
┗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 ┗ﾜ┏ﾚ

┤┏ﾒす┵むむヮﾗす ┲むむ┏ﾚす┤ﾈさ
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

 ┗む┋むむむむペす ┲むむむﾎ┕ﾈ た『むむむむﾎす┤ジす
┗┏ﾙなぬ┟す ┗┆ﾘ┕ゲす - ら┕┌ﾒ  ┗む┋むむむむむむむむペす らす┵むむむむむむむ┍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

: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
 た┕むむむむむむむむむ┊ﾛぬる ┤むむむむむむﾎ┕むﾛ      

らなぬ┟す
らなぬ┟す

┕ﾛぬ┵ﾎ
らなぬ┟す
らなぬ┟す

 らなぬ┟す
もす┤┆ﾗす
┳┌┏ﾗす
┕ﾛぬ┵ﾎ
らなぬ┟す
らなぬ┟す

せ┤┇ジす
らなぬ┟す

らる┤━┆ﾗする ┙ﾗ┕むﾟﾗす :らすな┢む┆ﾗす
 らる┤━┆ﾗする ┬むﾈす┤ﾗする               

た┕むむむむむむむ┏むﾈ┤むﾒ ┢むむむむむむむ┌むﾌけ
 ┷むむむむむむむむﾋる┕むﾓ ┗むﾘ┕むむむむむむﾎけ
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
  よ┕むむむむむむむむむヮむﾈ ┳むむむむむむむむヮﾌ
  そぬる┕むむむむむむむむ━ﾘ ら┕むむむむむむむむ┌ﾟﾒ
┢┆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

 め┕むむむむむむむヮ┆ﾗす ┱むむむむむむむﾚ┕む┍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

っ

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

 ┗むむﾘ┵むむﾚ┤むﾈ ┶むむﾎ┵ﾘ

┗┋ペす き┕ﾕ┢┾け ┗ﾜ┏ﾚ
┕┏┋┆ﾗす ┗ﾜ┏┎ﾗす

ま┢ﾝジす せ┕ﾝ━ﾗす ┗ﾜ┏ﾚ

    ゅ      ろな┕┌│ﾗす ら┕┍ﾞﾘす :そな                                       ┗┏ﾌ┕ﾞﾞﾔ》す    
っ      ┤┃ﾍ ┱┏┌ﾋ ┢┌ヰﾘ     ┤┾┕ﾙ ┢｀ﾘけ ┷ﾙなぬ┟す ┤ﾒ┕━ﾗす :ぬす┵むﾌ    

た┕むむむむﾒす┢むﾈさ    
┤┆━ﾗす    

ぇょ      ┷┌┎ゲす り┢ﾝﾒ ┢┌ﾌけ                 ビﾔ┢ﾗす ┯ﾗ┟す
ぇあ                た┕┏ﾈ┤ﾒ ┢┌ﾌけ                  ぬ┢ﾈ ┱ﾖ ┬ﾘ
ぇい              ┷ﾋる┕ﾓ ┗ﾘ┕ﾎけ                                »┳ﾐる«
ぉぅ  ┗┍ﾎ┕ヰﾘ ┳ﾛ┢ﾗす ┮┏ﾎ                 ┗┉┏┉ゴす ┲ﾌぬ
ぉぉ     ┦┏┌ﾏ ┵ﾈけ ¨す ┢ﾝﾒ                 ┷┉ﾞ┋ﾙ ┶ﾞﾘ

 ぉゅ        ┷┍│ゴす ぬな┕┉ﾗす ┢ﾝﾒ                      ┯━ﾘな ┗┉┋┆ﾘ ┷ﾙ┕ﾝﾕ ぬす┥ﾙ
ぉっ           ┢┆ﾎ ┵ﾈけ ┢┌ヰﾘ                 ┷ﾖ『ﾘけ ┳ﾘ ┖ゴす らけ ┘┍┉ﾛけ
ぉい               ┖┏┄ザす ┗┋┏ﾝﾙ                 ┯ﾝﾙ┥ﾗす ┯ﾏ┕ﾒ
ゃぇ                  ┶┏ヰﾛ よ┕┌ﾚ                  ┖ゴす そぬ┵ﾊ
ゃゃ       た┵ﾞ┊ﾗす ┢┏┆ﾎ そなぬる           す┵ﾝ┋ﾎ らさる す┵┄ﾒけ らさ せ┕ﾝﾌ┟す ┲ﾚ

そ┤┏│┉ﾗす ┗│┉ﾗす    
ゃゅ     そぬ┢┆ﾗす ┢┌ﾌけ ┲┏ﾚす┤ﾈさ                 き『┉┆┋ﾗ ら┕┊ﾘ 》
ゃあ                ┤┾┕┍ﾗす ┗┌┏ﾘけ                 わ す┢ﾋ そ┤┏│ﾕ ┨│ﾕ
ゃう        ┬┏ﾈ┤ﾗす な┵┌ヰﾘ ┬┏ﾈぬ                 わ すぬ┕┌ﾌ ┳┊ﾉ ┲ﾗ
ゅぇ             そぬる┕━ジす ら┕┌ﾟﾒ                !┗┋┏ﾗ ┱ﾖ ┗┈┋ﾞヱﾘ ┗ﾛ┕┊ﾌ
ゅゃ              ろ┤┏┉━ﾗす ぬ┕┌ﾒ                 そ┢ヰﾞジす バ┟す ┮┉ﾎ
ゅょ               ┳ﾛるす┤│ﾙ ┶┈ﾖ                  ┶ﾏ┕┄ﾒ
ゅい                   ┢┏┆ﾎ れ┢ﾚ                                   そ┤ﾖす┣ﾗす ┷ﾔ ┖┉ﾊ
ょぅ         ┗ﾘ┵ﾌぬ  ┳ﾈ れ┵┋ﾎ        ┤┊ﾎ ┳ﾘ ┢┺┕│ﾕ         ひ┵│┍ﾗす    

そ┢ﾒす┵ﾗす せぬ┕｀ﾞﾗす    
ょぉ         ┷ﾝ┋ゴす ┷┋ﾒ ┳ヮﾌ                                                    ┘ﾙ┕ﾖ
ょゅ              ┗┌ﾓすぬ┢ﾗす もぬ┕ﾐ                                        り┕┈━ﾗす せ┣ﾒ
ょょ                  た┕┏ﾈ┤ﾒ ┤┌ﾒ                             ┢┆ﾝﾗす せす┤ﾎ ┕ﾛ わ す┢┏┆ﾈ
ょっ     ┤┃ﾍ ┢┌ヰﾘ ┘┏ﾛぬ┕ﾘ                                                 .. ┲ﾗ ┵ﾗ



 ┶┋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
 た┕ﾎすぬ┢ﾗす  た┕┌┋ﾖ  な┢ﾒ  ら┵┊ﾛ  らけ
 )ぉぅぅぅ-ぇぅぅぅ(  なる┢ﾌ  ┷ﾔ  た》┕┉ジする

.┗┌┋ﾖ

:ら┕ﾞ┅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
 ┖ヮﾌ ┗┋ペす せす┵ﾈけ ┷ﾔ なす┵ジす ┖ﾉ┤ﾉ
.せ┕ﾞ┊ﾗす き┕┌ﾎ┟ ┷┺┕｀┎ﾗす ┖┏ﾉ┤ﾞﾗす

┗┋ペす ┷ﾔ ┤━┍┋ﾗ

あゃいゅぇぅっ

ょあ         ゆ┕┃ﾙ ┵ﾈけ ┴ﾛ┥ﾙ                                                た┕┆ﾈ┕ﾞﾘ    

┷むむむジ┕ﾒ せなけ    
っゅ           ┠ﾗ┕┾ ┱┏ﾎけ         ┯┺す┢ゴす ┤ﾉす┵ﾉ
っっ             そ┥ﾕ┵ﾕ な┕ﾛね.な         よ┕ﾛ┟す ┰┋ﾉ ┳ﾘ よ┵ﾛ
っう           ろ┤│ﾕ ┷ﾙ┢ﾘ        ┕┎ﾗ ┖ﾝﾎ 》 ぃ┗ﾌ┤┈ﾗす

た》┕むむむむむ┉ﾘ    
 あゃ  へ┵┆┄┆ﾗす ┗┏ﾘ┕ﾎ       ┴┏┋┌ﾐ ┢┌ボ »な┕ﾓる┟す ら┵ヮ┌ヰﾞジす«
ああ           ┠ﾗ┕┾ そ┤┏┍ﾘ       ┗ヱﾘ┕ﾏ ┗ﾘ┕ﾕ »┴┏┋┌ﾐ ┢┌ヰﾘ«
いぅ           ┷ﾙすぬ┵ゴす ┕┏ﾚ                       »┕ﾘ┕ﾛ ┵ﾖ┵ﾔ« ┡ﾛぬ┕ﾉ ┗ﾛ┕┎ﾙ

よ『むむむむむむむﾒけ    
いぉ      そ┢ﾒ┕ヮﾘ れ┵┉ﾉ       »ろ┢┍┏┋ﾗけ ┱┏ﾈす┥ﾛさ»き┕ﾈな┟す たす┤ﾖ┣ﾘ
いゅ           ┤ﾎ┕ﾋ ビ┍ﾌ       きす┤┆━ﾗす ┤┏ﾘけ ┱┏ﾌぬ ┷ﾔ れ┤ﾖ┣ﾗす ┯ﾝﾒ

たすき┕むむむむ┃ﾔ    
いう            そ┢ﾗす┵ﾍ ┗ﾛく     とす┤│ﾗ┕ﾈ そけ┤ジす た┕ﾈ┕ﾞﾖ ┮│ﾛ »ゆ┕ﾍ り┢ﾝﾒ«
うゅ            ┗┋ペす そ┤ﾎけ       ┗ﾛ┵ヮ┍ﾗす そ┤┏│┉ﾗす ┗│┉ﾗす ┮┋ﾘる»┷┊ﾛ┕ﾉ«
うっ      た┕ﾌ『┾ ┢┍┎ﾘ        ┢ﾈぬさ ┷ﾔ ┖ﾞﾖ ┰━ﾖ よ┢ﾕけ

ぇぅぅ                                                                   たすぬす┢むむむむむむ┾さ     

ら┵む┍ﾔる ┗ﾔ┕┉ﾊ     
た┕むむむ┊ﾛぬる ┤むむﾎ┕むむﾛ ┷┋むむ┏┊━ﾞﾗす

ぇぅっ            もるね┤ﾘ ら┕デさ       ┗ﾛ┵むﾗるけ ┦┏ﾗ ┕┍ﾉ┕┆┌ﾞ｀ﾘ ┷ﾔ ┳┈ﾗす
ぇぇゃ          ┳ヮﾌ ┠ﾋ┕ﾙ                       ┷┍┏┄ヮ┋┈ﾗす ┲┋┏┈ﾗす ま┵ﾝﾎけ

ぇぇう                                                                    ┗┏ﾔ┕┉ﾊ ぬ┕むﾝﾍけ    

ぇぉょ        ┳ﾛな┕ヰﾘ ┢ﾗ┕ﾍ                                       ┲むむ┋┊ﾗす ふ┕ﾛぬ    
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 ┱ﾌす┤ﾗす ゆ┕ﾟﾘけ ら┵ﾟﾌ┕ﾈ りぬ┕ﾊけ ろ┣ﾗす ┢ﾛ┢ゲす ┷ジ┕┆ﾗす ます┤│ﾗす ┗┆┏ﾝﾐ ┮┋┇ﾛ ぬ┕ﾝ┇ﾗす ┢┆ﾛ ┲ﾗ
 せ┕ﾞﾖ ┮ﾗ┒ﾘる なぬ┕ﾔぬ┕ﾚ ┗むむ┆ﾘ┕ﾋ ┷ﾔ ┗┏むむﾎ┕┏ヮﾗす よ┵┋┆ﾗす に┕ﾞむむﾎけ ら┵ﾞ┇┍ﾞﾙ┕ﾚ ┱┏┺┵ﾘ┕┾
 らけ ┕┍┏ﾝﾘ ┲ﾗ┕┆ﾗす たすぬ┕┃ﾌる せ┤┇ﾗす ┱ﾝ┉ﾞむむヮﾘ ┴┏ﾔ ゆる┕┍ﾉ ろ┣ﾗす たすぬ┕┃ゴす )よす┢┾( ます┤┾
 ┲┊ギ ┷ﾞﾗす ┗ﾛ┵┎ﾗす るけ ┗ﾔ┕┉ﾟﾗす ┴むむﾎ┕ﾎける よす┢│ﾗす ┵ﾚ たすぬ┕┃ゴす ビﾈ ┗ﾕ『┆ﾗす ┲┊ヰﾛ ┕ﾘ
 ┗┎ﾋる ┳ﾘ ぃそなぬ┕ﾝﾗす せ┤ゴす ┢┆ﾈ ┲ﾗ┕┆ﾗす ┕ﾚ┢┎ﾏ ┷ﾞﾗす ┗┈┏┍┆ﾗす た┕ﾒす┤│ﾗ┕ﾔ ぃ そぬ┕┃ﾌ ┱ﾖ
 ビﾈ ┗┏┍ﾛ┢ﾗする ┗┏ﾔ┕┉ﾟﾗす た┕ﾔ『ザす ┳むむﾒ ┲｀┍ﾞむむﾎ ┱ﾈ ┗┏ﾘ┵┉ﾗす ゆる┢ﾗす ビﾈ ら┵┊ﾉ ┳ﾗ ぃり┤┅ﾙ
 ┤むむﾎ ら┕┏ﾈる よ┵┎┈ジす す┣ﾚ ┗┏ﾚ┕ﾘ ┷ﾔ ┷ﾞ┏ﾌ┕ﾞﾞﾔす ┱むむ┆ﾋけ らけ ┢ﾛぬけ 》る .れ┤むむﾝ┊ﾗす たすぬ┕むむ┃ゴす
 ┷ﾞﾗす ┷ﾚ そ┢ﾌす┵ﾗす ┗┏ﾙ┕ヮﾙ】す そぬ┕┃ゴす らけ そ┤┊ﾔ ┷ﾎ┕┍ﾞジす せ┤┇ﾗす ┳ﾘ ┕┍ﾗ そぬ┢│ジす そ┤┊┈ﾗす
 ぬ┵┄ﾞﾗす ┶┋ﾒ ┗┌┺┕┉ﾗす そ┕むむ┏ゴす た》┕｀ﾘ ┷ﾔ ┴┏ﾗさ す┵┋┾る ┕ﾘ ┶ﾗさ バ┟する せ┵┆むむ━ﾗす ┘むむ┋┾るけ
 なぬる ┕ﾘ ┗ﾒ┤ﾎ ┳ﾘ ┖｀┆ﾗす ┶ﾗさ ┯ﾝﾎ ┕ﾘ ┷ﾙな┵┉ﾛ ┕ヂさる .り┤┏ﾓる ┷┍┉ﾞﾗす よ┢┉ﾞﾗする ┷ﾒ┕┍│ﾗす
 ┠ﾛ┤┾ まる┤むむ━ﾘ ┳ﾘ ┯┋┄┍ﾉ た┕┌｀ﾚ そぬ┵│ﾈ ┲┏ﾚ┕┈ジす ┰┋ﾞﾗ ┗┏┋┌ﾒ ┗┌ﾋ┤ﾉ ┳ﾘ ┕┍┏┋ﾒ
 ゆる┕┍ﾞﾉ ┗┏┺┕┌┍┏むむﾎ よ『ﾔけ そぬ┵│ﾈ そ┤ﾘ ┲ﾋ┤ﾞﾔ ぃせな┟する ┗ﾔ┕┉ﾟﾗする ┳むむﾛ┢ﾗす め┢┎ﾞむむヮﾛ ビﾈる
 ふ┤┆ﾞﾉ ┗ﾛ┤┏ﾉ┕┊ﾛぬ┕ﾖ よ┵むむﾎぬ そぬ┵│ﾈ ┕ﾚ┤┏ﾓる ぃよ『むむヮﾗす ┴┏┋ﾒ ┠┏ヮジす ┢┏ヮﾗす ┨ヱむむﾏ

 . ┴ﾛ┵━ﾞﾗ┕ﾈ ┲┋ﾎる ┴┏┋ﾒ ¨す ┶┋┾ ダ┤┊ﾗす ゆ┵ﾎ┤┋ﾗ
 ┤ﾝ┌ﾞﾝﾎ ┳ﾘ ┤むむ━ﾒ ろな┕ゴす ちす┢ﾌけ ┢┆ﾈ ┥ﾙ┵ﾋ ろ┤┏むむﾏ ┗┏┊ﾛ┤ﾘ┟す ┗ﾝﾉ┕┊ﾗす ┘ﾖぬなけ ┢┉ﾗ
 ┳ﾘ ┗┉┏┉ゴす ┳ﾒ ビﾟﾌ┕ﾝ┋ﾗ  ┗┏ﾋ┵ﾗ┵ﾛ┢ﾛ┟す ┗ﾗき┕ヮジす ┗ﾗる┕ﾐ ┶┋ﾒ よ『むむﾎ】す ┘┆┻る ┷ﾞﾗす
 ┗ﾛ┕┊ヰﾈ ┲┎┍ﾘ すな┕むむ┉ﾞﾒす ┳ﾛ┢ﾗす す┣ﾚ ┳むむﾘ よ┕┉ﾞﾙ》┕ﾈ する┤┊ﾔ ┳むむﾛ┣ﾗす ビむむ━┺┕┄┋ﾗ るけ ┗┎ﾋ
 ふ┵ザす ┗┏┌ﾚけ ┘ﾖぬなけ ぃ┗┏ﾙ┕ﾊ ┗┎ﾋ ┳ﾘ ┗むむ┏┊ﾛ┤ﾘ┟す ┗むむﾎ┕┏ヮﾗす ┕┎ﾗ ┘ﾋるぬ ┷ﾞﾗす せ┕ﾚぬ】す
 ┲┅ﾒ┟す ┷ﾝ┍ﾗす そ┤┏ﾎ ┷ﾔ ぃ┷│ヱむむﾏ まねす┵ﾈ ぃ┕┎ﾟヰﾈ ┗┋ﾌぬ たけ┢ﾈる ┳ﾛ┢ﾗす す┣ﾚ ┗┉┏┉ﾌ ┷ﾔ
 ひ┕ザす ┷│ヱ━ﾗす き┥ゲす ┰ﾗに ┴ﾉ┤┏むむﾎ ┷ﾔ ┕┎ﾚ┕ﾝﾞﾙす ┘┈ﾗ ┕ドる ぃ┲┋むむﾎる ┴┏┋ﾒ ¨す ┶┋┾

*ろな┕┌│ﾗす ら┕┍ﾞﾘす .そな



ょ

 ┳┎ﾔ┕│ﾙさ れ┵ﾒ┢ﾈ そ┵ﾝ┍ﾗす ┘┏ﾈ ┷ﾔ た┕ﾋる┥ﾗす ぬるな ┱┏┊むむ━ﾉ そな┕ﾒさ ぬ┤┉ﾞﾔ ぃ┴ﾉ┕ﾋる┥ﾈ ┴ﾞﾕ『┆ﾈ
 ┷┻ぬ ┗━┺┕ﾒ そ┢┏むむヮﾗす ┗│ﾕ ┷┊ヰﾛ »┗┍ﾛ┢ジす そ┤ﾚ┵ﾋ« らす┵┍┆ﾈ ┷ヱﾛぬ┕ﾉ ┷┺するぬ ┱┌ﾒ ┷ﾔ
 ┶┋┾ ┷ﾝ┍ﾗ┕ﾈ ┕┎┆┌グ ┷ﾞﾗす ┕┎ﾉ┕┏ﾌ ┱┏┾┕┈ﾉ もなけ ┴ﾗ『ﾍ ┳ﾘ ┗ﾝﾉ┕┊ﾗす ぬ┵│ﾞﾔ ┕むむ┎┍ﾒ ¨す
 ┕ﾘる ┰ﾔ】す ┗ﾊな┕ゴ ふ┤┆ﾞﾉる ぃせ┵┆ﾗる ┗┆ﾔ┢┍ﾘる そぬ┵┏ﾓ そけ┤ﾘす ┕ﾚぬ┵│ﾉる ┲┋むむﾎる ┴┏┋ﾒ ¨す
 ┕ﾘ ┴┈┉┋ﾞﾛ ┳ﾘ ┗ﾝﾉ┕┊ﾗす ┢┍ﾒ ┷│ヱ━ﾗす ┬ﾔす┢ﾗす す┣ﾚ ┢ﾋる ┢┉ﾗ . ┴ﾛ┵━ﾉ ┳ﾘ ┕┎┏┋ﾒ ┖ﾉ┤ﾉ
 す┢┏┾ ┕┎ﾙ┵ﾖ ┗ﾛする┤ﾗす ┗ﾒ┕ﾝ┄ﾗ ┤━┍ﾗす ぬるな ┩┆ﾈ ┘┆ﾔ┢ﾙ┕ﾔ ぃ ビ┌┋ヮジす ┤ﾒ┕むむ━ﾘ ┤┏ﾟﾛ よすな

 . ビﾝゲす ┷ﾔ ┤ﾍく ┕┍┏┈ﾎさ も┢ﾛる たすぬ》る┢ﾗす ビﾛ『ﾘ ┖┋｀┏ﾎ ┕┍┏┌ﾊ
 す┵┆ﾎ ┳ﾛ┣ﾗす ┴┺┕ﾈなける ┷┊ﾛ┤ﾘ┟す せ┤┇ﾗす ┷┈┉ﾟジ ┕ﾋに┵ヂ す┣ﾚ ┕┎┋┌┆ﾈ ┥ﾙ┵ﾋ ろ┤┏むむﾏ ┢┆ﾉ
 ┷ﾔ ┧ﾝ┍ﾉ ┗│ﾌ┕ﾔ そきす┤ﾕ )┗┏ﾘ┵┉ﾗす たす┣むむﾗす つぬ┕ﾍ ┵ﾚ ┳ﾘ ┱ﾖる ┤ﾍ｠す そきす┤ﾕ( ┕┍ﾉきす┤ﾕ ┶むむﾗさ
 ┱┌ﾒ ┗ﾒ┕┍┾ ┱むむﾋけ ┳ﾘ たす┤┇ﾟﾗす ろ┤┆ﾉる ぃ┮むむ┆┃ﾗす ┳ﾐす┵ﾘ ┮むむ━┊ﾉる ぃ┱むむ┏┾┕┈ﾞﾗす もなけ
 ┤┎むむヮ┍ﾔ ┕┍ﾞ┅┏┈ﾌ ┤┏ﾟﾛる ぃ ま┕ﾕ らるな そ┤むむﾏ┕ﾝﾘ ┗┌┉ﾗす ┶┋ﾒ ┴ﾝﾌ┕┾ ┬┃ﾛ ┤┏┎むむﾏ ┷┺するぬ

. ┲│ﾞヱﾙる ┕ﾚす┤ﾋ ┱┏┋ﾗす
 り┤┊ﾔる りな┵ﾋる な┢┎ﾛ ろ┣ﾗす ┤┄ザす ┤ﾌな ┷むむﾔ ┤ﾍ｠す ┤┊┈ﾛ  ┗┎ﾋす┵ジす ┗ﾒ┕┍┾ も┕┏むむﾎ ┷ﾔる
 ┤┏ﾓる ┗ﾘ┤ボす ぃ┗ﾒる┤━ジす ┤┏ﾓる ┗ﾒる┤━ジす ぃ┗┋┏ﾝ┍ﾗす ┤┏ﾓる ┗┋┏ﾝ┍ﾗす ┱┺┕ﾎ┵ﾗす ┱┊ﾈ り┢┉ﾞ┆ﾘる

.る┢┆ﾗす ふぬけ ┶ﾗさ ┗ﾖ┤┆ジす ┱┉ﾙ そ┢ﾒ┕ﾕ ┶┋ﾒ ┗ﾘ┤ボす
 ┕┎ﾞ┆│ﾕ ┶┋ﾒ ┗┋ﾖ┟す ┶ﾒす┢ﾞﾉ ┕むむ┌ﾖ ┕┍┏┋ﾒ バ┟す ┷ﾒす┢ﾉ そ┤┌ﾓ ┷ﾔる ┴┋ﾖ ┰ﾗに ┱むむﾈ┕┉ﾘ
 ┗┎ﾋす┵ジす ┗ﾒ┕┍┾ き┵むむ┻ ┷ﾔ ┤ﾍ｠す そぬ┵┾ ┷┺する┤ﾗす ┕ﾙ┥｀┍ﾘ よ┢むむﾕ ┱ﾚる お┤ﾍ｠す け┤┉ﾙ ┮むむ┏ﾖ
 ┷ﾔ せ┤┇┋ﾗ ┠ﾗ┕┾ ┖┏┄ﾗす ┢┏┆ﾎ ┶┈┄│ﾘ よ┕ヰﾞﾕ┕ﾖ 》( りぬすな ┤ﾍ｠す ┶┋ﾒ ┲ヰﾞ┉ﾉ ┷ﾞﾗす
 お┴ﾉぬ┕┃ﾌ ┕┎┏┋ﾒ よ┵┉ﾉ ┷ﾞﾗす ┗┉┏┉ゴす ┕┍━ﾝﾙ ┱ﾚ )ゆ┕┌むむ━ﾗす ┶ﾗさ そ┤｀┎ﾗす ┲むむﾎ┵ﾘ ┗ﾛするぬ
 ┕┎ヰ┺┕┃ﾔ ┮━┊ﾉる ┗┏ﾈ┤┇ﾗす ┗┏ﾗ┕┌むむﾎけ┤ﾗす ぬ┕┏┎ﾙす ┢┾┤ﾉ ┗┏ﾈ┤ﾒ ┗ﾛするぬ け┤┉ﾙ らけ ┳┊デ ┱ﾚる
 ┗｀┻ ┰ﾗ┣ﾈ ち┢ヰ┍ﾔ ぃ┗むむ┏ﾗ┕┏ﾙ┵ﾗ┵┊ﾗす ┗┏┺『┆ﾞむむﾎ》する ぃ┗ﾛ┤│┍┆ﾗする ぃ┗┏ﾕ『ﾍ┟する ぃ┗┏ﾗ┕ジす
 ┢｀┏むむﾎ ┱ﾚる おりな┵ﾋるる ┤ﾍ｠す ら┕┏ﾖ ┘┋┊むむﾏ ┷ﾞﾗす れ┤ﾝ┊ﾗす ┗┋ﾜむむﾎ┟す て┤ﾐ ┢┏┆ﾉ ┗┏ジ┕ﾒ

 おお ビﾛ『ジ┕ﾈ ま┕ﾝﾞﾗ め》｠す たす┤━┆ﾈ ┴ﾒる┤━ﾘ ┲ﾒ┢ﾛ ┕ﾜﾛ┤ﾋ ┕┏ﾈ┤ﾒ 》┵ド きろ┤ゲす ┷ﾈ┤┆ﾗす ┷┺する┤ﾗす
  きす┢┆ﾗす :┳ﾛ┢┆ﾈ ┷ﾔ ┢むむヮ｀ﾞﾉ ┗┏ﾈ┤┆ﾗす た┕ﾛする┤ﾗす ┩┆ﾈ ┕┎ﾈ たな┕ﾋ ┷ﾞﾗす ┤ﾍ｠す そぬ┵むむ┾ らさ
 ぃよ┢┉ﾞジする ぃ┤┃ヰﾞジす ┷ﾝ┍ﾋ┟す そぬ┵│ﾈ ┱ﾟ┌ﾞジす ぬ┕┎ﾝﾙ》する ぃ┖┾┕┇ﾗす る┢┆ﾗす そぬ┵│ﾈ ┱むむﾟ┌ﾞジす
 せ┕ﾈ ┷ﾔ つぬ┢むむ┍ﾛ ┴┍ﾑけ 》 ┳ﾛ┢┆ﾝﾗす 『ﾖる ぃ┢むむヮゲする ┳むむﾛ┢ﾗす な┵┏ﾕ ┳むむﾘ ┯むむ┋┄ジ┕ﾈ ぬ┤むむヰﾞジする
 ┗┅ゴ け┢ﾝﾉ ┗┎ﾋす┵ジす ┗むむﾒ┕┍┾る  ぃそなすぬさ な┵むむﾋ┵ﾗす らけ ┕┌ﾖ ┗ﾒ┕┍┾ ┗むむ┎ﾋす┵ジ┕ﾔ ぃ┗むむ┎ﾋす┵ジす
 らする┟す らく ┢┉ﾔ ぃ┗ﾛ┵ﾚる 『┊むむﾏる ┕ﾈなける ┕ﾉ┵┾ ┕┍ﾗ そ┥┏┌ジする ┕┍ﾈ ┗┾┕ザす ┗ﾙ┵┍┏┊ﾗ┕ﾈ ぬ┵┆むむ━ﾗす
 ┲ﾗ┕┆ﾗす ┢┆ﾛ ┲ﾗ にさ »┖ﾗ┕┇ﾗす ┢むむ┏┋┉ﾞﾈ ┬ﾗ┵ﾘ せ┵┋┇ジする« らる┢┋ﾍ ┳ﾈす ┗むむﾗ┵┉ヅ ┤┅┍ﾗす そな┕むむﾒさ
 ぃ┤ﾍ｠す ┮┆┻ ┷ﾔ そ┵┉ﾗす ┳ﾒ ┙ﾌ┕ﾈ きろ┤むむﾋ ┶┋ﾒ ろ┵┄┍ﾛ ┕ﾘ ぬ┢┉ﾈ ┖ﾗ┕ﾓる せ┵┋┇ジ ┬むむヮﾞﾛ
 ┶┆むむヮ┏ﾔ ┮┆┃ﾗす れ┵むむﾎ ┴ﾊぬ┵ﾛ ┲ﾗ ┴ﾙけ ┢┉ﾞ┆ﾛ ろ┣ﾗす ┤ﾊ┕┆ﾗす ┴┅ﾌ せ┢┍ﾛ ┑ﾞ┈ﾛ 》 ら┕ﾝﾋる

. ┤ﾍ｠す そ┵ﾕ ┳ﾒ ┙ﾛ┢ゴ┕ﾈ り┥｀ﾒ そすぬす┢ジ す┢ﾚ┕ﾋ
┤ﾛ┤ヰﾞﾗす ┗ヮ┏┺ぬ *
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ろな┕┌│ﾗす ら┕┍ﾞﾘす .そな :そる┢┍ﾗす たぬすなけ
*┤┏ﾒす┵ヮﾗす ┲┏ﾚす┤ﾈさ :┤━┍┋ﾗ ┕ﾚ ぎ┢ﾒけ

 ゑ┱┏ゲす ぬす┵むむ┆ﾕ ろ┤ヱﾔ ひ┕┉ﾗす ┖むむﾉ┕┊ﾗす ┠│ﾙ
 らける ぃ┗ヰ┏│┈ﾗす ┴むむﾞ┇ﾗ ┷ﾔ らる┕┎ﾞﾛ 》け せ┕むむ━ﾗす
  そ┤┏│┉ﾗす ┗│┉┋ﾗ す┵むむヮﾎけ ビ┏ﾙなぬけ き┕ﾈな┟ け┤┉ﾛ
 ┕ﾒなる ぃ┗┏ﾈな┟す の┕むむ┍ﾋ┟す ┳ﾘ ┕┌ﾚ┤┏ﾓる ┗むむﾛする┤ﾗする
 ぃ┕┎┋ﾋ┟ ┖┆ﾞﾗする ┗ﾝﾚ┵ジす ┶┋ﾒ ┤ﾝ│ﾗす そぬる┤┻ ┶ﾗさ
 た┕┍┏ﾞヮﾗす ┷ﾔ ┴ﾉ┕ﾙ┕┆ﾘ わ すなぬ┵ ゎﾘ えわ す┤┏ﾟﾖ ┗┆ﾗ┕┄ジする
 ゆ┢┆ﾛる ┲┋ヮﾞヮﾛ 『ﾔ ぃ┗ ぎ│┉ﾗす ┴ﾛ┵┎ﾞヮﾉ わ┕ぎﾈ┕ﾏ
 きすぬく ┖ﾝむむヮﾈ ┷││┉ﾗする ┷ﾈな┟す ┴ﾒる┤むむ━ﾘ ┳ﾒ
 »ち┢ゴす « ぎらさ ゆ┕ﾕる .そ┵むむヮ┉ﾗす ぎ┢ﾌ ┘┋┾る そ┢ﾕ┕ﾙ
 ぃ ┹┷┺┕┉ﾞﾙす ┴むむ┆ﾝ┄ﾈ ┖ﾉ┕┊ﾗする ぃ んよね》 ┗むむ│┉ﾗす ┷ﾔ
 わ┕ﾒ┵┻┵ﾘ ┴むむ┞┋ﾖ ┠┋│ﾛ 》 ┬むむﾕす┵ﾗす らけ わ┕むむヰ┻┵ﾘ
 ゐ┗┋ﾌ┤ﾘ ┢┍ﾒ ┮┉ﾉ 》 ┗│┉ﾗす ┗むむ┇ﾗ らける ぃ┗│┉ﾗ
 え┖ﾞ┊ﾛ ┕ﾘ ┷ﾔ ┗ﾛ┤ヱヮﾗす ┢ ぎ│┉ﾞﾛ 》 ┴ﾙさる ぃ┕┎┍┏┆ﾈ
 ┳ﾘ ┩ﾛ┤┆ﾗす ま┕┄┉ﾗす よ┵┌ﾚ ┱┉┍ﾗ ┶┆むむヮﾛ ┱ﾈ

.┴ﾗ ┖ﾞ┊ﾛ ろ┣ﾗす ぃの┕┍ﾗす
 ぃ┴ﾞﾈ┤グ す┵むむﾎぬな ぃビ┈┉ﾟﾘる な┕┉ﾙ きすぬく ┘┆┌ﾋける
 ぃよ┕┆ﾗす ┶ﾗさ ぎひ┕むむザす ┳ﾘ ┯┋┄┍ﾛ ぬす┵むむ┆ﾕ ぎらけ ┶┋ﾒ
 ┷ﾌ┵ﾛ ┕ﾘ ┕┎┏ﾔ ┱むむﾈ えわそ┤ﾈ┕ﾒ ┳┊ﾉ ┲むむﾗ ┴むむﾞ┇ﾗ ぎらける
 ┦ﾋ┕ﾚ ┶┋ﾒ ┶むむ┇ﾐ ┗ ぎ│┉ﾗす ┦むむﾋ┕ﾚる ぃ┤むむ┏ﾟﾛる

 よす┢ヱﾞむむﾎす ┶ﾗさ わ┕ﾕ┕ ぎﾝむむﾎ ら┕ﾖ ┢ﾕる ぃ┴ﾛ┢ﾗ ┗ﾗ┕┉ジす
 ┶ﾗさ ┶┆むむﾎる ぃ┴││ﾕ ┷ﾔ ┧むむﾘす┵┎ﾗす ┗むむ┏┍┉ﾉ
 らなぬ┟す ┷むむﾔ そ┤┏│┉ﾗす ┗むむ│┉ﾗす ┢むむﾒす┵ﾕ き┕むむﾎぬさ
 りぬ┵┎┌ゲ わ┕ ぎ┏ﾔる ┕┎┏ﾔ ぎ┱ﾑる ぃた┕┏┍┏ﾞむむヮﾗす ┬┋┄ﾘ

.┴┏┺ぬ┕ﾕる
 ろ┤┊むむﾏ .なる ぃぬす┵┆ﾕ ひ┕┉ﾗす :た『ﾍす┢ﾘ わ┕┏ﾗ┕ﾉる
 ┵ﾈけ ┢┍ﾚ .そなる ぃ┱┏┋ﾍ ┲むむ┏ﾚす┤ﾈさ .なる ぃ┷┻┕ジす ┥ﾛ┥ﾒ
 ┗┏┈ヰ│ﾗする ぃゆ┕むむ┃ﾙ ┵ﾈけ ┴ﾛ┥ﾙ ┢ﾕ┕┍ﾗする ぃ┤┆むむ━ﾗす
 そる┢┍ﾗす ┷ﾔ ぃぬ┵むむ┈│ﾒ らね┕ﾘ .なる ぃふ┵ﾒ そ┤┏┌むむﾎ
 »そ┢ﾛ┢ﾋ よ『ﾕけ »┗┋｀ﾘ ┕むむ┎ﾞﾘ┕ﾕけ ┷ﾞﾗす ┗ぎﾛぬす┵ゴす
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 ┷ﾔ そきす┤ﾕ« らす┵┍┆ﾈ ┗┏ﾙなぬ┟す ┗┆ﾘ┕ゲす ┗ﾝﾞ┊ﾘ ┷ﾔ
 ┗ヮ┏┺ぬ そぬすな┓ﾈ ぃ»┗┏││┉ﾗす ぬす┵┆ﾕ ろ┤ヱﾔ ┗ﾈ┤グ

 .ろな┕┌│ﾗす ら┕┍ﾞﾘす .そな ┗┋ペす ┤ﾛ┤ギ
 す┣ﾚ ┲ﾖ┕ﾛさる ┷むむ┈ﾞヰﾙ :ろな┕むむ┌│ﾗす そ.な ┘むむﾗ┕ﾕ
 ろ┤ヱﾔ ひ┕┉ﾗす ┖ﾉ┕┊ﾗす そる┢┍ﾗす ┮┏┃ﾈ き┕むむヮジす
 ぃ ぎ┢ﾞ┌┏むむﾎ わ┕むむﾏ┕┉ﾙ ぎらけ ┳ﾘ ん┗┍┉┏ﾞﾘ ┕ﾙける ぃぬす┵むむ┆ﾕ
 ゐつ┕ﾞ┍ﾞﾎす ┶ﾗさ ┱│┍ﾗ ┕ﾙぬす┵ﾌ ┷┍┇ﾞﾎ た『ﾍす┢ﾘる
 ぃんな┢┆ﾞﾘ ┵┎ﾔ ぃ┱┏ﾐけ ┳ﾗる ぃ┕┍ﾝﾛなけ ┗ﾈ┤グ ┷ﾔ きす┵ﾎ
 »┳ヰﾙ« むﾗす ┷ﾚ ┕┎ﾒ┢ﾝﾛ ┷ﾞﾗす ┴ﾉ┕┏│ヱﾏ ぎ┱┆ﾗる
 ┗┄┏ヮﾝﾗす ぃわ┕┃ﾛけ ┴ﾞ┇ﾗ ぎ┱┆ﾗる ぃ┕┎ﾉ┕┃ﾕ┕┍ﾉ ┱┊ﾈ
 ┗┋┌ゲす な┤｀ﾘ ┳ﾘ ┤ﾝﾖけ わ》す┵ﾕけ ┤ ぎ` ┈ﾞﾎ ┗ﾔ┵ﾗ┑ジす
 ち┢ゴす ビﾈ ┕ﾘ ゐねす┵ﾉ ┶┋ﾒ ┮┉ﾙ ┕┍ぎ┋┆ﾗる ぃ┗┄┏ヮﾝﾗす
 ┗┏むむヮ┈┍ﾗす ┱ﾍする┢ﾗする ぃ┴むむ││ﾕ ┷ﾔ ┷むむﾋぬ┕ザす
 そ┢┏ﾌ┵ﾗす ら┵┊ﾉ ┳ﾗ ん┗┾┤ﾔ ┷ﾚる ぃ┴ﾉ┕┏│ヱむむ━ﾗ
 ┷ﾔ なする┤ﾗす ┕┍┏ﾒ┢ﾝﾘ せなけ ┶ﾗさ め┤┆ﾞﾗす ┷ﾔ ┕┍ﾈ┕ﾝ━ﾗ
 ┕┎┆ﾝﾞﾞﾎ にさ え┳┈ﾗする ┗ﾛする┤ﾗする ┤┆むむ━ﾗする ┗│┉ﾗす
 わ┕ﾕ『┄ﾙす え┤┎むむﾏ ぎ┱ﾖ ┗むむ┋ペす ┕┎｀┎ﾞ┍ﾉ んたする┢むむﾙ
 そ ぎ┵┎ﾗす ┤ヮﾋ ┕┎┍ﾘ ┷ﾘ┤ﾙ ┷ﾞﾗす ┕┎ﾞ┈むむヮ┋ﾔ ┳ﾘ
 ┷┍┇ﾛ ┕┌ﾚ『ﾖる ぃせ┕むむ━ﾗする ┢┺す┤ﾗす :ビむむ┋┏ゲす ビﾈ
 らけ ┕┍┏┋ﾒ ┕┍┺┕┍ﾈけ ┖ﾋする ┳ﾘる .┴ﾒす┢ﾈ┓ﾈ ┢┎むむ━ジす
 らけ わ┕┃ﾛけ ┕┍ﾝﾋする ┳ﾘる ぃ┲┎ﾉ『ﾍす┢ﾘ ┶ﾗさ ┬┌ﾞヮﾙ
 ┷ﾔ ┰┏ﾘす┢ﾘ ┘┍ﾈる ┘むむヮﾎけ せぬ┕グ ┲┎ﾗ ┱┉┍ﾙ
 ぎ┱ﾋ ┵ﾚる ぃら┕ﾔ┤┄ﾗす ┱┾す┵ﾞ┏ﾔ え┕┎ﾒす┢ﾈさ た》┕｀ﾘ

.り┕┍┌ﾞﾙ ┕ﾘ
 り┣むむﾚ  ぎらけ  ┘むむﾔ┕┻ける
 ┗むむ┏ﾔ┕┉ﾟﾗす  ┗┄むむ━ﾙ┟す
 ┶ﾗる┟す ┗ﾋぬ┢ﾗ┕ﾈ め┢┎ﾞヮﾉ
 ぃま┢ﾝジす  ┕┍ﾈ┕ﾝむむﾏる  ┕┍ﾞﾝ┋ﾐ
 ┗┋ﾌ┤ジす  ┲むむ┎┉┋┉ﾉ  ┳ﾛ┣ﾗす
 ろ┤┊┈ﾗす ┢むむ┏┆│ﾗす ┶むむ┋ﾒ
 ぃ┷むむﾔ┤┆ジする  ┷むむﾒす┢ﾈ】する
 ろ┣ﾗす ┬ﾕす┵ﾗす ┶むむ┋ﾒ わそる『むむﾒ
 .┴ﾉ┕┃ﾕ┕┍ﾉ ┱┊ﾈ ┲┎┉┋┉ﾛ
 き》┒┎ﾈ  ┶むむ┍┆ﾉ  ┗┋ペす  ら┟る
 ぃ┤┏┏┇ﾞﾗす  きす┵むむﾗ  ビむむ┋ﾘ┕ゴす

 ぬす┵ゴする ┱┾す┵ﾞﾗす たす┵┍ﾕ ┠ﾞﾔ ┳ﾘ ぎ┢ﾈ》 ら┕ﾖ ┰ﾗ┣ﾗ
 ビﾙ┕┍┈ﾗする き┕むむﾈな┟する せ┕ﾞ┊ﾗす そ┤┏ﾍ ビむむﾈる ┲┎┍┏ﾈ
 た┕┌│ﾝﾗす せ┕ヰ┾け ぃせ┤┆ﾗする ビ┏┋ボす ┳ﾛ┤┊┈ジする
 ┗ﾘ┕┆ﾗす ┤ﾐ┟す ┬┻る ┷ﾔ す┵┌┎むむヮ┏ﾗ え┗ヰ┻す┵ﾗす
 ぃせ┕ﾝむむ━ﾗす ┗ﾜ┈ﾗ ┗┍ﾚす┤ﾗす ┗┋ﾌ┤ジ┕ﾈ めぎ┤むむ┆ﾉ ┷ﾞﾗす
 す┵┈┋ﾞヱ┏ﾗ え┲ﾚ┵┎ﾋ┵ﾛる ┲┎ﾞ┋ﾜﾎけ ┳ﾒ す┵ﾝ┏｀ﾛる

    .┤┏ﾍ ┳ﾛ┤ﾘ┟す 『ﾖる ぃす┵┉┈ﾞﾛ るけ ┲┎┆ﾘ
 よ┕ﾒ な┵ﾗ┵ジす ぬす┵むむ┆ﾕ ろな┕むむ┌│ﾗす ┘ﾘ ぎ┢ﾕ ┕むむ┌ﾖ
 ┦ﾛぬ┢ﾞﾗす ビむむﾈ ┕ﾘ ┱┉┍ﾞジす ぃぬ┵┈ﾋ┟す ┷むむﾔ ぇうゅょ
 ┗┄ﾈす┤ﾗ わ┕むむヮ┏┺ぬ ら┕ﾖる ぃら┕むむジ┤ﾝﾗする ┗むむﾔ┕ヰ│ﾗする
 き┕ﾈな【ﾗ よ┕┆ﾗす な┕ギ『ﾗ わ┕┍┏ﾘける ぃ ビむむ┏ﾙなぬ┟す せ┕ﾞ┊ﾗす
 ┷ﾔ わ す┵┃ﾒる ぃぇううい よ┕むむﾒ ┶ﾞﾌ せ┤┆ﾗす せ┕ﾞ┊ﾗする
 ┗│┉ﾗす ┗┏┆┌ﾋ ┱ﾟﾘ ぃ┗むむ┌┎ﾘ ┗┏ﾈなけ た┕ﾛ┢ﾞ┍ﾘ

.┕ﾚ┤┏ﾓる ┗ﾛする┤ﾗする
 そ┤ﾛ┥ﾓ た┕ﾘ┕┎ﾎさ ぬす┵┆┉ﾗ ぎらさ ろな┕┌│ﾗす ┘ﾗ┕ﾕる
 え┗┏ﾌ┤ヮジする ┗ﾛする┤ﾗする ┗│┉ﾗす ┗ﾈ┕ﾞﾖ ゆ┕｀ﾘ ┷ﾔ
 ┗ﾔ┕┻】┕ﾈ ぃわ すぬす┢むむ┾さ ビﾊ『ﾟﾗす り┢┏┾ぬ ねる┕むむグ ┢┉ﾔ
 .そ┤ﾍ┕むむヮﾗす ┗┏ﾔ┕ヰ│ﾗす た》┕むむ┉ジす ┳ﾘ ┢むむﾛ┢┆┋ﾗ
 ┴むむﾉ┕ﾒ┵┌｀ﾘ  ┳むむﾘ  ろな┕むむ┌│ﾗす  .そな  た┤むむﾖにる
 ┘むむ┊ﾈ すに┕むむジ« ぃ»┦むむﾙ┟す ┷むむﾗ┕┏ﾗ« :┗むむ┏││┉ﾗす
 ┕ﾙけ« ぃ»カ┤┄むむ━ﾗす ┖┆ﾗ ま┵┍ド« ぃ»わ す┤┏ﾟﾖ ろね┵むむﾎ
 ┤ﾝ┍ﾒ»る ぃ»┷┍┏┄むむヮ┋┈ﾗす せ┵ﾛけ« ぃ« ぃ»や┤ﾛ┤┄ﾝﾗす

.»ら┕ﾏ┤┄ﾗす
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 ぃ┗┏ﾝ┺す┤ﾓ ┳ﾘ ゎ┴ ┞│ゑﾕ ┵┋ヱﾛ 》 ┮┏┃ﾗす ぎらけ ┘┍ぎ┏ﾈる
 ┶┋ﾒ ┤ﾛ┵┄ﾉる ぃた┕┏┍┉ﾞﾗす れ┵ﾞむむヮﾘ ┶┋ﾒ ┢ﾛ┢グる
 ┴┾┤ﾌ ┷┉┋ﾞジす ┦むむ┌┋ﾛ にさ え┗むむゲ┕┆ジす れ┵ﾞむむヮﾘ
 ぃ┴ﾗ┕┌ﾒけ ┷ﾔ ┗┏ﾙなぬ┟す ┗ﾛ┵┎ﾗす ┱┞゚ ベ ┶┋ﾒ ┢ﾛ┢━ﾗす
 ┵むむヰﾙ ┲┎┏┆むむﾎる ぃき┕┄むむヮﾝﾗす そ┕むむﾙ┕┆ﾘ ┱むむ┉ﾙる
 》 ろ┣ﾗす ┗むむ┅ヰ┋ﾗす ら┕┍ﾔ ┗ﾗ┥┍ヅ ┵むむﾚる ぃ┲むむ┎ﾕすねぬけ
 ┗┇┋ﾗ┕ﾈ ┗ﾛ┕┍┆ﾗす るけ ┗むむぎ┏┍┈ﾗす ┱┏┾┕┈ﾞﾗす ┴むむ┉┋┉ﾉ
 ┷ﾙ┕むむヮﾙ】す ┮ﾕ┵ジする そ┤┊┈ﾗ┕ﾈ ┴ﾗ┕┇むむ━ﾙす ぬ┢むむ┉ﾈ
 ┤ﾛ┵│ﾉ ┷ﾔ ┚ﾛ┤┎ﾞﾗす ┳ﾒ ┢┏┆ﾈ ┤ﾍ┕ﾎ せ┵┋むむﾎ┑ﾈ
 ┷ﾔ え┴┍ﾒ ┤┏ﾝ┆ﾞﾗす るけ ┴むむ┆ﾘ ┱ﾘ┕┆ﾞﾗす るけ ┬むむﾕす┵ﾗす
 ┘┏ﾝﾗす ┷ﾔ ┴┈┋┇ﾛ ろ┣ﾗす ┮ﾛ┥ﾗす ┮━┊ﾗ ┗ﾗる┕ヰﾘ
 ┰ﾗに え┕ﾚ┤┏ﾓる ┡ﾝ┄ジする ┗むむヮﾎ┒ジする まぬ┕むむ━ﾗする
 ┕┍ﾉ┕ﾝ┋┉ﾉる ┕むむﾙぬ┵┾ ┱┊ﾈ ┳ヰﾙ ┲ﾚ »┴むむﾎ┕ﾙ « ぎらけ
 ゐそぬ┢ﾕ ┤ﾟﾖけ ┕むむ┍┋┆｀┏ﾗ ┤┈ヰﾛ ┵むむ┎ﾔ え┕┍ﾉ┕┆┋┄ﾉる

.┢ﾛ┢ﾋ ┳ﾘ ┕┍ヮ┈ﾙけ ┗ﾛこぬ ┶┋ﾒ
 ビ┏デな┕ﾖ┟す ┳ﾘ わ すな┢ﾒ ぎらけ そる┢┍ﾗす ┷┍┇ﾛ ┕ド :┘ﾗ┕ﾕる
 ┖ﾉ┕┊ﾗす ┗ﾈ┤｀ﾞﾈ ビ┌ﾞ┎ジす ビむむﾎぬす┢ﾗする な┕┉┍ﾗする
 ┗ﾛ┢｀ﾈ わ┕ﾙ┕デさ ┕ﾙ┢ﾛ┥ﾛる ぃ┗むむ┋ペす そ┵ﾒな す┵ぎﾝﾗ ひ┕むむ┉ﾗす
 ┕┎ヮﾎ┒ﾘる ┕ﾚ┤ﾛ┤ギ ぬ┕むむ━ﾞヮﾘ ぬ┵┃ﾌ そる┢┍ﾗす
 ┦┏┺┤ﾗす ┖むむ┺┕ﾙ ぬす┤ﾋ て『むむ┾ ぬ┵ﾞﾖ┢ﾗす に┕ﾞむむﾎ┟す
 ┵ﾚる ぃ┗┏ﾙ┕むむヮﾙ】す ┢ﾚ┕┆ジする た┕むむ┏┋┊ﾗす らる┒むむ━ﾗ
 そぬ┵むむ━ジする ┲ﾒ┢ﾗす ダ┢むむ┉ﾉ ┳ﾒ ┶むむﾙす┵ﾞﾛ 》 ろ┣むむﾗす
 ┗┋ペす ┷┍┇ﾛ き┕むむぎ┍ﾈ ゐて┤ﾞ┉ﾘ ┱┊むむﾗ た『┏┎むむヮﾞﾗする

.な ぎ┢｀ﾞﾗする ぬす┤┌ﾞﾎ》す ┵ヰﾙ ┯ﾛ┤┄ﾗす ┕┎ﾗ ┢┎デる
 ┗ ぎ│┉ﾗす ┷ﾔ ち┢むむゴす :ぬす┵┆ﾕ ゆ┕むむﾕ ┴ﾞﾕぬる ┷ﾔる
 ぎらさ ┱ﾈ ぃわ┕┌┺すな そ┵むむヮ┉ﾗす り┣┎ﾈ ら┵┊ﾛ らけ ┖むむ｀ﾛ 》

 きる┢┎┋ﾗ わ『┏ﾘ ┤ﾟﾖけ よ┵┏ﾗす す┵ﾉ┕ﾈ ┳むむﾛな┢ペす せ┕ﾞ┊ﾗす
 ┱┉ﾙ ┶┋ﾒ んぬな┕むむﾕ ┖むむﾉ┕┊ﾗ┕ﾔ えま┕むむ┍ﾕ】する ┤むむ┏ﾊ┑ﾞﾗする
 ┰┈むむﾎ ┶ﾗさ き┵｀┋ﾗす らるな ┕むむ┎ﾈ ┤ﾊ┑ﾞﾗする そ┤むむ┊┈ﾗす
 すにさ たす┥｀┆ジす ┱┆ﾔ ┶┋ﾒ んそぬな┕むむﾕ ┗┇┋ﾗ┕ﾔ えき┕ﾘ ぎ┢ﾗす
 ぃ┕┎ﾈ め┤むむ│ﾞﾗす ┳むむヮヰﾛ らけ ┖ﾉ┕┊ﾗす ま┕┄ﾞむむﾎす
 ┬ﾘ もる┕ヮﾞジす ぎ┷ﾈな┟す ┱┌┆ﾗす ┗ﾔ┕┉ﾊ ┰ﾗ┣ﾖ ┷ﾚる

 .┗ﾝﾚ┵ジす
 け┤ﾐ ┢ﾕ わ┕むむﾎ┵┌┋ﾘ わ すぬ┵┄ﾉ ぎらけ ┢むむガ ぃ┕┍ﾚ ┳むむﾘる
 ぃそ┤┏│┉ﾗす ┗│┉ﾗす ┷むむﾔ »ち┢ゴす« よ┵┎┈ﾘ ┶┋ﾒ
 ゐ┮ﾛ┤┆ﾉ ┬むむ┻る ┷ﾔ のぬす┢むむﾗす ┗むむ┌┎ﾘ ┯┏┆ﾛ ┕むむド
 ┢┌ﾞ┆ﾉ ┗│┉ﾗす ┘ﾙ┕ﾖ らけ ┢┆ﾝﾔ .┗│┉┋ﾗ な┢ヰﾘ
 ぬ┕┾ き┕ﾘ┢ﾗする ┮┍┆ﾗする ┬ﾋす┵┈ﾗする た┕ﾕぬ┕┈ジす ┶┋ﾒ
 も┤┄ﾗす ┱┎ﾎ┑ﾈ ┴ﾉ┤┊ﾔ ┗ﾘ┢ﾍ ┶ﾗさ ┱┏デ ┖ﾉ┕┊ﾗす

 .わ すきる┢ﾚ ┕ﾚ┤ﾟﾖける ┕┎┄ヮﾈける
 ┴┆ﾕする ┳ﾘ ぬ┕ﾞヱﾛ え ┹┷┺┕┉ﾞﾙす ┴むむ┆ﾝ┄ﾈ ┖ﾉ┕┊ﾗする
 ┰ﾗ┣ﾗる ぃ┗ぎ┏┍┈ﾗす ┴┻す┤ﾓけ ┗ﾘ┢ザ わ┕┌┺『ﾘ りす┤むむﾛ ┕ﾘ
 ┪ﾈ┤ﾛる ぃ┗ﾕ┤┈ﾞﾘ きす┥むむﾋけ ┬ﾕす┵ﾗす ┳ﾘ ┣むむﾍ┑ﾛ ┴ﾙ┓ﾔ
 たすに ┕┍ﾘ┕ﾘけ る┢ﾝﾉ そ┢ﾛ┢ﾋ ゐそ┕┏ﾌ ┶ﾗさ ┱│┏ﾗ ┕┎┍┏ﾈ
 ┷┍ﾒける ぃ┴むむヮ┈ﾙ ┬ﾕす┵ﾗす ┳ﾒ ┗むむﾘ┕ﾉ ┗┏ﾗ『┉ﾞむむﾎす
 ┠ﾝ│ﾛ ┷ﾒす┢ﾈ】す ┱┌┆ﾗす らけ ┕┍ﾚ ┗┏ﾗ『┉ﾞむむﾎ》┕ﾈ

.そ┥┏┌ﾞﾘ そ┢ﾛ┢ﾋ ┗┏│ヱﾏ すに
 そ┤┏│┉ﾗす ┗│┉ﾗす らけ ┶むむﾗさ す┣ﾚ ┳むむﾘ ┨┋ﾍける
 り┢┌ﾞ┆ﾙ らけ ┳むむ┊デ ぃな┢むむヰﾘ ┮ﾛ┤┆ﾉ ┕むむ┎ﾗ ┦┏ﾗ
 ┴ﾙさ ゆ┵┉ﾙ らけ ね┵むむ｀ﾛ ┱むむﾚ ┳┊ﾗる ┘むむﾈ┕ﾊ ゐ┱┊むむ━ﾈ
 ┷ﾔ !お┘┊むむヮﾙ ┲ﾊ ┗│┉┋ﾗ ┮むむﾛ┤┆ﾉ ┢むむﾋ┵ﾛ 》
  ┦ ぎ┌┋ﾉ ┱ﾋけ ┳むむﾘ ┗ﾗる┕ヰﾘ ┳むむﾘ ┢ﾈ 》 ┗むむ┉┏┉ゴす
 ┬┻る ┳ﾘ ┳┊┌ﾞﾙ ┷ﾖ ぃ┗│┉┋ﾗ ┗ﾘ┕┆ﾗす ┠ﾘ『ジす
 ┬ﾙ┕ジす ┬ﾘ┕ゲす ┮むむﾛ┤┆ﾞ┋ﾗ わ『ﾛ┢ﾈ ┕むむ┎ﾗ よ┕ﾒ ぬ┵むむ│ﾉ
 す┣ﾚ ┷ﾔ ┖│ﾉ ┗ﾛ┕┎┍ﾗす ┷ﾔ ┕┎ﾙけ 》さ ぃ┬ﾕす┵ﾗす ┳むむﾒ
 ち┢ヰﾛ ┕ﾘ らさ ゆ┵ﾕけ ┠┏┻┵ﾞﾗす ┳ﾘ ┢ﾛ┥ジる .┬ﾕす┵ﾗす
  -┴ﾉ『ﾒ ┶┋ﾒ -┠むむ┋│ﾛ 》 ┗┏ﾘ┵┏ﾗす ┕むむ┍ﾉ┕┏ﾌ ┷むむﾔ

  .そ┤┏│ﾕ ┗│ﾕ ┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗ
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  ┕┎ﾉぬ┕ﾋる そけ┤ﾘす ビﾈ ち┢ギ ┢ﾕ ┷ﾞﾗす そ┤ﾋ┕━ジ┕ﾔ
 ┯┏┉ヰﾞﾗす ろ┤｀ﾛる ぃ┤┈ポす ┶ﾗさ ┕┌┎ﾈ┕ﾚに ┶ﾗさ ろな┒ﾉる
 ┯┏┉ギ ら┓ﾔ 》さる ぃわそ┤┏│ﾕ わ┗│ﾕ ┠┋│ﾉ 》 ぃ┕むむ┎┏ﾔ
 わ『┌ﾒ ┠ﾝ│ﾛ せ┵むむﾞ┊ジす ┕┎┉┏┉ギ るけ ┗ﾐ┤むむ━ﾗす
 ら┓ﾔ す┣┎ﾗる .┬むむﾕす┵ﾗす ┲┏┌┾ ┳むむﾘ わ┕ﾒ┥ﾞ┍ﾘ わ┕むむ┏ﾈなけ
 ┕┎┍┊ﾗ ぃ┷┆ﾕす┵ﾗす ┖ﾉ┕┊ﾗす ┢┏┈ﾉ ┢ﾕ り┣┎ﾖ ┗ﾊな┕ﾌ
 ぃり┢┾ぬる り┤ﾛ┵│ﾉ せ┵┋┄ジす ┬ﾕす┵ﾗす ┷ﾚ ┘むむヮ┏ﾗ
 ┘ヮﾙぬく« ┢┍ﾒ ┗ﾔる┤┆ジす ┗ﾗ┵┉ジす たき┕ﾋ ┕┍ﾚ ┳ﾘる
 な┕┉ﾙ ┳ﾘ ┕┌┎ﾗ┕ﾟﾘける »┧ﾉ┕ﾖ┵ﾗ つぬ┵ﾋ«る »┤━┏ﾔ
 ┷┍┆ﾉ 》 ┗むむ┏┆ﾕす┵ﾗす らさ .┲むむﾗ┕┆ﾗす ┷ﾔ ┗むむ┏┆ﾕす┵ﾗす
 ┷┍┆ﾉ ┕ヂさる ぃ┲ﾗ┕┆ﾗす ┷ﾔ ┵ﾚ ┕┌ﾖ ┬ﾕす┵ﾗす ┱┏｀ヮﾉ
 わ┕ﾝむむﾎ┕┍ﾘ り┢｀ﾛ ┕ﾘ ┷┉ﾞ┍ﾛ らける ┖ﾉ┕┊ﾗす ぬ┕ﾞヱﾛ らけ
 わ┕┉ﾙるぬ ┴むむ┺┕┄ﾒさる ┴┋┏┌グる ┬むむﾕす┵ﾗす す┣ﾚ ┗むむﾘ┢ザ
 めす┢ﾚ┟す ┗ﾘ┢ﾍ ┷むむﾔ わ『ﾒ┕ﾔ わ すぬるな ┖むむ┆┋ﾛ わ す┢ﾛ┢ﾋ

.┗│┉┋ﾗ ┗┏┺┕┎┍ﾗす
 ┢ﾛ┤ﾛ 》 ┖ﾉ┕┊ﾗす ら┟ りぬ┕むむ┏ﾞﾍす ┲┎ﾛ 》 ち┢むむゴする
 ち┢ゴす ぬ┕ﾞヱﾛ ┕ヂさる ぃ┗┏┋ヮﾞ┋ﾗ た┕ﾛ┕┊ﾌ ┖ﾞ┊ﾛ らけ

 らけ ┢ﾛ┤ﾛ ┷ﾞﾗす ┗┎ﾋ┵ﾗする ぃ┴ﾒ┵┻┵ﾘ よ┢むむヱﾛ ろ┣ﾗす
 ち┢ゴす ぬ┕┏ﾞﾍす らけ ┳ﾘ ┲ﾓ┤ﾗす ┶┋ﾒる .┕┎┏ﾔ ┤┏むむヮﾛ
 ┗┋┏│ﾌ らけ 》さ ぃた┕むむﾕ┤┈ﾞﾘ ビﾈ ┪ﾈ┤ﾗす ┗むむ┉ﾛ┤┄ﾈ
 ┳ﾘ ┯ﾛ┢│ﾞ┋ﾗ ┗┋ﾈ┕ﾕ ら┵┊ﾉ らけ ┖｀ﾛ ┪ﾈ┤ﾗす す┣ﾚ
 わ すき┥ﾋ ┗│┉ﾗす ┗┇ﾗ ┘ヰﾝ┾け ┢ﾕる .┷むむ┉┋ﾞジす ┱ﾝﾕ
 ぬ┵┄ﾞﾗす ┤ﾛ┕むむヮﾉ ┕┎ﾙ┟ ぃ┕┎┺┕┍ﾈ ゆ┕｀ﾘ ┷ﾔ わ┕┌┎ﾘ
 らけ ┶┋ﾒ ┕┍┉┈ﾉす らさ す┣むむﾚ ぃ┴┆ﾘ ぬ┵┄ﾞﾞﾔ ぎ┷むむﾈな┟す
 ぬる┤ﾘ ┬ﾘる ちす┢ﾌ┟す ┬ﾘ ぬ┵┄ﾞﾛ ┷ﾌ ん┳┺┕ﾖ ┗┇┋ﾗす
 ┗┏ﾒ┕┌ﾞﾋす たす┤┏┇ﾉ ┳ﾘ ┢｀ﾞヮﾛ ┕ﾘ ┬ﾘる ぃ┳ﾘ┥ﾗす
 らけ ┷┆ﾕす┵ﾗす ┖ﾉ┕┊ﾗす ┬┏┄ﾞヮﾛ ┮┏┊ﾔ .┕┎ﾔ『ﾍる

 るけ ┷┋ﾍす┢ﾗす ぬす┵ゴす ┱┆｀ﾛる ぃ┗┏┆ﾕする わ┗│ﾕ ┖ﾞ┊ﾛ
 ┕ﾙなす┢ﾋけ ┗┇┋ﾈ ひ┵ヱむむ━ﾗす ビﾈ ぬす┵ゴす るけ な┤むむヮﾗす

おビ┏┋ﾚ┕ゲす
 ┗┋┎むむﾎ ┗┇┋ﾈ ┖むむﾞ┊ﾉ ┗むむ┏┆ﾕす┵ﾗす ┗むむ│┉ﾗ┕ﾔ
 ┤│ﾒ ┷ﾔ ら｠す ┧┏┆ﾙ ┕┍ﾙけ ┕┌┏ﾎ 》る ぃ┗┄┏ヮﾈる
 》 ぃ┷┊ボする ┷むむ┺┤ジす よ『むむﾒ】す ┗むむ┇ﾗる ┗むむﾔ┕ヰ│ﾗす
 .き┕ﾘ┢┉ﾗす ビ┈ﾗ┒ジす ┗┇ﾗる ┗デ┢┉ﾗす ┖ﾞ┊ﾗす ┤むむ│ﾒ
 ┗ﾈ┕ﾞﾖ らさ :ゆ┵ﾕけ ろけ┤ﾗす す┣ﾚ ┲┎ﾔ き┕むむヮﾛ 》 ┶ﾞﾌる
 らけ ┷┍┆ﾛ 》 ┗┄┏むむヮﾈる ┗┋┎むむﾎ ┗┇┋ﾈ ┗むむ│┉ﾗす
 らけ ら┕┊ﾘ】┕ﾈ にさ ぃ┗┏ﾘ┕┆ﾗす まぬ┕むむ━ﾗす ┗┇┋ﾈ ┖ﾞ┊ﾙ
 らけ ら┕┊ﾘ】┕ﾈ らけ ┕むむ┌ﾖ ぃ┗むむぎ┏ﾘ┕┆ﾗす り┣ﾚ ┠むむ ぎ│┈ﾙ
 ┷ﾔ ら┕┏┉ﾞ┋ﾉ ┙┏ヰﾈ ぃそ┤ ぎ┆┉ジす ┶ヰ│┈ﾗす ┪ ぎヮﾝﾙ

.┗┄ ぎヮﾝﾘ ┗ヰ┏│ﾔ ┗┏ﾈ┤ﾒ ┗┇ﾗ
 ┘ヮ┏ﾗ そ┤┏│┉ﾗす ┗│┉ﾗす ┗ﾈ┕ﾞﾖ ら┓ﾔ ぃわ┕ﾘ┵┌ﾒる
 ┗ﾝﾚ┵ジす よ┕ﾘけ ┬┍ﾞベ 》 ┷┎ﾔ ぃ┰ﾗに ┬ﾘる ぃわ『┎ﾎ わ┕┍ﾔ
 ┙ﾛ┢ゴす らけ ┕┌ﾖ ぃ┗┇┋ﾗす ┳ﾘ ┳┊┌ﾞﾗする ┗むむﾔ┕┉ﾟﾗする
 ┱┏┾┕┈ﾉる ぃ┤むむﾟﾖけ よ『┊むむﾗ つ┕ﾞヰﾛ ┗むむ│┉ﾗす ┳ﾒ
 せす┤ﾞﾕ『ﾗ ┗ﾗる┕ヰﾘ な┤｀ﾘ ┕┍ﾚ ┴むむﾉなぬるけ ┕ﾘる ぃ┶ﾔるけ
 -┗ﾗる┕ボす -┷ﾚる ぃ┗┏││┉ﾗす ┗ﾈ┕ﾞ┊┋ﾗ ┷┌┎ﾔ ┳ﾘ
 ぃそ┤┏│┉ﾗす ┗│┉┋ﾗ き┕ﾈ ┮ﾗ┟す なる┢ﾌ ねる┕｀ﾞﾉ ┲むむﾗ
 ┲ﾗ┕┆ﾗす す┣ﾚ ┶むむﾗさ め┤┆ﾞﾗす ┱┾す┵ﾛ らけ なすぬけ ┳むむﾘる
 ┳┊ド ぬ┢ﾕ ┤ﾝﾖけ ┶┋ﾒ ┬┋┄ﾛ らけ ┴┏┋┆ﾔ ぃ┷ﾒす┢ﾈ】す
 た┕むむﾎすぬ┢ﾗす ┳ﾘる ぃ┗┏││┉ﾗす た┕むむﾒ┵┌ペす ┳むむﾘ

.┷ﾈな┟す ┳┈ﾗす す┣ﾚ ┷ﾔ ┙ヰﾝﾉ ┷ﾞﾗす
 ぃま┢ﾝ┌┋ﾗ ろぬる┤むむ┻ ┢むむ┉┍ﾗす らけ ┤むむ┊ﾙけ ┘むむヮﾗる
 ま┢ﾝジす や『ﾞﾘす ┵ﾚ す┣ﾚ ┳ﾘ わそぬる┤むむ┻ ┤ﾟﾖ┟す ┳┊ﾗ
 ぃ┷ﾈな┟す ┯┋ザす ┗むむ┏┾┕ﾙる ます┢ﾈ】す ┗┏┾┕ﾙ ┴むむ ゎヮ┈ﾙ
 ┘ﾝﾞﾖ らけ ┣┍ﾘ ┴┏┋ﾒ ┘むむ┍ﾚすぬる す┣ﾚ ┘ﾖぬなけ ┢ﾕる
 ┱ ぎ┃ﾔけ ┕ﾙ┑ﾔ え┤┻┕ゴす ┘ﾕ┵ﾗす ┶ﾗさ ┶ﾗる┟す ┷││ﾕ
 ┕┌ﾖ ぃ┗┋ﾘ┕ﾖ ┷むむ┋ﾍすな ┷ﾔ ┗むむ│┉ﾗす ┤┉ﾞむむヮﾉ らけ
 ┕┎ﾞ┅┈ﾌる ┕┎ﾉきす┤ﾕ た┢ﾒける ┕┎ﾞﾝﾞﾖ ┢ﾕ ┘┍ﾖ┵ﾗ
 り┣ﾚ ┶ﾗさ ┗│┉ﾗ┕ﾈ ┱┾け ┷ﾖる .┕┎┋┏┾┕┈ﾉ ┱┊ﾈ
 ┳ﾘ わ『ﾛ┵ﾐ わ┕むむﾞﾕる ┖むむ┋┄ﾞﾛ ┤ﾘ┟す ら┓むむﾔ ぃ┗むむ┋ﾌ┤ジす
 ┶┋ﾒ ┚┃┍ﾗす るけ ┤┌ヱﾞﾗす ┲むむﾞﾛ らけ ┶ﾗさ ┖むむ┏┋┉ﾞﾗす
 ┱┃ﾔけ ┷ﾚ ┱┏┋ﾗす た┕ﾕるけ ぎらけ ┷┍ﾑ ┷ﾔる .┗┺な┕ﾚ ぬ┕ﾙ

 قعوار:        �صهولة لغة 
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 わ す┢┏┆ﾈ ぃ┕┎ﾈ ┤┏┊┈ﾞﾗする ┨│┉ﾗす ┖┏┋┉ﾞﾗ た┕ﾕる┟す
 そ┕┏ゴす ┱ﾖ┕━ﾘる ┴┺┕┻┵┻る ぬ┕┎┍ﾗす ┚┏｀┻ ┳ﾒ
 け┢ﾝﾉ ┷ﾞﾗす ┷ﾚ ┱┏┋ﾗす た┕ﾕるけ ┱┃ﾔける ぃ┕┎┋ﾓ┕━ﾘる
 ┬ﾘ ┧ﾛ┕┆ﾞﾗす ┶┋ﾒ た┢ﾞﾒす ┢ﾕる .┴┈│ﾞ┍ﾘ ┢┆ﾈ
 ぃ┱┏┋ﾗす ┷ﾔ ┷││ﾕ ┷ﾔ ┤┏┊┈ﾞﾗする ┷ﾉ┕┏│ヱﾏ
 ぃ┗┏┌┏┌ゴす そ┤ﾏ┕┆ジす り┣┎ﾗ ┮┾る もなけ ら┕ﾖ ┕ヅぬる
 ぬる┕ヰﾞﾗす ┕┎┏┋ﾒ ┖┋┇ﾛ ┦むむﾙけ ┷ﾗ┕┏ﾗ ┘ﾙ┕ﾖ ┕┎ﾙ┑ﾈ
 ┗┏││┉ﾗす た┕┏│ヱむむ━ﾗす ┳むむﾘ き┕むむヮ┋ゲす  ┬ﾘ

 .┕┎┏ﾔ ┶┆ヮﾉ ┷ﾞﾗす きす┵ﾋ┟する
 ┖ﾉ┕┊ﾗす た┕ﾒ┵┻┵ﾘ ぎらけ ┷┻┕ジす ろ┤┊ﾏ .な ぎビﾈる
 ┷ﾚ ┕┌ﾖ ぃ┗━┏┆ジす ┕┍ﾉ┕┏ﾌ ┳ﾘ んそ ぎ┢┌ﾞヮﾘ ぬす┵┆ﾕ
 ┳ﾘ 》 ぃ┬ﾕす┵ﾗす ┳ﾘ ┗┄┉ﾞ┋ジす ┗ﾛ┤┆━ﾗす ┴ﾉ┕┏ﾗ┕┌ﾋ
 ┗┏││┉ﾗす ちす┢ﾌ┟する .そ┤ﾐ┒ﾘ ゐ┗ぎ┏┍ﾔ ゐ┗┈むむヮ┋ﾔ
 ゐち┢ﾌ ┶むむﾗさ ゆ┵ヰﾞﾉ ぃ┗┄┏むむヮﾈる ん┗むむぎﾛな┕ﾒ り┢むむ┍ﾒ
 ┗│┉ﾗす ┗ﾛ┵ﾚ ┳ﾘ き┥ﾋ ┵むむﾚ ┕ヂ┑ﾖ ぃゆ┵ﾝ┉ﾘ 〝┷┍ﾔ
 り┢┍ﾒ らすな┢ボす ら┕ﾘ┥ﾗする ら┕┊ジする .┴むむﾛ┢ﾗ そ┤┏│┉ﾗす
 ┴││ﾕ ┱┌｀ﾘる ぃわ┕┏ﾗ┵┌むむﾏ わ┕┆ﾈ┕ﾐ ら┕ﾝヮﾞ┊ﾛ
 ぃ ぎ┷ﾒ┵┻┵ジする ぎ┷むむﾉす┣ﾗす ビﾈ ┕ﾘ つ┥むむジす ┶ﾗさ ┠┌┄ﾉ
 ┞┲むむﾚ るけ ぃ┗むむﾒ┕┌ゲす ┗┋┊むむ━ﾘ ┴むむﾕぬ┒ﾉ ぬす┵むむ┆ﾕる

.»の┕┍ﾗす«
 わ┗┾┕ﾍ ┘むむヮ┏ﾗ り┢┍ﾒ ちす┢むむﾌ┟┕ﾔ :め┕むむ┻ける
 ┶ﾗさ ぎ┷┺┥ゲす ┳むむﾘ つぬ┢ﾞﾉ ┱ﾈ ぃ┕┎┌┏┌┆ﾉ ┳むむ┊デ 》
 »┗┏ﾘ┵┌┆ﾗす« ┷むむﾚ ┗┏┺┕┎┍ﾗす ┗むむﾛ┕┇ﾗする ぃ ぎ┷むむ┋┊ﾗす
 ┶┋ﾒ ┯ﾝむむヮジす ┴┾┤ﾌ ┢ﾖこ┟ な┵むむﾒける ぃそ┕むむﾍ┵ﾞジす

.┴ﾗ┵ﾌ ┳ﾘ た『┊━ﾘ ┳ﾒ ┤┏ﾝ┆ﾞﾗす

 ┗ぎﾛな┕┆ﾗ┕ﾈ ┢│ﾕけ 》る ぃ┗ﾛ┤ﾟﾙ ぃ ん┗ぎﾛな┕┆ﾔ ┗┇┋ﾗす ┕ﾘけ
 ┷ﾚ ┱ﾈ ぃ┷┍ﾔ ┶┍┆ﾘ ┶むむ┋ﾒ ろ┵ﾞギ 》 そ┤ﾈ┕ﾒ ┕むむ┎ﾙけ
 ┷ﾔ ┕ジ ┢┏ヮ｀ﾞﾗする ┤ﾛ┵│ﾞﾗする き┕ヰﾛ】す ┶┋ﾒ そぬな┕ﾕ
 ┲ﾚ ┳ﾛ┣ﾗす ぃ»の┕┍ﾗす« ┬ﾘ ┴┄ﾈ┤ﾛ ┕ヅ ひ┕┉ﾗす ┳ﾚに

.わ┕┌┺すな ┴ヮﾋ┕ﾚ
 ぃ わ┗┋┎ﾎ ┘ヮ┏ﾗ き┕┄むむヮﾝﾗす の┕┍┋ﾗ ┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗする
 ぃ┲ﾚ┕ﾛ┕┃ﾕ ┷ﾝ┋ﾉ ぃ┗ﾔ┕┈むむﾏ わ すね┵ﾘぬ つ┕ﾞギ ┕┎ﾙさ ┱ﾈ

.┕┎┏┍ﾝﾉ り┕グ┕ﾈ ┬ﾔ┢ﾉる
 ┠ﾝ│ﾉ ┕┎ﾞ┏┾┵│ﾍ ┶┋ﾒ たす┣ﾗす ┗┋┊━ﾘ ぎらさ

 ぃ┕┎┏ﾗさ ┷┌ﾞ┍ﾛ ┷ﾞﾗす ┗ﾒ┕┌ゲす ┗┋┊━ﾘ ┳ﾘ わ すき┥ﾋ
 そぬ┕ﾞポす ┴ﾊす┢ﾌけ ぎら┓ﾔ ┖ﾛ┤ﾕ ┶┍┆ヅる ぃ┕┎┍ﾒ ┖ﾞ┊ﾛる
 え┲┌┆ゎﾉ 》 わそぎに┕むむﾏ るけ わ┗むむ ぎ┾┕ﾍ るけ わそぬな┕むむﾙ ┘むむヮ┏ﾗ
 ┕┎┍ﾘ ┬ﾕ┵ﾞﾙる ぃ┕┎┃┆ﾝﾈ ┕┎┋│ﾉ そ┤┏ﾟﾖ へ┵┏ヱﾔ

.┤┏ﾟ┊ﾗす
 ぃ┕ﾛ┕┃┉ﾗす るけ ビむむﾘ┕┃ジ┕ﾈ ┯┋┆ﾞﾉ れ┤ﾍけ ん┗┌むむﾎ
 わ すき┥ﾋ ら┵むむ┊ﾞﾗ ┠┌┄ﾉ ┴││ﾕ ┱むむ┌｀ﾘ ぎら┑┊ﾔ
 よ┕ﾖ┤ﾗす す┣ﾚ ┪ﾎる ぎ┷ﾙ┕むむヮﾙ】す ぎ┲┎ﾗす ┳ﾒ わ す┤ ぎﾝ┆ﾘ
 ろ┣ﾗす ┮┏┾┵ﾞﾗす よ┕むむ┅ﾙ ┕ﾘけ え┕むむ┍ﾈ ┪┏ヰﾛ ろ┣むむﾗす
 ぃ┷┉┋ﾞジする そ┤┏│┉ﾗす ┗│┉ﾗす ビﾈ ┗ﾕ『┆ﾗす ┤┎┅ﾛ
 え┦ﾙ┕｀ﾞﾘ ┤┏ﾓ ぃ┩むむﾛ┤ﾒ ぬ┵┎┌ﾋ ┶ﾗさ ┕むむ┍┋┏ヰ┏ﾔ
 ┕ヂさる ぃそ┵むむ┈│ﾗす るけ ┗ﾝヱ┍┋ﾗ ┖むむﾞ┊ﾛ 》 ぬす┵むむ┆┉ﾔ
 ┷ﾔ ゆ┕┌｀┋ﾗ ┴ﾘ┵┎┈ジ わ┗むむ｀┏ﾞﾙ えの┕┍ﾗす ┗むむﾘ┕┆ﾗ

.りね┵ﾘぬ ┗┆┏ﾝﾐる ろ┵┇┋ﾗす ┴ﾈ┵┋ﾎけ
 ┷┎ﾔ ぃ┴むむ│┏┾┕ﾕけ ┷むむﾔ ┗むむ┇┋ﾗす ┶むむﾗさ な┵むむﾒける
 ┯┏┋ヰﾞﾗす ┬┏┄ﾞむむヮﾉ ┱むむﾈ え» わ┗むむ┄ﾈ┕ﾚ« ┘むむヮ┏ﾗ
 ね┵むむﾘ┤ﾗする  ぃ┢┏むむヮ｀ﾞﾗする  ┤むむﾛ┵│ﾞﾗする  き┕むむヰﾛ】する
 き┕┍ﾒ ┢┆ﾈ しぬ┕┉ﾗす ┬┏┄ﾞヮﾛ ┗ﾔ┕┈ﾏ ┕┎┌┅┆ﾘ
 ┶┆むむヮﾛ ひ┕┉ﾗ┕ﾔ え┕┎ﾉ》》な ┮むむ━ﾞ┊ﾛ らけ ┱┏┋ﾕ
 ┱┌｀ﾘ ぎら┓むむﾔ ┰ﾗ┣ﾗる ぃきす┤むむ┉ﾗす ┷むむﾒ┵ﾈ き┕むむ┉ﾉぬ『ﾗ
 ┳ﾘ ┴ﾝﾖす┵ﾉる ぃ┬ﾕす┵ﾗす ┗ﾖ┤ﾌ ┳ﾘ せ┤ﾞ┉ﾉ ┴││ﾕ
 ┤むむ━ﾝﾗ┕ﾈ や┕┊ﾞﾌ》す ┶┋ﾒ ┨ﾛ┤ゴす ら┕┍┈ﾗす ┬ﾕ┵ﾘ

.┲┎┍ﾒ ┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗする
 ┱ﾈ ぃわ┕ﾟヰﾈ ┦むむ┏ﾗ ぬす┵┆ﾕ ┳ﾒ よ┵┏ﾗす ┴むむﾗ┵ﾕけ ┕ﾘる
 ゐゆす┒ﾎ ┳ﾘ ┯┋┄ﾙ┑むむﾎる ぃ┴ﾈな┟ わ┗┏ﾗ┵┌むむﾏ わそ┤┅ﾙ
 ゆる┕┍ﾞﾛ ┕ﾘ┢┍ﾒ ぎ┷ﾈな┟す ┢┉┍ﾗす ぎらけ ┳ﾘこけ ┕ﾙける ぃな┢ヰﾘ
 ┕ﾘ┢┍ﾒる ぃな┢むむヰﾘ ゐめ┢ﾚ すに ら┵むむ┊ﾛ わ すな┤むむ┈ﾘ わ┕むむ ぎ│ﾙ
 め┢┎ﾗす ら┵┊ﾛ き┕むむﾈなけ ひ┵│ﾙ ┗ﾒ┵┌｀ﾘ のぬ┢むむﾛ
 ひ┵│ﾙ ┗ﾒ┵┌｀ﾘ ┷ﾔ ┙ヰﾝﾛ ビむむﾌる ぃわ┕┈┋ﾞヱﾘ

لي�صت  النرية  لغة قعوار  اما�صي:     
عابرة، بل موحية وم�صّورة مزج الذاتي 
بامو�صوعي، اأو اخا�ص بالعام، وجمالية 

الكتابة لديه ي ب�صاطتها
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 ┷┍ﾙ┓ﾔ ┕┍ﾚる .り┵ﾋ┤ﾛ わ┕ﾈぬ┑ﾘ ┴むむﾗ ぎら┓ﾔ わ すな┤┈┍ﾘ ゐ┖ﾛなけ
 ぃぬす┵┆┉ﾗ ┗ぎ┏┍┈ﾗす ┗┌│ﾝﾗす ┠むむﾘ『ﾘ ぎビﾈけ らけ ┵ﾋぬけ

.┷ﾒす┢ﾈ】す ┴ﾉ┵┾ ┗┏┾┵│ﾍ るけ
 るけ ┗┌│ﾝﾗす り┣ﾚ ┢ﾛ┢ヰﾞﾗ ┯むむ┋┄┍ジす らけ ┞┳ﾑける
 ゆ┕┌ゲす よ┵┎┈ﾘ ひ『ヱﾞﾎす ┷ﾔ ┱ﾟ┌ﾞﾛ ┕ヂさ ┰┋ﾉ
 ビﾝﾉ ┴ﾗ┕┌ﾒ┟ ┷むむﾉすきす┤ﾕ ゆ『ﾍ ┳ﾘる ぃ┕┍ﾝﾛなけ ┢むむ┍ﾒ
 ┷ﾔ ┱ﾟ┌ﾞﾛ ぬす┵むむ┆ﾕ れ┢ﾗ ゆ┕┌ゲす よ┵┎┈ﾘ ぎらけ ┷むむﾗ
 な┢ヰ┏ﾎ ┕ﾘ ┵ﾚる ぃ┕┎┆ﾘ ふぬ┕┆ﾞﾛ 》る ┗ﾐ┕ヮﾝﾗす

.┗ﾛ┵┇┋ﾗす ┴ﾉすな┤┈ﾘる ┴ﾉ┕┎ﾋ┵ﾉる ┴ﾉすぬ┕┏ﾞﾍす
 ┕┎ﾞﾛ┵┏ヰﾈ ┗ぎ┏┍┇ﾗす ┬ﾕす┵ﾗす ┗ﾖ┤ﾌ ぎら┓ﾔ ┱┌ペ┕ﾈる
 よ┕ザす そな┕ジす ┴ﾗ き┶┏┎ﾉ ┕┎ﾉ┕ﾕぬ┕┈ﾘる ┕むむ┎ﾉ┕┻ぬ┕┆ﾉる
 ┗┋ ぎ┊━ﾞﾘ ゐ┗ぎ┏┍ﾔ ゐそぎな┕ﾘ ┶ﾗさ ます┢ﾈ】┕ﾈ ゆ┵ヰﾞﾉ ┷ﾞﾗす
 き┕むむヰﾛ】す ┶むむ┋ﾒ そぬ┢むむ┉ﾗする ┲むむﾓ┕┍ﾞﾗ┕ﾈ ┮むむ│ﾞﾉ

.┗ﾗ》┢ﾗする
 ┕┎┋ﾖ ぎ┢┌ﾞむむヮゎﾉ ┴ﾉ┕ﾒ┵┻┵ﾘ ぎらけ ┶むむ┋ﾒ わそる『ﾒる
 ┕ﾛ┕┃ﾕ ┚ﾗ┕┆ﾉ 》 ┕むむ┎ﾙ┓ﾔ ぃ┗むむ━┏┆ジす そ┕┏ゴす ┳むむﾘ
 きすぬる ┕ﾘ ┷むむﾔ ┙ヰﾝﾉ ら┑ﾖ ぃそな┤むむ｀ﾘ るけ ┗むむ┏ﾗ┕┆ﾞﾘ

 .た┵ジす ┢┆ﾈ ┕ﾘ るけ ぃそ┕┏ゴす
 ゎ┗│┉ﾗす ら┵┊ﾉ らけ ┱┏┋ﾍ ┲┏ﾚす┤ﾈさ .な へ┤ﾞむむﾏする
 ┕┎┍ﾒ ┴┋┇むむ━ﾛ 》 ┴ﾙけ ┶┍┆ヅ ぃ┖ﾉ┕┊ﾗす ┦むむﾋ┕ﾚ
 ┤┆━ﾗする ┗ﾛする┤ﾗ┕ﾈ りな┵┎ﾋ ┘ﾞ━ﾞﾉ るけ ぃ┤ﾍく ん┦ﾋ┕ﾚ
 わ┕┍ﾔ ら┵┊ﾞﾎ わ┕┌ﾞﾌ ┕┎ﾙ┓ﾔ ぃ┗ﾔ┕ヰ│ﾗす るけ ┢┉┍ﾗする
 り┢ﾛ┵グ ┶ﾍ┵ﾞﾛる ぃ┴むむﾒ┢ﾝﾘ ┴ﾗ ┨┋ヱﾛ わ┕むむﾒす┵┄ﾘ

.┴┏ﾔ ぬす┤┌ﾞﾎ》する
 ┗┋｀ﾘ ┷ﾔ ┴ﾗ たけ┤ﾕ ろ┣ﾗす ぃぬす┵┆ﾕ ろ┤ヱﾔ らさ :ゆ┕ﾕる
 ┣┍ﾘ ぃ┗ﾛす┢ﾝﾗす ┣┍ﾘ ┴ﾞﾈ┤グ ┘┆ﾈ┕ﾉる ┢ﾛ┢ゲす ┯ﾔ┟す
 ┘ﾝﾞﾖ 》さ ん┱┌ﾒ ┴ﾗ ぬ┢│ﾛ ┲ﾗる ぃた┕┍┏ﾞヮﾗす ┤ﾍするけ
 れ┵ﾞボする ち┢ゴす ┗┏┆ﾕする わ┗│ﾕ ┖ﾞ┊ﾛ ら┕ﾖ ぃ┴┍ﾒ

 らけ ┬┏┄ﾞヮﾛ わき┕┍ﾈ しぬ┕┉┋ﾗ よ┢┉ﾛる ぃ┗┏│ヱ━ﾗする
 ┳┊ﾗる ぃ┴┆ﾘ ┱ﾒ┕┈ﾞﾛる ぃしぬ┕┉ﾗす ┗ﾈ┤グ ┖ﾒ┵ﾞむむヮﾛ
 ┴｀ﾞﾛ ┱┾す┵ﾞジす つ┕むむﾞﾙ】す す┣ﾚ ┳ﾘ たす┵┍むむﾎ ┢┆ﾈ
 ┗│ﾕ ぃ┗ﾟﾛ┢ゴす ┗┏ﾝﾛ┤｀ﾞﾗす ┗むむﾈ┕ﾞ┊ﾗす ┶ﾗさ ぬす┵┆ﾕ
 ┕┎┏ﾔ り┢┍ﾒ ┗┇┋ﾗ┕ﾔ .┢むむﾛ┢ﾋ ち┢ﾌ たすに そ┢むむﾛ┢ﾋ
 るけ ┗│┉ﾗす や『┎ﾞﾎす ┶ﾗさ ろな┒ﾛ 》 ┕ﾘ ね┵ﾘ┤ﾗす ┳ﾘ
 ろな┒ﾛ せす┤ﾞﾕ》す す┣ﾚる ぃ┴┺ぬ┕ﾕ ビﾈる ┴┍┏ﾈ そ┵ﾚ な┕｀ﾛさ

.┨┍┋ﾗ ろ┢┏┋┉ﾞﾗす き┕┍ﾝﾗす ┳ﾒ つ┤ヱﾛ らけ ┶ﾗさ ┴ﾈ
 ┗┏ﾘ┕┆ﾗす よけ ┗ヰ┏│┈ﾗす ┖ﾞ┊ﾛ ┱ﾚ ┗ﾗ┑ヮﾘ ┕ﾘけ
 ┕┎┏┋ﾒ ┖┋┇ﾞﾛ らけ ぬす┵┆ﾕ ゆる┕ヰﾛ ┗┋┊むむ━ﾘ ┷┎ﾔ
 ┲┎ﾉ┕┏ﾌ ┳ﾘ わ┕ﾝﾛ┤ﾕ ら┵┊ﾛる ┴┏┺ぬ┕ﾕ ┬ﾘ ┱┾す┵ﾞ┏ﾗ

.┱┌ペ┕ﾈ ┴ﾞ┇┋ﾈ ┷ヰ┃ﾛ 》 ┴┍┊ﾗる ぃ┗┏ﾘ┵┏ﾗす
 らけ ┢┉ﾞﾒけ ぃ┗│┉ﾗす ┷ﾔ ち┢ゴ┕ﾈ ┯┋┆ﾞﾛ ┕むむ┌┏ﾔる
 ┵ﾚ り┢┏ﾖ┑ﾉる ち┢ゴす ┳むむﾘ ぬす┵┆ﾕ ひ┕┉ﾗす も『┄ﾙす
 ┗ﾟﾛ┢ゴす ┗│┉ﾗす ┗ﾈ┕ﾞﾖ れ┤ﾙ ┕┍ﾙけ ┰ﾗに ぃみ┵ヮﾘ ん┤ﾘけ
 ぃ┗┏│ヱむむﾏ ┕┎┏ﾔ れ┤ﾙ 》る ┱ﾈ ぃち┢ﾌ ┕┎┏ﾔ ┦┏ﾗ

.わ す┢ﾋ ん┮┏┆┻ ┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗす ┳ﾘ ま┵┍ﾗす す┣ﾚる
 ┲ヰﾞ┋ﾉ ぬす┵むむ┆ﾕ ┢┍ﾒ ┗むむ│┉ﾗす ら┓むむﾔ ┰むむﾗ┣ﾖる
 ┴┏┋ﾒ ビ┎ﾗす ┳ﾘ ┦┏ﾗ ┴┺ぬ┕ﾕ らけ ┗ﾋぬ┢ﾗ ┗むむﾗ┕┉ジ┕ﾈ
 ┦ﾋ┕ﾚ る┢ﾝﾛ ぬす┵むむ┆ﾕ ┢┍┆ﾔ え┕むむ┌┎┍┏ﾈ ┯むむﾛ┤┈ﾞﾗす
 ち┢ヰﾞﾛ ┵┎ﾔ ぃ┗ﾗ┕┉ジす ┦ﾋ┕ﾚ ┳ﾘ ┤ﾝﾖけ ┗│┉ﾗす
 ぃ┷││ﾕ ┬ﾈ┕ﾐ たすに ┗ﾗ┕┉ﾘ ろけ ぃ┷││ﾕ ゐ┖ﾗ┕┉ﾈ
 ┗│┉ﾗす なするぬ ┳ﾘ ┢┆ﾛ ぬす┵┆ﾕ らさ ゆ┵┉ﾗす ┬┏┄ﾞﾎける

.た┕┍┏ﾞヮﾗす ┗ﾛす┢ﾈ ┣┍ﾘ らなぬ┟す ┷ﾔ そ┤┏│┉ﾗす
 ┳むむﾛ┢ﾞ┍ジす ┤┆むむ━ﾗす ┵むむﾈけ ┢むむ┍ﾚ .そな た┤┊むむﾏる
 り┣ﾚ ┦┏ﾎ┑ﾉ ぬす┤ﾋ て『┾ .な ┬ﾘ ┕┍ﾝﾖする :┕┎ﾗ┵┉ﾈ
 ┗ヮ┏┺ぬ ┤┊ﾏける ぃせ┕━ﾗす せな┟┕ﾈ ┗┏┍ﾞ┆ジす ぃ┗┋ペす
 ┗ﾝﾞ┊ﾘ ┕ﾚぬ┕┏ﾞﾍす ┶むむ┋ﾒ ろな┕┌│ﾗす .そな ┤むむﾛ┤ヰﾞﾗす
 ┢┉ﾞﾒけ たする┢ﾙ な┕┉┆ﾙ》 わ┕ﾙ┕┊ﾘ ┗むむ┏ﾙなぬ┟す ┗┆ﾘ┕ゲす
 せな┟する ┲┋┆ﾗす ┵ヰﾙ ┯┋┄┍ジす ┕┍ﾈ┕ﾝﾏ ┷┍┇ﾉ ┕┎ﾙけ
 ┷ﾔ ┗┋ﾛ┵┄ﾗす た┕むむﾘ┕┉ﾗする ビﾒ┢ﾝジす ┳むむﾒ ┣ﾍ┟する

.┲┎ﾒす┢ﾈさ た》┕｀ﾘ
 んそ┢┏┆ﾎ ┕ﾙける ぃ┗┋｀┌┋ﾗ ┖むむヮギ そる┢┍ﾗす り┣ﾚる

 خليل:        عند قعوار هاج�ص الق�صة 
اأكر منه ي امقالة، واللغة عنده فيها من 
الرموز ما ا يوؤدي اإى ا�صتهاك الق�صة اأو 

اإيجاد هوة بينه وبن قارئه
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 らけ そぬる┤┻ ┢ﾖこける ぃぬす┵┆ﾕ ろ┤ヱﾔ ひ┕┉ﾗす ぬ┵┃ヰﾈ
 ろ┤ヱﾔ らけ ぎ┰むむﾏ 》る .┕┍ﾈなけ ┶┋ﾒ ┗┆ﾘ┕ゲす ┠ﾞ┈┍ﾉ
 ┗│┉┋ﾗ ┶ﾗる┟す ┗むむ┍ﾝ┋ﾗす す┵┆┻る ┳ド ┵むむﾚ ぬす┵┆ﾕ
 たけぎ┤グ ┕ﾘ┢┍ﾒ ┷┍ﾙけ ┤ﾖにける ぃらなぬ┟す ┷むむﾔ そ┤┏│┉ﾗす
 ┶むむ━ﾍけ ┘┍ﾖ ぃ わ┗│ﾕ ┘むむﾝﾞﾖる ┶むむﾗる┟す そ┤むむ┌┋ﾗ
 ┷┍┆┍┉ﾛ ┱ﾑ ぬす┵┆ﾕ ┕┍ﾝﾛなけ らけ ┤┏ﾓ ぃ┕ﾚ┤むむ━ﾙ ┳ﾘ

.»ろけ┤ﾗす« ┷ﾔ た┤━┍ﾔ え┤━┍ﾗ┕ﾈ

 ぬす┵┆ﾕ ろ┤ヱﾔ ┘ﾖぬ┕ﾏる たけ┤グ ┷┍ﾙけ わ┕┃ﾛけ ┤ﾖにける
 ぃ わ┗┏││ﾕ わ┗┏ヮﾘけ ろ┤ﾌす┵むむヮﾗす ┱┏┋ﾍ ┱ﾌす┤ﾗする
 ┕┌┏ﾔ た┢ﾋ┵ﾔ そ┤┌ﾟﾘ ┗ﾈ┤グ せ┕むむヰ┾け ┕ﾙ┕ﾖ ┢ﾕる
 ┷ﾚ ┕┌ﾖ ろ┢┍ﾒ ┕┎ﾙける ぃ┳ﾐる ┷ﾗ ┗│┉ﾗす らけ ┢┆ﾈ

.┳ﾐる ろ┤ヱﾔ ┢┍ﾒ
 ..んな┢┆ﾞﾘ ...┯ﾈ┕ヮﾗす ┷ﾙ┕ジ┤ﾝﾗす ┷┈ヰ│ﾗす ろ┤ヱﾔ
 ┶むむヮ┍ﾙ 》る ぃそ┤┏ﾟﾖ せぬ┕グ ┴ﾛ┢ﾗる ぃ┱┈┄┋ﾗ ┖ﾞﾖ

.ビ┏ﾙなぬ┟す せ┕ﾞ┊ﾗす ┗┄ﾈすぬ ┷ﾔ ┴ﾞ┏ﾈ┕┉ﾙ
 ┴ﾞﾒ┵┌｀ﾘ ┖ﾞﾖ ┕ﾘ┢┍ﾒ ろ┤ヱﾔ ┘ﾔ┤ﾒ :┘ﾗ┕ﾕる
 ┬┏┄ﾞﾎける ぃぇうあゃ よ┕ﾒ ぃ»たす┵┾け ゃ«┗ﾖ┤ﾞむむ━ジす
 そ┤┏│┉ﾗす ┗むむ│┉ﾗす ┢ﾒす┵ﾕ ┶むむﾎぬけ ┴むむﾙさ ゆ┵┉ﾗす
 すに┕ジ« ┤┃ヰﾞむむﾎける ぃ┗ﾈ┵ﾞ┊ﾘ ┗むむ┉ﾛ┤┄ﾈ ┗むむ┏┋ボす
 り┕┍┆┌ﾎ ┕ド ん┤┏ﾟﾖ ┕┎┏ﾔる ぃ»す┤┏ﾟﾖ ろね┵むむﾎ ┘┊ﾈ
 ┳ヰﾙる ぃ┧ﾘす┵┎ﾗす ┗┏┍┉ﾞﾗ ┱むむ┉ﾞﾙける .┕┍ﾉす┢ﾋ ┳ﾘ
 ┳┊ﾗる ぃビ┏デな┕ﾖ【ﾗ ┷ﾚ ┗┏┍┉ﾞﾗす り┣むむﾚ らけ ┲┋┆ﾙ
 ┷ﾔ そ┢ﾛ┢ﾋ わ┗むむ┏┍┉ﾉ ぬす┵むむ┆ﾕ ┕┎┋┌┆ﾞむむﾎす ┮┏ﾖ
 ひ┕┉┋ﾗ ┱｀むむヮﾛ す┣ﾚる ぃ┲┎ジす ┵ﾚ す┣ﾚ ぃ┗│┉ﾗす
 ┕┍ボ ┢ﾕる ぃり┤┏ﾓ ┕┎ﾘ┢ヱﾞむむヮﾛ ┲ﾗる ┕┎ﾈ き┕ﾋ ┴ﾙけ

.»せ┵┊┍ジす« ┗│ﾕ ┷ﾔ ┰ﾗに
 ┷ﾚる ぃ┕ﾚ┢┍ﾒ ┮むむﾕけ らけ ┳┊デ れ┤むむﾍけ ┗むむ┄ヰﾘ

 ┱┊むむﾏ よ┕ﾘけ ┳むむヰﾙる ぃそ┤むむ┏│┉ﾗす ┗むむ┾┵│ﾕ┟す
 ┶ﾗさ な┵┆ﾙ らけ ┵むむﾋぬける ぃ┱┊むむ━ﾗす り┢むむ ぎヮﾋ ┢ﾛ┢ﾋ
 そ┤┏│┉ﾗす ┗│┉ﾗす ┢ﾛ┢グ そ┤ﾞﾔ ┷ﾔ た┕┍┏┆ﾝヮﾗす
 ぃろけ┤ﾗす ┷むむﾔ ┷ﾔ┕┉ﾟﾗす ┯むむヰ┋ジする ぃ»ぬ┕┊むむﾔけ« ┷むむﾔ
 ゆ┵┾┵ﾗす ┶┋ﾒ ┗┉┺┕┈ﾗす ┴ﾉぬ┢ﾕ ┷ﾚ ぬす┵┆ﾕ そ┥┏ﾘる
 せ┤ﾞ┉ﾉ ┗むむﾗるす┢ﾞﾘ ┴ﾞ┇ﾗる ぃ┗むむ┏┌┏┌ヰﾈ ┴むむ┏┉┋ﾞジ
 ┤┏ﾓ ┕┎ﾙけ ┰ﾗに ┷むむ┍┆ﾛ 》る ぃわ す┤┏ﾟﾖ ┕むむ┎┏┉┋ﾞﾘ ┳ﾘ

.そな┵│┉ﾘ
 ┤┆むむ━ﾙ ┕┎┏ﾔる ぃ┗ﾗるす┢ﾞジす ┴むむﾞ┇ﾗ ┶むむﾗさ な┵ﾒける
 .わ す┢ﾋ ┗むむ┏┆ﾕする ┗┏ﾘ┵ﾛ ┗むむ┇ﾗ よ┕ﾘけ ┕むむ┍ﾙけ わ┕┆┏┌ﾋ
 »┷ﾝ│ﾗす« たすぬす┵ﾌ ぬ ぎ┵むむ│ﾛ ┮┏ﾖ ┷┆ﾘ する┤ﾖ┣ﾉる
 ち┢ヰﾞﾛる ぃ»┰┈ジす« ゆる┕むむ┍ﾞﾛ ┵ﾚる »つす┤┊ﾗす« ┷むむﾔ

.┗┉┺┕ﾏ ┗┏┺┕┌┍┏ﾎ ゐた┕┄┉┋ﾈ ┴ﾙ┕ヮ┋ﾈ
 せ┕ぎ゙ ﾖ ┳ﾘ わ┗ﾒ┵┌｀ﾘ らけ ┵ﾚる ┷┍ﾕぬ┒ﾛ ん┤ﾘけ ┗┌ﾊる
 ┘ﾉ┕ﾈる ぃ┗ﾔ┕ヰ│ﾗす ┶むむﾗさ ┘┎グす ┕ﾙ┢┍ﾒ ┗むむ│┉ﾗす
 ゆ┵ヰﾞﾛ ┕ﾙ┢┍ﾒ ひ┕むむ┉ﾗ┕ﾔ ぃ┕┎┏ﾔ ゐそ┢むむ┌ﾒけ ┗ﾝﾉ┕ﾖ
 ろ┣ﾗす ゆす┒むむヮﾗする ぃ┗┈┏ヰ┾ ┷ﾔ ゐゆ┕┉ﾘ ┖ﾉ┕ﾖ ┶ﾗさ
 ゐゆ┕┉ﾘ ┖むむﾉ┕ﾖ ┗│┉ﾗす ┯むむ┋ヱﾉ ┱ﾚ ┵ﾚ ┴むむﾌ┤ﾐけ
 ゆ┕┉ジす ┗ﾈ┕ﾞ┊ﾈ ┤むむヮヱﾙ らけ ┳┊デ ┱ﾚる ..!おわ す┥ ぎ┏┌ﾞﾘ

!お┳ﾛ┥┏┌ﾞﾘ ゐ┗ ぎ│ﾕ せ┕ﾞﾖ
 ┗┋┏┌ゲす ┴ﾞﾛ┤ヱむむﾎ ┷ﾔ ぬす┵┆ﾕ ろ┤むむヱﾔ ┱┆ﾗる
 わ┕ﾝﾉ┕ﾖ ら┑ﾈ ┲ﾞﾍける や┕┍ﾚる ┕┍ﾚ わ『ﾛ┵ﾐ ┕┍┈ﾕ┵ﾞヮﾛ
 り┣ﾚ ┷ﾔ ┮ﾕ┵ﾞﾙ らけ ┳むむ┊デ 》 ぬす┵┆ﾕ ┱ﾟﾘ わ┕むむﾝﾛなける

.そな┢┆ﾞジす ┗┏ﾈな┟す ┴ﾝﾚす┵ﾘ ぎ┱ﾖ ┢┍ﾒ ┗ﾗ┕｀┆ﾗす
 ┴ﾞﾕ『ﾒ ゆ┕むむ┃ﾙ ┵ﾈけ ┴むむﾛ┥ﾙ ┢むむﾕ┕┍ﾗす な┕┆ﾞむむﾎする
 ┕┌┎ﾉ『ﾌぬ ┤ﾝﾒ た┢ﾞﾘす ┷むむﾞﾗす ぃぬす┵┆┉ﾈ ┗┋ﾛ┵┄ﾗす
 :ゆ┕ﾕる ぃそ┤ﾚ┕┉ﾗす わ┕┾┵│ﾍる ぃぬす┵ゲす ゆるな ┷ﾔ ┗┏ﾈな┟す
 え┴ﾉ┕ﾛす┢ﾈ ┢┍ﾒ よ┵むむ┏ﾗす ろ┤ヱﾔ ┮┉ﾛ ┵ﾗ ┶┍ベけ ┲むむﾖ
 ┱ﾛ┵ﾐ ん┯ﾛ┤ﾐ ┲┎ﾘ┕ﾘけ ゆすね ┕ﾘ せ┕ﾝ━ﾗす き》┒ﾚ ら┟

.ます┢ﾈ】す ┷ﾔ
 ぬす┤むむﾕ ┳むむﾒ ぬ┢むむ│ﾛ ぬす┵むむ┆ﾕ らさ ┴むむﾗ┵ﾕ ぎなるけ ┕むむﾘる
 ┴むむ┉ﾛ┤ﾐ ┳むむﾒ よ┥むむﾞ┋ﾛ ┷むむﾎ┕┏ﾎ ┷むむﾋ┵ﾗ┵ﾛ┢ﾛけ
 ぃ»┷┍┏┄ヮ┋┈ﾗす せ┵ﾛけ« ┤ﾖ┣ﾞﾙ らけ ┵ﾋぬける ぃの┕┍ﾗ┕ﾈ
 た┕むむﾛ┤ゴす ┳むむﾒ ┴むむﾒ┕ﾔな ┤むむﾖ┣ﾞﾙ らけ ┵むむﾋぬけ ┕むむ┌ﾖ

 اأبو ال�صعر:        هل تخلق الق�صة 
كــاتب مقــاٍل متمـــّيزاً ؟! وهـــل 
نخ�صـر  بكتـابـة امقــال ُكتَــــاب 

             ق�ّصٍة متميزين؟!



ぇゃ

 ぃせ┕ﾚぬ】する ┬むむ┌┉ﾗす ┴むむﾞﾈぬ┕ヰﾘる た┕むむ┏ﾐす┤┉デ┢ﾗする
 らす┵┍┆ﾗす す┣ﾚる ぃ»カ┤┄━ﾗす ┖┆ﾗ ま┵┍ド«┤ﾖ┣ﾞ┍ﾗる
 ┖ﾉ┕ﾖ ┳ﾒ ぬ┢│ﾛ らけ ┖むむﾛぬ 》る .ん┤ﾍ┕むむﾎ ┴ﾉすに ┢ヰﾈ
 ┷ﾔ た┕┍┏ﾞヮﾗす ┱┺するけ ┣┍ﾘ わ┕ﾘ┕ﾒ ビヮ┌ﾍ ┶┃ﾘけ
 ┗│┉┋ﾗ ┷┊┏ﾎ『┊ﾗす ┱┊むむ━ﾗす ぎ┱┆ﾗる ぃ┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗす
 ぬす┵┆ﾕ ┕ﾘけ ┘むむﾗす┵ﾉ ┱ﾌす┤ﾘ ┷ﾔ ぬ ぎ┵┄ﾉ そ┤むむ┏│┉ﾗす
 ┴むむヮﾋ┕ﾚ ぎら┟ えわ す┤┏ﾟﾖ ┖ﾛ┤｀ﾞﾗす ┷ﾔ ┱ﾓ┵ﾛ ┲むむ┋ﾔ
 》 ぃの┕┍ﾗす ┳ﾘ ┗┆ﾎする ┗ヰﾛ┤むむﾏ ┗ﾝﾐ┕ヱﾘ ら┕ﾖ

.ビﾒ┢ﾝジする せ┕ﾞ┊ﾗす  ┳ﾘ ┕┎┍┏┆ﾈ そ┵┈┾
 ┶┌ﾌ ┴ﾙけ ┷┍┆ﾛ ┖ﾛ┤｀ﾞﾗす ┶ﾗさ ┴ﾔす┤│ﾙす よ┢ﾒる
 .┲┎ﾗ ┖ﾞ┊ﾛ ┳ﾛ┣ﾗす »の┕┍ﾗす« や┤ﾞﾛ らけ ┳ﾘ ┴ヮ┈ﾙ
 ┗ﾈ┕ﾞﾖ そす┵ﾚ ┳ﾘ わ す┤┏ﾟﾖ らけ ┕┍ﾚ ろ┤ヱ┈ﾗ ┱｀ヮﾛる
 ち┢ゴす らけ ┶むむヮ┍ﾛ ┗ﾟﾛ┢ゴす ┕┎ﾉ┕ﾒ┤│ﾈ ┗むむ│┉ﾗす
 ら┵┊ﾛ ┮┏ﾖ ゆ┑ﾎけ ┕ﾙける ぃわ すな┵ﾋ┵ﾘ ら┵┊ﾛ らけ ┖｀ﾛ

 !お┗ﾛ┕┊ﾌ 『ﾈ ゐ┗│ﾕ ┷ﾔ な┤ヮﾗす

 え»ら┕ﾖ ┕ﾘ ┕ﾛ ら┕ﾖ« ゆる┟す ┴ﾐ┤むむ━ﾔ な┤ヮﾗす ┕ﾘけ
 ┤ﾛ┵┄ﾉ ┶むむ┋ﾒ ┱┇ﾞむむ━ﾛ ┕┍┏┾┕│ﾕ ┳ﾘ ん┤むむ┏ﾟﾖる
 ┤│┍┆ﾗす ぬな┕┇ﾛ るけ ┶ヮ┍ﾛ らけ らるな ┴ﾔぬ┕┆ﾘる ┴ﾉするなけ
 ┷ﾗ ゐ┗ﾎすぬな ┷ﾔる .┗│┉┋ﾗ ┴ﾞﾈ┕ﾞﾖ ┷ﾔ ろな┤むむヮﾗす
 ┳ﾛ┤━ﾒ ゎ┘┏│ﾌけ ぬ┵ヮ┍ﾗす ┗┌むむヮﾈ ┨│ﾕ ┳ﾒ
 ぃた┕┌┋ﾖ ぎ┘むむﾎ ねる┕｀ﾞﾉ 》 わ す┢むむﾋ わそ┤┏│ﾕ わ┗むむ│ﾕ
 ┷ﾞﾗす ぃ┕┎ﾛ┢ﾗ ┗むむ┏┻┕ジす ゆ┕┆ﾔ┟す な┢┆ﾈ ゎ┘むむﾜﾋ┵ﾔる
 ┕┎ﾙ┓ﾔ »ら┕ﾖ ┕むむﾘ ┕ﾛ ら┕ﾖ« ┠ﾛ┤│ﾈ ┳むむ┊ﾉ ┲ﾗ らさる

.┶┍┆ジ┕ﾈ ┕┎ﾛる┕ヮﾉ
 ぃ┕ﾙなす┢ﾋける ┕┍┺┕ﾈく ┢┎ﾒ ┣┍ﾘ ん┗ﾔる┤┆ﾘ ┗むむﾛ┕┊ゴする
 ぃろぬる┤┻ ん┤ﾘけ ┗│┉ﾗす ┷むむﾔ ┷ﾈな┟す ま┵┍ﾗす ┫むむ┈ﾌる
 ┗むむ┏┍┈ﾗす  ┗むむ┏ﾒ┵┻┵ジす  める┤むむ┅ﾗす  ぎらけ  ┢むむ┉ﾞﾒける
 ┴┏┺ぬ┕ﾕ ┶ﾗさ ひ┕むむ┉ﾗす ┱│┏ﾗ ┗むむﾘね》 ┗┏ﾒす┢ﾈ】する
 ら┕ﾖ ぬす┵┆ﾕ ┦むむﾋ┕ﾚ ぎ┱┆ﾗる ぃ┲むむ┎ﾉ┕ﾒ┕┄ﾕ ┱┊むむﾈ

 ん┤ﾘけ ┵ﾚる ぃ┴ﾞﾝﾐ┕ヱﾘる ┴むむ┏ﾗさ ゆ┵┾┵ﾗする ら┕むむヮﾙ】す
.り┢┉┍ﾗ ふ┤┆ﾞﾙ ビﾌ わ す┤┏ﾟﾖ ┴┏┌ヰ┏ﾎ

 け┤┉ﾙ ┕むむ┍ﾖ :ふ┵ﾒ そ┤┏┌むむﾎ ┗┋┏ﾘ┥ﾗす ┘むむﾗ┕ﾕる
 ら┕ﾖる ぃわ┕┏ﾘ┵ﾛ »ろけ┤ﾗす« ┷ﾔ ぬす┵むむ┆ﾕ ろ┤ヱﾔ ┱┏ﾘ┥┋ﾗ
 ┕┌ﾖ ぃわ┕┏ﾙ┕ジ┤ﾈ ┠むむﾝ┾け ビむむﾌ の┕┍ﾗす ぎ┲ﾚ ┱むむ┌ヰﾛ
 ち┢ヰﾞﾛ ぎ┰┈┍ﾛ 》 ┵ﾚる ぃ┴ﾗ┕┉ﾘる ┴ﾞ│ﾕ ┷ﾔ ┴┋┌ﾌ
 ら┕ﾖ ┢ﾕる え┕むむ┎ﾈ ┱┇むむ━┍ﾛる ぃの┕┍ﾗす よ┵むむ┌ﾚ ┳むむﾒ
 ┬┏┄ﾞむむﾎける ぃ┱┈┄ﾗす ┬ﾘ き┕ﾖ┣ﾈ わ┕┃ﾛけ ┱むむﾘ┕┆ﾞﾛ
 ┴ﾉ》┕┉ﾘ き┕┍ﾓ┓ﾈ ┘┌┎むむﾎけ ┗ﾔ┕ヰ│ﾗす ぎらさ ゆ┵┉ﾗす
 ┕┍ﾖる ぃ┬ﾞド ┷むむ││ﾕ ゐせ┵┋むむﾎ┑ﾈ の┕┍ﾗす よ┵┌┎ﾈ
 ┳ﾒ ┙ヰﾝﾙ ┗┏ﾙなぬ┟す ┗むむ┆ﾘ┕ゲす ┷ﾔ せ『ﾐ ┳むむヰﾙる
 ゆき┕ヮﾞﾙる ぃ»ろけ┤ﾗす« ┷ﾔ ぬす┵┆ﾕ ろ┤ヱ┈ﾗ »┕ﾘ き┷ﾏ«

.┖ﾞ┊┏ﾎ ┕┌ﾒ
 ん┳┺┕ﾖ« ┴ﾙけ ぬす┵┆ﾕ ┬ﾘ ┕┍ﾉすぬす┵ﾌ ┷ﾔ ┮━ﾞ┊ﾙる
 ┗┆ﾈ┕ﾞヅ な┵┎むむ━ﾘ りぬ┕┎ﾙる ぃ┱┏┋ﾗす ┱ﾘ┑ﾞﾛ え»┷┋┏ﾗ
 ら┕ﾖ ┴ﾙけ ┤ﾖにける ぃ┲┎ﾘ┵┌ﾚ そきす┤むむﾕる の┕┍ﾗす ┩ﾝﾙ
 ぃぬ┕┆ﾞヮﾘ ┲むむﾎ┕ﾈ ┮ヰ│ﾗす ┳ﾘ な┢ﾒ ┷ﾔ ┖ﾞ┊ﾛ
 ┵ﾚ ┴ﾐ┕┉ﾞﾗする の┕むむ┍ﾗす ┲むむﾚ ┳ﾒ ┴むむﾟヰﾈ ぎ┱むむ┆ﾗる
 ┖ﾞ┊ﾛ ┳┊ﾛ ┲むむ┋ﾔ え┲┎ﾈ┵┋ﾕ ┶むむﾗさ り┤┈むむﾎ ねす┵ﾋ
 ┯┋┄┍ﾛ わ┕ﾘ┕ﾒ ┴ﾈなけ ら┕ﾖ ┱ﾈ ┗ﾝヱ┍ﾗす るけ そ┵むむ┈│┋ﾗ

.たす┣ﾗす ┳ﾘ
 ┷ﾈ┕｀ﾒさ ┖ﾙ┕ﾋ ┶むむﾗさ :ぬ┵┈│ﾒ らね┕むむﾘ .な ゆ┕ﾕる
 せな┟ ┷ﾒ┵┻┵ジす ┷むむ┆ﾕす┵ﾗす て┤むむ┄ﾗ┕ﾈ ┢ﾛ┢むむ━ﾗす
 よ┢┉ﾛ ┷ﾞﾗする ┴ﾛ┢ﾗ そ┤┏│┉ﾗす ┗│┉ﾗす ┷ﾔ ひ┕┉ﾗす
 ぃ┷┉┋ﾞジす せ┕┆┏ﾞﾎ》 ┷┎┄ﾗす そ┥ﾚ┕ﾋ わ┗ﾝﾋる ┕┎┏ﾔ
 ┗ﾛ┢┉┍ﾗす ろ┤┅ﾙ ┗┎ﾋる ┳ﾘ わ》こ┕ヮﾉ て┤ﾐけ ┷┍ﾙけ 》さ
 り┕┍┏┌ﾎけ ┕┌ﾖ ┥ﾚ┕ゲす ダ┢┉ﾞﾗす す┣ﾚ ┱ﾚ :┗ﾛ┤│ﾝﾗす
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ぇゅ

 ┕┍ﾌぬけ ┕むむジ┕ﾐ ┗むむぎ┏┍ﾔ ゐ┗┇ﾗ ┱┏┊むむ━ﾉ ┷むむﾔ ┤むむ┌ﾟﾛ
 ゆこ┕むむヮﾞﾗする ぬ┕むむヮ┈ﾞﾎ》す ┷ﾔ りぬるな ┳ﾘ ┷┉┋ﾞジす
 ぎ┷┺する┤ﾗす ┨┍ﾗす ┷┉┋ﾞジす ┣ﾍ┑ﾛ ┙┏ﾌ えつ┕ﾞ┍ﾞﾎ》する
 ┳ﾘ んせ┤┻ す┣ﾚ ┕ヅぬる ぃ┤┊┈ﾗす ┱┏┇むむ━ﾞﾈ ゐき┕┍ﾒ らるな
 らけ ┕ジ┕ﾐ ぃわ┕むむ┏ﾗ┕┌ﾋ ┖ﾝボする せ┵ﾓ┤ジす ┪┏むむヮﾝﾞﾗす

.┗ﾝヱ┍ﾗす ┵ヰﾙ ┴ﾋ┵ﾞﾉ 》 ぬす┵┆ﾕ ┗ﾗ┕ﾎぬ

 そぬ┕ﾊさる ま┕┍ﾕ】す き┕┍ﾒ ┷┉┋ﾞジす ┶┋ﾒ ┕ﾙ┤ﾔる ┕┍ﾖ すにさる
 え┤┏ﾝ┆ﾞﾗす れ┵ﾞヮﾘ ┶┋ﾒ つ┕ﾞ┍ﾞむむﾎ》する ゆこ┕ヮﾞﾗす
 ┧┏ﾞ┈ﾞﾗす ┤むむ│┍ﾒ ┴┏ﾔ ┕ﾙぬ┢ﾍ ┢むむﾕ ら┵┊ﾙ ┱┎ﾔ
 そ┕┏ゴす たすぬる┤むむ┻ ら┟ ┰むむﾗに ら┵┊ﾛ ┱むむﾚる ぃ ぎ┲むむ┎ジす
 ぬ┤ﾝﾉ ろぬ┵ﾉ┕┊ﾛぬ┕┊ﾗす ろ┢┉┍ﾗす ゆ┕│ﾛ】する ┗━┏┆ジす

!お┰ﾗに
 ┢┌ﾌけ ┗ﾎ┢┍┎ﾗす ┖ﾗ┕ﾐ ┗┋ペす  ┯ﾛ┢┾ ゆ┑ﾎる
 ぃ┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗす ┷ﾔ ┱┾す┵ﾞジす ぬす┵┆ﾕ ┦ ゑ┈ゑﾙ ┳ﾒ た┕┏ﾈ┤ﾒ
 ┴┍ﾘ ┘┋┆ﾋ ┷ﾞﾗす める┤┅ﾗする ぃの┕┍ﾗす ぎ┲ﾚ ┴┋┌ﾌる
 ┕┏┋┆ﾗす た┕むむﾎすぬ┢ﾗす ┗ﾝﾗ┕ﾐ ┘ﾗる┕┍ﾉ ┕むむ┌ﾖ ぃわ┕┾┕ﾕ
 ┗┏┺┕┉┋ﾉ ┤むむﾎ┕ﾋ ビ┍ﾌ ┗┋ペす ┤ﾛ┤ギ ┗ﾜ┏ﾚ ┵┃ﾒる
 ┨│ヱﾞﾗす ┤ﾊ┒ﾛ ┱ﾚ :ゆ┑むむヮﾞﾗ ┘┋┉ﾞﾙする ぃぬす┵┆ﾕ
 わ┗┏┺┕┉┋ﾉ ┤むむヮヱﾙ ┱ﾚ ┶┍┆ヅ ..!お┗むむﾝﾚ┵ジす ┶むむ┋ﾒ
 わ┕ﾈ『ﾐ ┕┎ﾗ┕｀ﾘ ┷ﾔ ┕┍││ヱﾉ ┳ヰﾙ らさ わ┗┏ﾒす┢ﾈさ

!お┗┆ﾘ┕ゲす ┷ﾔ
 ┵┃ﾒ ┕むむ┏┋┆ﾗす た┕むむﾎすぬ┢ﾗす ┗むむﾝﾗ┕ﾐ ┘むむ┋ﾍすなる
 ぬす┵┆ﾕ つ┥ﾘ ゆ┵ﾌ ┷ﾙすぬ┵ゴす ┕┏ﾚ ┗┋ペす ┤ﾛ┤ギ ┗ﾜ┏ﾚ
 ┘┋┉ﾞﾙする お┴┏┋ﾒ ┣ﾍ┒ﾛ ┱ﾚ え┗┏ﾘ┕┆ﾗ┕ﾈ ┶ヰ│┈┋ﾗ
 ひ┕┉ﾗす た┕┏│ヱ━ﾗ ┷ﾔ┕┉ﾟﾗす れ┵ﾞヮジす ゆる┕┍ﾞﾞﾗ
 ┷ﾔ ┗ﾛする┤ﾗす た┕むむ┏┍┉ﾉ ゆ┵むむﾌ ┘ﾊ┢ギる ぃ┗むむﾒ┵┍ﾞジす

.┯┏ﾊ┵ﾞﾗする ┬┏┄┉ﾞﾗする な┤ヮﾗす

 ┗┋ペす ┤ﾛ┤ギ ┗ﾜ┏ﾚ ┵┃ﾒ よ┵┋┆ﾗす ┖ﾗ┕ﾐ ゆ┑ﾎる
 ┷ﾝ┆むむ━ﾗす ぎ┦ゴす ┳ﾘ ┗ﾛ┕┇ﾗす ┳ﾒ た┕┏┄┆ﾗす ┤┌ﾒ
 ┳ﾘ ┢ﾛ┢ゲす ┱┏ゲす ┢┏┈ﾞむむヮﾛ ┮┏ﾖる ぃぬす┵┆ﾕ ┢┍ﾒ

.┶ﾘす┢┉ﾗす ビ┾┕┉ﾗす ┗┌┊ﾌ
 ┗ﾎ┢┍┎ﾗす ┗┏┋ﾖ ┳ﾘ よ┕┏┾ ┮むむﾎ┵ﾛ .な よ ぎ┢ﾕる
 ┲むむ┎ﾗす ┖むむﾌ┕┾ ┷むむﾙ┕ジ┤ﾝﾗす :ぬす┵むむ┆┉ﾗ わそな┕┎むむﾏ
 ぃ┷ﾙ┕むむヮﾙ】す ┲┎ﾗす ┖ﾌ┕┾ ひ┕┉ﾗする ぃ┷ﾝ┆むむ━ﾗす
 ぃ┗┏ﾈ┤┆ﾗす ┕ﾛ┕┃┉ﾗす ┴┋┇むむ━ﾉ ろ┣ﾗす ┷むむﾎ┕┏ヮﾗする

.ビ┄ヮ┋ﾔ ┗┾┕ﾍる

 せ┕ﾝむむ━ﾗす た》こ┕むむヮﾉ ┶┋ﾒ ぬす┵むむ┆ﾕ ぎなぬ りぬる┢むむﾈる
 えゆ┕┏ﾋ┟す ぎ┱┊むむﾗ よる┢ﾉ らけ ┖｀ﾛ ┗│┉ﾗす :┴むむﾗ┵┉ﾈ
 ろぬ┵ﾒ┕┍ﾗす ┶ヮ┏ﾒ よ┕ぎﾛけ らる┤ﾍく ┖ﾞﾖる ぃ┕┍ﾝﾞﾖ ┢┉ﾔ
 き┕ﾕ┢┾┟す ┖ﾞﾖる ぃ┷ﾙす┤ﾛ】す ┳ﾛ┢ﾗす ┮┏ﾎ な┵┌ヰﾘる
 ┗┏ﾈな┟す ゆ┕むむ┌ﾒ┟する ┨│┉ﾗす ┱むむ┆ﾗる ぃら┵むむ┋ﾌす┤ﾗす
 ┮ﾛ┤┆ﾉる ┕ﾚ┤━ﾙ そな┕ﾒさ ┶┋ﾒ ┕ﾙ┤ﾝグ ┕ﾚ┵ﾖ┤ﾉ ┷ﾞﾗす
 ┗ﾋぬ┢ﾗ┕ﾈ ┬むむ┉ﾛ す┣ﾚ ぎ┱むむ┆ﾗる え┕┎ﾈ ┢むむﾛ┢ゲす ┱┏ゲす

.┗ﾔ┕┉ﾟﾗす そぬすねる ┯ﾉ┕ﾒ ┶┋ﾒ ┶ﾗる┟す
 ┳ﾘ ┤ﾟﾖけ ┦ﾙ┵ﾉ たぬね ┷┍ﾙけ ┵ﾚる ぃわ》┕ﾟﾘ せ┤むむ┻ける
 ┙┏ﾌ えわ┕むむ┈ﾛ┤ﾐ わ す┤ﾘけ ゎ┘┈むむ━ﾞﾖする ぃたす┤ﾘ ┤むむ━ﾒ
 き┕ﾈな┟ わ┕むむﾝﾞﾖ ┲むむ┏┋┆ﾞﾗする ┗むむ┏ﾈ┤ﾞﾗす そぬすねる ┬むむﾝ┄ﾉ
 ゆ ぎ┢┆ヅ え┕┎むむﾎぬす┢ﾘ ┶┋ﾒ ┕むむ┎ﾒぎね┵ﾉる ぃビ┏むむヮﾙ┵ﾉ
 め┤┆ﾞﾛ らけ せ┵むむ┋┄ジする ぃ┢ﾌす┵ﾗす ┮│┋ﾗ ビむむﾈ┕ﾞﾖ
 ┳ﾘ す┵┄ﾒける す┵むむﾘ ぎ┢ﾕ ┳むむﾘ ┶┋ﾒ ┢むむﾛ┢ゲす ┱むむ┏ゲす

.┲┎ﾉ┕┈ﾗ┒ヅ の┕┍ﾗす す┵┍ﾓける ┲ﾚ┤┊ﾔ
 ┳ﾘ ぎ┢ﾈ 『むむﾔ ぃ┗│┉ﾗす ┗むむﾈ┕ﾞﾖ ┷ﾔ ┗むむ┇┋ﾗす ┕むむﾘけ
 ゎたけ┤ﾕ ┷┍ﾙけ ┤ﾖにける ぃ┗ヰ┏│┈ﾗす ┗┇┋ﾗす ┶┋ﾒ ┥┏ﾖ┤ﾞﾗす
 ┘┎ﾋ┵ﾞﾔ ぃ┗┏ﾘ┕┆ﾗ┕ﾈ ろぬ┵ﾒ┕┍ﾗす ┶ヮ┏┆ﾗ たすぬす┵ﾌ
 ..!お┗┏ﾘ┕┆ﾗす すに┕むむジ :ゆ┑むむﾎけ ┗むむﾎぬ┢ジす ┤ﾛ┢ﾘ ┶むむﾗさ
 ┶┋ﾒ ┷┍┆｀むむ━ﾔ え┗ﾛなす┢ﾒ】す ┷ﾔ ┕┎ﾘ┵ﾛ ┘┍ﾖる
 え┗┏ﾘ┕┆ﾗす ┢┻ ┴ﾙけ ┶ﾗさ ┤┏━ﾛ ┕ﾘ れ┢ﾈける ぃそ┤┊┈ﾗす

.┠┏│ﾔ ┵ﾚ ┕ヅ ┲ﾞ┎ﾙ らけ ┖｀ﾛる

ع�صفور:         اإراحة امتلقي من 
الت�صاوؤل اأو ان�صغاله به يخ�صع 

           لر�صالة قعوار ام�صبقة



ぇょ

 え┶ヰ│┈ﾗ┕ﾈ ┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗす ┶┋ﾒ ┬｀むむﾏけ ┷┍ﾙけ ┬ﾘる
 ┤ﾘ┟す ら┟ え┗┏ﾘ┕┆ﾗ┕ﾈ ┗むむﾒすに‒ﾗ ┘ﾝﾞﾖ ┷┍ﾙけ ┤むむ┏ﾓ
 ┷ﾞﾗす ぃ┕┎｀ﾘす┤ﾈる ┕┎ﾉ『むむヮ┋ヮﾘ ┷むむﾔ ┮┋ﾞヱﾘ

.┷ﾘ┕┆ﾗする ┠┏│┈ﾗす ビﾈ ┕ﾘ ま┵┍ﾞﾉ
 ┗ﾛす┢ﾈ ┷ﾔ ┷┍ﾙ┓ﾔ えそ┤ﾖす┣ﾗ┕ﾈ な┵むむﾒけ らけ たなぬけ すにさる
 ┳ド ┘┍ﾖ た┕┍┏ﾞむむヮﾗす ┱┺するけ ぃ┗ﾛなす┢ﾒ】す ┗┋ﾌ┤ジす
 ┘┌むむﾎぬる ぃわ┕ﾐ┕┄ﾍ ┘┍ﾖ ┷┍ﾙさ ┱ﾈ え┪ザす れ┵┎ﾛ
 ┷┍┏デ らけ ┤ﾖにける ぃ┳むむﾛ┤ﾍくる ┲┏┋ゴす ┢ﾝﾒる ┗ﾛな┕むむﾏ
 えわ┕むむﾏ┤ﾕ ぉょ き┕┉ﾗ »ビむむﾖ┕ﾖな« き┕┌むむﾎけ ┘むむ┄ﾍ
 ┪┏┄ヱﾞﾗす ┘ﾖ┤ﾉ ┷┍ﾙけ ┰ﾗに ┳ﾘ め┤ﾐ┟す  ┳┊ﾗる
.┕┎┏┋ﾒ た┥ﾖぬる ┗│┉ﾗす ┗ﾈ┕ﾞ┊ﾈ たけ┢ﾈる ┲ﾎ┤ﾗする

 ┕ﾘる ぃも┤むむ┈ジす ┷ﾔ ┕┍ﾖ ろなす┢むむﾒ】す ┷むむﾙ┕ﾟﾗす ┷むむﾔ
 ┕┎ﾈ ┘ﾟ┆ﾈ ┷むむﾞﾗす ぃ»よ┵ﾌ┤ジす« ┗むむ│ﾕ ┤ﾖにけ ┘むむﾗね
 ┚ﾘ┕ﾙ┤ﾈ よ ぎ┢┉ﾘ ら┕ﾖ ┢むむﾕる ぃ┗ﾒすに】す ┶むむﾗさ ┢ﾛ┤ﾝﾗ┕ﾈ
 ┶┍┆ゎﾛ ろ┣ﾗす ぃビﾞむむﾎる ゐ┢ﾌする よ┕ﾒ »┢ﾛ┢ゲす せな┟す«
 -┤┌ﾒ ┲┏ﾌ┤ﾗす ┢ﾝﾒ ┤ﾒ┕━ﾗす そ┢ﾛ┢ゲす た┕ﾒす┢ﾈ】┕ﾈ
 ┷ﾔ ┮┏┃ﾞﾎす ろ┣ﾗす ┮┏┃ﾗす ┕ﾘけ -¨す ┴┌ﾌ┤ﾛ
 .な ら┕┊ﾔ た┕ﾖぬ┕むむ━ゎジす ┶┋ﾒ ┯┋┆┏ﾗ ┗┉┋ゴす ┰むむ┋ﾉ
 ┶┋ﾒ ┯ぎ┋ﾒ ┕┌┍┏ﾌ ┷むむﾙ┑ﾋ┕ﾔ ┢ﾕる ぃ┷ﾓ┕ﾛ ┲むむﾏ┕ﾚ
 ┕┎ﾙす┵┍┆ﾈ わ┕むむ┆┍ﾞ┉ﾘ ┘むむ┍ﾖ ┷むむﾞﾗす ┷ﾞ┌ﾚ┕むむヮﾘ
 ま┵┻┵ジす るけ ┗│┉ﾗする ゐなする ┷ﾔ らす┵┍┆ﾗす らさ ┴むむﾗ┵┉ﾈ

!┤ﾍく ゐなする ┷ﾔ
 ┢┆ﾈ ┴ﾗ ┘┋ﾕ ぃ┢むむ┆ﾈ ┕┌┏ﾔ ┴┏┋ﾒ ┘むむﾔ┤┆ﾉ ┕ぎジる
 ..!お┘┋ﾕ ┕ﾘ ┷ﾞ│ﾕ ┳ﾒ ┘┋ﾕ すに┕ジ :わ┕ﾘ┕ﾒ ┳ﾛ┤━ﾒ

 .»!たぬ┕┾る ┗┄┋ﾓ« ┕┎ﾙさ わ┕ﾌね┕ド ゆ┕┉ﾔ
 ぬ┕┍ﾛな ぬす┢むむ┉ヅ »┰┏むむﾏ« ┷ﾙき┕ﾋ ┗むむﾒすに】す ┷むむﾔ
 ┴┏ﾔ んせ┵ﾞ┊ﾘる ぃ┗ ぎ│ﾕ ┱ﾖ ┶┋ﾒ そ┑ﾔ┕┊ﾘ ┮│ﾙる
 ┤┎ﾏけ ┗ﾞﾎ ┢┆ﾈ ┴ﾔ┤┾ ┗┏ﾙ┕┊ﾘさ ┶ﾗさ ┤┏━ﾛ ┕ﾘ

!┴ヱﾛぬ┕ﾉ ┳ﾘ

 もぬ┕┈ﾗ┕ﾔ ゆ┕┉ジする ┗│┉ﾗす ┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗ ┗ﾝヮ┍ﾗ┕ﾈ ┕ﾘけ
 ゆ┵┉ﾗす ぎなるける ぃやすに ┳ﾒ ┮┋ﾞヱﾉ り┣┎ﾔ えん ぎビﾈ ┕┌┎┍┏ﾈ
 ぃ┖ﾞﾖけ ┕ﾘ ┷ﾔ ┗ﾛ┤ヱヮﾗす め┢┎ﾞﾎけ ┳ﾖけ ┲ﾗ ┷┍ﾙさ
 た┕┏ﾘ┵ﾛ« ┳ﾒ ┷┍ﾗ┑むむﾎ き┕ﾕ┢┾┟す ┢ﾌけ ら┑ﾈ ┱ﾗなける
 た┕┏ﾘ┵ﾛ« ┕┎ ぎ┌むむヮﾉ ┲ﾗ すに┕むむジ ぃ»┢┏┆むむﾎ ら┕ﾌ┤ﾔ
 ┱ﾟﾘ ┳ﾘ わ┕ﾕ『┄ﾙす ┲┎┋┆ﾗる え»┢ﾛ┢ﾏ ┱ﾒね ら『ﾒね
 ┬ﾘ ぃ┤ﾍ┕むむヮﾗす ┖ﾉ┕┊ﾗ┕ﾈ ┷┍ﾙ┵┈│ﾛ す┵むむﾙ┕ﾖ す┣ﾚ

 .わ『┾け ぃ┕ﾚ┢ ぎ│┉ﾉけ ┳ﾖけ ┲ﾗ ┷┍ﾙけ
 ら┕むむ┍ﾞﾘす そ.な た┤┊むむﾏ そる┢むむ┍ﾗす よ┕むむﾞﾍ ┷むむﾔる
 た┢ ぎﾖける ぃ┴むむﾞﾈ┤グ ┷むむﾎぬすなる ┕┎┈┏┻ ろな┕むむ┌│ﾗす
 ┱┏ゲす ┗むむ━ﾕ┕┍ﾘ ┷ﾔ ┘┉┉ギ わそ┤┏ﾝﾖ わそ┢むむ┺┕ﾔ ぎらけ
 らさ りぬ┕┌ﾊ ┷ﾉ┒ﾛ ┗┋ペす め┢ﾚ ぎらける ぃひ┕┉┋ﾗ せ┕━ﾗす
 ┘ﾗ┕ﾕる えなする┤ﾗする せ┕ﾝ━ﾗす ビﾈ そ ぎ┵┎ﾗす ┕ﾙ┤ ぎヮﾋ ┳ヰﾙ
 ┤ﾒ┕むむ━ﾗす ┗ﾈ┤グ ┧ﾕ┕┍ﾞむむﾎ »そ┢ﾛ┢ﾋ よ『ﾕけ « ぎらさ
 ┕┎ﾉる┢ﾙ ┷ﾔ ┢むむﾌす┵ﾗす ┢ﾝﾒ もすね┤ﾗす ┢ﾝﾒ ┷むむﾕす┤┆ﾗす

.┗┋ﾝ┉ジす
┗┋ペす ぬ┤ヰﾘ *                                                  

       ل�صُت كاتباً �صاخراً،
 واأن�صـح جيـل ال�صباب 

        با لف�صحى



ぇっ

 ┵ﾈけ に『ﾔ ぃそぬす┥むむ┇ﾈ ┤┌┎┍ﾛ ┤むむ┄ジする ぃわ すなぬ┕ﾈ ぎ┵むむゲす ら┕ﾖ
 り┕│ﾒ ┬┻るる ぃた┕むむﾛ┕┍ﾝﾗす れ┢ﾌさ ┗ﾙ┵┊┋ﾈ ┘むむギ ┷┋ﾒ
 ダ┢┉ﾗす ┴┈┄┆ﾘ ┷むむﾝ┏ﾋ ┷ﾔ り┢ﾛ ぎのなる ぃ┴むむ┄ﾈさ ┘ギ
 ┗┌┏┉ﾞヮジす ┤┄ジす へ┵┄ﾍ ┶ﾗさ ┤┅┍ﾛ てすぬる ぃ┳ﾖす┢ﾗす
 て┕ﾝ│ジす き┵むむ┃ﾈ ┕┎ﾘす┢┄┾す ┢むむ┍ﾒ ┤むむヮ┊ﾞﾉ ┷ﾞﾗす

.まぬ┕━ﾗす き┷┃ﾛ ろ┣ﾗす
 ┶┋ﾒ ┦むむ┋ﾋる ぃり『むむﾋぬ ┘むむﾝ┆ﾞﾔ ぃ┴むむﾔ┵ﾕる ゆ┕むむﾐる
 ┘ﾕる ┢┆ﾈる .┗ﾛ┕┍ﾝﾗす ぬす┢｀ﾈ り┤┎ﾑ ┯│ﾗける ぃ┮┏┾┤ﾗす
 『ﾒる りぬ┢┾ ┵むむヰﾙ ┴むむﾎけぬ ゆ┕┌ﾔ .┶┈ﾓけ ┱ﾛ┵ﾐ ┤むむ┏ﾓ

.┴┄┏┄ﾓる り┤┏ヱﾏ
 まぬ┕むむ━ﾗす ┗むむﾎす┤ﾌ ┳ﾒ わ》る┒むむヮﾘ ┷┋ﾒ ┵むむﾈけ ら┕ﾖ
 ち┢ギ ┲むむﾗ ぃそ ぎ┢ジす り┣むむﾚ ┱ﾖ ┤むむﾝﾒる ぃたす┵┍むむﾎ ┣むむ┍ﾘ
 ちなす┵ﾌ らさ ┱ﾈ ぃそ┢むむﾌする ┗ﾕ┤むむﾎ ┗ﾊな┕ﾌ ┴ﾞﾈる┕┍ﾘ き┕┍ﾊけ
 ┗ﾛ┕┇┋ﾗ ┗むむﾛな┕┏ﾞﾒす りこ『ﾘね ┕むむﾚ┤ﾝﾞ┆ﾛ ┷ﾞﾗす ぬ┕｀むむ━ﾗす
 きる┢┎ﾗす す┣ﾚ ら┕ﾖる ぃわ┕ﾕ『ﾐさ ┴むむﾞﾈる┕┍ﾘ き┕┍ﾊけ ち┢ギ ┲ﾗ
 ま┵┻┵ﾘ まぬ┕むむ━ﾗす ┷ﾔ ┴┋┌ﾒ そ┤ﾞﾔ ゆす┵ﾐ ┴ﾘね》 ろ┣ﾗす
 ぃビﾗる┒むむヮジす よ┕ﾘける き『ﾘ┥ﾗす よ┕ﾘけ ┴むむﾗ そ┕ﾚ┕ﾝﾘる ┤むむヱﾔ
 ┗┃┉┏ﾗする ┲┺す┢ﾗす ぬ┣ゴす ┶ﾗさ ┴ﾉ┕ﾚ┕ﾝﾘる り┤むむヱﾔ りな┕ﾕる
 》 ぃ┰むむヮジす ┱ﾟﾘ ┴ﾞ┆┌むむﾎ ┱┅ﾉ ┷むむﾖ そ┤┌ﾞむむヮジす
 ん┢ﾎ┕ﾌ ┕┎ヮデ 》る ぃ┗ﾝヰﾞヮﾘ ┤┏ﾓ ┗ヰ┺すぬ ┕┎ﾈ┵むむ━ﾉ

.┗┏┻┤ﾘ ┤┏ﾓ ┗┌┋┊ﾈ
 ┤デ わ┕┌ﾟ┋ﾞﾘ わ┕ﾈ┕むむﾏ ┗┋┏┋ﾗす ┰むむ┋ﾉ ┷ﾔ ┷┋ﾒ ┵むむﾈけ れけぬ
 ┷ﾔ せ┕ﾉぬ┕ﾔ ぃき┕むむヮジす ┗┏ギ ┴┏┋ﾒ て┤┄ﾛ らけ らるな ┴ﾘ┕ﾘけ
 ┵ﾈけ つ┤ﾍけ ┶ﾞﾌ ぬ┕ﾞﾘけ そ┢ﾒ ┴┍ﾒ ┢むむ┆ﾞﾈす らけ ┕ﾘる ぃり┤ﾘけ
 たす┤┈┾ ち『ﾊ ┕┎ﾈ ┤むむ┈┾る ┴ﾝ┏ﾋ ┳ﾘ ┴ﾉぬ┕┈┾ ┷むむ┋ﾒ
 ぃ┫┉ﾛ ┴むむﾙさる ぃな┵むむﾋ┵ﾘ ┴ﾙさ せ┕むむ━┋ﾗ ゆ┵むむ┉┏ﾗ そな┕むむﾌ
 ┕ﾘ ┗デ┤ﾋ めす┤むむﾞﾕす ┴むむﾗ ゆ ぎ┵むむヮﾉ ┴むむヮ┈ﾙ ┘ﾙ┕ﾖ すにさる
 ┘┈ﾞ┋ﾛ ┲ﾗ せ┕むむ━ﾗす ┳┊ﾗ .な┕┾┤ジ┕ﾈ ┴ﾗ ┮ﾕする ┴むむﾙ┓ﾔ
 ┢┍ﾒ ┶┈ﾞﾍす ┲ﾊ ぃちす┤ﾞﾖす 『ﾈ り┤┏むむﾎ ┬ﾈ┕ﾉる ┤┏┈│┋ﾗ
 す┣ﾚ よすな ┕ﾘ :┴むむヮ┈┍ﾗ ┷┋ﾒ ┵ﾈけ ゆ┕┉ﾔ ぃ┮┄┆┍ﾘ ゆるけ

 ┗┏ﾗる┒むむヮﾘ ら┓ﾔ ぃ┷ﾞ┉┄┍ﾘ ┳むむﾒ ┢┆ﾞﾈす ┢ﾕ ┲むむﾟ┋ジす
 》さ ┷ﾚ ┕ﾘる .»ろ┤┏ﾓ ひ┕│ﾞﾍす ┳むむﾘ たぬ┕┾ ┴ﾞﾝﾕす┤ﾘ
 ┯ﾊする ぃまぬ┕━ﾗす ┶ﾗさ ┲ﾟ┋ジす せ┕むむ━ﾗす な┕ﾒ ┶ﾞﾌ た┕┅ゴ
 ┗┍ﾛ┢ジす ┪ﾎ┵ﾈ ┤┏ヮﾛ ┴ﾙ┑ﾖ ぃ┗ﾛ┵┈┆ﾈ ┷━デ そ┵┄ザす

.よ┕ﾌなね》す ┥ﾒ ┷ﾔ
:わ『┺┕ﾕ ┷┋ﾒ ┵ﾈけ ┴┈ﾕ┵ﾞﾎす ┴┍ﾘ せ┤ﾞﾕす ビﾌ

お┰ﾞﾛ┵ﾚ
.┗ﾛ┵ﾚ ┱┌ﾌけ 》 :┴ﾘ┕ﾟﾗ ┮┋ﾍ ┳ﾘ せ┕━ﾗす ゆ┕ﾕ
.┰┎ﾋる れぬけ ┷┍ﾒなる .┰ﾘ┕ﾟﾗ ┰ﾔ :┷┋ﾒ ┵ﾈけ ゆ┕ﾕ

 ┰ﾙ┑むむﾏ ┕ﾘる :わ┕┃ﾛけ よ┕ﾟ┋ﾗす ┮┋ﾍ ┳ﾘ せ┕むむ━ﾗす ゆ┕ﾕ
.┷ﾗ┕ﾌ ┶┋ﾒ ┷┍ﾖ┤ﾉす お┷ﾘ┕ﾟ┋ﾈ るけ ┷ﾈ

 ┤ﾘけ ┳ﾒ ゆる┒ヮジす ┕ﾙけ :ゆ┕ﾕる ぃ┕│┆ﾗ┕ﾈ ┷┋ﾒ ┵ﾈけ て┵ﾗ
.まぬ┕━ﾗす す┣ﾚ

.まぬ┕━ﾗす ┳ﾘけ ┢┻ わ┕ﾜ┏ﾏ ┱┆ﾔす ┲ﾗ ┷┍┊ﾗ -
 ┷ﾒ┢ﾉ ┗ﾌ┕ﾕる ┱┊むむﾈ :ゆ┕ﾕる ぃ┕│┆ﾗす ┷┋ﾒ ┵ﾈけ ┬むむﾔぬ
 ┤┊┈ﾉ ぃ┷ﾞﾝﾕぬ ┶むむ┋ﾒ ぃ┘ﾙける ぃわ┕ﾜ┏むむﾏ ┱┆┈ﾉ ┲むむﾗ ┰ﾙけ

!┕┍ﾚ ゆね┕┍ジす ┢ﾌけ ┗ﾕ┤ヮﾈ
:┷┋ﾒ ┵ﾈけ め┕┻ける ぃ┕│┆ﾗ┕ﾈ ┰ヮﾘける ぃり┢ﾛ せ┕━ﾗす ┬ﾔぬ

.よ┕ﾟ┋ﾗす ┰ﾔ ┰ﾗ ┘┋ﾕ 
.┷┍ﾒ や『ﾈ ┰ﾔ ┰ﾗ ゆ┵ﾕけ ┕ﾙける :せ┕━ﾗす ゆ┕ﾕ

 ┮┏┾ぬ ┶┋ﾒ ┴ﾘ┵ﾙ ┷むむﾔ ┷┋ﾒ ┵ﾈけ も┤┇ﾞむむﾎす ビﾌる
 ┫┉┏ﾞむむﾎ┕ﾔ ぃ┴┎ﾋる ┶むむ┋ﾒ ┖むむ┋┉┍ﾛ な┕ﾖ ぃまぬ┕むむ━ﾗす
 .┕ﾚ┢｀ﾛ ┲┋ﾔ り┕│ﾒ ┳ﾒ ┙むむヰﾈる ┩┎ﾙる ぃぬ┵ﾒ┣ジ┕ﾖ
:ま┵┌ヮﾘ た┵│ﾈ ゆ┕ﾕる ぃわ す┤ﾊけ ┕┎ﾗ ┢｀ﾛ ┲┋ﾔ ぃ┤ﾟﾖけ ┙ヰﾈる

.わ┕┌┋ﾌ す┣ﾚ ら┕ﾖ ┢┉ﾔ ぃ┲ﾟ┋ジす せ┕━ﾗす ┕ﾚ┣ﾍ┑ﾛ ┲ﾗ ぃ》
 す┣ﾚ ┷ﾔ ┬むむ┉ﾉ ┗ﾕ┤むむﾎ ┗ﾊな┕ﾌ ゆるけ り┣ﾚ :め┕むむ┻ける

.たす┵┍ﾎ そ┢ﾒ ┣┍ﾘ まぬ┕━ﾗす

ぬす┵┆ﾕ ろ┤ヱﾔ

حلم حار�س ليلي



ぇあ

┷ﾈけ – わ『┆ﾞ━ゎﾘ ら┕ﾖ ┱ﾚ
┷ﾞ┇ﾗ ┶┎ﾞﾏす ビﾌ

- ┕┎ がヮ┈ﾙ ┳ﾒ ┷ﾔ┤ﾌけ ゑなるすぬる
お ゐそき┵ﾝ┍ﾈ

- わ『┈ﾞヰ ゎﾘ ら┕ﾖ よけ
おがき┕ジ┕ﾈ -┴ゑﾙ┥ ゎﾌ ゎぬな┕┇ﾛ

: ゎめ┤┆ﾛ

がらすぬる┣┍ﾘ ゎ┤ヰﾝﾗする ┷┍ﾙけ
┕┎ゑﾈ┕ﾈ ゎ┯｠┋┇ゎﾉ ゐそけ┤ﾘ》

┷ﾔる┤ﾌ ゐ┤ゎﾈゎな ┳ﾘ ┞┢ ゎ┉ﾉる
┷ﾝ┋ﾕ ゎ┱ﾟﾘ ┷ﾘけ ゎ┖┋ﾕ

)ゎな『ﾝﾗす ┶ﾚ ゎな『ﾝﾗする(
おゎき┕┊ﾝﾗす ┕ﾚゑぬな┕ﾓ ┮┏┊ﾔ

おがビ┍ゴす ゑら┵ﾗ ぐた┤┊ﾙける

*┱┏┋ﾍ ┷┋ﾒ め┤ﾏけ

 يو�شف.. والن�شيد...

اإبداعـــات
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ぇい

おろ┢┏━ﾙ ┳ﾘ ┶ ぎ┉ﾝﾉ ┕ﾘる
┶┌ﾒ┟す ┕ﾙけ ぐ┱ﾚ

お ┞┲┾┟す ゎ┤ヰﾝﾗす よけ
ゎ┘ﾛけぬ ┕ﾘ ゑ┤ﾍく ゎ┘ﾛけぬ

┷ﾘな ┶┋ﾒ ぐビ┈ﾕする ┷ﾘける ┷ﾈけ
.. がら┐┻┵ﾞﾛ

ろ┢┺┕│ﾕ ゑゆ┵ﾌ ら┵┈┋ﾞヱﾛ ゑ┤ヰﾝﾗする ┷ﾉ┵ﾍさる
)! ゎ┰ヰ┃ﾛ ゎ┖┺┣ﾗする(

ぃ ゐ┢┏┆ﾈ ┳ﾘ
がな『ﾝﾗす ゑ┗┏ﾌ┕ﾙ ゎ┤┏━ﾞﾎ ┶ﾞﾗす ゎ┘┍ﾝﾗす ┘ﾙ┕ﾖ

┷┊ﾝﾉる ┷ﾞ┏ﾌ┕ﾙ ゎ┤┏━ﾉ
 ┶┌ﾒ┟す ┕ﾙけ ┱ﾚ

お ┞┲┾┟す ゎ┤ヰﾝﾗす よけ
: ゎゆ┵┉ﾛ

.. ゑ┰ゎﾉ┵ﾍさ
 ..ゎな『ﾝﾗす
!.. ゑや┵ﾈけ

ゑ┢┏━┍ﾗす ... ┞よけ ┕ﾛ
が┰ぐ┏ﾞ┋┉ゎヅ ゑビ┍ゴす が┘ﾙけ ┷ﾙ｠┵ﾗる

ぃ ゎ┨｠┋ ゎポす ┷ﾉ┑ﾛ ┕ ぎヅゎ┤ﾔ
ゎ┘┍ﾝﾗす がそ┕┍ゎゲす ゑ┗┏ﾌ┕ﾙ ゎ┤┏━ﾞﾎ ┕ ぎヅゎぬ

え ぐ┘┋┆ﾔ ┵ﾗ
がそする┤ﾗす が┖ﾛに┕ﾖけ ┳ﾘ ┵ガ┑ﾎ

!)┘ﾙ┕ﾖ わ┗┋┏ﾝﾙ(
わ┕ヮ ぐヱゑﾈ ゎせす┤ﾒ┟す ┷┍ﾒ┕ﾈ ぐ┳ ゑﾘ ┕ﾙけ



ぇう

ぃ ゐそけ┤ﾘす ゎ┢┏ﾎ ┷ﾙす┤ﾞﾏす ゑ┤│ﾘ ┳ﾘ ぎ┲ゎﾊ
ぃわ┕ ぎﾝ ゎﾌ ┕ﾚゑなす┒ﾔ ゎ┘┈┇ﾏ

 わ┕ ゑﾖゑ┤ ゑﾏ ┷ﾗ – ゎ┢┆ﾈ – ぐた ぎ┢ﾒけ
 ┷┍ﾙ┤┊ﾙけ ぐ┳ゑジ わ┕ﾜ┊ﾞ ゎﾘる

┕┎ゑﾉ┵┎ﾏ ゑ┳ヰ ゑ┃ﾔる
ゐそ┢ﾌする ┝┱ ゎﾖ ぐ┘ﾉくる

!わそく┤ がﾘ – ゑゆ┕ﾞギ ┶┊ﾗ -
 : ぐ┘ﾗ┕ﾕる

 えら｠す ┤┅ﾙす
! ゎ┘┋ﾟﾞﾘす             

ゑ┥ﾛ┥┆ﾗす ゑ┤│ﾘ ┶ﾔ ゎら┵ﾖ┑ﾎ
┷ﾉけ┤ﾘす たき┕ﾏ ぐ┳ ゑﾘ ┷┈┄┾ける

 ゎな『ﾝﾗす ゑ┱┆ﾞ━ﾞﾗ
┷┎ﾋる ┳ﾒ ゎきす┤┆━ﾗす ┷┈ﾞヱﾛる

┕ﾛこ┤ﾗす ゎそぬ┵┄ﾎけ ┕ﾙけ
が┗ﾔす┤ゎザす ゎ┱ﾛる┑ﾉる

がよ『ﾌ┟す ゎ┢┏ﾎ
ろぎ┤ がﾎ ゎ┤┏ﾝ┆ﾞﾗする

わ┕ヰ┍｀ﾘ がそする┤ﾗす ゎ┩┆ﾈ ┷┍ﾓ┕┾
ゎせす┤ﾒ┟す ゑ┷ﾗ わ》┕ﾟベ よ┕ﾕける

! ぐ┴ﾝﾞﾙす がて┕┾ ┕ﾛ

 / お ん┷ﾝﾙ ┷┋ﾝﾕ ┕ゑﾝ ゑ┾ ┱┎ﾔ ぎ┶ﾗさ ┷┝┍ がﾘ んせぬ┕ﾚ ┕ﾙけ /┷┆ﾈ┕┾け ゑ┳ ぐ┈ がﾍる わ┕ ゑ┊ゑ┋ ゑﾘ ┷むむが┍ ゑ┍ぐﾛゑけゑぬ
 ┷┋┉ﾞ┆ﾘ ら┕ﾖ ┶ﾞﾌ / ゎよ┕┍ﾛ ゎ┥ﾛ┥┆ﾗす ┢ ゑ┊ﾛ ┲ﾗる / んそけ┤ﾘす たな┕ﾖ / お┕ﾛす┤ジす ゑ┶ﾗ ゎ┢┏┊ﾉ よけ
 ゑろ┕ﾛこぬ / ┕ﾙけ ┷むむﾙ┵ﾞﾔけ ゎり┵ﾞﾔけ れ┣ﾗす ゎ【むむジす ┕┎ﾛけ ┕ﾛ / ┷ﾝﾌ┕┾る ゎな┵むむ┍ゲす ┷むむ┆ﾘ ら┕ﾖる
 ┶┋ﾒ ビﾉぎ┤ﾘ るけ わそ┝┤ﾘ - ゑ┤むむ━ﾙける / ┕┎┏┊ﾈ┟ ゐ┱ゑ┋ ゑﾐ ┳ﾘ ┝┢ﾈ》 ┷ﾞﾗす ┬ﾘ ┷ﾝ┋ﾕる ん┗┉┏┻

  ┷┉┺す┤ﾌる .. / ┕┎ ゑ┆┏ﾈぬ - ┱ﾕ┟す



ぉぅ

す┵ヮ ぎヮギる ┷ﾈけ ┶┋ﾒ ゎな┵┍ゲす ぎ┤ﾘ
┲ﾚ┑ﾝﾙけ ゎ┤ヰﾝﾗす 》

┷ﾉ┵ﾍさ ゆね┕┍ﾘ す┵ﾔ┤ﾒ 》る
 え ゑら┵┋ﾖ┑ﾛ ぐ┱ﾚ

お ん┩┏ﾈけ ┵ﾚ ろ┣ﾗす ┶┋ﾒ ┝ゆ┢ﾞﾎ┑ﾔ
え ゑら┵┌┋ヰﾛ よけ

わ┗┊┋ド が┳｀ヮﾗす ┶ﾔ ┷┍ﾞﾈ┑ﾔ
おがそ┕┇┄ﾗす がよ『ﾌ┟

ゑぬ┵┍ﾗす がな『ﾝﾗす が┴ﾋる ┶┋ﾒ するゑ┤ ゑ┏ﾗ す┵ﾘる┕┍ﾉ
 す┵ﾊ ぎ┢ヰ┏ﾗ るけ

 ぃ ゐたす┤ ぐ┉ﾈ が┬ﾝﾎ ┳ﾒ

ゐ┱ﾈ┕┍ﾎ が┩┆ﾈる
 ぃ ゐ┗┉ﾛ┢ﾌる

 ぃがき┕┃┈ﾗす ┶ﾔ ゐ┤┏ﾐ がせ┵┋ﾕる
ゐき┕ﾘ がビﾒる

おゎぬす┤┈ﾗす ┷┍┍┊デ ┮┏ﾖ

が┖ﾖす┵┊ﾗす ゎ┲ﾏる ぐろ が┢ﾛ ┶┋ﾒ
: ゎめ┤┆ﾉ

┷ﾉ┵┾ ゎたすぬ┕ゲす
┷┆ﾈ┕┾け ゎな『ﾝﾗする
┷ﾉ┤ﾝ┉ﾘ ゎ┱┏┍ﾗする

!┷ﾞﾘ┕┏ﾕ ゑよ┵ﾛる

ろ┤│ﾘ ┤ﾒ┕ﾏ*



ぉぇ

*┷ﾈす┤ﾒ ┦ﾙけ

اإبداعـــات
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 ┗ﾗ┢┏│ﾗす.や/┷┆ﾘ┕ﾋ ┖ﾗ┕ﾐ*

┷ﾗゑ┥ゑ゙ ┆ ゎﾘ ゎ┤┆むむ ｠━ﾗす : ゎ┘┋┉ﾔ ぃ ゑ┘ﾗ┥ﾞﾒす :す┵むむﾗ┕ﾕ
┕┎ﾒ┤むﾉける  ┕むむ┎む┏ﾋ┕むﾙけ  んの┑むﾖ ゎ┤む┆むむむ ｠━ﾗ┕むﾔ
┷┍ゎ むﾝが┋むむヮゑ むﾉる ┕┎むﾛぬすなけ ┶むむむむﾟむﾙけ ゎ┤┆むむむ ｠━ﾗする
ゎ┴ ゎﾔ┥むﾙけ ゎ┤┆むむ ｠━ﾗす す┣むむむﾚ ぬ┢│ﾗす ┳むむむﾘ ん┬むむむﾘゑな
┕ﾌが┤ゑ むﾔ ゎ┴むむ ゑﾓ┕┾ ┳むむド ゑ┤┆むむ ｠━ﾗす ゑ┠むむむﾝﾕけ ┕むむむﾘ
んそ┤む ┝┄むむヮゎ むﾘ んた┕むむむむむﾚく が┤む┆むむ ｠━ﾗす ゎ┤むむむﾈ┕む┍むﾘ
»  ん┱むむギ┤ﾘ ┖むむﾖぎ┤ﾗす  ぎら┓むむﾔ  まぎなる  «  :  ゑ┱むむむ┏ﾕる
ん┤ が┄┈┍む ゎﾘ が┖むむ┋┉┋ﾗ ┕むむ┌むむﾔ ┶むむむﾟﾙけ :ゑ ┱むむむ┏ﾕる
ゎ┴ ゎﾔぬ┣むﾉ ┬むむﾘ ┝┢ﾗす ┝┮むむﾖ が┖むむ┋┉ﾗす ゑ┤ﾒ┕むむﾏ ┕むﾛ
が┱むむ ゑヮゑ む┆ﾗす ┳ﾘ ┶むむむﾟﾙけ るけ がき┕むむジす ┳むむﾘ ┶むむむﾟﾙけ

 ん┱ゑ むﾘゑけ ゎ┴むむ ┝┃ﾌ » ん┱むむ┏┌ﾋ ん┤むむﾝ┾ « : ゎ┘むむ┋┉ﾔ
ん┳むむむ がﾚゑる ┷むむ┍むむﾙけ 》さ .. ゑ┤むむむむﾝむむ ┝│ﾗす ゎ┲むむむゎむﾒねける
┕むむ┎ゎ むﾞむゑﾗ┕むﾈゎに ろる┣むむむゑ むﾉ にさ ゑビむむむ┆ﾗす ゎ┖むむむむ ゎﾕぬける
ゐ┱むﾘけ ┶むむ┋ﾒ ゐも┕ﾞむむむ━ﾘ ゎ┗むﾈ┕むむﾝ ゑ┾ ┕むむむ┌むﾔ«
┲むむﾚぬに┕むﾌけ  んきす┢むむむﾒけ  が┗むむﾈ┕むむむﾝ ┝│┋ﾗる
┲┎ゎ゙ ゑ┌┏むむ がﾏ ゎゆ┣┆ﾗする ゎ┲むむ┎ﾗ れ┵┍ﾗす ┵┊むむﾏけ
わ┗┏ﾈ┤ゑﾉ ゑ┘┍むむむむヮﾌけ らさ ゎら┵むむ┊ﾗす ┷むﾚ ┶むむﾟむﾙけ
わ┗むゑ むﾝ が┻┕む ゑﾓ が┘むむむ┍むﾖ ┕むむむﾘさゑ  ¨す が┰ゎ むﾉ┢むむﾏ┕ﾙ
ゐ┪む ゑヱむむ ゑﾎ ┳ﾘ が┰む┏ﾔ ゐ┲むむ┋ヰﾈ ゎに┵むむむむﾒけ ┷むﾙさ
わ┶ヰ ゎ┻ がき┕むむ┍┈ﾗす ゑ┲┏ﾙす┤むﾉ る┢むむむﾏ┑ﾎ わす┢むむむ ゑﾓ
┴ﾗ ゑなる┢むむむむﾌ 》 んら┥むむむむむﾌる ゎたす┵むむむむむむジす ┷むむむﾙさ

 ┷┋むゑギ┤ ゎﾘ がよ┕むむむ┝ むむﾛ┟す が┮む┅ゑ むむむﾏ ┷むむﾔ ┴む┏むﾗさ
が┱┌むﾟむﾗ┕ﾈ がら┕む｀むむむﾏ┟す ┳むむﾘ ゑ┤┏むむ｀むﾞむﾎ┟
が┱ ゑ┉ジす ゑ┗ ゑﾕ┤ ゎﾌ ┷ﾖ┣ゎ むﾉる がら┕む┏むﾝむむﾗす ゑ┤むヰむが むむむﾎ
が┱ ゑ┌むゲする が┤┄む ┝ヮﾗす も┵むむﾔ ┝┦むむゴす ゎ┖┊ﾎける
が┱む ゑ` むザす ┳むﾘ ┵む┋ヱﾛ ┕むﾘ が┤┆むむ ｠━ﾗす ゎ┠むゑﾝむﾕける
が┱むゑ むﾘ┟す ┳むむむﾘ ┵むむ┋むヱﾉ 》 がら┥むむゴす ゎ┗むむ ゑﾌ┵むﾗる
ゐ┱む ゑﾋゑけ ろに ┤┏むﾓ わすな┕むむむ┆むゎﾈ » ゎ┯むむ┏┄ゎ むﾉ ┱むむむﾚる«
が┱むゑ┋ ┝━むﾗす ┶ﾗさ ┶┆むむヮむﾉ ろにが ┤むむ がﾒ┕むむ━┌む┋ﾗる
がゆが┥む ゑ゙ むﾒする ゑ┤む┆むむ ｠━ﾗする れ┵む┎ﾗす ゑ┰む┍ﾒ ｠┱むむむﾍる
が┱ ゑﾋ ┝┢ﾗする が┮むむむﾛ┝┥むﾗす ゎま┕む┍むﾕ ┹┱むむむむﾖ ゑも┤むむむむﾔ 》
が┱むﾙけ ┲ﾗ ゎ┤むむむﾝ ぎ│ﾗす 》┵む┋むむﾔ がき┕むむむむ┉むぎ┋ﾗす ┶むむﾗさ
が┱ ゑ┄ゑ む┎ﾗす ┳むむﾘ わ┕むﾕ┕む┈むむﾏさ ゑ┬むﾘ ┝┢むﾗす ゎ┲ゎむﾞﾖける
が┱┋ ┝┄ﾗす ┶┋ﾒ ┷┊ﾝﾉ れ┵┎ﾗす が┤┏む┈むむ ゑﾏ ┶む┋ﾒ
« ゐ┱むむﾘけ 『むむむむﾈ ゐも┕むむゑ゙ むむむ━む┌ﾖ がき┕┉ぎ┋ﾗす ┳むむむﾘ
が┱ がﾋ ゑ┵ﾗす が┮むむむがむむ┺┕むむザす ゎて┵むﾈ が┗むむﾈ┕むﾝむ┝む│む┋ﾗる
が┱む ゑﾚゑる ぐ┲むむむが む┋が むむﾈ ┷ﾙ┵ﾈ┕ﾋけ ゎ┘むむむ┉む┄むゑﾙ ら┓むむむﾔ
がゆ┥┎ﾗす ┳むむﾘ ゐせ┤┻ ┳ﾒ ゑ┰むむゑ むむﾉ┵む┾ ┝┮むむむ┊ﾔ
┷┋ﾗゑね ┳ﾒる ┷┋┎ ゑﾋ ┳むﾒ ゑ┠┈ ┝│ﾗす ┷むむ┍┋┆ﾉ らけ
ゐ┱むゑ┋むゑ むﾋ ┳むむﾒ ┰む┍むﾘ ゐ┵むむむむ┈む┆むﾈ ゎに┵ﾗけ ┷むむむﾙさ
がゆゑ┥ゑ むむﾉ ┲むむﾗ が┠ﾝ ┞│┋ﾗ ゐ┢ﾗ┵ﾘ ┷ﾔ ゎ┦┌┝ むむむ━ﾗする
» が┱┋ゑ むﾝﾗす ┳むむﾘ ┷ﾔ┵ﾍ ┕┌ﾔ ゎ┯ﾛ┤ゑ む┇ﾗす ┷むむむﾙさ «



ぉぉ

*┠ぎ┏┋┾ ┵ﾈけ ら┕ﾙ┢ﾒ のるけ

اإبداعـــات
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..┕┌┊ﾘす┤ﾓ ┳ﾘ ┤ﾝﾖけ せ┤ゴす
 ┴ﾒ┵━ヱﾈ ┴ﾉ┵┾ つ┥デる

┷┈┊ﾛ ┴ﾒ┵━ﾍ ┝らけ ┞ ┳┅ﾛる

れなす┤ﾔ ┕┍┇┃ベ せ┤ゴする
..わ┕ヱ ぐヮ ゑﾘ わす┢ﾌする わす┤┏│ﾘ ┕┍┉│ﾝﾉ ┝┲ﾊ

る┢ﾝﾉ ┕ﾙこ『ﾏけ 『ﾔ
┷┈ヱﾉ ┕┎┻┕┉ﾙけ 》る

 ┕┎┍┏ﾒ  ┗ﾔ┕ヮジす ぎゆに ┶┋ﾒ た┤━ﾙ ┷ﾞﾝ┏ﾝﾌる
┷┍ﾝﾕ┤ﾉる..┷┊ﾝﾉ

┷ﾔ┵ﾍ ┕ﾚ┢┍ﾒ ┱｀ヱﾛる
な『ﾝﾗす ┱ﾘけ ┷ﾞﾝ┏ﾝﾌる

よ ぎ┢ﾗす ┷ﾔ なるぬ┕ﾝﾗす ┙┆ﾝﾘる
┕┎ﾉす┵ﾘ ┢┆ﾈ ふぬ┟す ぬ┕━ﾞﾙする

┷┈┆┻ ┷ﾞﾝ┏ﾝﾌる



ぉゃ

┷┆ﾘ ┶ﾉ┵ジす ゑ┷ﾕ┕ﾔぬる
ぐ┗┋ﾝ┍┉ﾗす ┦┈┍ﾈ す┵ﾉ┕ﾘ

わ┕┏┾┵│ﾍ ┕ﾉ┵ﾘ ┷ﾗ ┝┳┊ﾗ
ぐ┗┋ﾜﾎ┟す ぬ┕ﾝﾓ ┴ﾝ ぎ` ヰﾛ

んた┕ﾝ┏ﾝﾌ す┵ﾉ┕ﾘ ┳ﾘ ぎ┱┊ﾗけ
んせ┕ヰ┾ける ..ん  らす┵ﾍさる

┷┋ﾟﾘ ┲┎ﾈ┕ﾝﾌけ ┶┋ﾒ す┵ﾈ┣ﾖ ┱ﾚる
..す┵ﾕ┢┾ ┱ﾚる

ゆ『ﾌ んゆ┕ﾘ ┲┎ﾈ┵┏｀ﾈ ┱ﾚる
せ┤ゴす ┘ﾕ┵ﾈ す┵ﾙ┕ﾖ れ┤ﾉ よけ

せ┤ゴす ぬ┕┍ﾈ す┵┋┆ﾞﾏ┕ﾔ
せ┤ゴす ぎゆ┣ﾈ する┒┈┄ﾙする

ぐ┗ﾗ┑ヮジす き┕┎ﾞﾙす ┤ﾊさ ┲┎ﾉす┵┏ﾌ ┘┎ﾞﾙす ぎ┲ﾊ

┶┈ﾖる ┘｀ﾞﾙけ ┳ﾘ ┶┋ﾒ ┘ﾉけ ぎ┲ﾊ せ┤ゴす ┕┍ﾞ｀ﾞﾙけ ┱ﾚ
┕ﾙ┑━ﾙけ ¨す ぎらす よけ

┕┍┆ﾘ ┕┍ﾈ┤ﾌ ┑━ﾙける
ゐめ┤ﾌ ┶┋ﾒ ┕┎ﾈ ふ┵ヱﾙ

がめ┤ﾌ ┶┋ﾒ り┢ﾝ┆ﾙる

                                ┗ﾎ┢┍┎ﾗす .や /┷┆ﾘ┕ﾋ ┖ﾗ┕ﾐ

 ┘ﾙけ ┳┊ﾉ わ┕ﾜ┏むむﾏ そ┕┏ゴす ┶┋ﾒ な┥ﾉ ┲むむﾗ すにさ
... ┕┎┏┋ﾒ わす┢┺すね

┷┆ﾔす┤ﾗす もな┕┾ ┶┈┄│ﾘ



ぉゅ

*┗ヮﾛす┵┍ﾗす ┘┌┊ﾌ

اإبداعـــات

مدار البدوي

┞┖┎ﾉ にさ ┕ﾚ ゎ┢ﾒす┵ﾘ がゆ┕ﾘ┤┋ﾗ
: ゎ┴ゎﾉ》┕┇━ﾙす ｠ろる┢ﾝ┋ﾗる

がも『┄ﾙ》す ┗ﾒ┕ﾎ わ┗┍┋┆ﾘ ｠せ ┞┢ﾗす ┬ﾘ ┶ﾍ┐ﾞﾉ )ぇ( ん┗ﾕ┕ﾙ
ん┱┏ﾎ ゑ┦ ┝┈┍ﾉ ┶ぎ┋グ ┕ﾘ すにさ ん┱┏┎ ゎﾎ

 り┤┏ﾎ ┷ﾔ ゑ┫ ┝┈ギ ゑら┕ﾈ┤┉ ゎ┆ﾗす れけぬ ┕ぎジる
┷┋｀┍ﾉ ┕┌ﾟﾛぬ
んらす┤ﾕ ゑら┵┊ﾛ るけ

わ『┏ﾗな わ『ﾍ ┲｀┝┍ﾗす ゑ┤ がﾝﾍ ┢ﾕる
がき┕┌ ぎヮﾗす ┷ﾔ ん┗ﾖぬ┕┆ﾘ ゎら┵┊ﾉ ゑビﾌ ゑ┲｀┝┍ﾗす ゑ┤ がﾝ ゑﾍ ┢ﾕる

┕ﾚゑぬすねるけ ゎ┙┆ﾝﾉる

が┳ﾛ┤ぎ┏┍ﾗす ┗┍ﾞﾔ ┕わﾝ┍ﾞ｀ﾘ が┤┏ザ┕ﾈ ゎ┦ ゎ` ┎ﾛ ┵┎ﾔ
ゎぬ┕┍ぎ┋ゲす ┠│ヰ┾ すにさ 》さ ゑ┵ヰ ぎ│ﾗす ゎ┳ﾘ┑ﾛ 》る

がゆ┕ﾝゲす ┷ﾔ ┕┎ゑ┍ﾉ┕┈ﾘ ぐ┘ぎ゚ ﾈる
ゎり┕│ﾒ るけ ┴┌┎ﾎ ┶ﾘぬ

┴ﾛ┕ﾉ ┵ﾈけ そな┵ﾒ ┷┄ﾝ┍ﾗす ろる┢ﾝﾗす てるぬ ┶ﾗさ



ぉょ

 〝ら┑ﾞﾈ ┕┎ゑﾜﾈ┕ヱﾘ ┞┦ ゎ` ﾛ
ぐら┕ﾘ┥ﾗす ┷ﾔ ん┗┺ぬ┕ﾐ ゑ┬ﾈする┥ﾗする ぃ┴ﾗ ゑら┕ﾘぎ┥ﾗす らけ やぬ┢ﾛる

* * *
 ┕┎┍ﾉ┕┈ﾘ ゆ┕ﾘ┤┋ﾗ
 ┰ゎﾉ┤ﾝﾍ ┷ぎﾙけ ┤┏ﾓ

が┴ がﾒ┕ﾋる┑ﾈ ┞┲ヰﾞヮﾛ ん┲ﾗ┕ﾒ ┕┍┍┏ﾈ ┕ﾘ ┯┎━ﾛ
 ゑ┱┏ﾗ ゑ┱┏ﾗ

┴ ゑ┆ﾕ┵ﾘ ゎ┲｀┍ﾗす ┴ﾈ ゎ┬┏┃ゎﾛ
 がよ┵｀┍ﾗす た┕ﾛ┤ﾖに ┳ﾘ ゎ┱┏ﾛ┕ﾍけ ゑそす┤ ┞ヮﾗす ┞ゆ┢ﾉる

》┵ﾎぬ ゑせす┤┇ﾗす ┢┏┆ﾉ
が┴┏ﾍ┑ﾈ ┕ わヮﾝﾞ┋ﾘ ゑ┱┏ﾈ┕ﾕる

┴┏ﾞﾛる ゎ┴ゑ゙ ﾛ┕┍ﾋ んせす┤ﾓ ┞┚デ

* * *

┞ろる┢ﾝﾗす れ┤ﾛ ┶ぎ゙ ﾏ ゑ┱┏ﾛ┕ﾍけ
┞ゆ┢ﾞヮﾛ 》る

が┗ぎﾗな┟┕ﾈ りゑきす┤ヰ┾ 【デ ら┕ﾖ ┢ﾕる
がたす┤┈ﾗす ┷ﾗ┕ﾒけ ┶ぎ゙ ﾌ がめ┵ゲす ┳ﾘ ゑゆ┵┏ザす ゎな┵┉ﾛ ら┕ﾖ

 ゐ┯┋ﾕ ┶┋ﾒ
┗ぎ┏ﾎな┕┉ﾗす ゑ┗ギ┕ﾔ ゎ┖ぎﾕ┤ﾞﾛ

 がよ┕┎ ぎヮﾗ┕ﾈ わ┗ﾒ┵ﾔ┤ﾘ がの┢┉ﾗす ┶┋ﾒ んビﾒ
 ん┤┺┕ﾋ ┕ﾚな ぎ┢┎ﾛ ゑた┕ﾈ が┗ぎ┏ﾈ┤┆ﾗす がそ┵ヱ┍ﾗす ┶┋ﾒ んビﾒる

ん┤┏｀ﾞヮﾘ
｠ろる┢ﾝﾗす れ┵ﾎ ┝ろる┢ﾝﾗす ゎめ┤┆ﾛ 》る



ぉっ

せ┕ﾞ┊ﾗす ┷ﾔ ゐそぬ┵┾ ┷ﾔ ゎ┦ ぎ┈┍ﾞﾉ ┴ヰﾘ『ﾘ ゎ┘ﾛけぬ
ゑビﾒ ゑビﾒ ┴ゎ゙ ぐﾖぬ┕ﾒる

ん┗ﾘぎ┵ヮﾘ んゆ┵┏ﾍ がき┕┃┈ﾗす ┷ﾔ ぐ┘┃┈ﾞﾙす にさ ゎ┘┏┊ﾈ
)『┎┏ﾌ ( ┲┎ﾖぎ┤ギ んゆ┕ﾋぬる

がゆ┕ﾝゲす ┷ﾗ┕ﾒけ ┷ﾔ われ┤ がﾕ ゎら┕ﾍなる
ゑま┕┏ゲす ろな┕┍ﾛ

┮┏ヮﾗす が┗┌ヮﾕ ┶ﾗさ
...『┎┏ﾌ ... 『┎┏ﾌ ┕ﾛ

ゎ┦ ぎ┈┍ﾞﾛ ゐ┤｀ﾌ ┶ﾗさ ゎ┘ ぐヱ┾ける
ゎ┴ゎﾉ ぐ┢ゑ┍ﾎけ

お ゑ┘ﾙけ ┳ﾘ : ゑゆ┕ﾕ
┷┉ﾛ┢┾ ┕ﾛ ┕ﾙけ : ゎ┘┋ﾕ

┰ゎﾙ┕ﾚぬ
┝┷ﾈ┤┆ﾗす ┴ ゑ━┉ﾙ ┷┍ゑﾗる┕ﾙ

 ┴ゑﾉ┵┾ ┷┍ゑ┋ ┝┌ﾌる
 ┶┊ﾈる
ゎ┘┏┊ﾈる

 ┝ろる┢ﾝﾗす がめ┤┆ﾛ ぐ┳┌ﾔ
そぬ┕｀ゴす ┷┊ﾝﾉ ゑ┮┏ﾖ ゑ┤ﾛ

┤ﾛ┤ﾌ ┳ﾘ わそな┕ ぎ` ﾎ ゎ┠ﾝ│ﾞﾔ ゎそ『┈ﾗす ┞も┤ﾉ ┮┏ﾖ
お ｠ろる┢ﾝﾗす れ┵ﾎ ┝ろる┢ﾝﾗす め┤┆ﾛ ┳ﾘる

が┧┉┍ﾗす ┷ﾔ ┷┎ﾋる ┠ﾘ『ﾘ ┘ﾛけぬ

がよ┵｀┍ﾗ┕ﾈ ゐ┗━┝ﾕ┤ﾘ ゐき┕┌ﾎ ゑ┮┋ﾍ
...┷ﾘ┕ﾘけ ゎ┘┍ﾖる

ゐ┚┏┎ ゑﾘ ゐよ┕┌ﾌ ゑ┱ﾟﾘ が┧┉ぎ┍ﾗす ┳ﾘ ┞┤┈ﾉ んめる┤ﾌ
┕ﾚゑ┤ヰﾈ わ┗┍┋┆ﾘ ゎのぬす┵ﾙ



ぉあ

そす┤ ┝━ﾗす て┵┈ﾎ ┶ﾒ┤ﾉ ゎ┱┺┕ﾛける
｠┷ﾈ┤┆ﾗす ┴が゙ ┌ﾎ ┷ﾔ »ゎそな┵ﾒ»る

┲┎ﾈ ゎ┯┏┋ﾛ ┕ﾘ ┶ﾗさ ゑゆ┕ﾋ┤ﾗす な┵┉ﾛ
 が┗ぎ┋ﾚ┟┕ﾈ りゑきす┤ヰ┾ ゎ┳ぎﾛ┥ﾛ

 がゆ┕ﾋ｠┤ﾗす ┤ﾝ│ﾈ ゑもする｠┤ﾗす ┷┌ヰﾛ
が┗ぎﾛる┢ﾝﾗす ┴が゙ ┝┈ﾒる

ぐ┗ﾝﾛ┤ﾕ ゐき┕┌ﾎ ┷ﾔ ん┗┌ガ ゎり ゎ┢ がﾏ┤ゎﾉ

┷ﾙなぬけ ┤ﾒ┕ﾏ *

 ┗ﾖぬ┕┆ジする  らす┤┉ﾗする  ら┕ﾈ┤┉┆ﾗする  ┱┏┎ﾎる  せ┢ﾗする  ┗ﾕ┕┍ﾗす  )ぇ)
 ┕ﾚ┤ﾝヱﾛ ┷ﾞﾗす よ┵｀┍ﾗす ┲┋ﾒ ┳ﾘ ┰ﾗに ぎ┱ﾖ ... ┬ﾗ┕┄ﾗする らす┤┏┍ﾗする

.┕┎ﾈ ┴ﾉす┤ﾝﾍ ┯ﾔる ┴ﾉ┕┏ﾌ ┤ぎ┏ヮﾛる ろる┢ﾝﾗす



ぉい

*た┕ヮﾛ┢ﾕ らす┵┈┾

اإبداعـــات

ع�شَيات وادي �شعيب

┷がﾙすぬ┵ ゎﾌ ┕むむﾛ ｠┖むむゎゴす ゑぬ┕むむﾝ ゎﾓ ぐ┩むむ ゎ┈ﾙ┕ﾔ

がらす┢┏ゑジす ┷むむﾔ がも┕むむ ┝━ ゎ┆ﾗす ┶┋ﾒ らゑ┥むむ ゑギ

がら┕┏むむヮ｠┍ﾗす ┳むむ がﾘ ┷むむが┍ ゎ┆┍デ がき┕むむ┉┋ﾝﾗす
┷むむがﾙ┕ ┝┊ゑﾈ  れ┢むむ ┝│ﾗす  ゎ┬むむﾋぬ  ┕むむ┌┝┍┊ﾗ
)┷むむがﾙす┵ﾛがな  わ┕ﾖ┞┤むむゑﾝゑﾉ  ゎ┘ﾝむむヮゑﾙ  ゎ┴むむゑﾗる
┷がﾙ┕ヮ┏ﾙ ┶ ゑ┃┉ﾙする ┷がﾗ┵ ゑﾕ  ゎら┵┍ﾌ ┝┢ﾗす

がら┕┄┋むむ ┞ヮ┋ﾗ ｠ゆ ┞┣ﾗす ゑて┕ゑ┍ ゑﾋ ぐ┘むむ ゑ┃ ゑ┈ ゑﾍ

がら┕ヰﾛ┝┤ﾗする  ) がビ が┌むむヮゑ┏ﾗす(  が┗ ゑ┄┋ﾍ ぐ┳ がﾘ

がら┕むむ ゑ┈ﾋゑ┟する  がビむむゑﾉに｠┵ ゑ┆ゎジす  ゑビむむゑﾈ

がらす ┝┵ ┞│ﾗす がそゑ┤むむヱ┾ ┶むむゑ┍┆ﾘ ゑらす┵むむ ぐ┈ ゑ┾
┷がﾙす┵┍ ゎﾒ ┕むむﾛ が┰むむ┏ﾗがさ ゎな┵むむ ゎ┉ﾉ ぐ┘むむ ゑヮ┏ﾗ

がら┕むむヮﾌが】する  が┮むむ┄ ゑ┆┋ﾗ  んそなる┢むむ ゑド

がら┕むむﾎ┤ ゎ┈ﾗす  がそゑな┵むむ┆がﾗ  ゎらする┟す  ゑらく
『 ゑﾔ んせ ┝『むむﾓ が┪┋むむ ┝ヮﾗす ┷ﾔ れ┵ ゑ┎ﾗす ┝らさ
ゑ┖むむ ┞┃ ゑヱゑﾉ ┝らけ ゑ┤むむ┏ ゑﾓ ┷むむ がﾌす┤ がﾋ ぐ┘むむゑ┺が┤ゑﾈ

ろ が┢が┺┕│ゑﾕ  ゑ┱┏┋ﾓ ┷┋ﾛるす┵ ゑﾘ  ぐ┘ ゑ┈むむ ゑﾏゑる
が┴ が┌むむﾎ┕ﾈ が┰ゎﾉ┵ﾒゑな ┢ﾕ ゐなする ゑ┘むむﾍゎけ ┕むむﾛ(
ゑも ┝┢ ゑ┾る が┰┏ゑ゙ ┍ﾋる ┷ﾔ れ┢┝┍ﾗす ゑ┰ がヰ ゑ┻
┷が┋がﾈ┕┍むむ ゑﾎ がビむむ┋ ゑ` ぐ┍がジす がよ┥むむ ゑﾌ ゑよ┕むむﾘける
ん┗ ┝┉ゑ゙ むむ━ ゎﾘ  ┕┎むむ ゎﾎ┕┈ﾙけ  わそなぬる  ┕むむﾛ
わ┗むむ┝┏ が┌ ぐヰ ゑﾘ  わ┗むむ┝ﾛ｠┤ゑﾈ  わ┗むむﾗす┥ﾓる
ぐ┳ がﾘ がたぐぬゑな┕┾ ぐ┳ ゑﾘ が┘ﾙ┑ﾔ が┰ﾛ┢ﾗ ろ┤むむゑﾝ ゑﾍ
ゐ┗ ゑ┄ﾛ┤ ゑﾍ ┝┱ ゎﾖ が┴むむ┏┍┏ﾒ ぐ┳むむ ゑﾒ が┘ ぐ┆ゑ┍ ゑﾘる
ん┢むむゑﾛ ┕むむ┏ﾙ ┞┢┋ﾗ ゑ┦むむ┏┋ ゑﾔ ┝┷むむゑ┋ ゑﾒ ┷むむがﾝ ゑ゙ ゑﾒ



ぉう

がらす┢むむゑﾛる  ┷むむ が┈ゑﾛ  ん┖むむ┋ ゑﾕ  ┕むむ┎ゑﾗ  ┕むむﾙけゑる
┷がﾙ┕ ゑ┆┍ ゑ┊ﾗす がや｠┢むむ ゑﾋ が┗ゑﾛぐこ┤がﾗ ぐ┘ ゑﾕ┕ﾞむむﾏす

がら┕ﾕ┤ ゎ┈ﾗす  がそゑぬ┵むむヮﾈ ゎゆ┕むむﾋ｠┤ﾗす  ゑま ゑ┢むむ ゑ┾
┷むむがﾙす┥ ぐﾌゑけ  ぐ┳むむ がﾘ  ゎめ》｠す  が┴むむ ｠┈ ゑﾖ  ┷むむ がﾔ
┷がﾙすゑ┤│┝┍ﾗす ゎ┗むむ ゑ┌┏がﾙ┤ゑﾉ ぐ┘ ゑ┅ ゑ┉┏ﾞむむﾎ┕ﾔ

がら┕ﾖ┤むむゎﾝﾗす  が┢むむゑﾛ  ┶むむ┋ ゑﾒ  ゑビむむ┌が┺┕┝┍ﾗゑ┕ﾖ

がらす┤┎むむ ┝ヮﾗす がのがぬ┕ ゑ┈ﾗす ゎ┱むむ┏ﾗ ゑゆ┕むむ ゑﾐ ぐらがさ

がらす ゑ┵┋むむ ゎﾎ  ┵むむ ゎﾍゑけ  ┹┷むむがﾈるゎ┤ ゎﾒ  ┷むむ｠ ﾙがさ
┷がﾙ┕ ┝` むむ ゑﾎ  ろぬ｠┤むむ ゑヰ ゎﾘる  ん┗むむ ゑﾒ┵ゎ┍ド
┷むむがﾙ ┝『 ゑﾍ ┕むむ ゑﾘゑる ┷むむがﾙ┕ ゑ┈ﾋゑけ ゑビむむﾈ ゑも┝┤むむ ゑﾔ

がらす┝┤むむ ゑ┌ ぐヰ ゎﾘ  らす ┝┢むむゑザする  ゎて┕むむﾉぬゑけ
┷がﾙ┕｀┍ゎﾔ ┷がﾈゑ┤むむ ぐﾏする ┷┍┏┋がﾝ ぐ┉ゑ゙ むむ ぐﾎ┕ﾔ

┕むむ┎がﾈ ┝『 ゑﾓ  ┶むむ┋ﾒ  ぐ┘むむ ゑ┈ がﾕゎる  ┕むむ┎┝┍┊ﾗ
┕┍ゑﾈ┵┋ ゎﾕ ┝らがさ がの┢むむ ゎ┉ﾗす が┘むむﾍゎけ ゑ┘┍がﾈ ┕むむゑﾛ
┢ ゑﾕゑる  ┕ ゑ┎が゙ ゑﾛ┕┇がﾗ ぐ┘むむ ゑ┉ゑ┋┄ぐﾙす ┕むむ┍ゎﾗ┵┏ ゎﾍる
ぐたゑ┤ ゑﾚねゑ┑ ゑﾔ がふ┕┏ﾝﾗす ┶ﾗがさ ゎなす┢がゴす ┶━ゑﾘゑる
ん┲が┋むむヮ ゎﾘ ゑら┝にゑけ が┤│┝┍ﾗす がよ┕むむ┉ ゑﾘ ┶むむ┋ﾒゑる
ぐ┲むむ ゎ┎┝ﾙ┓ ゑﾔ ゑビむむ┈ がﾋ┤ ゎ┌┋ﾗ ┷ が┆ ゑ┌むむヮゑﾉ 》
ゎ┴ ゎ┌┏むむヮゑﾙ ゎら┵┊ﾛ ┕ﾘ ゎせゑ┤むむﾕゑけ ゎ┤ ぐ` ┈ﾗする
ぐ┲ が┎がﾗ┵ﾕる ゑビむむ┈ がﾋ┤ ゎ┌┋ﾗ ┷ が┆ ゑ┌むむヮゑﾉ 》
┷むむがﾉ ゑ┢┏│ゑﾕる  ん┗むむ ゑﾒ┵ ゎﾕ┤ ゑﾘ  ┷むむがﾉ ゑき┕ﾝﾒる
が┰ぐ┏ゑ┍┏ ゑﾒ ┷むむﾔ ゑ┤ヰむむ ｠ヮﾗす ┝らがさ ゎ┘むむ┍がﾈ ┕むむﾛ
ぐ┱ ゑ┎ ゑﾔ ┷むむが┍ ゎヰゑﾈ┣ゑﾉ ゎきす┤むむ┌ゴす ゎ┗むむ ┝┄ゴする
┷が゙ ゑﾚ┕ ゑ` がﾈ ゆ『むむゑゴす ┘ぐ┍がﾈ ┕むむﾛ ゎな┵ﾒ┑むむ ゑﾎ

┷ﾙなぬけ ┤ﾒ┕ﾏ *



ゃぅ

* ┷┍│ゴす ぬな┕┉ﾗす ┢ﾝﾒ

اإبداعـــات

نزار قباي معلقة دم�شق 

 ┕┎ゎﾈ┕┃ﾍる ┕┎ゎ┋ヰﾖ ┕┎┍ﾘ ゑや┕ﾝむむﾎる
 ┕むむ┎ﾈ┕┻ぬる  ┕むむﾚ┤┇ﾟﾔ  :らす┤┊むむヮジする
┕むむ┎ﾈす┢ﾚけ  ゎり┤ﾛ┤むむﾎ  て┕むむﾝ│ﾗす  らけ

 ┕┎ﾈ┕┃ﾚる ぃ┕むむ┎ﾋ┕｀ﾔる ぃ┕むむ┎ﾗ┕ﾘぬる 
┕┎ﾈ┕ﾝむむﾏ ゆす┥ﾛ ┕ﾘる ぃ ゎら┕ﾘ┥ﾗす せ┕むむﾏ 

 ┕むむ┎ﾈ┕┏ﾐけ  》る  ぃ┴むむ┍ﾘ  ┕ﾚ┤ヰむむﾎ  》
 ┕むむ┎ﾈ┕ﾞ┇ﾛ りゎぬ┵むむ┃ﾌ ぬ┕むむ┾る ぃ┕むむ┎┍ﾘ
┕┎ﾈす┵ﾊけ ┲むむ┎ﾈ ┘むむぎ┋ﾞﾈす ぃ┕┎ﾕ┕むむ━ﾒ

 ┕むむ┎ﾈ┕ ぎ┄ ゎﾍ  ┲むむ┎┆┏┌ﾋ  らる┤むむﾍ｠する
 ┕┎ﾈ┕ﾝむむﾎけ ┴ﾗ ┤┎┅ﾉ ┲むむﾗる ぃ ん┖ﾝむむﾎ
 ┕┎ﾈ┕ﾝ┋ﾋ ┕むむ┌ﾖ ┕ﾚ┤ﾞむむヮ┏ﾔ ぃれ┤┆ﾉ 
 ┕むむ┎ﾈ┕ﾝﾕ たす┤むむﾋ┕┎ﾗす ┷むむﾔ ┴むむ┋┅ﾞﾗ
┕むむ┎ﾈ┕｀ﾒさ  ┴むむﾗ  ┵むむ┈│ﾛ  ┕むむヅ┤┋ﾔ

 ┕┎ﾈす┤ヰﾘ ┕むむ┎┌┃ﾛる ぃ┕むむ┎ﾌるぬ ┷ﾔ 
 ┕むむ┎ﾈ┕┎ﾉる  ぃ┕むむ┎ﾝギ  :ビむむﾞﾛく  ┷むむﾔ
┕むむ┎ﾈ┕ﾌぬる  ┕むむ┎ﾕ┕ﾔく  ┗むむﾙすな┥ﾘ

┕┎ゎﾈ┕ﾞﾖる ┕むむ┎┌ガ ゑ┰むむﾔ┤┄ﾈ れ┤むむﾎけ
わ┕ヰむむﾏ┵ﾘ  ビ┌むむﾎ┕┏ﾗ┕ﾈ  ┕むむ┎ﾘす┵ﾕる
りぎ┤むむヮﾔ て┕ﾝ│ﾗす ┶┋ﾒ も┕むむﾔけ ぃれ┢ﾙる
┕┎ﾗ┕ﾝﾋる ┕┎ﾌ┵┈むむﾎる ぃ┕┎ﾗ┵┎むむﾎる
ぐらけ ら┕┊ﾔ ぃ ゎら┕むむﾘ┥ﾗす ┕ﾚ┤むむﾏ┕ﾈ き┕ヰ┏ﾔ
┴ﾙ┕┆ﾛぬ ┷むむﾔ ┳むむヮゴす ゎゆ┵ﾕけ 》 ┷むむﾚ
┴むむヮ┈ﾙ ぬ┵┾ ┳むむヮゴす ら┑ﾈ ぐ┱ ゎﾕ ┷ﾚ

ゐ┤むむ┎ﾙけ  ┗┆ﾝむむﾎ  ぎらさ  ┕むむ┎┍ﾒ  ゆ┵むむ┉ﾛる
┕┎ﾝ┏ﾝﾌ ら┵┏むむﾎ┕ﾕ  :┕むむ┎┍ﾒ ゆ┵┉ﾛる
┴ﾗ す┢むむﾈ ぃぬ┵┏┇ﾗす き┕むむﾏ ┕むむﾘ ゆ┵むむ┉ﾛる
┕┎ ゑ│┏┌ﾕ ら┵むむ┊ﾛ ぐらけ ┰むむﾝ┋┉ﾗ ぐ がヴ┑むむﾔ
わ┗むむﾘ┕┌ﾌ  ら┵むむ┊ﾛ  ぐらけ  ┰むむﾝ┋┉ﾗ  ぐ がヴける
わそなぬる  よ┢むむ┉ﾛ  ぐらけ  ┰むむﾝ┋┉ﾗ  ぐ がヴける
ん┦┺┕┍ﾖ ぃほ┕ヰ┋ﾗす  が┗┏ﾋ┕ﾎ ゎせ┕｀ﾒさ

れ┵┎ﾗす ┷ﾔ ┰むむﾕ┢│ﾈ ぐ┘ ゑ┉ゑﾊる ┕むむ ぎヅ┤ﾗる
れこ┤ﾗす ┠むむ┏ﾉ┕┈ﾘ ┕むむﾚ┢ﾛ ┷ﾔ よ┵むむ┉ﾞﾔ

ろぬ┵ﾎ ┤ﾒ┕ﾏ *



ゃぇ

*ろ┤┏むむぎ゙ ﾝﾗす ┷┋ﾒ

اإبداعـــات

ُبح  اجميل طائر ال�شّ

ぃら┵┊ﾗす ゎ┗┝むﾝ ゎﾕ り┣ﾚ
ぐ┗ゑﾗす┥┇ﾗす ビﾒ ┱ﾟﾘ ん┗┏ﾔ┕┾

┕┍┏ﾔ も ぎ┢ ゎギ

よ┵｀┍ﾗす ┕┍┏ﾗさ ぎ┢ベ
┶ﾋ ぎ┢ﾗす ┷ﾔ ┕ﾙゎ┤ﾚ┕ヮﾉ

ゑビ┉ﾏ┕┆ﾗす がそ┤ﾖす┣ﾗ ゎ┢┏┆ﾉる
ぐ┴ﾗ┕┆ﾞﾏする ┶┅ぎ┋ﾗす ゑら┕ﾘね

┤┆ ぎ━ﾗす ┗ヰ┍ﾋけ ゎ┯┋┄┍ﾔ
┶ ぎ┈┉ジす がよ『┊ﾗす き┕┃ﾔ ゑ┤ぐﾝ ゑﾒ

がて┵ﾝﾗす が┗ﾔ┤ﾏ ┶┋ﾒ ┷ヮ ゎヂる
.. ぐよ┕┌ﾌ ┷ ゑﾍ┤ﾔ

ぃ が┯━┆ﾗす ┤┌ﾕ ┶ﾗさ ビﾈ┣｀┍ﾘ がら┕ﾘ┵ヰﾛ
┴┏ﾞ┋┉ﾘ ┳ﾘ ゑき┵┃ﾗす ┕┌┎┏┍┏┆ﾈ ら┕┏ヮﾞヰﾛ

が┴┏ﾞ┍ﾋる ┳ﾘる



ゃぉ

が┴┏ﾞﾌすぬ ┳ﾘる
ぐ┴ゑﾗ┕┏ﾍ ら┕┉┍ﾞ┆ﾛる

* * *                          
ぃら┵┊ﾗす ゎ┗┝むﾝ ゎﾕ り┣ﾚ

┕┍┏┋ﾒ ｠┖ゎボす ま┵┋┃ﾖ ┗┝┏┍ヰﾘ
が┢ ぐ┉がゴす が┗ﾊ┵ﾗ ┳ﾘ け┤ﾝﾉ ゐ┖┋ﾕ ┤ ぐ┎ ゎﾐ ┶┋ﾒ ┞┳ヰぎﾛ

ぃ ｠┖ゴ┕ﾈ ┙ぎﾝ━ﾉ ┝┲ﾊ
ぐ ゑ┗ﾗ┕ヰﾞﾎ》する がの┑┏ﾗする がた┵ジす ┳ﾘね ┷ﾔ

...┷┆ﾘ ぐ┷ﾗ┕┆ﾉ
がり┕┈━ﾗす ┷ﾔ が┴ﾘ┵ﾙ ┳ﾘ も┤ゴす ┫ﾕ┵ﾙ

ゐ┗ﾙ┵ﾞﾛね がま┣ﾋ ┶┋ﾒ る┢━ﾛ
┕┍┌┋ ゎﾌ た┢ﾉぬする ┕┎ﾙ┥ ゎﾌ ┘┆┋ﾍ

┕┎ﾞ┆ﾘな ┰ﾌ┕┃ﾉ ┘ﾌすぬる
┕┍┏ﾗさ ┯ﾛぎ┤┄ﾗす ┷ﾔ

 ┳ﾛ┥ゴす て┕ﾝ ぎ│ﾗす ま┵ﾘな ぎ┩ギ
 ┗ﾗ┕┉ﾞﾎ》す ┶┋ﾒ

┕┍┏ﾔ ┠ﾝ ぎ│ﾗす ┤┺┕ﾐ ┷ﾒな
ぐ┴ﾗ す┢ﾈ ┕ﾘ が┴┋┎ ゑﾘ ┶┋ﾒ ┷┍┇ゎﾛ

ぃふぬ┟す て┤ﾔ ┶ﾗさ ┳ヰ┍ﾔ
┕ﾙ┤┏ﾓ ┳ﾘ ゎつ┵ﾌけ

ぃ がよ┵┌┎ﾗす ゆ┕ﾝﾋ きすぬる わ┕ﾈす┤ﾞﾓす ┕ﾙ┕┈ﾖ
┶ﾙす┥ゴす ゑビ┉ﾏ┕┆ﾗす よ┢ﾈ ┷ﾝﾞﾖす

ぃら┵┊ﾗす ゎ┗┝むﾝ ゎﾕ ┶┋ﾒ
┶ ぎ┈┉ジす よ『┊ﾗす す┣ﾚ

て┕ﾛぎ┤ﾗす ゑ┖┎┍ﾗ ┴┏ﾖ┤ﾞﾉ 》る



ゃゃ

れぬ┕┊ ぎヮﾗす ビジ┕ゴす ┳ﾘ ┶ﾗるけ ┳ヰﾙ
.. ぐて┕ﾝ ぎ│ﾗす が┴ ぐﾋ ゑ┵ﾈ

 ┕ﾙぐ┤┎ﾎ ぐ┢ﾕ ┴ﾗ ゎ┳ヰ┍ﾔ

がよ『┅ﾗす ┷ﾔ が┴┉┺す┢ﾌ ┵ヰﾙる
 ┕ゑﾙ┤ がﾐ がま┵ゲする がなぐ┤ ゑﾝﾗす ┶┋ﾒ

┶ﾗるゑけ ゎ┳ヰﾙ
┕┎ゎﾕ┣ゑﾙ ぐ┲ﾗ ┷ﾞﾗす がそ┕┏ゴす がの┑┊ﾈ

...┷┇ﾝ┍ﾛ ┕┌ﾖ
ぃ がふぬ┟す ┷ﾔ ゑら┵┌┏┉ジす ゑらる┤ﾍ｠す ┕ﾚ┤ﾕ┕ﾒる

.┗ﾗ┕┌ゎ゚ ﾗす ┶ﾞﾌ

┷ﾙなぬけ ┤ﾒ┕ﾏ *



ゃゅ

わす┢┏ﾋ ┷ヮ┈ﾙゎ た┑ぎ┏ﾚ
 ┷ﾉ┢┏│┉ﾗ

ゎた┤ ┝ヮﾖが ┠ﾝ│ﾗす ┷ﾔ
 ┕┎ﾜﾋ┕ﾔけ ┷ﾖ ┕ﾛす┤ジす

┷ﾔ そ┢ﾛ┢ゲす ┕┎ﾉぬ┵│ﾈ
ぐら┵┏┆ﾗす がた┕ﾎ┕┊┆ﾙす

ゑよ┵｀┍ﾗす ゎ┘┌ ┝┄ﾌ ┱┏┋ﾗす ┷ﾔ
ゑ ┗ﾕす┤ﾏ】す れぬけ ┷┊ﾗ

┱ﾘ┕┊ﾈ れ┤ﾝ┊ﾗす
ぐ┳ﾛ┵┊ﾞﾗす そぬ┵┾

 ┕┎ﾗる わそぬ┕｀┏ﾎ ┷ﾗ ゎ┘┋┆ﾏけ
 ┷ジす┵┆ﾈ ┕ﾘ ゑ┬┏┌ﾋ ゎ┘ﾛ┢ﾉぬす

ぐ  ら┵┍ﾋる ゐ┯┄┍ベる ゐ┦ﾋ┤ﾙ ┳ﾘ
 ┕ヅ ┕┎ゎﾝゎむﾞﾖけ : ゎ┘┋ﾕ ┢ﾕ

ゐ ┷┺するぬ ゐ┲┋ﾕ ┳ﾘ ゎた┑┝むﾝﾍ

*た┕┏ﾌ┢ﾗす ┢┌ヰﾘ

اإبداعـــات

ق�شيدتان

» ぐら┵┊ ゎﾎ«



ゃょ

 す┤ﾝﾌ ┴ﾉ┣ヰﾏ た┕┏ﾙ┕┇ﾗす ┱ヰ┊ﾈ
ゐ ┷┺┕┃ﾔ ゐもぬる ┳ﾘる
┳ﾘわ ┗┌┏ﾓ ゑ┯ ぎ━┆ﾉ

がぐビ┌ﾎ┕ﾛ

が┘┏ﾝﾗす せ┕ﾈ ┢┍ﾒ ┷┍ﾞﾞ ゑﾓ┕ﾈる
 )ゐ┤┺┕ﾊ がそ┢ヰﾈ( :わ ┗┋┺┕ﾕ

 ゑ ┗ﾞ┏┉ゑジす ゑやゑ┤┺┕｀ﾎ き┶┈ﾐけ
ろぬ┵┃ﾌ ┷ﾔ

ぐも┤ﾞギ ┕┎ ぐﾒ┢ゑむﾉ 》
ぐ┱┆ﾏ┑ﾔ わ》┢ﾈ

ぐら┵ヰ━ジす ゑ┰ ゑﾌるぬ

がたなぬけ ┕┌ﾖ : ゎ┘┋ﾕ
┕ﾙこ┕┉ﾗ ゑら┵┊ﾛ ら┑ﾈ

ゎら┵┊┏ﾎ
わ┕ぎﾛね┕｀ ゑﾘ ,わ┕ ぎ┏ﾋす┥ がﾘ ,わす┢┝むﾞヰ ゎﾘ

ぐらにさ
┷┆┋ヱﾞ┋ﾔ

ゑら┵┊ヮジす が┰ゑむﾙ┕ﾞヮﾔ
ぐら┵ﾙる ん┗┏ﾔ┕ﾕる ぐ┳ゎむﾞ┋ﾒ┕ﾔ

も┵ﾔ ┷ﾉするな ろぬゑにゑる
 が ビﾉけ┤ﾘすが ┲ ゎﾎ┤ﾉ が┰ が┌ヮﾋ

ゑら┢がﾗゎる ゐ┯┋ﾕ ┳ﾘ
/ ┷ﾞﾝ┏ﾝﾌる ┷ﾉ┢┏│ﾕ /

ゐ┱ヮﾒ ┳ﾘ ゑら┢ゑむﾗゑるゑる
.ぐビﾉるわ ┗ゑむ┋ゎむ┈ﾙゎ┤ゎむﾕ



ゃっ

) ゐしな┕ﾚゐ ┱┊━ﾈ( : ぐ┘ﾗ┕ﾕ 
.. ゎき┕━ﾉ ┕ﾘ ┰ﾗ

ゑ┘┉┋ゎむﾍ
ゑた┵ﾘ┟ るけ ゑ┧┏┆ﾞﾗ 》

. ぐら┵┊┍ﾗ ┱ﾈ
) ゐ┖ﾍ┕┾ゐ ┱┊━ﾈ( : ぐ┘ﾗ┕ﾕ

ゎき┕ﾏけ ┕ﾘ ┷ﾗ
ゎ┘┉┋ゎむﾍ

ゑ┧┏ﾒ┟ るけ ゑた┵┌ﾞﾗ 》
 * * * 

┕┎ゑむﾞﾝ┏┉ﾌ ぐ┘ゑむ┋━ゑむﾞﾙす

が┤ﾛ┤ヮﾗすゑ ┗ﾛに┕ボす
┕┎ﾗ ビﾉぬ┕｀┏ﾎ ぐ┘┋ ゑ┆ﾏける

 ..┷ﾗる
 ┢ﾋけ ┲ﾗ ┕┎┍ﾘ ゎ┘┅┉┏ﾞﾎす

┕┎ゑむﾞﾝ┏┉ﾌ》さ
ろ┢┏ﾚす┤┈ﾗす ゑら┕ﾞヮﾔる

┕ﾛ┕┉ﾈ ┳ﾘ わ『ヰﾖる
がそな┕ﾎ┵ﾗす ゑも┵ﾔ ┕┎ が┆ﾘな

ぐら┵┊ ゎヮﾈ ぐたぬゑな┕ﾓ
 ゑろ┕┍ ゎﾚ ┘ﾙ┕ﾖ

ぐたぬゑな┕ﾓる
がむﾈ

 ゎむﾎ
むﾖ

る
 ら



ゃあ

わす┢┏ﾌる ぃわす┢┏ﾌる
 ┕┏がむ┍ﾛなぬ┕ﾋ そ┤ﾚ┥ﾖ
ぐそ┤ヱ┾ も┵ﾔ ┘ヂ

┗ﾔ┕ヮジす ┶│ﾕ┑ﾈ や┕┍ﾚ
┷ﾌるぬる ┷ﾝ┋ﾕ ビﾈ┕ﾘ

ぃす┢┏ﾌる
┕ﾜ┏ﾏ ┤ﾖ┣ﾉけ 》る
┝┷┍┏ﾒ ┝らけ れ┵ﾎ

ぐそ┤ﾝﾒ ゎ┱┌ギ
┕ﾘ ┢┆ﾈ ┳ﾘゎ み が┢ﾓ┢ゎむﾉ

-┶ﾟﾙけ ┢┏┌┃ﾉ ゑらるな - ぐ┘┈ ゑ━ﾙ
┷ﾌる┤ゎむﾕ

ゎ┰ヰ┻け ぃ ゎ┰ヰ┻ける
/┤┌┆ﾗす ┳ﾘ ┶ ぎ┃ベ ┕┌ﾒ

ぐそ┤┊ﾔ ゎよる┕┉ﾛ ん┱┈ﾐ
:┴ﾈ ぐ┘ぎジけ

 ┰┋ﾉ ┴ ┞ﾘけ
 ┴ﾞﾝガけ ┷ﾞﾗす ゎ┤┏ﾓ

┵ヰﾙわ ┗ﾈ┤ﾓ ┕┏ﾔ
お┷ﾌる┥ﾙ ┳ﾛけ

わす┢┏ﾌる ぃわす┢┏ﾌる

..そなぬる そ┢ﾌる



ゃい

 ゎ┩ﾖぬけ ゎ┩ﾖぬける
┝┷ﾎ┤ﾖが も┵ﾔ ┳ﾘ

ぐそ┤ﾟ┆ﾈ き┶ﾋ┕ﾔけ 》 ┷ﾖ
 ┶ヰ┍ﾘ ゎ┤｠┏┇ゎむﾉ

┢┏│┉ﾗす
ゎたなぬけ ┢ﾕ ┕ジ ┕ﾔ『ﾍ

がて┵┍ﾋ ┳ﾘ ┴ﾗ

ビﾞ┏ﾔ┕ﾕ ビﾈ ┕ﾘる
ゑ┷ヮ┈ﾙ ゎ┢ﾒするけ

ゑそ┵┎┉ﾗす ゑせ┤━ﾙ らけ
ぐそぎ┤ ゎﾘ ゑよ┵┏ﾗす

┝┷┋ﾒぃ┷┝┍ﾘ ゎ┰ヰ┃ﾞﾔ
┶┋ﾒ ┷┊ﾝﾉる

┷ヰﾛ┥ﾘる ┷ﾉけ┢ﾚ

 ,,す┢┏ﾌる
ゎも┵━ﾗす ┷┍ﾞﾓ┕ﾝﾛ

┷ﾉ┤｀ﾌ ┷ﾔ
ぐ そ┤ﾚね ビﾌ

,,す┢┏ﾌる
ゑ┤ﾊ┕┍ﾉ ゐゐなぬ┵ﾖ

た┕┝ﾛ┤ﾘ┕┆ﾗすが ┱ゑﾝゎむﾕ ┳ﾘ
.┷ヰﾛ┤┻ ゑも┵ﾔ

┷ﾙなぬけ ┤ﾒ┕ﾏ *



ゃう

*た┕┉ﾛ┤ﾒ┢┌ヰﾘ

اإبداعـــات

 مزامر اللوح الرابع         

 ┷ﾝ┋ﾕ ┷ﾔ ┤ヰﾈ 》
ぐた┕┏┍ﾓ┟す が┴┏ﾔ ┤┎┍ﾗす ゑ┖│ﾛ ┷ﾖ

ん┦ﾋ┤ﾙ ┵┌┍ﾛ ら｠す
がそ┤┏ヰﾝﾗす がき┕ﾘ ┷ﾔ ゑた┵ﾘ┟

ぎ┷ﾗさ ろ┤┅ﾙ ゑ┕│ﾍ┕ﾏ
が┗ﾙ┕ﾛ┢┍ヮﾗす ふ┵┌ﾓ ┶ﾗさ

がつ┵ヮ┍ジす が┤┃ﾍ┟す が┨┏┌┉ﾗす ┷ﾔ
ぐ┦┏┌ザす が┱┏ﾗ ┶┋ﾒ ┷ﾙねぎ┤┄ﾉ ゐ┤ﾈさ ┳ﾘ

 ぐめ┕│┈│ﾗす ┶┋ﾒ ┷┍┉ぎむ┋┆ﾛ んぬ┕┌ヮﾘ ふぬ┟する
 

┷ﾞ┇ﾗ ┷ﾔ ゎき┕┉┍┆ﾗす ゎ┢ ぎヮ｀ﾞﾉ 
 わ┕━ﾛぬ ┷ﾔ┤ﾌけ ┷ヮ┌ﾞﾔ

 ぃ がな┵ﾋる『ﾗす ┷ﾔ わ┕ヰ が┻する ┠ﾝ┾ける
わ┕ﾛなぬるね》 わ┕ﾈ┕ヰﾎ ろ┤ﾜﾈ ┳ﾘ ┯┏┍┏┈┋ﾗ ゎ┘┆┍┾
 ぃ ぐめ┕┈ゲす ゑら┵ぎむ┋│ﾛ す┵┋ﾟﾞﾘ┕ﾔ ┮┏│ﾗす れ ぎ┢ギ

 ゑビ┆ﾖす┤ﾗす がせ┕ﾕぬ ┳ﾒ ゎ┥ が┈ﾕけ ゎ┘ﾌ┤ﾔ
 ぐな┵┋ザす ゑて┕ﾝ│ﾘ ゎ┤┏ﾙけ



ゅぅ

 ゐめ ゑ┢┾ ┶ﾗさ ┷━ﾘけ  
┷┈┋ﾍ ゎりゑぬ┕ヰﾘ ゎ┘┏ﾘぬ

┗ﾟ┏ﾝザす ゎ┠┏ﾏす┵ﾞﾗす ゎ┦が┋ゑむﾞヱﾞﾔ
 がき┕┏ﾏ┟す ゑ┳ がﾐ┕ﾈ

 が┗┏┍ﾓけ ゑ┖ ぐヱ┾ ゎ┲｠ む┋ﾕけ ┕┎ﾞ┅ゴ
 わす┤ﾍく ┠ﾝ┾け ゎ┙┏ﾌ が┤ぎむﾉ┵むﾞﾗす

 
 ゑ┱ﾝゴす ┝ろ┢ﾛ ┕ﾞ┋ﾖ ┷ﾔ ゎ┘┊ヮゑﾘる

が┰┏ﾗさ ┞┘┈ﾞﾗする ゑぬる┕ペす ゑ┱ﾝゴする
 ┷┉ﾎ┵ベ がて┵┻┵ﾗす が┧ﾝﾓ ┷ﾔ

ぬる┕ペす ┱ﾝゴする たす┵┄ザす

ゐき┵┻ ゑ┱┊ﾏ ┤ﾖ┣ﾞﾗす ゎ┴ﾝﾚ┵ﾛ ゑてすぬ
ぐ  ぎ┷ﾝﾗ┵ﾗ

 
 ん┖ がﾖす┵ﾘ

 が┮┏┾┤ﾗす ゑも┵ﾔ ┕┎┺す┣ﾌ が┖┆ﾖ ゎビﾙぬる
ぃが ゆ┵┉│ジす が┦┋ﾘ┟す

┘┆┌ﾋ ┷ﾞﾗす が┰┏ﾈ┕ﾝ━ﾗす ┗┏┍ﾓけ
 ゎもゑ┤┇ﾉ が┦ﾘ┟す ゑた┕ﾞﾏ

ぃが ゆ┵┃┈ﾗする が┗ﾘ┕ﾎ┵ﾗ┕ﾈ
 ろ┢ﾌる ゎ┘┍ﾖる

 が┯ﾛ┤┄ﾗす がて┕ﾝ│ﾘ ゑせ┤ﾕ
ぎ》さ がたす┤┅┍ﾗす ゎ┦｠む┍ﾖけ
 ぐビﾉね┕ぎむ┌ﾓ ┕ﾝ が┾ ┳ﾘ



ゅぇ

┕┍┉ﾝヮﾛ ゑら┕ﾖ わ┕ﾘるな 
が┢ﾕす┵ジ┕ﾈ ゎ┧ﾝ┍ﾛ ゑ┤┄ が┆ﾗす ぎら┑ﾖ
 ぃ がた┵ﾕ┵ジす が┢ﾒ┵ジす が┬ﾛ┥ﾚ ┷ﾔ

 ゎ┠┏ヰ━ﾗす ゎ┤┄ジする
 が┗┉┏┉ヰ┋ﾗ がめがなす┤ジす が┱┆┈ﾗす ┗┌┏ﾓる

 ぐビ┆┋ﾗす の┤ゲす が┗ﾈ┕ﾟﾘ ┷ﾔ
 

 ぐ┰┞むﾝﾌけ ┕ﾙける
 が┤ﾛ┢ﾞヮジす よ┕┌┇ﾗす ゑ┲ﾓぬ

 が┗ﾛ┕┊ゴす が┱┏┾┕┈ﾉ ┷ﾔ ┕ﾛす┤ジす ┶┋ﾒ
 がなす┒┈ﾗす ゑ┱ﾛに ┕ﾛ ┪┏ザす ゎ┲┏┉ﾞヮﾛ

 ┷ﾞ┌┾ ┷ﾔ がてる┤ﾗす ゆ┕┈ﾙ┤ﾖる
┲┅┆ﾗす ゑ┤ﾛ┤┾ ┕ﾛ ┷┍ぐむﾞﾘけ

 ┷ﾙ┕ヮﾗ ┶┋ﾒ がとす┤ ぎ│ﾗす ゑ┲┆ﾐ ┕ﾛ
 が┠ がﾘ『ジす ┗┏┍ﾓけ がぬ┵ヮ┊ジす がのゑ┤ﾍ┟す
 がそ┢┏┆ﾝﾗす が┤┏ﾐ┕ﾎ┟す ┷ﾔ が┲ﾌ『ジする

 ぃ が┗ﾝﾛ┤┉ﾗする
 がつ┕ﾋ┵ﾒす ┶┋ﾒ ら┕ﾒぬ┕ﾏ

 が┖ﾛ┤┇ﾗす ┶┄ﾍ がら┕ﾈ┣┎ﾛ た┕ﾛ┤ﾖ┣ﾗす
 ぃが┤ﾜﾝﾗす がめす┵ﾌ ┶ﾗさ

 ┕ﾛす┵┍ﾗする ┕ﾛ┕┍ジす がた┤ ぎヮ┊ﾉ )る┢┏┊ﾙけ(
 が┯ﾛ┤┄ﾗす ┷ﾔ ┕ﾛす┤ジす ┷ﾔ

ぃが┤┎┍ﾗす がぬす┤┌ﾌす ┶ﾗさ
ゑ┰が┺す┵ﾉぬ》 がせぬす┵┉ﾗす ┑┌ﾑ┕ﾛ

 て『┌┋ﾗ ゑめす┢ペす がや┤ﾉけ



ゅぉ

 ┕┎ﾉ┵│ﾖ 
 がき┕ヮジす ┬ﾘ がら┕┌┊ﾗす た┵┾
ぃがりが┤ﾍするけ ┷ﾔ ┷┈┏┾ ら┥ﾌる

 ゎ┱┏ﾌ┤ﾗす ┷┍ﾟﾞヮﾛ がた┕ﾝﾞ┆ﾗす ┶┋ﾒ
┷┋ﾛ┢┍ﾘ ┪┏ﾍ ゎも┤━ﾛ ゑろ┕ﾙけ

 ぃ┷┍ﾌぎ┵┋ﾛ
 ゎ┴ﾌぎ┵ﾗけ ┷ﾖ ゎも┤ﾏ┑ﾔ

 ┷ﾙなぬけ ┤ﾒ┕ﾏ *



ゅゃ

*め┕ヮ┆ﾗす ┤ﾚ┕ﾏ ┱ﾚ┕┍ﾘ

اإبداعـــات

عاِر�ُس غيم    

┕┍ ゑﾐゑる ┷むむﾗ ゑ┰┏┍ぐ┏ﾒ ┷むむﾔ ゎ┢むむ ゎ━ﾙゑけ ゎ┘ﾌゎぬゑる
┕┍むむ ゑﾎゑる ぐ┷むむﾗ ゑら┕ﾖ ┕むむ┌┏ﾔ ゑぬ┕むむ┝┍ﾗす ゑよゑ┤むむ ぐ┻ける
┶┍ ゎﾘ がた┕ﾔがね┕┍ﾗす ┷むむﾒ┵ﾘな ┳ﾘ ┷むむ が━ﾞﾙ┑ﾔ
!!┕むむﾙ┢ﾔ が┴むむがﾙ┕ﾖぬけ ┶むむ┋ﾒ ゎよ『むむ┅ﾗす ぎ┪むむﾌ
┕┍ ゑ┊むむ ゑﾎ ┴ﾗ ろ┢ﾝﾉ 》 ゑの┑むむ┏ﾗす ゎめが┤むむ┆ゑﾉ 》
...┕むむ┍ ゑﾒ  ゎよす┤むむ┇ﾗする  ┷むむﾌるぬ  ゎぬ ゎ┣むむﾈけ  ゑ┰むむ┏ﾗさ
┕むむ┍ ゑ┆ ゑﾑ  ┷むむﾙゑなすね  ┳むむ が┊ﾗる  れゑるぬゎけ  ゎ┘むむぐﾜ がﾋる
!お...┕むむﾙ ゑ┢ ゑﾒ ┷┍ゑ゙ ぐ┋ ぎﾘけ ┕むむ┌ﾖ ゑ┰むむ┍ がﾘ ゑ┳むむﾛ┑ﾔ
..┶むむゑ┍ゑﾈる ┷むむ ゑジ┕ﾒ ┕むむ┎┏ﾔ ゑよ┕むむﾕ わ┗むむぎ┍ﾋ ┕むむﾛ
お┕むむ┍ ゑ┎ゑﾉぐ┤ ゎﾘ  がきす┢むむﾒ【ﾗ  ゑ┰むむがﾈ┤ゎﾉ  ゎゆ┕むむﾈ  ┕むむﾘ
お┕むむ┍ がﾘゑけ  ゎ┲むむ ゎﾚすな┕ﾒ  ぐ┳むむ ゑﾘゑる  ゑらる┢むむがﾈ┕┊ゎﾛ
┕むむ┍ゑ┋ ゑﾒ ┶むむﾎ┟す ┕むむﾙ┵ﾕすにけ... ┕むむ┍┉ ゑ┄ゑﾙ ぐらさる
...┕ﾙが┤ ゑ゙ ┉ ゎﾘ ｠ゆ┣むむﾗ┕ﾈ す┢むむﾓ ゐ┬むむﾘな ゑ┠むむﾛる ┕むむﾛ
!お┕┍ ゑﾐゑる ┷┍ゑﾗ┕ﾍ ┶ぎ゙ ﾌ ゎら┥ゎゴす ゑ┦ゑﾙ┑ゑ゙ むむ ぐﾎけ
お┕むむ┍ ゑヰ がﾘ ぐ┘むむゑ┍ ゑﾋ ぐた┝┥むむﾒ ゐ┗むむゑ┏ が┾┕ﾙ ┞┱ ゎﾖ ぐにさ
┕むむ┍ がﾚゑる が┴むむ がﾚく ぐ┳むむ がﾘ ぐ┳むむ ゑﾘ ゑ̈ す ゎ┤ が┈┇ﾞむむヮﾛ
...┕ﾙゑな がき┕┌ ぎヮﾗす ┷ﾔ ゐ┲┏ﾓ がふがぬ┕ﾒ が┢┆ゑﾈ ぐ┳ がﾘ

┕むむﾙゑ┥ゑゴす  が┘ ぎ┈むむﾏ わ┕むむﾙ┵┏ ゎﾒ  ゑ┰むむぐ┍ﾒ ゎ┘むむぐ┏ ゑ┈ ぐﾍゑけ
┷むむ┍ゑﾈゑに┕ ゑグ  ┶むむ┈ぐ┍ﾘ  ぐ┲むむﾖ  ゎめが┤むむﾒけ  ゎ┘むむ ぐヮゑ┋ ゑﾔ
┷ﾞ ゑ┇ゎﾗ ┷むむﾔ がてる┤むむﾗす ゎてす┤むむﾋ ┷むむ┊ぐﾝﾉ ゎ┘むむ┏ゑﾉけ

ゐ┳むむ ゑﾘゑね  ┷むむﾔ  がぬ┵むむ┍ﾗす  ゑ┪むむ┏ﾍ ゎ┙むむ┆ﾈけ  ゎ┘むむ┏ゑﾉけ
わ┗むむゑ┏┍ﾓゎけ  がて┤むむゎゲす  がら┵むむゑ┋がﾗ  ろ┢むむﾚゎけ  ゎ┘むむぐﾜﾋる

 ┷むむﾘ ゑ┢がﾈ  わす┤むむ が┈┉ ゎﾘ  わ┕むむﾈす┤ゎﾉ  ┷┉むむﾎけ  ゎ┘むむ┏ﾉけ
ぐ┘┍ ゑ┊むむ ゑﾎ ┷むむ ゑ゙ﾈ┤ ゎﾓ ┳むむ が┊ﾗ ゎ┳ ゎ┊むむﾎけ ゎ┘むむ┏ﾉけ
わ┕むむ┍ ゑ┈ ゑﾖ  ┷むむ┍ゑ゙ ﾛ ゑ┢ ぐﾚけ  ....わ┕むむ┍ ゑﾐゑる  ┕むむﾛ  ゎ┘むむ┏ﾉけ
ろ┢むむゑ┋ ゑﾍ ┷むむﾔ ゎゆ┵むむﾘ┑ジす ゎ┳むむ ゑﾐ ゑ┵ﾗす ┕むむ┎ぎﾛけ ┕むむﾛ
お ゐ┗むむ ゑ┆┻ ┷むむﾔ ゑビむむﾈ┕ﾉ┤ ゎﾘ ゑ┰むむが┋ﾚけ ゎゆ┕むむﾈ  ┕むむﾘ
す┵むむ┋ゑ゚ ゑ゙ ﾘする  ぎ┯むむゴ┕ﾈ  す┵むむ┍ ゑﾘく  ぐ┳むむﾘ  ゎゆ┕むむﾈ  ┕むむﾘ
┕むむ┍ ゎﾘ｠┤ ゎ`ﾛ  ぐ┳むむ ゑﾘ  ┕むむﾙ ぐ┢ ゑﾋる  ...┕むむ┍ぐ┋ が゙ ゎﾕ  すにさ

ゐ┱むむ ゑ┉ ゎﾘ  ┷むむﾔ  ゑ┬むむﾘ ぎ┢ﾗす  ┕むむ┍ ぐﾚが┤ ゑﾖ  ┕むむ┍ぐ┏ ゑ┊ゑﾈ  ぐらさる
┷むむ┍ゎﾝ｠┋┉ゎﾉ  ┷むむﾘ┕ぎﾛける  ... が┰むむ┏┋ﾒ  ┷むむﾝ┋ﾕ
┕むむ┍ ゎﾖがぬ┢ゎﾉ  ぎ┢むむゎﾈ》  ん ゑパむむ ゎﾎ  ┕むむ┎ぎﾙけ  ぐよけ
ん┗むむ ゑﾔね┕ﾙ  がてる┤むむﾗす  ゎてす┤むむ｀ﾔ  ┷むむﾒ┥グ  》
わ┕むむ┉が┋ゑﾉ ぐ┒ﾘ  ゎぬ ぐ┢むむゑﾝﾗす  ┶むむぎ┋｀ﾞﾛ  らけ  ぎ┢むむゎﾈ》

 ┕┏┋┆ﾗす た┕ﾎすぬ┢ﾗす.や /┗┏┆ﾘ┕ﾋ ┗ﾝﾗ┕ﾐ*



ゅゅ

*┘┏ヱﾈ ┢┌ﾌけ

ا اأفق ي

اإبداعـــات

ゎ┯ ゎﾔ┟する ... ゑらるこす┤ﾗす ┷が┍┝ﾙさ ぐ┷がﾗ ゑ┯ぐﾔゎけ ゑ》
す┵ ゎ┉ が┆ ゎ┾ ┕ ゑ┎｠┋ がﾑ ┷ がﾔ ┷が゙ ┝ﾗす がゆ┕ゑﾝが ぐゲす ゎ┘ ぐ┌ ゑ┾

┶ わﾋゎな がら┵ ゎ┃ ゎﾓ ┷ がﾔ ぃ┕ わﾘ┵ゎ ゎガ するゎき┕ ゑ┻ゑけ ┕┝ ゑジ
す┵ ゎ┉が┋ゑﾉぐ┑ ゑ┏がﾗ ぃ┷ がﾕすゑ┤ ぐﾏがさ ゑ┢ がﾒぐ┵ ゑﾘ ゎ┘ぐ┋ ┝ﾋゑけ

..す┵ゎﾈ が┣ ゑﾖ ┕ ゑ┌┝┋ ゎﾖ ぃ┷がﾙ┕ ゑ┍ ゑﾌ がへぐ┤ ゑ┈がﾗ ┷｠ﾙがさ
す┵ ゎﾕ ゑ┢ ゑ┾ :わ『が┺┕ ゑﾕ ぃ┲ が┎┏ゑ┋ ゑﾒ ぃ ぐ┲ ゎ┎ぐ┍ がﾘ ゎ┘ ぐ┉ ゑ┈ ぐﾏゑけ

れ わ┢ﾚる ぃ ゐ┗┍ﾞﾔ ぐろゑぬ┕ゑﾙ ゑら┵ ゎ┉┏ が┄ゎﾛ ...┶┝ﾙゑけ
す┵ ゎﾕゑ┤ ゑ゙ ぐﾌゑ》 がら┕ ゑﾔぐ┤ が┆ﾗす ゑ┗┝┍ ゑﾋ するゑけゑぬ ┵ゑﾗ ぐ┳ ゑﾘ
┕ ゑﾚ が┢ゑﾛ ぐ┳ がﾘ ゑきすゑ┤ ぐヰ ┝│ﾗす ゑ┣ ゎﾍく ぐ┷ ゑ┊がﾗ ゐたく

ゎ┯が゚ ゑﾉ ゑ》 ゎきす┤ ぐヰ ┝│ﾗすゑる がき┕ゑ ぐジす ┶ゑ┋ ゑﾒ ┕わ┏ ぐ━ ゑﾘ
┷ が┆ ゑﾘ がぬ┵ ゎ│ ゎ┆ぐﾗす ゎてす ゑ┵ぐﾗゑけゑる ぃ ゑろ┕ ゑ│ ゑﾒ ┷ が┆ ゑﾘ

ゎ┯が┋ ゑ┈ぐ┍ゑﾛ ゎ┤ ぐヰゑﾝぐﾗす す ゑ┣ ゑﾚ - ゑろが┤ぐ┏ ゑ┇がﾈ ゑ》- ┷がﾈ
┕ ゑﾚが┤が┺┕ ゑ┈ ゑ┻ ぐ┳ がﾘ ┷ が┈ぐ┋ ゑﾍ ゑろ┕ゑ┏ぐﾙゎな ┞┤ ゎﾋゑけ

ゎもゎ┤ ┞┄ﾗす ゑ┷がﾗ ぐたき┕ﾚ ┢ﾕる ┷┉ﾛ┤ﾐ ┶ﾗさ
が┴が゙ ┝┈ が┆がﾈ ┕ ゑﾘ ん  ┢ぐ┏が┋ゑﾈ ┝ら ゑ┵ ゎﾚぐ┥ゑﾛ ゑ 》

ゎ┯ゑﾝ ┝━ﾗす が┗ ┝┈ が┆ぐﾗす がぬ ぐ┢ ゑ┉がﾈ ゑら┵ ゎ┊ゑﾛ ┶┝゙ ゑﾌ



ゅょ

┷ がﾘゑな ゎ┮ぐ┏ ゑ┻ が┖ぐ┏ ゑﾓゑ『ぐﾗす ┷ がﾔ ぃ が┖ぐ┏ ゑ┇ﾗす ゑ┳ がﾘ ん┪ ぐﾚゑぬ
す┵ ゎ┉ ゑ┄ゑﾙ ぃす ぐ┵ ゑ┊ゑﾈ ┕┝ ゑジ ぃす ぐ┵ ゑ┊ゑﾈ ぃ ゎ┘ ぐ┉ ゑ┄ゑﾙ ┕┝ ゑジ

ん┲ゑ┋ ゑﾕ ┕ ゑ┎ ┝┈ ゑ┾ んめるゎ┤ ゎﾌ ┝》さ ┝┲ゑﾊ ┕ ゑﾘ
す┵ ゎ┉ゑﾝ ゑﾎ ぐ┢ ゑﾕ ゎきす┝┤ ゎ┉ぐﾗすゑる ぃ がき┕ゑ ぐジす が┗ ゑヰ ぐ┈ ゑ┾ ┷ がﾔ

ゎ┴ゎ┋がﾉ┕ ゑゑﾕゑる ... んゆ┵ゎ゙ ぐ┉ ゑﾘ : がふぐぬゑ┟す ゎ┗ ┝│がﾕ ┕ ゑﾚ
す┵ ゎ┉が┋ ゎﾍ ┕ゑ┍ゑ┋ぐﾝ ゑﾕ ぃ ゐま┵ ゎﾘゎな ｠┘ がﾎ ┞よゎけゑる

ぐ┲ ゎﾖ ゎ┢ が┎ ぐﾏゎけ がめすゑ┤ ぐﾒゑ┟す がそゑ┤ ぐヱ ゑ┾ ┶ゑ┋ ゑﾒ ろ が┢ ぐﾌゑる
... ゎ┯ ゑﾘ┝┤ﾗす ゑ┰がﾗゑに ┕ わ┆┏ が┌ ゑﾋ ゑぬ┵ ゎ│ ゎ┆ぐﾗす ┝らゑけ

...

┷ が┆ ゑﾘ » ゎ┲┏ がﾕ┝┤ﾗす»ゑる ぃ┹┤ がﾎ » が┮ ぐ┎ ゑ┊ぐﾗす« ┷ がﾔ ゑゆすゑね ┕ ゑﾘ
ゎ┯ゑﾝ ゑ┆ﾗす がそゑなぬ ゑ┵ぐﾗす ゎてぐるゎぬ : ゑゆ┕ ゑﾕ ぐ┳ゑ がジ ┶ゑﾈ┵ ゎﾐ

┕ ゑ┎ゎﾝゎ゙ ぐ┊ゑﾉゑる ぃ┕ ゑ┏ぐﾙ ┞┢ﾗす ゎけゑ┤ ぐ┉ゑﾉ ...┷が゙ む┝┏｠ﾘゎけ
ゎ┯ゑ┋ ゑ┈ぐﾗすゑる ぃ ゎ┱ぐ┏┝┋ﾗす :┷｠ﾙゑ┑ ゑﾖゑる ぃ┕ ゑ┎┝ﾙゑ┑ ゑﾖ

┷が゙ ゑ┏ が┍ ぐﾓゎけ がゆ┕ゑ┏ ぐﾋゑ┟す がそゑ┤ ゑ` ぐ┍ゑ がゴ んき ぐ┮ ゎﾖ
ゎ┯がﾝ┝┋ﾗす ゑ┷が゙ ぐ┌ ゑ┾ ゐき┕ゑ┍ がﾓ ｠┱ ゎﾖ ゎき ぐ┮ ゎﾖゑる

ろ┤│ﾘ ┤ﾒ┕ﾏ *

 ┗┈ヮ┋ﾔ
┗む┋む｀ﾘ

.┢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┆ゎﾛ ┤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 *



ゅっ

*┳ヮﾌ よ┕ ぎヮﾈ ┳ヮﾌ

اإبداعـــات

عودي اإّنني قلُق

す┵┉━ﾒ ┕ﾘる す┵ﾉ┕ﾘ らさ の┕┍ﾗす ゑやぬ┵ﾈ 》
す┵┉┋ﾉ┑ﾛ ┯━┆ﾗ┕ﾈ らけ ┤┆━ﾗす ゎ┗ﾛ┕┇ﾔ

»┶ﾋな ら┵┃ﾓ ┷ﾔ わ┕ﾘ┵ガ するき┕┻け ┕ぎジ«
す┵ﾕ┢┾ ┢ﾕ ┯━┆ﾗ┕ﾈ ゎ┲┎ぎﾙけ ゎ┘┍┉ﾛけ

わ┕┆ﾘ がらす┤┺┕ﾎ ┕ﾘるな ┤┆━ﾗする ┯━┆ﾗす
ゎ┯┋┄┍ﾉ ぎ┲ﾊ ┵ﾙ┢ﾉ がも┵━ﾗす ゎ┗ﾉ┵ﾙる

れ┢ﾙ ┩┏┈ﾛ ん┤┆ﾏ れ┵┎ﾗする ┴ﾘ┵ﾛ ┳ﾘ
ゎ┯ﾝ┆ﾗす ゎ┖┊ヮゎﾛ す┣┎ﾗる ぃ┕┍┉━ﾒ ┕ﾛ

 * * *
お┷┋ﾘけ ┕ﾛ ぃ┱┾┵ﾗす ゎら┕ﾘね ゑ┳ﾛけ ゑ┳ﾛ┑ﾔ
ゎ┯ﾟﾝ┍ﾉ が┖┋┉ﾗす がら┵｀ﾏ ┳ﾘ ん┗ぎ┏┍ﾓけ

わそ┤ﾞ┍ﾒ ┤｀┎ﾗす ら┕ﾘね ┱ﾝﾕ ゎ┘┍ﾖ ┢ﾕ
ゎも┥ﾙ 》る ん┱ﾝﾒ 『ﾔ ┘ﾕ┕┻ よ┵┏ﾗする

ゐ┦ﾗ┢ﾙけ ゑ┘┍ﾈ ┕ﾛ わ┕ヮﾗ┢ﾙけ ゎ┘┏ﾊぬ
ゎ┯┋┈┍ﾛ な┕ﾒ ┕ﾘ ┲┊┈┋ﾍ ┳ﾘ ゎ┤ヰﾝﾗす

معار�شة  البخيت 

ات
�ص

عار
ر م

صع
�



ゅあ

『ﾔ がぬ┕ヰﾝﾗす ┤┏ﾓ ┶┋ﾒ や┕│ﾒ ぐせ┤┻す
す┵ﾕ┤ﾓ ┢ﾕ がよ┵┉ﾗす ゎ┮│ﾙるぃ ゑや┕┍ﾚ ┶ﾎ┵ﾘ

ゎ┲┎ﾈ わ┕ﾌな┕┾ ┲┎┏ﾗさ な┕ﾒ ら┵ﾒ┤ﾔ
す┵┉ﾊる ┢ﾕ よ┵┉ﾗす ┷ﾕ┕ﾈる ぃ ゎ┴ﾗ】す ┕ﾙけ

 * * *
┷ﾕぬる ┷ﾔ ゎ┤┆━ﾗする わ┕ヮﾗ┢ﾙけ ゎ┘┏ﾊぬ
ゎも┤ﾞヰﾛ ゆすね ┕ﾘ ろ┣ぎﾗす ろなす┒ﾔ ┷ﾊ┤ﾛ

┷┍┌｀┋ﾉ ぬ┕┆ﾏ┟する ゎ┖ﾞﾖ┑ﾎ すに┕ﾘ
ゎ┯┍ﾞ┆ﾘ ゎら┕ﾞ┎ﾝﾗする ゎの┤ﾍけ ┞┯ゴする

┷ﾞ┇ﾗ ┕┌ﾖ ろ┤ヮﾉ ┷ﾘな ┷ﾔ ┷ﾞﾈ┤ﾓる
» ゎ┯┋┈ﾗする ゎ┱┏┋ﾗす ┷ﾙ┑ﾖる ┕┎ぎﾙ┑ﾖ«

>┷┆ﾘ ぬ┵│┆ﾗす てす┵ﾗける ろ┕┉ﾏ ┷┆ﾘ<
ゎもぬ┟す ┖ﾚ┣ﾛ らけ ┳ﾘ ゎよ┢ﾕけ ゎ┢┎┆ﾗする

ゐ┦ﾗ┢ﾙけ がて┤ﾋ ┷ﾌ┤ﾋ ┢┏┌┃ﾞﾈ ┷ﾗ ┳ﾘ
ゎ┯ ゎﾔ┟す ゑゆが┥ﾗゎね ぃろな┕ﾙけ ぃなす┒┈ﾗす がて┤ﾋ

┷ﾙなぬ┕┄ﾛ ゐ┲ﾚる ┶┋ﾒ ┕┏ﾌけ ぎ┘ﾈ ┲ﾖ
ゎ┯ﾝﾞヮﾛ ┴┏ﾔ わ┕┌ﾚる ゎ┖┋┉ﾗす なぬ┕ﾐる

┷┍ﾐる ┳ﾒ よる┒━ジす ろ┢┆ﾈ ┷ﾙ ぎ┢ﾚ ┲ﾖ
ゎも┤ﾞヱﾉ ゎよ》｠┕ﾔ ゎて┤ゲす ┯ぎ゙ ┈ﾉ

┷┍ﾐる ┕ﾛ ゐが┱┾┵ﾗす ゑら┕ﾘね ろ┢┏ﾒけ ろな┵ﾒ
> ゎ┯ﾘ┤ﾗす ゑ┷ﾙるな< ┷┍┏┍ﾌ がへ┤┈ﾗ ┷ぎﾙさ

す┵┉ヰﾞﾗす ┴ﾈ ┳ﾘ ろ┤ﾝﾛ ┯━┆ﾗ┕ﾖ ┝┖ﾐ 》
ゎ┯┋ﾕ ┷┍ぎﾙさ ぃろな┵ﾒ ぃ ゎの┒ﾝﾗす まぬ┕ヮﾉ

┗ﾎ┢┍┎ﾗす .や /┷┆ﾘ┕ﾋ ┖ﾗ┕ﾐ *                 



ゅい

ゎ┯むむが┋ゑﾉ┑ﾛ  ゎ┲むむ｀┍ﾗす  ゑやす┣むむﾖ  わす┢むむ┏ﾌる  ぐなぎ┤むむﾓ
ん┗ゑ┋ が┃┆ ゎﾘ がま┕┌むむﾎ┟す る ゑ┰むむがﾉ┵┾ ゑビむむﾈ ┕むむﾘ
┲ ゎ┎ ゑ` ゑ┎ぐ┍ ゑﾘ がよ┵むむ┉ﾗす がビ┆ﾈ ゑたぐ┤むむ ゎ│ゑﾈ ぐらさ ┕むむﾘ
わ┕むむﾙゑ┥ ゑﾌ す┵むむ┻ゑ┤ﾒけ ┕むむぎジ ゑ┰むむ ゑヮ┈ﾙ ゑ┘むむぐﾝ ゑﾚぐにけ
ゎ┴むむ ゎヮがﾙ┒ﾛ が┖むむ┋┉ﾗす ゎぬ┵むむﾙ る ゎ┯むむ┏┃ゑﾛ んぬ┢むむ┾
┕むむ┎ゎ┋ が┌ギ  ぎ┯むむゴす  ゎりく  る  がせる┤むむ┇ﾗす  ゎ┤ヰむむﾎ
- ゎ┴むむ ゎﾎ ゑ┢ﾕけ ｠┯ゴす ゎめぐ┥ﾙ – ゑ┰ ゑﾌす┤ﾋ ┲ ゎ┌ ぐ┻┕ﾔ
ぐ┳ が┌ ゑﾔ が┯ﾛ┤┄ﾗす が┤むむ ぐﾒゑる ┷ﾔ ゑや が┵ ぐ┄ ゎヱがﾈ ぐ┠｠ﾝむむﾎ
ん┮ が━ ゑ┊┍ ゎﾘ が┤ ぐヰ ぎヮﾗす ゎ┢┏┊ﾔ ... ゑや┕│ ゑﾒ ぐも ぎ┢┾

*め┕ヮ┆ﾗす ┤ﾚ┕ﾏ ┱ﾚ┕┍ﾘ

اإبداعـــات

غّرد وحيداً

 ┕┏┋┆ﾗす た┕ﾎすぬ┢ﾗす.や /┗┏┆ﾘ┕ﾋ ┗ﾝﾗ┕ﾐ*

す┵むむむむ┉ ゑ┆ゑﾙ にさ がよ┵┉ﾗす ゑビﾈ ゑやがる┢ ゑ━がﾈ ぐて ゑ┢┾す る
ゎもが┥むむむむむむむゑﾙ れ┢むむ ゎ┎┋ﾗ ん┱┉ﾒ る ん┲┏┋むむﾎ ん┖┋ﾕ
ゎ┯むむむむむむむむが┋ ゑﾕ ん┲ ゑヮﾝ ゑﾘ ┲ が┎ﾛ ゑ┢ゑﾗ れる┕┎ゑﾉ ┶ぎ゙ ﾌ
!おす┵┉がゴ ┢ﾕ ぎ┷むむ┇ﾗ┕ﾈ ┳ﾘ ゑ┰ ゎﾌ┤ ゎﾋ ぎ┥ﾚ ┱むむﾚ
ゎもゎ┤むむ ゎﾐ  ぐ┘むむ ゑ┌ゑ┋ﾑけ  ぐらさ  れ┤むむﾉ  ゑやすこぬ  ┶むむﾒ┤ﾛ
す┵ﾕ ゑ┢ ゑ┾ する┢ ゑﾚ┕ﾒ ぐらさ れ┢ ゎ┎ﾗ┕ﾈ ぐ┳むむ ゑﾘ ぎ┱ ゎﾖ ぐ┳ﾒ
ゎ┯が むむむむむﾝゑ゙ むむヮﾛ がゆ┣ゑﾝ┋ﾗ ぐ┳むむ ゑﾘ ゑやゑきす┵むむがﾗ ぐ┬ ゑﾔ┤ﾛ
ゎ┯むむむ ゑ┈むむ ぎ━ﾗす ゑ┠┝ﾝむむﾎ れぎ┤ﾌ ゑ┰ がﾌるぬ がの┕┈ﾙけ
ゎ┯ゑ┍ゑ゙ ┆ゎﾛ ┞┯むむゴす ゑビむむﾌ ゑ┢むむ┏┊ﾗす ゑ┳むむ ゑﾚるけ ┕むむﾘ

معار�شة  البخيت 



ゅう

*┶┏ヰﾛ ┢ﾗ┕ﾍ よ┕┌ﾚ

اإبداعـــات

رحيل 
┘┏ヱﾝﾗす ┗┻ぬ┕┆ﾘ

 ゎも┤むむﾞ┈ﾛ せぬ┢むむむむﾗす  らさ ら┵むむむむむむﾖ ┕むむﾛ の┑むむﾉ 》
ろ┢┉ﾞ┆ﾘ ┱むむﾚけ ..┷ぎ┍ﾒ ゑ┢むむむむ┆ゎﾝﾗす ゑ┷むむ┊ﾝﾉ ┳むむﾗ

 》る ┰┏┇むむﾞﾝﾛ わ『むむ がﾍ ゎら┵むむむむむむﾖ ┕むむﾛ ゎ┘むむ┍ﾖ ┕むむﾘ
わ  ┗むむ┋ ┝┌むヰ ゎﾘ すぬ┕┈むむむむﾎけ ゑろす┤むむむむﾖに ゎ┩むむ┆ﾈ ろに
 ┷┍ ゎ┈むむむ ゎﾎ ┷ﾔ ゑよ┥むむ┆ﾗす もなけ よ┕むむむﾒ ┮むむむﾗけ ┳むむﾘ
 ん┬むむﾗ┢む┍ﾘ ら┕むむむむﾔ┵┄ﾗする ゎら┵むむむむﾖ ┕むむﾛ ┠むむ┏む┾け
┲┎┉むむﾏ┕ﾒ ゑ┮│ﾙ た ぎ┢┾ ぬ┕むむ┍ﾗす ゑ┷ﾗ┵ﾌ ┳むむﾘ
┴ゎ┋むむﾉ┕ﾕる んゆ┵むむむむﾞ┉ﾘ ┞┖むむむゴす ぐ┷ﾞﾒ┤むむむむﾏ ┷ﾔ
ろ┤ﾊけ ┷ﾔ ら┵むむﾏ┕ジする や┵むむ━ﾗす ┶┋ﾒ ┷むむ━ﾘけ
ん  そ┢ﾋ┕むむむﾎ つす┵ﾘ┟する ゑ┤むむヰﾝﾗす ┷┆ﾘ す┵むむ┻┕ﾍ
┴むむﾕ┞┥ベ ┷むむむﾔ ┕むむむむ┏ヰﾛ ┲むむむむ｀┍ﾗす そな┕むむむむﾒ ろに
ろ┤むむむむﾊけ  ┷むむむ┈ﾞﾕけ  ┷むむむむむ┍ﾒ┢ﾔ ┝┷むむﾗさ  がふ┕むむむﾘ

┖┄ﾗす .や /┷┆ﾘ┕ﾋ ┖ﾗ┕ﾐ *

も┤むむ┄ﾗす ┰むむﾙるな た┢むむ ゎﾎる ┖むむ┏ﾌぬ ┷むむむむむむむﾈぬな 
す┵┉むむ が━ ゑﾒ  らさ  ゑらるゎなぐ┤むむゎﾛ  す┵むむﾚが┤ ゑﾖ  らさ  ゑらるゎなぐ┤むむゎﾛ
お┯┈ﾞﾙ ┮むむ┏ﾖ .. ┷むむﾗ ┱むむ┉ﾔ ┝┷むむﾔ┵ﾗす ゑ┘むむむむ┍ﾖ
┯┍むﾞ┆ﾉ ┘むむむヮﾗ ┳むむ┊ﾗ や┤むむむむ┎┅ﾈ ろ┵むむむ┎ﾉ 
す┵ﾕ┤ﾍ ┳むむﾘ ┲┅ﾒ ┳ﾘ す┵むむﾕゑ┤ ゑﾍ ┕ﾘ ゎ┘むむヰ┋┾け
┯ﾘ┤ﾗす ┰むむﾗに ┷ﾙさ ..よ┵むむむ┏ﾗす ┷むむむむ┆ﾘ ぐ┖むむむむﾖぬす
す┵ﾕ┢┾ ┳むむジ す┤むむむむ┃ﾍ わ ┗むむむ┍ﾋ た┤┈むむむむむﾎける
┯ﾝむむ━ﾗす ┕ﾚぬ┢むむ┾ ┷ﾔ ぐ┡むむ が━ゑﾛ ┲ﾗ ん  ┗むむむむ┈ﾒる
┯むむ┋ﾉ┑むむむﾞﾔ  ┕むむﾞむむ┌┾  ┲むむむむ┎ゎ むﾉ ぎ┵ﾝﾙ  ┶むむむむむﾈ┑ﾉ
す┵ゎ む┉ゑﾈる .. ┲┎ﾙ┐┄むむむむﾏ ┷むむﾔ ら┵むむ┌┏┉ジす ゑな┕むむむﾈ
ゎも┤むむむむﾞヰﾛ  ┳むむむ┏ﾌ  》さ  ゑぬ┵むむむむむむ┍ﾗす  ゎ┠むむ┍むむむ ゑデ  》
も┤むむむむむむﾞ┈ﾛ せぬ┢むむﾗす らさ ..ら┵むむむむﾖ ┕むむﾛ の┑むむﾉ 》



ょぅ

*┷ﾋる┕ﾓ ┗ﾘ┕ﾎけ

على ال�شخر تزهر

اإبداعـــات

ئزة
 فا

ائد
�ص

ق

ゎ┤むむむむ が┎むﾑゎける ┳むむむむむむ┏む┉むﾔ┕ザす ゑ┢むむﾋる ┲むむ｠ﾞ┊ﾉ

ゎ┤む ゎヰﾈけ ゑや が┢むむむ┆ゎﾈ ゑ┢む┆ゑﾈ ぐ┷ﾕ┕┏ﾞむむむﾏす ゎ┩む┆ﾈる

ゎぬけ┥ﾛ ゎら┥むむむむむヰむﾗする が┖むむ┋┉ﾗす ゑら┥むむﾌ ゎせ が┣むむ━ゎﾉ

ゎぬ ゎ┢むむ┇むむﾛ ら┕むむむむ┝ﾛけ が┠むむむﾛ┤ﾗす がせ┵ﾟむむむむむﾈ ゎよ┕むむ┍ﾛ

ゎ┤ ゎﾝ┊ﾛ が┖┋┉ﾗす ┷むむﾔ ┞┖ゴ┕ﾔ ぐ┖む┇ﾉ ┲むむﾗ ぐ┷ﾍけ

ゎ┤むむゎﾝむ┆ﾉる わ┕むむむむﾉ┕むﾞむ ゎﾔ ┕むむむ┏むﾙ┢ﾗす ┴むむゑﾗ ぐ┷┉┋ﾞﾔ

ゎ┤むむむむむ ゑ┾┤ ゑ┾  ゎら┥むむゴする  ゎ┠むむﾛ┤ﾗす  ┕むむ┝ﾙ┑ﾖ  ┕むむ┝┍ﾖる

ゎ┤むむﾝﾖけ ゑ┷むﾕ┵むむﾏる わ┕むﾕ┵むむﾏ ┷むむﾗ ┦┌┎ﾞﾔ

ゎぬ が┢むむ┉ﾛ ゎ┤むむむむむﾚ┢むﾗす すにがさ ぐ┷むむﾝ┋ﾕ ┳むむﾒ ゎつ｠┤むむ┈ﾛ

ゎ┤むむむ ┝┉むむヰﾛ  ゑ┲むむむむむﾛ┤むむむ┊むﾗす  ┝らけ  ┴むむむむむゎﾉゑな┕ﾒる

ゎ┤むむ┏むむヰむゑ゙ むむゑﾉ ┕むむﾘ がへ┤むむむむむﾔ ┳むむﾘ ┕┍がﾈ ゎぬる┢むむﾉ

ゎ┤むむむむむ┈む┉むﾘ ゑや┤むむ｀むむむむﾚる んた┕┍ﾋ ゑ┰むむﾗ┕┾る

  ゎ┤むむむむむむむむむ ゎ┎ﾙけ ゑ┰むむむむ がﾒすなゑる ┷むむﾔ ぐ┷むむﾒ┵ﾘな ┝ら┑ﾖ

»┕ゑﾝむ ゑ│ﾗす« ゑ┬むむﾘ » がた┕ゑ┏ ゑﾝﾗす« ゎ┥ﾛ┤┄ﾉ ゑ┰むむゎ゙ ┌┾る
わすなぬ┕ﾈ ゎ┮むむむむむむむむむむﾌ┥ﾛ ゎた┵むむジする わ┕むむ┆ ゑﾘ ┕むむ┝┍ﾖる

 ┕むﾙ ゑ┢ﾌる ゑた┵むむジす ┷むむヮゑ゙ ヰﾙ ┕むむﾙ┤┾ ビむむﾝﾛ┤ﾓ
ゎ┴むむ ┝┈むﾖ ゎ┪むむむ ゎヮむﾝむむﾛ ゑた┵むむジす ┝ら┑┊むむﾛる ぐ┷ﾍけ

┕むむむむむむ┎ゑﾙ┥むﾌ ゑもすに ┳むむﾘ が┠むむﾛ┤ﾗす がら┥むむゴ ┞も┤むむﾛ

ん┢むむむﾌする ┰むむむゎ むﾝむ┋むﾕる ぐ┷むむﾝ┋ﾕ : ぐ┷むむﾍけ ろな┕ﾙけ

┴むむむむむむ┝ﾙさる  ┶むむむむむむﾈ┤ﾕ  が┤むむ┏ﾓ  ┳むむﾘ  ゐとけ  ┝せぬる

り が┢むむむ┎む┆むむﾗ ん┩むむ┉ﾙ ┤むむﾚ┢ﾗす す┣むむﾚ ゎそな┕むむﾒる

 ┕むむむ┍むゎ むﾗ┵むむむ┉むﾒ ┶むむﾞﾌ ゎら┕むむﾘね┟す ┕むむ┍ﾈ ゎぬる┢ﾉ



ょぇ

  わ┕むむむむむむむ┍む┺┕む┌ﾖ ゑら┕むむﾘ┥ﾗす 》さ れ┤むむゑﾉ ゑ┘むむヮ┋ﾔ

 ┕むむむむむむ┎むゎﾗ┕ﾘぬ ┘むむ ┝│ﾓ がら┥むむゴ┕ﾈ わ『ﾝむむﾎ れぬけ

┴むむむむむ┝┋むむむﾍ ┞┱むむむむむザす ゎ┤むむ┊┍ﾛ んら┕むむﾘね す┣むむﾚる

 ┕むむむ┍む┝ﾙ┑ﾖ ┶むむﾞﾌ ゎ┤┆むむ━ﾗす ┕むむ┍む┏ﾔ ゑ┤むむむﾊ┕む┍ﾉ

 ん┢むむ┺┕むむ│ﾕ ┕むむ┍┏ﾔ がふぬ┟す ゑた┵むむ┾ らさ ぐ┷むむﾍけ

 ┕むむ┍むむむむむ ゑﾎ┵┈ﾙ ┷┏ヰﾛ ゑも┢むむむむむ│ﾗす ┝ら┓ﾔ ゑと┐ﾉ

 り｠┤むむむむむむむむむむむむ┌むﾈ ゑ┘むむむむむむ┏┋ﾈ ぐらさ んら┕むむﾘね す┣ﾚる
わ┕むむむむむむむむﾕ┤むむむ━ﾘ ゎ┬ がﾋ┤ﾛ ｠┯ゑゴす ゑつす┤むむﾎ ┱┆ﾗ

ゎ┤ ゎ┇│┏むむﾎ わ┕┌む┏むむ┅むﾒ るけ ┶むむﾗ┕┆ﾉ わす┤┏┇┾

ゎ┤むむ がﾚ┥むむむﾉ が┤むむヱ│ﾗす ┶むむ┋ﾒ わ┕むむﾘ『ﾌけ ゎ┢むむﾈ┕┊ﾉ

ゎぬ ゎ┢むむ┍ﾛ ゎも┢むむ│ﾗする がの┕むむ┍ﾗす ゎせ┵むむ┋ﾕ ゎ┯むむ┏┃ﾉ

する┤ﾛ ┷むむﾖる ゑ┤む┏┍ﾉ ┷むむﾖ ろる┣むﾞむむﾎ んま┵┌むむﾏ

ゎ┤むむむ ゎ┌む┆ﾛ  ｠┖むむむゴ┕ﾈ  がふぬ┟す  ゑせす┤むむむむむﾉ  ┝らさる

ゎ┤むむ ゎ│┉ﾛ  ゎ┤むむ ぐ┌┆ﾗ┕ﾔ  ┤むむ ぐ┌ ゎ┆ﾗす  ゑへす┤むむ┾  ぐやぬなける

ゎ┤┈┅ﾛ  ┞┯むむゴ┕ﾔ ｠┯むむゴす ゑた┵むむ┾ ┘むむﾙけ ぐ┳むむ┊ﾔ

ゎ┤ ゑ┎┅むむﾛ がら┵むむ┊ﾗす ┷むむﾔ ｠┖ゴす ゑき┕むむ┏┻ ┝┱むむﾒる

┷ﾈな-ビﾙ┕ﾞヮﾙ┵ﾖ らる┤ﾏ┕ﾔ ┗┉ﾈ┕ヮヅ そ┥┺┕┈ﾗす そ┢┏│┉ﾗす *

┗ﾎ┢┍┎ﾗす ぅや ┷┆ﾘ┕ﾋ ┖ﾗ┕ﾐ     



ょぉ

*┳ヮﾌ よ┕ ぎヮﾈ ┳ヮﾌ

اإبداعـــات

اإى زمنــي*

がそ┕│┆ﾗする ┰┋┆│ﾞﾗす ┳ﾘね ┶ﾗさ
..┷ﾉ┕┏ﾌ ┶┆┍ﾉ わす┤ﾒ┕━ﾘ ぎめねけ

┷ﾘ┕┏ﾕ ┬ﾘ ┤ﾍする┟す ┘┍ﾘす┥ﾉ
..┷ﾉすな┤┈ﾘ ┶┎ﾈけ ゎ┤ﾚ┢ﾗす ぎ┩ヱﾔ

┕┍┏ﾗさ ┷ﾉく らけ ┱┏ﾝﾕ ゎ┘┍ﾖる
.. がた┕┏┍ﾓ┟す ┤ﾛ┢ﾓ ┷ﾔ わ『┏┎┾

お ん┯┏┎ﾙ ┷ﾗ┵ﾌ ┶ﾙ ぎ┢ﾗする ┱┎┾けけ
!! がた┕┈│ﾗす ┷ﾔ ろ┤┌ ゎﾒ ま┕┻ ろ┤ ぐ┌┆ﾗ

ろな┕┎ﾞﾋ》 ┷┈┊ﾛ ┦┏ﾗ んら┕ﾘね
..┷ﾉす┣ﾈ ┷ ぎ┉ﾌ ┷ﾗ ビﾝﾛ ┦┏ﾗる

ぎ『┎ﾔ ぃ┷┋ﾚけ ゎ┲┊┏ﾗさ ゎ┘┏ﾉけ
お┷ﾉ『ぎ┏ヱﾉる ┷ﾞ ぎ│ﾕ ぐ┲ﾞ┆┌ﾎ

ん┮ﾗける ┱ﾛ┢┍ﾕ ゎ┮ﾗけ ┷ﾌる┤ﾈ
..┷ﾉす┵ゎジす り｠す ┗┎┊ﾙ ┷┆ﾘ┢ﾈ



ょゃ

ぐ┳┊ﾗ せす┤ﾒ┟す ゎ┗┍┊ﾗ ┷ﾉ┵│ﾈ
.. がた┕┇┋ﾗす ┕┏ﾙな ┶┋ﾒ ┷┍ ゎヮ ぎ┌━ﾉ

わ┕ﾈ┕┄ﾍ ┕┏ﾙ┢ﾗす ┤ﾟﾙけ ┷ﾞ┌│ﾈ
.. がそ┕┇┄ﾗす が┦┏┋ﾈさ は┤ﾒ ゎゆ┥ﾗ┥ﾛ

〝┦ﾌ ビﾈ ┤ﾘする┟す ┘┍┄┏━ﾉ
..┷ﾉ『┈ﾙ》 ぎ┦ﾌる ┷┃ﾛ┤ヰﾞﾗ
がそ┕│┆ﾗす ┳ﾘね ┷ﾔ ゎた┤ﾎ ┶ぎﾙ┑ﾔ
.. がた┕┍┺┕┊ﾗす ┷ﾔ れ┤ﾛ 》 ┕ﾘ れぬけ

んゆ┕ﾋぬ 》る ゎゆ┕ﾋ┤ﾗす ┘ ぎ゚ﾙ┑ﾉ:
..┷ﾉす┵┋ﾗす ゎた》┵ﾋぬ ┲┎ゎ゙ ﾗ┵ﾋぬ

んた┕┉ﾊ 》る ゎた┕┉ﾟﾗす ┘ﾒ┥ﾒ┥ﾉ
.. がた┕ﾝヮ┋ﾗ ゎよなする┟す ┘ゑﾜぎ┏ ゎﾚる

!わ┕┈┏┾ ら┕ヮﾙ】す ┕┎ﾛけ んた┕ﾝ ゎﾎ
.. がた┕ﾒ┤━ゎジす ┷ﾙ┕ﾘ┟┕ﾈ ┲┋ﾌる

わ┕┍┏┍ﾌ ┷ﾞ┏┍ﾓけ ゑひ┕┾ぬ ゎ┘ﾝ┊ﾎ
.. がた┕ﾎぬす┢ﾗす よ┵ﾎ┤ﾗす ら┕ﾘね┟

ゐ┤┆ﾏ ゆく ┕ﾔ┵ﾕる ゐ┱┋ﾐ ┶┋ﾒ
.. がそ┕｀┍ﾗ┕ﾈ ゎらぎに┒ﾛ ゐよ┵ﾛ ┶ﾗさ

┷ﾈな-ビﾙ┕ﾞヮﾙ┵ﾖ らる┤ﾏ┕ﾔ ┗┉ﾈ┕ヮヅ そ┥┺┕┈ﾗす そ┢┏│┉ﾗす *

┗ﾎ┢┍┎ﾗす .や /┷┆ﾘ┕ﾋ ┖ﾗ┕ﾐ *

 ろ┣ﾗす き┤むむ┌┋ﾗ ┯ﾛ┤┄ﾗす ┠むむヮ┈ﾛ ┲むむﾗ┕┆ﾗす らさ
┖ﾚすに ┵ﾚ ┳ﾛけ ┶ﾗさ め┤┆ﾛ

ら┵ﾎ┤ﾘけ.る .┮ﾗすぬ                                                    



ょゅ

*┷┌┎ゲす ┢ﾝﾒ ┢┌ﾌけ

اإبداعـــات

الــَزمْن*

┕┍┏┉むむヮゑﾉ が  ら┕｀むむﾏ┟┕ﾈ が┘ﾕ┵ﾗす ゎゎ┱むむﾘ┕ﾙけ

 ┕むむゑ┍がﾗ┝るけ  が┢むむぐﾝﾖ ┷むむﾔ  ┕むむ┎ゎﾝﾗ┕ヱ ゑﾘ  ┘むむﾊ┕ ゑﾒ
んそ┢ﾜﾔけ が┢むむ┆ﾝﾗす ┷むむﾔ た ゑ┢ がﾕるゎけ ┕むむﾚ｠┤ ゑﾌ ┳むむﾘ

   ゎ┴ﾉ ゑ┵┄むむ ゑﾎ ゎ┤ﾚ ┝┢ﾗす ┝┳むむ ゑヮゑﾔ ゎな┕┆むむ ゎﾎ ┘ゑﾙ┕ﾈ

┕ﾙが┤ がﾋ┕ヰﾘ ┷むむﾔ ┷むむﾙ┕ﾘゑ┟す ゎな┵むむﾒる ┘むむﾈすに
ん┴むむむﾗる  ゎ┴ ┝┈むむﾏ  にさ  ┕むむ┍ゎ┋┺┕ﾕ  ゑゆ┕むむﾕる

が┴むむﾈ  ┞┤むむ ゑヮゎﾙ  ┕むむ┝┍ ゎﾖ  ろ┣むむﾗす  ゑら┕むむﾘ┝┥ﾗす  ┝らさ((

┕┍ ゎ┈ がﾏ┤ゎﾛ , ゑ┳むむヮゎゴす ┞┱┈ゑﾛぃゑぬる┢ ┞│ﾗす ┷┋│ゎﾛ

┕┍ ゑ` ゑ┎ﾈ┑ﾔ ゐ┪ヰゑﾕ ┷むむﾔ ゎ┙┏┇ﾗす ┕ﾙゑな┕ ゑﾋ ┕ﾘ

ゐ┢┋ﾈ ┷むむﾔ が┲┋むむ ┝ヮﾗす がてす┤むむﾈ ┕むむ┍┌ が┆ゑﾙ ┕むむﾘる

┕┍┏ﾕゑ┐ﾘ ┷むむﾔ れ┤┊むむ ゑﾎ がら┥ゴす ゎそ┵むむ━ﾙる

┕┍┏ﾗ┕ﾉ ゑ┖┋ﾕ ┷ﾘ┢ﾉ ゑめ┵むむﾎ ┶むむﾎゑ┟┕ﾈる

┕┍┏がﾗ ┕┎ゎﾙ┕│ﾓけ れ┵┝┍ﾗす ゑ┱┏ﾝ ゎﾕ ┘むむ ゑﾎ┕ ゑﾘ

┕┍┏ﾔ ゎ┴むむヰﾘゎぬ ┶むむ ゑ┉ﾗける がせ┵むむ┋┉ﾗす ┶むむ┋ﾒ

┕むむ┍ﾛ┵┄ゑﾉ  がた┵むむジす  ゑな┵むむﾒる  ┕むむ┍ﾛけぬ  ┕むむ┝ジ

))┕むむ┍┏┋ﾝゎﾛる ┶むむゑ┋ﾝゑﾛ 》(( ゑら┥むむゴす ゑ┦むむがﾝﾗゎける

))┕┍┏┊ﾝゎﾛ な┕むむﾒ ┢むむﾕ  ゎ┲┊ﾈ┤┉がﾈ わ┕むむヮﾙけ

┕むむ┍┏ﾘ┢ゎ┏ﾔ 〝┱むむﾍ ┳むむﾘ が┗むむﾙ┕┏ザす ゑの┑ﾖ

┕むむ┍┏ が┌┅ゎﾉ  ゎよ┕むむ┝ﾛ┟す  ゎり┢むむ┆ﾈ  ┘むむゑﾉゑけ  ┝》さ

┕むむ┍┏┍┈ゎﾉ  がせ┤むむゑゴす  がのる┒むむ ゎ┈ゑﾈ  た ゑ┵むむ ゑﾚ  ┝》さ
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 ┕むむﾞ┍ゎ゙ ゑ┋ﾝ ゎﾕ が┱むむ┏┝┋ﾗす がせ┵むむﾟﾈ ┘むむ ┝┈ヱゑﾉ ┕むむﾘる

┕むむゑ┍ ゎ┆ﾉ┤ ゑﾘ  ゑき┕むむ┆┍┾ ┷むむﾔ  がビむむ┈┏ﾗけ  ┕むむ┝┍ﾖ

┕┍ ゎ┉｠ﾞ┆ゎﾛ わす┢┎むむ ゑﾏ ┕むむ┍ゑ┍┏ﾈ れ┵むむ┎ﾗす れ┤むむ ゑﾎ

┕┍むむ ゎヮﾝ┋ゑﾛ が┱┾┵ﾗす ゎよ┕むむヮﾞﾈする ゐそ┝┤むむﾓ ┷むむﾔ
わ┗むむヰ┝┍｀ ゎﾘ  れ┝┤むむﾌ  ゆ┥むむゑﾉ  ┲むむﾗ  ん┗むむ┋ﾝ ゎﾕゑる

┕ ゑ┎ゑﾝ がﾖ┕むむ ゑﾎ  がビむむ┍┏┆ﾗす  ゑながぬ┕むむﾏ  ゎ┴むむﾞﾒ┝なゑる
ん┗むむﾈな┕ﾙ  が┘むむﾕ┵ﾗす   ゎり┕┈むむ がﾏる  ゎ┴むむゎ゙ ﾒ┝なる

ゐ┗ ゑﾒゑな ┳むむﾘ ｠┖むむゴす ┤むむゑ┏ﾝﾒ ┕┍┉むむ ゑ━ゑﾙ ┕むむ┝┍ﾖ

┕┎ゎ┋ゎ┺す┵ ゑﾓ たな┕むむ ゑ┾ 》 が┘むむﾕ┵ﾗす ゎ┢むむﾛ ┘むむ┝ﾝむﾉ

┕┍┏┊ ゑギ が┠ﾝ ┞│ﾗす がせ┕むむﾞﾖ ┷ﾔ た┢ ゑﾓ ┝》さ

┕むむ┍┏ﾗ┕┏ﾗ ┘ ┝┆むむﾏ ┕むむ┎┻るぬ ┕むむﾈぬ ┷むむﾔる

┕┍ﾛがな┕ ゑ┾ ゎてるぬ ゎり┕むむゑジ ┳むむﾘ た┵むむﾉぬす ┶むむ┝゙ ﾌ

┕┍┏ﾙす┢ﾉ ┳むむﾘ わす┢┆むむ ゑﾎ ゎ┨ﾕ┤ﾛ ゎら┵┊ﾗする

┕┍┏ がﾔ ┕ ゎﾚ┤ヰむむ がﾎ れな┕┎ゑﾉが ぬる┢むむ│ﾗす ゑも┵ﾔ

┕┍┏がﾙ┕ﾘゑけ ┘むむﾒ┕ ゑ┻ ┱ﾚ ぃ ゎ┢むむ┌ﾌけ : ゎゆ┵┉ﾛ

┕むむ┍ﾛがな┕ ゑﾌ  が┮むむﾞヰ┋ﾗ  ┕┍ ゑﾕ┕むむﾎ  ┕むむ ┝ヂ┑ ゑゑﾖ

┕むむ┍┏が┺┕┍ゑﾉ  ┳むむﾘ  わ┕むむﾙ┥ ゎﾌ  ゎ┯むむ ゎ━┍ゑﾙ  ゑら｠する

┕┍┏むむ がﾎ┐ﾘ  ┕むむ┍┏ﾔ  ┘むむﾎ┤ ゑﾓ  》る  わ┕むむﾝ┋ﾕ

┷ﾈな-ビﾙ┕ﾞヮﾙ┵ﾖ らる┤ﾏ┕ﾔ ┗┉ﾈ┕ヮヅ そ┥┺┕┈ﾗす そ┢┏│┉ﾗす *

 ┕┏┋┆ﾗす た┕ﾎすぬ┢ﾗす.や /┷┍デ ┷┆ﾘ┕ﾋ ┖ﾗ┕ﾐ *



ょっ

اإبداعـــات

رة
�ص

ة ق
�ص

ق

┷┋ﾍすな ┥ﾋ┕ﾌ
 ┴ﾞﾋるね た┵┾ ┶┋ﾒ そな┕┆ﾗ┕ﾖ ら┕ﾙ┢ﾒ ┫┉┏ﾞﾎす
 ┳ﾒ む ┕┎ﾔ┤ﾒ ┣むむ┍ﾘ む ┮ﾕ┵ﾞﾉ ┲ﾗ ┷ﾞﾗす そぬ┕むむﾊ┤ﾟﾗす
 ┷ﾘ┵┊ゴす ┴ﾝﾉす┤ﾔ ぃ┴むむ┋ﾍな そな┕むむﾛ┥ﾗ ┴┏┋ﾒ て┕ゴ】す
 ぃそ┤むむ━┆ﾗす ┕┎┺┕┍ﾈけ ま┵ﾋ ┢むむヮﾛ》 む ┳┅ﾉ ┕むむ┌ﾖ む
 ┴┎ﾋる ┱むむヮ┇┏ﾗ ┖ﾚにる ぃ┕┎ﾘ『ﾖ ら┕ﾙ┢ﾒ ┱ﾚ┕グ
 き┕ジす ┱むむ┌ヰﾔ ぃ┢ﾛ┢ゲす よ┵むむ┏ﾗす ┦┌むむﾏ ぬ┕むむ┅ﾞﾙ┕ﾈ
 た┵┾ ┴┌ﾚす┢ﾔ ぃ┴┎ﾋ┵ﾈ ┕┌┎┉│ﾗける ┴ﾛ┢ﾛ ┕ﾞ┋┊ﾈ
 ろ┣ﾗす ┕┎ﾋるね ┶むむ┋ﾒ わ┕ﾙ┥ﾌ ┖むむヰﾞ┍ﾉ ┷ﾞﾗす ┴むむﾉぬ┕ﾋ
 ┗┌┆ﾙ ぬ┢┉ﾛ》 め┤｀┆ﾞﾘ ┴むむﾙ┟ ..┕ﾘ ん┗┎ﾋ ┴ﾞ┋ﾞﾕ
 た┵┾ ┳ﾒ ┱ﾔ┕┇ﾞﾗす ら┕ﾙ┢ﾒ ┬┄ﾞむむヮﾛ ┲ﾗ ぃそ┕┏ゴす
 ┳┊むむヮﾛ ┲ﾗ ┰ﾗに ┳┊ﾗ ぃ┕┎ﾈ┤┃ﾔ ┚ﾒ┥ジす ┴ﾞﾋるね
 た┕ﾜﾘ ┣┍ﾘ ┴むむヮ┈ﾙ ┷ﾔ ┗ﾉ┵ﾝ┊ジす ┖┃┇ﾗす そぬ┵ﾊ
 ┳ﾘる まぬ┕むむ━ﾗす ┶ﾗさ ┘┏ﾝﾗす ┳ﾘ つ┤ヱﾔ ぃビ┍むむヮﾗす
 ┴ﾉ『┊━ﾘ ┷┎┍ﾛ らけ ぬ┤ﾕ ┢ﾕる ┤ﾍく ┶ﾗさ まぬ┕むむ━ﾗす
 ┳ﾘ まぬ┕むむ━ﾗす ┵┋ﾍ ┲ﾓぬる ┳┊ﾗ ぃろぬ┣むむﾋ ┱┊むむ━ﾈ
 ┴ﾗ ┠┌むむヮﾛ ┲ﾗ ら┕ﾙ┢ﾒ ┤┏┌┻ ら┓ﾔ »ビ┍ﾐす┵ジす«

 ろな┒ﾛ らけ らるな ろ┤むむ｀ゴす ゆ┕むむﾟ┌ﾞﾗす ┱┈むむﾎけ ぬる┤ジ┕ﾈ
 ┢┆ﾈる ぃゆ┕ﾟ┌ﾞ┋ﾗ わ》『ﾋさる わ すぬ┕ﾝﾖさ そな┕ﾞ┆ジす ┴ﾉき┕┍ヰﾙす
 ろけ そぬ┢┉ﾈ ら┕むむﾙ┢ﾒ ┑ﾋ┕┈ﾉ ┴むむﾉき┕┍ヰﾙす ┘むむﾗ┕ﾐ らけ
 ┘ﾝﾟジす ぃ┡ﾘ┕むむ━ﾗす ゆ┕ﾟ┌ﾞﾗす よ┢ﾚ ┶┋ﾒ ┨ヱむむﾏ
 ┕ﾘ すにさ ┴むむﾙけ ら┕ﾙ┢ﾒ ┤むむ┊ﾔ .そなぬ┵ﾞむむヮﾘ ┤┏ﾘ┕むむヮヅ
 そ┥┎ﾈ ふぬ┟す ┱むむﾍすな ┳ﾘ ┤┏ﾘ┕むむヮジす ┘┋ヱ┋ﾍ すにさ
  !!... ゆ┕ﾟ┌ﾞﾗす ┷ﾏ『ﾉ ┰ﾗに ┖ﾝヮﾛ ┢ﾕ ┗┄┏ヮﾈ

  わ┕┏┋ヰﾘ ┬┍ ゎ┾
 ┠ﾋぬ┑ﾞﾉる ぃら┕│ﾓ┟す ┱ﾛ┕┌ﾞﾉるぃもすぬる┟す ┪ﾕ┕ヮﾞﾉ

ぃわ すぬ┕ヮﾛる わ┕┍┏デ ┗┏ﾕぬ┵ﾗす そ┤┺┕┄ﾗす
 ぃぬ┵┉│ﾗす ビﾈ ┯むむ┏┋ヰﾞﾗす ┳ﾘ ┗┏ﾈに┕ゲす ┕むむ┎┆┍ベ
 ぃつ┕ﾋ┢ﾗす ┢┍ﾒ へ┵ﾝ┎ﾗす ビﾈる ┕┎┍┏ﾈ て┕ﾛ┤ﾗす ゆ┵ギる
 ┲むむ┊ヰﾞﾉ らけ わ す┤むむ┏ﾍけ そ┤むむ┺┕┄ﾗす たぬ┤むむﾕ ぃ ..┳むむ┊ﾗる
 ┷ﾞﾗすぃそなぬ┕ﾝﾗす き┕ﾞ━ﾗす て┕ﾛ┤ﾈ ┘ﾙ┕┆ﾞﾎ┕ﾔ え┕ﾚ┤┏│ヅ
 ┘┆┄ﾕる ┗ﾊ┕┇ﾞﾎ『ﾗ ┗ﾈ┕｀ﾞﾎ》┕ﾈ ┕ﾚ┵ﾞﾗ たぬな┕ﾈ

.そ┤ﾌ そ┤┺┕┄ﾗす た┵┎ﾔ そ┤┺┕┄ﾗす ┱ﾝﾌ

ق�ش�س ق�شرة
*┤ﾛ┢ﾈ ┕ﾙ┵ﾎ
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 ら┢┆ﾘ
 わ す┤┏ﾟﾖ そぬ┕ﾝ┆ﾗす り┣ﾚ ┘ゴけ »┦むむ┈┍ﾉけ らけ ┖｀ﾛ«
 わ┕┌┎ﾘ ┢┆ﾛ ┲むむﾗ む ┢┌ﾌけ るけ ┢┌ヰﾘ ┦┈ﾙ ┶むむ┋ﾒ
 ┳┊ﾗ ぃそぬ┕┏ヮﾗす ┣ﾔす┵ﾙ ┠ﾞﾔ ゆる┕ﾌ む ┴┌ﾎす ┢ﾛ┢ギ
 ら┢┆ジす ┴┏┋ﾒ も┕むむ┻ ┢┉ﾔ ┴┈┆むむヮﾛ ┲ﾗ ┕┎ヰﾞﾔ
 》さ ┦┈┍ﾞ┋ﾗ ┗┋┏ﾌ り┢むむ┏ﾈ ┢｀ﾛ ┲┋ﾔ ぃ┴ﾗ┵ﾌ ┳むむﾘ
 ┴┋┆ﾗ む ぬ┕ヮ┏ﾗす ┶ﾗさ ビ┌┏ﾗす ┳ﾘ ┴ﾞﾝﾕぬ ┯むむ━ﾛ らけ

 む ┦┈┍ﾞﾛ

ぬ┕ﾝ│ﾗす そ┤ﾚね
 ┳┊ﾗ ぃて┕ﾝ┾ ┱ﾖ そ┣ﾔ┕┍ﾗす ┳むむﾘ ┤┅┍ﾗす たな┕ﾞﾒす

 り┣ﾚ ぬ┵ヰゲす たす┵｀┈ﾗ ┤┏ﾝ┊ﾗす な┢┆ﾗす ┕┎━ﾚなけ
 ┳ﾘ ┯┏┻け ┤むむヰﾋ ┳ﾘ ┱┄ﾉ そ┣むむﾔ┕ﾙ ┱ﾖ ぃそ┤むむジす
 るけ む り┢グ ┲┋ﾔ せ┕ﾝﾗす ┳ﾒ ┙ヰﾝﾗす ┘ﾗる┕ﾌ ぃ┤むむﾍ｠す

ぃ む ┴ヰﾞﾔ ┳ﾘ ┘ﾔ┕ﾍ ┕┎┋┆ﾗ
 ┕ﾘ ┳┊ﾗ そ┣むむﾔ┕┍ﾗす ┳むむﾘ ┤┅┍ﾗす ┶むむﾗさ たな┕むむ┆ﾔ
 ┷ﾞﾗす ぬ┕むむﾝ│ﾗす そ┤むむﾚね ┷ﾚ そ┤むむジす り┣むむﾚ ┕むむﾚ┑ﾋ┕ﾔ
 ┲ﾊ ┕┎┏ﾔ ┤┅┍ﾗす  ┘┍┆ﾘけ やす┵ﾏ┟す ビﾈ ┘ヰﾞ┈ﾉ

.そ┤ジす り┣ﾚ そ┵┉ﾈ ┳┊ﾗ せ┕ﾝﾗす ┳ﾒ ┙ヰﾝ┋ﾗ たな┕ﾒ

┤┺┕ﾊ
 ┱┊むむ━ﾈ そな》┵ﾗす ┙ﾛ┢ﾌ ┱むむ┈┄ﾗす ┤むむ┺┕ﾊ ┶┊ﾈ
 も┤┄ﾗ┕ﾈ ┴ﾉ┕┊ﾎさ そ┢ﾗす┵ﾗす ┬┄ﾞヮﾉ ┲ﾗ ぃ┤┌ﾞヮﾘ
 ┘ﾙ┕┆ﾞむむﾎ┕ﾔ ぃ┴ﾒ┕┻ぬさ るけ ┴┋┌ヰﾖ ┗┄┏むむヮﾝﾗす
 ┗ﾛ┢┏┋┉ﾞﾗす も┤┄ﾗ┕ﾈ そ┤┏ﾝ┊ﾗす そ┤むむﾝザす たすに そ┢ゲ┕ﾈ
 ┱┈┄ﾗす らけ ┕むむ┎ﾞ┌┋ﾒ┑ﾔ ぃそ┕┏ゴす らる┒むむﾏ ┱ﾖ ┷ﾔ
 ┗┆┄┉ﾈ ┲┊ヰﾘ ┱┊むむ━ﾈ ┢┏┏┉ﾞﾗす ┶ﾗさ つ┕ﾞヰﾛ
 ┗ヰ┏│┍ﾗ よ┟す ┘むむヱ┻ぬ ぃね┤┄ジす は┕むむ┌┉ﾗす ┳ﾘ
 ぃき┕┊ﾝﾗす ┳むむﾒ ┮ﾖ ┶むむﾞﾌ わ す┤┺┕ﾊ ┘むむ┋ﾝﾖる そ┢むむゲす
 ┕ﾚ┢┆ﾈ ┤┺┕ﾊ が┰ﾝﾛ ┲┋ﾔ ┗ﾊるぬ┵ジす ┗┉ﾛ┤┄ﾗす ┘むむヰガ

!┕┃ﾛけ ┰ヰ┃ﾛ ┲ﾗる

せすな｠す.や /┗┏┆ﾘ┕ﾋ ┗ﾝﾗ┕ﾐ*
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 ビむむﾈ ┗むむﾛ┤│┍┆ﾗす ┗むむﾕ┤┈ﾞﾗす ┶むむ ぎ┌ﾌ ┘むむ┎ﾞﾙす
 ┷ﾚ┕┎ﾔ ぃ┢┏ﾝ┆ﾗす ┤│ﾒ ┶┎ﾞﾙする ┩┏ﾝﾗする な┵ヮﾗす
 ビ┆ﾈぬけ よすな ろぬす┤むむﾌ の┕むむﾝﾞﾌす ┢┆ﾈる ぃ┗ﾛ┤むむ━ﾝﾗす
 ┳ﾘ ┰ﾗに ┷ﾔ ┕ヅ ぃな┵ヮﾗす ┳ﾘ ┕┎┋ﾖ たぬ┕┾ ぃ┗┍ﾎ
 ┷ﾈ┵┍ゲする ┷ﾗ┕┌━ﾗす ┢┌｀ﾞジす ┖┄┉ﾗす ┷ﾔ は┕ﾒ
 のぬ┕┉ﾗす き┕ﾞむむ━ﾗす め┤┆ﾛ ┲ﾗ┕┆ﾗす ┢┆ﾛ ┲ﾗる ぃわ┕┃ﾛけ

.┤｀━ﾗす もすぬるけ ┪ﾕ┕ヮﾉ 》る ┮ﾛ┤ザす 》る
 ┶むむ┋ﾒ す┵むむﾝﾞﾖ ┩むむ┏ﾝﾗす ビむむﾛ┤│┍┆ﾗす ┩むむ┆ﾈ
 ┑ﾝ┆ﾛ ┢ﾌけ 》る )┚┋ﾟﾗ┕ﾖ ┩┏ﾈけ ゎ┘┍ﾖ( ┲┎ﾙ┕│┌ﾕ
 ゆ┵ﾝヱﾘる ┕┍ﾚ ら┵むむ┍｀ﾘ ┗┏┌ﾚけ ┕ﾘ ぃら┵むむﾝﾞ┊ﾛ ┕ヅ
 ┕┏ﾙ┢ﾗす ┘ﾘすな ┕ﾘ ┴ﾉ┤むむ━ﾈ ふ┕┏ﾝﾈ ┶ﾚ┕ﾝﾞﾛ や┕┍ﾚ
 ┖┄ﾏ ろぬす┤ゴす の┕ﾝﾞﾌ》す おきすな┵ﾎ たぬ┕┾ ┕┎┋ﾖ
 ぃきす┤┉┈ﾗする き┕┏┍ﾓ┟す ビﾈ ┶ﾞﾌ もぬす┵┈ﾗす ┶┋ﾒ わ┕┃ﾛけ
 そ┤┄┏むむヮﾗす ┷むむﾔ ┤むむ┊┈ﾛ ┢むむﾌけ ┳むむﾘ な┕むむﾒ ┕むむ┌ﾔ
 らるに┣┋ﾞﾛ ┳ド ┶┻┤ジす ┩┆ﾈ れ┵むむﾎ ┗┄┋むむヮﾗする
 ┣┍ﾘ わ┕ﾘ┕ベ ┤ﾊ┢ﾙす ろ┣ﾗす ┩┏ﾈ┟す ら┕むむヮﾙ】す ┡ﾛぬ┑ﾞﾈ

 .ビ┍ﾎ
 のけ┤ﾗす ┷ﾔ ┗┾┕┾┤ﾈ ┩┏ﾝﾗす ┳むむﾘ た┕ﾜジす た┕ﾘ
 にさ ぃせ┕ヰむむヮﾗす た┕ヰﾐ┕ﾙ ┳ﾘ ┲┎むむヮ┈ﾙけ ┷ﾘぬ るけ
 ┗┾┕ﾍる ぃ┴むむ┏ﾗさ ぬ┕┾ ┕ﾘ も┢むむ│ﾛ ┲┎┍ﾘ ┢むむﾌけ 》

 ら┵ﾚ┤┊ﾛ ┳むむﾛ┣ﾗす )ら『ﾖ ┦むむﾖ┵┊ﾗす( た┕むむﾈ┕│ﾒ
 まぬす┵むむ━ﾗす ┷ﾔ らる┒むむ┏┉ﾞﾛ ┲むむ┎ﾙけ ぎ┢むむﾌ な┵むむヮﾗす
 そけ┤ﾘす るけ な┵むむﾎけ ┱ﾋぬ ┲むむ┎┍┏ﾈ ぎ┤むむﾘ すにさ た┕むむﾙ┕ゴする
 た┕┻ぬ┕ﾒる たする┤┉むむ━ﾗす た『ﾟ┌ジす ┕┌┍┏ﾈ ぃきすな┵ﾎ
 なる┵┏ﾗ┵ﾚ ┷ﾔ きす┤ﾓ】す た┕┊┋ﾘる た┕ﾈ┤┄ジする き┕ﾛね┟す
 ┳┎┃┆ﾈる ┪むむ┏ボす り┕┏ﾘ ┷ﾔ ┳┎むむヮ┈ﾙけ ┳ﾕ┤ﾓけ
 ┲ﾗる ┕ﾛす┤ジす ら┤むむヮﾖる ┣ﾔす┵┍ﾗする せす┵むむﾈ┟す ┳むむ┉┋ﾓけ
 ┶┍┆ﾘ 》 にさ ぃた┵むむジす ┶ﾞﾌ ┳┎ﾉ┵┏ﾈ ┳むむﾘ ┳ﾋ┤ヱﾛ
 きすな┵ﾎ そけ┤ジす ら┵┊ﾉ ビﾌ ┳┎ﾗ ┗ﾝヮ┍ﾗ┕ﾈ そ┕┏ヰ┋ﾗ
 ┶┋ﾒ ら┤┎ﾑ ┷ﾉす┵┋ﾗす す┤ﾈるけ るけ す┤ﾛ┕ﾉるけ ┷ﾈるる ┴ﾝ━ﾉ
 ┕ヅ ぬ┵┆ﾏ ろけ らるな ┘┃ﾘ よす┵ﾒけ ゆす┵ﾐ ┗ﾏ┕━ﾗす

.やす┣ﾙく ┩┏ﾝﾗす ┴┏ﾔ ┤┊┈ﾛ ら┕ﾖ
* * *

 せ『┉ﾙす ぬす┤ﾎけ ┤ヮ┈ﾉ ┷ﾞﾗす ┖ﾞ┊ﾗす め》く た┤┎ﾑ
 き┕┈ﾞﾍする な┵ﾎ┟す も┤┆ﾗす そな┕┏ﾎる ┗┏┻ぬ┟す そ┤┊ﾗす
 ┷ﾔ な┵ヮﾗす ┱┈ﾞﾌす ...┲ﾗ┕┆ﾗす ┗ﾐぬ┕ﾍ ┳ﾒ ┩┏ﾝﾗす
 ぃ┗┏ﾙ┵┊ﾗす そする┕ヮジ┕ﾈ ┕むむヮ┌┍ﾗする ┢┍┎ﾗする ┕┏┉ﾛ┤ﾔけ
 ろぬす┤ゴす の┕ﾝﾞﾌ》す ┲┎ﾈ┕┾け ┳ﾛ┣ﾗす ┩┏ﾝﾗす ┕┌┍┏ﾈ
 ┶┌ﾒ┟す ┲ﾚ┢┉ﾌ ┶┋ﾒ す┵ﾗすね ┕ﾘ なす┵むむヮﾗす ┗ﾊぬ┕┊ﾈ
 よ┕┉ﾞﾙ》す ら┵┊ﾛ ┮┏ﾖ ┳┊ﾗ ぃな┵ﾎけ き┷ﾏ ┱ﾖ ┵ヰﾙ

*┤┾┕ﾙ ぬ┕ﾞヮﾗす ┢ﾝﾒ

اإبداعـــات

عام 2057
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 ┢ﾌけ 》る ┗ﾛ┤むむ━ﾝﾗす ぎ┲むむﾒ ┢むむﾕ なす┵むむヮﾗす ら┕ﾖ すにさ
 ┷ﾔ ┶ﾞﾌ ┴ﾈ┕むむ━ﾉ らけ ┢┆ﾈ ┷ﾙ┕ﾟﾗす ┗┉┏┉ﾌ め┤┆ﾛ
 ┳ﾘ り┵ﾋ┵ﾗす ┠ﾘ『ﾘる た┕むむ┍┏ゲする ろる┵┍ﾗす ┩┌ゴす
 ┤┆━ﾗす ┶ﾞﾌ そ┤｀┍ゴす の┤ﾋる り┕┈むむ━ﾗす ┗┅┋ﾓ
 た┕ﾘ『┆ﾗす ┗むむ┏┉ﾈる ┠┄┋┈ジす ┮ﾙ┟する ┱┊むむ┆┊ジす

     .┩┏ﾝﾗする な┵ヮﾗす ビﾈ ┗ﾕぬ┕ﾔ ┘ﾙ┕ﾖ ┷ﾞﾗす
* * *

 ┦┏┌ザす よ┵ﾛ き┕ヮﾘ ┗┍ﾘ┕ﾟﾗす ぬ┕ﾝﾍけ そ┤━ﾙ ┱ﾝﾕ
 も┵ﾔる ぉぅょあ ┗┍ﾎ ┬ﾎ┕ﾞﾗす ┤┎むむ━ﾗす ┳ﾘ ┙ﾗ┕ﾟﾗす
 ┕┎┆┏┌ﾋ た┕┏┺┕┃┈ﾗす ┘ﾗ┕ﾕ )わ す┢ﾋ ┱ﾋ┕ﾒ( そぬ┕ﾝﾒ
 ┱┈ﾐ そな》る ┤むむﾝﾍ ら｠す ┕ﾙき┕ﾋ :┢むむﾌする ┘ﾕる ┷むむﾔる
 た┕┄┋ヮﾗす ┘┆┍ﾘ ┢ﾕる なす┢┇ﾈ ┗┍ﾛ┢ﾘ ┷ﾔ ┩┏ﾈけ

.┤ﾍく ぬ┕┆ﾏさ ┶ﾞﾌ そ┥｀┆ジす ┤ﾛ┵│ﾉ
 ら┕ﾖ ┳ﾘ ┱ﾖる ぃ┗┋┏┋ﾗす ┰┋ﾉ ┷ﾔ ┲ﾗ┕┆ﾗす ┲┍ﾛ ┲ﾗ
 ┗ﾕね┟する まぬす┵━ﾗす ┷ﾔ ┨ﾕ┤ﾛ てすぬ そ┤━ﾝﾗす ┩┏ﾈけ
 ┕ﾘ ┶ﾗさ ┲ﾗ┕┆ﾗす な┵┆ﾛ ┕ヅぬる ┱┆ﾗる ┶ヮﾒ ぃたすぬ┕ﾝﾗする
 ぃたする┤┉ﾏ き┕ヮﾙる き┕ﾞむむﾏる ふ┕┏ﾈ ┳ﾘ ┴┏┋ﾒ ら┕ﾖ
 ┱┈┄ﾗす ぬ┕むむﾝﾍけ ┗┏┉ﾈ ┕むむ┎┋ﾖ ┕┏ﾙ┢ﾗす た┤むむ┅ﾞﾙする
 ┕┌┍┏ﾈ ぃら┵むむﾛ┥┈┋ﾞﾗす た┕むむﾏ┕ﾏ せ┤ﾕ ┱┏ヰﾞむむヮジす
 ┕ﾙ┕ﾛ┢ﾙけ ┷むむﾔ ら『ﾖ ┦ﾖ┵┊ﾗす た┕ﾈ┕│ﾒ ┘むむﾋ┤ﾍ
 ┬┄┉ﾉ ┷むむﾚる ぬ┕むむ┍ﾗす ┱ﾒ┕むむ━ヅ の┕むむ｀┏ﾔ の》る
 ┩┏ﾝﾗす( ゆ┵むむ┉ﾉ ┗むむ┈┏┍ﾒ た┕むむﾔ┕ﾞ┎ﾈ た┕むむﾕ┤┄ﾗす
 た┕ﾋぬ ┳ﾘ ら┵むむ┊ヰ┃ﾛ な┵むむヮﾗす ┕┌┍┏ﾈ )らる┢┺┕ﾒ
 き┕┌ヮﾗす ┗ﾗす┢ﾒ ら┵┃ﾔ┤ﾛ ┳ﾛ┣ﾗす ら『ﾖ ┦ﾖ┵┊ﾗす
 ぃわ┕┆┏┌ﾋ ¨す ┯┋ﾍ ビむむﾈ そする┕むむヮジす ┘┉┉ﾌ ┷ﾞﾗす
 ┘ﾙ┕ﾖ すにさ ┢ﾌする ┱┈ﾐ な┤｀ﾘ ┷┍┆ﾛ すに┕ﾘ ┷ﾗ┕ﾞﾗ┕ﾈ

おな┵ヮﾗす ┳ﾘ ┗ﾛ┤━ﾝﾗす たすぬ┕┏┋ﾘ
* * *

 ┕┊ﾛ┤ﾘけ ┘┋ﾞﾌす ぃ┯ぎﾝむむヮﾘ ぬす┤ﾕ ぎろけ らるな ぃそ┑むむ｀ﾔ
 ぃぉぅぅゃ よ┕ﾒ ┳ﾘ て┕むむﾝ┾ たすに ┘┋┆ﾔ ┕┌ﾖ なす┢むむ┇ﾈ
 ┷ﾔ ゆす┥ﾛ ┕ﾘ ┩むむ┏ﾈけ ┱┈ﾐ ┱ﾋけ ┳ﾘ そ┤むむジす り┣ﾚる

!┗ﾒ┕┻┤ﾗす ┳ﾎ
 わ┕┍ﾐす┵ﾘ りる┤ﾝﾞﾒする ┳┄┍むむﾏする ┶ﾗさ すぬ┵ﾔ りる┣ﾍけ
 そ┥｀┆ﾘ ┯┉ヰ┏ﾗ ┤ﾝ┊ﾛ らけ ぬ┕┅ﾞﾙ┕ﾈ わ┕┏ﾞ┏ﾗ┵ﾈ┵ﾘね┕ﾖ

 ┕┏ﾙ┢ﾗす れ┤ﾉ ┕ヅぬる ┱┆ﾗる ┶ヮﾒ ぃ┘ﾙ┕ﾖ ┕┌ﾖ ┯┋ザす
.┤ﾍく ┷┋ﾎ┤ﾈ ┦┈ﾗくる れ┤ﾍけ ┵ﾙぬ┵ﾘ ビﾗぬ┕ﾘ

 ぬ┕ﾝﾍけ せ┵┾ ┗┉ぎ┋┆ﾘ ぃ┤ﾍく ┲┆┄ﾈ そ┕┏ゴす たぬ┕┾
 ┲むむﾎす ┴ﾞ┄ﾒける ┕ﾖ┤┏ﾘけ ┴ﾉ┣ﾍけ ろ┣むむﾗす ┱むむ┈┄ﾗす
 ┮ヰ│ﾗする ぃ┕ﾘ ┗ﾗる┢ﾗ わ┕┌ﾎす る┢ﾝﾛ 『ﾜﾗ »へす┤┉ﾎ«
 らけ ┢┆ﾈ ┕ﾛ┕┃┉ﾗす たすぬ┕┏┋ﾘ ┶┋ﾒ ┘ﾝ┄ﾏ た『ペする
 ┗┏┃┉ﾗす ┷ﾚ ろなす┢┇ﾝﾗす へす┤┉ﾎ ┗┏┃ﾕ たぬ┕┾

.┶ﾗる┟す
 わ┕ﾘ┵ﾛ へす┤┉むむﾎ なすな┥ﾛ ┗┍ﾘ┕ﾟﾗす ┢むむ┍ﾒ ┗┋┏ﾗ ┱ﾖ
 た┕┏┺┕┃┈ﾗする ┗┏ﾘ┵┏ﾗす ┢┺す┤ゲす た┕むむﾙ『ﾒさ ┷ﾔ ┤ﾍく
 ぃ┷ﾙ┕ﾟﾗす ┤┎━ﾗす ┢┆ﾈ よ┕ﾛけ ┗ヮ┌ﾍ へす┤┉ﾎ :┕┎┋ﾖ
 せ┤ﾞ┉ﾛ へす┤┉むむﾎ ぃ┬ﾈす┤ﾗす ┤┎━ﾗす ┭┋ﾈ へす┤┉むむﾎ
 き┕ヮ┍ﾗする ぃ┢ﾌする ま┵ﾝﾎけ ┢┆ﾈ ┶ﾗる┟す ┗┍むむヮﾗす ┳ﾘ
 ┶┋ﾒ ┕ﾋ┕｀ﾞﾌす ┳┎むむヮ┈ﾙけ ┱ﾞ┉ﾈ ら┤┊ﾔ ┷ﾉす┵┋ﾗす
 き┷むむﾏ ┳ﾘ な┕ﾒ ┕ﾘ ぃ┕┏ﾙ┢ﾗす ぎ┲むむﾒ ろ┣むむﾗす なす┵むむヮﾗす
 わ┕┌ﾞﾌ ┤ﾝ┊┏むむﾎ ろ┣ﾗす へす┤┉ﾎ ┤┏ﾓ ┳┎┋┇むむ━ﾛ
 ┬┾┕┍ﾗす ┩むむ┏ﾈ┟す ┴┋┊むむﾏ ┶ﾗさ ┲ﾗ┕┆ﾗす ┬むむﾋ┤ﾛる

.┱┏┌ゲす
 ┤┏ﾓ わ┕┃┏ﾈ す┵むむﾙ┕ﾖ ┳ﾘ れ┢ﾗ ┗むむ┏┍ﾘけ ┳ﾘ ┦むむ┏ﾗ
 ┠┏┉┋ﾉ ┷ﾔ け┢ﾝﾛる へす┤┉むむﾎ ┤ﾝ┊ﾛ ┶ﾞﾌ ┧┏┆ﾗす
 ┤ﾊ┕┊ﾞﾛ ┕ヅぬる ┱┆ﾗる ┶むむヮﾒ ぃた┕ﾝ│ザす き┕むむヮ┍ﾗす
 ┶むむﾗさ ふぬ┟す ┬むむﾋ┤ﾉる ぃ┗むむ┏ﾙ┕ﾊ ┩むむ┏ﾈ┟す ┦むむ┍ゲす
 て┤ヮジする ┕┌┍┏むむヮﾗす ┷ﾔ ┗┉ﾈ┕むむヮﾗす ┕┎ﾉ》┕┈ﾙ┤ﾖ
 ┷┊ﾛ┤ﾘ┟す ┲むむ┋ゴす ゆす┥むむﾛ ┕むむ┌ﾔ ぃき┕むむﾛね┟す ふ┤むむﾒる
 ┗ﾗす┢ﾒ ┘むむ┇┋ﾈ ┕┌┎ﾘ ふ┕むむ┏ﾝﾗす ┬むむﾘ わ┕むむ┌ﾓ┕┍ﾞﾘ

.┤━ﾝﾗす ビﾈ そする┕ヮジ┕ﾈ ふぬ┟す
 ┳ﾒ┤ﾝﾉ ┕┏ﾙ┢ﾗす せ┕┆ﾏ ┱ﾖ ┳ﾘ ┕ﾛ┕ﾝ│ﾗす ビﾛ『ﾘ
 れ┤ﾝ┊ﾗす┤ﾛる┥ﾞﾗす た┕ﾖ┤ﾏ たけぬる ぃへす┤┉ﾎ ┬ﾘ よ┵┍ﾗ┕ﾈ
 ┱┏｀むむヮﾞﾈ ゆす┵ﾘ┟す ┬┌ﾋ ┷ﾔ そ┢ﾖ┒ジす ┕┎ﾞ┾┤ﾔ
 へす┤┉むむﾎ ┬ﾘ そ┢ﾌする ┗ﾒ┕むむﾎ き┕┉ﾝ┋ﾗ た┕むむﾝﾓす┤ﾗす
 ┬ﾘ よ┵┍┋ﾗ ┦ヱﾈ ┳┌ﾊ ┵ﾚる ぃるぬ┵むむﾛ ┗┺┕┌ﾊ『ﾊ き┕┉ﾗ
 ┘ﾓ┥ﾈ す┣┊ﾚる ぃふぬ┟す ┴むむﾋる ┶┋ﾒ ┳┺┕ﾖ ┤┎むむﾏけ
 )る┥┏ﾘ( ┗ヮﾎ┒ﾘる ┕ﾘるぬ ┷ﾔ )┷ﾙ┵ﾗ┵ﾋ( ┗ﾖ┤むむﾏ
 ┲┆ﾗす(る そ┤ﾚ┕┉ﾗす ┷ﾔ )ぬ┵ﾙ ┕ﾈ┕ﾈ( る よすな┤ﾞむむヮﾘけ ┷ﾔ
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 ┤┏ﾝ┊ﾗす ┲┋ゴす ┯┉ギ ┕┎┋ﾖる やぬ┵┏ﾙ ┷ﾔ )┳ﾗ┵┊┍┏ﾗ
 ┘┉┉ﾌ ぃへす┤┉むむﾎ ┬ﾘ ┖ﾌ ┗ﾒ┕むむﾎ ┲┅ﾒけ ┷ﾔ
 ら┕┌┃ﾗす ┘むむ┄ﾒけ ┕ﾘ┢┍ﾒ ゆす┵むむﾘ┟す ┳むむﾘ わ すね┵むむ┍ﾖ
 ┷ﾔ き┕┉ﾝﾗする へす┤┉ﾎ ┗ﾔ┤ﾓ ┶ﾗさ ゆ┵ﾍ┢ﾗす ┗ﾛ┵ﾗる┑ﾈ

.┗ﾒ┕ﾎ ┳ﾘ 》┢ﾈ た┕ﾒ┕ﾎ ち『ﾊ ┴ﾙ┕┃ﾌけ
 ぃ┩┏ﾈ┟す へす┤┉むむﾎ ┕┎┍ﾈす ┘ﾝガけ ┷むむﾞﾗす なす┢┇ﾈ
 ゆる┕ﾌ ┲ﾖる ぃた┕ﾖ┤━ﾗす ┰┋ﾞﾗ せ┕ﾈ ┕デけ ┠ﾞ┈ﾉ ┲ﾗ
 ま┕┍ﾕす ぬ┵ﾙ ┕ﾈ┕ﾈる ┷ﾙ┢ﾗ┵ﾋる る┥┏ﾘる ┳ﾗ┵┊┍┏ﾗ ┲┆ﾗす
 ┱ﾋけ ┳ﾘ た┕ﾖ┤むむ━ﾗす ┰┋ﾞﾗ ま┤ﾔ ┠むむﾞﾔ ┕ﾛ┕ﾝ│ﾗす
 ┳┎ﾝ━ﾛ たする┤┉ﾏ た┕┍ﾉ┕ﾔ ┴┏ﾔ れ┤ﾙ ┩┏ﾈけ ┲ﾗ┕ﾒ
 ┳ﾘ ら┕ﾖ ┕むむ┌ﾔ ぃら┕むむﾘ┢ﾖ ゆ┵むむ┊┏ﾙる ろすな ┷むむﾎぬるな
 た┕ヮﾎ┒ジす ┰┋ﾉ せ┤┻ ┤┏ﾓ き┕ヮ┍ﾗす れ┢ﾗ せす┵ﾋ

 .┲┺┕ﾞ━ﾗする そぬ┕｀ゴ┕ﾈ
* * *

 た┕ﾛ》┵┋ﾗ ┷ﾗ┕ﾞﾗす ┦┏┺┤ﾗ┕ﾈ ┑むむﾝ┆ﾛ ┢ﾌけ ┢┆ﾛ ┲ﾗ
 )┕むむﾎ┕ﾙ( ぬ┕ﾝﾍけ ┳ﾒ ゆ┑むむヮﾛ ┢ﾌけ 》る ぃ┗むむ┏┊ﾛ┤ﾘ┟す
 ┖ﾖ┵ﾖ ゆ『ﾞﾌす ┢むむ┆ﾈ き┕┃┈ﾗす ┷ﾔ ┴むむﾞ┋┆ﾔ ┕ﾘる
 ┱┌ﾋけ ら┵┊ﾉ らけ ┕┎┌┎ﾛ そけ┤ﾘす ┳ﾘ ┦┏ﾗる ぃ┡ﾛ┤ジす
 つ┕┏┊ジす た┕ﾖ┤むむﾏ た┤むむヮﾍ ┲ﾖる ぃ┕ﾚす┵むむﾎ ┳ﾘ
 な┕ﾒ ┕┌ﾔ ぃ┕┎ﾈす┵ﾈけ ┮│ﾙ き┕ﾛね┟す ぬるな ┘┉┋ﾓけ ┲ﾖる
 へす┤┉むむﾎ ┳ﾒ よ『┊ﾗす ┤┏ﾓ そ┕┏ゴす ┷ﾔ き┷むむﾏ ┳ﾘ
 ┴ﾞﾗ『ﾎ ┳ﾒ すに┕ﾘる ぃみ┵┋ﾝﾗす ┢┍ﾒ ┴┋┆┈┏むむﾎ ┕ﾘる

お┗ﾘな┕┉ﾗす
 そぬ┵┾ たぬ┕むむ┾る ぃ┱ﾉ┕ﾕ き┪むむﾝﾈ ら┕ﾘ┥ﾗす ┷むむ━デ
 ┢┆ﾈ ┢┺す┤ゲする た┕┏┺┕┃┈ﾗする た┵┏ﾝﾗす 【ベ へす┤┉ﾎ
 りぬ┕ﾝﾍけ ┤━┍ﾈ ┕┎┆┏┌ﾋ た┕ﾘ┵┊ゴす ┳ﾘ て┕┌ヮﾗす
 そ┵むむ━ボす ┬ﾝむむヮﾗす たすぬ┕┉ﾗす ┳ﾘ ┤ﾝむむﾏ ┱ﾖ ┷むむﾔ
 .┩┏ﾈ┟す ┱┈┄ﾗす らる┤┅ﾞ┍ﾛ ┲ﾚる な┵ヮﾗす たすぬ┕┏┋ヅ
 ┢┍ﾒ な『┏ジす な┕むむ┏ﾒけ ┷むむﾔ ┗ﾒ┕むむヮﾗす ┰┋ﾉ たき┕ﾋる
 へす┤┉むむﾎ ら┕ﾖる ぉぅあゃ よ┕ﾒ ┳ﾘ ┱┏┋ﾗす ┮│ﾞ┍ﾘ

.┤━ﾒ のな┕ヮﾗす ┴ﾘ┕ﾒ ゆ┵ﾍな ┳ﾘ よ┵ﾛ ゆるけ ┷ﾔ
 め┤むむﾏ ┕┎ﾗ ら┕ﾖ ┥ﾙ┕┏ﾗぬるけ┵┏ﾙ ┕ﾛ┕ﾝ┾ ┳ﾘ そ┢ﾌする
 ┗┏ﾙ┕ﾟﾗする  ぃ┩┏ﾈ┟す のぬ┕むむ┈ﾗす ┳ﾛ┤ﾒ ┶ﾗさ ゆ┵むむﾍ┢ﾗす

 ┲ﾕ┤ﾗす ┖ヮヰﾈ ぃたる┤┏ﾈ ┳ﾘ ┗ﾟﾗ┕ﾟﾗする ぃ┦ﾛぬ┕ﾈ ┳ﾘ
 ┘┏ﾈ ┱ﾖ ┷ﾔ き┕ヮ┍ﾗす ┴ﾈ ┫┈ﾞギ ろ┣ﾗす ろぎ┤むむヮﾗす
 た┕ﾖ┤むむ━ﾗす ┗ﾝ┆ﾗ ┲ﾗ┕┆ﾗす ┮むむ━ﾞﾖする ぃ┗┍ﾛ┢ﾘる
 ┕ﾛ┕ﾝ│ﾗす ゆす┵ﾘけ ┘ﾕ┤ﾎ ┷ﾞﾗする よ┕ﾚる┟す ┬┏ﾝﾉ ┷ﾞﾗす
 ┲ﾗる ぃやぬ┵ﾛ┵┏ﾙる そ┤ﾚ┕┉ﾗする よすな┤ﾞむむヮﾘける ┕ﾘるぬ ┷ﾔ
 ┖ﾌ ┗ﾒ┕むむﾎ ┲┅ﾒけ ┷ﾔ ┤┏ﾝ┊ﾗす ┲┋ゴす ┯┉ヰﾞﾛ
 た┕ﾖ┤━ﾗす ┰┋ﾉ ┘┈ﾞﾍする ぃ┩┏ﾈ┟す へす┤┉むむﾎ ┬ﾘ

.┤│ﾝﾗす ┠ジ ┷ﾔ
* * *

 ┲ﾓ┤ﾈ ぃへす┤┉むむﾎ ┗ ぎ│ﾌ ぃよ┵ﾛ ┱ﾖ ┕ﾛ┕ﾝ┾ ち『ﾊ
 ┳ﾘ ┕ﾚ┤むむﾎ┑ﾈ ┕┏ﾙ┢ﾗす ┘ ぎ┌ﾒ たす┤むむﾚ┕┅ジす らけ ┳むむﾘ
 ゆ┕ﾕ ┴ヮ┈ﾙ へす┤┉ﾎ よすな ┕ﾘ た┕ﾝﾓす┤ﾗす そな┕ﾛね ┱ﾋけ
 ┤むむ━ﾒ ぎ┷ﾗさ ┷ﾉ┑ﾉ らけ ┬ﾙ┕ﾘ 》( ひ┕むむﾍ ┙ﾛ┢ﾌ ┷ﾔ

.)┢ﾌす┵ﾗす よ┵┏ﾗす ┷ﾔ き┕ヮﾙ
 ゆるけ とす┤┾ ┤┅ﾞ┍ﾛ ┴┋ﾖ ┲ﾗ┕┆ﾗする ぉぅあゅ よ┕ﾒ ┷ﾔ
 ┱┈┄ﾗす ゆ┥ﾙ ぃへす┤┉ﾎ ┗ﾗ『むむﾎ ┳ﾘ ┩┏ﾈけ ┱┈ﾐ
 り┢ﾒ┵ﾘ ┱ﾝﾕ せく ┤┎ﾏ ┳ﾘ ┳ﾘ┕ﾟﾗす ┤｀ﾔ ┤┅ﾞ┍ジす
 ぃビ┍┏┆ﾗす て┵ﾞ┈ﾘ た┕ﾘ┕ヮジす ┩┏ﾈけ ぃビﾒ┵ﾝむむﾎ┑ﾈ
 ┳ﾘる ┕┎ﾈ┤ﾓ ┶ﾗさ ┕┎ﾕ┤ﾏ ┳ﾘ ┕┏ﾙ┢ﾗす ┴ﾈ ┘┋┈ﾞﾌす
 ぬ┕┄ﾕ ┷┎ﾞ┍ﾛ らけ ┱むむﾝﾕる ぃ┕┎ﾈ┵┍ﾋ ┶ﾗさ ┕┎ﾗ┕┌むむﾏ
 ┬ﾈす┤ﾗする ┙ﾗ┕ﾟﾗする ┷ﾙ┕ﾟﾗす ┱┈┄ﾗす き┕ﾋ ┗むむ━ﾚ┢ﾗす
 た┕ﾕ┵┋ヱﾘ ┱むむ┌ﾋけ ┳ﾘ ビ┍ﾈる た┕むむ┍ﾈ ぃ┦むむﾘ┕ザする
 ┤┉むむ━ﾓ┢ﾘ ┳むむﾘ ┶むむﾞﾌる ┥むむﾙ┕┏ﾗぬるけ┵┏ﾙる ┦むむﾛぬ┕ﾈ
 ┘ﾋ┤ﾍ ぃつ┕むむ┆ﾗす ┱ﾌ┕むむﾎる ┕むむ┍┏ﾊける ゆ┕むむﾘ┵│ﾗする
 ┩┏ﾝﾗす ら┕┏ﾝ│ﾗす まぎね┵ﾉる わ┕ﾌ┤ﾔ ┕┎ﾈ┕┏ﾊ ┳ﾘ ふぬ┟す
 ┱ﾋけ ┳ﾘ ┕ﾚ┕ﾛするねる ┕┎ﾜﾈ┕ヱﾘる ┕┏ﾙ┢ﾗす せ┕┆ﾏ ┶┋ﾒ
 ら┕ﾖ ┷ﾞﾗす ┴ﾉ┕ﾛす┢ﾈ ┶むむﾗさ ┴ﾞ┋ﾌぬ ┲ﾗ┕┆ﾗす け┢むむﾝﾛ らけ
 ┕┌ﾖ な┵むむﾎける ┩┏ﾈけ ┲ﾗ┕ﾒ ぃ┗┉┏┋ザす ┣┍ﾘ ┕┎┏┋ﾒ
 らけ ┢┆ﾈ ┗┆┏ﾝ┄ﾗす き┕むむ━ﾉ ┕┌ﾖる ぬ┕むむ┎┍ﾗする ┱┏┋ﾗす
 ろぬす┤ゴす の┕ﾝﾞﾌ》す ぎ┮ﾍる らるねる┟す ┗┉ﾝﾐ た┤むむﾊ┢ﾙす
 ぃ┴ﾙ┕ﾞ┏ﾌる ┴ﾋ┵┋ﾊ ┶ﾗさ ┷ﾗ┕┌むむ━ﾗす ┖┄┉ﾗす な┕ﾒる
 ┷ﾈ┵┍ゲす ┖むむ┄┉ﾗす ┶ﾗさ ┗むむ┌┉┈ﾗす ┘むむ┆ﾋぬ ┕┌ﾖ
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 た┕ﾈ┕│ﾒ ┕┌┍┏ﾈ ぃき┕ジす ┘ギ ┨ﾕ┤ﾉ ┗ﾝﾈ┢ﾗす ┘ﾌすぬる
 ┳むむﾘ き┥むむﾋ ┱ﾖ ┷むむﾔ ┨むむﾕ┤ﾉ ら『ﾖ ┦むむﾖ┵┊ﾗす

.┰┏ヮ┊ジす なる┢ﾌ ┶ﾞﾌ ┕┏ﾙ┕┈┋ヮ┍ﾈる ┵ﾓ┕┊┏ﾏ

 た『ﾟ┌ジする き┕ﾛね┟す た┕┻ぬ┕ﾒる たする┤┉むむ━ﾗす ぃら｠す
 ┳ヰﾞﾔ らけ ┢┆ﾈ ┗むむﾝﾍ┕│ﾗす ┳┎ﾉ┕┏ﾌ ┶ﾗさ ┳むむ┆ﾋぬ
 た┵┏ﾝﾗす ┷ﾔ ┕ﾛす┤ジす たな┕むむﾒる ┰┏ﾈ┕ﾝむむ━ﾗする せす┵ﾈ┟す
 ゎ┘┍ﾖ( ┖ﾞ┊ﾛ ┢ﾌけ ┳ﾘ ┢┆ﾛ ┲ﾗる ぃ┘ﾙ┕ﾖ ┕ド ┤ﾝﾖけ
 そ┵┉ﾈ ┩┏ﾈ┟す ┦┍ゲす な┕ﾒ ┢┉ﾔ )┚むむ┋ﾟﾗ┕ﾖ ┩┏ﾈけ
 ビﾈる ┤┏┉┈ﾗする ぎ┷┍┇ﾗす ビむむﾈ もぬす┵┈ﾗす ┴┆ﾘ たな┕ﾒる
 ┷┊ギ ┷ﾞﾗす ┖ﾞ┊ﾗす め》く す┵ﾕ┥ﾘ ぃ┢ﾝ┆ﾗする ┢ぎ┏ヮﾗす
 ぬ┕┾る ┗┏┻ぬ┟す そ┤┊ﾗす ┶┋ﾒ な┵むむヮﾗす そな┕┏むむﾎ ┳ﾒ
 ┠┄┋┈ジす ┮ﾙ┟する り┕┈むむ━ﾗす ┗┅┋ﾓ ┶┋ﾒ ┢むむ┉ゴす
 ゆ┕ゴす ┴┏┋ﾒ ら┕ﾖ ┕むむド ┤ﾝﾖけ ┱┊むむ┆┊ジす ┤┆むむ━ﾗする

 ┯┉ギる ぃ┗┍むむﾎ ビむむヮ┌ﾍ ┶┋ﾒ ┢むむﾛ┥ﾛ ┕むむﾘ ┱むむﾝﾕ
 たね┤ﾓる )らる┢┺┕ﾒ ┩┏ﾝﾗす( ら『ﾖ ┦ﾖ┵┊ﾗす ぬ┕┆ﾏ
 ┷ﾔ ┕┎ﾈ┕┏ﾙける ┕むむ┎ﾝﾗ┕ヱﾘ ┗むむﾛ┤│┍┆ﾗす ┗むむﾕ┤┈ﾞﾗす
 ┱ﾖ ┷ﾔる そ┤むむジす り┣ﾚ わ┕┏┺す┵むむ━ﾒ ┲ﾗ┕┆ﾗす ┢むむヮﾋ

.┢┏ﾝ┆ﾗす ┤│ﾒ な┕ﾒる ぃら┕┊ﾘ
* * *

 ちす┢ﾌけ た┤ぎ┏ﾓる ぃへす┤┉むむヮﾈ たき┕ﾋ ┷ﾞﾗす なす┢┇ﾈ
 ┩┏ﾝﾗす ビﾈ ┕ﾘ ┗┆┏ﾝ┄ﾗす ┗むむﾗな┕┆ﾘ ┕┎┋ﾖ ┕┏ﾙ┢ﾗす
 ぎろけ ┠ﾞ┈ﾉ ┲ﾗる ふ┤ﾞ┆ﾉ ┲ﾗる ゆ┑ヮﾉ ┲ﾗ ぃな┵むむヮﾗする
 ┘ﾗすね ┕ﾘ ┕┎ﾙけ ┰ﾗに ぃよ┕ﾚる┟す ┬┏ﾈ た┕むむヮﾎ┒ジ せ┕ﾈ
 ┕┎┍ﾘ する┣むむﾍけ ┲┎ﾙけ ┲ﾓ┤ﾈ ゆ『むむﾞﾌ》す ┘むむギ ┳ﾜﾉ
 ┴ぎ┍ﾑけ 》る ぃら｠す ┶ﾞﾌ ┴ﾞ┏ﾈ ┶ﾗさ ┢┆ﾛ ┲ﾗる へす┤┉ﾎ

.や....┕むむ┍ﾚ ┶ﾗさ ┯ﾛ┤┄ﾗす め┤┆ﾛ

 ┷ﾕす┤ﾒ ┖ﾉ┕ﾖ*
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 める┤┅ﾗす( ┙┏ﾌ ぃせ┕┏ﾓ ゆ┵ﾐ ┢むむ┆ﾈ ┕┎ﾈ ┱│ﾉす
 ┴ﾕ┢│ﾞﾗ ぃ┢ﾛ┢ﾋ ┳ﾘ ┕┎ﾗ ┝ぬ┤ﾈ ..)┱┌┆┋ﾗ ┗ﾜ┏ヮﾗす

!┢ﾛ┢ﾋ ┳ﾘ
 ┶┋ﾒ ┕┉┈ﾉす ..そぎ┤ジす り┣ﾚ ┗┋ﾛ┵ﾐ ┗ﾝ┏┇ﾗす ┘むむﾙ┕ﾖ

..┴ヮ┈ﾙ ┘ﾕ┵ﾗする ..┴ヮ┈ﾙ ら┕┊ジす ┷ﾔ き┕┉┋ﾗす
 ┴ヮ┈ﾙ まぬ┕むむ━ﾗす ┷ﾔ そな┕ﾞ┆ジす ┕┎ﾞ┈ﾕる ┘┈ﾕる
 ┴┏ﾔ ┴ﾞ┉ﾞﾗす ┕┌ﾖ ぃ┴┏ﾔ り┤┅ﾞ┍ﾉ らけ たな┕ﾞﾒす ろ┣ﾗす

!!たす┵┍ﾎ ┘ﾎ ┱ﾝﾕ ┶ﾗる┟す そぎ┤┌┋ﾗ
 ┬┍┉ﾉ らけ ゆる┕ギ ┘ﾙ┕ﾖるぃ┕ﾚ┒┋ベ ┗むむ┈┎┋ﾗす ┘ﾙ┕ﾖ

!!┯┺┕ﾕな ┢┆ﾈ りす┤ﾉ め┵ヮﾔ ┤ﾝ│ﾗ┕ﾈ ┕┎┏┍┏ﾒ
 ┤━┆ﾗす よ┕ﾛ┟す..┕┎ﾞﾊ┵ﾙけ..┕ﾚ┤ﾒ┕━ﾘ ┬┍┉ﾉ ┘ﾙ┕ﾖ
 ┬┍┉ﾉ ┘ﾙ┕ﾖ )!!わ『ﾘ┕ﾖ わ す┤ﾚな ┘ﾙ┕ﾖ ┢┉ﾗ( ┗┏┻┕ジす
 そ┕┏ゴす な┵┆ﾞﾗぃ┢ﾛ┢ﾋ ┳むむﾘ りす┤ﾞむむﾎ ┕┎ﾙ┑ﾈ )┕┎ぎ┋ﾖ(

.┢ﾛ┢ﾋ ┳ﾘ そ┕┏ﾌ
 ┳ﾘ ┗┏ﾗ┕ﾝﾗす ┗デ┢┉ﾗす ┴ﾉぬ┕┏むむヮﾗ わ ┕ヰﾝむむﾏ ┘ボ
 )おそぬ┕┏むむヮﾗす ┷ﾚ り┣むむﾚ ┱むむﾚ..┷┎ﾗさ ┕むむﾛ( ..┢むむ┏┆ﾈ
 ┲ﾗ┕┆ﾗす ┰むむヰ┻ ┤┏ﾟﾉ ┷むむﾞﾗす ┗むむ┏ﾗ┕ﾝﾗす そぬ┕┏むむヮﾗす
 ┦┏ﾎ┕ﾌけ ┳ﾘ ┕┎┏ﾔ ┕ﾘ ┱ﾖ ┤┏ﾟﾉる ┲┎ﾞﾛ┤ヱﾎる
 ┰┋ﾉ .┕むむ┎ﾉすき┕┃ﾔ ┱ﾖ 【むむベ ┴ﾞヰ┺すぬる 》 ┮むむ┏ﾖぃ
 ゆるけ ..た┕むむﾛ┤ﾖに ┱┌ﾋけ た┢┎むむﾏ ┷ﾞﾗす そぬ┕┏むむヮﾗす
 ┷ﾔ ┕ﾚ【ﾘ ろ┣ﾗす きめ┢ﾗす ..た┕┏┍ﾓ┟す せ┣ﾒけ ..┗┋ﾝﾕ
 ビﾌ ┕┎┏ﾔ ┕┎ﾞﾔ┥ﾙ ┷むむﾞﾗす ま┵ﾘ┢ﾗす..き┕ﾞむむ━ﾗす そるぬに
 ぬす┤┉ﾗす ┰ﾗに ┢むむ┌│ﾛ ┲ﾗる わ┕ﾘ┵ﾛ ┴ﾒな┵ﾉ らけ たぬ┤むむﾕ

!┗ﾒ┕ﾎ ┳ﾘ ┤ﾟﾖ┟
..)┵ﾚ ┴ﾙさ..┷ﾚ ┕┎ﾙさ ┲┆ﾙ(

 ..そ┢ﾛ┢ﾋ ┗ﾘ┕ヮﾞﾈす わ┕┌ヮﾞﾝﾘ そぬ┕┏むむヮﾗす ┮ﾕるけ
 ┷ﾔ ┤┌ﾞむむヮﾉ らけ ┢ﾛ┤ﾉ ┘ﾙ┕ﾖ ┕┎┍┊ﾗ ぃそなぬ┕ﾈ ┘ﾙ┕ﾖ
 な┤｀ﾘ ┕┎ﾝ┏ﾝﾌ らけ やぬ┢ﾛ ろ┣ﾗす ┕┎ﾎ┢ﾌ ┗┎ﾈ┕｀ﾘ

!)┗ﾈる┣ﾖけ(
..┷ﾞﾝ┏ﾝﾌ┕ﾛ わ┕ﾝﾌ┤ﾘ -

 ┠ﾞ┈ﾉ ┷ﾚる ┗┌むむヮﾞﾝﾘ ゐ ┗┈┎┋ﾈ ┕┎ﾞﾗ┕ﾕ わ『ﾚけ -
.┢┆│ﾞﾗ そぬ┕┏ヮﾗす せ┕ﾈ

 な┕┊ﾉ..┴┋┏┾┕┈ﾉ ┨むむヰ┈ﾞﾉ ..┴むむ┋ﾘ┑ﾞﾉ ┘むむﾙ┕ﾖ
 ┶ﾗさ ┤┅┍ﾛ ら┕ﾖ ┕むむ┌┍┏ﾈ ..┕┎ﾕ┕┏ﾞむむﾏ┕ﾈ ┴むむ┌┎ﾞ┋ﾉ
 ┘むむヮ┏ﾗ ┯┺┕ﾕな ┢┆ﾈ ぎ》す ┕┎┏ﾗさ ┘┈ﾞ┋ﾛ ┲ﾗる ┯ﾔ┟す

..そ┤┏│┉ﾗ┕ﾈ
 ┱┆┈ﾗ┕ﾈる ぃ┗┋ﾜﾎ┟┕ﾈ ┵ﾚ ぬな┕ﾝﾛ らけ ┤┅ﾞ┍ﾉ ┘ﾙ┕ﾖ

お がやぬ┕ﾝﾍけ ┕ﾘ :わ  『┺┕ﾕ ┕ﾚぬな┕ﾈ
!や┤┅ﾞﾙけ :┘ﾗ┕ﾕる ┘┌ヮﾞﾈす

:ゆ┑ヮﾔ な┕ﾒ ぎ┲ﾊ ┤│ﾞ┍ジす ┗┊ヰ┻ ┰ヰ┻
お がや┢ﾛ┢ﾋ ┕ﾘ -

 そ┤ﾌ┕ヮﾗす ┕┎ﾞﾘ┕むむヮﾞﾈす ┢ﾛ┢ﾋ ┳ﾘ ┘┌むむヮﾞﾈす
:せ┣┆ﾗす ┕┎ﾉ┵│ﾈ ┘ﾗ┕ﾕる

!┰ﾝﾌけ -
 ┕┎ﾈ ┕ﾘる ┕┏ﾙ┢ﾗす ┰むむ┋デ ┳ ゑﾘ ┗┊ヰ┻ ┰むむヰ┃ﾔ

*┷ﾙ┕┆ﾗす ┳ヮﾌ ┤┏ﾝﾒ

اإبداعـــات

قد�شية التفاهات
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:ゆ┑ﾎる な┕┆ﾔ ┤ﾟﾖけ りぬ┕│ﾞﾙす ┢ﾖ┒ﾛ らけ なすぬける
お が┰デ┢ﾕ ┕ﾘる -

:なな┤ﾉ ┷ﾚる ┗ﾊ┵ﾙける わ  す┤ヰﾎ ┩┏┈ﾉ ┘ﾗすね┕ﾘる
! ゑ┰ﾝﾌけ -

 ┕むむ┏ﾙ┢ﾗす ┬むむ┏┻す┵ﾘ ┱ﾖ ┝ら┑ﾖる ら┕むむ┍ﾊ》す ゑ┘むむ┌┾
 ま┵┻┵ﾘ ┳むむﾒ ┙ヰﾝﾛ ┳┌ﾖ ┕むむﾙ┕ﾖ ..┘┎ﾞﾙす ┢むむﾕ
 ろけ な┕むむ｀ﾛさ ┳ﾒ す┥むむ｀ﾒ ┕┌┎┍┊ﾗ ┴むむﾈ ┕むむ┌┋┊ﾞ┏ﾗ

!や┤ﾞ━ﾘ ま┵┻┵ﾘ
:┷ﾗ┕┆ﾗす ┴ﾉ┵│ﾈ ┕┎ﾜﾋ┕┈┏ﾗ ┩┈ﾞﾙす ..そ┑｀ﾔる

.. が┰ﾗ ゆ┵ﾕけ らけ ┘┏ヮﾙ ..┕ﾚ -
 り┕┍┌ﾞﾉ ┕ﾘ..┴┆ﾕ┵ﾞﾉ ┕ﾘ ┤┅ﾞ┍ﾉ ┷ﾚる ┘┌ヮﾞﾈす
 が┰ﾙるな そ┕むむ┏ゴす らけ ┘┈むむ━ﾞﾖす ..┰┏ﾗさ ┘┉ﾞむむﾏす(

)┡ﾗさ..┗┋ﾉ┕ﾕ ┗┏┻┕ジす よ┕ﾛ┟す ┘ﾙ┕ﾖ ..よ┢ﾒ
 ┕ﾚぬな┕ﾈ.)┗ﾛなぬ┵ﾗす ( た》┕むむ┌ﾞﾌ》す め》く ┘むむ┆┻る

:わ 『┺┕ﾕ
 ら┵┊ﾛ ┕ﾘ せ┤ﾕけ ┤┆むむヮﾈる ..そぬ┕┏ヮﾗす ┬┏ﾈ┑むむﾎ  -

.ゆ┕┏ヱ┋ﾗ
 ┘ﾗ┕ﾕる わ  》るけ ┕┎むむヮ┈ﾙ ┳むむﾘ ┕ヅぬ ..┘むむ┊ヰ┃ﾔ

:┕┎┍┏ﾝﾞﾛ ┲ﾗ そ┤ﾍ┕ﾎ ゐ┗｀┎┋ﾈ
!やる┤ﾝﾘ -

:┴ﾉぬ┵ﾊ ┷ﾔ ゆすね┕ﾘる ゆ┕┉ﾔ
 ろる┕むむヮﾉ  ┲ﾖお┕┎┆┏ﾈ┑むむﾎ  ┲むむ┊ﾈ  ろぬ┥むむﾌす  -

:┴ﾗ ゆ┵┉ﾉ らけ な┵ﾉ ┘ﾙ┕ﾖお┰ﾛけ┤ﾈ
 ┘むむﾗる┕ﾌ ┕むむ┎ぎ┍┊ﾗ )┴むむぎ┋ﾖ ろ┤むむ┌ﾒ ろる┕むむヮﾉ (
 ┳ﾘ ┱┃ﾔけ ┰むむﾗ┣ﾔ ぬす┵ゴす ┷ﾔ ┴┆ﾘ ぬす┤┌ﾞむむﾎ》す
 れ┵むむﾎ ┴ﾗ ┢ﾛ┤ﾉ》 ┘ﾙ┕ﾖ ろ┣ﾗす ┕┎むむﾎ┢ﾌ ぬ┕│ﾞﾙす

!┗デ┥┎ﾗす
:め┕┻け ┝  ┲ﾊ

 ┗┏ﾗ┕ﾈ ┕┎ﾙけ ..わ  ┕ﾜ┏ﾏ ろる┕むむヮﾉ 》 ┕┎ﾙけ ビﾔ┤┆ﾉ -
 》 わ す┤┆ﾎ ┕┎┏ﾔ す┵┆ﾔな ┲┎┍┊ﾗ ┗┋┄┆ﾘ ┮│ﾙる

.┴┍┏┆ﾕ┵ﾞﾉ
:┕┎┋ﾍすな ┘ヮ┌ﾚ

 ┝┷┋ﾒ..┴┆ﾕ┵ﾉけ 》 ┕むむド ┤むむ┏ﾟ┊ﾗす ┰むむﾗ┕┍ﾚ..┲┆ﾙ(

)!ら｠す ┴ﾈ ┲┏┋ヮﾞﾗす
 ┕┎ﾎ┢ゴ ┗┌┋むむヮﾞヮﾘ ぬす┵ゴす ┷ﾔ たぎ┤┌ﾞむむﾎす
:┗┆┍ﾕ┟す ┳ﾘ ┢ﾛ┥ジす ┪ が┉ヮゎﾉ らけ ゆる┕ギ ┷ﾖ ぃそぎ┤ジす り┣ﾚ

お┕┎ﾞ┆ﾈ らさ ┷┍┏ﾉ┑ﾞﾎ ┮┏ﾖる -
:せ┕ﾋける ┴ﾉ┵┾ ゑ┘┈ﾍる ┴ﾞ｀┎ﾗ たぎ┤┏┇ﾞﾔ

 ┗┋ﾝ┉ジす よ┕ﾛ┟す が┰┏ﾗさ よる┢┉ﾗす ┬┏┄ﾞﾎけ 》 ┢ﾕ -
 ┗ﾘな┕┉ﾗす ┤┎ﾏ┟す ┷ﾔ わ ┕┇┋ﾝﾘ ┤ﾔるけ らけ ゆる┕ﾌ┑むむﾎる
 ビ┊┋ベ ろ┣ﾗす ┭┋ﾝジす ┬ﾘ ┕┎┆┏ﾈ ┳┌ﾊ ┶ﾗさ ┴┈┏┻┟

.┱┃ﾔけ れ┤ﾍけ そぬ┕┏ﾎ ろ┤ﾞﾏ┟
 !┤┎ﾏ┟す ┳ﾒ ち┢ヰﾞﾛ ┴ﾙさ ..┗ﾘな┕┉ﾗす ┤┎ﾏ┟す(
 ┷ﾉ┑ﾛ ┷ﾖ ┕┎ﾉ┕┅ゴ ┞ ┢ﾒけ ┦ﾘけ ┗┋┏ﾗ ┘┏┃ﾘけ ┕ﾙける

..┴┎ﾋる ┷ﾔ ┴ヮ┌ﾏ れぬ┟ て┕ﾝ│ﾗす
 ┱┃ﾔけ そけ┤ﾘす ┢｀ﾞﾗる ..┱┃ﾔけ そぬ┕┏ﾎ ┤ﾞ━ﾞ┋ﾔ
..そ┤┏┇│ﾗす ┱┏┾┕┈ﾞﾗ┕ﾈ ┞┲むむﾞ┎ﾉ そけ┤ﾘけ ら┑ﾔ..┷┍ﾘ

 ┤│ﾞヱﾉ そ┤むむ┏┇│ﾗす ┱┏┾┕┈ﾞﾗす ら┟..┕┎むむﾎ┢┉ﾉ
..そ┢ﾛ┢ﾒ ┗┆┍ﾕけ ┪ が┉ヮゎﾉる .. ┗┌┏┅┆ﾗす ぬ┵ﾘ┟す
..き┥ゲす 》 ┱┊ﾗす ┘ﾝﾌけ ..┘ﾝﾌけ すにさ ..そけ┤ﾘす ┕ﾙけ

 ら┵┊ﾉ らけ ┕┎┉ﾌ ┳ﾘる ..そぎ┤ﾘ 》さ ┖ギ 》 ..そけ┤ﾘす ┕ﾙけ
.┗┏ﾎ┢ﾕ たすに そぎ┤ジす り┣ﾚ

 ..きれな┕むむﾝジ┕ﾈ ┕むむ┎┆ﾘ ┖ゴす つ┥むむﾞﾘす そけ┤むむﾘす ┕むむﾙけ
 ┖ﾚ┣┏┋ﾔ ぃきれな┕ﾝジす りな┵むむﾋ┵ﾈ ゑな ぎ┢ﾚ すにす ┖ゴす ┳┊ﾗ
 ら┕ﾖ ┕┎ﾉ┵┾ らけ ろぬ┢むむﾉ ┳┊ﾉ ┲ﾗ . ┲むむ┏ヰゲす ┶むむﾗさ
 ┕ﾘる┢┆ﾘ ら┕ﾖ ┴┋┆ﾔ なぬ ┝ ら┟ ┕ヅぬ ..┴ﾛ┢ﾗ わ ┕ﾒ┵┌ヮﾘ

..ゆ┕┆┈ﾙす ろけ らるなる ゐ ら┑ﾞﾈ そぬ┕┏ヮﾗす な┵┉ﾛ ┵ﾚる わ
 そぎ┤ジす り┣ﾚ ┷ﾚ ┘ﾍ┤┾ ..┲┆ﾙ ..┘ﾍ┤┾ ..わそ┑｀ﾔ
 わ  ┕ヰ┻する ┷むむ┉┏┉ゴす ┕┎ﾉ┵┾ ┬┌むむヮﾛ そぎ┤ﾘ ゆる┟る

:たす┵┍ﾎ ┣┍ﾘ わ┕ﾛる┢ﾘ
!┕┍ﾚ ┮ﾕ -

 ┘┌ヰﾞﾕす ..┘むむﾗ┥ﾙる せ┕むむﾝﾗす ┘むむヰﾞﾔ ..┮むむﾕる
 ┳ﾘ ┲┊ﾗす す┣むむ┎ﾗ ┴むむﾝﾞ┍ﾉ そぎ┤むむﾘ ゆる┟る ..まぬ┕むむ━ﾗす

.┗ﾟﾛ┢ゴす たすぬ┕┏ヮﾗす
 ┴ﾉぬ┕┏むむﾎ ぬすな┑ﾔ ┵ﾚ な┕ﾒる ..よ┕ﾘ┟す ┶ﾗさ ┘むむ━ﾘ

.┶ﾉけ ┙┏ﾌ ┳ﾘ な┵┆┏ﾗ
┗┏ﾕす┤ﾒ ┗┏┈ヰ┾る ┗ﾝﾉ┕ﾖ *
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اإبداعـــات

 *そぬる┕━ﾘ ら┕┌ﾟﾒ

ت�شكيات 

 ┘┍ﾖ ┷ﾞﾗす ┗┏┍┈ﾗす ┗むむ┏ﾈ┤ﾞﾗす ┗│ﾌ き┢ﾈ ┱むむﾝﾕ
 ┬┻る ぃゆ┕ゴす ┗┆┏ﾝ┄ﾈ のるぬ┢ﾗす ┗むむ┏┉ﾝﾖ ┕┎ﾚ┤ﾖけ
 ┲┎ﾘ┕ﾘけ ┢ﾒ┕┉ジす ┶┋ﾒ ┗ﾙ┵┋ジす ┲┎ﾘ『ﾕけ ゆ┕┈ﾐ┟す
 ひ┕┾ぬ ┲┋ﾕる そ┕ヰド す┵┆┻るる .┯ﾎ┕┍ﾞﾘ ┱┊━ﾈ
 ぬ┕┅ﾞﾙ┕ﾈ ビﾌ┤ﾔ す┵ﾙ┕ﾖ .┕┃ﾛけ ┯むむﾎ┕┍ﾞﾘ ┱┊━ﾈ
 すにさ ┰ﾗに やぬ┢むむﾉ らけ ┬┏┄ﾞむむヮﾉ .┲むむﾎ┤ﾗす ┗│ﾌ
 ぃたするな┟す らる ｠┢┆ゎﾛ ┲ﾚる ┲むむ┎ﾚ┵ﾋる ┶ﾗさ た┤┅ﾙ ┕ﾘ
 ┗┊┆ﾖ ゆ┵むむﾌ ら┵むむヮ┋｀ﾛ ┲┎ﾙ┑ﾖる する┢むむﾈ ┢┉ﾔ
 ぃ┲ﾚぬ┵┆ﾏ ビ┄━ ゎド ぃ┲ﾚ｠┵ﾞﾗ す┵┌ヰﾞﾎす ぃ┢┏┆ﾗす
 ゑ┲ヮ┉ﾉ らけ ┲┎ﾘゎけ らる┤┅ﾞ┍ﾛ ぃ┲┎ﾛ┢ﾛけ ビ┈｠゙ ┊ﾘる
 ね┤┊ﾗす ┗ﾝヰﾈ ら┵むむﾕ ｠┢ヰゎﾛる ┲┎┉ﾛぬ ら┵┆┋ﾝﾛ ぃ┲むむ┎ﾗ
 ┳ﾘ ら┵むむ┊ﾉ ┕むむ┎ﾞ┏ﾗ ┗むむ┊┆┊ﾗす ┪むむﾎ┵ﾞﾉ ┷むむﾞﾗす
 ┕┃ﾛけ ┗｀┎ﾝﾗす ┲ﾗ┕┆ﾘ ┳むむﾘ ら┕ﾖ ┲ﾊ .┲┎ﾝ┏│ﾙ
 ┷ﾔ ┦┋ﾋ ろ┣ﾗす ┗ﾝ┋┄ﾗす ┢むむﾌけ ゆ┵ﾌ す┵むむ┆┌グ らけ
 ┗┅ﾚ┕ﾈ そ┤ﾍ┕ﾔ らす┵ﾗけ ┗ﾝ┋ ゎﾒ ┴ﾘ┕ﾘけ ┬┃ﾛ .り┢┆┉ﾘ

 ┢ﾌけ .!┤ﾟﾖけ るけ !ぬ┕むむ┍ﾛな ┮│ﾙ ┕┎┍┌ﾊ ┕ヅぬ .┳むむ┌ﾟﾗす
 ┷むむヮﾙる..るくくる ゆ┕ﾕる す┤┏ﾟﾖ ┴┏┍┏ﾒ ┠ﾞﾔ ゆ┕むむ┈ﾐ┟す
 ゆ┕┈ﾐ┟す ┠ﾞﾔ ┲ﾊ .┕┎┋ ┝ﾘ┑ﾞﾛ ┵むむﾚる ┕ﾌ┵ﾞ┈ﾘ ┴┌ﾔ
 する┣むむﾍける .き┕むむ┃┏ﾈ た┕むむヰ┈┾ ┶むむ┋ﾒ ┲むむﾚ┤ﾉ┕ﾔな
 !お..ら┵┌ﾎ┤┏ﾎ すに┕ﾘ..ら┵┌ﾎ┤┏ﾎ すに┕ﾘ らる┤┊┈ﾛ
 ┖ﾚに ろ┣ﾗす ┤むむヰﾝﾗす ┲むむﾎ┤┏ﾎ ┴ﾙさ ゆ┕ﾕ ┲ﾚ┢ﾌけ
 らけ ┢┆ﾈ よ┥ﾌ ┱┊ﾈ ぬ┝┤ﾕ ┤ﾍくる .┶むむ┃ﾘ ┕┌┏ﾔ  ┴┏ﾗさ
 ぃり ｠┢ﾍ ┶┋ﾒ ┴┆ﾝ┾さ わ┕┆┻する ┤┏┊┈ﾞﾗ┕ﾈ ┴ﾞﾕる ┣ﾍけ
 ..┴ﾘ┟ り┵ﾈけ ┕ﾚす┢ﾚけ ┷むむﾞﾗす なぬ┵ﾗす ┗ﾕ┕ﾈ ┲むむﾎ┤ﾛ らけ
 ┬┄ﾕ ┲┋┆ジす ┝らけ 》さ .わ┕┆ﾝﾐ ┗┋ﾝ ゎ┉ﾗす ┲ﾎ┤ﾛ らけ らるな
 ┗ﾌ┕ヮﾗす ┶ﾗさ ゑつ┤ヱﾙ らけ ┕｠┍ﾘ ┖┋ﾐる ┬┏┌ゲす そ┤┏ﾌ
 ┱┺するける き┕ﾞむむ━ﾗす ┗ﾛ┕┎ﾙ ┙┏ﾌ ぃき┕┌むむヮﾗす ┱ﾘ┑ﾞﾙる
 ┷ﾔ ┴ﾙ┑ﾖ ┗ﾗ┵┎ヮﾈ ┱┊━ﾞﾛ せ┕ヰヮﾗする ぃ┬┏ﾈ┤ﾗす
 ぃ┱┅ﾗす ┮┏┈ﾍ す┤むむﾈ┕ﾒ ┷┃デ ┲むむﾊ ら┕┍ﾔ ┗むむ┃ﾝﾕ
 ┴むむヮ┈ﾙ ┕┎ﾈ よ┢┉ﾛ れ┤ﾍゎけ ゐな『ﾈ ┶ﾗさ ┶┄ザす ┞┙ヰﾛ

.つる┤ジする ゆ『ﾞ┋ﾗ ┕ﾙ┕ﾈ┤ﾕ

�شحابية
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 た『┏┊━ﾉ ┷ﾔ りす┤ﾛ ┕ﾘ ┲ﾎ┤ﾛ ┲┊┍ﾘ ゐ┢ﾌする ゎ┱ﾖ
.┲┋┆ジす ゆ┕ﾕ  .せ┕ヰ ┝ヮﾗす

 ┗┋┈┄ﾗす ら┵むむヮ┏ﾘ ┘┎ﾙけ ぃ┗│ゴす ┗ﾛ┕┎ﾙ ┷ﾔる 
 ら┵┏┆ﾗする ┳ﾖす┢ﾗす な┵ﾎ┟す ┤┆むむ━ﾗす たすに ┗┉┏ﾕ┤ﾗす
 ら┕ﾌ┕┍ﾋ ┴ﾗ ぃ┷┍ゎﾝﾗ┕ﾈ ┴ﾞﾙ┝┵ﾗ ゐら┕│ﾌ ┲ﾎぬ ┗ﾕす┝┤ﾝﾗす
 ┘┌ﾎぬる .て┤ﾔ ぬ┵┈│ﾒ ┱ﾟﾘ ┕┌┎ﾈ ┯｠┋ヰゎﾛ らする┕ﾕぬね
 ┗ﾛ┤ﾚねる ぃれ┵むむ┋ゴす ┳ﾘ ゐた┕むむ┝ﾝﾌる ぃ┕┊むむﾌ┕┻ ┕┎ﾋる
 ┧┏┆ﾛ ろ┣むむﾗす ┱┈ ┝┄ﾗす ┤ﾘ┕むむﾎ ┲むむﾎぬる .きす┤┌ﾌ
 ぃ┕┎┏ﾌ┕┍ﾋ な┤┈ﾉ ぃ┗ﾙ┵┋ ゎﾘ わ┗ﾘ┕┌ﾌ ぃ┤┏ﾝ┊ﾗす ゆ┥┍ジ┕ﾈ

 ぃそ┤むむﾍ┕┈ﾗす らす┵むむﾗ┟┕ﾈ ┕むむ┎ﾙ┝┵ﾗ ぃ┤むむ┏┄ﾉ た┕むむﾏす┤ﾔる
 よ┵ﾛ ┕┎┋ﾟﾘ ろ┤ﾞ━┏ﾎ ┴ﾙ┑ﾈ ゆ┕ﾕ .そ┤┏ﾝﾖ ┗┊┆ﾖる
 ぃひ┕┾ぬ ┲┋┉ﾈ ┘┌むむﾎ┤ﾔ ┕ﾙけ ┕むむﾘけ .りな『┏ﾘ ┢むむ┏ﾒ
 ら┕┄┏むむ━ﾗ わ┕┎ﾋる え┕ﾙす┵ﾗけ ┰むむ┋ﾘけ 》 ┙むむ┏ﾌぃ┪┉ﾔ
 ┴ﾝむむﾏけ ┗┌┏┇ﾗす ┘ﾙ┕ﾖ ┴┍ﾘ せ┤ ゎ┉ﾗ┕ﾈる ぃら┕ﾙ┤ﾕ ┴むむﾗ
 ┗ﾛ┣ﾌ┟す ┬┏┌┋ﾞﾗ ゐもる┢┍ ゎ┾ ゑ┱ﾟﾘ ゐき┷━ﾈ ら┵┊ﾉ ┕ﾘ
 ぃ┷ﾙ┤┎┍ﾛ ぃわ┕ﾝ┻┕ﾓ わ『ﾋぬ ┴ﾝ━ゎﾛ わ『┏┊━ﾉ ┘┌ﾎぬる

.┷┍┆ヮ┋┏ﾔ ┷┋ﾒ ┞┮ﾞ┋ﾛ ゐへ┵ヮﾈ ┷┍ﾈ┤┃ﾛ ┲ﾊ

 ┗ﾗ┢┏│ﾗす .や /┷┆ﾘ┕ﾋ ┖ﾗ┕ﾐ *



っっ

ぬ┕むむむﾝﾍけ
 ┯ﾝﾐ ぃ┕┎┆┏┌ﾋ ┢┎━ジす た┕ﾘ┥┋ﾞむむヮﾘ ┴ﾘ┕ﾘけ
 ┙ﾗ┕ﾊる ぃ┲むむﾎ┵ジす ┗むむ┎ﾖ┕┈ﾗ ┤むむﾍくる ぃたす┤むむヮ┊ﾘ
 ぃぬ┕ﾝﾍ┟す ┤ﾍく ┴ﾘ┕ﾘける ぃそ┢┏┈ジす らな┕┆ジす たする┤むむ┃ザ
 ┖┋ﾓ┟す ┶┋ﾒ する┤ﾝ┊ﾛ ┳ﾗ ゆ┕┈ﾐ┟ ┢ﾚ┕━ﾘ ┕┎┏ﾔる
 ┱ﾖ ┴ﾘ┕ﾘけ .┗むむﾞﾓ┕ﾝジす そぬ┕むむ┇ﾗす ┲┎ﾞ┋ﾞﾕ ┕むむﾘ┢┆ﾈ
 ┖┏ﾉ┤ﾞﾈ わ す┣ﾔ わ すぬす┤ﾕ ┣ヱﾞﾛ らけ ┬┏┄ﾞむむヮﾛる ぃき┷むむﾏ
 ろ┵ﾞヰﾛ ぃ┷ﾗ┕ﾞﾗす よ┵┏ﾗす ┷ﾔ せ┣┎ﾘ つ┕｀ﾞﾌす ┢ﾒ┵ﾘ
 ┗ﾈ┵ﾞ┊ジす たすぬ┕むむﾝ┆ﾗする ぃま┵┌むむ━ﾗす ┳ﾘ ┤┏ﾟﾖ ┶┋ﾒ
 ┶ﾗさ ゆ┵┾┵ﾗす ┯┏┉ギ せ┕ﾈ ┳ﾘ ┗ﾛ┥┏┋ガ】す ┗むむ┇┋ﾗ┕ﾈ
 ゐ┠ﾛ┤ﾘ ゐよ┵┍ﾗ た┕ﾒ┕ﾎ ┬┃ﾈ ┴ﾘ┕ﾘける ぃ┤ﾍ｠す らす┢ﾋる
 ┴ﾘ┕ﾘけ !!!┴ﾉ┤┊ﾔ ┣むむ┏┈┍ﾞﾈ ま┤むむ━ﾛ らけ ┱ﾝﾕ ゐ┳ﾘくる
 ┤ﾟﾖ┟す ┕┎┍┏ﾈ ┳ﾘ ぬ┕ﾞヱﾛ らけ ┴┏┋ﾒる んそ┤┏ﾟﾖ んぬ┕むむﾝﾍけ
 んぬ┵┾る んぬ┵┾ ┴ﾘ┕ﾘけ ぃわ┕ﾛ┢┎むむ━ﾘ わ す┤┏ﾊ┑ﾉる わ┗ﾒ┕むむ━ﾈ

!!┢ﾛ┢ゲす ┤│┆ﾗす ┗ﾔ┕┉ﾟﾗ ゐなる┤ﾝﾈ ┦ﾎ┒ﾉ ぃぬ┵┾る

┗むむむﾊす┢ﾌ
 ろな┕ﾙ ┶ﾗさ り┵ﾉ ┳ﾘ ┤┏┌ﾎ ┴ﾋ┵ﾉ ぃ┢ﾒ┵ジす ┩┈ﾙす
 ┢ﾒ┵ﾘ ┶ﾗさ れ┢ﾙ ┗┉ﾔ┤ﾈ き┕┍むむﾎ たぬな┕ﾓる ぃ┗ﾕ┕┏┋ﾗす
 ┘┏ﾈ ┶ﾗさ ┕┎┉ﾛ┤ﾐ ビ┈┏ﾙ ┘┋┌ﾖける ぃ┗ﾌ┕ﾝむむヮﾗす
 ┶ﾗさ ┕┎ﾈ な┵┆ﾞﾗ ┕むむﾚぬ┕┅ﾞﾙ┕ﾈ ┕┎ﾘけ ┙┏ﾌ ┕むむ┎ﾉ┢ﾋ
 ┱┆┈ﾛ ┴┋┆ﾗ ┤┊ﾝジす よ┵┍ﾗす ろな┕むむﾏ ぬ┕ﾞﾍする ぃ┘┏ﾝﾗす
 ┷ﾍぬる ┢ﾏ ┢┆ﾈる ぃ┢ﾓ ら┕ヰﾞﾘす ┷ﾔ わ す┢┏┈ﾘ わ┕ﾜ┏ﾏ
 ┠┻する き┷ﾏ 『ﾔ ぃ┕┌┎┃┆ﾈ ┳ﾎ┵ﾎる ┤ﾚ┕ﾘ まぎなる
 ┴ﾞ┋┏ﾋぬけ ┳ﾘ ┦むむ┈ﾙ ┤ﾍく ┢ﾒぬ ┮むむﾏぬる ぃ┕┌┎┍┏ﾈ
 ┗┋┏ﾋぬけ らけ ビむむﾌ ┷ﾔ ぃ┷┃デる ┕むむ┎ﾖ┤ﾞﾛ らけ ┱むむﾝﾕ
 ぃそ┤┎むむヮﾗす ┗ﾛす┢ﾈ ┷ﾔ ┕┌ﾖ わ┕むむﾝﾛ┤┉ﾉ ┘ﾙ┕ﾖ ┶むむ┍ﾘ
 ┕┎ﾉぬ┕┏むむﾎ り┕グ┕ﾈ ┶┄ザす ┘ﾟﾌる わ┕むむﾝﾙ┕ﾋ ┕┎ﾞ ┝ヰﾙ
 わ┕むむヮﾗ┕ﾋ ┱ﾑ な┵┌ヰﾘ り┢ﾌる ぃ┖ヰ│ﾗす ┗ﾒな┵ﾘ
 ┳ﾘ ┘ﾓ┤ﾔ ┷むむﾞﾗす ┗ﾗる┕┄ﾗす ┢むむﾒ┕┉ﾘ ┢ﾌけ ┶むむ┋ﾒ
 ┲ﾎ『ﾐ ┰ﾔ ゆる┕ヰﾛる そ┢ﾌ┵ﾗす せ┢┍ﾛ ぃ┕ﾚぬ┕ ぎ┌むむﾎ
 ┘ﾔぬに ┶┍┆ﾘ 『ﾈ た┕┌┋ﾖ な┢ﾒ ┷│ヰﾛる ぃ┗ﾊす┢ゴす

!!!ぬ┤┊ﾞジす ぎ┷ﾘ┵┏ﾗす き┕┉┋ﾗす ┠ﾈ┣ﾘ ┶┋ﾒ

اإبداعـــات

*┤┃ﾍ ┱┏┌ﾋ ┢┌ヰﾘ

ق�ش�س ق�شرة جداً
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┗むむむﾔ┕┏ﾕ
 ┖ﾕぬけ ゐダ┢ﾕ ゐ┦むむヮﾒ ┱ﾟﾘる ぃ┷むむ━ベ ゐ┰ﾛな ┱ﾟﾘ
 ┗┈むむﾏ┕┊ヅ ┖ﾓ┤ﾛ ┢ﾌけ 》 ぃ┤ﾟﾖ ┕┍┋ﾟﾘる ぃ┕ﾚ┵┄ﾍ
 ゐたすぬ┕むむﾏさ 》る ぃ┱ﾋ┤ジす ┷むむﾔ ┷┋┇ﾉ ぬ┕むむﾙ 》る ぃ┢むむﾌけ
 ゐ┷┉┏┉ﾌ ┶むむ┍┆ヅ ゐ┗┏┉┏┉ﾌ ゐ┗むむ┏ﾙ ┳ﾒ ゐ┗むむ┏┉┏┉ﾌ
 ぃ┕┎ﾙけ 》さ ぃ┰ﾛな ┱むむﾟﾘ ぃ┗ﾈに┕┊ﾗす ┯┺┕┉ゴす ┳ﾘね ┷むむﾔ
 )や┵ﾗ┵┏┍ﾗす( むﾈ ┷ﾛけぬ ┳ﾒ ┯ﾒ┕┾ ┱┊━ﾈ ┷┍ﾞﾗ┑ﾎ
 ┱┾す┵ﾞﾗす ┱┏ﾝﾎ ┶┋ﾒ ┴ﾉぬ┕┆ﾞむむﾎす ろ┣ﾗす ┢ﾛ┢ゲす

!!!┕ﾙすな ┗ﾒ┵ﾗ┢ﾗす ┗┏┍┇ジす ┬ﾘ ┷ﾙ┕ヮﾙ】す

┱┋むむむﾏ
 き┕むむﾋ ぃ┗むむﾗる┕┄ﾗす も┵むむﾔ ┕むむ┎ﾞﾝ┏┉ﾌ ┘むむ┆┻る
 ┖┋ﾐ ぃ┖┋ﾓ┟す ┶┋ﾒ わ┕┌むむヮﾞﾝﾘ ┮ﾛ┤┅ﾗす ┨┋ﾗす
 ぃ┕┎┈┄ﾍ ┴むむﾗ ┶┍むむヮﾞﾛ らけ ビ┾ぬ きる┢┎ﾈ ┕むむ┎┍ﾘ
 ┮ﾕ┵ﾉ おお┗むむﾝ┏┉ゴす よけ ┕むむﾙけ :┴むむ┍ﾘ ┘┌┎┈ﾞむむﾎす
 つ┤ポす ┬┄ﾞむむヮﾛ ┲ﾗ ぃ┢┎むむ━ジす ┮ﾕ┵ﾉ ぃ┬むむ┏┌ゲす
 ┴ﾈ ┱│ﾉす ぃ┴むむﾞ┏ﾈ ┶ﾗさ ┶むむ┃ﾘる ┴ﾖ┤ﾉ ぃ┴むむﾗ┕┌ﾖさ
 ┗┋┏┋ﾕ( そ┢ﾒ┕むむヮジす ┗ﾋ┤ポす わ┕むむ┾┵│ﾍ ぃ┬┏┌ゲす
 ら┕ﾖる ぃ┢┎むむ━ジす ┗ﾛ┕┎ﾙ ひ┵│ヱﾈ すに┕ﾘ )ゆ┕┌ゲす
 り┵ﾖ┤ﾉす ぃ┕むむ┎┆┏┌ﾋ たす┤ジす ┷むむﾔ ┢┏ﾌ┵ﾗす ┴むむﾈす┵ﾋ

!!!!┷┎ﾞ┍ﾛ ┳ﾗ ┕┌ﾖ

ぎ┷ﾙなぬけ ぎ┷ﾔ┕ヰ┾る ひ┕ﾕ *

 ┗┈ヮ┋ﾔ
┗む┋む｀ﾘ

.┢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┆ゎﾛ ┤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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きす┵むﾍ
 ┖ﾙ┕ゲす ┶┋ﾒ ぃ┷むむﾗ┕ザす ┢┆┉ジす ろ┕むむ┍┏ﾒ た┵ﾞﾌす
 ┳┊ヮﾛ ┕┉ﾝﾒ »┘┌┌むむ━ﾉ« そ┢┃┍ジす ┳ﾘ ┤ﾍ｠す

...┷ﾉ┤ﾖすに
 ┳ﾘ ┕┍ﾘ ┱ﾖ ┕ﾙなる ぃ┶むむ┎┉ジす ┳ﾖぬ ┕ﾙす┵ﾞﾌす ┣むむ┍ﾘ
 ぬ┕┍ﾈ ┕┍ﾛ┵ﾞﾖする ぃ┕┍ﾙ┵｀ﾏ ┕┍ﾎす┵ﾌ ┘ヮﾘ》 ぃ┤ﾍ｠す
 ┷ﾔ ろ┵┎┍ﾗ え┴ﾘ┵┌┎ﾈ ┷┉┋ﾛ ┕┍ﾘ ┱ﾖ た┕ﾈ ぃ┕┍┏┋ﾖ
 ぃな┕ﾞ┆ジす ┷ﾙ┕｀┍┈ﾈ ゆな┕┍ﾗす ┷┍┋ﾋ┕ﾒ .┯┏ヰむむﾎ ┤ﾜﾈ
 ┶┃ﾘる ぃ┢┆┉ジす たすに ┶むむﾗさ ┴┍┏ﾒ め┤┄ﾈ わ┕むむﾜﾘ┵ﾘ
 ┵┋┆ﾛ !!┴┎ﾋる ┶┋ﾒ ゆす┒むむヮﾗす た┕ﾘ『ﾒ ┲むむヮﾉ┤ﾉ
 ┖ヱ│ﾛる ぃ┕┍ﾞﾗる┕┄ﾈ な┤むむ┍ﾗす ┤ﾚね よ┕むむ┄ﾉぬす た┵┾
 ┵┋┆ﾛ ..た┕むむヮ┌┎ﾗす ┢ﾌ ねる┕｀ﾞﾙ ぃ┱ﾔ┕ゴす ┶┎┉ジす
 ..ら┵｀むむﾏ ┕ﾛ┕┉ﾈ ┳ﾘ ┕┍ﾈ ┯┋ﾒ ┕ﾘ ┖ﾛ┣ﾙ ..┕ﾙ┕ﾉ┵┾
 .┢ﾛ┢ﾋ ┴ﾋ┵ﾈ ぃ┴むむﾞ┏ﾈ ┶ﾗさ ┱ﾖ ぃた┕┏むむヮﾘ┟す ┕ﾙな┤ﾉ
 よ┕┎ﾞﾗ》 ┥┈ヰﾞジす ┷むむﾙ┕｀┍ﾔ ┳ﾘ ┗┈むむﾏぬ ┘ﾗる┕┍ﾉ

.┪┏ボす ┵ゲす そなる┤ﾈ

 ┘┆┄┉ﾙす ┳ﾘね ┢┆ﾈ わ┗ﾔ┢┾ ┕┍┋ﾈ┕┉ﾉ ぃ┗むむﾌぬ┕ﾝﾗす
 よ》｠す ┴┏ﾔ ┘むむ┈ﾒ┕┃ﾉる ..き┕むむ┉┋ﾗす せ┕ﾝむむﾎけ ┴┏ﾔ
 ┕ヅ ┴ﾋる ┱ﾖ ぎ┙むむﾈ ..ぬる┢むむ│ﾗす ┗むむヮ┏ﾝﾌ ┘むむぎ┋ﾑる
 .┤┏ﾊ┟す て┵ﾝﾗす ら┕┊むむヅ き┕┉┋ﾗす ┷ﾒするな ┘ゴける ぃ┴むむ┏ﾔ
 ┷ﾉす┤┅ﾙ た┤ﾟ┆ﾝﾉ .》┕┌むむﾏる ┕┍┏デ ろ┕ﾘ┢ﾕ ┘ﾋ┕ﾘ
 ..»た┕ヰヮベ« ..┗ﾈ┤┄┃ﾘ た┕ﾖ┤ﾌ えふぬ┟す ┶┋ﾒ
 ┪ﾕ ぬな┕ﾓる ぃた┕┅ゴ .ろ┢┆┉ﾘ ┲┺す┵ﾕ ┷ﾔ ┗━ﾈ┤ﾍ
 そ┤ヮ┊┍ジす ┴ﾉす┤┅ﾙ みる┥ﾉ ..┢┆┉ジす ┱┈むむﾎけ つ┤ﾒけ
 ┯┏ﾔぬ ┷ﾗ れきす┤ﾉ ぃそ┣ﾔ┕┍ﾗす つ┕ﾋね ┤ﾝﾒ ぃまぬ┕━ﾗす ┵ヰﾙ
 ┘┋┋┎ﾉ .┶むむ┎┉ジす ┶ﾗさ ┯むむﾛ┤┄ﾗす ね┕ﾞ｀ﾛ ┦むむﾘ┟す

...ろ┤ﾛぬ┕ﾎけ
 ┕┏┋ﾋ ┷ﾗ す┢ﾈ ぃ┷ﾙねる┕グる ぃそ┣ﾔ┕┍ﾗす ぬす┵｀ﾈ ┤ﾘ ビﾌ
 た┢ﾒ...る ┠むむﾘ『ジす ┷ﾔ ┢ﾛ┢むむ━ﾗす め『ﾞﾍ》す ┰ﾗに
 ┷ﾔ ら┕ヰヮ┌ﾞﾉ  ろ┕┍┏ﾒ たな┕┆ﾔ ぃなぬ┕ﾝﾗす ┷ﾙ┕｀┍┈ﾗ

.┷ﾗ┕ザす ┢┆┉ジす

اإبداعـــات

*な┵┌ヰﾘ ┗┏┄ﾒ ┢┌ヰﾘ

ق�شـتــان 
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┗┆ﾐ┕┉ﾞﾘ へ┵┄ﾍ
 み┢ﾓ┢ﾉ ぃ┗ﾝﾐ┤ﾗす て┕ﾝ│ﾗす ┲┺┕ヮﾙ ┷┍┋ﾝ┉ﾞヮﾉ
 ひ┕┇ﾗす む ┠┏ヮ┈ﾗす らす┢┏ジす ┷┍┈┉┋ﾞﾛ .┷むむﾎす┵ﾌ
 ┷┍┅┈┋ﾛ ..┗━ﾚ┢ﾘ ┗┏ﾗく ┗ﾛ┤むむ━ﾈ た┕ﾖ┤ﾌ ┷ﾔ
 ┷┍┎ﾋす┵ﾉ え┱むむﾛ┵┄ﾗす ろぬ┕むむ｀ﾞﾗす まぬ┕むむ━ﾗす ┵むむヰﾙ
 ┴┏┋ﾒ ┯┈ﾞジす ┢ﾒ┵ジす ..そ┢┾┵ジす ┴ﾉ『ヰﾘ た┕┎ﾋする
 ┗┋｀┆ﾗす ┳┊ﾗ えビヰﾛ ┶むむﾞﾌ ┘ﾕる ┴ﾘ┕ﾘけ ゆす┥ﾛ 》

..»┤┏┊ﾝﾞﾗす« ┶ﾗさ ┕┌┺すな ┷┍┆ﾔ┢ﾉ
 ..よ┢┉ﾞﾉ ぃ┢┏┺る ┷むむ━ﾘ ┷ﾔ ┷ﾉす┵┄ﾍ へ┤むむヱ┍ﾉ
 なる┕┆ﾉ ..ま┵┄┉ジす ┕┎┄ﾍ む ┗┋ﾔ┕ﾕ む な┕ﾉ┤ﾉ ..┤ﾍ┑ﾞﾉ
 ┬ﾐ┕┉ﾉ ┗┏┾┕ﾙ ┢むむ┍ﾒ む たけ┢ﾈ ┙むむ┏ﾌ む ┮むむﾕ┵ﾞﾗす
 ┗┉むむヮﾞﾘ ぃら┵┋ﾗす ┗ﾛ┤┌ﾍ そ┕ﾞ┈ﾗす ぃ┤ﾍ┐ﾈ まぬ┕むむ━ﾗす
 ┕┎┈┋ﾉ  )ひ┕ﾝﾗす(  ┷ﾔ ┷ﾞﾗ┕ﾝﾕ ┗ヮﾗ┕ゲす む ┢ヮゲす
 む そ┢ﾛ┤ゲす ┷ﾞ┈┻ ┮┋ﾍ ┳むむﾘ ┗┆ﾈ┕ﾞﾞジす ┷ﾉす┤┅ﾙ
 ..┲┎ﾗる┥ﾙる せ┕ﾖ┤むむﾗす な┵┆┾ ┕むむ┎┍┏ﾈる ┷┍┏ﾈ ゆ┕ﾌ
 .ら┕ﾞ┋ﾓ┕むむ━ﾞジす ろ┕┍┏ﾒ ┕┎ﾒな┵ﾉ らけ ┱ﾝﾕ ┘むむ┈ﾞﾍす
 そぬ┕┊むむﾈ ┘むむ┃┈ﾙす ┣むむ┍ﾘ ┗むむ┏ﾌ┕ﾝ│ﾗす そ┢むむﾛ┤ゲす
 ┲ﾊ ┗┏むむヮ┏┺┤ﾗす ┕むむ┎┍ﾛる┕┍ﾒ たけ┤むむﾕ ぃ┕むむ┎ﾉ┕ヰ┈┾
 ..┕┎┏┋ﾒ ビ┊ﾞむむヮジす ┷┄ﾈさ てぬ┕ﾝﾉ ┲ﾗ ぃ┕┎ﾞ┉┋ﾓけ
 た┕ﾝﾋ┵ﾗす ┱ヰﾘ ┷ﾔ ┗むむﾛる┕ザす ┷ﾉ┢┆ﾘ ┷┍┌ヰ┉ﾉ
 らけ え┱ﾘ┟す ┕むむ┎┈ヰﾛ たす┵┄ヱﾈ な┵ﾒけ .┗┆ﾛ┤むむヮﾗす

.┗┏┾┕┍ﾗす ┵ヰﾙ ┴ﾉす┵┄ﾍ ┕┎ﾈ ┯ヰ┋ﾉ
 め┵むむﾎ ┬ﾐ┕┉ﾞﾗす た┕ﾚ┕グす ろけ ┳ﾘ ┷ﾙ┤ﾝヱﾛ ┲ﾗ
 ┳┊ﾗ ぃそな┕ゲす ┕┍ﾉ》る┕ヰﾘ れ┢むむﾌさ け┢ﾝﾙ ┙┏ﾌ え┷ﾉ┑ﾛ
 えな┕┆┏ジす ┷ﾔ ┷むむﾗ┵┾る ぬ┣┆ﾉ らさ :┷ﾙぬな┕ﾈ ┴むむヮ┌ﾚ
 や┤むむヰﾞﾉ ...┶むむ┎┉ジ┕ﾈ ┕むむﾙこ┕┉ﾗ ら┵むむ┊ﾛ め┵むむヮﾔ
 ┱ﾍすな ビﾉ┢┏┉ジす ぎ┷ﾘ┢ﾕ ┗ﾖ┤ヰﾖ ぃ┘むむﾕ┵ﾗす ゆ┕ﾝﾋ
 の┤ﾍ ┴ﾘね『ﾛ ┷ﾝ┏｀ﾈ ┳ﾖ┕むむヮﾗす ┷┈ﾉ┕ﾚ .┷┺す┣ﾌ

.┴ﾜ┏｀ﾘ せ┤┉ﾈ └ﾝ┍ﾛ ┷┍┏ﾉ┑ﾛ ┴ぎ┋ﾒ ぃ┴ﾌぬ┕ﾝﾛ 》
 ..┗┆ﾈぬ┟す ┬ﾐ┕┉ﾞﾗす た┕┎ﾋ ┵ヰﾙ ┷ﾉ┕ﾉ┕┈ﾞﾗす なな┤ﾞﾉ
 む なする┤ﾗす ┱┏┋ﾕ む ┶┎┉ジす ┵ヰﾙ ろ┕ﾘ┢ﾕ ┷ﾙ┣ﾍ┑ﾉ ┲ﾊ

.┤ヰﾝ┋ﾗ └ﾐす┵ﾗす ろ┤｀ゴす ぬ┵ヮﾗす ┗┎ﾋす┵ﾘ ┷ﾔ

 ┗┆ﾘ『ﾗす ┶┎┉ジす たすぬす┢ﾋ ┤ﾝﾒ は┵┉┍ﾗす せ┕ヮ┍ﾉ
 ┕┎┻┤ﾞ┆ﾉ ..よ┕┅ﾞﾙ┕ﾈ まね┵むむﾞﾉ ..┦┌┋ジす ┗┏ﾋ┕ﾋね
 ら┕│ﾓ┑ﾈ そ┕むむﾏ┵ﾘ ┗┆ﾐ┕┉ﾞﾘ ┗┃ﾛ┤ﾒ へ┵┄ﾍ
 ら┵┋ﾈ ┪┏ギ ..せぬ┕むむ┉ﾞﾉる ぃらす┵ﾗ┟す ┗ﾞﾔ》 ..┗むむ┈ﾞ┋ﾘ
 ┕┎┋┾す┵ﾉ ┬┄┉ﾛ 》 ぃビむむ┾┤ﾗす ろな┕ﾘ┤ﾗす へ┵┄ザす

.┗┋┾┕┈ﾗす た┕┆ﾈ┤ジす なる┢ﾌ 》さ
 ぃ┷ﾝむむ━ﾍ ぬ┕ﾐさ ┶┋ﾒけ ┳ﾘ ┕ﾚなす┢ﾞﾘす ┮ﾕ┵ﾞ┏ﾔ
 ぃ┴┺『ﾐ ら┵むむﾗ ┯ﾘ┕┇ﾗす ┷┍ﾝﾗする な┵むむﾎ┟す まね┕むむ┍ﾞﾛる
 ゆる┕┍ﾉけ .┤┊ヮﾗす ┳ﾘ ┗┍┈ヰﾈ ろ┕━ﾗす せ┵ﾖ ┚ﾗ┕ﾒけ
 ろ┢ﾛ ぬな┕ﾝﾉ .┢ﾛ┥┌┋ﾗ ┴むむﾞﾋ┕ﾌ ┳ﾕるけ ..┴┍ﾘ ┗┈むむﾏぬ

.┷ﾝ┏ﾋ ┳ﾘ ┮ﾉ┕┎ﾗす つす┤ﾍ┓ﾈ
 ぃろ┕ﾙにけ ┴ﾞﾙぬ ┪むむ┉ﾞ┋ﾉ ┲ﾗる ぃゆ┕│ﾉす ┴むむﾖぬなけ ┕ヅぬ
 ┗ﾗる┕ヰﾘ ┳ﾘ ┕┏ﾗ┕ﾍ そ┢┃┍ジす も┵ﾔ ┮ﾉ┕┎ﾗす ┲ﾟ｀ﾛ
  そぬな┕ﾝジす ┳むむﾒ ┴┍ヰむむﾏ な┕┈ﾙ ┷┍┉┏┆ﾛ  ..ゆ┕むむ│ﾉす

..┴┏ﾗさ ┷ﾉ┵┾ ゆ┕│ﾛ┓ﾈ
 ┷┍ﾒ┥グ ぃろ┕むむ━ﾗす せ┵むむﾖ ┳ﾘ た┕┈むむﾏぬ ┬むむﾘる
 ら┕むむヮ┋ﾗす な┕ﾞ┆ﾛ ぃ┗┏ﾙ┕ﾟﾗす ┬ﾘ ま┥ゲす ┱┉ﾛ ぃ┶むむﾗる┟す
 ┱ﾘ┕ﾙ┟す なる┕むむ┆ﾞﾔ ぃ┗むむﾟﾗ┕ﾟﾗす ┷ﾔ もす┣むむジす ┗むむﾒ┵┏ﾘ
 ┕ﾘ ろ┕┍┏ﾒ ┱┻┕┈ﾉる ぃそ┢むむﾛ┤ゲす た┕ヰ┈┾ もす┤むむﾞﾍす
 ┷ﾔ なる┤━ﾗする ぃ┳ﾛる┕┍┆ﾗす ┢┆ﾈ ┕ﾘ ┷ﾔ ┱ﾓ┵ﾞﾗす ビﾈ

.┴ﾘる┢ﾕ ぬ┕┅ﾞﾙす ┷ﾔ ...ろ┤｀ゴす ぬ┵ヮﾗす きすぬる ┕ﾘ

ろ┤│ﾘ ┖ﾉ┕ﾖ *

 け┵むむﾎけ ┲┎ﾞﾕる ら┵┋┇ﾞむむヮﾛ ┳ﾛ┣ﾗす
 れ┵┊ﾏ の┕┍ﾗす ┤ﾟﾖけ ┲ﾚ ゆ『┇ﾞむむﾎす

. ┘ﾕ┵ﾗす ┤│ﾕ ┳ﾘ

┱┏ﾗぬ┕ﾖ 



あぅ

!┤┺す┥ﾋ ┕ﾛ やぬな ¨
 ┷ﾗ ┘ﾛるぬ ┳むむﾘ ┕ﾛ !て『むむ┾ ┡┏むむﾏ ┕むむﾛ やぎぬな ¨
 ┳ﾘ ┕ﾛる .ろ┤┺す┥ゲす ┥むむ┆ﾗす た┕ﾛ┕┊ﾌ まるぬけ ┰むむﾞ┌│ﾈ
 ┷ﾗね┟す ┯━┆ﾗす ┢┺┕│ﾕ た┢━ﾙけ ┰ﾉ『ﾘ┑ﾉ きる┢┎ﾈ
 す┵むむﾎ┑ﾛ ┳ﾘ ふぬけ .ぬす┤ﾌ┟す ┕ﾙなす┢ﾋけ ふぬけ ぃ┰┻ぬ┟

.わ┕ﾈ┕ﾈ ┗ﾛ┤ヰ┋ﾗ ┲ﾚ┤ﾝ│ﾈ す┵ヰﾞ┈ﾔ の┑┏ﾗす
 せ┕ﾝ━ﾗす ┴ﾕ┕ﾔぬる て『┾ ┡┏━ﾗす ┬ﾘ ┷ﾞﾛ┕┊ﾌ
 ぃ┤┺す┥ゲす ゆ┕ﾝﾋ て┵┈むむﾎ ┶┋ﾒ ┳ﾘ ら┵ﾞﾛ┥ﾗす ┕┎ﾛる┤ﾛ
 た┤┌ﾌす すにさ ┗┋┏┋┆ﾗす せる┤┇ﾗす た┕┌ヮﾙ ┕┎ﾔ┤ﾍ┥ﾉる
 ┗ﾘ┕┎むむﾏる ┗ﾗ┵ﾋぬ ┳ﾘ わ『｀ﾍ き┕┌むむヮﾗす た┕┍ﾋる
 ┙┏ﾌ ぃ┤┺す┥ゲす ┷ﾔ 》さ ぃ┷┻┕ジす ┳ﾘ ┑││ﾕ ┘むむﾉ┕ﾈ
 ┤┻┕ゴ┕ﾈ ┡むむﾛぬ┕ﾞﾗす ┱│ﾞﾛ よ┤むむ┊ﾗする ┗ﾘ┕┎むむ━ﾗ┕ﾈ

.た┕ﾔ┤━ﾗす ┱ﾝ┉ﾞヮ┌┋ﾗ ┠ﾞ┈ﾛる
 せ┕│ﾘ ┴ﾙさ 》さ ぃ┗むむﾛ┥┏┋ガ】す ┗┇┋ﾗ ┲むむ┋┆ﾘ ┵ﾚ
 ┢│ﾕけ 》 ぃ»┗ﾝむむヮﾞ┊ジす ┗ﾒ┕┍ジす ┨┉ﾙ« ┗ﾘね『ﾞヅ
 ┳ﾒ ┗ﾒ┕┍ジす ┨┉ﾙ ┢│ﾕけ ┕ヂさ ぃす┢┏むむヮﾗす るけ ね┢ﾛ】す
 ┴ﾕ┕ﾔぬ ┬むむﾘ ろ┵┌┍ﾞﾗする ┷ﾈ┕ﾝむむ━ﾗす ┱むむ┌┆ﾗす や┤ﾉ
 ┲むむ┎ﾞﾛ┤ﾕる »┵むむﾝﾕけ« ┲むむ┎ﾞ┍ﾛ┢ﾘ ┷むむﾔ せ┕ﾝむむ━ﾗす

 ┪ﾏ┕┍ﾗす せ┕ﾝ━ﾗす ┳ﾘ ┱┏ゲ ┲┋┆ﾘ ┵┎ﾔ .»ら┢┋ﾔ«
.や┕┍ﾚ ┷ﾙ┢ジす ┬┌ﾞペす た┕ヮﾎ┒ﾘ ┷ﾔ

 .め┕┏┃ジす せ┕ﾝ━ﾗす ┴ﾕ┕ﾔぬる ぃ┴ﾞ┉ﾔぬ ┷┍ﾉぎ┤むむﾎけ
 つね┕┄ﾗす ビむむﾞﾗ┕ﾈ  ┷むむﾉ┑ﾛ て『むむ┾ ┡┏むむ━ﾗす す┣┎ﾔ
 ┗┋┏ﾐ ┲┎ﾞ┌┏むむﾏ ┵ﾚ よ┤むむ┊ﾈる ぃわ す┵むむﾉ め┵むむ┄┉ジす
 ┦┊むむヮ┊ﾗ┕ﾈ せ┕ﾝむむ━ﾗす ┷ﾉ┑ﾛ ┲ﾚ┢┍ﾒ ┷ﾊ┵┊ﾘ
 ┘ﾝﾝﾌけ ┲ﾖ .┗┏┋ボす ┗┏┈ﾛ┤ﾗす ┡ﾛ┕ﾝ┄ﾗす ┳ﾘ ┗ﾕ┕ﾈる
 ┗┏┋ヰﾘ ┗┎┊ﾙ るに よ┕むむ┆ﾐ ┵┎ﾔ !┲┎┆ﾘ きす┢┇ﾗす
 ┤┏┎ﾝﾉ ┤┏ﾍ ┤むむ┎ﾝﾘ ┵ﾚる ぃ┤┺す┥ゲす せす┤むむﾞﾖ ┗┋┏┾け
 ┲ﾚぬ┵┄ﾔ ┷ﾔ り┢ﾋけ ┲ﾗ ┕ﾘ す┣ﾚる .┕┎┌┏ヮﾙ ┱ﾟﾘ
 なすな┥ﾛ ┤┺す┥｀┋ﾗ ┷むむﾝヰﾔ す┣ﾗ ぃめ┤│ﾗす ┷むむヮﾙ┤┈ﾗす

!そ┤┏┎┅ﾗす ┘ﾕる
 ┤┺す┥ゲす ┳ﾒ ま┕ﾔ┢┋ﾗ ┗ﾎ┕┌ﾌ ┢┉ﾞﾘ せ┕ﾝﾏ ┲ﾚ
 ぃ┱┺┕ﾝ┉ﾗす ぃ┲むむ┎ﾞ┉┄┍ジ ┗むむ┏┋ボす ┗むむﾔ┕┉ﾟﾗす ┳ﾒる
 ┷ﾔ .ろ┤┺す┥ゲす ┳むむﾋ┵ﾗす た┕むむ┍ﾋ れ┢ﾌさ ┷むむﾚ ┷ﾞﾗす
 ┕┎┏ﾔ ┢ﾕ┤ﾛ そ┤ﾝ┉ﾘ や┕むむ┍ﾚ ┤┺す┥ゲす ┷ﾔ ┗むむﾛ┤ﾕ ┱ﾖ
 ぃ┗ﾛ┤┺す┥ゲす そぬ┵ﾟﾗす きす┢┎むむﾏ ┳ﾘ たす┤━ﾒ よ『むむヮﾈ
 .ゆ┕ﾋ┤ﾗする き┕むむヮ┍ﾗする ゆ┕┈ﾐ┟す ┳ﾘ た┕ﾜジす ┕ﾚぬる┥ﾛる
 ┲┎ﾙ┵┏ﾒ ┷ﾔ ぬす┤┾】す ら┵┋ﾈる ┲┎ﾚ┕┈ﾏ ┘┌│ﾈ

اإبداعـــات

�ص
�صو

ن

�شدى الرحات

*┗ヂす┵┇ﾗす ┢┌ヰﾘ ろな┕ﾔ
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 :ら┵ﾗ┵┉ﾛ ┗ﾕ┤ﾕ┤ﾞジす
た┕┉ﾌ┕ジす た》ね┕┍ﾗ┕ﾈ ┕┌ヮﾕ 

たす┤ﾚ┕┄ﾗす た┕┏ﾖす┥ﾗす き┕ﾘ┢ﾗする
た┕┉ﾔ┕ザす た┕┆ﾘ『ﾗす な┵┍ﾝﾗする

た┕┉ﾚ┕━ﾗす た┕ヱﾘ┕━ﾗす ゆ┕ﾝゲす ┷ﾔ
た┕ド るけ そ┕┏ヰﾔ ┕ﾙ┤ﾊ ┳ヰﾙ

┤┺す┥ゲす ┕┏ギ らけ よ┥┆ﾗす ┕ﾙ┢┉ﾒる
..する┢┎ﾏ┕ﾔ...する┢┎ﾏ┕ﾔ...する┢┎ﾏ┕ﾔ

 ┮┏ﾖ ┘ﾝﾝﾌける ぃ┤むむ┺す┥ゲす ┘ﾝﾝﾌける ┲むむ┎ﾞﾝﾝﾌけ
 ┲むむﾚ ぃ┗むむ┏┇ﾛね┕ﾘ┟す める┤むむﾌ ┷むむ┍ﾙ┵┌┋┆ﾛ ┷むむﾙ┵ﾉけ
 よな┕┉ﾗす ┷ﾈ┤┆ﾗす ┶ﾞ┈ﾗする .┕┎┺┕┏ﾌさ ┶むむ┋ﾒ らる┤│ﾘ
 ┷ﾘ┕┍ﾉ ゆ┵ヰﾛ  らけ ┴ﾔ┵ヱﾉ ┷┈ヱﾛ 》 も┤むむ━ジす ┳ﾘ
 ┱ﾚけ ビﾈ ┗┏ﾈ┤┆ﾗす せ┕むむヮﾌ ┶┋ﾒ ┕┎ﾛ よ┕むむ┌ﾞﾚ》す
 ぃ┗┏ﾈ┤┆ﾗす ┗┇┋ﾗする せ┤┆ﾗす ┲┎ﾉ┵ﾍさ ビﾈる ┱むむ┺┕ﾝ┉ﾗす
 わ┕┍┏ﾌ ┗┉ﾔす┵ﾞジす ┤むむ┅┍ﾗす た┕┎ﾋる ┲ﾌす┥ﾞﾉ ビむむﾌる
 ┳ﾘ ┵ﾚ よ『ﾎ】す らけ ┤ﾖ┣ﾉけ ぃ┤ﾍく わ┕┍┏ﾌ ┗ﾘな┕│ﾞﾘる
 わ『ﾚけ ┘ヮﾗ ます┤┾ ┳ﾘ ┷むむヮ┈ﾙ つ┤ﾍ┑ﾔ .┕┍┆┌ﾋ

:わ す┢━┍ﾘ ┢┏┎━ﾗす よ┕┉ﾘ ┱ﾍな┟ ぃ┴┏ﾔ ふ┵ヱ┋ﾗ
┤┺す┥ゲす ┕┏ギ らけ よ┥┆ﾗす ┕ﾙ┢┉ﾒる 

...する┢┎ﾏ┕ﾔ...する┢┎ﾏ┕ﾔ ...する┢┎ﾏ┕ﾔ

┗┏ヮﾙ┵ﾞﾗす ┷ﾞﾈ┤グ
 .┦┋｀ﾘ ┱ﾖ  ┷むむﾔる ビむむﾌ ┱ﾖ ┕ﾚ┤ﾖに ┖むむﾌけ
 き┕┈│ﾗ ┯むむﾏ┕ﾒ ┱ﾖ ま┕ﾋるけ ┥┈ﾞむむヮﾉ ┗むむﾎ┵ﾎ
 ┕┎ﾐ┕ﾈぬ ┳ﾘ .も┤━ジす ┕┎ﾜﾐ┕ﾏ き┕┈┾ ┱ﾝﾕ てる┤ﾗす
 ┶ﾗさ わ》┵┾る ┗┉┏ﾞ┆ﾗす ┕┎ﾕす┵ﾎ┑ﾈ わ すぬる┤ﾘ ┷ヱﾛぬ┕ﾞﾗす
 つ┵ジす ┖ﾌ .┴┆┍┾ ┬むむﾛ┢ﾈ ┴┏ﾔ ¨す ┢むむヮﾋ ┤ヰﾈ
 ダぬ .┕┎ﾜﾐ┕むむﾏ ┵ヰﾙわ  ┕ﾒ┤ヮﾘ り┢むむ━ﾛ ┗ﾎ┵ヮﾗ
 ┴ﾗ┕ﾘぬ も┕┍┆ﾗ ┕むむ┎ﾞ┈┎ﾗ ┯ﾈ┕むむヮﾉ き┕┃┏ﾈ ┕┎ﾋ┵ﾘ
 ┗┋ﾝ┉ﾘ ┕むむ┎┏ﾔ ┤むむ┅┍ﾗす よ┕むむ┆ﾙさ ┯むむ━ﾒけ .そぬ┕むむゴす
 ┕┎ﾐ┕ﾈぬ ぬす┵むむﾎ┑ﾖ ┷│ﾒ ┕ﾚ┤ヰﾈ.┕┎ﾉ┥┏ﾘ ┤ﾝ┊ﾗする
 ┴ヰ┋ﾘ ┖┊むむﾎ ┕ﾘ ┤ﾊ┵ﾖ きこ┕ﾘ .ビむむﾝボす ┶むむ┋ﾒ 》さ

 らさ ┕┎┊むむヮﾘ .ますな┵ﾗす ┗┅ゴ ┴┏┌┏ﾞﾘ ら┵むむ┏ﾒ 》さ
 ┰ﾙ┕ヰﾝﾎ ┷ﾈぬ .┕┎┍┈ﾋ ┳ﾛ┥ﾉ ┴┋ﾘぬ たすぬに ┴ﾉぬな┕ﾓ
 ┕┎┺┕┈ﾛさ ┳むむﾒ ろ┥｀ﾒ ┤┊ﾙけ 》 お┕むむ┎ﾞﾒ┢ﾈけ ┮むむ┏ﾖ
 ┗ﾗ┕ﾐさ ┷ﾞむむ━ﾚな ┷むむ┍ﾘ┤ギ .┕むむ┎┉ﾌ ┮むむ┾┵ﾗ┕ﾈ
 ┶┋ﾒ ┗┃ﾛ┤ﾔ も┢│ﾈ ┕┎ﾝﾌ .┤│ﾞﾍ┑ﾔ て┤むむ━ﾗす

ぃぃぃ┤┺すね ┱ﾖ
 たぬ┤ﾘ ぃ┗むむ┋┏┌ゲす ┗むむ┍ﾛ┢ジす り┣むむﾚ せ┕むむﾌぬ ┷むむﾔ
 》 ┲┋┆ﾞﾗす らけ ┘むむﾔ┤ﾒ ┕むむ┎┍ﾘ .そ┢むむﾛ┤ﾔ ┗むむﾈ┤｀ﾞﾈ
 ぃ┗┆ﾘ┕ﾋ るけ ┗むむﾎぬ┢ﾘ ぬす┵むむﾎけ ┢┍ﾒ りなる┢ﾌ ┮┉ﾉ
 ┖┏ﾗ┕むむﾎけ ┶ﾞﾌ ┥｀┆ﾉ ┲┋┆ﾞﾗす ┳ﾘ わ┕ﾒ┵ﾙ らさ ┱ﾈ 》
 ┳むむﾘ  »┗むむﾛ┢┏┋┉ﾞﾗす«  ┷むむ｀┎┍ﾘ『ﾗす  ┲むむ┏┋┆ﾞﾗす
 .┴┉┏┉ギ ┳ﾒ た┕ﾙ┕ﾋ┤┎ﾘる た┕むむ┏┉ﾞ┋ﾘる たす┤ベ┒ﾘ
 め┵┍│ﾗす り┣むむﾚ せ┕むむヮﾞﾖす ┳ﾘ ┲むむﾓ┤ﾗす ┶むむ┋┆ﾔ
 え┷｀┎┍ジす ┲┏┋┆ﾞﾗす ┳ﾒ ┕ﾚ┥┏ベ そ┢ﾛ┤ﾔ ┨┺┕│ﾍ
 そぬす┥ﾓる ぃ┷ﾝﾛ┤グ ┷むむ┉┏ﾝ┄ﾉ ┵ﾚ ┕ヅ ┕むむ┎ﾘ┕┌ﾞﾚ┕ﾖ
 め『むむﾞﾍする ぃ ┕むむ┎┏ﾔ ┷むむﾔ┤┆ジす ま┵むむ┍ﾞﾗす ┤むむ┾┕┍ﾒ
 ろ┣┇ﾛ ┕ド やぬ┕━ﾘ ┱┊ﾗ た┕┏┈┋ザする た┕┏ﾎ┕ﾎ┟す
 ぃ┴┋ﾖ す┣ﾚ ┳ﾘ ┲ﾓ┤ﾗす ┶┋ﾒ ぃぃぃそき┕┍ﾝﾗす ま┵┍ﾞﾗす てるぬ
 ┠┋┄│ヅ るけ ぃ┗むむﾛ┵┈┆ﾗす そ┥むむ┏ジ ┢┉ﾞ┈ﾉ ┕むむ┎ﾙけ 》さ

.»┗┏ﾔ┕┈━ﾗす« ┶ﾔるけ ┷┌┋ﾒ
 え┴┏┌┅┍ﾘ ┤┊┈ﾗ つる┤ﾛ ら┕ﾋ┤┎ﾘ るけ ┤ベ┒ﾘ ┱┊ﾔ
 ┲┎ﾙす┢┋ﾈ れ┢むむﾗ ┕ﾘ ら┵むむ┌┅┍ジす ┤ヱむむヮﾛ ┴┏┋ﾒる
 .┤┊┈ﾗす す┣むむﾚ ┗ﾘ┢ザ た┕ﾙ┕┊ﾘさ ┳むむﾘ ┲┎ﾈ┕ﾝむむﾏる
- ら┵むむ┋ﾚ┕｀ﾞﾛる ぃ┴むむﾘ┢ヱﾛ ┕むむﾘ ┶むむ┋ﾒ らる┥むむﾖ┤┏ﾔ

 ┕┍ﾚる ぃろけ┤むむﾗす ┴┈ﾗ┕ヱﾛ ┕ﾘ -ビむむﾎ┕ﾙ るけ ┳むむﾛ┢┾┕ﾕ
 そ┥┏ﾘ た┕┏ﾗ┕┆┈ﾗす り┣むむﾚ ┲┏┅┍ﾉ せ┕ﾝ┻ ┷むむ┄┇ﾛ

.┗┏ﾔ┕┈━ﾗす るけ ┗ﾛ┵┈┆ﾗす
 ┵ﾚ ┕ﾘ ┶むむ┋ﾒ ┷┍ﾞﾔ┤ﾒ ぃ┗┏むむヮﾙ┵ﾞﾗす ┗むむﾈ┤｀ﾞﾗす
 .たす┤ベ┒ジする た┕むむ┏┉ﾞ┋ジす ┳むむﾘ ┗┏ﾔ┕┈むむ━┋ﾗ せ┤ﾕけ
 ┷ﾈ┕ﾝﾏ わ┶┉ﾞ┋ﾘ ぬ┵┃ﾌ ら┕ﾖ そぬ┕ﾛ┥ﾗす ┳ﾘ ふ┤┇ﾗ┕ﾔ
 せ┕ﾝﾏ ┗ﾔ┕┃ﾞﾎ》 ┯┏ヮ┍ﾞﾗする ┷┄むむﾎ┵ﾞﾘるぬるけ
 ┶┋ﾒる .┗┏ﾔ┕┉ﾟﾗす ┕┍ﾉ┕┏ﾗ┕┆ﾔ ┷ﾔ やぬ┕━ﾛ ┷ヮﾙ┵ﾉ
 ビﾛ┵ﾞむむヮジす ┶┋ﾒ そぬ┕ﾛ┥ﾗす り┣ﾚ て┕むむガ ┳ﾘ ┲ﾓ┤ﾗす
 ┗ﾝ┏┄ﾗす ┚┺┕ﾞ┍ﾗす らける ぃ┷むむヮﾎ┒ジする ┷│ヱ━ﾗす
 ┗ﾛ┵┈┆ﾗす らけ  》さ ぃ ┶ﾙなけ るけ ビﾎ┵ﾕ せ┕ﾕ ┘ﾉ┕ﾈ ┕┎ﾗ



あぉ

 ┤┅ﾙけ  らけ ┵ﾚる ぃ┰むむﾗに ┳ﾘ ┠ガけ ┵ﾚ ┕ジ ┷ﾈ ┘むむﾝﾚに
 ┳ﾘ そ┤┅ﾉ ┯┏┉むむ━ﾗす ┷むむﾈ┤┆ﾗす ┢┋ﾝﾗす す┣むむﾚ ┶むむﾗさ

.┗┏ﾔ┕┈━ﾗす ┶┎ﾞ┍ヅぃぃぃ┱ﾍす┢ﾗす
 ぃ┕ﾚ┤┌ﾒ ┳ﾘ ┳ﾛ┤━┆ﾗす ┷ﾔ ┗┏ﾎ┵ﾎ そ┕ﾞﾔ ぃ ぃダぬ
 ┗┊ﾈ┢ﾗす ┕┎ﾉ┥┈ﾞﾎす .┶┉ﾞ┋ジす よ┕ﾛけ ┤ﾍく ┕┍ﾞﾖぬ┕ﾏ
 ┕ﾘる ぃ┕┍ﾖぬ┕むむ━ﾞﾗ ┘┋ﾝﾕ┑ﾔ ┗むむ┏ﾙなぬ┟す ┗┏ﾝ┆むむ━ﾗす
 ┕┎ﾞﾛ┵┏ヰﾈ »┗┏ﾗ┕┌むむ━ﾗす ┗┊ﾈ┢ﾗす« ┕むむ┍ﾞ┊┎ﾙけ らさ
 .┴ﾞﾗく ┖むむﾒす┢ﾛ ┱ﾖ ┕┍むむヮ┋ﾋ ┶ﾞﾌ ┕むむ┎ﾞ┏┺┕┉┋ﾉる
 ぃ»そな┵┌ﾌ ┕ﾛ ろぬ┕むむﾋ« ┘ﾙ┢ﾙなる ろ┕┍ﾗす ┘┊むむヮﾘ┑ﾔ
 ┶┋ﾒ ┳┊ﾗる ┗むむﾗく ┶┋ﾒ 》 ま┕むむ┉ﾛ】す ┤むむﾍく せ┤むむ┻る

.ダぬ ┘┍ﾓる ぃ┤┃ﾍ┟す ろ┕━ﾗす ┗ﾗる┕ﾐ
 .┤ﾟﾖけ 》 たす┣ﾗす ま┕ﾞﾘさ ┴ﾔ┢ﾚ わ┕┏ﾗ┕グぬす ┕ﾙこすなけ ら┕ﾖ
 ┷ﾔ ┲┏┅┍ﾞﾗす ┳むむﾘ わ┕ﾒ┵ﾙ ┴┏ﾔ ┕┍むむヮジ ぃ┰ﾗに ┬ﾘる
 .┙ﾛ┢ゴす ┷ﾔ ゆ┕ﾎ┤ﾞﾎ》す ┶ﾗさ す┣ﾚ ┕┍ﾕ┕ﾎ ぃきすな┟す
 め┵ﾗ┕ジす ┗むむﾎすぬな ┷むむﾔ ┕┎ﾞﾈ┤グ ┳むむﾒ ┷むむ┍ﾞﾊ┢ヰﾔ
 ┷ﾗ┕┆ﾗす ┢むむ┎┆ジす ┷ﾔ ┗┏むむヮﾗ┢ﾙ┟す た┕ヰむむﾏ┵ジする
 ┖ﾗす┵┉ﾗす ┖ﾌけ ┳むむﾘ め┵ﾗ┕ジす ら┟る .┶┉┏むむﾎ┵┌┋ﾗ
 ┷ﾔ ┕┎┆ﾘ ┘┋むむﾎ┤ﾞﾎす ┷ﾝ┋ﾕ ┶むむ┋ﾒ ┗むむ┏┺┕┍┇ﾗす
 ┶┋ﾒ め┕┄ジす ┕┍ﾈ ┶┎ﾞﾙす ┮┏ﾖ ろぬなけ 》るぃぃぃは┕┉┍ﾗす
 ┗むむヮ┋ﾋ ┷ﾔ ┕┎ﾛ┵ﾍける ┕┎ﾘけ ┬ﾘ きす┢┇ﾗす ┗むむﾗる┕ﾐ
 .わ す┢ﾋ そぬ┕ﾌ ┱むむﾈ ぃそぬ┕ﾌ ┕┎┍┊ﾗ ┗┄┏むむヮﾈ ┗┏┋┺┕ﾒ
 ら┕ﾖ ┷むむヮ┏┺┤ﾗす きす┢┇ﾗす ┯ﾝﾐる ら┵┊ﾉ 》 ┮むむ┏ﾖる

!┗ﾝ┎ﾞ┋ジす ┗ヮﾛ┤┎ﾗす ┬ﾘ ┷ヮ┊ヮ┊ﾗす
 ┷ﾙ┣ﾍ┑ﾉ らけ 》さ ┘ﾈけ ぃ┗┏ﾙする┤┏ﾕ ┘ﾙ┕ﾖ ┕┎ﾘけ ら┟る
 そぬ┕┃ﾌ ┶┋ﾒ ┬むむ┋ﾐ┟ ┗┉┏ﾞ┆ﾗす ┕むむ┎ﾞ┍ﾛ┢ﾘ ┶むむﾗさ
 ┗┋┺┕┆ﾗす ┷┍ﾞﾝヰ┄┾す ┕むむ┌ﾖ .ビギ┕┈ﾗす ┕むむﾙなす┢ﾋけ
 .き┕ﾈ┤ﾕ┟す ┢むむﾌ┟ ┷ﾙする┤┏ﾕ の┤むむﾒ ┶ﾗさ そ┤むむ┏┇│ﾗす
 めす┤ﾐけ ┕┍ﾈに┕グ ぃや┕むむ┍ﾚる ┕むむ┍ﾚ ビﾈ ┳ヰﾙ ┕むむ┌┍┏ﾈる
 ┲┏┋┆ﾞﾗす よ┕┅ﾙ ┳ﾒ そぬ┕ﾉ よ┟す ┷┍ﾞﾊ┢ヰﾔ え┙ﾛ┢ゴす
 ぃ┗┌┋┆┌ﾖ ┕むむ┎┋┌ﾒ ┳ﾒる ┦むむﾙ┵ﾉ ┷ﾔ ┷むむﾎぬ┢ジす
 ろな┕ﾙ て┢むむﾘ ┷ﾔ ┷ﾘすぬ ┕むむ┎┍ﾈす ┱むむﾎ┤ﾞﾎす そぬ┕むむﾉる
 れ┤ﾍける ぃ»┷┋ﾌ┕むむヮﾗす ┲｀┍ﾗす« ┷┻┕ﾛ┤ﾗす ┴ﾞ┍ﾛ┢ﾘ
 て┵┈ﾛ ビ┌むむﾎ┕ﾛ ┢┉┆ﾈ そ┢むむﾓぬ ┗┋┈┄ﾗす ┷むむ┍ﾞﾉけ
 ┢┋｀ﾘ そきす┤ﾕ ┳ﾘ わ す┤ﾊけ ┲┅ﾒけ ろ┢┍ﾒ ┵┎ﾗ ぃわ す┤むむ┄ﾒ
 ビ┌むむﾎ┕┏ﾗする よ┵┌むむ━ジす ┮│ﾛ ┗ヰ┈┾ ┮むむﾗ┑ﾈ

.┷ヮﾙ┵ﾞﾗす
 ┗┏ﾒ┕┌ﾞﾋ》す そ┕┏ゴす ┬ﾕする ┶┋ﾒ ┬┋ﾐ┟ ┘┍ﾖ ┕ﾘ
 ┗ﾈ┤｀ﾞﾗす り┣ﾚ 》┵ﾗ ┗┏ﾔ┕┈━ﾗす り┣┎ﾈ ┗┏ヮﾙ┵ﾞﾗす
 ┷むむヮﾎ┒ジす ┱┌┆ﾗ┕ﾈ ┷むむﾞﾈ┤グ ┳むむ┌ﾔ ぃそ┢むむﾛ┤┈ﾗす
 »ぬる┕｀ﾞﾗす« らけ ┷ﾚる え┗むむ┍┏┉ﾛ ┗｀┏ﾞﾙ ┶ﾗさ ┘┋┾る
 ┷ヮﾎ┒ジす ┱┌┆ﾗす ┶┋ﾒ ┖┆│ﾛ ┗┏┈┏┊ﾗす り┣┎ﾈ
 ┶┋ﾒ ┕┍ﾚ ┗むむヮﾎ┒ジす ぬるな ┤│ﾞ┉ﾛ ┕むむヂさ .りな┕むむ｀ﾛさ
 ┕┎ﾙ┑ﾏ ┳ﾘ ┗┏ﾈ┕ﾝむむﾏ た┕ﾐ┕むむ━ﾙる める┤ﾑ ┤┏ﾔ┵ﾉ
 ┲┎┏┋ﾒ ┱ ぎ┎むむヮﾛ ┕ﾘ ら┕┊ﾘ ┷ﾔ せ┕ﾝむむ━ﾗす ┬┌ﾋ

.ぬる┕｀ﾞﾗする めぬ┕┆ﾞﾗす
 ┗┏ﾗ｠す り┣むむﾚ ┯┏ﾝ┄ﾉ ┶ﾗさ ┘むむ│┋ﾍ ┕┍ﾚ ┳むむﾘる
 ┕┍ﾔぬ┕ﾏ ┢ﾕる ┳ヰ┍ﾔ .┗┏ﾈ┕ﾝむむ━ﾗす ┕┍ﾉすぬな┕ﾝﾘ ┶┋ﾒ
 ┶┉ﾞ┋ジす« むむむﾗ なす┢ﾒ】す そ┤むむﾞﾔ ┳ﾘ き┕┎ﾞﾙ》す ┶むむ┋ﾒ
 ┶┆ヮﾙ »┗┏ﾙなぬ┟す ┗┏ﾝ┆━ﾗす ┗┏┍ﾓ【ﾗ ┷ﾈ┕ﾝむむ━ﾗす
 ┕┍ﾖぬ┕━ﾛ ┷ﾈ┤ﾒ ┷┉┏ﾎ┵ﾘ せ┕ﾝﾏ せ┕┄┉ﾞﾎ》
 ┬ﾘ らる┕むむ┆ﾞﾗ┕ﾈ ┰ﾗにる ┶むむ┉ﾞ┋ジす す┣むむﾚ た┕むむ┏ﾗ┕┆ﾔ
 .┤┈むむﾎ  ┚むむﾘ┕ﾙ┤ﾈ/┷ﾈ┤┆ﾗす  ろ┵むむﾈ┤ﾞﾗす  ┶むむ┉ﾞ┋ジす
 ┷ﾞﾈ┤グ ┢┆ﾈ »ぬる┕むむ｀ﾞﾗす« ┗┏┌ﾚけ ┘むむﾖぬなけ ┷ﾙ┟る
 もな┕┍┈ﾗす ┳ﾘ ┶むむﾗるけ ┕┍ﾉ┵┏ﾈ らけ ┘ﾛけぬ ぃ┗┏むむヮﾙ┵ﾞﾗす

.よす┤┊ﾗす ┕┍ﾔ┵┏┻ ゆ┕ﾝ┉ﾞﾎ┕ﾈ
 そ┕┏ゴす ┗むむﾎぬ┢ﾘ« :┗┋┺┕┉ﾗす ┗むむ┌┊ゴす ┘ﾕ┢┾
 ┱┃┈ﾗす ┲┎ﾗ ら┕ﾖ ┳ジ け┤┊ﾏる »┗ﾎぬ┢ﾘ ┲┅ﾒけ

  ろ┢ﾗ よ┵┎┈ジす す┣ﾚ ┡┏ﾎ┤ﾉ ┷ﾔ

┗ﾎ┢┍┎ﾗす.や/┷┆ﾘ┕ﾋ ┖ﾗ┕ﾐ*

 ┗┈ヮ┋ﾔ
┗む┋む｀ﾘ

.┢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┆ゎﾛ ┤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 *



あゃ

اإبداعـــات

عدة
ب وا

جار

خر !! ي انتظار الرحيل ااأ
*る┤┌ﾒ ┢┏ペす ┢ﾝﾒ よ┕│ﾒ

ぬる┤むﾎ ┳むむﾘ ┕┎┏ﾔ ┦┏ﾗ んき┕┍ﾔ ┕┏ﾙ┢ﾗす り┣ﾚ
ぬ┵ﾝむむ┉ﾗす ビむﾈ わ┕┎┺┕ﾉ ┷ﾗ┕┏┋ﾗす ゆ┵むﾐ わ┕┏┻┕ﾕ
ぬる┤むﾓ ┕┏ﾙ┢ﾗす ┳┊ﾗ わ┕ﾘ┵ﾛ ┤ﾝ┉ﾗす ┘┉━ﾒ ┕ﾘ

ぬる┢ﾓ ┕ﾙ┕┏ﾙな ┝らけ ろぬなけ ┘┍ﾖ ┕ﾘ ┷ﾝﾌ┕┾
* * * *

ぬ┕むむﾋる ん┱むむﾚけ ん┖ﾌ┕┾ ゐ┤ﾝむむﾕ ┱ﾖ ┷ﾔ ┷ﾗ ぬ┕む┾
ぬすな ┤ﾝ┉ﾗす ┘ヰﾝﾞﾎする ┷ヮﾙゎけ ら┥ゴす た┣ヱﾉ┕ﾔ

ぬ┕むﾊ ｠ゆ ゎ┣むむﾗす ゆ┵むむﾐ ┢むむ┆ﾈ ゐ┱┈むむ┄むﾖ ┕ﾙ┕┏むﾙな らさ
ぬ┕むﾙ も┵むむﾔ ゐ┧むむﾕ ┱むﾟﾘ ┕むﾚ┕┻ぬ ┷ﾔ ゐ┲むむ┋ﾌ ┞┱ﾖ

* * * *
 ┤┏むむ┆ﾞﾎけ われる┑むむﾘ ぎろけ ┷ﾉ┵ﾘ ┢┆ﾈ ┷むむﾗ ┢┆ﾛ ┲ﾗ
 ┤┏むむ｀ﾞヮジす ろる┒┏ﾔ ゐ┮┏むむ┻ 『ﾈ ┤ﾝﾕ ┳ﾘ ┦┏ﾗ

┤┏┇│ﾗす ┤ﾝ┉ﾗす ┗ﾝヰ┾ ┷ﾉ┵ﾘ ┢┆ﾈ ┢ﾋ ┷ﾝﾌ┕┾
┤ﾛ┤むむ┾ ┕┎┍ﾘ 『むﾒ ┵ﾗ ┷ﾘ┕┅ﾒ ぬ┣ﾒする ┷ﾝﾌ┕┾

* * * *
 ┤┏ヮジす れ┵┉ﾉ 》 よ┕┍ﾓ┟する ┖┺┣ﾗ┕ﾖ »┷ﾞ┏ﾙな«
 ┤ﾛ┤┃ﾗ┕ﾖ ┕┎┏ﾔ ┳ヰﾙ んそ┕┏ﾌ ろ┣ﾚ ┷ﾝﾌ┕┾

 ┤┏む┈━ﾗす せ┤ﾕ ん┴┺┕むﾉ ん┤ﾛ┤┻ ┕┎┏ﾔ ┳ﾘ ┱ﾖ
┤┏むむヮ┌┋ﾗ する┢むむ┆ﾞﾎ┕ﾔ んき┕┍むむﾔ ┕┏むﾙ┢ﾗす り┣ﾚ

┗ﾒすぬ┥ﾗす .や / ┷┆ﾘ┕ﾋ ┖ﾗ┕ﾐ *



あゅ

اإبداعـــات

*┗┉ﾛ『ゴす ┮ﾎ┵ﾛ ┗┍┏┊ﾎ

ودعتــــــــــــه

す┤むむむむむむ┏ﾌ  ┰むむ┎ﾋる  ゆ┕むむむむ┌ﾋる  ┱むむむﾘ┕┊ﾞﾘ

┦むむむむむむむﾋ┤ﾙ  ┦むむ┈┍ﾉ  ┕むむﾘ  や┤むむ┏ﾝﾒ  》┵むむむﾗ

れぬな  ┢むむﾕ  す┤むむむﾌ  た┢むむむむ┏ﾕ  ┕むむむむむむジ┕むむ┄┋ﾔ

┴むむむむむむﾞむﾕる ┱むむ｀┆ﾉ ┤むむむむむむむむむ｀ﾔ ┕むむむジ┕むむ┄ﾗる

┴むむむむﾔ┕┾るけ  ┷むむﾔ  ぬ┕むむヰﾛ  よ『むむむむ┊ﾗす  れ┤むむﾉる

ろ┢むむむﾉ┤ﾛ  ┲むむむむヮﾋ  ┤むむ┌┆ﾗす  ┢むむﾛ┢ﾘ  ┶むむ┋ﾒる

れ┤むむﾟﾗす  ┶むむ┋ﾒ き┕むむむむむむﾝ┅ﾗ┕ﾖ れる┕むむむ┎ﾉ ┕むむﾝ┋ﾕ

『むむむむﾟ┌ﾞﾘ  ┴むむむむむむﾗ┕┌ﾋ  ┰むむむむむむむ┏ﾔ  ゆすね  ┕むむﾘ

┬むむﾘ  ┖むむ┋┉ﾗす  ろ┵むむ┊ﾛ  ┤むむむ┌ゲする  ┴むむﾞﾒなる

すな┢むむむむむむむむむむﾝﾞﾘ  ┴むむむむむ┎ﾋる  れぬす┵むむむむむﾉ  す┤むむむﾘけ

┴むﾙ┕┏むむむむむむむヮﾙ ┳むむﾘ ┱┏┋ﾗす ┷むむむむむむﾎ┕ﾕけ す┤むむﾘけ

れぬ┵ﾗす も┵むむﾔ ┕┌むむヮﾗす ┷ﾔ ┶むむﾘ┕むむヮﾉ すぬ┢むむむむﾈ

す┤むむむむむむむﾚねけ  つ┤むむむﾘ  ら┕むむむﾖ  ┕むむむむむﾘ  ┕むむむむむむヅ┤ﾗる

す┤むむむﾎ┑ﾞﾎ┕むむむﾔ ┗むむむむ┍むむ｀ﾈ ゆ┕むむむむむむむ┾┵ﾗす らけ

す┤むむ ｠ﾍゎ┑ﾔ ┴むむむむむむむ┏ﾔ ┘むむヂ ┱むむむ┏┋ﾗ す┢むむむむむヮﾌ

す┤むむむむ ┝│ゑﾕ ┵むむﾚ ┕むむむ┌┋ﾖ ┵むむ┋ヰﾛ ┮むむむむむむ┾┵ﾗする

す┤むむ┈むむﾎけ 〝┖む┾ ┤むむ｀┎ﾗ ┲むむ┏むむ┉むむヮﾗす せ┵むむﾊ

す┤むむむむﾝ┍ﾒ ┰むむ┆むむ┋┻ ゆすね ┕むむむﾘ ┷むむむﾞ┏ﾝﾑ ┕むむむﾛ

すぬ ぎ┵むむむむ ゑヰﾞﾔ ┴むむむむむﾈ┕┏ﾓ ゆす┥むむむむ┇ﾗす ┲むむむむむむむむ┋ﾒ

す┤むむむむむむﾝﾍけ ┕むむﾘ ┕むむﾝむむﾉ┕むむむ┆ﾘ ┱むむむ┏ﾌ┤ﾗす ┷むむむﾖ

すぬ ぎ┵むむむむ ゎ┾ ┷┺┕むむむむむ┍ﾞﾗする ┷むﾔ┕む｀むﾞﾗす ┳むむむむむむ┏ﾈ

す┤むむむむむむむﾖ┣ﾞﾛ らけ よすぬ ┡┏むむむむむむむﾏ ┱むむむむむ┏む┋ﾗする



あょ

 せすな｠す .や  /┗┏┆ﾘ┕ﾋ ┗ﾝﾗ┕ﾐ *                   

┗むむむむむむ┆ﾘな  めぬにけ  ┘むむﾈ  ┕むむﾘ  ┴むむむむむむ┋┏ﾌ┤ﾈ

┕┎むむむむむむﾎ┕┈ﾙけ  そ┤むむむむむむﾛ┤ﾘ  そ┕むむむむむ┏ゴす  れぬける

┶むむむ┋ﾒ  ┷むむむむむむむ┍ﾛ┵┊ﾉ  ぬ┕むむむむ┍ﾗする  ┴むむむむむむﾞﾒなる

ろ┣むむﾗ┕ﾈる  ┱むむむむむむ┏┋ザ┕ﾈ  ┕むむ┉ﾔぬ  ぃ┤むむﾚな  ┕むむﾛ

 ┕むむむﾘる  ┴むむむむむむﾛな┤ﾛ  きす┢むむﾗす  らけ  ┳むむﾑ  ┕むむﾘ

┴むむむむむむむむﾎ┕ﾝﾗ ┱むむ┏┌ゲす ┤むむﾖ┣ﾗ┕ﾈ や┕むむﾌ ┢むむﾕ 

す┢むむむむむむﾈ  ┬むむむむむﾘな  ┳むむﾘ  り┕むむﾝ┋ﾕ  ぎ┤むむむむﾌする

り┤むむむむむ┏ﾓ  ┶むむむむむむむ┍ベ  ┕むむﾘ  ┕むむむむむむむﾝﾌ  せすにける

 ┤むむむ┺┕│ﾘ  め┵むむむﾞゴする  ┕むむむむむﾛ┕┍ジす  らさ

す┤むむむむむむ ゑ┊ぐ┍ ゎﾘ  ┷むむﾒ┵むﾘな  れぬけ  ┥むむﾛ┥┆ﾗす  ┢むむ┆ﾈ

すゑ┤むむむむ ぎ` ゎﾚ ┖むむむむむ┋ﾕ ┱むむ┏ﾝむむﾎ き┕むむ┍┈ﾗす ┘むむむ┏ﾗ

れ┤むむむむむむむﾎ ┕ジ ┕ヰﾘ┕むむヮﾘ ┲むむむﾛ┤┊ﾗす ┵むむむ┈ﾒ

す┤むむむむ ┝┌ ゑ┆ ゎﾘ  ┖むむ┏ﾝゴす  れけぬる  れな┤むむﾗす  ┱むむ┎ﾋ

す┤むむむむむむ ゑ┈ ぐヰゎ┏ﾗ ┢むむむ┆ﾛ す┢むむゴ れ┤むむﾟﾗす ┖むむむむヮﾌ

 れぬ┵むむﾗす  ┴むむむむﾗ  よる┤むむﾛ  ┤むむﾖに  ┳むむﾘ  ┝┩むむむ┏ﾈ┕ﾔ

す┤むむむむむゎﾛ  ┲むむむむむﾗる  ┳むむむむ┏ﾞ┍ﾋ┵ﾗす  せすにけ  す┤むむむむ┎ﾕ

 す┤むむむむむ が┌ぐﾊゎけ ┢むむむむﾕ ┕むむﾘ ま┕むむ┻ ┷むむﾙ┕ﾘ┟す ┬むむむむむﾘる

すぬぎる┥むむむむむむ ゎﾘ  せ┕むむむむ┏┇ﾗす  ┘むむむむ┋ﾍ  ┕むむﾚ┤┏┇ﾝﾔ



あっ

عاِئٌد من َحيفا

اإبداعـــات

*┤┏ﾖ┕ﾈ ろね┵ﾔ

...┕┍ ゑ` ゑﾏ が┖ がﾌ┕━ﾗす がもぬ┵ﾗす ゑも┵ﾔ ゎめが┥┍ﾛ ┷┌ゑ┋ ゑﾕ
┷┊ﾝﾉる がた┕┌┋┊ﾗす ┳ﾘ ゎもすぬる┟す ゎ┮がグ┤ﾉ

┕ﾚが┤ ゎ┄ﾎけ ┷ﾔ ゎ┤ﾟ┆ﾝﾞﾛ ゐ┱┏ﾌゑ┤がﾗ ┷┇│ゎﾉ
┕ﾜ┏ﾏ ゑ┘┌│ﾛ らけ ┷ﾝ┋ﾕ ろ┢｀ﾞヮﾉ

..┕┍ ゑﾚゑる ┷ﾝ┋ﾕ ┷ﾔ ゑ┱ ゑ┆ﾏけ ゐ ますなる が┖┊ ゑﾎ ┳ﾒ 『┏┋ﾕ ゎ┲ゑ┋┉ﾗす ┝┮ ゎ┊ゑ┏がﾗ

┕┎がﾉゑぬ┵┾る がた┕ﾚ｠す がせぬな ┶┋ﾒ ゎ┖┋ﾕ ┕ﾛ わす┤ﾝ┾
..┷┃ベ る ゑやす┤ﾖに ┳ﾘ ┕ﾜ┏ﾏ ┶┉ﾝﾉ ゎそぬ┵│ﾗ┕ﾔ

..┰ﾗ┣ﾖ ゎた┕ﾚ｠する
┳┊ﾗ

が┯━┆ﾗす がぬ┵ ゑﾐ ┷ﾔ わす┤┏ﾎけ ┘ﾗね ┕ﾘ ┰ぎﾙけ ┶ヮ┍ﾉ らける や┕ﾛさ
...┕┎ が` ゑヮ┈┍ゑﾈ せぬな ┷ﾔる

わ┕┍┏┍ﾌ がゆ『ﾐ┟す ┢┍ﾒ ┬ﾘ┢ﾉ らける や┕ﾛさ
が よ『ﾌ┟す ┳ﾘ が┱ゑ┋ ┝┄ﾗす ┷ﾔ ┕ﾘ ゎもが┤ギ ゑ┰┍┏┍ﾌ ゎま┵ﾘ┢ﾔ

ゐ よ ゑ┢ ゑﾒ が┗┝ﾝ ゎ` ゑﾖ ゎゆ『ﾐ┟す る┢┇ﾉる
...┕┍ ゑﾎゑる ┕┎┏ﾔ ┷┆ﾘな ゎめが┤┆ﾛ 》



ああ

..┕┈┏ﾌ が┰ゎﾕ┕ﾞﾏけ
┕ﾔ┵ﾍ れ┤ﾖ┣ﾗする ┱ﾘ┤┊ﾗする └ﾐ┕━ﾗする ┰ﾈす┤ゎﾉ ゑの┢ゎﾕ ぬな┕ﾓける

..┕┈┏ﾌ
..┕┈│ﾒ..わ┕ﾜﾔな..わす┢┏ﾖ..わ┕｀┃ゎﾙ ┶ﾟﾙ┟す ゑ┗┌ が┎┋ ゎﾘ ┕ﾛ

ゐた┵ﾘ が┗┅ゴ ┶┋ﾒ がめ┥┆ﾗ┕ﾈる が┮┏│ﾗ┕ﾈる ┯━┆ﾗす よ┕ﾛ┑ﾈ が┤┌ ゎ┆ﾗす ┗┌┎┋ ゎﾘ ┕ﾛ
!....┕┈ﾗけ がそな┵ﾒ┵ジす が┢┋ザす た┕ぎ┍ﾋ ┳ﾘ ┕┎┏ﾔ ゎ┯┋ヱゎﾛ

┕┈┏ﾌ す┤┊ﾏ
 が┤ヰﾝ┋ﾗ ゑ┫┈ヰゑ┏ﾗ ┱ﾘ┤ﾗす た┕ぎﾝヰﾈ ゎ┬ﾘ┢ﾗす ┪┋ﾞﾍす ┰ﾜﾐ┕ﾏ ┶┋┆ﾔ

ゎ┴ゑ゙ ﾌ┵┋ﾘ
わ『┏┋ﾕ ビ┆ﾗす が┠┋がヅ ゎ┤ヰﾝﾗす ふ┕ﾔ

: ぐゆ┕┉ﾔ ゑもすぬる つ┕ﾚる ┝┢ﾘる ゑふ┕ﾔ
ろ┢ゑﾗゑる ┕ﾛ ゑ┤ ゑﾍく わ┕ﾈぬな ┣ﾍ

┕┈┏ﾌ ゑ┰┊┋ ゎﾘ ┘ヮ┏ﾗ
┱ﾌぬする ゑ┰ ゑ┆ﾘな ┣ﾍ

...┕┎ ゎ┌┉┋ﾒる よ┕ﾛ┟す ゎ┠┋ﾘ ┕┎┏┈┊ﾛ

..ゎ┤ヰﾝﾗす ゑ┲が┋ ゑﾎ
....┶┈┍ジす ゑ┲が┋ ゑﾎ

┕┈┏ﾌ ┢ ゑﾚ┕ﾏ ┢ﾕる がた┵ﾈ┕ﾞﾗす ┵ヰﾙ ゐ┤┎ﾕ が┗┋ﾌぬ ┳ﾘ ゎ┢が┺┕┆ﾗす ┲が┋ ゑﾎ
: ゎゆ┵┉ゑﾛ ゑ┵ ぐﾚゑる わ┕ﾞぐ┏ ゑﾘ ゎ┢が┺┕┆ﾗす ゑ┲が┋ ゑﾎ

わ『┏┌ﾋ がふぬ┟す ろ┣ﾚ ┷ﾔ ゎ┳ ゑﾔなゎけ
!...┶┈ ゑﾖる

  よ『ﾒ】する ┗ﾔ┕ヰ│ﾗす .や /┷┆ﾘ┕ﾋ ┖ﾗ┕ﾐ *



あい

 ┤ﾈ┕ボす き『ﾞﾘす
 ┬┺┕ﾐ ┖ﾌ ら┕ﾈ┤ﾕ て┵ﾈ┣ジす ┲むむ┏┇ﾗす たすき┕┉ﾗ ┷ﾔ
 もぬ┵ﾛ ....ビ┍ゴ┕ﾈ ┗┏ﾝヮジす ふぬ┟す ┤┄ﾒ ┗むむﾎす┢┉ﾗ
 た┕┉ﾙ┤ﾏ ┳ﾘ わ『┋むむヮﾞﾘ ...わ┕┃ﾓ ...もぬ┵ﾛ ら┕むむヮ┏ﾙ

.た┕┎┺┕ﾞﾗす ┯ﾈ┕ﾙ┥ﾗす ┱ﾝﾎ わ┕┊ﾗ┕ﾎ ....れ┢ジす
 も┕ﾝﾞﾒ》す な┕ﾘく わ┕┍┃ﾞヰﾘ つ┤ジす ┬ﾎ┵ﾈ ...┚┎ﾞﾝﾛ

.┴ﾞ┆ﾕる ┦┏ﾙ┑ﾈ
 ┚むむ━ﾞ┍┏ﾗる ....き┷ペす せぬな ね┵┋ﾗす ぬす ぎ┵むむﾙ ぎビヰﾞ┏ﾗ

....た┕┏ヮﾘ┟す ┶ﾝﾞ┆ﾈ てる┢ﾗす
 ┢┏ﾒす┵ﾘ ┮┋ﾍけ ゐますぬ ┗ﾋる┥ﾚ┑ﾈ ら┵┊ﾗす ぎ┚むむ┃┏ﾗる
 ┗むむ┋ﾛ┢ゲす  たす┣むむﾈ  り┕むむ┏┉ﾗ  ┢むむ┏ﾒす┵ﾘ  ...ら┕むむヮ┏ﾙ
 わ す┥ﾝﾍ ┦┌ﾞﾓする たすきす┢┍ﾗす は┤ﾞﾔ┕ﾔ !!!きす┤┉むむ━ﾗす

!!!!!ま┵ﾘ┢ﾗ┕ﾈ ┠ぎ┋ﾘ
 ┴┏ﾔ ..┗┆┺┕┻ わ┕むむヮ┌ﾏ ┲┎┋ﾘ ...ら┕むむヮ┏ﾙ ┵ﾚ
 ┶┋ﾒ ┮┉┍ﾗ ... ┯むむ┏┌┆ﾗす ┳ﾘ ┯むむ┏┌┆ﾗす せ『ﾞﾋす
 なぬ┵ﾞﾗす そ┤┃ﾌ ┷ﾔる ,ゆる┟す ら┵むむﾙ┕ﾖ ┦ﾘけ やぬす┢ﾘ

! の┵┍┊ジす ┱ﾘ┤ﾗす た┕ﾞﾔ も┵ﾔ ┕┍ﾉ》┕┆ﾞﾏす ┷ﾊ┤ﾙ
...き┕┌┊ﾈ ゐそ┤｀┍ヰﾈ わ┕ﾛ┕ﾙ ┕むむぎ┍ﾘ わ『ﾖ ... ┵ﾚ ゑ┖ ゑ┎ゑ┏ﾗ

 の┕┈ﾙけ ┕┎ヰﾝ┾ ┷ﾔ ぎ┙ﾈ らけ 》さ き┕┍┇ﾗす ┳むむ┉ﾞﾉ ┳ﾗ
┴ﾙす┵ﾖけ ┯━ﾒ ┲ﾗ┕ﾌ

 ┕┍┌┋┆┏ﾗ !!!┤むむヰﾈる ┤┌┉ﾈ ... ┲┏┇ﾈ ... き┕┌むむヮﾈ
 ┗むむﾕるぬける た┕むむﾕ┤┄ﾗす ┱むむﾍす┢ﾘ ┤｀ﾞむむ━ﾙ ┮むむ┏ﾖ

... ま┵┋┃ﾗす
 ┶┋ﾒ ┕ﾙ┤┅ﾞ┍ﾛ ... ゐも┕ﾈ ... ┢┺┕ﾒ ┴ﾙ┑ﾈ ┳ﾕ┵ﾙ ┮┏ﾖ
... ┱┏┾┟す もす┤ﾞﾌす ┘ﾕる ┶┈┍ﾘ ┕ﾚ┕ﾙぬ┣ﾙ た┕ﾔ┤ﾏ

わすぬ┥ﾋる ... わ す┢ﾘ ┴┺┕┎ﾝﾈ ┵ﾚ ┷┍ヰﾋぬ┒┏ﾗ
 も『ﾞ┺す ┷むむﾔ .... わ┕むむヰﾛ┤ﾐ ┷むむﾈ ┷むむ┉┋ﾛ らけ ┶むむﾗさ

 ...┴ﾋる┤ﾘ
 ... き┷ペす る┢むむﾏける ┷ﾞ┉ﾙ┤むむﾏ ┳ﾒ ┕ﾙけ ┯むむﾞ┈ﾙ┟

:┷ﾉ┤ﾝヰﾘ き『ﾞﾘ┕ﾈ
... ┶ﾗさ ┕┍ﾈ ろな┵ﾉ せるぬ┢ﾗす ┱ﾖ ┘┏ﾗ

ら┕むヮむむむ┏むﾙ

اإبداعـــات

*┗┃ﾛ┵ﾒ ¨す ┢ﾝﾒ ┶┌┋ﾎ

ق�شتان



あう

┗ﾘ┕デ
 も┢むむヰﾛ ぃ┤むむヰﾝﾗす  ┗むむﾕぬね  ┕ﾔ┤むむ━ﾞヮﾘ め┥むむ┍ﾛ
 ┕┎ﾞ┊┎ﾙけ ゐのぬす┵むむﾙ ┠むむﾙす┵ﾋ ┧ﾛぬ た┕むむﾎ┕┌┇ﾙ┕ﾈ
 ぬる┢ﾛ ま┤むむ━ﾔ ....ぬる┢┇ジす ┤┌┉ﾗす ┮│ﾙ た┕ﾝﾒす┢ﾘ
 なすな┥┏ﾗ ...┴むむ┋ﾘ┕ﾙけ ┮むむ┄┆ﾈ ろ┕┍ﾗす ┯むむ┍ﾒ ┕むむ┉ﾝ┆ﾘ
 そ┵┎┾ せぬ┕むむ┇ﾗす ┷むむ┋ﾞ┆ﾛる ....┕むむﾙ┕│┉ﾙ ┤むむ┌┉ﾗす
 ┱┏ﾉす┤ﾉる ぃら┵┊むむヮﾗす た┕ﾈ┕ヰﾞﾙす ろ┢ﾞﾝﾉる ....┴ﾋ┵ﾘ
 り┤┌ﾒ┗ﾈる┣ﾖけ ┴むむﾗ┵ジす ┷┍┇┏ﾗ え┠┏ﾈ┕むむヮﾞﾗす ┬ﾋぬ

!!┷┊ﾝﾛる ....よ┕ﾒ ┮ﾗけ ┮ﾗけ 『グ┤ﾘ
 ぎ┱ﾌ ┕ﾘ すにさ め┵むむザす り┵むむ┌┋ﾒ ┲┎ﾙ┟ ....┷むむ┊ﾝﾛ

き┕ヮジす
 つ┥ﾚ ┶むむ┋ﾒ ┗むむヰﾙ┤ﾘ ┗むむ┏ﾗすな な┵むむ┉┍┆ﾈ に┵むむ┋┏ﾗ
 .....┴┍┏ﾛす┤ﾏ ┷ﾔ よ┢ﾗす ┤ ぎ゚ ヱﾉ ┵┊むむ━ﾛる ┲ﾎす┵ジす

!!!!て┕ﾝﾞヮジす ┴┆ﾘなる
き┕ヮﾘ ┱ﾖ ┢ﾒ┵ジす ┶┋ﾒ ┵┎ﾔ

 ┶┋ﾒ ┪┉ヮﾉ ┶ﾞﾌ ....┴┺┕┌むむﾎ ┬ﾎ┵ﾈ も┢ヰﾛ

┗ﾘ┕デ .......きすな┤ゲす ┴┏ﾙ┕┇ﾘ
 ゆ┕┌むむﾎ┑ﾈ ┷ﾘす┢ﾗす ┕┎ﾛ┤ﾒ ┤ぎﾊ┢ﾛる ....┕むむ┎┌┋┌┋ﾛ

!せす┤ﾞﾗす

せすな｠す .や ┗┏┆ﾘ┕ﾋ ┗ﾝﾗ┕ﾐ*

.┢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┆ゎﾛ ┤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 *



いぅ

 ぃめ┵ザ┕ﾈ た┤┆むむﾏ ..┗┌┉ﾗす ┶ﾗさ ┘ゑ┋┾る らけ ┢┆ﾈ
 ┰むむ━ﾉ たけ┢ﾈ ぃ┰むむ━ﾗす ┳ﾘ ┱むむ┏┋┉ﾗする ┗むむﾝﾚ┤ﾗする
 》 お┱│ﾌ すに┕むむﾘ .┖ﾝむむﾎ ろけ らるな ┳ﾘ ┕┎むむヮ┈┍ﾈ
 そ┢ﾌする ┗むむ┅ゴ ┷ﾔ ┕┎ﾙけ れ┵むむﾎ ろぬ┢ﾉ 》 ..ろぬ┢むむﾉ
 》る ぃぃぃ┕ﾜ┏━ﾔ ┕ﾜ┏むむﾏ ┪ﾕ┕ヮﾞﾉ ┕┎むむヮ┈ﾙ た┢ﾋる

....┗ﾛ┕┎┍ﾗす ら┵┊ﾞﾎ ┳ﾛけ ろぬ┢ﾉ
 お┮┏ﾖる お┶ﾞﾘ ┳┊ﾗ ぃ┗ﾛる┕┎ﾗす ┳ﾘ つ┤ヱﾞﾎ ┕ヅぬ
 おそ┤┈ゴす ┳ﾘ ┕┎ﾋ┤ヱ┏ﾗ ┕ﾚ┢┏ﾈ ┰むむヮ┌┏ﾎ ┳ﾘる

.. おつ┤ヱﾉ らけ ┢┆ﾈ ┕┎ﾕ┤┄ﾞﾎ せす┵ﾈけ ろける

 らけ ┤┆むむ━ﾉ たけ┢ﾈる . ┤┏┊┈ﾞﾗす ┳ﾘ ┘ﾝ┆ﾉ ┢むむ┉ﾗ
 ┢┆ﾉ ┲ﾗ ..れ┤むむﾍ┟す きすぬる ┗むむ┏┋ﾍ ┱ﾖ┐ﾞﾛ ┕むむ┎ﾓ┕ﾘな
 ┶┋ﾒ こ┤グ ┳┊ﾉ ┲ﾗ ┷ﾞﾗす ..ぬ┕┊ﾔ┟す ┕┎ﾙさ ..┱むむ┌ﾞギ
 ┱ﾌ ろ┣ﾗす ┕ﾘ ┳┊ﾗ ぃ┴ﾞむむﾎ┤ﾞﾔす ぃ┕┎ﾓ┕ﾘな のす┤ﾞﾔす
 て┕ﾛぬ ろける お┘ﾉけ ┳ﾛけ ┳ﾘ お┴むむﾎ┤ﾞ┈ﾉ ┕┎┋┆ﾋる ┕┎ﾈ

 お┘┋ﾍな ┖┉ﾊ ろけ ┳ﾘる お┕┎ﾞ┋┌ﾌ
 ┮┏┊ﾔ ...┕┎むむヮ┈ﾙ ┳ﾘ そ┕ﾞ┈ﾗす ┰┋ﾉ ┘むむﾝ｀┆ﾉ

 ┶ﾗさ ┕むむ┎ﾈ ┷ﾉ┑ﾉ らけ ぬ┕┊むむﾔ┟す ┰むむ┋ﾉ ┘ﾒ┕┄ﾞむむﾎす
 たす┤ﾞ┌ﾞ┍ﾎ ┬┃ﾝﾗ たぬ┕むむﾎ ┵ﾗ ┷ﾞﾗす ┗ﾔ┕ゴす ┰┋ﾉ
 ┳ﾛけ « : ゐや┕ﾈ た┵│ﾈ ┘ﾍ┤┾る .. ┕┎┍ﾘ ┪┉ヮﾞﾎ
 ┱ﾈ ぃ┱│ヰﾛ ┲ﾗ き┷━ﾈ ┤┊ﾔ┟ ┘┋┆ﾔ すに┕ﾘる おお┕ﾙけ
 き┷ﾏ ┢┆ﾈ ┳ﾘ ┱│ヰ┏ﾎ ┕ヅ ┤┊ﾔけ ┷┍ﾙけ け┵ﾎ┟する
 ┰┋ﾉ ┗┉┏┉ﾌ ┕ﾘる .. ろぬなけ 》 ┰ﾗに ┮┏ﾖ ...┳┊ﾛ ┲ﾗ

»...ろぬなけ 》 ┕┃ﾛけ おぬ┕┊ﾔ┟す
 ┰┋ﾉ ┰むむヮベる そ┕ﾞ┈ﾗす ┰むむ┋ﾉ れ┵┉ﾉ ┕むむ┎ﾞ┏ﾗ ┕むむﾛ
 ぃ┕┎むむﾎけ┤ﾈ ┕┎ﾈ┕┏ﾙけ たね┤ﾓ ┷ﾞﾗす そ┤ﾛ┤むむ━ﾗす ぬ┕┊ﾔ┟す
 ┶ﾗさ ┕┎┍ﾘ ┨┋ヱﾞﾞﾗ そ┤むむﾛ┕┄ﾞﾘ き『むむﾏけ ┕┎┋┆ﾋ
 ┤ﾎ┟す ┰┈ﾉる ぃ┲┎┆┏┌ﾋ ┤━ﾝﾗす ┨┋ヱﾉる ぃ┢ﾈ┟す
 ┗┍┏ﾚぬ ┲むむ┎┍ﾘ わ『ﾖ ┱むむ┆｀ﾛる ┲┎ﾕ┵┄ﾛ ろ┣むむﾗす
 す┢┏┉ﾘ ..ぬ┕┊ﾔ┟する ぬ┕┊ﾔ┟す ビﾈ ┕┍┏｀ﾎ ...りぬ┕┊ﾔ┟
 ┶ﾗさ ┗ﾛ┕┎┍ﾗす ┷ﾔ ┴┋┾┵ﾉ ┶むむﾞﾌ ..┕ﾚす┤ﾛ 》 な┵┏┉ﾈ
 ...┴ヮ┈ﾙ ┬ﾘ ち┢ヰﾞﾗす ┕┎┏ﾔ ┬┏┄ﾞヮﾛ 》 ┗┋ﾌ┤ﾘ
 ┳ﾒ そ┥ﾋ┕ﾒ ┘ヰﾝ┾け ぃぃそ┕ﾞ┈ﾗす ┰┋ﾉ ┷むむﾚ ┰ﾗ┣ﾖる

...┕┎ﾎけぬ ┷ﾔ ┮│┆ﾛ ┕ヅ ┯┄┍ﾗす

اإبداعـــات

* ダ┤ﾏ ┤ﾛ┢ﾓ

فلتذهبي اإى اجحيم



いぇ

 ┢┆ﾉ ┲ﾗ ..らすぬ┢ゲす ビﾈ ┕ﾚ┢ﾌる ┦┋グ ┘ヰﾝ┾け
 ゆ┵ﾌ ┕┎ﾐ┕ﾈぬ ぬ┕┊ﾔ┟す た┢ﾏ .やす┤ゴす ┶┋ﾒ れ┵┉ﾉ
 『ﾛ┵ﾐ ち┵むむ┊ジす ┶┋ﾒ ┕┎ﾉ┤ﾝﾋける ..そ┕むむﾞ┈ﾗす ┰むむ┋ﾉ
 ┬┏┌ﾋ ┕むむ┎┎ﾋ┵ﾈ た┢むむﾎ ..よ『┅ﾗす ┗むむﾙす┥ﾙね ┷むむﾔ
 ┱┏┋┉ﾗ ┠┌むむヮﾉ な┕┊ﾉ ┷ﾞﾗす ┗むむ┺┤ﾞ┎ジす ┣むむﾔす┵┍ﾗす
 ..┰ﾗ┣ﾖ ┢┆ﾉ ┲むむﾗ ┕┎┍┊ﾗ ぃゆ┵ﾍ┢ﾗ┕ﾈ ぬ┵むむ┍ﾗす ┳むむﾘ
 そ┣ﾔ┕┍ﾗす せ┵むむ┉ﾊ ┷むむﾔ ぬ┕┊ﾔ┟す ┘むむ━━ﾒ ┢むむ┉ﾔ
 そ┕ﾞ┈ﾗす ┷┍┏ﾒ ┷むむ━┇ﾉ よ┕ﾚる┟す ┘むむヰﾝ┾け ┶ﾞﾌ
 ゆ┵ﾌ ┮ﾞ┋ﾉ たぬ┕┾ ..そ┕┏ゴす ┗ﾛこぬ ┕┎┍ﾒ ┖むむ｀ヰﾞﾗ
 ┢┆ﾉ ┲ﾗ ┕┎ﾉ┵ﾕ ┳┊ﾗ .せる┤┎ﾗす ┗ﾗる┕ヰﾘ ┕┎ヮ┈ﾙ
 ..┕┎┋┉ﾒ ほ┕むむ┉ﾛさ ┘ﾗる┕ﾌ ぃ┗むむﾘる┕┉┌┋ﾗ ┗むむ┏ﾔ┕ﾖ
 ┗┆ﾕ┵┉ﾗす ┰┋ﾉ ┳ﾘ つ┤ヱﾉ ┕┎ぎ┋┆ﾗ .┕┎ヮ┈ﾙ ほ┕┉ﾛさ
 ┕┎ﾘ┕ﾘけ ┯むむﾝﾛ ┲ﾗる .. す┤むむ┏ﾟﾖ ┘むむ┉ がﾚぬゎけ .┗┍むむ━ザす
 ゆ ┕ﾐる . ┕┎ﾙ┕┊ﾘ ┷ﾔ ┘ベぬす .. よ『ヮﾞﾎ》す れ┵ﾎ
 ぃた『┏ﾘ┥ﾗす れ┢ﾌさ ┕┎ﾉ┤ﾖ┣ﾉ ..┕┎ﾗ┵ﾌ ┕┌ﾒ ┕┎ﾈ┕┏ﾓ
 ┳ﾘ ゐめ┕┾ せす┵むむ｀ﾈ ┲┍┇ﾉ ┲ﾗ  .. ┕┎┍ﾒ ┘ﾗ┑むむﾎる
 そ┕ﾞ┈ﾗす ┘┏ﾝﾗ せ┕むむﾚ┣ﾗす ┶┋ﾒ こ┤グ ┲むむﾗる .らす┤┏ゲす
 ┢┏┈ﾞむむﾎ┑ﾎ すに┕ﾘる« :┕ﾚ┤ﾘけ ┷むむﾎ┕┍ﾉ ┘むむﾗる┕ヰﾔ
 ┱┏ﾝむむﾎ ┷ﾔ ┷むむヮ┈ﾙ ┖┆ﾉける ┕┎┍ﾒ ゆ┑むむﾎけ ┕ﾙける
 きすぬる ┩ﾖ┤ﾉ ┕┎ﾉ『┏ﾘね ┳むむﾒ ┗┋ﾔ┕ﾓ ┗┋┏ﾘね な┤｀ﾘ

 .»!!.. ┕┎ﾞヰ┋│ﾘ

 ┷ﾔ ┗┆ﾈ┕┉ﾗす ┰むむ┋ﾉ る ┕┎┍ﾒ ゆ┑むむヮﾉ ┢┆ﾉ ┲むむﾗ 
 ..そ┢ﾌ┵ﾗす ゆ『┅ﾈ ┪ﾝヱﾞﾉ ┘ﾗすね┕ﾘ よ『┅ﾗす ┗ﾙす┥ﾙね
 ┤┊┈ﾉ そぬ┕むむﾉ ...そ┤むむヮﾌ ┷むむ┊ﾝﾉる ..そ┤むむ┏ﾌ ┲むむﾗ┑ﾞﾉ
 ..┗ﾙす┥ﾙ┥ﾗす ┰むむ┋ﾉ ┳ﾘ ┕┎むむヮ┈ﾙ ┤│┆ﾞﾗ ┗┉ﾛ┤┄ﾈ
 ┕┎┏むむヮ┍┏ﾗ ┕┎┋ﾟﾘ な┕┌ﾋ ┳ﾒ ┙ヰﾝﾉ ┦┋グ そぬ┕ﾉる
 ┳ﾘ ┕┎むむヮ┈ﾙ ┨┏┋ヱﾉ ┳ﾒ ┷むむヮ┈┍ﾗす ┕むむﾚ┥｀ﾒ
 す┤┅ﾞ┍ﾘ そ┑｀ﾔ ら┕┊ジす ┘┌┾ ..┤むむ━ﾝﾗす ┗┏━ﾌる
 す┢ﾚ┕ﾏ ら┵┊┏ﾗ ┴┋┆┈ﾞﾎ ┕ﾘる そ┕ﾞ┈ﾗす そ┢ﾚ┕━ﾘ

..┕┎┏┋ﾒ

 ┶ﾗさ ┩むむﾖ┤ﾉ ┘むむﾝﾚにる ┗むむﾙ┵┍ペ┕ﾖ ┘むむ┃┈ﾞﾙす
 ぃぬ┕┎┍ﾛ ┴┈┉むむﾎ な┕┊ﾛ ..┳むむ┈┆ﾞジす ┡ﾝ┄ジす ┰むむﾗに
 ┘ﾙ┕ﾖ ..┤┏┊┈ﾉ ろけ らるな ┳ﾘ ┕┍┏┊むむﾎ ┘┊むむヮﾘけ
 ┗┏ﾗ┕ﾍ .ら┕むむヮﾙさ ┗ﾟﾋ な┤｀ﾘ ┗┅ヰ┋ﾗす ┰┋ﾉ ┷むむﾔ
 ┰┋ベ ┕┎┍┊ﾗ ぃせ┕│ﾒ┟す ┳ﾘ ┗┏ﾗ┕ﾍ .┱┉┆ﾗす ┳むむﾘ
 ら┕┊ジす す┣むむﾚ ┶ﾗさ ろ┵┎ﾉ ┕むむ┎ﾞ┋┆ﾋ ┷むむﾞﾗす てる┤ﾗす
 ひ『ヱ┋ﾗ ┕┉ﾛ┤ﾐ ┰┋ベ ┳┊ﾉ ┲ﾗ ..┕┎ﾞﾛ┕┎ﾙ ら┵┊ﾞﾗ
 ┱ﾞ┉ﾞﾎ ┕┎ﾙけ ┘┍ﾑ ┷ﾞﾗす ぃビ┊ヮﾗす ┰┋ﾉ れ┵むむﾎ
 ┢ﾈ【ﾗ ┕┎┍ﾘ ┕┎ﾌるぬ ┖ヰむむヮﾞﾎる ..┕┎ﾒ┕ﾋるけ ┱ﾖ

 ..┗━ﾌ┵ジす そ┕┏ゴす り┣ﾚ ┳ﾘ て┕ﾉ┤ﾉ ┶ﾞﾌ

 ┱ﾚ おら┕むむヮﾙさ ┗ﾛ┕┎ﾙ ┷ﾚ り┣むむﾚ ら┵┊ﾞむむﾎ ┱ﾚ
 ┮┉むむﾎ 》 らすぬ┢ﾋ ┗┆ﾈぬけ ビむむﾈ ┕ﾚ┢ﾌる やゑ┤ﾞゎ゙ むむﾎ
 ぬ┕┊ﾔけ ┕┎ﾞﾈ┣ﾒ そ┕むむﾞﾔ ┤┏│ﾘ ┕ﾘ...おお...よけ おお┕むむ┎ﾗ
 た┤ががﾝﾋけ ┷むむﾞﾗす ぬ┕┊ﾔ┟す ┰むむ┋ﾉ .. ┕┎┊┋ﾘ ┘むむヮ┏ﾗ
 ┷ﾔ ┕むむ┎ﾙけ ろぬ┢むむﾉ らけ らるな ┳むむﾘ ┕むむ┎ﾘ┕┎ﾞﾗす ┶むむ┋ﾒ
 ┕┎ﾙ┑ﾖる ┕ﾚ┣ﾍ┑ﾉ ┘ﾙ┕ﾖる .. や『┎ﾗす ┶ﾗさ ┕┎┉ﾛ┤ﾐ
 ┶┋ﾒ ┰ﾏるけ ら┕ヮﾙさ ┕┎ﾈ ┙ﾝ━ﾞﾛ つ『ﾒ た┕ﾒ┤ﾋ
 ビ┊ヮﾗす ┱┆グる ┮┆┃ﾞむむﾎ ┕┎ﾙけ よけ .お..き┕┍┈ﾗす

お..┢ヰ┋ﾗす ┶ﾗさ ┕ﾚな┵┉ﾞﾗ ┕┎┏┄ﾞベ

 ┕┎┎ﾝ┍ﾛ ┕ﾉ┵┾ ┘┆┌むむﾎ らけ ┢┆ﾈ 『┏┋ﾕ たけ┢ﾚ
 ┘ﾌすぬる ..┮むむグ┤ﾉ ┷むむﾚる ┘ﾝﾚに .. ┢むむﾌけ よる┢むむ┉ﾈ
 わ┗むむ┌┊ヰﾘ ┗むむヰﾋぬ┑ﾞﾘ たす┵むむ┄ﾍ ┷むむﾔ ┷むむ━ベ
 ┲ﾗる せ┕ﾝﾗす ┳ﾘ ┘ﾈ┤ﾞﾕす ..ビ┊ヮﾗす ┶┋ﾒ ┕┎ﾞ┃ﾝﾕ
 ┤ﾟﾖけ ┕┎ﾙにけ ┘ﾈぎ┤ﾕ ぃめ┤むむﾌ ろ┑ﾈ ┯┄┍ﾗす ┶┋ﾒ こ┤むむグ
 ┕┎ﾙけ るけ わ┕┏┉┏┉ﾌ ら┕ﾖ ┴ﾞ┆┌むむﾎ ┕ﾘ ┱ﾚ ┢ﾖ┑ﾞﾞﾗ
 ┘ﾝ┆ﾉぬする ...よ┕ﾚる┟す や┕ﾝむむ がﾏ ┷ﾔ ┧┏┆ﾉ ┘ﾗすね ┕ﾘ
 ┶┋ﾒ ┬ﾈ┕┾け よ┕┅ﾒ も┤ﾐ た┵┾ ┘┆┌ﾎ ┕┌┍┏ﾌ
 ┘┍┉┏ﾉ らけ ┢┆ﾈ きすぬ┵┋ﾗ ┘┆ﾋす┤ﾉる ぃ┷ﾝ━ザす ┕┎ﾈ┕ﾈ
 ┳ﾘ せす┤ﾞﾕ》す たなる┕むむﾒ ┲ﾊ .. ┬ﾕす┵ﾗす ┧┏┆ﾉ ┕むむ┎ﾙけ
 ┰┋ﾉ た┵┾ ┘┆┌ﾎ ┕ﾘ┢┍ﾒ ┕┎ﾝ┃ﾓ ぬ┕ﾊる せ┕ﾝﾗす



いぉ

 ┰┋ﾉ« ┕┎むむヮ┈ﾙ ┷ﾔ ┘┌ﾞベ ..┕むむ┎ﾛな┕┍ﾛ ┗むむ┋┏ﾘ┥ﾗす
 !┲┏ﾜ┋ﾗす ┕むむﾚぬるな ┳ﾒ ┢むむ┆ﾈ ゆね┕┍ﾞﾉ ┲むむﾗ そ┤むむ┏┉ゴす
 らす らるな ┳┊ﾗる き┕┏ﾌけ ┲ﾚる ┤━ﾝﾗす の┤ﾞ┈ﾉ ┘ﾗすね┕ﾘ
 ┷ﾚ ┮┏ﾖ ┰ﾛぬ┑ﾎ.. わ┕┍ヮﾌ ぃ┕┎ﾈ┕┏ﾙ┑ﾈ ┲┎━┎┍ﾉ
 ┷ﾔ┤┆ﾉ らけ ┱ﾝﾕ た┵ジす ビﾈ┤グ ┰┋┆ﾋ┑むむﾎる そ┕┏ゴす
 ┠ﾞ┈ﾉ らけ  つぬ┕ザす ┷ﾔ ┤┅ﾞ┍ﾉ ┘ﾗすね ┕ﾘ »...りな┵ﾋ┵ﾈ
 ┕┎┆┍┉ﾞﾗ ┗┆ぎ┍┉ﾘ たすぬ┕ﾝ┆ﾈ ┗┌ﾞ┌ﾞﾘ ..せ┕ﾝﾗす ┕┎ﾗ
 ┲ﾗ ┷ﾉす┵┋ﾗす ┕┎ﾉ┕┉ﾛ┢┾ ビむむﾈ ┳ﾘ ┳むむヮﾌ┟す ┕┎ﾙけ
 ┷ﾔ ┮┉ﾉ そ┕むむﾞ┈ﾗする .. ┕むむ┎┍ﾒ ゆす┒むむヮﾗ┕ﾈ ら┤┊┈ﾛ
 ..┢┎┍ﾞﾉる ..┕┎ﾙ┕┍むむﾎけ ┰│ﾉる ┬┌ﾞむむヮﾉ ┱ﾍす┢ﾗす
 ┱┃┈ﾞﾞﾗ ┕┎ﾒすぬに ┕┎ﾗ た┢ﾘる せ┕ﾝﾗす ┕┎ﾗ ┘ヰﾞﾔ
 ┮┋ﾍ ビ┊ヮﾗす ┘┈ﾍけ ┢ﾕ ┘ﾙ┕ﾖる .ゆ┵ﾍ┢ﾗす ┷ﾔ
 ┳ﾒ ぬ┕むむヮ┈ﾞﾎ》┕ﾈ ┕むむ┎ﾞ┋┏ﾘね たけ┢むむﾈる ぃ┕むむﾚ┤┎ﾑ
 ┳┊ﾉ ┲ﾗる ..┕┎┈┄┆ﾘ ┬┋ヱﾉ ┷ﾚる ┕┎ﾈ┕┏ﾓ ゆ┵ﾐ
 ┕┎ﾗ ┬┌ﾞむむヮﾞﾗ わ┕┏ﾔ┕ﾖ わ す┤ﾝ┾ ┰┋ﾞベ そ┕ﾞ┈ﾗす ┰むむ┋ﾉ
 ビ┊ヮﾗす ┘むむﾎ┤ﾓる ┕┎┉┍ﾒ ゆ┵ﾌ ┕┎ﾒすぬに ┘┈┋ﾔ
 ..なな┤ﾉ らるな  ┕┎ﾟﾛ┢ﾌ ┱┌┊ﾉ らけ ┱ﾝﾕ ┕ﾚ┢ヮﾋ ┷ﾔ
 ┯┏ﾔ┤ﾗす ぬるな ┖むむ┆ﾗ ろ┣ﾗす ぬ┢むむ┇ﾗす ┳ﾘ ┘むむ│┋ヱﾉる
 ┘┄┉ﾎ ...┗┏┻┕ジす ┤┎ﾏ┟す ┗┋┏ﾐ ┕┎ﾗ ┨┋ポす
 ┕┎むむ┍ﾘ そ┕むﾞ┈ﾗす ┘ﾈ┤ﾞﾕす ..┕┎┻ぬけ ┷ﾔ ┗┏ヰ┃ﾗす

 ┘ﾝﾚに ┢ﾕ ┕┎ﾙす ┢むむﾖ┑ﾞﾞﾗ ┕┎ﾘ┢┉ﾈ ┕むむ┎ﾞﾖ┤ﾌ る
  ┕ﾚきすぬる せ┕ﾝﾗす わ┗┉┋┇ﾘ ┘ﾋ┤ﾍ ┲ﾊ ..┲┏ヰゲす ┶むむﾗさ

.....┗┏┉┏┉ﾌ ┗ﾙす┥ﾙね ┷ﾔ ┕┎ﾉ┕┏ﾌ ┱┌┊ﾞﾗ

┱┏ﾚ┑ﾞﾗす よ┵┋ﾒ .や/ ┗┏┆ﾘ┕ﾋ ┗ﾝﾗ┕ﾐ *
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 ┰┋ﾞデ ┵┎ﾔ ぃぬ┵┏┄ﾗす ┳むむﾘ り┤┏┇ﾖ ┦┏ﾗ もる┥ﾕね
 ┴┍┊デ 》 す┣ﾗる ぃそ┤┏┇┾ ┗ヰ┍ﾋける わ┕┌ヱ┻ わ┕┌ヮﾋ
 ┷ﾞﾗす れ┤ﾍ┟す ぬ┵むむ┏┄ﾗす ┬ﾘ ┖むむ┆┋ﾗす るけ らす┤むむ┏┄ﾗす

..┤ﾍ｠ ら┕┊ﾘ ┳ﾘ ┕┎┆ﾘ ┥┈┉ﾗ┕ﾈ ┲┋ﾌ ┕ﾘ わ す┤┏ﾟﾖ
 もる┥ﾕね ら┕ﾖ ぃ┗ﾌ┕ﾞジす も┤┄ﾗす ┱┊ﾈる ぃよ┵ﾛ ┱ﾖ ┷ﾔ
 ┴┍┊ﾗ ..そ┤ﾘ ┢┆ﾈ そ┤ﾘ ┢┆ﾈ そ┤ﾘ ぃらす┤┏┄ﾗす ゆる┕ヰﾛ

.┱━┈ﾗ┕ﾈ ┶┍デ わ┕┌┺すな ら┕ﾖ
 ゆる┕ﾌ ┵むむﾗ わ┕┆┈ﾙ ろ┢むむ｀ﾛ ┢ﾕ ┴ﾙけ もる┥むむﾕね ┤むむ┊ﾔ
 ┯┏┋ヰﾞﾗする ┥┈┉ﾗす ┲ﾊ そ┤｀むむ━ﾗす ┶┋ﾒけ な┵┆│ﾗす
 ┲ﾓぬる .らす┤┏┄ﾗす ┶┋ﾒ わ┕┌┌│ﾘ ら┕ﾖ ┢┉ﾗ !きす┵┎ﾗ┕ﾈ
 ┴┋ﾟﾘ ┤┏┇┾ ┤┺┕ﾐ ┶むむ┋ﾒ ┖┆│ﾗす ┳ﾘ ら┕ﾖ ┴むむﾙけ
 ┦┋ﾋる ┰ﾗに ┷ﾔ ┠ガ ┴ﾙけ 》さ そ┤｀むむ━ﾗす ┯┋むむヮﾉ
 わ┕┉┏┌ﾒ わ┕むむヮ┈ﾙ ┣ﾍける ┕┎ﾙ┕│ﾓけ ┳ﾘ ┳│ﾓ ┶┋ﾒ
 ┳┊ﾗ ..らす┤┏┄ﾗす わ》る┕ヰﾘ ┴┏ﾌ┕┍ﾋ ┠ﾞ┈ﾛ らけ ┱むむﾝﾕ
 ┗ﾘ┵ﾖ も┵ﾔ ふぬ┟す ┶むむ┋ﾒ ┬ﾕる ビ┊むむヮジす もる┥ﾕね

.そ┤｀━ﾗす もすぬるけ ┳ﾘ

 ┶┋ﾒ ┴ﾙさ :┤┊┈ﾛ てすぬる もぬ┵ﾗす ┗ﾘ┵ﾖ も┵ﾔ ┦┋ﾋ
 ┳ﾘ る┢ﾝﾛ ┷むむﾞﾗす そ┢ﾛ┢むむ━ﾗす ┴ﾞﾝﾓぬ ┳むむﾘ ┲むむﾓ┤ﾗす
 》 れ┤ﾍけ わ すぬ┵ﾘけ ┰┋デ ┴むむﾙけ 》さ ぃ┕┎┉┏┉ギ ┖┆│ﾗす
 ら┕ﾖ ぃ┕┎ﾈ よ┕むむ┏┉ﾗす ┕┎┍┊デ 》る ぬ┵むむ┏┄ﾗす ┕むむ┎┊┋ベ
 ┴┍┊デ ┮┏ﾖ ┵ﾚ もる┥ﾕね ┴┎ﾋす┵ﾛ ろ┣むむﾗす ろ┢ヰﾞﾗす

 !ぬ┵ﾘ┟す ┰┋ﾉ ┶┋ﾒ ぬ┵ﾟ┆ﾗす

 ┗┏┆ﾘ┕ﾋ ┗ﾝﾗ┕ﾐ *

الطائر ال�شمن

اإبداعـــات

*ろな┕ﾝ┆ﾗす ┲┏ﾚす┤ﾈさ れ┵ガ

 ┶ﾗさ ┮┉ﾛ ろ┣ﾗす ┵ﾚ ┷┉┏┉ゴす ┯ﾛ┢│ﾗす
 ┱┊ﾔ ┘ﾝ┾け らさ ┕ﾘけ た┑┄ﾍけ らさ やぬす┵ﾋ

.. ┰┆ﾘ ら┵┈┉ﾛ わ┕ﾝﾛ┤┉ﾉ の┕┍ﾗす

┳ﾛ┵ﾉ ろぬ┕ﾘ



いゅ

 ┗ﾛ┤┆むむﾏ ひ┵│ﾙ ┗むむヮ┌ﾍ ┳ﾘ ┤むむﾟﾖけ よ┕むむﾘけ
 》 そ┢ﾌする ┗┏ﾔ┕ﾕる わ す┤ヰﾈ ┕┎むむヮ┈ﾙ よ┥┋むゎﾉ ┗┉ﾗ┑ﾞﾘ
 ┤┆━ﾗす« ┕┍ﾔ『むむﾎけ ┗ﾗ┵┉ジ な┵┆ﾙ らけ 》さ ┕┍┆むむヮﾛ
 そ┢ﾛ┢ゲす よ『むむﾕ┟す ┘ﾒ┢ﾈけ ┢むむ┉ﾔ ぃ»せ┤┆ﾗす らす┵むむﾛな
 ┗ﾝﾚ┵ﾘ ┳ﾒ └ﾝ┍ﾉ そ┢┺すぬ ┗ﾙるね┵ﾘ ┗ﾛ┤┆ﾏ わ┕┾┵│ﾙ
 ┷ﾔ ┱┺する┟す せ┤┆ﾗす きす┤┆むむ━ﾗす ┬ﾘ ひ┕┍ﾞﾉ ┗ﾕ『ﾍ
 ぃ┗ﾛ┤┆むむ━ﾗす ┲┎┻す┤ﾓける ┲┎┏ﾙ┕┆ﾘる ┲┎ﾑ┕┈ﾗけ
 らねる ┳ﾘ ろ┤┆むむ━ﾗす ┨┍ﾗす たするなけ ┰┋ﾞベ ┗むむﾝﾚ┵ﾘ

.┴┏ﾔ ┤ﾔ┕┍ﾉ 》 ┲ﾓ┕┍ﾞﾘ ま┕┉ﾛさる ┗┏ﾔ┕ﾕる
 らけ ┘ﾒ┕┄ﾞむむﾎす ┢┉ﾔ そ┤┏│┉ﾗす ┗むむ│┉ﾗす ┕ﾘけ
 わ┕ﾛ┤ﾟﾙ わ┕ ぎ│ﾙ ┕ﾚ┵ﾓ┕│ﾔ ぃ┕┎ﾈ┕ヰ┾け せぬ┕グ ┳ﾒ ┤ぎﾝ┆ﾉ

.┷ﾙ┕┆ジする た》》┢ﾗ┕ﾈ わ┕ﾜ┋ﾞド ┕┈ﾟ┊ﾘ

┷┌┎ゲす ┢┌ﾌけ – ┳ﾘ┥ﾗす
 ┶ﾗさ ┴ﾉ┢┏│ﾕ きす┢むむﾞﾈす ┣┍ﾘ ┤ﾒ┕むむ━ﾗす ┕むむﾙ┢┏┆ﾛ
  »┷┺┕┍ﾞﾗす ┶むむヰ┻け« らる┢ﾛね ┳ﾈす そ┢むむ┏│ﾕ  きす┵ﾋけ

 ┶ﾞﾌ ぃ┴ヮ┈ﾙ ┤ヰﾝﾗする ┕┎ヮ┈ﾙ ┗┏ﾔ┕┉ﾗす ┮ﾑ┵┏ﾔ
:『ﾘ┕ﾖ ┕ﾛ┤┆ﾏ ┕ﾞ┏ﾈ ┴┍ﾘ ┦ﾝﾞ┉ﾛ ┴ﾙさ

     ┴ﾈ ぎ┤ヮゎﾙ ┕┍ﾖ ろ┣ﾗす ら┕ﾘ┥ﾗす らけ«
»┕┍┏┊ﾝﾛ  な┕ﾒ ┢ﾕ ┲┊ﾈ┤┉ﾈ わ┕ヮﾙけ

 ┳むむﾘ ┤むむﾝﾒ ┤ﾒ┕むむ━ﾗす らけ ┷むむ┈┍ﾛ 》 す┣むむﾚ らけ 》さ
 ┗ヰ┻する そぬ┢むむﾕる ぃ┗┏ﾗ┕ﾒ ┗ぎﾛ┤┆むむ━ﾈ ┴むむﾒ┵┻┵ﾘ
 ┩┆ﾈ ┮ﾑる ┢むむﾕる ぃ┰ﾝむむヮﾗする ┗ﾓ┕┏│ﾗす ┶むむ┋ﾒ
 ぎ┱ﾕる ダ┢┉ﾗす ┤┆━ﾗす ┶┋ﾒ ┖むむヮギ ┷ﾞﾗす ほ┕┈ﾗ┟す
 ┱ﾝﾕ ┳ﾘ ┤むむ┾┕┆ジす ┕ﾙ┤┆むむﾏ ┷ﾔ ┕┎ﾘす┢ヱﾞむむﾎす
 ひ┕┍ﾞﾛる ぃ»┮むむﾞヰ┋ﾗ -┕┍┆ﾉ┤ﾘ – な┕┆むむﾎ ┘むむﾙ┕ﾈ«
 ┤┏ﾍ┟す ┘┏ﾝﾗす ┷むむﾔ ┷ﾙく┤┉ﾗす ┨┍ﾗす ┬ﾘ ┤ﾒ┕むむ━ﾗす

 :そ┢┏│┉ﾗす ┳ﾘ
                 ┕┎ゎ┋ゎ┺す┵ ゑﾓ たな┕ ゑ┾ 》 が┘ﾕ┵ﾗす ゎ┢ﾛ ┘┝ﾝむﾉ«

»┕┍┏ﾎ┐ﾘ ┕┍┏ﾔ ┘ﾎ┤ﾓ 》る わ┕ﾝ┋ﾕ
 ┴ﾗ┵ﾕ ┬ﾘ ひ┕むむ┍ﾉ »┘ﾕ┵ﾗす ┢むむﾛ ┘ﾝﾉ« ┴むむﾗ┵┉ﾔ
 ┖┎ﾗ ┷ﾈけ す┢むむﾛ ┘ﾝﾉ« ┢むむヮジす そぬ┵むむﾎ ┷ﾔ ┶ﾗ┕┆ﾉ

متابعات

عودة اإى عمود ال�شعر وطغيان التنا�س
*┷ﾙすぬ┵ゴす ┕┏ﾚ
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.»┖ﾉる
 ┯ヮﾞﾉ ┷ﾞﾗす そぬ┵│ﾗ┕ﾈ ら┕┏ﾉ】す ┶┋ﾒ そぬ┢┉ﾗす れ┤ﾙる
 ┷ﾔ ┤┎┅ﾛ す┣ﾚる ぃ┤ﾒ┕━┋ﾗ ┗ﾛぬ┵┆━ﾗす ┗ﾗ┕ゴす ┬ﾘ
 ぃ┗ぎ┏┋ﾋ そぬ┵│ﾈ りぬ┵むむ┾ ろ┣ﾗす ますな┵ﾗす ┮ﾕ┵ﾘ ら┕┏ﾈ

 :り┢┆ﾈ き┕┉ﾗ 》 ろ┣ﾗす た┵ジ┕ﾈ ますな┵ﾗす す┣ﾚ ┴ﾝ━ﾔ
             ┗ﾈな┕ﾙ ┘ﾕ┵ﾗす り┕┈ﾏる ┴ﾞﾒぎなる«

»┕┍ﾛな┕ﾌ ┮ﾞヰ┋ﾗ ┕┍ﾕ┕ﾎ ┕ヂ┑ﾖ                      

め┕ヮ┆ﾗす ┱ﾚ┕┍ﾘ - ┲┏ﾓ ふぬ┕ﾒ
 ┤┆━ﾗす な┵┌ﾒ ┶┋ﾒ ┤┏むむヮﾛ ろ┤┆むむﾏ ┨ﾙ す┣ﾚ
 ぃそ┢ﾌす┵ﾗす ┗┏ﾔ┕┉ﾗする ┳ﾛ┤┄━ﾗす ┴ﾘす┥ﾞﾗ┕ﾈ ┷ﾈ┤┆ﾗす
 そ┢┏│┉ﾗす ┚むむ┎ﾙ ┶┋ﾒ そ┤ﾒ┕むむ━ﾗす ┴むむ┏ﾔ ┤┏むむヮﾉ
 ┘┊むむﾏ ┲ﾊ ぃ┗┉ﾔ┵ﾘ ┗ﾘ┢┉ヅ たけ┢ﾝﾔ ぃ┗むむデ┢┉ﾗす
 たぬ┵┾る ぃら┕ﾐる┟す ゆ┕むむﾌ ┴┏ﾗさ ┘ﾗく ┕ﾘ ┰むむﾗに ┢┆ﾈ
 ┳ﾒ た┤ぎﾝﾒる ぃゆ┕ゴ き┵ﾎる ┗ﾈ┤┇ﾗ┕ﾈ ┕┎┋ﾚけ ぬ┵┆むむﾏ

:ゆす┒ヮﾗする よ┕┎┈ﾞﾎ》す ┗┇┏│ﾈ ま┕┻る┟す り┣ﾚ
 お┗┆┻ ┷ﾔ ビﾈ┕ﾉ┤ﾘ ┰┋ﾚけ ゆ┕ﾈ ┕ﾘ«

┕┍┎ﾉ┤ﾘ きす┢ﾒ【ﾗ ┰ﾈ┤ﾉ ゆ┕ﾈ ┕ﾘ                       
      す┵┋ﾟﾞﾘする ┯ゴ┕ﾈ す┵┍ﾘく ┳ﾘ ゆ┕ﾈ ┕ﾘ

 »お┕むむ┍ﾘけ ┲むﾚすな┕ﾒ ┳ﾘる らる┢ﾈ┕┊ﾛ                  
 ┗ﾓ┕┏┾る ┕┎ﾞﾒす┤ﾈ ┷ﾔ そ┤ﾒ┕むむ━ﾗす そぬ┢ﾕ ┘ぎ┋グる
 ┷ﾞﾗす ┗ﾛぬ┵┆むむ━ﾗす ┗むむﾗ┕ゴす ┳ﾒ そ┤むむﾝ┆ジす ぬ┵むむ│ﾗす
 ┤┏ﾓ ┗┌ﾓ┕┍ﾞﾘ ほ┕┈ﾗ┑ﾈ ┕┎ﾙ┕┏ﾉさ ┷ﾔる ぃ┕┎むむ━┏┆ﾉ
 ┗ﾗ┵┎ﾎる ┗┏ﾗ┕┌ﾋ ┨┍ﾗす ┖むむヮﾖけ ┕ド ぃそ┤ぎむ┈┍ﾘ
 そ┢┏│┉ﾗす ま┵むむ┻┵ﾘる ┖むむﾎ┕┍ﾞﾉ そきす┤むむ┉ﾗす ┷むむﾔ

 .┳｀━ﾗ┕ﾈ ┗ﾜ┏┋ジす

┷ﾈす┤ﾒ ┦ﾙけ – ┘ﾗ┥ﾞﾒす ┵ﾗ┕ﾕ
 ビﾔ┤ﾐ な┵ﾋる ふす┤ﾞﾔ┕ﾈ ┴ﾉ┢┏│ﾕ ┤ﾒ┕━ﾗす け┢ﾝﾛ
 ぃ┷ﾙ┕ﾟﾗす め┤むむ┄ﾗす ┵ﾚ ┱ﾟデ ぃぬす┵むむﾌ ┕┌┎┍┏ﾈ ぬる┢むむﾛ

 ┴┻す┤ﾞﾔ┕ﾈ ぃき┕むむﾘ┢┉ﾗす ┚むむ┎ﾙ ┚┎┍ﾛ ┕┃ﾛけ ┕むむ┍ﾚる
 ┖┏｀┏ﾔ ぃ┗┋ﾜﾎ》す ┴ﾗ ┴ﾋ┵ﾛる ┴ﾘ┕ﾘけ ┮┉ﾛ わ す┢ﾌけ
 ┳ﾘ ゆる》す ┘むむ┏ﾝﾗす ┷ﾔ ┤むむﾚ┕ﾑ す┣ﾚる ぃ┕むむ┎┍ﾒ ┵むむﾚ

:そ┢┏│┉ﾗす
.»┷ﾗ┥ﾞ┆ﾘ ┤┆━ﾗす :┘┋┉ﾔ !┘ﾗ┥ﾞﾒす :す┵ﾗ┕ﾕ«

 ┗┏ﾗ┕ﾞﾗす た┕むむ┏ﾈ┟す ┷むむﾔ ┤ﾒ┕むむ━ﾗす ┯┋┄┍ﾛ ┲むむﾊ
 わ┕ﾈ┤ﾚ ┤┆むむ━ﾗす ┶ﾗさ ┴むむ┺┵ゲる ┴むむﾗす┥ﾞﾒす ┤┏むむヮ┈ﾞﾈ
 ┕┍ﾚる ぃ┕ﾚ┕┏ヰﾛ ┢ﾕ ┷ﾞﾗす ら┕｀むむﾏ┟する らす┥ﾌ┟す ┳ﾘ
 ┱┉┆ﾗす ┖ﾚ┣ゎﾉ ┷ﾞﾗす ┤┌ザす の┑┊ﾈ ┤┆━ﾗす ┴ﾝ━ﾛ
 ┰ﾗ┣ﾖる ぃ┴むむﾙす┥ﾌける ┴ﾘ┵┌ﾚ ら┕むむヮﾙ】す ┷むむヮ┍ﾉる
 ┖┋ヮﾉ ┷ﾞﾗす ┗ﾕ┵むむ━┆ジす そけ┤ジ┕ﾈ ┤┆━ﾗす ┴ﾝ━ﾛ

.よ『┊ﾗす ┶┋ﾒ ┴ﾉぬ┢ﾕる ┴ぎﾝﾗ ┯ﾏ┕┆ﾗす
 ┷ﾔ ┬┻┵ﾘ ┳むむﾘ ┤ﾟﾖけ ┷むむﾔ ひ┕┍ﾞﾗす ┤むむ┎┅ﾛる
 ┗┉┋┆ﾘ ┬むむﾘ ┤┆むむ━ﾗす ぎひ┕┍ﾉ ┢┉ﾔ .そ┢むむ┏│┉ﾗす
 ┳ﾘ ゆる┟す ┘┏ﾝﾗす ほ┕┈ﾗけ よす┢ヱﾞむむﾎ┕ﾈ ┶むむ━ﾒ┟す

 :┗┉┋┆ジす
   ┱ギ┤ﾘ ┖ﾖ┤ﾗす ら┓ﾔ まなる« :┱┏ﾕる

┱ﾋけ ろに ┤┏ﾓ わ すな┕┆ﾈ »┯┏┄ﾉ ┱ﾚる«
:ゆ┵┉ﾛ そ┥┋ﾌ ┳ﾈ ちぬ┕ゴする

   ┱ギ┤ﾘ ┖ﾖ┤ﾗす らさ そ┤ﾛ┤ﾚ まなる
┱ﾋ┤ﾗす ┕┎ﾛけ わ┕ﾒすなる ┯┏┄ﾉ ┱ﾚる

:┤ﾒ┕━ﾗす ゆ┵┉ﾛ ぃ┷ﾙく┤ﾕ ひ┕┍ﾉ ┗┌ﾊ ┰ﾗ┣ﾖる
  ┱ﾘけ ┴ ぎ┃ﾌ »┱┏┌ﾋ ん┤ﾝ┾« ┘┋┉ﾔ«

»┱ﾙけ ┲ﾗ ┤ﾝ│ﾗす 》┵┋ﾔ き┕┉┋ﾗす ┶ﾗさ
 ┗┏ﾙく┤┉ﾗす ┗むむﾛ｠す ┬ﾘ ぎビﾈる ┠┻する ひ┕むむ┍ﾉ す┣ﾚる
 ┶┋ﾒ ら┕┆ﾞむむヮジす ¨する ┱┏┌ﾋ ┤ﾝ│ﾔ« :┗デ┤┊ﾗす

.»ら┵┈│ﾉ ┕ﾘ
 ┫┈┋ﾗ ┴ﾘす┢ヱﾞﾎす ┤ﾒ┕むむ━ﾗす ┶┋ﾒ ┣ﾍ┒ﾛ ┕ドる
 ┤┏ﾓ ┗┋┏┉ﾊ ┴┅┈┋ﾗす たき┕｀ﾔ  »┤┆むむ━ﾗす ┠ﾝﾕけ «
 ┴ﾗ┕┉ﾞﾙす らさ ┲ﾊ ぃろ┤┆むむ━ﾗす ┨┍ﾗす ┬ﾘ ┗ﾝﾎ┕┍ﾞﾘ
 ら┓ﾔ まなる :┱むむ┏ﾕる« ┴ﾞ┏ﾈ ┶ﾗさ ┤┆むむ━ﾗす ┮┾る ┳ﾘ



いっ

 わ┕┆┄┉┍ﾘ わ┕ﾜﾋ┕┈ﾘ わ》┕┉ﾞﾙす ら┕ﾖ »┱むむギ┤ﾘ ┖ﾖ┤ﾗす
  むﾈ ┶┌ヮﾛ ┕┌┏ﾔ ┬ﾕ┵ﾔ ぃ た┕┏ﾈけ ┳ﾘ ┴┉ﾝむむﾎ ┕┌ﾒ
 ┗┌┏ﾕ ┳ﾘ ┱┋┉ﾛ 》 す┣ﾚ ┳┊ﾗ »┨┋ヱﾞﾗす き┵むむﾎ«
 ┕┎ﾝ┏ﾖす┤ﾉる ┕ﾚぬ┵┾ ビﾈ き┶ﾝヱﾉ ┷むむﾞﾗす そ┢┏│┉ﾗす

 .そ┥┏┌ﾞﾘ ┗ﾛ┤┆ﾏ ┗ﾝﾚ┵ヅ わ す┤ﾒ┕ﾏ

┱┏┋ﾍ め┤ﾏけ – ┢┏━┍ﾗする ┮ﾎ┵ﾛ
 れ┵ﾞヮﾘ ┶ﾗさ ┶ﾕ┤ﾛ ろ┤┆ﾏ ぎ┨ﾙ よ┕ﾘけ ┕┍ﾚ ┳ヰﾙ
 そぬ┢┉ﾗす るけ ぬ┵│ﾗす ┗ﾓ┕┏┾ ┷ﾔ きす┵むむﾎ ぃ ゐゆ┕ﾒ ┷┍ﾔ
 ┳ ぎ┊デ ろ┣むむﾗす ろ┤┆むむ━ﾗす ┵ゲす ┷ﾔ ゆ┵ﾍ┢ﾗす ┶むむ┋ﾒ
 わ『ﾟ ゎド -┷ﾙく┤┉ﾗす ┨┍ﾗす りな┕┌ﾞﾒす ┲ﾓぬ – ┤ﾒ┕むむ━ﾗす
 ┴ ぎ│ﾙ ┬ﾘ ┷┋┊ﾗす よ┕ﾓ┢ﾙ》す ┳ﾘ -┮ﾎ┵ﾛ そぬ┵むむヮﾈ
 きす┢ﾞﾈす ┣┍┌ﾔ .わ『むむ┏┌ﾋ わ す┢ﾛ┢ﾋ わ す┤┆むむﾏ ┴ﾞﾓ┕┏┾る
 ┮ﾎ┵ﾛ そぬ┵むむﾎ ┬ﾘ ┤ﾒ┕むむ━ﾗす ぎひ┕┍ﾞﾛ そ┢┏│┉ﾗす

:┴ﾗ┵ﾕ す┣ﾚ ┗┋ﾟﾘけ ┳ﾘる ぃ┫┈┋ﾗする ┶┍┆ジす ┷ﾔ
┷ﾈけ- わ『┆ﾞ━ﾘ ら┕ﾖ ┱ﾚ«

┷ﾞ┇ﾗ ┶┎ﾞﾏす ビﾌ
.»┕┎ヮ┈ﾙ ┳ﾒ ┷ﾔ┤ﾌけ なるすぬる

 ┥ﾛ┥┆ﾗす ┗ﾋるね らけ ┷ﾔ める┤┆ﾘ ┷ﾙく┤┉ﾗす ┨むむ┍ﾗ┕ﾔ
 ┖┋ﾕ ┕┍ﾚ ┤ﾒ┕━ﾗす ぎ┳┊ﾗる ぃ┮ﾎ┵ﾛ ┕ﾙ┢┏ﾎ たなるすぬ
 ┳ﾘ そなるす┤ﾘ ┳ﾒ そ┤ぎﾝ┆ﾘる ┗┋┏┌ﾋ そぬ┵むむ│ﾈ ┶┍┆ジす
 ┕ﾙ┢┏むむﾎ ぎ┱ヰﾘ ┘ぎ┋ﾌ ┕┎ﾔる┤ﾌる ┗┇┋ﾗ┕ﾔ ぃ┤ﾍく ま┵ﾙ

.なるす┤ジす ┵ﾚ ら┕ﾖ せ┟する ┮ﾎ┵ﾛ
 す┣ﾚ ┷ﾔ ぎひ┕┍ﾞﾗす ┶むむ┋ﾒ れ┤ﾍ┟す ┗┋ﾟﾘ┟す ┳むむﾘる

:┤ﾒ┕━ﾗす ゆ┵ﾕ ┷┍┈ﾗす ろ┤┆━ﾗす ┨┍ﾗす
ぬ┵┍ﾗす な『ﾝﾗす ┴ﾋる ┶┋ﾒ する┤┏ﾗ す┵ﾘる┕┍ﾉ«

す┵ﾊ┢ヰ┏ﾗ るけ
たす┤┉ﾈ ┬ﾝﾎ ┳ﾒ
»┱ﾈ┕┍ﾎ ┩┆ﾈる

 ┕ﾛこぬ ┶ﾗさ ぎろぬ┕むむﾏさ ぎひ┕┍ﾉ ┰むむﾏ ┤┏ﾓ ┳ﾘ す┣むむﾚる

 たす┤┉ﾈ ┬ﾝﾎ れぬけ ┷ﾙさ« ┮ﾎ┵ﾛ そぬ┵ﾎ ┷ﾔ ┥ﾛ┥┆ﾗす
 ┥┏┌ﾞﾛ ┕むむ┃ﾛけ ┕┍ﾚる ぃ»め┕むむ｀ﾒ ┬ﾝむむﾎ ┳むむ┎┋ﾖ┑ﾛ
 :な┵│┉ジす ┶┍┆ジす ┖┋ﾕ ┶┋ﾒ ┴ﾉぬ┢ﾕ ┷ﾔ ┤ﾒ┕━ﾗす
 ┕┍ﾙ┕ﾐるけ ┤┏ﾍ ら┵ﾝﾕ┤ﾞﾛ ┳ﾛ┣ﾗす ┲ﾚ ┕┍ﾚ そ┕むむ┇┄ﾗ┕ﾔ

.り┵ﾝ┋ヮ┏ﾗ
 ┕むむﾚ┵ﾒ┢ﾙ  ┗むむﾕぎ『ﾍ ┗ﾛ┤┆むむﾏ ┗むむﾝﾚ┵ﾘ  り┣むむﾚ

.よ ぎ┢┉ﾞﾗする ぬす┤┌ﾞﾎ『ﾗ

┳ヮﾌ よ┕ヮﾈ ┳ヮﾌ – ┯┋ﾕ ┷┍ﾙさ ろな┵ﾒる
 ┗┋┏┌ゲす そ┢┏│┉ﾗす り┣むむﾚ ┷ﾔ ┤ﾒ┕むむ━ﾗす ┯ﾗ┑ﾞﾛ
 ┗┏ﾔ┕ﾕ よ┥むむﾞ┋ﾉ ┗ﾛな┵┌ﾒ ┕むむ┎┋┾け ┷ﾔ ┷むむﾚ ┷ﾞﾗす
 ┗ﾛ┤┆むむﾏ ┤┄むむﾎけ そぬ┵│ﾈ たき┕ﾋ ┕┎┍┊ﾗ ぃそ┢ﾌする
 ┴ﾞ┻ぬ┕┆ﾘ ┷むむﾔる ぃ┗ﾛな┵┌ﾒ ┘むむヮ┏ﾗる ┗むむ┏ﾗ┕ﾞﾞﾘ
 ぃ┗ﾕぎ『ﾍ そけ┤ﾋ ┘┏ヱﾈ ┢┌ﾌけ ┤ﾒ┕むむ━ﾗす そ┢┏│┉ﾗ
 ┗┏┍ﾔる ┗ﾗ┕┾け ┱むむ┉ﾛ 》 ろ┤┆むむﾏ ┨ﾙ ┕┎┍ﾒ ┚ﾞﾙ
 ┶ﾞﾌ ぃ┘┏ヱﾈ ┤ﾒ┕むむ━┋ﾗ )┷ﾗ ┯ﾔけ 》( そ┢┏│ﾕ ┳ﾒ
 『ﾔ わ『ﾘ┕ﾖ わ┕ﾛ┤┆ﾏ わ す┤┄ﾎ ┴┍ﾘ ┤┏┆ﾞむむヮﾛ ┕ﾘ┢┍ﾒ
 ぃ┴┏┋ﾒ ┢┺すね るけ ┨┍ﾗ┕ﾈ ┯│┋ﾘ ┴ﾙけ ┗ﾞﾝﾗす ┤┆むむ━ﾙ
 ぬ┵┈ﾙ 》 ┱ﾘ┕┊ﾞﾘ ┯むむﾎ┕┍ﾞﾘ ┚┏むむヮﾙ ┨┍ﾗす ┱ﾈ

:め『ﾞﾍす 》る ┴┏ﾔ
»┶ﾋな ら┵┃ﾓ ┷ﾔ わ┕ﾘ┵ガ するこ┕┻け ┕ジ«

す┵ﾕ┢┾ ┢ﾕ ┯━┆ﾗ┕ﾈ ┲┎ﾙけ ┘┍┉ﾛけ
 ┮ﾗ┕ヱﾛ ┶┍┆ヅ ┷ﾉ┑┏ﾎ ら┕ﾖ ┤ﾒ┕━ﾗす ┳ﾑけ 》る
 り┕┍┆ﾘ ┳ﾛ┵┊ﾉ ┷ﾔ ┯ﾈ┕ヮﾗす ゆる┟す ┤┆━ﾗす ┤┄ﾎ

.┴┏ﾗさ ┢│ﾕ ろ┣ﾗす
 ┗┏ﾙく┤┉ﾗす つに┕むむ┌┍ﾗす ぬ┕┃ヰﾞむむﾎす ┶┋ﾒ ┴むむﾉぬ┢ﾕ
 ぃ┨┍ﾗす ┗むむﾘ┢ザ ┗┈ ぎﾑ┵ﾘる ┗むむヰ┻する ┗むむ┏ﾊす┤ﾞﾗする
 ┕ﾙ┢┏ﾎ ┗┏│ヱﾏ ダ┤┊ﾗす らく┤┉ﾗす ┳ﾘ ┶ﾒ┢ﾞﾎ┕ﾔ
 .ら┵ﾒ┤ﾔ ┗むむ┏ﾓ┕┄ﾗする ぃよ『むむヮﾗす ┴むむ┏┋ﾒ ┶むむﾎ┵ﾘ
 ┷┋ﾚ┕ゲす ┤ﾒ┕むむ━ﾗす   ちす┤むむﾞﾗす ┳むむﾘ ┤┃ヰﾞむむﾎする
 ┗┆┺┕┃ﾗす ┦むむﾗ┢ﾙ┟す た┤むむ┃ﾌ ┰ﾗ┣ﾖる ぃそ┤むむﾞ┍ﾒ

    .┴│ﾙ ┷ﾔ て┵┻┵ﾈ



いあ

 ┤┏ﾍ┟す ┱┏ﾌ┤ﾗす ぬ┕┅ﾞﾙす ┷ﾔ
る┤┌ﾒ ┢┏ペす ┢ﾝﾒ よ┕│ﾒ

 ┳ﾚに ┶ﾗさ ろ┤┆むむ━ﾗす ┨むむ┍ﾗす す┣ﾚ ┷ﾒ┢ﾞむむヮﾛ
 ┷ﾈけ ┕┏┋ﾛさ ┤┆むむﾏ ゆる┟す  り┤┄むむヮﾈ すわき┢むむﾈ しぬ┕むむ┉ﾗす
 ┗┈むむヮ┋┈ﾗす り┣┎ﾈ ぃらす┤ﾝﾋ ┱┏┋ﾍ らす┤ﾝﾋる ┷┻┕ﾘ
 ┷むむ┈ヱﾉ ┷むむﾞﾗす そ┕むむ┏ゴす ┲むむ┎ﾔ ┷むむﾔ ┗むむ┉┏┌┆ﾗす
 ┖┆│ﾗす ┳むむﾘ ┦むむ┏ﾗ ┗┏ﾘこ┕むむ━ﾉ ┕むむﾚ┕ﾛ┕┍ﾊ ビむむﾈ
 ┳┌ﾔ えり┢┍ﾒ ┮ﾕ┵ﾞﾗす ┯ヰﾞヮﾛ ┨ﾙ .┕┎ﾔ┕━ﾞﾖす
 ┬ﾐ┕┉ジす ┷ﾔ ┱┉ﾞ┍ﾛ らけ ま┕┄ﾞﾎす ┱┊━ﾗす ┗┏ﾌ┕ﾙ
 ろ┣ﾗす ┶┍┆ジする ┖ﾎ┕┍ﾞﾛ ┕ヅ きす┤ﾗす め┤ヰﾈ ┗ﾛ┤┆━ﾗす
 るす┵ﾗす め┤ﾌ き┕ﾋ ゆる┟す ┬┄┉ジす ┷┈ﾔ ぃ┴┏ﾗさ ┢│┉ﾛ
 ┤┏ﾓ ろ┤┺す┢ﾗす ぬる┤ヮﾗす す┣ﾚ ┶ﾗさ す┤┏━ﾘ きす┤ﾗす ┱ﾝﾕ
 ┕ヅ ┕┎ﾞﾛ┤┺す┢ﾈ ┕┍ ぎ┌┃ﾉ ┷ﾞﾗす ぬ┵ﾝ┉ﾗす ┶ﾗさる ぃ┲むむ┺す┢ﾗす
 ┷ﾙ┕ﾟﾗす ┬┄┉ジす ┷ﾔ ┕ﾘけ .ぬする┢ﾗ┕ﾈ ┤┆むむ━ﾙ ┕┍┋┆｀ﾛ
 ┷ﾌ┵ﾞﾗ ┕┎ﾞ┉ﾝむむﾎ ┷ﾞﾗす  ┮ﾗ┟┕ﾈ きす┤ﾗす た┢むむﾞﾘ┕ﾔ
 ┘ﾕる ┑｀┋ﾘる ┕ わﾍけ ら┵┊ﾛ ┢ﾕ ぬ┕ゲす す┣┎ﾔ ぃなす┢ﾞﾘ》┕ﾈ
 ┬ヮﾞﾉ ぬすな ┶ﾗさ た┤┏┇ﾞﾔ ┤ﾝ┉ﾗす ┗ﾗ》な ┕ﾘけ ぃ┗ﾋ┕ゴす
 ぬ┕┍ﾗす ┰ﾗ┣ﾖる ぃき┕━ﾛ ┕┌ﾖ ┕┎ヰ┏ﾝﾞヮﾛ ┤ﾒ┕むむ━┋ﾗ

.き┷ﾏ ┶┋ﾒ ┷┉ﾝﾉ 》 ┷ﾞﾗす そ┢ﾞ┌ジす
.┤┏ヱﾈ └ﾝ┍ﾉ ┗ﾛ┤┆ﾏ ┗ﾝﾚ┵ﾘ り┣ﾚ

       
た┕┏ﾌ┢ﾗす ┢┌ヰﾘ – ら┵┊ﾎ

 ┕┎ﾙす┵┍┆ﾗ ┗ﾕぬ┕┈ジす »ら┵┊むむﾎ« そ┢┏│ﾕ ぎ┚┃ﾉ
 ┱┌ﾋけ ┷ﾚ ぬ┵┾ ビﾈ ゆ┕┉ﾞﾙ》する つ┵┌ﾞﾗする ┗ﾖ┤ゴ┕ﾈ
 ┕ﾚ┕┏ヰﾛ ┗むむ┾┕ﾍ ┗ﾗ┕ﾌ ┳むむﾒ ┤ﾝ┆ﾉる ぃら┵むむ┊ﾉ ┕むむﾘ
 ぬ┵│ﾗす ┳ﾘ ┯ﾔ┢ﾗす す┣むむ┎ﾈ ┕┎┍ﾒ ┤ﾝ┆ﾛる ┤ﾒ┕むむ━ﾗす
 ┕┎┍┊ﾗ ┕┍ﾒ ┗むむﾝﾛ┤ﾓ ┘むむヮ┏ﾗ ┖┏ﾖす┤ﾞﾈ ┗┈ぎ┋┇ジす
 ┕ﾚ┤┾┕┍ﾒ ┢┉ﾒ へ┤ﾔ らるな – ┕┎ﾒ┵┌｀ヅ ┱┊━ﾉ
 ┴ﾗ け┤┉ﾙ ┢ﾕ ┤ﾒ┕━ﾈ ┤ ぎ━ﾝﾛ ┕ わ` ┻┕ﾙ ┕£ﾛ┤┆ﾏ ┕ £│ﾙ –
 たするな┟す ┱┌ﾞ┊ﾘ ┕£ﾛ┤┆ﾏ ┕ わﾋ┕ﾞﾙ よ┕ﾛ┟す ┱ﾝ┉ﾘ ┷ﾔ
 ひ┵│┍ﾗ ┕わﾕぬ┕┈ﾘる ぃ┗┏ﾌ┵ジす た》》┢むむﾗ┕ﾈ ┕ わ┌ﾌな┥ﾘ

.┤┆ﾏ ┕┎ﾙけ ┷ﾒ┢ﾉ

 ┑ ぎ┏ﾚ ┴むむﾙけ てぎ┤┾ ┗むむﾛす┢ﾝﾗす ┣むむ┍ﾘ ┤ﾒ┕むむ━ﾗす ぎら┟る
 ┷ﾔ わ『ﾘ┕ﾌ ┕┎┺┕┉┋ﾗ ぎ┢┆ﾞむむﾎする ┴ﾞﾈ┵ﾝボ ┴むむヮ┈ﾙ
 ┲┋むむヮﾉ ┷ﾞﾗす ゆ┥┇ﾗする ┖ゴす ┤ﾒ┕むむ━ﾘ ┱ﾖ りぬ┢┾
 ┴ﾉ┢┏│ﾕ ┘ﾙ┕┊ﾔ ぃゆ》な るけ ┬むむぎ┍ベ らるな ┕ﾚな┕┏ﾕ ┴むむﾗ
 えき┷むむ━ﾈ ┴┏┋ﾒ ┱ヱﾝﾛ ┲ﾗ ┷ﾞﾗす ┗ﾈ┵ﾝボす り┣ﾚ ┷ﾚ
 》け ぃ┱┌ﾋけ 》る ろ┤┆むむﾏ ┨┍ﾈ き┕┄┆ﾗす ┴むむﾞﾗな┕ﾝﾔ

:ゆ┵┉ﾛ りす┤ﾉ

す わ┢ ぎ┏ﾋ ┷ヮ┈ﾙ た┑ぎ┏ﾚ 
┷ﾉ┢┏│┉ﾗ

 た┤ヮﾖ ┠ﾝ│ﾗす ┷ﾔ
┕┎ﾜﾋ┕ﾔけ ┷ﾖ ┕ﾛす┤ジす 

....             
┰ﾗ┣ﾖ ┷ﾗ ┷ﾚ た┑ぎ┏┎ﾉる

┴ﾞﾒ┕ﾞﾈす ┕わﾙ┕ﾞヮﾔ た┢ﾉぬする
)ろ┢┏ﾚす┤┈ﾗす( ┢┍ﾒ ┳ﾘ

.ら┵┏┆ﾗす ┘┋ヰﾖる

 ┴┏┄ﾒ ┢┌ヰﾘ – きす┵むむむﾍ
 ┕┍ﾗ ┤┎┅ﾉ ┗│┉ﾗす り┣むむ┎ﾗ ┗┏┉┏┉ゴす ┗むむﾛす┢ﾝﾗす
 ┢┆ﾈ ┗ﾔ┢┾ ┕┍┋ﾈ┕┉ﾉ ぃ┗ﾌぬ┕ﾝﾗす« :┖ﾉ┕┊ﾗす ゆ┵ﾕ ┳ﾘ
 たき┕ﾋ ┢ﾕる ぃ»き┕┉┋ﾗす せ┕ﾝﾎけ ┴┏ﾔ ┘┆┄┉ﾙす ┳ﾘね
 ┕┌ﾔ ぃ┗むむ ぎ│┉ﾗす ┳ﾘ ビむむﾉ┤┉ﾔ ┢┆ﾈ ┗むむ┋┌ゲす り┣ﾚ
 ┗ぎ┏ﾖに ┗ぎﾛな┤むむﾎ ┗┏┍┉ﾞﾈる ┖ﾉ┕┊ﾗす らけ ┕┍ﾚ り┢│ﾕけ
 ぎ┖ヰﾛ ┳ヅ ┴┆┌ﾋ ゐふ┕ﾘ ┳ﾘね ちす┢ﾌけ ┕┍ﾗ ┱むむ┌ ゎ`ﾛ
 ┕┍┆┋┄ﾛ ┲むむﾊ .┴ﾙ『┆┈ﾛ ┕ﾙ┕ﾖ ┕むむﾘ ┕┍┏┋ﾒ な┤むむヮﾛる
 そな┵ﾒる ┕むむ┌┎ﾕす┤ﾞﾔす ┶むむ┋ﾒ ┗┉ﾈ┕むむヮﾗす ┗むむ┋┌ゲ┕ﾈ
 ろ┣ﾗす ┘ﾚ┕ﾝﾗす き┕むむ┉┋ﾗす ┴むむ┍┊ﾗ ぃ┕┌┎┍┏ﾈ き┕むむ┉┋ﾗす
 ┰ﾗに ┷ﾔ ┗┉ﾈ┕むむヮﾗす ┲┎ﾉすき┕┉ﾗ そぬす┤ﾌ ┱むむ┌ヰﾛ 》
 ┕┌┎ﾒ┕┌ﾞﾋす ┶むむ┋ﾒ わ す┢ﾚ┕むむﾏ ら┕ﾖ ろ┣ﾗす ┶┎┉ジす

.┕┌┎ﾝﾌる



いい

 ┗┏ﾈ┤ﾞﾗす ┗│ﾌ き┢ﾈ ┱ﾝﾕ« :┗むむﾛす┢ﾝﾗす ┷ﾔ ┖ﾉ┕┊ﾗす
 のるぬ┢ﾗす ┗┏┉ﾝﾖ ┕むむ┎ﾚ┤ﾖけ ┘┍ﾖ ┷むむﾞﾗす ┗┏┍┈ﾗす
 す┣ﾚ らけ ┬むむﾕ┵ﾞﾛ きれぬ┕むむﾕ ろ┑ﾔ ぃ»ゆ┕むむゴす ┗むむ┆┏ﾝ┄ﾈ
 ┪┉ﾔ ┗┏┍┈ﾗす ┗むむ┏ﾈ┤ﾞﾗす ┗むむ│ﾌ り┤┊ﾛ ┖むむﾗ┕┄ﾗす
 ┤ヮﾖ ┕ﾘ ら┕ﾒ┤ﾎ ┴┍┊ﾗ ぃれ┤ﾍ┟す のるぬ┢ﾗす ┖ヰﾛる
 のるぬ┢ﾗす ┳ﾘ ぎ┕ぎﾛけ ぎ┖むむヰﾛ 》 ┴ﾙ┑ﾈ ┴ﾜﾋ┕┈ﾛる ┴┆ﾕ┵ﾉ

.┨│ゴする

┤ﾛ┢ﾈ ┕ﾙ┵ﾎ – ┷┋ﾍすな ┥ﾋ┕ﾌ
 らけ ┳┅ﾛ わ す┥むむﾋ┕ﾌ ┴┋ﾍすな ┷ﾔ ┷むむ┈ヱﾛ ┕┍ﾘ ┹┱ﾖ
 ┩┆ﾈ ┷ﾔ ┕┍ﾙけ 》さ ぃりねる┕グる り┤むむヮﾖ ┖┆│ﾗす ┳ﾘ
 り┣ﾚ ┤むむヮﾖ ┷ﾔ ┗ﾒ┕｀むむ━ﾗす ┰┋ﾞヂ ┢ﾕ ┮ﾕす┵ジす
 ┮┆┻け ┕┎┋┾け ┷ﾔ ┷ﾚる ┕┍┍┊ヮﾉ ┷ﾞﾗす ┥ﾋす┵ゴす
.┕┎ﾉ┕┏┄┆ﾘ ┱┊ﾈ そ┕┏ゴす ビﾈる ┕┍┍┏ﾈ ┮┉ﾉ らけ ┳ﾘ

 しぬ┕むむ┉┋ﾗ ┴むむﾗ┕│ﾛさ ┗むむﾝﾉ┕┊ﾗす たなすぬけ ┕むむﾘ す┣むむﾚ
 ┴ﾙけ ┳ﾑ ろ┣ﾗす ら┕ﾙ┢┆ﾔ え┢┏ﾋ ┷││ﾕ せ┵┋ﾎ┑ﾈ
 ぃ┳ﾘね ┣┍ﾘ り┢むむﾛ┤ﾛ ┕ﾜ┏むむﾏ ┯┉ヰﾛ ┴ﾞﾋるね せ┤┃ﾈ
 せ┤┻ ┴ﾜ┈┄ﾛ 》 わ┕むむﾝ┃ﾓ ┴むむヮ┈ﾙ ┷ﾔ らけ ┳むむ┉ﾛけ
 ┷ﾞﾗす ┱┏ﾊ┕┌ﾞﾗす り┣ﾚ よ┢┎ﾛ ら┕ﾖ ┱ﾈ ぃ┗ﾋる┥ﾗす り┣ﾚ

.┲┏━┎ﾞﾗする ┤┏ヮ┊ﾞﾗす ┶┋ﾒ ┗┏│ﾒ ┕┎┍┅ﾙ
 ┗ﾈぬ┢ﾗす ┳ﾘ ┢ﾛ┥ジ ┕┎┆┃ヱﾙる ┗ﾝﾉ┕┊ﾗす ┬｀━ﾙ
 ┤ﾝﾖけ そ┵┉ﾈ ┱┾す┵ﾉ ┶ﾞﾌ ┨│┉ﾗす ┗ﾈ┕ﾞﾖ ┶むむ┋ﾒ
 そ┤┏│┉ﾗす ┗│┉ﾗす ┗ﾌ┕ﾎ ┷ﾔ わ┕ﾙ┕┊ﾘ ┕┎ﾗ └┏┎ﾉ

.わ す┢ﾋ

 ┗┋ﾟﾘ┟す ┳ﾘる ぃそ┤ ぎﾝ┆ﾘ ┗ﾛ┤┆ﾏ ┗┇┋ﾈ ろ┤ﾟﾙ ┨ﾙ
:┴ﾗ┵ﾕ ┗ﾛ┤┆━ﾗす り┣ﾚ ┶┋ﾒ

 ┕┍むむﾎす┵ﾌ ┘むむヮﾘ》 ぃ┤ﾍ｠す ┳ﾘ ┕┍ﾘ ぎ┱ﾖ ┕ﾙなる -
.┕┍┏┋ﾖ ぬ┕┍ﾈ ┕┍ﾛ┵ﾞﾖする ぃ┕┍ﾙ┵｀ﾏ

 き┕┉┋ﾗす ┷ﾒするな ┘むむゴける ぃ┴┏ﾔ ┕ヅ ┴むむﾋる ┱ﾖ ぎ┙ﾈ
.┤┏ﾊ┟す て┵ﾝﾗす ら┕┊ヅ

 ┗│ﾕ ┴むむﾙ┑ﾈ ぎ┨むむ┍ﾗす す┣むむﾚ ┮むむ┏┍│ﾉ ┳むむ┊デる
 た┤ﾝﾒる ┤┻┕ゴする ┷┻┕ジす ┘むむ┈ぎむﾟﾖ わ す┢ﾋ そ┤┏│ﾕ
 らけ ┘ﾒ┕┄ﾞﾎす ┕┎┍┊ﾗ そなる┢┆ﾘ ┤┄ﾎ┑ﾈ ┕┌┎┍ﾒ
 ┕ﾘ ┶┋ﾒ ┴┆┋┄ﾉる ちす┢ﾌ┟す ┷ﾔ ┷┉┋ﾞジす や┤むむ━ﾉ

.┱┉ゎﾛ ┲ﾗ

そぬる┕━ﾘ ら┕┌ﾟﾒ – ┗┏ﾈ┕ヰﾎ た『┏┊━ﾉ
 ら┕┌ﾟ┆ﾗ ┗┏ﾈ┕ヰむむﾎ た『┏┊むむ━ﾉ ┗むむ│ﾕ ┷むむﾔ
 ぎ┨ﾙ よ┕むむﾘけ ┕むむ┍ﾙさ ゆ┵むむ┉ﾗす ┬┏┄ﾞむむヮﾙ そぬる┕むむ━ﾘ
 ┱┊━ﾛる ぃ┗┏┍┈ﾗす ┴ﾉするなけ ┰┋ﾞデ ひ┕┉ﾗ ┷││ﾕ
 ┳ﾒ き┶ﾝ┍ﾉ そぬ┢ﾕる そ┥┏┌ﾞﾘ ┗むむ┏ﾔ┤ヰﾈ ┴ ぎ│ﾙ ┕┎┏ﾔ
 ┱ﾕ┑ﾈ ┕┎┍ﾒ ┤ﾝ┆ﾛる ┴ﾉ┤┊ﾔ み┵│ﾛ ぃ┷┉┏┉ﾌ ら┕ぎ┍ﾔ
 ┗┏ﾌ┵ジす た》》┢むむﾗ┕ﾈ き『ﾞﾘす ┕むむﾚ┤ﾟﾖける たすぬ┕むむﾝ┆ﾗす
 ┴ﾞﾈ┤グ ┖むむﾉ┕┊ﾗす やぬ┕むむ━ﾛ きれぬ┕┉ﾗす ┱┆グ ┷むむﾞﾗす

.り┢│┉ﾘる
 ┬ﾕする ┢┾┤ﾛ らけ ┴むむﾞ│ﾕ ┷むむﾔ ┖ﾉ┕┊ﾗす ゆる┕むむヰﾛ
 め『ﾞﾍす ┳ﾘ ┚ﾞ┍ﾛ ┕ﾘる ┴ﾉ┕┉ﾝﾐ め『ﾞﾍ┕ﾈ ┬┌ﾞペす
 め『ﾞﾍ》す ┶ﾞﾌる ┧┏┆ﾗす ┗┉ﾛ┤ﾐる ┤┏┊┈ﾞﾗす ┷ﾔ
 ぬ┵ ぎ│ﾔ ぃた┕┉ﾝ┄ﾗす り┣ﾚ ビﾈ よ『ﾌ┟する ゆ┕ﾘ｠す ┷むむﾔ
 ┤┉ﾞ┈ﾉ ┷ﾞﾗす ┗ﾕ┵ヰヮジす ┗┉ﾝ┄ﾗす ┳┌┻ ┴ヮ┈ﾙ
 たすに ら┵┊ﾉ 》 ┢むむﾕ ┷ﾞﾗす き┕┏むむﾏ┟す ┳ﾘ ┤┏ﾟﾖ ┶むむﾗさ
 ┗ﾜ┈ﾗす -ゆ┕むむ┈ﾐ┟す ┢┍ﾒ ┕┎┍┊ﾗ ぃそ┤むむ┏ﾝﾖ ┗┏┌ﾚけ
 ┱むむﾘ┟す ┱┊むむ━ﾉ 》る ┖むむﾉ┕┊ﾗす ┕むむ┎┻┤ﾒ ┷むむﾞﾗす

.┶┇ﾞﾝジする
 ゆ┵ﾕ ┗│┉ﾗす ┷むむﾔ ┗┋┏┌ゲす た┕むむﾕぬ┕┈ジす ┳むむﾘる

┤ﾛ┤ギ ┗ﾜ┏ﾚ ┵┃ﾒ *
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 ┯ﾐ┕┍ジす ┰┋ﾉ ┬┉ﾉ ┗┏ﾗ┕┏ザす ┲ﾗす┵┆ﾗす ┰┋ﾉ ┷むむﾔ
 ┗む┋むﾛ┕む┌ﾞﾘ ぬ┕｀むﾏ┟す ┢む┎┍ﾞﾉ ┙む┏ﾌ ┗ﾈ『むむザす
 ┳ﾘ ┱ﾎ『ヮﾖ ┗┏ﾔ┕│ﾗす き┕ジす ゆるす┢ﾋ せ┕ヮ┍ﾉ る
 ┯ﾝ┆ﾗす ┲┏ヮ┍┋ﾗ ┲┏ﾙす┤ﾉ そ┢━┍ﾘ ┷ﾔ┕│ﾗす ぬ┵┋ﾝﾗす
 ┷ﾔ ┶むむﾏ『ﾞﾉ らけ ┙ﾝ┋ﾉ ┕ﾘ ┷ﾞﾗす ぬ┵ﾚ┥ﾗす ┗むむヰ┺す┤ﾈ
 ら┕┊ﾘ ┬ﾝ┉ﾛ え┯ﾐ┕┍ジす ┰┋ﾉ ┳ﾒ す┢┏┆ﾈ .┤ヰﾝﾗす ┗ﾕぬね
 き┕┌ヮﾗす ぬ┕｀ﾏ┟す ┴┏ﾔ ┯ﾙ┕┆ﾉ ┩ﾘ┕ﾓ る ┮┏ヱﾘ
 ふ┵┌┇ﾗす る ┘┌│ﾗす ┙┏ﾌ ぃき┕┈｀┆ﾗす ┕┎ﾒる┣｀ﾈ
 ┤ﾒ┕━ﾘ ┗┋┏┉ﾟﾗす ┴ﾗ『ﾑ ゆ『ﾍ ┳ﾘ ┷┉┋ﾛ ┲┎ﾝジす
                                 .た┵ジす る ┶ﾎ┟す る ら┥ゴす ┳ﾘ

 す┣ﾚ ┷ﾔ よこ┕むむ━ﾞﾗす ┶むむ┋ﾒ ┙┆ﾝﾛ ┕むむﾘ ┤むむﾟﾖけ る
 たすに つす┤ﾈ┑ﾈ  そ┤┏ﾝﾖ きすな┵むむﾎ ┗┆┋ﾕ ┲ﾞ┆ジす ら┕┊ジす
 ┢ﾕ ┘ﾙ┕ﾖ そ┤むむﾘ┢ﾘ る ┗ﾘ┢┎ﾘ ┗ﾕるぬけ る た┕ﾔ┤むむﾏ
 ┖ﾙ┕ﾋ ┶ﾗす  ┷┄ﾝﾕ ろぬ┕┌┆ﾘ せ┵┋むむﾎ┑ﾈ ┘┌┌┾

.┗┍ﾎ｠す  そ┢ﾖす┤ﾗす り┕┏ジ┕ﾈ ┩┏┈ﾛ も┢┍ﾍ
 れ┢ﾌさ ┷ﾔ .ま┥┈ジす ┲┏┋ﾕ】す ┰ﾗに ぃ┴ﾔ┤ﾒけ ┘むむ┍ﾖ
 ┱┏┉ﾊ ┱┌ﾌ ┤┏ﾙ ┘ギ てねぬけ る 『┌ﾊ ┘┍ﾖ ┷むむﾗ┕┏┋ﾗす

 ┕ヰﾙ┤ﾞﾘ ┤┏むむﾎけ ┘┍ﾖ ぃ┷むむﾎ┐ジす る らす┥むむﾌ┟す ┳むむﾘ
 .┗ﾛ┤ヰﾈ ┗┏┍ﾓけ ま┕┉ﾛさ ┶┋ﾒ ┪ﾝヱﾞﾛ ダ┢ﾕ せぬ┕┉ﾖ
 ぃ┤┏┇│ﾗす よ┕┉ジす ┶┋ﾒ ┕┎┏┍ﾓけ ┷ﾞ┏┍ﾓけ ┰┋ﾉ ┘ﾙ┕ﾖ
 ぃ┗ﾛ┤ﾊ┵ﾗ ┗┏┍ﾓ┑ﾖ ┗┍ﾛ┥ﾌ ┗むむ┏┺┕ﾙ ┗ﾛ┤ﾕ ┳ﾒ ┗┏┍ﾓけ
 る ら┥ゴす ┗│ﾕ ぃそ┤┏ﾝﾖ そ┕ﾙ┕┆ﾘ ┗│ﾕ ┷┊ギ ┗┺な┕ﾚ
 ┗┋┏ﾗ たすにる .た┕ﾈ┕┇ﾗす る ゆ┕むﾝゲす ┗│ﾕ ..ビ┍むむむゴす
 た┢ﾋる .┤┏ﾝﾖ ま┥┈ﾈ た┤┆ﾏ き┶ﾋ┕┈ﾘ ┱┊━ﾈ る
 ┦┏ﾗ ┗┏ﾗ┕ﾍ ┗ﾗ┕┾ ┘┋ﾍな ぃ┗┆┋┉ﾗす よ┕ﾘけ ┷ヮ┈ﾙ
 ┶┉┋ﾘ て┕むむ┍ゲす ┲むむ━┎ﾘ ┤┉┾ ゆ┕ﾟベ 》さ す┕むむ┎┏ﾔ

.ふぬ┟す ┶┋ﾒ
 りぬ┵┍ﾈ ┷┉┋ﾛ ┤むむ┌┉ﾗす れぬ┟ そ┣ﾔ┕┍ﾗす ┳むむﾘ た┤┅ﾙ
 もな┕┍ザす ┰┋ﾉ ┷ﾔ ぃ┤むむ┈┉ジす ┮ﾛ┤ﾗす ┶┋ﾒ ┷┈┏┄ﾗす
 ┙┆ﾝ┍ﾉ ┷ﾞﾗす ┗┍むむﾎ｠す り┕┏ジす ┕┎┏ﾔ ┘ﾋ┕ﾘ ┷むむﾞﾗす

.┗┍ﾞﾙ ┠┺するぬ ┕┎┍ﾘ
 ┗むむﾏ┕┆ﾉぬ┕ﾈ ┲｀┍ﾗ ┟【ﾞﾛ き┕┌むむヮﾗす ┷ﾔ や┕┍ﾚ
 ┖┎ﾗ ┗┍ヮﾗけ つ┵ベ ┢┏┆ﾝﾗす れ┢ジす ┷ﾔ る .┗┃ﾘ┕ﾓ
 ┗ﾚな┤ﾗす ┷ﾔ る .┗むむ┏ﾉ┕ﾒ ┠ﾛぬ ┱┆┈ﾈ そ┢┉ﾞジす ぬ┕むむ┍ﾗす
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┕ﾍるぬ┕ﾈ ┵┏ﾈ : ┷ﾙ┕ﾝﾎ】す ┲┋┉ﾈ
*そ┢ﾏする┤ﾗす ┲ﾎ┕ﾕ ら┕デさ :┗┌ﾋ┤ﾉ

اأدب عامي
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 ┘ﾛるけ ┰ﾗに ┢┆ﾈ ぃきすな┵ﾎ ┤┺┕ﾞﾎ ゆ┢ヮ┍ﾉ ┗┆ﾎす┵ﾗす
 ┷ﾔ ビ┆ﾈ┕┉ﾗす は┤むむ┈ﾈ ┴ﾝむむﾏ┟す ┷┆｀┃ﾘ ┶むむﾗさ
 ┢ﾕ┵ﾘ ┳ﾘ 》さ ┗┏ﾗ┕ﾍ ┗ﾚな┤ﾗす ┘ﾙ┕ﾖ  ぃら┵｀むむヮﾗす
 ぃ┗ﾚな┤ﾗす ┖むむﾙす┵ﾋ たき┕┻け らす┤むむ┏ﾙ ┴┏ﾔ ┱┆ﾞむむ━ﾉ
 ┗ﾒ┕むむﾎ ┗ﾚな┤ﾗす らすぬ┢むむﾋ ┢ﾌけ ┶むむ┋ﾒ ┖むむ│ﾞ┍ﾉ る
 ┯━ﾉ な┵ﾎけ ┖むむ━ﾍ ┳ﾘ た┵ﾈ┕ﾞﾖ ┢ﾞベ ┗ﾕ『┌ﾒ
 ┯ﾝ┄ジす ┘┌│ﾗ┕ﾈ ┗むむ┋┉ﾟジす ┷ﾗ┕┏┋ﾗす ┷ﾔ ┕むむ┎ﾉ┕ﾕな

.そ┢ﾒ┵ﾞﾘ そぬ┣┍ﾘ
 ┢┆ﾈ -┷むむヮ┈┍ﾗ ぬ┤ﾖけ た┣ﾍけ -┢┏┆むむﾎ ┕ﾙけ ぃりく«
 す┢ﾈけ ┩┏┇ﾝﾗす ┷むむﾘな｠す た┵│ﾗす ┬┌むむﾎけ ┳ﾗ ら｠す

».す┢ﾈけ
 ┤┏ﾓ ┳ﾘ ┤むむﾉす┵ﾞﾉ ┗むむ┍ﾛ┥ゴす た┕ﾒ┕むむヮﾗす ┘むむﾙ┕ﾖ 
 ビﾙぬ ┱┌ギ ┗むむ━ﾌ┵ﾘ た┕ﾕな ゆ『ﾍ ┳むむﾘ ちす┤ﾞﾖす

.┗ﾒ┕ヮﾗす ら┢┆ﾘ
 ┶┋ﾒ た┤むむﾟﾒ ┢ﾕ ┘┍ﾖ そ┕むむ┏ゴす ┗┌ﾌね ┢むむ┆ﾈ る
 ┱┏┋ﾗす ┖むむﾒ┤ﾈ ┲むむ┆┍ﾉ ┷むむﾌるぬ たけ┢むむﾈ る ┗むむﾌす┤ﾗす
 た┕ﾌ┕ﾝ│ﾈ ┕┎ﾒ┕ﾞ┌ﾞむむﾎす ┳むむﾘ ┤むむﾟﾖけ ┧むむﾌ┵ジす

.き┕┃┏ﾝﾗす ┤｀┈ﾗす
 ┵┈┾ ぬ┢┊ﾛ き┷むむﾏ 》 きる┢┎ﾗ┕ﾈ ┲┆ﾙけ ┕むむﾙけ ら｠す
 ┶ﾗさ す┢┏ﾌる ┷むむﾉ┕┏ﾌ ┧┏ﾒ┑むむﾎ や┕┍ﾚ ぃ┷むむ━┏ﾒ
 ┖┋ﾕけ た┣ﾍけ ┤ﾛ┤ジす ┘┌│ﾗす ゆ『むむﾑ ┘ギ る ぃ┢ﾈ┟す
 ぃ┗┍┏┊むむヮﾗ┕ﾈ ┗┏むむ━ﾞ┍ﾘ てる┤むむﾈ ┤むむ┊┈ﾗす ┴むむﾋるけ
 》 る ┗ﾙ┵┍｀ﾘ ゆ┕ﾘく らるな ┳ﾘ ┮ﾛ┤ザす ┷ﾔ ┗むむ┋ﾌ┤ﾖ

.き┕┉┌ﾌ よ┕ﾚるけ
 ┤┏ﾓ ┳ﾘ ┤むむﾉす┵ﾞﾉ ┗┍ﾛ┥ゴす た┕ﾒ┕むむヮﾗす ┘むむﾙ┕ﾖ  
 ビﾙぬ ┱┌ギ ┗むむ━ﾌ┵ﾘ た┕ﾕな ゆ『ﾍ ┳むむﾘ ちす┤ﾞﾖす

.┗ﾒ┕ヮﾗす ら┢┆ﾘ
 ろるすな┵ヮﾗす ┵ゲす す┣ﾚ ┷ﾔ ┪┉ﾔ ┷┍ﾝヰ│ﾛ ら┕ﾖ

.まな┕┈┃ﾗす ┯┏┉ﾙ
 ┢むむ━ﾙけ す┣┊ﾚ .そ┢ﾌる ┷ﾔ ┧┏┆ﾉ ┕┃ﾛけ ┘むむﾙけ る

 や┕┍ﾚ ┦┏ﾗ ┰ﾜﾝヱﾘ ┯むむ┌ﾒ ┷ﾔ ぃ┱┏┋ﾗす せ┤むむ┄ﾘ
.┰ﾝ┋ﾕ た┕ﾈ┤┻ れ┢┾ れ┵ﾎ ┰ﾝ┏｀ﾛ ┳ﾘ

 ┤┏ﾓ ┳ﾘ ┤むむﾉす┵ﾞﾉ ┗┍ﾛ┥ゴす た┕ﾒ┕むむヮﾗす ┘むむﾙ┕ﾖ る
 ビﾙぬ ┱┌ギ ┗むむ━ﾌ┵ﾘ た┕ﾕな ゆ『ﾍ ┳むむﾘ ちす┤ﾞﾖす

.┗ﾒ┕ヮﾗす ら┢┆ﾘ
 ま┥┈ﾗ┕ﾈ た┤┆むむﾏ ら┵┊むむヮﾗす ┕ﾚ┒┋デ ┗┋┏ﾗ ┷ﾔ る
 ┲┎ﾝﾘ き┷むむﾏ ぃ┷ﾌるぬ ┶┋ﾒ ┲┏ﾍ ┲┎ﾝﾘ┤ﾘけ ┳ﾘ
 ┷ﾗ ┘ﾌ》 る .ろぬ┕┊ﾔけ ┥ﾚ ┤ヰﾝﾗす ┷ﾔ ┲┋ﾌ ┱むむ┅ﾖ
 ┧む┆ﾉ┤ﾉ ┙む┏ﾌ ┗┌む┋┅ジす き┕┌ヮﾗす そ┣ﾔ┕┍ﾗす ┳ﾘ
 ┗ﾛ┕┎ﾙ 》 ┗ﾛ┕┎ﾙ『ﾗす ┷ﾔ や┕┍ﾚ .よ┵むむ｀┍ﾗす ┮グ┤ﾉる
 ┗━ﾒぬ ┶ﾞﾌ 》 る ┗ﾍ┤┾ ┗ﾛけ ┬┌むむヮﾉ 》 な┵ﾋ┵ﾗす

.┗┌┋┅ジす ふぬ┟す ┰┋ﾉ ┷ﾔ そ┕┏ﾌ
 ┤┏ﾓ ┳ﾘ ┤むむﾉす┵ﾞﾉ ┗┍ﾛ┥ゴす た┕ﾒ┕むむヮﾗす ┘むむﾙ┕ﾖ る
 ビﾙぬ ┱┌ギ ┗むむ━ﾌ┵ﾘ た┕ﾕな ゆ『ﾍ ┳むむﾘ ちす┤ﾞﾖす

.┗ﾒ┕ヮﾗす ら┢┆ﾘ
 ぃら┵┊ヮﾗす .┬┌ヮﾛ き┷ﾏ 》 ぃら┕┆ﾘ┓ﾈ ┘┏┇┾け
 たけ┢ﾈ そ┑｀ﾔ る !き┷ﾏ ┱ﾖ ┶┋ﾒ ┲┏ヱﾛ ら┵┊ヮﾗす
 ┘ﾙ┕ﾖ ┷むむﾞﾗす ぬ┕｀むむﾏ【ﾗ ┱むむﾎ┵ﾉけ た┤┾ ぃろ┣ﾚけ
 ま┤┃ﾉけ ぃ┱┏┋ﾗす ┷ﾔ ┕┎ﾉす┢┏┎┍ﾉ ┷┍┉ﾔす┤ﾉ る ┢┎┍ﾞﾉ
 ビ┍┄ﾗ る ぃ┤｀むむ━ﾗす もすぬるけ ビﾈ ┲ﾞ┌ﾞﾉ ┷ﾞﾗす ┠ﾛ┤┋ﾗ
 ┯ﾛ┤┄ﾗす もすぬるけ ┶むむ┋ﾒ ┗むむ┋ﾐ┕┎ﾗす ┤┄ジす たす┤むむ┄ﾕ
 ┲ﾗ ┳ﾛ┣ﾗす の┕むむ┍ﾗす る き┕┏むむﾏ【ﾗ ┱┎ﾞﾈけ る ぃ┗むむﾔ┕ゲす
 な┵ﾎ┟す りきすなぬ ┬┋ヱﾛ らけ ┤┌┉ﾗす ┘ﾗ┑ﾎ る ぃ┷ﾙる┤｀┎ﾛ
 ビﾞ┍┏┊ヮジす ┷┍┏ﾒ ぃ┷┍┏ﾒ ┖ﾒす┢ﾛ る ぃ┷ﾎ┵┍ﾈ┟す

.┗┏┃┈ﾗす ┕┌┎ヰﾘ『ヅ た┵ジす ら┥ヰﾈ ビﾉぬ┢┊ジす
 ┤┏ﾓ ┠ﾛ┤ﾗす る ┤┄ジす る ┤┌┉ﾗす る ぬ┕｀ﾏ┟す ┘┏┉ﾈ る
 ┤┏ﾓ ┳ﾘ ┤ﾉす┵ﾞﾉ ┷ﾞﾗす ┗ﾒ┕むむヮﾗす ┘┈ﾕ┵ﾉ る .┗ﾜﾈ┕ﾒ

.┢ﾈ┟す ┶ﾗさ ビﾙ┤ﾗす ┳ﾒ ちす┤ﾞﾖす

┗┏ﾝ┍ﾋ┟す た┕┇┋ﾗす .や / ┗┏┆ﾘ┕ﾋ ┗ﾝﾗ┕ﾐ *
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たす┤┅┍ﾗす ┤ﾍく
 よ┕┌ゴす ┶むむﾗさ ┱ﾍな ぃぬす┵むむゲす ┷むむﾔ り┤┅┍ﾈ ゆ┕むむﾋ
 .┚ヮ┈┍ﾝﾗす ┗ヰ┺す┤ﾈ ┯ﾝ┆ﾛ ら┵ﾈ┕│ﾈ ┴ﾛ┢ﾛ ┱ ぎヮﾓる
 .┴┉┋ﾓけ らけ ┢┆ﾈ ぬ┵ﾝ┍│ﾗす ┳ﾘ ┤┄┉ﾉ り┕┏ジす ┘┏┉ﾈ
 ┖ﾙ┕ゲす ┶むむ┋ﾒ ┗┈むむ━┍ジす ┬┻るる ┴むむヮ┈ﾙ ┮┈ﾋ
 ┨ヱﾛ ┳デ┟す ┖ﾙ┕ゲす らさ にさ ┗ﾕ『┆ﾗす ┳ﾘ ┤むむヮﾛ┟す
 ま┕┌むむﾎ らるな ゆ┵ヰ┏ﾗ よ┕ ぎ┌ゴす せ┕ﾈ ┯むむ┋ﾓけ .┴ﾞﾋるね
 ┗ﾔ┤ﾓ ┶ﾗさ れ┤ﾍけ そぎ┤むむﾘ ┱ﾍな .り┕┏ジす たす┤┄ﾕ ┬むむﾕる
 ┗┏むむヮﾙ┤ﾔ らすなぬ┑ﾈ わ┕┈┏┅ﾙ わ┕│┏┌ﾕ れ┢むむﾉぬす ぃよ┵┍ﾗす
 もぬ┵ﾈ ┗┈┋ ぎ┇ﾘ らすぬ┢ゲす ┘ﾙ┕ﾖ .りぬすぬねけ ┯┋┇ﾛ ま┤むむﾏる
 つするねけ ┩┆ﾈ ぃた┕┏ﾒすぬる  そ┕ﾒぬ た┕ﾘ┵ﾎ┤ﾈ ┧ﾖぬ┥ﾘ
 ┗ﾌ┵ﾗ ┳ﾒ ┗ﾍ┵ヮ┍ﾘ ┗ﾌ┵ﾗ きすぬる ┶┈ﾞﾍす ら┕┏ﾒ┤ﾗす
 ぬ┕ﾐさ ┬┄┉ﾛ ┙┏ﾌ よ┕ﾘ┟す ┷ﾔる .┵ﾎ┕┊┏ﾝﾗ ビﾝボす
 そ┕ﾒ┤ﾗす ┩┆ﾈ ┬ﾝ┉ﾛ らすぬ┢ゲす もぬる ┳ﾘ わ すき┥ﾋ せ┕むむﾝﾗす
 ┖ﾞ┊ジす ┗ﾔ┤ﾓ ┶ﾗさ ┱ﾍな .┲┎ﾉ┕┉┏ﾔぬ らるな ┳ﾛ┢┏ﾌる
 ┗┌ヱ┃ﾗす ち┕ﾊ┟す ┗┆┄ﾕ ┷むむ┈ﾔ ぃ┴ﾘ┕ﾘけ ┮ﾕ┵ﾉる
 ┳ﾘ わ『┉ﾞむむヮﾘ わ┕ﾞ┏ﾈ ぬるぬ┕ﾋ ┱ﾖ ┢┆ゎﾛ り┣ﾚ ┶┍ﾝジ┕ﾖ

 ┕ﾉ┤┈ﾏ ろに┒ﾉ ┤ﾛぬす┵ゲす ┰┋ﾉ ┢ﾌけ ┱ﾍす┢ﾔ ぃき┕┏ﾏ┟す
 ┖ﾞ┊ﾗす ┢むむﾌけ ゆる┕┍ﾞﾗ り┢むむﾛ ┱ﾍ┢ﾛ ┳むむﾘ ┨むむ┉ジす
 やぎ┤ギ め┵ﾔ┤ﾗす ┢ﾌけ ┶┋ﾒる .┯むむ┌┆ﾗす ┷ﾔ ┗┆ﾈ┕┉ﾗす
 ふ┵┎┍ﾗす ┗ﾗる┕ヰﾘ ┕┎┌┺す┵ﾕ ┗むむヮ┺┕ﾛ き┕ヮ┈┍ﾍ
 ┕ﾚ┢ﾒ┕むむヮﾔ ぃ┕むむﾚ┤┎ﾑ ┶むむ┋ﾒ ┘むむ┆ﾕる らけ ┢むむ┆ﾈ
 ┗ﾒ┕ヮﾗす -ぬ┕むむﾎ ┲ﾊ ┳ﾘ ひ┕┾┤ﾗす ┲┋┉ﾈ ┗┆ﾔ┢ﾈ
 きす┤┌ゴす ┤┺┕ﾞむむヮﾗす たすに ┗むむﾚな┤ﾗす ┵ヰﾙ -┗むむ┆ﾈす┤ﾗす
 ┶ﾗさ ┦┌━ﾗす ┕┎ﾈ┤┃ﾉ ビﾌ ┗┈ヱﾈ ゆ┵ヰﾞﾉ ┷ﾞﾗす
 ぬす┢ﾞむむﾎす つ┤ポす ┶ﾗさ ┱┾る ビﾌる ぃろなぬ┵むむﾗす ら┵┋ﾗす
 ┕┌┎┏┋ﾒ ┤┎┅ﾛ ビ┋ﾈ┕┉ﾞﾘ ┳むむﾛ┢┆┉ﾘ ┶ﾗさ ┤┅ﾙる
 ゆ┥┍ジす ┳ﾘ つ┤ﾍ .┯┏┌ﾒ は┕┉ﾙ ┷ﾔ ら┕ﾕぬ┕ﾓ ┕┌┎ﾙけ
 ┳┊ﾗ ぃ┗ﾋぬな そ┤むむ━ﾒ ┦┌ﾍ ぎ┢ﾒ ぃつぬ┢ﾗす ┪むむﾝﾚ る
 そぎ┤ﾘ ┕ﾚ ぎ┢┆┏ﾗ な┵┆ﾛ らけ な┕ﾖ おそ┤━ﾒ ┬ﾈぬけ ┳┊ﾉ ┲ﾗけ
 き┷むむﾏ ろけ ┳┊ﾛ ┲ﾗ ぃ┴ ぎ┌┎ﾛ ┲ﾗ ┤ﾘ┟す ぎ┳┊ﾗ れ┤ﾍけ
 らけ ┱ﾝﾕる ぃろに┕むむボす ┮┏┾┤ﾗす ┶ﾗさ ┤ﾝﾒ .┗むむ┏┌ﾚけ すに
 そ┣ﾔ┕ﾙ ┶ﾗさ ┤┅ﾙ ┗ﾐ┤━ﾗす ┗┏┻┵┈ﾘ ┶ﾗさ ┴ﾋ┵ﾞﾛ
 ┗┏┉┋ﾞむむヮﾘ ┴ﾞﾋるね ┰ﾗ┕┍ﾚ ┘ﾙ┕ﾖ ┙┏ﾌ ぃ┴ﾗ┥┍ﾘ

          .┕┎ﾝ┋ﾕ ┷ﾔ ねる┤┇ﾘ ┤｀┍ザする

ق�ش�س

اأدب عامي

ビﾞ┍ﾋぬ┟す -た┤ﾝﾘさ ら┵ﾎぬ┢ﾙけ ┴┊ﾛ┤ﾙさ
*なす┢ゴす ┥ﾘすぬ :┗┌ﾋ┤ﾉ
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そぬ┵│ﾗす
 ビﾝﾉ ┱ヮ┆ﾗす ┤┎ﾏ き┕┍ﾊける ぃ》る┕ﾈる ┷デ┕ﾍ つる┥ﾉ
 ┖┏ﾝ┄ﾗす ┑ﾝ┍ﾉ ┕┌┊ﾔ .た┵ベ め┵ﾎ 》る┕ﾈ らけ ┕┌┎ﾗ
 ┖┋ﾐ .┤┎むむﾏ┟す ┳ﾘ ┱┏┋┉ﾗす ┕むむ┎ﾗ ┷┉ﾈ な┕┊むむﾗ┕ﾈ
 ┷ﾖ ┕ﾚ┤ﾛ┵│ﾞﾈ ┴むむﾗ ┠┌むむヮﾉ らけ ┕むむ┎┍ﾘ ┷むむデ┕ﾍ
 そ┤┊┈ﾗす た┢┆むむﾎ┑ﾔ ぃやすに ┕ﾚ┕ぎ┏ヰﾘ ゆ┕┌ﾋ ┢ぎ┋ヱﾛ
 ┷ﾔ ┦┌むむ━ﾗす ぬするな そぬ┣ﾈ まぬ┥ﾉ ┘ﾙ┕ﾖ ┷むむﾞﾗす 》る┕ﾈ
 ┕┎ﾉぬ┵┍ﾉ ┶むむ┋ﾒ ┨┏┾┟する ┘むむヮ┋｀ﾔ え┨むむ┏┾け

... ┲ﾊ ┳ﾘる ┘┌ヮﾝﾉる
!┰┏┋ﾖ

 ┷デ┕ﾍ よ┕ﾕ .┘むむ┏ﾔ┵ﾉ ┤┏│ﾕ ┳ﾘ┥ﾈ ┰ﾗに ┢むむ┆ﾈる
 ┴ﾋる ら┕┊ﾔ -┕むむ┎┄┉ﾞﾗす ┷ﾞﾗす そぬ┵むむ│ﾗす ┤┏ﾝ┊ﾞﾈ
 わ┕ﾋ┕ﾋねる わ すぬ┕ﾐさ ┕┎ﾗ ┬┻る ぃ -そ┤ﾚ┥ﾗ┕ﾖ わ『┏┌ﾋ 》る┕ﾈ

 .┤ﾛ┤ヮﾗす そ┢┃┍ﾘ ┶┋ﾒ ┕┎┆┻るる
 な┵ﾋる ┫ﾌ》 ぃ┫┉┏ﾞﾎす ビﾌ ぃよ┕ﾛ┟す ┢ﾌけ ┷ﾔる
 ┕ﾛ ┗ﾈ┵ﾐ┤ﾗす ┱┆┈ﾈけ ぃそぬ┵│ﾗす ┶┋ﾒ そ┤┏┇┾ ┗┆┉ﾈ
 ぃよ┕ﾛけ ┗ﾊ『ﾊ ┢┆ﾈる .わ┕ﾘ┕┌ﾞﾚす ┕ﾚ┤┆ﾛ ┲ﾗ ┴ぎ┍┊ﾗ おれ┤ﾉ
 ┱ﾈ ┖ヮヰﾔ そぬ┵│ﾗす ┶┋ﾒ ┗┆┉ﾈ ┦┏ﾗ おす┣ﾚ ┕ﾘ
 ぬ┵┆━ﾗす .そぬ┵│ﾗす ┱ﾍすな ┨┏┾┟す ┳ﾘ ね┤ﾈ ┲ﾒ┤ﾈ
 よ┕ﾛ┟す ┷ﾔ ┯┉ギ ┕ﾘ┢┍ﾒ め┵ﾍ ┶ﾗさ ゆ┵ギ ┗ﾈす┤┇ﾗ┕ﾈ
 ┱ﾖ ┷ﾔ .わ┕ﾘ┕ベ ┴┋ﾟﾘ ┗むむぎ┏ﾌ そぬ┵│ﾗす ら┑ﾈ ┗むむ┏ﾗ┕ﾞﾗす
 ┘ﾙ┕ﾖ .┕ﾘ わ す┤┏┇ﾉ ┫ヰ┋ﾛ ぃ┫┉┏ﾞヮﾛ ビﾌ ぃて┕ﾝ┾
 ┘ヰ┻け ┶ﾞﾌ ┘ヂる ┘ヂ ぃ┵┌┍ﾉ そぬ ぎ┵むむ│ジす ┗ﾞﾝ┍ﾗす

.》る┕ﾈ ┴ﾋる ┘┄ﾓ ┦┌ﾏ ぬするな そ┤ﾚね

┗┏ﾝ┍ﾋ┟す た┕┇┋ﾗす .や / ┷┆ﾘ┕ﾋ ┖ﾗ┕ﾐ *
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た┕ﾛ┕┈┍ﾗす ┗┋ﾎ
┕┏ﾙ┕ﾝﾎさ - ┙ﾛな ┵┏ﾉ┕ﾘ ┦ﾛ┵ﾗ

 ┗┆ﾝむむﾎ ぃ┤ﾛ┢┉ﾉ ┱ﾕけ ┶┋ﾒる ぃ┘むむﾛけぬ ┢ﾕ ┘むむ┍ﾖ 
 ┲むむﾚ┤┎┅ﾘ ┷むむﾌ┵ﾛ 》 ぃひ┕ヱむむﾏけ ┗むむ┏ﾙ┕┌ﾊ るけ
 た┕ﾛ┕┈┍ﾗす ┗┋ﾎ ┷ﾔ ┲┎ﾛ┢ﾛけ ら┵┋ﾍ┢ﾛ ぃ┲┎ﾗ┵ヮﾞﾈ
 ┮ﾕ┵ジす ┳ﾘ せ┤むむ┉ﾗ┕ﾈ ぃそぬ┕ﾙ】す そ┢むむ┌ﾒけ ┢ﾌけ せ┤ﾕ

.よ┵ﾛ ┱ﾖ ┷ﾉぬ┕┏ﾎ ┮┉ﾉ ┙┏ﾌ
 ぃ┢┉ゴす ┳ﾘ わ┕ﾒ┵ﾙ ┷ﾗ ┖ﾝﾎ わ┕┏ﾕ┵むむﾎ わ┕ﾊ┢ﾌ ら┕ﾖ
 ┗ジ┒ジす そぬ┵むむ│ﾗす ┰むむ┋ﾉ ┖┍グ ┖むむ┆│ﾗす ┳むむﾘ にさ
 ぃ┯┆┉┆ﾗす ぬ┵┏ﾐ ┱┺すに┤ﾖ の┕むむ┍ﾗす ┕┎┋┆ﾞ┈ﾛ ┷ﾞﾗす
 ┷ﾞﾗす そぬ┣┉ﾗす た┐ﾋ┕┈ジ┕ﾈ ┕ﾙ┤┊ﾔ ┕ﾘ すにさ ┨むむﾍ┟┕ﾈる

.┕┎ﾛ┵ﾞギ らけ た┕ﾛ┕┈┍ﾗす ┗┋ヮﾗ ┳┊デ
 ┰ﾗに ┷ﾔ ┕┆ﾕする ┷むむヮ┈ﾙ れぬけ らけ ┖┆│ﾗす ┳むむﾘ
 ┢┆ﾈる て┕ﾝ│ﾗす ┰ﾗに ┷ﾔ ┳┊ﾗる ぃき┷むむヮﾗす の┵┎ﾗす
 ┷ﾔ ┷ﾞﾋるね ビﾈる ┷┍┏ﾈ ぬすな ろ┣ﾗす ┖ﾒ┤ジす は┕むむ┉┍ﾗす
 ┩┌┇ﾛ ┲ﾗ ┴ﾝﾝむむヮﾈ ろ┣ﾗする ぃ┗┉ﾈ┕むむヮﾗす ┗┋┏┋ﾗす
 ぃ┷ﾝﾞ┊ﾘ ┶ﾗさ わ┕むむ┎｀ﾞﾘ ┘┍ﾖ ┕┌┍┏ﾈる ぃ┳むむ┈ﾋ ┷ﾗ
 ┢ﾛ┢ﾏ ┦┏ﾐ┕┍┇ジ┕ﾖ た┕ﾛ┕┈┍ﾗす ┗┋むむﾎ ┷┍ﾞﾈ┣ﾋ
 ろ┢ﾛ ┘┆┻る ┲ﾚ┢ﾌけ ┷┍┅ﾌ『ﾛ らけ ┱ﾝﾕる ぃそ┵┉ﾗす
 ┰ﾜﾗるけ  ┬ﾔな ろ┣ﾗす ┴ﾉすに ┯┌ﾌ┟す ぬす┤┉┋ﾗ ┕┆ﾝﾉ ┕┎┏ﾔ

.り┵┋┆ﾔ ┕ﾘ ┱┆ﾔ ┶ﾗさ ┷ﾙ┵┉ﾝﾎ ┳ﾛ┣ﾗす ┶┉┌ゴす
 ┘ﾙ┕ﾖ す┣┊ﾚ ┷ﾉ┕┏ﾌ ら┑ﾈ ┘┋ﾕ らさ わ┕┇ﾗ┕ﾝﾘ ら┵ﾖけ
 ┷ﾞﾗす そな┕ジす ┳ﾘ ┤ﾟﾖけ ┷むむﾚ そ┕┏ゴす ら┟ ぃた┤┏┇ﾉ ┢ﾕ
 ぃ┕┎ﾞ┎ﾋす┵ジ ┕ﾚ┣ヱﾞﾙ ┷ﾞﾗす ゆ┵┋ゴす ┳ﾘる ぃ┕┎┌ﾒ┢ﾉ
 ろ┤┅ﾙ ┗むむ┎ﾋる ┳ﾘ ぃき┷むむﾏ ┱ﾖ ┱むむﾝﾕ そ┕むむ┏ゴ┕ﾔ
 ┤ﾟﾖけ ┳ヰﾙ ┴ﾙ┵┊ﾙ ┕ヅ ぬ┵┆むむ━ﾗす ┷ﾚ  ぃ┗┆┻す┵ﾞジす
 らけ ┖｀ﾛる .┴むむ┏┋ﾒ ┱│ヰﾙ ろ┣むむﾗす ┤ﾛ┢┉ﾞﾗす ┳むむﾘ
 ┢ﾕ ┷ﾉ┕┏ﾌ ┷ﾔ き┕┏むむﾏ┟す ┳ﾘ わ す┤┏ﾟﾖ ら┑むむﾈ め┤ﾞﾒけ

  .┤ﾍく われ┤｀ﾘ た┣ヱﾉす
 ┘┋│┈ﾙする ぃわ す┤むむﾛ┢ﾕ ゆ┕むむ┌ﾒけ ┱むむﾋぬ ┘むむヰﾝ┾け
 ┘ﾛ┤ﾞむむﾏする ぃ┗┍ﾉ┕ﾔ ┗ﾈ┕むむﾏ ┘ﾋる┥ﾉる ┷ﾞﾋるね ┳ﾒ
 .┴ﾈ わ┕ﾙ┵┍｀ﾘ ┘むむ┍ﾖ ┕ジ┕ﾐ わ┕ﾞヱﾛる ┗むむ┆┺すぬ ┗ﾒぬ┥ﾘ
 ┤┆むむﾏ ┗ﾒすぬね ┗┏┋┌ﾒ ┘ﾛ┤ﾋけ ┷┍ﾙけ き┷むむﾏ ┲ﾚける
 ┷ﾉ┕┏ﾌ ┳ﾘ ┘ﾗねけ る す┤ヮﾛ┵ﾎ たすな┕┏ﾒ ┱┃ﾔけ ┷ﾔ
 ┗ﾛす┢ﾈ ┣┍ﾘ た┤むむ┎ﾑ ┷ﾞﾗす ┬┋│ﾗす そ┢┉ﾒ ┢むむﾈ【ﾗる

 .┷ﾈ┕ﾝﾏ
 ┳ﾘ ┕┎ﾞﾋ┤ﾍけ ┷むむﾞﾗす ┖┏│ﾙ┕┏ﾗす ┗むむﾕぬる ┘ﾙ┕ﾖ
 ┵ﾗ ┕┌ﾖ そ┢むむ┆｀ﾘる ┗ヱむむヮﾞﾘ た『┌┎ジす ┗┋むむﾎ
 ┘┆┄ﾞむむﾎす ┷┍┍┊ﾗる ┕ﾚ┑┏┉ﾉ ┢ﾕ ┲むむﾚ┢ﾌけ ら┕ﾖ
 す┣ﾚ り┕グ ね┥┉ﾞﾗ┕ﾈ ┤┆むむﾏけ 》ける ┷むむヮ┈ﾙ ┰ﾗ┕ベけ らけ

.な『┏ジす ┢┏ﾒ ┖┏│ﾙ┕ﾛ ┷ﾔ ┷ﾙ┤┅ﾞﾙす ろ┣ﾗす ┫ゴす

ق�ش�س

اأدب عامي

*┗ﾘ『ﾎ き┕┈┾ :┗┌ﾋ┤ﾉ
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めす┤ﾞﾒ『ﾗ そ┤┏│ﾕ ┗│ﾕ
ビﾞ┍ﾋぬ┟す - る┤┏┏ﾈ ゆ┵┏ﾙ┕ﾘ

 ぃら┵┏┍┏ﾈけ ┳むむﾘ せ┤┉ﾗ┕ﾈるぇぉゃぉ よ┕むむﾒ ┬むむ┏ﾈぬ ┷ﾔ
 ┘むむﾙ┵┊ﾗす ┴むむ┏┋┏ﾈぬるな らす┤むむﾞﾙ┵ﾓ ┢┏むむヮﾗす ┳むむ┆ﾐ
 ┷ﾔ る .┴┉┄┍ジす ┢┏むむﾎ ┵ﾚる ぃろる┤ﾔ┵┏ﾋ ┩┏┇ﾝﾗす
 ┢ﾕ ┘ﾙ┕ﾖ ┴ﾞﾋるね ら┟ わ すぬ┑ﾊ ┴┋ﾞﾕ ┴ﾙ┑ﾈ め┤ﾞﾒす ゆ┕ゴす

.┴┆ﾘ ┴ﾞﾙ┕ﾍ
 ┴ﾘす┢ﾒさ ┱むむﾝﾕ る ぃ┴┉┍ﾒ せ┤┃ﾈ ┴むむ┏┋ﾒ ┲┊ﾌ
 ┷ﾔ ┴ﾞﾋるね ┗むむﾛこ┤ﾈ ┴ﾗ す┵ヰ┌むむﾎ ┯┺┕ﾕな ┤むむ━┆ﾈ

.┗ﾙす┥ﾙ┥ﾗす
 すに┕ジ .┴┏┋┏ﾈぬるな ┱むむﾛ┥┏ﾓ ┴ﾞﾗ┑むむﾎ お┘ﾈ┣ﾖ すに┕ジ -

おわ すぬ┕ﾒ ┷┍ﾉ【ﾘ
 ┗┉ﾛ┤┄ﾗす り┣むむ┎ﾝﾔ .せ┕ﾋけ ぃ┮むむ┏┆┻ ┷むむ┍ﾙ┟ -
 ┵むむ┋ﾔ ぃ┷むむﾎけぬ ら┵┆┄┉┏むむﾎ  ┗ﾐ┕むむヮﾈ ┱┊むむﾈる
  ┗ﾛす┢ﾝﾗす ┷ﾔ す┵ﾘ┕┉ﾗ ┴┋ﾞ┉ﾈ ┘┌ﾕ ┷┍ﾙけ ┘むむﾔ┤ﾞﾒす

.┷ﾝﾛ┣┆ﾞﾈ

»そ┕┌むゴす ますなる«
 る┤┏ﾝﾗす - ┴ﾉ┕┊ﾎす ┵┊ヮ┏ﾟﾙす┤ﾔ

 ┷ﾞﾗす ┗┆┏┅┈ﾗす ┗ﾛ┕┊ゴす ぎ┷むむ┋ﾒ ┱┏ﾖすぬ ┘│ﾕ
 た┤┄┻す ┢むむ┉ﾔ .┕┎ﾉ┕┌ﾌ そ┕むむﾔる ┢┆ﾈ ┕┎ﾞむむﾏ┕ﾒ
 ゆ┕┉ﾞﾙ》す ┶むむﾗさ そ┢むむﾛ┢ﾒ たす┵┍むむﾎ ┱ﾝﾕ ┕むむ┎ﾋるねる
 え┕┎┍ﾎ よ┢┉ﾞﾗ ┕┎ﾈ ┗ﾛ┕┍┆┋ﾗ ┴ﾉ┢ﾗする ┬ﾘ ┧┏┆┋ﾗ
 ┶┋ﾒ ビﾞ┌｀むむヮ┍ﾘ ┕┎ﾉ┕┌ﾌ る ┱┏ﾖすぬ ┳┊ﾉ ┲むむﾗ
 ┕┌┎━┏ﾒ ┶ヰ┻ける き┕┏ﾏ┟す ┳ﾘ ろけ ┷ﾔ も『ﾐ】す
 ┷ﾔ ┱┏ﾖすぬ ┢┉ﾞ┍ﾉ ね┵｀┆ﾗす ┘ﾙ┕ﾖ .も┕┄ﾛ 》 わ┕むむ┆ﾘ
 ┗┉ﾛ┤ﾐ え┴┋┆ﾔ ┳ﾒ ゆ┢┆ﾉ るけ ┴┋┆┈ﾉ き┷むむﾏ ┱ﾖ
 ぃ┕┎┈┏┅┍ﾉ ┗┉ﾛ┤ﾐる ぃ┕ﾚ┤┆ﾏ ┗ヰﾛ┤ヮﾉる ぃ┕┎ヮﾝﾗ
 ね┵｀┆ﾗす らけ る┢ﾝﾛる .き┷ﾏ ┱ﾖ ... ┴ﾗ┵┉ﾉ き┷ﾏ ろける
 ┱ﾖ ┷ﾔ ┕┎ﾉぬ┕ﾊさる ┕┎ﾞ┉ﾌ『ﾘ ┷ﾔ ┬ﾞ┌ﾞヮﾉ ┘ﾙ┕ﾖ

 つ┤ヱゑﾉ ら┑ﾈ ┘むむﾝﾓぬ ┷ﾞ┉ﾛ┢┾ らけ ┗ﾋぬ┢ﾗ .┗むむ┅ゴ
 ぃね┵｀┆ﾗす ┘┏ﾔ┵ﾉ .わ すぬ┵ﾔ ┕┌┎ﾉ┕┏ﾌ ┳ﾘ ね┵｀┆ﾗす ┰┋ﾉ
 ┪ﾝﾌけ .┕ﾚ┤むむﾎ┑ﾈ ┗┋┺┕┆┋ﾗ ┗むむﾘ┢┾ ┰┋ﾉ ┘むむﾙ┕ﾖ
 てす┤むむ━ﾙす ┳ﾘ ┲ﾓ┤ﾗ┕ﾝﾔ ぃ┷ﾚ ┕むむﾘけ ぃわ す┤┏ﾟﾖ つる┥むむﾗす
 よ┕┌ﾞﾚ》す ┶ﾗ┵ﾞﾉ らけ ┕┎┏┋ﾒ ら┕ﾖ ぃ┤ﾞﾞヮジす ┕ﾚぬ┢┾
 ┗┉┏┉ゴす ┷むむﾔ ┱┏ﾖすぬ らけ ┢むむ┏ﾈ .そね┕┍ゲす ┲むむﾎす┤ヅ
 ┲ﾗ ┕┎ﾙ┟ ┮むむﾎ┟┕ﾈ た┤┆むむﾏ ┕┎ﾝ┋ﾕ も┕┌ﾒけ ┷ﾔる
 ┢┆ﾈる .ね┵｀┆ﾗす ┬ﾘ よ┕｀むむヮﾙ》す ┳ﾘ け┢ﾈけ ┳┊┌ﾞﾉ
 ┗ﾝﾛ┤ﾓ ちす┢ﾌけ たけ┢ﾈ ぃ┳ﾔ┢ﾗす ┳ﾘ ビﾒ┵ﾝﾎけ ┗ﾈす┤ﾕ
 ┤┆むむ━ﾞヮﾉ ┱┏ﾖすぬ ┘ﾙ┕ﾖ ぃゆ┥┍ジす ┷ﾔ ゆ┵むむ│ゴ┕ﾈ
 ┶ﾞﾌ ぃゆ┥┍ジす き┕むむﾋぬけ ┬┏┌ﾋ ┷ﾔ ね┵｀┆ﾗす ぬ┵むむ┃ﾌ
 たす┤｀ゴす ┷ﾔ ┕┎ﾉす┵┄ﾍ ┬ﾕる ┬┌ヮﾉ ┘ﾙ┕ﾖ ┕┎ﾙさ
 き┕┍ﾊけ ┧むむﾋ┟す ┕┎ﾗ┕┆むむﾎ る ぃ┱むむ┾す┵ﾞﾘ ┱┊むむ━ﾈ
 ┷ﾔ ┕ﾚす┵ﾎ ┢ﾌけ ら┵┊ﾛ 》 ┕ﾘ┢┍ﾒ ┕┎ﾘ┕┌ヰﾞむむﾎす
 ┗┌┺┕ﾙ ┘ﾙ┕ﾖ ┕┌┍┏ﾌ ┷ﾗ┕┏┋ﾗす れ┢ﾌさ ┷ﾔる .ゆ┥むむ┍ジす
 め┤ﾐ ┢むむ┍ﾒ ┲ﾚ┢ﾌけ そ┤むむ┅┍ﾈ ┱むむ┏ﾖすぬ た┤┆むむﾏ
 ┤┌┇ﾛ ┤┏ﾝﾖ ┪┇┃ﾈ ┘むむヮﾌけ そ┑｀ﾔる ,┤ﾛ┤むむヮﾗす
 ┗ﾛけ や┤ギ らけ ┳むむﾘ ┕┎┆┍ﾘ にさ ぃ┴┋┌ﾖ┑ﾈ ┕ﾚ┢むむヮﾋ
 ┖ﾒす┢ﾉ ┗┏┌┅┆ﾗす ┕┎ﾉ┕┌ﾌ ┢┏ﾈ た┤┆ﾏる ,┗┋┃ﾒ
 ┲ﾗ ┕┎ﾉ┵┾ ┳┊ﾗ とす┤│ﾗす ┘ﾗる┕ﾌ ぃ┕┎ﾎけぬ ┤┆ﾏ
 ┤┏ﾓ ┕┎ﾋるね れ┤ﾞﾗ ┕┎むむﾎけぬ ┤ﾛ┢ﾉ らけ たなすぬけ ぃつ┤むむヱﾛ
 》 な┵ﾎけ ┮┏ﾐ ┤┏ﾊ┑ﾞﾈ わ すぬ┢ヱﾘ ら┕ﾖ ┕ﾚ┢むむヮﾋ らけ
 ┗ﾛ┕┎ﾙ ┷ﾔる ぃね┵むむ｀┆ﾗす ┰┋ﾞﾗ 》さ ら┵むむ┊ﾛ らけ ┳┊デ
 そ┢ﾒ たす┤むむﾘ ┤ﾘ┟す ┰ﾗに ぬ┤むむ┊ﾉ  .れぬす┵むむﾉ め┕むむ┄ジす
 .ゆ┕┏ﾗ ち『ﾊ るけ ビむむﾞ┋┏ﾗ ┱ﾖ ぃ┬┏ﾈ┕むむﾎけ れ┢ﾘ ┶┋ﾒ
 ┲ﾗ ぃ┗┆┏┅┈ﾗす ┗ﾈ┤｀ﾞﾗす ┰むむ┋ﾉ ┳ﾘ ┱┏ﾖすぬ ┘ﾙ┕ﾒ
 な┤｀ﾘ よけ ┗┉┏┉ﾌ ┰ﾗに ら┕ﾖ すにさ ┕ﾘ め┤┆ﾞﾗ ┳むむ┊ﾉ
 ┶ﾗさ ┱┆┈ﾗ┕ﾈ ┕┎ﾉ┕┌ﾌ ┷ﾉ┑ﾉ ┱ﾚ ぃ┚むむﾒ┥ﾘ の┵ﾈ┕ﾖ
 ┕┎ﾋるね ┳┊ﾛ ┲ﾗ お┕┎ﾎけぬ ┤┆ﾏ ┖ﾒす┢ﾉる ┕┎ﾝﾙ┕ﾋ
 ┕┎ﾉ┢ﾒ┕ヮﾘ ┢ﾌけ ┬┄ﾞむむヮﾛ ┲ﾗる ぃ┰ﾗに も┢│┏ﾗ
 ┴┋┆ﾔ ┕┎┏┋ﾒ ┕むむﾘ ら┑ﾈ ┲ﾚ┢ﾌけ ┕┎ヰ│ﾙ らけ ┶むむﾗさ
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 らさ ┕┎ﾙ┓ﾔ ,┕むむ┎ﾉ┕┌ﾌ ┗┎ﾋす┵ﾘる き┕ﾍ┤ﾞむむﾎ》す ┵ﾚ
 ┕┎ﾞﾒ┕┄ﾞﾎ┕ﾈ ら┵┊┏ﾎ ゐめ┕ﾖ ┱┊━ﾈ ┘ﾍ┤ﾞﾎす
 ね┵｀┆ﾗす ┰┋ﾉ そな┵ﾒ ┖ﾝﾎ ┮━ﾞ┊ﾉ る や┤ヰﾞﾉ らけ
 ┱┏ﾖすぬ たけぬ ぃ┗ﾛす┢ﾝﾗす ┷ﾔ .┕┎ﾗ ┴ﾗ┵ﾕ ┢ﾛ┤ﾉ ろ┣ﾗす ┕ﾘる
 たぬ┤ﾕ ┕┎ﾙけ ┢むむ┏ﾈ ,┱┏ヰﾞむむヮジす ┳ﾘ わ┕ﾈ┤┻ ┰ﾗに らけ
 .ビ┆ﾗす そ┤むむﾛ┤ﾕ よ┵┍ﾗす ┬┏┄ﾞむむヮﾉ ┶ﾞﾌ ┗むむﾗる┕ボす
 ┗┋┏┋ﾗす ┰┋ﾉ ┷ﾔ ┱┏ﾖすぬ た┤┆ﾏ ┕ﾘ┢┍ﾒる ぃす┣┊ﾚる
 ┘ﾍぬけ ,┕ﾚ┢むむヮﾋ ┶┋ﾒ ┤┏ﾝ┊ﾗす ┪┇┃ﾗす ┰むむﾗ┣ﾈ
 ┕┎┏┍┏ﾒ ┘ヰﾞﾔ ぃ┦むむ┈┍ﾞﾉ ┘ﾒ┤むむﾏる ┕┎ﾉ『┃ﾒ
 ┖ﾒす┢ﾛ ┕むむ┎ﾕ┵ﾔ ┲ﾞ┆ジす ┕むむ┎ﾉ┕┌ﾌ ┮むむ┏ﾐ たけぬる
 ,┴┋┌ﾖ┑ﾈ ┕ﾚ┢むむヮﾋ ┶むむ┋ﾒ ┪むむ┇┃ﾛる ┕ﾚ┤┆むむﾏ
 ┶┋ﾒ ┘ﾘ┥ﾒ ┕┎ﾙけ ┢┏ﾈ ,め┵ザす ┳ﾘ ┱┏ﾖすぬ た┢┌グ
 ぬ┢ﾕ ┶│ﾕ┑ﾈ ┘ヮ┌ﾚる ┕┎┏ﾞ┈ﾏ ┘ヰﾞﾔる ┤ﾘ┟す

:┳┊ド

  お ┷ﾗ ┴ﾗ┵ﾕ ┳ﾛ┢ﾛ┤ﾉ ろ┣ﾗす ┕ﾘ
 らけ らるな ┱┏ﾖすぬ ┴ﾋる ┳ﾘ ┕┎ﾉ┕┌ﾌ ┮┏ﾐ せ┤ﾞﾕす
 ┘ヮ┌ﾚ ┲ﾊ ┳ﾘ, ┕ﾚ┤┆むむﾏ ┗ヮﾘ『ﾘ ┳ﾒ ┮┊ﾛ

:┕┎┆┌ヮﾘ ┷ﾔ ┮┄┋ﾈ
. ┰ﾈ ┯┏┋ﾉ 》 ┗┇ﾝ│ﾗす り┣ﾚ

 ┲┏ヰゲす ┳ﾘ たな┕ﾒ ┗┍┏┆┋ﾗす ね┵むむ｀┆ﾗす り┣ﾚ らさ
 り┣ﾚ も┢┾け ┲ﾗ !┕むむ┎ﾞ┇ﾝ┾ ら┵ﾗ ┢┉ﾞ┍ﾞﾗ ┪むむ┉ﾔ
 ┢┆ﾉ ┲ﾗ ┱┏ﾖすぬ らけ ┲┋ﾒけ ┷┍┍┊ﾗる , ┪ﾕ ┗│┉ﾗす
 ┶┋ﾒ ゆ┥むむ┍ジす ┷ﾔ ┕┎ﾉ┕┌ﾌ ぬ┵むむ┃ﾌ ┤┆むむ━ﾞヮﾉ
 ┕┎ﾞ┇ﾝ┾ ら┵ﾗ よ┢ヱﾞむむヮﾉ ら｠す ┕┎ﾙけ  ┳ﾘ ┲むむﾓ┤ﾗす

  .な┕ﾞ┆ジす

┗┏ﾝ┍ﾋ┟す た┕┇┋ﾗす .や /┗┏┆ﾘ┕ﾋ ┗┏ﾗ┕ﾐ *



うっ

 ら┕ヮﾙ】す そ┕┏ﾌ ┷ﾔ ┗ﾞﾕ┒ﾘ ┗┋ﾌ┤ﾘ ┱━┈ﾗす ┢┆ﾛ
 ┴ﾉぬ┢┉ﾈ ┗ﾐる┤むむ━ﾘ ┗┏┌ﾞﾌ た┕ﾌ┕｀┍ﾗ ┗むむﾛす┢ﾈる
 ┗┌┏┋むむﾎ ┗┉ﾛ┤┄ﾈ ひ┤むむ┈ﾗす ゆ『┇ﾞむむﾎす ┶むむ┋ﾒ
 ┱┆ﾗる ..┗┏┉┄┍ﾘ ┲┏ﾚ┕┈ﾘる ┦ﾎけ ┶┋ﾒ ┗┏┍ﾝﾘ
 ┷ﾚ ┢┏┆│ﾗす す┣むむﾚ ┶┋ﾒ ┤┏┊┈ﾞﾗす ┗むむ┏┊┏ﾘ┕┍ﾛな
 ┲┆┈ジす ろ┵┉ﾗす ┷むむﾖ┣ﾗす ら┕むむヮﾙ】す ビﾈ ┥┏ベ ┷ﾞﾗす
 ┮┆┃ﾗす ぎ┢むむ┆ﾛ ろ┣ﾗす ┰ﾗにる ┗むむﾛに》┵┈ﾗす そなすぬ】┕むむﾈ
 ┴ﾛ┢┏ﾈ ┴ﾞﾛ┕┎ﾙ ┬┍│┏ﾔ え┴┍ﾘ け┥｀ﾞﾛ な┕┊ﾛ 》 わ すき┥ﾋ
 ┱ﾈ そ┕┏ゴす ┩ﾔ┤ﾛ ろ┣むむﾗ┕ﾖ わ┕ﾘ┕ベ ..┴むむﾉなすぬさ ┯┋┄ヅ
 ┳ジ ┬むむヮﾞﾘ ┕┎┏ﾔ ┦┏ﾗ にさ ぃわ┕┃ﾛけ ┷ﾚ ┴むむ┃ﾔ┤ﾉる

.┴┋━┈ﾗ わ┕┌┋ヮﾞヮﾘ ぃ┴┋┎ﾋ ┷ﾔ わ┕┆ﾈ┕ﾕ ┱┅ﾛ
 やぬ┢ﾙ な┕┊ﾙ 『ﾔ ぃ┗┍ﾚす┤ﾗす ┕┍ﾉ┕┆┌ﾞ｀ﾘ ┷むむﾔ ┕ﾘけ
 の┕┍ﾗす ┳ﾘ ┶┌┅┆ﾗす ┗┏ﾝﾗ┕┇ﾗす ┫むむヰ┋ﾙ にさ ぃ┰ﾗに
 ┲┎ﾗ┵ﾌ ┕ﾘ ┱┊ﾗ ま┵┃ザする よ『ヮﾞﾎ》す ┕ﾚる┥┇ﾛ
 ┭ﾛ┵むむヮﾞﾗ ┗┆ﾛぬに める┤┅ﾗす ┳ﾘ ┣ヱﾞﾉ ┘ﾉ┕ﾈ ┶ﾞﾌ

...ま┕┏┻る ┱━ﾔ ┳ﾘ ┴ﾈ ┗ﾕぬ┕ﾓ ┷ﾚ ┕ﾘ

 ┕┆┏┌ﾋ ┕┍ﾞﾒ┕┄ﾞむむﾎ┕ﾈ らけ ┕┍ﾚ ┴ﾗ┵ﾕ たなぬけ ┕むむﾘ
 ┠ﾝ│┏ﾎ ┰ﾗに ┢┆ﾈ ぃ┕┍ゴ┕│ﾗ める┤┅ﾗす ┴ﾋ┵ﾙ らけ
 ┷┉┋ﾙ らけ ┯むむ┄┍ジす ┳ﾘ ┦むむ┏ﾗ にさ え┕┍ﾞﾝ┆ﾗ ┫むむゴす
 す┣ﾚる ぃ┯┋┄ジ┕ﾈ める┤むむ┅ﾗする ぬ┢むむ┉ﾗす ┶┋ﾒ よ┵むむ┋ﾗ┕ﾈ
 の┕┍ﾗす よ┵┋ﾛ :┴むむﾗ┵ﾕ ┷ﾔ »┵むむﾏなぬ┕ﾙ┤ﾈ« り┢ﾖ┒ﾛ ┕ﾘ
 ┷┍┊ﾗる ぃゆ┕ﾌ ┳むむﾘ ┴┏ﾔ ┲ﾚ ┕ﾘ ┶┋ﾒ ┲むむ┎ﾔる┤ﾑ
 ┕┏ﾙ┢ﾗす り┣ﾚ ┷ﾔ ら┵ヰﾋ┕┍ﾗ┕ﾔ ぃめる┤┅ﾗ┕ﾈ ┳むむﾘこけ 》
 すに┓ﾔ ぃ┕┎ﾙる┢ﾛ┤ﾛ ┷むむﾞﾗす める┤┅ﾗす ┳ﾒ す┵ﾟヰﾈ の┕ﾙけ
 ゆ┵ﾕけ ┕ﾙける .┲┎むむヮ┈ﾙ┑ﾈ ┕ﾚ┵┆┍┾ ┕むむﾚる┢｀ﾛ ┲ﾗ
 ┕ﾚ┤ヱむむヮﾛ ┷ﾞﾗす める┤┅ﾗ┕ﾈ ┳ﾘ┒ﾙ らけ ┕┍ﾗ ┢ﾈ 》 ┴ﾙさ
 ┶┋ﾒ める┤┅ﾗす ┰むむ┋ﾉ そぬ┢ﾕ ┢ヰガ ┕┍ﾙけ 》さ ぬ┢むむ┉ﾗす
 ┖ﾙ┕ﾋ ┱ﾖ ┳ﾘ ┕┍ﾈ ┗ﾐ┕ﾌ】する ┕┍┏┋ﾒ そ┤┄┏むむヮﾗす

..┗ﾓ┤┈ﾘ そ┤┺すな ┷ﾔ ┤ﾘ┟す ┕┍ﾈ ┷┎ﾞ┍┏ﾔ
 め┤ﾑ ろけ ┬ﾘ ┮ぎ┏┊ﾞﾗす ┶┋ﾒ わ すぬな┕ﾕ ら┕ヮﾙ】す ゑ┢ がﾋゎる
 ┗┉ﾝヮﾘ たすぬ┵│ﾉ ┴ﾛ┢ﾗ ┘ﾙ┕ﾖ すにさ 》さ ┴┏ﾔ ┬┻┵ﾛ
 ゎ┳むむ┊┌ジす ゆ┑むむﾎ ビむむﾌ .┮むむ┏┊ﾞﾗす ┗ﾗ┕ヰﾞむむﾎ┕ﾈ

مقاات

ا�شراتيجية الف�شل..
*┷ヰ┏ﾝ│ﾗす ら┕┍ﾈ
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 お..わ『┏ヰﾞむむヮﾘ ┰┋┆｀ﾛ ろ┣むむﾗす ┕ﾘ : ゑ┱┏ヰﾞむむヮジす
 ┳ヰﾙ す┣┊ﾚる ぃ┱┏ヰﾞむむヮﾘ ┷ﾙ┑ﾈ ろな┕┉ﾞﾒす :┴ﾈ┕ﾋけ
 ┷ﾞﾗす たすな┕むむ┉ﾞﾒ》す ┳むむﾘ ┗┋むむヮ┋ヮﾈ ┤ﾘ┟す け┢むむﾝﾛ
 ┳ヰﾙ ┕ﾘ ┶ﾗさ ┱│ﾙ らけ ┶ﾗさ ┕┍ヮ┈ﾙけ ゆ┵ﾌ ┕┎ﾙ┵┊ﾙ

 ..┴┏┋ﾒ

 らけ ┕┍┏┋ﾒ ┱┎むむヮﾗす ┳ﾘ ┠ﾝ│ﾛ ┰ﾗに ┱ﾖ ┢むむ┆ﾈ
 せ┵│┍ﾘ ら┕ﾘね め┤ﾑ 》さ ┵ﾚ ┕ﾘ ┱━┈ﾗす らけ やぬ┢ﾙ
 つに┕┌┍ﾗ┕ﾔ ぃゆ┵むむﾕけ ┕むむﾘ ┶┋ﾒ わ┕むむﾙ┕ﾚ┤ﾈ ぃて┕むむ｀┍ﾗ┕ﾈ
 ┦┋ﾔけ ろ┣ﾗす »┷ﾙ┥ﾛな ┘ﾗする« 『むむﾟﾘ ┣ﾍ┑┍ﾗ ぃそ┤┏ﾟﾖ
 ┗┍┏│ゴす ┴ﾞ┍ﾛ┢ﾘ き┕┍ﾝﾈ け┢ﾝﾛ らけ ┱ﾝﾕ たす┤ﾘ ┘ﾎ

!!..»┢ﾙ》 ┷ﾙ┥ﾛな«

 ┲┋ヮﾞヮﾛ ┲ﾗ ろ┣ﾗす »ねぬ┢ﾙ┕ﾎ ┱┏ﾙ┵ﾗ┵ﾖ« ┰ﾗ┣ﾖ
 ┱ﾈ ぃ┩ﾔ┤ﾗ┕ﾈ ┷ﾖ┕ﾞ┍ﾖ つ┕ﾋな ┱ﾈ┵ﾕ ビﾌ ┱━┈┋ﾗ
 ┶ﾗさ ┗ﾟ┏ﾟゴす ┴ﾉ》る┕ヰﾘ ┷ﾔ ┤┌ﾞﾎす ┦┊┆ﾗす ┶┋ﾒ
 なぬ┵ﾔ ┕ﾘけ ..わ┕┏ジ┕ﾒ ┗ﾕ┵ﾘ┤ジす ┴ﾞﾙ┕┊ﾘ ┶ﾗさ ┱┾る らけ

 ┕┆ﾝﾐ す┣ﾚ ┕┎┏┋ﾒ ゆ┵│ゴ┕ﾈ ┖ﾓ┤ﾛ 》 ┕むむ┍ﾘ ┳┌ﾔ
 ┱ﾝﾕ たす┤ﾘ ┦┌ﾍ  »なぬ┵ﾔ ろ┤┍ﾚ« ┦┋ﾔけ らけ ┢むむ┆ﾈ

. ┲┏┅┆ﾗす て┕｀┍ﾗす す┣ﾚ ┯┉ヰﾛ らけ
 らけ れ┤ﾙ らけ ┕┍ﾞﾒ┕┄ﾞﾎ┕ﾈ ら┓ﾔ ぃれ┤ﾍけ ┗ﾛるすね ┳ﾘ 
 ぬ┵┾ ┳ﾘ ┗むむﾎ┵┊┆ﾘ そぬ┵┾ 》さ ┵ﾚ ┕ﾘ ┱むむ━┈ﾗす
 ┴ﾋ┵ﾗす ┷ﾔ ┤┅┍ﾗす ┕むむ┍┌┆ﾙけ すにさ ┕┍ﾙけ ろけ ぃて┕むむ｀┍ﾗす
 ら┕むむヮﾙ】す らけ わ┕┆┄ﾕ やぬ┢┍むむﾎ ┗むむ┋┌┆┋ﾗ ┤むむﾍ｠す
 ┠ﾋ┕ﾙ ..┠ﾋ┕ﾙ ら┕ヮﾙさ ┴ﾞ┉┏┉ﾌ ┷ﾔ ┵ﾚ ┱ﾏ┕┈ﾗす
 ┱━┈ﾗす める┤ﾑ ゆ ぎ┵ヰﾛ らけ ま┕┄ﾞﾎす ビﾌ ┴┋━┈ﾈ
 ┗むむﾎぬ┕ド ┳ﾘ ┳┊ベ ┴ﾙけ ろけ ..て┕むむガ める┤むむﾑ ┶むむﾗさ
 ┴ﾞむむﾎぬ┕ド ┳ﾒ ┥｀ﾒ めす┤ﾞﾌする ら┕むむ┉ﾉ┓ﾈ ┱むむ━┈ﾗす
 !..┕┃ﾛけ ┲┎ﾉ┕ﾕ┕┈ﾍさる ┲┎ﾉ┕ﾌ┕ガ ┷ﾔ ら┵ヰﾋ┕┍ﾗす

よ┵┋┆ﾗす .や/ ┗┏┆ﾘ┕ﾋ ┗ﾝﾗ┕ﾐ *



うい

 しぬ┕┉ﾗす ら┑むむﾈ ダ┢┉ﾞﾗす す┣むむﾚ ┷ﾔ ゆ┵むむ┉ﾗす ┯むむヰﾛ
 ら┕ﾋ« ┷むむヮﾙ┤┈ﾗす ┖ﾉ┕┊ﾗす ┶むむﾗさ め┤┆ﾉ ┷むむﾈ┤┆ﾗす
 ぃ)ぇううあ( よ┢むむ┉ﾞﾘ ┳むむﾘね ┷ﾔ »┵むむﾛ┥┏┋ﾖ┵ﾗ ろぬ┕むむﾘ
 ┢┌ヰﾘ« ┲ﾋ┤ﾞジする ┷┺する┤ﾗす る ┢ﾕ┕┍ﾗす よ┢ﾕけ ┕ﾘ┢┍ﾒ
 ┗むむ┏││┉ﾗす ┗むむﾒ┵┌ペす ┗むむ┌ﾋ┤ﾉ ┶┋ﾒ »そなす┤むむﾈ
/┰┍┈ﾗす( »れ┤ﾍけ ゆ┵│ﾔる ┬┏ﾈ┤ﾗす«:»┵ﾛ┥┏┋ﾖ┵ﾗ»むﾗ

 ┘┌むむﾎぬ そ┥ﾖ┤ﾘ ┗ﾘ┢┉ヅ ┢┎ﾘる ぃ)き┕┃┏ﾝﾗすぬす┢ﾗす
 ┙┏ﾌ ┳ﾘ ┴ﾉ┕┎ﾋ┵ﾉる ┖むむﾉ┕┊ﾗす ┲ﾗ┕ﾒ ┳ﾒ そぬ┵┾
 よ┵┎┈ﾘ ひ┵│ヱﾈ ┴むむ┈ﾕす┵ﾘ ┢┾ぬ ┶ﾗさ ます┢むむﾈ】す

.┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗす
 ┷むむﾔ  )ぉぅぅい/┱むむﾈ┵ﾙ  (  »┵むむﾛ┥┏┋ﾖ┵ﾗ«  へ┤むむヱﾙす
 ┕┌ﾖ ┗┍ﾘ┕ﾟﾗす ┳ﾎ ┷ﾔ ぃす┤┊ﾝﾘ ┗ﾛな┤ヮﾗす ┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗす
 ┴ﾈ┕ﾞﾖ ┮┏ﾗ┑ﾉ  ┢┌┆ﾞﾛ ら┕ﾖ ┢┉ﾔ ぃ┴ﾉすに ┵ﾚ ┤むむﾝ┆ﾛ
 ┗ﾟﾗ┕ﾟﾗす ┳むむﾎ ┷ﾔ ┴ﾙけ ┶┋ﾒ ぃ┴むむヮ┈┍ﾈ り┥むむ┏┎グる
 ぃ)ぇうっゃ( »┤┃ボす« :┗ﾛするぬ ゆるけ ┤むむ━ﾙ ┳ﾛ┤むむ━┆ﾗする

 ┖ヱﾞ┍ﾛ る ぃ┗┏ヮﾙ┤┈ﾗす »る┢ﾙる┤ﾗす« そ┥┺┕ﾋ ね┵むむヰ┏ﾗ
 )ぇうっょ( ┗むむむ┏ﾈな┟す ┗┋ペす きす┤むむﾕ め┤ﾐ ┳ﾘ ┕むむ┉ﾌ》
 ┕┌ﾖ »┗┏むむヮﾙ┤┈ﾗす ┗┇┋ﾗ ┤┾┕┆ﾘ ┖ﾉ┕ﾖ ┤むむﾝﾖけ«

..そなす┤ﾈ ┢┌ヰﾘ Lire   ダ┢┉ﾉ ┷ﾔ なぬる
 ┗┏┺する┤ﾗす ┗┏ﾒす┢ﾈ】す ┗むむﾈ┕ﾞ┊ﾗす よ┵┎┈ﾘ な┢ヰﾞﾛ
 そ┢ﾒ┕ﾕ りな┕┌ﾞﾒす ┷むむﾔ »┵ﾛ┥┏┋ﾖ┵ﾗ« むﾗ ┗ﾝむむヮ┍ﾗ┕ﾈ
 すにさ ぃそな┢┆ﾞﾘ ┗┍┊ﾘけ る たすき┕むむ┃ﾔ ┶┋ﾒ て┕ﾞ┈ﾙ》す
 ┴ﾞﾈ┤グ ┷ﾔ ┤┈むむヮﾗす ┗ﾒ┵┻┵ﾘ ぬ┵┃ゴ ┘ボけ ┕ﾘ
 ┬ﾝ┄┍ﾉ ┷ﾞﾗす ┗┏┾┵│ザす らけ ┶むむ┍┆ヅ..┗┏ﾒす┢ﾈ】す
 ┕┎┏┋ﾒ ┮┉ﾙ 》 ぃ┕┏┋ヰﾘ ┢┆ﾛ ┕ジ ゆ┵┉ﾗす ┦┏ﾎ┑ﾞﾈ
 »┷┉ﾛ┤ﾔ】す«   ┗ﾛするぬ ┘ﾗな ┕ﾘ ┯ﾔる ぬ┕ヮジす す┣ﾚ ┷ﾔ
 ┷┺する┤ﾗす ┨むむ┍ﾗす ┱むむ┆｀ﾛ まる┥むむむ┍ﾗす す┣むむﾚ ..『むむﾟﾘ
 ┗┋ﾌ┤ﾗす せなけ ┷ﾔ つぬ┢┍ﾛ ┕ﾘ る ┕┏むむﾎ┕┍ﾋけ ┱ﾍす┢ﾞﾛ
 そな┢┆ﾞﾘ ┲ﾗす┵ﾒ よ┕むむﾘけ ┷┉┋ﾞﾗす ┬┃ﾛ ┴ﾙ┵ﾖ ┶むむﾗさ

..┕┎┍┏ﾈ ┗ﾙぬ┕┉ジす ┯ギ

بداعية »لوكليزيو« ومفهوم الكتابة ااإ

مقاات

*┳ﾛ┢ﾗすぬ┵ﾙ もる┢┾

»れ┤ﾍけ ゆ┵│ﾔ る ┬┏ﾈ┤ﾗす«



うう

 ┳ﾘ ┱┏デ ぃす┣ﾚ き┵┻ ┷むむﾔ ┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗす よ┵むむ┎┈ﾘ らさ
 れ┤ﾍけ る ぃめ┕むむむむ━ﾞﾖ》す る ┮むむﾛ┤┆ﾞﾗす ┶ﾗさ ┗むむ┎ﾋ
 ゆ┵┉ﾛ..»┲ﾗ┕┆ﾗす ┬むむﾘ ┗┎ﾈ┕ペする«  ┗┎ﾋす┵ジす ┶むむﾗさ
 ぬ┵┅┍ジす す┣ﾚ ┳ﾘ« :┴むむデ┢┉ﾉ ┷ﾔ »そなす┤ﾈ ┢┌ヰﾘ«
 ┗┎ﾈ┕｀ﾘ ぃ┵むむﾛ┥┏┋ﾖ┵ﾗ ┢むむ┍ﾒ ぃ┗むむﾈ┕ﾞ┊ﾗす ┠むむﾝ│ﾉ
 ┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗす ┷┍┆ﾉ 》« :ゆ┵むむ┉ﾛ ┕┌ﾖ るけ ぃ┲むむﾗ┕┆ﾗす ┬ﾘ
 )┯むむ┋┄ジす き┕むむ┍┈ﾗす( ┕むむﾙ┕ﾔ┤┍ﾗす  ┶むむむﾗさ ゆ┵むむ┾┵ﾗす
 ┷ﾔ ゆ┵ﾍ┢ﾗす ┱むむﾈ ぃ┳むむむﾛ┤ﾍ｠す ┳むむﾒ ゆ┕むむ│┈ﾙ》する
 ┗┎ﾈ┕ペす らけ ┢むむ┏ﾈ ..)う:ひ/┗むむﾘ┢┉ジす( ».┗むむﾖ┤┆ジす
 ら┕むむヮﾙ】す ┬ﾕする き『｀ﾞむむﾎす よる┤ﾉ ┕むむ┎┏ﾗさ ぬ┕むむ━ジす
 ┳ﾘ ┲ﾗ┕┆ﾗす ┴むむﾔ┤┆ﾛ ┕ﾘ ┶ﾗさ りな┵ﾋる そ┕むむﾙ┕┆ﾘ ┷ﾔ
 ┲ﾊ ┳ﾘ ..┗ﾒ┵┍ﾞﾘ そな┢┆ﾞﾘ た┕ﾐ┕ﾝﾌさる た┕ﾒす┤┾
 »┵ﾛ┥┏┋ﾖ┵ﾗ« れ┢ﾗ ┗┏ﾒす┢ﾈ】す ┗ﾈ┤｀ﾞﾗす ぬ┕ﾝﾞﾒす ┯ヰﾛ
 ら┕ﾚ┤ﾗ ┤┏むむﾏけ ┕ﾘ すにさ ぃ┦┏ﾛ┕┉ジす ┱┊むむﾈ ┗┏ﾙ┕むむヮﾙさ
 ┮┾┵ﾗす る ┷┊ゴす ┯┄┍ﾘ ┶┋ﾒ ┦ﾎ┒ジす ┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗす
 ┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗす ┴┏ﾔ よ┵┉ﾉ ろ┣ﾗす ┖むむむﾛ┤｀ﾞﾗす ┳ﾒ す┢┏┆ﾈ
 ┕┎┏ﾔ ┳ﾛ┕ﾝﾛ ┷ﾞﾗす ぬ┕むむ┏ﾞﾍ》す ┗ﾛ┤ﾌ ┶┋ﾒ ┗┏┺する┤ﾗす
 ┶┋ﾒ ┗┏┋ボす ┗┏ﾒす┢ﾈ】す た┕┎ﾋ┵ﾞﾗす »┵むむﾛ┥┏┋ﾖ┵ﾗ«

..┕┎ﾈぬ┕━ﾘ め『ﾞﾍす
 ┵ﾛ┥┏┋ﾖ┵ﾗ ┗むむﾖ┤┆ﾘ« らけ »そなす┤むむﾈ ┢┌ヰﾘ« れ┤ﾛ
 そ┕ﾎ┑ﾘる ┲ﾗ┕┆ﾗす た》『ﾞﾍす ┨┏ヱむむ━ﾉ ┳ﾘ け┢ﾝﾉ
 ┱ゴす ┳ﾘ ┱むむ┆グ ┕むむ┎┍┊ﾗる ぃそな┢むむ｀ﾞジす ら┕むむヮﾙ】す
 ┤むむ┾┕┍ﾒ ぃ┮むむﾐす┵┆ﾗす  ┗むむ┏┺┕┉┋ﾉる  ┗むむ┆┏ﾝ┄ﾗす  る
 ┷┄┆ﾛ ┳むむ┊ド ┲むむﾗ┕ﾒ ┢┏┏むむ━ﾉる ┗むむむむﾘる┕┉┌┋ﾗ

(う:ひ/┗ﾘ┢┉ジす(»..┶┍┆ﾘ ┕┍ﾞﾈ┤｀ﾞﾗ
 ┗ﾛする┤ﾗす ┗むむﾈ┕ﾞ┊ﾔ ぃ┯ﾈ┕むむヮﾗす ┶┋ﾒ ┕むむヮ┏ﾎ┑ﾉる
 け┢ﾝﾘ ┯ﾔる ぃそ┕┏ゴす ┗むむﾈ┕ﾞﾖ ┷ﾚ »┵ﾛ┥┏┋ﾖ┵ﾗ« れ┢ﾗ
 き┕┌ﾞﾙ》 ま┵┃ザす き┕むむ┈ﾞﾙす ┙┏ﾌ ぃ┗ﾛ┤ゴす ┗むむﾒ┕┍ﾕる
 ┳┌┊ﾉ ┲ﾊ ┳むむﾘる ┗┉ﾝむむヮﾘ た┕ﾐす┤ﾞむむﾏ》 るけ ぃ┕ﾘ

 ..┕┎ﾞ┌┏ﾕる ┗ﾈ┤｀ﾞﾗす ┗┏┌ﾚけ

れ┤ﾍけ ゆ┵│ﾔる ┬┏ﾈ┤ﾗす
:┗┏ﾈ┵┋ﾎけ た┕┏┋グ

 ┬┏ﾈ┤ﾗす« ┗┏││┉ﾗす ┗ﾒ┵┌ペす ┗┏┍ﾈ ┱┊むむ━ﾞﾉ
 ┗ﾉる┕┈ﾞﾘ ┨│ﾕ ┦むむ┌ﾍ ┳ﾘ »れ┤ﾍけ ゆ┵むむ│ﾔ る
┶ﾗる┟す ┗む│┉ﾗす ら┵ﾖ ┘むﾔ『ﾗす らけ ┢┏ﾈ..ゆ┵むむ┄ﾗす

 ┳┌┻ ┱┇むむ━ﾉ にさ ┷┺するぬ ┦┈┍ﾈ ┥むむ┏┌ﾞﾉ »┬むむ┏ﾈぬ«
 ┗┏┉ﾈ ┕┌┏ﾔ ぃ┗むむヰ┈┾ ┗┺┕ジす ┶┋ﾒ ┢ﾛ┥ﾛ ┕むむﾘ ブジす
 ┳ﾘる ..┲┊ﾗす れ┵ﾞむむヮﾘ ┶┋ﾒ ┗ﾈぬ┕┉ﾞﾘ ┨│┉ﾗす
 ┶┋ﾒ き┕┍ﾝﾙ》┕ﾈ ┘むむ┇┏┾ ┨│┉ﾗ┕ﾔ ら┕むむﾊ ┖ﾙ┕ﾋ
 ┗┋ﾒ┕┈ﾗす ┗┏│ヱ━ﾗす ら┵ﾖ ┶ﾗさ ┲┋┊ﾞジす ┤┏┌┻
 »┗┍ﾛね« ぃ»そ┢むむ┏ﾈね« ぃ»ら┕むむﾞﾞﾔす« ぃ»┕ﾈ┕むむﾎ« :┶むむﾟﾙけ
 ゆす┢ﾝﾞむむﾎす ら┕┊ﾘさ ゆ┵むむヱﾛ ┕ﾘ ┵むむﾚる  »┷むむﾈ┕ﾋ« る
 な┕┌ﾞﾒ┕ﾈ  ┕┎むむﾞ┏ﾗ┵┌むむﾏ ┷ﾔ ┨│┉ﾗす ┳ﾛる┕┍ﾒ

..┲┋┆ﾗす ┲ﾎ》す
 ┲┊ﾞヰﾛ ┗ﾒ┵┌ペす り┣ﾚ ┷ﾔ ┢┌ﾞ┆ジす き┕┍ﾝﾗす らさ
 ┗ﾒ┵┌｀ヅ ┯┋┆ﾞﾛ 》 ┤ﾘ┟す ら┑ﾖ る ぃ┢ﾌする ┦┈ﾙ ┶ﾗさ
 ぃ┴ﾗ┵│ﾔ ┬ﾛ┵┍ﾉ ┲ﾞﾛ ┷┺するぬ ┨┍ﾈ ┕ヂさる ぃ┗┏││ﾕ
 ┕ﾘ らけ ┶┋ﾒ ..そ┢むむﾌする ┶むむ┍┆ジす た》》な ┘むむﾙ┕ﾖ らさる
 らさ ぃ┨│┉┋ﾗ ┷むむﾒす┢ﾈ】す み┵│ﾗす ┶むむ┋ﾒ ┳┌┏┎ﾛ
 ぃ┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗす ┷ﾔ »┵ﾛ┥┏┋ﾖ┵ﾗ« ┗むむﾈ┤グ ┶┋ﾒ ┳┊ﾛ ┲ﾗ
 ┳ﾒ す┢┏┆ﾈ ぃ┷┊ゴす ┶┋ﾒ ろ┵ﾕ ┱┊むむ━ﾈ  ┥┏ﾖ┤ﾞﾗす
 ┕┏ﾗ┕ﾍ ら┵┊ﾛ ┢むむﾕ ┖ﾛ┤グ ゆ┕┆ﾞﾔす ┷ﾔ へ┵┉むむヮﾗす
 そ┤ﾟ┊ﾈ »ら┕ﾖ« ┱┆ﾔ ┮ﾑ┵ﾛ ┰ﾗ┣ﾗ..┗ﾗ》な ┗ﾛけ ┳ﾘ
 »┗ﾛ┕┊ゴす« むﾈ ┗むむ┆ﾘ┕ﾋ ┗┏┋ﾖ ┗ﾐ┕ﾌさ ┳ﾒ ┕むむﾟヰﾈ
 ┕ﾚ┤┏ﾐ┑ﾞﾈ ┕むむむ┌┋ﾒ しぬ┕┉┋ﾗ ┕┎ﾗ┕│ﾛさ ┷┇ﾝﾛ ┷ﾞﾗす
 ぃ┷┻┕ジす ┷ﾔ む ┗┏ﾒす┢ﾈさ ┗むむﾈ┕ﾞﾖ ┱┊ﾖ む ┷むむ┍ﾘ┥ﾗす
 ┗┏むむﾎ┕┏ﾎ た┕ﾕ┕┏むむﾎ ┶むむ┋ﾒ た》┕むむﾌ】す ┙むむ┏ﾌ
 ┳むむﾘね ┶むむﾗさ ぬ┕むむ━ﾛ ら┑ﾖ ぃ┗むむ┏ﾔ┕┉ﾊる ┗むむ┏ﾒ┕┌ﾞﾋす
 :┗ﾛ┵┎ﾗす ┱ﾖ┕━ﾘる そ┤｀┎ﾗす ┕ﾛ┕┃ﾕる ぬ┕┌┆ﾞﾎ》す
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 ┰ﾗに ら┕ﾖる ぃ┱┏┋ﾗ┕ﾈ ┰むむヮ┌ﾞﾉ た┕ﾛ┤ﾖ┣ﾗす ┘ﾙ┕ﾖ«
 ┢┏ヮﾗす き┕ﾋ ┕ﾘ┢┍ﾒ..ら┕┏むむﾎ ┦ﾘ┟┕ﾈ ら┕ﾖ ぃ┕デ┢ﾕ
 ┰ﾗに »ろなぬるね》« むﾈ ┕┍┊むむヮ┏ﾗ ┷ﾏ┤┏ﾚ そ┢┏ヮﾗする
 »┕┎ﾐ『ﾘ« ゆすね ┷ﾞﾗす ┗デ┢┉ﾗす ぬす┢ﾗす ┰┋ﾉ ┷ﾔ ┯ﾈ┕┄ﾗす
 き┷むむﾏ ┱ﾖ ら┕ﾖ ぃ┗ﾝ┃┎ﾗす ┶┋ﾒ ┗┆ﾕす┵ﾗする 『┏┋ﾕ
 ..た┕ﾛ┤ﾖに ┰むむﾗ┕┍ﾚ ┳むむ┊ﾉ ┲ﾗ ..┕むむﾓぬ┕ﾔる ┕むむﾞﾘ┕┾
 ┷ﾞﾗす ┗┅ヰ┋ﾗす ┷むむﾔ ┘┈ﾕ┵ﾉ ┢ﾕ そ┕むむ┏ゴす ┘ﾙ┕ﾖる
 »ろ┤┏ﾖ らす┢┍ﾘ┵┊ﾗす« ┤ﾍ┐ﾈ わ す┤むむヮﾋ ┕┎┏ﾔ す┢┆┾
 .┤ヰﾝﾗす └ﾐ┕ﾏ ┶┋ﾒ ┗┍ﾛ┢ジす な┕┆ﾞﾈす す┢ﾚ┕むむ━┏ﾗ
 ぃひ┵│┍ﾗす ┗┏┆ﾕする ┤むむヮ┊ﾛ ┕ﾘ らけ ┢┏ﾈ )あぉ /ひ(
 ┷ﾔ もす┤ﾓ】す ┙┏ﾌ ぃそ┤┄ﾎ┟す る ┲┋ゴす ┶ﾗさ まる┥┍ﾗす
 / ┷┆ﾕす┵ﾗす ビﾈ ┱│┈ﾗす ┗ﾈ┵┆┾ ┶むむﾗさ ぃ┱┏┏ヱﾞﾗす
 ┶┋ﾒ ┦ﾎ┑ﾞﾛ す┣ﾚる ..┱ﾍす┢ﾞﾗす  ┲┊ヰﾈ ┷ﾗ┕┏ザす
 ┗┋ﾟ┌ﾞジす ぃ┗ﾛ┤┊┈ﾗす ┗┏ﾔ┕┉ﾟﾗす ┮むむﾗ┒ジす ┗┏┆ﾋ┤ﾘ
 ┙むむヰﾈ  ┗むむﾛする┤ﾗ┕ﾔ  ぃ┗むむﾛぬ┕┃ゴす  ┴むむﾉ┕ﾙぬ┕┉ﾘ ┷むむﾔ
 ┢┏ﾗ┕┉ﾞﾗする たすな┕┆ﾗする た┕┇┋ﾗす ゆ┵┄ﾛ ┷ﾋ┵ﾗ┵ﾈ┤ﾟﾙけ
 『ﾟﾘ ┮┉ﾙ にさ ぃ┗ﾛ┵┏むむﾎ｠する ┗┏┉ﾛ┤ﾔ】する ┗むむ┏ﾈ┤┆ﾗす
 ┗ﾗ┥ﾞポす そす┵┍ﾗす ┷ﾚる »┬┏ﾈぬ« ┶むむﾗる┟す ┗│┉ﾗす ┷ﾔ
 ┲｀┆ﾘ ┶むむ┋ﾒ ┗┉ﾌ『ﾗす ┨むむ│┉ﾗす ┷ﾔ な┤むむﾛ ┕ジ
 :ゆ┵┉ﾉ ┘ﾙ┕ﾖ« :よ┕┆┄ﾗす る ┱ﾖ┟す ┗ﾔ┕┉ﾟﾈ ┪ﾝﾉ┤ﾛ
 ┶┋ﾒ ┗┋ﾝ┉ﾘ ┷┍ﾙ┑ﾖ ┘┌┋ﾌ ┢┉ﾗ おビ┌┋┆ﾉ ┱ﾚ«
 ┴ﾙける ┮ﾕ┵ﾞ┏ﾎ ┴ﾞ━ﾒ ┕ﾘ ┱ﾖ らけ ┘┌┋ﾌ.た┵ジす
 ┯ﾝﾎ ┢ﾕ ┳┊ﾛ ┲ﾗ «..)ゅぅ/ひ( »き┷むむﾏ ┶┉ﾝﾛ ┳ﾗ
 ぃぬす┥ﾈ】する ┲┊ﾗす:┠┺する┤ﾗす ┰┋ﾉ ┱ﾟﾘ も┕━┍ﾞﾎす ┷ﾗ
 な》る┟す ┩┆ﾈ« )ょゃ/ひ(«.そ┤むむﾈ┥┊ﾗする ぃ┱むむ┏ﾝガ┥ﾗする
 ┷┍ﾙ┵┌┋┊ﾛる ┷むむﾝﾙ┕｀ﾈ す┵むむヮ┋｀┏ﾗ ら┵ﾉ┑ﾛ す┵むむﾙ┕ﾖ

 )ょゅ/ひ( »..)┘┏ヰ┋━ﾉ( ┗ﾛ┤ﾈ┤ﾝﾗす ┲┎ﾞ┇┋ﾈ
 なるぬ┵ﾗす ら┵┊ﾉ ┷ﾖ 『ﾘ┕ﾖ すね┕┎ﾋ ま┤ﾞﾍす ┢ﾕ ら┕ﾖる «
 ..»┗┏┺す┵ﾞﾎ》す ┕┏┉ﾛ┤ﾔ┓ﾈ ┕┎ﾍ┕┍ﾘ ┴ﾝむむ━ﾛ わ┕ﾍ┕┍ﾘ

.)っょ/ひ(
 た┕むむﾈ┕ﾞﾖ ┷むむﾔ ┗むむ┏ﾒす┢ﾈ】す ┗むむ┇┏│ﾗす そ┵むむﾕ らさ

 ┴ﾌ┕ﾞ┈ﾙする ぃりぬ┕┈ﾎけ な┢┆ﾉ ┳ﾘ ┗┆ﾈ┕ﾙ »┵ﾛ┥┏┋ﾖ┵ﾗ«
 ┕┎┈ﾑ┵ﾛ り┢ガ ┕┌┏ﾔ ぃ┕━ﾘ┕ﾚ た┢ﾒ た┕ﾔ┕┉ﾊ ┶┋ﾒ
 ┴┺┕┈ﾞﾌす ┤むむﾎ ┲ﾊ ┳ﾘ .┗┏ﾒす┢ﾈ】す ┴ﾞﾈ┤グ き┕┍ﾓ】
 ┮むむ┾┵ﾗす ┱┌むむ━ﾛ ┙むむ┏ﾌ ぃ┗むむ┏ﾈな┟す そぬ┵むむ│ﾗ┕ﾈ
 ┷ﾔ ぃた┕むむﾎ┕ヮﾌ】する ひ┵ヱむむ━ﾗする ┗むむむ┍む┊ﾘ┟す
 らす┵むむむ┍ﾒ ┴むむ┏┋ﾒ ゆす┢ﾗす ┳ﾘ┥ﾗす ら┵むむ┊ﾘ ┬ﾘ ゐねす┵むむﾉ
 た┕ﾕ┕┏ﾎ ┗ﾘ┢ザ ┮ﾑ┵ジす ┲｀┆ジす ┶ﾗさ ぃ┗ﾒ┵┌ペす
 ┴┅ﾌ》 ┕ﾘ ┵むむﾚる ┨むむむ┍ﾗす ┷むむﾔ ┶┍┆ジす つ┕むむﾞﾙさ

..┴デ┢┉ﾉ ┷ﾔ »そなす┤ﾈ ┢┌ヰﾘ« に┕ﾞﾎ┟す

:た『┊━ﾘる ┕ﾛ┕┃ﾕ
 ┬┏ﾈ┤ﾗす« ┗┏││┉ﾗす ┗ﾒ┵┌ペす ひ┵むむ│ﾙ ┱┈ギ
 ┗ﾈぬ┕┉ﾞﾘ る┢ﾝﾉ ┕ﾛ┕┃ﾕ る た》》┢ﾈ »れ┤ﾍけ ゆ┵│ﾔ る
 ┷ﾔ ┱ﾟ┌ﾞﾛ め『ﾞﾍ》す ら┕ﾖ ┳むむﾜﾗる ぃ┕┎┏ﾙ┕┆ﾘ ┷むむﾔ
 ┤┏ﾝ┆ﾞﾗす なす┤むむﾛ ┷ﾞﾗす ┗┏ﾙ┕むむヮﾙ】す た》┕ゴす ┗むむ┏ﾒ┵ﾙ
 ┕ﾚこ『｀ﾞむむﾎす ┲ﾞﾛ ┷ﾞﾗす たすき┕┃┈ﾗす ┶ﾗさ ぃ┕むむ┎┍ﾒ
 ┲むむヮﾛ ろ┣ﾗす たる┕┈ﾞﾗ┕ﾈ む ┮┋むむﾎ ┕┌ﾖ┵む ┕むむ┌┋ﾒ
 ┷ﾔ ┕┍┈ﾕ┵ﾞむむヮﾉ ..ゆ┵┄ﾗす ┙┏ﾌ ┳ﾘ ひ┵むむ│┍ﾗす
 »┕ﾈ┕ﾎ« ┗┏ﾈ┤┇ﾘ そ┕ﾞﾔ ┗│ﾕ »┬┏ﾈぬ« ゆる┟す ┨┍ﾗす
 »ら┕ﾛね« ┱むむ┺┕ﾝﾕ ┪ﾝ┃ﾗ┕ﾈ ┦むむ┋ﾐ┟す ┳ﾘ ぬ┢むむヰ┍ﾉ
 ┕┎┌┏┋ヮﾉ ┶┋ﾒ よ┟す ┘ﾘ┢ﾕけ ぃせ┟す らす┢┉ﾔ ┢┆ﾝﾔ
 ぃ┱┈┊ﾞﾗす ┗ﾛ┕┇ﾈ ┴ﾞﾋるねる »┱┏むむﾏ┤┏ﾚ« ┢┏むむヮ┋ﾗ
 ┕┎┺す┢ﾒ ┗むむﾕ『ﾒ ┘┉ﾟﾝﾙす ┕むむ┍ﾚ  ..ろな┕むむﾘ ┱むむﾈ┕┉ヅ
 ぃ┗┉┋┄ジす ┗ﾛ┤ゴす ┗むむ┆ﾞﾘ ┕┎ﾙす┢むむ━ﾙ ┶ﾗさ ぃ┕┎ﾘ┟
 ┳ﾘ ┴むむ━┏┆ﾉ ┕むむﾘ ┱むむ┏┾┕┈ﾉ ┳むむﾛる┢ﾉ ┕むむ┎┌┋ﾌる
 ┕ﾙけ« )ゃぉ /ひ(»ら┕むむﾛね ┳ﾘ ┕ﾙけ« :┗ﾛな┵ﾋる た┕むむﾒす┤┾

.)ぉぅ/ひ(»┕ﾙけ ┷ﾚ ┢ﾒけ ┲ﾗ
 まね┵ﾞﾉ ┨┍ﾗす ゆ『ﾍ ┳ﾘ »┕ﾈ┕ﾎ« ┗┏│ヱむむﾏ らさ

:ビﾈ
..らす┢┉┈ﾗす む

..ビ┍ゴす む
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..┗ﾛ┤ゴす ┷ﾔ ┗ﾝﾓ┤ﾗする む
 ┨┍ﾗす ┬ﾘ »ら┕むむ┍ﾞﾞﾔす«┨ﾙ ┮むむ┋ﾞヱﾛ 》 な┕┊むむﾛ
 そ┕むむ┏ﾌ »┵むむﾛ┥┏┋ﾖ┵ﾗ« ┢むむ┾┤ﾛ ┕むむ┎┏┈ﾔ ┯ﾈ┕むむヮﾗす
 ┙┏ﾌ ┳ﾘ ぃ┕むむ┎ﾞ┍ﾈる よけ ┳むむﾘ ┕ﾕ『┄ﾙす »┤むむ｀┇ﾗす«
 ┗┎ﾈ┕｀ﾘ ┶ﾗさ ぃな┵むむﾋ┵ﾗする ┧┏┆ﾗす ┷ﾔ ┕むむ┌┎ﾞﾝﾓぬ
 よ┢┆┍ﾘ ┱┾す┵ﾞﾗす ら┑ﾖる ぃ┕むむ┌┎ﾗ ┳むむﾛ┤ﾍ｠す ┢┾る
 ┴ﾝむむﾏ┟す ┕ﾚな┵ﾋる ┪ヂ ┕┎ﾗ ┗ﾜﾔ ビﾈ ┕むむ┏ﾒ┕┌ﾞﾋす
 ┳ﾒ す┢┏┆ﾈ ┕┎ﾞﾗ┥ﾒ ┶むむﾗさ ま┥┍ﾉ ┗┏ﾙ┕ﾊる ぃ┷むむ┺す┢ﾝﾗ┕ﾈ
 ぃ┮ﾕ┵ﾉ ┱ﾖ ┢むむ┍ﾒる« :┗┏ﾙ┕むむヮﾙ】す ┲むむ┏┉ﾗす ┱むむﾟベ
 そなぬる ┕┎ﾞ┋むむﾎ ┳ﾘ ┕┏┈│ﾙ ぃね┤ﾝﾉ ね┵むむ｀┆ﾗす ┘ﾙ┕ﾖ
 ビ━┆ﾞジす ┶┋ﾒ ┕┎ﾌ┤ﾞ┉ﾉる ゆ┵ﾈ┣ﾗす ┕┎ヰむむヮﾞﾖす
 ┕ヅぬる よ┑むむﾎ ┷ﾔ ┲┎ﾚ┵ﾋる らる┤ﾛ┢ﾛ す┵むむﾙ┕ﾖ ┳ﾛ┣ﾗす
 ┮┏ﾖ おす┵ﾝﾚに ┳ﾛけ ┶ﾗさ« )ぇぉい/ひ(»..ねす┥ﾜ┌ﾏす ┷ﾔ
 ぃ┤ﾍく ┬┻┵ﾘ ┶ﾗさ す┵┋ﾌぬ ┢むむ┉ﾗ おめ┤ﾒけ らけ ┷ﾙ┢ﾛ┤ﾉ
 ┷ﾔ 『ﾛ┵ﾐ ら┵┉ﾝﾛ 》 の┕┍ﾗす き》┒ﾚ..ら┕┊ﾘ ろけ ┶ﾗさ

.)ぇゅぇ /ひ( »..ら┕┊ジす ┦┈ﾙ
 ┮むむ━┊ﾛ ぃ┷ﾙ┕ﾟﾗす ┨┍ﾗす す┣ﾚ ┷ﾔ ろぬ┕┃ゴす らさ
 》 ┳ﾘ┥ﾗす« ┙ﾗ┕ﾟﾗす ┨┍ﾗす ┷ﾔ ..┷ﾙ┕むむヮﾙ】す せ┕┏ﾓ
 ┗┏│ヱむむﾏ ┘┆┌ﾋ ┖ﾌ ┗│ﾕ ┶┋ﾒ ┮┉ﾙ »┤デ
 ┴┏┋ﾒ きす┢むむ┍ﾗす た┤ﾊく ろ┣むむﾗす »┢むむ┏ﾔすな« る »そ┢むむ┏ﾈね«
 ┷┍ﾘ┥ﾗす れ┵ﾞむむヮジす ┶┋ﾒ ┗│┉ﾗす り┣むむﾚ..»なるるすな«
 ┕ﾘ すにさ ぃ┕ﾚ┵ヰﾘ ┳┊デ 》 ┗ﾞﾈ┕ﾊ れ┤ﾖ┣ﾖ ┡むむﾎ┤ﾞﾉ
 ぃ┖ﾌ ┗┌ﾊ .┕┎ﾗ ┲むむ┺す┢ﾗす »┢┏ﾔすな« ┖┉┆ﾞﾗ ┕むむ┍ボけ
 ┷ﾔ ┕┌┺すな ┕ﾙけ« :┕むむ┎┏ﾗさ も┵ﾞﾛ ┗ﾛ┤ﾌ ┴┋ﾈ┕┉ﾘ ┷むむﾔる
 ┳ﾒ ┮━┊ﾗす ゆる┕ﾌ┟ そ┢┏ﾈね ┱ﾑ ┬ﾝﾉけ まぬす┵むむ━ﾗす
 ┕┍┆ﾗ┕┄ﾉ ぃ»┖┍ﾛね むﾈ よ┵ﾎ┵ジす ┨┍ﾗす ┷ﾔる»..┕ﾚ┤ﾎ
 ┕┎ﾕ┥ベる ┕┎ﾉ┕ﾙ┕┆ﾘ ┷┊ギ ┗ﾛな┵┎ﾛ そ┕ﾞﾔ ┗┏│ヱﾏ
 ┯むむ┋┆ﾞﾗする ぃよ┟する せ┟す らす┢むむ┉ﾔ ┢むむ┆ﾈ ビむむ┏ﾉす┣ﾗす
 ..┴ﾞ┏┌むむヮﾉ ┱┃┈ﾉ ┕┌ﾖ »ゆす┥ﾓ« るけ »┷ﾘ┵ﾐ«むﾈ
 ┷┊ﾌ な┢│ﾈ ┕むむ┍ﾙ┑ﾖる ┦ヰﾙ ┨むむ┍ﾗす す┣ﾚ ┷むむﾔる
 ┗│ﾕ ┷ﾔ ┗むむﾗ┥ﾞヱﾘ ┗ﾛ┵ﾟﾙけ ┗┏│ヱむむﾏ そ┤┏むむﾎ

 す┢┏┆ﾈ »┖┍ﾛね« た┵むむヅ ┨┍ﾗす ┷┎ﾞ┍ﾛる ..そ┤むむ┏│ﾕ
 ┕ヂ┑ﾖ ┗ﾝﾛ┤ﾓ ┢むむﾋ ┖┍ﾛね ┘ﾙ┕ﾖ« :┰ﾗに ぬす┤むむﾕさ ┳ﾒ
 みす┤┈ﾗす ら┕ﾖ« )ぇっ /ひ( .»┤むむヰﾝﾗす ┳むむﾘ ┘むむﾋ┤ﾍ

.)ぇうぉ/ひ(.»┕┎ﾘ┕┎ﾞﾗす な┢│ﾈ
 ┲むむﾎ┵ﾘ« ┤┏ﾍ┟する ┦ﾘ┕ザす ┨┍ﾗす ┷ﾔ ┤┃ギる
 »ら┤むむ┏ﾔ┤┏ﾖ  ┷むむﾈ┕ﾋ«  ┗┏│ヱむむﾏ  »ぬ┕むむ┄ﾘ┟す
 ブ┈ﾛる ┕むむヮﾙ┤ﾔ ┶ﾗさ ┤ﾋ┕┎ﾉ ┷むむﾞﾗする ぃ┗ﾛ┵┏むむﾎ｠す
 ┗┏ﾎ┕ﾕ ┕ﾔる┤ﾑ ┧┏┆ﾉ ┰ﾗ┕┍ﾚ ..»ら┕ﾋ« ┕┎ﾗ┕┌｀ﾈ
 ふ┤ﾘ ┗┆ﾛ┤┾ ┕┎ﾐ┵┉むむﾎる ぃ┕┍ﾈす ┕むむ┎ﾈ┕ガさ ┢むむ┆ﾈ
 ぃゆ┕┌ゲす ┗┇ﾗ┕ﾈ ぃ┕ﾚぬ┵│ﾉけ す┣┊ﾚ« :┕┎ﾉ┕┏ヰﾈ れなるけ
 ┳┄┉ﾗす ┳ﾘ ┮┏┈ザす ┕┎ﾙ┕ﾞむむヮﾔ ろ┢ﾉ┤ﾉ ぃ┗ﾈす┣ﾋ
 よす┥ヰﾈ ┴ﾞ┍ﾛね ろ┣むむﾗす き┕┃┏ﾝﾗす ┗むむﾕ┕┏ﾗす ろに もぬね┟す
 ┕ﾚ┤┆ﾏる ┦ﾛ┵ﾗ ぬ┵ﾈ ぬすね┕ﾈ ┳ﾘ ┗むむヮ┋ﾍ ┴ﾉ┤ﾞむむﾏす
 ┴ﾕ┵ﾔ ┘┆┻る ┢ﾕる ┗│┏┉ﾒ ┱┊ﾏ ┷ﾔ な┵ﾎ┟す
 )ぉぅぅ /ひ(.»めす┤ﾐ┟す ┗┆ヮﾞﾘ ┧┉ﾗす ┳ﾘ ┗┆ﾝﾕ
 ..ら┕ﾋ ゆ┑むむヮﾛ ら┕ﾖ お┗┃ﾛ┤ﾘ ┘ﾙけ ┱ﾚ お┰むむﾈ ┕ﾘ«
 ら┕ﾖ ┕むむﾘ┢┍ﾒ ┗むむ｀┻ らる┢むむﾈ ┘むむﾉ┕ﾘ« )ぉぇぉ/ひ(
 /ぉゅぅ:ひ( .»┕┎ﾝﾙ┕ﾋ ┶ﾗさ ┲┏ポす ┤ﾛ┤ﾎ ┶┋ﾒ ┕┌┺┕ﾙ

(ぉゅぇ
   

や┤ﾞ━ジす ┶┍┆ジす
 た》》┢ﾗする ┷ﾙ┕┆ジす ┳むむﾒ ┴ﾞ┅ﾌ『ﾘ ┳むむ┊デ ┕ﾘ らさ
 ま┕むむ┉ﾛ】す ┶むむヰ┍ﾘ ┵むむヰ┍ﾉ ┕むむ┎ﾙ┵ﾖ ぃそ『｀ﾞむむヮジす
 ┗むむﾛ┵ﾚ ┢むむﾛ┢ヰﾞﾈ ┬むむﾛ┵┍ﾞﾗす ┯むむ┉ヰﾞﾛ ..┢むむﾌす┵ﾗす
..┗ﾛ┵┏むむﾎくる ┗ﾛ┤｀ﾓ ぃ┗ﾛな┵┎ﾛ ぃ┗┏ﾈ┤┇ﾘ :き┕┌ﾞﾙ》す

 ┠ﾞ┈┍ジす ┷ﾈるぬる┟す ┗┏│ヱむむﾏ ┱ﾟベ ┗ﾛ┵┎ﾗす ┶ﾗさる
 ┶┋ﾒ ┗┏┍ﾝジす た┕むむﾕ『┆ﾗす ┙むむ┏ﾌ ぃ┲むむﾗ┕┆ﾗす ┶むむ┋ﾒ
 ┳ﾘ ┤むむ┎┅ジ ┦┏むむﾎ┑ﾞﾗする ぃ┗むむﾛ┤ゴする ┠ﾘ┕むむヮﾞﾗす
 らけ ┢┏ﾈ..┷ﾙ┕むむヮﾙ】す ┱むむﾘ┕┆ﾞﾗする ┖むむゴす ┤むむﾚ┕┅ﾘ
 きす┵ﾎ ┲┋┆ﾗす ┲ﾎ『ﾗ ┗ﾛな┢┆ﾞﾗす ┗┌ヮﾗす ┘ﾔ『ﾗす
 ┤ﾟﾖけ ┱┌ギ ┗┏│ヱ━ﾗ┕ﾔ ぃ┷┌｀ﾒ┟す るけ ┷ﾈ┤┆ﾗす



ぇぅぉ

..┳┊ド ┤┏ﾓ そ┢ﾌする ┗ﾛ┵ﾚ き┕ﾎぬさ ら┑ﾖる ぃ┲ﾎす ┳ﾘ
 ┷ﾙ┕ヮﾙ】す ┮━┊ﾞヮﾛぃす┣┎ﾗ ┗ﾔ┕┻】┕ﾈ ┴ﾙけ ┶┋ﾒ

     :そ┕ﾙ┕┆ジ す ┳ﾘ ┕ﾕ『┄ﾙす
 :┗┏ﾒ┕┌ﾞﾋ》す

 らす┢┉ﾔ ┳ﾘ ┴むむヮギ ┕ヅ ┗ﾗ┵┈┄ﾗす ┤┃ギ ┙┏ﾌ
 そ┤｀ﾚ るけ ぃよ┟す ぃせ┟す そ┕ﾔる ┷ﾔ ┢むむヮ｀ﾞﾛ ┷┉┏┉ﾌ
 ┳┊┌ジす ┳ﾘる..┕┏ﾋぬ┕ﾍ るけ ┕┏┋ﾍすな ┤ﾍ｠す ┳ﾒ め┤ﾐ

 ┶ﾗさ ビ┍ゴす ┴ヮ┊┆ﾛ ┕ﾛ┥ﾘぬ らす┢┉┈ﾗす ら┵┊ﾛ らけ
..┱┾┟す

 :┗ﾛな┕│ﾞﾕ》す
 な┵ﾋ┵ﾗす ┢┏ﾖ┑ﾉ ┷ﾔ ┗ﾝﾓ┤ﾗす も┕┏ﾎ ┷ﾔ ┕┍┆ﾗ┕┄ﾉる

 ┧┏┆ﾗす せ┕ﾝﾎけ ┳ﾒ ┙ヰﾝﾗす ┙┏ﾌ ぃそ┕┏ゴする
..┖┏ﾗ┕ﾎ┟す ┮┋ﾞヱﾘ ┯ﾔる

 :┗┏ﾔ┕┉ﾟﾗす
 まる┥む┍ﾗする ぃろ┤むむ┊┈ﾗす ┷ﾔ┕┉ﾟﾗす ┢┆ﾝﾗす ゆ┥むむﾞヱﾉる

..┗┆ﾈ┕ﾞジする そきす┤┉ﾗす ┶┋ﾒ ひ┤ゴす ┶ﾗさ ぃ┤┏ﾝ┆ﾞ┋ﾗ

 :┗┏┈ﾐ┕┆ﾗす
 ┨│┉ﾗ┕ﾔ ..そ┕┏ゴす ┵ﾚ ┕ヅ ぃ┖ゴす ┷ﾔ ┢ヮ｀ﾞﾉる

 ┖ゴす ま┵┻┵ﾘ ┤┃ヰﾞヮﾉ ┕┎ﾞ┏ﾗ┵┌ﾏ ┷ﾔ
..たす┣ﾗす ┢┏ﾖ┑ﾞﾗる / ┷ﾔ ┗┏ﾙ┕ヮﾙさ ┗ﾝﾓぬ ┴┈┾┵ﾈ

 ..らす┢┉┈ﾗす ┳ﾒ ┷┋┆┈ﾗす ┩ﾛ┵┆ﾞﾗす ┵ﾚ ┖ゴ┕ﾔ

:よ┕ﾞザす ┷ﾔ  
 ┲むむﾎ┤ﾉ »れ┤ﾍけ ゆ┵│ﾔる ┬┏ﾈ┤ﾗす« ┗ﾒ┵┌｀ﾘ らさ
 ┷ﾒす┢ﾈさ ぬ┕むむヮﾘ ┳ﾒ ┗むむ┋ﾘ┕┊ﾞﾘ ┗┉┏ﾕな そぬ┵むむ┾
 ぬ┕むむﾞﾍす ぃ»┵むむﾛ┥┏┋ﾖ┵ﾗ.つ.よ.つ« ┷むむヮﾙ┤ﾔ ┖むむﾉ┕┊ﾗ
 ┷┈┾┵ﾗす ┷┊ゴする そな┕ﾘ ┷ﾙ┕むむヮﾙ】す ┶┋ﾒ ら┕ﾚ┤ﾗす
 そなす┤ﾔ ┴ﾝむむヮﾖけ ┕むむﾘ ┵むむﾚる ぃ┗むむﾓ┕┏┾ ろ┤┆むむ━ﾗす
 ┷ﾔ »ぉぅぅい /┱ﾈ┵ﾙ« ┴ﾉね┕┏ﾌ ┕┎┏┋ﾒ ┘ﾗな そ┥┏┌ﾞﾘ

...せすな｠す

せ┤┇ジす ┳ﾘ ┖ﾉ┕ﾖ *
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 らく┤┉ﾗす ┷ﾔ ┴むむﾗ┵┾け ┷ﾘ『むむﾎ】す め┵│ﾞ┋ﾗ らさ
 ┠┋┄│ジす ┳ﾘ ┗┉ﾞ━ﾘ ┷ﾔ┵┾ ┗┌┋┊ﾔ えダ┤┊ﾗす
 »┗ﾔ┕ヰ│ﾗす« ┘むむﾙ┕ﾖる .»┗むむﾔ┕ヰ┾»る »め┵むむ┾«
 そ『│ﾗす きすな┟ ┗むむﾓ┤┈ﾞﾘ ビ┌┋むむヮジす ┳むむﾘ ┗むむﾕ┤ﾔ
 ┦┈┍ﾗす ┖むむﾛ┣┎ﾉる そな┕むむﾝ┆ﾗす ┘むむﾙ┕ﾖる ぃ┱むむﾘ┑ﾞﾗする
 ┘ヰﾝ┾け らる┤┉ﾗす ┤ﾘ ┶┋ﾒる .┱ﾓ┕むむ━ﾗす ┲┎┋┇ﾏ
 ┳ﾛ┣ﾗす ぃき┕むむ┏┉ﾉ┟す ゆ┕むむﾋ┤┋ﾗ ┥むむﾘ┤ﾉ »┗むむﾔ┕ヰ│ﾗす«

.ビ┏ﾔ┵│ﾗ┕ﾈ ら｠す よ┵┏ﾗす ら┵ﾔ┤┆ゎﾛ
 ぃめ┤┄ﾞ┋ﾗ ら┕┊むむﾘ ┗むむ┏ﾔ┵│ﾗす ┷ﾔ ┳むむ┊ﾛ ┲むむﾗ 
 ら┕ﾖ ┗デ┢┉ﾗす ┗┏ﾘ『むむﾎ】す ┗┏ﾔ┵│ﾗす ┡ﾛぬ┕ﾉ ┷ﾔる
 せ┤┉ﾗす の┕┌ﾞﾗ┕ﾈ わ┕┏ﾔ┵┾ ら┵┊ﾛ ら┑ﾈ ┲ﾞ┎ﾛ ら┕ヮﾙ】す
 ┵ﾚ ┕┌ﾖ よ『むむﾎ】す ┚┎┍ﾘ ま┕ﾝぎﾉ┕ﾈ ┰ﾗにる ¨す ┳ﾘ
 .┗┈ﾛ┤━ﾗす ┗ﾛ┵ﾝ┍ﾗす ┗┍むむヮﾗする ダ┤┊ﾗす らす┤┉ﾗす ┷ﾔ
 ┕┎ﾈ┣ﾚる ┴ヮ┈ﾙ ┠┋┾け ┳ﾘ ┵ﾚ め┵│ﾞジす ぎらけ ┕┌ﾖ
 ┱┆ﾋる ┴ﾞ┏ﾚ┕ﾔぬる ┧むむ┏┆ﾗす ┢むむﾓぬ ┳ﾒ りな┕むむ┆ﾞﾈ┕ﾈ
 ┬ﾘ た┤┏┇ﾉ ┗むむ┏ﾔ┵│ﾗす ┳むむ┊ﾗる.┕┏ﾔ┕┾ り┤むむ┏┊┈ﾉ
 ┶┋ﾒ め┵│ﾞﾗす ┶┋ﾒ ┤むむ┏ﾝﾖ ん┤┏┇ﾉ ┤┎┅ﾔ ぃよ┕むむﾛ┟す

 .┷ﾘ『ﾎ】す ┲ﾗ┕┆ﾗす め┵│ﾞジす )┷ﾈ┤ﾒ ┳ﾈす( ┢ﾛ

 ふぬけ »むむむﾈ ┗┋┏┌ゲす ら┕ﾞむむヮﾖ┕ﾈ ふぬけ め┤むむ┆ゎﾉる
 ┖ﾝむむヮﾈる  ぃ»ビむむ┏ﾔ┵│ﾗす  きす┤┆むむ━ﾗする  き┕むむ┏ﾗる┟す
 な『ﾝﾗす ┲┏ﾗ┕ﾕける た┕┆ﾐ┕┉ﾘ ┩┆ﾈ ら┓ﾔ ┗┏ﾔ┵│ﾗす
 ┷ﾔ┵│ﾗす ぎらけ ┕┌ﾖ .»よ『ヮﾗする ┖ゴす な『ﾈ« ┶┌ヮﾉ
 ビ┌┋ヮジす ┤┏ﾓる ビ┌┋ヮジす ┳ﾘ らる┤┏ﾟﾖ ま┕ﾝﾉけ ┴ﾗ
 ら┕ﾞヮﾖ┕ﾈ ┷ﾔ ら┕┊ヮﾗす ┗┏ﾝﾗ┕ﾓる ぃきす┵ﾎ ┢ﾌ ┶┋ﾒ
 そ┢┏┉┆ﾗす ┵ﾚ よ『むむﾎ】す ぎら┟ ぃビ┌┋むむヮジす ┳ﾘ ┲ﾚ
 ┷ﾙ┕ﾞヮﾖ┕ﾝﾗす せな┟す ┕ﾘけ .な『ﾝﾗす ┷ﾔ ┗┏むむﾎ┕ﾎ┟す

 .┷ﾔ┵│ﾗす ┤┆━ﾗする ┗┏ﾔ┵│ﾗす ぬ┕┊ﾔ┟┕ﾈ ┹┷┍┇ﾔ
-ぇっいう( ろ┕ﾞ┎ﾈ ┮┏┄┋ﾗす ┢ﾝﾒ り┕むむﾏ ┤ﾒ┕━ﾗす

 ┗むむ┇┋ﾈ ビむむ┏ﾔ┵│ﾗす きす┤┆むむ━ﾗす ┳むむﾘ ら┕ﾖ )ぇあょぉ
 ┵ﾋ り┕ﾏ ( り┤┎むむﾏ ┤ﾟﾖ┟す ┴ﾙす┵ﾛなる ぃ)┷ﾚ┢┍むむﾎ(
 り┵ﾘ┤ﾞﾌする りるぬ┢ﾕる の┕┍ﾗす ┴ﾝﾌけ ┢ﾕる ぃ)┵ﾗ ┕むむヮﾛぬ
 ┬┉ﾛる .わ┕むむ ぎ┏ﾔ┵┾ わ┕ ぎ┏ﾌるぬ わ す┢むむﾏ┤ﾘ ら┕┊ﾘ ┱ﾖ ┳むむﾘ
 り┢┍むむﾎ ┷ﾔ ぃり┕むむﾏ ┘┏┎ﾈ そ┢むむ┋ﾈ ┷ﾔ ┴むむヰﾛ┤┻
 ┱ﾖ の┕┍ﾗす ┳ﾘ た┕ﾜジす ┴ヰﾛ┤┻ ぬる┥ﾉる ぃら┕ﾞヮﾖ┕ﾝﾈ

  り┤┆ﾏ ┷ﾔ ろ┕ﾞ┎ﾈ り┕むむﾏ  ┢┎むむ━ﾞﾎ す┢ﾕる .よ┵ﾛ
 り┤┆むむﾏ ふ┤ﾒる ぃダ┤┊ﾗす らく┤┉ﾗす ┳ﾘ そ┤┏ﾟﾖ た┕ﾛ┐ﾈ

دب الباك�شتاي فكار ال�شوفية ي ااأ ااأ

مقاات

*┤ﾈ┕┾ ┢┌│ﾗす ┢ﾝﾒ もすね┤ﾗす ┢ﾝﾒ な.け
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 ゆる┕┍ﾉる ぃ┷ﾘ『むむﾎ】す め┵│ﾞﾗす ┷ﾔ ら┕デ】す ┗┉ﾛ┤ﾐ
 ┕┃ﾛけ ┲ﾞﾚす ┢ﾕる .┖ゴ┕ﾈ わ┕ﾔ┵│ﾞﾘ ┷むむ┎ﾗ】す ┖ゴす
 ら┕┍ゴする ┮むむ┄┋ﾗする ┮┄┆ﾗする ゆ┕┌ゲす ┴┏ﾝむむ━ﾞﾈ

.┷┎ﾗ】す
 そな┵ﾋ┵ﾘ ┗┈┋ﾞヱﾘ すね┵ﾘぬ り┤┆ﾏ ┷ﾔ よ┢ヱﾞﾎする

:ら┕ヮﾙ】す ┕┎┈ﾗ┑ﾛ ┗┏ﾘ┵┏ﾗす ┕┍ﾉ┕┏ﾌ ┷ﾔ
¨す ┕ﾛ ┰┆ﾘ ┷ﾝ┋ﾕる ┕┍ﾚ ろ┢ヮﾋ« 

.. な┤ﾛ ┕ﾘ 》さ ┤┻ ┳ﾘ ┕┍ﾝ┏│ﾛ ┳ﾗ
...┢ﾗ┵ﾛ ┲ﾗる ┢┋ﾛ ┲ﾗ ...な┤ﾛ ┕ﾘ 》さ

...┢┏┆ﾝﾗする ┖ﾛ┤┉ﾗす ┷ﾔ り┢━┍ﾉ 》 ┰┏ﾔ ┴ﾝﾌ
 ...┢ﾛぬ┵ﾗす ┱ﾝﾌ ┳ﾘ ┰┏ﾗさ せ┤ﾕけ ┵┎ﾔ

 つ┕┏むむヮﾖ ぃ┰ﾝﾌ ビﾈる ┰┍┏ﾈ ゆ┵ギ ┰むむヮ┈┍ﾔ
.┢┏ﾞﾒ

¨す ┳ﾒ ┙ヰﾝﾉ ┘┍ﾖ らさ 
き┷ﾏ ┴┋ﾟ┌ﾖ ┦┏┋ﾔ

 ¨す れけぬ ┢ﾕ ┲┎┍ﾘ ら┕ﾖ ┳┌ﾔ
....な┕ゴす ┷ﾔ ┵┎ﾔ

┕┏ﾙ┢ﾗす ┷ﾔ り┤ﾛ ┲ﾗ ┳ﾘる
.»!おな┕┍ﾞﾗす よ┵ﾛ ┴ﾙる┤┏ﾎ ┮┏┊ﾔ

 )ぇあょい-ぇっいぅ( り┕むむﾏ ┷┋ﾈ ┕ﾈ┕ﾈ ┤ﾒ┕むむ━ﾗす ら┕ﾖる
 ┷ﾈ┕｀┍ﾈ ┗┇┋ﾈ ┖ﾞﾖ わ すぬ┵┎むむ━ﾘ わ┕┏ﾔ┵┾ わ す┤ﾒ┕むむﾏ
 ┢ﾝﾒ ┶┌ヮﾛ ら┕ﾖる .ら┕ﾞむむヮﾖ┕ﾈ ┷ﾔ ┷┊ﾛ┤┏むむﾎる
 ┘ﾙ┕ﾖ ┢ﾕる ぃ»┷┋ﾈ« ┴┌むむﾎす ┠ﾝ┾┑ﾔ り┕むむﾏ ¨す
 ┳ﾘ ら┕ﾖる .┳むむﾛな ┱ﾋぬ り┵むむﾈ┑ﾔ え┗むむ┍ﾛ┢ﾞﾘ ┴むむﾞ┋┺┕ﾒ
 ┗┉ﾛ┤┄ﾗす ┶┋ﾒ ┷むむﾔ┵┾ ┵ﾚる ぃり┕むむﾏ た┕┏ﾙす ま┕ﾝﾉけ

 .┗ﾛぬな┕┉ﾗす
 ┗┇┋ﾈ ┤┆むむ━ﾗす ┳ﾘ ┤┏ﾟ┊ﾗす り┕むむﾏ ┷むむ┋ﾈ ┲┅ﾙ
 ┷むむﾔ ┴ﾈ┵┋むむﾎけ ら┕ﾖる ぃ┷┊ﾛ┤┏むむヮﾗする ┷むむﾈ┕｀┍ﾝﾗす
 ┷ﾔ り┕ﾏ ┷┋ﾈ ┕ﾈ┕ﾈ ┤ﾝﾕ ┬┉ﾛ .)┷ﾔ┕ﾖ( ┶ﾒ┢ﾛ ┤┆━ﾗす

 ┷ﾔ ┤ﾛ┢┉ﾉる よす┤ﾞﾌす ┴ﾗる ぃら┕ﾞむむヮﾖ┕ﾈ ┷ﾔ )ぬ┵│ﾕ(
 ┷ﾔ┵│ﾗす り┤┆ﾏ ┷ﾔる .┷ﾈ┕｀┍ﾈる り┢┍┏ﾎ ┷┌┏┋ﾕさ
 ┗ﾘ┕┆ﾗす そ┤┊┈ﾗする ぃ┕┏ﾙ┢┋ﾗ ビ┏ﾔ┵│ﾗす ┗ﾛこぬ ┮┾る
 ¨ よ┕┆ﾗす よ┵むむ┎┈┌┋ﾗ ┗┎ﾈ┕むむ━ﾘ り┤┆むむﾏ ┷むむﾔ
 ┗┏むむﾎ┕ﾎけ たす┤┏┇ﾉ や┕┍ﾚ らけ ┫ﾌ》 ┢ﾕる . ┶ﾗ┕┆ﾉ

.┴ﾗ┵ﾌ ┳ﾘ ┬┌ﾞペす ┷ﾔ ち┢ギ
....せす┤┄┻す ┷ﾔ せす┤ﾞﾗす らさ て┕┾┕ﾛ«

.め『ﾞﾍ『ﾗ ┤┅ﾙ┕ﾔ
...ゆ┕┏ザす ┷ﾚ ふぬ┟する の┤┈ﾗす ┷ﾚ ふぬ┟┕ﾔ

 ┗むむﾍ┤┾ ┬┌むむヮﾙる...せす┤ﾞﾗす  な┤むむ┄ﾛ  せす┤むむﾞﾗする
...せす┤ﾞﾗす

せす┤ﾉ ┳ﾘ ┗ヰ┋ﾎけ ┳ﾘ せす┤ﾞﾗす ┱ﾞ┉ﾛ せす┤ﾞﾗする
...┤ﾝ┊ﾉ ┴┏ﾔ そ┤ﾟ┊ﾈる せす┤ﾞﾗ┕ﾔ

ゆ┕┌ゲす ┵ﾚ せす┤ﾞﾗする ら┕ﾞヮﾝﾗす ┵ﾚ せす┤ﾞﾗ┕ﾔ
 ┴ﾗ┕┊むむﾏけ ┱ﾖ ┷ﾔ せす┤ﾞﾗ┕ﾈ ┖｀┆ﾛ せす┤むむﾞﾗする 

.».せ┕｀┆ﾗす
 )ぇうぅぇ-ぇいゅょ( ┢ﾛ┤ﾔ よ『ﾓ ┴ﾋす┵ﾍ ┤ﾒ┕━ﾗす ┕ﾘけ
 .┷┊ﾛす┤┏むむヮﾗす ┗┇┋ﾈ ┷ﾌるぬ ┤ﾒ┕むむﾏ ┲┅ﾒけ ┵┎ﾔ
 ら┕ﾟ┏ﾘ ┘ﾖ ┷ﾔ ぃろな『┏ﾘ ぇいゅょ よ┕ﾒ ┷ﾔ ┢ﾗる ┢ﾕる
 ┘ﾙ┕ﾖ ┗┍ﾐ┵ﾞむむヮﾘ ┗┏ﾈ┤ﾒ ┗┋┺┕┆ﾗ ┷ﾈ┕｀┍ﾈ ┷ﾔ
 ら┕ﾖる .┗┏ﾈ┤┆ﾗす は┵┏ゲす ┬ﾘ な『ﾝﾗす ┶ﾗさ たき┕ﾋ ┢ﾕ
 .)┷ﾔ┕ﾖ( せ┵┋むむﾎ┑ﾈ ┤┆むむ━ﾗす ┳ﾘ ┕ﾉ┵┏ﾈ ┲┅ﾙ ┢ﾕ
 ┗むむ┏ﾈ┤┆ﾗす :た┕むむ┇ﾗ ┬ﾝむむﾎ ┶むむ┋ﾒ ┕むむ┆┋┄ﾘ ら┕ﾖる
 ┷ﾚ┢┍ヮﾗする ┷┊ﾛす┤┏ヮﾗする るなぬる┟する ┗┏むむﾎぬ┕┈ﾗする

 .┗┏ﾞﾛ┤┊ヮ┍ヮﾗする ┗ﾛ┢┍┎ﾗする
 ┱┏ﾝむむﾎ ┷ﾔ ┴むむヮ┈ﾙ ぬ┣ﾙる ┗┏┉ﾙ そ┕┏ﾌ は┕むむﾒ
 .┲┋むむﾎる ┴┏┋ﾒ ¨す ┶┋┾ ┢┌ヰﾘ ┷ﾝ┍ﾗす ろ┢むむﾚ
 ゆ『ﾍ ┳ﾘ ┬ﾘ┕ヮﾗす るけ しぬ┕┉ﾗす ┣ﾍ┑ﾛ り┤┆むむﾏ ┷ﾔる
 ┳ﾒ に┕ ぎﾍけ ┮むむ┾る ┷ﾔ ┗むむ┏ﾔ┵│ﾗす ゆす┵ﾌけ て┤むむﾏ
 り┤┏ﾈ┕┆ﾉ ら┓ﾔ ┰ﾗ┣ﾗ ┗｀┏ﾞﾙる .┗┏ﾘ┵┏ﾗす き┤ジす そ┕┏ﾌ
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 たなすね ┬┻す┵ﾞﾗする そな┵ジする よす┤むむﾞﾌ》す ┷ﾔ ┗┏ﾔ┵│ﾗす
 .┗┏ﾔ┵│ﾗす ┣┏ﾘ『ﾉ な┢ﾒ ┳ﾘ

 ら┓ﾔ ぃそぬ┕┉ﾗす ┴ﾝむむﾏ ┷ﾔ ┳ﾛ┤ﾍ｠す ビ┏ﾔ┵│ﾗ┕ﾖる
 ┤┏ﾓる ビ┌┋むむヮジす ビﾈ ┗ﾙ┕┊ﾘ すに ┴むむ┋┆ﾋ ┴むむ┌┋ﾌ
 ┠ﾛ┤┻ め》｠す ぬる┥ﾛる .す┣ﾚ ┕┍ﾘ┵ﾛ ┶ﾞﾌ ビ┌┋ヮジす

.┴ﾉ┕ﾔる れ┤ﾖに ┷ﾔ ┢ﾛ┤ﾔ ┴ﾋす┵ﾍ
 ろ┣ﾗす ら┥むむゴす ┳ﾒ り┤┆むむﾏ ┷ﾔ ┢むむﾛ┤ﾔ ┲むむ┋┊ﾞﾛ 
 ┴ﾝ┏ﾝﾌ る ┶ﾗ┕┆ﾉ ¨す ┳ﾒ な┕┆ﾞﾈ》す ┖ﾝヮﾈ ┴ﾈ┕ﾞ┍ﾛ
 ┵┎ﾔ ぃ┲┋むむﾎる ┴┏┋ﾒ ¨す ┶┋┾ ┢┌ヰﾘ ┕ﾙ┢┏むむﾎ
 ┴┍┊ﾗる ぃ┕┎ﾞﾛ┕ﾓ ┳ﾒ そ┢┏┆ﾈ ┴むむヮ┈ﾙ らけ ┢┉ﾞ┆ﾛ 》
 ┵┎ﾔ す┣むむﾗる ┤むむ┏ﾝ┊ﾗす な┕むむ┆ﾞﾈ》┕ﾈ ┕むむﾙ┕┏ﾌけ ┤┆むむ━ﾛ
 ろ┣ﾗす ┖ゴす ┗むむ┆ﾞヅ ┶┍┇ﾞﾛる .き┕┊むむﾝﾗ┕ﾈ ┧むむ┎｀ﾛ
 ┮┋ﾍ ┳ﾘ ┳むむ┊ﾗる ぃ┴┉ﾗ┕ﾍ ┳むむﾘ ┕むむﾝﾛ┤ﾕ ┴むむ┋┆｀ﾛ

 .┕┌┎┍┏ﾈ ぬ┕ﾞﾎ
:ゆ┵┉ﾛ

..┱ﾞ┉ﾉ せ┵ﾝボす ┗ボ«
 ┯ﾔ┢ﾞﾛ ┳ﾖす┢ﾗす ┤┆━ﾗする

....┢ﾛ┢ﾏ りなす┵ﾎ ビ┆ﾗす ┱ﾑる
..ぬ┣ﾞ┆ﾉ 》る ┖┏ﾝゴす ┱ﾞ┉ﾉ

....┢┏┆ﾈ ┳ﾘ ┖ﾕぬけ ゆ『ﾐ┟す ┶┋ﾒ ┘┈ﾕ┵ﾔ
┢ﾛ┢ﾎ ┲┎ヮﾈ ゎ┘┏ﾘぬ ┖┏ﾝゴす ら┕ﾈ ┕┌┋ﾔ

.. ┶ﾎ┟する よ》｠す ┳ﾐ┵ﾘ ┷ﾝ┋┉ﾔ
.».┢ﾛ┤ﾔ ┕ﾙけ ま┵ﾘ┢ﾗす ┲ﾗ┕ﾒ ┷ﾔ ┘━ﾒる

 ┤ﾒ┕ﾏ ┤┎ﾏけ ┕ﾈ┕ﾈ ┳┌ﾌ┤ﾗす ┢ﾝﾒ ┤ﾒ┕━ﾗす ら┕ﾖ 
 ┤ﾒ┕ﾏ ┲┅ﾒけ ら┕ﾖ ┢ﾕる ぃ)┵ﾞﾏ┕ﾝﾗす( ┗┇┋ﾈ ┷ﾔ┵┾
 き┕┌┋ﾒ ┩┆ﾈ ┤ﾖに ┢ﾕる .┵ﾞﾏ┕ﾝﾗす せなけ ┡ﾛぬ┕ﾉ ┷ﾔ
 ┗┉ﾛ┤ﾐ ┶┋ﾒ ら┕ﾖ ┳むむ┌ﾌ┤ﾗす ┢むむﾝﾒ らけ ┵ﾞむむﾏ┕ﾝﾗす
 も┤ﾐ き┕┌ﾒね ┢ﾌけ ┵ﾚる .┗┏ﾔ┵│ﾗす )ろ┢┍ﾈ ┧┉┍ﾗす(
 よ┵┋ﾒ ┣ﾍけ ┢むむﾕ ら┕ﾖる .よ『むむﾎ】す ┷ﾔ め┵むむ│ﾞﾗす
 .ぬ┵┎むむ━ﾘ ┳ﾛな ┱ﾋぬ ┵ﾚる ┕ﾈ┕ﾈ ┤┏ﾈ き┕┍ﾈけ ┳ﾒ ┳ﾛ┢ﾗす

 ┷ﾔ ┤｀ﾚ .┗ﾈす┣ﾋ ┗┏│ヱﾏ ┳┌ﾌ┤ﾗす ┢ﾝ┆ﾗ ら┕ﾖ
.¨す ┗┌ﾌぬ わ┕ヮ┌ﾞ┋ﾘ  ┕┏ﾙ┢ﾗす たす┣┋ﾘ り┤┆ﾏ

 ┧┏┆┋ﾗ ┶むむ┋ﾟジす ┗┉ﾛ┤┄ﾗす り┤┆むむﾏ ┷ﾔ ろる┤むむﾛ
 ┖ﾓ┤ﾛ ┲ﾗる ┗ﾗ┥ﾒ そ┕┏ﾌ は┕ﾒる ぃよ『ﾎ】す ┗┄ﾎす┵ﾈ
 ┶ﾗさ ┴ﾈ れなけ ┕ﾘ ぃそ『│ﾗす きすなけ ┢┍ﾒ ┢ﾌけ ┴｀ﾒ┥ﾛ らけ
 ┳ﾘる ぃ┴ﾗ す┢┏｀ベ ┴┏ﾔ ┤┆━ﾗす ┳ﾘ ┤┏ﾟ┊ﾗす ┗ﾈ┕ﾞﾖ
 すに ┴┋┆ﾋ  わ┕┆┺すぬ わ す┤┆むむﾏ ┖ﾞﾖ ┴┍ﾛな ┲┎ﾔ ゆ『むむﾍ

 .そ┤┏│ﾕ ┗┏┍ﾘね そ┤ﾞﾔ ┷ﾔ そ┤┎ﾏ

 ┷ﾔ ら┵ﾞむむ━ﾝﾗす ビﾈ わ┕ﾘ┤ﾞヰﾘる わ┕ﾔる┤┆ﾘ ┠むむﾝ┾け
 き┕┌┋┆ﾗす ┢むむﾋる ┢ﾕる .ら┕ﾞむむヮﾙ┕┇ﾔける ら┕ﾞむむヮﾖ┕ﾈ
 .り┤┆むむﾏ ┷ﾔ そ┕┏ヰ┋ﾗ ┷┉┏┉ゴす ┶┍┆ジす ら┵┏┍ﾛ┢ﾗす
 ら┵むむ┏┍ﾐ┵ﾗする ら┵┏むむﾎ┕┏ヮﾗす そな┕むむ┉ﾗす よ┢ヱﾞむむﾎす
 ┱┌┆ﾞむむﾎする  ぃ┗むむ┾┕ザす  ┲むむ┎ﾔす┢ﾚ┟  りぬ┕┆むむﾏけ
 ┱│ﾌ ┢ﾕる .┲┎┏ﾙ┕ﾓけ ┷ﾔ りぬ┕┆ﾏけ ら┵┏┉┏ﾎ┵ジす
 ┖ﾝむむヮﾈ )┗ﾘ【ﾗ ┤┏ﾝ┊ﾗす せ┟す ろけ( ┕ﾈ┕ﾈ ┖┉ﾗ ┶┋ﾒ
 ┳┌ﾌ┤ﾗす ┢ﾝﾒ ┤ﾒ┕━ﾗす ┷┄┆ﾛ .そ┤┏ﾝ┊ﾗす ┴ﾞ┏ﾝ┆ﾏ
 ┳ﾘ そ┕┏ヰ┋ﾗ ┷むむ┉┏┉ゴす ┶┍┆ジす り┤┆むむﾏ ┷ﾔ ┕むむﾈ┕ﾈ
 り┤┆むむﾏ ┷ﾔ ┥ﾖぬ ┢ﾕる .┴ﾞﾘす┤ﾖる ¨す ┖ﾌ ゆ『ﾍ
 ┷ﾚ ┷ﾞﾗする ¨ そ┢ﾗ┕ザす ┗むむ┌┅┆ﾗする ゆ┕┌ゲす ┶┋ﾒ

  .¨す ┖ﾌ ┷ﾚ ┴ﾗ ┗ﾝヮ┍ﾗ┕ﾈ
  :ゆ┵┉ﾛ

....┤ﾝ┊ﾉ らるな や┕┏ﾙな ┷ﾔ ┧ﾒ«

...┷ﾉ┑ﾉ ┳ﾗる た┤ﾘ  ┗┈┾┕┆ﾗ┕ﾔ
.....┤ﾟ┆ﾝジす な┢ﾝジす ┘ﾕ┵ﾗす ┢┏┆ﾉ ┳ﾗる
.».....┤━ﾗす ┳ﾘ ┤┈ﾙする ┤┏ザす め┤ﾒ┕ﾔ

 わ すぬ┵┎━ﾘ わ┕┏ﾔ┵┾ わ す┤ﾒ┕ﾏ ┷┋ﾖ┵ﾉ ┘ヮﾘ ┢┆ﾛ 
 ┲┅ﾒけ ┵ﾚる ぃら┕ﾞむむヮﾖ┕ﾈ ┷ﾔ ┷むむﾏ┵ﾗ┕ﾝﾗす ┗むむ┇┋ﾈ
 ら┕ﾖ ぃ┤━ﾒ ┬むむﾎ┕ﾞﾗす ら┤┉ﾗす ┷ﾔ ┷ﾔ┵┾ ┤ﾒ┕むむﾏ
 ┢ﾕる ろな┕むむ┆ﾗす ら┕むむヮﾙ】す そ┕ﾙ┕┆ﾘ ゆる┕┍ﾞﾛ り┤┆むむﾏ
 ら┕ﾖ .よ『ヮﾗする ┖ヰ┋ﾗる ┗┏ﾙ┕ヮﾙ‒ﾗ ┗ﾗ┕ﾎぬ ┤┄ﾎ
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 ろぬ┕ヰ│ﾗする ゆ┕ﾝゲす ┷ﾔ ゆす┵むむ｀ﾞﾗ┕ﾈ ┴ﾞﾕる ┷┃┉ﾛ
 ぬる┤ヅる ビﾙ┕┍┈ﾗす るけ ┳むむﾛ┢ﾗす き┕むむ┌┋ﾒ ┬ﾘ ┗むむ┋ﾌ┕┉ﾗす
 ┷┋ﾖ┵ﾉ な┕ﾞﾒす ┴ﾖすぬなさる ┴ﾉ┤ﾝﾍ ゆ『ﾍ ┳ﾘる ぃ┘ﾕ┵ﾗす
 ┬┌ﾞヮﾛ ┳ﾘ ┗┏┋むむヮﾞﾗ ┗ﾛ┤┆むむﾏ わ┕ﾉ┕┏ﾈけ よ┢┉ﾛ らけ
 .┗┏ﾔ┵│ﾗ┕ﾈ りぬ┕┆むむﾏけ ┘ﾋ┥ﾞﾘす ┚ﾛぬ┢ﾞﾗ┕ﾈる ぃ┴┏ﾗさ
 ┷ﾔ  ┗ﾖぬ┕むむ━ジす ┶むむ┋ﾒ ┷むむ┋ﾖ┵ﾉ ┘むむヮﾘ ┤むむﾝﾋけ
 え┱┉┆ﾗす ┮┏むむﾎ ┱ﾞむむﾎす ┴┍┊ﾗる ┷┋ﾝ┉ﾗす きす┢┆ﾗす
 ┠ﾘ┕むむヮﾞﾗす らけ ビﾝﾔ ぃら┕┆┌ﾞ｀ﾛ》 り┤┊ﾗする ┖ゴ┕ﾔ
 ビﾈ き┕ﾘ┢ﾗす ┗ﾕすぬさ ┳ﾘ ┱┃ﾔけ そ┢ﾌ┵ﾗする ┪ﾈす┤ﾞﾗする
 ┗ﾘ┕ヱ┻ ┤ﾟﾖけ ┷┋ﾖ┵ﾉ ┘ヮﾘ ┤┆ﾏ ら┕ﾖ .の┕┍ﾗす
 .そぬ┕┉ﾗす ┴ﾝむむﾏ ┷ﾔ め┵│ﾞﾗす きす┤┆むむﾏ ┷ﾕ┕ﾈ ┳ﾘ
 )┧ﾉ┵ﾗ┕ﾝﾗす( ┖┆ﾏ ビﾈ そ┤┏ﾝﾖ ┗┏ﾝ┆ﾏ すに ら┕ﾖる

 きす┤┆むむﾏ ┤┎むむﾏけ ┱むむﾋ┕ﾉ ┢むむ┌ヰﾘ つ┕むむﾉ ┢むむ┆ﾛ
  わ す┤ﾒ┕むむﾏ め┤ﾒ ┢┉ﾔ .ろ┵ﾚす ┤ﾝﾗす ┗┇┋ﾈ め┵むむ│ﾞﾗす
 ┗┇ﾗる ろ┵ﾚす┤ﾈ ┱ﾋ┕ﾉ ┗┇┋ﾈ ┲┅ﾙ .わ┕むむ┏ﾔ┵┾ わ┕ジ┕ﾒる
 ┗┏ﾔ┵┾ わ すぬ┕┊むむﾔけ ┤むむ┊ﾞﾝﾛ ┲むむﾗ ┵むむﾚる .┷ﾚ┢┍むむﾎ
 わ┕┏ﾔ┵┾ わ す┤┆むむﾏ ┤┊ﾞﾈす ┱むむﾈ ┖むむヮﾌ ろ┵ﾚす┤ﾈ ┷ﾔ
 .ろ┵ﾚす┤ﾈ ┷ﾔ »┷ﾔ┕┊ﾗす« せ┵┋むむﾎけ ┳ﾘ わ┕むむヮﾝﾞ┉ﾘ
 き┕┌┋┆ﾗす ┯ﾔけ ┯┏┻ り┤┆むむﾏ ┷ﾔ ┢┉ﾞ┍ﾛ ┴ﾙけ ┕┌ﾖ

:ビ┏┍ﾛ┢ﾗす
....┷┊ﾞ━ﾛ ろね┕ﾖる 『ジす まな« 

....┢ﾈ┕ﾒ し┤ﾘ┕ﾖ ビ┏┉ﾙ す┵ヮ┏ﾗ ┲┎ﾔ
...┳ﾛ┢ﾗす よ┵ﾛ ┷ﾔる ぃら┵┊━ﾛる ら┵┍┅ﾛ ┲┎ﾔ

.»...┢ﾌす┵ﾗす ┲┎┎ﾗさ ┳ﾘ ら┵┋｀ヱ┏ﾎ

┗┏ﾝ┍ﾋ┟す た┕┇┋ﾗす.や む ┷┆ﾘ┕ﾋ に┕ﾞﾎけ *

┬ﾋす┤ジす 
 ┤ﾒ┕むむﾏ ┱ﾋ┕ﾉ ┢┌ヰﾘ つ┕むむﾉ ぃもすね┤ﾗす ┢むむﾝﾒ ┤むむﾈ┕┾-な.ぇ 
 ┱ﾖ  ┗むむ┏ﾟヰﾈ  ┗むむ┈┏ヰ┾  .ら┕ﾞむむヮﾏ┵┋ﾈ  ┷むむﾔ  ┷むむﾔ┵┾
 た┕ﾎすぬな ┥ﾖ┤ﾘ ┗┄ﾎす┵ﾈ »┵┏┈ﾛぬ ら┕ﾞむむヮﾏ┵┋ﾈ« ビﾘ┕ﾒ

  .┕ﾞﾛ┵ﾖぃら┕ﾞヮﾏ┵┋ﾈ ┗┆ﾘ┕ﾋ ぃら┕ﾞヮﾏ┵┋ﾈ
 ┗┏デな┕ﾖ┟す  »┷┋ﾖ┵ﾉ ┘ヮﾘ« ┢┌ヰﾘ て┕ヰ┾ ぃろぬ┕ﾘ. ぉ

.な┕ﾈく よ『ﾎさ ぃ┖ﾞ┊┋ﾗ ┗┏ﾙ┕ﾞヮﾖ┕ﾝﾗす
 ┤┏ﾘけ »るなぬる┟す ┶むむﾗさ ┲ﾋ┤ﾞﾘ« ┳┌ﾌ┤ﾗす ┢ﾝﾒ :┕むむﾙす┵ﾛな .ゃ

.ぇういあ ぬる┕━ﾈ┵ﾞﾏ┕ﾝﾗす ┗┏┋┊ﾈ ぃ┵ﾞﾏ┕ﾈ ぃろぬす┵┍ﾏ そ┥┌ﾌ
 ┦┋｀ﾘ ぃ┥むむ┏ﾒ ┡┏むむﾏ ┗┌ﾋ┤ﾉ ぃ┵ﾗ┕むむﾎすぬ ┵ﾋ り┕むむﾏ .ゅ

.り┢┍┏ﾎな┕ﾈす ぬ┢┏ﾌ ぃ┷ﾈすなく ┷ﾚ┢┍ﾎ
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 ┷ﾗ ゆ┕むむ┉ﾔ )『むむ│ﾔ ┤むむ━ﾒ ┢ﾌけ ┷むむﾚる( ┕むむ┎┍ﾘ
 た┕ﾚ« :┢┌ﾌけ ┢むむ┌ヰﾘ よ┤┊ﾘ ┥むむﾛ┥┆ﾗす ┷┉ﾛ┢┾
 ┕┎ﾙけ ┲ﾓぬ - ┗ﾛする┤ﾗす り┣ﾚ ┣ﾍける »┕ﾚ┤━┍ﾙ ┗ﾋ┕ﾌ
 よけ ┘┋┌ﾖけ きす┵ﾎ ┤むむ━ﾙ┑ﾎ« :ゆ┕ﾕ ぃ-┱┌ﾞ┊ﾉ ┲ﾗ
 ┶ﾗさ ┖ﾞﾖ┑むむﾎ« :┷ﾗ ゆ┕ﾕ »!お┮┏ﾖ« :┴ﾗ ┘┋ﾕ ぃ»》
 ┱┌ﾖけ ┘ﾙける ┗ﾛする┤ﾗす ┳ﾘ ゆる┟す き┥むむゲす ┷┎ﾞ┍ﾛ ┕┍ﾚ

.»┰ﾞﾌす┤ﾈ

 ┕┎┏ﾔ ┖ﾞﾖけ ┘むむ┍┊ﾔ ぃ┗ﾛ┕┊ゴす ┷┍ﾉ┥┈ﾞむむﾎする«
 ┕┎ﾗ┵│ﾔ ┘ﾝﾞﾖ す┣むむ┊ﾚ .┤むむ━┍ﾉ ┘ﾗすね ┕ﾘ ┷ﾚる

.»┗┏ﾕ┕ﾝﾗす

 ビﾛ┤┾┕┍ﾗす ┳ﾘ ろ┤ﾚ┕ﾕ ┱ﾋぬ ┗│ﾕ ┗ﾛする┤ﾗす ┷┊ギ
 らけ ┢┆ﾈ ゆ┕┌むむ━ﾗす ┷ﾔ ┗ﾈ┤┇┋ﾗ ┴むむﾞ┍ﾛ┢ﾘ ┴ﾉな┤ﾐ
 ┷ﾞﾗす るけ- ┗ﾛぬ┵ﾟﾗす そ┢ﾛ┤ゲす ┷ﾔ ┕┏ﾗ┕ﾒ ┕ﾝ│┍ﾘ ┶ﾗ┵ﾉ
 ┷ﾔ ┗┈┏ヰ│ﾗ 『むむﾎす┤ﾘ ┠ﾝ│┏ﾗ -┗ﾛぬ┵ﾊ ┘ﾙ┕ﾖ
 ┕ﾘ ┤━┍ﾉ ┷┎ﾔ え┕┎┋むむﾎす┤ﾛ らけ ┕┎┌┎ﾛ》 そ┤ﾚ┕┉ﾗす
 り┤│ﾞヱﾉ らけ ┢┆ﾈ – ┴ﾉ┤むむ━ﾙ らさ – ┕┎┏ﾗさ ┴┋むむﾎ┤ﾛ
 》 ┙┏ヰﾈ れ┤ﾍけ よ ぎ┢┉ﾉる たす┤┉ﾔ ┤ﾍ┒ﾉる ┴むむ┈ ぎ┈ヱﾉる
 ┕ﾘ 》る ┪ﾝ┃ﾗ┕ﾈ ち┢むむﾌ ろ┣ﾗす ┕ﾘ しぬ┕┉ﾗす ┲むむ┎┈ﾛ

.┗ﾛ┕┊ゴす ┷ﾚ

 ┷ﾔ ┱ﾍ┢ﾉ ┘むむﾙ┑ﾔ ┕┏┺するぬ 『┌ﾒ け┤むむ┉ﾉ ┕むむﾘ┢┍ﾒ«
 ま┕┌ﾞﾋ》する ┗むむﾎ┕┏ヮﾗす ねる┕むむ｀ﾞﾛ ┲ﾗ┕ﾒ ┲むむ┏┌┾
 ┕ﾘ す┣ﾚ ぃ»..┕むむ┆┏┌ﾋ き┕┏むむﾏ┟す ┯┌ﾒる ┤ﾚ┵ﾋ ┶ﾗさ
 ┷ﾔ ┴ﾈ た┤┆むむﾏ ┕ﾘ ┕ﾘ┕ベ す┣ﾚる ぃ┤ﾚ┕ﾐ き┕┎ﾈ ┴ﾗ┕ﾕ
 ┘ﾗ┕ﾙ ┷ﾞﾗす ぃ»┶┈┍ジす ┷ﾔ ┖ゴす« ┴ﾞ┆┺す┤ﾗ ┷むむﾉきす┤ﾕ

.よぇううっ ┗┍ﾎ ┗ﾛするぬ ┱┃ﾔけ そ┥┺┕ﾋ
 ┗│ﾕ ┗ﾛする┤ﾗす り┣┎ﾗ ( : ┤ﾚ┕ﾐ き┕┎ﾈ ┕┎┍ﾒ ゆ┵┉ﾛ  
 るけ たす┵┍ﾎ ┤━ﾒ ┕┎ﾞﾈ┕ﾞﾖ ┘ﾕ┤┇ﾞむむﾎす ぃ┗┋ﾛ┵ﾐ
 たけ┢ﾈ .┲┺すな ┱┊━ﾈ ┖ﾞﾖけ ┳ﾖけ ┲ﾗ ┳┊ﾗる ぃ┤ﾟﾖけ
 すねる┥┎ﾘ ┘むむ┍ﾖ ぃ»『┏ﾉ┕むむﾏる す┤むむﾝ┾« ┢┆ﾈ ┕むむ┎┏ﾔ
 :┘┋ﾕ ┷┍┊ﾗる ぃ┠ﾈす┣ジす り┣ﾚ ┳ﾘ 『┆┈┍ﾘる ┮┍┆ﾈ
 ┕ﾚ┢ﾚ┕むむﾏけ ┲ﾗ ┗ﾈ┤グ ┳ﾒ ┖ﾞﾖけ らけ ゆ┕┆ﾞﾔ》す ┳ﾘ
 -┷┋ﾍす┢ﾈ ┷むむ┉ﾈる ┘┈ﾕ┵ﾞﾔ ぃ┕┎┏ﾔ やぬ┕むむﾏけ ┲ﾗる
 ┳ﾛな な ぎ┢ﾎ┟ ┖ﾞﾖけ らけ ┷┋ﾒ ┠┋ﾛ └ﾏ -┰ﾗに ┲ﾓぬ

.きす┢┎━ﾗす き》┒ﾚ
 ぃ»┘ﾜﾋ ┰むむ┋ジす ┕ﾙけ« き┕むむ┍ﾊ┟す り┣ﾚ ┷むむﾔ ┘ﾝﾞﾖ
 ┘┏┉ﾈる ぃ»┗むむ┏┈┾ ┷ﾞﾗ┕ﾍ»る ぃ»┷むむヰ┻ ┘ﾗ┕ﾕ»る
 ┤┅ﾙけ ┕┎┏ﾗさ な┵むむﾒけ ┘┋┋ﾑ ぃ»┶むむ┈┍ジす ┷ﾔ ┖むむゴす«
 ┷ﾔ ┘むむ┆┄ﾕ ┘むむ┍ﾖ ぃす┣むむ┊ﾚる ┕むむ┎ﾖ┤ﾉける ┕むむ┎┏ﾔ
 ゆ┵│ﾔ ┗┆ﾝむむﾎ ┷ﾗす┵ﾌ よぇういゅ よ┕ﾒ ┮むむ│ﾞ┍ﾘ

»احّب ي امنفى« لبهاء طاهر

مقاات

*た┵ﾞﾖ そなぬる

..┖ゴす ┷ﾔ ┗ﾈ┤ﾓ よけ ..┗ﾈ┤┇ﾗす ┷ﾔ ┖ﾌ



ぇぅい

 らする┢┆ﾗす ┱ﾟﾘ ┕┎┍┏┆ﾈ わ┕むむﾊす┢ﾌけ ┷┊ヰﾛる ぃ┗┏ド┟す
 そ┵┋ゴす ビむむﾒ ぬね┕｀ﾘる たる┤むむ┏ﾈ ┶┋ﾒ ┷むむﾙ┵┏┎│ﾗす
 ┗┏┉ﾛ┤ﾔ】す な『ﾝﾗす ゆ『┉ﾞむむﾎす ゆ┵ギる ぃ┤ﾞﾒ┥ﾗす ┱むむﾉる
 ┗ﾛ┤│┍┆ﾗす ┲むむﾕ┕┈ﾉる ┗むむ┆ﾈ┕ﾉ た┕ﾛぬ┵ﾉ┕ﾞﾖな ┶むむﾗさ
 ┗┏むむﾏ┕┈ﾗす ぬ┕│ﾞﾙする ぃ┗┏ﾈるぬる┟す な『むむﾝﾗす ┶ﾕぬけ ┷ﾔ
 ┗ﾛぬ┕ゲす ビ┏ﾒ┵┏むむ━ﾗす き┕ﾘな ぬ┕┎ﾙけるぃ┕┏ﾙ┕ﾝむむﾎす ┷ﾔ
 ぃ┷┋┏ﾏ ┷ﾔ ┖ﾛ┣┆ﾞﾗす ┲┺す┤ﾋる ぃ┕┏むむヮ┏ﾙる┢ﾙけ ┷ﾔ
 ┗むむ┏ﾈるぬる┟す ┗むむﾛぬ┣ﾗす た┕むむﾛ┕┈┍ﾗす ┳むむﾔな ┗むむﾗる┕ヰﾘる
 ┗ﾔ┕ヰ│ﾗす ┘むむ┌┾る ぃ┗むむﾛ┤│ジす きす┤むむヰ│ﾗす ┷ﾔ
 ぃビ┄むむヮ┋ﾔ ┷ﾔ ┗┍ﾛ┕┎│ﾗす ┲┺す┤ﾋ ┳ﾒ ┗┏ﾈ┤┇ﾗす
 ┲ﾗ┕┆ﾗす ┷ﾔ ┗┏┆ﾋ┤ﾗす れ┵┉ﾗす ┬ﾘ ┕┊ﾛ┤ﾘけ ┒ﾐす┵ﾉる

.┗┍┌┏┎┋ﾗ ┕┎┏┆ﾎる
 ┷ﾔ ┗ﾈ┤┇ﾗす よけ ..┗むむﾈ┤┇ﾗする ┶むむ┈┍ジす ┷むむﾔ ┖ゴす

..┖ゴす
 »┶┈┍ジす ┷むむﾔ ┖ゴす« ┤ﾚ┕ﾐ き┕むむ┎ﾈ ぬ┕ﾞﾍす ┢むむ┉ﾗ
 ┤ ぎﾝ┆ﾉ 》 ┕むむ┎┋┆ﾗ ┳┊ﾗる ぃ┗むむﾛする┤ﾗす り┣むむ┎ﾗ ┕むむﾙす┵┍ﾒ
 ┕┎ﾊす┢ﾌける ┕┎ﾉ┕┏│ヱむむﾏる ┕┎ﾞ┏┍ﾈる ┕ﾚ┤ﾚ┵ﾋ ┷ﾔ
 ┷ﾔ ┖ﾌ ┳むむﾒ ┷ヱﾛぬ┕ﾞﾗす ┷むむﾒ┵┻┵ジす ┕むむ┎┆ﾕするる
 ┴むむヮ┈ﾙ ┵ﾚ ┗ﾛする┤ﾗす り┣むむﾚ ┷ﾔ ┖ゴ┕ﾔ え┗むむﾈ┤┇ﾗす
 ぃ┗ﾛする┤ﾗす り┣ﾚ ┷ﾔ ┢ﾗ┕ﾍ ┖ﾌ ┕┍ﾔな┕│ﾛ》 ぃ┗むむﾈ┤┇ﾗす
 き┕ﾈ ┢ﾕる 》さ ┖むむﾌ ┕┍ﾔな┕│ﾛ 》 れ┤むむﾍけ そぬ┕むむﾝ┆ﾈ るけ
 ┱┄ﾝﾗす り┕┍┌ﾞﾛ ┕ﾘる ぃ┕┉ﾝむむヮﾘ よ┵┋┆ジす ┱━┈ﾗ┕ﾈ
 まな« :┴ﾗ┵┉ﾈ ぃき┷ペ┕ﾈ ┗ﾛ┕┎┍ﾗす ┗┅ゴ ┤ﾍ┑ﾞﾉ らけ ┵ﾚ

.»き┪ﾝﾈ ┤デ よ┵┏ﾗす す┣ﾚ
 ┦┏ﾗる ┖ゴす ┷ﾔ ┗ﾈ┤┇ﾗす ┳むむﾒ ┤ﾝ┆ﾉ ┗むむﾛする┤ﾗす らさ
 ┷┉┏┉ﾌ ┖むむゴ ゆ┕むむ｀ﾘ 》« ┗むむﾈ┤┇ﾗす ┷むむﾔ ┖むむゴす
 の┤むむ━ﾗす ┲ﾗ┕┆ﾗす す┣むむﾚ ┪むむﾎる ┷┉┏┉ﾌ て┤ﾔる

.┗ﾛする┤ﾗす ゆ┵┉ﾉ す┣┊ﾚ »..┗ﾈる┣ﾖ┟す
 ┕┎┋┆ﾗる ぃ┴┍ﾛ┢ﾉる ┲ﾗ┕┆ﾗす ┶┋ﾒ よ┵┋ﾗす ┷┉┋ﾉ ┷ﾚる
 ┕┎ﾉ┕┏│ヱﾏ れ┢ﾌさ ら┕ヮﾗ ┶┋ﾒ ┰ﾗに ┳ﾒ た┤ﾝﾒ
 ┷ﾔ ┷ﾝ┍ﾞジす ら┕むむヮﾗ ┶┋ﾒ ┕むむ┏┉ﾛ┥┏ﾔ┕ﾞ┏ﾘ す┤むむ┏ﾝ┆ﾉ
 ぃ»┤ﾚ┢ﾗす ┕┎むむﾎぬす┵ﾔ ┳むむﾘ 『┏ﾍ ┳むむﾒ┕ﾐけ« ┴むむﾗ┵ﾕ
 ┤ﾚ┢ﾗす ┦┏ﾗ ┗ﾛする┤ﾗす ┷むむﾔ らす┢ジす ┲ﾗ┕┆ﾗす らけ ┶┋ﾒ

 ろるす┤ﾗす ┴┏ﾒ┢ﾞヮﾛ ┢┎━ﾘ ┤ﾖ┣ﾈ ┗ﾛする┤ﾗす たけ┢ﾞﾈす
 ┕┍┌ﾚ┵ﾛ ぃ┴ﾞﾛ┕┊ﾌ ┕┍┏┋ﾒ な┤ヮﾛ ┵ﾚる そ┤ﾖす┣ﾗす ┳ﾘ
 ┕┎ﾞ┏┎ﾞむむﾏす« ┗┏┈ﾐ┕ﾒ ┗むむﾛする┤ﾗす ら┑ﾈ ┢┎むむ━ジす
 ┘ﾙ┕ﾖ よぬ┕ボ┕ﾈ ┦ﾙ┢ﾗす め┵ヱﾖ ぃす┥ﾋ┕ﾒ き┕┎ﾞむむﾏす
..┕┉┋┄ﾘる ┕ﾈける すね┵｀ﾒ ┘むむ┍ﾖる ┗┋┏┌ﾋる そ┤┏┇┾

 .»┖ゴす ┷ﾗ┕ﾈ ┶┋ﾒ け┤┄ﾛ ┲ﾗ
 ┤ﾍ｠する )┷むむﾈ┤┆ﾗす( ┕むむﾙ┟す ふぬ┕むむ┆ﾉ きすねさ ┕むむ┍ﾙけ るけ
 ┴ﾞ┍ﾛ┢ﾘ ┴むむﾉな┤ﾐ ぃ┕むむﾛ┤ﾚ┕ﾕ ┘むむ┍ﾖ « ぃ)┷むむﾈるぬる┟す(
 ┗┏ﾝ┍ﾋけ ┷┋ﾟﾘ ┷ﾚ ┘ﾙ┕ﾖる ぃゆ┕┌━ﾗす ┷ﾔ ┗ﾈ┤┇┋ﾗ
 ┕ﾚ┤┈むむﾎ ねす┵｀ﾈる ┗┏ﾈるぬるけ ┕┎┍┊ﾗ ぃ┢┋ﾝﾗす ┰ﾗに ┷ﾔ

.»┕┎ﾞ┍ﾛ┢ﾘ ┕┎┋ﾖ ┕ﾈるぬるけ ┤ﾝﾞ┆ﾉ
 ┶ﾞﾌ ┤ﾚ┕ﾐ き┕┎ﾈ ┗ﾛするぬ ┷ﾔ ┷┃ヂ らさ ┕ﾘ ┳┊ﾗる
 ぎらける ぃす┣ﾚ ┳ﾘ ┢むむ┆ﾈけ ┗ﾛるすね ┗ﾛする┤┋ﾗ らけ ┮むむ━ﾞ┊ﾙ
 ┢┆ﾝﾗする ┷ﾉす┣ﾗす ┢むむ┆ﾝﾗす ぃ┗ﾛする┤┋ﾗ ┳むむﾛ┢┆ﾈ や┕むむ┍ﾚ

.┷ﾒ┵┻┵ジす
 ┘むむﾎ┢┊ﾉる  ┗むむﾛする┤ﾗす  た┕┏│ヱむむﾏ  たな┢むむ┆ﾉ
 ┲┅┆ジ ┗むむ┾┕ザす ちす┢むむﾌ┟する ┗むむ┏ﾉす┣ﾗす ┤┏むむヮﾗ┕ﾈ
 ぃ┤┋ﾗ┵ﾘ ぬ┵むむﾞﾖ┢┋ﾗる ┘むむ┏｀ﾛ┤ﾝﾗ( ぃ┕┎ﾉ┕┏│ヱむむﾏ
 ま┕ﾈ ろ┣むむﾗす ┮むむﾎ┵┏ﾗる ぃ┷むむヮﾖぬ┕ジす ┲むむ┏ﾚす┤ﾈ】る
 た┤ﾝﾗ┟る ビﾗさ ┴ﾞﾋる┥ﾗる ┷｀┏┋ザす ┤┏ﾘ【ﾗ ┴むむヮ┈ﾙ
 ┢ﾗす┵ﾗる す┤┏ﾍけ ┢ﾉぬす ろ┣ﾗす ┘┏｀ﾛ┤ﾈ つるね ┷むむ┉ﾛ┤ﾔ】す
 ぃ┷｀┏┋ザす ┤┏ﾘ【ﾗる ぃ┲┏ﾚす┤ﾈさ よける ┢ﾗするる ぃ┘┏｀ﾛ┤ﾈ
 た┕┉┈┾ ┷ﾔ ┴┆ﾘ らる┕┆ﾞジす ろな┵┎┏ﾗす ら┕ﾛ┢┏ﾔす┢ﾗる
 るぬ┢┏ﾈ ┳むむﾒ 『┃ﾔ ぃ┗ﾝﾛ┤ﾘ た┕ﾒる┤むむ━ﾘる ┗むむﾛぬ┕グ
 ┢┆ﾈ ┖ﾛ┣┆ﾞﾗす ┳むむﾘ せぬ┕┎ﾗす ┷┋┏むむ━ﾗす ┳むむﾐす┵ジす
 ┗ﾛな┕むむﾏ ┖ﾙ┕ﾋ ┶ﾗさ す┣ﾚ ぃろ┢むむﾛ┤ﾔ ┴┏ﾍけ ま┤むむ│ﾘ
 ┴┍ﾈする ろるす┤ﾗす ┗┉┋┄ﾘ ぬ┕むむ┍ﾘる ぃ┲┏ﾚす┤ﾈさ ┗┉┋┄ﾘ
 ┴┍ﾈする ┷ﾘ┢┉ﾞﾗす ┷┈ヰ│ﾗす ぬ┕ﾙ┤ﾈる ぃす┢ﾛ┕ﾚる ┢ﾗ┕ﾍ

.)ビ┏┉ﾛ┤ﾔ【ﾗ て『ヮﾗす ┷ﾔ ┤ﾋ┕ﾞﾛ ろ┣ﾗす
 ┤ﾚ┵ﾋ ┱むむﾟデ ろ┣ﾗす ┷むむﾒ┵┻┵ジす ┢むむ┆ﾝﾗす らけ 》さ
 ┗ﾛ┤┾┕┍ﾗす ┗むむﾈ┤｀ﾞﾗす ┱むむ━┈ﾈ ┱ﾟ┌ﾞﾛ ┗むむﾛ┕┊ゴす
 ぃそな┕┃ジす ┗┏ﾉすな┕むむヮﾗす そぬ┵ﾟﾗす ぬ┕│ﾞﾙする ぃ┗┏ﾘ┵┉ﾗす
 ┗┏ﾞ┏ﾔ┵むむヮﾗす  ┗むむﾈ┤｀ﾞﾗす  ┬むむ┃┆┃ﾉ  ┗むむﾘねける



ぇぅう

 ┱┻┕┍ジす た┤ﾝﾗさる ぃ┷むむ｀┏┋ザす ┤┏ﾘ【ﾗ ┱むむ┏┌ﾒ ┶ﾗさ
 ┬ﾔ┢ﾉ の┕┏むむﾎ┕ﾘ ┷むむ┉ﾛ┤ﾔ】す ぬ┵むむﾉ┕ﾞﾖ┢ﾗす ┢むむ┻
 よ『むむヮﾞﾎ》す ┶ﾗさ ┕むむヮ┌┍ﾗす ┷ﾔ ┗ﾛ┤│┍┆ﾗす ┴むむﾈ
 ぃぬ┵ﾉ┕ﾞﾖ┢ﾗす す┣むむ┎ﾗ ┕むむﾘな┕ﾍ りな『むむﾈ ┶ﾗさ そな┵むむ┆ﾗする
 ┖ﾛ┣┆ﾉ ┳ﾘ せぬ┕むむ┎ﾗす ┷┋┏むむ━ﾗす ┳ﾐす┵ジす るぬ┢┏ﾈる
 ┶ﾗさ ゆ┵ヰﾞﾛ ろ┣ﾗする ┷┋┏むむﾏ ┷ﾔ ろ┵ﾘ┢ﾗす ┲むむ┊ゴす

.たすぬ┢ポす ぬ┕グ ┳ﾘ ┤┏┇┾ ┤ﾋ┕ﾉ

 ┗┎ﾋす┵ﾘ ┳ﾘ ┗ﾘ┕┆ﾗす ┥｀┆ﾗす ┗ﾗ┕ﾌ ┳ﾒ 『┃ﾔ
..の┤━ﾗす ┷ジ┕┆ﾗす へ┵ﾝ┄ﾍ┟す す┣ﾚ

 れ┤ﾙ らけ ┬┏┄ﾞむむヮﾙ す┣むむﾚ ┱ﾈ┕┉ﾘ ┷むむﾔ ┕むむ┍┍┊ﾗ
 ろ┣ﾗす ┘┏｀ﾛ┤ﾈ ┢ﾗする す┣┎ﾔ えぬ┵むむ┍ﾗす ┪┏ﾍ て┵┻┵ﾈ
 す┵ﾝﾝヮﾉ ┳ﾛ┣ﾗす せ┕ﾝむむ━ﾗす ┳ﾒ ┮━┊┋ﾗ ┱┻┕┍ﾛ
 れ┢ヰﾞﾛ ろ┣むむﾗす ぬ┕ﾙ┤ﾈ ┱むむﾟﾘる ぃ┕┎┋┈ﾐ ┱むむﾞﾕ ┷むむﾔ
 ┲┺す┤ゲす ┠むむ┃┈ﾛる ぃ┢┺┕むむヮﾗす ┒ﾐす┵ぎ゙ ﾗする よ『むむ┅ﾗす
 ┳ﾒ ゆ┵┉ﾛ ろるす┤ﾗす ┢ガ ┱ﾈ ぃ┗┏┊ﾛ┤ﾘ┟す ┗┏ﾙ┵┏┎│ﾗす
 》 ┷┊ﾗ ┴┍┏┉┏ﾈ ┙ﾝむむ━ﾞﾛ ぃ┷┋ﾟﾘ ┴ﾙさ « :┲┏ﾚす┤ﾈさ
 ┕┍┆ﾔな ろ┣ﾗす ┲┋ゴす ┬┏┃ﾛ 》 ┷┊ﾗ ぃ┴ジ┕ﾒ ┷┎ﾞ┍ﾛ

.»┴┋┌ﾖ┑ﾈ ┕ﾙ┤┌ﾒ ┴ﾗ ┕┍┌ﾊ

 ┤┏ﾘ┟す ┬ﾘ ┱ﾘ┕┆ﾞﾗす ┩むむﾔ┤ﾛ ろるす┤ﾗす ┢むむガ ┕┌ﾖ
 ┩ﾔぬ ┶┋ﾒ ┴ﾞ┍ﾈす ぎ┩ヰﾛ り┢ガる ぃ┖ﾛ┤ジす ┷｀┏┋ザす
 ┴┏ﾔ ┪┉むむﾎ ろ┣ﾗす ┖│┆ﾞジす ┷┍ﾛ┢ﾗす ┯むむﾛ┤┄ﾗす

.┢ﾗ┕ﾍ ┕ﾚ┵ﾍけ
 ぃそぬ┥ペす ┖┋ﾕ ┷ﾔ ┧┏┆ﾛ ら┕┍ﾝﾗ ┷ﾔ ┲┏ﾚす┤ﾈさ ┢ガる
 ┳ﾘ ┱┌┆ﾗ┕ﾈ ┗ﾝﾗ┕┄ジす ┳ﾒ ┴┻┤ﾘ ┲ﾓぬ ┮ﾕ┵ﾞﾛ》
 ぃ┷ﾘ『ﾒ】す ┲┏ﾞ┆ﾞﾗす ┗┎ﾋす┵ﾘ ┷ﾔ ┕┎ヰ┃ﾔ ┱ﾋけ
 ┲ﾗ┕┆ﾗす き┕ヰﾙけ ┳ﾘ ら┵ﾒ┵┄ﾞジす き┕むむﾝﾐ┟す ┰ﾗ┣ﾖる
 ら┕ﾛぬ┕ﾘ ┗┻┤┌ジする ぃら┕むむヮﾙ】す も┵┉ﾌ ┳ﾒ ま┕ﾔ┢┋ﾗ
 ┷┊ﾛ┤ﾘ┟す ┷むむ┈ヰ│ﾗする ┗┏┊┏｀┋ﾝﾗす ┳むむヮ┊ﾛぬけ
 ┒ﾐす┵ﾞﾗする ┗┏ﾙ┵┏┎│ﾗす ┲┺す┤｀┋ﾗ ┕┎ヰ┃ﾔる ┮ﾗすぬ
 ┶ﾗさ ..┤ﾞﾒ┥ﾗす ┱ﾉ ┷ﾔる そ┵┋ゴす ビﾒ ┷むむﾔ ┷┊ﾛ┤ﾘ┟す

.┰ﾗに ┤┏ﾓ

 ┷ﾔ ┱ﾟ┌ﾞﾛ ろ┣ﾗす ┩ボす ┬ﾕす┵ﾗす ┵むむﾚ ┱ﾈ ぬ┢┉ﾗす るけ
 ┗┍┌┏┎ﾗする ┗┏ジ┕┆ﾗす ┗┏ﾗ┕┌むむﾎけ┤ﾗする ┗┏ﾙ┵┏┎│ﾗす
 ┷ﾔ ┗┆ﾈ┕ﾞﾗす ┗むむ┏┆ﾋ┤ﾗす ┗むむ┌┅ﾙ┟する ┗むむ┏┊ﾛ┤ﾘ┟す
 き┕ヰﾙけ ┮むむ┋ﾞヱﾘ ┷ﾔる ぃ┙むむﾗ┕ﾟﾗす ┲ﾗ┕┆ﾗす らす┢むむ┋ﾈ

.┤┾┕┆ジす ┕┍ジ┕ﾒ

..の┤━ﾗす す┣┎ﾗ ┗ﾗ┵┄ﾝﾗす *
 ┱┏│┈ﾉ るけ ゆ┕┌ﾋ┓ﾈ そぬ┵ﾖ┣ジす た┕┏│ヱむむ━ﾗする
 ろけ ぃ┗ﾛする┤ﾗす ┷ﾔ ┗ﾛな┤ﾔ ┗ﾗ┵┄ﾈ ┕┎┍ﾘ ┢むむﾌ┟ ┦┏ﾗ
 ┗ﾗ┵┄ﾝﾗす ぬるな ┖むむ┆┋ﾛ ┕ﾘ ┵ﾚ り┤むむﾎ┑ﾈ ┲むむﾗ┕┆ﾗす らけ
 るけ ┴┍┏┆ﾈ ┨ヱむむﾏ ┗ﾛするぬ ┘むむヮ┏ﾗ ┗ﾛする┤ﾗす ぃ┕┍ﾚ
 ┖むむヮﾞ┍ﾉ ┕┎┏ﾔ た┕┏│ヱむむ━ﾗ┕ﾔ えな┢むむヰﾘ ┢むむ┋ﾈ
 ┲ﾗ┕┆┋ﾗ るけ ぃ┕ﾚ┢ﾌる ┤│ジ ┘ヮ┏ﾗ ぃ┢┋ﾈ ┳ﾘ ┤ﾟﾖ┟
 ┷ﾔ  ┖ヮﾞ┍ﾉ ┷ﾎ┐ジする ちす┢ﾌ┟す ┰ﾗ┣ﾖる ぃ┷ﾈ┤┆ﾗす
 ┤│ﾘ ┶ﾗさ ┖むむヮﾞ┍ﾉ ┕┎ﾙさ ぃ┢┋ﾈ ┳ﾘ ┤ﾟﾖ┟ ┗ﾛする┤ﾗす
 たる┤┏ﾈる 『┏ﾉ┕むむﾏる す┤むむﾝ┾る ┗むむ┋ﾞボす ビ┄むむヮ┋ﾔる
 ┕┏┉ﾛ┤ﾔさる ┕┏ﾎるぬる ┕┏ﾙ┕ﾝむむﾎさる ┕ﾛぬ┕┇┋ﾈる ┕┊┏｀┋ﾈる
 よ┕┍ﾞ┏ﾔる ┤ペする ┕┏ヮ┏ﾙる┢ﾙける ┕┏ﾖ┕ﾔ┵┋ﾎ┵┊┏━ﾉる

 .┚┏┋ザする ┕┊ﾛ┤ﾘける もす┤┆ﾗする らす┤ﾛさる
 ろ┤┊┈ﾗする ┷ﾘ┵┉ﾗす ちす┤ﾞﾗす ┳ﾘ き┕┌ﾎけ らけ ┕┌ﾖ
 ┗ﾘ┕ﾒ ┷ﾙ┕ヮﾙ】する ┷ﾗ┕┃┍ﾗする ┷ﾈな┟する ┷ﾎ┕┏ヮﾗする
 ┶ﾗさ ┢ﾝ┆ﾗす ┳ﾈ ┗ﾔ┤ﾐ ┳ﾘ え┗ﾛする┤ﾗす り┣ﾚ ┷ﾔ  ね┤むむﾝﾉ
 ┶ﾗさ ろ┤│ゴす ┬ﾐ┕ﾎ ┶ﾗさ ┷ﾝ┍ﾞジす ┶ﾗさ ┱┉ﾙな ┱ﾘけ
 ┵むむﾎ┕┊┏ﾈ ┶ﾗさ ┕ﾝﾘ┵ﾘ┵ﾗ ┶ﾗさ ┗ﾛ┤┺す┥ゲす ┗むむ┋┏┌ﾋ
 ┶ﾗさ ┴ﾞ┏ﾋ ┶ﾗさ すなる┤┏ﾙ ┶ﾗさ ┕ﾖぬ┵ﾗ ┶ﾗさ る┤むむﾗ┕ﾘ ┶ﾗさ

.┳｀┏ﾈ ┶ﾗさ たすな┕ヮﾗす ┶ﾗさ ┤┾┕┍ﾗす ┢ﾝﾒ

.. ぬ┵ﾙ ┳ﾘ ┪┏ﾍ
 へ┵ﾝ┎ﾗする の┑┏ﾗする ┗┏ﾌる┤ﾗす ┗デ┥┎ﾗす な┵ﾋる ┬ﾘ
 ┱ﾘ┟す ┳ﾘ ┕│┏│ﾈ らけ 》さ ぃ┗ﾛする┤ﾗす た┕┏│ヱﾏ ┷ﾔ
 ┲┏ﾚす┤ﾈさ ┕むむ┎┏ﾔ れ┤┍ﾔ ぃ┕┃ﾛけ ┶むむ┈ヱﾛ 》 そ┵むむ┉ﾗする
 ゆ┵ヰﾞﾛ ぃ┕┏┈ヰ┾ ┠むむﾝ│ﾛ らけ ┲┋ヰﾛ ら┕ﾖ ろ┣むむﾗす
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 ろ┤┎ﾑ ┶┋ﾒ ┷むむ┍┋┌ギ ..しな┕むむﾚ ┤ヰﾈ ┷むむﾔ ┯ﾗ┥ﾙけ
.せ┣ﾒ ろ┕ﾙ た┵┾る ┗┌ﾒ┕ﾙ ┗ﾋ┵ﾘ

 ┕ﾘ お┗むむﾛ┕┎┍ﾗす ┷むむﾚ り┣むむﾚけ :┷むむヮ┈┍ﾗ ┘むむ┋ﾕる
 ら┕ﾖ .┢┏┆ﾈ ┳むむﾘ ┷ﾉ┑ﾛ た┵むむ│ﾗす ら┕ﾖる !┕むむ┎┋┌ﾋけ
 てすぬ ┴┍┊ﾗる ..!┢┏ﾎ ┕ﾛ ..!┢┏むむﾎ ┕ﾛ ぬ┤┊ﾛ た┵│ﾗす

.┵┋┆ﾛ ろ┕┍ﾗす た┵┾ てすぬる ┘┈ヱﾛ
.す┢┏┆ﾈ ┷┍┋┌ギ ┗ﾋ┵ジす ┘ﾙ┕ﾖる

 ろ┕むむ┍ﾗする ..┷むむﾙ┢ﾚ┢┎ﾉる き┪むむﾈ ┷むむﾔ つ┤むむﾋ┤ﾞﾉ
 ┶ﾗさ ┗┋ﾛ┵┄ﾗす ┗┏｀むむ━ﾗす ┴むむﾞ┌┇┍ﾈ ┷むむ┍ﾝヰ│ﾛ

.»┗┍┏┊ヮﾗする よ『ヮﾗす
 ┤ﾚ┕ﾐ き┕┎ﾈ ┢┍ﾒ な┤ヮﾗす ┗┏ﾗ┕┌ﾋ ┬┈ﾉ┤ﾉ す┣┊ﾚ
 ろに ┷ﾔ┕│ﾗす ┤┆━ﾗす ┯ﾔけ ┶ﾗさ ┮ﾕす┵ジす ┩┆ﾈ ┷ﾔ

.┷ﾘすぬ┢ﾗす ┯┌┆ﾗす

せすな｠す .や /┗┏┆ﾘ┕ﾋ ┗ﾝﾗ┕ﾐ *

..な┤ヮﾗす ┗┏ﾗ┕┌ﾋ
 ┕┎ﾉ┕┌むむヮﾈ ぃ┗┆┏ﾝ┄ﾗす ┶┋ヰﾈ ┗ﾛする┤ﾗす ┘むむ┍ﾛ┥ﾉ
 ゆ┵│ﾔ ┷ﾔ ┕┍ﾞ┆ﾝﾉ ┷むむﾞﾗす ┗┏┈ﾛ┤ザする ┗むむ┏┈┏│ﾗす
 ┗┺な┕ﾚる ┗ﾝﾐぬ ┗ﾈ┕┇ﾗす ┘ﾙ┕ﾖ«  ┕┎┆┏┌ﾋ ┗むむﾛする┤ﾗす
 ぬ┕｀むむﾏ┟す ┵むむヮ┊ﾉ たな┕ﾒ ┷ﾞﾗす そ┢ﾛ┢ゲす もすぬる┟する
 ら┵┊ﾉ な┕┊むむﾉ ぃそ┤┃ザす ┗むむ┏ﾚすね ┱┏┋ﾕ ┘ﾕる ┣むむ┍ﾘ
 ┕┎ﾖ┤ギ ┗┌ﾒ┕ﾙ ┗━ﾚ ┗ﾝﾕ ┷ﾔ ┬┌｀ﾞﾉ ..┗ﾔ┕┈ﾏ
 ┳ﾘ ┦┌━ﾗす ┗┆ﾏけ せ┤むむヮﾞﾞﾔ ┗┈┏┈ザす ┠ﾛ┤ﾗす
 ┠ﾝむむヮﾉ きす┤┈┾ た┕ﾋ┵ﾘ ぃそ┤ﾊ┕┍ﾞジす ┕むむ┎ﾈ┵┉ﾊ ビﾈ
 な┵┆ﾉ ┷┊ﾗ ┷┈ﾞヱﾉ ┲ﾊ ┧┺┕━ゴす も┵ﾔ ┗ﾒ┤ヮﾈ
 ┤┏┍ﾉ ┗┆ﾈ┕ﾞﾞジす た┕ﾋ┵ジす ┰┋ﾉ ┘ﾙ┕ﾖる .そ┑ﾋ┕┈ジ┕ﾖ
 きす┤┈│ﾗす そ┤┏┇│ﾗす ┗むむﾛ┤ﾝﾗす ぬ┵ﾚ┥ﾗす ┕ﾚぬる┤ﾘ ┷むむﾔ

.»..┮┏│ﾗす ┷ﾔ ふぬ┟す め┤ﾍ┥ﾉ ┷ﾞﾗす き┕┃┏ﾝﾗする
 ┷ﾔ ┤ﾛ┵│ﾞﾗする ┮むむ┾┵ﾗす ┗むむﾕ┢ﾈ ┳むむﾛ┥ﾞﾉ ┕むむ┌ﾖ
 ち┢ﾌ ┕ジ ┴┈┾る ┷┈ﾔ ぃ┗ﾘ┕ﾒ ┕ﾚ┢ﾚ┕むむ━ﾘ ┲ﾎぬ
 ┲┏ﾚす┤ﾈさ ┷むむ┈ヰ│ﾗす ら┕むむヮﾗ ┶┋ﾒ たる┤むむ┏ﾈ ┷むむﾔ
 ビﾛ『ﾘ ┢ﾋ┵ﾛる .┙ﾟゲす ┳むむﾘ ゆ┕ﾝﾋ ┢ﾋ┵ﾉ« :ゆ┵┉ﾛ
 ┘ギる ぃ┷┍┏ﾒ ┷┄┇ﾛ ゆすね┕ﾘ せ┕ﾈ┣ﾗす .せ┕むむﾈ┣ﾗす ┳ﾘ

..た┵ジす ┗ヰ┺すぬ ろ┢┋ﾋ
 ┕ﾚ┤┎むむﾏ ┷ﾔ 『ﾘ┕ﾌ ┘ﾙ┕ﾖ .なす┢┉ﾘ ┖┍ﾛね ┘ﾛけぬ
 .ビ┍ゲす ┴┍ﾘ す┵むむﾋ┤ﾍける ┕┎┍┄ﾈ す┵┉むむﾏ .┤むむ┏ﾍ┟す
 ┴むむ┏ﾒすぬにる ┴┏ﾕ┕むむﾎ す┵むむ┆┻るる ┴むむﾔす┤ﾐけ す┵むむﾕ┥ﾘ
 ..┴ﾘけ ぬ┢むむ┾ ┶┋ﾒ そ┤┺すな ┱┊むむﾏ ┶┋ﾒ り┢むむヮﾋる
 よ┢ﾗす ら┕ﾖる そ┤むむ┺す┢ﾗす ┪むむﾎる ビ┍ゲす のけぬ す┵┆┻る
 のけ┤ﾗす ┷ﾔ ┱ﾖ┑ﾛ せ┕ﾈ┣ﾗする なる┢ﾗす ら┕ﾖる ┕むむ┄┋｀ﾞﾘ

»..ぬ┵ﾞﾝジす
 ┶┋ﾒ た┑┏┉ﾉ« ろるす┤ﾗす ら┕むむヮﾗ ┶┋ﾒ ┤ﾚ┕ﾐ ┬ﾈ┕ﾞﾛ

.そ┢ﾌする ┗┆ﾔな ┷ﾔ┵ﾋ ┷ﾔ ┕ﾘ ┱ﾖ つ┤ﾍ .ぬ┵┈ﾗす
 ┧┎ﾋ┑ﾔ ┷ﾉ┕┉┎ﾏる ┷ﾗ┕┆ﾎ ┲┏ﾚす┤ﾈさ ┬┌ﾎ

.»そ┤ﾘ ゆる┟ き┕┊ﾝﾗ┕ﾈ
 ┶┋ﾒ ┷ﾉ┑ﾛ ┤むむ┏ﾟﾘ ┢┎むむ━ヅ ┗ﾛする┤ﾗす ┲むむﾞﾞヱﾛる
 ┘┍ﾖ .┕ﾝ┆ﾞﾘ ┳むむﾖけ ┲ﾗ« :ゆ┵┉ﾛ ぃろるす┤むむﾗす ら┕むむヮﾗ

 ┗┈ヮ┋ﾔ
┗む┋む｀ﾘ

.┢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┆ゎﾛ ┤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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 て┕ﾝ┾ ┱ﾖ ┗ﾝ┋┄ﾗす ┫むむﾕ┵ﾛ ら┕ﾖ ろ┣ﾗす せ┢むむﾌ┟す
 ┗┏│ヱﾏ ┢┆ﾈ ┕┌┏ﾔ ┵ﾋ┵ﾚ ┴┍ﾘ ┯ﾞむむﾏす ろ┣ﾗする
 ┕ﾙ┕ﾖ ビ┏ﾝ┾ ┖ﾝむむヮﾈ わ┕┃ﾛける »よすな┤ﾉ┵ﾙ せ┢むむﾌけ «
 ┯ﾞむむﾏす ┢ﾕる .┰ﾗ┣ﾗ ┗┾┤ﾔ す┢ﾋる ┕┌┋ﾖ ┴ﾙ┕ﾈ┤┃ﾛ
 ┱ﾛ┵ﾘる┤ﾖ ら┵むむ┍｀ﾘ  ┗┏│ヱむむﾏ ┕┌ﾚ┢ﾌけ ┳むむﾘ
 ら┵むむむむむむ┍｀ﾘ«  そ┤┏┎むむ━ﾗす  ┴ﾞ┏ﾌ┤むむヮﾘ  ┷むむﾔ
 ┕ﾞﾈ┵ﾋ ┗┏│ヱむむﾏ ┤むむﾍ｠す ┳むむﾘる »┱むむむむﾛ┵ﾘる┤ﾖ
 ┢┆ﾈる » ┕┏ﾋぬ┵ﾈ ┦ﾛ┤ﾖ┵ﾗ « ┴ﾞﾛするぬ ┷ﾔ ┩むむ┏┇ﾝﾗす
 ┷ﾔ ┱ﾘ┑ﾛ り┢ﾗする ら┕ﾖ ┙┏ﾌ ┦ﾛぬ┕ﾈ ┶ﾗさ な┕ﾒ ┰むむﾗに
 » ぬ┵ﾞ┊┏ﾔ « ┳ﾈ》す ┳┊ﾗる ┗ﾎ┢┍┎ﾗす ┴┍ﾈす のぬ┢ﾛ らけ
 ビﾈ ┴ﾉ┕┏ﾌ き┕┃ﾘさ ┗ﾗ┕ヰﾞﾎ┕ﾈ て┤┾る ┰ﾗに ┩ﾔぬ
 ┴┋┏ﾘ ┬ﾘ ┗┾┕ﾍ ┗むむ┏┻┕ﾛ┤ﾗす た》な┕┆ジする よ┕むむﾕぬ┟す
 ┴グする ┗むむﾎ┢┍┎ﾗす や┤ﾉ ┰ﾗ┣ﾗる ぃ┤┆むむ━┋ﾗ ┤┏ﾝ┊ﾗす
 せな┟す ┷ﾔ わ す┢┏ﾋ わ┕┌┏┋┆ﾉ ┶┉┋ﾉる も┵┉ゴす ┗ﾎすぬ┢ﾗ
 ろ┤┎━ﾗす は┕┆ジす ┬┄┉ﾈ り┵ﾈけ ┴ﾝﾕ┕┆ﾔ  ┷┍┏ﾉ『ﾗす
 らけ ┵ﾋ┵ﾚ ┤┄┻す ┰ﾗ┣ﾗる ┴ﾗ ┴┋むむﾎ┤ﾛ ら┕ﾖ ろ┣ﾗす

. ┴ﾕねぬ ┖ヮ┊┏ﾗ ┴┌┋ﾕ ┶┋ﾒ ┢┌ﾞ┆ﾛ
 ゆす┥ﾛ ┕むむﾘ ら┕ﾖ ┕┏ﾙ┕ﾝむむﾎさ ┶むむﾗさ な┕むむﾒ ┕むむﾘ┢┍ﾒる
 よ┕ﾛけ ┕┎┏ﾗさ ┱むむ┏デ ら┕ﾖ ┷ﾞﾗす ┱ﾛなけ ┴むむﾞ┋┏ﾘね ┤ﾖ┣ﾛ
 ┩ﾔぬ ┕ﾚ┢ﾗする ┳┊ﾗる ┕┎ﾞﾝ┄ザ よ┢┉ﾞﾔ ぃ┗ﾎすぬ┢ﾗす

 り┢ﾛ ┘┈ﾗ┐ﾉる ┷ヮﾙ┤┈ﾗす せな┟す ┤┏ﾘけ ┑━ﾙ らけ ┣┍ﾘ
 ┗┆┺すぬ わ すぬ┵┾ ふ┤┆ﾛ ┵ﾚる ┷ﾈな┟す ます┢ﾈ】す ┲┋ﾕ ┬ﾘ
 め┵ﾕ┵ﾗする ┗ﾛ┤ゴす ┱ﾋけ ┳ﾘ ┗┏ヰ┃ﾞ┋ﾗ ┗┋ﾘ┕┊ﾞﾘ
 ┴ﾗ┕┌ﾒけ ┱ﾖ ┷ﾔる ぃりぬ┵┾ ┱┊ﾈ らする┢┆ﾗす ┴ﾋる ┷ﾔ
 わ┕ヰ┻する わ す┥むむﾘぬ ┲むむﾎ┤ﾛ ┱ﾑ ┗むむ┏ﾈな┟す ┴むむﾉす┥｀┍ﾘる
 ┷ﾔ りな┵ﾋる ┳ﾘ わ┕ﾘ┕ﾒ ビむむヮ┌ﾍる ┗┆むむヮﾉ ┗┋┏ﾐ
 ┶┋ﾒ に┵ヰﾞむむﾎ┕ﾔ ぃ┗┏ジ┕┆ﾗす ┗┏ﾔ┕┉ﾟﾗす ┗ﾌ┕むむヮﾗす
 ┰┋ﾘる ┗ﾛ┤ヰ┋ﾗ ┗むむ━┄┆ﾞジす せ┵┆むむ━ﾗす せ┵むむ┋ﾕ
 ┳ﾒ つ┤ヱﾉ ┗┏ﾈなけ ゆ┕┌ﾒ┟ ビﾕす┵ﾞﾗす な┕┉┍ﾗす そ┢むむﾜﾔけ

.め┵ﾗ┑ジす
 ┦ﾈるな ┲┏┋ﾕさ ┷むむﾔ ら┵むむヮﾙす┥┏ﾈ ┷ﾔ ┵ﾋ┵ﾚ ┢ﾗる
 ┱┌ヰﾛ り┵むむﾈけ ら┕ﾖる ぇいぅぉ よ┕ﾒ ┕むむヮﾙ┤ﾔ ┷ﾕ┤むむﾏ
 そ┤ﾞﾔ ┷ﾔ ┷ヮﾙ┤┈ﾗす ゆ┵┄ﾎ┟す ┶┋ﾒ ┘ﾙ┵ﾖ ┗ﾝﾉぬ
 ┗┆┏ﾝ┄ﾗ わ す┤むむ┅ﾙる ぃ┕┏ﾙ┕ﾝむむﾎ┟ ┷むむヮﾙ┤┈ﾗす る┥┇ﾗす
 ┵ﾋ┵ﾚ ぬ┵ﾞ┊┏ﾔ そ┤むむﾎけ ┘ﾙ┕ﾖ ┢┉ﾔ り┢ﾗする ┱むむ┌ﾒ

.┱┉┍ﾞﾗす ┗┌┺すな
 ┘ﾙ┕ﾖる ぃ┕┏ﾙ┕ﾝﾎさ ┷ﾔ ┗ﾎぬ┢ジす ┶ﾗさ り┢ﾗする ┴┋ﾎぬけ
 ┳ﾘ ┢┆ﾈ ┕┌┏ﾔ ┵ﾋ┵ﾚ ┕┎┈│ﾛ ┕┌ﾖ そ┤ﾞ┈ﾗす り┣ﾚ
 ┰ﾗに ┖ﾝむむヮﾈ ┕┌┏むむﾎ 》 ┴ﾉ┕┏ﾌ たす┤ﾞﾔ ┶むむヮﾕけ

اأعام

فيكتور هوجو

そ┢ﾛ┢ﾋ よ『ﾕけ

た┵ジす ┶┋ﾒ ┤┺┕ﾟﾗす ..┗ﾛ┤ゴ┕ﾈ め┵┇━ﾗす



ぇぇぉ

 よ┕ﾒ »よすな┤ﾉ┵ﾙ せ┢ﾌけ« ┗むむ┏┺する┤ﾗす ┴ﾞ┆┺すぬ ┖ﾞ┊┏ﾗ
 ┗ﾛする┤ﾗす ┷ﾗ┕｀ﾘ ┷むむﾔ わ┕┃ﾛけ ┵ﾋ┵ﾚ ┖むむﾞﾖ. ぇいゃぇ
 ぃ┮ﾛ┤ザす もすぬるけ えぇいぉ た┕┏ﾕ┤━ﾗす :┕┎┍ﾘ ┤┆むむ━ﾗする
 ゆ『┅ﾗする ┗┆ﾏ┟す ぇいゃょ ぃ┯┈むむ━ﾗす ┷ﾙ┕ﾓけ ぃぇいゃぇ

. ぇいゅぅ
 ┶ﾗさ ┴ﾋ┵ﾉる ぃ┷ﾈな┟す ┴ﾐ┕むむ━ﾙ ┳ﾘ ┵ﾋ┵ﾚ ┱むむ┋ﾕ
 ┴ﾞ┏ﾌ┤ヮﾘ ┱むむ━ﾔ ┤ﾊさ ┗むむﾎ┕┏ヮﾗす ┷ﾔ ┱┌┆ﾗす
 ┤むむ━ﾒ た┤ﾘる .┕┎ﾋるねる ┴ﾞ┍ﾈす も┤ﾓる ま『┉ﾗす そ┕┌ ゎﾌ
 ┲ﾗ ┴ﾙけ ┳ﾘ ┲ﾓ┤ﾗ┕ﾈ ┕ﾜ┏むむﾏ ┤━┍ﾛ らけ らるな ビ┍むむﾎ

.せな┟す ┳ﾒ ┬┄┉┍ﾛ
 ┴ﾈ┕ﾝむむﾏ ┷ﾔ ┕┅ﾔ┕ヰﾘ わ┕┏むむﾎ┕┏ﾎ ┵ﾋ┵ﾚ ら┕ﾖ 
 ┢ﾕる .┳むむﾘ┥ﾗす ┬ﾘ ┗┏ﾗす┤ﾝ┏┋ﾗす ┶むむﾗさ ゆ┵むむギ ┴むむ┍┊ﾗ
 ┘むむヮﾎ┑ﾉ ┷ﾞﾗす ┗┏┍ﾐ┵ﾗす ┗┏┆┌ゲす ┷ﾔ ┖ヱﾞﾙす
 ┷ﾔ ┗┏ﾙ┕ﾟﾗす ┗ﾛぬ┵┎┌ゲす ┗ﾘ┕ﾕ】 よぇいゅい そぬ┵ﾊ ┖┉ﾒ
 ┷ﾖす┤ﾞﾏ》す せ┥ゴす ┗ﾎ┕┺┤ﾗ わ┕┃ﾛけ ┱┾るる ┕ヮﾙ┤ﾔ
 ┱┻┕ﾙ ┗┏ﾎ┕┏ヮﾗす ┴┆ﾕす┵ﾘ ゆ『ﾍ ┳ﾘる .ろぬ┕ヮ┏ﾗす
 ┱ﾋけ ┳ﾘる ぃ┷むむﾙ┕ペす ┲むむ┏┋┆ﾞﾗす ┱ﾋけ ┳むむﾘ ┵むむﾋ┵ﾚ
 ┵ﾋ┵ﾚ ┢ﾙ┕ﾎ ぃせ┕ヱﾞﾙ》す も┵┉ﾌ ┷ﾔ ┤┅┍ﾗす そな┕ﾒさ
 ┗ﾛぬ┵┎┌ゲす ┦むむ┏┺ぬ ら┵┏┋ﾈ┕ﾙ ┦ﾛ┵ﾗ ┗むむﾛす┢ﾝﾗす ┷ﾔ
 ┴ﾙ┑ﾈ ┦ﾌけ ┕ﾘ┢┍ﾒ ┴むむ┻ぬ┕ﾒ ┕ﾘ ら┕ﾒ┤むむﾎ ┴┍┊ﾗる

.┗┏ﾓ┕ﾐ ┶ﾗさ ゆ┵ヰﾞﾛ け┢ﾈ
 ┷むむﾔ  ┗むむﾛぬ┵┎┌ゲ┕ﾈ  ら┵むむ┏┋ﾈ┕ﾙ  ┦むむﾛ┵ﾗ  て┕むむﾐけ
 わ すぬ┵ﾉ┕ﾞﾖな ┴ヮ┈ﾙ ┖│ﾙる ぃよぇいょぇ よ┕ﾒ ┤ﾝ┌むむヮﾛな
 ┖ﾝむむヮﾈる ぃ┙ﾗ┕ﾟﾗす ら┵┏┋ﾈ┕ﾙ ぬ┵むむﾐす┤ﾝﾘ】す ┖むむ┉┋ﾈ
 ぃよ┕┅┍ﾗす す┣むむﾚ ┶┋ﾒ ┴ﾋ┕｀ﾞﾌする ┵むむﾋ┵ﾚ ┩むむﾔぬ
 ┷ﾔ ┷┉ﾈる ぃ┕ヮﾙ┤ﾔ つぬ┕ﾍ せ┤┎ﾗす ┶ﾗさ ┤┄┻す ┢┉ﾔ
 そ┵ﾒな ┩ﾔぬる ぃわ┕ﾘ┕ﾒ ┳ﾛ┤━ﾒ ┶┋ﾒ ┢ﾛ┥ﾛ ┕ﾘ り┕┈┍ﾘ
 ┴┍ﾐる ┶ﾗさ そな┵むむ┆┋ﾗ よぇいょう よ┕ﾒ ┗むむﾘ┵┊ゴす ┳ﾘ
 ┗ﾛ┤ゴす そな┵ﾒ ┬むむﾘ 》さ な┵┆ﾛ ┳ﾗ ┴ﾙ┑ﾈ て┤むむ┾ ┙┏ﾌ

.┕ヮﾙ┤ﾔ ┶ﾗさ
 ┳ﾘ ┢ﾛ┢┆ﾗす ┴むむ┏┈ﾙ そ┤ﾞﾔ ゆ『ﾍ ┵ﾋ┵ﾚ ┤むむ━ﾙる
 ┳ﾘ ┖ﾞﾖ ┕むむﾘ ┱┃ﾔけ ┳むむﾘ ┢┆ﾉ ┷ﾞﾗす ゆ┕むむ┌ﾒ┟す
 ┶┋ﾒ ろ┵ﾞヰﾛ ろ┣むむﾗすぇいょっ た『ﾘ┑ﾉ らす┵むむﾛな ゆ┕ﾟﾘけ

 ┖ﾞﾖる ぃ┰ﾗに ┴ﾘ┢│ﾔ ┗ﾛな┕ジす ┴ﾒ┕┻るけ ┖ﾝむむヮﾈ
 ┴ﾉ┕┏ﾌ ┮│ﾛ ┕むむ┎┏ﾔる ぃ» ┢ﾙ》┥ﾛな ら┕ﾚ « ┴むむﾞ┆┺すぬ
 ┯ﾔするる ┕┌┎ﾗ ┕ﾚ┢ﾗする ┖┋ﾕ もぬ ┕ﾚ┢┆ﾈる ┱むむﾛなける ┵ﾚ
 ┳ﾘ┕ﾟﾗす ┦ﾛ┵ﾗ ┰┋ジす ┕むむﾚけ┤ﾕ ┢ﾕる .へ┕ﾝﾉぬ》す ┶┋ﾒ
 ぬ┵ﾞ┊┏┈ﾗ わ┕ﾛ┵┍ﾎ わ┕ﾝﾉすぬ ぬ┤┉ﾔ ┕┎ﾈ ┖｀ﾒける ┤むむ━ﾒ
 り┢ﾒ┕むむヮﾔ ぃ┷むむヮﾙ┤ﾔ ┰ﾙ┤ﾔ ┮ﾗけ りぬす┢┉ﾘ ┵ﾋ┵ﾚ

.ぇいぉゃ よ┕ﾒ ┴ﾋするね よ┕ベさ ┶┋ﾒ ┰ﾗに
 ┤むむ━ﾒ ┳ﾘ┕ﾟﾗす ┦ﾛ┵ﾗ ┶ﾔ┵ﾉ ぇいぉゅ よ┕むむﾒ ┶ﾔる
 ┶ﾗさ ┵ﾋ┵ﾚ ┕ﾒなる ┤むむﾏ┕┆ﾗす ゆぬ┕むむﾏ り┵ﾍけ ┴┈┋ﾍる
 ┚ﾛ┵ﾞﾉ« らす┵┍┆ﾈ わそ┢┏│ﾕ ┖ﾞ┊ﾔ ┴むむ｀ﾛ┵ﾞﾉ ┱┈ﾌ
 なす┥ﾔ ゆぬ┕むむﾏ ┰┋ジす ┘ﾝ｀ﾒけ ぃ» ┤むむﾏ┕┆ﾗす ゆぬ┕むむﾏ

.ろ┵┍ヮﾗす ┴ﾝﾉすぬ
 ┢┉ﾔ えわ す┤むむ┏ﾟﾖ も┤むむ━ﾗ┕ﾈ ┤ﾊ┑ﾉ ┵むむﾋ┵ﾚ らさ ┱むむ┏ﾕ 
 ┗┌ﾋ┤ﾉる ダ┤むむ┊ﾗす らく┤┉ﾗする ┱┏ガ】する そすぬ┵むむﾞﾗす け┤むむﾕ
 ┡ﾛぬ┕ﾉ ┳ﾒ け┤ﾕ ┴ﾙけ わ┕┃ﾛけ ┤ﾖゎにる ぃ┗むむ┋┏ﾗる ┗┋┏ﾗ ┮ﾗけ
 り┕ ぎ┌ﾎ わ┕ﾙす┵ﾛな ぬ┢┾ける ┴┋ﾖ ┰ﾗ┣ﾈ ┤ﾊ┑ﾞﾔ ぃよ『むむﾎ】す
 ┢┌ﾌけ に┕ﾞむむﾎ┟す ┕むむ┎┌ﾋ┤ﾉ ┢むむﾕる ぃ)た┕┏ﾕ┤むむ━ﾗす(
 れ┵ﾞﾌす ┢ﾕる ぃ┗ﾗ┕ﾎ┤ﾗす ┗┋｀ﾘ ┷ﾔ た┕ﾛ┥ﾗす ┳むむヮﾌ
 :┕┎┍ﾘ そ┢┏│ﾕ ぉぉ ┶むむ┋ﾒ ┬ﾛ┢ﾝﾗす らす┵むむﾛ┢ﾗす す┣むむﾚ
 ぬ┵ﾙ( る )┗┋┃┈ジす ┗ﾙ┕┄┋むむヮﾗす( る )┤むむ┌┉ﾗす き┵┻(
 ┳むむﾘ( る )┗むむ┏ﾈ┤┆ﾗす ┗むむ┍ﾉ┕┈ﾗす ますなる( る )き┕むむﾝ┎│ﾗす
 のるるぬ( る )ぬす┵むむﾙ( る )┦ﾛぬ┕┍ﾖ( る )┦むむﾗ┢ﾙ┟す ま┵むむﾈぬ

.)ろす┤ヮﾗす
 ┴ﾞ┏ﾌ┤むむヮﾘ ┗ﾘ┢┉ﾘ ┷むむﾔ ┵むむﾋ┵ﾚ ┖むむﾗ┕ﾐる
 ビ┏ﾌ┤むむヮジす せ┕ぎ゙ ゎ┊ﾗす ┤ﾛ┤ヰﾞﾈ )ぇいぉあ( ┱ﾛ┵ﾘる┤ﾖ
 ┘ヰﾝ┾ける .┗むむﾘぬ┕│ﾗす ┗むむ┏ﾈな┟す ┢むむﾒす┵┉ﾗす ┳むむﾘ
 ┳ﾒ ら『むむﾒさ ┗ﾗ┥┍ヅ ┗┏ﾌ┤むむヮジす り┣むむﾚ ┗むむﾘ┢┉ﾘ
 ら┵ﾎぬす┢ﾗす ぎ┢┆ﾛる .┗┏ヮﾙ┤┈ﾗす ┗┏ヮﾙ┕ﾘる┤ﾗす ぬ┵┎ﾑ
 ┗ﾛす┢ﾈ )ぇいゃぅ( ┷むむﾙ┕ﾙ┤ﾚ ┗ﾛ┤┆むむ━ﾗす ┴ﾞ┏ﾌ┤むむヮﾘ
 ┖ﾝむむヮﾈ ┕むむヮﾙ┤ﾔ ┷むむﾔ ┗┏むむヮﾙ┕ﾘる┤ﾗす ┗むむﾖ┤ゴす
 ┗┏ﾘすぬ┢ﾗす ┢むむ┏ﾗ┕┉ﾞﾗす ┶むむ┋ﾒ ┢むむ ┝┌┆ﾞジす ┕むむ┎ﾋる┤ﾍ
 ┴むむヮ┈ﾙ ゆ┥ﾒ ┵ﾋ┵ﾚ らけ 》さ ┤ﾚ┕ﾝﾗす ┕┎ﾌ┕ガ ┲ﾓぬる
 ┗ﾙす┥ﾍ ┷ﾔ ┗┏ﾋぬ┕ザす ┴ヮﾈ『ﾘ まなるける ┲ﾗ┕┆ﾗす ┳ﾒ



ぇぇゃ

 ┬┏ﾔ┤ﾗす ┴ﾘす┢ヱﾞむむﾎす ┖むむﾙ┕ﾋ ┶むむﾗさ ┗┏むむﾎ┕┏ﾎる
.┤┆━┋ﾗ

 ┗ﾘ┵デ┢ﾗする ぬ┕━ﾞﾙ》す ┵ﾋ┵ﾚ た┕ﾛする┤ﾗ ┖ﾞ ゎﾖ ┢ﾕる
 ろ┵┏ﾌ ぬ┕┃ヰﾞﾎする ┗┏ﾕ『ﾍけ のるぬな ┳ﾘ ┴ﾛ┵ギ ┕ジ
 ┳ﾘ よすな┤ﾉ┵ﾙ せ┢ﾌけ ┗むむﾛするぬ ┘┋┆ﾋ ┢ﾕる .┡むむﾛぬ┕ﾞ┋ﾗ
 ろ┤グ ┕┎ﾊす┢ﾌ┑ﾔ ぃ┗┏ヱﾛぬ┕ﾞﾗす ┗ﾛする┤ﾗす ┢┏ﾎ ┵ﾋ┵ﾚ
 .┦ﾛぬ┕ﾈ ┷ﾔ ろな『むむ┏ジす ┤むむ━ﾒ ┦ﾘ┕ザす ら┤┉ﾗす ┷ﾔ
 ┷ﾞﾗす ぃ)ぇいあゅ( ら┵┆むむヮﾉる ち『むむﾊ ┗ﾛするぬ ┕むむ┎┋ﾟﾘる
 き┕ﾎ┒ﾝﾗす ┗ﾛするぬる ぃ┗┏ヮﾙ┤┈ﾗす そぬ┵ﾟﾗす ちす┢ﾌけ ┚ﾗ┕┆ﾉ
 ┷むむヮﾙ┤┈ﾗす ┡ﾛぬ┕ﾞﾗす ちす┢むむﾌけ ┳むむﾘ ┣ヱﾞﾉ ┷むむﾞﾗす
 ┕┎┏ﾔ ┤｠ﾝ┆ゑﾛ ┷ﾞﾗする .┕むむ┎ﾗ ┕ わﾘす┵ﾕ ┵ﾋ┵ﾚ ┢┎ﾒ ┷むむﾔ
 ┴ﾙ┕デさる ┗┏ﾙ┕ヮﾙ】す り┤ﾒ┕━ﾘ ┳ﾒ て┵┻┵ﾈ ┵ﾋ┵ﾚ

.┗┏ﾐす┤┉デ┢ﾗ┕ﾈ
 ┕わﾕ┵ﾘ┤ﾘ ┕むむわﾝﾉ┕ﾖ ┵ﾋ┵ﾚ そ┤┎むむﾏ ┘┆ﾋす┤ﾉ ┢ﾕる
 らけ な┕┉┍ﾗす ┳むむﾘ ┤┏ﾟﾖ ┢┉ﾞﾒす ┢むむ┉ﾔ .┴ﾉ┕ﾔる ┢むむ┆ﾈ
 ┱┏デ ┴ﾈ┵┋むむﾎけ らける ぃ┗┏ヰ┄むむﾎ ┘ﾙ┕ﾖ りぬ┕┊むむﾔけ
 ゆ┕┌ﾒけ ┳┊ﾗ .ゆ┕┆┈ﾙ》す ┷ﾔ そ┢ゴする せ┕┍ﾐ】す ┶むむﾗさ
 ┕むむ┎ﾈ ビむむﾎぬす┢ﾗす よ┕むむ┌ﾞﾚす たな┕┆ﾞむむﾎす ┵むむﾋ┵ﾚ
 ぃ┴ﾉ┕ﾒ┵┻┵ジ ┗┏ﾗ┕┏ザす ┖ﾉ┕┊ﾗす ┗ゲ┕┆ﾘ ┖ﾝむむヮﾈ

 .┗┏ﾈな┟す ゆ┕┊ﾏ【ﾗ ┗ﾕに┕ゴす ┴ﾉ》┕┌┆ﾞﾎする
 せ┕┎ﾞﾗ┕ﾈ ┵ﾋ┵ﾚ ┖むむ┏┾け ぇいいょ ┵ﾛ┕ﾘ ぇい ┷むむﾔる
 ┱ﾋ┟す ┵ﾙ┢ﾈ ┤┆むむﾏ ぃふ┤ジす そ┑ﾐる たなすね ┕ジる .ろ┵┺ぬ
 ┕ﾚ( :┤┆むむ━ﾗす ┳ﾘ ┘┏ﾈ ┤ﾍく わ『┺┕ﾕ りき┕ﾕ┢┾け まぎな┵ﾔ

 .)ぬ┕┎┍ﾗする ┱┏┋ﾗす ┱ﾞﾞ┉ﾛ ┕┍ﾚ
 ぉぉ ┗┆┌ゲす よ┵ﾛ ┷むむﾔ  ┵ﾋ┵ﾚ ぬ┵ﾞ┊┏ﾔ ┷むむﾔ┵ﾉる
 ろ┣ﾗす ゆ┕ぎ┏むむヮﾗす ┲┋┉ﾗす ┴ﾉ┵ヅ ┮ﾕ┵ﾉる ぇいいょ ┵ﾛ┕ﾘ

.せ┵┋┉ﾗする ゆ┵┉┆ﾗす ┤┎ﾈ
 ┷ﾔ ┤│┍ﾗす の┵ﾕ ┘むむギ よ┵┏ﾗす ┴ﾙ┕┌ﾟﾋ ┢むむﾕ┤ﾛる
 ら┕ﾖ ろ┣むむﾗす ┖ﾛな【ﾗ ┕むむﾘす┤ﾖさ き┕むむ┌┅┆ﾗす ┳むむﾔ┢ﾘ

.┗ﾛ┤ゴ┕ﾈ ┩ﾈ┕┍ﾗす ┕ヮﾙ┤ﾔ ┖┋ﾕ よす┵ﾒ┟

 らる┤┉ﾗす そぬ┵┄むむﾎける ぃ┷むむ┺┕┍┇ﾗす り┤┆むむﾏ ┱むむ┃ﾔけ
 ┷ﾘ┕ﾒ ┷ﾔ れ┤ﾍけ きす┥ﾋけ ┴┏ﾗさ め┕┻け ろ┣ﾗす ぇいょう)
 ┗┆┺すぬ ┗むむﾒ┵┌ペす り┣むむﾚ ┢むむ┆ﾉる ぃよぇいいゃ る ぇいああ
 ┗ﾛするぬ ┖ﾞﾖ ┕┌ﾖ ぃ┷むむ┌ヰ┋ジす ┤┆むむ━ﾗす ┷ﾔ ┵ﾋ┵ﾚ

.ぇいっぉ よ┕ﾒ き┕ﾎ┒ﾝﾗす
 へ┵┉ﾎ ┢┆ﾈ ぇいあぅ よ┕ﾒ ┷ﾔ ┕ヮﾙ┤ﾔ ┶ﾗさ な┕ﾒる
 ┕┎ﾝﾛなける ┗むむﾗるな ┱ﾋ┤ﾖ ┙むむﾗ┕ﾟﾗす ら┵むむ┏┋ﾈ┕ﾙ ┲┊ﾌ
 へ┕ﾝむむﾏ ┷ﾔ ┦ﾛぬ┕ﾈ ┳ﾒ わ┕ﾝ┺┕ﾙ ┖ヱﾞﾙす ┢ﾕる ぃゆる┟す
 ┢┆ﾈ ぬすにく ┷むむﾔ ゆ┕┉ﾞむむﾎす ┴┍┊ﾗる ぇいあぇ よ┕ﾒ ┳むむﾘ

.ゆぬ┕ﾏ ┴┍ﾈす た┕ﾔる
 ┗┋ﾛ┵┄ﾗす ┗┏ﾈな┟す ┴ﾉ┤┏むむヮﾘ ┤ﾝﾒ ┵ﾋ┵ﾚ ┮ﾗける
 ┳ﾘ わ す┤┏ﾝﾖ わ すな┢むむﾒ わ┕ﾘ┕ﾒ ビﾞむむﾎ ┶┋ﾒ ┢ﾛ┥ﾉ ┷むむﾞﾗす
 ┖┆むむ━ﾗす ┴ﾔ┤ﾒ ┢ﾕる .┗┌┎ジす ┗┏ﾈな┟す ゆ┕むむ┌ﾒ┟す
 ┴ﾙけ 》さ ぃわ┕┏ﾌ┤ヮﾘ わ┕ﾝﾉ┕ﾖ ┴ﾉ┕┏ﾌ き┕┍ﾊけ ┷むむヮﾙ┤┈ﾗす
 わ┕ﾝﾉ┕ﾖ そ┢ヰﾞジす た┕ﾛ》┵ﾗする ┕┏ﾙ┕┄ﾛ┤ﾈ ┷ﾔ ┤┎ﾞむむﾏす
 も『┌ﾒ よ┵┏ﾗす ら┵┏むむヮﾙ┤┈ﾗす り┢┆ﾛ ┕┌┍┏ﾈ ぃわ┕むむ┏┺するぬ

.┤┆━ﾗす ┳ﾘ ┚ﾞﾙけ ┕ﾘ ┗ﾒる┤ﾗ せな┟す
 へ┕ヂ┟す ┳むむﾘ ┗┈┋ﾞヱﾘ わ┕むむﾙす┵ﾗけ ┵むむﾋ┵ﾚ ┲むむ┅ﾙ
 ┷┺┕┍┇ﾗする ┷むむ┌ヰ┋ジす ┤┆むむ━ﾗす ┕┎┍ﾘ ┗ﾛ┤┆むむ━ﾗす
 ら┕ﾖ┕ﾘ わ┕むむﾝﾗ┕ﾓる .┷ﾙ┕ﾓ┟する た┕むむ┏ﾊ┤ジする ┤ﾍ┕むむヮﾗする
 ┷ﾔ るけ ┢ﾌする ┤┆むむﾏ らす┵ﾛな ┷ﾔ へ┕ヂ┟す り┣ﾚ つ┥むむデ
 らす┵ﾛな ┷ﾔ わ┕┏┋ﾋ ┰ﾗに ┤┎┅ﾛ ┕┌ﾖ そ┢ﾌする そ┢┏│ﾕ
 ┵ﾋ┵ﾚ ら┓ﾔ た『ﾘ┑ﾉ ┴むむﾙす┵ﾛな ┷ﾔ ┕ﾘけ  .た┕むむﾈ┵┉┆ﾗす
 ┗┏┈ヮ┋┈ﾗす ┴ﾉす┢┉ﾞ┆ﾘ ┳ﾘ ┢ﾛ┢┆ﾗす ┳ﾒ ┠│┈ﾛ
 ┬ﾝﾞﾛ ぬ┵│┆ﾗす そぬ┵┄むむﾎけ ┴ﾙす┵ﾛな ┷ﾔる ぃ┗┏┍ﾛ┢ﾗする
 ┗┏ﾙ┕むむヮﾙ‒ﾗ ┷ﾌる┤ﾗする ┷ヱﾛぬ┕ﾞﾗす ぬ┵┄ﾞﾗす ┵ﾋ┵ﾚ
 ら┤むむ┉ﾗす ┬むむ┋┄ﾘ ┶むむﾞﾌ ┗ﾛ┤むむ━ﾝﾗす き┢むむﾈ ┣むむ┍ﾘ

.┳ﾛ┤━┆ﾗす
 よ┢ヱﾞﾎす ┢┉ﾔ ぃ┴ﾉ┕┏ﾌ┤ヮヅ ┯┋┆ﾞﾛ ┕┌┏ﾔ ┕ﾘけ
 ┗┊ﾝゴ┕ﾖ ┗むむ┏ﾘすぬな┵┋┏ジす ぬ┵むむ│ﾗす ┳むむﾘ ┢むむﾛ┢┆ﾗす
 ぃ┗ヰﾙ┕ゲす ┗むむ┈┄┆ﾗする ぃ┗┏┆ﾕす┵ﾗす ┤むむ┏ﾓ そ┢むむ┉┆ジす
 ┵┌ヮﾉ り┣ﾚ ┴ﾉ┕┏ﾌ┤ヮﾘ らけ 》さ ぃ┗┉┌┍ジす ┗┇┋ﾗする
 ┗┏ﾕ『ﾍけ ┮むむﾕす┵ﾘ ┳むむﾘ ┕むむ┎┏ﾔ ┕ジ そぬ┕むむﾊ】す ┳むむﾒ



ぇぇゅ

 ┗ﾘ┕ﾘ┢ﾗす り┣┎ﾗ ┗ﾔ┕┻】┕ﾈ .┶┋┈むむヮﾗす ┗┈むむ ぎ━ﾗす
 ぬ┕ﾓる .りぬ┢┾ ね┤ﾈる .り┤┎ﾑ せなる┢ﾌす ┢┉ﾔ .┗むむ┈┏ポす
 .ビﾞ┉│ﾞ┋ﾘ ┴ﾝﾏ ら┕ﾕ┕ﾎ ┴ﾗる .┴┏┈ﾞﾖ ビﾈ ┴ﾎけぬ
 ┗ﾛ┕ﾓ ら┕ﾘ┢ﾕる .┗むむﾝﾖ┤ﾗす ┢むむ┍ﾒ ┳ﾘ ら┕むむﾞﾋ┤┈┍ﾘる
 ┕┎ﾗ ┖┏━ﾛ ┗ﾒ┕むむ━ﾈ ┳ﾘ ┕┎ﾗ ┕ﾛ .┗ﾘ┕ヱ┃ﾗす ┷ﾔ
 のす┤ﾋ┟す まぬ┕むむﾕ え»るな┵デね┕ﾖ« す┣むむﾚ ら┕ﾖ .のけ┤むむﾗす

.よすな┤ﾉ┵ﾙ ┗┏┺すぬ┢ﾉ┕ﾖ ┷ﾔ せ┢ﾌ┟す
 ┴ﾈ ┘ﾔ┕ﾐ .め┕むむﾞﾖ┟す ┶┋ﾒ ま┵むむ┌ゲす ┴むむﾞ┋┌ﾌ 
..まね┕┍ﾘ 『むむﾈ ビ┋┈┇ジす ┤┏ﾘけ ぃも┕むむﾕ┥ﾗする まぬす┵むむ━ﾗす

 .ら┵ﾍ┤│ﾛる ら┵┉ ｠┈│ﾛ
 ┘ﾕ┵ﾗす ┷むむﾔ ┳ﾛぬ┵┆むむ━ﾈ  »るな┵むむデね┕ﾖ« ┦むむﾌけ
 ┦ﾌける .┴┋┌ギ ┷むむﾞﾗす ま┵┌ゲす ┶┋ﾒ ┢┉ゴす え┴むむﾉすに
 ┷ﾔ め┕ﾞﾖ┟す ┶むむ┋ﾒ わ》┵┌ヰﾘ ┴むむﾙ┵ﾖ .┗むむ┏┌ﾚ┟┕ﾈ

.┴┋ﾋけ ┳ﾘ ┞┮ﾖ┟す ┯ ｠┈│ゎﾉ そ┢ﾏ┕ﾌ そ┤┏ヮﾘ
 ┘むむﾙ┕ﾖ .ま┵むむ┌ゲす ┳むむﾘ ┖むむﾛ┤ﾕ らす┢むむ┏ﾘ ┷むむﾔ
 ん┗ﾛく ぃ┗ﾛ┤｀ﾓ .┲┏ヮ┍ﾗす ┗┈ヱﾈ ┨ﾕ┤ﾉ »す┢ﾗす┤┏ﾘねけ«
 ┗┉┏ﾏぬ .┗┍ゲす ┳ﾘ ┘┄┉ﾎ ん┗ﾛぬ┵ﾌ .ゆ┕┌ゲす ┷ﾔ
 ┘ﾙ┕ﾖ .┤┌┆ﾗす ┱むむﾝﾞ┉ﾘ ┷ﾔ .ら┕むむﾈ ┳│ﾓ ┕むむ┎ﾙ┑ﾖ
 ┖┏ﾒ》け »┷ﾗ┕ﾋ« そ┤むむ┏┇│ﾗす ┕┎ﾉ┥┍ﾒ ┘┌┝┋ﾒ ┢ﾕ

 ぬすな  ┷むむﾔ  ┗ﾛ┤┆むむﾏ  ┗┏ﾌ┤むむヮﾘ  ら｠す  ふ┤むむ┆ﾉ
 ┱むむﾏ┕┈ﾗす ┤ﾒ┕むむ━ﾗす ┕┎┈ﾗ┒ジ ぃ┦ﾛぬ┕ﾝﾈ ┗むむﾗす┢┆ﾗす
 ┗ﾛ┢┏┋┉ﾞﾗす た》┕┈ﾞﾌ》す ┳┌┻ ┰ﾗにる. »ぬす┵ガ┤┏ﾈ«
 ぃら┵┋┌┋┌ﾞﾛ する┣ﾍけ .ぬ┵┃ゴす ┝┱ﾘ .ビ┋┈┇ジす ┢むむ┏┆ﾈ
 た┕┏│ヱ━ﾗす ┳ﾘ ┵ﾚる »ゆ┵┍ﾈ┵ﾖ や┕ﾋ« ┱┆ﾋ ┕ド
 :┗┆ﾞﾘ ┤ﾟﾖけ ┗┏┋むむヮﾉ て┤ﾞ┉ﾛ ┦むむﾛぬ┕ﾝﾈ ┗むむﾈ┵ﾝボす

:ぬ┵┃ゴ┕ﾈ て┕┾ ┙┏ﾌ
 ┤┏ﾘけ ┳ﾒ ┙ヰﾝﾙ らけ ┲┊ﾛけぬ ┕ﾘ ..┕┍ヮﾌ ..┕┍ヮﾌ

お┰ﾗ┣ﾖ ┦┏ﾗけ. そ┢┏ﾋ そ┤┊ﾔ.ビ┋┈┇ジす
 ぃらる┢ﾚ┕━ジす と┤┾ ..ビ┋┈┇ジす ┤┏ﾘけ.. ┲┆ﾙ.. ┲┆ﾙ

.┪┺┕ゴす ふ┤ﾒ ┗┏ﾌ┤ヮジ┕ﾈ す┵┉ﾗける
 ぬ┕┏ﾞﾍ》す ┬ﾕる ┷ﾞﾗす ┰むむ┋ﾉ ┗┍ヰむむﾎ ┳ﾘ ┕┎ﾗ ┕ﾛる
 .┴┏┍┏ﾒ れ┢ﾌさ ┘ヮ┌┄ﾙす ┢ﾕ ┕┎ﾋる ら┕ﾖ .┕┎┏┋ﾒ
 ┴ﾙ┑ﾖ ぃ┤┆━ﾗす ┙ﾖ ┖ﾋ┕ﾌ ┘ギ れ┤ﾍ┟す ┘┉ﾗ┑ﾉる
 ┮ﾙ┟す ┘ヰゎﾙる .┗┊ﾈ┕むむ━ﾞﾘ たす┤┏｀むむﾏ ┳ﾘ ┗ﾈ┕ﾓ
 ┯│ﾞ┋ﾘ ぃ┦むむ┄ﾔけ ん┮ﾙけ .き┷むむﾏ 》 ┠ﾝ┾け ┶ﾞﾌ
 .の┤ﾔ そる┣むむﾌ ┴ﾙ┑ﾖ ┬むむﾎする ┲ﾔ ┴ﾞギ .┴むむﾋ┵ﾗ┕ﾈ
 ┤┏┇ﾈ ┗┋ﾛ┵┄ﾗす そ┤┏ﾝ┊ﾗす ら┕┍むむﾎ┟す た┤ﾟ┆ﾝﾉ ┢ﾕる
 ┶ﾞﾌ ゆ┕┄ﾞﾎす ぃ┱ﾛ┵ﾐ ゐせ┕ﾙ ┳ﾒ ┰┏ﾚ┕ﾙ .よ┕┅ﾞﾙす

»اأحدْب ُنوترداْم« .. رائعة الفرن�شي هيجو

اأعام

*そぬる┕━ジす ら┕┌ﾟﾒ

そ┤┏│ﾕ ┗│ﾕ ┷ﾔ ┗ﾛするぬ
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.┕┎┍ﾚに ┳ﾒ ┖┏┇ﾛ 》 の┵ﾝ┏ﾔ ┴ﾋるる
 ┢｀ﾛ ┲ﾗ. ┴ﾞﾈ┵ﾝ┏ﾓ ┳ﾘ »ぬす┵ガ┤┏ﾈ « ┫┉┏ﾞむむﾎす
 も┕ﾕ┥ﾗす ┷ﾔ ┴┎ﾋる ┶┋ﾒ よ┕ﾚる ら┥ﾌ .»す┢むむﾗす┤┏ﾘねけ«
 ┳ﾛな┕ヰ ┝━ﾗす ぬすな .┖┺┕｀┆ﾗす ぬすな ┷ﾔ ┴むむヮ┈ﾙ ┢｀┏ﾗ
 まぬす┵むむﾏ ┷ﾔ ビ┎┺┕ﾞﾗする .ひ┵むむ│┋ﾗす .ビむむﾘ┤ペする

 .┦ﾛぬ┕ﾈ
 よす┢ﾒ】┕ﾈ ┴┏┋ﾒ す┵┌┊ﾌ ┖┺┕｀┆ﾗす ぬすな ┷ﾔ や┕┍ﾚ
 ┕ﾋるね ぬす┢ﾗす た┕むむ┍ﾈ れ┢ﾌさ ┴ﾈ ┱ﾝ┉ﾉ らけ るけ .┕┉┍むむﾏ
 ┴ﾗ┵ﾝﾕ ┘┍┋ﾒける ┴ﾈ ┳ﾚす┢ﾌさ ┘ﾔけぬ らけ ら┕┊ﾔ .┕┎ﾗ
 ┳┊ヮﾉ ┷┎ﾔ .»す┢ﾗす┤┏ﾘねけ« ┷ﾚ ┘ﾙ┕ﾖ .┕┎ﾗ ┕ﾋるね
 .そ┤┏┇│ﾗす ┕むむ┎ﾉ┥┍ﾒ ┬むむﾘ ┕┃ﾛけ ぬす┢むむﾗす り┣ﾚ ┷むむﾔ
 ┕┎┍ﾘ ┘┈┄ﾍ ┷ﾞﾗす ┕┎ﾘけ ┳ﾒ よ┵ﾛ ┱ﾖ ┙むむヰﾝﾉる

.そ┤┏┇┾ ┷ﾚる
 ┢┋ゲ┕ﾈ »るな┵むむデね┕ﾖ»┶┋ﾒ ┲┊ﾌ .┗むむ┌┊ボす ┷ﾔ
 ┪ﾈ┕┃ﾗす よる┕むむﾕ ┢┉ﾔ .そ┤┏┈┇ﾗす ま┵┌ゲす ┪むむﾎる
 ┗ﾔ┕┻】┕ﾈ .┗ﾗる┢ﾗす ┗ﾝ┏┎ﾈ ┙ﾝﾒる ┴ﾗ┕ﾋぬる の┵ﾝ┏ﾔ
 め┕むむ┄ﾞﾍす  ┗むむﾗる┕ヰﾘ  え┷むむ┋┾┟す  ┴むむﾘ┤ﾋ  ┶むむﾗさ
 .┗ﾝ ┝┆むむ━ジす へ┕┏むむヮﾗ┕ﾈ り┢┋ﾋ ゾる .»す┢むむﾗす┤┏ﾘねけ«
 そ┤ﾔす┵ﾞジす き┕┏むむﾏ┟する .そぬ┕むむ｀ゴ┕ﾈ の┕むむ┍ﾗす ┴むむﾔ┣ﾕ
 き┕ﾘ ┖┋ﾐ .わ┕┏ﾘなく わ┕むむ━ﾌる り┵┋┏ヱﾉ .┲┎ﾛ┢ﾛけ ┷むむﾔ
 ┷┄┇ﾉ ┘ﾙ┕ﾖ ┳むむﾘ き┕むむヮ┍ﾗす ┳ﾘる り┵┄┆ﾛ ┲┋ﾔ
 ┘ﾘ┢┉ﾉ.┴ﾞﾘ┕ﾘな れ┤むむﾉ 》 ┷┊ﾗ ┕┎ﾛ┢┏ﾈ ┕むむ┎┎ﾋる
.き┕ﾘ ┗ﾈ┤むむﾏ ┴ﾞ┄ﾒけ.き┪ﾝﾈ ┴むむ┏ﾗさ »す┢むむﾗす┤┏ﾘねけ«

 ┕┎┍┊ﾗ .┕ﾚ┢ﾛ ┱むむ┏ﾝ┉ﾉ ゆる┕ﾌ.┴ﾉき┕ﾙな れ┢ヅ ┤┆むむﾏ
.き┪ﾝﾈ ┕┎ﾞﾝヰﾎ

 のぬ┕┈ﾈ »す┢ﾗす┤┏ﾘねけ« ┘むむ┉ﾞﾗす たす┤ジす れ┢ﾌさ ┷ﾔ
 ┶ﾗさ ┕ﾚ┤ﾋ .よ『┅ﾗす ┷ﾔ ┕┏━ベ .┢ﾛ┢ﾋ ┳ﾘ よ『ﾌ┟す
 ┨ヱむむﾏ や┕┍ﾚ ら┕ﾖ ┗┌ﾞ┆ﾗす ┷ﾔる .ら┕┄┏むむ━ﾗす
 ゆる┕ﾌ ら┕┄┏むむ━ﾗす ┘┏ﾈ ┷ﾔ や┕むむ┍ﾚる .┕むむ┌┎┆ﾝﾞﾛ
 ┳ﾒ ┴ﾗ た┤ﾝﾒ .┘┃ﾔぬ ┕┎┝┍┊ﾗ .┕┎┍ﾘ せ┤むむ┉ﾞﾛ らけ

:┴ﾗ ┘ﾗ┕ﾕ .┕┎ﾝﾌ
┰┍ﾛな ┷┍┌┋ﾒ

 ┤ﾝヱﾞﾗ ┕ﾚ┤ﾔ┕ヰﾈ め ┞┢むむﾗす ┞も┢ﾉ そ┥┍┆ﾗ┕ﾔ .┗むむﾝ┏｀ﾒ
 .ら┵┊ﾛ ┗┍ヮﾗす ┳ﾘ ┤┎ﾏ ろける .ら｠す ┗ﾒ┕ヮﾗす ┲ﾖ
 ┢ぎ┋┉ﾉ ┕┎ﾙさ ┘┋ﾕ らさ す┵むむﾕ┢│ﾉ 》る .┗┈ﾛ┤ﾑ そ┥むむ┍ﾒ

.┗┊ヰ┃ﾘ ┗┉ﾛ┤┄ﾈ ┗ﾔる┤┆ジす た┕┏│ヱ━ﾗす
 ┗┍むむヮﾗけ き┵┻ ┶┋ﾒ ┤ﾌ┕むむ ┝ヮﾗす ┨むむﾕ┤ﾗす ┢むむ┆ﾈ
 た┵│ﾈ ぃ┗┏ﾙ┕ﾝむむﾎ┟┕ﾈ »す┢ﾗす┤┏ﾘねけ« ┘むむ┝┍ﾓ .ぬ┕むむ┍ﾗす
 ┱ﾏ┕┈ﾗす ┤ﾒ┕━ﾗす »ぬす┵ガす┤┏ﾈ« ┱┆ﾋ ぃら┵┍ﾌ └ﾔすな
 きる┢┎ﾈ ┷┊ﾝﾛ .┴ﾞ┏ﾌ┤むむヮﾘ ま┵┌ゲす ┘ﾖ┤ﾉ ろ┣ﾗす
 ┖ﾌけ .┕┎ﾝﾌけ .┴┏ﾕ┐ﾘ ┳ﾘ ┗┍ﾍ┕ﾎ んま┵ﾘな ぬ┢ヰ┍ﾉる
 ┕ﾚくぬ .た┕ﾕ┤┄ﾗす ┷むむﾔ ┕┎┆ﾝﾞﾛ ┱むむ┆ﾋる ┗ﾛ┤｀┇ﾗす
 ゆる┕ﾌ ろ┣ﾗす せ┢ﾌ┟す ろ┢ﾛ ビﾈ ┳ﾘ ┘┝┋┈ﾞﾉる と┤│ﾉ
 ┕ﾚに┕┉ﾙさ ゆる┕むむﾌ .┤ﾍく ┱ﾋぬ ┗┉ﾔ┤ﾈ ┕むむ┎┈┄ヱﾛ らけ
 ┗むむヮ┌ﾍ ┴ﾞﾔ┣ﾕ せ┢ﾌ┟す ┳ﾘ ┗ﾛ┵ﾕ ┗┌┊ﾗ ┳┊ﾗ
 ┶┋ﾒ .┷ﾒ┵ﾗす す┢ﾕ┕ﾔ .┱ﾌ┵ﾗす ┳ﾘ ┗ﾖ┤ﾈ ┷ﾔ ぬ┕むむﾞﾘけ
 .の┵ﾝ┏ﾔ ┶むむﾒ┢ﾛ ん┲┏むむﾎる ん┪ﾈ┕┻ き┕ﾋ.ゆ┕ﾌ ┗むむﾛけ
 そ┵┎┾ ┶┋ﾒ ┕┎ﾔ┣ﾕる せ┢ﾌ┟す ろ┢ﾛ ┳ﾘ ┕┎ﾝヰﾎ
 .┴┋ﾋ┟ ら┵むむ┈ゲす ┦┆┍ﾉ  よ『ﾌけ のぬ┕むむﾔ  .りなす┵むむﾋ
 ┗┈ヱﾈ ┘┉ﾗ┥ﾙす ┕┎ﾙけ 》さ .┗ﾛ┤｀┇ﾗす ┖むむ┋ﾕ ┮┄ﾍ
 .よ『┅ﾗす ┷むむﾔ ┘┈ﾞﾍする なす┵むむゲす ┤┎ﾑ ┶むむ┋ﾒ ┳ﾘ



ぇぇっ

..┷┍ﾘ や┣ﾍ┑ﾛ す┢ﾌけ れぬけ
!おお..┵ﾚ ┳ﾛけ..り┕ﾈぬ ...の┵ﾝ┏ﾔ ┳ﾛけ

 ┰ﾋ┤ﾍけ らけ そぬ┢ﾕ ┶┋ﾒ ┷ﾙさ..┷┆┌ﾎす .た┕ﾘ ┢┉ﾗ
..ふぬ┟す ┤ﾍけ ┶ﾗさ ..ら┕┊ﾘ ろけ ┶ﾗさ せ┤┎ﾙ ..┕┍ﾚ ┳ﾘ

..┷┆ﾘ ┷ﾙ┵ﾖ ┪┉ﾔ
..┵ﾚ ┳ﾛけ .. ┧ﾌ┵ﾞジす ┕┎ﾛけ りく ..の┵ﾝ┏ﾔ ┳ﾛけ

た┕ﾘ ┢┉ﾗ ...┷ﾘ┕ﾘけ ┴┌ﾎす ろ┤ﾖ┣ﾉ 》
 》さる ┷┎ﾋる ┳むむﾒ せ┤むむﾓす ..り┢むむ┆ﾈ ┘むむﾘ【ﾔ らにさ

...┰┏┋ﾒ ┘┉│ﾈ
 ┲┊ゴす ┣┏┈┍ﾉ ┤┅ﾞ┍ﾉ ま┵┌ゲす ┘ﾙ┕ﾖ ┢┇ﾗす ┷ﾔ
..┗むむﾏす┤┈ﾗす »す┢むむﾗす┤┏ﾘねけ« ┗┍┏┊むむヮジす そ┕むむﾞ┈ﾗ┕ﾈ

 す┵ﾒ┤むむﾏる ┗ﾝむむ━ザす ┶むむ┋ﾒ らる┣むむ┈┍ジす ┕むむ┎┆┻る
 よすな┤ﾉ┵ﾙ ┗むむ┏┺すぬ┢ﾉ┕ﾖ ┖むむﾙ┕｀ﾈ よす┢ﾒ】す ┲むむﾎす┤ヅ
 ┪ﾝﾚ そ┑｀ﾔる ..のす┤むむﾋ┟す せ┢むむﾌ┟す ま┤┉ﾛ ┙むむ┏ﾌ
 ┴┄ﾈぬ ┱ﾝヰﾈ ┗むむ┏┺すぬ┢ﾉ┕┊ﾗす ┶むむ┋ﾒけ ┳ﾘ せ┢むむﾌ┟す
 せ┤ﾚる な┵┍ゲす ろ┢ﾛけ ┳ﾘ そ┕ﾞ┈ﾗす ┖ヰﾎる のす┤ﾋ┟┕ﾈ
..ぬ┵┎┌ゲす ┯┈┾..り┢┏ﾈ ┗むむ┏ﾘな ┱┌ヰﾛ ┴ﾙ┑ﾖ ┕┎ﾈ

 ┗ﾔ┤ﾓ ┷ﾔ ┕ﾚ┕┈ﾍけ ..ぬ┵むむﾝゴす ┲ﾚ『ﾒる ..す┵｀┎ﾞﾈす
 ┳ﾘ  ┬ﾞ┌ﾞﾛ ┙むむ┏ﾌ .┗┏┺すぬ┢ﾉ┕┊ﾗす ┠┄むむﾎ ┶むむ┋ﾒ

.き┕┃┉ﾗす ┳ﾘ ┗ﾙ┕│ゴ┕ﾈ ┕┎┋ﾍ┢ﾛ
 ┕┎ﾔ┕┄ﾞﾍす ゆる┕ﾌ .┕ﾚな┵ﾋ┵ﾈ ┦むむ┉ﾗす ┲┋ﾒ ┕ジる
 つるね »ぬす┵むむガす┤┏ﾈ« ┬ﾘ ┯むむ┈ﾉす .┗ﾔ┤┇ﾗす ┰むむ┋ﾉ ┳むむﾘ
 ┖┺┕｀┆ﾗす ぬすな ら┕┊ヮﾈ ┷ﾉ┑ﾛ らけ ┶┋ﾒ »す┢ﾗす┤┏ﾘねけ«
 ┷ﾉ┑┏むむﾎ ┙┏ﾌ .┗┏┺すぬ┢ﾉ┕┊ﾗす ┳むむﾘ ┕ﾚ┵┈┄ヱ┏ﾗ

.┘ﾕる せ┤ﾕけ ┷ﾔ ┕ﾚ┣ﾍ┟ ┰┋ジす な┵┍ﾋ
 す┵┈ﾌね .┖┺┕｀┆ﾗす ぬすな ┳むむﾘ ┤┏ﾝﾖ ┧┏ﾋ ┬むむ┌グ
 ┤ﾘけ .┗┍ﾞ┈ﾗす ┬┍ﾘ せ┕ﾈ ┳むむﾘる .┗┏┺ぬす┢ﾉ┕┊ﾗす り┕グ┕ﾈ
 ┯ﾝ┄ﾛる ┕┎ﾞﾙ┕│ﾌ ┳むむﾘ そ┕ﾞ┈ﾗす ┣ﾍ┒ﾉ らけ ┰むむ┋ジす
 ┢｀ﾛ ┲ﾗ .せ┢むむﾌ┟す ら┵┍ﾋ ┳むむﾋ .┲┊ゴす ┕むむ┎┏┋ﾒ
 ┗┏┺すぬ┢ﾉ┕┊ﾗす も┵ﾔ ゆ┕ﾋる ゆ┕┾ .┕┎ﾞﾔ┤ﾓ ┷ﾔ そ┕ﾞ┈ﾗす
 .め┤┇ﾗす ┱ﾖ ┷ﾔ ┕┎┍ﾒ ┙ヰﾈ .┦┏ﾝﾌ ┢ﾎけ ┴ﾙ┑ﾖ
 ┖┋ﾐ そ┤┏ﾍ┟す そ┤┌┋ﾗる.┕┎┈┄ﾍ ┢むむﾕ ┦┉ﾗす ら┕ﾖ

おすに┕ジる
┰ﾞﾋるね ┠ﾝ┾┑ﾎ ┷ﾙけ ┙┏ﾌ

ゆ┕ﾕる .の┵ﾝ┏ﾔ ┰ヰ┻
 つする┥ﾗす そぬる┤┃ﾗ┕ﾈ ┦┏ﾗ .つる┥ﾞﾙ らけ へ┤むむﾏ ┱ﾚる

 .┖ゴす ┷ﾔ
 ゆる┕ﾌる り┢ﾛ ┢ﾘ .┴ﾈす┵ゲ »┢ﾗす┤┏ﾘねけ« ┘┃┆ﾞﾘす
 せ┤┉ﾞﾛ らけ ゆる┕むむﾌ .┕┎ﾉ┢┆ﾈけ .┕ﾚ┤│ﾍ も┵むむ┄ﾛ らけ
 き┕┍ﾊ┟す り┣ﾚ ┷ﾔる .┴ﾞ┆ﾔなる ┘ﾍ┤┾ ┕┎┝┍┊ﾗ .┤ﾟﾖけ
 ┷ﾔ の┵ﾝ┏ﾔ ┳┆ﾐる そ┣ﾔ┕┍ﾗす ┳ﾘ ┨ヱむむﾏ ┱ﾍな
.┷ﾒ┵ﾗす た┢┉ﾔる ┢┎━ジす »す┢ﾗす┤┏ﾘねけ« たけぬ .り┤┎ﾑ

 ┱ﾞﾕ ┗┌┎ﾞﾈ »す┢ﾗす┤┏ﾘねけ« ┶┋ﾒ ┩むむﾝ┉ﾗす ┷┉ﾗけ
 .れ┤ﾍけ ┕┌┎ﾉ ┕┎ﾈ す┵むむ┉│ﾗする .┗ﾗる┢ﾗす ゆ┕ﾋぬ ┢むむﾌけ
 ┕┎ﾙさ .┰ﾗ┣ﾈ そ┥┍┆ﾗす す┵┌┎ﾉする .┤ヰヮﾗする そに┵┆━ﾗす
 ゆ┕ﾕ ┕┌ﾖ .そ┥┍ﾒ ┢むむヮﾋ ┷ﾔ ら┕┄┏ﾏ .ら┕┄┏むむﾏ
 ┗┉┏ﾕ┤ﾗす »す┢ﾗす┤┏ﾘねけ« す┵ﾈ┣ﾒ .┕ﾚ┵ﾈ┣ﾒ .┷むむ┻┕┉ﾗす
 ┧┎┝┍┋ﾗ ┱むむ┏┌ゲす ┕ﾚ┢むむヮﾋ ふ┤┆ﾉ .め┤むむﾞ┆ﾞﾗ
 ┕ﾚ┵ヮﾝﾌ .┲ﾗ┟す そ┵┄むむﾎ ┘ギ ┘ﾔ┤ﾞﾒす.┷┊ﾗする

.┢┇ﾗす ┷ﾔ ┕┎┉┍ﾏ ぬ┕┅ﾞﾙ┕ﾈ ┗ﾙす┥ﾙ┥ﾈ
 ┗ﾙす┥ﾙ┥ﾗす »┵むむﾗる┤ﾔるな┵┋ﾖ« ┦┉ﾗす ┕むむ┎┏┋ﾒ ┱ﾍな
 ┗┏┺すぬ┢ﾉ┕ﾖ ┦むむﾕ ┴ﾙさ .┴ﾞﾔ┤ﾒ .┗むむﾈ┵ﾞﾗす ┕┎┍┉┋┏ﾗ
 ┠ﾝ┾┑ﾔ せ┢むむﾌ┟す ┶ﾈぬ ろ┣むむﾗす ┱ﾋ┤ﾗす . よすな┤むむﾉ┵ﾙ
 .ら┕ﾖぬ┟す ┢ﾌけ ┷ﾔ ┘━┌┊ﾙす .┴ﾗ ┢ﾝ┆ﾗ┕ﾖ ┤┏ﾍ┟す
 !!おお┰ﾈ ┘┋┆ﾔ すに┕むむﾘ お┷┍ﾘ ┢ﾛ┤ﾉ すに┕ﾘ ..┘むむﾍ┤┾
 おお┷┈┄ザ ┮むむ┏ポす せ┢ﾌ┟す ┰むむﾗに ┘┋むむﾎぬけ すに┕ジ
 ま┵ﾘ┢ﾗす たぬ┢むむヰﾙす ..お┴ﾞ┋ﾞﾕ すに┕むむジ..の┵ﾝ┏ﾔ ┳むむﾛけ
 すに┕ジ ..┗┋ﾈす┣ﾗす そなぬ┵むむﾗ┕ﾖ ┘ﾙ┕ﾖ..┕┎┏ﾞ┍ﾋる ┶むむ┋ﾒ
 ┘━┎ﾋける ..┵ﾚ ┳ﾛけ ..の┵ﾝ┏ﾔ ┳ﾛけ ..すに┕ジ ..┴ﾞ┋ﾞﾕ

..き┕┊ﾝﾗ┕ﾈ
 ┰ﾝﾌけ »┵ﾗ┤ﾔるな┵┋ﾖ« ┦┉ﾗす ┕ﾙけ.. ┱ﾋけ ..┰ﾝﾌけ
..┷ﾉ┕┏ﾌ ┘┋┆ﾞﾏす ┰ﾞﾛけぬ らけ ┣┍ﾘ ..┕┌┏┅ﾒ ┕ﾝﾌ

 れぬけ ┢ﾒけ ┲ﾗ..┲┏ヰゲす ┶むむﾗさ そきす┤ﾝﾗす ┳ﾘ ┕むむ┎が゙ ﾗ┵ﾌ
 らけ ┯ﾐゎけ ┲ﾗ ..┷ﾘ┕ﾘけ き┷むむﾏ ┱ﾖ ┷ﾔ ┰┎ﾋる ┤┏ﾓ



ぇぇあ

 ┕┎ﾙけ 》さ . ┴むむ┆ﾘ ┖むむﾚ┣ﾉる ┴ﾈ ┶むむ┻┤ﾉ らけ ┕むむ┎┍ﾘ
 ┴ﾙさ ┲むむﾊ..の┵ﾝ┏ﾔ ┢むむ┆ﾈ た┵ﾘ┑むむﾎ .┴ﾈ ┘むむﾌ┕┾
 そぬ┵┎━ジす ┰┋ﾉ .»ゆる┢┏ﾋ« ┘ﾍ┟す ┶ﾗさ ┕┎ﾈ ┖ﾚに
 そ┢┏ﾌ┵ﾗす ┕┎ﾞ┍ﾈす す┵┈┄ﾍ ┳ﾛ┣ﾗす ┤｀┇┋ﾗ ┕┎ﾚ┤┊ﾈ

.┳ﾘね ┣┍ﾘ
 ┗ﾛ┤｀┇ﾗす り┣ﾚ ┰┏ﾗさ .»ゆる┢┏ﾋ« ┘ﾍ┟す ┕むむ┎ﾞﾛけ

な┵┍｀┋ﾗ ┕┎┏┌┋ﾎる ..┕┎┍ﾘ やぬ┑ﾟﾈ ろ┣ﾍる
 すに┕ﾘ ..┗┌ﾌ┤ﾗす..┗┌ﾌ┤ﾗす ..»す┢ﾗす┤┏ﾘねけ« ┘ﾌ┕┾

..┷ﾌす┤ﾎ ┷┉┋ﾐけ ..┰ﾗ ┘┋┆ﾔ
 そ┤むむ━ﾒ ┘むむﾎ ┣┍ﾘ ┷ﾉ┤┏┇┾ ┲ﾞ┈┄ﾍ ┢┉ﾗ

ろ┢ﾝﾖ そ┣┋ﾔ ┳ﾘ ┷ﾙ┵┌ﾞﾘ┤ﾌ ..┗┍ﾎ
...┢┆ﾈ ┢ﾗる┟ ┳ﾖけ ┲ﾗ ┷┍┊ﾗる

 »ゆる┢┏ﾋ« ┘ﾍ┟す ビﾈ れ┤ﾋ ろ┣むむﾗす ┙ﾛ┢ゴす ┳ﾘ
 そな┤┈ﾈ »ゆる┢┏ﾋ« たき┕むむﾋ らけ ┢┆ﾈる..»す┢ﾗす┤┏ﾘねけ«る
 そ┕ﾞ┈ﾗす ┘ﾌ┕┾ ┗むむ┋┈┄┋ﾗ ┘ﾙ┕ﾖ そ┤┏┇┾ きす┣むむﾌ
 ┳ﾒ ┙ヰﾝﾉ ┕むむ┎ﾙける れ┤ﾍ┟す そな┤むむ┈ﾗす ┱┌ギ ┕むむ┎ﾙ┑ﾈ
 ┕┎ﾞ┍ﾈす »ゆる┢┏ﾋ« ┘ﾍ┟す ┘┍┃ﾌ す┣┊ﾚる..┕┎ﾘけ
 す┵ﾙ┕ﾖ な┵┍ゲす ┳┊ﾗる ..せ┕┏ﾓ ゆ┵ﾐ ┢むむ┆ﾈ そ┢┏ﾌ┵ﾗす
 ┷ﾚる ┕┎ﾘけ ┳┃ﾌ ┳ﾘ そ┕ﾞ┈ﾗす する┣ﾍす ..するこ┕むむﾋ ┢ﾕ

..┕ﾚ┵ﾘ┢ﾒける ..と┤│ﾉ
 ┶ﾗさ ┗┏┺すぬ┢ﾉ┕┊ﾗす も┵むむﾔ ┳ﾘ ┤┅┍ﾛ ┦むむ┉ﾗす ら┕ﾖ
..┗┈┋ﾍ ┳むむﾘ せ┢ﾌ┟す き┕むむﾋ ..よす┢むむﾒ】す ┗むむ│┍ﾘ

 ┳ﾘ り┕┉ﾗける ┶┋ﾒ┟す ┶むむﾗさ ビﾞﾛ┵┉ﾗす ┴ﾛ┢┏ﾈ ┴┋┌ﾌ
 ┢ﾋ┵ﾛ ┱┈むむﾎ┟す ┷ﾔ :ゆ┕ﾕる ..┗むむ┏┺すぬ┢ﾉ┕┊ﾗす も┵むむﾔ

.┷ﾉ┕┏ヰﾈ ┕┌┎ﾞﾝﾝﾌけ  ら┕┍ﾊす
 ┬┌ヮﾛ るけ せ┢ﾌ┟す れ┤ﾛ ┢ﾌけ ┢┆ﾛ ┲ﾗ ┰ﾗに ┢┆ﾈ 
 ぬ┵ﾝ┉ﾗす ら┵むむ━ﾝ┍ﾛ す┵ﾙ┕ﾖ よ┕ﾒ ┢┆ﾈる .き┷むむﾏ ┴┍ﾒ
 ┱┊┏ﾚ ┕┎┍┃ヰﾛ .┩┏ﾈけ ゐきすな┤ﾈ そ┕ﾞﾔ ┤ﾝﾕ する┢ﾋ┵ﾔ
 ぃビﾞ┉│ﾞ┋ﾘ ┴ﾝﾏ ら┕ﾕ┕ﾎる .そ┤┏ﾝﾖ ┗┌｀┌ﾋ るに
 す┵ﾗ┕ﾌ ┕ジる .┗むむﾝﾖ┤ﾗす ┢┍ﾒ ┳ﾘ ら┕ﾞﾋ┤┈┍ﾘ ┕むむ┌ﾚる

  .わ┕ﾈす┤ﾉ ┕ヰﾝ┾ける ら『┊┏┎ﾗす ┘ﾞ┈ﾉ ┕┌┎┆ﾔぬ

┗ﾗ┢┏│ﾗす .や/┷┆ﾘ┕ﾋ ┖ﾗ┕ﾐ*
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اأخبار

 ┱ﾘ┕┆ﾞﾗす ┗ぎﾝ┇ﾘ ┳ﾘ ぬ┵┈│ﾒ .な ┗ﾕぬる たぬ┣むむﾌる
 ぃ┨│ヱﾉ ┤むむ┏ﾓ ┳ﾘ えちす┤むむﾞﾗす ┬むむﾘ ぃ┷むむﾗ┕┈ﾙ┤┊ﾗす
 ┷ﾔ ぃ ゐゆ┕むむﾌ ┶┋ﾒ ┤┉ﾞむむヮﾙ らけ ┖｀ﾛ ┕むむ┍ぎﾙけ わ┕むむ┍ぎ┏ﾝﾘ
 ┕ﾘ わ す┤むむ┏ﾟﾖ ┴むむﾙけ なぬるける ぃ┴むむﾙ┵┾る ┕むむ┍ﾊす┤ﾉ ┯ﾛ┵むむヮﾉ
 ┗ﾔ┕┉ﾟﾗする ぬ┕ﾊ｠する ┗ﾌ┕┏ヮﾗす そぬすねる ビﾈ ┕ﾘ ┘ﾞ━ﾞﾛ
 ┲ﾞﾛ ┕ﾘ ぃわ┕┃ﾛけ ぃわ す┤┏ﾟﾖる ぃそぬ┕┌┆ﾗす ぬ┕ﾊくる た┕┆ﾘ┕ゲす るけ
 ┱┏┋ヰﾞﾗす ┳ﾒ わ す┢むむ┏┆ﾈ え┴┏むむﾎぬす┢ﾗ わ┕ ぎ┏┄ヂ ┴┍┏┉┋ﾉ
 ぃ┱┌┆ﾗす ┗ﾗ┕┾け ┗ﾔ┤┆ﾘ ┶ﾗさ ┢┍ﾞヮジす ┨│ヱﾞジす
 ┗┆ﾈ┕ﾞﾘ ┷ﾔ す┵┋┇ﾞﾏす ┳ド ┴ﾙ┵ﾖ -ぬ┵┈│ﾒ ゆ┑ﾎる
 -┕┎ﾞﾗ┕┾け ┗ﾔ┤┆ﾘる ┗ﾕる┤ヮジす ┗┏ﾊす┤ﾞﾗす ゆ┕┌ﾒ┟す
 ┲┎ﾗ┢ﾝﾞヮﾙ ビ┏ﾊす┤ﾉ ビﾛ┤│ﾈ ┶┋ﾒ ┤ﾔす┵ﾞﾙ 》 すに┕ジ

.!おゆ┕ペす す┣ﾚ ┷ﾔ ビ┏ジ┕ﾒ きす┤ﾝヱﾈ
 ┬ﾛ┵┄ﾉ ま┵むむ┻┵ﾘ ┤ﾚ┕┄ﾗす .な ┗むむﾕぬる ┘むむ┋┌ﾌる
 ┗ﾈ┤グ なぬるける ぃ┴むむﾈ ┗ﾛ┕┍┆ﾗする ちす┤むむﾞﾗす ┗ﾘ┢ザ ゆ┕むむジす
 ゆ┕むむジす ゆる┕むむ┍ﾉる ぃわ》┕むむﾟﾘ »ら┕ﾘ┵むむﾏ « ┗むむヮﾎ┒ﾘ

.ら『ﾘ┕┊ﾞﾛ ┳ﾛ┤│┍ﾒ ┗ﾔ┕┉ﾟﾗする
 ぃ┕┏ﾗ┕┄ﾛさ ┷ﾔ ┤ﾍ｠ わ す┢┏┎ベ ぎ┢┆ゎﾛ ┤ベ┒ジす ぎらけ ┤ﾖ┣ゎﾛ

┗ﾛぬ┢┍┊ﾎ】す -        
 て『┾ .な ┗┏ﾙなぬ┟す ┗むむ┆ﾘ┕ゲす ┦┏┺ぬ ┖┺┕ﾙ ┱むむぎ゚ ﾘ
 ら┵┍┈ﾗす ┗むむ┏┋┊ﾈ ┷┍┈ﾗす ┢むむ┉┍ﾗす に┕ﾞむむﾎける ぃぬす┤むむﾋ
 らね┕むむﾘ .な ┗むむ┏ﾙなぬ┟す ┗むむ┆ﾘ┕ゲす ┷むむﾔ ┲むむ┏┌│ﾞﾗする
 ┘ﾈ┕ﾊ.な ら┕ﾘ┵ﾏ ┗むむヮﾎ┒ﾘ よ┕ﾒ ┤ﾛ┢ﾘる ぃぬ┵┈│ﾒ
 ぃ┗┌┏┍ﾓ ┵ﾈけ ┷むむ┋ﾒ .な そぬ┕┌┆ﾗす に┕ﾞむむﾎける ぃ┤ﾚ┕┄ﾗす
 た┕むむﾊるぬ┵ジす ┶むむ┋ﾒ ほ┕むむ┈ゴす« ┤むむベ┒ﾘ ┷むむﾔ らなぬ┟す
 ろ┣ﾗす ぃ»わ┕ﾋに┵ヂ ┗ﾛぬ┢┍┊むむﾎ】す ┗ﾝﾞ┊ﾘ :┗むむ┏ジ┕┆ﾗす
 わ┕ﾊ┕ヰﾈけ す┵┉ﾗける ぃ┗ﾛぬ┢┍┊むむﾎ】す ┷ﾔ わ す┤ﾍ┒ﾘ ┢┉┆ﾙす
 ろな┕│ﾞﾕ》する ┷┌┏┅┍ﾞﾗする ろぬすな】す ┢┆ﾝﾗす« :ゆ┵むむﾌ
 ┷ﾗ┕┈ﾙ┤┊ﾗす ゆ┕┈ﾞﾌ》す«る ぃ»┴┏┋ﾒ ほ┕┈ゴする ちす┤ﾞ┋ﾗ
 ┗ﾔ┕┉ﾟﾗす ┗むむﾘ┢ﾍ ┷ﾔ ゆ┕むむジす のけぬ»る ぃ»ちるぬ┵むむ┌┋ﾗ

.»ちす┤ﾞﾗする
 ┘ﾖぬ┕むむﾏ ろ┣ﾗす ぃ┤ベ┒ジす ┷むむﾔ ぬす┤むむﾋ .な ┠むむ│ﾙる
 ┴ﾗ た┤ ぎ┃ﾌる ぃ が┴むむ がﾒ┵┻┵ﾘ ┷ﾔ ま┕ﾈ たすに ゆるな ┴むむ┏ﾔ
 ┵┊むむヮﾙ┵┏ﾗす ┗むむ┌┅┍ﾘる ┗むむ┏ﾗ┕┄ﾛ】す ┗むむﾘ┵┊ゴす
 ちるぬ┵┌┋ﾗ ┤むむ┅┍ﾙ 》 ら┑むむﾈ ぃ┗むむﾛ┤│ジす ┗むむﾘ┵┊ゴする
 ┗┏ﾋ┕ﾋね た┕┎ﾋする ┷むむﾔ わ┗ﾙ┥ﾞヱﾘ わそ┤ﾖすに ┴┈┾┵ﾈ
 ┳┊ ゎデる ぃゆ ぎ┢ﾝﾞﾛ ぃ ゐてるぬ すに わ┕ ぎ┏ﾌ ┴┈┾┵ﾈ ┱ﾈ え┗┏ﾕ┤むむﾏ
 ぃ»┗┏ﾗ┕┈ﾙ┤┊ﾗす ┗むむﾒ┥┈ﾗす« ┳ﾒ わ す┢┏┆ﾈ えりぬ┕┌ﾟﾞむむﾎす
 らけ ┳┊デ ┴ﾙさ ゆ┕ﾕる ぃ»┗┏ﾗ┕┈ﾞﾌ》す« ┗ﾌ┕┏むむヮﾗす るけ
 ぃ┷ジ┕┆ﾗす ちす┤ﾞﾗす も┵ﾎ ┷ﾔ ゐそ┵┉ﾈ ┴むむヮ┈ﾙ ふ┤┈ﾛ

.り┵┋ﾛ┕ﾋ ┳ﾘ てるぬ ┶┋ﾒ ぎゆ┢ﾛる
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ぇぇう

 .┕┎┏ﾔ ┕ﾘ よ┕┎┋ﾞﾎする ┗┏ﾝ┆━ﾗす そ┤┏ヮﾗす
 :た┕┏│ヱ━ﾗす ┴ﾞヮﾝﾗ ろ┣ﾗす »ま┕┍┉ﾗす« す┵━ﾕ┕ﾙる
 ┵ヰﾙ ┴｀ﾞﾉ ゆ┕むむ┌ﾒけ ┶ﾗさ す┵ﾒなる ぃわ┕┊むむ┏ﾞ┊ﾉる わ┗ﾛこぬ
 するぬ┕ﾏける ぃ┲┋ゴする ┬ﾕす┵ﾗす ビﾈ ┗ﾙねす┵ジする ┗┈ヮ┋┈ﾗす
 ┶ﾗさ ┤┏━ﾉ ┷ﾞﾗす »┗ ぎ┊むむヮﾗす« ┕┏ﾔす┤ﾓ┵┍┏むむﾎ ┶ﾗさ
 ┗ﾉ┵ヱ┏ﾖ らるな す┢むむﾈ ろ┣ﾗす え┱┎┋┎ジす ぎる┢むむﾒ ┳ﾘ┥ﾗす

 .┤┏ﾝ┆ﾉ ┪ヮﾈけ ┶┋ﾒ

ら┕┌ﾒ -       
 ぃ┗┏ﾙなぬ┟す ┗┆ﾘ┕ゲ┕ﾈ ろ┢┍┊ﾗす ┗ﾒ┕ﾕ ┷ﾔ ┘┌┏ﾕゎけ
 ┶┋ﾒ ぃ»わ┕ﾕ┕ﾔくる わ┕むむ┆ﾕする :┷ﾌ┤むむヮジす ┨┍ﾗす« そる┢ﾙ
 き┕ﾈな【ﾗ よ┕┆ﾗす な┕ギ『ﾗ ┷┺┕┍ﾟﾞﾎ》す ┤ベ┒ジす ┧ﾘ┕ﾚ
 ┷ﾔ ら┕ ぎ┌ﾒ ┷むむﾔ ┢┉ ゎﾒ ろ┣むむﾗす ぃせ┤むむ┆ﾗす せ┕むむﾞ┊ﾗする
 ┤━ﾒ ┳ﾘ┕ﾟﾗす ┶ﾞﾌる ┤むむ━ﾒ ┦ﾘ┕ザす ┳ﾘ そ┤ﾞ┈ﾗす
 ┦┏┺ぬ ┗ﾛ┕ﾒ┤ﾈ ぃ┗┏ﾙ┕┌ﾊる ビむむ┈ﾗけ ゆる┟す ら┵ﾙ┕ﾖ ┳ﾘ

.┷ﾝﾚ┣ﾗす ぬな┕ﾙ の┢┍┎ジす きすぬね┵ﾗす
 ┢ﾛ┢ﾌ.な :らすな┵むむヮﾗす ┳ﾘ そる┢むむ┍ﾗす ┷ﾔ やぬ┕むむﾏる
 ぃら┕┌ﾟﾒ ┱むむﾘ┕ﾖ ┖ﾋぬる ぃ┱┏ﾍ ┢むむ┌ﾌける ぃ┖むむ┏┄ﾗす
 ┤│ﾘ ┳ﾘる ぃの┵ﾙる ┱ﾘ┕ﾖ ら┕むむヮﾓ ┕ﾛぬ┵むむﾎ ┳ﾘる
 ぃ┷ﾘ┕┄ﾕ ┤┏┌むむﾎ.な :らなぬ┟す ┳むむﾘる ぃ┖ﾗ┕ﾓ ┕むむ┻ぬ.な
 ┰ﾛ┵ゴす そ┕┏ﾌる ぃよ┕むむ┍ﾓ よ┕┍ﾓる ぃらする┢┆ﾗす ┠むむ┋┈ﾘる
 ぃろな┕┌│ﾗす ら┕┍ﾞﾘす.なる ぃ┡┏むむ━ﾗす ┱ﾛ┤ﾝﾋる ぃ┗┏┄ﾒ

 .な ┖むむヮﾌる ぃわ┕││ヱﾉ ┤ﾟﾖけ ゐた┕ﾒ┵┻┵ﾘ ゆる┕┍ﾞﾛ
 ┲┏ﾘ┤ﾉ たするなけ ら┵むむﾟﾌ┕ﾝﾗす ┧ﾕ┕ﾙ ┢むむ┉ﾔ ぃぬ┵┈│ﾒ
 ┨┏│ヱﾉる ぃ┕┎ﾊす┤ﾞﾗ ┗ﾗる┢ﾗす ┲ﾒなる ぃた┕ﾐ┵┄ポす
 ぃ┗┏ﾒ┕┌ﾞﾋす ┤┅ﾙ ┗┎ﾋる ┳ﾘ ちるぬ┵ジする ぃな┕│ﾞﾕ》す
 ゐた┕┏┾┵ﾉ ┶むむﾗさ ┨┋ﾍる ぃちす┤むむﾞﾗする ┗むむﾎ┕┏ヮﾗする
 ┗┏┌┋ﾒ ┗┉ﾛ┤┄ﾈ ちるぬ┵むむジす ┶┋ﾒ ほ┕┈ゴす ら┑むむ━ﾈ
 ぃ┴ﾞ┆ﾈ┕ﾞジ た┕┌┅┍ジする ゆる┢ﾗす ┬┏｀━ﾉる ぃそ┤┾┕┆ﾘ

 .┴┏┋ﾒ ┢｀ﾞヮﾛ ┕ジ よ『ﾒ】す ┗ﾝﾖす┵ﾘる

┯━ﾘな -        
 ┬┃ﾉ ゐふる┤むむﾒ ┶ﾗさ ら┵ぎ┏ﾌ┤むむヮﾘ んな┕むむ┉ﾙ ね┕ヰﾙす
 そ┤┏むむヮﾗす ┷ﾔ け┤┉ﾉる ぃぬ┵むむ┎┌ゲす ┕むむ┎┍┏ﾒ ┖むむ│ﾙ
 ┷ﾔ ┳ヰﾙ ┳ﾘ « :ゆす┒ヮﾗす ┳ﾒ ┖┏グる え┗┏ﾝ┆むむ━ﾗす

 .»!おせ┤┄┃ジす ┳ﾘ┥ﾗす す┣ﾚ
 ┯むむ━ﾘな ら┕ﾋ┤┎ﾘ よ┕ﾞﾞﾍす ┱┏ﾝﾕ ぃな┕┉┍ﾗす ゆ┕ﾕる
 ぃわ┕ぎﾛ┵┍むむﾎ た┕ﾈ ろ┣むむﾗす ┤むむ━ﾒ ┬むむﾈす┤ﾗす ┷ﾌ┤むむヮジす
 ら┕ﾖ ぃ»┱むむ┎┋┎ジす そ┕むむﾎ┑ﾘ« ┷ﾙなぬ┟す ふ┤むむ┆ﾗす ぎらさ
 え┗┆ぎ┍┉ ゎﾘる ぃ┗┆┍┉ﾘ わ┗┏┍ﾚに わ┗┏｀┏ﾉす┤ﾞむむﾎす ┰┋ﾞデ
 ┴ﾌ┤ﾐ ┷ﾔ ┴┏┉┋ﾞﾘる ┲｀むむヮﾙす ┢ﾕる わ┕むむ┾┵│ﾍ
 ┷ﾈ┤┆ﾗす らす┢ﾋる ┦ﾘ》 わ┕ﾛな┵ﾋる わ┕ﾛ┢┏ﾋす┤ﾉ わ》す┒むむﾎ
 そ┕むむﾎ┑ジす ┘ﾙ┕┊ﾔ え┴むむヮ┈ﾙ ┬ﾘ ┠ﾗ┕│ﾞジす ┤むむ┏ﾓ
 ┗ﾈ┵ﾋ┟す ┳ﾘ ┱むむ┌┆ﾗす ┣ヱﾉす ビﾌ ぃな┢｀ﾞﾉ ┕むむ┎ﾉすに
 そきす┤┉ﾗ わ『┏ﾝむむﾎ そな┵┉┈ジす ┗┋ﾜむむﾎ【ﾗ ┗ﾒる┤━ジす
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ぇぉぅ

 ┖┺┕｀ﾒ れ┢むむﾌさ す┤ﾞﾝﾗす えビﾞ┏むむﾎ┕ﾎけ ビむむﾞﾘ┕ﾒな
 ┕┌ﾚ『ﾖる ぃ┗ﾘ┟す ┖┺┕｀ﾒ れ┢ﾌさ ┷ﾝ┍ﾞジする ぃ┕┏ﾙ┢ﾗす
 と┵┌むむ━ﾗす ┗┎ゲ ぃ┷ﾈ┤┆ﾗす らす┢むむﾋ┵ﾗす ┷ﾔ ┘むむヰﾙ
 ┷ﾔ ろ┵┉ﾗす ┡むむﾎす┤ﾗす ┢ペする ぃぬ┵┃ゴする きすな┟す ┷むむﾔ

.┗┏ﾈ┤┆ﾗす そ┤ﾖす┣ﾗす
 ┕ﾘすぬ┢ﾗす も┕┄┍ﾞﾎす ┕┎ﾞﾕぬる ┷ﾔ ろな┕┌│ﾗす ゆる┕ギ
 ┣ヱﾉす ぃ┷むむヱﾛぬ┕ﾉ ┷ﾌ┤むむヮﾘ ┨ﾙ ブﾘ ┕ﾛ┕┍ﾊ ┷むむﾔ
 ┴ﾞ┏ﾌ┤むむヮジ わ┕ﾒ┵┻┵ﾘ す┤ﾞﾝﾗす ┡ﾛぬ┕ﾉ ┳ﾘ ┴むむ┈ﾗ┒ﾘ
 わ┕ﾊす┢ﾌけ ┗むむ┏┍┈ﾗす ┕むむ┎ﾞ┌ゴ ┷むむﾔ ┘┍┌┃ﾉ ┷むむﾞﾗす
 ┘ﾈる┕┍ﾉ せ┤ゴする ┲┋むむヮﾗす ┳ﾘ たす┤ﾞﾔ ┶┋ﾒ ┤ﾏ┒ﾉ
 ┴ﾌ┤┄ﾉ ろ┣ﾗす ゆす┒むむヮﾗする .┗ﾛなぬ┵ﾗす ┗┍ﾛ┢ジす ┶むむ┋ﾒ
 わ┕ﾎ┕ﾎけ ┗┏ﾌ┤むむヮジす ┘ﾘ┕ﾕ すに┕ジ :┕┍ﾚ ろな┕┌│ﾗす
 らけ りな┕┈ﾘ つ┕ﾞ┍ﾞむむﾎす ┶ﾗさ ┱│ﾞﾗ お┡ﾛぬ┕ﾞﾗす ┶むむ┋ﾒ
 ┷ﾔ れ┤ﾛ ぃて┤むむヮジす せ┕ﾞﾖ ┳むむﾘ り┤┏┇ﾖ ぃ┗むむﾝﾛす┤ﾓ
 ┱┺┕むむﾎる ┳ﾘ ┗┋┏むむﾎる ┗むむ┏ヱﾛぬ┕ﾞﾗす ┗┏ﾌ┤むむヮジす
 ┱┄ﾝﾗす ┗┏ﾗ┕┊ﾏさ ┧ﾕ┕┍ﾛ ろ┣ﾗす ┷┍ﾐ┵ﾗす せ┕┄ザす
 そな┕ﾒ】 ┗ﾗる┕ヰﾘ ┷むむﾔ ぃ┤┻┕ゴす /┖┺┕┇ﾗす /┤┅ﾞ┍ジす
 ┠ﾞﾔる ┗┏ヱﾛぬ┕ﾞﾗす た┕┏│ヱ━ﾗす れ┢ﾌさ そ┕┏ﾌ き┕┍ﾈ
 ┤┏ﾟ┊ﾗす ┖ﾒ┵ﾞヮﾉ ┷ﾞﾗす ┗┾┕ザす た『ﾛる┑ﾞ┋ﾗ ゆ┕ペす
 ┡ﾛぬ┕ﾞﾗ┕ﾔ ぃゆす┵ﾌ┟す ゆ┢ﾝﾉ ┯ﾔる ┗ﾗ┵┄ﾝﾗす ┲┏ﾕ ┳ﾘ
 ┪ﾈ┤ﾗす へ┵┏ﾍ ┴┍ﾘ ┢┌ﾞヮﾙ ろ┣ﾗす まな┵ﾞヮジす ┵ﾚ
 .┗┍ﾚす┤ﾗす ┠ﾗ┕│ジす き┵┻ ┷ﾔ ┤┻┕ゴする ┷┻┕ジす ビﾈ
 ┗ﾝﾛす┤ﾓ ┕┎ﾗ┣ﾈ ┷ﾞﾗす な┵┎ゲす ろな┕┌│ﾗす ┱┈┇ﾉ ┲ﾗる
 ┴┉┏┌┆ﾞﾈ ぃ┷ヱﾛぬ┕ﾞﾗす と┕┍ジす ┳ﾘ ┴┍ﾞﾘ ┨┏┋ヱﾞﾗ

 .よ┕ﾘ┟す ┶ﾗさ ちす┢ﾌ┟す ┬ﾔな ┤ﾝﾒ ぃわ┕┏ﾘすぬな
 ┗┏ヰ┄むむヮﾗす  た┕むむﾛ┕┊ゴす  ┕むむﾚ┢┾ぬ  ┢むむ┆ﾈる
 ┗┏┍ﾈ┟す ろな┕┌│ﾗす ┢┾┤ﾉ ぃ┨┍ﾗす ┷ﾔ ┗┉┏┌┆ﾗする
 ┗┏ﾗ┢ﾋ ┗┏┺┕┍ﾊ ┶むむ┋ﾒ ┦むむﾎ┑ﾞﾉ ┷ﾞﾗす ┗┏┌ヰ┋ジす
 ら┕┆┌ ゎ`ﾛ にさ ぃ┗ﾛ┢┻ ます┤┾ ┗ﾗ┕ﾌ ┕ﾚ┕ﾝ┄ﾕ ┧┏┆ﾛ
 ┷ﾔ ┤ﾍ｠す ┕┌┎┍ﾘ ┹┱ﾖ ┷┈┍ﾛる ぃそ┢ﾌする そ┢ﾌる ┷むむﾔ
 ぃり┤┊ﾗする ┖ゴす ぃき┕┍┈ﾗする な┵┋ザす ぃよ┢┎ﾗする き┕┍ﾝﾗす :らく

.す┣┊ﾚる ..よ『ヮﾗする せ┤ゴす

 もす┤┆ﾗす ┳ﾘる ぃろるす┥むむ┌ゲす ┗┋┎ﾙる ぃたすなす┤ﾋ ┢┌ﾌける
 ぃ┷┈ﾛ┤┆ﾗす ┗むむ┈┏┋ﾍ ┳ﾛ┤ヰﾝﾗす ┳むむﾘる ぃ┷┋ﾒ なす┵むむﾒ
 ┤┺す┥ゲす ┳むむﾘる ぃなす┵ﾋ ダ┤むむ┊ﾗす ┢ﾝﾒ.な ら┕むむ┌ ゎﾒ ┳ﾘる
 ぃ┤ﾝﾋ ┖┋┄ジす ┢むむﾝﾒ.な ┳┌┏ﾗす ┳ﾘる ぃそる『むむﾒ そる┤ﾋ
 ┦ﾙ┵ﾉ ┳むむﾘる ぃる┤むむ┌ﾒ ┢┌ヰﾘ ビ┄むむヮ┋ﾔ ┳むむﾘる

.┦ﾙ┵ﾛ ┢┌ヰﾘ
 もすぬる┟す ┘ﾈ┤ﾞﾕする ぃわ┕むむ ぎﾘ┕ﾒ そる┢むむ┍ﾗす らす┵┍ﾒ き┕むむﾋる
 ぃぬる┤┊ジす め┵ﾗ┑ジす ┮┾┵ﾗする な┤むむヮﾗす ┳ﾘ ┗ﾘ┢┉ジす
 ┷┌┏┋┆ﾞﾗす ┬むむﾈ┕┄ﾗ┕ﾈ わ┕むむﾙ┕┏ﾌけ ┕むむ┎┍ﾞﾘ ┲むむヮぎﾉする
 ┗ﾝ┋┄ﾗす ┶┋ﾒ て┤むむ┄ゎﾛ ┕ﾘ ┬ﾕする ┳ﾘ ┶ﾌ┵ﾞむむヮジす
 ろ┤｀ﾛ そ┤┏ﾟﾖ もすぬるけ ゆ┕ﾌ ┷ﾚ ┕┌ﾖ ぃ┗┆ﾘ┕ゲす ┷むむﾔ
 ┨┍ﾗす ゆる┕┍ﾞﾉ ┷ﾞﾗす たする┢┍ﾗす ┗┏ﾝﾗ┕ﾓ ┷ﾔ ┕┎デ┢┉ﾉ
 す┢ﾈる ぃた┕ﾙ┕ﾋ┤┎ジす ┧ﾘ┕ﾚ ┶┋ﾒ よ┕┉ﾉる ┷ﾌ┤ヮジす
 よ┕┎┋ﾞむむﾎす ┳ﾒ ┳ﾛ┢┏┆ﾈ す┵ﾗすね ┕ﾘ ビﾖぬ┕むむ━ﾘ らけ
 ろ┣ﾗす て┤むむヮジす ┱┉ﾌ ┷ﾔ わ┕┾┵│ﾍ ぃ┠むむ┋┄│ジす
 ┗ﾛ┤│ﾝﾗす たすぬ┕むむﾏ】す ┶むむ┋ﾒ ┴ﾉ┕ﾘ『ﾒ ┦むむﾎ┑ﾞﾉ

.┷ﾈな┟す な┤ヮﾗす ┳ﾒ わ す┢┏┆ﾈ ぃ┗┏┆┌ヮﾗする
 れ┤ﾍけ ┗むむﾘ『ﾒ そる┢┍ﾗす り┣むむﾚ たき┕ﾋ ぃ┕むむ┍ﾚ ┳ﾘ
 ┨┍ﾗす ┗ﾛ┵むむﾎ ぬ┕むむヮﾘ ┶┋ﾒ ┤むむﾏ┒ﾉ ぃ┗むむヰﾛ┤┾
 ┢┏┆│ﾗす ┶┋ﾒ わ┕むむ┾┵│ﾍ ぃ┬ﾋす┤ﾞジす ┷ﾌ┤むむヮジす
 そ┤┊ﾞﾝジす た┕むむﾎすぬ┢ﾗす せ┕┏ﾓ ┶┋ﾒ ゆ┢ﾉる ぃ┷むむﾈ┤┆ﾗす
 ┗ﾛ┢┉┍ﾗす れこ┤ﾗする ┱むむ┏┋ヰﾞﾗす ┶┋ﾒ ┱┌ﾞむむ━ﾉ ┷ﾞﾗす

.そ┢ﾛ┢ゲす
 ぃそる┢┍ﾗす ┷むむﾔ ┗ﾘ┢┉ジす もすぬる┟す ┩むむ┆ﾈ た┥むむﾖぬ
 ┖ﾙ┕ゲす ┶┋ﾒ ぃ┕┎┍ﾒ ┗ﾝ┋┄ﾗす せ┕┏ﾓ ┫ﾌ┵ﾗ ┷むむﾞﾗす
 ┨┍┋ﾗ ろ┢むむ┉┍ﾗす ┕┎ﾕ┕┄┍ﾞむむﾎす ┷ﾔ ┷むむ┋┏┋ヰﾞﾗす

 .┷ﾌ┤ヮジす
 ┗ﾟﾌ┕ﾝﾗす ┗むむﾕぬる ぃ┗ﾖぬ┕むむ━ジす もすぬる┟す ビむむﾈ ┳ﾘる
 ろ┤┺す┥ゲす ┙ﾌ┕ﾝ┋ﾗ ┗┏ﾙ┕ﾟﾗする ぃろな┕むむ┌│ﾗす ら┕┍ﾞﾘす.な

.そる『ﾒ そる┤ﾋ
 ┲ﾏ┕ﾚ ┨ﾙ ろな┕┌│ﾗす ら┕┍ﾞﾘす.な ┘ﾗる┕┍ﾉ ┷ﾞﾗす
 ┶┋ﾒ よ┵むむ┉ﾛ ┴むむﾙけ た┑むむﾉぬする ぃ»て┤むむ│ﾗす« ┗むむﾝﾛす┤ﾓ



ぇぉぇ

 ビﾊ『ﾊる ┗むむヮ┌ヱﾈ »よ┕ぎ┏ザす た┕┏ﾒ┕ﾈぬ« ま┕むむﾝゎﾉ らけ
 ┢━ﾞギ らける ぃ┗ﾔ┕┉ﾟﾗす そぬすね┵ﾗ ┖ヮヰﾛ ん┤ﾘけ えわ┕ﾏ┤ﾕ
 ┷ﾔ┕┉ﾟﾗす ┥ﾖ┤ジす ┗むむﾕるぬけ ┷ﾔ ┗┏ﾙなぬ┟す »┗むむ┋┺┕┆ﾗす«
 ┷ﾔる ┷むむﾔ┕┉ﾟﾗす ビむむヮゴす ┥むむﾖ┤ﾘ ┷むむﾔる ┷むむ┊┋ジす
 ぃ┖ﾞﾖ ┳ﾘ ┕┎┏┍┇ﾛ ┕ヅ わ┗┋ ぎ┌ヰﾘ な┵┆ﾞﾗ た┕┅ﾔ┕ボす
 ろな┕│ﾞﾕ》する ┷ﾎ┕┏ヮﾗする ┷ﾊす┤ﾞﾗす ビﾈ ┕ﾘ ┘ﾒ ぎ┵┍ﾉ
 ┖むむヮヰゎﾛ ぃわ┕┃ﾛけ ぃん┤ﾘけ ぃ┷ﾈな┟する ろ┵ﾈ┤ﾞﾗする ┷┍ﾛ┢ﾗする
 ぃ»わ すぬす┤ﾒ« ┞┲むむﾞ┎ジす ┬ﾗ┕┄ﾛ らける ぃ┗むむﾔ┕┉ﾟﾗす そぬすね┵むむﾗ
 ┷ﾔ ┷ヮﾗ┢ﾙ┟す よ┥ﾌ ┳ﾈする ぃ┴ﾉ┕ ぎ┏━ﾒ ┷ﾔ ぃゑ┤ﾒ┕━ﾗす
 ぃ»┢━┍ジす ┤ﾚ┢ﾗす»┷ﾔ ┷ﾝ┍ﾞジする ぃ»┗ﾘ┕┌ゴす も┵ﾐ«
 ┷ﾐ┵┏ヮﾗする ぃ»よ『むむﾎ】す ┤｀ﾔ« ┷ﾔ ビﾘけ ┢┌ﾌける
 »┷むむﾔ ┷むむﾝﾖす┵┊ﾗする ぃ»ビむむﾌ┕ﾛ┤ﾗす た┕むむﾘ┕┉ﾘ»┷ﾔ
 ゐ┗むむヮ┌ヱﾈ ┪┉ﾔ ┕ﾚ┤┏ﾓる.. ぃ»なす┢ﾝﾞむむﾎ》す ┬┺┕ﾝﾐ

!そぬすね┵ﾗす ┴┏┋ﾒ ┤┊━ゎﾉ ん┤ﾘけ えわ┕ﾏ┤ﾕ ビﾊ『ﾊる
 まる┤むむ━ﾘ ┳ﾛる┕┍┆ﾈ て┤ﾔ ろ┣ﾗす ┖ﾛな┟す ┮┏┃ﾛる
 ぃわ┕ﾙす┵┍ﾒ ビ┆ﾝヮﾗする ┗ヮ┌ザす »そ┤むむﾎ┟す ┗ﾝﾞ┊ﾘ«
 ぎらけ ぃわ す┤むむﾍ┒ﾘ ┗ﾔ┕┉ﾟﾗす そぬすねる ┴むむ┏┋ﾒ ┘むむﾘ┕ﾕ ろ┣ﾗす

ف�صاءات

┗┏ﾙ┕ﾟﾗす ┴ﾉぬるな ┷ﾔ ┗┏ﾙなぬ┟す そ┤ﾎ┟す ┗ﾝﾞ┊ﾘ まる┤━ﾘ も『ﾐ┓ﾈ

そ┢ﾛ┢ﾋ よ『ﾕけ

»الثقافة« تعتمد التنّوع امعري وامزيد من العناوين



ぇぉぉ

 ぃそぬすね┵ﾗす ┳ﾘ ゐ┗┋ﾔ┕ヰﾈ »┗┋┉┍ﾞジす ┱┈┄ﾗす ┗ﾝﾞ┊ﾘ«
 ん┗ﾔな┕ﾚ ん┗ぎ┏ﾌ┤むむヮﾘ んふる┤ﾒ ┕┎┉ﾔす┤ﾉ ぃ がた┕┅ﾔ┕ボす
 ┬┏┻す┵ﾘ ゆる┕┍ﾞﾉ ぃ┗むむﾎるぬ┢ﾘ ぃ┗ぎﾛ┵ﾒ┵ﾉ ┗ぎ┏┌┏┋┆ﾉる
 ┖ﾛぬ┢ﾞﾗす ぃわ》┕ﾟﾘ ぃ┕┎┍ﾘる ぃ┱┈┄ﾗす ┕┎ﾝ┋┄ﾛ ┶ぎ゙ むむﾏ
 ┶┋ﾒ ほ┕┈ゴする ぃ┤┏むむヮﾗす ら┵むむﾙ┕┉ﾈ ┱ぎ゚ ┌ﾞﾗす ┶むむ┋ﾒ

 .┗ヰ│ﾗす
 ぃ┗┉┄┍ジす ┷むむﾗ┕ﾚけ ┕ﾚ┤┃ヰﾛ ふる┤むむ┆ﾗす り┣ﾚる
 ぃり┵ﾋ┵ﾗす ┶むむ┋ﾒ ┲むむﾎ┤ﾗす ┗┆ﾞヅ ┲ﾚこ┕┍ﾈけ て┤┈┏ﾗ
 ┠ﾛる┤ﾞﾗする ぃり┕むむﾝゲす ┶┋ﾒ ぎ┷むむﾙなぬ┟す ┲┋┆ﾗす ┧むむ┉ﾙる
 »た┕ﾙ┕ﾛ┢┏ﾘ┵ﾖ«る ぃ ゐ┗ﾔな┕ﾚ ゐた┕┉ﾈ┕ヮヅ ┦┈┍ﾗす ┳ﾒ
 れ┢ﾗ ┖ﾐ┕ヱﾉる ぃ┕┎ﾔ『ﾞﾍす ┶┋ﾒ ぬ┕┌ﾒ┟す ┕┎┆ﾈ┕ﾞﾉ
 .┴ﾉ『ﾘ┑ﾉ ┤┏ﾝ┊ﾗす ┢┍ﾒ ┢むむ━┍ﾉる ぃ┴ﾉ┕ﾋ┕ﾌ ┱┈┄ﾗす
 ┳┃ﾞギ ┗┏┈┏┉ﾟﾞﾗす た┕むむﾝﾋ┵ﾗす り┣むむﾚ よ ぎ┢むむ┉ﾙ にさる
 ┕┎ﾗ┕┈ﾐけ ┖むむぎ┋┉ﾛる ┕むむ┍ﾉすきす┢ﾚさ ┗むむ┏┺┕┍ﾗす れ┤むむ┉ﾗす

.そきす┤┉ﾗす ┗┾┤ﾔ ┴┏ﾔ ぎ┱┉ﾉ ゐ┳ﾘね ┷ﾔ ぃ┕┍ﾉ『｀ﾘ
 ろる┕┌むむﾎ ┦ﾛ┤ﾋ ┤ﾒ┕むむ━ﾗす そぬすね┵ﾗす よ┕ﾒ ビむむﾘけ
 ぎらさ ゆ┕むむﾕ ぃ┕┏┋┆ﾗす ┗むむ┋ペす き┕ﾕ┢┾け ┗むむﾜ┏ﾚ ┵むむ┃ﾒぃ
 ┷ﾒ┵ﾗす れ┵ﾞむむヮﾘ ┬むむﾔぬ ┶むむﾗさ め┢むむ┎ﾛ まる┤むむ━ジす
 ┯ﾐ┕┍ﾘ ぎ┱ﾖ ┷むむﾔ ┗┏ﾙなぬ┟す そ┤むむﾎ┟す なす┤むむﾔけ ┱┊ﾗ
 き┕┍ﾞﾕする そきす┤むむ┉ﾗす そな┕ﾒ ┬┏｀むむ━ﾉる ぃ┲ﾚ┕┍┊むむﾎ
 え┘むむ┏ﾈ ぎ┱ﾖ ┷むむﾔ ┗むむﾝﾞ┊ﾘ ┦┏むむﾎ┑ﾉる せ┕むむﾞ┊ﾗす
 ┕┎┉ﾉ┕ﾒ ┶┋ﾒ そぬすね┵むむﾗす た┣ﾍけ ┰ﾗに ┱┏ﾝむむﾎ ┷ﾔる
 めぬ┕┆ジす ┲┅┆ﾘ ┷むむ┄┇ﾛ ろ┣ﾗす せ┕むむﾞ┊ﾗす ┤┏ﾔ┵ﾉ
 ゐ┤┆ヮﾈ らす┢ﾋ┵ﾗする ┱┉┆ﾗす ┷┍┇ﾉ ┷ﾞﾗす ぃ┗┏ﾙ┕ヮﾙ】す
 .┗ぎ┏┍ﾔ ゐた┕┈┾す┵ヅる ぃ┗┉┏ﾙけ ゐ┗むむ┆ﾝ┄ﾈる ぃわ す┢ﾋ ろ┥ﾘぬ
 えそぬすね┵ﾗす ┚むむ┎┍ﾗ わ すぬす┤┌ﾞむむﾎする :ろる┕┌むむﾎ め┕┻ける
 そきす┤┉ﾗす ら┕ﾋ┤┎ジ ┗むむ┏ﾙ┕ﾟﾗす そぬる┢ﾗす も『ﾐさ ぎゾ ┢┉ﾔ
 ┳ﾛ┤━┆ﾗする ┦ﾘ┕ザす ビﾈ ┕ﾘ そ┤ﾞ┈ﾗす ┷ﾔ ┬┏┌｀┋ﾗ
 ┷ﾔ ぃ┴┍ﾘ ビむむﾊ『ﾟﾗす ┶ﾞﾌる ┷┻┕ジす ┳ﾛ┤むむ━ﾉ ┳むむﾘ
 ぃ┗┊┋┌ジす た┕┅ﾔ┕ヰﾘ ┷ﾔ わ す┥ﾖ┤ﾘ ┤むむ━ﾒ ┗┆ﾝﾎ
 ら┕┍ﾊする ぃ┗┌┾┕┆ﾗす ┗むむ┅ﾔ┕ヰﾘ ┷ﾔ ┗むむ┆ﾈぬけ ┕┎┍ﾘ
 ┷ﾔ ┢ﾌする ┥ﾖ┤ﾘる ぃき┕むむﾕぬ┥ﾗす ┷ﾔ がらす┤ﾍくる ぃ┢ﾈぬさ ┷むむﾔ
 そ┕ﾒす┤ヅ ┥むむﾖす┤ジす ┬ﾛね┵ﾉ ぎゾ ┢むむﾕる ぃ┗むむ┅ﾔ┕ヰﾘ ┱ﾖ

 ぎろ┥ﾘ┤ﾗす ┤┆ヮﾗする ぃまる┤━ジす ┶┍ﾓけ のるぬ┢ジす ま ぎ┵┍ﾞﾗす
 ぃそきす┤┉ﾗす ┴むむ┏ﾔ ぎ┱むむ┉ﾉ ゐ┳ﾘね ┷むむﾔ ぃしぬ┕┉ﾗす ┬ ぎ` むむﾏ

!せ┕ﾞ┊ﾗす ┴┏ﾔ の┕┍ﾗす ┤｀┎ﾛる

 そ┤ﾛねる ┴むむﾞ┈┾る まる┤むむ━ﾘ ぃ»そ┤むむﾎ┟す ┗ﾝﾞ┊ﾘ«
 ┹┷ﾔ┕┉ﾊ んまる┤むむ━ﾘ ┴ﾙ┑ﾈ ┤┏ﾖ┕ﾈ ┷むむヮﾙ┕ﾙ ┗むむﾔ┕┉ﾟﾗす
 ろ┣ﾗす らなぬ┟す ┷むむﾔ ┴ﾒ┵ﾙ ┳むむﾘ ゆる┟す ┵ﾚる ぃ┷むむ┍ﾐる
 -¨す ┢ﾝ┆ﾗす ┕┏ﾙすぬ ┗┊┋ジす ┗ﾗ『ゲす ┗ﾝﾌ┕┾ り┕むむﾒ┤ﾉ
 ┳┌┻ そぬすね┵ﾗす ┴ﾞ┍┋ﾒけ らけ ┯ﾝむむﾎる -¨す ┕┎┅┈ﾌ
 よす┵ﾒ【ﾗ らなぬ┟す ┷むむﾔ ┗┏ﾔ┕┉ﾟﾗす ┗むむ┏┌┍ﾞﾗす ┗むむ┄ﾍ
 ぃ┗┏ﾙ┕┌ﾊる ビ┈ﾗける ┗┆ﾝﾎる ビ┈ﾗける ┗ﾞむむﾎる ビ┈ﾗけ
 ┕┎むむﾎけ┤ﾛ ┕┏┋ﾒ ┗むむ┏┍ﾐる ┗むむ┍ゲ ┴┏┋ﾒ め┤むむ━ﾉる
 そきす┤┉ﾗす ら┕ﾋ┤┎ﾘ も『むむﾐさ ぎゾ ┢ﾕる ぃ┗むむﾔ┕┉ﾟﾗす ┤ﾛねる
  え┗┆ﾝむむﾎる ビ┈ﾗけ よ┕ﾒ ┶ﾗる┟す ┴ﾉぬるな ┷ﾔ ┬┏┌｀┋ﾗ
 ┬ﾈぬ ┬ﾕす┵ﾈ わ┕ﾙす┵┍ﾒ ビヮ┌ﾍ そぬすね┵ﾗす たぬ┢┾け ┕┎┏ﾔる
 ┗┏ﾗ┕┌ﾋ】す ┴ﾞ┈┋ﾖ ┘┇┋ﾈ ┢ﾕる ぃ┗ヱむむヮﾙ ら┵┏┋ﾘ

.ぬ┕┍ﾛな ┮ﾗけ ぉぅぅ ┗ﾈす┤ﾕ ┷┻┕ジす よ┕┆ﾗす ┷ﾔ

 ┴ﾙけ »そ┢ﾛ┢ﾋ よ『むむﾕけ«むﾗ ゐ┙ﾛ┢ﾌ ┷むむﾔ ┘ﾔ┕┻ける
 ┱┆┈ﾗす なるなぬ ┕┍ﾞﾞ┈ﾗる ぃ┷むむ┃┉┍ジす ┴ﾘ┕ﾒ ┷ﾔ ┠ガ
 ┳ﾘ ┢ﾛ┥ﾙ ら┟ ┕┍┆ﾔ┢ﾛ ┕むむﾘ ┵ﾚる え┴ﾚ┕グ ┗┏ﾈ┕｀ﾛ】す
 わ┕ﾙす┵┍ﾒ ┳ﾛ┤むむ━ﾒる わ┗ヮ┌ﾍ ぃビむむヮ┌ザす ┴┍ﾛる┕┍ﾒ
 わ┕ﾒ┕┌ﾋさ き┕むむﾋ わ┕ﾙす┵┍ﾒ ┮むむ┏┃ﾙる ぃ┗┍むむヮﾗす り┣むむﾚ
 ┬｀ゎﾔ ろ┣むむﾗす ぃ»┧ﾛるぬな な┵むむ┌ヰﾘ« ┵むむﾚ ┗むむ┏ﾖ┥ﾉる

.┴┋┏ﾌ┤ﾈ ゎ┴ぎ┋ﾖ ぎ┷ﾔ┕┉ﾟﾗす ┪ﾎ┵ﾗす

 ぃ ん┗ﾒ ぎ┵┍┌ﾔ ぃ┗ﾝﾞ┊ジす ┳むむﾛる┕┍ﾒ ぎ┨ヱﾛ ┕ﾘ ┷むむﾔる  
 ┡┏むむ━ﾗする ┱┎┊ﾗする せ┕むむ ぎ━ﾗする ┱┈┄ﾗす ┖むむﾎ┕┍ﾉ
 ┕むむ┎┺ぬ┕ﾕ  よ┵むむ┌ﾚ  ┦むむﾘ『ﾞﾗ  ┳むむﾛ┕ﾝﾞﾉる  ぃそけ┤むむジする
 ゐめす┤ﾏさ ┘ギ ぃゆる┑ﾈ わ》るけ ┬ﾝ┄ﾉ ┷ﾚる ぃ┴ﾉ┕ﾝ┋┄ﾞﾘる
 ┕┎┆┏ﾈ た┕┉┏ﾘ ┳ﾒ ┕ ぎ┍┋ﾒけ ┢ﾕる ぃ┕┎┎┏ﾋ┵ﾉる そぬすね┵ﾗす
 ゐそ┤むむﾎけ ぎ┱ﾖ ┗ﾝﾞ┊ジ わそす┵ﾙ ら┵┊ﾞﾗ ぃた┕むむﾝﾞ┊ジす ┷ﾔ

.┗┆ ぎ` ━ﾘ ぬ┕┆ﾎ┑ﾈ ぃ┗┏ﾙなぬけ
 ゆ┵グ :┴ヮ┈ﾙ も┕┏むむヮﾗす ┷ﾔ ぃそ┤ﾛね┵ﾗす ┘ﾔ┕┻ける



ぇぉゃ

 ぃ┷┊┋ジす ┷ﾔ┕┉ﾟﾗす ┥ﾖ┤ジす ┘ﾗ┕ﾋ »そ┢ﾛ┢ﾋ よ『ﾕけ« 
 ゆ┕ﾝﾕ】す ┷ﾔ ┗ﾔ┕ﾖ た┕┅ﾔ┕ボす ┳ﾒ そぬ┵┾ ┵ﾚ ろ┣ﾗす
 ┬ﾛぬ┕むむ━ジす  ┗ﾛ┤ﾛ┢ﾘ ┤ﾛ┢ﾘ ┘むむ┉ﾞﾗする ぃよ┕むむ┌ﾞﾚ》する
 ┤ ぎ━ﾈ ろ┣ﾗす ぃ┢ﾏすぬ ┢┌ﾌけ .な そぬすね┵ﾗす ┷ﾔ ┗┏ﾔ┕┉ﾟﾗす
 ┭┋ﾈ よ┕┆ﾗす す┣┎ﾗ そ┤ﾎ┟す せ┕ﾞﾖ な┕┈ﾙ ┗ﾝむむヮﾙ ぎら┑ﾈ
 ┢ﾛ┥ﾛ ┕ﾘ ぃた┕┅ﾔ┕ボす ┷ﾔ ぃせ┕ﾞ┊ﾗす ┬┏ﾈ ┥ﾖす┤ﾘ ┷むむﾔ

.┗ﾜジ┕ﾈ ビ┆ヮﾉる ゐ┗┆ﾈぬけ ┳ﾘ

 まる┤━┌┋ﾗ ┗┌ﾒす┢ﾗす た┕┎ゲす
 よ ぎ┢┉ジす ┲ﾒ┢ﾗす ┲｀ﾌ ┭┋ﾈ ┗┆ﾝﾎる ビ┈ﾗけ よ┕ﾒ
 ┗むむ┏┋ﾚ┟する ┗┏┌むむﾎ┤ﾗす た┕むむ┎ゲす ┮むむ┋ﾞヱﾘ ┳むむﾘ
 す┣ﾚ ┕ﾘけ えぬ┕┍ﾛな ┮むむﾗけ ゃゅ ┷┻┕ジす よ┕┆ﾗす ┗むむ┏ﾙなぬ┟す
 ぃまる┤むむ━ジす ┴┉┉ﾌ ろ┣ﾗす て┕｀┍ﾗす ┢むむ┆ﾝﾔ ぃよ┕むむ┆ﾗす
 ┘┋┾るる ぃ┴┌ﾒな ┷ﾔ ┗┌ﾚ┕ヮジす ┗ﾝむむヮﾙ ┘┆┈ﾉぬす
 ぃれ┤ﾝ┊ﾗす ら┕┌ﾒ ┗むむﾙ┕ﾘけ :┕┎ﾞﾘ ぎ┢ﾕ えぬ┕┍ﾛな ┮むむﾗけ っう
 ┗ﾖ┤むむﾏる ぃら┕ﾘ┵むむﾏ ┢┏┌ゴす ┢むむﾝﾒ ┗むむヮﾎ┒ﾘる
 ┰むむ┍ﾝﾗする ぃろ┤むむ│ジす ┠むむ┏ﾝ┾る ぃぬ┕┌ﾟﾞむむﾎ『ﾗ すぬすね
 ぃ┗┏┋ﾚ┟す ら┕むむ┌ﾒ ┗むむ┆ﾘ┕ﾋる ぃ┷むむﾞﾛ┵┊ﾗす ┷むむﾙなぬ┟す
 ぃ┗┏┌┍ﾞ┋ﾗ ┷むむﾙ┕ﾟﾗす ¨す ┢むむﾝﾒ ┰むむ┋ジす もる┢むむ┍┾る
 ┗ﾝ┉┆ﾗす ┗┉┄┍ﾘる ぃ┗┏┍ﾐ┵ﾗす き┕ﾈ┤┎┊ﾗす ┗ﾖ┤ﾏる

 .ら┕┊ヮﾗす ┖ヮﾙ
 たぬ┢┾け まる┤むむ━ジす ┳ﾘ そぬる┢ﾗす り┣ﾚ ┷ﾔ :ゆ┕むむﾕる
 ┮ﾗけ ゃあょ ┬むむﾕす┵ﾈ ぃわ す┢むむﾛ┢ﾋ わ┕むむﾙす┵┍ﾒ あょ そぬすね┵むむﾗす
 ┲┋┆ﾗする ┤むむ┊┈ﾗする ┳むむﾛ┢ﾗす ┷ﾔ ┘むむﾒ┵┍ﾉ ┗ヱむむヮﾙ
 ┷ジ┕┆ﾗする ┷むむﾈ┤┆ﾗする ┷むむﾙなぬ┟す ます┢むむﾈ】する ぃ┳むむ┈ﾗする
 ┡ﾛぬ┕ﾞﾗする ┗┏ﾉ┕┏ゴす たすぬ┕┎ジす せ┕むむヮﾞﾖする ぃちす┤ﾞﾗする
 ┦┈┍ﾗす ┲┋ﾒる ぃ┗ﾛ┤むむﾎ┟する ┗むむﾘ┕┆ﾗす た┕ﾕ『┆ﾗする
 せなける ┗むむ┏ジ┕┆ﾗする ┗むむ┏ﾈ┤┆ﾗす ┲むむﾋす┤ﾞﾗする ┤┏むむヮﾗする

.┱┈┄ﾗす
 ビﾘ┟す ┢ﾒ┕むむヮﾘ »そ┢むむﾛ┢ﾋ よ『むむﾕけ« ┘ﾗ┑むむﾎる
 ┗┍ゲ ぬ┤┉ﾘ ┗┏┍┈ﾗする ┗むむ┏ﾔ┕┉ﾟﾗす らる┒むむ━┋ﾗ よ┕┆ﾗす
 り┣ﾚ ┳ﾒ ┷むむﾝﾒ┥ﾗす ┲むむﾎ┕ﾈ .な そ┤むむﾎ┟す ┗むむﾝﾞ┊ﾘ
 ┮┾るる ぃ┤│ﾘ ┢┆ﾈ ┗┏ﾙ┕ﾟﾗす ┕┎ぎﾙけ ビﾝﾔ ┗むむﾈ┤｀ﾞﾗす
 ┮┏ﾗ┕┊ﾉ ま┕むむ┈ﾉぬす ┱ﾑ ┷ﾔ き┷むむ｀ﾛ ┴ﾙけ まる┤むむ━ジす
 ぃせ┕ﾞ┊ﾗす ┴むむ┉┏ﾔぬ ┳ﾒ しぬ┕むむ┉ﾗす ふす┤ﾒさる ぃそ┕むむ┏ゴす
 ┬┃ﾍ ろ┣ﾗす せ┕ﾞ┊ﾗす た┕┈┾す┵ﾘ らけ ┶ﾗさ ぬ┕むむﾏける
 の┕┍ﾗす ┶┋ﾒ ┴ﾈ つ┤むむヱﾙ らけ ┱ﾝﾕ ┱ﾘ┕むむﾏ ゐ┯┏ﾕ┢ﾞﾗ
 ┘┾┤ﾌ ┷ﾞﾗす ぬ┵むむﾘ┟す ┳ﾘ ぃわ┕むむ┏┍ﾔ わ┕ﾋす┤ﾍさる わ┗むむ┇ﾗ
 ゆ┵┾る ┳┌┃ﾉ ┶むむﾞﾌ ┕┎ﾞ┆ﾈ┕ﾉる そぬすね┵むむﾗす ┕┎┏┋ﾒ

 .そぬ┵┾ ┱┃ﾔ┑ﾈ ┴┏┉┋ﾞﾘ ┶ﾗさ せ┕ﾞ┊ﾗす



ぇぉゅ

┗ﾛ┤┊┈ﾗす ┗┏┊┋ジす も┵┉ﾌ
 も┵┉ﾌ ┤むむ━┍ﾗす ┗むむ┏┋┌ﾒ ┷ﾔ そぬすね┵むむﾗす ┘むむﾒすぬ
 ┘ﾘ┕ﾕ にさ ぃた┕ヮﾎ┒ジする なす┤ﾔ【ﾗ ┗ﾛ┤┊┈ﾗす ┗┏┊┋ジす
 も┵┉ゴす せ┕ヰ┾け ┳ﾘ ┤━┍ﾗす そな┕ﾒさ も┵┉ﾌ きす┤━ﾈ
 ぎらけ ┕┌ﾖ ぃビ┏ﾙなぬ┟す ┤┏ﾓる ビ┏ﾙなぬ┟す ┲┎ﾞﾊぬる ┳むむﾘ るけ
 ┕┎┏ﾗさ そぬ┕むむﾏ】する ぃ┗┌ﾒす┢ﾗす た┕┎ゲす ┘ﾒすぬ そぬすね┵ﾗす
 ┶┋ﾒ ┗┌ﾒすな ┗むむ┎ﾋ ┱ﾖ ぬ┕┆むむﾏ ┬┻る ゆ『ﾍ ┳ﾘ

.そ┤ﾎ┟す ┗ﾝﾞ┊ﾘ たすぬす┢┾さ

┮ﾕす┵ﾘ
 ら┕むむﾋ┤┎ジす なするぬ ビむむﾈ ┳むむﾘ らけ り┕むむﾝﾞﾙ》す ┘むむ┈ﾗ
 ┕┎┍ﾘ ┗むむ┏ﾈ┤┆ﾗ┕ﾈ  ┯むむ┄┍ﾉ ┗むむ┏ﾝ┍ﾋけ た┕┏むむヮ┍ﾋ
 ┗むむﾛ┥┏ﾗ┕ﾘる  ┗むむﾛぬ┵ﾖる  ┗むむ┏┍┏┾る  ┗むむ┏ﾙ┕┄ﾛ┤ﾈ
 ┳ﾘ なする┤ﾗす な┢ﾒ らけ ┕むむ┌ﾖ ぃ┕ﾚ┤┏ﾓる ぃ┗┏むむヮ┏ﾙる┢ﾙける
 ┗ﾝ┋ﾐ ┳むむﾘ きす┵むむﾎ わ す┢ﾋ わ す┤むむ┏ﾝﾖ ら┕ﾖ ゆ┕むむ┈ﾐ┟す
 よ┕ﾛ┟す ┷ﾔる ぃ┲┎ﾛるに ┬むむﾘ する┤┃ﾌ ┳ド るけ のぬす┢むむジす
 ゆ┕┈ﾐ┟す ┳ﾘ な┢むむﾒ ら┕ﾖ ら┕ﾋ┤┎ジす ┳むむﾘ そ┤┏ﾍ┟す
 ┖ﾝむむヮﾈ ┖ﾞ┊ﾗす きす┤むむﾏ ┳ﾘ ┴┍┊ベ よ┢┆ﾗ ┷┊ﾝﾛ

.た┕┏┌┊ﾗす な┕┈ﾙ

 ぃ┷ﾒ┕┍│ﾗす き┕むむヂ】す ┰┍ﾈる ぃ┗ ぎ┾┕ザす ┗むむﾛな┕│ﾞﾕ》す
 ぃ┕むむ┏┈ﾗな『┏ﾔ ┗むむ┆ﾘ┕ﾋる ぃた┕┈むむﾎ┵┈ﾗす ┗ﾖ┤むむﾏる
 ┗むむ┆ﾘ┕ﾋる  ぃ┗むむ┏┉┏ﾝ┄ﾞﾗす  き┕むむ┉┋ﾝﾗす  ┗むむ┆ﾘ┕ﾋる
 ぃ┕┏ﾋ┵ﾗ┵┍┊ﾞﾗする よ┵むむ┋┆ﾗす ┗むむ┆ﾘ┕ﾋる ぃや┵むむﾘ┤┏ﾗす

.ら┕┊ﾎ】す ┰┍ﾈる ぃ┗┏┌ﾏ┕┎ﾗす ┗┆ﾘ┕ゲする

そぬすね┵ﾗす た┕ﾌ┵┌ﾐ
 そぬる┢ﾗす ┷むむﾔ て┤むむ┄ﾉ ビむむﾌ ┗むむﾔ┕┉ﾟﾗす そぬすねる らさ
 ビ┈ﾗけ よ┕ﾒ ┬┏┌｀┋ﾗ そきす┤むむ┉ﾗす ら┕ﾋ┤┎ジ ┗むむﾟﾗ┕ﾟﾗす
 え┗ヱむむヮﾙ ら┵┏┋ﾘ ┬むむﾕす┵ﾈ らす┵むむ┍ﾒ ぇぅぅ ┗┆むむヮﾉる
 -┷┍ﾐ┵ﾗす て┵┌┄ﾗす す┣ﾚ ┯┉ヰﾞ┏ﾗ- ┱むむﾘ┑ﾉ ┕┎ﾙ┓ﾔ
 らける ぃ┗┏┋ﾚ┟する ┗┏┌むむﾎ┤ﾗす な┵むむ┎ゲす ┤むむﾔ┕┃ﾞﾉ らけ
 す┣ﾚ ┲ﾒ┢ﾗ ┗┏┍ﾐ┵ﾗす た┕┌ﾚ┕むむヮジす ┲｀ﾌ ┬┈ﾉ┤ﾛ
 ┗┏ﾙなぬ┟す た┕むむヮﾎ┒ジす ┮むむ┋ﾞヱﾘ ┳ﾘ まる┤むむ━ジす
 ┲ぎ゙ ヰﾛ ┷┍ﾐ┵ﾗす ┖むむﾋす┵ﾗす ぎらけ ┢むむ┉ﾞ┆ﾙる ぃなす┤ﾔ┟する
 ┱ﾟﾘ ┲ﾒ┢ﾙ らけ わ すなす┤ﾔける ゐた┕ヮﾎ┒ﾘ :ビ┏ﾙなぬけ ┕┍┏┋ﾒ
 そ┤┏ﾝ┊ﾗす た┕ﾌ┕｀┍ﾗす ┢┆ﾈ わ┗┾┕ﾍ ぃ┬ﾛぬ┕━ジす  り┣ﾚ

.┕┎┉┉ﾌ ┷ﾞﾗす



ぇぉょ

 ┤ﾖ┵ﾝﾗす そ┥┺┕｀ﾈ »の┵ﾝ┌┏ﾗす ふぬけ« ┗ﾛするぬ たね┕むむﾔ
 ゆ┵ﾝヮﾗす ┤┏ヮ┏ﾉ ゑそ┥┺┕ﾋ ┘ﾗ┕ﾙる ぃ┗┆ﾝむむﾎる ビ┈ﾗけ
 ┷┋ボす よ┕┌ﾞﾚ》┕ﾈ ┘むむ┏┅ﾌる ぃ┴むむヮ┈ﾙ よ┕┆ﾗす ┷ﾔ
 た┕ﾘ┕ﾕ« ┴むむﾉ┕ﾛするぬ ┢┆ﾈ ┗ﾟﾗ┕ﾟﾗす ┷むむﾚる ぃ┷むむﾈ┤┆ﾗする
 ┕┎ﾝﾌ┕┾ ┢┏┆ﾞむむヮﾛる ぃ»ぬ┕ﾝ┇ﾗす そ┢┌ﾒけ»る ぃ»┢ﾈ┥ﾗす
 ら『ﾒさ ┢┍ﾒ ぃ»┷ﾝﾑ ┵ﾈけ« ┷ﾔ ┗┆ﾈぬ┟す ┤ﾖ┵ﾝﾗす よ┕ﾛけ
 ひ┕ザす ┕┎ﾕす┣ﾘ す┤ﾖ┣ﾞむむヮﾘ ぃ┗ぎ┏┺┕┎┍ﾗす ┗｀┏ﾞ┍ﾗす

.┷┺┕┍ﾟﾞﾎ》す ┕┎ﾗ┕┌ ゑﾋる
 た┕ﾘ┕ﾕ« ┴ﾞﾛする┤ﾈ ね┕ﾌ らけ ┯ﾝﾎ ぃて┵ﾖ┤ﾔ の┕┏ﾗさ
 よ┕ﾒ ┗┏┆┏｀むむ━ﾞﾗす ┗ﾗる┢ﾗす そ┥┺┕ﾋ ┶むむ┋ﾒ »┢ﾈ┥ﾗす

ぃぇううぅ
 ┗むむ│┉ﾗす ┷むむﾔ ぃ┗むむﾛ┤ﾛ┢┉ﾞﾗす ┗むむﾗる┢ﾗす そ┥むむ┺┕ﾋる
 ┴ﾞﾒ┵┌｀ﾘ ┘ﾗ┕ﾙ ┕┎┋ﾝﾕる ぃぇううあ よ┕ﾒ そ┤┏│┉ﾗす
 ぇういぉ よ┕ﾒ  ぃ»┷むむﾝ┍┋ﾗ ┗┉┋ﾐ らる┤むむ━ﾒる れ┢ﾌさ«
 ┱┇ﾞﾏす .ビ┏ﾙなぬ┟す せ┕ﾞ┊ﾗす ┗┄ﾈす┤ﾗ ┶ﾗる┟す そ┥┺┕ゲす
 ぃた┕┍┏┆ﾝむむヮﾗす ┤ﾍするけ ┗┏ﾔ┕┉ﾟﾗす ┗むむﾔ┕ヰ│ﾗす ┷ﾔ
 ┷ﾞﾗす ぃ┬ﾛね┵ﾞﾗする ┤むむ━┍┋ﾗ ┗┍ﾘねけ ぬすな ┖むむﾌ┕┾ ┵ﾚ

.た┕┍┏┆ヮﾞﾗす ┗ﾛす┢ﾈ ┣┍ﾘ ┕┎ヮﾎけ

 たすぬ┕ヮザ┕ﾈ ち┵┋ジす ┕ﾚきす┵ﾚ ┦┈┍ﾞﾛ »の┵ﾝ┌┏ﾗす ふぬけ»┖ﾌ┕┾

ف�صاءات

*ふ┵ﾒ そ┤┏┌ﾎ

فركوح: نكذب ي الرواية لنقول احقائق 



ぇぉっ

 ┳ﾘ な┢むむﾒ ┷ﾔ ┕むむ┎┍ﾒ ┖むむﾞ ゎﾖ ┷むむﾞﾗす ┗むむﾛする┤ﾗす 
 そ┤むむﾞﾔ ゆる┕むむ┍ﾞﾉ ┕むむ┎┈┾┵ﾈ ぃた『むむペする ┮むむヰ│ﾗす
 ┷ﾎ┕┏ヮﾗする ┷ﾒ┕┌ﾞﾋ》す ぬ┵┄ﾞﾗす ┳ﾘ ┗┌むむﾎ┕ﾌ
 ┗ﾛ┥ﾖ┤ジす ┗┏┃┉ﾗす ┬ﾘ ┰ﾈ┕むむ━ﾞﾉる ぃら┕┌ﾒ ┗┍ﾛ┢ジ
 ┗┏ﾉす┣ﾗす そ┤┏ヮﾗす ┳ﾘ す┤┏ﾟﾖ ┢┏┈ﾉる ぃ)ビ┄むむヮ┋ﾔ(
 ┗ﾔ┕┻さ ぎ┢ ゎﾒ ┷┍ﾔ き┕┍ﾈ ゆ『ﾍ ┳ﾘ ぃ┕┃ﾛけ ┗┏┆┌ゲする
 »そ┢ﾛ┢ﾋ よ『ﾕけ »むﾗ ら┕ﾖ ..┱┌┆ﾗす ┠ﾗ┕│ﾗ ┱｀ヮﾉ

  :ぬす┵ゴす す┣ﾚ ぃ┕ﾚね┵ﾔ ┧ﾘ┕ﾚ ┶┋ﾒ て┵ﾖ┤ﾔ ┬ﾘ
 ぃぇうゅい よ┕ﾒ ら┕ ぎ┌ﾒ ┷むむﾔ な┵ﾗ┵ジす ぃて┵ﾖ┤ﾔ ┢ ぎﾖ┒ﾛ
 ゆこ┕むむヮﾞ┋ﾗ わそ┤┏ﾟﾘる ぃわそ┥ ぎ┈ヰﾘ ┕ﾚぬるな ┥むむ┺す┵｀┋ﾗ らけ
 す┵ﾙ┕ﾖ ビ┏┺するぬ ┳むむﾒ ┕ヅぬる ぃた┕ﾛするぬ ┳ﾒ ゆ┵むむ┃┈ﾗする
 ぃよ┕┆ﾗす きれぬ┕むむ┉ﾗす ┗ﾔ┤┆ﾘ るけ そ┤むむﾖすに ┳ﾒ ビむむﾝ┺┕ﾓ
 そきす┤ﾕ ┱むむヰﾘ ┲┎ﾉ┕ﾛするぬる ┲むむﾚ ┕┎ﾝﾝむむヮﾈ す┵ﾉ┕ﾝﾔ
 ぃけ┤┉ﾛ らけ ┖むむﾓ┤ﾛ ┳ゑ がジ ゎ┖むむﾞ┊ﾛる .┲┏┏┉ﾉる は┕むむ┉ﾙる
 ┴┏ﾔ ┳┋┆ﾛ ろ┣むむﾗす ┘ﾕ┵ﾗす ┷ﾔる .┗むむぎﾝゑ ゑボす へ┤むむ━ﾈる
 ┲ﾗ┕┆ﾗす せ┕ﾞﾖる ぃよ┵┏ﾗす せ┤むむ┆ﾗす せ┕ﾞ がﾖ ┗ﾛする┤ﾗす らけ
 ちす┢ﾌ┟┕ﾈ ┷ﾈ┤┆ﾗす ┷┺する┤ﾗす ┗ﾕ『ﾒ らけ ┢ﾖ┒ﾛ ぃよ┵┏ﾗす
 ┗┌┋┊ﾗす ┴┋┌ギ ┕ヅ ┗ﾛ┵┃ﾒ ┗ﾕ『ﾒ ┗┏むむﾎ┕┏ヮﾗす
 ┴ﾉ┕┏│ヱﾏ ┘｀ﾞﾙけ ┷ﾞﾗす ┷ﾚ ┰┋ﾞﾔ え┶┍┆ﾘ ┳ﾘ
 ┦┈┍ﾞﾉ ┘むむﾏ┕ﾒる ぃ┕┎┏ﾔ ┘ﾖ┤ギ ┷ﾞﾗす ぃ┗ぎ┏┺する┤ﾗす

.たすぬ┕ヮザ┕ﾈ ち┵┋ジす ┕ﾚきす┵ﾚ
 な┤ヮﾗす ┝ら┟ ┦┏ﾗ よ┵┏ﾗす ┗ﾛする┤ﾗす ┢ぎ┏ヮﾉ らけ れ┤ﾛる
 ゎ┤┆ が━ﾗす ゑもが┤ ゎﾎ ┷ﾞﾗす そ┕┏ヰ┋ﾗ わ┗ﾘき『ﾘ ┤ﾟﾖけ ┷┺する┤ﾗす
 ゎ┳ヰﾙ ┷ﾚ ┗ﾛする┤ﾗす ┝ら┟ ┱むむﾈ え┕┎ﾋぬ┕ﾍ ゑなが┤ ゎﾐる ┕┎┍ﾘ
 ぃま┵ﾋ┵ジす ┕┎ﾗ┕┌ ゑﾋ ゎ┖むむﾞ┊ﾉ ┷ﾞﾗす ゎ┳ヰﾙ :┗ぎ┏┆┌ゲす
 ぃ┱┏┎│ﾗす ┗ﾌ┵ヰﾝﾘ ┕┎ﾘ『ﾌけ ゑゆ┵┏ﾍ ┤ ゎ┄むむヮゑﾉる
 ┳ﾘ ゐ┗┉┄┍ﾘ ら┕むむヮﾙさ ぬ┕むむヮヰﾙす ┶┋ﾒ ゎ┢┎むむ━ﾉる

!┡ﾛぬ┕ﾞﾗす ┳ﾘ つ┤ヱﾞﾗ ┗ﾔ┵┎┋ﾘ ゎま┤┎ﾉ ┲ﾗ┕┆ﾗす
 ┳ﾛ┣ﾗす せ┕ぎ゙ ゎ┊ﾗす ┗ﾜﾔ ┳ﾘ« ┴ヮ┈ﾙ て┵ﾖ┤ﾔ ┞┢┆ﾛる
 ┷┃┉┍ﾉ らさ ┕むむﾘる ぃわ す┢ﾛ┢ﾋ わ『むむ┌ﾒ する┤むむ━┍ﾛ らさ ┕ﾘ
 ┶ﾞﾌ ぃ┗┆ﾝ┄ジす ┳むむﾘ りぬる┢┾ ぬ┵ﾔ そ┵むむ━┍ﾗす よ┕ﾛけ
 ふぬけ« らけ わ す┢むむ┉ﾞ┆ﾘ え┴ﾚ┕グ ┲┎ﾞむむﾎ┕┌ﾌ ┤むむﾞ┈ﾉ
 ┳┌┻ ら┵┊ﾉ ら┑ﾈ ぃ┗ﾑ┵┅ヰﾘ ┗ﾛするぬ »の┵むむﾝ┌┏ﾗす

 ┵ﾚる ぃ┗ぎ┏ﾈ┤┆ﾗす ┤むむﾖ┵ﾈ そ┥┺┕ゲ そ┤┏│┉ﾗす ┗むむ┌┺┕┉ﾗす
 ます┢ﾈ‒ﾗ ┱┾す┵ﾞﾛ らけ ┷むむ┇ﾝ┍ﾛ わ すぬ┵┃ﾌ ┷むむ┍┆ﾛ ┕ﾘ

.»わ┕┏ジ┕ﾒる わ┕┏ﾈ┤ﾒ ぃらなぬ┟す ┷ﾔ ┥ ゑ` ぐ┍ゎジす
 ぃ┗ﾛする┤ﾗす ┗ﾈ┕ﾞﾖ ┷ﾔ も┤┇ﾞむむヮﾛ ┲ﾗ ┴ﾙけ ┘ﾔ『ﾗする
 れ┵むむﾎ ぃ┷ﾈ┕ﾞﾖ ゐ┱┆┈ﾖ もぬ┵むむ┋ﾗ みぎ┤むむ┈ﾞﾗす ┶┍┆ヅ
 ┱ﾕ┟す そ┤ﾞ┈ﾗす ┷ﾚる ぃぬ┵┎ﾏ ┗ﾞﾎる そ┢ﾌする ┗┍むむﾎ

 .┗┉ﾈ┕ヮﾗす ┴ﾉ┕ﾛするぬ ┶ﾗさ ┕ﾎ┕┏ﾕ -┕┏┍ﾘね –

┤ﾖ┵ﾝﾗす よ┕ﾛけ
 :┗ぎ゙ ヮﾗす ┳ﾛ┥┺┕┈┋ﾗ ┕┎┎ﾋ┵ﾉ ┗┌┋ﾖ

 ┕┎ﾗ『ﾍ ┕┍┆┌ﾞﾋす ┷むむﾞﾗす ┗┆ﾈぬ┟す よ┕むむﾛ【ﾗ ら┕ﾖ
 ぃ┗ぎ┏┺┕┎┍ﾗす ┗むむ｀┏ﾞ┍ﾗす ら『ﾒさ ┢┍ﾒ ぃ┷むむﾝﾑ ┵ﾈけ ┷ﾔ
 ゑめゑ┤ ぎ┆ゑﾉ にさ え┷┺┕┍ﾟﾞﾎ》す ┕┎ﾗ┕┌ ゑﾋる ひ┕ザす ┕┎ﾕす┣ﾘ
 ┗ﾗ┕ﾌ ┳ﾘ ┤むむﾟﾖけ ┷ﾔ ┤むむﾍ｠す ┶┋ﾒ ┕むむ ぎ┍ がﾘ ゎ┢むむﾌす┵ﾗす
 ┘ ゑヰ ┝ﾘす ゐ┵ヰﾙ ┶むむ┋ﾒ ┕┍ﾈぎ┤ﾕ ┕ド ぃ┷ﾙ┕むむヮﾙさ ┮ﾕ┵ﾘる
 ┵ﾚ ┕ヂ┑ﾖ わそな┕むむﾒ る┢ﾝﾛ ろ┣ﾗす ┦むむゎﾔ┕┍ﾞﾗす てるぬ ┴むむ┏ﾔ

  !も┕ﾝ がﾎ るけ んます┤┾

 ┳ﾘ ぃ┰ﾗ┣ﾖ ┘むむヮ┏ﾗ ┕┎┋┾け ┷むむﾔ ┗ﾗ┑むむヮジ┕ﾔ
 ┗ﾔ┤┆ﾘ ┶むむ┋ﾒ ┳ﾖけ ┲むむ┋ﾔ ぃ┱ﾕ┟す ┶むむ┋ﾒ ┷むむﾞ┎ﾋ
 ぃ»┗ﾕ『ﾒ»むﾈ ┕┎ﾞ┏┌むむヮﾉ ┷むむﾗ ┠むむ┏ﾞﾉ ┗┉ﾝむむヮﾘ
 ┖ﾉ┕┊ﾗする ┷┺する┤ﾗす ぃ┤ﾚ┕ﾐ き┕┎ﾈ ┷┉ﾛ┢│ﾈ れ┵むむﾎ
 ┷ﾞﾗす ┗ﾗ┕ゴす ┱┌┆ﾉ ┲ﾗ ろ┣ﾗす ぃ┤┏ﾝ┊ﾗす ら┕むむヮﾙ】する
 ら┕ ぎ┍┈ﾗす ┬ ゎ┻す┵ﾉ ┢┏ﾖ┑ﾉ ┶┋ﾒ ぎ》さ わ┕┆ﾘ ┕┎━┏┆ﾙ ┕┍ﾖ
 り┤ﾛ┢┉ﾉる ┴ﾘす┤ﾞﾌす ぬ┕┎ﾑさる ぃ┴┋ﾍすな ┷ﾔ ┷┉┏┉ゴす
 ┷ﾔ す┣ﾚる .┮┞┋┊ﾉ ┤むむ┏ﾓ ┳ﾘ ┳ﾛ┤ﾍ┸ﾗ ビむむﾕな┕│ﾗす
 ┝らけ れぬけ ぃ┷ﾒ┵ﾗす ┳むむﾘ ┗┏ﾗ┕ﾒ ┗ﾋぬな ┳ﾒ ぎ┲むむ┍ﾛ ┴ﾉすに

.┤┏ﾟ┊ﾗす ┶ﾗさ ┤┉ﾞ┈ﾛ ┕ﾚね┵ヰﾛ 》 ろ┣ﾗす ┖ﾉ┕┊ﾗす
 ┰ﾗに ┱ﾝﾕ ┕むむ┍ﾔぬ┕┆ﾉ ┢┉ﾔ え┗むむ┈┏┋ﾍ ┢ﾗ┕ﾍ ┕むむﾘけ
 ┕┍┆┌ﾋ ┙むむ┏ﾌ ぃそ┤ﾚ┕┉ﾗす ┷むむﾔ ┗┋┏┋ﾕ ┬┏ﾈ┕むむﾎ┑ﾈ
 ┕┍ﾗ ┘ﾙ┕ﾖる ぃ┷むむﾈ┤┆ﾗす ┷むむ┺する┤ﾗす ます┢ﾈ】す ┶むむ┉ﾞ┋ﾘ
 ゎそ┢┍ﾋけ ┘ゑ┋ ぐﾘけ そぬ┵ﾞﾝﾘ たすぬす┵ﾌる ┗┈ﾐ┕ﾍ たすき┕┉ﾗ
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 ┘┋┆ﾋ ┕┎┍┊ﾗ ぃ┕┎ゑ゙ ┆┏ﾝﾐ ┴ﾉ┕むむヮ┋ﾋる ┶┉ﾞ┋ジす
 »┷ﾝﾑ ┵ﾈけ« よ┕ﾛけ ┘┋┌ﾒ えビ┉ﾛ┢┾ まる┤むむ━ﾘ ┕┍ﾘ

 .┗ぎﾝボする ┗┈ﾗ┟す ┳ﾘ ┢ﾛ┥ジ┕ﾈ ┴ﾞ┌ﾖす┤ﾘ ┶┋ﾒ
 そ┤ﾚ┕┉ﾗす ┷むむﾔ ┢┏┆むむﾎ ろる┕┊ﾘ ┶┋ﾒ ゎ┘むむﾔ┤┆ﾉ
 せす┤ﾞﾕ》す ┗┾┤ﾔ らけ ┤┏ﾓ ぃり┕ぎﾛさ ┶┉ﾞ┋ジす ┷ﾔる わ┕┃ﾛけ
 ゎた┢ﾋ┵ﾔ ぃ»┷むむﾝﾑ ┵ﾈけ« ┷ﾔ ぎ》さ ┤むむﾔす┵ﾞﾉ ┲ﾗ ┴むむ┍ﾘ
 ┳ﾘ ┯ﾊす┵ﾗする ぃ┷ﾒ ぎ┢ジす ┤┏ﾓ ┪┏むむヮﾝﾗす ゑ┱ﾋ┤ﾗす ┴┏ﾔ

.き┕ﾚなねする そ┤ﾊ┤ﾊ るけ ゐ┵┇ﾗ らるな ┴ﾞﾈ┕ﾞﾖる ┴│ヱﾏ
 ┕ﾙ┕ﾖ ┢┉ﾔ え┷┎ﾛる┢ﾗす ぬ┵むむﾝﾋる ┶むむ ぎヮ┍ﾘ ┷ﾘ ┕ﾘけ
 ゐ┢ﾌする ┱ﾖ ┷ﾔ ゎ┘┍ﾛ┕ﾒ にさ えろ┢ﾗ わ『┏┌ﾋ わ┕ﾔ┕むむ━ﾞﾖす
 ぃ┴ﾘす┤ﾞﾌす ぎ》さ ┳むむ┊デ 》 わ┕ ぎ┏ﾔ┤┆ﾘ わ┕むむ┉┌ ゎﾒ ┕むむ┌┎┍ﾘ
 ┷ﾙ┕ヮﾙ】す ┷│ヱ━ﾗす ┱ﾘ┕┆ﾞﾗす ┷ﾔ わ┗むむﾎ『ﾎる
 ┷┉ﾞ┋ﾙ らけ ぬな┕┍ﾗす ┳むむﾘ にさ え┴┏┋ﾒ ┷むむヮ┈ﾙ ゎ┘┄ﾝﾓ
 きれな┕┎ﾗす な┵ﾗす ゑ┪┏ﾍ ┲┎┆ﾘ ┚むむヮ┍ﾙ ひ┕ヱﾏ┑ﾈ

.よ┕ﾛ┟す り┣ﾚ ┷ﾔ

そ┤ﾍ┑ﾞﾘ
 ゎもな┕┾ゎけ ┕ﾙける .┷┉ﾛ┢┾ ┕ﾛ ん┤┏ﾝﾖ ゑ┘ﾙけ :┤ﾚ┕ﾐ き┕┎ﾈ
 ら『ﾒさ ┤ﾊさ ┷┈ヰ│ﾗす ┤むむベ┒ジす ┷ﾔ ┰┉┏┋┆ﾉ ┶┋ﾒ
 ぃや┤┅ﾙ ┷ﾔ ぃそ┥むむ┺┕ゲす ┝らさ ゑ┘┋ﾕ ┕ﾘ┢┍ﾒ ぃ┗むむ｀┏ﾞ┍ﾗす
 もす┤ﾞﾌす ┢┆ﾈ き┕┈ﾐ】す ┗ﾈ┤ﾒ ゆ┵┾┵ﾈ ┴ﾝﾏけ ぃよ┵┏ﾗす
 ┢┉ﾗる ぃ┰むむﾏ らるな ┳ﾘ ┕┎┉ヰﾞむむヮﾉ ゑ┘ﾙけ !┘┏ﾝﾗす
 ぃ┶ﾗる┟す ┕┎ﾉぬるな ┣むむ┍ﾘ ┕┎ﾞ┏ﾕす┢│ﾘ ┶むむ┋ﾒ たね┕ﾌ

.き┷ﾏ ┱ﾖ ┲ﾓぬ

┳ﾛぬ┵┌┇ジす ┗ﾗ『ﾎ
 ぃ ゑ┰┏ﾔ よ┕ヰﾞﾕ》す てるぬ ┷┍ﾞゑﾝ ゑ` ﾒけ :┗┈┏┋ﾍ ┢ﾗ┕ﾍ
 ┲ﾚぬす┤┾さる »┳むむﾛぬ┵┌┇ジす ┗ﾗ『むむﾎ« き┕┍ﾈけ な┕むむ┍ がﾒる
 ビヱむむﾎす┤ﾗす ビﾈ ┲┎ﾗ わ┗ﾙ┕┊ﾘ す┵むむぎ┋ﾞヰﾛ らけ ┶┋ﾒ
 す┣ﾚ らるな ┳むむ┌ﾔ !»わ┕ﾒ┵ﾛに ┤むむﾟﾖ┟す»る ビヱむむﾎゑ┤ゎジする
 なす┤ゎﾛ  »ぬゑ┵むむ ゎ┾« ┳┺┕ﾚぬ ┱ ぎ┅┍むむﾎ ぬす┤┾】する な┕むむ┍ が┆ﾗす
 ┕┎ﾗ ゎ┱┆━ゎﾙ た┕ﾙ┵┉ﾛけ ┷ﾚ ┕ヂ┑ﾖ ┕┎むむヮﾛ┤┊ﾉ ┕ ぎ┍ がﾘ

!ろ┢ﾈ┟す ┕┎ﾗ『ゲ ゎ┱┎ﾞﾝﾙる ま┵┌━ﾗす

┱┈ﾐ ┖┋ﾕ
 ┗ぎ┏│ヱむむ━ﾗす ┯ﾙるぬ ┷ﾗ ゑた┢ﾒけ :┷┎ﾛる┢ﾗす ぬ┵ぎﾝﾋ
 ぃ┱ ゎ┉┆ﾞﾗする ぃめ┤むむ ゎ┅ﾗす :┕┎ﾌるぬ ┗むむﾕ┕ﾙける ┗むむぎ┏ﾙ┕┍ﾝ┋ﾗす
 ┕┍┆┻ゎる ┶ﾞﾗす ┗ﾗ┕ゴす ┗┆┏ﾝ┄ﾗ ┲┎┈ﾞジす ┮┄ゎ┋ﾗする
 ぬる┕ヰﾞﾗす ┷むむﾔ わ┕むむヮ┋ﾎ ゑ┘むむ┍ﾖ .わ┕むむ┆┏┌ﾋ ┕むむ┎┏ﾔ
 ┗ﾗ┕ﾌ ┙ゑﾈる ぃ┷ﾙ┕むむヮﾙ】す ┢┏┆│ﾗす ┶┋ﾒ ぬる┕｀ﾞﾗする
 ゑやぬけ ┲ﾗ .┴ヮ┈ﾙ ┘ﾕ┵ﾗす ┷ﾔ  -そ》┕ﾝﾘ『ﾗす -そ》┕ﾝジす
 ゑ┰ﾞﾛする┤ﾈ ゑ┘ﾜﾋ┵ﾔ ゑ┰ﾙ┑ﾖ ┱むむﾈ ぃそ┥┺┕ゲ┕ﾈ »わ┕┆ﾘ┕ﾐ«
 ┱┈ﾐ ┱ﾟﾘ ゑ┘ﾌ┤┈ﾔ ..そ┤┏│┉ﾗす ┗┌┺┕┉ﾗす ┳┌┻

  .┰┋ﾍすな ┷ﾔ ┘ゎ ゑデ ┲ﾗ

┕┎┺┕┉┋ﾉ ┳ﾘ
 ┝ら┑ﾈ ゎななぬけ ┷むむﾙ┢ﾋ┑ﾔ ゑや┤ﾖ┣ﾉけ :┢┏┆むむﾎ ろる┕┊ﾘ
 ┳ﾘ ┕┍┏ﾗさ ゎき┷グ ┕ヂさ えわ┕┌┺すな »┕ﾈ『ﾓ ゎ┣ﾍ┒ﾉ 》 ┕┏ﾙ┢ﾗす«
 き┕┻ぬ】 れ┵むむﾎ ┶┆むむヮﾙ 》 ┳ﾛ┣ﾗす ┳ヰﾙ ぃ┕┎┺┕┉┋ﾉ
 ゐ┵ヰﾙ ┶┋ﾒ ┳┊ﾗる ぃ┕┍ﾉ┕┏ﾌ ┷ﾔ そ┤┏┇│ﾗす き┕┏ﾏ┟す
 もす ぎ┵ﾞﾗす ら┕ヮﾙ】す :┕┍┏ﾔ ゑら┕ヮﾙ】す ┴ﾗ『ﾍ ┳ﾘ ゎよ┤ﾞヰﾙ
 ┤ﾛる┥ﾞﾗす ┶むむﾈ┑ﾉ てるぬ ┷ﾔ ぎ》さ ゎ┙むむ┊デ 》 ゐゆ┕┌ ゑﾋ ┶むむﾗさ

 .┗┍ﾚす┢ジする

┡ﾎすぬ ら┕デさ
 ┶┋ﾒ がや┤ﾝグ ゑそ┕むむ┏ゴす ┷ﾒ ゑ┢ゑﾉ ┲むむﾗ :┶むむ ぎヮ┍ﾘ ┷ﾘ
 そ┤┏┇│ﾗす そ┕むむﾞ┈ﾗす ┤むむ┺┕┈┻ ぎ┥むむ ゑﾋ ┖ﾋする ┲むむ┞┋┆ﾉ
 ┕┎┏┋ﾒ ビ┍ヰ┍ﾉ ┷ﾞﾗす ┰むむ┋ﾉ え┰ﾙ┕┏ﾖ ┷ﾔ ┗ﾟﾖ┕ジす
 ┕ﾘ ┕┎ﾗ ┷むむﾔ┥┆ﾞﾗ て┕むむﾝ│ﾗす ┢┍ﾒる よ┵むむ┍ﾗす ┱むむﾝﾕ
 ビ┊ﾝﾉ┤ﾉ が┰ﾞﾛけぬ .┷┉┏ﾎ┵ジす ┰ﾙる┥ヱﾘ ┳ﾘ ゑ┤ ぎヮ┏ﾉ
 ぃ┗┈┏ヱヮﾗす ┴ﾉすき『ﾘさる ┷ﾘ┵┏ﾗす »たすぬる┤┻« ゆ┕┏ﾌ
 むﾈ ┳ﾛ┣┇ﾞﾉ にさ ぃ┗むむぎ┏┋ﾍす┢ﾗす そ┵┉ﾗす ┗┋ﾘ┕ﾖ が┰むむ┍┊ﾗ

.┰ﾛ┢ﾗ ┗ヱﾎすぬ ┷ﾗ た┢ﾈ »た┕ﾙ┕デさ«
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┰┏┈┊ﾛ
 な┵ﾋる ┝ら┑ﾈ ┴ﾗ ゎ┢ﾖこけ ┷むむﾙ┓ﾔ えて┵ﾖ┤ﾔ の┕┏ﾗさ ┕ﾘけ
 ┤┅┍ﾗす め┤│ﾈ ぃそ┤┏│┉ﾗす ┗┌┺┕┉ﾗす ┳┌┻ ┴ﾞﾛするぬ
 ┲ﾗ ぃ┗┉ﾌ『ﾗする ┗┉ﾈ┕ヮﾗす た┕むむヮﾈ『ジす ┗┋┌ ゎﾋ ┳ﾒ
 ┤ﾛ┢┉ﾉる ┕┎ﾈ き┕┈ﾞﾌ》す ┗ﾗ┕ゴ ぬす┤┌ﾞﾎす れ┵ﾎ ┳┊ﾛ
 ら『ﾒ】す ┱ﾝﾕ ぃ┗ぎ┏┍ﾔ ┗ぎ┏ﾈなけ ゐな┕┆ﾈけ ┳ﾘ ┴ﾞ┍┌┃ﾉ ┕ﾘ
 .┰ﾗに ┢┆ﾈる ┕┎ﾗ ┠むむ ゎﾏ┤ﾞ┋ﾗ そ┵ﾒ┢ﾗする そ┥┺┕ゲす ┳むむﾒ

. ゑ┰┄ﾝ┇ﾛる ゑ┰┏┈┊ﾛ ぃ┴ﾉすに ┷ﾔ ぃす┣ﾚる

せる┤┇ﾗす ┗ﾌする
 ┰ﾝ｀ﾒけ ┕┎ﾛける ぃそ┥┺┕┈ﾗす た┕むむﾛする┤ﾗす ゑたけ┤ﾕ ┱ﾚ

 お┤ﾟﾖけ
 ┗ﾌする« れ┵むむﾎ ┦┌ザす た┕ﾛする┤ﾗす ┳むむﾘ け┤ﾕけ ┲ﾗ
 り┤むむ━ﾙ ぬ┵ﾔ ┰ﾗに ら┕ﾖ .┤むむﾚ┕ﾐ き┕┎ﾝﾗ »せる┤むむ┇ﾗす
 ぃ┶ﾗるゎけ わ┗┆ﾝﾐ ゆ『┎ﾗす た┕ﾛするぬ ┗┋むむヮ┋ﾎ ┷ﾔ ┕┎ﾗ
 .わ『┾け ┕┎┍ﾒ ┳むむ┋ﾒゎけ ┢ﾕ ┤ﾖ┵ﾈ そ┥┺┕ﾋ ┘むむﾙ┕ﾖ ┕ﾘる
 ┗┾┤┈ﾗす ┷むむﾗ ┠ﾞﾉ ┲ﾗ ┮むむﾎ【┋ﾔ え┗┏┉ﾝﾗす ┕むむﾘけ
 ろる┕┊ジ »┗┆｀ﾝﾗす そ┢むむﾛ┤┇ﾉ«むﾔ .┢むむ┆ﾈ ┕┎ﾉきす┤┉ﾗ
 そ┤ﾚ┕┉ﾗす ┷ﾔ ┤┎ﾏ ┱ﾝﾕ ┕┎┏┋ﾒ ┘┋│ﾌ ┢┏┆ﾎ
 ぬす┢ﾗす たすぬ┵むむ━┍ﾘ ┳ﾘ ┷┎ﾔ ぃ┴┏┋ﾒ ゎ┘ﾔ┤┆ﾉ ビﾌ
 ┰ﾗ┣ﾖる .┤むむ│ﾘ つぬ┕ﾍ まね┵むむﾉ 》 ┷ﾞﾗす ┗むむﾛ┤│ジす
 そぬ┵むむ━┍ジす »らす┤ﾛ┥ﾌ ┤┄ﾘ« ┷┎ﾛる┢ﾗす ぬ┵ﾝﾋ ┗ﾛするぬ
 よ┢ﾒ ┳ﾘ わ┕むむ┃ﾛけ ┷ﾙ┕┆ﾉ ┷むむﾚる ぃぬ┕┎┍ﾗす ぬすな れ┢むむﾗ
 ┕┎┏┋ﾒ ┘むむ┋│ﾌ ┷┍┊ﾗ ぃら┕むむ┍ﾝﾗ つぬ┕ﾍ ┬むむﾛね┵ﾞﾗす
 ┕ﾘけ .»┷ﾝﾑ ┵むむﾈけ« ┷ﾔ ┕┎ﾝﾉ┕ﾖ ┳ﾘ わきす┢むむﾚさ わ す┤┏ﾍけ
 ┷ﾗ ┳┊ﾛ ┲┋ﾔ ぃ┗むむ┈┏┋ﾍ ┢ﾗ┕ザ┗ぎ┏ﾚす┤┊ﾗす ┠むむﾛ┢ﾘ
 ふ┤┆ﾘ ┳ﾘ ぎ》さ ┕むむ┎┍ﾘ ┗ヱむむヮﾙ ┶┋ﾒ ┱│ﾌけ らけ
 ┶┋ﾒ ら｠す ┮┊ﾒけ ┕ﾙける ぃそ┥┺┕ゲす ┗ﾝﾎ┕┍ヅ ┷ﾝﾑ ┵ﾈけ
 ┳ﾘ ┗ヱむむヮﾙ ゆ┵┾る ぬ┕┅ﾞﾙ┕ﾈ ┕むむﾙけ ┕ﾚる .┕むむ┎ﾉきす┤ﾕ

.┶ ぎヮ┍ﾘ ┷ジ »┷━ﾘける ぬ┕ﾝ┇ﾗす ┱┆ﾞﾙけ«
 ろけ┤ﾗす きす┢むむﾈさ ゆ┵┉┆ジす ┳むむﾘ ┦┏ﾗ えす┣ﾚ ┶むむ┋ﾒる
 ゆ┵ﾍ┢ﾗす ┯┺『ﾗす ┳ﾘ ┦┏ﾗる .┢┆ﾈ け┤┉ゎﾉ ┲ﾗ た┕ﾛする┤ﾈ

 ┕ﾙ┑ﾔ え»┱むむ┻┕┈ﾞﾗする ┱むむ┏┃┈ﾞﾗす« ┗ﾗ┑むむヮﾘ ┷むむﾔ
 ら┵┊ﾞﾗ ┴ﾞﾛするぬ ┘ﾋぬなゎけ き┕┌むむﾎけ ┗ﾞむむﾎ ┳ﾘ ┢ﾌする
 ┦┏ﾗけ ぃつ┤むむヰﾘ ┳ﾘ ┤ﾟﾖけ ┬むむ┻┵ﾗ┕ﾔ ぃ┗むむヮﾔ┕┍ﾘ

!お┰ﾗ┣ﾖ
 ね┕ガ】す ┗ﾗき┕ヮﾘ

 ┥┏┈ヰﾞﾗ ┶┋ﾟ ゎﾘ ┗┋┏ﾎる ┥┺す┵ゲす らけ ┳ﾘ┒ﾉ ┱ﾚ
 おます┢ﾈ】す

 ┗┋┏むむﾎ┵ﾗす ┷ﾚ ┕┎ﾉす┣ﾈ ┥むむ┺す┵ゲす ら┵むむ┊ﾉ 》 ┢ﾕ
 ┕┎ﾈ ね┵┈ﾗす ┗むむﾗ┕ﾌ ┷ﾔ ┱ ぎ┊むむ━ﾉ ┕┎┍┊ﾗ ぃ┶むむ┋ ゎ゚ジす
 れ ぎ┢ﾝﾞﾉ ┕┌┋ﾟﾘ ぃ┷ﾚ にさ え┖ﾉ┕┊┋ﾗ わ す┤むむﾏ┕ﾝﾘ わ す┥┏┈ギ
 ゾ ┕ﾘ ┶┋ﾒ つる┤むむヱ┋ﾗ ねす┥┈ﾞむむﾎする ゐ┢ギ ┱ﾘ┕ﾒ ぃ┷ﾗ
 て┤ﾐ えわ┕┃ﾛける .┴┏ﾔ ┢むむﾛ┵｀ﾞﾗする ┢ﾛ┢｀ﾞﾗする りね┕ガさ
 ┕┎┍ﾘ ら┵┊┏むむﾎ ┕ ぎ┌ﾒ ┗ﾝﾉ┕┊ﾗす たす┣ﾗす ┗ﾗき┕むむヮゎﾘ
 れ┤ﾛ らけ ┷むむ┆┏ﾝ┄ﾗす ┳┌ﾔ およな┕むむ┉ﾗす ┕┎┋┌ﾒ ┷むむﾔ
 ┶ﾗさ わ┗ﾔ┕┻さ ┥┏┈ギ そぬ┕ﾏさ ゑそ┥┺┕ゲす ┷ﾒす┵ﾗす ┖ﾉ┕┊ﾗす
 ┷ﾚ ┕┌ﾖ ぃわ┕｀ﾛ┵ﾞﾉ ゆ┕むむﾌ ろ┑ﾈ ┘むむヮ┏ﾗる ぃ┤ﾛ┢┉ﾞﾗす
 .ぬす┵━ジす よ┕ﾞ がﾍ るけ »ま┵ﾋ┤ﾗす ┳ゴ«むﾗ わ┕ﾔぐ┥ ゑﾒ ┘ヮ┏ﾗ

                     
┗ﾔ┤┆ジす ゆ┵┃ﾔ

 ┷ﾔ ぃわ┕┃ﾛけ きすぎ┤┉ﾗす ┥┏┈ギ ┷むむﾔ りぬるな す┣┎ﾗ ┱ﾚ
 おれ┤ﾍけ ┱┺┕ﾎる ┵ヰﾙ ┳┋┆ﾘ せる┤ﾚ ┱ﾑ

 ら┕ﾖ ぃ┴むむﾞ┍ﾛ┕ﾒる ┴むむﾞ┅ﾌ》 ┕ﾘ ┶むむﾗさ わ すな┕┍ﾞむむﾎす
 ぬ┵ﾔ そ┤むむ┏│┉ﾗす ┗┌┺┕┉ﾗす た┕むむﾛするぬ ┳むむﾒ ら『むむﾒ‒ﾗ
 ┕┎┏┋ﾒ ┖┋┄ﾗす ┥┏┈ギ ┶┋ﾒ ┘むむ┋┌ﾒ らけ ぃ┕┎ﾒ┵ﾛに
 ┲ﾗ ┷ﾞﾗす ┰┋ﾉ るけ む め┕むむ━ﾞﾖ》する ま『ﾐ》す ┗むむ┏┇ゎﾈ
 わ┕┉ﾈ┕ﾎ ┕┎ﾗ ┴ぎﾝ┍ﾉ ┢ﾕ わ┕ﾘ┵┌ﾒ た┕ﾛする┤ﾗす きれぬ┕ﾕ ┳┊ﾛ
 ┴ﾉきす┤ﾕ よ┢┆ﾗ るけ ぃり┢┋ﾈ ┷ﾔ ┕ﾚ┤ﾔす┵ﾉ よ┢ﾒ ┖ﾝヮﾈ む
 ┷ﾞﾗす た┕ﾛぬる┢ﾗする ┮むむヰ│ﾗす ┷ﾔ ┕┎ﾗ た┕むむ┆ﾋす┤ﾘ

 .┕┎ヰ┈│ﾉ ゑな┕ﾞﾒす
 よ┵┏ﾗす ら『ﾒ】す ┰ﾗに ┡ﾛぬ┕ﾉ ら┕ﾖ らけ ゑめゑな┕┾ ┢┉ﾗる
 そ┤ﾚ┕┉ﾗす ふ┤むむ┆ﾘ よ┕ﾛけ ┳むむﾘ ┦むむﾘ┕ザす るけ ┬むむﾈす┤ﾗす
 ┬┏┌ﾋ ┶┋ﾒ ┖┋┄ﾗす そ┤むむﾚ┕ﾑ た┢ﾗ┵ﾔ ぃせ┕むむﾞ┊┋ﾗ



ぇぉう

 も┵ﾞﾗす ┕ヂ┑ﾖ ぃ┕┎┍ﾒ ┙ヰﾝﾗする ゆす┒むむヮﾗする た┕ﾛする┤ﾗす
 ┤┅ﾞ┍ﾛ ら┕ﾖ きすぎ┤┉ﾗす ┳ﾘ ┤┏ﾝﾖ な┢ﾒ れ┢ﾗ ┗ﾔ┤┆┌┋ﾗ

 .ゑ┤┎┅ﾔ り┥┈ﾞヮﾛ ┕ﾘ
 た┕ﾛする┤ﾗす ┳むむﾘ そ┤ﾔす┵ﾞジす ┡むむヮ┍ﾗす ┬┏┌ﾋ ┬むむ┏ﾈ
 ぃふ┤┆ジす ┗ヰ┍ﾋけ ┷ﾔ ┕ﾚ┤━ﾙ ぬるな ┘ﾖぬ┕ﾏ ┷ﾞﾗす
 て┕┍ﾋ ┷ﾔ »の┵ﾝ┌┏ﾗす ふぬけ« ┗ﾛするぬ ┕┎┍┌┻ ┳ﾘる
 ┗ヱむむヮﾙ ゅょぅ ┕┎┍ﾘ ┘┆┏ﾈ ┕むむ┌ﾖ .»┗むむ┍ﾘねけ« ぬすな
 ┗┍ﾘねけ ぬすな ┷むむﾌ┕┍ﾋ ┳ﾘ ┗むむ┏ﾙ┕ﾟﾗす ┕┎ﾞ┆ﾝﾐ ┷むむﾔ
 ┷ﾔ ┤━┍ﾗする た┕むむﾎすぬ┢┋ﾗ ┗┏ﾈ┤┆ﾗす ┗むむヮﾎ┒ジする

  .»┷ﾝﾑ ┵ﾈけ« ふ┤┆ﾘ
 ┕┎ﾗ ┕┌ﾖ ぃろ┥┏┈ヰﾞﾗす ┕ﾚぬるな ┥むむ┺す┵｀┋ﾗ ..┲┆┍ﾔ
 ┳ﾒ ゆ┵┃┈ﾗする ゆこ┕むむヮﾞﾗす そぬ┕ﾊさ ┷ﾔ ┢ﾖ┒ジす ┕ﾚぬるな
 そ┤ﾖすに ┳ﾒ ビﾝ┺┕ﾓ す┵ﾙ┕ﾖ ビ┏┺するぬ ┳ﾒ ┕ヅぬる ぃた┕ﾛするぬ
 そきす┤ﾕ ┱ヰﾘ す┵むむﾉ┕ﾝﾔ ぃよ┕┆ﾗす きれぬ┕┉ﾗす ┗むむﾔ┤┆ﾘ るけ

.┲┏┏┉ﾉる は┕┉ﾙる

┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗす ┤┏ﾊ┑ﾉ
 らける わ┕むむ┾┵│ﾍ ぃ┗むむﾈ┕ﾞ┊ﾗす ぬるな れ┤むむﾉ ┮むむ┏ﾖ
 たすに ┤┏ﾓる ┗ﾝ┺┕ﾓ ┘ヰﾝ┾け ┕┎ﾙさ ゆ┵┉ﾛ ┩┆ﾝﾗす

お┤┏ﾊ┑ﾉ
 ぬるな ひ┵│ヱﾈ ┕┍むむヮ┈ﾙけ ま┢むむヱﾙ 》 らけ ┕むむ┍┏┋ﾒ
 そな┤┈ジ も┤┄ﾞﾙ ビﾌ ┳ヰ┍ﾔ .┬┌ﾞペす ┷ﾔ ┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗす
 ┗むむﾈ┕ﾞ┊┋ﾗ ら┕ﾖ ぐらさ わ》るけ ┷むむ┆ゑﾙ らけ ┷むむ┇ﾝ┍ﾛ »ぬるな«
 そ┤むむ━ﾞ┍ﾘ ┷ﾚ ┲ﾖる ぃ┬┌ﾞペす なす┤ﾔけ ビﾈ ┕┎ﾙ┕┊ﾘ
 ┦┏┋ﾔ .┲┎┍┏ﾈ ┖ﾞ┊ﾗす ┷むむﾔ ┱ぎ゚ ┌ﾞジす ┕┎ﾋ┵ﾞ┍ヅ
 ┷ﾔ ┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗす ぬるな の┕┏ﾕ ┷┋┌┆ﾗす るけ ゆ┵┉┆ジす ┳むむﾘ
 ぃ┕┎ﾗ わ『ﾘ┕ﾌ ┴┈┾┵ﾈ ぃせ┕ﾞ┊ﾗす ┳┊ﾛ ┲ﾗ すにさ ┤┏ﾊ┑ﾞﾗす
 ┷┊ﾗる ぃ┕┎┍┏ﾌ ┬むむ┌ﾞペす た┕ﾛ┵ﾗるけ ┶むむ┋ﾒ わ┕むむﾋゑぬ┢ ゎﾘ
 ┗┉┏┉ゴす ┗┎ﾋす┵ﾘる ┗┏ﾈな┟す ┗ﾒ┕｀━ﾗ┕ﾈ ┶ぎ┋ヰﾞﾙ
 ゆ┕┌ﾒ【ﾗ ┶ぎ゙ ﾌ ぬるな 》 ら┑ﾈ ゆ┵┉ﾗす ┕┍┏┋ﾒ ぃ┷ﾚ ┕┌ﾖ
 ┪ﾎる りす┢ﾘ ┶ﾗさ るけ ┴┏ﾗさ そぬ┕むむﾏ】す ┳┊デ そ┥┺┕┈ﾗす

.り┣┎ﾖ ┗┏ﾉ┕┏ﾌ へる┤ﾏ
 ┶┋ﾒ や┤ヰﾞﾙ ぃわ┕ﾈ┤ﾒ きすぎ┤ ゎﾕる わ┕ﾈ┕ ぎ゙ ﾖ ぃ┕むむ┍ﾗね ┕ﾘ ┳ヰﾙ

 ┕┎ﾙる┒むむﾏ ┤┏ﾈ┢ﾞﾈ ┗ﾕぬ┕┇ﾗす た┕┆┌ﾞペす ┧むむﾘす┵ﾚ
 わき『┏ﾞﾎする わ┗ﾈ┵┆┾ なすな┥ﾉ ┷ﾞﾗす ┗┏━┏┆ジす ┗┏ﾘ┵┏ﾗす
 ぃ┕むむ┎ﾉ┕ﾌ┵┌ﾐる  ぃ┕むむ┎ﾘ┵┌ﾚる  ぃ┕むむ┎ﾉ┕ﾕるけ  ┶むむ┋ﾒ
 ┕┎┍┌┻ ┳ﾘる ...ゆ┕むむ┌ゑゲす た┕┏┋グ そね┕┏ゴ ┕むむ┎ﾕ┵ﾉる
 ┲ﾗ┕ﾒ ┷ﾔ もす┤┇ﾞむむﾎ》する ┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗす つ┵ﾞ┍ﾘ そね┕┏ﾌ

 .せ┕ﾞ┊ﾗす

 ┤むゎジす な┕│ゑゴす
 ちす┢むむﾌ┟┕ﾈ ┷むむ┺する┤ﾗす  ┗むむﾕ『ﾒ れ┤むむﾉ  ┮むむ┏ﾖ
 ┗┉┄┍ジす ┕むむ┎ﾈ ┤ぎベる たぎ┤むむﾘ ┷ﾞﾗす ┗┏むむﾎ┕┏ヮﾗす

お┗ぎ┏ﾈ┤┆ﾗす
 ┚ﾘす┤ﾝﾗす ┢むむﾌけ ┬ﾛ┣ﾘる ぎ┢ が┆ ゎﾘ ゆす┒むむﾎ ┶むむ┋ﾒ わ す ぎなぬ
 きすぬる ┖ﾝむむヮﾗす ┳ﾒ ┗ぎ┏ﾝ┍ﾋけ ┗ﾒすにさ ┷ﾔ ┗むむぎ┏ﾔ┕┉ﾟﾗす
 ┷ﾉ┕ﾛするぬ ┷むむﾔ ┗むむﾎ┕┏ヮﾗする せる┤ゴ┕ﾈ ┷ﾗ┕┇むむ━ﾙす
 ┷ﾔ ┕┌ﾖ ぃ»の┵むむﾝ┌┏ﾗす ふぬけ« ┕むむ┎┏ﾔ ┕ヅ ぃ┕むむ┎ぎ┋ﾖ
 ┳ﾘ ┴ﾙ┑ﾈ ┴むむﾞﾝﾋけ ぃそ┤┏ﾟﾖ れ┤むむﾍゎけ ┗ぎ┏ﾈ┤ﾒ た┕むむﾛするぬ
 .┕┍ﾉ┕ﾈ┕ﾞﾖ ┷ﾔ ┰ﾗ┣ﾈ ┱┇むむ━┍ﾙ 》 らけ ┳ ゑ` ┎ﾞヮジす
 ビﾌ ┷ﾔ ┕┌┎┍ﾒ ┱むむﾔ┕┇ﾞﾙ らけ ┕┍ﾗ ┳┊デ ┮むむ┏┊ﾔ
 ┕┍ﾉ┕┏ﾌ ┗┆┏ﾝﾐ ┲ﾎぬ ┷ﾔ ┦┏┺┤ﾗす ゑ┖ﾝヮﾗす ┕ﾙ┕ﾖ
 そ┵ﾕ ┷ﾔ わ┕むむ┃ﾛける ぃわ すなす┤むむﾔける た┕むむﾒ┕┌ﾋ ぃ┗むむぎ┏ﾈ┤┆ﾗす

  !┕ﾙ┤┺┕│ﾘ ┶┋ﾒ ┕┌ﾚ┤┏ﾊ┑ﾉ
 ┗┏ﾎ┕┏ヮﾗす ちす┢ﾌ┟┕ﾈ ┷ﾈ┤┆ﾗす ┷┺する┤ﾗす ┗ﾕ『ﾒる
 ┳ﾘる .┗むむ┌┋┊ﾗす ┷ﾙ┕┆ﾘ ┱┊むむﾈ ┗ﾛ┵┃ﾒ ┗むむﾕ『ﾒ
 ┗┌┺す┢ﾗす た┕ﾍ┕┍ジす ちす┢ﾌ┟す ┰┋ﾉ ┘┝┋┊ﾏ え┷ﾞ┎ﾋ
 や┤ヰﾞﾞﾗ ぃ┗ぎ┏┺する┤ﾗす ┷ﾉ┕┏│ヱむむﾏ ┘｀ﾞﾙけ ┷むむﾞﾗす
 ┕┌ﾖ ぃたすぬ┕ヮザ┕ﾈ ち┵┋ジす ┕ﾚきす┵ﾚ ┦┈┍ﾞﾉる ┕┎┏ﾔ
 わ┗ぎ┏┈┋ﾍ ┘┝┋ゑグ にさ ┕むむ┎┏ﾔ ┤┈ゴ┕ﾈ ┗┋ﾒ┕┈ﾗす ┘むむﾙ┕ﾖ

.┕┎ﾉ》┵ギ ┶┋ﾒ ┤ ぎﾏ┒ﾉ
 ぃせる┤ゴする ┗ぎ┏ﾎ┕┏ヮﾗす ちす┢ﾌ┟す ┳ﾒ ┖ﾞﾖけ ┲ﾗ ┕ﾙけ
 ┱ﾍすな ┕┌┎┋┆がﾔ そ┵むむ┉ﾈ ┕┌┎┍ﾒ ゎ┘むむﾝﾞﾖ ┷むむ┍┍┊ﾗ
 .┕┎┍ﾛ┵┊ﾉ ┷ﾔ ┤┏ﾝ┊ﾗす ┕┌ﾚ┤┏ﾊ┑ﾉる た┕┏│ヱむむ━ﾗす
 ぐらさる ┗むむﾎ┕┏ヮﾗす ┳ﾘ ぃわ┕ﾈ┤ﾒ ビ┏┺するぬ ぃ┕┍ﾗ せ┤┎ﾘ 》

 .┕┎ﾞゲ┕┆ﾘ ┗ぎ┏┈┏ﾖ ┷ﾔ ┕┍┈┋ﾞﾍす



ぇゃぅ

たす┣ﾗす ┲┺す┥ﾚ
 ┳ﾛ┣ﾗす む ┰むむﾉ┕ﾛするぬ ゆ┕┄ﾈけ きすねさ ┤┆むむ━ﾉ ┮┏ﾖ

!お そ┕┏ゴす の┒ﾈ ┳ﾘ わ┕ﾝﾗ┕ﾓ ら┵ﾙ┕┆ﾛ
 るけ  ┗むむヮ┺┕ﾝﾗす  ┷むむﾚ  ┘むむヮ┏ﾗ  ┕むむ┎ﾉすに  そ┕むむ┏ゴす
 ┤┏┏むむヮﾞﾈ ┲┊ヰﾞﾗす ┶┋ﾒ ら┵┌┺┕┉ﾗす ┱ﾈ ぃ┗ジ┕┅ﾗす
 ┕┎ﾗ┕┌ ゑﾋ ら┵ﾗ ぎ┵ヰﾛ ┳ ゑﾘ ┲ ゎﾚ ┲ﾗ┕┆ﾗする ┕┍ﾉ┕┆┌ﾞ｀ﾘ
 ┷┎ﾞ┍ﾛ 》 ┱むむヮ┋ヮﾘ ┶ﾗさ ┗┆┺す┤ﾗす ┕むむ┎ﾉすな┤┈ﾘる
 :┴ﾉ┕┏┌むむヮﾘ ┶ぎ゙ むむ━ﾈ ┲┋ ゎ┅ﾗす ┬┉┏ﾔ ぃの┒ﾝﾗす ┳ﾘ
 ┯ヰヮﾗす ぃ┷ﾎ┕┏ヮﾗす ┤┎┉ﾗす ぃ┷ﾒ┕┌ﾞﾋ》す ┲┋ ゎ┅ﾗす
 ┲┎ﾋ┕ﾞﾙさ ┷ﾗ┕ﾞﾗ┕ﾈ ┗┋┏│ゴす ら┵┊ﾞﾔ ぃろな┕│ﾞﾕ》す
 ┧┄ﾝﾛ れ┵ﾕ┟す :せ┕┇ﾗす ら┵ﾙ┕┉ﾗ わ┕┉ﾔる ぬす┢ゎﾛ ゐ┲ゑﾗ┕┆ﾗ
 ┱むむ│┏ﾗ ぃ┴むむ━┎ﾙ ┶むむ┋ﾒ ┱むむ┌┆ﾛる ┮むむ┆┻┟┕ﾈ
 す┣ﾚ ┢┎━ﾛ 》 ┷ﾖ た┵ジす ┷┍ベ ┶ﾗさ ┕ ぎ┍ がﾘ ┩┆ﾝﾗす

!┬ﾛ┤ジす ┷ﾙ┕ヮﾙ】す へ┕┄ヰﾙ》す
 らるぬ┵┎┉ﾘ ら┵ﾘる┥┎ﾘ んゆ┕むむ┄ﾈけ ┷ﾉ┕ﾛするぬ ゆ┕むむ┄ﾈけ
 ┕ﾘ ぎ》さ ┗むむﾗ┵┄ﾝﾗす ┳ﾘ ら┵┊┋デ 》 んゆ┕むむ┄ﾈけ .わ┕むむﾝﾗ┕ﾓ
 む ┲┎ﾞ┏ﾙ┕むむヮﾙさ ┳ﾘ ┴ﾈ ほ┕┈ﾞﾌ》す す┵ﾒ┕┄ﾞむむﾎす
 ぃま┵｀┈ジす ┖ゎゴす ┳ﾘ ┱┏┋┉ﾗす ┗┍ﾛ┕┆ジ ┷┈┊ﾛ す┣ﾚる
 ぃり┕┈むむ が━ﾗす ┗ﾕ┤ﾞボす た『ﾝ ゎ┉ﾗする ぃひ┵┉┍ジす きめ┢ﾗする
 ┯ ぎ┈ ゑ┾ゎけ ら┟ ┷┈┊ﾛ す┣ﾚ :せる┤┃ジす ら┕┍ゴす た┕ヮジる

 .らく ┷ﾔ ┗ヮ┺┕ﾝﾗす ┲┎ﾘ『ﾌけ ┷ﾊぬける ┲┎ﾗ

ぬ┤ﾝジす せ┣┊ﾗす
 !おせ┤┆ﾗす らす┵ﾛな ┗ﾛする┤ﾗす ┱ﾚ

 ゎせ┕ﾞﾖ ┷ﾚ ┕┌┋ﾟﾘ ぃら｠す せ┤むむ┆ﾗす せ┕ﾞ がﾖ ゎ┗ﾛする┤ﾗす
 ┘ﾉ┕ﾘ ┢┉ﾗ .┯┺┕┉ゴす ┯┏ﾊ┵ﾉ ┶むむﾗさ せ┤ﾕ┟す ┲ﾗ┕┆ﾗす
 ┢ﾒす┵ﾕる ぃ┡ﾛぬ┕ﾞﾗす :れ┤ﾍゎ┟す た┕┉┏ﾊ┵ﾞﾗす ┱┊ﾈ ┗┉ﾟﾗす
 ぃたす┤ﾖ┣ジする ぃ┗ぎ┏┋┏｀むむヮﾞﾗす よ『むむﾔ┟する ぃた┕むむﾙ┕┏ﾝﾗす
 た┕むむ┍ﾛる┢ﾉる  ぃ┲むむﾖ┕ボす  た『 ぎ` むむ がﾎる  ぃた┕むむ┏ﾘ┵┏ﾗする
 ぃ┲┏┋┆ﾞﾗする ┤┉┈ﾗする ま┵ゲす た┕┏┺┕│ﾌさる ぃたす┤ベ┒ジす
 ぃ┲むむ ゑﾎ ゑ┢ﾗす ┗ﾒる┥む┍ﾘ ┗むむ┏ﾒ┕┌ﾞﾋ》す た┕むむﾎすぬ┢ﾗする
 ┕┍ﾕすぬるけ ┖むむ ぐ` ゑゴする ぃ┯むむ┏┈┋ﾞﾗする ぃ┤ﾛる┥ﾞﾗす ゑせ┕むむ┾ける
 ┗ﾝﾌ┕┾ ゎ┗ﾛする┤ﾗす ┘むむﾉ┕ﾝﾔ ぃ┗ﾔ┕ﾖ ┲むむﾗ┕┆ﾗす もすぬるける

  !»もな┕│ﾗす せ┣┊ﾗす«
 そぬ┢┉ﾗす ┰むむ┋┌┍ﾗ ┖むむﾞ┊ﾙ ビﾌ せ┣むむ┊ﾙ ┳むむヰﾙ
 ┗ﾕ┕┈│ﾈ ┷ﾒす┢ﾗす ┤┏ﾝ┊ﾗす せ┣┊ﾗす ゆ┕┌ﾞﾌす ┶┋ﾒ
 ┷ﾔ せ┣┊ﾙ .┴むむﾞ┏ﾕす┢│ヅ ┳むむﾘ┒ﾙ らけ ┱むむ｀ヱﾉ 》
 ┕┎┍ﾛ┕┆ﾙ ┕┌ﾖ :┷ﾚ ┕┌ﾖ ┯┺┕┉ゴす ゆ┵┉┍ﾗ ┗ﾛする┤ﾗす
 らけ ┳ﾘ よる┤ボす ┕┍ﾗ┕┏ﾍ ┕┎┋ ぎ┊むむ━ﾛ ┕┌ﾖ :┕┍ﾝヮヰﾈ
 .もぬ┵ﾗす ┶┋ﾒ わ す ぎ┤ ゎﾌ ┯┋┄┍┏ﾔ ぃふぬ┟す ┶┋ﾒ ┢ ぎヮ｀ﾞﾛ

   .ら┕ヮﾙ】す ┗ﾈ┣┊ﾈ ┧ﾌ┵ﾗす ┗ﾈ┣ﾖ ┴ﾋす┵ﾙ ┳ヰﾙ
 ┤ﾟﾖ┟す ┕┎ﾙ┟ ┦┏ﾗ ぃよ┵┏ﾗす せ┤┆ﾗす せ┕ﾞ がﾖ ゎ┗ﾛする┤ﾗす
 ┴ﾈ┕ﾝむむﾎ┟ ゑ┬ﾋす┤ﾉ ┤┆むむ が━ﾗす ┝ら┟ ┦むむ┏ﾗる .わ┕むむ┆┏ﾝﾘ
 .┬┌ﾞペす ┗ﾔ┕┉ﾟﾈ ┗むむ┋ が┾ たすに ゐせ┕ﾝむむﾎ┟る ┗ぎ┏ﾉす┣ﾗす
 な┤ヮﾗ わ┗ﾘき『ﾘ ┤ﾟﾖけ ┷┺する┤ﾗす な┤むむヮﾗす ┝ら┟ ┦┏ﾗる
 え┕┎ﾋぬ┕ﾍ ゑなが┤ ゎﾐる ┕┎┍ﾘ ゎ┤┆ が━ﾗす ゑもが┤むむ ゎﾎ ┷ﾞﾗす そ┕┏ゴす
 ┷ﾞﾗす ゎ┳ヰﾙ :┗ぎ┏┆┌ゲす ゎ┳むむヰﾙ ┷ﾚ ┗ﾛする┤ﾗす ┝ら┟ ┱むむﾈ
 ゑゆ┵むむ┏ﾍ ┤ ゎ┄むむヮゑﾉる ぃま┵むむﾋ┵ジす ┕むむ┎ﾗ┕┌ ゑﾋ ゎ┖むむﾞ┊ﾉ
 ┶┋ﾒ ゎ┢┎むむ━ﾉる ぃ┱┏┎│ﾗす ┗ﾌ┵ヰﾝﾘ ┕むむ┎ﾘ『ﾌけ
 ゎま┤┎ﾉ ┲むむﾗ┕┆ﾗす ┳ﾘ ゐ┗┉┄┍ﾘ ら┕むむヮﾙさ ぬ┕むむヮヰﾙす

 !┡ﾛぬ┕ﾞﾗす ┳ﾘ つ┤ヱﾞﾗ ┗ﾔ┵┎┋ﾘ
 す┣┎ﾗ ん┡むむﾛぬ┑ﾉ ┷むむﾚ よ┵むむ┏ﾗす ┗むむぎ┏ﾈ┤┆ﾗす ゎ┗むむﾛする┤ﾗす
 ゑた┕ﾈ ゐゆ┵ﾔ┟ せ┵むむﾞ┊ジす ゎ┤ﾛ┣┍ﾗす ┕むむ┎ぎ┋ ゑ┆ﾗる ぃ┘ゎ゙ ┈ﾞﾗす

 !らる┤┉ﾗ┕ﾈ 》 な┵┉┆ﾗ┕ﾈ ┖ ゑヮ ぐヰゎﾛ

┗ぎﾝボす へ┤ﾏ
 お┖ﾞ┊ﾉ ┳ゑ がジ

 ┰ﾗに ┖ﾝむむヮﾈる ぃ┷┋ﾍすな ┳むむﾘる ぃわ》るけ ┷むむヮ┈┍ﾗ
 り┣ﾚ ┴ﾞﾖぬ┕むむ━ﾘ ┖ﾓ┤ﾛ ┳ジる が┰ﾗ て┵ﾖ┤ﾔ ┖ﾞ┊ﾛ
 ゑね┕ﾌる ┴ﾗ ゑ┯┉ギ ぐら┓ﾔ .┗┾┕ザす ┗ぎ┏│ヱ━ﾗす ┗ﾙる┢ジす
 ゐきす ぎ┤ ゎ┉ﾗ ゎ┖ﾞ┊ﾛ .┖ﾞ┊ﾛ ┴ﾙ┓ﾔ え┤むむﾟﾖけ るけ きれぬ┕ﾕ ┶┋ﾒ
 .┲┎ﾈ ┴┋┎ﾋ ┲ﾓぬ ┲ﾚな┵ﾋ┵ﾈ ┳むむﾘ┒ﾛ ビ┋┌ゑ゙ ぐヰﾘ
 らけ ┖ﾓ┤ﾛ ┳ゑ がジ ゎ┖ﾞ┊ﾛ て┵ﾖ┤ﾔ の┕むむ┏ﾗさ :ぬ┕│ﾞﾍ┕ﾈる

.┗ぎﾝゑ ゑボす へ┤━ﾈる ぃけ┤┉ﾛ

 ┗┏ﾙなぬけ ┗┏ﾔ┕ヰ┾ *



ぇゃぇ

 ┗┏ﾌ┤むむヮﾘ そ┢ﾕ┕ﾙる ┗ﾝﾉ┕ﾖ ¨す ┢ﾝﾒ ┗ヰ┋ﾘ.な
 ┷ﾔ た┕┆ﾘ┕ゲす ┳ﾘ ┤┏ﾟﾖ ┷ﾔ ┘ﾘぎ┤ ゎﾖ .┗ﾛな┵┆むむﾎ
 ┤ﾚね┟す ┗┆ﾘ┕ﾋ ┕ﾚ┤ﾍく ら┕ﾖ ┗むむ┏ﾈ┤┆ﾗす ┲┾す┵┆ﾗす
 ┗┏ﾌ┤むむヮﾘ ら┵むむヮ┌ﾍ ┕┎ﾗ .ぉぅぅあ よ┕むむ┆ﾗす ┷むむﾔ
 ┲┾す┵┆ﾗす ┷ﾔ ┗┏ﾌ┤むむヮﾘ らる┤むむ━ﾒ ┕┎┍ﾘ よ┢ゎﾕ
 そ┤━ﾒ ┷ﾔ たき┕ﾋ た┕むむﾎすぬな ┳ﾒ わ『┃ﾔ ぃ┗┏ﾈ┤┆ﾗす
 ┢┆ﾝﾗす« ┷むむﾚ て┤むむヮジす ┷ﾔ ┗ﾛ┤┅ﾙ ┕┎ﾗる ぃ┖むむﾞﾖ
 ┷ﾔ ┱ﾟ┌ﾞﾉる ぃ»て┤むむヮジする ┷┉┋ﾞﾗす ┷むむﾔ ┦ﾘ┕ザす
 ┬┍┾ ┬ﾘ ぃ┱むむﾎ┤ジす ┗┏ﾈ┕｀ﾛさる ┷┉┋ﾞジす ┗┏ﾈ┕｀ﾛさ
 やぬ┕むむ━ﾛ ┪むむﾎる ┗┉┄┍ﾘ ┷ﾔ ┷┍┈ﾗす ┱むむ┌┆ﾗす
 ┰ﾗにる ぃつ┤┈ﾞジす れ┢ﾗ ゆ┕むむ┏ザす そぬ┕ﾊ┓ﾈ ら┕┍ﾊ》す ┕┎┏ﾔ
 ┘ﾗ┕ﾙ ┢ﾕる .ます┤むむ│ﾗす ┯┏┌┆ﾉる そぬ┵むむ│ﾗす ┘ヰ┍ﾈ
 ┷ﾌ┤むむヮジす ┕┎│ﾙ ┶┋ﾒ ┗┏ﾔ┕┉ﾟﾗす »┕┎ﾈけ« そ┥┺┕ﾋ
 ┷むむﾔ »┢むむﾒす┵ﾗす ┱むむ┏ゲす« そ┥むむ┺┕ﾋる ぃ»の┕むむ┈ﾗす よけ«
 そ┥┺┕ﾋる ぃ»ぬ┕むむﾝﾞﾍす ┗ﾗ┕ﾌ« ┨むむﾙ ┶┋ﾒ ┘むむﾛ┵┊ﾗす
 ┶┋ﾒ ぃて┤むむヮジする ┗ﾛする┤ﾗす ┷むむﾔ ┱むむ│┏┈ﾗす ┢むむﾗ┕ﾍ

.┕┎ﾗ┕┌ﾒけ ┱┌｀ﾘ
 ┷むむﾔ ┗むむ┏ﾒす┢ﾈさ  そな┕┎むむﾏ ┗むむヰ┋ﾘ.な ┘むむﾘ┢ﾕ
 ┷ﾔ ┤むむ━ﾒ ┦ﾘ┕ザす ┷ﾙなぬ┟す て┤むむヮジす ら┕ﾋ┤┎ﾘ
 ぉあ - ぇゅ そ┤ﾞ┈ﾗす ┷ﾔ ┲┏ﾕけ ろ┣ﾗす ┗┆ﾈ┕ヮﾗす ┴ﾉぬるな

ف�صاءات

て┤ヮ┌ジす そけ┤ジす ┨ﾙ ┷ﾔ ┢ﾌす┵ﾗす ら┵┌┃ジす ┵┊━ﾉ ┗ﾛな┵┆ﾎ そ┢ﾕ┕ﾙ

* な┕┏ﾒ ゆ┕┌ﾋ :┕ﾚぬる┕ﾌ

ملحة العبد اه: ترف�س امراأة الرجل لت�شتمتع باا�شتكانة حت جناحه



ぇゃぉ

 せ┕┏ﾓ ┖ﾝむむヮﾈ ┷┉┋ﾞ┌┋ﾗ ┱│ﾉ 》る ┗ﾝ┺┕ﾓ ┷┎ﾔ
- ┳ヰﾙ ぃ¨す ┕┍ヰ┍ﾘ ┢┉ﾔ ぃ┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗす ┷ﾔ ┗┏ﾔ┤ゴす

 ┢┏｀ﾛ ┳ﾘる ぃ┗ﾛ┤ヰヮﾗす そぬ┵ぎ┋ﾝﾗす  -て┤ヮジす せ┕ぎ゙ ﾖ
 ┕ﾘ ┵ﾚる ぃ┷むむ┆┌ゲす らす┢ﾋ┵ﾗす ┤ヰむむヮﾛ ┕┎ﾖ『ﾞﾘす

.┷┉┋ﾞジす れ┢ﾗ ┗┆ﾞジす ┯┋ヱﾛ
 ┷ﾔ ┗┏ジ┕┆ﾗす ┶むむﾗさ ゆ┵むむ┾┵┋ﾗ ┗ﾝむむヮ┍ﾗ┕ﾈ ┕むむﾘけ
 ┗┌ﾋ┤ﾞﾗす ┴ﾗ ┤ﾔす┵ﾞﾉ らけ ┢むむﾈ 『ﾔ ぃ┷ﾈ┤┆ﾗす ┨むむ┍ﾗす
 ┗┊┋┌ジす ┘┄ﾍ ┢ﾕる ぃれ┤ﾍけ た┕┇ぎ┋ﾗ ┗┏ﾈ┤┆ﾗす ┳ﾘ
 す┣ﾚ ┶┋ﾒ ┕┎ﾉす┵┄ﾍ ┶ﾗるけ ┗ﾛな┵┆むむヮﾗす ┗┏ﾈ┤┆ﾗす
 ろな┵┆むむヮﾗす せな┟す ┗ﾒ┵むむﾎ┵ﾘ た┑むむ━ﾙける せぬ┢ﾗす
 ┷ﾔ ┬ﾛね┵ﾞﾗする ┤━┍┋ﾗ ぃ┗ﾛ┥┏┋ガ】す ┗┇┋ﾗ┕ﾈ ┙ﾛ┢ゴす
 ┘┌ﾋ┤ゎﾉ ぐら┑ﾈ め┤━ﾗす ┷ﾗ ら┕ﾖる ぃやぬ┵ﾛ┵┏ﾙる ら┢┍ﾗ
.┗ﾒ┵ﾎ┵ジす り┣ﾚ ┷ﾔ ┗┏ﾌ┤ヮジす ┷ﾗ┕┌ﾒけ ┩┆ﾈ

 ┗むむﾕ┤ﾔ た『むむﾟド れ┢むむﾌさ ┬むむﾘ ろぬす┵むむﾌ ┷むむﾔ
 ┨むむ┍ﾗす  ゆ┵むむﾌ  ┗むむ┏ﾙ┢┍┋ﾗす  »┤┏ﾝむむヮ┊ﾏ«
 ら┤ﾕ ┱ﾖ ┷むむﾔ ┢ﾗゎる すにさ ┴むむﾙさ ┘ﾗ┕ﾕ ぃ┷ﾌ┤むむヮジす
 ら┓ﾔ ぃ┤┏ﾝヮ┊━ﾖ ┷┉┏┉ﾌ ┷ﾌ┤むむヮﾘ ┖ﾉ┕ﾖ
 ┬ﾘ ビ┉┈ﾞﾉ ┱むむﾚ .┗ﾛ┤むむ━ﾝﾗす ┶┋ﾒ ┤┏ﾟﾖ す┣ﾚ

おすに┕ジる ぃビ┈┋ﾞヱﾉ よけ ゆ┵┉ﾗす す┣ﾚ
 ┮┋ﾞﾍける ぃも┕┈ﾉ》す よ┕ベ ゆ┵┉ﾗす す┣ﾚ ┬ﾘ ┯┈ﾉけ ┕ﾙけ
 ┴┆ﾘ ┯┈ﾉけ え┢ﾌする ┘ﾕる ┷ﾔ ぃめ『ﾞﾍ》す よ┕ベ ┴┆ﾘ
 ┲┋ﾒ ┶┋ﾒ よ┵┉ﾉ ┗ﾛ┤ヰむむﾎ ┗┏┋┌ﾒ て┤ヮジす ら┟
 ┗┏ﾌ┤むむヮジす ┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗす た┕┏ﾗ┐ﾈ ┲┋┆┋ﾗる ぃ┗むむﾔ┕┉ﾊる
 ゆ┵┉ﾗす す┣ﾚ ┬ﾘ ┮┋ﾞﾍける .┕┎┏ﾔ ┤ﾝﾖ┟す ┖┏│┍ﾗす
 ら┵┏ﾌ┤むむヮﾘ せ┕ﾞﾖ や┕┍ﾚる ぃな┵ﾋ┵ﾘ ┱むむﾘ┟す ら┟
 ┲┎ﾗ┕┌ﾒけ ┤━ﾙ ┷ﾔ す┵┉┝ﾔ┵ﾛ ┲ﾗ ┲┎┍┊ﾗ らる┥┏ド
 ┷ﾌ┤ヮジす ┖ﾉ┕┊ﾗす ら┟ ぃ┗ﾈ┕ﾞ┊┋ﾗ み┤┈ﾞﾗす ┶ﾞﾌ るけ

 .ぉぅぅい ┷ﾙ┕ﾟﾗす ┳ﾛ┤━ﾉ ┤┎ﾏ
 ┘ﾊ┢ギ ぬす┵ﾌ ┷むむﾔ ぃ»そ┢ﾛ┢ﾋ よ『ﾕけ« ┕むむ┎ﾞ┉ﾞﾗす
 ┕┎┍ﾘ ぃて┤むむヮジす ┨ヱﾉ ぬ┕┊ﾔける ┕ﾛ┕┃ﾕ ┳ﾒ ┴┏ﾔ
 ┷ﾌ┤むむヮジす ┨┍ﾗす れ┵ﾞむむヮヅ き┕むむ┉ﾉぬ》す ┗むむ┏┌ﾚけ
 れ┢ﾘる ぃ┱┺┕むむﾎ┤ﾗする ┶┍┆ジす ┙むむ┏ﾌ ┳ﾘ ┷むむﾈ┤┆ﾗす
 ぃ┨┍ﾗす ┷ﾔ ┴ﾊす┢ﾌさ つ┤ヱ┌┋ﾗ ┳┊デ ろ┣ﾗす ┤┏┏┇ﾞﾗす
 ┷ﾌ┤ヮジす ┨┍ﾗす ┷ﾔ ┗┾┕ﾍ ┗┏ﾎ┕ヮﾌ な┵ﾋるる
 ┱ﾋ┤ﾗす そぬ┵┾る ぃ┗┈ﾗ┒ジす そけ┤むむジす ┕┎ﾖ┤ﾞﾉ らけ ┳┊デ
 そけ┤ジす ま┕ﾞ┌ﾞﾎする ぃ┗┏ﾌ┤むむヮジす そけ┤ジす た┕ﾈ┕ﾞﾖ ┷ﾔ

.┱ﾋ┤┋ﾗ ┗ﾙ┕┊ﾞﾎ》┕ﾈ

 ┳ﾛ┢┉ﾞ┆ﾉ ┱ﾚ ぃ┗┏ﾌ┤ヮﾘ ┗┈ﾗ┒ﾘ ┰┈┾┵ﾈ
 らけ ま┕┄ﾞむむﾎす ぃ┷ﾈ┤┆ﾗす ┷ﾌ┤むむヮジす ┨むむ┍ﾗす らけ
 ┗ﾗ┕ゴす ┳むむﾒ ┤┏ﾝ┆ﾞﾗす れ┵ﾞむむヮﾘ ┶むむﾗさ ┷むむ┉ﾉ┤ﾛ
 ┙┏ﾌ ┳むむﾘ ┗むむ┏ジ┕┆ﾗす るけ ┗むむ┏ﾈ┤┆ﾗす ┗むむ┏ﾔ┕┉ﾟﾗす
 ┗┏┍┈ﾗす ┗むむ┏┍ﾝﾗす ┗ﾛ┵むむﾎる ┱┺┕むむﾎ┤ﾗする ┶┍┆ジす

お┨┍ﾗす す┣┎ﾗ
 ┤ﾖに ┳ﾘ ┢ﾈ 》 ぃ┷ﾈ┤┆ﾗす ┨むむ┍ﾗす ┳ﾒ ┕むむ┍ﾊ┢ギ すにさ
 ゆる┟す ぃ┷むむﾈ┤┆ﾗす ┷ﾌ┤むむヮジす ┨┍ﾗす ┳むむﾘ ビむむﾒ┵ﾙ
 ┱┏ゲす ┳むむﾘ せ┕ﾞ┊ﾗす ┷むむﾙ┕ﾟﾗする ぃなする┤むむﾗす せ┕むむﾞ┊ﾗす

.┙ﾛ┢ゴす
 ろ┢┏┋┉ﾞﾗす ┨むむ┍ﾗす ┶┋ﾒ ゆる┟す ま┵むむ┍ﾗす ┢┌ﾞﾒす
 ┱┏ゲ わ す┤ﾛ┢┉ﾉ ┵むむﾚ ┕┌ﾖ ┴┋ﾝ┉ﾙ らけ ┕むむ┍┏┋ﾒ ろ┣むむﾗす
 .┗┏ﾈ┤┆ﾗす よ┵┌┎ﾗ┕ﾈ ┱┉ﾟﾘ ┨┍ﾗす す┣むむﾚる ぃそな┕ﾛ┤ﾗす
 ┕┎ﾝﾞﾖ ┷ﾞﾗす ひ┵むむ│┍ﾗす ┳ﾘ ┷ﾙ┕ﾟﾗす ま┵むむ┍ﾗす ┕ﾘけ
 ┙┏ﾌ ┳むむﾘ ┲ﾍ┥ﾗ┕ﾈ ┲むむヮﾞﾞﾔ ┙むむﾛ┢ゴす ┱むむ┏ゲす
 ┶┋ﾒ ┲┊ﾗ┕ﾈ ┶むむ┍┆ゎﾉ ┕むむ┎ﾙけ ┷┍┆ﾛ ┕むむﾘ ぃつ┕むむﾞﾙ】す
 ひ┵│┍ﾗす り┣ﾚ ┖┋ﾓけ ┢┉ﾞ┈ﾛる ぃ┮┏┊ﾗす せ┕ヮﾌ
 ┳ﾘ ま┵┍ﾗす す┣ﾚ ┗┍┌┏ﾚる .┗ﾛぬ┕┌┆ジす ┗むむﾎ┢┍┎┋ﾗ
 ろな┒ﾉ ぃ┗┏ﾌ┤ヮジす ふる┤┆ﾗす ┖┋ﾓけ ┶┋ﾒ ┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗす

.ふ┤┆ﾗす ぬ┕┏┎ﾙす ┶ﾗさ そぬる┤┃ﾗ┕ﾈ
 ぃ┷ﾘすぬ┢ﾗす ┨┍ﾗす ┷ﾔ ┗┏ﾈ┤┆ﾗす ┗ﾔ┕┉ﾟﾗす ┳ﾒ ┕ﾘけ

 ..ゆ┕┏ザす た┵┊┋ﾘ ┧┏┆ﾙ ┮┏ﾖ
 !お┧┏┆ﾗす ┗┌┉ﾗ ┳ﾒ わ す┢┏┆ﾈ



ぇゃゃ

 り┣ﾚ ぃ»┷むむﾈ┤┆ﾗす ┳むむﾐ┵ﾗす ┷むむﾔ て┤むむヮジす« ┶むむﾗさ
 :ゆこ┕ヮﾞ┋ﾗ ┷┍ﾞ┆ﾔな ┗┏┌ヮﾞﾗす ┷ﾔ ┗┏ﾗ┕┊むむﾏ】す
 せ┵ﾟﾈ ┗むむ┏┈ﾛ┤ﾗす ┗┏│ヱむむ━ﾗす ┯むむ━┆ﾉ 》 すに┕むむジ
 ┴むむﾎ┑ﾔ て『┈ﾗす ┬┃ﾛ 》 すに┕ジる ぃ ゑて┤むむヮジす ┗┍ﾛ┢ジす
 た┥ガけ ┢┉ﾗ おて┤ヮジす ┶ﾗさ ┖ﾚ┣ﾛる ぬ┕┎┍ﾗす ┤ﾍく ┷ﾔ
 ┳ﾒ ┗ﾈ┕ﾋ‒ﾗ ぃ┗ヰ┈┾ ビヮ┌ﾍる ┗ﾜﾘ ┷ﾔ わ┕ﾟヰﾈ
 わ┕┆ﾋ┤ﾘ ビ┆ヮﾉ ┶┋ﾒ た┢┌ﾞﾒする ぃゆこ┕ヮﾞﾗす す┣ﾚ
 す┣ﾚ ┳ﾒ ┩ヱベ ┢ﾕる ぃ┗ﾈ┕ﾋさ ┶むむ┋ﾒ ┱│ﾌけ ┷ﾖ
 ┷ﾔ ┦ﾘ┕ザす ┢むむ┆ﾝﾗす な┵ﾋる ┷ﾔ┕むむ━ﾞﾖす ┙ヰﾝﾗす
 た┕ﾈ┕ﾞﾖ ┳むむﾒ せ┕ﾓ ろ┣ﾗす ┢むむ┆ﾝﾗす ┵ﾚる ぃ┷むむ┉┋ﾞﾗす
 ┕ﾘ ┗┏ﾈ┤┆ﾗす ┗┏│ヱむむ━ﾗ┕ﾔ ぃ┗┏ﾈ┤┆ﾗす ひ┵│┍ﾗす
 たすに ら┵┍┈ﾗす ┯むむ━┆ﾉ ┗┏┺す┢ﾈ ┕┎┍ﾐ┕ﾈ ┷むむﾔ ゆす┥ﾉ
 ┶┋ﾒ ┲ﾎ┤ﾗす ┷ﾔ ┕┌ﾖ ぃ┠┄ヮジす ┢ﾌす┵ﾗす ┢┆ﾝﾗす
 ┪ザす るけ ぃゆ┕むむ┈ﾐ┟す よ┵むむﾎぬ るけ め┵┎┊ﾗす らすぬ┢ﾋ
 ┗ﾒ┕┍┾る ゆ┕┏ザす ┢┏グ ┗┏│ヱﾏ ┕┎ﾙ┟ ぃ┷ﾈ┤┆ﾗす
 ┗┆┏ﾝ┄ﾗす ┰むむﾗに ┶┋ﾒ ┕ﾚ┢ﾒ┕むむﾎ ┕ﾘる ぃ┱┏ヱﾞﾗす
 きす┤ヰ│ﾗす ┙┏ﾌ ぃ┕┎┏ﾔ ┧┏┆ﾉ ┷むむﾞﾗす ┗┏ﾔす┤┇ゲす
 ┷ﾞﾗす ┗┉ﾚ┕むむ━ﾗす ゆ┕ﾝゲす ┳むむﾘ ┗┏ﾗ┕ザす そ┢むむﾞ┌ジす
 ..┗┏ﾔ┕│ﾗす き┕┌ヮﾗす ┗ﾈ┕ﾌぬる ぃ┤│ﾝﾗす れ┢ﾘ ┤ヮ┊ﾉ
 ┗┆┏ﾝ┄ﾗす ┴ﾈ ┚┃ﾉ ┕むむﾘ ┦┊ﾒ ┗┆┏ﾝ┄ﾗす り┣ﾚ

 ..つ┵┋ﾊる よ┵┏ﾓる ゆ┕ﾝﾋ ┳ﾘ せ┤┇ﾗす ┷ﾔ
 )┷むむ┉┋ﾞジす(  ┗むむ┏ﾈ┤┆ﾗす  ┗┏│ヱむむ━ﾗす  よ┵むむ┉ﾉ
 た┕┌むむヮ｀ﾘ ┶ﾗさ ┗ヰ┄むむヮジす ぬ┵│ﾗす ┱ﾛ┵ヰﾞﾈ
 す┣ﾗる ぃゆ┕むむ┏ザす そぬ┕ﾊさる ┷┊ゴす ┯むむﾛ┤ﾐ ┳ﾒ ┗むむ┏┍ﾚに
 ┯ﾛ┤ﾐ ┳ﾒ ┬ﾞ┌ﾞヮﾙ ぃそき┕ ぎ┊ﾌ せ┵┆ﾏ ┕┍ﾙさ ゆ┕┉ゎﾛ

 ┗ﾜ┏┋ﾘ ┗┏ﾌ┤むむヮﾘ ┗┏ﾔ┵┾ そ┕┏ﾌ ┕┏ヰﾛ らけ ┢ﾈ 》
 やぬす┢ﾘ ┬┏むむﾎ┵ﾉる たす┣むむﾗ┕ﾈ なす┤むむ┈ﾙ》する ┱むむﾘ┑ﾞﾗ┕ﾈ
 ┖ﾉ┕┊ﾗ┕ﾈ ┲むむﾞ┎ﾉ 》 ┕┍ﾉ┕むむヮﾎ┒ﾘ ┳┊ﾗ ..ゆ┕┏ザす

.┷ﾌ┤ヮジす
 はぬ┢ﾛ┤ﾔ ┷ﾌ┤むむヮジす ┖むむﾉ┕┊ﾗす らけ ┕むむ┍ﾚ ┤むむﾖにけ
 ┘ﾘ┕ﾕ ぃ┴ﾓ┵ﾝﾙ ┴ﾞﾗるな た┤┆━ﾞﾎす ┕┌┍┏ﾌ た┕ヂぬるな
 み┤┈ﾞﾛ ┷ﾖ ぃ┴ﾗ ┗┏ﾚ┕ﾔ┤ﾗす た┕ﾝ┋┄ﾞﾘ ┱ﾖ ┤┏ﾔ┵ﾞﾈ
 れ┵ﾞヮヅ ┮ﾗ┒ﾘ ┤┎┅┏ﾎ ┮┏ﾖ ┰ﾗ┣ﾗる .ま┢ﾝﾛる
 ┷ﾔ ┧┏┆ﾛ らけ ┬┏┄ﾞヮﾛ 》 ら┕ﾖ すにさ ┤┏ﾝむむヮ┊ﾏ
 わす┢┏┆ﾈ ┤┏┊┈ﾞﾗす ┷むむﾔ ┖┎むむヮﾛる ゆ┕┏ザす た┵┊┋ﾘ
 すにさ ┭ﾗ┕ﾈけ 》る !お┧┏┆ﾗす ┗┌┉ﾗ ビむむﾘ┑ﾉ める┤ﾑ ┳ﾒ
 ┷ﾔ ┧┏┆ﾛ らけ ┴ﾗ ┩┏ゎﾕ ┵ﾗ ┤┏ﾝむむヮ┊ﾏ らさ ┘┋ﾕ
 ┴ﾒ┢ﾈけ ┕ﾘ れ┵ﾞむむヮヅ わ┕│ﾙ ま┢ﾈけ ┕ジ ┷ﾗ┕ゴす ┕┍┍ﾘね

.┴┏ﾔ き┕ﾋ ろ┣ﾗす ┴┍ﾘね ┷ﾔ

 ┗ﾕ『ﾒ ┕┎ﾗ れ┤ﾍけ わ┕ﾈ┕ﾝむむﾎけ や┕┍ﾚ らけ ┢┉ﾞﾒけ
 す┢ﾒ ぃ┷むむﾈ┤┆ﾗす ┷ﾌ┤むむヮジす ┨むむ┍ﾗす れ┵ﾞむむヮヅ
 ┷ﾔ ┗ﾌ┵┍┌ジす た┕むむﾛ┤ゴす れ┵ﾞむむヮヅ ┯┋┆ﾞﾛ ┕ﾘ
 て┤ヮジす らけ ゆ┕ﾟジす ┱┏ﾝﾎ ┶┋ﾒ ┕┎┍ﾘる ぃ┤┏ﾝ┆ﾞﾗす
 ┦むむ┏ﾗ ┕むむ┍ﾙ┢ﾘる ぃ┗むむ┏ﾒ┕┍│ﾗす ┗むむ┍ﾛ┢ジす ┢むむ┏ﾗる
 ┗┏ﾔ┕┉ﾟﾗする ┗むむ┏ﾒ┕┌ﾞﾋ》す ┗むむ┏ﾙ┢ジす ┳ﾘ ┕むむ┎┏ﾔ
 ┗むむ┍ﾛ┢ジす つ┕むむﾞﾙ ┷むむﾚ ┷むむﾞﾗす ┗むむ┏ﾐす┤┉デ┢ﾗす るけ
 ┷ﾔ ぃた┕┏┍┉ﾞﾗする ぬ┕むむ┌┆ジす れ┵むむﾎ ぃ┗┏ﾒ┕┍│ﾗす
 ┗┏┈ﾛ┤ﾗする ┗むむﾛる┢ﾝﾗす た┕むむﾕ『┆ﾗす ゆす┥ﾉ ┕むむﾘ ビﾌ
 ┷むむﾎ┕┏ヮﾗす ┕むむ┎ﾈ┕┄ﾍ ┷むむﾔ そ┵むむ┉ﾈ ┤むむ┃ギ

お》 るけ ろけ┤ﾗす ┷┍┍┏┉ﾔす┵ﾉ ┱ﾚ ぃ┷ﾔ┕┉ﾟﾗする
 »┷ﾈ┤┆ﾗす て┤むむヮジす« ┗ﾗ┵┉ﾘ ┠ヰ│ﾙ らけ ┢ﾈ 》

┤┏ﾝヮ┊ﾏ ら┕ﾖ ┵ﾗる ..
 ま┢むむﾈけ ┕むむﾘ ┕むむ┍┍┏ﾈ 

ゆる┟す ┴むむむ ぎ│ﾙ



ぇゃゅ

 ┕ド ぃ┗┏ﾌ┤むむヮジす ┕┎ﾉ┕┏│ヱむむ━ﾗ わ すぬ┵┾ す┢むむﾒ ┕ﾘ
 ┱┏ﾝむむﾎ ┶┋ﾒる ぃ┗┏┋ﾍす┢ﾗす ┕┎ﾉ┕ﾙ┵┍┊ﾘ ┷ﾔ り┢ガ
 た┕ﾈ┕ﾞﾖ ┷ﾔ ┤むむ┎┅ﾛ ろ┣ﾗす ┱ﾋ┤ﾗす そぬ┵むむ┾ ゆ┕ﾟジす
 ┗ﾛ┵┄┋ﾎ ┗┏│ヱﾏ ┴ﾙけ ┶┋ﾒ ┗┏ﾌ┤ヮジす そけ┤ジす
 ひ┵│┍ﾗす ┰┋ﾉ ┷ﾔ ひ┵┇ﾗす ┢┍ﾒ ┳┊ﾗる ぃそ┤ﾚ┕ﾕ
 ┰┋ﾉ ┬むむ┍│ﾉ ┳ﾘ ┷むむﾚ ┕┎ﾙけ ┢むむガ ┕むむ┎┊┏┊┈ﾉる

.┗┏│ヱ━ﾗす

おり┕グ》す す┣ﾚ ┷ﾔ ┗ﾝﾉ┕┊ﾗす そけ┤ジす ┖ﾚ┣ﾉ すに┕ジ
 ぃ┱ﾋ┤ﾗす て┕┍ﾋ ┘ギ ┗ﾙ┕┊ﾞﾎ》┕ﾈ ┬ﾞ┌ﾞヮﾉ ┷ﾖ
 ┗┏┈┋ザす ┷ﾔる .ら┕ﾘ┟す ┳むむﾒ ┙ヰﾝﾗす ┗┌┺すな ┷┎ﾔ
 えそけ┤ジす ┱ﾍすな め┵ザす ┤│┍ﾒ ┥ﾛ┥┆ﾉ ┲むむﾞﾛ ┗ﾛ┵ﾈ┤ﾞﾗす
 ┱ﾖ ..┖┏┆ﾗする ┤むむﾝﾖ┟す ┳ﾈ》する せ┟す ┳むむﾘ め┵むむザす
 ぎ》さ ら┕┍ﾜ┌ﾐ》す よ┢ﾒ ┶ﾗさ そけ┤ジす な┵┉ﾉ める┕ポす り┣ﾚ
 ┕┌┍┏ﾈ ぃ┴ﾗ ま┵┍ザす ┷ﾔ れな┕┌ﾞﾞﾔ ぃ┱むむﾋ┤ﾗす ┖ﾙ┕｀ﾈ

.┴ぎ┏ﾓ ┷ﾔ れな┕┌ﾞ┏ﾔ ま┵┍ザす す┣ﾚ ┵ﾚ ┤┌ﾟﾞヮﾛ

 ┷ﾌ┤むむヮジす ┨┍ﾗす らけ ビﾋ┤ポす ┳ﾘ な┢ﾒ れ┤ﾛ
 ぃふ┤┆ﾗす ┤むむ┾┕┍ﾒ ┳むむﾘ ┤│┍ﾒ れ┵むむﾎ ┦むむ┏ﾗ
 ┨┍ﾗす ┗むむﾓ┕┏┾ ┢┏┆ﾛる け┤むむ｀ﾞﾛ ┳ﾘ ┲むむ┎┍ﾘる
 ┕むむﾘ .┗┏むむﾎ┕ﾎ┟す ┴むむﾞ┏┍ﾈ わす┤むむﾘ┢ﾘ ┱むむﾘ┕┊ﾗ┕ﾈ
 そな┕ﾒさる ┤┏┏┇ﾞﾗす ┷ﾔ て┤┄ﾗす す┣むむﾚ ┳ﾘ ┰┈ﾕ┵ﾘ
 ┤┏┇ﾞﾗす れ┢ﾘ ┕ﾘる ぃ┢ﾛ┢ﾋ ┳ﾘ ひ┵│┍ﾗす ┗ﾓ┕┏┾

お┨┍ﾗす ┷ﾔ ┴ﾊす┢ﾌさ つ┤ヱ┌┋ﾗ て┵┌ヮジす
 ┴ﾙ┟ ぃ┷ﾌ┤むむヮジす ふ┤┆ﾗす の┕むむﾎけ ┵ﾚ ┨┍ﾗす
 らるな て┤むむヮﾘ 『ﾔ ぃます┤│ﾗす ┤│┍ﾒ ┶┋ﾒ ろ┵ﾞヰﾛ
 ぃ┨┍ﾗ┕ﾈ つ┤ポす ┱ﾍ┢ﾞﾛ れ┢ﾘ ろけ ┶むむﾗさ ┕ﾘけ .ます┤┾
 :┷ﾌ┤むむヮジす ┨┍┋ﾗ ┱ﾍす┢ﾘ ┗むむヮ┌ﾍ や┕むむ┍┎ﾔ
 ┷┈むむヮ┋ﾔ  ぃ┷むむヮ┈ﾙ  ぃ┷むむﾒ┕┌ﾞﾋす  ぃ┷むむﾎ┕┏ﾎ
 ぃ┱ﾍす┢ジす ┳ﾘ わ『ﾍ┢ﾘ ぬ┕ﾞヱﾛ らけ ┴むむ┏┋ﾒる ぃ┷ﾔ┕┉ﾊる
 ┴むむﾞﾛこぬ ┱むむ┌ヰ┏ﾗ ぃ┴むむ┻┤┆ﾗ わ┕むむﾙす┵┍ﾒ ┴むむ┋┆｀ﾛる
 ぃ┖ﾉ┕┊ﾗす ┗ﾛこぬ ┶┍ﾝﾞﾛ らけ ┕ﾘさ つ┤ポ┕ﾔ ぃ┗┏ﾋす┤ﾍ】す

 ぃビ┆ﾗす ┯ﾛ┤ﾐ ┳ﾒ ┬ﾞ┌ﾞヮﾛ せ┤┇ﾗす ┕┌┍┏ﾈ ぃらに┟す
 ┨┍ﾗす ┷ﾔる ぃ┗ﾉ┵ヰ┍ﾘ せ┤┇ﾗす ら┵┍ﾔ ┘むむﾙ┕ﾖ す┣ﾗる
 ┗ﾉ┵ヰ┍ﾘ わ┕┾┵ヱﾏ ┖ﾉ┕┊ﾗす ┕┍ﾗ よ┢┉ﾛ ┷ﾌ┤ヮジす
 ぃ ビむ┏ﾝ┋ﾎ ビﾋ┤┈ﾞﾘ ┕ﾚ┕┉┋ﾞﾙ らけ ┕┍┏┋ﾒ そ┥ﾚ┕ﾋ
 ┗ﾉ┵ヰ┍ジす た┕┏┄┆ジす り┣ﾚ ┱ﾝ┉ﾛ 『ﾔ ┷ﾈ┤┆ﾗす ┕ﾘけ
 ┮┏┃ﾛる そぬ┵むむ│ﾗす ┵むむﾚ ┘ヰ┍ﾛ らけ ┖むむヰﾛ ┴むむﾙ┟
 て┤むむヮジす ┢｀ﾛ ┲ﾗ ┰ﾗ┣ﾗる ぃ┴むむﾗ┕┏ﾍ ┳むむﾘ ┕┎┏ﾗさ
 よ┢┆ﾗ ぃ┷むむﾈ┤┆ﾗす ┷┉┋ﾞジす らす┢むむﾋる ┷むむﾔ ┴むむﾞﾗ┕┻
 ┷ﾔ ┕┌ﾖ わ┕┾┵ヱﾏ よ┢ﾕ ┷ﾌ┤ヮﾘ ┖ﾉ┕ﾖ な┵ﾋる
 ┗ﾖぬ┕━ジす ┷┉┋ﾞジす ┬┏┄ﾞヮﾛ ぃ┗┏┺す┢ﾝﾗす ら┵┍┈ﾗす
 ┵ﾚ す┣ﾚ ┷ﾛけ┤ﾈる .┰ﾗ┣ﾈ ま┕ﾞ┌ﾞﾎ》する ┕┎ﾞヰﾙ ┷ﾔ
 ┷ﾈ┤┆ﾗす つ┤┈ﾞジす ┶│ﾕけ ろ┣ﾗす ┷ヮ┏┺┤ﾗす ┖ﾝヮﾗす

.て┤ヮジす ┳ﾒ ┷ﾝ┆━ﾗす
 ┷ﾈ┤ﾒ て┤むむヮﾘ ┶ﾗさ ビﾒす┢ﾗす ゎた┕ﾈ┕ﾞﾖ ┢むむﾖ┒ﾉる
 ┦ﾛぬなさ ┮むむﾎ┵ﾛる ┲┏┊ゴす ┯┏ﾔ┵ﾉ ┱むむﾟﾘ ぃ┱┏┾け
 ┲┎┋ﾖ ┴┏ﾗさ ┘ﾝﾚに ┕むむﾘ .┢┏むむﾏぬ┵ﾈ ダ┤┊ﾗす ┢ﾝﾒる
 て┤ヮジす ┷ﾔ ┕┌ﾖ ぃ┗ﾉ┵ヰ┍ﾘ た┕┏│ヱﾏ す┵ﾘ┢ﾕ
 り┣ﾚ ┲┎ﾉす┵ﾒな ┘┋━ﾔ ┖ﾝむむヮﾗす す┣┎ﾗ .┷ﾈ┤┇ﾗす
 ゆ┕┏ザす ┗┏┾┕ﾍ ら┕ﾝヮゴす ┷ﾔ する┣ﾍ┑ﾛ ┲ﾗ ┲┎ﾙ┟
 ぃわ┕┾┵│ﾍ ┷ﾈ┤┆ﾗす ┷┉┋ﾞジす れ┢ﾗ ┖│ザす も『ザす

.わ┕ﾘ┵┌ﾒ ┷ﾕ┤━ﾗする

 ┨┍┋ﾗ ┗┍┏┆ﾘ ┗┏┾┕ﾍ や┕むむ┍ﾚ ┱ﾚ ぃ┰ﾛけ┤ﾈ
 な┵ﾋる ┶┍┆ヅ ぃそけ┤むむジす ┴ﾝﾞ┊ﾉ ろ┣ﾗす ┷ﾌ┤むむヮジす
 ┕┎ヮ ぎ┌┋ﾉ ┱ﾘ┑ﾞ┌┋ﾗ ┳┊デ ┗┍┏┆ﾘ ┗┏ﾎ┕ヮﾌ

お┱ﾋ┤ﾗす ┕┎┊┋ﾞデ 》る ぃ┨┍ﾗす ┷ﾔ
 ┗┏ﾈ┤┆ﾗす ┗むむ┏ﾔ┕┉ﾟﾗす ┗ﾌ┕むむヮﾗす ┶┋ﾒ ┢ﾋ┵ﾉ 》
 ┕┎ﾝ┋ﾓけ たすぬ┣ﾏ 》さ ┗┏ﾌ┤ヮﾘ ┗┏┺┕ヮﾙ ひ┵│ﾙ
 ┗ﾎすぬな ┬ﾕする ┳ﾘ ┰ﾗにる ぃ┗┏ﾘすぬ┢ﾗす ┗┏┍ﾝﾗす ┱┎┋┎ﾘ
 そけ┤ジす せなけ ┷ﾔ ┱ﾋ┤ﾗす そぬ┵むむ┾« らす┵┍┆ﾈ ┕┎ﾞﾛ┤ﾋけ
 ┗┏ﾎ┕ヮﾌ や┕┍ﾚ ┘むむヮ┏ﾗ ぃわ┕┏ﾙ┕ﾊ .»┷ﾌ┤むむヮジす
 ぃ┷ﾌ┤むむヮジす ┨┍ﾗす ┱ﾍすな ┗ﾛ┵むむヮﾙ ┗むむ┏┾┕ﾍ るけ



ぇゃょ

 ┷┋ヱﾛ らけ へ┤━ﾈ ┳┊ﾗ ぃ ぎ┢┆ﾛ らけ ┴ﾗ ┯ヰﾛ ┲┆ﾙ
 りなす┢ﾒさ ┳ﾘ ┨┍ﾗす らけ ┖ﾞ┊ﾛる ぃ┮ﾗ┒ジす ┗┏ﾗる┒ヮﾘ
 ゆ┕┉ﾛる ぃ┷┋┾┟す ┮ﾗ┒ジす ┯ヰﾈ ほ┕┈ﾞﾌ》す ┬ﾘ ┵ﾚ

.┷ﾙ『┈ﾗす ┨┍ﾗす ┳ﾒ りなす┢ﾒさ ┳ﾘ ┴ﾙさ ┕┍ﾚ
 ┴ﾙ【ﾔ ぃ┴ﾈ わ┕┾┕ﾍ わ┕│ﾙ つ┤ポす ┮ﾗ┒ﾛ 》 すに┕ジ ┕ﾘけ
 ┹┨ﾙ ┴ﾝ｀┆ﾛる ぃ┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗす ┗ﾝﾚ┵ﾘる た┕┏ﾗく ┰┋ﾞデ 》
 ┤┄┃┏ﾔ ま┵┍ド す┣ﾚる ぃ┴┏ﾗさ ┮むむ┏┃ﾛ らけ ┢ﾛ┤ﾛ ┕ﾘ
 ┕ﾘ わ┕┃ﾛけ や┕むむ┍ﾚる ぃ»なす┢むむﾒ】す« ┶┌むむヮﾛ ┕ﾘ ┶ﾗさ
 ┗┌┏ﾊ の┕むむﾝﾞﾕす ┵むむﾚる ぃ»よ┕┎┋ﾞむむﾎ》す« ┶┌むむヮﾛ
 ┕┎ﾞﾓ┕┏┾る ぃ┕ﾘ ちるぬ┵ﾘ るけ ┕ﾘ ┨ﾙ ┳ﾘ ┗┏むむヮ┏┺ぬ
 ┗┏ﾌ┤ヮﾘ ┱ﾟﾘ ぃ┢ﾛ┢ﾋ ┮┏ﾗ┑ﾉる ┢ﾛ┢ﾋ ┨ﾙ ┷ﾔ
 そぬ┵┄ﾎけ ┳ﾘ ┕┎ゎ゙ ┌┎┋ﾞﾎす ┷ﾞﾗす »┕ﾞむむﾎ┕ﾖ┵ﾋ«

.┖ﾛなるけ

 らけ ┷ﾚる へる┤むむ━ﾈ ┳┊ﾗる ぃ┴┆ﾘ ┮┋ﾞヱﾛ らけ ┕ﾘさる
 ┴ﾞﾛこ┤ﾗ ┖むむﾎ┕┍ﾘ ┤┏ﾓ りす┤ﾛ ┕ﾘ ┨┍ﾗす ┳ﾘ め┣ヰﾛ
 ぃ┨┍┋ﾗ ┗むむ┏ﾘすぬ┢ﾗす そ┢┌ﾒ┟す ┶むむ┋ﾒ き┕┉ﾈ】す ┬むむﾘ
 す┣┊ﾚ ぃそ┢ﾌする ┗むむ┌┋ﾖ ┮┏┃ﾛ らけ ┴ﾗ ね┵むむ｀ﾛ 》る
 ┗ﾛ┢┉┍ﾗす た┕ﾎすぬ┢ﾗす ┖むむヮヰﾈ ぃビﾙす┵┉ﾗす ┷ﾔ なぬる
 よ┕ﾕ すにさ ┕ﾘけ ぃ┗┏┆ﾘ┕ゲす た┕┏┋┊ﾗす ┷ﾔ の┝ぬ┢ﾉ ┷ﾞﾗす
 ┰ﾗに らけ ┖ﾞ┊ﾛ らけ ┖｀┏ﾔ ┨┍ﾗす ┗ﾓ┕┏┾ そな┕ﾒ┓ﾈ

.ゆる┟す ┮ﾗ┒ジす ┮┏ﾗ┑ﾉ ┳ﾘ ┦┏ﾗる りなす┢ﾒさ ┳ﾘ

 わすなす┢むむﾒさ └むむ━┍ﾛ らけ つ┤ヱ┌┋ﾗ ┯むむヰﾛ ┱むむﾚる
 わ┕│ﾙ ┵ﾚ ┮ﾗ┒ﾛ 》 すに┕ジ ..お┨むむ┍ﾗす ┶┋ﾒ わす┢ﾛ┢ﾋ
 ひ┵│ﾙ ┶┋ﾒ きす┢むむﾞﾒ》す ┳ﾘ わ》┢ﾈ ぃ┴むむﾈ わ┕┾┕ﾍ

 お┳ﾛ┤ﾍ｠す
 ┷ﾙなぬけ ┷ﾔ┕ヰ┾る ┖ﾉ┕ﾖ *



ぇゃっ

اإ�صدارات

*ろる┕デ┤ﾗす ろ┢ﾒ

 ふ┤┆ﾛ ┲むむﾊ ぃ┗デ┢┉ﾗす ┗むむ┍ﾘね┟す ┷むむﾔ ┕┌┏むむﾎ 》る
 ┢ﾖ┒ﾛる  . ┗┏ヱﾛぬ┕ﾞﾗす ┗┏ヮﾙ┤┈ﾗす ┷┉┏ﾎ┵ジす ぬ┵┄ﾞﾗ
 よ┵┋┆ﾗす ┳ﾘ ┗ﾘ┕┆ﾗす そぬ┕むむ┃ゴす ┡ﾛぬ┕ﾉ らけ ┮むむﾗ┒ジす
 ぃ┗┏┉┏ﾎ┵ジす ち┕ヰﾈ┟す ┲┋┆ﾗ ┗┌┎ジす そ┢ﾒ┕むむヮジす
 ┷ﾙ┕ﾓ┟す せ┕ﾞﾖ ┴ﾟヰﾈ ┷ﾔ せ┕ﾞ┊ﾗす す┣ﾚ ┷ﾖ┕ヰﾛる

 ..»そぬ┕┃ゴする ┶┉┏ﾎ┵ジす «
.ゆる┟す ┴┺┥ﾋ ┷ﾔ

 ゆ┵┾け ┳むむﾒ ┘むむﾛ┤ﾞ┍ﾞヱﾛ 》┵むむﾋ┵ﾚ ち┢むむヰﾞﾛ
 ぃそぬ┕むむ┃ゴ┕ﾈ  ┯むむ┏ﾊ┵ﾗす  ┕むむ┎ﾐ┕ﾝﾉぬする  ┶┉┏むむﾎ┵ジす
 ┗┆ﾈぬ┟す せ┕むむﾞ┊ﾗす ゆ┵むむ│ﾔ ┳┌┻ ふ┤┆ﾞむむヮﾛる
 ┗┏ジ┕┆ﾗす ちす┢ﾌ┟す ┳ﾘ ┤┏ﾟ┊ﾗ┕ﾈ ┶┉┏ﾎ┵ジす ┱ﾍす┢ﾉ
 ┲ﾊ ぃら┕ﾙ┵┏ﾗす ┶┉┏むむﾎ┵ﾘ ゆる┕むむ┍ﾞﾛる ぃ┗むむ┏ヱﾛぬ┕ﾞﾗする
 ┳┈ﾗする ┗むむ┏ﾙすぬ┵｀ﾛ┤ゲす ┢┏むむﾏ┕ﾙ┟す ┶むむﾗさ ┱むむ┉ﾞ┍ﾛ
 ぃ┷ﾐ┵┉ﾗす ┤むむ│┆ﾗす ┶ﾗさ ┱むむ│ﾛる ぃ┷むむ┊┏ﾞﾙ┕ﾘる┤ﾗす

 .┗┃┎┍ﾗす ┤│┆ﾈ ┲ﾞヱﾛる
 ┢┌ﾌけ .な ┴むむ┌ﾋ┤ﾉ ろ┣むむﾗす ぃせ┕むむﾞ┊ﾗす ふ┤むむ┆ﾛる
 わ┕むむﾊ┵ヰﾈ ぃろね┵むむﾔ ビむむヮﾌ .な ┴むむ┆ﾋすぬる な┵むむ┌ヰﾘ
 ぃ┕┎ﾉ┕ﾛ┤┅ﾙる ┕むむ┎ヱﾛぬ┕ﾉる ┷┉┏むむﾎ┵ジす ┲むむ┋ﾒ ┷ﾔ
 ┷ﾞﾗす ┗┏┉┏ﾎ┵ジす た┕┈ﾗ┒ジす ┲┅ﾒ┑ﾈ ┢┎━ﾞヮﾛる
 ぬる┢ﾗす ┶ﾗさ ┱むむ┉ﾞ┍ﾛ ┲ﾊ ぃ┗┏ﾙ┕ジ┟す ┗┇┋ﾗ┕ﾈ ┘むむﾝﾞﾖ
 ┷┉┏ﾎ┵ジす ┳┈ﾗす ┡ﾛぬ┕ﾉ ┷ﾔ ┕┏ﾗ┕┄ﾛす ┴ﾞﾝ┆ﾗ ろ┣ﾗす

نية
أرد ا

رة ا
أ� ا

ة ا
كتب

م



ぇゃあ

 ┗┌┊ゴ┕ﾈ ┱ﾈ ぃそ┢━ﾗ┕ﾈ よる┕┉ﾛ 》 なす┢ﾝﾞむむﾎ》す« らけ
 .»┚ﾛぬ┢ﾞﾗする

 ┳ﾘ ビﾞﾕぬ┵ﾗ そぬ┵むむ┾ ┶┋ﾒ せ┕むむﾞ┊ﾗす ろ┵むむﾞヰﾛる
 ┗┋┏┋┉ﾗす た┕ﾐ┵┄ポす ┳ﾘ ┵ﾚる ぃへ┵┄ポす ┱むむ┾┟す
 ┤┏ﾟ┊ﾗす らす┢┉ﾔ ┢┆ﾈ ┷むむﾝﾖす┵┊┋ﾗ ┘┅┈ﾌ ┷ﾞﾗす

 .┴ﾉ┕ﾔる ┗┋┏ﾗ ┴ﾉす┤ﾖ┣ジ ┗ﾔ┕┻】┕ﾈ ぃ┕┎┍ﾘ

 ..»┱ﾛるね ┢┌ﾌけ«
.せ┤┆ﾗす ┢┍ﾒ ┲┋┆ﾗす ┱ﾝ┉ﾞヮﾘ

 める┤┆ジす ろ┤│ジす ┲ﾗ┕┆ﾗす ┳ﾒ せ┕ﾞ┊ﾗす ち┢ヰﾞﾛ
 き┕┏┌┏┊ﾗす ┷ﾔ ┱ﾈ┵ﾙ そ┥┺┕ﾋ ゆ┕ﾙ ろ┣ﾗす ┱ﾛるね ┢┌ﾌけ
 める┤┆ジす ろ┤│ジす ┖ﾉ┕┊ﾗす ┴ﾗ よ┢┉ﾛる .ぇううう よ┕┆ﾗ

.┮ﾗ┒ジす ダ┢┉ﾉ ┖ﾙ┕ﾋ ┶ﾗさ ぃほ┵┈ヰﾘ ┖┏ガ
 ゆる┕┍ﾞﾛ ┷ﾙ┕┌┋ヮジす ┢┌ﾌけ りぬ┤ﾌ ろ┣ﾗす せ┕ﾞ┊ﾗす
 ┴┏ﾔる ぃ┱ﾛるね ┕┎むむﾏ┕ﾒ ┷ﾞﾗす ちす┢ﾌ┟す ┳ﾘ わ す┤むむ┏ﾟﾖ
 ┱ﾝ┉ﾞヮﾘる ┗ﾔ┤┆ジす ゆ┵ﾌ そ┤ﾔする た┕ﾘ┵┋┆ﾘ ┖ﾙ┕ﾋ

 .┷ﾈ┤┆ﾗす ┳ﾐ┵ﾗす ┷ﾔ ┲┋┆ﾗす
 ┴┏ﾔ ち┢ヰﾞﾛ ゆる┟す :┳ﾛけ┥ﾋ ┷ﾔ せ┕むむﾞ┊ﾗす ┬┉ﾛる
 ┤ﾘ ┷ﾞﾗす ┱ﾌす┤ジす わ┕┈┾する ┴ﾉ┕┏ﾌ そ┤┏むむﾎ ┳ﾒ ┱ﾛるね
 ┶ﾗさ ┴┉ﾛ┤ﾐる ぃ┪ﾎ┵ﾞジする ┱┏┍ﾗす ビﾈ ┴┋┉┍ﾉる ぃ┕┎ﾈ

 ┶┉┏むむﾎ┵ジす ┗┋┾ ┴┏ﾔ ゆる┕┍ﾉ ろ┣ﾗす ┷ﾙ┕┎┈┾【ﾗ
 .┷ﾈ┤┆ﾗす ┤┆━ﾗ┕ﾈ

 ろ┢┌ﾌ ┢むむ┌ﾌけ.な ろ┤むむ│ジす ┲むむﾋ┤ﾞジす ま┢むむﾝﾛる
 せ┕ﾞ┊ﾗす ┗ﾘ┕ヱ┃ﾗ わ す┤┅ﾙる ぃ┴ﾞ┌ﾋ┤ﾉ ┷ﾔ な┵┌ヰﾘ
 ぃ┴┍ﾘ ゆる┟す き┥ゲす そ┤むむﾎ┟す ┗ﾝﾞ┊ﾘ た┤むむ━ﾙ ┢┉ﾔ
 ┱ﾝ┉ﾞヮジす ┷ﾔ ┴┍ﾘ ┷ﾙ┕ﾟﾗす き┥ゲす ┤━┍ﾛ らけ ┶┋ﾒ

 .┖ﾛ┤┉ﾗす

 ..┷ﾝﾖす┵┊┋ﾗ なす┢ﾝﾞﾎ》す ┬┺┕ﾝﾐ
.┗ﾘる┕┉ジす ┷ﾔ ┗┌┊ゴす

 ┖┋ﾌ ┷ﾔ ┢ﾗる ぬ┵┎むむ━ﾘ ┷ﾈ┤ﾒ ┤┊┈ﾘ ┮ﾗ┒ジす 
 »れ┤┉ﾗす よけ« ┱むむﾟﾘ ┳ﾘ わ┕むむﾝﾞﾖ や┤ﾉる ぃぇいょゅ ┷むむﾔ
 そ┤ﾛ┥ゲす ビむむﾈ ┕ﾘ ┱むむ┉┍ﾉる ぃ»┧むむﾛ┤ﾕ ┮むむ┺┕ヰ┾»る
 ┷ﾔ ┤┉ﾞむむﾎす ┶ﾞﾌ ぃ┢┍┎ﾗする ┕むむ┏┉ﾛ┤ﾔさる ┗むむ┏ﾈ┤┆ﾗす

 .ぇうぅぉ ┗┍ﾎ ┕┎┏ﾔ ┷ﾔ┵ﾉる ┤│ﾘ
 ぃなす┢ﾝﾞむむﾎ》す  ┶むむ┍┆ヅ  ┷むむﾝﾖす┵┊ﾗす  め┤むむ┆ﾛる
 ┗ﾕ『ﾒ ┶ﾗさ わ『むむ┉ﾞ┍ﾘ ぃ┲むむ┋┆ﾗする ┳ﾛ┢ﾗす ┧むむﾕ┕┍ﾛる
 ┴ﾞﾕ『ﾒ ┶ﾗさ ┱│ﾛ ┲むむﾊ ぃなす┢ﾝﾞむむﾎ》する ゆ┕ジ┕ﾈ ┢ペす
 ┷ﾔる ぃ┷ﾕ┤ﾞﾗす ┶むむﾗさ ┲ﾊ ┳ﾘ ぃ┗むむ┏ﾈ┤ﾞﾗする も『むむﾍ┟┕ﾈ
 ┨┋ヱﾞ┋ﾗ わ》┵┋ﾌる わ すぬ┕┊ﾔけ ┖ﾉ┕┊ﾗす て┤ﾞ┉ﾛ よ┕ﾞザす
 ┶ﾗさ ┱│ﾛ ┴ﾉ┕┾『ﾍ れ┢ﾌさ ┷ﾔる ぃなす┢ﾝﾞﾎ》す ┳ﾘ



ぇゃい

 ┖┏│┇ﾗ そ┤┻┕ヰﾘ ┶┋ﾒ せ┕ﾞ┊ﾗす ┱┌ﾞむむ━ﾛる
 ┥ﾖ┤ジす ┗ﾒ┕ﾕ ┷ﾔ ┳ﾛ┕ﾞ━┍ﾛく ┗┏ﾝむむヮﾙ ┳ﾒ ┕ﾚ┕┉ﾗけ
 ┕┎┏ﾗさ ┗ﾔ┕┃ﾘ ぃぇういあ┗┍むむﾎ ┷ﾔ┕┉ﾟﾗす ┷むむ┌┋┆ﾗす
 ┳ﾘ た┣ﾍけ ┷ﾞﾗす ┤━ﾛさ ろ┢┍ﾗ┵┎ﾗす ら┕┍┈ﾗす た┕ﾌ┵ﾗ
 ┕┌ﾖ – た┕ﾌ┵┋ﾗする ぃ»┷ﾚ┕┍ﾞﾘ『ﾗす ┲ﾗ┕┆ﾗす« せ┕ﾞﾖ
 ろ┣ﾗす ぃ┨┍ﾗす ┳むむﾘ け┥｀ﾞﾛ 》 き┥ﾋ – ┖ﾉ┕┊ﾗす れ┤むむﾛ

.┳ﾔる ┲┋ﾒる ┯┌ﾒる ┗ﾕ┕ﾏぬ ┴┏ﾔ
 ┗┏┺┕ﾛ┥┏┈ﾗす た┕むむヰ┋┄│ジす せ┕ﾞ┊ﾗす ゆる┕むむ┍ﾞﾛる 
 ぃゆ┵┄ﾗす は┕┌┊ﾙする ┳ﾘ┥ﾗす な┢ベ ┱ﾟﾘ ┳ﾘ ぃそ┢┉┆ジす
 ┗┾┕ザす ┗┏ﾝむむヮ┍ﾗする ぃ┗┍ﾘね┟す の┕┏ﾕる ら┕┊ﾘ┥ﾗする

 .┗ﾘ┕┆ﾗす ┗┏ﾝヮ┍ﾗする
 ┖┏│ﾓ なぬ┵ﾛ ぃせ┕ﾞ┊ﾗす ┳むむﾘ ┷ﾙ┕ﾟﾗす き┥ゲす ┷ﾔる
 ぃそ┤┻┕ボす ┷ﾔ そなぬす┵ﾗす た┕ヰ┋┄│┌┋ﾗ わ┕むむﾎ┵ﾘ┕ﾕ
 ぃゆる┟す ┯ヰ┋ジす ┷ﾔ ┗ﾛ┥┏┋ガ】す ┗むむﾛ┢｀ﾈ┟┕ﾈ ┗ﾝﾉ┤ﾘ
 ┷ﾔる ぃ┷ﾙ┕ﾟﾗす ┯むむヰ┋ジす ┷ﾔ ┗┏ﾈ┤┆ﾗす ┗むむ┏┺┕｀┎ﾗする
 よ『ﾒ┟す き┕┌むむﾎけ の┵ﾘ┕ﾕ なぬ┵むむﾛ ┙ﾗ┕ﾟﾗす ┯むむヰ┋ジす
 ぎ┲┃┏ﾔ ┬ﾈす┤ﾗす ┯むむヰ┋ジす ┕ﾘけ ぃ┨┍ﾗす ┷むむﾔ そなぬす┵ﾗす
 ┳ﾛ┕ﾞ━┍ﾛくく ┗ﾕぬ┵ﾗ »┗┍┏ﾘ┟す« ┗ﾛ┥┏┋ガ】す ┗┌ﾋ┤ﾞﾗす

.ゆ┕ペす す┣ﾚ ┷ﾔ ┗┏ヮ┏┺┤ﾗす

 ..»┗ﾕ┕┄ﾗす ┢┏ﾏ┤ﾉ ┷ﾔ そ┤ﾎ┟す ┱┏ﾗな«
.┗┏┆ﾕする ゆ┵┋ﾌ

 ┗┎ﾋす┵ジ ┗むむﾗる┕ヰﾘ ┷ﾔ せ┕ﾞ┊ﾗす す┣むむﾚ き┷｀ﾛ
 ┶┆むむヮﾛる ぃ┲ﾗ┕┆ﾗす ┷ﾔ そ┢ﾛす┥ﾞジす ┗むむﾕ┕┄ﾗす ┗ﾘねけ
 ┷ﾔ そ┤むむﾎ【ﾗ ゐめする ┱┏ﾗな ダ┢┉ﾞﾗ ┗ﾛな ┵ﾈけ せ┵むむﾛけ.な
 ┷ﾞﾗす ゆね┕┍ジす ┗ﾙ┕┏┾る ┗ﾕ┕┄ﾗす や『┎ﾞﾎす ┢┏ﾏ┤ﾉ

 .ら┕ﾚ┢ﾗす ┪ﾕ┕ヮﾉる ┗ﾈ┵ﾐ┤ﾗす ┳ﾘ ┷ﾙ┕┆ﾉ
 た『┊むむ━ジす ┗ﾊ『ﾟﾗす ┴ﾗ┵│┈ﾈ せ┕ﾞ┊ﾗす ゆる┕┍ﾞﾛ
 ぃらなぬ┟す ┷ﾔ ゆね┕むむ┍ジす ┕┎ﾗ ふ┤┆ﾞﾉ ┷ﾞﾗす ┗むむ┈┋ﾞポす

 ぃ┕┏ﾙぬ┵┈┏ﾗ┕ﾖ ┷ﾔ ┗┏ﾝﾚ┣ﾗす ┴むむﾘ┕ﾛける ぃよ『ﾌ┟す な『ﾈ
 ┘ﾙ┕ﾖ ┷ﾞﾗす ダ┤┊ﾞﾗす よ┕ﾛける ぃ┱ﾈ┵ﾙ ┶ﾗさ ┴ﾗ┵┾る ┲ﾊ
 ┗ﾒ┵┌｀ﾘ ┷ﾙ┕ﾟﾗす き┥むむゲす ┷ﾔる .ゆ┕┏ザす ┳ﾘ わ┕むむﾘ┕ﾛけ
 ┱ﾝ┉ﾞヮﾘ ゆ┵ﾌ ┱ﾛるね ┕ﾚ┕┉ﾗけ ┷ﾞﾗす たす┤┻┕ボす ┳ﾘ
 ┲┋┆ﾗす ┱ﾝ┉ﾞむむヮﾘる ┗ﾔ┤┆ジす ┳ﾒ ┙ヰﾝﾗする ┕┍ジ┕ﾒ

 .┷ﾈ┤┆ﾗす ┲ﾗ┕┆ﾗす ┷ﾔ
 ┳ﾘ そぬな┕むむﾝﾘ まる┤むむ━ﾘ せ┕ﾞ┊ﾗす ┯ﾌ『ﾘ ┷むむﾔる
 ┗┌┋ﾖる ぃ┤│ﾘ ┷ﾔ ┕┏ﾋ┵ﾗ┵┍┊ﾞﾗする よ┵むむ┋┆ﾗす ┱ﾋけ
 る ぃ┶┌┅┆ﾗす ┱┏┍ﾗす そな『ﾕ ┠┍ﾘ ┱┈ﾌ ┷ﾔ ┮ﾗ┒ジす

.┱ﾈ┵ﾙ ┥┺す┵ﾋ ┲┏┋ヮﾉ ┱┈ﾌ

 ..»┳ﾛ┕ﾞ━┍ﾛく ┗┏ﾝヮﾙる ┷┺┕ﾛ┥┏┈ﾗす な┕ﾈ┢┍ヮﾗす«
.┖┏│ﾓ よ┕━ﾚ ┢ﾛ┢ﾋ

 ┗┆ﾘ┕ゲす ┷ﾔ ┗ﾛ┤┅┍ﾗす き┕ﾛ┥┏┈ﾗす に┕ﾞﾎけ ち┢ヰﾞﾛ
 せ┕ﾞ┊ﾗす す┣ﾚ ┷ﾔ ┖┏│ﾓ よ┕┌ﾚ ┮ﾗ┒ジす ┗┏ﾙなぬ┟す
 ┳ﾛ┕ﾞ━┍ﾛく た┤ﾝﾗ┟ ┗┾┕ザす ┗┏ﾝヮ┍ﾗす ┗ﾛ┤┅ﾙ ┳ﾒ
 ┷ﾔ ┗ﾛ┤むむ━ﾝﾗす たすね┕ガ】す ┲┅ﾒけ ┳ﾘ ┢むむ┆ﾉ ┷ﾞﾗす

 .ぬ┵│┆ﾗす ┱ﾖ



ぇゃう

 »┕┎ﾞヰ┾る そ┤ﾎ┟す きす┣ﾓ«
.そ┤ﾚす┥ﾘ ┳デ┟

 ┧ﾕ┕┍ﾛる ぃ┗ﾛ┣┇ﾞﾗす ゆ┵┾け ┮ﾗ┒ジす ふ┤┆ﾞむむヮﾛ
 たすな┕ﾒる ┗┏┺す┣┇ﾗす た┕┏┌ヰ┋ﾗ ┗ヰ┏ヰ│ﾗす も┤┄ﾗす

 .┗┏ ぎヰ│ﾗす よ┕┆┄ﾗす
 ┦むむﾎける きす┣┇ﾗす ┤┏ﾔ┵ﾉ も┤むむﾐ ┳ﾒ ち┢むむヰﾞﾛる
 ┢ﾒ┕むむヮﾉ わ┕ﾕ┤ﾐ よ┢┉ﾛる ぃ┗むむヰ┏ヰ│ﾗす ┗むむﾛ┣┇ﾞﾗす
 ダ┢┉ﾉ ┱┏┾┕┈ﾉ ┠ ぎ┻┵ﾛる ぃ┗むむ┌┆ﾐ┟す ┫┈ﾌ ┷ﾔ
 ┗ﾛ┤むむﾎ┟す ┗ヰ│ﾗす ま┵┻┵ﾘる ぃよ┕┆┄ﾗす ┗ﾘ┢ﾍる
 せ┕むむ━ﾒ┟┕ﾈ ┗┌┺┕ﾕ なぬ┵ﾛる ぃ┗┏┺す┣┇ﾗす た┕むむ┏┌ゴする

.そ┢┏┈ジす ┗ﾝ┏┄ﾗす
 ぃ┗┉┏ﾕな ┗むむ┏┌┋ﾒ た┕むむ┈┾る せ┕むむﾞ┊ﾗす ┱むむ┉┍ﾛる
 ┗┅ﾔ┕ボする ぃよ┕┆┄ﾗす ┬ﾛ┵┍ﾉ ┷ﾔ ┗┈┋ﾞヱﾘ わ┕ﾕ┤ﾐる
 ┳ﾘ ┗ﾒ┵┌｀ﾘ なぬ┵ﾛる ぃ┗ヰ┏ヰ│ﾗす ┴ヮﾎけ ┶┋ﾒ
 ┢ﾒす┵ﾕ ┬┏┌ﾋ ┷ﾒす┤ﾉ ┷むむﾞﾗす ┗┏┺す┣┇ﾗす た┕むむ┏┌ゴす

.┷ヰ│ﾗす よ┕┆┄ﾗす

 ぃ┗┏┍ﾈ┟す ┕┎┍ﾘ ┷ﾙ┕┆ﾉ ┷ﾞﾗす ┗ﾈ┵ﾐ┤ﾗす ┳ﾒ ち┢ヰﾞﾛる
 ┬┃ﾛる ぃ┗┏┍ﾈ┟┕ﾈ ┕むむﾚぬす┤┻ける ┕むむﾚぬな┕│ﾘ ┬ﾝﾞﾞﾛる
 ┗ﾛ┕┌ﾌる ぃ┗むむﾈ┵ﾐ┤ﾗす ┤むむﾐ┕ヱﾘ ┗┎ﾋす┵ジ わ》┵むむ┋ﾌ
 ┱┉ﾞ┍ﾛる .┮┏ﾗ┕┊ﾞﾗす ┱むむﾕ┑ﾈ ┕ﾚぬす┤┻け ┳ﾘ ゆね┕むむ┍ジす
 そ┤ﾔす┵ﾞジす ろぬす┤むむゴす ゆ┥┆ﾗす なす┵むむヅ わ┕ﾔぎ┤┆ﾘ ┮むむﾗ┒ジす
 ┤┏ﾟ┊ﾗす わ┕┆┻する ┕むむ┎┾す┵ﾍ ビﾈ わ す┥┏ド ぃらなぬ┟す ┷むむﾔ
 ┷ﾔ ┙ヰﾝﾛる ぃ┕┎┏┋ﾒ ┗むむ┅ﾔ┕ヰ┌┋ﾗ ┢ﾒす┵┉ﾗす ┳ﾘ
 わ┕むむ━ﾕ┕┍ﾘ ぃわ┕ﾛぬす┤ﾌ ┗┏┍ﾈ┟す ┠┄むむﾎけ ゆ┥ﾒ ┗┏┌ﾚけ

.┗ﾈ┵ﾐ┤ﾗす ┳ﾘ ┗ﾗね┕┆ﾗす そな┕ジす ┗ﾛ┕┌ﾌ も┤ﾐ
 ぃ┗ﾕ┕┄ﾗす ┷むむﾔ ぃ┰むむﾗ┣ﾖ ぃ┗むむﾛな ┵むむﾈけ ┙むむヰﾝﾛる 
 ┷ﾔ り┕┏ジす ┤┏ﾔ┵ﾉる ┕┎ﾖ『┎ﾞﾎす ┢┏ﾏ┤ﾉ ┖┏ﾗ┕ﾎける
 ┗┏むむヮ┌━ﾗす ┗ﾕ┕┄ﾗす ┳ﾒ ┴ﾟﾛ┢ﾌ ┷ﾔる .ゆね┕むむ┍ジす
 ┷ﾞﾗす ┱┺す┢ﾝﾗす ┳ﾘ わ すな┢ﾒ て┤┄ﾛ ┗┏ﾔ┵ゲす そぬす┤むむゴする
 ┗ﾒすぬ┥ﾈ ┠むむ│┍ﾛる ぃ┗ﾕ┕┄ﾗす ┤むむ┏ﾔ┵ﾉ ┷ﾔ ┢ﾒ┕むむヮﾉ
 り┤ﾔ┵ﾛ ┕ﾘる ┷┺┕ジす な┕│ゴす ┷ﾔ ┙ヰﾝﾛる ぃぬ┕｀むむﾏ┟す
 ┷ﾜ┏ﾝﾗす ┬むむ┻┵ﾗす ┳むむ ぎヮギ ┗┌┏┅ﾒ ┢むむ┺す┵ﾔ ┳むむﾘ

.┷ジ┕┆ﾗす



ぇゅぅ

  な┕┌ﾌ ┗┆┌ゲ »┕ﾈるぬるけ ┷ﾔ ろる┢ﾈ«
 ┖ﾉ┕┊┋ﾗ  え»┕むむﾈるぬるけ ┷むむﾔ ろる┢むむﾈ »┗むむﾛする ぬ ┷むむﾔ
 ┤┏ﾓ え»たす ぎ┣ﾗす »ね┤ﾝﾉ な┕┌ﾌ ┗┆┌ﾋ ┱ﾌす┤ﾗす ┷ﾙなぬ┟す
 ぃ┕┎むむヮ┈ﾙ ┷┆ﾉ ┷ﾞﾗす たす┣ﾗす ぃぬ┕┎│ﾙ『ﾗ ┗┋ﾈ┕┉ﾗす
 え┗ ぎ│┉ﾗす ┷むむﾔる ぃた┕ﾘ ぎ┵┉ﾘ ┳むむﾘ ┕┎ﾗ ┕むむﾘ やぬ┢ﾉる
 »るけ ぎ┷ﾝ┍ﾋ┟す そ┢むむ┉ﾒ ┴┍┊むむヮﾉ 》 ┕┎┋┄ﾈ ぎら┓むむﾔ
 ┷ﾞﾗす ┗ﾕ『┆ﾗす ぎらさ ┱むむﾈ え┴┍ﾘ ゆ┕むむ┍ﾉ 》る ぃ»┕むむﾋす┵ザす
 ┳ﾘ ぃせ┤┇ﾗする も┤━ﾗす ビﾈ な┕ ぎ┌ﾌ ┗┆┌ﾋ ┕┎┌ﾎ┤ﾛ
 ┷ﾚ ぃ┷ﾙ┕ジ┟す ¨す ┢むむﾝﾒる ビﾈす┤ﾞﾗす ┲ﾗ┕むむﾎ ゆ『ﾍ
 ┷ﾙなぬ┟す ┤ ぎ┊┈ジす れ┤むむﾛ ┕ﾘ ┶┋ﾒる ぃそ┥ぎ┏┌ﾞﾘ ┗むむﾕ『ﾒ
 ┳ﾘ ぬ┵┈│ﾒ »┱むむ┄ﾈ ぎら┓ﾔ ぃ┷ﾙ┵┋｀┆ﾗす ┲むむ┏ﾚす┤ﾈさ
 ┗ﾔ┕┉ﾟﾈ わ すぬ┵┎ﾝﾘ ら┕ﾖ ┲┏┊ゴす ┯┏ﾔ┵ﾞﾗ »も┤むむ━ﾗす
 ┱ﾈ ぃ┕┎┏ﾔ ┗┏ﾙ┕むむヮﾙ】す た┕ﾕ『┆ﾗす らす┵ﾗ┑ﾈる ┦ﾛぬ┕ﾈ
 ┠ﾗ┕┾ ┖┏┄┋ﾗ ゆ┕┌むむ━ﾗす ┶ﾗさ そ┤｀┎ﾗす ┱┄ﾈ ぎらさ
 ぃせ┕ﾝ┃ﾗす ┗┌┾┕ﾒ ┷ﾔ ┗ﾝﾛ┤ﾓ ┬┺┕ﾕる ┴ﾛ┢ﾗ ┘ﾙ┕ﾖ
 ┴ﾞﾘ┢┾ ┴ﾗ ┘ﾙ┕ﾖ ぃビヮﾌ ┴ﾐ »┖ﾛなけ » ぎらけ ┕┌ﾖ
 ┤┈┅ﾛ ┰ﾗに ┳ﾘる ...┗ﾙ┥ボす ┴ﾉ┕むむﾎ┑ﾘる ぃ┗ﾛぬ┕┃ゴす
 ┶┋｀ﾞﾉ ┷ﾞﾗす ┗┏ﾌる┤ﾗす ┗ﾌ┕┌むむヮﾗ┕ﾈ ┷ﾙ┵┋｀┆ﾗす
 んつに┵ヂけ ┷ﾚ ┷ﾞﾗする え»┕ﾈるぬるけ ┷ﾔ ろる┢むむﾈ »ゆ『ﾍ ┳ﾘ
 ┗ﾛ┤┉ﾝﾒ »るけ ぃ»┗ﾛ┤┉ﾝ┆ﾗす ┗ﾐ┕ヮﾝﾗす »┶┋ﾒ んゆ┕ﾟﾘる

.な┕ ぎ┌ﾌ ┱ﾌす┤ﾗす ┢┍ﾒ »┗ﾐ┕ヮﾝﾗす

 ..┤┆━ﾗす ┵ﾈけ ┢┍┎ﾗ »す┤┃ﾍ ┮ﾖ ┷ﾔ も┵┉ﾏ«
.┗┏ﾘ┵ﾛ ┱┏┾┕┈ﾉ

 ┗┏││┉ﾗす ┤┆━ﾗす ┵ﾈけ ┢┍ﾚ.な ┗ﾒ┵┌｀ﾘ ┷ﾔ
 ┗│ﾕ ぇう け┤┉ﾙ ぃぇういぉ ┗┍ﾎ そ┤ﾘ ゆる┟ そぬ┵むむ━┍ジす
 ┗┏ﾙ┕ヮﾙ】す ┷ﾙ┕┆ジす ┳ﾘ ┤┏ﾟ┊ﾗす ┕┎┋┋ヱﾞﾛ ぃそ┤┏│ﾕ
 ┵ﾈけ ゆる┕┍ﾞﾉる ぃよ┵ﾛ ┱ﾖ ろな┕┆ﾗす ら┕むむヮﾙ】す ┮ﾕす┵ﾘる
 た┕┏│ヱﾏ ┕┎ﾞﾏ┕ﾒ ちす┢ﾌけ ┱┏┾┕┈ﾉ  ┤┆━ﾗす

 .┗┈┋ﾞヱﾘ ┘ﾈ┕┍ﾘる め┕┏ﾐけ ┳ﾘ
 ┗┏┌┋┆ﾗす ┕┎ﾞﾋぬな ┱┌ギ ┤┆━ﾗす ┵ﾈけ .な ┗┈ﾗ┒ジする
 ┘┋┌ﾒ ┢ﾕる ぃ┗┏ﾙなぬ┟す ┗むむ┆ﾘ┕ゲす ┳ﾘ ┡ﾛぬ┕ﾞﾗす ┷ﾔ
 のぬす┢ジす そぬすなさ ┷むむﾔ ┲┏┋┆ﾞﾗする ┗┏ﾈ┤ﾞﾗす そぬすねる ┷むむﾔ
 ゆく ┗┆ﾘ┕ﾋ ┷むむﾔ ┱┌┆┋ﾗ ┘┋┉ﾞﾙす ┲ﾊ ぃ┗むむﾛ┵ﾙ┕ﾟﾗす
 ┕┎ﾉ┕ﾒ┵┌｀ﾘ ┳むむﾘる ぃ┕┎むむヮ┏ﾎ┑ﾉ ┢むむ┍ﾘ ┘┏ﾝﾗす
 ┕ﾘ┢┍ﾒ»る ぃ»ら┕│ゴす»る ぃ»┗┎ﾈ┕ペす« :┗むむ┏││┉ﾗす

.»わ┕┍ﾐる そ┤ﾖす┣ﾗす ┠ﾝ│ﾉ
 »┤ﾛ┤ﾝﾞﾗす»る ぃ»め┵むむザす»る ぃ»ぬ┢ザす« ┨│ﾕ ┷ﾔる
 ぃそ┤┏ﾝﾖ ┗┏ﾙ┕むむヮﾙさ ┷ﾙ┕┆ﾘ ┳ﾒ ┗ ぎ┾┕┉ﾗす ち┢ヰﾞﾉ
 ┨│ﾕ ┷ﾔる ぃそ┤ﾝ┆ﾘ そ┤┏│ﾕ ┨│ﾕ ゆ『ﾍ ┳ﾘ
 ┤ゴする ぬ┕ﾝ│ﾗす« ぃ»┤むむﾈ┵┍│ﾗす ┗ヰ┺すぬ« ┱ﾟﾘ れ┤むむﾍけ
 ぃ»き┷むむﾏ ┱ﾖ ┱むむヮ┇ﾛ ┤┄ジす»る »れ┤ﾍけ き┕┏むむﾏける
 ┕┎ﾉ┕┏│ヱﾏ ┤ﾒ┕━ﾘる ┦┏ﾎ┕ﾌけ ┗ﾝﾉ┕┊ﾗす ┱┉┍ﾉ
 ぃ»ぬ┵┉│ﾗす « ┷むむﾔ ┕ﾘけ ぃ┗むむﾎ『ﾎ ┱┊ﾈ ┕むむ┎┺ぬ┕┉ﾗ
 きす┵ﾋけ ┷ﾔ しぬ┕┉ﾗす ┱ﾍ┢┏ﾔ »ます┤┾»る »せ┕ﾝ┃ﾗす«

 .┨│┉ﾗす ┷ﾕ┕ﾈ ┳ﾒ ┮┋ﾞヱﾉ ┗ﾝ┻┕ﾓ ┷ﾙなぬけ ┷ﾔ┕ヰ┾る ┖ﾉ┕ﾖ *





ぇゅぉ

 »┗┋┺┕┆ﾗす« せ┕ヰヮﾙす ┤ﾏ┒ﾘ な┕┌ﾞﾒす ┳┊デ ┱ﾚる
 ┗むむﾎ┕┏ﾎ ┶┋ﾒ わ『┏ﾗな ふ┤むむ┆ﾗす ┳ﾘ ┯┺┕ﾕな ┢むむ┆ﾈ
 ┶ﾗさ ┕むむ┍┋┾る ┱ﾚる !お┗むむ┌┺『ﾘ ┤むむ┏ﾓ ┗┏ﾌ┤むむヮﾘ
 ┲ぎ┋┊ﾙ 》る えわ┕ﾞﾘ┕┾ て┤ヮジす ┕┎ﾈ ┯┄┍ﾛ ┕ﾘ ┗┈┏ﾗ┵ﾉ

!おす┥ﾘぬ 》さ ┕┎┏ﾔ の┕┍ﾗす
 ぃら┕ﾋ┤┎ジす ┲むむぎ┏┉┍ﾗ えれ┤むむﾝ┊ﾗす »┱むむﾚ« き┷むむグる
 ┳ﾘ ┤むむ━ﾒ ┬ﾈす┤ﾗす ┳ﾘ ぃら┕┌ﾒ ┷むむﾔ ┢┉┆ﾙす ろ┣むむﾗす
 ┳ﾛ┤━┆ﾗする ┬ﾈ┕ヮﾗす ┶ﾞﾌ ┷┻┕ジす ゆる┟す ┳ﾛ┤むむ━ﾉ
 ┕┎┏ﾔ や┤ﾞむむ━ﾛ きす┵むむﾎ ゐ┗┌┋ﾖ ┶ﾗさ ┱│ﾙる ぃ┴┍ﾘ

.ろな┕┆ﾗす ┳ﾐす┵ジする ろる┕┎ﾗする ┨│ヱﾞジす
 ┯むむ┉ヰﾞﾗ┕ﾈ す┵むむﾝﾗ┕ﾐ ら┵むむ┆ﾈ┕ﾞﾘる ら┵ぎ┏ﾌ┤むむヮﾘ
 て┤むむヮジす ら┕ﾋ┤┎ﾘ ふる┤┆ﾗ ┗ぎ┏┍┈ﾗす ┗┌┏┉ﾗす ┳ﾘ
 ┗┏ﾒ┵┻┵ジす ┷ﾍ┵ﾉる ぃ┗┋ﾝ┉ジす ┴むむﾉすぬるな ┷ﾔ ┷ﾙなぬ┟す
 ┷ﾔ ┗ぎ┏ﾙなぬ┟す ┕┍ﾉ┕ﾖぬ┕むむ━ﾘ ┖むむ｀ヰﾈ ┗┏むむﾎ┕┉ﾗす
 え┗┈┏┻ ┗むむ┏ﾈ┤ﾒ ふる┤ﾒ ┖ﾙ┕ﾋ ┶むむﾗさ ぃら┕むむﾋ┤┎ジす
 た┕ﾝ┋┄ﾞﾘ ┳むむﾘ ┕┏ﾙ┢ﾗす へる┤むむ━ﾗす ┯┉ヰﾙ ┲ﾗ らさ
 ┱ﾍ┢ﾞﾙ え┗┈むむﾏ┕┊ﾘ ┶むむ┋ﾒ も┕むむ┈ﾉ》する ぃふ┤むむ┆ﾗす
 ┯ﾛ┤ﾐ ┳ﾒ わ┕むむ┏ﾈ┤ﾒ ┗ヰむむﾏ┤ジす ふる┤┆ﾗす ┷ﾔ ┕むむ┎ﾈ
 ぃ»┗ﾖぬ┕━ジす た┕ﾉ┵ﾖ« ┳ﾒ れ┑┍ﾉ ぃそ┢ﾚ┕むむ━ﾘ ┗┍ゲ

.そぬ┕ﾛ┥ﾗす ぎな┤ﾗ ┖ﾚ┑ﾞﾗする
 ┶┋ﾒ  ┯ﾔする よ┕ﾚ┢ﾗす ┲ﾗ┕むむﾎ .な ら┕ﾋ┤┎ジす ┤ﾛ┢ﾘ
 らけ わ すなぬ┵ﾘ え┕ﾚ┤ﾕける ビ┏ﾌ┤ヮジす ┖ﾗ┕┄ﾘ ┳ﾘ ┤┏ﾟﾖ
 ┳ﾘ ┱ﾕけ ┘ﾙ┕ﾖ よ┕むむ┆ﾗす す┣┎ﾗ ら┕ﾋ┤┎ジす ┗むむ┏ﾙす┥┏ﾘ
 ら┕ﾋ┤┎ジす ┗ﾙねす┵ﾘ せぬ┕むむ┉ﾉ ┷ﾚる ぃぬ┕┍ﾛな ┮むむﾗけ ゃぅぅ
 ┬┏ﾘ┕｀ﾘ ぎらけ ┳ﾘ ┲ﾓ┤ﾗす ┶┋ﾒ え┷┻┕ジす よ┕┆ﾗす ┷むむﾔ
 め┵┏┻ ┳ﾘ そ┤むむ━ﾒ ┗┆ﾈす┤ﾗす ┴ﾉぬるな ┷ﾔ ら┕ﾋ┤┎ジす
 ろねす┵ﾉ ┗┋ﾘ┕ﾒ ら┕ゲる ┗ﾖぬ┕むむ━ﾘ も┤ﾔる ビ┏┈ヰ┾る
 ビ┆ﾈ ┣ﾍ┟す ┬むむﾘ え┷┻┕ジす よ┕┆ﾗす ┷むむﾔ ┕むむ┎ﾉ『┏ﾟﾘ
 ┲ﾒ ろ┣ﾗす き『┇ﾗする な┕ゴす ぬ┕┆ﾎ┟す ま┕┈ﾉぬす ぬ┕ﾝﾞﾒ》す
 ┦┊ﾒ ┕ﾘ ぃよ┕┆ﾗす す┣むむﾚ そ┕┏ゴす ┷ﾌ┕┍ﾘ ┮むむ┋ﾞヱﾘ
 ┴ﾉ┕ﾘ┢ﾍる ら┕ﾋ┤┎ジす たすな┤┈ﾘ ┮┋ﾖ ┷むむﾔ わ┕ﾒ┕┈ﾉぬす



ぇゅゃ

 ┕ﾘ ぎ┖┋ﾉ ┲むむﾗ ┱┌ペ┕ﾈ ふる┤むむ┆ﾗす らけ ┤むむ┏ﾓ え┱むむﾕ┟す
 ゐ┗┇┏┾ ┶ﾗさ ┱│ﾙ らけ ┵むむﾚ ┱ﾘ┟する えわ┕むむ┆ ぎﾕ┵ﾞﾘ ら┕ﾖ
 ┗┏ﾌ┤むむヮﾘ ふ┤┆ﾉ 》 ┙┏ヰﾈ ┗ﾔ┕┉ﾟﾗす そぬすねる ┬むむﾘ
 そぬすねる ら┑ﾈ わ┕むむ┌┋ﾒ えそな┵┎┆ジす ┕┎ﾉす┵┍┉ﾈ ぬる┤むむジす らるな
 ┳┊ﾗる え┷ヱむむヮﾗす ┲ﾒ┢ﾗす ┷ﾔ ゑらす┵ﾞﾉ ┲ﾗ ┗ﾔ┕┉ﾟﾗす

.┤ﾍ┑ﾞジす ┮┏┋┊ﾞﾗす ┘ﾕる ┷ﾔ ┷ﾚ ┗ﾗ┑ヮジす
 らるな ゆ┕┌ﾒ┟す ┬┏｀むむ━ﾉ ┳ﾘ ┨ぎ┋ヱﾞﾙ らけ ┶┍ベる
 ┢┉ﾞ┍ﾛ らけ ┬ﾈ┕ﾞﾘ るけ ら┕┍ﾔ ろけ ┯ﾌ ┳ﾘる え┷┍ﾔ み ぎ┵ヮﾘ

.┬┏┌｀┋ﾗ んまる┤━ﾘ す┣ﾚる ぃよ┕ﾞザす るけ て┕ﾞﾞﾔ》す
 ┬┄ﾕ らなぬ┟す ┷むむﾔ ┕ﾙ┢┍ﾒ て┤むむヮジす ぎらけ め┕むむ┻ける
 ┤ ぎﾐ┑ﾞﾛ らけ ┴むむ┍ﾘ ┢ﾛ┤ﾙ ┕むむ┍ﾙけ ┤┏ﾓ えわ す┢むむ┏ﾋ わ┕ﾐ┵むむﾏ
 ┴┏ﾗさ ┤┅┍ﾛ ┴ﾉ┕ﾛす┢ﾈ ┷ﾔ ら┕ﾖ ┴ﾙけ わ┕┾┵│ﾍ ぃ┤ﾟﾖけ
 ぎらけ ┲┋┆ﾉ らけ ┵むむﾋぬける ぃめ┤ﾉ るけ ぃ»┖むむ┏ﾒ« ┴ﾙけ ┶むむ┋ﾒ
 そす┵┎ﾗす ゆ┕┌ﾒけ らける ぃ┴ヮ┈ﾙ ふ┤┈ﾛ ┢┏ゲす ┱┌┆ﾗす
 ┬┍│ﾛ 》 ┗┏ﾗ┕┆ﾗす ┗┆┌ヮﾗす ┶ﾗさ ┪┉ﾔ な┕┍ﾞﾎ》する
 らなぬ┟す ┷ﾔ ┳ヰﾙる ぃな┢｀ﾞﾛ わ┕ヮﾔ┕┍ﾘ わ┕┏ﾌ┤ヮﾘ わ┕ ぎ┍ﾔ
 ┕ﾙ┢┉ﾞ┍ﾛ らけ ┱ﾝﾕ ┕┍むむヮ┈ﾙけ ┢┉ﾞ┍ﾙ らけ わ┕ﾝ┏ﾒ ┦むむ┏ﾗ

 ┴むむﾞ┍ゲる ら┕むむﾋ┤┎ジす そぬすなさ ぎらけ わ┕むむ┍ぎ┏ﾝﾘ ぃそす┤ﾞむむ━ジす
 ┴ﾉ┕┉┈ﾙ ┪ﾝ┻ ┷ﾔ ┤ﾝﾖ┟す ぬる┢ﾗす ┕┎ﾗ ら┕ﾖ ┗┏ﾗ┕ジす

.┳┊ド ┢ﾌ ┢┆ﾈけ ┶ﾗさ ┕┎│┏┋┉ﾉる

┗ﾈ┕┉┍ﾗす やす┤ﾏさ :┢ﾛ┢ゴす
 :ゆ┕ﾕ ┢むむﾛ┢ゴす ┤ﾚ┕むむﾏ つ┤ポす ビﾙ┕┍┈ﾗす ┖むむ┏┉ﾙ
 わ┗ﾝﾕす┤ﾘ ┕┍┏ﾉ┑ﾉ ┷ﾞﾗす ふる┤むむ┆ﾗす ┖ﾕす┤ゎﾉ らけ ┖ﾗ┕ﾐけ
 ぃ┕ﾚ┕┍┋ﾝﾕ わ┗ぎ┏┍ﾔ わ┗ぎﾛ┵むむﾎ たすに ┘ﾙ┕ﾖ ら┓ﾔ え わ┗むむﾘね┕ﾌ

 !お┯ﾛ┤┄ﾗす ┕┎┏┋ﾒ ぎ┢ヮﾙ らけ ┬ﾙ┕ジす ┕ﾘ 》さる
 》け ┷ﾙなぬ┟す ら┕むむ┍┈ﾗす ┕┍┌ﾒな ┷┍┆ﾛ ┱ﾚ :ゆ┑むむﾎる
 ┶ﾗぐるゑ┟す ら┕ﾖる え┴ﾘ ぎ┢┉ﾛ ┕むむﾘ ┗ぎ┏ﾌ『┾ ┳ﾘ ┯┉ヰﾞﾙ
 ┤ﾟﾖけ ┷ﾔ ら┕むむﾋ┤┎ジす ┱┏ﾝﾕ ゆ┕むむ┌ﾒ┟す ふ┤むむ┆ゎﾉ らけ
 ┕┎ゲ┕┆ﾙる ┕┍┺┕┄ﾍけ ┶ﾗさ め┤┆ﾞ┍ﾗ ┗むむ┅ﾔ┕ヰﾘ ┳ﾘ
 えそ┢ﾌする わそ┤ﾘ め┵むむ┏┃ﾗす ┶┋ﾒ ┕┎ﾈ つ┤ヱﾙ らけ ┱むむﾝﾕ
 ┶┋ﾒ ┠ﾛ┤ﾘ ゐ┬むむ┻る ┶ﾗさ ┱むむ│ﾙ らけ ┶┍┌ﾞﾙ ┕むむ┍ﾖる
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 ふ┤┆ﾗ┕ﾈ た┤ﾝﾞﾍす ┢ﾕ ら┵┊ﾉ らけ ┖｀ﾛ ┗ヰむむﾏ┤ジす
 》 ふ┤┆ﾗす ┶┋ﾒ き┕┍ﾈ ┕ﾚぬ┕┏ﾞﾍす ら┵┊ﾛる ぃ┕ﾚな『ﾈ ┷ﾔ
 ┷ﾗ┕ﾞﾗ┕ﾈる ぃ┕ﾙ┢┍ﾒ ち┢ヰﾛ ┕┌ﾖ )わ『ﾟﾘ( ┨┍ﾗす ┶┋ﾒ
 わ すぬす┤┊ﾉる わ すぬす┤ﾘ り┕┍┋ﾕ ┕ﾘ ┶ﾗさ ま┕┌ﾞむむﾎ》す ┳ﾘ ┢ﾈ 》
 ぃ┕ﾚぬ┕ﾝﾞﾍす ┯ﾝﾎ ふる┤ﾒ ┳ﾘ ぬ┕┏ﾞﾍ》す ┲ﾞﾛ らけ ┵ﾚる
 ろ┟ ぃら┕ﾋ┤┎ジす ┷むむﾔ ゆる┟す ふ┤むむ┆ﾗす ら┵むむ┊ﾛ 》 らける
 ┲ﾗ ┗┏ﾙなぬけ た┕┏ﾌ┤むむヮﾘ らけ ┷┍┆ﾛ 》 す┣むむﾚる ぃら┕ﾖ
 ┱ﾝﾕけ 》 :わ┕むむ┈┏┃ﾘ ぃ┗むむ┏ﾈ┤┆ﾗす ┳ﾘ ┱むむ┃ﾔけ ┳むむ┊ﾉ
 ┱┃ﾔ┟す ら┵むむ┊ﾙ らけ 》さ ら┕ﾋ┤┎ジす ┲むむ┅┍ﾙ ┳むむヰﾙる

.┲ﾎ┕ﾌ ┱┊━ﾈ
 ┖｀ﾛ ┕┍ﾙけ ┷ﾚる ぃれ┤ﾍけ ┗ﾗ┑むむヮﾘ や┕┍ﾚ  :ゆ┕ﾕる
 ら┕ﾋ┤┎ジす ┳ﾒ ┗｀┻┕┍ﾗす せぬ┕むむ｀ﾞﾗす  ┖┏┇ﾙ 》 らけ
 ┕ﾙ┑ﾔ ぃ ┗ﾈ┕むむ━ﾗす せぬ┕｀ﾞ┋ﾗ ぬる┢ﾗす き┕むむ┄ﾒさ ┗｀ヰﾈ
 ┗┾┤ﾔ ┕むむ┎ヰ┍ﾘ ┬ﾘる ぃ ┗ﾈ┕むむ━ﾗす せぬ┕むむ｀ﾞﾗす ┬ﾘ
 ね┕ﾞベ ┷ﾞﾗす せぬ┕むむ｀ﾞﾗす ┖ﾙ┕ﾋ ┶むむﾗさ ら┕ﾋ┤┎ジす ┷むむﾔ
 ら┕ﾋ┤┎ジす ┷むむﾔ ┗┋│ヰﾞジす そぬ┵│ﾗ┕ﾔ .┚むむ┃┍ﾗ┕ﾈ
 ┗┏ﾌ┤むむヮジす な┵┎ゲす ┗┋│ヰﾘ ぬ┵むむ│ﾉ らけ ┖むむ｀ﾛ

 ┰ﾗ┕┍ﾚ らけ ┷┍┆ﾛ 》 す┣ﾚ ┳┊ﾗる えせ┤┆ﾗす め┵┏┃ﾗす
 ┤┏━ﾛ ┱┌ペす らけ ┬ﾘ ぃら┕ﾋ┤┎ジす ┷ﾔ そ┢┏ﾋ わ┕┻る┤ﾒ

.┰ﾗに ┦┊ﾒ ┶ﾗさ
 え┯┏┈│ﾞﾗす ┬┏┄ﾞヮﾉ 》 そ┢ﾌす┵ﾗす ┢┏ﾗす ぎらさ ゆ┕ﾕる
 ┱ﾝ┉ジす よ┕┆ﾗす ┷ﾔ ビﾙ┕┍┈ﾗす ┗ﾈ┕┉┍ﾗ ら┵┊ﾉ らけ ┱ﾘくる
 ┲ﾒな よ┤ﾞﾌけ ┕むむﾙける ぃら┕ﾋ┤┎ジす ┷むむﾔ ┶ﾗ┵┄ﾗす ┢┏ﾗす
 ┗┏ﾒ┵┻┵ジす ┶┍ﾝﾞﾙ らけ ┕┍┏┋ﾒ ┳┊ﾗる ぃわ す┤┏ﾟﾖ そぬすね┵ﾗす
 ┱ﾟ┌ﾞ┏ﾔ ん┖┋┄ﾘ ろ┢┍ﾒ ら┕ﾖ すにさる ぃ┕┎┍ﾒ ┢┏ヰﾙ 》る
 ┗┏ﾌ┤ヮジす よ┕┆ﾗす ┗ﾛす┢ﾈ ┣┍ﾘ そぬすね┵ﾗす ┲ﾒ┢ﾉ らけ ┷ﾔ
 ┷ﾙなぬ┟す ┱┌┆ﾗす た┕ﾔる┤ﾈ ら┵┊ﾉ らけ 》 ぃわ┕ﾌ┕ガ ┤ﾟﾖ┟す
 たけ┢ﾈ ┢ﾕ ら┕ﾋ┤┎ジする す┵むむぎ┋ﾌ ┢ﾕ め┵┏┃ﾗする ろ┤むむグ

.┴┻る┤ﾒ

┢┉┍ﾗす せ┕┏ﾓ :よ┕ぎ┍ﾓ
 ┗むむﾎ┕┏ﾎ ┳ﾘ ┢ﾈ 》 ┴ﾙけ ┢ ぎﾖけ よ┕┍ﾓ よ┕┍ﾓ つ┤ポす
 すにさ ┗むむ┾┕ﾍ ぃ┗むむ┏ﾙなぬ┟す た┕ﾖぬ┕むむ━┌┋ﾗ ┗むむヰ┻する
 ┗┏ﾈ┤┆ﾗす ふる┤むむ┆ﾗす らけ ぬ┕ﾝﾞﾒ》す ┷むむﾔ ┕┍┆┻る ┕むむﾘ
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 .┷┺┥ﾋ ┱┊━ﾈ 》 ぃ┲ﾖす┤ﾞﾘ よ┕ﾒ ┱┊━ﾈ ┗┏ﾙなぬ┟す
 せぬ┕｀ﾞﾗす せ┕むむヰ┾け ┘┈┋┊ﾗ わ┕むむﾛぬすなさ ┘むむ┍ﾖ ┵むむﾗる
 ゆ┵ﾍ┢ﾗす ┗┉むむ━ﾘ ┲┎ﾞ┏┈ﾒける わ┕┈┏┋┊ﾉ ┗むむ┌┎ジす
 ┲┎ﾙけ ┕┌┏むむﾎ 》る ぃき┕┉ﾞﾙす ら┕｀┋ﾗ よ┕┊ﾞﾌ》す ┷むむﾔ
 て┤ヮ┌┋ﾗ ┗ﾘ┤ﾞヰﾘ ┗┏｀┏ﾉす┤ﾞﾎす ┗ﾛこぬ ら┵┊┋ﾞデ

.┷ﾙなぬ┟す
 らけ  ┠むむ│ﾙ  ┗むむ┏ﾋぬ┕ザす  た┕ﾖぬ┕むむ━ジす  ゆ┵むむﾌる
 ┶ﾞﾌ ぃゆ┵ﾝ┉ﾗする ┩むむﾔ┤ﾗする そ┢ﾚ┕むむ━┌┋ﾗ ┬┃ヱﾉ
 ぃへ┵ﾝ┎ﾗす ┗ﾔ┕むむヮﾘ ┮│ﾙ ┳ﾘ ら┕ﾋ┤┎ジす ┶┈┆ﾛ
 ┗ﾗるな ┠┏ﾏ┤ﾉ ┷┍┆ﾛ 》 :わ『ﾗ┢ﾘ ぃりす┵ﾞヮヅ ┷┉ﾉ┤ﾙる
 ┯ﾚ┤ﾛ らけ ┷むむﾔ ┯ゴす ┰むむ┋ﾞﾘす ┴ﾙけ ぃ┕むむ┎┻┤┆ﾗ ┕むむﾘ
 ┗ﾈ┕ﾕぬ ┗┍ゲ な┵むむﾋる らけ ┕┌ﾖ .りな┵ﾋ┵ﾈ ┕むむ┍ﾙ┕ﾋ┤┎ﾘ
 ぃわ『┉ﾊる ┗┏┌ﾚけ ら┕ﾋ┤┎ジす ┷┄┆ﾛ  ┱むむﾝ┉ﾉる ┩ﾔ┤ﾉ
 ┗ﾘ『┆ﾈ ┴ﾝﾏけ ら┕ﾋ┤┎ジす ┷ﾔ ┗ﾖぬ┕━ジす ┠ﾝ│ﾞﾔ
 わ》┵ﾝ┉ﾘ ら┕ﾖ ┴むむ┻┤ﾒ ら┑ﾈ ┕┎┋ﾘ┕ﾌ ┥むむﾞ┆ﾛ そな┵ゲす

.┷ﾙなぬ┟す て┤ヮジす ら┕ﾋ┤┎ﾘ ┷ﾔ
 ビﾒ┵ﾝﾎけ ゆ『ﾍ ┱┌ヰﾛ ┲ﾗ ら┕ﾋ┤┎ジす ら┑ﾈ てぎ┤┾る
 り┣ﾚる ぃ┗ﾗ┵┉┆ﾘ ふる┤ﾒ ┗ﾊ『ﾊ るけ ビ┻┤ﾒ ┳ﾘ ┤ﾟﾖけ
 ぃき┕┉ﾉぬ》す ┳ﾘ ┗┏ﾌ┤ヮジす ┗┉┺す┣ﾗす ┘ﾘ┤ﾌ ┗｀┏ﾞﾙ
 ろ┣ﾗす ろ┵┏ゴす ゆ┕ペす ┳ﾘ ろ┢┉┍ﾗす ┱┆┈ﾗす ┕┍ﾞﾘ┤ﾌる

 .┴┏ﾔ ┧┆ﾞ┍ﾛ
 ゆ┕ﾕ ぃ┗ﾛ┢┉┍ﾗす たする┢むむ┍ﾗす ┢┏┆┾ ┶むむ┋ﾒ ┶ﾞﾌる
 ┘ヰ┏ﾉけ ┳ﾘ ┱ﾖ そ┤ﾝヱﾈ ぬす┤ﾕ】す ┬┏┄ﾞむむヮﾛ 》 ┴ﾙさ
 ┢ﾛ┢ヰﾞﾗ┕ﾈる え┕┎┏ﾔ わ┕ﾟﾌ┕ﾈ ┱｀ヮゎﾛ らけ ┗┾┤┈ﾗす ┴ﾗ
 ┯┏ﾕ┢ﾞﾗす ┬ﾘ ┴ﾙさる ぃて┤むむヮジす る そけ┤ジす ま┵┻┵ﾘ ┷ﾔ
 ┤ﾟﾖけ そ┢━ﾈ ち┕ヰﾈ┟する ビﾟﾌ┕ﾝﾗす ┗ﾖぬ┕むむ━ﾘ ┷ﾔ
 ┙ヰﾝﾗす ら┵┊┏ﾗ ぃふる┤むむ┆ﾗす ┶┋ﾒ ┢ﾛ┢むむ━ﾞﾗす ┳ﾘ
 ┖ﾞﾖ ┳ﾘ わ┕│ﾕ 》 ぃわ┕ﾔ┕┍ﾜﾞむむﾎする そ┤ﾛ┕┇ﾘる わ┕┏│┉ﾉ
 ┱┆ﾋ ┕ﾘ ┵ﾚ す┣ﾚ ┕ヅぬ  :ゆ┕むむﾕる .┗┉ﾈ┕むむﾎ ち┕ヰﾈけ る
 せ┤ﾕける ┶┍ﾓけ た┕ﾘ┤┊ジす たすな┕┎ﾏ ま┕┌ﾞﾎす そる┢ﾙ
 .┗ﾌす┤┾ ┰ﾗに ┳ﾒ する┤ﾝﾒ ┳ﾛ┣ﾗす ぃ┳ﾛ┢ﾞ┍ジす の┵┈┍ﾗ
 ┗┏ﾈ┤┆ﾗす ふる┤むむ┆ﾗす な┕┈┍ﾞむむﾎす れ┢ﾘ ┳ﾒ せ┕ﾋける
 え ぎ┷むむﾎ┕┏ヮﾗす ┕┎ﾈ┕┄ﾍ ┷むむﾔ ┕┎むむヮ┈ﾙ ┗むむ┏┋ボする
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 ┗┋┊━ﾘ ┷┍┆ﾛ 》 す┣┎ﾔ ┩┆ﾝﾗす ぬ┕┊ﾔける ┗┉┺す┣ﾈ
 て┤むむヮﾘ »た┕┏┌むむヮﾉ ┶むむ┋ﾒ わ┕むむ┻┤ﾞ┆ﾘ ぃれ┤むむﾝﾖ

.た┕┈┏┍│ﾞﾗす ┳ﾘ ┕ﾚす┵ﾎ るけ ぃ»┗┋┺┕┆ﾗす
 ┭┋ﾈ┟す ┗┇┋ﾗす ┬ﾘ ┕ﾙけ :ゆ┕ﾕ ら┕むむﾋ┤┎ジす ┗┇ﾗ ┳ﾒる
 ぃゆ┵┉ﾗす ┳むむﾘ ┭┋ﾈけ そき┕デ】す ┘むむﾙ┕ﾖ すに┓ﾔ ぃわ『むむ┏┾┵ﾉ
 ┗むむ┋┌ゲす ┷むむﾉ┑ﾞﾗる も┵むむ┄┍ジす ぬす┵むむゴす ┖むむﾚ┣┏┋ﾔ
 よ┢┉ﾞﾞ┋ﾔ ┭┋ﾈけ ┶┉┏むむﾎ┵ジす ┘ﾙ┕ﾖ すにさる ぃ┗┏ﾖ┤ゴす
 ら┵┊ﾉ らけ ┗┄ﾛ┤むむﾏ ぃれ┤ﾍ┟す た┕┇┋ﾗす ┤┉┎┉ﾞﾞﾗ る
 ぃ┗ヰ┻する ぃ┗むむ┇┏┋ﾈ ぃ┗ヰ┏│ﾔ ┗むむﾘ┢┉ﾞジす ┗むむ┇┋ﾗす
 そき┕デ】する ┗ヮﾝﾞ┋ジす ┗ﾖ┤ゴ┕ﾔ 》さ る ぃ┗ヮﾝﾞ┋ﾘ ┤┏ﾓ
.そ┑ﾉ┑ﾞﾗ┕ﾈ ┗ﾜ┏┋ﾘ ぃ┗┌ﾟ┆┋ﾞﾘ ┗┇ﾗ ┷ﾚ  ┗┃ﾘ┕┇ﾗす

 わ す┢ﾖ┒ﾘ ┗ﾞ┏┌ﾚ┑ﾈ よ┕┍ﾓ ゆ┕┉ﾔ ぃひ┕│ﾞﾍ》す ┕ﾘけ
 ぃ┴｀ﾘ┕ﾙ┤ﾈ て┵むむ┻る ┷┍┆ﾉ ら┕むむﾋ┤┎ジす ┗むむﾙ┵┍ﾒ らけ
 ┕ﾘけ ぃわ┕ﾘ┕｀むむヮﾙする わ┕ﾌるぬる わ┕ﾘ┕┅ﾙる わ┕┉むむヮﾙ ┷┍┆ﾉる
 ┕ﾘ ┵┎ﾔ ┚ﾚ┕┍ジする たす┤むむﾝザする た┕ﾛ┵ﾞむむヮジす ┪┋ﾍ
 ┰ﾗに ┳ﾘ わ┕ﾕ『┄ﾙする ぃ┗┋│ボす ┷ﾔ ┪┋ﾍ ┶ﾗさ ろな┒ﾛ
 ぃ┠ﾘ『ﾘ ┢ﾛ┢ギ ┶ﾗさ ┗ﾋ┕ヰﾈ ┕┍ﾙ┕ﾋ┤┎ﾘ ら┑ﾈ ┲ﾞﾍ

 :お┖ヮﾌ ぃ ぎ┷ﾙ┕ヮﾙ】す ぃ ぎ┷ﾉす ぎ┣ﾗす ┕┎ﾈ┕┄ﾍ ┶ﾗさ ぎ┢ﾉ┤ﾞﾗ
 るけ ぃ┢┈┍ﾞむむﾎす ┷むむﾎ┕┏ヮﾗす せ┕┄ザす らさ ゆ┕むむﾕ ┳ﾘ
 ┴ﾙけ るけ ぃ┷むむﾉす┣ﾗす せ┕┄ザす ┯┌ﾒ ┷むむﾔ ┬ﾝ┉ﾛ 》 ┴むむﾙけ
 す┣┎ﾈ ┳むむﾘ┒ﾛ 》 ┴ﾙけ わ┕むむ┍ぎ┏ﾝﾘ ぃ┷ﾙ┕むむヮﾙ】す ┩むむ┏┉ﾙ
 ┤┏ﾝ┆ﾞﾗす ┷ﾔ ┤ﾌ ま┢ﾝジ┕ﾔ ぃます┢ﾈ】す ┶┋ﾒ ┯┏┏┃ﾞﾗす
 ゆ『ﾍ ┳ﾘ ┴ﾉすに ┳ﾒる ┴ﾉすに ゆ『ﾍ ┳ﾘ ┗┅ヰ┋ﾗす ┳ﾒ

.┗┅ヰ┋ﾗす
 ┤┏ﾏ┑ﾞﾗす た┕ﾙ┕ﾋ┤┎ジす ┗ﾛ┕┇ﾈ ┯┋┆ﾞﾛ ┕ﾘ ┷ﾔ ┕ﾘけ
 ┢ﾖ┒ジす ┳ﾘ :ゆ┕┉ﾔ え┪┉ﾔ ビ┻┤ﾒ るけ ふ┤ﾒ ┶むむ┋ﾒ
 ら┕ﾋ┤┎ジす らけ ふ┤ﾞ┈ジ┕ﾔ ぃ┪┉ﾔ きす┥むむﾒ ┵ﾚ す┣ﾚ らけ
 ゆ┕┄ﾈけ ┗ﾗ┵┄ﾈ るけ のる┒┊ﾗす の┑ﾖ ┴ﾝ━ﾛ ┷ﾙなぬ┟す
 ふ┤ﾒ ┷ﾔ ┮┆┃ﾗす ら┵┊ﾛ らけ ふ┤むむﾞ┈ﾛる ぃろぬる┢ﾗす

.┰ﾗ┣ﾖ ┢┏ゲす ら┵┊ﾛ らけ 》 ぃビ┻┤ﾒ るけ
 ┴┈┾┵ﾈ え»┗┋┺┕┆ﾗす せ┕ヰヮﾙす« ┨ヱﾛ ┕ﾘ ┷ﾔる
 ぃ┗┌┺『ﾘ ┤┏ﾓ ┗┏ﾌ┤ヮﾘ ┗むむﾎ┕┏ﾎ ┶┋ﾒ わ す┤ﾏ┒ﾘ
 らけ ┖｀ﾛ 》 ┷ﾌ┤むむヮジす ふ┤┆ﾗす ら┟ :┴ﾗ┵┉ﾈ ┶┈ﾙ
 よ┢┄┾す すにさる ぃ┬むむ┏┌ゲす ┷┻┤┏ﾗ わ┕┌┌│ﾘ ら┵むむ┊ﾛ



ぇゅあ

 ら┵┌ﾞ┎ジす ┢むむ━ﾞヰﾛる ぃ┗むむ┏ﾈ┤ﾒる ┗むむ┏ﾗ┕ﾒ ┗むむ┏┍ﾔ
.┴┏ﾗさ よる┢┉┋ﾗ ら┵││ヱﾞジする

 ┴ﾙけ ┨│┉ﾗす ┘むむ┍ぎ┏ﾈ ふる┤┆ﾗす ┨ヱﾛ ┕むむ┌┏ﾔる
 ┷ﾔ たすぬすね┵┋ﾗ ┪┉ﾔ ┦┏ﾗ ぃせ┕むむﾝﾗす ┠ﾞﾔ ┳ﾘ ┢ﾈ 》
 え┗┾┕ザす も┤むむ┈┋ﾗ わ┕┃ﾛけ ┕ヂさる ┗┉┏┉むむ━ﾗす ゆる┢むむﾗす
 ┢┆ﾈ 》さ ┗ﾗるな ろけ ┳むむﾘ わ┕┻┤ﾒ ┱ﾝ┉ﾙ 》け わ┗むむ┏┍┌ﾞﾘ
 た》┵ﾖ┵ﾉる┤ﾝﾗす ┳ﾒ わ す┢┏┆ﾈ ┯┏ﾕ┢ﾞﾗする ┨┏ヰ┌ﾞﾗす
 ┷ﾔ ┕┎┏ﾗさ ら┵ﾖ┤ﾗす ┬┏┄ﾞむむヮﾙ 》 ┷ﾞﾗす た『ﾘ┕ペする

.┗┏ﾒす┢ﾈ】す ┗ﾌ┕ヮﾗす
 ┗ﾊ『ﾊ ┗ﾖぬ┕━ジす ゆる┢ﾗす ┳ﾘ ┖┋┄ﾙ らけ ┘ﾌ┤ﾞﾕする
 ┗ﾛ┢┉ﾙ ┗┉┺すに たすに そ┢ﾛ┕ヰﾘ ┗┍ゲ ぬ┕ﾞヱﾙる ふる┤ﾒ
 ┪┉ﾔ ┳ヰﾙ らさ ┕┍ﾙけ わ┗ﾔ┤ﾞ┆ﾘ ぃ┕┎ﾞﾛな┕┏ヰﾈ ┗ﾔる┤┆ﾘ
 らるな ┳ﾘ たすぬすね┵むむﾗす た┕ヰ┏むむﾏ┤ﾉ ┶むむ┋ﾒ ┕むむﾙ┢┌ﾞﾒす
 ┶ﾗさ ┱ﾎ┤ﾞﾎ ┗┈┏┆┃ﾗす ふる┤┆ﾗす ぎら┓ﾔ ┨┏ヰベ
 ┥┏ﾘ┟する れ┵ﾕ┟する ぃそ┤むむﾚ┕┉ﾗす ┶ﾗさ ┗むむﾛ┵┉ﾗする ぃらなぬ┟す

!つ┕ﾐ┤ﾕ ┶ﾗさ
 ┕┍┏┋ﾒ ぎらけ た┢ﾖけ ┗┏┋ボす ┕┍┻る┤┆ﾈ ┯┋┆ﾞﾛ ┕┌┏ﾔる

.めす┢ﾚける ┯ヮﾙる
┥┏ﾘ┟す ふ┤┆ﾗす :┨│┉ﾗす

 ┨│┉ﾗす ┢｀ﾘ ┗┏ﾌ┤ヮジす ┗ﾋ┤ポする そ┢ﾕ┕┍ﾗす
 》 ┕┎ぎﾙけ ┳ﾘ ら┕ﾋ┤┎┌┋ﾗ ┕┎┌┏┏┉ﾉ ┷ﾔ ┘┉┋┄ﾙす
 ┶┋ﾒ て┕｀┍ﾈ ┘ベ ┢ﾕ ┴ﾉぬるな ぎらさ ゆ┵┉ﾗす ┬┏┄ﾞヮﾉ

 ┴┏ﾔ ┗ﾘ┢┉ジす た┕┏ﾗ┕┆┈ﾗす た┕ﾛ┵ﾞヮﾘ ┬┏┌ﾋ
 ぃそぬる┢ﾗす ┱┊ﾏ ┷ﾔ ┘┍ﾛ┕ﾝﾉ ┢┉ﾔ え┶┍┌ﾞﾉ ┕┌ﾖ
 ┷┌┏┅┍ﾞﾗす ┢┏┆│ﾗす ┶┋ﾒ ┘ヰガ ┕┎ﾙけ ┬ﾘる
 て┤ヮジする そけ┤ジす ぬ┵ヰﾘ ┷ﾔ ┘ヰガる ぃろぬすな】する
 えふる┤┆┋ﾗ ┗┏┌┏┏┉ﾞﾗす ┗ヮ┏┺┤ﾗす たする┢┍ﾗする
 ふる┤┆ﾗす ┗┏ﾒ┵ﾙ ┷ﾔ わ『┏┋ﾕ た┤ﾟ┆ﾉ ┕┎ﾙけ 》さ

.┗ﾘ┢┉ジす
 ┕┍ﾛ┢ﾗ ぃ┲┏┅┍ﾞﾗす ┕むむﾛ┕┃ﾕ ┷ﾔ ┶ﾞﾌ :┘ﾔ┕┻ける
 ら┓むむﾔ ぃ┢むむ┉ﾞ┍ﾙ ┕むむ┍ﾖ すにさる ぃた┕むむ┅┈ヰﾞﾗす ┩むむ┆ﾈ
 ┶┆むむヮﾙ ┳ヰﾙる ぃよ┢┎ﾗす ┦┏ﾗる き┕┍ﾝﾗす ┵ﾚ め┢┎ﾗす
 ┕┍ﾙ┕ﾋ┤┎ﾘ ┶┋ﾒ ┘むむﾔ┕┎ﾞﾉ ┷┊ﾗ ┢┉┍ﾗす きすぬる ┳むむﾘ
 ┗┌┏ﾕ ┴ﾙ┵ﾖ ┳ﾘ わ┕ﾕ『┄ﾙす えた┕ﾌ┕｀┍ﾗする ふる┤┆ﾗす



ぇゅい

 ┱ﾝﾕ の┕┍ﾗす りす┤ﾛ らけ ┷┋ヰﾘ ふ┤ﾒ ろ┟ ┠┌ヮﾙ 》け
.そ┥┏ド わ┕┻る┤ﾒ ┕┎┏ﾔ らけ ┬ﾘ ぃ┴ﾉ┢ﾚ┕━ﾘ

 ┕┎┏┋ﾒ ┕ﾙな┵┆ﾉ ┷ﾞﾗす そ┤むむ━┍ﾗす ┢┏┆┾ ┶┋ﾒ ┕ﾘけ
 ┕┎┏ﾔ ゆな┕ﾝﾞﾙ -┨│┉┋ﾗ ゆ┵┉ﾗする -┯ﾗけ ┷ﾔ わ┕┌┺すな
 す┣ﾚ たき┕むむ｀ﾔ え┗┏ﾙなぬける ┗むむ┏ﾈ┤ﾒ よ『ﾕ┑ﾈ たす┤むむﾝザす
 ┷ﾔ  -┗┋┏┋ﾕ ┗┍┏┆ﾘ たすき┕┍ﾟﾞむむﾎ┕ﾈ - ┬┉ﾞﾗ よ┕┆ﾗす
 わ┗┈┏┃ﾘ ぃ┕┎┍ﾒ ┷┉┏┉ゴす ┢むむﾕ┕┍ﾗす せ┕┏ﾓ ┖┄ﾘ
 ┢┉ﾙ ┷ﾔ ┕むむﾚぬるな ┳ﾒ そ┢┏┆ﾈ ┘むむ┏┉ﾈ そ┤むむ━┍ﾗす らけ
 え┕┍┏┏ﾌ┤ヮヅ ┮ﾛ┤┆ﾞﾗする たす┤ﾝザす ゆな┕ﾝﾉる ふる┤┆ﾗす
 え┗ﾛ┤ヱヮﾗする ┗┌むむヮﾝﾗする »┗ﾞ┊┍ﾗす »┶ﾗさ ┘┎グする
 ┕┎ﾙ┓ﾔ -れ┤ﾉ ┕ﾘ ┶┋ﾒ -┗ﾛぬる┤┻ ┗┌むむヮﾝﾗす らけ ┬ﾘる
 ┣ﾍ【ﾗ わ┕ﾙ┕┊ﾘ ┕むむﾚす┤ﾉ 》 ┕┎ﾙけ 》さ ┕ﾚ┢┻ ┘むむヮ┏ﾗ
 ┷ﾔ┕┉ﾟﾗす ろぬ┕むむ┃ゴす ┴ﾋ┵ﾗす ┷むむﾚ ┱ﾈ え»ぬ┑ﾟﾗす »むむむﾈ

.わ『┾け て┤ヮ┌┋ﾗ
 へる┤ﾏ ┳ﾘ ┶ﾙな┟す ┢ゴす ┕┍┻る┤ﾒ ┯┉ギ ┲ﾗ すにさる
 ┳ヰﾙる : わ┗┈┏┃ﾘ ..!お┕むむ┎ﾝ｀ヰﾙ 》 ┲むむ┋ﾔ ┕┎ﾗ┵ﾝﾕ
 え┷ﾌ┤むむヮジす ┢┉┍ﾗす そぬ┢ﾙ ┳むむﾘ らなぬ┟す ┷ﾔ ┷むむﾙ┕┆ﾙ
 ┕┍ﾞﾛ┕ﾓ ┘ﾙ┕ﾖ すにさる え┷ﾒ┕ﾝ┄ﾙす ┴┌┅┆ﾘ ┷ﾔ ┵┎ﾔ
 ビヰﾋ┕ﾙ ビ┻┤ﾒ るけ ふ┤ﾒ ┶┋ﾒ ┤┏むむﾏ┑ﾞﾗす ┪┉ﾔ
 せ┕ヰヮﾙす ┕ﾘけ .きすぬ┵ﾗす ┵ヰﾙ ┴｀ﾞﾙ ┕┍ﾙけ ┷┍┆ﾛ す┣┎ﾔ
 ┕┌┏ﾎ 》 ぃ┴ﾈ め┤ﾞ┆ﾙ らけ ┖｀ﾛ ┤むむﾏ┒┌ﾔ ┗┋┺┕┆ﾗす
 た『┺┕┆ﾗす ┖ヰヮ┍ﾉる ┴ﾞ┌┋ﾖ ぬ┵┎┌ゲす ゆ┵┉ﾛ ビﾌ

.┗┋┌ゲ┕ﾈ

.ぬす┵ゴす ┗┏ﾒ┵┻┵ﾘ :よ┕ﾚ┢ﾗす
 ぃ┗ﾔ┕┉ﾟﾗす そぬすねる ┷むむﾔ て┤むむヮジす ┗ﾛ┤ﾛ┢ﾘ ┤むむﾛ┢ﾘ 
 ┱┎ﾞむむﾎす よ┕むむﾚ┢ﾗす ┲ﾗ┕むむﾎ .な ら┕むむﾋ┤┎ジす ┤むむﾛ┢ﾘ
 ま┢ヱ┍ﾔ ┵ﾚ┥ﾗす ┕むむ┍ﾝ┏│ﾛ らけ ┱┎むむﾎけ ┕ﾘ :┴むむﾗ┵┉ﾈ
 ┕ﾘる !┠むむガ ┢むむﾕ ら┕むむﾋ┤┎ジす ぎらさ ビむむ┋┺┕ﾕ ┕┍むむヮ┈ﾙけ
 す┵ﾗ┵┉┏ﾔ ら┕ﾋ┤┎ジす らる┤むむﾍ｠す ┕┍┄┌┇ﾛ らけ ┤むむヮﾛけ
 わ┕┈┏┃ﾘ !┴ﾔす┢ﾚけ ┯┉ヰﾛ ┲ﾗる ら┕ﾋ┤┎ジす ┱むむ━ﾔ
 えやすに るけ ┵むむヰ┍ﾗす す┣ﾚ ┶┋ﾒ ┘むむヮ┏ﾗ ┗ﾗ┑むむヮジす らけ



ぇゅう

 ┴ﾞﾛこぬ そぬ┵むむ┋ﾈ ┶┋ﾒ ┴むむ┍┏┆ﾉ そ┤┏ﾟﾖ ┖むむﾙす┵ﾋ ┷むむﾔ
 ┗┌ﾊ :ゆ┕ﾕる .┚┃ﾙける ┯むむ┌ﾒけ ゐ┱┊むむ━ﾈ ┗┏ﾋす┤ﾍ】す
 ┗ﾝﾋ┵ﾖ ┰┋┎ﾞヮﾞﾗ ┘｀ﾞﾙけ ┗┏ﾌ┤むむヮﾘ ふる┤ﾒ
 .┳┄ﾝﾗす き┱ﾘる ま┵ゲす ぎ┢ﾎ ┕┎┍ﾘ め┢┎ﾗす ┗┆ﾛ┤ﾎ
 ビﾈ ぬ┵┃ゴする ねる┕むむ｀ﾞﾗす す┣ﾚ ┱ﾟﾘ ぎらけ ┗むむ┉┏┉ゴする
 ┬┏┌ﾋ ┷ﾔ ち┢ヰﾛ ┗┏━ﾘ┕ﾚ れ┤ﾍける そぎな┕ﾋ ゆ┕┌ﾒけ
 ┢ﾛ┤ﾉ ┕ジ ┗ﾘ┕┆ﾗす ┠ﾘ『ジす な┢ギ 》 ┷ﾞﾗす た┕ﾙ┕ﾋ┤┎ジす
 ぃらる┤ぎ┏ザす ┴ﾈ な┵｀ﾛ ┕ﾘ り┕グ┕ﾈ わ┕ﾌ┵ﾞ┈ﾘ ┤ﾘ┟す や┤ﾞﾉる
 ┬┻る ┗ﾘ┕┆ﾗす ┠ﾘ『ジ┕ﾈ ┢│┉ﾛ 》 ┴ﾙけ わ┕ﾖぬ┢ﾞヮﾘ
 ┤ﾐけ ┱ﾈ ┷ﾌ┤ヮジす ます┢ﾈ】す ┗┏ﾖ┤ゴ そ┢┏┉ﾘ へる┤ﾏ
 ら┵┊ﾉ ら┑ﾖ ┕┎┏┋ﾒ き┕┊ﾉ》す ┳┊デ そな┢┆ﾞﾘ ┗むむﾘ┕ﾒ
 ┗┏ﾙ┕むむヮﾙさ ビﾘ┕┃ﾘ たすに ┗┏ﾌ┤むむヮジす ふる┤むむ┆ﾗす
 ┗┏ヱﾛぬ┕ﾞﾗする ┗┏┋ボす た┕ﾐ┕┉ﾎ】す ┳ﾒ そ┢┏┆ﾈ ┗ﾘ┕ﾒ
 ┗┏ﾔす┤ﾓ┵┍┏むむﾎ ┗┏ﾖ┤ﾌ ┗むむ┏┺┕デさ るけ ┗むむ┏ﾔす┤┇ゲする
 ┗┏ﾒ┕┌ﾞﾋす ┗┏┆ﾕする るけ そ┤ﾊ┤ﾟﾘ ┗ﾛぬす┵ﾌ ┕┎┍ﾘ ┤ﾟﾖけ
 わ┕ヰ┻┵ﾘ .┰ﾗに ┤┏ﾓ るけ ┗┏┋ヰﾘ ┗┏┾┵│ﾍ ┱むむﾟベ
 ┳ﾘ よぬ┕むむ┾ ┢ﾛ┢ギ らるな ┲むむﾞﾛ らけ ┳むむ┊デ ┰むむﾗに ぎらけ
 ┗ﾈ┵┋┄ジす た┕ﾚ┕グ》┕ﾈ ┬むむﾔ┢ﾉ ┥┺す┵ﾋ ダ┢┉ﾉ ゆ『むむﾍ

 ┗ﾘ┕┆ﾗす める┤┅ﾗす ┶ﾗさ わ┕むむﾎ┕┏ﾕ ┷ﾝヮﾙ て┕｀┍ﾗ┕ﾔ
 .┰ﾗに ┤┏ﾓる ゆる┣ﾝジす ┘ﾕ┵ﾗする ┗ﾌ┕ﾞジす た┕ﾙ┕┊ﾘ】する
 ┴ﾞﾝヮﾙ ┳ﾒ ┱│┈┍ﾛ 》 ┷ﾝヮ┍ﾗす ┱━┈ﾗす ぎらけ ┕┌ﾖ

.┗┉ﾈ┕ヮﾗす ゆす┵ﾌ┟する める┤┅ﾗす ┗┋┌ﾋ ┶ﾗさ
 :ゆ┕┉ﾔ ら┕ﾋ┤┎┌┋ﾗ ┷│ヱ━ﾗす ┴┌┏┏┉ﾉ ┳ﾒ ┕ﾘけ
 ┗ﾘ┕┆ﾗす めす┢ﾚ┟す ぎらさ ゆ┵┉ﾗす ┳┊デ ┗ﾐ┕むむヮﾈ ┱┊ﾈ
 ┗┆ﾈぬけ れ┢ﾘ ┶┋ﾒ た┢ﾚ┕ﾏ ┢┉ﾔ ぃ┘┉┉ギ ┢ﾕ ┴ﾗ
 ┗┏┋ヰﾘる ┗┏ﾈ┤ﾒ ┗┏ﾌ┤むむヮﾘ わ┕┻る┤ﾒ わ┕ﾘ┵ﾛ ┤━ﾒ
 ┶┋ﾒ ┤ﾔ┵ﾉ めな┕ﾚる な┕ﾋ て┤むむヮﾘ ビﾈ ┕ﾘ ┘ﾌるす┤ﾉ
 ┗┏ﾌ┤むむヮジす  ┗むむ┏┍┈ﾗす  た┕むむ┆┻す┵ジする  へる┤むむ━ﾗす
 ┘ヰ｀┍ﾔ え┕むむﾚ┵ﾘ┢┉ﾘ ┕むむ┎┏ﾔ ┢むむ┎ﾞﾋす れ┤むむﾍける
 ぎらけ わ┕ヰ┻┵ﾘ えれ┤むむﾍけ ┷ﾔ ┘┉┈ﾍける ┖むむﾙす┵ﾋ ┷むむﾔ
 そ┤┏ﾟﾖ な┵むむ┎ﾋ ビﾈ ┚むむﾛ┥ﾘ ┷ﾌ┤むむヮジす ふ┤むむ┆ﾗす
 ┴ﾋ┤ヱﾘる ┴むむ┏┋ﾟドる ┨むむ┍ﾗす ┮ﾗ┒ﾘ ビむむﾈ まね┵むむﾞﾉ
 ┗ﾛこ┤ﾈ ┗ﾝ━ザす ┶┋ﾒ ┴ﾘ┢┉┏ﾗ ┴┉┋ﾍ ┢┏┆ﾛ ろ┣ﾗす
 ┕ヅぬる ぃ┮ﾗ┒ジす ┤┅ﾙ ┗┎ﾋ┵ﾗ ┗┉ﾔす┵ﾘ るけ ┗むむ┈ﾗ┕ヱﾘ
 ┵ﾚる つぬ┵むむﾉ┕ﾘすぬ┢ﾗ┕ﾈ め┤むむ┆ﾛ ┕ﾘ ┕┌┎┍┏ﾈ ┱むむﾍ┢ﾛ
 つ┤ヱ┌┋ﾗ ┲ﾞ┆ジす ┯むむﾔ┟す ┤┏┍ﾛ ろ┣ﾗす そ┤むむﾝザす ┘┏ﾈ



ぇょぅ

 ┳┌ﾔ ぃゆす┵ﾌ┟す ┱ﾖ ┷ﾔ ┗┌┺┕ﾕ ┱┅ﾉ ┕┎ﾞ┏ﾗる┒ヮﾘ
 ┶ﾗさ ┲ﾋ┤ﾞﾉ ┷ﾚる ┬ﾛぬ┕━ジす り┣ﾚ ┗┆ﾈ┕ﾞﾘ ┕┎ﾝﾋする

.ゆる┑ﾈ わ》るけ ┗┏ﾌ┤ヮﾘ ふる┤ﾒ
 ┴ﾋす┵ﾉ た》┕┊むむﾏさ ┗┌ﾊ ら┑ﾈ よ┕ﾚ┢ﾗす .な め┤ﾞﾒする
 ┕┎┍ﾘる ぃ┗┾┕ﾍ ┗┏ﾙなぬ┟する ┗ﾘ┕ﾒ ┗┏ﾌ┤ヮジす ┗ﾖ┤ゴす
 ┷┈┊ﾛ ┕ヅ ビ┏┆ジけ ビ┏ﾌ┤ヮﾘ せ┕ﾞﾖ な┵ﾋる よ┢ﾒ
 ぃ┗┋┏┋ﾕ ┗┋ﾕ ┲┎ﾔ え┗┏ﾌ┤むむヮﾘ ┗┃┎ﾙ き┵むむ━┍ﾗ
 ┱┌┆ﾗす ┷ﾔ ┨むむ┍ﾗす ┗┏むむ━ﾘ┕ﾚ ┳ﾒ ┱┏ﾕ ┕┌┎ﾘる
 た┕┏ﾈなけ ┷ﾔ つ┤ポす ┶┋ﾒ ┭ﾝﾎけ ┕ﾘ きすねさ ┷ﾌ┤むむヮジす
 てるぬ ┙ﾈ ┶┋ﾒ ┗ﾕぬ┕ﾍ そぬ┢ﾕ ┳ﾘ ┷ﾌ┤むむヮジす ┢┉┍ﾗす
 わ┕┈┏┆┻ ら┕ﾖ ┕┌┎ﾘ ┷ﾌ┤ヮﾘ ┨ﾙ ろけ ┷ﾔ そ┕┏ゴす
 :わ┕┄ﾍ┕ﾎ ..┢ﾛ┢ﾋ ┳ﾘ ┴┏ﾔ そ┕┏ゴす せ┢ﾞﾗ わ『ﾛ┥ﾚ るけ
 そぬ┢┉ﾗす り┣ﾚ ┱ﾟﾘ ┰┋ﾞデ ら┕ﾖ ┵ﾗ つ┤ポ┕ﾔ えきす┤ﾚ す┣ﾚ
..わ『┾け ┷ﾌ┤ヮジす ┮ﾗ┒┌┋ﾗ ┴ﾈ ┗ﾋ┕ﾌ ┗┌ﾊ ら┕ﾖ ┕ジ

 ┗┏┌ﾚ┟す ┳ﾘ ┗ﾋぬ┢ﾗす り┣ﾚ ┶むむ┋ﾒ つ┤ポす ら┕ﾖ ┵ﾗる
 ┶┋ﾒ ┴┍┏┆ﾛ ろ┣ﾗす みぬ┵ﾉ┕ﾘすぬ┢┋ﾗ ┗むむﾋ┕ゴす たね┤ﾈ ┕ジ
 ┕┎ﾐ┵┏ﾍ ┢むむﾏる ┕┎┊ﾝﾌる ┗┏ﾋす┤ﾍ】す ┴ﾞﾛこぬ ┯ﾉぬ
 ら┵┊ﾛ らけ ┳むむ┊デ ┲┆ﾙ :ゆ┕むむﾕる ..┱┃ﾔけ ┱┊むむ━ﾈ
 ┳┊ﾗ り┤┅ﾙ ┗むむ┎ﾋる そぬ┵┋ﾈ ┷ﾔ わ┕┌┎ﾘ つ┤むむポす ぬるな
 ら┕ﾖ ┕ヅぬる ぃわ》るけ ┮ﾗ┒ジす ┤┅ﾙ ┗┎ﾋる ┶ﾗさ な┕┍ﾞﾎ》┕ﾈ
 ┴┍ﾘ ┘┋┈┍ﾞﾔ そ┤ヮﾛ るけ ┗┍デ ┕┎ﾞﾌ┥ﾌね ┶┋ﾒ わ すぬな┕ﾕ
 ┷ﾌ┤ヮジす ふ┤┆ﾗす ┱┏┌グ ┢┏┆ﾉ ┗┏ﾗ┕┌ﾋ ┗むむヮジ
 わそなぬする ┳┊ﾉ ┲むむﾗ わ》┕┌ﾋ ┤ﾟﾖけ そ┢むむﾛ┢ﾋ たすき┕むむヰﾛ┓ﾈ
 ┲┏ﾘ┤ﾉ ┗┏┋┌┆ﾈ よ┵むむ┉ﾛ ┴ﾙさ  :わ┕┈┏┃ﾘ ぃ┱むむﾝﾕ ┳ﾘ
 ┗┏┋┏┌｀ﾞﾗす ┗むむﾌす┤ゲす ┳┊ﾗ え┗┏┋┏┌グ ┗むむﾌす┤ﾋる

.わ す┢ﾈけ ┱┌┆ﾗす ┴ﾋる ぬな┕┇ﾛ 》 わ┕ヰﾝﾕ ┯┋ヱﾉ わ┕ﾙ┕┏ﾌけ
 めす┤むむﾐけ やす┤ﾞむむﾏす らさ   :よ┕むむﾚ┢ﾗす  .な  め┕むむ┻ける
 ┳ﾘ ┮ﾗ┒ジす きす┵ﾎ ┷ﾌ┤むむヮジす ┱┌┆ﾗす ┷ﾔ そ┢ﾛ┢ﾒ
 ┲┌│ﾘ るけ ビむむ┋ﾟ┌ジす るけ つ┤むむポす るけ ┨┍ﾗす ゆ『むむﾍ
 ┤ﾛ┵┄ﾞﾗす ┗┏┋┌ﾒ ┱┆｀ﾛ ┰ﾗに ┱ﾖ ぃ┕┏ﾔす┤ﾓ┵┍┏ヮﾗす
 ま┢ﾝﾛ らけ つ┤ポす ┶┋┆ﾔ た┕ﾚ┕グ》す ┱ﾖ ┷ﾔ ┗ﾛぬる┤┻
 ┕ヅ ┷ﾌ┤ヮジす き┕┃┈ﾗす ┱ﾍすな き┕┏むむﾏ┟す ┬ﾛね┵ﾉ ┷ﾔ

 ┕ﾘ ┗┏ﾌ┤むむヮﾘ そぬるな ┷ﾔ そ┥┺┕ﾋ ┗┌ﾊ ら┵むむ┊ﾉ ら┑ﾖ
 ゆ┵ﾐ┟ れ┤ﾍける ┷ﾔす┤ﾓ┵┍┏むむﾎ ┱┏┊むむ━ﾉ ┱┃ﾔ┟
 ぃ┷┋┏ﾟベ きすなけ ゆ┵ﾐ┟ れ┤むむﾍける ぃ┨ﾙ ┤│ﾕける ふ┤ﾒ
 ┕ﾘ ┖ヮヰﾈ す┣┊ﾚる ┷┆ﾕする ┨ﾙ ┱┃ﾔ┟ れ┤ﾍける
 ら┕ﾋ┤┎ジす ┱┆ﾗ :め┕むむ┻ける .た┕ﾙ┕ﾋ┤┎ジす ┳むむﾘ ┢ﾛ┤ﾙ
 ┴┏┋ﾒ ┕ﾘる ┴ﾗ ┕ヅ ぃ┴ﾉ┕ﾕ┕┈ﾍさる ┴むむﾉ┕ﾌ┕｀┍ﾈ ぃ┴ﾞ ぎﾘ┤ﾈ
 ┷ﾞﾗす ┗┏ﾈ┤┆ﾗす た┕ﾙ┕ﾋ┤┎ジす ┳ﾒ れ┵ﾞむむヮﾘ ┱┉ﾛ 》
 ┕┎ﾞ┆ﾈ┕ﾞﾘ るけ ┕むむﾚぬ┵┃ゴ ┗むむ┾┤┈ﾗす ┕┍ﾗ ┘むむヰ┏ﾉけ
 ぬるな ┳ﾒる .┗むむ┈┋ﾞポす よ『むむﾒ】す ┱┺┕むむﾎる ゆ『ﾍ ┳ﾘ
 ┗┏ﾗる┒ヮﾘ ┗ﾔ┕┉ﾟﾗす そぬすねる ┱┌ヰﾞﾉ 》 :ゆ┕ﾕ そぬすね┵ﾗす
 もするにけ れ┵ﾞヮジ も┤ﾛ ┲ﾗ ┷ﾌ┤ヮﾘ まる┤━ﾘ ぬ┕┏ﾞﾍす
 ┱┌ヰﾞﾛ ┳ﾘ ┗むむ┌ﾊ ら┕ﾖ らさる ぃビむむ┆ﾈ┕ﾞジする な┕むむ┉┍ﾗす
 ┗││ヱﾞジす ら┕むむ｀┋ﾗす ┷むむ┎ﾔ ┗┏ﾗる┒むむヮジす り┣ﾚ
 ┳┊ﾗ ┗┏ﾕぬる ┬ﾛぬ┕むむ━ﾘ たぬ┕ﾞﾍす ┕┎ﾙけ た┢ﾖけ ┷ﾞﾗす
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 ゆ┕ゴす す┣ﾖる ┗ﾕ『ザす りぬ┕┊ﾔけ ┢┏むむヮグ ┶┋ﾒ ┴┍┏┆ﾛ
 らけ ┴┏┋┆ﾔ え┕┏ﾔす┤ﾓ┵┍┏むむヮﾗす ┲┌│ジ ┗ﾝむむヮ┍ﾗ┕ﾈ
 ┢ヮグ ┗┉ﾐ┕ﾙ ┤┅ﾙ ┗┎ﾋる ┱┌ヰﾛ ┕ﾘ ┱ﾖ よ┢┉ﾛ
 わ┕ﾝ┍ﾋ ┨┍ﾗす ┬ﾘ ┮┉┏ﾗ ┱むむ┌┆┋ﾗ ろ┵ﾛこ┤ﾗす ┢┆ﾝﾗす
 ろ┣ﾗす ┷ﾌ┤ヮジす せ┕┄ザす ┱┏┊━ﾉ ┷ﾔ ┖┍ﾋ ┶ﾗさ
 わ》┵ﾕ ┴┍ﾘ ┤ﾟﾖけ ┗ﾛ┤│ﾈ そぬ┵┾ ┱┏ヰﾞヮﾛ らけ ┳┊デ

.わ すぬす┵ﾌる
 た┕┉┋ゴす ┦┌┋ﾞﾙ らけ ┕┍┏┋ﾒ ぎら┑ﾈ よ┕ﾚ┢ﾗす .な ┲ﾞﾍる
 ┖│ﾙる ぃ┷ﾌ┤ヮジす ┱┌┆ﾗす たす┤┉ﾔ ┷ﾔ ┗┈┏┆┃ﾗす
 ┗││ヱﾞジす たする┢むむ┍ﾗす ゆ『ﾍ ┳ﾘ ┕┎┏┋ﾒ ┢むむ┎ゲす
 そぬすね┵ﾗす ┱むむﾝﾕ ┳ﾘ ┗｀ﾞ┍ジする ┗むむﾘ┵ﾒ┢ジす ┖ﾞ┊ﾗする
 ダ┢むむ┉ﾞﾗ ビむむ││ヱﾞジす ┬むむ┏┌｀ﾈ ┗ﾙ┕┆ﾞむむﾎ》する
 ┗┏ﾌ┤むむヮジす ┗ﾖ┤ゴ┕ﾈ ふ┵┎┍┋ﾗ ┗┏┋┌┆ﾗす ┲ﾚすこぬ
 て┤むむヮジす ┠ﾝ│┏ﾗ ぃ┗むむ┾┕ﾍ た┕むむﾏぬる ゆ『ﾍ ┳むむﾘ
 ┴┏ﾔ┕┆ﾉ ┢┎むむ━ﾙ ┷┉┏┉ﾌ よ┕┌ﾞﾚす ┬┻┵ﾘ わ┕┍┺┕ﾖ
 りぬるな ┣むむﾍけ ┷ﾔ ┴ﾞ┌ﾚ┕むむヮﾘ ┲ﾊ ┳むむﾘる ┴むむﾘ┢┉ﾉる
 ┗┏┆┌ﾞペす ┗┏ﾔ┕┉ﾟﾗす ┗ﾖ┤ゴす ┢ﾔぬ ┷むむﾔ ┷┆┏┋┄ﾗす

.┗ﾔな┕┎ﾗす ┴ﾞﾗ┕ﾎ┤ﾈ ┲ﾚ┤┏│ﾝﾉる の┕┍ﾗす ┤ﾛ┵┍ﾉる

.┷ﾘ『ﾒ】す ┥ﾖ┤ジす :ろる┕┊┋ジす
 ┷ﾘ『ﾒ】す ┗むむﾔ┕┉ﾟﾗす そ┤むむﾛねる ぬ┕むむ━ﾞヮﾘ ゆ┕むむﾕる
 ぎろけ  ┧むむﾕ┕ﾙけ  らけ  ┬┏┄ﾞむむﾎけ :ろる┕┊むむ┋ジす  ┢むむ┌ヰﾘ
 ┗┏┺┥ﾋ ┕┎ﾙ┟る えら┕むむﾋ┤┎ジす そ┤むむ━ﾙ ┶┋ﾒ ふ┤ﾞ┆ﾘ
 ぎら┓ﾔ そぬすね┵むむﾗす ┴ﾉ┤ﾔる ろ┣むむﾗす ┷ﾘ『ﾒ】す ┥むむﾖ┤ジす ┳ﾘ
 ┕むむﾙ┢┉ﾞ┍ﾛ ┳むむﾘ ┱ﾖ ┶むむ┋ﾒ ┷むむ┃ﾞ┉ﾛ め┕むむ│ﾙ】す
 ぃわ『ﾘ┕┊ﾞﾘ わ┕┉ﾛ┤ﾔ ┕┍ﾖ ┮┏ﾖ ゆ┑むむヮﾛ らけ ビ┏ﾘ『ﾒさ
 ┱┎むむヮﾛ らけ ┴ﾙ┑むむﾏ ┳ﾘ ┕ﾘ ┱ﾖ ┤┏ﾔ┵ﾞﾗ ┶┆むむヮﾙ
 ┕┍┏┏ﾔ┕ヰ┾ ┶ﾞﾌる ┱むむﾈ ぃせ┤┆ﾗす め┵┏┃ﾗす よ┕むむ┎ﾘ
 た┥｀ﾌ ┢┉ﾔ え┲┎┈ヰ│ﾗ ┲ﾚぬ┕ﾝﾍけ ら┵ﾟﾝﾛ ┳ﾛ┣ﾗす
 ぃビ┏ﾘ『ﾒ‒ﾗ ┗ﾘ┤ﾞヰﾘ ┗ﾒ┕ﾕ も┢┍┈ﾗす ┷ﾔ そぬすね┵ﾗす
 そ┥┎ﾋけ ち┢ﾌ┑ﾈ そ┤むむ ぎﾔ┵ﾘ ぃき┕┻┵┃ﾗす ┳むむﾒ そ┢┏┆ﾈ
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 ┥｀┍ﾛ ぃわ す┤ﾖ┕むむﾏ ┬┏┌ゲす ら┕ﾖ ┙┏ヰﾈ ぃせ┵むむﾎ┕ゴす
 ┷ﾔ ┕むむ┍┆ﾘ よ┵むむ┉ﾛ ら┕ﾖる ぃ┗むむﾘ┕ﾉ ┗むむﾛ┤ヰﾈ ┴むむ┋┌ﾒ
 ┕┍┺『ﾘね そ┤むむ┏ﾍ ┳ﾘ ┯ﾛ┤ﾔ そ┤むむ━┍ﾗす ぬ┕ﾝﾍけ ┖むむ┋ﾋ
 ┮ヰ│ﾗす ┘むむﾙ┕ﾖる ぃビむむ┏ﾘ『ﾒ】する ビむむ┏ﾔ┕ヰ│ﾗす
 ┯ﾛ┤ﾐ ┳むむﾒ ゆる┑ﾈ わ》るけ ┕むむﾙぬ┕ﾝﾍけ ┣むむﾍ┑ﾉ ┗むむ┏ﾈ┤┆ﾗす
 ┗┏┄┇ﾞﾗ ┗┏┌むむﾎぬ そ┵ﾒ┢ﾈ ┲ﾚ┕┍┈┃ﾞむむﾎす ┳ﾘ
 ぃそ┤むむ━┍ﾗす ┨ヱﾛ ┕┌┏ﾔ ┕ﾘけ.ら┕ﾋ┤┎ジす た┕むむ┏ﾗ┕┆ﾔ
 ぃゆ┕┌┊ﾗす ┷ﾒ┢ﾙ 》 ┕┍ﾙけ ┬ﾘ :┴ﾗ┵┉ﾈ ろる┕┊むむ┋ジす ぎな┤ﾔ
 ┘┍ﾝﾙす ┗┏┌┋ﾒる ┗┏┍┎ﾘ ┢むむﾒす┵ﾕ ┕┍┆ﾝﾉす ┕┍ﾙけ ┤ﾝﾓ
 ┲┎ﾉ┤ﾝﾍる ぃ┕むむ┎┏ﾔ ら┵ﾝﾞ┊ﾛ ┳むむﾘ ┨│ヱﾉ ┶┋ﾒ
 ぃわ┕┏ﾙ┕ﾊ ┗┏ﾔ┕┉ﾟﾗする ┗┏ﾌ┤むむヮジする わ》るけ ┗むむ┏ﾔ┕ヰ│ﾗす
 ┕┎┏ﾔ ┖ﾞ┊ﾛ ┗┈┏┄ﾗ ┕ﾛするね ┶┋ﾒ ┘むむヮﾎ┑ﾉ ┕┌ﾖ
 ┗┈┾す┵ﾗす るけ そ┢ﾕ┕┍ﾗす ┲┎ﾉ┕┅ﾌ『ﾘ ら┵┏┈ヰ│ﾗす
 わ┕┏┆むむﾎ え┴┏┋ﾒ ┲┎┍┏ﾒけ ┬むむ┉ﾉる ┴ﾙる┢ﾚ┕むむ━ﾛ ┕ジ
 め┕│ﾙさ るけ ┗ﾗ┕ゴ ┴┏ﾝ┍ﾞﾗす るけ ┮┆┃ﾗす ダ┵むむ┉ﾉ きすぬる

.ゆ┕｀ がﾎ るけ やす┤ﾌ ┯┋ﾍ るけ ふ┤ﾒ
 ぃ┰ﾗ┣ﾖ ぃそ┤むむ━┍ﾗす た┵ﾞﾌす :ろる┕┊むむ┋ジす め┕┻ける
 ┱ﾈ ぃビ┏┋ヰﾘる せ┤むむﾒ め┵┏┻ ┬ﾘ たすぬす┵むむﾌ ┶┋ﾒ
 ┷ﾔ ┯ゴす ┲むむ┎ﾗ ┲┎ﾔ ぃ┲むむ┎ﾘ『ﾕ┑ﾈ た┕ﾖぬ┕むむ━ﾘる
 ┷ﾔ ┗┏ﾔ┕┈むむ━ﾗす ┘┇┋ﾈる ぃする┢むむ┉┍ﾛる す┵むむﾝﾞ┊ﾛ らけ
 す┵｀ﾞﾌす ビﾙ┕┍ﾔ ┳ﾘ わ すなるなぬ ┕ﾙ┤むむ━ﾙ ┕┍ﾙけ そ┤むむ━┍ﾗす
 きすぬ｠ ┕ﾙ┤むむ━ﾙる ぃ┗┏┃ﾕ す┵むむ━ﾕ┕ﾙ るけ ぃそ┤ﾚ┕ﾑ ┶┋ﾒ
 ┕┍┻る┤ﾒ た┢┉ﾙ ┢むむ┉┍ﾗす ┷ﾔ ┗││ヱﾞﾘ ┗┏ﾈ┤ﾒ
 ┕┌┋ﾕ ┗┏ﾔ┕┈ﾏ ┷┎ﾔ え┗ﾖぬ┕━ジす ふる┤┆ﾗする ┳ヰﾙ
 らけ ┤ﾖにけ :ゆ┕ﾕる ぃた┕ﾙ┕ﾋ┤┎ジす ┳ﾘ ┤┏ﾟﾖ ┷ﾔ ┤むむﾔす┵ﾞﾉ
 そ┤むむ━┍ﾗす ┘ﾙ┕ﾖる ┢┎ゲす す┣┎ﾈ わ┕ﾌ┤ﾔ ら┕ﾖ ┬┏┌ゲす
 ┷ﾔ ┤ ぎ│┉ﾙ ┲むむﾗ ┕┍ﾖる ぃ┕むむ┎┏┺ぬ┕ﾕ ┢むむﾛ ┷ﾔ ┗むむ┏ﾗ┕ﾓ
 .┕ﾚ┢ﾒ┵ﾘ ┷ﾔ まね┵ﾉ ┘ﾙ┕ﾖる ぃ┤┺すね ろ┟ ま┕┌ﾞむむﾎ》す
 》る ┕┎ﾉ┕ﾕるけ ┷むむﾔ ┬ﾝ┄ﾉ ┘ﾙ┕ﾖ そ┤むむ━┍ﾗす らさ ゆ┕ﾕる
 ┷┊┋ジす ┷ﾔ┕┉ﾟﾗす ┥ﾖ┤ジす ┷ﾔ しぬ┕┉ﾗす ┢ﾛ ┳ﾒ ┤ﾍ┑ﾞﾉ
 ┯┺》 ┱┊むむ━ﾈ ┬ﾝ┄ﾉ ┘ﾙ┕ﾖる ぃ┤むむﾍく ら┕┊むむﾘ ろけ るけ┗┋ペす ぬ┤ヰﾘ *

 ┗むむ┋｀ﾘ ┤むむﾛ┤ギ そ┤むむﾎけ ┳むむ┋┆ﾉ -          
 せ┕むむﾈ  ┠むむﾞﾔ  ┳むむﾒ  »そ┢むむﾛ┢ﾋ  よ『むむﾕけ«
 ┷ﾈな┟す ます┢ﾈ】す ┗┉ﾈ┕ヮﾘ ┷ﾔ ┗ﾖぬ┕━ジす
 ぃそ┤むむ┏│┉ﾗす  ┗むむ│┉ﾗする  ぃ┤┆むむ━ﾗす  ┷むむﾔ
 ┶┋┆ﾔ .┵ﾛぬ┕┍┏ヮﾗする ぃ┷ﾌ┤ヮジす ┨┍ﾗする
 ┴│ﾙ ダ┢むむ┉ﾉ ┗ﾖぬ┕むむ━ジ┕ﾈ ┖むむﾓ┤ﾛ ┳ﾘ
 ┘ギ ┗むむ┏ﾙる┤ﾞ┊ﾗさ ┗ヱむむヮ┍ﾈ ┷むむﾒす┢ﾈ】す
 らす┵┍ﾒ ┶┋ﾒ »ます┢ﾈ】す ┗┉ﾈ┕ヮﾘ« らす┵┍ﾒ

 :┷ﾙる┤ﾞ┊ﾗ】す ┗┋ペす

mailto:aqlamjadida@yahoo.com 

┗┉ﾈ┕ヮジす へる┤ﾏ
 そぬ┵むむ┾る ┗むむ┏ﾉすに そ┤┏むむﾎ も┕むむﾔぬさ  :わ》るけ

.┗ﾖぬ┕━ジす ┬ﾘ ┗┏│ヱﾏ
 ろ┤┆むむ━ﾗす ┨┍ﾗす ねる┕｀ﾞﾛ 》 らけ :わ┕┏ﾙ┕ﾊ

.わ┕ﾞ┏ﾈ ビﾊ『ﾊ
 ┤┆━ﾗす ┳ﾘ そ┢┏│┉ﾗす ら┵┊ﾉ らけ :わ┕ﾟﾗ┕ﾊ

.┗┋┏┆┈ﾞﾗす るけ ろな┵┌┆ﾗす
 ┢ﾕ やぬ┕━ジす ┨┍ﾗす ら┵┊ﾛ 》 らけ :わ┕┆ﾈすぬ

.れ┤ﾍけ ┗┉ﾈ┕ヮﾘ ┷ﾔ そ┥┺┕ﾋ ┶┋ﾒ ね┕ﾌ

اإعـــــــــان



ぇょゃ

 ゆ┕┌ゲす た┕┅ゴ つぬ┢ﾞヮﾛ ぃ┕┎ﾉ┕ﾋぎぬ┢ﾘ ┕ﾛ┕┍ﾊ ┷ﾔ
 ぃす┤むむ┏ﾘ┕┊ﾗす ┗むむ┇ﾗ ┲むむ┎┈ﾛ .┯むむﾏ┕┆ﾗす ┗むむﾎ┢┆ﾈ
 ┱┏ﾝﾕる ぃ┕┎┺す┢ﾙ ┶ﾗさ も┤ヮ┍ﾛる ぃ┕┎ヮ┌ﾚ ┬┌ヮﾛる
 ┰ﾏ┵ﾉ わ┗┏ﾙ┕むむヮﾙさ わ┗┅ゴ ┪┉ﾞ┋ﾛ ます┢ﾈ】す ┗┃ﾘる

.な┵┋ザす ┕┎ヰ┍┌┏ﾔ えそ┕┏ゴす ぬな┕┇ﾉ らけ
 ぬ ぎ┵│ﾘ ろね┤┄ﾗす ┢┌ヰﾘ ┷ﾔす┤ﾓ┵ﾉ┵┈ﾗす ら┕むむ┍┈ﾗす
 ┗ﾜ┏ﾝﾗす ┨┺┕│ﾍ もなけ ┪┉ﾞ┋ﾛ ┗┏ﾙなぬ┟す ┗むむ┆ﾘ┕ゲす
 ┤┆むむ━ﾉ ┢┉ﾔ え┗┏ﾒす┢ﾈさ ┗┏┍ﾔ ゆ┕┌ﾒ┟ ┕むむ┎ﾗ┵ヰﾛる
 も┵ﾔ ┤┏ﾐ ┬ﾘ な┤┇ﾉ るけ ぃき┕┌ヮﾗす ┷ﾔ ┠ﾝむむヮﾉ ┰ﾙけ
 ┚ﾚる ┳ﾘ ┗むむ┅ヰ┋ﾗす ┨┍ﾞ┉ﾛ .そ┤｀むむﾏ ら┕│ﾓけ
 ┲ﾊ ぃ┳ﾛ┤ﾍ｠す ら┵┊むむﾎ るけ た┕ﾖ┤ﾌ ┢┾┤┏ﾗ き┵┃ﾗす
 ┬ﾞ┌ﾞヮ┍ﾗ ビ┌ﾟﾗす ┷ﾔす┤ﾓ┵ﾉ┵┈ﾗす り┢┏│ﾈ ┷┉┋ﾛ

.┗ﾛこ┤ﾗす もす┣ヅ

 せ┕ﾌぬ ┷ﾔ ろね┤┄ﾗす ┬ﾘ たぬ┕ﾎ »そ┢ﾛ┢ﾋ よ『ﾕけ«
:き┕┉┋ﾗす す┣ﾚ ら┕┊ﾔ »┗┏ﾙなぬ┟す «

.┗┍┎ジす ぬす┤┌ﾞﾎ》 ┗ﾝﾚ┵ジす へ┤ﾞ━ﾛ ┗┏ﾙなぬ┟す ┗┆ﾘ┕ゲす ぬ ぎ┵│ﾘ

*┗ﾙるす┤┄ﾗす ┢┌ﾌけ -りぬる┕ﾌ

منحها اخلود. الطرزي: اأتبع اللحظات الهاربة اأ

ثقافة وفنون



ぇょゅ

 ┴ﾈ ┘┉┋┆ﾉ ┷むむﾙ┵ﾛ┥┈┋ﾞﾗす ┤むむﾛ┵│ﾞﾗ┕ﾈ ┷むむ┋┌┆ﾈる
 た┢ﾋる ┶ﾞﾌ ┷むむﾔす┤ﾓ┵ﾉ┵┈ﾗす ┤むむﾛ┵│ﾞﾗす そすねす┵むむヅ
 ┦ﾉ┵┋ﾗす そ┤ﾚね ┗ヮﾎ┒ﾘ ┷ﾔ ┰ﾗに ┢┆ﾈ ┷むむヮ┈ﾙ
 ぃ┷ﾔす┤ﾓ┵ﾉ┵┈ﾗす ┤ﾛ┵│ﾞﾗする ┷ﾙ┵ﾛ┥┈┋ﾞﾗす つ┕ﾞﾙ┵┌┋ﾗ
 ┷ﾉすぬ┢┉ﾈ よ┕┌ﾞﾚ『ﾗ よ┕┆ﾗす ┕ﾚ┤ﾛ┢ﾘ ┬ﾔな ろ┣ﾗす ┤ﾘ┟す
 たす┤┏ﾘ┕┊ﾈ ろ┢むむﾛる┥ﾉ  ゆ『ﾍ ┳ﾘ ┗むむ┉ﾟﾗす ┷ヰ┍ﾘる
 ぃす┤┏ﾘ┕┊ﾗす や『むむﾞﾘ┕ﾈ ┷ﾞﾝﾓぬ ┳むむﾘ たなすね ぃ┗むむﾟﾛ┢ﾌ
 ら┕ﾖる ぃ┗ﾘ┕┆ﾗす ぬ┕ﾊ｠す そ┤┺す┢ﾈ ┱むむ┌┆┋ﾗ ┘┋┉ﾞﾙす ┲ﾊ
 ┷ﾙ┕┄ﾒけ ろ┣ﾗす ぃ┦┏ﾕ よけ ぬ┕ﾊく ┖むむﾞ┊ﾘ ┷ﾔ ┷┋┌ﾒ
 ┗┋┏┌ゲす ┗むむ┏┆┏ﾝ┄ﾗす ぬ┵むむ│ﾗす へ┕むむ┉ﾞﾗす ┗むむ┾┤ﾔ
 ┗┾┤┈ﾗす ┷むむﾗ ┘ヰ┏ﾉゎけ ┰むむﾗ┣ﾈる ぃ┗むむ┉┄┍ジす ぬ┕むむﾊ｠
 ┗むむ┏ﾈ┤ﾒる ┗むむ┏┋ヰﾘ ふぬ┕むむ┆ﾘ ┷むむﾔ ┗ﾖぬ┕むむ━┌┋ﾗ
 そ┤┺すな ┷むむﾔ ┱┌┆┋ﾗ ┘むむ┋┉ﾞﾙす ┕むむﾚ┢┆ﾈる ぃ┗むむ┏ジ┕ﾒる
 ぃ┗┏ﾙなぬ┟す ┗┆ﾘ┕ゲす ┷ﾔ ┗ﾘ┕┆ﾗす た┕ﾕ『┆ﾗする よ『ﾒ】す

   .そ┢ﾛ┢ﾋ れこぬ ┷ﾗ め┕┻け ろ┣ﾗす ┤ﾘ┟す
 

┗┍┎ﾘる ┗ﾝﾚ┵ﾘ
!おわ┕ﾈ┵ﾚ┵ﾘ ゑ┘┍ﾖ -

 ┬ﾘ ┗┍┎ジす ┯ﾔす┵ﾞﾉ らけ め┢│ﾗす ┳むむﾎ┕ヰﾘ ┳ﾘ
 ┗┅ゴ た┢┉ﾞﾔ》 ┗┍┎ﾘ ┷┋┌ﾒ ら┕ﾖ ┵ﾗる ぃ┗ﾝﾚ┵ジす

.┗ﾝﾚ┵ジす ┕┎ﾈ ┶┋｀ﾞﾉ ゐます┢ﾈさ

┗┌ﾞ┎ﾘ ┗ﾗ┵┈ﾐ
!┤ﾛ┵│ﾞﾗす ┶ﾗさ ┰ﾞ┋┌ﾌ えた┕ﾛす┢ﾈ ┳ﾘ ぎ┢ﾈ 》 -

 ぬ┵│ﾗす ┬むむ┌ﾋけ らけ ゆる┕むむﾌけ ┕ﾙける ろ┤むむ┇┾ ┣むむ┍ﾘ
 ┰ﾗ┕┍ﾚ らけ ┢むむ┉ﾞﾒけ ┘むむ┍ﾖ ┢ﾕる ぃ┕むむ┎ﾈ ┫むむ┈ﾞﾌする
 ┕ﾘ わ┕ﾒ┵┻┵ﾘ ┕┎┏ﾔ らける ぃそぬ┵│ﾗす り┣┎ﾗ ┕ﾘ ┗むむ┌┏ﾕ
 わ┕┏│ヱむむﾏ るけ わ┕┏┍ﾐる ら┵┊ﾛ ┢ﾕ ぃ┗ﾛ┕┎ﾙる ┗ﾛす┢ﾈ ┴ﾗ
 そぬ┵│┋ﾗ らけ ┲むむ┋ﾒけ らけ ┷┍┆ﾔな よ┕むむ┌ﾞﾚ》す す┣むむﾚる
 ┱ﾘ┕┆ﾞﾗす ┖むむﾌける ┕┎┉むむ━ﾒけ ┷むむ┍┋┆ﾋる ぃ┗むむ┌┏ﾕ
 ら┥ﾞヱﾛ ┕ﾘ り┕むむグ ひ┕ザす ぬ┵┆むむ━ﾗす ┱┆ﾗる ぃ┕┎┆ﾘ
 ┷┍ﾘね『ﾛ ら┕ﾖ め┢ﾚる ┶┍┆ﾘる ゆ┕┌ﾋ ┳ﾘ そぬ┵│ﾗす

   .┤┇│ﾗす ┣┍ﾘ
 ┳ﾘ ┤ﾛ┵│ﾞﾗす ┶┋ﾒ め┤┆ﾉけ たけ┢ﾈ ┷ﾞﾗ┵┈ﾐ ┷ﾔ
 ┕ﾚ┢ﾚ┕むむﾏけ ┘┍ﾖ ┷ﾞﾗす ┗ﾛぬ┵┈ﾗす す┤┏ﾘ┕┊ﾗす ゆ『ﾍ
 ┕むむヮﾙ┤ﾔ ┳ﾘ ら┵ﾜ┏｀ﾛ す┵ﾙ┕ﾖ ┳むむﾛ┣ﾗす ┷ﾈぬ┕ﾕけ ┬むむﾘ
 ┷┍ﾙけ ┤ﾖにける ぃぬ┵むむ│ﾗす ら┵┄┉ﾞ┋ﾛ す┵ﾙ┕ﾖ .┕むむ┍ﾉぬ┕ﾛ┥ﾗ
 らけ ┘ﾗる┕ﾌる す┤むむ┏ﾘ┕┊ﾗす よす┢ヱﾞむむﾎす ┶┋ﾒ たけ┤むむグ
 ┰ﾗ┕┍ﾚ らけ ┕むむ┎┍┏ﾌ ┘むむヮヮﾌける ┕┎┆ﾘ ┱ﾘ┕┆ﾉけ
 たけ┢ﾈ ┲ﾊ ぃ┕むむ┎┍┏ﾈる ┷むむ┍┏ﾈ ┗┏┌┏┌ゴす ┳むむﾘ わ┕むむﾒ┵ﾙ
 ┗ﾟﾛ┢ゴす た┕┏┍┉ﾞﾗす ┗むむﾎすぬ┢ﾈ た┢ヮグる ┗ﾕ『┆ﾗす
 わ すぬ┵│ﾘ ┴┏ﾋ┵ﾞﾗす ┗ﾛ┤ﾛ┢ﾘ ┷ﾔ ┱┌┆┋ﾗ ┷むむﾗ┕┉ﾞﾙする
 ぃ┷ﾙ┵ﾛ┥┈┋ﾞﾗす ┤ﾛ┵│ﾞﾗす ┶ﾗさ ┗ﾔ┕┻】┕ﾈ わ┕┏ﾔす┤ﾓ┵ﾉ┵ﾔ



ぇょょ

┢┏┾ ┗┅ゴ
!お┤ﾛ┵│ﾞﾗす ┷ﾔ ┰ヮ┈ﾙ ┢グ ┳ﾛけ -

 ┗ﾔ┕┻さ ┷ﾙ┵ﾛ┥┈┋ﾞﾗす ┤ﾛ┵│ﾞﾗす ┷ﾔ ┷ヮ┈ﾙ ┢ﾋけ
 ┗┏ﾗ┕┌ゲす ┬ﾝ━ﾉ ┷ﾞﾗす ┗┄┉┋ﾗす ┢┏┾ ┗┅ゴ ┶ﾗさ
 ┗┅ゴ ┘ﾙ┕ﾖ ┵むむﾗ ┶ﾞﾌ ろ┤ﾐ┕ﾍ ┷むむﾔ ぬる┢ﾉ ┷むむﾞﾗす

.┗┏ﾔす┤ﾓ┵ﾉ┵ﾔ

┗ぎ┏┍ﾓ た┕ﾙ┕ﾋ┤┎ﾘ
!お┗ぎ┏┍┈ﾗす ┰ﾉ┤┏ヮヅ めぎ┵┄ﾙ らけ ┕┍ﾗ ┱ﾚ -

 ┗┏ﾗる┢ﾗす ふぬ┕┆ジす ┳ﾘ ┢ﾛ┢┆ﾗす ┷ﾔ らなぬ┟す ┘┋ﾟﾘ
 ぃビ│ﾗする ぃら┕ﾈ┕┏ﾗする ぃよすな┤ﾞヮﾘけ ふ┤┆ﾘ :┱ﾟﾘ ┳ﾘ
 ┗むむﾒすに】す ら┕むむﾋ┤┎ﾘ ┶むむﾗさ ┗むむﾔ┕┻さ ぃビ┄むむヮ┋ﾔる
 ┷むむﾔ ┢むむ┉ﾒ ろ┣むむﾗす ぉぅぅぉ ┳むむﾘ┕ﾟﾗす ら┵むむﾛ┥┈┋ﾞﾗする
 ぉぅぅゅ ら┕むむヮﾙ】する ちす┤ﾞﾗす :ら┕┌ﾒ ふ┤┆ﾘる ぃ┤│ﾘ
 ┗┉ﾈ┕ヮﾘ :せ┤┆ﾗす ビむむﾎ┢┍┎ジす ┤ベ┒ﾘ ふ┤┆ﾘる ぃ
 ゆる┟す ┷ﾈ┤┆ﾗす ら┕┌ﾒ ら┕ﾋ┤┎ﾘる ぃ ぉぅぅゃ ┤ﾛ┵│ﾞﾗす
 ぉぅぅゃ ┷ﾙ┕ﾟﾗす ┷ﾈ┤┆ﾗす ら┕むむ┌ﾒ ら┕むむﾋ┤┎ﾘる ぃ ぉぅぅぅ
 :┗┏ﾈ┤┆ﾗす ┗┏┍ﾓ【ﾗ ┙ﾗ┕ﾟﾗす ┱ﾈ┕┍むむヮﾗす ら┕ﾋ┤┎ﾘる ぃ
 た┕┏ﾗ┕┆ﾔ ┳むむ┌┻ ┰むむﾗにる ぃ ぉぅぅぅ ┗むむﾔ┕┉ﾟﾗす そぬすねる
 ┘ﾖぬ┕むむﾏ ┕┌ﾖ .┤むむﾛ┵│ﾞ┋ﾗ ┗むむ┏ﾙなぬ┟す ┗むむ┏┆┌ゲす
 らなぬ┟す ┘┋ﾟﾘる ぉぅぅゅ たぬ┵むむ┈┊ﾙす┤ﾔ ら┕ﾋ┤┎ﾘ ┷ﾔ
 ┗┄┉┋ﾗす ┷ﾚる ぃせ┤┆ﾗす ろなする ┢ヮﾗ ┗┏┍ﾔ ┗┄┉┋ﾈ

┷┆ﾋ┤ﾘ そぬ┵│ﾗす
お┤ﾛ┵│ﾞﾗす ┷ﾔ ┶┋ﾒ┟す ┰┋ﾟﾘ るけ ┰┆ﾋ┤ﾘ ┕ﾘ -

 ┗┏ﾗ┕┌ﾋ ┕┎┏ﾔ れぬけ え┷┆ﾋ┤ﾘ ┗┋┏┌ゲす そぬ┵│ﾗす
 ┗┏┍┈ﾗす ┦┏ﾛ┕┉ジす ┳┌┻ ┳┊ﾉ ┲ﾗ ┵ﾗ ┶ﾞﾌ そ┥┏ド
 ┢ﾛ┢｀ﾞﾗ ぬ┢│ﾘ ┷┎ﾔ ぃ┕┎┏┋ﾒ めぬ┕┆ﾞジす ┗┏ﾗ┕┌ゲす
 ┨ヱむむﾏ 》 そぬ┵│ﾗす ┷┍ﾒけ ┕むむ┍ﾚ ┕むむﾙける ぃ┷むむﾒす┢ﾈさ

 .ぬ┵│ジす

┮┏┆┻ ┢┉ﾙ
 ┗┾┕ヱﾈ ┷ﾔす┤ﾓ┵ﾉ┵┈ﾗす ┢┉┍ﾗす れ┤ﾉ ┮┏ﾖ -

お┗ﾘ┕┆ﾈ ぎ┷┍┈ﾗする
 ┳┈ﾗす ゆ┕むむ｀ﾘ ┷むむﾔ ┷むむ┉┏┉ﾌ ┢むむ┉ﾙ ┳むむﾘ ┕むむﾘ
 ┗┉┋ﾌ らす┢むむ┉ﾔ ┵ﾚ ┰ﾗに ぎな┤むむﾘる ぃ┷むむﾔす┤ﾓ┵ﾉ┵┈ﾗす
 ┶┋ﾒ わそる『ﾒ ぃ┳ﾛ┥┏┌ジす ┳ﾛぬ┵│ジす ぬ┕ﾝﾖ ビﾈ ┱┾┵ﾗす
 な┵ﾋる ┲ﾓ┤ﾗ┕ﾈ ろ┵むむﾕ ┷┌┅┍ﾉ ぬ┕むむﾐさ な┵ﾋる よ┢むむﾒ
 ろ┣ﾗす き┕┉ﾞﾗ》す す┣ﾚる ぃ┤ﾛ┵│ﾞ┋ﾗ ┗┏ﾙなぬ┟す ┗┏┆┌ゲす
 ┗ﾛ┢┉┍ﾗす ┗むむﾗ┕ゴす ┱┆ﾋ ビむむﾔ┤ﾞボす ビﾈ り┢むむ┉ﾞ┈ﾙ
 り┣ﾚ ┶ﾗさ そな┵┆ﾗす そ┣ﾉ┕むむﾎ┟す ┶┋ﾒ ┶┍ベける ぃそ┤┏┉ﾔ
 らけ ┲ﾓぬ ┲┎ﾈ ┕むむ┍┆┌グ ┷ﾞﾗす そ┢┏ﾌ┵ﾗす ┗むむ┍┻┕ゴす
 ┳ﾘ ┱┏┋ﾕ な┢ﾒ ┕┎┏┋ﾒ よ┵┉ﾛ ┷ﾞﾗす ┗┏┆┌ゲす り┣ﾚ
 ┷ﾔ ┳┃ﾞギ  ┗┏│ヱ━ﾗす ┲ﾚな┵┎｀ﾈ ┳ﾛぬ┵│ジす
 ら┕ﾋ┤┎ジす »らす┵┍ﾒ ┘ギ  わ┕┏ﾈ┤ﾒ わ┕ﾙ┕ﾋ┤┎ﾘ よ┕ﾒ ┱ﾖ
 ┴┏ﾔ やぬ┕━ﾛる ぃ»┷ﾔす┤ﾓ┵ﾉ┵┈ﾗす ┤ﾛ┵│ﾞ┋ﾗ ┷ﾈ┤┆ﾗす

.ぬ┕ﾝﾖ せ┤ﾒ らるぬ ぎ┵│ﾘ

┢┏┈ﾘ ┱┾す┵ﾉ
!お┢┉┍ﾗす ┱ﾝ┉ﾉ ┱ﾚ -

 ┢ﾋけ ゆ┕┌ゲす ┗むむ┅ゴ ひ┕┍ﾞﾕ┕ﾈ ┬ﾞ┌ﾞむむﾎけ ┕┌ﾖ
 ┳ﾘ ら┕ﾖ ┵ﾗ ┶ﾞﾌ き┕┍ﾝﾗす ┢┉┍ﾗす ま┕┌ﾎ ┷ﾔ ┗┆ﾞジす
 ┢┏┈ﾞヮﾙ ┕ヅ┤ﾔ !おろぬ┢ﾛ ┳ﾘる ぃビ┺┢ﾞﾝﾘ ┳ﾛぬ┵│ﾘ

.┗ﾝ┺┕ﾓ ┗┏ﾗ┕┌ﾋ ┗ﾘ┵┋┆ﾘ ┳ﾘ



ぇょっ

 ┱┏ﾟ┌ﾞﾈ ┘ﾔ┤むむ━ﾉ そ┤┏ﾝﾖ ┗┾┤ﾔ ┕┎ﾉ┤ﾝﾞﾒす ┷ﾞﾗす
.┷ﾗる┢ﾗす ふ┤┆ジす す┣ﾚ ┷ﾔ ┕┎ﾈ らなぬ┟す

 .┷ジ┕┆ﾗす »の┤ﾈ なぬる┵ﾗす« ふ┤┆ﾘ ┷ﾔ ┘ﾖぬ┕ﾏる
 ┷ﾞﾗす た》┕ペす ┲むむﾚけ ┳ﾘ た┕ﾖぬ┕むむ━ジす り┣ﾚ ┞┢ﾒける

.┳ﾛ┤ﾍ｠す たすね┕ガさ ┶┋ﾒ ┕┎ﾈ ┬┋ﾐけ
 ┳むむ┌┻ ぃ┷むむﾈ わ┕むむ┾┕ﾍ わ┕むむ┻┤┆ﾘ ┘むむ┌ﾕけ ┢むむﾕる
 ┷ﾔ ┤ﾍくる ぃ┷むむﾔ┕┉ﾟﾗす すぬす┢ﾋ ら┕むむﾋ┤┎ﾘ た┕┏ﾗ┕┆ﾔ
 ┗┆ﾘ┕ﾋ ┷むむﾔ ろ┵┍むむヮﾗす ゆ『┉ﾞむむﾎ》す ら┕むむﾋ┤┎ﾘ
 せすな｠す ┗┏┋ﾖ た┕ﾐ┕むむ━ﾙ ┳┌┻ ┙ﾗ┕ﾊる ぃや┵ﾘ┤┏ﾗす
 ┳ﾘ ┢ﾛ┢┆ﾗす ┶ﾗさ わ┗ﾔ┕┻さ ぃや┵むむﾘ┤┏ﾗす ┗┆ﾘ┕ﾋ ┷ﾔ
 ┢┉ﾞﾒ┑ﾔ ┕┎┏┋ﾒ ゆ┕ﾝﾕ】す ┕ﾘけ .┗ﾖ┤ﾞ━ジす ふぬ┕┆ジす

.┕ﾚ┥┏デ ┕ﾘ ┵ﾚ ┷ﾒ┵┍ﾗす ぬ┵┃ゴす らけ
 ┗むむ┏┋ボす ふぬ┕むむ┆ジする »┘むむﾙ┤ﾞﾙ】す« ┷むむ┍ﾉ┵┈ﾛ 》る
 ┗┍┏┌ﾊ ┗┾┤ﾔ ┷むむﾚる ぃ┗むむﾌ┵ﾞ┈ジす ┗むむ┏ﾙる┤ﾞ┊ﾗ》する
 ┤むむﾏ┕ﾝジす  ┢むむ┉┍ﾗす  ゆ『むむﾍ  ┳むむﾘ  きすな┟す  ┤むむﾛ┵┄ﾞﾗ
 .ビ┆ﾈ┕ﾞジす ┱ﾝﾕ ┳ﾘ ぬ┵│ﾗす り┣ﾚ ┶むむ┋ﾒ ┯┏┋┆ﾞﾗする
 ┗┉ﾈ┕ヮﾘ ┷ﾔ ┲┏┊ギ ┗ﾜ┏ﾚ ┵┃ﾒ ┘ﾖぬ┕ﾏ ┕┌ﾖ
 そぬすね┵むむﾗ  ぉぅぅい  ┗むむ┍ﾘ┕ﾟﾗす  ┷ﾈ┕ﾝむむ━ﾗす  ます┢むむﾈ】す

.┗ﾔ┕┉ﾟﾗす

┗┏ﾘ『ﾒ】す そぬ┵│ﾗす
 ┗┏ﾗ┕┌ﾋ ┳ﾒ ┷ﾘ『ﾒ】す ┤ﾛ┵│ﾞﾗす や┢ヰﾛ ┱ﾚ -

!おそぬ┵│ﾗす
 ら┕┊ジす そな┢ヰﾘ ら┵┊ﾉ ┕むむヅぬ ┗┏ﾘ『ﾒ】す そぬ┵│ﾗす
 ひ┕ヱむむﾏ┟す ねす┤ﾈ】 そぬ┵┾ ら┵むむ┊ﾉ ┕ヅぬる ぃら┕むむﾘ┥ﾗする
 ┕ﾘ わ す┤┏ﾟ┊ﾔ ぃ┠むむ┏ヰ┾ ┦むむ┊┆ﾗする ┲ﾚぬ┕┎むむﾏさ るけ
 そぬ┵│ﾗす ┕┌┍┏ﾈ ぃ┷むむﾗ┕┌ゲす の┕むむヮﾌ】す ┳ﾘ ┵┋ヱﾉ
 の┕むむヮﾌ┓ﾈ  ┷むむﾔす┤ﾓ┵ﾉ┵┈ﾗす  ろな┕むむ┍ﾉ  ┗むむ┏ﾗ┕┌ゲす
 ぃら┕ﾘ┥ﾗする ら┕┊むむジする ┘ﾕ┵ﾗす め┤┆ﾉ 》 ゐもすぬる ┱むむ┏┌ﾋ
 ┵┋ヱﾉ な┕┊ﾉ ┗┏ﾘ『ﾒ】す そぬ┵むむ│ﾗす ぎら┓ﾔ ぬ┕│ﾞﾍ┕ﾈる
 ら┵┊ﾉ らけ ┖｀ﾛ ┗むむ┏┍┈ﾗす ┕┌┍┏ﾈ ぃの┕むむヮﾌ】す ┳ﾘ

 .┷ﾕす┤ﾗす ぎ┷ﾒす┢ﾈ】す の┕ヮﾌ】┕ﾈ ┗┆ﾝ━ﾘ
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 ね┕┎ﾋる ┗ﾟﾛ┢ゴす す┤むむ┏ﾘ┕┊ﾗす ┷ﾔ ┗┋ﾟ┌ﾞジす つ┕ﾞﾙ】す
 ぎらけ ┕┌ﾖ ぃ┤ﾛ┵│ﾞﾗ┕ﾈ ┗┾┕ザす ┚ﾘす┤ﾝﾗする せ┵むむﾎ┕ゴす
 ┕ﾚ┤┏ﾊ┑ﾉる そぬ┵│ﾗす ┗むむ┌┏┉ﾈ ┬┌ﾞペす ┗ﾔ┕┉ﾊ ┷むむﾙ┢ﾉ

 .┰ﾗに ┷ﾔ ┤┏ﾝﾖ んぬるな ┴ﾗ

 な┵ﾎけ ..┩┏ﾈけ 
 »┗ﾙ ぎ┵┋ジす ┤┏ﾓ そぬ┵│ﾗ┕ﾈ もぬす┵┈ﾗす せる┣ﾉ ┱ﾚ -

 わ┕┈┏ﾛ┥ﾉ ┤ﾟﾖけ ┕┎ﾙけ ┶┍┆ヅ え»な┵ﾎ┟する ┩┏ﾈ┟す
!お┗┉┏┉ヰ┋ﾗ

 ら｠す  ぬ┵むむ│ジす  ぎらけ  ┷むむ┍┆ﾛ  ┰ﾗす┒むむﾎ   ら┕ﾖ  すにさ
 たするなけ ┳ﾘ ┰┋ﾞデ ┕むむﾘ ゆ『ﾍ ┳ﾘ ┗┉┏┉ゴす ┮むむﾛ┥ﾛ
 ┕┎ﾗ『ﾍ ┳むむﾘ ┬┏┄ﾞむむヮﾛ ┗むむ┏┌ﾕぬ ┗むむ┏ﾋ┵ﾗ┵┍┊ﾉ
 ┰┋ﾉ ┤ﾔす┵ﾞﾉ ┲ﾗ ┵むむﾗ ┶ﾞﾌ ┗┏ﾗ┕┌ﾋ ┗┅ゴ な┕むむ｀ﾛさ
 らけ ┳┊デ ┴ﾙけ や┤むむ ぎ━ﾈけ ┷┍ﾙ┓ﾔ え┗┉┏┉ﾌ ┗┅ヰ┋ﾗす
 ┕┍ﾎ┕ヮﾌさ ┯┋ﾍ ┬┏┄ﾞヮﾛ 》 ┳┊ﾗ ぃそぬ┵┾ ┯┋ヱﾛ

.┕┎ﾈ もな┕│ﾗす
 ┲｀ﾌ ┬むむ┈ﾉぬす ら┵むむ┋ﾗす ┲｀ﾌ ┬むむ┈ﾉぬす ┕むむ┌┋ﾖる

┗┄┉┋ﾗす ┗ﾛ┵┈ﾒ 
!お┷ﾙ┵ﾛ┥┈┋ﾞﾗす ┤ﾛ┵│ﾞﾗす そ┤ﾝﾍ ┳ﾒ すに┕ﾘる -

 ぃ»す┤┏ﾗ┵┊ﾗする ┖ゴす« ┱ヮ┋ヮﾘ ┤ﾛ┵│ﾉ ┷ﾔ ┷┋┌ﾒ
 ぃ»┖ﾌ ┗むむヮジ»る ぃ┷ﾕす┤┆ﾗす »ろぬ┵ﾝ┍┄ﾗす きす┣むむﾌ»る
 ┕ﾚ┤ﾖにける ┕┎ﾈ ┥むむﾞﾒけ ┷ﾞﾗす た┕ﾖぬ┕むむ━ジす ┤ﾟﾖけ ┳ﾘ
 ┗┾┕ﾍ ┤┏ﾟ┊ﾗす ┷むむﾞﾈ┤｀ﾞﾗ ┘ﾔ┕┻け ┢┉ﾔ え┕むむ┌┺すな
 ぃぬ┵│ジする ぃつ┤ポする ぃ┚ﾞ┍ジする ぃ┱ﾟ┌ジす ┬ﾘ ┱┌┆ﾗす ┷ﾔ
 ┗ﾈ┤グ ┰ﾗ┕┍ﾚる ぃ┗むむﾛ┵┈┆ﾗす ┲┎ﾉ┕ﾖ┤ﾌ ┗むむ┆ﾈ┕ﾞﾘる
 ┷ﾔ ┕┌ﾖ ぃ┗┏┉┺┕ﾊ┵ﾗす よ『むむﾔ┟す ┤ﾛ┵│ﾉ ┷むむﾔ れ┤ﾍけ
 な┢ﾒ ┶ﾗさ ┗ﾔ┕┻さ ぃ»すぬす┢ﾋ« る »┗ﾙ┵ﾌ┕┄ﾗす« ┲┋┏ﾔ
 ┷ﾗる┢ﾗす ┢┎┆ジす ┷ﾔ そな┵ﾋ┵ﾘ ら｠す ┷ﾚ ぬ┵│ﾗす ┳ﾘ

.┕ﾚ┤┏┇ﾈ ビ┉ﾐ┕┍┋ﾗ ┗┏ﾈ┤┆ﾗす ┲┏┋┆ﾞﾗ

┗ﾟﾗ┕ﾊ ビﾒ
 ┕┎ﾈ れ┤ﾉ ┗ﾟﾗ┕ﾊ わ┕┍┏ﾒ ┗ﾎ┢┆ﾗす ┰ヰ┍ベ ┱ﾚ -

!お┕ﾚす┤ﾙ 》 ┖ﾙす┵ﾋ
 ┳┊デ ┗ﾟﾗ┕ﾊ ビﾒ す┤┏ﾘ┕┊ﾗす  ぎらけ ┢│┉ﾉ ┘┍ﾖ すにさ
 ぃ┢┎━ジす ┳ﾘ れ┤ﾍけ ┖ﾙす┵ﾋ ┗ﾛこぬ ┗┾┤ﾔ ┠┍ベ らけ
 ┷ﾚ ┕ヂさる ぃ わ┗むむﾟﾗ┕ﾊ わ┕┍┏ﾒ ┘むむヮ┏ﾗ ┕┎ﾙけ れぬけ ┷むむ┍ﾙ┓ﾔ
 ┶ﾗさ ┕┎ﾒ┵┻┵ﾘる ┕むむ┎ﾗ┕┌｀ﾈ そ┤┊┈ﾗす ┱むむ┉┍ﾗ そすなけ
 の┕むむヮﾌさ ┦┊┆ﾉ そく┤むむﾘ ┷ﾚる ぃ┷むむ┉┋ﾞジす ビむむﾒ

.┴ﾞ┅ゴ ┯ﾊ┵ﾉる ┷ﾔす┤ﾓ┵ﾉ┵┈ﾗす

そぬ┵│ﾗす ┗ﾔ┕┉ﾊ
 ┬ﾕす┵ﾗす ビﾈ ┷ﾙなぬ┟す ┷ﾔす┤ﾓ┵ﾉ┵┈ﾗす れ┤ﾉ ┮┏ﾖ -

おて┵┌┄ﾗする
 ┷ﾔす┤ﾓ┵ﾉ┵┈ﾗす ら┕┍┈┋ﾗ ┗┌ﾒす┢ﾗす た┕┎ゲす せ┕┏ﾓ
 ┗むむ┏┍┈ﾗす  ┗むむﾗ┕ゴす  ま┕むむ┏┻る  ダ┥むむ┉ﾉ  ┶むむﾗさ  れなけ
 ┷ﾔ ┗┏ﾗ┕┆ﾗす ┗むむ┈┋┊ﾗす ┳ﾒ す┢ﾒ ぃ┗むむ┏ﾔす┤ﾓ┵ﾉ┵┈ﾗす
 た『ﾍ┢ﾘ き『ﾓる ぃなるな┤むむジす ┗┋ﾕる ぃふ┤むむ┆ジす ┗ﾘ┕ﾕさ
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 ┕ﾚ┢┏ﾒけ らけ ┳┊デ 》る ぃ┗むむ┅ヰ┋ﾗす
 ┗┅ゴ ぎらけ ┶むむ┍┆ヅ ぃれ┤むむﾍけ そ┤むむﾘ
 そ┕┏ゴす や┤ﾞﾛ ┳ﾘ ┷ﾚ へ┕むむ┉ﾞﾗ》す

.そぬ┵│ﾗす ┷ﾔ

┱┏┌ﾋ の┕ヮﾌさ
 の┕ヮﾌ】す ┰┌ﾚ┢ﾛ ┮┏ﾖる

!お┱┏┌ゲす
 ┷むむﾎ┕ヮﾌさ  ら┵むむ┊ﾛ  ┢むむﾕ
 ┤┏ﾓ ┷┍┍┊ﾗ わ┕むむ┏ﾗ┕ﾒ そぬ┵むむ│ﾗ┕ﾈ
 せ┕ﾝむむﾎけ ┤┏むむヮ┈ﾉ ┶むむ┋ﾒ ぬな┕むむﾕ

.┕ﾚ┤┏┇ﾈ るけ ┕┎ﾈ ┷┉┋┆ﾉ

.ダ┤┊ﾞﾗす ┬ﾔすな
おま┢ﾝ┌┋ﾗ ダ┤┊ﾞﾗす ┥┏┈ギ れ┢ﾘ ┕ﾘ -

 ┷ﾔ まるぬ┢ﾗする ┥┺す┵ゲす ┳ﾘ ┢ﾛ┢┆ﾗす ┶┋ﾒ ┘┋│ﾌ
 :┤ﾖにける ぃ┕ﾚ┤┏ﾓる ┗┏┍ﾐ┵ﾗす た┕ﾝむむﾎ┕┍ジす ┳ﾘ ┤┏ﾟﾖ
 ら┵むむ┍┈┋ﾗ ┷むむ┍ﾐ┵ﾗす ┮むむヰﾞジする ぃ┗むむﾔ┕┉ﾟﾗす そぬすねる
 .や┵ﾘ┤┏ﾗす ┗┆ﾘ┕ﾋる ぃビﾎ┢┍┎ジす ┗ﾈ┕┉ﾙる ぃ┗┋┏┌ゲす
 わ┕┆ﾔすな ┷ﾗ ┮┏┃ﾛ り┤┏ﾓる ダ┤┊ﾞﾗす す┣ﾚ らけ ┤┊ﾙけ 》る

    .┢ﾛ┢｀ﾞﾗする ぬ┵┄ﾞ┋ﾗ

 ┕┌┏ﾎ 》 ぃ┮┏ﾛ┥ﾞﾗする ┴ﾛ┵むむ━ﾞﾗす
 ┗┏ﾙる┤ﾞ┊ﾗ》す たす┤むむﾊ┒ジす な┵むむﾋ┵ﾈ

.┗ﾟﾛ┢ゴす

す┤┏ﾘ┕┊ﾗす そ┕ﾎ┑ﾘ
 ┷ﾙ┕ヮﾙ】す き┖┆ﾗす ┕ﾘ -

!おそぬ┵│┋ﾗ
 らけ ┕ﾘ ┗┄┉ﾗ ┬┏┄ﾞむむヮﾉ ┢ﾕ
 ぃ┱ﾘ┕ﾖ ┖┆ﾏ そ┕むむﾎ┑ﾘ ゆ┥ﾞヱﾉ
 ┗ﾘる┕┉ジす ゆ┥ﾞヱﾉ ぬ┵┾ ┰ﾗ┕┍┎ﾔ
 ぬ┵┾る ゆ┵むむヮﾞﾗす ゆ┥ﾞヱﾉ ぬ┵┾る
 ┕┎┍ﾘる ぃ┤┉┈ﾗする ま┵むむゲす ゆ┥ﾞヱﾉ

 そぬな┕ﾕ そぬ┵│ﾗす ┲┆ﾙ ..そ┕┏ゴす ┷ﾔ め┤ﾞﾗす ゆ┥ﾞヱﾛ ┕ﾘ
 ┕┎┋┏┾┕┈ﾉ ┱┊ﾈ ┗┏ﾙ┕ヮﾙ】す ┗ﾗ┕むむﾎ┤ﾗす ┱┾┵ﾉ らけ
 ろ┣むむﾗす の┕むむヮﾌ】す ┰むむﾗに ┰むむ┋ﾞベ らけ ┗┄ﾛ┤むむﾏ

 .り┢━┍ﾙ

そ┤ﾎく ┗┄┉ﾗ   
!おそ┤ﾎ｠す ┗┄┉┋ﾗす ┰┏ﾉ┑ﾉ ┮┏ﾖ -

 ┶┋ﾒ ┲むむヮﾉ┤ﾛる ぃ┕ﾙ┕┏ﾌけ ┢┎むむ━ジす ┷むむ┍┄┉ﾞ┋ﾛ
 り┣ﾚ ┳むむ┌┊ﾉ ┳むむﾛけ め┤むむﾒけ らけ ┳むむ┊デ 》る ぃ┷むむ┍┏ﾒ
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┗ﾗ┕ﾎぬ
!おろね┤┄ﾗす て┵┌ﾐ ┕ﾘ -

 ┕┎ﾒなるけ ┷ﾞﾗす ゆ┕むむ┌ゲす ┳ﾘ┕┊ﾘ ┳ﾒ ┮むむ━┊ﾗす
 らけ ┶┍ベける ぃ┷ﾞﾗ┕ﾎぬ ┵ﾚ ら┵┊ﾗす ┱┏┾┕┈ﾉ ┷ﾔ ¨す
 .┗┏ﾘ『ﾎ】す ┗ﾘ┟す ┗ﾗ┕むむﾎぬ ┱┌ﾌ┟ わ┕┏ジ┕ﾒ ら┵ﾖけ
 ┠┌ﾐける ぃ┗┆ﾘ┕｀┋ﾗ そぬ┵┾ ┱┌ﾋけ よ┢ﾕけ らけ ┶┍ベける
 ┱┌ﾋ┑ﾈ ┷ジ┕ﾒ れ┵ﾞむむヮﾘ ┶┋ﾒ ┕むむ┎ﾈ ┷むむ┈ﾞﾌけ らけ

.»りぬ┵┾ ┷ﾔ ┗┏ﾙなぬ┟す« せ┕ﾞﾖ ゆ『ﾍ ┳ﾘ ぃ┕ﾚぬ┵┾

.┢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┆ゎﾛ ┤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 *

 ┗┈ヮ┋ﾔ
┗む┋む｀ﾘ

┷┈ヰ┾る ┖ﾉ┕ﾖ *
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┤┻┕ゴす ┤ヰﾎる ┡ﾛぬ┕ﾞﾗす ┯ﾝﾒ  ┲┎┋ﾞヮﾛ ┷ﾙなぬけ ┷┉┏ﾎ┵ﾘ

ثقافة وفنون

*┘┏ヱﾝﾗす そ┢ﾓぬ :┴ﾉぬる┕ﾌ

اماي�شرو  �شكرّية: ((�شيمفونية البرا )) حلم  اأردي حقق

 ┱│ﾙ す┤ﾞﾝﾗす ┕┏ﾙ┢ﾗす ┗ﾝ┏｀ﾒ ┶むむﾗさ ┕┍ﾞ┋ﾌぬ ┷ﾔ«
 ぃ┦┌むむ━ﾗす もる┤むむﾏ ┬ﾘ よぬ ろなする ┶ﾗさ ┕┍┉ﾛ┤ﾐ ┷ﾔ
 ┶┉┏ﾎ┵ジす ┬┌むむヮﾙる ぃ┕┍ﾙ┵┏ﾒ ┤┅┍ジす ┖┋むむヮ┏ﾔ
 え┗┉ﾗ┕┌┆ﾗ┕ﾖ ┗┉ﾚ┕━ﾗす ゆ┕ﾝゲす ビﾈ ┳ﾘ ┗ﾟ┆ﾝ┍ジす
 ┗む┏ﾙ┵┈┌┏ﾎ ┕┍ﾗ め┥┆ﾉ ┗┆┏ﾝ┄ﾗす てるぬ ┕┎┏ﾔ ら┑ﾖる
 Sunrise in Wadi Rum«  よぬ ろなする ┷ﾔ もる┤━ﾗす
 ┗┆┏ﾝ┄ﾗす ┮│ﾉ ┗ﾛ┵ﾕ ┱┌ﾋ たすに ┶┉┏むむﾎ┵ﾘ  ぃ
 ┤ヰむむﾎる ら┕┊むむジす ┗むむﾛ┵┏ﾌる ┕むむ┎ﾗ┕┌ﾋる ┕むむ┎ﾉ┵┉ﾈ
 め》く ┣┍ﾘ ┗ヱﾘ┕むむ━ﾗす よぬ ろなする ゆ┕ﾝﾋ ┷ﾔ ┤┅┍ジす

 ビ┍ヮﾗす
 ┮┋ﾍ き┕ﾝﾞﾍ》┕ﾈ ┦┌むむ━ﾗす け┢ﾝﾉ せる┤┇ﾗす ┷ﾔる
  ┗┏ﾙ┵┈┌┏むむﾎ ┕むむ┍ﾗ め┥むむ┆ﾉる ┗むむﾕ『┌┆ﾗす ゆ┕むむﾝゲす
 Sunset in Wadi   «  よぬ  ろなする  ┷むむﾔ  せる┤むむ┇ﾗす
 ┱┌ﾋけ ぬ┵│ﾉ ┗┏むむヮﾙ┕ﾘるぬ ┶┉┏むむﾎ┵ﾘ ぃ  »Rum
 ┕┎┏ﾔる ぃよぬ ろなする ゆ┕むむﾝﾋ ┷ﾔ ぃ ┲ﾗ┕┆ﾗす ┷ﾔ せる┤むむﾓ
 ┳ﾘ ┗┋┏ﾗ ┘┏ﾝ┍ﾗ »┕┍┌┏ﾍ« ┲┏┉ﾙ ぃ ┤┎ヮﾗす ┵┋ヰﾛ
 め┥┆ﾙ わ す┤ﾚ┕むむﾎ わ『┈ﾌ ┲┏┉ﾙる よぬ ろなする ┷ﾔ ┤┌┆ﾗす
 « ┴┏ﾔ ┷むむ┍┇ﾙる ぃ« ら┕┌┊ﾗす ┵ﾉ┤┏むむ━ﾙ┵ﾖ « ┴むむ┏ﾔ

  . ら┕┌ﾒ ┕ﾙけ ┰ﾞ┏ﾝﾌ
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 ぃす┤ﾞﾝﾗす ┶むむﾗさ ┱むむ│ﾙ て┕むむﾝ│ﾗす ┷むむﾔる 
 ┷ﾔ ┶┉む┏ﾎ┵ジす きす┢むむむ┾け ┬┌むむむヮﾙる
 れ┤ﾙ ┕むむヅ ┕むむﾙぬ┕│ﾈけ ┭むむﾛ┥ﾞﾔ ぃ»┯┏むむヮﾗす«
 ┷ﾝﾙ┕ﾋ ┶┋ﾒ や┕┍ﾚる ┕┍ﾚ ┕┍┍┏ﾒけ ┢━┍ﾉる
 ┕ﾙ┣ﾍ┑ﾉ ┲ﾊ . ┶┉┏ﾎ┵ジす れ┤┍ﾔ ┯┏むむヮﾗす
 えら┵┊ﾗす ┷ﾔ ┕ﾘ ┱┌ﾋけ ┶ﾗさ ┶┉┏むむﾎ┵ジす
 ┶┉┏むむﾎ┵ﾘ ┕┍ﾗ め┥むむ┆ﾉ ┷むむﾞﾗす ┗むむﾙ┥ザす
 ぃ らなぬ┟す ┡ﾛぬ┕ﾉ ぃへ┕むむﾝﾙ┟す ┡ﾛぬ┕ﾉ え┡むむﾛぬ┕ﾞﾗす
 ┯ﾝﾒ ┕ﾚ┕ﾛ┕┍ﾊ ┷むむﾔ ┱┌ギ わ┗┏ﾈ┤ﾒ わ┕むむﾙ┕ゴけ

 . ┤┻┕ゴす ┤ヰﾎる ┡ﾛぬ┕ﾞﾗす
 そ┵むむ┉ﾗす  ビむむﾈ  ┶┉┏むむﾎ┵ジす  ま┵むむ┍ﾞﾉる
 ゆ┕┌ﾋ ┶ﾗさ ┕ﾙ┣ﾍ┑ﾉ ┶ﾞﾌ ┗┏ヮﾙ┕ﾘる┤ﾗする
 ┕むむ┍ﾙ┕ゴける  »┧むむ┏ﾈ┕┎ジす«  ┷むむﾔ ┕むむ┍ﾉ┵┎ﾕ
 ┢┆ﾈる . ┕┍ﾕる┤ﾒ ┷ﾔ ろ┤ヮﾉ ┷ﾞﾗす ┗┏ﾙなぬ┟す
 ┵ﾙ┕┏ﾝﾗす ┲┏ﾎ┕┉ﾉ ┶┋ﾒ ┠ﾛ┤ﾞヮﾙ きす┢┇ﾗす
 ┗┏ﾙなぬけ ┗┏ﾈ┤ﾒ ┗┏ﾕ┤むむﾏ ┗ﾈ┣ﾒ ら┕ゴけ ┷ﾔ
 ┶┋ﾒ ┤┌むむﾎ ┱┈ﾌ ┷ﾔ ┕┍ﾞ┋┏ﾗ ┲┏┉ﾙる ぃ
  .»きす┤ﾞむむﾝﾗす ┗むむ┏ﾙ┵むむ┈む┌┏ﾎ  ら┕むむむゴけ

 
 ぃす┤ﾞﾝﾗす ┗┏ﾙ┵┈┌┏むむヮﾗ ん┨ ぎヱ┋ﾘ す┣むむﾚ
 »Petra Symphonic Poem Concert«

 ┗ﾛ┤┊ﾎ ┲ﾟ┏ﾚ ┷ﾙなぬ┟す る┤ﾞむむヮﾛ┕ジす ┕┎ﾒ┢ﾈけ ┷ﾞﾗす
 ┷ﾙ┵┈┌┏むむヮﾗす ら┕むむ┌ﾒ す┤ﾞむむヮﾖぬるす ┱むむ┈ﾌ ┷むむﾔ
 ┥ﾖ┤ヅ ┶┉┏むむﾎ┵┌┋ﾗ ┷┍ﾐ┵ﾗす ┢むむ┎┆┌┋ﾗ ┬ﾈ┕ﾞﾗす
 ┗ﾙ┕┍┈ﾗす ┴むむ┏ﾔ ┘ﾖぬ┕むむﾏる ぃ┷むむﾔ┕┉ﾟﾗす ビむむヮゴす
 ら┕┌┊ﾗす ┵ﾉ┤┏むむ━ﾙ┵ﾖ ┶┋ﾒ ┱┌ﾞむむﾏする ぃぬ┵むむﾗす ねるぬ
 ┮┾る ┗┏ﾙ┵┈┌┏むむヮﾗす ┷むむﾔる ぃ┨むむﾛ┵┾ ┴むむ┏ﾝ┍ﾗ
 ゑ┱┌┆ﾗす ら┵┆ﾈ┕ﾞﾘる ら┵┏┉┏むむﾎ┵ﾘる ら┵││ヱﾞﾘ
 ぃ┗ﾛぬ┵┋┊┋ﾔ ┗むむ┌┏ﾊる ぃわ》る┣むむﾝﾘ わ す┢むむ┎ﾋ ┴┏ﾔ ぎら┑むむﾈ

.わ┕┏ﾗ┕ﾒ わ┕┏┉┏ﾎ┵ﾘ わ┕ﾘ┕┌ﾞﾚする
 ┗┏ﾙ┵┈┌┏むむヮ┋ﾗ ┗ﾛ┤┊むむﾎ ね┕ガさ ┧ﾘ┕ﾚ ┶┋ﾒる

:ぬす┵ゴす す┣ﾚ ┴┆ﾘ »そ┢ﾛ┢ﾋ よ『ﾕけ« むﾗ ら┕ﾖ

┶ﾗる┟す ┗ﾗ｠す
 みぬる┟す る ら┵ﾛなぬ┵ﾖる┟す ┗ﾗく ┶┋ﾒ め┥むむ┆ﾗす ┘┍┉ﾉけ
 ゆ ぎ┢ﾒけ らけ ┘┆┄ﾞﾎする ぃ┗┏┺す┢ﾞﾈ》す ┗┋ﾌ┤ﾘ ┷ﾔ ┕ﾙける

.┗┏ﾕ┤━ﾗす た┕┌┇┍ﾗす きすな┟ , ら┵ﾛなぬ┵ﾖる┟す ぬ┕ﾉるけ ┶┋ﾒ

┗┄┏ボす ┗ﾜ┏ﾝﾗす 
 ┕┎ﾈ ん┤ﾊ┑ﾞﾘ ┵┎ﾔ ┴ﾞﾜ┏ﾈ ┳ﾒ わ》┥┆┍ﾘ ┦┏ﾗ ら┕┍┈ﾗす
 ┗┏ﾒ┕┌ﾞﾋ》す ┴ﾞﾗ┕ﾌ ┦むむ┊┆ﾉ ┷ﾚる ぃ┕┎ﾗ そく┤むむﾘ る
 る ま┢ﾝﾛ ┕むむﾘ ┷むむﾔ ┗┏むむﾎ┕┏ヮﾗす る ┗むむﾛな┕│ﾞﾕ》す る
 わ┕┏┋┏┊━ﾉ わ┕ﾙ┕┍ﾔ よけ わ┕┏┉┏ﾎ┵ﾘ ら┕ﾖけ きす┵ﾎ ┮ﾗ┒ﾛ
 ら┵┍┈ﾗす ┳むむﾘ ま┵むむﾙ ぎろ┟ わ┕むむ┏┌ﾞ┍ﾘ よけ ぃわ す┤ﾒ┕むむﾏ よけ



ぇっぉ

 ┕ﾘ ┘ギ つぬ┢┍ﾞﾔ きす┤ﾞﾝﾗす ┗┏ﾙ┵┈┌┏ﾎ ┕ﾘけぃせな┟する
 ┪ﾈ┤ﾉ ┷ﾞﾗす ┗┏ﾘす┤ﾋる┤ﾝﾗす ┶┉┏むむﾎ┵ジ┕ﾈ ┶┌むむヮﾛ
 ┤┆━ﾗする ┲ﾎ┤ﾗ┕ﾖ れ┤ﾍ┟す ら┵┍┈ﾗ┕ﾈ ┶┉┏むむﾎ┵ジす
 ┗むむﾎぬ┢ジす ┕むむ┎┏ﾔ ┘むむ┆ﾝﾉす ┰むむﾗ┣ﾖ ぃ ┕むむﾘすぬ┢ﾗする
 ┢ﾒ┕むむﾎる ┕ﾈるぬるす ┷ﾔ た┤┎ﾑ ┷ﾞﾗす ┷ﾚ る ┗┏ﾘ┵┉ﾗす
 ┘┋┉ﾞﾎす  ビﾌ ぃ┗┏ヮﾙ┤┈ﾗす そぬ┵ﾟﾗす ┕┎ﾉな》る ┶┋ﾒ
 ┷ﾞﾗす ┗┏ﾙ┕ジ┟す ┗むむﾔ┕┉ﾟﾗす ┗┍┌┏ﾚ ┳ﾘ せ┵┆むむ━ﾗす
 ┘ﾕ┵ﾗ ┷ﾈるぬる┟す ┷┍┈ﾗす ┢┎むむ━ジす ┶┋ﾒ た┤┄┏ﾎ
 ┳ﾒ ┤┏ﾝ┆ﾞﾗす ら┵ﾙ┕┍┈ﾗす なすぬけ そぬ┵むむﾟﾗす ┢┆ﾈる .┱ﾛ┵ﾐ
 ┷ﾎ┕┏ヮﾗす る ┷ﾒ┕┌ﾞﾋ》す る ┷┍┈ﾗす ┲┎ﾗ『┉ﾞﾎす
 ぃ┲┎ﾒす┢ﾈ┓ﾈ ┗むむ┏┍ﾐ┵ﾗす ┲むむ┎┍┏ﾘ┕┃ﾘ す┵むむ┋ﾍな┑ﾔ
 ぃ┗┏┍┈ﾗす ┲┎ﾗ┕┌ﾒけ ┷ﾔ ┷┍ﾐ┵ﾗす ┖ﾙ┕ゲす  する┤┎ﾑける
 ┲┎ﾉ┕┆┌ﾞ｀ﾘ ┷ﾔ ┗┄┏ボす ┗ﾜ┏ﾝﾗす ┤┏ﾊ┑ﾞﾗ ら┕┊ﾔ
 ┶┋ﾒ ┘┋┌ﾞﾏす ┷ﾞﾗす ┲┎ﾉ┕┈ﾗ┒ﾘ ┶┋ﾒ ┤┏ﾝﾖ ぬるな
 ┕┎ﾉ┕ﾘ┕┉ﾘ る ┕むむ┎ﾉ》く る ┗┏ﾝ┆むむ━ﾗす ┲ﾚな『ﾈ ら┕ゴけ
 す┵ﾘ┢ヱﾞむむﾎす ┕┌ﾖ .┕むむﾚ┥┏ベ ┷むむﾞﾗす ┗┏┉┏むむﾎ┵ジす
 たすぬ┕│ﾞﾙ》┕ﾈ ┶┍┇ﾞﾉ ┷ﾞﾗす ┗┏┍ﾐ┵ﾗす ┲┎││ﾕ
 ┗┏ﾝ┆むむ━ﾗす ┤┏ﾐ┕むむﾎ》す す┵ﾘ┢ヱﾞむむﾎす ┰むむﾗ┣ﾖる

. ┗┏┍┈ﾗす ┲┎ﾗ┕┌ﾒ┟ ぬ┕┊ﾔ┑ﾖ
 

めす┤ﾞﾌ》する ┗ﾝﾚ┵ジす
 ┦むむ┏ﾗ  る  ┗むむﾝﾚ┵┌┋ﾗ  ┗むむ┋┺┕┆ﾗす  ┷┍ﾞ┆｀むむﾏ
 らけ ┬ﾘ え┗ﾘ┕ﾒ ┗┏ﾈ┤ﾒ ┗┋┊━ﾘ り┣ﾚ る .めす┤ﾞﾌ『ﾗ
 ┕ﾘ┢┍ﾒ て┤┈ﾉ らけ ┖｀ﾛ  ┗┋┺┕┆ﾗす らさ ゆ┵┉ﾛ ┯┄┍ジす
 ┶┆むむヮﾉ る ┕┎┺┕┍ﾈけ ┢ﾌけ ┢┍ﾒ ┗ﾝﾚ┵ﾘ ┮むむ━ﾞ┊ﾉ
 ┢ﾕる ぃ┥┏┌ﾞﾗする ます┢ﾈ】す ┳ﾘ ┢ﾛ┥ジ ┕┎┋┉│ﾗ そ┢ﾚ┕ﾋ
 ┘ﾗすね ┕ﾘ ┕┍ﾉ┕┆┌ﾞ｀ﾘ ら》 ┱ﾚ【ﾗ ぬ┣むむ┆ﾗす ┦┌ﾞﾗす
 ┳ﾘ ま┵┍ﾖる ┗┏ヰ┄むむﾎ そ┤┅ﾙ ら┵┍┈ﾗす ┶ﾗさ ┤┅┍ﾉ
 ┗ﾔ┕┉ﾟﾗす ┳ﾘ わ┕むむﾒ┵ﾙ ┦┏ﾗる みす┤┈ﾗす き┱むむﾘる ┵┎┋ﾗす
 ┵┌ﾎ ┷ﾔ ┱ﾒ┕ﾔ ぬるな ┕┎ﾗる ┤┊┈ﾗす ┳ﾒ ┤┏ﾝ┆ﾉ そすなける
 ┷ﾕ┕ﾈ ┳ﾒ ┯ﾗ┕ザす ┕ﾚ┥┏ﾘ ┷ﾞﾗす ┗ﾛ┤むむ━ﾝﾗす ┦┈┍ﾗす

.┴ﾉ┕ﾕ┵┋ヱﾘ

ぬ┕ﾝﾖ ら┵┏┉┏ﾎ┵ﾘ  
 ┗┏ﾈ┤┆ﾗす ┶┉┏むむﾎ┵ジす ビむむﾈ つ┥むむジ┕ﾈ よ┤┇ﾘ ┕むむﾙけ
 ろに┕ﾞむむﾎけ ┶┄ﾍ ┶┋ﾒ ┤┏むむﾎけ ┰ﾗ┣ﾈ る ぃ┗┏ジ┕┆ﾗする
 )らす┵━ﾗす ┥ﾛ┥ﾒ ( ┱ﾌす┤ﾗす ┷ジ┕┆ﾗす ろ┤│ジす ┮ﾗ┒ジす
 ┢ﾕ る .)ら┕むむﾛ┤ﾉ ┵むむﾏ┕ﾍ( ┷ジ┕┆ﾗす ┮ﾗ┒ジす ┣むむ┏┌┋ﾉ
 た┕むむ┏ﾗ┕┌ﾋ ね┤むむﾝﾛ ろ┣むむﾗす ┮むむ┏ﾗ┑ﾞﾗす ┶むむﾗさ ┕むむ┎グす
 ┗┏┍┇ﾗする ┗ﾒ┵┍ﾞジす ┕┎ﾉ┕ﾘ┕┉ヅ ┗┏ﾈ┤┆ﾗす ┶┉┏ﾎ┵ジす
 ┚ﾛ┥ヅる ぃ┷ﾈ┤┇ﾗす ┷むむﾙ┵ﾘぬ┕┎ﾗす ら┵┍ﾔ ┬ﾘ ┕むむ┎ﾙ┕ゴ┑ﾈ
 ┗ﾘ┢ﾍ ┷ﾔ ┗┏ﾈ┤┇ﾗす よ┵むむ┋┆ﾗす ┴┏ﾔ ら┵┊ﾉ ┢むむﾛ┢ﾋ
 ┷ﾙ┵ﾘぬ┕┎ﾗす ┮┏┃ﾛ ┙┏ヰﾈ ┗┏ﾈ┤┆ﾗす ┶┉┏むむﾎ┵ジす
. ┗┏ﾕ┤━ﾗす た┕ﾘ┕┉ジす ┬ﾘ わ┕┏ﾏ┕┌ﾞﾘ わ┕┏ﾕ┤ﾏ す┵ﾋ

 
┗┆┏ﾝ┄ﾗす よ┕┎ﾗさ 

 ┳ﾘ ろ┤│ﾈ ┴┏┋ﾒ ┬┉ﾛ ┕ﾘ る らす┵ﾗ┟┕ﾈ す┤┏ﾟﾖ ┤ﾊ┑ﾉけ 
 ┕┎┏ﾖ┕ギ た┕┌┇ﾙ ┲┎┋ﾞむむﾎ┑ﾔ ぃ┗┏┆┏ﾝﾐ ┤ﾑ┕┍ﾘ
 ビ┆ﾗす ┶┋ﾒ ┤むむ┏ﾊ┑ﾉ ┴ﾗ ら┵┋ﾗす ら┟ ぃ┕むむ┎┍ﾒ ┤むむﾝ┆ﾉ る
 らす┵ﾗ┟┕ﾔ .らに┟す ┶┋ﾒ ┳ヰ┋ﾗす ┤┏ﾊ┑ﾞﾗ ┕ﾘ┕ベ ┴ﾈ┕━ﾘ
 るけ ┮┏┆┻ るけ ろ┵ﾕ るけ ┤┏ﾟﾘ るけ ┠ﾛ┤ﾘ ┵ﾚ ┕ﾘ ┕┎┍ﾘ
 ┰┋ﾉ ┦┈ﾙ ┕┎ﾗ わ┕┃ﾛけ ら┕ゴ┟す ぎらけ ┕┌ﾖ ぃぬ┕ﾌ るけ なぬ┕ﾈ
 ┘┌┎┋ﾞﾎす ┷ﾉ┕┈ﾗ┒ﾘ ┷ﾔる ぃらに┟す ┶┋ﾒ たす┤┏ﾊ┑ﾞﾗす
 ┷ﾔ ┦┌━ﾗす もる┤むむﾏ ┱ﾟﾘ ┢┎むむ━ﾘ ┳ﾘ れぬけ ┕ド
 きす┤ﾞﾝﾗす ┗┏ﾙ┵┈┌┏むむﾎ ┰ﾗ┣ﾖる ぃ せる┤┇ﾗする よぬ ろなする

..ゆ┕┌━ﾗす のる┤ﾒる ┷ﾒ┕┌ﾎる
 

た┕┈ﾗ┒ジす ┞┖ ゑﾌけ 
 ┗┏ヮ┈┍ﾗす  ┴ﾉ》┕┆┈ﾙす  る ┴ﾉ┕ﾛ┤ﾖに ┮ﾗ┒ﾘ ┱┊ﾗ 
 ┴ﾝむむﾏけ らけ ┬┏┄ﾞむむﾎける  ぃ ┴ﾙす┢ﾋる ┷むむﾔ そ┤むむﾊ┒ジす
 ┗┏ﾙ┵┈┌┏ﾎ ┕ﾘけ ぃき┕┍ﾈ┟┕ﾈ ┴ﾉ┕┈ﾗ┒ﾘる よ┟┕ﾈ ┮ﾗ┒ジす
 .┗ぎ┏┍ﾔ わ┗┌┏ﾕ ┷ﾗ┕┌ﾒけ ┚┃ﾙけ ┳ﾘ ┕ﾚ ぎ┢ﾒ┑ﾔ す┤ﾞﾝﾗす
 ┕ﾝﾛ┤┉ﾉ ┶┉┏むむﾎ┵ジす ます┵ﾙす ┱ﾖ ┕┎┏ﾔ ┘ﾋ┥ﾘ ┢ﾕる
 ┷ﾔ ┷ﾉ┤ﾝﾍ る ろぬ┕┊むむﾔ┟ そぬ┕│ﾒ る そ┤┌ﾊ ┘むむﾙ┕ﾖ る
 ┷むむﾚ る ぃ┗┏ﾗす┤ﾞむむヮﾖぬる┟す ┗むむﾈ┕ﾞ┊ﾗす る ┮むむ┏ﾗ┑ﾞﾗす



ぇっゃ

 ┗┉┏ﾕな ┳ﾛ┤むむ━ﾒ ┘┇┋ﾈ ┙┏ﾌ ぃ┷むむﾗ┕┌ﾒけ ゆ┵ﾐけ
 ┗┏┊┏ﾎ『┊ﾗす ビﾈ ┕ﾘ ┶┉┏むむﾎ┵ジす ┕┎┏ﾔ ┘ﾒ┵┍ﾉ
 る .┗┏ﾝ┆むむ━ﾗす る ね┕ゲする ┗ﾟﾛ┢ゴす る ┗┏むむヮﾙ┕ﾘる┤ﾗす る
 ┵ﾛな┵ﾞﾎ┟す ┷ﾔ ┕┎┋┏｀むむヮﾉ ┳ﾘ ┳┊ベけ らけ  ┲┋ﾌす
 ひ┤ﾕ ┶┋ﾒ ┕┎ヱむむヮﾙけ る ぃす┤ﾞむむヮﾖぬるけ ゆ『ﾍ ┳ﾘ

. わ┕ﾛぬ┕グ ┦┏ﾗる ┕┏┍ﾔ ┕ﾚ┤━ﾙ ┱ﾋけ ┳ﾘ ┚ﾘ┢ﾘ

て┕｀┍ﾗす ┗┌ﾕ
 ┷ﾔ ┵ﾚ る ぎ┳┈ﾗす ┷ﾔ ビﾒ┢ﾝジす ┢ﾌけ す┵ﾗ┑ﾎ 
 ゆす┒ヮﾗす り┤┌ﾒ ┳ﾘ ビ┆ヮﾞﾗす る ┗ヮﾘ┕ザす

.»┢┆ﾈ ┕┎ﾒ┢ﾈけ ┲ﾗ ┷ﾞﾗす ┷ﾚ « :ゆ┕┉ﾔ ぃ┴ヮ┈ﾙ
 

そ┤ﾚ┕┉ﾗす ┗ﾈ┤グ
 ┷ﾙ┵┈┌┏ヮﾗす ┮ﾗ┒┌┋ﾗ ┳┊ﾛ ┲ﾗ ┶┃ﾘ ┕┌┏ﾔ 
 ┘ﾘ┢┉ﾉ ┕ﾘ┢┍┆ﾔ え┷ジ┕ﾒ るけ ┷ﾈ┤ﾒ な┵むむﾋる ┷ﾙなぬ┟す
 す┤ﾈる┟す ぬすな ┶むむﾗさ )よぬ ろなする ┗┏ﾙ┵┈┌むむﾎ( ┷むむ┋┌┆ﾈ
 ┥｀┍ﾛ わ┕┏ﾙなぬけ ┷ﾙ┵┊ﾗ ┖むむ｀┆ﾉ ┗┌ﾊ ら┕ﾖ ┗ﾛ┤│ジす
 ┤┏ﾓ ぃ┷┍ﾙ┥ﾌけ ┰ﾗに ぎらけ ┬むむﾘる ぃわ┕┏ﾙ┵┈┌┏むむﾎ わ┕┈ﾗ┒ﾘ
 ┷┍ﾙけ ┤ﾖにする え┷ﾞﾛ ぎ┢ﾋ ┳ﾘ わ┕ﾜ┏むむﾏ ┢┉ﾞﾔけ ┲ﾗ ┷┍ﾙけ
 ら┓ﾔ ┲┊ﾛ┢ﾛけ ビむむﾈ ┗┏┉┏むむﾎ┵ジす た┕ﾙる┢ジす :┘むむ┋ﾕ

.┕ﾚるぎな┤ﾔ 》さ る ぃ┕ﾚる┢┌ﾞﾒす ┲┊ﾞﾝ｀ﾒけ
  ぎらけ ┢ﾖ┒┏ﾗ ┞な┤むむﾗす き┕むむﾋ ┤┎むむﾏ ┳ﾘ ┱ﾕけ ┢むむ┆ﾈる 
 ┷ﾔ す┤ﾞむむヮﾖぬるす も┤むむﾒけ ┴ﾛな┒ﾞﾗ ┷むむ┉ﾉ┤ﾛ ┷むむ┋┌ﾒ
 そ┤ﾚ┕┉ﾗす す┤ﾞむむヮﾖぬるす ( ┷ﾚ る ┪むむﾎる┟す も┤むむ━ﾗす
 .┕ﾘ┕ﾒ ょぅ ┶┋ﾒ ┕ﾚ┤┌ﾒ ┢ﾛ┥ﾛ ┷ﾞﾗす ) ┷ﾙ┵┈┌┏ヮﾗす
 る よ┕┍ジす ┷むむﾔ す┤┏ﾟﾖ ┘┌┋ﾌ る ぃす┤むむ┏ﾟﾖ ┘むむﾌ┤┈ﾔ
 ┴┏ﾔ ┯┉ヰﾙ ろ┣ﾗす よ┵┏ﾗす ┰ﾗに す┤┅ﾞ┍ﾘ ぃ┗むむ┅┉┏ﾗす
 たき┕ﾋ る .┗むむﾛ┤│ジす す┤ﾈる┟す ぬすな ┷むむﾔ ┕┏ﾙなぬけ 『むむ┌ﾒ
 ┷┋┌ﾒ らけ ┘┇ぎ┋ゎﾈ ビﾌ ┰ﾗに ┢┆ﾈ れ┤ﾝ┊ﾗす そ┑ﾋ┕┈ジす
 ぃ)┗┏ﾈ┤ﾒ た┕ﾚ┕グす( ら┕ﾋ┤┎ﾘ ┠ﾞﾞ┈┏ﾗ りな┕むむ┌ﾞﾒす ゾ
 る そ┵┉ﾗす る ま┵むむ┍ﾞﾗす ┳ﾘ ┷┋┌ﾒ ┷ﾔ する┢ﾋる ┙むむ┏ﾌ

.┰ﾗ┣ﾗ ┴┋ﾚ┒ﾛ ┕ﾘ ┗┏ﾗ┕┌ゲす

 ぃ┗むむヮ┌ﾍる ビ┈ﾗけ よ┕┆ﾗす ┷ﾔ わ す┢┏ﾋ ┰ﾗに ┤ﾖにけ 
  ┬┻る ┷┌ﾎす らけ ┗ﾞむむﾎる ビ┈ﾗけ よ┕ﾒ わ┕┃ﾛけ ┤ﾖにける
 ┱┌┆ﾈ ら┵ﾛ┤│ジす ┷むむ┍ﾝﾗ┕ﾐる ぃビﾖぬ┕むむ━ジす ┳┌┻
 ろなする ┷ﾔ もる┤━ﾗす ビ┋┌┆ﾗす ┷ﾔ ┘ﾖぬ┕むむ━ﾔ ┤ﾍく
 ビ┈ﾗけ よ┕┆ﾗす ┷むむﾔ る . よぬ ろなする ┷むむﾔ せる┤むむ┇ﾗする よぬ
┕┌むﾚ ┳ﾛ┤┏むﾝﾖ ビ┋むむ┌┆ﾈ ┘ﾘ┢むむ┉ﾉ ┗┆ﾝむむﾎる

 ┗┏ﾗす┤ﾞヮﾖぬる┟す ┗┏┍ﾓ┟す る )ら┕┌┊ﾗす ┵ﾉ┤┏━ﾙ┵ﾖ(
 す┤ﾞヮﾖぬる》す な┵ﾕけ らけ ┘ﾝ┋ﾐ る )ら┕┌ﾒ ┕ﾙけ ┰ﾞ┏ﾝﾌ(
 ゆるけ ┷むむﾔ すぬ┵ﾔ ┗むむ┉ﾔす┵ジす ┘むむベ る ぃ┷むむﾗ┕┌ﾒけ ┷むむﾔ
 ビﾘ┕┆ﾗす ┷ﾔ ┘ﾘ┢ﾕ ┕ヅ ┗むむ┉ﾟ┋ﾗ ┰ﾗに る ぃま┕┌ﾞﾋす

.ビ┉ﾈ┕ヮﾗす
 ┷ﾙなぬ┟す ┱│┍┉ﾗす り┤むむ┃ﾌ ┱┈ゴす  ぎらけ ┤むむﾖにけ る 
 ┤ﾛ┢ﾘる ぃビ┏ﾙなぬ┟す ビﾙ┕┍┈ﾗす ┖┏┉ﾙる ぃそ┤むむﾚ┕┉ﾗす ┷ﾔ
 ┦┏┺ぬ る ぃ┯ﾈ┕むむヮﾗす ら┵むむﾛ┥┈┋ﾞﾗする ┗むむﾒすに】す よ┕むむﾒ
 ぃら┵ﾛ┥┈┋ﾞﾗす る ┗ﾒすに】す ┷ﾔ ビ┏┉┏むむﾎ┵ジす ┲むむヮﾕ
 するき┕ﾋ ビ┏ﾙなぬ┟す ビﾙ┕┍┈ﾗす ┳ﾘ そ┤┏ﾝﾖ ┗ﾒ┵┌｀ﾘる
 ね┕ガ】す す┣むむﾚ ぬ┵┃ゴ そ┤むむﾚ┕┉ﾗす ┶むむﾗさ わ┕むむ│┏│ﾍ

.ビﾙ┕┍┈ﾗす ┗ﾈ┕┉ﾙる ら┕┌ﾒ ┗ﾙ┕ﾘけ ┳ﾘ ┲ﾒ┢ﾈる

た┕ﾈ┵┆│ﾗす
 ┷ﾙ┕ﾟﾗす ¨す ┢ﾝﾒ ┰むむ┋ジす ┗ﾗ『ﾋ らけ ┕┍ﾌ┤┈ﾛ ┕むむﾘ
 ┤┊┈ﾗする ┗ﾔ┕┉ﾟﾗす ┲ﾒ┢ﾛ ¨す ┴┅┈ﾌ ビヮゴす ┳ﾈす
 ┷ﾔ わそ┤┻┕ﾌ ┴ﾞﾗ『ﾋ た┕┎┏ﾋ┵ﾉ ┘ﾗすね ┕ﾘる ぃ┳┈ﾗする
 ┳ヰﾙ ┕┍ﾙさ 》さ ぃ ┷むむﾒす┢ﾈ】す ┱むむ┌┆ﾗす ┳むむﾛな┕┏ﾘ ┱ﾖ
 ね┕ガさ らるな ゆ┵ギ そ┤┏ﾟﾖ た┕ﾈ┵┆┾ ┴ﾋす┵ﾙ ビﾙ┕┍┈ﾗす
 ぃ┷┍┈ﾗす ┕ﾙす┵ﾞむむヮﾘ ┳ﾘ ぎ┢ギ らけ ┳┊デる ┕むむ┍ﾉ┕ﾒす┢ﾈさ
 ┗ﾔ┤┆ジす ┰むむ┋デ 》 ┳ヅ ┴ﾋす┵ﾙ ビむむﾌ ┢むむﾛ┢ヰﾞﾗ┕ﾈる
 るけ ぃ┗┈┋ﾞポす ┷むむ┍┈ﾗす ます┢ﾈ】す たすな┤むむ┈ジ ┗むむ┏ﾔ┕┊ﾗす
 ぃ┕ﾚす┤ﾙ 》 ゆ┕┌ﾒけ ┶┋ﾒ ┗┋┺┕ﾐ ┭ﾗ┕ﾝﾘ め┤│ﾉ ビﾌ
 ┴┋┏ﾗ ┱┾す┵ﾛ ┳むむﾘ ゆすね ┕┌ﾔ ┰ﾗに ┱ﾖ ┬むむﾘ ┳┊ﾗる
 ┷ﾔ ┱┏ﾟベ も┢むむ┾け らなぬ┟す ┕むむﾙ┢┋ﾈ ┱むむﾟデる りぬ┕むむ┎┍ﾈ
 ┱┌ペ┕ﾈる ぃ ┗むむﾔ┕┉ﾟﾗする ら┵むむ┍┈ﾗす ます┵むむﾙす ┮┋ﾞヱﾘ
 ┗ﾞﾝ┍ﾈ ┷ﾙなぬ┟す ら┕┍┈ﾗす ┮┾け らけ ┬┏┄ﾞﾎけ ┷┍ﾙ┓ﾔ



ぇっゅ

 ┬ﾘ ┶ﾞﾌ ┕ﾚ┵ヂ ┱┾す┵ﾉる ┧┏┆ﾉ ┷ﾞﾗす きす┤ヰ│ﾗす
.き┕ジす ┠ﾏ るけ せ┵┃ﾙ

┳┈ﾗす ┶┻┵ﾔ 
 ┗ﾜ┏ﾝﾗす る ┬┌ﾞペす ┬ﾕす┵ﾗ そく┤ﾘ ┷ﾚ ┕┌┺すな ら┵┍┈ﾗす
 ゆ┕┌ﾒけ ┶むむﾗさ ┤┅┍ﾙ ┕ﾘ┢┍┆ﾔ ぃま┢むむﾝジ┕ﾈ ┗むむ┄┏ボす
 ┗ﾜ┏┄ﾝﾗす ┕むむ┎ﾞ┆┏ﾝ┄ﾈ ┷むむ┻┕ジす ら┤むむ┉ﾗす ┬┋┄ﾘ
 ┗ﾛ┢┎━ﾘ ┳ﾒ そ┤ﾝ┆ジす ぃ┗ﾕな┕│ﾗす ┗┏┊┏ﾎ『┊ﾗす
 ぃ┰ﾗ┣ﾖ 『┆ﾔ ┘ﾙ┕ﾖ そ┕┏ゴす ぎらけ ┢ガ やす┣ﾙく ┬むむﾕす┵ﾗす
 ま┢ﾝジ┕ﾈ ┗むむ┄┏ボす ┗ﾜ┏ﾝﾗす ┠むむﾘ『ﾘ た┤むむ┏┇ﾉ すに┓ﾔ
 ┤ ぎ┏┇ﾉ ┳ﾘ りす┤ﾙ ┕ﾘ ┰ﾗに ゆ┕むむﾟﾘる ぃ┴ﾉ┕ﾒす┢ﾈさ た┤┏┇ﾉ
 ┗ﾕな┕│ﾗす ┗┏ﾈ┤┄ﾗす ┗ﾜ┏┄ﾝﾗす ┗┏┍ﾓ┟す ┶┋ﾒ け┤ﾐ
 よ┵ﾟ┋ﾖ よけ ┷ﾙ┕ﾓけ ┱ﾟﾘ ┕┎ヮ┏ﾎ┕ﾌけ る ┕ﾚ┤ﾒ┕━ヅ
 ┗┆ﾛ┤むむﾎ ┷ﾙ┕ﾓけ ┶ﾗさ ┘ﾗ┵ヰﾞﾔ....┲┏┋ゴす ┢むむﾝﾒ る
 そ┕┏ゴ┕ﾔ え┦┏むむﾎ┕ﾌ┟す ┳ﾘ ┗┏ﾗ┕ﾍ ┗むむ┆┍┄│ﾘる
 ┗┏ﾒ┕┍┄┾》す ┳ﾘ ┤┏ﾟ┊ﾗす ┕┎┏ﾔ る ┗┆ﾛ┤ﾎ よ┵┏ﾗす
 ┘ﾉ┕ﾈ ┗┏┍ﾓ┟す ┗ﾛ┵ﾚ  ぎらけ ┕┌ﾖ ぃ┗┏ﾔ┕┈━ﾗす よ┢ﾒ る

.┗ジ┵┆ﾗす ┬┉┍ﾞヮﾘ ┷ﾕ ┘ﾕ┤ﾓ ビﾌ ┤┄ﾍ ┷ﾔ
 

┗ﾗ┕ﾎぬ
 ┴ヮ┈ﾙ ┶┋ﾒ ら┕┍┈ﾗす ┢┌ﾞ┆ﾛ らけ す┢ﾋ ┲┎ジす ┳ﾘ 
 ┢┏┋┉ﾞﾗす ┳ﾒ ┢┆ﾞﾝﾛ る ぃ┴ﾞﾝﾚ┵ジ ら┕┍┆ﾗす ┯むむ┋┄ﾛ る
 ┵ﾗ ┴ﾙ┟ え わ す┤┏ﾟﾖ ┴ヮ┈ﾙ ┲┋┅ﾛ  ┢┋┉ジ┕ﾔ ぃ┶┌ﾒ┟す
 ま┢むﾈ┟ ┕ﾚ┤ﾛ┵┄ﾞﾗ ┶┆ﾎ る ┴ﾉすぬ┢ﾕ ┶┋ﾒ ┢┌ﾞﾒす

 .り┢┋┉ﾛ ┳ﾘ ┶┋ﾒ も┵┈ﾉ る ぬ┵┄ﾉ る
 ┴むﾞﾛ┵ﾚ ┳むﾒ ┡┋むヮ┍ﾛ せ┕ﾝむ━ﾗす ┳ﾘ ┤┏ﾟむﾖる
 ┰ﾗに らけ わ す┢むむ┉ﾞ┆ﾘる せ┤むむ┇ﾗす わ す┢むむ┋┉ﾘ ぃりぬる┣むむﾋ る
 せ┕ﾝむむ━ﾗす き》┒ﾚ らけ ┢┉ﾞﾒす る .┴ﾌ┕ガ ┯ﾛ┤ﾐ ┵むむﾚ
 け┢ﾝﾛ ┷┉┏┉ゴす て┕むむ｀┍ﾗ┕ﾔ えら┵むむヰ｀┍ﾛ ┕むむﾘ わ すぬな┕ﾙ
 ┳ﾘ ┗┆ﾈ┕┍ﾗす  ┗むむﾕな┕│ﾗす ┗┏┉┏┉ゴす ┗ﾝﾚ┵ジす ┳むむﾘ
 ┖┏ガ ┷ﾈ┤┆ﾗす ま┢ﾝジ┕ﾈ ┷ﾗ┵ﾕ ┶┋ﾒ ┱ﾗなする ぃ┗ﾜ┏ﾝﾗす
 ┷ﾔ ┱ﾈ┵ﾙ そ┥むむ┺┕ﾋ ┶┋ﾒ ┱むむ│ﾌ ろ┣ﾗす ほ┵むむ┈ヰﾘ

 ┗┏ﾝ┆━ﾗす ┗ﾜ┏ﾝﾗす ぬ┵│ﾉ ┗┏ﾈなけ ゆ┕┌ﾒけ ┳ﾒ せすな｠す
 ┶┋ﾒ ┱│ﾌ ┕ジ »┤┏ﾝヮ┊ﾏ« ┢ぎ┋ﾕ ┵┋ﾔ ぃ┗ﾛ┤│ジす
 ┗ﾕな┕│ﾗす ┴ﾞﾝﾚ┵ヅ ┴ﾒす┢ﾈさ へ┕ﾝﾉぬ┕ﾔ ぃそ┥┺┕ゲす ┰┋ﾉ
 ビ┏ﾈ┤┇ﾗす ビﾒ┢ﾝジす ┳むむﾒ り┥┏ﾘ ろ┣ﾗす ┵ﾚ ┴むむﾞﾜ┏ﾈ る

.┷┍┇ﾗす ちす┤ﾞﾗす す┣ﾚ ┱ﾟﾘ ┶ﾗさ らる┢┉ﾞ┈ﾛ ┳ﾛ┣ﾗす

.┗ﾝぎ┏ﾐ そ┤┏ﾎ
 ┷ﾞﾗす そぬる┢むむﾗす ┷ﾔ そな┕むむ┏┉ﾗす ら┕むむヰﾞﾘす た┥むむﾞﾋす
 ┗┏┊ﾛ┤ﾘ┟す ┗むむ┏ﾔ┕┉ﾟﾗす ┗┏┉ヰ┋ジす ┳むむﾘ ┕┎ﾞ┏┉┋ﾉ
 ビむむヮゴす ┗むむヮﾎ┒ﾘ ┬ﾘ らる┕┆ﾞﾗ┕ﾈ ら┕む ぎ┌む ゑﾒ ┷ﾔ
 ぃ ぇううゃ よ┕むむﾒ ┶┉┏むむﾎ┵┌┋ﾗ ┷┍ﾐ┵ﾗす ┢むむ┎┆ジす –
 ぉぅぅょ よ┕ﾒ ┕むむ┏┋┆ﾗす た┕むむﾎすぬ┢ﾗす よ┵┋ﾈな ┘むむ┏┎ﾙける
 ┮┏ﾗ┑ﾉ ┨むむ│ヱﾉ – そな┕┏┉ﾗする ┮むむ┏ﾗ┑ﾞﾗす ┲むむヮﾕ
 .ね┕┏ﾞﾘす ┨│ヱﾉ ┤むむﾛ┢┉ﾉる ぃ ね┕┏ﾞﾘす よ┕ﾒ ┤むむﾛ┢┉ﾞﾈ
 ら┵┍┈ﾗす ┷ﾔ ┤┏ﾞむむヮﾋ┕ジす ┗ﾋぬな ┶むむ┋ﾒ ┘┋│ﾌる
 ┷ﾗ┕┆ﾗす ┢むむ┎┆ジす ┳むむﾘ そな┕┏ﾕる ┮むむ┏ﾗ┑ﾉ ┲むむヮﾕ /
 ┤ﾛ┢┉ﾞﾈ そ┤ﾚ┕┉ﾗす / ら┵┍┈ﾗす ┗┏デな┕ﾖけ ┶┉┏ﾎ┵┌┋ﾗ

. ぉぅぅあ ┗┍ﾎ ぃ ね┕┏ﾞﾘす
 よ┵┋ﾒる ┷┉┏むむﾎ┵ジす ┮┏ﾗ┑ﾞﾗす に┕ﾞむむﾎけ ┘┋┇ﾏ
 ┶┉┏ﾎ┵┌┋ﾗ ┗┏ﾙなぬ┟す ┗┏デな┕ﾖ┟す ┷ﾔ ┷ﾙ┵ﾘぬ┕┎ﾗす
 す┤ﾞヮﾖぬる┟す る┤ﾞヮﾛ┕ﾘる ぃ ぉぅぅゃ ┶ﾞﾌ ぇううあ ┗┍ﾎ
 よ┕ﾒ ┕┎むむヮ┏ﾎ┑ﾞﾈ ┘┌ﾕ ┷ﾞﾗす ┗┏ﾙなぬ┟す ┗┏┍ﾐ┵ﾗす
 ぃ ビ┏ﾙなぬ┟す ビむむﾙ┕┍┈ﾗす ┗むむﾈ┕┉ﾙ ゆ『むむﾍ ┳むむﾘ ぇううあ
 た》┕┈ﾞﾌ》す ┳ﾘ ┢ﾛ┢┆ﾗす ┷ﾔ す┤ﾞむむヮﾖぬる┟す た┢ﾕる
 ┷ﾔ ┰ﾗ┣ﾖる ┗┏┌ﾎ┤ﾗす ┤┏ﾓる ┗┏┌ﾎ┤ﾗす ┗┏┍ﾐ┵ﾗす
 ら┕ﾋ┤┎ﾘ ┱ﾟﾘ ┗┏ﾈ┤┆ﾗす た┕ﾙ┕ﾋ┤┎ジす ┳ﾘ ┢ﾛ┢┆ﾗす
 ┬ﾈす┤ﾗする ┙ﾗ┕ﾟﾗする ┷むむﾙ┕ﾟﾗする ゆる┟す ┷ﾙなぬ┟す ┗┏┍ﾓ┟す
 ┤ﾟﾖけ ┷ﾔ ら┵┍┈ﾗする ┗むむﾔ┕┉ﾟ┋ﾗ は┤ﾋ ら┕むむﾋ┤┎ﾘる ぃ
 た『┈ゴす ┳ﾘ ┢ﾛ┢┆ﾗす ┶むむﾗす ┗ﾔ┕┻】┕ﾈ ぃ そぬるな ┳むむﾘ
 ビﾈ┤┄┌┋ﾗ ら┕むむむ ぎ┌む ゑﾒ ┷むむﾔ よ┕┉ﾉ ┷むむﾞﾗす ┗むむﾘ┕┆ﾗす

. せ┤┆ﾗする ビ┏ﾙなぬ┟す
 ┗┏デな┕ﾖ┟す ┦┋｀ﾘ ┷ﾔ わ┕┉ﾈ┕むむﾎ わ す┵┃ﾒ ┘┍ﾖ



ぇっょ

 ┗ﾈ┕┉ﾙ そぬすなさ ┦むむ┋｀ﾘる ぃ ┶┉┏むむﾎ┵┌┋ﾗ ┗むむ┏ﾙなぬ┟す
 ビヰ┋ﾞﾗする ┮┏ﾗ┑ﾞﾗす ┗ﾝ┆ﾏ ┳ﾒ ビ┏ﾙなぬ┟す ビﾙ┕┍┈ﾗす
 ┗┏ﾔ┕┉ﾟﾗす ┬ﾛぬ┕━┌┋ﾗ ┕┏┋┆ﾗす ┗┍｀┋ﾗす ┷ﾔ す┵┃ﾒる ぃ
 ┷ﾔ ビ┏ﾙなぬ┟す ビむむﾙ┕┍┈ﾗす ┗むむﾈ┕┉ﾙ ┕┎ﾞﾘ┢ﾕ ┷むむﾞﾗす
 . ぉぅぅぉ ┗┏ﾈ┤┆ﾗす ┗ﾔ┕┉ﾟ┋ﾗ ┗┌┾┕ﾒ ら┕┌ﾒ ら『ﾒさ
 ┳ﾘ ┲ﾚぬ┕┏ﾞﾍす ゾ ビ┏ﾙなぬけ ビﾟﾌ┕ﾈ ┬ﾘ ┘ﾖぬ┕ﾏる
 ┗┏┍ﾔる ┗┏ﾔ┕┉ﾊ ち┕ヰﾈけ ダ┢┉ﾞﾗ ┗ﾔ┕┉ﾟﾗす そぬすねる ┱ﾝﾕ
 ぃ ぉぅぅぉ ┗┏ﾈ┤┆ﾗす ┗むむﾔ┕┉ﾟ┋ﾗ ┗┌┾┕ﾒ ら┕むむ┌ﾒ ┷ﾔ
 ┗┏┉┏むむﾎ┵ジす せぬ┕｀ﾞﾗす ( らす┵┍┆ﾈ わ┕ﾟヰﾈ ┘むむﾘ┢┉ﾔ

 . ) らなぬ┟す ┷ﾔ ┗ﾟﾛ┢ゴす
 ┷ﾔ┕┉ﾟﾗす ┢┎━ジす ┷ﾔ ┷┍┈ﾗす ┷ﾐ┕むむ━ﾙ な┢┆ﾉ
 て┤むむヮ┌┋ﾗ ┷┉┏むむﾎ┵ジす ┮┏ﾗ┑ﾞﾗす ┷むむﾔ ┷むむﾙなぬ┟す
 ぃ ┷ﾙ┕ﾓ┟す ┬むむﾛね┵ﾉる ら┕むむゴけ ┰むむﾗ┣ﾖる ら┵むむﾛ┥┈┋ﾞﾗする
 ┘┋│ﾌる ぃ す┤ﾞむむヮﾖぬる┟す そな┕むむ┏ﾕ ┶ﾗす ┗むむﾔ┕┻】┕ﾈ
 : ┕┎┌ﾚけ ダ┤むむ┊ﾞﾗする ┥むむ┺す┵ゲす ┳ﾘ ┢むむﾛ┢┆ﾗす ┶むむ┋ﾒ
 ら┕ﾋ┤┎ﾘ ┷ﾔ ┗ﾛ┤ﾛ┵│ﾉ ┶┉┏ﾎ┵ﾘ ┱┃ﾔけ そ┥┺┕ﾋ
 そ┥┺┕ﾋる ぃ ┷ﾘ┵ﾗ┕ﾎ ┗┏ﾌ┤ヮﾘ ┳ﾒ – ┷ﾈ┤┆ﾗす す┤ﾞﾈ
 ┗┏┍ﾓ┟す ら┕むむﾋ┤┎ﾘ ┷ﾔ ┱ﾘ┕┊ﾞﾘ ┱むむ┌ﾒ ┱┃ﾔけ
 ぃビ┏ﾙなぬ┟す ビﾙ┕┍┈ﾗす ┗┄ﾈすぬ ┴ﾞﾘ┕ﾕけ ろ┣ﾗす – ┷ﾙなぬ┟す
 そ┥┺┕ゲす ( ます┢ﾈ‒ﾗ ┷ﾙ┕ﾟﾗす ¨す┢むむﾝﾒ ┰┋ジす そ┥┺┕ﾋる
 ┗┏ﾙなぬ┟す ┗┏┍ﾓ┟す ら┕ﾋ┤┎ﾘ ┷ﾔ ) ┗ﾟﾗ┕ﾟﾗする ┗┏ﾙ┕ﾟﾗす
 ます┢むﾈ‒ﾗ ┷ﾙ┕ﾟﾗす ¨す┢ﾝﾒ ┰┋ジす そ┥┺┕ﾋる ぃ ┷ﾙ┕ﾟﾗす

 ┗┏ﾙなぬ┟す ┗┏┍ﾓ┟す ら┕ﾋ┤┎ﾘ ┷ﾔ ) ┶ﾗる┟す そ┥むむ┺┕ゲす (
 .┦ﾘ┕ザす

 ┷ﾔ ち『ﾟﾗす ┶ﾗる┟す ┥┺す┵ゲす ┶むむ┋ﾒ ┘┋│ﾌ ┕┌ﾖ
 そ┥┺┕ゲす : ┷ﾚる ┷ﾈ┤┆ﾗす ┱むむ┈┄ﾗす ┗┏┍ﾓけ ら┕ﾋ┤┎ﾘ
 ┶ﾗる┟す そ┥むむ┺┕ゲする ぃ ┷ﾈ┤ﾒ ┱むむ┌ﾒ ┱┃ﾔ┟ ┶むむﾗる┟す
 ┱┃ﾔ┟ ┶ﾗる┟す そ┥┺┕ゲする ぃ ┷むむ┋ヰﾘ ┱┌ﾒ ┱┃ﾔ┟

 . ぬ┵┎┌ゲす ┘ﾛ┵│ﾉ ゆ『ﾍ ┳ﾘ ┱┌ﾒ
 ┳ﾈす ┷ﾙ┕ﾟﾗす ¨す┢むむﾝﾒ ┰むむ┋ジす ┗ﾗ『ﾋ ┷むむ┍ﾘ┤ﾖ
 ┢┎━ジす ┷ﾔ ろぬるな ┳ﾒ -¨す ┴┅┈ﾌ -ビむむヮゴす
 ┗┏むむﾎすぬな ┴ヰ┍ヅ ぎ┷┋ﾒ ┲┆ﾙける ┷ﾙなぬ┟す ┷むむﾔ┕┉ﾟﾗす

 そ┤ﾚ┕┉ﾗす ┷ﾔ ┕┏┋┆ﾗす ┷ﾞﾎすぬな ゆ┕┌┊ﾞﾎ》 ┗┾┕ﾍ
. ぉぅぅゃ よ┕ﾒ

  ¨す┢ﾝ┆ﾗす ┕むむ┏ﾙすぬ ┗むむ┊┋ジす ┗むむﾗ『ﾋ ┷むむ┍ﾞﾘ┤ﾖる
 た》┕｀ﾘ ┷ﾔ ぉぅぅぉ-ぉぅぅぇ よ┕むむﾒ ┷ﾒ┢ﾝﾘ ┳┌┻

 .ら┵┍┈ﾗする ┗ﾔ┕┉ﾟﾗする せすな｠す
 わ す┢ﾌする ┗むむﾛ┤│ジす す┤むむﾈる┟す ぬすな ┷むむ┍ﾞﾘ┤ﾖ ┕むむ┌ﾖ
 ゆるけ ┷┈┾┵ﾈ ぃそな┕むむ┏┉ﾗする ┮┏ﾗ┑ﾞﾗす ┷むむﾒ┢ﾝﾘ ┳ﾘ
 そ┤むむﾚ┕┉ﾗす す┤ﾞむむヮﾖぬるけ な┵むむ┉ﾛ ┷むむﾙなぬけ る┤ﾞむむヮﾛ┕ﾘ

. ┷ﾙ┵┈┌┏ヮﾗす
 そ┥むむ┺┕ﾋ ( れ┤むむﾝ┊ﾗす そ┥むむ┺┕ゲす ┶むむ┋ﾒ ゎ┘むむ┋│ﾌる
 ┗┏┍ﾓ┟す ら┕むむﾋ┤┎ﾘ ┷ﾔ ) ┷むむﾝﾚ┣ﾗす ら┵むむﾔる┤┊┏ジす
 ┲┏ﾕけ ろ┣ﾗする そ┤むむ━ﾒ ┗┆ﾈす┤ﾗす ┴ﾉぬるな ┷ﾔ ┗┏ﾈ┤┆ﾗす

.) ┷┻┕ジす ぬ┕┅ﾞﾙす( ┗┏┍ﾓけ ┳ﾒ ぃ ┦ﾙ┵ﾉ ┷ﾔ
 わ┕ﾔね┕ﾒ ┗ﾛ┤│ジす す┤ﾈる┟す ぬすな た┕┏ﾗ┕┆ﾔ ┷ﾔ ┘ﾖぬ┕ﾏ
 ┷ﾔ ┵ﾙ┕┏ﾝﾗす ┶┋ﾒ め┥┆ﾗ┕ﾈ ┘┌ﾕる ぃ わ す┢┺┕ﾕる わ┕┈ﾗ┒ﾘる
 そ┤┏━ﾘ .な ┴ﾞﾘ┕ﾕけ ろ┣ﾗす ┷┉┏ﾎ┵ジす た┤┏ヮﾙ┵┊ﾗす
 ┙┏ﾌ ぉぅぅゅ ┗┍ﾎ ┤┏ﾝ┊ﾗす て┤ヮジす ┶┋ﾒ ┶ヮ┏ﾒ
 ┘ﾖぬ┕ﾏる ぃ ) ゅあょ や ( たぬ┕ヮﾉ┵ﾘ ┕ﾛね┕ﾞﾙ┕ﾔ ┘ﾔ┥ﾒ
 そ┤ﾚ┕┉ﾗす す┤ﾞヮﾖぬるけ ┷ﾗ ┘ﾔ┥ﾒる わ┕┈ﾗ┒ﾘ ┷┈┾┵ﾈ
 ┷むむﾔ  )よぬ  ろなする(  ┗┏ﾙ┵┈┌┏むむﾎ  ┷ﾙ┵┈┌┏むむヮﾗす
 ぃ ぉぅぅっ る ぉぅぅょ よ┕むむﾒ ┗┏ﾈ┤ﾒ た┕ﾚ┕グす ら┕むむﾋ┤┎ﾘ
 ゆるけ ┷ﾚる  )す┤むむﾞﾝﾗす ┗┏ﾙ┵┈┌┏むむﾎ( ┘ﾘ┢ﾕ よ┵┏ﾗする
 ゆ『ﾍ ┳ﾘ ┷ﾌ ┱┊━ﾈ れな┒ﾉ ┗┏ﾙなぬけ ┗┏ﾙ┵┈┌┏ﾎ
 ┗ﾛ┕ﾒぬる ┷ﾉな┕┏┉ﾈ ┷ﾙ┵┈┌┏ヮﾗす ら┕┌ﾒ す┤ﾞヮﾖぬるけ
 ┗むむヮﾎ┒ﾘる ら┕┌ﾒ ┗ﾙ┕ﾘけ ┲ﾒなる ┗むむﾔ┕┉ﾟﾗす そぬすねる

.ら┵ﾛ┥┈┋ﾞﾗする ┗ﾒすに】す
  ┳ﾘ そすぬ┵むむﾞﾖ┢ﾗす ┷ﾔ ┕┏┋┆ﾗす ┷ﾞむむﾎすぬな ┬むむﾈ┕ﾉける
 ら┵┍┈ﾗす ┗┏デな┕ﾖけ /┶┉┏むむﾎ┵┌┋ﾗ ┷ﾗ┕┆ﾗす ┢┎┆ジす
 ┘┋┌ﾌる ぃ そな┕むむ┏┉ﾗする ┮┏ﾗ┑ﾞﾗす ┲むむヮﾕ そ┤ﾚ┕┉ﾗ┕ﾈ
 ┗┏ﾝ┆━ﾗす ら┕ゴ┟す よす┢ヱﾞﾎす( らす┵┍ﾒ ┷ﾞﾌる┤ﾐけ

. )┷ﾙ┵┈┌┏ヮﾗす ┢┏│┉ﾗす ┮┏ﾗ┑ﾉ ┷ﾔ ┗┏ﾙなぬ┟す

ら┵┍┈ﾗす .や /┗┏┆ﾘ┕ﾋ ┗ﾝﾗ┕ﾐ*
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كّلكم مبدعون بالقّوة

ريا�ص الكلم

 *┶ﾎ┵ジす な┕┎ﾙ .な.け

 ら┵ﾒ┢ﾝﾘ ┲┊ぎ┋ﾖ :ゆ┵ﾕけ た┕ぎﾈ┕むむ━ﾗする ら┕ぎﾝ━┋ﾗ
 》け  えそ┤むむ┄┈ﾗ┕ﾈ  ら┵むむﾒ┢ﾝﾘ  ┲むむ┊ぎ┋ﾖる  ぃそ┵むむ ぎ┉ﾗ┕ﾈ
 ┳ﾘ ┶ﾗる┟す たす┵┍むむヮﾗす ぎ┘むむﾎ ゆ『ﾍ ┲┊ぎﾙけ らる┤ﾉ
 ぎよ┟す ┲┊ﾞ┇┋ﾈ ┗ﾔ┤┆ジす ら┵┋┌┊ﾞヮﾉ ┲┊ﾞﾗ┵┈ﾐ
 ぃ┶ﾚ┕┍ﾞﾛ 》 な┢｀ﾞﾘ ┵ヰﾙ ┶┋ﾒ 》┕ﾎぬさる 》┕ﾝ┉ﾞﾎす
 ┕ヅ ┷ﾙ┕むむヮﾙ】す ┱┉┆ﾗす ┕┎｀ﾘ┤ﾝﾛ ┷ﾞﾗす ┗むむ┇┋ﾗする
 な┵ﾋ┵ﾗす ┗┌┅ﾙけ ┖｀ﾒけ ┷ﾚ そ┤┄┈ﾗ┕ﾈ ┴┏ﾔ ┖ ぎﾖゎぬ
 す┵┅ﾌ『ﾉ らけ ┷┈┊ﾛる .も『ﾐ】す ┶┋ﾒ ┷ﾙ┕むむヮﾙ】す
 ゆ┕┈ﾐ┟す ┗┍ヮﾗけ ┶┋ﾒ ろ┤グ ┷ﾞﾗす ┗┇┋ﾗす り┣ﾚ らけ
 ┲┅ﾒけ なすぬけ ┵むむﾗ ┕┏┺┕┉┋ﾉ ┗むむﾎな┕ヮﾗす ┳むむﾎ ┷ﾔ
 ┲┏┋┆ﾞﾗ┕ﾈ ┕┎ﾘ┕┅ﾙ ┱ﾍ┢ﾞヮﾛ らけ ┗┇┋ﾗす き┕┌┋ﾒ
 『ﾛ┵ﾐ わ す┢ﾚ┕ﾋ 『むむ┌ﾒ ┰ﾗに り┕┃ﾞﾕ》 ┷むむ｀┎┍ジす

.ら┵┍┉ﾞﾛ ┕ﾘ ┱ﾟﾘ ┕┎ﾙ┕┉ﾉさ ┳ﾘ ┭┋ﾝﾛ 》 ┴ぎ┋┆ﾗる
 ┲┊ﾙけ らる┤むむﾉ 》け えそ┵むむ ぎ┉ﾗ┕ﾈ ら┵むむﾒ┢ﾝﾘ ┲むむ┊ぎ┋ﾖ
 な┵┌ヰﾘ ┶ﾗさ ら┵┆┌ﾞヮﾉ るけ ぃ『ﾟﾘ ぃ┷ﾝ┍ﾞジす らるけ┤┉ﾉ
 るけ ぃそ┤│ﾝジす そ┤┊┈ﾗす ┖┏│ﾛ ┴ﾙる┢｀ﾞﾔ ぃ┧ﾛるぬな
 ┗ﾛこ┤ﾗす ┱┊むむ━ﾛ るけ ぃ┗┋┏ヱﾞジす そぬ┵│ﾗす ┪むむ┉ﾞ┋ﾛ
 るけ ぃ┗ﾒに『ﾗす ┗ﾕぬ┕┈ジす ┶むむﾗさ ┳ ぎ┄┈ﾞﾛ るけ ぃ┗┆ﾘ┕ゲす
 ┗ﾖ┤ﾌ ┶┋ﾒ ┴むむﾝ┍ﾛ るけ ぃつ┤ゴす ┮むむﾕ┵ジす ┨┍ﾞ┉ﾛ
 ぃ┲┊ﾙ┕ヮ┋ﾈ ┯┄┍ﾛ ┕ヂ┑ﾖ ┴ﾙけ ら┵ヮヰﾞﾔ ぃ┦┈┍ﾗす
 ┳ﾒ ┮むむ━┊ﾛ るけ ぃ┲┊ﾗ┕ﾌ ら┕むむヮﾗ ┳ﾒ ┯┄┍ﾛ るけ
 ┕ﾘ す┣ﾚ :ら┵ﾗ┵┉ﾉ ┲┊┋┆ﾗる ぃ┲┊┏ﾔ ら┕ﾖ き┵ﾝヱﾘ

.┲┊┏ﾔ ┳ﾘ┕ﾖ ┴ﾒす┢ﾈさ ら┑ﾖ ぃの┢ゴ┕ﾈ り┢ガ ┕ぎ┍ﾖ
 ま┢ﾝﾘ ┷ﾝ┍ﾞジする ぃそ┵むむ ぎ┉ﾗ┕ﾈ ら┵むむﾒ┢ﾝﾘ ┲むむ┊ぎ┋ﾖ
 ぃ┱┆┈ﾗ┕ﾈ ま┢むむﾝﾘ ┧むむﾛるぬな な┵むむ┌ヰﾘる ぃ┱むむ┆┈ﾗ┕ﾈ
 .┕ﾝﾛ┤ﾕ わ┕ﾝﾝむむﾎ ┷ﾝ┍ﾞジす ます┢ﾈさ ビﾈる ┲┊┍┏ﾈ ┳┊ﾗる
 ら┕ﾖ ┕ヂ┑ﾖ ┴むむﾙさ ┴ﾒす┢ﾈさ ┤┏むむヮ┈ﾉ ┷ﾔ ┱┏ﾕ ┢┉ﾗ
 .ら┕┊ﾘる ら┕ﾘね ぎ┱ﾖ ┷ﾔ ら┕ヮﾙさ ぎ┱ ゎﾖ ら┕ヮ┋ﾈ ┯┄┍ﾛ
 ┕ﾝﾝﾎ ┧ﾛるぬな な┵┌ヰﾘ ます┢ﾈさ ビﾈる ┲┊┍┏ﾈ らさ ┲ﾊ
 るけ ┲┊┋ﾟﾘ ┕ﾙけ :ゆ┕ﾕ ┕┌┏ﾔ ┲┊ﾗ ゆ┕むむﾕ ┢┉ﾔ ┕ﾝﾛ┤ﾕ

 .『┏┋ﾕ ぎ┱ﾕけ
 ┱┆┈ﾗ┕ﾈ ビむむﾒ┢ﾝジす ます┢ﾈさ ┤むむ ぎﾎ ┳ﾒ す┵ﾗ┑むむﾎする
 ┲┎┋┇━ﾛ るけ ゆす┒ヮﾗす ┳ﾘ ┲┎┍┊ヮﾛ ら┕ﾖ ┕ ぎ┌ﾒる
 ┵┎ﾔ ┗ﾛ》る ┖┋┄ﾛ ┷ﾝ┍ﾞジす ら┕ﾖ ┱ﾚ え┖┋┄ジす ┳ﾘ
 きす┵むむﾎる お┕┎┏┋ﾒ ゆ┵│ゴす ┱┏ﾝむむﾎ ┷ﾔ ┢むむ┎｀ﾛ
 ┖┋┉ﾈ ┤┈┅ﾗす るけ ┗むむﾛ》┵ﾈ ┤むむ┈┅ﾗす ┢むむ━┍ﾛ ら┕ﾖけ
 ┗ﾛ┕ﾓ ┴ﾗ ┘むむヰﾝ┾け ┢┉ﾔ ┗ﾗる┢ﾗす ┮┏むむﾎ ┘ﾍけ

.┕┎ﾈ ┤┈┅ﾛ ┴ぎ┋┆ﾗ ┴ﾖぎ┤ギる ┴┍┊ヮﾉ
 :┤ ぎ┏ボす ┗ﾛ┵┎ﾗす ゆす┒むむﾎ ┧ﾛるぬな な┵┌ヰﾘ ┴ﾋするる
 :┲ﾗ┕┆ﾗす たすぬ┕むむ┄ﾘ ┷ﾔ ゆ┑むむヮﾛ ら┕ﾖ お┘むむﾙけ ┳ﾘ
 ┷ﾔ -お┧┏┆ﾉ ┳ﾛけ .ビ┄むむヮ┋ﾔ ┷ﾔ- おた┢ﾗる ┳むむﾛけ
 ┢┉ﾗ .┶┈┍ジす ゆす┒むむﾎ ┴むむﾋす┵ﾛ ら┕ﾖる .┱┏┺す┤むむﾎさ
 ら┕┊むむジ┕ﾈ ┴むむﾞﾕ『ﾒ ┘むむ┋┏ﾞﾓする ┴むむﾞﾛ┤ﾕ ┘むむ┏ヰﾘ
 ゆ》┢ﾞﾎ》する ┤┅┍ﾗす ┖┋┉ﾛ ゆ┥ﾛ ┲┋ﾔ .┴ﾉ┕┏ﾗ┕┌ﾋる



ぇっい

 ぃ┲┎ﾒす┢ﾈさ つに┕ヂる ビﾒ┢ﾝジす ┤┏むむﾎ ┶┋ﾒ ま『ﾐ》する
 て┕ﾞ┈ﾘ らさ ゆ┵むむ┉ﾗ┕ﾈ ┴┋ﾖ ┰ﾗに ゆ┥むむﾞﾍけ ┷┍┍┊ﾗる
 ┢ﾕる .『ﾟﾘ ぃお┖むむﾞﾖけ すに┕むむジ :ゆす┒むむヮﾗす ┵ﾚ ます┢ﾈ】す
 ┳ﾛ┥┺┕ゴする き┕むむﾈな┟す ┳ﾘ ビﾒ┢ﾝジす ┳ﾘ な┢ﾒ ┱ﾜむむﾎ
 ┳ﾘ ら┕┊むむﾔ ぃゆす┒むむヮﾗす す┣ﾚ ┱むむﾈ┵ﾙ そ┥むむ┺┕ﾋ ┶むむ┋ﾒ

:┲┎ﾉ┕ﾈ┕ﾋさ
 ┷ﾝﾗけ ┷ﾖ ┖ﾞﾖけ :)ビむむﾞ┍ﾋぬ┟す( ┦ﾍぬ┵ﾈ つぬ┵ﾋ

. ┗┏┋ﾍすな そぬる┤┻
 ┣┍ﾘ ぃ┷ﾙ┟ ┖ﾞﾖけ :)┕┊┏｀┋ﾈ( ら┵┍┌┏むむﾎ つぬ┵ﾋ
 ぃ┤┏ﾝ┆ﾞﾗす ┶むむﾗさ ┷ﾞﾋ┕ﾌ ┳むむﾘ ┘┍┉┏ﾉ ぃ┷むむﾞﾗ┵┈ﾐ

.┯┏┃ﾗ┕ﾈ ┤┆ﾏけ ぃ┱┆ﾔけ 》 ビﾌ ┷ﾙ┟る
 ぃ┕┏ﾌけ ┷ﾙ┟ ┖むむﾞﾖけ  :)┤む│ﾘ( ┦ﾛぬなさ ┮むむﾎ┵ﾛ
 そ┕┏ﾌ ┶ﾗさ ┠むむ┌ﾐけ ┷ﾙ┟ ┗ﾈ┕ﾞ┊ﾗす ┷むむﾔ ┤┌ﾞむむﾎける

.┱┃ﾔけ
 ┖むむヮﾖ┟ ┖ﾞﾖけ :)┢ﾛ┵むむヮﾗす( ┧ﾛ┤ﾔ ┦むむﾖ┕ﾘ
 そ┢ﾛ┢ﾒ ┷むむﾚる ┬むむﾔするな ┗ﾗ┑むむヮﾘ ┕むむ┎ﾙさ .┷むむ━┏ﾒ

.┗ﾛねす┵ﾞﾘる
 るけ ┱ﾌ┵ﾗ┕ﾈ ┖┆┋ﾛ ┱┈┄ﾖ ぃ┖┆┋ﾗす ┬むむﾔすな 》るけ *
 ┕ﾛ┢ﾛ┢ﾌ ┕┄ﾛ┤ﾏ ┢｀ﾛ ┱┈ﾐ えろ┢ﾛ┢ﾌ ┪ﾛ┤むむ━ﾈ

. り┢━ﾛ らけ ┴┆ﾞデる
 》 ぃゆ┕むむ┏ザす ┷ﾔ ┗むむﾝﾓぬ ┯むむ┏┉ギ :┤むむむﾍく ┬むむﾔすな *

. ┬ﾕす┵ﾗす ┷ﾔ ┕┎┉┏┉ギ ┬┏┄ﾞヮﾙ
.┱┾す┵ﾞﾗす ┷ﾔ ┗ﾝﾓ┤ﾗする ┗ﾋ┕ゴす :┤むﾍく ┬ﾔすな *

. ┬┌ﾞペす り┕グ ┗┏ﾗる┒ヮジす ┬ﾔすな :┤む┏ﾍけ ┬ﾔすな *
 :)┕むむ┏ﾝﾘ┵ﾗ┵ﾖ( ┥むむ┏ﾖぬ┕ﾘ ┕┏むむﾎぬ┕ﾓ ┱むむ┏ﾛ┤ﾈ┕ﾓ *

.┤ﾟﾖけ ┷┺┕ﾕ┢┾け ┷┍ﾝヰ┏ﾗ
 

 ┲┊┏ﾔ ┖むむﾖぬ ┕むむヅ ぃそ┵むむ┉ﾗ┕ﾈ ら┵むむﾒ┢ﾝﾘ ┲むむﾞﾙけ
 そ┤ﾝザ┕ﾈ ┲ﾞﾝむむヮﾞﾖす ┕ヅる ぃ┗むむ┇┋ﾗす ┳ﾘ そ┤むむ┄┈ﾗ┕ﾈ
 ┱┆┈ﾗ┕ﾈ ます┢ﾈ】す ┶むむﾗさ ┲┊┋┏ﾝむむﾎ ┕ ぎﾘけ .そ┕┏ゴす ┳ﾘ
 ぎ┱ﾖ す┵ﾒなる お┮┏ﾖる おすに┕ﾘる おすに┕ジ :ゆす┒むむヮﾗす ┵┎ﾔ
 ます┢ﾈ】す ら┵┊ﾛ ┶ﾞﾌ ゆす┒むむﾎ ┶ﾗさ ┷┃┈ﾛ ゆす┒むむﾎ

 .せす┵ゲす ┵ﾚ

      ┗┏ﾙなぬ┟す ┗┆ﾘ┕ゲす / ┗┏ﾈ┤┆ﾗす ┗┇┋ﾗす ┲ヮﾕ ┦┏┺ぬ *

 ┗ﾛ┵┎ﾗす ┷むむﾔ ┷┆┏ﾝ┄ﾗす ┷ﾙ┕むむヮﾙ】す ┴┉ﾌ ┶むむ┋ﾒ
 ┶ﾞﾌ ら┕┊むむジす ┷ﾔ ┷┆┏ﾝ┄ﾗす ろな┵むむﾋ┵ﾗす ┴むむ┉ﾌる
 ┖│ﾞﾓする ┴むむﾞﾛ┵ﾚ ま┥むむﾞﾙす ┳ﾘ ┗┍┏┊むむﾎ ┱┉┋ﾕ

 !┗┆┍┄│ジす そ┵┉ﾗ┕ﾈ ┴ﾙ┕┊ﾘ
 ┗ﾛ┤┉ﾗす ┳ﾘ るけ ┗┍ﾛ┢ジす ┳ﾘ そ┤ﾝﾍ ら┵ﾙ┥ﾞヱﾉ ┲ﾞﾙけ
 ┲┊ ゎ┈ﾗぐ さ ┷ ぎ┄┇ﾛ ┢ﾕる ぃ┲┏ポす ┳ﾘ るけ ┗ﾛな┕ﾝﾗす ┳ﾘ るけ
 ┷ﾔ ┕┎┍┊ﾗる ぃ┕むむ┎ﾉ┕ﾛ┵┄┍ﾘる ┕むむﾚな┕┆ﾈけ ┶┋ﾒ ┕┎ﾈ
 ┕┏ﾙ┕むむヮﾙさ すな┵ﾋる ┱┊むむ━ﾉ ┷むむ┉┏┉ゴす ┕むむﾚ┤ﾚ┵ﾋ
 ┖┏ガ ┶ﾗさ らる┤ﾉ 》け .┗┏ﾒす┢ﾈ】す た┕ﾙ┕┊ﾘ】┕ﾈ 『 ぎ┌ヰﾘ
 ┴ﾒ┵┻┵ﾘ ┗ﾛ┤│ジす そぬ┕ゴす ┘ﾙ┕ﾖ ろ┣ﾗす ほ┵┈ヰﾘ

お┱ﾈ┵ﾙ そ┥┺┕ﾋる ┗┏ﾙ┵┊ﾗす ┶ﾗさ ┴ﾈ ┱┾る ます┢ﾈ】
 ┲ﾞﾙけ にさ えめ『ﾞﾍ》す ろ ぎ┢ギ ┷ﾔ ら┵┋ﾍ┢ﾉ ┲ﾞﾙけ ┲ﾊ
 ┲ﾖ┵ﾒ┢ﾉ ┗┏ﾔ┕┻さ ┕ﾐる┤ﾏ ら┵┎ﾋす┵ﾉ ┗┆ﾘ┕ゲす ┷ﾔ
 ┕┎┏ﾔ ┲┊ﾕ┵むむ━ﾛ せぬ┕グ ┷ﾔ ┲┊┋ﾍ┢ﾉる ┤ ぎ┏┇ﾞ┋ﾗ
 ┩┏┈ﾉ ┕ﾘ する┢┾┤ﾉ らける する┤むむヮ┈ﾉ らける す┵ﾙぬ┕┉ﾉ らけ
 た┕ﾕ『┆ﾗする つに┕むむ┌┍ﾗする ┬むむ┺┕ﾕ┵ﾗす ┳むむﾘ ┲むむ┊┏┋ﾒ
 ぬ┕ﾝ┊ﾗす ビむむﾒ┢ﾝジす ┢むむﾌけ ら┕ﾖ ┢むむ┉ﾗ .┗┏ﾙ┕むむヮﾙ】す
 らけ り┤ﾐ┕ﾍ ┷ﾔ らさ ゆ┵むむ┉ﾛ ┗┆ﾘ┕ゲす ┷｀ﾛ┤ﾍ ┳むむﾘ
 ┴┏ﾔ ┢┾┤ﾛ ぃ┗┆ﾘ┕ﾋ :らす┵┍┆ﾈ ┕┏ﾘすぬな 『┌ﾒ └━┍ﾛ
 ぬす ぎ┵ﾘ ┷ﾙ┕むむヮﾙさ ┬┌ﾞ｀ﾘ ┷ﾚ ┕むむヅ ┗┆ﾘ┕ゲす ┗むむﾜ┏ﾈ
 ┕┎ﾉ》┵ギる ┕┎ﾕす┵むむﾏける の┵┈┍ﾗす ゆす┵ﾌける そ┕むむ┏ゴ┕ﾈ

 !┕┎ﾉ┕ﾕ『ﾒる
 ┷ﾔ ┗ﾌる┤┄ﾘ ┷ﾙ┕┆ジす らさ ┫むむﾌ┕ゲす ゆ┕ﾕ ┕デ┢ﾕ
 ┥ﾛ┕┌ﾞﾛ ┕ヂさる .ろ┤┃ゴする ろる┢ﾝﾗす ┕┎ﾔ┤┆ﾛ ┯むむﾛ┤┄ﾗす
 ゆ┵┉ﾙ ┳ヰﾙる .┕┎┍ﾒ ら┕┏ﾝﾗす せる┤┻ ┷ﾔ ら┵むむﾒ┢ﾝジす
 ┗ﾗる┣ﾝﾘ ます┢むむﾈ】す そな┕むむﾘ らさ ┰むむﾗに ┶┋ﾒ ┕むむﾎ┕┏ﾕ
 ま┢ﾝジす ┕┎ヰ┍デ ┕ヂさる ぃ┷ﾙ┕むむヮﾙさ ┢┎むむ━ﾘ ┱ﾖ ┷ﾔ

.そ┢┏│ﾕ るけ ┗ﾛするぬ るけ ┗│ﾕ ます┢ﾈ】す ┳ﾘ ┕┎┋┊ﾏ
 ┗むむ┇┋ﾗす ┶むむﾗさ する┤むむ┅┍ﾉ らけ す┣むむﾚ ┳むむﾘ ┖むむﾛ┤ﾕる
 ┕ﾚ┵ヰﾙる ┕むむ┎ﾔ┤┾る ┕┎ﾉす┵┾┑ﾈ ┕むむ┎ﾙ┵ﾔ┤┆ﾉ ┷むむﾞﾗす
 ┗┇┋ﾗす り┣ﾚ ┶ﾗさ らる┤ﾉ 》け .┕むむ┎┌｀┆ﾘる ┕┎ﾞﾓ『ﾈる
 ┗ﾝ┄ﾍる 『ﾟﾘる す┤┆むむﾏ ┠ﾝ│ﾉ ┮┏ﾖ ┕┎むむヮ┈ﾙ
 ┗ﾛするぬる そ┤┏│ﾕ ┗│ﾕる ┗ﾗ┕┉ﾘる ┗ﾘ┕┉ﾘる ┗┏┾るる

 お┗┏ﾌ┤ヮﾘる
 ます┢ﾈ】す へる┤むむﾏ ┤┏むむヮ┈ﾉ ┷ﾔ の┕┍ﾗす ┱┏┄ﾛる
 ┗ﾔ┕┉ﾟﾗする ┷むむﾒ┵ﾗする ┗むむﾝﾚ┵ジす ┳むむﾘ ┴むむﾉ┕ﾝ┋┄ﾞﾘる


