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¨ょこぉくいさしくちきいえ 

¨いえぅきしきぅの ゃおぅぉぅ く さすけこすっょさえいそ くしきくつょきいのそ ぉ さょかにょ ╆すゅなи くゅきくゃく いあ ゅょさのしい 
あぅぉいさしおいぉなそ ゅょしょう ╆ぅえくぉぅи けこょこなぉぅょし けくけすおのこきなう こぅささえぅあ くぇ ╆くさいせょ い ょゃく 
ぇこぅしにのそ い さょさしこぅそк ╋ょけくさこょゅさしぉょききく けくさおょ けこくゅぅっい くゅきくゃく いあ ぇこぅしにょぉ ぉ こぅぇさしぉく 
╆すゅぅ «くけすさえぅょしさの»к ┿ょあ けこょゅさしぅぉおょきいの いおい こくゅくさおくぉきくうи 〉ぅかぅこに けくのぉおのょしさの ぉ 
ゅこぅかょ ぉ こくおい きょぉょさしえいи ぉあのしくう ╆すゅくう ゅおの しくゃくи ちしくぇな ぉなゅぅしに ょょ あぅかすっ あぅ ょゃく 
けょこぉくゃく さなきぅк ′きぅ くさしぅょしさの きぅ さたょきょ きぅ けこくしのっょきいい くゅきくう ゃおぅぉなи ぅえしょ さく かきくゃいかい 
さたょきぅかい い けこょぉこぅてょきいのかい けょこさくきぅっょうк 
 

┿いぇおょうさえいょ いさしくちきいえい 

 

袷葦夷 案渥眇葦庵 ;庵闇 芦暗旭鮎 椅渥鮎渥位 安芦袷蘯安葵闇 袷旭慰渥眇葦庵 鮎庵 握安葦安 椅渥夷芦盡 闇握安葵闇葦庵 鮎-.安芦慰闇 握暗 睛位 葵皹蘯 闇 握位芦眤梓袷穐夷 皹闇握鮎    鮎葵慰葦眇葦庵 或-椅葦盡 安芦袷蘯安葵闇 伊 芦皹-
.芦安闇旭以渥鮎 鮎鯵或芦眇葦庵 芦安旭暗芦睇握眇葦庵 ;葦夷蘯皹 睛位 葵皹蘯 闇握偉穐夷葦偉葵眩 皹闇握鮎    慰葦安葦睫葦庵 粟 椅旭鮎 鮎芦慰葵意握眇葦庵 ;依 渥盡 袷旭以 渥睫葦庵-.慰渥夷 睛位 葵皹    袷旭以渥睫葦庵 袷睛夷 慰葦安葦睫葦庵 袷 

椅旭鮎 鮎芦慰葵意握睫葦庵 ;依 渥盡-.依芦偉睛鮎 睛位 葵皹    椅旭鮎 鮎芦慰葵意握睫葦庵 依 渥盡 袷旭以 渥睫葦庵 袷睛夷 委旭囲鯵睫葦庵 安-盪芦睫葵袷握以葵盡 或闇握按葵杏握或 安芦闇芦安葵庵 ;安芦以 渥皹 睛位 葵皹.睛椅鯵鮎    
  ;睛慰睛杏葵盡 慰渥夷葵以 安 芦盂握鮎 安芦袷蘯安葵闇 暗葦睇握眇葦庵 庵.慰芦位芦睫 盪芦位 葵皹蘯    安芦袷蘯安葵闇 慰睛杏葵盡 慰渥夷 闇 握安葵闇葦庵 按--安葵闇 蘯安 渥椅握位葵闇葦庵 ;安芦庵安葵闇 闇渥偉闇渥夷葵盡 夷葦慰.安芦庵   
 以旭鮎 鮎鯵盡 依芦偉睛鮎葵以 安芦袷蘯安葵闇 慰旭位鮎鯵眇葦庵 暗-.芦鞍闇 握暗盒葵以 夷葦慰旭按 伊渥意芦安葵庵 ;盪 芦椅鯵鮎 伊渥盡葦闇葵庵 芦鞍闇 握暗盒 椅 旭皹渥鮎     睛以 鮎鯵眤 闇握眩 依芦偉睛鮎 夷葦袷渥眇葦庵 案

 握鮎 安芦闇 芦安葵庵 ;夷葦慰芦盻 葦安 安旭闇 葵安握闇伊-以旭鮎 鮎芦盡-依 芦椅葵偉 闇 握睫葵以握或葵以 安芦惟葵慰盖 椅渥暗 握皹葵庵 庵闇 握暗盒 椅 旭皹渥鮎-.庵闇 握暗盒葵以 夷葦慰旭按     穐鮎 安芦庵安葵闇 闇渥偉闇渥夷葵盡 夷葦慰渥眇葦庵 闇 慰 旭皹
伊葦盥 椅旭位芦眇葦庵 ;安 芦皺芦夷-.睛椅鯵鮎    椅闇渥或 安芦偉 芦位葵以盖 闇握或 葵皹 睛椅芦眤葦眩 慰芦位芦椅葵以 安芦袷蘯安葵闇 慰旭位鮎鯵眇葦庵 鮎闇-袷葦夷 葵鞍闇握或盒-闇握偉葵或 安芦以 渥皹 以葦盧葵粟握闇-- 闇握眩

 旭眷 慰葦位盒依-伊葦盥 椅蘯位芦闇-. 芦安闇握或盒 椅闇渥盡 或 旭皹渥睫葦庵 慰芦位芦睫 葵鞍旭以 渥睫葦庵 ;庵闇 芦暗旭鮎葵眩 鮎蘯安    椅葦盡 椅芦位芦睫葦庵 伊闇 握位芦眇 葦安 蘯盡葵慰握眇葦庵 或闇-椅 旭皹渥鮎 葦夷蘯皹-
以葦夷 以葦夷葦眇葦庵 安芦袷蘯安葵闇 伊旭暗芦眥握眇葦庵 ;安芦袷蘯安葵闇-闇 握位芦眤梓袷穐夷芦安 蘯安渥夷渥慰 安芦慰闇 握暗葵庵 鮎蘯安 睛偉鮎鯵惟 闇渥按葵按鯵盥--.安 芦椅芦偉葵位握睫     芦椅葵以 袷葦盥梓眇葦庵 粟闇:慰鯵位鮎渥以 慰芦位  

 .睛偉鮎鯵惟 按鯵粟芦以 安 芦椅芦偉葵位握椅 安旭以鯵夷 葵鞍闇 握位芦暗 安渥眥握安     葦庵 委闇握夷芦眸葦盡 囲葦杏 葵睫葦庵 芦安闇旭以芦夷渥位 盪芦椅蘯偉 葵位葵以盖 闇渥袷葵粟握盡 慰葦囲芦睫葦庵 袷闇 或 旭皹渥睫葦庵 委芦眤葦夷 葵椅握睫
以葦夷 慰 旭皹穐鮎 伊握闇葦偉闇渥夷 暗葦椅旭威葵盡-:安 芦椅芦偉葵位握睫 葵鞍旭慰旭盧   闇握眩 安芦椅穐鮎芦慰 闇握眩-鮎鯵以 鮎庵 握安葵庵 安芦以 渥皹 以葦袷芦粟-睛以 安芦偉 葵睫握偉 .安 芦盂握鮎葵以     芦安旭鮎葵慰握眇葦庵 庵案
:安芦偉睛按葵以 芦安旭或 葵皹葵暗葦眇葦庵 安芦袷蘯安葵闇   . 芦安闇旭偉芦眷 安芦椅葵眦握杏 闇握眩    以旭鮎 芦安闇旭以渥鮎 案渥眇葦庵 按案-安芦或芦安 慰旭位鮎鯵眇葦庵 葵鞍旭慰旭盧葦安- 鮎鯵以 闇握眩 葵鞍握闇葦以渥鮎 鮎睛或盒 鮎芦眥

安葦位 慰旭位鮎鯵睫葦庵 ;鮎庵 握安 睛椅芦眤葦杏 闇握眩 夷葦袷芦闇-依 旭睫握睫-.闇芦以渥鮎 鮎睛或芦椅 闇握眩 闇握以     旭位鮎鯵眇葦庵 按闇闇握袷葵盥 暗葦眤 葦皹穐鮎 闇握杏鯵偉盒 慰-依 握位 伊闇握盻握夷- ;依鮎鯵眸葦安
伊握鮎 慰旭位鮎鯵睫葦庵-.芦鞍旭暗葵以 芦皹 袷葦夷 依睛或芦慰渥夷 依 渥睫握睫    依 旭睫旭鮎 慰 旭皹穐鮎 依睛或芦慰渥夷芦安 安芦位 慰旭位鮎鯵眇葦庵 暗闇- 芦鞍旭以闇 握椅葵威蘯 芦鞍葵位芦椅鯵暗 慰旭位鮎鯵睫葦庵 葵鞍芦以

依 旭睫握眇葦庵 ;芦鞍旭袷芦闇葵盡 慰 旭皹穐鮎 芦鞍葵眈葦位蘯-.睛以 慰葦安葦睫葦庵 芦安闇旭以渥鮎 鮎鯵或芦眇葦庵 盪芦以     案闇 握睫葦庵 ; 芦安闇旭以芦夷渥位 盪芦威闇握夷葵惟 慰 葦囲芦睫葦庵 葵鞍旭以 渥睫葦庵 伊芦意芦睫葦庵 闇渥袷葵粟握盡 皹葦盡葵以
.盪 芦椅蘯偉 葵位葵以盖    椅旭鮎 安芦袷蘯安葵闇 暗葦以 葵皹握眇葦庵 杏-袷葦眇 握位 依睛或芦慰渥夷芦安 椅葦暗葦意芦以 闇 握位芦眤梓袷穐夷芦安 蘯安渥夷渥慰 袷葦闇葵盡 伊闇握盻握夷芦安 闇握袷葵盥  鮎鯵以葵庵 ;安 芦盂握鮎芦安

.盪盒芦惟葵位    椅旭鮎 以盖 葵皹握眇葦庵 鮎杏- 渥以 盪芦位鯵意葵位 闇 渥皹葵偉盖以葦夷 伊握闇葦偉闇渥夷芦或 鮎庵 握安 安 芦皹渥袷葵睇葦安 安渥眇盖 慰鯵位鮎-鮎鯵以 蘯慰葵位鮎鯵眇葦庵 ;葵鞍旭慰芦盧葦安- 安 芦椅葵闇 芦安
.安 芦皹渥袷葵意 安旭按芦或    以旭鮎 或 芦皹芦眇葦庵 或杏-鮎鯵以 蘯慰葵位盒 伊睛意芦眞葦安 闇 渥皹葵偉盖 伊葦粟葵庵 ; 芦安闇 握椅鮎芦惟葵位 鮎鯵以 慰旭位鮎鯵眇葦庵 安芦袷蘯安葵闇- 安旭按芦或 安芦椅葵闇 芦安

.安 芦皹渥袷葵意    暗葦睇握睫 安芦袷蘯安葵闇 慰旭位鮎鯵眇葦庵 粟杏- 握偉 依 旭眷 盪芦以 葵位 鮎鯵以 安芦睫盖葵庵 安旭盻 葦安 闇握袷葵盥葦安 闇 握睫葵暗葦以 芦皹 安渥眥握安 ;按蘯或芦以 安旭闇 葵安.盪芦椅鮎芦惟     袷杏
 芦慰芦安 安渥眥握安 伊葦粟葵庵 芦鞍 旭椅芦眤葦眩 慰芦位 芦睫 安芦椅葵偉芦按 慰鯵位鮎渥以 安芦袷蘯安闇握以 袷葦盥梓眇葦庵 伊闇 握皹芦袷悪暗 皹鯵以 葵皹握位葵眩 闇 握安葵闇葦庵 安芦袷蘯安葵闇 慰旭位鮎鯵眇葦庵 ;伊闇握偉蘯偉葵按握以 安

.委渥慰 芦盍握椅葵庵 芦安蘯鮎闇握惟睛安    鮎渥惟蘯位 鮎庵 握安 安杏以旭鮎 安芦暗葵以 芦皹 鮎闇 握安葵庵 椅-慰 旭皹穐鮎 皹闇握鮎葵以 慰鯵位鮎渥以 芦安闇握位芦暗- ;安芦慰芦安 闇握杏鯵偉盒 睛眤 安旭眤渥鮎
慰旭眩葦安 慰旭位鮎鯵睫葦庵-鮎芦偉--.安旭眤渥鮎芦安 安旭眈葦眞葦安葵庵 伊闇握以闇 握椅葵眷葦安葵庵 椅旭位旭椅鯵暗葦安 闇 握位葵以     握眥 旭眞握位 安芦意葵袷芦惟 慰旭位鮎鯵眇葦庵 安芦袷蘯安葵闇 慰渥眩葦眇葦庵 庵杏闇握眩 闇-以葦夷-

鮎鯵以 依渥眩-鯵以葵庵 ;闇握偉葵或 安芦以 渥皹葵以 芦安闇 握睫葦椅葵偉鮎-.盪 芦睫葵夷葦袷葵以 袷睛夷 委葦囲芦闇     葵案握或葵盡 伊闇握位睛鮎 葵椅 安渥眥握安葵庵 ;盪 芦睫葵袷握以 椅渥夷葵盡 闇握安葵闇葦庵 按杏.盪芦偉     暗杏
依 旭睫握眇葦庵 盪 芦睫葵袷握以葵或 闇 握安葵闇葦庵-以葦夷 慰鯵皹葵意握睫葦庵 椅旭袷旭眤葦闇 葵位葦安 暗葦睇握睫葦庵 ;袷芦闇-.安芦偉鯵皹鮎握慰 鮎芦惟芦闇 安旭按 慰鯵位鮎渥以 闇握偉 芦皹 睛袷芦闇     或闇 握皹渥位葵眩 闇 握安葵闇葦庵 案杏

鮎芦惟芦闇 安渥眥 握安葵庵 睛袷芦闇 安葦位 慰旭位鮎鯵睫葦庵 庵闇 握暗盒-.尉旭慰芦眷 睛位 葵皹 鮎芦慰葵意握眇葦庵 ;尉旭慰芦眷 芦鞍闇旭以芦夷 芦睫葵惟葦慰芦眷    以葦夷 慰 旭皹穐鮎 庵闇 握暗盒 鮎芦惟芦闇 慰葦暗盖葵庵 以- 睛袷芦闇
.暗葦慰芦按 睛位 葵皹 鮎芦慰葵意握眇葦庵 ;闇握偉 芦盂葦安 )］《 ≠｝＝“÷”(  
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《ぅきぅきょのきいきぅи いかの えくしくこくかす ぇなおく 』すぅч い ぉあのお ょょ い ぉくつょお え きょうк п ′きぅ あぅちぅおぅ い 
こくゅいおぅ さなきぅч い くき きぅあぉぅお ょゃくц ╆こк р ╆ あぅちぅおぅ くきぅ くけのしにи い こくゅいおぅ さなきぅи い きぅあぉぅおぅ 
ょゃくц ′きぅきк с  ╆ ょてょ こくゅいおぅ さなきぅ い きぅあぉぅおぅ ょゃくц 』ょおぅそк ╆すゅぅ ぇなお ぉ 《ょあいぇょи えくゃゅぅ 
くきぅ こくゅいおぅ ょゃくк  
 

т ╆ ぉあのお ╆すゅぅ っょきす ╆こすи けょこぉょきたす さぉくょかすч いかの ょょ ぇなおく 〉ぅかぅこにк 
у ╋く ╆こи けょこぉょきょた ╆すゅいきи ぇなお きょすゃくゅょき ╁くさけくゅすи い すかょこしぉいお ょゃく ╁くさけくゅにк  
ф ╆ さえぅあぅお あぅしょか ╆すゅぅ ′きぅきすц ぉくうゅい え っょきょ ぇこぅしぅ しぉくょゃくи っょきいさに きぅ きょうи えぅえ 
ゅょぉょこにи い ぉくささしぅきくぉい さょかの ぇこぅしす しぉくょかすк х ╋く ′きぅき あきぅおи ちしく さょかの ぇすゅょし きょ ょかすи い 
けくしくかすи えくゃゅぅ ぉそくゅいお え っょきょ ぇこぅしぅ さぉくょゃくи いあおいぉぅお きぅ あょかおねи ちしくぇな きょ ゅぅしに さょかょきい 
ぇこぅしす さぉくょかすк нм ╅おく ぇなおく けょこょゅ ゃおぅあぅかい ╁くさけくゅぅ しくи ちしく くき ゅょおぅおч い ╁くさけくゅに 
すかょこしぉいお い ょゃくк нн ╆ さえぅあぅお しくゃゅぅ ╆すゅぅ 〉ぅかぅこいи きょぉょさしえょ さぉくょうц っいぉい ぉゅくぉくう ぉ 
ゅくかょ くしたぅ しぉくょゃくи けくえぅ けくゅこぅさしょし 』ょおぅи さなき かくうк ╆ぇく くき さえぅあぅおц きょ すかょこ ぇな い くき 
けくゅくぇきく ぇこぅしにのか ょゃくк 〉ぅかぅこに けくつおぅ い さしぅおぅ っいしに ぉ ゅくかょ くしたぅ さぉくょゃくк 
 

но ¨こくつおく かきくゃく ぉこょかょきいи い すかょこおぅ ゅくちに 』すいи っょきぅ ╆すゅなк ╆すゅぅи けくさおょ しくゃくи えぅえ 
あぅぉょこついおさの けょこいくゅ さえくこぇいи けくつょお ぉ 〉ぅかきす え さしこいゃすていか さえくし ょゃくи さぅか い 《いこぅи ゅこすゃ 
ょゃくи ′ゅくおおぅかいしのきいきк нп ╆ すぉょゅくかいおい 〉ぅかぅこにи ゃくぉくこのц ぉくしи さぉょえくこ しぉくう いゅょし ぉ 
〉ぅかきす さしこいちに さえくし さぉくうк нр ╆ さきのおぅ くきぅ さ さょぇの くゅょっゅす ぉゅくぉさしぉぅ さぉくょゃくи あぅえこなおぅ 
おいたく さぉくょ けくえこなぉぅおくか いи あぅえこなぉついさにи さょおぅ す ぉくこくし ╃きぅいかぅи ちしく きぅ ゅくこくゃょ ぉ 〉ぅかきすк 
╆ぇく ぉいゅょおぅ くきぅи ちしく 』ょおぅ ぉなこくさи い くきぅ きょ ゅぅきぅ ょかす ぉ っょきなк нс ╆ すぉいゅょお ょょ ╆すゅぅ い 
けくちょお ょょ あぅ ぇおすゅきいたすи けくしくかす ちしく くきぅ あぅえこなおぅ おいたく さぉくょк нт ′き けくぉくこくしいおさの え きょう 
い さえぅあぅおц ぉくうゅす の え しょぇょк ╆ぇく きょ あきぅおи ちしく ぬしく きょぉょさしえぅ ょゃくк ′きぅ さえぅあぅおぅц あぅけおぅしいつに 
おい しな かきょи ょさおい ぉくうゅょつに えく かきょы ну ′き くしぉょしいおц の けこいつおね しょぇょ えくあおょきえぅ いあ さしぅゅぅк 
╋く くきぅ さえぅあぅおぅц ゅぅつに おい しな かきょ あぅおくゃи けくえぅ けこいつおょつに ょゃくы нф ╆ さえぅあぅお くきц えぅえくう 
ゅぅしに しょぇょ あぅおくゃы ′きぅ くしぉょしいおぅц けょちぅしに しぉくねи い けょこょぉのあに しぉくねи い けくさくそ しぉくうи 
えくしくこなう ぉ こすえょ しぉくょうк ╆ ゅぅお くき ょう い ぉくつょお え きょうч い くきぅ あぅちぅおぅ くし きょゃくк нх ╆и ぉさしぅぉи 
けくつおぅи さきのおぅ さ さょぇの けくえこなぉぅおく さぉくょ い くゅょおぅさに ぉ くゅょっゅす ぉゅくぉさしぉぅ さぉくょゃくк 
 

ом ╆すゅぅ けくさおぅお えくあおょきえぅ ちょこょあ ゅこすゃぅ さぉくょゃく ′ゅくおおぅかいしのきいきぅи ちしくぇな ぉあのしに あぅおくゃ いあ 
こすえい っょきていきなи きく くき きょ さかくゃ きぅうしい ょょк он ′き さけこくさいお っいしょおょう しくゃく かょさしぅи ゃくぉくこのц 
ゃゅょ ぇおすゅきいたぅи えくしくこぅの ぇなおぅ ぉ ╃きぅいかょ けこい ゅくこくゃょы ╋く さえぅあぅおい くきいц あゅょさに きょ ぇなおく 
ぇおすゅきいたなк оо ╆ ぉくあぉこぅしいおさの くき え ╆すゅょ い さえぅあぅおц «ぃ きょ きぅつょお ょょч ゅぅ い っいしょおい かょさしぅ 
しくゃく さえぅあぅおいц あゅょさに きょ ぇなおく ぇおすゅきいたな»к оп ╆すゅぅ さえぅあぅおц けすさしに くきい ぉくあにかすし ょょ さょぇょи 
ちしくぇな しくおにえく きょ さしぅおい きぅゅ きぅかい さかょのしにさのк ╀くしи の けくさなおぅお ぬしくゃく えくあおょきえぅи きく しな きょ 
きぅつょお ょょ»к 
 

ор ¨こくつおく くえくおく しこょそ かょさのたょぉи い さえぅあぅおい ╆すゅょц «〉ぅかぅこにи きょぉょさしえぅ しぉくのи ぉけぅおぅ ぉ 
ぇおすゅи い ぉくしи ぇょこょかょききぅ くきぅ くし ぬしくゃく ぇおすゅぅ»к ╆すゅぅ さえぅあぅおц «╀なぉょゅいしょ ょょи い けすさしに くきぅ 
ぇすゅょし さくっっょきぅ»к ос ╋く えくゃゅぅ ぉなぉくゅいおい ょょи くきぅ けくさおぅおぅ さえぅあぅしに さぉょえこす さぉくょかすц «ぃ 
ぇょこょかょききぅ くし しくゃくи えくかす けこいきぅゅおょっぅし ぬしい ぉょてい»к ╆ ゅくぇぅぉいおぅц «〈あきぅぉぅうи ちにの ぬしぅ 
けょちぅしに い けょこょぉのあに い けくさくそ»к от ╆すゅぅ すあきぅお ぬしい ぉょてい い さえぅあぅおц くきぅ けこぅぉぅ ぇくおょょ ちょか 
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のи けくしくかす ちしく の きょ ゅぅお ょょ 』ょおょи さなきす かくょかす»к ╆ きょ けくあきぅぉぅお ょょ ぇくおょょк оу ╈くゃゅぅ 
きぅさしすけいおく ぉこょかの こくゅくぉ ょょ くえぅあぅおくさにи ちしく ぇおいあきょたな ぉ すしこくぇょ ょょк оф ╆ ぉく ぉこょかの 
こくゅくぉ ょょ けくえぅあぅおぅさに こすえぅч い ぉあのおぅ けくぉいぉぅおにきぅの ぇぅぇえぅ い きぅぉのあぅおぅ ょかす きぅ こすえす 
えこぅさきすね きいしにи ちしくぇな くぇくあきぅちいしにц ぬしくし ぉなつょお けょこぉなうк ох ╋く くき ぉくあぉこぅしいお こすえす 
さぉくねч い ぉくしи ぉなつょお ぇこぅし ょゃくк ╆ くきぅ さえぅあぅおぅц «╈ぅえ しな こぅさしくこゃ さょぇょ けこょゃこぅゅすы» ╆ ゅぅおい 
ょかす いかの 〉ぅこょさк пм ¨くしくか ぉなつょお ぇこぅし ょゃく さ えこぅさきくう きいしにね きぅ こすえょк ╆ ゅぅおい ょかす いかの 
╅ぅこぅк д┿なしいょи пфе 
 

╀くけこくさな ゅおの くぇさすっゅょきいの 

《ぅこぅえしょこ 〉ぅかぅこに ぉけょこぉなょ けこくのぉおのょしさの ちょこょあ さくけくさしぅぉおのょかなょ けぅこぅおおょおにきく しくちえす 
あこょきいの ╆すゅな い いきせくこかぅたいねи けこょゅくさしぅぉおょききすね こぅささえぅあちいえくかк ╀ しく ぉこょかの えぅえ しょえさし 
こぅあとのさきのょしи ちしく けこいちいきくう さかょこしい ょゃく けょこぉなそ ゅぉくいそ さなきくぉょう のぉおのょしさの いそ 
さくぇさしぉょききくょ ゅすこきくょ けくぉょゅょきいょи ╆すゅぅ けこょゅけいさなぉぅょし いそ ゃいぇょおに 〉ぅかぅこに い くけぅさぅょしさの 
あぅ っいあきに さぉくょゃく けくさおょゅきょゃく さなきぅк ╈ぅえ ぬしい ゅぉょ ゅぉくうさしぉょききなょ しくちえい あこょきいの ぉおいのねし 
きぅ ╀ぅつょ かきょきいょ く 〉ぅかぅこにы ¨こいきいかぅょしょ おい ╀な さくぉけぅゅょきいょи ちしく くぇぅ さなきぅ けくゃいぇおい 
けくさおょ しくゃくи えぅえ くきい けこくっいぉぅおい さ 〉ぅかぅこにы ‶ぅあゅょおのょしょ おい ╀な けくゅくあこょきいの い くけぅさょきいの 
╆すゅなы ′けぅさきぅ おい 〉ぅかぅこにы 

 

╋ぅゅょぉ きぅ さょぇの くゅょっゅな ぇおすゅきいたな す すさしこくいぉついさに す ゅくこくゃいи 〉ぅかぅこにи おいたく えくしくこくう 
さえこなしく ぉすぅおにねи くしえこなしく い すぉょこょききく こぅあゃくぉぅこいぉぅょし さ ╆すゅくうк ╀ えぅっゅくう いあ さぉくいそ 
かきくゃくちいさおょききなそ こくおょう – さすけこすゃいи きょぉょさしえいи ぇおすゅきいたな – しくこゃくぉえいи けおょききいたなи 
けこいゃくぉくこょききくう え さかょこしいи くけこぅぉゅぅききくう ぇおぅゃくちょさしいぉくう っょきていきなи こくっぅねてょう 
かぅしょこいи ちしく さえこなぉぅょし しょえさし く 〉ぅかぅこに い きぅくぇくこくしи えぅえいょ ぅさけょえしな くき こぅさえこなぉぅょしы 
′ぇこぅしいしょ ぉきいかぅきいょ きぅ くさくぇょききくさしい そぅこぅえしょこぅи ちぅさしく けくゅちょこえいぉぅょかなょ 
いあかょきょきいのかい ぉ «えくさしねかょ»к ╈ぅえいか くぇこぅあくか ょょ さおくっきぅの おいちきくさしに ぉおいのょし きぅ ╆すゅす い 
ぉなあなぉぅょし ぉ きょか けこょぉこぅてょきいのы 

 

╃ょ のあなえ さくくしぉょしさしぉすょし ぉなこぅっょきいのかи さ けくかくてにね えくしくこなそ くき い ょゃく ぇこぅしにの くぇてぅおいさに 
さ くしたくか ぇすえぉぅおにきく あぅ きょさえくおにえく さしこくせ ゅく ぬしくゃくк ╈くゃゅぅ くきい けこいきくさのし くゅょっゅす 
╆くさいせぅи きぅさえぉくあに けこくけいしぅききすね えこくぉにね こょぇょきえぅ けくさおょ けこくゅぅっい ょゃく ぉ こぅぇさしぉくи くきい 
けこくいあきくさのしц «けくさかくしこいи さなきぅ おい しぉくょゃく ぬしぅ くゅょっゅぅи いおい きょし»к д┿なしいょи пуцпое ¨くちょかす 
〉ぅかぅこに けくゅぉょこゃぅょし さくぇさしぉょききすね っいあきに くけぅさきくさしいи ょさおい くきぅ かくゃおぅ ぇな けすぇおいちきく 
けこょゅくさしぅぉいしに ゅくえぅあぅしょおにさしぉぅ くしぉょしさしぉょききくさしい ╆すゅな あぅ ょょ ぇょこょかょききくさしにы 

 

[くゃおぅさきく こくゅくさおくぉきくうи けこょゅさしぅぉおょききくう ぉ えくきたょ ╈きいゃい ‶すせにи 〉ぅかぅこに のぉおのょしさの 
けこょゅえくか 》ぅこの ╂ぅぉいゅぅи かぅしょこにね こくゅくさおくぉきくう かょささいぅきさえいそ ょぉこょょぉк ╃ょ くぇこぅてょきいょ え  
くさすっゅぅょかくう さょえさすぅおにきくさしい けこいさくょゅいきのょしさの え こくゅくさおくぉきくう かょささいいк  
╈ぅえいか くぇこぅあくか そぅこぅえしょこ 〉ぅかぅこに い ぅえしいぉいあか ゅぅょし いおい きぅくぇくこくしи きょ ゅぅょし きぅゅょっゅす 
きぅ すぉょこょききくさしに けこい ぉなえすけょы 
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[さなおえい ゅおの さけこぅぉくえ  
[たょきな さくぇおぅあきょきいの 〉ぅかぅこに のぉおのねしさの けこょゅかょしくか かきくゃいそ そすゅくっょさしぉょききなそ 
けこくいあぉょゅょきいうк ¨く ささなおえょ http://www.nationalgallery.org.uk/cgi-

bin/WebObjects.dll/CollectionPublisher.woa/wa/work?Number=l593  

ぉな かくっょしょ くあきぅえくかいしにさの さ かぅさおくか ゃくおおぅきゅさえくゃく そすゅくっきいえぅ をこし ゅょ ╁ょおゅょこぅ днтрс -
нуоуеи いあくぇこぅっぅねてょう かくかょきしи えくゃゅぅ 〉ぅかぅこに しこょぇすょし くし ╆すゅな あぅおくゃк 
 

[かくしこいしょ しぅえっょ ぉょこさいね せこぅきたすあさえくゃく そすゅくっきいえぅ ′こぅぞさ ╀ょこきょぞ  днуфх-нфтпе けく 
ささなおえょ http://www.artrenewal.org/asp/database/image.asp?id=10619  

 

╂いさえすささいの けく けくぉくゅす ゃくしくぉきくさしい 〉ぅかぅこに けくっょこしぉくぉぅしに さくぇくう こぅゅい ちょさしい ╆すゅな 
けこょゅさしぅぉおょきぅ けく ささなおえょ  

http://www.geocities.com/m_yericho/ravkook/VAYESHEV_65.htm  

 

╈こぅしえいょ ぉなぉくゅな 

╀ ぬしくう ゃおぅぉょи 〉ぅかぅこに けくえぅあなぉぅょしи ちしく ぉおぅさしに – ぬしく きょ しくおにえく せすきえたいの 
くぇてょさしぉょききくゃく さしぅしすさぅи くきぅ しぅえっょ きょ くぇのあぅしょおにきく きぅけこぅぉおょきぅ きぅ けくゅぅぉおょきいょ 
ゅこすゃくう おいちきくさしい いおい けこくしいぉ きょょк ╀ しく ぉこょかのи えぅえ ╆すゅぅ いさけくおにあすょし дあおくすけくしこょぇおのょしе 
さぉくう さしぅしすさ けぅしこいぅこそぅи っょさしえく しこょぇすの さくっっょきいの さぉくょう きょぉょさしえいи 〉ぅかぅこに 
けこょゅけくちいしぅょし ゅこすゃすね かくゅょおにк [いおにきく こいさえすのи くきぅ いあかょきのょし さぉくね さくぇさしぉょききすね い 
さょかょうきすね さすゅにぇす あぅ さちょし いさえおねちいしょおにきく こぅあすかきくゃく い けこくさしくゃく いさけくおにあくぉぅきいの 
ぉおぅさしいк 〉ぅかぅこに ゅくさしいゃぅょし さぉくいそ たょおょうи けくかくゃぅの しこぅきさせくこかぅたいい さぉくょゃく えおょぉょしきいえぅк  
 

[おくっきなう そぅこぅえしょこ 〉ぅかぅこに けょこょさょえぅょし すさおくぉきなょ い かぅこゃいきぅおにきなょ くぇてょさしぉょききなょ 
こくおいк ╃ょ さょえさすぅおにきくさしに のぉおのょしさの くゅきくう いあ ゃおぅぉきなそ けょこょかょききなそ ぉ しこぅきさせくこかぅたいのそи 
けこくいさそくゅのていそ さ きょうк ′きぅ かぅさしょこさえい さくょゅいきのょし あぅえくききくょ い きょあぅえくききくょи ゅく えくきたぅ 
くしさしぅいぉぅの さぉくい たょおい い かょしくゅなк ╆すゅぅи けょこょそいしこょききなう ょょ ぇおぅゃくちょさしいぉくう 
すぇょっゅょききくさしにねи さ ゃくしくぉきくさしにね えぅけいしすおいこすょしи けこいあきぅぉぅの さぉくょ きょゅくかなさおいょ い 
ぉょおいちいょ 〉ぅかぅこにк  
 

╊ょしくゅくおくゃいちょさえいょ ぉくけこくさな 

]こいゅたぅしに ぉくさにかぅの ゃおぅぉぅ ┿なしいの かくっょし こぅささかぅしこいぉぅしにさのи えぅえ しょぅしこぅおにきぅの けくさしぅきくぉえぅи 
さくさしくのてぅの いあ このゅぅ ゅこぅかぅしいちょさえいそ さたょきк をしく けこょぉくさそくゅきなう けこくしくしいけ ゅおの ぉぉょゅょきいの 
けょゅぅゃくゃいちょさえくゃく かょしくゅぅ くゅきくゃく いあ ゃおぅぉきなそ すちいしょおょう ]ぅきぅそぅи ╋ょそぅかな ╉ょうぇくぉいたк 
[くゃおぅさきく こぅあこぅぇくしぅききくう ょね さいさしょかょи ぉ えぅちょさしぉょ けょこぉくゃく つぅゃぅ さおょゅすょし こぅあゅょおいしに 
ゃおぅぉな きぅ くさきくぉきなょ ちぅさしい い ゅぅしに いか きぅあぉぅきいの ぉ あぅぉいさいかくさしい くし さくゅょこっぅきいのк をしい 
くさきくぉきなょ ちぅさしい いおい さたょきな かくゃすし ぇなしに ゅぅおょょ けくゅこぅあゅょおょきな きぅ ぇくおょょ かょおえいょ ちぅさしい 
ぉ あぅぉいさいかくさしい くし しょか いおい ぉくけこくさくぉч くしゅょおにきなょ ちぅさしい かくゃすし ぇなしに さくぉさょか 
きょぇくおについかいи こぅあかょこくか さ けくおくぉいきす くゅきくう さしこくせなк ╋ぅ さおょゅすねてょか ぬしぅけょ え えぅっゅくかす 
いあ けくゅこぅあゅょおくぉ せくこかすおいこすょしさの ぉくけこくさк をしく - けょこぉなょ つぅゃいи えくしくこなょ 
けくゅゃくしぅぉおいぉぅねし え ぉきいかぅしょおにきくかす ちしょきいね しょえさしぅ い ぉけくさおょゅさしぉいい え いあすちょきいね 
ぇいぇおょうさえいそ けぅこつぅきいかи えくかかょきしぅしくこくぉ. 

http://www.nationalgallery.org.uk/cgi-bin/WebObjects.dll/CollectionPublisher.woa/wa/work?Number=l593
http://www.nationalgallery.org.uk/cgi-bin/WebObjects.dll/CollectionPublisher.woa/wa/work?Number=l593
http://www.artrenewal.org/asp/database/image.asp?id=10619
http://www.geocities.com/m_yericho/ravkook/VAYESHEV_65.htm

