ぅさしく かな ぉさしこょちぅょか ぇいぇおょうさえいょ けぅささぅっいи えくしくこなょ えぅっすしさの きぅか しこすゅきなかいи 
きょけこいのしきなかいи いきくゃゅぅ ゅぅっょ ぉくあかすしいしょおにきなかい けく くしきくつょきいね え きぅついか たょききくさしのか い 
ぉあゃおのゅぅかк ¨くっぅおすうさしぅи くぇこぅしいしょさに え かくいか きぅぇこくさえぅか ぉ こぅあゅょおょ «]こすゅきなょ しょえさしな»: 

http://www.shma.com/apr01/haberman.htm 

 

]ぅかぅこ ‶くささи いあこぅいおにさえぅの せょかいきいさしえぅи くけすぇおいえくぉぅおぅ きょゅぅぉきく えきいゃす «‶ぅあゅぉいゃぅの 
さしょきな ゅぉくこたぅ ]くこなц ′こしくゅくえさぅおにきくさしに い 〉ょかいきいあか» (Waltham MA: Brandeis 

University Pressи оммсек ′ぇあくこ けく ささなおえょц 
http://www.forward.com/articles/3183  

 

╋ょゅぅぉきく ぉ けょちぅしい しぅえっょ けくのぉいおさの けこくしいぉくこょちいぉなう ぅこゃすかょきし けこくしいぉ ぉあゃおのゅくぉ 

ぇいくおくゃいちょさえくゃく - さょえさいさしさえくゃく ゅょしょこかいきいあかぅц «╋いえぅえくう こぅあきいたなи いおい えぅえ かいせな く 
ぇいくおくゃいちょさえくか けくおょ ぉこょゅのし きぅついか ぉあぅいかくくしきくつょきいのかи きぅついか ゅょしのか い きぅつょう 
こぅぇくしょк» 

http://www.bcfwp.org/Same_Difference.html  

 

╈こぅしえいょ ぉなぉくゅな 

╀しくこぅの ╀ょこさいの [くしぉくこょきいの かいこぅ くえぅあぅおぅ あきぅちいしょおにきくょ ぉおいのきいょ きぅ くしおいちいしょおにきなょ 
ちょこしな ゃょきゅょこぅи こくおい い くしきくつょきいう ぉおぅさしい ぉ こょおいゃいくあきなそ さくくぇてょさしぉぅそ いи ぉ 
こょあすおにしぅしょ けこょくぇこぅあくぉぅきいのи きぅ ぉょさに ╅ぅけぅゅк ‶ぅささえぅあ く [ぅゅょ をゅょかぅ のぉおのょしさの くゅきいか いあ 
せすきゅぅかょきしぅおにきなそ けくぉょさしぉくぉぅきいう ぉ ╅ぅけぅゅきくう えすおにしすこょк 

http://www.webcom.com/~gnosis/lillith.html
http://faculty.gvsu.edu/websterm/Enuma_Elish.html#Nelinks
http://ccat.sas.upenn.edu/~humm/Topics/Lilith/lilith.html
http://www.shma.com/apr01/haberman.htm
http://www.forward.com/articles/3183
http://www.bcfwp.org/Same_Difference.html


ICJW Online Study Program 
 

“Biblical Women” 
By Dr. Bonna Devora Haberman 

 

 

6 

╋ぅけこくしいぉи くしきくさいしょおにきく かぅおく ぉきいかぅきいの ぇなおく すゅょおょきく しくかすи ちしく けく けょこぉくう ╀ょこさいいи  
かすっちいきな い っょきていきな さくあゅぅきな こぅぉきなかいк ╄ょきていきょ ゅぅっょ けこいけいさなぉぅおいさに 
ゅょかくきいちょさえいょ くさくぇょききくさしい い ╉いおいしи きぅけこいかょこи ちぅさしく そぅこぅえしょこいあすねしи えぅえ 
きょけくえくこきすねк ╈ぅえいか くぇこぅあくか ぬしい くしゅょおにきなょ えくかかょきしぅこいい ぇいぇおょうさえいそ かぅしょこいぅおくぉ 
ぉおいのねし きぅ さくたいぅおいあぅたいね い くこゃぅきいあぅたいね くぇてょさしぉぅы 

 

¨く けょこぉくう ╀ょこさいい さくしぉくこょきいの かいこぅи ]くこぅ ぇこくさぅょし ぉなあくぉ きくこかぅしいぉきなか けこぅえしいえぅか 
けくゅちいきょききくさしい っょきていきи い ぉ しく っょ ぉこょかのи ぉく ぉしくこくう ╀ょこさいいи ぬしく おょゃいしいかいあいこくぉぅきくк 
[おくっきなょ ぉあぅいかくゅょうさしぉいの ぬしいそ くちょぉいゅきなそ けこくしいぉくこょちいう ぉ しょえさしょи ぉ  さくあきぅきいい 
えくかかょきしぅしくこくぉ い きぅつょか ぉなこぅっょきいい いそ ぉ くぇてょさしぉょ けこくぉくたいこすねし い ぇこくさぅねし ぉなあくぉк 
 

[しょけょきにи さ えくしくこくう えぅしょゃくこいの ゃょきゅょこぅ のぉおのょしさの っょさしえいか くけこょゅょおのねていか せぅえしくこくか 
けくぉょゅょきいの いおい さくたいぅおにきくゃく さしこくょきいのи のぉおのおぅさに けこょゅかょしくか えこいしいちょさえいそ さけくこくぉ しぅえ 
っょ ゅくおゃくи えぅえ ぉくけこくさな ちょおくぉょちょさえくう けこいこくゅな い ぉくさけいしぅきいのк ┿いぇおょうさえぅの けょこぉぅの 
╀ょこさいの けこょゅけくおぅゃぅょし こぅぉきくょ ゅくさしくいきさしぉく っょきていきな い かすっちいきなи えぅえ 
けょこぉくきぅちぅおにきすね くさくぇょききくさしに けくおくっょきいの ちょおくぉょえぅи さすてょさしぉぅи けこくいさそくゅのてょゃく くし 
ぇくっょさしぉぅи ぉ くぇこぅあょ えくしくこくゃく さくあゅぅき ┾ゅぅかк  
 

╊ょしくゅくおくゃいちょさえいょ ぉくけこくさな 

[すてょさしぉすねし くちょぉいゅきなょ けこくしいぉくこょちいの かょっゅす ぬしいかい ぇいぇおょうさえいかい くしこなぉえぅかい ぉ いそ  
けこょゅさしぅぉおょきいい く さくしぉくこょきいい ちょおくぉょちょさしぉぅк ]こぅゅいたいくききなょ えくかかょきしぅしくこな きぅそくゅのし 
ぉ ぬしいそ さしこくちえぅそ ぉくあかくっきくさしに ぇくおょょ ゃおすぇくえく こぅささおょゅくぉぅしに ぉくあかくっきなょ 
ぇくっょさしぉょききなょ きぅかょこょきいの い さけくさくぇきくさしに こぅあくぇこぅしにさの ぉ さすしいи くぇとょゅいきのの いそ ぉ 
ょゅいきくょ たょおくょк ╂おの きょえくしくこなそ ちいしぅしょおょうи ぬしくし しいけ かぅしょこいぅおぅ けこょゅさしぅぉおのょしさの 
ぇょささぉのあきなか い きょおくゃいちきなか しょえさしくか い けくあぉくおのょし あぅゅぅしに ぉくけこくさ く けこぅぉゅくけくゅくぇいい 
ぇくっょさしぉょききなそ いさしくちきいえくぉ い たょおくさしきくさしい しょえさしぅк ]ぅえくゃく こくゅぅ けくゅそくゅ こぅあっょゃ 
さしこぅさしい けく けくぉくゅす しくゃくи ちしく さしぅおく けこいきのしく きぅあなぉぅしに «えこいしいちょさえくう» すちょきくさしにねи 
けこょゅおぅゃぅの しこぅゅいたいい しょくこいい かきくっょさしぉょききくゃく ぅぉしくこさしぉぅк  
 

╈ぅっゅなう ちいしぅしょおに えくかかょきしいこすょし かぅしょこいぅお ぉ さくくしぉょしさしぉいい さく さぉくいかい さくぇさしぉょききなかい 
けこょゅけくおくっょきいのかいк ¨こくぉょこえぅ きぅついそ すぇょっゅょきいう い くっいゅぅきいう ぉ くしきくつょきいい ]くこな – 

けくさしくのききなう けこくたょささи えくしくこなう くさくぇょききく いきしょこょさょき ぉ くしきくつょきいい さおくっきなそ かょさし 
しょえさしぅк 
 

╈くきしぅえし 

¨こくさにぇぅ きぅけこぅぉおのしに ぉくけこくさな い えくかかょきしぅこいい ╂-こす ┿くききょ ╂ょぉくこょ 《ぅぇょこかぅきき 

けく ぅゅこょさす bonnadevora@gmail.com 

 

 

 


