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╈╈ооррддииммссяя  ннаашшииммии  ууччииттеелляяммии!!  

 
 

     ╇ ほてそす えそおと とねけてかしへ えかそえちあなけけ 
╅ちにけたそうあ ╇あしかせてけせあ ╈かせせあおへかうせあ つてあしあ 
«】ねけてかしかす えそおあ»! 

     «В つあすふか つしそきせふか すそすかせてふ み 
おとすあしあб てそしへさそ いふ せか たそおうかつてけ のさそしと 
け つかいみг っ たちけうふさしあ うつё おそうそおけてへ おそ 
さそせぬあг В ほてそす さそせさとちつか み たちそみうけしあ 
つうそま くあさあしさとб あくあちてб うふせそつしけうそつてへ け 
てかちたかせけかг っ せか くせあしあ け せか すそえしあ 
そぬかせけてへ つうそけ つけしふб せそ てかたかちへ み くせあまб 

ねてそ てあさそか «うてそちそか おふにあせけか» け せあ ねてそ 
み つたそつそいせあ» 

 

     ╉しみ ╇あしかせてけせふ ╈かせせあおへかうせふ ほてそて 
さそせさとちつ せあねあしつみ かはか う つかせてみいちかб さそえおあ 
とねあつてせけぬふ さそせさとちつあб たそねてけ うつか – すそしそおふか 
とねけてかしみб とくせあしけб ねてそ けす たちかおつてそけて 
つおかしあてへг ╇ さそせさとちつか おうあ ほてあたあ – くあそねせふこ け 
そねせふこг 〉あ くあそねせそす ほてあたか たちそうかちみしあつへ 
すかてそおけねかつさあみ ちあいそてあб なとせさぬけそせけちそうあせけか 
しけねせそえそ つあこてあ たかおあえそえあг 《ねせふこ ほてあた 
うさしまねあし う つかいみ すかちそたちけみてけみп うけくけてさあб 
うふつてとたしかせけか せあ すかてそおけねかつさそす つかすけせあちか 
«《たふて ちあいそてふ»б たちそうかおかせけか すあつてかち-さしあつつあб 
たちそうかおかせけか そてさちふてそえそ とちそさあ け とねあつてけか う 
ちあいそてか さちとえしそえそ つてそしあг 

     збк すかつみぬあ いかく つせあ け 
そておふにあ…』けしへせかこのかか せあたちみきかせけか うつかに 
なけくけねかつさけに け おとのかうせふに つけしб たそつてそみせせあみ 
ちあいそてあ とすあг ╅ う えそしそうか いかく とつてあしけ いへかてつみ 
すふつしへп «【そしへさそ せか たそおうかつてけ のさそしとб てそしへさそ 
せか いふてへ たそつしかおせかこ!» 

     』 たかちうそえそ きか うふつてとたしかせけみ そせあ たそさあくあしあ 
つかいみ さあさ ねかしそうかさб とすかまはけこ つそいちあてへつみ け 
たちかそおそしかてへ つうそか うそしせかせけかб うしあおかまはけこ 
にそちそのそ ちあくうけてそこ ちかねへまб そいしあおあまはけこ 
くあすかねあてかしへせそこ たあすみてへまб にそちそのそ くせあまはけこ 
つうそこ たちかおすかてг Кそせさとちつあせてさけ け ねしかせふ 
さそすけつつけけ いふしけ たそてちみつかせふ てかすб ねてそ うそ 
うちかすみ たちかおつてあうしかせけみ つうそかこ うけくけてさけ け 
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そたふてあ ちあいそてふ ╇あしかせてけせあ ╈かせせあおへかうせあ うつё 
ねけてあしあ せあけくとつてへб せけ ちあくと せか くあえしみせとう う 
たそおえそてそうしかせせふか てかさつてふг 》そつしか ほてそえそ そて せかか 
きおあしけ てそしへさそ たそいかおг 》かちかお すあつてかち-さしあつつそす 
おかうとのさけ かこ えそうそちけしけп «〉とб ╇あしみб つかえそおせみ 
てふ せあす つせそうあ たそさあきかのへф!»б け ╇あしかせてけせあ 
╈かせせあおへかうせあ くあせみしあ ж すかつてそг 

     《てさちふてふこ とちそさ たちそうそおけしつみ う л さしあつつか つ 
せかくせあさそすふすけ ちかいみてあすけ け う ねときそこ のさそしかг 
』そいちあしそつへ すせそえそ うくちそつしふにб おかてけ 
つてかつせみしけつへб せか つてちかすけしけつへ そてうかねあてへг 
╇あしかせてけせか ╈かせせあおへかうせか せあ にそおと 
たちけにそおけしそつへ けすたちそうけくけちそうあてへб のとてけてへб 
つてあちあみつへ とうしかねへ ちかいみてб たそすそねへ けす 
たちかそおそしかてへ つてかつせかせけかг ¨ そせあ つとすかしあ けに 
ちあつのかうかしけてへ - つてあしけ たそおせけすあてへつみ ちとさけб 
くあちあいそてあしけ えちとたたふг 】ちそさ たちそのかし にそちそのそ 
Эせあ とちそうせか з すかつてあЮг 

╇ ちあいそてか さちとえしそえそ つてそしあ さちそすか 
さそせさとちつあせてそさ け ねしかせそう さそすけつつけけ 
たちけせけすあしけ とねあつてけか ねしかせふ あおすけせけつてちあぬけけ 
えそちそおあг ╈そうそちけしけ そ たちそいしかすあに 
つそうちかすかせせそえそ そいちあくそうあせけみг 《てうかてふ 
╇あしかせてけせふ ╈かせせあおへかうせふ つせそうあ いふしけ 
そぬかせかせふ そねかせへ うふつそさそг 

     ¨ うそて жй おかさあいちみг ╊しかせあ ╅しかさつあせおちそうせあ 
ょなかちそうあб せあねあしへせけさ 】たちあうしかせけみ 
そいちあくそうあせけみ あおすけせけつてちあぬけけ えそちそおあ 
¨うあせそうあб うつさちふうあかて さそせうかちて け そいひみうしみかてб 
ねてそ «》そいかおけてかしかす すとせけぬけたあしへせそえそ ほてあたあ 
╇つかちそつつけこつさそえそ さそせさとちつあ «】ねけてかしへ えそおあ 
『そつつけけ» う せそすけせあぬけけ «》かおあえそえ そいはかえそ 
そいちあくそうあせけみ» つてあしあ ╅ちにけたそうあ ╇あしかせてけせあ 

╈かせせあおへかうせあб とねけてかしへ えかそえちあなけけ 〈╆《】 
«』ぃ № зе»г 

     Кちそすか ほてそえそб う なかうちあしか かはか そおけせ 
たかおあえそえ せあのかこ のさそしふ Кとなてふちかうあ っせあ 
〉けさそしあかうせあ とねあつてうそうあしあ う まいけしかこせそす Х 
たちそなかつつけそせあしへせそす さそせさとちつか 
«》かおあえそえけねかつさけこ おかいまて». ╇ さそせさとちつか 
たちけせみしけ とねあつてけか зм すそしそおふに たかおあえそえそう けく 
зл そいちあくそうあてかしへせふに とねちかきおかせけこ. 《せあ 
くあせみしあ к すかつてそ. 

 
 

 

  

′′ннааккооммььттеессьь!!  〉〉аашшии  ммооллооддыыее  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 
すあてかすあてけさけ け けせなそちすあてけさけ – ╅くそうぬかうそこ 

╅しかせそこ 〉けさそしあかうせそこ.  

- ╅しかせあ 〉けさそしあかうせあ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 すふ うつかえおあ くあおあかす - たそねかすと ╇ふ 
ちかのけしけ つてあてへ とねけてかしかす? 

- ぁかつてせそ, つあすあ くあおあま つかいか ねあつてそ ほてそて うそたちそつ. 

〈かせみ たちけえしあつけしけ う のさそしとб う さそてそちそこ み 
とねけしあつへг 【あす てちかいそうあしつみ とねけてかしへ 
すあてかすあてけさけг 【とて み たそおとすあしあп «》そねかすと いふ け 
せかてф»г ╇ ほてそす ちかのかせけけ すかせみ たそおおかちきあしあ 
すあすあб たそほてそすと いかく つそすせかせけみ み つそえしあつけしあつへг 
╉あ け ねてそ てあけてへб み そねかせへ しまいしま おかてかこг  

 



- 『あつつさあきけてか たそきあしとこつてあ そ ちそおせそす 
えそちそおかг Эてそ きか Иきかうつさ? 

- ゅてそ おうあおぬあてふこ たそ ねけつしかせせそつてけ 
せあつかしかせけみ えそちそお 『そつつけけг ゅてそ 】おすとちてけみг 
ゅてそ すそこ ちそおせそこ け しまいけすふこ えそちそおг 
-  Кあさ ╇ふ すそきかてか そにあちあさてかちけくそうあてへ つかいみ 
う おうとに つしそうあに? 

- ╇かつかしあみб てちかいそうあてかしへせあみ. 

- 《たけのけてか たそきあしとこつてあ てちけ ╇あのけに 
えしあうせふに おそつてけきかせけみг 

- 

》かちうそこ すそか おそつてけきかせけか – ほてそ てそб ねてそ み 
くあさそせねけしあ 】お╈】 えг¨きかうつさ 
«〈あてかすあてけねかつさけこ なあさとしへてかて» け たそしとねけしあ 
おうあ おけたしそすあп おけたしそす いあさあしあうちあ け 
すあえけつてちあг ╊はか み つ つあすそえそ おかてつてうあ すかねてあしあ 
うそおけてへ すあのけせとг ¨ み ほてそえそ おそいけしあつへ いかく 
ねへかこ-しけいそ たそすそはけг 〉か すそえと せか 
たそにうあつてあてへつみб ねてそ せあ たちあうあ つおあしあ つ たかちうそえそ 

ちあくあг ╊はか み つねけてあまб ねてそ せあとねけしあつへ 
たちあうけしへせそ うふいけちあてへ おちとくかこг 】 すかせみ すせそえそ 
うかちせふに け しまいけすふに たそおちとえб さそてそちふか せあ 
ちあくせふか きけくせかせせふか つけてとあぬけけ すかせみ せか 
そつてあうしみしけг ¨ おあきか つかこねあつ せあにそおみつへ おあしかさそ  

おちとえ そて おちとえあб そせけ すかせみ たそおおかちきけうあまてг ¨ 
さそせかねせそ きか と すかせみ かつてへ おちとえг ゅてそ しまいけすふこ 
つとたちとえб さそてそちふこ てそきか すかせみ たそおおかちきけうあかてг 
╇ そいはかす み そさちときけしあ つかいみ おそつてそこせふすけ 
しまおへすけг 
- Чかえそ いふ ╇ふ せけさそえおあ せか つおかしあしけ う きけくせけ?  

- っ たちけおかちきけうあまつへ すせかせけみп «〉けさそえおあ せか 
えそうそちけ «せけさそえおあ». 〉そ み いふ せか いちそつけしあ つうそけに 

ちそおけてかしかこг 
- Кあさけすけ さあねかつてうあすけ おそしきかせ そいしあおあてへ 
とねけてかしへ? 

- 》かちかねけつしみてへ すそきせそ いかつさそせかねせそ け すそきかて 
そさあくあてへつみ てあさб ねてそ ほてそ たちそつてそ いとおとて 
さちあつけうふか つしそうあ. ╈しあうせそかб ねてそ おかてかこ せときせそ 
しまいけてへг 
- ╈そうそちみてб ねてそ すあてかすあてけさけ «しまおけ 
てそねせそつてけ»г 』さそしへさそ つてとたかせかさ と せあのかえそ 
のさそしへせそえそ さちふしへぬあ? 

- 》みてへг 〉あうかちせそかг 
- ╆かく ねかえそ せか すそえとて そいそこてけつへ いあちあいあせはけさб 
すあてかすあてけさ け おあきか そにそてせけさ? 

- ╆かく おちそいけг 
- Еつしけ たみてへ さそのかさ しそうみて たみてへ すふのかこ くあ 
たみてへ すけせとてг Тそ つさそしへさそ せときせそ うちかすかせけ 
そおせそこ さそのさかб ねてそいふ たそこすあてへ そおせと 
すふのさと? 

- ¨てあさб せあねけせあかす ちかのかせけか つ さちあてさそこ 
くあたけつけг ぁてそ と せあつ かつてへф 》みてへ さそのかさб うちかすみ 
たみてへ すけせとてгг Кそせかねせそ きかб くあおあねあ 
のとてそねせあみг っ おとすあまб たみてへ すけせとてг 

¨нтервьюер 〉овикова 〈ария 
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╉остижения наших учеников 

》そくおちあうしみかす とねかせけさそう せあのかこ のさそしふ つ けに 
たそいかおあすけп 
1.  ╅нну ╆езбородову (1╆ さしあつつЮб 
しあとちかあてあ そてさちふてそえそ えそちそおつさそえそ さそせさとちつあ-

なかつてけうあしみ にそちかそえちあなけねかつさそえそ けつさとつつてうあ 
Ч【あせぬかてうそちかせけかЧ う せそすけせあぬけみに 
Ч【あせぬかうあしへせそか のそとЧ け Чゅつてちあおせふこ てあせかぬЧб 
えちとたたあ Ч『あさかてあЧ てうそちねかつさそえそ 
にそちかそえちあなけねかつさそえそ そいひかおけせかせけみ ЧКそすあせおあ-

『Чр 
2.  ╊лену Кочеткову (5╆ さしあつつЮб 
たそいかおけてかしみ юю 〈かきおとせあちそおせそこ そしけすたけあおふ 

Ч〈かえあ-【あしあせてЧ たそ あせえしけこつさそすと みくふさとб 
ちとさそうそおけてかしへ 《しへえあ ╇けてあしへかうせあ ′とかうあр 
3.  〈илану Колмогорцеву け ╇арвару 
〈акарову (3╆ さしあつつЮб しあとちかあてそう 
そてさちふてそえそ ╇つかちそつつけこつさそえそ なかつてけうあしみ-

さそせさとちつあ けせつてちとすかせてあしへせそこ すとくふさけ 
Ч〈とくふさあしへせあみ さあたかしへЧг 
4. ╅настасию Шоличеву, とねかせけぬと жж 
さしあつつあ  つ たそしとねかせけかす ЧКあせおけおあてあ う 
すあつてかちあ つたそちてあ 『そつつけけЧ たそ てあせぬかうあしへせそすと 
つたそちてと Эいあしへせふか てあせぬふЮ. 

 

 


