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感迫者和好壬・ん錠を
屋上一繊ナ命丘呆・⊂星3港埠
暗お園年・乞如軋まれた患エネルう．一物旨タ名移行！．もェ句）′ニー 知与に主ソングに患わけてブース
夕一・シンク叫ロンが揺れた・この御勿ウノと．、密欄ネ財か里．、秋石・藤へ机勘也ル
細嫡子七・一ム毛利郎九一で新しい分野一囁け3と．1うネ豹争くの痢鹿屋の痛くように甘っ宕久
し、1・客か石も戌計承グループ11あェ可の愚息婆如、与．ブースターからの盈‥簸川しわ珂抱′ご
細れ如御用締，吾のし申伺チi恥軸物瑠定座。rgき3主、4期酌惑う繰り′ピーんの有
勧利軌欄サ3戯り岬落合駿老ヌ）互かニとこきた・拙者・町伊巧手壬プローブと13守
成け破線超で′脚触り娠律一一ム壬鼻蕗か，亡夫きりエ孝一レキ 一屠お孝卿了〃1新風か王対象に．
隠見の低すネルぎー頑舟クスイク「ロスコと一一とけ官有ク．患工右吋一台名吟頭重増射て廟廟達に
対Lz声的なアプローチ盲目利島のる・あり′雌感官￣組l豹等細のメソン・アァクケリー3）と1
をの醜l鹿は朗鳩呵励放￠13ンと

岬にLZl一つ・ブースタ〆けど一ん雪が／椀
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経r何者矛儲組み酌卓的、−シと一（′ンク利昭彦の最丈の匂えZ・診3．
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本の吏8時があっ麦タンク．にJ了ゑ殖チ如鮎戯れ、−わつえ理圭極り方壬凄む竺せま一つi鍔ヶい砿
あじのヮた．
軋年裸工UHF′u〃抒4か￣gi〟搾≠ル屠れ 一べ幽東、一之．感動封細軋．砿′〝ま旬日3輌1
孝呵

一触豹も私蔵鮎虻卵細′廃物虐ク免れ鍔′フグ森痩け

血叶の＝喝密当呵咽

チ■ヾ物推脚1岬〃命野官も樋舶布如．わ告位木射れケ媚、，彦抑目鼻象乙か五日クに争っ
た．叫車確吋−レイヴも庸綿LZ、−コ．のぁゥ乙如融孝和剋い欄らちも中旬
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LL経吋蹄狩卑友一瑞泉人草′、与れ草豹吋了子息苫一郎・
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確枇舶如．1結線鵬腰とゥクすⅥヰ郎玲喀卵乞え1鼻や上し．甲句チ絶好歩哨物産9初
動包有LLり随も虐め，盈くLも恕随阜荻埼駈グ官用抽触、11方如￣宮路虎打す了ト」
与の〆あり方．鰍乳価細肺 ．サ推計ぬ塚吏療鰯政一ク他華甲喝チ主産孝感触オス巨プ
ナ

ノ摘事倉掛軒易ルイアクトJネLケ示与も′呼両手L違・伽舶塘相良とL乙朗1Jβ

とゞ1った．紛7鋸昇2鮎シウ碕鼻息の濾年か烏のレイアウトひ、す．算丁珂りす乙聯身
命がサ確チ物超窒密漁瑛LL乙昭廓叫産群集筒搾乳者要求軸カ年カォ如．
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嘲應乞虐おう1一カ′楓堰く草加も皆々劇孝司畠重点金碧鳴々〆恋とし庫格別上つめ．、竹ラ虎＝れど
い7・毯仔，畑り如甑〟の痺チビーム・1鵬L且イクと首∫っ乙躇了をり上し．過咽鼻軋．緩
り乙利用客〃勧加かから的移争．乳約7の痢呵患いウウ官紫紺ムすJオ卑納・酌プっ、あ
3．

7㌧スターヤーんt利郎す了サムム・1質せ′船戸の．凰ヴ重め孝坤血廓〝クりみの薯感吟息．J薗
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地琴ク史頗乞孝虚け，増え錆如叶で勘をrら両耳鮎呈け皆無耳五九2、1つ．
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生お腹l…

ン両

与′戸山・胞のつ古クがあった．如牡鹿せり組むも弾む了風格摘心げったとき
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乙。嵐吐利息掃q畠すク的・カ、ワぴあ3・和す〆ク剣岳降∫了とノラ17ヮタ■・うブースタ′1J＼

折れ紳一ム〃目許 各りタ1く惑夜軸ク打身嘩クり．甚り声耳声紬速達か患者
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ス小声・有イ〝彦郎フ子音象賭ク辞書．トわクインクでッナシアサ凍え

肝繊酎射如′入和良7卿C−、ら虚巾曲り句嘘つ孝音盤身東扇盈乏・細イオン虞硝慶の
政友

〆タ三水了われ乙廃夜〆渡吋佐拝む了〃拍レ・18りどわ弓・

／一スター射珂弼極細′アルスtか削，右のク与†ノ↑レス壬生，㌢ブル＼和す了から．郡37
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レ久・受7・7ト 匪ク乙・一久 一・レム・ンブ・タ ンへと尊・、如．
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相加クあさに卯
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．′卜約一入射f膚）レそ一ド喝Lgゑ箆感のあェネレf一歳虐みのシえチマテトフクスお酌チつニ主
が留初の舌芳醇であ1．
や色物鮎巧畝程姥知も慶7才と′細り掛′倒れつ一朝をテ趣・ケびなくこ凌彪テク酵如垂
ケ門も・盤屯施種解稗綾抑机甥当行才㍉I恥た真庭もサブ幽季〆如．′一デァHL
zすヂ彦存在如たぎり池軋虎丁か主事ウム虐應Eか′Z妙貨物レえ中庸テクヂネルで一首
舶毎も倒立†了ンLタし辱ガ智帥脅プーマがわつ．
尋も7タ′デブ〔1恥′了東銀がげ．タ弥1カタシタイレズフープ如細夕一ブタ巨すすレ′√′￡
倍錮し′竜嵐痺摘坤繊鮎、与ン一，レ「密和風畠Lで磨き頗才僅孝顛勅り脚と魂虚し．中音や
のすのすブタチナ即和到静で劇壷す雷．患阜今鼻〆顔色細掛け坤鹿劇速が姥了3・如一
タウトニづ、，Z．HPの∵㍍両軸′〆．〆翫竣虐し，細レク4タイプ′仏ク・−レフ〜7
〟1仏州1β・。孝も朝壷す3〇

号とp應あられ・植趨轟全壊コ即ざレズアマダ

7クス

9え痩け．叩ウレタープレグコ′7・鰐日劇如国拝辞放浪緒（93制も旬日兎刺も、′子息ま約・
台占．産学・裟吻孝
7一一ズタ′・レム珊喝す富ニ上にまクどす鮎百才教育野とLZ（1ノ嘉工才かγ一線チ．雛ノブ

鞠乙が・轟錦′（2旛呼推牌鍔如J了如覿伊−伽研卵紳・シタイ細身鮎郎了慶
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生地孝的班珂息を勧￣31と症

了・鰯剥私すり瑚協鮎川掛叫ガル神仙／彪堆く〃

紬山千の14hレヤクもク〆ダ阜オあっ示′ストレ7チャー′権助タの揚者。．′、・，し入古・一んクフ
ォ刺絹す了方蕨をカムつダ専一√あっ．直中推手．鮎酌雀チ傾度穿受虎ク呼嬉子癖の崩れ鼻与に
緒川丁をり〆わク′虎痩躯日日拍捌長も賭粧日周如．蒙り．釘や嘲チ照射吏酸巧物超直孝貫窃
ク焉和船チャネル
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p、一aチ了．

（〃画慨鋤冊脇・嘲〕
訂呼け直年少名t・〃野庫軒訪 日．乙の乱射‰・らみぞ如ぺく宇和．どえ軽さ老身‥テーマZ・
毛了・ストレヮチャー｛鎧プ与れ，づ一，丑患

ネレ←刊鴫患瑚珂咋鋸南′β49度絶レ

ム｛頭ウル1か与′レムナマネー拘承作たツクダ客筋か・Zと㌧ムクかリl鳩郎了ニ上で軸
に息ブタトムも増プニLがグ雪丁た了の・励肋〝紡ク．とす虐超qJはβ＿2帥t絹り，サっま・。
′トまく．すた丸鹿レ也軋LZ劇方へ9散乱ヵ√クタも1ユとにり．x線争衷乙・，J顔，出乞・ますl、対象ク密
度の鼻（録和知瑚り毘）を虎鼠のつす如修か・卯・一ウク参議け力む坤和算孝一レ寸一一増え
1，骨鑑に直一た争ガウン／ナレーター徹からウ多虎号をク攻乙廊オ抱温鼻声と；五′伽プ〆ノJ一
夕一わり，ディゾダ】レ号仁酎z軒腐頒初勧晴れ．ブントァ久トク左目頑収姐を繕1L一うわ
グあ3・ンり励，レムウ多れイ餉粒′す才か1．一頭身上座盈ウ劉生鰯友すか一争り頒酔夢序
ね亨紬窟礫ク超堵直衣示度輝き嘲顔色があっ．頒如怨塚速度仁徳考五郎ふら′ビームも細く
Llγクで左をす了方別居上られ3．渡島鮎廟産を島のブたわ片け顧客蜂も血直し多感チ．｝磨握
の紆痺lンすク乙・′日印人身工手レヤ′毛温床オペ色があり，ん鋒り確盆．！恥細知者如√迫す
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む如絹 蕩 け・，肴主ク仔ケヤ才ルウ患者けシンケレーダー・へ・7「り融彪虜。村山′ りロケ
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絡1クとボすね甘め丁叶
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ケ？励．蕗才鋒承り綻凰i麓舶搾夢あませ3シIげ痢密が彩了から．

後身件￡郁顔±せつ必身があっ．
叫レ・7ナヤー〆旦り魂倉け唆牧師も軋鼻うずで￡牟呵一一毛暮し，′力レ柑一ムクワ，刹喝チ了
ンの膿君す詫亨／力感が六線・ブイlレム〝戸7丸々始多額も綴Jジム各￣カブ．ビームf孝一レ† 一が濾

り如け・′療帰を年功りつ如政弘の鮨諷LL2．朗の孝1地割わ度〆耳が上りた脆。∫摺ら
れ（錐叡左ふんや・1たど／レ抑レキーが鳴く如パりイく報喜郎痩搾剖和暦
か余れ碩紺のすぐ維カ伊悪日声免雛梯膿が酌両は収戎伽呼払両軸痺）・何
れ賂也土産泉の米渡釦けヂなつもゥ〆あソ′湘櫛〜礪密も感ぽすJす触笹があ了・蜜と東経梓血
赦し乙夕今、嘲尉官・っン十ラ糾ク鼻l′像が繕ら両もりんすれ・今放きp嘲帯却如べき膏新
一で乞．わ了・嘲麟摘醸し駐屯テラレオ7ク71′サイ孝一レク珂t昇周は可

佗）亀甲堆チ照射
叶埴争物媚史砕新中推
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プ目前

ル灸

虫んた刺せタ．埠イクラ撒t阜レオ￣一舟

省

も辞去しまあ1年レ1′一々令（ヱ／β触り毛利郎了．シれけ直ちに卓J了官総が卵が・′すげテクⅠ
レ

一命帝の倒産．如打も痺1月軸に虐証し戸手各項
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官を匝重度チ1をのプ＝レター五胡だ

1冒すL．吏叔しタグれ可一各ら者l′が釘紹向座もわリ．着席毎をデータ済々から￡燈し守一7小甘奮与勺
、−た1つ∴

rj）砿￣ヰ瑚チ醗如

躯′釘梱チげ叫伺チ居チ毛咋ソ最如
檻￣十′句−→′セナPナ3舵
Jd十′ナ3屯
仰十プル
′♂β十〆ナ且〃
瑠￣＋〝亡・−，ク〆十′り璃
償￣＋／〈加、＿→

3d十コ偶

阜ク々ふけり鬼ね喧脱水1少、う，歩存留の虐鳳雛細．蝿者七・一ク（舶れフ乞肴すけ叫z・如′遮
寸描チと射をに噴泉勧寛（8疲）が′ト王く，婆物孝初男払J胱）〆六きり・鮎で軸抱参プ′達者
〃．鯛を鼻咋川た励．妃9音痴チ秘ヶ也軌で′薗勘了直感をみ腔拍釘写ブ超盛者〆け1ず、一ニ
ケすくで諸も号と牒利奮泉が多く夢ク放射線錦寿Lも五われて＝了．新璃区画瑞瑚桁用−ヰ句
チ〃戎卸鹿骨㊨布もみず． 一れ媚衆后彼紘ク催窟ク顔鬼ク 忙￣b￣一ムも咋1努わけけ′壇か一ム〃
ガ産乞≠一之く車少争〆あっ，少但ぬ拝す89メック・アァク′クーり＝き＝鳩心蛸域膿私用
客に官っ乙くつ．

細物乎㌍抽〟細山的肝〃〆摘〝ク威すレムーうクの㌢〟タ、ラ如触ク齢叫挿し
乞打つと′屯サイオーレのアク也ブタ〆えい仰仇みβ鐸軒レ努揚如．鳴子げ一ム母の日脚他句

軒が含1′巧ん吼掛れ納車油坤の現・山ル帥醜争1Hり〆肇は払れ了rl絢′岬
卯各ルキー吸収号も鼻とブ放舟渡者重1扁い直り．・絃㍉′
セ7

タン久も絹富を

1線敏ウ簸た

サイ孝一レク妄土も短・・く，7ク

東芝く軋れ亨凋里の刹欄ヵ√弓誌すわっ・推し，「坤句チ′窓テ′寸描チ′

丸も吾喝凱L受埼了・亀絹与れ孝ヴ喝身も解放恒〔Lが〆すれ両、ケツの善

感的可乳路線扱乙了ウL承甘1つ島クとたし・に瑚鍔与れブ・

如っ・け舶′中嶋計．で咋呵予審や右耳かレナ一書疲手避力義朝転の鋤恒叩r餉癖如、
今γ点く如られりフ′もり．を9番虐め耳息と炒如磨解の飾叫如鵬の直・草地孝に上ンつZ
け多務があっ・上鑑の何れの摺れア′でも耳針の痛のmHHh団陣、ククーあク′卵皇ッヮ線度βき
ゥZ号純子腺〃辱知描けづ4レク索し‥鋤．象拝風脚コ喝掛ニ〃Ll乙も星件的存色直しもきよ′タ
如放如線直・塩物与り患亀甲動座示鮎・ルプレワと飼賭し杉、1．軒〃かヴ草をクわき感梱り一括ウ
此鞠嵐が′クク機船泉鹿すJユhrのつンともれ・欄を綿了・
g7．胤専雛の魂北と凍竺れ缶喝なた
7㌧スター刺喝鹿級琳五日華甲融軸細如巧の・、z商堵如〆を生れ，シャ3年牒レ
わた了産卓的轟のうち昇1年在β〔成かね抜令）の柏が終われたタ

けり′中経㌢超絶今上

姓巧むク．鰍‥周れ・果物一つ魯生し多デ．／メタ／れ如一年とけ・一色．虚和拝命鼠す1ニと〆〆子
方＝しげ舶‖組ん乞きい・ゲ度如鍵胤薮紬，、ケーJ相子L皇姥段上如′Z・′くチ圭
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〆あっ〆．痩在且の珂危局向ク打堆 お声屈〃ブースター和郎か虎男門甘屡虐′g儲伶淡々り働軒9
線盛れ．賂倉のゎ刈卵価即，絢射拙也わの櫓射・．了かイ省今感触吻声す1〆．一方
老′鈍り超が砲か÷ウキ示1才「レゥすヤー裏庭計如才∂‰感顔に生食ラ㌢L〆ヲ怒りレつ

姪

ゥ2ストレヮサで一控Lの凰絶幼虫も咋針子了乙と〆々牡クが腰L肴つ起Jり・寸椎チ〃窄む居の
瑚息亀′綿放り経線嘘超爵轟もケ後者束L Z一く示 最終的にレ。稚慮り大泉ぷ掛け 轟レ了一、巧せく
チ村も騎七万い・しのし絶渡の童叫丘牡と督年4姉1（追った五胡甘あり・呵医者ウ

仔専ウ宥う

1．ウキ掬働ガがダ客オ耳たざわ1・絃産土れた超絃〃線級多一口わ了が一々珂上有毎雷レゥLす1感
け′㌔鴫亨〆ず1｛虻−こし8日線材乞此れ／わ・質伺剥錦に符号了貞鋳縁者亀虜の．慶．乳ク屋‥合
理の漫彦レナ′HJ，歓確り車L息して巧7つシフ巧＝トりんした・1・

砕箸も毛まわす￣長座

降幼虫白峰仁和登に鼻坤の冬色〆あヮ免♪二一 シウ威是2・り軒顔の定格もノ〃ウ朗静とL Zオ・Lで1bく
れ．媚え鋤軋彦崎綽宅賭しり対比爪溜射す1とガ去．費と1号わ・え官印をす1つと−1しろか
ク多．ヰ乙と伺楓今経も少新もゥげ．1耳声も動2珂鼻息〃窪みがカ1HP史クけ患・′．
丈 紋
1）蘭画萄軌他事＃再

一叶附は目顔埠頭卑画紳妊蚤ウ朗′盛か〟卑タ月

幻軸濾劇物虫路釦の鵬程書初鞠〝放出k伽ん飽ルル1度チ顔も醸し鵬屋

痢呟承

豹」，舶如碑戌（／桝′御絢か・腐降動ノ1励，御4・

和む攻瘍絡，グー久タノ廿／ム〃虜子鹿司直へり刺周り廃れ感か釘キク卑
ム由組′鵬「ヒEとアン久デ一・㌢〆ク叫けンル分ヴ了￠㌣え姪プアレ′ ィ。′．赫釘与7月，
3）ム松島た 解組的巌と如頼り札′8年地瑠孝点匪盛（仰ノノア蝕イ咋
射たぬ月例珂

絡虎は鍔密告ケ仔トレ通風甘中断働鉦桐諸

臥拍射」′8紳錘

的、
与）山崎扱え′ん飢勅勘廷用例ノブ刀．
ム）釘観勉碑孝呵あ絡飢8）麒雛r⊥打肋．軋ンIl如和島（何基瑠 朗桝ノ′躍如印卑3縛
れ打塊細線境廠ク・レ′〆扱告rあ1才かT一癖手絡の長考地利相場東新ゑJ．庭か印与′2日
71鴇1感知壊乱相可軌範を虐勧告泉・好一鶴路か切毒㌢月・
即 山鳩拙い 本誠醇下叩
11㊥軋産材軌デー久夕一・ンrク眩ト￠ンhH叶内子虚飾ぼ考．昏抽桶川
／のど．7品ふ亡′恥比〟品呈（′恥．タ〝．
′0創動酪′確叫．8車線緒的紅塵fJ鞠．軋
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億ぬ1才ソによ

物理

叫盾親告は大理）

ミ1オノは一スピソ，直島モーメント富もう，且っ，錦癖したど一句摘寮に絡＞れちので、写鬼
写砺史領或臣醐臣抽斗㍉柄…軸は′

川73年症裏．日、一ワし一LgLのけヰインタ・trイクロト

ロンにも−1−1．ヌ，川7F卑小吟は．ヴアン・クーゲァーのTだlUMFl＝右目て，塙超ミュオンを利用
寸一的竣現象の如石島師恩に攻与してきた。ニhらの萌食の大和舌は、‖軸日ソソ・ファクトリー
討在の止厳封小強庵のど車4で行わ巾てきたもので．今柏、強舞の増加ヒヒ士lこ、せ坤′ニ毒せ軸こも
ブ二を写鹿囁水和希ざ車3．灯E好で可能をメソン・了，シソティは，このよう専錦和布監

こもつとと

薗したもので如こと′よ乞うまi∵と駐日㌧．一母下は．現在直行中り臭最サ瓢告であお

引．世R
llSRは

M佃SpふR血もt。Hの噂で、ミュナンのい十3琴恥軸互咋岡のスペフトDつLコピーを

意喧する。一般坤釦餌、わ山われ自如境目lノ2コ′＝詑L毛。璃巌か再在あととて￣題ま，ミュオ
ブの舶娘を上り葛とl〃一七鵡心二右一号鴫息酌の瑚空向餌′套

N＝㌧七）古山0やえPトり写〕［1十A f

どXPfFり圭）的（e−ZTんりコ

ヒイJ3。二二で，有は；ユオンのラー17均舐激で′十に汁し1け

ん／邑ニI3・55年kHt／＆oull

で航。〃￣。3酌は、紬月払二よ五描け射線正のため，二重より少しトざぐな㌔7㌧は楕
務か卸間ヒ七わ項3ものであ3。吊幽庵鴻塘膏を。検出含有おき，醇向
れば，与あ、よぶちを蝿恒こ

卑N e，り竜測定す

ができるも

このた射二はl d叩Pfd′シフ・ナ心ヒ山（￠′ゼシク、ナ′レヒ。的鯛差せ用〃的くら1，碩
軌二わたり令恥熊D．J ゎ5亡Cで隻i†描線推tとっ測え宅行うふきが．あう。ニつた劫にTRIUMFで
は、E的モデ

ルTDCOD rlFp抒C／ん映上，軒脚輌＝与離，オー桁−7ロー白もリ

セ．．ト叶）ヒtlラ島凄万紅型埠句アナライザーを．】MBp−11Ltリ内みァロブラムつきC小硝亡ブ
ラソケ・ドうり、￣ァ一に鳴絶し．あ迫騒埠海瀬（300れ埴／年号）与はビこした接、も，とそ竜専な
樹齢拘，PDP川／軸のメモリーへ書き抜毛1号竜1と，て113。L3］。この蟹息でと，た卓向えイ
クトレの例重サl軋＝禾す0ニ抑よ〆再d隻危トよび

ピu乞息中一こと埼たkきりSR′rダ￣ン

毛枕もしたもので、叫3cc推凰したときり′摘差からt日航か専よ
〆一品とUの柚にくら天、、0・0は

に、〆1こPdq屑卵と′1

たけrい㌻lt二川．卯月Lt。二両順の繭は2用￣亨で石
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Cは食尽あおがPA食尽にとま，仁〃十の示すスピン回乾′でターンの亡鴫。暗面はr句

の与pもこちPeC積か・示されてl−30綿毛で一綿毛の面に席か写砲絹のす−†げ鼠え3・tヰ］

Tg呈三雲正巨竜畠三

l【姶

加

丁伽t．Kl

酌野卑約品の酌には1た〃†の奉す1ピソ鴫げターン8ク西なしで机が1両積り
t塊にもl欄継の〃SR′‥−ンがちいち0温か￣下3につ車て剛が糾す言q′よ
お・号＝櫨散のたら対地ゝ蝿によも鳴瀬∬患うt功であう。左帥）−も値堤で〃十の喜与総和持す。瑚
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ち・ニ勺事吸′よ、車線性アd令息車で句イ絹を手スピン錫位′ニ向すう青春ケ′時報t環礁L7日5叫
〝十は盤日で中ソ川′／H′空l／句）LLT花鳥うので′〆SR′土・荏皐尊プDトン・レソ、ナ
ソスヒもうニヒができ18的集中で『1ロトr・レゾ￣ナンスはき鵬1諺L1−のに叶し1′〃十sRrま
恥でちる・二のヂローブlニよ一J、軸手下に列托す−よう等．地堆峰の虎草色｝スピン椀亀の扁え一ミ
ュオンの境散の研丸が行車中てIt。又．ミ1才ニ

ム如抽瀧の幼生

での生ボ

ミ1すこうんり

化号反ね・なども諦寛でき1．略kTRIUMFでは、二のようぢ∂坤のた司に、¶里村クーデフトヰ1、
日，tT十から出1く待亀（3DM亡ゾ／L）の〆CL−巾甲一価も出目・ミ∴Lオン）喜つか，て一題も
このかもにより

Step戸のj

…中の雪わあて恵し、戸か、溺＞血召のて毎夏。

二幸まで行，てき仁研温敬白【ま
n）pAも・よが奥Fど告呈ヰて一句売草色テスピン鴫亀［ヰ］．

ら）帖中り再噛み碩単線酎璃［ぎコ・
C

如晶Ft中での了の所与魂

スピン確釦強食

d）と0および1油ヰ可、の〆内毎境

与手枕敬⊂

二。rl列壬如針ニ示す二．

窄超｝埼rTコ。−

〃十の諦えは，均性・化母①了。ロイとして破立っのみゲげ、毛敵手￠凪鎧にも棺立てら車て＝
う．一つは，微粒チIニ〝ナ亀川急と，〆√が去皇斬＝糠蟄さ車盲とIlう阜妾を刺町す3もの乙−
これにより
￣は鳩首

〆e￣→〆e十五埠追慕が痢紅さ1日椚生すきつつ射［旨コ。
で

原

毛糾威し一号の一拍産直鵬の阜今が盲目嶺彗璃合でもね〃批確度もち

ちので，rSRプロ￣ナヒして軌−られ38

だ瘡チ′奮，奇手告から邑来′i、巨大摘モ￣′ント

のあ金枝ができ机、叫よう−増え，軋かけ上嶋和貴下のシー′げ輔車の左膝聖廟受荷よリユで
け小さく写う。電荷よ−よ〆鹿島台布け寄与鼓ヒ皐乍う。
くせ帆てし−写い・もっとも卑味あ

このヂ〇一ブの貴幸叫性嘗はま首解明lつ

句竜は，鳩｝とそ車ヒ叶お耳17−1童ヒq句に牒僚師睾隼

（ブローナのサイズーのちがいJこよりどのくらし、畢写，仁吋中破塙を威ヂ言か）がと、のくい−あうか，
であさが．千で有かって【−菅い・h．／1庶憩ミ1オッのスピン錦紗ま．〃時㌢再録軋確のたら．郎
l／古ド載ケす11三め、〃十SRにくiベ

γ．SR

はt．ナかし‖・＝水まで刷れてきたもの′ま．

a）青線′￣の槌もモー≠ントの判定（8匝辻触手の研息）【1：・われ朝巾は一三ご田植まで
判定し．た

写相対稔り初号を軋出．したが．液のMl瑞垣書積如するには1鵜度は今く不足し

てI13（オ3回）。これはう蝮の沫葛であ3。
♭）凍碑全島

の〆SRの皐卑写dePe′払もり。翻金島中ではrSRシ7￣ナ・レは刺客

l．い0，率低率㌘柾でも何棟のことがを㍉乙＝号「廿L二の呵埠′よ与2て崩す㌔

C）Mn0卓の〆0の細他言ト，舶間。戸Rは・鯛のNHRのでき恥細蛾
lこ風音1。徳地乾イヒ恥ヰの〆0シナナ′レがは「坊て範刺され毛。（㌢ヰ屯）
叫上のようナノ頭丸は、までオー車号鴎耳出し右投柑王ちちととうべきて、、こ『雛鳥吟には舷貴官新

路扇動所，て＝㌔

如・rx楓の鴫患
〃−P拍何故rSRシブナ′レ毛帯川山のかて！寸でlこ巾か1て日日dヰのRはのスピッ
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FSRのかl・左回ユ

〆が帝確櫓MnO皐指すlことヰ1在ときの〃−色目幸庫＝いヾウト

．レ（上噛）．長寿卑戒告の7−コェ女権からhl梢のキ地埠シフトr〆0）が覿瑚さ東夷。
臨回〕遽碑魯魚的〆SR埼一神教スヾウト′レ。MOでは恒MHilこげ十′しか．あうが托＝こけ写り・
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格和暗向から考1号と、この山p山トiて止もh・ヴ￣l血如腐敗ニ・11て亀，てl−ちりうぢら、皇
帝に止い．青竹亨ものと七

イ守であうう。こ車は．E大堀榊綿半のた射、、式白は夜の裏知

のスピン穐お城舶ナちりう葛のかて

しかし．一オで．鼻して′−スピンがIs．′2に直す盲まで収

持されて＝1か，とり接軸も生ヂ1。Fは放吟向いは乞え，馳性隻手の生。寸をっ妾破けて
Is．／1腐敗lニ連すうので易1から。
この奴向に宥和に答えろ1・われ市…

￣x線の田鶴も盲剰えす

二ヒこし左・〝−x埠の

ス付クトレは、恵方剛とむ亡ル）枝包含でとら乞ちしかなLl勺で、身5周のよう′ニOeを恥二昆虫覧
コンプトソ・アナライザーをよ一幸、傲′亡、の線化須如こしたがって〉維蝿か11ヒーう喪化す3か奮刺哀し
たL甘㍉
〝

＝ヰ・こけ．象徴で且つ七線夜の〃￣ビームが女隼とせれ3のて、．L佃PFの〜ふけでd

色…tl t瞬いた．

00方向でコンつ。トン・7ナライす￣一電通止し産れでの
t＝示す。二幸は．柄止叶のし

も「9−rヮトに刃㍗ちもりで、呵仕確lニよユニを・しデー．・シフトが￣且

ら事l・2p沌→1S・／1いね−）ヒ
ヒLttさ、篭れ毛￣九

錦のエ寿′しぎ、一・人ペフトレせ那固

2p．／1→1もれ（宜もーの円鴫先は・depoL帥Ft△もーohが尊い

十〇・50．一0．33

であうので、この三幸の椙和皇喪の境地の環七によう

吏化官女らちのが、毛，ヒモ青線蛙差のケないやけであ3。結果は．

Cdl
Pd；

上。Hrd．）ニ上。（析㌧）＝
巳（机．）一

0・75土0．2q

里と仕ィ．）＝0．72士0，32

的，を。ヒ￣ちゝも可匪写長絹0・富3

ヒよく一味すうも．寸尊恒．〃￣SRlブナ・レの轟きCd

も、シナナ′レのなl・Pdも，f。に向するかぎ

り、蜃くdepol

産む良品叫か1いペニヒが叫HJトと写

ゥt。したが，て，〆Pdの朗は，lS・／．lニ釦て憩ってLHもので如し齢臭さ車う・
呵紋このよう1ことが卑盲の甘ううかて

一つの可酸性は

〆Pdのよ

写7㌣￣デは．芹稀碧

でぁ川￣長嶋lニ租町蕗和魂両喜界すのかも如来写）、ヒ・lうことであ。

NMR頭唱で隅Il h1

Rh娘の壊な（之実兄）いは絶息l；Ti耳目。不純的曝ナウ戎有が塙すす31こしたカ㌣って、縄紳喀向
が塊かく．尊号と・・う戎鼻は．患亀Ilくつか旦っか，てきて−tユようて−ぁ盲。
的にのベ11′￣の人工体砲鶉を考えlとき、埼射りト再一ナが与奪に塩町確率キ析tつと
いうヰ雫は．純増耳できことである．

号3・Fの人工倫娘
子のl抽肘彼の舶在はI／占東館であうので・′1桶のスピン舶叫・たとえ′ま．
￣輔碓

W（elミl＋

吏観刺す

、

錦の筒有印，性｝鈴鹿j布、年ビ
月・P・hエ8

のは圏陸に写。二の級長を繚孝吟に解凍す

t、巾h巾丸はh−！1月賂＝み−・て〝

毛希有、人工的に脇接させ3オ珪盲蹟套L、専行ヒ穆してt−ち。こ車日も、熱平衡根鴫埴蝿ヒ喜鼻的J二
均一であ1が、ミ1才ソの砲も毛一／ントは大き＝叫で
31

大き写両画境（えFoo絹）がtち｛′r
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正す喝を玖帆と廟噌顔を相関

ニ凰オ鼻′局耳鼻（碧食後舶号・姥1号韓）

礼一席を級友允のすむ酋′音かウゾウいう疎密うれ1う1いる瑠舘として．月｝泉に日托′＝即し
かの．史郎旨に題摘触膿虹より梓橋淘吸駄J首が趣り葛く′
疋十．呵→〃十〟

叶格射破風月井督的には且慮れ乱放

ごみると局えケれろ．こ，tはβ赤札且から＜石。吸放たついて局奄する．

これ魂食セげ．夜を泉崎の扱ケ対かた￣す一句をのがつ静瓜工手ルダーを埼た軋，1号〉点対す句に池井に
水よさ在るといク均単はl抑A左・乙∫が社是末弟る．したかつてゐA

が♂即几乙れ

瑚∫声′

刺、

きいが′敬え粒を確り相対且転蜜・1会く再びlLとJ事ク〟の′几′（成子榊￣j j．蜜のたれ犀を好の朝溝

に痺し11才・嬢う瑚胡女中の通して相可的腺柑融梱射り㍉摘‰轄軌中郎腺摘
技汲軸網軌こ対する可先が可紀に採る．磨 滅の鼻息だ隆の魂動痢数か二兎く放置劇壇していをこと
叶，古くほ 畑野一和血鰯帆，舶h加ノキKよろ軸をビザ7ア・リブ．承句ん彗町有両
島為L亨バ／1㌧7線のー愚昧−の推称こよ7て盲確りか載14していあ．かい喝ケ′日か随員鬼イりり行ユズ人
いれりのゑ庇ヒ多くの東と軸放しtいる・L小レこれ咽憩一手さけと牽親吟で・け射㌧ 針蜘頼一舌鋒一
抹他l描酌ヲに−璃留彪≦かてま蜂できり一

の埼度組合いゑえ尊い．槻中潤して薗細賂

卵生咋咽（萩え施与瑚調皇持喝ヒ教え廠をと残留液との鯛女拝唱）可欄喝もくスアするたわ′梱喝に
好苛々は71りヒレた碕敦軽呼をれにくい．しかし心慮軋KJ合え寸椎ケ汲みとすげか稀㌢乱入机吼
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レタメの▲＝りiKP−4ん〟薇Kフ小1尊師こ存トれた・1れKJ与と′縮＝患い欄鮎甲
は後方じ・一′巾か一ノhtえ耳の亡卑ゆ腹り軋もとると虎＝J・3土成タ ⊥／㌔0°へのが一′の里巨
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人為・d一戸はさしあたり〝・′ル撤札へ拍膿胸等4甥感

とっがe誠んルア乙かク戎化塩を恥もことKする・
一男．放ええ嬢トの脚経JCl手数礼租がご喝いウれわ．蝿こtの〆叫軸に′声．／＝￣／如〟〟
の凌与一族‡赦叫声

一タを増いた．し乾が，1幻貴摘功徳載、賂朋曳坪田け局点

れる．敬え漣ケと

粍喝破の才的拝唱If 比仁に河レてけ竜 隼で7才ーヒ利巧し鼻祖した．
上にフいて題まノ山王鼻′，ノ叫iみ

てああこと盲馬鹿），如必2孝り1台．

吟ら入れ鹿承′事．dJβ毛／戸．′ル仁打レて考しくと7セ碑トい山軌での′′・′九錮側が一珂レ凰
加入を：こしIいけ九才あ）だ・JJJ Zある．P′．′ルの′血石如し。デー／喜d，βに玲hlをと，
だ〜ム／k′すり

隙と′＞加∫′∫たれ

り絶

なり一

′孔梱喝の者カ・′′淵璃門弟いウし小二Lと

承している．転々4竹キl事掛かのゴ郎欄と凌酌彗プ廠㌢4叡札とと争え一
アーア日和り・1t托仏性t摺倒した・
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号小を′此

方如しの

R久山tこ叱PLm Gpt

大塚

賽，享け

曙」12c q〟d柑0

久夫

（隠大・楓・勧卑）

見ろ扱摘けさr久dユ誠・止PふCヤ転化1）
几一

寸（A，王）一一→（人ト1）ナ・ト7

左頚じて．赦与放出のしま、欄よヮ上ドあ岳と居ますれ3′甲レム｛牒通の紗鮎品戒品／こつ
IIて研かた。この京応【之赤目Z膵．咽恨まれる几中旬与。渥助量が心音、1増益には′毎劇か芯地「
蟹り舘＃与♂ての針が反如卑皐ダJ声月′埼i，一乎k一日甲山叫舶り融＆亡如融が切亀され3与
が糾され38・と。私産（鼠がそり逆臣苑で那花中旬与た嵐生

よ

腔に，SPL一山壷‥瑚叱。

bd叱仇敵のサ五郎起す3様な瓦鳥栖げかっい】‥息，単が1線のエキルギ一掬鼓す富者は
上1て終拭飴の枚の励亀1ネルぎー左決めjヰFT33とりうふlLあ。て毛，ミの反允は点与嶺鶴亀
り研究Jり扱「て檜失命争味＿が あ3．
反応舌引き足こ了萄功相互作別事毛足眩った中内与患終生の萩中のしきt，舶迫り耗皐。が5時j
れた。2）
H噴く・帥Jr−〔cu 卸餌ヰiC 1 ほ接打臥）十Cや伽雄心（1・抜）十C鵬（√絶，（日大）〕
こ亡で・′CGLd理絵ヨ）の占え3CdIの温lはう歯ツご・あ昌。
C川＝−J・描 ′e￣ユ■㌔ノ C叫＝〃！ズ〟一ユ材3，Cの＝0・舶r／l−2叫戸IC叫＝一葉ユ 川−1伽一3

局与娘lこ亀tの應子組立（紬〉カづ。r止血

′h卑h雌に吋すきふ立川亡由れ〃伽誰お品納付

亡の仇が左閑、1て
Hht

空手巳一砺〃岬…璃C怜jl

ChJコ

で定義され．突裸9計算にみ。て」才争夏鳥名商された約9時止左嘲りた。ヰ）
従東（まミり頂応lとよ3應与放り凄絶斌唐へつ凄啓も，京増寧薗低触り下で・．確率夜勤与rク紋が更
でけ覇す3が，これ左栗東地租によ3申分と草弾性且乳lもり部分とIt分け．前者左舷凍型で．牧石
的紺的沖細山あき・，昧pW工やにょ，扇†鼻的，てt，鶴の亡ミでは，且つり朗を軋
一〇拍カラた頼伽か畑山〟抑止J）細。．一線与が度挽党塾拉あ

だ冷泉正しくむ複数9梓内

で恕威した．突腋の計算圧砕りて痔．連続月蝕はあ3−枚与り電動廊顎を璃声楓勅古曲奇瑞勾b．
キウニキルぎー味得性と動且俺創まとか知デさせ農鶉ま重つ兎。（句的払J症叫如払㍉り
ATノ

故qTミ′．のせ飴は対しては叩一札接受左勧告案点せ槍け鴫蛤とLk・如杖誼は′胱ヒ

l醜′址与状態としてほ奇け㌢ト「雅趣は対し七時∫払．軟と咄′稀lTツティ兆烏Jこ拇Ltは払′
恥．髄とヂ外患恥〟．綿従局9枚とLZJn＝011二ヱ￣′￣皮が12十．j十ク推薦たつ。石根した。
Aニ位叔9丁＝1ク状態としてよA誌／！劫ク奇骨タテー
1p敗配任l叫しては．GL一㍍〝滋の′仙叫ん√∫戌

り．躾准′ト仕手互艦会Sせき櫻聖＿t取り．

糾り附の主調、・た・A亡／／故の奇バリ．ティ

の従達と」てば74．リ梯下りlネヮ卑吐息敢J，統合させ 狂喜徴巷8び
63

糾土地lとおす吉原与故ウ拭

飴としこはA＝Jム扱り烙合と薄日∴Lり豆雇え≠㍉
一社与P．血も・』として成乎ムー伊机守咄左軋りご脇｛−ふ一叫型も周りた．

U（。宗一∪・／（圧呵（等））十ULま（七）つ＝告い＋瑚（誓う）、Il・√
ヌ．媚官相1作馴註1こ」帆聖左翫フた．

∨柚一山）亡へ当石隻「明仁㌔り【且。十時伍十的・軋†O．耳・…・tLコ
甘中旬与居ろ杖遵1こあ3花車両手の鳴動鳳領として確．bJLJ・′血晶誠皮ザ機とり碑・欄五経欄
としての昆紬加−∈レ・㌘仇の中山止′ふよJま今あたに血レ一缶d納本呑せつ得と恥，良。
統昇一ま中一料のナ瓜が2￣媚態が應く初冬1れ言卓も恭しであり．者勿り予習が直り，左手か・
蛸タメ、となフた。
酎酎細持九℃、−3の挿，お融や玩ね五山Jこ押す3秒払出鯵ナ白瓜ふ血持ちの止たで，叫
喉が1J鼠0．ヤ組がー∫ワオ象こ言ヒ73と

R亡 梅岩芸十年豊富
で表わされ急．とこでヱば与れ誉れ。粗虔丁。押JJ㌫・であき・〟虚位が里は忙中向与長与9線坤
か∫咽∫九に偽と周り良．理惨盛左イ絶食放鳥クか蹄純度才虐して．毎mf分布㌃千句と丘毎と．突
破且†）とこ如梅・1及び．騒き、11こ示す。句ザ橋台に・よ．卓也且

♯し3劇Aの鹿屋

稲村吟を急き

臥す嘗針鼠凰罷止よ3♭ふサ仙Jとも抱き眈互恵く再曳して、13．セゥ喀合作は′ミり放漫聖とは．
／7．上れゾウ伏線〔2−J化強度か鼻申し塵ぎてlJ3が．良性鴎にけき壌去飯蛸できさ。
今隼．声一乞づ埋申分時給のか増或カサ経と在れば。ミの百鬼は咳観象布か毒力をチ投じを3手
が朗巧さ血∴多．

極re玖珠5
1）A・前肝心止′P映ふ亀ふれふ肌′伊レ〆一脚飢旭血ん恵粗品吋′止にタ
鈷櫛に専／タ7／′PIK争り

ふ′′

P・M′Jdtp・リーIF

lJM・払仰㌢山．H湖もJFのYふレ定ノ梅・花脚・P転句〆・の肌2才
ち）広見叫札と・鞭ノ紅ふれJl∴仏一一，叫困如し坐し∽情け旬は
キ）肌紬ふ声抽斗鵬。帆叫′血止巧凪A空目作接日付
のJ逓減竹山．叫S．鮎、C生U，桝！ユ搾
りC・怖ふ坤nJ用用・純血細品仏㌧5地軸通竹廊止み加血←瑚C尤krル正札J叫かふ山中勒
C．仇山．鮎．柵蛇田諭山旬卑由′亀山が伍ルヱGuk（舟山」ふ」坂村㍉ん㍉㍍読．J†〟ノ
7日湖山句中融け担A少作柿の舶
言コ ∫、臨＆．、恥Jβ．Ld鑓′〝融叫直射／，鋤ま∴砿〆．晦．＿鯉沼岬2
1日、人8泌恋止．K、M．C．榔，A3、と、払r一再待症ふ帥＝雄一謎．pレ・山と・皇亡Cl押eノJ門J
P毎・払J ど…おリノ才 ヌ
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lモコ ゝ﹂空一五Lq ∝

30

26

22

18

Ex（MeV）
Fig．1

一モコ＞L空一石し噌 ∝

32

28

コ蜂．

20

Ex（MeV）
Fig．2
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花一原子核 亀窃湘五臓重

星田船（東光人乳叔理局）

和こよ3点子息の碑か中御飯して電線相互偉射場
糸ヰHの旗、窟去られる。句とIf甘一高帆の泉与良lこ￡

3几読血花・叫短日の1両あ3。川嶋
にこの事齢で壌如叫。二の齢か吸収一哨的で裁
3ポ繊細柳と靖（伍の廊与根による品
聖血ふ柳の郎ヰ敵のま鵬合密であ3。
この鮎旦磯の強電一叫ん叫鴫エネーしギ
一句 甘一斗々えルと臣、て節電ぬ束3歳手放の周密頒
ヒ豆うう。

九最適化花一呼血沈ふ紗の痙ゑあー銀子勧こ
よ3秒も〆叫妙んC払〜で郎dく、如接老師
この友鼻の舜官と朽且つてい3ので、戎血生萄ら丸てl、3

感泉と象れ一城起該如甘一攣短ふ紗の孝磨

1．1A刷

ミAN

嘲1．

とし名目。

嘲1畦を蔓数Aの了小ノ′て一芸A〟′ぎー題A佃の鞄

鵬と示す。封A肘の庵触鮭（匹yビ′l†ヵ扇りと数の仁碑tlつ放静hA〟

監霊謡盈悪霊さ芸：忽豊慧禁豊竃霊
が電軸推酔こよって励乾され。一着〒一IA抽複の王A耳夜観衆姪への声一瀾埼ま王Asと

塊戒飽和動醜互雅醇軌で如孝周怒れて尊を。り凛重工AS一触鵬舟噂納
豆鯛と触及右の如トの糾してZAN如軸が｛；毎如払璃とう九〇。
この地か砿融必且団から恥ふ瑞に13色占十QP十0割触活で与えら栂。こ柏屋の醜

慧霊昔禁慧莞窓誓廟湘砧仲
土＝伊・瓜＋L

嘲t、C如高地竹Lh誹れ♭Llの．にtって
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凧＝稽轟く志〔Fナ暮デ〕
十入時（抽叫E等十か（瑚一日溜圧
し＝芸事柑xZ）入『．
で表わされS。ここlエ
ビ＝l／堕7言ユニ色相′ア血旭β＝I，サ謎れ軌脚＝M，

入＝葦講，d＝豊謡′h勺雪煙，『弓呼彗舎ら3，
甘＋Pd此十J絢
llこ・：二

花−pTO血C細川L，

であり去，右摘すE珪璃規子、敏也〆肌の鴎量乱が助叫甘蛸うわす。え如相見チ
の偽盤ベクトル，有lま鮎への軋画ん最初わで如．
舶軌咽朋友如ついて叫′必仁仰J瑚血と恥、れぼ
AA

ト吉ff＝右軒脹十L）exp（尋ヰ白子，

坐＝河2王繕抑圧津，
Mf

躍

瑞わこれS．ヱゝ∫二王咄与り椀ヒ→いての辛赦斤、す。
こイ呵肱右舶中止料、て幽郎てふ為品目柵彪血血絶訂岐

娠和一i爵e骨格紬「時

（日

で元旦れ、C々．紬脱走机は

（観音錘嵩甘言・嵐十

（2）

戒＝軸撼紀叫細刷〉
で新も軸急。この夫人ら酌か且恥この及如ザ仇の鵬す3相互誰脚爪血で穐
（e由り及尉二り放血紬急での㈱紺坤路伽ム適地昭王Rに秘中最
〆飢C融岬J車（嬢Rかh利と血融甚就中虚血嶋訂亙壬と嘲いて

（品）的穏（皆信頼輔廟

（3）

で巌わされる。

帖減融心血車脇嗅恥時姉御鵬鉦㈲斬印南甜
匝哺大助血相鴫寸．山高〟！品もの赫Ll拗圃絹され楓こ触仙骨
6°7

f急増サー3踵絶叫α血叫 であ3，枚一て放如十の勅紺叫血1は砲餌鉾。夫互い
勉必衰メふん−二輪lて掴酢五鉦硝こ小身ん叫の軸あ・1ぷ射れ耳の魂か
大老さと礼示す3彿ム〟仏教で榔由i、・弓の九紬ん√五感欄するC．蜘〆あ
と如特車融醸ふ

朝雨射場卸ふん血叱描触
瑞竹恒略し最物彿㍗鮮血
車l血払石墨秘所埼11、、S紳155D
きl割り長3−わんレcd組成 糸33戎伽〃〟J之よっ
C°仰tt

l巳B

はc

l2N

曲3．

て触1した。勧lま射局のSSDで萌す3勺で3−伽hddkαに￡3SSD幸の地印
ノ地中あれに見血膿鍋のは乞てtてe＋t覆すで萄S。旬2に舶示す線こel五十はか
亀虫如。で析舶車宜ナ欄教と補正して敏的十。強仙玲㊥cん叫衣釣られS。幾泉の
細野甘叫舶玩味即∂〜気相 e雀長軸3。
酌−主はcr及添絃N）車の工AS及．〆tlB中り肋かJ鹿追t元も血〟には番髭呵Lt

軸王ASには朗腋如、らの脇碑鹿触脇tに郎3れ通及びの血と1示

霊ごウニ票，：盈‡盈ニ㌶票簑慧霊：芸壷
泌仙1によって齢れSのでセ中のIASの脇机窄血血巳軌瑞リ、判
へ闘些細血竹需轡輝線碑て（脚のC如血の伽㌫域産衣

霊鵠悪霊霊宏忠霊監禁款品

l嶋崎ぬこよ頭取ゼ錘）によってke酌のが妙ヒ直し硝農摘ふ的
と轟朗廊3は示せ丸亀ノ彿瑚脇融′こ碗す3庖芝托す．。蜘血の蝉は有tL融
噛略して如．判定吏l鴫如鎧泉でありし、くつ如華樋車咄加島
郎tよ旺Bの伊納dβ4鬼瓦石5ナなd軸よ鹿に風す3尻が）の角産金ヰそ（qど反りに

霊霊一慧芸濃禁豊霊謡票怒言霊霊雷 ‡
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帆はC如′㌔）のが伽憫血あん払．
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180

‰昔霊崇霊鐙㌫踪程）の
七味一致してし、3ぶ、C′脚，血の姥雑は

猟；．
．
iエ
32

60

e（由鴫J

ll

．
5

30

ザイしレ臥し互い。S拗れケ融礪組のオ
刺血叫融の紘泉より1本一如く如しヰ
ポ会3。
44

鋸は団3ヒ繊毛血伊机モ′叫′′ 伽
っt、て云し亀lのでち3．は付の働縄朝出

時砧〟成内11年如赦し、軸の史命乙か、て11赫可能である。絶ってt麹ごこれ〜の叫
はついて輯→た．

即11線かれ示す∴扱It
脇雄竹サ軸娠嘲勘
恥摘果労であり電験叫すL
も乳い一致モネ1五日蠍叫吸
血と示してい3。絶神性はえ体一

敬雪上
亀如嘩l：風す 宴幽楓から

亡秘仏船中朽九も固
宕−／ロは の紹果て痩森 の叱牧 田

t点す．酌lまIbにI的Slの
萌を楓の戒鼠こ工P卜1′RPA′

崇盟好悪

怖碑のl映トム砲抜
し更lt楓の合体の謎叫が花十
63

e料止打Lに考をす3札止絢ち佃ん当伽ん血潮〟
（郎廿でネ寸）、及丘枚表面の後手の心力ぐ才納品れ危害加
納東急仰卓出ノ瑚んc払し触〟（朗ST．義勇と伺い

蛸か伽〟成れの痢継承轍て勃S。解れ喜一。
彿通風〆十一ま受如鵠軸3。両結果か脇ふ 現
品＆∫融の牛如血で郎∴叫匝叫ぶ豪側昭
の鉛即時液胞こ瞳い俺と点している。
即吟恥古事1C（締りに倒しl銅と呵酪こ命胤通再
恥・た醜†耳の結果亡l誓験の吐枚と示す。鬼子か紙．
21ロ

鑑モ工PH＆前泌痢晶由比HTDAで丘但しち鴫を 和
の結果瑞それてし、38。宅放射拍車母御の最
少は恒4hc融血は対えし仙車叫職払塩川融
ポよl凍い一致を示す。

㊨富

2，°

−bo（抽◆PNのCr路S SPC掠れ

葬紐憲㌘

机上の臆観埠lこあ、いて高山世んk■蛸生l竜㌔
ぷすべて放取それるヒL名武官恥執ねt乙か、て前略札が覧
どう。こ。吸収は花の楓肉細も鋤一之よって五九壷短軸」
G帆孟オ思．のが諺鳴膚ら血ていも2′㍉の7トーを息女のlえ教境

．・．・・・．−PHl▼1
−−−6YIYl

（瓜）

宝石

和声fして御母払新山融細いて根内の宜城山〟

qロ▼J°ロー

l一1−芸II苫

が脚蛸摘融和ふ融咽細てい互い．軋胸痛鳩亘

150

1■lpEHT血脈rtPIYl

他で担 払Lの謎融l丘β㌍融とめず払輌孟札
l＝ql′色−こついて示し現の轟ふ感軽妙伽呵画，。
・の齢でもってPO払融に￡大き鴫轡鳴れさ。七の

抑炉l化〉錘で射楓可呵血血通航射
て●よ仇崩れあ礼と鬼わ重さ まわか思かこは大き越は
生ほい風物ん融両脇叫の薗如大きく敵対端さ
れてい3．この租こ師巾海面．1紬増して触よこれら

庫も血 の軸如儲長寸コであう。

嘲＝l土も二郎細山柄叫払瑚掛軸碑げ
瑚J叱hlこ〔いて 鰯仏血の㌢叫が他‰鵬〟と：
恥、て甘射場紅めS．曲別12より朝叶を廣後かIl坤
釣壷も1産け帥日払が如し、すむ晴孝すべ尊結果であ
盲。これらの密輸乙つし、て−ま撮餌場e鳩の官費臥如岬1−
且われてい甘いメく冬鑑I腐食柵として帝展す3奉嘲拷せれ

Se且も鰍櫛腎とK地面こ叫て軸へぼS軸血
の岐略号蛸い塘扱碩卿観ず昌でもうう。
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芸盈怒還語鼠

曾q︶叫王達
へしのト阜︶d一首p

︵し竃こd﹁盲P

…主菜蚕室主意

崇崇篇憲磁轡盈）
只ef討已れCe⊆

1）の如拙品勅′軋‰′K．S輔細私拗れル叫血新年塾（l佃）3野上
ま）色・E払蝕′航諭肋鞭げ・E山腑4JY山高は，ph㌣・恥・也（即のI3年E

三宝こ呈二二二㌍三二‡芸誓言寺二
聖建（1中持）3皿生

㊥JB・S紘♭0叫の如鵬此酢叫用・dkr姉血のヤ・出（即弔棚・
如・的は叫鼠んL山nerS，A．叫かdH一弘的IL F†ePTr几十（即占）
）K．Srin旭S久‰β，佑Dゼ拗誹血抽摘心再転止血のヤー血盟佃7の叩′
（郎心の坤の敬称組l叫底て風や鵬のでヰ1tソフ。組乳正い、℃凰柚も他に
う了直lた．）
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れこよ3打て相んゎ押・乙PC4C

古考

貞慶（新星ノ

／．孝
原子枚か声のr′こよ3万一′収んげ〝の仰仙ナ加と

71↓芝√虐正也で確・′てγ九℃と比

約3車に√リ・PcACのイ絶とし〟あぜ〝瑞の伽かう変声30終gん〟′√朗′砧と柵

を

軸の翻一d中加Pd此柵・こび的〆4柁すヲ≠相か紺へーラ≠？ぇ．慶子離細すきβ′こナ
かな紬γ康軋川・也プロセスの否ノ・・4十一′

′ノあごγ柵で

と励産土仕丁、乎加勒中層摘溜

4ノ

舵対す

蕗がある．S車力。〟Ⅰ丁でlJ．各々弘Jlに㌔J

拠ノ

神色の会館萄療8割亀が舟ヱ払．弟′C亀帝と安東′才げ′rc劇茹∫捌け

′℃Jrか乳′・のんき一埴
て

JJ．屋止た超電荷でげ．尉

烏だ路を網可38吋で．！紆砧rq老身帥竹重喜ウ亀子き′と・こ善て・㌔d榎由帝王衆力だェネJレ
．ギ⊥ガザズ〝7トJレ相川を．5み。為的／当才．尊伺え子息伏苦碇，T．ス吋7ト〟司直錦鑑苦衷一
朗・締、のが−′nん佃の薗菊避け安乾せ4労ヱイ彦lこ存きチ持し在・孝礪岩手血仇題1・電子絃私
にf3金呵向後老為政私に′3金軒亀痩T．息れすたわに色われ亨が．ガの礎止角苫戒めた勧釘頚楓
に老薗硝石一g芦か一打的恒一題才存い′亀子に日を呈力感痛l乙ld電子の尽かを〆甲／√…′こ人，て≠・リ．
良身中げいて。患姐4鳴石と弟ちrL

一瓢し布い．吏亀凡の東泉げ．PCACとこん化上

す言

に一1伽已り′〆門萄すき￣ぅ〆．最値かk心か＆。ん帥 耽項沃￣すて￣花−′付ん打珂〆と￣の超え車窓て￣
芝音声、．丸が一′仰ん冊が訪こ7た軋・風手数と巾村もえ鹿でtナヱたがの如悪書見境壬中辛−‡・
ヤう弟てい巧い格であう・亡山車汀ナ

でt享・紬か突如亨舶ケ血脱線わrに辟碑し・荷電

え泉力か及のたりの見境喜ク圭し、虜チ枚叫と￣の桜丘蛸乾せ刃乏よ1こと〆可乳か吉諌晦r再．
2．野砲嬢の紆鼻
と巧手て−け・色Jgc佃一㌢品叩爪の野面簸き助け・鵬グ烏「純良 也俊で．最命・J′C化こ．疋≠ぎ教
壇え（缶切避一息ん。刷れ攻に日日わ童と弼咄一山仰′t伽寸 々力岳で．之に一夏卑見の嘆き盾ガlて∴
佃＿。。血r

川で松風畝で衆力3．終水温が海の1＋4豊丘ば各の争富者乞う．最後・こ紡諺だ絃毛考慮レ

た年−JJと也収の場合ま止付3・
旦動竜泉玖1才．画／・＝乾−こ．史象を私での入射電子け年ノ，放免亀子r戸；ナノ．ガイ両手（f一明）
吻恵各席手扱（声ノ副．各だ蕗原子枚摘．与），にとク．ん棚〆
r′一戸≡0＝−アナと

毛色良73・8ん什噌一′乃ムC†・加

dC志翠腎帖
飢・冨l居子宮も

・▼佃

r…倖−た．

c）
q邸画痩序・

x

2［Cp・Pl）2−m評1之コl／2

ズ＝岩二孟

こ・如招老喝してe

軒
ノ e
＼．ノ

∩。V＝2［p。pJ＋pvpユー㍉（p．p．）］
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瑠チ1原子魂勝央／ニり好一す郎ヲ慮皇

スポ鱈項（爺慶す超〕 大坪久夫rJ攻入を）

錦チ一局ヲ戒時兵／ニJJ汀寸劇チ薇生え丸
′ナ√月ノgJ一・一一一→！月ナノ′gJfナ汀ナ

4ノ鵜川瓜ブ′・−7㌧ノ乱し付の′月島矛′ミJJ一旦『起＝惑こ・・の舟援八東．大戸のjえまPj．キくつ
虐喀′・呼声一七いり。
＝1五品の竹加凌慧仔′∧′β月r・仔．．衝テ額。形攻

虚子斤タ一4リノご比坪ダJ。

慧妃′伸一の
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永日り♂〜J如月しけ′ご参一皇L．一れ盾唐手承句ちr売名知音㌔ノダ

，とえぞ卓抜と．命ヌ♪・jノ女鹿ケ

面魂仔衆多た、ノ・丁目阜ノrチ射され∂。l＋．乙が乙．鰯々〆烏が暫摺蜃輝が王寺虐・すきと負え鍛旬尊命
馬多層か・矩す感手の克也診
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ど′♂′♂ク′別／＋。．瑳仕組！ニ

声とダJ戎良蛎坤オぷ一アユ・主アノレノ外す朗手′ごみLZ′多極ん暫朗誓→〆テンゝ†′レ三個・・J・とノ
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，吏庚磋よせ廟且廉Jチ丘、荒した。

一j乍√′．灯り㌔√鬼ナJg．P
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周＝表両軸増収lこ 好 の白歯ノ足せ臥入れる一㍉針あ

二見靖彦（東食理財入学瑠1芋幹）

々をかJ碑｝り推ケヒ

の咽′こ幼く核かこJ71患えて与れていると小タカえか朋及ド洩針

山．大川軸射あ．川卵に列，てし・も

しかし，叉酸が街確的並夢中巨．和魂丸も一メレト

音の声域かうで喝†のもっお昇か哲胤鉄建な㌦こk

わかク1久．娘カβクーロンカと賓，し息

産物新規札で毒す′ し認かつてす喝号か虎｝喝瑚瑠して、・る埠喝盲頒息と存アれ′耳一方ウル．
ヤ喝をの如葬や玖入れろ託わの，姐麻の壌尋オーソト、プアス瑠ノウかき，薗耳をのすのかナ欄ナウ
短催事路レしゴかせ乱川レーダーで酌かん′かこ裁｝たすの巧妙場数1勧足音も首如
ある．

小＝1す唱。お宮七才＼・レークーIC蝶賃車せを主砲てある．

しかし一丸の五滴与

寄っ−卑官し久輌現かあってい＞′1再訪呑．4㌢

度を取入在るニLl〆る．

山埼渾

身緬

のご

九叫の呵東

楓わ賦払こ贈ヒ花か白感

あ各と思われる．涙下

れ甘

放ハ凋，藤を速ヽみ．
々与虎のJ、さルレアγは．或叫て−

も

れろ盲ハと恒．

〃＝／ん＋／1m＋〟鵬
土

こ＞−こ．坊J紺拍ノ車均ノ

耳で一軒の2才ルナ細

巨㍗け㍍十紅ナ灯り㍗ノ拓′Jり一環9

才〟相互隼軋／ん勅勘凍幸的弼㈲御鉢クの隼P周れたかり・ある．受し省り一軒摘埠
にす与れ小に‰t五・ヒ乱

る・

小言．璃ナ，寸椎を′才1の生坂頭阜Iかク，｝え。Jラ筍練り癖会ヰ月ん

〆＝訂＋∑男ん訂

レ紅が・って．ぎ仏以上′〝あレ（ダリ ′J，環の断＝一 計弟り′てがの属地≦jたす吟との号み蝕
とわいとか洗える．へきルトまアン′Lの東榎喝債をとク′融如血中祐再読ハ

冬・

ごとか・

匪巧＝ど〆

瑚確のことを寸描与に対してが備ク．花れ対して一書，花と静｝一弘との翻卜tと小甘J、′・
し久か11∴、ミルトーアンげ′

小

の

誠一′仇左

＆）て増して珂簡化レか桝中二ヒク、てさあ，

▼〃＝戌＝苺十乞十広一ナ点1
几′主軸ノレトけ大望…て・．如玖酎雛山一′〝あレと酵一ク批右脚一与71ルさヰ作れ
〃めることKJゥて象わ1れる．

！も〉＝7抒十灯れめ
TU

この日瑠 璃1線軋抱 のありゃか（宅承ガ晦）卯月も冤の妙耳te∫乙加左13上ヒタ、て
つる．る夕 凪たちに再防げ．ル′甚鹿島申モ緒ウ血か．Pがgc畠k瑠一味命の†1線〉t恥嵐も
勧lA，やれ稼詫モよし彪り′かたブイ与と小畑をlこわエビ折損乳鉢る・紬・こ。
掘れ向軋乞軋鼻の歩ケセ・プt軌と．し比祀軸枚止放り三ヒ都路疎痺小・
画一1j如さ打力ろ・

8U

ストしこ・ジ如聴郎愉痛心鴫

星 総軍（東大，環）

函・舶碑も橋的Lすうストレニプ如布療純（灯．庸）軋．、くつかの地．，熟こつ．17鳥され
日うー叫，もご ・Ⅰ この誠一こよ，て勒恕きれ封鴫．了．ストレンジえスト一括帝，た熊手療（ハ
有ト嶺）の鼻息戒態々・招く．積的確の寡如纏の摘制帽

＝叫如価＝jH重し㌢

この存命が櫛無電向で・品iこじゃら．入射日経帥郎拍部醐軸せれ持て＝再はい待ゆ瑚勒）
弓ムヂ触手が17じんど撮艶l魯lTSこしなく隻薗され．掛軸の中性i毛ギ，Lラムダ無事㍗履き希
えたポぜ・．即17トレユダネスアナロ的未払（SAS∵いれ門3：＝LがL碑hSにさ，て手盲Jれ式
日、L SASが雫亀に私有す3小どうい■丁．き打開ち小で・t用い．SASa毛デルLq㌧．て．li了
ィ、白でリッワアナロがポ乾く工β5）此蕎t みi L圭に譲の2、．1〇品tl？．ざAざl事エβざじ
壁巧、ていミニとに長月く．①三先声で・l亨．恵榊こつ1、て巧．紳軋ニJくアイソスピンの有線確が耳
り立，て1、7．納棺も確iのけしシジの与・、〝一日ン愈互作前で・あわ．富戸Sゼtl了．元々の甘え
ビンの柵健があさり轟く耳りせ，ぞIl瑠Il．

lAS

⑳TAS㌣t了，癌章の葡㌣中性手癖七鴇沸教

SAS

t相きり磁鰯再禿げ曳．，ポ．SASで唱うム
ダ施与の乱丁tでよ書．（布部玲座）食客慮
りの事AS首も．合て鵡オービットにつりマ．
申嘩与tう

1ダ虻手て頂き轟えEd鴫．の亀抱

合小甘㌣qけ凪げ専ら印いが．うんダ故事の

p

【

A rl

屈ま．印Sb川Sのl丈1畦

一粒阜エえlレぎーの感晴．了．偲遜れ日日Jこ
確阜仇後れとヰサ写り号，て・liLか削り のて・？主勘如てのコいレニスー茅あさり椒符で細

い．日、＝ほh申㍗−細りう3と罫納れだ
日．；こて・111アナロサボ悔い苫恥れlヽイlで一篠の塵厨釣急事が鴨の冨無権につ‖て月日みた
l、．貴虚．Hei血b噂 のヴ lL一ナ1ユJ，て．小包，㌻葛のSd−笥如確鱒ヒすう（√瘡）顎愚の奉職

机柚時告晴…棚新劇場細相加この昏纏でt昔．伽1恵増毛tJ由一伽職能即、
領虚勧竜I掬1が．0の71ロクー珊tぎすりてtl甘く．入表t，ユの痘赴〆7〆ウトル●こ大き甘烏与も与り
ことがヰA男えhl．軍．二の√うな綿息から．繚礫専軒感吟に茎ブき，病者㍗−の1ネ！レデースバウト
lLの環象鴇的引田圧諺断れ
亀，幣等q職鼻魂もH結合の績組L貞三、号の一時感触蘭教t音曲咄・如eM型のポ〒ンシャ′レ
如勘・急巾す：）筍W＝膏血組めlこJiと．この石島の鈴蘭轟けこね呵∫こ書けき．
り）

悪声N劇イ恕ふ→融
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ここで−Nd・lTr有勧中性子杖一ヒご・も号うべき十で・．

N好㌣糎惑両州輌）lめ伽上

（2）

げ棚方に払沌合．細頼如囲庸細粒抽格湖…こじがぞ・Jj．
°0

x禁T一粒い∑阻十t】il細孔短調

（3）

1°°

この式で・入．丁声虚飾t覿和風n17．．3．ヌ．斤帥佃日暮Xhtうふて岬権手も璃L，鋸・、象に
ラムゲ粒iも愈拍篤子で・t．哺破10〉tニ咋飼すきLl（ラムケ．）廿与l生乳＃無．に粥．，よ，そ．：の
エネルギースバ々トlLl富．一億の敵在郷教Lq，ていi．

盛と聖拍紆h録相磯潮時い車両

きて．一番不確定耳啓象lJラムヂ触手の
脚叡疇らげに一触与ェ鼻lLぎーて4臣L

n H

ここや・−1．伽．細れ世のが〒ンシャ1レ
の汗うプ一夕も．揺さ■富泉も珠tl諷触箇
os仏が賂tl壊て佃す，ていううんす触iの
霧を戎格の薔鱒工鼻lレぎー軌の鼻廠性lこ患
40
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人畠l￣
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成功

駄

うJうに課の、番線に，ゑ前のがケ仇．・一案

紬の．了線の籾憺麻布．ル相互作糾、レンジも
ji．も，1Lも写しくり．lF．

の

榛ル日も臆す重点府で闘う下町組にロー
巾lレqポ〒ンシ着ルで正しく一社をユえlL

ギー竜顔再すうLlT格ちql−のぞ．裔奇壕
量も男と音韻等下糸亨でtあうう．虎の悪・1
一線手工貪lレぎーの一割五着イ与．
良し一散事＝九両L（亀の場合，島中・蛸壷
払．hl？h d表0．椚亀Ih■−lP仰

‰

鳴 h 鵬払 鴨

軸

鴨

膵漁 叫1

：
抄．
帽 lr l汀 他山 h Ii 1 錦 I．
〃

刃

t．
0

ガ

疇 肌虎 †
．
仏 ュ．
JJ 仇l■一
J．
t一
仇叩 カ．

ニ飢膿Itlて有責した一例も古画に元す．
この針篇Pl了、ラムで触手の一社子細蘭
敷いて．象鱒了帆でIl尊．1磨耗ボ態のも
のも磨き肌tIl3．号lt：のこいJ鈴鹿
もt乾坤1・t，里仇確轟蹄ljえiL音・こ
．捕瘡的qあi．I忘軌こlT．中性与昏礼
戒梅のJ点き恥で．、．

きて何毛管3k．陶劇場鴨場九一ニJ，Z舟魯したとき．九一1￣待ひしっの山．かナ■Jユつ。＝ム
■璃申して11号：Lが帥3．：れtTストレンジE六誓鳴ヒ才も害うべきもので・耶いすりi

れ

3．このム乞酌く置きと・九一t・■富．（AP用∴n銅材l）ヒ1、う配仕が．叉九一がt3，もIl緑・．
（ふ岬訂叫紆−）．患tt舌〆（ASd組．．sd綴りという胞債で仔ヒんどr点者．俺の．中性嘉の害い瞳
孔亀命令眈伽丁．中岬与に帝目線‖楓楓のFのあり強くl＝誠邑Jれなり．♂の主ピークの止まl喜
電線川根lて・軸エネルギーの曲目か二才kでHi．これ・了ラムダ激暑■絹鯛号も眉目と、
l巨一緒善1れi。1・与伽拍徳丸1JiL．舶敬川礼甘封乍耶入小i摘痛のt忙射灯
亀線．上■1計れう∫うど点3．
南京のエネルギースイヴト・し富叶でlq．ストレンジ邑方署もq篠葎け打と電車え喀目的は．誇身
命等が．執られ3こと・1才，てl手，きりす∋㌣品35．
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南島 細入

衆人 男 物麓

舶吊綿凪棉射／何〆卸頼りク、フ

何が相打、いう2っ碩1：入葺く各務之1

そうであろう。

地炉より叩St旺摘鳩首．ム蹄拳算柚の東銀につりて梢者批・〆え璃して‖3．
3た せ梱−て軋て例えばLAM師 でどん叫が碩つク・q LAMP 両村 提要も軋れ
11一日鵬で 紬につl−てl鳩勅の象者があ7た．
1

ミューオン物謡
えり欄こ且フて恥を′レで一奪い針目

解餌のの算一一日ユーオン物理Z・あうう。

ル岬｝欄酌御免レ5R）が山崎如月細軸密埠とレりた。刈原綿欄五経郎つり
てる・ル相摘1両離れ綿＝椅っ考年の融の飴が摘鈍lこよ7日蘭頼日払叫帰り
糾射れり碑林て紙い‖ユーオン碑っり 碑のお中 人牟酎糾碩者
があった。覇如p・一己厚誼再3ミゴー打癖新訂苛で鋸。入利けヾ−こし極大で題レ
ープー1．∂P一級珂綺煽如教t庁巨て群紐坤酎巧7た．宅の鰭薯によれば捷スカラーL
軸べ7トル緒増胤頼（Cp／G）tl盲目太めであ。の埼ロもの 臥上の醍位の混食重富
硝啓〆どの地相叫超に桐。例もばlぞ‰硝酌．払叫び一1此れ笠の乾布珊啓蒙の
腺値は徴承鋸郎恒梢 凰コ。用い。れ将Dり臥上の配位。温恥てようくソ込等L声ん
ら姑 的紅のし肋−も〟等（￡鵬鵜一九払如侃′脇）如孝接擁・、う或
キ細 が．掛機の碑性鋸の真顔の勧豹ど。棚 の碓鵬ん。日はフ絹・・
であ待Cp／6一頭寸32丸山玖エり艶他の瑠舵の仕あ3であううか・ノつ珂経Z

ある・

／右・如軋碩鋸ム由小王・勒褐喧刀西壕の入植琳て乾H7たノ哺酎対すヨ入

植誓孟宗盟ム賃フ芸鷲豊．欄J…商‥妙寺か符
＝ウヽ

である：−リ究霊豊艶鵠霊品霊霊；㌍りす、
ミューオンで正

昭挿増毛恥

農相の呵如解して威しHJLIJ師承接点蝉位I

細す3こLである。姪鋤一二l葛藤巨これらの粒子の相互作酌確立が啓一璃未了重石。一宅のた
れて13射線の頒動劇散り椅犀も上申：け碑に射。二両2つり輯序と新調、・L何
とやフて1−3の♂、柄、招く椚こい漂鳥し第7れ朗補い。
2．やイオンと骨J徽
ユー′ ノヾ4才：承帆と株蛸手り並坤瑚 二の呵認lてつりてユ軋如機番があった・舶載

搬粛啓呵題。一フ凋玲坤こ▲日射沌叶長墾輸酎重い千弼・究齢よる調紅が汗
碑 れてり 目的に．並搾紺紺糎ある。パイオン噌玖〆王として 柩均2鋸一二才ヮて行心血ち
ミ

拍巨．の加圧机恒い滅キ絹

や、7て春雨lこよ77紺仙ト・しすし結あ

・・トてが路フて、−3・信一輌薔t射せ恥五郎恥であううク、7
84

2−2 虹敏弘と録に礪1れたノヰイオン 香崩れl記の 牛舶こき 敏弘り血相 が
喫
Re占D

王朝

一g

50

79

理
．丘ら

年．錐

、幻

であり・Reも。加増酎理卑且に鑑リ3二

卵につり並べた∴れ瑚し呵航

に如し

バ4オン欄即車鋳てれ3可

レ信仙両刃明恒回目爛した・

正十年目。のもうすユし陶離郷〆あり酌の＝窃りだううか．
2−J（TlL）卵如細入の電子線型別痩碁受斬りてノヾイオン尾生戒験につりて謡者レ
た言りノマイオユ欄了承のどの虹で凰生半D、l瑠疎があ れ の呵認−て枇3−ニーコ 凝れた
′ヾ わが捧持、風破映 れ苫二と痛風−て入れちlW撃がある。
2一年（陣つIt車中jcり銅恒ヾ
しして17

久米机十大年）lこよって雛紬た・虜如餞放

PP一級ザ岬か1こ偏も。乙軒7てある・正一放り縛ユシ1ルド融巨ML召こし

て

よパ突如軋尊母絶した。二欄2輝輝がとのくらりまくか甥かみろeこれK鴎して・
両軸一七（川ヅβ㍗‥）そ も（＝凸で（たこが掩しいう出棺2嘩薗程がか耶
そくこ日用倒した。
ユー∫（孔二Y）この純l噂鮎楳亀も解再．伽んば一旬乾す出仕J路上
目し（接の）の相が圭Lして廊檻てれ石。もれか触れ鞍卵も司りてこの鋳り、恒餌目
しが八郎に フ雛で正吾，2七山の！鵜一！緋能都 L♂YPJ〕（名）昭の組が牽ヰ
があ3。

2一 川口「）亀（K O‰反応り鋤が、机十醇璽可フ拍て抑言れ
l二よ山g AL中酎孔の鈴が咄細く仏側汎I・㌣払t℡√千号したストレ＞摘仇状組17
で印し−。戎珍が千首寸3山。鵬が突摩り山の催護り′ク椀∨郡摘車甘璃巨輝−ちも・
Dd′51二郎中根恥LoP∧ 巧どの細作覇〆わ尤ト帥杏lこ起：召す絶佳が祐 二の反如
っり摘エ ルギ一朗のKビーム欄リ3衆卸如埴葬れKよフて雛で血．入、、爛一㌧・i車んたこ
（K二正）の反短のものβ絹針、4′千一枚岬見増し写摘3。埼lてAtz1釦、ハイ′寸一徹
がで自こ 〆登 れ。

J 弊軸の咽
い′

ミューオユ締膿lこようが→J囲t射て和才ラー和互作配plもヮと楕附く

ミの3こし。持ミューオ月級てか1ヨ祈摺醜硝管も軋3りl甘大賀面白い・

J−2 る7ヒ一級に1L K．ルウ郎銅価撼抽匝瑚極蛇・
J−J 軋．K′少によ接しり互丸久鳴れ21Jl了考の動乱ここで鋸やj紬、年HC
t恥吾加増との軋・lて一礼て去り．ノ女将射．郎放しの租互作軒潤いの乙一融解あう・
締し鯛桁J細亡ゾ雀郎絶してLO。紅と．痛打比べて確新郎勘。御互作即、−・
賭〜〃掘れあ3こい璃軋
J一午′、イ／ヾ一薇の脱啓．

K￣榊負極如し榊吋鴇5佃。組融如餉白し、榔あう・

これ毛血レて

血如真作軋∑N相互作甲坤う可勧欄。八が2個水上っ小言

楓がフL

でミ匂、−であう恒、。
J一g

ミコーオン摘もーメント

ミューオン射り超細田微雨（て新レlリ咽である。特に奇ヤ鱈子徹りミューオン原
子l；フりその呵乳が得た両。これ欄リて車鞘の橡内放免β坤岬3ことが「でミ3甘、与できり・
一歩息あて・掛の鱒坤につりての傭〆断れ団鋤生があ。

bG

日経刊Y・封

酔短1相

川r一一kl咤工皆）？鹿 いせ
（嘗泌￥・チ雛）お庭．詔旭
川ぎてメ1堵了隻）知プ ロI■I Y鰭辞
蝕ど セ胡瓜物

舛拉噂匪軒担憩的廿融ト調1＞り朝出魂が悩榊潮目抽雌
咋酢価年頼繹欄か加増爛炉一螺摘げこ榊もいr叫尊び卯鴫や紬
．セ叶りび暴ルす咽びし抽伊を
．エーr山㍗胡事純一雪エ1仁蜃年払射り。咄了蟹的らレセ呼．1iこ て才瑚如 ．い拘完
密接射心拍吼沌・⊥妙子智
を

日雀好け止血Ltヅそfユーが沖叫沌可融抑い−レ瑚帽瑠早

上げか睦み＞准Jレてこそ首掛1止で題・一▲七ん11出題望埠．乙川榊ま〃′

1日目亡シl−l

y一上 ．リ 囲之をそ11蝕む廟勿首⊥1璃瑠卯押領卵項蜘埠1咽確瑚紳酢綽
呵離腕訂射直射は相成り払1v一コ1ふ￥一す
与1−叫朽ふ了いけ甘酢報は坊剥抽幽
担立上一七九♪心）耳目ノ罰伊都射仕鉦堀侮一針糊1離周使いIe醇葛1了叫−む．ムくI・号
㌢川阿蛸抽・咤紗革紐甜 ム β11・芽．覇；l摘心γ．日脚づ堂
一訪貼拍

トが．現拍噂．1紗かγ好母的柄団身

；・レt望月地方撃．臼呼び白腹

白が

ぢ1対比1現地当説け多的粋

〃セ〟8紗．と114聯11こそ叫もト音沓鹿明け1
°モ右上一いHHH紺折り知かり山頂牒h「り月拉㍗

才事．（一軒廟診ひlト埴叫か努〉1雌 噂蜘拗持つ．乙一口．乙1がさI由 ．脅拐脚路切

断倒櫛佃如恒嘲抱当部榊臓腑恥骨㍗射叫輝け・リ8 ・紺柏
臥サ師酌づ現明拇り錘姉妹駒や勲的調印瞥宣即事呵血緒封＝叫
融け叫紗脾の・．甘銅J一口．山裾妙呵軒帥髄相当綱川年増申欄両脚
づ ＞勤噛卵㈲呵一J均 一ウ1−と11いんiI卵レと♪如功．窟一．・帥者1智t・1Y蕗
易・＆＿叩彗碗欄骨的け粋研御厨招中心…的画調昭・ル伽一．抑老了皆
伝

Jレ

1

ぜ

