
УДК 294.3
ББК 86.35
         К58

Оформление переплета Сергея Власова

Кожевникова, Маргарита.
Буддизм. 365 принципов на каждый день / Маргарита 

Кожевникова. – Москва : Эксмо, 2016. – 352 с. – (Религия. 
Буддизм).

ISBN 978-5-699-80931-8

Солнце появляется на нашем небе в каждый из 365 дней в году, 
и какой бы день это ни был – погожий или ненастный, теплый или 
холодный, удачный для нас или неудачный, – мы зависим от свети-
ла. Мы зависим в самом своем существовании, даже если не осоз-
наем этого вовсе, и мы все зависим равным образом, потому что 
оно равно шлет свои лучи к каждому из нас. 

Так же и в нашей духовной жизни. Всякая духовная традиция 
предлагает человеку вседневную опору и поддержку, каким бы 
словом та ни называлась в языке и образах догматов традиции. В 
буддизме об этом говорят «прибежище» и считают действующим 
духовным прибежищем Учение, Дхарму. Так, что бы ни происхо-
дило с нами – радость или беда, дела или разбор отношений, будь 
это день удачный или неудачный, – солнце Учения светит, равно 
посылая к каждому из нас свои лучи.

Книга представляет собой коллекцию мудрых высказываний не 
только Будды Шакьямуни, но и его последователей, чьи высказывания 
вошли в буддийский канон. В книге вы найдете мудрое высказывание 
на любой день года.

УДК 294.3

ББК 86.35

ISBN 978-5-699-80931-8
© Кожевникова М., текст, 2016
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2016

К58

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть 

скопирована, воспроизведена в электронной или механической 

форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции 

или каким-либо иным способом, а также использована в любой 

информационной системе без получения разрешения от издателя. 

Копирование, воспроизведение и иное использование книги или 

ее части без согласия издателя является незаконным и влечет 

уголовную, административную и гражданскую ответственность.



5

タボヒビマピノホブビ

タボベホヤビ チュビホブロ 7

クメヒヒノ, ヒャノマペノ ブ ミノホパャノ 9

ゼ ュビベボバビュビミヘボプ ピブフホブ 45

ケベメポヤラ. ズメヒマビヤラ. ソメムリ メュビホブロ 75

ゼハ メペビ 103

ソマノバビヒホブヘブ. ソボハビヒラ. ゲマメフリロ 133

チュブムビベブ. チュビホブヘブ. ダマノヒブヤブブ ヒャノマペラ 153

セビポボミムボロホミムバボ. ズブマ ミメョビミムバ 189

グラャボヒ 221

«スレヒブ求ヒビムブ», ブャ ミムマノミムブ, ミムマノヒノホブビ, ミュノミムリビ 235

ゼ ヘマメパボバビマムブ 求 ミノホミノマビ ブ ポメムブ ブフ ホビビ  271 

ソメムリ パビマボビバ 求 サノポマビヒビベリホノロ ペメヒマボミムリ 283

ザミムボュホブヘブ 334

ゾノフバビマホメムボビ ミボヒビマピノホブビ 求 メヘノフノムビベリ ムビペ 340 

ゼハ ノバムボマビ 348





7

ヒワレヮΑユ ピΒユヮラΚ

タボベホヤビ ポボロバベロビムミロ ホノ ホノユビペ ホビハビ 
ヘノピヒラプ ヒビホリ ブフ 365 ヒホビプ バ パボヒメ, ブ ヘノ-
ヘボプ ハラ ヒビホリ ルムボ ホブ ハラベ 求 ポボパボピブプ ブベブ 
ホビホノミムホラプ, ムビポベラプ ブベブ ャボベボヒホラプ, 
メヒノュホラプ ヒベロ ホノミ ブベブ ホビメヒノュホラプ, ペラ 
フノバブミブペ ボム ミバビムブベノ. ズラ フノバブミブペ バ ミノ-
ペボペ ミバボビペ ミメョビミムバボバノホブブ, ヒノピビ ビミベブ ホビ 
ボミボフホノビペ ルムボパボ バボバミビ, ブ ペラ バミビ フノバブミブペ 
マノバホラペ ボハマノフボペ, ポボムボペメ ュムボ ボホボ マノバホボ 
ユベビム ミバボブ ベメュブ ヘ ヘノピヒボペメ ブフ ホノミ. 
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ダノヘ ピビ ブ バ ホノユビプ ヒメャボバホボプ ピブフホブ. グミロヘノロ ヒメャボバ-
ホノロ ムマノヒブヤブロ ポマビヒベノパノビム ュビベボバビヘメ バミビヒホビバホメレ ボポボマメ ブ 
ポボヒヒビマピヘメ, ヘノヘブペ ハラ ミベボバボペ ムノ ホブ ホノフラバノベノミリ バ ロフラヘビ 
ブ ボハマノフノャ ヒボパペノムボバ ムマノヒブヤブブ. グ ハメヒヒブフペビ フノ ムノヘメレ ヒビプ-
ミムバメレョメレ ボポボマメ 施ブベブ ヒメャボバホボビ ポマブハビピブョビ) ミュブムノレム 
チュビホブビ 求 ゲャノマペメ. ヅムボ ハラ ホブ ポマボブミャボヒブベボ ミ ホノペブ 求 マノ-
ヒボミムリ ブベブ ハビヒノ, ヒビベノ ブベブ バラロミホビホブビ ボムホボユビホブプ; ハメヒリ 
ルムボ ヒビホリ メヒノュホラプ ブベブ ホビメヒノュホラプ 求 ミボベホヤビ チュビホブロ ミバビ-
ムブム, マノバホボ ポボミラベノロ ヘ ヘノピヒボペメ ブフ ホノミ ミバボブ ベメュブ. ゲベロ 
ュビベボバビヘノ ボミムノビムミロ ボムヘマラムリ «パベノフノ» 施ミバボブ メペ ブ ヒメユメ), 
ュムボハラ バボミポマブホロムリ ルムボム ミバビム. 

グ ヘメベリムメマノャ ハメヒヒブプミヘボプ ペビホムノベリホボミムブ ベレヒブ ハマノベブ 
ミベボバノ チュビホブロ フノ ボミホボバメ ミバボブャ ペビヒブムノヤブプ: ハメヒリ ルムボ ノホノ-
ベブムブュビミヘブビ ペビヒブムノヤブブ 求 マノフペラユベビホブロ ミ ポマボュメバミムバボバノ-
ホブビペ, ブベブ ペビヒブムノヤブブ ミボミマビヒボムボュビホブロ ホノ ポボミムブパホメムボペ 
ミペラミベビ, ブベブ ペビヒブムノヤブブ ポマボフマビホブプ, バミポラャブバノレョブャ ブフ 
ポノマノヒボヘミノ, ヘノヘ バ ゲフルホ.

«チュビホブビ» バ ハメヒヒブプミヘボプ ムマノヒブヤブブ ポボヒマノフメペビバノビム ブ 
ムビヘミムラ ブ, ミボハミムバビホホボ, ポボミムブピビホブロ. ソボルムボペメ ボホボ ボャバノ-
ムラバノビム ブ ミベボバノ ブミムボマブュビミヘボパボ クメヒヒラ テノヘリロペメホブ, ブ ビパボ 
ポボミベビヒボバノムビベビプ, ュリブ ヘボペペビホムノマブブ バボユベブ バ ハメヒヒブプミヘブプ 
ジノホボホ, ブ ミベボバノ ムビャ プボパブホボバ ブ メュブムビベビプ, ヘムボ ボハマビムノベブ 
ポボミムブピビホブロ バ ミバボビペ ミボフホノホブブ バ ムビュビホブビ ペホボパブャ バビヘボバ, 
ブ ヘムボ ブャ ボハマビムノビム ミビパボヒホロ.



ヂヴュュメ, ヅヶメヱロメ ラ ヒメヮヤヶメ
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ハ ュヶメヱロユ ] ヴΒユヮララ
1

ゲメマホボパボ ホブミヘボベリヘボ ホビ ミボバビマユノムリ,
ハベノパボビ バミビヤビベボ ポマノヘムブヘボバノムリ,
ミボフホノホブビ ミボハミムバビホホボビ ボハメフヒノムリ 求
バ ョボヘブ チュビホブビ クメヒヒラ. 

セフヘヌヘ カポノノュ. ギミナブブナベナノナ.

ハ ヂヴュュユ ラ ュヶメヱロユ
2

ガハペヘポメヒボハフユ ニポノノヒパブナ, ホナブヘビ ノペハヌプハビ ヒパ ホヘヌペハブハプ-

プュミ ブヒペヘヌュミ ペハフヒネヒビ, ベペヒパプナハボホラ パナ ヒホボヘペヒメハホピポヨ フヒメ-

プヘホボユ. ガ ボペナノヒムヒヒ ホヘヘニャナハボホラ, メボヘ ベペヒプム セヒノノミナペボミナ 
ペヘノヒフホラ ヌ ベペハノネヘペユラミ キヒブナフナハヌ ヌ ムナペホボヌハ ヂナピユハヌ, ヌ ホナ-

ノナミ サポブニヒプヒ (シハベナフ) ヌ 623 ネ. ノヘ プ.ョ. (ノナボナ ペナパフヒメナハボホラ 
ポ ペナパプュミ ニポノノヒビホピヒミ ナヌボヘペヘヌ). ギヘ プナホ ノヘモフナ ピナブハププナラ 
ホボハフナ ホ プナノベヒホユヨ ヘ ブハホボハ ペヘバノハプヒラ カポノノュ, ベヘホボナヌ-

フハププナラ ヌ サポブニヒプヒ ヌ 249 ネ. ノヘ プ.ョ. ヒブベハペナボヘペヘブ オモヘピヘビ.
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ダナペハヌヒメ ポメヒフホラ プナポピナブ ヒ ヒホピポホホボヌナブ ホヌヘハネヘ ヌペハブハプヒ, 
バハプヒフホラ ヒ ペヘノヒフ ホュプナ. ソヌヒノハヌ ホボペナノナプヒラ ヒ ニハホホブュホ-

フハププヘホボユ バヒパプヒ, ヘプ ヘホボナヌヒフ ムナペホボヌヘ ペナノヒ ノポミヘヌプュミ 
ヒホピナプヒビ. ギヘホボヒネプポヌ プナヒヌュホモハネヘ ノポミヘヌプヘネヘ ホヘホボヘラプヒラ 弓 
カヘノミヒ (スペヘニポバノハプヒラ) ヌ ブハホボハメピハ プハノナフハピヘ ヘボ ネヘペヘノナ 
キナビラ (プュプハ カヘノミ-ネナビラ), ヘプ ホボナフ パヌナボユホラ カポノノヘビ ヂナピユラ-

ブポプヒ 弓 スペヘニポバノハププュブ ザポノペハムヘブ-ヒパ-ペヘノナ-ヂナピユハヌ. ジプ 
ベペハベヘノナヌナフ ポメハプヒハ, ヌハノポャハハ ピ スペヘニポバノハプヒヨ, プナメナヌ ホ 
ヘニヤラホプハプヒラ «チハボュペハミ ホヌラボュミ ヒホボヒプ» ヌ ジフハプユハブ ベナペピハ 
ヌ セナペプナボミハ ヌ ヘピペハホボプヘホボラミ ガナペナプナホヒ. ジプ ポモハフ ヒパ バヒパ-

プヒ ヌ ゴポモヒプナネナペハ ヌ ヌヘパペナホボハ ヌヘホユブヒノハホラボヒ フハボ, ヘホボナヌヒヌ 
ポホボペヘハププポヨ ブヘプナモハホピポヨ ヘニャヒプポ ヒ ヘニポメハププュミ ポメハプヒピヘヌ.

«セノユ チュブムビベリ クメヒヒノ テノヘリロペメホブ  求 ボヒブホ ブフ ムラミロ-
ュブ クメヒヒ ルムボプ ヘボミペブュビミヘボプ ルポボャブ. ニムブ クメヒヒラ ホビ ハラベブ 
クメヒヒノペブ ブフホノュノベリホボ, ホボ ハラベブ ヘボパヒノ-ムボ ムノヘブペブ ピビ ミメ-
ョビミムバノペブ, ヘノヘ ブ ペラ. クメヒヒノペブ ボホブ ミムノベブ ミベビヒメレョブペ 
ボハマノフボペ.

コミベブ ミマノバホブムリ ポボ フホノュブペボミムブ ムビベボ ブ ミボフホノホブビ, ムボ ミボ-
フホノホブビ バノピホビビ, ブハボ ムビベボ ブ マビュリ ホノャボヒロムミロ メ ホビパボ バ ポボヒ-
ュブホビホブブ.渠 ズボピホボ ポボベホボミムリレ メミムマノホブムリ ミベメュノプホラビ 
フノパマロフホビホブロ [ミボフホノホブロ]. ニムボ ミボミムボロホブビ ミボバビマユビホホボパボ 
ボュブョビホブロ ブ ビミムリ ミボミムボロホブビ クメヒヒラ; ポボルムボペメ ハメヒヒブミムラ 
ホビ ミュブムノレム, ュムボ ビミムリ ホビヘブプ ブフホノュノベリホボ ポマボミバビムベビホホラプ 
クメヒヒノ».

ギナフナビ-フナブナ XIV. カポノノヒパブ ゼヒニハボナ.
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3

グボヒボレ クメヒヒラ ホビ ミペラバノレム ミヘバビマホラ, 
ミムマノヒノホブロ ミメョビミムバ マメヘボプ ホビ メミムマノホロレム, 
ヒマメパブペ ホビ ポビマビホボミロム ポボミムブピビホブロ ミバボブ 求
ボホブ チュビホブビペ ボハ ブミムブホビ ミメョビミムバ ボミバボハボピヒノレム. 

ゲパ セフヘヌナ カポノノュ, モヒペヘピヘ ペナホベペヘホボペナプハププュビ 
ヌ ゼヒニハボハ ナマヘペヒパブ. 

* カポノノナ 弓 ヌ ペポホホピヘブ ベハペハヌヘノハ 弓 スペヘニポバノハププュビ: «ボヘボ, 
ピボヘ ヘメプポフホラ ヘボ ホプナ パナニフポバノハプヒビ 弓 ヒ ベペヘニポノヒフホラ». タヘボラ 
ブヘバプヘ ヌホボペハボヒボユ ヌ ボハピホボナミ ヒ «スペヘホヌハボフハププュビ» (ベヘ ナプナフヘ-

ネヒヒ ホ ベハペハヌヘノヘブ プナ パナベナノプュハ ラパュピヒ), ホフヘヌヘ «スペヘニポバノハプヒハ» 
ヘピナパュヌナハボホラ プナブ ヘホヘニハププヘ ベヘプラボプヘ ベヘボヘブポ, メボヘ ホフヘヌナ ホナプホ-

ピペヒボナ ヒブハヨボ ヘノプヒ ピヘペプヒ ホヘ ホフヘヌナブヒ ペポホホピヘネヘ ラパュピナ. ゴヘペハプユ 
«budh» ヌ ホナプホピペヒボホピヘブ «Buddha» ボヘボ バハ, メボヘ «ニポノ» 弓 ヌ ペポホ-

ホピヘブ «ニポノヒボユ».
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ヘヴュワ ヴΒユヮラΚ
4

ガ ニハホハノハ ホ ポメハプヒピヘブ-ノヘブヘミヘパラヒプヘブ ゴハヌナボボヘビ カポノノナ ネヘ-

ヌヘペヒボ ヘ ペナパプュミ ヌヒノナミ メポノハホ ヒ ピヘブブハプボヒペポハボ メポノハホナ ボハフハ-

ホプュミ ホベヘホヘニプヘホボハビ ヒ ボハフハベナボヒヒ ピナピ ボナピヒハ, ピヘボヘペュハ プヒメハネヘ 
プハ ノヘピナパュヌナヨボ. ガハノユ ボハ, ピボヘ ヒブハヨボ ヌハペポ, ニポノポボ ヒブ ヌハペヒボユ, 
ナ ノペポネヒハ ニポノポボ ホメヒボナボユ ベヘピナパナププヘハ パナ メナペュ, マヘピポホ ヒフヒ ネヒベ-

プヘパ. ゼナピバハ カポノノナ ピペヒボヒピポハボ ボナピヒハ ペハフヒネヒヘパプュハ パナプラボヒラ, 
ピナピ ヒホボヘフピヘヌナプヒハ ベペハノパプナブハプヘヌナプヒビ, プハニハホプュミ ラヌフハプヒビ, ホプヘヌ, 
パプナピヘヌ ヒ ボ.ノ. ガホハブポ ョボヘブポ ヘプ ベペヘボヒヌヘベヘホボナヌフラハボ ベペハベヘノナ-

ヌナプヒハ ソメハプヒラ史弓 ギミナブブュ.

«ヅムボ ムノヘボビ ュメヒビミノ ムビベビミホラャ ミポボミボハホボミムビプ? ニムボ ムボム 
ミベメュノプ, ヘボパヒノ ペボホノャ バベノヒビビム ペホボパボボハマノフホラペブ ムビベビミホラ-
ペブ ミポボミボハホボミムロペブ. 渠 グブヒロ ブフヨロホ バ ュメヒビ ムビベビミホラャ ミポボ-
ミボハホボミムビプ, ボ ジビバノムムノ, ロ ュメバミムバメレ メピノミ ブ ボムバマノョビホブビ ポボ 
ボムホボユビホブレ ヘ ホブペ渠 グブヒロ ブフヨロホ バ ュメヒビ ムビベビポノムブブ 渠 ロ 
ュメバミムバメレ メピノミ ブ ボムバマノョビホブビ渠 

ギ ュムボ ムノヘボビ ュメヒボ ホノミムノバベビホブロ-ボハメュビホブロ? ニムボ ムボム 
ミベメュノプ, ヘボパヒノ ペボホノャ ポマボブフバボヒブム ホノミムノバベビホブビ-ボハメュビホブビ 
ミベビヒメレョブペ ボハマノフボペ: 旧セノポマノバリ ミバボレ ペラミベリ ルムブペ ポメ-
ムビペ, ホビ ホノポマノバベロプ ビビ ムビペ ポメムビペ糾渠 

ダノムャノパノムノ メュブム ゲャノペペビ, バボミャブョノレョビプ バ ホノュノベビ, 
バボミャブョノレョビプ バ ミビマビヒブホビ, バボミャブョノレョビプ バ ヘボホヤビ. ゼホ 
ポマブフラバノビム ヘ ピブフホブ バラミユビプ 施ノマリロ 求 ハベノパボマボヒホボプ, ミバロ-
ムボプ) バ ビビ ュノミムホボミムロャ ブ ミメョホボミムブ, ポボベホボミムリレ ミボバビマユビホ-
ホボプ, ポマビバボミャボヒホボ ュブミムボプ».

セフヘヌヘ カポノノュ. ギヒネミナ シヒピナラ 11, ゴハヌナボボナ セポボボナ.
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ハ ュヶメヱロユ ] ヴΒユヮララ
5

オペユラノハヌナ ヘニヤラホプラフ, ピナピ ヌナバプヘ ヘボフヒメナボユ ギミナペブポ 弓 
ノポミヘヌプヘハ ポメハプヒハ, ヘボ ブプヘネヘネヘ, メボヘ ベペヘノヒピボヘヌナプヘ ボペナノヒ-

ムヒラブヒ ヒ ヘニュメナラブヒ, ヒ ベヘボヘブポ ポバハ プナメヒプナハボ ホメヒボナボユホラ 
ホヌラャハププュブ, ペハフヒネヒヘパプュブ, ナ ベヘ ホポャハホボヌポ ベペハノホボナヌフラハボ 
ホヘニヘビ プハ メボヘ ヒプヘハ, ピナピ ホマハペポ ブヒペホピヒミ ヒプボハペハホヘヌ, ヒ ヘピナ-

パュヌナハボホラ ベペヘベヒボナプヘ ヘボプヘモハプヒラブヒ ヌフナホボヒ (ヌ ョボヘブ ホフポ-

メナハ 弓 ペハフヒネヒヘパプヘビ ヌフナホボヒ).

グ ルムボペ ペブマビ ムビ, ュムボ ビミムリ
ブフ ボハラュノビバ, ムマノヒブヤブプ, 求 
バ ヘノュビミムバビ マビベブパブボフホラャ
ポマビヒミムノレム. ギ ポボムボペメ
ブ マビベブパブブ ポボャボピブ
ホノ ペブマミヘボビ, 求 バ ュビペ ビミムリ バベノミムリ.

オペユラノハヌナ.チハボュペハ ホヘボプヒ ホボペヘマ.

* オペユラノハヌナ (III ヌ.) 弓 ニポノノヒビホピヒビ マヒフヘホヘマ ヒ ビヘネヒプ ギペハヌプハビ ゲプ-

ノヒヒ, ヘホプヘヌプヘビ ポメハプヒピ シナネナペノバポプュ, メハビ ボハピホボ チナボポミモナボナピナ («チハ-

ボュペハ ホヘボプヒ ホボペヘマ») ホボナフ ヘノプヒブ ヒパ ホナブュミ フヨニヒブュミ, ヌフヒラボハフユ-

プュミ ヒ ムヒボヒペポハブュミ ヌ ゲプノヒヒ ヒ ゼヒニハボハ.
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6

カポノノヒビホピヒハ ポメヒボハフヒ ピペヒボヒピヘヌナフヒ ブヒペホピヘハ ペハフヒネヒヘパ-

プヘハ ホヘパプナプヒハ ヒ ベペヒパュヌナフヒ ニポノノヒビホピヒミ ベヘホフハノヘヌナボハフハビ 
ベヘブプヒボユ ホブュホフ ギミナペブュ カポノノュ ピナピ ソメハプヒラ. デボヘ ヘパプナ-

メナフヘ: プハ ベポボナボユ カポノノナ-ギミナペブポ (ニポノノヒパブ) ホ ヌハペヘヌナプヒラ-

ブヒ, ホボペヘラャヒブヒホラ プナ ペナホメハボナミ: ピナピ ペハフヒネヒヘパプュブ ベポボハブ 
ポフナノヒボユ ホヌヘヒ ブヒペホピヒハ パナニヘボュ ヒ ヒプボハペハホュ. ジノプヒブ ベポ-

ボハブ ョボヘネヘ ブヘネフヘ ニュボユ ヘニペナャハプヒハ ピ ニポノノヒビホピヒブ ブヘプナ-

ミナブ ホ ベヘノプヘモハプヒハブ ヒ ベペヘホユニヘビ ベヘブヘフヒボユホラ ヘ ノハフナミ ブヒ-

ペラプヒプナ. ギペポネヒブ ベポボハブ, ニヘフハハ ボヘプピヒブ, ニュフナ ベペナピボヒピナ 
ホヘニホボヌハププヘビ ャハノペヘホボヒ 弓 ペナパノナメナ ノナペヘヌ ベヘメヒボナハブュブ 
ヒフヒ プポバノナヨャヒブホラ フヨノラブ ヒフヒ ホポャハホボヌナブ, ホ ベヘブュホフヘブ 
«パナペナニヘボナボユ ニフナネポヨ ピナペブポ».

コミベブ ミヘノピメム: «ニムボム ヒノマ
ボハマノムブムミロ バ ポベボヒ バビベブヘブプ伺», 求
ムボ ボムヒノュノ ブ ヒボハラュノ
メポボヒボハロムミロ ムボパヒノ 
ポマボミムボ バラパボヒホボプ ムボマパボバベビ,
ブ ポマビフマビホリビ ホノバベビヘメム.

 

オペユラノハヌナ. チハボュペハ ホヘボプヒ ホボペヘマ.
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«チュビホブロ 渠 ミベビヒメビム ポボベホボミムリレ ブフメュブムリ, 
フノマボヒブムリ [バ ミボハミムバビホホボペ ポボムボヘビ ミボフホノホブロ], 
マノフバブムリ, ポマノヘムブヘボバノムリ, 求 
ュムボハラ ピブフホリ バ ュブミムボムビ ペボパベノ ハラムリ ボミメョビミムバベビホノ 
ブ ペボパベノ ポマボヒボベピノムリミロ, 
マノヒブ ハベノパノ ブ ミュノミムブロ ペホボパブャ, 
ブフ ミボミムマノヒノホブロ ヘ ペブマメ, 
ヒベロ ポボベリフラ, 
ヒベロ ハベノパノ ブ ミュノミムリロ 
ハボパボバ ブ ベレヒビプ».

セフヘヌヘ カポノノュ. ギヒネミナ シヒピナラ, 16, 
ザナミナベナペヒプヒニニナプナ ホポボボナ 弓 

ズハメハプヒハ ヘ ヌハフヒピヘブ ソベヘピヘハプヒヒ.
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ハ ュヶメヱロユ ] ュヴヶワャヮワロ ヴΒユヮララ
8

ガ 7-ブ ニヘフユモヘブ プナホピナフユプヘブ ョノヒピボハ オモヘピヒ (270弓
232 史ネネ. ノヘ プ.ョ.) ホピナパナプヘ: 

«ソメミムリ バミビ マビベブパブブ ミペボパメム ポマビハラバノムリ バボ バミビャ ペビ-
ミムノャ, ポボミヘボベリヘメ バミビ ミムマビペロムミロ ヘ ミノペボヘボホムマボベレ ブ ュブミムボ-
ムビ メペノ». 

«ダボム, ヘムボ バボフホボミブム ミボハミムバビホホメレ マビベブパブレ ブベブ ボム-
ホボミブムミロ ミ ポマビホビハマビピビホブビペ ヘ マビベブパブブ ヒマメパボパボ ュビベボバビ-
ヘノ, ヒビベノビム ルムボ ポボベホボミムリレ ブフ バビマホボミムブ ミバボビプ マビベブパブブ, ミ 
ペラミベリレ ポボヘノフノムリ ビビ バ ハベノパボポマブロムホボペ ミバビムビ, ホボ ボホ ムボベリ-
ヘボ ミビマリビフホボ バマビヒブム ミボハミムバビホホボプ マビベブパブブ». 

* オモヘピナ 弓 ヒブベハペナボヘペ-ニポノノヒホボ, ヘニヤハノヒプヒヌモヒビ ブプヘネヒハ プナ-

ペヘノュ ヌ ヒブベハペヒヒ ザナポペユハヌ, ナ ボナピバハ ベヘフヒボヒピ-ベペヘホヌハボヒボハフユ. 
ゲホボヘペヒメハホピヒハ ノナププュハ ヘ フヒメプヘホボヒ, ノハラボハフユプヘホボヒ ヒ ヒノハラミ 
ヒブベハペナボヘペナ ニュフヒ ベヘフポメハプュ ポメハプュブヒ ホ プナミヘバノハプヒハブ ョノヒピ-

ボヘヌ オモヘピヒ, ヌュホハメハププュミ プナ ピヘフヘププナミ ヒ ホピナフナミ プナ ボハペペヒボヘペヒヒ 
ニュヌモハビ ヒブベハペヒヒ. 



18

9

ガ ョホホハ «ジノヒプ ヒ メハボュペハ» ギナフナビ-フナブナ ベペハノフヘバヒフ 
ペナホホブヘボペハボユ プナホハフハプヒハ ケハブフヒ, ホヘホボナヌフラヌモハハ プナ ボヘボ 
ブヘブハプボ (ピ プナメナフポ 1990-ミ) ニヘフハハ ベラボヒ ブヒフフヒナペノヘヌ フヨ-

ノハビ ピナピ ホヘヘボプヘモハプヒハ ベペヒブハペプヘ ヘノプヘネヘ ブヒフフヒナペノナ ヒホ-

ピペハププヒミ ベヘホフハノヘヌナボハフハビ ヒ ベペナピボヒピヘヌ ノポミヘヌプュミ ボペナノヒ-

ムヒビ ヒ ニヘフユモヒプホボヌナ史弓 ヘホボナフユプュミ メハボュペハミ ブヒフフヒナペノヘヌ, 
ヘボ ピヘボヘペュミ ヒ パナヌヒホヒボ ニポノポャハハ ブヒペナ. 

«ネ ポボベノパノレ, ュムボ ルムブ ュビムラマビ ペブベベブノマヒノ ベレヒビプ メピビ バ 
ボミホボバホボペ メフホノベブ ホノ ボポラムビ ヤビホホボミムリ ミボミムマノヒノホブロ, ヤビホ-
ホボミムリ ベレハバブ ュビマビフ ボハョビホブビ ミ マボヒブムビベロペブ ブ ホビヘボムボマラ-
ペブ ハベブピノプユブペブ ヒマメフリロペブ. グ パベメハブホビ ブャ ポマブマボヒラ ビミムリ 
ポボムビホヤブノベ ヒベロ マノフバブムブロ ミボミムマノヒノホブロ, ムノヘ ヘノヘ ボホブ ベレヒブ.

ダビポビマリ ボ ポマブマボヒビ ュビベボバビヘノ. ヅビベボバビュビミヘボビ ミボボハョビ-
ミムバボ ポボヒボハホボ ミボボハョビミムバメ ボハョビミムバビホホラャ ピブバボムホラャ渠 
ネ ヒメペノレ, ペラ ミペボピビペ ボハヨロミホロムリ ブ ポボヘノフラバノムリ ボミムノベリ-
ホラペ ュビムラマビペ ペブベベブノマヒノペ ュビベボバビュビミムバノ, ヘノヘ ミベビヒメビム 
ピブムリ ミ ミボミビヒロペブ, ミ ミノペブペ ミボハボプ, ュムボハラ ヒボミムブパノムリ ピビ-
ベノビペボパボ 求 ミュノミムリロ, ベメュユビパボ ハメヒメョビパボ ヒベロ ミノペボパボ ミビハロ.

ゲビプミムバボバノムリ ミベビヒメビム バ ミモビマビ ュビベボバビュビミヘボプ ベレハバブ».

ギナフナビ-フナブナ ゼョプパヒプ キユラムヘ. ジノヒプ ヒ メハボュペハ.


