
 

＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠

＠＠＠｣ｯｭＮｫｷ･､ｵｦｩｬ･ｳＮｷｷｷＯＯＺｨｴｴｰｳ＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ Ｊ

＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠Ｊ

ｨｴｴｰｳＺＯＯｫｷ･､ｵｦｩｬ･ｳＮ｣ｯｭＯＱＵ＠＠＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠Ｌ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠Ｊ

ｨｴｴｰｳＺＯＯｫｷ･､ｵｦｩｬ･ｳＮ｣ｯｭＯＱＵｩｳｬ｡ｭｩ｣＠＠＠＠＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠＠ ＠ ＠畿 ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠Ｊ

ｨｴｴｰｳＺＯＯｷｷｷＮｫｷ･､ｵｦｩｬ･ｳＮ｣ｯｭＯＱＵｩｳｬ｡ｭｩ｣Ｒ＠＠＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠畿 ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠Ｊ

ｨｴｴｰｳＺＯＯｷｷｷＮｫｷ･､ｵｦｩｬ･ｳＮ｣ｯｭＯｧｲ｡､･ＱＵ＠＠＠＠＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠Ｊ＠＠＠＠＠

｢ｯｴ｟ｫｷｬｩｮｫｳＯｭ･ＮｴＯＯＺｨｴｴｰｳ＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠Ｚ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠＠＠＠＠＠＠＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.kwedufiles.com
https://www.kwedufiles.com/15
https://www.kwedufiles.com/15
https://www.kwedufiles.com/15islamic
https://www.kwedufiles.com/15islamic
https://www.kwedufiles.com/15islamic2
https://www.kwedufiles.com/15islamic2
https://www.kwedufiles.com/grade15
https://www.kwedufiles.com/grade15
https://kwedufiles.com/pages/search?teacher_name=علاء الخواجه
https://t.me/kwlinks_bot
https://t.me/kwlinks_bot
https://t.me/kwcourses
https://www.facebook.com/groups/kwcourses/
https://www.facebook.com/kwcourses
https://t.me/joinchat/EO3lbhZl1JVzOtkRmeJhPQ
https://t.me/kwfiles_bot
https://t.me/kwcourses
https://t.me/kwcourses
http://www.tcpdf.org


1 
 

か＿ぉ祈管½を おゆをら， 
か＿â＿Üぴこ½を かâぎぃぴ½を かçだàÜ 

 か ．^ôぃた½を めâ玄圏を 渓銀岩ヽび かれゆめÜ- î缶àぉ 
 ززززززززززززززززززززز

 
 

 げ諺嫌Üめ＿ùÜ 

 おむぃ粥か＿Ü顎れ潟を か＿ぉ祈管½を 

 éぐÜ½ よ果果果果果ゑび ´むぃ玄圏をゞょむ梶を， 畦潅Üぴ½を 。＿âろçぉ 

畦銀眼をゆめ½を öぃぴ½を 82تة8ة  2تة ö 
( 畦銀眼をゆめ½を ëぐù½をゞüぃた½を) 

 
 

むをめび〉 
 とを．諺圏を ╋顎び。‶ ة 

 
 Ç＿ろéく ë｀めぴけ，よゑü，  か＿Ü顎れ潟を か＿ぉ祈管½を êろßめâ玄圏を 渓銀岩ヽび か ．^ôぃたぉ 

 

 わヽ『ゆ½をêろç 
 ́ よにàぴ½を ゆ．ô‶ ゆめぉ ة ‶ 

 
かれゆめ粥を よ｀めÜ 

 ゞçà½を よ0ぃぞ よぉぃと ‶ ة

  

かÜぃ0 かで．玄嫌Üめ＿ù粥を げ諺嫌粥を をや0 :  岳 禍̈ ▲び 畦金ぺ かれをゆむ ぇぃこ£½を ゆよç粥を え½ぃだÜ½ 
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 るゆめ½を (ت  : )  果ぎ 。Ü0‶， ▲｀め½ぃぉ ╋をり去妓れ岳を1ت 
るت- 骸 ╋をり去妓れ岳を ぽよび 
てت-  かç＿ç玄圏を， め鹸圏を ゜脅び 岳 か よ^諺経½を， えぴÜ½を， ¡り、½を ゜脅び ¡ぃぴÄ梶を， ¡を．ß梶を ëâは : ．0 ╋をり去妓れ岳を 

る2- 骸 ▲｀め½ぃぉ ╋をり去妓れ岳を ê£はぃÜ 
て2- : 。â£は ▲｀め½ぃぉ ╋をり去妓れ岳を ╋を．れ ö顎れ潟を ▲び おむゆ  歌岳らぃ0 ，‶ 歌ぃはらぃÜ 》り去妓ろ粥を îぃ¢ب 

る3- 骸 ▲｀め½ぃぉ ╋をり去妓れ岳を ゆ．ぎ 〃曲ぃÜ 
て3-  : 〃曲 ゆ．ぎ 。½ ▲｀め½ぃぉ ╋をり去妓れ岳を-  
 
 
 
 
 
 

る4- 骸 ゜矯ぃぴけ 鴫ぃぉ ╋をり去妓れ岳を ゆ．ぎ 〃曲ぃÜ 
 くぃùぎ ▲Ü かùぎ ゆぃóô〉 ，‶ ゜矯ぃぴけ 兜 えれ。   -ت
2-   。びよゐ ▲び ぱよゐ ë＿とùく ，‶ ゜矯ぃぴけ 兜 ▲｀む えれ 
3-   。Üれゆ ，‶ 。っこñ ，‶ か£『顎粥を えれ 

 

る5-  ¡．れよ½ぃぉ ╋をり去妓れ岳を ゆ．ぎ 〃曲 ぃÜ事 骸 

 
 
 

 
 
 

るت-  畦襟à½を ぇぃ玄鯨[ぉ ╋をり去妓れ岳を ëÜび事 ▲｀め½ぃぉ 歌╋をり去妓れを めぴ¨ 
て- 梶▲｀め½を ぃà＿½〉 を．Üçô ▲｀や½を ê0 ê去丘 
 
 

 ゜矯ぃぴけ 鴫ぃぉ ╋をり去妓れ岳を 

 
 ¡．れよ½ぃぉ ╋をり去妓れ岳を事 

 ▲｀め½を よ『ぃぴゑゃ ╋をり去妓れ岳を
 ゛ùだぐ粥を î緩れ，  事 

 畦襟à½を ぇぃ玄鯨[ぉ ╋をり去妓れ岳を事    î缶àÜ〈粥ぃぉ ╋をり去妓れ岳を 

 ユΑゲムャや ヮダガセ リョ モΒレャや
フグボャや ヱぺ ょジャゅよ 

 りゲヰトヨャや るレジャや ヶプ リバトャや
ゅヰゎヲらをヱ ゅヰわエタ ゑΒェ リョ 

 リΒムジヨわヨャや リョ ¬やゴヰわシΙや
 りゲヰトヨャや るΑヲらレャや るレジャゅよ 
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るث -  畦襟à½を ぇぃ玄鯨[ぉ ╋をり去妓れ岳を ゆ．ぎ 〃曲ぃÜ事 骸 
てت     -ث-  畦襟à½を き．Ü めぴゃ おむよ½ぃぉ ê、Üぃ去虐を事 

            2-       ÇÜ諺圏を ╋．ろゃ ê、Üぃ去虐を                   3- ö顎Ä梶を， ö．れよ½を ¡顎ほ ▲Ü ê去技½〉 お╋ぃれ潟を 
 

る8-  畦襟à½を î緩れ， ▲｀め½を よ『ぃぴゑゃ 歌╋をり去妓れを ぃ去技Ä î．ó｀ 畦謹½を かÜたÜ梶を ずぴゃ よñもを事 骸 
て8 –     ت-      かÜぃß潟を， îをも梶ぃぉ ╋をり去妓れ岳を                   2- Ñを．ろ½を， ぇぃ鹸現圏を， か＿玄嫌½ぃぉ ╋をり去妓れ岳を 

               3- 減現圏を よ『ぃぴゑñ きをむぃっぴ½ぃぉ ╋をり去妓れ岳を 
 

る9-  岳をゆぃà½を ¡．ほむ えあれ î缶àÜ〈粥ぃぉ ╋をり去妓れب 骸 ╋をり去妓れ岳を をや0 êこ｀ é＿£Ä 
て9- ê去丘ぃâ｀〉 ëと梶 î缶àÜ〈粥ぃぉ か よ^諺経½を 
 

るةت- 骸 ê去妓ろ½ぃにÜ， î缶『り去妓ろ粥を ▲Ü êÜろ粥を éß．Ü ．0 ぃÜ 

 êどび， ê去偽だほ îぃ＿ゅ， ê、½ 舷劇à½を  -ت
ëçà½を， ëçぴ½ぃぉ ê、Üよと 

2-  兜 ë＿あれ 〃止 ・も梶を ゜脅び 祈竿ぐ½を 
兜 ゜脅び ë¢．こ½を íめぎ， 

3- ぃàÜ 祈缶ほ ê0 ▲âÜ お祈竿ぴ½を やほ‶ 4- ▲｀め½ぃぉ らを季管び岳を 

5- ê去妓ろ½ぃにÜ öめび， ê去戯び ごをよび潟を ت- 兜 ゜脅ぎ ぃà½．れよぉ ╋をめこßを Ç玄圏ぃぉ よ、鹸圏を 
êÜれ， 。＿Üび 

 
るتت-  ゆをよざ‶ 〃曲 ぃÜ骸 ▲｀め½ぃぉ ╋をり去妓れ岳を ▲び き．óろ½を 

 め½を かÜよは ▲Ü ë＿Üçこ½を， ▲＾．去妓½を 2-  禍`▲｀め½ぃぉ öを季管½岳を 〃止 るぃà½を め0り｀▲ -ت

3- ぶâこ鹸県を 〃止 ú£ùこ½を， かßよùÜ½ よゑü 4-  よぞかÜ梶を 〃止 ╋をめび梶を ぶâぞ， éぴとÜ½ Ç＾ 
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 るゆめ½を (8 )  果果果ぎ ╋を祈竿½を， ╋岳．½を ö．、ùÜ :8ت 
るت- 骸 。½ぃâñ， îぃâ｀潟を öぃâく ゆ．ぎ 〃曲 ぃÜ 
てت- : 。½ぃâñ， îぃâ｀潟を öぃâく ゆ．ぎ ▲Ü 

 ゜矯ぃぴけ 。ゅゆ êÜろ粥を 〃矯を．｀ î‶ {–  。½．れゆ よぎぃà ，^ ぶっさ｀事 –  ê0祈缶べ ゜脅び ê0よぎぃà ，^ î缶àÜ〈粥を 〃矯を．｀ î‶–  ‶ ぃÜ えひ｀ î‶
ぃとぺゃ‶ ぃÜ ずぺっ~ ك ，^ 。½．れゆ， 兜 。っは 

 
る2- 骸 ╋を祈竿½を， ╋岳．½を ぽよび 

: ．0 ╋岳．½を かっ玄県を， およぐà½を 
½を: ．0 ╋を祈竿 が顎諺圏を， めぴっ½を ゆをやô潟を， ゆをやび潟を めぴゃ お，をめぴ½を， 

 
る3- 骸 ╋を祈竿½を， ╋岳．½を ぱを．ô‶ 〃曲 ぃÜ 

:．0 ゜矯ぃぴけ 鴫 ╋岳．½を ぴけ 鴫 歌ぃçÄを．Ü îぃろü潟を î．ó｀ î‶~をむぃび ▲Ü ´むぃぴ‾， 。っは‶ ▲Ü えひ｀ ゜矯ぃ 
 兜 ╋をめび梶 ╋岳．½を 

  -} を祈竿½を╋ ك0． :
 。½．れゆ， 兜 ╋をめび‶ îぃろü潟を ぶっさ｀ î‶事  。＿あô かàれ， 。ぉぃこñ ぇゆぃひ ，^事 むぃっび， ~

î缶àÜ〈粥を 
 

る4- 骸 ╋を祈竿½を， ╋岳．½を ▲Ü ê、çひぉ えに｀ ぃâ＿Ä るぃà½を öぃろß‶ 〃曲ぃÜ 

╋を祈竿½を， ╋岳．½を 〃止 るぃà½を ぱ．ô é よ^ぴこ½を 

: ．0 歌ぃぐ½ぃほ 歌ぃっは えひ｀ ▲Ü  。½．れゆ， ゜矯ぃぴけ 鴫ぃぉ ▲Ü′ ▲Ü事  öぃß， 
 歌をむぃçこびを， 歌顎âび， 歌ぃâÜび öぃどぴ½を 。＿ôぃっÜ， ö顎れ潟を é『ぃで．ぉ 

 ▲Ü ずぺっ ，^ 。と， ▲Ü えひ｀ ▲Ü 
: ．0， 。と，-  

 ぃÜ ゆめß ゜脅び 〃矯を． ，^ えひ｀ : 歌ぃ【ヽれ よほ′， 歌ぃ玄圏ぃぎ 歌顎âび ぢÜほ ´や½を êÜろ粥を
缶諺圏を ▲Ü 。ぴÜよゑ½を ▲Ü 。ぴÜ ぃÜ ゆめß ゜脅び ずぺっ ，^ 祈 

: ．0， かÜâと ずぺっ｀ ▲Ü  îぃ¢ゆ‶ めは‶ Ñよく ，‶ îぃâ｀潟を îぃ¢ゆ‶ ▲Ü ▲ñゆ ´[ぉ よùñ ▲Ü 
ゐ‶ ，‶ ö顎れ潟ををめは‶  。くむぃっび 〃止 ゜矯ぃぴけ 鴫ぃぉ Ñよ 

 
る5- 骸 î缶àÜ〈粥を お岳を．Ü ê£は ぃÜ 
て5-   ぱぃâと潟を， かàろ½を， î′よç½ぃぉ かっとを， î缶àÜ〈粥を お岳を．Ü 
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るت- 骸 î缶àÜ〈粥を お岳を．Ü よ0ぃどÜ 〃曲ぃÜ 
よ、ど粥を のよゑ½を 

 え玄圏を を öらを．½ ▲Ü êÜろâÜ½ êÜろ粥を かっひÜ缶諺圏を ぇを．ぉ‶ ▲Ü ê＿どび ぇぃゅ， îぃâ｀潟祈 
 およぐà½を  ぃâ＿Ä îぃろÜ½を， ¡ぃ粥を， わùà½ぃぉ ê去妓ô，ぃぴÜ， î缶âÜろ粥を およぎぃàÜ : 〃曲， 

 〃止 。＿½〉 î．とぃこひ｀ê0ぃ＿ôむ， ê去戯｀む 
ê0ゆ，よろゃ ゆ，よろ½を， ê、粥梶 ê½[こ½を めはを．½を めろ鹸圏を ぃ¢ î缶àÜ〈粥を î梶 

ê0祈缶ß．く， ê、Üを祈管はを  öめび，
ê去戯Ü か よ^諺経½を 

岳 。ô梶 ゜矯ぃぴけ 兜 めàび ëとÄ梶を ▲Ü ぽよぴ¨ 

 かっひÜ， ê去虐ゆぃ ら^ê去脚 ╋ぃçこ½岳を  梶かà鹸圏を ¡．ほむ 〃止 ぃっあれ î．ó｀ めß 。ô 
ê、½ ゆぃùぺこれ岳を， ╋ぃびめ½を  よùべを ぃàゅゆ { ゜矯ぃぴけ ¡ぃßكîぃâ｀潟ぃぉ ぃô．çっれ ▲｀や½を ぃàôを．ほ潟， ぃà½ 

 
るث- 骸 ▲ よ^Äぃó½を お岳を．Ü よ0ぃどÜ 〃曲ぃÜ 

くを╋ぃ＿½，‶， 歌をゆぃぐô‶， 歌ぃôを．び‶ ê0もぃま  潟をよù£½を ▲Ü 。＿Üび ê0 ぃÜ ずぴっぉ îぃâ｀ 
î缶àÜ〈粥を î，む ▲Ü ê去妓っひÜ， ê去虐む．Ü を ぇぃろは ゜脅び ê去妓ÜÜぃにÜ， ê去虐をゆをめÜ， ê去妓à0をめÜ， ê去技½〉 î．¢よ½を½▲｀め 

▲ひô， ê去戯び き．óろ½を ¡ぃは ê、ろ½ぃにÜ 〃止 
▲｀め½ぃぉ ê去客をり去妓れを 

にこ½を， ê、ぴÜ よÜ¨こ½をî缶âÜろ粥を きをゆ．び ëçô， ê、Üと‶ ▲Ü わろ 
 ê0ゆをよれ‶，ê去技½〉 

 
る8-  骸 渓金ろ玄圏ぃぉ かÜÜぃぴ粥を， お岳を．粥を î缶ぉ îゆぃß 

╋岳．½を  渓金ろ玄圏ぃぉ かÜÜぃぴ粥を 

 かっ玄県を， およぐà½を ê0よÄぃ¢， ê去戯Ü〈Ü î缶ぴâと‶ よゑあ½を ぶÜ ö顎れ潟を 減鍵àÜ 

 
る9-  畦謹½を ゆ．Ü梶を 〃曲ぃÜ骸 お岳を．粥を ぶÜ ゜止ぃàさく 
て9- Ü梶を 畦謹½を ゆ． 岳: 〃曲 おめ＿çぴ½を ぶÜ ゜止ぃàさく 

 ╋をよゑ½を， ぶ＿っ½を  よゑゃかàろ½を， ぇぃこ£Ü½ 歌ぃçÄを．Ü î．ó｀ î‶ ぜ 
 ．½をî缶âÜろ粥を ゜脅び ê、ùß， ，‶ ê去技Üび éß  ぜよゑゃかàろ½を， ぇぃこ£Ü½ 歌ぃçÄを．Ü î．ó｀ î‶ 

ê去戯び ¡を〈ろ½を， ê去虐むぃ＿び  畦襟à½を おゆぃ ら^ ë＿½めぉ事 ´む．去技½を ö顎ぺÜ½ 
 ぱぃùこô岳をê0めàび ぃâゅ， ゆぃù£½ぃぉ ▲｀め½を ¡．ぎ‶ ぶÜ ごゆぃぴこ½を öめび ぜよゑゃ 

 ╋ぃ＿â＿£½を， えだ½を ëたÜ ê去戯Ü ö．Üぴ½を ゞçÜく  の顎ろ½を， Ç よ^だ½を か½岳む 〃止 ê去脚 ぱぃùこô岳を 
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るةت : 骸 ▲ よ^Äぃó½を お岳を．Ü よ0ぃどÜ， î缶àÜ〈粥を お岳を．Ü よ0ぃどÜ 〃曲ぃÜ ك ゆよ£Ü { 
î缶àÜ〈粥を お岳を．Ü よ0ぃどÜ ▲ よ^Äぃó½を お岳．Ü よ0ぃどÜ 

え玄圏を を ê0もぃまく╋ぃ＿½，‶， 歌をゆぃぐô‶， 歌ぃôを．び‶ 
およぐà½を  潟をよù£½を ▲Ü 。＿Üび ê0 ぃÜ ずぴっぉ îぃâ｀ 

ê0ゆ，よろゃ ゆ，よろ½を， ê、粥梶 ê½[こ½を î缶àÜ〈粥を î，む ▲Ü ê去妓っひÜ， ê去虐む．Ü 
ê去戯Ü か よ^諺経½を öめび， ê0祈缶ß．く， ê、Üを祈管はを ゜脅び ê去妓ÜÜぃにÜ， ê去虐をゆをめÜ， ê去妓à0をめÜ， ê去技½〉 î．¢よ½を め½を ぇぃろは▲｀ 

ê去脚 ╋ぃçこ½岳を かっひÜ， ê去虐ゆぃ ら^  ¡ぃは ê、ろ½ぃにÜ 〃止 ▲ひô， ê去戯び き．óろ½を▲｀め½ぃぉ ê去客をり去妓れを 
ê、½ ゆぃùぺこれ岳を， ╋ぃびめ½を î缶âÜろ粥を きをゆ．び ëçô， ê、Üと‶ ▲Ü わろにこ½を， ê、ぴÜ よÜ¨こ½を  

ê去技½〉 ê0ゆをよれ‶，  
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 るゆめ½を (3 )   。びを．ô‶， ëれ．こ½を :が82 
るت- 骸 ëれ．こ½を ．0 ぃÜ 
てت-  。っひ｀ ぃâぉ 。『ぃびむ めàび ゜矯ぃぴけ 兜 ゜矯〉 ぇよçこ½を : ．0 ëれ．こ½をかっひころ粥を ，‶ かっとを．½を きをむぃっぴ½を ▲Ü ~ぃざよ ，^  ゆ ╋ぃと

 ぇ．0よÜ ぶÄむ ，‶ ぇ．べよÜ ¡．ぐはب 
る2- 骸 ëれ．こ½を ぱを．ô‶ 〃曲ぃÜ 

ぱ，よゑ粥を ëれ．こ½を ぱ，よゑ粥を 祈缶べ ëれ．こ½を 

びめ½を めàび ゜矯ぃぴけ 兜 ゜矯〉 めっぴ½を ぇよçく ．0〃止 むゆ， ぃâぉ ╋ぃ 
かàろ½を ，‶ ぇぃこ£½を 

 〃止 。àび 渓試ô ぃâぉ ゜矯ぃぴけ 兜 ゜矯〉 めっぴ½を ぇよçく
兜 ぇぃこñ  。½．れゆ かàれ，事 

‶-  ╋ぃâれ[ぉ ëれ．こ½を。くぃùぎ， ゜矯ぃぴけ 兜 ‶- ê去妓、½¨ぉ î缶ñよゑ粥を ëれ．く 

ぇ- こ½をか玄圏ぃぐ½を ¡ぃâび梶を， îぃâ｀潟ぃぉ ëれ． 
をや去脚 ëれ．こ½を ╋ぃâÜぴ½を らぃと‶  祈竿ぉ ëれ．こ½を ëたÜ ぱ．à½を

▲｀め½を．½を 

ぇ- ゜矯ぃぴけ 兜 祈缶ぺ½ きをむぃっぴ½を 。＿と．こぉ ëれ．こ½を 
 ゆやô ，‶ ふぉも ▲Ü 歌ぃà＿ぴÜ 歌ぃôぃゅよß öめç｀ î‶ : ëたÜ

 めは‶ ゜矯〉。『ぃびむ ¡．っß ╋ぃとゆ î缶ß．Ü諺県を 

き-  : 。½ぃは よñやぉ ëれ．こ½を 
 畦金ßらゆぃÄ 祈缶çÄ ゞü〉 ê、Ü½を : ¡．ç｀ î‶ ëたÜ 

き- ╋ぃとß， きぃゅよ£½を éゑñ えÜだぉ ëれ．こ½を
 きを．Ü梶を ▲Ü きぃとぃ玄圏を 街 ぃ｀ ¡．ç｀ î‶ : ëたÜ

畦金＿ùゐを ´め＿れ!! 

す-  畦襟à½ぃぉ ëれ．こ½を事 : か＿く樫を ¡を．は梶を 〃止-  
 畦襟à½を ▲Ü ╋ぃびめ½を えÜぞ事 ぃ＿ôめ½を おぃ＿玄圏を 〃止  -ت

2-  畦襟à½ぃぉ îぃâ｀潟ぃぉ ëれ．こ½を事  î‶ : ëたÜ 。こっひÜ，
 。こっひâゅ， めâひÜ ú＿あàぉ ゞüぃâ｀《ぉ ú½[れ‶ : ¡．ç｀く‶， ëれ．

。こっひÜ， 。ぉ ゞüぃâ｀《ぉ ú＿½〉 

す- ，‶ きぃとぃ玄圏を 畦銀棄çく î‶ か£『顎粥を ¡を〈れ
 きを．びめ½を ぶÄよく 

 ，‶ 畦謹とぃは 〃矯 ずßを ë 祈`竿と ぃ｀ ¡．ç｀ î‶ : ëたÜ
 ゞょゆ ゜矯〉 畦謹とぃは ぶÄゆを 

て-  : ê去虐ぃ＿は 〃止 î缶玄圏ぃぐ½を ╋ぃびめぉ ゜矯ぃぴけ 兜 ゜矯〉 ëれ．こ½を 
。＿Ä êれ．こ｀ ▲âÜ えÜだ｀ î‶ : ëたÜ  î‶ の顎ぐ½を， 祈缶諺圏を

。½ 兜 ．びめ｀ 

 

る3-   骸 るゆめ½を ▲Ü  むぃùころ粥を ぃÜ 
て3-    ت- け 兜~ぃびむ をも〉 ぱをめ½を お．びむ え＿に｀ ゜矯ぃぴ                    2- ╋ぃゑ¨ é＿ñ 。Äよぐ｀ î．ó½を よÜ‶ ~め＿ぉ ゜矯ぃぴけ 兜 

       3-   よùñ めçÄ よと｀ ，‶ ぶùà｀ 兜 祈缶べ î‶ めçこびを ▲Ü        4- 。ぴùà｀ ぃÜ， îぃろü潟を よと｀ ぃÜ êÜぴ¨ ゜矯ぃぴけ 兜 

       5-  よゐ ぃâぉ î．ó｀ ゜矯ぃぴけ 兜 ゜矯〉 ëれ．こ½を¡ぃぴÄ‶， ¡を．ß‶ ▲Ü 。½．れゆ， 兜 。び 
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 るゆめ½を (4 )  : が お顎ぐ½を 〃桜 かÜぃÜ潟ぃぉ Çは梶を13 
 

るت- 骸 ゆ́ぃぐô梶を む．ぴろÜ ．ぉ‶ ．0 ▲Ü 
てت-  ゆぃぐô梶を む．ぴろÜ ．ぉ‶: ．0 ´- かっÜぴそ ▲ぉ ，よâび ▲ぉ かっçびب 
- 兜 畦銀棋ゆ え½ぃぞ ゞょ‶ ▲ぉ 〃脅び ぇぃ玄鯨‶ ▲Ü îぃ¢ ة めは‶ め、ゐ ة 歌ぃàれ るぃà½を すめは‶ îぃ¢， か＿ôぃた½を かっçぴ½を かぴ＿ぉ め、ゐ 。àび 

 かàれ 〃止．く4ة かÄ．ó½ぃぉ 果0ب 
 

る2- 骸 かÜぃÜ潟を 渓金ぴÜ ぃÜ 
て2- : 〃曲 お顎ぐ½を 〃止 かÜぃÜ潟を- を，めこç＿½  î缶Üぐ粥を ëとゆ öめçこ｀ î‶  顎ぐ½を 〃止 。ぉかà＿ぴÜ ぜ，よゑゃ ぃ去戯Ü ╋りと ，‶ ぃ、Ü¢ おب 
 

る3-  骸 お‶よ粥を かÜぃÜ〉 ê£はぃÜ 

 
る4- 骸 かÜぃÜ潟ぃぉ Çは梶を ．0 ▲Ü 

 かÜぃÜ潟ぃぉ Çは梶を のよゑ½を 

 矯ぃぴけ 兜 ぇぃこ£½  ‶よß梶を゜ -ت
 歌ぃどùは ê0祈簡ñ‶ : ‶よß梶を 渓金ぴÜ 

お，顎こ½を öぃóは梶 歌ぃç＿っだく ê去戯ろは‶， 

を î梶î′よç½を お╋をよçぉ 岳〉 舷劇く 岳 お顎ぐ½ 

2- か ．^っà½を かàろ½ぃぉ êÜび梶を  î梶ぃ去脚 岳〉 お顎ぐ½を ▲ろひ｀ ▲½ öぃÜ潟を 

3-  およ鹸鍵½ぃぉ öめß梶を ぃôよぐび 〃止， ö顎れ潟を 〃止 Çっろ½を ê、½ ▲ よ^とぃ、粥を î梶 
ぴ粥を よ鹸謙 。àび ぽ，よぴ粥を ê｀めçこぉ  Çひこく畦銀既ぃ 

4-  歌ぃÜ顎れ〉 öめß梶を  梶を : ~ぃàぴÜ ぃàぴßを， 〃止るぃà½を よ｀めçく ぶざ．Ü 。ô梶 歌ぃàれ 祈竿ñ 

 
 

ê£玄圏を かÜぴ½を 

¡ぃとよ½を ö〈く îを お‶よâÜ½ ら．に｀ 岳 る．ùàÜ½ か＿ñりく ة かàこùÜ½ 歌を╋ゆむ 

╋ぃろé½を ö〈く î‶ お‶よâÜ½ ら．に｀ - 
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る5- 骸 ê よ^£½を î′よç½を ë『ぃとÄ 〃曲ぃÜ 

っはぃぐ½ 祈缶ß．こ½を， ê。 -ت よ^£こ½を 2- 。っはぃぐ½ るぃà½を かだっべ えあれ 

3- かÜぃ＿ç½を ö．｀  。っはぃぎ か½季緩Ü ぶÄよ ，^ 。Ü0梶 ぶùゑ¨  

 

るت- Ü½ ëとよ½を かÜぃÜ〉 ▲び ö顎れ潟を 畦試ô : ëÜび 〃止 ëとよ。ôぃだÜれ 
てت-  ê0祈缶べ îぃ¢ î〉， しヽっ½を えはぃぎ， め鹸経粥を öぃÜ〉， êñぃ玄圏を ëたÜ 。ôぃだÜれ 〃止 ëとよÜ½ ëとよ½を かÜぃÜ〉 ▲び ö顎れ潟を 渓試ô

 : ú½も 〃止 ぃ粥 歌ぃ、çÄ， ぃô′よß ê去戯Ü 祈簡ñ‶ぴゐ おぃびをよÜ， ة かだÜろ½を  öを祈管はをê、½らぃàÜ るぃà½を ¡をりô〉．à よ^ほ樫を ゆ．ب 
 

るث-  畦襟à½を よÜ‶事  。àび ぇ．à｀ î‶ 。ざよÜ 〃止 お顎ぐ½を 〃止 。àび 兜 畦銀棋ゆ よ£ぉ ．ぉ‶ب 骸ú½も ¡め｀ ö顎ぴÄ 
てث-  : ゜脅び ú½も ¡め｀ت-  。ÜぃçÜ 〃桜 。ùÜま＿れ ´や½を î‶。àび 兜 畦銀棋ゆ よ£ぉ ．ぉ‶ ．0  8-  歌ぃっ『ぃô 。½ ゆぃこま｀ î‶ öぃÜ割½ ら．に｀ 
 

る8- 骸é よ^ゑ½を つ｀め玄圏を ▲Ü むぃùころ 禍̈  ´や½を ぃÜ 
 れよ½を 減鍵àâぉ ╋をめこß岳を事  おむぃっぴ½を 〃止 2-  祈缶ほ ▲Ü お顎ぐ½を かÜぃÜ〉るぃà½を 祈缶ほ ぃ0岳．こ｀ 畦謹½を ¡ぃâび潟を．¡  -ت
3-  ö．ç｀ öぃÜ潟を ¡．れよ½を öぃçÜ事 4- をえヽく祈管½を ÇÄ， î．ó｀ かÜぃÜ潟ぃぉ Çは梶 
5-  î′よç½を ばùはおよほ樫を， ぃ＿ôめ½を 〃止 ê＿どび ëとÄ 。½ ت-  かひ＿玄鯨 おゆ．ぐぉ おむぃっぴ½を ╋をむ‶ ゜脅び î缶ぴけ かàろ½を かれをゆむ 
 ぃとよ½を î，む ╋ぃろé½を ▲Ü ぃ去虐顎＿た粥 お‶よ粥を かÜぃÜ〉 8- か＿ぎ．ぐほ おぃびをよÜ ö顎れ潟ぃぉ öを季管½岳を ▲Ü ぱ．ô îぃろü潟を¡  -ث
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 るゆめ½を (1 )  が îぃâ｀潟を お，顎は :ةت 
 

 。àび 兜 畦銀棋ゆ ú½ぃÜ ▲ぉ わü‶ ▲び–  畦襟à½を ▲び事 – ¡ぃß : (( せîぃâ｀潟を お，顎は めと， 。＿Ä ▲ñ ▲Ü す顎 兜 î．ó｀ î‶ :
£½を 〃止 む．ぴ¨ î‶ ~よ£｀ î‶， 街 鴫 岳〉 。っひ 禍`  岳 ╋よ粥を えひ｀ î‶， 街 ぃâ0を．れ ぃâÜ 。＿½〉 えは‶ 。½．れゆ，やç 禍`  î‶ ~よ£｀ ぃâñ よù ぽ

 ゆぃà½を 〃止ب )) 
 

るت- 骸 。àび 兜 畦銀棋ゆ ú½ぃÜ ▲ぉ わü‶ ．0 ▲Ü 
てت-  ▲ぉ わü‶ : ．0 ゆ́ぃぐô梶を 〃巨ゆり諺圏を よとà½を ▲ぉ ú½ぃÜ街  おりâは ．ぉ‶ 。こヽàñ街  ¡．れよ½を öむぃほ事  

  かàれ め½， *  ぃ去戯び 兜 畦銀棋ゆ îぃ玄嫌Ü しéぉ ê＿Üれ ö‶ 。Ü‶ةت  かàれ 〃止．く * 果09ة  ~よâび îぃ¢， 果0ةةت  かàれ 

  ́ ゆぃまっ½を 〃止 。½ 228ت ぃた｀めは 

 
る2- 骸 îぃâ｀潟を お，顎は Ççひこく êぉ 

て2-  Ççひこく: 〃曲 ゆ．Ü‶ かせ顎たぉ îぃâ｀潟を お，顎は 

 び 兜 えは 。½．れゆ， ëと， り事   。½．れゆ， ゜矯ぃぴけ 兜 よÜ‶ ぃÜ ぱぃっくを *事  

 兜 渓試ô ぃÜ Ñよく  。½．れゆ， 。àび事 

 
る3- 骸 îぃâ｀潟を お，顎は おめ『ぃÄ ぃÜ 

て3-  〃止 かっべゆ ▲Ü〈粥を えÜß 鰍â｀ 。ô‶ îぃâ｀潟を お，顎は おめ『ぃÄひく， きぃびぃだ½を゜矯ぃぴけ 兜 ╋ぃざゆ潟 きぃçゑâÜ½ 歌顎â 
 

る4- 骸 îぃâ｀潟を お，顎は ▲Ü〈粥を í，や｀ 渓謹Ü 
て4- ぃâ｀潟を お，顎は ▲Ü〈粥を í，や｀: 〃曲 ¡ぃぐほ す顎せ 。＿Ä しççひく をも〉 î 

 ‶î．ó｀ î‶ぃâ0を．れ ぃâÜ 。＿½〉 えは‶ 。½．れゆ， 兜        2-  ゜矯ぃぴけ 鴫 岳〉 。っひ｀ 岳 ╋よ粥を えひ｀ î   -ت  

         3-  ぴ¨ î‶ ~よ£｀ î‶½を 〃止 む．ゆぃà½を 〃止 ぽやç｀ î‶ ~よ£｀ ぃâñ よù£ 
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る5- 骸 ぃ0祈缶べ ゜脅び ぃâ去妓っひÜ しÜめß をもぃ粥， 骸 。½．れゆ， ゜矯ぃぴけ 兜 かっひÜ ê£はぃÜ 

 ゜矯ぃぴけ 兜 かっひÜ ê£は
 。½．れゆ， 

 ëÜぃó½を îぃâ｀潟を ぜ，よゐ ▲Ü 。ô梶 かâÜろÜ， êÜろÜ ë¢ ゜脅び ごよÄ 

 ．れゆ， 兜 かっひÜ かÜめçÜ 。½
: 〃曲 ぇぃっれ梶 ぃ0祈缶べ ゜脅び 

  ゜矯ぃぴけ 兜 。ô梶‶， öめぴ½を ▲Ü ぃôめと，‶渓銀期ひく 岳， めぴけ岳 歌ぃâぴü ぃà＿Üび êぴü 

  ¡．れよ½を ぃàとよほ‶事 îぃâ｀潟を ゆ．ô ゜矯〉 よù£½を きぃâÜで ▲Ü 

  ．れゆ， 兜 かっひÜかà鹸嫌½ かっと．Ü， ゆぃà½を ▲Ü おぃにàÜ 。½ 

 
るت-  。½．れゆ， ゜矯ぃぴけ 兜 かっひÜ きぃÜ顎び 〃曲ぃÜ事 骸 

 ゜矯ぃぴけ 兜 かっひÜ きぃÜ顎び
 。½．れゆ，事  

 ぃâ去妓びぃだぉ 

 ゜脅び ╋畦銀翫 ê｀めçく öめび ë0‶， め½，， わùô， ¡ぃÜ ▲Ü ぃâ去妓っひÜ 

  ¡．れよ½を ぱよゐ， ゜矯ぃぴけ 兜 ぱよゐ ê＿£ひく事  おぃ＿玄圏を 〃止 

  畦襟à½を お祈缶れ かれをゆむ事 ╋をめこß岳を， ぱぃっく岳ぃぉ 。こéろゃ 畦銀眼[こ½を， 

  ぃ去虐よぐô事  。く．びむ ぼ＿Üっく， 。こéれ ▲び ぱぃÄめ½を， 

 〃止 。ぴÜ ぇむ梶を， ~祈缶ß．く， 。â＿どぴけ 。＿Üび お顎ぐ½を， 。くぃâÜ めぴょ， 。くぃ＿は 

 
るث- お．ほ梶を ö．çく るぃれ‶ ´‶ ゜脅び 骸 か＿Ü顎れ潟を 
てث-  。こびぃぞ， ゜矯ぃぴけ 兜 ▲Ü かゅよß るぃれ‶ ゜脅び か＿Ü顎れ潟を お．ほ梶を ö．çく 。こヽぐぴÜ ▲び めぴっ½を， 街嫌ぐ粥を お．ほ‶ わ£び か玄 
 

る8-  潟を お，顎は íをも ▲Üよù£½を ゜矯〉 おむ．ぴ½を ~よ£｀ 。àぺÄ îぃâ｀ب 骸 îぃâ｀潟を めぴゃ よù£Ü½ おむ．ぴ½を よ0ぃどÜ 〃曲ぃÜ 
て8-  ▲｀め½を えれ : よù£Ü½ おむ．ぴ½を よ0ぃどÜ–  ▲｀め½ぃぉ ╋をり去妓れ岳を–  ê よ^£½を î′よç½を ▲Ü か よ^諺経½を– を î缶âÜろ粥を öぃ去虐

か＿ぴとよ½を， éÜまこ½ぃぉب 
 

る9- 骸 ゜矯ぃぴけ 兜 ▲｀む ゜脅び を．こあせ ▲｀や½を かぉぃ玄劇½を ずぴゃ よñもを 
て9-  のぃゅゆ ▲ぉ ¡顎ぉ { ëと， りび 兜 ▲｀む ゜脅び を．こあせ ´や½を かぉぃ玄劇½を ▲Ü–  よれぃ｀ ¡′-  ك きゆ梶を ▲ぉ ぇぃっほ 
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るةت 骸 é よ^ゑ½を つ｀め玄圏を ▲Ü êÜろ粥を  ~め＿ùころ¨ ´や½を ぃÜ 
てةت- ころ粥を: ゞけ[｀ ぃÜ é よ^ゑ½を つ｀め玄圏を ▲Ü むぃù 

 ゜脅び 。½．れゆ， ゜矯ぃぴけ 兜 かっひÜ ê｀めçく ぃ去虐を．、ゐ， ぃ＿ôめ½を ぶこÜ 

  ¡．れよ½を えは事 ゜矯ぃぴけ 兜 えは ▲Ü 

 ß 〃止 お，顎は îぃâ｀割½。ñ．Üれ ゜脅び ぃ0よせ‶ よ、ど｀ ▲Ü〈粥を えÜ 

 ずぺょ， ゜矯ぃぴけ 兜 ╋ぃ＿½，‶ えは îぃâ｀潟を ¡ぃâñ きぃÜ顎び ▲Ü 。『をめび‶ 

 ぇぃこ£½ぃぉ öぃぐこび岳を ぇ．と， かàろ½を，  歌顎âび， 歌岳．ß， 歌をむぃçこびを 

 を， きぃびぃだ½を ゜脅び ¡ぃっß潟を畦銀既ぃぴ粥を ▲Ü ゆ．ùà½ 

 
るتت- : か＿く梶を きぃâÜó½を ゞüぃぴÜ î缶ぉ 

                     す顎せ–  。＿Ä ▲ñ–  めと，–  ╋よ粥を–  よù£½を 〃止 む．ぴ¨–      ゆぃà½を 〃止 ぽやç 河` 

 かâÜó½を  ぃ0ぃàぴÜ 

 す顎せ  îぃâ｀潟を お，顎は ╋よ粥を ぃ去脚 めに｀ お祈缶たñ ¡ぃぐほ ▲Ü ¡ぃぐほ す顎せ 

 。＿Ä ▲ñ  。＿Ä しぴâことを， きめと， 

 めと，  íをも， Ñゆむ‶ 

 ╋よ粥を  珂ぃと｀‶ お‶よ粥を ëâゑ¨ 。â£は， ëとよ½を 

 よù£½を 〃止 む．ぴ¨  。＿½〉 祈缶ぐ｀ 

 ゆぃà½を 〃止 ぽやç 禍`  ぃ去技Ä のよだ 禍^， ゛çÜ 禍` 
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 るゆめ½を (ت )  :が か玄圏ぃぐ½を ¡ぃâび梶を きをよâせ ثت 
   

  ö顎れ ▲ぉ 兜 めっび ▲び–  。àび 兜 畦銀棋ゆ–  兜 ¡．れゆ öめß ぃ粥 : ¡ぃß事 –  öめß ぃ粥 : ë＿ß， 。＿½〉 るぃà½を ëùにôを かà｀め粥を

 兜 ¡．れゆ事 –  兜 ¡．れゆ 。と， しàあこれを ぃâÜÄ 。＿½〉 よどô梶 るぃà½を 〃止 し【にÄ– 事 – と．ぉ わヽ½ 。、と， î‶ しÄよび 。

 : ¡ぃß î‶ 。ぉ êÜóく ╋畦銀翫 ¡，‶ îぃ¢， ぇをやñ(  を．Üぎ， 街 öぃぴだ½を を．âぴぞ‶， 街 ö顎ろ½を を．ゑÄ‶ るぃà½を ぃ去久を ぃ｀ öぃ＿ô るぃà½を，

 ö顎ろゃ かà鹸圏を î．Üほめくب) 

 

るت- ▲び およぐこまÜ おやっ 禍ô よñもを 。àび 兜 畦銀棋ゆ ö顎れ ▲ぉ 兜 めっび 

てت- 兜 めっび : ．0 ́ ゆぃぐô梶を すゆぃ玄圏を ▲ぉ ö顎れ ▲ぉ  

  éれ．｀ ．ぉ‶ 。こヽàñ 

  ¡．れよ½を ~ぃâれ êÜれ‶ ぃâÜÄ Ñ î缶ぐ玄圏を か＿Ü0ぃ鹸圏を 〃止 。âれを îぃ¢事  兜 めっび 

  ö顎ろ½を 。＿Üび ぇ．çぴ¨ ▲ぉ éれ．｀ か ゆ^も ▲Ü ．0 

  êく祈竿£これを， ▲Ü¨Ä 。ÜたÜ ゜脅び ë＿『をよれを 畦金ぉ ▲Ü め0ぃゐ め、ゐ， { : îぃこ｀′ 。＿Ä し½りôك ببب 

êÜび ~めàび ▲Ü， ê£àヽゅ， 畦金＿ぉ 歌をめ＿、ゐ 鴫ぃぉ ゛ùñ ëß { ゜矯ぃぴけ 兜 ¡．ß， : ك ぇぃこ£½を 

る2- 骸 öぃぴだ½を を．âぴぞ‶ ة を．ゑÄ‶ ة しàあこれを ة ëùにôを { : か＿く樫を きぃâÜó½を ゞüぃぴÜ î缶ぉ 

  î缶とぃこひâÜ½ öぃぴだ½を を．Üめß : öぃぴだ½を を．âぴぞ‶ 

 
る3-  ▲ぉ 兜 めっび îぃâ｀〉 かびよれ : ëÜび 畦襟à½ぃぉ ö顎れ事 
て3-  畦襟à½を きぃùぎ おをゆ．こ½を ▲Ü ぽよび， む．去技½を ゆぃっは‶ ▲Ü 歌を祈竿は îぃ¢ 。ô梶 。ôぃâ｀《ぉ ö顎れ ▲ぉ 兜 めっび ぱよれ‶事   ， Ççひく

 畦襟à½を 。と， 〃止 をや0 ▲Ü事 ぇをや£ぉ わヽ½ 。ô‶ êÜび， 
 

る4- 骸 ö顎ろ½を ╋ぃゑÄ〉 渓金ぴÜ ぃÜ 
て4-  : ．0 ö顎ろ½を ╋ぃゑÄ〉 〃喬ぃâことを ぇむ‶， およほ樫を， ぃ＿ôめ½を 〃止 ▲Ü梶ぃぉ ╋ぃびむ 。Ü．ß êÜろ粥を 。ぉ ‶めっ｀ê0ぃçÜ｀ î缶は 
 

る5- 骸 ö顎ろ½を ぼ＿ぎ 〃曲ぃÜ 

て5-  ëとÄ梶をك -ت 。くぃ¢よゅ， 兜 かâはゆ， ê£＿Üび ö顎ろ½を {2-£＿Üび ö顎ろ½を ة  兜 かâはゆ， ê3-ê£＿Üび ö顎ろ½を ة 
 

 ëùにôを:  ぱよれ‶ 
しàあこれを:   し玄戟．これを 

 を．ゑÄ‶: を，よゑüを 
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るت- 骸 ö顎ろ½を ë『ぃとÄ 〃曲ぃÜ 
てت-  : 〃曲 ö顎ろ½を ë『ぃとÄ 
 ろ½ ╋ぃ＿は〉 ¡．れよ½を かà事            2-  ぇ．Üç½を ▲Ü 祈竿£½を か½をら〉， î缶âÜろ粥を î缶ぉ かù½梶を Ç＿çひく-ت
3- きぃà鹸圏を ¡．ほむ， きぃàろ玄圏を ë＿ぐひく 

 
るث- Üぃ öぃóは‶ 骸 ~むゆ， ö顎ろ½を 

 ö顎ろ½を ê£は  おめñ〈Ü かàれ 
 めはを， げ諺継 。ぉ めぐß î〉 ö顎ろ½を むゆ  î缶び ごよÄ 

 î〉 ö顎ろ½を むゆかびぃâと 。ぉ めぐß  か｀ぃùñ ごよÄ 
 。こヽぉ êÜろ粥を ëほむ をも〉  ö顎ろ½ぃぉ ¡季緩く かñ祈竿½ î梶 ö顎ろ½を ╋ぃç½〉 。½ えひころ¨ 
 îぃ＿ぐ½を ゜脅び ö顎ろ½を  ö顎れ潟を ê、â＿Üぴけ， ê、れ．ùô 〃止 かçた½を ぱゆり½ えひころÜ 

 ö顎ろ½ぃぉ ゆぃù£½を ╋をめこぉを  öをよは 
 

る8-  骸 öぃぴだ½を öぃぴぞを î．ó｀ ▲粥 
て8- を， ╋ぃßめぎ梶を ëぉ ê0めは， ╋をよçù½を ëâゑ¨ 岳 öぃぴだ½を öぃぴぞ〉 î．ó｀ ぽ．＿と½を， ぇゆぃß梶を， îを祈缶鹸圏ê0祈缶べ， 

る9-  ¡．れよ½を つは : ëÜび事 öぃぴだ½を öぃぴぞ〉 ゜脅び 
て9-  ¡．れよ½を つは事 ½を é½[こ½ : öぃぴだ½を öぃぴぞ〉 ゜脅びるぃà½を î缶ぉ おむ．粥を Ç＿çひく， : ぇ．Üç 

るةت – 骸 ë＿Ü½を öぃ＿ß ë『ぃとÄ 〃曲ぃÜ 
てك -ةت╋をめ½を むよだ｀ ة êせ潟を ▲び 畦試à｀ ة きぃ【ヽろ½を よù£｀ ة 。と．½を ╋畦銀棄｀ { : ë＿Ü½を öぃ＿ß ë『ぃとÄ 

るتت-  畦襟à½を îぃ¢ をもぃ粥事 骸 ë＿Ü½を öぃ＿ß ▲Ü 祈簡£｀ 
てتت-  畦襟à½を ¡ぃß事 ك 歌 をゆ．óゐ 歌をめっび î．¢‶ 顎Ä‶ かゑ』ぃび ぃ｀ { 

る2ت- 骸 é よ^ゑ½を つ｀め玄圏を ▲Ü むぃùころ粥を ぃÜ 
て2ت- : é よ^ゑ½を つ｀め玄圏を ▲Ü むぃùころ粥を 

 ╋ぃ＿は〉 î缶âÜろ粥を î缶ぉ ö顎ろ½を ╋ぃゑÄ〉  畦襟à½を かàろ½事 

 を ╋ぃゑÄ〉î缶âÜろ粥を î缶ぉ かù½梶を Ççひ｀ ö顎ろ½ 

  ▲Ü öぃぴだ½を öぃぴぞ〉 きぃゅよç½を ëと‶かà鹸圏を ë0‶ きぃùぎ ▲Ü， 

 圏ぃぐ½を ぇ‶む ë＿Ü½を öぃ＿ßきぃ【ヽろ½を よù£ ，^ きぃとゆめ½を ぶÄよ｀ î缶玄 

  顎れ潟を öぃóは[ぉ らを季管び岳を。ぉをむ′， ö 
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 るゆめ½を (ث を : )Ç｀めぐ½を よ£ぉ ．ぉ‶ ë＿Ü鹸圏を ゞょぃ玄劇½  が 。àび 兜 畦銀棋ゆ1ث 
 

îを．àぴ½を のよゑ½を îを．àぴ½を のよゑ½を 
 。っろü めっび兜 えぴñ ▲ぉ îぃâたび かÄぃひß ゞょ‶ ▲ぉ 

 畦襟à½を ぶÜ 。っろü 〃止 ゞçこÜ｀ ة  畦銀翫よç½を 畦潅＿こ½を
事  えぴñ ▲ぉ およÜ めàび 

 ，よâび ▲ぉ よ諺鯨 しéぉ 渓潅Üれ 祈缶諺圏を ö‶ : 。Ü‶
 えぴñ ▲ぉ 

。こÄ顎ほ -  ¡．れよ½を ゆぃゐ‶事  
 お顎ぐ½を 〃止 。ùÜまこれを î缶は 。こÄ顎諺圏 

-  畦襟à½を ゆぃっほを êせ事  
- よは ぇぃまこôぃぉ î缶âÜろ粥を かぴ¨ぃっÜ 

 ~め½．Ü  かàれ め½，5ت   ë＿ù½を öぃび めぴゃ およ鹸鍵½を ëっß
きを．àれ す顎たぉ 

 。こヽàñ  ë¢ 〃止 ~祈缶£っこ½ ë＿ß， ëぉ割½ 。っ玄圏 よ£ぉ ．ぉ‶
╋畦銀翫 

 。く[ゑü  ▲Ü ة よ よ^玄嫌½ をよとぃく ëâび ة か£Ü 〃止 [ゑü
ß ╋ぃ よ^せ‶ ة ëçぴ½を かはぃとよぉ ぽよ 禍び ة ゎ‾よ

ぃÄゆぃび  畦襟à½を ぇよçぉ ▲£れ ة ぇぃろü梶ぃぉ事 

 ゆ．これむ 
 ê£玄圏を 

 つ玄圏を ة ぶざを．こ½を ة ¡めぴ½を ة かはをよぐ½を
゜脅び  î[ゐ ╋顎び〉， ▲｀め½を およぐà½ むぃ、鹸圏を 

 î缶âÜろ粥を 
 。っç½ ت-  ¡．れよ½を î梶 : Ç＿こび事 ~祈竿ほ‶  。ô[ぉ

 ゆぃà½を ▲Ü Ç＿こび 
2-  兜 ¡．れゆ ぃ去脚 ~ぃâれ : Ç｀めぐ½を事 

 よâび， よ£ぉ ．ぉを 。ぴÜ， をめは‶ めぴぎ ぃÜめàび 
ëっ鹸圏を ê去脚 éとゆ， îぃâたび， 

 ê0‶ 
 。½ぃâび‶ 

 れよ½を î梶 : かÜぃれ‶ ゎヽと もぃùô〉事．¡  -ت
 〃止 öぃゑÜ½ 。、と，ةةث  よ£ぉ ．ぉ‶ ずÄゆ，

。Äぃç｀〉  
2-  き．Ü めぴゃ を，めくゆを ▲｀や½を : ▲｀めくよ粥を ¡ぃこß 

 畦襟à½を事  
 。Ü『ぃとÄ ت- を ゜矯ぃぴけ 兜 ¡．ß 。＿Ä ¡りô : öよ£½

{ô梶 ك ゛çく梶を ぃ去儀àに＿れ， Çこび‶， ・祈管ゐを 。
 : ëたÜ 祈缶た£½を(¡顎ぉ) 

2-  ëたÜ : かßをめぐ½を， かっ玄劇½を ▲ろは
およ鹸鍵½を 

3- 止 ö顎ぺ½を ぶÜ すめは ぃÜ ëたÜ : 。びゆ， 〃
 ö顎ぺ½を öぃぴぞ ▲Ü ë¢[｀ î‶ 。とÄゆ， 。à、£く 

4-  。く．Ü めàび úÜâ｀ ぃÜ ë¢ むよぉ よÜ‶ : ~め0ら
  よâぴ½ 

 。っßぃàÜ 
 
 
 
 
 

。Ü顎れ〉 

‶，¡ かù＿Üほ ¡，‶， ¡ぃとよ½を ▲Ü ▲Ü′ ▲Ü  -ت
î缶âÜろâÜ½  2- ö顎れ潟を 〃止 え＿だほ ¡，‶  3- 

é玄劇粥を ぶâと ▲Ü ¡，‶ 
4-  ¡．れよ½を ぶÜ め、ゑÜ  。こù｀ ê½事 

 زززززززززززززززز
 

 。こぉぃにこれを しôぃ¢ ゆ．ù½を ゜脅び かぴ‾よれ 
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。こß顎び 
 ¡¨ぉ

 しヽっ½を 

-  。çっれ， 。ÜとÄ， ~ゆめß を．Äよび
 を．âろけ ة îぃâ｀割½ 

 〃脅び ▲ぉ よ£ぉ ．ぉ‶ ëたÜ 。âれぃぉ 

-  畦襟à½を かぉをよß事  えは‶ ~めàび 
。こぉをよß ▲Ü 。＿½〉 

 ë『ぃç½を (兜 ¡．れゆ ぃ｀ かっ玄劇½を) 
 : ë『ぃç½をك よ£ぉ ．ぉ‶ {  およ鹸鍵½を ö．｀ : かっれぃà粥を 

きをむぃ、ゐ 
 ずぴゃ 

 かぉぃ玄劇½を 

 : 。こび 兜 畦銀棋ゆ よâび ¡ぃß(çっれ ぃÜし  ぃぉ‶
 ゜矯〉 よ£ぉ畦金çっれ 岳〉 祈缶ほ) 

 ¡ぃß よ£ぉ ゞょ‶ ゜脅び るぃà½を ずぴゃ 。ÜとÄ ぃ粥，
: よâび ( ¡′ ▲Ü 祈缶ほ よ£ぉ ゞょ‶ ▲Ü かÜ＿Ü½ 兜，
 よâびب) 

 ë『ぃç½を  ك かÜ梶を ~や0 祈缶まぉ êñ祈竿ほ‶ 岳‶ { 
。àび 兜 畦銀棋ゆ え½ぃぞ ゞょ‶ ▲ぉ 〃脅び : ë『ぃç½を 

 } ，½＿よ£ぉ ．ぉ‶ ぃà ك 
 兜 めっび : ë『ぃç½をよùぴと ▲ぉ 

 。くぃÄ，  かàれ 〃止．く3ت兜 ゜脅ぎ 畦襟à½を き．Ü めぴゃ 果0 
 よ、ゐ‶ かせ顎せ， î缶こéろゃ êÜれ， 。＿Üび 

 ¡ぃ＿½ ぶとゅ， 
╋ぃóっ½ぃぉ  かà｀め粥を  しとゆ 

。àび 兜 畦銀棋ゆ 。く．Ü ö．｀ 

 ë『ぃç½を  ぃôを ぃâô〉， 。＿Üび ゞü．Üとùく é＿ñ { 
 くぃàろは ▲Ü かàろは。 ك

 。ぺÜぉ ぃ粥 。àび 兜 畦銀棋ゆ ¡顎ぉ : ë『ぃç½を 
 よ£ぉ ゞょ‶ ゜脅び 。ô．Üとù｀ ぃれぃôを î‶ 
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 るゆめ½を (2 ‶ : ) 。àび 兜 畦銀棋ゆ ぇぃだ諺圏を ▲ぉ よâび î缶àÜ〈粥を 祈缶Üが12 
 

îを．àぴ½を のよゑ½を îを．àぴ½を のよゑ½を 
っろü。 び ▲ぉ ë＿ù 禍ô ▲ぉ ぇぃだ諺圏を ▲ぉ よâ

めっびえぴñ ▲ぉ ・りぴ½を  よ、Ä ▲ぉ 〈́½ ▲ぉ 
 畦襟à½を ぶÜ ゞçこÜ｀事 ぶゃをよ½を め鹸圏を 〃止 

。½めび 
 

-   ゜矯ぃぴけ 鴫 かっßをよ粥を ê『をむ îぃ¢ 
- を îぃ¢畦謹½を ¡を．Ü梶を えこñ 歌顎Üぃび つぴゃ をも 

 。½りび をも〉 。っれぃひ｀ 渓謹は ぃ、£Üâ｀ 
 ~め½．Ü  かàれ およゑび す顎たぉ ë＿ù½を öぃび めぴゃ め½，

畦襟à½を つぴょ， 事  ▲れ 〃止 ．0，2ث かàれ 
。びゆ，

  
- î缶âÜろ粥を ¡を．Ü‶ ▲び 歌ぃぴÄ祈管Ü 歌ぃù＿ùび îぃ¢ 
-  î缶â0ゆむ 。½ぃ＿び， 。こçùô ëぴと 

 。こ½．ùぞ  ぃ0め＿に｀ ▲£｀ ê½， かぉぃこ£½を， お╋をよç½を êÜぴけ
 祈缶べ ゎ‾よß 〃止ثت  顎とゆ 

 。½．ß
  

 ゜脅び ぃ去丘《Ä 岳〉， ぃ去虐やほを ぃ去技Ä 〃矯 êこôも‶ î〉 { 
 ╋を，む 。½ ëろぴ½を éぎ 禍， ぃâà＿は ك öをよは 

 。ぉぃç½‶ -  ¡．れよ½を 。ぉ 。っç½ : げùは ぃぉ‶事 ö．ぉ 
ゆめぉ 

-  ¡．れよ½を 。ぉ 。っç½ : í，ゆぃù½を事  ö．｀
 。Ü顎れ〉 

-  。ぉ 。っç½ : î缶àÜ〈粥を 祈缶Ü‶くぃは ▲ぉ ´め 禍び ê
ゞ』ぃだ½を 

 。ぴざを．く  ▲Äめ｀ î‶ ぃ去戯び 兜 畦銀棋ゆ かゑ』ぃび îも〉 やほ‶ 
  。＿っはぃぎ ぶÜ 

 。Ü顎れ〉  畦襟à½を ╋ぃびめ½ かぉぃにこれを 。Ü顎れ〉 îぃ¢事 
 畦襟à½を ëこß ゜脅び öりび めß îぃ¢，事 àヽゅ， ぃâ

 。こほ‶ ö顎れ《ぉ 祈竿ほ
禍
‶ Ç よ^だ½を 〃止 ．0

め ら^ ▲ぉ め＿ぴれ ぃ、と，ら，街 ぃâ0めàび îぃ¢， 
。ぞ おゆ．れ ぃâ0]よç｀ きゆ梶を ▲ぉ ぇぃっほ 街

 かù＿玄劇½を ‶よß， 。こほ‶ よâび ぇよざ ぃâÜÄ
 畦襟à½を ゜矯〉 ゆぃれ， ö顎れ割½ ~ゆめぎ 兜 のよゐ

事  ~やほ[Ä êßゆ梶を ゞょ‶ ▲ぉ êßゆ梶を ゆをむ 〃止
 。½ ¡ぃß， 。ゅ．せ ぶÜぃにâぉ( î‶ ú½ î′ ぃÜ‶

 禍けぇぃだ諺圏を ▲ぉを ぃ｀ êÜろ ) かぉぃ玄劇½を てよまÄ
 ▲｀むむよÜ( :祈竿ñ‶ 兜)   ぃßゆぃÄ ぃÜ．｀ îぃóÄ

ëぞぃっ½を， Ç玄圏を î缶ぉب 

。くをらぃにô〉 ت-  か ゆ^ぃと玄圏を， か ゆ^をむ潟を : 
 ▲Ü ¡，‶ î，む ة よ́鹸鍵½を み ゆ^ぃこÜ½ か｀をめぉ やまくを 

▲ ة ，^を，め½を  歌をゆをむ やまくを ة ¡ぃâÜ½ 歌ぃこヽぉ やまくを 
しヽぉ ▲Ü ぢ＿çÜ½を かçùô ëぴと ة かÄぃ＿とÜ½ 

ぶれ， ة おめ｀め鹸圏を îめ粥を ╋ぃゑü《ぉ êこ0を ة  ¡ぃ粥を 
 畦襟à½を め鹸経Ü事  お顎ぎ ゜脅び るぃà½を ぶâと ة

 ö顎ろ½を 。＿Üび ê＿0をよぉを öぃçÜ よほ‶ ة ふ ，^を祈管½を
î緩ß ة ぽぃだ粥を ぶれ．＿½  かÜや½を ë0‶ ゜脅び か り^鹸圏を 

2-  ぇよ玄圏を ¡ぃにÜ 〃止: 
-  öぃßを ة ゞÜをり½潟を め＿àにこ½ぃぉ よÜ‶ ▲Ü ¡，‶ 

îむゆ梶を， ÇゑÜむ 〃止 か＿ゅよ玄圏を きをよ£ろぴ粥を 
ぇ 。くぃと，ら ▲び む．à鹸圏を ぇぃ＿べ むめは4 よ、ゐ‶ 
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。Ü『ぃとÄ ت-  よâび め＾〈｀ ê よ^£½を î′よç½を。àび 兜 畦銀棋ゆ 
Ü { ëたÜ : ة ぇぃ鹸現圏を ة ê＿0をよぉ〉 öぃç

ゆめぉ ・よれ‶) 
2-  よâび ぇぃ去久 îぃだ＿ゑ½を 。àび 兜 畦銀棋ゆ 
3- Ü かà鹸圏ぃぉ ▲ よ^ゑあ粥を ▲ 

 3-  ゆをむ やまくを ▲Ü ¡，‶ : むぃぐこß岳を ¡ぃにÜ 〃止 
ê0をゆめ½を ぇよざ ة ぽぃß，梶を [ゑü‶ ة ▲ ．^âこ½を 

í，ゆぃù½を 
 ¡′，

しヽっ½を 

-  え½ぃぞ ゞょ‶ ▲ぉ ゜脅び 。àび ¡ぃß 兜 畦銀棋ゆ

。àび : ( 祈竿ほ‶ 岳‶ めぴゃ かÜ梶を ~や0 祈缶まぉ êñ
よ£ぉ ゞょ‶ )êぴü : を．½ぃçÄ街  ¡ぃçÄ(âびب)よ 

-  ê0む岳，‶ しヽっ½を ¡′ ▲Ü め｀めぴ½を 渓潅れ
: よâび êれぃぉ ( ة 〃脅び ▲ぉ ぽよぞ梶を よâび

 ▲ろ玄圏を ▲ぉ よâび)بب 
-  きめ½，， 〃脅び しéぉ ö．たÜ¢ ö[ぉ よâび て，りく

 。½( 歌をめ ら^ ) ¡．ç｀ îぃ¢，‶ :圏を ▲ぉを ぃôこù＿Ü諺î缶ب 
-  : ö．たÜ¢ ö‶ ▲Ü 。とを，ら めぴゃ よâび ¡ぃß

ú½やñ わヽ½ 岳‶ お祈缶ぺぎ て，りく î．½．çく街 
つ｀め玄圏 岳〉 ぃ去妓と，りく ぃÜ 兜， えあれ ë¢ { 

 畦襟っれ 岳〉 かÜぃ＿ç½を ö．｀ ぶだçàÜ えろü，
 ب，畦襟ろüك

 。ÜÜぃぴけ
 ë0‶ ぶÜ
ぇぃこ£½を 

 
 
 

。くぃÄ， 
 
 
 

 ゆぃ＿こほを
 かù＿Ü諺圏を

~めぴゃ 

 よâび ゛だび‶ 。àび 兜 畦銀棋ゆ 歌ぃôぃÜ‶ ぇぃこ£½を ë0梶
ôを ゜脅び ê、ろù ê、ろ』ぃàñ， 街ê、½を．Ü‶，

 岳， 街 ▲£ろけ 岳， öめ去虐 顎Ä 街ê去丘ぃっÜぎ，
£ö顎れ潟を ¡．ほむ ゜脅び î．0よب 禍` 

 
 زززززززززززززززززززززز

 歌をめ＿、ゐ 〃止．く  〃止2ت か鹸現圏を，も23  およ鹸鍵Ü½
3 祈竿âÄ．ô44ت 畦銀眼．鹸県を お〈½〈½ ．ぉ‶ め｀ ゜脅び ö

るぃà½ぃぉ 〃脅ぐ｀ ．0，ب 
 زززززززززززززززززززززز

 舷継ゆت  かà鹸圏ぃぉ ▲ よ^ゑあ粥を およゑぴ½を ▲Ü
を，ゆぃこま＿½ بめ｀め鹸圏を かù＿Ü諺圏を ê去戯Ü 
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 るゆめ½を (2 : )  かゑ』ぃび おめ＿ろ½を î缶àÜ〈粥を ö‶–  ぃ去戯び 兜 畦銀棋ゆが 24 
るت-  ぃ去戯び 兜 畦銀棋ゆ かゑ』ぃび おめ＿ろ½を ▲び およぐこまÜ おやっô よñもを 

 ぃ去儀ろü  畦襟à½を て，ら Ç｀めぐ½を よ£ぉ ゞょ‶ しéぉ î缶àÜ〈粥を ö‶ かゑ』ぃび事  - Ü梶を ╋ぃろü  。çÄ‶ か
 í顎ぞ潟を ゜脅び–  ö顎れ潟を 〃止 きめ½，–  ぃ0を．ぉ‶ ぃ去脚 よとぃ0–  畦襟à½を ぃ、と，りく事 ß ëっ

 およ鹸鍵½を–  およ鹸鍵½を ▲Ü か＿ôぃた½を かàろ½を 〃止 ぃ去脚 ëほむ–  
-  よâ ．^び ▲ぉ よÜぃび しéぉ îぃÜ，ゆ öを : ぃ、Ü‶–  ぃ去戯び 兜 畦銀棋ゆ 

 ぃ去妓＿àñ  畦襟à½を ぃ0ぃàñ事  ╋ぃâれ‶ ぃ去妓ほ‶ ▲ぉを êれを ゜脅び ك 兜 めっび ö‶ {– び り½を ▲ぉ 兜 めっ 祈缶ゅ
 ê去戯び 兜 畦銀棋ゆ 

 畦襟à½を えÜß 〃止 ぃ去妓ôぃóÜ
事  

 。＿½〉 るぃà½を えは‶ しôぃ¢–  えヽっ玄圏を しéぉ かっヽっ玄圏を 〃曲 

 畦襟àÜ½ ぃ去儀は事    ¡．れよ½を îぃ¢事  ぃ去技½〉 るぃà½を りび‶ 

  畦襟à½を 祈缶ほ事  ぃ｀ ゆ，ぃゐ‶ ú＿Ä‶ し½ぃçÄ ▲去客ぃぉ′ îゆ，ぃゑ¨ î‶ 。『ぃろü ▲Ü えÜぞ，

兜 ¡．れゆ ëぉ を 。½．れゆ， 兜 ゆぃこほ 

 
る2-  〃曲ぃÜ骸 ぃ去戯び 兜 畦銀棋ゆ かゑ』ぃび î缶àÜ〈粥を ö‶ ë『ぃとÄ 

 よ『ぃれ ゜脅び しÜと 禍Ä
╋ぃろé½を 

 かà鹸圏を 〃止 〃曲  ö顎ろ½を ぃ去客よç｀ ë 祈`竿と كêâ＿こ½を か｀′ { かñゆぃっ粥を 

 
る3- 兜 畦銀棋ゆ かゑ』ぃび おめ＿ろ½を しôぃ¢かせめひÜ か粥ぃび ぃ去戯び ب ú½も よñもを 
て3-  畦襟à½を ▲Ü よÄを．½を êÜぴ½を ぃ去戯び 兜 畦銀棋ゆ かゑ』ぃび おめ＿ろ½を きやほ‶事  かぴ‾よゑ½を ö．Üび 渓謹ゐ 〃止 るぃàÜ½ ぃぴとよÜ しôぃóÄ
 ，ぃ0よâび ▲Ü およゑび かぴれぃこ½を ▲れ 〃止 〃曲 

る4- 骸 ぃ去戯び 兜 畦銀棋ゆ かゑ』ぃび おめ＿ろ½を えßぃàÜ 〃曲ぃÜ 
て4- ぃび おめ＿ろ½を えßぃàÜ: ぃ去戯Ü お祈缶たñ ぃ去戯び 兜 畦銀棋ゆ かゑ』 

 畦襟à½を ぃ、と，りく {事  歌をよ£ぉ–  畦襟à½を きぃÜ事  ぃ去妓＿ぉ 〃止–  畦襟à½を Ç＾ゆ， ぃ、ç ゆ^ î缶ぉ 兜 ぶâと事 かびぃれ よほ′ 〃止 Üك ぃ＿ôめ½を ▲ 
る5- 〃止 かÜたÜ梶を ぱ，ゆ‶ ぃ去戯び 兜 畦銀棋ゆ かゑ』ぃび おめ＿ろ½を しゅよざ  ゆぃた｀潟を بú½も ゜脅び ¡め｀ ぃÜ えこñを 
て5-  ぶÜ ▲Äめ｀ î‶ 〃止 ぃ去丘も[これ‶ ぃÜめàび 。àび 兜 畦銀棋ゆ ぇぃだ諺圏を ▲ぉ よâび きよせ‶ 畦襟à½を事 。っはぃぎ， 
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るت-  ë＿あれ 〃止 íぃùô潟を， öよ£½を 〃止 ¡ぃたÜ梶を ぇよとÜ ぃ去戯び 兜 畦銀棋ゆ かゑ』ぃび おめ＿ろ½を しôぃ¢ 兜 ب 歌岳ぃたÜ ぇよざを ゜脅び ¡め｀ 
ú½も 

てت-  渓謹は 歌ぃ【ヽゐ ぃà½ し＿çぉ‶ ．½ : し½ぃß ゆ．だù½を öぃぴだぉ ぃà½ 畦謹『を { ぃ去虐岳．粥 し½ぃß ぇよぺ粥を ╋ぃと ぃ粥 êせ 。こçùô[Ä ¡ぃÜ ぃ0╋ぃと
 畦金くよñも 岳．½ し½ぃß 歌ぃÜぃぴぞ 祈́管ゑü ك 

 
るث- 圏を かùぐぉ éぐこく ぃ去戯び 兜 畦銀棋ゆ かゑ』ぃび おめ＿ろ½を しôぃ¢ ╋ぃ＿玄 بú½も ゜脅び ¡め｀ 歌岳ぃたÜ ぇよざをب 
てث- び ▲び 兜 ¡．れゆ 。＿Ä ▲Äむ ´や½を しヽっ½を ëほむ‶ しàñ : し½ぃß ぃ去戯び 兜 畦銀棋ゆ かゑ』ぃ事  ぃâô〉 { ¡．ß‶， ゞょ．せ かぴざを，

 ゞょ‶， 〃巨，ら ．0 ك よâび ▲Ü ╋ぃ＿は ゞょぃ＿せ ゜脅び おむ，めゑÜ 岳〉 。こÜほむ ぃÜ 兜， よâび ▲Äむ ぃâÜÄ ك
 

る8- 骸 úÄ潟を かせむぃは ▲び ぽよぴけ をもぃÜ 
て8-  ぃ去戯び 兜 畦銀棋ゆ かゑ』ぃび おめ＿ろ½を しôぃ¢ ÇÜだぐ粥を 畦金ぉ お，りべ 〃止 畦襟à½を ぶÜ事 Ä ぃ0めçび きめçÄ おむ．ぴ½を Ç よ^ぞ 〃止， ぃâÜ

 ゞょぃ玄劇½を ぃ去脚 よâÄ ぃ去丘ぃóÜ しろÜにÄ ぃ、とむ．0 〃止 ぃ去丘‶ î缶ôぃで を，ゆぃれ めß ö．ç½を をも《Ä しぴとゆ 。＿Üび ゆ．たぴ½を ▲Ü しろ】｀
 歌ぃóÄ〉 かゑはぃù½ぃぉ ぃ0．Üゆ ú½も î．çÄぃà粥を ・‶ゆ ぃâÜÄ ö．ç½を Ñゆむ‶ 渓謹は ぃ去脚 ÇÜだôを êせ ぃ、Äよび ぃ0‶ゆ ぃâÜÄ ëだぴ粥を ▲ぉ îを．ùぎ

 を．ぴß，， 歌をゆ，ら， 畦襟à½を ごよび 〃止事  畦襟à½を， 歌顎Üぃ¢ 歌をよ、ゐ ú½も î．Üßぃàさ｀ を．Üで， およ0ぃだ½を かù＿ùぴ½を 。こと，ら，事 ｀ ・も[こ
 ．れ ▲Ü きぃ｀′ よゑび 〃止 兜 ぃ0‶よぉ 渓謹は ぃ、Ü0‶， 。こと，ら 。ぴÜ，かÜぃ＿ç½を ö．｀ ゜矯〉 ゜脅こく ゆ．à½を おゆب 

 畦襟à½を めは，事 : ぽやç½を めは úÄ潟ぃぉ êÜóく ▲Ü ë¢ 
 î．ôぃâせ めÜ鹸圏を おめÜと          2-  。くむぃ、ゐ ëっçく 岳          3- î缶çれぃù½を ▲Ü ゜矯ぃぴけ 兜 。Üぴと  -ت              

 
-  ¡．れゆ êび ▲ぉを : ë＿çÄ 〃脅び 畦金た｀ î‶ 渓銀贋ほ‶ : し½ぃçÄ 街 ぃ去虐．Ü ë＿っß かゑ』ぃび ゜脅び ぃâ去戯び 兜 畦銀棋ゆ るぃっび ▲ぉを îも[これを

 兜事 : ¡ぃçÄ 街 。½ を．ôや『を : し½ぃß î缶âÜろ粥を ~．と， ▲Ü ( ô[Ä : ¡ぃß : し＿çくを î〉 祈缶まぉ し½ぃß 骸 úà｀めにく é＿ñし  祈缶まぉ
 兜 ¡．れゆ かと，ら 街 ゜矯ぃぴけ 兜 ╋ぃゐ î〉事  ╋ぃâろ½を ▲Ü Ñゆやび ¡りô， Ñ祈缶べ 歌をよ£ぉ ふ£à｀ ê½，ببب ß， しàñ ゞü‶ きむむ， し½ぃ

 歌ぃ＿ろéÜ 歌ぃ＿ろüب ) 

る9 :骸 ぃ去戯び 兜 畦銀棋ゆ かゑ』ぃび おめ＿ろ½を ¡．ß ¡め｀ ╋畦銀翫 ´‶ ゜脅び 

て9-  おめ＿ろ½を ぶこâく ゜脅び ¡め｀ぱゆ．½を かùぐぉ ぃ去戯び 兜 畦銀棋ゆ かゑ』ぃびب 

るةت-  畦襟à½を íをよÄ ▲Ü かゑ』ぃび おめ＿ろ½を éß．Ü ．0 ぃÜ事 骸 
てةت- : ぃ去戯び 兜 畦銀棋ゆ かゑ』ぃび 

 っヽぐÜ ぱ．ß， ねこéこれを ▲Ü ¡，‶ 畦襟à½を き．Ü か事 -ت

2-  畦襟à½を íをよÄ ö‶ しßをも事  ．ùぞ 。ぴÜ きめ、ゐ ぃ去丘梶祈缶àさろ粥を ぃ去脚ぃっゐ， おめ＿ぴろ½を ぃ去妓½ 
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るتت- 骸 ぃ去戯び 兜 畦銀棋ゆ かゑ』ぃび おめ＿ろ½を し＿Ä．く 渓謹Ü 

てتت-  ╋ぃせ顎た½を ö．｀ ぃ去戯び 兜 畦銀棋ゆ し＿Ä．くثت  かà果果果果果果れ îぃとÜゆ58  果0 
 

る2ت- 骸 ぃ去戯び 兜 畦銀棋ゆ かゑ』ぃび き．Ü ▲Ü ぃ去戯び 兜 畦銀棋ゆ かâÜれ ö‶ おめ＿ろ½を éß．Ü ．0 ぃÜ 
て3ت- ぃ去戯び 兜 畦銀棋ゆ かゑ』ぃび おめ＿ろ½を し½ぃß : ぃ去戯び 兜 畦銀棋ゆ かゑ』ぃび き．Ü ö．｀ 

兜 ¡．れゆ ゜矯〉 るぃà½を えは‶ しôぃ¢ めç½ ~め＿ぉ 畦銀岩ùô ´や½を， { ك ぃ0ぃぉ‶ 岳〉 
 

る4ت-  : ë『ぃç½を ▲Ü かゑ』ぃび îを ëとゆ éÜは ．½， 。à＿â｀ 〃止 歌ぃたôぃは わヽ½， íむぃぎ ．、Ä 。Ü‶ かゑ』ぃび î‶ ëとゆ éÜは ．½ {
 ö‶ かゑ』ぃぴÄ : ÇÄぃàÜ ．、Ä よほ樫を ぃÜ‶， ▲Ü〈Ü ．、Ä : ¡，梶を ぃÜ[Ä : 。à＿â｀ 〃止 歌ぃたôぃは わヽ½， íむぃぎ 歌ぃと｀‶ ．、Ä 。Ü‶ しろヽ½

 î缶çÄぃàâÜ½ 歌ぃÜ‶ しろヽ½， î缶àÜ〈粥を ك 
て0 -4ت ë『ぃç½を 潟を ．兜 。âはゆ ´，．à½を öぃÜ ゜矯ぃぴけب 
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 るゆめ½を (ةت  : )鹸圏ぃぴÜ， ~ゆぃせ′， í顎だ½を öぃóは‶。こ  が1ةت 
 

るت- 骸 おめぴ½を， Ñ í顎だ½を : ▲Ü 歌顎ñ ぽよび 
てت-  í顎だ½を : ．0  かぎ．ぐまÜ づぃù½[ぉ か＿と，り½を かß顎ぴ½を ╋ぃ去丘〉， てを，り½を かだぉをゆ ëは 
- : 〃曲 おめぴ½を  ぃ、½ 。ßをよÄ ¡ぃは ，‶ て，り½を おぃÄ， めぴゃ てを，り½を ▲び ぶàこâく， お‶よ粥を ぃ去技Ä よどこéく 畦謹½を おめ粥を 

る2- 骸 í顎だ½を ê£は ．0 ぃÜ 
ê£玄圏を えあろ½を 
えとを， íぃçゑ½を ¡ぃは î缶と，り½を î缶ぉ Ç＿Ä．こ½を î缶â£玄圏を ゜脅び ゆやぴけ をも〉 

ぇ，めàÜ  ぃ去技Üび かっとを．½を 兜  í．çは 〃止 かと，り½を しぞよÄ をも〉 
のぃっÜ  ぃ去虐よゑび ╋．れ， かと，り½を ÇÜほ ╋．れ ぶÄめ½ 。＿½〉 かとぃ玄圏を めàび 

~，よ£Ü  ú½や½ ~．びめ｀ えあれ て，りÜ½ ▲£｀ ê½ をも〉 
 ，喬めっ½を í顎だ½を { öをよは  。＿Ä ぃ、ぴÜぃと よ、ぞ 〃止 ，‶ ず＿玄圏を 〃止 í顎だ½を ．0〃ك

 

る3- 骸 í顎だ½を 。àÜ ぶç｀ 岳 ´や½を ．0 ▲Ü， í顎だ½を 。àÜ ぶç｀ ´や½を ▲Ü 
í顎だ½を 。àÜ ぶç｀ ´や½を   : ة ぼ½ぃっ½を て，り½をゆぃこ諺県を ة ëßぃぴ½を 

í顎だ½を 。àÜ ぶç｀ 岳 ´や½を : ~よ£粥を ة 畦襟ぐ½を ة î．à鹸県を 
る4-  ~よ£粥を， 畦襟ぐ½を， î．à鹸県を ▲Ü í顎だ½を ぱ．ß， öめび : ëÜび 
て5-  おぃ＿は 〃止 ぃ、に『ぃこô， ぃ0ゆぃせ′ ぃ、½ 畦謹½を きぃÄよぐこ½を ▲Ü ぽよぐく í顎だ½を î梶 : ~よ£粥を， 畦襟ぐ½， î．à鹸県を ▲Ü í顎だ½を ぶç｀ 岳

 。くぃÄよぐく 舷劇く 渓謹は か＿Ü0梶を ëÜぃ¢ ÇÜだ粥を î．ó｀ îを めぉ岳，  î缶と，り½を 
る5-  骸 í顎だ½を ゜脅び えく祈管｀ ´や½を ぃÜ 

 おめぴ½を  かôぃと玄圏を 
: ぃ去妓＿び，よゑÜ かâ£は 

 ½】Ü めñ[こ½をêはよ½を お╋をよぉ 顎▲  -ت
ぇぃろü梶を ぢÜこまく 

2-  かぎよÄ か【＿去虐おむぃび潟 î缶と，りÜ½ 
か＿と，り½を おぃ＿玄圏を 

3- か＿と，り½を ぜぃゅゆ êどび ゆぃぴゑされを 

- ぉ ゜矯，梶を 〃曲 ö梶を ゜矯〉 しÜçこôを めと．く ê½ î〉， かôぃと玄圏ぃ ぃ去妓ぉをよß 
- かôぃと玄圏ぃぉ ö梶を か ．^½，‶ ぇぃっれ‶ : 

 梶ぃ去技Üび ゆめß‶， か＿ぉ祈管½ぃぉ ぽよび‶ ぃ去丘 -ت
2-  ëとよÜ½ わ¨顎Ü 祈竿ぐ½を ▲Ü ぃ、½ 
-  ╋ぃàぉ梶を 渓金ぺこれを をも〉 かôぃと玄圏を 畦試こéく 
-  め½．½を ▲れ ぷ．Üっぉ かôぃと玄圏を おめÜ きゆめßث  きを．àれ 

 きを．àれ ぶろけ : おぃこù½を，  街 きぃàっÜ½ よほ[こ½を  ╋ぃ、çù½を ずぴゃ ・‶ゆ，
むぃ＿こびを ▲Ü ▲£âここ½ ╋ぃろé½を きをむぃびب 
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るت- 骸 í顎だ½を ゆ．ぎ 〃曲ぃÜ 

  
るث- 骸 おめぴ½を ぱを．ô‶ 〃曲ぃÜ 

ö むめぴ½を ぱを．ô‶  ぃ去虐めÜ 
 ず＿ひく 畦謹½を お‶よ粥を  きぃと＿は す顎せ  ت
2  ず＿玄県を ▲Ü しろ】｀ 畦謹½を お‶よ粥を  よ、ゐ‶ かせ顎せ 
3  ぃ、と，ら ぃ去戯び きぃÜ 畦謹½を お‶よ粥を  顎Üぃは ▲£く ê½ぃÜ をよゑび， よ、ゐ‶ かぴょゆ‶ 
4  ëÜぃ玄圏を お‶よ粥を  ぃ、Üâは ぶとく 渓謹は 
5  ぃ去脚 ¡．ほめ粥を 祈缶べ お‶よ粥を  ぃ、½ おめび 岳 

                                      

í顎だ½を おゆ．ぎ 2 ت 
ふ  -ت よ^ぐ½を í顎だ½を

ゞ』ぃà£½を， 
ふ よ^ぐ½を  岳 : Ç½ぃぞ しôを :

 か＿à½  てぃこひ｀ 
ゞ』ぃà£½を か＿à½ てぃこひ｀ : úÜ0[ぉ ゞç玄圏を : 

2-  〃境とよ½を í顎だ½を
 ▲『ぃっ½を， 

〃境とよ½を  むゆ て，りÜ½ ら．に｀ :
 〃止 。こと，ら 

め｀めと めçび 祈缶べ ▲Ü ぃ去虐めび 

▲『ぃっ½を  ¡ぃ玄圏を 〃止 のぃóà½を め＿ß ぶÄゆ : ， 街: 。びを．ô‶ 
，よぺぎ かô．àヽぉ 。こと，ら ÇÜだ｀ îを :  ぃ去虐めび 畦試こéく・  -ت

 ，‶ ゜矯，‶ かçÜぞ ▲Üか＿ôぃせ 街岳，  め｀めと よ、âぉ 岳〉 。½ ëひく
め｀めと めçび，ب 

2-  ・祈竿ñ かô．àヽぉ  かた½ぃた½を かçÜだ½を めぴゃ î．ó｀ :岳， ëひく 
ぃと，ら ふ£àく îを めぴゃ 岳〉 。½ ~祈缶べ 

3-  畦金ろ½を í顎だ½を
 〃喬めっ½を， 

畦金ろ½を  。と．½を ゜脅び ぶßを．½を :
ぇめô ´や½を  : ぱよゑ½を 。＿½〉

 ê½ よ、ぞ 〃止 ぃ、çÜだ｀ 
  おめはを， かçÜぞ 。＿Ä ぃ、ろâ｀ 

〃喬めっ½を  ぱよゑÜ½ é½ぃ諺県を í顎だ½を ．0 : 
-  〃止 ・も‶ ▲Ü お‶よ粥を Ç玄嫌｀ ぃ粥 : ú½やぉ 畦潅れぃ去虐めび 
- : ~ゆ．ぎ ت- おめはを， かâÜóぉ きぃçÜぞ す顎せ 

2- めはを， わÜにÜ 〃止 きぃßよùこÜ きぃçÜぞ す顎せ 
3- をよ、ぞ ，‶ るぃùô ，‶ ず＿は 〃止 í顎だ½ ぃ、ぴÜぃと  。＿Ä 
-  êせ潟を ぶÜ ぶç｀ 。à£½， öをよは : 。â£は 

 りにà粥を í顎だ½を
 ÇÜぴ粥を， 

をりにà粥  ÇÜぴ粥を 祈缶べ í顎だ½を :
 ぽぃとÜ 岳， ぜよゐ ゜脅び

 ëっçころ粥(Ç½ぃぞ しô‶) 

ÇÜぴ粥を  í顎だ½を ¡．ぐは 。＿Ä て，り½を ëぴと ぃÜ :çÜぴÜ 歌ぃ 
を : ぜよゐ ゜脅び 。こと，り½ ¡．ç｀ î(しô[Ä ú½も 畦謹ÜぴÄ î〉 

Ç½ぃぞب) 
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 るゆめ½を (تت  ) : ö顎れ潟を 〃桜 ╋ぃàぉ梶を í．çはがتتت 
るت-  骸 む．½．粥を öぃóは[ぉ かçÜぴこ粥を î緩ろ½を 〃曲ぃÜ 

 ¡，梶を ö．＿½を ぶゃぃろ½を ö．＿½を 
 ・よろヽ½を îも梶ぃぉ かÜぃß潟を， 渓金â＿½を む．½．粥を îも‶ 〃止 îをも樫を む．½．粥を か＿âろけ 

め½．½を ▲び よだù½を おぃ¢ら かとÄ 。ôら．ぉ íめぐこ½を， ~よぴゐ ÇÜは 
すを祈缶粥を íぃçひこれを かç＿çぴ½を 

め｀め鹸圏を む．½．粥ぃぉ か【à去妓½を， おゆぃゑあ½を îぃこ諺圏を 
む．½．粥を ú＿àひく  

 
る2- 骸 êÜろ粥を か＿ぐ諺継 ╋ぃàっ½ ö顎れ潟を ぃ、ぴっくを 畦謹½を íよだ½を 〃曲ぃÜ 

 〃桜 ö顎れ潟を かç よ^ぞ
か＿ぐ諺繋½を ╋ぃàぉ 

のよゑ½を 

 か＿ôぃâ｀潟を か＿ぉ祈管½を  : 〃曲，  ， ゜矯ぃぴけ 鴫ぃぉ îぃâ｀潟を ¡．ぎ[ぉ ê0よぺぎ やàÜ ╋ぃàぉ梶を ぢゅゆ ， か£『顎粥ぃゅぃÜ ë¢ 
え＿ぺ½ぃぉ ÇÜぴこ｀ 

 か＿çÜ諺圏を か＿ぉ祈管½を  るよべ ゜脅び ö顎れ潟を つはÜ諺圏を 》むぃっ粥をíめぐ½を : ëたÜ ╋ぃàぉ梶を る．ùô 〃止 か＿ç 
 ぃ0祈缶べ， ╋ぃÄ．½を， かôぃÜ岳を， 

 か＿âろ鹸圏を か＿ぉ祈管½を : ぃ去丘梶 かâ、Ü 〃曲， を î缶ぴけ╋ぃっび梶を ëâひく， おむぃっぴ½を ゜脅び むよù½ 
: ．0 ぃ鹸鍵àÜ ú½も 〃止 ö顎れ潟を êれゆ， 

 ½を めびを．ç½を ぱぃっくを ゜脅び ╋ぃぉ樫を つはö．à½を， ぇよゑ粥を， ë¢[粥を 〃止 か＿玄劇 -ت

2-  ，́をめこ½ぃぉ ê去妓鹸圏ぃぴÜ， ごをよÜ梶を ▲Ü ê去妓｀ぃß．½ ・，めぴ½を ▲ぞを．Ü ê去儀＿àにく 

3- Ü ゜脅び ê0め ．^ぴけか＿れ，よù½を ぇぃぴ½‶， かざぃ よ^½を かれゆぃâ 

 か＿Üçぴ½を か＿ぉ祈管½を : Ç よ^ぞ ▲び 
 ぃàぉ梶を 〃止 。ぉをむ′， êÜぴ½を えは るよべ╋  -ت

2-  ぶùà｀ ぃâぉ ぷをよù½を ╋ëÜ 

3-  歌ぃどùは， お，顎く ゜矯ぃぴけ 兜 ぇぃこ£ぉ か｀ぃàぴ½を 

4-  ê去虐をむをめぴこれを， か＿âÜぴ½を ê、½．＿Ü ÇÄ， ê、去技と．く 

 か＿ろùà½を か＿ぉ祈管½を : ぃ、Äめ0  かはをよぐ½を， Ç玄圏を 〃止 お‶よ鹸圏を ゜脅び ╋ぃàぉ梶を か＿ゅよく 
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 む岳，梶を î缶ぉ ¡めぴ½を   -ت

2-  ê、ぴÜ かはらぃâ粥を， かっびをめ粥を 

3-  ê、½を．は‶ めçùく， ê、½ぃっçこれを ▲ろは 

4-    ê去脚 かâはよ½を， かÄ‶よ½を， ╋ぃàぉ梶を ë＿っçく 

 
る3-  ╋ぃàぉ梶を ゜脅び ╋ぃぉ樫を í．çは 〃曲ぃÜ骸 

 きぃゅよç½を ëとÄ‶ ▲Ü ぃâ去脚 祈竿½を， ぃâ去妓びぃぞ ëぴと  ぃâ、ß．çび ▲び 渓試ô 

 むぃ、鹸圏を ゜脅び ▲｀め½を．½を よぉ öめß ùô潟ぃぉ よÜ‶祈竿£½を めàび ぃâ去妓｀ぃびゆ， ぃâ去技Üび íぃ 

 ぃâ、½ ╋ぃびめ½を ぃâ0よぉ : Ç よ^ぞ ▲び î．ó ，^ : ぃâ去虐ぃÄ， めぴゃ 
 〈ぃâ去妓＿ぎ，， ぃâ0ゆやô もぃùô -ت

2- ぃâ去客ぃßめぎ‶ よゅ， ぃâ、âはゆ かÜぎ 

3- ぃâ去戯び 減現圏を， かßめぐ½を 

4- Ü½ かびゆぃろ粥をぃâ去技Üび ゆ，よろ½を ¡ぃほむ潟 舷圏ぃぐ½を ëâぴ 

 
る4- 骸 ê去久め½を， ぶÜ ê去戯び 兜 畦銀棋ゆ かぉぃ玄劇½を ぇむ‶ ゆ．ぎ ▲Ü ぃとぴゃ よñもを 
て4- ت- [ぉ るぃà½を よぉ‶ ▲Ü úô〉 : 。½ ë＿ß 渓謹は 。Ü[ぉ 祈竿½を 祈缶たñ îぃ¢ ▲｀めぉぃぴ½を ▲ ら^玄鯨 〃止 ぃ、ぴÜ ë¢[く Ñをよô ぃàろ½， úÜかù 骸

れ ぃÜ ゜矯〉 ´め｀ Çっろけ îを ぽぃほ‶ : ¡ぃçÄ めß î．¢[Ä ぃ去戯＿び 。＿½〉 しçっぃ去妓ççび 
2-ぴゃ ▲Ü ぃ去脚ぃと[Ä 。Ü‶ 。くむぃô : 。àび 兜 畦銀棋ゆ î．び ▲ぉ 兜 めっびî缶こっßゆ Çこび[Ä ぃ去虐．ぎ 。く．ぎ ゜脅ぴÄ め＿ 
 

る5- 骸 ▲｀め½を．½を よぉ ゆぃâせ 〃曲ぃÜ 

ぃ＿ôめ½を 〃止 ▲｀め½を．½を よぉ ゆぃâせ およほ梶を 〃止 ▲｀め½を．½を よぉ ゆぃâせ 

íらよ½を， よâぴ½を おむぃ ら^ かà鹸圏を ¡．ほむ 

╋ぃびめ½を かぉぃにこれを， ぇ．ôや½を 祈缶ù£こ½ えあれ  
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 るゆめ½を( 8ت : )  ö顎れ潟を 〃桜 すを祈缶粥を， か＿ぎ．½をが2تت 
 

るت-  : ▲Ü 歌顎ñ ぽよび-  か＿ぎ．½を {– 骸 ك すを祈缶粥を 
か＿ぎ．½を すを祈缶粥を 

 ぱ祈竿こ½を Ç よ^だぉ き．粥を めぴゃ ぃÜ ゜矯〉 ぽぃとÜ ú＿Üâく 粥を き．Ü めぴゃ 。çひころ粥 しあた｀ か『りにこÜ½ ëぉぃß Çは すゆ．
ぃ0．ひô， ぃâ去戯＿ぉ かぉをよç½ ú½も， 

 
る2- 骸 か＿ぎ．½を ゆをめçÜ ．0 ぃÜ 
て2-  か＿ぎ．½を ゆをめçÜ0 ， つÜた½を : ． 岳。＿Üび おむぃ り^½を ら．にく 
 

る3- 骸 か＿ぎ．½を ぜ，よゐ 〃曲ぃÜ 
 畦銀既．粥を  か＿Ü0梶を ëÜぃ¢ î．ó｀ î‶ 。ぞよゐ 

 。½ 畦銀既．粥を  : 。ぞよゐ 
 ‶畦銀既．âÜ½ 歌ぃせゆを， î．ó｀ 岳  -ت

2- か＿ぎ．½を しß， 歌をむ．と．Ü î．ó｀ 岳‶ 

3- 畦銀既．âÜ½ 歌顎くぃß î．ó｀ 岳‶ 

 。ぉ 畦銀既．粥を  : 。ぞよゐت- ú＿ÜâこÜ½ 顎ぉぃß î．ó｀ î‶        2-  歌をむ．と．Ü ¡ぃ粥を î．ó｀ î‶ 
 

る4- ぃÜ  骸 すを祈缶粥を îぃ¢ゆ‶ 〃曲 
すを祈缶粥を îぃ¢ゆ‶ ▲ñよ½を é よ^ぴけ 

すゆを．½を およ0ぃぐ粥を， えろé½を ëたÜ すを祈缶粥を ぇぃっれ‶ ▲Ü えあろゃ し＿粥を ゜矯〉 畦潅こé｀ ´や½を : ．0 
すゆ．粥を £は ，‶ かç＿çは し＿粥を : ．0。く．âぉ ê£は ´や½を む．çù粥を ëたÜ 歌ぃâ 
す，ゆ．粥を ぃ粥を : ．0 すゆ．粥を ▲Ü ¡．çà粥を ¡すゆを．½を ゜矯〉 

 
 

る5- 骸すを祈缶粥を ぜ，よゐ 〃曲ぃÜ 
 ‶かç＿çは すゆ．粥を き．Ü         2- すゆ．粥を き．Ü めぴゃ すゆを．½を おぃ＿は       3- すを祈缶粥を ぶüを．Ü ▲Ü ぶüぃÜ めと．｀ 岳 -ت         
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るت- 骸 すを祈缶粥を ぶüを．Ü 〃曲ぃÜ 

ぶüぃ粥を  かÜぴ½を 

ëこç½を ~めぐçÜ ず＿çàぉ 。こÜÜぃぴÜ， 。せゆ．Ü き．Ü 。½ぃ鹸穴これぃぉ 。½ 歌をよとら 

▲｀め½を ぽ顎こほを  î，ぃぴこ½を， よぎぃàこ½を ▲Ü るぃれ‶ ゜脅び ö．ç｀ すゆ潟を î梶 

おむよ½を すを祈缶粥を か＿びよゑ½を かÜぐ½を Çひころ¨ 顎Ä ~むをめくゆぃぉ 〃峡ぃぉ 。ô梶 

 
るث- 骸 きぃっぐぴ½を ê0 ▲Ü， 骸 ご，よù½を ぇぃ玄鯨‶ ê0 ▲Ü 

¡ぃとよ½を ▲Ü ご，よù½を ぇぃ玄鯨‶ すぃô潟を ▲Ü ご，よù½を ぇぃ玄鯨‶ きぃっぐぴ½を 
ê0  ぃ去戯＿ぉ 畦謹½を かっぐô梶を ぇぃ玄鯨‶

ぱよゑ½を 
ê0  ぃ去戯＿ぉ 畦謹½を かっぐô梶を ぇぃ玄鯨‶

ぱよゑ½を 
。＿ぉ梶 。こぉをよß， ëとよ½を ．àぉ ê0 
 歌をよñも î．ó｀ î‶ 。＿Ä ぜ祈管ゑ¨ 

ぇ梶を かと，り½を ▲ぉ岳を 
顎び î〉， ふ＿玄劇½を め鹸圏を しéっ½を ▲ぉ岳を ▲ぉを 

ö梶 へ梶を かç＿çゑ½を しほ梶を 。＿ぉ梶 。こぉをよß 
て，り½を ぇ梶 しほ梶を  

 ö梶 しほ梶を  
 ▲ぉ岳を しéぉ  
 しÜび î〉， かひ＿玄劇½を おめ鹸圏を  
 ö梶を  
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  るゆめ½を (3ت : )  が てよù½を， îぃろÜ½を ばùは82ت 
るت- 骸 îぃろÜ½を か＿â0‶ 〃曲ぃÜ 
てت- ½: 〃曲 êÜろ粥を おぃ＿は 〃止 か＿â0‶ îぃろÜ 
 おむぃっぴ½を， よñや½を      2-   るぃà½を î缶ぉ ëぎを．こ½を       3- きぃっべよ½を ▲び 祈缶っぴこ½を  -ت   

 

る2- 骸 îぃろÜ½を きぃÄ′ 〃曲ぃÜ 
îぃろÜ½を かÄ′ ゑ½を果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果のよ 

 かっ＿ぺ½を 潟を よñも : 〃曲。＿Ä îぃ¢ î〉， ╋．ろゃ 。こあ＿べ 〃止 îぃろü  -ت
2-  かâ＿âà½を  。と， ゜脅び つ｀め玄圏を ëçô : 〃曲るぃà½を î缶ぉ かàこù½を ぱぃç｀潟 むぃろÄ潟を 
3-  えろ½を  ふ＿っç½を ¡．ç½を : ．0ぇ．＿ぴ½を éゑñ， 
4-  ぇや£½を ぃっほ潟を : ．0。＿Üび ．0 ぃÜ ぽ顎ほ ゜脅び ╋畦銀贋½を ▲び ゆ 
5-  ▲ぴÜ½を だ½を : ．0゜矯ぃぴけ 兜 かâはゆ ▲び むぃぴゃ潟を， むよ 

 

る3- 骸 îぃろÜ½を きぃÄ′ か鹸圏ぃぴÜ ゆ．ぎ 〃曲ぃÜ 
 わùà½を おめ0ぃにÜ， ゜矯ぃぴけ 兜 かっßをよÜ بت
 〈きぃ【ヽろ½を えÜと， きぃàろ玄圏を ÇひÜ 〃止 きぃÄ樫を おゆ．だほ Ñをゆむ ب2
 î缶Ü0ぃ鹸圏を ▲び ごをよび潟を， î缶玄圏ぃぐ½を かっはぃぐÜ ب3
 かâ＿âà½を， かっ＿ぺ½を わ½ぃにÜ よ鹸謙 ب4
ê ب5 よ^£½を î′よç½を お╋をよß， ゜矯ぃぴけ 兜 よñも 

 

る4- 骸 êÜろ粥を ごよび ö顎れ潟を îぃぎ êぉ 
て4-  ぶ‾よゑさぉ êÜろ粥を ごよび ö顎れ潟を îぃぎú½も ぶàâく 畦謹½を きぃゅ．çぴ½を， む，め玄圏を 

 

る5- 骸 êÜろ粥を ごよび ゜脅び かどÄぃひâÜ½ ö顎れ潟を ぃ、びよゐ 畦謹½を む，め玄圏を 〃曲ぃÜ 
 ぽやç½を かâ よ^と  ぃôり½を かâ よ^と 

 ごをよび‶ öぃ去虐を， ぃôり½ぃぉ ゞÜよ½を : ．0 ぽやç½を
ëぞぃっ½ぃぉ るぃà½を 

 ぇぃろü梶を ぜ顎こほを: ゜矯〉 ´む〈｀ 。ô梶 ぃôり½を ゜矯ぃぴけ 兜 öよは 
í顎ほ梶を むぃろÄ，ة よれ梶を ¡顎ひôを， ةごをよÜ梶を ゆぃゑさôを， 

 めÜ鹸圏を : 。こゅ．çび8ة  ¡．っß öめび ة おめÜと
ÇれぃÄ ة 。くむぃ、ゐ 

 : ▲ぐ玄県を 祈缶べ ゞüをり½を かゅ．çびةةت かàれ え よ^ぺけ， ة おめÜと 
 お‶よâÜ½ おめろùÜ 。ô梶 ぃ去儀 よ^ぺけ ら．に｀ 岳 お‶よ粥を ة ëとよÜ½ 

  めÜ鹸圏を : ▲ぐ玄県を ゞüをり½を かゅ．çびةةت き．粥を 渓謹は êとよ½を， おめÜと 
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るت-   ぽやç½を， ゛üり½を ê『をよ鹸圏 ぃ去妓鹸圏ぃぴÜ 〃止 か＿ぴざ．½を î缶ôを．ç½を ゆ．ぐß :ëÜび 
てت-  : ぃ去丘梶 およぎぃß か＿ぴざ．½を î缶ôを．ç½を 

 。ぉ ぢ＿ひぉ ぃâぉ ~よせ[く， ╋を．0梶を， えÜçこÜ½ ぶとま｀ ´や½を よ́ゑあ½を ëçぴÜ½ かぴざぃほ 
 

るث- 骸 ゎはを．ù½を ▲Ü êÜろ粥を かôぃ＿ぐ½ ö顎れ潟を ぃ、びよゐ 畦謹½を ë『ぃれ．½を 〃曲ぃÜ 

よぐっ½を ずべ 2-  ぜ顎こほ岳を ê  -ت よ^ひく 

3-  ゜脅び ぇぃ鹸現圏を ぇ．と，
╋ぃろé½を 

4-  ゆめç｀ ▲粥 てを，り½を ぶ‾よゑけ
 。＿Üび 

 
る8- 骸 るゆめ½を ▲Ü おむぃùころ粥を か ．^ぉ祈管½を め『を．ù½を 〃曲ぃÜ 

 渓銀期ひく 岳， めぴけ岳 お祈缶たñ 兜 êぴü 2-  îぃろÜ½を きぃÄ′ ▲Ü えろ½を， かâ＿âà½を， かっ＿ぺ½を  -ت
3-   îぃろÜ½を きぃÄ′ ▲び めぴこあ｀ íむぃぐ½を êÜろ粥を 4-  Ç玄圏を ¡．ß， íめぐ½を ・よひこ｀ êÜろ粥を 
5-  えれぃひÜ， 。½ぃぴÄ‶， 。½を．ß‶ ▲び ¡，〈ろÜ ╋よ粥を

 ぃ去技Üび 
 í顎ほ梶ぃぉ 歌を祈缶っñ 歌ぃÜぃâこ0を ぶ‾よゑさ½を êこ0を  -ت

  お．、ゑ½を 祈缶た｀ ぃÜ ë¢ ▲び めぴこあ｀ êÜろ粥を  -ث
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 るゆめ½を (4ت: )  か＿Ü顎れ〉 í顎ほ‶が ت3ت 
 

るة  -ت ふÜぃろさ½を ة ゆめぐ½を かぴれ ة かâはよ½を ة ÇÄよ½を ▲Ü ë¢ ぽよび骸 かはぃâろ½を 
: ．0 ÇÄよ½を  ゆ．Ü梶を 〃止 éだÜこ½を， えôぃ鹸圏を î缶½かどÜぺ½を， おめゑ½を， éàぴ½を ▲び めぴっ½を， 

: 〃曲 かâはよ½を üを， えÜç½を かßよぉ 祈缶諺圏を ëぴÄ おむをゆ〉îぃろは潟を， およùぺ粥を ぶÜ わùà½を ぽぃだぴ 
: 〃曲 ゆめぐ½を かぴれ えとぺ½を öめび， 祈竿ぐ½を， êÜ玄圏を 

: ．0 ふÜぃろさ½を ぃゑ粥を， えとぺ½ぃぉ よぴゑけ 岳‶， えÜç½を の．こùÜ î．óく î‶ よび´や½を げ諺繋½を ~ぃにく か＿っÜろ½を 
‒だま｀  úçひぉ 

: 〃曲 かはぃâろ½を 〃止 かß顎ぞ， ら，ぃにく， ふùぎ， かせむぃ玄県を 〃止 かà｀顎Ü， かÜÜぃぴ粥を 〃止 祈缶ろヽく っçこれを， 。と．½をるぃà½を ¡ぃ 
 

る2- 骸 かâはよ½を， 骸 ÇÄよ½を ë『ぃとÄ 〃曲ぃÜ 
ÇÄよ½を ë『ぃとÄ かâはよ½を ë『ぃとÄ 

 こâ£は， ëとよ½を 。çÄ ゜脅び ¡めく。 -ت ‶Üび ╋をり鹸圏を ゜矯ぃぴけ 兜 ¡りと＿。 -ت
2-  ÇÄよ½を ╋畦銀翫 〃止 めと， ぃÜ ê＿どび ÇÜほ

。àろは 岳〉 。à＾ら， 
2- î缶â＿½を ぇぃ玄鯨梶 かùぎ ぃ去脚 畦銀既を．こ½を， かâはよ½ぃぉ ぽぃぐく岳を 

 

る3-  ¡．れよ½を ÇÄゆ ゆ．ぎ 〃曲ぃÜ事 骸 。こâはゆ， 
。こâはゆ ゆ．ぎ のよゑ½を 
 ¡．れよ½を かâはゆ事 

 îぃろü潟ぃぉ 
 むぃっぴ½ぃぉ 。こâはゆ(éùま＿ÜÄ るぃà½ぃぉ ゜脅ぎ ▲Ü)  -ت
2-  ë0ぃ鹸圏ぃぉ 。こâはゆ( ， ~．びむを を．ç よ^0 。½．ぉ ゜脅び╋ぃÜ ▲Ü ぃゅ．ôも) ¡ぃぉ ▲粥 鹸経粥ぃぉめ 
3-   îぃÜ梶を ゞだび

禍
‶ ´や½を め0ぃぴ粥を Ñよゑ粥を ëこß ▲び 渓試ô î缶ñよゑ粥ぃぉ 。こâはゆ 

 。こâはゆ事 
  é＿ぴと½ぃぉ 

 ê＿さ＿½を か½ぃùñ ゜脅び つ玄圏を  -ت
2-  î缶£ろ粥を， かÜÜゆ梶を ゜脅び 〃境ろ½を 
3-  ╋ぃろé½ぃぉ か＿ぎ．½を 

öめ諺圏ぃぉ 。こâはゆ  畦襟à½を よÜ‶事 わü‶ ぶÜ 。ÜÜぃぴけ 〃止 。こ＿½ぃたÜ， öめ諺圏を かÜÜぃぴÜ ▲ろひぉ 
 îを．＿玄圏ぃぉ 。こâはゆ ت-   Ç＿だ｀ 岳ぃÜ 。Ü＿âひく öめび， 。＿çれ， îを．＿玄圏を öぃぴぞ〉 

2-  ぇやぴこ｀ 岳 渓謹は むぃは î缶£ろゃ î．ó｀ î[ぉ îを．＿玄圏を ふぉも 〃止 îぃろは潟を 
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る4- 骸 ぃàくぃ＿は 〃止 かâはよ½を， ÇÄよ½を ゆぃせ‶ 〃曲ぃÜ 
 矯ぃぴけ 兜 かっひÜ Ç＿çひく       2-  ê、½ 祈缶諺圏を ¡ぃぐ｀〉， るぃà½を かっひÜ       3-  ぶâこ鹸県を， むよùÜ½ ▲Ü梶を Ç＿çひく゜ -ت     

 
る5- れよ½を ¡．事  ぃà½ お，めßب  ~ゆめぎ かぴれ ゜脅び ¡め｀ ぃÜ えこñを事ب 
て5-  ¡．れよ½を きぃùぎ ▲び む．去技½を ╋ぃâÜび ▲Ü ．0， かàぴれ ▲ぉ めぴれ ‶よß事  畦襟à½を お．っô ▲Ü めñ[こ｀ îを むをゆ[Ä事 ぱぃっÄ 

 畦襟àÜ½事  畦襟à½を ぶÄめ｀ îを ゜脅び 歌をよâく事  むをめろ½ぃぉ 。っ½ぃだ｀ öぃ｀‶ かせ顎たぉ めび．粥を ëっß 。＿½〉 え0やÄ かÜ．ÜぴÜ おめÜ めぴゃ 。àâせ
 ¡．れよ½を ¡ぃçÄ ╋ぃùと， かどÜぺゃ事  よâぴ½ ~よÜ[く， ╋ぃとç½を ▲ろひぉ ゞüよÜ[く îを : úàÜ て．は‶ ú½も 祈缶べ ゜矯〉 ぃàñ ．0， ぃô‶ {

銀棋ゆ よâび ▲Ü 。ぉぃぎ‶ ´や½を よびや½を ëぉぃçÜ 。çは ゜脅び むをり｀ î‶， 。＿½〉 ▲｀め½を ╋をむ[ぉ よÜ‶，ك 畦銀棋ぃçこ½を ▲ろひぉ兜 畦。àび  
。Ü顎れ〉 えあれ ú½も îぃóÄب 

 
るت- えこñ‶  かâ よ^£½を 。ß顎ほを ゜脅び ¡めく お祈缶たñ 歌をゆ．ぎ 兜 畦銀棋ゆ よâび おぃ＿は 〃止 。àび 兜 畦銀棋ゆ 。ひÜぃろけ ▲Ü 歌岳ぃたÜب 
てت-    ú½ 珂ぶâれ 岳 :¡ぃß， ゞょをよび‶ öぃçÄ 街を．ぴ＿ぞ‶， を．ぴâれを 街るぃà½を ぃ去久‶ :¡．ç ，^ 街るぃà½を 〃桜 えだま｀ 祈竿à粥を ゜脅び îぃ¢ 果

お‶よ鹸圏を ~や0 ゜矯〉 よどôを 街かびぃぞ 岳， 骸 珂ê 禾½， :よâび 。½ ¡ぃçÄ 果 祈竿à粥を ゜脅び ．0， よâび ゜脅び 骸 箇▲ 珂Ü ゜脅び 

 ¡ぃçÄ 果 祈缶ぐß， ë ．^ぞ î缶ぉ í箇よ 珂Ä 岳 ，́ぃろさ½ぃぉ î缶âÜろ粥を î缶ぉ ぱ 我ら． 禍`  んぃâç½を îぃ¢， 果 ぃàぉぃ＿せ ▲Ü ¡．ぞ‶ úぉぃ＿せ î梶 :¡ぃß
ぺ½ぃっÜ 果 ¡を 珂． 禾ぞ ëとゆ ゞょ‶ î〉 :¡ぃçÄ 兜 めっび öぃçÄ 街るぃà½を ´禾祈

禍管½ 兜 めっび ぃ｀ ê 禍ß :兜 めっび 。àぉ岳 よâびを 〃桜 か 果 ¡．だ½
 箇îも〉 :ゞょをよび梶を ¡ぃß ぃ0めàび 街ê£àヽぉ 畦謹ぴ 我ßよ 禍âぉ をやô‶ ぃ0， 街。ゅ．たぉ 。Ü 珂ぎ．Ä ゞょ．せ 。こ＿だび[Ä 街。 禾ù

箇£｀ ê½ î缶âÜろ粥を 〃桜 。ゅ．せ，
ぶ＿だô， ぶâろü" 

 
るث- 骸 かはぃâろ½を î．óく ê＿Ä 
てث-  止 歌ぃっ½ぃべ î．óく かはぃâろ½を ╋をよゑ½を， ぶ＿っ½を ëたÜ き顎Üぃぴ粥を 〃 !骸 ， 畦銀既ぃぴâÜ½ かざよび î．óく るぃà½を î梶 梶 öぃせ樫を î

¡ぃ粥を えは ぃ、½ ぶÄをめ½をب 
 

る8- 骸 ╋をよゑ½を， ぶ＿っ½を 〃止  かはぃâろ½を よ0ぃどÜ 〃曲ぃÜ 
て8-    ت-  かぴÜろ½を ▲âた½ 祈́管ゑ粥を わまぉ öめび         2- びぃ去戯âせ 〃止 ぶ』ぃっ½を ゜脅び おむぃ り^½を öめ 

る9- 骸 るゆめ½を ▲Ü おむぃùころ粥を か ．^ぉ祈管½を め『を．ù½を 〃曲ぃÜ 
 ¡．れよ½を事  î缶粥ぃぴÜ½ かâはゆ  。ôをら 岳〉 ╋畦銀翫 〃止 めと，ぃÜ ê＿どび ÇÜほ ÇÄよ½を 

î缶Ä．、Ü粥を かせぃべ〉， きぃとぃ玄圏を ぇぃ玄鯨‶ かô，ぃぴÜ ゜脅び つ玄圏を  舷圏ぃぐ½を êÜろ粥を きぃùぎ ▲Ü ふÜぃろさ½を， かはぃâろ½を 
ぉぃはゆ¡ぃとよ½を かっ＿0 ▲Ü ëÜçく 岳 ゆめぐ½を か  ぽぃぐく岳をぇぃ玄鯨梶 かùぎ ぃ去脚 畦銀既を．こ½を， かâはよ½ぃぉ ＿½をî缶â 
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るゆめ½を  (1ت : )  〃喬よゑ½を るぃっÜ½を ぇをむ′が 41ت 
 

るت- 骸 〃喬よゑ½を るぃっÜ½を ö．、ùÜ ぃÜ 
てت-  : 〃喬よゑ½を るぃっÜ½を (を ぢぉを．と½ぃぉ ö．ó玄県を るぃっÜ½を ．0 îぃろü潟を およだÄ 〃喬をよく 畦謹½を か＿びよゑ½) 
 

る2- 骸 〃喬よゑ½を るぃっÜ½を ぜ，よゐ 〃曲ぃÜ 
 るぃっÜ½ かñ祈管ゑ粥を ぜ，よゑ½を
 お‶よ粥を， ëとよ½を î缶ぉ 〃喬よゑ½を 

 ëとよÜ½ 〃喬よゑ½を るぃっÜ½を ぜ，よゐ  お‶よâÜ½ 〃喬よゑ½を るぃっÜ½を ぜ，よゐ 

 ▲ よ^Äぃó½を るぃっÜぉ 。っゑさ½を öめび

 êÜろ粥を か ．^0 ゜脅び 歌ぃでぃùは 

 ゜矯〉 およろ½を ▲Ü 。くゆ．び ゞだぺ¨ î‶

 かっñよ½を 

 ¡をめれ《ぉ ぃ去丘めぉ ぶ＿âと ゞだぺ¨ î‶

 祈管ろさÄ ぃ、れ‶ゆ ゜脅び ぃ0ゆぃâほ

 ぃ0ゆめぎ， ぃ、çàび 

 るぃっÜぉ ¡ぃとよ½を 。っゑさ｀ 岳‶

ぃっÜぉ ╋ぃろé½を ，‶ ╋ぃろé½を る

ぃâ去戯Ü ë¢ かぴ＿っだ½ 歌ぃô．ぎ ¡ぃとよ½を 

 î梶 よ よ^玄圏を， え0や½を わあÜ｀ 岳‶

 。＿Ä 歌ぃ去儀ゑけ， 珂をよ｀やっく， 歌ぃÄをよれ〉

 ， かßゆ 。＿Ä， ╋ぃろé½ぃぉ 岳 かÜ．ぴü

ëとよ½を か＿ぐ諺継 ぶÜ えれぃàさく 

 ぽぃùゐ 祈缶べ 歌ぃó＿âれ î．£｀ î‶

 Ç＿ざ 祈缶べ 歌ぃざぃùとÄ， 

 。ろùô 〃桜 かà ら^ î．£｀ 岳‶， 

 しùÜ｀ ぃâÜ およ、ゐ るぃっ½ î．£｀ 岳‶

 ゆぃどô梶を 

 祈竿£½を ▲Ü 。＿Ä ぃ粥 ╋顎＿ほ î．£｀ 岳‶  歌をよだぴÜ ，‶ 歌をよまっÜ î．£｀ 岳‶ 

 
る3- ½を む，めは 〃曲ぃÜ骸 か＿びよゑ½を かà り^ 

ëとよÜ½ か＿びよゑ½を かà り^½を む，めは お‶よâÜ½ か＿びよゑ½を かà り^½を む，めは 
  かÄぃどà½を ゜脅び ö顎れ潟を つは 

  か＿玄嫌½を， よぴゑ½を え｀や去虐， え＿だこ½を 

  めとぃろâÜ½ 。と．こ½を めàび かぎぃほ ▲ 季`管½ぃぉ ö顎れ潟を よÜ‶

。ô梶 ぇ．Üç½を é½¨こ½ えあれ る．ùà½を かはをゆ， 

 かà り^½を ずÄゆ ▲Ü ゜脅び ö顎れ潟を よ£ô‶ 

  î．ó｀ ぃ、Üâにく， お‶よ粥を ▲ り^く む ぃ、Üゆぃ玄県， ぃ去妓＿ぉ ëほを

ぃ、と，ら かぎぃほ 

  しヽっ½を てゆぃほ ぃ去妓à ら^ え鹸絃ぉ ö顎れ潟を ぃ0よÜ‶ 

 ½を かà り^½を ゜脅び お‶よ粥を えßぃぴ¨ 岳 ö顎れ潟を去戯Ü よ、どく 畦謹 ぃ

めぐß î，めぉ かÜùべ ，‶ 
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る4- 骸 〃喬よゑ½を るぃっÜ½を ▲Ü かâ£玄圏を 〃曲ぃÜ 
て4- 兜 ぱよゐ : 〃曲 かâ£玄圏 〃喬よゑ½を るぃっÜ½を ゜矯ぃぴけ 

 おゆ．ぴÜ½ 歌を祈管れ       2- çÜ½ おゆぃ、ぞ ぇ．Ü      3-  ぶâこ鹸県を îぃ＿ñ ゜脅び 歌ぃでぃùは      4- ½ 歌ぃぴàÜ割おゆぃせ  -ت        
 

る5- お╋．ろ½ぃぉ おゆ．ぴ½を か＿âろけ : ëÜび 骸 

て5- ぃ、ùゑñ î梶 お╋．ろ½ぃぉ おゆ．ぴ½を し＿âれ ぃ去儀はぃぎ ╋．ろ¨ 
 

るت- 骸 よざぃ玄圏を ぃàこß， 〃止 るぃっÜ½を 〃止 ぱめっ½を ゆ．ぎ 〃曲ぃÜ 
ëとよ½を るぃっ½ 〃止 ぱめっ½を ゆ．ぎ お‶よ粥を るぃっ½ 〃止 ぱめっ½を ゆ．ぎ 

 ずぴゃ ╋をめくゆを ëれ顎ろ½を， え0や½を ¡ぃとよ½を
 ゆ，ぃれ梶を， 

 ぶÜ かÄぃùゑ½を ，‶ おらよだ粥を， かÄよほり粥を わゃ顎粥を ╋をめくゆを
 ぇぃçà½を ，‶ ぇぃ鹸現圏を ╋をめくゆを 

 よぐ諺圏を ▲び ぢßぃろ½を， Ç＿と½を ¡ぃだàっ½を わあ½
 およùàÜ おゆ．ぎ 〃止 

0．こ＿½ る‶よ½を ╋ぃだべ ぶÄよ｀ ぃÜ ずぴゃ ╋をめくゆを îを よでぃà½を ê
▲0よぴゐ ぱぃùくゆ岳を をや0 

 ぐß ，‶ かç＿ざ わゃ顎Ü ╋をめくゆをで〉 ，〉 お祈缶 ▲Ü ╋りと ゆぃ、
る‶よÜ½ ╋ぃだべ ぶÜ よぴゑ½を 

 

るث-  畦襟à½を îぃ¢事  ▲ろひ｀ 。ろゃ顎Ü ゆぃ＿こほを بú½も よ0ぃどÜ 〃曲ぃÜ骸 
てث-  ¡．れよ½を îぃ¢事  ゆぃ＿こほを ▲ろひ｀: ゞけ[｀ ぃÜ ú½も よ0ぃどÜ ▲Ü， 。ろゃ顎Ü 

 ¢だç½を ▲Ü げ＿âç½を 。＿½〉 ぇぃ＿た½を えは‶， るぃっÜ½を ▲Ü 。½ よろヽく ぃÜ わあÜ｀ îぃ▲ بت

 ，‶え＿ぞ， 。くゆぃ、ぞ， 。ろゃ顎Ü かÄぃどô ゜脅び がよひ｀ îぃ¢ 。こひ『をゆ ず＿ぉ梶を 。＿½〉 ぇぃ＿た½を îを．½‶ えは ب2

 圏を よ、ど粥を î梶 む．Ä．½を ¡ぃっçこれ岳 ëâにこ｀ îぃ¢るぃà½を る．ùô 〃止 ゞょぃに｀〉 祈缶せ[く ▲ろ玄 ب3

 ｀れよ½を îぃ¢事 。ろゃ顎Ü ╋をめくゆを 〃止 ぱ．à．¡ ب  れよ½を やまくを事 かとÄ ▲Ü 歌ぃâくぃほ                      5．¡  ب4

 

る8- 骸 るゆめ½を ▲Ü おむぃùころ粥を か ．^ぉ祈管½を め『を．ù½を 〃曲ぃÜ 

て8-     *れよ½を ¡．事 お，めß 祈缶ほ                *れ潟を ぶ‾よゑさ½ぃぉ öを季管½岳をぶâこ鹸県を， むよùÜ½ 祈缶諺圏を Ççひ｀ ゞÜ顎 

         *れ潟を 。こ ．^0 ゜脅び ばÄぃひ｀ êÜろ粥を▲ よ^Äぃó½を るぃっÜぉ 。っゑさ｀ 顎Ä か＿Ü顎    *ぽをよれ〉 祈缶べ 〃止 ▲ 季`管｀ êÜろ粥を かÜ＿まÜ 岳， 

    * ， ëとよ½を ▲Ü ë¢ かぴ＿っぞ ö顎れ潟を îぃぎ ぃâ0めは‶ 。っゑけ öめぴゃ お‶よ粥をよほ樫ぃぉ       * ぃ、どùは， お‶よ粥を ゜矯ぃぴけ 兜 öよñ

ぃ去技Üび えと，[Ä ぃ、Üゆぃ玄県 岳〉 ▲ 季`管く 岳， ぇぃ鹸現圏を       * ¡ぃとよÜ½ よ よ^玄圏を， え0や½を わあ½½ぃぉ 。っゑけ， よ｀やっく， ぽをよれ〉 。＿Ä╋ぃろé 
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  るゆめ½を (تت を : ) か粥．ぴ½( ぃ、Ü．、ùÜ–  ぃ、Äをめ0‶– ぃ0ゆぃせ′ ) が11ت 
 

るت-  か粥．ぴ½を : ▲Ü ë¢ ぽよび–  か｀むぃぐこß岳を か粥．ぴ½を–  か＿Äぃçた½を か粥．ぴ½を– 骸 ك か＿れぃ＿ろ½を か粥．ぴ½を 
: 〃曲 か粥．ぴ½を ぶâこにÜ 〃止 歌ぃ＿れぃ＿れ， 歌ぃ＿Äぃçせ， 歌ぃ｀むぃぐこßを ê½ぃぴ½を îぃóれ ねÜむ 

めはを， 畦潅½ぃび 
か｀むぃぐこß岳を か粥．ぴ½を を， るぃà½を かñよは か½．、れê½ぃぴ½を ¡，む î缶ぉ ぶÜろ½を， きぃÜ．Üぴ粥 

 か＿Äぃçた½を か粥．ぴ½を きぃぴâこ鹸県を ゜脅び 〃止ぃçた½を 。とも．âô ê＿âぴけ ぃÜ ぶâこにÜ か½，ぃひÜ  ・よほ梶を 
 か＿れぃ＿ろ½を か粥．ぴ½を  。â＿ß， ~めびを．ß 〃止 めは．こ½を ．ひô 。にこ｀ 〃矯，む öぃどô ë＿£ゑけ か＿Üâび 

‶，~ゆぃぞ〉 ▲âざ か よ^ゑあ½を てぃÜむ〉， 。Äをめ0 
 

る2- 骸 か粥．ぴ½を ぽをめ0‶ 〃曲ぃÜ 
か  -ت よ^£ろぴ½を， か｀むぃぐこß岳を およだ＿ろ½を ごよÄê½ぃぴ½を ぇ．ぴゐ ゜脅び 
2-  え＿Üぺけ， か＿Ü．ç½を かÄぃçた½を， きぃ ．^、½を 祈缶Üめくか＿ゅよぺ½を かÄぃçた½を 
3-  ぃ、れ‶ゆ ゜脅び， か＿ゅよぺ½を おゆぃと玄圏を ê＿ç½ おむぃとÜ ぃâ＿ß ëâひく 畦謹½を きをゆぃと玄圏を よ『ぃれ え ，^やくか＿Ü顎れ潟を おゆぃと玄圏を 
4- か½，め½ぃぉ 岳 ê½ぃぴ½ぃぉ îぃろü潟を ぢゅゆ         5-  つ½ぃた½を ê½ぃぴ½を ¡，む ゜脅び か＿れぃ＿ろ½を かàâ＿、½をぃ去虐ぃóÜこâÜ ゆぃâぴこれを， 
 

る3- か粥．ぴ½を えôを．と 〃曲ぃÜ骸 ぃ去虐ゆ．だほ ・めÜ， 骸 
か粥．ぴ½を えôを．と だほ果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果ぃ去虐ゆ． 

 か｀むぃぐこß岳を か粥．ぴ½を ت- ｀ 〃止 ¡ぃ粥を る‶ゆ わ¨め£くぃゅよ½を ゜脅び ö．ç｀ 。ô梶 かÜ＿Üß か【Ä め ‶ ¡，む 〃止 よçù½を ゆぃゑさôを ëぉぃçÜ ・よほ 

2-  きぃ＿½ぃâ£½を 〃止 íをよぺこれ岳を， か＿ñ顎去妓れ岳を かび季緩½を ú よ^ひく 
3-  í．ろ½を ゜脅び のぃこùô岳を きをも ぶ』ぃとぉ ▲Ü ëâひく ぃâぉ か＿粥ぃぴ½を ゜脅び 畦襟Üれ 祈缶せ[くをê＿ç½ 

 か＿Äぃçた½を か粥．ぴ½を ت- かÄぃçた½を か＿ÜとÄ‶ ╋ぃびむを か＿Ü顎れ潟を かÄぃçた½を ゜脅び か＿ゅよぺ½を 
2-  かß顎び ぽぃぴざ〉， めçこぴ粥を， ▲｀め½を ゜矯〉 ╋ぃâこô岳を え ，^やく。こÜ[ぉ むよù½を 
3-  か＿びぃâこと岳を， か よ^れ梶を ぢぉを，よ½を Ç り^âく 
4-  ， きぃ＿ñ．Üれ ぱ．＿ゐö顎れ潟を ê＿ß 〃止ぃàく かだぉぃ0 きぃÄよぐく 

 か＿れぃ＿ろ½を か粥．ぴ½を ت-  éぴざかだÜろ½ ╋ぃâこô岳を か よ^諺経½を， ぃ0ら．Üゆ îぃ去妓Üを， か½，め½を 畦金ぞ．½を ぇぃだ諺圏を ▲Ü 
2-  畦謹½を きぃ＿Üß梶を え＿½[く しひく か½，め½を î缶ôを．ß， かâどô‶ é½ぃまくろü潟を í．çは かぴ‾ゆも îぃ

½を ぱりびり｀ ぃâÜぃ0むめ去久， か½，め 
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る4- 骸 か粥．ぴ½を ぽをめ0‶ Ç＿çひく 〃止 ö顎び潟を ゆ，む ．0ぃÜ 
て4- 顎っçころÜ ゞょよぴ½を ö顎び潟を， 顎れよÜ ゞょよぺ½を ö顎び潟を  か＿ゅよぺ½を ¡，め½を  ▲£Üぃ、â＿ß， ぃ去妓Äぃçせ ね＾，よく， かびぃゐ〉 ▲Ü 
 

る5- 骸 ゞょよぺ½を ö顎び潟を かàâ＿0 ë『ぃれ， 〃曲ぃÜ 

 か½，をめこ粥を か＿ゅよぺ½を き顎鹸県を， é玄劇½を 

 か＿粥ぃぴ½を しô祈管ô潟を か£っゐ 
 きぃぺÜ½を おむめぴこÜ かùÜこ諺県を きぃびをも潟を 

 
るت- 骸 か粥．ぴÜ½ か＿ぉぃに｀潟を ゆぃせ樫を 〃曲ぃÜ 

 ・祈竿ñ かぎよÄ かはぃく〉 か＿Ü顎れ潟を かÄぃçた½を よゑé½
お．びめ½を， 

び ¡．ぐ玄圏を か½．、れしô祈管ô岳を ▲Ü おめ＿ù粥を かÜ．Üぴ粥を ゜脅 

ぎを．こ½を おむぃ ら^ê½ぃぴ½を ╋ぃひô‶ 〃止 î缶âÜろ粥を î缶ぉ ë ê『ぃç½を ´むぃぐこß岳を ．âà½を Ç＿çひく か＿ôぃóÜ〉  おゆぃにこ½を ゜脅び
およ玄圏を 

 
るث- 骸 か粥．ぴ½を よぞぃまÜ か、とを．粥 か½ぃぴù½を え＿½ぃれ梶を 〃曲ぃÜ 

ê＿ç½を ゆ，む り  -ت り^ぴけ， か＿Ü顎れ潟を しぉを．た½ぃぉ úろâこ½をぶâこ鹸県を ة かれゆめ粥を ة およれ梶を Ç よ^ぞ ▲び か ．^ぉ祈管½を 
2-  ¡．Üは ▲Ü 。Üめç｀ ぃÜ， ö顎れ潟を か＿粥ぃぴゃ é よ^ぴこ½を 〃喬．ざ．Ü 畦潅Üび 減鍵àÜ ÇÄ， か よ^ゑあ½を き顎£ゑ粥 
3- をかÜÜぃゑ½を お．ç½を ‶めっâぉ やほ梶 
4-  か粥．ぴ½を 。ぉ 。とを．く ¡ぃぴÄ ぇ．Üれ[¢ 〃喬ぃâ鹸圏を ëâぴ½をëâぴ½を ▲Ü ・．ß‶ 〃喬ぃâ鹸圏を ëâぴ½を î梶 ´むよù½を 
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  るゆめ½を (تث を : ) ö顎れ潟を îを季缶Ü 〃桜 か粥．ぴ½が تتت 
 

るت- 骸 ö顎れ潟を か＿粥ぃび ö．、ùÜ ．0 ぃÜ 
てت- : ö顎れ潟を か＿粥ぃび ö．、ùÜ-   ë¢， êÜ梶を ë¢ えぞぃまく 畦試Ä îぃóâぉ 岳， ë＿と 岳， よぐぴゃ おむ，めひÜ 祈缶べ か½ぃれよ½を ~や0 î‶

きぃçっだ½を ë¢， ぇ．ぴゑ½を ë¢， るぃàと梶を 
 

る2- 骸 ö顎れ潟を か＿粥ぃび よ0ぃどÜ 〃曲ぃÜ 

 ö顎れ 〃止 るぃà½を ゎ¨ぃぴけ ゜脅び î缶だぉを祈管Ü î缶ほ¨こÜ îぃÜ‶，
か よ^玄圏を， おを，ぃろ粥を， か＿ôぃろü潟を かÜをよ£½を 》むぃっÜ るぃれ‶ 

 か＿çっだ½を， か＿あぐぴ½を， か よ^ぐàぴ½を ゜脅び ╋ぃとç½を
ñ ぃ、½ぃóゐ‶ ëóぉお祈缶た£½を つ｀むぃは梶を， きぃ｀樫を 〃止 ぃâ 

 やàÜ ê½ぃぴ½を ╋ぃひô‶ ぶ＿âと 〃止 ö顎れ潟を おめ＿çび ゆぃゑさôを
 ▲Ü よざぃ玄圏を ぃôよぐび 〃止 祈竿こぴ‾， をや0 ぃàÜ．｀ ゜矯〉， 。½，りô

 祈簡ñ‶ぱぃàこßを， か よ^は ▲び るぃà½を î缶ぉ 歌をゆぃゑさôを きぃôぃ｀め½を 

ぃ0ゆ．ぎ， ぃ、½ぃóゐ‶ ëóぉ îぃろü潟を í．çは か｀ぃâは 

 
  る3- か粥．ぴ½を， か＿粥ぃぴ½を î缶ぉ îゆぃß 

か＿粥ぃぴ½を か粥．ぴ½を 

 ́ ．ぺÜ½を， ´めçぴ½を， よ́£ù½を ぽ顎こほ岳ぃぉ ぽ祈管ぴけ  ゆぃぞ〉 〃止 歌をめはを， 歌ぃ去技と．く 歌ぃ、と．Ü 歌をめはを， ê½ぃぴ½を ëぴにく
 おめはを， おゆぃとは 

 めびを．ß， 歌ぃろれ‶ ぶとくゎ¨ぃぴこ½を， ê0ぃùこ½を， ëぎを．こÜ½  おぃ＿玄圏を ぜぃâô‶， ê£玄圏を 〃止 ・．ß梶を 》むぃっÜ ごよùく
お．ç½ぃぉ か＿Äぃçた½を， か＿れぃ＿ろ½を 

ぃ去客むぃっÜ íぃàこびを ゜脅び 歌をめは‶ ~よ£く 岳  

を î缶ぉ îらを．くかÜぃぴ½を か玄嫌ぐ粥を， か｀むよù½を か玄嫌ぐ粥 かÜぃぴ½を か玄嫌ぐ粥を ゜脅び か｀むよù½を か玄嫌ぐ粥を えÜぺけ 

る4- ｀めにく おゆ，よざ : ëÜび よぐび 〃止 畦金｀め½を ぇぃだ諺圏を めか粥．ぴ½をب 
て4- を め｀めにく: 。ô梶 か玄嫌Ü おゆ，よざ 畦金｀め½を ぇぃだ諺圏 
-  éÜまこ½を お．にÄ ゆ．っぴ½            - ▲｀め½を をや0 か＿ぎぃほ め｀めにこ½ 

る5- 骸 畦金｀め½を ぇぃだ諺圏を ö．、ùÜ ぽよび 

て5- : ．0 畦金｀め½を ぇぃだ諺圏を 
Ü を．ôぃ¢ るぃà½を ゜矯〉 ö顎れ潟を êれぃぉ 。と． 禍`  ´や½を îぃ＿っ½を矯〉 ê去虐．びめ½ î缶âÜろÜ 祈缶べ ，を î缶âÜろبö顎れ岳を ゜ 
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るت- 骸 畦金｀め½を ぇぃだ諺圏を 季缶âこ｀ をもぃâぉ 

てت- 缶âこ｀ ¡．âゑ½を， かぴろ½ぃぉ 畦金｀め½を ぇぃだ諺圏を 季ب 
るث- 骸 畦金｀め½を ぇぃだ諺圏を 。Üâゑ¨ ´や½を ぃÜ 
てث- : 畦金｀め½を ぇぃだ諺圏を 。Üâゑ¨ ぃÜ ê0‶ ▲Ü-  

 か＿ß顎ほ‶ ぃ｀ぃとß ½ぃぉ ëぐこくきぃ＿ñ．Üろ½を， ë『ぃとù½を， ぃ＿Üぴ½を ê＿ç 

 か＿びぃâことを ぃ｀ぃとß を ゞÜぃろさぉ ÇÜぴこく か＿ぴùà½を， おむぃ粥を ず＿とは ▲び ぶâこ鹸県街 ë¢ぃゑÜ ëは， 
 ごよ粥を， ë、鹸圏を， よçù½を 

 か｀むぃぐこßを ，‶ か よ^£Ä ぃ｀ぃとß  て顎ぴ½を ぃ、½ öめç｀ ö顎れ潟を 
 

る8 –  ¡ぃß事  ك ぃ去戯｀む ぃ、½ むめに 禍`  ▲Ü かàれ か『ぃÜ ë¢ る‶ゆ ゜脅び かÜ梶を ~や、½ つぴっ｀ 兜 î〉 { 
骸 め｀めにこ½を î．ó｀ 岳 ê＿Ä， 骸 め｀めにこ½を î．ó｀ ぃâ＿ùÄ 骸 ▲｀めÜ½ め｀めにこ½を か＿び，よゑÜ é よ^ゑ½を つ｀め玄圏を めñ〈｀ 

｀ 岳 îぃó粥を， îぃÜり½を 祈缶ぺこぉ 祈缶ぺこく 岳 畦謹½を しぉを．た½を わâ
ろü潟を，: îぃ  ¡．ぎ‶ ة きをむぃっぴ½を ة め『ぃçぴ½を ëたÜ

 ▲Ü 岳〉 ぃ去妓½岳む， ぃ去虐．っせ 〃止 か＿ぴだç½を öぃó玄圏を ة ë『ぃとù½を
 るぃàÜ½ ぃ、ざよび か、と 

を 祈缶べむぃ去妓と岳を ぃ、Üほめ｀ 畦謹½を 畦試Ä しぉを．た½ 
 め｀めにこ½を，: ëたÜ  か＿っだ½を ة か｀むぃぐこß岳を ぃ｀ぃとç½を

 か＿れぃ＿ろ½を ة か＿âÜぴ½を ة 

 

る9- 骸 畦金｀め½を ぇぃだ諺圏を め｀めにこぉ む．ぐç粥を ぃÜ 
て9- ぐç粥を: ．0 畦金｀め½を ぇぃだ諺圏を め｀めにこぉ む． 

か ゆ^をよâこれ岳を ▲｀めこ½を， ▲｀め½を ゞだぴ¨ 〃脅âび， よ́£Ä ぱをめぉを き岳ぃは ぶßを．½を ぶÜ 舷圏ぃぐこ½を ゜脅び おゆめç½を， 

るةت – 骸 畦金｀め½を ぇぃだ諺圏を め｀めにく ëたâこ｀ ê＿Ä 

 ê½ぃぴ½を 〃止 かÜぃぴ½を おぃ＿玄圏を え＿½ぃれ‶ ぜぃっくゆを
 舷圏ぃぐ粥ぃぉ êせ 歌岳，‶ か＿びよゑ½を ぢぉを．と½ぃぉ ゞÜ顎れ潟を

 きぃとぃ玄圏ぃゅ， か＿Ü顎れ潟を かÜ鰍½ ぃ＿Üぴ½を畦謹½を か玄嫌粥を 
おぃ＿玄圏を ぽ，よで ぃ、ざよùく 

 ëとÄ‶ ぃ0ゆぃっこびぃぉ ぃ去脚 ╋ぃçくゆ岳を， か＿ゅよぴ½を かぺÜ½ぃぉ öぃâこ0岳を
ê、ù½ かÜ＿れ， ぢっざ ゜矯〉 ë＿あれ 岳， かàろ½を， ぇぃこ£½を を ▲｀め½

 岳〉ゞょよぴ½を îぃろÜ½ぃぉ 

 ぇ．こ£粥を， ぱ．âろ粥を， ゞ』よ粥を ö顎び潟を よ ．^だく
î缶çÜこ粥を ぶÜ か＿Üびぃùこ½を よぎぃàぴ½を öをめまこれを， 

: ëたÜ-  岳を ぃ＿と．½．à£くゞü，祈管£½岳を め 祈`竿½を， しô祈管ô 
~祈缶べ， 

 〃止 かぐぐまこ粥を か＿âÜぴ½を りñをよ粥を ╋ぃゑü〉， かâと祈管½ぃぉ öぃâこ0岳を
ç玄圏を ぶ＿âと î．àù½を， ぇをむ樫を， ö．Üぴ½を ëçà½ ¡． 
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るتت-  : ë『ぃç½を ▲Ü骸 ك ö顎£½を ぇを．ぎ ゜脅び ¡めく ぃ去丘《Ä か＿ゅよぴ½を ê＿Üぴこぉ úÜっß ▲Ü よ 禍Ü î‶ { 
て0． : -تت ë『ぃç½を- 兜 畦銀棋ゆ ぇぃだ諺圏を ▲ぉ よâび。àび ب 
 

る2ت- 骸 ぃ去脚 ゞçくよô， か＿ゅよぴ½を かぺÜ½ぃぉ êこ去丘 î‶ ぃ、½顎ほ ▲Ü ▲£â｀ 畦謹½を íよだ½を 〃曲ぃÜ 
て2ت- ぃぉ öぃâこ0岳を íよぞ: 〃曲 ぃ去脚 ╋ぃçくゆ岳を， か＿ゅよぴ½を かぺÜ½ 

  きぃぴâにこ½を 〃止 ぃ去脚 すめひこ½をか＿âれよ½を 

 ぃぺぐÜ½ ぃ、â＿Üぴけ， ぃ去脚 ╋ぃàこび岳を， ぃ去妓れをゆむぃ去脚 すめひこ½を ゜脅び ゆぃっ£½を ぶ＿鹸繋け， ゆ 

 、で《ぉ 畦金ぴけ 畦謹½を か＿Ü顎び潟を ねÜを祈竿½を てぃこô〉ぃ、ぐ『ぃぐほ， か＿ゅよぴ½を かぺÜ½を ¡ぃâと ゆぃ 

 

る3ت- 骸 î缶âÜろ粥を 祈缶べ ぶÜ 。ぉぃだほ 〃止 êÜろ粥を 。＿Üび がよひ｀ îを えに｀ ´や½を ぃÜ 

ぇぃだ諺圏を ぇ．Üれ‶ のよゑ½を 

めこぴ粥を， かâÜど½を ゜脅び ╋ぃびめ½を よぐは｀▲  -ت

ê0祈缶べ， ぇぃこ£½を ë0‶ ▲Ü î缶ゅゆぃ玄県を， 

 ▲Ü ê去戯Ü てよま｀ ゜矯ぃぴけ 兜 ëぴ½， ة î缶ùぐà粥を ê去戯Ü î梶
~，めは． ，^ 兜 を，めっぴ¨ 

2- ê、ぴÜ えぞぃまこ½を ▲ろは ñ êべゆú½やぉ ぃôよÜ‶ ゜矯ぃぴけ 兜 î梶 ê0よù 
ぃ0， êÜれ， 。＿Üび 渓銀眼．Ü よÜ‶ ゜矯ぃぴけ 兜 î梶，éだÜこ½ぃぉ î，ゆ  〃止

 ぶÜ ぇぃだ諺圏を î．びよÄ 
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るゆめ½を  (2ت  : )が おぃ＿玄圏を 〃桜 í．ùこ½を， のぃにà½を きをゆぃ、Ü2تت 
 

るت- 骸 おぃ＿玄圏を 〃止 í．ùこ½を， のぃにàÜ½ か＿れぃれ梶を きをゆぃ、粥を 〃曲ぃÜ 
てت      -ت-  きをや½を ぶÜ ëÜぃぴこ½を きをゆぃ、Ü      2-  か＿びぃâこと岳を きをゆぃ、粥を      3- ▲ よ^ほ樫を ぶÜ ëÜぃぴこ½を きをゆぃ、Ü 
 

る2- 骸 きをや½を ぶÜ ëÜぃぴこ½を きをゆぃ、Ü 〃曲ぃÜ 

 ぽをめ0梶を め｀めひく 
: ．0 ぽめ、½を， 

く， ゞüぃろü潟を ぜぃゑé½を ~ぃにくを むめひく 畦謹½を おめ＿ぴっ½を か｀ぃぺ½を½を むよù½を 〃止 め½． ぶÄをめ
Ñ．Üろ½を ゜矯〉 

ë¢．こ½を  ゜矯ぃぴけ 兜 ゜脅び
。âぴü ゜脅び ~よ£ゐ， 

: ．0 ë¢．こ½を 

 かçた½を， よÜ‶ ëóぉ ゜矯ぃぴけ 兜 ず ．^ùく。âÜび， 。く．ß， 。くゆめçぉ îぃâ｀潟を， 。ぉ 
 ~め½．½ ö顎ろ½を 。＿Üび ê＿0をよぉを Ñよく : ëたÜ し½ぃçÄ か£Ü 祈缶鹸謙 〃止 よとぃ0 。こと，ら，

 ぃâÜÄ 骸 ぃà＿ù£｀ ぃÜ ぃàぴÜ わヽ½， ぃà0ぃ0 ぃàびめく， え0やく ▲｀‶ ê＿0をよぉ〉 ぃ｀ : よとぃ0 。½
 をや去脚 ÑよÜ‶ 兜′ し½ぃß 。＿Üび し玄圏‶ぃàぴ＿と｀ 岳 îも《Ä し½ぃß êぴü ¡ぃß 骸 

 ぃ0めçô， わùà½を かっれぃひÜ : 〃曲 かっれぃ玄県を  îぃ¢ î〉 ~ゆぃ去丘 ¡ぃぴÄ‶ ▲Ü ゆめぎ ぃÜ 。Ü＿½ 〃止 îぃろü潟を ふùぐこ｀ î‶
‶ î〉 。ñゆめこれを 歌ぃÜ．ÜやÜ îぃ¢ î〉， 。Ü¢ぃゐ ぃâぉ 。ぴっくを， ~ぃとÜ‶ 歌をむ．âひÜ ▲£Ü

ëっçころ粥を 〃止 。ÜたÜ ▲び 渓試こôを， 

 のぃにô ゜矯〉 のをよ鹸圏を ë ．^ひく  

くゆ岳を ．ひô わùà½ぃぉ ╋ぃç
おむ．ゑé粥を か｀ぃぺ½を 

果果果果果果果果果果果果ぉ î．ó ，^ :   * êÜぴ½を えÜだ½ 〃境ろ½をかÜぃぴ½を かÄぃçた½ぃぉ む，季管½を， 〃喬よゑ½を 

 脅び ëâぴ½を ぃ去儀＿àにく， わùà½を か＿ゅよく ゜畦銀既ぃぴ粥を 

  ぃ去虐ぃ＿ぉぃに｀《ぉ ぃ0祈缶ñやく， ぃ去虐ゆ，ぃひÜ， わùà½を かっひÜ 

  öを祈管はぃぉ 。ろùô ëÜぃぴ¨ 

かÄよぴ粥を íぃÄ′ ぶ＿れ．く  お╋をよç½を， ゆぃろùこれ岳を， ¡を〈ろ½を， つひっ½ぃぉ î．ó｀ 

 ëっçころ粥を ゜矯〉 ぶÜだこ½を
 ¡]ぃùこぉ 

かßよゑÜ おぃ＿玄圏 か＿ぉぃに｀を およどô ．0， 

 しß．½を かâ＿ß よ｀めçく ｀めçこぉ î．ó ，^。＿Üび かどÄぃ玄県を， 。â＿どàく， ▲Üり½を よ 

 か玄劇½ぃぉ öぃâこ0岳を
、ど粥を ▲ろは， かßぃ＿Ü½を，よ 

 きをや½を ぶÜ ëÜぃぴこ½を ▲ろは 〃止 îぃ＿れぃれ‶ îをよÜ‶ ぃâ去丘梶 
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る3- 骸 か＿びぃâこと岳を きをゆぃ、粥を 渓金ぴÜ ぃÜ 
て3- : 〃曲 か＿びぃâこと岳を きをゆぃ、粥を-   かっれぃàÜ ゆ．ぐぉ ▲ よ^ほ樫を ぶÜ ëびぃùこ½を ゜脅び おゆめç½を 

る4- 骸 か＿びぃâこと岳を きをゆぃ、粥を ゆ．ぎ  〃曲ぃÜ 
か＿びぃâこと岳を きをゆぃ、粥を ゆ．ぎ のよゑ½を 

 よびぃゑ粥を ▲び 祈缶っぴこ½を  め｀めゑ½を ÇÜç½を， えとぺ½を きぃゅ．ô えàにく Ç よ^ぞ ▲び î．ó ，^ 
 畦襟Üろ½を め＿ñ[こ½を こ½ Ñぃだまぉ ぽを祈管び岳ぃぉ î．ó ，^▲ よ^ほ樫を î缶ゅ， úàヽぉ かß顎ぴ½を め＿ぞ． 

 かàひÜ ╋をよと ▲ よ^ほ樫を き岳ぃぴùôを か『め去虐
 ê去妓ぉぃぎ‶ 

 éぞぃぴこ½を， 。っとべ ぱ．ざ．Ü ▲び えざぃぺ½を よどô ぽよぐぉ î．ó ，^
 ë｀めぉ öぃâこ0を りñよÜ ゜矯〉 。ぉやと êせ ~よびぃゑÜ ぶÜ 

 舷圏ぃぐ½を ëâぴ½を， îぃâ｀潟を Ççひ｀
おぃ＿玄圏を 〃止 おむぃぴろ½を， í．ùこ½を 

ぃ、Üぎ‶， ぇぃっれ梶を êどび‶ ．0， 

 

る5- 骸 ▲ よ^ほ樫を ぶÜ ëÜぃぴこ½を きをゆぃ、Ü 〃曲ぃÜ 

めçく ぽ，よぴÜ ゜脅び めは‶ ▲Ü よ£ゑ½を よどこéく 岳。Ü 
。と．½ 祈缶諺圏を ëâびを， ゜矯ぃぴけ 兜 

 歌ぃÜ，む 歌顎っçこÜ ゆめぐ½を ぶれを， ▲ñî缶ぴゃ 。＿½〉 よどôを， めçàÜ½ 
ゆぃっこび岳を 

 ぇぃっゑ½を るぃâは， へ．＿ゑ½を お祈竿ほ î缶ぉ てを，ら ê去脚．Üß ゜脅び も．ひころけ ▲ よ^ほ樫を ゆ，ぃゐ 

ぃぐô潟を ▲ろは‶， ゆを．玄圏を 〃止 歌ぃçっ½ ▲ñ▲ よ^ほ橿½ き 
ê去宜｀めは ▲Ü を．べよù｀ 渓謹は 

 ばùはを， ぇや£く 岳， ゎぺけ 顎Ä ▲ よ^ほ樫を かçせ えろñを
ぃは， よろ½を ゜脅び ばÄ▲ よ^ほ樫を ぶÜ Ñむ．、び， Ñむ．び， 

 

るت- 骸 ¡め｀ ╋畦銀翫 ´‶ ゜脅び， 骸 ë『ぃç½を ▲Ü 
かÜâ鹸圏を ë『ぃç½を 。＿Üび ¡めく ´や½を 

骸 をやñ ö．｀ しぴàぎ ぃÜ ゜脅び úÜâは ぃÜ é＿àは ぃ｀  わヽß ▲ぉ éàは梶を  ぃ0めçô， わùà½を かっれぃひÜ 
 岳〉 öも ▲Ü ぃÜ， êÜぴÜ½ およâせ îぃ¢， 岳〉 ふ｀めÜ ▲Ü ぃÜ

 ë、鹸嫌½ およâせ îぃ¢， 
を ê＿ç½を ▲ぉ ．ひô わùà½ぃぉ ╋ぃçくゆ岳を  か｀ぃぺ½を

おむ．ゑé粥を 
 

**  **  **  **  ** 
試こôを渓 げ諺嫌粥を ( 畦銀眼をゆめ½を ぇぃこ£½を ▲Ü 兜 めâひぉ ゞüぃた½を 畦銀眼をゆめ½を ëぐùÜ½) 

およほ樫を， ぃ＿ôめ½を 〃止 のぃにà½を， Ç＿Ä．こ½ぃぉ ぃàぉ顎ぞ ぶ＿â鹸圏 ぃàくぃ＿àâく ぶÜ 
 ززززززززززززززززززززززززززز
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(  : かÜぃ0 かで．玄嫌Ü粥を げ諺嫌粥を をや0め＿ù  岳 禍̈ ▲び 畦金ぺ かれをゆむ ぇぃこ£½をえ½ぃだÜ½ ゆよç粥を) 

ぐ½を果果果果果果果お顎 : かÜぃ＿ç½を ö．｀ めっぴ½を 。＿Üび えれぃひ｀ ぃÜ ¡，‶ 
 顎Äぱ．ゑまぉ ぃ去妓ß， 〃桜 ぃ去客をむ‶ 〃桜 î，ぃ去妓く 


