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lJI l ��　▼ ＼－－一 p l �－ l �ヽ、－＿一一 �′つ 

●　l＿ � �　　l －　　I �l �　　　■l■l ヽ■lト′ �　lt ヽ■11 � �■　t �－　　　t　　l �r �　「 

●　tJ �■■■ ��●　　　　　　l ���ヽ■　　．　rJ �ヽ■ ■・11 �■－　　11 ��t 

L �ノ �｛　　l　「ノ �■－　　l　rJ �■■　　　ll �■し　　一■JI �■■　　11 �■　▲ �－ � �■■－■－■ 

＼‾　　　　■r　L′ �妄　　妄　　J■　　▼　il　　　　■　　　てこノ 
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1r－　一．■一 一r　hlll ■■■■′L′I　－　i �　　！「l 「ナ－ー■一一∃I∫ �▼　　　　－　　　　－ ��】 �十一十一士一一一一五i－ ▲■　■■　▼ ����■・・ �千一千： i！一一！l▲一■■－ �　l ▼■ l ���lli■■l I■■　－】▲■rl l▼■■▼l ��ll▲■ 　■－－ ■■▲■－】 

ヽ，l′　　　　　　－　－一一 U　　　　l　＼J �ヽ＿一 �▼　＝＿－－＿ 　　＼－ ��－ � ����－「■r 　ヒ㌢「、i ��l 鼻＿ ���1　、－‾　　　】 ��t＼｝l ．へ 

l ��l　■　－　－‾‾、 †　t　■■■　－」■ ���J 　　　　r ��「　β　　　1　［ 

■■－－－ ■■■　r　r′ � � �� � ���� ��■－■－■■－ 　　　l ���－　　　　　　　1 ��ll　　l 　　　　　l 

ヽl′ U l′■● �I　　　　　　　　　　　　　　　　　　r �　　　′ rJ●　l ��ヨ � ����l 　　　　r ��＝＝＝三上ゴー ���　－ ′■●　－ ��■■■ ■■ 

▼■■．1′　　j　　　　l ′　」●　l　　　l �■ l �■　　　　　－ l ��　　　　l　】 t　　t　l　▲■ �－　－」■■　l l＿　■rl ����1 �� ���　　　　　l l ��1 l 

H≡≡≡≡三三三≡≡王＝コ＝＝＝＝＝ココ⊆芸　　　　　　；　　　　　　－・・・・　　　　　－」■－－－－■昌■－一－－‾ 

。．lTl．∠＝iri．ユ／Gri．‥　－　1了再の．fd　丘 
■1←仙－■→－－－t 　　　　　　　ll �「llltll ltl■－　一Jl �■　　　－一 一1●　　ll ��■一一→←－－■－－一 Ill▲■■■　▲■； �lJ一一ll■ヽ、l lノ1l、1 ����l　　t －1　LrJ ��一叫　▼　■■■■J ゝ■▲　」■▼ ���t レへ●　1▲■ ��■■ヽ●　　　　　　一■－ 
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′二「■●I �l　　　　　　　　　　　　　l �】 ��l　　　　　　　l � �I �■ �l � �■　　　　　一■ � �l �l �r」 �●　　　　　　　－ �一」 �■　　　　　　l 
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〉　■　　　V　’守 

力．　（r　　　・一　一一†「≦こし　　　一，〃　　F『　　　　－　　1　　≠二二ゝ　aフ芦ゝ 
－．1′　一－ヽ．　　1 　■－■　　一　　　　一 �■ �　tll‾－　－ ll■■」■■　rl �■′　　　　　■－一 　　　　　　－一 �－－■ �一 �l �l　l l �■－－→一一 　　　■ 
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1 ′l ��l t　　、－－－－一 �＿′l＿．－ 、■■■■■r ／rri了ri－i �の　　鼻 �一 �■■ �什 �■′ 　雷 �≠：Ti√ここ 　　■一 

⊥■　　　t　r′ �� �■　－一－ � � � � �l　　　　　　　　　　　　　　－　　　1 �■－－一■－－－ 

■　一 rlJl　　　　l ��－　－　■■　－■■ ■■■－－■■－■－－ �　　lllli一一■ ll＿＿＿l．lll－l一＿－ �l　　l 　　　　　　一 �1　－－－l lllll �　＿■l－l l▼▲－■　t 　－　一 �－ � �I－－ 

ヽ11ノ ， l ��I　　　　　　　　　■ �声　　音・弟 �l 声－ �－I ′＿＿′・・＼ �l ■■－＿、 　一一一 � �′ �一一■■■■■■＿ －　、 
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’■■■1■■　－1■I ′　■＿ll　l ‾‾　r■■ ��l －1 �l　　　　　　　　　　　■▼：J �lll　■■　■■ 　　　　　　　l �■一－－－－ 　　　　l �－－－ 　■－－－ �l �　　　　　　　l l �■→■－■→－ 　■■l 

ー　　　　　′　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　【　　　　　　　　′　　－ 

月日　＝l」．喜＿　の。1人．Ilt　日。上す壬 
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Andante．
カ　ー　　　　　／一・・・、　　／二二＼＼、　　　　　　　　　　　r＼　　　　　　　　　　　　　　ごヽ　　　　　　　　　　　　／二ノ「、二一ヽ 

■！■■■■コ－ー■一－m－■－■－■－－ ■tEEE巳巳－■－－1－－■－・－－■l1－－■！ 　　　　　　　　　　　l ����l　　　　l■llrl－ 　　　　　　＝ヨ≡f≡三三： �　　　　　■　－■；－■－ 　　　　　仙－叫一 l　　　l⊂＝＝コ1111 　　　　　■■■■■－】■．▲ここ＝コ－－．ll．・．．＿＿」 ��　　　　　　　rll■；－ ■　　　　　　≡ヨ≡仁王零≡； 

■l■■■■■■■－lll＿上一］ 　♪ ′l　／一一一一■■、－＼ ▲■llノー■ ����　－’■■■‾■■ ＿■■－■ l �■■■ 　　　　J■■■ ��　■■■■■■■■‾‾‾‾‾‾■■■‾■■■’■■■■■■■－■ 　′‾■■＼二、＼へ －′‾‾・、■■－ 

1－1　●　　　　　　　　　　一一一■胃等 ●′■■1－－′　　　　　　　　　　－－－コー ����　　　■→－■■【「－■■■■■′q l　　一■　■■■■’　l �－　　　　　　　　l　　－　　　－　　　　　　　ト■ ��■■　　　　　　　一■　　－　　r　　　　　　l　　r　　　　l　　F　　■　　　l■■ 

ヽ■l′　　　●－ U ����▼　　　ノ �l　　－　■■l 　　　、、■■l■’i ��■●■■■■■－■■－■■■■■■－－■－1■■一 　　　　　　lJt 

■－■■■■ 　　　ク ーtH　　l ����l 一一－1lll．■・・、－　′ヽ �ノー■■－■■・・、　＿　　　乃 ��l■■■ ／／一‾－■■■、一タ 

肥れ●－出覇 Jr　hl■■　′ノ　　　　■　　′ノ　　　■■ ����　　　　　　　r r　－－■rl、l l■■■lIl・／ �▲■　　　－　　　r　　l　　　l ��l 
r　　l。■　　‾－　　　　　▼ ����■■ �■llll　I　　　　　　－ 　l ��■■■■－←－一－　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 

タ Andante． dL　　　G ����ヒ±；≡ J■l �亡≡≡≡± 　ノ‾■＼4一二 ��＝＝⊇：＝＝： 　て＝ヽl 

■1■仙－L→■■二二－－－－一 r■1■汀－■■－■■■■■■－ ��■　　－ ��■　　　　　　　　　　　　　　　　　－■－1 �l　　　　　　　　　■－　　　　　　　　l　　l　「 ��t　　　　　　　　　　　t　「　　　．　　　　　　　　　　1 

ll lr11■rt′■lllll－Jtl ＼L」′　ん－11▲■　▼ ��ヽ■　ll ■■　一J－ ��l一　】「　　111 ▲J　■L　ll1　－　▲⊥l �．1　－　11 1■－　ll �‾　▲■　tl 　－－ー �l　●　ll 一J　■■　JJl �1■　－ － 

■　　　r一 ▼ ���－　■■ �－　　　　　　　　JJl　l　l　　　　　　　　▼　一」 �■■　　　　　　　　－　一■J �■　一 �ト－・■・■■iiiii芦弓 

U　芦’♀　U 　ll ����「　寅芋　ニ‡▼ �■　▼嘉 一■－■ヽL �三　三 �▼　▼■畢「 　　　丁 

√＿ヽ●l＿　■▼l ▼■●lu　t■l　　－ �� ��一′■‾‾‾　＼　．　　　　1 �ノr　　」＿．．一■　ヽl �l �＿■へ ′一＿－■ヽ】 �l 

■■←－■ �　　　　　　　　　　　　　ヽ■ ■q　rJ　　　■■　rJ　　■ヽ ���′＿＿－■■】l　　　ヽ■ ■■「「■llt　l　　　■し �rr二一－－－一 ■－■←－一■ �l　　　　　　　　　ヽ■ �L－■←－一 �l　　　　　　　　　　－ 
r　■rl′－－l　l 　　さ　　さ ����I　l　l　l一■　　　　「」■ �　　　　　　■づ lll▲■－　lJ¶ �■■ �－－■－■■r－′一 tl一一▼ �　　　　－ l 

≠±！二三 �空！ニ＝　彦 �■■二＿・毒 �� 

d　　t　　　　　　　　▲　ご■＼＿－．．L　　　　ノ．、 

l■－－　、 ■・－1－■■■■一－－－■－－－■rl■M■－■－rF－－－一 一▲・■－－・一－h－－こ－－－一・・－一－－⊇』乙∫■－－J－－一 �����1　11－1　11▲■　－　－ r■－－■－■■■－■－－■－－－－■－叫■■■■ ����　▲■■■、 －　－■．1■－－ �一－ 

▼　　　　　　　　　▼　　1ノ ���� � 

U　　　　ヽ叫　＝＝＝墓≡≡至上土壁ぎ：≦≡二　二三二 �����、一一′′‥、‾■　ヽJ＼J＝＝＝＝＝－■・．一・一 ク ����I　　　　　　　l　■　＝＝≧ここ �－ 　＝＝≧－ 

月．■〈　■′（．hr「 ■上巳！・－・■■■【・M一・・・■・・・・一二一一一・一一一・■■二■■■■腐 れ－ll■■■■■ll �����■　　　　　　　　　　■■l　【 　　　　　　　　　　　l ����．＿＿＿3＿＿－＿ �一一‾■‾、、イ＝⊥吐＿≠＝ゝ 
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i ��▼　ヨ 　雷 ��i ��」＿＿／i �i ��● ＼　J �‾■－■　　　　　－、J」一ノ 

．♭－　　　　　（　　　rn．　　ラ｛＼．fTT＼　　　／一・・、　　（、－．丁、 
、　　一■■‾‾、 －t　lヽl　■■●　　　　　■■　■－．　－ ��■■　　　r　　l　　l　　l　　　　　　　l　　　　　　　　■■　　　　　　l ��l　　　　　　　l　　I　　l　　　t　　　l　　　　　　　　　　　　　　　l �����l　　　　　　l　　　　　　l　　　　　　】　　　　　　　　　　　　　　l ��������■貞＝冨－　■　　■一一■■1 

■′・．「■一，－貞重ききき巨童貞蛮一・l一一 111′　　　　　　　　l】「： ��」l　　　▲　　l　l　l 　　　　　　　　　■ ��■－－－一一 ����� ��　　　－ l ������一　一 ′■■■■■■　【　　■■■一一一▲■－▲・．一一1－■ 　　‘‾1■■■＿▲＿＿■＿⊂＝ 

U　JJ：＝］ 力，′二㌧　′丁ヽ ��　　　　　　－ d ��＝＝ココ■一．＿・・一　　一■■■l■■－．llll■ �����lll －■■■■ 　＿＿＿．．■1－■ ��������◆　■・　■　　■ 

■・－←W■■■ii■■■■■－一－－■■－「■1■－■－一一■ ■一－1■－■－■－－－■一－－ ��－ 1　　　　　－　　1　1▲■　▲■■ ��－ �� ���■■ �������� ��� 

■ ヽ11 �■－　rl′　ll　－11 ′ �t　　　　　　l　lJ■　－　▼ 】 ��t　　　　　　　　　　　lJ■　■■　▼ 　　　　　　　　　　　　　　　　　■ �����　　　　　　　　　　　　　－■ l　　　　　　】」■ll▼　■ ��������　　l l ���■－－ 

U「＝⊆＝：：＝‾‾一・一一＝＝＝＝ 　●・ ��　■■■■■r 、′－三二＝＝＝＝＝＝＝ ◆」－LJ－－－－・・・・・－－ ��　三コ茫≦≡＝＝ ■＿一【■■■＿」 �����ミ主星≦± ��������r －一g＝；＝＝＝ 　◆■．J 

▲－t　t　　l　　　　．－ －州・出　　－乃■ ′　▲■l　l　l■■　t ��　　l　　－　　llr　－　－ －　1　1　1111▼l■■ ��】 lll■■－－　＼ l　　ll王　■■－－ �����r　▲■■　▲l■】 ll　■■■－▲■l　■ l　t　　　　▼－一■l ��������■ ���　　一■－■ llll 」 

r　l■　　　　l　　　　　　　　　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　I ��l　　　　　　　　l　　　　　　　l　　　　　　　　　▲ここ＝ ��■■－■－■一－‘＝・－－ �����■≡巳巴は巳巳≡ヨ≡ 」－」－1、一・一一■－’′ 一一－一一、－＿■－、 ��������LJ一一 　■ll．・． （】－l 　一Jl．■■ 

』iid‾七ゴー■　′一一…　　　　　←一一　℃－ 

dl▲　ト⊆さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　（ 

」rlu　　　　l　　「■「　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　ノr ��� ������ヽ　　　　　′「 

■つ」l－1＿　■■lll■l■lllllllllll■lllllll■l■ l■▲ヽuI－－－■■－－－■至言璽竺El ��　［：：：＝t　t二二］l－11111 ■－→■－■←－－t■－r一←1－－ �� �“■■■－－－－■－－■－－－1 ■←■←■■－■←一■－－－－■一 ���� �■－－－■■－－－－－－一 �������■ ��　■ ■－－ 

ヽ　U■　　　　　　■　　11」■　　l　J　　　l ��■－－－r■←－－1【■　▲■■J：▼■一 �� �■－t　一←－→■■■r■　r－→■t ���� �■→■r－－－■→－■■r←■－－ �������■　　－ ��－　一J　　l　　■r　　■r 

U」野′叶 ��やけ’▼■竺＝＝r▼ －ノへ ��■■■■↓■■▼▼リ■ 　　一一・．■■＿＿ �����↓J■▼■七四■▼■■ ��������▼i▼r｝「「 　－ 　一一一■■－ 

′＿－●　L　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　■■ ��l－■■■■＿二二！「■■『塁 �� �l▼‾　　　I　　　　t　　　　　－　」　　　　　　「＼ ���� �ノ　　　　　　　〔　　　　　　　－ ������� ��■－■ 

L■爪，一－　一【1－■　一■一→■1－■ ��l　　　－　l　　t �� �■1－■■－－ �� �� �■ ��、 ����� � �l　　　l　　l　　■■　　　l 

′　■■L　l　　J　　1　1　　▼　　1 ��－　　　l　hJJ　　　l　　l �� �t　　　一■J　　　I　　　ll ��� � �l　　　l ��� � � � � � �1　　－　　JJ　　l　　－J 

‘r　　　rlノ　1　　　　　　　1　　1　1　　　1 ��r▼　　　■■　　■ �� �■－■■■■　－－－－→■－－ ���� �■■　　　一■　　　　l　l　t　l ������� � �l　　　　　　　▼　　　　　　　▼ 

－』・】　　：聖堂 ����i �▼’■1せi �����▼’■Ji毒 ��������i � 



13

【＿．【f　f　鼻♭雷．′　　′　′　♭，」＿＿⊥　三・ 
－－■ ll　■■　l■■　－ �　　　　　　　　　■　　■ ■■　一■　●■　l一　一 ����▲■　　l　t■　　▲■ 　　　　　　　　　　　　　　　　l ��■－－－－■－■■－1－■ 　　　　　　　　　　　　　　　　1 ���l　　l 　　■－■－■■ �����】 l 

■　　　　　　　　　　－ �■－ ����▼　　　l」－　　　　　　　　　　　▼■　　　　　l �� ��� �����l＿＿．．．■lllll－ r 雷ヰ 　t 
1▲■ llllllllllll■■l 　＝＝－ ノ　ー－－■－－■－ �■■■■　　　　　　　■ ����r ��r 

l ■■ll■　ノ－mT 　Lll　■　　l 　r　　ll一一一■1一■ �　　　ll．It　l　l l　　llJ■1 ����t �� ���　　　　　　－　　▼ －　　　　　l �����　　l l＿＿・．lllll－ 

－▲■－▼　▼　▲■　▼ ＼　　J �■■▲■llJ■－▼■■ W　　－ ����　ll■■－1 ▼－■－▼　－ ��l－－－■■－l l．▲■l ���′ l �����」　　　　　　　】 

h　　　　　「‾「十十「 �－＝ここl ����L　　　　　　　　　　　一一‾■－‾■■■■■、－ 
1　　＿l　■　　　　　　l■l 　　　　　　　　■■　　lll　－【 �　　　　　　■－－一 l　　　l▲■▼　▲■l ����t　　　　　　　　　　　　　　l　　■■　　－　　－ ��　　　■▼　－」■　t 一■　＼　　　－l■■ ���l �����ヽ」■■ 、 

▼■■●lU　－ 　　　　　　　■－　　　一 　lJ　　　　　　　ヽL �l　　　　■　▼　■　▼　一 　　　　　t ����■■　　　　　　　一I　lr　一 　　　　　　　　一l　】l ��一一一′ ���　－ 一－■■、■■■－－ �����＝＝＝＝＝＝＝＝－ 雷－ l一■■■■■■■ ■→←一←－■■ ■■■■←－－一 

「　事　一　一　一〉　i′」纏l纏ゴ　　　　二〇＝＞■‾ 

カ．」　　　［」　　＿＿ ������転・一　　一　　享子lh 
」rllJ　　▲l　　　　　　　　　l　l ��1■「 �■■ �■■ �■I �ll　t　　■■　－ �▲■■r■■■■■　－ 　　l　■■■rtll＋；l＋i ���■l　l■　■■1　－　■■ 

■1＿hl■1－　一　一－　■■ ‾rrll′l′l－1」l一　一J ��■■】一■　■■　－ 一－－－■－　一 �レ■ l■ �l一■ ▼ �－ ■■ �ll▲　■■　－lllll l□■■lrlltll �lllt llIll●ltllt」 　　l【コ＝r＝＝二・】 ���■－■－－－→■－－ 　　　　　l 

ヽLl′　　　　l▼　1　　　　　　　　1■　■■ ��■－　－－ �一 �■　一 �l �■暮　　　　　　一 �■　　　　r ��� �����一一一一■■■一一一＼ ‾山　　てヲ　　　　▼　▼ ��t■■■■ ） �l � �▼ �L 　＼ 

l■■－－－I t　　　　lJ■111 ���　　　　l ■　　　　　t �����lltll －一■lll 

rlL●　l �� ��� �■ � � �▼　■■　一J　l � �l � �l � �▼　■■　▲■　l 

ー　●11′　　一　　　　　一　　一　■　■■ ��－　　　　　　　■■　　　■■　」■　　－ ���l　－　　t　■■－－ 　　　　　－→←－一■一 ��一r �t一一一－■■■■■■■■■■■■■－．．＿． ■ �■　■■ �一√ � �● �‾、一J � �▼ 

r　叫，l　HE巨竿＝±‘Ei：－　‘声－ト主よゴーエコ ��������● � �� �■ �■「 i � 
＝＝コ二二二■」＿一 

い．＿　＿　　　　　　　　　　　　　〈＿．（　　〔二二＿　一　一〆一「 
■■　　　　　－－■■　　　■　■■ 　Lll】ll　　ll 　　　　　　　　　　　　　■ �������■■　－一－　　　－　－ ■■－→－一－■－→－・－■←－一 11　■■　l ���■■　－　▲■・－－■ 1－■■■■　■■ill ll1　　－1 ���l 　　」　　＿ ������■　－ 　■ ■■l 

rl′　　　　L＿＿」l　r ‾ヽ1■1′ �������【ll 　r 雷－－－　－－ ���」＿一1■■▼＝工＝ ■－■■■■l■■■■ここ＝＝＝＝＝ J■－一＿ ���▲■＿■＿一 一－－一－－■一－－■■■■→－1 ������盲壱ねrd． 

．ダ　r 一雷′■′　′′ 

什 

・饗　　　　　．．　「　．　l �������I　IF」　　■　　． ��� �■　－　■　　　　－　－　■r I　　・－　－　■l ��tl　ll　l　　r　－　一 　　　　　　　　■■－－■－－ ������lll　　　　　　● ■■　一I　　l　　● 

L■Jl ■▲■■　rl■　　L一一一一一一▲－－一」．・・・．一　I　l一・・・一一－ �������1　■－　l　t　　l 　　　　　　　　l＿＿＿＿■■－ ��� �」lI　■I　　l 　　　　l �� ������　▲■▲■ 抽扇訂－－′▼▼ －1■ 

ヽ11′ U．ダ 　l－■■－－－－l �������　　l－－－t■－l 　　l■Jl11 1　l▼■一■l 　．■＼ ���二．一己＝＝＝＝ ��� 

1●l　　　　　■－■■ll ー■11′　1　　　　　－一一l 　Ll▲■▲　　　」■　‾、 ����������l　　　　　　一　　　　　■－ 　　　　　　　■■　　　　l ���l」■　】一　一■　－■l－ 芦⊇冨乙冨冨芦－－－・－－EE 　　　　　　　　　　　l ������－　　　一 ■－ 　　　　l 

▼　l′　　　　▼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－・一・・・■－‾ �������、、・　　　　　　　J ��� ��� ������完蒜讃 

∬、、｝′　＝＝＝＝＝＝＝≡⊃■－． ������������� 

dl　r　［ ��� ��■　■■ ��� �・　　　　ヨ �－　　　　　－　　一■ ���」■－ ■■　　　一－　■■lrlll ������■■■li llJ■－■■ 
」r　ll′　　　　l　一■　　　▲■　　－ ����� �l　　r　■■ �．■■　　■■ �■■ �－l　　－　－　■■　－ � �l　　　　　　　　■■　　■■　　　　　　　　一■ ��� ���l ���－　　　▲■　　▼　　　　l 

■Ll■l一■　■1¶　■■ 　rl′　▼　－　－　－ ����� �■－←→■一 ■－→→■■ �■「 ■′－■－一 �l 　一J �■－←・一1－－－一” 　■■■】1111 � �l－　■■　■r　■■　－　■■ ■■l－　－　l－ ���■一一■【コ→－一－一 －l■■　一J ���ll一■」 ＿」■■▼一J ���▼　■■　■■」 　　　　▼ 

■　■－　一」　一 ����� �l　l　」 �一　　　■ � �t � �■r　　　　　I　　l　　　　　　　－ ���】　－▼－▼　▼ 」－－．」 「「‾■■ ������－－■■ 誌 

J∬ 　　lll■rl �������－　　　　　▼ ���‾‾・．■■‾‾‾‾■－ 

●　L　　　　l　　　　　　　　　　　■■　一J　t　ll �������l　　　　　　　　　　l■■　一J　l　t　l ��� ��l �� �－ �l ■■ � �■→一一■■ ��Ⅰ �　「 　　　　　　　　　● 

▼■■ll′ ′　■■し　▲■ �l � � �▼－▲■l 　　　　一 ���l＿■■－、．．i　－－▲■l ■■】′■　　　＼一J　　　▼－ ���一」 ��I　　　－　　ll ■　　　■－　　‘ �� �J �l t � �　■一■－一 llJt ��■■ �t　　　　　　　　　　　　● 

・　■－■一 � � � � ���■「　　　　　　　　　　■「 ���■「 ��● �� � �↓　↓■▼■ ����i � 

i � � � �Li　i 


