
┗ﾗる┒ヮジす ┤ﾛ┤ヰﾞﾗす ┗ヮ┏┺ぬ
ろな┕┌│ﾗす ら┕┍ﾞﾘす .そな

┤ﾛ┤ヰﾞﾗす ┤┏ﾉ┤┊ﾎ
┤┃ﾍ ┱┏┌ﾋ ┢┌ヰﾘ

┤ﾛ┤ヰﾞﾗす ┗ﾜ┏ﾚ

ろる┥┇ﾗす ろ┥ﾘぬ
ひ┕ﾍ ┵ﾈけ ┳ﾛ┤ヮﾙ        ┷ﾙすぬ┵ゴす ┕むむ┏ﾚ

┤ﾎ┕ﾋ ビ┍ﾌ   ┠┏┋む┾ ┵ﾈけ のるけ
 た┕┏┄┆ﾗす ┤┌ﾒ

┗┊┋┌ジす ┱ﾍすな た┕ﾖ┤ﾞﾏ》す
わ すぬ┕┍ﾛな     なす┤ﾔ【ﾗ -

わ すぬ┕┍ﾛな     た┕ヮﾎ┒┌┋ﾗ む

らなぬ┟す つぬ┕ﾍ
わ┕┏ﾖ┤┏ﾘけ わ すぬ》るな     なす┤ﾔ【ﾗ -

わ┕┏ﾖ┤┏ﾘけ わ すぬ》るな       た┕ヮﾎ┒┌┋ﾗ む
そ┢ﾛ┢ﾋ よ『むﾕけ ┗┋｀ﾘ ┲ﾎ┕むﾈ ┗┏ﾔ┤│ﾘ ┗むﾗす┵ヰﾈ わ┕ﾘ┢┉ﾘ た┕ﾖす┤ﾞﾏ》す ┢ﾛ┢ヮﾉ

┤ﾛ┤ヰﾞﾗす ┤┏ﾉ┤┊ﾎ ┲ﾎ┕ﾈ た『ﾎす┤ジす
┗む┋むむむむむむむむペす らす┵むむむむむむむ┍ﾒ 
┗┏ﾙなぬ┟す ┗┆ﾘ┕ゲす - ら┕┌ﾒ

 :┷ﾒ┤ﾔ                           :┮ﾉ┕ﾚ
らなぬ┟す - ら┕ ぎ┌ﾒ                :ろ┢ﾛ┤ﾝﾗす ┥ﾘ┤ﾗす

┷┍┈ﾗす つす┤ﾍ】する ┲┏┌│ﾞﾗす
そ┤ﾛす┤│ﾗす ┮ﾎ┵ﾛ

┷ﾒ┕ﾝ┄ﾗす ┣┏┈┍ﾞﾗす
┗┏ﾙなぬ┟す ┗┆ﾘ┕ゲす ┗┆ﾝ┄ﾘ

┤ﾛ┤ヰﾞﾗす ぬ┕━ﾞヮﾘ
ぬす┤ﾋ て『┾ .な.け



┗┏┍ﾐ┵ﾗす ┗ﾝﾞ┊ジす そ┤┺すな れ┢ﾗ ます┢ﾛ】す ┲ﾕぬ
)な/ぉぅぅっ/ゃぇうゃ)

 た┕ﾝﾞ┊ジす ┮┋ﾞヱﾘ ┳ﾘ ┗┋ペす ┖┋┄ﾉ
.┗む┊┋┌ジす た┕む┅ﾔ┕むヰﾘ ┷ﾔ

ぬ┕┍ﾛな らなぬ┟す ┱むﾍすな ┗ヱヮ┍ﾗす ┤┆むﾎ
.らすぬ》るな らなぬ┟す つぬ┕むむむむむむﾍる

 ┗┏ﾌ┕ﾞﾞﾔ》す
4                         ┤ﾛ┤ヰﾞﾗす ┗ヮ┏┺ぬ                                            ぃ┱ﾝﾕ ┕ ぎﾘけ

                     た┕むむむむﾒす┢ﾈさ
57                      ┷┌ﾎ┕┉ﾗす ┷ﾓす┵ﾔ                            ┗ヮ┺┕ﾈ ┢┏┾ ┗┋ﾌぬ
59                ┷ﾎぬ┕┈ﾗす そ┢┏┆ﾎ .そな                                  ぬ┵┍ﾗす ┬ﾝﾙ ┖ゴす
61                     ┱┏┋ﾍ ┷┋ﾒ め┤ﾏけ                              て┤｀ﾈ もす┤ﾏさ ┱ﾖ
66                                  なすなぬ な┕ﾏぬ                                              ら┕│ﾙ
71                          ┠┏┋┾ ┵ﾈけ のるけ                           ┗┌┋ﾑ ┰┋ﾌけ ┤ﾝ┉ﾗす
73                 ろ┢┆ヮﾗす ダ┤┊ﾗす ┢ﾝﾒ                                   わ すぬ┵ﾚな ビ┉ﾗ┑ﾞﾉ
78                                 ┤│ﾙ そ┕┏ﾌ                                             ┗ﾔ┢┾
80                          ┖┏┄ザす ┢┌ﾌけ                                    ぬ┵┈│┆ﾗす よな
83                      ┷ﾙ┕ヰﾏ┤ﾉ よ┕│ﾒ                                      よ┢ﾗす ┗デ┥┆ﾉ
87                       ┷ﾙ┵┌ﾞ┎ﾉ ら┕ヮﾓ                      ┶┄ザす ┳ﾘ ┱┏ﾝ┍ﾗす す┣ﾚ
91                      ろる┕ﾞ━ﾝﾗす ┢┌ヰﾘ                               ┖┋┉ﾗす ゆ『ﾑ ┷ﾔ
94                            ┤┃ﾍ ┘┏ﾛぬ┕ﾘ                                           ゆ┵┾┵ﾗす
96                          ┷ﾋる┕ﾓ ┗ﾘ┕ﾎけ                                               も┵ﾏ
98                          よ┵ﾞ┆ﾗす ┕┎ﾘ .そな                                       ┯ぎ┋┆ﾘ ん┱┏ﾗ
100                         た┕ﾌ『┾ ┢┍┎ﾘ                                            ┨│ﾕ
102                            ろる┕┊┋ﾘ ┤ﾘ┕ﾒ                                            ら┕ﾞ│ﾕ
105                  ┲┏ﾌ┤ﾗす ┢ﾝﾒ ┗┌ﾐ┕ﾔ                                            ら┕ﾞ│ﾕ

:ら┕むむむ┍む┈む┋むﾗ な┢むむむむ┆むﾗす た┕むむむむむﾌ┵むﾗ
 ビむむむﾒ┕むむむむ┉ﾈ ┱むむむ┏む┎むむむむﾎ      

┗┋ペす き┕ﾕ┢┾け ┗ﾜ┏ﾚ
┕┏┋┆ﾗす ┗ﾜ┏┎ﾗす

 ┷┻┕ジす ┥ﾛ┥ﾒ ろ┤┊ﾏ な.け
 ビﾔ┕┆ヮﾗす ┲む┏ﾚす┤ﾈさ な.け
 ┢む┌ﾌけ ┢┏ヮﾗす た┥むﾒ .な
   ぬ┵むむむ┈│ﾒ らね┕むむむむﾘ .な
 ┤むむﾘ┕むむむむﾉ ┕むむﾛ┤むむむﾖね .け
 ┤┾┕むﾙ ぬ┕ﾞむヮﾗす ┢むﾝﾒ .け
ろる┕┌むむむむﾎ ┦むﾛ┤むﾋ .け
 ┗ﾘ┵むむﾚ┤むﾈ ┶むむﾎ┵ﾘ .け
 ┠むﾗ┕むむむむ┾ ろ┤むむむヱﾔ .け
┦むむむﾛ┤むﾍ ┗むヰ┏┌ﾎぅけ
 らす┵むむ┻ぬ ┴む┋ﾗす┢むむﾝﾒ .け

らなぬ┟す
らなぬ┟す

┕ﾛぬ┵ﾎ
らなぬ┟す

 ┕ﾛぬ┵ﾎ
 もす┤┆ﾗす

らなぬ┟す
らなぬ┟す
らなぬ┟す
らなぬ┟す
らなぬ┟す

  そぬる┕むむむむむむむむ━ﾘ ら┕むむむむむむむむ┌ﾟﾒ
 め┕むむむむむむむヮ┆ﾗす ┱むむむむむむむﾚ┕む┍ﾘ
  ┷むむむむむむﾏ┤む┉ﾗす ┙むむむむむむむむむ┏むﾓ
  ┧むむむむむむむむﾛ┤むﾐ ┢むむむむむむむ┌ヰﾘ 
た┵むむむむむむむむむむむむむむむむむﾞむ┊ﾗす そなぬる

 ┷むむむむむむむむﾋる┕むﾓ ┴むﾘ┕むむむむむむﾎけ
た┕むむむむむむむ┏むﾈ┤むﾒ ┢むむむむむむむ┌むﾌけ
┢┆むむむむむむﾎ ┵むﾈけ ┢むむむむむむむ┌ヰﾘ
┷ﾙ『┏┊ﾗす ろ┤むﾎ ┢むむむむむむむ┌ヰﾘ

  よ┕むむむむむむむむむヮむﾈ ┳むむむむむむむむヮﾌ
もるね┤むむむむむむむむむむﾘ ら┕むむむむむむむむむむデさ
┷むむむむむむヰ┏ﾝ│ﾗす ら┕むむむむむむむむむむ┍ﾈ

ま┢ﾝジす せ┕ﾝ━ﾗす ┗ﾜ┏ﾚ

6                                        ┧ﾛるぬな な┵┌ヰﾘ ┱ﾌす┤ﾗす ┤ﾒ┕━ﾗす ┳ﾒ ┮┋ﾘ

 ┯┏┋┆ﾉる ぎ┨ﾙ
108                         そぬる┕━ﾘ ら┕┌ﾟﾒ                              そ┤┏ﾝ┊ﾗす そ┤ヱ│ﾗす
111                           ゆ┕┃ﾙ ┵ﾈけ ┴ﾛ┥ﾙ                                         ろ┢┉ﾙ ろけぬ

6



 ┶┋ﾒ  ┗ﾒ┵ﾝ┄ﾘ  なす┵ジす  ┱ﾎ┤ﾉ
C.D ┚ﾘ┢ﾘ ひ┤ﾕ ┶┋ﾒ ┤ﾉ┵┏ﾝ┌┊ﾗす

  ┤┏┇│ﾗす  そ┤ﾖす┣ﾗす  ひ┤ﾕ  ┶┋ﾒ  るけ
 ┗┋ペす ┳ﾛる┕┍ﾒ ┶┋ﾒ Flash Memory

.┗┈┋ﾞポす
 そぬ┵━┍ﾘ ┗┋ﾎ┤ジす なす┵ジす ら┵┊ﾉ 》 らけ
 ┗┏ﾕぬる た┕ﾒ┵ﾝ┄ﾘ ┷ﾔ きす┵ﾎ わ┕┉ﾈ┕ﾎ

.┗┏ﾙる┤ﾞ┊ﾗす ┬ﾕす┵ﾘ るけ
 そぬ┵┾る ┗┏┈ﾛ┤┆ﾉ そ┣ﾝﾙ ┖ﾉ┕┊ﾗす ┯ﾔ┤ゎﾛ

.そ┢ﾌする そ┤ジ ┴ﾗ ┗┏│ヱﾏ
 ┳ﾒ  ┗┌ﾋ┤ﾞジす  なす┵ジす  ┯┏ﾊ┵ﾉ  そぬる┤┻
 ぬ┢│ジす  ┤ﾖ┣ﾈ  ┗┏ﾝ┍ﾋ┟す  た┕┇┋ﾗす

.┴ﾙ┕┊ﾘる ┤━┍ﾗす ┡ﾛぬ┕ﾉる ┖ﾉ┕┊ﾗする
 ┷┍┈ﾗす  ┬ﾈ┕┄ﾗす  たすに  た┕ﾒ┵┻┵ジす
 ┢┉ﾙる  た┕┏│ヱ━ﾗ┕ﾈ  ┗┉┋┆ﾞジす  るけ
 ┕┎┆ﾘ  ┯ﾔ┤ﾉ  ┕┎┻る┤ﾒる  ┖ﾞ┊ﾗす

.┗┈┋ﾓ┟する ┕┎ﾗ ┗ﾝﾎ┕┍ジす ぬ┵│ﾗす

:┗┅ﾌ『ﾘ      
 ┕┎ﾈ┕ ぎ゙ ﾖ ろけぬ ┳ﾒ ┤ﾝ┆ﾉ そぬ┵━┍ジす なす┵ジす

.┗┋ペす ろけぬ ┳ﾒ そぬる┤┃ﾗ┕ﾈ ┤ﾝ┆ﾉ 》る

┗┋ペす ┷ﾔ ┤━┍┋ﾗ

151155176

┷ジ┕ﾒ せなけ
112                   なす┢ゴす ┥ﾘすぬ                                  ┲ﾗ┕┆ﾗす ┳ﾘ ┨│ﾕ ち『ﾊ
114           ┷ﾉ┤ﾚ『ﾔるけ よ┕┏ﾗ                                                        ぬる┤ヰ━ﾗす
116                 そ┤┌┻ れ┢ﾙ                                ┗┏ﾙ┕ﾈ┕┏ﾗす ┵┊ﾛ┕┎ﾗす そ┢┏│ﾕ

   119      ┧┏━ﾌ ┵ﾈけ な┕┎ﾋ                                                        た┕┆ﾈ┕ﾞﾘ

た》┕┉ﾘ
124    ┤┃ﾍ ┱┏┌ﾋ ┢┌ヰﾘ                                        ┤━┍┋ﾗ ┘ヮ┏ﾗ ┗ﾛするぬ
127          ┷┋┏┉┆ﾗす ┤┈┆ﾋ                    おわ┕ﾛ┤┊ヮﾒ ┦ﾗ┢ﾙ┟す せ┤┆ﾗす す┥ﾓ ┱ﾚ
131                  ┠ﾗ┕┾ ┕┏ﾚ                                       ちす┤ﾞﾗす ┬ﾘ ┗┆┏┄┉ﾗす
134       ろる┕ﾞ━ﾝﾗす ┗ﾛる┕┆ﾘ                                           たす┤┏┇ﾞジす へ┕┉ﾎさ

174                                                                                そ┢ゲす た┕ﾛ┕┊ﾌ

 ら┵┍ﾔる ┗ﾔ┕┉ﾊ
            151       ┤┏ﾒす┵ヮﾗす ┲┏ﾚす┤ﾈさ                       ┦ﾝ┏ﾒな ビヮﾌ ら┕┍┈ﾗす ┬ﾘ ぬす┵ﾌ
 155                ┗ﾘ『ﾎ ┕ﾏぬ                          ビ┄ヮ┋ﾔ ┗━ﾛぬ ┷┋┆ﾗす ┷ﾋ┕ﾙ
    161          ┗┋┻┕┈ﾘ ら┕ヮﾓ                     つ┕｀ﾌ な┕┌ﾒ ふ┤┆ﾘ ┧ﾘ┕ﾚ ┶┋ﾒ
 165            ┢┆ヮﾗす ┦ﾛぬなさ                      ┤┏┉┈ﾗす ┤┏ﾉ┕┊ﾛぬ┕┊ﾗす ら┕┍ﾔ ┴┏┏ﾘるな

                                                                                                      たすき┕┃ﾔ
136                    ら┕┆┄ﾗす よ┕ヮﾈ                        ┷ﾒ┕ﾔ┤ﾗす ビﾗる┢ﾋ┕ﾘ ┗ﾛぬ┵ヮﾗす ┬ﾘ  ぬす┵ﾌ
141                  た┕┏┄┆ﾗす ┤┌ﾒ                                  ┱ﾈ┵ﾙ そ┢┺┕ﾘ ┶┋ﾒ ┷ヮﾙ┤┈ﾗす せな┟す

 らる┤━┆ﾗする ┢ﾌす┵ﾗする らる┤━┆ﾗす らすな┢┆ﾗす

 ぬ┕ﾝﾍけ
                      169                                                                             ┷ﾐ┵ﾘ┤┆ﾗす そ┥┺┕ﾋ
171                                                            ┗ﾗる┢ﾗす ┥┺す┵｀ﾈ ┳ﾛ┥┺┕┈ﾗす ら『ﾒさ

176      ┢ﾎ┟す ┳ﾛ┢ﾗす ┤┾┕ﾙ                                                  ┲┋┊ﾗす ふ┕ﾛぬ

   144                                                                                         たすぬす┢┾さ
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�أمــا قبـــل،

 ┕ﾚ┤┌ﾒ ┳ﾘ わす┢ﾛ┢ﾋ ┕ﾘ┕ﾒ そ┢ﾛ┢ﾋ よ『ﾕけ ┗┋｀ﾘ ┱ﾝ┉ﾞヮﾉ )┳ﾛ┤━┆ﾗする ろな┕ゴする ┳ﾛ┤むむ━┆ﾗす( つるな┥ジす な┢┆ﾗす す┣┎ﾝﾔ
 ┕┎ﾞﾗ┕むむﾎ┤ﾔ ぃ┕┎ﾗ┕｀ﾘ ┷ﾔ そ┢┺すぬ ┢┆ﾉ ぃ┕ﾚぬる┢┾ ┗ﾊす┢ﾌ ┶┋ﾒ ┷ﾚる ぃ┷ﾈな┟す ます┢ﾈ】す ┢┏┆┾ ┶┋ﾒ き┕┄┆ﾗ┕ﾈ よ┵むむﾎ┵ジす
 そ┣ﾔ ┗ﾝﾚ┵ﾘ ┳ﾒ き┶むむﾝ┍ﾉ ┷ﾞﾗす そ┢ﾛ┢ゲす ┗ﾈ┕むむ━ﾗす た┕ﾕ┕┄ﾗ┕ﾈ ┕ﾚ┢ﾔぬる ┗┏ﾈ┤┆ﾗす ┗┏ﾈな┟する ┗むむ┏ﾔ┕┉ﾟﾗす ┗ﾖ┤ゴす ┗むむﾘ┢ﾍ
 な.け ┕┎ヮﾎ┒ﾘ ぬ┵│ﾉ ┖ヮヰﾈ ┷ﾚる ぃぬす┢┾】す す┣ﾚ ┱ﾟﾘ ┗┏┋ヰﾘ ┗┆ﾘ┕ﾋ ┘┍ﾝﾉ らけ ┯ﾝヮﾛ ┲ﾗ にさ ぃ┗ﾛ┕ﾒ┤ﾗす ┯ヰﾞヮﾉ
 ┶┋ﾒ ┕┎┍ﾘ ら┵┋┄ﾛ ┳ﾐ┵ﾗする ┗ﾘ┟す せ┕ﾝﾏ ┳ﾘ き┕ﾈな┟する ビ┈┉ﾟ┌┋ﾗ ┗ﾝﾌぬ そ┣ﾔ┕ﾙ ┗┋ペす ┤ﾛ┤ギ ぬ┕━ﾞヮﾘ ぬす┤ﾋ て『┾
 ぃわす┤┆ﾏ  ┲ﾚすこぬる ┲ﾚ┤ﾒ┕むむ━ﾘる ┲┎ﾉ┕┆┋┄ﾉる ┲ﾚぬ┕┊ﾔけ ┳ﾒ ┴ﾗ『ﾍ ┳ﾘ せ┕ぎ゙ ┊ﾗす ┤ﾝ┆ﾛ ろ┣ﾗす ┤ゴす ┤ﾝ┍ジす ┷ﾚる ぃ┲ﾗ┕┆ﾗす
 れ┢ﾗ そき┵ﾝポす た┕ﾕ┕┄ﾗす ┳ﾒ ┮むむ━┊ﾗす ┶ﾗさ め┢┎ﾉ ┕┌ﾖ ぃ┗┏ﾈな┟す の┕┍ﾋ┟す ┤┺┕むむﾎる ぃ┗┏ﾌ┤むむヮﾘ る ぃ┗ﾗ┕┉ﾘ る ぃわす┤ﾟﾙ る

.┗┏ﾈな┟す ┗ﾌ┕ヮﾗす ┶┋ﾒ ┗ヮﾔ┕┍ジす ┳ﾛな┕┏ﾘ ┶ﾗさ ┕┎ﾗ┵ﾍな ┱┏┎ヮﾉる ┕┎ﾞﾛ┕ﾒぬる せ┕ﾝ━ﾗす
 ┢ﾗ┕ﾍ ぬ┵ﾞﾖ┢ﾗす ┕┎ヮ┏┺┤ﾈ ┗┋ﾟド ┗┆ﾘ┕ゲす やすぬなさ ┶┋ﾒ わ┕┆┾┕ﾙ わ『┏ﾗな ┗┏ﾙなぬ┟す ┗┆ﾘ┕ゲす ┱ﾝﾕ ┳ﾘ ┗┋ペす ┷┍ﾝﾉ ┷ﾉ┑ﾛる
 な┤┈ﾗす ┱┊むむ━ﾉ ら┕┊ﾘ ┗┆ﾘ┕ゲす ら┑ﾈ ┴┍ﾘ ┕ﾙ┕デさ ぃ┷ﾔ┕┉ﾟﾗす ┢┏┆│ﾗす ┶┋ﾒ ┴ﾈ ┬┋┄┃ﾉ ろ┣ﾗす ぬる┢ﾗす ┗┉┏┉ﾌ ┷ﾖ┤┊ﾗす
 ぃた┕┆┌ﾞ｀┌┋ﾗ ┗ﾕ┤ﾞポす ┗┏ﾖ『┎ﾞﾎ》す ┭┏│┋ﾗ わ┕┻┤┆ﾘ ┘ヮ┏ﾗる ぃわ┕┏ﾔ┕┉ﾊる ぃわ┕┏ヮ┈ﾙる ぃわ┕┏ﾎ┕┏ﾎる ぃわ┕┏┋┉ﾒる ぃわ┕┏ﾔ┤┆ﾘ
 ┳ﾘ も┤むむ━ﾉ た┣ﾍけ ┱ﾈ ┗┏デな┕ﾖけ ┗┏┍ﾐる ┗むむヮﾎ┒ﾘ ┲ヱ┻け ┕┎┈┾┵ﾈ ┬ﾋす┤ﾞﾛ ┲ﾗ ┗┆ﾘ┕ゲす ぬるな ら┑むむﾈ ┮むむ━┊ﾛ ┕ド
 ┬┏ﾈ┕ﾎ┟┕ﾖ ┕┎ﾙす┵ﾗけ たな┢┆ﾉ ┷ﾞﾗす た┕ﾕす┤むむﾏ】す ┳ﾘ そ┢ﾌする そ┢ﾛ┢ﾋ よ『ﾕけ ┗┋｀ﾘる .┤ゴす ┷ﾔ┕┉ﾟﾗす ┕┎ﾒる┤むむ━ﾘ ゆ『ﾍ
 ┳ﾘ ┕ﾚ┤┏ﾓる ぃ┳┈ﾗす ふぬ┕┆ﾘる ぃ┷ﾈな┟す ます┢ﾈ】す ┥┺す┵ﾋる ぃ┗ﾛ┤┆━ﾗす ┤ﾈ┕┍ジする ぃ┷┆ﾘ┕ゲす て┤ヮジする ぃ┗ﾖ┤ﾞむむ━ジす ┗┏ﾔ┕┉ﾟﾗす

 .┤┊┈ﾗする ┗ﾔ┕┉ﾟﾗする ┬┌ﾞペす ┗ﾘ┢ﾍ ┷ﾔ ┕┎┆ﾕ┵ﾘ ┶ﾗさ ┗┆ﾘ┕ゲす たな┕ﾒけ ┷ﾞﾗす そねぬ┕ﾝﾗす ┗┏ﾔ┕┉ﾟﾗす ┗┄━ﾙ┟す
 『ﾈ ┘┏ﾈ ます┢ﾈ】す らけ れ┤ﾉ ┷むむﾞﾗす ┗┋┏ﾝ┍ﾗす れこ┤ﾗす ぬ┕ﾐさ ┷ﾔ ┱ﾝﾕ ┳ﾘ ┕むむﾙこ『ﾘね ┴┄ﾍ ┕ジ わ『┌┊ﾘ ┕むむﾙぬるな ら┵┊┏むむﾎ らにさる
 ┲┏┋┆ﾞﾗす ┯ﾔす┤ﾘ ┱┌━ﾞﾗ た┕ﾖぬ┕むむ━ジす せ┕ﾈ ┠ﾞ┈ﾗ き┕┄ﾒる わ┕ﾌるぬ な┢｀ﾞジす ┤ﾛ┤ヰﾞﾗす ┯ﾛ┤ﾔ ┬ﾘ ┶┆むむヮ┍ﾎる ぃ┮┉むむﾎ
 な┢ﾒ ┳ﾘ ┗ﾙ┵┊ジす ┕┏┋┆ﾗす ┗ﾜ┏┎ﾗす ぃ┗┋ペす き┕むむﾕ┢┾け ┗ﾜ┏┎ﾗ ら┵┊┏むむﾎ ┕┌ﾖ ぃのぬす┢ジする ┢ﾚ┕┆ジする た┕┆ﾘ┕ゲす :┗┈┋ﾞポす

*ろな┕┌│ﾗす ら┕┍ﾞﾘす .そな



ょ

┤ﾛ┤ヰﾞﾗす ┗ヮ┏┺ぬ *

 ろ┣ﾗす ┷ﾒす┢ﾈ】す ┥｀┍ジす ┗┆ﾈ┕ﾞﾘ ┷ﾔ な┕ゲす ぬる┢ﾗす ┷むむﾈ┤┆ﾗする ┷┋ボす ┷ﾔ┕┉ﾟﾗす やす┤ヰ┋ﾗ ビﾒす┤ﾗする ビ┈┉ﾟジする な┕┉┍ﾗす ┳むむﾘ
 ま┢ﾝジす せ┕ﾝ━ﾗす ┢ﾌけ ┗┋ペす き┕ﾕ┢┾け ┗ﾜ┏ﾚ ┶┍ﾝﾞﾉ ら┟ ┷┍ﾘ そ┵ﾒな ┷ﾚる ぃ┕┎┏ﾋ┵ﾉる す┢┉ﾙ ┗┋ペす た┕ヰ┈┾ ┶┋ﾒ ┤━┍ﾛ
 ┱┌┆┍ﾎ ┕┌ﾖ .┷┉┏┉ゴす ┗┋ペす ┥｀┍ﾘ ┷ﾔ ┗ﾘ『ﾒ ┠ﾝ│┏ﾗ そ┤ﾏ┕ﾝジす ┗┆ﾈ┕ﾞジする ┗ﾟ┏ﾟゴす ┗ﾛ┕ﾒ┤ﾗす ビ┆ﾈ ┴ﾙ┵┄┏ヰ┏ﾔ
 そぬ┕┎ジ ビ┊ﾗ┕ジす ┗むむﾝ┋┄ﾗす ┳ﾘ な┢ﾒ ┤ﾝﾖ┟ ┗むむ┾┤┈ﾗす  ┗ﾌ┕ﾉさ め┢┎ﾈ ┗むむﾛぬす┵ゴす たする┢┍ﾗす ┳ﾘ ┗┋むむヮ┋ﾎ ┗ﾘ┕ﾕさ ┶むむ┋ﾒ
 ┲┎┏ﾒる ┗┏┌┍ﾉ ┱ﾋけ ┳ﾘ ┴ﾋぬ┕ﾍる ┳ﾐ┵ﾗす ┱ﾍすな ┳ﾘ な┕┉┍ﾗする ビﾙ┕┍┈ﾗする ビﾒ┢ﾝジす ぬ┕ﾝﾖ せぬ┕グ ┶┋ﾒ め┵ﾕ┵┋ﾗ そぬる┕ボす
 たすぬ┕ﾛ┥ﾗす ┲┏┅┍ﾞﾈ ┰ﾗにる ぃ┷ジ┕┆ﾗする ┷ﾈ┤┆ﾗす ┷ﾈな┟する ┷ﾔ┕┉ﾟﾗする ろ┤┊┈ﾗす ┲┎┆ﾕする たす┢｀ﾞヮヅ ┲┎┄ﾈぬる ┲ﾚ┕ﾛ┕┃┉ﾈ
 ら┕┊ジす き┕┏ﾌ】 ┴ﾋ┵ジす ます┢ﾈ】┕ﾈ ┗┾┕ザす せす┵ﾈ┟す ┳ﾘ な┢ﾒ ┗ﾔ┕┻さ ┶┋ﾒ ┱┌┆┍ﾎる .┗┋ペす ┤┉ﾘ ┷ﾔ た┕ﾔ┕┃ﾞむむﾎ》する
 ぬす┢ﾘ ┶┋ﾒ ┗┋ペす なす┢ﾒけ ┷ﾔ ぬ┵━┍ジす せ┕ﾝ━ﾗす せなけ ┗┉ﾈ┕ヮﾘ ┯┋┄┍ﾎる ぃせ┕ﾝむむ━ﾗす ら┵┏ﾒ ┷ﾔ ┴ﾉ┤ﾖすに つ┕ﾞﾙさ そな┕ﾒさる
 ┯━ﾉ らけ て┵┌┄ﾗす ┗ﾛ┕ﾓる ぃぬす┵ﾌ ┱┃ﾔける ぃ┗ﾗ┕┉ﾘ ┱┃ﾔける ぃそ┤┏│ﾕ ┗│ﾕ ┱┃ﾔける ぃろ┤┆ﾏ ┨ﾙ ┱┃ﾔ┟ ぃ┱ﾘ┕ﾖ よ┕ﾒ

.ビﾒ┢ﾝジす ぬ┵┄ﾉ ┗ﾖ┤ゴ ビ┆ﾝﾞﾞジする ビﾎぬす┢┋ﾗ ┕ﾕ┵ﾊ┵ﾘ ┕┆ﾋ┤ﾘ ┠ﾝ│ﾉ らける そなす┤┈ﾈ  ┕┎┉ﾛ┤ﾐ ┗┋ペす
 ┗┏ﾈ┤┆ﾗす ┗┈ﾐ┕┆ﾗす ら┟ ┰ﾗ┣ﾔ ぃき┷むむ━ﾗす ┩┆ﾈ り┢ﾒ┵ﾘ ┳ﾒ わす┤ﾍ┑ﾞﾘる ┗┍┏┊むむﾎる きる┢┎ﾈ ぬ┢│ﾛ な┢┆ﾗす す┣ﾚ らける ┕ﾘけ
 ぃ┴ﾞﾘけ せぬ┕┃ﾘ ┳ﾒ ┧ﾛるぬな な┵┌ヰﾘ ┙ﾛ┢ゴす ┷ﾈ┤┆ﾗす ┤┆━ﾗす ┕ﾘすぬな ┢┏┌ﾒる め┵ヮ┋┏┈ﾗす ┤ﾒ┕━ﾗす  ┱┏ﾌ┤ﾈ ┗ﾒ┵｀┈ﾘ
 ら┵ﾊす┤ﾗす ┤ﾟﾖ ┢ﾕる ぃ┳むむﾘ┥ﾗす ┳ﾘ ┕ﾌなぬ ┷ﾈ┤┆ﾗす ┕┍ﾙす┢ﾋる ┢むむﾌる ろ┣ﾗす ┤ﾒ┕むむ━ﾗ┕ﾈ ひ┕ﾍ ┮┋ﾘ ぬす┢┾さ き┕ﾔ┵ﾗす ┳むむﾘ ら┕ﾖる
 ┤┏ﾟﾖ ┷ﾔ ┗ﾛ┤┆━ﾗす ┱ﾌす┤ﾗす たすぬ┕ﾝﾒ ┷ﾖ┕ヰﾛ ぬ┵ﾟ┍ﾘ ┤┆━ﾈ ┲┎ヰ┺す┤ﾕ たな┕ﾋる  ┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗす ┢｀ﾘ ┲┎┍ﾘ な┢ﾒ ┶┋ﾞﾒする
 ぃぬ┤┊ﾞﾉ 》 ┢ﾕ ┷ﾈ┤┆ﾗす ┤┆むむ━┋ﾗ ┗┏ﾗ┕┌ﾋ ┗ﾈ┤グ よ┢ﾕ ろ┣ﾗす ┤ﾒ┕むむ━ﾗす そ┤┏むむヮﾘ ┶┋ﾒ ┱┄┏ﾗ ┮┋ジす き┕｀ﾔ ら┕┏ﾌ┟す ┳ﾘ
 ┳ﾘ ┕┎┋┉ﾙ ┷ﾞﾗす ┗┏┃┉ﾗす ┤ﾒ┕むむﾏ ┴┈┾┵ﾈ ┕┎┏ﾘ┕┍ﾉる ┗ﾛ┵ﾛこ┤ﾗす ┴ﾉ》┵ギる ┗ﾛ┤┆むむ━ﾗす ┴┋ﾌす┤ﾘ ┳ﾘ ┖ﾙす┵ﾋ き┷┃┏ﾗる
 ぃ┗ﾛ┵┎ﾗす た┕ﾝﾊ ┳ﾒ ┤┏ﾝ┆ﾞﾗする ┱ﾞボす ┗むむﾒぬ┕┉ﾘ ┷ﾔ そ┤ﾈ┕┊ジする ┗ﾛぬ┵ﾟﾗす ┢┌ﾞ┆ﾛ ぃら┵ﾗる ┖┆むむﾏる ┗┆┉ﾝﾈ なる┢ボす ┕ﾚぬ┕ﾐさ
 ┷ﾔ ┴ﾔ┵ﾕるる ぃ┷ﾙ┕むむヮﾙ】す ┤┏│ジす ┥┇ﾗる ぃな┵ﾋ┵ﾗする ら┵┊ﾗす ┷ﾔ ま┵┻┵ジす ┕ﾚ┤むむ ｠ﾎる ぃき┕┏むむﾏ┟す ┯┄┍ﾘ ┷ﾔ ┙ヰﾝﾗす ┶ﾗさ
 ゆ『ﾍ ┳ﾘ た┵ジす ┗┈むむヮ┋ﾔ つ┕ﾞﾙさ な┕ﾒけ ┢ﾕる ぃきる┢┎ﾈ ゆね┟す ┣┍ﾘ ┗ﾛ┤むむ━ﾝﾗす ┗ﾙ┵┍┏┊ﾗ┕ﾈ ┨ﾈ┤ﾞﾛ ろ┣ﾗす た┵ジす ┗┎ﾋす┵ﾘ
 )わす┤┏│ﾘる ┗ﾛ┵ﾚ( ふぬ┟┕ﾈ へ┕ﾝﾉぬ》する ぬ┣｀ﾞﾗす ┶ﾗさ れ┤ﾍけ そ┤ﾘ りなぬ ろ┣ﾗす ┤ﾘ┟す ぃれ┤ﾝ┊ﾗす な┵ﾋ┵ﾗす ┗┋ﾜﾎけ ┶┋ﾒ て┕ﾞ┈ﾙ》す
 ┲┅┆┌ﾔ ぃゆ┕┌ゲす ┶ﾗさ -┤┏ﾝ┆ﾞﾗす ┕┍ﾗ ね┕ﾋ すにさ – ゆ┕ﾞ┉ﾗす そ┤┺すな ┳ﾘ ┴┋┉ﾙる ┗ﾘる┕┉ジす よ┵┎┈ﾘ ┱┏┊━ﾉ そな┕ﾒさ ゆ『ﾍ ┳ﾘ
 ┧ﾛるぬな な┵┌┾ ┤ﾚ┕┅ﾘ ┕┎ヮ┈ﾙ ┷ﾚ ┗デ┢┉ﾗす せるぬ┢ﾗする ┤ﾞﾒ┥ﾗする ビﾞﾗする ら┕ﾘ┤ﾗする ね┵┋ﾗ┕ﾖ ┧ﾛるぬな れ┢ﾗ ┗ﾘる┕┉ジす たするなけ
 ┷ﾔ りぬる┢ﾗ ┦┏ﾗ ┤┆━ﾗ┕ﾈ ┘┊ﾈる ┤┆━ﾗ┕ﾈ ┘ﾝﾌ┑ﾔ ┤┆━ﾗす ┘ﾝﾞﾖ ┷ﾞﾗす ┗ﾘ┟す そる┤ﾊ ┧ﾛるぬな らさ .┱ﾌす┤ジす ┮┋ﾞヱﾘ ┷ﾔ
 ┱┺┕むむヮﾘる ┢┉┍ﾗす たねる┕グ ┗┏ﾈ┤┆ﾗす そ┤ﾒ┕むむ━ﾗす たす┣ﾗ┕ﾈ ┗┾┕ザす ┗ﾛこ┤ﾗす ┘┋┌ﾌ ┷ﾞﾗす ┴ﾞ┏┍ﾔ ら┟ ┱ﾈ ぃ┗ﾘる┕┉ジす ┗┋ﾌ┤ﾘ
 ┗┏ﾈ┤┆ﾗす ┗┇┋ﾗす た┕ﾕ┕ﾐ ┢┈┍ﾞむむﾎす ┴ﾙけ ┢┉ﾞﾒけ ┕┌┏ﾔ ろ┣ﾗす り┤┏ﾝ┆ﾉる ┗ﾛ┤┆むむ━ﾗす ┴ﾞﾊす┢ﾌ ┕┎┏┋ﾒ ┘ﾕ┵┈ﾉる ぃ┤┏┅┍ﾞﾗす
 や┤ﾞﾛ ┲ﾗ ┴ﾙさ ┴┏ﾔ ゆ┕┉ﾛ ろ┣ﾗす ┷ﾙ┕ジ┟す め┵ヮ┋┏┈ﾗする ┤ﾒ┕━ﾗす ┴━ﾞ┏ﾙ ┱┆ﾔ ┕┌ﾖ  ┗┏ﾓ『ﾝﾗする ┗┏ﾈ┵┋ﾎ┟す た┕ﾙ┕┊ﾘ】する

おり┢┆ﾈ ┷ﾉ┑┏ﾎ ┳ジ わ┕ﾜ┏ﾏ ┧ﾛるぬな や┤ﾉ ┱┎ﾔ .り┢┆ﾈ き┕ﾋ ┳ジ ┕ﾜ┏ﾏ



っ

わす┤┻┕ﾌ ゆ┥ﾛ ┲ﾗ ┴ﾙけ ┲┋┆ﾙ
せ┕┏┇ﾗす す┣ﾚ ┱ﾖ ┲ﾓぬ

き┕ﾊ┤ﾗす た┕┌┋ﾖ らけ やぬ┢ﾙる
ビﾈ┑ﾞﾗす た┕ﾘ┥┋ﾞヮﾘる

┖┏ﾉ┤ﾗす ま┕┉ﾛ】す ┡ﾔ ┷ﾔ わ┕ﾙ┕┏ﾌけ ┬┉ﾉ
┧ﾛるぬな な┵┌ヰﾘ らね┵ﾈ わす┤ﾒ┕ﾏ ┳┊ﾗる

た┵デ ┳ﾗ ろ┣ﾗす り┤ﾊける ┴ﾞﾙ┕┊ﾘる
┤ﾖ┣ﾞﾗす き┕┏ﾔけ ┩┆ﾈ ┴┋┏ﾌぬ ┷ﾒ┢ﾞヮﾛ

 ┮┋ジす ┷ﾔ り┕┍┋┆ﾔ ┕ﾘ す┣ﾚる
わ┕ﾘす┤ﾞﾌす ┷┍ヰ┍ﾛ ろ┣ﾗす

ビ┄ヮ┋ﾔ ┳ﾘ ┯ﾏ┕┆ﾗ

┤ﾛ┤ヰﾞﾗす そ┤ﾎけ



あ

.. ┩┎ﾙす ..┩┎ﾙす
せ┤┆ﾗする ┕┎┋ﾖ ビ┄ヮ┋ﾔ

.. ┩┎┍ﾞﾗ .. ┰┏ﾗさ ┕┎ﾈ┵┋ﾕ ┱┌ギ
┰┻┤ﾘ ┤┎ﾕす .. やぬ┕│ﾌ ┤┾┕ﾌ

..┩┎ﾙする
.. ┘ﾕ┒ジす ┰ﾘ┵ﾙ ┳ﾘ ┲ﾕ

┩┎ﾙする .. ┩┈ﾞﾙす
..┕┈┏ゴ わす┢ﾈけ な┵┆ﾉ らけ ┱ﾝﾕる .. ┰ﾘけ そ┵┎┉ﾈ ろ┵ﾉ┤ﾉ らけ ┱ﾝﾕ ┕ﾙぬな┕┇ﾉ 》

ら┵ﾞﾛ┥ﾗする .. ┤┅ﾞ┍ﾛ ┱ﾝゲす
ら┕ﾛ┢┍ヮﾗする .. ┵ﾝ│ﾉ ら┕ﾛな┵ﾗす

ぎ┷┋ﾒ ┷ﾝ┋ﾕ せ┕ﾈ す┵┉┋ﾓけ ┕ﾘ┢┍ﾒる«
そぬ┕ﾌ ┷ﾝ┋ﾕ ぬ┕┾ .. ゆ┵｀ﾞﾗす ┬┍ﾘる ぎ┷ﾔ ┥ﾋす┵ゴす す┵ﾘ┕ﾕける

..そぬ┕｀ﾌ ┷ﾒ┵┋┻る
»┱┈ﾙ┤┉ﾗす ┱ﾐける .. ┱┈ﾙ┤┉ﾗす ┱ﾐける

:┴ﾗ ┱ﾕ た┵ジす やき┕ﾋ にさ

* ┷ﾝ┏┄ﾗす ┢┌ﾌけ .な

 يا اعب �لرد ...

املف

�نه�ض!



い

┢┆ﾞﾝﾞ┋ﾔ .. よ┵┏ﾗす ┕ﾙ┢ﾒ┵ﾘ ┦┏ﾗ
.. ゐ┢ﾓ ┢┆ﾈ るけ わす┢ﾓ ゆ┕┆ﾉる

お┕ﾙけ ┳ﾘ :┕┍ﾗ┑ヮﾉ な┤┍ﾗす ┖ﾒ》 ┕ﾛ
┕┍┋ﾖ .. ┳ヰﾙ ┘ﾙけ

そぬ┵┄ﾎ┟す ┗ﾛ┢ﾘ┤ﾎ ┘ﾙけ
┗ﾈる┤┆ﾗす ┯ﾝﾒる ビ┄ヮ┋ﾔ ゆ┕┌ﾋる

┯┈┍ﾗす ぬ┵ﾙ ┘ﾙけ.. ┗ﾛ┕┎ﾙ『ﾗす ┘ﾙけ
... な┤┍ﾗす ┖ﾒ》 ┕ﾛ

:そ┤┏┇│ﾗす ┷ﾗ┕ﾉ┕ﾙ ┷┍ﾗ┑ヮﾉ
およ┵┏ﾗす ┢┆ﾈ きす┤┌ゴす そなぬ┵ﾗす ぎ┷┋ﾒ ┷┉┋┏ﾎ ┳ﾘ

な┵┌ヰﾘ ┩┎ﾙす .. ┩┎ﾙす
.. ゆ┑ヮﾉ ┕┎ﾙ┕ﾛ┢┍ﾎる ┕┎ﾙ┵ﾞﾛね ... ┕┎ﾉす┤｀ﾏる そぬ┵ﾖ┕ゴ┕ﾔ

お.. せぬ┢ﾗす ┯┏ﾔぬ ┳ﾛけ
.せる┤ゴす ┕ﾚ┕ヮﾕけ ┕ﾘ :┘┋ﾕ

!┤│ﾞﾙす ┳ﾘ ら┵ﾔ┤┆ﾛ 》る な┵┍ゲす た┵デ
おや┤┏ﾓ ┤│┍ﾗす そ┢┏│ﾕ な┵┌ヰﾘ ┕ﾛ ┖ﾞ┊┏ﾎ ┳┌ﾔ

!ふ┤ジす ┕┎ﾛけ や┕ヮﾕけ ┕ﾘ
ま┵ﾘ┢ﾗす ┲｀ﾌ め┤┆ﾉ 》る ┵┈┇ﾉ

!┰ﾗ ┖ゴす ┵ﾚ ┲ﾖ め┤┆ﾉ 》る そ┑｀ﾔ ┖┏┇ﾉ
 な┵┌ヰﾘ ┕ﾛ め┤┆ﾉ ┰ﾙけ るけ

: わ┕┆┏┌ﾋ ┕┍┎ﾋる ┷ﾔ と┤┾する ┩┎ﾙす
┧┏ﾒける .. な┵ﾒけ ┷┊ﾗ わ『┏┋ﾕ ┘ﾝﾓ

..ビ┄ヮ┋ﾔ ┕┏ヰﾞﾗる
きす┤┌ゴす ┷ﾉなぬる ┲┊┏┋ﾒ ┷┉ﾗ┑ﾔ

┷┍┏┄ヮ┋ﾔ ┷ﾎ┕┏ﾎ *



う



ぇぅ

*┴ﾐ ┱ﾖ┵ﾞジす

عن حمود دروي�ض

املف

�كتمال �ل�شاعر

 わ┗ﾙぬ┕┉ﾘ るけ ぃわ すね┕むむ｀ﾘ ┰ﾗに ら┕ﾖ ...わ┕ﾘ┕ベ ┘デ ┲むむﾗ
 なすぬける ぃ┴ﾞむむ━ﾚな ゑ┢ ゑ┉ゑﾔ ろ┣ﾗす ぃぬる┤┊ジす た┵ジす ち┢ゴ
 わ┗ﾒ┕┍ﾘ ┕ﾙ┤ﾟﾖけ ゑせ┤むむ┃ﾔ ぃ┴ﾞﾈ┕┎ﾘ ┢┏┆ﾞむむヮﾛ らけ
 ┱┌ﾞ┊ﾛ 》 ┨ﾕ┕┍ﾗす せ┕┏┇ﾗす らけ ┘ﾝﾟ┏ﾗ ぃ わ┗ﾙ┕│ﾌる

.┲┏┅┆ﾗす ぎ┷ゴす す┣┎ﾈ 》さ
 ┷ﾞﾗす ぃれ┤むむﾝ┊ﾗす がら┵むむ┊ﾗす そなぬる ┕むむﾛ !┕むむﾙ┢ﾌる ┕むむﾛ
 ┶┋ﾒ ┘┈┄ゎ゙ ﾍす ┕むむ┎ﾙ┑ﾖ ぃぬす┣ﾙさ ┕ヂるな ぃ┘┄┉むむﾎ
 ┲ﾚ┢┺┕ﾎる ら┵┉むむﾏ┕┆ﾗす ┢┉ﾞ┈┏むむﾎ !そぎ┤ﾓ ビﾌ
 らる┤┺┕ﾟﾗす や┢むむ┆ﾈ れ┤ﾛ ┳ﾗる ぃせ┕ヰむむヮﾗ┕ﾈ そ┑むむﾝ┆ジす

. ┤ﾛ┤ゴす や『ﾎけ ┶┋ﾒ ┤┏┄ﾛ ゑよ┕┌ゴす
 ┤ﾛ┤ﾎ ┶┋ﾒ そる┣ゲす た┑┈┄ﾙする ぃ┗┋｀┋ゎゲす ┕┍┇┋ﾈ
 ┴ﾘ『ﾌけ す┵むむ┉ﾗけ ┳ﾛ┣ﾗす ぃ┴むむ┋ﾚ┑ﾈ ゆる┣むむポす ┖┋┉ﾗす
 す┣ﾚ ┱┌ﾞヰﾛ ┲ﾗる ぃき┕┏┌┆ﾗす ┲ﾚ┤┏ﾐす┵むむﾎ ┘ギ
 わ『┏ﾞﾕ てすぬる ぃ┪┉むむ ゑヮﾔ .. ゆ┕むむﾞﾞﾕ》する へ┵┉むむヮﾗす
 ぃ┗ﾛぬ┵┄むむﾎ┟す ┴ﾞ┉ﾛ┤ﾐ ┶むむ┋ﾒる ぃ┗むむﾝ┏ヱ┋ﾗ ┤むむﾍく
 ┘ゑﾘ┢ﾒゑけ そ┕むむ┏ﾌ ┶┋ﾒ ぃ┤むむﾏ┕ﾝﾘ ┤┏ﾓ ぃわ┕むむﾋ┕｀ﾞﾌす
 ┕ﾘ ┕┎┏ﾔ らけ ┢むむ┉ﾞﾒす ぃ┲むむﾗす┵ﾒ ┳ﾘ ┴むむﾌ┤ﾞﾋす ┕ﾘ
 そきすな┤ﾗす り┣ﾚ ┱ﾖ ┕┎┏ﾔ ┦┏ﾗる ぃそ┕┏ゴす ┯ヰﾞむむヮﾛ

.ぬ┕┏┎ﾙ》する ひ┵┊┍ﾗする
 ┴ﾗす┥ﾓる ┴ﾞﾙ┵ﾞﾛね ┳┃ﾞヰﾛ らけ ┱┏┋ゲす ぎ┯ﾌ ┳ﾘる
 り┢━ぐ┍ ゎﾘ ┶┋ﾒ ゎ┱ﾘ┤┊ﾗす ┵┍ヰﾛ らける ぃら┵ﾛ┥ジす ┱ ぎヰ┊ジす
 ┶ﾗさ のぬす┵┍ﾗす て┕┍ﾋ ┶むむ┋ﾒ ┴┋┌ヰﾛ らける ぃ┱┌ﾋ┟す
 ┴ﾙ┕ﾛ┢┍むむヮﾈ ぃ┕┏ﾙ┢ﾗす ┶むむﾗさ ┴┋┌ﾌ ┕むむ┌ﾖ ぃ┤むむヰﾝﾗす
 ┴ﾉ┕ﾕ┤ﾐる ぃのぬす┢ジす た┕┍ﾈ ┱┺す┢ﾋる ぃ┴ﾉ┕┎ﾘけ せ┕┏ﾊる
 ┘┋ﾌぬ ┷ﾞﾗす せ┕むむ┺┣ﾗす た┵┏ﾈる ぃそ┤┏┇│ﾗす そ┤むむﾒ┵ﾗす

.┧┏ゲす ┳ﾘ わ┕ﾔ┵ﾍ
 ぃ┷┇ﾝ┍ﾛ ┕┌ﾖ ぃそぎ┤ﾘ ゆぎる┟ ぃせ┢むむ┍ﾙ らけ ┕┍┉ﾌ ┳ﾘる
 ┕┍ﾙさ .┱┺┕┎ﾗす ┷むむﾗ┵┇ﾗす せ┕┏┇ﾗす す┣ﾚ ┳むむﾒ わ す┤┏ﾝ┆ﾉ
 ぎバ┤ﾛ ぐ┳ ゑﾘ ┗┌ﾊ ┢┆ﾛ ┲ﾗる !みす┤┈ﾗす ぎ┢ﾌ ┶ﾗさ ら┵│ﾕ┕ﾙ
 そぬ┵│ﾗす ┰┋ﾉ ぃ┗ﾛぬ┕┃ﾌ ┗ﾕ┕ﾙ┑ﾈ ┴ﾋす┵ﾛる ぃ┕┍ﾉぬ┵┾
 そ┢┏│ﾕ らさ .┗むむﾋ┵｀┌ジする そぬる┤むむ┊ジす ┗むむ┏┄┌┍ﾗす

 !はぬ┕ﾘる ┬ﾔ┢ﾘ ┮ﾗけ ┳ﾘ ┤┏ﾍ ┴┍ﾘ
 ┯ﾗ┕ﾍる ぃ┤むむ┎ﾘ┟す ビ┄むむヮ┋ﾔ ┷ぎ┍┇ﾘ な┵むむ┌ヰﾘ
 ┗ﾘる┕┉ジする ふぬ┟す ┤┆むむ━ﾗ そ┢むむﾛ┢ゲす ┗むむﾛ┢｀ﾈ┟す
 ┷ﾞﾗす ぃ┕┎ﾗ ぎ┢ﾌ 》 ┷ﾞﾗす ┗ﾈ┕┇ﾗす ┵ﾚる ぃ┗┏ﾙ┕むむヮﾙ】する
 ぬ┕｀ﾏ┟す ┱ﾖ ┤┏ﾊ┵ﾗす ┳ﾍ┕むむヮﾗす ┕┎ﾈす┤ﾉ ┶┋ﾒ ぬ┵ベ
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 にすにぬる ぃ┮むむ┏┍┆ﾗす ┤むむ┄ジ┕ﾈ ┗ﾗ┵むむヮ┇ジす ぃ┗むむ┈ﾕす┵ﾗす
 ぃビﾖす┤ﾝﾗす ぬ┕むむ┇┾ ┕┎┍ﾐ┕ﾈ ┷むむﾔ ┬ﾝ┍ﾛる ぃゆね》┥むむﾗす
 れ┢むむ│ﾗする ぃ┗むむ┋ﾍす┢ﾞジす たす┵むむ┾┟する ぃた┕むむﾔす┤ザする
 ┳ﾘ た┵ジす らす┤┏ﾙ ┘┇┋ﾈ ┕むむ┌┎ﾘる .┮┏ポする ┬ﾛな┵ﾗす
 ┕┎ﾞ┍ヮﾗけ ┲┃ﾚ ┶┋ﾒ そぬな┕ﾕ ┕┎ﾙ┓ﾔ ぃ┗ﾈ┕┇ﾗす り┣ﾚ
 ぎな┤ﾛる ぃた┵ジす よ┥┎ﾛ ぃ┤ﾚ┕ﾈ ぎ┷ﾞﾔ き┵┻ ┶ﾗさ ┕┎┋ﾛ┵ギる

. ┴ﾈ┕┉ﾒけ ┶┋ﾒ め┵ザする よ┢┆ﾗす
 ┗┏┃┉ﾗす ビ┄むむヮ┋┈ﾈ ┧むむﾛるぬな ┪むむﾝﾉ┤ﾛ ┲むむﾗ
 ┷ﾙ┕ヮﾙさ き┕┌ﾞﾙ》 ┦ﾎけ ┕ﾘ ぬ┢ﾕ ぃわ┕ﾛ┤┺┕━ﾒ わ┕ﾐ┕ﾝﾉぬす
 ┷┍┏┄むむヮ┋┈ﾗす ┤┏ﾓ ┱┆ﾋ ぃわ すに┕┈ﾙる わ┕むむ┉┌ﾒ ┤ﾟﾖけ

.┗┏┃┉ﾗす り┣┎ﾈ わ┕┉│ﾞ┋ﾘ ┴ヮ┈ﾙ ┢｀ﾛ
 ぃ┕┍┋ﾍするな ┶むむﾗさ ┱┋むむヮﾉ ┴ﾙ┑ﾖ ┕ﾙき┕┏むむﾏけ ゆ┵┉ﾛ
 てすぬる ぃそ┤┌ゲ┕ﾖ そ┤むむﾚす┥ﾗす ┗むむﾎ┕ジす ┰┋ﾉ ┪┉ﾞﾗする
 ┕ﾘけ .┳ﾐ┵ﾗす ぬ┢むむ┾ り┢ぎ┋┉ﾛ ┢┉ﾒ ┷むむﾔ ┕┎┌┅ﾞ┍ﾛ
 ┫┉┏ﾞヮﾞﾎ ┕┎ﾙ┓ﾔ ぃ┕┎ﾈ ┲┋ヰﾛ ら┕ﾖ ┷ﾞﾗす な『ﾝﾗす

 .┥｀┆ゎジす ┕┎┍ﾈす らるな よ┕ﾛ┟す ┱ﾝ┉ﾘ ┷ﾔ
 ┢┉ﾗ :┠┏│ﾛ わ┕ﾞぐ┏ﾘ ┤ﾒ┕むむ━ﾗす ┪┉むむヮﾛ ┕ﾘ┢┍ﾒ
 ぃ┗┎ﾋる ゐせぐ┵ ゑ┾ ┱ﾖ ┳ﾘ ┴ﾈ ら┵┄┏ヰ┏ﾔ !┘┋┌ﾞﾖす
 ら┕ﾖ ┕┌┎ﾘる ぃよ『むむ┅ﾗす らけ ┲┎┍┏ﾒけ き┱むむﾘ らる┤ﾛる
 ┴ﾗ ┮┉ﾉ ┢むむ┺┕│┉ﾗす ら┓むむﾔ ぃわ す┢ﾛ┢むむﾏる わ┕ヰぎ┋むむヮゎﾘ
 ぃ┴ﾈ ビ┄┏ボす ビ┈ﾕす┵ﾗす ┤むむ ぎﾖ┣ゎﾉ ┕┌┋ﾟﾘ .な┕むむ┾┤ジ┕ﾈ
 ぃわ す┤┏ﾟﾖ ┤ ぎﾍ┑ﾉ ┢ﾕ ぃ┴ﾈ き┕┈ﾞﾌ『ﾗ ぃ┲┎ﾖすぬ┢ﾞﾎす ら┑ﾈ
 ┗┏ﾙ┵┊ﾗす ┴ﾉ┤｀むむﾏ ┘ギ す┵┈┉ﾛ らけ ┷┇ﾝ┍ﾛ ら┕ﾖる
 ┳ﾒ わ す┢┏┆ﾈ ぃ┘むむﾞﾝﾙ ┷ﾞﾗす ┰むむ┋ﾉ ┶ﾗさ す┵むむ┎ﾝﾞ┍ﾛる ぃ

.きす┤┌ゴす ┴ﾌるぬ そぬ┣ﾈ ┳ﾘ ぃ┲┎┺┕ﾘ
 す┵━┏┆┏ﾗ ┕┎ﾉぬ┕│ﾒ ら┵ﾈ┤むむ━ﾛ ┲ﾚ ┕ﾚ ぃら｠する
 ┷┉ﾝゎﾉ ┷ﾞﾗす そ┕┏ゴす そ┤｀むむﾏ ┤ﾒ┕━ﾗ┕ﾔ .┢ﾈ┟す ┶ﾗさ

.り┢ヮﾋ ┱ﾌぬ ぐらさる ぃ┳ﾛ┢ﾗ┕ﾍ ┳ﾛ┤ﾍ｠す
 ふぬ┟す ┷ﾔ ┤┈ヰﾛ ろ┣ﾗす な┢┆ﾞジす ┷┺す┤ﾗす な┵┌ヰﾘ
 ┤ﾉ┵ﾞジす ┴ヰﾘぬ ┴ ぎﾋる ろ┣ﾗす ┢ﾕ┕┍ﾗす ┴ヮ┈ﾙ ┵ﾚぃよす┤ゴす
 な┕むむヮ┈ﾗす ┕ﾚきすぬる ┷┈ヱﾉ ┷ﾞﾗす ぃ┗ﾜﾛぬ┢ﾗす ┖┋ﾕ ┶ﾗさ

.┗┏┍ﾊ┵ﾗす り┵ﾋ┵ﾗする ┗┏┋ﾚ┟す せる┤ゴする せす┤ザする

 ┗ﾛぬ┵ゴす ┳むむﾈする ぃ┷┋ﾝゲす た┵むむゴす す┣ﾚ ┧むむﾛるぬなる 
 ┱ﾑ ぃら┕ﾛ┢┍ヮﾗする ┤ヰﾝﾗす せ┕┏ﾊ ┳ﾘ ┴ﾞﾋ┤ﾍけ ┷ﾞﾗす
 ぃき┕┌むむヮﾗす ┳ﾘ ぎ┦ゑﾘ ┴ﾖぬなけ ┢ﾕ ぃろな┕ﾒ ┤┏ﾓ わ┕┍┺┕ﾖ
 ┯┋ﾍ ┷ﾔ そな┵┎┆ジす ┤┏ﾓ そぬ┢┉ﾗす り┣ﾚ ┴ﾗ たぬ┕│ﾔ
 わ┕ﾘ『ﾖ ら┵┊ﾛ ┕ヅぬる ぃ┤┏ﾟジする ┬ﾉ┕ジする ┘ﾓ┕ﾝジす よ『┊ﾗす

.ら┕ヮﾙ】す ┷┍ﾈ ┳ﾘ ┬ゑﾕ┵ﾞジす も┵┈ﾛ
 ┷┉┋ﾞジす ┠┍ベ らけ ┰┋ﾞベ ┧ﾛるぬな そ┢┏│ﾕ ┱┆ﾗる
 ぃきす┤┉ﾗす き》┒ﾚ ┴┆ﾘ ┚むむﾗ┵ﾛ ぃつぬ┢ﾘる て┕ﾞ┈ﾘ ┤むむ┏ﾓ
 ぃ┴ﾉすに ┨むむ┍ﾗす ┳ﾘ ┢ﾛ┤ﾛ ┕むむﾘ ┲┎┍ﾘ ┱ﾖ ┠むむﾞ┌┏ﾗ
 ぃ┗ﾜﾝﾞポす ┗むむ┌┊ゴす ┰┋ﾉ め┵むむヮ┋┏┈ﾗす せ┤むむ━┏ﾔ
 ゑら┵┋ﾗす ┕むむ┎ﾌ┥ﾕ のす┵むむﾕけ ┳ﾘ ┪┏むむヮﾝﾗす ┱むむ┎┍ﾛる

.よ┵┏┇ﾗする
 ┢ﾛ┢ゲす ┢┉ﾞ┈┍むむﾎ ┕┍ﾙけ ┷ﾔ ┳┌┊ﾉ そぬ┕むむヮザする
 ┗┌ヰ┋ジす ┮┏むむヮﾖ ┕┍┆ﾗ┕┄ゎﾛ ろ┣むむﾗす ぃ┧むむﾚ┢ゎジす
 ┕┍ﾚ ┵┎ﾔ ぃた┵デ 》 ┤ﾒ┕むむ━ﾗ┕ﾔ .┱┏┋ゲする ┶むむﾔ┕┆ゎジす
 ┴┈ ぐ┄ﾒる ┴ﾉ ぎ┢ﾌる ┴むむ┺┕ﾈ┤┎ﾖる ┴ﾞﾛ┤ヱむむﾎ ┱ﾘ┕┊ﾈ
 ┴ﾞ┇ﾗ ┖ﾚにる ぃ┗むむぎﾛ┤ﾝﾗす ┴ﾗ┵┏ﾍ せす┤むむﾎける ぃ┴┺┕┍ﾓる
 ┴ﾉ┥｀┆ヅ ┕むむ┍ﾚ ┴ﾙさ ぃ┤むむ ぐ┊がﾝﾗす ┗むむﾛ┵┏ゴす ┗むむ┃ﾈ┕┍ﾗす
 ┕むむ┎ﾉ┵┉ﾈ ぃ┕┍┏むむヮ┍ﾞﾎる ぃ┗むむ┋ﾚ┣ジす ┗┄┏むむヮﾝﾗす
 》 .. り┢むむヮﾋ ┱┏ﾌぬ ぃ┕むむ ぎ┍ﾒ わ┕むむ┌ﾓぬ ぃ┕┎ﾒ┵┄むむﾎる

 !┤┏ﾓ
 ゆな┕ﾝﾉる ぃ┕┎┉┋ﾍ ┷ﾞﾗす ぃ┴むむﾞ┇ﾗ ┳ﾘ ┧ﾛるぬな き┕ﾋ
 ぃそ┢ﾛ┤┄ﾗする な┕┏│ﾗす るけ ぃも┵┋ポする ┯ﾗ┕ザす ぬるな ┕┎┆ﾘ
 ぬる┕むむﾎけ ┳ﾘ ┕┎┏ﾔ ┕ﾘ ┱┊むむﾈ ぃ┕┍ﾗ ┕むむ┎┌ぎ┋┆ﾛ てすぬる
 ゆ┕┌ゲ┕ﾈ ┠┈┄ﾉ ぃ┰┏ﾈ┕ﾝむむﾏる や┕ﾝむむ がﾏる ┱ﾛな┕┍ﾘる
 ┱ﾍす┢ﾞジする た┕ﾋぬ┢ﾗす な ぎ┢むむ┆ﾞジす き┕┍┇ﾗする ┗ﾔ┤┆ジする
 ろ┣ﾗす ぃ┤ ぎ│ﾝﾞジす めすぎ┤むむ┆ﾗ┕ﾖ ┕むむ┍┏┋ﾒ ぎ┱むむ┄ﾛ ら┕ﾖる .
 ┴ﾉすなけ ┗┏むむﾎ┕ヮﾌ ┤ヰむむ がヮﾈ ぃな┕┃ﾗす ┗むむ ぎﾘゎけ ┬┌ﾋ
 ┬┻る ┶┋ﾒ ┘┋┌ﾒ ┷ﾞﾗす そ┤┊┈ﾗす り┕┏ヅる ぃ┗むむ┏┍┈ﾗす
 ┲┎┋ヮ┇ﾛ ぃそ┢ﾌする そ┤┏ヰﾈ ┷ﾔ ┴┏┆┌ﾞむむヮﾘ ┱ﾖ
 ┢ﾕる ぃら┵むむﾋ┤ヱ┏ﾔ ぃ┕┎┺┕ﾘ ┳むむﾘ ┲┎ﾛる┤ﾛる ぃ┕むむ┎┏ﾔ
 ┗ﾗ┕ﾌ ┯むむ┋ﾍ ┕ﾘ ぃつ┕むむ ぎﾚ┵ﾗす りぬ┵むむﾙ ┲むむ┎┏ﾔ ┢むむ ぎﾌ┵ﾉ

.き┕ジす ┶ﾗさ き┕ジす ┳ﾘ ┢ﾞベ ┗┏ﾒ┕┌ﾋ
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 よ┕ﾕける ぃりくぬる ┴ﾉ┵ﾘ ┧ﾛるぬな な┵┌ヰﾘ ┢┎むむﾏ ┢┉ﾗ
 ぃ┗┃ﾘ┕┇ﾗす ┴むむ━┏ﾔ┕┈ﾍ ぎ┢│ﾞﾗ そ┢┏┍ﾒ ┗ﾛぬす┢ﾋ
 ┳ﾘ ┴┍ ぎ┊ﾘ ら┑むむﾈ ぃた┵むむジす ┶┋ﾒ ┧むむﾛるぬな ┤むむ│ﾞﾙする

. ┢┏┆ﾝﾗす ┴ﾘ『ﾖ れぬに ┭┋ﾝﾛ ┳ﾗ た┵ジす ┳┊ﾗ ぃり┢ヮﾋ
 ビむむ┏┉┏┉ゴす ビむむ┈┉ﾟジす ┳むむﾘ ぃ┗むむぎ┋┉ﾗす ┘むむﾙ┕ﾖ
 ┘ﾙ┕ﾖる ぃ┴むむﾔ『ﾞﾍする ┴むむﾞ┆ぐﾔぬ ┶むむ┋ﾒ ┴むむﾙ┵┄ﾝ┇ﾛ
 ┕┎┍ヰ┄ﾉる ぃぬ┕┊ﾞﾈ》す ┷ﾒ ぎ┢ﾉ ┷ﾞﾗす ┗┋ﾉ┕ポす そ┤ﾟ┊ﾗす
 ┗┌ﾊ ら┕ﾖる ぃり┢むむヮギ ぬ┕ ゑ┇ ゑ│ﾗする ┨むむ┉┍ﾗす ┢むむ┉ ゎﾒ
 ┳ﾛ┣ﾗす ぃビﾖ┕むむヮジす き》┒┎ﾗ ぃ┴むむぎ┋ﾑ ┷ﾔ ぃ┬むむヮぎ゙ ﾘ
 す┣ﾚ ┶むむ┋ﾒる ぃ┴むむﾉ┵ﾘ ┶むむ┋ﾒ ┶むむﾞﾌ ぃ┴ﾙる┢むむヮヰﾛ
 》 ┳ﾛ┣ﾗす ぃの┕┍ﾗす ┳ﾘ ┬むむﾛ┢ﾝﾗす き┕ﾔ┵ﾗする ゆ┕┈ﾙ┤┊ﾗす
 そ┤┏┇│ﾗす ┲┺┕┌┍ﾗする ┩むむﾛ┵┆ﾞﾗす た┕┏ﾗく ら┵ﾔ┤┆ﾛ

.┦ﾛるす┵┄ﾗす た┕ﾖ┤ﾌる
 ┲ﾕぬ ┖┋┄ﾙ るけ ぃ┴ﾝﾞ┊ﾘ ┶ﾗさ ┤┏ヮﾙる ┵┎ヮﾙ ┕ヅぬ
 ┲ﾕ┤ﾗす す┣ﾚ ┖ﾌ┕┾ らけ ┗むむﾗ｠す ┕┍ﾝ┏｀ﾞﾔ ぃ┴むむ┈ﾉ┕ﾚ

 .┢ﾛ┢ﾋ ┳ﾘ わ┕ﾋね┕ﾐ ら┥ゴす ぬ┵┈┏ﾔ !た┕ﾘ ┢ﾕ
 ┴ぎﾈぬ らけ ┲ﾓぬ ! わ┕┌┏ﾞﾛ ┤┆むむ が━ﾗす ┶ヮﾘけ ぃよ┵┏ﾗす
 ぃ┴ﾝ┋ﾕ ┯むむﾛぬ ┳ﾘ り┕┉むむﾎる ぃた┵ﾈ┕ﾞﾗす ┳ﾘ ┴むむﾋ┤ﾍけ
 わ┕│┉ﾙ ┗むむ┌ﾊ らけ ┢むむﾕ┕ﾙ め┤むむ┆ﾛ ┲むむﾗる ! ┶むむﾗ┕┆ﾞﾔ
 ┗ﾙ┕ ぎﾘ┤ﾗ┕ﾖ ┵むむ┎ﾔ ぃ┤ﾌ┕むむヮﾗす ぎ┷┍ゲす す┣ﾚ ┘┏ﾈ ┷ﾔ
 ぃ┧ﾛるぬなる ┷ﾝ┍ﾞジす ぃビむむ┍ﾊす ┷ﾙ┕ﾊ ぬ┕┾る ぃ┗むむ┋┌ﾞ┊ジす
 ┳ﾘ┥ﾗす ┠ﾝ┾┑ﾔ ぃら┕むむﾘね┟する らる┤┉ﾗす たすね┕むむ┈ﾘ ┤ﾝﾒ

! ┴┌ぐ゙ ゎﾛ ゆ┵┄ﾛ ぎ》け ┵ﾋぬける ぃ┤ﾍ｠す ┵ﾚ わ┕┌┏ﾞﾛ よな┕┉ﾗす
 ┕┎ﾗ ┢┆ﾛ ┲┋ﾔ ぃわ す┢ﾋ ┗┌┏ﾞﾛ ぃわ┕┃ﾛけ ぃビ┄ヮ┋ﾔる
 ゆ『ﾍ ┳ﾘ ┲ﾗ┕ ゑ┆ﾗす ┕┎ﾔ┤ﾒ らけ ┢┆ﾈ ぃね┵ﾘぬる き┕┌ﾎけ
 な┵┌ヰﾘる た┕ﾔ┤ﾒ ┤むむﾎ┕ﾛ ┕┌ﾚ ┳ﾛ┤┏ﾝﾖ ビ┌むむﾎす

..┧ﾛるぬな
 ┗┏┍ﾐ┵ﾗす ┕┍ﾞ┉┏ﾊる ┧ﾛるぬな な┵┌ヰﾘ ┤┆ﾏ ┱┅ﾛる
 ┗┏ﾙ┕むむヮﾙ】する  ┗むむ┏ﾗ┕┃┍ﾗする  ┗┏ﾋ┵ﾗ┵┏むむヮヮﾗする
 り┣ﾚ ┷ﾔ ┢｀ﾛ らけ ┙むむﾌ┕ﾈ ろけ ┬┏┄ﾞむむヮﾛる ぃわ┕┃ﾛけ
 める┤ヰﾈ ┤ﾒ┕むむ━ﾗす ┴┋ ぎ┾け ろ┣ﾗす ┕┍ヱﾛぬ┕ﾉ ┗┉┏ﾊ┵ﾗす

 な┵┋ザ┕ﾈ ┯┏┋ﾉ

 ┴むむヮ┈ﾙ ┵ﾚ ぃもぬね【ﾗ ぬる┣┍ジす も『むむ┌┆ﾗす す┣ﾚ らさ
 ┷ﾞﾗす ぃ┗むむﾛな┵┌┆ﾗす ┤┏ﾓ ぃ┴むむﾉ┢┏│ﾕ ┱┆ﾋ ろ┣むむﾗす
 ┗┏ﾈ┕┄ザする ┗┏ﾙ┕ペする そ┤むむﾏ┕ﾝジす ┷ﾔ ┪┉むむヮﾉ ┲ﾗ
 わ すぬ┕┆むむ がﾏる ┗┏┍ﾓけ ら┵┊ﾉ らけ ┶むむ┋ﾒ そぬな┕ﾕ ぃ┗むむ｀┈ﾗす
 ┰ﾗに ┴┆ﾔ┢ﾛ ろ┣ﾗす ぃ┳ﾐす┵ジす ┣ヰむむ━ﾛ わ す┢┏むむ━ﾙる
 ビﾒ ┶むむ┋ﾒ ┲むむ｀┎ﾛ らけ ┶むむﾗさ ぃ┷むむﾗ┕┆ﾗす き┕むむ┍┇ﾗす
 ┯ぎﾙ┤ﾛ ぃ┯むむ┏┌ﾒ ら┕デさ ┶むむ┋ﾒ わ》┵┌ヰﾘ ぃ┗むむ┏ﾕ┢┍ﾝﾗす
 ┱┅ﾛる ぃ┴ﾝ┋ﾕる ┴むむ┋┉ﾒ 【デる ぃ┴ﾙす┢ﾋるる ┴むむﾖぬす┢ﾘ
 ┬ ぎﾕ┵ジす ┢┏むむ━┍ﾗす ┰ﾗに ら┑むむﾈ わ す┢┉ﾞ┆ﾘる わ┕むむﾕ ぎ┢│ﾘ
 ┗┉┏ﾊる ┵ﾚ ぃ┗むむﾛ┤ゴする そぬ┵ﾟﾗする ふぬ┟┕むむﾈ ┲┎┄ジする

. ┴ﾘ┢ﾈ ┕ﾚ┤┎デ らけ ┖｀ﾛ ┷ﾞﾗす ぃひ『ザする ┤│┍ﾗす
 わ┕ﾒ┕ヮﾉす ┤ﾟﾖけ ┶┍┆ﾘ ┗ﾘる┕┉┌┋ﾗ ┧ﾛるぬな ┶┄ﾒけ
 ┶ﾗさ ね┕┏ヰﾙ》す ┶ﾗさ よ┵むむ┎┈ジす ┱│┏ﾗ ぃゆ┕ﾞ┉ﾗす ┳ﾘ
 ┗┎ﾋす┵ﾘ ┷むむﾔ ぃゆ┢┆ﾗする ┤むむ┏ザする ┯むむゴする ゆ┕むむ┌ゲす

... ゆ『ﾞﾌ》する ゆ『┇ﾞﾎ》する ┗ﾒ┕━ﾝﾗす
 ┮┉むむヮﾗする ┗┉┺す┣ﾗす ┱ ぎ┊むむﾏ ろ┣ﾗす な┵むむ┌ヰﾘる
 ┷ﾔ ┗むむﾎぬ┢ﾘ ┤ﾝﾖけ ┖むむﾌ┕┾ ぬ┕むむ┾る ぃ┷むむﾗ┕┌ゲす
 ┤┆むむ━ﾗす らさ :ゆ┵ﾕけ な┕ﾖけ ┶ﾞﾌ ぃら┤むむﾕ ┮│ﾙ ┤むむﾍく
 ┱┊むむ━ﾈ  ┷むむﾈ┤┆ﾗする  ぃ┗むむ┾┕ﾍ  ぃ┷┍┏┄むむヮ┋┈ﾗす
 ┗ﾛな┕ﾈ ┗ﾜ┏┃ﾘ たすき┵むむﾞﾙる たすき┕┍ﾟﾞむむﾎす ┬ﾘ ぃよ┕ﾒ
 ┷┌ﾞ┍ﾉ ┗ﾒ┵┍ﾞﾘ そ┢ﾌする そ┢┏│ﾕ ┵ﾚ ぃ┗┈┋ﾞヱﾘる
 ┕ﾘすぬな ┖ﾞﾖ ろ┣むむﾗす ぃ┤ﾒ┕むむ━ﾗす す┣ﾚ ┗むむﾎぬ┢ﾘ ┶ﾗさ
 ┳ﾛ┤ﾍ｠す ┲┅┆ﾘ ┖むむﾞﾖ ┕┌┏ﾔ ぃ┗┏ﾒ┕┌ゲす てる┤ﾗす

 ! ち┢ゴす ┕ﾘすぬな
 つぬ┕ザす ┵ﾚ す┣ﾚ :ゆ┵┉ﾙ ┕┍ﾖ ┕むむ┍┍┏ﾈ ら┕ﾖ ┕ﾘ┢┍ﾒ
 ┪むむﾎる わ す┢┏┆ﾈ ┢ ぎﾌ┵ﾞジす .. ┴むむﾝ┋ﾕ ┗むむヮ┋ﾋ ┳むむﾘ
 ┴ﾙ┑ﾖ の┕むむ┍┋ﾗ れきす┤ﾞﾛる ぃわ┕むむ┏ﾘなく る┢むむﾝﾛ !ぬ┵むむ┃ゴす
 が┦┏ﾛ┕ﾙけ ┳ﾘ ゐ┢┎━ﾘ ┶┋ﾒ わ┕┆ﾏ┕ﾍ りす┤ﾉ ! ゐゆ┕┆ﾞﾘ
 そ┤ﾚ┥ﾗす ゑ┗ヰ┉ﾔ ゎ┤┈ヰﾛ ┴┅ヰ┋ﾉる !りな┵┌ﾒる が┢ﾝ┆ジす
 ┷ﾔ わ『ﾘ┑ﾞﾘ わ┕┆ﾖすぬ わ》┕むむﾟベ ┴ヰ┌┋ﾉ るけ ぃそ┤むむ┏┇│ﾗす

.せす┤ﾞﾗす が┴ ぎﾘゎけ
 ┕┎ﾕ┕むむ ぎ━ ゎﾒ ゑゆ┵ﾌ ┕むむ┎ﾛ┢ﾛけ ┞┮むむ┋ﾉ そけ┤ﾘす ┴むむぎﾙ┑ﾖ



ぇゃ

 ぃそ┤┏ﾟ┊ﾗす ┕┎ﾛ┢ﾛ┑ﾈ ┲┎┍┏ﾛす┤ﾏ ┖ヰヮﾉる ぃら┕┏ﾞ┈ﾗす
 ゑ┱┏ﾕる .┗ﾞﾘ┕┾ わ┗┎ﾗさ た┢ ぎ┌｀ﾞﾔ ┗ﾝ┆┋ﾗす ┘ぎ┋ﾘ ┲ﾊ
 ┱┏ﾕる .り ゑ┢ﾝﾖ ゎ┤┏┄ﾗす ゑや》ゑる ぃゑぬ┕┍ﾗす ゑも┤むむﾎ ろ┣ﾗす ┵ﾚ
 ゑ┤┏ﾓ ぃ┴┊┋ﾔ ┷むむﾔ ぬる┢ﾙ ろ┣ﾗす ┤むむ┏ﾝ┊ﾗす ゎ┲┋ゴす ┵むむﾚ
 ┗ﾙ┕┏ザす よ┢ﾙ ┱ﾟﾘ ┕┍┏┉┋ﾞむむﾎ ┗ﾝ┆ ゎ゙ジす ┴むむ ゑﾎけぬ らけ
 ┘┋ぎ┋ﾑ ┷ﾞﾗす す┤むむﾈ┵┊ﾗす ┵ﾚ ┱┏ﾕる .ら┕┏むむヮ┍ﾗす ┷ﾔ
 ┕┎ﾘす┵ﾕ ろ┢┎ゎﾉ らけ ┘むむぎﾝﾌけ ┕ガ ┕ぎジる ぃ┤┏ﾘ┟す ┝┷むむﾝ┍ﾗす

.き┕ヮ┍┋ﾗ
 せ┵ﾞﾛ ┳むむﾗ ろ┣ﾗす ┯むむ┏ﾙ┟す ┬┋ ぎヱﾞジす ┵むむﾚ ┱むむ┏ﾕる
 わ┕ヰむむ━ﾖ ぬ ぎ┵┊ﾞﾉ そぬ┵ヰむむヮジす ぬ┕┄ﾘ┟す ┘ﾘすな ┕ﾘ
 そ┤ﾓ┕┍ﾗす ┦┌━ﾗす ┘ギ ┮ﾕす┵ﾗす ┵ﾚ ┱┏ﾕる .ろ┵┆ﾛ
 ┲┏ﾞ┏ﾗす ┵ﾚ ┱むむ┏ﾕる .┗ﾘ┕┏┉ﾗす よ┵ﾛ ┷ﾔ わ┕│ﾍ┕むむﾏ
 ┘ギ わ┗ﾌ┵ﾈ┣ﾘ わ┗むむ｀┍ ゑ┌ ゑﾖ ┴むむ ゑﾒ『┻け ┝┢むむﾕ ろ┣むむﾗす
 ┷ﾔ りる┢ﾋる ┕ﾘ ┵ﾚ ┱┏ﾕる .ビ┌むむﾎ┕┏ﾗす ┰┏ﾈ┕ﾝむむﾏ
 ┯┋┇ジす ┮┎┊ﾗす ┰ﾗに ┷ﾔ ┗ﾎ┢┉ジす の┑┊ﾗす ┤┆ﾕ
 ┲┎┍┌ﾔ ぃ┴┏ﾔ ┕ﾘ ┶┋ﾒ す┵┈┋ﾞﾍ┕ﾔ ぃ┗┉┏┋ザす ┣┍ﾘ
 き┕┌ヮﾗす れ┢ﾙ ┴┍ぎ┏ﾝﾉ ┳ ゑﾘ ┴┍ﾘる ぃ┗ﾔ『むむ ゎﾎ りくぬ ┳ﾘ
 ぃてる┤むむﾗす もゑ┤むむ ゑﾒ す┣むむﾚ :ゆ┕むむﾕ ┳むむ ゑﾘ ┲むむ┎┍ﾘる ぃゆる┟す
 つ『ﾞﾍ》す るけ そ┵┎むむ━ﾗす ┬ﾘな す┣ﾚ :ゆ┕ﾕ ┲むむﾚゎ┤ﾍくる
 るけ ぃ┴ﾙ┵┋┎｀ﾛ す┵ﾗすね ┕ﾘる .き┷ﾏ ┱ﾖ ┶ﾗさ ビ┍ゴす るけ

 .┴│ヱﾏ ら┵┋ﾚ┕｀ﾞﾛ
.┴ﾈ す┵┈ﾞヰﾛ ┲┋ﾔ な┕ﾒる !り┵┍┄┈ﾛ ┲┋ﾔ せ┕ﾓ

 ┕┌┍┏ﾌる . つる┤むむザする た┕むむ┍┎ﾗす ┱┊ﾈ り┵むむ┌┎ﾉする
 ┕ﾘ┢┍ﾒる .せ┵むむ┎┍ジす ┕むむ┍ﾉ┵┾ す┣むむﾚ :す┵ﾗ┕ﾕ て┕むむ┾

.┬ﾎす┵ﾗす ┬┄┍ﾗす ┴ﾗ するなゑ┤ゑﾔ ┘┌┾
 ぃ┤ ゑ┃ ゑﾌる .┢┏┆ﾝﾗす ┴ ぎﾘゎけ ┯ﾝﾌ ┳ﾘ りるなぎ┤ﾋ ┤ﾔ┕ﾎ ┕ぎジる

.┗┉┍━ジす ┴ﾗ らる ぎ┢┆ゎﾛ す┵ﾙ┕ﾖ ぃする┤┃ヰﾛ ┲┋ﾔ
 ┴┏┋ﾒ わ┕ ぎ┏むむ━┇ﾘ ら┕ﾖ - ┯ぎ┏┃ﾗす り┢ ゑゴ ┳ﾘ ┬┋ﾐ
 ら┵｀ぎﾈ┢ゎﾛ ┲ﾚ┢ﾋ┵ﾔ - ┙ﾔ┕┍ﾗす ┲┎┃ﾘ┕ﾌ ┠ﾛぬ ┳ﾘ

.せ┕┏┇ﾗす ゑ┠ﾛ┢ﾘ ┴ﾗ
 ぃて┵ﾙ ゎ┤むむ┌ ゎﾒ ┴むむﾗる ┹┷ﾌ ┴むむﾙけ す┵むむ┍┉ﾛけ ┕むむﾘ┢┍ﾒる
 .わ┕┅┏ﾓ す┵ﾉ┕ﾘる ぃた┤｀┈ﾙする ┲ﾚゎぬる┢┾ た┢むむ━ﾞﾌす

 ぃ┶ぎﾗ┢ﾞﾛ ゐ┢むむヮﾋ らるな ┠ﾋぬ┑ﾞﾉ ┗┉┍むむ━ジす ┘ぎ┋ﾑる
 ゐ┖ﾛ┤┇ﾗ ┮ﾞ┎ﾉ わそ┢ﾛ┢ﾋ わ┗むむﾒ┵┌｀ﾘ れぬけ ┷ﾙけ ゑ┤┏ﾓ
 ┲┎ゑ゙ ﾛ┕ﾓ ┝らけ する┢ﾖ┑ﾉ ┢┉ﾔ ぃビﾌ┤ﾔ す┵ﾙ┕ﾖる ぃ┢むむﾛ┢ﾋ

.そ┤┻┕ﾌ
 す┵┉┈ﾉす ┷ﾞﾗす ぃの┕┍ﾗす そぬ┵┄ﾎけ ┧ﾛるぬな な┵┌ヰﾘる
 ┲┎ヮﾋす┵ﾚる ┲┎ﾗ┕┉ﾊけ ┱┌ﾞヰﾛ ┴ﾘす┵ﾕ らけ ┶┋ﾒ
 ┷ﾈ┤ﾒる ┷┍┏┄むむヮ┋ﾔ ┱ﾖ ┬むむ┻┵ﾔ ぃ┲むむ┎ﾉ┕ﾝﾓぬる
 な┵┌ヰﾘ ┠ﾝ┾ける ぃな┵┌ヰﾘ ┷ﾔ ┴ヮ┈ﾙ ┳ﾘ わ┕ﾜ┏ﾏ
 せ┕｀ﾞむむﾎす ┳ﾛ┣ﾗす ぃビﾝ┏┄ﾗす の┕┍ﾗす ┱┊ﾗ わ┕┊むむぐ┋ がﾘ
 よ『ﾖる ┲┎ﾙす┢ﾋる ┠ﾝ┾ける ぃ┲┎┆ﾘ ┶ﾚ┕ベる ぃ┲┎ﾗ
 ┲┎┌ガ ┠ﾝ┾ける ぃ┲┎ﾕ┵┋ヱヅ す┵┍が゙ ゎ゙ ﾔする ぃ┲┎ﾌるぬ
 ぃり┢むむ┺┕│ﾕ ら┵むむ┈┉┋ﾞﾛる ぃ┴むむ┏ﾗさ ら┵┆むむヮﾛ ろ┣むむﾗす
 ┰┋ﾉ ┤むむヮ┈ﾛ ┕ﾘ ぃ┖┋ﾕ ┤┎ﾑ ┳ﾒ ┕むむ┎ﾙ┵┅┈ヰﾛる
 ┶┋ﾒ ぃ┤┏┅┍ﾗす ┬むむ┄┉┍ﾘ ぃゆ┕ﾝﾕ】する ┗むむﾛ┤┏ﾚ┕┌ゲす

.┴ﾝﾞﾖる ┴ﾉすきす┤ﾕる ┴ﾉ┕┏ヮﾘけ
 ┴ﾙけ ┦ヰﾛ ぃ┷ﾙ┕むむヮﾙさる ┷ﾈ┤ﾒ ┱ﾖ ら┓ﾔ ぃす┣むむ┎ﾗる
 よ┢┎ﾙする ぃ ぎ┣┈ﾗす も『┌┆ﾗす す┣ﾚ ┷ﾔ ┴ﾞ ┝│ﾌ ┤むむヮﾍ

.┷ﾚ┕ﾝﾛる ┴ﾈ ┤ヱﾞ┈ﾛ ら┕ﾖ ろ┣ﾗす り┥ﾘぬ ┳ﾘ き┥ﾋ
 ┤ﾋ┕┍ヰﾈ なな┤むむﾙる ぃ┴ﾕ┢│ﾙ ┕むむぎ┍ﾖ ぃ┳｀むむヮﾗす ┷ﾔ
 ┴ﾉ┤━ﾙ ┷ﾞﾗす ┱┏ﾎぬ┕ﾘ ┷ﾙ┕ﾓける ぃりぬ┕┆ﾏけ に》┵┈ﾗす
 ぃ┳ﾛね┕ﾙ┥ﾗす ま ぎ┢むむ│ゎﾛる らすぬ┢むむゲす よ┢┎ﾛ ぃわ┕むむﾛぬ┕ﾙ わ┕むむ┉ﾔゎけ
 ぃ┬むむ┋┎ﾗする ┤むむﾒ┣ﾗ┕ﾈ ┱むむ┉ﾞ┆ジす のす┤むむﾌ ┖むむ┏│ゎﾛる
 ぬ┕┆┋ﾗ ┗┋┏むむヮジす ね┕┇ﾗす ┬ﾔす┢ﾘ きすぬる す┵┈┉ﾛ ┶むむﾞﾌ
 た┵│ﾗす ┰ﾗに す┵┎ﾋす┵┏ﾗ ぃき┕┏┌┆ﾗす ┲┎ﾉ┕ﾏ┕ﾏぬる
 んそぬ┵むむ┈ヰﾘ  り┢むむ┺┕│ﾕ  らさる  ..ゆ┥むむﾗ┥ジす  ┷むむﾒ┕┌ゲす
 ┲ﾗ ┷ﾞﾗす ぃらすぬ┢ゲす ┰┋ﾉ ┶むむ┋ﾒ ぃき┕ﾘ┢ﾗする ┤ﾔ┕ﾑ┟┕ﾈ
 ┴ﾌぬ┕むむヮﾗす ぃてる┤ﾗす ┤ﾛる┕むむ━ﾘ よ┕ﾘけ わ┕むむ┉┺┕ﾒ ┳┊ﾉ
 ┷ﾔ ┦┌むむ━ﾗす ┬ﾘ そ┢┺┕┆ﾗする ぃよ┕┌┏ﾗす ┬ﾘ わ す┢むむ┏┆ﾈ

 .┱┏┋ﾗす
 ┱┆ﾋ ろ┣ﾗす ぃろ┤┆━ﾗす ┕┍┍ﾐる な┵┌ヰﾘ ┶┉ﾝﾛる
 り┕┈━ﾗす ┶┋ﾒ ぎら┤ﾉ ぃ┕┍ﾈ┵┋ﾕ ┷ﾔ わ┕ﾎ┤ﾋ ビ┄ヮ┋ﾔ
 な┵┌ヰﾘ ┱むむ┅ﾛる ぃも┕ﾔ｠す ┷むむﾔる ぃめ┵むむ┈┊ﾗす ┷ﾔる



ぇゅ

 ┵ﾚ┥ﾙる ぃわ┕むむ┏ヱﾛぬ┕ﾉ わ┕ﾌ┤ﾔ ┴むむﾈ て┤┈ﾙ ろ┣ﾗす ┲むむﾎ》す
 !り┕┍ﾔ┤ﾒ ┕┍ﾙ┑ﾈ

 ┴ﾞ┍ﾛね ┱┌ﾖけ ┢ﾕ よ┵┏ﾗす ら┵┊ﾛ な┤ ぎ┈ﾞジす な┵┌ヰﾘる
 ┮┉ﾙ るけ ぃきす┥┆ﾗす た┵┏ﾈ ┷ﾔ ┕┍ﾗね ┕ﾘ ┕┍┍┊ﾗ ぃ┱むむﾌぬる
 ぃら┵｀むむヮﾗす ┷ﾔ るけ ぃな┵┍ゲす ┥ﾋす┵ﾌ ┶┋ﾒ わ┕ﾈす┤むむﾎけ
 せ┕ﾝむむﾎけ ┰┋ﾞヂ ┲ﾗる .. た┕┌┏ポす るけ ゆね┕┆ジす ┷ﾔ るけ
 ┳むむﾘ たき┕むむﾋ そ┢むむ┏│ﾕ ┰むむ┋ﾞヂ ┕むむ┍┍┊ﾗ ┗むむ┍ﾛ┥ﾗす

.き┕┌ヮﾗす
 》 ぬ┕ヰﾝﾗする ┮┾す┵┆ﾗする ┢むむﾈ┕┆ジす ┱ﾟﾘ ┧むむﾛるぬな
 き┕┏ﾝﾙ┟す き┕┍ﾈける そ『│ﾗする ┶┉┏むむﾎ┵ジす ┱ﾟﾘる ぃた┵デ

.┕┎ﾉ┕ﾒ┕ﾎる よ┕ﾛ┟す き┕┃ﾔ ┷ﾔ ら┵ぎ┋┅ﾛ ┳ﾛ┣ﾗす

┷┍┏┄ヮ┋ﾔ ┤ﾒ┕ﾏ *

 ┢むむ┆ﾈ  ┱┌┆ﾞむむﾎす  ┲むむﾗ  ┕┏│ヱむむﾏ  ┕むむﾙけ«
 ┱ﾟﾘ ┷ﾔ なな┤ﾞﾉ ┷むむﾞﾗす ┗ﾔ┵ﾗ┑ジす た┕ヰ┋┄│ジす
 ┢┉ﾞﾒけ ┷ﾙ┟ »¨す ┴むむ┌ﾌ┤ﾖ« ┮ﾕす┵ジす り┣むむﾚ
 ┷ﾔる ┕┍ﾈ┵┋ﾕ ┷むむﾔ ┕むむ┍┆ﾘ ┧┏┆ﾛ ゆすね┕むむﾘ ┴むむﾙけ
 ┤┎むむﾏ┟す ┷ﾔ ┴ﾙけ ┗┾┕ヱﾈる ぃ┗┏ﾘ┵┏ﾗす ┕┍ﾉ┕┏ﾌ
 ゆ┥┍ジす ┷ﾔ わす┤┏ﾟﾖ ┕むむ┍┏┋ﾒ なな┤ﾞﾛ ら┕ﾖ ぃそ┤むむ┏ﾍ┟す
 ら┕ﾖ ぃもす┤むむ┈ﾗす たす┵┍むむﾎ ┳ﾒ ┩ﾛ┵┆ﾉ ┴むむﾙ┑ﾖる
 ゆ┕┈ﾐ┟す ┖ﾒす┢ﾛ え┗┏┌┏┌ゴす ┳むむﾘ わす┵ﾋ ┯┋ヱﾛ
 ┲ﾚき┕┌ﾎけ ┫┈ヰﾛる ぃ わ┕┏┈ﾉ┕ﾚ ┲┎┆ﾘ ┱│ﾞﾛる
 そね┕ﾋさ ┘ﾙ┕ﾖ そ┤むむ┏ﾍ┟す たすぬ┕むむﾛ┥ﾗす らさ . わ┕むむ┆┏┌ﾋ
 ら┕ﾖ ┴ﾉ┕┏ﾌ そ┤┏むむﾎ ┷ﾔ な┵┌ヰﾘる た┵ジす ┱むむﾝﾕ

.»┖┋┉ﾗす ┷ﾔ ┗┾┕ﾍ ┗ﾙ┕┊ﾘ ┴ﾗ

)┧ﾛるぬな な┵┌ボ ┤ﾝﾖ┟す と┟す( ┧ﾛるぬな ┢┌ﾌけ



ぇょ

 ┪┉ﾔ ら｠す ┵むむﾚ .┖┏┇ﾛ ┳むむﾗる .『ﾖ ぃせ┕むむﾓ ┕むむﾘ
 ぃ┕┌┺すな ┱┆┈ﾛ ら┕ﾖ ┕むむ┌ﾖ き┕┃┏ﾝﾗす ┗ﾛ┢ﾈ┟す なるす┤ﾛ
 ら｠す ┵ﾚ .き┕むむ┏┃ﾗす ┷むむﾗ┕ﾒけ ┷ﾔ そ┤むむぎﾝﾕ ┷むむﾋ┕┍ﾛる
 ┷ﾖ ┕┌┎┆むむﾎる ┶┋ﾒ ビﾞﾛね┵┋ﾗす ┴┏┍┏ﾒ ┩┌┇ﾛ

.き『ﾛね┕ﾈる ら┕ﾓける ぬ┵┾ ┳ﾘ ┴ﾞ┋┏ヱﾘ た┕ﾔ ┕ﾘ れ┤ﾛ
 ┷ﾔ ┶┃ﾘ ┢┉ﾗ .┧むむﾛるぬな な┵┌ヰﾘ ┱ギ┤ﾛ ┲むむﾗ
 りぬ┕ﾙ ┶むむ┋ﾒ そ┤むむ┏ﾊ┟す ┴むむﾉ┵┎ﾕ ┬むむ┍│┏ﾗ ┗むむﾗ┵┋┏ﾕ
 ろ┤┏むむﾎ« : そ┕┏ゴす らにけ ┷ﾔ ┦┌┎┏ﾗ ┲ﾊ ぃ┗┺な┕┎ﾗす
 ら┕│┉┍ﾗす ┱ﾘ┕┊ﾈ  やすぬけ ┷むむ┊ﾗ ぃそ┕┏ﾌ ┕ﾛ ぃ ゐき┪むむﾝﾈ
 ┷ぎ┍ﾒ わ┕ﾟﾌ┕ﾈ ┰ ぎ┌┃ﾍ ┷ﾔ ┰ﾞ┏むむヮﾙ ┲ﾖ .┷ﾗ┵ﾌ
 :ゐそ┵ヮ┉ﾈ ┘┋ﾕ ┰┍ﾘ わ す ぎ┤ﾎ ┘ﾖぬなけ ┕┌ぎ┋ﾖる .┰┍ﾒる
 た┤┃ﾌ ┕ﾙける ┷┍ﾞ│┉ﾙ :せ┕┏┇┋ﾗ ぐ┱ﾕ  ! ぐ┰┋┎ﾋけ ┕ﾘ

.»! ぐ┰┋┌ﾖ┟ ...
 ┱┌┊ﾛ ┷ﾖ ┴ﾌるぬ ぬ┣むむﾙ ┤ﾒ┕むむﾏ ┖┏┇ﾛ ┮┏┊ﾔ
  た┵ジす ┴むむﾋる ┷ﾔ ┮むむﾞﾚ ろ┣むむﾗす ┵むむﾚる ぃせ┕むむ┏┇ﾗす
 ┕ﾛ ┰ﾞﾘ┥ﾚ ぃ┕┎┆┏┌ﾋ ゎら┵┍┈ﾗす ゎた┵ﾘ ┕ﾛ ゑ┰ﾞﾘ┥ﾚ«
 ぃろ┤│ジす ┗┋ヮﾘ ぃ┳ﾛ┢ﾔす┤ﾗす な『ﾈ ┷ﾔ ┷ﾙ┕ﾓ┟す た┵ﾘ
 ぃ ゐ┢ﾝ┆ﾘ そぬ┕｀ﾌ ┶┋ﾒ は┵┉┍ﾗす ぃ┗┍ﾒす┤┈ﾗす そ┤ﾝ┉ﾘ
 ┕┍ﾈ ┬┍┾┕ﾔ .ゎな┵┋ザす ┰┍┺┕┌ﾖ ┳ﾘ ゑ┘┋ﾔける ゑ┰ぐ゙ ﾘ┥ﾚ

.» ゎ┢ﾛ┤ﾉ ┕ﾘ ┰ヮ┈┍ﾈ ┬┍┾する
 な┵┌ヰﾘ ┢┺┕│ﾕ ゎた┵むむﾘ ┕ﾛ ┰ﾞﾘ┥ﾚ : ゎ┮むむ┏┻ける
 ら┕┏ヮ┍ﾗす そ┤ﾖすにる ┷ﾗ┕┆ﾗす ┱┅ﾗす ┠ﾛ┢ﾘる ぃ┧ﾛるぬな
 ┰ﾞﾘ┥ﾚ .┕ﾝﾖ┵ﾖ ┤━ﾒ ┢ﾌけ ┰ﾘ┥ﾚ .┱ﾕ┟す なぬ┵ﾗする
 ┲ﾗる .す┢┏ﾌる ┢┆ﾛ ┲むむﾗ ろ┣ﾗす ら┕│ゴする ぃ┗ﾛぬす┢ゲす
 らけ ぃ┷ﾙ┢┆ジす ┰ﾙ┕ゲ┵┾ ┲ﾓぬ ぃた┵ﾘ ┕ﾛ ┬┄ﾞむむヮﾉ

.┗ﾝﾛ┤┇ﾗす ┤ﾛ┤ﾎ ┶┋ﾒ よ┕┍ﾉ
 ぃ┖ゴす ┳ﾘ た》『┇ﾈ そぬ┵┌┇ジす た┕ﾔ┕ﾟ┊ﾗす り┣┎ﾈ
 せぬ┢ﾛ てすぬる ぃ┴ﾉぬ┵┄むむﾎけ ┧ﾛるぬな な┵┌ヰﾘ ┚ヮﾙ
 ┷ﾔ ┕ギ┕ﾔ ぃ┗ﾛ┤ゴする ┖ゴす ┶┋ﾒ ┷┆┌ゲす らす┢ﾋ┵ﾗす
 りす┵ﾎ ┬┄ﾞむむヮﾛ ┲ﾗ ┕ﾈぬな ┗┏ﾈ┤┆ﾗす ┗┋┏ポす き┕┃ﾔ
 ぃ┱┆ﾔ ┕┌ﾖ ┖むむﾖす┵┊ﾗする よ┵むむ｀┍ﾗ┕ﾈ ┴むむ┆┾┤ﾛ らけ
 ┴ﾝ┋ﾕ らけ ┵ﾗ ┱┆┈ﾛ らけ ┡むむﾛぬ┕ﾞﾗす ┢┆ﾛ ら┕ﾖ ┕むむ┌ﾖる

.┴ﾗ┣ヱﾛ ┲ﾗ
 ぃ┕┌┏┅ﾒ ┕ﾙ┕ヮﾙさる ┕┌┏┅ﾒ す┤ﾒ┕ﾏ ┧ﾛるぬな ら┕ﾖ
 ┗┏┋┌┆ﾗす きす┤ﾋ】 ┕ﾖ┤┏ﾘけ ┶ﾗさ り┤┈ﾎ ┱ﾝﾕ ┤ﾖにける
 ら┕ﾖる ぃ┴┍┏ﾈる ┷┍┏ﾈ ぬすな ┕むむ┏┈ﾉ┕ﾚ すぬす┵ﾌ ┗┏ﾌす┤ゲす
 や┤ ぎﾖに ろ┣ﾗす ┕ﾘ :┷┍ﾗ┑ﾎ .¨す よすぬ ┳ﾘ ┵ﾞ┋ﾗ す┢┺┕ﾒ

*┗ﾘ┵ﾚ┤ﾈ ┶ﾎ┵ﾘ

املف

�ل�شروة �نك�شرت



ぇっ

 ┶┋ﾒ ┵┋ﾉけ ┘むむﾌぬる »ぬ┕むむ│ﾌ ┗ﾗ┕ﾌ« ┘むむ┋ﾕ お┷むむﾈ
 ┶┋ﾒ ぃら┕ﾍ┢ﾗす た┕┆┈ﾉ┤ﾘ ┢┍ﾒ ぃ┕┍ﾚ« :┴┆ﾘ┕ヮﾘ
 ┱┆┈ﾛ ┕ﾘ ┱┆┈ﾙ ぃ┘むむﾕ┵┋ﾗ ┘ﾕる 》 ぃ┘むむ┏ﾝﾗす つぬな

.»┲ﾗ┟す ┶ヮ┍ﾙ :¨す ┶ﾗさ らる┢ﾒ┕│ﾗす
 .┲ﾗ┟す ┶むむヮﾙけ らけ ┬┏┄ﾞむむﾎけ 》 ら｠す ┷むむ┍┍┊ﾗ
 ┱┊ﾈ ┷ﾝ┋ﾕ ま┥むむﾞ┍ﾛる ┷むむﾕ┕┌ﾒけ ┷むむﾔ ┤┈ヰﾛ ┴むむﾙさ
 ぃ┗ﾙ┵ﾒぬる そ┵むむヮﾕ ┳ﾘ ┯ﾒ┕│ﾗす せ┕┏┇ﾗす ┷むむﾔ ┕ﾘ
 ┤ﾒ┕━ﾗす ┶┋ﾒ ┲┋ﾎけ らけ ┷┍┇┋ﾝﾛ ┵ﾚる ┕┾┵│ﾍ
 ┲┋むむヮﾛ らけ ゆ┵ﾝﾗ ┱ﾕ :┷むむﾙ┕┾るける .ゆるこ┕むむﾏ ゆ┵ﾈ
 せ┤むむヮﾞﾛ ┖┆ﾞﾗ┕ﾈ ┦ﾌけ そ┤ﾘ ゆる┟る .たる┤┏ﾈ ┶┋ﾒ
 す┤ﾘけ ┤┆むむ━ﾞヮﾛ ら┕ﾖ ろ┣ﾗす ┧ﾛるぬな た┵むむ┾ ┳ﾘ
 ぃ┕ﾖ┤┏ﾘけ ┶むむﾗさ ろぬす┤┄┻》す ┴ﾈ┕ﾚに ┷むむﾔ ┕┃ﾘ┕ﾓ
 そ┤ジす り┣ﾚ ┗┏┋┌┆ﾗす らけ ┷むむ┍┇┋ﾝﾛ ┵ﾚる ┕┾┵│ﾍ

.┗ﾛ┕┇┋ﾗ ┗ﾎ┕ヮﾌ
 ┦｀┎ﾛ ら┕ﾖ ┱むむﾚ .た┵ジ┕ﾈ の┢ヰﾛ ら┕ﾖ ┱むむﾚ
 ┷ﾔ ┘ﾘ┕ﾙる« ぃ┗ﾙ┣ﾜ┌ﾖ た┤ヮ┊ﾙす ┷ﾞﾗす そる┤ヮﾗ┕ﾈ

お»┕┎┋ﾑ ┮━┉ﾉ ┶┋ﾒ ┯ﾛ┤┄ﾗす
 ┖むむゴす そる┤むむﾎる .た┤むむヮ┊ﾙす ┤┆むむ━ﾗす そる┤むむﾎ
 そる┤ﾎる .た┤ヮ┊ﾙす ビ┄ヮ┋ﾔ そる┤ﾎる .た┤ヮ┊ﾙす
 ┱ﾌぬ ┕ﾘ┢┆ﾈ ┗むむ┌┏ﾞﾛ ┘むむﾉ┕ﾈ ┗┏ﾈ┤┆ﾗす ┗むむ┉┺す┣ﾗす
 ┗━ﾚ┢ﾗす まぬねる ┶┍┆ジす ┤ﾔ┕ﾑけ ┲┋ﾕ ろ┣ﾗす ┷┍┺┕┍ゲす
 そ┢┏│┉ﾗす ゎ┬むむ┏ﾈぬ りす┢むむ┍ﾈ ┤ﾚねける め┕むむ┈┃ﾗす も┵ﾔ
 ┢ﾏけ りすこぬ の┵┌むむ━ﾈ き┕┻け ろ┣ﾗす ┱ﾌぬ .┗┏ﾈ┤┆ﾗす
 らす┢ﾋ┵ﾗす ふ┤むむﾌる ぃてる┤ﾗす ┷むむﾔ ┗┌ﾞﾒ ┯むむﾐ┕┍ジす
 ┧┄ﾝﾗす ┗ﾘる┕┉ﾘ ぃ┗むむﾘる┕┉ジする ┗むむﾈ┵│ザす ┶┋ﾒ
 ぃそ┤ﾎ┕┌ヮﾗする よ『┊ﾗす ぬ┕グる ぬす┤むむﾏ┟する ビ┋ﾞボする

.そ┕┏ゴする ┖ヰ┋ﾗ ┤│ﾞﾙする
 ┴ﾉ┢┋ﾈ ┶むむﾗさ ┮┇むむ━ﾗす めぬ┣ﾛ ┴むむ┍┏┍ﾌ ┱むむﾑる
 ┗┆ﾕす┵ﾗす せる┤ザす そ┤｀ﾏ ┶ﾗさ ┢ﾛ┢ヰﾞﾗ┕ﾈる ぃそる┤ﾝﾗす
 ┳ﾘ ┕┎┋むむﾎぬけ ┗ﾗ┕むむﾎぬ ┷ﾔる .┕┈┏ﾌる ┗ﾘす┤ﾗす ビﾈ
 ┡ﾛぬ┕ﾞﾈ ┲ﾎ┕┉ﾗす ┠┏┌むむﾎ ┤ﾒ┕むむ━ﾗす ┶ﾗさ ┦ﾛぬ┕ﾈ
 そ┤｀むむﾏ ぬす┵｀ﾈ ┳むむﾔ┢ﾛ ら┑むむﾈ ┶むむ┾るけ ぇういっ/っ/ゃ

 ┷ﾞﾛ┵ﾚ め『むむﾓ« ┕┎ﾙさ ゆ┕むむﾕ ┷ﾞﾗす ┰むむ┋ﾉ せる┤むむザす
 ┮┏ﾖ す┤ﾖ┣ﾞむむヮﾘ ぃ»┷むむﾌるぬ ┢┋ﾋ ┕むむ┃ﾛけ ┷ﾚる
 ┤┄ジす ┳ﾘ め┵ペす も『むむ┌┆ﾗす ┕┎ﾒ┣ﾋ ┷ﾔ ┑むむﾝﾞﾍす
 ┷ﾗ┕ヰむむヮﾗす ┬ﾘ ┖むむ┆┋ﾛ ら┕ﾖ ┕むむﾘ┢┍ﾒ ぃ┱むむﾚ┟する
 .た┕むむﾎ┕┄ﾗ┕ﾈ き┕ジす せ┤むむ━ﾛる ┮ﾌする┥ﾗする ┥むむﾛ┥ﾗする
 ┶┋ﾒ ┬┻┵ﾛ 》┑ﾈ ┴むむﾞﾛぬす┢ﾋ ┷ﾔ ┧ﾛるぬな ┶むむ┾るける
 ┤ﾖ┣ﾛ ぃビ┄ﾝボす ┤むむﾚね ┴ﾙ┟« ぃ ┚むむヮ┈┍ﾝﾗす り┤むむﾝﾕ
 ┱ギぬす ┴ﾙするけ ┱ﾝﾕる .»┴ﾙするけ ┱ﾝﾕ ┖ゴす た┵ヅ ┶ﾉ┵ジす
 た┤│ﾞﾙする ぃ┤むむ│ﾞ┍ﾛ ┲ﾗ た┵むむジす ┳┊ﾗ ぃ┤ﾒ┕むむ━ﾗす
 ┶ﾗす きす┢┎むむ━ﾗす ┖ﾚにる ぃ┢┏むむ━┍ﾗする そ┢むむ┏│┉ﾗす
 ┳ﾘ ┲┎むむﾎ┤ヰﾛ ┕┏ﾌ┕┾ ┤ﾒ┕むむ━ﾗす ┱ﾑる ぃよ┵┍ﾗす
 ┶┋ﾒ ら┵ヰﾝ│ゎﾉ« :┲むむ┎ﾗ ゆ┵むむ┉ﾛる ぃき┕ﾊ｠┤ﾗす そす┵むむﾚ

.»┳ﾐる
 きす┵┎ﾈ ┬ﾞベる ┰ﾉ┵┈ﾓ ┱┌ﾖけ :┧ﾛるぬな な┵┌ヰﾘ
 たすぬ┕ﾋ ┰むむﾉ┕ﾝ┏ﾝヰﾈ ┯むむﾔ┤ﾉる き┕むむ┃┏ﾝﾗす ┗むむﾛ┢ﾈ┟す
 ふぬ┟す た┕┎ﾋ ┷むむﾔ ビﾝ┏┄ﾗす ┰┺┕ﾝﾌ┑ﾈる ぃ┯むむﾗ┟す
 :ビヮﾘ┕ﾚ ┷ﾗ┕┆ﾗす ┰┍┏ﾝﾋ ┶┋ﾒ らる┢ヮデ ┲ﾚる

.»┤┄ベ ┕┎ﾙさ .ら｠す き┕ジす た┵┾ ┬┌ヮﾉ 》け«
┷ﾙなぬけ ┷ﾔ┕ヰ┾る ┖ﾉ┕ﾖ *

 ぃ┧ﾛるぬな な┵┌ヰﾘ ┕むむ┍ﾈ ┱┆ﾔ すに┕ﾘ め┤むむﾒす 》«
 ┱┏ﾌ┤ﾗす す┣むむﾚ ┷ﾔ ┤ ぎ` ﾔ ぃ┷むむヮ┈ﾙ ┳ﾒ ち┢ギけ
 ┘┍ﾖ ぃ┤ﾝゴす ┳ﾘ ┤┏ﾟ┊ﾗする ┬むむﾘ┢ﾗす ┳ﾘ ┤┏ﾟ┊ﾗす
 そ┢┏│ﾕ ろけ ┖むむﾞﾖけ ┲ﾗ ┗┋ﾘ┕ﾖ ┗┍むむﾎ ゆ『むむﾍ
 ┘ﾝﾞﾖ た┤ﾘ ┷ﾞﾗす ┕ﾘ┵ﾛ ビ┆ﾈぬ┟す ┷ﾔ ぃそ┢むむﾛ┢ﾋ
 ┶ﾗさ ┕┎ﾞﾛ┢ﾚけ ┕むむ┎┍ﾘ そ┢むむﾌする ぃ┢┺┕│ﾕ ┘むむﾎ
 ┕┎┎ﾋる ┘ﾛけぬ ビﾌ ┷ﾞﾗす な┵┌ヰﾘ そ┢ﾗする ┗ﾛぬ┵ﾌ
 ┴ﾋる ┶ﾗさ ┤┅ﾙす ┷┍ﾙけ た┤┆ﾏ ら┵ﾛ┥┈┋ﾞﾗす ┶┋ﾒ

.»┷ﾘけ

)┷ﾙ┕┍ﾝﾗ ┷ﾘ『ﾒさる ┤ﾒ┕ﾏ( ┷ﾝﾚる ┷ﾚすね
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┷ﾗ ┤ヰﾝﾗす す┣ﾚ
┷ﾗ ┖ ぐﾐぎ┤ﾗす きす┵┎ﾗす す┣ﾚ

  ┷┌ﾎする
  た┵ﾈ┕ﾞﾗす ┶┋ﾒ ┷┌ﾎす ┫┈ﾗ た┑┄ﾍけ らさる

. ┷ﾗ
た【ﾞﾘす ┢ﾕる  ┕ﾙけ ┕ﾘけ

 ┱┏ﾌ ┤ﾗす せ┕ﾝﾎけ ぎ┱┊ﾈ
┷ﾗ ┘ヮ┋ﾔ

┷ﾗ ┘ヮﾗ ┕ﾙけ
...┷ﾗ ┘ヮﾗ ┕ﾙけ

»┗ﾛぬす┢ゲす«



ぇい

*┲┏ﾚす┤ﾈさ ┤ﾈ┕ﾋ ┲┏ﾚす┤ﾈさ

حمود دروي�ض... �لذي جعلوه بطًا!

املف

 ┗ﾗ┵┄ﾝﾗす ┳ﾘ ┧ﾛるぬな な┵┌ヰﾘ ┗│ﾌ ┳┊ﾉ ┲ﾗ
 ┗│ﾌ ┳ﾘ ぃ┱むむﾕけ ┳┊ﾉ ┲むむﾗる ぃ┤ﾝﾖけ ┗┏ﾝ┆むむ━ﾗす
 ┷┍┏┄むむヮ┋ﾔ ビﾛ『ﾘ そ┤むむ━┆ﾗす ┳むむﾘ ┢むむﾌする ろけ

 !ふぬ┟す て┕ﾛぬ ┬ﾈぬけ ┷ﾔ ┳ﾛ┤━ﾞ┍ジす
 そ┤ﾛ┤┆むむ━ﾕ ┴ﾉ┕ﾔる ┘┋ﾟﾘ ろ┣ﾗす ┧むむﾛるぬな ┳┊ﾗ
 な┵┌ヰﾘ ┵ﾚ ぃ┷ﾈ┤┆ﾗす ┬┌ﾞペす た┥ﾚ ぃ┗ﾘぬ┕ﾒ ┗┏┍ﾐる
 ┮┉ﾟジする ぃ┷┺す┤ﾗす ぃめ┵ヮ┋┏┈ﾗす ぃ┤ﾒ┕むむ━ﾗす ┧ﾛるぬな
 そぬ┕むむヮヱﾈ ┗ﾘ┟す ┘むむﾝ┏┾け ろ┣むむﾗす ぃ┷ﾒ┵むむﾎ┵ジす
 ┖ﾉ┤ﾞﾛ ら┕ﾖ ┴┏┋ﾒる .┴ﾈ┕┏ﾓ ぬ┵ﾔ ┗┌┾┕ﾕ ┗┏ﾔ┤┆ﾘ
 ┖ﾙ┕ﾋ ┳ﾘ ┦┏ﾗる ぃ┖ﾙ┕ゲす す┣ﾚ ┳ﾘ ┴ﾈ┕┏ﾓ け┤┉ゎﾛ らけ
 ┘ﾝ┏┾け ┷ﾞﾗす ┗┏┍┏┄ヮ┋┈ﾗす ┗┏┍ﾐ┵ﾗす ┗ﾛ┥ﾘ┤ﾗす

 .┗┏ﾗ┕ﾞﾞﾘ た┕ﾈ┤┃ﾈ ┤┏ﾍ┟す ┢┉┆ﾗす ┷ﾔ
 ┗ﾌす┢ﾔ ┳ﾘ ┱┏┋┉ﾞﾗす ┶ﾗさ わ┕┌ﾞﾌ ┖ﾚにけ ┘ヮﾗる
 るけ ぃ┴むむﾈ┕┏┇ﾈ ぃ┗むむ┏ﾗ┕┃┍ﾗする ぃ┗むむ┏┍ﾐ┵ﾗす そぬ┕むむヮザす
 »┢┏┎むむﾏ« ┖┉ﾗ ┱┌ヰﾈ ┴ﾉぬす┢ﾋ ┳ﾘ ひ┕┉ﾞﾙ》す
 ┤ﾟﾖけ ┖ガけ ろ┣ﾗす ┖┆むむ━ﾗす ┳┊ﾗ ぃ┲┏ﾒねる ┢┺┕ﾕる
 ぬな┕ﾕ なぬ┕┄ﾘる ┤┏ﾎける ┢┏┎ﾏる ┱ﾉ┕┉ﾘ ら┵┏┋ﾘ ┳ﾘ
 ┕┌┍┏ﾈ ぃ ┗ﾒ┕むむﾎ ┢┆ﾈ ┲┎┍ﾘ め》｠す せ┕ガさ ┶むむ┋ﾒ
 ┶┉ﾉぬす ┷ﾞﾗす ぃ┗むむﾕ『ザす ┗┏ﾔ┤┆ジす そるぬ┣むむﾗす つ┕むむﾞギ

 ┣ヰむむ━ﾗす ┳ﾘ ┗┋ﾛ┵ﾐ な┵┉ﾒ ┶ﾗさ ┧ﾛるぬな ┕むむ┎┏ﾗさ
 け┢ﾝﾛ ぃ┤ﾍく ゐ┤ﾒ┕━ﾗ  ┬むむヮﾞﾞﾗ ┷┍ﾚ┣ﾗする ┷ﾔ┕┉ﾟﾗす

 !┱ﾌす┤ﾗす ┤ﾒ┕━ﾗす け┢ﾈ ┙┏ﾌ ┳ﾘ ┕ﾚ┢┆ﾈ
 ┗むむ┏┈ﾐ┕┆ﾗす そぬ┵むむ┈ﾗす ┘むむﾙ┕ﾖ ┕むむヅ┤ﾔ ┴むむ┏┋ﾒる
 ビ┏ﾔ┕ヰ│ﾗす せ┕ﾞ┊ﾗす ┳ﾘ ぃ┗┌┎┈ﾞﾘる ぃ わ┗ﾘ┵┎┈ﾘ
 ┬ﾕ┵ﾞジす ┳┊ﾗ ぃの┕むむ┍ﾗす よ┵┌ﾒ ┳ﾘる ぃきす┤┉ﾗす ┳むむﾘる
 ぃぬ┕ﾝ┊ﾗす せ┕ﾞ┊ﾗす ┳ﾘる きす┤┆━ﾗす ┳ﾘる な┕┉┍ﾗす ┳ﾘ
 ┯┄┍ﾘ ┳ﾘ ┧ﾛるぬな な┵むむ┌ヰﾘ ┬ﾘ す┵むむ┋ﾘ┕┆ﾞﾛ  》け
 ぬす┵━ジする ぃ»┗┍┄ヮ┋┈ﾗす« ┗┎ﾋ ┳ﾘる ぃ┗ﾗ┵┄ﾝﾗす
 ┷ﾔ わ┕ﾘね『ﾘ るけ ┕ﾝ┏┉ﾙ ┳┊ﾛ ┲むむﾗ ┱ﾌす┤ﾗ┕ﾔ ぃろぬ┵ﾟﾗす
 ┤│ﾞヱゎﾛ らけ ┴ﾗ┕ﾈ ┷ﾔ ┳┊ﾛ ┲ﾗる ぃ┗ﾖ┤ﾌ  るけ ぃ┲┏┅┍ﾉ
 ら┵│ﾗす ┬┌ﾔ ぃ»┷むむ┆ﾙ ┤ﾞむむﾎ┵ﾈ« ┶┋ﾒ ゐそぬ┵┾ ┷ﾔ
 ら┕ﾖ ぃきす┢┎むむ━ﾗする ビ┋ﾉ┕┉ジす よ┕┉ジ わ す┢むむﾈけ ┷ﾗ┕┆ﾗす
 ぃビ┄むむヮ┋ﾔ ┗ﾐぬ┕ﾍ ┷┆┋ が┻ ┳ﾘ わ┕┆┋┻ ┧ﾛるぬな
 ┗ﾛぬ┕┃ゴする ┗むむ┏ﾔ┕┉ﾟﾗす ┕┎ﾉ┕ﾙ┵┊ﾘ ┳むむﾘ わ┕ﾙ ぎ┵┊ﾘる

 .┗┏ﾗ┕┌ゲする
 ひ『ﾍ】す ┳ﾘ ゐら┤ﾕ ┮│ﾙ ┳ﾘ せ┤┉ﾛ ┕ﾘ ┢むむ┆ﾈる
 ┖ﾞﾖ ぃ┲┏┅ﾒ ゐき┕むむﾔるる ぃゐそぬな┕むむﾙ ゐそ┤ﾈ┕ﾟヅ ぃ┤┆むむ━┋ﾗ
 ┗┇ﾗ ┱┊ﾈ ┴ﾞﾘけ ┲ﾎする ┴┌むむﾎす ┧ﾛるぬな な┵┌ヰﾘ



ぇう

 ぃ┗┏ﾈ┵┍ゲす ┕ﾖ┤┏ﾘけ る ┶┄ﾎ┵ﾗす ┕┏ﾎく た┕ﾔ┕┉ﾊ ┷ﾔ
 ┱ﾈ ぃ┕┏┉ﾛ┤ﾔさ めす┤むむﾐけ ┷むむﾔ ┗ﾘ┕┆ﾗす た┕むむﾝﾞ┊ジする
 ┶ﾗさ ┯ﾊす┵ﾗす ┴むむﾉ┵┾る ┷むむﾗ┕┆ﾗす り┢┏むむ━┍ﾈ ┱むむ┾る
 ┮┇むむﾏ るけ ┗┌ﾋ┤ﾞﾗす ┤ﾝﾌ ┕┎┋│ﾛ ┢┊ﾛ ┲ﾗ ゐな『ﾈ

 !┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗす
 ┦┌┋ﾞﾛ らけ ぃ┤ﾒ┕むむ━ﾈ ┯┏┋ﾛ ┕┌ﾖ ぃま┕┄ﾞむむﾎする
 ┪ﾎ┵ﾞジす ┷ﾌ『ﾔ ビﾈ や┤ﾞ━ジす ┷ﾙ┕ヮﾙ】す ┰ﾗに
 ┱ﾌ┕むむヮﾗす きす┤┉ﾔる ┷ﾈぬ┕┇ジす ┮むむﾛ┤ﾗす ┷むむﾒぬす┥ﾘる
 た┕┎ﾘける せ┵むむ┆┋ﾗす ら┢むむジす た『むむ┏┌ﾋる ろ┢むむ┍┎ﾗす
 ぬな┕┇ﾛ らける ぃ┢むむ┋ﾈ ┤┏ﾓる そぬ┵むむﾊ ┤┏ﾓ ┷ﾔ ビむむ┋ﾉ┕┉ジす
 ┱┅ﾛ らけ ┴ﾗ ┢ﾛぬけ ┷ﾞﾗす »┗┉┏ﾕ┤ﾗす ┗ﾙす┥ﾙ┥ﾗす« ┰むむ┋ﾉ

 .┗ﾘる┕┉ジす ┤ﾒ┕━ﾈ ┷┌ﾎ ビﾌ ┕ﾚ┤┏ﾎけ
 わ》┕┌ﾒさる わ》┢むむﾋ ┤むむﾟﾖけ ┯ﾐ┕┍ﾘ ┶むむﾗさ ┕むむﾚぬな┕ﾓ
 ┕ヅぬ そ┤むむ┄ﾍ た┕ﾌ┕むむヮﾘ ┳ﾘ せ┤むむﾞﾕする ぃ┱むむ┉┆┋ﾗ
 も┵ﾊ┵ﾗ┕ﾈ ┦┏ﾗ ┕ヂさ ぃ┕┎ﾕ┤┄ﾈ ┴┋ﾝﾕ らる┤┏ﾟﾖ ┤ﾘ┕ﾓ
 らけ ┤ﾒ┕むむ━ﾗ ┯ﾝむむヮﾛ ┲┋ﾔ ぃ┴ﾉすに て┵┻┵ﾗする ┴むむﾉすに
 ┗┏ﾔ┵│ﾗする ┗ﾈ『│ﾗする ┗ﾛ ぎ┢┍ﾗす り┣┎ﾈ た┵ジす ┴ﾋする

 .┠ﾘ┕ヮﾞﾗする
 わ┕┉┏┻ ┲ﾗ┕┆ﾗす ┶ﾗす ┧ﾛるぬな な┵┌ヰﾘ ┖ﾚ┣ﾛ ┲ﾗる
 ┬むむヮﾞﾉ ┲ﾗ な『ﾈ ┳ﾘ わ┕ﾘぎ┤ﾝﾉ るけ ぃ┷┍ﾐ┵ﾗす ┴ﾝむむヮ┍ﾈ
 ちす┤ﾉる そぬ┕┃ﾌる そ┤┊ﾔ りな『ﾈ らけ れけぬ ┕ﾘ ぬ┢┉ﾈ ぃ┴むむﾗ

.┕┏ﾔす┤┇ゲす なる┢ﾌ ┷ﾔ ┤━ギ らけ ┳ﾘ ┤ﾝﾖけ も『ﾍ
 ぃ そ┢ﾛ┤ﾔ ┗┏ﾗ┢ﾋ み┕┾ らけ ┤ﾒ┕むむ━ﾗす ┙ﾝ┋ﾛ ┲ﾗる
 ゆ『ﾞﾌ》す ┢┻ て┕むむ┈ﾖる ┷┍ﾐる ぬ┤ギ ┗┏┃ﾕ ビむむﾈ
 せ┤ゴす ビﾈる ぃ┳ﾉ┕┈ﾗする ┷ﾗ┕┌ゲする ┷ﾙ┕むむヮﾙ】す ビﾈる
 ┲┺す┢ﾗす ┢むむ┉┈ﾗする ┗ﾝﾛ┤┇ﾗす ┤ﾛ┤むむﾎ ビﾈる ぃ┖むむゴする

 .そ┢┏┉┈ﾗす ┗ﾛ┤┉ﾗす き┷┈ﾗ
 ┴ﾞヰﾔ┕┾ ┲┾す┵ﾒ ┷ﾔ ┤┆━ﾗす ┗│┍ﾘ ┶┉ﾉぬ┕ﾔ
 ぃ┴ﾉ┤┊┈ﾗる ぃ┴ﾞ┏┃┉ﾗる ぃり┤┆━ﾗる ┴ﾗ ┘┍ヰﾙする ぎな┵ﾈ
 めす┤ﾞﾒ》す ┶むむﾗさ た┤┄┻す れ┤むむﾍけ ┲┾す┵ﾒ ┷むむﾔる
 ┴ﾘす┤ﾞﾌす 》さ ┬┄ﾞむむヮﾉ ┲ﾗる わ┕むむ┏ﾗ┕┌ﾋる ┕┏┍ﾔ ┴むむﾈ

 .┴ﾞ ぎﾘ┤ﾈ ┷ジ┕┆ﾗす ┤┆━ﾗす ┷ﾔ な ぎ┢｀┌ﾖ

 わ ぃす┢ﾈけ ┧ﾚ┢ﾘ ┤むむ┏ﾓる わ┕ﾙ┥ヰﾘ ら┕ﾖ ┴ぎ┋ﾖ ┰むむﾗ┣ﾗ
 ┩┆ﾈ り┕むむヰﾞﾙす ろ┣むむﾗす ┱┎むむヮﾗす ゆる┕┍ﾞﾗす ┰むむﾗに
 ┕ヂ┑ﾖ ┠ﾛ┢ジする ┢むむ┏｀┌ﾞﾗする き┕むむﾊ┤ﾗす ┷ﾔ せ┕むむﾞ┊ﾗす
 ┗┏ﾝﾚに ┗┏ﾗす┢┏ﾘ ┯┉ﾌ ┷ﾈ┤ﾒ わ┶むむﾞﾔ ┳ﾒ ┙ﾛ┢ゴす
 ┷ﾞﾗす ┗ﾋ┕｀┈ﾗす ┳ﾒ わ『┃ﾔ ぃ»ビ┊ﾈ な┕┏ﾝジるけ« ┷ﾔ
 ┳ﾒ ┕ﾟﾛ┢ﾌ ┴┋┆｀ﾞﾔ ┕┌┺すな ┷ﾈ┤┆ﾗす き┕ﾊ┤ﾗす せ┕ﾞ┍ﾉ
 ┮ﾕす┵ジす ┳ﾒる え┷むむﾊ┤ジす ┳ﾒ 》 ┴むむﾉ┕ﾛ┤ﾖにる ┷むむﾊす┤ﾗす
 ら┵┊ﾛ らけ ┖｀ﾛ ろ┣むむﾗす え┱ﾌす┤ﾗ┕ﾈ ┴ﾞ┆┌ﾋ ┷むむﾞﾗす
 りぬる┢ﾈ ┕┍ﾚ ┷ﾊす┤ﾗす ┤むむ┏│┏ﾗ ぃ┱┊むむﾏ ろ┑ﾈ »わ『┄ﾈ«
 ┶ﾞﾌ るけ ぃ┴ﾗ ┴ﾞﾕす┢┾ ┲むむ┊ヰﾈ そぬる┤┃ﾗ┕ﾈ わ『むむ┄ﾈ

 !!そ┤ﾘ ┴┆ﾘ ┕ﾚす┤ﾋけ ┗┏┈ﾉ┕ﾚ ┗ジ┕┊ﾘ ┲┊ヰﾈ
 ぃ┶むむﾗる┟す  ┗むむﾋぬ┢ﾗ┕ﾈる  ぃわ すにさ  そきす┤むむ┉ﾗ┕ﾈ  ろ┤むむゴす
 ┧ﾛるぬな な┵むむ┌ヰﾘ ┕むむ┎┉┉ﾌ ┷ﾞﾗす そぬす┢むむゲす ┵むむﾚ
 わ す┢むむ┎ﾋ  ゆ┣むむﾈ  ろ┣むむﾗす  ┵むむﾚる  ぃ┴ﾞ┏┍┏┄むむヮ┋┈ﾗ
 ┤┆むむ━ﾗす ┮┏┅┍ﾞﾗ ┤┏ﾍ┟す ┢┉┆ﾗす ┷むむﾔ わ┕┏ﾔす┤ﾍ
 ┷むむﾞﾗす  たすぬ┕┆むむ━ﾗす よ┕ﾖぬ ┳むむﾘ ┷┍┏┄むむヮ┋┈ﾗす
 ┵┄ヱ┏ﾗ ぃ┚┏｀┃ﾗする ┗ﾈ┕┄ザす ┳むむﾘる ぃ┴ﾈ ┘┉┋ﾒ
 ┗┏ﾙ┕ヮﾙ】す ┶ﾗさる ぃ»┪┏むむヮﾝﾗする ろな┕┆ﾗす« ┶ﾗさ ┴ﾈ
 もす┵むむﾏけ ┗┌ﾋ┤ﾉ ┶ﾗさる ぃ┗ﾈ┕ﾌぬる わ┕ﾒ┕むむヮﾉす ┤ﾟﾖ┟す
 わ┕┉┉ヰﾘ ぃ┗むむ┇ﾗ ビﾊ『ﾊ ┳むむﾘ ┤ﾟﾖけ ┶むむﾗさ ┴ﾝ┆むむﾏ
 ┳ﾛ┣ﾗす ┶┋ﾒ ┗ヰ┻するる ┗┏ﾒ┵┻┵ﾘ ┗むむﾈ┕ﾋさ ┰ﾗ┣ﾈ
 ┲ﾚ す┵┋ﾑる ぃ»ビ┄むむヮ┋ﾔ« ┳ﾘ ┴ﾋる┤ﾍ する┢┉ﾞﾙす
 ┗┇┋ﾗ┕ﾈ« そ┢┏│┉ﾗす ら┵ﾝﾞ┊ﾛ ┗┍むむﾎ ビ┆ﾈぬけ ┣┍ﾘ
 ぬな┕むむ┇ﾉ ┲むむﾗ ┷むむﾞﾗす ぃ»┗むむﾝﾍ┕│ﾗす ┗┏ﾉすぬ┕┆むむ━ﾗす

 !┢┆ﾈ た┕┍┏┆ﾝヮﾗす
 ぃわ┕┃ﾛけ ビ┈┉ﾟジす ┳ﾘ る ぃの┕┍ﾗす ┳ﾘ す┤┏ﾟﾖ ┳┊ﾗ
 な┵┌ヰﾘ ┗むむﾗ┵┉ﾘ  ┲むむ┎ﾔ らる┢むむﾛ┤ﾛ 》 ぃ┮むむﾎ【ﾗ
 わ┕ﾝ┆ﾏ ┤┏│┍ﾗ ┱┻┕┍ﾙ ┕┍ﾙさ« :┗┏ヱﾛぬ┕ﾞﾗす ┧ﾛるぬな

 !!»の┕┍ﾗす ┷ﾕ┕ﾝﾖ ┕ﾛな┕ﾒ
  り┤┌ﾒ ┗┋┏ﾐ ┶┆むむヮﾛ ┧ﾛるぬな な┵むむ┌ヰﾘ ら┕ﾖ
  ┗むむﾎ┢┉ジす ┗ﾌ┕むむヮジす そぬな┕むむ┇ﾘ ┶むむﾗさ ぃり┤┆むむﾏる
 ┴むむ┋┏┾┕┈ﾉる ろな┕むむ┆ﾗす も┥むむﾙ ┶むむﾗさ ぃ┗むむﾛる┕ﾈ┵┄ﾗする
 :┴ﾝ┆━ﾗ ゐ┪┏むむヮﾈ ゐよ┵┏ﾈ ┲┋ヰﾛ ら┕ﾖ ぃ┴┺┕┄ﾍける
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  たす┤┺┕┄ﾗす ┴ﾝﾕす┤ﾉ らけ らるな ゆ┥┍ジす ┗ﾔ┤ﾏ ┷ﾔ ぬ┕┄ﾔさ
 ┳ﾛ┥ﾞﾉ んよけ !┱┉ﾞ┆ジす ┷ﾔ ┴ﾞ┉ﾚす┤ﾘ ┷┃┉ﾛ 》 ん┢ﾗる
 ┗ﾔ┤ﾓ ┷ﾔ ゆ『ﾞﾌ》す な┵┍｀ﾈ ┑ﾋ┕┈ﾉ らけ らるな せ【むむﾗ
 ┴┏ﾔ ┬┊むむヮﾞﾛ ┱ﾛ┵ﾐ ┢むむﾌする まぬ┕むむﾏ !つ┕┏ﾖ┕ジす
 !┥ﾋ┕ゴす ┶┋ﾒ ビﾞﾛ┵┎ﾗす ┕ﾜ┏┎ﾛ らけ らるな ら┕┉むむﾏ┕ﾒ
 ┗┍ﾈ》す め┕ﾔね ┷ﾔ ┕ﾚなす┤ﾔけ ┱むむﾘ┕┊ﾈ ┬┌ﾞグ ┗┋┺┕ﾒ
 そ┤ﾝ┉ﾘ るけ れ┤むむﾎ【ﾗ そぬすねる 『むむﾈ ん┢むむ┋ﾈ !れ┤むむ┇│ﾗす

 !!きす┢┎━┋ﾗ
 ┷ﾞﾗす ぃ┕┎ﾈ ┲┋ﾌ ┷ﾞﾗす »ビ┄ヮ┋ﾔ« ┷ﾚ す┣┊ﾚ ..
 ┕ヅぬる わ┕ﾌ┵┻る ┕ﾚぬ┵┾ ┤ﾟﾖ┑ﾈ ┲ﾗ┕┆ﾗす ┶ﾗさ ┕┎┋┌ﾌ
 も┵┈ﾉ ┢ﾕ も┕┏むむヮﾗす す┣ﾚ ┷ﾔ り┢ﾌる り┥｀┍ﾘ ら┕ﾖ
 も『┄ﾙす ┣┍ﾘ そ┤┏ﾟﾖ ┱むむ┺┕│ﾔ ┴ﾞ┉┉ﾌ ┕ﾘ ┶むむ┋ﾒ
 ぃ┷┻┕ジす ら┤┉ﾗす た┕┏┍┏ﾞむむﾎ ┷ﾔ ┷┍ﾐ┵ﾗす ┱┌┆ﾗす
 ┱┌｀ﾘ ┶┋ﾒ きれ┤｀ﾞジす ぎ┱ヰヅ ┕┍ﾚ る┢ﾈけ らけ ┢ﾛぬけ 》る
 き┕┄ﾒる ┗ﾛ┢┏ﾋす┤ﾉ ┤ﾟﾖ┟す そぬ┵ﾟ┋ﾗ ┷┍ﾐ┵ﾗす ね┕ガ】す
 わ┕┃ﾛけ め┤ﾞ┆ﾙ らけ ┕┍┏┋ﾒ ┳┊ﾗ ぃ ┱むむﾔ｠す ら┤┉ﾗす ┷ﾔ
 ┗┋┏│ヰﾈる ふぬ┟す ┶むむ┋ﾒ ┗ﾛ┕┎┍ﾗす ┷ﾔ ┯┉ギ ┕むむヅ

 !!┷ﾔ┕┉ﾟﾗする ┷ﾎ┕┏ヮﾗす :ら┕ﾔ┤┄ﾗす ┴┌ﾖすぬ ┕ﾘ
 ┷むむﾎ┕┏ヮﾗす れ┵ﾞむむヮジす ┱むむ━ﾔ ビむむﾌ ┷むむ┈ﾔ
 ┲┏┅┍ﾞﾈ ぃ そ┤┏ﾍ┟す たす┵┍ヮﾗす ┷ﾔ ┷┍┏┄ヮ┋┈ﾗす
 ┴ﾉ┤┊ﾔ ┠むむﾗ┕│ﾗ せ┕ﾝむむ━ﾗす ┳ﾘ そ┢ﾛ┢ﾒ ゆ┕むむ┏ﾋけ
 ┤┏ﾓ ┷ﾔ た》┵ヰﾞﾗす ┴ﾞﾈ┕ﾞﾙす ろ┣ﾗす りぬ┕┏ﾍる そなな┤ﾞジす
 ┤ﾒ┕━ﾗす ┳ﾛるするな ┘ﾒ┕┄ﾞﾎす ぃ ゐ┱│┈がﾘる ぃ ゐ┗┋ﾌ┤ﾘ
 わ┕┏ﾐ┕┏ﾞﾌす わ『ﾘ┕ﾖ ┕ﾝ┆むむﾏ ビ┄ヮ┋┈ﾗ ┢━ギ らけ
 ┕ﾚる┤ﾛ ┲ﾗ ┳むむﾛ┣ﾗする ┷ﾔ┕┍ジす ┷ﾔ ┕┎┏┍ﾐす┵ﾘ ┳むむﾘ
 ┘┋┆ﾋ ┷ﾞﾗす ┢┺┕│┉ﾗす ぃり┢むむ┺┕│ﾕ ゆ『ﾍ ┳ﾘ 》さ
 ┴┋ﾕ┕┍ﾞﾉ れる┢┆ﾗす ┢ﾛ┢ﾏ わ┕┻┤ﾘ »ビ┄ヮ┋ﾔ« ┳ﾘ

 .┕┎ﾝﾕ┕┆ﾉ ┶┋ﾒ ゆ┕┏ﾋ┟す
 の┑ﾛ ぃせ┤┆ﾗする ぃビ┏┍┏┄むむヮ┋┈ﾗす せ┕┾け ビﾌる
 ┗┏┊┏むむﾎ『┊ﾗす ┲┎┍┏┄むむヮ┋ﾔ ┯┉ギ ┳ﾘ てな┕ﾔ
 ┯┋ﾍ ┧ﾛるぬな な┵むむ┌ヰﾘ ま┕┄ﾞむむﾎす ぃふぬ┟す ┶┋ﾒ
 ┢ﾒ┵ﾗす ┕┎ﾘす┵ﾕ ぃ┲┎ﾗ そ┢ﾛ┢ﾋ ┗┏ﾙ┕ﾊ ビ┄むむヮ┋ﾔ
 き┶ﾋ『ﾗす ┱┆ﾋ ろ┣むむﾗす ┱┏┌ゲす な┕┍┆ﾗする ┲むむ┋ゴする
 そな┵┆ﾗ┕ﾈ ┤┏┊┈ﾞﾗす ┶むむ┋ﾒ こ┤｀ﾛ 》 ろ┣むむﾗす ぎ┷┈┍ジす

 ┤┆むむ━ﾗす ┳ﾘ ┗┏むむヮﾘけ ┢┆ﾈ ┲┋ヰﾛ ┦┋ﾈ┕ﾙ ┶むむﾗさ
 !┱┏┋ゲす ┶ﾗさ ┗┍┊┌ジす そな┵┆ﾗ┕ﾈ

 ┬ﾔ┢ﾛ らけ ┤ﾌ┕むむﾎ そぬ┢┉ﾈ ┴むむ┍┊ﾘけ ろ┣むむﾗす ┵ﾚる
 ┳ﾚ┢ﾒ┕┉ﾘ ┥｀ﾌ ┶むむﾗさ た┕┏┍┏┆ﾝむむヮﾗす ┥┺┕｀┆ﾗす
 ゆ┕┌ﾖ ぬす┵むむﾋ ┳むむヮ┋｀┏ﾗ »┗ﾔ┕┉ﾟﾗす ┤│ﾕ« ┷むむﾔ
 ら┤┅ﾞ┍ﾛ ぃふ┕ﾛぬ ┤ﾚ┕ﾐる ぬ┵│┍ﾘ ろ┤┏ﾍる ┖ﾛな ┵ﾈけ
 ┴┈┋ﾍ ぎ┤｀ﾛ ┕ヂ┑ﾖ き『┏ヱﾈ ┱ﾍ┢ﾛ ぃ┗┏┎ﾝﾗす ┴ﾞぎ┋ﾐ
 ┗ﾘ┵ﾘ┑ﾈ ┳ヮ┋｀ﾛる ぃわ┕┆┏┌ﾋ ビ┏ﾙ┕┆┍┊ﾗす な┕｀ﾘけ

 !┗ﾊす┢ゴす ┢┆ﾈ ┕ﾘ そ┢┏│ﾕ ┳┆┌ヮﾛ ┗ﾐ┤┈ﾘ
 と┤┾ ろ┣ﾗす ┤┏ﾝ┊ﾗす ビ┏┍┏┄むむヮ┋┈ﾗす ┯┏┉ﾏ
 ┘ヮﾗ ┕ﾙけ .. ┷ﾗ ┘ヮﾗ ┕ﾙけ « り┤ﾝ┾ へ┤ﾔ ┳ﾘ わ す┤┏ﾍけ
 ┴┆ﾝﾐる ┴┆┻す┵ﾞﾈ て┤━ﾛ らけ ゆる┕ヰﾛ ら┕ﾖ ».. ┷ﾗ
 ┳ﾘ わ すき┥ﾋ ぬ┕むむ┾ ┴ﾙけ ビ┉┈│ジす ぬ┵むむ┎┌ゲ ぎ┷┏ゴす
 ┗┋┺┕ﾒ ┴ﾗ らける ぃ┗むむ┍┏┌ﾟﾗす ら┵┊ﾗす す┣ﾚ た┕むむ┏┍ﾞ┉ﾘ

 .┴┆ﾘ ぃ┕┎┏ﾗさ め┤┆ﾞ┋ﾗ ┕ﾙ┵ﾒ┢ﾛ そ┤┏ﾝﾖ れ┤ﾍけ
 た┵むむジ┕ﾈ  わそ┤むむﾝﾍ ┤むむﾟﾖ┟す  ┖┆むむ━ﾗす  ら┕ﾖ すにさる
 ゐ┗┉┺》 そね┕むむ┍ﾋ ┲┏┅┍ﾉ ┷むむﾔ ┰ﾝﾉぬす ┢ﾕ ┶むむﾉ┵ジする
 す┣┎ﾈ わ すにさ ┯むむ┏┋ﾛ ぬ┕┾ ┴むむﾙ┓ﾔ ぃ┲┏┅┆ﾗす┤ﾒ┕むむ━┋ﾗ
 ┗┇┋ﾈ りけ┤┉ﾙ らけ ぃ┲ﾗ┕┆ﾗす ┳ﾘ ┕┍ﾗ よな┕┉ﾗす ┤ﾒ┕むむ━ﾗす
 》ける ぃたすな┤┈ジする ┶┍┆ジす ┷ﾔ ぃわ┕┌┎ﾔる ┗むむﾈ┕ﾌぬ ┤ﾟﾖけ
 らける ぃ┢┺┕│ﾕ ┲┎ﾔ ┷ﾔ め┕ﾞ┎ﾗす ┗┇ﾗ ┶┋ﾒ └┊ﾞﾙ

!┠┻るけ りす┤┍ﾗ ┕┍ﾞ┏┍┏┄ヮ┋ﾔ ┳ﾘ 『┏┋ﾕ つ┤ヱﾙ
 ぃ┗┏ﾘ┵┉ﾗ┕ﾈ ┬むむﾘす┢ﾗす ぬ┵┆むむ━ﾗす ┗むむﾗ┕ﾌ ┲むむﾓぬる
 ┤┏┄ﾉ ビﾌ ぃ┱┏ﾞ┉ﾗす ┖┋ﾕ ┢┍むむヮﾛ ┯┏┉むむ━ﾗ┕ﾈる
 るけ わ す┢┏┎むむﾏ ┱┉┍ﾉ ┱┏┋ﾕ ┱ﾖ ┗むむ┏ﾙなぬけ ┗むむ┏ﾌる┤ﾘ
 ┲ﾓぬる ぃ┴ﾞ┈┻ ┶むむﾗさ ┤┎┍ﾗす ┗┈┻ ┳ﾘ そ┢┏┎むむﾏ
 ┯ﾝﾛ ┲ﾗ にさ た┕┏ﾌる┤ジす ┤むむﾍく ┕┎ﾙ┑ﾈ ┳ﾛ┥ゴす ┷ﾕ┵ﾊる
 ┕┍むむヮﾗ ┕┍ﾙけ わ┕┍┉┏ﾞﾘ ┘ﾗね ┕むむ┌ﾔ ぃ┴┋┉┍ﾙ ┳ﾘ ┕むむ┍ﾗ
 ┤ﾚ┕ﾘ ┷ﾈ┤┆ﾗす ┳むむﾐ┵ﾗ┕ﾔ ぃゆ┕むむ┄ﾈけ ┶ﾗさ ┗むむﾋ┕ヰﾈ
 ┳ﾘ »ビ│ﾗす« ┬むむ┍│ﾉ ┕ド ┤むむﾟﾖけ ┲┎ﾋ┕ﾞﾙさ ┷むむﾔ
 ┤┊┈ﾘ ┶ﾗす ┗ﾋ┕ヰﾈ ┕┍┍┊ﾗ ぃそ┢ぎ┋┉ジす た┕ﾒ┕むむヮﾗす
 ぃ┧ﾛるぬな な┵むむ┌ヰﾘ ┗ﾘ┕┉ﾈ め┵むむヮ┋┏ﾔる ┤ﾒ┕むむﾏる

 !»┢┆ﾈけ るけ ね┵┋ﾗす ┤ﾚ┥ﾖ« ら｠す ぬ┕┾ ろ┣ﾗす ┰ﾗに
たすぬ┕ﾘ】す ┷ﾔ ┲┏┉ﾘ ┷ﾙなぬけ ┷ﾔ┕ヰ┾る ┖ﾉ┕ﾖ *
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املف

 ┶┉ﾝﾛ ┳むむ┊ﾗる ぃ┶むむ┍┈ﾛ ぃ┢むむヮゲす た┵むむデ ┲むむ┆ﾙ
 ね┵┋ﾗす ┤ﾚね ┡ﾛぬ┕┌むむﾏ ┷ﾔ ┕┉┋ヰﾘ ┤ゴす ┢┏むむ━┍ﾗす
 》 ┷ﾞﾗす き┕┉┍┆ﾗす ┕むむ┎ﾙ┑ﾖ そな┢｀ﾞジする そ┤むむ┏┇│ﾗす

.た┵ベ
 ビﾛす┤ﾏ ┵ヰﾙ ┖ﾚす┣ﾗす ┩ﾝ┍ﾗす ┮ﾕ┵ﾞﾛ ┢ﾕ ┲┆ﾙ
 ┷ﾔ ┤ゴす ┯┏┋ヰﾞﾗす ┩ﾝﾙ ┳┊ﾗる ぃ┳ﾘ┥ﾗす ┕むむ┎┊┎ﾙけ

.た┵デ 》 す┢ﾈけ ら┵┊ﾗす き┕┃ﾔ
 れぬす┵ﾛ ┢ﾕ ぃ┧むむﾛるぬな な┵┌ヰﾘ ┢むむヮﾋ た┵デ ┢ﾕ
 ┥｀┍ジする ┢┺┕│┉ﾗす た┕ﾜﾘ ┳┊ﾗる ぃり┢むむヮﾋ れ┤ﾟﾗす
 ┕ﾘ┢┉ﾉ ┱┾す┵ﾛ ┱むむﾑ ろ┣ﾗす ┷ﾒす┢ﾈ】す ろ┤┆むむ━ﾗす
 ┮│ﾙ れ┢ﾘ ┶┋ﾒ ┮ﾕ┵ﾉ ┕ヂるな そな┤┄┃ﾘ そな┕ﾛぬる
 》 ┶ﾞﾌ ┷ﾚ ぃた┵ベ らけ ┕┎ﾗ ┦┏ﾗ ぃら┕ﾘ┥ﾗす ┳ﾘ ら┤ﾕ
 た》┕｀ﾘる ┴ﾞﾌ┕むむヮ┌ﾔ ぃた┵ジす ┰ﾗに たするなけ ┰┋ベ
 ぃゆする┥┋ﾗ ┱むむﾈ┕ﾕ ┵ﾚ ┕┌┏ﾔ ┪むむ┉ﾔ そな┢ヰﾘ ┴むむ┋┆ﾔ
 ┱ﾘ┕ﾌる ぃ┴ﾗ ぬる┣むむ┍ﾘる ぃた┵┌┋ﾗ ┱ﾚ┒ﾘ ┵むむﾚ ┕┌┏ﾔ
 ぃ┷ﾙす┵ゲす ┴むむ┺┕┍ﾈ ┗ﾘ┵┅┍ﾘ ┳むむ┌┻る ┴┋ﾍすな ┷むむﾔ
.┗┌ﾎ┕ﾌ ┗┏ヱﾛぬ┕ﾉ ┗┅ゴ ┷ﾔ ┴ﾉすぬ┤ﾝﾘる ┴ﾈ┕ﾝﾎけ

 ┣ﾔ ┷ﾙ┕むむヮﾙさ ます┢ﾈさ ┳ﾘ な┵むむ┋ヱ┋ﾗ ぬる┣┍ジす ┕むむﾘけ
 ぃ┗ﾔ┤━ﾘ ┗ﾗ┕ヮﾈる ┷┺┕┎ﾙ きす┢ﾔる そ┢ﾗ┕ﾍ ┮ﾕす┵ﾘる
 つぬ┕ﾍ ┵┎ﾔ ぃみ┵ﾝﾙる ら┕┆ﾘる ┲┏ﾕ ┳ﾘ ┰ﾗに ┶ﾗさ ┕ﾘる

.き┕┍┈ﾗす た》┕┌ﾞﾌす つぬ┕ﾍる ぃた┵ジす ┱┆ﾔ ┗ﾌ┕ﾎ
 ┷ﾘ┵┉ﾗす ┷ﾙ┕ヮﾙ】す ┷ﾈ┤┆ﾗす ┤ﾒ┕━ﾗす ┴ﾘ┢ﾕ ┕ﾘる
 ろる┕ﾔ┕┏ﾗす ろる┕┊むむ┆ﾗす ろる┕むむ┈┏ゴす ┷┍┏┄むむヮ┋┈ﾗす
 ┷ﾙ┕ ぎ┌┆ﾗす ┷ﾉる┤┏ﾝﾗす ┷┉━ﾘ┢ﾗす ろ┤┾┕┍ﾗす ┷┋┏┋ゲす
 な┵┌ヰﾘ ┲┏┅┆ﾗす ろ┤ﾚ┕┉ﾗす ┷ヮﾙ┵ﾞﾗす ろなす┢┇ﾝﾗす
 ┱┅┏ﾎる ┱ ぎ┊ﾏ ぃビﾞ┌ﾞﾒ ビﾈ り┥ガけ ┕ﾘる ぃ┧ﾛるぬな
 め┤むむﾏ ┱｀むむﾎ ┷ﾔ ┕┆ﾐ┕むむﾎ すき┵┻ ┱ ぎ┊むむ━ﾛ
 ┴ﾈ ┯┏┋ﾛ 》 ろ┣ﾗす ま┵むむ┍ﾗす ┳ﾘ ます┢ﾈさ ┵ﾚる .ら┵むむ┊ﾗす
 ┱むむﾎ┕┍ﾞジす な┢｀ﾞﾗす たするなけ ┰┋デる ぃな┵┋ザす れ┵むむﾎ
 ぃ┱ﾛる┑ﾞﾗす り┵ﾋるる ぃそぬ┕ﾝ┆ﾗす ┚ﾚるる ぃ┶┍┆ジす ┲ﾌぬ ┳ﾘ
 ┗ﾕ┕むむﾏぬる ぃそ┤┊┈ﾗす ┗ﾛ┥ﾘぬる ぃそな┤むむ┈ジす ┗むむﾛ┤┉ﾝﾒる
 ぃ┘ヰ┍ﾗする ┱むむ┉│ﾗする ┯┋ザす ┗むむﾎ『ﾎる ぃま┕┉ﾛ】す
 ぃ┲┎┆┈┍ﾛる ぃの┕┍ﾗす ┧ﾚ┢ﾛ ┕ヅ ┱┾す┵ﾞジす ら┕┏ﾉ】する

.ふぬ┟す ┷ﾔ ┙┊デる
 ┖ﾕ┕┆ﾞﾘる ぃな┢｀ﾞﾗす ┲┺すな ┢┏むむ━┍ﾗす ┳ﾘね ら┟る
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 ┢ぎ┏ﾎる ┢┏むむ━┍ﾗす ┖ﾌ┕┾ ら┓ﾔ ぃぬ┵┃ゴする せ┕┏┇ﾗす
 ┷ﾔ ┕┍┍┏ﾈ ┕┍ﾚ ら┕ﾖ ぃ┷むむﾙ┕┆ジす は┕ ぎ┉ﾙる た┕むむ┌┋┊ﾗす
 ぃひき┕┆ﾈぬ┟す て┕ﾝ┾ ┕ﾚ┤ﾍく ぃそ┤┏ﾟﾖ ビﾛ┕ﾌけ ら┕ ぎ┌ﾒ
 せす┤ﾉ ┳ﾘ ┗┃ﾝﾕ ┱ﾍすな ┕┌┺┕ﾙる ぃ┶｀ヮﾘ す┢ヮﾋ
 ┢ペする ┖ヰ┋ﾗ ┗ﾘ┕┏ﾕ ぬ┕┅ﾞﾙ┕ﾈ ぃ¨す よすぬ ┷ﾔ ┳ﾐ┵ﾗす
 ┤ﾝﾒ ┤ﾘ ┴ﾙ┟る ぃゆ『┉ﾞむむﾎ》する ┗ﾛ┤ゴする らす┵┈┍┆ﾗする
 ┖ﾋす┵ﾗす ┳ﾘ ら┕ﾖ ┢┉ﾔ ぃ┳ﾛ┥ゴす ┳ﾐ┵ﾗす ┶ﾗさ ら┕┌ﾒ
 ┢ﾗ┕ﾍ ま┢ﾝジす ┗┏ﾙなぬ┟す ┗┆ﾘ┕ゲす ┦┏┺ぬ ┴むむ┏ﾕ『ﾛ らけ
 ┖┋┉ﾗす ┳ﾘ ┘ﾋ┤ﾍ ┕┎ﾙけ 》┵ﾗ た┕┌┋┊ﾈ ┷ﾖ┤┊ﾗす
 ┢ペす ┱むむﾎ┕┍ﾉる ┶┍┆ジす な┵┋ヱﾈ ら┕デ】す ┯┌ﾒ ┳ﾘる
 ┷ﾖ┤┊ﾗす ┗┏ﾒすなる ┘ﾙ┕ﾖ ┕ジ ぃめる┤ゴす ┳ﾘ ┬むむﾗ┕┄ﾗす
 よ『ヮﾈ け┢ﾈけ« ┱┏ﾝ┍ﾗす ┬ﾋ┵ﾗする も┢│ﾗす す┣ﾚ ┱┊ﾈ
 ┶ﾗさ や┤┊ﾗす ┳ﾘる ぃの┢むむ┉ﾗす ┶ﾗさ ら┕ ぎ┌ﾒ ┳ﾘ ┢むむﾞデ
 よ『ヮﾗ┕ﾈ け┢ﾈけ ぃ┦┋ﾈ┕ﾙ ┶ﾗさ ┪┋ヮﾗす ┳ﾘる ぃ┱┏┋ザす
 き┕┏ﾌ┟す ┕┍┋ﾚけ ┶┋ﾒる ぃ┧ﾛるぬな な┵┌ヰﾘ てるぬ ┶┋ﾒ
 よ『ヮﾗす ┢┆ﾈる .»ビ┄ヮ┋ﾔ ふぬけ ┶┋ﾒ きす┢┎━ﾗする
 そ┤┃ﾌ ┷ﾔ« よ『┊ﾗす らけ ┧ﾛるぬ┢ﾗ ┷ﾖ┤┊ﾗす ┢ﾖ┒ﾛ
 ┱ﾟﾘ ┯┏むむﾏぬる ┯┏ﾙけ ぬ┵┃ヰﾈ ┚ﾋ┢ジす »せ┕むむ┏┇ﾗす
 ┰ﾖ┤ﾞﾙ らけ ┕┍ﾗ ┶ぎﾙけ ┳┊ﾗる« ┕ﾝﾋする る┢┇ﾛ ┴ﾝﾌ┕┾
 ぃ┗┍ﾛ┥ゴす やな『ﾈ ┳ﾒる ┰むむ┍ﾒ ┕ﾜ┏むむﾏ ゆ┵┉ﾙ らけ らるな
 す┣┊ﾚ な┵┆ﾉ ┰ﾒ┢ﾙ るけ ぃゆ┕ﾝﾗす ┷ﾔ ┷ﾞﾗす ┕┎┏ﾙ┕ﾓける
 るけ ぃ┰┏ﾔ ┗ ぎ│ がﾌ ┷むむﾒ ぎ┢ﾙ らけ ┤┏ﾓ ┳ﾘ ┘┏ﾝﾗす ┶むむﾗさ
 ら┕ﾖ ┢┉ﾔ …す┢┏ﾌる ら┕ﾘ┥ﾗす ┘ﾖ┤ﾉ すに┕ジ ┰ﾗ┑むむヮﾙ
 ┳ﾘ め┤むむ┆ﾙ 》る ぃよ┕むむﾜ┋ﾗす ┖むむ┎ﾉ ┕┌┋ﾟﾘ や┤むむ┌ﾒ

  .»や┢┆ﾈ ┤┆━ﾗす ら｠す ┦ﾙ┒┏ﾎ
 ┖ゴす ┷ﾔ ┴┉┏ﾔぬ ┧┆ﾙ よ┕ﾘけ ┷ﾖ┤┊ﾗす ┚ヮ┍ﾛ
 ┤┆むむﾏ ┱ﾟﾘ ┱┌ヰﾛ ┕ﾘ ぃ┢┏むむ━┍ﾗする と┵┌むむ━ﾗする
 ら┕│ゴす ┪┉むむﾎ ┢┉ﾗ« な┵┋ザす た┕┍┊ド ┱むむﾌす┤ﾗす
 ┤ﾝﾒ ┘┏ﾝﾗす ┶むむﾗさ ┱むむﾌ┤ﾛ ┷┊ﾗ そ┢むむ┏│┉ﾗす ┳むむﾒ
 .な┵┆│ﾗす ┕ﾘさる な┵┆│ﾗす ┕ﾘさ :き┕ﾏ ┕┌ﾖ ┠┈ヮﾗす
 ぎ┘ﾘ ┢┉ﾔ ぃ┕┍┋ﾟﾘ す┤むむ━ﾈ た┢ﾒ ┕ﾘ ┕ﾙ┕ﾍけ ┕むむﾛ ら｠する
 :┰┋ﾟﾘ ┲ﾚ ┳ﾘ ┬ﾘ ┧┏┆ﾞﾗ ┕ぎﾛぬ┵┄むむﾎけ す┤ﾒ┕ﾏ
 ┗ﾔ┤ﾐる ┦┏┉ﾗす し┤ﾘする のる┤┏ﾘ┵ﾚる ぃ┱ﾈ┕ﾈ きす┤┆ﾏ

 ┢┉ﾗ …┕ﾖぬ┵むむﾗる ぬ┵ﾓ┕ﾐる ┤┏ﾝむむヮ┊ﾏる ┷ﾝ┍ﾞジする
 そ┤┊ﾔ :たなぬけ ┕むむﾘ よ┵┏ﾗす た┤┾る ぃ┡ﾛぬ┕ﾞﾗす ┘むむ┋ﾍな
 ┘ギ り┢ヮﾋ す┤ﾒ┕むむﾏる ┕ ぎ┏┉┏┍┏ﾔ す┤┺┕ﾐる ┗ﾘ┤ﾖる
 ┱ﾖ ┕ﾘ┕ベ た┤┾ ┢┉ﾗ  :┕ﾛ┤ﾟﾗす も┵ﾔ ┴┌ﾎする ぃれ┤ﾟﾗす

.»┢ﾛ┤ﾉ ┕ﾘ
 》さ ┕ﾘ ┗┏ヱﾛぬ┕ﾉ ┗┅ゴ ┷ﾔ ┰┋デ 》 ┢ヮゲ ┕ﾒすなる
 ┗ﾝ┋ﾒ ┱ﾋけ ┳ﾘ ┤ゴす ┢┏━┍ﾗ┕ﾈ ┕ﾝﾌ┤ﾘる ぃら┵ヱﾛ らけ
 ┢┍ﾒ ┗┈ﾕす┵ﾗす のる┤┆ﾗす ┗ﾛ┤ﾚ┥ﾘる ゆ┕┈ﾐ┟す らす┵ﾗけ
 ┗┌ヮﾈる そな┢｀ﾞジす ┗━ﾚ┢ﾗす ┱ﾘ┤ﾖる ┤ヰﾝﾗす せ┕ﾈ
 ら┵┋むむヮ┏ﾘる ビ┄ﾌる ら┕むむヮ┏ﾈ ┢ﾍ ┶┋ﾒ れ┢むむ┍ﾗす
 ┴ﾈ ┕ﾙ┢┆ﾛ ┕ヅ ┕むむﾝﾌ┤ﾘ .ら┕ヰ┏むむﾏる せす┒ﾘる ら┕ﾝﾛにる
 た┕┏┍ﾓけ ┳ﾘ ┖ﾛ┤ﾕ ┕┌ﾒ ┬ﾗ┕┄ﾗす ┧ﾛるぬな な┵┌ヰﾘ

.┗┋｀┋ゲす

┗┏ﾙなぬけ ┗ﾝﾉ┕ﾖ *
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 ぃ が┘┏ﾝﾗす ┷ﾔ ┲┆ﾙ ..┶┈┍ジす ┷ﾔ ぃら｠す

 ゐ┬ﾛ┤ﾎ ゐ┤ ぐ┌ ゎﾒ ┳ﾘ ゑビぎ゙ ヮﾗす ┷ﾔ 

 ┰ﾗ ゑ┬┌ ┝━ﾗす らる┢ﾕ┵ﾛ 

 ぃきる┢┎ﾗす ┳ﾘ ゑ┘┆┄ﾞﾎす ┕ﾘ ┶│ﾕ┑ﾈ ぃて┤ﾔ┕ﾔ 

 ┰┏ﾗさ ┯ﾛ┤┄ﾗす ┝┱┻ わ┕━┺┕ﾐ わ┕ﾉ┵ﾘ ┝ら┟ 

 .┰┋ ぎﾋける ..よ┕ﾌ┥ﾗす へ┤ﾔ ┳ﾘ 

ぃゆ『ﾐ┟す ┶┋ﾒ ┹┷ﾗ┵┃ﾔ ん┤┌ﾕ 

 ┷ﾝ┇ﾗ┕ﾖ ┰ヰ┃ﾛ 

 .┰┋ﾝ┉ﾞヮﾛ ┷┊ﾗ ┵ﾙ┢ﾛ ┴ﾙけ も｠┢│ﾉ 『ﾔ 

 ゑぬすにく ┱ﾟﾘ ぃ┗デ┢┉ﾗす ┴ﾞ┈┏ﾑる ┷ﾔ ゑ┵ ゎﾚ 

 がビ┍ゴす ゑき┕┌ﾎけ ぬ┕｀ﾏ【ﾗ ゑな┕ﾒけ ... が┢ﾛ┢ゲす 

. ぐ┰┋ ゑ┌ﾚける 

 .の┑┊ﾗす ぬ┕ヮ┊ﾙ┕ﾈ ゑ┰┺┕ﾕ┢┾け ┬ﾘ ぐ┱┈ﾞヰﾞ┋ﾔ 

 ┷ﾕ┕ﾝﾗす ゑ┢ ゑ┇ﾗす ゑ┢がグ ┳ﾗ ビﾞヮﾗす ┷ﾔ 

 ぐ┰┋┌ヰﾛる ...┢┏━┍ﾗす が┮が゙ ﾖ ┶┋ﾒ ゎ┴ゑ┋┌ヰﾞﾗ 

 :の｠┤┌ﾞﾘ ゐ┤ﾒ┕━ﾈ ゎ┯┏┋ﾛ ┕┌ﾖ ぃがそ┕┏ヰ┋ﾗ ぐ┱ ゎゎﾕ 

 ┝┳ﾚ┤ヰヮﾈ た┕┉ﾊす┵ﾗす ち┕ﾙ】┕ﾖ き┪ﾝﾈ ろ┤┏ﾎ 

 : ┹┷┈ﾍ ┕ﾘ ゎきす┢ﾙ ぐそ┢ﾌする ｠┱┊ﾗ . ┝┳ﾚ┢┏ﾖる 

 ! ぐ┰ゑ┋┌ﾋけ ┕ﾘ / ぐ┰ゑﾗ ゑ┘ぐ┏ ゑﾚ 

 やすぬけ ┷┊ﾗ ぃゎそ┕┏ﾌ ┕ﾛ ぃ ゐき┪ﾝﾈ ろ┤┏ﾎ 

 ┷ﾔ が┰ゎ゙ ┏ヮﾙ ┲ﾖ .┷ﾗ┵ﾌ ら┕│┉ゎ┍ﾗす ┱ﾘ┕┊がﾈ 

 ゎ┘ﾖぬなけ ┕┌┝┋ ゎﾖる . が┰┍ﾒる ┷｠┍ﾒ わ┕ﾟﾌ┕ﾈ が┰｠┌┃ﾍ 

 ! ぐ┰ゑ┋┎ﾋぎけ ┕ﾘ : ゐそ┵ヮ┉ﾈ が┘┋ ゎﾕ ┰┍ﾘ わすゑ┤ﾎ 

 ┷┍ﾞ│ ゑ┉ゑﾙ :せ┕┏┇┋ﾗ ぐ┱ ゎﾕ 

! ぐ┰ゑ┋┌ﾖゎ┟ ... ゎた┤┃ﾌ ┕ﾙける »┢┆ﾈけ るけ ね┵┋ﾗす ┤ﾚ┥ﾖ«
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 りぬ┕┆むむﾏけ らさ ┱ﾈ ┰ﾗに ┢┍ﾒ ┤むむﾘ┟す ┮ﾕ┵ﾞﾛ ┲むむﾗる
 ぃ┗ﾖ┕ﾞ┈ﾗす ┗ヰ┋むむﾎ┟す ┴┋┆┈ﾉ ┕ド ┤ﾟﾖ┑ﾈ ┘むむ┋┌ﾒ
 てす┤ﾞﾕす ぬ┕ﾊけ ┢┉ﾔ ぃ┯┌┆ﾗす ┶ﾗさ ┕┎ﾗ┵┆┈ﾘ ┱┾るる
 つ┕┎┍ジす ビ┌┃ﾉ ┢ﾛ┤むむﾎ ┷むむﾎ┵ﾛ ┲┏┋┆ﾞﾗす ┤ﾛねる
 ┕ﾈなけ ┴むむ┈┾┵ﾈ ┧むむﾛるぬな ぬ┕┆むむﾏ┟ ┷┋┏┺す┤むむﾎ】す
 ┕ドる .┷┋┏┺す┤むむﾎ】す ら┕┏┊ﾗす ┘むむﾗ┕ﾐ ┗ﾘねけ ┕むむ┏ジ┕ﾒ
 ┳ﾘ ┯むむﾏ┕ﾒ« ┖ﾌ┕│ﾗ ┷ジ┕┆ﾗす ぬ┵┃ゴす ┢むむﾖ┒ﾛ
 ぃ┦ﾉぬ┐ﾚ ┗むむ┈┏ヰ┾ ┷ﾔ ┖むむﾞﾖ ┕ﾘ »ビ┄むむヮ┋ﾔ
 ┵ﾚる すぬるな ろな┒むむﾛ らけ ┧ﾛるぬな ┮むむ┋ﾖ ┡むむﾛぬ┕ﾞﾗす らけ«
 ┕ﾘ ┤ﾟﾖけ ┦むむ┏ﾗる .»┷┍ﾐ┵ﾗす ┤ﾒ┕むむ━ﾗす ら┵┊ﾛ らけ
 る┢┆ﾗす ┳ﾘ ┷ﾉ┑ﾛ ろ┣むむﾗす ┷ジ┕┆ﾗす めす┤ﾞﾒ》す ┢ﾖ┒ﾛ
 ┦┏┺ぬ ┕┎┍ﾒ ┤ﾝﾒ ┷ﾞﾗす ┗むむ┏┍ﾘ┟す ぃ┯ﾛ┢│ﾗす ┱ﾝﾕ
 ┲┎ﾛ┢ﾗ ら┕ﾖ ┵ﾗ« らるぬ┕むむﾏ ┷┋┏┺す┤むむﾎ】す きすぬね┵ﾗす
 ┲ﾗ ┧ﾛるぬな らけ ┬むむﾘる .»..┧むむﾛるぬな ┱むむﾟﾘ ┤ﾒ┕むむﾏ
 そ┥┺┕ﾋ ┷ﾚる ぃ┕┏ジ┕ﾒ ┤ﾟﾖ┟す そ┥┺┕ゲす ┶┋ﾒ ┱│ヰﾛ

 ┷┍┏┄むむヮ┋┈ﾗす ┤ﾒ┕むむ━ﾗす ビﾈ ら┵ﾙぬ┕┉ﾛ ┳ﾛ┣ﾗす
 ぃ┷ﾝ┍ﾞジす ┷むむﾈ┤┆ﾗす ┤ﾒ┕むむ━ﾗする ぃ┧ﾛるぬな な┵むむ┌ヰﾘ
 ┶┋ﾒ ┕┌ﾚ┢ﾌけ ┗┏┌ﾚけ ┢ﾛ┢ギ ┷ﾔ ら┵ﾉる┕┈ﾞﾛ ┕むむヅぬ
 ら┵┈┋ﾞヱﾛ 》 ┲むむ┎ﾙけ 》さ ぃ┗ﾛ┤┆むむ━ﾗす ┷ﾔ ぃ┤むむﾍ｠す
 ┵ﾚる .┷ジ┕ﾒ ぬ┵┃ﾌ ┳ﾘ ┧ﾛるぬな ┴┉┉ﾌ ┕ﾘ ┶┋ﾒ
 らす┢ﾋ┵ﾗす ┱┏┊むむ━ﾉ ┷ﾔ ┲┎むむﾎけ ら┕ﾖ ┰ﾗに ┱ﾝﾕ
 そ┥┺┕ゲ ね┵┈┋ﾗ ┠むむﾏぬゎる ┷ﾈ┤┆ﾗす ┷ﾔ┕┉ﾟﾗす ┷ﾒ┵ﾗする
 す┣ﾚ ┱ﾟﾘ ┶むむ┉ﾝﾛ ┕ヅぬる .そ┤むむﾘ ┤┏ﾓ せすな┸ﾗ ┱むむﾈ┵ﾙ
 ┗ﾈ┤｀ﾞﾗす ┶┋ﾒ ┲┊ゴす も┕┏ﾎ ┷ﾔ ┕┏┆┏ﾝﾐ め『ザす
 ゆ┕┏ﾌ ┲ﾚ┤ﾒ┕むむ━ﾘ ┷むむﾔ らるる┕むむヮﾞﾛ な┕┉ﾙ ビむむﾈ
 ┗┏ﾙ┕ヮﾙ┓ﾈ めす┤ﾞﾒ》す らけ 》さ ぃ┴┈ﾕす┵ﾘる ┨ヱ━ﾗす
 ┶┋ﾒ ┤むむﾏ┒ﾘ »る┢ﾒ« ┳ﾘ ┗ﾛ┤┆むむ━ﾗす ┗むむﾈ┤｀ﾞﾗす
 めす┤ﾞﾒす ┳むむﾘ ぃ┗ﾛぬす┢ゲす ┖むむﾌ┕┾ ┴ﾈ ┷むむ┅ﾌ ┕ﾘ
 むﾈ »ら┵┏┋┏┺す┤むむﾎ】す き┕ﾈな┟す« ┴┈┾る ┢┉ﾔ .┷ジ┕ﾒ
 .ます┵ﾏ┵┎ﾛ .せ.け ゆ┕ﾕ ┕┌ﾖ .»┲│ザする ┯ﾛ┢│ﾗす«
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 ビ┏┋┏┺す┤ﾎさ きす┤┆ﾏ ┳ﾒ ぬ┢│ﾉ ┷ﾞﾗす たすな┕┎━ﾗす
 ┤ﾒ┕━ﾗす ┕┎┉┉ﾌ ┷ﾞﾗす ┗┏ジ┕┆ﾗす ┗ﾙ┕┊ジす ┠┻┵ﾉ
 せ┕ﾞﾖ ┴┍ﾒ ┳┋ﾒけ ろ┣ﾗす »めす┤ﾞﾒ》す« らさる ぃ┧ﾛるぬな
 ┬ﾞ┌ﾞﾛ ┕ジ ぃ»┱┾┕ﾌ ┱┏│ギ« ┵ﾚ ぃら┵┏┋┏┺す┤むむﾎさ
 ┢┉ﾔ ぃせ┤┆ﾗす な┕┉┍ﾗ┕ﾈ ┯むむ┋┆ﾞﾛ ┕ﾘ ┕ﾘけ .┕┏ジ┕ﾒ ┴むむﾈ
 ┷ﾚ ┗┏┍ﾓけ ┷むむﾚ« ┣むむ┍ﾘ  ┧ﾛるぬな ┗むむﾈ┤グ た┢むむﾒ
 わ»す┢┏ﾌる ら┕│ゴす ┘むむﾖ┤ﾉ すに┕ジ むﾈ わ すぬる┤むむﾘぃ»┗┏┍ﾓけ
 »┢┆ﾈけ るけ ね┵┋ﾗす ┤ﾚ┥ﾖ« ┲ﾊ ぃ┗ﾛぬす┢ゲす ┶ﾗさ わ》┵┾るる
 ┴ﾞﾈ┤ﾒ な┵┉ﾉ ┕むむ┎ﾙ┑ﾈ ぃ»┗むむﾏす┤┈ﾗす ┤ﾊけ むﾈ ┕ﾘ┕ﾞﾍる
 ┗┍ﾘね┟す ┷ﾔ ┩ﾘ┕ﾓる ┤┏ﾟﾘ ゆす┢ﾋ ┷ﾔ ┗ﾛ┤┆━ﾗす
 ┗ﾛ┤┆━ﾗ ┙ﾊ┒ﾛ ┯ﾛ┤ﾐ ┵ﾚる ぃ┗ﾛ┵┎ﾗする ┗┍┊ﾘ┟する
 ┲┎ﾗす ┖ﾛる┣ﾉる ぃ┕┉┏ﾎ┵ジする ぃそぬ┵│ﾗす ┷ﾔ そ┢ﾛ┢ﾋ
 ┤┏ﾔ┕│ﾒ« ┖ﾌ┕┾ ┗ﾈ┤グ らさる ぃ┷ﾙ┵┊ﾗす り┢┆ﾈ ┷ﾔ
 ┳ﾘ ┤┏ﾟﾖ ┶むむ┋ﾒ ┕┎ﾗ『ﾑ ┘むむﾖ┤ﾉ »┗ヰ┍ﾋけ 『むむﾈ
 ┕ﾘる ぃ┙ﾛ┢ゴす ┷ﾈ┤┆ﾗす ┤┆━ﾗする ぃせ┤┆ﾗす きす┤┆━ﾗす
 た┕むむﾎすぬな ┳ﾘ ┖ﾞ ゎﾖ ┕ﾘ ┲｀ﾌ ┕むむ┎┏┋ﾒ ┢┎むむ━ﾛ
 な┵┌ヰﾘ ぎ┢ﾒる .┕┏ジ┕ﾒる ┕┏ﾈ┤ﾒ ┗ﾈ┤｀ﾞﾗす ┳ﾒ ┗ﾛ┢┉ﾙ
 ┱┊むむﾏ にさ ぃ┗ﾛ┤┆むむﾏ ┗むむﾎぬ┢ﾘ ┖ﾌ┕┾ ┧ﾛるぬな
 ┢│┉ﾛ らけ らるな り┤┆むむﾏ そ┵┉ﾈ ┗ﾛ┤┆ﾏ ┗むむﾎぬ┢ﾘ
 ┕ジ┕ﾒ ┘┇ﾝ┾ ┷むむﾞﾗす ぃ┗むむﾎぬ┢ジす り┣ﾚ ┱ﾟﾘ き┕むむ┍ﾈ
 た┕┏┍┏┆ﾝヮﾗする た┕┏┍┏ﾞむむヮﾗす ┷ﾔ ┕┏ﾈ┤ﾒ ┕ﾛ┤┆ﾏ
 ┢ﾔするぬ ┲むむﾚけ ┳ﾘ す┢ﾔすぬ ┘┋ ぎ┊むむﾏる ぃ┕むむ┎ﾞ┇ﾝ│ﾈ
 ┧ﾛるぬな ┠ﾝ┾け ろ┣むむﾗす ぃ┙ﾛ┢ゴす ┷ﾈ┤┆ﾗす ┤┆むむ━ﾗす
 ┳ﾘ け┢ﾈ ┕ﾘ┕ﾒ ゅぅ ┳ﾘ ┤ﾟﾖけ ゆす┵ﾐ そねぬ┕ﾝﾗす ┴ﾞﾘ『ﾒ
 »┗ヰ┍ﾋけ 『ﾈ ┤┏ﾔ┕│ﾒ« ゆる┟す ろ┤┆むむ━ﾗす ┴ﾙす┵ﾛな

.ぇうっぅ よ┕ﾒ
 ┱┾る ┤┾┕┆ﾘ ┷ﾈ┤ﾒ ┤ﾒ┕むむﾏ ね┤ﾈけ ┴ﾙ┑ﾈ ゑ┮ が┾ゎるる
 ┷ﾔ ┲┎むむﾎけ ┷ﾔ┕┉ﾊ ┤ﾝ┍ﾘ ┲ﾚける ┗むむ┏ジ┕┆ﾗす ┶ﾗさ
 す┤┊ﾝﾘ ┷むむﾔ┕┉ﾟﾗす ┷ﾒ┵ﾗする らす┢むむﾋ┵ﾗす ┱┏┊むむ━ﾉ
 ┷ﾔ ┤┆むむ━ﾗす ┷ﾝヰﾘ ┳ﾘ ┗むむ┋ﾘ┕ﾖ ゆ┕┏ﾋけ れ┢むむﾗ
 .せ┤ﾒ な┕┉ﾙ ┖むむヮﾌ ぃ┴ﾋぬ┕ﾍる ┷ﾈ┤┆ﾗす ┲むむﾗ┕┆ﾗす

 すに┕ジ« ┖むむﾌ┕┾ ら┵むむ┆┃ﾛ な┕むむ┉┍ﾗす らけ 》さ ぃ┱むむﾈ┵ﾙ
 きす┤┆むむ━ﾗす め┕│ﾘ ┷ﾔ »す┢┏ﾌる ら┕│ゴす ┘ﾖ┤ﾉ
 ┘ﾙ┕ﾖ すにさる .すなる┤┏ﾙる ぃ┢ﾙる┕ﾈ すぬねさ :ゆ┕ﾟﾘけ .ビむむ┏ジ┕┆ﾗす
 ┧ﾛるぬな ゆ┕むむ┌ﾒけ ら┓ﾔ ┕むむﾘ す┤むむﾏ┒ﾘ ┱ﾟベ よ┕ﾕぬ┟す
 ┴むむヮ┈ﾙ ┲ﾕ┤ﾗす ┵ﾚる ぃ┗┇ﾗ ビ┆ﾈぬけ ┶ﾗさ ┘むむ┌ﾋ┤ﾉ
 ┖┏ガ »┷ﾈ┤┆ﾗす« ┱ﾈ┵ﾙ ┖ﾌ┕┾ ┴┏ﾗさ ┱┾る ろ┣ﾗす
 たす┵┍むむヮﾗす ┷ﾔ ┴ﾗ┕┌ﾒけ ┬むむﾛね┵ﾉ なすねる ぃほ┵むむ┈ヰﾘ
 .┗ヱむむヮﾙ ビﾛ『ﾘ ┗ﾊ『ﾟﾗす ┶┋ﾒ ┕ﾚぬる┢│ﾗ ┶ﾗる┟す
 ┱┏ﾈす┥ﾛさ らさ ┱ﾈ ぃビ┏ジ┕ﾒ ┕ﾈ┕ﾞﾖ ┦ﾔ┕┍ﾉ よ┕ﾕぬけ ┷ﾚる
 ┳ﾛ┤━ﾒる ┬ﾝﾎ ┶ﾗさ ┕┎ﾗ┕┌ﾒけ ┘┌ﾋ┤ﾉ ろ┢┍┏┋ﾗけ
 たすき┕┉┋ﾗす ┢ﾌけ ┷むむﾔ ┧ﾛるぬな ゆ┵┉ﾛる .┪┉ﾔ ┗むむ┇ﾗ
 ろ┤┆むむﾏ ら┵┊ﾛ ら┑ﾈ ぬ┵むむヱﾔ ┕むむﾙけ« :┗むむ┏ﾔ┕ヰ│ﾗす
 ┗┏むむﾎ┕┏ヮﾗす ┗┄ﾛ┤ザす ┷ﾔ ろな『ﾈ ぬ┵┃ﾌ ゑふゑ┤ﾔゑ
 ┗ﾈ┤｀ﾞﾗす ┷ﾔ ┗┍ﾝﾗ ┘むむ┆┻る ら┵ﾖけ ┢ﾕ ぃ┲ﾗ┕┆┋ﾗ
 ┢┍ﾒ ┮ﾕ┵ﾞﾛ 》 ┗┏ジ┕┆ﾗす ┢むむﾛ┢ギ らさ .»..┗┏ﾙ┵┊ﾗす
 ┶ﾗさ た┕┌ﾋ┤ﾞﾗす るけ ぃぬ┕むむ━ﾞﾙ》する ぃたすぬす┢┾】す な┢ﾒ
 ┴┏┋ﾒ ろ┵┄┍ﾉ ┕ヅ ┕ヂさる ぃ┖ヮヰﾔ ぃ┲ﾗ┕┆ﾗす た┕┇ﾗ
 ┴ﾞﾈ┤グ ┕┾┵│ﾍる ぃ┷ﾙ┕むむヮﾙさ ┦ﾌ ┳ﾘ ┗ﾈ┤｀ﾞﾗす
 ┴┺┕┌ﾞﾙす ┶┋ﾒ ┘ヮﾎ┑ﾉ ┷ﾞﾗす ┤┏ﾍ┟す ┢┉┆ﾗす ┷ﾔ
 り┥｀┍ﾘ ┷ﾔ ┶むむ┋グ ろ┣ﾗす ┷むむﾔ┕┉ﾟﾗする ┷ﾙ┕むむヮﾙ】す
 ┕ﾘ ┱ﾖ や┤ﾉ ┱ﾈ ぃそ┢┏│┉┋ﾗ ┴ﾓ┤┈ﾉる ぃろ┤┆むむ━ﾗす
 .┤┆━ﾗす ま┵┻┵ﾘ ┶┋ﾒ ┴むむヮﾔ┕┍ﾛ らけ ┴ﾙ┑ﾏ ┳ﾘ
 ┕┎ﾙ┑ﾈ ぃ»┗ﾏす┤┈ﾗす ┤ﾊけ« ┖ﾌ┕┾ ┗ﾈ┤グ ┘┈┾る ┢ﾕる
 ┗┏ﾔす┤┇ﾋ ┶ﾗさ ふぬ┟す ┕むむ┏ﾔす┤┇ﾋ なる┢むむﾌ たねる┕グ
 ら┕むむヮﾙ】す ┗┏ﾔす┤┇ﾋ ┶ﾚる ぃき┕┌むむﾎ ┖ﾌぬけ れ┤ﾍけ
 ろ┣ﾗす ┮むむ┾┵ﾗす ┵ﾚる .ら┕むむﾘねる ら┕┊むむﾘ ┱ﾖ ┶むむﾔ
 ┗┈┏ヰ┾ ┷ﾔ ┗┏ﾈ┤┆ﾗす らる┒むむ━ﾗす ぬ┤ヰﾘ ┴┉┋ﾐけ
 ぃ┤ﾍ｠す ┖ﾙ┕ゲす ┳むむﾘ そな┕┎むむ━ﾗす ┷ﾉ┑ﾉる ぃ»┦ﾉぬ┐ﾚ«
  ┧ﾛるぬな ┗むむ┌┅ﾒ« らさ :┱┏┺ぬ┕ﾈ ┷┈むむヮﾉ ゆ┵むむ┉┏ﾔ
 ┗ﾝﾕ┕ﾟﾗす ┗ﾛ┤ﾒ┕━ﾗす そぬ┵┋ﾝﾗす ┷ﾔ ┷ﾚ ┗┏ﾎ┕ﾎ┟す
 り┣ﾚ らさ .»..┗┏┍┏┄むむヮ┋┈ﾗす ┗┏ヱﾛぬ┕ﾞﾗす そ┤ﾖす┣┋ﾗ



ぉっ

 ┘ﾙ┕ﾖ すにさる .ビﾌ ┢┆ﾈ ┗┏ジ┕┆ﾗす そ┢むむ┏│┉ﾗす ┶┋ﾒ
 ┥｀┍ジ┕ﾈ めす┤むむﾞﾒ》する ┗┏ジ┕┆┋ﾗ す┤むむﾏ┒ﾘ ┥むむ┺す┵ゲす
 ┳ﾘ な┢┆ﾈ ┧ﾛるぬな そ┤┏ヮﾘ ┘ﾋ┵ﾉ ┢┉ﾔ ぃり┤ﾛ┢┉ﾉる
 ぃぇうっう よ┕ﾒ ┦ﾉ┵ﾗ そ┥┺┕ﾋ ぃ┕┎┍ﾘ ┗┏ジ┕┆ﾗす ┥┺す┵ゲす
 まぬなる ぃぇういぅ よ┕むむﾒ ┪むむﾎ┵ﾞジす ┤むむヰﾝﾗす そ┥むむ┺┕ﾋる
 ┕ﾈるぬるけ ┗ﾌ┵ﾗる ぃぇういぇ よ┕ﾒ ┗┏┍┏┄ヮ┋┈ﾗす そぬ┵ﾟﾗす

.のる『ﾖ ┤┏ﾘ┟す そ┥┺┕ﾋる ぃぇういぇ よ┕ﾒ ┤┆━┋ﾗ
 らけ ぃ┥┺す┵ゲす れ┢むむﾌさ ┴むむヰ┍ﾘ も┕┏むむﾎ ┷ﾔ き┕ﾋる
 ┴ﾞﾈ┤｀ﾞﾗ ┶むむﾎぬけ ┧むむﾛるぬな な┵むむ┌ヰﾘ ┤ﾒ┕むむ━ﾗす
 ┢┎むむ━ジす ┷ﾔ ぃわ┕┾┕ﾍ わ┕ﾛぬ┕ﾝﾞﾒす わ┕┆┻る ┗┏ﾒす┢ﾈ】す
 ┕┎┍ﾘ ┱むむ┆ﾋ ┕ヅ ぃ┷ジ┕┆ﾗする ┷むむﾈ┤┆ﾗす ろ┤┆むむ━ﾗす

 .┷ﾙ┕ヮﾙ】す ┤┆━ﾗす ┡ﾛぬ┕ﾉ ┷ﾔ ┗ﾜ┏┃ﾘ ┗┅ゴ
 らさ :ぬ┵むむ┈│ﾒ ┤ﾈ┕ﾋ ┷むむﾈ┤┆ﾗす ┢むむﾕ┕┍ﾗす ゆ┵むむ┉ﾛる
 ┤┆━ﾗす ┷ﾔ も┤むむ━ﾘ ┷むむﾎ┕ﾎけ ┴ﾋる わ┕むむ━ﾛるぬな
 ┗┏┃ﾕ ┖ﾌ┕┾ ┕むむ┃ﾛけ ┴ﾙ┟る ぃ┤┾┕┆ジす ┷むむﾈ┤┆ﾗす
 》┵むむﾎぬ ら┵┊ﾛ らけ ま┕┄ﾞむむﾎする ┤┏ﾟ┊ﾗす ┕┎ﾗ よ┢ﾕ
 たす┤━ﾒ ┶ﾗさ ┲ﾋ┤ﾉ ろ┣ﾗす り┤┆ﾏ ゆ『ﾍ ┳ﾘ ┕┎ﾗ
 ┲ﾗ┕┆ﾗす ┲┾す┵ﾒ ┮┋ﾞヱﾘ ┷むむﾔ きれ┤ﾕる ぃた┕┇┋ﾗす
 らさ« ぃ┴ﾉな┕┎ﾏ ┷ﾔ ゆ┕ﾕる .┱┏┺す┤むむﾎさ ┱ﾍすな ┶ﾞﾌ
 ┗┏ﾈ┤┆ﾗす きす┤┆むむﾏ ┤ﾝﾖけ ┳むむﾘ ┢ﾌする ┵ﾚ ┧むむﾛるぬな
 ┳ﾘ ┱ﾈ ,┷ﾈ┤┆ﾗす ┤┆むむ━ﾗす ぬ┵│ﾒ なす┢むむﾞﾘす ┶むむ┋ﾒ
 ┖ﾒ┵ﾞﾎす ぃ┴┋ﾖ ┤┾┕┆ジす ┲ﾗ┕┆ﾗす きす┤┆むむﾏ ┤ﾝﾖけ
 ┱│ﾛ ┲ﾗ も┕ﾔく ┶ﾗさ ┴ﾈ ┯┋┄ﾙする ┤┆むむ━ﾗす ちす┤┏ﾘ

  .»りす┵ﾎ ┕┎┏ﾗさ

┷ﾙなぬけ ┷┈ヰ┾る ┷┋┏┊━ﾉる ┤ﾒ┕ﾏ *

 ┗┌┎ジす た┕むむ┄ボす れ┢ﾌさ ┢むむ┍ﾒ な┕┉┍ﾗす ┮むむﾕ┵ﾉる
 ち『ﾊ ┱ﾈ┵ﾙ そ┥┺┕ゲ ┴ヰﾏ┤ﾉ ┷ﾔ ┤ﾒ┕━ﾗす ┗┏ジ┕┆ﾗ
 ┤ﾒ┕むむ━ﾗす ゆ┵│ﾌ よ┢ﾒ らけ ビﾖぬ┢ﾞむむヮﾘ ぃたす┤ﾘ
 ぃ┗┏┍┈ﾗす ┕むむﾚ┤┏ﾛ┕┆ヅ ┱むむ│ﾞﾛ 》 ┕┎┏┋ﾒ ┧むむﾛるぬな
 むﾗ ┮┏┈ヱﾉ ┷むむﾚ ぃ┕┍ﾚ ┗ﾛぬすな】する ぃ┗むむﾛぬすな】す ┕むむヂさる

 .»┗┏ﾎ┕┏ヮﾗす«
 ┴むむﾖ┤ﾉ ろ┣むむﾗす ろ┤┆むむ━ﾗす ┥むむ｀┍ジす ┲むむ｀ﾌ らさ
 ┲┊ﾗす せ┕むむヮﾌ ┷ﾔ ┢┆ﾛ 》 ぃ┱むむﾌす┤ﾗす ┤ﾒ┕むむ━ﾗす
 ぃ┗ﾈ┤｀ﾞﾗす  ┳むむﾘね せ┕むむヮﾌ ┷ﾔ ┕むむヂさる ぃ┖むむヮヰﾔ
 ┶┋ﾒる ぃな┵┉ﾒ ┗むむ┆ﾈぬけ ┳ﾘ ┤ﾟﾖ┟ ┘┋┾す┵ﾉ ┷むむﾞﾗす
 ┗┏┻ぬ┟す そ┤┊ﾗす ┘ﾔ┕ﾐ ┷ﾞﾗす ┗┏ﾙ┕┊ジす ┕むむ┎ﾉ》┵ギ
 ┗┄ヰﾘ ┳ﾘ り┕┈┍ﾘ ┱┌ﾌ ろ┣ﾗす ┤ﾒ┕━ﾗす ┱┅ﾖ
 ┮┏┃ﾉ ┗┉ﾛ┤┄ﾈ ┲むむﾗ┕┆ﾗす ┲┎┈┏ﾗ ぃれ┤むむﾍけ ┶ﾗさ
 ┷ﾒる ┷ﾔ す┢ﾛ┢ﾋ ┕ﾈ┵┋ﾎけ ┷ﾙ┕むむヮﾙ】す ┤┊┈ﾗす ┶ﾗさ
 ┷ﾔ そ┢ﾛ┢ﾋ そ┤むむ┅ﾙ ┷ﾚる ぃめ『ﾞ┺》する ぃめ『むむﾞﾍ》す
 ┤ﾚす┵ﾑ ┶ﾗさ ┤むむ┅┍┋ﾗ ┷ﾔ┕┉ﾟﾗす ろ┢むむ┉┍ﾗす ┤┊┈ﾗす
 .┢ﾋる ┕┌ﾟ┏ﾌ ら┕むむヮﾙ】┕ﾈ ┪┏ギ ┷むむﾞﾗす き┕┏むむﾏ┟す
 ┗┏┍┈ﾗす た》┵むむヰﾞﾗす ┷ﾔ ┗むむﾈ┤｀ﾞﾗす ┘┋ﾟベ ┢むむﾕる
 ビﾈ ┕ﾈ┕ﾞﾖ ビむむ┆ﾈぬけ ┵ヰﾙ  ┷むむﾔ ┕┎┍ﾒ ┤ﾝﾒ ┷むむﾞﾗす
 ┳ﾘ ┧ﾛるぬな ┢┺┕│ﾕ ┶ﾗるけ ┘ﾙ┕ﾖる .┤ﾟ┍ﾗする ┤┆━ﾗす
 ┗┇┋ﾗ ┲ﾋ┤ﾞﾉ ┷むむﾞﾗす ┗┏ﾈ┤┆ﾗす たすぬす┢┾】す ┱むむ┺するけ
 ┧ﾛるぬな よ┕ﾕける .┗┏ﾈ┤┆ﾗす ┳ﾘ そ┤むむﾏ┕ﾝﾘ ┗┏┍┏│ﾗす
 ゆるな ┳ﾘ ┤┏ﾝﾖ な┢ﾒ ┷ﾔ た┕┏むむヮﾘ┟す ┳ﾘ ┢ﾛ┢┆ﾗす
 ま┕┄ﾞﾎする ぃ┤ﾛ┢┉ﾞﾗする せ┕｀ﾒ】┕ﾈ ┷┅ﾌる ぃ┲ﾗ┕┆ﾗす
 ┕ド ┤ﾟﾖ┑ﾈ そ┢┏│┉ﾗす ゆ『ﾍ ┳ﾘ ┴ﾞﾗ┕ﾎぬ ┱┌ヰﾛ らけ
 な┤｀ﾘ ┗┋ﾟﾘ┟す り┣ﾚ らさ .┷ﾎ┕┏ヮﾗす ┴┆┏┄ﾞヮﾛ
 ┕┎ﾈ ┶┅ヰﾛ ┷むむﾞﾗす ┗ﾙ┕┊ジす ┳むむﾒ ┗┆ﾛ┤むむﾎ た┕ボ
 ┗┏┈┏┊ﾈ ┤┆むむ━ﾗす ┗┏┃ﾕ ┱┌ﾌ ろ┣ﾗす ┤ﾒ┕むむ━ﾗす
 た》┵ギ ゆ『ﾍ ┳ﾘ て┤ﾞﾕする ぃら┕ヮﾙ】す そ┕ﾎ┑ﾘ ┷┋グ
 ┤┆むむ━ﾗす よ┵┎┈ﾘ ┷ﾔ 》┵ギ ち┢ヰﾛ らけ ┗┆ﾋ┕┈ﾗす
 ┕┎ﾗ『┅ﾈ ┷むむ┉┋ﾉ らけ ┳むむ┊デ ┷むむﾞﾗす ぃそ┢むむ┏│┉ﾗする
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 ... ゎり┤ﾊ┐ﾘ 》る ゑ┖ﾛ┤┇ﾗす ゑ┨ヱ━ﾗす め┤ﾒけ 》
ぃ┧┆┍ﾗす ┮┋ﾍ ┘┏━┌ﾔ わそね┕┍ がﾋ ゎ┘ﾛけぬ

┲ﾗ .わ┕ﾘす┤ﾞﾌす のけ┤ﾗす └ﾐ┑┄ﾘ ┳ﾛ┤ﾍ｠す ┱ﾟﾘ
お ゎ┖ﾛ┤┇ﾗす ゎ┨ヱ━ﾗす ┵ ゎﾚ ぐ┳ ゑﾘ :ゆ┑ﾎ┟ わ┕ﾝﾝﾎ ┢ﾋけ

せ┕ﾝﾎけ ら┓ﾔ « た┕ﾘ ┮┏ﾖる ぃは┕ﾒ ┳ﾛける
.»そ┕┏ゴす ┬ﾋる ┕┎┍┏ﾈ ┳ﾘ んそ┤┏ﾟﾖ そ┕ﾔ┵ﾗす

れ┤ﾛ よけ ┕ﾙす┤ﾛ ┱ﾚ :┷ヮ┈ﾙ ゎ┘ﾗ┑ﾎ
┴ﾙけ ┲┋ﾒけ ┘┍ﾖ お┗ﾛ┕┎┍┋ﾗ ゎ┮ﾎ┑ﾛる わ┕ﾘ ゑ┢ ゑﾒ

┷ﾖ ┚ヮ┈┍ﾝﾗ┕ﾈ ┶ ┝┄ ゑ┇ゎジす ゑ┧┆┝┍ﾗす ┠ﾞ┈ﾛ ┳ﾗ
┗┉┏┉ゴ┕ﾈ ゑ┦┌┎ﾛる ┕ﾙ┤┊━ﾛる ┕┍ ゑﾒ｠な┵ゎﾛ

り┣ﾚ ┷ﾔ ┕┍┋ﾟﾘ ゑ┵ ゎﾚ ┕ ┝ヅゎぬ »お┗┉┏┉ゴす ┕ﾘ«
り┢ﾌる ゑ┵ ゎﾚ ゎ┴┝┍┊ﾗ . ゎ┴┝┋ﾑ ろ┵┄ﾛ た┕ﾒ┕ヮﾗす

ぃて┕ﾝ│ﾗす す┣ﾚ ┷ﾔ が┰ぐﾝゑﾛ ┲ﾗ ろ┣ﾗす ゎ┨ヱ━ﾗす
...┤┉│ﾗ┕ﾖ ┕┍ﾕ┵ﾔ ゑ┯｠┋ボす た┵ジす ゑ┤ゑﾛ ┲ﾗる

┶ﾉ┵ジする ぃた┵ジす ｠┲ ゑﾒ ゎき┕┍ﾈゑけ ┲ﾚ き┕┏ﾌ┟┕ﾔ«
┲ﾗる »ら┵┺な┕ﾚる ら┵┺な┕ﾚる ら┵┺な┕ﾚ よ┕┏ﾙ

┨ヱ━ﾗす ┵ﾚ ┳ﾘ :ゆ┑ﾎ┟ わ┕ﾝﾝﾎ ┢ﾋゑけ
も┤ﾈ 》« お┴┌ﾎす ┕ﾘる ┖ﾛ┤┇ﾗす

りきすぬる らる┤┺┕ヮﾗする »┴┌ﾎす ┷ﾔ ┬┌┋ﾛ
»ろす┵ﾎ ┕ﾙけ« ろす┢ﾒ ┕ﾘ わ┕│ヱﾏ らる┤━ﾒ
:┗ヮ┏┍┊ﾗす せ┕ﾈ ┶┋ﾒ ┷ﾝ┋ﾕ ┷ﾔ ゎ┘ ぐ┎ゎﾉる

ん└ﾋ》 るけ ん┱ﾘ┕ﾒ るけ ん┖ﾉ┕ﾖ ┵ﾚ ┕ヅぬ
ぃも┤ﾔ 》 ... ん┱ﾉ┕ﾕ るけ ぃ んもぬ┕ﾎ るけ

ら┵┌┋┊ﾞﾛ 》 ..た┵ジす よ┕ﾘけ ん┗ゑ┏ がﾎす┵ﾎ ┶ﾉ┵ジ┕ﾔ
...ら┵┌┋ヰﾛ 》 ┕ヅぬる

┷ﾉね┕┍ﾋ ┖ﾛ┤┇ﾗす が┨ヱ━ﾗす ゎそね┕┍ﾋ ら┵┊ﾉ ┢ﾕる
┕┎ゎ┋ ｠ﾋ ゑ┒ゎﾛ わ┕┏┎ﾗさ ┕ﾘ わす┤ﾘゑけ ┝┳┊ﾗ

ぐそ┢ﾛ┢ﾒ ゐせ┕ﾝﾎ┟
そ┢┏│┉ﾗす ┷ﾔ ┤┏ﾝﾖ ┑┄ﾍ :┕┎┍┏ﾈ ┳ﾘ

»┘┋┆ﾔ ┕ ぎ┌ﾒ ぬ┣ﾞ┆ﾉ 》«
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*┷ﾝﾗなさ ろ┤│ﾘ ┗｀┏┎ﾈ

م ينتظر �أحد�ً

»わす┢ﾌけ ┤┅ﾞ┍ﾛ ┲ﾗ«
ゎな┵┆│ﾗす ┴┅┉ﾛけ ビﾌ そ┢┏│┉ﾗす せ┕ﾈ ┶┋ﾒ

»わす┢ﾌけ ┤┅ﾞ┍ﾛ ┲ﾗ«
┶┃ﾘる ┴ﾕすぬるけ れ┵ﾐ

き┕┃┏ﾈ ┗ﾛ┢ﾈけ ┶ﾗさ
ゎな┵┋ザす ┕┎┈ﾗ┑ﾛ

┯ﾏ┕ﾒ ┵ﾚ
┴ﾝ┏ﾓ ┳ﾘ ┲┎ﾉ┕ﾛく す┵┋ﾉ すにさ ら┵┉ﾏ┕┆ﾗする

┢┏━┍ﾗす ふ┕ﾔけ
»┗ﾘ┕┏┉ﾗす せ┕ﾈ ┶┋ﾒ ┴┆ﾋ┵ﾛ き┷ﾏ》«

 )┳ﾛ┟す( よ┕┉ﾘ ┷ﾔ

┱┏ﾌ┤ﾗす ┗ﾛぬす┢ﾋ ┶┋ﾒ ┧ﾘす┵ﾚ 
┧ﾛるぬな な┵┌ヰﾘ ┤┏ﾝ┊ﾗす ┷ﾈ┤┆ﾗす ┤ﾒ┕━ﾗす てるぬ ┶ﾗさ

املف
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 » ゎ┢ﾛ┤ﾛ ┕ﾘ ┠ﾝ┾け«
 そ┤┏│ﾝﾗす たすぬす┢ﾘ ┷ﾔ ┵ﾚ

 わ┗┇ﾗ りね┕ペ ┷┉ﾞ┍ﾛ
 な┵ﾋる『ﾗす ┷ﾔ り┤ﾎ ろぎ┤┆ﾛ

.ゎな┵ﾋ┵ﾗす ┴ﾘな ┷ﾔ ゎせる┣ﾛ
  

ゎそ┤┏ﾍ┟す ┴ﾉ┢┏│ﾕ ┘ﾗ┕ﾕ
 わ┕┌┏ﾓ り┤ﾛ┤ﾎ ゑせ┤ﾕ ゎた┵ジす ら┕ﾖ ビﾌ -

- ゎなるぬ┵ﾗす り┢ﾛ ┷ﾔる
 »ふぬ┟す つぬ┕ﾍ ┷ﾙ┤┅ﾞﾙす た┵ﾘ ┕ﾛ« :ゆ┕ﾕ

 »┷ﾙな┵┉┏ﾎ ろ┣ﾗす ┷┋ﾑ ┕ﾛ ... た┵ﾘ ┕ﾛ ┤┅ﾞﾙす«
»┷ﾞ┇ﾗ ┳ﾘ ┘┏ﾉるけ ┕ﾘ ┱┊ﾈ ┖ﾛ┤┇ﾗす ┕ﾙ┑ﾔ«

 ┶┍┆ジす ┷ﾔ らす┢ヰﾞﾛ ろす┢┻ ┕ﾙけ
ゎ┢┏│┉ﾗす ┷ﾙ┣ﾍ┑┏ﾔ

 れこ┤ﾗす ┱┌ﾞ┊ﾉ た┵ジす ┷ﾔ
 ┘ﾕる『ﾗす ┷ﾔ せる┣ﾛる

ゎ┢┏┆ﾝﾗす ┕ﾙ┢ﾒ┵ﾘ
 ┷ﾗす┒ﾎ ┳ﾘ ┢┆ﾈけ ゎた┵ジす

 ┷ﾗ┕┏ﾍ ┳ﾘ
ぐろすこぬ ┳ﾘ

ぐろ┕┌ﾎ ┳ﾘ ┪ﾝ┎ﾛ ┖ゴ┕ﾖ そ┤┊ﾔ ┵ﾚ
 ┷ﾞﾗす ┠ﾛ┤ﾗす ┕┌┋ﾟﾘ ろ┵ヰﾙ り┕┄ﾍる

ぐろ┕┄ﾍ ┘ ぎ┈ﾌ
 りす┤ﾙ 》る りす┤ﾙ ┕ﾘ ┵ﾚ
 . ゎ┢┏ヰﾛ 》る ゎ┢ﾛ┤ﾙ 》る

 *   *   *
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 »わす┢ﾌけ ┤┅ﾞ┍ﾛ ┲ﾗ«
 ┴ﾒな┵ﾛ

ゎ┢ﾛ┤ﾛ ┕ﾘ め┤┆┏ﾗ
 :そ┤┏ﾍ┟す ┴ﾔ┤ﾌけ ┘┆┌ﾎ ┖┏ﾝ┄ﾗす ゆ┕ﾕ

ゎ┘┋┌ﾞﾖす ┷ﾙさ ┕ﾚ :ゆ┕ﾕ
 » ゎ┱┏ﾗ┢ﾗす ┕ﾙけ ぎ┷┋ﾒ ん┢ﾌけ ┷┍ﾗな ┕ﾘ«

 きす┤ヰ│ﾗする ┤ヰﾝﾗす ビﾈ ぎ┷ﾗさ ┱┏ﾗ┢ﾗす ┕ﾙけ
 ゎた┢ﾗる ┷ﾞ┇ﾗ ┳ﾘ

 ┴ﾉ┕┌┋ﾖ ┘┌ﾟ┆┋ﾉる
 :ゆ┕ﾕる ┶┊ﾝﾔ

 ┷ﾗ た┵ﾈ┕ﾞﾗす ┶┋ﾒ ┷┌ﾎす ┫┈ﾗ た┑┄ﾍけ らさる ┷┌ﾎす«
 -┱┏ﾌ┤ﾗす せ┕ﾝﾎけ ┱┊ﾈ ゎた【ﾞﾘす ┢ﾕる - ┕ﾙけ ┕ﾘけ

 ┷ﾗ ゎ┘ヮ┋ﾔ
 ┷ﾗ ゎ┘ヮﾗ ┕ﾙけ

.»┷ﾗ ゎ┘ヮﾗ ┕ﾙけ

»わす┢ﾌけ ┤┅ﾞ┍ﾛ ┲ﾗ«
 き┕┃┏ﾈ ゐ┗ﾏす┤┈ﾖ ┕┈ﾓ

ゎなる┤━ﾗす ┕┎┋┋ﾈ
 »┕ﾚ┢ﾌる ┷┍┇ﾉ ┕ﾞﾛぬ«

 ゎな┵┍ゲす ┕┎┍┆┄ﾛ ゎの┢┉ﾗする
┱┺┕ﾝ┉ﾗす ビﾈ んまね┵ﾘ が┢┏┎━ﾗす ゎよなる

.ゎな┵┎━ﾗす た┕ﾘ ┕ﾘ ┢┆ﾈ
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 »わす┢ﾌけ ┤┅ﾞ┍ﾛ ┲ﾗ«
ぐ┳ﾘ┥ﾗす ゑ┮┋ﾍ ゎ┴ ゑﾘ『ﾌけ れ┵ﾐ

┬┏┌｀┋ﾗ ゐ┢┏┆ﾈ ぐ┳ がﾘ ゑ┗┏ヰﾞﾗす ┶┉ﾗけ
 :ビﾔな ゐ┲ﾗけ ┳ﾘ ゆ┕ﾕる

.» ぐ┳ﾐる ┶┋ﾒ ら┵ヰﾝ│ﾉ«

┗ﾛぬ┵ﾎ そ┤ﾒ┕ﾏ *

め┤│ﾞﾈ ┧ﾛるぬな な┵┌ヰﾘ ┤┆ﾏ ┳ﾘ のす┵ﾕ┟す ビﾈ ┬ﾐ┕┉ジす **
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»な┤┍ﾗす ┖ﾒ》«

ぐ┲┊ﾗ ゆ┵ﾕ┟ ┕ﾙゑけ ぐ┳ ゑﾘ
お ぐ┲┊ﾗ ゆ┵ﾕゑけ ┕ﾘ

ゎり┕┏ジす ゎ┴ぐ゙ ゑ┋ ゑ┉ ゑ┾ わす┤｀ﾌ ぐ┳ ゎﾖけ ┲ﾗ ┕ﾙゑける
わ┕┎ﾋる ┠ﾝ┾┑ﾔ

ゎて┕ﾛ┤ﾗす ゎ┴ぐ゙ ﾝ ゑ┉ﾊ わ┕ﾝ ゑ│ゑﾕ 》る
... わ┕ﾛ┕ﾙ ┠ﾝ┾┑ﾔ
ぃがなぐ┤ ゑ┍ﾗす ┖ﾒ》 ┕ﾙゑけ

わ┕┍┏ﾌ ┤ヮﾍゑける わ┕┍┏ﾌ ┠ﾈぬゑけ
ぐ┲┊┋ﾟﾘ ┕ﾙゑけ

... わ『┏┋ﾕ ┞┱ﾕゑけ るゑけ
ぐら┵ﾖけ 》 らけ ┳┊デ ら┕ﾖ

┷ﾈゑけ ら┵┊ﾛ 》 らけ ┳┊デ ら┕ﾖ
わ┗ﾔな┕│ﾘ ┷ﾘけ つ┝る┥ﾉ ┢ﾕ

ぐら┵ﾖけ るゑけ
┘ﾉ┕ﾘ ┲ﾊ ┘ﾍ┤┾ ┷ﾞﾗす ┷ﾞﾍけ ┱ﾟﾘ

┴ﾝﾞ┍ﾉ ┲ﾗる
ぐそ┢ﾌする わ┗ﾒ┕ﾎ た┢ﾗゎる ┕┎ﾙゑけ ┶ﾗさ

...ぐそ┢ﾗす┵ﾗす め┤┆ﾉ ┲ﾗる
ら┵ﾖけ らゑけ ┗ﾔな┕│ﾘ ┘ﾙ┕ﾖ
がひ┕ﾝﾗす ちな┕ﾌ ┷ﾔ ぎ┷ゴす ┕ﾙけ

ぐ┗ぎ┏ﾎぬ┢ジす ┷ﾞ┋ﾌぬ ┳ﾒ ゎたぐ┤ ┝ﾍ┑ﾉ ┙┏ﾌ
┴ﾗす┵ﾌゑける な┵ﾋ┵ﾗす ゎ┘┏ヮﾙ ┷ﾙ┟

〝┖ ゎﾌ ゑ┗ ┝│ﾕ ┱┏┋ﾗす ┷ﾔ け┤ﾕゑけ ┘┍ﾖ ┕ﾘ┢┍ﾒ
┕┎┏ﾔ ┮ﾗ┒ジす ぬるな ゎ┘ ぐ│ ┝┌┉ゑﾉ

ぐ┗┝┏ヰ┃ﾗす - ┖┏ﾝゴす ゑぬるなる
が┗ﾛする┤ﾗす ┷ﾔ れ┵┎ﾗす ┢┏┎ﾏ ゎ┘┍┊ﾔ

 が┤┏ヮﾗす ちな┕ﾌ ┷ﾔ ┝┷ゴする
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*そな┵ﾒ ┵ﾈけ ┤┏ヮ┏ﾉ

حمود دروي�ض: �ل�شاعر �لكوي
املف

 ┗ﾝ┉ゴす り┣むむﾚ ┱むむﾟﾘ ┷むむﾔ ┧むむﾛるぬな ┱むむ┏ﾌぬ らさ
 ┡ﾛぬ┕ﾞﾗする そ┤むむﾖす┣ﾗす てす┤むむ｀ﾈ ┗┍ヱﾟジす ┗むむ┏┍ﾘ┥ﾗす
 ゆな┕┆ﾉ そぬ┕むむヮﾍ ┵ﾚ ┗むむ┏ﾈ┤┆ﾗす ┗ﾘ【ﾗ ┷むむ┆┌ゲす
 す┣ﾚ ┕ﾙ┤むむヮﾍ ┢┉ﾗ ┱ﾋけ .┴┋┌ﾖ┑ﾈ ┳ﾐる らす┢むむ┉ﾔ
 ┗┋┏ﾐ ┱ﾑ ろ┣むむﾗす ┷ﾙ┵┊ﾗす ┮むむ┉ﾟジする ┤ﾒ┕むむ━ﾗす
 ┗ﾛ┕┊ﾌ ┖ﾞ┊ﾛ ┷むむ┊ﾗ ┱┻┕┍ﾛ ┗┏┻┕ジす な┵むむ┉┆ﾗす
 ふぬけ ┯ヰﾈ ちぬ┵むむﾔ ┗むむﾛ┵┎ﾗする ┳むむﾐ┵ﾗする ┶むむ┈┍ジす
 な┤｀ﾘ わ┕むむ━ﾛるぬな らけ ┳┅ﾛ ┳ﾘ └┄ヱﾛる .よ『┊むむﾗす
 ┗ﾛ┵┎ﾗす ┗┏むむヮﾋ┤ﾙ ビﾘ┕┃ヅ のる┵┎ﾘ ┤ﾒ┕むむﾏ
 ┮┉ﾟﾘる ┤ﾒ┕むむﾏ ┴ﾙさ ┱ﾈ ぃ┖むむヮヰﾔ  ┗むむ┏┍ﾐ┵ﾗす
 ┱┊むむﾈ ┷むむﾙ┵┊ﾗす ┢┎むむ━ジす も┤むむﾞﾍす ┷ﾒ┵むむﾎ┵ﾘ
 ┷ﾔ ら┵┊ﾛ らけ ┯むむﾌ ┴ヰ┍ﾘ ろ┣むむﾗす ┤ﾘ┟す えね┕むむ┏ﾞﾘす
 す┵┋┇ﾏる ┕┏ﾙ┢ﾗす す┵ﾜ┋ﾘ よ┕┅ﾒ きす┤┆むむﾏ め┕│ﾘ
 ┴ﾛぬ┢ﾙける らる┤ﾛ┕ﾈる ┵むむﾝﾘすぬる ┷ﾝ┍ﾞジす ゆ┕ﾟﾘけ の┕むむ┍ﾗす
 す┣ﾚ ┷ﾔ ┕ﾙこす┥ﾒ ┶むむ┉ﾝﾛ ┳┊ﾗる .┲ﾚ┤┏ﾓる る┤むむﾗ┕ﾘ
 な┵┌ヰﾘ ┤ﾒ┕━ﾗす ┕┍ﾗ ┴ﾖ┤ﾉ ろ┣ﾗす ┲┏┅┆ﾗす ちぬ】す
 »せ┕┏┇ﾗす そ┤むむ┃ﾌ ┷ﾔ « せ┕むむﾞﾖ ┷むむﾔる .┧むむﾛるぬな
 ビﾈ ┕ﾛ┤┉ﾝﾒ ┕むむﾋ┥ﾘ ┧ﾛるぬな ┴むむ┏ﾔ れ┤ﾋけ ろ┣むむﾗす -

 ぃ ┷┆ﾕす┵ﾗする ┷むむﾗ┕┏ザす ビﾈる ぃろ┤むむﾟ┍ﾗする ろ┤┆むむ━ﾗす
 ゆ┥ﾞヱﾛ  ┷ﾔす┤┇ゲす ┳ﾐ┵ﾗする そ┤┊┈ﾗす ┳ﾐ┵ﾗす ビﾈる
 ┮┾る ┖ヮﾌ »┷ﾗ┵ﾎ┤ﾗす ┮┉ﾟジす« ぬるな ┧ﾛるぬな
 ┨ﾙ ゆ『ﾍ ┳ﾘ ┢┏┆むむﾎ なぬするなさ ろ┤┉ﾝ┆ﾗす ┢ﾕ┕┍ﾗす
 ろな┵ﾋ┵ﾗす ┧ﾛるぬな ┷ﾒる ┷ﾖ┕ヰﾛ ろ┤ﾟﾙる ろ┤┆むむﾏ

.┗┏ﾕ『ﾍ┟す ┤ﾒ┕━ﾗす ┗┌┎ヅ
 ま┕むむﾔ┢ﾗす ┵むむﾚ ┷│ヱむむ━ﾗす やなぬ ら┕ﾖ す┣むむ┎ﾗけ
 ┘ﾝﾞ┊ﾔ おそ┤むむﾖす┣ﾗする ┗むむ┊ﾝゴす ┳むむﾒ ろ┤┆むむ━ﾗす
 :┘ﾗき┕ヮﾉる ぃ┗┏ﾒ┕┌ﾋ – ┗┏│ヱﾏ そ┤┏ﾎ きす┢┾け
 ┬┏┄ﾞむむヮﾛ すに┕┌ﾔ .おす┢┏ﾌる ら┕│ゴす ┘ﾖ┤ﾉ すに┕ジ
 ┤┏ﾓ ┡ﾛぬ┕ﾞﾗす ┗むむﾔす┤ﾋ よ┕ﾘけ ┱むむ┆┈ﾛ らけ ┤ﾒ┕むむ━ﾗす
 き┕ジす ┬ﾝﾙる ┗デ┢┉ﾗす た┕ﾕ┤┄ﾗす ┤｀むむﾏ の┤ヰﾛ らけ
 ┳ﾘ ┗┇┋ﾗす ┷むむ┌ヰﾛ らける お┷むむ┺┤ジす ┤むむ┏ﾓる ┷むむ┺┤ジす
 ぃ┗ﾛね┕ペす ┕むむ┎ﾞ┏┾┵│ﾍ ┳むむﾒ ┬ﾋす┤ﾞﾗす ┗むむﾖ┕ﾖぬ
 ビﾝﾗ┕┄ジす ┕ﾛ┕ヰ┃ﾗす たす┵むむ┾け ┳ﾘ ┕┎ﾓす┤ﾔさ ┳ﾘる
 ふぬ┟す ┰┋ﾉ ┶┋ﾒ ぃ ┢┇ﾗす れ┤むむﾖに ┳ﾘ ┲┎ﾞ│ヰﾈ
 ┳ﾘ ┢┆ﾈけ ┵ﾚ ┕ﾘ ┶ﾗさ ┕┎┏┋ﾒ ます┤│ﾗす ぬる┢ﾛ ┷むむﾞﾗす

.┗┌┋┊ﾗす そ┵ﾕ : て『ヮﾗす そ┵ﾕ
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 ┗ﾛ┤┊┈ﾗする ┗ﾛ┤┆むむ━ﾗす ┧ﾛるぬな そぬ┢ﾕ らけ る┢ﾝﾛる
 ┬ﾘ ┱ﾒ┕┈ﾞﾛ て┵むむﾞ┈ﾘ ┨ﾙ ます┢むむﾈさ ┳ﾘ ┴むむﾞ┍┊ﾘ
 もす┤ﾞﾍす ┶┋ﾒ ぬな┕ﾕる ┗┏ﾙ┵┊ﾗす た┕ﾕ┕┏ヮﾗす ┮┋ﾞヱﾘ
 ら┕┊ﾔ ぃ┷ﾔ┕┉ﾟﾗする ┷ﾙ┕ヮﾙ】す き┕┃ﾔ ┶ﾗさ ┷ﾗ┕┌ゲす
 ┡ﾛぬ┕ﾞﾗす ┯むむ┌ﾒ ┧ﾝ┍ﾛ ┕┏ﾋ┵ﾗ┵┏ﾖぬけ わ┕むむ│ﾙ ┯ヰﾈ
 たな┢┆ﾉ ┖ﾝむむヮﾗす す┣┎ﾗる .┗┏ﾔ┤┆ジす ┗むむﾛ┤┅┍ﾗする
 ┷ﾞﾗす ┗┏ﾙ┵┊ﾗする ┗むむ┏ﾔ┕┉ﾟﾗす ┗むむﾛ┵┎ﾗす た┕ﾕ┕┏むむﾎ
 ┧ﾛるぬな れ┢┋ﾔ .┧むむﾛるぬな な┵┌ヰﾘ ┨ﾙ ┕むむ┎ﾗ┥ﾞﾍす
 き┕ﾚなる そぬ┕┆ﾞむむﾎ》す ┤┊ﾘ ┢┺┕┆ﾗす そ┤┏ﾌ  ┲むむ┎ﾞ┋ﾉ
 ┗┍┏ﾚぬ る┢むむﾝﾉ ┴ﾛ┢ﾗ そ┤むむﾖす┣ﾗす ┳むむ┊ﾗ .┗むむﾓ『ﾝﾗす
 ┷ﾙ┕ﾟﾗする ぃ┗┇┋ﾗす そぬ┕┊ﾈ ┩ﾔ ┵ﾚ ゆる┟す :ビヮﾝヰﾘ
 そ┤┃ﾌ ┷ﾔる せ┕┏┇ﾗす き┕┏┌┏ﾖ ┷ﾔ ┕ﾙ┟す ら┕ﾈるに ┵ﾚる

.┶┈┍ジす
 え┗┈┏ﾗ┵ﾞﾖ ┩┏┈ﾉ ┶┉┏むむﾎ┵ﾘ ┧ﾛるぬな ┗┇ﾗる 
 ┗ﾕ┕┄ﾗす ゆす┥むむﾞﾍ┕ﾈ ┴ﾝむむﾏけ ┷┉┏┉ゴす ┕むむ┎ﾗす┥ﾞﾍす
 ┷ﾔ ち┢ヰﾞむむヮﾉ ┕┎┍┊ﾗる ┶むむ┍┈ﾉ 》 ┷ﾞﾗす ┰むむ┋ﾉ
 ┗┇┋ﾗす り┣ﾚる .な┵むむﾋ┵ﾗす そな┕ﾘ ┳ﾘ そ┢むむﾛ┢ﾋ つに┕ヂ
 ┖ﾖ┤ジす ┗ﾛ┵┎ﾗす よ┵┎┈ﾘ みるす┤むむﾉ ┷ﾞﾗす ┷ﾚ ┕┎ﾉすに
 ぬな┕┉ﾗす れ┵むむﾎ ┕むむ┎ﾖぬ┢ﾛ 》 たすき┕むむデさ ┗むむﾛ┵┎┋┋ﾔ
 へ┵ﾈ┤ﾘ なる┢むむ━ﾘ ┱むむﾝﾌ ┶むむ┋ﾒ ┨むむﾕ┤ﾗす ┶むむ┋ﾒ
 ┗┏┉ﾝ┺ね ┷むむﾙ┕┆ジす ら┟ せ┕ヰむむﾎ ┗むむヰﾐ┕ﾙ ┶むむ┋ﾒ
 ┷ﾔ な┵ﾋ┵ﾗす ┤┏むむヮﾖさる .┶むむ┍ﾝジす ┗┏┺┕ﾘ ┗むむﾗ》┢ﾗす
 ┳ﾒ ┙ヰﾝﾗする ┗ﾛ┵┎ﾗす ┗むむﾙ┵┍┏ﾖ ┵ﾚ ┧ﾛるぬな ┨ﾙ
 き┢ﾈ ┣┍ﾘ ┕┍むむﾎるこぬ も┵むむﾔ ┯┋ヰﾛ ろ┣ﾗす ┕むむ┎┈┏ﾐ
 ┘┌┾る ろぬ┕┍┊ﾗす て┵むむﾈ ┕┍ﾉ┕┌┋ﾖ ら┟る .┗むむ┉┏┋ザす
 ら┕┏むむヮﾙる ら┕┏むむヮ┍ﾗす そ┤ﾖすに ┕┍ﾉ┕┌┋ﾖ .ぃ┕┍ﾉす┵┾け
 ゆ『ﾍ ┳ﾘる .そ┤むむﾖすに ┩ヰﾘ らにさ ┳むむヰﾙ そ┤むむﾖす┣ﾗす
 ┳ﾒ ┬ﾔす┢ﾛ ┧むむﾛるぬな ┰┈ﾙす ┕むむﾘ た┕┌┋┊ﾗす り┣むむﾚ
 ┡ﾛぬ┕ﾞﾗす ゆる┕ﾌ ビﾞ┋ﾗす ┗ﾛ┵┎ﾗする そ┤ﾖす┣ﾗす ┗┏ﾒ┤ﾏ
 せ┕ﾞﾖ ┷ﾔる .┴┌｀┆ﾘ ┳ﾘ ┕┌┎┄┉ヮﾛ らけ わ すぬす┤ﾘ
 ぃ┷ﾙ｠┕ﾈ ┤ﾈ┕┆ﾗす ┬ﾐ┕┉ﾞﾛ »┢┺┕┆ﾗす そ┤むむ┏ﾌ« ┧ﾛるぬな
 .┷ﾘ┵┌┆ﾗ┕ﾈ ┷┾┵│ザする ぃ┷むむﾙ┵┊ﾗ┕ﾈ ┷┍ﾐ┵ﾗす る
 ┨ﾙ ┲むむﾎ┤ﾛ ┗ﾗ┵ヰﾞジす た┕むむ┏┺┕┍ﾟﾗす り┣むむﾚ ビむむﾈる

 ┗┏ﾔす┤┇ゲ ビむむ┍ゴす ┵むむﾚ わ┕┏┌ﾚる わ┕むむ┄ﾍ ┧むむﾛるぬな
 ろ┣ﾗす ┴むむﾎ┵ﾈ┕ﾖ ┳ﾘ せる┤┎ﾗする ┗┏┆┌ゲす ┡ﾛぬ┕ﾞﾗす
 ┵ﾈけ ゆ┕ﾕ そ┤むむﾘ .┴┍ﾐる ┷むむﾔ ┷┈┍ジす ┗┏ﾙく ┯むむﾌ『ﾛ
 ┕ﾝﾛ┤ﾓ ぬ┕┾ ┳ﾘ き┕ﾈ┤┇ﾗす せ┤ﾓける« ろ┢┏ﾌ┵ﾞﾗす ら┕┏ﾌ
 ┷ﾔ す┢┏┆ﾈ ら┕ﾖ ┳ﾘ きす┢むむ┆ﾝﾗす ┢┆ﾈける ぃ┴┍ﾐる ┷ﾔ
 .»や┕┍┆ﾘ ┷ﾔ ┖ﾛ┤┇ﾗす ┘ﾙけ す┣ﾚ ┕ﾛ ...┴ﾈ┤ﾕ ┱ヰﾘ
 ろ┵┄┍ﾉ  ┧ﾛるぬな ゆ┕むむ┌ﾒけ ┷ﾔ ┗ﾛ┵┎ﾗす ┗むむﾕぬ┕┈ﾘる
 ち┢ギ ┷ﾞﾗす ┗むむﾛな┵ﾋ┵ﾗす ┗┏ﾗ┕┊むむﾏ】す り┣ﾚ ┶┋ﾒ

.ろ┢┏ﾌ┵ﾞﾗす ┕┎┍ﾒ
 ろ┣ﾗす ろ┢┏ﾋす┤ﾞﾗす よ┕むむ│┈ﾗす す┣ﾚ ┲┃ﾍ ┷ﾔる
 ┷ﾔ ┷┈┍ジす ┗むむﾗ┕ﾌ ビﾈ ┧むむﾛるぬな ┨ﾙ ┴ﾈ ┷むむ━ﾛ
 ┩ﾈ┕┉ﾗす ┗ﾗ┕ﾌ ビﾈる ┕むむ┏ﾋ┵ﾗる┢ﾛける わ┕ﾛ┤┊ﾔ ┴┍ﾐる
 ら┵┋ﾗ ┷┆┌ゲす ┕┎ﾗす┥ﾞﾍ┕ﾈ そ┤むむﾖす┣ﾗす そ┤┌ﾋ ┶┋ﾒ
 ぃ┢｀ヮジする ぃぬる┣ゲす ゆす┒ﾎ ┳ﾘ ┗ヰ┺す┤ﾗする ┲┆┄ﾗする
 ┶むむﾏ『ﾞﾉ ┗むむﾗ┵┈┄ﾗす ┖むむﾒ『ﾘる ぃ┗むむヮ┏┍┊ﾗする
 ┗┏┍ﾚに ┗ﾗ┕ﾌ ┩ヰﾘ ┠ﾝ│ﾞﾗ ら┕┊ジす ┗┏ﾔす┤┇ﾋ
 》 ┗┏ﾔ┵┾ ┙ヰﾈ ┗むむ┋ﾌぬ ┷ﾔ ┕┎ﾝﾌ┕┾ »とる┢むむﾉ«
 ┗ﾛ┵┎ﾗす ┠ﾝ│ﾉ ┗むむﾛこ┤ﾗす ┙ﾝﾒ ┷ﾔる .┕┎ﾗ ┗むむﾛ┕┎ﾙ
 ┲┏┄ヰﾞﾗ わ┕┏ﾞﾎる┕ﾔ わ┕┉ﾝむむﾏ わ┕┏━ﾛるぬな わ┕ﾘ┵┎┈ﾘ
 ┕┍ﾚる ぃ┗┏ﾙ┵┊ﾗす ┕┎ﾉ┕ﾕ┕┏むむﾎ ┱┊ﾈ ┗ﾔ┤┆ジす なる┢ﾌ
 ┗┇┋ﾗす ┠ﾝ│ﾉ らけ ┗ﾛ┢┏ﾋす┤ﾞﾗす そぬる┤┃ﾗす ┷┃ﾞ┉ﾉ
 ┱┊ﾈ ます┢ﾈ】す ┕┎ﾞ┌┾┕ﾒる ┗むむﾛ┵┎┋ﾗ わ『ﾛ┢ﾈ わ┕むむ┍ﾐる

.┗┏ﾝ┺す┤┇ﾗす ┴ﾙす┵ﾗけ
 た》こ┕むむヮﾞﾗす ┳ﾘ ┗ﾘぬ┕┆ﾗす ┗｀┋ﾗす り┣むむﾚ ┷ﾔる
 る┢ﾝﾉ ┧ﾛるぬな ┨むむﾙ ┕┎ﾌ┤┄ﾛ ┷むむﾞﾗす ┗むむﾛな┵ﾋ┵ﾗす
 ま┵ﾋ┤ﾗす ビむむﾈ も┥┌ジす ┗むむ┌┏ﾊ ┲むむ┋ゴする そ┤むむﾖす┣ﾗす
 ┢┇ﾗする ┲┋ゴす めす┤━ﾞﾎす ビﾈる ぬる┣ゲする た┕ﾛす┢ﾝ┋ﾗ

  ┗ﾛこ┤ﾗす り┣ﾚ ┲ﾗ┕┆ﾘ ┠┃ﾞﾉ る .ゆ┵┎ペす
 ろ┣ﾗす »ら┕┏むむヮ┍┋ﾗ そ┤ﾖすに« ┧ﾛるぬな せ┕むむﾞﾖ ┷ﾔ
 ┤┊┈ジす ┗ﾌる┤ﾐけ ┬ﾘ わ┕┈ﾟ┊ﾘ わ┕┾┕┍ﾉ ┴むむ┏ﾔ ┠┌┋ﾙ
 ┗ﾕ『┆ﾗ┕ﾈ ┯むむ┋┆ﾞﾛ ┕┌┏ﾔ ┷むむ━ﾘす┤ﾋ ┷むむﾗ┕┄ﾛ】す
 り┣ﾚ ┗┏┌ﾚける ┗ﾔ┤┆ジする ┗┄┋ヮﾗす ビﾈ ┗ﾛ┤ヮ┉ﾗす
 ┗┏ヰ┃ﾗ┕ﾈ な『むむゲす ┗ﾕ『ﾒ ┢むむﾛ┢ギ ┷ﾔ ┗むむﾕ『┆ﾗす
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 ┬┏┄ﾞむむヮﾙる .┗┏ﾔ┕┉ﾟﾗす ┗┍┌┏┎ﾗす ┗むむ┋┅ﾘ ┘ギ
 »ら┕┏むむヮ┍┋ﾗ そ┤ﾖすに« ┧ﾛるぬな ┨むむﾙ らけ ┳むむ┎┊ﾞﾗす
 ろ┵┇ﾗ ┮┏ﾟ┊ﾉ ゆ『ﾍ ┳ﾘ そ┤ﾖす┣ﾗす よ┵┎┈ﾘ ろ┤┆ﾛ
 ┕┎ﾞﾕ『ﾒる ┗┏┆┌ゲす そ┤ﾖす┣ﾗす た┕ﾕ┕┏ﾎ ┯┄┍ﾞヮﾛ
 ら┟ ぃき┕┏むむﾏ┟す ┗┏ﾈに┕ﾋ  そ┤ﾖす┣┋┋ﾔ .┶┈┍ジす て┤｀ﾈ
 ら┟る .┲ﾗ【ﾗ そ┤ﾖす┣ﾗす せ┣ﾋ ぬす┢┉ﾘ ろる┕ヮﾛ て┤ゲす
 わ┕┏┍┌┻ ゆす┒ヮﾗす ┶┉ﾝﾛ ┗ﾛな┵ﾋる ┗ﾙ┵┍┏ﾖ そ┤ﾖす┣ﾗす
 よけ ぃそ┤ﾖす┣ﾗす て┤ﾋ ┕ジけ ┱ﾕけ ┕┌┎ﾛけ :┧ﾛるぬな ┨ﾙ ┷ﾔ
 ┱ﾘ┑ﾉ ┷ﾔ ┕┍┌ヰ┉ﾛ ┴ﾉすに ゆす┒ヮﾗす る おて┤ゲす そ┤ﾖすに
 ひ┵ヱ━ﾖ ┤ﾟ┆ﾝﾘ ┖┆ﾏ そ┕ﾎ┑ﾘ ┷ﾔ ろ┢┏ﾋす┤ﾉ
 ┬ﾋ┤ﾉ ┷ﾖ ┕┎┈ﾗ┒ﾘ ┳ﾒ ┧ﾞ┈ﾉ ┷ﾞﾗす ┵┋┋ﾛ┢ﾙす┤┏ﾈ
 ┕ﾟﾝﾒ ┳┊ﾗる ぃ┢ﾛ┢ﾋ ┳ﾘ ┡ﾛぬ┕ﾞﾗする て┤むむヮジす ふぬ┟
 ┢ﾝ┆ﾘ ┯ﾛ┤┄ﾗ┕ﾔ ぃふぬ┟す ┷ﾚ せ┕ﾝﾛ .┗ﾗる┕ボす る┢ﾝﾉ
 た┕ﾌ┵ﾗ ┧むむﾛるぬな ┗┇ﾗ ┷むむﾔる .みす┤むむ┈ﾗする きす┵むむザ┕ﾈ
 り┵ﾋ┵ﾗす ┷ﾔ ビ┍ゴす そぬ┵┾ ┳ﾒ ┧ﾞ┈ﾉ ┗┏ﾗ┕ﾛ┤むむﾎ
 そ┕┏ゴす ┢┎━ﾘ ビﾈる .┴┏ﾞﾗする ま┥┈ﾗ┕ﾈ ┗ﾙ┵┊むむヮジす
 ┶┋ﾒ れ┵┉ﾉ 》 ぬ┵むむ┾ ┗┉┏┉ゴする ┲┋ゴする ぃた┵むむジする
 . そぬ┕┆ﾞむむﾎ》す そ┤┄ﾔ る ┗┇┋ﾗす ┗むむﾓ『ﾈ ┕┎ﾗす┥ﾞﾍす
  .┧ﾛるぬな ゆ┕┌ﾒけ ┱ﾖ ┷むむﾔ ┗┏┋ﾋ ┗ﾕぬ┕┈ジす り┣むむﾚる
 『ﾈ ら┵┊ﾉ らけ ┗ﾌす┢ﾔ ビﾈ も┤┈ﾗす ┧ﾛるぬな ぬ┵むむ│┏ﾔ
 にさ やな┵ﾋる ┗むむ┏┾┵│ﾍ ┰ﾈ『ﾞむむﾎす ビﾈる ┗ﾛ┵ﾚ
 せ┕┎ﾞﾗ┕ﾈ ┷━ﾛ ┬ﾋる .┬┏┌ゲす よ┕ﾘけ ┕ﾛぬ┕ﾒ ┠ﾝ│ﾉ
 の┵┏ﾟ┏ﾘる┤ﾈ ビむむﾙける ┷ﾕ┵むむ━ﾗす ま┕むむヱ┍┋ﾗ ろ┢むむﾈけ
 き┕┌むむヮﾗする ┰┉│ﾝﾉ ふぬ┟す ぃ┯ﾔ┟す 【むむデ ┱ﾝ┊ジす
 そ┵┍ﾒ ┙ﾝむむ━ﾞﾉ .┘むむﾚ┕ﾈ ぬ┕ﾞ┎ﾞむむﾎ┕ﾈ ┰むむ┅┈┋ﾉ
 そ┤ﾖす┣ﾗす そ┤┌ﾋ ┶┋ﾒ ┩ﾝ┉ﾉ ┘ﾙける ┤┻┕ゴす な┕ﾘ┤ﾈ

!そ┤┊ﾙ ┘┍ﾖ ┵ﾗ ┕┏┍┌ﾞﾘ
 ┗┏ﾙ┵┊ﾗす ひ┵むむ│┍ﾗ┕ﾈ ┩むむﾈ┕ﾙ ┧ﾛるぬな ┨むむﾙる
 ┡ﾛぬ┕ﾞﾗす ┗ﾜ┏┄ﾍ る そなする┤むむﾐ ┗ﾛ┕┊ﾌ ろる┤ﾉ ┷むむﾞﾗす

:┳ﾘ┥ﾗす ┕┎ﾛるすぬ ら┕ヮﾗ ┶┋ﾒ ┗ﾛ┕┊ゴす たぬ┕│ﾔ
 そ┵むむ┎┾ ┳むむﾒ ┡むむﾛぬ┕ﾞﾗす ┪┉むむﾎ ぃて┤むむﾋ たすに
 ゆ┵ヮﾞﾙ .┶┈┍ジす よ┢ﾈ ビﾝ┃ヱﾘ ┕ﾙ┤┾る ぃ┗┉┏┉ゴす
 ら┵┇┃デ ┳ﾛ┣ﾗす ┰ﾜﾗるけ ┯むむﾛ┤ﾈ ┳ﾘ ぬ┕┅ﾞﾙ》す ┱ﾘけ

 ┲ﾗ るな┵ﾋる わ┕むむﾘ┕ﾒ ら┵ﾞむむﾎ .┯ﾞ┆ジす ら┥ゴす れ┵┋ﾌ
 ┢┇ﾗす ね┕┊ﾒ ┶┋ﾒ └┊ﾞﾛ わ『┎ﾖ ぬ┕┾ ビ┍ゴする た┑ﾛ
 ゆ┵ﾍな ┱ﾝﾕ ┦┏ﾍぬ┵ﾈ ひ┵ヱむむ━ﾖ ┕┍ﾒ┢ﾍ ろ┣ﾗす
 ぃ┡むむヮﾘ ┤┻┕ﾌる ぃな┵┉┈ﾘ ふ┕むむﾘ :┗むむﾚ┕ﾞジす せぬな

.きす┵ザす ┗ﾜ┏┄ﾍ ┷ﾔ へぬ┵ﾞﾘ ┱ﾝ┉ﾞヮﾘる
 ┧ﾛるぬな よ┢むむﾕ すに┕ﾘ :┕むむﾙ┢ﾌけ ゆき┕むむヮﾞﾛ ┢むむﾕる  
 ┕ﾘ ┳ヰﾙる ┗むむ┏ﾈ┤┆ﾗす ┗┅┉┏ﾗす せ┕むむ┄ﾍ まる┤むむ━ジ
 やすぬなさる ┕┍ﾉすに ┲┎ﾔ ┗┏ﾗ┕┊ﾏさ ┷ﾔ ビﾐぬ┵ﾞﾘ ┕┍ﾗね
 ┕┎ﾌ┤ﾐ ┷ﾞﾗす ┕┎ﾉすに ┗┋ﾜﾎ┟す ┤ﾞガ ┕┍ﾗね ┕ﾘ お┤ﾍ｠す
 ┶┋ﾒ ┗┏ヮﾙ┤┈ﾗす ┗┋┌ゴす ┢┆ﾈ ┕┾┵│ﾍ ┕ﾙ┵┈┉ﾟﾘ
 ┲ﾚ┤┏ﾓる ┷ﾙ┕┇ﾔ┟する り┢ﾝﾒ ┢┌ヰﾘ ゆ┕ﾟﾘけ ┤│ﾘ
 る┢ﾝﾉ ┗むむﾗる┕ヰﾘ ┷むむﾔ ら｠す ┶むむﾞﾌる な┵むむ┉ﾒ ┱むむﾝﾕ
 れ┢│ﾞﾛ ┚┻┕ﾙ ┷ﾈ┕┄ﾍ まる┤むむ━ﾘ き┕┍ﾝﾗ ┗━ﾚ
 ┷ﾞﾗする せ┤┇ﾗす ┕┎┍━ﾛ ┷ﾞﾗす ┗ﾎ┤━ﾗす ┗┌｀┎┋ﾗ
 )┗┏ﾙ┵ヮﾖ┕ﾎ ┵┋ガ┟す( も┵┈ﾞﾗす そ┢┏┉ﾒ ┕┎┏ﾖ┣ﾉ
 ┕┍ﾗ ┶┉ﾝﾉ すに┕┌ﾔ . ┗むむ┏ヰ┃ﾗす ぬる┢ﾗ ┕ﾙこす┤┌ﾞむむﾎする

おれ┤ﾉ ┕ﾛ ┗┺┤ﾞ┎ジす そ┤ﾖす┣ﾗす り┣ﾚ ┳ﾘ
 .がぬ┢ﾝﾗす ┢むむ┉ﾞ┈ﾛ き┕むむ┌┋┅ﾗす ┗┋┏┋ﾗす ┷むむﾔ わ┕むむ┉ﾌ
 ┕ﾜ┏むむﾏ ┧ﾛるぬな ┢むむヮゲ ふ┤ジす のす┤ﾞﾔす ┲むむﾓ┤ﾔ
 ┗┋┾す┵ﾘ ┳むむﾘ ┴┆┍デ ┲むむﾗ す┣むむﾚ らけ 》さ ぃわ┕ﾜ┏むむ━ﾔ
 ┯ゴす ら┵┏ﾒ ┳ﾒ ┱ﾐ┕ﾝﾗす ぬ┕ﾝﾓ ┩むむ┈┍ﾗ ┴ﾞﾖ┤┆ﾘ
 ┴ﾋる ┶┋ﾒ そ┵むむﾕ ┶ﾞﾒけ り┵むむヰベ 》 ┡ﾛぬ┕ﾉ な┤むむヮﾗ
 ┗┈┏ﾗ┵ﾞﾖ ┩┏┈ﾉ ┗ﾛに》┵ﾔ ┴ﾉなすぬさ ┘むむ┋ﾑ .ふぬ┟す
 ┕ﾚ┕┉┏むむﾎ┵ﾘ ┤ﾝ┆ﾉ 》 ┳むむﾔ┵┎ﾞ┏ﾝﾗ ┗┏┉┏むむﾎ┵ﾘ
 ┕┎┍┊ﾗ ぃ┕┎┏ﾔ ┷むむ┉┏┉ゴす ゆす┥ﾞﾍ》す ┗むむﾔ┕ﾟﾖ ┳ﾒ
 ┗┇┋ﾈ ┗┉ﾐ┕ﾙる ぬ┵│┆ﾗす ┤ﾝﾒ そ┢ﾗ┕ﾍる  そな┢むむ｀ﾞﾘ

.┕┆ﾘ ┗ﾘる┕┉ジする ┕┉┏ﾎ┵ジす
 ぃ┧ﾛるぬな ゆ┕ﾕ ┕┌ﾖ り┤ﾒ┕━ﾗ て┤ﾋ つ┕ﾞヰﾛ 》 ┢ﾕ 
 ┕ﾛ┕┉ﾈる ┕むむ┍ﾌ┤ﾋ ┷ﾚ ぃ┳ヰﾙ ┷むむﾚ ┕┍ﾞﾛ┵ﾚ ┳むむ┊ﾗる

 .┕┍┏ﾔ ら┥ヰ┋ﾗ ┶ﾌ┤ﾘ .そなする┤ﾐ ┳ﾘ ┳ﾛ┢┺┕┆ﾗす

┷ﾙなぬけ ┖ﾉ┕ﾖ *
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 *¨す┢ﾝﾒ ┳ヮﾌ .な

ي �موت وادة تفجر حياة �أخرى 
املف

 ┗┏ﾒす┢ﾈさ た》る┕ヰﾘ ろけ ┕┌┏ﾔ ぃ┗┏むむﾎ┕┏ﾎ ┗┏┃ﾕ
 ┲┊ギ ┕┎┍ﾒ ┢むむ┆ﾞﾝﾉる ┗むむ┏┃┉ﾗす ┳ﾒ ┱むむ│┈┍ﾉ

 .ぬ┕ﾊ┢ﾙ》する ┧┏┌┎ﾞﾗ┕ﾈ ┕┏┺┕┉┋ﾉ ┕┎ヮ┈ﾙ ┶┋ﾒ
 ┬┏┄ﾞヮﾛ ま┢ﾝﾘ ┱ﾖ ┱ﾚ ぃ┕┍ﾚ ゆす┒むむヮﾗす ┳┊ﾗ
 ┢┏ﾖ┑ﾞﾗ┕ﾈ せす┵ゲす お┗ﾛ┥ﾘ┤ﾗす ┗┋ﾌ┤ﾘ ┶ﾗさ ┱│ﾛ らけ
 ┷ﾔる ぃ┕┎ﾐる┤むむﾏ ┕┎ﾗ ┗┏ﾒす┢ﾈ】す ┗むむﾛ┥ﾘ┤ﾗ┕ﾔ .『ﾖ
 ゆ┵ﾝﾕる ぃ┥むむ┏┌ジす ┷ﾒす┢ﾈ】す まる┤むむ━ジす ┕むむ┎ﾞﾘ┢┉ﾘ
 な┕┉┍ﾗす ┱ﾝﾕ ┳ﾘ ┴ﾗ┵ﾌ め┕┈ﾞﾗ】する  まる┤━ジす す┣ﾚ
 ろな┕┆ﾗす  ぬ┵むむ┎┌ゲする  ビむむ┈┉ﾟジする  ビ┏むむﾎ┕┏ヮﾗする
 ┤┌ﾞむむﾎす ┧ﾛるぬ┢ﾔ .きす┵むむﾎ ┢ﾌ ┶むむ┋ﾒ ┬むむﾎす┵ﾗす
 ┬ﾘ ┱ﾘ┕┆ﾉ ┙┏ﾌ ぃき》┒ﾚ ┱┊ﾗ ┱┃┈ジす ┤ﾒ┕━ﾗす
 ぬ┵┅┍ﾘ ┳ﾘ ┗┈┋ﾞポす ┴ﾉす┢┏むむヮ｀ﾞﾈ ┷ﾎ┕┏ヮﾗす
 ┬ﾔぬ ぬ┵┅┍ﾘ ┳ﾘる ぃ┴むむﾗ ┬ﾈ┕ﾞﾗす 》 ┴┆ﾘ ┱むむﾘ┕┊ﾞﾗす
 ┤ﾒ┕むむ━ﾔ ぃ┴ﾈ  へ┵ﾝ┎ﾗす 》 ┷むむﾎ┕┏ヮﾗす ┮┉むむﾎ
 ┲ﾋ┤ﾉ ろ┣ﾗす り┤┆むむﾏ り┤┈むむﾎ ねす┵ﾋ  ┧ﾛるぬな ┱ﾟﾘ
 ゆ┵ﾍ┢ﾗす 》 ぃ┗┇ﾗ ┳ﾛ┤むむ━ﾒる ビﾞ┍ﾊす ┳ﾘ ┤ﾟﾖけ ┶ﾗさ
 ┕┎ﾉ┕┊┏ﾞ┊ﾉる ┕┎ﾉす┤ﾘす┒ﾘる ┗ﾎ┕┏ヮﾗす ┢┺┕┊ﾘ ┷ﾔ
 るけ り┕むむﾋ ┶ﾗさ ゆ┵むむ┾┵ﾗす ┱むむﾋけ ┳むむﾘ ┕むむ┎ﾉ┕┈ﾗ┕ギる
 ┘ﾚ┕┻ ┕むむ┎┏ﾗさ ┱┾る ┷むむﾞﾗす ┗ﾙ┕┊ジ┕ﾔ ぃそ┤┎むむﾏ

 ┗むむﾎ┕ﾘ ┗ﾋ┕ヰﾈ ┗┏ヱﾛぬ┕ﾉ ┗むむ┋ﾌ┤ﾘ ┷むむﾔ ┕┍ﾖ
 ┗ﾛ┥ﾘ┤ﾗ┕ﾔ .た》┕むむペす ┮┋ﾞヱﾘ ┷むむﾔ ┗ﾛ┥ﾘ┤ﾗす ┶ﾗさ
 ら┕ﾖ  ┗むむ┏┻┕ジす  たす┵┍むむヮﾗす  ┷むむﾔ  ┗むむ┏ﾒす┢ﾈ】す
 わ┕むむﾘ┕ベ わ┕むむヰﾘ┕ﾋ ┕むむﾚ┤┏ﾊ┑ﾉる わ┕むむ┈ﾟ┊ﾘ ┕むむﾚぬ┵┃ﾌ
 ┗┏┃┉ﾔ .┗むむ┏ﾗ┕┃┍ﾗする ┗┏むむﾎ┕┏ヮﾗす ┗ﾛ┥ﾘ┤ﾗ┕ﾖ
 ┗ﾛ┥ﾘぬ ┶ﾗさ ┘ﾋ┕ﾞﾌす ┕┍ﾞ┏┃┉ﾖ ┗むむﾗな┕ﾒる そ┤┏ﾝﾖ
 ぃた┕ﾔ┤ﾒ ┤むむﾎ┕ﾛ ┗ﾛ┥ﾘ┤ﾖ ┗むむ┏ﾗ┕┃ﾙる ┗┏むむﾎ┕┏ﾎ
 る ┴ﾉすぬな┕ﾝﾘ ┷むむﾔ ┴ﾞﾛ┥ﾘぬ た┕ﾙ┵┊ﾘ ┘むむ┋ﾟベ ろ┣ﾗす
 ┗┏ジ┕┆ﾗする ┗┏ﾈ┤┆ﾗす ┴ﾉ┕ﾕ『ﾒる ┗┏ﾗ┕┃┍ﾗす ┴ﾉ┕ﾒす┢ﾈさ
 ぃの┕┍ﾗす ┬ﾘ ┱ﾘ┕┆ﾞﾗす ┷ﾔ ┴ﾞ┏┌┏┌ﾌる ┗┆ﾎす┵ﾗす

 .┗ﾔる┤┆ジす ┴ﾉ┥ﾈる ┴ﾗ┕┉ﾒる ┴ﾞ┄ﾌ ┰ﾗ┣ﾖる
 ┗┏ﾗ┕┃┍ﾗする ┗┏むむﾎ┕┏ヮﾗす ┗ﾛ┥ﾘ┤ﾗす ┘むむﾙ┕ﾖ すにさる
 ぃ┷┍ﾐ┵ﾗす ぬ┤ヰﾞﾗす ┗┋ﾌ┤ﾘ ┷ﾔ ┗ﾛぬる┤┻る ┗ﾈ┵┋┄ﾘ
 せ┕┄┉ﾞﾎする ┤┏ﾊ┑ﾉる き┕ヰﾛさ ぬ┢│ﾘ ┱┊━ﾉ ┕┎ﾙ┵ﾖ
 ら┓ﾔ ぃ┗ﾛこ┤ﾗする め┢┎ﾗ┕ﾈ ┤┌ﾞむむヮﾘ ┤┏━ﾝﾉる ┢むむﾏる
 ┗ﾛ┥ﾘ┤ﾗす ┳ﾒ ┗┏┌ﾚけ ┱むむ┉ﾉ 》 ┗┏ﾒす┢ﾈ】す ┗ﾛ┥ﾘ┤ﾗす
 ┢┆ﾈけ ら┵┊ﾉ な┕┊ﾉ ┗┏ﾒす┢ﾈ】す らさ ┱ﾈ ぃ┗┏むむﾎ┕┏ヮﾗす
 ┕ﾚ┕ﾛ┕┍ﾊ ┷ﾔ ┱┌ギ ます┢ﾈ】す ┖ﾙ┕ﾋ ┶ﾗさ ┷┎ﾔ ぃれ┢ﾘ
 らるな ぬ┤ヰﾞﾗす ┗むむ┋ﾌ┤ﾘ ┷ﾔ ます┢ﾈさ 『ﾔ ぃ┗むむﾎ┕┏ヮﾗす



ゃあ

 ぃた┵ジす ┢┆ﾈ ┷┎ﾞ┍ﾉ 》 ┧むむﾛるぬな な┵┌ヰﾘ ┗ﾛ┥ﾘぬ
 なる┢ﾌ ねる┕むむ｀ﾞﾉ  ぃ┤むむﾝ┊ﾉ ぃ┢むむﾛ┢ﾋ ┳むむﾘ ┢ﾗ┵ﾉ ┱むむﾈ
 ┢ﾖ┒ジす ┳ﾘ ぃ┯┌┆ﾈ ┧ﾛるぬな け┤ﾕ ┳┌ﾔ ぃたす┵┍むむヮﾗす
 りけ┤ﾕ ┳ﾘる .そ┢ﾛ┢ﾋ そきす┤┉ﾗ ら┕┍┆ﾗす ┯┋┄┏むむﾎ ┴ﾙけ
 ┙ヰﾝ┋ﾗ まぬ┕むむヮﾛ らけ ┠ﾋ┤ジす ┳ﾘ ┷┺┥ﾋ ┱┊むむ━ﾈ
 ┷ﾒす┢ﾈ】す ┧ﾛるぬな まる┤むむ━ﾘ ┷ﾔ れ┤ﾍけ きす┥ﾋけ ┳ﾒ
 け┤┉ﾛ ┲むむﾗ ┳ﾘ る .┱むむﾝﾕ ┳ﾘ ┕むむ┎┏┋ﾒ ┬むむ┋┄ﾛ ┲むむﾗ
 らけ ┗┏━ﾍ ぃ┰ﾗに ┱┆┈┏ﾎ わ┕┌ﾞﾌ ぃ┢┆ﾈ りぬ┕┆むむﾏけ
 ┗ﾖ┵ヰ┻け ┠ﾝ│ﾛる ぃ┴ヮ┈┍ﾈ ┴ヮ┈ﾙ ┮ヱﾞヮﾉ

 .する┢ﾗ┵ﾛ ┕ジ ┳ﾛ┣ﾗす りな》るける ぃする┢ﾗる ┳ﾛ┣ﾗす  りな》る┟

┷┍┏┄ヮ┋ﾔ ┷ﾘ『ﾒさる ┖ﾉ┕ﾖ *

 らさ ┱ﾈ ぃ┕┎ﾝﾙ┕ﾋ ┶ﾗさ たぬ┕ﾎる ┗┏ﾎ┕┏ヮﾗす ┗ﾛ┥ﾘ┤ﾗす
 ┕┎ﾞ┉ﾝﾎる ぃ┗むむﾎ┕┏ヮﾗす ┶┋ﾒ ┘ﾘ┢┉ﾉ りぬ┕┆むむﾏけ
 きす┤┉ﾞﾎ》する  へ┕ﾝ┍ﾞﾎ》す ┶┋ﾒ そぬ┢┉ﾗす ┙┏ﾌ ┳ﾘ

 .┗━┏┆ジす ┗┋ﾌ┤ジす ┢┆ﾈ ┕ﾘ めす┤━ﾞﾎする
 ┴┏ﾗさ ┑ゲ ぃ┷むむﾎ┕┏ヮﾗす ┶ﾗさ ┢┍ﾞむむヮﾛ らけ ゆ┢むむﾈる
 ビ┆ﾞむむヮﾛ ぃそ┤むむ┏ﾟﾖ ┮むむﾕす┵ﾘ ┷むむﾔ ┷むむﾎ┕┏ヮﾗす
 り┕ﾛこぬ ┳ﾘ そ┵むむ┉ﾗす ┢┌ﾞむむヮﾛる ぃ┴ﾉすぬ┢ﾕる ┴むむﾞﾝﾚ┵ヅ
 ┗┏ﾔ┕┈ﾏる ┴ﾞﾔ┕┉ﾊ ┯┌ﾒる ┴ﾙす┵┈┍ﾒる  ┴ﾞ┈ヮ┋ﾔる
 ┷ﾞﾗす ┴ﾞ┇ﾗ ┤┎ﾙ ┳ﾘ ┴━┄ﾒ └┈┄┏ﾗる ぃり┤┆むむﾏ
 ┕┎┺┕┍ﾝﾈ りぬる┢むむﾈ よ┵┉┏ﾗ ぃ┤ﾒ┕むむ━ﾗす ┧ﾛるぬな た┢ﾗる

 .そ┢ﾗ┕ﾍ ┗┏ﾒす┢ﾈさ ひ┵│ﾙ ┷ﾔ そ┢ﾛ┤ﾔ ┗ﾎ┢┍┎ﾈ
 ┯┏┋ﾛ ┕ヅ ┴ﾝ┆むむﾏ ┴ﾒな┵ﾛ ぃ┱ﾌ┤ﾛ よ┵┏ﾗす ┵ﾚ ┕ﾚる
 ┖┆│ﾛ ┮むむ┉ﾟﾘ ┤ﾒ┕むむ━ﾈ ┯┏┋ﾛ ┕ヅる ぃ┲むむ┏┅┆ﾈ
 ぃ┧ﾚ┢ﾘ ┱┊━ﾈ ┴ﾞﾛ┥ﾘぬ ┱ﾎ┕┍ﾞﾉる ┱ﾌ┤ﾛ .りぬす┤┊ﾉ
 ┗┏┍┏┄むむヮ┋┈ﾗす ゆ┕┏ﾋ┟す らけ ┢むむﾖ┒ジす ┳ﾘ ┙むむ┏ﾌ
 ┷ﾔ┕┉ﾟﾗす ┴ﾊす┤ﾉ ┬ﾘ ┱ﾘ┕┆ﾞﾞむむﾎ ぃ┗ﾘな┕ﾕ らる┤┉ﾗる
 ┬ﾘ せ┤┆ﾗす ┱ﾘ┕┆ﾉ ┕むむド ┕┉┌ﾒ ┤ﾟﾖ┑ﾈ ぃ┷むむﾒす┢ﾈ】する
 ぃわ┕ﾛ┤┉ﾝﾒ わ す┤ﾒ┕むむﾏ ら┕ﾖ ┤むむ┏ﾍ┟┕ﾔ ぃ┷ﾝ┍ﾞジす ちす┤むむﾉ
 らけ ┶むむ┋ﾒ ぃ┗┄┋むむヮﾗする ┲むむ┊ゴす ┴むむヮﾋ┕ﾚ ら┕ﾖ
 ら┕ﾖ ぃ┗ﾛ┤┉ﾝ┆ﾗす ┴ﾞﾛ┤ﾒ┕ﾏ ┶ﾗさ ┗ﾔ┕┻】┕ﾈ ┧ﾛるぬな
 ┲ヰﾞﾗす ぃわ┕ﾙねす┵ﾞﾘ ぃわ┕むむ┍┏┾ぬ ぃわ┕ﾘ┥ﾞ┋ﾘ わ┕┏┍┏┄むむヮ┋ﾔ
 るけ ┗┄┋むむヮﾈ や┕むむヮﾘ】す ┱ﾋけ ┳ﾘ 》 ぃ┗┏┃┉ﾗ┕ﾈ
 ┕ヂさる ぃ┷むむﾎ┕┏ﾎ ┖│┍ﾘる ┷むむﾎ┤ﾖ ┶┋ﾒ ┬ﾈ┤ﾞﾗす
 ┗ﾘ┢ザ ┴ﾞ┋┏むむﾎる ┵ﾚ ます┢むむﾈ】す らけ ┳ﾘ ┕むむﾕ『┄ﾙす
 ┗┏ﾙ┕むむヮﾙ】する ┗むむ┏ﾘ┵┉ﾗする ┗むむ┏┍ﾐ┵ﾗす ┕むむﾛ┕┃┉ﾗす

 .┗ﾝﾌ┤ﾗす
 ┗むむﾈ┤｀ﾞﾗす  ┶むむﾗさ  わ すな┕┍ﾞむむﾎする  ┗むむ┏┃┉ﾗす
 ます┢むむﾈ】す らけ ┬むむﾘ ぃます┢むむﾈ】┕ﾈ ┷┉ﾉ┤ﾉ ┗┏むむ━ﾛるぬ┢ﾗす
 .┗ﾗな┕ﾒ ┗むむ┏┃ﾕ ┯むむ┋ヱﾛ 》 ┴ﾙ┑むむﾏ 『むむﾒ ┕むむ┌┎ﾘ
 ┗むむ┏┃┉ﾗす ┗むむﾗす┢ﾒ ┱むむ┆｀ﾛ ┷むむ┉┏┉ゴす ます┢むむﾈ】す
 ぃそ┤┌ﾞむむヮﾘる  ┗むむ┌┌┆ﾘる  そ┢ﾚ┕むむ━ﾘる  ┗むむ┏┺┤ﾘ
 ┶┋ﾒ ┗┏┄┇ﾞﾗす ら┵むむﾗる┕ヰﾛ ┳むむﾛ┣ﾗす ┳ﾘ ┱むむ┆｀ﾛる

 .き┕┍ﾟﾞﾎする ┗┋ﾕ  ┕┎ﾞﾗす┢ﾒ
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...┗┏ﾗ┕ﾒ ぃきす┤┃ﾍ ┷ﾉ┢┏│ﾕ ふぬけ ぃきす┤┃ﾍ
┶┋ﾒ ぃ ┷┋┎ﾘ ┶┋ﾒ ぃ ┕┎ﾙ｠るなけ ┷┋┎ﾘ ┶┋ﾒ

┕┎ﾝﾞﾖけ . がき┕ジす せ┕ﾞﾖ ┷ﾔ のぬす┵┍ﾗす らねる
┷ぎ┍┇ﾙ ぐ┳ジ : ら┵ﾗき┕ヮﾞﾛ ぐ┳ジ ┕┎ﾊがぬるける

“ お れ┢┍ﾗす ┷ﾔ ┗ﾌ┵┋ジす ┤━ﾞ┍ﾉ ビﾌ
┷ﾔ ┱ﾈ┕┍ヮﾗす が┤ぐ゚ ﾙ ┷┋ﾒ ┕┎ﾝﾞﾖけ ぃ きす┤┃ﾍ

┖ﾌ┕ﾏ き『ﾞﾘす ┕┎ﾎぎ┵ﾕ ぃ が┱┉ゴす せ┕ﾞﾖ
るけ ┘ぐﾕな┕┾ ┕┌ぎ┋ﾖる . ぎ┷ﾔる ┕┎┏ﾔ

┳ﾘ き┕┉ﾝﾗす ┘ ぐ┌ぎ┋┆ﾉ ┗┋ﾝぐ┍ﾎ ┘ぐ┏ﾍく
┠┌┉ﾗす ┗ぎﾝﾌ ┕ﾙけ(( :り ぎ┢┻る き┕┍┈ﾗす

┷ﾔる .┗┏ﾙ┕ﾊ ぎ┤┃ ぐヱﾉ ┷┊ﾗ ┘ﾉ┕ﾘ ┷ﾞﾗす
))...┕ﾘ そ┕┏ﾌ ┷ﾉ┵ﾘ

»┗ﾛぬす┢ゲす «
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*ビ┉ﾛ ビヮギ

املف

حمود ي �لزمان دروي�ض ي �مكان

 え┰ﾌるぬ ┠ﾝヮﾉ の┢┉ﾗする ┱┏┋ゲす ゆ┕ﾝﾋ ビﾈ ┕ﾘ
 ┪┉ﾔ ┱┏┋ﾕ ┱ﾝ┉ﾔ ぃりす┢┾ るけ ┰ﾉ┵│ﾗ ┬┌ﾞむむヮﾉ
 ぃ┕┍ﾚ き┕┍┇ﾗす ゆ┵┄┏ﾎる ぃ┕┍ﾚ ┘ﾙけ ら｠する ぃ┕┍ﾚ ┘┍ﾖ
 ┰｀ﾒ┥ﾙ ┳ﾗ ┕┍ﾙけ そ┤ジす り┣むむﾚ ┷ﾔ め『ﾞﾍ》す ┳┊ﾗ

!┯┏┈│ﾞﾗ┕ﾈ
 ┶ﾞﾌ ブむむﾎ┵┏ﾚ ┳ﾘ ビ┆┏むむ━┌┋ﾗ ┘むむﾝ｀ﾒ
 ┕┌ﾖ するぬ┕ﾎ ┱┏┋ゲす ┷ﾔ や┕┍ﾚる ぃ¨す よすぬる ぃら┕┌ﾒ
 ┲ﾚる ぃ¨す よすぬ ┷むむﾔ ¨す ┗┋ﾉ ┶むむﾗさ ┳ヰﾙ ぃ┕ﾙ┤むむﾎ
 やなす┢ﾋけ せす┤ﾉ ┕┎┏ﾔ ┗┋ﾉ ┶ﾗさ ┗ﾛ┥ﾘぬ そ┤┏ヮﾘ ┷ﾔ
 ぃそす┥┇ﾗす ┲ﾓぬ ┰ﾌるぬ ┳┃ﾞヰﾞﾎ ┷ﾞﾗす そる┤ﾝﾗす ┷ﾔ
 ┢ﾕ ┕ヂさ ぃせす┤むむﾞﾗす ┢むむヮゲす ┕┍ﾛぬする ┕ヂさ ┕┍ﾚ ┳むむヰ┍ﾔ
 す┣┎ﾗ たすね┕┍ﾋ ち『むむﾊ..ぃわ す┥ﾘぬ な┵┌ヰﾘ ┕むむﾛ や┕┍ﾛぬする
 らさ ぃ┮ﾗける ┤━ﾒる ┘むむﾎる ┦┌ﾍる ┬ﾈぬけ るけ ┷ﾕ┕ﾝﾗす
 そ┤ﾘ ┳ﾘ ┲┊ﾔ え┖むむ┏｀ﾒ ┤ﾘ┟す らさ..┖むむﾛ┤ﾓ ┤ﾘ┟す

!┕ﾚぬ┤┊┍ﾎ ┲ﾖる ┳ﾛ┢┺┕┆ﾗす たすね┕┍ﾋ ゆ┵┄ﾞﾎ
 ┗ﾛ┥ﾘぬ たすね┕┍ゲす ら┵むむ┊ﾉ ビﾌ ら┕┊ﾘ ┤┏ﾓ ┷むむﾔる
 ぃ┧ベ ┲ﾗ るけ ┕むむ┎ﾈ ┘┏むむ━ﾘ た┕ﾕ┤ﾐ ┷ﾔ ぃ┤むむﾟﾖけ

 ..り┕┈━ﾗす ┶┋ﾒ ┰ﾘ『ﾖ ┢ﾗ┵ﾛ ビﾌ ┢ﾗ┵ﾞﾎ

 ┢┆ﾈる そ┕┏ゴす ┷むむﾔ ┱┏ヱ┍ﾗ┕ﾈ わ┕むむﾐ┕ヰﾘ ┩ﾘ┕ﾔ
..┤┏ﾝﾖ き┕┃ﾔる ┱ﾈ┕┍ヮﾗす ┩┆ﾈる ぃそ┕┏ゴす

 する┑┏┎ﾉ ┢むむﾕ ┲むむﾚ ぃら┵むむﾘ┵┉ﾛ なす┢むむﾋ┟す ┱むむ┆ﾗ
 ┘┍ﾖ ┱むむﾚ ぃ┴むむﾉな┵ﾒ ┷むむﾔ ┢むむ┏┈ゴす ゆ┕ﾝ┉ﾞむむﾎ》
 ┢┆ﾈ わ┕ﾘ┵ﾛ たぬね ビﾌ す┣ﾚ ┳ﾘ き┷ﾏ ┳ﾒ ゆき┕ヮﾞﾉ
 ┰ﾙ┑ﾖる ぃそる┤ﾝﾗす そ┤ﾝ┉ﾘ -そな┵┆ﾗす ┩┆ﾈ- ぃた┢ﾒ らけ
 ┢ﾛ┢ヰﾞﾈ ┕┍ヮ┈ﾙけ ┖┆ﾞﾙ 》け ┘┏┾るける ぃた┑ﾝ┍ﾉ ┢ﾕ

!てる┤ﾗす ┯┏┋ヰﾞﾗ ┬ヮﾞﾘ き┕┃┈ﾗす ら┟ ぃら┕┊ジす
 ┷ﾔ ┗ﾘ┤ﾖ ┘ギ ┕┍ﾚ ┢ﾕ┤ﾉ ┳ﾛけ ┰┌┎ﾛ ┦むむ┏┋ﾔ
 ┵ﾚ せす┤むむﾞﾗ┕ﾔ ぃ┱むむ┏┋ゲす ┷むむﾔ ┗むむﾙ┵ﾞﾛね るけ ¨す よすぬ
 ビﾌる ぃら┵┌┋┆ﾉ ┵ﾗ ぃす┢ﾋ ┖ﾛ┤ﾕ ら┕┊むむジする ぃせす┤ﾞﾗす
 そ┤｀むむﾏ ┶┋ﾒ ┪ギる ┕むむ┍ﾚ ┳ﾘ ┗むむﾘ┕┌ﾌ ┤むむ┏┄ﾉ
 ┳ﾗけ ぃ┢ﾌする らく ┷むむﾔ や┕むむ┍ﾚる ┕┍ﾚ ら┵むむﾖけ ぃや┕むむ┍ﾚ

 お┰ﾗに ゆ┵┉ﾙ
 す┣┎ﾈ わ す┤┏ﾝﾖ わ すぬ┵┃ﾌ ら┕ヮﾙさ た┵ﾘ ら┵┊ﾛ ビﾌ
 ┢┏ﾖ┑ﾞﾗす ┤┏ﾓ ┶むむ┍┆ﾘ ┳ﾘ ┰ﾗ┣ﾗ ┦┏┋ﾔ ぃぬ┢むむ┉ﾗす
 ゆ『┉ﾞむむﾎす ┳┋┆ﾉ ┰┋┏ﾌ┤ﾈ ┮┏┊ﾔ えな┵┋ザす ┶┋ﾒ
 ┳┋┆ジす ┱ﾛ┵┄ﾗす ┤┈むむヮﾗす す┣┎ﾈ ┮┏ﾖる お┱むむ┏┋ゲす



ゅぅ

 よける た┕ﾛす┢ﾝﾗす よけ ぃ┰ﾉ┕┎ﾘけ ┶ﾗさ な┵┆ﾉ わ┕┉ﾈ┕ﾎ ┴┍ﾒ
およ『┊ﾗす よける ぃた┕ﾛ┕┎┍ﾗす

 ┬ﾘ ┲｀むむヮ┍ﾛ ぃ┱ﾛ┵ﾐる ┤むむ┏ﾝﾖ ┲むむ┋┆ﾗす す┣むむﾚ
..┱ﾛ┵┄ﾗす ┱むむﾛ┵┄ﾗす ┯ﾛ┤┄ﾗす す┣むむﾚ ┷ﾔ や┤┏むむﾎ

 わ す┤┄ﾒ ビﾕ┕ﾝ┋ﾗ そ┤ﾍく 》..や┤むむﾍく ┶ﾗさる..り┤ﾍく ┶ﾗさ
 ぃ┗ﾛ┤ﾝﾗす ぬ┕むむﾚね┟す き┕むむﾒなす ┵むむﾚ す┣むむﾚる ぃビ┌むむﾎ┕ﾛる
 ┕むむ┍ﾛ┢ﾗ  ら┕ﾖ  お┗むむ｀ﾋ┕ボす  ┬┏┄ﾞむむヮﾙ  ┮むむ┏┊ﾔ
 !┧ﾛるぬな な┵┌ヰﾘ ┕┍ﾛ┢ﾗ ぬ┕│ﾔ ぃ┧むむﾛるぬな な┵┌ヰﾘ
 す┣ﾚ ┱ﾚる お┮┏ﾖ ぃよ『┊ﾗす ┕┍┌┋┆ﾛ や┤┆むむﾏ す┣ﾚ

おゆす┒ヮﾗす ゆ┕｀ﾘ
 ┖┋むむヮﾉ ビﾌ ┕┍むむヮ┈ﾙけ ら┵むむ┊ﾙ らけ ┕むむ┍ﾞ┌┋ﾒ
 ぃら┕ﾐる┟す ┘ﾕ┤ﾎ らさ ┳ﾐ┵ﾗす ら┵┊ﾙ らける ぃの┵┈┍ﾗす
 ら┵┊ﾙ ┮┏ﾖ ┕┉┌ﾒ ┢━┍ﾛ ┱ﾑ ┯┌┆ﾈ ┕┍ﾞ┌┋ﾒる
 ┴ﾋ┕ﾞﾙさ な┕┆ﾛ ビﾌる ぃよ『┊むむﾗす ┬┏┃ﾛ ビﾌ ┕┍ﾞ┇ﾗ
 ビ┌┋ヮﾞヮジす ビ┌┺┕┍ﾗす ┶ﾗ┕むむヮ┊ﾗす ┱┺┕ﾝﾕ ┳ﾘ
 ら｠す ┕┍ﾒ ゆ┵┉ﾉ ┘ﾌ┤ﾔ ぃ┱ﾝﾕ ┳ﾘ ┱┏ﾕ ┕ジ ぬ┢ﾍ ┷ﾔ
 ┕┎ﾞﾝ┏ﾚ は┢ヱﾛ ┲むむﾗる ぃ┕┎ﾈ ┕┏┉ﾉ┤ﾘ ら｠す ┗むむ┇┋ﾈ
 :ら｠す ┕┎ﾙ┵ﾖ┕ヰﾛ ┳ジ ┱┉ﾔ ぃらる┤むむ┻┕ゴす ┕┎┈ﾗけ らけ
 》 ┳┊ﾗ ぃらる┵┎ﾉ ろ┣ﾗす ┲┊むむﾎ┕ﾝ┋ﾈ ゾなぬけ ┕ﾘ す┵ﾗ┵ﾕ
 ┱┄ﾍ┟す ┕ﾙ┕ﾍける ぃそ┤むむﾞ┍ﾒ ┕ﾙ┕ﾈけ ┬ﾝﾞﾙ ┕┍ﾙけ す┵むむヮ┍ﾉ
 ┲┎ﾗ ら┕ﾖ ┕┌ﾖ ┕┍ﾈ┵┋むむﾎけ ┕┍ﾗ らけ ┤┏ﾓ ぃ┤むむ┏┇│ﾗす

!┲┎ﾈ┵┋ﾎけ
 ┮┏ﾖ ┕┍┾る┑ﾔ ぃよ『┊ﾗす ┕┍┌┋┆ﾛ や┤┆むむﾏ す┣ﾚ
 ら┕┊ジ┕ﾈ ┰ﾋ┕ﾘ┢ﾙ┕ﾔ ぃ┕むむ┍ﾙ┕ﾘねる ┕むむ┍ﾙ┕┊ヅ ┚ﾘ┢┍ﾙ
 ┕┎┋┆ﾋる ぃそ┢むむ┏│┉ﾗす た┕ヰ┈┾ ┳むむﾐ┵ﾗす ┱┆ﾋ
 ┰┋┆ﾋ ら┕ﾘ┥ﾗ┕ﾈ ┰ﾋ┕ﾘ┢ﾙする ぃ┳むむﾐ┵ﾗす た┕ヰ┈┾
 ┕┍┋ﾚ┑ﾈ ┪むむﾝﾉ┤ﾙ ┮┏ﾖ ┕むむ┍┌┋ﾒ え┰ﾞ┇ﾗる ┴むむﾞ┇ﾗ
 す┢┏┆ﾈ ┘むむ┉┋ﾌ ┵ﾗる ┶ﾞﾌ ┕┍ﾉ┕むむﾏす┤ﾔる ┕┍むむﾎ┕ﾙる

!の┢┉ﾗする ┱┏┋ゲす ┤┏ﾔ┕│ﾒ
 ぃぬ┵┆むむ━ﾗする よ『┊むむﾗす ┕┍┌┋┆ﾛ や┤┆むむﾏ す┣むむﾚ
 ┢┏│┉ﾗ┕ﾈる ┕むむ┍ﾈ ┘┉┋ﾒ ゆ┕むむ┉ﾊけ ┳ﾘ ┕むむ┍│┋ヱﾛる
 ┳ﾘ ┕┍│┋ﾍ ぃ┢┏┆ﾈ ┳ﾘね ┳むむﾘ ゆ┕┉ジする ┗ﾈ┕┄ザする

 ┕┍ﾗ ┕┆ﾙ┕┾ ぃ┕┍ﾘ┕ﾛけ ┳むむﾒ 》る ぃ┕┍ﾒ ┤ﾝ┆ﾉ 》 ┗むむﾓ『ﾈ
 り┥ガけ ┕ジ ┕┃┏┉ﾙ ┮┉ﾉ 》 ┷ﾞﾗする ぃそ┢ﾛ┢ゲす ┕┍ﾞﾓ『ﾈ
 え┲┎ﾗ き┕┏ﾔるけ ら┵┊ﾙ ┮┏ﾖ ┕┍ﾞ┌┋ﾒ ┱ﾈ ぃき┕ﾘ┢┉ﾗす
 よ『ﾖ ┬┍┾ ┷ﾔ ┲┎┍ﾘ な┢ﾋ ┳ﾘ ┱ﾟﾘ な┢ガ ビﾌ
 ┴┍┏ﾛ┥ﾉる ら┵┊ﾗす ぬす┤┃ﾍす せ┵┋ﾎけ ┖ﾖす┵ﾛ ぃも┢┾
 ら┵┊ﾗす ┤むむ┌ﾒ ┷むむﾔ ゆ┵むむ│┈ﾗする ┲むむﾎす┵ジす ┷むむﾔ

 !┱ﾛ┵┄ﾗす
 ビﾌ ┕┍┋┆｀ﾛる ぃよ『┊ﾗす ┕┍┌┋┆ﾛ や┤┆むむﾏ す┣ﾚ
 ぃよ『┊ﾗす よ┕ﾘけ ┱┈┄ﾗす ┗━ﾚ┢ﾈ ┦ヰﾙ ┰┏ﾖ┕ヰﾙ
 ┷┃ベ ┳ﾗ ┰ﾙ┓ﾔ ぃ┕むむ┆┏┌ﾋ ┕┍┌┋┆ﾘ ┕むむﾛ ┩ﾘ┕ﾔ
 ┢ﾕ ┕ﾘる ぃますな┵むむﾗす ┗ﾝ┆ﾗ ┷ﾔ た┢┎ﾞﾋす ┵ﾗる ┶むむﾞﾌ
 らけ ┳┌┃ﾞﾗ ぃ┬むむﾕ┵ﾞﾘ ┱┏ﾌ┤ﾗ き┕ﾊぬ ┳ﾘ ┴むむﾞ┍┌┻
 ┱┏ﾌぬ 》 ぃゆ┕ﾌ┤ﾉ ┳ﾘ ┴ﾞ━ﾒ ┕ﾘ ┦┍ﾋ ┳ﾘ ら┵┊ﾛ
 り┤┊ﾞﾔけ ぃき┕┉ﾈ ┱ﾈ ぃわ┕┆┻す┵ﾞﾘ ┳┅ﾉ ┕┌ﾖ ┰ﾗ ┤┏ﾍけ
 す┣ﾚ ┷ﾔ ぃ┤ﾍく ┤┈ﾎ ┶┋ﾒ ゆ┵┆ﾉ ┰┋┆ﾗ よけ き┕┉ﾝﾗす
 すな┵むむ━┍ﾘ ┱┅ﾞﾗ ぃ┱ﾛ┵┄ﾗす ┱むむﾛ┵┄ﾗす ┯むむﾛ┤┄ﾗす
 ┮┾┵ﾗ┕ﾈ ┪┏ギ も┕ﾞ━ﾉ ┘ﾙける ┰┋┆┋ﾔ おビ┍ヰ┋ﾗ

.┱┏┾┕┈ﾉ ┗ﾛけ ┱┌┎ﾉ 》る
 ビﾌ ┰ﾈ ┷┉ﾞ┋ﾙ ┕┍ﾙ┟ ぃ┰┏┋ﾒ ┶むむ━ヱﾙ 》 ┘ﾙけ
 ぃら┵┊ﾉ らけ き┕┉┋ﾗす ┱むむ┏┾┕┈ﾞﾗ ┘ﾜむむﾏ ┕┌ﾖ ぃ┢ﾛ┤ﾙ
 ┕ジ ひ┕ザす ┰┋┏┊むむ━ﾉ ┷ﾔ やぎ┤むむﾎ ┘ﾒなるけ ┢┉ﾔ
 ぃ┕┍ﾗ ┕ﾙ┵┌┃ﾘ よ『┊むむﾗす ┱┊むむﾏ ぬ┕│ﾔ ぃ┴ﾈ て┵ﾝﾉ
 ┕┍ヮ┈ﾙけ ┵ヰﾙ ┕┍ﾚ┕グす ┱┊むむ━ﾛ ら┵┌┃ジす ぬ┕┾る
 らけ す┤┊ﾝﾘ ┘むむﾙけ ┘┈むむ━ﾞﾖす ろ┣ﾗす ぃら┕┊むむジす ┷ﾔ
 やぬ┕┏ﾞﾍす ら┕┊むむﾔ ぃ┕┏ﾔす┤┇ゲす ┳むむﾘ ┤ﾝﾖけ ┴むむヱﾛぬ┕ﾉ
 ┲ﾊ ┳ﾘる..そ┢┏│┉ﾗす ま┕むむヱﾙ ┶ﾞﾌ ┴ﾈ ┪むむﾝﾉ┤ﾉ らけ
 ┷ﾔ ぃ┴ﾈ ┘むむ┄ﾝﾉぬす ┕ヅ ┳ﾛ┤ﾍ｠す へ┕むむﾝﾉぬす ダ┢むむﾉ らけ
 ┲┍ﾔ ぃ┰┍ﾒる ┰┏ﾔ ┙ヰﾝﾗす ┴┏ﾔ ゆ┵┄┏むむﾎ ら┕ﾘね
 そね┕ﾋさ ┣ﾍ┑ﾉ そ┤むむジす り┣ﾚ ┰┋┆ﾗ 『むむ┏┋ﾕ ┕┍ﾜ┌┄ﾘ

.┢┏│┉ﾗす ます┢ﾈさ ┲ﾚ ┳ﾘ ┶ﾗる┟す そ┤┌┋ﾗ
 ┘┈ﾞﾚ ビﾌ わ『┈ﾐ ┘┍ﾖ ぃ┷ﾈ┤ﾒ ┘ﾙけ ┱｀むむﾎ
 ┘ﾙけ..┮┏┾ ┢┆ﾈ ┬むむﾎ┕ﾞﾗす ┱┈┄ﾗす ┳ﾒ わ┕むむ┍┋┆ﾘ
 ビﾈ ┗ﾔ┕むむヮジす ┷ﾚ ┲むむ┊ﾔ ぃや┤┆むむ━ﾗ ┱むむﾛ┕｀ﾘ



ゅぇ

 も ぎ┢│ﾙ らけ ┕むむ┍ﾗ ┮┏ﾖる およ『┊むむﾗす ┤┌ﾒる や┤むむ┌ﾒ
 ┘ﾙける ぃや┤┆ﾏ ┘ﾙけ お┤┆━ﾗす ┳ﾘ す┤┌ﾒ ┤ﾝﾖけ ┰ﾙけ
 ビﾌ ろ┣ﾗす ぃ┤┏ﾊ┟す ┰ﾙ┕┊ﾘ ぃ┰┍ﾐる ┘ﾙける ぃ┰ﾞ┇ﾗ
 ┗┋ﾝﾒ ┱┆ﾗる ぃよ┵┉ﾗす ┑ﾋ┕┈ﾛ ┴┏ﾔ きす┤┆━ﾗす ┢ﾗ┵ﾛ 》
 ┳ヮﾔ┕┍ﾛ らけ た┕ﾜ┏┎ﾘ ┳┊ﾛ ┲ﾗ ┲ﾐ┕ﾔる な┕┆むむﾎる

.ビ┍ゴする も┵━ﾗする ┱┏┋ゲす ゆ┕┌ﾋ
 ら┵むむﾝヰﾛ の┕むむ┍ﾗす ┱むむ┆ﾗる ぃ┕むむ┍┍ﾐる ┞┖ヰ┍むむﾎ
 ビﾌ ┴ﾗ ┲┎ﾝﾌ め┕むむ━ﾞﾖす らる┢┏┆ﾛる ぃ┲┎ﾙ┕ﾐるけ
 ┕┌┎ﾘ ろ┣ﾗす ┳ﾐ┵ﾗす す┣ﾚ ┕┌ﾔ ぃ┰ﾙるこ┤┉ﾛる やけ┤┉ﾙ
 ┘ギ ┳ﾘ ┱┋ヮﾞﾛ りす┤ﾉ め┤┇ﾗす ゆ┕┈ﾕさ ┲┊ギ ┘┍ﾖ
 ま┕┆ﾏ ┬ﾘ 『┋むむヮﾞﾘ ぃて┕ﾞ┈ジす ┖┉ﾊ ┳ﾘる ぃせ┕ﾝﾗす

お┤┄ﾘ そ┤┄ﾕ るけ ぃきす┵ﾚ ┗┌ヮﾙ るけ ぃ┦┌ﾏ
 す┤┏ﾟﾘ ぃ┰ﾗ ┴ﾝﾌ ┷むむﾔ わ┕ヰ┋ﾘ ┰┍ﾐる ら┕ﾖ ┲ﾖ
 そ┤┏┇│ﾗす ┗ﾒ┕┉ﾗす ┷ﾔ ぃ┳ﾚ┢ヮﾌる ら┕ヮゴす そ┤┏ﾓ
 ┳ﾘ ┷┎ﾞ┍ﾉ ビむむﾌ ┘┍ﾖ えもぬ┵ﾗす ┗ヰ┈┾ ┶むむ┋ﾒる
 ┬┋ヱﾞむむﾎ ┰ﾙけ ┗ﾝ┏ﾝゴす ┖むむヮギ ぃ┖ゴす の┵┉ﾐ
 ┕┎ﾙ┑ﾈ て┕ﾝ│ﾗす ┷ﾔ ┑むむﾋ┕┈ﾞﾔ ぃそ┢┏│┉ﾗす ┕┎┏┋ﾒ

!┖ﾛ┤┉ﾗす るけ ┢┏┆ﾝﾗす ┳ﾐ┵┋ﾗ ら┵┊ﾉ ┕ヂさ
 ビﾈる まぬす┵むむ━ﾗす す┢ﾋ そ┤┏┇│ﾗす ┗ﾔ┕むむヮジす ┷ﾔ
 ら┕ﾖ ぃそ┤むむﾎ┟する ぃめ┤┇ﾗする ぃ┢ﾒ┕┉ジす ビﾈる ぃたす┤┌ジす
 ┪むむﾎ┵ﾞﾛ ろ┣ﾗす ┱┈┄ﾗす そきす┤ﾝﾈ ┳むむﾐ┵ﾗす ┬┋┄ﾛ
 わ┕┌むむﾎ┕ﾈ ┱ﾛ┵┄ﾗす ┕┌┎ﾕ┕┍ﾒ ┷むむﾔ ┕┌ﾚる ┴ﾛ┢ﾗする

..ゆ┵ﾝ┉ﾗす ┳ﾘ わ┕┉ﾊする わ┕ﾝﾒす┢ﾘ わ┕ﾋね┕ﾐ わ┕┊ﾌ┕┻
 ┰ﾙけ やぬ┢ﾉ ┘┍ﾖ ┱むむﾚ ┳ﾐ┵ﾗす たぬな┕ﾓ ┕むむﾘ┢┍ﾒ
 ┕ヂさる ぃ┱ﾝﾕ ろに ┳むむﾘ ┤ﾟﾖけ ぃ┴┏ﾔ ┕┌┏┉ﾘ ┱┅ﾞむむﾎ
 ┕ﾘる ぃ┴┋ﾖ ┤┌┆ﾗす ┲┏┉ﾞﾗ ぬな┕┇ﾉ ┳ﾐ┵ﾗす ┶ﾗさ ┘むむﾙけ
 た┤ﾝﾞﾍす ぃ┤┈ﾎ ┢┆ﾈ た┢ﾒ ┕ﾘ┢┍ﾒる お┤┌┆ﾗす ┢┆ﾈ
 ┘ﾌ┤ﾔ ぃ┴┏ﾔ ┘ﾙ┕ﾖ ┕ヂさ ┷ﾞﾗす ┗┉ﾈ┕ヮﾗす ┰ﾞﾘ┕ﾕさ
 ┷ﾔ ┢ヮゲす よ┕┉ﾘ ┶ﾗさ ┳ギる ぃ┴┏ﾔ ┘ﾙける ┴┏ﾗさ ┳ギ
 ぃ┱ﾝﾕ ┳ﾘ ┳ギ ┘むむ┍ﾖ ┕┌ﾖ ┴┏ﾗさ ┳ヰﾞﾗ ┗むむﾈ┤┇ﾗす
.┳ﾐる ┳ﾘ ┰ﾌるぬ ┳┊ﾎ ┕┌┏ﾔ ┧┏┆ﾗす ┘┆ﾈ┕ﾞﾔ

 ぬ┕┾る ぃ┰ﾗ す┤┏┇┾ ┕┍ﾐる ┤┏ﾝ┊ﾗす ┲ﾗ┕┆ﾗす ぬ┕┾

 ┬ﾝﾞﾉ ┘ﾌぬ ┴ﾗ ┰ﾝﾌ ┳┌ﾔ ぃす┤むむ┏ﾝﾖ ┕ジ┕ﾒ ┰┍ﾐる
 よ┕┉ﾘ ┘むむ┆ﾝﾞﾞﾔ ぃふぬ┟す ┶むむ┋ﾒ ┤むむ━ﾝﾗす ┡むむﾛぬ┕ﾉ
 ぃバ┟する た┕ﾒ┕┌ゲす ます┥ﾙる ぃら┕┊ジす め┕━ﾞﾖする の┕┍ﾗす
 ┘┋ﾘ┑ﾉる ぃ┴むむ┍ﾒ の┕┍ﾗす ゆ┕むむギぬす 『ﾛ┵ﾐ ┘むむ┋ﾘ┑ﾉる
 け┤┉ﾉ ┘ﾌぬる ぃら┕┊むむジす せ┕ヰ┾け ┱┏ﾌ┤ﾉ ┬ﾋる ┷むむﾔ
 ┷ﾔ り┵┋┌ﾌ ┮むむ┏ﾖ ┘ﾛけぬる ぃら┵むむ┋ﾌす┤ﾗす ┴ﾗ┕ﾕ ┕むむﾘ
 そす┥┇ﾗす らけ ┰ﾛ┢ﾗ ┯┌┆ﾞﾔ ぃ┲┎ﾉ┤ﾖすにる ┲┎ﾉ┕┌┋ﾖ
 ぃ┡ﾛぬ┕ﾞﾗす ゆるけ ┳ﾘ ぃ┲┎ﾈ ┘┍┎ﾞﾎ┕ﾔ す┢ﾋ き┕┈┆┻

..┷ﾉ┑ﾛ ろ┣ﾗす り┤ﾍく ┶ﾗさる
 ┢┆ﾈ ┕┍┍┊ﾗ おせぎ┤むむ┇ﾛる もぎ┤むむ━ﾛ ┴ﾗ┕ﾈ ┕むむﾘ ┕むむ┍┋ﾕ
 ぃせぎ┤┇ﾉる ┕┍ﾈ もぎ┤むむ━ﾉ ┘┍ﾖ ┰ﾙけ ┕┍┈むむ━ﾞﾖす ビﾌ
 ┕ﾛ┕┾るる ぃ┗┏ﾙ┕むむヮﾙさ ┖ﾌ ┗┉┏ﾊる ┲むむﾗ┕┆ﾗす ┠┍ベる
 ┷ﾔ ┴┏┋ﾒ ┯むむ┈ﾉす ┕ﾘ ┱ﾝﾙ ┶むむ┋ﾒ ┢ﾖ┒ﾉ ぃそ┢むむﾛ┢ﾋ
 ┗┏┃┉ﾈ ┕むむﾘ┵┌┎ﾘ ┘┍┊ﾔ え┗むむデ┢┉ﾗす な┵むむ┎┆ﾗす
 ┲むむﾗ す┣むむﾚ ┰むむ┌ﾚ ┳むむ┊ﾗる ぃせ┵┋むむヮジす ┰むむ┍ﾐる
 ビﾘ┵┌┎ジす ┬むむﾘ よ┵むむ┌┎ジす ┳むむﾘ┕┃ﾉ ┰ﾝ┋むむヮﾛ
 ぃ┰┌ﾚ ┷ﾔ ┘┏┉ﾉぬ┕ﾔ ぃ┖むむﾌ┤ﾗす ら┵┊ﾗす す┣むむﾚ ┷ﾔ
 ┳┈┋ﾗ ┷┇ﾝ┍ﾛ ┕┌ﾖ ┰┍┈ﾈ ┘┏┉ﾉぬする ぃや┤ﾒ┕━ﾘる
 ぃ┬┏┌｀┋ﾗ ┕┉┏ﾎ┵ﾘ ┰ﾉ┕┌┋ﾖ ┘ﾙ┕┊ﾔ ぃら┵┊ﾛ らけ
 らけ ┶ﾞﾌ ぃた┕┇┋ﾗす ┱ﾖ ┳ﾘ ┤むむ━ﾝﾗす ┕┎┏┋ﾒ ┱ﾝ┉ﾛ
 ぃや┤ﾎけ ┳ﾘ や┕┊┈ﾗす す┵┆┏┄ﾞむむヮﾛ ┲ﾗ やきす┢ﾒけ
 すに┕ﾘ ぃ┤┆━ﾗす ┷ﾔ ┲┎ヮ┈ﾙけ ┳ﾒ ら┵ﾟヰﾝﾛ す┵ﾌすぬ
 す┵┆┏┄ﾞむむヮﾛ ┲ﾗ ┲┎ﾔ おゆ┵┉ﾛ すに┕むむﾘる ┕┍ﾒ ゆ┕ﾕ
 ┷ﾔ ┤┆━ﾗす た┕ﾙ┕ﾋ┤┎ﾘ ┷ﾔ ┤┻┕ゴす ┘ﾙける ┰┏┈ﾙ
 ぃた┕┆ﾘ┕ゲす ┗ﾕるぬけ ┷ﾔ のぬ┢ゎﾛ や┤┆むむﾏる ぃ┲ﾗ┕┆ﾗす
 き┕┈ﾍさ す┵┆┏┄ﾞヮﾛ ┲┎ﾙけ ┲┎ﾗ └┏ﾚ ろ┣ﾗす ┘ﾙける
 ┲┎┏┋ﾒ ┱┄ﾛ ┰┎ﾋ┵ﾈ すに┓むむﾔ ぃ┰ﾉ┵┾る ┰┎ﾋる
 》 ぃ┲┎ﾗ 『┺┕ﾕ ┲むむ┎┍ﾘ す┤ﾍ┕むむﾎ ぃら┕┊ﾘ ┱ﾖ ┳ﾘ

!する┤┏ヮﾔ ┕┍┍┏ﾈ そす┥┇┋ﾗ よ┕┉ﾘ
 た┕┈ﾗ┕ギ ┢┉┆ﾗ ┲むむﾗ┕┆ﾗす す┵ﾔ┵┄ﾛ らけ そす┥むむ┇┋ﾗ
 ┗｀ﾞ┍ジす た┕ﾖ┤むむ━ﾗする た┕むむﾘ┵┊ゴす ┬ﾘ そ┢むむﾛ┢ﾋ
 ぃそぬ┕｀ゴす ┶┋ﾒ たす┤┺┕┄ﾗす も┵┈ﾉ ら┕┌┃ﾗ て『ヮ┋ﾗ
 ┬ﾘ ┰ﾉ┕┈ﾗ┕ギ な┢むむ｀ﾞﾗ ┲ﾗ┕┆ﾗす め┵┄ﾉ らけ ┰むむﾗる



ゅぉ

 ┰ﾙ┟ ぃゆ┕むむ┌｀┋ﾗ ┗むむ｀ﾞ┍ジす の┵むむ┈┍ﾗする ┤むむ━ﾝﾗす
.たす┤┺┕┄ﾗす ┶┋ﾒ そぬ┕｀ゴす も┵┈ﾉ す┤┊ﾝﾘ ┘┍┌┻

 そす┥┇ﾗす ┲ﾓぬ ぃ┗むむﾝ┏┉ﾌ わ┕ﾘ┵ﾛ ┤│ﾛ ┲ﾗ ┰むむ┍ﾐる
 ┷ﾔ ┘ﾙける ┘むむ┏┉ﾈ ┘むむﾙける ぃら┕むむﾎ┤┈ﾗす ┷むむﾚぬ┕ﾖる
 ┤┅ﾙ┕ﾔ ぃ┱むむ┏┋ゲす ┷むむﾔ や┕┍ﾚ ┕むむ┌┏┉ﾘ ┤┈むむヮﾗす
 ┱ﾈ┕┍┉ﾗす ┷┆ﾙ┕┾る たす┤┺┕┄ﾗす ろなぬ┵ﾞむむヮﾘ ぬる┤┇ﾗ
 ┮┏ﾖ たすぬ┕┉┋ﾗ そ┤むむﾈ┕┆ﾗす ┡ﾛぬす┵│ﾗする ぃ┗むむ┏ﾖ┣ﾗす

!┰ﾉ┢┏│ﾕ よ┕ﾘけ ら┵ﾘ┥┉ﾞﾛ
 ┷ﾔ ┰ﾞ┋┏ﾎる ぃ┤┆むむ━┋ﾗる ぃ┶┉ﾝﾉ ┳ﾐ┵┋ﾗ ┕┏ﾔる
 ┰ﾈ ┢ﾞデ んら┵ﾞﾛね ぃぬ┕｀ﾏ┟する ぃの┕┍ﾗする ぃ┳ﾐ┵ﾗす ┖ﾌ

.┗ﾈる┤┆ﾗす ┱┏ヱﾙ ┶ﾞﾌ ┕┍ﾚ ┳ﾘ
 ぃよ『┊ﾗす や┵┋ﾘ な┢┎ﾛ ぃそる┤ﾝﾗす ┷ﾔ ┱┈ﾐ ┢ﾗ┵┏ﾎ

..ゆ┕┈ﾐ┟す ┳ﾒ ┧ﾞ┈ﾛ ┳ﾘ や┕┍ﾚ す┵ﾟ┆ﾈ┕ﾔ
 ぃつす┵ﾘ┟す ┰┋┌ギ ぃ┲┏ﾗす ┷ﾔ ┬┻┵ﾞむむﾎ ┰┍┊ﾗ
..た┕ﾛ┕┊ゴす ┠┏ﾉ┕┈ﾘ 『ﾘ┕ﾌ ゆ┵┌ボす ┘ﾙける ら┵┊ﾞﾔ

 ┖┆┋ﾉ や┕┍ﾚ ぃ┤┏むむヮﾉ ぃ┱┏┋ゲす れ┤ﾕ た┕ﾕ┤ﾐ ┶┋ﾒ
 ぃ》┕┈ﾐけ す┵ﾗすね ┕ﾘ ┲┎ﾔ ぃそ┢ﾛ┢ゲす ┷ﾔ ┰ﾙす┤ﾕけ ┬ﾘ
 ┤ﾛな ┷ﾔ ┕┏ﾙ┢ﾗす せ┤グる ┵┎┋ﾉ せ┕ﾝ━ﾗす ┬ﾘ や┕┍ﾚる
 よ┕ﾛ┟す よな┕むむﾕ ┷ﾔ ┰ﾙけ ぬ┢ﾉ ┲むむﾗる ぃ┕┈┏ﾌる ┢むむﾎ┟す
 き┵┍┏むむﾎ ろ┣ﾗす ┰ﾝ┋ﾕ ┷むむﾔ ┱ﾘ┤┊ﾗす ┱┌ヰﾞむむﾎ
 ┕ﾘ ぃら┵┊ﾉる ぃれ┤ﾉ ┕ﾘ れ┤ﾞﾎる ..┱┌ゴす す┣┎ﾈ す┤┏ﾍけ
 ぃら｠す ┱┆┈ﾗす ┷ﾔ ┰┍┊ﾗ ..の┕┍ﾗする ┦┈┍ﾗす ┢┆ヮﾛ

!┶ﾗる┟す そ┤┌┋ﾗ ┱｀ヱﾞﾎ ┕ヅぬ ぃゆ┵┆┈ジす ┘ﾙける
 す┣ﾚ ┗┏むむ━ﾍ ┰ﾙけ ぃ┳ﾘね ┳ﾘ ┕┍ﾗ ┘┋ﾕ ┕むむ┌┊ﾔ
 ┢┍ﾒ ┕┍ﾞ┆ﾔな ┢むむ┉ﾗ ┱ﾈ ぃや┤┌ﾒ ┘むむﾝﾝﾌけ ┱｀ザす
 ┖ギ すに┕ジる ┮むむ┏ﾖ め┤┆ﾞﾙ らけ そ┢むむ┏│┉ﾗす そきす┤ﾕ
 ┶┋ﾒ ┕ﾙぬ┕┌ﾒけ ┖ヰﾙる ぃや┤┌ﾒ ┖ヰﾙ らける ぃや┤むむ┌ﾒ
 ┱｀ヱﾞむむﾎ ┘ﾘ ┕ﾘ すにさ ┰ﾙ┟ えそ┕┏ゴす ふぬ┟す り┣ﾚ
 ┶ﾗる┟す そ┤┌┋ﾗ ┱｀ヱﾉ らけ ┰ﾗ ら┐ﾔ え┰ﾘけ ┬ﾘな ┳ﾘ
 ┱ﾌ┤ﾉ ら┑ﾈ ぃそき┵むむﾝ┍ﾗす ┘┉┉ギ ┢ﾕ ┕むむﾚ !そ┤┏ﾍ┟する

!┤┏ﾍ┟す ┕ﾚき┕┊ﾈ ┕ヅぬ ┰ﾘ┟ ┕ﾖぬ┕ﾉ
 ┕むむ┎ﾗ ら┵┊┏むむﾎる ぃ┰ﾉ┤むむヮﾌ よ┟す せ┤むむ━ﾞﾎ

 のぬ┕ﾔ ┕ﾛ ┰┏┍┇ﾉ らけ き┕┍┇ﾗす ┷ﾔ ┰ﾞ┌┋┆ﾘ ┷むむﾚる
..ら┕ﾎ┤┈ﾗす

..れ┵┎ﾉ ┲ﾖ ┪ヰﾛる ┤┏┄ﾛ よ┕┌ゴす ┱┆ﾗ ┲┍ﾔ
.よ『ヮﾗす ┰┏┋ﾒ ズ

 ぃ┕┍┋ﾖ ┕┍ﾗ ┘ﾗ┕ﾕ ┕むむ┌ﾖ ┰┍ﾘ ┰ﾘけ ┬ﾝむむ━ﾉ ┲ﾗ
 ┬ﾝむむ━ﾙ ┲ﾗ ┕┃ﾛけ ┳ヰﾙる ぃ┖ﾝむむヮﾗす め┤┆ﾉ ┘ﾙける

..せ┕ﾝﾎ┟す め┤┆ﾙ ┳ヰﾙる ┰┍ﾘ
 ら┵┊┏むむﾎる  ぃら┵むむ┍┇ジす  ┰むむ┍ﾘ  ┬ﾝむむ━ﾛ  ┲むむﾗる
 ┲ﾗ ┕┌ﾖ き┕┍ﾓ ┲むむ┋┊ﾞﾛ らけ ┱┏むむﾎぬ┕ﾘ ┰ﾝﾌ┕│ﾗ
 ┕ヅ┤ﾗる ぃ┱ﾝﾕ ┳ﾘ ら┥ヰﾛ ┲ﾗ ┕┌ﾖる ぃ┱ﾝﾕ ┳ﾘ ┱┆┈ﾛ

.┕┃ﾛけ ┰ﾝﾛ ┲ﾗ ┕┌ﾖ
 ┷┾┵ﾙる ぃやけ┤むむ┉ﾙ ぃ┰┆ﾘ ┱┅┍むむヮﾔ ┳ヰﾙ ┕ﾘけ

 !┗ﾙ┕ﾘけ ┰ﾊぬさ す┵┋┌ヰﾛ ら┑ﾈ ┕ﾙき┕┍ﾈけ
 ぃ┯┏ﾔぬ ┕ﾛ ┕むむ┍┍┏ﾈ も┕ﾝﾖ 》さ ┦むむ┏ﾗ や┤ﾖ┣ﾞ┍むむﾎ
 ┳ﾛ┤ﾖ┣ﾞﾘ ぃそ┵むむ┎┉ﾗす ぎ┢むむ┆ﾙ ビむむﾌ や┤ﾖ┣ﾞ┍むむﾎ
 や┤ﾖ┣ﾞ┍ﾎる ぃ┡ﾝ┄ジする よ┵┍ﾗす ┗ﾔ┤ﾓ ビﾈ ┰┋┉┍ﾉ
 れ┤ﾙ ビﾌる ぃ┤┆むむ━ﾗす ┳むむﾛるするな ┠むむ┈│ﾞﾙ ┳むむヰﾙる
 ぃら┕┊ジす ┳ﾒ ┘ﾛるぬ ┕ﾘ ろる┤ﾙ ┱┅┍むむﾎる ぃね┵┋ﾗす ┤ﾚね
 ら┕┊ジ┕ﾔ ┕┃ﾛけ ┳ヰﾙ ろる┤┍ﾎる ┰┍ﾘ ┲┋┆ﾞ┍むむﾎる

.┕┏ﾔす┤┇ゲする ┡ﾛぬ┕ﾞﾗす ┳ﾘ ┤ﾝﾖけ ┤┏ﾝﾖ れ┤ﾉ ┕┌ﾖ

 ┷┍┏┄ヮ┋ﾔ ┖ﾉ┕ﾖ *

 な┵┌ヰﾘ ┤┆むむﾏ そきす┤ﾕ の┕┍ﾗす ┱┾す┵┏むむﾎ«
 ┕ﾙ┤┆むむﾏ そきす┤ﾕ す┵┋┾する ┕┌ﾖ ぃ┗┋ﾝ┉ﾘ らる┤むむ┉ﾗ
 ┗┺┕┌ヮ┌ﾍる わ┕┈ﾗけ は┕ﾒ ろ┣ﾗす ┷┊┏むむﾎ『┊ﾗす
 ┳ﾛ┣ﾗす きす┤┆むむ━ﾗす ┳ﾘ ┦むむ┏ﾗ な┵┌ヰﾘ ぃ┗┍むむﾎ

.»┲┎ﾉ┵ﾘ な┤｀ヅ ┲┎┍ﾒ ┙ﾛ┢ゴす ┮ﾕ┵ﾞﾛ

 )┷┍┏┄ヮ┋ﾔ ┤ﾒ┕ﾏ( ┷ﾊ┵ﾓ┤ﾝﾗす ┢ﾛ┤ﾘ



ゅゃ

*ひ┕ﾍ ┵ﾈけ ┳ﾛ┤ヮﾙ

املف

كملك« »قل للغياب نق�شتني.. و�أنا ح�شرت اأ

 ┕ﾙける ┴ﾗ┕┌ﾞﾖす ┣むむ┍ﾘる ぃせ┕┏┇ﾗす ┱┌ﾞﾖす ┢ﾕ ┕むむﾚ
 ┷むむﾎ┑ﾛる ┷ﾝ┃ﾓる ┷ジける ┷ﾙ┥ﾌ ┤ ｠` ﾔけ らけ ゆる┕むむﾌけ
 ぃた┕┌┋┊ﾗす ┷┍┈┆ヮﾉ ┲┋ﾔ ぃもぬる ┶┋ﾒ ┷┈むむﾎける
 ┕┎ﾉ┣ﾍけ やす┤むむﾉ ┱┎ﾔ ...める┤むむゴす ┘│┆ﾞむむﾎする
 める┤ゴす ┩┆ﾝﾈ わ すぬ┣ﾒ ┰ヰ┏┌ﾞむむﾎけ ┱ﾚる お┰┆ﾘ

お┳ﾛ┥ゴす よ『┊ﾗす ┩┆ﾈる
 ...き┕ﾊ┤ﾗ┕ﾈ ┶ﾗるけ ┳ヰ┍ﾔ む ¨す に┕┆ﾘ む ┰┏ﾊぬ┟ 》
 ┰┏ﾊ┤ﾙ ┮┏┊ﾔ ぃわ┕┌ﾞﾌ ┷┉┄┍ﾘ ┤┏ﾓ ┤ﾘけ ┴ﾙさ ┲ﾊ

おき┕┏ﾌ┟す ┤ﾍく ┘ﾙける ...┶ﾉ┵ﾘ ┰┋┏ﾌ┤ﾈ ┳ヰﾙる
 そ┢ﾌする ┗┆ﾔな ┕ﾙ┢│ﾌ ろ┣むむﾗす た┵ジす ┗ﾙすな】 》る

┗┉┈ﾏ らるな
 ゑるゑ け ┤┏ﾝ┊ﾗす ┕┍ﾌ┤ﾋ ┮┾┟ 》る

お»┕┍ﾞﾗ┕ﾌ ┮┾る ┷ﾔ« た┕┌┋┊ﾗす ┬┈┍ﾉ
 ら┥ゴす ┱ﾖる ぃ┰むむﾉ┵ヅ ┮┏ヱむむﾎ よ『┊むむﾗす ┱ﾖる

 ┰┏┋ﾒ ┱┏┋ﾕ
 ┢┆ﾉ ┲ﾗ ┰むむﾙけ も┢┾け ┷ﾖ ┖ﾞﾖ┑むむﾎ ┷┍┊ﾗる

┕┍ﾉ┵ﾘ も┢┾け ┷ﾖ ┖ﾞﾖけ ぃ┕┍┍┏ﾈ

 ┷┺┕┎┍ﾗす ┰┋┏ﾌぬ も┢┾け ┷ﾖ ...┷ﾒ┕┌ゲす ┕┍ﾉ┵ﾘ
┬ﾛ┤ヮﾗす

わ┕ﾞﾓ┕ﾝﾘる わ┕ﾜﾋ┕┈ﾘる わ┕┆ﾛ┤ﾎ ┰┋┏ﾌぬ ら┕ﾖ ┢┉ﾔ
 よす┢┄┾┕ﾖ ...そ┤┏┎┅ﾗす ┷ﾔ ┦┌ﾏ き┕┈┄ﾙ┕ﾖ

き┕┌ﾎ も┕ﾞ┈ﾙす るけ ぃ┖ﾖ┵ﾖ
 そな┕ﾒ ┤むむ┏ﾓ ┶むむ┋ﾒ ゆ┵むむ┉ﾙ ┷むむﾖ ┕むむ┍┋┎デ ┲むむﾗ

»わ す┤┊ﾏ« ビ┉ﾏ┕┆ﾗす
 ┯┏┋ﾛ ┕むむ┌ﾖる« ┰ﾈ ┯むむ┏┋ﾛ ┕┌ﾖ ┰むむﾒな┵ﾙ ┷むむﾖ

»の┤┌ﾞﾘ ┤ﾒ┕━ﾈ
 ┗┆ﾔな 》 わ す┢ﾛるぬ わ す┢むむﾛるぬ ┤ジす ┰ﾈ┕┏ﾓ ┕┍ﾒ┤グ ┕むむ┍ﾖ

そ┢ﾌする
 ゆ┕ﾕ すに┕ﾘ おそ┤ジす り┣ﾚ た┵ジす ┰┆┍ﾕけ ┮┏ﾖ ..れ┤ﾉ
 ┮┏ﾖ おり┢ﾒす┵ﾉる り┵ヰﾙ ┤┏ヮﾉる ┴┆┏┄ﾉ ┷ﾖ ┰ﾗ
 ┕┍ﾖ おれ┤ﾍけ そ┤むむﾘ よ┕ﾞザす ┷ﾊ┤ﾉ ┷むむﾖ り┢ﾙ┕┆ﾉ ┲むむﾗ
 ┕┍ﾖ .わ『┏┋ﾕ ┴ﾓるす┤ﾉる ぃわ『むむ┏┋ﾕ ┴┻る┕┈ﾉ らけ ┶┍┌ﾞﾙ
 わ┕┆ﾘ ┖ﾞ┊ﾙ ┕┍ぎ┋ﾒ ┕┍┍┏ﾈ わ『┏┋ﾕ ┰ﾖ┤ﾞﾛ らけ り┕ﾙ┵ﾋぬ

 ┱┌ﾞ┊ﾘ ぬ┕│ﾞﾙす ┤┈ がﾎ



ゅゅ

 らけ ┖┋┉ﾗす ┬むむﾘなる ビむむ┆ﾗす よ┢むむﾈ り┕ﾙ┵ﾋぬ ┕むむ┍ﾖ
 ぃそ┕┏ゴす ┢┏ﾕ ┶┋ﾒ ┱┅ﾙ ┷ﾖ ┕┍┍┏ﾈ わ『┏┋ﾕ ┰ﾖ┤ﾞﾛ

┱ﾘ┟す ┢┏ﾕ ┶┋ﾒ ┱┅ﾙ ┷ﾖる
 ...┱むむ━ゎﾉ るけ た┵ベ らけ ビむむﾈ わ『むむﾉ┕ﾕ ぬ┕むむ┏ザす ら┕ﾖ

 ┕┍ﾝ┏ﾝﾌ ┕ﾛ き┕ﾛ┤ﾝﾖ ┱┊ﾈ た┵ジす た┤ﾞﾍ┕ﾔ
 ...┱┋━ﾗす ┷ﾙ┕┆ﾙ ゆ┵ﾚ┣ﾗす ふぬけ も┵ﾔ ┕┍ﾞﾖ┤ﾉる

 ら┥ゴ┕ﾈ ┳ﾒ┕ﾐる ┘ﾚ┕ﾈる の┕ﾕ や┢┆ﾈ き┷ﾏ ┱ﾖ
 ぃ┰ﾈ┕┏ﾓ ら｠す りぬ┵むむ│ﾉけ ┕むむﾘ ┶むむヮﾕける ぃ┶むむﾎ┟する
 れ┤ﾉ ぃ┱むむ┏┉ﾊ ┱┏┉ﾊ ┱むむ┏┉ﾊ そ┤ジす り┣むむﾚ ┰むむﾈ┕┏┇ﾔ
 ┷ﾔ お┕┎┏ﾔ ┘ヮﾗ そ┕┏ﾌ ┷ﾔ そ┕┏ゴす ┕┍┍┊デ ┮┏ﾖ

 :┷ﾊす┤┌┋ﾗ ┠ﾗ┕┾ ┕┎┏ﾔ ┕ﾘ ┱ﾖ そ┕┏ﾌ
 ┠ﾝ┾┑ﾔ ┴ﾉぬす┢ﾞﾎす ┤ヮﾖ ん┤┌ﾕる ぃ ゎ┗ﾝ┏ﾜﾖ んき┕┌ﾎ

わ『┏┄ﾞヮﾘ
 ┰┉ﾛ┤ﾐ ┘むむ┈ﾞﾕする ┕むむ┎ﾝ┺┕┉ﾌ ┘ﾘ┥ﾌ ん┗むむ┇ﾗ

¨す ┵ヰﾙ ろ┤ヮﾗす
お»┷┍┋┊ﾉ ┳ﾘ ┶ﾗさ« ゆ┑ヮﾉ ...┰┏┊ﾝﾉ ん┗┏┃ﾕる

お┷ﾞﾗ┥ﾒ ┤ヮ┊┏ﾎ ┳ﾘ ろな┕┍ﾉ ぬす┵ﾎける
 ┴ﾞﾈる┤ﾒ ┱｀むむヮ┏ﾎ や┢むむ┆ﾈ ┳むむﾘ た┵むむ┾ ろけ
 て┤ﾋ せる┢┍ﾘ« や┢┆ﾈ ┖ ぎ│┍ﾙ ┳ﾘる  およ┢ﾗす ┤ﾝヰﾈ
 ら┑ﾈ き┕┏ﾝﾙ┟す ビ┉┏ﾈ ┢ﾖ┒ﾛ ┳ﾘ お┳ﾘ お»よる┕むむヮﾛ 》

»そ┕┏ゴす ┯ヰﾞヮﾛ ┕ﾘ ふぬ┟す り┣ﾚ ┶┋ﾒ«
 らけ ┲┋┆ﾉけ ...┷むむﾝ┏ﾝﾌ ┕ﾛ ┷むむﾝ┏ﾝﾌ ┕ﾛ ┷むむﾝ┏ﾝﾌ«

»┱┏ヰﾞヮﾘ ┰ﾉ┵ﾘ
 ┷ﾔ ぃ┕ﾙ┥ﾝﾍ ┷ﾔ ぃ┕┍┻ぬけ ┷ﾔ ぃ┕┍┏ﾔ も┕むむﾈ ┰┍┊ﾗる
 ぃき┷むむﾏ ┱ﾖ ┷ﾔ ┕┍ﾙ┵ﾞﾛね ┷ﾔ ぃ┕┍ﾘ┵ﾛ ┷ﾔ ぃ┕┍ヰ┋ﾘ
 た┤ヮ┊ﾙす ┕ﾘ ゆ┕ﾝﾗす ┷ﾔ ┗┋ヱ┍ﾖ« ┕┍┏ﾔ ┶┉ﾝﾞﾎる

»せ┕┄ﾌる ┗┈┾┕┆ﾗ
 よ┵ﾛる た┵ベ よ┵ﾛる た┢むむﾗる よ┵ﾛ ┰┏┋ﾒ んよ『むむヮﾔ«

»┕┏ﾌ ┤ﾝ┉ﾗす よ『ﾑ ┳ﾘ ┙┆ﾝﾉ
 ┕┍ﾝ┏ﾝﾌ ┕ﾛ ますな┵ﾗする

 き┕┏ﾌ┟す ┤ﾍく ┕ﾛ わ┕ﾒすなる

 た┕┌┋┊ﾗす のぬ┕ﾔ ┕ﾛ わ┕ﾒすなる
 ┱ﾘ┟す ┷ﾈ┤ﾘ ┕ﾛ わ┕ﾒすなる

わ┕ﾒ┕━ﾘ ら┕ヮﾙ】す ら┵┊ﾛ ┮┏ﾖ ┕┍ﾞ┌┋ﾒ
わ┕ﾒ┕━ﾘ ┗ﾛ┤ゴする

 わ┕ﾒ┕━ﾘ ┖┋┉ﾗする
 わ┕ﾒ┕━ﾘ ┩ﾝ┍ﾗする

 ┖ゴす ら┵┊ﾛ ┮┏ﾖ ┕┍ﾞ┌┋ﾒ ┳ﾘ ┕ﾛ
 き┕┌ﾞﾙ》す ら┵┊ﾛ ┮┏ﾖる
 ぃき┕ﾔ┵ﾗす ら┵┊ﾛ ┮┏ﾖる
 ゆ┕ﾋ┤ﾗす た┵デ ┮┏ﾖる

 と┵┌むむﾏ ┳ﾘ わ┕ﾘるな ぬ┕┇ﾛ ら┕ﾖ ┣ﾘ ┱｀┍ジす ┵むむﾚ
┗┋ﾝ┍ヮﾗす

┗ﾝﾛ┢ゲす ふぬ┟す ┘┏ﾌけ ゐ┗┋ﾝ┍ヮﾖ ┘ﾙける
┕┍ﾌるぬ ┢┏ﾎ ┘ﾙける«

»┗ﾗ┵ヰﾞジす ┗ﾙ┵┍┏┊ﾗす ┢┏ﾎ ┕ﾛ
 ゆ┕ﾘ｠す のぬ┕ﾔ ┕ﾛ わ┕ﾒすなる

 ┗┋ﾝ┉ジす たすぬ┵ﾟﾗす のぬ┕ﾔる
 ┰ﾙ┕┊ﾘ ┘ﾙけ め┤┆ﾉ

┗┋┈┉ジす た┕┍ゲす ┠ﾞ┈ﾉ
 »わ┕ﾈす┣ﾖ 》る わ す┵┇ﾗ ┕┎┏ﾔ« ┬┌ヮﾉ 》
 ┗┋┌ヮﾝﾗす れ┵ﾎ ┕┎┏ﾔ ┬┌ヮﾉ 》

 ろ┢┏ﾎ ┷ﾙぬ┣ﾒす
 ┷ﾉ┕┏ﾈけ ┘ﾋ┤━ギ らさ

┷ﾞ┇ﾗ ┘┌ﾟ┆┋ﾉる
 ┕┍┏ﾔ ┰┋┏ﾌぬ や┤ﾉ ┕┌ﾔ

.»┗ﾗ┥ﾗ┥ﾗす« 》さ

┗┏ﾙなぬけ そ┤ﾒ┕ﾏる ┗ﾝﾉ┕ﾖ *



ゅょ

مرثية �شاعر

املف

(ぇ)
┳ﾛ┤ヰﾝﾗす ┷ﾔ ┕┍ﾚ

 ┱┏ヱ┍ﾗする ┠ﾛ┤ﾗす ┳ﾘ ビﾜﾐ┕ﾏ ┶┋ﾒ
 ┕┍┏┉ﾞﾗす

わ┕ﾘ『ﾎ : ゑ┘┋ﾕ
わ┕ﾘ『ﾎ : ゎ┘┋ﾕ

 きす┤┆━ﾗす らけ ┶┋ﾒ ┕┍┉┈ﾉする
 ぬ┕ﾝﾍ┟す たす┤━ﾙ ┷ﾔ ら┵┉ﾞ┋ﾛ 》

┗ﾎ┕┏ヮﾗす ┷ﾔ ら┵┉ﾞ┋ﾛ 》る
 ┗┋┏┆┈ﾞﾗす ┱┊ﾏ るけ

 ┶┋┏ﾗ ┲ﾎす らけ ┶┋ﾒ ┕┍┉┈ﾉする
 わ┕┌┏┌ﾌ わ┕┌┏┌┾ わ┕┏ﾈ┤ﾒ

 ┱┏ヰﾞヮジす ┲┋ゴ┕ﾖ
 ┯┈ﾞﾙ ┲ﾗる
も┤ﾞ┈ﾙ ┲ﾗる

 わ┕┆ﾛ┤ﾎる わ す┢┏┆ﾈ ┘┋ﾌぬ ┰ﾙけ ┤┏ﾓ
 き┕ﾕぬね き┕┌ﾎ せ┵┾

�إى حمود دروي�ض 

*┢ぎ┏ヮﾗす ┶┋┏ﾗ



ゅっ

 ┤┃ﾍけ わ┕ﾙ┵┌┏ﾗ ┱┾┟す ┷ﾔ ┘ﾙ┕ﾖ
そ┤ﾖす┣ﾗす ┙┏ﾊ┑ﾉ ┱ﾝﾕ

 きす┤┆━ﾗす ゆ┕┏ﾍ れ┤ﾛ ┕ﾘ ┶┋ﾒ

(ぉ ( 
┴ヮ┈ﾙ た┵ジす ┶ヮ┍ﾛ

わ す┤┆ﾏ ゎ┨┉ﾞ┍ゎﾉ ふぬけ ビﾈ も┤┈ﾛ 『ﾔ
┗┉ﾝﾙねる ┗ﾕ┤┄ﾘ ビﾈる 

 ┲ﾔ ┳ﾘ た┵ジす ┢ﾛ┤ﾛ すに┕ﾘ
.. ┴ﾞ┏┍ﾓけ ┶┋ﾒ め┤ゴす ┬┊ヮﾞﾛ

...┴ﾉなぬる ┶┋ﾒ ┝┖ゴす ┠ﾋ┤ﾘ ┢ヮﾋ ┳ﾘ
┷ﾋ┕ﾋ┥ﾗす ぬす┢ゲ┕ﾈ よ┢┄│┏ﾔ ┶ヮ┍ﾛ 〝┧ﾚ ┖┋ﾕ ┳ﾘ

┤┌┉┋ﾗ るけ ┦┌━┋ﾗ ┴┏┆ﾎ ┷ﾔ
も┤ﾔ 》

め┤ゴす ┗ﾝﾓぬ ┦┈┍ﾞﾉ ┕┌┎┏┋┆ﾔ
┤ﾒ┕━ﾗす ┕┎ﾛけ

┶┆ヮﾉ ┤ﾝ┉ﾗす ┶ﾗさけ
...┤ヰﾝﾗす ┶ﾗさ よけ

 ┴┺┕ヅ ゆ┵ヮ┇ﾘ ┘ﾙけ
た┵ジす や┢ヮ┈ﾛ 》 ┷ﾖ

ビﾞ┎ゲす ┳ﾘ ┤ﾎ
┖┋┉ﾗす ┷ﾔ ┢┆│ﾉ ┘ﾙけ

やす┤ヮﾘ め┤ヰ┋ﾗる
┤ﾒ┕━ﾗす ┕┎ﾛけ

 わ┕ﾋぬ┕ﾍ や┢ﾛ まな 
┱ﾘ┤ﾗす ┗ﾝﾒす┢ﾘ つ┕ﾞギ ┰┋┆ﾗ

┕┍ﾞ┏ﾊ┤ﾘ ┖ﾞ┊ﾞﾔ
┷┍┇ﾉ ぬ┵┏┄ﾗす ┰ﾉき┕ﾋ ┕ヅ┤ﾗ るけ

や┢ﾛ ┗│ﾕ┤ﾈ ┢ﾌ┵ﾞﾞﾔ
┗┏ﾙす┤ヰﾈ そ┤ﾒ┕ﾏ*



ゅあ

 ┱ﾌす┤ﾗす ┤ﾒ┕━ﾗす ┱┌ﾖけ -そ┢ﾛ┢ﾋ よ『ﾕけ -ら┕┌ﾒ
 ┶┋ﾒ よ┕ﾛけ ┱ﾝﾕ ┴ﾒすなる ┢┎むむ━ﾘ ┧ﾛるぬな な┵┌ヰﾘ
 ┗┆ﾘ┕ゲす ┷ﾔ ゆ『ﾐ ┳ﾈ ┳むむヮゴす つぬ┢ﾘ て┤むむヮﾘ
 ぃ┴┺す┤ﾕ ┳ﾘ ┤┏ﾝﾖ ぬ┵┎┌ﾋる ┴┺┕ﾕ┢┾け ビﾈ ぃ┗┏ﾙなぬ┟す
 ┗┈┏┋ﾍ ┱┏ﾎぬ┕ﾘ ┷ﾙ┕┍ﾝ┋ﾗす ら┕┍┈ﾗす て┢┾ ┕ﾘ┢┍ﾒ
 るけ ね┵┋ﾗす ┤むむﾚ┥ﾖ« そ┢┏│ﾕ ┳ﾘ ┬むむ┺す┣ﾗす ┬┄┉ジ┕ﾈ
 ..た┤┃ﾌ ┕ﾙける ┷むむ┍ﾞ│┉ﾙ せ┕┏┇┋ﾗ ┱ﾕ« :»┢むむ┆ﾈけ

»!┰┋┌ﾖ┟
 ┗┄ﾈすぬ ┴┏ﾗさ ┘ﾒな ろ┣ﾗす ┷┍┏ﾈ┑ﾞﾗす ┱┈ゴす ┷┈ﾔ
 ┗ﾔ┕┉ﾟﾗす そ┤むむﾛねる ┴むむﾉ┤┃ﾌる ぃビむむ┏ﾙなぬ┟す せ┕むむﾞ┊ﾗす
 ┢ﾗ┕ﾍ .な ┗┏ﾙなぬ┟す ┗┆ﾘ┕ゲす ┦┏┺ぬる ┤┏ﾖ┕ﾈ ┷ヮﾙ┕ﾙ
 ┷ﾔ す┤┻┕ﾌ »ぬ┕│ﾌ ┗ﾗ┕ﾌ« ┖ﾌ┕┾ す┢ﾈ ぃ┷ﾖ┤┊ﾗす
 ら┕┌ﾒ ┷ﾔ ┴ﾗ そ┤┏ﾍ┟す ┢ﾚ┕━ジす ┷ﾔ ┕┌ﾖ ぃ┴ﾈ┕┏ﾓ
 ┤┃ヰﾞﾎする ぃ┕┎ﾘ┕ﾕけ ┷ﾞﾗす ┬┏ﾕ┵ﾞﾗす た『┈ﾌ ゆ『ﾍ
 ┳ﾒ ら『ﾒ】す も┕┏ﾎ ┷ﾔ ┢ﾚ┕━ジす ┰┋ﾉ ら┵ﾊ┢ヰﾞジす
 ぬすな ┳ﾒ よ┕ﾛけ ゆ『ﾍ ┧むむﾛるぬ┢ﾗ ぬ┢│ﾛ ┢ﾛ┢ﾋ らす┵ﾛな

.たる┤┏ﾈ ┷ﾔ ┦ﾛ┤ﾗす ふ┕ﾛぬ

 ┦ﾛ┤ﾋ ┤ﾒ┕むむ━ﾗす ┗むむﾔ┕┉ﾟﾗす そぬすねる よ┕むむﾒ ビむむﾘけ
 ┗ﾛす┢ﾈ ┱ﾌす┤ﾗす ┖ﾐ┕ﾍ ┱┈ゴす ぬすなけ ろ┣ﾗす ろる┕┌むむﾎ
 ┘ﾖ┤ﾉる ぃわ す┢┏ﾌる ら┕│ゴす ┘ﾖ┤ﾉ ┘ﾙけ ┕ﾚ« ┴むむﾗ┵┉ﾈ
 ┗ﾛるすねる そ┢┏ﾌる ┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗす ┘ﾖ┤ﾉ ぃわ┕ﾝﾚ┣ﾘ ┴ﾋ┤むむﾎ

.»┷ﾙ┕┌┆ﾗす ┰ﾞ┏ﾈ ┷ﾔ な┤┍ﾗす
 ┱ﾌす┤ﾗす き┕むむﾕ┢┾け ┳ﾘ ┗むむﾝヱﾙ り┤┃ﾌ ┱むむ┈ゴす
 ねす┵ﾔ ┖むむﾉ┕┊ﾗす ┲┎┍┏ﾈ ┳むむﾘ ビむむ┏ﾙなぬ┟する せ┤むむ┆ﾗす
 ┷ﾘ『ﾒ】する ┗┈┏┋ﾍ ┱┏ﾎぬ┕ﾘ ら┕┍┈ﾗする ┷ヮ┋ﾈす┤ﾐ
 ┵ﾈけ ┴ﾛ┥ﾙる ぃ┷ﾝ┏┆ﾏ ┢┌ヰﾘ き┕ﾈな┟する ぃ┷ﾝﾚる ┷ﾚすね
 ぃ┢┌ヰﾘ ┕ﾛ┤ﾖねる ぃせ┕│ﾕ ら┕┍ﾌ そぬ┵ﾞﾖ┢ﾗする ぃ┧┈ﾒ
 ぃ┧┎むむ━ﾚ ┵むむﾈけ ┲むむ┏ﾚす┤ﾈさる ぃら┕むむ┄ﾕね ら┕むむヮﾓる

.┧ﾛるぬな ┢┌ﾌけ ┱ﾌす┤ﾗす ┯┏┉ﾏる
 た┕┌┋ﾖ ┷むむﾔ ┧ﾛるぬな ┱むむ┏ﾌぬ ぃわ┕┍ﾍ┕むむﾎ す┢むむﾈる
 ┦┏┺ぬ ┖┺┕ﾙ ゆ『┎ﾞむむﾎす ┷ﾔ ┤┎ﾑ ┕┌ﾖ ぃビ┍ﾈ┒ジす
 ┤ﾝﾞﾒす ろ┣ﾗす ┖ﾛ┕むむﾏ ┵ﾈけ ┤┏ﾚね ┤ﾒ┕むむ━ﾗす ┗┄ﾈす┤ﾗす
 らす┢ﾋ┵ﾗす き┷むむ┃ﾛ ┱むむﾑ わ┕むむヰﾘ┕ﾋ わ┕むむジけ« ┴むむ┋┏ﾌぬ

ردنية كّتاب ومفكرون وفنانون يوؤبنون دروي�ض ي �جامعة �اأ

»ي �ل�شتن من عمر �شريع يوقدون �ل�شمع لك، فافرح« 

املف



ゅい

 ビ┆ﾈぬけ ┳ﾘ ┤むむﾟﾖけ ┗┋┏ﾐ ┴ﾙけ す┢むむﾖ┒ﾘ ぃ»┷むむﾈ┤┆ﾗす
.»└┈┄┍ﾛ ┲ﾗる ┴┺┕┌ﾎ ┳ﾘ ┪┉ヮﾛ ┲ﾗ« ┕ﾘ┵ﾛ

 つ┤ﾍ ┷ﾞﾗす ┧ﾛるぬな そね┕むむ┍ﾋ ┷ﾔ れけぬ ┖ﾛ┕むむﾏ ┵ﾈけ
 ┱┏ﾗな« ┕┎ﾙけ た┕ﾜ┈ﾗす ┮むむ┋ﾞヱﾘ ┳ﾘ の┕┍ﾗす ┕┎┏ﾔ
 めす┤ﾞﾒ》す ┕┍ﾗ なす┤むむﾛ ┷ﾞﾗす ┗ﾘ┟す り┣ﾚ そ┕┏ﾌ ┶むむ┋ﾒ
 ┲｀ﾌ らけ ┶ﾗさ れ┤むむﾍけ そきす┤ﾕ ┷ﾔ ┕ﾝﾚすに ぃ»┕むむ┎ﾉ┵ヅ
 そ┤┏ﾝ┊ﾗす ┴ﾞﾙ┕┊ﾘ ┳ﾒ ┮━ﾖ ┱ﾌす┤ﾗす ┶┋ﾒ ら┥ゴす

 .┱ﾝﾕ ┳ﾘ ┷ﾈ┤ﾒ ┤ﾒ┕ﾏ ┕┎┋│ﾛ ┲ﾗ ┷ﾞﾗす
 たす┵┍ヮﾗ ら┵┋┌ヰ┏ﾎ せ┤┆ﾗす ビ┈┉ﾟジす らけ れけぬる
 わ す┤ﾝﾞ┆ﾘ ぃ»┧ﾛるぬな ┴ﾖ┤ﾉ ろ┣むむﾗす ┯┏┌┆ﾗす き┵┃ﾗす«
 ┴ﾙける ぃ»┴ﾉ┤┃ﾌ ┷ﾔ ┴むむヮ┈ﾙ せ┕┏┇ﾗす ┬┻る« ┴ﾙけ
 .»┴┏┋ﾒ ┕ﾙ┢ヮヰﾛ る┢┆ﾗす ┘┋┆ﾋ そ┤┏ﾝﾖ ┗ﾘ┕ﾕ«

 ズ┕ﾓ ┤┃ヰﾞむむﾎす ビﾈ┑ﾞﾗす ┗むむ┍ゲ ┗むむ┌┋ﾖ ┷ﾔる
 ゆ┕ﾞﾕ« ┢┻ ┴むむ┈ﾕす┵ﾘ ぃ┱ﾌす┤ﾗす ┯むむﾛ┢┾ ぃた┕┉ﾛぬね
 ┶ﾘなけ « ┴ﾙけ ┶ﾗさ わ す┤┏━ﾘ ぃビ┄ヮ┋ﾔ ┷ﾔ »そ┵ﾍ┟す

.»┴ﾝ┋ﾕ

 ┷┻┕ジす よ┕┆ﾗす ね┵ベ ┷ﾔ ┱ﾌす┤ﾗす ┤ﾒ┕━ﾗす ┖ﾞﾖる
 ┕┎┏ﾔ ┢┉ﾞﾙす ぃ»や┤むむ┏ﾓ ら｠す ┣┍ﾘ ┘むむﾙけ« そ┢┏│ﾕ
 きす┢ﾙ ┴ﾋるる .┷┍┏┄むむヮ┋┈ﾗす ┷┋ﾍす┢ﾗす ゆ┕むむﾞﾞﾕ》す
 ビ┄むむヮ┋ﾔ  ┲むむﾎ┕ﾈ  ┗むむ┌┾┕ヱﾞジす  ┱むむ┺┕│┈┋ﾗ
 わ┕┏ﾒすな ぃ»す┵むむﾈ┕ギる するぬる┕むむギ« らけ ┧ﾛるぬな な┵むむ┌ヰﾘる

.て『ヮﾗす ┶ﾗさ よ┕┊ﾞﾌ》す よ┢ﾒ ┶ﾗさ ┲ﾚ┕ﾛさ
 らけ ┗ﾒ┕┍ﾕ ┶┋ﾒ ら┕ﾖ ┱むむﾌす┤ﾗす らさ ゆ┕ﾕ た┕むむ┉ﾛぬね
 や┤ﾉ ┤ﾊく ┴むむﾙけ ┕┍┏ﾝﾘ ぃわ┕ﾘ『むむﾎ ┢むむﾛ┤ﾉ 》 ┱┏┺す┤むむﾎさ
 ┕ﾚぬ┕ﾖ ぃ┤┆むむ━┋ﾗ ┨むむ┋ﾍける ┗むむ┏ﾟﾝ┆ﾗす やぬ┕むむ┆ジす

.┕┎┏ﾒ┢ﾛ ┳ﾘる ┗┉┏┉ゴす ぬ┕┊ﾞﾌす
 そな┕┎ﾏ け┤ﾕ ┷むむヮ┋ﾈす┤ﾐ ねす┵ﾔ ┷ﾙ┕┍ﾝ┋ﾗす ┤┊┈ジす
 »┗ﾝﾛ┤┇ﾗす ┤ﾛ┤むむﾎ« ┖ﾌ┕│ﾈ ┴ﾞﾕ『ﾒ ┳ﾒ そ┤むむﾊ┒ﾘ
 ┲┾す┵┆ﾈ わ すぬる┤ﾘ »ぬ┕│ゴす たる┤┏ﾈ« ┳ﾘ たけ┢ﾈ ┷ﾞﾗす
 ┷ﾔ すな┢｀ﾘ ┤┉ﾞむむヮﾉ らけ ┱ﾝﾕ ┗むむ┈┋ﾞヱﾘ ら┢むむﾘる

.たる┤┏ﾈ
 ┖┏┾け ┕ﾘ┢┍ﾒ« ┷ヮ┋ﾈす┤ﾐ ゆ┵ﾕ ┴ﾉな┕┎ﾏ ┳ﾘる
 :┴ﾞﾗ┑ﾎ ぃろる┕ヮ┌┍ﾗす ┶┈━ﾞヮジす ┷ﾔ ┴ﾝ┋ﾕ ┷ﾔ



ゅう

 ┰ﾝ┋┉ﾗ ┴ﾝﾞﾙす :┘┋ﾕ .┩┏ﾈけ ┴ﾙ┵ﾗ :ゆ┕ﾕ .た┵ジす ┕ﾘ
 そすなけ ┵┎ﾔ や┢┍ﾒ ┕むむﾘけ ぃ┤むむ━ﾝﾗす ┢┍ﾒ ┷┌┅ﾒ ┴ﾙさ

.»つ┕ﾞﾙさ
 わ┕ﾛ┢ﾝﾘ ぃ»わ す┤┏ﾍける わ》るけ ┖むむ┋ﾕ« ┧ﾛるぬな らけ ┤ﾝﾞﾒする
 ┤┺┕むむﾎ ┴ﾝむむ━ﾛ 》 す┤ﾒ┕むむﾏ ┴ﾙ┵ﾖ ┳ﾘ ┴ﾞむむ━ﾚな
 れ┢ﾗ ┗┏┄┌┍ﾗす そぬ┵│ﾗす ┳ﾒ す┢┏┆ﾈる ぃきす┤┆むむ━ﾗす
 ┯┏ﾙけ« ┴むむ┈┾る ┷ﾔ ┷むむ┃デる .┲むむ┎┍ﾘ ┳むむﾛ┤┏ﾟﾖ
 ぃり┢┏ﾒす┵ﾘ ┷ﾔ ┯むむ┏ﾕなる ┲┅┍ﾘ ぃ┗ﾕ┕ﾙ┟す ┶むむ┎ﾞ┍ﾘ

 .»┢ﾒ┵ジす ┱ﾝﾕ ┕┌┺すな ┱│ﾛ
 らけ ┷むむヮ┋ﾈす┤ﾐ ┢ﾖけ ぃ┴ﾞﾈ┤｀ﾞﾗ ┴むむﾉきす┤ﾕ ┷むむﾔる
 わ すな┢━ﾘ ぃ┪┉ﾔ ┗ﾛ┵ﾚ ┤ﾒ┕むむﾏ ┳┊ﾛ ┲ﾗ わ┕むむ━ﾛるぬな
 ┶┋ﾒ ┗ﾌ┵ﾞ┈ﾘ« ┴むむﾛ┢ﾗ ┘ﾙ┕ﾖ ┗ﾛ┵┎ﾗす らけ ┶むむ┋ﾒ
 ら┕ﾖ ┴ﾙけ ┶ﾗさ わ す┤┏むむ━ﾘ ぃ»よ┢┉ﾞﾗする ┱ﾘ┟する よ┕ﾘ┟す
 ┕│ﾗ┕ﾍ ぃ┱ヰ┍ﾗす ┷むむﾈ┤ﾛ まぬす┥ﾘ ┱ﾟﾘ ┱むむﾘ┟す ┷ﾈ┤ﾛ
 ┗ﾛ┢ﾚ« ら┕ﾖ »┗むむﾏす┤┈ﾗす ┤むむﾊけ« ┖ﾌ┕┾ らけ ┶むむﾗさ
 ┶ﾗさ せ┤むむ┆ﾗす ┗ﾛ┢ﾚる ぃせ┤むむ┆ﾗす ┶むむﾗさ ビ┄むむヮ┋ﾔ
 ┴ﾙけ ┶┋ﾒ わ すな┢━ﾘ ぃ»┗┏ﾙ┕ヮﾙ】す そぬ┕┃ゴする ┲ﾗ┕┆ﾗす

.ふ┵┆ﾛ 》 ┤ﾒ┕ﾏ
 ┕┎ﾝﾞﾖ ┷ﾞﾗす ビ┏┍┏┄むむヮ┋┈ﾗす せ┕ﾞ┊ﾗす ┗┌┋ﾖ
 わ す┤ﾊ┒ﾘ ┕むむ┎┆ﾕる ら┕ﾖ ┷むむﾊ┵ﾓ┤ﾝﾗす ┢ﾛ┤ﾘ ┤ﾒ┕むむ━ﾗす
 ぃ┯┏┈│ﾞﾗ┕ﾈ すぬす┤ﾘ ┕┎┆ﾐ┕ﾕ ろ┣むむﾗす ぬ┵┃ゴす ┶┋ﾒ
 ┲ﾚけ ┧ﾛるぬな ┤┆ﾏ らけ ┶┋ﾒ ┢┏ﾖ┑ﾞﾗ┕ﾈ ┕┎┋┎ﾞﾎする
 ろ┣ﾗす ┴ﾙす┵ﾛな らけ わ す┤ﾝﾞ┆ﾘ ぃ┴┏ﾊ┤ﾛ ろ┣ﾗす ┤┆━ﾗす ┳ﾘ
 ┢ﾛ┤ﾙ 》 ┰┋ﾟﾘ ┕┍ﾙさ« ┴ﾗ┵┉ﾗ て┤┈ﾗす ┵ﾚ ┕ﾝﾛ┤ﾕ ぬ┢│ﾛ
 らけ ┷ﾊ┵ﾓ┤ﾝﾗす ビﾈる .»┷┎ﾞ┍ﾉ らけ そ┢┏│┉ﾗす り┣┎ﾗ
 ┳ﾛ┤ﾘけ ┶┋ﾒ ┲┎┃┆ﾈ ぬす┤┾さ り┤むむヮﾛ ┲ﾗ ┧ﾛるぬな
 り┤┏ﾐ┑ﾉる ぃ┴むむ┏ﾔ ┭ﾗ┕ﾝﾘ ┠ﾛ┢ﾘ ┕むむ┌ﾚ ビ┃ﾕ┕┍ﾞﾘ

.┗┏┍┏┄ヮ┋┈ﾗす ┗┏┃┉ﾗす ┱ﾍすな
 ┮ﾛ┤┆ﾉ そな┕むむﾒさ« ┴ﾖ┵┋むむﾎ ┩┆ﾈ ┷ﾔ らけ れけぬる
 たけぬ そ┤┅ﾙ も┤むむﾈ« ┴┉ﾗ┑ﾉ ┷むむﾔ わ┕┺ぬ┕ﾕ ぃ»き┕むむﾛ┤ﾝ┊┋ﾗ

.»れ┤ﾉ らけ ┷┎ﾞ━ﾉ ┳ﾘ そ┑｀ﾔ

 ┷ﾖ┤┊ﾗす ┢むむﾗ┕ﾍ .な ┗┏ﾙなぬ┟す ┗むむ┆ﾘ┕ゲす ┦むむ┏┺ぬ
 ┗ﾝﾐ┕ヱヅ ┕ﾚけ┢ﾈ ┤むむ┏ﾊ┑ﾞﾗす そ┢ﾛ┢むむﾏ ┗┌┋ﾖ ┱グぬす
 なぬ┵ﾈ ┴┏ﾗさ ┷ﾉ┑┏ﾗ や┤むむ┊ﾗす ┶┋ﾒ つ┤ﾒ ┴ﾙけ ┧むむﾛるぬな
 ┵ﾈけ ┢むむﾋ┕ﾘる ┳むむヮヰﾘ ┤┏ﾚね ┳ﾛ┢┏┎むむ━ﾗす ┳むむﾘ

.ぬす┤ﾏ
 そ┤┺すな ┳ﾘ ビ┄むむヮ┋ﾔ つ┤ﾍけ ┱ﾌす┤ﾗす らけ ┤ﾝﾞﾒする
 ぃ»┷ヱﾛぬ┕ﾞﾗす« ┷ﾔ ┕┎┋ﾍ┢┏ﾗ ┷ﾘ┵┏ﾗす ┷ﾎ┕┏ヮﾗす
 ┲ﾗ »┕ﾝﾖ┵ﾖ ┤むむ━ﾒ ┢ﾌけ« ┖むむﾌ┕┾ らけ す┢むむﾖ┒ﾘ
 ┴ﾙけ ┲ﾗ┕┆┋ﾗ ┘むむﾝﾟﾛ ら┟ ┗むむﾋ┕ヰﾈ よ┵ﾛ ┷ﾔ ┳むむ┊ﾛ

.┤┏ﾝﾖ ┤ﾒ┕ﾏ
 ┘ﾙ┕ﾖ ┧ﾛるぬな ┗┏ジ┕ﾒ ┳ﾒ ┙ﾛ┢ゴす も┕┏ﾎ ┷ﾔる
 ┦┏┺ぬ ┕┎┋ﾎぬけ ┷ﾙる┤ﾞ┊ﾗ】す ┢ﾛ┤ﾝﾗす ┤ﾝﾒ ┗ﾗ┕むむﾎぬ
 ぃら┕ﾝ┋┏ﾔるな ┰┏┍┏ﾘるな ┯ﾈ┕ヮﾗす ┷むむヮﾙ┤┈ﾗす きすぬね┵ﾗす
 ┤ﾒ┕むむﾏ ┱ﾌす┤ﾗす ぎ┢ﾒ ぃろる┕┌むむﾎ ┦むむﾛ┤ﾋ ┕むむﾚけ┤ﾕる
 ふぬ┟す ちぬ┵ﾉ らけ ┳┊デ« ┮┏ﾖ ┢ﾖけ ろ┣ﾗす ┷むむﾔ┕┍ジす
 ┤ﾒ┕ﾏ ┧ﾛるぬな らけ ら┕ﾝ┋┏ﾔるな め┕┻ける .»┗┇┋ﾗす ┱ﾟﾘ
 ┶┋ﾒ ┕ﾙ┕ﾚ┤ﾈ« ┘ﾙ┕ﾖ ┴ﾉ┕┌┋ﾖ らさ ┴ﾗ┵┉ﾗ そな┕┎━ﾗす
 ぃ»┗ジ┒ジす た┕ﾈす┣┆ﾗす ┬┏┌ﾋ ┶┋ﾒ わ す┢ﾚ┕むむﾏる そ┕┏ゴす
 ┶┋ﾒ きす┵┄ﾙ》す ┩むむﾔぬ ┴ﾙけ ┱ﾈ┕┉ジす ┷ﾔ すな┢むむ━ﾘ
 ┴ﾉ┢┏│ﾕ ┱むむ┆ﾋ ┕ﾘ ┰むむﾗに らす す┤むむﾝﾞ┆ﾘ ぃ┲むむﾗ┟す

 .»┗┏ﾙ┕ヮﾙさ«
 ┤┃ヰﾞむむﾎす ┱ﾌす┤ﾗす ┯┏┉むむﾏ ┧ﾛるぬな ┢むむ┌ﾌけ
 ┗┏┍┏┄むむヮ┋┈ﾗす ┷┻すぬ┟す ┶むむﾗさ そ┤┏ﾍ┟す ┴むむﾉぬ┕ﾛね
 ┳ﾘ す┤┏ﾟﾖ らけ ┶むむﾗさ ┕ﾞﾔ》 ぃ┤┃ﾍ┟す ┪むむザす ┱ﾍすな
 【ﾞﾘす ┢ﾕ ┴ﾙけ ┷━ﾉ ┘ﾙ┕ﾖ そぬ┕ﾛ┥ﾗす ┰┋ﾉ ┱┏┾┕┈ﾉ
 ら┕ﾖ ┴ﾙけ ┶むむﾗさ す┤┏むむ━ﾘ ぃ┱┏ﾌ┤ﾗす せ┕ﾝむむﾎけ ┱┊ﾈ

  .ます┢ﾈ】す ┶┋ﾒ ┴ﾉぬ┢┉ﾈ ┴ﾞヰ┾ ┳ヰﾞデ
 ゆ┵ﾌ ┳ﾛ┤┏│ﾕ ビ┌┋┏┈ﾗ ふ┤ﾒ ┴┋┋ヱﾉ ┱┈ゴす
 そねるぬな ┳ﾎ┵ﾎ ┗ﾋ┤ヱ┌┋ﾗ ┱ﾌす┤ﾗす ┤ﾒ┕━ﾗす そ┕┏ﾌ
 ┘┄┉ﾞﾗす れ┤ﾍける ┱ﾌす┤┋ﾗ ┗むむデ┢ﾕ すぬ┵┾ ┕┍┌┃ﾉ
 ┤ﾝﾒ ぃら┕┌ﾒ ┷ﾔ ┴ﾝﾞﾖ ┬┏ﾕ┵ﾉ た『むむ┈ﾌ ゆ『ﾍ ┷ﾔ
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 ┱┏ﾎぬ┕ﾘ ┶┉┏ﾎ┵ヅ ┗ﾗ┵┌ヰﾘ ┗┈ﾟ┊ﾘ ┢ﾚ┕━ﾘ
 らす┢ﾋる ┷むむﾔ す┤┈ﾌ ┤むむﾟﾖ┟す ぬ┕┆むむ━ﾗする ┗むむ┈┏┋ﾍ

.りぬ┵┎┌ﾋ
 ぃ»┗┈┏┋ﾍ ┱┏むむﾎぬ┕ﾘ ┗┏ギ« ┘ﾙ┕ﾖ ┱┈ゴす そるぬに
 ぇぉぅぅ ┶┋ﾒ なすね ぬ┵むむ┎┌ﾋ ┯むむ┏┈│ﾞﾈ ┕┆ぎ┏むむ━┌ﾔ
 て┤ヮジす ┗ﾝむむ━ﾍ ┶ﾗさ ┗┈┏┋ﾍ ┢┆┾ ぃ┨ヱむむﾏ
 ┴ﾗ『ﾍ ┳ぎゴ ┱むむ┏┌ﾋ ┳ﾘね ┳ﾒ き┕┏むむﾏけ ┴ﾗ┕ﾈ ┷むむﾔる

.そ┢ﾗ┕ﾍ ┢┺┕│ﾕる た┕┏┍ﾓけ ┧ﾛるぬ┢ﾗ ┶┍ﾓる
 ┱┎ﾞむむﾎす ぃ»┢┆ﾈけ るけ ね┵┋ﾗす ┤ﾚ┥ﾖ« らす┵むむﾛな ┳ﾘる
 ビﾈ┑ﾞﾗす ┱むむ┈ヰﾈ ┴ﾞﾖぬ┕むむ━ﾘ たす┤むむ┉ﾔ ┗むむ┈┏┋ﾍ
 ┕ﾚ┥ ぎ┎ﾋ ┷むむﾞﾗす »┶むむ┈┍ジす ┷むむﾔ ら｠す« そ┢むむ┏│┉ﾈ
 ┲ﾗる ぃ┴┍┏ﾈ┑ﾉ ┱むむ┈ﾌ ┷ﾔ ┧ﾛるぬ┢ﾗ ┗ﾛ┢ﾚ ら┵むむ┊ﾞﾗ

:┕ﾚ┕┍ﾓ らけ ┴ﾗ ┯ﾝヮﾛ
 ぃ が┘┏ﾝﾗす ┷ﾔ ┲┆ﾙ ..┶┈┍ジす ┷ﾔ ぃら｠す

 ゐ┬ﾛ┤ﾎ ゐ┤ ぐ┌ ゎﾒ ┳ﾘ ゑビ ぎ゙ ヮﾗす ┷ﾔ
 .»┰ﾗ ゑ┬┌ ┝━ﾗす らる┢ﾕ┵ﾛ

 ┗ﾗ》なる ┗ﾓ『ﾈ ┤ﾟﾖ┟す ┬┄┉ジす ┶ﾗさ ┱│ﾛ らけ ┶ﾗさ
 ... ゎた┤┃ﾌ ┕ﾙける ┷┍ﾞ│ ゑ┉ゑﾙ :せ┕むむ┏┇┋ﾗ ぐ┱ゎﾕ« き┕┎ﾈる

.»! ぐ┰ゑ┋┌ﾖゎ┟
 ぃわ┕┏ﾗ┕ﾒ ぬ┵┎┌ゲす ┯むむ┈┾ ぃな┵ﾒ ┗ﾈ┤┻ ゆるけ ┬むむﾘる
 ┕┎┅┈ヰﾛ ┷ﾞﾗす »┕ﾞﾛぬ« ┗┏┍ﾓけ も『┄ﾙす ら『ﾒさ ┷┎ﾔ

:┖┋ﾕ ┤┎ﾑ ┳ﾒ
 ┗┏ﾕ┢┍ﾈ ┷ﾙ┵┏ﾒる ┕ﾞﾛぬ ビﾈ«
 ┷┍ヰ┍ﾛ ┕ﾞﾛぬ め┤┆ﾛ ろ┣ﾗする

 .»┗┏┋ヮ┆ﾗす ら┵┏┆ﾗす ┷ﾔ ┴ﾗ】 ┷┋│ﾛる
 ┶┍ﾓ ┕┃ﾛけ ┧ﾛるぬな ┴┆┌ﾎ らけ ┯ﾝむむヮﾛ ┲ﾗ ┕ドる
 ┪ヰﾛ よ┕むむ┌ゴす ┤┏┄ﾛ« ┳むむﾘ ┕むむ┆┄┉ﾘ ┗むむ┈┏┋ﾍ
 ┫むむ┈ヰﾛ らけ ぬ┵むむ┎┌ゲす ┖むむﾗ┕ﾐ ┷むむﾞﾗす »よ┕むむ┌ゴす

.┘ﾔ》 ┷┍ゴ ┬ﾛ┵┍ﾞﾈ ┴┆ﾘ ┕ﾚなな┤ﾛる ┴ﾞﾘ┢┉ﾘ
 ┱┏むむﾎぬ┕ﾘる ┧ﾛるぬ┢ﾗ ┗ﾔる┤┆ジす た┕┏┍ﾓ┟す ┳ﾘる
:┕┎┍ﾘ ┷ﾞﾗす ぃ»┰┏┋ﾒ よ『ﾎ ┰┏┋ﾒ よ『ﾎ« ┶┍ﾓ

 ┖┏┋ﾌ な『ﾝﾗす ┖むむ┏┋ﾌ ┰┍ﾘ せ┤むむﾏ┟ ┷┍ﾛ┢ﾗ«
な『ﾝﾗす

 ┕┏ﾝ┾ ┶┉ﾈける ┰ﾛ┢ﾒ┕むむﾎ ┶┋ﾒ わ┕むむ┏ﾝ┾ ┶┉ﾈける
.»┳ﾛ┢ﾈ｠す ┢ﾈけ ┶ﾗさ

 ┬┏┏━ﾞﾈ ┴ﾉ┤┉ﾔ ┘┏┅ﾌ ろ┣ﾗす ┗┈┏┋ﾍ ┲ﾞﾍる
 »┷ﾘけ ┥ﾝﾍ« むむむﾈ ┱┈ゴす ぬ┵┎┌ﾋ ┳ﾘ ┷┺┕┍ﾟﾞむむﾎす
 ┤ﾒ┕むむ━ﾗす そ┤┏むむヮﾘ ┷むむﾔ そ┤┏┎むむ━ﾗす ┗むむ┏┍ﾓ┟す

:ら┕┍┈ﾗする
┷ﾘけ ┥ﾝﾍ ┶ﾗさ ┳ﾌけ«

 .. ┷ﾘけ そ┵┎ﾕる
.. ┷ﾘけ ┗ヮジる

┗ﾗ┵┈┄ﾗす ┷ﾔ ┤ ゎﾝ┊ﾉる
よ┵ﾛ ぬ┢┾ ┶┋ﾒ わ┕ﾘ┵ﾛ
┷ﾙ┟ ろ┤┌ﾒ ┯━ﾒける

ぃ┘ﾘ すにさ
.»!┷ﾘけ ┬ﾘな ┳ﾘ ┱｀ﾍけ

 ┱ﾈ ぃ┘デ ┲むむﾗ ┗┏ﾒす┢ﾈさ ┗むむﾘ┕┉ﾖ な┵むむ┌ヰﾘ«
 ぃわす┤┏ﾝﾖ わ┕むむ┏ﾈなける わ┕むむ┏ﾔ┕┉ﾊ わ┕ﾒる┤むむ━ﾘ ┕┍ﾗ ┮むむ┋ﾍ
 ┲┌┆ﾛ ┷ﾖ ┴ﾈ よ┕むむ┌ﾞﾚ》する ┴ﾞ┋┾す┵ﾘ ┕むむ┍┏┋ﾒ
 ┷ﾔ ら┟ ぃ┲むむﾗ┕┆ﾗす ┶むむﾗさる .┤ﾍ｠す ┶むむﾗさ ┱むむ│ﾛる
 ろ┵┃┎ﾙ まる┤むむ━ﾘ ぬる┣むむﾈ ┧むむﾛるぬな まる┤むむ━ﾘ
 ┕┍ﾙけ ┢┉ﾞﾒけ ┕ﾙ┑ﾔ ┷ﾗ┕ﾞﾗ┕ﾈる ぃよな┕ﾕ ┷ﾈ┤ﾒ ┷むむﾔ┕┉ﾊ
 ┳┋┆ﾙ ┱ﾈ ぃ┴┍ﾈ┒ﾙ るけ ┧むむﾛるぬな な┵┌ヰﾘ ┷むむﾊ┤ﾙ 》
 わ┕ﾝﾛ┤ﾕ ┳┋┆ゎ┏むむﾎ す┣┎ﾗ ぃ┕むむ┍┏ﾔ りぬす┤┌ﾞむむﾎす ┳ﾒ
 き┷┋ﾘ よ┕むむﾒ ┵ﾚる ぃ┧ﾛるぬな な┵むむ┌ヰﾘ よ┕むむﾒ ┳ﾒ
 す┣┎ﾈ ┗ﾕ『ﾒ ┕┎ﾗ ┷ﾞﾗす ┗┏ﾔ┕┉ﾟﾗす ┗┄むむ━ﾙ┟┕ﾈ

»┴┍ﾒ ち┢ヰﾞﾙ ろ┣ﾗす まる┤━ジす

)┷ﾙなぬけ ┤ﾒ┕ﾏ( ろる┕┌ﾎ ┦ﾛ┤ﾋ



ょぇ

املف

 ろ┤┊┈ﾗす へ┕━┍ﾗす ┳┌┻ -そ┢ﾛ┢ﾋ よ『ﾕけ -ら┕┌ﾒ
 ┢ﾝﾒ ┗ヮﾎ┒ﾘ りな┵┉ﾉ ろ┣ﾗす ┤┌ﾞヮジす ┷ﾔ┕┉ﾟﾗする
 ┷ﾔ┕┉ﾟﾗす れ┢むむﾞ┍ジす ┳┃ﾞﾌす ぃら┕ﾘ┵むむﾏ ┢むむ┏┌ゴす
 ┱ﾌす┤ﾗす ┳むむﾒ ┗ﾛ┢┉ﾙ ┗ﾛ┤┊ﾔ そる┢むむﾙ ┕┎ﾗ ┬むむﾈ┕ﾞﾗす
 ┴ﾈ ┱┎ﾞむむﾎす ┧ﾛるぬな な┵┌ヰﾘ ┤ﾒ┕むむ━ﾗす ┤┏ﾝ┊ﾗす
 ┢┆ﾈ ┗むむ┏ﾔ┕┉ﾟﾗす ┴ﾉ┕ﾐ┕むむ━ﾙ ┚むむﾘ┕ﾙ┤ﾈ れ┢むむﾞ┍ジす

.┤┏│ﾕ ま┕┄┉ﾙす
 れ┢ﾘ ┶┋ﾒ た┤┌ﾞむむﾎす ┷ﾞﾗす ┗ﾛ┤┊┈ﾗす そる┢むむ┍ﾗす
 つすぎぬな ┱│┏ﾔ .な ┢ﾕ┕┍ﾗす ┕┎むむﾎけ┤ﾉ た┕ﾒ┕むむﾎ ち『ﾊ
 ┗ﾗ┵┎むむﾎ ┗ﾛ┢┉┍ﾗす ┴ﾞﾕぬる ┷ﾔ ┯┄┍ﾞむむﾎす ろ┣ﾗす
 ┕┎ﾞﾈ┵┆┾る ┤┏ﾝ┊ﾗす ┱ﾌす┤ﾗす ┗ﾛ┤ﾒ┕ﾏ ┳ﾒ ┙ﾛ┢ゴす
 ┗ﾘ┕ﾕ ┖ﾌ┕┾ ┴ﾙ┑ﾈ ┴むむ┈┾る ┕┌┏ﾔ ┢ﾌする らく ┷むむﾔ
 そぬ┢ﾕ ┖ﾝむむヮﾈ ┷ﾙ┵ﾖ ┤ﾒ┕むむﾏる ┗┏ﾗ┕ﾒ ┗ﾛ┤┆むむﾏ
 ┳ﾛ┢┎┄┃ジす ま┕むむﾋるけ へ┕ﾝ┍ﾞむむﾎす ┶┋ﾒ ┧ﾛるぬな

.ふぬ┟す ┷ﾔ ビﾈ┣┆ジする
 ┴むむﾞﾕぬる  ┷むむﾔ  つすぬな  ふ┤┆ﾞむむﾎす  ぃ┰むむﾗに  ┶むむﾗさ
 ┲ﾓぬ ┱┏ﾌ┤┋ﾗ ┖むむﾚ┑ﾞﾛ ┲ﾗ ┧ﾛるぬな« ┗ﾘ┵むむﾎ┵ジす
 ぃ»┱ﾌ┤ﾛ らけ ┱ﾝﾕ ┴┋┌ﾒ ┥ガける ┴ﾗ ┱ﾛ┵┄ﾗす りぬ┕┅ﾞﾙす
 ┧ﾛるぬな らけ す┢むむﾖ┒ﾘ り┤┆むむﾏ ┷ﾔ ┱むむﾌす┤ﾗす ┤むむ┊ﾔ
 そ┕┏ﾌ ┤┆━ﾗす ら┑ﾈ ┳ﾘ┒ﾘ ┴ﾙ┟ す┤┆ﾏ ┴ﾉ┵ﾘ ┖ﾞﾖ
 のぬ┕ﾘ ┢ﾕ り┤┆むむﾏ らけ ┶ﾗさ す┤┏むむ━ﾘ ぃま┢ﾝﾘ ┱┊ﾗ
 ビﾒ┵ﾙ »ビ┄むむヮ┋ﾔ ┳ﾘ ┯むむﾏ┕ﾒ« ┴ﾙす┵ﾛな ┣むむ┍ﾘ
 ┗┏ﾙ┵┏┎│ﾗする ゆ『ﾞﾌ》す ┗むむﾘる┕┉ﾘえ┗ﾘる┕┉ジす ┳ﾘ
 へ┕┄ヰﾙ》する ゆす┣ﾞﾈ》する きろな┤ﾗす ┤┆━ﾗす ┗ﾘる┕┉ﾘる
 ┧ﾛるぬな ┢┺┕│ﾕ ┳むむﾘ ┢ﾛ┢┆┋ﾗ つすぎぬな ┱むむ┏┋ギ ┤ﾝﾒ

.┗ﾛ┤┆━ﾗす
 ┧ﾛるぬな ┮むむ┾る ら┵ﾗる┕ヰﾛ ┳むむﾘ つすぎぬな ┮むむ┾るる
 ┰ﾗに ぃ»┶┉┌ゴ┕ﾈ« ┢ﾌする ┱┊むむﾏ るに ┤ﾒ┕むむﾏ ┴ﾙ┑ﾈ

بن �أور�ق �مفكرين ي �شومان

دروي�ض حٌي ي ح�شرة �لغياب

  *た┕┏┄┆ﾗす ┤┌ﾒ :┤ﾛ┤┉ﾉ
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 そ┤┊┈ﾈ ┕むむﾙ┵ﾞ┈ﾘ ら┕ﾖ ┴むむﾛけぬ ┖むむヮﾌ ┧ﾛるぬな らけ
 た》┕ゴする た┕┃ﾕ┕┍ﾞﾗす ┳ﾘ ┗┋┌ﾋ ら┕ﾖる ┤┏┏┇ﾞﾗす

.┗┏ヮゴす ┗ﾛ┤┆━ﾗす
 ┡┏むむ━ﾗす ┱┏┋ﾍ ぬ┵ﾞﾖ┢ﾗす ゆる┕むむ┍ﾉ ぃ┴ﾞ┎ﾋ ┳ﾘ
 ゆる┟す ぃビ┏むむヮ┏┺ぬ ┳ﾛ┢┆ﾈ ┗むむﾛ┢┉┍ﾗす ┴ﾞﾕぬる ┷むむﾔ
 ぃ┧ﾛるぬな ┢┾ぬ ┖ヮﾌ な『┏ジする た┵ジす ┷ﾞ┅ゴ ┳ﾒ
 り┤┆むむ━ﾗ ┗ﾈぬ┕┉ﾘ ┬ﾘ ┧ﾛるぬ┢ﾗ ┗ﾙぬ┕┉ﾘ ┷ﾙ┕ﾟﾗする
 め┥┍ﾞヮﾛ ┤┏ﾍ┟す ┢┆ﾝﾗす らけ ┡┏━ﾗす ┢┏ﾖ┑ﾉ ┲ﾓぬ
 ┡┏むむ━ﾗす ┠ﾞﾞﾔする ぃ┳ﾛ┤┊┈ジする な┕むむ┉┍ﾗす たすぬ┢むむﾕ
 ┢┆ﾈ ┨┉┍ﾗ┕ﾈ ろ┤┆━ﾗす ┲ﾗ┕┆┋ﾗ ┴┈┾┵ﾈ ┴ﾟﾛ┢ﾌ
 ┢┍ﾒ ┧ﾛるぬな ┮ﾕ┵ﾉ ┢むむ┉ﾗ« ゆ┕ﾕる ぃ┧ﾛるぬな ┱┏ﾌぬ
 ┴ﾉ┢┏│ﾕ ┷ﾔ ┶ﾗる┟す たす┤むむﾘ ち『ﾊ ┴ﾉな》る ┗┅ゴ
 »┗むむ┌┏ﾓ ろ┢むむﾛ ビむむﾈ« ┷むむﾔ ┗むむ┏ﾙ┕ﾟﾗする »ふぬ┟す«
 ┗ﾛ┤┌ﾒ ┱ﾌす┤ﾘ ┶┋ﾒ »な┤┍ﾗす ┖ﾒ》»┷ﾔ ┗ﾟﾗ┕ﾟﾗする
 ┗┅ゴ ┢┏ヮ｀ﾞﾗ ┕┌┺すな ┶┆ヮﾛ ら┕ﾖる ぃ┗┈┋ﾞヱﾘ
 ┗ﾛ┤ﾚ┵ゲす た》┵ヰﾞﾗ┕ﾈ ┗むむ┄ﾝﾉ┤ﾘ ら┵┊ﾞﾗ ┴ﾉな》る
 ┢ﾕ ┷│ヱむむ━ﾗす た┵ジす ┦ﾋ┕ﾚ ら┕ﾖる ┴┍ﾐる ┷ﾔ
 な┤ベ ┕ﾘ┢┍ﾒ ぇういょ よ┕ﾒ ┣┍ﾘ り┢┺┕│ﾕ ┶┋ﾒ ┱ﾐけ

.»┴┏┋ﾒ ┴ﾝ┋ﾕ
 ┴ﾉきす┤ﾕ ┲┏むむヮ┉ﾞﾈ よ┕むむﾕ ┢むむﾕ ┡┏むむ━ﾗす ら┕ﾖる
 ┗ﾊ『ﾊ ┶むむﾗさ ┧ﾛるぬな ┤┆むむ━ﾗ ┗むむﾘ┕┆ﾗす ┗むむﾛ┢┉┍ﾗす
 ふ┤┆ﾞむむﾎす ろ┣ﾗす ┳ﾛ┵┊ﾞﾗす ┤┈むむﾎ( ┷ﾚ きす┥むむﾋけ
 ┧ﾛるぬな ┕┎ﾘ┢ヱﾞむむﾎす ┷ﾞﾗす ┗┏┍┈ﾗす ね┵ﾘ┤ﾗす ┴┏ﾔ
 ┧ﾛるぬな ┕┎┏ﾔ つ┥ﾘ ┷ﾞﾗす ┗┋ﾌ┤ジす つる┤ザす ┤┈むむﾎる
 ┲ﾗ┕┆ﾗす す┣┎ﾗ れ┤ﾍけ ┗ﾛこぬ よ┢┉┏ﾗ な┤ペ┕ﾈ ┷ﾘ┵┏ﾗす
 ┕┎┏┋ﾒ ┯ぎ┋ﾒ ┕┌ﾖ るけ ┗むむﾔ┤┆ジす や『ﾞﾘす ┗むむ┋ﾌ┤ﾘる
 ┢┏━ﾙる ┗┆ﾘ┕ゲす ┤┈ﾎ»むﾈ ┷ﾝﾒ┥ﾗす な┕ﾛね ぬ┵ﾞﾖ┢ﾗす
 らけ ┴ﾗ┵┉ﾈ ┴ﾟﾛ┢ﾌ ┡┏むむ━ﾗす ┲ﾞﾞﾍする ぃ»き┕むむ━ﾙ】す
 そ┕ﾙ┕┆ジする ┗┆ﾞジす ビﾈ ┕ﾘ ┬┌グ ┧ﾛるぬな ┤┆ﾏ そきす┤ﾕ

.┗ﾛ┤┆━ﾗす ┴ﾉ》》な ┗┉ﾌ『ﾘ ┗ﾗる┕ヰﾘ ┷ﾔ
 ┗ﾛ┥ﾘ┤ﾗす たるぬ┕ﾈ ゆ┕┌ﾋ ろぬ┵ヮﾗす ┢ﾕ┕┍ﾗす ゆる┕┍ﾉる

 ぬ┕ﾏける ┧ﾛるぬな な┵┌ヰﾘ ┤┆ﾏ ┷ﾔ ┗┏┊┏ﾘ┕┍ﾛ┢ﾗす
 り┤┏ﾟﾉ ┕ﾘる り┤┆むむﾏ ┷ﾔ ┗┏ﾗ》┢ﾗす ぬ┵│ﾗす ┱ﾖ ┶ﾗさ
 ┗ﾛ┢┉┍ﾗす ┴ﾞﾕぬる け┢ﾞﾈするぃ ┤ﾒ┕むむ━ﾘる ┮ﾐす┵ﾒ ┳ﾘ
 ┷ﾔ ┧ﾛるぬな ┤┆むむﾏ ┷ﾔ ふぬ┟す ┗ﾛ┥ﾘ┤ﾗ ┗むむﾈぬ┕┉ヅ
 ┕┎┈┾る ┕むむ┌ﾖ ┕┎ﾙ┟ »┗むむﾛね┵┌ﾞﾗす そ┢むむ┏│┉ﾗす«
 ┷ﾞﾗす ┗ﾟﾛ┢ゴす ┗ﾛ┤┆━ﾗす ゆ┕┊むむﾏ┟す ┶ﾗるけ たるぬ┕ﾈ
 ┶ﾗさ ┷┌┏むむヮ｀ﾞﾗす れ┵ﾞむむヮジす ┳ﾘ ふぬ┟す ┣ﾍ┑ﾉ
 ふぬ┟す らけ す┢ﾖ┒ﾘ ろな┵ﾋ┵ﾗす ┷ﾙ┕┏┊ﾗす れ┵ﾞむむヮジす
 ┶ﾗさ ┕┎ﾗ┵ﾌ らけ ┢┆ﾈ ┤ﾒ┕むむ━┋ﾗ そぬ┵┄むむﾎけ た┢ﾓ
 ね┵ﾘぬ ビﾈ ┕ﾘ たるぬ┕ﾈ ┱┉┍ﾉる ぃ┴ﾝ┆むむ━ﾗ ┷ﾘ┵ﾕ ┥ﾘぬ
 ┕┍┏ﾝﾘ ぃ»ふぬ┟す« そ┢┏│ﾕ ┷ﾔ ┗ﾛ┤┆━ﾗす ┧ﾛるぬな
 ┷ﾔ ┶┍┆ジする そぬ┵むむ│ﾗす ビﾈ ┗ﾕ『┆┋ﾗ ┴むむﾞﾕぬる ┷ﾔ
 ┨┋ヱﾘ ┤ﾒ┕ﾏ ┴ﾙ┑ﾈ り┕ﾛさ ┕┈┾する ┧ﾛるぬな ┤┆むむﾏ

.┗┏┈ヮ┋┈ﾗす ┗ﾛ┤┆━ﾗす ┴ﾞﾛこ┤ﾈ ┴ﾞﾘける ┴ﾝ┆━ﾗ
 ┷ﾔ ┷ﾝﾒ┥ﾗす な┕むむﾛね ぬ┵むむﾞﾖ┢ﾗす ┢むむﾕ┕┍ﾗす ┴むむﾋ┵ﾉる
 »た┵ジす そ┤┃ﾌ ┷ﾔ そ┕┏ゴす ┶┋ﾒ ┩ﾝ┉ﾗす« ┴ﾞﾕぬる
 ふ┤┆ﾉる ┧ﾛるぬな ┤┆むむﾏ ┷ﾔ た┵ジす ┗┈ヮ┋ﾔ ┶ﾗさ
 ┴┎ﾋす┵ﾛ ろ┣むむﾗす )┱むむﾞ┉ﾗす( た┵むむジす ┶むむﾗさ り┤┆むむﾏ
 ビﾈ ┯┏ﾕな り┕ベ や┕┍┎ﾔ ┷ﾝﾒ┥ﾗす ┖ヮﾌる ぃ┴ﾝ┆ﾏ
 ┴┎ﾋす┵ﾛ ろ┣ﾗす ┰ﾗにる ┧ﾛるぬな ┴┎ﾋする ろ┣ﾗす た┵ジす
 ┴━ﾕ┕ﾙる た┵ジす ┴ﾋする わ┕むむ━ﾛるぬな らけ ┰ﾗに え┴ﾝ┆ﾏ
 ┖┆むむ━ﾗす ┱┆┈ﾛ す┣┊ﾚる ┴┏┋ﾒ ┤│ﾞﾙする りぬる┕ﾌる
 ┧むむﾛるぬな  らけ  ┶むむﾗさ  す┤┏むむ━ﾘ  ぃ┷┍むむヮ┄ヮ┋┈ﾗす
 た┵ジ┕ﾈ ┗┄ﾝﾉ┤ジす ひ┵│┍ﾗす ┬┌｀ﾛ らけ ま┕┄ﾞﾎす
 ┕┌┏ﾔ ┗┆┺す┤ﾗす ┴むむﾞﾛぬす┢｀ﾈ つ┤むむヱ┏ﾗ ┕ﾚ┤┏┄┉ﾉる
 ┤┏ﾟ┊ﾗす らけ ┴むむﾟﾛ┢ﾌ ┷ﾔ ┷ﾝﾒ┥ﾗす め┕むむ┻ける ぃ┢むむ┆ﾈ
 ┯┏ﾊる へ┕ﾝﾉぬす たすに り┤┆むむﾏる ┧ﾛるぬな ┳ﾛる┕┍ﾒ ┳むむﾘ
 ┬ﾎす┵ﾗす ┧ﾛるぬな ま『ﾐす ┢┆ﾈ ┗┾┕ﾍる ┗┈ヮ┋┈ﾗ┕ﾈ
 ┗┈むむﾎ『┈ﾗす ぬ┕ﾝﾖ ゆ┕むむ┌ﾒける ┗┈むむヮ┋┈ﾗす ┶むむ┋ﾒ

.┦ﾛぬ┕ﾈ ┷ﾔ りな┵ﾋる ┢┍ﾒ ビ┏ヮﾙ┤┈ﾗす
 ビ┈┉ﾟジす ┳ﾘ ┴ﾞﾕぬる よ┕ﾞﾍ ┷ﾔ ┷ﾝﾒ┥ﾗす ┶むむ┍ベる
 ┴┏ﾗさ ┲ﾚな┵┉ﾉ ┧ﾛるぬな ひ┵│ﾙ す┵ﾖ┤ﾞﾛ らけ な┕┉┍ﾗする
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 ┗ﾛ┤┆むむ━ﾗす り┢┺┕│ﾕ ┶┋ﾒ ┯┋むむヮﾞﾗす ┳ﾒ す┢┏┆ﾈ
.┯┈ﾉす ┕┌ﾖ ┕ﾚ┤┏ヮ┈ﾉる

 ┠ﾗ┕┾ ろ┤むむヱﾔ ┷ﾔ┕ヰ│ﾗする ┢むむﾕ┕┍ﾗす ゆる┕むむ┍ﾉる
 まる┤むむ━ジす »┧ﾛるぬな な┵┌ヰﾘ た》┵ギ« ┴ﾞﾕぬる ┷ﾔ
 りぬ┵┋ﾝﾛ ┱むむﾑ ろ┣ﾗす ┤┏ﾝ┊ﾗす ┷むむﾔ┕┉ﾟﾗす ろぬ┕むむ┃ゴす
 ぬ┕ﾏける ┢ﾛ┤┈ﾗする ひ┕ザす ろ┤┆━ﾗす ┴ﾉ┵│ﾈ ┧ﾛるぬな
 ┳ﾘ ┤ヱﾝﾉる ┕ﾛ┢┏ﾋす┤ﾉ ら┕ﾖ ┧ﾛるぬな ┱┏ﾌぬ らけ ┶むむﾗさ
 ┬ﾛぬ┕むむ━ジ ┴ﾈ ┢┆ﾛ ら┕ﾖ ろ┣ﾗす ┘ﾕ┵ﾗす ┷ﾔ ┕┍ﾉ┕┏ﾌ

.┠ﾗ┕┾ ┖ヮﾌ ┗┌ヱ┻
 た『ﾔ‒ﾗ そ┤┏ﾟ┊ﾗす ┧ﾛるぬな た》る┕ヰﾘ ┶ﾗさ も┤┄ﾉる
 きす┤┆ﾏ»むﾈ ┶ ぎ┌ヮジす ろ┤┆━ﾗす ┖ﾗ┕┉ﾗす ┤ﾎけ ┳ﾘ
 そぬす┢｀ﾈる ま┕┄ﾞむむﾎす ┱ﾌす┤ﾗす らけ ┢ﾖける ぃ»┗ﾘる┕┉ジす
 ┕ﾛ┢┏ﾋす┤ﾞﾗす ┳むむﾒ ろ┤むむ┏ﾝ┆ﾞﾗす ゆ┢むむゲす ┯むむ┉ヰﾛ らけ
 ┱┊むむ━ﾗ ┲┺す┢ﾗす り┤ﾛ┵┄ﾉ ┬むむﾘ ┗┏┍┏┄むむヮ┋┈ﾗす
 てる┤┋ﾗ ┴┋┏ﾟベ ┤ﾝﾒ ┗ﾟﾛ┢ゴす ┗むむ┏ﾈ┤┆ﾗす そ┢┏│┉ﾗす
 ┷┍┏┄ヮ┋┈ﾗす そぬ┵┾る ┗ﾝﾚ『ﾗす ┗┏┍┏┄むむヮ┋┈ﾗす

.なぎ┤━ジす
 ┘ﾔ『ﾗす ぬ┵むむ┃ゴす ┗むむベ┕ザす ┷むむﾔ ふ┤┆ﾞむむﾎする
 ┧ﾛるぬな ┤┆むむﾏ ┷ﾔ ┴むむヮﾋ┕ﾚる た┵むむジす ┗むむ┌┏ﾟﾗ
 ┤ﾊ┟« 》┵┾る »┗ﾛぬす┢ゲ┕ﾈ« すき┢ﾈ そ┤むむ┏ﾍ┟す そ┤ﾞ┈ﾗ┕ﾈ

.»な┤┍ﾗす ┖ﾒ》»むﾈ わき┕┎ﾞﾙする »┗ﾏす┤┈ﾗす
 らけ ┴ﾙ『ﾒ┓ﾈ そる┢むむ┍ﾗす つすぎぬな ┱むむ│┏ﾔ.な ┲むむﾞﾞﾍする
 ┲ﾞ┏むむﾎ ┗ﾘ ぎ┢┉ジす ┗ﾛ┤┊┈ﾗす ┕むむ┎ﾗ┕┌ﾒけ ┬むむ┏┌ﾋ
 ┢ﾝﾒ ┗むむヮﾎ┒ﾘ ┱ﾝﾕ ┳ﾘ せ┕むむﾞﾖ ┷ﾔ ┕ﾚ┤むむ━ﾙ

.ら┕ﾘ┵ﾏ ┢┏┌ゴす
 わ すぬ┵むむ┃ﾌ たな┢┎むむﾏ ┢むむﾕ そる┢むむ┍ﾗす らけ ┤むむﾖ┣ﾛる
 ┷ﾔ わ┕ﾝ┏ﾌ┤ﾉ ┘むむﾕ》る わ┕むむﾞﾔ》 わ┕┏ﾈ┕ﾝむむﾏる わ┕むむ┏デな┕ﾖけ

.ビ┌ﾞ┎ジす へ┕ﾎるけ

 ┴ﾙけ れぬけ ぃ┖むむ┺┕ﾓ ┴ﾙけ ┶┋ﾒ ┢むむ┆ﾈ ┢ﾞﾒけ ┲むむﾗ«
 ┱┌ﾋけ ┕ﾙ┤むむヮﾍ ┕┍ﾙけ ゆ┵ﾕける ぃらする┟す ┱むむﾝﾕ ぬな┕ﾓ
 ┲ﾗ┕┆┋ﾗ ┗むむ┏ﾈ┤┆ﾗす ┗ﾔ┕┉ﾟﾗす ┕むむ┎ﾞﾘ┢ﾕ ┗むむﾛ┢ﾚ
 ┷ﾙ┑ﾈ ゆ┵ﾕける ぃ┗むむ┏ジ┕┆ﾗす ┗ﾔ┕┉ﾟﾗする そぬ┕むむ┃ヰ┋ﾗる
 ┯┉ヰﾞﾉ らけ ┶┍ベける ぃふ┵┆ﾛ 》 ┕┉ﾛ┢┾ た┢むむ┉ﾔ
 せ┕ﾝ━ﾗす ┤┌ﾞむむヮﾛ ら┑ﾈ ┶ﾗる┟す な┵┌ヰﾘ ┗┏┾る
 きす┤┆むむﾏ ┬┋┄ﾛ らける ┧ﾛるぬな な┵┌ヰﾘ そきす┤ﾕ ┷ﾔ

 »な┵┌ヰﾘ そ┢┏│ﾕ ら┵┋┌┊ﾛ

)┷ﾙ┕┍ﾝﾗ ┤┊┈ﾘ( ┷ヮ┋ﾈす┤ﾐ ねす┵ﾔ
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 ┲ﾚけ ┢ﾌける ぃ┗┏┍┏┄ヮ┋┈ﾗす ┗ﾘる┕┉ジす ┤ﾒ┕ﾏ •
 ┳ﾛ┣ﾗす ┳むむﾛ┤┾┕┆ジす ビ┏┍┏┄むむヮ┋┈ﾗす きす┤┆むむ━ﾗす
 ┢ﾌける .┳ﾐ┵ﾗする そぬ┵ﾟﾗす ┤┆むむ━ﾈ ┲┎┌ﾎす ┪ﾝﾉぬす
 ┙ﾛ┢ゴす ┷ﾈ┤┆ﾗす ┤┆━ﾗす ┤ﾛ┵┄ﾞﾈ ┲┎ﾎけ ┳ﾘ ね┤ﾈけ
 つ┥ﾞデ ┧ﾛるぬな ┤┆むむﾏ ┷ﾔ .┴┏ﾔ ┗ﾛ┥ﾘ┤ﾗす ゆ┕むむﾍなさる

.┶ﾟﾙ┟す ┗ﾝ┏ﾝゴ┕ﾈ ┳ﾐ┵ﾗ┕ﾈ ┖ゴす

 ぃそる┤ﾝﾗす ┗ﾛ┤ﾕ ┷ﾔ ぇうゅぇ のぬ┕むむﾘ ぇゃ ┷ﾔ ┢むむﾗる •
 ち『ﾊる き┕┍ﾈけ ┗ヮ┌ﾍ ┳ﾘ ら┵┊ﾞﾉ ┗┋┺┕┆ﾗ .┱┏┋ゲす

.た┕┍ﾈ
 ビむむﾜﾋ『ﾗす  ┳むむ┌┻  そ┤むむﾎ┟す  ┘むむﾋ┤ﾍ  •
 たな┕ﾒ ┲ﾊ ぃら┕┍ﾝﾗ ┶ﾗさ ぇうゅい よ┕ﾒ ビ┏┍┏┄ヮ┋┈ﾗす
 た┕┏ﾕ┕┈ﾉす ┬むむ┏ﾕ┵ﾉ ┢┆ﾈ ぇうゅう よ┕むむﾒ ┗┋┋むむヮﾞﾘ
 ┢むむﾎ┟す ┤ﾛな ┗ﾛ┤ﾕ ┷ﾔ ┘┉ﾈる .┗むむﾞﾕ┒ジす よ『むむヮﾗす
 そ┤ﾞ┈ﾗ ┱むむ┏┋ゲす ┷ﾔ よる┤むむﾖ ┢｀ﾘ そ┢┋ﾈ ゆ┕┌むむﾏ
 そ┢ﾛ┢ゲす ┗むむﾛ┤ﾕ ┷ﾔ ┕ﾚ┢┆ﾈ た┤┉ﾞむむﾎす ぃそ┤┏│ﾕ

.そる┤ﾝﾗす よ┟す ┴ﾞﾛ┤ﾕ せ┤ﾓ ゆ┕┌ﾏ
 ┗ﾛ┤ﾕ ┗ﾎぬ┢ﾘ ┷ﾔ ┷┺す┢ﾞﾈ》す ┴┌┏┋┆ﾉ ┱┌ﾖけ •
 ┗ﾎぬ┢ﾘ ┷ﾔ ろ┵ﾙ┕ﾟﾗす ┴┌┏┋┆ﾉ ┶┎ﾙける ぃ┢ﾎ┟す ┤ﾛな

.┮┏ﾎ┕ﾛ ┤┈ﾖ ┷ﾔ ┗ﾛ┵ﾙ┕ﾟﾗす ┷┍ﾛ
 せ┥ゴす ┮むむヰ┾ ┳むむﾘ ┢むむﾛ┢┆ﾗす ┷むむﾔ ┖むむﾞﾖ •
 »な┕むむギ》す«  ┱むむﾟﾘ  ぃ┷┍┏┄むむヮ┋┈ﾗす  ┷ﾒ┵┏むむ━ﾗす
 ┕わﾔ┤むむ━ﾘ ┢┆ﾈ ┕┌┏ﾔ ┠むむﾝ┾け ┷むむﾞﾗす »┢むむﾛ┢ゲす«る
 そ┢ﾛ┤ﾋ ┤ﾛ┤ギ ┷むむﾔ や┤ﾞむむﾏす ┕┌ﾖ ぃ┕ﾚ┤ﾛ┤ギ ┶┋ﾒ

 »┱ﾘ┤┊ﾗす« ┗┋｀ﾘ ┢┆ﾈ ┕┌┏ﾔ ┦ﾎける .»┤｀┈ﾗす«
.┗┏ﾔ┕┉ﾟﾗす

 ┗┏┋┏┺す┤むむﾎ】す た┕┄┋むむヮﾗす ┱ﾝﾕ ┳ﾘ ┱┉ﾞﾒす •
 ┯┋┆ﾞﾉ ┲┎ﾞﾈ ぃぇうっぇ よ┕ﾒ ┕┎ﾗるけ えそ┤むむﾘ ┳ﾘ ┤ﾟﾖけ

.┷ﾎ┕┏ヮﾗす ┴ﾐ┕━ﾙる ┴ﾉ┕ヰﾛ┤│ﾞﾈ
 ┷ﾞ┏┏ﾔ┵むむヮﾗす な┕ギ》す ┶ﾗさ ぇうあぉ よ┕ﾒ ┴ﾋ┵ﾉ •
 そ┤ﾚ┕┉ﾗす ┶ﾗさ ┕むむわﾜﾋ》 ┕ﾚ┢┆ﾈ ┱┉ﾞﾙする ぃ┗むむﾎすぬ┢┋ﾗ
 ┤ﾛ┤ヰﾞﾗす ┗┌┅┍ヅ ┯ヰﾞﾗす ┙┏ﾌ ┴ﾉすに よ┕むむ┆ﾗす ┷ﾔ
 ┷ﾔ ┱┌ﾒ ┙┏ﾌ ら┕┍ﾝﾗ ┶ﾗさ ┲ﾊ ぃ┗┏┍┏┄むむヮ┋┈ﾗす
 ┗┌┅┍ジ ┗┆ﾈ┕ﾞﾗす た┕ﾎすぬ┢ﾗする ┤━┍ﾗす た┕ヮﾎ┒ﾘ

.┗┏┍┏┄ヮ┋┈ﾗす ┤ﾛ┤ヰﾞﾗす
 ら┕ ぎ┌ﾒる たる┤┏ﾈる ┦ﾛぬ┕ﾈ ビむむﾈ ┴ﾞﾘ┕ﾕさ ┘┋┉┍ﾉ •
 ┙┏ﾌ ┴┍ﾐる ┶ﾗさ ┴むむﾉな┵ﾒ ┱ﾝﾕ れ┤ﾍけ ┲むむ┾す┵ﾒる
 .┴ﾘけ そぬ┕ﾛ┥ﾗ ┠ﾛ┤│ﾞﾈ ビ┄むむヮ┋ﾔ ┶ﾗさ ┱ﾍな ┴ﾙけ
 き┕┃ﾒけ ┩┆ﾈ よ┢むむﾕ や┕┍ﾚ りな┵むむﾋる そ┤ﾞﾔ ┷むむﾔる
 ┕ わﾌす┤ﾞﾕす な┵┎┏ﾗする せ┤┆ﾗす ┷┋┏┺す┤ﾎ】す ┘ヮ┏┍┊ﾗす

.┰ﾗ┣ﾈ ┴ﾗ ┠┌ﾎ ┢ﾕる ぃき┕┉ﾝﾗ┕ﾈ ┴ﾗ て┕┌ヮﾗ┕ﾈ
 せ┕ﾞ┊ﾗす ┗むむ┄ﾈすぬ ┦むむ┏┺ぬ ┖むむ│┍ﾘ ┱┇むむﾏ •

.ビ┏┍┏┄ヮ┋┈ﾗす ビ┏┈ヰ│ﾗする
 ゆ『┉ﾞむむﾎ》す ら『むむﾒさ ┗むむ┉┏ﾊる ┗むむﾈ┕ﾞ┊ﾈ よ┕むむﾕ •
.ぇういい よ┕ﾒ ┤┺す┥ゲす ┷ﾔ ┕┎ﾙ『ﾒさ ゾ ┷ﾞﾗす ┷┍┏┄ヮ┋┈ﾗす

 ┗┌┅┍ジ ┗ﾛ┣┏┈┍ﾞﾗす ┗┍｀┋ﾗす ┳ﾘ ゆ┕┉ﾞむむﾎす •
.┵┋ﾎるけ ┗┏ﾕ┕┈ﾉす ┶┋ﾒ わ┕ﾋ┕｀ﾞﾌす ┤ﾛ┤ヰﾞﾗす

�ل�شاعر حمود دروي�ض ي �شطور
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    ┥┺す┵ゲする ┗┌ﾎる┟す ┳ﾘ ┢ﾛ┢┆ﾗす ゆ┕ﾙ •
:┕┎┍ﾘ ぃダ┤┊ﾞﾗする

 ぇうっう よ┕ﾒ ┦ﾉ┵ﾗ そ┥┺┕ﾋ -
 ぇういぅ よ┕ﾒ ┪ﾎ┵ﾞジす ┤ヰﾝﾗす そ┥┺┕ﾋ -

ぇういぇ よ┕ﾒ ┗┏┍┏┄ヮ┋┈ﾗす そぬ┵ﾟﾗす まぬな -
ぇういぇ よ┕ﾒ ┤┆━┋ﾗ ┕ﾈるぬるけ ┗ﾌ┵ﾗ -

ぇういぉ よ┕ﾒ ┷ﾞ┏ﾔ┵ヮﾗす な┕ギ】す ┷ﾔ ┕┍┏ﾎ ┳ﾈす そ┥┺┕ﾋ -
ぇういゃ よ┕ﾒ ┷ﾞ┏┏ﾔ┵ヮﾗす な┕ギ】す ┷ﾔ ビ┍┏ﾗ そ┥┺┕ﾋ -

 も┕┉ヰﾞむむﾎ》す よ┕むむﾎる ┳むむﾘ ゆる┟す ┮むむ┍│ﾗす -
 ぇううゃ よ┕ﾒ ┦ﾙ┵ﾉ ┷ﾔ┕┉ﾟﾗす

ぉぅぅゃ -ぉぅぅぉ ぃたすぬ┕ﾘ】す ぃ┦ﾛ┵┆ﾗす ら┕┄┋ﾎ そ┥┺┕ﾋ -
ぉぅぅゅ よ┕ﾒ ┗ﾛ┢┍ﾗ┵┎ﾗす のる『ﾖ ┤┏ﾘ┟す そ┥┺┕ﾋ -

 ┳ﾘ ┬ﾈ┕むむヮ┋ﾗ ┷むむヮﾙ┵ﾞﾗす ┷ﾔ┕┉ﾟﾗす よ┕むむﾎる -
ぉぅぅあ ┤ﾝ┌ﾔ┵ﾙ

 ぉぅぅあ よ┕ﾒ ┷ﾈ┤┆ﾗす ┤┆━┋ﾗ そ┤ﾚ┕┉ﾗす そ┥┺┕ﾋ   -
     ┗┏┍┏┄ヮ┋┈ﾗす た》┕│ﾉ》す そぬすねる ┘┍┋ﾒけ ┕┌ﾖ  -
 ┢ﾛ┤ﾈ ┬ﾈ┕ﾐ ┕むむﾚぬす┢┾さ ┳むむﾒ ┷┻┕ジす ね┵ベ ┤┎むむﾏ

.┧ﾛるぬな な┵┌ヰﾘ そぬ┵┾ ┱┌ヰﾛ

┴ﾉ┕┈ﾗ┒ﾘ ┳ﾘ •
 .ぇうっぅ - )┤┆ﾏ( ┗ヰ┍ﾋけ 『ﾈ ┤┏ﾔ┕│ﾒ -

 .)┤┆ﾏ( ら┵ﾞﾛ┥ﾗす もすぬるけ -
 )┤┆ﾏ( ビ┄ヮ┋ﾔ ┳ﾘ ┯ﾏ┕ﾒ -

 .)┤┆ﾏ( ┱┏┋ﾗす ┤ﾍく -
 .)┤┆ﾏ( ┢┏┆ﾈ ┮ﾛ┤ﾍ ┷ﾔ ┲ﾒ┕ﾙ ┤┄ﾘ -

 .)┨│ﾕる ┤ﾐす┵ﾍ( ろな┕┆ﾗす ら┥ゴす た┕┏ﾘ┵ﾛ -
 )┤┆ﾏ( ┷┍┏┄ヮ┋ﾔ て┤ﾋ た┕┏ﾘ┵ﾛ -

 )┤┆ﾏ( ┕┎ﾘ┵ﾙ ┳ﾘ ┩┎┍ﾉ ┷ﾞﾝ┏ﾝﾌ -
 .)┤┆ﾏ( あ ┲ﾕぬ ┗ﾗる┕ヰﾘ -

 .)┤┆ﾏ( ┰ﾝﾌけ 》 るけ ┰ﾝﾌけ -
 .)┤┆ﾏ( ┷ﾗ┕┆ﾗす ┱┅ﾗす ┠ﾛ┢ﾘ -

 .)┤┆ﾏ( ┗┏┍ﾓけ ┷ﾚ ... ┗┏┍ﾓけ ┷ﾚ -
 .)┤┆ﾏ( ┘┋┆ﾔ ┕┌ﾒ ぬ┣ﾞ┆ﾉ 》 -

 .┦┺す┤ﾒ -
 ┱┏┋ゲす ┷ﾔ た┵ベ ┤┏ﾔ┕│┆ﾗす -

 .┯ﾏ┕┆ﾗす ぬ┕ヰﾞﾙす す┣ﾚる ┕┎ﾉ┵┾ ┰┋ﾉ -
 .)┤┆ﾏ( ┤ヰﾝﾗす ┠┺す┢ジ ぬ┕│ﾌ -

 .)┤┆ﾏ( ┳ﾐ┵ﾗす ┳ﾒ き┷ﾏ -
 .ら┕┏ヮ┍┋ﾗ そ┤ﾖすに -

 ┲┋むむヮﾗす ┕┎ﾛけ ┕むむﾒすなる せ┤むむゴす ┕むむ┎ﾛけ わ┕むむﾒすなる -
 .)た》┕┉ﾘ(

 ┢┆ﾈけ るけ ね┵┋ﾗす ┤ﾚ┥ﾖ -
 ぉぅぅっ - )┨ﾙ( せ┕┏┇ﾗす そ┤┃ﾌ ┷ﾔ -

 わ す┢┏ﾌる ら┕│ゴす ┘ﾖ┤ﾉ すに┕ジ -
 )┤┆ﾏ( ┗ﾛ┵ﾚ ┗ﾕ┕┄ﾈ -

 ぉぅぅい - )┤┆ﾏ( ┗ﾏす┤┈ﾗす ┤ﾊけ -
 ぃ ぉぅぅい ┵むむ┏ﾙ┵ﾛ ぇあ( や┤むむ┏ﾓ ら｠す ┣むむ┍ﾘ ┘むむﾙけ -
)┷┍┏┄ヮ┋┈ﾗす ┷┋ﾍす┢ﾗす ┱ﾉ┕┉ﾞﾗす ┕┎┏ﾔ ┢┉ﾞﾙする

 よ┵ﾛ ┗┏ﾖ┤┏ﾘ┟す そ┢ヰﾞジす た┕ﾛ》┵ﾗす ┷ﾔ ┷ﾔ┵ﾉ •
 ┗┏┋┌ﾒ きす┤ﾋさ ┢┆ﾈ ぃぉぅぅい ┦┄ヮﾓけ う ┘ﾝヮﾗす
 ぃブむむﾎ┵┏ﾚ ┷ﾔ ┷ﾝ┄ﾗす ┥ﾖ┤ジす ┷ﾔ て┵ﾞ┈ﾘ ┖┋ﾕ
 ┴ﾉ┕ﾔる ┶ﾗさ たなけ ┗ﾈ┵ﾝ┏ﾓ ┷むむﾔ ┕ﾚ┢┆ﾈ ┱ﾍな ┷ﾞﾗす

.は┕┆ﾙ】す そ┥┎ﾋけ ま┥ﾙ き┕ﾝﾐ┟す ぬ┤ﾕ らけ ┢┆ﾈ
 ┦┄むむヮﾓけ ぇゃ ┷ﾔ れ┤ﾟﾗす ┴ﾙ┕┌ﾟﾋ ろぬる ┢むむﾕる
 ┗┏┌ヮﾉ ┳ﾒ ┳┋ﾒける .┷ﾔ┕┉ﾟﾗす ¨す よすぬ ┤│ﾕ ┷ﾔ
 .┗ﾔ┕┉ﾟ┋ﾗ ┧むむﾛるぬな な┵むむ┌ヰﾘ ┤むむ│┉ﾈ ┤むむ│┉ﾗす
 ┖┆むむ━ﾗす き┕┍ﾈけ ┳ﾘ め》｠す ┴ﾉね┕┍ﾋ ┷ﾔ やぬ┕むむﾏる

.┷┍┏┄ヮ┋┈ﾗす
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ﾋ ら┵┍┈ﾗす た┵ﾘ ┕ﾛ ゑ┰ぐ゙┌┏┆┎┕خت ﾘ┥ﾚ
な『ﾈ ┷ﾔ ┷ﾙ┕ﾓ┟す た┵ﾘ ┕ﾛ ゑ┰ﾞﾘ┥ﾚ

ぃ が┗┍ﾒす┤┈ﾗす そ┤ﾝ┉ﾘ ぃ ぎろ┤│ジす ┗ぎ┋ヮ がﾘ .┳ﾛ┢ﾔす┤ﾗす
┰ぐ゙ ﾘ┥ﾚ ろ┢ﾝ┆ﾘ そぬ┕｀ﾌ ┶┋ﾒ は┵┉┍ﾗす

┰┍┺┕┌ﾖ ┳ﾘ ゑ┘┋ぐﾔける ぃ ぐた┤│ﾞﾙする
...ゎな┵┋ザす

ゎ┢ﾛ┤ﾉ ┕ﾘ ┰ヮ┈┍ﾈ ┬┍┾する ぃ┕┍ﾈ ┬┍┾┕ﾔ

»┗ﾛぬす┢ゲす «
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*┷┌ﾎ┕┉ﾗす ┤┉┾ ┘┍ﾈ ┷ﾓす┵ﾔ
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す わ┢┏ﾌる
┷┎ﾞ┍ﾛ 》 ろ┣ﾗす が┴ﾉ┤┏ ゑﾌ ┱┏ﾗ ┷ﾔ
ぬ┕┅ﾞﾙ》す ┕ﾚ ゎ┢┎ヮﾛ ゎビ┆ﾗす ビﾌ

き┕┉┋ﾗ ゎ┖ﾊ┵ﾞジす ゎ┖┋┉ﾗする
き┷｀ﾛ 》

 まぬ┕ ┝━ﾗす が┗ﾛるすね ┶┋ﾒ ┖┺┕ﾟﾞジす ┶ ゑ┎┉ジす ┶ﾞﾌ
が┗┉┏┋ザす がよす┢ﾕ┑ﾈ ┱┉ﾟジす

ろ が┵ﾟ┏ﾗ が┱┏┋ﾗす ゑそな┕ﾎる ゎ┦ ┝┌┋ﾞﾛ
ゎり┕ﾛさ わ┕ﾖぬ┕ﾉ

┱┏┾┕┈┝゙ ﾗす ┲┋ ゎﾌ ゎ┲ﾎ┤ﾛ
ゎ┱┌ﾞ┊ﾉ 》 ┷ﾞﾗす

..
が┴ﾎけぬ よ┵┏ﾓ ┷ﾔ ゎ┱┆ﾞ━ジす ┗ﾝﾓ┝┤ﾗす ゎ┣┏ﾝﾙる

つる┤ ゎ┆ﾗす がたする┕┌ﾎ ┷ﾔ ゎ┤ﾛ┕┄ﾞﾛ
┯┉ヰﾞﾛ 》 ゐ┮┏ﾐ がよ┕┉ﾘ ┶ﾗさ

┴がﾉ┕ﾌ┵ﾞﾔ が┱ﾈ┕┍ﾎ ┳ﾘ ゑ┱┺す┢ﾋ ゎゆ┥┇ﾛ
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┕ﾛ┕┊ゑゴす が┢ﾋ┤ﾈね ┳ﾘ ゐな┵┉┆ﾖ ┕┎ ゎヮﾝ┋ゎﾛ
そ┢┏│┉ﾗす が┢┏がゲ

がりがなる┤ﾏ ゑ┢ﾛな┕ﾍける が┴ が┎ﾗる ゑ┚ﾛぬ┕┆ﾉ ゎ┱ﾘ┑ﾞﾛ
 ゐ┯━ﾒ がた┕ﾍね ゎ┩┎┍ﾞヮﾛ

 ┖┆ﾞジす が┖┋┉ﾗす が┖ﾙす┵ﾋ ┷ﾔ
みぬ┕ﾔ ゐ┢┏┾ ┳ﾒ ┕わ゚ ヰﾈ

が┴が゙ ﾜ┏┄ﾍ ゑて┕ﾘぬ ┞┱ﾞヮﾛ
が┴ﾞ┋ﾌすぬ がきす┤ﾞﾚす が┗ﾝ┆ﾋ ┳ﾘ

┯ﾛ┤┄ﾗす ┤ﾟ┆ﾝﾉ ┕┎┊┎ﾙけ むﾗす
 ん┬ﾕる ┕┎ﾈ ┞┤┉ﾞヮﾛ 》 り┕┄ ゎﾍる

ビﾞ┋ﾌ┕┉ﾗす がビ┍┏┆ﾗす がなる┤ﾏ
が┗┉┏┉ゴす れ ゑ┢ﾙ ┳ﾘ

ゑビﾌ
.. ぎ┳ ゎﾚ ┕┌ﾖ ┝┳ﾚ┢｀ﾛ
り ゎ┢┺┕│ﾕ ゑ┴ﾈ┕━ﾞﾞﾗ
ぎ┳┎┍ﾘ ┝┳ﾚ┥┏デ 『ﾔ

がり が┢┏┾ ゑ┗┋ﾌぬ ゎなる┕┆ﾛる
ぎ┳┎┏ﾗさ ┝┳ﾚねる┕グ ゎ┴ぎ┋ﾒ

ぎ┳ﾚ》さ ┦┏ﾗ ┙┏ﾌ
┕ わﾓぬ┕ﾔ ゎな┵┆ﾛ ┴┍┊ﾗる

!...┴ がﾐ┵┉ﾎ がた┕ﾛ┤ﾖに ┳ﾘ れ┵ﾎ
す わ┢┏ﾌる

┷┎ﾞ┍ﾛ 》 ろ┣ﾗす が┴ﾉ┤┏ ゑﾌ ┱┏ﾗ ┷ﾔ
ぬ┕┅ﾞﾙ》す ┕ﾚ ゎ┢┎ヮﾛ ゎビ┆ﾗす ビﾌ

き┕┉┋ﾗ ゎ┖ﾊ┵ﾞジす ゎ┖┋┉ﾗする
き┷｀ﾛ 》

┗┏ﾉぬ┕ﾘさ そ┤ﾒ┕ﾏ *
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*┷ﾎぬ┕┈ﾗす ┤ﾐ┕ﾍ そ┢┏┆ﾎ .そな
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..わ┕┉ﾏ┕ﾒ ┳ﾖ
ろ┢┏ﾎ ┰ﾕす┤ﾈ つ┤ﾎけ
┴ﾉす┵┎┾ ┷┄ﾞﾘけ ┷ﾖ

ぬ┵┎ﾐ ん┱ヮﾞ┇ﾘ ゎ┖ゴ┕ﾔ
ら┵┊ﾗす ゎ┤┄ﾒ ゎ┖ゴする

┕ﾙな┕ヮﾋけ ┷ﾔ がぬ┵┍ﾗす ┵┍┾ ゎ┖ゴする
ゑ┯━┆ﾗす らさ ゆ┕ﾕ ┳ﾘ

┗ﾜ┏ﾝザす ┕ﾙ┕ﾛす┤ﾘ ┵┋｀ﾛ 》
.おぬる┢│ﾗす が┗ﾕるぬけ ビﾈ

ろ┢┏ﾎ ┕ﾛ わ┕┉ﾏ┕ﾒ ┳ﾖ
..┰ﾌ┕┍ﾋ な┤ﾔする

┶ﾗる┟す ┗┈┎┋ﾗす ┳┃ヰﾈ ┷ﾙ┣ﾍ
わす┤┄┌ﾞヮﾘ
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..ぬす┥┇ﾗす ┷ﾝヰﾎ
..わ┕ﾌな┕ﾕる

がもす┵ﾏ┟す がそる┣ﾋ ぐ┳ がﾘ
.そぬす┤━ﾗす ┗┌ヰ┋ﾘ

つ┵ジ┕ﾖ わ┕ﾝﾊする わ┕┌┋ﾌ ゆすね┕ﾘ
へ┵┄━ﾗす せ┵ﾊ り┢ﾘ ┖ヰヮﾛ

ゎきす┵ﾙ┟す ┱ヮ┇ﾉる
そぬす┤ジす ┴┍ﾉ┕┈ﾘ ┶ﾞﾏ ┳ﾒ

れ┵┎ﾗす ら┕ﾞヮﾈ ゆすね┕ﾘ
りぬ┕┌ﾊ わす┥┍ﾞ┊ﾘ ┖┋┉ﾗす ┷ﾔ

ろ┢┏ﾎ ┰ﾌ┕┍ﾋ な┤ﾔ┕ﾔ
┴ﾈ わす┤ﾖる ┷┍ﾞﾈす ┷ﾖ

┘┋┈ﾋ ┗ﾘ┕┌ﾌ ┱ﾟﾘ に┵ﾗける
┗ﾘ『ヮﾗす ┕┎ﾗ や┕ヰﾙ┕ﾋ ┳ ぎﾘける

たす┤ヮジす ゑ┳│ﾓ た┑┏┈ﾞﾔ
.そぬ┕━ﾝﾗ┕ﾈ ┤ﾚ┥ジす

 ┗┏ﾙ┕┌ ゎﾒ ┗┏デな┕ﾖける そ┤ﾒ┕ﾏ*  

そ┢ﾛ┢ﾋ よ『むむﾕけ ┗┋｀ﾘ ┗┈ヮ┋ﾔ
.┢むﾛ┢むゲす せな┟する ┷ﾈ┕ﾝ━ﾗす ます┢ﾈ】┕ﾈ ┶┍┆ﾉ ぃ┗ﾛ┤┎ﾏ ┗┏ﾔ┕┉ﾊ ┗┏ﾈなけ *

.┲ﾗ┕┆ﾗす ┶┋ﾒ ┕┎┍ﾘ ら┵┋┄ﾛ ┗むむﾘ┟す せ┕ﾝﾏ ┳ﾘ ビﾒ┢ﾝ┌┋ﾗ そ┣ﾔ┕ﾙ * 

.れこ┤むﾗする ┤ﾒ┕━ジする た┕┆┋┄ﾞﾗする ぬ┕┊ﾔ┟す ┳ﾒ ┴┏ﾔ ┤ﾝ┆ﾛ ┤むむﾌ ┤ﾝ┍ﾘ *

....┗ﾗ┕む┉ﾘる ぃ┗┏ﾌ┤ヮﾘる ぃ┗む│ﾕる わ ぃす┤┆ﾏ ┷ﾈな┟す ます┢むﾈ‒ﾗ ┗┍┻┕ﾌ *
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*┱┏┋ﾍ ┷┋ﾒ め┤ﾏけ

)كُل �إ�شر�ٍق بُجرٍح  (
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ゐ┤｀ﾏ ┳ﾘ ┝┢ゎﾈ 》
わ┗┉┏ﾕな ゎね┕ペす ゑ┤┅ﾞ┍┏ﾗ

┷ﾌ┕ﾝ┾ ┳ﾘ が┗┉┏┉ゴす ┶┋ﾒ ゎめる┤ゴす ┕┎ゑ゙ ┍ﾞﾔ ┝┢ ゎベる
 ┕┎ゑﾈ┕ﾈ ゑ┠ﾞ┈ﾞﾗ んそ┢ がﾋする が┘ﾙけ ┱ﾚ

お ゎ┗┉┏┉ゴす ┰┋ﾉ
｠る ゎ┢ ゎ┇ﾗす ゑ┢ﾋる ┷┎ﾞ━ﾉ

! がてする┝┤ﾗす ┬ﾘ ゎ┠ﾛ┤ﾞヮﾉる
ゐそ┤┏┎ﾑ ゑ┢┆ﾈ ゑ┢ ぐﾋゑる 》

れわ┵┎ﾈ ん┗ﾜ┏┃ﾘ が┘ﾙける ┝》さ
! がて┕ゑ┍ ゑﾋ 『ﾈ ゑ┤┏┄ﾛ ┷ﾖ ゐき┕┃ﾔ ┳ﾒ ゎ┧｠ﾞ┈ﾛ

┷がﾉく┤ がﾘ ゑ┰┋ﾉる .. ゑビﾝ┆ﾞジす ゎき┕ヮﾘ す┣ﾚ
が┰ゑ゙ ﾕるる .. ┷ﾞ┏ﾕす┵ﾘ ┕┎┏ﾔ れぬけ

ゐ┗┉┏┉ﾌ が┮ ぐ│が┍ﾗ ┷┈┊ﾛ ┕ヅ んそ┢ﾋする が┘ﾙけ
ゎな『ﾝﾗす ゎ┴ゎﾗ┝るけ ゎ┱┏┋ﾗす

ろな『ﾈ ┕┏ﾙ ┞┢ﾗす ゎ┤ﾍくる
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がた┕ﾕる┟す ゎ┢┏ﾎ ┕ﾙけ
んそ┢┏┆ﾈ ゑな『ﾝﾗす ┝┳┊ﾗ

┷ がﾌす┤ﾋ ┳ がﾘ ん┖ﾛ┤ﾕ ┕ﾙける

ゐもがな┕ ゑ┍ゑﾈ が┤ ぐ━ ゑﾒる ゐ┤ ゑ` ﾏ ┳ がﾘ ┝┢ゎﾈ 》
ゎ┴ゑ゙ ゑ┎ﾋがる ┞┷ﾔ┵│ﾗす ゑ┤｠┏┇┏ﾗ

ぐら┕ ゑﾍゎな ┳ﾘ ゑまぬす┵ﾏ ┷ﾔ ┷┃デる
ゎビ┍ゴす ゑけ┢ﾞﾈす すにさ ┷┈┋ ゑﾍ ┷ が┃ﾖ┤ﾉ 》

ぐら┕┊ジす ┷ﾙ┤┊ﾙける ┕┍がﾗね┕┍ﾘ ┶ﾗさ
んそ┢┏┆ﾈ »ゎなぬる┤┎ ゎﾎる« き┷┻け ┳ﾗ ┕ﾙけ

 ┕┎ゑ゙ ﾜ┏┄ﾍ ┷┊ﾝﾉ
! ぐ┠┏ヮジす ゎ┤┅ﾞ┍ﾉる

がらすゑぬ┵ゎﾙ ろ┵ﾞヮﾛ 》
ろな『ﾈ ┳ﾘ ゎ┤ﾍくる ┷｠┍ﾘ ん┢ﾌする ゎも┤━ゎﾛ

) ゐて┤ ゎ` ﾈ ゐもす┤ﾏさ ┞┱ ゎﾖ(
お わ┗デ┢ﾕ ゎてす┤ゲす ゎ┱┆ﾞ━ﾉ ┮┏ﾖ

ゐき┕ﾘ ┶┋ﾒ ┷━ﾘけ 》 がぬ┵┍ﾗす ゎゆ┕┈ﾞﾌす ┕ﾙける
┶ゑﾉ┵ジす ゎ┤ が│ﾈゎけ が┗ﾘ┕┏┉ﾗす がめ┤ﾏ ┶┋ﾒ

┷┺┕┈┄┾す ゎ┤┅ﾞﾙける
お わ┗デ┢ﾕ ゎてす┤ゲす ゎ┱┆ﾞ━ﾉ ┮┏ﾖ

ゐた┕ ゑﾔゎぬ ┶ﾗさ ┞┤ がﾔけ ┕ﾙける
お ぐ┠ﾛ┤┻ ┷ﾔ ゎも｠┢ﾌけ るけ

がな『ﾝﾗす がぬ┵ゎﾙ ┶┋ﾒ んぬ┵ゎﾙ
ゐ┗ﾋ┕ﾋゎね ┞ろゑける ゐそ┕┊━がﾘ ┞ろ┑ﾔ

お┷ﾝ┋ﾕ ゎ┘┋ﾕる ぃがぬ┕┎┍ﾗす が┠ ゑ┻ゑる ┷ﾔ ゎた┤│ﾈけ
ろ が┢ﾋす┵ﾘ ゑよ┕ﾘけ ん┗┈ﾕする が┘ﾙけ
 : が┰ﾗ ゎ┘┋ﾕる ぃ┷ﾉく┤ がﾘ ゎたぬな┕ﾓ



っゃ

.. ろ┤┅ﾙす
┕┍ ゎﾚ ┕ ゑﾚ ┢ ゑﾕ┵ゎﾛ ┞ろがぬ ┞┢ﾗす ゎ┖ﾖ┵┊ﾗす

ゐ┗ﾙ┵ﾞﾛね ┳ﾘ ┝┢ゎﾈ 》
┕┈┄ﾙす ┞┤ がヮﾗする   ..             がそく┤がジす ┷ﾔ ゎ┢ﾋ┵ﾗす

お ┶ ゑ┈ ゑ┄│ゎジす ゎら┵ﾖけ ┶ﾞﾘる   ..       ┶┋ゑ゙ ﾝゎジす ゎら┵ﾖけ ┶ﾞ┌ﾔ
 がき┕┏ﾝﾙ┟す ゎもするゎぬ す┣ﾚ

ぐせ┕ヰヮﾗす ゎ┗ヰﾐ┕ﾙ ┰┋ﾉる
が┘ﾙけ が┘ﾙけ 》

ぐせ┕┏┇ﾗ┕ﾖ ゎそ┢┏│┉ﾗす 》る
:┷が゙ ┝ﾝ がﾌけ - ゎ┘┋ﾕる ┷が゙ ﾗ┥┍ﾘ ゎ┘ﾗが┥ﾙゎけ

)**() ゎてす┝┤ﾗする ┕┎ゎﾙ┕ ゑヰぐﾛゑぬ ┲┊ゎﾗ┕┾がるる      ゎてするぬ┟す ゎ┲┊┏ﾗさ ┞┳が ゑギ わす┢ﾈけ(

┲┎がﾕす┵ﾏけ ┶ﾗさ す┵ゎ┋ギぬす ┷が゙ ┝ﾝ がﾌけ る
- ゐ┗ﾙ┵ﾞﾛね ┳ﾘ ┝┢ﾈ 》 -

┷ がﾒぬがな ┲┎ゎﾕす┵ﾏけ
┷ﾌ『 がﾎ ┲┎ゎ゙ ﾕ┤ﾌる

がた┕ﾕる┟す ゎ┢┏ﾎ ┕ﾙけ
んそ┢┏┆ﾈ ゑな『ﾝﾗす ┝┳┊ﾗ

!┷ﾌす┤ﾋ ┳ﾘ ん┖ﾛ┤ﾕ ┕ﾙける

ゐもな┕ゑ┍ゑﾈ が┤ ぐ━ ゑﾒる ゐ┤ ゑ` ゑﾏ ┳ がﾘ ┝┢ゎﾈ 》
がやす┵ﾚ ┳ﾒ ゐ┢┏┆ﾈ れ わ┵ﾚる

ゑダ┢┉ﾗす ゎ┲┎ ゑﾌ┤ ゎﾋ ゎも┕━┆ﾗす ゑ┠ﾞ┈┏ﾗ
ゐそけ┤ﾘす が┤ﾍく ┳ﾒ す┵ﾗ┑ヮﾛる

れゑ┵｀┝┍ﾗす ゑ┗ﾌ┕┈ﾉ ぐ┘┎ﾞﾏする ぃ が┗┉┏┉ヰ┋ﾗ ぐた┝┤┆ﾉ
おき┷┃ﾉ ┳ ゑﾘ ゑゆぎるけ ゎら┵┊ﾞﾎ ┷ﾞﾗす が┘ﾙけ ┱┎ﾔ

おろな『ﾈ ┳ﾘ わ┕ﾌるぬ き┷┃ﾞﾎ ┷ﾞﾗす るけ
ぃ が ぐビ ゑ┌ﾎ┵ﾘ が┗┝ﾝボす ゑつゑぬゑな ┷ が┉ﾉぬす



っゅ

ぃ がよ┵┋┆ﾗす ゑ┤｀ﾌ ┷┋｠ﾝﾕる
– わそ┵┎ﾏ が┰ゑ┋ぐﾝ ゑﾕ ゎ┘ﾔ┝┵ﾐ – ┷ がﾔ｠┵ﾐる

 ん┯ﾏ┕ﾒ ┕ﾙけ

ゐダ┢ﾕ ゐて┤ﾋ 『ﾈ ろ┢ﾌる ┷┍┍┊ﾗ
) ゐて┤ ゎ` ﾈ ゐもす┤ﾏさ ┞┱ﾖ(

〝┤ がヮﾈ ゐそく┤ﾘ ┞┱ﾖ
 ┷ﾉく┤ がﾘ ゑビ┋┌ﾞギ ┮┏ﾖ

お┕ ゑ┎が゙ ヰ┈┾ ゑも┵ﾔ ろ｠┤ がﾎる
 が┗┉┏┉ゴす ┞┱ がﾑ ┕ﾙけ

 ┕┎ヮ┈ﾙ ┗┉┏┉ゴす 》
ん┢ﾌする ┕ﾙけ

ゑろす┵ がﾎ ん┢ﾌけ
┷ﾗ┕ヰﾈ ん┱ が│┝゙ ゎﾘる ┷｠┍ﾒ んり┝┥┍ ゎﾘ

┷ﾝ┏ﾓ ┷ﾔ ┝┱ ゑﾌ
ゐ┘ﾕる ┶┋ﾒ ┷がﾙ ゑ┢┎ﾏける
ろ┢ﾌる ┴┏ﾔ ゎ┪ﾝﾚ┑ﾎ

┷┺すぬる わ┗ﾛぬ┕ﾒ – が┘ﾜﾏ らさ – ┷┃ﾖぬす
┷ﾉ┵ベ ┳ﾗる ゎな『ﾝﾗす が┰ ゑ┈｠┏┃ゎﾉ ┳ﾗ

ゎなす┢┇ﾈ り┣ﾚ
が┰┋ﾝﾕ ゎた┵ﾘ┑ﾎ ┷┍ﾙけ ゎめ┤┆ﾉ

がたす┤ ゎ┈ﾗす も┵ﾔ ゐ┗ﾘ┕┌ﾓ ┱ﾟﾘ ┞┤ﾘ┑ﾎ ┕ ┝ヅゎぬ
が┗┆ﾛ┤━ﾗす が┲┊ ゎﾌ ┳ﾒ ゎき┕┎┉┈ﾗす ゎゆき┕ヮﾞﾛ ┕ ┝ヅゎぬる

!がき┕ジす ゑも┵ﾔ がき┕ジす がぬる┤ ゎﾘ ┷ﾔ
!┳ぐﾛゑき┕ジす れ ゑ┵ ゑﾚ ┷ﾔ が┗┌┺┟す ろぐ けゑぬ ┳ﾒ

 ゐ┖ゑ┋ ゑﾌ ┳ がﾘ ┝┢ゎﾈ 》
ゑら┵ギ┕┈ﾗす や┕┍ﾚ ┷┍ゑﾝが┋│┏ﾗ
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┷ﾞ┉ﾛ┢ﾌ – がそ『│ﾗす ┢┆ﾈ – す┵┋ﾍ┢ﾛる
ゑら┵ギ┕┈ﾗす ゑ┠ﾛ┤ﾞヮﾛ ┳ﾗ

んもがぬ┵ ゎﾘ が┚ヮ┈┍ﾝﾗす ゎ┤ﾚね ろ┢ﾛ ┷ﾔる
ん┦ﾋ┤ﾙ ┷┍┏ﾝﾋ ┶┋ﾒる

お ゎ┖┏ﾓけ ┶ﾞﾘ : ゑら┵ﾗき┕ヮﾞﾛ

ゐ┤ﾚね ┳ﾒ ゎ┘ﾕ┤ﾏけ ┕┌┝┋ ゎﾖる
┲┎ゎﾙ┥ﾌ ゑな ┝┢グ

ゑ┯ﾈ┕ﾙね ┳ﾒ ゎもが┤ﾏゎけ ゑた┕┎ぐ┏ ゑﾚ

がて┕ﾕけ ┶┋ﾒ ゎ┖┏ﾓけ るけ
がた┕ﾕる┟す ゎ┢┏ﾎ ┕ﾙけ

んそ┢┏┆ﾈ ゑな『ﾝﾗす ┝┳┊ﾗ
!.. ┷ がﾌす┤ﾋ ┳ がﾘ ん┖ﾛ┤ﾕ ┕ﾙける

ろ┤│ﾘ ┤ﾒ┕ﾏ *

. ろなぬる┤┎ヮ┋ﾗ ┘┏ﾝﾗす )**(
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┗ゴ┕┾ ら┢ジす ろ┣ﾚ
 よ┕┌ゴす ┱ﾛ┢ﾚ ┳ﾘ き┕┌ﾎ ┕┎ﾗ

 ┬┍┆ﾙ ┳ﾘ きす┵ﾚる
 ┱┏ﾝガねる

 ┠ﾛ┤ﾞヮﾛ ┗ﾙ┣ﾜﾘる
 ┕┎ﾗ『ﾚ ┶┋ﾒ

 ┱┏┌ゲす ゆ『ﾈ た┵┾
┗ゴ┕ﾖ ら┢ジす ろ┣ﾚ

 ┴┋ﾈけ ┮ﾛ┤ヱﾖ
 ┕ﾛ┕ﾝ│ﾗす ┳ﾘ も┤ヮﾛ

 ┢┎┍ﾗす そ┵━ﾙ
 ┢┏ﾗす き┕ぎ┍ﾌる

 ┕┍ﾞ┉ﾛ┢ﾌ ┖━ﾒ ┠｠┋デる



っあ

 ┕┍ﾌるぬ ┗ﾗす┥ﾓ ┤┈ﾉ ┷ﾖ
 ┕┍ﾘ

 ┗┋ﾜﾎ┟す ┱ﾘぬ ┷ﾔ ┬┏┃ﾉる
 ┨┏┌┉ﾗす ┬ﾘ ┷ﾝ┋ﾕ ┘┋ヮﾓ

 ┷ﾝ┋ﾕ 》さ ┱┏ヮ┇ﾗす ┮━ﾙ
 ビ┉ﾏ┕┆ﾗす た『ﾝﾕ ビ┌ﾎ┕┏ﾗす

 ┷┌ヰﾛ ┤┄ﾒる
 け┢│ﾗす ┳ﾘ き┕ヮ┍ﾗす

 ┗ゴ┕ﾘ ら┢ジす ろ┣ﾚ
 ┤┏ﾔ┕│┆ﾗす き┕┊ﾈ ┳ﾘ

 ┱┏ﾌ┤ﾗす も┤ﾒる
 ┱ﾛ┵┆ﾗ┕ﾈ ┬ﾝ━ジす ┤ヰﾝﾗす きす┵ﾚ ┳ﾘる

おおお ら┕┏┈ﾎ ┷ﾈけ ぬすな ┳ﾛける
 そす┵┎┋ﾗ て┤ヮﾘ ┕ﾛ┕┉ﾈ

 ┱┏┋ﾗす ┪ﾝﾚ らさ
 れぬ┕┊ﾎ ら┵ﾋ┤┈ﾞジす ┮ﾌ┥ﾛ

 ふ┤┆ﾗす け┢ﾝﾛ
 ぬ┵┃ゴす よ┕┍ﾛ

 ひ┵│┋ﾗす ゆ┵｀ﾞﾛ
 ┗┇┋ﾗす まぬす┵ﾏ ┷ﾔ

 ┶┍┆ジす ┖ﾚに ら┵ﾕ┤ヮﾛ
 ┤━┆ﾗす た┕┉┋┆ジする
 きす┤┆━ﾗす ┖┃┇ﾛ

 ┳ﾘ┟す ゆ┕ﾋぬ ┯┋┄ﾛ
 ┣ﾔす┵┍ﾗす ┶┋ﾒ ひ┕┾┤ﾗす

 た┕ﾕ┤┄ﾗす ┷ﾔる
 きす┤┆━ﾗす ¨す ┲ﾌぬ

 ┗┌┺┕ﾙ ら┢ジす ろ┣ﾚ
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 ビ┃ﾘ┕ﾓ ビﾙ┵┋ﾈ り ぎ┵━ﾘ ┤┌ﾕ
 ┗ヮﾈ┕ﾛ ┳ﾘ ┶ ぎ┉ﾝﾉ ┕ﾘ ┶┋ﾒる

 せす┤ﾞ┋ﾗ ┲┋ヮﾞﾎす ┤┎ﾙる
 ┰┌ヮﾗす ら┕ヱﾔ

 りき┕ﾘ ┤┅ﾞﾙす ┖━ﾒる
 も┤ﾞﾌす ┶ﾞﾌ

 ┢ﾚ┢ﾚ ┕ﾛ ┘ﾙける
 ┷ﾎけぬ も┵ﾔ ┯┋ギ 》

 た┵ﾘけ ┷┍ﾒな
 ┕┍ﾚ

 ┱┏ﾗな 『ﾈ
 ら┕ﾞ┆ﾎする ら┕┍┏ﾒる ┖┋ﾕ ┷ﾗ

 ┷ﾞﾝ┏ﾝﾌ ┴ﾋる れぬけ 》
 ら┕ﾞﾛ┵ﾕ らす┢ﾛる ┖┋ﾕ ┷ﾗ

 ろ┢ヮﾋ ら┕┏┌ヰﾛ 》
 ┤ﾛ┤┻ ┲┋ﾌる ┖┋ﾕ ┷ﾗ

 ┕┌┎┏┋ﾒ ┷┍ぎﾗ┢ﾛ ┳ﾘ
 ┤┏ヮジす す┣ﾚ ┢┆ﾈ

 そ┢ﾌする そ┤ジ ┵ﾗる め┤┆┍ﾗ
 そ┢┏│┉ﾗす する┢ヮﾔけ きす┤┆━ﾗす らけ

 ┕┎┏ﾔす┵ﾕ す┵ﾒ┕ﾈる
 そな┤ザす ┤ﾋ┕ﾞﾗ

 ┲┎ﾉ┕┏ヮﾘ ┟ きす┤┆━ﾗす ┖ﾚ┣ﾛ
 ┲ﾚ┢┺┕│ﾕ ら┵ヮ┍┏ﾔ

 ┯ﾛ┤┄ﾗす ┷ﾔ
 せ┤ヰ┋ﾗ な┵┍ゲす ┖ﾚ┣ﾛ

 きす┢┎━ﾗす ┮┄ヱ┏ﾔ
ら┵┃デる ┲┎ﾕな┕┍ﾈ
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 き┕ﾕ┢┾け ┷ﾗ
 す┢ﾌする す┢ﾌする ら┵ﾉ┵デ     

 ふ┤ﾘ らるな                 
 )┖ヰ│ﾗす ┕┎ﾛけ ┕ﾒすなる(       

 ┢ﾌす ┶┋ﾒ ┷┊ﾈす ┳ﾗ                 
 きす┢┎ﾏ ┵ヮ┏ﾗ

 ┱┏┉ﾟﾗす た┵ジす ┗ヰ┺すぬ ┲┎ﾗ       
 ┢ﾈ┥ﾗす ┗ﾏ┕━ﾚる             

 き┕ﾕ┢┾け ┷ﾗ
 ┘ﾚ┕ﾈ ら┵┋ﾈ            

 ┱┉ﾞ┆ジす ふ┵┆ﾝﾖ          
 き┕ﾕ┢┾け ┷ﾗ

 そ┵┎┉ﾗ┕ﾖ ┰ﾘな ら┵┆┏ﾝﾛ           
 た┕ﾕ┤┄ﾗす ┶┋ﾒ               

 ┗ヮ┊┍ﾗす ┲┆ﾐ ┲┎ﾗ           
 ┱┆ﾞ┈ジす ┲┋ゴする                    

 き┕ﾕ┢┾け ┷ﾗ
 め┤ﾌけ ┑｀┎ﾉけ らけ ┘ﾗる┕ﾌ     

 ┗┈ﾎ┒ジす ┲┎ﾚ┵ﾋる              
 ┷ﾞ┌┊ﾌ た┥｀ﾒ    

 たすき┕ヮジす ┱ﾖ ┶┋ﾒ ┘┏┊ﾝﾔ             

 ┗┈┾ぬ┟する                               
 ┲┎┏ﾗさ な┵┆ﾉ すに┕ジ     

 )ビ┍ゴ┕ﾈ す┵━ヰﾘ(          
 ┲┋ゴす ┕│ﾒ ┷ﾘぬけ             

 ろ┤┌ﾕ ┶┋ﾒ ┕┎ﾈ ┧ﾚけ 
 ┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗす ┲┋ﾕ ┷ﾘぬけ 

 ゆ┕ﾈ せ┕ﾝﾗ┕ﾔ     



あぅ

 ┕┍ﾝ┋ﾕ ┗ﾒ┕┍┆ﾙ ┶┋ﾒ     
 !て┕┾ ┕ﾛ ┰ﾞ┎ﾋる ┳ﾛけ ┳┊ﾗ

 きす┵ﾎ  な『ﾝﾗす る           
 きす┵ﾎ ┗ﾝヰ│ﾗする           

 きす┵ﾎ ふ┤ジす る           
 き┕ﾕ┢┾け ┷ﾗ

 ┷ﾉ┵ﾘ ら┵ﾝヰﾛ          
 )き┵ヮﾗ┕ﾈ そぬ┕ﾘけ ┦┈┍ﾗす(        

 ┕┏ﾝﾙ ┘ヮﾗ                
 ┕ぎ┏ﾗる 》る                 

 ┤｀┈ﾗす らすに┑ﾖ ┖┏ﾐ ┷┍┍┊ﾗ         
 ┥┉ﾗす そなる┢ﾖ ┪┏ヮﾈる                  

 ┷┉ﾛ┢┾┕ﾛ ┘ﾙける         
 き┕ﾕ┢┾┟す ┰ﾙ┕ﾍ ┕┌┋ﾖ                

 ふぬ┟す ┰ﾈ ┯┏┃ﾉ               
 ┖ヰ│ﾗす ┶┋ﾒ ら┵┃ﾈ┕┉ﾗする               

 ┤｀ゴす ┶┋ﾒ ビ┃ﾈ┕┉ﾗ┕ﾖ               
 ┖ゴす ┨│ﾕ ら┵ﾝﾞ┊ﾛ               

 ┱┏ヰﾞヮジす な┕ﾘ┤ﾈ                         

 ┷ﾙなぬけ  ┖ﾉ┕ﾖる ┤ﾒ┕ﾏ *



あぇ

ぐそ┤ﾍく ┳ﾘ ┗┌┋ﾑ ┰┋ﾌけ ┤ﾝ┉ﾗす
ぐそ┤ﾖすに ろ┤ﾝﾕ ら┟ ┘┏┊ﾈ ┕ﾙける

┕ﾙけ ┕┌┎┈┋ﾍ ら┕ﾞ┃┌┇ﾘ ら┕┍┏ﾒ
┕┎ﾞ┎┊ﾙ ま┕┍┆┍ﾗす ┳ﾘ わすぬ┵┾

ぐそ┤ﾔ┕ﾖ ん┦┌ﾏ ┠ﾝ│ﾗす ろ┕ﾏる

がら┕ﾘな】┕ﾈ ┤┎┉ﾗす つす┥ﾞﾘす ┕ﾙける

がら┕┎ﾋる ┴ﾗ た┵ﾈ┕ﾉ

がら┕┍┏ﾒ 》る ┗ﾝﾞ┊ﾘ

がらす┵ﾒ┟す ┗ﾙ┕┏ﾍる ゐ┢┏ﾎ そ┥ﾒ
わ┗┍ﾋ ┪ﾈ┑ﾉ ら┕┄┏ﾏ

┴ ぎ┈ﾖ ┢ ぎﾎ┵ﾉ ┰┋ﾘ

が┥┏ﾘ┤ﾞﾗす ┳ﾘ ┗┇ﾗ
ぐそ┤┺┕ﾊ ┦┈ﾙ

* ┠┏┋┾ ┵ﾈけ のるけ

�لقر �أحلك ظلمة
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あぉ

ぐそ┤ﾈ┕┆ﾗす ぬ┵┄ヮﾗす ┳ﾘ ┢ﾛぬけ ┕ﾘ ┷ﾙ┕┆ジす まるぬ ┷ﾔ ┘┏┉ﾗけ
 れ┤ﾍ┟ ┗┏ﾔ┕ﾕ ゎた┤ﾝﾒる

ぐ┯ﾙ┕━ジす ┶ﾗさ ゎ┘┏┎ﾞﾙ┕ﾔ
)┕ﾝ┾( ゐ┤ﾉる ┶ﾗさ ┤ﾉる ┳ﾘ た┥┈ﾕる
)わ┕ﾉ┕┏ﾈ( ゐ┤ﾉる ┶ﾗさ ┤ﾉる ┳ﾘ た┥┈ﾕる

わ┕ﾔ┥ﾒ た┵ジす た┤ﾝﾞﾍ┕ﾔ
ぐもな┕┾ た┵ジす ぬ┕ﾝﾞﾍする

ぐ┯┺す┤ゴす ┗┉┄┉┄ﾖ ┷ﾉ┵┾
┴┈ﾌ┕ﾞﾘ も┤ヮﾉ ┲ﾗ ┤┏｀┈ﾞﾗす しな┕ﾚ もす┤ﾒ ┷ﾘなる

 ┤┺┕ﾌ も┕┍ﾒ るけ もす┤ﾒ
ぐ┯ﾙ┕┆ﾛ ┳ﾘ ┗┌ﾊ ┦┏ﾗ にさ

┤ﾛ┤ヰﾞﾗす ┗ﾜ┏ﾚ ┵┃ﾒ *



あゃ

*ろ┢┆ヮﾗす ダ┤┊ﾗす ┢ﾝﾒ

َتَتاأَلِقْنَ ُدُهْوَر�
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ぐ┤┏ﾍ┟す ろに『ﾘ ぃ がや┕┌ﾌ ┷ﾔ ┕ゑ┍ ゎﾚ
が┰ がﾌ┕ゑ┍ ゑﾋ ゑ┘ギる
ぐぬ┵ヮ┍ﾗす ┞┧ ゎﾒ
が┰ が┻┕ﾛぬ ゑも┵ﾔる

┷ﾚ┕ゑﾝ £゙ ﾗす ┶┍┆ﾘ
がな┞┤ﾘ┥ﾗす ゑらるなる

ゐ もす┤ﾞﾌす ゎ┱ ぐ│ﾔ
┯┏┉┆ﾗす ゑも┵ﾔる
ぐ┤ﾛ┤ゴす ゎ┚┏ヮﾙ

ぐ┘ﾌす┤ﾞﾎす がや┕ﾈゎぬ

ゐ┱ヱﾙ が┮ ぐ┆ ゑﾎ ┶┋ﾒ
が き┷┈ﾈ ┘ﾉ┕ﾈる
ぐ┤┏ﾊけ ゐぬす┤┃ﾍす

┷ﾈ┕│ゑ゙ ┋ﾗ ┗ゑﾈ┕ぎﾊる が┰ ゎﾌゎるゑぬる



あゅ

ゑき┕ﾈが】す ┞┢ ゎベ
┷ﾋ┕ゑ┍ぎ゙ ﾗす ┦ ぐ┌ ゑ┎ﾈ
... が┰┋ ゎﾔ ┷ﾔ ゎ┤ヰぐﾝゎﾛゑる

がな┵┋ザす ┤ ぐヰゑﾈ

┝┷ﾔ ゎ┢━┍ﾉる
ぐ┤┏ﾝ┊ﾗす ゑて┵┌┄ﾗす

ゑら┕ゑ┍ が┆ﾗす ┝┷ﾗさ ┶ﾍぐぬけ が┰ ゎ┈┏ﾐる
┷ﾗ┕┆ジす がみ┵┋ﾈ ┷ﾔ ぐ┩┈ﾞﾎす :ゆ┕ﾕる

ゐ┮┏┈ﾏ ゐの┵ﾕ が┢ ぐ┆ゎﾈ ┶┋ﾒ ぐ┯ぎ┋ ゑﾌゑる
〝┦ がﾌゑる ぬ┕│ﾞﾙす ビﾈ つるす┥ﾛ

... ゐ┱┏ﾝヮ┋ﾎ ┷ﾔ ┯━┆┋ﾗ ゎつゎ┤ ぐ┆ゑﾛゑる
が┢ﾋ┵ﾗする がきめ┢ﾗす ┳ﾘ

がた┕┏┍ﾓ┟する
ぬ┵ゎ┍ﾗす ┳ﾘ ゐき┷ﾏる

ぐぬ┵ﾙ の┑ﾖ ┷ﾔ

ゐろ┕ゑﾙ ゎ┤┏ﾚすねけ ┝┷┋ﾒ たぬ┕ﾟﾔ
が┢┏┆ﾝﾗす き┕┍┈ﾗす ｠┱┊ﾈ ぐたな┕ﾙる

┷ﾉす┵┋ﾗす がたすなぬ┕━ﾗす ┷ﾔ ゎ┯┋┌ ゎギ
┷┺┕┈ﾞﾌす ゑら ぐ┢ ゑ│ゑﾕ

が┢┏ﾞ┆ﾗす ┷┺┕┃ゑﾔ ゑまる┣ﾋ ぐた┝┥ ゑﾚゑる
.. ゎて┵ﾝﾉ

ゑビﾔぬ┕┆ﾗす れ ゑ┵ ゑﾚ が┱ ぐ┾ゑ┵ﾈ
..┵┊━ﾉる



あょ

.ぐ┤┏┌┃ﾗす ゑめす┤ヰﾙす ┝┷ﾗさ

!!┷ヰﾛ┤ﾞﾎす : ゎ┘┋┉ﾔ
わ┕┃ﾓ ゎ┘ﾗね┕┌ﾔ

ゎビﾘ┟す ゎ┪┏ﾎ┵ﾗす ┝ろ┢ﾗ ゑ┦┏ﾗる

ゐ┱ぐ┏ ゑﾘ ゎ┤┏ﾓ ┕ ゑﾘゑる
ぐぬ┵┆━ﾗす ┩┆ﾈる

が┰ ゎﾍ┵ ゎ┌ ゎﾏ ┶ ゑﾍぐぬ┑ﾔ
┷ﾔ┕┏┈ﾗす ┝┱ がﾑ
れな┕ﾙる ぃれな┕ﾙる

┷ﾒる┥ﾙ れ┤ﾓける
ゑよ┕┏┎ﾗす ろ┤┌ﾒ が┘ ぐ┌ ゑﾎ ┷ﾔゑ ┣ゑむ┈ﾙける

..┷ﾉ┤┅ﾙ ┷ﾔる
ゑゆ┕┏ザす ゎせ┵━ﾛ ┕ﾘ

がせ┕ヰ ┝ヮﾗす ゑ┯ﾔけ ゑねる┕グ ┕ﾘ すにさ
が ぐきめがな ┷ﾔ ゑ┯ぎ┋ ゑﾌゑる

ぐ┤ が┏┃ゑﾙ ゐ┢ ぐ┎ ゑﾒ

) がた┕┏┍ﾘ┟す( ┷ﾞﾙ┕ヰﾛぬ が┰ﾞﾗ┑ﾎ
ゑビ┋┺┕ ┝ヮﾗす ┶┋ﾒ ゎき┕┈ ┝│ﾗす ┝なゑ┤ﾔ
ゑらす┵ ゎヰﾕ┟す が┰ﾉ┕ ゑﾋ┕┍ ゎﾘ ぐ┘┝ﾝ ゑ┾ゑる

が┰ ゎ┻┕ゑﾛぬ ぐ┘ﾗ┕ ゑﾎゑる

ゐもぐ┤ がﾒ ┱ﾖ ┷ﾔ
がやこ┕ﾘな ぐたゑな┕ ゑﾘゑる



あっ

┷ﾌるゎぬ が┤┎ﾙ ┷ﾔ
┶ぎむ┉┍ジす がや┕ゑ┍ ゎﾘ ゎ┤┏ﾝﾒ ゑふ┕ﾔる

┷┈ﾖ が┠ ぐ┈ ゑﾎ ┶┋ﾒ
ろぬ┕│ﾞﾙす ゑ┢ぐ┏ ゑ┆ゎﾈ

ゐ┢ ぐﾋゑる がほ┕ゑゴ┟
┷ﾕ『ﾞﾗす ┕┍┏┉ﾔ┕ﾍ ┷ﾔ ゎね｠┥ ゑ┆ゎﾉ

がてぐ┵ゑﾝ┋ﾗ ゎ┢ ゑ┎ぐ┍ゑﾉゑる
ゐ ┦ ぐ┌ ゑﾚ がの┤ﾒ ┷ﾔ

ゎ┖ ゎ┊ ぐヮゑﾉる
┷ がﾚ┕ ゑ┌ゑ゙ ﾗす ┕┍┏ﾞ｀┎ ゎﾘ ┷ﾔ

┕┍┏ﾞ┋┉ﾘ ┶┋ﾒ ┶ぎ┋グ ゐ┠ﾝ ゎ│ﾈ
┵┋┆ﾛる ろな┕┍ゎﾛ

┷┍┏┈ﾎ ┵ﾎ┤┏ﾔ
ぐ┤┏ﾝ┊ﾗす がやす ゑ┢ﾘ ゑてぐ┵ゑﾈ ゎ┲ﾎ┤ﾛる

ろ┤┌ﾒ たぬな┕ﾓる ┷ﾚく ゎた ぐ┢ ぎ┎ゑ┍ゑﾉ
｠┢ﾝゑ゙ ヮジす が┰┋ぐﾛ が┢ぐ┍┉ﾈ ゎ┘ﾈゑる

ゑ┤ﾛ┤┇ﾗす ┷ﾗ┵┃ﾔ が┴┏ﾔ ゎまね┕ﾙけ
) ゐ┖┏ﾕぬ ┳ﾘ( ゐ┗┈┎ﾗ ┷ﾔ ゎ┖ヰﾎける

..┷ﾗ┕┏┋ﾗす ゑめ┕ がゴ

ゐ┤┏ﾊけ ゐき┥ﾋ ｠┱ﾖ ┷ﾔ ゑ┳ ゎ┊ ぐﾎ┟
んビ┉ﾛ ┷ぎ┋ ゎﾖゑる ┷┃ﾘける

..┷ﾙ┑ﾈ
ぐ┤┏│ジす ゑやすに が┮┎ﾖ ┶ﾗさ ゎ┤ぐ┏ﾎけ

) ┝┶┍┆ゎジす ┷ がﾎぐ┢ ゑﾌゑ ┗ﾎすゑ┤ がﾔ( ろ┵┄┏ﾔ



ああ

が┘┏┌ﾞヮジす が┰ がﾘ┕┎ﾗさ ゎな ┞┤ゑ ゑベ
┷ﾙ┕┃ﾞﾌす が┯ぐﾝ ゑヮﾈ

ゐも┵ ゎﾔゑな ゐもぐ┤ がﾒ ┱ﾖ ┷ﾔ ゑまゑぬぐ┥ ゑ┏がﾗ
┷｠┋ ゑ` ゑ゙ ﾗす のすゑ┤ がﾓ

)┲｀ﾞヮジす ゑ┷┋ が┉ ゑﾒ ┷ﾔ( ゑ┚ が┃┍ゎﾛる
ろぬ┕ゑﾝぎ゙ ﾗす ゑ┤ぐﾝ ゑﾒ が┠むﾕ『ﾞﾗす ゑゆ┕┏ﾍ

が┤┏┍ﾞヮジす がや┤ﾛ┵│ﾉ ゑ┱ が┌ ぐ┆ゎﾛゑる
がそな》┵ﾗす ゑ┯┋ﾐ ゎふ｠┤ヰゎﾛ ゐ┯┋ ゑヱﾈ

..が て┵ ゎ┌ゎゲす ゑ┢ぐ┍ がﾒ
ゑビﾒ┢ﾝジす がそぬ┵┾ ┷ﾔ ゎつ┥ ぐ┎┏ﾔ

ぐ┤┏ﾍ┟す まる┥┍ﾗす ┷ﾖ┕ヰゎﾛ ゐ┩┏┈ﾈ

ゎ┤┏ﾊ┟す が┰ﾛ┢ﾗ ┷ぎﾙけ ┲┋ﾒ┑ﾔ
..┷ﾘ┕ヮﾞﾗす つ┕ﾒ ぬ┢┾ ┶┋ﾒ よ┕ﾙけ

..ぐぬ┕┎ﾝﾙす ｠┱┊ﾈ
..┷ﾞﾌ┵ﾋぬけ が┰ぎﾙける

┷ﾉ┕┏ﾌ ┷ﾔ
┤ﾛ┤ ゑﾘ ゐよ ぐ┵┏ﾗ

ぐ┤┏┄ ゑﾘ ゐよ┵ﾛる

┕ﾛぬ┵ﾎ ┷ﾔ ┲┏┉ﾘ ┷┍┏┄ヮ┋ﾔ ┤ﾒ┕ﾏ *
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*┤│ﾙ そ┕┏ﾌ

�شدفة
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 ┢┺┕│┉ﾗす らすぬ┢｀ﾈ ┷┌ﾞﾌけ
┷┊ﾈ┟

┷ﾘ『ﾌけ ┱┌ﾌ もぬるね ┶┋ﾒ
た┕ﾚ┕グ》す ┬ぎ┏┻る
┗ﾔ┢│ﾗす ┤┅ﾞﾙけ

┷ﾜﾐす┵ﾏ ┶ﾗさ り┢┏┆ﾉ らけ

┗┍ﾛ┥ﾌ
 お┗┍ﾛ┥ﾌ ┕ﾙけ ゑ┲がﾗ

わ┕ﾒ┤ヮﾘ ┕ﾙぬな┕ﾓ ┤┄ジす ら┟
わ┕ﾈ┕━ﾒけが ┯ヮﾛ ┲ﾗる

ぬす┤┃ﾍ》┕ﾈ たけ┢ﾈ らさ ┕ﾘ  
┕┎┏ﾔ ぬす┤┈┾》す ┱┇┋┇ﾉ ┶ﾞﾌ



あう

せす┤ﾞﾗす ┷ﾔ ┗┉┏┌ﾒ わ┕ﾕ┵┉ﾏ や┤ﾉる
┕┍ﾘ ぬ┵┏┄ﾗす ま┥ﾔ ┳ﾘ よけ

┕┎┍ﾘ ┕┍ﾒ┥ﾔる  
 ┗ﾕ┤ﾞヰﾘ ┗ﾒに》 ┗┌┆ﾐけ ┳ﾘ よけ

 ┗ﾎ┕┏ヮﾗす ぬ┢ﾕ ┷ﾔ
ろ┢ﾛ┟す そ┤ﾟﾖ ┳ﾘ ┗ﾊ┵┋ジす

┰ﾛ┤ヰﾞ┋ﾗ そ┢むむﾞ┌ジす

┖┆むﾉ
 ┕┍ﾉ┤ﾖすに ┝┖│┍ﾗ ┖┆ﾞﾙ ┲ﾖ

もぬ┵ﾗす ┶┋ﾒ  
らる┤ﾍ｠す ┕┍ﾗ ┕┎ﾕ┤ヰﾛる

┗ﾛぬ┵ﾎ そ┤ﾒ┕ﾏ *
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*┖┏┄ザす ┢┌ﾌけ

دم �لع�شفور
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┤┃ﾍけ わす┤｀ﾏ ┦┈┍ﾞﾛ
┴ﾉすに ┳ﾘ わ┕━ﾛぬ ┨┉┍ﾛ 》

ゆ┕┉ﾛ ┦┏ﾗ ┕ﾘ ろぬす┵ﾛる
するぎ┤ﾘ ┳ﾘ ┴ﾝ━ﾛ ┩┏ﾈけ ら┕│ﾌ も┵ﾔ ┱ﾍ┢ﾛ わ┕ﾌ┕ﾝ┾る

┷ﾗ┕ﾌ ┰ﾗ┕ヰﾈ ┦┏ﾗ ┕ﾘ ┤ﾙけ ┦┏ﾕ ┕ﾛ
れ┤┏ﾔ わ┕ヱﾔ ┖ﾕ┤ﾛ ┗┌｀┍ﾗす ┴┏┍┏ﾒ ┷ﾔ ┬┌┋ﾉ き┕ヮﾘる

わすな┢ﾒ そ┤ﾟ┊ﾘ ┱ﾈ┕┍ﾎ ┬ﾝﾎ ┷ﾔ ┱ﾍ┢ﾉ ┱ﾈ┕┍ﾎ ┬ﾝﾎ ┳ﾘ わ┕ﾙ┢ﾘ
┕┎ﾈ ┦┏ﾗ ┕ﾘ ┕┎ﾉ┤｀ﾌ ┳ﾘ ┨┉┍ﾉ ┷ﾘけ わすな┢ﾒ そ┤ﾟ┊ﾘ

┰ヮ┈ﾙ ┢┏ﾎ ┳┊ﾔ き┕ジす ┰┈┄ヱﾞﾛ ┳ﾗる ┳│┇ﾗす も┵ﾔ ┰━ﾛぬ
┶ﾗる┟す ┰ﾞ┋ﾌぬ なる┕┆ﾔ て┕┈ﾞﾗす な┕┎ﾎ も┵ﾔ ┰━ﾛぬ

そぬ┵ヮ┊ﾘ ┗┏┍ﾓけ ┚ﾎ┵┆ﾗす ビヰ━ﾞﾘ ┕┍┏ﾉけ ┳ヰﾙ ┷ﾗ┕ﾌ ┰ﾗ┕ヰﾈ ┦┏ﾗ ┕ﾘ ┤ﾙける
き┕ジす ┰┈┄ヱﾞﾛ ┳ﾗ ぬす┢ﾘ ┖┍ゲす ┦ﾘ め┕｀ﾒ ビ┍ﾎ ┢┆ﾈ ┕┍┏ﾉける
┦┌━ﾗす な┕ﾝﾒ ┤ﾝ┆ﾉ ┖ﾓね 『ﾈ ┘┍ﾖ ;┶ﾗる┟す ┰ﾞ┇ﾝﾎ ┢ﾚ┕━ﾔ

ぃ ┰ﾌるぬ ┗┏ﾔ┕┈ﾏ ┳│┇ﾗす そく┤ﾘ ┠┍ベる



いぇ

┠┌┉ﾗす た┕ﾝﾌ り┢ﾛ ┷ﾔる や┕ﾉけ な┕┏│ﾗす ┳┊ﾗる ┘ﾗね 》る ┘┍ﾖ
┕┎ﾈ き┕ﾋ ┢ﾕ ┰ﾘけ ┳ﾘ わ》┵ﾎぬ ┘┋ヱﾔ

┶┍┆ジす ┕┌ﾚ ┰┏ﾌ┕┍ﾋ ┳┊ﾗる ┰┍ﾘ ┖ﾛ┤ﾕ き┕ジする
┳ﾚす┢ﾘ ┤┏ﾓ ┗ﾘ┕┉ﾗす ┢ﾛ┢ﾘ た┵ジす つ┕┏ﾎ た┤ﾝﾒる

┳┺す┢ﾘ た┤ﾝﾒる
そぬ┵│ﾗす ┘ギ ┨┈ﾕ ┷ﾔ ┗｀ヮ┈┍ﾈ ねる┤┏ﾔ ┘ﾙ┕ﾖ

┦ﾘ┟す き┖ﾒ ┱ヮ┇ﾞﾗ よ┵┍ﾗす ┳ﾘ よ┵┉ﾉ ビﾌ ┕┎ﾞ┍ﾈす ┰┏┄┆ﾉ
┕┎┆ﾈ┕┾け ┮│ﾙ ┕ヅぬ ┕┎ﾞ┍ﾈす ぬ┤┌ﾞﾔ

┷┊ﾝﾉる ぃ┰┏┋ﾒ ゆ┕ﾞギ ┗┊┍ゴす つ┕┏ﾎ ┤ﾝﾒ
め┵ザす ┶┍┆ﾘ ┕┎┆ﾝ┾さ ┗ﾔ┕ﾚ┤ﾈ ┘ヮジ にさ ┷┊ﾝﾉ

┷┊ﾝﾉ た┢┌ﾒ にさ ┷┊ﾝﾉる
┰┍ヰ┋ﾈ ┘┏ﾉ┑ﾔ ┕┎┍ﾘ わ┕ﾝﾛ┤ﾕ ┘┍ﾖ

┨┈ﾕ ┕┍ﾚる ┨┈ﾕ ┕┍ﾚ ぬ┕┏ﾞﾗす て┕┾
┤┃ﾍけ き┕ヮジ ┨┈ﾕ
┤ﾘ┤ﾘ ┗┍ﾛ┢ジ ┨┈ﾕ
┕デぬ ┗┋┈┄┋ﾗ ┨┈ﾕ

┤┊ヮﾒ ┳ﾘ つ┕┏ヮﾗ ┨┈ﾕ
┷ﾘけ わすな┢ﾒ そ┤ﾟ┊ﾘ

┕┎ﾈ ┦┏ﾗ ┕ﾘ ┕┎ﾉ┤｀ﾌ ┳ﾘ ┨┉┍ﾉ
┷ﾈけ ┱┉ﾌ ┳ﾘ ┴ﾈ ┘ﾜﾋ ┖│ﾕ ┳ﾘ ┤┺┕ﾞヮﾈ ┷┈│ﾙ ろぬすな┑ﾔ

┷ﾈ┑ﾈ ろ┤┈ﾔ き┕ジす ┰┈┄ヱﾞﾛ ┳ﾗ
┷ﾈ┟ よ『ﾌけ そ┤┾

┖ゴす と┕┍ﾘ ┘┏ﾝﾗす ┷ﾔ ┤ﾟ┊ﾛ らけ
┘┏ﾝﾗす ┷ﾔ なるぬる ┱┉ﾌ ┷┌ﾒ まぬ┥ﾛ らける

┤ﾒ┕ﾏ ┠ﾝ┾け らける



いぉ

┤ﾒ┕━ﾗす めな ┶┋ﾒ ┤┆━ﾗす ┘┏ﾝﾈ ぬるなけ ┘┋ﾕ
┷ﾗ┕ﾈ ┶┋ﾒ ふぬ┟す ┷｀ﾎける

┷ﾙす┤┏ﾋ ┢┻┕ﾒける
わす┤ﾛ┢ﾘ ぬ┕┾ ┶┌ﾒ┟す ┷┎┏ﾝﾏ ら┕ﾖ

┴ﾗね┕ﾓけ ┘┋ﾕ
り┢ﾛ ┱┏ﾗな ┤┏┾ける

┴┏ﾗさ ┘ﾜﾋ
┶┊ﾝﾔ ┷┻┕ジす ┳ﾘ ┤ﾘ ┕ﾘ ┡ヮ┍ﾞﾎす

┶┍┆ジす ┳ﾘ ビﾈす┤ﾓ ┢┆ﾈ
┶┌ﾒ┟す ┘┏ﾈ ┷ﾔ わす┤┏ﾋけ ┘┍ﾖ

┷ﾒすぬ┣ﾈ ┘ﾐ┕ﾌけ ねる┤┏ﾔ
┕デぬ のけぬ ┳ﾒ ┘ﾔ┕グる

お ┕デぬ め┤┆ﾛ ┳ﾘ
!き┕ジす ┰┈┄ヱﾞﾛ ┳ﾗる ┳│┇ﾗす も┵ﾔ ┰━ﾛぬ

┷ﾈ┕ﾝﾈ た┵ジす ┮ﾕる
┷ﾈ┕┏ﾓ ┤ﾎ ┷ﾔ ┢┏ヮﾗす ┮ﾕる

ぬる┢ﾗす ぬす┵ﾎけ ┘┈ﾕる
ろ┢ﾌる つ┤ﾍけ ┷ﾙ┑ﾈ ┘┌┋┆ﾔ
ろ┢ﾌる つ┤ﾍけ ┷ﾙ┑ﾈ ┘┌┋┆ﾔ

ぬ┵┈│┆ﾗす よ┢ﾈ

 ┷ﾙなぬけ ┤ﾒ┕ﾏ *



いゃ

*┷ﾙ┕ヰﾏ┤ﾉ よ┕│ﾒ

تعزمة �لدم
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がよ┵ヱぎむﾞﾗす なぬる よ┕ﾕ
┷┌ヮﾋ せぬ┕┇ﾘ ┷ﾔ ┶━ﾘ

が ら┕ﾙ｠┢ﾗす き┕┃ﾔ ┷ﾔ ┶━ﾘ
ら┕ﾍ ぎ┢ﾗす ┷ﾔ ┶━ﾘ

┷┺す┵ﾞﾎす へ┵┄ﾍ ┷ﾔ ┶━ﾘ          
.. ぐ┱│ﾛ ┲ﾗ .. ゎ┴┍┊ﾗる
 ┷ﾞﾗす ゑり┕┏ジす ぎら┟ ┱ﾚ

がダ┢ヮﾗす ゆす┒ﾎ ┷ﾔ
..ぐ  ┘┈ﾞﾍす

お┷ﾌるぬ ┗ﾘ┕┏ﾕ ぐ┘ ぎヮ ゑﾘ ビﾌ
 ┷ﾘな ┷ﾔ ┶━ﾘ

.. ゑゆすね┕ﾘ ぎ┲ﾊ
が ┱┏┋ﾗす ┗ﾎ┕ﾘ ┷ﾔ

が ┖┋┉ﾗす ┷ﾔ ┝┬ﾏ ┲ﾖ



いゅ

ろ┤┆ がﾏ ゑま ぎ┢ ゑ│ﾉ ┶ﾞﾌ  
ゎ┠ﾛ┤ﾗす が┴ﾈ ぐた┝┤ ゑﾍゑる

わ┕┌┋ヰﾔ ...わ┕┌┋ﾌ ..りるぬ┣ﾉ
 ┷┃デ ...ら｠す ┵ﾚ

れ┢│ﾗす な『ﾈ ..》 ┶ﾗさ  
れ┢ジする れ┢┍ﾗす な『ﾈ ┱ﾈ  

が ┤┄┆ﾗ┕ﾈ ゎ┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗす ┲ヰﾞヮﾉ ┷ﾖ
...┴ﾊぐ┤ ゑﾌ ┳ﾘ ゎぬ┕┍ﾗする

 ろ┣ﾗす ゎ┘ﾛけぬ ┲ﾖ
┷ぎむ┍ がﾘ ..┝┤ゑむﾔ

... ぐよ┕┍ﾛ が┴ﾛ┢ﾛ ┷ﾔ ゐ┯ﾝﾙね ┶ﾗさ わ┕ﾟ┏ﾟﾌ
 ┷┍┏┍ﾌ ┘ﾛけぬ ┲ﾖ

わ┕ぎﾛ┤ ゑﾐ が┴┏ﾗさ な┵┆ﾛ
... ぐよ┕┌┇ﾗす ┖━┆ﾖ

 ┷┍┏ﾈ ら｠す ┵ﾚ
ぃ.. ぐ┱┾け ┲ﾗ ┷┍┍┊ﾗる  

┷┍┏ﾈ ビﾈ ┕┌ﾔ  
ぐよ『┅ﾗす ┝┱┅ﾖ ん┢┏┆ﾈ .. ん┢┏┆ﾈ  

お┕┍┏ﾔ ┤ヰﾝﾗす なぎ┤ﾏ ろ┣ﾗす ┕ﾘ

ゐ┲┏┎ﾈ ゐた┵│ﾈ ┷ﾙ┑ﾖ
が ふぬ┟す ┶ﾗさ ┤┏━ﾛ

..┷ﾞぎﾝゎむﾕ ┷ﾔ
... ゑ┢ぐむ┉┈ﾗす ゑ┢ﾕるけ ろ┣ﾗす ┕ﾘ

が┴ が┎┏ﾉ ┳ﾘ



いょ

 ゎ┲┏ﾋ┤ﾗす ぬ┕┅ﾞﾙ》す ┵ﾚ ┱ﾚ
ぃ ゎ┴ﾎす┵ﾎる ぎ┱┻ ろ┣ﾗす
ゑ ら｠す ┘ﾈ┕┍ﾗす ┵ﾚ ... ぐよけ
お...ゆ┕┌ﾞﾖ》す ┯┋ﾕ ┷ﾔ

 ろ┣ﾗす ぎろ┢ﾘ┤ヮﾗす ┠ﾘ┕ゲす ゎ┴ぎ┋ ゑﾒ
 ぃ ゑて┕ﾐけ ┢ﾕ    

... ぐゆ『┎ﾗす が き┕ヅ       
...┷┍ﾙさ

が ゆ┕ﾝゲす ┕ﾛ┕┾る ゎたけ┤ﾕ ぐ  ┣む ゎﾘ  
 ぃ ｠┖ゴす ┶┋ﾒ  

が ┧┆ぎ┍ﾗす ┳ﾘ よ┕ﾕ  

ゐ┚┏｀┻ らるな
ぃ が┴ヮ┈ﾙ ┶┋ﾒ ┶┋┾る  

...れな┕ﾙ ┲ﾊ
ぃ が┲┏ﾘ┤ﾗす ┷ﾔ ゐそぬ┣ﾈ ┶┋ﾒ

わ┕ﾒ┵ﾐ が┤ ぐ┌ゑゲす ┳ﾘ たき┕｀ﾔ  
ぃら｠す ┵ﾚ

... ゐ┗ﾗ┕ﾌ ┷ﾔ  

が┤┏┈┍ﾗす ┦┏ヮﾚ ┷ﾔ ┷ﾞﾗす が た┕┎ゲ┕ﾖ  

がぬ┵┍ﾗす ゆぎるけ ┕┎┉┺┕ﾕぬ  
 ┕ﾚゎな┕┆ﾎさ  

 ろ┵ ぐヰ ゑﾘ ┢┺す┵ﾒ ┷ﾔ  
ぃら｠す ┵ﾚ

が ┳ぐﾛゑ┤む｠ む┏ぎ┍ﾗす ┙ﾗ┕ﾊ ┷ﾔ  
 ぃ┷┍ﾘ ぬ┢ﾝﾗす ┬┋┄ﾘ ┷ﾔる



いっ

... ゑ┘ﾖぬ┕ﾝﾉ
 ぃ が┮ぐ┏ ぎ┄ﾗす とに┕ﾈ ┕ﾛ  

 ぃ がら┕ﾘね『ﾗす ┳ﾘ ビﾌ
ぃ ゑ┰┏ﾔ ┖┺┕ﾓ┤ﾗす ぬる┢ﾉ

...┷ぎ┋｀ﾞﾗす ら┕┊ﾘ 》 ...┶ﾗさ
... ゑやぬ┕ﾝﾉ

 ろ┣ﾗす ┮┏ﾋぎ┤ﾗす す┣ﾚ
ゎ┩┏┈ﾛ せ┕｀ゴす の┕ﾝﾞﾗす ┷ﾔ

...┷ﾗ┵ﾌ ┖ﾖす┵┊ﾗす ぬる┢ﾉ ビﾌる

  ┯━ﾘな ┷ﾔ ┲┏┉ﾘ ┷┍┏┄ヮ┋ﾔ ┤ﾒ┕ﾏ *



いあ

 がぬ┵┈│┆ﾗ┕ﾖ ┞┱ﾞﾈけ
が┴┌┏ﾓ ┘ﾘ┕│ﾈ ゐ┮ﾎけ ┳ﾘ

┷むﾝ┏ヰﾙ ┳ﾘ ゑ┤ ぎヮ┏ﾉ ┕ヅ り┕┈━ﾗす ゎ┚ﾗけ
 ぃ がら┵┏┆ﾗ┕ﾈ ゑ┱ぎ┋┆ﾉ ゐふ┕ﾘ

 ぃ┷┍ﾘ ゑき┕━ﾌ┟す ゑよ┤┻ける
ろ┢ﾛぬる ┳ﾘ ゑ┱ぎ゙ ﾝﾉ わす┤┎ﾙ れ┤ﾝﾙ┕ﾔ

 
┷ﾝ┏ﾝﾌ ┕ﾛ ゑ┰━ﾘ┤ﾈ ┷ﾙ┣ﾍ

 ┷ﾙ┢┆ﾞﾎする
 わ┕ﾕ┥ﾘ ぐた┢ﾏ┕ﾙ ゐき┵┻ がたす┤ﾔね

が┖ﾛ┤┇ﾗす ゆ┕┌ﾎ┑ﾈ
 ぃ ゑ┰ﾛ┢ﾒ┕ﾎ ┗ﾗ┕ﾝﾕ ┷ﾙ┣ﾍ

┷┍ ぎ┄ﾓる
┷┋┏┋ﾈ わ┕ﾘす┵ﾒけ め┕ﾐ ゐ┤｀ﾔ は┕ﾛ┤ﾈ

*┷ﾙ┵┌ﾞ┎ﾉ ら┕ヮﾓ 
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いい

 ┷ﾉ┤ﾝﾒ ゎ┱ﾓす┵ﾏ ┕┌┏ﾔ
┕ﾝﾖす┤ﾘ ┤┏ﾊ┟す ゑ┰┈┄┆ヅ ぐ┘┋┌ﾌ

 
 ぎ┷┋ﾒ ゐ┴ﾛさ

 わす┢ﾒ┕┾ ゑ┰┎ﾋる ゎた┢ﾋる
┷ﾗ┒ﾎ ゑせ『ﾝﾗ

 わ┗┋ﾝ┍ﾎ ゎた┢ﾋるる
 ゐ┗┌ヮﾙ ┗┈┏┋ﾌ

┕ﾝ┺するに ら┵┍ゴす ゑ┰ﾞ┌ヮﾝﾈ ぐ┘ヰヮﾘ
ろ┢┏ﾝﾈ わそ┤┄┍ﾕ ゑや┕┍デ ぐ┘┉ﾉぬ┕ﾔ

 
 がきす┢┍ﾗ┕ﾈ ゑ┱ ぎ┌グ わ┕ﾝ┋ﾕ ┷┍ﾉ┤ﾟﾖけ

ゐよ┕ﾑ ゐそ┤┄ﾕ ┳ﾘ も┤ﾉ ┲┋ﾔ
ぐ┘ベぬ┕ﾔ ゑや┵ヰ┾ ┢ﾛ┢｀ﾈ ┷┍ﾉ┤┄ﾘけ

わ┗ぎ┋ﾌ が┯ﾈ┕ﾙ┥ﾗす ら┢ﾗ ┳ﾘ ゑろ┕ ぎ┈ﾖ
┷ﾘす┥ﾍ わ┕ﾉ┕ﾞﾏけ ¨す ┕ﾛ ゎ┘┏ヮﾙる

 
┷ﾞ┌┾ ゑ┘┆ﾛ┕ﾈ ろ┣ﾗす ゑ┘ﾙけ

 ろ┢┏━ﾙ ゐ┤ヰﾎ ┷ﾔ ゑ┘┋ﾎける
┰ﾕ┕ヮﾈ わ┕┍ﾘね ┷┍ﾉ┤ぎ┏┾ ろ┣ﾗす ゑ┘ﾙけ

が┢┏│ゴす ┷ﾔ ゑや┢┎ﾏ がめ┕┈┊ﾗ わそな┤ﾈ
 

 ┵ヰ┾け
┷┋┏ヱﾈ わ┗ヰ┍ﾋけ ┝┮ﾏ ゐはす┤ﾔ ┳ﾘ ゎ┱┌ﾊける

ゑ┰┋ﾝﾕ が┱┏┋ﾗ┕ﾈ ┶ﾏる ゐ┲ﾗけ ┶┋ﾒ ┵ヰ┾け



いう

┷┍┏ﾈる ┷┍┏ﾈ ┕ﾘ が┤┌ゲ┕ﾈ ┶┈ﾞﾌする
ぐ┘ﾘ┕ﾚ が┢┉┈ﾗす がダ┢ﾕ ┳ﾘ ゎそき『ジす ろ┣ﾚ

 ろ┢ﾋ┵ﾈ ┘ ぎ┄ﾌ
ビ｀┋ﾗす ひす┤ﾕ┑ﾈ わすぬす┤ﾎけ ゑな┕ﾋ ゐせ┢ﾚ き┕ﾖ┣ﾖ

 
...┕ﾙけ す┣ﾚ

┶┄ザす ┳ﾘ ゎ┱┏ﾝ┍ﾗす す┣ﾚ
┳ﾛ┢┏ﾗす が┯ﾗけ ┷ﾔ ゑき┕┃ﾒ┟す ゎ┱┉│ﾛ ゑ┰ﾉ┵┾ ┬┏ﾈ┤ﾗ

 ┕ﾙけ す┣ﾚ
┕ﾕぬす┵ﾐ ┠┏┈│ﾗす ┷ﾔ ┷ﾔる┤ﾌ ぐ┘┌ﾑけ ┕ジ┕ﾐ にさ

┕ﾎぬす┵ﾙ ┝┷ﾔ ゎた┕ﾕ┢ゴす が┘ ┝┆ﾏる ゑ┘ﾘ┢ﾕ ┶ﾞﾌ
 

┝┷ﾔ ゑなす┵ﾒ┟す ゑらねるな ゑ┰ﾞ┌┾ ねる┤┏ﾔ
んもぬ┕ﾘ ゑ┰┌┎ヮﾈ ┷ﾙけ ゎりぎ┤ﾓる

わ┕┉ﾊする ゑや┵┄ﾍ ゑゆ┵┌━ﾘ ┷┍ﾞﾔなぬけ
┕ﾕな┕┾ ゑろ┤┆ﾏ よすぬ ゑ┰ﾙ┥ﾌ ぎ┷┈┾る

 ん┤┌ﾋ ┕┎ﾉ┕ﾔる ぃ ゑろ┕━ﾌ ┷ﾔ ┘ﾈ┕│ﾉ わ┕ﾕ┤ﾌ
┕┉ﾘする ゑ┷┉┋ヰﾈ

┷ﾝ┋┉ﾈ ゐ┲┉ﾎ ┳ﾘ ゎ┘┺┤ﾝﾔ
わ┕┆ﾘな せ┵┄┆ジす ゑやぬ┣ﾈ ゎりす┢ﾛ ぐ┘ ぎヮﾋ

»┕ﾕぬ┕ﾈけ « がま┵ﾘ┢┋ﾗ ゎめぬにけ ゎ┘┆ﾋ┤ﾔ
 

ゑ┰ﾎ┑ﾝﾗ わ┕┌ﾎぬ ┷ﾞﾔ┤┇ﾈ が┘┏ﾞ━┋ﾗ まな
ろぬすねさ ゎ┴ﾕぬるね ┝┢ﾏ ゐ┤┉┾ ｠┷┋ゴ わ『ﾍ┢ﾘ

ろぬ┕│ﾌ ┕┎ﾎぬ┵┍ﾈ ぐた┢┎ﾏ わ┕┆ﾈ┕┾け つ┕ﾋ┥┋ﾗ まな



うぅ

がぬす┵ゲす ┷ﾔ わすぬ┕ﾋる ぃ┷┍ﾈす ┕ﾛ ┷ﾉぬ┵┾ が┱ ぎﾘ┑ﾞ┋ﾗ まな
ろぬ┕┎ﾙ ぐた┤ﾔね ゐ┗ﾕ┤ヰﾈ ┦┏ベ らけ わ┕ﾘ┵ﾛ ゑや┕┎ﾙ

┷┍ﾈす ┕ﾛ の┵┉ﾗす ┷ﾔ わそぬ┕ﾝﾒ がせ┕┎━┋ﾗ まな
┶ﾚ┕ﾝﾉ わす┤┄ﾒ ぐ┘┍ﾘなけ ゑ┢ﾈぬさ ゎせ┕┆━ﾔ
ぬ┕ﾝ┇ﾗす ぎ┷ﾐ ┶┋ﾒ ┷┾┤ﾌ れ┢ﾘ ┳ﾘ

 
 ゐ┬ﾈ┕┾け ┦┌ヱﾈ ┷ﾙ┣ﾍ

ろね┕｀ﾘ ┕┎ﾞ━ﾒ┤ﾈ ぐ┘ ぎ┄ﾍ
ろね┕┊ﾒる ┷ﾙぬに

┷ヮぐ┈ﾙ ┳ﾘ ｠┷ﾈ┤┇ﾗす ┢｀ヮ┌┋ﾗ
ろぬす┢ﾋ ┳ﾒ ぬるす┥ﾉ わ┕ﾕ┵ﾎ ┕┍ﾈ ┪ﾝ┎ﾉ 》る

 
┷┈ﾞﾕける ゎゆ┵┾け わ┕ﾙ┥ﾌ

ぐそぎ┤ペす き┕┏┋┆ﾈ わ┕ﾕ┤ﾐ
┷┍ﾈす ┕ﾛ ら┥ゴす ┤┏ﾓ ゎら┥ゴす

.ぐそぎ┤ヮジす り┕┏ﾒけ ゎき┵┃ﾗする
 

┷ﾙなぬけ  ┤ﾒ┕ﾏ *



うぇ

 *ろる┕ﾞ━ﾝﾗす な┵┌ヰﾘ ┢┌ヰﾘ
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 わ┕ﾙ┕ﾞヮﾈ が┖┋┉ﾗす ま┵ﾈぬ ┷ﾔ ゎは┤ﾞﾔける
がた┕┌ヮ┍ﾗす ゑ┤ﾐ┕ﾒ

 ん┲┏ﾓ が┴ﾗ『ﾑ ゎき┷ﾔ
 .. ゑ┩┏ﾈけ

 ぃ がそ┕┏ヰ┋ﾗ ゐら┕┆ ゑﾘ ┳ﾒ ゎ┙ヰﾝﾉ がよ『ﾌ┟す ゎ┗ﾛなぬる ゐ┗ﾗ┵┈ﾐ ┱ﾟﾘ
»お..ゎそ┕┏ゴす ┕ﾘ« ゎゆ┑ヮﾉる

 れ┑┍ﾛ がろ┕┍ﾗす ゎめ┥ﾒる んら┕ゴける ┶┉┏ﾎ┵ﾘ ゎ┬ﾕる が┖┋┉ﾗす がゆ『ﾑ ┷ﾔ

 ん┲┏ﾓ が┖┋┉ﾗす がゆ『ﾑ ┷ﾔ
 .. が┠ﾛ┤ﾗす が┲┏ヮﾙ ┳ﾘ ゑ┤ ┝ヮ┊ﾉ

 .. がた┕┎ゲす ┷ﾔ ゑ┤ﾟ┆ﾝﾉ るけ
お ぐ┗┆ﾈぬ┟す ゎた┕┎ゲす ┕ﾘ



うぉ

 .. が┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗす がもぬる ┶┋ﾒ ん┗ﾒね┵ﾘ ん┗┋ﾜﾎけ が┖┋┉ﾗす がゆ『ﾑ ┷ﾔ
おき┕━ﾉ ┕ﾘる ゎき┕━ﾉ ┕ﾘ ぐ┖ﾞﾖ┕ﾔ

ぐき┕┃┏ﾈ んめ┤ﾌけ
ぐき┕┃┏ﾈ ん┤┄ﾎけ

ぐき┕━ﾉ ┕ﾘ ┖ﾞﾖ┕ﾔ
お.. ぐ┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗす ┕ﾘ

.. がき┕ヮ┌┋ﾗ ん┘ﾕる が┖┋┉ﾗす がゆ『ﾑ ┷ﾔ
 ..がぬ┕┎┍┋ﾗ ん┘ﾕる

 .. が┘ﾕ┵ﾗす がぬ┕ヮ┊ﾙ》 ん┘ﾕる
 .. がよ┕ﾛ┟す が┤ﾉ┕ﾔな ゑも┵ﾔ

 ..┶ﾞ┈ﾗす がよ『ﾌけ ゑも┵ﾔ
 ... ん┘ﾕる が┘ﾕ┵ﾗす ゑもぐ┵ﾔ ゑも┵ﾔ ┕ﾘ

)┕ヅぬ(
おぐそ┤┅ﾙる ゐた┕┅┏ゴ ┳ﾘ ゎ┢┆ﾈける ゐ┗┏ﾙ┕ﾊ ゑも┵ﾔ ┕ﾘ

 がき┵┃┋ﾗ ん┮ﾐ┕ﾍ んき┷ﾏ が┖┋┉ﾗす がゆ『ﾑ ┷ﾔ
ゑき┕┏ﾏ┟す ゎ┤│ﾝﾛ ん┠ぐ ゑゑジる

ゑ┕ﾜ┏━ﾔ わ┕ﾜ┏ﾏ
.. わ┗┅ゴ ┶┉ﾝﾉ ┲ﾊ ..┶┍┈ﾉ ゎき┕┏ﾏ┟す ┴ﾙるな わ┕ﾜﾛ┵ﾏ

おき┕┉ﾝﾗす ┕ﾘる き┕┍┈ﾗす ┕┌ﾔ



うゃ

 .. ゐの┕┆ﾙ ┳ﾘ ┶ﾟﾙけ が┖┋┉ﾗす がゆ『ﾑ ┷ﾔ
 ゐビ┍ﾌ ┳ﾘ .. ゐビﾙけ ┳ﾘ

..┷ﾒ┵┋┻ ┳ﾘ
 ..┷ﾒ┵ﾋぬ ┳ﾘ .. ゐせ┕┏ﾓ ┳ﾘ
 ┵┌ヮﾉ ┖┋┉ﾗす がゆ『ﾑ ┷ﾔ

┯┝┋ ゑﾌ ¨す がき┕┌ﾎ ┷ﾔ ゐ┤┏ﾐ ゑ┱ﾟﾘ

┷ﾙなぬけ ┤ﾒ┕ﾏ *



うゅ

*┤┃ﾍ ┘┏ﾛぬ┕ﾘ

�لو�شول

äÉYGóHEG

ろ┢ﾌる ┘ヮﾗ ┷┍ﾙけ やぬな┑ﾔ ┵┋┆ﾛる  ┯┏┈│ﾞﾗす ┢ﾞ━ﾛ
  ┕ﾚ┢ﾋけ 『ﾔ ┷ﾞﾛす┢ﾈ ┶ﾗさ ┗┋ﾚ┵ﾗ ┤┏┊┈ﾞﾗす ┷ﾙ┢┏┆ﾛ

!!! ┕┎┺┕┉ﾈ ┗┏┌ﾚけ ┕ﾘる ┘┎ﾞﾙす ┢ﾕ ┷ﾞﾛす┢ﾈ ら┑ﾈ ┤┊ﾔ┑ﾔ
....ら｠す ┘┋┾る ┢┉ﾔ

 !!!┕ﾙな ┢ﾕ ┷┍ﾒ ┙ヰﾝﾗする ┷┋ﾍすな ┷ﾔ ┕ﾙけ ┬┏┻ける
 ┷━ﾘけ そ┤ﾘ たすに ┘┍ﾖ ┢ﾕる

┴┏ﾗさ た┵ﾙぬる ┷┌ﾎす ┮┋ﾍ ┷ﾔ┢ﾚ ┘┆┻┵ﾔ
┦ﾝ┋ﾗす ┗┅ゴ ┷ﾔる

の┑┏ﾗす ┳ﾘ ┢ﾖ┑ﾞﾗす ┢┍ﾒ
 そ┤ﾖす┣ﾗす ┷ﾔ ┷ﾈぬな ┘ﾘ┢ﾕ

 そ┤┅ﾞ┍ﾘ ┘┈ﾕるる
ろす┵ﾎ ┷ﾈぬな ┷ﾔ ┢ﾋけ ┲┋ﾔ

┕┌┺すな ┘┍ﾖ ┕┌ﾖ ろ┢ﾌる ら｠す ┕ﾙける
よ┕ﾛ┟す ┶┋ﾒ ┘┈┄┆ﾙ┕ﾔ そ┤ﾖす┣ﾗす ┕ﾘける

たぬ┤ﾕる ┷┍ﾞ┉ﾝﾎ ┷ﾞﾗす
 た┵ベ 》 た┕┏┍ﾓ┟す らけ



うょ

 そ┕┏ゴす ┗┏┍ﾓけ せ┕┏┇ﾗす ┱ﾝﾕ ┳ﾘ ┷┉ﾛ┤ﾐ ┶┍ﾓ ┢ﾕる
 れ┤ﾍけ そ┤ﾘ ┯┏┈│ﾞﾗす ┵┋┆ﾛる

 ┷ﾉ┣ﾔ┕ﾙ ┘ヰﾞﾔ ┢ﾕ ら｠す ┕ﾙ┑ﾔ ┷┍ﾔ┤ﾒけ ら┟ 》さ ゆ┕｀ﾘ 》 ら｠する
 ┷ﾙけ ┘ﾖぬな┑ﾔ ろす┵ﾎ ┕┎┍ﾘ れぬけ 》る

ら｠す ┘┋┾る ┢ﾕ
 ら┕┎ﾈ┕━ﾞﾘ め┵ﾕ┵ﾗする ゆ┵┾┵ﾗする

 ゑ┱ ゑ┾ゑ┵ﾔ
 ゑ┮ゑﾕゑるる

ら┕┏┻┕ﾘ  ら『┆ﾔ

┗┏ﾙなぬけ ┗ﾝﾉ┕ﾖ *



うっ

*┷ﾋる┕ﾓ ┗ﾘ┕ﾎけ

�شوق

äÉYGóHEG

┕むむむむむむむむむむむむ┉┋┆ﾘ ビ┉ﾔ┕ザす ビﾈ ゎ┘┋┋┅ﾔ    ┕むむ┉ﾝﾐけ ┷ﾙ┕むむヮﾗ ┶┋ﾒ が┰む┏ﾗさ ┷ﾕ┵ﾏ

┕むむむむむむむむむむむむ┉ﾝﾙね ┷むﾒ┵ﾘな ┘ﾉ┑ﾔ ┕┎ﾞ┏┉ﾗけ    ┕むむむ┍ﾒ┵ﾘな ビﾞむむﾌす┤ﾗす ビむﾈ ゎ┘むむ┆┌ﾋる

┶むむ┉むﾞヮﾉる ゎめ┕むむヱﾉ わ┗むむ┈┾┕ﾒ が┲むむ┏┇ﾗす     ゑ┤むむ┎ﾑ が┠ﾛ┤ﾗす き┕┄ﾞﾘ┕ﾖ が┰ﾒ┵ﾘな ┘ﾉける

┕むむむむむむむむﾕ┝┵ﾏ ┕ﾘ るけ ゑもす┢ﾌ┟す ┶┉ﾎ ┕むむ┌ﾒ    れ┵むむむむむむむむﾎ ┷ﾈなけ ん┳┺┕ﾍ ┷ﾒす┤ﾛ ┶むﾞﾌ

┕むむむむむむむむむむむむむむむむﾕ┝┤┈ﾞﾛ ┳┋ﾔ ゐぬ┕ﾙ ┶┋ﾒ んぬ┕むむﾙ     れ┵む┎ﾗす ゑ┱┋ﾌ ┶ヮﾞﾖ┕ﾔ ろ┤ﾝ┾ ゎた┢ﾕるけ

┕むむむむむむむ┉┋ﾐけ ┰ﾝヰﾈ らさ ろ┤┆むﾏ な┵むむ｀┏ﾔ     ┕むむ┎ﾌ┕┍ﾋ がめる┤ヰ┋ﾗ ┷ﾕ┵むﾏる ろ┤ﾝむ┾

┕むむむむむむむむむむむむむむ┉┝┋ヮﾉ らすに┟す ┕┎む┏ﾔ ゐらに┐┌ﾖ    わ す┢むむむむﾚ┕むﾏ ┷むﾌす┤ﾋ ┶む┋ﾒ ┰む┏ﾗさ たく

┕むむむむむむむむむむむむむむむ┉ﾝﾗす ┱ﾘけ ┕┎┋ﾚけ ぬな┕むﾓ ┲ﾊ    ゐ┲むむむむむ┏ﾈ ┕┎ﾔな┕む｀ﾘ ┘ﾕが┤ ゎﾌ ゐ┗┍┏┈ヮﾖ

┕むむむむむむﾕ┝┵ﾐ ┢むﾕ ┷ﾞ┍┏┈ﾎ ゆ┵むむﾌ ゎつ┵むむジする   ┴むむむむむむむむむﾉ┵ﾘ ゎ┖ﾗ┕む┇ﾛ わ┕むﾙ┕むﾈぬ ゎ┘む┏┉ﾈる

┕むむむむむむむむﾕ ゑ┢┾け ┕む┏ヰﾛる わ┕む┌ヮﾞﾝﾘ ゑた┵む┌┏ﾗ     ┶むむむむﾒる ┳ﾘ ろ┤┇ﾛ き┕む┈ﾛ】す ┱むﾞﾕけ ┕むﾘ

┕むむむむむむむむむむむむ┉ぎﾊ┵ﾘ ┘ﾜむﾋる ろ┤ﾝむﾕ ┕┎ﾞ┊┋ﾘ    ろ┢むむむむむﾛ ┷むﾔ ろ┤ﾝむﾕ ら┕むﾖ が┰むﾞ┏ﾉけ ┕むジ

┕むむむむむむむむむむむむむむむむﾕ┵━ﾞﾘ ┕┎ﾞ┏ﾉ┑ﾔ ゐ┗む┍ﾛ┢ﾘ     ゆ┵むむﾌ きす┵むむ┻┟す ┲むむﾟ┆┋ﾞﾖ ┕む┎ﾞﾛけぬる



うあ

┕むむむむむむむむむむむむむ┉｠ﾔ┤ﾞﾘ ┕┍ﾕす┤ﾔ ┢む┆ﾈ ┤┏む┾ける    わ『むむむむむ┉┆ﾞﾘ ┕むむ┍ﾙ┵む┍ﾋ ビむﾈ ら┵むﾖ┑むﾔ

┕むむむむむむむむﾕ┤ヰﾛ らけ ┷ヰﾙす┵ﾋ ┞┤むむﾌ な┕むむ┊ﾛる    ┷むむむむﾙ ┝┢むﾚ ┢むﾕ ┷むﾌぬす┵ﾋ な┤むﾈ ゆ┵むﾕける

┕むむむむむむﾕ┤ﾏけ ┷むﾌる┥むﾙ ┷むﾔ や┵むﾙな ┶むﾞﾌ    ┷ﾞむﾗ┵┈ﾐ よ『む┅ﾗす ┷┍┏ヮ┍ﾛ な┕むﾖ ┢むﾕ

┶むむむむむむ┉ﾉぬ┕ﾔ ろなす┒むﾔ ┘む┊┋ﾘ ┷むﾞﾝ┏ﾝﾌる     ┕むむむﾚな┕┌ﾓ ┘┋ﾐけ すにさ め┵┏ヮﾗす ┵む┈┇ﾉ

┕むむ┉┈ﾏけ ┰ﾗ┕むギぬす ┶む┋ﾒ き┕むヮジす ┮む┏ﾖ    ろ┤むむむむむむﾉ ┲むﾗるけ ┕む┉ﾌ『むﾉ ┳ﾛ┢ﾕ┤┈ﾗ┕ﾖ

┕むむむむﾕ┤ﾐけ わ┕む┍ヮﾌ ゎ┳むヮゴす ┴む┏ﾔ がてる┤む┋ﾗ     ん└むむﾐ┕ﾏ がや┤む┇ﾊ も┵むﾔる がビむﾝゲす ┘むギ

┕むむむ┉┄┍┏ﾗ やす┵ﾎ ┳ﾒ ろ┤┆むﾏ ゎ┘む┍ ┝┊ ゑﾎ     ┕むむむ┌む┋ﾖ ┷むﾞ┌┾ ら┕む┆┋ﾞ┉ﾉ や┕む┍┏ﾒ

┕むむむむﾕ┤むむﾕ┤ﾞむﾔ わ┕むむ┆ﾘす┢むﾘ ┩むむ┏┈ﾛ ┕むﾘ     ┘┉ﾗける ┘ﾈ┤むﾏ れ┢む┍ﾗす ┳ﾘ ビﾞ┉ﾛぬ┵ﾖ

┶むむむむむむむ┉むﾞﾗする き┕む┌ﾖ ┷む┆ﾘな ┴むﾞﾋ┥ﾘる     ┕むむむ┎┆ﾘな ┲┋ジけ ┷むﾖ ┷む┈ﾖ たな┢む┌ﾔ

┶むむ┉ﾞヮﾛる め┕むヱﾛ ┕むﾘ ┰むむﾒ┵むﾘな ┘ﾉける     わ┕むむむむむ┉ﾝﾙね ┷むむﾒ┵むﾘな ┘むﾉ┑ﾔ ┴むﾞ┏┉ﾗけ

 ┷┆ﾘ┕ﾋ ┖ﾗ┕ﾐ *



うい

*よ┵ﾞ┆ﾗす ┶┎ﾘ 
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 ┷ﾞﾔ┤ﾏ ┶┋ﾒ 『┏ﾗ ┯┋┆ﾉ
ゎゆる┥ﾛ 》

┴ﾞ┌ﾞﾒ ┪┉ﾗけ ┷ﾙけ ┲┋ﾌける
┗┌ガ   

┗┌ガ     
.. ゎゆ┵む┄ﾛる

┴ﾞ┃ﾔる き┕ヮジす ら┑ﾖ..
らす┤┎ヮﾛ

 ┚ﾗ ┷ﾔ ┩むむﾖ┤ﾗす も┤ﾞむむﾎ┟
┰┋┉ﾌ

れ┢┍ﾗす ┧ﾚけ ┷ﾙけ ┲┋ﾌけ
┰ﾗ┵┎ﾎ ┷ﾔ

す┵┈ﾒ
す┢│ﾕる   

┩ﾖ┤ﾗ┕ﾈ ┧┎ﾋける
┷ﾙす┤ﾉ ビﾌ        

┢│ﾕ ろけ 『ﾈ ┘ﾙける
ゎゆ┵グ        

 ┰ﾙけ め┤ﾒけ..
ゎゆ┵グ ┢│ﾕ ┤┏ﾓ ┳ﾘ



うう

┳┊ﾗる
め┤┆ﾉ ┘┍ﾖ すにさ

┗┈┻ ┶ﾗさ ┱┏ﾝヮﾗす ┮┏ﾖ
┗ﾛ┤ﾈる 『┉ﾌ ┮ﾗ┒ﾉ ┢ﾕ

よ┕┍ジす やす┤ﾛ らけ の┤ﾞﾌ┕ﾔ
┷ﾘ┕┍ﾘ ┷ﾔ ┕┄┉┋ﾘ ぐ┬┻る

┕┄┉┋ﾘ ┬┻る
┰┏ﾗさ ビ┍ゴす き┕ﾞﾏ ┷ﾔ ..

┰┏┋ﾒ よ『ヮ┋ﾗ す┢ﾌする ┬┻る
┷ﾘ『ﾎ ぎなぬる..

 ろ┤┆ ゑﾏ も┵ﾔ ┬┻る
┰ﾛ┢ﾛ ┷ﾔ ┕┎┌┋┌┋ﾉ き┕┌ﾎ

┴ﾞ┋ﾕ ろ┣ﾗす よ『┊ﾗす ら┟
ゎゆ┵┉ﾛ 》             

そ┣ﾔ┕ﾙ ろけ ┳ﾘ め┤┆ﾉ ┰┋┆ﾗ
┗┋ﾛ┢ゲす ┷ﾗなけ ┢ﾕ

ゎゆ┵┄┎ﾗす...┤┌ﾞヮﾛ ┷ﾖ
す┣┊ﾚ...

┰┌ﾎ ┶┋ﾒ つ┵ﾘ ゑ┤ﾘ
そ┤┏ヰﾝﾗす ┷ﾔ

┬ﾋる 『ﾈ よ┕┍┏ﾗ ┴ﾉ┑┏ﾚ
ゎ┤┃ﾍけ つ┵ジす ┲┋ﾔ

ゑ┱ぎ┏ﾗ ┱┏┋ﾗする
ゎゆ┵┏ヮﾗす ┴ﾛ┤ﾞ┆ﾉ 》..┤ヰﾝﾗする

┗┏ﾙなぬけ そ┤ﾒ┕ﾏ*
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* た┕ﾌ『┾ ┢┍┎ﾘ

ق�ش�ض
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�ثنان
 ┷ﾔ ┱┾┟す らけ ┰むむﾈ┤ﾕ ┘むむ┍ﾖ ビﾌ ┷むむが┍ﾉ┤ﾝﾍけ

.ビﾋるね ら┵┊ﾉ らけ た┕┍┺┕┊ﾗす
 れ┵ﾕけ ら┵┊ﾙ ┗┏┉ﾛ┤ﾓ】す そぬ┵┄ﾎ┟す ┕┌ﾖ ┕┍ﾙける

 ┳ﾛ┢ヰﾞﾘ ┯━┆ﾗ┕ﾈ ら┵┊ﾙ ビﾌ
 らけ  ┷┍ﾒ わ す┢むむ┆ﾞﾝﾘ た┤ﾔ┕むむﾎ ビﾌ ┷むむ┍ﾉ┤ﾝﾍける

 ビ┍ﾊす ┕┎ﾎ┕ﾎけ ┗ﾔ┤┆ジす
わ すにさ すに┕┌┋ﾔ

!!! ろ┢ﾌる ┕┎┌┋┆ﾉけ ┷┍ﾞﾖ┤ﾉ

�ل�شجرة

 ゆ┵┉ゴす ┳ﾘ ビ┊┎┍ﾘ ゆ┕ﾋ┤ﾗす き┕ﾋ き┕ヮジす ┷ﾔ
 た┕ﾝ┆ﾞジす き┕むむヮ┍ﾗす ┲むむ┎ﾗ┵ﾌ ┘むむ┉ぎ┋ギ ぃそぬる┕むむペす
 ぃわ┕ﾔ┵ﾔな ┲むむ┎ﾌす┤ﾋ たぬ┕│ﾔ ぃ┱ﾘ┟す ぬ┕むむ┅ﾞﾙす ┳ﾘ
 ゆ┵ﾌ て┕ﾝ│ﾗす ┶ﾞﾌ す┵│ﾕぬる .ゑ┤┏ﾘす┥ﾘ ┲┎┏ﾙ┕ﾘける

 ┲┎┋┅ﾉ たす┵┍むむヮﾗ ┘┋ﾑ ┷ﾞﾗす そ┤｀むむ━ﾗす たすに
 ら┵｀┎ﾞﾝﾛる ぃ┲┎ﾌす┤ﾔけ ┕┎ﾞギ ら┵┌┏┉ﾛる ぃ┕┎┋┅ﾈ

.┕ﾚな┵ﾋ┵ﾈ
 ろ┢ﾛ┢ﾌ ぬ┕むむ━┍ヅ き┕ﾋ わ┕ﾙ┵┍｀ﾘ わ す┢むむﾗる らけ ┤むむ┏ﾓ
 ち┢ヰﾞﾗ ふぬ┟す ┶┋ﾒ た┵┎ﾔ ぃそ┤｀むむ━ﾗす ┬┄ﾕる

.┗ﾍ┤┾ るけ ... ぬ┕｀┈ﾙ┕ﾖ ┕ﾉ┵┾
 ┢ﾗ┵ﾗす ┗ﾒ┕｀むむ━ﾗ き┕むむヮ┍ﾗする ゆ┕ﾋ┤ﾗす ┯むむ┈┾

.┗ﾌ┤┈ﾗす た┕ヰ┏┾ ┘┋ﾒる ぃら┵┍ペす
 ┗ﾛるす┥ﾗす ┷むむﾔ ┗むむヮﾗ┕ﾋ ┝┘┋ﾑ そけ┤むむﾘす ┕むむﾚ┢ﾌる
 ┕ﾘ ┘┌│ﾈ ┤┅┍ﾉ えそ┤｀むむ━ﾗす よ┕ﾖぬ ┳ﾘ そ┢┏┆ﾝﾗす

 .┷┊ﾝﾉる ぃろ┤｀ﾛ
 る┢むむﾝﾉ 》る ぃの┵むむﾈ┕┊ﾈ ┘むむ┌┋ﾌ ┕むむ┎┝ﾙけ る┢むむﾝﾛ 》

.┗┌┺┕ﾙ
 ま┵┌ゲす ┗ﾕ┕┌ﾌ ┕┎┆ﾘ┢ﾈ ┤┊┍ﾞヮﾉ ┘ﾙ┕ﾖ ┱ﾈ

┗ﾌ┤┈ﾗする
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 ┕ﾚ┤━ヰﾛ らけ ┷ﾔ ぃ┑┄ザ┕ﾈ ぃ┕┎ﾘけ ┕┎ﾗ ┘ﾒな そけ┤ﾘす
 ┕┌┏ﾔ ┕ﾚ┤むむ━ヰﾛ らけ : ┘ﾗ┕┉ﾔ ぃ┖ギ ┳ﾘ ┬ﾘ ¨す

┖ギ
 ┕┎ヮ┈ﾙ ┢｀ﾞﾗ ┕┎ﾘ┵ﾙ ┳ﾘ て┕ﾝ│ﾗす ┷ﾔ ┘ﾕ┕ﾔけ
 れ┢ﾌさ ┷ﾔ もぬる ┳むむﾘ ┯┋┇ﾘ ┦┏ﾖ ┷ﾔ ┗むむﾘ┵┊ﾘ

.┗┉ﾛ┤┆ﾗす た┕ﾖぬ┕ジす たすに ┗ﾛぬ┕｀ﾞﾗす た『ボす

مهل وا يهمل
 ら┵ヱﾛ 》 らけ す┢むむﾚ┕┆ﾉ らす┣むむ┋ﾗす そけ┤むむジする ┱むむﾋ┤ﾗす
 らさ ┕┌┎ﾈぬ ┕むむ┏ﾒなる ぃ┴むむﾈ┕┏ﾓ ┷ﾔ ┤むむﾍ┟す ┕むむ┌ﾚ┢ﾌけ
 ┤ﾔ┕むむﾎえれに┟す ┴ﾝ┏│ﾛ らけ ┤むむﾍ┟す ┕┌ﾚ┢ﾌけ ら┕むむﾍ
 ┷ﾞﾗす ┴ﾞﾋるね ┲┋┆ゑﾉ らけ らるな ┴ﾞ┉┏━ﾒ ┬ﾘ ┱ﾋ┤ﾗす
 ┬ﾘ ┷ﾚ┕┉ジす れ┢ﾌ】 そ┤┏│ﾕ ┗むむﾚ┥ﾙ ┷ﾔ ┘ﾋ┤ﾍ

.┕┎┉┏━ﾒ
 らけ ┢┆ﾈ ┶┈むむ━ジす たすに ┷むむﾔ ┗ﾌぬ┕ﾝﾗす ┕むむ┏┉ﾞﾗす

.┤┏ﾎ ちな┕ゴ ┕┌┎┍ﾘ ┱ﾖ ふ┤┆ﾉ

حديث ن�شوة
 せ┕ﾈ ┶┋ﾒ の┵むむ┋ゲす ら┢ﾞﾒす ┷むむﾉす┵┋ﾗす き┕むむヮ┍ﾗす

 き┷ﾏ ┱ﾖ ┳ﾒ ┙ﾛ┢ヰ┋ﾗ ┳ﾚす┢ﾌさ ┘┏ﾈ
まぬ┕━ﾗす ┷ﾔ ゆ┕ﾋ┤ﾗす

 も┵ヮﾗす ┷ﾔ き┕ヮ┍ﾗす
 のぬす┢ジす ┷ﾔ た┕┏ﾞ┈ﾗす

たすぬ┕ゴす ┷ﾔ ら┕┏ﾞ┈ﾗす
 ┗ﾎ┕┏ヮﾗす ┷ﾔ ┗ﾈぬ┕┃ﾞﾘ きすぬく き┕┄ﾒさ ┳ﾗる┕ヰﾛ

 ┦むむ┏┺┤ﾗす らけ ┳むむﾚす┢ﾌさ れ┤むむﾉ ┙むむ┏ﾌ ぃ┗むむ┏ジ┕┆ﾗす
 ┕┌┏ﾔ ぃ) わ┕┏ガ┵ヮﾙ ( ら┕ﾖ ら┵ﾞ┍┏┋ﾖ ┱┏ﾈ ┷┊ﾛ┤ﾘ┟す
 ┡ﾝ┄┋ﾗ ┠┋│ﾉ 》 ┦ﾛすぬ す┥┏ﾗ┢ﾙ┵ﾖ らけ れ┤ﾍけ れ┤ﾉ
 ┱｀ヱﾉ ┘ﾙ┕ﾖ ┵むむﾗ :┮┏┃ﾉる え┘むむ┏ﾝﾗす ゆ┕むむ┌ﾒける
 の┵┋ゲす れ┵ﾎ ┱┌ﾒ ┕┎ﾗ ら┕ﾖ ┕ジ ┕┎むむヮ┈ﾙ ┶┋ﾒ
 ぃ┳┎ﾟﾛ┢ヰﾈ ┮ヱﾞむむヮﾉ れ┤ﾍけ ┕┌┍┏ﾈ .ゆ┕ﾋ┤ﾗす ┬ﾘ
 ん┱むむﾒ┕┈ﾘ ┕むむ┎ﾛ┢ﾗ ら┕ﾖ ┵むむﾗ れ┤むむﾉ ┕むむﾛ ゆき┕むむヮﾞﾉる
 ┬┏┄ﾞむむヮﾉ ┘ﾙ┕ﾖ ┱ﾚ ぃらす┤ﾛさ ┴┊┋ベ ろ┣ﾗ┕┊ゎﾛる┵ﾙ

! ビﾞ┉┏ﾕな ┳ﾘ ┱ﾕけ ゆ『ﾍ ┘┏ﾝﾗす ┗ヱﾝﾐ ね┕ガさ
 ビﾐ┕┏むむ━ﾗす らけ :┳ﾚす┢ﾌさ ┳むむ┎ﾗ ┘ﾗ┕ﾕ ┕むむ┌┏ﾔ

ら┕┃ﾘ┤ﾈ ┕┎ﾉ┵┏ﾈ ┷ﾔ ┦ﾝ ゎギ
 ┳┎┍ﾘ ぎろけ がた┑むむﾉ ┲むむﾗ ┷むむﾗ┕ﾞﾗす ま┵ﾝむむﾎ┟す ┷むむﾔ

┘┏ﾝﾗす せ┕ﾈ ┶┋ﾒ の┵┋｀┋ﾗ
..ら┕┃ﾘぬ き┕ﾋ ┢┉ﾔ

 ┘┏ﾈ よ┕むむﾘけ の┵むむ┋ゲす ┳むむﾒ ┳┃┆ﾞむむﾎす ┢むむﾕる
 ┮ﾉ┕┎ﾗ┕ﾈ の┕むむ┍ﾗす ┶むむ┋ﾒ ┗むむ┌┏┌┍ﾗ┕ﾈ え┳むむﾚす┢ﾌさ

.そ┤┏│┉ﾗす ┱┺┕ﾎ┤ﾗする ゆ┕┉┍ﾗす

┷ﾔ┕ヰ┾る  ┖ﾉ┕ﾖ *

يوم �ح�شر
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*ろる┕┊┋ﾘ ┤ﾘ┕ﾒ

عفريت �حارة
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 よ┕┏┉┋ﾗ た┕ﾕる┟す ┖むむヮﾙけ ┤ﾖ┕ﾝﾗす ┠ﾝ│ﾗす ら┕ﾖ
 ぬ┵むむヮﾗす も┵ﾔ ┷ﾙ┕┊ﾘ た┣むむヱﾉす ぃ┗┌┎ジす ┰むむ┋ﾞﾈ
 .┗┊ﾈ┕━ﾞジす ら┵ﾞﾛ┥ﾗす そ┤｀ﾏ ら┕│ﾓ┑ﾈ ┕┏┈ヱﾞﾘ
 も┵ﾔ ┘ﾗ┢ﾉ ┗むむ｀┻┕ﾙ ┤┏ﾓ ら┵むむﾞﾛね た┕ﾝﾌ ┬むむヮﾉ
 き┕┎ﾙ】 ┗┏ﾔ┕ﾖ ┘ﾙ┕ﾖ ぃろ┢ﾛ ┷ﾔ ま『┉ﾘる ぃ┷むむﾎけぬ
 ら┕┊ジす 【デ ┕┎ﾉ┵┾ ら┕ﾖ ら┕│┏┾ ┗┆ﾝﾎ な┵ﾋる

.┯┺┕ﾕな ┱ﾝﾕ
 ┷━ﾛ ┕ﾘ ┱ﾖ ┘┏┈ﾍけ ぃぬ┵ヮﾗす ┳ﾒ ┘ﾗ┥ﾙ  き┪ﾝﾈ
 ふ┤┇ﾗす す┣むむ┎ﾗ ┕┉ﾝむむヮﾘ ぎ┢ﾒゎけ ┦┏┊ﾈ ┷ﾞ┋┆┈ﾈ
 ┲ﾊ ぃぬ┵むむヮﾗす ┳ﾘ ┤ﾍ｠す ┖ﾙ┕ゲす ┶ﾗさ ┴むむﾈ ┘ﾔ┣ﾕる
 ┘┋ﾐけ .らす┤┏ﾋ ┕むむﾛ ...らす┤┏ﾋ ┕ﾛ :とす┤むむ│ﾗ┕ﾈ たけ┢ﾈ

:そ┣ﾔ┕┍ﾗす ┳ﾘ ┕┎ﾎけ┤ﾈ そけ┤ジす
 すに┕ﾘ  お┷┉むむ━ﾗす ┢むむﾗ┵ﾗす ┕┎ﾛけ や┕むむﾚな すに┕むむﾘ -

おち┢ﾌ
.┲┊ﾙ┕│┏┾ ┬┏┌ﾋ ┗┄┉ﾗす ┘┌┎ﾞﾗす -

.ゆ┵┉ﾉ ┕ﾘ ろ┤┏┇┾ も┢│ﾛ ┳ﾗ ... ┕ﾝﾉ -

 ┕┎┍ﾈす ろな┕┍ﾉ た┣ﾍける ┮むむ┍┆ﾈ そ┣ﾔ┕┍ﾗす ┘┉┋ﾓけ
.┘┏ﾝﾗす ┶ﾗさ す┢┺┕ﾒ ぬ┵ヮﾗす ゎ┘┉┋ヮﾉ ┕┌┍┏ﾈ

 .┕ﾛな┕ﾒる ┕┺な┕ﾚ る┢ﾝﾛ き┷ﾏ ┱ﾖ ら┕ﾖ ┘┏ﾝﾗす ┷ﾔ
 な┵┌ゲす ┤むむヮ┊ﾗ ┴むむ┋┌ﾒ ┳┊デ ┕むむﾘ ┷ﾔ た┤むむ┊ﾔ
 ろ┣ﾗす の┵むむ┉ﾗす ┰むむﾗに ┶むむ┋ﾒ ┷むむﾉ┤ﾖすに ┘むむ┆ﾕ┵ﾔ
 たぬな┕ﾓる ┴むむﾞﾗる┕┍ﾉ ぃ┷むむ┻┕ジす き┕ﾞむむ━ﾗす ┴むむﾞ┆┍┾
 ら┕┉┏むむﾎ ┬┌ゲ そ┤ﾝ┉ジす す┢┾┕ﾕ ぃ┕ﾒ┤むむヮﾘ ゆ┥┍ジす
 ┷ﾞﾗす よ┕┎むむヮﾗす ┗ﾒ┕┍│ﾗ ┗むむﾘね『ﾗす ら『むむ┾┵┆ﾗす

.ぬ┵ﾝ┉ﾗす も┵ﾔ ┘ﾝ┍ﾉ ┘ﾙ┕ﾖ ┕ﾘ そな┕ﾒ
 らけ ┶ﾗさ ┤┏むむ━ﾛ  ら┕ﾖ そ┤むむﾝ┉ジす ┷ﾔ き┷むむﾏ ┱ﾖ
 ┘┌│ﾗす ぃ┦むむﾈ┕┏ﾗす ┖むむ━┆ﾗす ぃ┤ﾍ┑ﾉ ┢むむﾕ ┤┄ジす
 や┕┍ﾚ すな┵ﾋ┵ﾘ ┳┊ﾛ  ┲ﾗ ろ┣ﾗす ろ┢ﾋ ┤ﾝﾕる ぃめ┕ゲす
 ぃ┘┏ﾉけ ┕┌ﾖ た┢ﾒ .わ す┢ﾌする わ┕ﾙ『┾┵ﾒ ┢ﾋけ ┲ﾗ .┢┆ﾈ
 ぃ┯ﾛ┤┄ﾗす ┖ﾙ┕ﾋ ┶むむ┋ﾒ .そぎ┤ジす り┣ﾚ ┕ﾜ┄ﾝﾘ ┳むむ┊ﾗ
 ┤ﾝ┉ﾗす ┰ﾗに ┢┍ﾒ 『┏┋ﾕ ┘┈ﾕ┵ﾉ ぃそ┤ﾝ┉ジす ┳ﾘ ┕ﾝﾛ┤ﾕ
 ぃわ┕ゴ┕┾ わ『ﾋぬ ら┕ﾖ ┴ﾝﾌ┕┾ らさ ろ┢ﾋ ゆ┕ﾕ .なぬ┕━ﾗす
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 ら┕┊ジす ┷ﾔ ┳むむﾔなる そ┤ﾝ┉ジす ┳ﾘ ┧┆┍ﾗす ┴むむﾈ ぬ┕ﾐ
 ┲ﾊ ぃ┴ﾞヮジ ぃ┤ﾝ┉ﾗす ┳ﾘ ┘ﾈ┤ﾞﾕす .┴┏ﾔ ┪ﾝﾚ ろ┣ﾗす

.『ﾛ┵ﾐ ┴ﾞ┋ﾘ┑ﾉ
...┢ﾛぬけ ┕ﾘ ┷ﾒけ ┷┍┋┆ﾋ きる┢┎ﾗす ┳ﾘ ┱┏┋ﾕ

 ┘┋ﾔ┕ﾓ ぃ┘むむ┏ﾝﾗす ┶ﾗさ ┷ﾞﾒ┤むむﾎ ┱┊ﾈ ┘┎グす
 きす┤┌ﾌ は┕┌ﾕ ┗┆┄ﾕ ┕┎ﾞﾙす┥ﾍ ┳ﾘ た┣ﾍける ┷ﾘけ
 ┕┍ﾞ┏ﾈ ┮┋ﾍ )そぬ┵むむﾖ┕ゴす( ┷ﾔ .┘ﾋ┤ﾍる ┕むむ┄┏ﾍる
 ┶┋ﾒ ろぬ┕┏ﾞﾍす ┬ﾕる ぃビﾞﾗす そ┤｀むむﾏ よ┕ﾘけ ┘┈ﾕる
 ぃ┗ﾈ『┾る ┗ﾘ┕┉ﾞむむﾎす ┕ﾚ┤ﾟﾖける ら┕│ﾓ┟す ゆ┵ﾐけ
 ┘┄ﾈぬ ぃそ┤｀むむ━ﾗす ま┣ﾋ ┳ﾒ ┴ﾞ┋│ﾔる ┴ﾞﾗる┕┍ﾉ
 な》るけ ┬┌ゲ ┘┉┋┄ﾙする ぃは┕むむ┌┉ﾗす ┗┆┄ﾕ ┴┏┋ﾒ

.┷ゴす
 ┤┏むむヮジす ┕むむﾙけ┢ﾈ .┗むむﾛすぎ┤ﾗす 『むむﾘ┕ﾌ ┲むむ┎ﾞﾘ┢┉ﾉ
 ┬┌むむヮﾙ ┕┍ﾖ ┷ﾞﾗす ┕むむ┎ﾉすに たすぬ┕むむﾝ┆ﾗす ┳むむﾛなな┤ﾘ
 ┤ﾍ┑ﾉ ┕むむ┌┋ﾖ ┕┎ﾙるなぎな┤ﾛ ビむむﾌ『┈ﾗす ┳むむﾘ ぬ┕むむﾝ┊ﾗす
 ┲┎ﾎ┵┉ﾐ ┢┋┉ﾙ ┕ﾙ┣ﾍける ぃ┴┌むむﾎ┵ﾘ ┳ﾒ ┤┄ジす

.┤┄ジす せ『｀ﾞﾎ》
 つ┤ヱﾛ ら┕ﾖ ┷むむゴす た┵┏ﾈ ┢むむﾌけ ┕┍┋ﾍな ┕むむ┌┋ﾖ
 ┗ﾛす┤ﾗす ┴ﾈ は┤ﾛ き┕むむジす ┳ﾘ の┑ﾖ 『ﾘ┕ﾌ ┲むむﾚ┢ﾌけ
 ┕┍ﾍす┤┾ ┴ﾈ ┵┋┆ﾛ ら┕ﾖ ろ┣ﾗす ┤ﾘ┟す ぃ»て┵ﾏ┤━ﾗす«
 ┘ﾙ┕ﾖ ぃらす┤┏ゲす ぬるな き┕むむﾋ ┶ﾞﾌ す┣┊ﾚる ぃ┕ﾙこ┕┍ﾓる
 .┕┍┆ﾘ┕ヮﾘ ┶ﾗさ ┶ﾚ┕┍ﾞﾉ ┱ぎﾗ┢ジす ┲┎┍ﾈす ┗┉┎ﾏ
 そけ┤ジす ┘┉┋┌ﾌ ぃせ┕ﾝﾗす ┳ﾘ ┕┎むむﾎけぬ ┱ ぎﾐけ ┕ﾘ┢┍ﾒ
 ┕┎ﾛけ ┘ﾙけ ぎ┷┉ﾏ ぎろけ :┘ﾗ┕ﾕる ┖┃┇ﾈ ┷┎ﾋる ┷ﾔ
 ┘ﾙけ ぃ┰ﾎけぬ ┘ギ ┳ﾘ 》さ ┖┺┕│ジす ┷ﾉ┑ﾉ 》 ぃ┢ﾗ┵ﾗす
 ┤┃ﾌけ らけ ┱ﾝﾕ す┵むむﾝﾚにす ぃ┷ゴす な》るけ ┢むむヮﾔけ ┳ﾘ

.┕│┆ﾗす
 ビ┆ﾈ┕ﾞﾘ ┕┍ﾋすぬなけ ┕ﾙ┢ﾒる ぃ┗┅ゴ ら┵┊ヮﾗす ぎ┲ﾒ
 ┤ﾍく ┳ﾘ ┕┍┺┕┎ﾞﾙす ┶むむﾞﾌ ┤ﾝﾖけ ┖ヱ│ﾈ き┕むむ┍┇ﾗす

.た┵┏ﾝﾗす
 ┕ﾙ┢│ﾕる ┗┏ﾙ┕ﾊ ┕┍┆┌グ ぃの┵むむ┉┄ﾗす ┤ﾍく ┢┆ﾈ
 り┣ﾚ そ┤ﾝ┉ジす ┳むむﾘ 》┢ﾈ – ┠ﾗ┕│ﾗす ┱むむﾋ┤ﾗす ┤むむﾝﾕ

 ┕┍┏ﾗさ ぎ┲┃ﾙす ┯ﾛ┤┄ﾗす ┷むむﾔ .┗ﾛす┤ﾗす ビ┆ﾔすぬ –そぎ┤ジす
 ぃ┕┍むむﾎ┵┈ﾙ ┷ﾔ ┖ﾒ┤ﾗす ぬ┕ﾊけ ┕ﾘ ぃね┵｀┆ﾗす ら┵むむ┍ペす
 ┰┋ﾞﾈ ら┕ゲす ┗ﾝﾐ┕ヱﾘ ┶┋ﾒ ┴ﾉぬ┢ﾕ ┳ﾒ ゆ┕┉ﾛ ┕むむジ

.りす┵ﾎ ┢ﾌけ ┕┎┌┎┈ﾛ 》 ┷ﾞﾗす ┗┇┋ﾗす
 ┴ﾞ┇┋ﾈ つ ぎ┢┎ﾞジす ┴ﾉ┵┾ 『ﾒ ┢ﾕる ┤┏ヮジす ┕┍┆ﾈ┕ﾉ
 ┕ﾘ┢┍ﾒ .┗┈グ┤ジす ┕┍ﾉす┵┾け ┘ﾞ┈ﾍ ┕┌┏ﾔ ぃ┗┈┏ポす
 そすに┕ヰヅ ┕むむ┎ﾒぬねる ┗むむﾛす┤ﾗす ┷┍ﾘ ゆる┕むむ┍ﾉ ぃ┕むむ┍┋┾る
 ┬┏┌ゲす ┗むむ━ﾚな よ┕ﾘける ぃ┴ﾕ┵ﾔ ┢┆┾ ┲ﾊ ぃ┤ﾝ┉ﾗす
 は┕┌┉ﾗす ┗┆┄ﾕ ┶┋ﾒ ゆ┵ﾝﾞﾛ ┣ﾍける ┴ﾗする┤ﾎ ま┥ﾙ

.┬┈ﾉ┤ﾘ た┵│ﾈ ┰ヰ┃ﾛる
 ┶ﾗさ ┕ﾙ┢ﾒる ぃち┢むむﾌ ┕ﾘ ゆ┵┎ﾗ ┬むむ┏┌ゲす ┯ が┆ ゎ┾
 ┢むむヮﾔけ らけ ┢┆ﾈ ┗ﾝ┏ザす ┕むむﾙ┵┋┆ﾉ れなす┤むむﾔ ┕┍ﾉ┵┏ﾈ

...き┷ﾏ ┱ﾖ ゆ┵ﾝポす ┰ﾗに ┕┍┏┋ﾒ
 ┖ﾕすぬけ ぃゆ┥┍ジす よ┕ﾘけ ┦┋ﾋけ ┘┍ﾖ き┕むむヮジす ┢┍ﾒ
 け┢ﾈる ぃ よ┵┏┇ﾗ┕ﾈ き┕┌むむヮﾗす た┢ﾝ┋ﾉ ┕ﾘ┢┍ﾒ ぃそぎぬ┕むむジす
 ┶ﾗさ ┘ﾒ┤むむﾎけ .┷ﾘ┕┅ﾒ ┶むむﾗさ ┱ぎ┋むむヮﾞﾛ な┤むむﾝﾗす
 ぃろ┢むむヮﾋ ┕┎ﾈ ┘┍ﾔな ┗┏ﾙ┕┄ﾈ ┘むむﾗる┕┍ﾉ ぃ┘┏ﾝﾗす
 た┕ﾝﾌ ┤┉┍ﾈ ┕┆ﾞ┌ﾞヮﾘ ┷ﾏす┤ﾔ ┷ﾔ ┘┏┉┋ﾞﾎする
 ┕ﾚ【ﾘ ┢ﾕる そ┤ﾝ┉ジす ┱┏ヱﾉけ ぃ┣ﾔす┵┍ﾗす ┶┋ﾒ ┤むむ┄ジす
 ┷ﾞﾗす ┗┈┏ヰ┍ﾗす ┗┋ﾛ┵┄ﾗす ┴ﾙ┕┉┏ヮﾈ ら『┾┵┆ﾗす
 ┷ﾗ┕┏ﾍ ┖ﾚに .よ┕┎むむヮﾗす れ┵ﾕけ ┕┎┍ﾘ ┬┍┾┑むむﾎ
 ┗ﾝ┆ﾋる ┷むむﾎ┵┉ﾈ な》る┟す ┘ﾘ ぎ┢┉ﾉ ┙┏ﾌ わ す┢┏┆ﾈ
 ┕┎│┍┉ﾙ ┷むむゴす ┪むむ┄ﾕ ┖むむ ぎ┉┆ﾞﾙ ぃ┷ﾘ┕┎むむﾎ

.れ┤ﾍ┟す ┵┋ﾉ そ┢ﾌす┵ﾗす
 ろな┕┍ﾛ た┵┾ ┶┋ﾒ ┘┅┉┏ﾞﾎす て┕ﾝ│ﾗす ┷ﾔる
 ┗ﾛ┵ﾕる そ┤むむ┏ﾟﾖ た┕むむﾕ┤ﾐ ┬むむﾘ ┳ﾘす┥ﾉ ┷┌むむﾎ┕ﾈ
 ┘ﾒなる ぃ せ┕むむﾝﾗす ┷ﾘけ ┘ヰﾞﾔ .┕むむ┍ﾞ┏ﾈ せ┕ﾈ ┶むむ┋ﾒ
 ┵ゲす ら┕ﾖ ┢┉ﾔ ぃ┗ﾒ┤むむヮﾈ ゆ┵ﾍ┢ﾗす ┶ﾗさ ┲ﾚ┢ﾌけ
 ┷むむﾏす┤ﾔ ┳ﾘ ┘┃┎ﾙ .そぬす┥┇ﾈ ゆ┥┍ﾛ ┤┄ジする すなぬ┕ﾈ
 ┘ﾙ┕ﾖ .┤┺す┥ﾗす ┗ぎﾛ┵ﾚ ┮むむ━┊ﾞﾎ┟ ┷ﾗく ┱┊━ﾈ
 ビ┍┏┆ﾈ ぎ┷ﾗさ た┤┅ﾙ ぃ┗ﾋ┕ﾋな ┕ﾚ┢┏ﾈ ┱┌ギ ぃそぬ┕ゲす
 :┘ﾗ┕ﾕる ┷むむﾘけ た┥むむ┌ﾓ ぃ┯┏┌ﾒ ┖むむﾌ ┕むむ┌ﾚ┒┋ﾘ
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 ┪┉ﾗす ┱ﾖけ ┷むむﾞﾗす ┗┍┏┊むむヮジす ┗ﾋ┕ﾋ┢ﾗす り┣むむﾚ
 .┰┏ﾗさ ┕┎ﾛ┢┎ﾛ らけ ┷むむ┍ﾈす ぬ┤ﾕ ┢むむ┉ﾗ ぃ┕┎ﾙ┕│┏┾
 ┩┏ﾝﾗす ┕┎ﾗ ┤ﾞﾏする ┖ﾚにす ┤┄ジす ┮ﾕ┵ﾞﾛ ┕ﾘ┢┍ﾒ
 た┕┃┏ﾝﾗす ┦┉┈ﾉ ┕ﾘ┢┍ﾒ ┳むむ┊ﾗる ぃ┴┏┋ﾒ ┢ﾕ┤ﾞﾗ
 ┘┊ヰ┻ ┲ﾊ ぃ┗┏ﾙ┕ﾊ ┪┉ﾗす ┕┎┋ﾖ┑ﾛ らけ ┳ﾘ ぬ┣ﾌす

.┱┏ﾌ┤ﾗ┕ﾈ ┷ﾘけ ┘ﾙに┑ﾞﾎする ら┕┍ヰﾈ
 らるな ┳┊ﾗ 『ﾛ┵ﾐ ┤むむ┄ジす ┮ﾕ┵ﾞﾛ らけ た┤むむ┅ﾞﾙす
 ┗┆ﾙ┕ド ┘┋ﾚ┕グ ぃろ┤むむﾝ┾ ┢┈ﾙ ┕ﾘ┢┍ﾒる ぃれる┢むむﾋ

.┩┏ﾝﾗす きす┤━ﾗ ┘ﾝﾚにる ┷ﾘけ
 ぃ┗ﾋ┕ﾋ┢┋ﾗ ┕むむ┍ﾕ たな┢ﾒけ ぃ┤むむﾛ┥┇ﾗす ┤┄ジす ┘むむギ
 ┶ﾗさ ┘┈ﾗな ┲むむﾊ ぃ┩┏ﾝﾗす ┶むむ┋ﾒ ┢ﾕ┤ﾉ ┕むむ┎ﾞﾖ┤ﾉる
 ┶ﾞﾌ ぃ┕ﾚ┢┉┈ﾉけ ┘むむ┍ﾖ ┤ﾍくる ┘ﾕる ビﾈる ぃゆ┥むむ┍ジす
 ┷┍┌ﾓぬけ ┢ﾛ┢むむﾏ な┤ﾝﾈ た┤┆むむ━ﾔ ぃよ『┅ﾗす ぎ┱むむﾌ
 きめ┢ﾗす ら┕ﾖ ┙むむ┏ﾌ ぃはす┤┈ﾗ┕ﾈ き┕むむ┌ﾞﾌ》す ┶むむ┋ﾒ
 ら┕│┏│ﾗす ┘むむﾛけぬ :ゆ┕┏ザす つぬ┕むむヮﾘ ┷ﾗ き┷┃ﾛ
 【デ ぃ┕┎ﾘけ ┮むむ┋ﾍ ┩ﾖす┤ﾞﾉ ┗むむ┏ﾚす┥ﾗす ┕むむ┎ﾙす┵ﾗ┑ﾈ
 はぬけ ┕┌┍┏ﾈ ぃら┕┊むむジす ┕ﾛ『ﾍ ┷┺す┵むむ━┆ﾗす ┕┎ﾉ┵┾
 ┪┉ﾞ┋ﾉ ┖ﾙ┕ﾋ ┱ﾖ ┳ﾘ ┷ﾈ ┪┏ヰﾞﾔ せ┵ﾝゴす ┕┎ﾗ

.┕┎ﾘ┕┆ﾐ
 ┱┏ﾗ ┢┆ﾈ ┘┅┉┏ﾞむむﾎす ┤ﾖ┕ﾝﾗす ┠むむﾝ│ﾗす ┷ﾔ
 ┶┋ﾒ ┷むむﾏす┤ﾔ ┳ﾘ ┘┃┎ﾙ .ぬ┕┅ﾞﾙ》┕ﾈ ┲むむヱﾞﾘ
 .そなる┤ﾝﾗす ┢ﾛ┢ﾏ ┵ゲす ら┕ﾖ ぃせ┕ﾝﾗす ┘ヰﾞﾔ ぃ┱｀ﾒ
 ┱ﾖ ら┕ﾖ や┕むむ┍ﾚ ぃ┗ﾋ┕ﾋ┢ﾗす ┳ﾕ せ┵むむ┾ ┘┎グす
 ┬┌ﾎけ ┲ﾗ ┷┍ﾙさ ┶ﾞﾌ ぃ┕ぎﾛな┕ﾒる ┕┺な┕ﾚ る┢ﾝﾛ き┷ﾏ
 ぃ┳┉ﾗす き┕┄ﾓ ┘┆ﾔぬ .┱ﾍす┢ﾗす ┳ﾘ ┷ﾉ┑ﾛ た┵┾ ろけ
 ┷┉┋ﾞむむヮﾉ ┗ﾋ┕ﾋ┢ﾗす ぃ┴むむ┆ﾕ┵ﾉけ ┲むむﾗ ┕むむﾘ ら┕ﾖる
 ┢┆ﾈ ┘ﾉ┕ﾘ ┢ﾕる ┩むむ┏ﾝﾗす ┖ﾙ┕ﾋ ┶ﾗさ ┗むむヮﾝ┏ﾞﾘ
 ┕┌┍┏ﾈ ぃ┮┉むむヮﾗす ┳ﾘ ┤┄ジす ┕むむ┎┏ﾗさ せ┤むむヮﾉ らけ
 な┤ﾝﾗす ┱┆┈ﾈ ┚┋ﾟﾗす ┱ﾞﾖ ┱ﾟﾘ た┕┃┏ﾝﾗす ┘ヮﾘけ

.ひぬ┕┉ﾗす

 ┷ﾙなぬけ ひ┕ﾕ *
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*┲┏ﾌ┤ﾗす ┢ﾝﾒ ┮ﾎ┵ﾛ ┗┌ﾐ┕ﾔ

ق�شتان

äÉ```YGóHEG

   لعبتي �ل�شغرة

 ┴ﾗ ┳ﾘ┒ﾛ ろ┣ﾗす ┱┌┆ﾗす ┢ﾋる ┗┇ﾗ┕ﾈ ┗ﾈ┵┆│ﾈ
 ぃ┢┏ﾚ┥ﾗす ┗ﾔ┤┇ﾗす ┤ﾋける よ┕むむ┆┄ﾗす ┳┌ﾊ ┴ﾉ┢ﾗす┵ﾗる
 ┘ﾙ┕ﾖ ぃ┗┏┺┕むむヮ┍ﾗす ┗むむヮﾝﾗ【ﾗ ┱ヰﾘ ┷ﾔ ┬むむ┺┕ﾈ
 ぎビ┆ﾘ よ┕むむ┅ﾙ ┯ﾔる ┦むむﾈ『ジす ┖むむ┏ﾉ┤ﾉ ┴むむﾞ┌┎ﾘ
 ┤┏┏┇ﾉ ┶ﾗさ ┗ﾔ┕┻】┕ﾈ ┤｀ﾞジす ┖ﾌ┕┾ ┴ﾗ りな┢むむﾌ
 ら┕┊ﾔ ┬┏ﾝﾗす ┕むむ ぎﾘけ ) た『ﾛな┵ジす( ┖むむ┆┋ﾗす ┦ﾈ『ﾘ
 ゆす┢ﾋ ┶┋ﾒ そぬ┢ﾕ ┳ﾘ ┳┎ﾗ ┕ジ ぃた┕むむ┆┺┕ﾝﾗす ┱┌ﾒ

.きす┤━ﾗ┕ﾈ ┳┎ﾒ┕┍ﾕさる た┕ﾙ┵ﾈ┥ﾗす
 ら┟ ぃ┵ﾚ 》さ ┗┆ﾎ┕ﾞﾗす ┷ﾔ ┤｀ﾞジす ぬな┕┇ﾛ ┬┏┌ゲす
 ┦ﾈ『ﾘ ┗ﾜ┏┎ﾉ ┵ﾚる ぃ┗┆ﾎ┕ﾞﾗす ┷ﾔ け┢ﾝﾛ ┴┋┌ﾒ
 ┷ﾔ ┴┆ﾕ┵ﾛ ┱┌┆ﾗす す┣ﾚる ぃ┷ﾗ┕ﾞﾗす よ┵┏┋ﾗ ┖┆┋ﾗす
 ┴┏┋ﾒ ┖┆│ﾛ ┴ﾙ┟ ぃ┤｀ﾞジす ┖ﾌ┕┾ ┬むむﾘ ┯ﾗす┥ﾘ
 ┖ﾌ┕┾ た┕むむ┌┏┋┆ﾉ ┖むむヮﾌ ┦ﾈ『ジす ┯┏むむヮ┍ﾉ
 ┕┎ﾉ┤━ﾈ ら┵ﾗ ┖ヮﾌ ┗ﾝ┆ﾗ ┱ﾖ の┕ﾝﾗ】 ぃ┤｀ﾞジす
  つに┕ヮﾗす り┤┏┊┈ﾉ ら┕ﾖ ぃらす┵ﾗけ ┳ﾘ ┕┎ﾝﾎ┕┍ﾛ ┕ﾘる
 ┖ﾌ┕┾ ┬ﾘ  ┕┎ﾗ ┤│ﾌ 》 た『┊━ﾘ ┷ﾔ ┴┆ﾕ┵ﾛ

.┗ﾔ┕ﾖ たすな┕ﾏぬ】┕ﾈ よ┥ﾞ┋ﾛ 》 ┴ﾙ┟ ┤｀ﾞジす
 ┴┏┋ﾒ ぎ┳むむﾘ ┯ﾗす┥ジす り┣むむﾚ ┳ﾘ つ┤むむヱﾛ ┶むむﾞﾌる
 ┗ﾝ┆ﾗ ┱ﾖ ┷むむ┄┆ﾛ らけ そ┤むむ┊┈ﾈ なる┢むむボす りこ┕ﾖに
 ┱ﾖ ┦ﾈ『ﾘ な┢ヰﾛ らけ ┬┏┄ﾞむむヮﾛ ┴┋┆ﾗ ぃ┕┌ﾎす
 ┖ﾌ┕│ﾗ そ┤┊┈ﾗす ┘ﾕすぬ ぃ┕┎┌ﾎす ┖ヮﾌ ┗ﾝ┆ﾗ
 ぃ┲┏┌ゴす ┴ジ┕ﾒ ┤むむ｀ﾞジす ┲ﾗ┕ﾒ ┠ﾝ┾ける ぃ┤むむ｀ﾞジす
 ┕┌むむﾎす ┕┎ﾗ ぬ┕ﾞヱﾛ ┴むむﾝ｀┆ﾉ 》 ┷むむﾞﾗす ┗むむﾝ┆┋ﾗす
 ┷ﾔ す┤┏ﾟﾖ ┢むむ┎ﾞ｀ﾛ ┴ﾝ｀┆ﾉ ┷むむﾞﾗする ぃ┕むむﾛ┢┏┋┉ﾉ

.┕┎ﾝﾎ┕┍ﾛ ┲ﾎす ┳ﾒ ┙ヰﾝﾗす
 ┲ﾎす ┕┎┏┋ﾒ ┯┋ﾐけ ┷ﾞﾗす ┗ﾝ┆┋ﾗす ┰┋ﾉ ┴ﾞ┉ﾚぬけ
 そに┕ﾍ┟す ら┵┏┆ﾗする ぃろな┕ﾘ┤ﾗす ┤┆むむ━ﾗす たすに ぃ┳ﾛな┕ﾙ
 ぃ┮┏┄ﾗす らす┵むむﾗけ ┱ﾖ ┕┎┏┍┏ﾒ ┷むむﾔ ┬┌グ ┷むむﾞﾗす
 ┕ﾝﾝむむﾎ ┘ﾙ┕ﾖ ぃね┤ﾖ ┗ﾝヰﾖ ら┕むむﾞﾛ┢ﾙ ┕ﾚ┕ﾞ┈むむﾏ
 ぃ┦ﾈ『ジす ┱┌ﾋけ ┕┎ﾗ ぬ┕ﾞヱﾛ ┴ﾙ┟ ┴ﾕるに ぎ┷むむﾕぬ ┷ﾔ
 ぎろね きす┤むむﾏ ┶┋ﾒ ┘ﾔ┕┎ﾞﾉ た┕ﾙ┵ﾈ┥ﾗす ┱むむ┆｀ﾛ ┕ﾘ
 ┶┋ﾒ ┴ﾉぬ┢┉ﾈ ┯ﾟﾛ ┤｀ﾞジす ┖ﾌ┕┾ ┱┆ﾋる ぃ┳ﾛな┕ﾙ
 ら┕ﾖ ┲ﾖ .た『ﾛな┵┌┋ﾗ ┗ﾝむむﾎ┕┍ジす らす┵ﾗ┟す き┕┉ﾞﾙす
 ┶┋ﾒ ┕┎│ﾕ┤ﾛ ┕むむﾚ┢┏ﾈ ┣ﾍ┑ﾛ ビﾌ ┕┆ﾞ┌ﾞむむヮﾘ
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 ┱┌ﾋけ ┷┍┆┌むむヮﾛる ┷┍│ﾕす┤ﾛ« ┗┏┍ﾓけ た┵むむ┾
 ┗┌ﾚす┵ﾗす ┕┎ﾒ┵ﾘな ┗むむ┌┋┌┋ﾈ け┢ﾝﾛる ぃ»た┕┌┋┊ﾗす
 ぃ┷┏┍┏ﾒ ┷ﾔ な┵むむﾎ┟す ┤┄ジする ┗┏┍ﾓ┟す なな┤ﾉ ビﾌ
 ┦ﾈ『ジす ┕むむ┎ﾗ ┤むむﾟ┊ﾛ ろ┵ﾞむむ━ﾗす ┲むむﾎ┵ジす ┷むむﾔ

. な┤ﾝﾗす ┳ﾘ ┕┎┏┋ﾒ ┕ﾔ┵ﾍ ┗┉┏ﾙ┟す ┗┏ﾔ┵│ﾗす
 ┗┅ﾔ┕ボす ┷むむﾕ ┴┏┋ﾒ な┢むむ━ﾉ ┴ ぎﾘけ た┣むむむむﾍけ
 :┕ﾌ┤ﾔ な┤┏ﾔ ぃ┴むむ｀ﾛる┥ﾉ ┷ﾔ ┗ﾝﾓぬ ┴むむﾏる┤ﾕ ┶┋ﾒ
 》  -のる┤ﾒ ┳ﾒ ┰ﾗ ┙ヰﾈ┑ﾎる - ぃビ┺┕むむ━ﾉ ┕┌ﾖ
 ┷ﾚけ :┘ﾌ┤ﾔ .のる┤むむ┆ﾗす た┢ﾋる ┷ﾘけ ┕ﾛ ┷ﾝ┆ﾞﾉ
 :┕┎ﾕ『ﾍける -ら┵むむ┊ﾛ ┕ﾘ ┱┌ﾋけ ┳むむﾘ - お┗むむ┋┏┌ﾋ
 》 ぃた┕ﾝ┋ﾐ ┕むむ┎ﾗ ┦┏ﾗ ぃ┖┃┇ﾉ 》 す┢むむﾋ ┗┏ﾗ┕ﾒ
 ┷ﾚけ- !ら┕ヮﾗ 『ﾈ ┱┏┌ﾋ ┲ﾔ ぃた┵┾ ┕┎ﾗ ┬┌ヮﾛ
 ┦┌┎ﾉ 》 ぃろ┤┏ﾓ ┕┎┆┌ﾎ ┢ﾌけ 》 ぃ》 おき┕むむﾎ┤ﾍ
 ぃ┚ﾞギ ┲ﾗ ┕┎ﾞﾊ┢ﾌ おや┤┉┈ﾈ め┤┆ﾉ ┱ﾚ  -┷ﾗ 》さ
 ┶┋ﾒ ┘┉ﾔする -  ぃ┬┺すぬ き┷ﾏ す┣ﾚ :は┕ﾚ┢ﾙ┕ﾈ よ┟す
 ┲ﾗ ぃそ┢ﾌする ┗むむﾔ┤ﾓ ┷ﾔ ┗むむ━┏┆ジす ┕┍ﾞﾖぬ┕むむ━ﾘ
 ┢│ﾕけ-  !すに┕ﾘ .┤｀ﾞジす ┷むむﾔ お┲┏┉ﾉ ┳ﾛけ .┩ﾔ┤ﾉ
 きす┢┇ﾗす そなするね ┰┏┄ﾒ┑ﾎ .┳┊むむヮﾉ ┳ﾛけ ┲┋ﾒけ 》
 ┖ギけ-   ビ┺┕━ﾉ ┕┌ﾖ  -┕┎ﾗる ┰ﾗ た┕━ﾛる┢ﾙ┕ﾎ

.┴┋ﾖく ┕ﾘ ┱ﾖ ┱ﾖ┑ﾉ お┤ﾞﾒ┥ﾗする ┘ﾛ┥ﾗす
 す┣ﾚ ふる┤むむﾒ ら┑むむﾈ ┤むむ｀ﾞジす ┖むむﾌ┕┾ り┤むむﾝﾍけ
 ┳ﾘ ぬ┕ﾐ ぃめ┕ﾔ┥ﾗす ビﾉ┕むむヮﾔ ら┵┊ﾞむむﾎ ┮┏│ﾗす
 ┰ヮﾝﾗけ ┕ﾘ┢┍ﾒ ┕ヮﾘ┕ﾚ ┕┎┏┋ﾒ ┶┍ヰﾙす  て┤┈ﾗす
 ぃ┲ヮﾞﾝﾉ ┕┎ﾗ┕ﾍ ぃ┕┍ﾔ┕ﾔね ら┵┊┏ﾎ ┩┏ﾈ┟す せ┵ﾟﾗす
 :┕┎ﾗ ┶┍ﾓる ┕┎ﾗ┕┌ﾋ ┗┌ﾕ ┷ﾔ ┘ﾙ┕ﾖる ┕┎ヮﾝﾗけ
 ┢┆ﾈ ぃ»ら┕ヮ┏ﾙ そ┤ﾚね ┕ﾛ ┩┏ﾈ┟す ら┵┋ﾗす ┷ﾔ ろぬるな«
 た『ﾛな┵ジす ┦ﾝ┋ﾛ らけ ┤｀ﾞジす ┖ﾌ┕┾ ┴むむ┈┋ﾖ よ┕ﾛけ
 ┥┏┎グ ┲むむﾎ┵ﾘ ┮むむ┏│ﾗす ら┟ よ┵むむ┍ﾗす ┦むむﾈ『ﾘ
 ね┤ﾝﾉ ┷ﾞﾗす よ┵むむ┍ﾗす ┦むむﾈ『ﾘ ┗┾┕ﾍる ┦むむ┺す┤┆ﾗす
 ┩ﾔぬ ぃきす┤ﾓ】する ┗┍ﾞ┈ﾗす ┳ﾐす┵ﾘ ┤┎┅ﾉる ┳ﾉ┕┈ジす
 ┳┊ﾗ ぃゆるな ┷ﾝ┏ﾝﾗす ┱ﾛな┵ﾘ ┳ﾛな┕ﾙ ┶┋ﾒ ┬むむ┋ヱﾛ らけ
 ぃ┴ﾗ ┳ﾒにけ ぃ┰むむﾗに ┶┋ﾒ ┴┌ﾓぬけ ┤むむ｀ﾞジす ┖むむﾌ┕┾
 ┳ﾘ ┴ﾋる ┷ﾔ ┤むむ━┊ﾛる ┴┈┋ﾍ ┕┎┏┈ヱﾛ ぬ┕むむ┾る

 ぬ┢ﾛ ┲ﾗ ぃ┠┻┕┈ﾗす きすな┤ﾗす す┣ﾚ ┷ﾔ ┷ﾚる ┕┎┋ﾘ┑ﾞﾛ
 ゆる┕┍ﾉ にさ ┱ﾌ ┷ﾗさ ┑むむゲ ┗ﾛ┕┎┍ﾗす ┷ﾔる ぃ┱┆┈ﾛ ┕むむﾘ
 ┖ﾌ┕┾ り┢ﾋる て┕ﾝ│ﾗす ┷ﾔる ぃ┕ﾚ┤ ぎヮﾖる ┕ﾘる┢ﾕ
 ┲│ヱﾛ ┳ﾗ ┴ﾙけ ┴ﾙ┑┌ﾐ ぃ┕┎ﾈ┤ﾕ ┖ヰﾞ┍ﾛ ┤｀ﾞジす
 ┴ﾘけ ┕┎ﾞ┊ﾈ .┕むむ┎ﾗ ┕むむ┍┌ﾊ ろ┤┎むむ━ﾗす ┴ﾝﾉすぬ ┳むむﾘ
 ┷┎ﾞ┍ﾉる た┵ベ らけ ┱ﾝﾕ ┕┎┏┋ﾒ ┘ﾔぎ┤┆ﾉ ┵ﾗ ┘┍ベる

.┕┎┍ﾈす よ『ﾌけ ┕┎┆ﾘ

 )حبيتك تا ن�شيت �لنوم(

 ┳ﾒ ┘ﾗ┑むむﾎ ぃま┕┄┉ﾙす ┢┆ﾈ ┕┎ﾞ┉ﾛ┢┾ ┘┋ﾈ┕ﾕ
 ┱ﾖ そ┕┏ﾌ ┷ﾔ ┲むむﾚ┟す ┤ﾝザす ┕┎ﾞ┇┋ﾈけ ぃ┕むむﾚぬ┕ﾝﾍけ
 ぃ┥┏ド ろ┤│ﾒ せ┵┋むむﾎ┑ﾈ ぃ┮┏ﾖ ぃ┘むむﾋる┥ﾉ ぃそ┕ﾞﾔ
 ┱ﾘ┕┊ﾞﾘ ぃす┢ﾋ ┯ﾔ┵ﾘ つするね ぃ)┘むむ┍ﾗす( ゆ『ﾍ ┳ﾘ
 ┷┋ﾍなけ ┗ﾐ┕ヮﾝﾈ ぃ┷┍ﾛ┢ﾏぬけ や┵ﾋぬけ ぃ┤┾┕┍┆ﾗす
 ろぬ┕むむﾞﾍする )た┕むむ━ﾗす( ┗むむﾊな┕ボす ┚むむﾘ┕ﾙ┤ﾈ ┶むむ┋ﾒ
 ┲ﾊ ┗むむﾏなぬな ゆ『ﾍ ┳ﾘ ら┵┊ﾉ ┗ﾛす┢ﾝﾗす ぃ┰ﾝ┏│ﾙ
 ぃ┗ﾗ┵┎ヮﾗす り┣┎ﾈ ┤ﾘ┟す ぃつする┥ﾗす ゾ┕ﾍ ┲ﾊ ┗ﾕす┢┾
 ┤ﾘ┟す ぬ┕ﾞヱﾞﾎ ┳ﾘ ぃめぬ┕┆ﾞﾗす せ┕ﾈ ┘┻┤┆ﾞむむﾎす
 ろ┢ﾒ ┷┌ﾒ ┷┋ﾕ そ┤┉ﾈ そ┤┊ﾌ( ゆ┵┉ﾞむむﾎ ぃ┤┏ヰﾘ
 ┩┌ﾓけ らけ ┱┃ﾔ┟す 》 ).... ビ┍ﾊす ┢ﾌする そ┤━┆ﾗす
 た┕ﾖ┤ﾌ ┦┌ﾍ るけ ┬ﾈぬけ そぬ┑┈ﾗす や┤ﾌけ ┲ﾊ ┷┍┏ﾒ

.)┰┏┋ﾖ( ┱┌ﾒけ ┲ﾊ
 ぃ┗┏ﾈ┤┇ﾗす ┗むむ┉┄┍ジす ┳ﾘ ┤ﾚすね ぬ┕むむ┏ﾞﾍ》す ら┕ﾖ
 たけ┢ﾈる ぃろ┤ﾊ ┴ﾙけ ┷┍┆ﾛ す┣ﾚ ぃ┤┏ザ┕ﾈ ┤━ﾝﾉ ┗ﾛす┢ﾝﾗす
 ┷ﾙる┤ﾞ┊ﾗ》す ぬす┵ゴす そ┤ﾞﾔ ┘ﾙ┕ﾖる ぃよ┵ﾛ ┱ﾖ ┗ﾊな┕ボす
 らけ ┘┈むむ━ﾞﾖす ぃビﾞﾒ┕むむﾎ るけ ┗ﾒ┕むむﾎ ビむむﾈ ┕ﾘ
 ぃ┤┏ザ┕ﾈ ┤━ﾝﾛ ┕ﾘ す┣ﾚ ぃ┗ﾖ┤ﾞむむ━ﾘ た┕ﾘ┕┌ﾞﾚ》す
 ゆ┵┏ジす ┷ﾔ め『ﾞﾍす や┕┍ﾚ ら┵┊ﾛ らけ ┖｀ﾛ ┳むむ┊ﾗ
 ┤ﾋ┕━ﾞﾙ ┶ﾞﾌ ┱ﾖ┕━ジす ┩┆ﾝﾗ ┕ﾝﾝﾎ ら┵┊┏ﾗ

.┗┏ﾋる┥ﾗす そ┕┏ゴす たすぬ┕┎ﾈ ろけ ┠ﾗ┕│ﾞﾙ ┲ﾊ



ぇぅあ

 ┕┎ヮ┈ﾙ ┴ﾗ ┘┈┾る ぃ┕┎┋┊むむﾏ ┳ﾒ ┕┎ﾗ┑むむﾎ
 ┴┋┊ﾏ ┕┎ﾗ ┮│ﾛ らけ ┴┍ﾘ ┘ﾝ┋ﾐ ぃ┱┏│┈ﾞﾗ┕ﾈ
 ぃた》》な ┳ﾘ ┗┌┋┊ﾗす ┷┍┆ﾉ ┕ﾘ ┱┊ﾈ ┱ﾋぬ ┕┎ﾗ ゆ┕ﾕ
 ぃ┴ﾉ┕┏ﾌ ┳ﾒ ┕ﾚ┤ﾝﾍける ぃ┱┏┾┕┈ﾞﾗす ┳ﾒ ゆ┑ヮﾉ ┲ﾗ
 ┳ﾘ ┤┏┄ﾉ たな┕ﾖ ぃ┗ﾖ┤ﾏ ┖ﾌ┕┾ ┴ﾙけ ┕┎ﾗ ビﾝﾉ
 ┘ﾌぎ┤ﾎ ぃ┷ﾙ┢ﾞジす ろな┕ジす れ┵ﾞヮジす  ┘┋ﾘ ぃて┤┈ﾗす
 ┷ﾔ ┧┏┆ﾉ そ┤むむ┏ﾘけ ┕┎むむヮ┈ﾙ たけぬ にさ ┕むむ┎ﾗ┕┏ヱﾈ
 ┕ﾙ┕│ﾌ ┕ﾝﾖすぬ ┷ﾉ┑┏むむﾎ ┴ﾙける ぃら┕┄┋むむヮﾗす ┤│ﾕ
 ┗┋ﾌ┤ﾘ すねる┕グる .ら┕ゲ┵│ﾗす ┕┎┌┋むむヮﾛる ぃ┩┏ﾈけ
 ぬ┵┄むむヮﾗす ┖ﾞ┊ﾉ た け┢ﾈる ぃ┖ゴす ┶ﾗさ ┗ﾕす┢│ﾗす

.┗ﾛ┕┊ヰ┋ﾗ そ┤┏ﾍ┟す
 ┦ﾘ『ﾉ そ┕むむ┉ﾞ┍ﾘ ┗ﾈ┣┎ﾘ ┗むむ┈┏┄ﾗ ┴むむﾉすぬ┕ﾝﾒ
 ┘ﾝ┋ﾐ そ┤ﾘ ぃそ┵ﾕ ┱┊ﾈ ┕┎ﾘ『ﾌけ も┤ﾞﾍす ぃ┤ﾒ┕━ジす
 ぃそ┢むむ━ﾈ ┩ﾔぬ ,┤ﾛ┵│ﾉ ┗ﾗく よ┢ヱﾞむむヮﾛ らけ ┴┍ﾘ
 す┤ﾊけ や┤むむﾞﾉる ┗ﾚ┵むむ━ﾘ ら┵┊ﾉ ┢ﾕ そぬ┵むむ│ﾗす ら┟
 き┕┉┋ﾗす ┱┃┈ﾛ ┴むむﾙけ 『┋┆ﾘ ぃ┦┈┍ﾗす ┷ﾔ ┕ﾜ┏むむﾎ
 ぃ┱│┏┈ﾗす ┵ﾚ ら┵┊ﾛる ,┴ﾋ┵ﾗ ┕┎ﾋる ┷むむ┆┏ﾝ┄ﾗす
 ┯┋ギ たな┕ﾖ ぃ┷むむ┉┏┉ゴす き┕┉┋ﾗす ┢ﾒ┵ﾘ せ┤むむﾞﾕする
 ┶┋ﾒ ┕┉┈ﾉす ぃよ┵｀┍ﾗす ┦┌┋ﾞﾗ ┕┏ﾗ┕ﾒ て┤┈ﾗす ┳ﾘ
 ,┴ﾉぬ┕┏むむﾎ ら┵ﾗ ┳ﾒ ┴ﾞﾗ┑むむﾎ ぃ┦ﾈ『ジす ┪ヂる ら┵ﾗ
 ┕ﾙこ┕┉ﾗ け┢むむﾝﾛ らけ て┤むむﾞﾕす ぃろな┕むむﾘ┤ﾗす ら┵むむ┋ﾗす ┴むむﾙさ
 ぃ┗ﾕな ┤むむﾟﾖけ ぬ┵ﾘ┟す ら┵むむ┊ﾉ ┶ﾞﾌ ┤むむﾎ ┗むむ┌┋┊ﾈ
 らけ ぃて┤ﾞ┉ﾉ すに┕ﾘ ┗┉ﾔす┵ﾘ ぃ》 ぃ┗ﾈ┕│ﾒ ┳むむヰﾙ ┱ﾚ
 ┕ﾉ ┰ﾞ┏ﾝﾌ« ぃねる┤┏┈ﾗ ┗┏┍ﾓ┑ﾈ ら┢むむﾙなけ ┰ﾈ┤┉ﾈ ┤ﾘけ
 ┷┍ヮﾈ┕ﾌ ぃ ┷ﾙ┕むむヮ┍ﾉ ┷ﾔ┵ﾍ ┕ﾛ よ┵┍ﾗす ┘┏むむヮﾙ
 ┗┌┋┊ﾗ ┘ﾌ┤ﾔ »┴ﾙす┤┎ﾎ ┷┍ﾖぬ┕ﾉる よ┵┍ﾗす ┘ﾛ┤ﾈ
 ぃ┕ﾚ┵｀ﾏる ┕┎ﾉ┕ﾚく ┱┊ﾈ ねる┤┏ﾔ ┖ギ ┕┎ﾙ┟る ┤ヮﾗす

. ┴ﾈ ┤┆━ﾉ ┕┌ﾒ ┤ﾝ┆ﾉ ┗┏┍ﾓ┟す ら┟る
 ┘ﾙ┕ﾌる ぃ┗むむﾕな ┱┊ﾈ ら┕むむﾘ┥ﾗする ら┕┊むむジす すな┢むむﾌ
 す┢┏┆ﾈ ┮┉ﾛ らけ ┯┺┕ヮﾗす ┤ﾘけ ぃ┗┌ﾎ┕ゴす ┗┅ヰ┋ﾗす
 ┢┏┆ﾈ ら┕┊ﾘ ┷ﾔ り┤┅ﾞ┍ﾛ らける ぃな┢ボす ら┕┊ジす ┳ﾒ
 らけ ぃ ┴┅ﾌ き┵ﾎ るけ ┴┅ﾌ ┳ヮﾌ ┳ﾘ ら┵┊ﾛ ┢ﾕぃ
 ┴ﾗる┕┍ﾛ らけ ┯┺┕ヮﾗす ┳ﾘ ┖┋ﾐ ぃす┤ﾐ┕ﾘ ┵ゲす ら┵┊ﾛ

 ┙ﾝ┆ﾉ 》 ┶むむﾞﾌ ┴むむﾎけぬ も┵ﾔ ┕┎ヰﾞﾔ ぃ┗むむ┋┅ジす
 ┤┄ジす ┮┋ﾞﾛ 》る ぃ┴┋┊ﾏ り┵━ﾞﾔ り┤┆━ﾈ ┠ﾛ┤ﾗす
 ら┵┊ﾉ らけ ┳むむﾛ┥ジす ┶┋ﾒ ┤┾け ┷むむﾞﾗす ┗ヰﾛ┤むむヮﾞﾗす
 ┱┾る ぃ┴ﾞﾘ┕ﾕ ┗ﾗ┕┄ﾞﾎ┕ﾈ ┗┏ﾌ┵ﾘ ┗ヰﾛ┤むむヮﾞﾗす
 ぎ┤ﾎ ぃ┗ﾘ┕┉ﾗす そ┢ﾛ┢ﾘ ぃ┢┏┆ﾈ ┳ﾘ ┕ﾚ┢ﾚ┕ﾏ ら┕┊ジす
 ┕┎ﾉす┤┅┍ﾈ ┙ヰﾝﾉ ぃ┗ﾗ『ﾐ】す ┗┋┏┌ﾋ ぃ┴┋ﾍすな ┷ﾔ
 ┘ﾊ┢ﾌ ぃ┤┅┍ﾗす ┳むむﾘ ゆ┕ﾒ れ┵ﾞむむヮﾘ ┶┋ﾒ ┴むむ┍ﾒ
  そぬ┕┏ヮﾗす ┳ﾒ ┙ヰﾝﾗす ┷┍┋┇むむﾏ ┢┉ﾗ ┕┎むむヮ┈ﾙ

.!┷┺┕ﾝ┇ﾗ ┕ﾛ ┗┏┍ﾓ┟す ┲ﾎす ┘┏ヮﾙる
  ┗┋┅ﾘ ┱┌ヰﾛ )よ┥むむﾕ( ┱ﾋぬ ┕むむ┎ﾘ┕ﾘけ ┳ﾘ ぎ┤むむﾘ
 よ┵┍ﾗす ┘┏ヮﾙ ┕ﾉ ┰ﾞ┏ﾝﾌ« ねる┤┏ﾔ ┗┏┍ﾓ┑ﾈ ら┢ﾙ┢ﾛ
 よ┵┍ﾗす ┘むむﾛ┤ﾈ ┷┍むむヮﾈ┕ﾌ ぃ┷ﾙ┕むむヮ┍ﾉ ┷ﾔ┵ﾍ ┕むむﾛ
 ┙┏ﾌ ┱┈むむﾎけ ┶ﾗさ た┤┅ﾙ »┴ﾙす┤┎むむﾎ ┷┍ﾖぬ┕ﾉる
 そ┤ﾍ┕ﾎ ┘┊ヰ┻る ┴┏ﾗさ た┤┅ﾙ ぃた┵│ﾗす ぬ┢│ﾘ
 ぃビ┏ﾘなく ┷┍ﾝﾗす ┱ﾟﾘ ┷┍┇ﾉ ┗┋┺┕ﾕ よ┥┉ﾗす す┣ﾚ ┳ﾘ
 ┳ﾒ ┕┎ﾟヰﾈ ┘┆ﾈ┕ﾉ ┲ﾊ .»┤ﾐ┕むむﾏ ┕ﾛ ┖┆ﾗす てるぬ«
 ┲┏ﾎ┵ﾗす ┤┏ﾘ┟す そぬ┵┾ ┴ﾗ ┘┌ﾎぬ ろ┣ﾗす ┱ﾋ┤ﾗす
 り┤┏むむﾎ ┵ﾚ ┬ﾈ┕ﾉる ,┗ﾛな┕ﾘぬ そぬ┕┏むむﾎ ┷┄ﾞデ ろ┣ﾗす
 ぃ┴ﾝ┋ﾕ ┘ﾕ┥ﾘ ┲ﾗ┕┆ﾗす れ┢ ゎﾘ ら┑ﾖる ぃ┴ﾉぬ┕┏ﾎ ┵ヰﾙ
 ┳ﾘ そぬに ┱ﾖ ┘むむﾕ┤ﾞﾍす ┷ﾞﾗす ま┵ﾘ┢ﾗす たぬ┕むむ┎ﾙする
 ┠ﾛ┤ﾗする 》┵むむ┄ﾚ なすな┥ﾉ ┤むむ┄ジす たす┤┄ﾕ :┴むむﾙ┕┏ﾖ
 ぃるるる ,┘むむﾙ ぃと┤ﾐ( :たす┵むむ┾┟す ┘┋ﾍす┢ﾉる ろる┢むむﾉ

.)┘ﾙ ,るるる ぃ┘ﾙ  と┤ﾐ

┗┏ﾙなぬけ ┗┾┕ﾕ *



ぇぅい

 らさ ┕ﾘる  ┷むむﾘすぬ ┤┏ﾝ┊ﾗす ┱むむ┈┄ﾗす り┤むむ┅ﾞﾙす ぃ┴むむﾈ
 ┗ﾕす┤ﾕぬ ら┵┏ﾒる ┗むむﾜ┏┄ﾈ たす┵┄ヱﾈ ┴┏ﾗさ ┱むむ┾る
 ┣ﾍける ┴むむﾞﾝ┏┉ﾌ ┳ﾘ ┴ﾝヰむむﾎ ┶ﾞﾌ ぃ┗むむ┈┺┕ﾍる
 ┗ﾝ┏┉ゴす ┢ﾛ ┘┆┄┉ﾙす ┶ﾞﾌ ┗ﾌる┤ジ┕ﾖ ┴ﾈ ぬる┢ﾛ
 ┘┌━┎ﾉ ぃ┷ﾞ┋┈ﾎ】す まぬ┕むむ━ﾗす ┶ﾗさ ┴ﾈ め┣ﾕる
 ┴ﾗ┕┄┍ﾈ も┥ベ らけ ┢┆ﾈ そぬす┥┇ﾈ よ┢ﾗす ゆ┕ﾎる り┕ﾞﾝﾖぬ
 ┤ﾟﾖけ りこ┕┊むむﾈ 『ﾒ ぃ┘┋┈むむﾎ】┕ﾈ ┴┈ﾙけ ┲むむ┄ﾉぬする
 ┩ﾖぬ ぃそ┢━ﾈ ┴┌ﾔ ┕ギ┕ﾔ ┴ﾉ┵┾ ┶┋ﾒ┑ﾈ と┤┾る
 ゆ┕┈ﾐ┟す ┗むむﾒ┵┌｀ﾘ ね┕ﾞﾋする ぃ┕┊むむﾌ┕┻ ┷むむﾘすぬ
 ぃそ┵┉ﾈ り┢┏ﾈ ┲ﾚ┢ﾌけ のけぬ せ┤┻ らけ ┢┆ﾈ ┗ﾒ┤ヮﾈ
 ┴ﾙ┕ヮﾗ ┢デる ら┕│ゴ┕ﾖ ┥┈┉ﾛ ┵ﾚる ┲┎┏ﾗさ ┤┅ﾙる
 ┷ﾔ ┶┃ﾘる ┴┈ﾏ ┘┍ﾝﾈ す┵むむヮﾝ┍ﾛ らけ らるな ┲┎ﾗ

.ら┵┍ペ┕ﾖ ┴┉ﾛ┤ﾐ
 ┱┈┄┋ﾗ ┯ﾛ┢┾ ┵ﾚ ┵ﾞ┋ﾗ ┱┾る ろ┣むむﾗす ┢｀ﾘけ
 ┩┈ﾙ ぃ┴ﾘな ┠むむヮﾘ ┶┋ﾒ り┢ﾒ┕むむﾎ ぃ┤むむ┏┇│ﾗす
 ┶ﾗさ ┕ﾝ┍ﾋ ┕┏━ﾘる ぃき┕ﾘ り┕┉ﾎ ぃ┴ﾈ┕┏ﾊ ┳ﾒ ぬ┕ﾝ┇ﾗす

 .┯ﾛ┤┄ﾗす ゆす┵ﾐ ┖┍ﾋ

 ぃ┗むむﾎぬ┢ジす ┳ﾘ らる┢┺┕┆ﾗす ┗むむ┆ﾈぬ┟す ゆ┕むむ┈ﾐ┟す
 ┲┎ﾝ┺┕┉ﾌる え┲むむ┎ﾈ┵┏ﾋ ┷ﾔ ┲┎ﾛ┢ﾛけ ら┵むむ┆┃ﾛ
 ┠ﾙ┤ﾞジす ┱ﾝ┉ﾞむむヮジ┕ﾖ ぃ┲ﾚぬ┵┎ﾑ ┶┋ﾒ ┠むむﾙ┤ﾞﾉ
 ┲ﾚ┤ﾝ┊ﾛ ろ┣ﾗす ┱むむ┈┄ﾗす ┷ﾘすぬ ぃ┲┎ﾉ》┕┏ﾍ ┷ﾔ
 ┴ﾙ┕┊ﾘ ┣ﾍけ ぃ┗ﾒ┤ヮﾈ ┮┋ザす ┳ﾘ ┲ﾚ┕ﾉけ ┱┏┋┉ﾈ
 ┴┋ﾋ┤ﾈ ┲ﾚ┢ﾌけ ┦むむﾔぬ らけ ┢┆ﾈ ┲┎┄むむﾎる ┷ﾔ
 ┢ﾕる ふぬ┟す ┶むむ┋ﾒ つ┤むむﾌ┢ﾞﾛ ┴┋┆ﾋ ┕むむド そ┵むむ┉ﾈ
 た┥┈ﾕる せす┤ﾞﾗ┕ﾈ ┴ﾈ┕┏ﾊ ┘ヱむむヮﾉする りす┢ﾛ ┘┏ﾘなけ
 ┗ﾒ┵┌ペす .┴むむﾎけぬ た┤┌ﾓる り┤┎ﾑ ┳ﾒ ┴ﾞﾝ┏┉ﾌ
 ┘┋┌ﾖける ┴むむﾉね┕ﾞﾋす ぃ┴むむﾗ ち┤ﾞ┊ﾉ ┲むむﾗ ┕むむ┎ﾞﾘ┤ﾈ
 ┴ﾙけ ┕ヅる ぃ┷ﾘすぬ ら┵ﾔ┕ヱﾛ わ┕┆┏┌ﾋ す┵ﾙ┕ﾖ ぃ┕┎┉ﾛ┤ﾐ
 ┲┎ﾛ┢ﾗ ┗┌┊ゴす ┳┌ﾔ ┲ﾚ┢ﾌけ ┤ﾞヱﾛ ┲ﾗ よ┵┏ﾗす
 ┲┎┏┋ヱﾉ ┬ﾘ ┶ﾞﾌ よ『ヮﾈ ┤デ よ┵┏ﾗす す┵┋┆｀ﾛ らけ
 ┣ﾍける ┩┎ﾙ ぃ┗ﾐ┕むむヮﾈ ┱┊むむﾈ ┲┎┉ﾛ┢┾ ┳むむﾒ
 ┘┄┋ﾞﾍする ┷┊ﾝﾛ ┵ﾚる ビﾉ┤┌ボす ┴┏┍┏ﾒ や┤むむ┈ﾛ
 りき┕ﾕ┢┾け り┤ﾖ ぃ┴┎ﾋる ┶┋ﾒ ┤ﾟﾞﾙす ぬ┕ﾝ┇ﾈ ┴ﾒ┵ﾘな
 ┴ﾘ┕ﾘけ ら┵むむ━デ ┲┎┏ﾗさ ┤むむ┅ﾙ ┕ﾘ┢┍ﾒ ┲むむ┎┋ﾖ
 ら┵┋ヰﾞﾛ ろ┣ﾗす ピむむゲす れ┢ヅ ┦ﾌけ ぃビﾗ┕ﾝﾘ ┤むむ┏ﾓ

 *そぬる┕━ﾘ ら┕┌ﾟﾒ
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ぇぅう

 そな┵┆ﾗす き┕┍ﾊけ ┴ﾈ┤┃ﾛ ら┕ﾖ ろ┣ﾗす ┷ﾘすぬ ら┑むむﾈ ┤┊ﾔ
 ┱┏ヱﾉ ┲ﾊ ぃ┰ﾗに ┱┆ﾔ ┬┏┄ﾞむむヮﾛ ┗ﾎぬ┢ジす ┳ﾘ
 ┥｀┆ﾛ ┲ﾊ ぃそ┤ヱ│ﾗす ┢┍ﾒ ら┕┈┉ﾛ ┷ﾘすぬる り┕ﾈけ らけ
 ┕┎┆ﾔ┤┏ﾔ ┷むむﾘすぬ ぬるな ┷ﾉ┑ﾛる ぃ┕むむ┎┆ﾔぬ ┳むむﾒ り┵ﾈけ
 ┱┈┄ﾗす  ┖┄ﾕ .┗┎ﾛ┤┊ﾗす ┴ﾞﾘ┕ヮﾞﾈす ┕┌ヮﾞﾝﾘ

.┴ﾉす┵┄ﾍ ┑┄ﾈける ┴┍┏ﾝﾋ

 す┣ﾚ ┳むむﾘ り┤むむ┏┇┾ ふ┕むむ┆ﾞﾘす せ┟す ┫むむﾌ》
 そ┤ヱ│ﾗす らけ ┷むむ┍┆ﾛ ┢│ﾕけ :ゆ┕むむﾕ ┲ﾊ ぃせす┵むむゲす
 》る ┕ﾙけ 》 ┕┎┆ﾔぬ ┶┋ﾒ ┢ﾌけ ぬ┢┉ﾛ 》 す┢ﾋ そ┤┏ﾝ┊ﾗす
 せす┵ゲす す┣ﾚ てすぬけ ぃ┰むむ┉ﾛ┢┾ »ぬ┥ﾛ┢ﾙす┤ﾋ« ┶ﾞﾌ
 ┴┏ﾈけ よ┕ﾘけ ┗ﾒ┤ヮﾈ ┩ﾖぬる ┬｀━ﾉ ┲ﾊ ぃ┱┈┄ﾗす
 ┱ﾚ :┴┏┍┏ﾒ ┶ﾗす ┤┅ﾙる ┮┋ザす ┶ﾗす ┴ﾎけぬ ゆ┕ﾘける

 おそ┵┉ﾈ ┷ﾘすぬ せ┤┃ﾉ らけ ぬ┢┉ﾉ
 ┷ﾘすぬ ら┵むむ┊ﾛ ┳むむﾘる ┖むむ｀┆ﾞﾈ せ┟す ゆき┕むむヮﾉ

おす┣ﾚ
 ┴┏┍┏ﾒ ゆ┥ﾙける も┤ﾐけ ぃ『┏┋ﾕ ┱むむ┈┄ﾗす ┘┌┾ -
 ┢ﾕる ┱｀ザ┕ﾈ ┗ﾙ┵┋ﾘ た┕┌┋┊ﾈ ┲ﾞベる ふぬ┟す ┶ﾗさ

.┴┎ﾋる ┤┌ﾌす
 ┳ﾘ ぃ┘┋ﾕ ┕ﾘ ┷┋ﾒ ┢ﾒけ ぃ┕ﾜ┏むむﾏ ┬┌むむﾎけ ┲ﾗ -

おす┣ﾚ ┷ﾘすぬ ら┵┊ﾛ
 そ┑｀ﾔ ┤┎ﾑ ぃよ『┊ﾗ┕ﾈ ┱┈┄ﾗす ま┤━ﾛ らけ ┱ﾝﾕる
 ┗┏ギ らるなる ぃ┮ﾕる ぃせ┟す ┰ﾝﾉぬす ぃ┯ﾛ┤┄ﾗす ┷ﾔ ┱ﾋぬ
 せ┟す ┩┈ﾙ お ┕ﾜ┏ﾏ ┘ﾝ┋ﾋ ┱ﾚ :┱ﾋ┤ﾗす ┴ﾗ┑むむﾎ
 ┱ﾋ┤ﾗす ┴むむ┌┊ﾗ  ┕ﾘ ら┕ﾒ┤むむﾎる ぃ┷┈┍ﾗ┕ﾈ ┴むむﾎけぬ
 れ┤ﾍけ ┗むむ┌┊ﾗ ┲ﾊ ぃ┴むむ┍ﾕに ┶┋ﾒ ┗むむﾛ┵ﾕ ┗むむ┌┊ﾗ
 ぃ┴ﾈ┤┃ﾛ ┴┏┋ﾒ ┱ﾋ┤ﾗす ┩むむ┉ﾙする ぃ┕┻ぬけ ┴ﾈ た┵ﾚ
 ┗┃ﾝ┉ﾈ ┗ﾈ┤┻ ┴むむﾋるる ぃりぬ┢┾ ┶┋ﾒ ┕むむﾟﾋ ┢ﾕる
 ┴┎ﾋる ろぬす┵むむﾛ せ┟する ┳むむデ┟す ┴ﾓ┢┾ ┶むむﾗさ り┢ﾛ

 ┴ﾉ┵│ﾈ ┤┏┇│ﾗす ゆ┕むむﾕ ぃ┴┏┋ﾒ ぬ┢むむ┉ﾛ ┷むむﾈけ らさ
 ┮むむﾏ┤ﾛ ┵ﾚる ┢むむ｀ﾘけ ┴むむ┉ﾛ┢│ﾗ つ┤むむ━ヰﾞジす
 ぬ┢┉ﾛる ┴むむ┍ﾘ れ┵ﾕけ ┷むむﾈけ らさ :め┕むむ┻ける ぃ┴むむﾒ┵ﾘな
 せ┤┉ﾈ そ┤ヱ┾ ┶ﾗさ ┴┍ﾘ そ┤むむ┅ﾙ たき┕ﾋ ┲ﾊ( ...らけ
 ぃそ┤┏ﾝ┊ﾗす そ┤むむヱ│ﾗす り┣ﾚ ┬むむﾔ┤ﾛ らけ ..)まぬ┕むむ━ﾗす
 ら┕ﾖる ┶むむ┋ﾒ【ﾗ ┴むむﾛ┢┏ﾈ ┤┏むむ━ﾛ ┵むむﾚる ┕むむ┎ﾗ┕ﾕ
 ┷ﾔ ┤│┍ﾗす そぬ┵むむ┾ ┘むむﾌ》 ┙むむ┏ﾌ ┕むむヮ┌ヰﾞﾘ

 .┗┅ヰ┋ﾗ ┴ﾗ┕┏ﾍ

 ┕┊むむヮド ┤┏┇│ﾗす ┱┈┄ﾗす ら┕ﾖ き┕むむヮジす ┷ﾔ
 そ┤┏┇│ﾗす ┴ﾉす┵┄ﾍる れ┤ﾍ┟┕ﾈ  て┵┋ﾛる り┢ﾗする ┢┏ﾈ
 ┴┋┆｀ﾛ ┕ド り┢ﾗする ┤┏ﾎ ┳ﾒ 『┏┋ﾕ す┤ﾍ┑ﾞﾘ ┴┋┆グ

.よ┕ﾘ┟す ┶ﾗさ り┤｀ﾛ ┴┏ﾈ┑ﾈ ┦ヰﾛ
 そ┤┏┇┾ そ┤むむﾝ┍ﾈ ゆす┒むむﾎ お┷ﾈけ ┕ﾛ ろ┵ﾕ ┘むむﾙけ -

  .┲┏ポす ┘┌│ﾗす ┘ﾓ┕ﾈ
 ┴むむ┏┋ﾒ る┢むむﾝﾉ ろ┣むむﾗす ┱むむﾛ┥┎ﾗす せ┟す ┲むむヮﾞﾈす
 らるな ┲┆ﾙ ぃ┴ﾎけ┤ﾈ ┑ﾘるける ぃ┗ﾈ┐┊ﾗする ら┥ゴす た┕ﾘ『ﾒ

.┲┋┊ﾞﾛ らけ
お┷ﾘすぬ ┳ﾘ れ┵ﾕけ -

 !お┷ﾘすぬ ┳ﾘ -
:やぬす┢ﾉる せす┵ゲす ┱┈┄ﾗす ┑ﾋぬけ

 す┣┊ﾚ おそ┤┏ﾝﾖ そ┤むむヱ┾ ┬ﾔ┤ﾉ らけ ぬ┢┉ﾉ ┱むむﾚ -
.┕┌┎┆ﾎる ┶┋ﾒ ┴┏ﾒすぬに ┠ﾞﾔる ┷┍┆ﾛ

 ┤┏┇│ﾗす ┴┋┈ﾐ ┶ﾗさ ┗┏ﾙ┕ﾌ そ┤┅ﾙ せ┟す ┤┅ﾙ 
 そ┤┏ﾝﾖ ┳┊ﾉ ┲ﾗ らさ ぃ┲┆ﾙ ゆ┕ﾕ ぃきる┢┎ﾈ ┴ﾎけぬ ┥ﾚる

 !す┢ﾋ
 ┗┋┌ゲす り┣むむﾚ !おす┢ﾋ そ┤むむ┏ﾝﾖ ┳むむ┊ﾉ ┲むむﾗ らさ  
 ぃ┴ﾉ┕ﾈ┕むむヮﾌ ┢┏┆ﾛ ┴ﾞ┋┆ﾋる ┤むむ┏┇│ﾗす ┘┉┋ﾕけ
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 ┴ﾞﾘ┕むむヮﾞﾈす  ┲むむヮﾞﾝﾛる  そ┥むむﾔ┕┉ﾞジす  ┴ﾞ┏むむ━ヅ
 ┴┏ﾈけ ┳ﾘ り┢むむﾛ ┘┋ﾔける ┤むむ┏┇│ﾗす りくぬ ぃ┗むむ┎ﾛ┤┊ﾗす
 ┷ﾔ ら┕ﾔ┢グ ら┕ﾉ┤┏┇│ﾗす りす┢ﾛる ┗ﾒ┤ヮﾈ ┩ﾖぬる
 ま┵ﾘ┢ﾗする ぃそ┢むむ━ﾈ ┴ﾙ┵┏ﾒ ┤│┆ﾛ ぃそ┵┉ﾈ きす┵┎ﾗす
 ┴┈┋ﾍ ┳ﾘ り┵ﾈけ と┤┾ .┴ﾛ┢ﾍ ┳ﾘ ┯ﾏす┤ﾞﾉ そぬ┕ゴす

.┩ﾖ┤ﾛ ┝┱ﾑ ┴┍┊ﾗ ..
   

┷┆ﾘ┕ﾋ ┖ﾗ┕ﾐ * 

 ..そなす┵ﾚ 『ﾈ ┴ﾔ┢ﾚ ┶ﾗさ そぬる┕━ﾘ ら┕┌ﾟﾒ ┷┃デ
 りき┕┍ﾈ ┲┏┉ﾛ ┵ﾚる ぃ┮┏ヮﾗ┕ﾖ ┕┆ﾐ┕ﾕ ┕┌┏┉ﾞヮﾘ
 ┗┋ﾚ┵┋ﾗ る┢ﾝﾉ そ┤┏│ﾕ ┗│ﾕ ゆ『ﾍ ┳ﾘ ろ┥むむﾘ┤ﾗす
 ┕┎┆┺┕ﾕ┵ﾈる そ┤ﾏ┕ﾝジする ┗┋┎ヮﾗす ┕┎ﾞ┇┋ﾈ ┶ﾗる┟す
 るけ ゆ┕┈ﾐ┟す ┨むむ│┉ﾖ ┗┄┏むむヮﾝﾗす ┗むむ┏ﾘ┵┏ﾗす
 ┣ﾍ┑ﾛ らけ ろねす┵ジす ┥ﾘ┤ﾗす ┙ﾝ┋ﾛ 》 ┳┊ﾗる ぃら┕むむ┏ﾞ┈ﾗす

 も┢ﾛ ┕ヂ┑ﾖ ┕ﾕな ┕┎ﾕな ┴ﾞ┎ﾝﾋ ┶ﾗさ れ┤ﾍける ぃ┴ﾛ┢┏ﾈ
 そ┵┉ﾈ ふぬ┟┕ﾈ ┲┄ﾉ┤ﾛ ┴ﾎけぬ ┱┆ﾋ ┕ド ぃすぬ┕┌ヮﾘ
 └ﾐるる ┱ﾋ┤ﾗす ┩むむ┎ﾙる ぃ┴┌ﾔ ┳ﾘ よ┢ﾗす ゆ┕むむﾎる
 た『ﾖぬ ┴ﾝ┍ﾋ ┱ﾖぬ ┲ﾊ ┴┍┄ﾈ ┷ﾔ そ┵┉ﾈ ┴ﾘ┢┉ﾈ
 ┷ﾔ ビ┍ゲ┕ﾖ ┨むむ┋┉ﾞﾛ せ┟す ┘むむ┋┆ﾋ ┗┆ﾛ┤むむﾎ
 ┬┻る ┠┋┾ける そ┵むむ┉ﾈ ┱ﾋ┤ﾗす ┙┎ﾗ ぃ┴むむﾘけ ┳┄ﾈ
 す┢ﾓ :と┤│ﾛ ┵ﾚる ┶┃ﾘる ┴┏┋ﾒ ┯│ﾈ ┲ﾊ ┴ﾈ┕┏ﾊ
 れ┤ﾍけ そ┢ﾌする ┢ﾛ┤ﾉ ┘┍ﾖ らさ ぃ┳ﾛ┢ﾗす ┣ﾍ｠ ┷ﾉ┐ﾎ

.すな┵┉ﾙ ┤┃ギ 『ﾔ り┣┎ﾖ
 ぃせ【ﾗ ┗ﾝむむヮ┍ﾗ┕ﾈ ┗┍┏ﾚ ┘ﾙ┕ﾖ ┢むむヮゲす よ》く 
 ┵ﾗ き┷━ﾗす ┩┆ﾈ す┤┏ヮﾛ ら┵┊┏むむﾎ ┤ﾘ┟す ら┕ﾖる
 ┴ﾈ┕┏ﾊ ┩┈ﾙる ┩┎ﾙ ぃ┱┈┄ﾗす ┗むむ┉ﾔ┤ﾈ ┳┊ﾛ ┲ﾗ
 ぃ┴ﾗ┵ﾌ ┘┈ﾞﾗする ┴むむ│┏┌ﾕ ┲┊ﾈ よ┢ﾗす ┠むむヮﾘる
 ┢ﾕる そ┤｀むむﾏ ┮┋ﾍ └むむﾝﾞヱﾛ ┱むむ┈┄ﾗす ┢むむ｀┏ﾗ
 ┶ﾗさ ┶ﾉけ ぃ┴┏┍┏ﾒ ┷むむﾔ そ┵┉ﾈ せ┟す そぬ┵┾ た┥ﾞﾚす
 ┴┏┍┏ﾒ 【むむベ た》こ┕むむヮﾞﾗする そ┢むむ━ﾈ ┷┊ﾝﾛ ┴┏ﾈけ
 ゆ┵ﾐ ┕ﾞﾘ┕┾ せ┟す ┷むむ┉ﾈ ぃま┵むむﾘ┢ﾗす ┳むむﾘ ┤むむﾟﾖけ
 ┷ﾔ せ┕ﾓ ろ┣むむﾗす り┤┏┇┾ ┢┏ﾈ ┕┊むむヮド ┯ﾛ┤┄ﾗす

 .┤ﾍく ┲ﾗ┕ﾒ
 せ┟す ┴ﾗ┑むむﾎ お┷ﾘすぬ ┵ﾚ ┳むむﾘ ┷ﾙ┤ﾝヱﾉ ┲むむﾗ -

.きす┵ﾋ┟す ┤┏┏┇ﾉ 》る┕ヰﾘ
 も┢ヰﾛ ┴ﾎけぬ └ﾐ┑┄ﾘ ┳ﾚ┣ﾗす なぬ┕ﾏ ┤┏┇│ﾗす
 ┴┃┈ﾙ ぃそ┤┏ﾝﾖ すぬ┵ヱ┾ れ┤ﾛ ┢┆ﾛ ┲ﾗ にさ ┯ﾛ┤┄ﾗ┕ﾈ
 ゆす┒ヮﾗす ┴┏┋ﾒ な┕ﾒける 『┏┋ﾕ り┢ﾏる り┢ﾛ ┳ﾘ せ┟す

 お┴┍ﾒ ┷┍ﾞﾗ┑ﾎ ろ┣ﾗす ┷ﾘすぬ ┵ﾚ ┳ﾘ ┕┌ヮﾞﾝﾘ
 ぃふぬ┟す ┨むむヰ┈ﾞﾛ ┕むむﾞﾘ┕┾ ┱むむ┈┄ﾗす ┷むむ┉ﾈ
 ┕ヂ┑ﾖ ┗ﾈ┕ﾉ┤ﾈ りぬ┢むむ┾ ┬むむ┈ﾉぬする ぃり┕┈ﾞﾖ ┘むむ┋ﾚ┤ﾉ

.つる┤ザす ゆる┕ギ そ┤┏ﾝﾖ ┗ﾍ┤┾ ┲ﾞ┊ﾛ
 ┲┎ﾚ┕グ┕ﾈ ┷━デ ┷ﾘすぬ ら┕ﾖ ┯ﾛ┤┄ﾗす ┤ﾍく ┷ﾔる
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 ┤ﾏ┒ﾛる ぃ┱┏┌ゲす な┤むむヮﾗす ┳ﾘ┥ﾗ ぬ┕ﾝﾞﾒ》す そな┕ﾒ┓ﾈ
 ぬ┕┇│ﾗする ぬ┕ﾝ┊┋ﾗ ┗むむﾘ┢┉ﾞﾘ ┗ﾈ┕ﾞﾖ た┕むむﾙ┕┊ﾘ】
 ┱┎ヮﾗす す┣ﾚ ┱┾す┵ﾛ らけ ┵ﾋ┤ﾙる ぃきす┵むむヮﾗす ┶┋ﾒ
 らるなる ぃ┗むむ┏ﾗ┕ﾒ そき┕┈┊ﾈ ┴むむﾝﾞ┊ﾛ ろ┣ﾗす ┬むむ┍ﾞ┌ジす
 た┕ﾊ┵ﾗる  ┗むむ┏┍┈ﾗす た┕┻┵ジす ┲ﾗ┕┆ﾗ ┘むむ┈ﾞ┋ﾛ らけ
 ┳ﾘ ┢ﾛ┢┆ﾗす ┘むむ┆┏┻ ┷ﾞﾗす ┗┏ﾈな┟す た┕むむﾒ┤│ﾗす

.ビﾒ┢ﾝジす

┷ﾙなぬけ ┢ﾕ┕ﾙ * 

 ┤ﾝ┊ﾛ ┲ﾊ ゆ┕┈ﾐ┟す ┗ﾛ┕┊ﾌ ┲ﾗ┕ﾒ ┶ﾗさ ┱┋ヮﾞﾗ┕ﾈ
 ┦┺┕ﾈ ┱┈ﾐ ┗デ┥ﾚ な┤｀ﾘ ┳ﾘ ゆ┵むむヰﾞ┏ﾗ ┤ﾝ┊ﾛる
 ┖ﾒ┤ﾗ┕ﾈ ら┵┊ヮﾘ せける ビ┈┺┕ﾍ な》るけ ┗ﾒ┵┌｀ﾘる
 ぃ┕┎┋ﾘ┕┊ﾈ ┗ﾘけ ぬ┕ヮ┊ﾙす ┢┎━ジ ┱┺┕ﾚ ┥ﾘぬ ┶ﾗさ
 せ┕┏ﾓる ┗ﾗ┵ﾋ┤ﾗす ┳ﾘね へ┵┉ﾎ ┳ﾒ ┷┊ヰﾛ ┷ﾖ
 た┕ﾛ┕┃ﾝ┉ﾗす そ┵┄むむﾎ ┳むむﾒる ┗むむﾒ┕┌ゲす ┱むむ┆ﾔ
 ┗ﾙ┕┎ジ┕ﾈ ┕ﾙぬる┢┾ └むむ┋ﾞ┌ﾞﾔ きす┢ﾒ┟する た┕┏ﾔ┕ジする
 ┦┏ﾗ ┳┊ﾗる ぃ┗ﾗ┣ジ┕ﾈ の┕むむヮﾌ】す ┳ﾘ ┤┏ﾟ┊ﾗ┕ﾈる
 ┳ヰむむ━ﾙ ┷ﾖ ┱ﾈ ぃ┲┋むむヮﾞヮﾙる め┕むむヱﾙ ┷むむﾖ
 そぬな┕┉ﾗす ┗むむ┋┺┕┎ﾗす そ┵┉ﾗ┕ﾈる ┱むむ┏ﾝ┍ﾗす ゆ┕┆┈ﾙ》┕ﾈ
 ┴ﾋ┵ﾈ ┕┎ﾔ┣ﾕる ┗むむ┏ﾉ┕┆ﾗす そ┤むむヱ│ﾗす ┬ﾔぬ ┶むむ┋ﾒ
 き┕ﾛ┵ﾕ┟す ┗むむﾎ┤┄ﾓる ┗ﾙ┕┎ジする ┗むむヮザす ┗┋ﾌ┤ﾘ
 ┱┆ﾔ ┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗす ┤┏│ﾉ ┪ﾝ┃ﾗ┕ﾈ ┕むむ┍ﾚる ぃゆす┣ﾙ┟する

.┤┏┏┇ﾉる ┩ﾛ┤ギ
 ┗ﾎすぬ┢ﾗす ┢ﾒ┕┉ﾘ ┶┋ﾒ ゆす┥ﾛ 》 そぬる┕━ﾘ ら┕┌ﾟﾒ
 ┲┎ヮﾛる ぃ┤┏ﾟ┊ﾗ┕ﾈ ┤━ﾝﾛ ひ┕ﾕ ┴┍┊ﾗる ┗┏┆ﾘ┕ゲす

 * ゆ┕┃ﾙ ┵ﾈけ ┴ﾛ┥ﾙ

ر�أي نقدي ي ق�شة »�ل�شخرة �لكبرة« لعثمان م�شاورة

ن�ّص وتعليق

そ┢ﾛ┢ﾋ よ『むむﾕけ ┗┋｀ﾘ ┗┈ヮ┋ﾔ
.┢むﾛ┢むゲす せな┟する ┷ﾈ┕ﾝ━ﾗす ます┢ﾈ】┕ﾈ ┶┍┆ﾉ ぃ┗ﾛ┤┎ﾏ ┗┏ﾔ┕┉ﾊ ┗┏ﾈなけ *

.┲ﾗ┕┆ﾗす ┶┋ﾒ ┕┎┍ﾘ ら┵┋┄ﾛ ┗むむﾘ┟す せ┕ﾝﾏ ┳ﾘ ビﾒ┢ﾝ┌┋ﾗ そ┣ﾔ┕ﾙ * 

.れこ┤むﾗする ┤ﾒ┕━ジする た┕┆┋┄ﾞﾗする ぬ┕┊ﾔ┟す ┳ﾒ ┴┏ﾔ ┤ﾝ┆ﾛ ┤むむﾌ ┤ﾝ┍ﾘ *

....┗ﾗ┕む┉ﾘる ぃ┗┏ﾌ┤ヮﾘる ぃ┗む│ﾕる わ ぃす┤┆ﾏ ┷ﾈな┟す ます┢むﾈ‒ﾗ ┗┍┻┕ﾌ *
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ぬ┵┏┇ﾗす せ┕━ﾗす ┗│ﾕ
┕ヮﾙ┤ﾔ _ ┷ﾘ┕ﾖ れ┤┏┏ﾈ ろ┤┍ﾚ

 そ┕ﾞﾔ ┶┋ﾒ ら┵むむ┍｀ﾈ ぬ┕┇ﾛ せ┕むむﾏ ┰むむﾗ┕┍ﾚ ら┕ﾖ
.せ┵┆ﾗ

:わ┕ﾘ┵ﾛ ┕┎ﾗ ゆ┕ﾕ
.の┕┍ﾗす ┬┏┌ﾋ ┶ﾗさ らす┤┅┍ﾉ や┕┍┏ﾒ -

.┕┎┏┍┏ﾒ ┕┎ﾗ ┬┋ﾞﾕす ┰ﾗ┣ﾗる
:┕┎ﾗ ゆ┕ﾕ ぎ┲ﾊ ┳ﾘ

 たすぬ┕むむﾏ┓ﾈ よ┕むむ┏┉ﾗす  ビ┆┏┄ﾞむむヮﾉ ┰むむﾛ┢┏ﾈ -
.┕┎ﾈ の┕┍ﾗす ビﾋぬ┢ﾞヮﾉ

.┕┎ﾛ┢ﾛ ┕┎ﾗ ┬┄┉ﾔ
 ぃ»┳ﾛ┤ﾍ｠す ┬ﾘ ち┢ヰﾞﾗす ┕┎ﾞﾒ┕┄ﾞﾎ┕ﾈ ゆす┥ﾛ 》«

.┤ ぎ┊ﾔ
.┕┎ﾙ┕ヮﾗ ┙ﾞﾋ┕ﾔ

┰ﾗに ┱┆ﾔ »ら┕ﾖ ろけ« ら┕┊ﾘ┓ﾈ ら┕ﾖ
ろす┵ﾓるぬる┟す _ ろ┕ﾟ┍ﾛす る┢ﾙ┕ﾙ┤ﾔ

 : ┶ﾒ┢ﾉ た┕┏│ヱむむﾏ ┬むむﾈぬけ ┗むむ│ﾕ り┣むむﾚ
 》る« ぃ»ら┕ﾖ わ┕むむﾛけ «る ぃ»┲むむﾚ┢ﾌけ«る ぃ»┬むむ┏┌ゲす«
 .┷ﾐす┤ﾕる┤┏ﾈ ろぬすねる よ┕┅ﾙ ┷ﾔ ら┵┋┌┆ﾛ ぃ»┢ﾌけ
 ┤┅ﾞ┍ﾉ ┗むむ┋ﾋ┕ﾒ ┗ﾛぬすなさ ┗むむ┌┎ﾘ や┕むむ┍ﾚ ら┕ﾖ
 »┲ﾚ┢ﾌけ« ら┑ﾈ わ す┢ﾖ┑ﾞﾘ ら┕ﾖ »┬┏┌ゲす« .ね┕ガ】す
 ┴ﾞﾒ┕┄ﾞむむﾎ┕ﾈ ら┕ﾖ »ら┕ﾖ ぎろけ« ぃ┕┎ﾈ よ┵┉┏むむﾎ
 .┕むむ┎ﾈ よ┕むむﾕ »┢むむﾌけ 》« らけ 》さ ┰むむﾗ┣ﾈ よ┕むむ┏┉ﾗす
 ┖ﾋする ┳ﾘ ら┕ﾖ ┱┌┆ﾗす ら┟ »┲ﾚ┢ﾌけ« ほ┕ﾞﾓす
 ら┕ﾝむむヮゴ┕ﾈ ┣ﾍけ »┢ﾌけ 》« らけ 》さ ぃ»┬むむ┏┌ゲす«
 ┚ﾞﾌす ┗ﾛ┕┎┍ﾗ┕ﾈる .┴ﾈ よ┵┉ﾛ ┳ﾗ »ら┕ﾖ わ┕ﾛけ « ら┑ﾈ
 »┢ﾌけ 》« ┕ﾘ┢┍ﾒ »┲ﾚ┢ﾌけ« ┶むむ┋ﾒ »┬┏┌ゲす«
  .りね┕ガさ »ら┕ﾖ ろけ« ┗ﾒ┕┄ﾞﾎ┕ﾈ ら┕ﾖ ┕ﾘ ね┕ガ┓ﾈ よ┕ﾕ

* なす┢ゴす ┥ﾘすぬ :┗┌ﾋ┤ﾉ

ثاث ق�ش�ض ق�شرة جد�ً من �لعام
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ぇぇゃ

    
 ┕┎ﾘ┕むむヮﾞﾈす らるな ゆ┵むむヰﾛ ┷┊ﾗる ┰むむﾗに ┢むむ┆ﾈる

.┕┎ﾙ┕┍ﾎけ ┬┏┌ﾋ ┬┋ﾞﾕす ぃビ┋┌ﾞヰﾘ ビﾝ｀┆ジ
 り┣┎ﾈ« .┕むむ┎┏ﾘ┢ﾕ ┬むむ┄ﾕ ┤ﾘ┟す ┗むむﾛ┕┎ﾙ ┷むむﾔる

.»┷ﾝ┋ﾕ ┳ﾜ┌┄ﾛ め┵ﾎ« ゆ┕ﾕ »┗ﾗ┕ゴす
 ┷ﾞﾗす そ┕むむﾞ┈ﾗす や┤ﾉ ま┕┄ﾞむむﾎす ┪むむ┉ﾔ ┕┎┍┏ﾌ
 ┤┊┈ﾛ ┣ﾍけ »┗ヰ┏ﾝﾕ ┕┎ﾙさ« .┗ﾎす┤ﾌ らるな ┕┎ぎﾝヰﾛ

.»た┕┌ジす ┶ﾞﾌ ┷ﾗ ら┵┊ﾞﾎ ┱ﾕ┟す ┶┋ﾒ ┳┊ﾗ«
 :┕ﾚ┢｀ﾛ ┲ﾗる ┘┏ﾝﾗす ┶むむﾗさ な┕ﾒ よ┕ﾛ┟す ┢ﾌけ ┷むむﾔ
 ┷┻ぬ┕ﾒ ┢ﾌけ ┕むむﾚす┵ﾓけ ┢┉ﾔ ぃ┘┈ﾞﾍす ┢ﾕ ┘むむﾙ┕ﾖ

  .┗ﾝﾛ┤┇ﾗす ┤ﾚす┵┅ﾗす

そ┤┏┇┾ ┗ﾛ┕┊ﾌ
┰┏━ﾞﾗす _ ┕┊ﾔ┕ﾖ ┥ﾙす┤ﾔ

 わ┕ﾘ┵ﾛ ┤┇│ﾛ ┲ﾗ┕┆ﾗす らさ ぃぬ┑むむ┈ﾗす ゆ┕ﾕ ぃ!┷┎ﾗさ ┕むむﾛ
 わ┕┆ﾎする ┗ﾛす┢ﾝﾗす ┷ﾔ ら┕ﾖ ┲ﾗ┕┆ﾗす らけ ┲ﾓぬ ぃよ┵ﾛ ┢┆ﾈ
 ┷ﾙ┢┆むむヮﾛ ┩ﾖぬける ┩むむﾖぬけ ぃ┴┈┏ヱﾉ ┗むむﾋぬ┢ﾗ
 ┷ﾔ ぃわそ┤むむヮﾛる わ┗┍デ ぃらすぬ┢ゲす り┣むむﾚ ┗ﾛこぬ ┱むむ┆┈ﾗ┕ﾈ
 ┢ﾋけ ┙┏ヰﾈ そ┤┏ﾝﾖ ┗ﾒ┤ヮﾈ ┯┏┃ﾉ ┕┎┍┊ﾗ .れ┢ジす
 ┰ﾗ┕┍ﾚる ぃ┲ﾗ┕┆ﾗす ┳ﾘ ┤┏ﾍ┟す ┬ﾈ┤ﾗす ┷ﾔ ┷むむヮ┈ﾙ
 のるなけ らけ ┷┇ﾝ┍ﾛ ろ┣ﾗす ┡むむ┈ﾗす ┢ﾋ┵ﾛ ┗ﾛるす┥ﾗす ┷ﾔ

 .┷┎ﾗさ ┕ﾛ...┴┏┋ﾒ
 ぬ┕むむヮﾘ ┤┏┇ﾉ らけ ┵ﾚ ┴┋┆ﾔ ┰むむﾘ┥┋ﾛ ┕むむﾘ ┱ﾖ -

.┴┌┎ﾞﾗす ぎ┲ﾊ ┳ﾘ .... ┪┉ﾗす ┴ﾗ ゆ┕ﾕ ぃ┰┉ﾛ┤ﾐ

┷ﾙなぬけ ┲ﾋ┤ﾞﾘ *



ぇぇゅ

 ゆ┕┌｀ﾈ すに┵むむﾍ┑ﾘ ぃる┢むむ ぎ━ﾗす ┷ﾔ ぎ┤┌ﾞむむﾎす ┴┍┊ﾗる
 ┘┌ ぎ│ﾗす ┫ヰ┋ﾛ ┲ﾗ ┴ぎﾙけ ┗むむﾋぬ┢ﾗ ぃり ぎ┵┋ﾒる ┴ﾉ┵┾
 ┘┈ぎﾕ┵ﾉ ┢┉ﾔ .┴ﾗ┵ﾌ ら┕┊ジす ┤┌ﾓ ろ┣ﾗす └ﾋ┕┈ジす
 » ぎ┳ゴす ┵ﾈけ« ぎ》さ .そ┑むむ｀ﾔ ┗ﾕ┥ﾕ┥ﾗす ┳むむﾒ ┤┏ﾔ┕│┆ﾗす

.れ┤ﾍけ ┶ﾗさ そ┤ヱ┾ ┳ﾘ ┖ﾟﾛ ら┕ﾖ ろ┣ﾗす
 た┕┅ゴ ┣┍ﾘ せ『ﾝ┋ﾗす そ┤｀むむﾏ ら┕│ﾓけ ┘ﾙ┕ﾖ
 ┕┎ﾕすぬるけ ┳┊ﾗる ぃ┗むむﾌな┕┾ ┤┏ﾔ┕│┆ﾗす ┕むむ┎┋┋ヱﾞﾉ
 ぬる┤ヰ ぎ━ﾗす た┵┾ れ┵ﾎ ┵┋┆ﾛ 『ﾔ ぃら｠す ┘┍┊むむﾎ
 ろなす┵ﾗす ┲ヰﾞﾕす ┢むむﾕる .ぬ┵むむ ぎヮﾗす ┶┋ﾒけ ┳ﾘ ┷むむぎ┍┇ﾛ
 ┶ﾙなけ らるな ぬ┵むむ ぎヮﾗす ┳ﾘ せ┤ﾞﾕする ┤┏ﾝﾖ な┵むむﾎけ ┪ﾕ
 ぃり┢ヮ｀ﾈ ┗┈┏ﾟ┊ﾗす ┧┺┕━ゴす ┕ﾕ┤ﾞヱﾘ ぃ┗ ぎ` ┻
 ┘┈ぎﾕ┵ﾉ .せ『ﾝぎ┋ﾗす そ┤｀ﾏ ┱┈ﾎけ ┘┌│ﾈ ┮ぎﾕ┵ﾉる
 ┴ﾙ┕┊ﾘ ┪┉ﾗす ぎ┤┌ヮﾞﾔ ぃる┢むむ ぎ━ﾗす ┳ﾒ ┤┏ﾔ┕│┆ﾗす
 り┕┍┏ﾒ たけ┢ﾈる ぃ┶┋ﾒけ ┶ﾗさ ┗むむぎ┏ﾘ┕ﾘ┟す ┴ﾘ┢ﾕ ┬ﾔぬる
 ┖━┆ﾗす ぎ┲ﾞ━ﾛ け┢ﾈる .┰ﾗ┕ゴす ┱┏ぎ┋ﾗす ┷ﾔ ら┕ﾕ┤ﾝﾉ
 ┴ﾉ┢┆ﾘ ┶┋ﾒ ┬｀┄┻する ┕むむﾝﾙ┕ﾋ ┴ﾝﾙに れ┵ﾗ ┢むむﾕる
 ┵ヰﾙ る┢┆ﾛ ┣むむﾍける ┴ﾉ ぎ┵ﾕ ┬┌｀ﾞむむﾎす ぎ┲ﾊ ぃ『むむ┏┋ﾕ
 ┢ﾚ┕むむﾏる ┴┋┈むむﾎけ ┱┾る ┶ﾞﾌ ぃ┗ ぎ┈ヱﾈ ぬ┵むむヮﾗす
  ぃ┤┈ ぎ┅ﾗ┕ﾈ り┕むむ┍┏ﾒ ┘┃ﾘ┵ﾔ .り┵むむ┋┆ﾛ ぬる┤ヰむむ ぎ━ﾗす

 る┢むむ━ﾛ ろ┤｀ﾌ ぬ┵むむﾎ ┗ ぎﾔ┕ﾌ ┶┋ﾒ ┮┉ﾛ ら┕ﾖ
 ┤┏ﾔ┕│ﾒ た┕ﾕ┥ﾕね へ┕ﾝﾌさ 》る┕ヰﾘ ぃ┴ﾉ┵┾ ┶┋ﾒ┑ﾈ
 そ┤｀むむﾏ ら┕│ﾓけ ┘ぎ┋ﾞﾌす ┷ﾞﾗす ぃ┗┆┈ﾉ┤ジす ろぬる┢ﾗす
 ┬┈ﾉ┤ジす ┶むむ┋ﾒ た┢むむﾞﾘする ┘むむヂ ┷むむﾞﾗす せ『むむﾝぎ┋ﾗす
 ┴ﾈ ┘ﾐ┕ﾌけ ┗ﾝ┃┎ﾗす ┕むむ┌┍┏ﾈ .┱ﾈ┕┉ジす ┤むむ┏┇│ﾗす
 ┗┋ﾒ┕ﾋ ┯ぎ┋むむヮﾞﾘ ┧┏むむ━ﾌ ┳ﾘ ┕ﾚ┵むむヮ┊ﾛ ┕ヅ

.┴ﾝﾙ┕｀ﾈ ぬす┤┃ﾍ》す ┗ﾔぬする ┗┉┄┍ジす
 て┢│ﾉ ┴ﾉ┤｀┍ﾌる ┕┏ﾗ┕ﾒ りぬ┕むむ┉┍ヅ ┵┋┆ﾛ ┣ﾍける
 .┴┋┌ﾖ┑ﾈ ろなす┵ﾗす ┴ﾉ┵┾ ぎ┲ﾒ ┢┉ﾔ えら┕ゴ┟す せ┣ﾒ┑ﾈ
 ┚ﾒ┥ﾉ た┤┌ﾞむむﾎす ろぬる┢ﾗす ┤┏ﾔ┕│ﾒ ┗ﾕ┥ﾕね ┕┌┍┏ﾈ
 れ┵ﾎ ┤┆━ﾛ ┲ﾗ ┴ﾙけ ┶┋ﾒ ぃ┴┈┋ﾍ ┳ﾘ ┗┏ﾉく ┴┏ﾙにけ
 ┠ﾋぬ┑ﾞﾛ ┴┋┆ﾋ ┕むむぎド ぃ┤ﾟﾖ┑ﾔ ┤ﾟﾖけ り┒むむ┋デ ぬ┵ﾝゴ┕ﾈ
 ┧ﾛぬ ┩┈┍ﾛる め┤むむﾞヰﾘ ┨ﾕす┤ﾖ ┴┏ﾘ┢ﾕ ┶むむ┋ﾒ

. き┕ﾛ┤ﾝﾖる ぎ┵ﾚ┥ﾈ ┴┏ﾌ┕┍ﾋ
 りぬ┕┉┍ヅ ┬┈ﾉ┤ﾛる ┴むむ┏┍┏ﾒ ┯┋┇ﾛ ┴むむ┋┆ﾋ ┵ﾚ┥ﾗす
 ┶┋ﾒけ た┵│ﾈ る┢むむ━┏ﾗ ┶┋ﾒ┟す ┵ヰﾙ ┤ﾟﾖ┑ﾔ ┤ﾟﾖけ

.┘ﾈすに ┴ﾉ┤｀┍ﾌ らけ ┴┏ﾗさ ┱ぎ┏ﾍ ┶ﾞﾌ
 ろなす┵ﾗす ┱┈ﾎけ ┯┈ ぎ━ﾗす け┢ﾈる ┦┌むむ ぎ━ﾗす ┘ﾈ┤ﾓ
 .よ┵┍ﾗす ┘むむﾕる ら┕ﾌる ぃ┕ﾜ┏むむ━ﾔ ┕ﾜ┏むむﾏ ┤むむヮヰ┍ﾛ

*┢ﾛね ┵ﾈけ ┳ﾛ┤ヮﾙ :┗┌ﾋ┤ﾉ
┷ﾉ┤ﾚ『ﾔるす よ┕┏ﾗ :ろ┢┍ﾗ┤ﾛ】す ┖ﾉ┕┊┋ﾗ

اأدب عامي
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ぇぇょ

 ┴┋┆ﾋ ┕ぎド そなぬ┕ﾝﾗす ┱┏ぎ┋ﾗす た┕┌むむヮﾙ ┶ﾗるけ ┘ﾙ┕ﾖ
 ┷ﾔ す┢┏ﾌる ┴むむ┺┕┉ﾈ ┳ﾘ き┕ﾝ┇ﾗ┕ﾈる な┤ﾝﾗ┕ﾈ ┤┆むむ━ﾛ
 ┤┏ﾔ┕│┆ﾗす ┗むむぎ┏┉ﾈ ┕┌┍┏ﾈ ぃちす┤ﾞﾖす らるな よ『むむ┅ﾗす
 ┘┌ ぎ│ﾗす ぎらけ ┶むむﾗさ ┴ﾝﾞﾙす そ┑｀ﾔる .よ┵むむ┍┋ﾗ た┢むむ┋ﾍ
 ┗ﾈる┣┆ﾗ ┦むむ┏ﾗる ┦ﾘす┢ﾗす よ『むむ ぎ┅ﾗす ┶むむﾗさ な┵むむ┆ﾛ
 たす┵┾け ┗ﾊ『ﾊ ┯┋ﾐける ねす┥ﾜ┌むむﾏ》す り【┌ﾔ .┴ﾉ┵┾
 ┷ﾔ ぬ┵むむヮﾗす ┶┋ﾒ ┳ﾘ ぬ┕むむﾐる ぃ┗ ぎヰ｀ﾝﾞﾘ そぎな┕むむﾌ
 ┪┉ﾗす ┕┎┏ﾔ ぎ┩むむ┉ﾙす ┷ぎ゙ ﾗす ┕┎むむヮ┈ﾙ ┗むむ┅ヰぎ┋ﾗす
 ┢ﾛ ┖ﾗ┕ヱﾘ ┘むむ ぎ┄ﾌる .┴むむﾎす┤ﾞﾔす わ》る┕ヰﾘ ┴┏┋ﾒ
 ち『ﾊ ┪┉むむヮﾞﾗ ぬ┵┈│┆ﾗす ┖むむﾙに ┶むむ┋ﾒ ┪┉ﾗす
 ら┕ﾖ ┕┌┍┏ﾈ ぃ┴むむﾝ┋ﾕ め┵むむザす ┤┌ﾓ .┴┍ﾘ た┕むむ━ﾛぬ
 ら┕ﾖ ┙┏ﾌ ぃぬ┵むむヮﾗす ┱┈むむﾎけ りきすぬる ┕┆ﾈ┕ﾕ ┪┉ﾗす
 ぃ┱ﾏ┕┈ﾗす ┴ﾈる┤ﾚ ┢┆ﾈ ふぬ┟す ┠ﾛ┤ﾐ ぬる┤ヰむむ━ﾗす
 ┕┆｀┄┃ﾘ ら┕ﾖ .》┕┌むむﾏる ┕┍┏デ ┥ﾞ┎ﾛ ┴むむﾎけぬる
 ...┗┅ﾔ た┕ﾋ┤むむ━ﾌ ┯┋┄ﾛ ┕┌┍┏ﾈ ┴┻┵ﾌ ┶┋ﾒ

.┗┌ﾋ┟す ビﾈ も┥ﾕ┥ﾉ ろぬる┢ﾗす ┤┏ﾔ┕│ﾒ たな┕ﾒる

 ┗┏ﾙなぬけ ┗┌ﾋ┤ﾞﾘ *

 ┤｀ﾌ きすぬる わ す┤｀ﾌ ┴┍ﾊす┤ﾝﾈ ぬ┵むむ ぎヮﾗす ┯ぎ┋ヮﾞﾛ ┣ﾍける
 き┪ﾝﾈ る┢┆ﾛ け┢ﾈる .┱┾る ┶ﾞﾌ ┤むむﾖ┣ﾛ た┵┾ らるな
 ぬる┤ヰむむ ぎ━ﾗす ┳むむﾘ ┕むむﾝﾛ┤ﾕ ら｠す ┠むむﾝ┾け ...┢ﾛ┢むむﾏ
 『┏┋ﾕ てす┤ﾞﾎ┕ﾔ ぃ┪┉ﾔ よす┢ﾕけ そ┤むむ━ﾒ ┗ﾔ┕むむヮﾘ
 ┗ﾖ┤ヰﾈ ぎ┲ﾊ ...わ す┤┊┈ﾘ き┪ﾝﾈ ┴┏ ぎ┈ﾖ ┯┆┋ﾛ ┣むむﾍける
  よす┢ﾕけ ┗むむヮ┌ﾍ ┶ﾗさ ┗ﾔ┕むむヮジす ┤│ﾞﾍす ┗ぎ┏┺┕｀ﾔ
 た┵┾ » ぎ┳ゴす ┵ﾈけ« ┯┋ﾐけ ┣┺┢┍ﾒ ぃら┕ﾕ┤ﾝﾉ り┕むむ┍┏ﾒる

.わ すぬに┕ヰﾘ ┴ﾙ┕┊ﾘ ┪┉ﾗす ┢┌｀ﾔ ぃ┤ﾛ┣ギ
 ろ┣ﾗす ら┵┊むむヮ┋ﾗ ぬる┤ヰむむ━ﾗす ┴むむﾝﾞﾙす ┕むむﾘ┢┍ﾒ
 .ぬ┵ﾝゴする ┗むむ┄ﾝ┇ﾗ┕ﾈ ┤むむﾟﾖけ 【むむﾞﾘす ┴むむﾗ┵ﾌ ぎ┱むむﾌ
 ┶┋ﾒ ┬┈ﾉ┤ジす りる┢むむ━ﾈ ┖ぎ┋┇ﾉ ┴ぎﾙけ ┢むむ┉ﾞﾒす ┢┉ﾔ
 ま┵┃ヱﾈ ら┵┆┌ﾞむむヮﾛ ┲┎ぎﾙける ぃろぬる ぎ┢ﾗす ┤┏ﾔ┕│ﾒ
 ┵ﾈけ« ┬┌ﾎ ┴ﾙけ ┲ﾓぬる .┱┏┌ゲす せ┣┆ﾗす りる┢むむ━ﾗ
 ぃち┤ﾞ┊ﾛ ┲ﾗ ┴むむﾙけ ぎ》さ ┤ﾛ┣ギ た┵┾ ┯むむ┋┄ﾛ »┳ゴす
 ┦┏ﾗ そ┤┏ﾓる ┖むむ┃ﾓ ┗ﾋ┤むむ━ﾌ ┕┎ﾙけ す┢むむ┉ﾞ┆ﾘ
 ┬ﾘ ┠ﾋぬ┑ﾞﾛ ┴━ﾛぬ ┱┆ﾋる ぃ┴むむヮ┈ﾙ ┩┈┍ﾔ .》さ
 ┬ﾔぬる ぃろなす┵ﾗす ┳むむ┄ﾈ ┳ﾘ よな┕┉ﾗす ┘ﾔ┕ザす き┵むむ ぎ┃ﾗす
 ┯┋ﾐける ぃり┤┎ﾑ ┦むむﾘ『ﾛ な┕ﾖ ┶ﾞﾌ ┕┏ﾗ┕ﾒ ┴むむﾎけぬ
 ぎ┲ﾞむむ━ﾛ ┪┉ﾗす ┕┌┍┏ﾈ .┮┋ﾞヱﾘ ま┵ﾙ ┳ﾘ そ┢ﾛ┤┇ﾉ

.┴ﾝﾙ┕｀ﾈ ぬ┵ ぎヮﾗす ┶┋ﾒ ┕ヂ ろ┣ﾗす ┖┋ヰ┄ﾗす
 ┯ぎ┋ﾌ ┕むむ┌┍┏ﾈ ぃた┕むむ┅ゴ そ┢ﾒ ┘むむ┌ ぎ│ﾗす な┕むむﾎ
 ぃ┗┏ﾚ┕┍ﾞﾘ『ﾗす ┗┌┋ ぎ┅ﾗす ┵むむヰﾙ わ す┢┏┆ﾈ » ぎ┳ゴす ┵ﾈけ«
 よな┕┉ﾗす ┴むむﾉ┵┾ れ┢むむ│ﾗ ┬┌ﾞむむヮﾛ ぬる┤ヰむむ ぎ━ﾗする
 わ すな┤ ぎ┄ﾘ よ ぎ┢┉ﾉ ぃわ┕┈ﾌすね ┪┉ﾗす よ ぎ┢┉ﾉる .┴┏ﾗさ ┢┺┕┆ﾗす
 ら┕ゴ┟す ┕┌┍┏ﾈ ぃき┕むむ┍┇┋ﾗ ぬる┤ヰむむ ぎ━ﾗす な┕ﾒ ┕むむﾘ┢┍ﾒ
 ┶┋ﾒけ て┢│ﾉ ぬる┤ヰむむ ぎ━ﾗす そ┤｀┍ﾌ ┳ﾘ ┗むむﾘな┕┉ﾗす
 わ┕ﾜ┏むむﾏ せ┤ﾞ┉ﾛ ┪┉ﾗする ぃぬ┵むむﾝゴす ┕ﾚ┒┋デ ┶むむ┋ﾒける

.わ┕ﾜ┏━ﾔ
 ┥┍ﾞ┊ジす ぬる┤ヰむむ ぎ━ﾗす ┲むむヮﾋ ┨ ぎヰ┈ﾞﾛ ┣むむﾍけ
 わ┕ﾜ┏┎ﾞﾘ り┢ヮﾋ ぎ┪ﾘる ┕┏ﾗ┕ﾒ ┴ﾘ┢ﾕ ┬ﾔぬる ぃ┴┏┍┏┆ﾈ
 ┠ﾛぬ ┘ぎﾝﾚ き┕┍ﾊ┟す り┣ﾚ ┷ﾔ .ふ┕┃┉ﾙ》する ┥┈┉┋ﾗ

.┤┆━┉ﾛ ぬる┤ヰ ぎ━ﾗす ┢ヮﾋ ┘┋┆ﾋ ┗ぎﾛ┵ﾕ



ぇぇっ

 ┷ﾒす┢ﾈさ ┷むむヮﾌ ┳ﾔ ┳ﾒ ぬ┕│ﾞﾍ┕ﾈ ち┢ギ┑むむﾎ
 ┦ゴす ┮ﾚ┤ﾘ ┤ﾒ┕ﾏ ┖┋ﾕ ┳ﾘ ┬ﾝ┍ﾛ ┷┉┏むむﾎ┵ﾘ
 ぃ┗┾┕ザす ┴ﾉ┕┌┋┊ﾈ ┗むむ┆┏ﾝ┄ﾗす ┖ﾒす┢ﾛ ┮むむ┉ﾟﾘ
 ┵ﾚる ら┕┊ジする ら┕ﾘ┥ﾗす そぬ┵むむ┋ﾈる ┮┾┵ﾗす ┗ﾕぬ ┵┎ﾔ
 ┗ﾖ┤ゴする ら┵むむ┋ﾗす ┤むむ│┍ﾒる そ┑むむﾋ┕┈ジす ま┵むむ┻┵ﾘ
 ┤┆むむﾏ ┴むむﾙさ ぃ┕むむ┎ﾝﾛ┣┎ﾉる ┗むむ┆┏ﾝ┄ﾗす ┗むむﾝﾖ┤ﾖる
 ┷┊┏むむﾎ『ﾖ ┷むむﾙ┕ﾈ┕ﾛ せなけ ぃ┷むむﾙ┕ﾈ┕┏ﾗす ┵むむ┊ﾛ┕┎ﾗす
 ゆ┕┊むむﾏ┟す ┳ﾘ ┗むむﾈ『┾ ┤ﾟﾖ┟す ┵むむﾚる ┷ﾝ┆むむﾏ
 ┘ヮ┏ﾗる そ┢┏│ﾕ ┵┊ﾛ┕┎ﾗする ぃれ┤ﾍ┟す ┗ﾛ┤┆━ﾗす
 ゆ『ﾍ ┳ﾘ ┵┊ﾛ┕┎ﾗす ┤ﾒ┕むむﾏ ゆる┕ヰﾛ .わ┕むむﾛ┤ﾟﾙ わ すにすにぬ
 ┗ﾏ┕┏ﾋ ┤ﾒ┕━ﾘ ┳ﾒ ┤┏ﾝ┆ﾞﾗす ┗┄┏ヮﾈ ほ┕┈ﾗけ
 そ┢┏│ﾕ ┷ﾚ ┵┊ﾛ┕┎ﾗする .┗┉┏┌ﾒ ┦┏むむﾎ┕ﾌけ るけ
 ┗┋┏ポす ┤ﾚ┵ﾋる そ┥┏ドる ┗むむ┏ﾌ┵ﾘ そ┤┏│ﾕ ┗┏┺┕┍ﾓ
 ら┵┊ﾛ ┵ﾖ┵┎ﾗす らす┵┍┆ﾔ ぃ┮むむ┏ﾟ┊ﾞﾗする ┗┏ﾔ┕│ﾗす
 ┳┌┃ﾞﾉ ┢むむﾕる ぃそ┢むむ┏│┉ﾗす ┳むむﾒ そぬ┵│ﾗす ┵むむﾚ

.┤ﾟﾖけ るけ わ┕ﾒ┵┻┵ﾘ そぬ┵│ﾗす
 ┤┏ﾝ┆ﾞﾗす ゆ┕┊ﾏけ ┳ﾘ ┱┊むむﾏ ┵ﾚ ┵┊ﾛ┕┎ﾗす らさ

 き┕┌ﾎけ ┷ﾗるけ ┱┊むむ━ﾈ よ┢ヱﾞむむヮﾛ ぃろ┤┆むむ━ﾗす
 ま┵┌｀ﾘ ┷ﾔ た┕┌┋┊ﾗす ┳ﾘ ┤ﾘね ┕┎ﾗ┵ﾌ ぬる┕ヰﾘる
 やぬ┢ﾛ ┕むむ┆┄┉ﾘ ┤むむ━ﾒ ┗┆ﾝむむﾎ りぬす┢┉ﾘ ┷┋ﾖ

.┗ﾛ┤┆━ﾗす ┴ﾞﾈ┤グ  ┴ﾈ ┤ﾒ┕━ﾗす
 ┤┆むむ━ﾗす そ┤ﾚ┵ﾋ ┷むむﾚ ┵むむ┊ﾛ┕┎ﾗす そ┢むむ┏│ﾕる
 ┷ﾔ ┗ﾒ┵┌ペす ┴ﾋに┕ヂ よ┢ﾕけ ┬ﾋ┤ﾉ ろ┣ﾗす ┷ﾙ┕ﾈ┕┏ﾗす

.ろな『┏ジす ┳ﾘ┕ﾟﾗす ら┤┉ﾗす ┶ﾗさ せ┕ﾞﾖ
 そ┢┏│ﾕ せ┤┇ﾗす め┤┆ﾛ ┲ﾗ ┤ﾍく ┢┏┆┾ ┶┋ﾒる
 ┢ﾛ ┶┋ﾒ 》さ ┗ﾛ┥┏┋ガ】す ┶むむﾗさ ┗┌ﾋ┤ﾞﾘ ┵むむ┊ﾛ┕┎ﾗす
 ┗┌┊ゴす ┤┆ﾏ« ┢┺す┤ﾗす ┴┋┌ﾒる ビﾗ┤ﾝﾘ┕━ﾉ .り.せ
 ┤ﾉぬ┵ﾈ ┲┏ﾗる たすぬ┕ﾞヱﾘ ぬ┵むむ┎ﾑ ┬ﾘ ┲ﾊ »┷ﾙ┕ﾈ┕┏ﾗす
 ┤┆むむﾏ ┳ﾘ よ┕ﾒ« :らす┵┍ﾒ ┘┋┌ﾌ ┷ﾞﾗす そ┤むむ┊ﾝジす
 ┵┊ﾛ┕┎┋ﾗ ダ┢むむ┉ﾉ ゆるけ き┕ﾋる »┷ﾙ┕ﾈ┕┏ﾗす ┗むむ┌┊ゴす
 ┦ﾛ┵ﾗ む ゆ┵ﾈ ┢ﾛ ┶むむ┋ﾒ ┷むむヮﾙ┤┈ﾗす きれぬ┕┉ﾗす ┶ﾗさ
 .┗┏むむﾎる┤ﾗす む ┗┏ﾙ┕ﾈ┕┏ﾗす せ┤ゴす ゆ『ﾍ ぃする┕むむ━ﾉ┵ﾖ
 ┶ﾗさ ぃ┗┌┊ゴす ┤┆ﾏ ┠┋┄│ﾘ よす┢ヱﾞﾎす ┤┏━ﾛる

  .┤┆━ﾗす ┳ﾘ ま┵┍ﾗす す┣┎ﾗ せ┤┇ﾗす ┲┎ﾔ き┵ﾎ

*そ┤┌┻ ┢┌ﾌけ れ┢ﾙ
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ぇぇあ

 よ┢ヱﾞむむヮﾉ ┤┆むむ━ﾗす ┳ﾘ ま┵むむ┍ﾗす す┣ﾚ ┷むむ┈ﾔ
 ┢ﾛ┤グ ┵ﾚ ┤┆━ﾗす すにさ ┗┄┏むむヮﾈる ┗ﾛな┕ﾒ た┕┌┋ﾖ
 れ┤ﾍけ ┷ﾙ┕┆ﾘ つねる ┷┋┾┟す ┕ﾚ┕┍┆ﾘ ┳ﾘ ┗┌┋┊ﾗす
 らさ ら┕ﾈ┕┏ﾗす ┷ﾔ な┕┉┍ﾗす ┲┅┆ﾘ ゆ┕ﾕ ┕┌┊ﾔ ぃ┕┎┏ﾔ
 ┗ﾛ┤┆むむﾏ そ┵┉ﾈ ┗ﾝﾉ┤ﾘ ┗ﾈ┤グ ┠ﾝ│ﾉ た┕むむ┌┋┊ﾗす

.┷ヮゴす やぬ┢ジす ┷ﾎ┕ﾎ┟す ┕┎┆ﾝ┍ﾘ
 ┷ﾔ ふ┵ザす ┗┾┤ﾔ ┤ﾒ┕━┋ﾗ ┷┄┆ﾉ ┗ﾈ┤｀ﾞﾗす
 ┱┇┋┇ﾞﾛ ┙┏ﾌ た┕ﾒ┕┉ﾛ】する ┗ﾛ┤┆━ﾗす たすき┕ヰﾛ】す
 ┤┊┈ﾗす た┕ﾛ┵ﾞヮﾘ ┷ﾔ ┚ﾘ┢┍ﾛる わ┕┉┏┌ﾒ ┬┄┉ジす
 ┷ﾔ ┗┌┋ﾖ ┱ﾖ わ┕┻┤┆ﾞヮﾘ ぃ┗┏ﾒす┵ﾗす ぬ┵┆━ﾗする
 ダ┢┉ﾗする ┢ﾛ┢ゲす ┷むむﾔ わ┕ﾕぬ┕ﾓ ぃ┖むむﾎ┕┍ジす ┕┎┆ﾕ┵ﾘ

.┗ﾛ┕┎┍ﾗする ┗ﾛす┢ﾝﾗする

:ゆ┕ﾟﾘ
 ┱ﾈすに ゐ  ┳│ﾓ ┶┋ﾒ

┢┏ﾌる んせす┤ﾓ ┲ﾟ｀ﾛ
.ら｠す ┮ﾛ┤ザす き┕ヮﾘ

 ┢ﾕる ┤┏┏┇ﾉ け┤むむ┄ﾛ ┢ﾕ ┴むむヮ┈ﾙ ┬┄┉ジす ┷むむﾔる
  :┠ﾝ│ﾛ

 ┱ﾈすに ゐ  ┳│ﾓ ┶┋ﾒ
┢┏ﾌる  ┵ﾙ┵┍ﾎ ┲ﾟ｀ﾛ

ら｠す ┮ﾛ┤ザす き┕ヮﾘ

 ┢┉┈ﾛ せす┤むむ┇ﾈ ┵ﾙ┵┍むむﾎ ┗むむ┌┋ﾖ ゆす┢ﾝﾞむむﾎ┕ﾔ
 ┤┺┕┄ﾗ ┗┏ﾗ┕┌ゲす ┗┌┏┉ﾗ┕ﾔ ┕┎ﾞ┏┌ﾚけ そ┢┏│┉ﾗす
 ぃせす┤┇┋ﾗ ┗┏ﾗ┕┌ゲす ┗┌┏┉ﾗす ┳ﾒ ┱┉ﾉ 》 ┵ﾙ┵┍ヮﾗす
 ┕┌ﾚ ら┕ﾜ┏むむﾏ ┢ﾋ┵ﾛ ┶ﾗる┟す そ┢┏│┉ﾗす ┷ﾔ ┳┊ﾗ
 ┤ﾒ┕━ﾗす の┢ﾌ らす┢ヮ｀ﾛ らす┣┋ﾗす ら┵┋ﾗする ┲｀ゴす
 ら┟ ┕┎┏ﾔ ┱むむ┏┾┕┈ﾞﾗす もなけ ┶むむ┋ﾒ ┢┌ﾞ┆ﾛ す┣むむﾚる
 め┕┃ﾛ らけ ┳┊デ 》 ┲┅┍ﾗす ┳ﾘ ま┵ﾙ ┵ﾚ ┱┊━ﾗす

 ┗┌┋ﾖ ゆ┢ﾝﾞヮﾉ るけ .き┷むむﾏ ┴┍ﾘ め┣ヰﾛ るけ ┴┏ﾗさ
.そ┢┏│┉ﾗす き┕┎ﾞﾙす ┢┆ﾈ れ┤ﾍ┑ﾈ

 ゆ┢ﾉ ┵ﾙ┵┍ヮﾗす ┗┌┋┊ﾔ ┷ﾙ┕ﾟﾗす ┤ﾛ┵ヰﾞﾗす ┷ﾔ ┕ﾘけ
 ゐき┵┻る ┲ﾞ┆ﾘ ゐ┵ﾋ ┷ﾔ ┤むむ┏┄ﾗす ┰ﾗに ふ┕┏ﾈ ┶┋ﾒ
 す┣ﾚる ぃ┢┏ﾖ┵ﾞﾗ┕ﾈ ┶┅ヰﾛ き┷むむ━ﾗす す┣ﾚる ┤ﾟ┆ﾝﾘ
 》 ┴┌｀ﾌ わ┕┃ﾛける .┷むむヮゴす やすぬな】┕ﾈ ┠┻する ┤┏ﾓ
 ┴┏┋ﾒ ┮┉ﾛ ろ┣ﾗす ┳│┇ﾗす ┲｀ﾌ ┬ﾘ ┖むむﾎ┕┍ﾞﾛ

.┲━┎ﾞﾗす そ┢┏│┉┋ﾗ ┖ﾝヮﾛ ┕ド
 ┙┏ﾌ ┕ﾚ┤│┉ﾈ ┵むむ┊ﾛ┕┎ﾗす そ┢むむ┏│ﾕ ┥むむ┏┌ﾞﾉる
 ┗┆ﾝむむﾎ ┳ﾘ そ┢ﾌす┵ﾗす ┵┊ﾛ┕┎ﾗす そ┢┏│ﾕ ら┵┊ﾞﾉ
 ┗ﾊ『ﾊ ┶ﾗさ ┬ﾐ┕┉ジす り┣ﾚ ┲ヮ┉ﾉる ┕┆┄┉ﾘ ┤━ﾒ
 ┗┆ﾝむむヮﾔ ┬ﾐ┕┉ﾘ ┗むむヮ┌ﾍ ┳ﾘ ┗ﾙ┵┊ﾘ きす┥ﾋけ

.┗ヮ┌ヱﾔ
 ┷ﾔ ┗ﾛぬる┤┻ ┤むむ┾┕┍ﾒ ┗むむﾊ『ﾊ ┕むむ┃ﾛけ や┕むむ┍ﾚる
 り┣┎ﾔ ぃま┵┻┵ジする ら┕┊ジする ら┕ﾘ┥ﾗす :┷ﾚ ┵┊ﾛ┕┎ﾗす
 らけ ┖｀ﾛ 》« ぃ┗┄ﾈす┤ﾞﾘ ┶┉ﾝﾉ らけ ┖｀ﾛ ┤┾┕┍┆ﾗす
 ┗ﾊ『ﾊ るけ ビﾜ┏むむﾏ ビﾈ ┬┌ゲ┕ﾈ ┱┆┈ﾙ ┕┌ﾖ ┮ﾗ┒ﾉ
 ┵┊ﾛ┕ﾚ ┶┋ﾒ ┱│ヰﾙ ┢ﾕ ┗ﾗ┕ゴす り┣ﾚ ┷ﾔる わ┕むむ┆ﾘ
 ┢ﾌ ┶┋ﾒ す┣むむﾚ »もる┤┄ﾘ ┖ﾚに ┗┆┄ﾕ ┴ﾝむむ━ﾉ

.┵ﾏ┕ﾈ ┤┏ﾝ┆ﾉ
 ┶┋ﾒ ┢┺┕│┉ﾗす ┤むむ│ﾕけ ┳むむﾘ ┵むむ┊ﾛ┕┎ﾗす┢ ぎ┆ﾉる
 ゐ┦ ゑ┈ゑﾙ そ┢むむﾘ ┷むむﾔ け┤むむ┉ﾉ らけ ┳むむ┊デ にさ も『むむﾐ】す
 ┬ﾞ┌ﾞﾉ ┷むむﾞﾗす ┤┾┕┍┆┋ﾗ ┗ﾝむむヮ┍ﾗ┕ﾈ ┕ﾘけ ぃ┢むむﾌする
 ┤┾┕┍┆ﾗす ┗ﾊ『ﾟﾗす ┷むむﾚる ┵┊ﾛ┕┎ﾗす そ┢┏│ﾕ ┕むむ┎ﾈ
 ぃすに┕ﾘ ぃ┳ﾛけ« ┗┋ﾜﾎ┟す ┷ﾔ ┶ぎ┋｀ﾞﾞﾔ ┗┏むむﾎ┕ﾎ┟す
 り┣ﾚ ┤┎┅ﾉる ぃ┗むむﾈ┤｀ﾞﾗす ┕むむ┆ﾘ ら┵むむ┊ﾉる »┶むむﾞﾘ
 ┤┄むむﾎ ┷ﾔ ┕┎┍ﾘ そ┢ﾌする ┱ﾖ ┗ﾊ『ﾟﾗす ┤┾┕┍┆ﾗす

.┗ﾊ『ﾟﾗす ┵┊ﾛ┕┎ﾗす ぬ┵┄ﾎ ┳ﾘ

:ゆ┕ﾟﾘ
┱ﾈすに ┳│ﾓ ┶┋ﾒ

┢┏ﾌる せす┤ﾓ ┲ﾟ｀ﾛ



ぇぇい

 .ら｠す ┮ﾛ┤ザす き┕ヮﾘ
 ┤┾┕┍┆ﾗす き┶ﾝﾞヱﾉ ┳ﾛけ ゆ┕ﾟジす す┣┎ﾈ ┠┻┵┍ﾎ

:┗ﾊ『ﾟﾗす
┱ﾈすに ┳│ﾓ ┶┋ﾒ お┳ﾛけ

┢┏ﾌる せす┤ﾓ ┲ﾟ｀ﾛ おすに┕ﾘ
ら｠す ┮ﾛ┤ザす き┕ヮﾘ お┶ﾞﾘ

 ┗ﾔ┕┈━ﾗす ┵┊ﾛ┕┎ﾗす そ┢┏│ﾕ らけ ┢ガ ┷ﾗ┕ﾞﾗ┕ﾈる
 ┗ﾝﾋ┵ﾗ┕ﾈ ┲むむ┎┃┆ﾈ ┕┎┏┌むむヮﾛ ┷ﾞﾗす ┗┉┏ﾕ┤ﾗす

 ┕┎ﾉ┕┌┋ﾖ ┗ﾎ『ﾎる ┕┎ﾗる┕┍ﾉ ┗ﾒ┤ヮﾗ ┗┆ﾛ┤ヮﾗす
 ┕┎ﾗ『ﾍ ┳むむﾘ れ┤ﾛ ┷むむﾞﾗす ┗┆┏ﾝ┄ﾗす そく┤むむﾘ ┷むむﾚ
 ┬┏ﾈ┤ﾗす ┗ヰ┺すぬ ┲ﾞ━┏ﾔ ゆ┵│┈ﾗす ┱ﾖ ┤ﾒ┕むむ━ﾗす
 ┮┏│ﾗす ┤むむヰﾈ ┤┆むむ━ﾛる ┤┄ジす た┵┾ ┬┌むむヮﾛる

.┮ﾛ┤ザす ┗━ﾍ┤ﾍ れ┤ﾛる

┗┏ﾙなぬけ そ┤ﾒ┕ﾏ *



ぇぇう

* ┧┏━ﾌ ┵ﾈけ な┕┎ﾋ

متابعات

┤┏ﾔ┕│┆ﾗす ┲┎ﾙ ┷ﾗ
 そなぬる ┯ﾞ┈ﾉ
ん┯┏┎ﾏ ┷ﾗる

.┳ﾛ┤ﾍ｠す ┗┺ぬ ┷ﾔ ┢┆ﾈ ゆ┵｀ﾞﾛ ┲ﾗ
 らるな て┕ﾝ│ﾗす そな┤┈ﾘ ゆ┵┉ﾛ ┤┏ﾔ┕│┆ﾗす ┲┎┍ﾔ

┷┍ﾓ┑ﾎ
ひ┕ﾍ ┵ﾈけ ┳ﾛ┤ヮﾙ

 た┕ﾌる┤むむﾏ ぃ ┗┃┺┕ﾔ ┗むむ┇ﾗ  ┨┍ﾗす す┣むむﾚ ┷ﾔ
 ┮┏ﾟ┊ﾉ ┗┏ﾙ┕┊ﾘさる ┚ﾚ┵ﾗす ┳ﾘ ┤┏ﾟ┊ﾗす も┤むむヮﾉ
 ┕┎ﾘす┢ヱﾞむむﾎす ┲ﾓぬる ┗むむﾝﾉ┕┊ﾗす ら┑ﾖる ぃ┗むむﾗ》┢ﾗす
 ┡ﾗさ...┯ﾛ┤ﾉ /┯むむﾞ┈ﾉ / ┷┍ﾓ┑むむﾎ まぬ┕┃ジす ┱┆┈┋ﾗ
 ┗ﾝﾓ┤ﾗす な┤｀ﾘ ┶ﾗさ ┕ﾚ┤｀ﾛ ゐふ┕ﾘ ┗ヮ┏ﾝﾌ ┱┅ﾉ

 .┱┆┈ﾗす ┕┎┍ﾘ ぬな┕│ﾛる
 ┦┌━ﾗす ┕┎ﾝﾒす┢ﾉ わそなぬる ┯ﾞ┈ﾉる« :ゆ┵┉ﾉ ┷┎ﾔ
 す┣ﾚ ┷むむ┋ﾔ ぃ せ┤むむ━ﾉ ┕ﾚす┢ﾙ ┳むむﾘる ゐ┱｀ﾒ ┶むむ┋ﾒ
 »た┕ﾝﾎ ゆ┵ﾐ ┢┆ﾈ ┳ﾘ ┦┌━ﾗす ┗ﾌすぬ て┕ﾝ│ﾗす
 ┕┎ﾙけ ┗┏むむﾎ┕┍ﾞﾘ ┮┾┵ﾗす /て┤むむ━ﾗす ┶ﾗさ ┑むむ｀┋ﾉ
 ┮┋ﾍ ┕┎┃ﾖぬる ┕むむ┎ﾕす┤ﾓ┓ﾈ ┗ﾗ┕ゴす ┘┋ﾞﾕ す┣むむ┎ﾈ
 よ┢ヱﾞむむヮﾉ ┲ﾊぃ そぬ┵むむ│┋ﾗ ┗むむ┏ﾋぬ┕ザす ゆ『むむ┅ﾗす
 せ┤むむ━ﾉ ┕ﾚす┢ﾙ ┳ﾘ )る( ┯むむﾞ┈ﾉ )る( ┪むむﾈ┤ﾗす たするなけ
 そぬ┵│ﾗす ┗┏ﾈ┕┏むむヮﾙす ┳ﾘ たするす┵ﾗす り┣むむ┎ﾈ ┢ヰﾞﾔ

 .ふ┤ﾞ┈ジす ┕┎ﾕ『┄ﾙする
 わ┕┺ぬ┕ﾕ ┶┉┏むむﾎ┵ﾘ ┷┈┾┵ﾈ ┷ﾗ ね┵｀ﾛ ら┕ﾖ らさる

  :┗┏ﾉ｠す そきす┤┉ﾗす ┨┍ﾗす け┤ﾕす らけ ┱┃ﾔけ ┷┍ﾙ┓ﾔ
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 ┱ﾗ┢ﾛる »┷むむﾙ┤ﾝ｀ﾛ« ┬むむﾕす┵ﾗす ┬┌┉ﾗす ┱むむ┆ﾔ ┳むむﾘ
 よ┢ﾒ ┶┋ﾒ まぬ┕むむ┃ジす ┱┆┈┋ﾗ ┴ﾘす┢ヱﾞむむﾎす ┕むむ┍ﾗ
 な┵ﾋる ┱ﾈ┕┉ジ┕ﾈ つ┕ﾞヰﾛ ぬ┕ﾝﾋ】す ┱┆┈ﾔ ┴ﾞ┏ﾝ┋ﾎ

 .┗ﾘる┕┉ジす
 ┶ﾗさ ┗┏ﾗ┕ﾒ ┗むむ┏┌┏┌ヰﾈ ┕むむ┍┋┾┵ﾛ ┴ﾙさ ┶むむﾞﾌる
 きすな┵ヮﾗす そぬ┵ﾝむむヮﾗす ┰┋ﾉ ビﾈる ┴┍┏ﾈ ┗ﾕ『┆ﾗす らけ
 ┬ﾘ ┴ﾞﾕ『┆ﾖ ┗むむﾛ┢｀ﾈ┟す ┧むむ┏ﾐ ┱むむ┌ギ ┷ﾞﾗす
 ┗┏┌┏┌ﾌ ┗ﾕ『┆ﾗ そぬ┕むむﾏさ ┷ﾔ て┕むむﾝ│ﾗす そ┵┎ﾕ

.  ます┤│ﾗ┕ﾈ ┗┌┆┈ﾘ ┕┎┍┊ﾗ わ┕┃ﾛけ
 ┗ﾌ┕ﾈ ┶ﾗさ わ すなる┢━ﾘ ┷ﾗ┵┈┄ﾗす ┱ﾍす┢ﾗす ┱┅ﾛる
 ゆ『ﾍ ┳ﾘ ┶ﾉ┑ﾞﾛ ┤ﾍ｠┕ﾈ ┴ﾎ┕ヮﾌさ ら┟ ┗ﾎぬ┢ジす

 .┗┏ﾗ┵┈┄ﾗす ┴ﾞﾝﾓぬ
 ┗むむ┏┄┌┍ﾈ ┗むむﾘ┥ﾞ┋ﾘ『ﾗす りすこ┤むむﾈ ┯むむ┋┄┍ﾛ にさる
 ┗┋むむﾎ ┬ﾉ┤ﾘ »そ┤┺す┢ﾗす のけぬ« ┤むむ┏│ﾞﾔ ┢┺┕むむヮﾗす
 ┳ﾒ └ﾝ┍┏ﾗ ┘ﾕ┵ﾗす ┤むむ┃ﾞヰﾛ ┕┌┍┏ﾈ ┖ﾋ┕┍むむヮﾗす
 ┕┎ジす┵ﾒ ┱┏┊むむ━ﾉ ┷ﾔ ┗ﾝﾓす┤ﾗす よす┢ﾕ┟す ┧むむ┏ﾐ
 ┙┏ﾌ ┕むむ┎ﾕ『┄ﾙす ┱┏┊むむ━ﾉ そな┕むむﾒ】 ┗むむ┾┕ザす

 ┷ﾔ ┱┏┾┕┈ﾞﾗす た┕ﾈ┣ﾈに ┶ﾏ『ﾞﾉ
 ┗┏ﾗ┵┈ﾐ れこ┤むむﾖ ┳┊ド ┵むむﾚ ┕ジ ┯┋ザす そな┕むむﾒさ

. ┗ﾘな┕ﾕ

┲ﾗ┑ﾈ ┤┏┊┈ﾞﾗす ┲┋┆ﾉ よ┥┋ﾛ
┵━ﾙ『ﾈ ┦ﾛぬ┵ﾘ
 ろね┵ﾙぬ┕ジす ┶┍ﾝﾗ

 )ろね┵ﾙぬ┕ジす ┶┍ﾝﾗ( ┗┌ﾋ┤ﾉ す┤┏ﾟﾖ ┷┍ﾞ┈ﾕ┵ﾞﾎす
 ┕┍┋ﾕ らさ ┮┋ﾞヱﾙ 》 ┢ﾕ ┕┍┍ﾑける ぃ┵━ﾙ『ﾈ ┦ﾛぬ┵ジ
 り┣ﾚ そ┵ﾕ ┬ﾝ┍ﾉ ぃ┨┍┋ﾗ ┯┋ﾍ そな┕ﾒさ ┗┌ﾋ┤ﾞﾗす らさ
 そ┢┺すね そな┤┈ﾘ ┮むむ━ﾞ┊ﾉ ┳ﾗ ┰ﾙけ ┷ﾔ ┗むむ┌ﾋ┤ﾞﾗす
 ぎゆ┢ﾛ ぃ┗┏ﾗ》┢ﾗす な┕むむ┆ﾈ┟す け┤┉ﾉ ┘むむﾙける ぃ┨┍ﾗす ┷ﾔ

 ┗ﾗ》な るに ┱┆ﾔ ┯ﾞ┈ﾞﾗす ┱むむ┆ﾔる ぃ┢┏ﾖ┑ﾞ┋ﾗ ┗ﾋ┕ﾌ
 る┢┆ﾉ 》 ┱┏┾┕┈ﾞﾈ ┕┎ﾕ┤┇ﾙ ぎ》け ┷┇ﾝ┍┏ﾔ ┗ヮ┏┺ぬ
 ┯┏┎むむ━ﾗす そなす┤ﾔ らさ ┲ﾊ ぃそ┤ﾈ┕ﾒ た┕ﾔ┕┻さ ┕┎ﾙ┵ﾖ
 ┷ﾔ ゆ┵｀ﾞﾛ ┲ﾗる ぃ ろ┢むむﾌる ┷ﾗ ┴ﾙ┵ﾖ ┳ﾘ ┶むむﾉ┑ﾞﾉ

.┗ﾗ》な 『ﾈ ┩┺┕┈ﾔ りす┢ﾒ ┕ﾘ ┕ﾘけ ┳ﾛ┤ﾍ｠す ┗┺ぬ
 ┗むむヮﾔ┕┍ﾘ ┶ﾗさ ┤ﾍく ┬┄┉ﾘ ┷むむﾔ ┱┉ﾞ┍ﾉ ┲むむﾊ
 ま┵ﾘ┢ﾗす やぬ┕むむ━ﾉる »ぬ┵むむﾉ┵ジす« ┴むむ┍ゴ ら┵むむヮゴす
 ┶ﾗさ たす┤ﾈ┕┆ﾗす よ┵むむ┏┇ﾗす ┷｀むむﾏけ ┷ﾖ« ┕むむ┎ヰ┋ジ
 》 るけ ┦むむﾎ┒ﾉ 》 よ┵┏┇ﾗす り┣ﾚ ら┑ﾖる »┷むむ┺┕┃ﾔ
 り┕グす のぬ┕ベ ┕┎ﾙけ るけ ぃ な┵ﾋ┵ﾖ そ┤ﾖす┣ﾗす ┷ﾔ ┤┉ﾞヮﾉ
 ┕┎ﾞむむヮﾔ┕┍ﾘ ゆ『ﾍ ┳ﾘ ┕ﾘ わ┕ﾛな┕むむﾎ わ『┆ﾔ ┲┏┇ﾗす
 ┷ﾚる ぃま┵むむﾘ┢ﾗす ┠┋ﾘる ぬ┵むむﾉ┵ジす ら┵むむヮゴす ┳ヰ┋ﾗ
 ┗┃ﾕ┕┍ﾘ ┷むむﾔ ┱┆┈ﾗす ┗むむﾎぬ┕ド な┤ペ ┷┍┇ﾞむむﾎ
 ┴┏ﾞﾗす ┗ﾗ┕ヰﾔ ┲むむ┏┇ﾗす き┕｀むむﾏけ ┶ﾗる┟す ┕┎ﾞﾛこ┤ﾗ
 ┷ﾔ ┴┏ﾞﾗす す┣┎ﾗ ┕┎┆ﾔ┢ﾉ ┷ﾞﾗす ┷ﾚ ┕ﾚ┕┏ギ ┷ﾞﾗす
 ┗ﾝﾓ┤ﾗす ┳┊ﾗ ┨┍ﾗす ┷ﾔ ┷ﾗ》┢ﾗす ┶┍┆ジす ┖┏ﾖ┤ﾉ
 ゐ┱┏┌ﾋ ┱┈ﾐ つる┤むむヱﾈ ┗ﾝﾓ┤ﾗす ぃ┕┎┏┋ﾒ ┤むむ│ﾞ┍ﾉ

. た┕ﾛ┤ﾖ┣ﾗす ┳ﾐ┕ﾈ ┳ﾘ ....┶ﾔ┕┆ﾘ

そ┤┺す┢ﾗす のけぬ
は┵┋ﾒ ┦ﾛぬなさ

 »┷┈┋ﾍ« ┨むむ┍ﾗす ┷ﾔ ┶むむﾗる┟す そな┤むむ┈ジす ┣むむ┍ﾘ
 ┷ﾔ ┤ﾒ┕むむ━ﾗす れ┢ﾗ な┤むむ┌ﾞﾗす ┗むむﾗ┕ﾌ ┦むむヮヰﾞﾙ
 ぃ┗ﾛ┢┏┋┉ﾞﾗす ┗┏┄┌┍ﾗす ねる┕｀ﾞﾗ ┗┏┉┏┉ﾌ ┗ﾗる┕ヰﾘ
 ┷┃┈ﾉ  そ┢ﾛ┢ﾋ  ┯┺『ﾒ ┯┋ヱ┏ﾗ ぃ┨┍ﾗす き┕┍ﾈ ┷ﾔ
  ┗むむ━ﾚ┢ﾗす ┰┊┋ベ そな┢┆ﾞﾘ ┗┏ﾗ》な た》┕むむ┌ﾞﾌす
 ┱ﾍすな ┤ﾒ┕━ﾗす ┕┍┆┃ﾛ ┕┍ﾚ ぬす┢ﾘ ┶ﾗさ...┷┈┋ﾍ«
 ┘┋┈ﾞﾗす ┷むむﾔ ┕┎ﾞ┏ﾒ┤むむﾏ ┰┋ﾞベ ┕むむﾛこぬ / ┗むむﾗ┕ﾌ
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┤┌┆ﾗす ┮│ﾞ┍ﾘ ┗ﾘねけ
 ┤ﾈ┕┾ ┢┏ﾎ

 ひ┵│┍ﾗす ┳むむﾘ り┤┏┇ﾖる ┨むむ┍ﾗす ┗ﾛす┢ﾈ ┣むむ┍ﾘ
 ┮┏┃ﾉ 》 ┷ﾞﾗす そ┢むむ┺す┥ﾗす ┗┇┋ﾗす ┰むむ┋ﾉ ┕┍ﾜﾋ┕┈ﾉ
 )り┢ﾝﾒ..り┢ﾝﾒ..り┢ﾝﾒ( ぃ┨┍ﾗす ┢ヮﾋ ┶ﾗさ ┶┍┆ﾘ
 ┴ﾞﾋるね た┵┾ ┶┋ﾒ ┴ﾘ┵ﾙ ┳ﾘ り┢ﾝﾒ も┕ﾔけ ぃぬ┤┊ﾛる
 ..り┢ﾝﾒ も┕ﾔけ ┢むむ┏┆ﾛ ┲ﾊ ぃ┤┏ザす て┕ﾝ┾ _り┢むむﾝﾒ_
 ┕┎┎ﾋす┵┍むむﾎ ┗ﾓ ぎ┵むむヮジす ┤┏ﾓ た┕ﾔ┕┻】す り┣むむﾚ
 ┥┊ﾉ┤ﾛ ぃ┨むむ┍┋ﾗ ┕┍ﾉきす┤ﾕ ゆ『むむﾍ そ┤むむﾘ ┳ﾘ ┤むむﾟﾖけ
 »り┢むむﾝﾒ« ┱むむﾝ┉ﾉ よ┢むむﾒ そ┤むむ┊ﾔ ┶むむ┋ﾒ ┨むむ┍ﾗす
 ぃわ┕ﾈ┕むむﾏ き┕┉ﾝ┋ﾗ ┴┋ﾟベ ┗ﾗる┕ヰﾘる ┳ﾘ┥ﾗす ┗┏┋ﾒ┕┈ﾗ
 》 ┵┎ﾔ わ┕ﾈ┕むむﾏ き┕┉ﾝﾗ┕ﾈ ┴ﾟﾝむむ━ﾉ ┲むむﾓぬ り┢むむﾝﾒる
 ┠┄むむヮﾗ わ┕ﾘね『ﾘ ┱┅ﾛ ┱ﾈ りな┵ﾋる ┯┌ﾒ ┦ﾘ『ﾛ
 ゆ『ﾍ ┳ﾘ ┕むむ┎ﾈ ┗┏ﾗ┕┆┈ﾙ》す ┴ﾞﾕ『ﾒる き┕┏むむﾏ┟す
 ┳ﾘ ┥┈ﾕ« ぃれ┤ﾍけ ┶ﾗさ そな┤┈ﾘ ┳ﾘ ┴┋┉┍ﾉ ┗ﾒ┤むむﾎ
 ぃ┴ﾞﾛ┕┈ﾌ ┱┆ﾞﾙす ぃ┤┏┈┾ ぃ┤┏ﾔね/┯┏┎むむﾏ ぃ┤ﾛ┤ヮﾗす
 .»せ┕ﾝﾗす ┳ﾘ つ┤ﾍ ぃ┴ﾞﾋるね ┱ﾝﾕ ..┶┍ﾓ...┲ヰﾞﾎす
 ゆ┕┆ﾔ【ﾗ ┗┏ヰ┄むむヮﾗす ┗むむヮﾘ『ジす り┣むむﾚ ┢むむ┆ﾈ
 ぃせ┕ﾝむむ━ﾗす ┦ﾋ┕ﾚ て┤ﾐ ┖むむﾉ┕┊ﾗす らけ ┢｀┍むむﾎ
 ┶ﾗさ ┴ﾈ┕ﾝむむﾏ ┢ﾖ┒┏ﾗ ┨┍ﾗす ┷ﾕ┕ﾈ ┮ﾑ┵ﾛ ┣ﾍける
 よ┢┆ﾗる ┤┆ﾏ ┕┎┍┏ﾌ »┵┌ﾒ« ┗┌┋┊ﾈ └ﾋ┵ﾔ らけ
 えそ┤ﾘす┒ﾘ や┕むむ┍ﾚ らけ ぃ┳むむﾘ┥ﾗす ┗むむ┏┋ﾒ┕┈ﾗ ┴むむ┋ﾝ┉ﾉ
 ┗ﾊぬ┕┊ﾗす ら┵┊ﾉ ┗ﾛ┕┎┍ﾗす ┷ﾔる )┵┌ﾒ( ┦むむ┏ﾗ ┵┎ﾔ
 ┶ﾗさ りな┕ﾞ┉ﾉ らけ ら┵┊┏ﾔ ┴ﾞﾋるね ┕┎┉┄┍ﾉ ┕ﾘ┢┍ﾒ
 ┮ﾞ┎ﾛ ┵ﾚる ┗むむ┏┋┉┆ﾗす ふす┤ﾘ┟す ┶┈むむ━ﾞヮﾘ

.)┵┌ﾒ ┪┉ヮﾛ(
 ┗むむ┋┌ゲす らけ ┨むむ┍ﾗす しぬ┕むむ┉ﾗ ┠むむ┻す┵ﾗす ┳むむﾘ 
 ぃ┕┎ﾞﾛす┢ﾈ ┷むむﾔ ┘ﾗすね┕ﾘ ひ┕むむ┉ﾗす れ┢ﾗ ┗ﾛな┤むむヮﾗす
 ┤ﾟﾖけ らすぬる┢ﾗする そ┤ﾏ┕ﾝジす ┗┏ヰ┄ヮﾗす た》》┢ﾗ┕ﾔ

 ┨┍ﾗす ┯┋ﾍ そな┕むむﾒさ ┶┋ﾒ ┗┌ﾋ┤ﾞジす そぬ┢むむﾕ ┶┋ﾒ
 ┶┋ﾒ そぬな┕むむ┉ﾗす ┗ﾛ┵┇ぎ┋ﾗす ┕むむﾚ┕┍ﾈ た┕むむ┏┋グ ┳┌┻

 .┨┍ﾗ┕ﾈ やぬ┕┎ﾈさ

ぬ┕ﾙ ┳ﾘ
┱┏┋ﾍ そ┢ﾗ┕ﾍ

 ┕┍ﾗる┕ﾌ すにさ ┱むむ┏┋ﾍ そ┢ﾗ┕ﾍ ┢むむ┍ﾒ ┨┍ﾗす け┢むむﾝﾛ
 ┢┏┎┌ﾞﾗす ┷むむﾔ ┗ﾝﾓ┤ﾗす ┳むむﾒ わ す┢むむ┏┆ﾈ りけ┤むむ┉ﾙ らけ
 ┨┍ﾗす ┢むむヮﾋ ┳ﾒ ┗ﾋぬ┕ザす そ┢┺す┥ﾗす ┱┏┾┕┈ﾞﾗする
 ぃ ら｠す て┵ﾈ┑むむﾎ ...┶┌ゴす ┗┉ﾙ┤むむﾏ ┕むむﾛ :┕むむ┎ﾗ┵┉ﾈ
 ┕ﾚすこぬ や『ﾞﾘす ┷むむﾔ ┗ﾝﾓ┤ﾗす て┵┌ﾋ ┲ﾓぬ ┕むむﾚす┤ﾙる
 ┷┺┕むむヮﾌ« ┕ﾚぬな┕┇ﾛ な┕┊むむﾛ ゐふ┕ﾘ ビﾈ ┠むむﾋぬ┑ﾞﾉ
 ┴ﾙ┵┊ﾞﾗ り┢むむヮﾋ な┤┈ﾛ ん┤┻┕ﾌる » ぎ┷むむﾔす┵ﾕ ゎぬ┕ヱﾈ
 ┫ヰ┋ﾙる ぃ »も┤ﾈ ┳ﾘ ┢ﾗ┵ﾉ ┤ﾟﾙ ゎそ┢┏│ﾕ ┷むむﾏす┤ﾔ«
 ┳ﾘ« )る( ┷ﾔ るす┵ﾗする »┕┎┈┉┋ﾞﾉ« )る( ┷ﾔ るす┵むむﾗす らけ
 ┗ﾗ》┢ﾗす ゆ┕┏ﾟﾙす そ┵ﾕ ┕ﾕ┤ﾎ »┱┄┎ﾉ ┷┆ﾈ┕┾け ビﾈ

 . ┕┍ﾚ┕ﾚ
 そな┤┌ﾞジす ┕┎ﾉ》┕ﾌ ┳むむﾘ ┕ﾙ┟す ┬┍デ 》 す┣ﾚ ┳むむ┊ﾗ
 ┲ﾓぬる ┱┏ヰﾞむむヮジす の┤ﾉ ┘ギ ┳ﾘ ┲むむ┋ゴす ┢┋┏ﾗ
 ┕┎ﾙけ 》さ ┖むむ┋┉ﾗす ┢ﾈ┕┆ﾘ ┳むむﾒ ┤ﾍ｠す ふ┕むむ┃┈ﾙす
 ひ┕ﾍ ┵ﾚ ┕ﾘ ┯┋ザ ┗ﾗる┕ヰﾘ ┷ﾔ ゆ┵むむ┉ﾞﾗ ┷┃ベ
 »ぬ┕ﾙ ┳ﾘ そけ┤むむﾘす ┕ﾙけ « ┨むむ┍ﾗす ┗ﾛ┕┎ﾙ ┷むむﾔ ┕むむﾙ┟┕ﾈ
 ┗ﾝﾓ┤ﾗす ゆ┵ﾌ たぬ┵ヰベ ┗ﾗ┕ゴす た┕┏┋グ らけ ┫ﾌ『ﾙる
 ゆ『ﾍ ┳ﾘ そ┤ﾛ┕┇ジす ┷ﾔ つ┵ﾗ┵ﾗする な┤┌ﾞﾗす ┱┆ﾔ ┷ﾔ
 ┤┎┅ﾛ ┕むむド ┗ﾗ》┢ﾗす ┢むむ┏ﾖ┑ﾞﾗ ┗むむ┋┌ゲす ┬むむ┏┄┉ﾉ

 . ┴┏ﾔ よ┕ﾓ┢ﾙ》する ┬ﾋ┵ﾗす そ┢ﾏ て┵┻┵ﾈ



ぇぉぉ

 ろ┣ﾗす ┵ﾚ ┷┻┕ジす ┱┆┈ﾗす らけ ┕┍ﾚ れ┤ﾙる ビヰ┄ﾗする
 ぬるな ┷ﾔ ┕ﾙ┟す ┘┋ﾑ ┙┏ﾌ ぃ┢┎━ジす ┶┋ﾒ ┤┄┏ﾎ
 ┗┏ﾝ┋ﾎ ┶ﾘ┕┍ﾞﾉ にさ .┱┺┕ヮﾞジする ┖ﾉ┕┆ジする せな┕┍ﾗす
 す┢ﾓ ビﾙ┟する«┳┺┕┊ﾗ┕ﾈ ぬす┤ﾕ】す ┳ﾘ ┗ﾗ┕ﾌ ┶ﾗさ ┕ﾙ┟す

.»┷┺す┣ﾓ
 れ┤ﾙる き┕┍ヰﾙ》す ┶ﾞﾌ ┕ﾙ┟す た┕ﾈ┕ヮﾌ ┘ﾈ┕ﾍ ┢┉ﾗ
 ぃ┘ﾈ┕ﾍ«┗┏┻┕ジす ゆ┕┆ﾔ┟す らけ ┤┏ﾍ┟す ┬┄┉ジす ┶ﾞﾌ
 ┢ﾕ ぃ»┘むむﾈ┕ﾍ ぃ┘むむﾕ┤ﾓ ぃ┘むむ┏┉ﾈ ぃ┘┆┏┻ ぃ┘むむﾝﾍ
 ┘┻┤ﾔ ┙むむ┏ﾌ ┨┍ﾗす ┢むむヮﾋ ┶┋ﾒ た┤┄┏むむﾎ
 ┶┋ﾒ ねる┕｀ﾞﾗす ┶┋ﾒ そぬな┕┉ﾗす ┤┏ﾓ ┗ﾛ┵┻┕ジす ┗ﾛこ┤ﾗす
 ┶┍┆ジする ┶┍ﾝジす ビﾈ ┕ﾘ わ┕｀ﾏす┵ﾉ そ┤┊┈ﾗす ┢┏┆┾
 ┤┏ﾓる ┗ﾗ》┢ﾗす ┗むむﾛ┢┏┋┉ﾉ ┯┺『ﾒ ┯むむ┋ﾍ ┶むむﾗさ れなけ
 ┴┊┏┊┈ﾉ るけ ろ┵┻┕ジす ┢┺┕ヮﾗす ┩┉ﾙ ┶┋ﾒ そぬな┕ﾕ

.┕ﾛこ┤ﾗす るけ ┱┊━ﾗす ┢┏┆┾ ┶┋ﾒ きす┵ﾎ

┳｀ﾎ
┗ﾏるすぬな ┕┍ﾛな

 ┕ﾚな┤┈ﾉ ┗ﾛ┤┆むむ━ﾗす ぬ┵│ﾗす ┶むむﾗさ せ┤ﾕけ ぬ┵むむ┾
 ┗ﾗ》┢ﾗす ┯むむ┌┆ﾞﾗ ┨┍ﾗす ┗むむﾛす┢ﾈ ┷むむﾔ ┗むむﾝﾉ┕┊ﾗす
 ┤┏ﾓ ┤ﾍ｠す ビむむﾈる ┕┎┍┏ﾈ ┕むむﾘ ┱┾┕ゴす ます┤むむ│ﾗ┕ﾈ
 も┤ﾞヱﾉ ┦┌むむ━ﾗす« ┕┎ﾞﾙ┵┍┏ﾖ ┳むむﾒ ┱むむ│┈┍ジす
 ┗ﾝﾓ┤ﾗる ┕むむﾛこぬ そな》┵むむﾗ ろ┤むむヮﾕ ┱┆ﾔ »らすぬ┢むむゲす
 ┶┋ﾒ ふ┕┃┉ﾙ》する ら┵┊むむヮﾗす よ┢むむ┆ﾈ ┗ヰﾘ┕ﾋ
 ┱┊むむ━ﾉ ┷ﾞﾗす ┗ﾔ┤┇ﾗす ┗むむヰ┺すぬ /┗ヰ┺す┤ﾗす ┰むむ┋ﾉ
 ┗ﾔ┤┇ﾗす ┗ヰ┺すぬ -┤ﾍ｠す な┵ﾋ┵ﾗ わ┕┏ﾒ┵┻┵ﾘ わ》な┕┆ﾘ
 ┕┎┋ﾈ┕┉ﾉ ┷ﾞﾗす ┤┺┕｀ヮﾗする ピﾗす ぬ┕ﾊく ┳ﾘ ┗┍┈┆ﾞジす
 ┕ﾚ┢┉┈ゎﾉ ┷むむﾞﾗす た┕むむﾘ┕┎ﾉ》する ┰むむ━ﾗす ┗むむヰ┺すぬ
 》« ┤ﾘ┣ﾞﾉ ┷むむﾚる ┶ﾟﾙ┑ﾖ ┕ﾚな┵ﾋ┵ﾈ の┕むむヮﾌ】す
 ┷ﾔ »┘┏ﾝﾗす ┳むむﾘ ┳ﾋ┤ヱﾛ た┕むむ┍ﾈ ┕ﾙ┢┍ﾒ ┢むむﾋ┵ﾛ
 ┳┊ﾗ そ┥┏┌ﾞﾘ ┗┾┕ﾕ そな》┵ﾈ れ┤むむ━ﾈ ┨┍ﾗす す┣ﾚ

 ┷ﾞﾗす そ┤むむﾏ┕ﾝジする ┴むむヮ┈ﾙ ┶┍┆ジす ゆ┵ﾌ そ┤ﾘ ┳ﾘ
 ┙ヰﾝﾗす るけ ┴ﾞ┋ﾜﾎけ ┯┋ﾍ ┷ﾔ しぬ┕┉ﾗす ┯ﾌ ぬな┕│ﾉ
 ゆ┵┉┋ﾗ ┕┍┆ﾔ┢ﾛ す┣ﾚ ┱ﾖ ぃ┴ﾈ ┗┾┕ﾍ ┗ﾈ┵ﾋけ ┳むむﾒ
 ┴ﾙけ 》さ »そ┤┊┈ﾗす« ┗ﾘ┕ザす ┰┋ﾞﾘす らさる ひ┕┉ﾗす らさ
 き┕┍ﾈ たすに ┗ﾛな┤むむﾎ そぬ┢ﾕ や『ﾞﾘ》 ┗ﾋ┕ヰﾈ ゆすね┕ﾘ
 ┯┌ﾒる ┗ﾛな┤ヮﾗす ┗┋┌ゲす ┢┏┆┾ ┶┋ﾒ そ┵ﾕ ┤ﾟﾖけ

 .┕┎ﾉ》》な

!! ┷ﾉ┕ﾈ┕ヮ がﾌ ぐ┘ゑﾈ┕ﾍ ... ┷ﾈけ ┕ﾛ ぐ┢ ゎﾒ
まぬ┕┈ﾗす ゆ『ﾚ

 す┣┎ﾗ しぬ┕┉ﾗす ぃ┷ﾉ┕ﾈ┕むむヮﾌ ┘ﾈ┕ﾍ ... ┷ﾈけ ┕ﾛ ┢ ゎﾒ
 ┘ﾙ┕ﾖ ┗むむ┋┌ゲす り┣ﾚ らけ ┮むむ━ﾞ┊ﾛ ┢ﾕ ┨むむ┍ﾗす
 ろ┵┻┕ジす ┴むむ┾┵┊ﾙる ┨むむ┍ﾗす ┨ヱ┋ﾞﾗ ┗むむ┏ﾔ┕ﾖ
 ねる┕｀ﾞﾗす ┶┋ﾒ そぬな┕むむ┉ﾗす ┤┏ﾓ そ┕┇┋ジす ┕むむﾙ┟す ┙┏ﾌ
 ふぬ┟す ゆ┵│ﾔ »┘ﾈ┤ﾚ« »┷ﾈけ ┕ﾛ ┱┆ﾔ┑むむﾎ すに┕ﾘ«
 ┕ﾙ【ﾗ 》 ゆ┵むむ│┈┋ﾗ ┕┍ﾚ ┱むむ┆┈ﾗ┕ﾔ ぃ┷むむﾘ┢ﾕ ┳ﾘ
 き┕┌ヮ┋ﾗ わ┕┃ﾛけ ┕┍ﾚ ┱┆┈ﾗす き┕┌ヮﾗす »┷┍ﾞﾒ┕ﾈる«

.┕ﾙ【ﾗ 》
 ぃ┷ﾔ┵ﾍ も┵ﾔ ┷ﾊ┕┎ﾗ ┳ﾘ ┮┆┻け »┘むむ┉┈ﾐる«
 わ┕┌ﾓ┕┍ﾞﾘ わ┕むむ┃ﾛけ き┕ﾋ ┴┍┊ﾗ ┕むむﾙ【ﾗ ┕┍ﾚ ┱むむ┆┈ﾗす
 ビﾞ┋┌ゲす ┷むむﾔ ┱┆┈┋ﾗ ┗ﾝﾗ┕むむヮﾗす ┗ﾗ》┢ﾗす ┬むむﾘ
 そなぬす┵ﾗす ゆ┕┆ﾔ┟す らけ しぬ┕┉ﾗす ┫ﾌ『ﾛる ぃビﾞ┉ﾈ┕ヮﾗす
 ゆ┕むむ┆ﾔけ ┷むむﾚ »┘むむ┉┈ﾐ»..»┷┍ﾞﾒ┕ﾈ»..»┘ﾈ┤ﾚ«
 そ┢ﾘ┕ﾋ ┗むむ┏ﾗ》な ┯むむ┺『ﾒ ┳ﾒ ┠むむ│┈ﾉ ┗むむ┏┻┕ﾘ
 ┕ﾚ┢┆ﾈ ぬ┤┉┏ﾗ ゆす┒むむヮ┋ﾗ な┵┆ﾛ ┲ﾊ ぃ┨┍ﾗす ┱ﾍすな
 ┤┏ﾓ ┰┋デ 》る て┕ﾝ│┋ﾗ ┷┍┇ﾛ ろ┣ﾗす ┢┏ﾌ┵ﾗす ┴むむﾙけ
 ┠ﾛ┤ﾗす ┢むむ│ﾛ ┳ﾘ や┕┍ﾚ ┦むむ┏ﾗる ... ぃ┢むむﾌする ろ┕ﾙ
  おすに┕ジ .┴ﾙ┕┈┆むむヮﾉ 》 りす┢むむﾛる ┱ﾌぬ せ┟┕むむﾔ ┴むむ┍ﾒ
 ┱┈ﾙ┤┉ﾗす する┣ﾍす ┦┌━ﾗす ┬┏┌ﾋ する┣ﾍけ ┲┎ﾙ┟



ぇぉゃ

 ゆ┵ﾌ らすぬる┢むむﾗする ┗┏ﾌ┤むむ━ﾗす ┗ﾛ┵┇┋ﾗす たすな┕むむﾛ┥ﾗす
 な┕┊ﾛ ┨┍ﾗす らけ わ┗むむ┾┕ﾍ わ すな┵ﾋ┵ﾘ ┱┅ﾛ ┶むむ┍┆ジす
 ろ┣ﾗす ┬┄┉ジす ┢むむ┍ﾒ ┗┋ﾘ┕┊ﾞﾘ ┗┏┍ﾝﾖ ┷むむ┎ﾞ┍ﾛ
 ┠ﾝ│ﾛ ┲ﾊ »おの┕むむ┍ﾗす ゆ┵┉┏むむﾎ すに┕ﾘ« ....ゆ┵┉ﾛ
 ┶┍ﾝﾗす ┮┆┃ﾉる ぃそ┤┊┈ﾗす たす┣ﾗ わ すぬす┤┊ﾉ り┢┆ﾈ ┕ﾘ
 ┳ﾘ ┩┎┍ﾉ« .. ┶むむﾗさ ┱むむ│ﾙ らけ ┶むむﾗさ ┗むむﾛ┵┇┋ﾗす
 ┯┋┇ﾉる ぃ┕┎ﾉ┢ﾗする ┮┋ﾍ せ┕ﾝﾗす ┯┋┇ﾉる ┕┎むむﾏす┤ﾔ
 ┷ﾔ ┶ﾟﾙ┟す ぬ┵┆むむﾏ ┴ﾙさ »よ┵┍┋ﾗ な┵┆ﾉる ┣むむﾔす┵┍ﾗす

 .┱┆┈ﾗす れる┢ﾋ 『ﾈ ┯┋┇ﾘ も┤ﾏ

!!┞┤ジす ゆ┕ジす
ろる┥┇ﾗす ろ┥ﾘぬ

 ┶ﾗる┟す ┗┋┌｀┋ﾗ ┷ﾖに よす┢ヱﾞﾎする ┗ﾛ┵ﾕ ┗┇┋ﾈ
 ┴│┍ﾗ なす┢むむ━ﾙ『ﾗ や┤┄┃ﾛ ひ┕┉ﾗす ┱むむﾝﾕ ┳ﾘ
 わ┕┊ヮド ひ┕┉ﾗす ┱┅ﾛる »┴ﾞﾕ┤ﾎ ┶┋ﾒ よ┢ﾙけ ┲ﾗ«
 ┴ﾉぬ┢ﾕ ゆ『ﾍ ┳むむﾘ しぬ┕┉ﾗす せ┣ﾋ ┶むむ┋ﾒ ┴ﾉぬ┢┉ﾈ
 ゆ『ﾍ ┳むむﾘ ┠┃ﾞﾉ ┷むむﾞﾗす そ┥むむ┏┌ﾞジす ┗ﾛな┤むむヮﾗす

 ┧ﾛ┕┆ﾙ ┕むむ┍┋┆ﾋ ┶┋ﾒ ぬな┕むむ┉ﾗす ろ┵むむ┇┞┋ﾗす き┕むむ┍ﾝﾗす
 ぃ┲┆┄┌┋ﾗ ┶むむ┌ﾒ┟す つ┵むむﾗる ぃ┗ﾕ┤むむヮﾗす ぃち┢ゴす
 ぃよ┕┆┄ﾗす ┴ﾗる┕┍ﾉぃもぬ┕むむヮﾗす ┗ﾗる┕ﾐ ┶ﾗさ ┴ﾎ┵┋ﾋ
 ┕┍ﾉ┤┏ﾌ ┷ﾔ ┱┅ﾙる »ぃ┷ﾘす┤ﾌぃ┷ﾘす┤ﾌ« ぃ┴むむﾍす┤┾
 ┖ﾌ┕┾ ゆ┕ﾌ ┵ﾚ ┕むむ┌ﾖ わ┕ﾘ┕ベ ┗┋ﾜむむﾎ┟す ┤ﾊ┕┍ﾞﾉる
 ┶ﾗさ ぃろるす┤ﾗす ぬる┕｀ﾛ ら┕ﾖ ろ┣ﾗす ┱ﾋ┤ﾗする ぃ┲むむ┆┄ジす
 ゆる┕ﾌ にさ ぃ┯ﾈ┕ﾎ ┳ﾘね ┶ﾗさ ┕┍ﾞﾗ┕ﾌさ ろるす┤ﾗす ぬ┤┉ﾛ らけ
 ┳ﾘ り┥┈ﾞﾎす ┴┍┊ﾗる ┶┌ﾒ┟す す┣ﾚ ┶ﾗさ ら┕ヮﾌ】す
 ┴┊┋デ ろ┣ﾗす ┢┏ﾌ┵ﾗす ぬ┕┍ﾛ┢┋ﾗ ┶┌ﾒ┟す ┣ﾍけ ゆ『ﾍ
 も┤ヮﾛる ┴┆ﾝﾞ┏ﾔ ぃわ┕むむﾎぬな ┴┍┏┉┋ﾉ ぬ┤┉┏ﾔ ┱ﾋ┤ﾗす
 そ┤┉┈ﾗす ┷むむﾔ ゆる┕ヰﾛ ┵むむﾚる ┴ﾙ┥ヱﾛ ろ┣むむﾗす ┴ﾗ┕ﾘ
 ┴ﾞﾔ┤┆ジ ┶┌ﾒ┟す ┤┏むむヮ┈ﾉ ゆ『ﾍ ┳ﾘる そ┤むむ┏ﾍ┟す
 ┗ﾗ》┢ﾖ ┕┎ﾈ ぬ┵┆むむ━ﾗす ぃそぬす┤ジす よす┢ヱﾞむむﾎす ┴ﾗ┕ジ
 ┯ﾌ 》 ┕ジ ┗ﾕぬ┕むむﾎ ┗ﾜﾔ ┗ﾜ┈ﾗす り┣ﾚ ら┵むむﾖ ┶┋ﾒ

 .┴ﾈ ┕┎ﾗ

┷ﾙなぬけ ┤ﾒ┕ﾏ *



ぇぉゅ

 ┷┺する┤ﾗす ┦ﾎ┒ﾛ ぃ»┤━┍┋ﾗ ┘むむヮ┏ﾗ ┗ﾛするぬ« ┷ﾔ
 ┷むむ┺┕┊ゴす ┴むむジ┕ﾒ そ┢むむﾗす┵ザす ゆ『むむﾋ ┷むむﾘ『ﾒ】する
 り┵ﾋ┵ﾗす な┢┆ﾞﾘる ┰┺┕ﾏ ┱ﾍす┢ﾉ ┤ﾝﾒ ろな┤むむヮﾗする

.ゆ┕┏ザする ┬ﾕす┵ﾗす ビﾈ た┕ﾛ┵ﾞヮジする
 よ┕ﾒ ら┕ ぎ┌ﾒ ┷ﾔ そぬな┕むむ│ﾗす ┗ﾛする┤ﾗす ┷ﾔ ┠むむﾞ┈ﾛる
 ┲ﾒ┢ﾈ ┬ﾛね┵ﾞﾗする ┤むむ━┍┋ﾗ ┥むむﾞ┆ジす ぬすな ┳むむﾒ ぉぅぅゅ
 ぃ┶ﾗる┟す ┕むむ┎ﾉ┕ヰ┈┾ ┣┍ﾘる ぃ┗むむﾔ┕┉ﾟﾗす そぬすねる ┳むむﾘ
 た》┕┌ﾞﾌ》す ┶┋ﾒ て┵ﾞ┈ﾘ ぃ┬むむﾎする ┗┋ﾜむむﾎけ せ┕ﾈ
 ┳ﾒ ┪┏むむヮﾝﾗす ゆす┒むむヮﾗす ┳ﾘ すき┢むむﾈ ぃ┕むむ┎┆┏┌ﾋ
 ┕┏ヮ┏ﾗ┵ﾈ ┕ﾎ┵ﾝﾗ ろ┢ﾉ┤ﾉ ┗ﾛするぬ ┷ﾔ ┱ﾉ┕┉ﾗす ┗ﾛ┵ﾚ
 ┗ﾎ┕┏ヮﾗする ┤┊┈ﾗす ┷ﾔ き┕┏むむﾏけ ゆ┵┉ﾞﾗ ┕ﾒな┕ヱﾘ
 ┕┾┵│ﾍ( の┕┍ﾗす ゆす┵ﾌける ┗┏ﾋぬ┕ザする ┗むむ┏┋ﾍす┢ﾗす
 ┗┏ﾝ┆むむ━ﾗす ┗ﾔ┕┉ﾟﾗす ┷ﾔる )せ┵┍ゲす ┯ﾐ┕┍ﾘ ┷むむﾔ
 れ┤ﾍけ た┕ﾒ┤┈ﾉる ┦むむ┈┍ﾗす ┲┋ﾒる ┳┈ﾗする そな┕むむゲする
 ┴むむヮ┈ﾙ な┵ﾋ┵ﾗす ゆす┒むむヮﾈ き┕┎ﾞﾙす ┦┏ﾗる ぃそ┤┏ﾟﾖ

.┴┆ﾕする ┲┏ヰﾋる ┴ﾘ『ﾌけ ┗┍ﾋる りす┢ﾘる りする┢ﾋる

*┤┃ﾍ ┱┏┌ﾋ ┢┌ヰﾘ :┕┎┆ﾋすぬ

َتْبني عامها �ل�شردي كلوحة خابة للقرى �لنائمة عند �أطر�ف �لتال

»رو�ية لي�شت للن�شر« جال �خو�لدة

مقاات



ぇぉょ

 ら┓ﾔ ぃ┳ヰむむ━ﾗする ┗ﾌ『ジす ┲むむ┏ﾒねる き┕┍┏ジす ┢┏むむﾎ
 ┪ﾍ ┵ﾚ ┗ﾛする┤ﾗす ┷ﾔ ┷むむヮ┏ﾗ┵ﾝﾗす ┷ﾘすぬ┢ﾗす ┪ザす
 ┕ﾛな┵┌ﾒ ┕┆むむヮﾞﾘ ┴┏ﾔ そ┢むむﾗす┵ザす ┢ﾋる ぃな┕┍むむﾎさ
 ┵ﾈけ( た┕┏│ヱむむ━ﾗす ┲ﾗす┵ﾒ ┷ﾔ ぬ┕ヰﾈ‒ﾗ ┕むむ┏┉ﾔける
 ぎ┷┉┏┉ﾏ ┤┏━ﾈる ┷┈┾る ぃ┢ﾋ┕ﾘ ぃらす┤┌ﾒ ぃ┷ﾙ┵ﾒ
 ┤ﾟﾖ┟する ゆる┟す ┖ゴす ら┕デさ ┴ﾞ┍ﾈす ぃ┤ﾖ┕むむﾏ ┱┏ﾞ┉ﾗす
 ら┕ﾙ┢ﾒ ぃ┷ﾋ┤ヮﾗす ┷┾┕ﾒ そ┕┏ﾌ も┕┏ﾎ ┷ﾔ そきす┤ﾈ
 ┗┉┏┉ﾏ ┕┎ﾘ ┴ﾞﾋるねる ビヮギ ぃ┷ﾒ┵┏━ﾗす よ┥┉ﾗす
 れ┤ﾍけ た┕┏│ヱむむﾏる ┷ﾈ┵むむ━ﾗす 『ﾚ ぃ┷ﾋ┤むむヮﾗす
 ┷┺するぬ ┚┏ヮﾙ き┕┍ﾈる ┕┎ﾉ》┵ギ ┢┾ぬ ┷ﾔる ぃ)そ┤┏ﾟﾖ
 ┕┎ﾉぬ┢ﾕる ぃら┕┊ジ┕ﾈ ┕┎ﾞﾕ『ﾒ ┱┊むむﾏ ゆ┵ﾌ よ┕┍ﾞﾘ
 ┲┏┉ﾗす ┤┏┇ﾉる ちす┢ﾌ┟す ぬ┵┄ﾉ ┬ﾘ ┲┋ﾕ┑ﾞﾗす ┶むむ┋ﾒ

.┗ﾝ┆┋ﾗす へる┤ﾏ ┤┏┇ﾉる ま┕┉ﾛ】す まぬ┕ヮﾉる
 ┲ﾗ ┗ﾛする┤ﾗす ┴ﾌ┤ﾞ┉ﾉ ┕ﾘ ┖むむヮヰﾈ ┤ﾖ┕ﾏ ら┟る
 ┕ﾓ┵ﾝﾙ れ┢ﾈけ ろ┣むむﾗす« ┵┎ﾔ ぃ┕ﾛな┕ﾒ ┕│ヱむむﾏ ┳┊ﾛ
 ┴ﾘな ┷ﾔ ┗むむ┍┎ジす ┘ﾙ┕ﾖ ぃ┱むむ┌┆ﾗす ┷ﾔ ┕むむﾕ┵┈ﾞﾘ
 ぃ┴ﾘ┟ りぬる┣むむﾋ ┳ﾒ ┕┎ﾊぬる ろ┣むむﾗす ┢┏ﾌ┵ﾗす ┴むむﾙ┑ﾖ
 ┗┏ﾈ┤┇ﾗす ┳┈むむヮﾗす れ┢ﾌさ ┷ﾔ すぬ┕ヰﾈ ┱┌ﾒ ┴むむﾙ┟る
 ┕┏ﾎ┕ﾕ ┤┎ﾑ ┢┉ﾔ ぃや┕┌むむﾎ【ﾗ す┤ﾋ┕ﾉる ビﾞ┍ヮﾗ
 ┱ ぎ┊むむﾏ 》┵ﾞ┉ﾘ ┴ﾉ┵ﾘ ら┓ﾔ ぃ)ぇぅっ ひ( »┕ﾘぬ┕┾る
 ぃ┴ﾗ┵ﾌ ┗ﾛする┤ﾗす ちす┢ﾌけ ┲┅┆ﾘ たぬすな ┶ﾌぬ ┤｀ﾌ
 ┷┾┕ﾒ れ┵ﾎ ┥ﾖ┤ジす ゆ『ﾞﾌす ┶┋ﾒ ┴ヮﾔ┕┍ﾛ ┲ﾗる
 ┳ﾘ ゆ┕ゴす た┕┏┄┆ﾘ ┴むむ┏┋ﾒ ┴ﾞ┻┤ﾔ ┕ヅ ┴むむヮ┈ﾙ
 み┵ﾝﾙ ┳ﾘ ┴┊┋デ ┕むむヅ ちす┢ﾌ┟┕ﾈ ┤むむﾏ┕ﾝジす へぬ┵ﾞﾗす
 き┕┏ﾏ┟す ┴┍ﾖ ┮━ﾖる ┗ﾔ┤┆┌┋ﾗ ┗ﾚ┤ﾏ ┗ﾝﾓぬる

.つす┵ﾘ┟す ┲ﾐ『ﾞﾘ ┲ﾗ┕ﾒ ぬ┵ﾓ ┤ﾝﾎる ┴ﾗ┵ﾌ ┳ﾘ
 よ┢┆ﾈ )ゆる┟す( ろるす┤ﾗす ┳ﾘ ┙┏ﾟﾌ ┶┆ヮﾘ ┷ﾔる
 ┲┅┆ﾘ ら┓ﾔ ぃ┗┏┄ヂ た┕┏│ヱﾏ ┯┋ヱﾈ へぬ┵ﾞﾗす
 ┲ﾗ┕ﾒ ┶むむ┋ﾒ ┱ﾐけ ろ┣むむﾗす ┱むむ┌┆ﾗす た┕┏│ヱむむﾏ
 ぬ┕┌ﾓ ふ┵ヱﾈ ゆ┕むむ┈ﾐ┟す の┵ﾚ ┳ﾛ┕ﾒる ビむむﾈ┤┎ジす
 ┗┌┺┕┍ﾗす れ┤┉┋ﾗ ┗ﾈ『ﾍ ┗ﾌ┵ﾗ ┲むむﾎぬる ぃせぬ┕｀ﾞﾗす
 ┕┎┋┏┾┕┈ﾉ ┷むむﾔ ┘┋┌ﾌ ぃゆ『むむﾞﾗす めす┤むむﾐけ ┢┍ﾒ
 ┗┋┾┕ﾔ ┗┅ゴ ┷むむﾔ ┘┈むむ━ﾖる ぃ┗ﾋね┕ﾐ ┗ﾔす┤ﾐ

 ┳ﾘ ┗ヰ┈┾ ゃぅぅ ┷ﾔ ┗┆ﾕす┵ﾗす ┗むむﾛする┤ﾗす よ┵┉ﾉ
 ┢┆ﾝﾗす えビ┏むむヮ┏┺ぬ ┳ﾛ┢┆ﾈ ┶┋ﾒ ┤┏ﾝ┊ﾗす ┬┄┉ﾗす
 らけ ┗ﾝ┆ﾗ ┶むむ┋ﾒ ┷┍ﾝジす )┷┻す┤ﾞﾔ》す( ┷むむﾘ┕┎ﾛ】す
 ┕ﾚ┢ﾋる ┗むむﾐ┵┄ヱﾘ の┕むむﾎ┟┕ﾈ ┷むむﾚ ┗むむﾛする┤ﾗす
 ┘┏ﾈ ┷ﾔ そ┢ﾗす┵ザす ゆ『ﾋ )ゆる┟す ろるす┤むむﾗす( ┖ﾉ┕┊ﾗす
 ┗┏│ヱ━ﾗす ぃ┷ﾋ┤むむヮﾗす ┷┾┕ﾒ )┷ﾙ┕ﾟﾗす ろるす┤ﾗす(
 ┕┎ﾊす┢ﾌけ ぬる┢むむﾉ ┷ﾞﾗす ┗むむﾛする┤ﾗす ┷むむﾔ ┗┏むむヮ┏┺┤ﾗす
 ┗むむ┏ﾈ┵┍ゲす ┗┏┋ﾌ┕むむヮﾗす »ぬ┕むむ┍ジす« ┗むむ┍ﾛ┢ﾘ ┷むむﾔ
 ┗ﾛに┕ボする ┗むむ┌ﾍ┕ﾞジす たす┢むむ┋ﾝﾗする れ┤┉ﾗする ら┢むむジする
 ぃよ┕ ぎﾘ┤ﾗす ぃ┖┆むむ ゎ━ﾗす ぃよ┵ぎ゙ ﾈ( :┕┎┍ﾘ ┗ﾝﾛ┤┉ﾗする ┕むむ┎ﾗ
 )┕ﾚ┤┏ﾓる ┤むむﾕ┕ﾒる ┱むむヮ┍ヮﾗす ぃ┗むむ┍┏ぎ┋ﾔ ぃ┗むむ┾┵ﾌ
 ┤┎┍ﾈ ┤ﾍ┐ﾈ るけ ┱┊むむ━ﾈ ┯ﾗ┕┆ﾞﾉ ┕┎ﾒ┵┌｀ヅ ┷ﾚる
 ゆる┕ヰﾛる ┘┃ﾘ ┥むむﾒ よ┕ﾛけ せ┢┍ﾛ ろ┣むむﾗす め┵┈┋ジす

.ら┕ﾖ ┢｀ﾘ そな┕┆ﾞﾎす す┢ﾚ┕ﾋ
 た┕┏ﾒす┢ﾉる ┗ﾛする┤ﾗす ちす┢むむﾌけ ┶┋ﾒ き┕┍ﾈ ぃそぬ┕┍ジする
 ┗ﾛ┤｀ﾌ ┗むむ┍ﾛ┢ﾘ ぃ┕むむ┎┏ﾔ ┮むむ┏┾┵ﾞﾗする な┤むむヮﾗす
 ┷ﾚる よ┕ﾒぉぅぅぅ ┱むむﾝﾕ ┘┏┍ﾈ ぃ┗むむデ┢ﾕ ┗┏┋ﾌ┕むむﾎ
 ┪むむヮﾈ ┶┋ﾒ ビ┋ﾞボす れ┤ﾓけ ┲┎ﾘ ろ┤ヰﾈ ┤むむﾝ┆ﾘ
 ろ┤ﾝﾗす ┕ﾚ┣┈┍ﾘ ┶┋ﾒ ┘ﾝﾕ┕┆ﾞﾔ ぃ┕┎┏┋ﾒ ┲ﾚに┵┈ﾙ
 らる┤┌┆ﾞヮﾘ ┕┎┋ﾍす┢ﾘ ┯┍ﾍる たすぬ┕┃ﾌ ┢┏ﾌ┵ﾗす
 ┶┋ﾒ ┘┌ﾖす┤ﾉ ┶むむﾞﾌ ぃそ┤むむ┏ﾟﾖ バける ゆ┵むむ┾け ┳むむﾘ
 ┤ヰﾝﾗす ┕ﾚ┤┾┕ﾌる ┗むむ┏ﾈす┤ﾞﾗす ぬ┵むむヱ│ﾗす ┕┎ﾉ┕ﾈす┵ﾈ
 よ┕ﾛ┟す そな┤ﾍ ┘ヰﾝ┾ける« ┕┎ﾌ┕ﾝﾞむむﾎする ┴ﾋす┵ﾘ┑ﾈ

 .)ぇぅょ ひ( »┲┎┆｀┎ﾘる ┕┎ﾌ┕ﾝﾏけ に『ﾘる
 ┗ﾛする┤ﾗす ┷むむﾔ ┗┏むむヮ┏ﾗ┵ﾝﾗす ┗┊ﾝゴす ┱┊むむ━ﾉる
 ┶ﾗさ ┴ﾗ『ﾍ ┳ﾘ )ゆる┟す( ろるす┤ﾗす ┶┆ヮﾛ ぃ┕┏ﾙ┕ﾊ す┢┆ﾈ
 ┷ﾔ ┕ﾚぬす┢ﾕけ ┕┎┆┌グ た┕┏│ヱむむﾏ ┷ﾔ ひ┵┇ﾗす
 ┗┍ﾛ┕┆ﾘ ┶┋ﾒ ┱┌┆┏ﾔ ぃそ┢ﾌする ┗むむ┏ﾔす┤┇ﾋ ┗┆┉ﾈ
 ┲ﾎぬる ┕┎ﾕ┕┌ﾒけ ┮むむ━ﾖる た┕┏│ヱむむ━ﾗす ┰┋ﾉ
 ┳ﾘ ┳ﾛ┤ﾍ｠する ら┕┊むむジする ら┕ﾘ┥ﾗ┕ﾈ ┕┎ﾞﾕ『ﾒ なる┢むむﾌ

.┕┎ﾗ┵ﾌ
 ┪ﾛぬ┵ﾉ ┷ﾔ )ゆる┟す( ろるす┤むむﾗす ┗ﾝﾓぬ ┳むむﾒ す┢┏┆ﾈる
 ┢┌│ﾗす ┢むむﾝﾒ ┤ﾖ┕むむﾏ ┱ﾞﾕ ┗むむ│┉ﾈ ┷むむ┉┋ﾞジす
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 ┘むむヮ┊ﾒる ぃ┕┎┍ﾘ ┬ﾕ┵ﾞﾘ ┵むむﾚ ┕ジ そ┤ﾛ┕┇ﾘ ┳むむﾒ
 ┗┉┏ﾏぬ ┗┇┋ﾈ たぬ┕むむﾏける ぃ┖ﾉ┕┊ﾗす ゆ┕┏ﾍ ┗┆むむﾎ
 そ┢ﾗす┵ザす ┴むむ┍ﾘ ┱┎ﾙ ろ┣ﾗす ┖│ザす らる┥むむポす ┶ﾗさ
 ┢ぎ┏ﾏる りぬ┵┾ す┤┃ヰﾞむむヮﾘ ┴┋ﾎ『ﾎ ┦むむﾎける
 す┣ﾚ せ┵┃ﾙ よ┢ﾒ ┶ﾗさ ┕┍ﾜ┌┄ﾘ ┗ﾛな┤ヮﾗす ┴ﾞ┏┍ﾈけ

.よする┢ﾗす ┶┋ﾒ ┱ﾎ┕┍ﾞジす り┢ﾗす┵ﾉる らる┥ポす

 そ┤┏ﾟﾖ た┕┏ﾗ┕┌ﾋる ら┕むむ┆ﾘる ┲┏ﾕ ┶┋ﾒ そる『ﾒる
 ┱ﾟﾘ そ┢ﾒ┕│ﾞジす ┕むむ┎ﾊす┢ﾌ┑ﾈ ┗ﾛする┤ﾗす ┕むむ┎ﾈ ┤ﾍ┥ﾉ
 き┕┈ﾞﾌ┕ﾈ つ┵むむベ ┕┎ﾉ┕ヰ┈┾ ら┓ﾔ ぃせ┵むむ┍ゲす ゆ┕ﾝﾋ
 ┕ﾝﾉ┕ﾖ ら┵ﾖけ らけ ┳むむ┊デ ┱ﾚ« ┕┎むむヮ┈ﾙ ┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗ┕ﾈ
 ┦ﾖ┕┆ﾞﾛ ろ┣ﾗす ┲┋ゴす ┴むむﾙさ !およ┕ﾛ┟す ┳ﾘ よ┵ﾛ ┷ﾔ
 .┕┌┎┏┋ﾒ ┤┄┏むむヮﾛる ぃそ┤むむﾖす┣ﾗする らす┢むむﾋ┵ﾗす ┬ﾘ
 ┮┏┍┆ﾗす ┖むむﾛ┤┇ﾗす ┖┆むむ━ﾞジす ┤むむ┏ﾝ┊ﾗす ┲むむ┋ゴす
 ┤むむ┏┄ザす  ┤むむ┏ﾟジす  ┤ﾌ┕むむヮﾗす  な┢むむ｀ﾞジす  ┤むむﾟ┆ﾞジす
 ビﾈ ┬┺┕┃ﾗす ┲┺┕┎ﾗす せに┕┊ﾗす ┲ﾒ┕┍ﾗす ┪ﾍ┕ヮﾗす
 »┱┏┊━ﾞﾗする ┯┋ヱ┋ﾗ ┗ﾕ┵むむ━ﾞジす ┦┈┍ﾗす ┕ﾛ┕┍ﾊ
 ぃ┮┏┄ﾗす ┬むむﾎする ┯ﾔけ ┳むむﾒ ┮むむ━ﾉる ぃ)ぇぇぇ ひ(
 ┗┏ﾒす┢ﾈさる ┗┏ﾈなけ ます┵ﾙ┟ ┕┆むむﾎする 》┕｀ﾘ ┠むむヮ┈ﾛ
 ┘┋ヮﾞﾓす ろ┣ﾗす ┕ﾙける« ┤┆むむ━ﾗす ┤┃ヰ┏ﾔ ぃそ┢ﾛ┢ﾒ
 ひ( »┵ﾚ┥ﾗす ┬むむ｀┄┃ﾛ ┷ﾗ┵ﾌる もな┕むむ┍┈ﾗす き┕むむヅ
 ┪┋ﾞﾍする« ゆ┕むむﾟﾘけ ┳ﾘ ┷ﾝ┆むむ━ﾗす ちるぬ┵ジする ぃ)ゃょ
 ┱┅ﾉ 》る ┠┃┈ﾉる ┬┋┄ﾉ ┷ﾝ┆むむ━ﾗす ┱ﾟジす ぎ┷┋ﾒ
 ┗むむﾎ┕ゴす ┗むむﾞ┊ﾙ( ┘むむ┊ﾙる )ゃい ひ( »┠┄むむヮﾉる
 ┤┏ﾞむむヮﾘ┵┊ﾗす( せ┕むむ┆ﾗける )┕むむﾚ┤┏ﾓる ┗むむﾎな┕ヮﾗす
 ┱┏┊むむ━ﾞﾗす ね┤ﾝﾛる ぃ)┦ﾖ┤ﾞﾗする ぬ┕｀ﾌ ┬ﾝむむヮﾗする
 ┱┌┆ﾗす ┷ﾔ ┗┏ﾎ┕ﾎけ た┕┏┍┉ﾞﾖ き┵┃ﾗす も┵┉ﾏる
 ┤│┍ﾒ ┶┋ﾒ そ┣ﾔ そぬ┕┎ヅ  ┱┌ﾞむむ━ジする ┯ぎ┏むむ━ﾗす
 ┥┌┇ﾗする ┱┏┋ヰﾞﾗす ┬┋┄ﾛる ぃ┗┇ﾗ┕ﾝﾘ らるな ┯ﾛ┵━ﾞﾗす
 ┳ﾘ そ┢ﾗす┵ザす ┕┎┏ﾔ ┢┏┈ﾞむむヮﾛ ┷ﾞﾗす たすぬ┕むむﾏ】する
 )┗ﾔ┕ヰ│ﾗす( ┖ﾒ┕ﾞジす ┗むむ┍┎ﾘ ┷ﾔ よす┵ﾒ┟ ┴┋┌ﾒ

.)┕ﾋに┵ヂ ゃあ ┗ヰ┈┾(

 ┷ﾔ ぃ┕┉ﾗ┕ﾍ ┮むむ┾┵ﾗす ┷むむﾔ ろるす┤ﾗす ┖┎むむヮﾛる
 ┗ﾛ┤┆むむﾏ すぬ┵┾ ぃ┱┋ジする ぬす┤むむ┊ﾞﾗす ┖┍グ ┱┏ﾝむむﾎ

.┗ﾛする┤ﾗす ゆ┵│ﾔ ┲┅┆ﾘ ┯ﾔす┤ﾉ
 ┗┏┋ﾘ┑ﾞﾗす ┗┇┋ﾗす ┬ﾘ な┤ヮﾗす ┱┌┆ﾗす ┷ﾔ つ┥ﾞデる
 ┘むむヮヮﾌ┑ﾔ« ┗┅ヰ┋ﾗす れ┵ヰﾔ ┷ﾔ ┗むむ━ﾈ┕┍ﾗす
 ┦┌ﾞﾗ ┲┋ゴす つぬ┕ﾍ や┢ﾛ ┢ベ らけ ┱┏ヰﾞむむヮﾛ ┴ﾙけ
 ┷ﾔ ┗┉┏┉ゴす ┦┌┋ﾙ らけ ┳ﾘ ┥｀ﾒけ ┳ヰﾙ ぃ┬ﾕす┵ﾗす

.)っう ひ( »┲┋ゴす ┷┋グ ┗┅ゴ
 ぃ┷ﾗ》┢ﾗす ┕┎ﾈ┕┄ﾍる ┗ﾛする┤ﾗす ちす┢ﾌけ ┷ﾔ ┬━ﾛる
 ぃぬ┢┉ﾗす ┗┄┋ﾎ ゆ┵ﾌ ┗┋ﾜむむﾎ┟┕ﾈ ま┵┈━ﾘ ら┕デさ
 ┴ﾖ『ﾞﾘす よ┢ﾒる ぃら┕ヮﾙ】す ┮┆┃ﾈ な┤┌ﾞﾘ ぬす┤ﾕさる
 そ┵┉ﾗす ┶ﾗさ ┴ﾗ┵┾る ┗ﾗ┕ヰﾞむむﾎする ぃビ┉┏ﾗす ┗┏┾┕ﾙ

.┗┉┋┄ジす
 »┤━┍┋ﾗ ┘むむヮ┏ﾗ ┗ﾛするぬ« ┷ﾔ そ┢ﾗす┵ザす ┢┾┤ﾛ
 ┶ﾗさ しぬ┕┉ﾗす ┢━ﾛる ,ちす┢ﾌ┟す ┳ﾘ わ┕┌ﾐ『ﾞﾘ ┕ジ┕ﾒ
 ┣┍ﾘ ┳┋┆ﾛ ┱┌ﾒ ┷むむﾔ よ┕｀ﾌ】する ゆ┕ﾝﾕ】す ┗むむﾝ┆ﾗ
 ゆな┕ﾝﾞ┋ﾗ 》る ┱┾す┵ﾞ┋ﾗ ┦┏ﾗ ┴ﾙけ ┴ﾙす┵┍ﾒる ┴ﾞﾛす┢ﾈ
 ┗ﾛする┤ﾗす た┕ﾛ┕┎ﾙ ┷ﾔ ビﾝﾞﾛ ┗ﾕぬ┕┈ﾘ ┷ﾔ ,┷ﾔ┕┉ﾟﾗす
 ┗ﾎ┕ゴす ┖ﾌ┕┾ ┕┌ﾖ ,┗ﾟ┏ﾝﾍ ┗┋┏ﾌ な┤｀ﾘ ┕┎ﾙさ
 た┕ヰ┈│ﾗす ┷ﾔ ┴ﾞﾞ┊ﾙ ┗┍┌┃ﾞジす ┗むむﾎな┕ヮﾗす
 ┬┋ヱﾛ らけ ┕むむ┎┺すぬる ┳ﾘ なすぬけ ┕むむヅぬ ┗むむﾝ┆ﾗ .そ┤むむ┏ﾍ┟す
 ┖むむﾉ┕┊ﾗす て┕むむ｀┍ﾗ ┕むむﾘす┤ﾞﾌす ┴むむﾞ┆ﾝﾕ しぬ┕むむ┉ﾗす

.┕┎┏ﾔ ┴┄ﾛぬ┵ﾞﾈ

┷ﾙなぬけ ┷┈ヰ┾る ひ┕ﾕ *
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* ┷┋┏┉┆ﾗす ┤┈┆ﾋ

مقاات

ندل�َض ع�شكريًا؟ هل غز� �لعرُب �اأ
كتاب �إ�شكاي ُيعيد �لنظر ي �مقوات �لتاريخية �لر��شخة:

 ┨┋ﾍ た┕ﾘ┵┋┆ﾘ ┴ﾘす┢ヱﾞむむﾎす ┶ﾗさ ┗むむﾔ┕┻】┕ﾈ
 ┰┋ﾉ ┳むむﾒ ┗┈┋ﾞヱﾘ ┚むむ┺┕ﾞﾙ ┶むむﾗさ ┕┎ﾗ『ﾍ ┳むむﾘ
 よ┕ﾕ ┕ﾘ わ┕┾┵│ﾍ ぃ»┷ﾓ》るけ« ┕┎┏ﾗさ ┨┋ﾍ ┷むむﾞﾗす
 »┷ﾓ》るけ« た┕ﾋ┕ﾞ┍ﾞむむﾎす ┶┋ﾒ た『ﾛ┢┆ﾉ ┳むむﾘ ┴ﾈ
 ┷ﾔ もす┤むむ━ﾞﾎ》す ┲┏ﾚ┕┈ﾘ ┶┋ﾒ た┢┌ﾞﾒす ┷ﾞﾗす
 ┡ﾛぬ┕ﾞﾗす ┳ﾘ ┗ﾝ┉ゴす ┰┋ﾉ ┷ﾔ れ┤ﾋ ┕ジ ┕ﾚ┤┏ヮ┈ﾉ

  .┷ﾘ『ﾎ】す
 »┷ﾓ》るけ« ┕┎ﾌ┤┄ﾛ ┷むむﾞﾗす ┗むむヮ┏┺┤ﾗす そ┤┊┈ﾗす
 ビ┌┋むむヮジする せ┤┆ﾗす らけ ┷ﾔ ┨ ぎヱ┋ﾞﾉ ┴ﾈ┕ﾞﾖ ┷ﾔ
 ┶ﾗさ ゆ ぎ┵ヰﾞﾗす らける ぃわ┕ﾛ┤┊ヮﾒ ┕┏ﾙ┕ﾝﾎさ す┵ヰﾞ┈ﾛ ┲ﾗ
 ┗ﾖ┤ﾌ ┤ﾝﾒ 》さ ぎ┲むむﾞﾛ ┲ﾗ ┦ﾗ┢ﾙ┟す ┷ﾔ よ『むむﾎ】す
 / そ┤┊┈ﾗす( ┗むむ┍┌┏ﾚ ┲むむﾊ ぃ┕むむ┎ﾒゎぬ┕│ﾉる ぬ┕┊むむﾔ┟す
-┗┏ﾈ┤┆ﾗす そぬ┕┃ゴす ┖│ﾒ ┘┋ ぎ┊ﾏ ┷ﾞﾗす )そ┵┉ﾗす

 .よ┕ﾛ┟す ┰┋ﾉ ┲むむﾗ┕ﾒ ま┕ﾈぬけ ┗ﾊ『ﾊ ┷ﾔ ┗┏ﾘ『むむﾎ】す
 ┗┏ヰ┏ヮジす らけ  ┶ﾗさ も┕┏ヮﾗす す┣ﾚ ┷ﾔ ┤┏━ﾛ ┵ﾚる
 ┬ﾈ┕むむヮﾗす ら┤┉ﾗす ┗ﾛ┕┎ﾙ ┷ﾔ ぃ┘むむﾙ┕ﾖ ┕ﾛ┤┏ﾝﾛさ ┷むむﾔ
 わ┕┾┵│ﾍ ぃ┱ﾘ┕ﾖ ゆ『むむヰﾙす ┗ﾗ┕ﾌ ┷ﾔ ぃろ┤むむ｀┎ﾗす

 )┦ﾗ┢ﾙ┟す する┥むむ┇ﾛ ┲ﾗ せ┤むむ┆ﾗす( せ┕むむﾞ┊ﾗす す┣ﾚ
 ┗ﾙ┵┋むむﾏ┤ﾈ ┷ﾔ ぬ┢┾ ┲ヱ┻ せ┕むむﾞ┊ﾗ ┨むむ ぎヱ┋ﾘ
 ┷ﾙ┕ﾝむむﾎ】す とぎぬ┒むむジす ┴むむ┆┻る ぇうあゅ よ┕むむ┆ﾗす ┷むむﾔ
 ┗┏ﾘ『ﾎ】す そぬ┵ﾟﾗす« らす┵┍┆ﾈ »┷ﾓ》るけ ┵┏ﾎ┕┍ﾓけ«
 ┴ヰ ぎ┈│ﾞﾛ ┳ジ ┠┃ぎ゙ ﾛ せ┕ﾞﾖ ┵ﾚる .»せ┤むむ┇ﾗす ┷ﾔ
 ┗┏┌┋┆ﾗす ┗┏｀┎┍ジす ┳ﾘ ┗むむ┏ﾗ┕ﾒ ┗ﾋぬな ┶┋ﾒ ┴ﾙけ
 ┶ﾗさ ┕┍ﾚ ┤┏むむ━ﾙ らけ ┷┈┊ﾛ( ┗┏ﾔ┤┆ジする ┯┏ﾊ┵ﾞﾗする
 ┷┋┾┟す せ┕むむﾞ┊ﾗす ┷ﾔ ┕┎ﾉ┕┉ヰ┋ﾘる ┬むむﾋす┤ジす らけ
 た┕ヰ┈┾ ┦むむ┌ﾍる ┗┺┕ﾘ ┘むむ┇┋ﾈ ┗┏ﾙ┕ﾝむむﾎ】┕ﾈ
 ┤┏┇┾ め┤ヰﾈ ┗ﾒ┵ﾝ┄ﾘ ┪むむﾎ┵ﾞジす ┬┄┉ﾗす ┳ﾘ
 ┗ﾛ┢┉ﾙ ひ┵│ﾙる ┗┏ﾔす┤ﾓ┵┋ﾝ┏ﾝﾈ ん┠┝┋むむ ゑヮ ゎﾘる )わ す┢ﾋ
 ひ┵むむ│┍ﾗす ┳むむﾘ ┕むむ┎ぎ┋ﾋ ぃ┗むむﾒ ぎ┵┍ﾞﾘる ぃ┗┆むむﾎする
 ┯┏ﾕ┢ﾞﾗする ┕┎┉┏┉ギ とぬ┒むむジす な┕ﾒけ ┷ﾞﾗす ┗デ┢┉ﾗす
 るけ ぃ┕┎┏ﾗさ な┕┍ﾞﾎ》す ┲ﾊ ぃ┕┎ﾞむむ━ﾕ┕┍ﾘ ┱ﾝﾕ ┕┎┏ﾔ
 ┤┏むむ━ﾛ ┕┌ﾖ ぃ┷ヱﾛぬ┕ﾞﾗす ┕┎ﾗ┵┌ヰヅ ┗┉ﾟﾗす よ┢ﾒ
 ┢┌ﾒ ろ┣ﾗす ぃビﾘ┟す ┱┏ﾒ┕┌ﾎさ ゎ┲ﾋ┤ﾞジす ┰ﾗに ┶ﾗさ
 ┠ﾝ│┏ﾗ ┴ﾝﾛ┣┎ﾉる »┷ﾓ》るけ« せ┕ﾞﾖ ┪┏ヮﾝﾉ ┶ﾗさ
 ぃビ││ヱﾞジす ┤┏ﾓ せ┤むむ┆ﾗす きす ぎ┤┉ﾗす ゆる┕┍ﾞﾘ ┷むむﾔ



ぇぉい

 ビﾙ┤┉ﾗす ┷ﾔ ┗ﾕ『┌┆ﾗす ┗┏ﾔ┕┉ﾟﾗする ┗┏ﾒ┕┌ﾞﾋ》する
 ┤ヰﾝﾗする ぃも┤むむ━ﾗす ┷ ゑジ┕ﾒ ┷むむﾔ ┳ﾘ┕ﾟﾗする ┬ﾈ┕むむヮﾗす
 ┗ﾛ┤┊ヮﾒ ゐたする┥┇ﾗ ┗｀┏ﾞﾙ ┕┎ﾙけ ┶┋ﾒ ┪ﾎ┵ﾞジす
       .┮┏むむヮﾗ┕ﾈ ┳ﾛ ぎ┢ﾗする そぬ┕むむ┃ゴする ゑ┗┇┋ﾗす ┘むむ┻ゑ┤ゑﾔ

                  
 ┤ ぎヮ┈ﾛ 》 りす┤ﾖ】す らけ な┢│ﾗす す┣ﾚ ┷ﾔ ┮┏┃ﾛる
 》る ぃき┪ﾝﾈ ┳┊ﾗる ぬ ぎ┵┄ﾞﾉ ┗┏ﾙ┕ヮﾙ】┕ﾔ ぃき┷ﾏ ぎ┱ﾖ
 ぃ┶ﾕぬけ ┘ﾙ┕ﾖ ┵ﾗる ┶ぎ゙ ﾌ そ┢ﾛ┢ゲす ┲┏ﾚ┕┈ジす な┵ヮﾉ
 ┗┋┾す┵ﾘ ┰ﾗに ┶┋ﾒ わ『ぎﾗ┢ﾘ ぃそ ぎ┢ﾒ ゆ┕┏ﾋけ ┢むむ┆ﾈ ぎ》さ
 ┷ﾔ  ┕ﾚぬ┕むむ━ﾞﾙす  ┗┏ﾘ『むむﾎ】す-┗┏ﾈ┤┆ﾗす  そぬ┕┃ゴす
 ┲ﾓぬ ぃ┗┏ﾕ┤むむ━ﾗす ┗┏ﾈ┵┍ゲする ┶┄むむﾎ┵ﾗす ┕┏むむﾎく
 ぃ┯ﾐ┕┍ジす ┰┋ﾉ ┶┋ﾒ ┗むむ┏ﾈ┤┆ﾗす ┗┍┌┏┎ﾗす ゆこ┕┃ﾉ
 ┷むむﾔ  ぃ┗ゑ がジ┕むむヮﾘ  そぬ┵むむ│ﾈ  よ『むむﾎ】す  ぬ┕むむ━ﾞﾙする
 ぃしな┕┎ﾗす ┪むむ┏ボす ぬ┥ﾋる ぃビむむﾝ┋┈ﾗする ┕┏むむヮ┏ﾙる┢ﾙけ
 ┷ﾗ┕┇ﾉ┤ﾝﾗす ろ┤むむヰﾝﾗす ろ┤┊むむヮ┆ﾗす も ぎ┵┈ﾞﾗす ┲ﾓぬ

.ろ┢┍ﾗ┵┎ﾗす
 ┗┉ぎ┋┆ﾞジす よ┕むむﾕぬ┟す ┷むむﾔ »┷ﾓ》るけ« ┰ ぎ┊むむ━ゎﾛる
 ┬ﾋす┤ジす ┕┎ﾉなぬるけ ┷ﾞﾗす ┦ﾗ┢ﾙ┟す ┶ﾗさ せ┤┆ﾗす ゆ┵ﾍ┢ﾈ
 ┡ﾛぬ┕ﾞﾗす ┖ﾞﾖ ┤┏━ゎﾉ ぐにさ .┗┏ヱﾛぬ┕ﾞﾗす た┕むむﾎすぬ┢ﾗする
 あぇぇ( ┗┍ヮﾗす ┮│ﾙる たす┵┍ﾎ ち『ﾊ ┷ﾔ ┴ﾙけ ┶ﾗさ
 ┳ﾛ┣ﾗす ら┵┌┋むむヮジす  ま┕┄ﾞむむﾎす )ろ┤むむ｀ﾚ あぇゅ –
 ┗┆ﾝむむﾎ( ┗┏ﾈ┤┇ﾗす きす┤ヰ│ﾗす も┕┌ﾒけ ┳むむﾘ するき┕ﾋ
 ┗┏ﾙ┕┌ﾊる ぃな┕むむﾛね ┳むむﾈ もぬ┕むむﾐ そな┕むむ┏┉ﾈ ┱むむﾋぬ め》く
 ┢┆ﾈ ┤┏│ﾙ ┳ﾈ ┶ﾎ┵ﾘ そな┕┏┉ﾈ ┱ﾋぬ ┮ﾗけ ┤むむ━ﾒ
 ┶┋ﾒ ┲┎┍ﾛなる ┲┎┍┏ﾙす┵ﾕる ┲むむ┎ﾞ┇ゎﾗ ふ┤ﾔ )┰ﾗに
 ビ┏ヮﾛぬ｠す ┳ﾘ ┗┌むむヮﾙ ら┵┏┋ﾘ ┤━ﾒ ┗むむヮ┌ﾍ
 ┗┺┕┌ﾞﾎ ┗ﾌ┕ヮﾘ ┶┋ﾒ ら┵━┏┆ﾛ ビ┏ヰ┏ヮジする

.┕ﾛ┤┏ﾝﾛさ そ┤ﾛ┥ﾋ ┴ﾝﾏ ┳ﾘ ┬ﾈ┤ﾘ ┤ﾞﾘ ┵┋┏ﾖ
 すにさ ┴ﾙさ とぎぬ┒むむジす ゆ┵┉ﾛ よ┕ﾕぬ┟す り┣むむﾚ ┬ﾝﾞﾉ ┷ﾔる
 ┶┋ﾒ( ┗┋┏┋┉ﾗす ビギ┕┈ﾗす なす┢ﾒけ ┗ﾗ┑むむヮﾘ ┕ﾙねる┕グ
 ┳ﾘ そ┤┏┇┾ なす┢むむﾒ┑ﾈ よ┵┉ﾉ た『むむ┌ゴす らけ ぬ┕むむﾝﾞﾒす
 ┱ﾛ┵ギ ┗┏┋┌ﾒ ぎ┲むむﾞﾉ らけ ┤むむ ぎヮ┈ﾙ ┮┏┊ﾔ )な┵┍ゲす
 わ┕┏┆┏ﾝﾐる わ┕むむ┏ﾔす┤┇ﾋ ┗┍ ぎ│ボす ┕むむﾛ┤┏ﾝﾛさ せ┵┆むむﾏ

 ┗ﾙ┕ﾛ┢ﾖ )┗┏むむﾎ┵ﾛぬ｠す( ┴┏ﾔ た┤┄┏むむﾎ ゐら┤ﾕ ┢┆ﾈ
 ┬ﾈ┕ﾉ ┲むむﾊ ぃそ┤ﾚな┥ジす ┗むむﾗる┢ﾗす り┣むむﾚ ┷ﾔ ┗┏┌むむﾎぬ
 ┷┉┄┍ﾘ も┕┏むむﾎ ┷ﾔ ┲ﾚぬ ぎ┵┄ﾉ )ら┵ぎ┏むむﾎ┵ﾛぬ｠す(

.ビ┌┋ヮﾘ す┵ヰﾝ┾ける ぃ┠┻する
 ┘┍ ぎ┊ベ ┗ﾛ┤┏ﾝﾛ】す ┯むむﾐ┕┍ジす ぎらけ とぬ┒むむジす ┬ﾈ┕ﾞﾛる
 -┴ﾈ ┘むむ┆ぎ゙ ベ ろ┣むむﾗす ┥むむぎ┏┌ジす ┬むむ┻┵ﾗす ┱むむ┃┈ﾈ-
 ┗ﾛぬ┵ﾐす┤ﾝﾘ】す ┤むむ ぎﾘな ろ┣ﾗす ぬ┕むむ│ﾒ】す ┖ぎ┍グ ┢┆ﾈ
 ぃ┕┎┊むむﾎ┕ベ ┶むむ┋ﾒ ┗むむ┅ﾔ┕ボす ┳むむﾘ ぃ┗むむ┏ﾙ┕ﾘる┤ﾗす
 ┷ﾔ ┘ﾘ┢┆ﾙす ┷むむﾞﾗす ┗┏ﾔ┕┉ﾟﾗす ┗┏┍ﾝﾗす ┰むむﾎ┕ベる
 ゑち ゑ┢ﾌけ ね┕むむ┏ﾞﾘ》す す┣ﾚる .せ┤むむ┇ﾗす ┯ﾐ┕┍ﾘ ┗むむ┏┉ﾈ
 ┷ﾔ ぃ┶ﾙな┟す も┤むむ━ﾗす ビむむﾈる ┕ﾛ┤┏ﾝﾛさ ビむむﾈ わ┕むむﾈぬ┕┉ﾉ
 れ┢ﾗ ┷┍ﾊ┵ﾗす ┢┏┋┉ﾞﾗす ゎぬす┤┌ﾞﾎす ┑┝┏ﾚ ろ┣ﾗす ┘ﾕ┵ﾗす
 ゎき┕┉ﾉぬ》する ぃ┖┆━ﾗす れ┢ﾗ ┕┌ﾖ ぃ┕┏┋┆ﾗす た┕┉ﾝ┄ﾗす
 ビ┈ ぎ┉ﾟジす れ┢ﾗ わ┕┾┵│ﾍ ぃ┗ﾛな┵┎┏ﾗす も┕┍ﾞﾒす ┵ヰﾙ
 ┗ﾛ┢┏ﾌ┵ﾞﾗす  たす┢むむ┉ﾞ┆┌┋ﾗ  ゑと┕むむ┍ジす  ビ┄むむ━┍ﾗす
 .┗┏ﾊ┵ﾗ┕ﾟﾗす ┗┏ヮﾖに┵ﾊぬ┟す せ┕ヮﾌ ┶┋ﾒ ぃ┗ぎﾛな┕ﾌ┟す
 き┕┇ﾗさ ぬぎ┤ﾕ ┴ﾞ┄┋ﾎ )┰ﾛ┤ﾛさ( ┰┋ジす ┢ ぎﾐる ┕ﾘ┢┍ﾒる
 ┗┏むむﾎる┤ﾛ｠す ┘ヰﾝ┾ける ぃ┗むむ┄ﾙ┥┏ﾈ ┬むむﾘ ┴ﾉ┢ﾌる
 ┗┏ﾈ┵┍ゲす ┕むむヮﾙ┤ﾔる ┕ﾛ┤┏ﾝﾛさ ┷ﾔ ┷┌むむﾎ┤ﾗす ┳ﾛ┢ﾗす
 り┣ﾚ た┤むむ━ﾞﾙする ぃ┴ﾉ┤┄┏むむﾎ ┘ギ ┘ﾙ┕ﾖ ┷むむﾞﾗす
 ろけ┤ﾗす ┗ﾗ┕ゴ わ す┤┅ﾙ ┗ﾒ┤むむヮﾈる ┗ﾗ┵┎むむヮﾈ ┗ﾙ┕ﾛ┢ﾗす
 ┮│ﾙる ら┤むむﾕ そ ぎ┢ﾘ ┘┍┌┏ﾚる ぃ┗むむ┌┺『ジす よ┕むむ┆ﾗす
 たすぬ ぎ┢┉ﾘる は┤┆ﾗす ┲むむﾒな ┕ﾚねぎ┥┆ﾛ ぃわ┕ﾝﾛ┤┉ﾉ ら┤むむ┉ﾗす

.┲┊ゴす
 ┲┎┈ﾗす き┵むむﾎる ┖ ぎ│┆ﾞﾗす らけ »┷ﾓ》るけ« れ┤むむﾛる
 ┳ﾘ わ┕ﾙ┕┏ﾌけ ビむむゑ がグ┕┍ﾗする ぃ┳ﾘ┥ﾗす ┬むむﾘ ビ ゑ┌ がﾑ┕┆ﾞジす
 ぃ┗┏ﾒす┵ﾗす そなすぬ】す ┳むむﾘ わ┕むむﾙ┕┏ﾌける ぃ┷ﾒ┵ﾗす よす┢むむ┆ﾙす
 た┕┇ﾗ┕ﾝジする た┕むむﾔす┤ザす ┳ﾘ ゐ┗むむ┋┌ﾋ ┘ギ ┕むむゑ┏ ゑ┈ ぐﾍけ
 よ『むむﾎ】す ぬ┕むむ━ﾞﾙす ┡むむﾛぬ┕ﾉ ┳むむﾘ わ┕むむ ぎﾘ┕ﾚ わ┕┌むむヮﾕ
 ┗┏ﾈ┵┍ゲする ┗┏ﾕ┤むむ━ﾗす ┱ﾌす┵むむヮﾗす ゆ┵むむﾐ ┶むむ┋ﾒ
 ゐよ┵┎┈ﾘ ┬むむﾘ わ┕ﾘ┕｀むむヮﾙする .┪むむﾎ┵ﾞジす ┤むむヰﾝ┋ﾗ
 ┗┏ﾌる┤ﾗす た》 ぎ┵むむヰﾞﾗす たゑ┤むむ ｠ヮゎﾔ ┡ﾛぬ┕ﾞ┋ﾗ ┷むむ┺す┢ﾈ



ぇぉう

 わ す┤むむ━ﾞ┍ﾘ ら┕ﾖ ┕ﾘ ┬ﾘ わ┕ﾘ┕｀むむヮﾙす ぃ┕┎ﾞ┆ﾙ┕│ﾘる
 ┶┋ﾒ せ┕┉ﾗけ も『ﾐさる め┕むむ┾るけ み┕ﾝ┾さ ┳ﾘ やす┣ﾙく
 ぃ┕┎ﾙ┵ ぎ┉ヰﾞヮﾛ 》 す┵ﾙ┕ﾖ らさる ぃビﾗる┒ヮジする そな┕┉ﾗす

.わ『┾け ┲┎┏ﾔ ┵ﾚ ┕ﾘ ゎ┮がﾗ┕ヱゎﾉ るけ
 ┢ﾖ┒ﾛ ┷ヱﾛぬ┕ﾞﾗす も┕┏むむヮﾗす らけ とぬ┒むむジす ┬むむﾈ┕ﾞﾛる
 》る わ┕┏ﾘ┕むむﾎ 》る わ┕ぎﾛ┵ﾘけ ┳┊ﾛ ┲ﾗ ┳┌ﾌ┤ﾗす ┢ﾝﾒ らけ
 ┤ﾟﾖけ ┗┏ﾎる┤ﾛく ┗ﾒ┥ﾙ ┱┌ヰﾛ ら┕ﾖ ┴┍┊ﾗる ぃわ┕ﾛ┤ﾈ┤ﾈ
 》 ビ┏ヰ┏むむヮヅ わ┕ﾐ┕ヰﾘ ら┕ﾖ( ┗┏ﾘ『むむﾎさ ┕┎┍ﾘ
 せ┤むむ━ﾛ ら┕ﾖる ぃ┳ﾛ┢ﾗす ぬ┵ﾘけ ┷ﾔ ┗ﾝﾛぬ ┴┍ﾒ ら┵┋┉ﾛ
 ┕┌┍┏ﾈ ぃ)»┷ﾓ》るけ« ┤ﾖ┣ﾛ ┕┌ﾖ ぃ┤ﾞﾞむむヮﾛ 》る ┤┌ザす
 わ┕ﾛ┤┏ﾝﾛさ わ す┤むむ┏ﾘけ ┷ﾙ┕ﾟﾗす ┳むむ┌ﾌ┤ﾗす ┢ﾝﾒ ┴┍ﾈす ┢むむ┆ゎﾛ
 せすなく ┬ ぎ` ━ﾛ ろ┤┏ﾝﾛさ ┲ﾖ┕ﾌ ゆぎるけ ら┕┊ﾔ ぃわ┕┌┋ヮﾘ
 ビ┌┋むむヮジす き┕┎┉┈ﾗす せぎ┤ﾕる ぃ┕┎ﾘ┵┋ﾒる ┗┏ﾈ┤┆ﾗす

 .┴ﾐ『ﾈ ┳ﾘ
 ┴ﾞ┋ﾕ┕┍ﾉ ┕ヅ »┴┊┏┊━ﾉ« ┷ﾔ とぬ┒ジす ┤┌ﾞヮﾛる
 ┢ﾌ ┶┋ﾒ ┗むむ┏┍┏ﾉ『ﾗする ┗むむ┏ﾈ┤┆ﾗす ┡ﾛぬ┕ﾞﾗす ┖むむﾞﾖ
 ぬ┕━ﾞﾙす らけ ┶ﾗさ ┨┋ヱ┏ﾗ ぃ┕┎ﾗ ┴ﾞ┆ﾋす┤ﾘる ぃきす┵ﾎ
 ┦┏ﾗる ぃそ┵┉ﾗす / そ┤むむ┊┈ﾗす ┗｀┏ﾞﾙ ら┕ﾖ よ『むむﾎ】す
 ろ┤┊むむヮ┆ﾗす よ┵｀┎ﾗす ┶むむ┋ﾒ そぬ┢むむ┉┋ﾗ わ┗むむ｀┏ﾞﾙ
 ┖むむﾙ┕ゲす  ┨むむぎ┋┉ﾞﾛ  らけ  ┖むむ｀ﾛ ┴むむﾙける  ぃ┠ぎ┋むむヮジす
 ┲┋ﾔ ぃろ┵ﾙ┕ﾊ ゐぬるな ┶むむﾗさ ちす┢ﾌ┟す ┳ﾘ ろ┤┊むむヮ┆ﾗす
 ぃ┗ﾛぬ┵ﾊ ん┗ﾘねけ ┱むむﾈ ぃろ┤┊むむヮﾒ んらする┢ﾒ や┕┍ﾚ ┳┊ﾛ
 .た》す┤┍ゲす ┦むむ┏ﾗる き┕むむ┎┉┈ﾗす ┕むむ┎┋┌ﾌ んそ┵むむﾒなる
 ┗┏ﾘ『むむﾎ】す ┗むむ┏ﾈ┤┆ﾗす そぬ┕むむ┃ゴす らけ ┮むむ┏┃ﾛる
 ろぬ┕むむ｀ﾞﾗす  ┤┏むむ━ﾝﾞﾗす  ┯むむﾛ┤ﾐ  ┳むむﾒ  た┤むむ━ﾞﾙす
 へ┕━ﾙる ┖ﾞ┊ﾗす ┤━ﾙる ぃビ┈┉ﾟジす ビﾈ た┕ﾕ『┆ﾗする
 ぃ┕ﾚに┵┈ﾙる そ┢むむﾛ┢ゲす ┲┏ﾚ┕┈ジす そ ぎ┵むむﾕる ぃき┕むむ┎┉┈ﾗす
 ┲ﾗ ぃ┤┾┕┍┆ﾗす り┣むむﾚ ┬┏┌ﾋ らけ やぬ┢ﾞむむヮﾛ ┴ぎ┍┊ﾗ
 ┢┆ﾈ ぎ》さ ぃ┕ﾚ┢ ゎ┻┕┆ﾉ ┲ﾓぬ ぃ┗┋ﾘ┕ﾖ ┕┎ﾔす┢ﾚけ ┥｀┍ﾉ

.┱ﾛ┵ﾐ ┳ﾘね ぬる┤ﾘ
 ぃ┕むむﾛ┤┏ﾝﾛさ ┠むむﾞ┈ﾈ ┗むむ┉ぎ┋┆ﾞジす ひ┵むむ│┍ﾗす ┕むむ ぎﾘけ
 れ┵むむﾎ ┤┏ﾟﾉ 》 -»┷むむﾓ》るけ« れ┤むむﾛ ┕┌ﾖ- ┕むむ┎ﾙ┓ﾔ

 そす┥┇ﾗする ビﾛ┤┏ﾝﾛ】す らけ わ┕┾┵│ﾍ ぃ┗ﾒ┤ヮﾗす り┣┎ﾈ
 ┖むむヮヰﾝﾔ ぃや┤ﾞむむ━ﾘ ┱┾け ┳むむﾘ す┵ﾙ┵┊ﾛ ┲むむﾗ
 た┢ﾋる )»┷ﾓ》るけ« むﾗ ┙ﾛ┢ゴする( ┗┏ﾈ┤┆ﾗす た┕ﾛする┤ﾗす
 ┗ﾙぬ┕┉ﾘ わ┗むむ┏ぎ┋ﾕけ ┕┎むむヮ┈ﾙ ┗むむ┏ﾈ┤┆ﾗす ゎたすな┕むむ┏┉ﾗす
 ┶ﾞﾌる ぃ┤ﾈ┤ﾈる へ┕ﾝﾕける ビ┏ﾘ┕むむﾏ ┳ﾘ ┳ﾛ┤ﾘ┕┇ジ┕ﾈ
 ┶┋ﾒ ら┵むむぎﾛ┤┏ﾝﾛ】す ┲┋むむﾎけ ┮むむ┏┊ﾔ ぃビむむ┏┄ﾙ┥┏ﾈ
 》る ビ┌┋むむヮﾘ ┤┏ﾓ ┲┎ﾞぎﾛ┤ﾟﾖけ ┷ﾔ ビギ┕ﾔ ろ┢ﾛけ

!お┗┏ﾈ┤┆ﾗす ら┵┌┋┊ﾞﾛ
 ┴┏ ぎ┌むむヮﾛ ┕むむﾘ ゑ┢むむ┏┍┈ﾉ »┷むむﾓ》るけ« ゆる┕むむヰﾛる
 ゑ┱ ゑ┌ゑゲす らけ り┢┏ﾖ┑ﾞﾈ )もぬ┕ﾐ ┱ﾝﾋ ぬ┵ﾝﾒ そぬ┵┄ﾎけ(
 ┤ﾈ┤ﾝﾗす らける ぃろ┤ヰﾝﾗす ┯┏┃ジす ね┕むむ┏ﾞﾋ》  ┠ゎ┋│ゑﾛ 》
 ┢┉ﾔ ┷ﾗ┕ﾞﾗ┕ﾈる ぃ┗ﾛ┤ヰﾈ ん┳┈むむﾎ ┲┎ﾛ┢ﾗ ┳┊ﾛ ┲ﾗ
 ┳ﾈ もぬ┕ﾐ ぎらけ ┷┍┆ﾛ ┕ﾘ ぃもぬする┥ﾗす せ┤┆ﾗす よ┢ヱﾞﾎす
 わそ ぎ┢ﾘ ┷ﾔ ┗┋ﾌぬ ビむむﾊ『ﾊる ┦┌ﾍ ┶ﾗさ つ┕ﾞﾌす な┕むむﾛね
 ぎ┤ﾝﾗす ┶ﾗさ りな┵┍ﾋ ┱┉┍ﾛ ┷ﾖ ぃ┤┎ﾏけ ┗ﾊ『ﾊ ねる┕｀ﾞﾉ
 ┤ﾖ┣ﾛる( わ┕┏┉┄┍ﾘ ┴ﾋ┕ﾞ┍ﾞﾎす ┳┊デ ┕ﾘ ┯ﾔる ┤ﾍ｠す
 ら┕┏ﾗるけ ┵ﾒ┢ジす らさ ゆ┵┉ﾉ ┷ﾞﾗす た┕ﾛする┤ﾗす れ┢ﾌさ ┕┍ﾚ
 ┶│ﾕ┟す ぎ┢ゴす ┢ﾛ┥ﾛ 》 ぃもぬするね ┗むむ┆ﾈぬけ せ┤┆ﾗす ぬ┕ﾒけ
 ぃわ『ﾋぬ ビむむヮ┌ﾍ ┶┋ﾒ ┢ﾌす┵ﾗす もぬる┥むむﾗす ┗むむﾗ┵┌ゴ
 ┶ﾗさ »┷ﾓ》るけ« ┘むむ┈┋ﾛる ぃ)そぬ┕むむ ぎヰﾝﾗす ┶ﾗさ ┗むむﾔ┕┻さ
 せ┤┆ﾗす よす┢ヱﾞﾎす な┕┆ﾝﾞむむﾎす ふ┤┈ﾛ ┯┄┍ジす らけ
.┕┎ﾛ┢ﾗ ゆ┵ ゎ┈ゎゲす ┗┏ ぎ┾┕ザ き┕ジす ぬ┵ﾝﾒ ┷ﾔ ゆ┵┏ヱ┋ﾗ

 ぃ┡ﾛぬ┕ﾞ┋ﾗ ┴むむﾉきす┤ﾕ »そな┕むむﾒさ« ┷むむﾔ ┷むむ┃デ ┲ﾊ
 ┳ﾘ ┳┊ﾛ ┲ﾗ ┱ﾍす┢ﾗす ┳むむ┌ﾌ┤ﾗす ┢ﾝﾒ らけ わ す┢むむ ぎﾖ┒ﾘ
  ┷ﾙ┕ﾘ┤ﾋ つに┵むむヂ ┴┍┊ﾗる ぃ┯むむ━ﾘな き┕┈┋ﾍ ┗むむぎﾛぬに
 ┶┋ﾒ ┘┅ﾔ┕ﾌ ┴ﾞﾛぎぬに ぎらける ぃ ゎ┴ ゎ┆がﾕ┕ﾔ ら┵┋ﾗす ┤┉むむﾏけ
 そ┤むむ━ﾈ え┳ﾘ┥ﾗす ┳ﾘ ビﾙ┤ﾕ ゆ『ﾍ ┨┺┕│ザす り┣ﾚ
 ┢ﾛ┢むむﾏ ┤┆むむﾏる ぃき┕ﾕぬね ら┵むむ┏ﾒる ぃら┵むむ┋ﾗす ┗むむギ┕ﾔ
 ┨┺┕│ザす り┣ﾚ ゎぬす┤┌ﾞむむﾎす ┘┈ﾗ ┢ﾕる .そ┤┉━ﾗす
 ┕ ぎﾘけ .ビ┌┋むむヮジす ビ┏むむヮﾗ┢ﾙ┟す ビﾍぎぬ┒ジす ゑぬ┕むむ┅ﾙけ
 れ┤┏ﾔ )┗むむぎ┏ ゑﾘゎけ ┷┍ﾈ( ┶むむﾗさ ┳┌ﾌ┤ﾗす ┢むむﾝﾒ ┗ﾝむむヮﾙ
 ぃりに┵┈ﾙる ┴ﾞﾝ┏ﾚ ゎ┲┏ﾒ┢ﾉ ┴┍ﾘ め┢┎ﾗす らけ )┷ﾓ》るけ(
 ┕┎ﾌ┢ﾘ ┶┋ﾒ の┕┍ﾗす つぬな ┷ﾞﾗす ┴ﾞﾛぎぬに ┗むむ┍ﾚす┢ﾘる
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 ゆす┵ﾌ┟す ┯┋┄ﾘ ┷ﾔ ┕┎ぎﾙ┟ ぃ┰むむ━ﾗする り┕ﾝﾞむむﾏ》す
 ┮┏ﾖ ┤むむ ぎヮ┈ﾉ 》 )┕┎┍ﾘ ┗むむ┏ﾈ┤┆ﾗす わ┕むむ┾┵│ﾍる(
 ┬ﾘ ┘┻ぬ┕┆ﾉ ┢むむﾕる ぃ┗┏┋┌┆ﾗす り┣むむﾚ ┯むむ┏┉ギ ぎゾ
 ちす┢ﾌ┟す ┘むむ┋┉ﾙる ぃ┕むむ┏ﾔす┤┇ゲす ┢むむﾒす┵ﾕ ┪むむヮﾈけ
 ┥ ぎ┏ヰﾞﾗす ┶ﾗさ ┗ﾔ┕┻】┕ﾝﾔ ぃ»┗┋ﾚ┣ﾘ ┗ﾋす┣むむﾎ«むﾈ
 ┶┋ﾒ ビ┏ヰ┏むむヮジする ビ┌┋むむヮジす れ┢ﾗ ろ┢┺┕┉┆ﾗす
 ┶ﾗさ ビﾔ┤┄ﾗす ┳ﾘ ら┵ﾍぬ┒ジす ┢┍ﾞむむﾎす ぃきす┵ﾎ ぎ┢ﾌ
 そ┤ﾞﾔ わ『┾け ┕┎┍ﾘ ┹ろけ ┤ が┾┕┆ゎﾛ ┲ﾗ ひ┵│ﾙ ┗┆┃ﾈ
 ┗むむヮ┏┍┊ﾗす ┕ﾘけ ぃよ『むむﾎ】す ┶ﾗさ ビﾛ┤┏ﾝﾛ】す ゆ ぎ┵ギ

 ゎ┦ﾋ┕ﾚ ┡ﾛぬ┕ﾞ┋ﾗ ┕┎ゑ゙ ﾛこぬ ゑ┲┊ﾌ ┢┉ﾔ ┗┏ﾙ┕ﾝむむﾎ】す
 わ┕┾┵│ﾍ ぃ┕┎┈ﾕ┵ﾘ ┖むむﾎ┕┍ﾉ ┗ﾒ┵┻┵ﾘ な┕むむ｀ﾛさ
 らさ ┱┏ﾕ すに┓ﾔ ぃろな『┏ジす ┤━ﾒ のな┕ヮﾗす ら┤┉ﾗす ┷ﾔ
 ぃ┗┋┺┕ﾚ ┗ﾛ┤┊ヮﾒ そ ぎ┵ﾕ ┱ﾝﾕ ┳ﾘ ┕ﾚる┥ﾓ ぎゾ ┕ﾛ┤┏ﾝﾛさ
 ┘ぎ┋ﾑ ┕┎ﾙけ ┳ﾘ ┱｀ザす ┗むむヮ┏┍┊ﾗす れな┕┈ﾞﾞむむﾎ

 .らる┤ﾕ ┗┏ﾙ┕┌ﾊ そ ぎ┢ﾘ る┥┇ﾗす す┣┎ﾗ ┗┆┻┕ﾍ

┷ﾙなぬけ ┷ﾔ┕ヰ┾る ┖ﾉ┕ﾖ *
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*┠ﾗ┕┾ ┕┏ﾚ

مقاات

�لقطيعة مع �لر�ث كالقطيعة مع �لغرب.. كلتاهما خطاأ
�لنقد ي �ل�شاحة �لعربية..

 ┳ﾛ┣┋ﾗす ぬ┕┊ﾞﾈ》する ┯┋ザす ビﾈる ┴┍┏ﾈ のぎ┤┊ﾞﾉ ┕┎┍ﾘ
 んます┢ﾈさ ゎ┢┉┍ﾗす にさ ぃます┢ﾈ‒ﾗ わ┕┏ﾎ┕ﾎけ わ┕ﾐ┤ﾏ らす ぎ┢┆ゎﾛ

.わ┕┃ﾛけ
 ┷ﾔ て┵┻┵ﾈ ┕むむﾚ┢┾ぬ ┳┊デ ┷ﾞﾗす ゆ┕むむゴす り┣ﾚ
 わ┗ヰ ┝ﾏ┵ﾘ や┕┍ﾚる ┕┍ﾚ そぬな┕│ﾗす ┖ﾞ┊ﾗす ┳ﾘ ┤┏ﾟﾖ
 ろ┤ﾝ┍ﾉ ┷ﾞﾗす »た┕むむﾎすぬ┢ﾗす« ┷ﾔる ぃ»┢┉ﾙ« ┲むむﾎ┕ﾈ
 ぃ┗┌┊ヰﾘ ┤むむ┏ﾓる ┗┌┊ヰﾘ んた『むむ｀ﾘ ┕ﾚ┤むむ━┍ﾗ
 ┷ﾞﾗす ┗┏ﾒ┕ﾝ┄ﾙ》す ┗むむ┇ﾝ│ﾗす たすに た》┕┉ジす ┷ﾔる
 ..┮ヰ│┋ﾗ ┗むむ┏ﾔ┕┉ﾟﾗす ┯ﾌ『ジす ┷ﾔ ろ┤むむ━ﾞヮﾉ
 ┳ﾔな ┶┋ﾒ ┲┎┃┆ﾈ ぎ┤むむ│ﾛ ┗┉┏┉ﾌ ┶ﾗさ ┤むむﾏ┒ﾉ
 ┷ﾔ ┱ﾟ┌ﾞﾉ ぃ┕むむ┎ﾞ┎ﾋす┵ﾘ よ┢むむﾒ ゑ┗むむ┏┇ﾈ ┴むむﾎけぬ
 ┗ﾔ┵┾┵ジす るけ( ぃ┗むむﾛ┢┉┍ﾗす ┗むむﾙる┢ジす そぬ┢むむﾕ よ┢むむﾒ
 ゑ┦┏ﾎ┑ﾉ ┶┋ﾒ そ┤┾┕┆ジす ┗┏ﾈ┤┆ﾗす )»┗ﾛ┢┉┍ﾗす«むﾈ
 そ┵｀┈ﾗす ┤むむ ぎヮグ ┷ﾚ 》る ぃ┕むむ┎ﾈ ┗むむ┾┕ﾍ ┗むむﾛ┤┅ﾙ
 ぃきす┤ﾟﾗする ┶むむ┍┇ﾗ┕ﾈ ┴ﾗ な┵┎むむ━ﾘ ぎろ┢┉ﾙ ゐちす┤ﾉ ┬ﾘ
 ┴┆ﾘ ┱ﾖ┕むむ━ﾞﾉ るけ ゐそけ┤むむ｀ﾈ ┴むむﾚ┕グ┕ﾈ ┖むむﾚ┣ﾉ るけ

 ┗┏ﾙなぬ┟す ┗ﾌ┕ヮﾗす ┷ﾔ ┢┉┍ﾗす ┬ﾕする ┱│┈┍ﾛ 》
 ┙┏ﾌ ┳ﾘ ┷ﾈ┤┆ﾗす ┳むむﾐ┵ﾗす ┷ﾔ ┢┉┍ﾗす ┬ﾕする ┳むむﾒ
 ┗ﾛ┢┉┍ﾗす せ┤┇ﾗす ┚ﾚ┕┍ﾘ ┬ﾘ ┷ﾐ┕┆ﾞﾗす ┗むむ┆┏ﾝﾐ
 ┳┊デる ┗┋┏┋┉ﾔ た┕ﾕる┤ﾔ ┗むむ┌ﾊ ら┕ﾖ らさる ぃわ┕ﾘ┵┌ﾒ
 ┗┏ﾕ┤むむ━ジする ┗┏ﾈぬ┕┇ジす ビﾞﾈ┤｀ﾞﾗす ビむむﾈ ┕ﾚ┢┾ぬ
 ぎ┪むむﾞﾍす にさ .┢むむ┏┆│ﾗす す┣むむﾚ ┶むむ┋ﾒ ビむむﾞ┏ﾈ┤┆ﾗす
 ┲┎ﾞ┏ﾝﾗ┕ﾓ ┷むむﾔ わ┕むむ┏ﾈ┤ﾒ ┢むむ┉┍ﾗ┕ﾈ ら┵┋┇ﾞむむ━ジす
 ゑ┫┈ﾌる ぃせ┤むむ┇ﾗす ┕┎｀ﾞﾙけ ┷ﾞﾗす ┚むむﾚ┕┍ジす ゑ┯ﾛ┤ﾐ
 ┤┎ﾑ ┳ﾒ ┚ﾚ┕┍ジす り┣ﾚ ┴むむﾈ たき┕ﾋ ┕ﾘ ┲┎┃┆ﾈ
 ┗ﾛ┤┏┅┍ﾞﾗす ┴ﾉ┕ﾈ┕ﾞﾖ ┷むむﾔ ┕┎ﾈ ゑビ┆ﾞむむヮ┏ﾗ ぃ┖┋ﾕ
 ┕┎┏ﾔ ┤むむ ┞┊┈ﾞﾗする ┕むむ┎┋ ┞ﾘ┑ﾉ ゆ┢むむﾈ ぃ┗むむ┏┉┏ﾝ┄ﾞﾗする
 そな┕ﾒさ るけ ┕むむ┎┍ﾘ ┖むむﾎ┕┍ﾘ ┵むむﾚ ┕ﾘ ┣むむﾍ┟ 〝る┤むむﾞﾈ
 ┷ﾈ┤┆ﾗす ┷ﾈな┟す ┨むむ┍ﾗす ┬ﾘ よき『ﾞﾛ ┕ヅ ┕むむ┎┈┏┏┊ﾉ
 らさ ┮むむ ぎヮ┆ﾉ らるな ゆ┵┉ﾗす ┳┊デ ┱ﾈ ぃ┴むむﾉ┕ﾝぎ┋┄ﾞﾘる
 ┳ﾘ ┗ﾗ┕ﾌ り┕グ┕ﾈ ┖ﾚ┣ﾛ わ┕┏ﾈ┤ﾒ ろ┢┉┍ﾗす ┢┎むむ━ジす
 ゑや┕┊ﾔ 》 わ┗ﾘ┵│ﾍ ら┑ﾖる ぃ┗┏┺┕┏ﾘ┵ジする ┪┏┍ヰﾞﾗす
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 ぃもすぬる┟す ┷ﾔ へ『ﾞﾍす ┶ﾗさ な┵┉ﾉ ┷ﾞﾗす »┗┏┌┆ﾞﾗす«る
 ┚ﾞ┍ゎﾛ ┕ﾘ ┵ﾚる ぃ┕ﾙぬす┤┉ﾈる ┕┍ﾛ┢ﾛ┑ﾈ ┴┆┍│ﾙ ゐや┕ﾝﾉぬする
 ┕ﾘ ┱ﾕけ わ すねる┥むむ┎ﾘる わ┕┈┏┆┻ わ┕むむﾛ┢┉ﾙ わ┕│ﾙ わ┕むむﾙ┕┏ﾌけ
 ┶┋ﾒ わ┕│ﾙ ら┵┊ﾛ ら┑ﾈ わ す┤ﾛ┢ﾋ ┦┏ﾗ ┴ﾙさ ┴┍ﾒ ゆ┕┉ﾛ
 ┴┍ﾒ ゆ┕┉ゎﾛ ┕ﾘ ┤ﾟﾖける .┴ﾝﾌ┕┾ ┴ﾗ ┢ﾛ┤ﾛ ┕┌ﾖ ┨ﾙ
 ┷ﾒ ぎ┢ﾛ ┳ヅ ら┕むむ┉┏┋ﾛ 》 ゆ┕┈┇ﾞむむﾎする ┦┏ﾗ┢ﾉ ┴ﾙさ
 ぃ┕┎┋┏ﾚ┕｀ﾘ ┴むむ┍ﾞ┊┏ﾗ ひ┵│┍ﾗす »てぎ┤むむ━ﾛ« ┴ﾙけ
 .┕┎ﾉ┕┏┍ﾔる ┕┎┍┏ﾘ┕┃ﾘ ┷むむﾔ ┶┍┇ﾗす ┲┎┋ﾞむむヮﾛる
 わ┗ぎ┋ﾈ ┕ﾙな『ﾈ ┷ﾔ ろ┢┉┍ﾗす ┢┎むむ━ジす ゑビﾐ ┢ﾛ┥ﾛ ┕ﾘる
 ┤ﾝﾒ »┲むむﾎ『┄ﾗす« ┵ヰﾙ な┵┌ボす ┤┏ﾓ り┕グ》す ┰ﾗに
 た┕ﾘ┵ﾎぬる たすぬ┕ﾏさる ね┵ﾘぬ よす┢ヱﾞむむﾎ》 ┬ ぎ┄┍ﾞﾗす
 ┷ﾔ ┴ﾙ┑ﾖる ぃ┨むむ┏ﾈ ┨むむ┏ﾌ ┷ﾔ しぬ┕むむ┉ﾗす ┱むむ┆グ
 》 ぃ┲┎┈ﾗす ┶┋ﾒ ┗ぎ┏│ﾒ ┗┏｀ﾌけ ぎ┰むむ┈ﾗ ゐ┗ﾖ┤┆ﾘ
 ろぬ┕｀ﾛ らけ -┨┍ﾗす す┣むむﾚ– ┴ﾈ ふゑ┤ﾞ┈ゎﾛ 〝┨ﾙ ゑしぬ┕むむﾕ
.┴┏┋ﾒ も┵┈ﾞﾛ るけ ┴┏┋ﾒ よ┵┉ﾛ ろ┣ﾗす ┷ﾈな┟す ┨┍ﾗす

 ┗ﾎぬ┕┌ジ ゑ┲┺『ﾒ るけ わ すぬる┣ﾋ ゑ┗┌ﾊ ら┑ﾈ ぎ┤┉ﾙ ┕ ぎ┍ﾖ すにさる
 ┷ﾔ ┕ﾙゎなす┢ﾋけ ┕むむ┎ﾔ┤ﾒ ┗ﾖぬ┢ﾘる ┗｀┻┕ﾙ ┗むむﾛ┢┉ﾙ
 ┦┏ﾎ┑ﾞﾗす ろ┤｀ﾛ 》 すに┕┌┋ﾔ ぃせな┟す ぬ┕ﾚなねす ぬ┵│ﾒ
 ┗┏ﾈ┤ﾒ ┗むむﾛ┢┉ﾙ ┗むむﾛ┤┅ﾙ« ┶むむﾒ┢ゎﾛ らけ ┳むむ┊デ ┕むむジ
 ┴┍ﾘ そな┕ﾔ】┕ﾈる ちす┤ﾞﾗす ┳ﾘ わ┕ﾘ┕┎┋ﾞﾎす »そ┤┾┕┆ﾘ
 ┱ﾒ┕┈ﾞﾗす ┗┋ﾌ┤ﾘ わ┕┉ﾌ》 ┷ﾉ┑ﾉ ┲ﾊ ぃ┴┏ﾗさ ら┵ﾖ┤ﾗ┕ﾈる
 ┕┎┍ﾘ ┣むむﾍ┟する ┗むむ┏ﾈ┤┇ﾗす ┢むむ┉┍ﾗす ┚むむﾚ┕┍ﾘ ┬むむﾘ
 ぃ┤ﾚ┵ゲ┕ﾈ ゐゆ『むむﾍさ らるな ┕┍ﾛ┢ﾗ ┕ﾘ わ┕むむ┃ﾛけ ┕┎ヰ┍ﾘる
 ┷ﾔ ┢┉┍ﾗす よ┢┉ﾞﾛ らけ ら┕┊むむﾘ】┕ﾈ ┠ﾝ│ﾛ ┰ﾗ┣ﾈる
 ┴ﾗ わ┕┏ﾈ┤ﾒ わ す┢むむ┉ﾙ ┠ﾝ│ﾛる ┱むむﾈ ぃ┷ﾈ┤┆ﾗす ┲むむﾗ┕┆ﾗす
 ┬┍ベ ┷ﾞﾗす ┴ﾞ┏ﾗ『┉ﾞむむﾎする ┴┄ﾈす┵┻る ┴むむヰﾘ『ﾘ

.┴ﾞ┏┆ﾝﾉ ┳ﾘ
 ┗ﾛ┢┉┍ﾗす ┗むむﾛ┤┅┍ﾗす ゆ┕┾る┟ わ┕むむ┆┏┄┉ﾉ ┶┈ﾖ
 ゆ┵ﾌ ┖ﾞ┊ゎﾛ ┕ヅ ┕むむ┎┍ﾘ きす┥ﾋけ も┕│ﾗさる ┗むむ┏ﾈ┤┇ﾗす
 ゆるす┢ﾞﾗす ┮ﾕ┵┍ﾗる ぃ┗むむ┏ﾈ┤┆ﾗす ┗┏ﾈな┟す ひ┵むむ│┍ﾗす
 ┷むむ┍┆ﾛ らけ らるな »┷むむガ┤ﾈさ ┷むむガ┤ﾔさ ┱ﾖ« ┗むむﾗ┵┉ヅ
 ┬┄┉ﾗす :┕┌┎┍ﾘ ┹┱┊ﾔ ぃせ┤┇ﾗす ┬ﾘ ┗┆┏┄ﾕ す┣ﾚ
 ┖┍｀ﾞﾙ らけ ┕┍┏┋ﾒ ┑むむ┄ﾍ ぃちす┤ﾞﾗす るけ せ┤むむ┇ﾗす ┬ﾘ

 ┕┎｀ﾚ┕┍ﾘる ┕┎ﾝ┏ﾗ┕ﾎけ ┙ﾛ┢ギ ┷ﾔ ┴┌┎┋ﾞヮﾉる
 ┗ﾔ┕┻さ ┯┉ﾌ ┷ﾈなけ ゐます┢むむﾈさ ┳ﾘ ┱ ぎ│ヰﾞジす そすぬ┕むむペ

 .┴ﾞ ぎﾘ┤ﾈ ┷ﾈ┤┆ﾗす ┷ﾔ┕┉ﾟﾗす ┢┎━ジす ┶ﾗさ ┗┏ﾒ┵ﾙ
 ┶ﾗさ ろ┤ﾝ┍ﾛ ┳ﾘ や┕┍ﾚ ぃせ┤┆ﾗす »そ┢むむ ゑ┉┝┍ﾗす« ┳ﾘる
 ┶┋ﾒ -わ┕ﾛ┤むむヮﾕる- ┴┍┏┆ﾈ ┷ﾈ┤ﾓ ┚┎┍ﾘ ┯むむ┏ﾝ┄ﾉ
 ぃ┷ﾈ┤┆ﾗす ┴ﾕ┕┏むむﾎ ┷ﾔ ┚ゑ゙ ┍ジす ┷むむﾒす┢ﾈ】す ┨むむ┍ﾗす
 ┷ﾔ »┴むむﾉ『┃ﾒ« »┢むむﾕ┕┍ﾗす« す┣むむﾚ ふ┤┆ﾞむむヮﾛる
 き┕┍ﾊけ ┗┏ﾈ┤ﾓ た┕むむヰ┋┄│ﾘる ┤┏ﾈ┕┆ﾉ よす┢ヱﾞむむﾎす
 ┳ﾒ わ『ﾔ┕ﾓ ぃ»┗┏ﾕ┤ﾏ« ┗ﾛ┵ﾚ すに わ┕┏ﾈなけ わ┕│ﾙ ┴ﾗる┕┍ﾉ
 ┕┎ﾞﾜ┏ﾈ ┗┍ﾈす ┷ﾚ た┕ヰ┋┄│ジする ┤┏ﾈ┕┆ﾞﾗす り┣ﾚ らけ
 ┚ゑ゙ ┍ジす ぎ┨┍ﾗす ┳むむﾘ ゐ┤┏ﾊ┑ﾞﾈ ┘┃ヱベ ┕むむ┎ﾙける ぃわ》るけ
 ┳ﾘ ┴┏ﾔ ┕ﾘ す┣ﾚ ┷ﾔる .の┕むむﾎ┟す ┷ﾔ ┕ﾚな『ﾈ ┷ﾔ
 ┨┍ﾗす ┯┍ﾒ ぎ┷ゑﾗ ろ┤｀ﾛ そ┥ﾚ┕ﾋ た》┵┉ジ よす┢┉ﾞﾎす
 ┳ﾒ ┰┏ﾚ┕ﾙ ぃ┕ﾚぬ┕ﾐさ ┬ﾘ ┯ﾔす┵ﾞﾛ ┕ヅ »┴むむ┌┏┋┉ﾉ«る
 ┨┍ﾗす らけ ┗┉┏┉ﾌ ゆ┵むむﾌ ろ┤｀ﾛ ろ┣ﾗす ┱むむﾔ┕┇ﾞﾗす
 ┢┉┍ﾗす らける ぃ┴むむ┏┋ﾒる ┢むむ┉┍┋ﾗ ┯ﾈ┕むむﾎ ┷むむﾒす┢ﾈ】す
 ┮┏┾┵ﾉ ┕ヂさる ぃわ┕┏┌┏ﾕ わ┕むむ┌┊ﾌ ┦┏ﾗ す┣ﾚる– ん┬ﾈ┕ﾉ
 た┕ﾝぎ┋┄ﾞジ わ┕むむ┉ﾔる りぬ┕むむヮﾘ て┤ﾞ｀ﾛ -┷むむﾒ┵┻┵ﾘ
 ┰ﾗに ぃ┗┏┋ﾍす┢ﾗす ┴むむジす┵ﾒる ┴ﾗる┕┍ﾞﾛ ろ┣むむﾗす ┨┍ﾗす
 ┳ﾘ き┕┃ﾔ ┶ﾗさ わ┕┌┺すな ┬┋┄ﾞﾛ ろ┣ﾗす な┤┌ﾞジす ┨┍ﾗす
 ┖ﾗす┵┉ﾗす ┳ﾘ ┤┈┍ﾛる ぃ┤┏┏┇ﾞﾗする ┢ﾛ┢｀ﾞﾗする ┗ﾛ┤ゴす

.わ┕┈┋ﾎ そ ぎ┢┆ジする そ┥ﾚ┕ゲす ┗ﾛ┢┉┍ﾗす
 ┕ﾘ ┳ ぎ┆ベ ┢むむ┍ﾒ ┯┏┃ﾗす ┶むむ┋ﾒ ┙むむﾒ┕ﾝﾗす ┳むむﾘる
 ┗ﾌ┕むむヮﾗす ┶┋ﾒ ┗ﾛ┢┉┍ﾗす ┗ﾙる┢ジす ぬ┕ﾐさ ┷ﾔ ┚ゑ゙ ┍ゎﾛ
 らけ らるな ろ┤むむ｀ﾛ ろ┣ﾗす ゆ┕むむヰﾞﾙ》す ┰ﾗに ぃ┗むむ┏ﾈ┤┆ﾗす
 ┶┎ﾙけ ┳むむﾘ ┱ﾖ ┘むむﾔ┕┎ﾞﾛ ビむむﾌ .┢ﾌけ ┴むむ┈ﾕ┵ﾛ
 ┗┇┋ﾗす ┷ﾔ りすぬ┵ﾞﾖ┢ﾗす るけ ┤┏ﾞむむヮﾋ┕ジす た┕ﾝ┋┄ﾞﾘ
 ら┑ﾖる ぃ»┢むむﾕ┕ﾙ« ┖むむ┉ﾗ ┶┋ﾒ ┕むむ┎ﾈすなくる ┗むむ┏ﾈ┤┆ﾗす
 るけ ぃ┯┋┄ジ┕ﾈ り┤むむﾚす┵ﾑ ┗むむﾎすぬな るけ せな┟す ┗むむﾎすぬな
 ┢│┉ﾗす ┦┏ﾗる .»┢むむ┉┍ﾗす« ┷┍┆ﾉ ┴むむヱﾛぬ┕ﾉ ┬ぎﾝﾞﾉ
 ┗┈ﾗ┕ﾎ た┕││ヱﾞﾗす ら┑むむﾏ ┳ﾘ ┱┏┋┉ﾞﾗす ┕┍ﾚ
 ぃ┕┎ﾈ┕│ﾙ ┷ﾔ ぬ┵むむﾘ┟す ┬┻る なす┤ジす ┳┊ﾗる ぃ┤むむﾖ┣ﾗす
 »つ┤ ゑ┆ﾗす« ┗むむﾗ┕ﾌ ┷むむﾙ┕┆ﾙ ┶┉ﾝ┍むむﾎ ┰むむﾗに らるなる



ぇゃゃ

 ぃひ┕│ﾞﾍ》す ろるに ┳ﾘ わ す┢むむ┎ﾋ ┖┋┄ﾞﾉ ┗ ぎ┌┎┌ﾔ
 ┳ﾘ ┱ﾖ ┠ﾝ┾ける ┱むむﾈ┕┍ﾗ┕ﾈ ┱ﾈ┕ゴす ┪むむ┋ﾞﾍす ┢┉ﾔ
 ┱ﾈ ぃぬな┕ﾕ そぬ┢┉ﾈ わ す┢ﾕ┕ﾙ ぃわ す┤ﾈ┕ﾒ わ┕┏ﾒ┕ﾝ┄ﾙす わ┕むむﾛけぬ なぬ┵ﾛ
 ┩ヱﾛ ┲ﾗ ろ┣むむﾗす ゆす┤┍ゲす ┰ﾗ┣ﾖ わ┕むむﾘ┕ベ ┠ﾝ│ﾛ
 わ┕ﾞﾔ》 わ す┥｀┍ﾘ よ┢┉ﾛ ┲むむﾗるぃそ┢ﾌする ┗┏┉┏┉ﾌ わ┕ﾈ┤ﾌ
 き┷┋ﾘ りぬ┢┾ ら┓ﾔ ┰ﾗに ┲ﾓぬる ぃふぬ┟す ┷ﾔ ┙むむ┊デ

.ビﾏ┕┏┍ﾗ┕ﾈ

┗┏ﾙなぬけ ┗ﾝﾉ┕ﾖ *

 ┶┋ﾒ ┗ﾌ┵ﾞ┈ﾘ ┕ﾙ┣ﾔす┵ﾙ ら┵むむ┊ﾉ 》 ゑ┲が┋ﾔ ぃ┴ﾈ┕┊ﾉぬす
 ゑ┦ﾎ┑ﾉ ら┕ﾖ ┕ がジ ┕┍ﾚ んそ┵ﾒな り┣ﾚる おた┕ﾚ┕グ》す ┱ﾖ
 な┕┉┍ﾗす ┗┏┆┌ﾋ« ┲むむﾎ┕ﾈ ┗┋┏┋ﾕ たす┵┍むむﾎ ┱ﾝﾕ
 ┲┎ヮﾞﾗる も┕┏ヮﾗす す┣ﾚ ┷ﾔ わ すぬるな ろな┒ﾞﾗ »ビ┏ﾙなぬ┟す
 ぃは┕┉┍ﾗす ┗ﾗる┕ﾐ ┶┋ﾒ ┗┏┃┉ﾗす り┣むむﾚ ┬┻る ┷ﾔ
 ┗ﾘ┕ﾕ┓ﾔ ぃ┴┋ﾖ ┰むむﾗに ┱ﾝﾕ わ┕┏ﾉすに わ す┢むむ┉ﾙ のぬ┕┌ﾞﾗる
 ┗┏ﾈなけ ┗ﾈ┤グ るけ せ┕むむﾞﾖ ゆ┵ﾌ そる┢むむﾙ るけ そ┤┻┕ヰﾘ
 ┕ﾘけ ぃ┤┏┇┾ ┷ﾔ┕┉ﾊ れ┢むむﾞ┍ﾘ ┕┎ﾈ よ┵┉ﾛ らけ ┳むむ┊デ
 ┗┏ﾈ┤┆ﾗす ┗ﾌ┕ヮﾗす ┶┋ﾒ ┢┉┍ﾗす らる┒ﾏ ┷ﾔ ┙ヰﾝﾗす
 ぃりな┵ﾋる ん┢ﾌけ ┤┊┍ﾛ 》 ゐらするね ┳ﾘ ┢┎むむ━ジす ┗┋ﾈ┤ﾓる



ぇゃゅ

 ら┕むむヮﾓ ┱ﾌす┤ﾗす せなけ ┷ﾔ ┱むむﾘ┑ﾞジす しぬ┕むむ┉ﾗす らさ
 や┕むむ┍ﾚ らけ ┮むむ━ﾞ┊ﾛ らけ ┬┏┄ﾞむむヮﾛ ┷むむﾙ┕┈┍ﾖ
 ┗┏┋ﾛる┑ﾞﾗす たすきす┤┉ﾗする ぃ┙ﾛ┢ゴす ┳ﾘ ┢ﾛ┥ジ ┕┆ヮﾞﾘ
 ┕┍ﾗる┕ﾌ ┕ﾘ すにさ ┕┌┏ﾎ 》 ┴┾┵│ﾙ ┕ﾚ┤┌┃ﾉ ┷ﾞﾗす
 ┗┏┃┉ﾗす ┕┎┏ﾗさ ┘むむﾗく ┷ﾞﾗす たす┤┏┇ﾞジす へ┕┉むむﾎさ
 そぬる┤┻ ┬むむﾘ ┴ﾈなけ ┶┋ﾒ よ┵むむ┏ﾗす ┗┏┍┏┄むむヮ┋┈ﾗす
 ┕ﾚ┤ﾚ┵ﾋ ら┕ヮﾓ ┪┉ﾞﾗす ┷ﾞﾗす ┘ﾈす┵ﾟﾗ┕ﾈ ┰ヮ┌ﾞﾗす
 ┤ﾘ┟す .┕┏ﾒす┢ﾈさ ┕┎ﾋ┕ﾞﾙさ な┕ﾒける ┕┎ﾉすぬ┕むむヮﾘ ┢┾ぬる
 ┕ﾘ すにさる .な┢｀ﾞﾗする そ┕むむ┏ゴす ┴┾┵│┍ﾗ て┕ﾉけ ろ┣むむﾗす
 め┵ﾎ ら┕ヮﾓ ひ┵│ﾙ そきす┤ﾕ そな┕ﾒさ ┕┃ﾛけ ┕┍ﾗる┕ﾌ
 ┕┎┏ﾗさ ┕ﾙ┤むむﾏけ ┷ﾞﾗす ┘ﾈす┵ﾟﾗす ┰┋ﾉ らけ ┮むむ━ﾞ┊ﾙ
 ┕┎ﾈぬ┕ﾕ ┷ﾞﾗす ┗┉┏┌┆ﾗす ┕┎ﾉ》》なる ┕┎┏ﾙ┕┆ヅ ┕むむ┎ﾙけ
 ┶ﾞﾌ ┗┍ﾚすぬる ぃ┷むむﾚ ┷ﾚ ┱┆┈ﾗ┕ﾈ ┘むむﾗすね┕ﾘ ┕┏┍ﾔ
 ┷ﾞﾗす たす┤┏┇ﾞジす ┱ﾖ ┳ﾘ ┲ﾓ┤ﾗす ┶┋ﾒ ぃす┣ﾚ ┕┍ﾘ┵ﾛ
 ┷ﾒ┕┌ﾞﾋ》する ┷ﾎ┕┏ヮﾗす ┢┎むむ━ジす ┶┋ﾒ たけ┤ﾐ
 ┕ﾘ ┶┋ﾒ ┗┍ﾚ┤ﾝ┋ﾗる .┷┍┏┄むむヮ┋┈ﾗす ┷むむﾕ『ﾍ┟する
 ひ┵│ﾙ ┲ﾚけ ┳ﾘ ┕│ﾙ ゆる┕┍ﾞ┍むむﾎ ┴┏ﾗさ ┕ﾙ┤むむﾏけ
 ┵ﾚる も『むむﾐ】す ┶┋ﾒ そ┤┎むむﾏ ┕むむﾚ┤ﾟﾖける ら┕むむヮﾓ

.»┦┌━ﾗす ┷ﾔ ゆ┕ﾋぬ«

*ろる┕ﾞ━ﾝﾗす ┗ﾛる┕┆ﾘ

مقاات

�إ�شقاط �متغر�ت ي �ل�شاحة �لفل�شطينية على �أدب غ�شان كنفاي:

رو�ية »رجال ي �ل�شم�ض« موذجا



ぇゃょ

 す┢ﾌ ┗ﾋす┣むむヮﾗす ┳ﾘ ┭┋ﾝﾉ ┱ﾈ ぃ┗ﾜﾐ┕ザす ┗┎ﾋ┵ﾗす
 ┗┎ﾋ┵ﾗす ┰┋ﾉ ┷ﾔ ┤┏ヮﾉ らけ ┶┻┤ﾉ ビﾌ ┕┈┏ヱﾘ
 ┳ﾘ ┲ﾓ┤ﾗす ┶┋ﾒ らにさ .ビむむ┍┏┆ﾗす ┗┃┌┇ﾘ ┷むむﾚる
 ┤ﾟﾖけ ┘ﾉ┕ﾈ ┷ﾞﾗする ぃ┘むむﾊ┢ﾌ ┷ﾞﾗす たす┤むむ┏┇ﾞジす ┱ﾖ
 す┣ﾚる ┕ﾞﾈ┕ﾊ ┱ﾑ ┤むむﾚ┵ゲす らけ 》さ す┢┏┉┆ﾉる ┕むむﾝ┏ﾖ┤ﾉ
 ┗ﾛするぬ らけ れぬけ .す┤むむ┊ﾝﾘ ら┕むむヮﾓ ┴むむ┏ﾗさ ぬ┕むむﾏけ ┕むむﾘ
 ┱┊むむ━ﾈ ┗ゴ┕┾ ┘ﾗすね ┕ﾘ ┦┌むむ━ﾗす ┷ﾔ ゆ┕むむﾋぬ
 ┷┍┏┄むむヮ┋┈ﾗす ま┵┻┵ジす ┳ﾒ ┤┏ﾝ┆ﾞ┋ﾗ ┤むむﾍ┐ﾈ るけ
 ┳ﾘ ┢ﾛ┥ジす きす┵むむﾞﾌ》 ┗むむ┋ﾈ┕ﾕ ┷ﾚる ぃ┴ﾞﾛる┕むむﾎ┑ﾘる
 ┗┋┌｀ﾈ ┕┎┋┊ﾏ ┷┍┇ﾉ らけ ┳┊デ ┷ﾞﾗす ┤┾┕┍┆ﾗす
 るけ ┱┊むむ━ﾈ ぃ┗┏ﾚ┕┌ﾞジす ぬ┵むむ│ﾗす ┳むむﾘ そな┢むむ｀ﾞﾘ
 ┶ﾗさ ┬ﾐ┕┉ﾞﾉ ┷ﾞﾗす ┗むむ┍ﾚす┤ﾗす た┕ﾍ┕┍ジす ┬ﾘ ┤むむﾍ┐ﾈ
 ら┕むむヮﾓ み┕┾ ┷ﾞﾗす た┕ﾍ┕┍ジす ぬ┣ﾋ ┬ﾘ ┤┏ﾝﾖ ┢ﾌ

 .┕┎┺┵┻ ┶┋ﾒ ┴ﾞﾛするぬ
┷ﾙなぬけ ┖ﾉ┕ﾖ *

 らす┢ﾋる ┢ガ »┦┌むむ━ﾗす ┷ﾔ ゆ┕ﾋぬ« ┗ﾛするぬ ┷むむﾔ
 ┢ガ ┷ﾗ┕ﾞﾗ┕ﾈる« ┗┆┏｀┈ﾗす らす┢ﾋ┵ﾈ ┕むむﾋる┥ド ぬ┕┆ﾗす
 ぃき┵｀┋ﾗす ┗ﾝ┉ﾌ ┢┾┤ﾛ ┗ﾛする┤ﾗす り┣ﾚ ┷ﾔ ら┕むむヮﾓ
 ぬ┕┆ﾗ┕ﾈ ┗┋ﾈ┤ヮﾘ ┗ﾛする┤ﾗす た┕┏│ヱむむﾏ れ┤ﾙ ┙┏ﾌ
 よ┵ヱﾉ ┶┋ﾒ ┬ﾋ┕┈ﾗす た┵ジす ┵ヰﾙ ┕┎ﾕ┵むむヮﾛ ろ┣ﾗす
 ┕┌ﾖ ┗┋ﾘ┤ﾗす ┶ﾗさ ┴ﾋ┵ﾞﾉ らけ ┳ﾘ 》┢ﾈる きす┤ヰ│ﾗす
 ┷ﾚ ┕ﾚ の┕ﾝﾒ ら┕むむヮﾌさ ┢ﾕ┕┍ﾗす ぬ┵ﾞﾖ┢ﾗす ゆ┵むむ┉ﾛ
 よ『ﾌけ ┕┎┋ﾛ┕ヱﾉる ┱ﾘ┟す ┕┎ﾝﾒす┢ﾛ ┱ﾘ┤ﾗす ┷ﾔ り┵ﾞﾉ
 そ┤｀ﾏ ┴┏ﾔ ┦┏ﾗ ┢┋ﾈ ┷ﾔ ┱┅ﾗす ┷ﾔ ぬす┤┉ﾞﾎ》す
 ┵ヰﾙ せ┤┎ﾗす るけ ぬす┤むむ┈ﾗす ┳ﾘ ま┵ﾙ すにさ ┴むむﾙさ .そ┢むむﾌする
 ぃ»らすぬ┥┏ザす ┵ﾈけ« ┷│ポす ┯┺┕ヮﾗす そな┕┏┉ﾈ せす┤ヮﾗす
 ┗｀┏ﾞ┍ﾗす ┘ﾙ┕┊ﾔ ら┕┌ﾊ┟す ┦むむヱﾈ┑ﾈ ┕┎ﾒ┕ﾈ ろ┣ﾗす
 ┲┋┅ジす ┚ﾛ┤┎│ﾗす め┵ﾋ ┷ﾔ ┬ﾋ┕┈ﾗす ┕┎ﾕ┕┍ﾞﾍす
 ゆす┒むむヮﾗす .そ┢ﾌする つ┕むむ｀ﾞﾌす ┗むむﾕな も┢むむﾉ らけ らるな
 ┶┋ﾒ ぃ┘ﾈす┵ﾟﾗす ┢┏┆┾ ┶┋ﾒ ┤┏┇ﾉ ろ┣ﾗす ┕むむﾘ :ら｠す
 ┷ﾞﾗす ┗┈┾┕┆ﾗす そ┤┏ﾟ┊ﾗす たす┤むむ┏┇ﾞジす ┳ﾘ ┲ﾓ┤ﾗす
 ┷ﾞﾗす ┴ﾞ┏┃ﾕる ┷┍┏┄ヮ┋┈ﾗす ┖┆━ﾗす ┕┎ﾏ┕ﾒ
 な┵┉ﾒ ┗┆ﾈぬけ ┳むむﾘ ┤ﾟﾖけ ┣むむ┍ﾘ ┗┉┋┆ﾘ ┘むむﾗすね┕ﾘ
 ┤┅┍ﾙ ┕ﾙ┵ﾒな おら┕むむヮﾓ ┨むむﾙ ┗ﾈ┕ﾞﾖ ┶┋ﾒ た┤むむﾘ
 :も┢│ﾈ ┳むむ┊ﾗる ぃ┗ﾛな┕┏ﾌる な┤むむ｀ﾞﾈ ┬むむﾕす┵ﾗす ┶ﾗさ
 ぬ┕┆ﾗ┕ﾈ ┤┆むむ━ﾛ └ﾋ『ﾗす ┷┍┏┄むむヮ┋┈ﾗす ゆ┥ﾛ ┲ﾗけ
 ┧┏┆ﾛ ら┕ﾖ きす┵むむﾎ« ┗┆┏｀┈ﾗす らす┢ﾋ┵ﾈ ┕ﾋる┥ド
 よけ ┕ﾈるぬるけ ゆ┵┎むむﾎ ┷ﾔ よけ き┵｀┋ﾗす た┕┌┏ヱﾘ ┷ﾔ
 ┷ﾙ┵┏┋ﾘ せぬ┕┉ﾛ ┕ﾘ ┢｀ﾛ ┲むむﾗけ .ビﾞ┏ﾖ┤┏ﾘ┟す ┷ﾔ
 ┷ﾔ ┳ﾛ┤┾┕ヰﾘ ┲┎ヮ┈ﾙけ よ┵┏ﾗす »┷┍┏┄むむヮ┋ﾔ
 ま┵ゲす ます┵ﾙけ ┱ﾖ ら┵ﾙ┕┆ﾛ ぃ┷┌┏ヰゲす  »そ┥ﾓ らす┥ﾍ«
 ろけ らるな .┷ﾙ┕ペす た┵ジする ┤┎┉ﾗする ┗ﾗ┕┄ﾝﾗする ┤┉┈ﾗする
 ┬┌ヮﾛ らけ ┢ﾛ┤ﾛ》 ┴ぎ┋ﾖ ┲ﾗ┕┆ﾗす ら┟ ひ『ザ┕ﾈ ┱ﾘけ

 おつ┕｀ﾞﾌ》す るけ ┗ﾊ┕┇ﾞﾎ》す た┵┾
 ┱ﾟﾘ( ┗┏┍┏┄むむヮ┋┈ﾗす ┗┏│ヱ━ﾗす ┘むむヮ┏ﾗけ
 ┵ヰﾙ ┤┏むむヮﾉ ┘ﾗすね ┕むむﾘ )ら┕むむヮﾓ ┗むむﾛするぬ ゆ┕むむ┄ﾈけ
 ┲┋ヮﾉ ┷ﾞﾗす ┗┏│ヱ━ﾗす り┣ﾚ およ┵ﾞボす ┕┎┈ﾞﾌ
 ぬ┕┏ﾞﾍす ┷ﾔ ┕┎┆ﾘ や┤ﾞむむ━ﾉ そな┕┏ﾕ ┶ﾗさ ┕ﾚ┤┏│ﾘ



ぇゃっ

 ┗┏││┉ﾗす ┗ﾒ┵┌ペす ┰┋ﾉ ぃ)┤ﾍ｠す ┖ﾙ┕ゲす ┶┋ﾒ た『ﾝﾕ( ┗ﾝﾌ┕┾ ぃ┷ﾒ┕ﾔ┤ﾗす ビﾗる┢ﾋ┕ﾘ
  ぎ┢ ゎﾒ ┕ﾘ ┕┎┏ﾔ す┵ﾗ┕ﾕる ぃす┤┊ﾝﾘ な┕┉┍ﾗす ┕┎ﾈ ┲ﾞﾚす ... ┕┏ﾒす┢ﾈさ すぬ┵┃ﾌ ┤ﾟﾖ┟する ぃそぬ┕ﾊさ ┤ﾟﾖ┟す

.┤ﾊ┒ジす ┮┏┅┍ﾗす ┕┎ﾒす┢ﾈさ も┕ﾔ｠ ┕┏ﾖに ┕ﾔす┤━ﾞﾎす
 ┲ﾗす┵ﾒ ┶┋ﾒ ┴ﾞﾘ┤ﾈ ┷┌┎ﾛ ろ┣むむﾗす きめ┢ﾗす ┰ﾗに ぃ┕ﾛぬ┵むむﾎ ┕┎┍ﾐる ┳ﾘ ぃビﾗる┢ﾋ┕ﾘ ┷ﾔ
 ┕┃ﾛけ ビﾗる┢ﾋ┕ﾘ ┷ﾔる .たす┵┋│ﾗする ぬ┵┍ﾗする き┵┃ﾗ┕ﾈ ┗┋┉ﾟジす ┕ﾙ┕┏ﾙな ┳ﾘ な┕┆ﾈ┟す ┗┆ﾎ┕ﾏ
 ┕ﾙ┕┏ﾌけ ┤┏┆ﾞむむヮﾉ ┷ﾞﾗす ┕┎ﾉすな┤┈ﾘ ┗ﾕぬ よ┕ﾘけ 『ﾛ┵ﾐ ら┵┈┉ﾛ な┕┉┍ﾗす ┱┆ﾋ ┕ﾘ そけ┤ゲす ┳むむﾘ

.┕┆ﾘ らく ┷ﾔ ┷┍ﾝﾉる よ┢┎ﾉ ビﾗる┢ﾋ┕ﾘ そけ┤ﾋる ぃらす┵│ﾗす ┤｀ﾌ ┗ﾈ『┾
 らけ ┢┾┤ﾉる ┲┏┌│ﾉ ┯ﾈ┕むむﾎ ┳ﾒ ┩ﾔ┤ﾉ ┕┎ﾙけ ┷むむﾒ┕ﾔ┤ﾗす ビﾗる┢ﾋ┕ﾘ ┷ﾔ す┢ﾋ ┲むむ┎ジす
 ┰ﾗにる ぃ)┷┺┕むむヮ┍ﾗす せな┟す( むﾈ  ┴ﾞ┏┌むむヮﾉ  ┶┋ﾒ な┕┉┍ﾗす ┩┆ﾈ つぬな  ┕ヅ ┕┎ﾒす┢ﾈさ ┯むむヰ┋ﾛ
 ┷ﾞﾗす そなぬ┵ﾗす ぬ┢ﾕ りぬ┢ﾕ ぃけ┥｀ﾞﾛ 》 『ﾖ せな┟す ┤むむﾝﾞ┆ﾉ ┗ﾙ┕むむヮﾙ】する ┗ﾒ┢ﾝジす ビﾗる┢ﾋ┕ﾘ ら┟
 ┤ﾝ┆ﾉ ┕┎┍┊ﾗ ぃ┕ﾙ┕┏ﾌけ ┗┺な┕ﾚ る┢ﾝﾉ ぃビﾗる┢ﾋ┕ﾘ...もすぬる┟する ┚ﾛ┵ ぎ゙ ﾗする も┕ヮﾗ┕ﾈ ┗┋┏┌ﾋ る┢┇ﾉ
 ┗ﾒるぬ ら┕むむヮﾙ】す ┢┉ﾔけ ┤ﾛ┤ﾘ ┬ﾕす┵ﾗ ┗┃ﾔすぬ ┱むむﾍするな ┮┍ﾒ ┳ﾒ ┗ﾛ┢┏ﾘ┵┊ﾗす ┗むむヰ┌┋ﾗ┕ﾈ
 ┷ﾞﾗす ひ┤┈ﾗす ┰むむ┋ﾉ ┱ﾖ そ┕┏ゴす ┶むむ┋ﾒ ら┵┺ぬ┕┄ﾗす ┪ﾝﾌけ ┕むむﾘ┢┍ﾒ ぃ┷ﾙ┕むむヮﾙ】す りぬ┵┃ﾌ
 ぃ┬┌┉ﾗする ま┵ゲする ┤むむ┎┉ﾗす ┤むむ━ﾞﾙ┕ﾔ ぃふぬ┟す ┶┋ﾒ の┢┉ジす ┴ﾗ┕ﾟﾘ よ┕むむﾘけ ┯ﾗ┕ザす ┕むむ┎ﾌ┕ﾉけ

!┕┎ﾞﾛ┢ジ なる┢ﾌ》 ┗┏ﾙ┕ヮﾙさ ┗ﾍ┤┾ た┢ﾋる ┕┌┍┏ﾌ
 ┱┊ﾈ ぃ┕┆ﾘ そけ┤むむジする ┱ﾋ┤ﾗす ぃら┕むむヮﾙ】す ┱ﾍするな ┳ﾒ ┷ﾒ┕ﾔ┤ﾗす ビむむﾗる┢ﾋ┕ﾘ た┤ﾝﾒ ┢むむ┉ﾗ
 ぃ┖ヱ│ﾗする そけ┤ゲ┕ﾈ ┥┍ﾞ┊ジす ┷ﾒす┢ﾈ】す ┕┎ﾉ┵┾ ┳むむﾒ ゆ┕┉ﾛる ┱┏ﾕ ┕ヅ ┗ﾊ┤ﾞ┊ﾘ ┤┏ﾓ ぃ┯むむ┌ﾒ
 ┷ﾝ┺す┤ﾓ ┳ﾐる なす┢ﾞﾘす ┶むむ┋ﾒ た┕┏ﾈ┤┆ﾗす た┕ﾝﾉ┕┊ﾗす ┗ﾘ┢┉ﾘ ┷むむﾔ ら┵┊ﾉ らけ ┘┉ヰﾞむむﾎ┕ﾔ

!ろな┕ﾘぬ ┳ﾘね そ┵ヮﾕ ┶┋ﾒ ┘ﾗる┕┄ﾉ ┤ﾔ┕ﾑ┑ﾈる ┳┎┆ﾘ ┘ヰ┍ﾉ ┷ﾚる ぃろ┢ヰﾞﾗす

*ら┕┆┄ﾗす よ┕ヮﾈ ┕ﾚぬる┕ﾌ
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ぇゃあ

 ビﾗる┢ﾋ┕ﾘ ┕むむ┍ﾉぬる┕ヰﾘ よ┢むむ┉ﾙ らけ ┳むむﾘ ┢むむﾈ》
 ┲ﾗ┕ﾒ ┷むむﾔ ┘ﾒ┢ﾈけ ┷むむﾞﾗす ┗むむ┾┕┉ﾗす ぃ┷むむﾒ┕ﾔ┤ﾗす
 ぃ┗むむﾝﾝボす ┕むむ┎ﾞ┍┎ﾘ のぬ┕むむベ ┘むむ┃ﾘる ┨むむ┉ﾗす
 ┗むむヮ┏┺ぬ ┬ﾕ┵ﾘ ぃそぬす┢ﾋ ┳むむﾒ け┵ﾝﾞﾞﾗ ┗むむ┏┈ヰ┾
 ┗┆┺すに た┵むむ│ﾗす そ┢ﾛ┤ゲ ┗むむﾛ┣┏┈┍ﾞﾗす ┤むむﾛ┤ヰﾞﾗす
 ┱┊ﾈ ┕むむ┎ﾘ┢┉ﾙ らけ ┳むむﾘ ┢ﾈ》 ゆ┵むむ┉ﾙ ぃ┘むむ┏│ﾗす
 ┗┋┋ﾝジす ┕┎ﾉすな┤┈ﾘ ┴むむ┏┋ﾒ ┘ﾋぬな ろ┣むむﾗす ┯┌┆ﾗす
 ┗┌┆┈ジする ぃ┤ﾚ┥ﾗす らす┵ﾗけ ┱┊ﾈ ┗ヰ━ﾞジする ぃ┤┄ジ┕ﾈ

 .ます┢ﾈ】す も┕ﾔく 【デ ろ┣ﾗす ┤┄┆ﾗす ┚ﾛぬ┑ﾈ

 そ┤むむ┏│┉ﾗす  ┗むむ│┉ﾗす  ┗むむﾈ┕ﾞﾖ  ビむむﾎぬ┕ベ  *
 た》┕┉ジする ┤┆むむ━ﾗする す┢ﾋ そ┤┏│┉ﾗす ┗│┉ﾗする
 よ┕┎┋ﾞむむﾎす ┷ﾈなけ ┦┍ﾋ ろけ ┗ﾈ┕ﾞﾖる .┗むむ┏ﾈな┟す
 ┕┎ﾒ┵┌｀ﾘ ろな┒むむﾛ ぃ┗ﾈ┤グる ┗むむ┌ﾚ ぃそ┢むむ┏┉ﾒる
 ┷ﾔ .┰┆ﾘ け┢ﾈ┑むむﾎ ┕┍ﾚ ┳ﾘ ..めす┤むむﾞﾌ》す ┶むむﾗさ
 ┱ﾚ ぃ┤ﾟﾖけ ┰むむヮ┈ﾙ ┳むむﾛ┢グ ┷ﾈなけ ┦むむ┍ﾋ ろけ
 ┰むむヮ┈ﾙ ┳ﾛ┤ﾝﾞ┆ﾉ ┰ﾙけ よけ ぃ┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗす ┘ﾔ┤ﾞﾌす

お┗ﾛる┕ﾚ
 ┷ヮ┈ﾙ ┷ﾔ ┴ﾞﾙ┕┊ﾘ ┴ﾗ せすな｠す ┳ﾘ せなけ ┱ﾖ -
 ┗ﾝﾓ┤ﾗす ┢ﾋけ ┕ﾘ┢┍ﾒ 》さ ┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗす ┱┆┈ﾈ よ┵ﾕけ 》る
 ┕┎ﾞﾕる ┗ﾗ┕┉┌┋ﾗる ┕┎ﾎ┵┉ﾐ ┗│┉┋┋ﾔ ┰ﾗに ┷ﾔ
 ┬┌ﾞ┋ﾉ ┕ﾘ┢┍ﾒる ぃ┕┎ﾞﾗ┕ﾌ す┢ﾋ そ┤┏│┉ﾗす ┗│┉┋ﾗる
 ┕┎ﾒ┵ﾙ ┷ﾔ ┤┊┈ﾛ 》 ┴ﾙ┓ﾔ ま┢ﾝジす ┳ﾚに ┷ﾔ そ┤┊ﾔ
 ┱┊ﾈる ┕ヂさる ぃもぬ┵ﾗす ┶┋ﾒ そ┤むむﾏ┕ﾝﾘ ┕┎┋｀ヮﾛ ┱ﾈ
 そ┤┏│┉ﾗす ┗むむ│┉ﾗす ┗ﾈ┕ﾞﾖ ┶ﾗさ ┱むむ┏ﾘけ ┗ﾌす┤┾
  そ┥ﾍする そ┤┊ﾔ ┕むむ┎ﾙ┵┌┃ﾘ ┷ﾔ ┱┌ギ ┷ﾞﾗす す┢むむﾋ
 ┱┌ヰﾛ らけ ┴┏┋ﾒ せな┟す らけ せ┕ﾈ ┳ﾘ よ┕ﾒ ┱┊むむ━ﾈ
 ┳ﾒる .┕┎┍ﾘ ┱┺┕ﾐ》 そ┤むむﾊ┤ﾊ ┶ﾗさ ゆ┵ギ 》さる そ┤┊ﾔ
 ┘ﾗね┕ﾘ ┷┍ﾙ┑ﾈ ┰むむﾝ┏ﾋけ めす┤ﾞﾌ》す ┳ﾒ ┰ﾗす┒むむﾎ
 きす┤┉ﾗす  そな┕┎むむ━ﾈ  ┷ﾔす┤ﾞﾌす ┘ﾝﾟﾛ ┶ﾞﾌ ┗ﾛる┕ﾚ

 .ビﾒ┢ﾝジする

 ぃ┴ﾈ ┗┾┕ザす ┴ﾞ┇ﾗる ┴ﾈ┵┋むむﾎけ ┖ﾉ┕ﾖ ┱┊ﾗ *
 ┖┏┄ﾗする ┷ﾝ┏ﾝﾌ ┱┏ﾘけ せ┵┋ﾎけ ビﾈ 『ﾟﾘ ┷ﾙぬ┕ﾕ
 ぃら┕ﾘ┤ﾔ ┗┌┆ﾐ ┖┺┕ﾓる ┤ﾘ┕ﾉ ┕ﾛ┤ﾖね ビﾈる ぃ┠ﾗ┕┾
 せ┵┋ﾎけ ┰ﾗ ┱ﾚ ..┗┆ﾎ┕ﾏ ┕ﾕる┤ﾔ ┳ﾛ┢｀ﾞﾎ
 ┷ﾞﾗす ┗┇┋ﾗす ┕ﾘる ぃ┰ﾉ┕ﾈ┕ﾞﾖ ┷ﾔ ┴┍┏┆ﾝﾞﾉ ビ┆ﾘ
 らるな ┗┄┏むむヮﾝﾗす な┤むむヮﾗす ┗むむ┇ﾗ ぃ┕むむ┎┍┏┋┃┈ﾉ
 おすに┕ジる ┗┈ﾟ┊ジす ┗ﾛ┤┆━ﾗす ┗┇┋ﾗす よけ ぃたす┢┏┉┆ﾉ
 ┕┌ﾖ ┰ﾗ┕┌ﾒけ ┷ﾔ 『┄ﾈ ┗┇┋ﾗす ┳ﾘ ビ┋┆グ ┱ﾚ

おせ┤┆ﾗする ビﾛぬ┵ヮﾗす せ┕ﾞ┊ﾗす ┩┆ﾈ ┱┆┈ﾛ
 ┷┍ﾙけ ┱┏ﾗ┢ﾈ ┴ﾞﾛ┵ﾚる ┴ﾞ┇ﾗ ┖ﾉ┕ﾖ ┱┊ﾗ ┲┆ﾙ -
 き┕ﾕ┢┾┟す ┢ﾌ┟ ┲ﾎ》す ┗┋┈┇ﾘ そな┕ﾘ け┤ﾕけ ┕ﾘ┢┍ﾒ
 き┕┏むむﾏ┟す り┣ﾚ ┤ﾝﾞﾒける ┖ﾉ┕┊ﾗす ┳ﾘ すぬ┵むむﾔ め┤ﾒけ
 .ビ┆ﾗす ┗┌│ﾈ るけ よ┕┎ﾈ】す ┗┌│ﾝﾖ ┗┾┕ﾍ ┗ﾛ┵ﾚ
 り┥ぎ┏ベ ┗ﾛ┵ﾚ ┱┌ヰﾛ らけ ま┢ﾝ┌┋ﾗ ┯ヰﾛ 》け お》 ┲むむﾗる

お┴ﾙす┤ﾕけ ┳ﾒ
 ┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗす せ┵┋むむﾎけ ┢むむ┌ﾞﾒけ ┷むむﾗ ┗ﾝむむヮ┍ﾗ┕ﾈる
 ビﾘ┕┃ﾘ ┱むむ┌ギ ┷ﾞﾗす ┗むむヰﾛ┤│ﾗす ┗┄むむヮﾝジす
 す┢ﾋ ┱むむ┏ﾘける ┗┄むむヮﾝﾘ そ┤┊ﾔ ┳むむ┌┻ そ┤むむ┏ﾟﾖ
  ┢┉┍ﾗ┕ﾔ ぃ┗┍┄ﾝﾘ ┗ﾛ┤ヱﾎ ┬ﾘ ┗ﾛ┢┉┍ﾗす ┗ﾈ┕ﾞ┊┋ﾗ
 ┲ﾊ ┳ﾘる き┕むむ┄ﾍ┟す ┶┋ﾒ ┳ﾛ┤ﾍ｠す ら┵むむ┏ﾒ ┠ﾞ┈ﾛ
 ┷ﾔ ┱┄ﾝﾗす .┠むむ┏ヰ│ﾞﾗ┕ﾈ らる┤むむ┊┈ﾛ ┲┎┋┆｀ﾛ
  しぬ┕┉ﾗす ┱┋┃ﾉ ┷ﾞﾗす ┗┇┋ﾗす 》 ぃそ┤むむ┊┈ﾗす ┷ﾞﾈ┕ﾞﾖ
 ひ┵┇ﾛる た┕┌┋┊ﾗす ┯ﾌ『ﾛ ┵ﾚる そ┤┏ﾟﾖ ら┕┏ﾌけ ┷ﾔ
 すに┕ﾘ ┕┎┍ﾘ め┤むむ┆ﾛ ┷ﾖ たすな┤むむ┈ジする ┷ﾙ┕┆ジす ビむむﾈ

.┴ﾞﾗ┕ﾎぬ ┷ﾚ┕ﾘる ┕┎ﾝﾉ┕ﾖ ┢ﾛ┤ﾛ

 ┕┎┏┋ﾒ ┮ﾕ┵ﾞﾛ ┷むむﾞﾗす ┤┾┕┍┆ﾗす ┲むむﾚけ ┕むむﾘ *
 ┶ﾗさ ┴ﾉ┤┅ﾙる ┴ﾞ┈むむヮ┋ﾔ ┶┋ﾒ ぃ┖ﾉ┕┊ﾗす て┕むむガ
 ┴│ヱﾉ ┷ﾞﾗす ┴ﾉするなける ┴ﾈ┵┋ﾎけ ┶┋ﾒ よけ ぃそ┕┏ゴす
 ┗ﾒるぬ ┳┌┊ﾉ ┳むむﾛける お┴ﾞﾝﾚ┵ﾘ ┶┋ﾒ よけ ぃり┢むむﾌる
お┦┏ﾛ┕┉ジす ┱┊ﾈ ┗ヰﾋ┕┍ﾗす そ┤┏│┉ﾗす ┗│┉ﾗす

 らけ ┰ﾝ┏ﾋける ┘ﾙけ ┘┏┎ﾞﾙす ┙┏ﾌ ┳ﾘ け┢ﾈ┑むむﾎ -
 ┕ﾚにす┵ヰﾞむむﾎす ┷ﾔ す┢ﾋ そ┤┏│┉ﾗす ┗│┉ﾗす ┗ﾒるぬ



ぇゃい

 ┶ﾗさ ┕┎ﾞ┆ﾈ┕ﾞﾘ ┶┋ﾒ ┴むむﾟﾌる ┗┏┋ﾖ しぬ┕┉ﾗす ┶┋ﾒ
 ┗ﾔ┕┻】┕ﾈ ぃ┗│┉ﾗす ┗むむﾛ┕┎ﾙ ┴ﾞﾓ┕ﾝﾞﾔ ┗ﾛ┕┎ﾙ》┕ﾘ
 た┤┏┇ﾉ ┷ﾞﾗす ┗│┉┋ﾗ ┗┏ﾎ┕ﾎ┟す ┤┾┕┍┆ﾗす ┤ﾔ┵ﾞﾗ
 ┶┋ﾒ ┢┌ﾞ┆ﾉ ┢┆ﾉ ┲ﾗる そ┤┏ﾍ┟す ┗ﾙる｠す ┷ﾔ す┤┏ﾟﾖ
 ら┕ﾖ すにさ 》さ ┖ﾉ┕┊ﾗす ┠｀┍ﾛ 》 .そな┢ヰﾘ ┦┏ﾛ┕┉ﾘ
 》 にさ ┱ﾘ┕┊ﾉ ろ┤┅ﾙ ┗┎ﾋる ┳ﾘ ます┢むむﾈ】する ┕ﾒ┢ﾝﾘ
 ┠ﾋ┕┍ﾗす ┖ﾉ┕┊ﾗ┕ﾔ ぃき┕┏むむﾏ┟す きす┥ﾞﾋす ┬┏┄ﾞむむヮﾙ
  よ┕ジ】する  ┗むむﾔ┕┉ﾟﾗする  ┗ﾝﾚ┵ジす  ┬むむ┌｀ﾛ ろ┣ﾗす ┵むむﾚ

.そ┕┏ゴす た》┕｀ﾘ ┲┅┆ヅ

 よ『ヮﾗす ┢ﾝﾒ ┱ﾌす┤ﾗす ┖ﾛな┟す ┬ﾘ ぬす┵ﾌ ┷ﾔ *
 ┕ﾙ┢┍ﾒ そ┤┏│┉ﾗす ┗むむ│┉ﾗす らさ :ゆ┕ﾕ ┷┋┏｀┆ﾗす
 ┕ﾙな『ﾈ ┷ﾔ ┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗす ら┑むむﾈ ┰ﾗに  ┱┋ﾒる ┗むむ┉ﾚす┤ﾘ
 ら┕ﾖ ぬす┵ゴす す┣ﾚ らけ ┲┋┆ﾗす ┬ﾘ ぃす┥ﾝﾍ ┲┆┄ﾉ 》
 ┱ﾌす┤ﾗす ┖ﾉ┕┊ﾗす ゆ┕むむﾕ ┕┃ﾛける ぃぇういう よ┕ﾒ ┷むむﾔ
 ┱┾る ろ┣ﾗす ┤むむﾘ┕ﾉ ┕ﾛ┤ﾖね 》┵ﾗ :┱┌ﾞﾌ ┱むむ┏┌ﾋ
 た┢ﾝﾗ ┤むむﾍく ┬むむﾕ┵ﾘ ┳むむﾘ ┗ﾛぬ┵むむヮﾗす ┗むむ│┉ﾗす
 ┰ﾛけぬ ┕ﾘ .┕┎ﾉ》┕ﾌ け┵ﾎけ ┷ﾔ ┗ﾛぬ┵ヮﾗす ┗│┉ﾗす
 ┮┏ﾖ たす┵┍むむヮﾗす り┣ﾚ ┱ﾖ ┢むむ┆ﾈる お┰ﾗに ┷むむﾔ
 たすぬ┵┄ﾉ ┳ﾘ ┱むむﾚ ぃ┗ﾛぬ┵むむヮﾗす ┗│┉ﾗす ┳ﾛ┢グ

お┕┎┏┋ﾒ たけ┤ﾐ
 ┷┋┏｀┆ﾗす よ『むむヮﾗす ┢ﾝﾒ ┖ﾛな┟す ¨す ┲むむﾌぬ -
 ┴┆ﾘる ┴むむﾉ┕ﾈ┕ﾞ┊ﾈ ビむむﾝ｀┆ジす ┢むむﾏけ ┳ﾘ ┘むむ┍ﾖ
 ┣┍ﾘ ┤┏┇ﾞﾉ ┲むむﾗ ┷ﾞﾗす ┴むむﾞﾗ┵┉ﾘ ┷むむﾔ ┯むむゴす ┱ﾖ
 ┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗす ┘むむﾗすね┕ﾘ にさ ぇういう よ┕むむﾒ ┷ﾔ ┕むむ┎ﾗ┕ﾕ らけ
 た┕ﾘ┵┊ゴす  ┘ﾗすね┕ﾘる す┥むむﾝﾍ ┲┆┄ﾉ》 ┕ﾙな『ﾈ ┷ﾔ
 えぬ┢ﾙ ┕┌┏ﾔ 》さ ┕┎ﾈ┕ﾞﾖる ┕むむ┎┏ﾒ┢ﾝヅ ┗┌ﾞ┎ﾘ ┤┏ﾓ
 ┲┎ﾉ┕ﾒす┢ﾈさ ゆす┥ﾉ 》 ビﾒ┢ﾝジす ┳ﾘ ┤┏ﾟ┊ﾗす ┰ﾗ┕┍┎ﾔ
 す┵┆┏┄ﾞむむヮﾛ ┲ﾗ ┲むむ┎ﾙ┟ ┲むむ┎ﾋすぬなけ ┗むむヮ┏ﾝﾌ
 ┗┏┌ﾚけ ら┓ﾔ ┰ﾗ┣ﾈる ┢┏ﾗす たすに ┤むむ│┉ﾗ ┕┎ﾞﾒ┕ﾝﾐ
 ┷ﾔ ┠ﾝ│ﾉ ┲むむﾗ ┕むむジ┕ﾐ ┷むむ┈ﾞ┍ﾉ ┖むむﾞ┊ﾗす ┰むむ┋ﾉ
 ┕┎ﾈ ¨す ぎ┳むむﾘ ┷ﾞﾗす ┲┆┍ﾗす ┳むむﾘる ぃきす┤┉ﾗす ろな┕むむﾛけ
 ┗┋┏むむﾎる ┶ヰ┻け にさ ┘むむﾙ┤ﾞﾙ】す ビむむﾒ┢ﾝジす ┶むむ┋ﾒ

 .┕┎┍ﾘ そな┕┈ﾞﾎ》する た┕ﾋ┕ﾞ┍ﾗす ┤むむ━┍ﾗ ┗ﾝﾎ┕┍ﾘ
 ┲ﾗ ┕┎ﾙけ れぬ┑ﾔ ┗ﾛぬ┵ヮﾗす ┗│┉┋ﾗ ┗ﾝむむヮ┍ﾗ┕ﾈ ┕ﾘけ
 ┗┌┎ﾘ き┕┌ﾎけ ぬ┵┎ﾑ よ┢ﾒ ┱┏ﾗ┢ﾈ す┤┏ﾟﾖ よ┢┉ﾞﾉ
 へ┵ﾓ┕ジする ┕┍┏ﾘ ┕むむ┍ﾌ ゆすね┕ﾘる ┯ﾈ┕むむヮﾗす ┷ﾔ ┕┌ﾖ
 ┗ﾌ┕むむヮﾗす ら┵┋ﾞヰﾛ ┤ﾘ┕ﾉ ┕ﾛ┤ﾖねる ┘むむﾎ┵ﾍ ┕ﾛな┕ﾙる

 .まね┕┍ﾘ らるな ┗┏ﾈな┟す

 らけ ┳ﾘ ┢ﾈ》る そ┥┏┌ﾞﾘ そ┤ﾒ┕ﾏる  ┗┾┕ﾕ ┘ﾙけ *
 ┤┾┕┆ジす ┷ﾈ┤┆ﾗす ┤┆━ﾗす .┤┆━ﾗす ┳ﾒ ┰ﾗ┑ﾎけ
 ┱ﾚ ぃ┤ﾟ┍ﾗする ┗むむ┋┏┆┈ﾞﾗする ろな┵むむ┌┆ﾗす ┴むむﾒす┵ﾙ┑ﾈ
 そ┕┏ゴす た┕┊ﾈ┕むむ━ﾉ ┳ﾒ ┤┏ﾝ┆ﾞﾗす ┶┋ﾒ ぬな┕ﾕ ┵ﾚ

 お┕┎ﾉす┢┏┉┆ﾉる  ┗┏ﾒ┕┌ﾞﾋ》する ┗┏ﾎ┕┏ヮﾗす
 きす┤┆むむ━ﾗ ┗ﾛ┤┆むむﾏ ┬ﾐ┕┉ヅ ┰ﾝ┏ﾋけ ┷┍ﾒな -
  た┤ﾝﾒ ┱ﾚ す┢┏ﾋ ┤┅ﾙする ┤┾┕┆ジす ┷ﾈ┤┆ﾗす ┤┆━ﾗす
 ┗┏ﾎ┕┏ヮﾗす そ┕┏ゴす た┕┊ﾈ┕━ﾉ ┳ﾒ ┢┺┕│┉ﾗす ┰┋ﾉ
 そ┕ﾔる ら┵┍┋┆ﾛ ┶ﾞﾘ そ┢むむ┏│ﾕ ┳ﾘ ぃ┗┏ﾒ┕┌ﾞﾋ》する
 ぃ┷ﾙ┕ﾝﾕ ぬす┥むむﾙ ┱ﾌす┤ﾗす ┤むむ┏ﾝ┊ﾗす ┤ﾒ┕むむ━┋ﾗ せ┤┆ﾗす

:た┕┌┋┊ﾗす り┣ﾚ ┬┄ﾞﾕす
┷ﾉすな┤ ぐ┈ ゎﾘ ┳ﾘ ゑけ ぎ┤ﾝﾉけ らけ ゆる┕ﾌけ

... ぐ┤ﾝザする け┢ﾞﾝジす が┗┍ ぐ┆ﾗ ┳ﾘる
.ろぬ┕ﾝ ゎﾓ ┷┍ﾒ ゑ┩ ゎ┈ﾙける

... ぐ┤┄ジす き┕ヅ ┷┎ﾋる ゑ┱ がヮﾓける
... ぐ┱┏┉ﾞﾎけ らけ が┱ ぐﾘ┤ﾗす ┗┄┋ﾎ ┳ﾘ ゆる┕ﾌけ

... ん┧ﾛ┤ﾕ ┕ﾒすなる

... ん┖┏┋ﾖ ┕ﾒすなる
 ... ぐ┤ ゑ┃ ゎﾘ ┕ﾒすなる

:┦┏ﾙるなけ ┤ﾒ┕━┋ﾗ ┬┄┉ジす す┣ﾚ ┕┃ﾛける
 ┶┍┆ジす た┕ﾈ┕ﾓ ┷ﾔ ┤┈ヮﾗす ┱┏ﾗな

 ?┖┏┇ﾗす ┕ﾘ
 ,りす┤ﾙ らけ ┖ヰﾙ ┘┏ﾈ

 .┴┏ﾔ ┲┏┉ﾙ らけ り┤┊ﾙる
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 お┤ヮﾗす ┕ﾘ
 .┤ヮ┊ﾙす ┴ﾞヰﾞﾔ すにさ ┯┋┇ﾘ せ┕ﾈ

 お┲┋ゴす ┕ﾘ
 .┬ﾕす┵ﾗす せ┕ﾈ ま┤ﾕ ┳ﾒ ┮┊ﾛ 》 ┬┺┕ﾋ

 おビ┉┏ﾗす ┕ﾘ
 .┗ﾔ┤┆ジす ┶ﾗさ ┗ﾋ┕ゴす よ┢┆ﾈ ぬす┤ﾕ

 よ┵┏ﾗす ┵むむ┎ﾔ せ┤むむ┆ﾗす らす┵むむﾛな ┤┆むむ━ﾗす ら┕ﾖ すにさ
 》 ┤┆むむﾏ ろける める┤むむ┆ﾘ ┵むむﾚ ┕むむ┌ﾖ ┲むむ┎ﾞﾍ┤┾
 そく┤ﾘ ┤┆━ﾗす .┙ﾝﾒ ┶ﾗさ ゆ┵ヰﾞﾛ  ┴ﾔす┢ﾚけ ┯┉ヰﾛ
 ┱┏┾┕┈ﾞﾗす もなけ ┱｀むむヮﾛ ┵┎ﾔ ┷ﾗ┕ﾞﾗ┕ﾈる  ┬┌ﾞペす
 ゆる┕ヰﾛる ┬むむ┌ﾞペす ┗ﾗ┕ﾌ ┧むむﾛ┕┆ﾛる た┕むむ┅ﾌ『ジする
 と┤│ﾛ  らけ ┴┍ﾘ ┗┋┏┆┈ﾉ ┱┊ﾈる ┴┏ﾔ め┤ﾌ ┱┊むむﾈ

 .┲┾┟す ┲ﾗ┕┆ﾗす ┴ﾋる ┷ﾔ

 ┱ﾚ お┕┎┏ﾗさ ┳ﾛ┤┅┍ﾉ ┮┏ﾖ ┤ﾟ┍ﾗす そ┢┏│ﾕる *
 ぃ┗┏ﾈ┤┆ﾗす そ┢┏│┉ﾗす ┖┋ﾕ ┘ﾈ┕┾け ┗┄┋ﾋ ┷ﾚ
 ┶ﾗさ せ┕ﾝむむ━ﾗす ┳ﾘ  ┕ﾜ┏むむﾏ  たな┕むむﾒけ  ┕むむ┎ﾙけ よけ
 ぃ》┕┌ﾋ ┤ﾟﾖけ ┴ﾞ┋┆ﾋる そ┢┏│┉ﾗす り┣ﾚ ┢むむヮﾋ

おすに┕ﾘ よけ
 ┗むむﾛな┵┌┆ﾗす   そ┢むむ┏│┉ﾗす   ┶むむ┉ﾝﾉ   ┗むむﾛす┢ﾈ  -
 ┗┉ﾌ》る ┗むむ┏┻┕ﾘ ゆ┕むむ┏ﾋけ ┦ﾋ┕ﾚる ┷むむヮﾋ┕ﾚ
 そ┢┏│ﾕ  ┢ヮﾋ ┳ﾒ ┪┉むむヮﾛ 》 す┣ﾚる そ┤┻┕ﾌる
 ビ┋┏┌ゲす ┕┌┎┏ﾈ┵ﾊ ┤むむﾟ┍ﾗす そ┢┏│ﾕる ┗むむ┋┏┆┈ﾞﾗす
 ┕┈┏┍ﾒ ┷┉┋ﾞﾗす ら┕ﾖ の┕むむヮﾌ】す よ┢ﾞﾌす ┕┌┍ﾛ┑ﾔ

 .┕ﾛ┵ﾕる

 ┷ﾞﾗす ┷むむﾚ ┗むむﾛする┤ﾗす ┘むむﾙ┕ﾖ ┷むむ┻┕ジす ┷むむﾔ *
 そぬ┢┉ﾗす ┷┌┍ﾉる ┬ﾞベる ┷むむ┊ギる ┮│ﾉる ふ┤┆ﾉ
 ┳ﾛ┤┅┍ﾉ ┮┏ﾖ  ら｠す ..の┕むむ┍ﾗす ┢むむ┍ﾒ ┗ﾛ┵┇┋ﾗす
 ┕┌┎ﾘ ┶┉ﾝﾞﾎ ┱ﾚ ぃの┕┍ﾗす ビﾈ ┕ﾚぬ┵┃ﾌ ┶ﾗさ
 ぃろ┢ヰﾞﾗす ┗┎ﾋす┵ﾘ ┶┋ﾒ そぬな┕ﾕ ┕┎ﾞ┌┏ﾕ ┘ﾙ┕ﾖ
 しぬ┕┉ﾗ┕ﾈ ほ┕┈ﾞﾌ》する ぃ『ﾟﾘ せ┵ﾎ┕ゴする ね┕┈┋ﾞﾗす

およ┕ﾛ┟ ┢ﾞベ ┢ﾕ ┷ﾞﾗす そきす┤┉ﾗす ┶┋ﾒ ┤ﾈ┕ﾟジす

 ┘むむﾙ┤ﾞﾙ】す  ┤むむ│ﾒ ┱むむﾝﾕる  ┕┉ﾈ┕むむﾎ ┘むむ┍ﾖ  -
 ┗┏ﾗ┕ﾞﾞﾘ ┕むむﾘ┕ﾛけ ┱┆┈ﾗ┕ﾈ ┷┃ﾘけ た┕むむ┏┺┕┃┈ﾗする
 ┕┎ﾉ┕┌┋ﾖ ┬むむﾈ┕ﾉけ ぃ┗むむﾛするぬ け┤ﾕす ┕むむﾙける すぬ┕むむ┎ﾙる 『むむ┏ﾗ
 ビﾈ ┧┏ﾒけ ぬ┵┄むむヮﾗす ┮┋ﾍ ┙┎ﾗける ┕むむ┎ﾊす┢ﾌける
 ら┥ﾌける て┤むむﾔけ ┲┎┆ﾘ ┮ﾐ┕┆ﾉけ た┕┏│ヱむむ━ﾗす
 ┢┆ﾈ ┲┎┍ﾒ ┱│┈ﾙけ ┕ﾘ┢┍ﾒ ┲ﾚ┢┉ﾞﾔける ┲┎┆ﾘ
  ┕ﾙ┢┆ﾞﾈす ┕┍ﾙ┓ﾔ ら｠す ┕ﾘけ ┗ﾛする┤ﾗす そきす┤ﾕ ┳ﾘ き┕┎ﾞﾙ》す
 ┕┌┏ﾔ 》さ ┗むむﾒ┵ﾝ┄ジす ┖むむﾞ┊ﾗす そきす┤むむﾕ ┳ﾒ ┕むむﾘ┕ベ
 ね┕┎ﾋ ┳ﾘ そ┕┉ﾞむむヮﾘ ┕┍ﾉ┕ﾘ┵┋┆ﾘ たぬ┕むむ┾る ぬ┢むむﾙ
 た┕ﾛする┤ﾗす ┬ﾈ┕ﾞﾙ ┕むむﾙ┤┾ ぃ┘ﾙ┤ﾞﾙ】する  ┤むむﾉ┵┏ﾝﾘ┵┊ﾗす
 よ『ﾔ┑ﾖ ┱ﾟベ ┕ﾘ┢┍ﾒ た┕┏┺┕┃┈ﾗす た┕ﾏ┕ﾏ ┶┋ﾒ
 ┳ﾘ ┗ﾌす┤│ﾈ れぬけ 》る ぃ┗┏ﾙ┵ﾛ┥┈┋ﾉ た『むむヮ┋ヮﾘる
 た┕ﾘ┵┋┆ジす ┱│ﾉ らけ ┕むむ┍┌┎ﾛ ┕ﾘ .┰ﾗに ┷ﾔ ┤むむ┏┻
 ┷ﾔ るけ ┗ﾏ┕━ﾗす ┶┋ﾒ そきす┤┉ﾗす  ┬┏┌ゲす  ┬ﾈ┕ﾞﾛ らける
  ┶┄ﾒけ ┢ﾕ ┘ﾙ┤ﾞﾙ】す ら┓ﾔ ┦┊┆ﾗす ┶むむ┋ﾒる せ┕ﾞﾖ
 ┳┊ﾛ ┲ﾗ た┕ﾛするぬ ┶┋ﾒ ま『むむﾐ》す ┗┾┤ﾔ ┬┏┌｀┋ﾗ
 なる┢ゴす ┖ﾝむむヮﾈ ┕┎┏┋ﾒ ま『むむﾐ》す ┳むむ┊┌ジす ┳むむﾘ
  ┗ﾈ┕ﾕ┤ﾗす ┶むむﾗさ  ┗ﾔ┕┻】┕ﾈ ゆる┢むむﾗす ビﾈ ┥むむﾋす┵ゴする
 ┖┏┇ﾛ らけ ┴┍┊デ ┕むむﾘる ぃ┖ﾞ┊ﾗす ┶┋ﾒ ┗むむ┻る┤┈ジす
 ┳ﾒ せ┕ﾞ┊ﾗす ┥むむ┏デ ろ┣ﾗす ┬ﾞ┌ジす な┤むむヮﾗす ┵ﾚ ┕┍ﾚ

.れ┤ﾍ┟す ┱┺┕ﾎ┵ﾗす ┬┏┌ﾋ

 ぃ┤│┆ﾗす ┗むむ┍ﾈす ┷むむﾚ そ┤むむ┏│┉ﾗす ┗むむ│┉ﾗす *
 ┕┎ﾙけ ┬ﾘる ぃ┱ﾝ┉ﾞむむヮジす ┗┍ﾈす ┴むむヮ┈ﾙ ぬ┢┉ﾗ┕ﾈる
 ┗┋｀ﾘ るけ そ┢ﾛ┤ﾋ ろけ た┕ヰ┈┾ ┶┋ﾒ そぬ┵むむ━┍ﾘ
 ┱ﾖ ┬ﾘ ぃ┗むむ┏ﾈなけ ┤┏ﾓ よけ ┗むむ┏ﾈなけ ┘ﾙ┕ﾖ  きす┵むむﾎ
 そ┤┏│┉ﾗす ┗│┉ﾗす らさ ゆ┵むむ┉ﾛ ┳ﾘ や┕むむ┍ﾚ ぃす┣ﾚ
 らさ ゆ┵┉ﾛ ┳ﾘ や┕┍ﾚる ぃそ┤むむ┏ﾍ┟す ┕┎ﾘ┕ﾛけ ┧┏┆ﾉ
お┰ﾛけぬ ┕ﾘ ぃふす┤┉ﾙ》┕ﾈ すな┢┎ﾘ た┕ﾈ ┗│┉ﾗす ┳ﾔ

 ┢ﾕ そ┤┏│┉ﾗす ┗むむ│┉ﾗす れ┵ﾞむむヮﾘ ら┵┊ﾛ ┢ﾕ -
 ろ┑ﾈ ┷┍┆ﾛ》 ┬むむﾕす┵ﾗす す┣むむﾚ ┳┊ﾗ 『むむ┏┋ﾕ ぬ┢むむヰﾙす
 ┢┉ﾔ ぃゆする┥ﾗす ┶ﾗさ ┕ﾚ┤┏│ﾘ らけ ゆす┵ﾌ┟す ┳ﾘ ゆ┕むむﾌ
 ┕┎┍┊ﾗる そ┢ﾒ たす┵ﾝ┊ﾈ そ┤むむ┏│┉ﾗす ┗│┉ﾗす た┤ﾘ
 ┳ﾘ ┕┎ﾉ┤┏むむヮﾘ ┘┆ﾈ┕ﾉる ┢ﾛ┢ﾋ ┳むむﾘ ┘むむ┃┈ﾞﾙす
 ら┑ﾈ ┕┌┋ﾒ ぃしぬ┕┉ﾗす ┢ﾛ┤ﾛ すに┕ﾘ す┵┌┎ﾔ せ┕ﾞﾖ ゆ『ﾍ
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  ┕┎ﾙ┟ ┗ﾛする┤ﾗす ┳ﾘ きす┤┉┋ﾗ ┗ﾘき『ﾘ ┤むむﾟﾖけ ┗│┉ﾗす
 ぃそ┕┏ゴす ┗ﾖ┤ﾌる ┤│┆┋ﾗ ┬ﾛ┤むむヮﾗす ま┕┉ﾛ】す  よね『ﾉ
 ┤ﾛ┵┄ﾉ ┷ﾔ な┕┎ﾞﾋ》す ら｠す ┗│┉ﾗす せ┕むむﾞﾖ ┶┋ﾒる
 ┕ヅ  ┗┏ﾈ┕ﾞ┊ﾗす  ┲むむ┎ﾉすぬ┢ﾕ  ┗むむ┏┌┍ﾉる  ┲むむ┎ﾉすぬ┢ﾕ

.┕┎┉ﾙるぬる ┕ﾚぬ┵┃ﾌ そ┤┏│┉ﾗす ┗│┉┋ﾗ ┫┈ヰﾛ

 ┷ﾔ ┕┎ﾗ ら┕ﾖ そ┤ﾍ┕ヮﾗす ┗ﾛぬ┵むむヮﾗす ┗│┉ﾗす *
 ┷┋ﾒる ┗┏ﾙすぬ┵ﾌ ┢┏┆むむﾎ ┱ﾟﾘ ┕ﾚなするぬ ┷むむ┻┕ジす
 .┲ﾚ┤┏ﾓる ┷ﾗ┕┏ﾖ ┖ﾚす┵ﾘる ┖┏むむヮﾌる  ┷┉┋ﾍ
 ┗ﾛぬ┵むむﾎ ┷ﾔ ┕┍ﾛ┢ﾗ  ┱ﾚ ┤むむ┻┕ゴす ┘ﾕ┵ﾗす ┷むむﾔ

お┗┏┉┏┉ﾌ そ┤ﾍ┕ﾎ そ┤┏│ﾕ ┗│ﾕ
 す┢ﾈけ ┫ゴけ ┲むむﾗ ┷┍ﾙ┓ﾔ ┷むむﾉ┕ﾘ┵┋┆ﾘ ┖むむヮﾌ -
 な┤ﾗす たぬ┤ﾕ ┕ﾘ┢┍ﾒる ┗ﾛぬ┵ﾎ そ┤ﾍ┕ﾎ ┗│ﾕ な┵ﾋる
 ┢ﾚ┕ﾏ ┳ﾒ ┘ﾟヰﾈる す┤┏ﾟﾖ た┤┊ﾔ ┰ﾗす┒ﾎ ┶┋ﾒ
 .┕┎┍ﾒ ち┢ギけ ┗ﾛぬ┵ﾎ そ┤ﾍ┕ﾎ ┗│ﾕ ろけ ┢ﾋけ ┲┋ﾔ
 ┖┏┄ヱﾖ ┤ﾍ┕むむヮﾗす せな┟す せ┕ﾞﾖ ┩┆ﾈ ┢むむﾋ┵ﾛ
 ┶ﾕ┤ﾉ》 た┕ﾈ┕ﾞﾖ ┕むむ┎┍┊ﾗる ろぬ┕┌┆ﾘ ┢┏ﾗるる ┗ﾗ┢ﾈ

.┤ﾍ┕ヮﾗす せな┟┕ﾈ ┴ﾞ┏┌ヮﾉ れ┵ﾞヮジ

 ┕┌┺すな ┕┎┏ﾔ ┧むむ┏┆ﾛ ┷ﾞﾗす ┖むむﾉ┕┊ﾗす ┗ﾜ┏ﾈ *
 ┳ﾘ .┗ﾈ┕ﾞ┊┋ﾗ ┬むむ┏ﾈ┕┍ﾛる 『むむ┎┍ﾘ ┴むむﾗ ┱┊むむ━ﾉ
  ゆ┕┄ﾈける た┕┏│ヱむむﾏる  ┬むむ┏┻す┵ヅ ビﾉ┑ﾉ ┳むむﾛけ
 よけ ┰ﾈ ┗┄┏ボす ┗むむﾜ┏ﾝﾗす ┳ﾘ ぃ┗┏ﾈな┟す ┰むむﾗ┕┌ﾒけ

おゆ┕┏ザす ┳ﾘ
 え┪┉ﾔ ゆ┕┏ザす ┳ﾘ ┖ﾞﾖけ ┷┍ﾙさ ┘┋ﾕ らさ せ┣ﾖけ -
 ちす┢ﾌ┟す ┴むむ┏ﾔ ┲ﾌす┥ﾞﾉ ┬むむ┌ﾞ｀ﾘ き┕┍ﾈけ ┳むむヰ┍ﾔ
 ち┢ﾌ ┶┋ﾒ ┮┏┃ﾛ ┷ﾖ ┖ﾉ┕┊ﾗす ぬるな ら┵┊ﾛ ┕┍ﾚる

 .ゆ┕┏ザす ┳ﾘ た┕┌┍┌┍ﾘる た┕ﾝ┆━ﾉ ┪┏ヮﾈ

 ┮むむ┏ﾖ  ぃ┗むむ┏ﾈ┤┆ﾗす  ┗むむ┏ﾔ┕┉ﾟﾗす  ┗むむﾖ┤ゴす  *
 ┶ﾗさ ┤┏ヮﾉ ┱ﾚ ぃ┤┻┕ゴす ┘ﾕ┵ﾗす ┷ﾔ ┕┎┍┏┌┏┉ﾉ
 ┵ﾚ ┦┊┆ﾗす よけ ぃぬ┵むむ┄ﾉ ┷ﾔ ┷むむﾚ ┱ﾚ ぃよ┕むむﾘ┟す

お┠┏ヰ│ﾗす
 ┕ﾘ┢┍ﾒ えま┢むむﾝジす のけぬ ┶むむ┋ﾒ ┬むむ┉ﾉ ┗むむﾊぬ┕┊ﾗす -
 き┕┈ﾐ】 ┮┉ﾟジす ┩ﾖ┤ﾛ ぬ┕┍ﾗす ┷ﾎ┕┏ヮﾗす ┱┆━ﾛ

 ┱┊むむ━ﾈ ┗┄ﾝﾉ┤ﾘ ┗ﾔ┕┉ﾟﾗす ら┓ﾔ す┣┎ﾗる ┯むむ┺す┤ゴす
 ぬす┤┉ﾞむむﾎす れ┢ﾘる ┗┏むむﾎ┕┏ヮﾗす ゆす┵ﾌ┟┕ﾈ ろな┤ﾐ

.ゆる┢ﾗす
  ┱ﾚる ぃ┰┍ﾘ ┣ﾍけ すに┕ﾘる ぃせな┟す や┕┄ﾒけ すに┕ﾘ *

 ┷ﾔ ┤┏むむヮﾗする せな【ﾗ やぬ┕むむ┏ﾞﾍす ┶むむ┋ﾒ ┘むむﾘ┢ﾙ
お┗ﾝ┆━ﾞジす ┴ﾈるぬな

 ┲┎ﾔ ┶┋ﾒ そ┢むむﾛ┢ﾋ そぬ┢むむﾕ せな┟す ┷むむﾙ┕┄ﾒけ -
 ぃ┗ﾕな ┤むむﾟﾖけ ぬ┕┅┍ﾘ ┢むむﾛ┢ﾋ ぬ┕┅┍ﾘ ┳むむﾘ そ┕むむ┏ゴす
 そ┕┏ゴす ┗┄ﾛ┤ﾍ ┤むむ┏┏┇ﾞﾗ ┗┾┤ﾔ せな┟す ┷むむﾙ┕┄ﾒけ
 ┗ﾕぬ┵ﾗする ┲むむ┋┉ﾗす ┷むむﾉするなけ ぃ┷ﾞﾒ┕┄ﾞむむﾎす ぬ┢むむ┉ﾈ
 よ┢┍ﾗ┕ﾈ ┤┆ﾏけ ┷┍ﾙけ ┰ﾗ め┤ﾞﾒける ぃそな┕ゲす そ┤┊┈ﾗする
 ┷ﾖ ┷ﾙ┤ぎ┏ﾎ ろ┣ﾗすぬ┢┉ﾗす ┶┋ﾒ ┖ﾞ┆ﾗす ┕ヅぬる ┕ﾙ┕┏ﾌけ
 よ┢┄┾す ┕ﾘ┢┍ﾒ ┗┾┕ヱﾈ せるぬ┢ﾗす ┰┋ﾉ ┷ﾔ ┤┏ﾎけ
 ┲┎ﾎ┤ﾖ ┳ド ┗ﾔ┕┉ﾟﾗす ┶┋ﾒ ビﾈ┵むむヮボす ┩┆ﾝﾈ
 ┲ﾚ┥ﾖす┤ﾘ ┤┏ﾊ┑ﾞﾈ す┵むむヰﾝ┾ける ┨┏ﾍ┤ﾗす よ『むむﾒ】す
 ┢┎むむ━ジす そぬす┢┾ ┷むむﾔ ┗むむ┏ﾗ┕ジす るけ ┗┏むむﾎ┕┏ヮﾗす
 ┷┍┏ﾒ よ┑ﾈ ┴ﾞﾛけぬ ん┢┎━ﾘ ┷┍ﾙ┥ﾌけ ┢ﾕる ぃ┷ﾔ┕┉ﾟﾗす
 わ┕┎ﾔ┕ﾉ わ す┤ﾒ┕むむﾏ ビﾙ┕┍┈ﾗす ぬ┕ﾝﾖ ┢むむﾌけ ┯┋ベ ┙┏ﾌ
 ┷ﾞﾗす た┕ﾙ┕ﾋ┤┎ジす ┢ﾌけ ┳ﾒ ゆる┒むむヮﾘ ┴ﾙ┟ ┪┉ﾔ
 ┷┍ﾒな ぃ┕┎┏ﾔ  ┗ﾖぬ┕━┌┋ﾗ ら┕┍┈ﾗす ┰ﾗに ┶┆むむヮﾛ

.らす┥ﾌ┟す ┯ﾔ┢ﾞﾉ 》 ┷ﾖ ┷┉ﾛ┢┾┕ﾛ ┘┌┾け

 ┘ﾜむむﾏ ┕ﾘ ┷ﾗ┵ﾕ ぃよ『┊ﾗす ┗ﾛ┤ﾌ ┰ﾗ す┤┏ﾍけ *
お┘ﾜﾏ ┳ジる

 ┖┋┉ﾗす ┳ﾘ ┰ﾗ す┤┊むむﾏ :》るけ ┘ﾙけ ┰ﾗ ゆ┵むむﾕけ -
 ┷ﾔ ┕┌ﾒ ┤むむﾝﾒけ ┷ﾖ ┷ﾗ ┗┾┤┈ﾗす り┣むむﾚ ┗むむﾌ┕ﾉ】
 ぬす┵ゴす す┣ﾚ ┤むむﾝﾒ ┗ﾗ┕むむﾎぬ ┴ﾋるけ ┷┍ﾒなる ┷┋ﾍするな
 ┷ﾞﾝﾊけ :┕むむ┎ﾗ ゆ┵ﾕける ┗むむ┈┉ﾟジす ┗┏ﾈ┤┆ﾗす そけ┤むむ┌┋ﾗ
 らける ┯むむ┏┍┏┈ﾗす ┤むむ┺┕┄ﾖ ┰ﾙけ ┷むむﾉ┥ﾛ┥ﾒ ┕むむﾛ ┕むむﾘるな
 た┤ﾟﾖ ┕むむ┌┎ﾘ ┕ﾘるな ふ┵むむ┎┍ﾗす ┰ﾞﾒ┕┄ﾞむむﾎ┕ﾈ
 ┕ﾘるな ろ┤ヱﾞﾔす ぃ┰┉ﾛ┤ﾐ ┷ﾔ なる┢むむヮﾗする ┥ﾋす┵ゴす

  .┗ﾋるねる ぃ わ┗┉┏┉ﾏる ぃ┕ﾘけ ぃそけ┤ﾘす ┰ﾙ┑ﾈ
 ろぬ┵ﾎ ┖ﾉ┕ﾖ *
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 ┷ﾔ ┗┏ﾒす┢ﾈ】す ┴ﾉ┕ﾈ┕ﾞﾖ ┗ﾒ┵┌｀ﾘ ┶┋ﾒ ┵ﾛ┥┏┋ﾖ┵ﾗ
 .た》┕┉ﾘ ┳ﾘ ┖ﾞﾖ ┕ﾘる ゆ┕┈ﾐ┟する ぃたす┤ﾘ┕┇ジす せなけ
 た┕ﾕ『┄ﾙ》す ┖ﾉ┕ﾖ“ たぬ┕ﾞﾍす ┗┍｀┋ﾗす らさ :め┕┻ける
 ┗┏ヮゴす そ┵━┍ﾗする ┗ﾛ┤┆━ﾗす そ┤ﾘ┕┇ジする そ┢ﾛ┢ゲす
 そぬ┕┃ゴす きすぬる ┕ﾘ ┗┏ﾙ┕ヮﾙ】す てる┤ﾗす ┮━┊ﾞヮﾘる
 ら┵┊ﾉ ぃ┵ﾛ┥┏┋ﾖ┵ﾗ ┶ﾗさ そ┥┺┕ゲす ┕┎ヰ┍ヅる ぃ”そ┢┺┕ヮﾗす
 ┤ﾝﾖけ ┳ﾘ わ す┢ﾌする ┘むむﾘぎ┤ﾖ ┗ﾛ┢ﾛ┵むむヮﾗす ┗┏デな┕ﾖ┟す
 つ┕ﾞﾙ ┖ﾌ┕┾る ┤┾┕┆ジす ┷ヮﾙ┤┈ﾗす せな┟す き┕┌ﾎけ
 ┗┏ﾙする┢┆ﾗす ┗むむ┏ﾙ┢ジす そぬ┕┃ゴす ┴むむ┏ﾔ ┢┉ﾞ┍ﾛ ┤ﾛ┥ﾓ

.ろな┕ジす せ┤┇ﾗする
 ┪┏ヮﾝﾗする ┷ﾔ┕│ﾗす ┴ﾈ┵┋ﾎ┑ﾈ ┵ﾛ┥┏┋ﾖ┵ﾗ ろる┤ﾛ
 ┪ヰﾛ ┲ﾗ ろ┣ﾗす ┵むむﾚ ぃゆす┵｀ﾞﾗする そ┢ﾌ┵ﾗす ゆす┵むむﾌけ
 ┴ﾋる ┶┋ﾒ わ┕むむ┌┺┕ﾚ ろる┢むむﾝﾗ┕ﾖ ┷むむ┉ﾈ ┱ﾈ ┴むむﾗ┕ﾌぬ

 .ふぬ┟す
 ┷ﾔ )┱ﾛ┤ﾈす( ら┕むむヮ┏ﾙ 13 ┷むむﾔ ┵ﾛ┥┏┋ﾖ┵ﾗ ┢むむﾗる
 た┤ﾋ┕ﾚ ┗┋┺┕ﾒ ┷ﾔ ┕むむヮﾙ┤ﾔ せ┵┍ﾋ ┦┏ﾙ ┗┍ﾛ┢ﾘ
 ┳ﾘ ぃ┤━ﾒ ┳ﾘ┕ﾟﾗす ら┤┉ﾗす ┷ﾔ ┦ﾛぬ┵ﾘ そ┤ﾛ┥ﾋ ┶ﾗす

 ┳ﾒ す┢むむ┏┆ﾈ せすな┸むむﾗ ┱ﾈ┵ﾙ ┕むむ┃ﾛけ そ┤むむジす り┣むむﾚ
 ┕┍むむヮ┈ﾙけ め┤┆ﾙ ┕┍ぎ┋ﾒ の┑ﾈ 》 ┳┊ﾗぃせ┤┆ﾗす ろ┢ﾛけ
 ┶┋ﾒ ┙ﾒ┕ﾝﾗするぃ┢ﾕ┕┍ﾗす せ┤むむ┇ﾗす ┕┍ﾔ┤┆ﾛ ┕むむド ┤ﾟﾖけ
 ┘┉┋ﾌ よ┕┆ﾗす ┣┎ﾗ そ┥┺┕ゲす らけ ┤ﾘ┟す ┷ﾔ ゆこ┕むむ┈ﾞﾗす
 ┮ﾐ┕┆ﾞﾘ ┷ジ┕ﾒ ┖むむﾛなけ ┮ﾞﾖ ┶┋ﾒ ┘ ぎ┄ﾌ ┲むむﾊ
 ┕┍ﾉぬ┕┃ゴ ┕ﾘす┤ﾞﾌす ┞┳むむ┊ﾛる ┗ﾗな┕┆ﾗす ┕ﾙ┕ﾛ┕┃ﾕ ┬ﾘ
 ┳ﾘ ┕┻┕┆ﾞﾘす ┴ﾋす┵ﾛ ┴むむﾙけ ┶ﾗさ ┗ﾔ┕┻さ ┕┍ﾞﾔ┕┉ﾊる
 ろ┵┉ﾛ ┕ド す┣むむﾚる ┕むむヮﾙ┤ﾔ ┷ﾔ ろな┵┎┏ﾗす ┷むむﾈ┵┋ﾗす

. ┕┍┍┏ﾈ ┗ﾖ┤ﾞ━ジす ┲ﾎす┵┉ﾗす
 ┗ﾛ┢ﾛ┵むむヮﾗす ┗┏┊┋ジす ┗┏デな┕ﾖ┟す ┘ヰ┍ﾘ ┢┉ﾔ
 ┖ﾉ┕┊┋ﾗ 2008 せすな┸むむﾗ ┱ﾈ┵ﾙ そ┥むむ┺┕ﾋ よ┕ﾛけ ┱むむﾝﾕ

.┵ﾛ┥┏┋ﾖ┵ﾗ め┕ﾞﾎ┵ﾓ ろぬ┕ﾘ ら┕ﾋ ┷ヮﾙ┤┈ﾗす
 ┱むむﾈ┵ﾕ  ろ┣むむﾗす  ぬ┕むむ┏ﾞﾍ》す  す┣むむ┎ﾗ  わ┕┇ﾛ┵むむヮﾉる
 ┤┉ﾘ ┳ﾘ ゆす┢むむ┇ﾙす ┦ﾛぬ┵ﾚ ┳むむ┋ﾒけ せす┤┇ﾞむむﾎ》┕ﾈ
 ┳ﾘ ダ┢┉ﾗす き┥むむゲす ┷むむﾔ ┗ﾛ┢ﾛ┵むむヮﾗす ┗むむ┏デな┕ﾖ┟す
 ┗┏┊┋ジす ┗┏デな┕ﾖ┟す らけ ぃ┲ﾗ┵┎ﾖ┵ﾞむむﾎ ┗┌┾┕┆ﾗす
 ┷ヮﾙ┤┈ﾗす ┖ﾛな【ﾗ そ┥┺┕ゲす ┠┍ﾘ たぬ┤ﾕ ┗ﾛ┢ﾛ┵ヮﾗす

) جدد� بعد �نقطاع (
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 ┗┏デな┕ﾖ┟す ┕┎ﾉ┢ﾒ ┷ﾞﾗす >きす┤ヰ│ﾗす< ┗ﾛするぬ り┤━ﾙ
 ┗ﾔ┕┉ﾟﾗ ┗むむ┆┺すぬ すぬ┵┾< よ┢┉ﾉ ┕むむ┎ﾙけ ┗ﾛ┢ﾛ┵むむヮﾗす
 せ┣｀┍ﾉる .>┕┏┉ﾛ┤ﾔさ ゆ┕┌ﾏ きす┤ヰ┾ ┷ﾔ ┗┆┺┕┻
 ┶ﾗさ も┵むむ━ﾈ そ┤┏ﾟﾖ た┕┇ﾗ ┶ﾗさ ┗┌ﾋ┤ﾞジす ┴ﾗ┕┌ﾒけ
 た┕┍┏ﾙ┕┌ﾟﾗす ┶ﾞﾌ ら┕ﾖる ぃ┗┏┺す┢ﾝﾗす ┶ﾗる┟す ┲ﾗす┵┆ﾗす
 ┴ﾉ┕ﾈ┕ﾞﾖ ┷ﾔ ┚ﾗ┕ﾒ わ す┤┺┕ﾊる わ┕┏┆┏┋ﾐ わ┕ﾒ┢ﾝﾘ わ┕むむﾝﾉ┕ﾖ
 ┱┉ﾞ┍ﾛ らけ ┱ﾝﾕ ┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗする ┗┇┋ﾗする ら┵むむ┍ゲす ゆす┵ﾌけ
 ┴ﾉぬ┢│ﾉ き┕┈┾る わ すきる┢ﾚ ┤ﾟﾖけ せ┵┋ﾎけ ┶ﾗさ ┕ﾚ┢┆ﾈ
 ゆ┕ﾌ┤ﾞﾗす ┶むむﾗさ も┵むむﾞﾗする ┗むむﾗ┵┈┄ﾗす た┕むむﾒ┵┻┵ﾘ
 1963 よ┕ﾒ ┵ﾛ┥┏┋ﾖ┵ﾗ ┤━ﾙ .た┕┏┋ﾕ┟┕ﾈ よ┕┌ﾞﾚ》する
 ┘┋│ﾌ ┷ﾞﾗす >┷┌ﾎ┤ﾗす ┤┃ボす< ┶ﾗる┟す ┴ﾞﾛするぬ
 ┶┋ﾒ1964 よ┕むむﾒ ┱│ﾌる .るな┵むむﾙぬ そ┥むむ┺┕ﾋ ┶むむ┋ﾒ
 ゆ┵ﾌ わ┕ﾟヰﾈ ┥ガけ らけ ┢┆ﾈ ぃ┕┏┋┆ﾗす た┕ﾎすぬ┢ﾗす よ┵┋ﾈな
 ぬ┢┾け ┲ﾊ .>┵むむ━┏ﾘ ろ┤┍ﾚ ゆ┕┌ﾒけ ┷ﾔ ┗むむﾗ┥┆ﾗす<
 ら┕ﾖ ろ┣ﾗす >┶むむ┌ゴす< ┷ﾙ┕ﾟﾗす ┴ﾈ┕ﾞﾖ 1965 よ┕むむﾒ

 .ら┵┍ゲす ┳ﾒ ┨│ﾕ ┬ヮﾉ ┳ﾒ そぬ┕ﾝﾒ
 ┴ﾉ┕┏ﾌ ┷ﾔ わ┕┌むむﾎ┕ﾌ わ┕むむﾘ┕ﾒ 1967 よ┕むむﾒ ら┕ﾖる
 ┗ﾛ┤┊ヮ┆ﾗす ┴ﾞﾘ┢ﾍ れなけ にさぃ┗┏ﾈな┟する ┗┏│ヱ━ﾗす
 ぃらる┕┆ﾞﾗす よ┕むむ┎ﾘ よ┕┅ﾙ ゆ『ﾍ ┳むむﾘ や┵┊ﾙ┕ﾈ ┷むむﾔ
 ┢┆ﾈ ┰┏ヮ┊ジす ┶ﾗさ ┢┆ﾈ ┕┌┏ﾔ ┱むむﾎぬゎけ- ┴ﾙけ ┤┏ﾓ
 ゆす┵ﾕ┑ﾈ ┴┺》なさ ┖ﾝむむヮﾈ や┵┊ﾙ┕ﾈ ┳ﾘ りな┤むむﾐ ぎゾ らけ
 ┷ﾔ ゆ┕┈ﾐ┟す そぬ┕むむﾒな ┳ﾒ るぬ┕むむ┇┏┈ﾗす ┗むむ┈┏ヰ│ﾗ
 ら┕ﾖ ┰┏むむヮ┊┌┋ﾗ ┴ﾔ┕むむ━ﾞﾖす らけ ┤┏ﾓ .┢むむ┍┋ﾛ┕ﾉ
 ちす┤ﾉ ┶┋ﾒ ┱┌┆ﾗ┕ﾈ け┢ﾈ ┙┏ﾌ ぃ┗┏┉┏┉ﾌ ┗ﾘ┢┾
 ビﾈ ┕ﾘ ┵ﾛ┥┏┋ﾖ┵ﾗ やぬ┕むむﾏ ┢むむ┉ﾔ .┤┌ゴす な┵むむ┍┎ﾗす
 ┗┆ﾐ┕┉ﾘ ┷ﾔ ┗ﾛ┢┍┎ﾗす せ┵┆━ﾗす ぃ1974る 1970
 ┗ﾈ┤｀ﾞﾗす り┣ﾚ ┳ﾒ ┖ﾞﾖる ぃ┕┎ﾉ┕┏ﾌ ┗┏┌┍ﾝﾗす ┳ﾛぬすな
 ら┕ﾖ ぃ┗ﾝ┆┾ ぃそ┤┏ﾝﾖ ┗┏ヮﾌ ┗ﾘ┢┾ ┕┎ﾙさ>:『┺┕ﾕ
 ┗┋ﾛ┵ﾐ た┕ﾔ┕ヮﾘ ┷━ﾘけ らけ ぎ┷┋ﾒ ら┕ﾖる ぃわ すぬ┕ﾌ ┵ゲす
 .わ┕ﾝ┋┾ ぃわ┕┍━ﾍ ┠ﾝ┾け らけ ぎ┷┋ﾒ ら┕ﾖ .よす┢ﾕ┟す ┶┋ﾒ
 ┘むむヮﾘ》 ┷ﾞﾗす ┗┅ヰ┋ﾗす ぃ┗┅ヰ┋ﾗす ┰むむ┋ﾉ ┣むむ┍ﾘ
 た┤ﾊけ .わ┕┏┋┉ﾒ わ┕むむ┍┺┕ﾖ ┢ﾒけ ┲ﾗ ┲ﾗ┕┆ﾗす す┣ﾚ ┕むむ┎┏ﾔ

 ┕┏┉ﾛ┤ﾔけ た┕ﾈ┕ﾓ ┷むむﾔ わ┕ﾝ┏ﾝﾐ ┱┌┆ﾛ ┷ﾙ┕┄ﾛ┤ﾈ せけ
 な┕ﾒる ┕ﾛ┤┏｀┏ﾙ ┶ﾗさ ┱┈ﾐ ┵ﾚる ┱┉ﾞﾙす ┗┏ヮﾙ┤ﾔ よける
 .そ┤ﾏ┕┆ﾗす ┳ﾎ ┷ﾔ ┵ﾚる ┕ヮﾙ┤ﾔ ┶ﾗさ ビﾞ┍ﾎ ┢┆ﾈ
 ┤┏ﾓ .┗┏ヮﾙ┤┈ﾗする ┗ﾛ┥┏┋┊ﾙ】す ビﾞ┇ﾗ ビﾈ ま┤ﾒ┤ﾉる
 .┗ﾛ┥┏┋┊ﾙ】┕ﾈ ┖むむﾞ┊ﾛ らけ ら┕ﾖ ゆる┟す ┴むむﾌ┵┌ﾐ らけ
 そ┥┺┕ゲ┕ﾈ ね┵むむ┈ﾛ ┷むむヮﾙ┤ﾔ ゆるけ ┵むむﾛ┥┏┋ﾖ┵ﾗ ┢むむ┆ゎﾛる
 ┷┍┏│ﾗす ┖ﾉ┕┊ﾗす ら┕ﾖる 2000 よ┕ﾒ ┣┍ﾘ ┗┏ジ┕┆ﾗす
 る┕ﾋ ぃ┗┏むむヮﾙ┤┈ﾗす  ┗┏むむヮ┍ゲす  ┱むむ┌ヰﾛ  ろ┣むむﾗす
 よ┕┆ﾗす ┱むむﾈ┵ﾙ そ┥むむ┺┕ﾋ ね┕ﾌ ┢むむﾕ ぃら┕┏｀┇┍┏むむヮﾖ
 ぃ┤ﾍく ┷ヮﾙ┤ﾔ ┷┺するぬ ね┵ﾔ ┳ﾘ わ┕ﾘ┕ﾒ 15 ┢┆ﾈ ぃ2000
 ぃ1985 よ┕ﾒ ┗┏ジ┕┆ﾗす そ┥┺┕ゲ┕ﾈ ぃら┵┌┏ﾎ な┵┋ﾖ ┵ﾚる
 ┳ﾘ ┖ﾉ┕ﾖ ┤ﾍく ┵ﾚ ら┵┌┏むむﾎ な┵┋ﾖ ┷┺する┤ﾗす ら┕ﾖる
 23 ┱ﾝﾕ せすな┸ﾗ ┱ﾈ┵ﾙ そ┥┺┕｀ﾈ ね┕ﾔ ┷むむヮﾙ┤ﾔ ┱┾け

 .わ┕ﾘ┕ﾒ
 わ す┢ﾛ┤ﾔ わ┕┆ﾕ┵ﾘ たす┵┍むむﾎ ┣┍ﾘ ┵ﾛ┥┏┋ﾖ┵ﾗ  ┱ﾞヰﾛ
 ┳ﾛ┢ﾛ┢ﾏ せ┕｀ﾒさる よす┤ﾞﾌ┕ﾈ ┶┅ヰﾛる ┕ヮﾙ┤ﾔ ┷ﾔ
 ┲┎ﾝﾞﾖ ┶┉ぐ┋ゑﾉ ┳むむﾛ┣ﾗす ┱┺『┉ﾗす き┕ﾈな┟す ┳むむﾘ ┵ﾚる
 ┗┏ﾈなけ ┤┏ﾛ┕┆ﾘ ┶むむ┋ﾒ ┕┎ﾑ┕┈ﾌ ┬ﾘ わ す┤┏ﾝﾖ わ》┕むむﾝﾕさ
 ┤┆むむﾏ ┴ﾙけ ┴ﾈ┕ﾝむむﾏ ┷ﾔ ┴┍ﾒ ┱┉ゎﾙ ┢ﾕる .┗むむ┏ﾗ┕ﾒ
 ┗┏むむヮﾙ┤┈ﾗす ┗┇┋ﾗす ビむむﾈる ┴┍┏ﾈ ┗ﾔ┕むむヮヅ ┕┌┺すな
 ら┕ﾖ »┳ﾛ┤ﾍ┸ﾗ ┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗす«  け┢むむﾈ ┕ﾘ┢┍ﾒ ┴ﾙさ ┶ﾞﾌ
 け┢ﾝ┏むむﾎ ┴ﾙけ す┢┉ﾞ┆ﾘ ぃ┕むむ┏ﾙ┕┄ﾛ┤ﾈ ┷むむﾔ ┧むむ┏┆ﾛ
 ┗┏ﾎ┕┏ﾎ ┗┏┃ﾕ らけ ┤┏ﾓ .┗ﾛ┥┏┋┊ﾙ】┕ﾈ ┤むむ━┍ﾗす
 ┶┋ﾒ ふ┤ﾞﾒす ビﾌ >┗┏ヮﾙ┤┈ﾗす< ┵ヰﾙ ┴ﾈ ┘┆ﾔな
 ┤ﾋ┕ﾚ ┷ﾞﾗす ┦むむﾛぬ┵ﾘ ぬ┥ゲ ビ┏ﾙ┕┄ﾛ┤ﾝﾗす ゆ『むむﾞﾌす
 ┗┇┋ﾗ┕ﾈ ┴┃ﾔぬ ┳むむﾒ ┤ぎﾝﾒ ┴┍┊ﾗ ぃりなす┢むむﾋけ ┕むむ┎┏ﾗさ
 ┬ﾘ よ┕ヰﾞﾗ》┕ﾈ ┤┆むむ━ﾛ ┲ﾗ ┴ﾙけ ┤┏ﾓ .┗┏むむヮﾙ┤┈ﾗす
 ┴ﾙけ ┶┋ﾒ わ す ぎ┤むむ│ﾘ ┷むむ┉ﾈる ぃ┗┏むむヮﾙ┤┈ﾗする ┕むむヮﾙ┤ﾔ

.)┪ﾎ┵ﾞジす ┩┏ﾈ┟す ┤ヰﾝﾗす ┳ﾘ( >┷┄ﾎ┵ﾞﾘ<
 ┕┎┍┏ﾈ ぃ┕ﾈ┕ﾞﾖ 40 ら｠す ┶むむﾞﾌ ┵ﾛ┥┏┋ﾖ┵ﾗ ┤むむ━ﾙ
  ”┵┋┏ﾈ》┕ﾈ“ る 1980  ”┷むむﾈ》┵ﾗ“ ゆ┕むむ┈ﾐ【ﾗ ┖むむﾞﾖ
 せ┕┉ﾒけ ┷むむﾔ 1980 よ┕ﾒ ┤┎ﾞむむﾏす ┴むむ┍┊ﾗ 1985
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 ┵ﾛ┥┏┋ﾖ┵ﾗ ビﾈ ┘むむﾊ┢ﾌ ┗ﾘねけ らけ ┤ﾖ┣ﾛ ぃ┗むむ┏ﾈ┤┇ジす
 わ すき┥ﾋ り┤━ﾙ ┢┆ﾈ ┕むむヮﾙ┤ﾔ ┷ﾔ ろな┵┎┏ﾗす ┷ﾈ┵┋ﾗする
 ゆる┕ﾌ »┗┎┺┕ﾉ ┗┌ガ« らす┵┍┆ﾈ ┴ﾗ ろ┤ﾎ ┱┌ﾒ ┳ﾘ
 ┗┏┍┏┄むむヮ┋┈ﾗす そ┕むむﾎ┑ジす ぬ┣ﾋ ゆる┕┍ﾉ ┴ﾗ『ﾍ ┳ﾘ

.た┕┌┏ポす ┶┋ﾒ り┥┏ﾖ┤ﾞﾈ
 ┴ﾌる┤ﾈ める┤むむ┆ジす ┵むむﾛ┥┏┋ﾖ┵ﾗ らけ ┶むむﾗさ ぬ┕むむ━ゎﾛる
 ┳ﾘ ビﾞむむヮﾗする ┗┍ﾘ┕ﾟﾗす ┴むむﾓ┵┋ﾈ ┲むむﾓぬ ┗ﾈ┕むむ━ﾗす
 ┗┏ﾗ┕ジす ┕むむ┎ﾞ┌┏ﾕる そ┥むむ┺┕ゲす ┲┋むむヮﾞ┏ﾎ ┤むむ┌┆ﾗす
 ゆな┕┆ﾛ ┕ﾘ ろけ ぃろ┢ﾛ┵むむﾎ »┕ﾙる┤ﾖ« ビﾛ『ﾘ そ┤むむ━ﾒ
 ┷ﾔ ぃ┷┊ﾛ┤┏ﾘけ ぬ》るな ┮むむﾗけ 420る ら┵┏┋ﾘ ┷むむﾗす┵ﾌ
 ┲ﾗ┵┎ﾖ┵ﾞむむﾎ ┗ﾛ┢ﾛ┵むむヮﾗす ┗┌┾┕┆ﾗ┕ﾈ ゆ┕┈ﾞﾌす
 ┱ﾝ┉ジす )┤ﾝ┌ヮﾛな( ゆる┟す ら┵ﾙ┕ﾖ ┳ﾘ ┤むむﾏ┕┆ﾗす ┷ﾔ
 そ┥┺┕ゲす ┦むむﾎ┒ﾘ ┱┏ﾌぬ れ┤むむﾖに めな┕むむ│ﾛ ろ┣ﾗす

.1896 よ┕ﾒ ┱ﾈ┵ﾙ ┢ﾛ┤┈ﾗけ ┲ﾗ┕┆ﾗす
 ┘むむﾙ┕ﾖ ┕むむ┎ﾙけ  なな┤むむﾉ  ┷むむﾞﾗす  き┕┌むむﾎ┟す  ┳むむﾘる
 ┕┏ﾎく ┗ﾛ┤┺す┥ゲす ┗┏┺する┤ﾗす :そ┥┺┕ゲす ┱┏┍ﾗ ┗ヰむむﾏ┤ﾘ
 ┗ﾛ┢┍┊ﾗする ぃよ┵むむﾝﾉ┵ﾙ ┦┏むむﾎ ろ┢┍ﾗ┵┎ﾗする ぃぬ┕むむﾝﾋ
 ぃ┭┏ﾞﾎ┵ﾗ ┘ﾎ┵ﾙぬけ ┷┊┏━ﾞﾗする ぃなる┵ﾉけ ┘ﾛ┤ﾓぬ┕ﾘ
 ┶ﾗさ ┗ﾔ┕┻さ ぃ┦むむﾞ┍ﾛ┵ﾔ の┵ﾗぬ┕ﾖ ┷┊┏むむヮ┊ジする
 ┕ﾉ┤┏ﾚ ┗┏ﾙ┕ﾘる┤ﾗす ゆ┵┾┟す たすに ┗むむ┏ﾙ┕ジ┟す ┗┏┺する┤ﾗす

 .らるけ ┵ﾖ ろぬ┵┊ﾗす ┤ﾒ┕━ﾗする ぃ┤ﾗ┵ﾘ

┤ﾛ┤ヰﾞﾗす ┗ﾜ┏ﾚ ┵┃ﾒ *    

 ┕ﾘる..>┷ﾝﾞﾖ ぎ┱ﾖ ┷ﾔ ┢┆ﾈ ┕┌┏ﾔ ┗┏┋┉ﾒ『ﾗす り┣ﾚ
 ゆ┵┎ペす< ┵ﾛ┥┏┋ﾖ┵ﾗ ぬ┢┾け ぃ1979る 1978 よ┕ﾒ ビﾈ
 ろ┣ﾗす >れ┤ﾍけ ┨むむ│ﾕる る┢ﾙ┵ﾘ>る ぃ>ふぬ┟す ┶むむ┋ﾒ
 たすに ┷ﾔる ぃた┕むむﾝﾞ┊ジす ┷むむﾔ わ す┤┏ﾝﾖ わ┕むむﾌ┕ガ ┯むむ┉ﾌ
 たすぬ┵━┍ﾘ そきす┤ﾕ ┗┍ゲ ┷ﾔ わ す┵┃ﾒ ┠ﾝ┾け そ┤ﾞ┈ﾗす
 らすぬ┵ﾘ ゆ┵ﾈ そ┥┺┕ﾋ ┠┍ﾘ 1980 よ┕ﾒ ┷ﾔる .ぬ┕┌┏ﾗ┕ﾓ
 ち『ﾊ < ┤むむ━ﾙる ぃ┗┏むむヮﾙ┤┈ﾗす ┗┏デな┕ﾖ┟す ┱ﾝﾕ ┳ﾘ
 ┴ﾞﾛするぬ ┶ﾗさ わ》┵┾る >きす┤ヰ│ﾗす>る >┗ﾎ┢┉ﾘ ら┢ﾘ
 ┗ﾘね》« らす┵むむ┍┆ﾈ 2008 よ┕むむﾒ そぬな┕│ﾗす そ┤むむ┏ﾍ┟す

 .»ま┵ゲす
 ┳ﾘ ┗┊┌むむﾎ“ ろな┤むむヮﾗす ┴┋┌むむむむむむﾒ ぎ┢むむ┆ﾛる 
 ビﾞﾔ┕┉ﾊ ビﾈ ┗ﾕ┕むむ━ﾗす ┗ﾕ『┆┋ﾗ の┤┊ジす ”┖ﾚに
 ┗┏ﾈ┤┇ジす そ┕むむむむむむむむﾞ┈ﾗす ゆ『ﾍ ┳むむﾘ ┳むむむむ┏ジ┕ﾒる
 ┷ﾔ ┗ﾔ┤むむむむむ┆ﾘ ┴むむﾗ┕┌ﾒけ ┤むむﾟﾖけ )┶むむ┋むむむむむ┏ﾗ(
 ┬ﾈ┕┄ﾗす たすに ┗むむ┍┊ﾘ【ﾗ ┴ﾝﾌ .┷むむﾈ┤┆ﾗす ┲むむﾗ┕┆ﾗす
 きす┤ﾞﾝﾗす ┗┍ﾛ┢ﾘ ┳ﾒ ┨ﾙ ┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗ わ┕┃ﾛけ りな┕ﾕ ひ┕ザす
 せ┕ﾞ┊ﾗ ┗ﾟ┆ﾈ ぬ┕ﾐさ ┷むむﾔ ┗むむむむむ┏ﾙなぬ┟す ┗┏┄ﾝ┍ﾗす
 ┷ﾔ┕┉ﾟﾗす ┥むむﾖ┤ジす ┕┎┏┋ﾒ め┤むむﾏけ ┖ﾙ┕ﾋける せ┤むむﾒ
 ┴┌ﾋ┤ﾉ せ┕ﾞﾖ ┷ﾔ たぬ┢┾る ら┕┌ﾒ ┷ﾔ ┷ヮﾙ┤┈ﾗす
 め┵┋ヱﾘ ┶┏ヰﾛ ┷ﾙ┕┍ﾝ┋ﾗす ┤ﾒ┕むむ━ﾗす ┗┏ﾈ┤┆ﾗす ┶ﾗさ
 ┩┆ﾝﾗす ┮むむ┾る ┢ﾕる .>┤むむ｀ゴす よ『ﾖ< らす┵むむ┍┆ﾈ
 らさ ┙┏ﾌ »┷むむ┉ﾛ┥┏ﾔ┕ﾞ┏ジす ゆ┕むむ┏ザす« むﾈ ┴ﾈ┵┋むむﾎけ
 ┷ﾔ ┥┎ﾉ ┗┄┏むむヮﾝﾗする ┗┏┊┏むむﾎ『┊ﾗす ┴むむﾞﾈ┕ﾞﾖ
 ┤┅┍ﾗす ┢┏┆ﾉる ろ┢むむ┏┋┉ﾞﾗす せな┟す ┦むむﾎけ ┬ﾕす┵ﾗす
 ┗┏ﾒ┕ﾎ ┱ﾈ ぬ┵━┉ﾗす ┢┍ﾒ ┮ﾕ┵ﾞﾗす らるな ┳ﾘ ┕┎┏ﾔ
 ┕ﾘ ┖ﾗ ┗┈むむ━┊ﾞヮﾘ わ┕┉┏┌ﾒ ひ┵┇ﾗす ┶ﾗさ わ┕ﾘるな
 そ┤ﾊ┒ジす ┗┇┋ﾗす ┳ﾒ わ┕ﾟヰﾈ ┷┉┏┉ﾌる ろる┕むむﾎ┑ﾘ ┵ﾚ

.┱ﾑ ┶ﾗさ ┱┏┋ﾗす ゆ┵ギ ┕ヅぬる ┤ﾒ┕━ジす や┤ギ ┷ﾞﾗす

 ┷ﾈ┤┆ﾗす ┲ﾗ┕┆ﾗす ┬ﾘ そ┢┏ﾋ ┗ﾕ『ﾒ ┵ﾛ┥┏┋ﾖ┵┋ﾗる
 ┗┍ゲ ┷ﾔ やぬ┕ﾏ ┢ﾕる .┕┏┉ﾛ┤ﾔさ ゆ┕┌ﾏ ぃわ┕┾┵│ﾍ
 ┗┏ﾙ┵ﾔ┵┊ﾙす┤┈ﾗす ┤┏ﾝ┊ﾗす ┦┋ﾐ┟す そ┥┺┕ﾋ ┲┏┊ギ
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.┲ﾚ┤┏ﾓる
 ┴ﾉぬ┵│ﾈ ┕むむ┎ﾛ┢ﾗ ら┕┊むむジす ┱ ぎ┊むむﾏ ビむむﾌ ┷むむﾔ
 ┳ﾒ そ┢むむ┏┆ﾈ ┗┋┉ﾞむむヮﾘ ┗むむ┏ﾗ┕┌ﾋ ぃ┗むむ┋│┈┍ジす
 ぬ┵┃ﾌ ┰ﾗ┕┍ﾚ ら┕┊むむﾔ ぃひ┵ヱむむ━ﾗ┕ﾈ ┕┎ﾐ┕ﾝﾉぬす
 ┕むむ┌ﾖ るけ ぃらなぬ┟す ┷むむﾔ よぬ ろなする :┱むむﾟﾘ ┳むむﾖ┕ﾘ┟
 ┱ﾝﾋる ぃ┤┌┉ﾗす ろなす┵ﾈ ┷ﾝ┆むむ━ﾗす ┴┈┾┵ﾈ ┴ﾞﾞ┆ﾙ
 ┷ﾔ ┕┎ﾛ┢ﾗ た┤むむ┃ﾌ れ┤ﾍけ ┳むむﾖ┕ﾘける ぃら┵┏むむﾎ┕ﾕ

 ┕むむむ┎ﾉ┤むﾖすに な┤ﾞむむヮﾉ ┗むﾙぬ┕むむ┌ﾌ ゆ┕むむ┃ﾙ
 »┷ ぎヮﾌ ┱ﾒ┕┈ ゎﾘ« ┕┎ﾙす┵ﾛな ┷ﾔ ┗┏┉━ﾘ┢ﾗす

 ┴┾┵ヱむむﾏる ら┕┊ジす そ┤ﾖすに ぃそ┤ﾖす┣ﾗす ┱ ぎ┊むむ━ﾉ
 ┕┎┏┋ﾒ ┷むむ┍ﾝﾉ ┷むむﾞﾗす の┕むむﾎ┟す そな┕むむジす ぃわ す┢むむﾛ┢ギ
 ゆ┕┃ﾙ« ┯━ﾘな ┷ﾔ ┗┌┏┉ジす ┗┏ﾙなぬ┟す そ┤ﾒ┕むむ━ﾗす
 ┗ﾛ┤┆━ﾗす ┕┎ﾞﾒ┵┌｀ﾘ ┷ﾔ ┕┎ﾉ┢┏│ﾕ »┗ﾙぬ┕┌ﾌ
 ┳ﾒ わ┕ﾟﾛ┢ﾌ そぬな┕│ﾗす »┷むむ ぎヮﾌ ┱ﾒ┕┈ ゎﾘ« そ┤┏ﾍ┟す
 ┕ﾛ┕┍ﾊ ┷むむﾔ ┢むむ━ﾞギる .たる┤┏ﾈ ┷ﾔ たる┤ﾞむむ━ﾒ ぬすな
 ┕┎ﾉ┵ﾞﾌす ┷ﾞﾗす ┳ﾛ┤むむ━┆ﾗする ┗┏ﾙ┕┌ﾟﾗす ┕ﾚ┢┺┕│ﾕ
 ぃ┤┏ﾝﾖ ┱┊むむ━ﾈ ┗┈ﾟ┊ジする ┗むむﾗ┥ﾞポす ぃ┗むむﾒ┵┌ペす
 する┤ﾝﾒ の┕ﾙけ り┵ﾋるる ぃ┗┏┉━ﾘな ┳ﾖ┕ﾘけ ┱┏┾┕┈ﾉ
 ぃビ┏ﾔ┕ヰ│ﾗす ┶┎┉ﾘ ┳┌ﾔ ぃ┕┎ﾈ する┤ﾘ るけ す┵ﾙ┕ﾖ るけ
 ┳ﾘ ぃそ┤むむ┏ﾝﾖ そ┤むむﾖすに ┳ﾘ ┕むむ┎┆ﾘ ┴むむﾞ┋┌ﾌ ┕むむﾘる
 ┗┄┉ﾙ ┕┎ﾛ┢ﾗ ┱ ぎ┊むむﾏ ろ┣ﾗす ら┕┊むむジす す┣ﾚ ゆ『むむﾍ
 ┳ﾘ ┢ﾛ┢┆ﾗす ┬ﾘ ┬むむﾕす┵ﾗする そ┢┏│┉ﾗす ┷ﾔ き┕むむ┉ﾞﾗす
 ぃわ す┤┆むむﾏ ┲┎ヰﾘ『ﾘ ┘┌むむﾎぬ ┳ﾛ┣ﾗす き┕むむﾕ┢┾┟す
 ┙ﾌ┕ﾝﾗする ぃ┖ﾛに ぬ┕┍ﾘ ろぬ┵むむヮﾗす ┷ﾔ┕ヰ│ﾗす :┱ﾟﾘ
 ┗ﾛぬ┵ヮﾗす ┗ﾝﾉ┕┊ﾗする ぃろぬ┕ヱﾝﾗす ┢┌ヰﾘ ┷ﾙ┕ﾞﾛぬ┵ジす
 ┷ﾔ ┗┏ﾝ┋ﾕ ┗むむﾈ┵ﾙ ┤ﾊさ ┘┏ﾔ┵ﾉ ┷むむﾞﾗす ┬ﾛ┕ﾐ き┕むむﾋぬ
 ┧ﾛるぬな ろ┒むむﾗ ┷┋┏┊むむ━ﾞﾗす ら┕むむ┍┈ﾗする ぃ┶むむ┎┉ジす
 ぃ┗┈┏┋ﾍ ┢むむﾗ┕ﾍ ろぬ┵むむヮﾗす ┷むむ┺する┤ﾗする ぃ┴むむﾉ┕ﾌ┵ﾗる



ぇゅょ

 .┷┋┆┈ﾗす るけ ろ┥ﾘ┤ﾗす ┱┊━ﾗ┕ﾈ きす┵むむﾎ ぃ┢┺┕│┉ﾗす
 ┘ﾕ┵ﾗす ┷ﾔる ぃ┗┄┏ヮﾈ ┗┈┋ﾞヱﾘ ┗ﾙぬ┕┌ﾌ た┢ﾝﾔ
 り┕グ┕ﾈ わ┕むむﾙ┕┏ﾌけ ┤┏むむヮﾉ ぃ┗┉┏┌ﾒる ┗┈ﾟ┊ﾘ ぃ┴むむﾉすに
 ┕┎ﾉ┢┏│ﾕ ┷ﾔ ┕┌ﾖ ぃち┢ゴす ┳ﾒ わ す┢┏┆ﾈ ┗むむ┌┊ゴす
 ┬ﾐ┕┉ﾘ ┢ﾌけ ┷ﾔ ゆ┵┉ﾉ ┙┏ﾌ ぃわ す┢ﾋ ┘ﾔ┕ﾍ ┬ﾋる
 ┷ﾔ んぬ┕┃ﾞﾌす / てる┤むむﾗす ┷むむﾔ ┲ヰﾔ« :そ┢むむ┏│┉ﾗす
 なぬる ┪ﾈ┑ﾉけ ...┕むむﾙける /┷ﾕすぬるけ ┶┋ﾒ ひ┕ぎ┍ﾕ /らすぬ┢むむゲす

.»そ┕┏ゴす
 ┗ﾙぬ┕┌ﾌ れ┢むむﾗ そ┢┏│┉ﾗす ┷むむﾔ そぬ┵むむ│ﾗす ┕むむﾘけ
 ┗むむﾛね┕ﾞ┍ﾔる ┗むむﾛ┵┈ﾒ ┕むむ┎┺┕┍ﾈ ┷むむﾔ たき┕むむﾋ ┢むむ┉ﾔ
 ぃ┱┌ﾞギ 》 ┕むむ┎ﾉすに そ┢┏│┉ﾗす ら┵むむﾖ ぃ┕ﾘ ┢ﾌ ┶むむﾗさ
 ┗ﾛけ ┳ﾘ ┕ﾚ┤ﾛ┤ギる ┗ﾛ┕┍┆ﾈ ┕┎ﾈ ゆ┕┇ﾞﾏ》す ┖ﾝヮﾈ
 き┕┍ﾈる ┱ﾛ┵┄ﾗす ┮むむ┏┾┵ﾞﾗ┕ﾈ ぃ┯┋┆ﾉ ┢ﾕ ┖┺す┵むむﾏ
 ┕ﾚぬ┵┾ ┲┅┆ﾘ ┘｀ヮﾙ ┢┉ﾔ ぃそ┤┏ﾝ┊ﾗす ぬ┵│ﾗす
 》 ┗ﾛ┤┆むむﾏ ┗┋┌ﾋ ┗┈ヱﾈ ぃ┗ﾛ┵┈┆ﾗす ┗ﾛ┤┆むむ━ﾗす
 ┕ヂさる ┶┍┆ジする ┫むむ┈┋ﾗす ┗ﾗな┕┆ﾘ ┪むむ┉ﾔ ┕┎┌┊ギ
 ┗ﾛ┤┆━ﾗす ┗┏┍ﾝﾗす ┬ﾘ ┗┉ヮﾞﾘ ┗┏┉┏ﾎ┵ﾘ ┗┏┍ﾈ
 ┕┌ﾖ ぃ┗ﾈ┕ﾞﾖる わ┕むむﾉ┵┾ そ┢┏│┉ﾗす る┢むむﾝﾞﾗ ぃ┨┍┋ﾗ
 ┷ﾞﾗす »┗ﾕぬ┕┈ﾘ« わ す┢ﾋ そ┤むむ┏│┉ﾗす ┕┎ﾉ┢┏│ﾕ ┷ﾔ
 ┶┋ﾒ ┤┊ヮﾗす ┬ﾋる ┤ﾟ┍ﾛ ┷ﾞ┈ﾏ カぬ┕ﾙ« ┕┎┏ﾔ き┕ﾋ

.»┰┏ﾞ┈ﾏ ┗━ﾒぬ
 そ┢┏│ﾕ └むむ┋ﾞベ ぃ┤むむ┏ﾝ┊ﾗす ┕むむ┎┈┏ﾟ┊ﾉ ┲むむﾓぬる
 ┗┅ヰ┋ﾗ┕ﾈ ┰むむヮベ ┷ﾞﾗす ┱┏┾┕┈ﾞﾗ┕ﾈ ┗むむﾙぬ┕┌ﾌ
 ┗┏ﾌ り┵ﾋ┵ﾈ ┷むむゴす ら┕┊ジす ┙ﾊ┒ﾉる ぃそ┤むむﾖす┣ﾗす ┷ﾔ
 ┲┎ﾉ》┕┏ﾍる ひ┵ヱむむ━ﾗす ┳ﾘ ┕┎┏ﾔ ┳むむヅ ┗┃ﾈ┕ﾙ
 ┗ﾛ┤┆むむ━ﾗす ぬ┵│ﾗす ┰┋ﾉ ┷ﾔ つ┤ヱﾞﾗ ぃ┲┎ﾉ┤ﾖすにる
 ぃそ┤ﾖす┣ﾗす め┵ﾗ┑ﾘ ┳ﾒ ┗ﾋぬ┕ﾍる ぃわ┕┏ﾙ┕┊ﾘ ┗┋┌ﾞ┊ジす
 ┨┍ﾗす ┳ﾛ┵┊ﾉ ┳ﾘ わ『┏┾け わ すき┥むむﾋ ┠ﾝ│ﾉ ┕┎┍┊ﾗる

.わ┕┏ﾗ┕┌ﾋ ┴┍ﾒ ┩┏┈ﾉる
 ┗┋┌ﾞ┊ﾘ そ┢むむ┏│ﾕ ┗むむﾙぬ┕┌ﾌ ┯むむ┉ギ ┰むむﾗ┣ﾈる
 ┕ヂさる ぃ┪┉ﾔ ┷ﾗ┕┌ゲする ┷┍┈ﾗす ┕┎┏ﾛ┵ﾞむむヮヅ ┦┏ﾗ
 ┱┺┕┎ﾗす ┲むむ┊ﾗす す┣ﾚ ゆす┥むむﾞﾍす ┶┋ﾒ ┕┎ﾉぬ┢ﾕ ┷むむﾔ
 ┶ﾗさ ┗ﾔ┕┻さ そな┢むむ┆ﾞジす ┕┎ﾉ『ﾘ┑ﾉる そ┤むむﾖす┣ﾗす ┳むむﾘ
 》 ┰ﾗに ┶ﾗさる ぃそ┢むむﾗす┵ﾞジす ┗むむ┏ﾗ┕┌ゲす たす┢むむﾛ┤｀ﾞﾗす
 ┗┏┈ﾐ┕┆ﾗす ┗┍ヰむむ━ﾗす ┰┋ﾉ ┕むむ┎ﾉ┢┏│ﾕ ┢むむ┉┈ﾉ

.な┤┈ﾞﾘ ろ┢┏ﾋす┤ﾉ ┤ﾊけ ┵ヰﾙ ┵ﾙ┤ﾉる そ┤ﾊ┒ジす
 ┗┺┕ジす ゆ『ﾍ ┳むむﾘ ぃ┕┎ﾉすに そ┤ﾒ┕むむ━┋ﾗ ら┕ﾖ ┕┌ﾖ
 た┕ヰ┈┾ ┷ﾚ ┷ﾞﾗす ┗ヰ┈┾ そ┤むむ━ﾒ ┘むむヮﾗする
 わ すぬ┵┃ﾌ ぃ┪ﾎ┵ﾞジす ┬┄┉ﾗす ┳ﾘ き┕ﾋ ろ┣ﾗす せ┕ﾞ┊ﾗす
 ┱ﾝヰﾈ ┪ﾝﾉ┤ﾉ ゆす┥ﾉ 》 ┕┎ﾙ┵ﾖ ぃ┢┺┕│┉ﾗす ┷ﾔ す┤┏ﾝﾖ
 ぃひ┵ヱむむ━ﾗす き》┒ﾚる ぃ┳ﾖ┕ﾘ┟す ┰むむ┋ﾉ ┬ﾘ ろ┤むむﾎ
 ぃ┕ﾚ┢┺┕│ﾕ ┷むむﾔ ┦むむ┏┺┤ﾗす ぬ┵むむボす す┵ﾙ┕ﾖ ┳むむﾛ┣ﾗす
 ぃ┷ﾉす┣ﾗす ろ┤┆むむ━ﾗす ┙ﾛ┢ゴす ┶┋ﾒ ┕ﾙ┕┏ﾌけ ┘ﾋ┤┆ﾔ
 た┕┍ヰむむﾏ ┳ﾘ ┕┎┏ﾔ ┕ヅ ぃ┕むむ┎ﾉ┤ﾖすに ま┕ﾋ┤ﾞむむﾎ┕ﾈ
 ┳ﾘ そ┤ﾖす┣ﾗす ┰┋ﾉ ┴ﾛ┵ﾞギ ┕ﾘる ぃ┗┏ﾝ┋ﾎる ┗┏ﾈ┕｀ﾛす
 ぃそけ┤ﾘ┕ﾖ ┕┎ﾉ┕┏┾┵│ヱﾈ ┕┎ﾝﾒす┢ﾛ ゆす┥むむﾛ 》 ゐふ┕ﾘ
 ゆ┵┉ﾉ ┷ﾞﾗす »┪┏ﾍ 『ﾈ ┗ヰﾝヮﾘ« そ┢┏│ﾕ ┱ﾟﾘ
 せ┕ﾈ ┯むむ┈┾け ┷┎ﾋ┵ﾈ« :┕むむ┎┆ﾐ┕┉ﾘ ┢むむﾌけ ┷むむﾔ
 ┶┋ﾒる /┤ﾚ┕ﾏ ┴ﾋる ┷┆ﾘ┢ﾈ ┷┈ﾍけ ┕ﾙける /きる┢┎ﾗす
 》 ┗┊ヰ┃ﾈ /┷ヰﾘ『ﾘ も┤ﾌけ /┬┏┌ゲす ┳ﾘ れけ┤むむﾘ

.»┱┌ﾞギ

 ┡むﾛぬ┕むむﾞﾗす らる┢むむむﾉ ┮むむ┋ﾍ め┕むむ┈ﾒ    
»き┕ジす ┗┇ﾗ« むﾈ ┙ﾛ┢ゴす ┷┍┏┄ヮ┋┈ﾗす    

 ぃ┮┋ﾍ め┕┈ﾒ ┗┏┍┏┄ヮ┋┈ﾗす ┗┏┺する┤ﾗす ┶┆ヮﾉ
 ┕┎ﾞ┆ﾝ┄ﾈ そぬな┕むむ│ﾗす »き┕むむジす ┗┇ﾗ« ┕┎ﾞﾛするぬ ┷むむﾔ
 ┷ﾔ┕┉ﾟﾗす ┘ﾛぬ┕ﾓるけ ┥ﾖ┤ﾘ たすぬ┵むむ━┍ﾘ ┳ﾒ ┶ﾗる┟す
 ┬┄┉ﾗす ┳ﾘ ┗ヰ┈┾ ぇあぇ ┷むむﾔ ぉぅぅあ ¨す よす┤むむﾈ
 ┳ﾘ ┗ﾘ┢┉ﾞﾘ ┗むむ┋ﾌ┤ﾘ ┳むむﾛる┢ﾉ ┶ﾗさ ぃ┪むむﾎ┵ﾞジす
 そ┤ﾞ┈ﾗす ┗┾┕ヱﾈる ぃ┙ﾛ┢ゴす ┷┍┏┄ヮ┋┈ﾗす ┡ﾛぬ┕ﾞﾗす
 ┷ﾚる ┕ﾚ┢┆ﾈ ┕ﾘる ぉぅぅぉ ら┕ヮ┏ﾙ ビﾈ ┕ﾘ ┬┉ﾉ ┷ﾞﾗす
 ┗┏┋┏┺す┤ﾎ】す た┕ﾌ┕┏ﾞﾋ》す ┗┋ﾌ┤ヅ ┘┈ が┾ゎる ┷ﾞﾗす
.┗┏┍┏┄ヮ┋┈ﾗす ら┢┌┋ﾗ ┗┏━ﾌる ┤ﾟﾖ┟する ┶ﾗる┟す

 ┲ﾓぬ ぃ┗むむﾜﾔすな ┗ﾛ┤┆むむﾏ ┗┇┋ﾈ ┗むむﾛする┤ﾗす たき┕むむﾋ
 ┗┋ﾌ┤ﾘ ┘ﾈ┕┾け ┷ﾞﾗす ┷ﾍす┤ﾞﾗす ┗ﾗ┕ゴ まに『ﾗす ┕ﾚ┢┉ﾙ
 ぃ┗┏┌むむﾎ┤ﾗす た┕むむヮﾎ┒ジする ぃ┷ﾝ┆むむ━ﾗす ゆ┕┃┍ﾗす
 ┗ﾛ┥ﾘ┤ﾗす そ┵むむヮﾕる ぃた┕むむ┌┋┊ﾗす ┗ﾕぬ ビむむﾈ ┗ﾋね┕ﾘ
 ┱┏┌ゲす ゆ┥┇ﾗする ぃ┷┻┕┌┋ﾗ ビ┍ゴす ビﾈ ┕ﾘ .┗ﾗ》┢ﾗする
 ぃ┪むむﾎ┵ﾞジす ┤ヰﾝﾗす ぬ┢┾ ┶┋ﾒ ┗┆ﾈ┕┉ﾗす ら┢ジす ┷ﾔ



ぇゅっ

 わ┕ﾛ┤┊ﾔる わ┕┏ﾈなけ ┲むむﾚ┟す ┖ﾙ┕ゲす ┮┋ﾍ ゑ┦┍ﾉ ┲ﾗる
 ┚┏ヮﾙ ┳┌┻ ┗┏ﾝ┆むむ━ﾗす ┗ﾛ┕┊ゴす ┮┏ﾑ┵ﾉ ┷ﾔ
 ┕┎┅┈ﾌ ゆる┕むむギ ┷ﾞﾗす そ┤むむﾖす┣ﾗす ┷┎ﾔ ぃ┗むむﾛする┤ﾗす
 ┕┎ﾒ┕┏┻ ┳ﾘ わ┕むむﾔ┵ﾍ ┗┏ﾌ ┕ﾚき┕┉ﾈさる ぃ┕むむ┎┍ﾛる┢ﾉる

.┕┎┏ﾏ『ﾉる
 ┷むむﾔ ┗ﾛ┤ﾒ┕むむ━ﾗする ぃビむむ┍ゴす ┰むむﾗに ┱ﾖ ┲むむﾓぬる
 ┗ﾛする┤ﾈ つ┤むむヱﾞﾗ ┳むむ┊ﾉ ┲むむﾗ ┕むむ┎ﾙけ 》さ ぃ┮むむ┾┵ﾗす
 ┘ﾙ┕ﾖ ┱ﾈ ぃ┬ﾕす┵ﾗす ふす┤┆ﾞむむﾎす ┷ﾔ ┗┏むむヮﾙ┕ﾘるぬ

.┴ﾊ┢ﾌ ┳ﾘ ┕┎┆ﾕする ┶┋ﾒ そ┵ヮﾕ ┤ﾟﾖけ
 れ┢ﾌさ ┷むむﾔ )┗┌ﾐ┕ﾔ( ┗むむﾛする┤ﾗす ┗むむ┋┄ﾈ ゆ┵むむ┉ﾉ
 ぃビ┌むむﾎ┕┏ﾗす そ┤｀むむﾏ ┘ﾉ┕ﾘ« :┗ﾛする┤ﾗす ┷むむﾏす┵ﾌ
 ┤ﾚ┥ﾗす の┕┈ﾙけ ┤むむﾍく ┘┅┈┋ﾔ ┮│┉ﾗす ┕むむ┎ﾕ┤ﾌけ
 せ┤むむヮﾞﾉ らけ ┘┈ﾍ ぃ¨す た┢┌ﾌ ぃ┩むむ┏ﾈけ わ すな┕ﾘぬ
 よ┢ﾗす ┕┎ﾙ┕│ﾓけ ┳ﾘ ┥┍┏ﾔ ぃまぬす┵━ﾗす そ┤┌ﾌ ┕┎┏ﾗさ
 ぃた┵ジす そ┵┄むむヮﾗ わ》『ﾋさ ┕むむヂ┑ﾖる ぃふ┕むむ┏ﾝﾗす ゆ┢ﾈ

.»┩┏ﾈ┟す ┕┍ﾉ┵ヅ ぃ┴ﾈ ┷┍ﾉ┤ﾖに .なす┵ヮﾗす た┢ﾉぬす
 ゆす┥ﾞﾍす たなすぬけ ┗┏むむﾏ┕ゴす り┣┎ﾈ ┗┏┺する┤ﾗす ら┑ﾖる
 ┶┻┵┈ﾗす ┗ﾗ┕ﾌ ┢むむ┉ﾙ ┷ﾔ ぃ┕┎┋ﾖ ┗ﾛする┤ﾗす そ┤むむ┊ﾔ
 ┗┋ﾌ┤ジす ┷ﾔ ┷ﾟﾝ┆ﾗす ゆ┕むむ┃┍ﾗす ┗ﾗ┕ﾌる ぃら┕ﾞ┋┈ﾗする
 ┕┍ﾉ┵ﾘ« そぬ┕むむﾝﾒ ┷むむﾔ ┗┻┕┈ﾞﾙ》す ┳むむﾘ そ┤むむ┏ﾍ┟す
 ┯むむ┏┉ギ らるなる ぃ┳むむ┌ﾊ らるな た┵むむジす ろけ »┩むむ┏ﾈ┟す
 ┗ﾗ┕ﾌる ぃ┖┊むむヮ┍ジす よ┢むむﾗす す┣むむﾚ ┳ﾘ ┖むむﾎ┕┊ﾘ
 た┤ﾝﾒ ろ┣ﾗす ら┕むむヮﾙ】す ┕┎むむ━┏┆ﾛ ┷ﾞﾗす ま┕┏┃ﾗす
 ┷ﾔ ぃ┘ﾕ┤ﾞﾌす き┕むむ┃┏ﾈ ビ┌むむﾎ┕ﾛ そ┤｀むむ━ﾈ ┴┍ﾒ
 ┗ﾗ┕ﾌ ┕むむ┎ﾛ┢ﾗ )┷むむﾈ┤┆ﾗす ┢むむ┌ヰﾘ( ┢むむ ぎヮﾋ ビﾌ
 ┵むむ┎ﾔ ぃ┷┍┏┄むむヮ┋┈ﾗす  め『むむﾞﾍ》する ┩むむﾕ┕┍ﾞﾗす
 ┤ヮﾖ わ┕┃ﾛけ ┘ﾗる┕ﾌ ろ┣ﾗす ┷┍┏┄ヮ┋┈ﾗす ┳ﾐす┵ジす
.┴ﾗ┵ﾌ ┷ﾈ┤┆ﾗす よ『ﾒ】す ┕┎┆┻る ┷ﾞﾗす ┗┏ﾎ┢┉ﾗす

 ┳ﾘ ┗┋ﾌ┤ﾘ ┯┏ﾊ┵ﾞﾗ ┘ﾝﾞﾖ ┗むむﾛする┤ﾗす り┣ﾚ ら┟る
 ┲┋ﾔ ぃ┷┍┏┄むむヮ┋┈ﾗす ┖┆むむ━ﾗす ┡ﾛぬ┕ﾉ ┱むむﾌす┤ﾘ
 ┢┏┆ﾉる ┷┻┕ジす ┪┉ヮゎﾉ らけ ┰ﾗ┣ﾖ ┗┏┺する┤ﾗす ┦┍ﾉ
 ┬ﾕす┵ﾗす ┱ﾟベ ┷ﾞﾗす ぬ┵┄むむヮﾗす ビﾈ りぬ┕┃ヰﾞむむﾎす
 よ┕ﾒ ┗ﾝ┊ﾙ そぬ┵むむ┾ ┲むむﾎ┤ﾉ ┷むむ┎ﾔ ぃ┷むむ┻す┤ﾞﾔ》す
 ┗┏ﾙ┢ジす て┕┏ﾞﾋす ┢┎━ジ ┗ﾈぬ┕┉ﾘ ┷ﾔ ぃ┕┎ﾉすに ぇうゅい

 ┕┎┈│ﾛ ┷ﾞﾗす ぃやぬ┕┆ジする ぬ┕ﾘ┢ﾗす ┢ﾚ┕むむ━ジ わ》┵┾る
 ┷┎┍ﾞﾗる ぃ┗ﾛする┤ﾗす ┱ﾍすな ┷ﾔ ち┢ゴす ら┕ﾛる┤ﾛ ら┕ﾉ┵┾
 ┕┎┏ﾔ ┠┻┵ﾉ ┗┏むむﾏ┕ヰﾈ ┗ﾛする┤ﾗす ┳むむﾘ き┥むむﾋ ┱ﾖ
 ゆ┥ﾞヱﾉ ┗┋┌ﾋ ┕┎┏ﾗさ ┮┏┃ﾉ るけ ぃ┗┋ﾌ┤ジす ┶むむ┍┆ﾘ
 ┖ﾝむむヮﾈ ┗ﾛする┤ﾗす ┬ﾕるけ ┕ﾘ ┵ﾚる ぃ┴むむﾗ┵ﾕ たなすぬけ ┕むむﾘ
 そ┤ﾏ┕ﾝジす ┷ﾔ ら┕┏ﾌ┟す ┩┆ﾈ ┷ﾔ ┷むむﾏす┵ゴす り┣ﾚ

.┷┺する┤ﾗす せな┟す ┷ﾔ そ┣ﾝボす ┤┏ﾓ
 )┷ﾈ┤┆ﾗす ┢┌ヰﾘ( ┙ﾛ┢ヰﾈ ┕┎ﾞﾛするぬ ┮┋ﾍ たけ┢ﾈ
 ┗┍ﾛ┢ﾘ ┷むむﾔ ビ┏┍┏┄むむヮ┋┈ﾗす ビむむﾘる┕┉ジす ┢むむﾌけ
 ┗┏┍┏┄むむヮ┋┈ﾗす ┗┻┕┈ﾞﾙ》す ┤┾┕ﾒ ろ┣ﾗす ┦┋ﾈ┕ﾙ
 ┗┄┋むむヮﾗす  ら┵｀むむﾎ  ┷むむﾔ  ┱むむ┉ﾞﾒする  ぃ┶むむﾗる┟す
 ┗┏ﾎ┕┏ヮﾗす  ┴┈ﾕす┵ﾘ ┖ﾝむむヮﾈ ┗┏┍┏┄むむヮ┋┈ﾗす
 ┶ﾗさ わ》┵┾る ぃ┗┏むむﾎ┕┏ヮﾗす た┕ﾕ┕┈ﾉ『ﾗ ┗むむ┻ぬ┕┆ジす
 ち┢ゴす ┧┏┆ﾛ ┙┏ﾌ ぃそ┤┏ﾍ┟す ┶│ﾕ┟す ┗┻┕┈ﾞﾙす
 ぃ┷ﾎ┕┏ヮﾗす め┤┅ﾗす つ┥ヅ ぃ)┗┌ﾐ┕ﾔ( ┴ﾞﾝ┏ﾝﾌ ┬ﾘ
 ┨│┉ﾈ ぃ┗┏ﾘ┵┏ﾗす そ┕ﾙ┕┆┌┋ﾗ ┮むむﾟ┊ジす ぬ┵┃ゴする
 ┖┋┇ﾞﾞﾗ ぃぬ┕│ゴする ぬ┕ﾘ┢ﾗす ┪ﾎる ┵┌┍ﾉ ┷ﾞﾗす ぃ┖ゴす
 ぬ┵┆むむ━ﾗす ┕┎┏ﾔ ┤ﾝ┊ﾛる ぃぬ┕むむヮ┊ﾙ》す ┗ﾗ┕ﾌ ┶むむ┋ﾒ
 ┳ジ ┗┏ﾘすぬな る┢ﾝﾉ ┢ﾕ そぬ┵┾ わ┗ﾘ┢┉ﾘ ぃ┷ﾙ┕むむヮﾙ】す
 た┵ジす ┲ﾓぬ ┷┍┏┄むむヮ┋┈ﾗす ら┑ﾈ ぃち┢ゴす ┧┆ﾛ ┲ﾗ

.き┕┄┆ﾗする ┖ゴす ┶┋ﾒ わ すぬな┕ﾕ ぎ┱ﾑ ぃぬ┕ﾘ┢ﾗする



ぇゅあ

 ┲ﾓぬ ┴ﾙ┑ﾈ ゆ┵┉ﾉ らけ たなすぬけ ┕┎ﾙけ る┢ﾝ┏ﾗ ぃ┴ﾉすに ┷ﾗ┕ゴす
 ろ┣ﾗす ち┢ゴす ┤ﾊさ ┗むむﾛする┤ﾗす ┷ﾔ ┠┻す┵ﾗす よこ┕むむ━ﾞﾗす
 ┗┉┋┆ﾘ ┘┏┉ﾈ わ》┕むむﾘく らけ 》さ ぃゆこ┕むむ┈ﾞ┋ﾗ ┵むむﾒ┢ﾛ 》
 す┣ﾚ ┘┉ﾈける ぃ┯ﾔ┟す ┷ﾔ て┵┋ﾛ ┱┏┌ﾋ き┷むむﾏ ┶┋ﾒ

 .き┷｀ﾛ ┢ﾕ ゐ┱ﾝ┉ﾞヮジ わ┕┊┋ﾘ ゆこ┕┈ﾞﾗす

 :»┷ﾖ┤┏ﾘ┟す ┲┋┅ﾗす ┡ﾛぬ┕ﾉ«          
 ┢ﾌる┟す ┖┄┉ﾗす ぬ┕┏┎ﾙ┕ﾈ ぬ┕━ﾝﾞﾎす    

 ┢┏┆むむﾎ ゆな┕ﾒ ┷┍┏┄むむヮ┋┈ﾗす ┤┊┈ジす ┯┋┄┍ﾛ
 ┷ﾖ┤┏ﾘ┟す ┲┋┅ﾗす ┡ﾛぬ┕ﾉ« ┴ﾈ┕ﾞﾖ ┷ﾔ ろる┕ﾞ━ﾝﾗす
 ぬな┕│ﾗす »┢ﾛ┢ジす ろぬ┵ﾐす┤ﾝﾘ】す ゆ┵ﾔ┟す ┳ﾘね ┗ﾛす┢ﾈる
 ┗┏ﾈ┤┆ﾗす ┗むむヮﾎ┒ジす ┳ﾒ わ┕ﾟﾛ┢ﾌ ┶ﾗる┟す ┴ﾞ┆ﾝ┄ﾈ
 ┱┏┋ヰﾞﾈ ぃ┗ヰ┈┾ ゃぅぅ ┷ﾔ ぃ┤━┍ﾗする た┕ﾎすぬ┢┋ﾗ
 ゆ『ﾞﾌす ┣┍ﾘ ぃ┷ジ┕┆ﾗする ┷ﾈ┤┆ﾗす ┷ﾎ┕┏ヮﾗす ┬ﾕす┵ﾗす
 ┗┏ﾖ┤┏ﾘ┟す たす┵┉ﾗす ゆ┵むむﾍなる ぃぉぅぅゃ よ┕ﾒ もす┤┆ﾗす
 な┵┆ﾛ にさ .ビヮﾌ よす┢┾ よ┕┅ﾙ ┲┊ﾌ へ┕┉むむﾎさる
 そな┕ﾒ】 もす┤┆ﾗす ゆ『むむﾞﾌす ┷ﾔ ┗┆ﾛ┤むむﾎ そきす┤ﾕ ┢┆ﾈ
 わ す┢ﾛ┢ギる ぃ┤┾┕┆ジす ┗┏ﾈ┤┆ﾗす ┗┉┄┍ジす ┡ﾛぬ┕ﾉ そきす┤ﾕ
 ┳ﾘ きす┢ﾞﾈす ┴むむ┏ﾔ ┗┌┎ジす ┗むむ┏ヱﾛぬ┕ﾞﾗす ┱むむ┾┕┈ジす
 ┶ﾗさ ┴┏ﾗさ ┘むむﾗく ┕ﾘる ┗┏┍┏┄むむヮ┋┈ﾗす ┗むむ┏┃┉ﾗす
 ┪┈┍ﾗす ┬ﾈ┕┍ﾘ そ┤┾┕ヰﾘ ┴┏┌むむヮﾛ ┕ﾘ ┶ﾞﾌ ぃら｠す

.もす┤┆ﾗする ┚┏┋ザす ┷ﾔ ┷ジ┕┆ﾗす
 せ┕ﾝむむﾎ┟す ┖ﾉ┕┊ﾗす ┠┻┵ﾛ せ┕ﾞ┊ﾗす す┣ﾚ ┷むむﾔる
 そ┤┏ﾍ┟す せ┤むむゴす ┮┋ﾍ ┘┈ﾕる ┷ﾞﾗす ┗┏むむヮ┏┺┤ﾗす
 せ┕ﾝむむﾎ┟す り┣ﾚ ┲ﾚけ ┢ﾌけ る┥┆ﾛ にさ ぃもす┤┆ﾗす ┶むむ┋ﾒ
 ビヮﾌ よす┢┾ ┱ﾌす┤ﾗす ┷ﾕす┤┆ﾗす ┦┏┺┤ﾗす ぬす┤ﾕ ┶ﾗさ
 るぬ┵┏ﾗす ┶むむﾗさ ぉぅぅぉ よ┕┆ﾗす ┤むむﾍするけ ┷ﾔ ゆ┵むむヰﾞﾗ┕ﾈ
 ┕┌┍┏ﾈ ぃ┗むむﾛぬ┕｀ﾞﾗす ┴むむﾉ『ﾘ┕┆ﾉ ┷ﾔ ぬ》る┢むむﾗす ゆ┢むむﾈ
 ┗┎ﾋする ┤ﾝﾞﾒす ろ┣むむﾗす ぃ┴┈┋ﾍ れ┵ﾕけ ┖ﾝむむﾎ ┮┉ﾛ
 ┗むむ┏ﾖ┤┏ﾘ┟す た┕ﾖ┤むむ━ﾗす に┵むむ┈ﾙ ┵むむﾚる ぃせ┤むむヰ┋ﾗ
 ┢┆ﾉ ┷ﾞﾗする ぃ┕ﾚ┢┋ﾈ ┗ﾎ┕┏ﾎ ┷ﾔ たすぬ┕┉┋ﾗ そ┤ﾈ┕┆ﾗす
 ┗┏ﾊ『ﾟﾗす ┗┏ﾗ┕ゴす ┗┏ﾖ┤┏ﾘ┟す ┗ﾘ┵┅┍ジす たす┥┊ﾉ┤ﾘ
 ぃ┗ﾛ┤┊ヮ┆ﾗす そ┵┉ﾗす :┷ﾚる ろる┕ﾞむむ━ﾝﾗす ┖むむヮヰﾈ
 た┕ﾖ┤ﾏる ぃ┪┈┍ﾗす ┳ﾘ ┤ヰﾈ ┷┋ﾒ ゆ┵┌ボす ぬ》る┢ﾗする

.たすぬ┕┉┋ﾗ そ┤ﾈ┕┆ﾗす ┯ﾛ┵ヮﾞﾗす
 ろる┕ﾞむむ━ﾝﾗす ┱┾┵ﾞﾛ ┯┏┌ﾒ ┱┏┋ギ ゆ『ﾍ ┳ﾘる
 り┣むむﾚ  ゆ┵むむﾔけ  ┗むむﾛす┢ﾈ  ┕むむ┎┌ﾚけ  ぃそ┢むむﾒ  ┚むむ┺┕ﾞ┍ﾗ
 ┲ﾓぬ– な┵ﾛ ┴むむﾙ┑┊ﾗる ぃ┗むむ┏ﾖ┤┏ﾘ┟す ┗むむﾛぬ┵ﾐす┤ﾝﾘ】す
 そき┵ﾝﾙ き┕むむ┏ﾌさ ┢┏┆ﾛ らけ -わ┕むむﾛ┤┊ﾔ ┴むむ┺┕┉ﾞﾗす よ┢むむﾒ
 ┗┏ﾗ┕ﾛ┤ﾝﾘ】す ら┑むむﾈ ┦ﾖぬ┕ﾘ ゆぬ┕ﾖ ┷ﾙ┕ジ┟す ┤むむ┊┈ジす
 ┷むむﾎる┤ﾗす  ┤むむ┊┈ジす  るけ  ぃ┕むむ┎ﾛ┢┏ﾈ  ┕むむﾚ┤ﾝﾕ  ┤むむ┈ギ

 ┱ﾌす┤ﾘ ┶┋ﾒけ ┗むむ┏ﾗ┕ﾛ┤ﾝﾘ】す« ┴むむﾈ┕ﾞﾖ ┷ﾔ ビむむ┍┏ﾗ
 )┕ﾘ ┢ﾌ ┶ﾗさ( ろる┕ﾞむむ━ﾝﾗす ┯┈ﾞ┏ﾗ ぃ»┗┏ﾗ┕┌ﾎけ┤ﾗす
 ┤┏むむヮﾉ ┕ﾖ┤┏ﾘけ ら┑ﾈ ぃ┗┏ﾖす┤ﾞむむﾏ》す れこ┤ﾗす り┣むむﾚる
 き┕ヰﾙけ ┷ﾔ ┕┎むむヮ┈ﾙ ┘┏ﾞむむ━ﾉ ┖ﾝむむヮﾈ ゆ┵ﾔ【ﾗ
 ┶┋ﾒ ┕ﾚね┕┊ﾉぬする ぃ┕┎むむﾏ┵┏ﾋ ┘┏ﾞむむ━ﾉる ぃ┲ﾗ┕┆ﾗす
 ┕┌ﾖ- ら┕ﾖ ろ┣ﾗす らるぬ┕ﾏ ┱┏┺ぬ┑ﾖ き┕┈┆┻ き┕┈┋ﾌ
 ぬるな ┗┏ヰ│ﾗす ┴ﾞﾗ┕ﾌ ぬ┵ﾚ┢ﾞﾗ -ろる┕ﾞ━ﾝﾗす ゆ┵┉ﾛ
 らす┤ﾛ】 ┗┏ﾖ┤┏ﾘ┟す ┗むむﾈ┤┃ﾗす ┱┏ﾋ┑ﾉ ┷ﾔ ┹┷むむヮ┏┺ぬ

.ぉぅぅょ よ┕ﾒ
 ビﾈ ┕ﾘ りぬな┕むむ│ﾘ ┷ﾔ ま┵┍ﾞジす せ┕むむﾞ┊ﾗす ┢むむ┆ﾛる
 ぃそな┢┆ﾞﾘ ┘ﾙ┤ﾞﾙさ ┬ﾕす┵ﾘる ┖ﾞﾖる ┯┺┕ﾊるる た┕┈┋ﾘ
 ます┤│ﾗす れ┤むむ｀ﾘ ┷ﾔ ┗むむ┌┎ﾘ ┗むむ┏┋┏┋ギ ┗むむ┉┏ﾊる
 ┗むむ┉┄┍ジす ┤むむ┏│ﾘる ぃよ┵むむ┏ﾗす ┷むむジ┕┆ﾗす ┷むむﾈ┤┆ﾗす
 ゆる┒┏むむﾎ ┕ジ た┕┆ﾕ┵ﾞﾗす ┳ﾘ ┗ﾒ┵┌｀ﾘる ぃ┗┏ﾈ┤┆ﾗす



ぇゅい

 た┕ﾛするぬ ┷ﾔ ろ┵┇┋ﾗす ┚┏ヮ┍ﾗす«        
た┕┌ヮﾗする ┤ﾊ┟す :┖┏┄ヱ┋ﾗ »ぬ┕ﾐる ┤ﾚ┕┄ﾗす

 ┷ﾔ ┖┏┄ザす ┤┌ﾒ ¨す ┢むむﾝﾒ ぬ┵ﾞﾖ┢ﾗす て┤┄ﾛ
 た┕ﾛするぬ ┷ﾔ ろ┵むむ┇┋ﾗす ┚┏むむヮ┍ﾗす« ろ┢┉┍ﾗす ┴ﾈ┕ﾞﾖ
 たすき┕┃ﾔ ぬすな ┳ﾒ わ┕ﾟﾛ┢ﾌ ぬな┕│ﾗす »ぬ┕むむﾐる ┤ﾚ┕┄ﾗす
 た┕ヰ┈┾ ゃぅゅ ┷ﾔ らなぬ┟す ┷ﾔ ┬ﾛね┵ﾞﾗする ┤むむ━┍┋ﾗ
 ┗┇┋ﾗす ┤ﾊけ ┳ﾒ た》こ┕ヮﾉ そ┢ﾒ ぃ┤┏ﾝ┊ﾗす ┬┄┉ﾗす ┳ﾘ
 ぃ┗┏┺する┤ﾗす ぬ┕ﾐる ゆ┕┌ﾒけ ┷ﾔ ┷┺する┤ﾗす ┚┏ヮ┍ﾗす ┷ﾔ
 わ┕┉┌ﾒる わ┕むむ┾┵ﾓ ┤ﾟﾖけ た》こ┕むむヮﾉ ┶ﾗさ ┗ﾔ┕┻】┕ﾈ
 ろねす┵ジす ┨┍ﾗす ┗┇ﾗ ぬ┕ﾐる ┮┏ﾑ┵ﾉ ┗┏┈┏ﾖ ゆ┵むむﾌ
 ┗ﾛ┤┆むむ━ﾗす た┕┌むむヮﾗする ぃ┗┏┺する┤ﾗす ┴むむﾗ┕┌ﾒけ ┷むむﾔ

 ぃ┗┏┺┕┍ﾝﾗす ┕┎ﾉ┕┏┋グる ┴ﾞ┇┋ﾗ
 ┗ﾛ┵┇┋ﾗす ┤ﾚす┵┅ﾗす ┰むむﾗに ┶ﾗさ せ┕ﾞ┊ﾗす ゆる┕むむ┍ﾉる
 ┤ﾚ┕┄ﾗす ゆ┕むむ┌ﾒけ ┷ﾔ た┢ﾝﾉ ┷むむﾞﾗす ┗┏ﾈ┵┋むむﾎ┟する
 ┗ﾛ┵┇┋ﾗす た┕ﾛ┵ﾞヮジす ┗┏ﾚ┕ﾘ ┳ﾒる ぃ┗┏┺する┤ﾗす ぬ┕ﾐる
 ┚┏むむヮ┍ﾗす き┕┍ﾈ ┷むむﾔ ┕┎┏┋ﾒ ぬ┕むむﾐる ┑┊むむﾉす ┷むむﾞﾗす
 た┕┏┍┉ﾞﾗす ┷ﾔ ┗┏┺する┤ﾗす ┗┇┋ﾗす ┲ﾗ┕┆ﾘる ぃ┷むむ┺する┤ﾗす
 す┤┏ﾟﾖ せ┕ﾞ┊ﾗす て┤ﾐ ┕┌ﾖ ぃ┗ﾗ┕┌ﾒけ ┷ﾔ ┗ﾛな┤ヮﾗす
 ┷ﾔ ┖┏┉┍ﾞﾗす ┶┋ﾒ 『ﾘ┕ﾒ ぃ┗┌┎ジす ┗┋ﾜむむﾎ┟す ┳ﾘ
 り┣ﾚ ゆ『ﾍ ┳ﾘ ┕┎┍ﾒ ┗ﾈ┕ﾋ‒ﾗ ひ┵│┍ﾗす ┢ヮﾋ

.そな┕ゲす ┗ﾎすぬ┢ﾗす

 た┕ﾉ┕┈ﾞﾗ》す ┳むむﾘ な┢むむﾒ ┬ﾘ ぃわ す┢むむﾓ ┬むむﾕす┵ﾗす ┴むむ┏ﾗさ
 ┳┊デ 》 ┷ﾞﾗす た┕ヰ┈│ﾗす ビﾈ そ┥むむ┏┌ジする ┗┏ﾖ┣ﾗす
 ┯ﾈ┕ﾎ ┷┺するぬ 》さ ┗ﾕ┢ﾗす り┣ﾚ ┱ﾟヅ ┕┎ﾗ ┘┈ﾞ┋ﾛ らけ
 ら┕ﾖ ┷ﾞﾗす ぃろる┕ﾞむむ━ﾝﾗす ゆな┕┆ﾖ ┷ﾖに ┷むむﾔ┕ヰ┾る
 もす┤┆ﾗす ┷ﾔ ┘┋ﾞゎﾕ ┗┏ﾖ┤┏ﾘけ そ┢┍｀ﾘ ┗│ﾕ ┕ﾚね┤ﾈけ
 ┱┏ﾗ┢ﾉ ┷ﾔ ぃ┤┌ﾌ┟す ろ┢┍┎ﾗす ┕┎┋┾け ┳ﾒ ┮━ ゎﾖる
 ふぬ┟す せ┕ヰ┾け ┴┏ﾗさ ┱┾る ろ┣むむﾗす ゆ┐┌┋ﾗ ┠┻する
 ┧┏ゲす ┷ﾔ ら┵むむ｀ﾘ┢┍ﾛ するけ┢むむﾈ ┳ﾛ┣ﾗす ビむむ┏┋┾┟す
 ┗┏┋ﾕけ ┤むむﾝﾖ┟ す┵むむﾗ┵ギる ぃ┷むむﾙする┢┆ﾗす ┷むむﾖ┤┏ﾘ┟す

.┴┏ﾔ ┗┏ﾕ┤ﾒ
 ┳ﾒ つる┤ザす ┬┄ﾞむむヮﾛ ┲ﾗ ろる┕ﾞむむ━ﾝﾗす ┱むむ┆ﾗる
 り┣┎ﾈ わ┕┊むむヮ┌ﾞﾘ ぎ┱ﾑ ┢┉ﾔ ぃわ┕┏┺するぬ ┴ﾙ┵ﾖ そ┤┊ﾔ
 ┷ﾔ ┗ヰ┻する た┢むむﾈ ┷ﾞﾗす ┗むむﾈ┕ﾞ┊ﾗす ┷むむﾔ ┗むむﾛこ┤ﾗす
 ゆ┵むむ│┈ﾗす ┲┏むむヮ┉ﾞﾈ ┴むむﾉ┕ﾛするぬ ┷むむﾔ ┴むむﾞ┉ﾛ┤ﾐ
 た┐ﾋ┕┈ジす ┷むむﾔ ┰ﾗ┣ﾖる ぃ┷ﾗ┕ﾞ┋ﾗ ゆる┟す き┕むむ┃ﾔさる
 ┴ﾈ┕むむ━ﾞﾉ ┷ﾞﾗす せ┕ﾞ┊ﾗす た┕ヰ┈┾ ┕┎┋┌ギ ┷ﾞﾗす
 わ》┵┾る ┗┏┺する┤ﾗす ┗むむﾈ┕ﾞ┊ﾗす せ┵┋むむﾎけ ┬ﾘ ┰ﾗに ┷ﾔ
 ┕┎ﾞﾔす┤ﾐ ビﾈ ┯┋ヱﾉ ┷ﾞﾗす ゆ┵│┈ﾗす ┳ﾛる┕┍ﾒ ┶ﾗさ
 き┕┌むむﾎけ ┕┎ﾙ┵┊ﾗ ぃた┕ﾕぬ┕┈ﾘ ┬むむ┏┻す┵ジす ┗むむﾛ ぎ┢ﾋる
 ┗ﾋ┕ﾋね ┯┍ﾒ :┷ﾔ ┕┌ﾖ ┗ﾛする┤ﾗす るけ ┗│┉┋ﾗ せ┤むむﾕけ
 ぃよ┕ﾍ ┲┆ﾗす ら┵むむﾛな ぃぬ》るなる┤むむﾞﾝﾗす せる┤ﾌ ぃ┪むむ┈┍ﾗす
 ぃなるるすな ┤｀ﾌ ぃよ┕┍ﾞ┏ﾔ ぬ┕ﾝﾓ ┘ギ ┕┏ヮ┏ﾙる┢ﾙけ ぬ┕│ﾒさ
 ビﾈ ┕ﾘ な『ﾈ ぃ┳┆┄ﾗす め┵┏ﾎる ┗┆｀┆ゲす め┵┏ﾎ
 ┘むむﾎ┵ﾖ┵ﾗ┵┎ﾗす ぃよ┕むむﾎ ┲┆ﾗす よ┕ﾍ ぃビむむ┄┈┍ﾗす

.┳ﾛる┕┍┆ﾗす ┳ﾘ ┕ﾚ┤┏ﾓる ┤┌ﾌ┟す
 そ┤ﾏ┕ﾝﾘる ┗ヰ┻する ろる┕ﾞ━ﾝﾗす たすぬ┕━ﾈ る┢ﾝﾉる
 ぃ┗┏ﾖ┤┏ﾘ┟す そ┢ヰﾞジす た┕ﾛ》┵ﾗす ぬ┕むむ┏┎ﾙす ┗ﾛす┢ﾈ ┷ﾔ
 ┷ﾕす┤┆ﾗす ┬┉┍ﾞむむヮジす ┷ﾔ ┕┎ﾕ┤ﾓ ┢┆ﾈ ┗┾┕ヱﾈる
 ┗ﾘ┵むむﾎ┤ジす た┕┆ﾕ┵ﾞﾗす ┖むむヮヰﾈ ┳┊ﾛ ┲ﾗ ろ┣ﾗす
 ┳ﾒ ┠┻する ┱┊むむ━ﾈ ち┢むむヰﾞﾛ にさ ぃせ┤むむゴす ┱むむﾝﾕ
 せ┤ゴす ┱ﾝﾕ ら┕ﾖ┤┏ﾘ┟す ┕┎┆┻る ┪┄ﾍる た┕ﾛ┤┅ﾙ
 》 ┕ヅ て┕ﾛ┤ﾗす たき┕ﾋ ┕┌┍┏ﾈ ぃせ┤ゴす ┢┆ﾈ ┕ﾘ そぬ┵│ﾗ
 た┕ﾖ┤━ﾗする ┗┏ﾖ┤┏ﾘ┟す ┗ﾘ┵┊ゴす ┳┈ﾎ ┷┎ﾞ━ﾉ
 ┳ﾒ ┗ﾟﾌ┕ﾈる ぃ┧むむ┏｀┋ﾗ そ┢ﾙ┕むむヮﾘ たき┕むむﾋ ┷ﾞﾗす

.┷ﾕす┤┆ﾗす ┪┈┍ﾗす ┳ﾘ ┕┎ﾞ│ﾌ
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 ┴ﾗる┕┍ﾉ ┖ﾝﾎ ┴ﾈ┕ﾞﾖ ┕ﾛ┕┍ﾊ ┷ﾔ ┖┏┄ザす ┠┻┵ﾛる
 ┳ﾘ ┢┆ﾉ ┕┎ﾙ┵ﾖ ぬ┕ﾐる ┤ﾚ┕┄┋ﾗ ┗┏┺する┤ﾗす ┗ﾈ┤｀ﾞﾗす
 ぃ┗┏ﾈ┤┆ﾗす ┗むむﾛ┤┺す┥ゲす ┗┏┺する┤ﾗす せぬ┕むむ｀ﾞﾗす ┚むむ┃ﾙけ
 ┷┎ﾔ ぃろ┤┺す┥ゲす ゆ『┉ﾞむむﾎ》す ┢┆ﾈ た┤むむ┎ﾑ ┷ﾞﾗす
 ┗┍┌┃ﾞﾘる ぃ┗むむﾎるぬ┢ジす ビﾘ┕┃ジす ┷ﾔ ┗┉ﾈ┕むむﾎ
 ┕┎┍ﾘ ┱┆グ ┷ﾞﾗす ┗┏┍┈ﾗす たす┥むむ｀┍ジす ┳ﾘ ┤┏ﾟ┊ﾗ
 ぃ┕ﾚ『ﾉ ┕ﾘる ┗┋ﾌ┤ジす ┰┋ﾉ ┷ﾔ ┷┺する┤ﾗす ます┢ﾈ】す そ┢┺すぬ
 ┗┏┍ﾔ そぬ┢ﾕる ぃ┗┉┏┌ﾒ ┗ﾛこぬ ┳ﾘ ┴┋┌━ﾉ ┕ヅ ┰ﾗにる
 ┮ﾗす┵ﾛ ぬ┵┄ﾞﾘ ┷むむ┺するぬ ┳ﾔ ます┢ﾈさ ┶むむ┋ﾒ そ┥┏┌ﾞﾘ
 ぬ┕ﾐさ ┷ﾔ ┕┌┎┍┏ﾈ つ┥デる ぃ┱┊━ﾗする ら┵┌┃ジす ビﾈ

.┯┏ﾏぬ ろ┵┇ﾗ
 ろ┢┉┍ﾗする ┷ﾟヰﾝﾗす せ┕むむﾞ┊ﾗす す┣ﾚ ┷ﾔ ┴ﾙけ ┕┌ﾖ
 ┗┏┍ﾈ┟す り┕┍┊ﾞむむﾎす ┶むむ┋ﾒ よ┵┉ﾉ ┗むむﾎすぬな よ┢むむ┉ﾛ
 ┗┏┺する┤ﾗす ぬ┕むむﾐる ┤ﾚ┕┄ﾗす ゆ┕むむ┌ﾒけ ┷むむﾔ ┗むむﾛ┵┇┋ﾗす
 ┕┎┺┕┍ﾈ ┗むむ┏┈┏ﾖ ら┕むむ┏ﾈ ゆ『むむﾍ ┳むむﾘ ぃ┕むむ┎ﾉ┕┏┋グる
 ら┵┌┃ﾘる ┷┍┈ﾗす ┱┊━┋ﾗ ┕┎ﾞﾘき『ﾘる ぃろな┤ヮﾗす

 .ろな┤ヮﾗす ┱┏ヱﾞジす
 ┗┇┋ﾗす ┗むむﾎすぬな らけ ぃ┴ﾉすに ┘むむﾕ┵ﾗす ┷ﾔ わ す┤むむﾝﾞ┆ﾘ
 ┳ﾘ ┤┏ﾟﾖ ┷ﾔ わ》るす┢むむﾞﾘ わ┕｀┎┍ﾘ たぬ┕┾ ┗┏┺する┤ﾗす
 ┫ﾌ『ジす ┳┊ﾗ ぃ┗ﾛする┤ﾗす ┗┏┍ﾈ のぬ┢ﾉ ┷ﾞﾗす ち┕ヰﾈ┟す
 ろ┤┅┍ﾗす れ┵ﾞむむヮジす ┶┋ﾒ ち┕ヰﾈ┟す り┣ﾚ ┩┆ﾈ らけ
 ┗┉┏ﾕな そきす┤むむﾕ しぬ┕むむ┉┋ﾗ よ┢むむ┉ﾉ 》 ぃ┷むむﾘ┵┎┈ジする
 ┗ﾎすぬな ┗┏┺する┤ﾗす ┗┇┋ﾗす ┗むむﾎすぬ┢ﾈ ┷┺する┤ﾗす ┨┍┋ﾗ
 ┷ﾔ ┷ﾙ┕むむヮ┋ﾗする ろ┵┇┋ﾗす のぬ┢むむﾗす ぬ┵むむ┄ﾞﾈ ┷┈ﾉ
 ┗┏┺する┤ﾗす ┗┇┋ﾗす ┗むむﾎすぬな ┷ﾔ ┯┋┄┍ﾉ ┷┎ﾔ ぃせな┟す
 ぃ┴┊┏┊┈ﾉ らるな ぃよ┵むむ┎┈ジす す┣むむﾚ ぬ┕┌ﾟﾞむむﾎす ┳むむﾘ
 ぃ┴ﾉす┣ﾈ ┠┻する ┴むむﾙ┑ﾖる ぃ┗┏ﾗ》┢ﾗす りなる┢ﾌ め┤むむ┆ﾉる
 りぬす┵ﾓけ ┤ﾝむむﾎ ┶ﾗさ つ┕ﾞヰﾛ 》 ┗┏ﾚ┢ﾈ ┗┌┋むむヮﾘ るけ

 .┗┏ﾗ》┢ﾗす ┴ﾘ┵ヱﾉ き┕│┉ﾞﾎする
 ┳ﾘ わ『ﾓ┕むむﾏ ┰むむﾗ┣ﾗ ┗むむ┇┋ﾗす ┘┋┊むむﾏ ┕むむ┌ﾖ
 ┷ﾔ ┘┋ﾞﾌする ぃそな┢┆ﾞジす ┗ﾔ┤┆ジす ゆ┵┉ﾌ ┱ﾓす┵むむﾏ

 ┗┍┊ﾘ┟す ┶┌むむﾎけ ┗ﾟﾛ┢ゴす ┗ﾛ┤┊┈ﾗす ┗むむﾘ┵┅┍ジす
 ┠ﾝ┾け ┱ﾈ ぃ┗ﾛ┤┊┈ﾗす そ┤むむﾚ┕┅ﾗす た┕ﾛ┵ﾞむむヮﾘ ┷ﾔ
 ぃ┗ﾛ┤┊┈ﾗす た┕┏｀┎┍ジす ゆ┵┾け ┷ﾔ ┙ヰﾝﾗす わ すぬ┣┆ﾞﾘ
 ┮むむ━ﾖ るけ ぃ┕┎ﾗ ┗ﾛ┵┇┋ﾗす ゆ┵むむ┾┟す ┮むむ┾る らるな
 ┦むむﾎ┟する ぃ┕┎ﾉ┕ﾌる┤ﾐ ビﾈ ┗｀むむﾏす┵ﾞジす ぬる┣ゲす

.┕┎┏ﾗさ そ┢┍ﾞヮジす ┗┏┆ﾋ┤ジす
 ┗ﾛ┵┇┋ﾗす た┕むむﾎすぬ┢ﾗす ┖┋ﾓけ らけ ┖┏┄ザす れ┤むむﾛる
 ┗ﾘ┵┅┍ﾘ ろけ ら┑ﾈ ┗むむ┋┺┕┉ﾗす ┗ﾌる┤ﾐ┟す ┘┍ﾝﾉ ┢ﾕ
 ┘ﾋ┤ﾍる ぃ┲ﾗ┕┆┋ﾗ ┕むむ┎┋ﾚけ ┗ﾛこぬ ┷ﾔ ┤ﾊ┒ﾉ ┗むむﾛ┵┇ﾗ
 ┕┍ﾉぬ┢ﾕ な┢ギ ┷ﾞﾗす ┗┇┋ﾗす らけ ┕むむﾚな┕┈ﾘ た┕┾『ヱﾈ
 ┕┍ﾉぬ┢ﾕ な┢むむギ ┷ﾞﾗす ┕┎むむヮ┈ﾙ ┷ﾚ よ『┊ﾗす ┶むむ┋ﾒ

.┤┏┊┈ﾞﾗす ┶┋ﾒ
 らす┵┍┆ﾈ ┗ﾘ┵むむﾎ┵ジす ┗むむﾎすぬ┢ﾗす り┣ﾚ つぬ┢むむ┍ﾉる
 »ぬ┕ﾐる ┤ﾚ┕┄ﾗす た┕むむﾛするぬ ┷ﾔ ろ┵┇┋ﾗす ┚┏むむヮ┍ﾗす«
 ┲┺┕┉ﾗす ぃ»ろ┵┇┋ﾗす き┕むむ┍ﾝﾗす ┱┏┋ギ« ┚┎┍ﾘ ┳┌┻
 ┷ﾈな┟す ┢┉┍ﾗする ろ┵むむ┇┋ﾗす ┤┅┍ﾗす ビﾈ ┪ﾈ┤ﾗす ┶むむ┋ﾒ
 ┷┺する┤ﾗする ┗ﾘ┕ﾒ ┷ﾈな┟す ┨┍ﾗす ┱┏┋ギ ┷ﾔ ビﾟﾛ┢ゴす
 ┱ﾛる┑ﾞ┋ﾗ 『むむﾈ┕ﾕ ┕むむ｀┎┍ﾘ ┴むむ┋┆ﾋ ┕むむド ぃ┗むむ┾┕ﾍ
 ┴ﾉすきす┤ﾕ な┢┆ﾉ ┳ﾘ ┢ギ 》 ┦ﾎけ ┘ギ ┕┄ﾝ┃┍ﾘる

 .りすこぬ め『ﾞﾍする
 ろ┤┊ﾏ ぬ┵ﾞﾖ┢ﾗす に┕ﾞﾎ┟す ゆ┵┉ﾛ せ┕ﾞ┊ﾗす ┳ﾒる
 ┢むむ┉┍ﾗする せな┟す ┗むむﾛ┤┅ﾙ に┕ﾞむむﾎけ ┷むむ┻┕ジす ┥むむﾛ┥ﾒ
 た┕むむﾎすぬ┢ﾗす ぎらさ«  ┗┏ﾙなぬ┟す ┗┆ﾘ┕ゲす ┷ﾔ ┤むむ┾┕┆ジす
 ┗ﾛする┤ﾗす ┗┇ﾗる ┤┆━ﾗす ┗┇ﾗ ゆる┕┍ﾞﾉ ┷ﾞﾗす ち┵ヰﾝﾗする
 ┢ﾝﾒ ぬ┵ﾞﾖ┢ﾗす せ┕むむﾞﾖ ら┓ﾔ す┣┎ﾗる ぃそぬな┕ﾙる ┗むむ┋┏┋ﾕ
 ┗ﾝﾞ┊ジす ┷ﾔ ┕ﾑ┵ヰ┋ﾘ ┕ﾓす┤ﾔ ┢ヮﾛ ┖┏┄ザす ¨す
 た┕ﾛするぬ ┷ﾔ ろ┵┇┋ﾗす ┚┏ヮ┍ﾗす« のぬ┢ﾛ にさ ぃ┗┏ﾈ┤┆ﾗす

.»ぬ┕ﾐる ┤ﾚ┕┄ﾗす
 ┙ﾌ┕ﾝﾗす ┳┊ﾗ ぃ┰┺┕むむﾏる ┖┆┾ ま┵┻┵ﾘ ┵ﾚる
 ┕┎┋┏┋ギる ┤むむﾚす┵┅ﾗす ┳むむﾘ ┤┏ﾟﾖ ┢┾ぬ ┷むむﾔ ┠ガ
 ┳ﾘ ┤┏ﾟ┊ﾗ ろ┢むむ│ﾞﾗす ┷ﾔ ┠ガ ┕┌ﾖ ぃ┕むむ┎┋┏┋┆ﾉる
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 ┳ﾈ ┮ﾎ┵ﾛ ┢┎ﾒ ┷ﾔ ┦ﾗ┢ﾙ┟す ┷ﾔ ┗┏むむﾎ┕┏ヮﾗす
 ┶ヮ┏ﾒ ┳ﾈ ┷┋ﾒ ┗┌┺┕ﾕる ぃろ┤┎┈ﾗす ┳┌ﾌ┤ﾗす ┢ﾝﾒ
 ビﾈ ┗ﾗな┕ﾝﾞジす たすぬ┕┈むむヮﾗする ぃ┗むむ┏ﾗ┕ジす てす┤ゲす ┳むむﾈす
 ぃ┰ﾝﾗ┤┇ﾐ ┢┎ﾒ ┷ﾔ ビ┏┄ﾙ┥┏ﾝﾗする ┗┉ﾋ『むむヮﾗす
 ぃ┷ﾈ┵ﾛ┟す ┤むむ│┆ﾗす ┷むむﾔ ┤│ﾘ ┷むむﾔ ┖むむ┺す┤┃ﾗする
 た┕ﾛす┢ﾈ ┳ﾘ の┢┉ﾗす ┗┍ﾛ┢ﾘ ┷ﾔ な┵┎┏ﾗす ┗┈┺┕ﾐる
 ┗ﾖ┤ゴす よ┕むむ┏ﾕ ┱むむ┏ﾝﾕ ┶むむﾗさ ┷むむﾙ┕┌ﾟ┆ﾗす ┲むむ┊ゴす
 ね┕｀ゴす ┷ﾔ ┗┏ﾙ┕┌ﾟ┆ﾗす ┗┄┋むむヮﾗする ┗┏ﾙ┵┏┎│ﾗす
 ┕┌ﾖ ろ┤｀ﾚ ┤むむ━ﾒ ろな┕ゴす ら┤むむ┉ﾗす ┪むむﾎするけ ┷ﾔ
  ぃ┳ヮヰﾘ ┳ﾈ ┢ﾛね ┗┊ﾘ ┮ﾛ┤ﾏ ┢┎ﾒ ┕┎ヮ┊┆ﾛ
 ┲┏┊ヰﾞﾗす ┗むむ┏┋┌ﾒ ┷ﾔ ┷むむﾙ┕┄ﾛ┤ﾝﾗす ぬる┢むむﾗする
 ぃ┗ﾛ┢｀┍ﾗす – ┗むむ┏ﾙなぬ┟す なる┢ゴす ちなす┵むむﾌ ┗┏┈│ﾞﾈ

.┪┋ヮﾗす ┗┍ﾛ┢ﾘ ┷ﾔ ┗ﾛな┕│ﾞﾕ》す そ┕┏ゴする
 ┷むむﾔ  ┕むむ┎ﾞ┏┌ﾚける  ┗むむ┏ﾋぬ┕ザす  た┕ﾌ┕むむヮﾗする
 ろ┥ﾙる┤ﾝﾗす ┤むむ│┆ﾗす ら┢むむジ ろぬ┕┌┆ジす ┪むむ┏┄ヱﾞﾗす
 :よ┕むむ━ﾗす な『ﾈ ┷ﾈ┵┍ﾋ ┷ﾔ ┙ﾗ┕ﾟﾗする ┷ﾙ┕ﾟﾗす ┤┊ﾝジす

.»ら┵ﾕ┤ﾛ┥ﾗす ┗ﾈ┤ﾍ ┳ﾘ ┗┏ﾎすぬな ┗ﾗ┕ﾌ«

 らけ ┕┎ﾙ┑むむﾏ ┳ﾘ れ┤ﾍけ ┗┋ﾜむむﾎけ そぬ┕ﾊさる ┗┋ﾜむむﾎ┟す
.ビ┌ﾞ┎ジする ビﾟﾌ┕ﾝﾗす よ┕ﾘけ そ┢ﾛ┢ﾋ ┕ﾕ┕ﾔく ┠ﾞ┈ﾉ

  そ┤ﾛ┕┌ﾒ ┱┏ﾒ┕┌ﾎさ .な . け ┗┇┋ﾗす ┴┉ﾔ に┕ﾞﾎけ ┕ﾘけ
 ┤┈むむヮﾗす す┣ﾚ«  ゆ┵┉┏ﾔ ┗むむ┏ﾙなぬ┟す ┗┆ﾘ┕ゲす ┷むむﾔ
 ┲ぎ┏ﾕ ┱┌ﾒ ぃ┢むむﾒす┵ﾗす ┙むむﾌ┕ﾝﾗす す┣┎ﾗ ぃ┦むむ┏┈┍ﾗす
 ┖むむヮﾞ┊ﾉ そな┕ゲす ゆ┕┌ﾒ┟す ┘ﾙ┕ﾖ すに┓ﾔ ぃ┴むむﾘ┤ﾞﾌけ
 ┤┏むむヮﾉ ┷ﾞﾗす ┗┏｀┎┍ジす そ┤むむ┅┍ﾗす ┳むむﾘ ┕┎ﾞ┌┏ﾕ
 ┱ﾚ┒ﾛ ┳ﾘ ┤┏ﾍ ┖┏┄ザす ¨す ┢むむﾝﾒ ら┓ﾔ ぃ┕┎┏┋ﾒ
 ┵┎ﾔ ぃひ┵むむ│┍┋ﾗ ┷むむ｀┎┍ジす ゆる┕むむ┍ﾞ┋ﾗ ┴むむヮ┈ﾙ

.»┠┻する ろ┤┊ﾔ ぬ┕ﾐさる ぃ┤┅ﾙ ┗┎ﾋる ┖ﾌ┕┾
 ゆる┕┍ﾉ ろ┣ﾗす す┣ﾚ ┴ﾈ┕ﾞﾖ ┶┋ﾒ す┣ﾚ ┦┊┆ﾙす ┢ﾕる
 ┮┊ﾒ にさ ぃ┕むむ┎ﾞ┏┾ ますに ┗むむ┏ﾈなけ ┗┏│ヱむむﾏ ┴┏ﾔ
 ┤ﾚ┕┄┋ﾗ ┴┃┏┈ﾞむむヮﾘ ひ┵むむ│ﾙ ┗むむﾎすぬな ┶┋ﾒ
 ぃ┰┆ﾗ┕┄ﾉ ┷ﾞﾗす ┗┏｀┎┍ジす そ┤┅┍ﾗす りる┢ギ ぃぬ┕むむﾐる
 ┳ﾘ ┕┎┍ﾛねす┵ﾘ ┰┋デ ぃ┖┏┄ザす ぬ┵ﾞﾖ┢ﾗす らけ ┦ギる

.┕┎ﾞﾛ┕┎ﾙ ┶ﾞﾌ ┴ﾞﾎすぬな ┗ﾛす┢ﾈ

 ┳ﾘ ┢ﾛ┢ﾋ な┢ﾒ ぬる┢┾             
»ぬ┕ﾊ｠する ┡ﾛぬ┕ﾞ┋ﾗ ┗┏ﾙなぬ┟す ┗┋ペす«       

 ┷┌┋┆ﾗす ┙ヰﾝﾗする ┷ﾗ┕┆ﾗす ┲むむ┏┋┆ﾞﾗす そぬすねる ┳ﾒ
 ┢┋ペす ┳ﾘ ┷ﾙ┕ﾟﾗす な┢┆ﾗす ぬ┢┾ ぃ┗┏ﾙなぬ┟す ┗┆ﾘ┕ゲする
 ┷ﾚる .»ぬ┕ﾊ｠する ┡ﾛぬ┕ﾞ┋ﾗ ┗┏ﾙなぬ┟す ┗┋ペす« ┳ﾘ ┷ﾙ┕ﾟﾗす
 ┗││ヱﾞﾘ ┗むむ┏┋│ﾔ ┗┏ジ┕ﾒ ┗むむ┏┌┋ﾒ ┗むむ┋｀ﾘ
 ┢┌ヰﾘ ぬ┵ﾞﾖ┢ﾗす ┕ﾚ┤ﾛ┤ギ ┗ﾜ┏ﾚ のけ┤ﾛ ┗┌┊ヰﾘる
 ┳ﾘ ┗ﾛぬ┕むむ━ﾞﾎす ┗ﾜ┏ﾚ ┕┎ﾗる ぃ┘むむ┏ヱﾝﾗす ら┕ﾙ┢ﾒ

.┗┏ﾝ┍ﾋ┟する ┗┏ﾈ┤┆ﾗす ゆる┢ﾗす ┩┆ﾈ
 ┗ヰ┈┾ ぉゅぅ むむむﾈ たぬ┢┾ ┷むむﾞﾗす ┗┋ペす ┤むむ━┍ﾉ
 ┗┏ﾈ┤┆ﾗす ビﾞ┇┋ﾗ┕ﾈ ┕┎ﾊ┵ヰﾈ ぃ┤┏ﾝ┊ﾗす ┬┄┉ﾗす ┳むむﾘ
 ┙ヰﾝﾗす ┪┺す┤むむﾏ ┕むむ┎┏ﾔ ┤むむﾔす┵ﾞﾉる ┗むむﾛ┥┏┋ガ】する

.┗ﾔ┤┆┌┋ﾗ そ┢ﾛ┢ﾋ ┗ﾔ┕┻さ ┱┊━ﾉる ┷┌┋┆ﾗす
 そ┕┏ゴす ゆる┕┍ﾞﾉ ぃち┵ヰﾈ ┗┆ヮﾉ な┢┆ﾗす ┳┌┃ﾞﾛる



ぇょぇ

 ゑ┤ﾘけ ┦むむﾝ┏ﾒな ビむむヮﾌ ┞┷むむﾙなぬ┟す ゎつ┤むむポす ゎ┖むむぎ┋┉ゎﾛ
 ろ┣ﾗす ぃろる┕むむ┎ﾗす ┶┋ﾒ わ┕むむ┉┋ﾕ え┴ﾛ┢ﾛ ビむむﾈ »そす┵むむ┎ﾗす«
 ぃ┕ﾙな┕┉ﾞﾔ》 わ┕┈むむﾎく え がめ┤むむﾞボす ら┕┄┏むむﾏ ゎ┴むむ ゎヮぎﾝ┋ﾞﾛ
 ビﾈ ┲ﾚる ぃき》┒むむ┎ﾈ ┞┲ﾞ┎ﾉ ゑ┚むむﾘす┤ﾈ ぃわ┕ゑﾈ┤ﾒる ゑビむむ┏ﾙなぬけ
 ぃ┲ﾚな┕┈┾け ┲┎┍ﾒ ぎ┰┈ﾛ ┳ﾘ らる┤┅ﾞ┍ﾛ え┕┍┏ﾙす┤┎ﾑ

.り┢ﾘけ ゆ┕ﾐ ろ┣ﾗす »ゑビﾉ『ゲす »┲┎┍ﾒ ま┥┍ﾛる
 た┕┉ﾈ┕むむヮﾘ ゆ┕ゴ ぃわ┕ﾌぬ┕│ﾘ え┦むむﾝ┏ﾒな ら┥むむヰﾛる
 わ┕┈┾する ぃ┗むむ ぎﾔ┕ﾖ ます┢ﾈ】す ら┵┍ﾔる ┱むむ┏ﾟ┌ﾞﾗする き┕むむ┍┇ﾗす
 ぃ┗ぎ┏ﾋす┥ジす て┕ﾛぬ ┕┎ﾈ ┖┆┋ﾉ ┷ﾞﾗす ぃ»┗┋ﾏ┕┈ﾗす»むﾈ ┕ﾚ┕ﾛさ
 ┗ﾗ┐┻ ┕┎ヰ┃┈ﾉる ぃ┥むむ ぎ┏ヰﾞﾗす ┮むむ┾す┵ﾒ ┕むむﾚるぬ┣ﾉる

.┗┌ﾒす┢ﾗす そ┤ﾝザす
 ┮┾┵ﾈ ぃ┰ﾗに ぎ┱ﾖ ┳ﾘ わ┕ﾕ『┄ﾙす え┦ﾝ┏ﾒな ┤ ぎ━ﾝﾛる
 ぃ ぎ┷むむﾈ┤┆ﾗす ぎ┷むむﾙなぬ┟す :┖むむ┉ﾉ┤ジす ┤むむ┏ﾝ┊ﾗす ┴ﾒる┤むむ━ﾘ
 ぃ»のぎ┤┊ジす ┲むむ｀┍ﾗす そな┕┆ﾞむむﾎす» ┳ﾒ ┴ﾈ れ┑┍ﾛ ろ┣ﾗす
 な┵｀ﾛ ┳ﾗる ┲ﾗ ┷ﾞﾗす ぃ»┗ﾕぬ┕ザす そぬ┵┄むむﾎ┟す ぬす┤┊ﾉ»る
 の┕┍ﾗす ┶ﾗさ ゑ┬むむヮﾙ ┲ﾗ すにさ :わ す┤ﾍ┕むむﾎ ぃ┕┎┋ﾟヅ ら┕ﾘ┥ﾗす
 ぃ┲┎ﾉ┕ﾒす┢ﾈさ ┳ﾘす┵ﾖ ┳むむﾒ ┧ﾞ┈ﾙる ぃ┲┎┆ﾕす┵ﾘ ┷ﾔ
 そ┤┄┈ﾗ┕ﾈ ビﾈ┵ﾚ┵ﾘ ┤ヮヱ┍ﾎる ぃ┕┍ぎ┋ヰﾘ てぬ┕ﾝﾙ ┳┋ﾔ

*┤┏ﾒす┵ヮﾗす ┲┏ﾚす┤ﾈさ

»�شانع �لنجوم« يطلق م�شروعه �ل�شينمائي �لتلفزيوي

دعيب�ض: �أ�شعى للك�شف عن »�لهاوي �لذي يتلب�شه �شيطان �محرف«

ثقافة وفنون



ぇょぉ

 ┦┺┕┏ﾗす ┢むむ┏ﾈ ┣むむﾍ┟する ぃ┷むむ┉┏┉ゴす ┨むむ┏ヰ┌ﾞ┋ﾗ
!┢┏┆ﾝﾗす ┪ﾝ ゎボす

 ろ┣ﾗす ぃ»┢むむﾛ┢ゲす ┲｀┍ﾗす»むﾈ ┦むむﾝ┏ﾒな て┤むむ┈ﾛる
 え┴┍ﾘ わ┕┆ ぎﾕ┵ﾞ ゎﾘ ら┕ﾖ ┕むむﾘ め┕┆┻け ゑめ┕┆┻け  ゆ┣ﾝﾛ
 ゐ┤ﾝ┾ ┢┆ﾈ ぃわそな┕┉┍ﾘ ┴ﾉき┕ﾋ ┢ﾕ ┗┾┤┈ﾗする わ┕┾┵│ﾍ
 ぃそ┤┎むむ ┞━ﾗす ┢┍ﾒ す┵┍ﾖぬ ┳ﾛ┤┏ﾟﾖ わ┕むむ┈┾する え ゐ┱ﾛ┵ﾐ
 ┶┋ﾒ ┗┾┤┈ﾗす す┵むむ┆ぎ┏┻る ぃわ す┢ﾛ┢ﾋ す┵┈┏┃ﾛ ┲むむﾗる
 え»しな┕┎ﾗす ┲｀┍ﾗす»┗ﾜﾔ ┶ﾗさ ┲┎┺┕┌ﾞﾙ┕ﾈ ぃ┲ﾚ┤┏ﾓ

.ぎ┥┈ﾞヮﾛ 》 ろ┣ﾗす
 ぃ┴┆ﾘ て┤┈ﾙ ┕むむ┍ﾙ┓ﾔ えす┣┎ﾈ ┦ﾝ┏ﾒな て┤むむ┈ﾛ にさる
 ┷┍ﾊ》す(┗│ﾕ そ┤━ﾒ ┷ﾞ┍ﾊ》┕ﾈ ┴ﾛ┢ﾛ ┶┋ﾒ ぎ┢━ﾙる
 ゑ┖┏ﾐる ぃ┴むむﾔ┢ﾚ ゑ┱ﾝゎﾙ ┲むむ ぎ┎┈ﾞﾙる ぃ)わ┕┌┋┏ﾔ ┤むむ━ﾒ
 ぃ┗ﾒ┢ﾝジす そ┤むむ┊┈ﾗす ┳むむﾒ ┧ぎ゙ ┈ﾛ ┵ﾚる ぃり┕┆むむヮﾘ
 ぬ┕むむﾎ ┢ﾕる ぃ»┗┅ヰ┋ﾗす ┗┆ジ«むﾈ ┕むむ┎┈│ﾛ ┷むむﾞﾗす
 ら┵┊ﾞむむﾎ :わ┕ﾌぬ┕むむﾏ ぃ┕┎┉┏ﾝ┄ﾉ ┯ﾛ┤ﾐ ┶┋ﾒ ┕┎ﾈ
 ┱ﾘ┕ガ るけ らな┕┎ﾙ ┳ﾗる ぃ┗ぎﾛな┕ﾒ ┤┏ﾓ »た┕むむヮﾔ┕┍ﾞﾗす«
 るけ ぃわ┕┌ ゑヰ┉ ゎﾘ たぬぎ┤むむﾘ らさ ┗┉ﾈ┕むむヮジす ら┟ ぃ ぎ┳┈ﾗす ┷ﾔ
 ら┵┊┍むむﾎ ぃ┗ぎ┏ﾒ┵┻┵ジす ┕┎ﾐる┤むむﾏ ┷ﾔ ぐ┘ﾙる┕┎ﾉ
 ぃ┯┄┍ﾘ『ﾗす ┷ﾋす┢ﾛる ぃ┴┋┉ﾒ ┱ﾔ┕┇ﾛ ┳┌ﾖ ┕┎┍┏ﾌ
 ろ┣ﾗす す┣ﾚ ┤┅ﾞ┍ﾉ ┗┋ﾝ┉ﾘ ┱ﾌす┤ﾘ ぎらけ ┲┋┆ﾛ ┵むむﾚる

 た┕ﾐ┕ﾝﾌ】す け┢┾ ┲┎┍ﾒ ┮━┊ﾛ ┳ﾘ らる┤┅ﾞ┍ﾛ
 »┗ﾐ┕むむﾎ┵ﾗす« ぬ┕ﾝﾓ ┲┎┍ﾒ ┩┈┍ﾛる ぃ┗むむ┏ﾗす┵ﾞジす

.┗┉ﾌ┕ジす
 ぐ┘むむ ゑヮ ┝ﾎけ ぃ┗│ﾕ そ┤むむ━ﾒ ┕ﾞ┍ﾊす ろ┢┍ﾒ :┢ﾛ┥ﾛる
 ぃまる┤━ジす わ┕ﾝﾛ┤ﾕ ゎ┯┋ﾐ┑むむﾎる ぃわ┕┌┋┏ﾔ ┤むむ━ﾒ ┷┍ﾊ》
 ゎまる┤━ジす ら┵┊┏ﾎる ぃ┗ﾈ┤｀ﾞﾗ┕ﾈ わ す┢ﾋ ん┱┺┕┈ﾞﾘ ┕ﾙける
 よ┢ヱﾞヮﾛ ぃ 〝┷ﾙなぬけ 〝┷ﾈ┤ﾒ 〝┷ﾙ┵ﾛ┥┈┋ﾉ ゐ┲┋┏ﾔ ゆぎる┟ わそす┵ﾙ
 ┧ﾉさ»ゆす たす┤┏ﾘ┕ﾖる ぃ┕┎┍┏ﾒ ぃ┕┌┍┏むむヮﾗす た┕┏┍┉ﾉ
 ┷ﾞﾗす ぃそぬ┕むむﾞポす ┗むむぎ┏ジ┕┆ﾗす ┨むむ│┉ﾗす ┕むむﾘけ ぃ»ろな
 ┕ジ わ『ﾕ┕ﾙ ┕┎ﾈ ひ┕ザす ┵ﾛぬ┕┍┏むむヮﾗす き┕｀ﾔ ぃ┕ﾚ┕┍ﾈぎ┤ﾒ
 ┰ﾗ┣ﾗ ┕ﾙ┢┌ﾞﾒする ぃ ぎ┷むむﾈ┤┆ﾗす ┢ﾚ┕むむ━ジす ┴ﾈ ぎ┲ﾞ┎ﾛ

.ま┕┍┄┾す 》る ┕┎┏ﾔ ┮ぎ┋┊ﾉ 》 えわそ┤ﾚ┕ﾑ わ┗ぎ┏┆ﾕする
 ゆ┕│ﾉ》す ┗むむ┏ﾕす┢│ﾘ ら┑むむﾈ ┦ﾝ┏ﾒな ┠むむ ぎ┻┵ﾛる
 ぃまる┤━ジす の┕ﾎけ ┷ﾚ »┢ﾚ┕むむ━ジす« ┷┉┋ﾞジす ┬ﾘ
 ┖┏ﾖ┤ﾉ た┕┏┋┌ﾒ ┲ﾞﾉ ┲┋┏┈ﾗす ┤ﾛ┵│ﾉ ┢┆ﾈ ┴ﾙける
 ┩むむ┆ﾝﾈ ┗ﾙ┕┆ﾞむむﾎ》する ぃ┵ﾛな┵ﾞむむﾎ》┕ﾈ た┵むむ│ﾗす
 ┗┌┺『ジす ┗┾┕ザす ┗ﾛ┤ﾛ┵│ﾞﾗす ┕┉┏ﾎ┵ジする たす┤ﾊ┒ジす

.┰ﾗに ぎ┱┊ﾗ
 ┲ﾗ すにさ ┤┎┅ﾛ らけ ┲｀┍┋ﾗ ┶ぎﾙけ :┦ﾝ┏ﾒな ゆ┑ヮﾛる
 ┳ﾛぬ┵┎━ジす ┳ﾘ わ す┤┏ﾟﾖ ぎらけ わ┕┈┏┃ﾘ !┴┆ﾙ┕│ﾈ が┯ﾞ┋ﾛ
 ┲｀┍ﾗす- ┕┌ﾚ┢ﾌけぎ らける ぃわ┕ﾘ┵ﾛ ゐゆこ┕ヮﾉ ぎ┱ヰﾘ す┵ﾙ┕ﾖ
 ┣┍ﾘ が┴が┋ ぎ┌┊ ゎﾘ ┳ﾒ ┙ヰﾝﾛ ┴ﾙけ ┳ﾘ ぎ┢ﾈ 》 -┴┆ﾙ┕┾る
 ビﾋ┤ポす ┳ﾘ ┤むむ┏ﾟﾖ :ゆ┵┉ﾛ も┕┏むむヮﾗす ┷ﾔる !┳ﾘね

.┷ﾞ┾┤ﾔ ┲┎ﾗ ┠ ゎ゙ﾉ ┲ﾗ ┳┊ﾗる え┷┍ﾘ ┱┃ﾔけ
 ┳ﾘ ゑら┵┈│ﾞヮゎﾛ わ┕ﾘ┵ガ ら┑ﾈ ┦ﾝ┏ﾒな ┳ﾜ┌┄ﾛる
 んら┑むむﾏ ┴ﾗ ら┵┊┏むむﾎ ┱ﾝ┉ジす ┴｀ﾘ┕ﾙ┤ﾈ ぎらける え┤┏ﾟﾖ
 ぃ┗ﾛ┤┄┈ﾗす たすなす┢┆ﾞむむﾎ》す ┳むむﾒ ┮むむ━┊ﾗす ┷ﾔ
 ます┤┾« り┕┌むむﾎけ ┕ﾘ ぎ┱ﾑ ┷ﾔ ぃ┗ﾉ┵ﾝ┊ジす ゆ┕むむﾘ｠する
 ┲｀┍ﾗ┕ﾈ 》さ の┕┍ﾗす »┠むむぎﾝ│ﾞﾛ« 》 よ┵ﾛ え»き┕むむ┉ﾝﾗす
 :┴ﾗ┵┉ﾈ ぬ ぎ┣ヰゎﾛる え┴むむﾈ ┲ﾚき┕むむヮﾘ す┵ヰﾞﾞﾔす ┳ﾛ┣ﾗす
 らする┟す らく ┢むむﾕる ぃビ┏ﾙなぬけ ら┵ﾙ┵┊┏むむﾎ ┲┎┆┏┌ﾋ



ぇょゃ

 ん┗ﾈ┤グ ┵ﾚ ろ┣ﾗす ぃ┱むむﾝ┉ジす ┴┌┋┏ﾔ ┷ﾔ »┯┋┌┆ﾞﾛ«
.┗ﾞﾔ》 ぃんそ┢ﾛ┤ﾔ

 ぃ┪ﾈ┕┎ﾗす ┵ﾛ┢┏┈ﾗす ┳むむﾘ ┦ﾝ┏ﾒな ぎ┚むむ┃ﾛ ビﾌる
 ┴ﾈ ┠│┍ﾛ ┕むむﾘ ゆるけ ぎら┓ﾔ え ゑて┕むむ｀┍ﾗす が┱｀┆ﾞむむヮジす
 ┴ﾞﾛ┕┍ﾒ ┱むむﾛ┵ﾐる ぃ┴むむが゚ ヰﾈ ゎ┲むむ┺すなる ぃ»┴むむﾞ┏┆ﾕする«
 わ┕ﾕ『┄ﾙする ┴┏┋ﾒ わ┕ヮ┏ﾎ┑ﾉる ぃ┗ﾘ┵むむﾎ┤ジす ┴ﾞ┄ヱﾈ
 た┕ﾛね┕ﾞ┍┈ﾗす»┳ﾒ ら┵むむ┊ﾛ ┕むむﾘ ┢むむ┆ﾈけ ┴ﾙ┓ﾔ え┴むむ┍ﾘ
 ゐた┕ﾝ┏┋ﾖ»┷ﾔ ┴ﾒす┢ﾈさ り┤┎┾ ぎ┱┆ﾗる ぃ»┗┊ヰ┃ジす
 ┗┉ﾊ ┳ﾘ ┢ﾛ┥ﾛ ┕ド わ す┤┏ﾟﾖ ┲ﾖす┤ﾛ ┴むむ┋┆ﾋ ぃ»┗ぎ┏ﾘすぬな
 :┴ﾈ ゑそ┕ﾚ┕ﾝジす ┕むむ┌┎ヰ┍デる ぃ┨│ヱﾞジする ぃ ぎ┲むむﾞ┎ジす

. が┴ が┆┺するぬ ┷ﾔ わ す ぎな┕ﾋ ぃわ┕ぎﾛる┕ﾈな┑ﾘ ぃわ┕ ぎ┏ﾙなぬけ
 ろ┣ﾗす ┱┌┆ﾗす ぃ»┖むむゴす ┗┍ﾛ┢ﾘ«┢┍ﾒ ┮┉ﾙ ┳ﾗる

 ぃ┴ﾉするなけ ┳ﾘ ┯┉ヰﾞﾗす ┷ﾔ らる┕┎ﾉ ろ┣ﾗす やすに るけ ぃりぬ ぎ┤ﾘ
   .┗┋┇ﾞヮジす ┤┏ﾓ ┗┍ﾘ┕┊ﾗす ┴ﾉ┕ﾕ┕ﾐ るけ

 ぃ┴ﾒる┤むむ━ﾘ ┶┋ﾒ ┱┇ﾞむむ━ﾛ ろ┣むむﾗす ┦むむﾝ┏ﾒな
 ゐたすき┕┉ﾗ ┳ﾘ ゐ┤むむ┏ﾟﾖ ┷ﾔ ┴ﾉな┕┆ﾖ ぎ┱┅ﾛ ぃ ゐ┘むむ┌│ﾈ
 ┷ﾔ ゐ┲┺》 ┗むむﾘ┵ﾗ り┣ﾍ┑ﾉ 》 ぃわ す┢むむﾋ わ┕ヰﾛ┤┾ ぃ┴むむ┆ﾘ
 -り┤┏ﾝ┆ﾉ ぎ┢ﾌ ┶┋ﾒ -わ す┢ﾋ ┖ﾛ┤┉ﾗす ┷ﾔ ┵ﾚる ぃ┳┈ﾗす
 ┴┋┆ﾋ ┷ﾔ ぃ┕ﾙ┢┍ﾒ ┷┍┈ﾗす ┪むむﾎ┵ﾗす └ﾋ┕┈┏むむﾎ
 にさる ぃ┘┏ﾈ ぎ┱ﾖ ┷むむﾔ そ┤ ぎ┇│ゎﾘ ┕┌┍┏むむﾎ ら┵ﾛ┥┈┋ﾞﾗす
 ぃ ん┱┾┕ﾌ ┵ﾚ ┕むむド ┣ﾋす┵┍ﾗす ┶┋ﾒ ┦むむﾝ┏ﾒな ぎ┩┆ﾛ
 ┶┋ﾒ ゆ ぎ┵むむ┆ゎﾛ ┴ﾙけ ┴むむﾛぎ┥┆ゎﾛ ┕ド ぎら┓むむﾔ ぃ┴ﾗ ┮むむﾎ┑ﾛる
 ┷ﾔ ┗ぎﾛ┵ﾕ わ┕ﾑ┵┅ﾌる ぃわ┕ﾘ┕むむヮﾋ わ》┕ﾘく ┴ﾒる┤むむ━ﾘ
 らけ ┳┊デ ろ┣ﾗす ぃ┯むむﾊす┵ﾗす ぃまぬ┕ﾝﾗす ┱むむぎ゚ ┌ジす ┗ﾒ┕┍┾



ぇょゅ

 よす┤ﾞﾌす ┶┋ﾒ ね┕むむﾌる ぃ ゑも┕ﾔ｠す ┕むむ┍ﾋ┤ヱﾘ ┴ﾈ ┯むむぎﾝﾐ
 ぃ┗ﾝﾕ┕ﾟﾗす ┴むむ┍┏ﾒ ┘ﾒ┢ﾈけ ┕むむジ ぎ┷むむﾈ┤┆ﾗす ら┕むむヮﾙ】す
 がた┕┏ﾗ┕┌ﾋ ┷むむﾔ ┙ヰﾝﾙ ┳むむﾗる ぃそ┢むむﾞ┌ジす ┴むむﾞﾛこぬる
 ┤┏ﾟﾖ ビﾈ ┪ﾈ┤ﾗする »┗むむ┇ﾘな┟す ぎ┰ﾌ»る ┤むむﾛ┵│ﾞﾗす
 ら┕┍┈ﾗす ひ『ﾍさ  ┳ﾘ ┣ヱﾞ┍ﾎ ┱ﾈ え ゐたす┤┏┇ﾞジす ┳ﾘ
 ┱ヱﾝﾛ ┲ﾗ ろ┣むむﾗす ぃ»┢┋ﾝﾗす ┳ﾈす»むﾗ わ》┕むむﾟﾘ りぬ┣むむﾌる
 わ すき┥ﾋ ┕┎┏┈ﾛ ら┟ ┶┆むむﾎる ぃ»┕ﾈな┑ﾘ»┗┍ﾛ┢ジす ┶┋ﾒ
 ぃ┕┎┍┏ﾉ┕むむヮﾈ ┳ﾘ ┬┋ﾐ ┢ﾕる ぃ┴むむ┏┋ﾒ ┕ﾚ ぎ┵┍ﾌ ┳むむﾘ
 ぃ┕ﾚす┵ﾚ た┕ﾈす┣┆ﾈ れ┵ﾞﾖする ぃ┕ﾚ┤ヰむむヮﾈ せぎ┤むむ━ﾉる
 ┷ﾔ ぎら┓ﾔ ぃ┕むむ┎ﾗ ゐ┤ ぎ┊┍ﾞﾘ ┤┏ﾓ す┣┎ﾈ よ┵むむ┉ﾛ にさ ┵むむﾚる

.┤┏ﾟ┊ﾗす ┤┏ﾟ┊ﾗす ┴ヮ┈ﾙ
 ┴ぎﾙなぬ┑ﾈ ┴ﾐ┕ﾝﾉぬす ┷ﾔ わ┕┍┏ヮﾌ ぎらけ ┠ﾛ┤ﾛ ┕ﾘ ぎ┱┆ﾗる
 ゆるけ ┦┏ﾗ ぃ┴ﾒ┢ﾝﾘ ┗┌┏┉ﾈ ┮ﾛ┤┆ﾞﾗする ぃ┴｀ﾛる┤ﾉる
 ┬ﾘ ┗ぎ┏ﾋす┤ﾍ】す ┴むむﾞ┌│ﾈ ┴ﾈ ふ┤ﾔ ┕ﾘ ┴むむﾉ┕ﾌ┕ガ
 ┴ﾘ『ﾔけ ぎらけ ┕┌ﾖ ぃ┷ﾕす┤┆ﾗす ダ┤ﾖる ぃ┷ﾒ┕ﾈ┤ﾗする ぃ┲ﾑ┕ﾖ
 ぃ┴ﾉ┕ﾌ┕ガ ┤むむﾍく ┘むむヮ┏ﾗ そ┤┅ﾞ┍ジす ┗┏ﾙ┵ﾛ┥┈┋ﾞﾗす
 そ┢┋ﾝﾗす »ビﾒ┕ﾘ»┷ﾔ りす┤ﾉ わ┕ﾘ┵ﾛ ┕┍ﾋ┤ヱﾘ ゆすね ┕ﾘる
 わ┕┍┏ﾌる ぃ┕┍ﾚ わ┕むむ┍┏ﾌる ぃ┕ﾈな┑ﾘ ┷ﾔ わ┕むむﾘ┵ﾛる ぃ┗デ┢┉ﾗす

 »そぬ┵┈ﾗす»┤┏ﾓ ┴むむ┉┋┉ﾛ 》 ぎ┤むむﾎけ ┕┌ﾖ ┵ﾚる ぃや┕┍ﾚ
 》さ の┵┈┍ﾗす ┷むむﾔ ┙┊ベ 》 ゆ┕┌ﾒ┟ そぬ┤むむﾝジす ┤むむ┏ﾓ
 ぃわ す┤┏むむヮﾛ 》さ ┗┍むむヮﾗ┟す ┶┋ﾒ ぎ┤┉ﾞむむヮﾉ 》る ぃわ『┏┋ﾕ
 やぬ┢ﾛる ぃ»ぬ┕むむﾏ┵ﾝﾗす た┕むむﾝ┏┋ﾖ«むﾈ ┳むむﾘ┒ﾛ 》 ┵ﾚる
 ┳ﾘ ┤むむヮﾛ┑ﾈ ┘むむヮ┏ﾗ て┕｀┍ﾗす ┶┋ﾒ ゑ┗┅ﾔ┕ボす らけ
 ┲┎┏ﾗさ ぬ┕━ゎﾛ ┳ド ん┤┏ﾟﾖ :わ すぬ┤┊ﾘ ぃ┴むむヮ┈ﾙ て┕｀┍ﾗす

 .┲┎┋━ﾔ ぬる┣ﾈ ┱┌ヰﾛ ┲┎ ゎﾌ┕ガ よ┵┏ﾗす ら┕┍ﾝﾗ┕ﾈ
 ぃ┴むむﾕ┢┾る  ぃ┴むむ┾『ﾍさ  ┦むむﾝ┏ﾒ┢ﾗ  ぬ ぎ┢むむ┉ﾙ  にさる
 ┴ゎﾗ┕ﾟﾘける ゎ┱ﾋ┤ﾗす ら┵┊ﾛ らけ ┶┍┌ﾞﾙ ┕┍ﾙ┓ﾔ ぃ┴ﾒす┢ﾈさる
 ┕┍┋ﾘ┕┆ﾉ ゑせ┕ﾝむむﾎける ぃ┗むむぎぎ┏ﾙなぬ┟す ┕むむ┍ﾉ┕ﾌ┕ガ ゑ┱むむ┺》な
 らけ ┕┍ﾝﾌ┕┾ ┢┏ﾖ┑ﾞﾈ ┲ﾞヱﾙる ぃ ぎ┳┈ﾗす ┬ﾘ ぎろぬ┕┃ゴす
 ゑ┗┾┤┈ﾗす ぎらける ぃ┲┎┌┋┆ﾙ 》 え┕┍┍┏ﾈ ┴むむ┋ﾟﾘ ┳ﾛ┤┏ﾟﾖ
 ┖ﾝむむﾎ す┣ﾚ ぎ┱┆ﾗる えわ┕ﾌ┕ガ り┵むむﾕ┕┈ﾗ ┲┎ﾞﾉする ┵むむﾗ
 ┕┎┏ﾗさ ┶┆ヮﾛ ┷ﾞﾗす ┴ﾞ｀┏ﾞﾙる ぃ┖┉ﾉ┤ジす まる┤━ジす

 !┦ﾝ┏ﾒな
┷ﾙなぬけ ┷ﾔ┕ヰ┾ * 



ぇょょ

 そ┤┾┕┍ﾗす ビむむﾈ ┬┉ﾉ ┷ﾞﾗす そ┤｀むむ━ﾗす ┗ﾛ┤ﾕ ┳むむﾘ
 ┶━ﾘ ぃせ┕ﾝ┃ﾗす ┗┌┾┕ﾒ まぬす┵むむﾏ ┶ﾗさ ぃ┕ﾛ┤ﾝﾐる
 ┷┋┆ﾗす ┷ﾋ┕ﾙ ┷┍┏┄むむヮ┋┈ﾗす ┤┏ﾉ┕┊ﾛぬ┕┊ﾗす ら┕┍ﾔ
 ┕ﾙ┕┏ﾌけ そぬ┵┄ザ┕ﾈる ぃそぬ┕ﾉ そぬ┕ﾊ】┕ﾈ ┗むむﾜ┏┋ﾘ たす┵┄ﾍ

.す┢┏┎ﾏ ┴ﾉなぬけ ┗┾┕┾┤ﾈ ┴┈ﾞﾌ ┶┉┋┏ﾗ ぃれ┤ﾍけ
 ねる┕｀ﾞﾛ ┳┊ﾛ ┲ﾗる ぇうゅい よ┕ﾒ ┗ﾝ┊ﾙ ┴┏┋ﾒ ┘┋ﾌ
 ┴ﾉ┕┃ﾘ┵ﾈ ま┕┄ﾞﾎす ┴ﾙけ ┤┏ﾓ ぃり┤┌ﾒ ┳ﾘ そ┤ﾏ┕┆ﾗす
 ぃ┲むむﾎ┤ﾗす ┱┏┾┕┈ﾉ ┷ﾔ てる┤むむﾗす ┡┈ﾙ ┗むむ┏ﾒす┢ﾈ】す
 》る ぃら┵┏┍┏┄むむヮ┋┈ﾗす ┕┎むむﾏ┕ﾒ そ┕むむﾎ┑ﾘ ┢┋ヱ┏ﾗ

.よ┵┏ﾗす ┶ﾞﾌ ┕┎ﾉ┕┆ﾝﾉ ら┵━┏┆ﾛ ら┵ﾗす┥ﾛ
 ┗┾┕┾┤ﾗす ┶むむ┋ﾒ た┤ﾘ わ┕ﾘ┕ﾒ らる┤むむ━ﾒる ┢ﾌする
 ┴ﾙる┤ﾖ┣ﾞヮﾛ ら┵ﾗす┥ﾛ 》 き┕ﾕ┢┾┟す らけ ┤┏ﾓ ぃ┗┋ﾉ┕┉ﾗす

.┴┋┏ﾌ┤ﾗ ┢┉┈ﾗ┕ﾈ らる┤┆━ﾛる
 り┤ﾖ┣ﾞむむヮﾉ ぃ┯┌┆ﾗす ┷ﾔ ┤┺┕ﾓ ┲むむﾗけ そ┢むむ┏┎┍ﾞﾈ
 ┯むむﾛ┢│ﾗす« ┴むむﾞ┈│ﾈ ┢むむﾗ┕ﾍ ┶むむ┋┏ﾗ ┗むむ┋┻┕┍ジす
 》 ┳ﾛ┣ﾗす の┕┍ﾗす ┳ﾘ ┷ﾋ┕ﾙ« ┮┏┃ﾉる .»┯むむ┏ﾔ┤ﾗする
 ┱ﾝ┉ﾞヮヅ ┒ﾝ┍ﾞﾗす ま┕┄ﾞﾎす ┴ﾙけ ┗┍┏ﾝﾘ ぃ»らるぬ┤┊ﾞﾛ
 ┵ﾚ ┴ﾙける ぃ┕┎ﾞﾛす┢ﾈ ┣┍ﾘ ┗┏┍┏┄ヮ┋┈ﾗす ┗┏┃┉ﾗす

*┗ﾘ『ﾎ ¨す ┢ﾝﾒ ┕ﾏぬ

ثقافة وفنون

ناجي �لعلي: ري�شة فل�شطن �مغمو�شة بدماء �لثورة



ぇょっ

 わ┕┏ﾒす┢ﾈさ ぃも┢│ﾈ わ す┥┏ド ら┕ﾖ ┢┉ﾗ ..┕むむ┍ﾔぬ┕┆ﾉ ら┕┊ﾘ
.»よ┕┌ﾞﾚ┕ﾈ ┴ﾉ┕ﾘ┵ﾎぬ ┬ﾈ┕ﾉけ ┘┍ﾖ ..わ┕┏ﾙ┕ヮﾙさる

 き┕┉ﾗ ┤ﾍく ┤ﾖ┣ﾞむむヮﾛ ┕むむ┌┍┏ﾈ ぃ┷┋ﾒ ┵むむﾈけ めな┤ﾛ
 ┲ﾗ« たる┤┏ﾈ て┕┏ﾞﾋす よ┕ﾛけ ┢むむﾌけ ┷ﾔ ┷ﾋ┕ﾙ ┬ﾘ ┴ﾗ
 ┶┎┉ﾘ ┤┏ﾓ せす┵ﾈ┟す ま┤━ﾘ ┶┎┉ﾘ ┰ﾗ┕┍ﾚ ┳┊ﾛ
 ┷ﾔ ┦┋ﾋけ ┘┍ﾖる .す┤むむ┌ゴす まぬ┕むむﾏ ┷ﾔ )┕ﾖな┵ﾘ(
 ら┕ﾖ ┕┌┍┏ﾈ ┗ﾔ┢┾ ┷むむﾋ┕ﾙ ┱ﾝﾕけ ┕ﾘ┢┍ﾒ ┶┎┉ジす
 ┢ﾌけ ┲むむﾎ┤┏ﾗ ┲むむﾎ┤ﾗす もる┢┍┾ ┴むむ┆ﾘ ┱むむ┌ヰﾛ
 ┷ﾙけ ┢┏ﾈ ぃわ『ﾛ┵ﾐ ┕┍ﾊ┢ギる ┕┍ヮ┋ﾋ ..┴ﾉす┤┏ﾉ┕┊ﾛぬ┕ﾖ

.»┕┍ﾗ ┤┏ﾍ┟す き┕┉┋ﾗす ┵ﾚ ┰ﾗに ら┑ﾈ ┲┋ﾒけ ┲ﾗ
 ┴ﾝﾞﾖ ┷ﾔる ┴ﾉ『ﾈ┕┉ﾘ ┷むむﾔ ┷ﾋ┕ﾙ ┢ﾖけ ┕ジ┕┄ﾗる
 ┬ﾘ« ┴ﾙけ ぃりな┕┎━ﾞﾎす ┱ﾝﾕ た┤━ﾙ ┷ﾞﾗす ぃ┗ﾊ『ﾟﾗす
 ┗ﾘる┕┉ﾘ そぬる┤┃ﾗ┕ﾈ ┘むむヮ┏ﾗ ┷ﾚ ┷ﾞﾗす ぃ┗ﾘる┕┉ジす
 ┴ﾋ┵ゎﾉ ┗┏ﾕ┢┍ﾈ ろけ« ら┑ﾈ ┳ﾘ┒ﾛ ┴ﾙ┟ ぃ»┗┏┍┏┄ヮ┋ﾔ
 らけ ┰ﾗ┣ﾖる ぃ»┷むむ┍┋ﾟベ ┷┋┏┺す┤むむﾎ】す る┢┆ﾗす ┵ヰﾙ
 ┱ﾈ ぃそ┥ﾓ るけ ┗┏ﾈ┤┇ﾗす ┗┈┃ﾗす ┘ヮ┏ﾗ ビ┄ヮ┋ﾔ«

.»┚┏┋ザす ┶ﾗさ ┪┏ボす ┳ﾘ ┢ﾞベ ろ┤┅┍ﾈ ┷ﾚ
 ┗┄┋むむヮ┋ﾗ  な┕むむ┉ﾞﾙ》す  ┲むむ┺すな  ┷むむ┋┆ﾗす  ら┕ﾖる
 ┢┉ﾗ« ぃ┴┺┕ﾕ┢┾け ┢ﾌけ ゆ┵┉ﾛ にさ ぃ┗┏┍┏┄むむヮ┋┈ﾗす
 ┷ﾔ ┷ﾋ┕ﾙ ┤━ﾌ ┷ﾔ わ す┤┏ﾟﾖ ┗┄┋ヮﾗす ┘┌┎ﾎけ
 ┷┍ﾐ┵ﾗす ┴┈ﾕ┵ﾘ ┷ﾔ わ┕ヰﾛ┤┾ ら┕ﾖ ┴むむﾙ┟ ぃ┗ﾛるす┥ﾗす

.»ゆね┕┍ﾉ そぎぬに ┱ﾝ┉ﾛ 》る
 ┕┎ﾙ┑むむﾏ ┳ﾘ ┗ﾛ┵むむヮﾉ ┗ﾛけ ┩ﾔ┤ﾛ ┷ﾋ┕ﾙ ら┕ﾖる
 ┕ジ┕┄ﾗ ┱ﾈ ぃ┗┏┍┏┄ヮ┋┈ﾗす も┵┉ゴす ┷ﾔ ┪ﾛ┤┈ﾞﾗす
 らけ :┴ﾐる┤ﾏる ます┤│ﾗす ┲┎ﾔけ す┣┊ﾚ« ゆ┵┉ﾛ ら┕ﾖ

 ┖ﾖする ┳ﾘ ┵ﾚる ぃ┶むむﾗる┟す ┗┻┕┈ﾞﾙ》┕ﾈ ┤むむ ぎ━ﾈ ┳ﾘ
.┴ﾉす┤┏ﾉ┕┊ﾛぬ┕┊ﾈ ぇういぉ よ┕┆ﾗす ら┕┍ﾝﾗ て┕┏ﾞﾋす

 ┱ﾝﾕ ┰┋ﾉ ┴ﾉ┕ﾘ┵ﾎぬ ┲ﾎぬ ┴ﾙけ ┲ﾓぬ« :┮┏┃ﾉる
 ┴ﾗ┢ﾛ ┳┌ﾖ ら┕ﾖ ┴むむﾙけ 》さ ぃて┕むむ┏ﾞﾋ》す ち┢むむヰﾛ らけ
 ┴ﾕ┕│ﾞﾗす そ┢むむ━ﾗ ┗┏┃┉ﾗす ぬ┕むむヮﾘ ┶┋ﾒ ┴ﾝ┋ﾕ
 ┗┏ﾎ┕┏ヮﾗす ちす┢ﾌ┟す ┨ぎザる れぎ┤ﾒ ┳ﾘ ┵ﾚる .┕┎ﾈ

..»┴ﾞ━ﾛぬ ゆ『ﾍ ┳ﾘ
 そ┤ﾝ┍ﾈ ┱┌┊ﾉ らけ ┱ﾝﾕ た┕┅ヰ┋ﾗ ┢ﾗ┕ﾍ ┘┌│ﾉ
 ┗┏│ヱ━ﾗ ┷ﾈ┤┆ﾗす ┲ﾗ┕┆ﾗす ┬むむヮﾞﾛ ┲ﾗ« ┶ﾎけ
 ┲ﾗ や┕┍ﾚる ぃら┢┍ﾗ ┶ﾗさ ┖ﾚに す┣ﾗ ぃ┷ﾋ┕┍ﾖ ┗ﾒ┢ﾝﾘ
 .»┗┾┕┾ぬ ┴ﾞﾞﾓ┕ﾝﾔ ┗┏┍ﾘ┟す ┴むむﾉ┕ﾐ┕┏ﾞﾌす ┣ヱﾞﾛ

.»ふ┵┆ﾉ 》 そぬ┕ヮﾍ ┴ﾙさ« ┢ﾛ┥ﾉる
 ┳┃ゴす ┷ﾚ ら┕むむ┍ﾝﾗ ┷ﾔ ┲むむ┏ポす ┗ﾕねけ ┘むむﾙ┕ﾖる
 ┳ﾘ ┵┎ﾔ ぃ┷ﾋ┕ﾙ ます┢ﾈさ ┱┏ﾞﾔ ┱┆ﾏけ ろ┣ﾗす ┖ﾚ『ﾗす
 せ┕│ﾞﾓ┕ﾈ ビﾒ┵｀┈ジす ビﾜﾋ『ﾗす たす┢┏┎┍ﾉ ┲ﾋ┤ﾉ
 ぃ┲┎┋ﾛ┵ﾒる ┲ﾚき┕┊ﾈる ┴┍ﾘ ┲ﾚ┤┏｀┎ﾉる ┲┎┍ﾐる
 ┱ﾖ ┷ﾗ┵┈┄ﾗす ┴むむ┏ﾒるる ┴ﾝ┋ﾕ ら┥むむﾞﾍす らけ ら┕┊むむﾔ
 ┷ﾔ ┱┌ﾞ┆ﾛ ┕むむﾘ ┱ﾖ ┱｀むむヮﾛ た┕ﾈ ┶むむﾞﾌ ┰むむﾗに
 ┶ﾞﾌ ┰ﾗ┣ﾖ ┱むむﾑる .┲┏ポす らすぬ┢ﾋ ┶むむ┋ﾒ りぬ┢┾
 り┢┏ﾈ ┷ﾙ┕┈┍ﾖ ら┕ヮﾓ ┷┺する┤ﾗす ┢┏┎━ﾗす ┰ヮﾘけ
 ┴ﾉ┕ﾘ┵ﾎぬ れけぬ ┕ﾘ┢┆ﾈ ┴┋ﾍ┢┏ﾗ ぃ┲┏ポす ぬすね ┕ﾘ┢┍ﾒ

.┗ﾔ┕ヰ│ﾗす ┲ﾗ┕ﾒ ┶ﾗさ
 ぃ┷┋ﾒ ┵むむﾈけ ┷┌むむﾎぬ ┤ﾒ┕むむ━ﾗす ┴┉ﾛ┢┾ ゆ┵┉ﾛ
 そ┕┏ﾌ ┳ﾘ ┕むむﾚ『ﾉ ┕ﾘる ┗ﾝ┉ゴす ┰むむ┋ﾉ わ す┤ﾖ┣ﾞむむヮﾘ
 ┷ﾚ たる┤┏ﾈ ┘むむﾙ┕ﾖ« ビ┏┍┏┄むむヮ┋┈ﾗす ビﾜﾋ『ﾗす



ぇょあ

 ろ┤│┍┆ﾗす ぬす┢ゲす ┗むむﾘ┕ﾕ┓ﾈ ┑ﾝ┍ﾉ ┢┉ﾔ ぃ┴ﾉ┕ﾘ┵むむﾎぬ
 ┕┌ﾖ ぃ┴┺┕┍ﾈ ┳ﾘ わ┕ﾘ┕ﾒ ┳ﾛ┤むむ━ﾒる ┗むむヮ┌ﾍ ┱ﾝﾕ

.»ぇうあい よ┕┆ﾗす ┣┍ﾘ ら┕┄┏ﾞﾎ》す ┳ﾘ ぬ┣ﾌ
 ┗┏ヮ┏┺┤ﾗす ┷ﾚ »┗┋┅┍ﾌ« ┗┏│ヱﾏ ┘ﾙ┕ﾖる
 ┶ﾞﾌ ゆす┥ﾉ ┕ﾘ ┷むむﾞﾗする ぃ┷┋┆ﾗす たす┤┏ﾉ┕┊ﾛぬ┕ﾖ ┷むむﾔ
 ┳ﾘ ゆ┕┃┍┋ﾗ ┥ﾘ┤ﾖ ┲ﾗ┕┆ﾗす ま┕┉┾け せ┵グ よ┵むむ┏ﾗす
 ┗┋┅┍ﾌ ゑ┢がﾗゎる« ゆ┵むむ┉ﾛ ら┕ﾖ ┕┎┍ﾒる ぃ┗むむﾛ┤ゴす ┱ﾋけ
 そ┤ﾏ┕┆ﾗす ┷ﾔ ┱┅┏ﾎる り┤┌ﾒ ┳ﾘ そ┤むむﾏ┕┆ﾗす ┷ﾔ
 ..┳ﾐ┵ﾗす ┴┏ﾔ ゎたぬな┕むむﾓ ろ┣ﾗす ┤┌┆ﾗす ┵ﾚ ┰むむﾗに ら┟
 ┴ﾉな┵ﾒ ┢┍ﾒ 》さ ┤むむﾝ┊ﾗす ┷ﾔ ┗┋┅┍ﾌ ┣むむﾍ┑ﾛ ┳ﾗる
 ┴ﾙ┟ ┴┏┋ﾒ ┯ﾝ┄┍ﾉ 》 ┗┆┏ﾝ┄ﾗす ビﾙす┵┉ﾔ ぃ┳ﾐ┵┋ﾗ

.»き┕┍ﾟﾞﾎす ┳ﾐ┵ﾗす らす┢┉ﾔ ┵ﾚ ┕┌ﾖ ぃき┕┍ﾟﾞﾎす
 »┗むむ┋┅┍ﾌ«  ┖むむﾙ┕ﾋ  ┶むむﾗさ  ┷むむﾋ┕ﾙ  ┲むむﾎぬる
 そけ┤┌┋ﾗ た┥ﾘぬ ┷ﾞﾗす ┗┌ﾐ┕┈ﾖ れ┤ﾍけ た┕┏│ヱﾏ
 ┗┏┌ﾚけ ┷むむﾋ┕ﾙ ┕むむﾚ》るけ ┷むむﾞﾗする ┗┏┍┏┄むむヮ┋┈ﾗす
 ぃ┕┎ﾗ┕┃ﾙ ┶┋ﾒ き┵┃ﾗす ┪┏┋ヮﾉ ゆ『ﾍ ┳ﾘ そ┤┏ﾝﾖ
 ┥ﾘ┤ﾛ ら┕ﾖ ┷ﾞﾗす ┗┄┋むむヮﾗす た┕┏│ヱﾏ ┰ﾗ┣ﾖる

.»┖┆ﾞﾙ ぎ》ける て┕ﾘ┤ﾗ┕ﾖ ┕┍ﾉ┕ﾘ┕ﾕ ┖┋│ﾙ
 ぃ┷ﾋ┕ﾙ た┕ﾛ┤ﾖに ┶ﾗさ た┕┅ゴ ┷ﾔ そな┵┌ﾌ な┵┆ﾛる
 そ┕┏ﾌ ┧┏┆ﾛ ら┕ﾖ ..┗┏ﾙ┕ヮﾙ】す ┢ﾛ┢ﾏ ら┕ﾖ« わ『┺┕ﾕ
 ┲┏ポす の┒ﾈ ┴┆ﾘ ┱┌ヰﾛ ら┕ﾖる ぃ┱ﾌ ┕┌┍ﾛけ ┲┏ポす

.»┤ﾔ┕ﾎ ┕┌┍ﾛけ ┴┋┏┾┕┈ﾉる
 ┕┌┍┏ﾈ そな┵むむ┌ﾌ た┵┾ ┳ﾘ ┱┄ﾉ ┳｀むむﾏ そ┤ﾝﾙ
 ┖ﾞ┊ﾛ ら┕ﾖ ┴ﾞ┏ﾙ┕ヮﾙさる ┴ﾞﾒすなる そ┢ﾏ ┳ﾘ« めな┤ﾛ
 き┕ﾋ┤ﾗす :┴ﾝﾞﾖ ┬┏ﾕ┵ﾉ た『┈ﾌ た┕ﾕ┕┄ﾈ ┷ﾔ わ┕ﾘるな
 ┴ﾝﾞﾖ ┢ﾌけ れ┢ﾚけ ┕┌┋ﾖ ら┕ﾖる ..ゆ┕┈ﾐ┟す ぬ┕┃ﾌさ
 ..┢┆ﾈ ┱│ﾉ ┲ﾗ ┗ﾛ┢┎ﾗす :┗むむ┏ﾗ┕ﾞﾗす そぬ┕ﾝ┆ﾗす つぬ┢ゎﾛ

.»ビ┄ヮ┋ﾔ ┤ﾛ┤ギ ┷ﾚ ┗ﾛ┢┎ﾗす らけ ┢│┉ﾛ ら┕ﾖる
 ┷ﾔ ┷ﾋ┕ﾙ そ┵むむﾕ わ す┤┃ヰﾞむむヮﾘ そな┵┌ﾌ ┱┌┊ﾛ
 ろけ ┴┃ﾔぬ ┷ﾔ わ┕┌ﾎ┕ﾌる わ┕ﾘぬ┕┾ ら┕ﾖ ┢┉ﾗ« ぃ┯ゴす
 ┢┉ﾔ ぃビ┄ヮ┋ﾔ ┶┋ﾒ よる┕むむヮﾉる らな┕┎ﾉ ┗┄┋むむﾎ

.»そ┢┏ﾌ┵ﾗす ┴ﾞ┋┾┵ﾈ ┷ﾚ ビ┄ヮ┋ﾔ ┘ﾙ┕ﾖ
 ぃ┰ﾗに ┖ﾙ┕ﾋ ┶ﾗさ ┴ﾛ┢ﾗ ら┕ﾖ« そな┵むむ┌ﾌ ┮┏┃ﾛ
 ┷ﾔ ┶┋グ ┕ﾘ ┵ﾚる ┱ﾝ┉ﾞヮ┌┋ﾗ ┖ﾕ┕ﾊ めす┤━ﾞﾎす



ぇょい

 よ┕むむﾎぬ ゆ┵ギ ┢むむ┉ﾗ ┱むむﾈ ぃ┗むむ┏┈┺┕┄ﾗする ┗むむ┏ﾈ┤┆ﾗす
 ろ┢むむﾛけ ┷むむﾔ ┗┏むむﾎ┕┏ﾎ そすなけ ┶むむﾗさ ┤むむ┏ﾉ┕┊ﾛぬ┕┊ﾗす

.»┩┆ﾝﾗす
 ┤│ﾒ« ┵ﾚ ┷むむﾗ┕ゴす ┤│┆ﾗす らけ つ┕むむ｀ﾌ れ┤むむﾛる
 ┤┏ﾉ┕┊ﾛぬ┕┊ﾗす ┵ﾘ┕むむﾎぬ た┕ﾈ にさ ぃ┗ﾘ┕┆ﾗす た┕ﾕ『┆ﾗす
 ┩┇ﾈ ┗┌┎ﾘ ┗むむ┏ﾈ┤ﾒ そ┢ﾛ┤ﾋ ┗ﾛけ ┶むむﾗさ ら┵┋│ﾛ
 ┳ﾒ ┱ﾈ ぃ┲┎ﾉ┤ﾝﾍる ┲むむ┎ﾉぬ┢┉ﾘ れ┢ﾘ ┳ﾒ ┤┅┍ﾗす
 ぃ»┗┏むむﾎ┕┏ヮﾗす  ┲┎ﾉす┢┍ﾋける  ┲むむ┎ﾉ┕ﾕ『ﾒ ┯ﾛ┤ﾐ
 ┚┆ﾉ ┗ﾚ┵━ﾘ ┗┏┍ﾔ ┗ﾌ┵ﾗ ら┵ﾘ┢┉ﾛ« す┵ﾉ┕ﾈ ┕┌ﾖ
 パ┈ﾞﾗす ┳むむﾘ 》┢ﾈ ┤ﾉ┵┏ﾝ┌┊ﾗす ぬ┵むむ│ﾈる らす┵むむﾗ┟┕ﾈ
 ┶┋ﾒ ビ┌┺┕┉ﾗす ┲むむ┅┆ﾘ らけ ┕┌ﾖ ..┲むむﾎ┤ﾗす ┷ﾔ
 ┗┌┏┉ﾗす ら┵むむﾗ┵ﾛ 》 ┕むむ┏ﾗ┕ﾌ ┗むむ┏ﾈ┤┆ﾗす ┮むむヰ│ﾗす
 ┲ﾚぬるな る┢┆ﾛ 》 にさ ぃ┕ﾘ┕┌ﾞﾚす ┤┏ﾉ┕┊ﾛぬ┕┊┋ﾗ ┗┏┍┈ﾗす

.»┤┏ﾝ┆ﾞﾗする ┲ﾎ┤ﾗす ┗ﾛ┤ﾌ ┶┋ﾒ ┕┏ﾈ┕ﾕぬ ら┵┊ﾛ らけ
 ┤┏ヱヮﾉ« ┵ﾚ つ┕｀ﾌ ┲ﾗ┒ﾛ ┕ﾘ ┤ﾟﾖけ ┳ﾘ らけ ┤┏ﾓ
 た┕ﾘ┕むむヮ┉ﾙ》す ┥ﾛ┥┆ﾞﾗ ┗むむ┋┅┍ﾌ ┥ﾘ┤ﾗ ┩むむ┆ﾝﾗす
 ろる┕ヰﾞﾔ ┗┋┅┍ﾌ ┰ﾗ┕┍ﾚ ぬ┕┾ にさ ぃ┗┏┍┏┄ヮ┋┈ﾗす
 ┕┎ﾛ┵むむ━ﾉ« つ┕｀ﾌ りす┤ﾛ ┕むむﾘ ぃ»ろる┕むむヮ┌ﾌ ┤ﾍくる

.»┷┉┍ﾗす ろる┢ﾌ┵ﾗす ┷ﾋ┕ﾙ ちぬ】 す┤ﾔ┕ﾎ
 な┕┎むむ━ﾞﾎす れ┤ﾖに« ┴ﾗ┵┉ﾈ つ┕むむ｀ﾌ ┲むむﾞヱﾛる
 ┵┎ﾔ ぃそ┢むむ┆┾┟す ┗むむﾔ┕ﾖ ┶むむ┋ﾒ ┗むむ┌┏ﾗけ ┷むむﾋ┕ﾙ

 ┳ﾛ┣ﾗする はる┤むむ┊ﾗす ろる┣むむﾈ ┕┎┏ﾗさ
.┗┌┉┈ﾗす ら┵┎ﾝ━ﾛ

 ┷むむﾋ┕ﾙ  ┮むむ┾る  ┕むむジ┕┄ﾗる
 ┯むむﾛ┢┾«  ┴むむﾙ┑ﾈ  ┤むむ┏ﾉ┕┊ﾛぬ┕┊ﾗす
 ぃ»┴むむﾝﾙ┕ﾋ ┳むむ ゑﾘ┒ゎﾛ 》 ┦ﾖ┕むむ━ﾘ
 ┕ﾘ わ┕ﾘ┵ﾛ ┳┊ﾛ ┲ﾗ ┴ﾙ┑ﾈ わ┕むむﾌ┤│ﾘ
 ┤┆━ﾛ ┴ﾙさ ┱ﾈ ぃ┴┋┌ﾒ ┳ﾒ わ┕┏┻すぬ
 》 ┴ﾉ┕ﾘ┵むむﾎぬ ら┟ ぃ»┥｀┆ﾗす« むむむﾈ
 ろ┣ﾗす ┴┌ﾚ ゆ┕┌ﾞﾌす ┬┏┄ﾞむむヮﾉ
 ┴ﾙけ ┢┏ﾈ .»┤むむ┏ﾝ┊ﾗす« むむむﾈ ┴┈┾る
 ぃ»わ┕ﾑ┵┅ヰﾘ« わ すぬす┤ﾘ ┴ﾉすに ┤むむﾝﾞﾒす
 ┴むむﾗ  ┘むむヰ┏ﾉけ  ┗むむ┾┤┈ﾗす  ら┟

 ┢ﾕ« ┳ﾛ┤ﾍく ┦むむ┊┆ﾈ ┴むむﾘ┵┌ﾚ ┳ﾒ ┦むむ┏┈┍ﾞ┋ﾗ
 ┶┋ﾒ ┲ﾞヱﾛ ろ┣ﾗす ┲┎ﾗす ┰ﾗに ┳むむﾘ わ す┢┌ﾖ ら┵ﾉ┵デ

.»┲┎┏ﾔ ┷ﾘ┵┏ﾗす ┴┌ﾎ ┙┈┍ﾛる ┲┎ﾈ┵┋ﾕ
 ゆす┥ﾛ ┕ﾘ ┷ﾋ┕ﾙ ら┕ﾖ ┵むむﾗ :┵ﾚ ┲┺す┢ﾗす ┷ﾗす┒むむﾎ«
 ┕┏ﾈ┤ﾒ ┗むむﾝ┆│ﾗす ま┕┻る┟す り┣むむﾚ ┱ﾖ れ┤むむﾛ ┕むむ┏ﾌ
 ゆき┕ヮﾞﾛ ぃ»お┲むむﾎ┤┏ﾎ ら┕ﾖ すに┕ﾘ ぃ┕┏┍┏┄むむヮ┋ﾔる
 ┵ﾈけ« ┗┏│ヱむむﾏ ┖ﾌ┕┾ つ┕｀ﾌ な┕┌ﾒ ┱むむ┏ﾘ┥ﾗす

.┗ﾛ┤┏ﾉ┕┊ﾛぬ┕┊ﾗす »せ┵｀ヰﾘ
 ┶┋ﾒ ┷ﾉ┤ヮﾌ ┲ﾓ┤ﾈる ┳┊ﾗる« ┱┌┊ﾛ ┶むむﾎ┑ﾈ
 》さ ぃ┷┋┆ﾗす ┷ﾋ┕ﾙ ┢┆ﾈ ┷ﾈ┤┆ﾗす ┤┏ﾉ┕┊ﾛぬ┕┊ﾗす ゆ┐むむﾘ
 ┘ﾙ┕ﾖ ┳ﾘね ┷ﾔ そ┕┏ゴす ぬな┕ﾓ ┴ﾙけ ¨す ┢┌ﾌけ ┷むむ┍ﾙけ
 ┗┏┍ﾐ┵ﾗす ┤ﾒ┕むむ━ジする き┕┉┍┋ﾗ ┕ﾛ┕┉ﾈ ┴むむ┏ﾔ ゆす┥ﾉ 》
 ┠┻るけ ┘ﾙ┕ﾖ ┗┏むむﾎ┕┏ヮﾗす ┗ﾖ┤┆ジす ..┗┏ﾔ┕│ﾗす
 ┗┊ﾈ┕むむ━ﾞﾘ へ┵┄ザ┕ﾔ よ┵┏ﾗす ┕むむﾘけ ぃ┷ﾋ┕ﾙ よ┕むむﾛけ

.»┗ヰ┻する ┤┏ﾓ そぬ┵│ﾗする
 -┴ﾉ┵┾ 【ベ ┮ﾎ┟す そ┤ﾝﾙ ┕┌┍┏ﾈ- つ┕｀ﾌ めな┤ﾛ
 ┤┏ﾉ┕┊ﾛぬ┕┊ﾗす ゆ┕むむﾌ ┳ﾘ よ┢│ゎ┏むむﾎ ┷むむﾋ┕ﾙ ら┕ﾖ«
 ┯ﾈ┕むむヮﾗす ┤┏ﾊ┑ﾞﾗす ┰┋デ ┢むむ┆ﾛ ┲ﾗ ろ┣ﾗする ぃ┕むむ┏ﾗ┕ﾌ
 ┷ﾎ┕┏ヮﾗす ┤┏ﾉ┕┊ﾛぬ┕┊ﾗ┕ﾔ ぃ┷ﾈ┤┆ﾗす まぬ┕━ﾗす ┶┋ﾒ
 た┕ﾘ┕ヮ┉ﾙ》┕ﾈ そ┢むむ━ﾈ す┤ﾊ┑ﾞﾘ た┕ﾈる ぬ┕ﾊ┢ﾙ『ﾗ ┱ﾛく



ぇょう

 そぬ┕｀ゴす ┪ﾎる ┵┌┍ﾛ« ろ┣ﾗす
 も┤ギ ┷ﾞﾗす ┦┌むむ━ﾗす ┘ギる
 たす┤┅ﾞ┍ジす  ┕むむ┍ﾉ┕┎ﾘけ  のるこぬ

.»┲┏ポす せす┵ﾈけ ┶┋ﾒ
 き┕┍ﾚ ┗ﾎ┢┍┎ジす ゆき┕ヮﾞﾉる
 ┬ﾕ┵ﾘ  ┗むむ┌┌│ﾘ  ┷むむ┋ﾘ┤ﾗす
 ┶ﾞﾘ ┤ﾖにけ 》« ┷┋┆ﾗす ┷ﾋ┕ﾙ
 !┷ﾋ┕ﾙ ┶┋ﾒ ┘ﾔ┤┆ﾉ ┮┏ﾖる
 ┕┍ﾘ ┢ﾌす┵ﾗす ┤ﾖ┣ﾞﾛ ┮むむ┏┊ﾔ
 りこ┕むむ┉ﾗ ら┕ﾖ ┮むむ┏ﾖる ┶むむﾞﾘ

.»お┴┏ﾈけ るけ ┴ﾘ┑ﾈ
 ビﾔな ら┥むむﾌ そ┤ﾝ┍ﾈ ┖むむ┏グ
 ┱┊むむ━ﾞﾛ ビﾌ ┕ﾝ│ﾗする ┗ﾗ┵┈┄ﾗす ┱ﾌす┤ﾘ ┷むむﾔ«
 な┵┉┈ジす ┴┍ﾐる ┠ﾘ『ﾘ ┳ﾒ ┷┍┏┄むむヮ┋┈ﾗす ┷ﾒる
 ぃ┴ﾈる ┴むむﾗ ら┵┊ﾛ らけ ふ┤むむﾞ┈ジす ┳むむﾘ ら┕ﾖ ろ┣むむﾗする
 ┘ﾙ┕ﾖ ┕むむ┍ﾚる .ゆ┕むむ┏ザす ┗ﾒ┤むむﾏけ ┯┋┄ﾛ ┕むむ┎┍┏ﾌ
 ┶ヰ ゎデ 》 ┕┌むむﾏる ┕ﾚ ぎ┢ ゎﾒけ ┷ﾞﾗす ┷むむﾋ┕ﾙ た┕ﾘ┵むむﾎぬ

.»たす┵┍ヮﾗす ┤ﾘ ┶┋ﾒ
 すぬ┵┎むむ━ﾘ た┕ﾈ ろ┣ﾗす ┬むむﾕ┵ジす ┕┎┺┕むむ━ﾙさ ┳ﾒる
 ゆ┵ﾍな ┬むむﾘ« ゆ┵┉ﾉ ぃ┷むむﾋ┕ﾙ ちぬさ ┳むむﾒ ビむむﾟﾌ┕ﾝ┋ﾗ
 れ┵ﾞヰﾘ れ┵ﾎ ┢ﾋけ ┲ﾗ ┷ﾈ┤┆ﾗす ┕┍ジ┕┆ﾗ ┘ﾙ┤ﾞﾙ】す
 ┩┆ﾈ ┷ﾔ ┷ﾋ┕ﾙ た┕ﾘ┵ﾎぬ ┳ﾘ も┤┈ﾞﾘる ┪┏ヮﾈ
 ぬる┢ﾗす す┣ﾚ ┣むむﾍく らけ たぬ┤┉ﾔ ┗┏ﾙ┕ペす ┬むむﾕす┵ジす ┳ﾘ

.»ろな┤ﾔ な┵┎｀ヅる ┷┉ﾉ┕ﾒ ┶┋ﾒ
 そ┤┏│ﾕ そ┢むむﾘ ┷ﾔ ┘┉┉ﾌ« ┷むむ┋ﾘ┤ﾗす ┱むむ┌┊ﾉ
 ┕ド ┤ﾟﾖけ ぉぅぅぉ よ┕┆ﾗす ┬ﾕ┵ジす ┦┏むむﾎ┑ﾉ ┡ﾛぬ┕ﾉ ┳ﾘ
 ┤┏ﾟ┊ﾗ わ┕┆ﾋ┤ﾘ ┠むむﾝ┾け にさ ぃ┲┋ﾌける ┬むむﾕ┵ﾉけ ┘┍ﾖ
 ┷ﾋ┤ヱﾘる ビ┏ﾔ┕ヰ│ﾗする せ┕ぎ゙ ┊ﾗする ビﾟﾌ┕ﾝﾗす ┳ﾘ
 ┕┏┋┆ﾗす た┕むむﾎすぬ┢ﾗす ┗ﾝ┋ﾐる ┗むむ┏┉┺┕ﾊ┵ﾗす よ『むむﾔ┟す

.»┴┍ﾔる ┷ﾋ┕ﾙ ┨ヱ━ﾈ ビ┏┍┆ジす
 よ┕┆ﾗす ┳ﾛ┤むむ━┆ﾗす ┷┋┆ﾗす ┷むむﾋ┕ﾙ れ┤ﾖに ┷むむﾔる
 ┕┏┉┺┕ﾊる ┕┌┋┏ﾔ ┢むむ┆ﾉ らけ ┷┋ﾘ┤ﾗす たぬ┤むむﾕ ぃ┷┻┕ジす

 ┕┌ﾖ ぃらる┢┋┉ジす ┤ﾟﾖ らさる ぬ┤┊ﾞﾉ ┳ﾗ そ┣ﾔ ┗┏│ヱﾏ
 ろ┣ﾗす ┷ﾈ┤┆ﾗす ┤┏ﾉ┕┊ﾛぬ┕┊ﾗす て┤ﾋ ┠ﾞ┈ﾉ りす┤ﾖに らけ
 ┬┄ﾞむむヮﾛ ┲ﾗる ┷ﾒす┢ﾈ】す ┷ﾋ┕ﾙ ちぬさ ┳むむ│ﾛ ┲むむﾗ
 そ┢ﾌする きす┤ﾓさ ┗ﾈ┤┄ﾘ らさ にさ ぃそぬす┢｀ﾈ ┴┺す┵ﾗ ┱むむ┌ﾌ
 ┱ﾖ ┳ﾘ ┤むむﾟﾖけ ┤┏ﾚ┕┌ゲ┕ﾈ た┕むむﾋぬ┢ジす 【ベ ┘むむﾉ┕ﾈ

.»ビ┏ﾗ┕ゴす せ┤┆ﾗす ┤┏ﾉ┕┊ﾛぬ┕┊ﾗす ┷ﾘ┕ﾎぬ
 ┴ﾝﾞﾖ ┢ﾌけ ┷ﾔ ┗┋┅┍ﾌ ┳ﾒ ゆ┕むむﾕ ┷ﾋ┕ﾙ ら┕ﾖる
 ┬ﾋす┤ﾞﾗする ┗デ┥┎ﾗ┕ﾈ の┕ヮﾌ】す ┷┍ゲ┕ﾍ ┵ﾗ すに┕ﾘ«
 たなぬけ ┵ﾗ ┶ﾞﾌ おや『┎ﾞむむﾎ》す ┬┌ﾞ｀ﾘ ┷むむﾙす┤ﾓける
 な┵ﾋ┵ﾘ ┗┋┅┍ﾌ ろ┢ﾗる ら┟ ┬┏┄ﾞむむﾎけ ┳ﾗ ┷┍ﾙ┓ﾔ
 .┲むむﾎぬけ ┕ﾘ ┖ﾕす┤ﾛ ┷ﾉ┕ﾌ┵ﾗ ┳ﾘ ┗むむﾌ┵ﾗ ┱ﾖ ┷ﾔ
 ┲┋┆ﾛ ┴ﾙさ ぃ┴ﾉ┵むむヮﾕ れ┢ﾘ ぬ┵│ﾞﾉ 》 ┖むむ┏ﾕぬ ┴ﾙさ
 たなぬけ すに┓ﾔ ぃビ┊ヮﾗす ┢ヰﾖ ┷┍ﾝﾕす┤ﾛる ┷┋ﾍす┢ﾈ ┕ﾘ
 ┗┏ﾚ┕ﾔ┤ﾗす ┷むむﾔ た┤┊ﾔ すにさる ┷ﾙ┥┊ﾗ ┠ﾛ┤ﾞむむﾎけ らけ
 ┷┋┾ける ┷むむヮ┈┍ﾈ ┷ﾙ┤ﾖに や┵むむ┍ﾝﾗす た┕ﾈ┕むむヮﾌる

.»┷ﾝ┆ﾏる ┷ﾎ┕ﾙる
 ゆ┵ゴす« むむむﾈ せ┕│ゎﾛ 》 ら┑むむﾈ ┷┋┆ﾗす ┢むむﾒる ┕むむ┌ﾖ
 ま┕ﾔ┢ﾗす るけ ┯ﾛ┵ヮﾞﾗ┕ﾈ り┤ヮﾔ ろ┣ﾗする »┷ﾎ┕┏ヮﾗす
 た┕ﾝﾙ ┷ﾘ┕ﾎぬ« むﾖ ら┵┊ﾛ 》 ら┑ﾈる ぃ┤ﾍく るけ ら『ﾔ ┳ﾒ
 ┶ﾞﾌ ┲┎ﾗ ┤┾┕┍ﾒ ┤ﾔす┵ﾉ ┳ﾘ ┢ﾈ 》 ┳ﾛ┣ﾗす »┱┅ﾗす
 ┵ﾚ ┷┉┏┉ゴす ら┕┍┈ﾗす らけ す┤ﾝﾞ┆ﾘ ぃす┵｀ﾞ┍ﾛる す┵┌┍ﾛ
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.»┱ﾘ┕┊ﾗす ┴ﾊぬさ ┲┃ﾗ ┷ﾙる┤ﾞ┊ﾗさ ┬ﾕ┵ﾘ ビﾏ┢ﾉる
 な┕┎━ﾞﾎす ┢┆ﾈ ┕┌┋むむヮﾉ ┴ﾉ┢ﾗするる ┢ﾗ┕ﾍ ら┕ﾖる
 ┗┏ジ┕┆ﾗす »┷むむﾝﾚ┣ﾗす ┗ﾛ┤ゴす ┲┋ﾕ« そ┥むむ┺┕ﾋ ┷ﾋ┕ﾙ
 ┶ﾗさ ぃ┕ﾚね┵ヰﾛ ろ┣ﾗす ゆる┟す ┷ﾈ┤┆ﾗす ┷ﾋ┕ﾙ ら┕ﾖ ┷ﾞﾗす
 ┮ヰ│ﾗす ろ┤ﾏ┕┍ﾗ ┷ﾗる┢ﾗす な┕ギ》す ┮┾る ┖ﾙ┕ﾋ
 ┤┏ﾉ┕┊ﾛぬ┕┊ﾗす ┷ﾘ┕むむﾎぬ ┲むむ┅ﾒけ« ┳むむﾘ ┴ﾙ┑ﾈ ┴むむﾗ
 ┳ﾘ ┢ﾌするる ぃ»┤むむ━ﾒ ┳ﾘ┕ﾟﾗす ら┤┉ﾗす ┗むむﾛ┕┎ﾙ ┣┍ﾘ
 ┲ﾗ┕┆ﾗす ┷ﾔ ┤┏ﾉ┕┊ﾛぬ┕ﾖ ┷ﾘ┕むむﾎぬ そ┤━ﾒ ┤┎むむﾏけ
 »┷ﾚ┕むむﾎけ« ┗ﾒ┵ﾝ┄ﾘ ┴ﾉ┤ﾋけ ま『┄ﾞむむﾎ》 ┕┉ﾔる

.┗┏ﾙ┕ﾈ┕┏ﾗす
┗┏ﾙなぬけ ┗┏ﾔ┕ヰ┾ *

 ┳ﾘ« ┴むむ┍ﾒ ゆ┵むむ┉ﾉ ぃ»┗むむﾙ┵┉ﾛ┟す« らす┵むむ┍┆ﾈ ┴むむ┍ﾒ
 ┷ﾋ┕ﾙ ┗ﾛ┤┉ﾝﾒ ┢ﾚ┕━ジす やぬ┢┏ﾎ ┲┋┏┈ﾗす ゆ『ﾍ
 ┳ﾘ ┤ﾟﾖけ ┢むむ┆ﾈ た┢ﾓ ┷ﾞﾗす ぃ┗┋┅┍ﾌ ┴むむﾞﾙ┵┉ﾛ┑ﾈ
 ┳ﾘ ┤┏ﾟ┊ﾗ ┗むむﾙ┵┉ﾛけ ┴ﾉ┕ﾔる ┶┋ﾒ わ┕ﾘ┕ﾒ ┳ﾛ┤むむ━ﾒ
 する┤┾┕ﾒ ┕ヂさる ┷ﾋ┕ﾙ する┤┾┕┆ﾛ ┲ﾗ ┳ﾛ┣ﾗす せ┕ﾝ━ﾗす
 せ┕│ﾞﾓす ┶┋ﾒ そ┢ﾚ┕ﾏ ┶┉ﾝﾞﾎ ┷ﾞﾗす ┴ﾞ┋┅┍ﾌ

.»┲┎┍ﾐる
 ┗┏ﾈ┤ﾒ ┮ヰ┾ ┷ﾔ ┱むむ┌ﾒ ろ┣ﾗす ぃ┷ﾋ┕ﾙ つる┥ﾉる
 ┤┏┈むむヮﾗする ┗┏ﾞﾛ┵┊ﾗす ┗むむﾎ┕┏ヮﾗす :┕むむ┎┍ﾘ そ┢ﾒ
 なすなる ┳ﾘ ぃ┗┏ﾗる┢ﾗする ┗┏ﾞﾛ┵┊ﾗす ┦ﾝ┉ﾗする ┗┏ﾙ┕┍ﾝ┋ﾗす
 ┗ﾘ┕むむﾎけ :┲ﾚ き┕┍ﾈけ ┗┆ﾈぬけ ┕┎┍ﾘ ┴むむﾗ ┷ﾞﾗす ┤│ﾙ
 よ┵ﾛ ┤ﾖ┣ﾞﾈ ┶┈ﾞﾖす ろ┣むむﾗす ┢ﾗ┕ﾍる ろな┵ﾋる ゆ┕┏ﾗる
 ┶┈━ﾞヮジす ┶ﾗさ ま┤ﾚ ┕ﾘ┢┍ﾒ り┢ﾗする な┕┎━ﾞﾎす
 ┱ﾍな ぃ┴ﾞﾈ┕┾け ぬ┢ﾓ ┗┾┕┾ぬ らけ ┲┋┆┏ﾗ ら┢┍ﾗ ┷ﾔ
 ┶ﾞﾌ 『ﾛ┵ﾐ よ┢むむﾉ ┲ﾗ ┗ﾈ┵ﾝ┏ﾓ ┷むむﾔ ┕ﾚ┤ﾊさ ┶むむ┋ﾒ

.ぇういあ/い/ぉう よ┵ﾛ そ┕┏ゴす もぬ┕ﾔ
 ┲┃ﾛ せ┕ﾞﾖ ┕むむﾝﾛ┤ﾕ ┤むむ━┍ゎ┏ﾎ« ┢ﾗ┕ﾍ めな┤ﾛる
 よ┕┆ﾗす ┶ﾗさ ぇういょ よ┕むむ┆ﾗす ┳むむﾘ ろ┢ﾗする た┕ﾘ┵むむﾎぬ
 れ┤ﾍけ ┖ﾞﾖ ┤━ﾙ ┶┋ﾒ ┕ﾚ┢┆ﾈ ┱┌┆┍ﾎる ぃぇういあ

そ┢ﾛ┢ﾋ よ『むむﾕけ ┗┋｀ﾘ ┗┈ヮ┋ﾔ
.┢むﾛ┢むゲす せな┟する ┷ﾈ┕ﾝ━ﾗす ます┢ﾈ】┕ﾈ ┶┍┆ﾉ ぃ┗ﾛ┤┎ﾏ ┗┏ﾔ┕┉ﾊ ┗┏ﾈなけ *

.┲ﾗ┕┆ﾗす ┶┋ﾒ ┕┎┍ﾘ ら┵┋┄ﾛ ┗むむﾘ┟す せ┕ﾝﾏ ┳ﾘ ビﾒ┢ﾝ┌┋ﾗ そ┣ﾔ┕ﾙ * 

.れこ┤むﾗする ┤ﾒ┕━ジする た┕┆┋┄ﾞﾗする ぬ┕┊ﾔ┟す ┳ﾒ ┴┏ﾔ ┤ﾝ┆ﾛ ┤むむﾌ ┤ﾝ┍ﾘ *

....┗ﾗ┕む┉ﾘる ぃ┗┏ﾌ┤ヮﾘる ぃ┗む│ﾕる わ ぃす┤┆ﾏ ┷ﾈな┟す ます┢むﾈ‒ﾗ ┗┍┻┕ﾌ *
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*┗┋┻┕┈ﾘ ら┕ヮﾓ

ثقافة وفنون

 つ┕｀ﾌ な┕┌ﾒ ら┕むむ┍┈ﾗす ふ┤┆ﾘ ┢┎むむﾏ -ら┕┌ﾒ
 ぃ┗┍ﾛ┢ジす ┗ﾒ┕ﾕ ┷ﾔ わ す┤┏ﾍけ ┲┏ﾕけ ろ┣ﾗす »ぉ せ┵｀ボす«
 ┠┺す┤━ﾗす ┮┋ﾞヱﾘ ┳ﾘ わ┕┆ﾎする わ┕ﾛ┤┏ﾚ┕┌ﾋ 》┕ﾝﾕさ
 ぬす┢ﾘ ┶┋ﾒ た┢ﾔす┵ﾉ ┷むむﾞﾗす ┗┏ﾒ┕┌ﾞﾋ》す た┕ﾜ┈ﾗする
 ┷ﾌ┕┍ﾋ ┶┋ﾒ まね┵ﾉ ろ┣ﾗす ふ┤┆ジす ┶ﾗさ ビﾒ┵ﾝむむﾎけ
 れ┤ﾝ┊ﾗす ら┕┌ﾒ ┗むむﾙ┕ﾘけ ┶┍ﾝﾘ ┷ﾔ ふ┤むむ┆ﾗす ┗ﾒ┕ﾕ

.ビ┆ﾗす のけぬ ┗┉┄┍ヅ
 ら┕┌ﾒ ┗ﾙ┕ﾘけ ┴むむﾞﾒぬ ろ┣むむﾗす ふ┤┆ジす ┱┌ﾞむむﾏする
 ┯ﾔす┤ﾉる ぃ┗ﾛぬ┵ﾉ┕┊ﾛぬ┕ﾖ ┗むむﾌ┵ﾗ ┗┺┕ﾘ ┶┋ﾒ れ┤ﾝ┊ﾗす
 よ ぎ┢ﾕ つ┕｀ﾌ ら┕むむ┍┈┋ﾗ ┢ﾛ┢ﾋ せ┕ﾞﾖ ぬす┢┾さ ┴むむ┆ﾘ
 ぃ┗ﾘ┵ﾚ┤ﾈ ┶ﾎ┵ﾘ ┷ﾙなぬ┟す ┢ﾕ┕┍ﾗする ┷ﾔ┕ヰ│ﾗす ┴ﾗ
 ┗ﾔ┕ヰ│ﾗす ┷ﾔ た┤むむ━ﾙ た┕ﾘ┵ﾎぬ ┶┋ﾒ ┱┌ﾞﾏす
 た┕ﾘ┵むむﾎ┤ﾗす ┶ﾗさ ┗むむﾔ┕┻】┕ﾈ ┗むむ┏ﾈ┤┆ﾗする ┗むむ┏┋ボす
 ┕┎┉ﾛ┤ﾐ た┢むむﾋるる ┗ﾈ┕ﾕ┤ﾗす なる┢むむﾌ たねる┕グ ┷むむﾞﾗす
 ふ┤ﾒ ┶┋ﾒ わ┕むむ┃ﾛける ぃせ┕むむﾞ┊ﾗす す┣ﾚ ┷ﾔ ┤むむ━┍┋ﾗ
 ┗ヮﾎ┒ﾘ ┕┎ﾞ｀ﾞﾙけ ┷ﾞﾗす ┗ﾖ┤ヰﾞジす た┕ﾘ┵ﾎ┤┋ﾗ
 たす┵┍ヮﾗす ┷ﾔ ┷ﾒす┢ﾈ】す つ┕ﾞﾙ‒ﾗ »せ┵｀ヰﾘ ┵ﾈけ«

  .そ┤┏ﾍ┟す

على هام�ض معر�ض �لفنان عماد حجاج ي قاعة �مدينة

برعت ي �لتقاط مفارقات �لو�قع
»�أبو حجوب« �شخ�شية كاريكاتورية �شاخرة 
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 ┗ﾞむむﾎ よ┕ﾕけ ろ┣ﾗす つ┕むむ｀ﾌ ゆ┕むむ┌ﾒけ ┘むむﾒ┵┍ﾉる
 ┗ﾛぬ┵ﾉ┕┊ﾛぬ┕ﾖ ┖ﾞﾖ ┗┆ﾈぬけ ぬ┢┾ける ┗ﾛな┤ﾔ ふぬ┕┆ﾘ
 ┤ﾍ┕むむヮﾗす ┖ﾉ┕┊ﾗす ┬ﾘ や┤ﾞむむ━ﾘ せ┕ﾞﾖ ┕むむﾚ┤ﾍく
 らるな ┷ﾗ ち┢ヰﾛ« らす┵┍┆ﾈ ┴┏┋┌ﾐ ┢┌ヰﾘ ┱ﾌす┤ﾗす
 ┷ﾒ┕┌ﾞﾋ》す ビﾈ ┕┎ﾉ┕ﾒ┵┻┵ﾘ ┷ﾔ ぃ»の┕┍ﾗす ┤┺┕ﾎ
 ろ┤┏ﾝ┆ﾞﾗす ┕┎ﾈ┵┋むむﾎけ ┷ﾔ ┘┍ﾛ┕ﾝﾉる ぃ┷ﾎ┕┏ヮﾗする
 に┕┈┍ﾗす ┗ﾎ『ﾎる ┗┈ザす ┱┌ヰﾛ ろ┣ﾗす ┤ﾏ┕ﾝジす ビﾈ
 ┲むむヮﾞﾛ ろ┣ﾗす  ┤┏ﾝ┆ﾞﾗする ぃ┬ﾕす┵ﾗす た┕むむﾕぬ┕┈ﾘ ┶ﾗさ
 て┵ﾞ┈ジす つ┕むむﾞﾙ】す そな┕ﾒさる ゆす┥むむﾞﾍ》する ┮┏ﾟ┊ﾞﾗ┕ﾈ

.ぬ┕┊ﾞﾈ》する ┱ﾛる┑ﾞﾗす ┶┋ﾒ
 ┘┉┉ﾌ ┷むむﾞﾗす »せ┵｀ヰﾘ ┵むむﾈけ« ┗┏│ヱむむﾏる
 ┠┺す┤ﾏ ┮┋ﾞヱﾘ ビﾈ わ┕┆ﾎする わ す┤┏ﾚ┕┌ﾋ わ すぬ┕むむ━ﾞﾙす
 た┕┏ﾘ┵ﾛ ┶┋ﾒ の┕むむ┍ﾗす めぎ┤┆ﾞﾔ .┷むむﾙなぬ┟す ┬┌ﾞペす
 ┢ﾛ┢┆ﾗす ゆ『むむﾍ ┳ﾘ ┴むむ┺す┵ﾋける »せ┵むむ｀ヰﾘ ┵むむﾈけ«
 ┗┊ﾝむむﾏる た┕ﾒ┵ﾝ┄ジす ┮┋ﾞヱﾘる ┮ヰ│ﾗす ┳むむﾘ

 .┤┏ﾝ┆ﾞﾗする ゆ┕│ﾉ》す ┪┺┕ﾎる ┳ﾘ ┕ﾚ┤┏ﾓる ┘ﾙ┤ﾞﾙ】す
 の┕┍ﾗす ┩むむﾝ┍ﾈ ┗┉┏│ﾗ ┗┏│ヱむむﾏ ┘むむヰﾝ┾け
 そ┤ﾍ┕むむヮﾗす ┕┎ﾉ┕ﾐ┕┉ﾞﾗす ゆ『むむﾍ ┳ﾘ ┲むむ┎ﾙす┢ﾋるる
 ┷ﾔ つ┕むむ｀ﾌ ま┤むむﾈ ┷むむﾞﾗす そ┢むむﾕ┕┍ﾗす た┕むむﾕぬ┕┈┌┋ﾗ
 た┕┏│ヱむむ━┋ﾗる »せ┵｀ヰﾘ ┵むむﾈけ« むﾗ ┕むむ┎┋┏┌ギ
 ┳ﾘ ┢ﾛ┢┆ﾗす ┬ﾘ ┕┎ﾖす┤ﾌ ┷ﾔ ┕┎ﾗ ┗┉ﾔす┤ジす れ┤ﾍ┟す
 ┗┏ﾒ┕┌ﾞﾋ》す り┤むむﾚす┵ﾑる ┧┏┆ジす ┬ﾕす┵ﾗす ┕むむﾛ┕┃ﾕ
 ┕┎┍┏ﾈ ┕┌┏ﾔ ┘┈ぎﾗ┑ﾔ ぃ┗ﾛな┕│ﾞﾕ》する ┗┏ﾎ┕┏ヮﾗする
 まぬ┕むむ━ﾗす やす┤ﾌ ┶┋ﾒ わ┕ﾌ┵ﾞ┈ﾘ わ┕ﾛ┢┉ﾙ わ す┢┎むむ━ﾘ
 な┕ヮ┈ﾗす きす┤むむ━ﾞﾎす まに『ﾗす ┢┉┍ﾗ┕ﾈ ┗ﾔ┢┎ﾞむむヮﾘ
 ┚┎ﾙ な┕┉ﾞﾙする ┗ﾗ┕┄ﾝﾗす ┷━┈ﾉる ぬ┕┆ﾎ┟す ま┕┈ﾉぬする

.┗ﾝﾕ┕┆ﾞジす た┕ﾘ┵┊ゴす
 せ┵｀ボす« せ┕ﾞﾖ ┗ﾘ┢┉ﾘ ┷ﾔ ┗ﾘ┵ﾚ┤ﾈ も┤┄ﾞﾛる
 ┷ﾔ つ┕｀ﾌ ┕┎┈ﾗ┒ﾛ ┷ﾞﾗす ┗┏ﾗ┢ゲす ┗ﾗ┕ゴす ┶むむﾗさ »ぉ
 ┴┌むむﾎ┤ﾛ ┕ﾘ ┲┎ﾔ き┕むむヮﾛ ┕ヅぬ« わ『┺┕ﾕ ┴ﾉ┕ﾘ┵むむﾎぬ
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 そ┕┏ゴす ┷ﾔ ぬ┵むむ┅ボす ぎ┦ﾘ すにさ ┗むむ┾┕ヱﾈる ぃつ┕むむ｀ﾌ
 よる┤ﾛ 》 ┕┍ﾚ ら┕むむ┍┈ﾗす ぎ┳┊ﾗ ぃり┤ﾟﾖけ ┕むむﾘる ぃ┗むむ┏ﾈ┤┆ﾗす
 .ち┢ゴす るけ ┗┆ﾕす┵ﾗす ┳ﾒ ┗┏┉┄┍ﾘ ┗┆ﾔす┤ﾘ つ┕むむﾞﾙさ
 ┗ﾝ┆━ﾞジす ┕┎ﾉ┕┏┋グ ┷ﾔ ┗ﾕぬ┕┈ジす ┶ﾗさ ┖ﾚ┣ﾛ ┴ﾙさ
 ぃそ┤ﾍ┕むむヮﾗす  ┗むむ┅ヰ┋ﾗす  ┶むむ┋ﾒ ┩むむﾝ┉ﾗす  ┗むむ┏┇ﾈ
 .き┕┊ﾝﾗする ┬ﾘ┢ﾗ┕ﾈ ┗ﾋ┤┃ジす ぃき┕┎┋ﾝﾗす ぃ┗┊ヰ┃ジす
 ┗┋｀ﾒ や┤ヰﾞﾉ ┚ﾒ┥ジする ┧ﾚ┢ジす ┪┏┋ザす す┣ﾚ ┤ﾝﾒ
 ┯┏ﾔぬる ゆ┵｀ザする ┪┏むむヮﾝﾗす つ┕｀ﾌ れ┢むむﾗ ┗ﾛこ┤ﾗす
 る┢ﾒる ビむむﾘ┵┋┅ジす ┤┏│ﾙる ビむむﾈ┣┆ジする きす┤むむ┉┈ﾗす
 そ┤ﾎ┕┌ヮﾗす ┲│ﾍる ぃ┳ﾛ┢むむヮ┈ジする ┳ﾛ┢むむﾎ┕┈ﾗす

.»ビ┈ﾛ┥ジする き┕┏ﾒな┟する
 ら┕ﾖ ┳ﾜﾗ« ┴むむﾉすに も┕┏むむヮﾗす ┷ﾔ ┗ﾘ┵ﾚ┤ﾈ ┢むむﾛ┥ﾛる
 ┢｀ﾞﾔ ぃ┕┎┈│┍ﾈ そぬ┕｀┏むむヮﾗす ┳ﾘ ┶┻┤ﾛ つ┕｀ﾌ
 ┴ﾙけ 》さ ぃ┭ﾝﾞﾗす た┕ﾔ┕┈ﾗ め┕│ﾙ┑ﾈ れ【むむﾘ ┴ﾞ┃┈┍ﾘ
 ぃゆ┵┋ゴす め┕│ﾙ┑ﾈ ┶┻┤ﾛ 》 ┴ﾞ━ﾛぬ ┰ヮデ ┕┌┍┏ﾌ

 ぃそなす┵ﾚ 『ﾈ ぃ┴┍┏┊ﾎ の┤┇ﾛ ┕ﾒに》 ┕ﾔ┤┄ﾞﾘ りす┤ﾞﾔ
 た┕ﾋぬな ┶│ﾕけ ┶むむﾗさ ┕┆┋┄ﾞﾘ ぃ┬むむﾕす┵ﾗす ┲ゴ ┷むむﾔ

. »┗┆┏｀┈ﾗす
 める┤┆ジす ろ┤│ジす ┤┏ﾉ┕┊ﾛぬ┕┊ﾗす よ┕ﾎぬ ┖ﾚ┣ﾛ ┕┌┏ﾔ
 ┷ﾞ┏│ヱむむﾏ ら┑ﾈ ゆ┵┉ﾗす ┶ﾗさ な┕ﾝ┋ﾗす ┳ﾛ┢ﾗす ┷ヰﾘ
 ら┕むむ┌┋ﾒ« »┢むむ┌ヰﾘ ┵むむﾈけ« る »せ┵むむ｀ヰﾘ ┵むむﾈけ«
 ┮ヰ│ﾗす け┤むむ┉ﾛ ┷ﾙなぬけ ┳ﾐす┵ﾘ ┱┊むむﾗ ら┕むむﾔる┤┆ﾘ
 ┶┋ﾒ ┯┏┋┆ﾞﾗす ┕┎┍ﾘ て┕ﾝ┾ ┱ﾖ ┤┅ﾞ┍ﾛる ┗┏ﾙなぬ┟す
 ┗┉┋┆ﾞジす ┗むむﾎ┕┏ヮﾗす ぬ┵ﾘけ ┳ﾘ ┴ﾗ┕ﾈ ┱┇むむ━ﾛ ┕ﾘ
 ます┤│ﾗす ゆ┕┊ﾏけ ┳ﾘる ぃ┤┏ﾝ┊ﾗする ┤┏┇│ﾗす ┳ﾐ┵ﾗ┕ﾈ
 そ┕┏ゴす よ┵むむ┌ﾚる ┱┏┺す┤むむﾎさる ┕┊ﾛ┤ﾘけ ビむむﾈる ┕むむ┍┍┏ﾈ
 た┕ﾘねける ぃ┗┏ﾘ┵┊ゴす た┕ﾎぬ┕┌ジする らなぬ┟す ┷ﾔ ┗┏┋ボす

»┕ﾚ┤┏ﾓる な┕ヮ┈ﾗする き『┇ﾗする ┗━┏┆ジす
 ┗┋｀ヅ そぬ┵むむ━┍ジす ┴ﾉな┕ﾘ ┷ﾔ な┕むむﾝ┋ﾗす ┮┏┃ﾛる
 た┕むむ━┈┉ﾗす ┪┋ﾞヱﾉ ┕ﾘ ┕ﾝﾗ┕ﾓ »┗┉ﾛ┤┆ﾗす ゆ『┎ﾗす



ぇっゅ

 ┗むむ┏┋ボす  た┕むむﾒ┵┻┵ジ┕ﾈ  そ┤むむ┏┇┾  る┢むむﾝﾉ  ┷むむﾞﾗす
 ブﾔ ┕ﾘ す┣むむﾚ ┱┆ﾗる ぃ┗┏ﾙ┵┊ﾗ┕ﾈ ┲むむﾊ ┗むむ┏ﾈ┤┆ﾗ┕ﾈる
 ┗┇ﾗ ら┵ﾔ┤┆ﾛ するぬ┕むむ┾ ┶ﾞﾌ つ┕むむ｀ﾌ な┕┌ﾒ きす┤むむﾕ
 ま┵ﾙる り┤┏┊┈ﾉ ┗┄ﾛ┤ﾍる りね┵ﾘぬる ┴ﾉぬ┕ﾏさる ┴┌ﾎぬ
 め┤┆ﾛ わ┕┃ﾛけ よ┕むむﾎ┤ﾗす ぬ┕┾る ぃ┗┏ﾚ┕┊┈ﾗす ┴ﾝﾗ┕┉ﾘ
 ┗ﾛ┤│ﾝﾗす ┗┇┋ﾗす ┢┏｀ﾛる わ す┢┏ﾋ りぬ┵ﾉ┕┊ﾛぬ┕ﾖ ┱むむﾚけ
 ┗┏ﾘ┵┏ﾗす ┴ﾞﾗ┕むむﾎぬ ┕┎ﾈ ┱┾┵ﾛ ┷ﾞﾗす ┗┏┅┈┋ﾗする

.»ね┕┏ﾞﾘ┕ﾈ
 まぬ┕むむ━ﾗす  ┱ﾖ┕むむ━ヅ  れぬなけ  つ┕むむ｀ﾌ  な┕むむ┌ﾒ«
 ┕ﾛ┕ﾝヱﾈ め┤ﾒけ ┵むむﾚる ぃ┗┏ﾒ┕┌ﾞﾋ》する ┗┏むむﾎ┕┏ヮﾗす
 »┲┎ﾉ┕┆┋┄ﾉる の┕むむ┍ﾗす た┕┎ﾋ┵ﾞﾈる よ┕┆ﾗす ろけ┤むむﾗす
 ┗ﾔ┕┉ﾟﾗす ┰━ﾖ ┖ﾌ┕┾ ┷┋ﾒ ┵ﾈけ ┳むむヮﾌ ゆ┵┉ﾛ
 »そ┢ﾛ┢ﾋ よ『ﾕけ« むﾗ ┮┏┃ﾛる ぃ┤┏┎むむ━ﾗす ┗┏ﾈ┤┆ﾗす
 ┴ﾈ ┪むむ┏ヰﾛ 》 ろぬ┵むむﾉ┕┊ﾛぬ┕┊ﾗす つ┕むむ｀ﾌ ます┢むむﾈさ«
 ┱┏ﾟﾘ ┴ﾗ ┦┏ﾗる せ┵ﾚ┵ﾘ ま┢むむﾝﾘ ┵┎ﾔ ぃ┮┾┵ﾗす
 ┰ﾗに ┶┋ﾒ ゆなけ ┦むむ┏ﾗる ぃ┗┏ﾈ┤┆ﾗす ┗ﾌ┕むむヮﾗす ┷むむﾔ
 ┴┻┤┆ﾘ ┶むむ┋ﾒ  ろ┤┏ﾚ┕┌ゲす ┲むむﾍ┥ﾗす す┣むむﾚ ┳むむﾘ
 つ┕｀ゴ た┤ﾔす┵ﾉ ┵むむﾗる ぃ┴ﾉ┕ﾘ┵むむﾎ┤ﾈ ビﾝ｀┆ジす ┳ﾘ
 ┶┋ﾒ そねぬ┕ﾈ ┗ﾘ『ﾒ ┗┉ﾝヮﾘ ┗ﾈ┕ﾕぬ らるな ┳ﾘ ┗ﾛ┤ゴす

.»┷ジ┕┆ﾗす れ┵ﾞヮジす
 ┱┏ﾘ┥ﾗす ┤ﾍ┕むむヮﾗす ┖むむﾉ┕┊ﾗす れ┤ﾛ ┴むむﾞ┎ﾋ ┳むむﾘ
 や┕ﾝﾞﾏす ┗ﾗ┕ﾌ ┷ﾔ つ┕｀ﾌ ら┑ﾈ ら┕━┏ﾓ ┮ﾎ┵ﾛ
 ゆ┵ギ ┢ﾕる ぃ┧むむ┏┆ジす ┬むむﾕす┵ﾗす ┬ﾘ ┷むむﾘ┵ﾛる ┲むむ┺すな
 ┤┏┌┃ﾗする ┷ﾒ┕┌ﾞﾋ》す ┚┏むむヮ┍ﾗす ┳ﾘ き┥むむﾋ ┶ﾗさ
 ふぬ┕┆ジす らけ ┶ﾗさ わ┕ﾞﾔ》 .┷ﾙなぬ┟す ら┕ヮﾙ‒ﾗ ┷┆┌ゲす
 ら┕ﾋ┤┎ﾘ ┶むむﾗさ ゆ┵ヰﾞﾉ つ┕むむ｀ﾌ ┕┎┌┏┉ﾛ ┷むむﾞﾗす

 .┤┏ﾝﾖ ゆ┕┈ﾞﾌする ろ┤┏ﾚ┕┌ﾋ
 ろぬ┕ﾝﾍ】す ら┵むむ┌ﾒ ┬ﾕ┵ﾘ ┖むむﾌ┕┾ れ┤ﾛ りぬる┢むむﾈ
  ら┑ﾈ ろぬ┕┏ゴす ┤┏┌むむﾎ ┷┈ヰ│ﾗす り┤むむﾛ┤ギ ┦むむ┏┺ぬる
 ゆ『ﾍ わ す┤むむ┏ﾝﾖ わ┕┆ﾋす┤ﾉ ┬むむﾋす┤ﾉ せ┵むむ｀ヰﾘ ┵むむﾈけ«
 ぬ┕ﾐさ ┷ﾔ ┷┍┈ﾗす り┤むむ┌ﾒ ┳ﾘ ┗┏┻┕ジす たす┵┍むむヮﾗす

.»┴ﾗ『ﾍ ┳ﾘ ┲ﾎ┤ﾛ ろ┣ﾗす ┮┉ヮﾗする た┕ﾛ┤ゴす

 ┲むむﾎ┤ﾛ ┕┍ﾔ┤ﾒ ろ┣ﾗす な┕┌ﾒ ら┑ﾈ« ろぬ┕┏ゴす ┢ﾛ┥ﾛる
 ┨むむ┉ﾉる ぃ わ┗むむﾘ┵┊ﾌる わ す┤むむﾛねる ┪┉むむヮ┏ﾔ そけ┤むむ｀ﾈ
 ┖ﾉ┕┊ジす ┷むむﾔ らすぬ┢ゲす ┶むむ┋ﾒ ┯┋┆ﾉる ┴ﾉ┕ﾘ┵むむﾎぬ
 ┕ﾘる ┗┏┾┕ザす り┣ﾚ ┰┋ﾞデ な┕ﾒ ┕ﾘ た┕むむヮﾎ┒ジする
 )せ┵｀ヰﾘ ┵ﾈけ( むﾔ ぃ┯ﾈ┕むむヮﾗ┕ﾖ ┴ﾉ┕ﾘ┵ﾎぬ たな┕ﾒ
 ┱┌┆ﾛ ┷ﾞﾗす ┗┋┏ﾎ┵ﾗす ┮┉ヮﾈ ┤ﾊ┑ﾉ らけ ┢┆ﾈ ┤┏┇ﾉ
 ┕ﾘ┢┍┆ﾔ ぃ┗ﾛぬ┕グ ┗┏ﾙ┕ﾟﾗす ┗ﾗ┑むむヮジする ぃ┕ﾚぬ┕ﾐさ ┷ﾔ
 ぃ┴ﾉぬ┵┾ た┤┏┇ﾉ ┤むむﾋ┕ﾉ ┶ﾗさ せ┵｀ヰﾘ ┵むむﾈけ ゆ┵ギ
 .»すな┕┌ﾒ ┦┏ﾗる せ┵｀ヰﾘ ┵ﾈけ ┗┏│ヱﾏ ┢│ﾕける
 な┕┌ﾒ らけ ろぬ┕┏ゴす ┢むむﾖ┒ﾛ つ┕｀ﾌ ┗┏ﾒす┢ﾈさ ゆ┵ﾌる
 ┷ﾔ わ『┏ﾟﾘ ┴ﾗ らけ ┢┉ﾞﾒけ 》る« ま┢ﾝﾘ ら┕┍ﾔ つ┕｀ﾌ
 ┴┍┊ベ ┷ﾞﾗす ┗ﾝﾚ┵ジす ┳ﾘ ┴ﾛ┢ﾗる ぃ┷ﾈ┤┆ﾗす ┲ﾗ┕┆ﾗす
 ┷ﾔ ┤┏ﾉ┕┊ﾛぬ┕┊ﾗす ┷ﾘ┕ﾎぬ ぬ┕ﾝﾖ ┶┋ﾒ も┵┈ﾞﾗす ┳ﾘ
 ら┑ﾈ ┴ﾉすに も┕┏むむヮﾗす ┷ﾔ ろぬ┕┏ゴす ┘┈┋ﾛる .»┲ﾗ┕┆ﾗす
 ┕ﾘ┵ﾎぬ ┗┏┻┕ジす たす┵┍ヮﾗす ┷ﾔ よ┢ﾕ つ┕｀ﾌ な┕┌ﾒ
 ┬┏┄ﾞヮﾛ 》 ┱┊━ﾈ の┕┍ﾗす ┤ﾒ┕━ﾘ ┘ヮﾘ》«
 ┳ﾘ ┕ﾘす┤ﾞﾌする わ す┤むむﾛ┢┉ﾉ ┯┉ﾌる ぃ┕むむ┎ﾉすぬ┕｀ﾘ ┢むむﾌけ

.»きす┵ヮﾗす ┶┋ﾒ ┴┏┃┇ﾝﾘる ┴┏ﾝヰﾘ
 つ┕｀ﾌ ┱┌ﾒ ろに┒むむﾛ ┕ﾘ ら┑むむﾈ ろぬ┕┏ゴす ┤┏むむ━ﾛる
 れ┤ﾙ ┳ヰﾙる ぃ┕むむ┎ﾈ ┱┌┆ﾛ ┷ﾞﾗす ┱┺┕むむﾎ┵ﾗす ┰むむ┋ﾉ«
 ┯ﾗ┑ﾞﾛ わ┕┆┈ﾉ┤ﾘ ┤┏ﾝ┆ﾞﾗす ┮┉ﾎ ら┵┊ﾛ ビﾌ ┕┌┺すな

.»ね┕┏ﾞﾘ┕ﾈ ┗┏ジ┕ﾒ ┴ﾉ┕ﾘ┵ﾎぬ ら┵┊ﾉる な┕┌ﾒ
 ぇうっあ よ┕ﾒ ¨す よすぬ ┷ﾔ な┵ﾗ┵ジす つ┕｀ﾌ ┱むむﾘ┑ﾛる
 ┶┋ﾒ わ┕┉ﾌ ┗┉┋┄ジす ┤むむ┏ﾝ┆ﾞﾗす ┗ぎﾛ┤ﾌ ┠ﾝ│ﾉ ら┑ﾈ
 ┬┌ﾞペす す┣むむﾚ ┱┏ﾝむむﾎ ┷むむﾔ ┱むむ┻┕ﾙ よ┕むむﾎぬ ┱ﾖ
 らるな ┳ﾘ ┴ﾉ┕ﾘ┵ﾎぬ ┱ﾖ ┤━┍ﾉ らける ぃ┴┋ﾋ┟ ┱┌ﾒる

.わ┕┉ﾝヮﾘ ┕┎ﾞﾝﾕす┤ﾘ

┷ﾙなぬけ ┷┋┏┊━ﾉ ┢ﾕ┕ﾙる ら┕┍ﾔ *



ぇっょ

 ┷┍┏ﾉ》 ┱┾け ┳ﾘ ┗┏ﾗ┕┄ﾛさ ┗むむ┌┋ﾖ ┤┏ﾉ┕┊ﾛぬ┕ﾖ
 ┤ﾍ┕むむヮﾗす ┤ﾛ┵│ﾞﾗす ┶ﾗさ ┤┏むむ━ﾛ ┠┋┄│ﾘ ┷ﾚる
 ┗ﾛ┤むむ━ﾈ ま┕┻るける た┕ﾔ┤│ﾉる た┕むむ┈┾る ま┕むむﾝ┄ﾗ
 ┲むむﾎぬ ┷ﾔ ┭ﾗ┕ﾝﾛ ┷┄┏┄ヱﾉ ┲むむﾎぬ るけ .┗┍┏┆ﾘ
 るけ き┕┏むむﾏ┟す るけ た┕┏│ヱむむ━ﾗす れ┢むむﾌさ ┠むむﾘ『ﾘ
 ┱ﾈ┕┉ﾛ ぃ┮むむﾛ┤ﾐ ┮ﾛ┤ﾑ ┴ﾙ┑ﾈ ┥むむ┏┌ﾞﾛる  .ぬ┕┊むむﾔ┟す
 ┗ﾞ┊┍ﾗする ぃ┤┆━ﾗす ┷ﾔ き┕｀┎ﾗする ぃせな┟す ┷ﾔ ゆ┥┎ﾗす
 ┷ﾔ ┗ﾕぬ┕┈ﾘ ┕むむ┍ﾗ よ┢┉ﾛ ぃ┗┏ﾝ┆むむ━ﾗす そ┕┏ゴす ┷むむﾔ
 .┕┍┏┊ﾝﾛ れ┤むむﾍける ┕むむ┍┊ヰ┃ﾛ わ┕むむﾙ┕┏ﾌけ .┱┊むむ━ﾗす
 ┢ﾞベ き┕┃┏ﾈ ┗ヰ┈┾ ┶むむ┋ﾒ きすな┵むむﾎ ┗┄┉ﾙ ┵ﾚる

.きすな┵ﾎ ┕┎┋ﾘ┕┊ﾈ ┗ﾕぬ┵ﾗす ┕┎ﾈ ┠ﾝ│ﾞﾗ
 ┴むむ┏┏ﾘるな ┴むむﾛ┤ﾙ┵ﾚ ┷むむヮﾙ┤┈ﾗす ら┕むむ┍┈ﾗす ┢むむ┆ﾛ
 ┷┻┕ジす ら┤┉ﾗす ┷むむﾔ は┕ﾒ ろ┣むむﾗす )ぇいうあ-ぇいぅい)
 ┴┏ﾗさる ぃ┳むむ┈ﾗす す┣┎ﾗ ┷むむﾌる┤ﾗす せ┟す ┦むむﾛぬ┕ﾈ ┷むむﾔ
 す┣ﾚ ┶ﾗさ ぬ┕┅ﾙ┟す ┘むむ┈┋ﾗ ┤┏ﾝ┊ﾗす ┱┃┈ﾗす ┬ﾋ┤ﾛ
 ┶ﾗさ つ┕ﾞギ 》 ┗むむ┏ジ┕ﾒ ┗むむ┇ﾗ ┠ﾝ┾け ろ┣ﾗす ┳むむ┈ﾗす

*┢┆ヮﾗす ┢┆ﾎ ┦ﾛぬなさ

هونريه دوميـيـه فنان �لكاركاتر �لفقر

ثقافة وفنون



ぇっっ

 ┵ﾚる- ┴┏┏ﾘるな らけ ┗むむ┉┏┉ゴする .┗┌ﾋ┤ﾉ るけ ┯むむ┏┋┆ﾉ
 ゆ┵ﾐ ┶┆むむヮﾛ ら┕ﾖ - ぎ┷┆ﾕす┵ﾗす ゆ┕むむぎ゚ ジする ぬ ぎ┵むむ│ジす
 ┧┏┆ﾛ ろ┣ﾗす ┬┌ﾞペす せ┵┏ﾒ ┮むむ━ﾖ ┶ﾗさ ┴ﾉ┕┏ﾌ
 ┳ﾘ ┴┏┏ﾘるな き┕むむﾋ ┢┉┋ﾔ えそ┤ﾍ┕むむﾎ そぬ┵│ﾈ ┴むむ┏ﾔ
 ┲むむﾎ┤ﾗす ┲┋┆ﾉ ┷ﾔ わ┕ﾝﾓすぬ ┦ﾛぬ┕ﾈ ┶ﾗさ ┕┏┋┏むむﾎ┤ﾘ
 ┴┍┊ﾗる ┗┋┏┌ゲす ら┵むむ┍┈┋ﾗ )ぬす┵┍┏ﾗ( ┗┏デな┕ﾖけ ┷ﾔ
 ┷┊┏ﾎ『┊ﾗす ┷ﾔ┤ゴす ┲ﾎ┤ﾗす ┲┏ﾗ┕┆ﾞﾈ よ┢┄┾す
 ┗ﾒ┵┌｀ﾘ ┪ﾎる ┲ﾎ┤┋ﾗ わ》┕｀ﾘ ┷┄┆ﾉ 》 ┷ﾞﾗす
 ┢┉ﾔ ぃ┗┏むむﾎ┕ﾕ ┗むむ━┏ﾒ は┕ﾒ ┢┉ﾗ .そす┵┎ﾗす ┳ﾘ
 な┤ﾐる ぃ┤┈ゴする ┲むむﾎ┤ﾗす ┷ﾔ ┴ﾋ┕ﾞﾙさ そぬす┥┇ﾗ り┤│ﾈ
 ┩┆ﾈ ゆる┕むむﾌる .り┢┉ﾙ そ┵むむヮ┉ﾗ ┮むむヰ│ﾗす ┳ﾘ
 ┤ﾒ┕━ﾗす ┲┎ﾞﾘ┢┉ﾘ ┷ﾔる ┴┌ﾒな ┴┍┈ﾈ ビﾝ｀┆ジす
 ふ┤┆ﾘ ┗ﾘ┕ﾕさ ┷むむﾔ ┠┋ﾔける »┵むむ｀┏ﾚ ぬ┵むむﾞ┊┏ﾔ«
 そ┤┏┉┈ﾗす ┴むむﾞ┋ﾘぬけ ┘ﾒ┕ﾈる よ┕むむ┆ﾈ ┴ﾉ┕ﾔる ┱ﾝﾕ ┴むむﾗ
 ぬ┕｀ﾞﾗす ┢ﾛ ┶┋ﾒ ま┕ﾝﾞﾗ ら┕むむ┌ﾊ┟す ┦ヱﾈ┑ﾈ ┴ﾉ┕ﾌ┵ﾗ
 ┤むむ━┍ﾛ らけ ま┕┄ﾞむむﾎす ┴ﾙけ 》さ .ぬ┕┆むむﾎ┟す ┫┎ﾈ┑ﾈ



ぇっあ

 ┴ﾞ┋┏むむﾎる ┘ﾙ┕ﾖる -めす┤ﾋ┵┍┏┋ﾗす-ろ┤｀ゴす ┤むむ┈ゴす
 ┢┺す┤ゲす ┶ﾗさ ┕┎┉ﾛ┤ﾐ ┴ﾗ┕┌ﾒけ た┢ﾋる にさ ┧むむ┏┆┋ﾗ
 ぬ┵むむ┄┆ﾗす ┷むむ┆┺┕ﾈ ┶むむﾞﾌ た┕むむﾛする┤ﾗす た┕むむヰ┈┾る

.┗ﾛ┕ﾒ┢┋ﾗ ┴ﾗ┕┌ﾒけ す┵ﾘ┢ヱﾞﾎす ┗ﾛるな┟する
 ┗┌┏ﾕ ┳ﾘ ┱むむ┋┉ﾛ ┲ﾗ り┢むむ┍ﾒ ┤むむ┏ﾉ┕┊ﾛぬ┕┊ﾗす らさ
 ┤┏ﾛ┕┆┌┋ﾗ ┕むむ┎┆┃ﾍけ ┴┍┊ﾗる ┗むむ┏ﾞﾛ┥ﾗす ┴ﾉ┕ﾌ┵ﾗ
 ┗┾┕ﾍ ┠ﾘ『ﾘ ┕むむ┎ﾗ ┘むむヰﾝ┾┑ﾔ ┗┏┋┏┊むむ━ﾞﾗす
 ┱┌ギ ┤┏ﾉ┕┊ﾛぬ┕┊ﾗす ┷むむﾔ ┴ﾐ┵┄ﾍ らけ ┕むむ┌ﾖ ぃ┴ﾈ
 り┢┍ﾒ つ┥ﾞベ ┙むむ┏ﾌ ぃ┤┏ﾝﾖ ┷ﾘすぬな ら┕むむ┍ﾔ ┠ﾘ『ﾘ
 ┗むむ┊ﾌ┕┃ﾗす  へ┵むむ┄ザ┕ﾈ  ┗ﾛる┕むむﾎ┑ジす  ゆ『むむ┅ﾗす
 え┕┎┄ヱﾎる そ┕┏ゴす ┤ヰむむﾎ ┴ﾉ┕ﾌ┵ﾗ ┷ﾔ ┯ﾙ┕┆ﾞﾔ
 ┳ﾘ ┖┏｀┆ﾗす ┚むむﾛ┥ジす す┣むむﾚ ┯むむ┋ヱﾛ ┰むむﾗに ┱ﾖる
 .┰ヰ┃ﾗする き┕┊むむﾝﾗす ┳ﾘ え┗ﾛ┤ヱむむヮﾗする ┶むむﾎ┟す
 ┴グす ┴┍┊ﾗる ┢ゴす す┣むむﾚ ┢┍ﾒ ┴┏┏ﾘるな ┮┉ﾛ ┲むむﾗる

 »┘ﾛ┵┋むむヮﾗす« ┗┈┏ヰ┾ ┷むむﾔ ┴ﾘ┵むむﾎぬ ┩むむ┆ﾈ
 わ┕┌┊┎ﾉ ┴ﾉ┕ﾌ┵ﾗ ┘むむヰﾝ┾ける た『ペす ┳ﾘ ┕ﾚ┤┏ﾓる
 そす┵ﾚる ビ┈┉ﾟジす ビﾈ ┗むむﾎ┤┄┇ﾗす ぬ┵│ﾉ わ す┤ﾍ┕ﾎ
 ふぬ┕┆ジす ┷ﾋ┤┈ﾞﾘる た┕ﾌ┵┋ﾗす ┷┍ﾞ┉ﾘる ┮ﾌ┕ﾞジす
 や┵┍ﾝﾗす ゆ┕ﾋぬる たすなす┥ジす せ┕ヰ┾ける き┕ﾝﾐ┟す ┱┎ﾋる

... そ┕┃┉ﾗする ┗┾ぬ┵ﾝﾗする
 ┗┈ﾛ┥ジする ┗┊ヰ┃ジす ┕ﾚ┤ﾚ┕┅ﾘる ┕ヮﾙ┤ﾔ ぬ ぎ┵│ﾔ
 ┱ﾘ┟す ┲ﾊ の┑┏ﾗする ま┕┏┃ﾗする そ┤ヮゴする ます┢ザす ┳ﾘ
 ら┕ヮﾙ】す た》┵┄ﾈ ┳ﾒ ┤ぎﾝﾒ ┲ﾊ .┗ﾞﾕ┒ジす ┗｀┎ﾝﾗする
 ┵ﾚ ┕ﾘ ┱┏ヰﾛ ら┕ﾖ にさ え┪┏むむヮﾈ せ┵┋ﾎ┑ﾈ ろな┕┆ﾗす
 ┮むむ━ﾖ す┣ﾈる ┗┋┺┕ﾚ そ┕むむﾎ┑ﾘ ┶ﾗさ ┗ﾞ┊ﾙ な┤むむ｀ﾘ

.り┤│ﾒ ┗┉┏┉ﾌ
 »た┢ﾙす┤ﾝﾘぬ« ろ┤むむ┉ﾝ┆ﾗす ら┕むむ┍┈ﾗす ┶┋ﾒ め┤むむ┆ﾉ
 ┖┏ﾗ┕むむﾎけ  »ビむむ┋ﾋすぬ«  ┴むむ┉ﾛ┢┾ ┳むむﾘ  ┲むむ┋┆ﾉる



ぇっい

 わ┕ﾛ┤ﾛ┢┉ﾉ わ┕ﾘ┕ﾎる ┢┋ﾕ ┕ﾘ┢┍ﾒ ┴ﾙさ ┶ﾞﾌ え┴ﾉ┕┏ﾌ ┷ﾔ
 ┳ﾘ れる┢ゲす ┕ﾘ« :ゆ┕ﾕ ┴ﾉ┕┏ﾌ ┤ﾍするけ ┷ﾔ ┗ﾗる┢ﾗす ┳ﾘ
 ┷ﾔ ┴┏ﾗさ つ┕ﾞﾌけ ┕むむﾘ ┱ﾖ らさ ぃ┱┏｀ﾝﾞﾗする ダ┤むむ┊ﾞﾗす
 ぃゆ┕ﾝﾗす きる┢ﾚる ┗ﾌす┤ﾗす ┵ﾚ ┗┏ﾕ┕ﾝﾗす ┗┋┏┋┉ﾗす よ┕ﾛ┟す
 ┕ﾘ ら┕ﾞ┋ﾈす┣ﾗす ろ┕┍┏ﾒ およ┕むむﾎ┵ﾗす す┣┎ﾈ ┱┆ﾔけ すに┕ﾘ
 ┢┆ﾛ ┲ﾗ よ┢┎ﾞジす ろぬ┢┾る ぃ┴┉ﾛ┤ﾈ ら┕ヰ┌┋ﾉ ┕ﾉな┕ﾒ

.»┴┋┌ﾌ ┶┋ﾒ れ┵┉ﾛ
 ┱┌ﾌ ぇいうあ よ┕ﾒ ┤ﾛす┤ﾝﾔ ┳ﾘ ┤━ﾒ ┙ﾗ┕ﾟﾗす ┷ﾔ
 ┖━ザす ┳ﾘ わ┕━┆ﾙ ┲┎┋ﾚす┵ﾖ ┶┋ﾒ ゆ┕ﾋぬ ┗┆ﾈぬけ
 する┤ﾙ┵ジ┕ﾔ まぬす┵ﾏ ┖ﾖ┵ジす ┤ﾝﾒ きる┢ﾚ ┷ﾔる ┨┏ﾍ┤ﾗす

.┤┏ﾍ┟す りす┵ﾟﾘ ┶ﾗさ ┴┏┏ﾘるな ら┕┌ﾟﾋ ┱┉ﾙる

 ┷ﾙなぬけ ┷┋┏┊━ﾉ ら┕┍ﾔ *

 え┰ﾌ┕┃ﾗす ┘ヰ┍ﾗす ┵ﾚる ねぬ┕ﾝﾗす ┤┏ﾉ┕┊ﾛぬ┕┊ﾗす ┶むむﾗさ
 ┲┃ﾉ ┷ﾞﾗす そ┤┏┎むむ━ﾗす ┗┏ﾞヰ┍ﾗす ┴むむﾞﾒ┵┌｀ﾘる
 まるぬけ ┳ﾘ ┗むむﾔる┤┆ﾘ ┗┏│ヱむむﾏ ビﾊ『ﾊ ┳ﾘ ┤ﾟﾖけ
 ┳ﾔる ┘むむヰ┍ﾗす ┳ﾔ ┷むむﾔ ┴┆ﾈ┕┾け ┴ﾞ┋｀むむﾎ ┕むむﾘ

.きす┵ヮﾗす ┶┋ﾒ ┤┏ﾉ┕┊ﾛぬ┕┊ﾗす
 »┗ﾟﾗ┕ﾟﾗす ┗ﾋぬ┢ﾗす ┗ﾈ┤ﾒ« ┴ﾉ┕ﾌ┵ﾗ ┤┎むむﾏけ ┳ﾘる
 らるな « ┗ﾌ┵ﾗる .きす┤┉┈ﾗす ┶┋ﾒ ┤┏ﾝﾖ ┮┄ﾒ ┕┎┏ﾔる
 れ┤ﾍける ┗ﾛ┢ﾛ┤グ へ┵むむ┄ヱﾈ ┕┎ゲ┕ﾒ »た┵むむ━┏ﾖ
 ら┕┍┈ﾗす»る »┳┈ﾗす ┗ﾕするに« る »て┤ヮジす ┳ﾘ ┢┎━ﾘ«
 よ┢┆ﾈ ┲┎ﾉす ┕ﾘ ┕ﾝﾗ┕ﾓる .┕ﾚ┤┏ﾓる ... »┴ﾞﾌ┵ﾗ よ┕ﾘけ
 な┤ﾐる ぬ┕｀ﾞﾗする ぬ┵┎┌ゲす ┴┃ﾔ┤ﾔ ┴ﾉ┕ﾌ┵ﾗ ゆ┕┌ﾞﾖす
 ┶┃ﾕ す┣┊ﾚる .┕┎ﾈ ┱┌┆ﾛ ┷ﾞﾗす ┗┈┏ヰ│ﾗす ┳ﾘ
 ┴ﾘす┥ﾞﾗす ┗｀┏ﾞﾙ れ┤むむﾍけ ┶ﾗさ ┗むむﾎ┕┆ﾉ ┳ﾘ ┴ﾉ┕┏ﾌ
 ┢┆むむヮﾗす ┤ﾛ ┲ﾗる ┴┈ﾕす┵ﾘ ┷ﾔ ┴ﾝ┋│ﾉる ┴むむ┺な┕ﾝヅ
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اأخبار

 な┕ﾛね ら┕┏┺する┤ﾗす ┲むむﾎ┕┉ﾉ -そ┢ﾛ┢ﾋ よ『ﾕけ -ら┕┌ﾒ
 ゆすぎ┥ﾙ そ┥┺┕ﾋ ┗┈┾┕┍ﾘ ┗ﾝﾛす┤ﾓ ┲むむﾏ┕ﾚる ┲むむﾎ┕ﾕ
 ┷ﾔ ┗┏ﾙ┕┌┆ﾗす た┕むむﾎすぬ┢ﾗする ます┢ﾈ‒ﾗ ┷ﾐ┵ﾘ┤┆ﾗす
 ます┢ﾈ】す ┱┉ﾌ ┷ﾔ ┘││ヱﾉ ┷ﾞﾗす ┶ﾗる┟す ┕┎ﾉぬるな

.┷┺する┤ﾗす
 ┴ﾗ┕┌ﾒけ ┱むむ┌｀ﾘ ┳むむﾒ そ┥┺┕ゲす ┲むむﾎ┕ﾕ ゆ┕むむﾙる
 ┗ﾜ┏ﾈ ら┕むむ┌ﾒ ┳ﾘ ┗┋ﾒ┕ゲす ┕むむ┾┵│ﾍ ぃ┗むむ┏┺する┤ﾗす
 ┷ﾔ や┤ヰﾞﾉ ┗むむ┏ﾗ┕┌ﾋる ┗むむ┏ﾒ┕┌ﾞﾋする ┗むむ┏ﾔす┤┇ﾋ
 »┗┆┋┉ﾗす き┕┍ﾈけ« ┱ﾟﾘ ┕むむﾚきす┵ﾚ ┦┈┍ﾞﾉる ┕ﾚぬ┕ﾐさ
 ┗ﾝﾛす┤ﾓ ゆ┕むむﾙ ┕むむ┌┏ﾔ .»らる┤むむﾎ┕ザす»る »┳むむﾛ┤┆ﾗす»る

.»ぬ┢┍ﾝ┎━ﾗす« ┴ﾞﾛするぬ ┳ﾒ そ┥┺┕ゲす
 ┲┏ﾕけ ┱┈ﾌ ┷ﾔ そ┥┺┕ゲ┕ﾈ ┳むむﾛ┥┺┕┈ﾗす ┳ﾒ ┳┋ﾒける
 ┥ﾖ┤ﾘ ┷ﾔ ┷むむ┻┕ジす )┦┄むむヮﾓけ( せく ┤┎むむﾏ ┷ﾔ
 ら┕┌ﾒ ビﾘけ ┳ﾒ ┕ﾈる┢┍ﾘ り┕ﾒぬ ┷ﾔ┕┉ﾟﾗす ビむむヮゴす

.┤┏━ﾝﾗす ┤ﾘ┕ﾒ の┢┍┎ジす ┴ﾝ┺┕ﾙ れ┤ﾝ┊ﾗす
 そ┥┺┕｀┋ﾗ ┶ﾗる┟す そぬる┢ﾗす ┲┏┊ギ ┗┍ゲ ┘┋┊━ﾉる
 ┖ﾉ┕┊ﾗす ぃなす┢ﾌ ┱むむ┏ﾝﾙ .な ┷デな┕ﾖ┟する ┖ﾉ┕┊ﾗす ┳むむﾘ
 ┢ﾕ┕┍ﾗする ┷むむ┻┕ジす ┥むむﾛ┥ﾒ ろ┤┊むむﾏ .な ┷むむデな┕ﾖ┟する

.┠ﾗ┕┾ ろ┤ヱﾔ ┱┏ﾘ┥ﾗす ┷ﾔ┕ヰ│ﾗする

 ┤ﾛ┢ﾘ り┕ﾒぬ ろ┣ﾗす そ┥┺┕ゲす ら『むむﾒさ ┱┈ﾌ ┳┌┃ﾉる
 ろな┵ﾛ┥ﾗす ┖むむ┏ﾝﾌ ┤ﾒ┕むむ━ﾗす ┷ﾙなぬ┟す ┤┆むむ━ﾗす ┘┏ﾈ
 ┷ﾒす┤ﾗ た┕┌┋ﾖ ぃ)そ┥むむ┺┕ゲす き┕┍ﾘけ ┦むむ┋｀ﾘ ┵┃ﾒ(
 な┕ﾛね .な ┕むむﾚ┕┉ﾗけ そ┥┺┕ゲす き┕むむ┍ﾘけ ┦むむ┋｀ﾘる ┱┈ゴす
 ┕ﾚ┕┉ﾗけ ┷ﾐ┵ﾘ┤┆ﾗす ゆくる ┦むむ┋ペす ┵┃ﾒ ┷むむﾝﾒ┥ﾗす
 ゆく ┱むむﾟド ┷むむﾐ┵ﾘ┤┆ﾗす ┳むむﾛ┢ﾗす き『むむﾒ ┤ﾒ┕むむ━ﾗす
 ┗┏┍ﾓける ぃそ┥┺┕ゲす き┕むむ┍ﾘけ ┦┋｀ﾘ ┷ﾔ ┷ﾐ┵ﾘ┤┆ﾗす
 ら┕┍┈ﾗす ┕┎┏┍┇ﾘ な┵ﾋ┵ﾈ ┗┋｀ヮﾘ ぐ┘ﾘ がが┢ゎﾕ »らなぬけ«
 ┬ﾘ ┦ﾘ┕ﾚ た┵むむ│ﾈ ななぬ ろ┣むむﾗす ┤┏むむヮ┏ﾉ ┳むむデけ .な

.┗┏┍ﾓ┟す ┬ﾐ┕┉ﾘ ┱┏｀ヮﾞﾗす
 ぃ┳むむぐﾛ┥┺┕┈┋ﾗ  ┥むむ┺す┵ゲす  ┱むむ┈ゴす  ┷むむﾒすぬ  ┲┋むむﾎる
 ┗ﾔ┕┻さ ビﾉな┕┎むむﾏる ビﾞ┆┏┾ぬ そ┥┺┕ゲす ┘┍┌┃ﾉる
 ぬ┕┍ﾛな め》く そ┤むむ━ﾒ( そ┥むむ┺┕｀┋ﾗ ┗┏ﾗ┕ジす ┗むむ┌┏┉┋ﾗ

 .)らす┥┺┕┈ﾗす ┕┎┌ﾎ┕┉ﾉ
 す┵┋ﾝ┉ﾞむむﾎす ┳ﾛ┣ﾗす ┳ﾘ ┢ﾌする ┷ﾐ┵ﾘ┤┆ﾗす ゆす┥ﾙる
 ビヮゴす ┳ﾈ ゆる┟す ¨す ┢ﾝﾒ ┰┋ジす らなぬ┟す ┦ﾎ┒ﾘ
 ら┕ﾖる ぃぇうぉぅ よ┕むむﾒ らなぬ┟す  ┶むむﾗさ  ┴むむﾘる┢ﾕ ┢むむ┍ﾒ
 ら┕ ぎ┌ﾒ ┦┋｀ﾘ ┷ﾔ ┕ﾝヱﾞ┍ﾘ す┵むむ┃ﾒ ┷ﾐ┵ﾘ┤┆ﾗす
 ┕┏ﾙす┤┌ﾒ ら┕むむ┌ﾒ ┤ﾛ┵┄ﾉ ┷むむﾔ ┲┎むむﾎける ぃろ┢┋ﾝﾗす
 ┷むむﾔ ┗┏むむﾎ┕ﾝ┆ﾗす ┗むむﾎぬ┢ジす ┑むむ━ﾙけ .┕むむﾛぬ┕┃ﾌる

قا�شم وغر�يبة يتقا�شمان جائزة نز�ل �لعرموطي 
بد�ع و�لدر��شات �لعّمانية لاإ
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 き┕┍ﾞﾕ┕ﾈ ┕┆ﾗ┵ﾘ ┕ﾎぬ┕ﾔ ら┕ﾖる .ゆす┥ﾙ ┱ﾝﾋ ┗┉┄┍ﾘ
 ぃ┗ﾒすぬ┥┋ﾗ ┕ﾝヰﾘ ぃ┱ﾈ】する ┗むむ┋┏┾┟す ┗┏ﾈ┤┆ﾗす ┱┏ザす
 ┱ﾝﾋ ┷┌ﾎ ┴┌ﾎ┕ﾈる ┷┻すぬ┟す ┳ﾘ す┤┏ﾟﾖ ┰┋ﾞﾘす
 ┴┌ﾎす ね┤ﾈる .)┕┏ﾗ┕ﾌ ぬ┵ﾞﾎ┢ﾗす( ゆす┥ﾙ まぬ┕むむﾏる ゆす┥ﾙ
 ┕ﾚぬす┵ﾋる ら┕むむ┌ﾒ き┕むむ┎ﾋる ┳ﾘ な┢むむﾒ ┖ﾙ┕ﾋ ┶むむﾗさ

 .ろ┤┺┕━ﾒ ふ┕┉ﾖ
 ます┢ﾈ‒ﾗ ┷ﾐ┵ﾘ┤┆ﾗす ゆすぎ┥ﾙ そ┥┺┕ﾋ そ┤┊ﾔ ┘┉ﾟﾝﾙする
 ┗ﾛ┤┆ﾏ ┗┏ヮﾘけ ゆ『ﾍ ┳ﾘ ぃ┗┏ﾙ┕┌┆ﾗす た┕ﾎすぬ┢ﾗする
 .ぉぅぅあ よ┕ﾒ ┬┏ﾈぬ ┷ﾔ ┷ﾙなぬ┟す ┤┆━ﾗす ┘┏ﾈ ┕┎ﾘ┕ﾕけ
 き┕ﾔる« よす┤むむ┊ﾗす ┷ﾐ┵ﾘ┤┆ﾗす ゆく ┦むむ┌ギ ┕むむﾘ┢┍ﾒ
 ひ┵│ザす す┣┎ﾈ て┤ﾞ┉ジ »らなぬ【ﾗる ら┕┌┆ﾗ ┲むむ┎┍ﾘ
 ┗┏ﾔ┕┉ﾟﾗす ┕┎ﾉ┕ﾜ┏ﾚる ら┕┌ﾒ ┗ﾙ┕ﾘけ ┲┎┏┋ﾒ ┴ﾞ┻┤ﾒ

.┷ﾙなぬ┟す ┤┆━ﾗす ┘┏ﾈ ┕┾┵│ﾍ
 ぃ┗ﾕ┵ﾝむむヮﾘ ┤┏ﾓ ┗ﾛな┕ﾛぬ そぬな┕むむﾝﾘ そ┥┺┕ゲす ┢むむ┆ﾉる
 ┬┺すぬ つに┵むむヂ« ┕┎┏┋ﾒ ビむむ┌┺┕┉ﾗす ┖むむヮヰﾈ ┷ﾚる
 た┕むむヮﾎ┒ジする なす┤ﾔ┟す ビﾈ ┗┏┋ﾘ┕┊ﾞﾗす ┗むむﾕ『┆┋ﾗ

 ┬ﾔするなる ┕┎ﾔす┢ﾚけ ┷ﾔ れ┢┆ﾞﾉる ぃ┷むむ┋ボす ぬ┕ﾐ】す ┷ﾔ
 そ┥┺┕ゲす ┖むむﾌ┕│ﾗ ┷│ヱむむ━ﾗす ┢┆ﾝﾗす ┕┎ﾕ『ﾐさ

.»らなぬ┟する ら┕┌ﾒ ┗┍ﾛ┢ﾘ ┶ﾗさ
 そぬな┕ﾝﾘ ┕┎ﾙ┵ﾖ ┳ﾘ ┕┎ﾞ┏┌ﾚけ そ┥┺┕ゲす ┢┌ﾞむむヮﾉる
 た┕むむﾎすぬ┢ﾗする ます┢むむﾈ】┕ﾈ ┨ﾞヱﾉ そ┢むむﾛ┤ﾔ ┗むむ┏┋ﾚけ
 ┶ﾞﾏ ┷ﾔ ビﾒ┢ﾝジす ダ┤┊ﾉ ┶ﾗさ ┶┆ヮﾉる ぃ┗┏ﾙ┕┌┆ﾗす
 ┲ﾚ┥┏┈ギる ぃ┷むむ┍┈ﾗする ┷ﾔ┕┉ﾟﾗす ます┢むむﾈ】す め┵むむ┍┾
 ┳ﾘる ┱ﾝﾕ ┳ﾘ ます┢ﾈ】す そ┤┻┕ﾌ ら┕むむ┌┆ﾈ よ┕┌ﾞﾚ『ﾗ
 ┗ﾛぬるな そ┥┺┕ﾋ ぃよ┢┉ﾉ ┕ﾘ ┱ﾖ ┶┋ﾒ そる『ﾒ ┷ﾚる ぃ┢┆ﾈ
 た┕ﾎすぬ┢ﾗす ゆ┵┉ﾌ ┳ﾘ 『┉ﾌ よ┕ﾒ ┱ﾖ ┷ﾔ ゆる┕┍ﾞﾉ

.ます┢ﾈ】する
 ら┕┌ﾒ ビﾘけ ┳ﾘ そ┥┺┕ゲす き┕┍ﾘけ ┦┋｀ﾘ ら┵┊ﾞﾛる
 .な ┢ﾕ┕┍ﾗする ┤┆むむ━ﾗす ┵ﾈけ ┢┍ﾚ .な ┗ﾝﾉ┕┊ﾗする れ┤ﾝ┊ﾗす
 ┖┏ﾝﾌ ┤ﾒ┕むむ━ﾗする ┳むむヮ┏ボす ┢ﾛね .なる ┷ﾝﾒ┥ﾗす な┕ﾛね
 『ﾟド ┷ﾐ┵ﾘ┤┆ﾗす ┳ﾛ┢ﾗす き『ﾒ ┤ﾒ┕むむ━ﾗする ろな┵ﾛ┥ﾗす

.┷ﾐ┵ﾘ┤┆ﾗす ゆく ┳ﾒ



ぇあぇ

 そ┥むむ┺┕ﾋ  ┮むむ┾┕┍ﾉ  -そ┢むむﾛ┢ﾋ  よ『むむﾕけ  -ら┕むむ┌ﾒ
 ゆ┕｀ﾘ ┷ﾔ せすな｠す ┱むむ┉ﾌ ┷ﾔ ┗ﾛ┤ﾛ┢┉ﾞﾗす ┗むむﾗる┢ﾗす
 ┲むむﾏ┕ﾚ .なる ぃそ┤┌むむヮﾗす な┵┌ヰﾘ .な ┷ﾈな┟す ┢┉┍ﾗす
 ぃら┵┍┈ﾗす ┱むむ┉ﾌ ┷むむﾔ そ┥┺┕ゲす ┮むむ┾┕┍ﾉる ぃ┷むむﾓ┕ﾛ
 ┤┌ﾕる ぃろな┕ﾝ┆ﾗす なす┵むむﾒ ┢┌ヰﾘ : ┱┏ﾟ┌ﾞﾗす ゆ┕むむ｀ﾘ

.ろ┢┈│ﾗす
 よ┕ﾛけ ┱ﾝﾕ ┢┉ﾒ ┷むむ┈ヰ┾ ┤ベ┒ﾘ ┷ﾔ ┰ﾗに き┕むむﾋ
 そ┤ﾛねる ┴┏ﾔ ┘┍┋ﾒけ ぃ┷むむ┊┋ジす ┷ﾔ┕┉ﾟﾗす ┥ﾖ┤ジす ┷むむﾔ
 ┥┺す┵｀ﾈ ┳ﾛ┥┺┕┈ﾗす き┕┌ﾎけ ┤┏ﾖ┕ﾈ ┷ヮﾙ┕ﾙ ┗ﾔ┕┉ﾟﾗす
 ぃぉぅぅい よ┕┆ﾗ ┗┏┆┏｀むむ━ﾞﾗする ┗ﾛ┤ﾛ┢┉ﾞﾗす ┗ﾗる┢ﾗす
 ┰┋ジす ┗ﾗ『ﾋ ┱ﾝﾕ ┳ﾘ らる┥┺┕┈ﾗす ┕┎┌┋むむヮﾞﾛ ┷ﾞﾗす
 ┮│ﾞ┍ﾘ ┷むむﾔ ビむむヮゴす ┳ﾈす ┷むむﾙ┕ﾟﾗす ¨す ┢むむﾝﾒ

.┱ﾝ┉ジす┤┎━ﾗす
 ┗むむ┏┊┋ジす  そなすぬ】す  らけ  ┶むむﾗす  そ┤むむﾛね┵ﾗす  たぬ┕むむﾏける
 ┥┺す┵ﾋ ┠┍ﾘ ┶むむ┋ﾒ ┗┉ﾔす┵ジ┕ﾈ たぬ┢┾ ┗┏ﾘ┕むむヮﾗす

.┗┏┆┏｀━ﾞﾗする ┗ﾛ┤ﾛ┢┉ﾞﾗす ┗ﾗる┢ﾗす
 ┱┉ﾌ ┷ﾔ ┗ﾛ┤ﾛ┢┉ﾞﾗす ┗むむﾗる┢ﾗす そ┥┺┕ﾋ ┘ヰ┍ﾘる
 ┷ﾗる┢ﾗす ら┵ﾙ┕┉ﾗす ゆ┕｀ﾘ ┷ﾔ ┗┏ﾒ┕┌ﾞﾋ》す よ┵┋┆ﾗす

 ┷ﾔ そ┥┺┕ゲす ┮むむ┾┕┍ﾉ ┕┌┏ﾔ ぃろ┢┍ゲす ら┕むむヮﾓ な むﾗ
 ぃらする┢ﾈ ら┕ﾙ┢ﾒ .な ┗ﾗ┢┏│ﾗす ゆ┕｀ﾘ ぃよ┵┋┆ﾗす ┱┉ﾌ

.┷ﾗ┕┆┋ﾒ のす┤ﾔ .なる
 ┷ﾔ ┕┎ﾈ ね┕┈ﾔ ┗┏┆┏｀むむ━ﾞﾗす ┗ﾗる┢ﾗす ┥┺す┵ﾋ ┕ﾘけ
 ┳ﾘ┕┻ ます┥ﾚ ┵ﾛぬ┕┍┏むむヮﾗす ゆ┕｀ﾘ - せすな｠す ┱むむ┉ﾌ
 ┬ﾛぬ┕むむ━ジす ゆ┕｀ﾘ - よ┵┋┆ﾗす ┱┉ﾌ ┷ﾔる ぃろぬす┤むむﾝﾗす
 ┢ﾝﾒ な┵┌ヰﾘ ┱ﾌす┤ﾗす ┗ﾛな┕ﾛ┤ﾗす ┗むむ┏┺┕ジする ┗┏ﾒすぬ┥ﾗす

.ねす┵ﾔ ┷┍ﾈ ¨す ┢ﾝﾒ ┳┌ﾌ┤ﾗす
 ゆ┕｀ﾘ - ┗むむ┏ﾒ┕┌ﾞﾋ》す よ┵むむ┋┆ﾗす ┱むむ┉ﾌ ┷むむﾔる
 そ┥┺┕ゲす ┘┈┾┕┍ﾉ ┢むむ┉ﾔ ぃ┗┏ﾒ┕┌ﾞﾋ》す ┬ﾛぬ┕むむ━ジす
 た┕むむﾛ┢ヰﾞﾗす  ろるに  ┱むむ┏ﾚ┑ﾞﾗ  ビむむヮゴす  ┗むむ┏┆┌ﾋ
 ┗┏ﾈ┤ﾞ┋ﾗ せ┵むむ┍ゲす ┗むむ┏┆┌ﾋる ら┕むむ┌ﾒ ぃ┗むむ┏ﾖ┤ゴす

.ら┕┆ﾘ ぃ┗┾┕ザす
 ┗むむﾗる┢ﾗす そ┥むむ┺┕ﾋ ┖むむ｀ﾌ らさ :そ┤むむﾛね┵ﾗす ┘むむﾗ┕ﾕる
 よ『ﾔ┟す ゆ┕｀ﾘ ぃら┵┍┈ﾗす ┱┉ﾌ ┷ﾔ ┗┏┆┏｀むむ━ﾞﾗす
 ゆ┕むむ┌ﾒ┟す ┮むむ┆┃ﾗ き┕むむﾋ そ┤むむ┏│┉ﾗす ┗むむ┏┺する┤ﾗす

.┗ﾘ┢┉ﾞジす
 ┳ﾘ ┘むむﾎぬけ ┥┺す┵ゲす り┣ﾚ らけ そ┤ﾛね┵ﾗす ┘むむﾔ┕┻ける
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ぇあぉ

 ┘ヱむむﾎぬ ┷ﾞﾗす ぃ┗ﾛぬ┕┃ゴする ┗┏ﾔ┕┉ﾟﾗす ┢むむ┏ﾗ┕┉ﾞﾗす
 ┳ﾘ ┗┊┋┌ジす ┷ﾔ ┷ﾒす┢ﾈ】す ┱┌┆ﾗす ダ┤┊ﾉ ┗┏┌ﾚけ

.┗┏ﾒ┕┌ﾞﾋす た┕ﾎすぬなる よ┵┋ﾒる ら┵┍ﾔる せすなく
 そね┕ﾞ┌ジす な┵┎ゲす ┤ﾝﾒ た┥むむ┏ベ そ┥┺┕ゲす らけ た┢ﾖける
 ビﾙ┕┍┈ﾗする せ┕ﾞ┊ﾗする き┕ﾈな┟す ┳ﾘ ┗ﾝヱ┍ﾗ そな┵┎━ジする
 ┲┎ﾉ┕むむヮﾎ┒ﾘ ぬ┕ﾐさ ┷むむﾔ るけ すなす┤むむﾔけ き┕むむ┌┋┆ﾗする
 ┗┏ﾒす┢ﾈさ ┗┋┉ﾙ ┲┎ﾉす┥｀┍ﾘ ┘┉┉ﾌ ┳ド ぃ┗┈┋ﾞポす
 ┗ﾔ┕┉ﾟﾗす ┤むむﾚ┵ﾋ ┷むむﾔ ┗┏ﾒ┵ﾙ ┗むむ┏┍ﾔる ┗むむ┏ﾔ┕┉ﾊる
 ┗ﾔ┕┉ﾟﾗす ぬ┕ﾐさ ┳┌┻ そ┢ﾞ┌ジす ┕┎ﾞﾗ┕┾ける ┗┏ﾙなぬ┟す

. そ┤┾┕┆ジす ┗┏ﾙ┕ヮﾙ】する ┗┏ﾘ『ﾎ】する ┗┏ﾈ┤┆ﾗす
 よ┕┆ﾗす す┣┎ﾗ ┥┺す┵ゲす ┠┍ﾘ らけ ┤┏ﾖ┕ﾈ た┢ﾖけ ┕┌ﾖ
 ま┕┄ﾕ ┷ﾔ そ┤┏ﾝﾖ たすね┕ガさる たすぬ┵むむ┄ﾉ ┬ﾘ ┳ﾘす┥ﾞﾛ
 ┗┏ﾔ┕┉ﾊ ┗┏┌┍ﾞﾗ ┢むむ┎デる ぃ┗┊┋┌ジす ┷ﾔ ┗むむﾔ┕┉ﾟﾗす
 ぃ┗ﾔ┕ﾖ ┗むむ┊┋┌ジす た┕┅ﾔ┕ヰﾘる ┲むむ┏ﾗ┕ﾕけ ┱┌むむ━ﾉ
 ┬ﾕす┵ﾗす ふぬけ ┶┋ﾒ ┯┉ヰﾞﾉ たけ┢ﾈ らけ ┢┆ﾈ ┕┾┵│ﾍ
 ┷ﾔ ┗┏ﾔ┕┉ﾟﾗす ┗┏┌┍ﾞﾗす ┗┄ﾍ ┚ﾘす┤ﾈる ┬ﾛぬ┕むむ━ﾘ
 ┲ﾒな もる┢┍┾ ┕┎┍ﾘる ぉぅぅい-ぉぅぅっ よす┵ﾒ【ﾗ らなぬ┟す

.┗┏ﾙなぬ┟す そ┤ﾎ┟す ┗ﾝﾞ┊ﾘる ぃ┗ﾔ┕┉ﾟﾗす
 ぃ┷ﾔ┕┉ﾟﾗす ┷ﾒす┢ﾈ】す み┤┈ﾞﾗす ┕┃ﾛけ そ┤ﾛね┵ﾗす た ぎ┢ﾒる
 ぃ┗┏ﾙなぬ┟す ┗ﾔ┕┉ﾟﾗす ら┢むむﾘる ぃ┤むむ━┍ﾗする たすぬす┢┾】する
 ぃた┕ﾙ┕ﾋ┤┎ジする ぃちす┤ﾞﾗす ┥┍┊ﾘる ぃ┗┏ﾈ┤┆ﾗす そ┤┏ﾍ┣ﾗする
 て┤むむヮジす ら┕ﾋ┤┎ﾘる ぃ┗┋┉┍ﾞジす ┱┈┄ﾗす ┗むむﾝﾞ┊ﾘる

.┕ﾚ┤┏ﾓる
 ┗ﾔ┕┉ﾟﾗす そぬすねる よ┕むむﾒ ビﾘけ ┤ベ┒ジす ┤むむ┃ﾌ ら┕ﾖる

.┷┊┋ジす ┷ﾔ┕┉ﾟﾗす ┥ﾖ┤ジす ┤ﾛ┢ﾘる ろる┕┌ﾎ ┦ﾛ┤ﾋ
 ┗┋ﾜむむﾎけ ┳ﾒ そ┤ﾛね┵ﾗす ┘ﾈ┕ﾋけ ┤ベ┒ジす ┗ﾛ┕┎ﾙ ┷ﾔる
 ┷ﾔ ┱ﾍ┢ﾞﾉ ┲ﾗ そぬすね┵ﾗす らけ そ┢むむﾖ┒ﾘ ビ┏ﾔ┕ヰ│ﾗす
 ┯ﾔる ┳ﾛ┥┺┕┈ﾗす ぬ┕┏ﾞﾍ┕ﾈ ┘ﾘ┕ﾕ ┷ﾞﾗす ら┕｀┋ﾗす ┱┌ﾒ
 ┗┏│┏ヰベ た┕ﾎすぬな ┢┆ﾈる ぃ┗ﾞヰﾈ ┗┏┌┋ﾒ ┦ﾎけ

.┗┃┏┈ﾞヮﾘ
 ┮むむヰ│ﾗす ┩むむ┆ﾈ ┴ﾉ┤むむ━ﾙ ┠むむﾛ┤│ﾉ ┷むむﾔる
 そ┤┌むむヮﾗす な┵┌ヰﾘ .な ┩むむﾔぬ ぃ┗むむ┏┋ボす ┗むむ┏ﾘ┵┏ﾗす

 け┢ﾝﾘ ┶┋ﾒ ┴┅┈ギ わ┕┍┋┆ﾘ ぃ┴ﾗ ┗ﾌ┵┍┌ジす そ┥むむ┺┕ゲす
 .┥┺す┵ゲす ┠┍ﾘ ┷ﾔ ┗┈┾┕┍ジす

 ┗ﾗる┢ﾗす そ┥むむ┺┕｀ﾈ ┳むむﾛ┥┺┕┈ﾗす ┳むむﾘ な┢ﾒ せ┤むむﾒける
 ┴┈┾┵ﾈ えね┵むむ┈ﾗ┕ﾈ ┲┎ﾉな┕┆むむﾎ ┳むむﾒ ┗むむﾛ┤ﾛ┢┉ﾞﾗす
 ┷ﾚ そ┥┺┕ゲす らける ぃ┗┋ﾛ┵ﾐ たす┵┍ﾎ ┲ﾖす┤ﾉ ┗┋┏│ﾌ

.ビﾒ┢ﾝジする ます┢ﾈ‒ﾗ ダ┤┊ﾉる ぃ┗ﾝ┏ﾐ ┗ﾞ┈ﾗ
 ┶ ぎ┌むむヮジ て┤ﾔ ろな┕ﾝ┆ﾗす なす┵ﾒ ┢むむ┌ヰﾘ ら┕┍┈ﾗす
 ┴ﾝﾞﾒ ┮┈ヱﾛ ┕ﾘ ┵ﾚる ぃ┗ﾗる┢ﾗす ┳ﾘ ┕┎ﾙ┵ﾖ えそ┥┺┕ゲす
 え┶ヮ┍ゎﾛ ┕ﾘ わ す┤┏ﾟﾖ ぎ┷ﾙなぬ┟す ら┕┍┈ﾗす ぎらけ ┶┋ﾒ ┲┺す┢ﾗす
 ビ┆ﾈぬける わ┗むむヮ┌ﾍ ┴ﾞ┌ﾖす┤ﾘ ら┓むむﾔ ┴ﾞﾗ┕ﾌ ┷むむﾔる
 ┳ﾘ ぎ┢┆ゎﾛ 》 ┕ﾘ ┶┋ﾒ り┤むむﾔす┵ﾉる ぃき┕┄┆ﾗす ┳ﾘ わ┕むむﾘ┕ﾒ
 ┶ﾗる┟す ┤┏ﾖす┵ﾝﾗす ┶┋ﾒ ┴ﾔ┵ﾕるる ぃ┗むむ┏ﾙなぬ┟す ┕ﾘすぬ┢ﾗす
 ぃ┴ﾞﾖ┤ゴ ┴ヮ┏ﾎ┑ﾉる ┱ﾈ え┴┏ﾔ ┴ﾘ┕┎ﾎさる て┤ヮ┌┋ﾗ
 ┕┎ﾘ┕ぎﾛけ ┷むむﾔ ビﾙ┕┍┈ﾗす ┗むむﾈ┕┉ﾙ ぎ┷┍むむﾎ ┴ﾞﾖぬ┕ﾝﾘる
 ぎ┷ﾝヮ┍ﾗす ┕┻┤ﾗ┕ﾈ ┤┆━ﾛ ┴┋┆｀ﾛ ┰ﾗに ┞┱ﾖ えゆるゎ┟す
 ら┟ ┦┏むむﾎ┑ﾞﾗする ぃ┱ﾛ┵┄ﾗす き┕┍┆ﾗす す┣ﾚ ぎ┱ﾖ ┢むむ┆ﾈ
 ┕ﾘ ┘ﾝﾟ┏ﾔ ┴むむ┏ﾘ┢ﾕ ┶┋ﾒ ┞┷ﾙなぬ┟す ら┕むむ┍┈ﾗす ┮┉ﾛ

.┦ﾔ┕┍ﾛる ぃ┴ﾛ┢ﾗ
 ┕┎ﾉ┥┺┕｀ﾈ ┗ﾗる┢ﾗす ┗むむﾞ┈ﾗ ぎらけ ろな┕ﾝ┆ﾗす ┮┏┃ﾛる
 ┳ﾛ┣ﾗす ┳むむﾐ┵ﾗす き┕むむ┍ﾈ┟ ┕むむ┎ﾘす┤ﾞﾌする ぃ┗むむﾛ┤ﾛ┢┉ﾞﾗす
 ふ┕ヱﾘ ┶┋ﾒ する┤むむﾝ┾る ぃりすこ┤ﾈ ┲ﾚすこぬ ┘┊ﾈ┕むむ━ﾉ
 ┗┌┋┊ﾗす ┴┋┌ギ ┕ヅ ┗むむﾌ┤┈ ゎﾘ ┷ﾚ ┕ヂさ ぃ┴┏ﾔ ぎ┳むむ┈ﾗす
 ┷ﾞﾗす れ┵┊━ﾗす ┗ﾗ┕ﾌ ゆる┥ﾉ らけ わ┕┏┍┌ﾞﾘ え┶┍┆ﾘ ┳ﾘ
 ┳ﾘ ┴ﾘ ぎ┢┉ﾙ ┕ﾘ よる┢ﾛ らける ぃ┷ﾙなぬ┟す ら┕┍┈ﾗす ┕┎ﾈ ぬ┑｀ﾛ
 ぃ ぎ┷┍┈ﾗす ほ┕┊ﾒ も┵むむヮﾈ ら┕┃ﾘぬ わ┕┈┾する えゆ┕むむ┌ﾒけ

.┴ﾛ┢ﾗ ┕ﾘ ┴┏ﾔ ┷ﾙなぬ┟す ら┕┍┈ﾗす ふ┤┆ﾛ ろ┣ﾗす
 え┗むむﾛぬ┕┃ﾌ そ┥むむ┺┕ゲす らけ ┷むむﾓ┕ﾛ ┲むむﾏ┕ﾚ .な れけぬる
 れ┢ﾗ ね┥┆ﾉる ぃ┕むむ┎┺┕┍ﾈ┑ﾈ ┗ﾗる┢ﾗす よ┕むむ┌ﾞﾚす ┦むむ┊┆ﾉ
 ┷むむﾔ ん┱ﾖ ┴むむﾙ┵｀ﾞ┍ﾛ ┕むむﾘ ビむむﾒ┢ﾝジす ┕むむ┎┏┍ﾐす┵ﾘ
 んそ┥ﾔ┕ﾌ ┗ﾗる┢ﾗす そ┥┺┕ﾋ ぎら┑ﾈ ┷ﾓ┕ﾛ め┤ﾞﾒする ぃ┴むむﾗ┕｀ﾘ
 ┶ﾗさ わ す┤┏むむ━ﾘ え┢ ぎﾕ┵ﾞﾛ ゐよ┥ﾒる ぃな┢｀ﾞﾛ ゐき┕むむ┄ﾒ ┶┋ﾒ
 ぃ┷ﾗ┕┉ﾗす ┷むむ┋ﾒ ┵むむﾈけ せ┕ﾞﾖ ┶むむ┋ﾒ ┱┇ﾞむむ━ﾛ ┴むむﾙけ



ぇあゃ

 ┴ﾞﾗ┕ﾎぬ ┳ﾘ わ す┤┏ﾟﾖ ┴┍┌┻ ろ┣ﾗす ぃ┖ﾛな┟する ろ┵┇┋ﾗす
 ら┤┉ﾗす た┕┏┍┏むむヮ┌ﾍ ┬むむ┋┄ﾘ ┤┏ﾞむむヮﾋ┕ジす ┷むむﾔ

.┷┃┉┍ジす
 そ┥むむ┺┕｀┋ﾗ ろ┢むむ┈│ﾗす ┤むむ┌ﾕ ┗むむﾙ┕┍┈ﾗす ┤むむ┅┍ﾉる
 わ┗ヮ┌ﾍ らけ そ┤ﾝﾞ┆ﾘ ぃ┗ﾘ┵┊ゴす わそ┤ﾖ┕ﾏ え ゐよす┤ﾞﾌ┕ﾈ
 ぃよ『ﾒ】する ぎ┳むむ┈ﾗす ┷ﾔ ┱┌┆ﾗす ┳むむﾘ わ┕ﾘ┕ﾒ ビむむ┆ﾈぬける
 り┤┅ﾞ┍ﾛ ろ┣むむﾗす よ┵┏ﾗす き┕むむﾋる ぃ┕┎ﾞﾕる ┕ﾝﾚ┕┍ﾉ ┢むむﾕ
 ら┵┊ﾛ ┕ﾘ ┢┆ﾈけ ┴むむﾙけ ┤┆むむ━ﾛる ぃよぎ┤┊ﾛ らけ :ら┕┍ﾔ ぎろけ
 ┶┋ﾒ ろ┢┈│ﾗす ┗むむﾙ┕┍┈ﾗす よ┵┉ﾉる ぃら┕┏むむヮ┍ﾗす ┳ﾒ
 ┹┨ﾙ ┕┎ﾛ┢ﾛ ビﾈる ぃよ┵ガる ┤┌ﾕ ┷ﾒすに】す ┕むむ┎｀ﾘ┕ﾙ┤ﾈ
 せな┟する ┗┇┋ﾗ┕ﾈ ぎ┲むむﾞ┎ﾛ ぃわ┕ﾝﾛ┤ﾕ ぬ┵┍ﾗす れ┤むむﾛ ろね┕┈┋ﾉ
 ┕ﾘ ┕┎ﾛ┢ﾗる ぃ┖┏│ﾙ ゆ┕むむﾟﾘ┟す ┳ﾘ ┴┏ﾔる ┕むむﾘすぬ┢ﾗする
 ┕┃ﾛけ よ『むむﾒ】する ┱┈┄ﾗす ┚むむﾘす┤ﾈ ┷ﾔ ┴┋┇ﾞむむ━ﾉ
 ┖ﾛなける ぃ┤ﾈ┵┍┾ ┷ﾙ┕ﾚ ┶ﾗさ ┕┎ﾉ┕ﾛす┢ﾈ ┞な┤ﾉる .┯┏ﾊ┵ﾞﾗする
 ゐ┴┏ﾋ┵ﾉ ┳ﾘ ┕┎┏┋ﾒ り┕┇ﾝﾎけ ┕ヅ わ┗ﾔ┤ﾞ┆ﾘ え┫ﾔ┕ゴす

.┖ﾛぬ┢ﾉる
 ┖むむﾉ┕ﾖる ┷ﾌ┤むむヮジする ┷むむ┺する┤ﾗす ┖むむﾛな┟す ぎ┤むむﾕける
 ┷ﾔ ┗ﾗる┢ﾗす ┥むむ┺す┵ゲ らけ ろぬす┤ﾝﾗす ます┥ﾚ ┵ﾛぬ┕┍┏むむヮﾗす
 わ┕┃ﾛけ ┮┉ﾟジする ぎ┷むむﾙなぬ┟す ま┢ﾝジす ぎらける ぃわ す┤ﾊけ ┴むむヮ┈ﾙ
 ぃわ┕ヱﾛぬ┕ﾉ ┕むむ┎ﾕ┤ﾒける ┗ぎ┏┋ボす ┥むむ┺す┵ゲす ┶┋ﾒ┑ﾈ て┤むむ┈ﾛ
 ┴ﾗ┕┌ﾒ┟ わ┕むむ｀ﾛ┵ﾞﾉ りね┵むむﾔ ぎ┢┆ﾛ ぃ┴むむ ぎ│ヱﾛ ┕むむ┌┏ﾔる
 ┕ﾘ ┬ﾘ えて┤むむヮジす ┷ﾔる ┵ﾛぬ┕┍┏むむヮﾗす ┷ﾔ ┗ぎ┏ﾘすぬ┢ﾗす
 ぎ┷ﾒす┢ﾈ】す ┥むむ｀┍ジす ┴ﾈ ┶ﾕ┤ﾛ ぃゐ┥むむﾔ┕ﾌ ┳ﾘ ┰ﾗに ┷むむﾔ
 ぃ┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗす ┲ﾗ┕ﾒ ┷ﾔ な┢｀ﾞﾉ ん┗ﾕ『┄ﾙす ┷ﾚる え ぎ┷┋ボす
 た┕ﾏ┕━ﾗす ┶ﾗさ ┗ぎ┏ﾙなぬ┟す ┕ﾘすぬ┢ﾗす そな┵ﾒ ┬ﾘ ┳ﾘす┥ﾞﾉ
 ┠│┍ﾛ ぃ┴┏ﾝむむﾏ ぃ ゐ┖ﾙ┕ﾋ ┳ﾘる .ぬす┵ゲす ゆるなる ┗ぎ┏┋ボす
 ┷ﾔ┕┉ﾟﾗす ┱┆┈ﾗす ┶ﾗさ た┕┈ﾞﾗ》す ┲むむﾞﾛ ら┑ﾈ ろぬす┤ﾝﾗす
 え┥┈ﾉ ┲ﾗ ┷ﾞﾗす よけ たね┕ﾔ ┷ﾞﾗす ┴ﾗ┕┌ﾒけ ┷ﾔ ┷むむﾙなぬ┟す
 ┳ﾒる .┰ﾗに ぎ┱┊ﾗ ん┱むむﾚけ ┲ﾚ ┳ヅ そ┤ﾔする ┗ﾌ┕むむヮﾗ┕ﾔ
 ぃ  よ┵ﾌ┤ジす ┳ﾔな   ┵ﾛぬ┕┍┏むむﾎ ┴ﾙさ ゆ┕ﾕ ぃ┥┺┕┈ﾗす ┴┋┌ﾒ
 ぃ┴ﾞﾒすにさる ┷ﾙなぬ┟す ね┕┈┋ﾞﾗす ┕┎｀ﾞﾙけ ┷ﾞﾗす ┗┏┋┏ﾟ┌ﾞﾗす
 ┕ﾚ ぎ┢┆ﾛ ┴ﾙけ ┵むむﾚ ┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗす ┷むむﾔ ┴｀┎ﾙ ら┑ﾈ わ┕むむベ┕ﾍ
 わ┕┌｀ヮ┍ﾘ ┴┆┃ﾛ ぃ┷ﾈなけ ゆ┵┌ﾏ すに わ す┢ﾌする わ す┢ヮﾋ

 ぃ わ┗ﾛするぬ ぃ わ┗│ﾕ :┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗす ┗┅ゴ き┕┍ﾊけ ┖ﾞ┊ﾛ ┕ﾘ ┬ﾘ
 の┕┍ﾋけ ┳ﾘ り┤┊ﾔる ┴むむﾝ┋ﾕ る┥┇ﾛ ┕ﾘる ぃ┵ﾛぬ┕┍┏むむﾎる
 た┕ﾎすぬ┢ﾗす ┗ﾛ┤ﾛ┢ﾘ ゎ┤ﾛ┢ﾘ ぃろぬす┤ﾝﾗす ┶┍┌ﾞﾛる .せな┟す
 ┶┋ﾒ ね┵┈ﾗ┕ﾈ ┥ ぎﾖ┤ﾛ らけ ぃ┗ﾔ┕┉ﾟﾗす そぬすねる ┷ﾔ ┤━┍ﾗする
 -┴┏ﾔ ね┕ﾔる ┯ﾝむむﾎ ┢ﾕる え┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗす ┳ﾘ ま┵むむ┍ﾗす す┣ﾚ

.らす┢┌ﾌ ┵ﾈけ ゆ┕┌ﾋる ┮┏ﾎ ┢┏ﾗる .な -┵ﾛぬ┕┍┏ヮﾗす
 ┳ﾘ ┱┆｀ﾛ りね┵むむﾔ らけ す┢むむﾖ┒ﾘ ろぬす┤むむﾝﾗす ┬むむﾈ┕ﾉる

.┕┎ﾛ┢ﾗ ┕ﾘ ダ┢┉ﾞﾈ ┖ﾊ┵ﾞﾉ ┗ぎﾈ┕━ﾗす ゆ┕┏ﾋ┟す
 た┕ﾛするぬ :┱むむﾝﾕ ┳ﾘ ┴ﾗ ぬ┢むむ┾ ろぬす┤ﾝﾗす らけ ┤むむﾖ┣ﾛ
 せす┤ﾉる ぃら┕ﾈ┤┇ﾗする ぃれ┤ﾍけ そ┤ﾘ きす┵ﾌる ぃ┢ﾗ┕ザす ┱むむﾝゲす
 ぃの┵むむヮ┌ジす :┗│┉ﾗす ┷むむﾔ ┴ﾗ ぬ┢┾る ぃ┖むむﾛ┤┇ﾗす
 ┶┋ﾒ ん┥┺┕ﾌ ┵ﾚる ぃゆ┕ﾝ┏ﾙ┕ﾚる そ┕│┆ﾗす て┤ヮジす ┷ﾔる
 ┗ﾛするぬ ┱┃ﾔ┟ ┗むむ┏ﾙ┕┍ﾝ┋ﾗす たす┢ﾛ┵ﾒ ┢┌ﾌけ そ┥むむ┺┕ﾋ
 な┵┌ヰﾘ そ┥┺┕ﾋる ぃ┕┎┍┏ﾌ ┷ﾔ ぃ┷ﾈ┤┆ﾗす ┳ﾐ┵ﾗす ┷ﾔ
.»┷ﾈ┤ﾒ 〝┷ﾌ┤ヮﾘ« ┨ﾙ ┱┃ﾔ┟ ┗ﾛ┤│ジす ぬ┵┌┏ﾉ



ぇあゅ

 ┵┎┋ﾗす ┗｀┎ﾈ ぃそ┢むむﾛ┢ゲす ┴むむﾞﾗ┢ﾝﾈ ┤┏┇│ﾗす て┤むむﾔ ぃ┴ﾞ┎┊ﾙ ┢むむ┏┆┋ﾗ
 な┢｀ﾞﾗす ┶┍┆ﾘ ┶┍┆ﾘ ┢むむ┏┆┋ﾗ ぃダ┢┉ﾗす ┳ﾘ┥ﾗす ┗ﾌ┵ﾋぬけ も┵むむﾔ きろ┤ﾝﾗす

.┱ﾝ┉ﾘ ┵ﾚね ゆ┕ﾘ┐ﾈ ┴┏ﾝ━ﾗす ぃ┚が゙ ┍ジす
 ┱ﾝﾋ ビﾈ ┪むむﾎ┵ﾗす ┷ﾔ ┗┆┺┕┻ ┗┏ﾙ┕┌ﾒ そぬ┕ﾌ き┕┍ﾈけ ┳むむヰﾙ( ┤┅ﾞ┍ﾙ
 そぬ┤ヰﾞジす ┕┍ﾞ┅ゴ ┬┍│ﾙ ぃ┢┏┆ﾗす よる┢ﾕ ┵ﾚねる て┤┈ﾈ ぃ)┴┌┏ヱﾘる ビヮゴす
 ぃ┦ﾈ『ジす ┳ﾘ ┪┏むむヮﾝﾗする ぃな┵┉┍ﾗす ┳ﾘ ┱┏┋┉ﾗ┕ﾈ ぃ┕┎┆┏┌ﾋ な┵┏┉ﾗす ┳ﾘ
 ┗┅ゴ ┱ﾖ ┷ﾔ ┕むむ┎┍ﾒ ┕┍┄┉むむヮﾉ ら┟ そ┥┈ヰﾞﾘ ┗┏ﾝむむ━ﾍ ┠┏ﾋす┤ﾘる
 )ゆ┵┾┟する ┘ﾈ┕┍ジす ┶ﾞﾏ ┳ﾘ ┪┋ﾞポす ┷ゴす ┰ﾗに き┕┏┉ﾏけ( ┕ ぎ┍ﾖる .ビﾌる
 ビﾉ┕むむヮ┈ﾈ ぃ┠ﾛ┤ﾗす ┗ﾛ┤┉ﾝﾒ ┴┍ﾒ ┯ﾞ┈ﾞﾉ ┕ジ ぃそぬ┵むむヮﾋ そ┤┅ﾙ ┦┋ﾞヱﾙ
 き┕┍ﾊけ ぃ┳ﾚ┤┏ﾙ┕┍ﾉる )す┢むむヮﾋ た┕｀┻┕┍ﾗする す┤┌ﾒ たす┤┏┇│ﾗす( ┕むむﾛ┕ﾝ│ﾗす
 るけ ぃのぬ┕ゴす ┢┌ﾌけ るけ ぃつ┕｀ゴす ┤┌ﾒ ┗ヰ┏ﾋ┤ﾘ も┵ﾔ ┳┎ﾌするぬる ┳むむﾚる┢ﾓ
 つ┤ﾍ な┕┊ﾗ┕ﾈ ┵ﾚる そ┵┍ﾒ )┕┎ﾝ│┍ﾛ( ら┕ﾖ ろ┣ﾗす ┲┏┋ﾎ よ┤ﾖけ ┗ヰ┏ﾋ┤ﾘ
 ┴ﾝ┆むむﾏ ┱ﾌす┤ﾗす ┰┋ジす ┴ﾈ ┨ﾍ ┵┈ﾒ ┳ﾘ す┢┏┈ﾞむむヮﾘ ┳｀むむヮﾗす ┳ﾘ

.┢┏┆ﾗす ┷ﾔ ┷ﾗ┕ﾚ┟す ┕┎ﾗ て┤┈ﾛ そぬな┕ﾈる ┗ﾛ┢┎ﾖ
 ┷ﾙ┑ﾋ┕ﾔ ぃ)┢┏┆むむヮﾗす ┤┄┈ﾗす ┢むむ┏ﾒ よ┕ﾛけ ゆるけ す┢むむﾛ┢ギる( よ┕むむﾛけ ┱むむﾝﾕる
 ┳ﾘ ┴┏ﾔ ┤━ﾞﾙす ┕ヅ ┱ﾝゲす り┕グ┕ﾈ ┠┏ヮ┈ﾗす りなす┢ﾞﾘする ビむむヮゴす ┲┏ヱﾘ
 ぃ)れ┤ﾍす せ┕┆ﾗける ┵ヮ┏ﾎ ぃ┗ヱﾛるな( ぬ┕┇│┋ﾗ ┗┏ﾝ┆ﾏ せ┕┆ﾗける ┠┏ﾋす┤ﾘ
 ┗ﾗ┵┈┄ﾗす ら┑ﾖる ぃ┷ﾙ┕│┌ﾕ ぬすぬねけ ビむむﾈ ┳ﾘ ┱むむヮ┍ﾉ ┲ﾗ ┕ﾘ┕ﾒ ゅぅ ら┑ﾖる
 ┗むむﾎ┕ヮﾗす た┕ﾈ┕むむヮﾌ ┳ﾘ ┕┎ﾕ┕ﾞ┆ﾙする ぃ┕ﾚ┵ﾚ┥ﾈ ぃ┕┎ﾉすに ┗ﾗ┵┈┄ﾗす ┷ﾚ

.ら┕ﾘ┥ﾗす た┕ﾝ┋┉ﾉる

حكايات �ِجّدة



ぇあょ

 ┲┏ヱﾘ ビﾈ ┗┋┾┕┈ﾗす ┗┉┄┍ジす ┷ﾔ そぬ┵ﾟ┍ﾘ ぃ┕┎ヮ┈ﾙ せ┕┆ﾗ┟す ゎ┘┅ﾌ》る
 ビﾈ ゑ┱ ぎ┉ゑ┍ゑﾉる ぃらなぬ┟す まぬ┕ﾏ なる┢ﾌ ┢┍ﾒ ┗ﾚ┥┍ﾗす ┱ﾝﾋ ビﾈる ぃ┴┋ﾝﾋる ビヮゴす
 ┪ﾈす┤ﾗする ぃ┠┏ﾋす┤ジす て┵┌ﾋ ら┵┉ﾙ┕┆ﾛ ぃビむむヮ┍ゲす ┳ﾘ ぬ┕┇┾ せ┕┆ﾗ┟す ┰┋ﾉ
 ┬┍┌┏ﾗ ┳┎┏ﾉ┕ヮﾔる たす┤┏┇│ﾗす ┕ﾛ┕ﾝ│ﾗす ┤┏ﾙ┕┍ﾉ ゆ┵ﾌ ┴むむヮ┈ﾙ ┷ﾐ┕┄ジす

.┕┎ﾞﾛす┵ﾚ ┳ﾘ ┗││┋ﾞジす ら┵┏┆ﾗする ┕┎ﾉる┕┉ﾏ ┳ﾘ ┠ﾛ┤ﾗす
 ┷┍ﾉな┕ﾒける ぃ┴┋ﾖ ろ┤┌ﾒ ┘むむﾗ┥ﾞﾍす ぃ┢┏┆ﾗす ┷ﾔ ┷ﾞ┌ﾒる ┷ﾗ┕ﾍ ぬすな そぬ┕むむﾛね
 ぃれ┵│┉ﾗす ┷ﾉる┕┉ﾏ ┕┎┏ﾔ ┘ﾎぬ┕ﾘ ┷ﾞﾗす ぃ┕┎ヮ┈ﾙ ┗┏ﾙ┕┌┆ﾗす そぬ┕ゴす ┶ﾗさ
 ぃ┕┎ﾉ┵┏ﾈ ┕ﾛするね ┢┍ﾒる ┕┎ﾒぬす┵むむﾏ ┷ﾔ り┕┏ジす ┷ﾔ そき┵┋┌ジす ビﾗ『ﾝﾗす ┘むむﾖ┤ﾉる

.┷ゴす ┕ﾛ┕ﾝ┾ せす┵ﾊけ も┵ﾔ ┖┏ﾋ┕ﾒ┟す ┱┆┈ﾉ
 ┷ﾉ┢ﾋ た┤┃ﾌ ぃ┗むむﾕぬ┕ﾈ ビﾒ ┗ﾔ┤ﾐ ┷ﾔる ぃ┕┎むむヮ┈ﾙ たす┢ゲす たす┵むむﾒなる
 ┷ﾞﾗす ┗ﾛ┤┉ﾗす ┳ﾒ ┕┎ﾉ┕ﾛ┕┊ﾌ .┢ﾛ┢ﾋ ┢┏ﾒ せす┵ﾈけ ┢┍ﾒ ┕┎ﾉ┕ﾛ┕┊ﾌる そぬ┕むむﾎ
 らる┒むむﾏ ┶ﾒ┤ﾛる ぃゆ┵┉ゴす まぬ┥ﾛる ぃふぬ┟す まぬ┣むむﾛ ら┕ﾖ ろ┣むむﾗす ┢ゲする ぃ┘むむﾙ┕ﾖ

.┷┎ﾝﾗす ┷┈ﾛ┤ﾗす ┘┏ﾝﾗす そぬ┵ﾖ┕ﾌ ┷ﾔ ぃね┵｀┆ﾗす ┗┍┏ﾞﾗす
 ┷ﾝ┍ﾞジす ゆす┒むむﾎ ┕┌┺すな ゆ┕ﾝﾗす ┷ﾔる ぃ┤むむﾍく ┱┎┏むむﾎ ┕ﾝﾛ┤ﾕる ぃ┢┏ﾒ ┖ﾚ┣ﾛ

.»┢ﾛ┢グ ┰┏ﾔ ┤ﾘ┟ よけ ┶┃ﾘ ┕ヅ ┢┏ﾒ ┕ﾛ た┢ﾒ ゆ┕ﾌ ┗ﾛ┑ﾈ ┢┏ﾒ« ┷ﾗね┟す

┤ﾛ┤ヰﾞﾗす ┤┏ﾉ┤┊ﾎ 



ぇあっ

 ┢ﾕる .┱┾す┵ﾞジす ┖ﾛぬ┢ﾞﾗする ぎも┕━ﾗす なす┢ﾒ】┕ﾈ け┢ﾝﾛ ぃ┰ﾗ┕むむヮジす ┖┆┾ ┱ﾛ┵ﾐ ┯ﾛ┤ﾐ ます┢ﾈ】す ┶ﾗさ ┯ﾛ┤┄ﾗす
 ┳ﾘ ┴ゑ┋ぐﾝゑﾕ ぬ┢┾ ┕ジ ┗┏ﾒす┵ﾗす たすきす┤むむ┉ﾗ┕ﾈ »ます┢ﾈ】す ┖ﾗ┕ﾐ« ┴┏┃┉ﾛ わ『ﾛ┵ﾐ わ┕┍ﾘね ┗┋ﾌ┤ジす り┣ﾚ も┤┇ﾞむむヮﾉ
 ┲ﾊ ┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗす »┗むむﾗる┕ヰﾘ« ┶ﾗさ ┱┉ﾞ┍ﾛ ┲ﾊ .りぬす┵むむﾓけ ┤ﾝむむヮ┏ﾗ ┴┏ﾔ ┧┏┆ﾛ らけ ゆる┕ヰﾛる »┷むむ┉┏┉ﾌ ます┢むむﾈさ«
 ┕ﾘ ┶ﾗさ ┱│ﾛ ┶ﾞﾌ す┣┊ﾚる ぃ┯ﾛ┥┌ﾞﾗする ┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗす ┶ﾗさ そな┵┆ﾗす ┲ﾊ ┖ﾞﾖ ┕ﾘ ┯ﾛ┥ベる .┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗす ┲むむﾊ ┗むむﾈ┕ﾞ┊ﾗす
 ┗┋ﾌ┤ﾘ ┷ﾔ ┱ﾍ┢ﾛ ┰ﾗに ┢むむ┆ﾈ ぃ┴ﾗ ┢むむﾏ┤ﾘる ┲ぎ┋┆ﾘ ┗ﾈ┕ﾟヅ ら┵┊ﾛ わ┕┏┉┏┉ﾌ »わ┕ﾒ┢ﾝﾘ« ┷┻┤ﾛ るけ ┴むむ┏┻┤ﾛ
 ┳ﾘ そ┤ﾊ┕┊ﾗす そ┤ﾟ┊ﾗす ┗┋ﾌ┤ジす り┣むむﾚ ┱ぎ゚ デる .┕┎┏ﾔ ┴ぎ┋ﾖ り┤┌ﾒ ┷┃┉ﾛ ┢ﾕ ┷ﾞﾗす ┗┋ﾌ┤ジす ┷むむﾚる »つ┕むむﾞﾙ】す«
 :┗┋ﾌ┤ジす り┣ﾚ ┖ﾌ┕┾ ┷ ぎ┌むむヮﾙる .ビ┏ﾌ┤むむヮジする ビ┏┺する┤ﾗする ひ┕│┉ﾗする きす┤┆むむ━ﾗする ビ┈ﾗ┒ジする せ┕ぎ゙ ゎ┊ﾗす
 り┣ﾚ つ┕ﾞﾙ ┳ﾘ ┵ﾚ ┖ﾞ┊ﾗす ┳ﾘ ┕┍ﾔ┵ﾔぬる ┕┍┍┺す┥ﾍ 【デ ┕ﾘ らさる ...わ┕┏┺するぬ るけ わ┕┾┕ﾕ るけ わ す┤ﾒ┕ﾏ るけ わ┕ﾝﾛなけ るけ わ┕ﾝﾉ┕ﾖ

.わ┕┏ﾌ┤ヮﾘ るけ わ┕┏┺するぬ るけ わ┕┏││ﾕ るけ わ┕ﾛ┤┆ﾏ :わ┕┏ﾈなけ »わ┕ﾋ┕ﾞﾙ« ┱┅ﾛ ┴┍┊ﾗる ┴ﾞ┌┏ﾕ ┷ﾔ たる┕┈ﾞﾛ ┗┋ﾌ┤ジす
 ┰ﾜﾗるけ ビﾈ ┳ﾘ らるなる┢むむ┆ﾘ なす┤ﾔけ ┲ﾚ ぃわ す ぎ┢ﾋ ┗┋┏┋ﾕ ┗むむ┝┋ﾕ :┗┋ﾌ┤ジす り┣ﾚ »┷｀ﾞ┍ﾘ« ビﾈ ┳むむﾘ ね┤ﾝﾛ ┢むむﾕる
 »ます┢ﾈ】す« ┗┋ﾌ┤ﾘ ┷むむﾚる ┗ﾟﾗ┕ﾟﾗす ┗┋ﾌ┤ジす ┷むむﾔ ら┵┉ぎ┋ヰﾛる つ┕ﾞﾙ】す ┳ﾘ ┗むむ┋ﾌ┤ジす り┣ﾚ らるね┕むむﾞ｀ﾛ ぃめ》｠す
 らる┥┏┌ﾞﾛ ┲┎┋┆グ ┕┏┋ﾒ た┕┉ﾝﾐ ┶ﾗさ ┲┎ﾈ┵┋ﾎけ ┲┎ﾈ ┵┌ヮﾛ ┳ﾛ┣ﾗす ┲ﾚる .»ら┵ﾒ┢ﾝジす« ┲ﾚ ┕┎ﾈ┕ヰ┾ける
 しぬ┕┉ﾗす ┤┏━ﾛる ぃ┕┎ﾈ ら┵ﾔ┤ ぐ┆ゎﾛ ┷ﾞﾗす ┲┎ﾈ ┗┾┕ザす ┲┎ﾉ┕┌むむﾎ ┳ﾘ せ┵┋むむﾎ┟す す┣ﾚ ┠ﾝ│ﾛる ぃらるな┤┈┍ﾛる ┴ﾈ
 せ┵┋ﾎ┟す ┬ﾘる .»┨ヱ━ﾗす ┵ﾚ せ┵┋ﾎ┟す« ┠ﾝ│ﾛ す┣┊ﾚる .┴ﾗ ┴ﾉきす┤ﾕ ぬ┵ﾔ せ┵┋ﾎ┟す す┣ﾚ ┖ﾌ┕┾ ┶ﾗさ
 ┷ﾔ るけ ┴ﾞ┋┌ﾋ ┷ﾔ も┵ﾝむむヮﾘ ┤┏ﾓ ぬ ぎ┵┄ﾞﾘ ゐよ┕ﾙ »┤┊ﾔ« ┳ﾘ ┥┏┌ﾞﾘ »ら┵┌┃ﾘ« ┳ﾘ ぎ┢ﾈ 》 ┥┏┌ﾞジす ┢ﾛ┤┈ﾗす
 »┗┈ﾐ┕ﾒ« »ます┢ﾈ】す« す┣ﾚ »┕┎ ゎﾌるぬ« 【ベる ┴┺┕ﾋぬけ ┷ﾔ ぎ┬ が━ゑﾉ ┗┃ﾈ┕ﾙ »そ┕┏ﾌ« ┳ﾘる ぃ┴ﾒる┤ﾔる ┴┺す┥ﾋけ ┩┆ﾈ

.┴ ゑヮ┈ﾙる り┤┊ﾔ ┦ﾘ『ﾞﾔ しぬ┕┉ﾗす ┶ﾗさ ┱┉ﾞ┍ﾉ
 なす┢ﾒ】す« ┗┋ﾌ┤ﾘ ┷┌むむヮﾙる ぃ┕┎ゑ┋ﾔ┕むむﾎ ┕┎ゑ┏ﾗ┕ﾒ ┱┆｀┍ﾔ ┱ﾌす┤ジす り┣ﾚ ┖┋┉ﾙ らけ ┕┍ﾗ ね┵｀ﾛ 》 ┕┍ﾚ ┳ﾘる
 ┕┎┆┻┵ﾘ ┤┏ﾓ ┷むむﾔ ぬ┵ﾘ【ﾗ ん┬┻る ┰ﾗ┣ﾔ .»ます┢むむﾈ】す« ┗┋ﾌ┤ヅ ┗┏ﾙ┕ﾟﾗす ┗むむ┋ﾌ┤ジす 》る ┶むむﾗる┟す »┖むむﾛぬ┢ﾞﾗする
 ぬ┢ﾕ ┳ﾘる »わ す┤ﾒ┕ﾏ« ┶ﾒ ぐ┢ゎﾛ らけ »┤ﾒ┕━ﾗす« ぬ┢ﾕ ┳ﾘ ┨┉ﾞ┍ﾛ ┱ﾚ ろぬなけ ┘ヮﾗる .┕┎┌ﾎす ┤┏┇ﾈ ┕┎ﾞ┏┌ヮﾉる
 .»┗ﾛするぬ« ┶ﾒ┢ﾛ らけ ┴ﾋ┕ﾞﾙ ぬ┢ﾕ ┳ﾘる »わ┕┏┺するぬ« ┶むむﾒ ぐ┢ゎﾛ らけ »┷┺する┤ﾗす« ぬ┢ﾕ ┳ﾘる »わ す┤┆むむﾏ« ┶ﾒ┢ﾛ らけ ┴ﾋ┕ﾞﾙ
 ┰ﾗに ┱ﾖ ┱┆ﾗ るけ お»わ┕ﾒす┢ﾈさ« ┴ﾙ┵ﾝﾞ┊ﾛ ┕ﾘ ┵ﾒ┢ﾙ らける »ビﾒ┢ﾝﾘ« ┲ﾚ┵ﾒ┢ﾙ らけ き》┒ﾚ ぬ┢ﾕ ┳ﾘ ┬ﾔ┤ﾛ ┱むむﾚる

 !!┕┎ﾎ┕┉ﾘ ┳ﾘ ┤ﾝﾖ┑ﾈ ぬ┵ﾘ【ﾗ ┕┎ﾎ┕┏ﾕ ┷ﾔ せ┵┆━ﾗす ┩┆ﾈ ┗┈┾ ┳ﾘ ┵ﾚ

┢ﾎ┟す ┳ﾛ┢ﾗす ┤┾┕ﾙ
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