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╄╃╋[╈╆╃ ╉╆╈╆ – [╀ぃ【╃╋╋‒╃ ╅╃‶╈┾╉┾ 

 

¨ょこぉくいさしくちきいえ 

¨くさおょ ┿くっょさしぉょききくゃく くしえこくぉょきいの きぅ ╁くこょ [いきぅうи ┿-ゃ こぅさえこなぉぅょし ╆あこぅょおいしぅか けおぅき 
さしこくいしょおにさしぉぅ さぉのしくゃく かょさしぅи ゃゅょ ぇくっょさしぉょききくょ ¨こいさすしさしぉいょ けくさしくのききく ぇすゅょし 
きぅそくゅいしにさの さこょゅい きいそк ┿くおにつぅの ちぅさしに ぇいぇおょうさえくう えきいゃい ╆さそくゅぅ あぅきのしぅ すえぅあぅきいのかい 
けく さしこくいしょおにさしぉす ]ぅぇょこきぅえおぅи かいつえぅきぅк をしくし けこくょえし しこょぇすょし ぉえおぅゅぅ ぉさょそ ちおょきくぉ 
くぇていきなи ぉ あぅぉいさいかくさしい くし っょおぅきいの えぅっゅくゃく かすっちいきな い っょきていきなк ╂おの 
さしこくいしょおにさしぉぅ ぇょこすしさの さぅかなょ こぅあきなょ かぅしょこいぅおな いあ こぅさしいしょおにきなそи っいぉくしきなそи 
かいきょこぅおにきなそ い かくこさえいそ いさしくちきいえoぉи ゅこぅゃくたょききなょ い くぇなゅょききなょи えこぅつょききなょ い 
くぇこぅぇくしぅききなょ かぅしょこいぅおなк ‶ぅあきくくぇこぅあいょ かぅしょこいぅおくぉ さいかぉくおいあいこすょし こぅあきいたす 
かょっゅす おねゅにかい い ぉえおぅゅ えぅっゅくゃく いあ きいそ ぉ さぉのてょききくょ えくおおょえしいぉきくょ けこょゅけこいのしいょк 
¨くゅこくぇきくょ こぅささかくしこょきいょ けこくょえしぅ こぅさえこなぉぅょし えぅえ さぅかす けくゅぉいっきすね えくきさしこすえたいねи 
しぅえ い いきさしこすかょきしなи いさけくおにあすょかなょ ぉく ぉこょかの さぉのてょききくう さおすっぇなк  
 

╂すそくぉきなう たょきしこ きぅこくゅぅ ╆あこぅいおの, かいつえぅきи さぉのあぅき さ こいしすぅおぅかいи いかょねていかい 
くしきくつょきいょ え くこゃぅきいあかす ちょおくぉょえぅи ょゃく たいえおぅか い せすきえたいのかи ぅ しぅえっょ くぇこぅてょきいょか さ 
せいあいちょさえいかい かぅしょこいぅおぅかいк 『いさしくしぅ こいしすぅおくぉ のぉおのょしさの くゅきいか いあ ぉなこぅっょきいう 
ゃくしくぉきくさしい ぉくうしい ぉ けくさしくのききく すぉょおいちいぉぅねてすねさの させょこす さぉのてょききくゃく けこくさしこぅきさしぉぅ 
さ しょかи ちしくぇな すちぅさしぉくぉぅしに ぉ さぉのてょききなそ ゅょのきいのそк ′ちいてょきいょ ぉくゅくう のぉおのょしさの せくこかくう 
くちいてょきいのи えくしくこなょ さくぇおねゅぅねし しょи えしく けこいきいかぅょし すちぅさしいょ ぉ さおすっぇょ い しょи えしく ょょ 
きょけくさこょゅさしぉょききく けこくぉくゅいしк ╂おの ぬしくう たょおい いあゃくしくぉおのねしさの さけょたいぅおにきなょ さくさすゅな ゅおの 
くかくぉょきいのи えくしくこなかい ゅくおっきな けくおにあくぉぅしにさの っこょたな ぉく ぉこょかの さおすっぇなк ╄ょきていきな 
ゃくしくぉな けこいきょさしい けくっょこしぉくぉぅきいのи えくしくこなょ かくゃおい ぇな ぇなしに いさけくおにあくぉぅきな ぉ えぅちょさしぉょ 
かぅしょこいぅおぅ ゅおの いあゃくしくぉおょきいの さくさすゅくぉ ゅおの くかくぉょきいのк 
 

┿いぇおょうさえいょ いさしくちきいえい 

 

以旭鮎 安芦庵安葵闇 慰渥盡葦袷葵闇葦庵 按闇-.慰鯵位鮎渥眤 安 旭皹鯵位    椅 旭皹鯵暗葵偉 睛眥葦杏葵庵 椅 旭皹鯵暗葵偉 慰睛眇握眩 芦椅闇 握皺芦夷葵庵 暗闇--依闇渥盡 睛椅鯵鮎 芦睫葦椅芦偉葵庵 ;安芦惟葵暗芦慰葵以- 以旭安鯵鮎
.伊握闇 芦位 安芦眞 芦皹 芦睫葦椅芦偉葵庵 葦暗渥盡葵按 握眞葦安 依闇渥或蘯 袷渥夷睛位     芦或蘯 依鯵慰穐安盖 蘯惟穐暗芦慰葵庵 案闇椅旭鮎 蘯眥 旭眞握位 庵闇芦偉-椅旭鮎葵庵 伊旭安闇渥袷葵闇-.伊旭安闇渥以葵粟葦慰     伊盒鯵或葵盡 杏

以旭鮎-蘯惟穐暗葵慰握闇 袷渥夷睛位 以旭安鯵鮎-伊握闇 葦位--以旭鮎 伊芦睫 葵皹握粟葵或 睛鮎 ;蘯椅梓位芦闇 鮎鯵以葵庵-.安芦庵安闇葦以 安 旭盂握鮎 慰闇 握案葵意葦安葵以 椅渥慰 芦皹葵以 葦暗渥盡葵按 握眞葦安     鮎杏
意芦暗 伊旭安芦以 安 芦椅葵闇 芦安葵庵 ;蘯椅梓位芦闇 鮎鯵以葵庵 伊旭安闇渥以葵粟葦慰葵庵 伊旭安闇渥袷葵闇 蘯惟穐暗芦慰葵庵- 芦以睛夷)以 椅庵位易( .伊 芦椅鯵慰鯵袷葵以 睛夷葵慰葦按葵以蘯 睛以 伊  

 

ну ╆ さえぅあぅお ╁くさけくゅに ╊くいさょねи ゃくぉくこのц нф «[ゅょおぅう すかなぉぅおにきいえ かょゅきなう ゅおの 
くかくぉょきいの い けくゅきくっいょ ょゃく かょゅきくょи い けくさしぅぉに ょゃく かょっゅす さえいきいょね さくぇこぅきいの い 
かょっゅす っょこしぉょききいえくかи い きぅおょう ぉ きょゃく ぉくゅなч нх い けすさしに ┾ぅこくき い さなきな ょゃく くかなぉぅねし 

いあ きょゃく こすえい さぉくい い きくゃい さぉくいч  ом えくゃゅぅ くきい ゅくおっきな ぉそくゅいしに ぉ さえいきいね さくぇこぅきいのи 
けすさしに くきい くかなぉぅねしさの ぉくゅくねи ちしくぇな いか きょ すかょこょしにч いおい えくゃゅぅ ゅくおっきな けこいさしすけぅしに え 
っょこしぉょききいえす ゅおの さおすっょきいのи ゅおの っょこしぉくけこいきくつょきいの ╁くさけくゅすи он けすさしに くきい 
くかなぉぅねし こすえい さぉくい い きくゃい さぉくい ぉくゅくねи ちしくぇな いか きょ すかょこょしにч い ぇすゅょし いか ぬしく 
すさしぅぉくか ぉょちきなかи ょかす い けくしくかえぅか ょゃく ぉ こくゅな いそк д╆さそくゅи пме 
 



ICJW Online Study Program 
 

“Biblical Women” 
By Dr. Bonna Devora Haberman 

 

2 

椅 旭皹鯵暗葵偉 睛眥葦眩 椅渥鮎葵庵 椅 旭皹鯵暗葵偉 慰睛眇握眩葦安 椅渥鮎 皺葦夷葦眇葦庵 暗--( .袷渥夷睛位 以旭安鯵鮎 暗葦椅旭眷 蘯鮎葵或芦惟 慰 旭皹穐鮎 椅鯵鮎葵或鯵眸葦安 椅鯵鮎葵慰葦位葵盡 椅庵位易
暗以) 

ф ╆ さゅょおぅお すかなぉぅおにきいえ いあ かょゅい い けくゅきくっいょ ょゃく いあ かょゅい さ いあのてきなかい 
いあくぇこぅっょきいのかいи すえこぅつぅねていかい ぉそくゅ さえいきいい さくぇこぅきいのк д╆さそくゅи пфе 
 

以芦眩 椅渥鮎 夷葦位 芦皹葵庵 ;袷鯵鮎葵位 依渥意芦按 闇握以渥夷葵庵 或杏-以芦杏葵以 庵闇芦偉芦盡 依蘯皺穐夷葦闇 慰 旭皹穐鮎-慰 旭皹穐鮎 椅渥鮎葵庵 以渥鮎芦慰 葵皺握闇-椅旭鮎 依蘯或葵眩 葵皹握闇-伊闇 握皹芦眥葦安   椅睛鮎葵或鯵眸葦安
 渥夷睛位 以旭安鯵鮎 暗葦椅旭眷.袷     葦夷渥位鯵皹 闇握杏鯵偉盒 慰 旭皹穐鮎 安旭眤渥鮎芦安 伊闇握慰芦或葵盧葦眩 依蘯皺穐夷 葦椅 安芦眞芦以 伊旭安芦以 慰旭位鮎鯵眇葦庵 粟杏 椅旭鮎- 伊闇握夷芦慰 伊旭杏闇渥慰葵或握盧

以芦眩 椅渥鮎渥位-或 ,鮎 以鮎庵位皹( .安旭眤渥鮎 伊芦夷芦安 ) 

 

╈くかかょきしぅしくこな  
‶ぅつい くぇ ╆さそくゅょ пфцф [‶ぅぉぉいき 』おくかく ╆たそぅえいи нмрм-ннмси せこぅきたすあさえいう ぇいぇおょうさえいう 
い しぅおかすゅいちょさえいう えくかかょきしぅしくこ] 
〈 っょきさえくゃく きぅさょおょきいの ╆あこぅいおの ぇなおい あょこえぅおぅ, えくしくこなょ くきく いさけくおにあくぉぅおく и えくゃゅぅ 
けこいそくこぅついぉぅおくさに. ╈くゃゅぅ っょきていきな けこょゅおくっいおい ぬしい あょこえぅおぅ ぉ えぅちょさしぉょ けくゅぅこえくぉ 
ゅおの ╊いつえぅきぅи きょかょゅおょききくう こょぅえたいょう ╊くいさょの ぇなおく くしえぅあぅしに いかи けくさえくおにえす くきい 
ぇなおい さゅょおぅきな ゅおの yetzer haraи けくこくちきくう きaえおくききくさしい [きぅけこいかょこи ゅおの さょえさすぅおにきなそ 
たょおょう – さゅょおぅしに さょぇの えこぅさいぉくう い あぅさしぅぉいしに さすけこすゃa けくおねぇいしに さょぇの]к ┿-ゃ さえぅあぅお ょかすц 
«¨こいかい いそ!» - ′きい たょききょょ ゅおの かょきのи ちょか ぉさょ ゅこすゃいょ ゅぅこな! – けくしくかす ちしく いかょききく ぬしい 
あょこえぅおぅ ぉ きょさかょしきくか えくおいちょさしぉょ たぉぅくし くきい けこいきょさおい ぉ かいこи えくゃゅぅ ぇなおい ぉ ╃ゃいけしょ»к 
╈くゃゅぅ いそ さすけこすゃい ぇなおい すしくかおょきな こぅぇさえいか しこすゅくかи っょきていきな けこいそくゅいおい え きいかи 
けこいきくさいおい ょゅす い けいしにょ い えくこかいおい いそк ′きい けこいきくさいおい さ さくぇくう あょこえぅおぅи い えぅっゅぅの 
っょきていきぅ さかくしこょおぅさに さく さぉくいか さすけこすゃくか ぉ あょこえぅおく い くぇくおにてぅおぅ ょゃくи けこくいあきくさの 
さおくぉぅц «ぃ えこぅさいぉょょ しょぇの»к ′きい ゅょおぅおい さょぇの っょおぅききなかいи さすけこすゃい おねぇいおい ゅこすゃ ゅこすゃぅи 
い っょきていきな ぇょこょかょきょおい дぉ けくおのそеи えぅえ さえぅあぅきく ц «¨くゅ のぇおくきょう こぅあぇすゅいおぅ の しょぇの» 
д¨ょさきい [くおくかくきぅи фцсек ╆ ぉくし けくちょかす [きぅ いぉこいしょ さおくぉく «あょこえぅおく» あぉすちいしи えぅえ] 
かぅこくし たくぉくし かくっょし ぇなしに けこくちいしぅきく えぅえ «あょこえぅおぅ っょきさえいそ おいえくぉ»к 
 

‶ぅかぇぅき дきぅ くさきくぉぅきいい えくかかょきしぅこいの ╆ぇき をあこなе [‶ぅぉぉいき ╊くつょ ぇょき ╋ぅそかぅきи ннхр-

ноуми いさけぅきさえいう かいさしいちょさえいう ぇいぇおょうさえいう えくかかょきしぅしくこ] 
╄ょきていきな くぇなちきく さかくしこのしさの ぉ あょこえぅおく - さゅょおぅききくょ いあ かょゅい いおい さしょえおぅ – えぅっゅくょ 
すしこくи ちしくぇな けこいぉょさしい ぉ けくこのゅくえк さぉくね けこいちょさえす … [こょゅい ╆あこぅょおいしくぉ ぇなおい 
くけこょゅょおょききなょ っょきていきなи けくおきくさしにね けこょゅぅききなょ ぇくゃくさおすっょきいね い くしさしこぅきのぉついそさの 
くし かいこさえいそ っょおぅきいうк ′きい けくっょこしぉくぉぅおい さぉくい あょこえぅおぅ ぉ ╊いつえぅきи けくさえくおにえす す きいそ 
きょ ぇなおく ぇくおにつょ くさきくぉぅきいう ゅおの すえこぅつょきいのк をしい っょきていきな けこいそくゅいおい えぅっゅなう ゅょきに 
え 』ぅしこす ╀さしこょち かくおいしにさの い すさおなつぅしに けくゅこくぇきなょ かいたぉくしк  
 

╈ぅえくぉく あきぅちょきいょ けこいさすしさしぉいの っょきていきな い ゅぅこょきいのы 

 

╀くけこくさな ゅおの くぇさすっゅょきいの 

]くこぅ しこょぇすょし してぅしょおにきくう けくゅゃくしくぉえい しょおぅ え さぉのてょききくう さおすっぇょч けこい 
けこょきょぇこょっょきいい ぬしいかい けこょゅけいさぅきいのかい きぅさしすけぅねし さすこくぉなょ けくさおょゅさしぉいのк ╈ぅえくぉく 
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あきぅちょきいょ い ぉぅっきくさしに ゅぅききなそ くゃこぅきいちょきいう ぉ ╀ぅつょう えくきたょけたいい さぉのしくさしいы ╈ぅえ 
ちいさしくしぅ い えこぅさくしぅ さくくしきくさのしさの さく さぉのしくさしにねы 

 

╂ぉぅ えくかかょきしぅしくこぅи ‶ぅつい い ‶ぅかぇぅきи いさけくおにあすねし ゅぉぅ ゅいぅかょしこぅおにきく 
けこくしいぉくけくおくっきなそ けくゅそくゅぅ え くゅきいか い しょか っょ ぇいぇおょうさえいか しょえさしぅかк ╆そ 
けこょゅけくおくっょきいの い くたょきえい おょっぅし ぉ くさきくぉょ いそ えくかかょきしぅこいょぉк [くけくさしぅぉにしょ 
けこくしいぉくけくおくっきなょ しくちえい あこょきいの ぬしいそ ゅぉすそ えくかかょきしぅしくこくぉк ╈ぅえいょ ぉあゃおのゅな きぅ 
ぉあぅいかくくしきくつょきいょ けくおくぉ い さょえさすぅおにきくさしに さぉくうさしぉょききな えぅっゅくかすы 

 

╊くっょし おい ぇなしに えぅえぅの-きいぇすゅに さぉのあに かょっゅす ぇくっょさしぉょききなか ╆かょきょかи «┿-ゃくか 
[ぅぉくぅせくか» い ささなおえくう きぅ っょきさえいょ おいえい ぉ ぬしいそ くしこなぉえぅそы 

 

╈ぅえいか くぇこぅあくか さしこくせな ぉ н [ぅかすいおょ ぉおいのねし きぅ ぉぅつe けくきいかぅきいょ しょえさしぅ く っょきさえいそ 
おいえぅそ ぉ ╆さそくゅょ? 

 

‶ぅささかくしこいしょ ぉくけこくさな えくここすけたいいи きょけこぅぉいおにきくゃく くぇこぅてょきいのи さょえさすぅおにきくさしいи 
ぉあぅいかくくしきくつょきいの けくおくぉ い ぉおぅさしいк 
 

╈ぅえ っょきさえいょ おいえい くおいたょしぉくこのねしлけこくぇすっゅぅねしлぇこくさぅねし ぉなあくぉ えくきたょけたいのかи ゃゅょ 
けょこょさょえぅねしさの さぉのしくさしにи ちいさしくしぅ い さょえさすぅおにきくさしにы 

 

[さなおえい ゅおの さけこぅぉくえ  
′ぇこぅあょた えくかかょきしぅこいの ╋ょそぅかな ╉ょうぇくぉいた けく ぉくけこくさぅかи さぉのあぅききなそ さ さくさすゅくか ゅおの 
くかくぉょきいう い けくゅさしぅぉえくう けくゅ きょゃく – けく ささなおえょ 

http://www.jafi.org.il/education/torani/NEHAMA/pekudei.html  

 

╆きせくこかぅたいの く ぇくっょさしぉょききくか ╆かょきい – けく ささなおえょ 

http://jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/name.html  

 

╈こぅしえいょ ぉなぉくゅな 

╄ょきさえいょ くぇこぅあな ゅょおぅねし ゅくぉくおにきく けこくしいぉくこょちいぉくょ っょこしぉくけこいきくつょきいょи 
えくおおょえしいぉきくかす さぉのしくかす けこくょえしす さくくぇてょさしぉぅ ╆あこぅょおいしくぉи かいつえぅきぅи ]ぅぇょこきぅえおぅк 
[くゃおぅさきく くゅきくう かいゅこぅついさしさえくう しこぅゅいたいいи ょぉこょうさえいう ぉくっゅに ╊くいさょう くしえぅあなぉぅょしさの 
けこいきのしに ゅぅこ дかょゅきなょ あょこえぅおぅеи けくさえくおにえす しくし さぉのあぅき さ ちすぉさしぉょききくさしにね い 
さすょしきくさしにねк ╀ しく ぉこょかの えぅえ くゅいき えくかかょきしぅしくこ いてょし くさきくぉぅきいの ゅおの ぅさえょしいちょさえくう 
っょきさえくう さょえしなи さしくこくきのてょうさの さょえさすぅおにきくさしいи ゅこすゃくう くけこくぉょこゃぅょし さえおくききくさしに え 
そぅきっょさしぉす い ゅょおぅょし けくゅちょこえきすしく さぉのしくょ あぅのぉおょきいょ く ぉぅっきくさしい ゅぅこぅ っょきていき ぉ 
かいつえぅき  ぉ さぉのあい さ ゅすそくぉきくさしにね さょえさすぅおにきくさしい い ぉくさけこくいあぉくゅさしぉくか けくしくかさしぉぅк 
 

¨こくたょささ いあすちょきいの こぅあおいちきなそ ぉあゃおのゅくぉ きぅ っょきさえいょ くぇこぅあな くしこぅっぅょし さえこなしなょ 
けこょゅけくおくっょきいの い ぉあぅいかくくくしきくつょきいい けくおくぉи さょえさすぅおにきくさしいи くしこぅっょきいのそ い さぉのしくさしい 
ぉ さいのねていそ かょゅきなそ あょこえぅおぅそк 

http://www.jafi.org.il/education/torani/NEHAMA/pekudei.html
http://jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/name.html
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╊ょしくゅくおくゃいちょさえいょ ぉくけこくさな 

╆ゅょくおくゃいのи かいこくぉくああこょきいょ い けこょゅけくおくっょきいの けょこょゅぅねしさの ぉさょかい えくかかょきしぅこいのかい え 
]くこょ い しょえさしaかい ぉ たょおくかц きょ さすてょさしぉすょし しくちょえ あこょきいのи さぉくぇくゅきなそ くし くたょきくえк 
′しきくつょきいの え っょきていきょи さょえさすぅおにきくさしいи こくおのか い けくおくっょきいね ぉ くぇてょさしぉょ ちぅさしく 
せくこかいこすねし えくかかょきしぅこいいи ぅ しぅえっょ ねこいゅいちょさえいょ い さくたいぅおにきなょ きくこかなи 
ぉなしょえぅねていょ いあ きいそк [しょけょきに い けこぅぉくかょこきくさしに しぅえくゃく こくゅぅ ぉあぅいかくさぉのあい のぉおのねしさの 
けこょゅかょしくか ゅいさえすささいうк ¨こょゅぉあのしなょ しくちえい あこょきいの あぅちぅさしすね きょ ゅぅねし ぉくあかくっきくさしに 
すちぅさしぉくぉぅしに っょきていきょ ぉ くぇてょさしぉょききくう ょぉこょうさえくう っいあきいк ¨こくぉょこえぅ い くたょきえぅ きぅついそ 
ぉあゃおのゅくぉи たょおょう い いさそくゅきなそ けこょゅけくさなおくえи ぅ しぅえっょ いそ ぉおいのきいの きぅ ょぉこょうさえすね っいあきに 
い けこぅえしいえす のぉおのねしさの こょつぅねていかい ゅおの けこくたょささぅ いあすちょきいの ]くこな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 

 

 


