
BerceuseRomantique

Capdce

rdtzKreisler

OpuS9

＾▲Andanteconmoto　　　　　　　　telleramente　　　　声雫三日 

運≡冠道三 

…　ヲ　千　　m　　　〔　　　m 
】■　　■l　●1　　－＿｛＿．．＿　　　　　一■　　　　　　　　　＼ �一■一　、　　　－1　　　▲■l �一－〈　　　　　　一■ �－一・、　　　－J　　　　▲■ 

■rL　　　「　　■■J　　r　　　　　　」■　　＼　　　▼　＿へ＿ �■■　　　1　　一－．｛ヽ　　　▼＿｛＿ �■■　　　　　　　■－　　＼　　　　－＿　　　　　　（　　　　　　＿＿ �■ 

F■▲－■ノ－－－＿■■t　　　　　d �1　　　－　　■■　　　一■　　■■■　　　　　　　一■　　＼ �1　　　－　　■■　　　一－　　－　　　　　　　　一■　、 �1　　　－　　■■　　一▲　　－　　　　　　　－　＼ 

帖■ち－－－■－■－一－→■■－－一■－■ �－－－一－■－■■－－－ �l　　　l　　　t　　　　r　l　　　　一－　　■■　　　、 �l　　　l　　　l　　　r　　l　　　　－　　■■　　　ヽ 

tJ　　　　≡≡童　貞　」」二」　「 �ヒゴ≡壷⇒　」＿亡」　■ �ヒ士出　」エIr �■■■■　　　】　　　＿－」 

げ．1≡；コ �・．・．‾‾■・．■m l　■ト �・．‾‾1　■■臍 ぞ　　一 �＝＝三雲璽璽i l■し 
l＿■●　　■r　　●1　　　　1　　　　　　　　　　　　　1 �■ �l　　　　　　　　　　　　　　　l �■　　　　　　　　　　1 

‾　＝　　′l■J　　　一■　　　　　　一－　　　　　　l �－1　　　　　　一－　　　　　　t �一■　　　　　　　－　　　　　l �一・1　　　　　　　一－　　　　　l 

／　　　　　r　　　′乙　　　ヽ■■　　　　　　r　　　　　　l　　　　　　　■■ �■一■　　　　　　■　　　　　　l　　　　　　　　r �ヽ一■　　　　　　　■r　　　　　　l　　　　　　　　■■ �、・J■　　　　　　　■■　　　　　　l　　　　　　　　■■ 

叶　　　一－　　　　　　l　　　　　　　　l　　　　　　　　l �l　　　　　　　　t　　　　　　　　l �l　　　　　　　　l　　　　　　　　l �■■→←■■■■－ 

＿」一・．＿J　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l 

一　　　　　　し＿　　　　　　†　′一一一llllll．一一一一　、．＿＿ 

U　　eγege・－　　　　　　　　　　　　　　】　　　一　夕、、一一一」　　　　　　　＼、　　　J 

…∴良書二　手＼号．　　千　．　　千　．m 
■・■－：■■■帽■■－－■－■！岩i岩層■＝1 ■▲－■■■－■■州■一■－■－：，－■1 ��lr■l■■　　　　　　l ■　－・・・・・・＝＝　　　　b ���1－1■■　　　　　　l h’一■■＿一■＿．．＿　　一■　＿一■●一一一■．．＿．＿ ���ll■■■l　ll　I ト■‾　一＿一一＿　■■■J　一■　＿＿■●■■－■・．．・． 

■′▲－1■－－－　－－■－■－M ��仙－　　　　　【　　　　　叫肋 ���叫－　　　【　　　M江－ ���Ⅶ－　　　　　　　】　　　　　　　　　一r　－ 
船■叫■■■■■－■－－・一－一■■－■●－　■ ��■■・■一一■M・r売一 ���一一一r一一一【■■r遍－■ ���l　　rt－　　■■　レ■　一－　　－ �� 

d　・・・．■ii岩⊇ �＃十11「 、1＝ ＿J「コ �」＿ユ⊥lr「rl ■■■l■iii＝⊂＝＝≡ヨ �q十 �「 �」．＿＿「l　t　　′「 �′ �「 �」＿＿＝u　l　rr �′ �「 J 

CrggC． 「つL �� � ��ク � �� � 

l　♭J　　L」 ���l　hJ　L」 ���l　hJ　L」 
ptlq■■■－■■■■－■■i■一■■■■－－可 ��■　　　　　　　　　　　・ ���－」 ���■　　　　　　　　　　　　■ 
‾　■●　■■　　　　－▲■l　　ノ　　　　Il ��l ���t ���l 

′　　　　■　　　　　■▼　一一′■　　　　　　　レ■lL－ ��■■　一 ���h　■rヽ ���■■　一 

l一－　　′■】■■ 「　l ��′‾ト′ l ���ソrlh■ l ���′－ l 

D　クOCOク露わ血㌧一　　　　　　　l－TempoI 

U　　＝＝⊆≡＝＝＝＝　I＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝∋・．・．－　　　　　　1 一言Jdを意もjt　i千　五貢千　丁　〒 

夢：■■■け－■：一一一■－■－■■「」■a �1　－／　　　　　▲■】　　　一■　　　　　＿＿、－ �＿■．へ＿　　　　　　Jl■ ��一－一　、　　　－l　　　一■ ��一■＿－　　、　　　　　　　一■ 

■仙■　　－　　　　　　　　　∬仙－一 �■　　【　　札≠－∬ �■　　　　．－、＼　　▼へ＿ ��■■　　1　■－－、　　1■－　、　＿ ��r　　　　　－　＼　　　▼＿へ．＿ 
■ムー1■－】■一一【■一・一1■－－●▼－－■－■ �【t－一一　一∬∬仙 �l　」■■　■　－　■■■　　　　　一－　、 ��】　　－　▼　　一■　－　　　　　一■：＼ ��1　　－　■　一－　－　　　　　一－　＼ 

鮎■Ⅶ■■■■■■－一■　一－【■「－－d－一■ �l　　■tl　　l　　－　l　　　－　－ �l　l　　l　　■　l　　－　■ ��l　l　l　　■■　l　　一－　■　　＼ ��l　l　　l　　■　I　　　＿▲　■■　　’ 

山　一j■一一⊥」r亡き－：±ゴ 　竿官誓十か � � ��モ≒童貞 ♪　言 ��芋虫ゴ皇J p l′ ・干草華華■ hJ≠JJ �五　㌢ 

」t●■■　－’ノ′　　■■－、－ プLト一七二二二－－」⊥’ �■1　　　‾－ �l 一■　　一－ �l ■ �l 一■　　一－ �l l一－　　一－ �l　　l 一■　　一■　l 

TL　　■■■ �▼　　　　　　　　　　　　　　　　■■ �▼　　　　　▼ �■■　　　　　■■ �－　　　　　■■ �■■　　　　　r �、一’　　　　■r　　　　t　　　　　　■■ 

レ′　■r　　　　　　　　　　　　　　T1　1 �■ �l �l　　　　　　l �l �l　　　　　　　l �l　　　　　l　　　　　l 

1 �� �� 

D　鐘　声宇雫弓　－　　　　（　　一　　L一　・　　（　　　　　　　　　　　　　　　　h 

一向　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■トー‾一一‾一・一一一一一一一－ヤ■ 

U　　、、　J　　　　　　一一．＝　　　　　　　　　　　一　　　　　㌢＼、一一一一r　　　　＼＼上▼ 

比丘且L＿左∈≡主」し、〒＋千｛J．　二日1 
」■　■■　一■1ヽ　－l－lJ ■ヽ＿　■　　■■1一■‾▼ヽ▼へ ��■1邑ロー■－－－■■■■－1■白■－ ■－■m■－r一■－r－■1 ��lr■－　　　　、＼1 レ一一－＿へ　　一■　一＿■－＿．・． ����　一■　　　　＼l l＿▼一＿　、　　　】 ��▲■し十‾、1ヽ　l ▼′　▲■Jll 

1－■■一■－　　一■＼ lll■rl一■■ ��－一一m■電■■■－・一望■■ －－一■一－一■■■遭一一r■－■ ��r　■■l＿　一■l、▼′′　　－ l「1－■■h一－■■●　　■■ ����rl－　　L▲1＼－ ■11■l一－TL－　　一－＿へ．＿ ��h　▼へ　－′ l一■－＼＿＿へ 

山　岳i出』墓g ��ヒ：≒ii　L＃十rt �「 �』辻占菖■ ��qr �r J �」皿J　　　テ ��ヽ 

「コLJ一丁コ lノr■■■ ▲一■ノ11 ���� ��　‾■・．■■－　－ ク �� ■し ���l l」■■ ll �l♭JL」 　　し′▼　＿／ ���．lLJl」 ■▼一■　H▼　■■■　▼ ��「「「「 一▼－▼ 　　＿一・■一′ 

l ��l 
「　　l　　　　　l 

CarlFis血er，NewYork，1916　⑥renewed1944byFritzKrelSler



皇

．7

∧　▲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　葦　　　　　　　　＞　　＞〈＞　「 

U　■　竜至雪空」「㌫示孟す1云壷iゴ‾」←二二二重垂．刑0肋 ∧山　く＝＞　＜＝＞　く＝＞　く＝＞　くく＝＞一く＝＞　＜二二＞く＝＞ 

－■■　ll ■し一　－1－▲■　■イll ■－血■■■■■■■■コ－－℃－－■r－－■－■ M－■■■←■■■→■－－■■■r■－－－M－r■ �　■ ■イl一■」■■　l l■lLL1■rll■■ll一－ ■－－－●r－■■－－，－■一■■ �　　ll　　　　‾‾l ■■　l－Jl■　　■′　　l ��　　　　　t ■■lll■■1 －1ll一一■lt■　＿．．■■■ ′■■一■l】－一■lJ 

■■ll■l－　　－　　▲－ Jh一■ll▼　　J 

l．　　　　　　一　　　　■ �氾㌢1号　′　1 �■ ��qニブ、） Ll 

）　＼、＿＿一／ 一；＝＝＝＝＝＝＝ここ＝二二二＝ �　　　　＼・J クのぐ0クナ〝 �＼、J 　CrggC．ク花の〟O ll 

」．t●■▼　　l＿一r　　　　－ ‾■■■■　　1　　　　　1 �l一■r　　　－ Iノ′　　　　l �l nl′J■■■ ■l、、・J ■ uン �l　－l－ 　l疇－ l �－　　　　l■■ ′J　　　　　r■－ �■一 r 

′　■l■一■　　　　－ 　　u耳コ　　　　■ �　一■　　　　　　■■■ L▲－「　　　　　I ���l l 

檜　モノ／l �村■し＿＿＿一1 ���「 

∧］　α如ク0　　　　　　　　　　　　　　　　卯eOα叩Oγf上　． ������� 

打‾‾‾1㌻くここ二二二二r＼一一・　・ …？＞　＞　＞　言　止志．京．貢 �������ニー　＝＞－ L　　［ 

l■　一－　　l＿′へ．．＿　　】＿＿．■■－＼ ■へ　　　　　1　－　＼　l▼　レ■一－＼ ���l＿　（．．．＿＿　　l＿．一†■－■■＿■－＼ 1　－　＼　l　h一■、 ��nけ≠－瓜一一月 h　一■へJn　lll1 �lr1－1 －－l＿■／一「＼ �一■l一■l＿■ －一、－、▼ ■L▲．1■ヽ 

■′▼■■　　　　　　　　　　　▲■」　　　　l　　　　　　l＿　l　　　　　r■ ���一J　　　　　t　　　　　　l＿　l　　　r　■■ ��■－■－■■■－・－－】■－■－　■■■－　■ �lll　　■　　r】－ 

ヽ11′　　　　　　　　　　　■r　　　　　l　　　　　　　r】■■■　　　　　　l ���▼　　　　　l　　　　　　　rl■－　　　　　　l ��■■－一r　一■一一【【■■■■－■－－一 �l　　　■11 �l　　TL▲■■　l　　　一－　　－　　　ヽ 

d �rI十1 － － �lrlr �lrlナ■■ �lrlr － ■－ �l－l－■■F＝t a �■ �！亡空竺璽笥 √「 ■ 

．．L£l：細ク エ＿t●■▼l′■■　■■ ■■●▲■H　t ／■lh▲】 ���近　　圭一 lll －■ ��竿芋笥頂‾ ■■■　■■▼‾▼ 1、′ h一■　■■■ �1≠⊇ － ■ 

■r■r l �■■ 1 �l　rll■ L」l �■r l �rl■r　　　　l l　　　　l �l l �I 雷 



5
eo兜ノk7血gfα

CO花e呼γegg10雅e 

U 　　P　　　　　　　　　　　　一一－－．‾－‾－ 

打卜症．1．＿，＿i＿　f　　Jき．　　　さ　． 
8■l＿l■l＿lrl＿lrf＼ �隼F　　■’r　　F　＿　r　l■　r一一」　＿　f＼ 
・・・　■　一　■　l　」．．．　」．　トーf �［Flr1＝flf』i土＝＝＝lr」＝＝llF 

■－ココ∃≡il苧：l≡：士≡ゴ■■『≡ゴー・ilii弓⊆ヨ ク讐呼rgggZO花β　＞ ��弓岩＝Eゴー．ii⊆；；コ：≡ヨ・．・．■■iiq■弓岩E∃ 雇　　＞ 

♭辞表 i■●　■■〉 

■tV 

クOeO　γ蕗． 

l　eγど阻彿0肋 〟症・，＿妄＿＿．＿、殉．干　し了．チう 

l　　　　　　　　　　　■　　一一　■　　　　l　■－　1　　　　1　－■　】 �旭・顎三㍍ 

≡貞≡≡Ej三一一－一－－⊇冨「冨⊇冨■冨⊇冨「 －－∃EE5－一一－■一一一－＝■冨∃≡冨⊇⊇罫 �∈圭lF巨章子f－巨∈章子±巨≠≠≠ 
一・・・・⊥こ：＝　－・・－ここ－－＝≡≡－－：：三三■ �二一一ここ＝－・・⊥ここ－＝＝＝！≡－＝≡≡ ♭蔓　　卯CO戒一一 

♭喧／‾‾弓 ●■Ht、′ 
●　■■ �■：　－ 

l■ 

或 

ダ



6

∧　∴11empol　－　　　クOe…右上．　　　　．　　　　」． 

ll‾二一→卜占ヒー 

U　少、、J＼、J　－r－　　＝≡≡±＝　■　ニ＝＝＝－ ∧－．千へ、千㌔、千　日止iニラ〔弓、．＝し、Ji】＿七二号、＝ミ－ 

■・■－：一m－∫■■－■－　■■■■■■■■■■■一 �■■－■　－二■■一■－r－■■一■r▼・－■■－■■ �n一∫・－■：■■一－・■日豊空理」貞空：■「－■■■■■ �■■ 
■ヽ．＿　　　■’　h　＿■．へ　　　　　　一■　　　　　　　一■＿へ　　　　　　　一■ �一脈■■■■■－－¶■一－■－－ �Ⅷ■■■■－－M■－揃■－－一－ �■LJ 

■－■一m－－・■■■一－－■－－－ �M：r■■■－－■■・－＝■・－‥－■・－－－■M－ �■～ 
仙－　　【　　－rm　　　　　　　　【　　　　　　　　　ロ �－【・－－■－－■■－山一－－r■【－ �■Ⅳ■・■■－－‘川■■－一－：■－■■＝　■■－■r　■ �一　】 

tJ　　　　　r　－t �r　　　　「．■■　　　　　　’l　　JL �ヾ‾‾■■■」Jlq二ナ ／′㌃コ1＝モ � LJ‾ur」－√1′ ち′一言主ち′一一二三二 mJLJJ「JJJ �　　ヾ ダ肌＝府． 1㍍L弗ヲ薗♭缶 

．＿チてこ．．】さ　　h＿　　m 
▲■t●　　■r　　　　l■■　　‾　　　　　　r　▼　　　　　　　　－ �■－　　　l　　　　－■■　　　l　　ll　　　　　l　　　　l　　　　l �・■」－■－．景：■・－■■■tl－■■■l一■■■■一一 �●1 

■月－：■■t �n－－一■－－【■・－■■－－ �■－■■■－－：瓢謹．－－1■－■－－ �■　】 
′　　　　「　　　h　■「ヽ �■【－－「」■－■■u一■←■－■■－■－■■■ �【－－■■－－－′　－■－：■■－－－－■－－ �′ニ 

r　ト■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト′ �r　■■　　l　　　　l　　　－l　　　l　　　－J　　　　l　　＿」 �r　　■■　　　　l　　　　T1　】　　　　　一一I　　　　　l　　　　＿J　　　　　l　　　＿＿■l �▲・・■L 

l　　　　　l　　　　　　　｝r　　－r　rr　r　　　レ■r　　r　　r　　r 

∧　山　αお粥ク0 

U　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、、、－　　　シ 

…　7　　千　　㌢千　千　　ヲ　　〒　　i　〒 
l■　　　▲■　●■　　　一■　＿一一　　　　、　　　　　　　　　　一■ ��一－　　　　　　　－　　　　　　　一■J ��一■l �＿－　一＿へ．．＿　　　　　　　　一■ 

■へ　　　　■■　　■】　　　　▼　　　　　　　－　　＼　　　　▼　＿一　　　　1　　　　■＿ ��■■　　　　　　　　一－　　　　　　　－　＿＿へ．．＿ ��■　　　　　　　　　－　　＼　　　　　　▼　　＿＿■ �■　　　　　　　　　　　　　　　　　－ 

I′▲－■－■■■ノ■■■－一←－■－1■■■■■■州 ��1　　　　－　　■　　　一－　　■■■　　　　　　　一－　　、 ��l　　　　■■■　　　■　　　一－　　　－　　　　　　　l＿　　「ヽ、＿ �】　　　　－　　　■　　　一－　　　－　　　　　　　l＿　　　　　、 

U■ち－；コ■■－－■－・■－■■－1－－ ��l　　　l　　　】　　　　■　　l　　　　一－　　■ ��l　　　l　　　l　　　■r　　l　　　　一■　　r】－　　、 �1　　　1　　　1　　　　■’　】　　　　一－　　r】－　　　－ 

＝＝讐亡　璽璽竺l ��＝＝三三璽璽寧i 　‾・．■■’■・．■■■■■ 一l ��＝：＝＝　『■寧帽■」 ．・．‾‾‾・．■－　■■■■■■■i：＝＝：：：：：＝・・つl・・■ �＝＝＝≡　『■■l叫 ．・．▼‾■■■－．ll■llii＝；：：：：：ヨ 

ク ー／／－i■′、ヽ �　　　1■ ．／「if－、ヽ 

景β呼の′ 
●　■▼　　■1　　　　1　　　　　　　　　　　　　1 � �l � �l■　一－　　　　l　　　　　　　　l■■　　　　　　　　　■ �H　一－　　　　l　　　　　　　　l■■　　　　　　　　　■ 

●　■■　ノ－J　　　　一■l　　　　　　一■　　　　　　l � �一■l　　　　　　一－ � �l■　■■　　　　1　　　　　　　　1　　　　　　　　　1 �l■　■■　　　　l　　　　　　　l　　　　　　　　l 

■　　　′　　　　■▼　　　　　　　■■　　　　　　l �■ �－　　　　　　　■■ �■■ �l　　　　　l　　　　　　　　l　　　　　　　　　」 �l　　　　　l　　　　　　　　l　　　　　　＿　　　」 

▲・・－・　　　－　　　　　　　I　　　　　　　　l �l �l �l �■【l－　　　　l �■【　し－　　　　l 

⊆⊥ ��一一」　「レノ　　　　　　「レ■■ 

山一一一一一一7∠＝＝≒　　■　　」　　　　　　　　（　　　一一一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　． 

跨仙 
U　　　　－r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　〕 

…ヲ　　千　　　才′－言　　　言へ千　．L＼千 
▲■　　．1■l　　　．－　ノー一一一■■＿．　　　　　一■ �■■　　一＿－■＿．．・．＿＿　　　　■トつ■ �r■1■■　　　　　　　　　　　　　　　l　、l �l■－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t　　＼　l 

■へ　　　　　　　　　　■■　　　　　　一■　　、　　　　▼　＿一へ．．．＿ �＿■r　　　　　　一■　　、　　l▼　　＿一－・．・．．．．＿ �‾　－　＿＿－－　　　　　　　レ■一■ �’　－　＿一へ．．．＿　　　　　　hJ■l 

■′Ft　　　　　　　l　　　■■■　　■■　　一■　　－　　　　　　し　　　　、 �■■　　一■■　　■■　　一■　　　－′】＿　　　　－　　、 �一－　　、　　　　L」′－　＿一｛．．．■＿ �一－　　＼　　l＿r■　＿＿一一一一■■・．．．＿＿ 

帖■u■■■■■■－■－－－－－－r卜－－ �」　　　■■　】　　　▼　　l　　　r】－　1　　　－ �■　l　　　　　■　　　’r1　－■　　　　　　－■　　＼ �■　l　　　　　　■　　　　　l】　－　　　　　　－　　　、 

d　　　t≡土皇⊇　」⊥ユ1＿＿′ �lrt】ll －－－－－一－1 　－ 　－亡＝＝＝＝＝＝＝＝二 ．／′■‾」－ �lPrlr▼llrlr l－－－－－－－ －　－ �lPrlr－llrlr l－－－■■≡≡≡≡≡≡1 　　　　－ 

▲／／r▲　f　「 ��♪　　　L＿一1－ �一一．＿－、　L二′‾、ゝ 
l＿1■■　■T　　　　　　　　　　　　J　　　　　　l■■　　　　　　　　r �■l－　　　　　【　　　　　　　　－ �／　l■■　　　　l　rr　　　　　l �l　／　　　　　■■　　　　Irl■　　　　　l 
‾■●　l－　　　　　　　　　　　l　　　　　　l　　　　　　　　l �【一－■■■－一 �′　　　l　　　　　　l■　l■■　　　　　　l �h　一■　　　　l　　　　　　r■　－　　　　　】 

ノr　　　　　　　　　　　】　　　　l　　　　　　J　　　　　　　　」 �l　　　　　　　l　　　　　　　　l �′　　　　l　　　　　　　　　l　　　　　　　l �u一－－←－－ 

■，，・－■－一一■■■■■■■■■一－－－－■■■■■－■－－■■一一二」－■■－■－－n 　　　　　　　　　　　　　　　　　　♭　　　　　　　　　♭ 

「［一J　　　　　　　【一J 



7

∧．＿．．．＿　聖空わ　　　　（　研霊警二、．と．，　　′うご＞キ＞ 

U　　〉　　　　■　1　（　　　〝議戸二・・・．■叫　一己　＝㌢■‾　　ゐ兜卯戚0兜㌻｝ 

∧　■　　▲　　　　　　　＝千 ����� �よ　。吻8　．L〒 
l■　　　■■　　　　　　t　　　　　　　　　　l �� �l �■■ �●　　　　一l■ �Tl一■ �－▲■－　　　＿ ��■■一■l　　　　　　　l　ヽ �l �■■■－L 

」■t　　　　●‾　　　　　　　l　　　　　　　　　　l ��一l■ � �＿＿■　■■ �■ ��■l－　　■　ll■Y ��l　rt一1　　　　　　　　▼■′’」l � �■　　▲■　－一 

■■－■　　　　　　　　　　■－　　　　　　　　　　　一■■ ��　）’l � �■－　■■ �●　　　　　′　．■　▼ ��－l′　　－　　■　＿－ �� � � 

ヽヽヽ′　　　　　　　　　＿■　　　　　　　　　－■l ��一■■ � �■・■■■ �′　　　－l一－ ��■　　　　－l＿V　　． ��l　　　　　　■■■　　一■■ � �■■　l＿　－′ 

U　　Lノ ��号 � �■■神器β．▼「 ���■UU ��門」ユダ ��■qU 

．．柑 ��ク血ゐ渇わ　ー �����βrggC． ��Crどぶク． ��ク ．戸■ ��＞ ′つ ���■ヽ ��l一＿＿「．．、l ��h‘1 

▲■1■●　－ �l　　　　　　　　　　l �■■〝■ ��】 ���l ��l　　　l　　　　　　　■l一・■ ��■　1 

▼」■●　■■ �l　　　　　　　　　　l �l■■lt ��1 ���■n－　　　　　－　一－ ��■一∫′－■■■■■－■乙■ ��t■　　一－ 

Jr　　　　■ �－」－－　■ �：■，，■ ��11」「ノ ���tu′　　　　　■l■　〉 ��l　▼ ��ll■　　〉 

－－－ー �l■　■ ��111 ��� ��r■　　－　－ �� 

】　・・Jl■　　■l　　　　　l 

0000　　　　　0　　　　　0ぎ 理竪惣萱璽璽璽璽璽璽竪 

U　．、 …チ＞若憲もふむふむ去声庭議 

■■　　　■■ ��■－－一■■　－－■－■■－■■■　－－ �l　　　】　　　　　　　1－　　1　　　　　　　1　　　1　　　　　　　1－　　1 �■　　　　　　　一一 �’一■ 

■n」　■ ■■1「■　　■L　　′J ��－－－－－■－－－－■■■■－－一 �l　　　l　　　　　　　l　　　　　l　　　　　　　l　　　l　　　　　　　l　　　　　l �■　　　u 　　　■■LL �≠　　■lll■ ■u 

ヽ！L′lVl U．．着て ��㌢コ▲　＿　∫つ．＿ �∫コ＿　＿　√コ．＿ �′′　完 �■－ 

▲■－■ ▼l■● �－l、－Jl ■■l‾｝l �■一‘巳コ■■■■′－－－、1L■亡5－■－－－－m ■－－一→－－■■1－－一→－■－一 �■一四■■■一－－一関■■■■－－m ■－■■■－■■－－■■■■■■r一■■一■■－■ � �1 ‾■、ゝ■■　　－ 

Jr　　　l ��一■－′1■－－　一ち－一－′・1－－　■■■ �一－′　1　－－　■■一■一－rJ←■－－　■■1 � �ヽ－1 

■Wu此Wl旧 �－“▼■■一巴ヨ■←■■■■■－リ■一己≡＝→ �一・■「 �‾「ヽ■■ 
′　一「Ur「－「「■「「u「　　　芦 

Verlag：B．Sdott′sSBhne．Mainヱ30601


