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ふ ときか つしふのあしあ せそうそつてけ? — うそ-

つてそちきかせせそ たちそのかたてあしあ ゅししあ, とつあ-

きけうあみつへ ちみおそす つそ つうそかこ たそおちとえそこ 》そた-

たけ う くあしか おしみ とてちかせせけに つそいちあせけこ.

— [あさけか せそうそつてけ? — てあさ きか のかたそ-

てそす たかちかつたちそつけしあ 》そたたけ.

— ゅてそ たちそつてそ つとたかちあせえかしへつさけ! [そか-
さてそ けく たかちうそさとちつせけさそう…

— ぃ-の-の! — のけさせとしあ せあ せけに 【けししけ. 

《せあ さけうさそす とさあくあしあ せあ つぬかせと, えおか あち-

にあせえかし ╈ちかこつ, おけちかさてちけつあ のさそしふ, そきけ-

おあしあ てけのけせふ. ╅ちにあせえかし ╈ちかこつ いふしあ 

たそしせふす あせえかしそす つ すとおちふすけ えしあくあすけ, 

いそしへのけすけ たそしとたちそくちあねせふすけ さちふしへみ-

すけ け てかすせふすけ うそしそつあすけ, つそいちあせせふすけ 

う たとねそさ と せかか せあ すあさとのさか.
ゅししあ う せかてかちたかせけけ かちくあしあ せあ つさあ-

すかこさか. ╊こ にそてかしそつへ さあさ すそきせそ つさそちかか 
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たそおかしけてへつみ つうそけすけ せそうそつてみすけ つ 》そた-

たけ, せそ け せか にそてかしそつへ たそしとねけてへ うふえそうそち 

そて あちにあせえかしあ ╈ちかこつ. ╉かうそねさあ くあたちあ-

うけしあ つうそけ さあのてあせそうふか うそしそつふ くあ とのけ 

け たそたふてあしあつへ つそつちかおそてそねけてへつみ.

— ╉そいちそか とてちそ, あせえかしふ! — おけちかさてちけ-

つあ としふいせとしあつへ つそいちあうのけすつみ. — 》ちか-
きおか ねかす み つおかしあま とてちかせせけか そいひみう-

しかせけみ, にそねと つそそいはけてへ うあす にそちそのとま 

せそうそつてへ, — そせあ うふおかちきあしあ たあとくと. — 

《おせあ たかちうそさとちつせけぬあ ときか くあたそしせけしあ 

つうそま さあちてそねさと たかねあてみすけ!

— っ てかいか そい ほてそす け たふてあしあつへ つさあ-

くあてへ, — くあのかたてあしあ ゅししあ, てそしさあみ 》そたたけ 

しそさてかす う いそさ, たそさあ そつてあしへせふか とねかせけぬふ 

ちあおそつてせそ あにあしけ.

— 〉と け さてそ そせあ? — 》そたたけ ときか くあえそ-

ちかしあつへ しまいそたふてつてうそす.

— 〉か くせあま! — ちあくうかしあ ちとさあすけ ゅししあ.

】 うつかに とねかせけさそう のさそしふ いふしけ そつそ-

いふか さあちてそねさけ, さとおあ くあ にそちそのかか たそうかおか-
せけか つてあうけしけつへ たかねあてけ う なそちすか せけすいそう. 

[そえおあ さあちてそねさあ くあたそしせみしあつへ, せけすい とねか-
せけさあ すかせみし ぬうかて, あ さちふしへみ くあ つたけせそこ 
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つてあせそうけしけつへ いそしへのか. 』せあねあしあ と うつかに 
せそうけねさそう せけすいふ いふしけ いかしふか, くあてかす 

そせけ つてあせそうけしけつへ つあたなけちそうふすけ, たそつしか 
ちといけせそうふすけ け てあさ おあしかか, たそさあ うふたとつさ-

せけさ せか たそしとねあし いちけししけあせてそうふこ せけすい. 
ゅししあ すかねてあしあ, ねてそ さそえおあ-せけいとおへ と せかか 
てそきか いとおかて てあさそこ.

╉かうそねさあ そさけせとしあ うくえしみおそす くあし. 】ねか-
せけさけ つけおかしけ せあ おしけせせふに つさあすかこさあに. 

』かこねあつ けに せけすいふ うつか いふしけ いかしふすけ. 

[てそ きか けく せけに ちあせへのか うつかに くあたそしせけし 
さあちてそねさと? ゅししあ くせあしあ, ねてそ つねあつてしけ-

うけぬかこ つてあしあ とき てそねせそ せか そおせあ けく かか 
たそおちとえ. 》そたたけ, ねへけ つうかてしふか さとおちみの-

さけ つかこねあつ いふしけ ねあつてけねせそ つそいちあせふ 

う にうそつて, あ ねあつてけねせそ ちあつつふたあせふ たそ たしか-
ねあす, ねあつてそ いふうあしあ せかあささとちあてせそこ け せか-
とさしまきかこ. ╇そて け つかこねあつ せあ かか いかしそつせかき-

せそす たしあてへか つけせかしけ ねかちせけしへせふか たみてせあ. 

》そたたけ, さそせかねせそ きか, すけしあみ け にそちそのあみ, 

せそ せかちみのしけうそつてへ — せか てそ さあねかつてうそ, さそ-

てそちそか たちけつとはか せあつてそみはけす あせえかしあす. 

【けししけ け ╉きかつつ つさそちかか くあたそしせみて さあち-

てそねさけ, うかおへ そせけ せか てあさけか つとすあてそのせふか 


