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蓋　しの 二項の 偃X��6��ｿ8*ﾘ����茎　CO 空く∴a ��i_8�������ｨ爾�ｿ8*ﾘ��<｢�重　く＝） 空く∴凸 ��X*ﾘ�����ｹ�ﾂ�ｿ8*ﾘ��<｢�三；⊂＞ De ����t6��FR�茎∴i∞ Dl �*ﾒ�.�*ﾒ�：重 さ）く 兩2�FR�一一） ：宝 丼r���H*ﾒ�⊂ ＿－〕 く ����r�GB�

…＿…○ ��8�ﾈ�6��…一言 冕����8�ｲ�∴∴ �?������…一書o ��8耳���ｲ�萎＿葦○ �闔ｨ����…＿書o �闔ｨ���ｲ�　と）○ 掌三 年＝∴∴oj ��y?����堅くぎ さ＝J ��8������
釜∴亡 ＿〕 至り �6����影2����ﾈ�｢��d'��登∴∴亡 ＿－） 至D �9���7�����ﾂ��.��登∴雪 空D �9����駅R������｢�_8�B�宣∴亡 ＿－） 宝。 �;X�駅R���"�釜∴王 室。 �*ｸ��B��8耳,"�險�"�名∴亡 ＿〕 重り〇一 冖ﾈ��72�蓼�｢�宝＿きご く豊 一一） ����影2����ﾂ��c8�2�：ま＿！ご く2 ＿jL▲ �9��影2����ﾂ��.��

ー［ゝ さの 一一） ��ﾈ自J｢����ﾈ�｢�N eの 一一） �+X�8�｢��ｸﾍﾒ����ﾂ�Lo o．∧ ��ｵ��｢����ﾂ�一口 ●の 箸�ー∧ 鑓,ﾂ�e＿∩ 披�｢�宝ie J 箸�至）e 　eの �ｩ_ｲ�

〔：三 二〇 ��｢�?��｢�〔三 二l ��ﾂ�?��｢�C聖 二〉 乏����ﾂ�e ＝l ��ﾈ���?�,"�＿－） ∝ 二つ �ｨ耳�｢��ｹ?��?�*B�e 二） �8���?�,"�一一） ヽ二 二） ����i���?��ﾂ�＿－） （二 二〉 ��ﾈ�b��h�ﾒ�

＿j J ���｢��,ﾂ�一一） 〇一n ����ﾈ�｢��ﾈ,ﾂ�〇一の ����｢�｢�一一） en ����｢�,ﾂ�〇一0 �ｨ耳�｢�+8,ﾂ�＿－） en 箸�一一） か ��ﾈ,ﾂ�一一） en ����｢�,ﾂ�

…蓋 ��8����⊂二 …∴コ ���?���8���r�　くつヽ （二N ＿⊃＼〇 三Ln �7(���r����ﾘ���映ﾔ｢��hﾅﾈ������…　お ��ﾂ��8�曳��…　ピ ���?���8�悪2�⊂ 　軍ゝ ����ﾂ��ﾉ?��ｨ�｢�耳�ﾘ����6t｢�������（二 ＿〕 ��ﾈ�b����ﾈ�"�ピ ー）l一 �,h�b��ｶｦﾈ耳爾�一・J Lo Ul 佛(�B�ﾆ��8�｢�一一1 －J トJ �ｩ������ﾘ����r�CP （コ⊃ ���-8�｢�ﾆ��・J o （：】〕 汎B�ﾆ��8�ﾂ�CO ⊂） ⊂） ��&��Vﾂ�8�｢�くつ ⊂） （＝） 犯��宝、O 　Ln 　C＞ 兩8������ﾄB���8�｢�宝　〇一 　Ch 　○ ��X���｢���耳8ﾒ����ｸ�ﾘ�B�

ヒi∴し） ー⊃　⊂）ヽ ���?�������示ｨ����"�…　斗 ��ﾈ�x耳爾�耳,(��｢�ピ∴真 一j　C） 册8�モ���ｨ��8�ﾒ�ど∴ip ＿〕 �7"����ﾈ�｢�（二　∪） ＿〕 �9?�����｢�ビ ���ﾄB������ﾒ�（二 ���?��〔二 �����2�

：S　－寸 　書ゝ 幽�������h�ﾒ���ﾆ��享∴ま �58����6��茎　　CO 兩8��問�…∴掌 倅������宝　　CD 倅���2�…∴8 ��8�駅"�＿〕 三宝＼○ ����｢�_8����＿⊃∴∴∴トー ゴI一 ��8��-ﾂ�

⊂〕 薬�一〇 一日 ��ｸ�"�ﾆ��⊂） しい ��ｴ｢�8�ﾂ�しい ○ �8�｢�8�｢�Ul C⊃ �*ﾘ�B��ﾈ�B�Ln 彪ﾂ�8�｢�1。D く⊃ �8�ｨ�"�*ﾘ,"�トJ 

重　要 ��8�����重　要 偬H��wb�重　要 ��8��wb�雪　雲 偬H��wb�…　雪 偬H��wb�重　要 侭���重　要 偬H��wb�至∴重 ��8�郁｢�

宣　言 �����ﾋ��董　喜 �6���d"�登　秦 �6������宣　言 佗ﾈ��ﾄ��登　→ �6����b�登∴三 俯������登　烹 俘h��將�登　… 亂ｨ�����
∠．　！ 凵ﾚ。　e〔 ��ｨ�(��*ﾘ*ﾒ�∠；∴∴僕 劔∠＿　　くく ��ｨ�ｨ����62�

⊂二 面時 空 まA Q） さ三 宝）へ ＿Jl ��ｹ?��耳,ﾆﾂ����ｲ�+"��ｸ+"�+9?��x�｢�vfR���8�｢�ヒ ●＿個 室く ㌢ ∋ Q） �,r�.x,ﾆ��j���ﾈ�｢��"��h環�8�｢�,�+R�（二 ］画 室く 三組 ：宝 … ��ﾈ�b��ｩ{ﾂ�X�*ﾒ��B�+"�耳耳�｢�,b��hﾖ8������ﾂ��ﾃ��"�ピ ●の♪ 単 票 ⊂） ：璽〉 とき ：重〉 ��ﾈ6｢��ｸ,ﾈ�B�珖�x�｢�-ﾆﾂ�8�｢���ピ ●，●l 隻e E ：9 ���?��璽C��ﾌ��R��h*B�,(�｢���+"�(,R�⊂二 ＿のか 単 三血 ゴー ：9 当く り （二 l二 �7��ｦ��珖�､���ｸ*ﾒ��ﾂ����ﾂ��i(��,ﾂ�（二 ●画 室く 碧 ⊂〕 コ） 2二〃 ：璽） 侘x�"�耳��ﾈ�8*ﾒ�ｦ'H+"��ﾈ���└���H58����"���+(*ﾘ*ﾒ��H*ｸ�2�（二 〇のl 掌 ⊂） 毒し ⊂ ！二 重－ ＿＿〉 ���?���ﾈ,ﾈ*ｲ�*ｲ�+B�險�｢��ﾈ�｢�

ニヽ ＿〟の 三 宝 号。 書く �>B�ﾇ"��ｨ耳示ﾂ��ﾈ����"�ﾘh*ﾒ�蓼ｺﾘ�"�,h�ｨ�"�ﾈ"�ー〔ヽ 亡 重 et二 〇。 書く 偬B�_8*��+8�｢�X�｢�,(�｢�,h�ｦ�����ﾂ��6R�宝 （二、 5 蛍 と）。 弐 �������｢�+(*ﾘ��械�蔬B���B���｢�jﾒ�,h�ｨ�"���*ﾒ�⊂） D 聾へ ＼く〕 ーJ ヽ、○ ao ＿） 書く �72��ｸ�｢�¥�������ｦ��險�｢�抱�H*��,h�ｨ�ｲ����｢���*ﾒ�〇一一番 D i二、 台。 書く 倩｢�_8�"��X�(�｢�蓼�｢��c���ﾃ��"�,h�ｨ�ｲ����ﾂ���*ﾒ�c） J ＿〕 S c） JA＿ ：譲、 ＼○ ○ヽ ＼C と）。 ＿） …く ���?��唏轤�V覲�R����ﾈ�｢�*ﾘ�h�2�,h�ｨ�"����ﾈ�｢���*ﾒ�⊂） さ〉 つlヽ ＼0 －1 、〇 号。 書く ������維r��H�h�ｸ���"����i���ﾈ�｢��8����i((��ﾘ"����i�ｲ�8���一書ヽ ！二 ＿〕 とく婁 雲母 ：D C） 知 と）○ 書〔 畑�"�7�+"��2�V�+"�,h�(�ｲ�?2�
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ーJ LD Ln ��ｵ��ﾆ��8�｢�一〇 一」 トJ �ｨ痔｢�6�����h�ｨ�ﾒ�Co Oo �+X,ﾂ�ﾆ��一〇 〇 〇⊃ �+X�ﾈ�ﾂ�ﾆ���ｲ�∞ くつ ⊂） ��&��Vﾂ�8�ﾒ�くつ くつ C） ���ﾆ��＼o Ln C〕 披�ﾆ��8�ﾒ�○ヽ ⊂） ����H�B�H�B�
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事 �)r�亭 �.��手 偃��手 冰tﾂ�ﾈ+"�⊂’み 偃��手 偃��手 偃��幸 偃��
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聖　ざ �����+B�2　番 �����+B�空　手 佗���薰�2∴ざ �����+B�聖∴ざ �����+B�2∴　e �(��ﾜｲ�号∴三° �(��ﾜｲ�2　番 �(��*ｳ��

韓 LPlJ） ��8�n,��霊叢 丼xｶ��ぎ薯 ○ヽLD �*ﾈﾇ���ｸ�(+X,ﾂ�蓋簑 仄��+Y'V�����B�…霊‡ 丼xｶ��蓋課 丼x･r�蓋蓋 仄��4Dﾈ,ﾂ�縛 のしの 亢R�99��

－＿‾くつ ミ萱。 ○ヽ（＿賀 ������ﾄH�筈��「∴ ○ヽ∴∴しの 劍������ｸ�(+X,ﾂ�������TﾄB�∴∴ ○ヽLD ��X����B�：∴ °ヽ∴（♪ ��hﾋ����8-dﾄB�

Ln tゝ �+X棣�����6����ﾈ���ｲ�Ln LIe �+X�ﾈ�ｨ�ﾄ｢�����ﾆ��しの　－J 　　Ln �+X�ｨ��痔｢���6��しめ　一一J 　Ln �6��6t｢�Ul N 郵��自������ｵ��しのi∴∴LD 版���ﾄB�����8�ﾒ�し））・J 　　Ln 犯��6t｢�し′）－J 　　Ln 

C） 、、、 ����｢������CP 、－ヽ 百�����ﾈ���LD 、、、 ��｢��������ミ �ｨ耳�｢����"�0 、－ヽ ����iWr��������、、、 ��ｸ�b����ﾈ���くつ 、、 ��ｴ｢��������、、、 �･��������ｲ�

N Ln 披�ﾆ��N Ul 披�ﾆ��卜J Ln 冉ﾔ｢�ﾆ��N Ul �6t｢�6��トJ LIl 披�ﾇ&ﾂ�卜J Lrl �6t｢�ﾆ��トJ i、Jl �6t｢�ﾆ��トJ Ln ��(�����fﾔ｢�

Ch L▲） �-��*ﾘ�H�ｨ�ｲ�○ヽ （、．♪ �-��*ﾘ,ﾂ�Cへ （－ 薬�R�くつヽ u �,ﾂ�+X,ﾂ�○ヽ u ��ｸ�"�ﾆﾆﾂ�○ヽ 1人） �-��*ﾘ6ﾘ�｢�Ch C▲） ��ｸ�"�4B�○ヽ （＿D 犯��86r�R�



一口 幽�B�．［ゝ ��ｶ"�6t｢�一口 ��ｵ��8�ﾒ�LD 由�5��u 一〇 由�Ll Ln 汎B�H�B�し）〕 又｢�しの 

（Jl 佛(�B�1．）↓ � �1、〇 劍�ｸ�"��1．の 冉ﾔ｢� 

のく 縫FR�と）く �,h*��de �,h�ｨ*ﾒ�と）〔 �,h�ｨ*ﾒ�とり〔 �,h�ｨ,R�と）で ��ｨ�ｨ*ﾒ�とりく 册8�ｨ*ﾒ�と）く 

：9 ⊂史きて 〇°ヽ ��X�｢�eﾘ,ﾂ�：9 まトへ 兩8�"�W�*ｸ*ﾘ,ﾂ�蓑） 訃の 兩8�ｦ��W泳��支） 訃の ��c��m(,ﾂ�∋ 畠長の �H�"�f�,ﾂ�宝） ：華の ��X�｢��h�b�：9 ⊂重心e …g ��X�｢�*ﾘ-ﾄ�B��X�R�：∋ ：「 

蓋　し） き　く：⊃ 店��fﾔ｢��ﾉ┯ﾈ耳爾�5トJ ⊂ま∴∴トふ �<X��+Vﾂ�8-ﾈ��*ﾘ�B�葺　く♪ ⊂2　⊂＞ ��ﾂ��ﾃ"�5　Ul C重　く＝） 店��VR�8堀���ﾈ�｢�こ∴∴し、 ⊂全∴∴∴く⊃ 丼x��+TB�8-ﾈ��*ﾘ�h�ﾒ�5∴∴こ） ⊂隻　○ 

…く嵩 �*ﾉ�2�ぎ嵩 ������芋茎 �(X*ﾒ�着く嵩 兀�*ﾘ･��書：茎 傚�~ﾂ�ぎ害 �<X･��…。害 ��8ﾗ��…。嵩 
豊、1、♪ 册ﾘ���映ﾘ�2�雲、＼○ �������耳�｢�雲、　Ch ��i�����空、　くつ �������6��凾ｳ、∴〇一 �*ﾘ*ｸ��*ﾘ-b�くき　し∩ 亡(��8�｢�著　し〔 

強も ちと＿N 俤Hｩb�聾等 兔���豊… �6���ﾉdﾈ���碧雲 俤H���豊富 �,h*��ｨ爾��ｨ耳�h�ｹfﾘ爾��ﾃ(�ﾇR�豊富 ��ﾈ堀*ｴ6���������ｸ�ﾒ���ｨ��86r�くま9、〇 ⊂！∴∴1ゝ ＿⊃∴∴∴しめ ��ﾉD�+X,ﾂ��ｸｿ8��*ﾘ�ﾒ����ﾈ自���くま1－日 〔竺　⊂〕 ＿）∞ 

e　〇一 と） ����h+(��ﾆ�����ﾂ���〔竺＼C と） ��ｸｿ8��+V��B�C二∴∴∴－J a ��ｨ蔗�,h�｢�（＝iC） ＿） と） ����i���(�｢�耳�｢�,h�｢�Cゴ　ー［ゝ 一一） と〉 偖���耳�｢�耳�｢�,h�｢�ごく⊃ ＿） と〕 竸h�����琩���"�±；∴il 学凸。 ��h･x����｢�ｹ8ｾX�"�ゴーJ 琴凸。 

＿⊃ ！ご ����ﾒ�e2��ﾂ�＿j ！ご ����ﾂ�甁�＿〕 ⊂： �ｨ耳�｢��ﾈ�b�lご �,��b�iご ����｢���+"�＿j 蓉 �-ﾈ�2�曇＿… �����2�蔓－… 

－ ！ご �*�+"�－ ピ ��ﾂ�7��－ （ご ��ﾂ���+"�－ jご ��ﾂ���+"�●j iご ��ﾂ���+"�－ ！ご �;X��7���h險.��室∴三 一 至り �<X�稲R����｢�_4B�宝∴ヒ ＿－） 三〇 

∪） 坊��N e＿h 箸�J �6t｢�｢�CO J 柳��（：）〇 〇の �+X,ﾂ��ﾈ,ﾂ�卜J J 箸�功 一＿） 佰r�耳�ｸ�｢�J ＿－） 
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