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V　　　　　r ．L　　　　♯雷＿ �r　Eヒゴ、ヱ／こシ－ �iii‘■■‾　　　　ヒ＝ヨ　∈箋⇒、、ヱ／こシ′　－■ 

▲・ヽ■■■Tl　　　　　　　　　　　L一一rl 　　　l　l－■■　－－　　　　一■ ′l■▼1－　　　■■■1■■■　▲■▼ �－ 　　　　　l �　　一 l　　　　　　　　　　＿＿－■l 

、　7　6　旨　g　皇　3言亨一　‘；；g　g 

dJ丑　へ　　．二、へへ（竺、　　　　　　　　　　　　＿◆　＿＿． 
井　qtTt　■土　＿　＿　　■’r‾■■■＿＿▼．r　＿　■＝ヒ　＿　　　　　．「．＿　【．＿．1■　一．「　－　　　＿　　　一 

盟≡≡まま≡≡≡三三」三三一・一一一一・一一一・・■・－－■一一■一・・一－一一■一一・・一－i⊇岩冨j＝冨貞冨コ＝冨唱門 緊切■■■■■■■■■－－・・・■■・・・一二・一一一一・一一一一・一・一・一一一・・・←己・－・・L－L・一・・－」・・－－ぢ⊆罫冨≡≡，l＝ 
Uii－■■■　　－tl■一・・・・・・・・－、・一一＼一一▼　r　　　r 。．Jl・1卜．．二了ン・ノア‥／一、（EFで≡H⊇よ（■／言二i．」． 

〉 � �ー 

U　　　　　●　　iiiii■■■l■■■■■■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fiiii■■■ �ヒヒ±rt土嚢才一・－　－、＿′　　　）　　－ �r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r 

lL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F　　　　－ �ロコ＝ヨ 

▲．ヽ●■■Tt　　　r一■■■■ ■■□■＝仙－－－－－－－ ′l’▼1　　　　－　▼　－　＿■J r　＿▼1－ �■■　　　　　　　＿－　　　　　　　▲　　　　　　■■一－　　　　　　　－ �　　　　　　　■ ■　－■　　Lll－ l　l、l 

星　8　6　　6　6　　6　6　6　‾g　　　6…　」」戸6　－　　6 

J・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　一一・－－ 
■■－・pt一－■－－－・■■■■■－　■－・－■■■■－二－・ニー �′　　　■■－　　　－■　　　　　　　　　　　■l」■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　「 �l　　　　　　　　　　l　　＿■rl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l 

■■■－→●－ご・1　－－■－■■■■■　－－■■　－－一－　－－－－ �－‥】－¶∬　－－山 �I　　　　　■J　▲■l　　t　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　」■　　　　l■ 

l　　　　▼　　－　　　一■l　　　l �」　　　　　　　　　　　　　　一－　　－　　l　　　　　－　　　　　　　－ �－　　　　　　■■　▼　　　l　　　　J■」　　　　　　　－　　　　　－　　　　1一 

ヽ＿．＿－．／　－l－1■‾，　　　　　　lrll 至む　　　　　　　　　liii⊇　‾　　　　　　＼－・　▼　　　　　　　　】1■　－1 

H打：．＿＿＿．W．．．，．＿，．．．．＿．．－．．．．．．．＝＝＿＿、．二－・．－．．．コ．．。．・＿．己＿iii岳壷＿　i　＿＿　　i　　＿；＝ 

V　　iiii‾‾■■’ヒ土ゴロ」シ ll �】■－一≡至≡≡i塾i亮i■■ 　　＿一一l■ �▼　　　　　ヽ－．′　　　　、一′ 

上．ヽ●　　－　　▼1　　　　」－ �－　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　　＿一■■■W �l 

■■膚■‥一Ⅲ－一－－1■■■　■■■■■■■－＝1■■■■■■■■－：，－ �－■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　－　　　　　l　　一■　　　－ �■ 

■■■－▲■■■－－－1■－－■－■■■■■■・■■－一－■：】－ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ �■　　　　　　　　　　　　　　■－・■－ � 

ヽ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－■－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　■　　　　　　■・ 

6　　5　　　　　　　　　　6　　　　　　　　　6　　　　　　　　　　　　6 
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∴∴∴′●∵∴∴∴∵一∴‘一’

（　　轟「＼，■へ†こ、一丁へ轟　｛；ニ｝二二ゝ∫0‘二二ゝ．（ 
■1■・州－－■－－－－■二′ ■rl■■1⊥　　　　　　t■■ �■■　■■－　■■■Jr �t　　　　　l′ 　　　一＿　　rl　　一■　L′ �一－lノl 　　■ �一■　　‾11一＿」一■「■■l －　　　－r　　tr　　　－「 �r■」1－－－■【－－：】－－ ■一－】■■－－－－－－】－－－ 

㍍：冨こ⊇冨一一一一一・一一一貞聖 　■・．‾‾‾「l 七　　一一 ．L　　Lごi＿ ▲∴11■－■Tl　▲■■■ll‾ ��ll へ≠蕗声へ斥雷 ■■■▲－ll一一一lll �l （＼一元じ－l ／1－、－▲l■■■rl �Il l」■■一一●■● �lr 　一● 一■■●」■● 

ー■■■■l▲¶　　　　－　　　　　1 ■■－－●■■－t■－－－－－ ��l　rl　L一・・・・一一1．一　■■　■lrl　　］ �▲■■▲■－－lF■－l －：】－－－－－－－－■－ �∃．　▲　‾r　　　▲ �■－－■■■←－】 

′¶Iて●　盲　を　6　　6　6　ヒ』：】隻　巨石　　岳　　　　＃ 

6

ノ

恒

、



∴∴∴∴∴二●′∵∴∵㍉∵∵

如1⊥＃　一　環＿≠＝ゝ〈　（　＿　＿　＋l　　　　　へ　　　　へ　■ヽ，■十 
一Tl ′「■ヽ　Tl　▲■■1■－　＿Jl �　　　　　　　　【－■●　一－ ■－－－－ �　　　　■‾、　－　－　〈 望－－一－－－・r－－－■Fi冨「 　■■■■－■ �－　　－1－l 　　　　　　　　　　　一■●　● 

YL′　　　　　　■■－l U　　L■J■－J　　　　　・．・■・－l■■lJ �叫　　　　　　　　　l �1　　－　1　　　　　　　　　　　　1　　－　1 �　　　　l■－●　－　● ■－■－－■ 

…．．三．　　∠1鼻毛＿ ��＼」　　」．⊥．J　　　I　　　L．．」．■ �● 

沈：：三三一・・一一■＝－一一⊆RE冨 ′l‾1⊥ �」－　　－　● �一　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　● �　　　　　　　　　「　　ヽ 1　　　　　　　　　　　」■　● 
■　－■■－－ �－　● �　　　　　　　　▲　　● －● 

′5　　　　　　　　67　6 �6　r妄　言● � 

00rteSemente．

如．．♯〈　＿」二二三巨・　＿・享一三三三〇　．・■⊥・・＿・日．長　上．す⊥⊥甘 
■n　l‾Tl　　　　‘■　　　－■　■ � � �－．■■ �一－　　■－－ �r‾■　　　－　　■J　　　l �■■　　－ �－▲■　　　　　　　　　　＿l � �l　■■－■■　　　r－■■■＿ 

■′T「■▼1■ ヽ11ノ■・－l＿＿二：コ t／－ ll ▲」－●■■▼1′ヽ■ �　l■－■ l．－】l 　　≒ld �■■　一一■■－　＿■Jll L■nJ■J▼－＿■一 �■－－一 l 」．．上出 �－r　l　】　r � �1－－1 【－ 　山－ �－Fr　一■　一－　－ l　r　■　‾■’■■■■コ � �l　　　　ll▲■■■ l■⊥ll．■■⊥■’l 

・－＼ヱ′ ��」■■i⊇ �－　　　　▲－　● ��■■■－l‘ － ��‾■’■■■‾－．‾‾■・．・・．・W 1－－－ 

▼■●－uTl　■】　　　　lヽ �■■　　　lヽ �■■■　　　　　　　tJ　　　－ �l � �■一－－－　■ �■■■■【 �l � �r　　　l 

′　　■▼1⊥　　　　■【 �l �l　　　　　　　　′　　　【 �■ � �】 �「　　■レ■▼l 　　　′l■「 �■J－－ ■－＝」■ � �■　－ 

」■■■■■i；＝コ 妄　6㌔「；皇31㍍　　6　＃　§　　… 

・5品＿よト†＿「＿空　　　・‥・．　＿．＿■二．一．1・／｛＼h．．一h二、　． 

＼ヾL ll ▲t●■日■－ ‾■●■■1111 �　－一■」－ll ■＿、且二■什丁 � �l＿．■ ヒ：ヨ■ 白 �≒ヨ �■－■■■－－t ll �■d　　　L　　l �l　－l　l　　．」B � �　　　　　l ‾■’■W　Ll 

雷　＿　－ �亡と土：l 　l �l 
【 ′　■▼11　1 � �● �●　一■■● �　－ ■Jll �■J　　l � �lヽ �一■　　r1－　　■■ 

ー　¶　■　　yl 　　6　　6 �－■■－－－ � �●　▼　　　－ �′　　l′ � �■一－ �■　　　■■　l 　　　　′　－■’ �▲■■　■■　■111 －－■－■－－ 

｝　＝　一●　…　　6　6　討て÷芦＝諒等誓 

如u♯＿　　－＿主、‥甘　‥・十・＿♪へ（20し　っ　へ＿（へ　二㌢　へJ 
■n■L▲　■r　　t■l ■mll ヽこ1」′ �「－一■－■rl l■■ll 　lL▲■■q �－　一－　】－ lr　－】 �　　lr■■－ －－－■ �l「一－一 一一111■■－■」－ ▼】ll■－ �－　－一■　▲■ll 　lr－▼　一 �一■－－　一■■■■■■－ ■■lr－■ll■■ �－　■1 1－－　＿＿ll l■－－＿．．■ �l ■ ▲ 

U　　t－ ．L　雷●■・＿山▲ ■1日口■・一一－二「－－■－－．一 �■■■■■lr － �一一■J　q �　－■■■ ■■－ �　一■■」l■■］t l▼丁－－i l �LJ士ゴ �L＿］11【 ■■－■■l 　轟 �－、こ 1－＿ � 

■■J・川●－m－一 ′’‾1▲　▼　　‾1　］ � � � �　　　　　■ －　　■レl �l一－　】　　　一■　　－■ �■J　　r �l　　　■■ �l l 

ー　　　　－■　　　■■　l �′ �1■■　】　　　　　　　■　l �l －■ 

6 �r ＃ � �6　6 �g　　6盲‾　6　　　6　㌃ 
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Vivaee．
l l

ノ如し♯　・・　　　　　a≠i去．≠i症もJk去＿　rJ－j・ 
■肝　　　　　・l一】一　　一　l［ヒl』」i＝＝］l■」よさ」弓kb十十七義己：：きFi　王　　　　　　■ 

■■■t■■tT1－1 　1 －ノl l一｛ヽ＼－－－1 ��一」lrl■■」－ lrl lllll 　－声－ �一■l・．■■■■■■■■iコ‾‾‾‾■・．■■■■■■■■■■ －　■－ ■－1 ■■－－■ �■■■ ▲■ � �声≠享 �　】 ≠諒註雷雷雷 

■1tI‥－■－■－1■■－・■－■ 　　　　　　　　　　　　　l一■」 ��－　　　　　　　t■　l ��l ��－■　　　　　　　　　　　　　■J　　L．．．＿　　　　　］ �L－丘　　lll．・．．．」－．　　　　　　］ 

′●下げ」」　■‾F霹■　一　▼　　　　　′　」．・．．・．】　　　一」　■　　　　　　　　　　　　－r　　　一 

▼1LJJl 、　羞1茫卜　　♯　♯■6－・6　♯　§　♯　　　　　号　6 

ノ月山Itl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一＿ 

■・－＝一仙■－　－　膚ニー■l＝■■－ �■＝　【　一■　■一■　1　－　■－－－－　■－ �■■一－　　　　　一－　　　　一－　　　　　　　－　一－　－■　r �t＝　【　－■　■一　　【　　－■　■■－－－－　■－ �■■一－　　　　一－　　　　一－　　　　　　　－1　　■　－■ 
■rl　　■■t⊥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l �■：一－－一－●■・－－1－－　■■■→■ �■1：】一■　】■■　【　一■　　【　　－－■■■■ �■：】－■－－－－■－－－　■－■← �　【　：i一■　－一－1－■　一　1　－－ 

■′▼－　　　Tl　　　　l　　　　　　　　　l　　　　　　　　　l　　l．．．：：コ �－－－●■－－－－－－－■■－ t≡＝＝：＝l亡≡≡⊂＝：：コl＿＿＿」．．＿■－ �一－－－－－－－－－－－ �－－l■←－一－－－－－■■■－ 亡≡コ亡≡≡亡≡≡コ　■ll．■■■・．・．▼■■コ」＿」－■】 �一■■－－－一■－－－■－■ 

む－ ．1♯f了：ゝ］＿　＿ �　　ii－ － �－■－－－－－－－ 　　l �　　　　　【　　　　　　‾　　－ �　i　liiliiii　ロi⊇ 

■－▼t■■■■－－■■－■■：一一■■■－－ �l � �l　　　　　　　　　　＼ �－ 

■一打爪－－－－－■■■－－　” �■ �■■　一－　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　事 �－－　■ �■■　一－　　　　　　　　　　　　」■　　　　　　　　　　　l 

′　　　■rTl　　　　　1　　1　　－　　　　　1　－　　　　】　　l �＿J　　　　　　　　　　l �■■■■　　　　　　　　　　　　　■■　　　　　　　　　　　■■■ �一lJ　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　l �■■■■　　　　　　　　　　　　　■■ 

l �】 � � 

＼　室　L卜　群　書　倉　も　　　杏　　井　　　倉　占　　　6 

3　　6



ノ如し＃　　　＿－＿▲．．貪呑夫．L　L　　　　　L　　ll 
■■■■■■－■－■－■■一■■■－一■－－－ �■－■－一 �l　■■　－　　－　　　　l・．1－ �」－　　　　　　　r �－　　　＿　　　　　　　　　（　　　　　l　　　「 �　　　　　（　　　　　　　　　‾ 

■－■■－1－■－－－■－一■■ ヽ、l′ �■→ご－ �　Lllr－＿■l ‾■‾■－lll▼－一Jl �　　■■　■　－I l　　　　　l �l一■rl－　＿■」●l ■　－1 �tJ－　一－　ヽ 　■－－－■ 

U　ヒ童idヒヒ：出‾‾‾－ 　‖＿l Lt●■Tl �■∈　　爬 �　　▼－■ 　＿‾「■■■llll■■ ◆－■・－雷－ �－　一＿ �l �　－ 　叫 声声声声声 

▼Ml⊥▼1　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　■－ �－■　l　　l　　　　　　　　tJ　　　　r �l■■l ■－－－－ �■　－－－　－－■－ � �■－－1 

′　　■‾1⊥　　　　　－ �′ �「．・－　　　　　　　　‾－ �l　　　－　1 �■ � 

＼6　　6　7－　　壬　666　66　6－6、㍍至言 

∴∴●∴二二二二∴‘丁：二∴二∴∴・

ノ如．⊥♯一■■＿．＿　L　　＿　r　＿　；二島　｛　　　　　　　　　　　」　と．＿L 
JrL　　l■11 �】　　■レ　　■■■■　　　■－　l �l＿■rl　　　－ �■ � � �l　　　　tiii＝：コ　　　l　‾「l■■■u 

ー■■－1→■■■■ご－－－一■■－一■■一一■ ヾ1′ � � ��l　　　　　■ －■ �■■　－1■■■　　－ 　　　　－－－ �　　l一■■111 －　一一l▼－一l 

tノ　「■■■■・．・■■■ ll ■■1日■Tl一＿ � � �＝ �物 （　L � �　▼－＼▼－ ヽヽ－／、－－－一一 

▼Ml⊥Tl　　　■■ �l　　■J　　l � � �l　　「　　　l　　　「 � � 

■J　　－ ′　－1　－ �■一■　－■■一 

＼　　6　這　言　「　㍍妄言　：二言■　H　6＿・這 
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・山一．　　　　．●　　■　　　　　　　　＿　∫‥　　　　　へ 

－　　■■　　Tll　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ll �l　　　　　　　　　　　l　　　　l �■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一■ �一 �－　　　＼　　　　　　－　▲　　　　　　　　　下し �l　　　　「　　　　　　　　l　　　　　　　　　　一■　　l 

■11　　l‾ �l � � � � 

■′T■－　　　　　　　　L　　　　　l　　　　　　l �－ �l　　　　l　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　■′ �l　　　　　　　　　　一■ �l　　　　l　　　　　　l　　　　　　　　　　　　一■」′ �▲■l■ 

NW－山－い－～－－－－－　　】　　－－遡 り　　　　　　　　　　　　　　　　，■●　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヽ一・・・一 

AJ★⊥〈　一・・、√ヰ＼1「、＼十　■ニユ　ー、′〈rt‘、　　　　′ダ‥　　　　♂ 

U　　　　　l1－llll■　▼ �‾1■ l �⊆⊇⊆岩liil　■　　　‾1．－　　　　　「 �「．■■■l■■＋ 　一 �■■　　　　■■ �ヽ－rl、一 　　一 

▲」－●　■■ �l　　　　　　　　　　　　　　　　　l �l �一 �l �l　　　　　　　　　　　　l　　　　　　l 

▼1■●　■■　　一　　rJ � � � � � 

′　　　■■ � � � � � 

l � �rl � � � 

l　　　　　l 繹　　　吉　6　　4　　　　　　怠　6　　6　　　6■　6　6　6　6 

ノバ11＋′、　一　　　　　　　　　由　　、　L　＿　　　． ■把だ記－一山－Ⅶ－－凡－霞 
′－一－■－■■■■■■－－‘－－－1－●－－一一－ ー恕王≡モ－■■－－■－・・・■－■・－・・■・■・■・・■・・・－－・－1・－■－一・－■－－－－－Ll■－■・■1－－－≡ 
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V　■■■疇≒貞 　＿雷●＿＿ ■一山－■■－「■1■－■一一→■■■「■■－－■‘■【■ ■一口・一一－－－＼1－ �一・・・・・・・・・一一一一一、、一一一一■ ■b－声－■・■一・一 　　l－lr－ ��　二二二≡≡≡一一一句 ＿．1　　　⊥＿ ■■Tt■■■■■r＿．．一 

邑呈i・■■■一－＼1・一・一・・・・・・・・・一一・・一・一一：l一・一・一－・・・・－－・一－二二三≡：：≡ 　　　　　　　　　‾■■■‾■■■■l－■】1 　　86－－6　扇　　　㌻‾1－6h　6l　6 
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ノ如u　　＿＿．■一詫L　　R＿．．＿．＿讐　　　一　再長＿鮪　－　（ 
■■■－一一－■■■【－■一一－ 　　　　－■－ �‾・．■－　Ll11 　．－■■■■ll－■■ �－一■l■l ▼■－lJ■l l〉l▼ ■－一－ �ー－■－－－■ ▲■l＿■ll �l Gノ �雷→ト雷　■ �1■　一　■ト　＿ �■－　　　　　　　■■■　一－　　　　（ 

ヽL′ U　－■ll■■■■l－ 　　′ウ ▲■－●■■r �������　‾，■■■■lll■－ －－－Il lrl 

■●－11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．■　－　．＿ ′l‾tl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　l■－1 

＼　　　　　　　6　　　　　＿　661　　　■I6　　　　　　　8＿6＿　7＿8　6 

二、三：・‘一一●●‘・。て●∴：・●′●－●・●′●∵∵∵′：●∴‘∴
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l l t l

至　　　宝　8　6I　　　　　　　　　＃　　　　　　　　6　6　6　　　6　6　＃

l l l

6　　6　　虫

受

70

6－　6　♯　　　　　　　　6　8

8　　6　l　　5　　　　6　　　　　6

つ＼

あ　6　　6　　　　あ

6　　　6－　　　　　　　　6　苗 4十－　　6

2
l　　－　4－　6

2

5　　6－　4－　　0
4　　　　2

タ0

6　－　　　　　　　　6　－　　6－　　　　　　　6　　　　　6 6　　6　　　　　6　　′8

－6　　6－7一癖．6　　6－7－∽　7　　6

I l

6　　　　　－　　　6 6　　　　8

4　　　　3
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ヽJL′ U ■■1■● �■ �l r 　　轟 ■■＿＿■－ ■■■－‾ll－ ▼11■■l■■ �＿　　f l　lJ．■■　－ �　▲＿＿＿＿■＝＝J■■■■■■］ 　　‾1■■■ ▲－－一－　■■－ －■■l■r－ �　　▲■■ ＿一■■■■■‾1－ 

▼　■●l �●■■ ●　′ ��　l＿－■■　一l■　　　　　　■■　▲ l＿＿■■■　　　　　　　　　　　′　－＿■」′ ��　　　　　　■－　　　　－ L■－l一■1－l＿．＿■■－l 

予山」「「T「　6　日　　6　ヒ岩亮宝3　も　…・’ 

姦頭声＝蒜白義軍巨旨壷戸．車∃・ヨ毎症皇彗巨垂∈∃ 
む　とゴリ－iiiiiii ▲」1日▲　一　一 �P　ll．■－1・■lJ 　tl　一＿l一 一▲11－ �蛙◆雷　一 � �　‾‾「■■■■ ー 

ノ●ヒヲ‾‾Eコと±一．‾‾「’－‾■‾■－　■■11■1－一『l■－＿．； 　㌻す二王－q　6…一夏－＃－㌻一〇　　…　　＃れ 
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∠如三＿三　日　《＿三　Gb≠こきfiた■＿二「．＋　　　　　　　． 
■1■‾　■■l ■m � �l　　　■■　l �■■1－ 　　　　　　　　　　　■■ �　　一－l tU　Fl 

ヽ、L′　　　　　■■T：コ　　l �■コ　　　l �　　　」　　　　一　　　一　一．1－－・－　　　．一・・・・・・－ �■■■亡＝コ　　　l �■r 

tノ ．■ 　■」－一 �－ �■王≡王3＿＿＿ � �＋ 

▼　■●　－　　　1 �－　　　　　　－　　　　　　　　▼ �■■　　　　　■ �■■■ � 

■ l �l　　　　　　l � �■■　　　l �　　　　　　　－ l′　▲■l　　ll 

＼　苦さ一言‾も　　言　　古　6　7　　　6　　」才亡　6　6　も 

6　　　♯　　　＃－　6　　　＃　　　6　　　　　　6　　　　　6

如■■＿＿　　　　　　　　　　　　　十彗』† 　　　　　　　　　　　l‾1’・．・．■■■■ll■　　′－】 

仇　　　■　rr■lrr■一一　一→■一　■　　　－■　■■■ 
ヽごl′　しこ　　　　lL－　ll■－ tノ　　‾「．■■■■・．■■■■■・■■■■嶋・・■i弓 �▼－＿l■ ▼LJ」－ －■■■－ � � � �一■　l」l■　－l一＿l● ▼　－　▼　　－　▼ 

．．声　　十 日●l・l ▼■●－】 ′l■ ����　一■－ ■－－－－■ �　　■ト　ー　＿一 ■　一・一一・一一・一　　一一1－ r＿■J 

6 ��� �　＿．．▲＿－．llllllll■ll－一■ r　J▼　　6 �7　　7　　4　　6　　　　　6 

6

6



∧山古0・ナー」　＿　　　　　　　一一一　　　　　　　　　　〈　＿、　＋　　　　　　　　　　　　　・・ 

■・一■：－一－－■二一一－一一－－1 乙昌弘⊆F冨－－－・－・－－■－－ゴJEコ �■■■■■1l lJ■　　－　　　　一－　－　　■H �ユ＿　－▼　一－－　　一－ ■■llrl � � �■■　　　一■－　　一■　　　▲■l ′　－■1－　－　l－l 

・・rr・　　　　　　　　．・．＿・．。」．lF－　‾▲‾▼　　　　rr■ ��t �� �　　　　　　l ヒ童貞ゴ 

U　　ii一・　　　　　’■■‾一一i⊆⊇⊆ヨ �夢芦　一 �－　－　－　－　■■　－　－ �EfF �■■ �1■　　　　　＿　止 

電工蟹玉渥芯冠MjE！，三笠選書；1 呈i貞≡≡＝＝＝≡＝ざ＝≡≡＝＝＝⊆苫⊆＝冨jj童貞≡≡≡≡三三≡≡＝≡≡！巳三三三＝；宰蔓≡≡表芸星茎⊇⊆書聖≡≡≡≡≡≡l 　‾巧言　　♯　隻　　F‾‾丁㌃〝6　6 

剋］　＿軍法∈FF＿戸．．＿．密・・β…一・一・・一・．．＿．．岬：H．．F 
ヽ、l一′ U 　　－■▲　｛－ �＝－・－－r 　ll �　　－ 一山　－鐘一雷 �P’1－ 　　■出一雷 

「M　　　Fl】－　一一　一■ J・－・－・・t－一－－■■！ 　l■’・．■■■■■i＝≡ヨ■■■■■■＿l �－　　　　　　－　　　　r � �」－　　　　　　　■－　　　　「 

♯　　6¶6＝：　■　　6　　　6　　♯　6－　　86　㌻‾7‾■＃　　甘6 

＋

6

十



ノ鮎．▲FF千早一癖　．■三．⊥（・一つ　　　　亀戸早　　　　　　　　　戸軍司h 
■一－－■一▼■－■－－■■■■1－■－－■－ 11　Tt　　　　　111－▼l �■－－●■■■一m－－－■■t■■■】 　－d－■一■●■■】■■－■－ � �　1 －　▼－　－　－一　【 �l一■一l● l▼－　一Jll－■　＿－ 

L′　－＿JT1〉l U　　l 　　　山－ ▲t●－r－　▲■■■■－ ▼■●－l �■■■■■■■■■■⊥l　　T1 � �▼　　－　　　－　l　　lヽH　　　　r　　　′ �1－　〉　－　－一　′．■▼ ■ 

1‾■・．・■噸　l 一 �r �レ■■　　－■■ �　　　　　r l 

′　　l‾ �l 一■」■　● �●　－ 　■ � �■　■ 

＼音　7日　6　　＃’　一二妄　言7皇36　・　‘； 

鐘聖iritnoso・．＿．．一＿　′㌔Jh々㌧　H．▲．（＿（／〔 
■■■■】－1－コ⊂】■－1ロ■一－■■■一 　　▲　一　▲■■1－●l L′　■t　rl � �■■1一■r　－ 　一■lFr】－●l 　－l－】」 �　lJ■　一■l 　　■■▲■一■rl ■rll■Fl ll＿．．■l■L �－ー　■lIl■＿－▼　＿一－ 1－J－rll一一■■　－1 －●　‾， �　－■■■■ヽ■、、一■　－ 　一－ll一■　　－1 －－■■llr一－－■l 

tノ　■】■l■ 」Lt●■■■■■ �l 　－．雷＿．■・ －llrl �　rレ■ 一 �　　　l ■－■　　‾lll■l■l■　r �／て＼、了計＼「卜 �　　■■－－■■－ レ■－．－．■レ－r 

▼＝　■1　　　　　　　　　■　　　　　　■ �■■　●　l �■ � �一■　　▼　　一一　　■■　■■　一■　　■－　－　一＿ � 

■　　1 ■　　　‾■■■　＿J �l　　■l■　　l　　コ � �tJ　－ �r　－　r　　l　！　　■－　　1 �≡糾 

6－6－6　6　‘●　　竹T字∵㌻・一・　6 

忘／′『甘β迄］・…羅h箪謀【↑　一・注‥■・一・・・・…一一…－…・肝・叫…・・・…・…一・・…・1 rl⊥■■一一　ll　　　　　r■■ ��l■■11■■　一■　　l � �一－　　－　　　1　1⊥ � � 

／丁、＼ �lltTl l l 雷‘－■． �ltll■■－＿Jl Lll▼▲■■＿■－ 1－■■■■－＼jL＿▼ 　r ��　　　　　■ lTllr－＿Jl■■．⊥ l　　■－＿■　－1 �－ �　111－ l－111 � � 

■■■■・．一一＼ヾ乙′ � �I � �L 

l � � �r � �－　　r■■ ■ �■－　」－●　r　　　　　　一－ � 

l■dl■　・ ＼6　♯膏66　♯　　6　＃ ����l l 　6　＃ �l �l l l．＿＿＿二：コ・ 6t；♯ �一一●l■一・l▲■●■－● ■； �一■■l■　［l 　　　■ －一■l】一■■－ 

■llllllli－1■■－－■ －6－－ �ゼJてi／■ 
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如i＿．ヰ＿．声．＿．⊥　　＿．．■・声．ヰ・　　　　　＋＿．．．竺．・＿一・．．1＿山． 
■rL　■‾ ■′11■ �l●　■′　●　Fl　　ll �r　　　　　ll－ �■－－－ �－　■■－ l　■■■■ �－　一J　l一■Jl　　　　一＿ � � �　　　l▼ll 一－一一ll一■l　一－ 

ヽこ1′ －ノ ■．t●■■ � �▲■　●　■r　　　　　　　F■ � �　▲■　　一＿ －●l＿●■ �■　　　■■■　－l　　　　r � � �■▼－▼l　■ 　　　　　　＿l 

「．■■、旦／1■■■ －＼ �1．．■■■■　＼ヱノ　1．．．■ ��「．■　＼ヱ／　1．．．■ 

■●－ ′　■‾ �　　　　一■ ●■　　■L　　■L �■イ●　一■■■l－●l ■－■－ �■■　　　　　　■－　　　■▼－ �■J●　■■■l　　l　　r　l �■　　　　　　■ �r・　　　　　　■ ��－　　　　　一　　　　　　　■l 

l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l－■」▲　一　　　　　　　　　　一■　　▲　　■　　　　　一　】－ 

6－8－　6　■　も　　　6－－を＿6　　■　　k　　k　　　　E 

5　　　　　　　　　　　2

≦三二巨一・二三∃こ正．し．在∠毎／手．サバに／丈．．－　＿㌔．　　眈乃・ 
－」■－1－ ■－－－－ �－　　▲ll r　　■■llLll �■　■－－ 　l■　－●一■ �　一－　－l－Llr －■■－Fll「■■Ll ▲－■lFll－ �　－　一■l　－＿lF 一－■▲■ll‾－ � � �l 

tノ　　　　　　　ll．l・．■　1■■ �lr ／す二　十 �11 －．●雷 � �－　■l　■1　1　　－ � � �l 

イ訂二 一 ���レ■■㌧1■■ �｝r　■r �＿－1－ � � 

●　　■■ll一■　　■ ′　■■　　J■　　■L �■■－－ 　1－　　tl■●　■ノ �l　　　　J　　　　　l　　　　．－ � � � �l「l「l「 　　l－Jll● � 

■‾l 61 5 �l 5 �　l 6　65 　48 �　　　l 6 �一■●　－　r　　　　l ��　l－J●▼＿J■l● 一」●　一■▼　－　＿．J �∃． 

6　　1　6　61■　▼　▼6＿¢＿ 
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6　　　　5

4　　　　3

6　　　　5

4　　　♯

空　言6　　呈

空白　3　　　6

ク　　ノ’ ク

ク　　　′　　ク

′　ク

6　　　　6　　　5 67　6　＃　6

7　6　♯　6
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∧山　　　、・．＿∫0　　　　　　　　十　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　ノ′＝ゝ！　　　　　一　＋ 
－　　■■【⊥　　　　　　＿＿－　　　l　　　l � � � �一－　　　　　一－　－ �－　　－－■■　　　一－ �l　　　　　　　r－■1 � �l　＿一．＿．．－　　　　l 

■rl　　　●■TL　　　一－　　　　　　lrヽ　t　　J■▲ � �■■■　　　　　11　】 �一－　　　　　　　　　■■　　－ � �－■－－－－ �l � �t 

ヽヽ　し′ � � � � � � � � 

tノl 　雷■・＿ ▲＿ヽ●■■rt】 ▼＝11▲■l‾1 ′■■Tl■ �山＿　一　＿　一 �l ■■－－－■ �l　　　　　　　　　－ �－「■■■ ■■ � � � � 

lJ 

6　8　g　　　㌻‾仁　丁■■■1　6　　■　　宝　雷　雲喜一　6　r 

∧山　　＿亡∃亡ヨ亡ヨ　一　十　20　＿．－＿　轟－　＿＿　　　　　　　　　　h　　　　＋ 
－　　■■l▲　　　　　　　　　　「　「　　　l　l　l　l �l　　　＿＿＿＿　　　l �　　［　　　　　　「　T‾T　l �l′　　　　　　　　1　　「 �■ �一－－■　　　　＿ �r　　　　　－■■■l　　　－ �－　●　　　－■　■■■ � 

■→■■■■■■■■－－－－r－ �】 �■■　　　一■■I　l一■　　】一Il　l �－－－－－ �ll　　r　　　　　－　一－ � � � �」■ 

■′■■　　　▼1　　　　J　　▼　－　－　－　▼　■■■ � �′　　　－　■■■　▼　－▼　■■■ �■－ � � � � � 

ヽヽl′ � � � � � �l．．一・．－－エコ　　　　‾‾‾‾－ � � 

tJ � � � �可 11 �＝一一 　　十 �雷′雷声＿ � � 

上．ヽ●　■■　　　　　　l �■　　　　　　　－■ � �－■　　　　　　．－ �－　　　　Tt－ �r �■　　　－ �－　　　　　　　　　■ � 

▼◆MlL　　　　　l　　　　　　　　■ �－　　■一 �r　　　　　　　　　■J　　　r■▼ �l　　　　　　　　r �t �■■　　　ur �l＿－　　【　　　　　　l　　　l � �＿－　　－　r 

′　　l■Tl　　　－　　　　　　　　■L � � �l �l � � � � 

6　　　　　6　　　　6　　　　　　　6　　6　6　　　　　　6　－　7　　6　　　　■ 

5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5

∴∴∴∴二∴∴：∴∴∴：．

∧山　　＿一■■　　＿＿ナ一　声一声■　＿　＿　＿＿＿　42　＿　　　（　（　ユーユ■n　（　〈 
－　　■■l⊥　　　－　■■■　rl　l �一■　■■■rl　l　　　l �－－－■一 �　「　　－　l■■　－l　　r1　　－ �■■　－　■■　－　－　　　＿ �′　．■■■■■　●　′　′　－■－　■ �　「　　－1　　■■■　r　－1　　－ �′　一－－　●　　　／　一－■■■　● 

■rl■‾Tl■■ll ■′T■■　TllL＿■■■■■1▼■・．・．‘■・．・．・．・．・．・ ヽヽl′　■■y � � � �‾　　　　－■ �l　J　l　　　　　l　J　l �l　JL＿．」　　l　l　l　l �－r1　－■■l lJllJl 

tノ 　　　L � � � � �－■　　　　－－ �雷　■ト1■　＿ �P■　－■ ′ 

r � �l　　　　　l � 

■→一：p－一m■一 �■■　　　r　－ �－　†■■　■■■　一■　　■■　■■■ �l �l � � � 
′　　　■‾Tl � � � � � � � 

l �■－ � � �t � � � 

㌻‾　　6　－　　　㌻　‾T「㌻　－　　　6　　　■　　　　　　　　　　　　　6 

∧山　（jヽ（jr＼　　一　　●欄一◆fI　　★＿　　　縞＿◆雷◆＿　　　　　甜＿“一′一＿　一l　十 
■－－：椚■■－－■　■－　■一－　■－　■ �l　　　　　　　　l �l　Tll　l　】　　　l � �Tll　l　j　　l　　　l �l　　　　　　　　r �■■TTl　l　l　　　　■■ �Tl■■■　　　　　　　▼ 

■rl■‾1L　　　lll ■mTIL．・．．．」」．・．」＿・．．．」」＿＿＿⊥＿＿］ ヽ、lノ �■■■ �■■lL＿＿＿．．＿］　　」」 ■■－－　　‾■ �■■一■l ■■▼ �tJ　　　－r　　　‘　　　， � � �】 

む　物 ▲、．さ雷享雷■ 　■－1－－－ �〝プ ㌦ �堕 � �．　1■ 　　l � �－ � 

■一‘‥押－－－－－■－■■－一■■－－一－－■■＝【 ■＝－■■L・－－－－－－－－■：I一－→－－■－－－一－－」－←■■－■■■■■－－■－－一－－－一 丁l　L一．．＿」＝＝：コl　　］l　］ll 　6　朗－§　6　㌻「亡　き　6　－°　8　…－ 
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ノ鐘圧竺戸、P戸、〈　′　戸、戸2、戸．＿　　　　　ルナル＿．．⊥　　　／1． 
■■－仙－－一－一－■－■ 1■　Tt ��′▲■－●　′－－● －Fl　－rl �■－1－▼－】－ 　　■■■－ �■－■－ 　l �r　■■－　Tll 　t　■■－l �Tll　　r　l　　　Tl－ �■■　　　　　ヽ �■　l　　l　　r　　′　　一－　－ 

－■■■ � �l一」　l　　　t　　　　l �　　　　　　　　】　　　　　　　　■▲　　llll．lll．・．－ �■1■■　　　　　　■一 �－　　l＿■－ �→■■■■■■－－－一■■－一 � �1　　－　■1　　－ tノ　■－ ▲Lt●■■▲ ��巨」ll声J �■l■lllll■－■■■■－ll■l■ ぐや） �くわ■　　′ � � � �　　　　l 【‾「l≡i±ゴ 

（や） ��－■ 

▼■●▲■lL　■■ ′l■TL ��▲ � �l �l l �　　　　　一一■－l ■　　＿■－t　l �l　　　　－　　1 �一 l 

rTl ヽ　6言6言 　4343 �� �1 　－　－ 6．565 4343 �－　■■■■■＿■l 　6r言 �　′T】ll 　　ー 6　　6 �l一一－t　　　　一　　　　－ �l l　L＿■－ �l － 

6　b　♯　‾　⊥＿・㌃－　6 

…　■　．rl　　l．　】　　l ����������������l　　仁fI． 
；冨；冠岩岳三和池は什 ����������������l　J■　　　　　一■　　　　l　　r　1　L】　I 

■一■■・■⊇⊆⊇冨r冨＝＝罫⊂∑＝＝＝ほ≡＝＝≡：＝EE三三≡≡－一－■■一■■－・1－W 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■－　　一 ����������������l　　■　　　　　　■　　－　l　一一　　　　　　¶ 

♯　6　　－　　　　　　　　　6　6　　「．‾㌻－■　　　6　＃－＿　6　8 

餌u　　　　　　t　　　＿▼■　　　一一　雷一雷＿　　　　　紬 
■t　l■1⊥　　　　－　　　■■　　－　　　一＿ �� ��＿－－　■l　l ���－　－　■　■r ���l　　I■r　　　l　　　r■ ��－　　　　▲－　　　　■■■　一■　■■■ ��� ���■ ��■ここ：コ　　　■＝＝i■＝i：コ 

■rt「t　　　tl　　　　　　　　l ��Tl－ ��■ll l＿l■■－　－ ���＿■■－■ll ■ll ��� ��■　－　■■　－】　rl　－ ��� ���l＿■－．11 　　－－－ ��　　　　■－－ ′　一■l一■ll▲■l 

U 　山＿■＿■ Lt●■■■■rlrl �� ��r L 1■ ���r 　■■ ���■■l亡ヨ　■■　， ��■■■］．＿」m t－l■l－ll－　‾‾【‾‾‾ ���－－－－】－■ ■■l■■ll－ ���＋ ��▼－▼－▼－ ヽ－／ヽ－／ヽ＿／ 

▼　■●　■■l⊥ ��■　一－一－　■ ��l　　　■■ ��� ���■－－－一 ��－ ��� ���－ �� 
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SONATE C＿MOLL
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▼■●lt′　　　　　　　　　　　　■■■ ′　h　　－ �i　　　　　　▲　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　′　　　　　y �l ll＿rll �　　　　　　　　　　■ノ　ー■＿ l　■ト　　　　　　　′　－▼ 

l　　　　　　　　　　　　　　l �l �t 

ヽ　　　　　ゝ　　6　　♭　　　　鴫　　と　　　6　6　5　　6　　♭　　　　　h　　6　　　品 

Ondeggiando，ma′nOnadagio．
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′
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／　　（

輌　　　6 6　　　6

♭隻　句



SONATE E＿DuR

Andante．

ノ∧山♯　　　　　】　■　・　・　十一一、＼＿　　　　L　　　【　1　　　　　－　F「　－ 

疾撃輩等召．l‾　巨＝章＝≠＝≠∃壬巨∃　＿l∃■■　■∃■トヨ一室喜一▼・r∃l 
U　r ∧．膿．出　hhh「ト＿l戸胃コ胃≡胃声苧雫F耳∃・胃≡胃胃雫 

U　＼JL／ 　止 ▲」、●■■Tt �lllllllllll■■■lllll■ll■lllll■l●lllll■■■lllllll｛lll■l■【・．‾‾－■ 　　　－　J 　■－■■■■n－ �＼＼む／／、、）／＼＼－／＼互／／一、、－一／＼、一‘／ 　　－一　　一一 　■－　　　－ 

司野蚕‾’F　喜　■　＿≡〒軍司≒≡∃∃＝∃∃ 

48

ノ机縄．i　　h　－　　．⊥」「」「」「」∈i．　．Iih■章i．　．． 

森戸群臣≠●　巨■　■i∃］ヒヨF∃1111巨皇⇒＝∃±覇lヒ＝∃　■日　日　　‾i、l 

り　一一■」ゴー－＼一▼　r　　　■・．・．■■■■・．■■■】r …．★一・（、．（】＿　一　丁■乙ヱjLト－】」／（」／／て1三．出 

計爛‾‾」弓零と「1i⊇⊇・＼＼ノ▼ l■L �il　　　r 　■　J �　　i　　　　i　　ヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、＿一／　l 

■1－‥－●－－■■■－－■■－■－■■←■■■■■■←－－一■■－1 ■一皿・Md：－－－－－－一－ ■一■■■●－‥－－■■■■■一一－一■■■■－－ 　Tl �　一－　■－ ■■■　■■l■■■l一一■■－rll一■ ■－－■■】■■－■■■■■■■■－－－■■－－ l　　l �－■　－■　　　　　　l一■　l ■■■－■－－－－■■■■－－■ －－－－一 

5　　6　　－－　6－　－　6　　隻　3　7　6　‾　一　一　星　雲　6 

山川■・」・一　　　　　　　　　I、．＿　＿　▼　＿P　＿　　■．≠三．≠∋．iLfゝ一一一一一J2． 

霞当些∃■　一】⊥幸三享子≠・亨　■■l・l≠El］l‾F－う」もlヒH’■‾’F■●臣章二＝宅享l 
U　　　邑⊥＿一一と］i－■－rii一一■　－■■－．・．■rl一月 ∧JJ．1／へIl／一二I　lノー＼■J二＼て＼＿一‘【ゝノー㌧／一、＼（　す′㌻＼ 

－－－－■1－－－1一一－－一－－■－－■■ 　　　　　　　　「．■■llllllllll 

U　　　　l壷呈．Jq ll ■一山二一●　　　　－■■一・1■－1 �一－一・・・・一－－一■・・■－一　－－－　－－ 　山－－－　－ ■■■－■■FrF■l �　■■l●■－■■■■■■●ll■■■■－■－■■ －山▲－ l■■F■I 

■一一：川止＝－－－－■■■一－■－－一■－－ ■一－－■－：■■■－－■－■■－－－■■－－ �■－■■■■－■－■－－ 　　　　　　　－－－－■－ �r　　t　　→二二：∃　　　‾　r　F　F 

56　音妄　皇3＃　767宝皇　3戸　一亡毒．隻　＃ 

ノ／山一．．　　　　　　一一一、　．1　　　．　才0　　　　†・．一・ヨトノミ．ノミ．ごつ　へ 
寸言；累止：■■■■一・■・一・－一一1・－・・・・・・・L≡≡巳貞 �乙冨＝＝冨’芸ざ弓罫－－・一一－≡FE≡EJ王≡貞E王≡ 

乙雇払拭㌢＝r⊆⊆冨■冨⊆⊇冨冨⊆⊆－一一一一一・・・王≡≡宣誓≡≡三岳こき胡 ■m　Tl　　　　　　　】　　　　lt 　　　　　　　　　　　　　　　　」　■■ �■一　　丁1－●　　　　　－　　　し－　1　　　　　　　　　　　　　　　　1 

U　r・⊆⊇E⇒r　　一■・．■■■『　　タ ．」▲“．　〈T＼一「㌻＼．＿／′丁、㌧．t′（、1－－－∃＿宣二ト＿＿」Lfミ　■ 

U－　‘－‾，■■■■■弓「1声‾■【』≠≠戸 ．1　　　　　山＿ 芯・－－　　－盟癌 　　　　■■　■■tJ �　　　タ ＿　　ク　ー山＿　一 l　　　　■■l■ ■　■ 

▼Mu▼「■■1　　　　　　－　　　■■■ ′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′　　　L′ �l 

＼　　皇　　更　　　　＃　■　　　g　　　　　♯’㌻　　　g 



49

．竺子川：．二．＿1－．＿＿．1＿．．貞訟＿＿．＿＿．．．■－．；■－■■きまこ■■■■■■・「一・一■．■■。－■■■二，「一童iE■ゴ亨＝iニー 
■′■－】■－－＝－←一一－－●一－－－－－－■－－■一－■■－■－1－二一一－■－－－－一－一一■■■－－■－：一一－－■－－←1■■－⊥一 　　　　　　　　芸冨』冨ヨ≡－－－・－■－－・一－■■－■－■－－一二一－－－一・－■－■■－・・・－一≡≡≡E二三三」已i亡コ≡L≡】 

t」llU■▼　　　　　　　t U　　　　　叫　、－′　→－一／　）、－′ ・・　・　　＝＝＝＝－　　　i＝－ 

一一一ここ　　ここ＝ lL ■」t●一丁1．－ ��‾‾‾　　璽竺≡1 － 　I■▼ �l �　　、－／』皇」 ，■■一一■■l 

－ー・仙■二－■■■■－－－－ 　　　　　　　■－－→－■－－■■－－ 　　　　　　　　　　Jl■　一一　－　－ ��　　】－■lJt■　lヽ Jl■　1】　　hr　′　l】 　　　　　　　　　　－ �■■ ′ �l　lll　　」　　tJ　l‾ヽ　　■■ 　　　　　　　　　　　　■′　　　′　　ll　′ 

’■8　■　▼　▼　6　　　　　6　　　　　　　隻句　；句6 

∧▲止＿．1十一　＿＿／rT＼　　　　　　＿　　　　　　一　一＿　　＿一 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r一一■　▲lll ・■■■一・一一一・一一■－■■■■－－■■‥一J■■■一二一・・・・一：′－－■・■・二一－－‥′1・■－・・・【－一一t一－－－一■一－■まヲ■・′二一 

・一一　　　　　1、　　　　　－ 

1日．止．arヽ＿　　／ニー＼　　〈　　　　　　「、　　　　　（　　ノ｛、．ノ「ン＿　　一一一一、． 

U　　　　　　　　　　出＝ゴ’‾■‘■’■一一　　　　うまゴ �ー－ク「．■・q－′Etヨヨ 　′ ■r■■一一▼■■一一一 �亡亡王iJヒ土嚢＝ゴヒ萱Ei：土ゴb・⊥・・一 　● 　　」■－■ 

ll ■1t－・－●　　　　　　－一 

ltプ●下はTt耳‾F一一f■ゴーーヨ　■　■　．　－　　．　　　　　　■ 石基冨l昌i＝－・・－：・一－一－・・■－－一・・・・・一・二一一二」・■U－－■蟹三三三三岳≡＝＝＝＝＝ii⊇王＝＝＝≡コ 

誓　　　76　　　－一　　　　昔・　　言二一＋忘T㌔■76　　　空音 



50

／（　　　　　　　　　　　　　　　　享　　雷′　（＼f　　＋ 

剋鵠戻r・F三三≡妄∈≡十一七二コ　一一　　．1士一fr　F ��lll　　　　l 　lF■l 

晋¶“■［≡■芸≡≡≡≡≡＿二二三二 

l　　　　　　　l　　　　　　　l � 

′　　l ．上．†・f． 

＿　　■　　′ ←　　■1 �1－　　　　　　T‾‾1＝i■‾「　　一　　　■ 

・〔・・．－．　F一一一」　　・■　■1　－ �1ノ　ー■　■′　●一　」 　　■－■■■■■川 �H　　　l一　一　　一　　　　　▲　l 

一　一・・・・．■■■■一一　■　′　　　　　　　　　　1 呈…呈…　…　　　芸　…言6　76　6 

7　6　6　6　6　6　　6　　6　　　4

4　　　2

6　　　6　　　4

4　　　2

6　　　6　6　6　6　　　　　　　6　　　　6　6
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ノ山川‥　∠i＿h止　彗　　＿　■－．rゝ＿．．＋　　　　　　＿．∫1．∴　　　　／′二．∫1・f二・ ．＿－　一＿－lL ■－＝md：一－－－－－－－一日 ■1l■Tl■■】」】 ■mTl �■　　■■ 】－1－1－ �】rl11－ r一■ ，＿－l一■l■－ �■－ 　■ l －－－ 一■llT■■■■■■ ■一－－－■－■－ ▲■■－1 �－－－ ■－－－ ll「 山＿ ▲■■■一■ 一－ l �1■ ▲ �－－■■Trl■r l■■llLl l＿■】l【」Ll r l l」■ 一■J 

ヽ、l′ U ．L－1－－ � ����－ l＿■　－ 

」こヽ●－　Tl．－　■■　一■1 ■■ロ＝州止：－■－－－■ �▲■　　　　T1－ ����lr　■■　一－　一■ l　l■■　■■　一－ 

＼′■I■‾≡■6≡　≡　‾¶b　6寧　♯　　‖一　一　6　　二二±±よ 

泌塊＿＿1．′′ラ′／ラ′′∋哺左亮忘も右左壷巨歪．＿若戸　∈FF． 
■爪11■■－■■ ヽヽl．′l U　－－－ ll �【■一－■－－1一■－－■一■ ■■11」■11■■l ヒゴ戸芦ヒゴ戸芦ヒ≠声コ �’lJL．■■■■■■■：コ ▲■ �l＿」■■■■■■■■＝コl＿■■■n ■一－一・二－－一－一二一■－ 　▲■ �l 】－■ト � �1 l l �一 丁1111 

学報軸　－∃＿］il　．　　　　　・　　　≠半　　■　亨－ノ　　ー 　Tl‾－▼　▼　－ 

ヽ　　　　　6　　　　　■　　　一　1　　　♯　　　　　　　　　　　6　　　　　　　6 

6　　5

4　＃
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銅u♯さ＿　一■＿．＿＿　＿　　　章　　　　　．　　　． 
■LL　■■l 11　　　　1　■L11 �l �　　　　　l 　　　　　l ▲ � � 

ミ▼■二■■－一二■■■■・一一二二一■≡≡＝； tノ 11一 ▲．t●■11．．－ �l 1ヽJ －－－■■－ �　　　l l �▲ � 

1 � �llll■■lltヨ 

■■丘‥一m－＝－■－一■－ ′「ull　】　　」 �　　　　　　　■■　■■■ l �一■　　一－■■■　－ ■■　－■■’」　r　－　－ �－　　　－　－　■■　　－　　　一＿ �事　　l　　　▲■－　－▼ 一■　！一■　－　－r】ll 

6　6　　4 　　4　　2 �　ll 」－」⊂＝ココ1】l 6 �■－－ LJ　Ll �r　l　　　　　　　　　　　　■■　　　－ �▼　　－　－　l　　　　　　　　　　　　　L　」 

「‾二’■’■■・±　盲㌻⊇二二±±　　　－6 

如ん竺戸昂、「感′与．′倉・長さ・†－．＿　（、＿　一．二、、＿　　nh 
n　　「1▲　■■　　　　　　　r　－　＿■　　　l �「l一▲●　　′　．■l　　　－」　l �」 �1 �■　－ l ■　－ � � �〃　● 

＝▲■－lt■■m－→■－■■－－－－ ヽこ⊥′　　　JLl　　▼　－ �l一■「■■　一■■■l　■－lt 一■▼ノ　■－11 �　　　　　ll L一■11　■－l �r　－■　一－」」－l 　■■－－■－－－ ��ll　■■ 　　　■ �一■l　】＿＿1 －　一Jl＿■▼ �l l 

1リ　■i ll■■ ▲＿t●■11．－ �＝ノ払J夢■ ■■■ �■■■■ 享亡章一I l �▲　　　　雷＿ �声 �－　　－ � � 

▼」■●　－uTl■■　　l � �l �■－－ �　■ 1 － �■r　　　l � � 

′　■‾u　■■l　　　一■　　－ 　11 �■■ � � ��l �■－－－－■ 　　　　　l �l 

l 6　　　　　　　　　昏　66　　　　　6　　　6　6　　　　■　　　　■■● 

Adagio． 　■＿　　■＿．　一〈　．．＿■　鯉′雷′一．．＿一＿一　」． 

1　　　　－11－日　■　一 �■■　1　　■■　－　l　　■ �t■　　　　■l　　　　l■■一■　－ �　一－－－ － ��■ �■－－一 �′－、　】　一コ　l　、 ′LllT1■■■■ lll ●－Tl一・l ■●－LlT1－1′■ �ll▼一■　－ ■Ltl－ �′　－1　－　1■■▼　l �▼l▼▲■■■■＿一＿ll l」】】－■ll ��■■　亡：：＝コIl ′　■　・．■－ �■　　　■ �」■11111■ ■■　Tl－●＿■＿■　▲ 

1ヽ】 �LJ＿Jl 　　一t � �」 r �l ��l 

1」■　　」■ 「u－■′■■」－一←lL＿＿－－ �－　■l■－　■ ▼　■．H■－　■ヽ �l　■　l　t■lJ ■■　－　　　　Jy �l■■　■■－　－■ l一‾rJt■†ヽ 　　t　　　′l ��　l ■■■　l　ll 　　■ ��l　　■ 

「7－千二‾㌃二T÷T「′「石 ������一■l－■ l l 66■－ 　4彗傾如瑚 
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九線＿．Presto・　　　　　　1　　　　　　　　　．　．－．　　　－ 
■・－・p一一■：－■　一－■　■一－　■ � �■ � � � ��l �l 

■一－－■－・－‘1－－－■－－ �一－－一－　■ �一－　l � � � ��l　　一■　　llL　1　　　－　　　‾ �一－　　－　　－　　　一▲l⊥　l 

■′11■　　Tt　　　■‾　　t　ノ　　　l �→■■　　　　　■ � �＿■1　　　　　　　－　　　　l �－－■－ � ��一■　　▼　　一J　Tl－　　　1　　　－ �■　　l　　　■ヽ　　▼l⊥－ 

ヽ11′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l � � � �一■1　－　　一■　－　　　　　　－ � �� � 

tノ l �′ウ　　■ト＿ �1 � �▼　＼J　　　＼一・ � ��、｝　ヽl■ 　t �l 

■■1Ll－　　Tl． � �■ � � � �� � 

■■廿：川－■：－‘1－－■■　－－－ �■ �■－　■■一－ � � � �� � 
′　　■’11　－　t　′　　　　　　　　　　　　　l　　】 �l � � �■　　　　　　一一 �■　　　　　　ニー �� � 

l � � � 

6－　6　　　　　　　6　7　7】一言　　6　　　　　■ ������■　　　杏　　　も　♯ 

一＼

ク
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鈍誕右＿芸表轟蜃謹壷壷謹皇惑＝塑∈牽毒素＿　喜詰．－ 
■【「■Tll ヽヽし′ む　′ 11 ェ．－■■■Tl．■ ▼■－1⊥▼1■■′■J・．・・■■ �1 ．■′二J rl � �p l 】 �′ ′■＝■「．▲ �l 　ヽ■■ ′■：：■　－l �l l 一■′：J －－ �l l l ■ ■－■－1 �lll ll（／■‾＼ T1－－－－l 

′′■■汁イト」l－．如ト一一十月　l■Fl‾■’■　〃‾rm　l 　′k　6♯　も　6ク　♯　′6　二⊥も　　6　　－⊥仁　■■ 



SONATE B＿DuR

55

山　　　．．　R　．、＿　　■誓　へfiこす　　雷か　＿．カ． 
■■■　ll’■■■　－ 　　　　　　　　■■ �■　∃l－　■■　　　　　友一1－－一戸・　一 ��11－　一■　l　ll 11「■－1111 �　　　一 ■－■－■－－－一 �　l】r」l　r －■－t 

監艶q岩等； 　　1、－－ノー　l　　　　■　】 ���■■一一■■－－ ■－－ � �l　l 　　　　　l 

－■一■■■一・－■■一■■l1－■■－■－■■■－一■－＿－■■i≡；　．．＿＿冨＿ 

＿／㌻、′㌻　－／｛＼ノ＿＿＿、、＿　二、1＋ 

1－一一　－　一rl－▲■ －r－－－－－－■－－一■－－－ � � � � 

l ▲▲t●　′■　′二■ �＼　　J　　　　　　　　　　JJ．．・．1．．■ �l �1 �乃　　今　　戸 �ノウ　　す　　　＿ 

▼　■●ll′　　l　　　　　l　　　　l �r　　　　　　　　　　′：ノ �′二■　　　　　　　　　　ト■ �t＿ �l �l　　　　　　l　　　　　　　　r 

⊃′　■■ ー　r　　　　＿■ �　　　　l t �　　　　l l �1　rl′：J　　ト■ ■〃■■■■■■】■－－ �■ �l l 

＼76　の　　■　這’　3　「㌃＋⊥「≡　6　h　6 

如′、＿　　－．．E　F．．－．．．　r．♭IL　　　へ＿一－、、一，　♭－ 
h　■　r　一■●　　l m■′　▲l　r　　－ �1　1　　llJ ′「ノ �■　　　　　　　　　　　一 �　　llr－．一■ ■－－■－－－■－－ �－　一■　　■■　－－l l　r　－l　t　■■l �　l －　l－■■、●　　　－■ 
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