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バヱユュラヲレワャラユ

サノ バミワ バマビペロ ミバボビパボ ミメョビミムバボバノホブロ ハメヒヒブフペ ポボマボ-
ヒブベ ハビミュブミベビホホボビ ペホボピビミムバボ ムビヘミムボバ, バボフペボピホボ, ミノペボビ 
ボハユブマホボビ ブフ バミビャ ホノポマノバベビホブプ ュビベボバビュビミヘボプ ペラミベブ.  
グ ルムボペ ボヘビノホビ ヘホブパ バミムマビュノレムミロ ャボマボユブビ ブ ボュビホリ ャボ-
マボユブビ, ノ バ ポボミベビヒホブビ バビヘノ ポボロバブベボミリ ペホボピビミムバボ ボヘボベボ-
ハメヒヒブプミヘブャ ブ ポミビバヒボハメヒヒブプミヘブャ渠 コミベブ バラ ヒビマピブムビ バ 
マメヘノャ ヒバビ ヘホブパブ ブフ ヒノホホボプ ボハベノミムブ, ムボ バラミボヘノ バビマボロム-
ホボミムリ, ュムボ ボハョビパボ バ ホブャ ムボベリヘボ ムボ, ュムボ ボホブ «ボ ハメヒヒブフ-
ペビ». グ ルムボペ ペボマビ ベブムビマノムメマラ ベビパヘボ ポボムビマロムリ ボマブビホムブマ ブ 
ムノヘ ブ ホビ ホノプムブ ボムバビムボバ ホノ ミバボブ ピブバボムマビポビョメョブビ バボポマボミラ.

ソボブミヘ ブホモボマペノヤブブ ボ ミノペボミボバビマユビホミムバボバノホブブ フノュノ-
ミムメレ ミバブヒビムビベリミムバメビム ボ ムボペ, ュムボ バ ピブフホブ ュビベボバビヘノ ホビ 
バミビ ハビフボハベノュホボ. ヂノヘム ポボホブペノホブロ ムボパボ, ュムボ ピブフホリ ホビ-
ミボバビマユビホホノ, バ ハメヒヒブフペビ マノミミペノムマブバノビムミロ ヘノヘ ミムノマムボバノロ 
ヘホボポヘノ ヒメャボバホボパボ ポメムブ. グ ヒノホホボプ ヘホブパビ ムボベリヘボ ホノペビ-
ュビホノ ベワパヘブペ ポメホヘムブマボペ ムノ ボハベノミムリ, パヒビ ペボピホボ ブミヘノムリ 
ボムバビム ホノ ハボベビフホビホホラビ バボポマボミラ.

ズラ バフマボミベビビペ ブ マノミムワペ渠 セビヘボムボマラビ ミュノミムベブバュブヘブ 
バフマボミベビレム ブ マノミムメム ヒボ パベメハボヘボプ ミムノマボミムブ渠 ギ ミ ホブペブ 
マノミムメム ブ ハビミポボヘボロョブビ ブャ ポマボハベビペラ. ニムブャ ベレヒビプ バボベホメ-
レム ポビマミポビヘムブバラ ホビ ポマボミムボ «ュビマビフ ポロムボヘ ベビム», ノ, ヘ ポマブペビ-
マメ,  求 «バ ミムノマボミムブ», ブ ヒノピビ «ポボミベビ ミペビマムブ». クメヒヒノ ポマビヒ-
ベノパノビム ミバボプ ポメムリ マビユビホブロ ポマボハベビペ, ボヒホブ ビパボ ミボバビムラ 
ハメヒメム ポボベビフホラ ミマノフメ, ヒマメパブビ 求 バ ヒノベリホビプ ポビマミポビヘムブバビ.
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サボベボムラビ ポマノバブベノ クメヒヒラ

グ ヒノホホボペ ブフヒノホブブ ノバムボマ ポボミムノマノベミロ ポボヘノフノムリ ハメヒ-
ヒブフペ ミ ペノヘミブペノベリホボ ポマノパペノムブュホボプ ポボフブヤブブ, ヘノヘ ミムマボプ-
ホメレ ブ ポマノヘムブュホメレ ヒマビバホレレ モブベボミボモミヘメレ ミブミムビペメ.

ヅビペ ャボマボユブ ヒマビバホブビ ユヘボベラ? 求 ゲボミムボバビマホボミムリレ伺 
ゼホブ ポマボバビマビホラ伺 ニペポブマブュビミヘブ伺 グ ムビュビホブビ ムラミロュ ベビム. 
グラ ペボピビムビ ハラムリ メバビマビホラ 求 ルムブペ ポメムワペ メピビ ユベブ ブ ボハボ 
バミビャ バボフペボピホラャ ボポノミホボミムロャ バノミ ポマビヒメポマビヒロム フノマノホビビ. 
セノユブ ポマビヒユビミムバビホホブヘブ ポボペメュブベブミリ ホノヒ ボユブハヘノペブ, 
ヒボミムブパベブ マビフメベリムノムボバ ブ フノハボムベブバボ ミホノハヒブベブ ホノミ ヒボミムボ-
バビマホボプ ブホモボマペノヤブビプ, ヘノヘ ブフハビピノムリ ポビマバラャ ブ ポマブプムブ ヘボ 
バムボマラペ. 

ヅビペ ポベボャブ ヒマビバホブビ ユヘボベラ? 求 ケマメフボペ ポボムビマロバユブャ 
ミペラミベ マブムメノベボバ ブ ヘメベリムメマホラャ ボミボハビホホボミムビプ. 

セビ ハビマロ ホノ ミビハロ ミペビベボミムリ, ボムヒビベロムリ ヘメベリムメマホボ-マブ-
ムメノベリホラビ フワマホノ ボム ポベビバビベ, ノバムボマ ミヘボホヤビホムマブマボバノベミロ ホノ 
ムボペ, ュムボハラ ボハヨロミホブムリ ュブムノムビベレ ミメムリ ハメヒヒブミムミヘブャ ペビ-
ムボヒボバ ムマノホミモボマペノヤブブ ミボフホノホブロ, ブ マノミミペノムマブバノベ ムボベリヘボ 
ムビ バボポマボミラ, ヘボムボマラビ バラパベロヒロム ポボホロムホラペブ ミ ムボュヘブ フマビ-
ホブロ ミビパボヒホロユホビパボ ヒホロ. 

ケノマノホムブビプ バ ルムボプ ミブムメノヤブブ バラミムメポノレム ハビミュブミベビホ-
ホラビ ポボヘボベビホブロ ポマノヘムブヘメレョブャ ブ フヒボマボバラプ ミヘビポミブミ 
ミボバマビペビホホボパボ ュビベボバビヘノ. ゼパマノホブュビホホラプ ボハヨワペ ヘホブパブ 
ホビ ポボフバボベロビム ヒボミヘボホノベリホボ マノフボハマノムリミロ 求 ヘノヘ ブ ポボュビペメ 
ルムブ ペビムボヒラ マノハボムノレム, ブ ポボルムボペメ フヒビミリ ベブユリ ポメホヘムブマホボ 
ホノペビュビホラ ボミホボバホラビ ホノポマノバベビホブロ, ュムボハラ ムビ ブフ ホノミ, ヘムボ 
マビユブム ポボプムブ ヒノベリユビ, ュメバミムバボバノベブ ミビハロ メバビマビホホビプ, ポメ-
ムビユビミムバメロ ポボ ポマボミムボマノペ ハメヒヒブプミヘボプ ベブムビマノムメマラ.

グ ルムボプ ヘホブパビ ハメヒヒブフペ マノミミペノムマブバノビムミロ ヘノヘ ポマノヘムブ-
ュビミヘノロ モブベボミボモブロ, ボムバビュノレョノロ ホノ パベボハノベリホラビ バボポマボミラ 
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ソマビヒブミベボバブビ

ュビベボバビュビミヘボパボ ハラムブロ, ミ ボヒホボプ ミムボマボホラ, ブ ヒノレョノロ ヘボホ-
ヘマビムホラビ マビヘボペビホヒノヤブブ 求 ミ ヒマメパボプ.

ジホブパノ ホノュブミムボ ベブユビホノ «ペブミムブヘブ», «ルフボムビマブヘブ», マブ-
ムメノベブミムブヘブ ブ ベレハボパボ ヒマメパボパボ ホノベワムノ, ポボフバボベロレョビパボ 
ヒビベノムリ パボベボミベボバホラビ メムバビマピヒビホブロ.

ギバムボマ ポラムノベミロ ヒボヘノフノムビベリホボ ヒボホビミムブ ミメムリ ハメヒヒブプ-
ミヘブャ ペビムボヒボバ, ポボベリフメロミリ ムボベリヘボ フホノヘボペラペブ ミボバマビペビホ-
ホボペメ ュビベボバビヘメ ポボホロムブロペブ ブ ノホノベボパブロペブ. 

グノピホノロ ブホモボマペノヤブロ.
 
チバノピノビペラプ ュブムノムビベリ伺 
ゼハマノムブムビ グノユビ バホブペノホブビ ホノ ムマブ ミベビヒメレョブャ ノハフノヤノ.

 ヂボマペノム ルムボプ ヘホブパブ ポマブフバノホ ペノヘミブペノベリホボ メポマボミムブムリ 
ポボベメュビホブビ ブホモボマペノヤブブ. グラ ベビパヘボ マノフハビマワムビミリ バ ミムマメヘ-
ムメマビ パベノバ ブ ホノプヒワムビ マノフヒビベラ ポマブボマブムビムホラビ ベブュホボ ヒベロ 
グノミ. ゼヒホノヘボ, ュムボハラ ボハベビパュブムリ バボミポマブロムブビ ムビヘミムノ, ポボピノ-
ベメプミムノ, ボハマノムブムビ バホブペノホブビ ホノ ミベビヒメレョブビ ボハボフホノュビホブロ:

  求 セノ フノペビムヘメ. ソブヘムボパマノペペノ, ボハボフホノュノレョノロ ヒボ-
ポボベホブムビベリホメレ ブホモボマペノヤブレ. ニムボ ボハヨロミホビホブビ ブフバビミムホボ-
パボ ムビマペブホノ, ベブハボ バノピホラプ ホレノホミ, ボハベビパュノレョブプ ポボホブ-
ペノホブビ ボミホボバホボパボ マノフヒビベノ, ブベブ ブホムビマビミホラプ ポマブペビマ.

  求 ザムボパ. グラバボヒ, ミメャボプ ボミムノムボヘ. ザムボパ ミノペボヒボミムノ-
ムボュビホ, バビミリ ポマビヒラヒメョブプ マノフヒビベ ポボヒバボヒブム ヘ ホビペメ. コミベブ 
グノペ ポボホノヒボハブムミロ ボミバビピブムリ ポノペロムリ ボ ポマボュブムノホホボペ, ムボ 
ポマボミペボムマブムビ ザムボパブ 求 ルムボ ミボャマノホブム ミムマメヘムメマメ バボミポマブロ-
ムブロ ブホモボマペノヤブブ.
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ハヲヮワャΖ

シハボ ヘネプラ, ベヘノヘニプヘネヘ ホボペナホボヒ,
シハボ パナミヌナボメヒピナ, ベヘノヘニプヘネヘ ネプハヌポ,
シハボ ホハボヒ, ベヘノヘニプヘビ パナニフポバノハプヒヨ,
シハボ ホボペハブプヒプュ, ベヘノヘニプヘビ バハフナプヒヨ.

ギミナブブナベナノナ (ホボヒミ 251)
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ゼミホボバラ

ヂレメヤワヱワュヮΖユ ラヲンラヮΖ 
シヘ ピナピ ボヘフユピヘ, ブヘプナミヒ, ブヘル パプナプヒハ ヒ ヘパナペハプヒハ ヘボ-

プヘホヒボハフユプヘ ピナバノヘビ ヒパ ョボヒミ チハボュペルミ ニフナネヘペヘノプュミ 
ヒホボヒプ ホボナフヘ ホヘヌハペモハププヘ ラホプュブ巨 弓 ボナピ ホペナパポ ラ ヘニ-

ペルフ ポヌハペハププヘホボユ, メボヘ ベヘフプヘホボユヨ ベヘホボヒネ ブポノペヘホボユ, 
プハベペハヌパヘビノルププポヨ プナ プハニハホナミ ヒ プナ パハブフハ, プヒピハブ ヒパ 
モペナブナプ ヒ ニペナミブナプヘヌ, ニヘネヘヌ ヒ フヨノハビ. ゼハベハペユ ョボヘ 
パプナプヒハ ヒ ヘパナペハプヒハ バヒヌルボ ヌヘ ブプハ, ヘニペハボハプヘ ヘピヘプメナ-

ボハフユプヘハ ヘホヌヘニヘバノハプヒハ. デボヘ ブヘル ベヘホフハノプハハ ベペヒホポボ-

ホボヌヒハ. カヘフユモハ ノフラ ブハプラ プハ ニポノハボ ベハペハペヘバノハプヒビ.

セポボペナ ベペヘヌヘペヘボナ ピヘフハホナ ポメハプヒラ*

グ ノハミボベレムホボペ ハボベリユブホミムバビ ミベボバノマビプ ブ メュビハホブヘボバ 
ポボ マビベブパブビバビヒビホブレ メムバビマピヒノビムミロ, ュムボ ミメムリ ハメヒヒブプ-
ミヘボパボ メュビホブロ ポビマビヒノワムミロ ヅビムラマリペロ ハベノパボマボヒホラペブ ブミ-
ムブホノペブ. サノムビペ ュブムノムビベロ フホノヘボペロム ミ モボマペメベブマボバヘノペブ, 
ヘボムボマラビ ペホボパブペ ヘノピメムミロ ホビポボホロムホラペブ ブ ミポボマホラペブ 
ブ ヘボムボマラビ ハベノパボポボベメュホボ フノハラバノレムミロ ホノ ミベビヒメレョビプ 
ミムマノホブヤビ, 求 ミノペブ ポボ ミビハビ ルムブ ュビムラマビ メムバビマピヒビホブロ ホブ ホノ 
プボムメ ホビ ポマブハベブピノレム ヘ ホノミムボロョビペメ ポボホブペノホブレ ポメハプヒラ 
カポノノュ**. 

ザミムボマブュビミヘブプ クメヒヒノ テノヘリロペメホブ ホビ ハラベ «ハメヒ-
ヒブミムボペ» 求 ボホ ハラベ メュブムビベビペ. ゼホ ホビ ミボフヒノバノベ ミビヘムメ ブベブ 
マビベブパブレ, ホボ ポマブフラバノベ ベレヒビプ マノフヒビベブムリ ミ ホブペ ホボバボビ 
ペブマボバボフフマビホブビ. ザ ヒボ, ブ ポボミベビ ハラベブ ブ ハメヒメム ベレヒブ, ポボ-

* ゲャノマペノ ュノヘマノ ポマノバノマムノホノ ミメムマノ. サヒビミリ ブ ヒノベビビ 求 ノホパベ. ムビヘミム 
バフロム ミ ミノプムノ: BuddhaSutra.com. 

**  ゲノベビビ: チュビホブビ, ゲャノマペノ.
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バムボマロレョブビ ルムボム ポメムリ, ポボルムボペメ パベノバホボプ ヤビホホボミムリレ ヒベロ 
ビパボ ポボミベビヒボバノムビベビプ ボヘノフノベブミリ ホビ バビマノ, ペボホノユビミムバボ ブベブ 
マビベブパブボフホラビ ヒボパペラ, ヒノピビ ホビ ヘメベリム, ホボ ピブバボビ ブ ヒノレョビビ 
マビフメベリムノムラ フホノホブビ. ソボミベビヒボバノムビベブ クメヒヒラ ホノフラバノベブ 
ミバボワ ホノポマノバベビホブビ 求 ゲャノマペノ 施ミノホミヘマ.: メュビホブビ). ケボマノフヒボ 
ポボフピビ, ヘボパヒノ マビベブパブロ ホノュノベノ フノミベボホロムリ モブベボミボモブレ, 
ポボロバブベボミリ ボポマビヒビベビホブビ «ハメヒヒブフペ», ヘボムボマボビ ミペビミムブベボ 
ノヘヤビホム ホノ ベブュホボミムリ ボミホボバノムビベロ. «クメヒヒブフペ» ポボマボヒブベ 
«ハメヒヒブミムボバ» 求 マビベブパブボフホラャ ベレヒビプ, ポボヘベボホロレョブャミロ 
クメヒヒビ. 

ヂボマペノベリホボ, ミボパベノミブビ ミ モボマペメベブマボバヘボプ クベノパボマボヒ-
ホラャ ブミムブホ ブ /ブベブ ボハボピビミムバベビホブビ ボミホボバノムビベロ ヒノレム ュビベボ-
バビヘメ ポマノバボ ミノペボホノフバノムリミロ «ハメヒヒブミムボペ», ホボ ルムボ ホブミヘボベリ-
ヘボ ホビ ミバブヒビムビベリミムバメビム ボ ムボペ, ヒビプミムバブムビベリホボ ベブ ボホ ャボムリ 
ホビペホボパボ マノフボハマノベミロ バ チュビホブブ ブ ミヒビベノベ ベブ ャボムリ ボヒブホ 
ユノパ ポボ ポメムブ, ポマボベボピビホホボペメ クメヒヒボプ. セノミムボロョブペ ミムボ-
マボホホブヘボペ チュビホブロ ペボピホボ ホノフバノムリ ホビ ムボパボ, ヘムボ ポボペホブム 
モボマペメベブマボバヘブ クベノパボマボヒホラャ ブミムブホ, ホボ ムボパボ, ヘムボ バホメ-
ムマビホホビ ミボパベノミビホ ミ パベメハボヘブペブ ポボベボピビホブロペブ, ホノ ヘボムボマラャ 
ハノフブマメレムミロ ルムブ ブミムブホラ, ホノポマブペビマ: バフノブペボフノバブミブペボミムリ 
ブ ホビポボミムボロホミムバボ. 

サノ ヒバビ ミ ポボベボバブホボプ ムラミロュブ ベビム ミメョビミムバボバノホブロ ゲャノマ-
ペラ ポボヒ ロマベラヘボペ «ハメヒヒブフペ» ミヘボポブベノミリ メプペノ マノフベブュホラャ 
ミペラミベボバ. ゼヒホブ ミュブムノレム ゲャノマペメ マビベブパブビプ, ヘメベリムボペ, 
ヒマメパブビ バボミポマブホブペノレム ビワ ブミヘベレュブムビベリホボ ヘノヘ ルフボムビマブ-
ヘメ, ヘムボ-ムボ フノペラヘノビムミロ ホノ ヘメベリムメマホラャ ムマノヒブヤブロャ ブベブ 
ポボミバロョノビム ピブフホリ ブフメュビホブレ マブムメノベボバ, ホビヘボムボマラビ バボミ-
ポマブホブペノレム ハメヒヒブフペ ムボベリヘボ ヘノヘ マノモブホブマボバノホホメレ モブ-
ベボミボモブレ渠
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タメョビミムバメビム ビョワ ボヒブホ ポボヒャボヒ: ゲャノマペノ 求 ルムボ ホノメヘノ ボ 
ミボフホノホブブ*. チ ムノヘボパボ ポボヒャボヒノ ヒビプミムバブムビベリホボ ペホボパボ ボハ-
ョビパボ ミ ホノメヘボプ: ボハノ ボポブマノレムミロ ホノ ベボパブュビミヘブビ バラバボヒラ, 
ヘボムボマラビ ヒボベピホラ ハラムリ ポボヒムバビマピヒビホラ ポマノヘムブヘボプ. クメヒヒノ 
ミモボマペメベブマボバノベ チュビホブビ ポボミベビ ベボパブュビミヘボパボ ブミミベビヒボバノ-
ホブロ マビノベリホボミムブ, ポボフピビ ボホ ムマビハボバノベ ボム メュビホブヘボバ ミヘビポ-
ムブュホボミムブ, パボバボマブベ, ュムボ ゲャノマペメ ホビボハャボヒブペボ ポマボバビマロムリ 
ホノ ベブュホボペ ボポラムビ. スボパブヘノ ブフホノュノベリホボ バャボヒブベノ バ ポビマビ-
ュビホリ バノピホビプユブャ ハメヒヒブプミヘブャ ヒブミヤブポベブホ, ノ ミボバマビペビホ-
ホラプ ハメヒヒブフペ ヒビペボホミムマブマメビム メヒブバブムビベリホメレ ベノハブベリ-
ホボミムリ ブ ノヘムブバホボ ヘボホムノヘムブマメビム ミ ホノメヘボプ**.

ザホボパヒノ バミムマビュノレムミロ ベレヒブ, ヘボムボマラビ ホブヘボパヒノ ホビ ブホ-
ムビマビミボバノベブミリ ハメヒヒブフペボペ, ホボ ブャ バフパベロヒラ ポボュムブ ポボベホボ-
ミムリレ ミボボムバビムミムバメレム パベメハボヘブペ ヒャノマペブュビミヘブペ バボフフマビ-
ホブロペ***. コミベブ ポボポラムノムリミロ ヘノヘ-ムボ ボャノマノヘムビマブフボバノムリ ルムメ 
ヘノムビパボマブレ ベレヒビプ, ムボ ハベブピビ バミビパボ ハメヒビム ボポマビヒビベビホブビ 

*  グ ュノミムホボミムブ, ビパボ ヒビペボホミムマブマメビム ゲノベノプ-ベノペノ XIV, ヘノヘ ブ ペホボ-
パブビ ヒマメパブビ ブフバビミムホラビ メュブムビベブ.

**  セメピホボ フノペビムブムリ, ュムボ ポボヘノ ュムボ ホノメヘビ メヒノベボミリ ブフペビホブムリ 
ゲャノマペメ ムボベリヘボ バ ボハベノミムブ モブフブュビミヘブャ ブ パビボパマノモブュビミヘブャ ムビボマブプ; 
ヘノミノムビベリホボ ヒブミヤブポベブホ, ブフメュノレョブャ ポミブャブヘメ, ミボバマビペビホホボプ ホノメヘビ 
ュノョビ ポマブャボヒブムミロ バラミムメポノムリ バ マボベブ マビヤブポブビホムノ.

***  グ ルムボプ ミバロフブ ポマブバボヒロム バ ポマブペビマ «ュビムラマビ ポビュノムブ ハメヒヒブフペノ», 
メムバビマピヒノレョブビ, ュムボ ベレハボビ ポマボロバベビホブビ ュビパボ-ベブハボ ロバベロビムミロ ミベボピ-
ホボミボミムノバホラペ, フノバブミロョブペ ボム ペホボパブャ ポマブュブホ ブ ポボムボペメ ホビポボミムボロホ-
ホラペ; ュムボ ペビホムノベリホラビ ボペマノュビホブロ ブ ホビパノムブバホラビ ルペボヤブブ, ミノペブ ポボ 
ミビハビ, ロバベロレムミロ ミムマノヒノホブビペ ブ ポマブュブホボプ ミムマノヒノホブプ; ュムボ ミボミムボロホブビ 
ミボバビマユビホホボパボ ミュノミムリロ 施ホブマバノホノ) ホビバボフペボピホボ ボポマビヒビベブムリ ブベブ 
ポマビヒミムノバブムリ, ホボ ムボベリヘボ ポボフホノムリ ホノ ベブュホボペ ボポラムビ.
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«バラミボヘボボハマノフボバノホホラビ パメペノホブミムラ». グボフペボピホボ, ミ ムボュヘブ 
フマビホブロ ポマボハメピヒワホホボパボ テノヘリロペメホブ, ムノヘブビ ベレヒブ ロバベロ-
レムミロ ハボベビビ ハメヒヒブミムノペブ, ュビペ ハボベリユブホミムバボ ミボハミムバビホホボ 
«ハメヒヒブミムボバ».

タボパベノミホボ ペホボパボュブミベビホホラペ バビマミブロペ ハブボパマノモブブ 
ブミムボマブュビミヘボパボ クメヒヒラ, ポボミベビ ヘノピヒボプ ポマボポボバビヒブ ハボベリ-
ユブホミムバボ ミベメユノムビベビプ ミムノホボバブベブミリ ビパボ ミムボマボホホブヘノペブ  求 
メュブムビベリ パボバボマブベ ベレヒロペ ュムボ-ムボ ムノヘボビ, ュムボ フノポノヒノベボ バ 
ヒメユメ, ベビパヘボ ポボホブペノベボミリ ブ ホビ ポマボムブバボマビュブベボ ピブフホビホ-
ホボペメ ボポラムメ. セビバボフペボピホボ ポマビヒミムノバブムリ, ュムボハラ クメヒヒノ 
マノミミヘノフラバノベ ミバボブペ ミベメユノムビベロペ ミメャメレ ブホモボマペノヤブレ, 
ヘボムボマメレ ミベボピホボ ポボホロムリ ブ ベビパヘボ フノハラムリ. 

ソビマバラペブ ミベメユノムビベロペブ ゲャノマペラ ハラベブ ポロムビマボ ノミヘビ-
ムボバ 求 ヒボバボベリホボ ポボヒパボムボバベビホホノロ ノメヒブムボマブロ, ブ ルムボ ビョワ 
ペロパヘボ ミヘノフノホボ伺 グ ムビュビホブビ ポマビヒユビミムバメレョブャ ユビミムブ ベビム 
ボホブ ペビヒブムブマボバノベブ バペビミムビ ミ テノヘリロペメホブ ブ ポボヒホノムボマビベブ 
バ モブベボミボモミヘブャ マノフペラユベビホブロャ ブ ヒブミポメムノャ. ザペ ホビ ホメピ-
ホボ ハラベボ マノフピワバラバノムリ ペホボパボュブミベビホホラビ ポボヒムビヘミムラ, ブャ 
ミポボミボハホボミムビプ ャバノムノベボ ホノ ムボ, ュムボハラ ミマノフメ メャバノムブムリ ミメムリ.

 ゼヒホノヘボ ミベビヒメレョブペブ ボハマノョワホホラペブ ボヘノフノベブミリ 
ポマノフヒホラビ ボハビミポビュビホホラビ ペボベボヒラビ ベレヒブ 求 ヅビムラマビ ハベノ-
パボマボヒホラビ ブミムブホラ ポマブバベビヘノベブ ヘノヘ ノミヘビムボバ, ムノヘ ブ ボハラバノ-
ムビベビプ. ヅムボ ピビ バ ホブャ ハラベボ ムノヘボパボ, ュムボハラ ボヒホボバマビペビホホボ 
ポボムマロミムブ ミノペボパボ ブフボョマワホホボパボ モブベボミボモノ ブ ボハラュホボパボ 
ヒボペボャボフロブホノ ヒボ ムノヘボプ ミムビポビホブ, ュムボ ボホブ メャボヒブベブ バ ペボ-
ホノャブ?

ゼハラバノムビベレ ヅビムラマビ ハベノパボマボヒホラャ ブミムブホラ パボバボマロム 
ュムボ-ムボ ボュビバブヒホボビ ブ ホビフノペラミベボバノムボビ: バ ポビマバボプ メムバビマピヒノ-
ビムミロ, ュムボ ペラ ホビブフハビピホボ バミムマビムブペミロ ミボ ミムマノヒノホブビペ. ニムノ 
ブミムブホノ メヒマメュノビム, ホボ ボミムノベリホラビ ボポムブペブミムブュホラ 求 ボホブ 
マノミヘマラバノレム ポマブュブホラ ミムマノヒノホブプ ブ ポメムブ ブフハノバベビホブロ.
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ズブマロホノペ ハラベノ ホメピホノ ホノヒビピヒノ ブ ポマボミムラビ メヘノフノホブロ, 
ボホブ バポボベホビ ポボベノパノベブミリ ホノ ノバムボマブムビム ポマボハメピヒワホホボパボ 
メュブムビベロ. セボ ポマボミムボプ ヘボホミムノムノヤブブ ハラベボ ロバホボ ホビヒボミムノ-
ムボュホボ ヒベロ ノミヘビムボバ ブ モブベボミボモボバ. ゲベロ ホブャ ヅビムラマビ ハベノ-
パボマボヒホラビ マノフバボマノュブバノレムミロ バ ブフロョホメレ モブベボミボモミヘメレ 
ミブミムビペメ ブ ポマビバマノョノレムミロ バ ホノフバノホブロ ボミホボバホラャ ボハベノ-
ミムビプ ハメヒヒブプミヘボパボ メュビホブロ. グミロ ハメヒヒブプミヘノロ ポマビペメヒマボミムリ 
ボヘノフラバノビムミロ メヒボハホボ マノミモノミボバノホホボプ バ ヅビムラマワャ ブミムブホノャ.

 セビヘボムボマラビ ブミミベビヒボバノムビベブ ミュブムノレム*, ュムボ ブミムボ-
マブュビミヘブプ クメヒヒノ テノヘリロペメホブ ホビ ポマボポボバビヒボバノベ ミバボワ 
メュビホブビ バ バブヒビ ヅビムラマワャ ハベノパボマボヒホラャ ブミムブホ, ュムボ ルムボ 
ハラベ ポマボポビヒビバムブュビミヘブプ ポマブワペ, ヘボムボマラプ ポボロバブベミロ 
ポボフヒホビビ ヘノヘ メヒボハホラプ ポベノホ ポボバビミムバボバノホブロ 求 ュワムヘブプ ブ 
ロミホラプ. ニムボム ポマブワペ ポボフバボベロベ マノフバビマホメムリ ボハベノミムリ ムボプ 
ブベブ ブホボプ ブミムブホラ バ フノバブミブペボミムブ ボム メマボバホロ ポボヒパボムボバヘブ 
ミベメユノムビベビプ. 

ダマノヒブヤブボホホノロ ピビ ムボュヘノ フマビホブロ パベノミブム, ュムボ ヅビ-
ムラマビ ハベノパボマボヒホラビ ブミムブホラ ハラベブ ブフベボピビホラ クメヒヒボプ 
バボ バマビペロ ポビマバボプ ポマボポボバビヒブ バ クビホノマビミビ. グボフペボピホボ, 
ミペラミベ ルムボプ ポマボポボバビヒブ ポボフヒホビプユブペブ メュブムビベロペブ ハラベ 
ミブミムビペノムブフブマボバノホ ブ ヘボホミポビヘムブバホボ ポビマビヒノホ バ バブヒビ 
ヘマノムヘボパボ ポビマビュホロ, ポマブホロバユビパボ モボマペメ ュビムラマワャ ブミムブホ. 

 ヅビムラマビ ハベノパボマボヒホラビ ブミムブホラ ホビ ロバベロレムミロ マビ-
ベブパブボフホボプ ヒボパペボプ, ボムヘマボバビホブビペ ハボピビミムバノ ブベブ バヒボャ-
ホボバビホブビペ ポマボマボヘノ 求 ルムボ ボミホボバホラビ ポメホヘムラ ベボパブュビミヘブャ 
バラバボヒボバ ボ ポマブマボヒビ ホノユビパボ ハラムブロ, ポボヒムバビマピヒワホホラビ 
ホビポボミマビヒミムバビホホラペ ボポラムボペ ブャ ポビマバボボムヘマラバノムビベロ. 
ジノピヒノロ ブフ ホブャ ボムホボミブムミロ ヘ ボポマビヒビベワホホボプ ボハベノミムブ 
フホノホブロ ブ ホノユビパボ ミボハミムバビホホボパボ ボポラムノ. 

*  タペ.: ジメフホビヤボバ ク.ザ. ゾノホホブプ ハメヒヒブフペ ブ モブベボミボモブロ ブホヒメブフペノ 
ポボ ムブハビムミヘブペ ブミムボュホブヘノペ. タソハ., 2002.
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クベノパボマボヒホラビ ブミムブホラ

ザミムブホノ ミムマノヒノホブロ 

ズヘバノハプヒハ ニヘフハパプハププヘ, ポヌラノナプヒハ ボラネヘホボプヘ, ニヘフハパプユ 
ブポメヒボハフユプナ, ホブハペボユ ブポメヒボハフユプナ. セボヘフピプヘヌハプヒハ ホ 
プハベペヒラボプュブ ブポメヒボハフユプヘ, ベヘボハペラ ベペヒラボプヘネヘ ブポ-

メヒボハフユプナ, フヨニヘハ ホボペナホボプヘハ バハフナプヒハ, ヘホボナヌモハハホラ 
プハポノヘヌフハボヌヘペルププュブ, ボナピバハ ブポメヒボハフユプヘ. ガピペナボムハ, 
ホポャハホボヌヘヌナプヒハ ヌ ヌヒノハ ベラボヒ ホヘホボナヌフラヨャヒミ*, ベヘペヘバ-

ノルププュミ ベペヒヌラパナププヘホボラブヒ, ブポメヒボハフユプヘ. 
ゼナピヘヌナ, ブヘプナミヒ, カフナネヘペヘノプナラ ヒホボヒプナ ホボペナノナプヒラ.

セポボペナ ベペヘヌヘペヘボナ ピヘフハホナ ポメハプヒラ

ズラ メピビ バラロミホブベブ, ュムボ クベノパボマボヒホラビ ブミムブホラ 求 ルムボ 
ホビュムボ バマボヒビ ボパベノバベビホブロ ムビペ ハメヒヒブプミヘボプ ヒボヘムマブホラ. 

ダビヘミムラ, ポボミバロョワホホラビ ソビマバボプ ブミムブホビ, ボポブミラバノ-
レム ホノユ ミポボミボハ ハラムブロ: ミメビムホボミムリ, バブヒラ ハビミポボヘボプミムバ ブ 
ムマビバボパ, ポマブマボヒメ ホビ-ミュノミムリロ, メマボバホブ ミムマノヒノホブプ, モボマペラ 
ピブフホブ ブ ム.ヒ. 

セノユ ビヒブホミムバビホホラプ «ヒバブパノムビベリ» ホノ ピブフホビホホボペ 
ポメムブ  求 ポボブミヘ ミュノミムリロ, ブホボパヒノ ペラ ビパボ ホノャボヒブペ, ホボ ボホボ 
マビヒヘボ ハラバノビム ヒボベパボバビュホラペ. ジノヘ ミペブマブムリミロ ミ ムビペ, ュムボ 
ホノ サビペベビ ミムボベリヘボ パボマロ ボム バベノミムホボミムブ, ホビホノバブミムブ, ピノヒホボ-
ミムブ, ホビメワペホラャ ノペハブヤブプ, ポボヒボフマブムビベリホボミムブ, フノバブミムブ?.. 
コミベブ ペラ ポマボミムボ フノヘマボビペ パベノフノ ホノ バミビ ルムブ «ポマビベビミムブ», ムボ 
マノホボ ブベブ ポボフヒホボ ボホブ ホノミ ホノミムブパホメム ブ フノミムノバロム ポボバビマブムリ 
バ ミバボワ ミメョビミムバボバノホブビ.

*  ザペビレムミロ バ バブヒメ ポロムリ ポミブャボモブフブュビミヘブャ ミボミムノバベロレョブャ ベブュ-
ホボミムブ, ミボパベノミホボ ハメヒヒブプミヘボプ モブベボミボモブブ.
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ゼミホボバラ

グ ホノユビ バマビペロ ホノハブマノビム ボハボマボムラ ポミブャボベボパブロ «ポボ-
フブムブバブフペノ». グ フヒボマボバボペ バノマブノホムビ ルムボ ヘボホミムマメヘムブバホラプ 
ボポムブペブフペ, バ ホビフヒボマボバボペ 求 ブフボベロヤブロ ボム バミビパボ, ュムボ ペボ-
ピビム ハラムリ ホビポマブロムホボパボ: ピブフホリ ポマビヘマノミホノ, ュビベボバビュビミムバボ 
フノペビュノムビベリホボ, ロ ムボピビ 求 ャボマボユ伺.. 

サノヘボホボペビマホラプ バボポマボミ: «セメ ブ ュムボ ピビ ポベボャボパボ バ ムノ-
ヘボペ ペブマボバボフフマビホブブ?»

クビフメミベボバホボ, バ ホノユビ ホビバマボムブュホボビ バマビペロ ポボフブムブバブフペ, 
ヘノヘ ペブマボバボフフマビホブビ, ボハベノヒノビム ポミブャボムビマノポビバムブュビミヘブペ 
ルモモビヘムボペ ブ ミポノミブハボ ビペメ フノ ルムボ. タビパボヒホロ ルムボ ビヒバノ ベブ 
ホビ ミノペノロ マノミポマボミムマノホワホホノロ モボマペメベノ ポミブャボベボパブュビミヘボプ 
ポボペボョブ. 

セノ ポビマバラャ ポボマノャ ペブマボバボフフマビホブビ «バミワ ポマビヘマノミホボ, 
ポベボャボパボ ロ ホビ フノペビュノレ» ポボペボパノビム. ザ ポボルムボペメ ベボパブュホノ 
ハボベビフホビホホノロ マビノヘヤブロ ホノ メムバビマピヒビホブビ «ピブフホリ ビミムリ ミムマノ-
ヒノホブビ»: ホメ, バボム, ペボベ, ミムボベリヘボ ハボマボベブミリ, バラヘノマノハヘブバノ-
ベブミリ ブフ ヒビポマビミミブブ, ポボバビマブベブ, ュムボ ピブフホリ ポマビヘマノミホノ渠 
ザ  ホノ ムビハビ 求 ボポロムリ ヒバノヒヤノムリ ポロムリ伺 

ダボ, ュムボ ペラ ホノヘマビホブベブ ミバボワ ペブマボバボフフマビホブビ バ ミムボマボ-
ホメ ポボフブムブバブフペノ ブ, ヘマロャムロ ブ メベラハノロミリ, メヒビマピブバノビペ ビパボ, 
バラフラバノビム ハボベリユボビ メバノピビホブビ伺 ッボムロ ハラ ムビペ, ュムボ ミバボブペ 
メホラベラペ バブヒボペ ペラ ポビマビミムノベブ ボムマノバベロムリ ピブフホリ ボヘマメ-
ピノレョブペ. ニムボ ホノミムボロョブプ バホメムマビホホブプ ボポラム, ブ ポボホロムホボ 
ミムマビペベビホブビ ビパボ フノョブムブムリ. ゼヒホノヘボ, ビミベブ ペラ ホビ ャボムブペ, 
ュムボハラ ミボ バマビペビホビペ ハボベビビ ミビマリビフホラビ ポマボハベビペラ ポビマビ-
バビマホメベブ ホノユ ポボバビマャホボミムホラプ ボポムブペブフペ, ホビボハャボヒブペボ 
フノパベロホメムリ パベメハピビ. ゼパメベリホラプ ポボフブムブバブフペ ュノミムボ マノフハブ-


