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そて ほてそ つとたかち! — うふおそにせとしあ ゅししあ 

╆ちあとせ, つてそみ せあたちそてけう すあつつけう-

せふに くそしそてふに うそちそて. ′あ せけすけ うそくうふ-

のあしつみ くあすそさ けく… うふ せか たそうかちけてか… 

つてかさしあ. ╇ しとねあに つそしせぬあ そせ つうかちさあし, 
つしそうせそ いちけししけあせて. [ちふしふのさけ ゅししふ くあ-

てちかたかてあしけ. ╅さあおかすけみ あせえかしそう-にちあせけてか-
しかこ! ╇つか うふえしみおかしそ う てそねせそつてけ てあさ, さあさ 

ぞÜçí　 ü¡Ü¿í
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そせあ つかいか ほてそ け たちかおつてあうしみしあ, あ けすかせ-

せそ — けおかあしへせそ!

ゅししあ たそつすそてちかしあ せあ つうそか そてちあきかせけか 
う くそしそてふに うそちそてあに. ╆かしそつせかきせふこ せけすい 

つけおけて ちそうせそ, さあのてあせそうふか うそしそつふ おしけ-

せそこ おそ たしかね いしかつてみて, あ みちさけか くかしかせふか 
えしあくあ つけみまて. ぁてそ き, そせあ えそてそうあ! 』さそ-

ちかこ いふ ときか せあねあしつみ かか たかちうふこ おかせへ 
う ╅さあおかすけけ! ゅししあ たそてみせとしあつへ さ くうそせさと, 
せそ たちかきおか ねかす かか たあしかぬ とつたかし さそつせとてへ-
つみ くあうかてせそこ させそたさけ, うそちそてあ いかつのとす-

せそ そてうそちけしけつへ. [そ うにそおと う くあすそさ うかしあ 

あししかみ, そさちときかせせあみ いしあえそとにあまはけすけ 

ぬうかてとはけすけ たそしみすけ. 『あくせそぬうかてせふか いあ-

いそねさけ たしあうせそ たかちかしかてあしけ つ ぬうかてさあ せあ 

ぬうかてそさ, あ せかつたかのせふか たねかしふ せあたそしせみしけ 

うそくおとに すかちせふす きとききあせけかす.

』とたかちあせえかしへつさけ! ゅてそ いとおかて 【╅[ さちと-
てそ! ゅししあ せふちせとしあ う そてさちふうのけこつみ たちそ-

にそお, さちそのかねせふか さちふしふのさけ せかつしけ つうそま 

そいしあおあてかしへせけぬと うたかちかお たそ あししかか. 【そしへ-
さそ たそおとすあてへ, う のさそしか あせえかしそう かか きおかて 
つてそしへさそ うつかえそ けせてかちかつせそえそ! 〉あ ちあおそ-

つてみに ゅししあ おあきか たかちかさとうふちさせとしあつへ 
う うそくおとにか.
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— 〉と け さあさ と てかいみ ほてそ たそしとねあかてつみ?

ゅししあ そいかちせとしあつへ け たそくあおけ つかいみ とうけ-

おかしあ そねかせへ うふつそさとま おかうそねさと. ╉かうそねさあ 

いふしあ そおかてあ う てと きか きかすねときせそ-いかしとま 

のさそしへせとま なそちすと, ねてそ け つあすあ ゅししあ, せそ 

うふえしみおかしあ せかちみのしけうそ, つしそうそす, せか てあさ, 

さあさ たそしそきかせそ せあつてそみはかすと あせえかしと. 〉あ 

たしあてへか さちあつそうあしけつへ えちみくせふか たみてせあ, 

あ けく-たそお せけすいあ うふいけうあしけつへ つたとてあせせふか 
つうかてしふか さとおちみのさけ.

— 》そしとねあかてつみ ねてそ? — とおけうしかせせそ たか-
ちかつたちそつけしあ ゅししあ.

— 【あさ ちあいそてあてへ さちふしへみすけ! — ╉か-
うそねさあ とさそちけくせかせせそ とつてあうけしあつへ せあ 

つうそけ さちふしへみ くあ つたけせそこ. — 』 てかに つあ-

すふに たそち, さあさ そせけ と すかせみ たそみうけしけつへ, 
み たふてあまつへ けに くあつてあうけてへ しかてあてへ, せそ, 
さあきかてつみ, ほてそ いかつたそしかくせそ. 』すそてちけ! — 

《せあ たそおたちふえせとしあ ううかちに, うくすあにせとう 

さちふしへみすけ, せそ てか しけのへ せかとさしまきか いけしけ 

うそくおとに, せか そてちふうあみ おかうそねさと そて くかす-

しけ. — っ せかとおあねせけぬあ! — てみきかしそ うくおそに-
せとしあ そせあ.

— 〉かて! ╇そうつか せかて! 【かいか たちそつてそ せあおそ 

たそたちあさてけさそうあてへつみ! — えそちみねそ くあうかちけしあ 


