
ШШККООЛЛЬЬННААЯЯ  ППООРРАА  
╈あくかてあ 〈╆《】 』《Ш №зе えг ¨うあせそうあ そつせそうあせあ з つかせてみいちみ зеем えそおあ 

 

 

 

╇╇ЫЫ》》УУССКК  №№4411 (せそみいちへ 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

╈╈ооррддииммссяя  ннаашшииммии  ууччееннииккааммии!!  

     ば Öíï ç ü¡Ü¿ñ çïñÇÑí ß▲¿Ü ½ÖÜÇÜ ïäÜëöï½ñÖÜç, ÑÜïöóÇí0àóê ßÜ¿áüóê ëñ£Ü¿áöíöÜç. ゑÜö ó ïñúôíï ½▲ 
äÜ£Ñëíç¿　ñ½ Öíüóê ëñß　ö: 
1. ばôñÖó¡í 7 ん ¡¿íïïí ぞó¡óöÜ ぢÜäÜçí, ¿ÜôüñÇÜ çëíöíë　 ¡Ü½íÖÑ▲ "どñ¡ïöó¿áàó¡" ÇÜëÜÑí ごçíÖÜçí (äÜ 
2002 ÇÜÑÜ) çÜ ゑïñëÜïïóúï¡Ü½ öÜëÖóëñ äÜ âÜößÜ¿Ü ぜぱぱ "げÜ¿ÜöÜñ ¡Ü¿áîÜ РÜïïóó". ゑ ¡ÜÖîñ ïñÖö　ßë　 
¡Ü½íÖÑí £íÖ　¿í äëó£ÜçÜñ ½ñïöÜ ïëñÑó 12 ¡Ü½íÖÑ РÜïïóó.ÜôñÖóîÜ 1 ゐ ¡¿íïïí ぢÜ¿óÖÜ づы¢í¡ÜçÜ,  

2. ばôñÖóî 1 ゐ ¡¿íïïí んÖÖÜ ゐñ£ßÜëÜÑÜçÜ ó ぜíëóю ゐñ¿ÜçÜ, ¿íÜëñíöÜç 3 ïöñäñÖó VIII ぜñ¢ÑÜÖíëÜÑÖÜÇÜ 
¡ÜÖ¡Üëïí-âñïöóçí¿　 Ññöï¡óê êÜëñÜÇëíâóôñï¡óê ¡Ü¿¿ñ¡öóçÜç "Дñöó ïÜ¿Öîí" ç ÖÜ½óÖíîóó "Дñöï¡óú 
öíÖñî" (ÑÜ 9 ¿ñö), öçÜëôñï¡Üñ êÜëñÜÇëíâóôñï¡Üñ ÜßéñÑóÖñÖóñ "КÜ½íÖÑí - Р", 
3. ばôíïöÖóîÜ ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ âñïöóçí¿　-¡ÜÖ¡Üëïí ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ê ¡Ü¿áöÜë "ぱñïöóçí¿áÖ▲ñ ÜÇÖó ÑëÜ¢ß▲" ç 
ÖÜ½óÖíîóó "ぞíîóÜÖí¿áÖ▲ú ¡Üïö0½", 
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╉орога самое 
опасное место в 

городе 

сг 3 

 

′накомьтесь! 
〉аши  

учителя! 
 

сг 2 

╈ордимся 
нашими 

учениками!  
сг 1 

 



′′ннааккооммььттеессьь!!  〉〉аашшии  ууччииттеелляя!!  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈ふ たちそおそしきあかす くせあさそすけてへ ╇あつ つ 
とねけてかしみすけ せあのかこ のさそしふг ╇ ほてそす せそすかちか 
すふ たといしけさとかす けせてかちうへま すそしそおそえそ とねけてかしみ 
けせそつてちあせせそえそ みくふさあ – ′とかうそこ 《しへえそこ 
╇けてあしへかうせそこг 《せあ みうしみかてつみ さしあつつせふす 
ちとさそうそおけてかしかす к «╇» さしあつつあг  
- Оしへえあ ╇けてあしへかうせあб つあすふこ たかちうふこ うそたちそつб 
さそてそちふこ たちけにそおけて う えそしそうと - さそえおあ ╇ふ 
ちかのけしけ つてあてへ とねけてかしかす? 

- Кそえおあ み とねけしあつへ う のさそしかб すせそえけか とねけてかしみ 
えそうそちけしけб ねてそ うけおみて すかせみ とねけてかしかす う 
いとおとはかすг っ うつかえおあ つてあちあしあつへ そてのとねけうあてへつみ 
たそ ほてそすと たそうそおとб てあさ さあさ つねけてあしあб ねてそ つ 
ほてそこ たちそなかつつけかこ み せか つたちあうしまつへг ╇つか 
けくすかせけしそつへб さそえおあ み とねけしあつへ う 
とせけうかちつけてかてかг 〈ふ たちそにそおけしけ たちあさてけさと う 
そおせそこ けく えけすせあくけこ えそちそおあб け すせか おそうかしそつへ 
ちあいそてあてへ つ ねとおかつせふすけ おかてへすけб さそてそちふか 
たちそみうしみしけ そえちそすせふこ けせてかちかつ さ すそかすと 
たちかおすかてとг 《せけ たそすそえしけ すせか たそうかちけてへ う 
つかいみ け おあしけ たそせみてへб ねてそ とねけてかしへ – すそみ 
いとおとはあみ たちそなかつつけみб う さそてそちそこ み ½ÜÇÜ Öñ 

öÜ¿á¡Ü ÖíÜôóöá Ññöñú ïçÜñ½Ü äëñÑ½ñöÜ, ÖÜ ó 
つそうかちのかせつてうそうあてへつみ つあすそこ. 

- Кあさそこ たちかおすかて いふし つあすふこ しまいけすふこ? 

   ╇ のさそしか み けくとねあしあ せかすかぬさけこ みくふさб け ほてそ 
いふしб せあうかちせそかб つあすふこ しまいけすふこ たちかおすかてг っ 
つ そつそいふす けせてかちかつそす たかちかうそおけしあ てかさつてふ そ 
えそちそおあに ╈かちすあせけけб てちあおけぬけみに け さとしへてとちか 
ほてそこ つてちあせふг 【あさ み たそつてとたけしあ う ¨う╈】 せあ 
なあさとしへてかて 『╈‒б えおか けくとねあしあ せかすかぬさけこб 
あせえしけこつさけこ け なちあせぬとくつさけこ みくふさけг Эてそ 
いふしそ つしそきせそб せそ そねかせへ けせてかちかつせそ. 

-  ╇ふ つかこねあつ おちときけてか つ そおせそさしあつつせけさあすけ? 

- 』そ つうそけすけ そおせそさしあつつせけさあすけ みб さ 
つそきあしかせけまб うけきとつへ そねかせへ ちかおさそб てあさ さあさ 
すせそえけか ちあくひかにあしけつへ たそ ちあくせふす えそちそおあすб せそ 
すふ つてあちあかすつみ たそおおかちきけうあてへ つうみくへ け 
たそすそえあてへ おちとえ おちとえと. 

- Чてそ くせあねけて おしみ ╇あつ いふてへ とねけてかしかす? 

- ╉しみ すかせみ いふてへ とねけてかしかす – ほてそб たちかきおか 
うつかえそб いふてへ おちとえそす け たそすそはせけさそす つうそけす 
とねかせけさあすб たそつてあちあてへつみ いふてへ つ せけすけ せあ 
そおせそこ うそしせかг 【そえおあ と せけに たそみうしみかてつみ 
きかしあせけか にそおけてへ せあ とちそさけ け とくせあうあてへ ねてそ-てそ 
せそうそかг 【あさ さあさ み つあすあ せか てあさ おあうせそ 
そさそせねけしあ のさそしとб おとすあまб ねてそ と すかせみ ときか 
せかすせそえそ たそしとねあかてつみг 〉あおかまつへб ねてそ う 
おあしへせかこのかす み つすそえと けに くあけせてかちかつそうあてへ 
かはか いそしへのかг  
- ╆ふし しけ う ╇あのかこ きけくせけ ねかしそうかさб 
さそてそちそえそ ╇ふ つねけてあかてか つうそけす えしあうせふす 
とねけてかしかす?  

- っ せか すそえと せあくうあてへ そたちかおかしかせせそ つうそけす 
えしあうせふす とねけてかしかす さそえそ-てそг 『そおけてかしけб 
おちとくへみб のさそしへせふか とねけてかしみ け 
たちかたそおあうあてかしけ う ╇】′かб うつか そせけ つふえちあしけ 
せかすあしとま ちそしへ う すそかこ きけくせけ け うそくすそきせそ 
さあさけす-てそ そいちあくそす たそうしけみしけ せあ にそお 
せかさそてそちふに つそいふてけこг Кあきおそか てあさそか つそいふてけか 
すかせみ ねかすと-てそ せあとねけしそг 〉かつそすせかせせそб み 
いしあえそおあちせあ さあきおそすと くあ しまいそうへб 
たそおおかちきさとб くせあせけみ け おあきか たそちけぬあせけみ う 
すそこ あおちかつб たそてそすと ねてそ うつか ほてそ たそすそえしそ すせか 
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うふいちあてへ すそま たちそなかつつけま け せか たそきあしかてへ そい 
ほてそす. 

- ╇あの ちかぬかたて にそちそのかえそ せあつてちそかせけみ 

- 〈そこ つかさちかて にそちそのかえそ せあつてちそかせけみ たちそつて – 

たそおおかちきさあ ちそおせふに け いしけくさけにб しまいけすあみ 
すとくふさあ け さそせかねせそ きか すそけ とねかせけさけб 
さそてそちふか くあちみきあまて たそくけてけうそす. 

¨нтервьюер 〉овикова 〈ария 

  

  

  

  

╉╉ооррооггаа  ––  ссааммооее  ооппаассннооее  ммеессттоо  вв  ггооррооддее  
  

Я – 》╊Ш╊Х《╉! 

》かのかにそお - ほてそ てそてб さてそ けおかて たかのさそすб てそ かつてへ たかのけこ ねかしそうかさг 』しそうあ "たかのけこ"б "たかのかにそお"б 
"たかにそてあ" けすかまて そおけせ そいはけこ さそちかせへ - ped - "せそえあ"г 】 たかのかにそおそう かつてへ つうそけ たちあうあ け 
そいみくあせせそつてけб け そせけ せか すかせかか うあきせふб ねかす たちあうけしあ おしみ うそおけてかしかこ け たあつつあきけちそうг ′あにそおけ 
おあしへのか せあ つてちあせけねさとб け てふ とくせあかのへб つあすふか えしあうせふか たちあうけしあ おしみ たかのかにそおそうг 
 ╉うけえあみつへ たそ てちそてとあちあすб 

たかのかにそおせふす おそちそきさあす け 
たかちかにそおあすб おかちきけつへ たちあうそこ 
つてそちそせふг 

 》そすせけб ねてそ せあおくかすせふか け 
たそおくかすせふか たかちかにそおふ 
たそしせそつてへま くあはけてみて てかいみ そて 
せあかくおあ てちあせつたそちてあг 

 

 

 

 

 

 

 

 〉あくかすせふか たかのかにそおせふか たかちかにそおふ 
いふうあまて ちかえとしけちとかすふか け 
せかちかえとしけちとかすふかг 『かえとしけちとかすふす 
とたちあうしみかて つうかてそなそち けしけ 
ちかえとしけちそうはけさб せかちかえとしけちとかすふこ 
たかちかにそお そいそくせあねかせ くせあさそす 
たかのかにそおせそえそ たかちかにそおそう け "くかいちそこ" 

 』あすふすけ そたあつせふすけ おしみ たかのかにそおあ 
くそせあすけ つねけてあまてつみ たかちかさちёつてさけб 
つさそちそつてせふか とねあつてさけ 
あうてそすあえけつてちあしかこб くそせふ つ 
そえちあせけねかせせそこ うけおけすそつてへまг 〉か 
うふにそおけ せあ たちそかくきとま ねあつてへ う てあさけに 
すかつてあにг 


