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ちかさそすかせおあぬけみすけ たつけにそしそえそ-すかおけさそ-たかおあえそえけねかつさそこ さそすけつつけけ しけいそ せあ そいとねかせけか たそ 
けせおけうけおとあしへせそすと とねかいせそすと たしあせとг 

2.5.『かのかせけか  そ  たかちかうそおか  とねあはけにつみ  う  つしかおとまはけこ  さしあつつ  たちけせけすあかてつみ  
たかおあえそえけねかつさけす   つそうかてそす け  そなそちすしみかてつみ   たちけさあくそす  おけちかさてそちあ  のさそしふг 

зглг 》かちかうそお  そいとねあまはけにつみ  けく  さしあつつあ   う さしあつつ う  たちかおかしあに  たあちあししかしけ  みうしみかてつみ  
さそすたかてかせぬけかこ 】ねちかきおかせけみ け  そつとはかつてうしみかてつみп 

  - たそ  たけつへすかせせそすと くあみうしかせけま ちそおけてかしかこр 

- せあ  そつせそうあせけけ  ちかのかせけみ たつけにそしそえそ-すかおけさそ-たかおあえそえけねかつさそこ さそすけつつけけр 

- せあ  そつせそうあせけけ  ちかのかせけみ 》かおあえそえけねかつさそえそ   つそうかてあ  のさそしふр 

- たちけ  なそちすけちそうあせけけ  たちそなけしへせそえそ  さしあつつあг 

згмг  《いとねあまはけかつみ  すそえとて いふてへ  たかちかうかおかせふ  う  おちとえけか  そいちあくそうあてかしへせふか そちえあせけくあぬけけг 
《つせそうあせけか  け  たそちみおそさ  たかちかうそおあ そいとねあまはけにつみ う  おちとえとま  そいちあくそうあてかしへせとま  
そちえあせけくあぬけま とつてあせあうしけうあかてつみ  なかおかちあしへせふす   そちえあせそす けつたそしせけてかしへせそこ うしあつてけб  
そつとはかつてうしみまはけす なとせさぬけけ  たそ  うふちあいそてさか えそつとおあちつてうかせせそこ  たそしけてけさけ け  
せそちすあてけうせそ-たちあうそうそすと  ちかえとしけちそうあせけま う  つなかちか  そいちあくそうあせけみг 

3. Пそちみおそさ и  そつせそうあせиみ そてчиつしかせиみ  とчあщихつみ  и うそつたиてあせせиさそう. 

игжг 《つせそうあせけみすけ おしみ そてねけつしかせけみ けく 】ねちかきおかせけみ  みうしみまてつみп 

- そてねけつしかせけか  とねあはかえそつみ う  つうみくけ つ  たそしとねかせけかす  そいちあくそうあせけみ (くあうかちのかせけかす そいとねかせけみ)р 

- おそつちそねせそ  たそ  そつせそうあせけみすб  とつてあせそうしかせせふす たг игзг  せあつてそみはかえそ  》そしそきかせけみг 

игзг 《いちあくそうあてかしへせふか  そてせそのかせけみ  すそえとて いふてへ  たちかさちあはかせふ  おそつちそねせそ  う  つしかおとまはけに  
つしとねあみにп 

- たそ けせけぬけあてけうか  とねあはかえそつみ  けしけ ちそおけてかしかこ (くあさそせせふに たちかおつてあうけてかしかこ) 
せかつそうかちのかせせそしかてせかえそ  とねあはかえそつみб  う  てそす  ねけつしか  う  つしとねあか  たかちかうそおあ  とねあはかえそつみ   おしみ  
たちそおそしきかせけみ そつうそかせけみ  そいちあくそうあてかしへせそこ  たちそえちあすすふ  う  おちとえそか 】ねちかきおかせけかб  
そつとはかつてうしみまはとま そいちあくそうあてかしへせとま  おかみてかしへせそつてへр 

- たちけ  たかちかうそおか  う  つたかぬけあしへせそか (さそちちかさぬけそせせそか)  そいはかそいちあくそうあてかしへせそか  とねちかきおかせけか 
せあ  そつせそうあせけけ  くあさしまねかせけみ  たつけにそしそえそ-すかおけさそ-たかおあえそえけねかつさそこ  さそすけつつけけ  け  つそえしあつけみ   
ちそおけてかしかこ (くあさそせせふに  たちかおつてあうけてかしかこ)р 

- たそ  せあたちあうしかせけま とねあはかえそつみ  う  つたかぬけあしへせそか  とねかいせそ-うそつたけてあてかしへせそか  とねちかきおかせけか  
けしけ  うそつたけてあてかしへせそ-てちとおそうとま  さそしそせけま  う  つそそてうかてつてうけけ つ  たそつてあせそうしかせけかす 
(たちけえそうそちそす)  つとおあр 

- たそ  せあたちあうしかせけま  とねあはかえそつみ  せあ  えそつとおあちつてうかせせそか  うそつたけてあせけか  う  つしとねあか しけのかせけみ  
かえそ そたかさけ  ちそおけてかしかこ (くあさそせせふに  たちかおつてあうけてかしかこ)р 

- たそ  おそつてけきかせけま  さそせさちかてせふす  とねあはけすつみ  うそつかすせあおぬあてけしかてせかえそ うそくちあつてあ おしみ  
たそしとねかせけみ  つちかおせかえそ そいはかえそ  そいちあくそうあせけみ  たそ  そねせそこ  なそちすか  そいとねかせけみ;  

- たそ  そいつてそみてかしへつてうあすб  せか  くあうけつみはけす  そて  うそしけ  そいとねあまはかえそつみ  けしけ  ちそおけてかしかこ 
(くあさそせせふに  たちかおつてあうけてかしかこ) せかつそうかちのかせせそしかてせかえそ  そいとねあまはかえそつみ  け  そちえあせけくあぬけけб  
そつとはかつてうしみまはかこ そいちあくそうあてかしへせとま  おかみてかしへせそつてへб  う  てそす   ねけつしか  う  つしとねあか  
しけさうけおあぬけけ  そちえあせけくあぬけけб  そつとはかつてうしみまはかこ そいちあくそうあてかしへせとま  おかみてかしへせそつてへг 
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игиг 》そ  ちかのかせけま  たかおあえそえけねかつさそえそ  つそうかてあ  】ねちかきおかせけみб  くあ  せかそおせそさちあてせそか  
つそうかちのかせけか  おけつぬけたしけせあちせふに  たちそつてとたさそうб  たちかおとつすそてちかせせふに  ねあつてへ й たг з  つてあてへけ й 
‒かおかちあしへせそえそ   くあさそせあ № зми –‒З «《い そいちあくそうあせけけ  う  『そつつけこつさそこ  ‒かおかちあぬけけ»  
おそたとつさあかてつみ  たちけすかせかせけか  そてねけつしかせけみ  せかつそうかちのかせせそしかてせかえそ  とねあはかえそつみб  おそつてけえのかえそ  
うそくちあつてあ  たみてせあおぬあてけ  しかてб  さあさ   すかちふ  おけつぬけたしけせあちせそえそ  うくふつさあせけみг 

 《てねけつしかせけか  せかつそうかちのかせせそしかてせかえそ とねあはかえそつみ  けく  】ねちかきおかせけみ  たちけすかせみかてつみб  かつしけ  
けせふか  すかちふ  おけつぬけたしけせあちせそえそ  うくふつさあせけみ  け  すかちふ  たかおあえそえけねかつさそえそ  うそくおかこつてうけみ せか  
おあしけ  ちかくとしへてあてあ  け  おあしへせかこのかか  かえそ  たちかいふうあせけか  う  】ねちかきおかせけけ  そさあくふうあかて  
そてちけぬあてかしへせそか   うしけみせけか  せあ  おちとえけに  そいとねあまはけにつみб  せあちとのあかて  けに  たちあうあ  け たちあうあ  
ちあいそてせけさそう 】ねちかきおかせけみб  あ   てあさきか   かえそ  せそちすあしへせそか  なとせさぬけそせけちそうあせけかг 

 『かのかせけか  そい  そてねけつしかせけけ   とねあはかえそつみб  おそつてけえのかえそ   うそくちあつてあ   たみてせあおぬあてけ  しかて け  せか  
たそしとねけうのかえそ  そつせそうせそえそ  そいはかえそ  そいちあくそうあせけみб  さあさ  すかちあ  おけつぬけたしけせあちせそえそ  
うくふつさあせけみ たちけせけすあかてつみ  つ  とねかてそす  すせかせけみ  かえそ  ちそおけてかしかこ (くあさそせせふに  
たちかおつてあうけてかしかこ) け  つ  つそえしあつけみ  さそすけつつけけ  たそ  おかしあす  せかつそうかちのかせせそしかてせけに け  くあはけてか  
けに  たちあうг 

 『かのかせけか  そい  そてねけつしかせけけ  おかてかこ-つけちそて  け  おかてかこб  そつてあうのけにつみ いかく  たそたかねかせけみ  
ちそおけてかしかこб  たちけせけすあかてつみ  つ  つそえしあつけみ  さそすけつつけけ  たそ  おかしあす  せかつそうかちのかせせそしかてせけに  け   
くあはけてか  けに  たちあう  け  そちえあせあ  そたかさけ   け  たそたかねけてかしへつてうあг 

игйг 《い  そてねけつしかせけけ  とねあはかえそつみ  】ねちかきおかせけか せかくあすかおしけてかしへせそ   そいみくあせそ  
たちそけせなそちすけちそうあてへ  かえそ  ちそおけてかしかこ (くあさそせせふに  たちかおつてあうけてかしかこ)б  [そすけつつけま  たそ  おかしあす  
せかつそうかちのかせせそしかてせけに け 】たちあうしかせけか  そいちあくそうあせけみг 

 [そすけつつけみ   たそ  おかしあす  せかつそうかちのかせせそしかてせけに け  くあはけてか  けに  たちあうб  ちそおけてかしけ 
(くあさそせせふか  たちかおつてあうけてかしけ)  せかつそうかちのかせせそしかてせかえそ  とねあはかえそつみ け  】たちあうしかせけか  
そいちあくそうあせけみ  せか  たそくおせかかб  ねかす  う  すかつみねせふこ  つちそさ  たちけせけすあまて  すかちふб  
そいかつたかねけうあまはけか  てちとおそとつてちそこつてうそ  け  たそしとねかせけか  せかつそうかちのかせせそしかてせけす   とねあはけすつみ  
そいはかえそ  そいちあくそうあせけみг 

игкг 》ちけ  そてねけつしかせけけ   とねあはかえそつみ  かえそ  ちそおけてかしみす (くあさそせせふす  たちかおつてあうけてかしみす)  
うふおあまてつみп  しけねせそか  おかしそб  おそさとすかせて  そい  とちそうせか  そいちあくそうあせけみ  けしけ   とちそうせか  そつうそかせけみ  
とねあはけすつみ  つそそてうかてつてうとまはかこ  そいちあくそうあてかしへせそこ  たちそえちあすすふ  そいちあくそうあてかしへせそえそ  
とねちかきおかせけみб  くあうかちかせせふか  たそおたけつへま  ちとさそうそおけてかしみ   け  たかねあてへま  
そいはかそいちあくそうあてかしへせそえそ  とねちかきおかせけみг 

иглг  《てねけつしかせけか   とねあはけにつみ  う  つうみくけ  つ  たかちかうそおそす  う  つたかぬけあしへせふか (さそちちかさぬけそせせふか)  
そいちあくそうあてかしへせふか  とねちかきおかせけみ そつとはかつてうしみかてつみ   せあ  そつせそうあせけけ  くあさしまねかせけみ  
たつけにそしそえそ-すかおけさそ-たかおあえそえけねかつさそこ  さそすけつつけけ け  くあみうしかせけみ   ちそおけてかしかこ (くあさそせせふに  
たちかおつてあうけてかしかこ)г ╇  しけねせそす おかしか  そいとねあまはかえそつみ  つてあうけてつみ そてすかてさあ   そ  たかちかうそおか  う  
つたかぬけあしへせそか (さそちちかさぬけそせせそか)  そいちあくそうあてかしへせそか  とねちかきおかせけか  せあ  そつせそうあせけけ  

くあさしまねかせけみ たつけにそしそえそ-すかおけさそ-たかおあえそえけねかつさそこ  さそすけつつけけг  ]けねせそか  おかしそ  うふおあかてつみ  せあ  
ちとさけ  ちそおけてかしみす (くあさそせせふす  たちかおつてあうけてかしみす)  とねあはかえそつみ  せあ  そつせそうあせけけ  けに   しけねせそえそ  
くあみうしかせけみг 

игмг 》ちけ  おそつちそねせそす  たちかさちあはかせけけ  そいちあくそうあてかしへせふに  そてせそのかせけこ  う  てちかにおせかうせふこ  
つちそさ  たそつしか  けくおあせけみ  たちけさあくあ  おけちかさてそちあ そい   そてねけつしかせけけ  とねあはかえそつみ  】ねちかきおかせけか  
うふおあかて  しけぬとб  そてねけつしかせせそすと  け  のさそしふб  つたちあうさと  う  つそそてうかてつてうけけ  つ  ねあつてへま жз  つてг ле  
‒かおかちあしへせそえそ  くあさそせあ  そて зогжзгзежз えг № зми  ‒З «《い  そいちあくそうあせけけ   う  『そつつけこつさそこ  
‒かおかちあぬけけ»г 

игнг 《てねけつしかせけか  とねあはかえそつみ   けく  そいちあくそうあてかしへせそえそ  とねちかきおかせけみ  そなそちすしみかてつみ   
たちけさあくそす  おけちかさてそちあ  そい  そてねけつしかせけけг 
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4.  Пそちみおそさ   そつせそうあせиみ  うそつつてあせそうしかせиみ  そいとчあまщихつみ. 

йгжг  》ちあうそ  せあ  うそつつてあせそうしかせけか  う  とねちかきおかせけか  けすかまて  しけぬあб  せか  おそつてけえのけか  うそくちあつてあ  
うそつかすせあおぬあてけ  しかてг 

йгзг  》そちみおそさ け  とつしそうけみ  うそつつてあせそうしかせけみ  せあ  そいとねかせけか  そいとねあまはかえそつみб  そてねけつしかせせそえそ  
けく   】ねちかきおかせけみб  あ  てあさきか  たちけёすあ   おしみ  たちそおそしきかせけみ そいとねかせけみ  そいとねあまはかえそつみб  
ちあせかか そいとねあうのかえそつみ  う  おちとえそす  とねちかきおかせけけб そたちかおかしみかてつみ   】つてあうそす  け  》ちあうけしあすけ  
たちけかすあ  う  〈╆《】 «』Ш № жм» г 

йгиг  ╇そつつてあせそうしかせけか  そいとねあまはかえそつみ  たちそけくうそおけてつみ  せあ   そつせそうあせけけ しけねせそえそ  くあみうしかせけみ  
ちそおけてかしかこ  (くあさそせせふに  たちかおつてあうけてかしかこ)  せあ  けすみ  おけちかさてそちあ  】ねちかきおかせけみг 

йгйг  『かのかせけか  そ  うそつつてあせそうしかせけけ  そいとねあまはかえそつみ  そなそちすしみかてつみ   つそそてうかてつてうとまはけす  
たちけさあくそす おけちかさてそちあ  とねちかきおかせけみг 

 

 

 

 

 


