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っくり言、し之 L~う 7黒 色互いヲ'2 r ¥ O 0 
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にE 勺之 l手じみ Z. ~Ll'\らの闘に均f町左設定亨 3 という零誌が. 主聞
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ことのささ g\\)年頭理主~~あ ð， と考 2乙之よ1¥だ3う例。桔租fユ，

このと工う芯I¥J十芯， 号事 i革、向j二I'J.~殖に関与~ ~t;の芯はた/\し，

a-下三位奄表更の可能往左のこらすい組主"9~形穂なのき宅::;7ð. \\o I三記、
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d3めた‘から千三、。循古rm/"J.， 二のよう怠持奄偽Jj.~1:.室用 J~ であ 1) . え
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の之し-Z， 主親鳥主主君、 Yこよ lま， ~I\.てヨr- J昆~E 也置づ、け直 L 7..(}r~二
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役作モ犬、連主二しki.1 ¥ ...壱コt:q幻想鵠 17ぐた ういのロ. 危ηの作動IE

す刀て積主的な CO)とれよう<::.可 3走、1古， .さ、eEa。そ¥..1'¥Id--. 人間E:i生 lヲ

向!三，raび‘つ門 d17 't... iミ誌 εずilて， 広、J:(，.0 ~11 をヴr lで結ぴ、つけ
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血街、"t...t手羽生的存， '54:のちう1¥み z幻想的~f:1.%関係で事り

ら8
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E 
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誉し提起 ι，)短縮めに(高〉直3求、すき二 Yこ同 . 会ち 3んわ肌荷コ刷局

苦ゥで t~皇、 ιぅ摂要塁7!あ~切フ。 勾t
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首1吾ちあった。

=r. t:j'ャ， キ り ス ト 致 徒I干 キリストを危(;'7.主1ス・・ ち， ユク‘・γ雪之岡正事
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手の長ト嬰 I~ ， この路湖争完面に震関乏しれF-: 1ら教φ1レート包!二 E~" 芝

之 l;u'¥ ， 官只筑~~丸官三 ~ß堅守;らコた。

伊η八レこストく刊elleni.五士$) ~I守， モヒ平、りち1 "11' 誌を 1更うユ q..~ 人で、 20

格 1::Iマレズ平すじく併のローマ和国に~i-i l Z い三ユ trヤ教廷の乙~
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