
 

 

CどごХご ご づんででとんげЫ 

とだ がぞù 

ぢだゐぎがЫ 

がずé がぎどぎざ 



День ‶обеды  
 

╋ぇえしおうえ こさぇいょくうお – 
╃っくぬ ‶けぉっょに 

¨すきっつぇっす ゃしは しすさぇくぇй 
′ぇょっゃぇのす くぇてう ょっょに 

╀けっゃにっ けさょっくぇй 
 

╇た し せすさぇ いけゃёす ょけさけゅぇ 
′ぇ すけさあっしすゃっくくにえ こぇさぇょй 

╇ いぇょせきつうゃけ し こけさけゅぇ 
╁しかっょ うき ぉぇぉせておう ゅかはょはすй 

г〈й ╀еかけいёさけゃ) 
 

 

День ‶обеды 

 
╃っくぬ ‶けぉっょに ф ╋ぇは – 

‶さぇいょくうお きうさぇ ゃ しすさぇくっ う ゃっしくにй 
╁ ねすけす ょっくぬ きに しけかょぇす ゃしこけきうくぇっきз 
′っ ゃっさくせゃてうたしは ゃ しっきぬう し ゃけえくにй 

 
╁ ねすけす こさぇいょくうお きに つっしすゃせっき ょっょけゃз 

╆ぇとうすうゃてうた さけょくせの しすさぇくせз 
‶けょぇさうゃてうき くぇさけょぇき ‶けぉっょせ 
╇ ゃっさくせゃてうき くぇき きうさ う ゃっしくせ! 

гНй 〈けきうかうくа) 

 



¨белиски  
 

]すけはす ゃ [けししうう けぉっかうしおうз 
′ぇ くうた そぇきうかうう しけかょぇす… 

╋けう さけゃっしくうおう きぇかぬつうておう 
‶けょ けぉっかうしおぇきう かっあぇすй 

╇ お くうきз こさうすうたてうっ ゃ こっつぇかうз 
『ゃっすに こさうくけしはす こけかっゃにっ 

╃っゃつけくおう すっз つすけ うた すぇお あょぇかうз 
〈っこっさぬ せあっ しけゃしっき しっょにっй 

г┿й 〈еさくけゃしおうえ) 
 

〉 обелиска 
 

╆ぇしすにかう っかう ゃ おぇさぇせかっз 
]うくぬ くっぉぇ きうさくけゅけ はしくぇй 

╇ょせす ゅけょぇй ╁ すさっゃけあくけき ゅせかっ 
¨しすぇかぇしぬ ょぇかっおけ ゃけえくぇй 

 
′け いょっしぬз せ ゅさぇくっえ けぉっかうしおぇз 
╁ きけかつぇくぬっ ゅけかけゃせ しおかけくうゃз 

╋に しかにてうき ゅさけたけす すぇくおけゃ ぉかういおけ 
╇ さゃせとうえ ょせてせ ぉけきぉ さぇいさにゃй 

 
╋に ゃうょうき うた - しけかょぇす [けししううз 
』すけ ゃ すけす ょぇかёおうえ ゅさけいくにえ つぇし 

]ゃけっの あういくぬの いぇこかぇすうかう 
╆ぇ しつぇしすぬっ しゃっすかけっ ょかは くぇしййй 

 



]тарый снимок  
 

《けすけしくうきけお くぇ しすっくっ –  
╁ ょけきっ こぇきはすぬ け ゃけえくっй 

╃うきおうく ょっょ 
′ぇ ねすけき そけすけх 

] ぇゃすけきぇすけき ゃけいかっ ょけすぇз 
‶っさっゃはいぇくぇ させおぇз 

〉かにぉぇっすしは しかっゅおぇ… 
╆ょっしぬ ゃしっゅけ くぇ ょっしはすぬ かっす 

]すぇさてっ ╃うきおう 
╃うきおうく ょっょй 

г]й Пうゃけゃаさけゃ) 
 

′а радио  
 

‶うしぬきけ は しすぇさぇかしは  
‶うしぇすぬ ぉっい こけきぇさけおх 

«‶けあぇかせえしすぇз しょっかぇえすっ 
╃っょせ こけょぇさけお…» 
╀にか ょけかゅけ ゃ こせすう 

╋せいにおぇかぬくにえ こさうゃっすй 
 

′け ゃけす こけょけてёか 
╇ けぉくはか きっくは ょっょ – 

‶さうてかぇ お くっきせ ゃ こさぇいょくうお 
ф ╋ぇは 

╊のぉうきぇは こっしくは っゅけ 
《さけくすけゃぇはй 

г]й Пうゃけゃаさけゃ) 



Имя  

 

╉ さぇいぉうすけきせ ょけすせ 

‶さうたけょはす さっぉはすぇз 
‶さうくけしはす ちゃっすに 

′ぇ きけゅうかせ しけかょぇすぇй 
¨く ゃにこけかくうか ょけかゅ 

‶っさっょ くぇてうき くぇさけょけきй 
′け おぇお っゅけ うきはъ 

¨すおせょぇ けく さけょけきъ 

╁ ぇすぇおっ せぉうす けくъ 

‶けゅうぉ ゃ けぉけさけくっъ 

╋けゅうかぇ くう しかけゃぇ 

¨ すけき くっ こさけさけくうすй 
╁っょぬ くぇょこうしう くっすй 

╀っいけすゃっすくぇ きけゅうかぇй 
╆くぇすぬз ゃ ゅさけいくにえ すけす つぇし 

′っ ょけ くぇょこうしっえ ぉにかけй 
╉ けおさっしすくにき しすぇさせておぇき  

╆ぇたけょはす さっぉはすぇ – 

〉いくぇすぬз さぇししこさけしうすぬ うたз 
』すけ ぉにかけ おけゅょぇ-すけй 

- 』すけ ぉにかけъ! 
¨えз きうかにっ!йй 

╂さけたけすз しさぇあっくぬっ! 
]けかょぇすうお けしすぇかしは  

 



¨ょうく ゃ けおさせあっくぬっй 
¨ょうく –ぇ くっ しょぇかしは 

《ぇてうしすしおけきせ ゃけえしおせй 
╂っさけえしおう しさぇあぇかしは 

╇ せきっさ ゅっさけえしおうй 
¨ょうく –ぇ しょっさあぇかз 

‶けょうз ちっかせの さけすせ!йй 
╀にか きけかけょз つっさくはゃз 
′っゃにしけおけゅけ さけしすせй 
‶けこうすぬ こっさっょ ぉけっき 

╁ しっかけ いぇぉっゅぇか けくз 
〈ぇお しおぇいにゃぇかз ゃさけょっз 
』すけ さけょけき し 〉さぇかぇй 

╋に しぇきう しっさょっつくけゅけ 

〈せす したけさけくうかう – 

〉 しすぇさけえ しけしくにз 
╁ ぉっいにきはくくけえ きけゅうかっй 

′ぇ しっかぬしおせの こけつすせ 

‶さうたけょはす さっぉはすぇй 
‶うしぬきけ いぇおぇいくけっ 

′ぇえょёす ぇょさっしぇすぇй 
╁ しすけかうちせ ょけしすぇゃはす 

╄ゅけ こけつすぇかぬけくにй 
‶うしぬきけ こさけつうすぇっす 

╋うくうしすさ けぉけさけくにй 
╁くけゃぬ しこうしおう こさけしきけすさはすз 

 



   
 

 

 
 

  ╆ぇ いぇこうしぬの いぇこうしぬ… 
╇ ゃけす けくう – 

╇きはз そぇきうかうはз ぇょさっし! 
╇ しすぇくっす ゃ おけかけくくせ 
╂っさけっゃ くっしきっすくにたз 
╄とё けょうく しすぇくっす – 

‶けしきっさすくけз 
╀っししきっさすくけй 

]すぇさせておせ し 〉さぇかぇ 
¨ぉくうきせす さっぉはすぇй 
]ゃっょせす っё お しにくせз 
╉ きけゅうかっ しけかょぇすぇз 
』ぬё しゃっすかけっ うきは 
『ゃっすぇきう せゃうすけ… 
′うおすけ くっ いぇぉにすз 

╇ くうつすけ くっ いぇぉにすけ! 
г]й Пけゅけさеかけゃしおうえ) 

 
Что за праздник? 

 
╁ くっぉっ こさぇいょくうつくにえ しぇかのすз 

《っえっさゃっさおう すぇき う すせすй 
‶けいょさぇゃかはっす ゃしは しすさぇくぇ 

]かぇゃくにた ゃっすっさぇくけゃй 
┿ ちゃっすせとぇは ゃっしくぇ 

╃ぇさうす うき すのかぬこぇくにз 
╃ぇさうす ぉっかせの しうさっくぬй 

』すけ いぇ しかぇゃくにえ きぇえしおうえ ょっくぬъ 
гНй Иゃаくけゃа) 

 
 



 

Дедушкины друзья 
 

╋ぇえ… ╁けゃしの とっぉっつせす こすうちにз 
╇ こぇさぇょ うょёす ゃ しすけかうちっй 
╁ けさょっくぇた てぇゅぇのす ょっょにй 

‶けいょさぇゃかはっき し ╃くёき ‶けぉっょに! 
‶さうたけょはす お ょっょせておっ ょさせいぬはз 

‶さうたけょはす ゃ ╃っくぬ ‶けぉっょにй 
╊のぉかの こけょけかゅせ しかせてぇすぬ は 

╇た こっしくう う ぉっしっょにй 
╂けさはす くぇ しけかくちっ いけかけすけき 

′ぇゅさぇょに ぉけっゃにっз 
╇ ゃたけょはす ゃ ょけきз 

╁ くぇて きうさくにえ ょけきз 
╃けさけゅう そさけくすけゃにっ. 

ぅ きけかつぇ さはょにておけき しうあせз 
′け おぇあっすしは こけさけのз 

』すけ ねすけ は ゃ こさうちっか ゅかはあせз 
』すけ は ゅけすけゃかのしぬ お ぉけのй 

‶さうたけょはす お ょっょせておっ ょさせいぬは 
¨すこさぇいょくけゃぇすぬ ‶けぉっょせй 

╁しё きっくぬてっ うたз 
′け ゃっさの はх 

¨くう けこはすぬ こさうっょせすй 
 



 

Что такое День ‶обеды  
 

』すけ すぇおけっ ╃っくぬ ‶けぉっょにъ 
Эすけ せすさっくくうえ こぇさぇょ: 
╄ょせす すぇくおう う さぇおっすにз 

╋ぇさてうさせっす しすさけえ しけかょぇすй 
 

』すけ すぇおけっ ╃っくぬ ‶けぉっょにъ 
Эすけ こさぇいょくうつくにえ しぇかのすх 

《っえっさゃっさお ゃいかっすぇっす ゃ くっぉけз 
[ぇししにこぇはしぬ すぇき う すせすй 

 
』すけ すぇおけっ ╃っくぬ ‶けぉっょにъ 

Эすけ こっしくう いぇ しすけかけきз 
Эすけ さっつう う ぉっしっょにз 

Эすけ ょっょせておうく ぇかぬぉけきй 
 

Эすけ そさせおすに う おけくそっすにз 
Эすけ いぇこぇたう ゃっしくに… 

』すけ すぇおけっ ╃っくぬ ‶けぉっょに – 
Эすけ いくぇつうす – くっす ゃけえくにй 

г┿й 〉しаつёゃ) 
 



 

‶раздничное утро  
 

ф ╋ぇは! 
╁けしすけさゅう う ぉけかぬ! 
‶けいょさぇゃうすぬ すっぉは 

] ╃くёき ‶けぉっょに こけいゃけかぬ! 
]うさっくぬз ゃうてくうз はぉかけくう 

╀さにいくせかう ちゃっすけきй 
╁しっきз おすけ ゃけっゃぇかз 

╀かぇゅけょぇさくに いぇ ねすけй 
 

]つぇしすかうゃけっ せすさけ – 
』せょっしくにえ こけょぇさけお! 

¨くう けすさぇいうかう 
′ぇ そさけくすっ せょぇさにй 

] いっきかうз し きけさはз し くっぉぇ 
‶さけゅくぇかう ゃさぇゅぇй 

╁しっき こぇきはすぬ け こさっょおぇた 
]ゃっすかぇз ょけさけゅа. 

 
‶せしおぇえ くぇ きうくせすせ 

〉きけかおくせす ゃしっ さっつうййй 
╇ ゃ こぇきはすぬ け くうた 

╆ぇあうゅぇのすしは しゃっつう 

 



‶раздник ‶обеды 
 

╁ しかぇゃくにえ こさぇいょくうお – ╃っくぬ ‶けぉっょにз 
ぅ しこってせ こけいょさぇゃうすぬ ょっょぇй 

¨く ゃけはおぇ たさぇぉさにえз ぉさぇゃにえз 
╆ぇとうとぇか しゃけの ょっさあぇゃせ! 

╁ нл かっす – しけかょぇす ぉにゃぇかにえз 
╂けさは ゃうょっか けく くっきぇかけй 

¨く し ぉけはきう てёか けす ╁けかゅうй 
‶せすぬ ぉにか すさせょくにきз しすさぇてくにきз ょけかゅうきй 

]すぇかうくゅさぇょз ╋けしおゃぇз ╁ぇさてぇゃぇ… 
╆ぇ けすゃぇゅせ – ¨さょっく ]かぇゃにй 

]すけかぬおけ いゃぇくうえ う きっょぇかっえ 
╁にз こけゃっさぬすっз くっ ゃしすさっつぇかう! 
╃っょ さぇししおぇいにゃぇか くっきくけあおけ 
‶さけ ゃけえくせ う こさけ ぉけきぉёあおせй 

╉ぇお ゃ けおけこぇた おぇてせ っかうз 
╇ ょけ しさけおぇ こけしっょっかうй 

╀にか けく さぇくっく う こさけしすせあっくз 
【ёか ゃ ぇすぇおせз ぉにか おけくすせあっくй 

╇ ゃ こけたけょくけき きっょしぇくぉぇすっ 
‶けゃしすさっつぇかしは し ぉぇぉけえ ╉ぇすっえй 

‶けゃっいかけ う っえз う ょっょせх 
╁きっしすっ ゃしすさっすうかう ‶けぉっょせй 
╇ すっこっさぬ ちゃっすせとうき きぇっき 

‶さぇいょくうお ょさせあくけ けすきっつぇっきй 
╋うさ こせしすぬ ぉせょっす くぇ こかぇくっすっ! 

]つぇしすぬは – ゃいさけしかにきз 
]つぇしすぬは – ょっすはき! 

г〈й Лаゃさけゃа ) 
 



 

Дедушкин рассказ  
 

╁つっさぇ きくっ さぇししおぇいにゃぇか ょっょせておぇ ╅っくはх 
¨すさはょ こぇさすういぇくしおうえ こけこぇか ゃ けおさせあっくぬっй 

¨しすぇかけしぬ せ くうた ゃけしっきくぇょちぇすぬ ゅさぇくぇすз 
¨ょうく こうしすけかっす う けょうく ぇゃすけきぇすй 

 
╁しё ぉけかぬてっ ゃ けすさはょっ こけゅうぉてうた ぉけえちけゃз 

╁しё おさっこつっ そぇてうしすに しあうきぇのす おけかぬちけз – 
¨くう いぇ おせしすぇきうз けくう いぇ おぇきくはきうй 

╇ おさうおくせか きけえ ょっょせておぇх "[けょうくぇ し くぇきう!" 
 

╇ ゃしっ こけぉっあぇかう くぇゃしすさっつせ ゃさぇゅせз 
╇ しすぇかう ゅさぇくぇすに ぉさけしぇすぬ くぇ ぉっゅせй 

╁しっ たさぇぉさけ しさぇあぇかうしぬз け しきっさすう いぇぉにゃз – 
╇ ゃけすз せょぇかけしぬ しけゃっさてうすぬ うき こさけさにゃй 

 
]おゃけいぬ かっし こけ ぉけかけすせ けくう せたけょうかうх 
┿ ょっょぇ きっょぇかぬの こけすけき くぇゅさぇょうかうй 

г┿й Паさけてうく ) 
 

 



 

 

‶усть дети не знают войны  
 

╁けえくに は くっ ゃうょっかз くけ いくぇのз 
╉ぇお すさせょくけ くぇさけょせ こさうてかけしぬз 

╇ ゅけかけょз う たけかけょз う せあぇし – 
╁しё うき うしこにすぇすぬ ょけゃっかけしぬй 

 
‶せしすぬ きうさくけ あうゃせす くぇ こかぇくっすっз 

‶せしすぬ ょっすう くっ いくぇのす ゃけえくにз 
‶せしすぬ はさおけっ しけかくにておけ しゃっすうす! 

╋に ょさせあくけえ しっきぬёえ ぉにすぬ ょけかあくに! 
 

‶огибшим и живым  
 

‶けゅうぉてうき – 
╀にすぬ ぉっししきっくくけ くぇ こけしすせз 

╇き あうすぬ ゃ くぇいゃぇくぬはた せかうち う ゃ ぉにかうくぇたй 
╇た こけょゃうゅけゃ しゃはすせの おさぇしけすせ 

¨すけぉさぇいはす たせょけあくうおう ゃ おぇさすうくぇたй 
 

╅うゃにき – 
╂っさけっゃ つすうすぬз くっ いぇぉにゃぇすぬз 

╇た うきっくぇ たさぇくうすぬ ゃ ぉっししきっさすくにた しこうしおぇたз 
¨ぉ うた けすゃぇゅっ ゃしっき くぇこけきうくぇすぬ 

╇ おかぇしすぬ ちゃっすに お こけょくけあぬはき けぉっかうしおけゃ! 
 



 

╁месте с дедушкой 
 

[ぇしすぇはか せすさっくくうえ すせきぇくз 
╉さぇしせっすしは ゃっしくぇййй 

]っゅけょくは ょっょせておぇ ╇ゃぇく 
′ぇつうしすうか けさょっくぇй 

╋に ゃきっしすっ ゃ こぇさお うょёき 
╁しすさっつぇすぬ 

]けかょぇすз しっょにたз おぇお けくй 
¨くう すぇき ぉせょせす ゃしこけきうくぇすぬ 

]ゃけえ たさぇぉさにえ ぉぇすぇかぬけくй 
〈ぇき こけ ょせてぇき こけゅけゃけさはす 

¨ ゃしった ょっかぇた しすさぇくにз 
¨ さぇくぇたз つすけ っとё ぉけかはす 
] ょぇかёおうた ょくっえ ゃけえくにй 

‶けたけょに ゃしこけきくはす う ぉけうз 
¨おけこくにえ くっせのす 

╇ こっしくう ぉさぇゃにっ しゃけうз 
′ぇゃっさくけっз しこけのすй 

]こけのす け きせあっしすゃっ ょさせいっえ, 
』すけ ゃ いっきかの こけかっゅかうз 
]こけのす け [けょうくっ しゃけっえз 
』すけ けす ゃさぇゅけゃ しこぇしかうй 

]こぇしかう くぇさけょに さぇいくにた しすさぇく 
¨す さぇぉしすゃぇ う けゅくはййй 

ぅ さぇょз つすけ ょっょせておぇ ╇ゃぇく 
╀っさёす し しけぉけえ きっくはй 

 



 

9 мая 
 

╋ぇえй 
[けししうはй 

『ゃっすёす ゃっしくぇй 
¨すゅさっきっかぇ ょぇゃくけ ゃけえくぇй 

╇ しっゅけょくは せ ぉさぇすしおうた きけゅうか 
╁しこけきくうき すったз おすけ くぇき あういくぬ しけたさぇくうかй 

 
╋едали 

 
╁っすっさぇく – ぉけっち ぉにゃぇかにえз 

‶けゃうょぇか いぇ あういくぬ くっきぇかけй 
¨く し けすゃぇゅけの ゃ ぉけの  

╆ぇとうとぇか しすさぇくせ しゃけの! 
 

╁ ╃っくぬ ‶けぉっょに いぇしゃっさおぇかう 
′ぇ ゅさせょう っゅけ きっょぇかうй 

′ぇ ゅさせょう っゅけ - きっょぇかう! 
╋に し しっしすさけえ うた しけしつうすぇかうй 

 



Шинель 

— ‶けつっきせ すに てうくっかぬ ぉっさっあってぬъ – 
ぅ せ こぇこに しこさけしうかぇй — 

‶けつっきせ くっ こけさゃってぬз くっ しけああってぬъ – 
ぅ せ こぇこに しこさけしうかぇй 

 
╁っょぬ けくぇ う ゅさはいくぇз う しすぇさぇз 
‶さうゅかはょうしぬ-おぇ こけかせつてっз 
′ぇ しこうくっ ゃけく おぇおぇは ょにさぇз 
‶さうゅかはょうしぬ-おぇ こけかせつてっ! 

 
— ‶けすけきせ は っっ ぉっさっゅせз — 

¨すゃっつぇっす きくっ こぇこぇз — 
‶けすけきせ くっ こけさゃせз くっ しけあゅせз — 

¨すゃっつぇっす きくっ こぇこぇй — 
 

‶けすけきせ きくっ けくぇ ょけさけゅぇз 
』すけ ゃけす ゃ ねすけえ てうくっかう 

╋に たけょうかうз ょさせあけおз くぇ ゃさぇゅぇ 
╇ っゅけ けょけかっかう! 
(╄й ╀かぇゅうくうくぇ) 

 

]すさぇくぇ ちゃっかぇй ′け ゃさぇゅ うい-いぇ せゅかぇ 
]ゃっさてうか くぇかっすз こけてっか くぇ くぇし ゃけえくけのй 

╁ すけす ゅさけいくにえ つぇしз 
]すぇかぬくけの しすぇゃ しすっくけのз 

╁しは きけかけょけしすぬ けさせあうっ ゃいはかぇз 
』すけぉ けすしすけはすぬ ¨すっつっしすゃけ さけょくけっй 

(┿й ╀っいにきっくしおうえ) 
 



╁けえくぇй ╅っしすけおぇは ゃけえくぇ 
′っ こっさゃにえ きっしはち ょかうすしはййй 

╅ういくぬз おぇお しすさせくぇз くぇこさはあっくぇз 
╁ けこぇしくけしすう しすけかうちぇй 

( ′й ╃けぉさけくさぇゃけゃ) 

 

]алют 

]おけさっえз しおけさっえ けょっすぬしは! 
]おけさっえ こけいゃぇすぬ さっぉはす! 

╁ つっしすぬ こさぇいょくうおぇ ぉけかぬてけゅけ 
¨させょうは こぇかはすй 

╁けおさせゅ ゃしっ ぉにかけ すうたけз 
 

╇ ゃょさせゅ — しぇかのす! ]ぇかのす! 
[ぇおっすに ゃ くっぉっ ゃしこにたくせかう 

╇ すぇきз う すせす! 
 

′ぇょ こかけとぇょぬのз 
′ぇょ おさにてぇきうз 

′ぇょ こさぇいょくうつくけえ ╋けしおゃけえ 
╁いゃうゃぇっすしは ゃしっ ゃにてっ 
¨ゅくっえ そけくすぇく あうゃけえ! 

 
′ぇ せかうちせз くぇ せかうちせ 
╁しっ さぇょけしすくけ ぉっゅせすз 
╉さうつぇすх «〉さ-さぇ!» 

╊のぉせのすしは 
′ぇ こさぇいょくうつくにえ 

]ぇかのす! 
( ¨й ╁にしけすしおぇは) 

 



 

╋ирная считалка 

 
[ぇい-ょゃぇ-すさう-つっすにさっ-こはすぬ! 
╁しった つせょっし くっ しけしつうすぇすぬй 

╉さぇしくにえз ぉっかにえз あっかすにえз しうくうえ! 
╋っょぬз あっかっいけз ぇかのきうくうえ! 

]けかくちっз ゃけいょせた う ゃけょぇ! 
╂けさにз さっおうз ゅけさけょぇ! 

〈させょз ゃっしっかぬっз しかぇょおうえ しけく! 
┿ ゃけえくぇ こせしすぬ ゃにえょっす ゃけく! 

(╋й ╉ぇさっき) 

 

 

‶усть будет мир 

 
‶せしすぬ くっぉけ ぉせょっす ゅけかせぉにきз 

‶せしすぬ ゃ くっぉっ くっ おかせぉうすしは ょにきз 
‶せしすぬ こせておう ゅさけいくにっ きけかつぇす 

╇ こせかっきっすに くっ しすさけつぇすз 
』すけぉ あうかう かのょうз ゅけさけょぇййй 

╋うさ くせあっく くぇ いっきかっ ゃしっゅょぇ! 
( ′й ′ぇえょっくけゃぇ) 

 



′авек запомни! готрывокд 

 
╉せょぇ ぉ くう てっかз くう ったぇか すにз 

′け いょっしぬ けしすぇくけゃうしぬз 
╋けゅうかっ ねすけえ ょけさけゅけえ 

╁しっき しっさょちっき こけおかけくうしぬй 
 

╉すけ ぉ くう ぉにか すに — 
[にぉぇおз てぇたすっさз 

〉つっくにえ うかぬ こぇしすせたз — 
′ぇゃっお いぇこけきくうх いょっしぬ かっあうす 

〈ゃけえ しぇきにえ かせつてうえ ょさせゅй 
╇ ょかは すっぉはз う ょかは きっくは 
¨く しょっかぇか ゃしっз つすけ きけゅх 
]っぉは ゃ ぉけの くっ こけあぇかっか 

╇ [けょうくせ しぉっさっゅй 
( ╋й ╇しぇおけゃしおうえ) 

 

День ‶обедый 

╃っくぬ ‶けぉっょに 
¨すきっつぇっす ゃしは しすさぇくぇй 
′ぇょっゃぇのす くぇてう ょっょに 

╀けっゃにっ けさょっくぇй 
 

╇た し せすさぇ いけゃっす ょけさけゅぇ 
′ぇ すけさあっしすゃっくくにえ こぇさぇょз 

╇ いぇょせきつうゃけ し こけさけゅぇ 
╁しかっょ うき ╀ぇぉせておう ゅかはょはすй 

( 〈й ╀っかけいっさけゃд 



‶амятник славы 

 
′ぇ こけかはくっз けす かぇゅっさは ぉかういおけз 

╂ょっ ぉぇゅせかぬくうお ゃしっ かっすけ ちゃっすっすз 
′ぇ ょけさけゅせ ゅかはょはす し けぉっかうしおぇ 
‶ったけすうくっちз きぇすさけし う こうかけすй 

 
¨すこっつぇすけお しつぇしすかうゃけゅけ ょっすしすゃぇ 

]けたさぇくうかしは くぇ かうちぇた しけかょぇすз 
′け せあっ くうおせょぇ うき くっ ょっすぬしは 
¨す ゃけっくくけえ しせさけゃけしすう ょぇすй 

 
«╁けす ゃ すぇおけき あっ いっかっくけき うのくっз — 
′ぇき しおぇいぇか こけあうかけえ しすぇさてうくぇз — 

╆ぇぉさぇかぇ うたз ゃっしっかにた う のくにたз 
╇ ょけきけえ くっ ゃっさくせかぇ ゃけえくぇй 

 
′ぇ さぇししゃっすっз こさうあぇゃ ぇゃすけきぇすにз 

【かう しけかょぇすに くぇ てすせさき ゃにしけすにййй»й 
′っしすぇさっのとうき くぇてうき ゃけあぇすにき 
╋に お くけゅぇき こけかけあうかう ちゃっすにй 

( ╁й 《っすうしけゃ) 
 



』すけ すぇおけっ ╃っくぬ ‶けぉっょにъ 
Эすけ せすさっくくうえ こぇさぇょх 
╄ょせす すぇくおう う さぇおっすにз 

╋ぇさてうさせっす しすさけえ しけかょぇすй 
』すけ すぇおけっ ╃っくぬ ‶けぉっょにъ 
Эすけ こさぇいょくうつくにえ しぇかのすх 

《っえっさゃっさお ゃいかっすぇっす ゃ くっぉけ, 
[ぇししにこぇはしぬ すぇき う すせすй 

』すけ すぇおけっ ╃っくぬ ‶けぉっょにъ 
Эすけ こっしくう いぇ しすけかけきз 
Эすけ さっつう う ぉっしっょにз 

Эすけ ょっょせておうく ぇかぬぉけきй 
Эすけ そさせおすに う おけくそっすにз 

Эすけ いぇこぇたう ゃっしくに… 
』すけ すぇおけっ ╃っくぬ ‶けぉっょに – 
Эすけ いくぇつうす – くっす ゃけえくにй 

(┿й 〉しぇつёゃ) 
 

╀ыла война… 

╀にかぇ ゃけえくぇй 
╇ ゅうぉかう かのょうй 

╇ てёか いぇ [けょうくせ しけかょぇすй 
¨く ゃけっゃぇかй 

╇ ぉにか けく たさぇぉさにきй 
╇ ぉうか そぇてうしすけゃ ゃしった こけょさはょй 
╇ すぇお ょけてёか けく ょけ ╀っさかうくぇй 

』っすにさっ ゅけょぇ ゃけっゃぇかй 
』すけぉ は け ぉぇぉせておうくけき こぇこっ 

╁しっき ゃ ╃っくぬ ‶けぉっょに 
[ぇししおぇいぇかй 



 

╋ир 

 

′っすз しかけゃけ «きうさ» けしすぇくっすしは っょゃぇ かうз 
╉けゅょぇ ゃけえくに くっ ぉせょせす かのょう いくぇすぬй 

╁っょぬ すけз つすけ さぇくぬてっ きうさけき くぇいにゃぇかうз 
╁しっ しすぇくせす こさけしすけ あういくぬの くぇいにゃぇすぬй 

 
╇ すけかぬおけ ょっすうз いくぇすけおう ぉにかけゅけз 

╇ゅさぇのとうっ ゃっしっかけ ゃ ゃけえくせз 
′ぇぉっゅぇゃてうしぬз こさうこけきくはす ねすけ しかけゃけз 

] おけすけさにき せきうさぇかう ゃ しすぇさうくせй 
( ╁й ╀っさっしすけゃ) 

 

День ‶обеды 

 
╃っくぬ ‶けぉっょに 

╋ぇえしおうえ こさぇいょくうお — 
¨すきっつぇっす ゃしは しすさぇくぇй 
′ぇょっゃぇのす くぇてう ょっょに 

╀けっゃにっ けさょっくぇй 
 

╇た し せすさぇ いけゃっす ょけさけゅぇ 
′ぇ すけさあっしすゃっくくにえ こぇさぇょз 

╇ いぇょせきつうゃけ し こけさけゅぇ 
╁しかっょ うき ╀ぇぉせておう ゅかはょはすй 

(〈й ╀っかけいっさけゃ) 
  

 



 

День ‶обеды! 

╃っくぬ ‶けぉっょに! 
╃っくぬ ‶けぉっょに! 

′ぇ こぇさぇょ きに ゃしっ うょёきй 
╃っくぬ ‶けぉっょに! 
╃っくぬ ‶けぉっょに! 

╉さぇしくにっ そかぇあおう くっしёきй 
╃っくぬ ‶けぉっょに! 
╃っくぬ ‶けぉっょに 

¨すきっつぇっす ゃしは しすさぇくぇ! 
╃っくぬ ‶けぉっょに! 
╃っくぬ ‶けぉっょに! 

╁っょぬ けくぇ せ くぇし けょくぇ! 
╋に くっしёき そかぇあおう し ちゃっすぇきうй 
╁ しぇきにえ きうさくにえ ょっくぬ ゃ ゅけょせй 

′うおけゅょぇ くっ いくぇえすっз ょっすうз 
‶さけ ゃけえくせ う こさけ ぉっょせ! 

(〈ぇすぬはくぇ 【ぇこうさけ) 

 

 



 

╁ладимир ╀еляев 

 

¨ блокадном ╊енинграде 

┿かёてぇз っゅけ きぇきぇ う こぇこぇ あうかう ゃ ╊っくうくゅさぇょっй ╁ すけす 
あぇさおうえ かっすくうえ ょっくぬ けくう ゃしっ ゃきっしすっ こさうてかう ゃ 
いけけこぇさおй ┿かёてぇ っか きけさけあっくくけっ う たけょうか けす おかっすおう お 
おかっすおっз さぇししきぇすさうゃぇは しかけくけゃз あうさぇそけゃз けぉっいぬはくййй 
╁ょさせゅ こけ さぇょうけ けぉなはゃうかうх «′ぇつぇかぇしぬ ゃけえくぇ»й ] ねすけえ 
きうくせすに ういきっくうかぇしぬ あういくぬ おぇあょけゅけ つっかけゃっおぇй 
‶ぇこぇ  ┿かёてう さぇぉけすぇか ゃけょうすっかっき う ゃしおけさっ せてっか くぇ 
そさけくす ゃけっゃぇすぬ し そぇてうしすぇきうй ¨く しすぇか すぇくおうしすけきй 
』っさっい н きっしはちぇ こけしかっ くぇつぇかぇ ゃけえくに くっきちに 
けおさせあうかう ゅけさけょ ╊っくうくゅさぇょй ¨くう たけすっかうз つすけぉに 
かっくうくゅさぇょちに しょぇかうしぬз う おぇあょにえ ょっくぬ ぉけきぉうかう 
 ゅけさけょй ╁しおけさっ ゃ きぇゅぇいうくぇた  しけゃしっき くっ けしすぇかけしぬ っょにй 
′ぇつぇかしは ゅけかけょз ぇ し くぇしすせこかっくうっき いうきに っとっ う たけかけょй 
′け うしすけとっくくにっ かのょう ゃしё さぇゃくけ こさけょけかあぇかう 
さぇぉけすぇすぬй ╋ぇきぇ ┿かёてう ちっかにきう ょくはきう しすけはかぇ せ 
しすぇくおぇ くぇ いぇゃけょっз ういゅけすぇゃかうゃぇは こせかうз しくぇさはょに う 

ぉけきぉに. ┿かёてぇ たけょうか ゃ ょっすしおうえ しぇょй 〈ぇき ょっすっえ 
おけさきうかう あうょおうきう おぇてぇきう くぇ ゃけょっ う しせこぇきうз ゃ 
おけすけさにた こかぇゃぇかう くっしおけかぬおけ おせしけつおけゃ おぇさすけておうй 
╉けゅょぇ くぇつうくぇかぇしぬ ぉけきぉっあおぇз ょっすっえ せゃけょうかう  ゃ 
すっきくにえ こけょゃぇかй ╃っすう しうょっかうз すっしくけ こさうあぇゃてうしぬ 
ょさせゅ お ょさせゅせз う しかせてぇかうз おぇお くぇゃっさたせ せたぇのす ぉけきぉにй 
 



╊っくうくゅさぇょちに ゃ ょっくぬ こけかせつぇかう きぇかっくぬおうえ おせしけつっお 
たかっぉй ╆ぇ ゃけょけえ たけょうかう お さっおっ う けす すせょぇ すぇしおぇかう 
すはあっかにっз こけかくにっ ゃけょに ゃっょさぇй 』すけぉに しけゅさっすぬしはз 
すけこうかう こっつおう う しあうゅぇかう ゃ くうた おくうあおうз しすせかぬはз 
しすぇさせの けぉせゃぬз すさはこおうй 
‶けつすう すさう ゅけょぇ こさけゃっかう  かのょう ゃ ぉかけおぇょくけき 
 ╊っくうくゅさぇょっй ′け くっ しょぇかうしぬ! 
┿かёてぇ しっえつぇし せあっ しすぇさにえ つっかけゃっお – ┿かっおしっえ 
 ′うおけかぇっゃうつй ╇ おぇあょにえ ょっくぬ けく こさうたけょうす お 
 こぇきはすくうおせ ‶けぉっょにз つすけぉに こけおかけくうすぬしは すっきз おすけ 
こけゅうぉ ゃけ ゃさっきは ゃけえくにй 
 

 

╊ев ╉ассиль 

 

¨ мальчике 〈ишке и  отряде немцев 

〉 きぇかぬつうおぇ 〈うておう ぉにかぇ ぉけかぬてぇは しっきぬはх きぇきぇз 
こぇこぇ う  すさう しすぇさてうた ぉさぇすぇй ╃っさっゃくはз ゃ おけすけさけえ けくう 
あうかうз さぇしこけかぇゅぇかぇしぬ くっょぇかっおけ けす ゅさぇくうちにй ╉けゅょぇ 
くっきっちおうっ しけかょぇすに くぇこぇかう くぇ くぇてせ しすさぇくせз 〈うておっ 
ぉにかけ ゃしっゅけ мл かっすй 
′ぇ ゃすけさけえ ょっくぬ ゃけえくに くっきちに せあっ ゃけさゃぇかうしぬ ゃ うた 
ょっさっゃくのй ¨くう ゃにぉさぇかう しぇきにた おさっこおうた きせあつうく う 
あっくとうく う けすこさぇゃうかう うた お しっぉっ ゃ ╂っさきぇくうの くぇ 
さぇぉけすにй ]さっょう くうた ぉにかぇ う きぇきぇ 〈うておうй ┿ しぇきう 
こけてかう ょぇかぬてっ – いぇゃけっゃにゃぇすぬ くぇてう いっきかう. ‶ぇこぇ 
〈うておうз っゅけ  ぉさぇすぬはз 〈うておぇ う  ょさせゅうっ きせあつうくに 
 ょっさっゃくう せてかう ゃ  かっし う しすぇかう  こぇさすういぇくぇきうй 
 



 

‶けつすう おぇあょにえ こぇさすういぇくに すけ こけょさにゃぇかう くっきっちおうっ 
こけっいょぇз すけ こっさっさっいぇかう すっかっそけくくにっ こさけゃけょぇз すけ 
さぇいょけぉにゃぇかう ゃぇあくにっ ょけおせきっくすにз すけ いぇたゃぇすにゃぇかう ゃ 
こかっく くっきっちおけゅけ けそうちっさぇз すけ ゃにゅけくはかう うい ょっさっゃくう 
くっきちっゃй 
┿ ょかは 〈うておう すけあっ ぉにかぇ さぇぉけすぇй ¨く たけょうか こけ 
ょっさっゃくはき う ゃにしきぇすさうゃぇかз しおけかぬおけ せ くっきちっゃ こせてっおз 
すぇくおけゃ う しけかょぇすй ‶けすけき ゃけいゃさぇとぇかしは けぉさぇすくけ ゃ かっし 
う ょけおかぇょにゃぇか おけきぇくょうさせй ¨ょくぇあょに ゃ けょくけえ うい 
ょっさっゃっくぬ 〈うておせ こけえきぇかう ょゃぇ くっきっちおうた しけかょぇすぇй 
〈うておぇ しおぇいぇかз つすけ うょっす お ぉぇぉせておっз くけ くっきちに っきせ くっ 
こけゃっさうかうх «〈に いくぇってぬз ゅょっ こぇさすういぇくに! ¨すゃっょう くぇし お 
くうき!»й 
〈うておぇ しけゅかぇしうかしは  う こけゃっか いぇ しけぉけえ ぉけかぬてけえ 
くっきっちおうえ けすさはょй 〈けかぬおけ てっか けく くっ お こぇさすういぇくぇきз ぇ 
しけゃっさてっくくけ ゃ こさけすうゃけこけかけあくせの しすけさけくせз お 
けゅさけきくけきせ すけこおけきせ ぉけかけすせй ╀けかけすけ ぉにかけ こけおさにすけ 
しくっゅけき う おぇいぇかけしぬ けゅさけきくにき こけかっきй 〈うておぇ てёか 
つっさっい ぉけかけすけ すけかぬおけ こけ けょくけえ っきせ ういゃっしすくけえ 
くっゃうょうきけえ すさけこうくおっй ′っきちに あっз しかっょけゃぇゃてうっ いぇ 
くうきз こさけゃぇかうゃぇかうしぬ ゃ すっきくせの あうあせй 〈ぇお けょうく 
きぇかぬつうお せくうつすけあうか ゃっしぬ くっきっちおうえ けすさはょй  
 



 

╋ихаил ‶рудников 

¨собое задание 

╆ぇょぇくうっ ぉにかけ くっけぉにつくにきй ′ぇいにゃぇかけしぬ けくけ 
けしけぉにきй ╉けきぇくょうさ ぉさうゅぇょに きけさしおうた こったけすうくちっゃ 
こけかおけゃくうお ╂けさこうとっくおけ すぇお う しおぇいぇかх 

— ╆ぇょぇくうっ くっけぉにつくけっй ¨しけぉけっй — ‶けすけき 
こっさっしこさけしうかх — ‶けくはすくけъ 

— ‶けくはすくけз すけゃぇさうと こけかおけゃくうおз — けすゃっすうか 
しすぇさてうくぇ-こったけすうくっち — しすぇさてうえ くぇょ ゅさせここけえ 
さぇいゃっょつうおけゃй 

╀にか けく ゃにいゃぇく お こけかおけゃくうおせ けょうくй ╁っさくせかしは お 
しゃけうき すけゃぇさうとぇきй ╁にぉさぇか ゃ こけきけとぬ ょゃけうたз しおぇいぇかх 

— ]けぉうさぇえすっしぬй ╆ぇょぇくうっ ゃにこぇかけ くぇき けしけぉけっй 
¨ょくぇおけ つすけ いぇ けしけぉけっз こけおぇ しすぇさてうくぇ くっ ゅけゃけさうかй 
╃っかけ ぉにかけ こけょ くけゃにえз мфпн ゅけょй ぅしくけ 

さぇいゃっょつうおぇきх ゃ すぇおせの-すけ くけつぬз おけくっつくけз いぇょぇくうっ 
しゃっさたけしけぉけっй ╇ょせす さぇいゃっょつうおう いぇ しすぇさてうくけえз 
こっさっゅけゃぇさうゃぇのすしはх 

— ╋けあっすз くぇかёす くぇ そぇてうしすしおうえ てすぇぉъ 
— ╀っさう ゃにてっз — せかにぉぇっすしは しすぇさてうくぇй 
— ╋けあっすз ゃ こかっく ゅっくっさぇかぇ したゃぇすうきъ 
— ╁にてっз ゃにてっз — しきっёすしは しすぇさてうえй 
‶っさっこさぇゃうかうしぬ くけつぬの さぇいゃっょつうおう くぇ すっささうすけさうのз 

いぇくはすせの そぇてうしすぇきうз こさけょゃうくせかうしぬ ゃゅかせぉぬй ╇ょせす 
けしすけさけあくけз おさぇょせつうしぬй 

¨こはすぬ さぇいゃっょつうおうх 
 



 
— ╋けあっすз きけしすз おぇお こぇさすういぇくにз うょёき ゃいさにゃぇすぬъ 
— ╋けあっすз くぇ そぇてうしすしおけき ぇねさけょさけきっ こさけういゃっょёき 

ょうゃっさしうのъ 
]きけすさはす くぇ しすぇさてっゅけй 〉かにぉぇっすしは しすぇさてうえй 
′けつぬй 〈っきくけすぇй ′っきけすぇй ╂かせたけすぇй ╇ょせす ゃ 

そぇてうしすしおけき すにかせ さぇいゃっょつうおうй ]こせしおぇかうしぬ し おさせつうй 
′ぇ ゅけさせ かっいかうй ╁しすせこうかう ゃ しけしくけゃにえ かっしй ╉さにきしおうっ 
しけしくに ゃちっこうかうしぬ ゃ おぇきくうй ╆ぇこぇたかけ こさうはすくけ たゃけっえй 
╃っすしすゃけ しけかょぇすに ゃしこけきくうかうй 

‶けょけてёか しすぇさてうくぇ お けょくけえ うい しけしっくけおй ¨ぉけてёかз 
こけしきけすさっかз ょぇあっ ゃっすゃう させおけえ こけとせこぇかй 

— 》けさけてぇъ 
— 》けさけてぇз — ゅけゃけさはす さぇいゃっょつうおうй 
〉ゃうょっか さはょけき ょさせゅせのй 
— Эすぇ かせつてっъ 
— ]ょぇёすしはз かせつてっз — おうゃくせかう さぇいゃっょつうおうй 
— ‶せてうしすぇъ 
— ‶せてうしすぇй 
— ]すさけえくぇъ 
— ]すさけえくぇ! 
— 』すけ あっ — お ょっかせз — しおぇいぇか しすぇさてうくぇй ╃けしすぇか 

すけこけさ う しさせぉうか しけしっくおせй — ╁けす う ゃしёз — こさけういくёし 
しすぇさてうくぇй ╁いゃぇかうか しけしっくおせ しっぉっ くぇ こかっつうй — ╁けす う 
せこさぇゃうかうしぬ きに し いぇょぇくうっきй 

— ╁けす すっ う くぇз — ゃにさゃぇかけしぬ せ さぇいゃっょつうおけゃ. ′ぇ 
しかっょせのとうえ ょっくぬ さぇいゃっょつうおう ぉにかう けすこせとっくに ゃ 
ゅけさけょз くぇ くけゃけゅけょくのの ёかおせ お ょっすはき ゃ ょっすしおうえ 
ょけておけかぬくにえ こけょいっきくにえ しぇょй 
 

 



]すけはかぇ しけしっくおぇй ]すさけえくぇй ‶せてうしすぇй ╁うしはす くぇ 
しけしっくおっ てぇさにз ゅうさかはくょにз さぇいくけちゃっすくにっ そけくぇさうおう 
ゅけさはすй 

╁に しこさけしうすっх こけつっきせ あっ しけしくぇз くっ ёかおぇъ ′っ さぇしすせす 
ゃ すった てうさけすぇた ёかおうй ╃ぇ う ょかは すけゅけз つすけぉに しけしっくおせ 
ょけぉにすぬз くぇょけ ぉにかけ お そぇてうしすぇき ゃ すにかに こさけぉさぇすぬしはй 

′っ すけかぬおけ いょっしぬз くけ う ゃ ょさせゅうた きっしすぇた ]っゃぇしすけこけかは 
いぇあゅかうしぬ ゃ すけす くっかёゅおうえ ゅけょ ょかは ょっすっえ くけゃけゅけょくうっ 
ёかおうй 

╁うょぇすぬз くっ すけかぬおけ ゃ ぉさうゅぇょっ きけさしおうた こったけすうくちっゃ せ 
こけかおけゃくうおぇ ╂けさこうとっくおけз くけ う ゃ ょさせゅうた つぇしすはた 
いぇょぇくうっ ょかは さぇいゃっょつうおけゃ ゃ すせ こさっょくけゃけゅけょくのの 
くけつぬ ぉにかけ けしけぉにきй 

 
]ергей ┿лексеев 

 

╁ыходное платье 

╀にかけ ねすけ っとё ょけ くぇつぇかぇ ゃけえくに し そぇてうしすぇきうй ╉ぇすっ 
╇いゃっおけゃけえ こけょぇさうかう さけょうすっかう くけゃけっ こかぇすぬっй 
‶かぇすぬっ くぇさはょくけっз てёかおけゃけっз ゃにたけょくけっй 

′っ せしこっかぇ ╉ぇすは けぉくけゃうすぬ こけょぇさけおй ╂さはくせかぇ ゃけえくぇй 
¨しすぇかけしぬ こかぇすぬっ ゃうしっすぬ ゃ ておぇそせй ╃せきぇかぇ ╉ぇすはх 
いぇゃっさてうすしは ゃけえくぇз ゃけす う くぇょっくっす けくぇ しゃけё ゃにたけょくけっ 
こかぇすぬっй 

《ぇてうしすしおうっ しぇきけかёすに くっ こっさっしすぇゃぇは ぉけきぉうかう し 
ゃけいょせたぇ ]っゃぇしすけこけかぬй ‶けょ いっきかのз ゃ しおぇかに せてёか 
]っゃぇしすけこけかぬй 

╁けっくくにっ しおかぇょにз てすぇぉにз ておけかにз ょっすしおうっ しぇょにз 
ゅけしこうすぇかうз さっきけくすくにっ きぇしすっさしおうっз ょぇあっ おうくけすっぇすさз 
ょぇあっ こぇさうおきぇたっさしおうっ — ゃしё ねすけ ゃさっいぇかけしぬ ゃ おぇきくうз 
ゃ ゅけさに. 

 
 



‶けょ いっきかёえ けさゅぇくういけゃぇかう しっゃぇしすけこけかぬちに う ょゃぇ 
ゃけっくくにた いぇゃけょぇй 

′ぇ けょくけき うい くうた う しすぇかぇ さぇぉけすぇすぬ ╉ぇすは ╇いゃっおけゃぇй 
╆ぇゃけょ ゃにこせしおぇか きうくけきёすにз きうくにз ゅさぇくぇすにй ╆ぇすっき 
くぇつぇか けしゃぇうゃぇすぬ こさけういゃけょしすゃけ ぇゃうぇちうけくくにた ぉけきぉ 
ょかは しっゃぇしすけこけかぬしおうた かёすつうおけゃй 

╁しё くぇてかけしぬ ゃ ]っゃぇしすけこけかっ ょかは すぇおけゅけ 
こさけういゃけょしすゃぇх う ゃいさにゃつぇすおぇз う きっすぇかか ょかは おけさこせしぇз 
ょぇあっ くぇてかうしぬ ゃいさにゃぇすっかうй ′っす かうてぬ けょくけゅけй 
‶けさけたз し こけきけとぬの おけすけさけゅけ こけょさにゃぇかうしぬ ぉけきぉにз 
ょけかあっく ぉにか いぇしにこぇすぬしは ゃ きってけつおうз してうすにっ うい 
くぇすせさぇかぬくけゅけ てёかおぇй 

]すぇかう さぇいにしおうゃぇすぬ てёかお ょかは きってけつおけゃй 
¨ぉさぇすうかうしぬ くぇ さぇいかうつくにっ しおかぇょにй 

′ぇ けょうくх 
— ′っす くぇすせさぇかぬくけゅけ てёかおぇй 
′ぇ ゃすけさけえх 
— ′っす くぇすせさぇかぬくけゅけ てёかおぇй 
》けょうかう くぇ すさっすうえз つっすゃёさすにえз こはすにえй 
′っす くうゅょっ くぇすせさぇかぬくけゅけ てёかおぇй 
╇ ゃょさせゅййй ぅゃかはっすしは ╉ぇすはй ]こさぇてうゃぇのす せ ╉ぇすうх 
— ′せ つすけ — くぇてかぇъ 
— ′ぇてかぇз — けすゃっつぇっす ╉ぇすはй 
╁っさくけз ゃ させおぇた せ ょっゃせておう しゃёさすけお. 
[ぇいゃっさくせかう ╉ぇすうく しゃёさすけおй ]きけすさはすх ゃ しゃёさすおっ — 

こかぇすぬっй 〈け しぇきけっй ╁にたけょくけっй ╇い くぇすせさぇかぬくけゅけ 
てёかおぇй 

— ╁けす すぇお ╉ぇすは! 
— ]こぇしうぉけз ╉ぇすは! 
 

 



[ぇいさっいぇかう くぇ いぇゃけょっ ╉ぇすうくけ こかぇすぬっй ]てうかう 
きってけつおうй ╆ぇしにこぇかう こけさけたй ╁かけあうかう きってけつおう ゃ 
ぉけきぉにй ¨すこさぇゃうかう ぉけきぉに お かёすつうおぇき くぇ ぇねさけょさけきй 

╁しかっょ いぇ ╉ぇすっえ う ょさせゅうっ さぇぉけすくうちに こさうくっしかう くぇ 
いぇゃけょ しゃけう ゃにたけょくにっ こかぇすぬはй ′っす すっこっさぬ こっさっぉけっゃ ゃ 
さぇぉけすっ いぇゃけょぇй ╆ぇ ぉけきぉけえ ゅけすけゃぇ ぉけきぉぇй 
‶けょくうきぇのすしは かёすつうおう ゃ くっぉけй 〈けつくけ ぉけきぉに 
かけあぇすしは ゃ ちっかぬй 

 

╁алентина ¨сеева 

┿ндрейка 

┿くょさっえおっ ょゃっくぇょちぇすぬ かっすй ¨く すぇおけえ ゃぇあくにえ ゃ 
しゃけっき さぇぉけつっき おけしすのきっ さっきっしかっくくうおぇй ╁ っゅけ 
つっさくにた ゅかぇいぇた ゅけさはつぇは ゅけすけゃくけしすぬ くぇ かのぉにっ ょっかぇз 
くぇ かのぉけえ こけょゃうゅй ′け すぇおうき ┿くょさっえおぇ しょっかぇかしは くっ 
しさぇいせй ′ぇょ ┿くょさっえおけえ こさけてかぇ ゃけえくぇз う ねすけ ぉけかぬてけっ 
しけぉにすうっ ゃ っゅけ きぇかっくぬおけえ あういくう しょっかぇかけ っゅけ 
ゃいさけしかっっй ╉けゅょぇ きぇかぬつうおせ ぉにかけ しっきぬ かっすз ゃしっ 
さぇししおぇいに け ゃけえくっ おぇいぇかうしぬ っきせ ょぇかっおうきう う 
しすさぇてくにきう しおぇいおぇきうз ぇ あういくぬ ぉにかぇ ゃっしっかぇはй ] せすさぇ 
せぉっゅぇか ┿くょさっえおぇ し しけしっょしおうきう さっぉはすうておぇきう くぇ 
さっつおせз おせこぇかしは う ゃぇかはかしは ゃ ゅけさはつっき こっしおっ くぇ ぉっさっゅせ 
う すけかぬおけ すけゅょぇ ゃけいゃさぇとぇかしは ょけきけえз おけゅょぇ 
さぇいょぇゃぇかしは いゃせつくにえ ゅけかけし しすぇさてっゅけ ぉさぇすぇ ┿くすけくぇх  

- ┿せ! ┿くょさっえおぇ!                                               
╁しすさはたうゃぇは きけおさけえ ゅけかけゃけえз けく きつぇかしは くぇ いけゃй 
 



¨く さぇょけゃぇかしはз つすけ きぇすぬ う ぉさぇす せあっ ょけきぇз つすけ くぇ 
しすけかっ しすけうす きうしおぇ ゅけさはつっゅけ おぇさすけそっかは し きはしけきз つすけ 
しおけさけ くぇしすせこはす すっこかにっ かっすくうっ しせきっさおうй ╋ぇすぬ しはょっす 
くぇ おさにかっつおけз ┿くょさっえおぇ こさうきけしすうすしは しぉけおせз ぇ ┿くすけく 
こさうかはあっす くぇ すさぇゃせ う ぉせょっす さぇししおぇいにゃぇすぬ け しゃけうた 
すけゃぇさうとぇたз け さぇぉけすっз け くけゃにた いぇゃけょしおうた きぇてうくぇた う 
け しゃけっき しすぇくおっз おけすけさにえ けく くぇいにゃぇか "しっさょっつくにき 
ょさせゅけき"й ┿くょさっえおぇ ゃうょっか ねすけす しすぇくけおй ╉ぇお-すけ さぇい 
┿くすけく ゃいはか し しけぉけえ ぉさぇすうておせ くぇ いぇゃけょ う こけおぇいぇか 
っきせ しゃけえ ちったй ′ぇ いぇゃけょっ ┿くょさっえおっ ゃしっ こけくさぇゃうかけしぬх 
う ぉかっしすはとうえ しすぇくけお ┿くすけくぇз う てうさけおうっ しゃっすかにっ 
けおくぇ ちったぇз う ゃいさけしかにっ さぇぉけつうっз おけすけさにっ 
しこさぇてうゃぇかう せ ┿くすけくぇ しけゃっすぇ う しかせてぇかうしぬ っゅけй ┿ し 
┿くょさっえおけえ てせすうかうз こさうゅかぇてぇは っゅけ ゃきっしすっ さぇぉけすぇすぬй 
┿くょさっえおぇ しきせとぇかしはз ぇ ┿くすけく しっさぬっいくけ けすゃっつぇかх  

- 【せすおう てせすおぇきうз ぇ かっす つっさっい こはすけお ぉせょっす けく 
きくっ こけきけとくうおけき!  
╁ ねすけ ゃけしおさっしっくぬっ ┿くすけく し せすさぇ ゃいはかしは いぇ こけつうくおせ 
いぇぉけさぇй ¨く こさうくっし うい しぇさぇは ちっかせの けたぇこおせ ょけしけお う 
くぇつぇか うた けぉしすさせゅうゃぇすぬй ┿くょさっえおぇ しすけはか う しきけすさっかз 
おぇお うい-こけょ させぉぇくおぇ あっかすにきう いぇゃうすせておぇきう こぇょぇのす 
くぇ すさぇゃせ しすさせあおう う ょけしおぇ ょっかぇっすしは ゅかぇょおけえз くけゃけえз 
しゃっすかけえй  
"Эお っきせ ゃしっ せょぇっすしは!" - ょせきぇっす ┿くょさっえおぇз し いぇゃうしすぬの 
こけゅかはょにゃぇは くぇ ぉさぇすぇй ┿ ぉさぇすз こけしゃうしすにゃぇはз かけゃおけ 
こっさっぉさぇしにゃぇか し させおう くぇ させおせ ょけとっつおせз おさっこおけ 
せこうさぇか っっ けょくうき おけくちけき ゃ しすぇくけお う かっゅおけ こさけゃけょうか 
こけ くっえ させぉぇくおけきз けすぉさぇしにゃぇか しすさせあおうй ¨ょうく さぇい けく 
ょぇか ぉさぇすうておっ させぉぇくけおй ┿くょさっえおぇ こけおさぇしくっか けす 
せょけゃけかぬしすゃうは うз つすけぉに くっ けしさぇきうすぬしは こっさっょ ぉさぇすけきз 
ういけ ゃしった しゃけうた しうかっくけお ゃさっいぇか させぉぇくけお ゃ ょけしおせй  
 



- ╆ぇったぇか しゅけさはつぇз - しこけおけえくけ しおぇいぇか ┿くすけくй - 
‶けかっゅけくっつおせ くぇょけ - ねすけ くっ ょさけゃぇ させぉうすぬ!  
┿くょさっえおぇ こけこさけぉけゃぇか っとっй ]すさせあおぇ せ くっゅけ いぇゃうかぇしぬ 
すけくっくぬおぇはз おぇお きにてうくにえ たゃけしすうおй  

- ′っ きけゅせз - しおぇいぇか けく しけ ゃいょけたけきй  
- ‶さけぉせえз こさけぉせえ! - いぇおさうつぇか ┿くすけくй - "′っ きけゅせ" 

- すぇおけゅけ しかけゃぇ くっすз すぇおけゅけ しかけゃぇ ょぇあっ ゅさせょくけえ 
さっぉっくけお くっ しおぇあっす!  

- ┿ おぇおけっ しかけゃけ ゅさせょくけえ さっぉっくけお しおぇあっすъ - 
しこさけしうかぇ きぇすぬй  
┿くょさっえおぇ たきにおくせか けす せょけゃけかぬしすゃうは う かせおぇゃけ 
こけしきけすさっか くぇ ぉさぇすぇй  

- ╉ぇおけっ しかけゃけъ - こっさっしこさけしうか ┿くすけくз 
こけゅかぇあうゃぇは させおけえ ょけしおせй  

- ¨つっくぬ こさけしすけっх "┿ゅせй ╁にさぇしすせ - しきけゅせ"й  
╋ぇすぬ いぇしきっはかぇしぬй ╁ょさせゅ おぇかうすおぇ ゅさけきおけ 

たかけこくせかぇй  
‶け ょけさけあおっ ぉっあぇかう すけゃぇさうとう ┿くすけくぇ - ]っさゅっえ う 
╀けさうしй ╆ぇ くうきうз こさうたさぇきにゃぇはз すけさけこうかしは しにく 
しけしっょぇ ┿かっおしっえй ╁しっ すさけっз さぇいきぇたうゃぇは させおぇきうз 
おさうつぇかうх  

- ╁おかのつう さぇょうけз ┿くすけく!  ┿くすけく ぉさけしうか くぇ 
しすぇくけお させぉぇくけお う こけぉっあぇか くぇ すっささぇしせй ╋ぇすぬ 
こけしこってくけ ゃにすっさかぇ きけおさにっ させおうз こけこさぇゃうかぇ こかぇすけお 
う こさうしっかぇ くぇ おけくつうお しすせかぇй ┿くょさっえおぇ こっさゃにえ 
ゃしおぇさぇぉおぇかしは くぇ すぇぉせさっすおせ う ゃおかのつうか さぇょうけй  
"╂さぇあょぇくっ う ゅさぇあょぇくおう ]けゃっすしおけゅけ ]けのいぇййй"й 
┿くょさっえおぇ いぇすぇうか ょにたぇくうっ う こっさっゃけょうか ゅかぇいぇ し ぉさぇすぇ 
くぇ きぇすぬз し きぇすっさう くぇ すけゃぇさうとっえ ┿くすけくぇй ╁しっ 
しかせてぇかう きけかつぇз くっ てっゃっかはしぬ. 



 
′け くぇ ゃしった かうちぇた ┿くょさっえおぇ ゃょさせゅ せゃうょっか おぇおけっ-

すけ けょうくぇおけゃけ しせさけゃけっз くっいくぇおけきけっ っきせ ゃにさぇあっくうっй 
┿くすけく しすけはかз ゃにこさはきうゃてうしぬз おぇお ぉせょすけ こさうくうきぇか 
ぉけっゃけえ こさうおぇいй  

 

* * * 

』っさっい ょゃぇ ょくは ┿くすけく せったぇかй ╁っつっさけき こっさっょ 
けすなっいょけき けく ょけかゅけ しうょっか し きぇすっさぬの くぇ おさにかっつおっй 
┿くょさっえおぇ ぉけおけき あぇかしは お くっきせй ╀さぇす すうたけくぬおけ 
ゅかぇょうか おせょさはゃにえ つせぉうお ┿くょさっえおうくにた ゃけかけし う 
ゅけゃけさうかх  

- ╀にかけ せ きぇすっさう ょゃぇ しにくぇй ¨ょうく し ゃさぇゅぇきう 
ょさぇかしはз ぇ ょさせゅけえ ょけきぇ さぇぉけすぇかййй  

- ┿くょさっえおぇъ - しこさぇてうゃぇか ぉさぇすうておぇй  
- ¨くз - しっさぬっいくけ けすゃっつぇか ┿くすけくй - ╀にゃぇかけз かはあっす 

しこぇすぬ こけさぇくぬてっз くぇぉっさっすしは いぇ くけつぬ しうかз こけょさぇしすっす 
きぇかっくぬおけз ぇ せすさけき ゃしおけつうすз とっこけお くぇおけかっすз ゃけょに 
こさうくっしっすз ゃ かぇゃおせ しぉっゅぇっすз つぇえ しゃぇさうすййй  

′っ てせすうか ┿くすけくй ╇ せ きぇすっさう かうちけ ぉにかけ 
しこけおけえくけっз しすさけゅけっй ┿くょさっえおぇ すうたけくぬおけ いぇかけあうか 
つっすにさっ こぇかぬちぇ う こっさっしつうすぇかх  

- 】っこけお くぇおけかっすз ゃけょに こさうくっしっすз ゃ かぇゃおせ 
しぉっゅぇっすз つぇえ しゃぇさうすййй  

- йййう ゃしはおうっ ょっかぇ いぇ ┿くすけくぇ しこさぇゃうすз - ょけしおぇいぇか 
しすぇさてうえ ぉさぇすй ┿くょさっえおぇ いぇかけあうか こはすにえ こぇかっちй  
- ]こさぇゃかのз - ょっかけゃうすけ しおぇいぇか けく. 



* * * 

╇ こさぇゃょぇз くぇ ょさせゅけえ ょっくぬ ┿くょさっえおぇ こけょくはかしは 
さぇくけй ╁ おせたくっ しすけはかう こせしすにっ ゃっょさぇй ‶けおぇ きぇすぬ 
こさうょっす し さぇぉけすにз くせあくけ ゃしっ ょっかぇ こっさっょっかぇすぬй ╉ぇおз 
ぉにゃぇかけз ┿くすけくй 〉 すけゅけ ゃしっ ぉにしすさけй ¨く ぉけかぬてうっ 
ゃっょさぇ し ゃけょけえ しさぇいせ こけ ょゃぇ こさうくけしうかй ┿くょさっえおっ すぇお 
くっ けしうかうすぬх けく ぉっさっす ゃ おせたくっ ぉけかぬてけえ つぇえくうおй 
╋けあくけ くっしおけかぬおけ さぇい したけょうすぬй ╇ ┿くょさっえおぇ たけょうすй 
¨く くっしっす つぇえくうお ゃ けすすけこにさっくくけえ させおっз つすけぉに ゃけょぇ 
くっ こさけかうゃぇかぇしぬ くぇ ゅけかにっ おけかっくおうз こけすけき 
こっさっおかぇょにゃぇっす っゅけ ゃ ょさせゅせの させおせз こけすけき すぇとうす 
けぉっうきう させおぇきうз おさっこおけ こさうあうきぇは お あうゃけすせй ╅うゃけす 
せ くっゅけ ゃっしぬ きけおさにえз すさせしうおう こさうかうこかう お すっかせй ′け 
ゃっょさぇ くぇこけかくはのすしはй ┿くょさっえおぇ うょっす ゃ しぇさぇえй 
‶けしゃうしすにゃぇはз おぇお ┿くすけくз けく さぇいきぇたうゃぇっす 
きぇかっくぬおうき すけこけさうおけきй ]せたうっ とっこおう おけかのすしは かっゅおけй 
┿くょさっえおぇ しけぉうさぇっす うた ゃ おせつせ う いぇょせきにゃぇっすしはй 
‶けすけきз けすかけあうゃ ょゃぇ こぇかぬちぇ くぇ させおっз ゃしこけきうくぇっすх ゃ 
かぇゃおせ いぇ たかっぉけき くぇょけ したけょうすぬ! ′ぇ いぇぉけさっз 
しゃっしうゃてうしぬ ゃくうい ゅけかけゃぇきうз さっぉはすぇ ょぇゃくけ おさうつぇす 
┿くょさっえおっх 

- ‶けてかう くぇ さっつおせ おせこぇすぬしは!  
- ′っййй - きけすぇっす ゅけかけゃけえ ┿くょさっえおぇз - は こけしかっййй  
- ╃ぇ こけえょっきх ゃけょぇ しっえつぇし すっこかぇはз ゅけさはつぇはййй  
- "‶けえょっきз こけえょっき"! - こっさっょさぇいくうゃぇっす うた 

┿くょさっえおぇй - ╁ぇき ぉに すけかぬおけ ぉっゅぇすぬ ぉっい すけかおせ! ┿くすけく 
くぇ そさけくすっййй ╉すけ きぇすっさう こけきけゅぇすぬ ぉせょっすъ  

- ┿ せ きっくは けすっち こけてっかз けょくぇ ぉぇぉおぇ ょけきぇз - 
けいぇぉけつっくくけ ゅけゃけさうす ╂っくぬおぇй ¨く こけすうたけくぬおせ けすたけょうす 
けす いぇぉけさぇ う おさうつうす ┿くょさっえおっх  
 



- ]かにてぬ! ′っ せたけょう ぉっい きっくは! ぅ しっえつぇし!  

[っぉはすぇ ょぇゃくけ せてかうй ┿くょさっえおぇ しうょうす くぇ おさにかっつおっ う 
あょっす すけゃぇさうとぇй "╁うょくけз ょっかけ くぇてかけしぬййй - ょせきぇっす けくй 

- ╀ぇぉおぇ せ くうた しすぇさぇはз っとっ しすぇさっっ くぇてっえ きぇすっさう"й  
′け しすさうあっくぇは ゅけかけゃぇ ╂っくぬおう せあっ すけさつうす うい おせしすけゃй  

- ‶けてかう!  
¨くう こけてかう ゃょけかぬ ┿くょさっえおうくけゅけ いぇぉけさぇз う 

ゃょさせゅ ┿くょさっえおぇ けしすぇくけゃうかしは けく せゃうょっか ぉけかぬてせの 
ょにさせй Эすけ ┿くすけく くっ せしこっか こさうぉうすぬ くけゃにっ ょけしおうй 
¨くう かっあぇす くぇ すさぇゃっз つうしすけ ゃにしすさせゅぇくくにっй ╇ ゅゃけいょう 
ゃ おけさけぉおっ しすけはす こけょ しすぇくおけきй  

- ╉すけ あっ ゃぇき すっこっさぬ いぇぉぬっす-すけъ - しこさぇてうゃぇっす 
╂っくぬおぇй  
┿くょさっえおぇ きけかつぇ こっさっかっいぇっす つっさっい いぇぉけさ う ぉっあうす ゃ 
ょけきй ╂っくぬおぇ しけ ゃいょけたけき こさうしぇあうゃぇっすしは くぇ すさぇゃせй 
┿くょさっえおぇ ゃけいゃさぇとぇっすしは し きけかけすおけき う こけょくうきぇっす し 
いっきかう すけくおせの ょけとっつおせй  

- ╃っさあうз つすけぉ さけゃくけ ぉにかけ! ╋けあってぬъ - 
しこさぇてうゃぇっす けく すけゃぇさうとぇй  

- ╋けゅせ! - ゅけゃけさうす ╂っくぬおぇз ょっかけゃうすけ こさうきっさうゃぇは 
ょけしおせй  

- ╃っさあうз ぇ は ぉせょせ ゅゃけいょう ゃぉうゃぇすぬй  
╂っくぬおぇ ょけかゅけ こさうかぇあうゃぇっす ょけしおせй ╂ゃけいょう 

ゃにしおぇおうゃぇのす うい させお ┿くょさっえおうз う きけかけすけお つぇしすけ 
ぉぬっす くっゃこけこぇょй ′け ╂っくぬおぇ すっさこっかうゃけ あょっすз ういけ ゃしった 
しうか くぇかっゅぇは くぇ ょけしおせй  

- Эたз ゃけょぇ たけさけてぇは しっえつぇし! ]かにてぬз さっぉはすぇ 
こかっとせすしはъ - ゅけゃけさうす けくз こけゅかはょにゃぇは くぇ しけかくちっй  
 



- ╁におせこぇすぬしは せしこっっきз - けすゃっつぇっす ┿くょさっえおぇй - ┿ 
ゃけす っしかう せ きぇすっさう ょゃぇ しにくぇ う けょうく ゃけのっすз すぇお ょさせゅけえ 
ょけきぇ ょけかあっく さぇぉけすぇすぬ!  

‶けょ ゃっつっさ ┿くょさっえおぇ しすけうす くぇ いっかっくけき 
こさうゅけさおっй ╋けおさにっ ゃけかけしに っゅけ ぉかっしすはすй ‶さうおさにゃ 
かぇょけくぬの ゅかぇいぇз けく しきけすさうす くぇ ょけさけゅせ うз いぇゃうょっゃ 
きぇすぬз けおかうおぇっす っっх  

- ┿せз きぇきぇ!  
╇ おぇあっすしは ┿くょさっえおっз つすけ ゅけかけし せ くっゅけ しすぇか 

しけゃしっき おぇお せ ┿くすけくぇз ぇ しぇき けく すぇおけえ あっ おさっこおうえз 
しうかぬくにえ う ゃにしけおうえз おぇお しすぇさてうえ ぉさぇすз う けす ねすけゅけ くぇ 
きぇかっくぬおけき こけょゃうあくけき かうちっ っゅけ ゃこっさゃにっ 
こけはゃかはっすしは ゃにさぇあっくうっ ゅけすけゃくけしすう お こけょゃうゅせй  

 
┿くょさっえおぇ しすけうす こけしさっょう おけきくぇすに う すぇさぇとうす ゃ 

すっきくけすせ しけくくにっ ゅかぇいぇй ╋ぇすぬ きけかつぇ しせっす っきせ おぇおけえ-
すけ せいっかけおз すけさけこかうゃけ ゅかぇょうす こけ ゅけかけゃっ うз おさっこおけ 
したゃぇすうゃ いぇ させおせз すぇとうす ゃ すっきくにっ しっくうй ′ぇょ ょけきけき 
つすけ-すけ すはあっかけ せたぇっすц こけしせょぇ あぇかけぉくけ いゃっくうす くぇ 
こけかおぇたц すはくせとうえ いぇ ょせてせ ゃけえз こさっさにゃぇっきにえ ょうおうき 
おけてぇつぬうき きはせおぇくぬっきз くっしっすしは うい すっきくけすにй 
┿くょさっえおっ しすさぇてくけй ¨く ちっこかはっすしは いぇ ょゃっさぬй  

- ′っ ぉけえしはййй ′っ ぉけえしはййй ╁ せぉっあうとっ こけえょっきй 〈ぇき 
ゃしっ かのょう しっえつぇしз すぇき う ╂っくっつおぇ し ぉぇぉせておけえййй  
╋っかおうえ けいくけぉ けたゃぇすにゃぇっす ┿くょさっえおせ ゃけ ょゃけさっй ╋ぇすぬ 
けぉくうきぇっす っゅけ けょくけえ させおけえз う けくう ぉっゅせす こけ すっきくけえ 
せかうちっз すぇお おさっこおけ こさうあぇゃてうしぬ ょさせゅ お ょさせゅせз つすけ 
ぉけしにっ くけゅう ┿くょさっえおうз くぇしおけさけ けぉせすにっ ゃ ぉぇてきぇおうз 
こけこぇょぇのす こけょ くけゅう きぇすっさうй ]すさぇてくけっ くっいくぇおけきけっ 
くっぉけ さぇいゃっさいぇっすしは くぇょ うた ゅけかけゃぇきうх 



おさっしす-くぇおさっしす こっさっすはくせすけっ てうさけおうきう ぉっかにきう 
かっくすぇきうз けくけ ゃしっ ゃさっきは ょゃうゅぇっすしは う ゃ ゅかせぉうくっ っゅけ すけ 
ょぇかっおけз すけ しけゃしっき ぉかういおけ しかにてくけ ゅさけいくけっ ゅせょっくうっ 
きけすけさけゃййй ╇くけゅょぇ すけくおうっ いぇああっくくにっ しゃっつう くういおけ 
しゃうしぇのす くぇょ いっきかっえз う ゃしかっょ いぇ くうきう ゃ せてぇた せ 
┿くょさっえおう つすけ-すけ し ゅさけたけすけき かけこぇっすしはй ¨く ちっこかはっすしは 
いぇ おけかっくう きぇすっさうз う けくう けぉぇ こぇょぇのす くぇ いっきかのййй  

- ′うつっゅけз しにくけおййй ′うつっゅけз きうかっくぬおうえййй Эすけ 
┿くすけく そぇてうしすけゃ ぉぬっすй ┿くょさっえおぇ つせゃしすゃせっすз おぇお せ 
きぇすっさう ょさけあぇす させおうз くけ うきは ┿くすけくぇ しさぇいせ 
ゃけしおさってぇっす こっさっょ くうき ゃにしけおせのз おさっこおせの そうゅせさせ 
ぉさぇすぇх くぇ っゅけ てうさけおうた こかっつぇた いっかっくぇは ゅうきくぇしすっさおぇ, 
ぇ ゃ させおっ くぇしすけはとぇは ゃうくすけゃおぇййй  

- ┿くすけく そぇてうしすけゃ ぉぬっす! - さぇしすっさはくくにき てっこけすけき 
こけゃすけさはっす けくй  ╂けさょけしすぬ う ゃけしすけさゅ けたゃぇすにゃぇのす っゅけз う 
すっこっさぬ けく しぇき ぉっあうす ゃこっさっょз つすけぉに しおけさっえ 
こけょっかうすぬしは ねすけえ くけゃけしすぬの し ╂っくぬおけえййй ╇ ゃ すっきくけすっ 
しおゃけいぬ ゅさけたけす さゃせとうたしは しくぇさはょけゃз こさうゅくせゃてうしぬ お 
いっきかっз きぇすぬ しかにてうす っゅけ ょさけあぇとうえ ゅけかけしх  

- ′うつっゅけз くうつっゅけз きぇきぇййй Эすけ ┿くすけく そぇてうしすけゃ 
ぉぬっすййй  
"╀けきぉけせぉっあうとっ" - くけゃけっ しかけゃけ ょかは ┿くょさっえおうй ′け 
けくう し ╂っくぬおけえ こけきけゅぇかう ゃいさけしかにき くけしうすぬ おうさこうつう 
う ゃにぉさぇしにゃぇすぬ いっきかの うい けゅさけきくけえ はきにй ╁ きっしすっつおっз 
ゅょっ あうゃっす ┿くょさっえおぇз くっす くぇしすけはとうた ぉけきぉけせぉっあうとз 
ぇ すけ ぉけきぉけせぉっあうとっз おけすけさけっ くぇしおけさけ さにかう しすぇさうおうз 
あっくとうくに う ょっすうз こけたけあっ くぇ ぉけかぬてせの こっとっさせз 
せいおせの う ょかうくくせのз し いっきかはくにきう しうょっくぬはきう こけ 
ぉけおぇきй 



┿くょさっえおぇ し きぇすっさぬの きっょかっくくけ しこせしおぇのすしは こけ 
いっきかはくけえ かっしっくおっ ゃくうい う し すさせょけき こさけぉうさぇのすしは ゃ 
せいおけき こさけたけょっ きっあょせ しうょっくぬはきうй ╁ つっさくけえ すぬきっ 
┿くょさっえおぇ つせゃしすゃせっす すけかぬおけ きくけゅけ つぬうた-すけ くけゅз 
おさっこおけ しょゃうくせすにた おけかっくっえз しかにてうす けすさにゃうしすけっ 
ょにたぇくうっ う すはあっかにっ ゃいょけたう あっくとうくй ╁ ゅかせぉうくっ 
こかぇつっす ゅさせょくけえ さっぉっくけおз う つっえ-すけ ゅけかけし ゃしっ ゃさっきは 
こけゃすけさはっす ゅさけきおうき てっこけすけきх  

- 〈うてっз ゅさぇあょぇくっз すうてっ! ]こけおけえくけз しこけおけえくけййй  
┿くょさっえおぇ たけつっす けおかうおくせすぬ ╂っくぬおせй ′け せょぇさ いぇ 

せょぇさけき しけすさはしぇのす いっきかのц おすけ-すけ うい さっぉはす くぇつうくぇっす 
ゅさけきおけ こかぇおぇすぬц おぇおぇは-すけ あっくとうくぇ こさけすうしおうゃぇっすしは 
お ゃにたけょせз っっ くっ こせしおぇのすй ╇ しくけゃぇ しすさぇてくにえ せょぇさййй  

- ′っ ょけこせしすう ゅけしこけょうййй - てっこつっす つっえ-すけ 
しすぇさせてっつうえ ゅけかけしй ╇ ゃ けすゃっす くぇ くっゅけ うい すっきくけすに 
おすけ-すけ くぇしきってかうゃけ ちっょうす しおゃけいぬ いせぉにх  

- 〉あっ ょけこせしすうか すゃけえ ゅけしこけょぬй  
┿くょさっえおぇз いぇすうしくせすにえ ゃ せゅけかз すせゅけ しあぇすにえ し 

けぉっうた しすけさけく かのょしおうきう すっかぇきうз つせゃしすゃせっす さはょけき 
きぇすぬй ¨くぇ しすけうすз くぇおかけくうゃてうしぬ くぇょ くうき ゃしっき すっかけきз 
うз せしかにてぇゃ くういおけっ ゅせょっくぬっ しぇきけかっすぇз いぇおさにゃぇっす っゅけ 
しけぉけえй ╁ こけかくけえ すぬきっз おぇお こけょ つっさくにき ぉけかぬてうき 
こかぇすおけきз しぉうかうしぬ ゃ おせつせ こっさっこせゅぇくくにっ ょっすうз 
しすぇさうおう う あっくとうくにй ′っこけくはすくにえ すはあっかにえ しすさぇた 
しおけゃにゃぇっす ┿くょさっえおせз くけ けく くっ きけあっす せょっさあぇすぬ ゃ 
しっぉっ しゃけの すけさあっしすゃせのとせの くけゃけしすぬх  

- ╋ぇきぇз しおぇあう うきх ねすけ ┿くすけくз ねすけ くぇてう ぉぬのす 
そぇてうしすけゃ!  
 



′うおすけ くっ けすさにゃぇかしは けす しゃけうた ょっかй ′ぇこさけすうゃз ゃしっ 
かのょう さぇぉけすぇかう し せこけさしすゃけき う けあっしすけつっくうっきй ╃っかぇ 
こさうぉぇゃうかけしぬ せ ゃしったй ‶さうぉぇゃうかけしぬ う せ ┿くょさっえおうй 
‶けつすう ゃしっ しゃけっ ゃさっきは きぇすぬ こさけゃけょうかぇ くぇ いぇゃけょっй 
┿くょさっえおぇ しすぇさぇすっかぬくけ こさうぉうさぇか おけきくぇすせз しすけはか ゃ 
けつっさっょう いぇ たかっぉけき う ゃぇさうか しせこにй ╁ しせこに けく おさけてうか 
ゃしっз つすけ うきっかけしぬ ゃ たけいはえしすゃっз - けくう ゃにたけょうかう ゅせしすにっ 
う おかっえおうっз くけ おけゅょぇ きぇすぬ いぇぉっゅぇかぇ ょけきけえ こけっしすぬз けくぇ 
こけおさにゃぇかぇ しすけか つうしすけえ しおぇすっさすぬの うз さぇいかうゃ こけ 
すぇさっかおぇき ┿くょさっえおうく しせこз ゅけゃけさうかぇх  

- ╇てぬ すに! ╁おせしくけすぇ おぇおぇは! ′っ しせこз ぇ おうしっかぬ! 
╊けあおぇ しすけうす!  
╇ ┿くょさっえおぇз つすけぉに せゅけょうすぬ っえз しすぇさぇかしは ゃけゃしのй 
[ぇいきってうゃぇか ゃ おさせあおっ きせおせ し ゃけょけえз ょっかぇか ゅせしすせの 
いぇこさぇゃおせ う せょうゃかはかしはз つすけ おけゅょぇ きぇすぬ しぇきぇ ゃぇさうす 
しせこз すけ せ くっっ けく こけかせつぇっすしは しゃっすかにえ う あうょおうえй  
╁ ぉけきぉけせぉっあうとっ たけょうかう すっこっさぬ すけかぬおけ しすぇさうおう う 
ょっすうй ┿くょさっえおぇ う ╂っくぬおぇ さってうすっかぬくけ けすおぇいぇかうしぬ 
しうょっすぬ ゃけ ゃさっきは ゃけいょせてくけえ すさっゃけゅう こけょ いっきかっえй 〉 
さっぉはす ぉにかう しゃけう ゃぇあくにっ ょっかぇз おけすけさにっ けくう 
ゃにこけかくはかう し けすつぇはくくにき せしっさょうっきх けくう すせてうかう 
いぇあうゅぇすっかぬくにっ ぉけきぉにй ╁しっ きぇかぬつうおう ゃ こけしっかおっ 
ぉにかう いぇくはすに ねすうき ょっかけきй ¨くう たゃぇすぇかう ぉけきぉに 
すさはこおぇきうз させおぇゃうちぇきう う ぉさけしぇかう うた ゃ ゃけょせ うかう 
いぇしにこぇかう こっしおけきй ‶けあぇさけゃ くっ ぉにかけй ¨ょうく さぇい 
┿くょさっえおっ う ╂っくぬおっ せょぇかけしぬ しかけゃうすぬ "あうゃせの" ぉけきぉせй 
[ぇしすけこにさうゃ させおう ゃ しすぇさにた ぉさっいっくすけゃにた させおぇゃうちぇたз 
けくう したゃぇすうかう っっ う し すけさあっしすゃけき てゃにさくせかう ゃ おぇょおせ し 
ゃけょけえй 



 
┿くょさっえおぇз おさぇしくにえ けす くぇすせゅうз しけ いかにきう 

ぉかっしすはとうきう ゅかぇいぇきうз しけさゃぇか させおぇゃうちせ うз こけょくはゃ 
おせかぇおз こけおぇいぇか くっきっちおけきせ しぇきけかっすせ おせおうてх 

- ╁けす すっぉっ すゃけう ぉけきぉにз ゃうょぇかъ!  
〈はあっかにっ ゅけょに こさけくっしかうしぬ くぇょ ┿くょさっえおけえй ′っ 

さぇい しすけはか けく くぇょ しゃけうき しせこけきз こさうょせきにゃぇはз つすけ っとっ 
きけあくけ こけかけあうすぬ ゃ おぇしすさのかの ょかは ゅせしすけすにй ′っ さぇい 
ょっかうかう けくう し きぇすっさぬの こけしかっょくうえ おせしけお たかっぉぇ うз くっ 
さぇいょっゃぇはしぬз かけあうかうしぬ ゃ たけかけょくせの こけしすっかぬй ′っ さぇい 
しあうきぇかけしぬ しっさょちっ きぇかぬつうおぇз おけゅょぇ けく しきけすさっか くぇ 
けしせくせゃてせのしは う こけしすぇさっゃてせの きぇすぬй ┿くすけく こうしぇか 
さっょおけз う つっき しすぇさてっ しすぇくけゃうかしは ┿くょさっえおぇз すっき 
ぉけかぬてっ こけくうきぇかз おぇおうっ しすさぇてくにっ けこぇしくけしすう 
けおさせあぇのす っゅけ ぉさぇすぇй ┿くょさっえおぇ ゃにすはくせかしは う 
こけたせょっかй ′け すけかぬおけ けょうく さぇい こかぇおぇか けく ゅけさぬおうきう 
きぇかぬつうてっしおうきう しかっいぇきうй  

╁ すけす ょっくぬ きぇすぬ こさうてかぇ さぇくけй ]すぇさにっ ぉせすしに くぇ 
っっ くけゅぇた けすはあっかっかう けす こさうしすぇゃてっえ お くうき ゅかうくに. 
┿くょさっえおぇ ゃにすぇとうか っっ ぉぇてきぇおう くぇ ょゃけさ う しすぇか くぇ 
おさにかぬちっ けぉきにゃぇすぬ うた ゃ しゃっすかけえ かせあっй ╋ぇすぬ 
けすおぇいぇかぇしぬ けす っょに う かっゅかぇй ╆ぇせくにゃくにえ いゃせお しうさっくに 
いぇしすぇゃうか ┿くょさっえおせ こけょくはすぬ ゅけかけゃせййй ╇ ゃ すけす あっ 
きけきっくす しすさぇてくにえ せょぇさ こけすさはし いっきかのз せ ┿くょさっえおう 
いぇいゃっくっかけ ゃ せてぇたй ¨く こけおぇつくせかしは う せこぇかййй  
┿ こけすけきз おぇお う ゃ こっさゃせの くけつぬ ぉけきぉっあおうз けくう し 
きぇすっさぬのз しこけすにおぇはしぬз ぉっあぇかう お いぇゃけょせй 〈せょぇ ぉっあぇかう 
ゃしっ し かけこぇすぇきうз おうさおぇきうз くっ けぉさぇとぇは ゃくうきぇくうは くぇ 
こさけょけかあぇのとせのしは ぉけきぉっあおせй 



 

 
′ぇ ぉっゅせ きぇすぬ けしすぇくぇゃかうゃぇかぇしぬ う しつうすぇかぇ 

いぇゃけょしおうっ すさせぉにй ¨くう ぉにかう ちっかにй ┿ きっあょせ すっき ゃしっ 
せあっ いくぇかうз つすけ ぉけきぉぇ せこぇかぇ くぇ いぇゃけょй  

- ‶さぇゃけっ おさにかけз ゃうょぇすぬййй - いぇょにたぇはしぬз 
こさけゅけゃけさうかぇ けぉけゅくぇゃてぇは うた しけしっょおぇй  

- ┿くすけくけゃ ちった! - おさうおくせか おすけ-すけ うい さっぉはすй  
┿くょさっえおぇ こせかっえ ゃかっすっか ゃ いぇゃけょしおうっ ゃけさけすぇй ╇ すぇきз 
ゅょっ ゃ てうさけおうっ しゃっすかにっ けおくぇ ぉにか ゃうょっく ぉかっしすはとうえ 
しすぇくけお ┿くすけくぇз かっあぇかぇ ゅさせょぇ おうさこうつっえ う けぉかけきおう 
あっかっいぇй ′っ すけ こにかぬз くっ すけ ょにきけお し おぇおうき-すけ っょおうき 
いぇこぇたけき てっか けす ねすうた さぇいゃぇかうくй  
┿くょさっえおぇ ゅさけきおけз あぇかけぉくけ いぇこかぇおぇかх  

- ′っ せぉっさっゅかうййй ′っ けぉけさけくうかうййй  
╉ぇいぇかけしぬ っきせз つすけ けく しぇき すけあっ ゃうくけゃぇす ゃ すけきз 

つすけ くっ せぉっさっゅ いぇゃけょз う つすけз ゃっさくせゃてうしぬз ┿くすけく 
しこさけしうす っゅけ し せおけさけきх  

- ┿ ゅょっ あっ しすぇくけお きけえз ┿くょさっえおぇъ  
╇ ┿くょさっえおぇ ぉっゅぇか ゃけおさせゅз ゅさけきおけ こかぇつぇ う 

ゃにすうさぇは おせかぇおけき しかっいにй 』っさくにっ けす おけこけすう ╊のょう 
すけかこうかうしぬ けおけかけ さぇいゃぇかうくз いゃっくっかう かけこぇすにз し 
すっきくにた さぇぉけつうた かうち おぇこかはきう ぉっあぇか こけすййй  

┿ ┿くょさっえおぇз いかけえз おぇお ゃけかつけくけおз しあうきぇは 
おせかぇおうз ゅさけいうかしは ゃ すはあっかけっз くぇゃうしてっっ くぇょ っゅけ 
ゅけかけゃけえ くっぉけз こけおさにすけっ ゃさぇあっしおうきう しぇきけかっすぇきうй ╇ 
おぇお ぉに ゃ けすゃっす くぇ っゅけ ょっすしおうっ しかっいに けょうく うい 
そぇてうしすしおうた しぇきけかっすけゃ ゃょさせゅ ゃしこにたくせか はさおうき 
ぉっかにき こかぇきっくっきййй 
 

 


