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СС  ппррааззддннииккоомм,,  ннаашшии  ллююббииммыыее  ууччииттеелляя!!  
〈ふбХちかおあさぬけみХのさそしへせそこХえあくかてふбХそてХうつかえそХつかちおぬあХ 

たそくおちあうしみかすХ╇あつХつХ╉せかすХとねけてかしみЦХ》ちそなかつつけみ 

とねけてかしみХ– ほてそХしまいそうへХさХおかてみすбХせかけつてそはけすあみХ 
ほせかちえけみбХそたてけすけくすбХてかちたけすそつてへбХきかしあせけかХ 

たそすそねへгХ¨すかせせそХほてけすけХさあねかつてうあすけХけХそいしあおあまてХ 
とねけてかしみХせあのかこХのさそしふгХ╋かしあかすХうあすХさちかたさそえそХ 
くおそちそうへみХけХつねあつてへみбХおとのかうせふにХつけしХけХにそちそのかえそХ 
せあつてちそかせけみбХてうそちねかつさけにХとおあねХけХいしあえそちそおせふにХ 

とねかせけさそうгХ』ХおせかすХとねけてかしみЦ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ЯХ》かちうふすХてちёすХそてえあおあうのけすбХねへけХほてそХなそてそбХたちけくХそてХちかおあさぬけけХえあくかてふ 

Эксклюзивное 
интервью 

учителей нашей 
школы! 

с. 2-4 

Школа – наше 
вдохновениег 

Поэзия 
 

с. 6 

Сочиняют 
пятиклассники. 

╅вторские 
сказкиг  

с. 5 



 

 

  

««╇╇  ддееттссттввее  яя  ииггррааллаа  ««вв  шшккооллуу»»……»»  
  

      》そねかすとХ うふХ たそのしけХ うХ とねけてかしみфХ 【あさそこХ うそたちそつХ せあさあせとせかХ たちあくおせけさあХ すふХ くあおあしけХ せあのけすХ
たかおあえそえあす… 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

╅лександр ╇ячеславович 
Шаронов 

-』さそしへさそХしかてХうふХちあいそてあかてかХうХのさそしかф 
-╇ のさそしか み ちあいそてあま з えそおあг 
-》そねかすとХうふХつてあしけХとねけてかしかすф 

-】ねけてへ ほてそ いしあえそちそおせそか おかしそг 
-》そすせけてかХしけХうふХつうそかえそХとねけてかしみХたそХХ
せかすかぬさそすとф  

-╉あб かえそ くそうとて ╇けさてそち ╊なけすそうけねг 
-っうしみかてつみХしけХそせХおしみХうあつХたちけすかちそすф 
-[そせかねせそ, おあг 
-[あさあみХそぬかせさあХうХあててかつてあてかХたそХХ
せかすかぬさそすとф 
-[そせかねせそб たみてへг 
 

 

╇алентина ╈еннадьевна 

 ╅рхипова 

— 』さそしへさそХしかてХ╇ふХちあいそてあかてかХうХのさそしかф 

— ╇ のさそしか み ちあいそてあま つ зеен えそおあг 
— 》そねかすとХ╇ふХちかのけしけХつてあてへХとねけてかしかすф 
— [てそ せあ さそえそ とねけしつみб てあす け 
たちけえそおけしつみг 《 つうそかす み せか きあしかまг 
— 》そすせけてかХしけХ╇ふХつうそかえそХとねけてかしみХたそХ
えかそえちあなけけфХっうしみかてつみХしけХそせХおしみХ╇あつХ
たちけすかちそすХけХあうてそちけてかてそすф 

— 《ねかせへ にそちそのそ たそすせま つうそま 
とねけてかしへせけぬと たそ えかそえちあなけけб かか くそうとて 
]まおすけしあ 〉けさそしあかうせあг [そせかねせそ きか そせあ 
みうしみかてつみ おしみ すかせみ たちけすかちそすг 
— [あさあみХそぬかせさあХとХ╇あつХうХあててかつてあてかф 
— ╇ あててかつてあてか кг 
 

 

╊лена ╅натольевна 

╈орюнова 

-』さそしへさそХしかてХうふХちあいそてあかてかХうХのさそしかф 
-ийえそおあ 

-》そねかすとХうふХちかのけしけХつてあてへ とねけてかしかすф 

-》ちそつてそ つ おかてつてうあ しまいけしあ けえちあてへ う のさそしとг 
-》そすせけてかХしけХうふХつうそかえそХとねけてかしみХたそХにけすけけф 

-[そせかねせそ おあб かえそ くそうとて  ]かう ╅しかさつあせおちそうけね 
【けにそすけちそうг 
-[あさあみХそぬかせさあХいふしあХとХうあつХХうХあててかつてあてかХたそХ
にけすけけф 

-4 

-╊つてへХしけХとХうあつХなそちすとしあХほしかさつけちあХくせあせけこф 

- (』すかかてつみ) Эてそ そねかせへ  くあいあうせふこ うそたちそつб せそ み 
さそせかねせそ せあ せかえそ そてうかねとп ие えちあすす とつかちおけみб ие 
えちあすす くせあせけこб ие えちあすす つてあちあせけこб け же えちあすす 
うつかえそ そつてあしへせそえそг 
 

 

Татьяна ]еонидовна 

Тимофеева 

-』さそしへさそХХしかてХうふХちあいそてあかてかХうХのさそしかф 

-っ ちあいそてあま う のさそしか и えそおあ け ж すかつみぬг 
-》そねかすとХうふХちかのけしけХつてあてへХとねけてかしかすф 

- 〈せか たちそつてそ  そねかせへ せちあうけてへつみ 
たちかたそおあうあてへг 
- 》そすせけてかХしけХうふХつうそかえそХとねけてかしみХたそХ
てかにせそしそえけけф 

-[ つそきあしかせけま, み せか たそすせま つうそかえそ 
とねけてかしみб せそ すせか うつかえおあ せちあうけしそつへ 
たちかたそおあうあてへг 
-》そすせけてかХしけХうふХつうそまХそぬかせさとХうХ
あててかつてあてかф 
- [そせかねせそ, ほてそ いふしあ кг 
- 》ちあうおあХしけбХねてそХてちとおХつおかしあしХけくХ
そいかくへみせふХねかしそうかさあф 
-[そせかねせそ おあ (としふいあかてつみ). 
 

¨рина Петровна 

╉удорова 

-』さそしへさそХしかてХうふХちあいそてあかてかХうХのさそしかф 
-27 

-》そねかすとХうふХちあいそてあかてかХとねけてかしかすф 

-】 すかせみ いふしあ てかてみ Иちけせあ ╅しかさつかかうせあ 
とねけてかしかす けつてそちけけг 
-》そすせけてかХしけХうふХつうそかえそХとねけてかしみХたそ 

けつてそちけけф 

-[そせかねせそ! ╅せせあ [とくへすけせけねせあ っちふえけせあ 

け 』あうけねかうあ  ╅ししあ  ╅しかさつあせおちそうせあ 

-╆ちあしけХしけХうふХつХせかёХたちけすかちф 
-[そせかねせそ! 
-[あさあみХそぬかせさあХいふしあХとХうあつХうХあててかつてあてかф 

-Иつてそちけみ кб しけてかちあてとちあ к б ちとつつさけこ йб 
すあてかすあてけさあ йб えかそえちあなけみ кб 
なけくけねかつさあみ さとしへてとちあг 
 

╋анна ╇ладимировна 

Стеклова 

-』さそしへさそХしかてХうふХちあいそてあかてかХХとねけてかしかすф 
-いとおかて зк しかてг 
-》そねかすとХうふХちかのけしけХつてあてへХとねけてかしかすф 

-]まいしま たちけちそおとг 
-》そすせけてかХしけХうふХつうそかえそХとねけてかしみХたそХ
たちけちそおそうかおかせへまф 

-╉あ, さ つそきあしかせけま, み たそすせま てそしへさそ 
なあすけしけまп ╅つてちあにあせつさあみг 
-っうしみかてつみХしけХそせあХおしみХうあつХたちけすかちそすф 

-[そせかねせそг 
-[あさあみХとХうあつХそぬかせさあХうХあててかつてあてかХたそХ
たちけちそおそうかおかせけまф 
-》ちけちそおそうかおかせけか к г 
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〈арина ╇ладимировна 

Терехина 

-』さそしへさそХしかてХうふХちあいそてあかてかХ
とねけてかしかすф 
-╇つかえそ зи えそおあг 
-》そねかすとХうふХちかのけしけХつてあてへХ
とねけてかしかすф 
-]まいしま とねけてへ さそえそ-てそг 
-》そすせけてかХしけХうふХつうそかえそХとねけてかしみХたそХ
ちとつつさそすとХみくふさとф 

-╉あб Иちあけおあ 〈けにあこしそうせあг 
-っうしみかてつみХしけХそせあХおしみХうあつХ
たちけすかちそすф 

-╉あг 
- [あさあみХそぬかせさあХとХうあつХうХあててかつてあてかХたそХ
ちとつつさそすとХみくふさとф 

-》そ ちとつつさそすと кг 

〉аталья ╇алерьевна  

╇оробьёва 

- 』さそしへさそХしかてХうふХちあいそてあかてかХうХのさそしかф 

- и えそおあг 
-》そねかすとХうふХちかのけしけХつてあてへХХとねけてかしかすф 
-]まいしま  おかてかこб せちあうけてつみ たちそなかつつけみг 
-》そすせけてかХしけХうふХつうそかえそХとねけてかしみХたそХ
すあてかすあてけさかф 

-╉あб ╅せせあ 〉けさそしあかうせあг 
-[あさあみХそぬかせさあХとХうあつХうХあててかつてあてかХたそХХ
すあてかすあてけさかф 

-》そ すあてかすあてけさか йг 
 ╊лена ╇ладимировна 

╊ремчева 

-』さそしへさそХしかてХうふХちあいそてあかてかХとねけてかしかす? 

-19. 

-》そねかすとХうふХちかのけしけХつてあてへХとねけてかしかす? 

-『あせへのか み にそてかしあ いふてへ おかてつさけす 
うちあねそすб せそ てあさ つしそきけしそつへб ねてそ み 
つてあしあ とねけてかしかすб たそてそすと ねてそ み しまいしま 
おかてかこг 
-[あさХくうあしけХ╇あのとХたかちうとまХとねけてかしへせけぬと? 

-╅えあかうあ ]けおけみ ╅しかさつあせおちそうせあг 
-[あさあみХそぬかせさあХいふしあХとХうあつХうХあててかつてあてかфХ
〉あたちけすかちХたそХちとつつさそすと? 

-4. 

 

Яна 〉иколаевна 

[уфтырева 

-』さそしへさそХしかてХうふХちあいそてあかてかХとねけてかしかす? 

-2 えそおあг 
-》そねかすとХうふХちかのけしけХつてあてへХとねけてかしかす? 

-っ てあさ ちかのけしあ かはか う たみてそす さしあつつか. ╆かくとすせそ 
せちあうけしそつへ たちそうかちみてへ てかてちあおけг ╅ かはか いふしあ 
うしまいしかせあ う せあのと さしあつつせとま ちとさそうそおけてかしへせけぬとб 
うつかえおあ かこ たそおちあきあしあг 〉と さそせかねせそ うつかえおあ けえちあしあ 
う のさそしと 

-[あさХくうあしけХХうあのとХとねけてかしへせけぬとХたそХせかすかぬさそすと? 

-╊しかせあ ╇あつけしへかうせあг 
-[あさあみХそぬかせさあХいふしあХとХうあつ たそХせかすかぬさそすと? 

-5. 

 

Татьяна Станиславовна 

Семенова 

-』さそしへさそХしかてХうふХちあいそてあかてかХ
とねけてかしかすф 
-『そうせそ зи えそおあг 
-》そねかすとХうふХちかのけしけХつてあてへХ
とねけてかしかすф 
-っ つそいけちあしあつへ とねけてへつみ せあ 
たかちかうそおねけさあб せそ ほてけに 
なあさとしへてかてそう ときか せか いふしそб け み 
たそつてとたけしあ せあ たかおあえそえけねかつさけこг 
-[あさХくうあしけХうあのかえそХたかちうそえそХとねけてかしみХ
たそХХあせえしけこつさそすとф 

-╅しへいけせあ ╅しかさつかかうせあ. 

-[あさあみХとХうあつХいふしあХそぬかせさあХうХ
あててかつてあてかХたそХあせえしけこつさそすとф 

-5. 
 

〉аталья Станиславовна  

[омякова 

-』さそしへさそХしかてХうふХちあいそてあかてかХとねけてかしかすф 
-зл しかてг 
-》そねかすとХうふХちかのけしけХつてあてへХとねけてかしかすф 

-っ せけ さそえおあб せか つそいけちあしあつへ いふてへ 
とねけてかしかす たそ ちとつつさそすとг 
╉しみ すかせみ いふしあ ほてそ つとおへいあг 
-》そすせけてかХしけХうふХつうそかえそХとねけてかしみХたそХ
ちとつつさそすとХみくふさとфХ[あさХかえそХくそうとてфХ
っうしみかてつみХしけХそせХおしみХうあつХたちけすかちそす? 

-╉あ たそすせまг Эてそて とねけてかしへ そさあくあし すせか 
そつそいそか うせけすあせけかг 』とちあかうあ ]まおすけしあ 
‒ёおそちそうせあг 
 

 

〈ихаил ╇ладимирович 

Тюрин 

— 』さそしへさそХしかてХ╇ふХちあいそてあかてかХうХのさそしかф 

— 《さそしそ ие しかてб あ う せあのかこ のさそしか жк しかてг 
— 》そねかすとХ╇ふХちかのけしけХつてあてへХとねけてかしかすф 
— 》そてそすと ねてそ にそてかし いふてへ てちかせかちそすг 
—》そすせけてかХしけХ╇ふХつうそかえそХとねけてかしみХたそХ
なけくさとしへてとちかф 

— ╉あб たそすせまг ╊えそ くそうとて ╊うえかせけこ 
〉けさそしあかうけねг 
— [あさあみХそぬかせさあХとХ╇あつХうХあててかつてあてかф 
— Чかてうかちさあ と すかせみ う あててかつてあてかг 
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╅настасия ╊вгеньевна 

Шабанова 

-』さそしへさそХしかてХうふХちあいそてあかてかХとねけてかしかす? 

-й えそおあг 
-》そねかすとХうふХちかのけしけХつてあてへХとねけてかしかす? 

-っ うつかえおあ にそてかしあ けす いふてへг 
-[あさХくうあしけХうあのとХたかちうとまХとねけてかしへせけぬと? 

-【あてへみせあ  ╇あつけしへかうせあг 
-[あさあみХそぬかせさあХとХうあつХいふしあХうХあててかつてあてかХХたそХ
ちとつつさそすと? 

-4. 

¨рина ¨вановна 

〈ажуга 

-』さそしへさそХしかてХうふХちあいそてあかてかХうХのさそしかф 
-っ ちあいそてあま う のさそしか йе しかてг 
-》そねかすとХ╇ふХちかのけしけХつてあてへХとねけてかしかすф 

-っ そねかせへ しまいしま ちあいそてあてへ つ おかてへすけг 
-》そすせけてかХしけХ╇ふХつうそかえそХとねけてかしみХたそХけつてそちけけф 
-╉あб かえそ けすみ 『あなあけし  ‒あうけおそうけねг 
-っうしみかてつみХしけХそせХおしみХうあつХたちけすかちそすф 
-[そせかねせそ おあ! 
-[あさあみХそぬかせさあХうХあててかつてあてかХたそХけつてそちけけф 

-[ つそきあしかせけま ねかてふちかг 
 

〈арина Юрьевна 

′имина 

-〈あちけせあХХょちへかうせあбХつさそしへさそХしかてХうふХ
ちあいそてあかてかХうХのさそしかф 

-っ ちあいそてあま う のさそしか ие しかてг 
-》そねかすとХ╇ふХちかのけしけХつてあてへХ
とねけてかしかすф 
-〈せか てあさ たそつそうかてそうあし すそこ たかちうふこ 
とねけてかしへг 
-》そすせけてかХしけХうふХつうそかえそХとねけてかしみХたそХ
すあてかすあてけさかф 

-╉あб たそすせまг 〈そま たかちうとま 
とねけてかしへせけぬと くそうとて ╋けしみかうあ  
╅せてそせけせあ  ╅しかさつあせおちそうせあг 
-っうしみかてつみХしけХそせあХおしみХうあつХ
たちけすかちそすф 

-╉あ, みうしみかてつみг 
-[あさあみХそぬかせさあХうХあててかつてあてかХたそХ
すあてかすあてけさかф 

-Чかてうёちさあг 
 

〉ина ╈еоргиевна 

]ашкова 

  -』さそしへさそХしかてХちあいそてあかてかХうХのさそしかф 》そねかすとХ
けすかせせそХたちそなかつつけみХとねけてかしみф 
  - ╇ のさそしか とねけてかしかす み ちあいそてあま ие しかて 

』 おかてつてうあ うつかえおあ にそてかしあ  
いふてへ とねけてかしかすб ねあつてそ けえちあしあ う のさそしとг 
-》そすせけてかХしけХ╇ふХつうそかえそХとねけてかしみХたそХなけくけさかф 

っうしみかてつみХしけХそせХおしみХ╇あつХたちけすかちそすф 
-】 すかせみ いふし せか そおけせ とねけてかしへ たそ なけくけさかг っ 
にそちそのそ たそすせま そおせそえそ けく せけにг ╇г〈けえあかうг 
《ねかせへ くあたそすせけしあつへ すせか とねけてかしへせけぬあ 
せあねあしへせふに さしあつつそうб 』てあちねかせさそうあ 『となけせあ 
〉けさそしあかうせあг 《いあ ほてけに とねけてかしみ みうしみまてつみ おしみ 
すかせみ たちけすかちそす け つかこねあつг  
-ぁてそХとХ╇あつХあててかつてあてかХたそХなけくけさかф 

-4. っ つねけてあまб ねてそ ほてそ にそちそのあみ そぬかせさあг  
-』さそしへさけХちあうかせХsinзaаcosзaф 

-1. 

 

 

¨рина 〈ихайловна 

Стрельникова 

-』さそしへさそХしかてХ╇ふХちあいそてあかてかХうХのさそしかф 
-《いはけこ つてあき ちあいそてふ と すかせみ ке しかてб う 
のさそしか йк しかてб う ほてそこ йиг 
-》そねかすとХ╇ふХちかのけしけХつてあてへХとねけてかしかすф ¨Х
たそねかすとХけすかせせそХすあてかすあてけさけф 

-っ しまいしま つうそま たちそなかつつけまг ╅ つてあてへ 
とねけてかしかす み ちかのけしあб ねてそいふ せか いふてへ 

てあさそこб さあさ すそみ とねけてかしへせけぬふ 
せかすかぬさそえそб と すかせみ つ せかこ いふしけ 
ちあくせそえしあつけみб せそ つかこねあつ すふ う にそちそのけに 
そてせそのかせけみにг っ そねかせへ しまいけしあ 
すあてかすあてけさとб すそえしあ たそ л-м ねあつそう 
くあせけすあてへつみг  
-》そすせけてかХしけХ╇ふХつうそかえそХとねけてかしみХたそХ
すあてかすあてけさかфっうしみかてつみХしけХそせХおしみХ╇あつХ
たちけすかちそすф 

-[そせかねせそ たそすせまб かか くそうとて 【けすそなかかうあ 
╊さあてかちけせあ [そせつてあせてけせそうせあг 』そうつかす 
とねけてかしみすけ すふ おそ つけに たそち とつてちあけうあかす 
うつてちかねけг   
-ぁてそХとХ╇あつХうХあててかつてあてかф 
-4 

な 

Сергей ╇адимович 

╆аканов. 

— 』さそしへさそ しかて ちあいそてあかてか う のさそしか? 

— 』 たかちうそえそ つかせてみいちみ 2008 えそおあ (7-そこ えそお) 

— 》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? 

— 》そ つそうかてと すあすふ み つてあし とねけてかしかす. 

— 》そすせけてか しけ ╇ふ つうそかえそ とねけてかしみ たそ 〉╇》? 

— 』うそかえそ とねけてかしみ たそ 〉あねあしへせそこ ╇そかせせそこ 

》そおえそてそうさけ み そねかせへ にそちそのそ たそすせま そねかせへ 

にそちそのそ たそすせま, くそうとて かえそ 〉けさそしあこ 

》あうしそうけね.  

— っうしみかてつみ しけ 〉けさそしあこ 》あうしそうけね おしみ ╇あつ 

あうてそちけてかてそす け たちけすかちそす?  

— 〉かて, せか みうしみかてつみ. 

— [あさあみ そぬかせさあ と ╇あつ う あててかつてあてか? 

— ╇ あててかつてあてか と すかせみ つてそけて そぬかせさあ 

"そてしけねせそ". 

 

〉аталья 〉иколаевна 

Пошуруева 

-』さそしへさそХしかてХうふХちあいそてあかてかХとねけてかしかす? -》そねかすとХ
うふХちかのけしけХつてあてへХとねけてかしかす? 

-ж えそおг》そてそすとб ねてそ み うつかえおあ にそてかしあ けす いふてへг 
-[あさХくうあしけХうあのとХとねけてかしへせけぬとХたそХあせえしけこつさそすと? 

-【あてへみせあ ╇けてあしへかうせあг 
-[あさあみХそぬかせさあХいふしあХとХうあつХうХあててかつてあてか? 

-5. 
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╇╇  ссттррааннее  ссккааззоокк....  

〈ышонок и клоун 
 

╇Х たそおうあしかХ そおせそえそХ つてあちそえそХ おそすあХ きけしあХ
いふしあХつかすへみХすふのかこпХすあすあбХたあたあХけХжеХおかてかこ. 

』あすふすХすしあおのけすХいふしХすふのそせそさХ》けさ. 

》けさХ いふしХ そねかせへХ しまいそくせあてかしへせふすХ
すふのそせさそすгХ ¨く-くあХ ほてそえそХ つХ せけすХ つしとねあしけつへХ
ちあくせふかХせかたちけみてせそつてけгХ《おせあきおふХそせХくあしかくХうХ
いあせさとХつХ さちあつさそこХ けХねとてへ-ねとてへХせかХせかХとてそせとしгХ
╅Х さそえおあХ 》けさХ うふいちあしつみХ けくХ いあせさけХ てそХ
そさあくあしそつへХねてそХ けくХつかちそえそХそせХたちかうちあてけしつみХ ХうХ
きёしてそえそХ すふのそせさあгХ Х [そえおあХ 》けさХ たちけのёしХ
おそすそこбХ かえそХ せけさてそХ せかХ とくせあしгХ 〈ふのけХ
たちそえせあしけХ かえそХ たちそねへгХ ¨Х 》けさとХ たちけのしそつへХ
けおてけХさとおあХえしあくあХえしみおみてг 
╉そしえそ-しけХ さそちそてさそ-しけХ のёしХ すふのそせそさбХ うおちとえХ
せあХ うつてちかねとХ うふつさそねけしあХ さそのさあгХ 》けさХ ときかХ
つそいちあしつみХ とすかちかてへгХ 〉そХ さそのさあХ おけさそХ
うくうけくえせとしあХ けХ つさちふしあつへХ うХ くあちそつしみにХ てちあうふгХ
《せあХ けつたとえあしあつへХ みちさそこХ そさちあつさけХ すふのそせさあгХ
〉とХ うそてбХ たそおとすあしХ そせбХ おあきかХ さそのさあХ すかせみХ せかХ
つひかしあХг 
》そてそすХ そせХ うつてちかてけしХ くすかまбХ けХ そせあХ てあさきかХ
つてちかすけてかしへせそХ Х とたそしくしあбХ とうけおかうХ かえそХ
せかそいふねせとまХきёしてとまХのといさとг 
》けさХ せかすせそえそХ たちけそいそおちけしつみгХ 〉かХ てあさХ ときХ けХ
たしそにそХ いふてへХ せかХ てあさけすХ さあさХ うつёгХ 〉あХ おちとえそこХ
おかせへХ 》けさХ うつてちかてけしつみХ つХ うそちそせそこХ гせあХ そてХ
せかそきけおあせせそつてけХ うふちそせけしあХ さとつそねかさХ つふちあХ けХ
としかてかしあгХ 〉とХ うそてХ けХ そいかお 

бたそおとすあしХ》けさгХ¨ХつХとおそうそしへつてうけかすХつひかしХつふちгХ
¨Х うつёХ いふХ せけねかえそбХ せそХ そおせそすとХ かすとХ いふしそХ
つさとねせそХ けХ えちとつてせそХ г¨Х うおちとえХ そせХ とつしふのあしХ
«さあさそこХせかそいふねせふこХすふのそせそさЦХ¨おけХさあХつまおあХ
おちときそさЦ»Х ゅてそХ いふしХ つてあちふこХ さしそとせгХ ╊えそХ
うふえせあしけХけくХぬけちさあгХ╉けちかさてそちХつさあくあしХねてそХそせХ
たしそにそХ つすかのけてХ しまおかこгХ [しそとせХ てそきかХ いふしХ
そねかせへХ そおけせそさгХ 《せХ うくみしХ すふのそせさあХ さХ つかいかгХ
〉あとねけしХ かえそХ ちあくせふすけХ てちまさあすけгХ ¨Х そせけХ
つてあしけХ うすかつてかХ うふつてとたあてへХ たかちかおХ くちけてかしみすけХ
せあХ としけぬあにХ けХ おかてつさけにХ たしそはあおさあにгХ ゅてけすХ
くあちあいあてふうあしけХつかいかХせあХにしかいгХ¨ХきけしけХおそしえそХ
けХつねあつてしけうそг 
』さあくさあХ たちそХ たそおとのさとХ бХ そおかみしそХ бХ すあてちあつХ けХ
すとおちふこХさそうёちг 

╋けしけ-いふしけХ うХ さそすせあてかХ とХ ╇そうふХ たそおとのさあХ бХ
そおかみしそХけХすあてちあつгХ《おせあきおふХそせけХたそつたそちけしけХбХ
さてそХ けくХ せけにХ つあすふこХ とおそいせふこХ けХ せときせふこгХ
』たそちけしけХ そせけХ бХ つたそちけしけХ けХ せあねあしあつへХ おちあさあгХ
》そしかてかしけХ たかちへみХ けХ さしそねへみгХ ¨Х うХ さそすせあてかХ
╇そうふХ いふし すとおちふこХ さそうかちбХ さそてそちふこХ つさあくあしпХ
»〉あХ たそおとのさけХ けХ せあХ すあてちあつかХ ╇そうふХ とおそいせそХ
いとおかてХ しかきあてへбХ あХ たそおХ そおかみしそすХ かすとХ いとおかてХХ
とまてせそХけХХてかたしそгХ¨ХてそえおあХそせけХたそすけちけしけつへХけХ
おちときけてへг 

Чうあせさけせ ╅せあてそしけこб к «╆» 

〉〉аассттееннььккаа  ии  [[ииккииммоорраа  ббооллооттннааяя  

╋けしけ-いふしけХ うХ おかちかうせかХ いあいとのさあХ けХ
おかおとのさあгХ 》ちけかにあしあХ さХ せけすХ せあХ しかてせけか 

さあせけさとしふХうせとねさあпХ〉あつてかせへさあгХ『かのけしあХХそせあХ
うХ しかつХ つにそおけてへХ たそХ えちけいふХ おあХ たそХ みえそおふгХ
╆あいとのさあХ Х つてちそえそ-せあつてちそえそХ つさあくあしあХ
〉あつてかせへさかп 
- ╉あしかさそХ うХ ねあはと しかつあХ せかХ にそおけХ てあすХ
[けさけすそちあХ いそしそてせあみХ きけうёてбХ とてあはけてХ せかХ
せあこおёす-[けうせとしあХ 〉あつてかせへさあХ えそしそうそこХ けХ
たそのしあг 
《つしとのあしあつへХ〉あつてみХいあいとのさとХけХとのしあХおあしかさそХ
– おあしかさそХ うХ えしといへХ しかつあ .¨Х うおちとえХ
とうけおけしあさけさけすそちとгХ [けさけすそちあХ
そいちあおそうあしあつへХてあさそこХおあいふねかгХ¨ХとてあはけしあХかかХ
せあХ いそしそてそХ гХ つけおけてХ 〉あつてかせへさあХ けХ えそちまねけすけХ
つしかくあすけХたしあねかてХгХ╅ХすけすそХつさあさあしあХしみえとのさあбХ
きあしさそХ かこХ つてあしそХ 〉あつてかせへさとХ бХ けХ つたちあのけうあかてХ
そせあХかかп 
-ぁてそХてふХたしあねかのへф 

- [けさけすそちあХ ╆そしそてせあみХ すかせみХ とてそはけしあб あХ みХ
そいちあてせそХさХいあいとのさかХつХおかおとのさそこХにそねとг 
-〉かХたしあねへбХみХたそさあきとХてかいかХおそちそえとХせあくあおг 
¨Х たそのしけХ そせけХ うХ たとてへгХ 》ちけのしあХ 〉あつてみХ さХ
いあいとのさかХХつХおかおとのさそこХけХえそうそちけてп 
- 》ちそつてけХすかせみбХいあいとのさあбХうХつしかおとまはけこХХちあくХ
みХてかいみХいとおとХつしとのあてへХけХせかХそつしとのあまつへг 
╆あいとのさあХとしふいせとしあつへг 
¨Х つてあしけХ そせけХ きけてへ-たそきけうあてへбХ おあХ おそいちあХ
せあきけうあてへг 
                                             [《〉╊をг 
 

[としへさそうあ ╊さあてかちけせあб к さし 
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ССттррааннииччккаа  ппооээззииии  
 

СС  ╉╉ннёёмм  УУччииттеелляя!!  

 

〉ふせねかХたちあくおせけさそうХせかХすあしそ 

╇ХねかちかおかХいかえとはけにХおせかこ 

』あすふこХしとねのけこбХつあすふこХつしあうせふこ- 

》ちあくおせけさХうつかにХとねけてかしかこЦ 
*** 

¨ХさあさそかХきかХてかちたかせへか 

╉しみХとねかせへみХせあおそХうあすб 
ぁてそいХくあいふうХたちそХせあつてちそかせへかб 

〉あХとちそさХみうしみてへつみХさХせあすЦ 
*** 

》とつてへХさそすたへまてかちХせあすХたそすそきかて 

』そくおあうあてへХたかねあてせふこХてかさつてб 
〉そХとねけてかしへХてそしへさそХつすそきかて 

〉あつХせあたちあうけてへХせあХとつたかにг 
*** 

〉かХつしとねあこせそХほてそてХたちあくおせけさ 

』ちかおけХすせそきかつてうあХしまおかこ 

╇ふいけちあかてХつあすふにХえしあうせふにб 
〉ときせふにХうつかす - 】ぁ¨【╊]╊‶Ц 

*** 

』ХいしあえそおあちせそつてへまХつかえそおせみ 

》そくおちあうしみかすХつちあくとХうつかにЦ 
』ねあつてへみбХちあおそつてけбХくおそちそうへみ 

》とつてへХうつかえおあХうあつХきおёてХとつたかにЦ 
 

 〉あとすそうあ [あちけせあб м «╆» 

 

 

 

 

╉╉еенньь  ззннаанниийй  

〈ふХたかちかのしけХときХうХたみてふこХさしあつつб 
】ねけてかしかこХくおかつへХそねかせへХすせそえそг 
》ちかたそおあうあてへХそせけХおそしきせふ 

〉かХつしけのさそすХすみえさそбХけХせかХつしけのさそすХつてちそえそг 
╇つかХくせあせけみХたそ-つうそかすとХうあきせふг 
[てそХくせあかてбХねてそХせあすХうХきけくせけХたちけえそおけてへつみф 

¨ХたそてそすとХおそしきせふХすふХうХつかせてみいちか 

′あХたあちてふХたそつさそちかこХつあおけてへつみг 
》ちけみてせそХうつてちかてけてへつみХつそХのさそしへせふすけХ
おちとくへみすけб 
』 しまいけすふすХさしあつつそすбХおちときせふすХけХ
つすかのせふすг 
』ХとしふいさあすけХおかうねそせそさбХたあぬあせあすけб 
╅ さてそ-てそХつてあしХてあさけすХいそしへのけすЦ 
『そおせあみХのさそしあХせあつХくうそせさそすХうつてちかねあかてб 
』 いとさかてあすけХぬうかてそうХすふХうХさしあつつХいかきけすг 
〉あちそおとХつてそしへさそбХねてそХせかХつそつねけてあかのへбХ
つかえそおせみХ′せあせけこХおかせへбХあХそせХうХえそおとХそおけせЦ 
 

〈けくけせ Иえそちへб к «╆» 
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╅╅ннооннсс  ссллееддууюющщееггоо  ввыыппууссккаа  
  

 [そせさとちつХちけつとせさあХ«〈そみХたかちうあみХとねけてかしへせけぬあ» 

 ′せあさそすけすつみХつХすそしそおふすけХとねけてかしみすけ 

 』さそちそХいそしへのあみХたかちかすかせさあ 

 

 

〉〉аадд  ввыыппууссккоомм  ррааббооттааллии::  
  

╈лавный редакторп [となてふちかうあХっせあ 

Фотокорреспондентп 〈かくかしかうあХ╊さあてかちけせあ 

[орреспондентып 〉あとすそうあХ[あちけせあбХ》あうしかせさそうあХ》そしけせあбХ[そちそしかうあХ》そしけせあбХ
〈けにあこしそうあХ[つかせけみбХ〈あしへさそうあХ╅ちけせあбХ[とさとのさけせあХ╊さあてかちけせあбХ｠あいけいとししけせあХ╊しけくあうかてあбХ
〈かくかしかうあХ╊さあてかちけせあбХ《つけせあХ〈あちけみбХ[としへさそうあХ╊さあてかちけせあбХ╈とつかうあХ]まいそうへг 


