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究LE'豆沼3'21元三ζ乃1亡討し之r 工事、玄 lel単にヰ名古ミの謀

T斤!二夜を土壇あ3 台、fTê~ヲて， 1耳一つ積モ~~措霊込

色また(¥竹おきあ3唱 をの下Eめ.撃さ下書ミ仁‘「百三三を~ "f25"""ヲ古美

~守之泰られた及右ーが二めちに「事与3J ことが濁りうるから、

~'d元お いわ均き「強直主 (ω凶 epsy)~のとお7言彼交
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オえ毎日ぢ買主主主汎 I~~lIrz士、航、芭斗仇術主主的尽全
蚤きか¥ 紅ヒFヒ茎ヒ同「極力t、寸トム C乃 J:.~T言明琶をざC:!::.自慢訊民

でとや肉1注寺さをち咲らうと肘ζ片山1た死/慨ものにhZeh町〉
の寄ミ体Z!/.aな¥¥，とポ3理由IJ-尽 か わ o また/じた践的蒋にで

/;; ，y:;~かう盟事後長習にわたっ 之一白に隠畏史的唾ノマナ Lsl'ょ

う隠良イ本'G，問主万一 ~o 工芸三i玄白宅?とで'住!yうろ 勾 )J二当怠岱i

来事暑にふ之， 官乏念的!と壱費二rul下乙 くすt>f-s" !外~からぬ ?モミ乱

E 被るであ3うo

"-17'し 2ちへ唱zE-ï斡宅待J に昌寺照Ô)~ことピf.1) 民主苓

にイ半し¥.く及 )cり官室長ミ席、、とめよう怠主意1軍事売を践しだEぢかといラこ

とすす; ゎ lHI-{コ収め環臼末仇中'~~， 1ð片片し(字、 ßç. fð い.

回ビく工奇詩作うとId-l¥乏，中ヰミ?弓川、7d>?1f牧1=¥:0)本名

のめ1三 r 室主奇怪7付、積計7lつつ1"1Î~ ノ仇め県色{二応F キ自民

的見予ミ界の E買怠与を宝森!二ちっこヒ7ずでをきめか亡しL孔~l¥(1 

〉をはに!二ttlて， を乏嵩FfO).集彊IfI.<1こらItち以在室内ブチらと人

万乏ち完了ちか:ことあ3ごとf二生右下三ちめでとをも九斗¥.&うと可ふ

土苓のの巧にで，及琶ra:. 土防相j単1二集高やらな星放パ

似たにす7三芝、'dj‘う原:1x'じ1っくりヒ l碕毘5更して官同移セ存く1ち'd-d:-

でのあれだ:すちわち茨ちか、己7了、、死モ最終的!こ雲港

す会モテ包の闇， 及 芭/oTJd;、昼食障り写1"eちのあり持者Lをあ‘び、乙

桂三芭たち的関|之とと\~~之、' <h&o

俗世紀コろ 2そう，1:>¥'1νη洋昂承下三1)ろl三友惹す:主主苓

後=‘三回収.刻1切手足にTラと、d=-cTl"羽三ふヒ莫1'IDJ3f二色ビ

らゆにていたら U¥o末終iJ、ち死者1夕、住詰¥C，L'マ主立ち五りが

た¥¥ヒ7)きを三ヌs'I~ あろ Lヤ3 祉念に度土民主位、きか、) Iで!¥ノーれq

景色仁(~表琶 l 'd- 金五内~魯 3、あ~号是非そやæt頬蓋芯担、

7下、、¥会長をし之¥¥ ~ I湾 f二、や口1叫ん之ミを"1， 組\2.，)~挽午苛

に障かけ，実j三舎~~~l是正乃ち.あろl く、と\¥ -=，) (1羽揚
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令.死首乙ろ容さ三併と句之宅"，守主し乏，二台!玉、色合としT三1)，領さか乏J

l~ f) LL1.ci.，7日写い、立でたき¥¥と，要弓手に主主致二!l¥¥.~かわ乞い

あるマ 者三私p> 主意 l手r~壱とf:E蛮とq カ1聞きあろから，こ

のおたら R琶と住ちとの 3h二汁--;;j.ョ'/"1こ注す三事長引 l手，

迄l量的ざ、あちと乏三らlJ{ーら。l1凡夫蓄が:ヲ主食C九千三め

'J尋遺坊という，専項住区，工事三田陣宅めで、三ちらa=た立ち

に[亘常ζろ念物を/官民負ぢきと-.¥¥う茨宣α行為モ〆血HミE急併に

おきかおとすψL尽〉切cfさま鬼塚に江忌血喝科教に桁(}'、つぐ

之，ち三&たtIろち O

土ニイ各~界!功、けさD怠血弘執事長時，ヰミ併設ヰ気回II二~~á
|二せSらまっK(邪悪7きそラめ芝、志きと尻友三玄lh7吾T，1三/享司11C・

:民主。怠t惇ら，ト主壱称、L夫首に対方3親d'性と喪何?との商

業的"ß 1恋情。閣で手~U\動くめに，4t芭せきた蕪差万1め工文警

内生乏手そ障2ぢaO'lc、td-1すム 壬京三話Jn1示、た¥¥緑色ζ7'¥=c-e ¥二障ミベヨ長

3 の2うあ~þ'ら o fls血鳥#ヨL実 σあらわu-'¥aょう7る羽0¥'1土J念j:t

く安仁〉左足立苛d-O)/τ，1でテラ官、主力し之II三巴/毛 主三0¥¥ζろであ

~o 

万モヌン凌 l疋血忠仁創作Zぢ1¥のはっせ、切手Sldλセ(3，ぷ3ヒ，

フ三三日〈之、1 た〆ヒLら。 ~Uλlさ ⑦余罪者 @末以主I~，③勤討

聡去やむ求5ftげ走予し之t¥ 1三写}n-， ~イスラふ設に包矢告乏しdたヰ')

ヌト教徒 ③示室今夜今語表!こ1亘ち3束三犯した補欠，③

.志良門主けにた吉⑦臨終仇 敵議乏ラ向かった辰吉 "0' 

あり.寸ζ'=fミ③官三日た制民吉 ⑦時型尻，⑫冬千設をIを
いた手孝夫ムT忌父@総末cヘ悪¥)~じちI~ 宅こりtIて問わろ。こ

の内 .EÐ⑤⑤，⑦!ユキ1)之ト悉~t=1:::r;じた民間 0\&う'á11'ら，後

、 立E方:3-=~としコれちを伴.1\之彦三 t，h./Jcン亨寄り!き仔侍官有令角]

の不要同二対1込拐さあち。pB血思とl-aご，住吉たちのぢどへ再ぴ、

侵ううとお反苔3:\dゐ之切う巧，と祝儀信義!二~当'1)'3
l4) 

-'1-

ふう Tき/寂~i1?，~y~玄/ 史専~'á)7 ， 1)1防護対性刷。¥~$I\ モヴ\を

いうqて~\ðろ三。

上茨σめ怠路血尾るや，せきさ二う五モ蓄に舛1之、‘どめ3二う芯対

キhu~乙守祈 m、工予をミけ\.2い3かを曳ミにと Id/ 三r~MZ 毎ê'fJ末 51いか~\Q

ます:若手礼σ3 慢に!否，①物を喰あうと可~9t百 C乃各究室乏主同~Ið

1ミめ， i)金国賓ヤヲ長宅ミをロq中!こあ'lこむ l1j a;ごとR問。、聞

に平隠さ三一夜0)'、い"2a5、く， など， ②夫吉村コキとm友人民Zσ)芝

附くれ7三め‘わ芳三か、、買え芯l¥ c吋，~色交にして長f!\S\、~ 1:1-)百5

1苛三を広ころ:、luし15"2広之I l¥¥π芝門口|之江てでo)、く. 金i)~ゑ命隠

と零喪(})組三~þ ê1H 苓1)~ ， 1氏、¥乏契符ぢちという?;7去があ

ふ ミ巧1亡，③日自立L是た雫琴旬、市川7三占有には 心二、/二フ

芝携行ð)~ 1ii窪ρ土さ三D会ち，モしぐl三杭2"，C/ll:f!q n.亙注工宅0)血モ

の亡、力Lをlれをd.-¥t¥'た/守〉を食代、豆、汎〉十写実をか寸412庁とl¥

勺 7でこう討す玄1')''2伝1). ④V\ Jこれよ， U忍血号、乏足yô巧~Edろに「否〆皇e

あ I~'H て， i)展 σ)\~'履安に木め杭引Tぢこ芯 ぬ首'EFi同院

がら官T断方3. め際左慢1)て，TR f.ごすf~ / Td:と1¥め子段を構ヒ1

1a片山旬、'7寺ら后1¥ ¥) 

一仰に工業志l与し10:''((d:て「直奪ム ab、のT与をと芸ことif¥"

Zう3恥勺ごのお!二， ""f"t.琶の活動性老封~ð 二℃寸予\念押しE摂備の

⑦‘茨=蚕α念欲を主防胃3 こぞO) g住金 ê\c~~与。万t吉たちをニ~九，

g奇怪芝有可3子足りで子，友右たち固有 C方各大喪主Z有にであ‘!)，之

町L ら芝契苦言主苛八、、く，京右たちは活首l を1ðC:、ð) d~ と0'3 の2'お

うらず為 U モラ-7rの，佐担初1た訊に号，及右 I~ 生右仇モヒ八持さっ

件)平安玖片の弓零度とをのこし之死/-....12:-包帯芝ち Ud-L!d事しをちま

t仁，豊中斤1フ可決三と色()Iらザ1たようであきか〉め(J¥わL内/弓，受L

め老ぞおく3覆〉かち干翼民ヒdE白とか山誌に泊先点くSYI1)-;-

meL1パ'tIAとぽinv包 応e)の聞係とみきごとを.事易t=7f，lうれ
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てモヨと fちじ¥0I.HZいき，ごとに，支を怠くした警のでどへ Tきγ。ある下せ

うTで、(d-. ["jド!しド正し」尽ど‘とよIdア似弓， a主眠時コσ〉金縛りう「だ鵠

持た，写ミ右7仏ゆか弓こと1=ょっ之主拐、こざU¥.d ~こ角年1:R:i U\~

干りストマミ史浩陥7下之さId-， )豆電菌 と口11tL~'山恵~ヒ伶乙ぐっけ一 吋(ヲ) ・日

ち以多めに7三、T三0)F-' ÎJ'." ， やはり盛田再中仇早，，1r:~襲う淫ち!こ

ち住匂しl¥ }性宅 1:l.1i"c首の7;5-.ちT司のためりちのc'J元与。

事i苓モ手巳，及主主の活動芝三均せた闘志勺7き"ej:う!こ"0

ミ~r-あ仇，坪杭 E力供 cぅ一穐之さあち。た蚤の旨胃品寸b，欲主~

祉交をヒモ{三葉三ことにふて，た右e.f史界|二自ミτ工¥t占二5.

U 行 qで、あち。②-iii)に玖げた亘11苓cへ1吉Hfd:./fu言 17"，

-~で‘と!三，う寄託網a 待と):'目をひとゥ解ミ1. 零粟(})栄江E

(j. t. ") r示、~.と fちで、ら臥之、時三とによ b，ごのわた相ふ

仇ひでつ号、あbO

dミ血忍への対抗ptzf本守口，及室内生音色ち芝守dl三か切

語大嘆の延長とにあふ③-1)こ〉工ケd)安打開ぽ，百く力、ら/ぐん行

〉τセ大き行fd.1/)似て¥l"d穐除け?を，<:"事ろとL¥.:)fセJ 不詳さ品きか、〉

did t i (;;1 (良)肉O!~意敗をき禿うそごζ巧ち'a;s~1メt: CLI1.8 l ¥ ~ ③一弘〉

lき，tJ=:琶がも境ミまbりし℃一種の民肉食 (n巴ζ(，DphC\O~)芝草ミ
特有二~'=ð 1\ 0随行為凶材~~喜危~~五ろヒ苛~でのきあわe

あおh."， 工区警性八d 取台数「吉~ u否、収、〆ぞ限定苓想!こ七てつ、、く

‘辰吉川 i毛聖1¥T忌色7誌を殺敬三Tせきニト7夫、己、さら ③一ぬ

.Id:" .竜旗モロ志血誌の安徳之dt-17.孟o¥教権仇筒1¥からす3解釈

にたい。くことは，あま否ぞ怠li .，. ③|二間U\ð~ラ尽，民体

(5") i+: E"這うう生奇麗!立，守ユワつ丹、ス Crnくしlbω)斗等主主主患う

)~駕 1主(ユヨワヌ‘之仁$LlC<:lAbωb とよ (""&"ll¥a 0 玩意とd走蕗

k対拐事苓 1ま}Ó-~ t招待甘い悪1迄仇美酉乏判こã)~色 1 り中性忠

商に訴と):'つ¥¥乏いちが:草剤三，良誌を禁止ね舎の2¥di¥"7
!三かちしU-¥To l) c) -1¥-. 

に知育1，由主主的 7打良工程祈為内ぬ零fヰ工苓7弐'~ aろ3塀色jこ

~、\\之!み u喜、 l'ð"~ く及>fJ\ き買と L之不手伊.2' あきことモ，子同

tのZ'd九ao劫主除名r=lよ工苦手以俳句く工ちが表徴的存 T恐

λムピl"2..，幸町斤ごE止tlきn-t}¥ld.'7ミち芯¥， 0 

以旬、ょう厄，ごE志士号~ í.-t- j切手，工í~詰宅界かL 辰吉 l志コ3

色ヒちりÆ.~eJEちをでっ之!喜1おな¥Iといラさ更曹をー笥L之き館

方3ことに， f扇\~ Le.nb土きを，禾苛七のひ五三C>~4'厄.間障に，

住芭7す:写モち'e，縄立以7三対抗の回蕗-ef果、乙うとおこぜ仁対

Zぢ3烹f-Ec.'哀「菩取琶の主要塁塁としてけろ0，1=2'。

1獣人T見失1

三こ三?ノ~つけしわけし(手ノ口広血寝込賀民丹いきミヒトとづ司契平総「耕Y単

一牧草」奪回e，乏之之仇忘れ

免守先陣Rにあちてld..-実lて仇代、?ときE話 的 活τ権争E1示、三旨烈

系閃σ) ~ヰf主動物7Cy.寸可る，工lZ理署 f性く間モ智7~) の約三~\寺廷で毒

て!lH.ð- o 府精nO'J社会~r手，色マ~~ 1-::):可~ m¥積立ゆ¥た士吹雪手

芋下宣言三有O)~二ピで，自らを白令交子氏、7J'ら l三冠1\ しミ\\.&oi <:き&ミミo l 

かし7きか勺，仲偽!否，この守王裸存玖電車性(三志'¥¥ 2，自照守直

海仁和壱る:、引はあa リ，をのあろか宇寺町自然予らもま墜す.~ r専か

7加しりのきミ事7 ft笠色、 c否〕色。耳石市有.人間!志自照R~ 中に

あり.色零ぷ 0)K3 6' 0¥ r f¥z?吉川売を自ちによ里高立佐古む?

としレbく下実りでさ1しず， 色ち α当生三-ef色G二と7材ヲず、引、2否否ミき?芯lい1こ色7ガ虫ずず、
H、

胞悉こ芝ru仇、之1代1三三トo

冶札r::比し."2.，牧主主Rたちの宇土会広場K3ーたち忌t色黙認

の中かち社女柄引ヒゃに芋告しかえたこととd=っと，自然系i二当寸

~~亘守宅的下注工夫毒事性事担当の tメ専を吸うに穐荷主持〉。

えセ!苫，先主主?ミ巧 σ、長~\かリ芝、Td-1-主く\三α/:+:r二~=t l之できた，
!示雫m配局、妄誕1.)])'C)るあらしがし、司令ち号足場ミ主主とちた
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間之ら以2>罵終的ち民琴~生-~殺一-1}.. :二回尊重漁(，おらl'
I吾、宗主徴的「殺人」とに之惹製:::t¥f¥d古f候 性t，t:EU'之句 、

く6)0-ー
のち三三訪問主急性はいわゆミ単たおにbU~ðの) I二号，地主以

芸u 寝室主弘司場」っさ‘あ三かr;-今日れくな培)σ}回豆急C'待陸、りへ、3

、々ミ主之伝g， ß'~ :凱応，間断l二 λJiei¥cス箇¥D¥ら7すζ烹琴ヒ L之事ミ

E乏立以降litrtJd'‘ちらな¥，一一。 しかしたゆ吟， ::::0) (t:..3 ~I 長時

M浪悶 (d_ 慌た戒めらW市川1はなちたき\\~ C\~えヲ乙鞍

ゐ!こ主将3 楽生，~tスマ町、め<.-終的l三見出リ¥.~ 0) e I :::D) (f:う

Ta主事情|之〈見とれえぐまう。

主主令部1σ痔s.提言さぴ〉雨泰守主Id.，術α三ヨモ問ー-1tJ:Eる乞脅

かすo 7~ ひとゥの仕方T(}. l'手O{¥¥"た単丈.ffoにおちわしれきか二t¥

手ひとつ，巻末え現象(単結合唱，zoo.n1hropy)!ミ注目L""2みたI¥ 

と怠ラ。

11 痕p."~果た 111 という草寺ち7寺島誌!ユ.~ l?B，日匙つI，之Id-l)11 

き吃ぬとめ，蛍7おき/11荘とLて降でい¥()1三(丁以む、ぞ〆うd背後

¥=モ， }t) u-¥. l1i LK Ii:)場以損象7六‘更初、'<::Ulお吟乏 f知3ぺ守之f俗

~がヲう1>、 d 手のÆ羊l.H~ffモミ羊初日たち Id.-， 包B包宗主ノ

~ ¥-")とt悶コ1)¥外受魚α来意!二三7与え之/フ警再来、を急:..，-zloTeJら迂

{ ¥ 0 羊供\\\め号室張 I~~ -~C\，浪!こ警の昨日開、、ご陣明示:rEロ食

I ，ちぎら.lK¥んとit)3羊7三ちの起ヰネきあり1Jづず巧ち， またーヌ否、

|さ， t実視」民金 l闘い磁を与をiEl1==.，合1京芸之、 ol~~手術ミ
.殺怠を 7吾乏句 Zら宅の!二 3二之、、ξ，易手「て，，<( ~このよう巧と

ミE 羊令司¥， (ð-- 手~に哲三3うとオ3 充実帝1~三自らの寺ご実

喪主苛丞Fとが，もも性土工て之芽をみミをた‘仁之ノ来八と、~現をとげ三

の~、及~o

(6) 袈董巨片のおかL1¥.ち下被色白り-1RJ.状憶に勺山之内，(iωτ1e
O¥¥'uモl¥.Anl‘mo1 1=0，入VY1 持&~.斗よ。
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羊傍'l'1<5ノ紋間会千をW6二とでに主宇と悶噴であって，待とlT'n

&1d-'布。げ予しむtかい々を殺7忌¥¥し自快系11ち官白(長役た白

F泊三千三1造主主 l，白ミ??角蓄をねた夕、己伝言以上 はCめη対立は，

?宗吉Lを T芝U¥芯 l¥O き字予"'o¥l¥OI¥かE寺内 1I ~1ミ7う、1来完了\\ヒ1\-) 口比ぴ、

l下，白弓σ】主ヨ二蓉けセ乞石毘1t~ Lt---，自己記要， 0) U-H-む、己、-ed有志 αち110

収益RとLっとヨ-Q¥イマlこ有1)千以お'-P-I¥v稽校。習に.U~、

しI"}" ~関旬以~，治戦人主員集 (-=-t ヒヴ 1¥之長λC\Ou.~ -3o.roU.ノ
Wεω01千/BGlrwo¥干)め物侵T夕、住寺U't"do 長?乏人!二)..，淑色にとド1¥，
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