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うと現場付近的一緒IつIIC来た元勲春菊こ遵樹種博二的急外日暮夏嘗めたク
。二の豹も中心とした内′同席努

窺拙さ按を雛諦色めI二回旅連盟曾孫庭しもり九ン細物の勧告も億怨し切
本は．庇は打ち勧牛七郎貧し勧瑚掬吼LL＝〔．外C・ばq・Ig卑如壕繊I語れ
勧る列国の棺忌IOが機長ん雇厚Iニ初日．牝や国柄如拙プ布引1才鶴亀鰹し
く鯖，た。白魚9両外套・多端尊書t気l：訪日糾おうI弱Il．五和調う舶局面打腐れ対

審Iこき名うれひ叱。綿雪姥仁膝の解カも王墓し伊も寧勧執負え（雇靭屯）ば
ら貨4000噂を有る聞秋季托し西国の敗馳抑懐的放論寝を嶋は庫うりIう陰
線もeくるむように允，た．そのように鴨．彼らの噴気は中国人日工が綿窮こじ伽I続魯

魚織も紡して．火は中国人の力を働秘槻仕度劫希を一網打尽的ねじが枕的ぐ
れた．

じ雄和独直鰻動破綻は窮個雪按後節ui段階Iこらで＝た。急急務的希は
如弼調所細話柄しめかI諸的新任チ矧弱ろうし8．的勧舶Iよ
さ妃の正規二組I北条・∫好竹と人．或IIはソ敬輩の庭も取るあIシ博，加島魚眼

細事の温床楕う南光為Iね小数の避軍部段ち除外同年桁的仕度動は一
節幼顔約3が終息u朗憩が卸I刊的噺高言的需直し乙枚の安国紅の・ひじは

包括符動細身分数勧：虎過し擢はういう塙縁が畠あてく謝D出場虚言わしも
佑勢の慨か中華命崩御を昇協こせわしと．柳昂梶は種に衝動成1－うこじ孫地
相為新局紳輔うめ事件鋒蟹尋英軍がかな〟購うば琉シ如ヅ日南焼
くべき凶計があるこ姥．採り出した．私急事これげ得的I扮推改名紋．互一に宛を

籠籠籍霧詮議読経翳撥籍藍
あ，鳩．そ小自修失敗したじしても私た方面締れ泡砲遊動虫二動〆や的花を庇的

う体操協的動別鶏出すたか∽賜，虜41証して励喬瑞軒に御物軌毛色名
士の条抜厨II努を再び・げの諦Iニ加持二九慨筋．彼の最後の廟的把●4梱按‘こ比

国急は撞高批劇1竹輪麻しめ急義朗的しげが牝軟。I帥崩を慶憩

う．親．合駒連名姐的
青銅折園豹件（事故彬姐的）
上海授当馬t嬉lこ仏慈愛庇抑油量のす約．日本宮寛調う直し巨錨も絹毛玉励

磁恥泊がI血この種は朗昭も背Iこ常軌こ高窮に受大館安塚勃毒し紳：橡亀鑑動じ

対し概略諸を批・うせかぬ伽将。ぢ葡彼庫散乱を続軋豪放和姦網蕗・角負II
繁から中二，しかI誰も破露妙的3急欲亀的ンしがち的武も掲攻は餌口車
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竹以後．金ほれた相工事亀甲）握れ3時0人があ‘う1手稲多産勤メんかIb的土筆
亀甲ln1略劇物急がせ外も。勧う総数の購枇地理の人力が合作掛るあに
高官。色耽筆名が古物彬も除去しお∽合志に重し機種弟的傷物ま物を妹
の脅履田．愛行は南等毎払二任せたじLb∽e・細。この節係は命九度嘉腺．
勅筆者三電動が知掴め）ん似非I弼It的新た。
そのこ的宣教織の勢が加わ糾Iニ肥大し排肌身招放し枕勧I；夜田圃の自重

重電亀線相調うと循白鳳の多紀和広雲雀lブ白鳳のIC競り和げ良くは忠心尊経
が：う枕．緩急強く重の動静も見綴粉も繁る旧．もが彼の弟も筋彬の毎〇・人のえ
人と軸する現在も楕接し乙巌弱が彼も射殺した．
主観締り度土田の白物的．た。免亡国では玉の死因を劇評Iニ噂泣絡iぱ

南等連盟I鋤靖国靴両名をぐちの勅だ毛色Iこ烏寝した。輿的I事静雄勘．偏
民社令姉的ん中嶋杜釦ご修訂七重読これが爵挙鉦盟の学事ぐ的こじかめ劾

与れる∫うに樽，た●

貌快楽の安易厨は中国館的高巨額の蜜金焼物を紹乙＝柳筋．日航は名分秘
密窃体質券種ろ過比白的垂砦に伽牝圃抑Iニ励し頂回田自筆連壁書鴨
看臆母娘同軸批衿と段施して重た。拳岩は義人も断h，も：加算り隠政鳴
動香憾め同二亀裂が的乙瑞窮鳥が再び安国田から伯鴨敢次机もしかし瑞
対角旧富国臼の真駒場偽佳l誇あを略II乙各国の合う国債と亀に再び上垣Iこ展1

て来乙静観盟に合禿げうとしも∽し再び患化した脅回田との尉俵銑厄．諦観勅書

彼を宮脇いるガが出来やれもめ後．椋訴和事合え瓜の免視軸抑久し．鈎紬
方じ合余し猪動揺が自営に崖紺飢死紳Iじ柳も
玉観節線枝年俸I弱LIq33牢卵38付田中新制庇欠のように報近し傷
rL痺すす羊蹄劇9投射二兎功し要凌観とは有名傷上身三徒名傍杖重税柳竹

3分I事務18妨親臓の寛も統画し〔仏磯舟　　∧竜妬C自助舞曲よう慣らし吏
無数勧害降が手鏡曾租暫し現略す射殺軌も㈹数名齢の暗殺的3鴫の
鴫．掲舶ほ吐逆乏しtLあもLIIう。」

この劫的中国側I£一大物事を破け机でこいた．釦朗雑読して柵㈱iむ醸

撥馨嵩　籠離籍寵認親露誕
詫鶴筈藷務務艶！離籍藍艶
II5線．密悠q印こげ，tQC陰折田かIう各か毛織．傍の駒脇入れも各館綿接し金

爺の雪景も東販沈め初田鶴も亀を00の°0山一，Ce確の物井為1年。営寮
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掌編I事郭的端を知，t砂田佑細条観像挙げうと丈活動中ご秘事知事中国圏脇
と上嬉和議輪念の重賞級七‡お窮的臥母．中国の軍事艇の偵渡もはうひIう勅だ

弓的iこ中副知事も樽を邦脅劫も受け豹的巌を絢卸的）豹傷弘の人繊弱し今紹鴎
格別腺もこ諦めこじ8‡母．た南条国民局部鋤け国民偽他官公庁に誇具して時節銘

仙離旺郷地鴎Iこしko」
同和如）帥庇は玉観．彬の親身壬痛揖宿殺肌も。少和牛I対し固朗新柄版

のよれこ報迫して南。
「今的こげ，tt婦存留盲的臥帥こ暗殺豹抑弼携し非常¢恕抑制を起こしたこ

じは耗銀色KII…正二寝的佐合札的牛後ら締（こ故も敬」的虞の親鳥壬紙彬
短高熱紘租邪・暗殺軌も勧請細微揃も凧1ぼ前話毛筋物納年前紀
融I二日3金福山両島を歓呼弔辞労し‰雇の巾も舞う打た点こう．統詔が玖
トルー彰も移射し壬筋的じ当勧・何妙に離し1なのか．合妬山師∽鋸免田一・〔
鴫鳴人もり行を孤ばも短寝顔二島怨Ltu，C絹的封†全身梱れ露に¢・）税ち

面相1日0鼻筋梯知事中腰出身夢館4銘扮享く義時3・l速効当確亡短さ動向烏
hk，t売劫しかもが血勅プラ木工窃届筆耕8・舘鋒大儀色物1常，しおり．拗

種叱約的胡二射二微傷鯵4匂じ砲的，虜壬的暗殺した2名に目的かI到る
風貌梱り私的聯約3の♪うま顔事故劣的鹿西碓蕗の‡巧碓諦断居は嫁
柳－t商‘岬卑鰻据触朋鞠輯勧輔弼推力敬請的電動こ大
名動も嘲指しuI多，」
仏却精細1兆敬治届lこ庸伯を．姥陥lこも筋物色初動悠大棚如しで働IIt

I膚が巌旭灸が‖3日は日掛こよ舞瞬班を動を取締りが鵜島会．いつで短波
他愛が争乱二重緒し逃避さま舞うIこした。しかしヂ孝を義読後．巌億疲らめ砺所を

各，乙扮綻びタ鳥山を推めと此多くの嫁包皮功名壷が自衛二庭締ま克うりIう雛
が続出し和露これでも筋郁I夢枕虹錘訪I菊締非肋が匁を背反の接終電厘r忙
1－もがそのことが彼の抵放尿西鶴事柳I的確勃I軸¢二物こその，た。

★積雪み季毛唐被重く多脅魯相即）
上海居留民団和合喜多電魯l原動扮厄糾合に班毎劾団修の秀動を紡脅し．南

等連盟．急熱国．洗面．既政¢じ娘心痩劫鴎勧二周した館報龍蛎を忠一こ敬詔
か油層読経擬して＝缶詰善書連盟貴慮亨兎lさ幼名も漸うこね射り嶋。
彼は偏見国葬掬窒ユ階（ニ尾lfレ掛り．二の舞孫雪l事妨色感が閏年しひlb公勅盟

靖和二伸蛋LUI傷かうめ利和3名が机・ため彼ら捌折韓か郭緻密な事前工作
も撃した。

放言み1蜜を点くニ摂動ち集め白秋It事前こ勧化届竹富も磁紀して窒LIq3



IO

嬉調2印字朝拳銃か丁字7締，乙種の居を銑愛して日，請局毎の声色力九鯵筋
訪岡的弛“る∵誰が師部It声が別汚れた。蒋尿8直うIこ蟹裳う慣らとこうも赦

す名が鋸も撃ち命中Lb毛の晒働李客符の雲雀数段に巌の頭部柳的t禽¢
た。高↑＝CII3厳の孫を夕塙で思して李夢魔を後拗けが暫投与缶）風l接が．

∽揺動も軸IC披lTつけ乙多毛鴫官財井高も塵締凱た．7日衡巌は朗韻

事餞親房慮れ．30日僑（農事冬毛乱舞工九五各部種房唾く机鶴的．彼が固
持も中国排を糸しもた批妨多．個上は劫年南保若．寧魂の請じよう）
Iq36年仰うBL4印8日までの畑の紐日報報道も統帥は・刺初会潟は次のこ

か聞燐。
方落　度叱責鼠諦勅馬面別号
椎所　工窮み租界薫市場　厳諾否（約言み）30方
を諺　象概府を老凋
住所　　別：∴∴∴　そ舞現（毎疏山）2席
上紀孤は商事敬老諦度盟魯魚Iq3舞姉2的李を勧雇も訪nLC彼拷

銑c・射殺した●その李鵬卜聖信じ彼の瞬雪に作ん糾I亀朴常砲の透写モ虐‘イ神国

管財二位輔的日夕漁亭飽曹鼠こ都濃工出た。そこ羽衰国母画でて即妙肝癌
を出航した車軸勘二間二人秀レ宙31こ暫蒸部Iニ収縮と丸亀。

敢細心猪蜜Iq3姫8月I二三徒弟行を毛細彬鰯Le郭北岡利明Iこ

窮絹摺緒端龍藍寵藍盈離
瑠説経鼓露器統監働。摘掴薙2
拙さ勅の公判が煽れ九た。

その公判中麗子初年拾枕元嫉く母昌）の勧請で自筆鞠端座盟続調えしたとれ
琴を各の波雷朝ね邑怨したげ名言公使暗殺計画lコ勃o視した事が日日iる犯庇。

多を虎‘誇合縁の鰯徴観の感化亀酌7帝か拘り南衝動再加盟し枕話
し・彼が庫排鈍巧拙諸寄1劫Iニ放すあがを容色の私語く蹄の幕内を疎まれた
の比叡た○崩高．多を笛も殺し柳1年軸か破調寿領事館録結花成上をi三屋勧
3錦傑人を居留酸に加妨るお初勧0細がう狛江細石の行動を領事館lニ毅

替したが弱り．名4窮偽と名，た。
Iq9館2妬8の別離沖It名村縦軸巌脅身魂細確を肩常宿粕解離諌

和した○目的別88の続開硝I争巌秀幸に宛別．多毛尾i雄茸が名宛乱し請
嵐1控訴も放度し乙裾的奈の訊多が醇化抗告し励輔弼拘沖田鰹節

葛餅は再び原電－和訳どお・）を尭軌‰（Iq3時）師8．2的言的．雄的
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I約．2的萄東亜）
Iq魂湾2日4日の公中日掴し2月的付髭朗報は：妙高うに報道しぴる。
rt窮鳥会長ち射殺した辰面幸官公争I．商事高雅出離名石公使姐革紐。禽

昨詐凋中旬境に上沼で・看る鋤きの狙率も計動鴫「右上好豹飲屋留鳥副会長1秀銃
も細し施しも．縁故馬腹勅巌毎拓相的（こかも窺後詰秘誠じ殺人舘的
鐘iぼ毎咋後席30が負・恵秘書拡み腰細手動浮遊曾山下談判節電拘り緑事
の竣千に嗣遊動た。こ高の勧・IIう宰く亡弟に租焔，日経．掬等敦雛壇盟にカロル

同連盟細魚孜雑をI：共鳴し樽下衆動拐表面8m看動細姦醇も廓姶してをひ庖
鼻昨年3日2°的上好走を8朗を街に婦初詣鰯顔歌うと嶋重囲の痢係
創二開度し懐紅毛すわり・昨年綱蘭上南部臥居留胸像壷を奮乱し津名領耕し

段富Lb磁チD魂ばれlう。
この目出廷した綾動物めり．巌舜奉．李現。看I‘俄的厳I細1．窮鶴東

胡も抑IL鶴屋鍔如裁判劫審理I二村Lt好の匂窮執拗蛇姐Iこ元勲掴嚇
乎加映し揺動帰端点晒し噺誠班風接I霊邑勤しで‖たが禽帥密約的頃I士
婦的叡便敬重雛・暗殺祐計画∧〃関与調時点と石動した。れC昨翰別こ職
人屋鶴亀屋島今電信の技も捜し特高のば．当初が親執る自細・行，的鯛氷．動
彼が軟弱鵡健比緯移し上身I尾紡瑚批居留面会じ柳よせる周函二笥拷
人居住地等の行動日額身諺に穀執る牽がか亀の曾彼l娠斬るた伽二名，たが
反軌こ季容色から勃攻撃も酉碕宿縁がおり．鞍急勅うちに鶴巻楠，坤磁飴
ひ脅飾る急政一篤を撃，戌二綴増，枕喬雇匂l二的袴親鳥乞食都電甜鵬わ
・功こ孝を鼠二射掃整理も始め島を親日崇敬掃瑚多全廃の鶴比此助

感化ご農技匁i春物釦雑；（ガリ乳かう髭琵大観痩動力調オ積れ修，島尾
朝的唯断i誘塙勧庸瑠鵬蕗．ろ勅や園地空しも動座中国以掛軸訴醇
典範二鴎勢的猿飢巌窮に7時行違∽c物直結かこ動静も酌に綿．1の
青ば吼－とる克。しこ謝香川裁執事死舟化患嫡イ麹押・Iした．」

参観の諸Iニ拙峡始めが多産晦‘ニ節特務急がか彫）的秋無念録の労I：移
磁化の改み廷8尾西牢が威直し散布的傷離れ妬誌的．委ね巌の売掛I拗
らせ猪に自分がめおI二王張山菜のだuIえ批一客の判衆に射し種名が腫筑続

観したの玖燦如乙秋和掘悌詫鼓しち緩勅書をこねを．玉顔．彬的府府抜き元
利お利も面こ節操に仰掬偽の渡歩の衆離歌，αiIう．

季現は春信物）ようIこらをっ和ら．工好が佃一時特色糾う抵tc・庸子秀才彰
I二死制動助け．烏徒の解放ゐ訊ね釦的くの反連絡も妓脅したれ私人触覚
佃か念侶事例ILか批超脱しなIた○〔この也勤か孝も鼻毛）免刺繍宿した球
宴の言愛l勃ポ高時新出t行く融か瞬枇少か庇かhZたり連接鴎為み解K．



l

鴇務機器藷譜藷諸島
到来

左拷摩櫛比包愛顧廃かI緬的2看地
は居　中画工為仏租界∴愛育瑞　　　12号

崇敬麗言方（巌鍔幸）霧9Iズ

確聞鷺詔撃を岩的　料誓

肌仁麗乾季に封窮指事細身増収．強記未達．秘弼偏在が聞為．別陀

詫諸藷籍籠籠務譲謙譲語鰯窮譜
的t筋V．ま停接客的うそを嵐こ功しも陣場当城鶴が控訴申血筋語の8．本寝
は執務総督好枝事を杵親遼目的融忠努も珪宿し掬泣所・周来しな

も女

被告放舞李も　和白義政窮．
猛者多毛尾も懲役I明比延静．
押収物的鍾柵＝優秀綻IJ，勧彼方移動伯，勧労資誌凋．栴擢

命中群虹橋為号令胱¢つ，常氷雪呑めiJ，揚力叩弓鮮紅37は釦これを雛
綿●

馳
椴軌度目考慮色弱竹馬鐙l明，霞め諦鳩桝蛇吻勅諭i‰珊雰郎11

1諸，も以乗数錆向諸州を地色歓は患家街宣脇の枕は細部吃琢4じ㈱鬼

婆約1シ悌し鴫と彼自身の生計を経常いい悔しこげてン即ン多作が度移してか
ら1肢秦Iこ虐時出来垂他Iこ在任の脇をj珍狛lン夢枕o館IOR初旬碩面細る臣看

細面勅隊・Il押¢的中常枚の季昇級を緩，乙l呼に行，なしかレ毛のl伽農
場をやゆ）匪敗の正朔11時5度性うら惚事は伽じし謝れ乙勧ちな畑の紛
Iこ釣困却月頃t好碗卸卸間（ンいるイ可切レ勧効）牧師神妙鍋を観・I角効に

到着しもめよ好調臥左が軌の佐縫儲両虎の稔私事り開成糾う班観山
ひる高塘事象禁じ倣窮ようIこげ，beじうみ部位の現場ひ面子を亮殿屯Iこなるに

絶‘I振乱は色物帰宅義的色彩も媛ぐし飴め．虹工　招じ互II薮敏之命綱に・
臥体的指標悠IC色合巾漸次撒脇壬をi：敦屯するあlこげ，もめようIニ鴫．傾lの

g舶I事後粛I諸事しげ（十九ば頂かれ－宅地を侮斬る（勃I二、枚多軸語合乙の友部
掴願も打倒し屍勧自由度蛤の急患ぐ社会も勧IL筏葬的l諸一切の紺色的瞼
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碕明し慨所柄高年紳沌帥吃IIう論功雰Cを孟香の物る。多も．種歓声現は
自戒個動転為で今は故人な高三揺脇椎菟ああ襟の三男しけもらし青書かよかも
て．父親の急国も窃1火中．智社．亡窮やどらあ2↓成断巧初解雇〆庫拷牧舎俄動ナ乙

雇人し膏鶉の椙確執かこよ　斎託し同様節線飲椅為も正し目し信じるじみた毛のす

ある○

儲I確巷巌乾季は昭和鴫I2帥句境亡嬉7ランス租界褐属理路争え雰‘宅白
面臨破れや同人を〆る鳴らけりから当鳴亡記象印も各卸とし白を帝国の国体の食草

と私有髄危勃度を渇望的じ寄る諦社南等猿人諦連盟じ加入楕よれ霧iI披け
以上何周　畠的毛馬，五線牝的る安らかlq¢雪山仁方抑えした〇

才2．確執を乞えげ噺餌l如咳亡弟ブランえ租界約二動‘弓に窮乏化細さ・
同人の勧誘lニケ）篭絡己高等窮人毛車座盟が窃捜し比こうの色的ち拷蒋蒸社的3髭

的一席が嘗二面：力0担し白

身う，以亡緒社の轡的i彰子のたれ

0）被害人魚乾季は昭和8奮う蹄8頃奇想自負慶れ・砿工務社の庭嬰負．同人
及びえ松雪．多重．李を農．千隻喋く節季密約．勧祐理．執筆歓放如釦）
金望みを反動．儒教馬修得安定誇）と鈴をね，た。乙二軍孟母畠の雇o畠による
r慮る放府の象よ移椰）命lニ打同島政府軍務官長新市も4000万ウォン（当函

IoOO石動舶劫で・買収購うと傑初循右左的仏像が釦報告の為帰属的る跨う。礼
で離榎がめ報告も誇れ再び煽．くくる時分的鴨居梅南し私垂特攻種着潟
が密劫の左脇を失うおじや3倍●うう．切ら国公債卸帰風格両前Iこ雑念を見な〟鴻毛

後事仰げ桝巧用」LIIう急短微廟して以仁の大壷自国公使亀後宮誇α七島殺し
牒労ししその8助奏行も鰹当∬ういう若が雛LL哲的酌斤曾薄綿人物労相

透した瀦婁薯行着とぼろ雇勲圧び白瑤彼高名が衆をした。続いて稲勧夕日公初
雪急場在が自動車石弓の鍋倉樽ビギ房桁行為l：蔦重傷辞儀をして岡的暗鬼．尉銅朝岡

別朋ケ勧響励租界要路料哩危定多く肪人種勘を級融雪姫将帥生か鴫専念に観和

ら手足の備報放れ島牧自碇行切ぼり伺公使も翰現制約璽中で殺すこじIこし〔
庭旧聞頂上語末諸兄び初付血の佑幼顔夏祭LL約の－‡姐魚を姦婦壷昌路2時g
I二筋粗相施（‡個人経営）概算をIシ定め伝われ今般の準備を堪えねこ．虎弼仰牛

後彼執厳鍔を勃他面急が称呼勃以上宙勧勘合を嘲生し彫れび誹増俸8
暗瞭l÷至り．風聞宴が朗午約時30分項前記雪会場乞える枕評の府諸色入れ高上
軸は朝I毛鮭修では諸色携織し前記船方毎に駈けつけ風格提庖乎符桜し川上

誌経ひ同公使観落しL rL亀が率を起こす読Iニ移施し．貴行I諸姉独和こ唾稲凱

猿人予備は脂。
¢）確執両知事昭和10年l弛08頓知iの住居．上垢ブラブス組卵白庸巧終，



眈刊は掴廊料髭秘動按脇銘壇姉。諦観

溜驚説鶴怒藍艶統謹撰親
的I西前8由境線臥俵鍔多は以上多重えび●金躍努技に欲動等善房を何
校Ilた手鏡IT五胡紳して確秋季貌甥的尭比し摘記It所批移し．屑柑牛
榊確度重苦色の孔租，年初肪I二に綾敏を皇居匁び金移l舞の虜の掲
級の龍受駒場王．複軌巌鍔奉は季血如勧善lシ啓，な行きる甘さ柁疲孔

－。諾韻一難薪撰績畿寵繁務諾誇語
肇離籍鰭籍霧細弼抑制鯛
存勅鶉が甜宣鴎．f妃銃傷駅屋笹島各会員を客和事肪館髄と盛絡卸
再庭輪急の動静も領事館員Iこ鍛す雑lfeぱく勅的住所を斜に搾・腫締・
綿のじ釣合魚IおIニ飼・l．紀上好種苗錆優臥ち摘尾鰭烏合（こ入会38枚の完
動郷を垂に街l、牝和らの帥勅勘h訪個えら的っ為Iこ亀田人毛殺す来客があ

れIう急安ん微風しこ召舶午後I晒負再び前記編及び金聖斉し．上寿中秋居住
姥甲山（お守）賛窮地の下衆oト7ト中日がマン）府を電停匂級電窮負傷的鼻先lニ

飢脇醸し虜め観牽宿縁当為庫2角膜紛う知和同地あう：んも招当諸費
乱．肋lq触面影専制色を伶持しし砧砲日義聡さ軟楓的坊主箆が語ら準備
祐二慨妙を衆をし請Zは種的皇后は向合ケ勧i続き住所〇・多重海商盤の年毎
偲射殺I調陶鵠繊腕前IIIZ．め舷も坦謝る循勅を綴餌：小も左膝鳳で
鼠言付こ糾．彼敏高名盈〆l抑人物の多厚恩殺害雑穀徒約十確執衝動弱忙
殺電気自乗行後．当局の鮭缶も国教跨る為I咽的2白上身1う＃亀嵩酬i館薯
I姫も7グトと揃綿花所碕汚壊し請脚鵠醇は軸郷的所で劫尋接が密
群を蛮性虚拳銃まで毛色両親向日殉綾玖年晩成t好事母擢細則梶に居佳
祐　接骨のをの様様じ合せび随の水妃も乳く絢包してか高批うにしてあ的液
脅か的7ジトか劫鉾も金筋約．を雇唇も椴わし彼軌条を鳥は現琉細身
組l切るこじ．衆彿如欝l綱島巧さ午帥嘲0分損じ楕こじ峰Uを稽むめこの

綜絡二凄っ高徳属国膚朗摘絹碩前郷ま弼比裁喰いな春鈍るIT（均打
的巌乾季．蹄宰鍔ばを覗かを々新宿）を瑠精しLL親筆電旬の払こら自殺敏
を覗け付励）我家静観現す見張・）の住ま勧二鳥チし．彼臥凝琵勧同所3膳
に居・）．年毎魯の居軋機動の白銅もび同人の争礼聖確えび‘勝をl二割掛る糾髄

しこる三言勧｝し在冷正uI親鳥‘）・勧－1の声も紺欄巾的血の地割の）勤拙技



帰

して蚤か再びIる誌台上で頓も勧I入口Iこ向け鍍鴫中の李昏倒も狙11争錠牧移耕
し・同人の強硬勧二命中エせると直に楢毎を跨り捌シ窃誇れ上記乱撃侮ゑぴ
‡鴎祖が強盗だと叫びなげう退所し称えようじ血同人重き8日殺め夢窓I一成調教

を搾り種子く複軌（ニ迫りつつ錦秋言に射し李飴も2雑観し舵係の淘軌：命中し毛
細的如息新西脇′横臥Iこ続け乙砂）来るの尊宅後にむ）憎殿の下軸め用
人も紺を尊う折る札箆結I：局11禽げ細稀的したが碓亀か毛。瓢め朗蒔Iシ技
に毎晩で乱打し帥）ひるん精確Iシ細孔壬趨仲卸TL並乏しあけレ胸中臥

巡査に鰯唾稲．亀山．亡誌面勧÷射しび　わ媛雪に失敗し．∽岡花敏季現は見
張甲巳はI化成毎が横臥辰馬拓が上皇∽様な庭前金，ひIるのろ助．助r鴎
幻動場lブ播けつけαブラを嘗電l誼補助も。以上の暴行I碁り今を魯一事そ部会，

可愛動所領各島帥淘批亀虫し諸富も駒姦し左側葺の千に多謝の銑傍ら絞，
亡国押絵Q宙的倉上需　小字ト組成弓椋鳥の官再、竹花とした．継で（書庫頭郁Iこ

鈎機械被り今者け胃．外縁砲は頃新I二台論う必罰の硬化亀被，丘こじ亀湖据大

破舜孝の年取J舐藍．えび国手偽の噺為は氾急の絃線とし乙餌食化のあ。
証的′古希熟略に守休し亀倉∽宴解の事か；ち揺敏巌綻多に威し彫細分峰岡放

牧が当み電尊め急幼勉軋厄じれより．封Cも認尾綿．また横臥手続に均した

卸は．同級弘がみ遊すらもばと食事食掛れ峨甥むら．紙と為れ仁斎二品任し

諾趨
じ転居味，じ＝う患味の優緩急秘．励磁軌的節子雷神固執同紙釦．
接枕ぬ士泰は協が中宮Iシ畠わしも銑互循訪巳上身居住縮れl現し

枕崎急の記銘．同種約二如3検案書を官紀賦細密中．彼の敬・父街頭は
轄政府蟻的，構＝諸費に稲造吼IuIう缶切1筑後．田城電化相補す諸職
のれ国枝後場執調掬軸．綬働・‘‘燦を脂級を履色彩醐昧綾祉舘腰
も打倒は．方卵塔の鰯擁標高地色姶社会亀倉殺し慨仙肋的II七IIう
舘虎で食匁峯舎監が主張掃癖功淘王葬の理論を貌循iこ垂亮患鳴ら詫荻、以上
像盤記誠を組合し．地元恕勧3．
次の耗臥危局孝雄依れの奉離国複軌が当落嬬8優也融．同報

玖Iブ射綿浪無地回筑同調看同種の佳奴判承徳社の且的庫舘解す唾萌
31烏合に¢朝鮮卸本南国の左腹が醜兜．敬治的1お香琵暗殺を打倒し民
度高島色名の種念じより組細細座金の急紡織lh蟹刹勺I甜一切）靖
彦も属糠の愛着的夢幻Iう急辞の語数舶るのむユ九も紘動う．れt確執手動責の

判示l地肌章毎1功し的当家蚤は判示緒牝に加久しもじ＝うこも請でも詔雇うる．そ比

国雛の巳的掬紐したひIう裏は毛諭した擢同級敏Iこれ術後祭事2回紀同調
勧所雁鵬頼描温絢協幽胤矧陶的統1地租，乙これに細入し命じilう愚
妹の話衝かれたので寝た彼の乞出陣が勅8ああ
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le

批判赤身細事費のうち複軌巌麗筆に崩し印）の多安ら同棲哲人Iシ村枕詞姦管

蕗啓拐2回綬誌名訊凪飼名のうち絹の佐助．自細昭細物月頃南捌噺細孔上
病に転居し敬白後プラン租租掃　政務務塙的転写Iえの人物唾と為朝健親電貌務
Iこね乙的－行動毛筋を担豹うねを抽亀し丘鏡段．最初か後鹿じじ張Uも季盈勲・

亀鑑東面かシ当選Lh犯意後に確約幼5月的目牛後中軸勧善三氷魚

‡器驚盤鰭綬窯認諾欝
韓朝紅好挙手I妹嬉し白鴎成・亭尿熟舶勅争純錯綜感誼締切領
絹に珂窒幼功一う事放れ特種公使竣功枕I理路虎か印譜請来行
粍†乱すいたし＝う急衝動拉致蔦．耗卵弧掛ううの剃弓鈍働●若き○
○斉川渇・郎漢が多度勲の‘鰐抽科目中勧詔勅の歯光を照介し勃虞犯

露語護鵜終端擢語鵜羅離酷
籍籍露語謹黙諾籍翳鰯器
動も縁・・絢的拍指摘碩破老年圭魔物こt包離宮忽IJ（倒邦語把動
勧賭しCL包7外批若し帥午紳助0分碩摘多を啓の鼠みなを動そ
の何針誇る野菜加納協で・特種調．被告巌観劇姉のまま宅の屍の卯臥血r
II季容各の局毎人口耽る秘釦2・3応答按は後．寧密得の居をe秋に帰し上記

雑を居射した功被臥巌詔勅当細さ・切断の急略劫則れシしこ諸的。彼
t月掛崇賂飲手窮の当系廷調和略称現前夢佐屋窮接し同肪昨新開
鳥訪韓か高鳴弱れた弱で彰僚し拷飴柳賄し臥明朝的漸増綬し岡的前
橋30創顛祇多層御崎I毛Il．椴軌摘多謝符樵し引‘亀看賄二相通伽‘じ優
窪しな釦乙先知等aV躯弓の勧ね勧3醇に糾こ高も紀観る。礼で確執の臥
上聞的．和え糊的●を存笛も孜斬る綾駁c南壷筏緒の枚I乙種臥両魚が勃篠折

鶴融崩制約帥獲鰯拍動擬．幼度脅碩倭的方豹掴し判れ両賞季各
卸を五徳等嶋、綾取る貌1番孝示場所¢受振放王．確錯▲巌群季ぼろを魯居
島こ確報咽面こ玖し講勧細る剛討し泊肋後既勧Iシ卸的比とは椴臥厳
離（弱締焦熱九回諌肉細毛の殖醐姓○劫は判事祭神の駒遂符の窃諸
政戚誰を毛筋割る存亡努居留朝日膚I会長今宿傍も多毛奴短殺脅しをこと嬉国

包伽I幻Iう恵め庖筑
批空洞観劇弱電のうち約位盛事収仁和示し岡咄調書蒋∂執祇臥季張I＝幻

術目先篭原の初回駅間箱書担・勧優如以却l元帥家裁胴鳴味の移執れ
読取紅毛係に即3弓馬細微釦．細減奴抑離純絹廟胴囲勅庸離協弧



岬

需臥貴び外縁猛し二三の対話を交比後脅臆に屍も劇ltひ川底レ証小尾を1窮な
し責李を魯低塩Iほ寝台も柳）拳銃2移る拗し請じこうが当昭夫李軽侮修ま枕壷

鳴中的，私事急暁の紅衛Iこより二項正純を鳴る。

孤読取厳摺多が脈と同じfLぢ信．抽綱折知菊LCも開魚卵増床朝風；
胱二的．日枝臥慮当衆多C●袈急の兵と打線栢I対し季銃を篤卸し的Iう　二つ多弁

和利昂じ同じ愚昧勧雛した。動動菖執勧柳　城廉廉　国諷統　制術中．彼の倣姥・首筋
麟乙高知こ射し判示と向けを鈴も雀的Uをこじに触らII珠．らううん剛北的吋相打定め

枕うひI；こじも知，ひIbuIう各味を袈貌レ巳孤乱撃信に対す多子電訴同調動鷹
の倣迩尊前撞ん鵜人がカニ矯しこ移碇cc包有に勃出て行くと種的御縁追iI勅に

揺動弛把椋鳥も局iI階段付加・拳銃枕駕新しも。しかし的織成勧I餌場脂
彼も降IIt宿主外殻禍も塵的あて丸触れ細部出る録的事批l勧多鮭緻
し柳諸肌抽腫海関肋LC山ものが拒I母方を尽した。しれ，肥大l義絶南畝的
切，t廼燈し樋再話請．弘鰯I二郎うa　智緑色の叡餌頚細．彼の側ど
す判示1時碩神聖信助勅カし払亀連綿しようし鋤か神聖信の彼ら向I賠拗）f
Iこ搾り庫．秋成努か引金巧（くら裾に後厄紅潮押紙l誇擬か勘誘琵
手当・l次第枝村した的う急麻を欝金筋諸舞狂勧弓手銘の視程した暮宴を

解冷し．羽咋細尾し．彼玖好勧判示雄弁肋徳満す唾痩躯二的当；纏的徹
の優的薯りめ事私事的白き務．彫暗芭臥厳粛奉0前訪鄭手iより李容徳由強II

伍で綾祢うI九．また外勤言及存外衆紐寓勧二対し勧帝I示勧駕も被舞うIこしたこ
的臣節頓箆寛読経走者で幼魚疎ら為政し：喧紀荻霧。よ傷複軌厳
粛孝の雅の徳壷の東証以上短相同内I詭戒の行為統級し巳事顔こ照らして同日でああ
的紺う和瓦事費は釦．糾し亀証的点るもの紛あ
あ符9窮しこ妨し磁煩多の街中．郎擁壁頓駒川晦的朝映し旗

は給費維持あれゑ剃碩後的こ．払宿敵細腰のろ諒朗的調う　卸加こ　しれ融

磯擢論結畿紹醗溜紙器窺盤
‡釣魚は闇姦漢か43粂九％祭れ珊こ．数か自ら国坑納qq斜こ．殺人食め）急I非醜

掬q象に．勅㈲加悦姫路noi条i勃解し後の三宅（連続把が励あ
才端条．判0条も幽目し轟i虐II軌の痛む迎噺弱。礼Cめ政経夜来追拒諸証
劣肇維持；五度后の雅はI佃の桁鳥を数個の混乱こ抵触誇f男袷を専一紛ら国名才的

象れ現前殿才10条に雀宮最を壷。殺人勅再伸諸II所尾糾卵的化麿休し被敏
巌舜〃奉を死部面脚部る。
丸を現の御中国体の筏卯的乱鋤諺称基調入した黒め同を着I紳揚‘薮

勧あ私ね枇厘制度の各線枕的調う鈍れIブ加入した急は励み軌条ガ碩震鱒誇。

為籠
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I母はI個の行魚〇枚個の駒に朗鋤う偏向Iニ当るから利払身的祭れ項前後．．
れ0祭によ・l蜜I帝石両肌二郎3．強盗え塵の異は励みプ％3度．れ3（探才I項Iン役

人の貴は励ゑ納qq祭Iこ居壷紺し．その二名摘記霧牢維埼糸適度の雅的一個の帰

島か掬画の雛に抵触窮二脇舶（高励み巧4祭れ項前後．納0免Iこ動●勧めI

雑人波の和I二組I所朗I中名知徳彼ら鍛し以上披教卓を友和懲役1明高級
窮．与を詑務め細収的ば和恵73の0け把勧説柁別捌托・また臥収鋤人的
Iこ櫓風土切りう周桑納経知見露頭亀虫醐3．甜紛う被軌範勧表れ二極
3割的3ニ脆刑事訴訟薙約1条か碩Iこ偽りを勅とおり到来誇。

脆紅II年ん的48

房虜療蕾み施∵紳ばれ観
象和島∴毒昭捕縄脇∴和事∴；新高は功

‥・　　弘㍑

創出的

★　エ拓血増田愛息種の渇初
自縛唇常夜朝鮮人牲卵白的純潔裂き仕訳撹∧地施Zaa的で上垣I：耕し

8勧師弘も暗殺〔略計画も此oIk。I周ゆる土類血盟臼的お
っの盾報執れ色t貌防領事館智恵は．有名公使　総領計上日管寮部長

の助身辺を茂年管趨祐一カ日舞露紺1ニ血眼Le，t白鳥。

Iq挿舞的貴め随外絢の卸姐国富が市街1粉函二言力預多徳富寮によ・虚

空鶴韻欝詑鶴蓋謡蒜霧。拗批鞠鮒餌
II凄所を薮軌′衛翻沌謝摘脚山挽．血缶切いう子的観緒成しを嫉側刺せ

租lt出た4亀の朝鮮人（和布Ooof免ある虚筋し畠的取調中ぴあ魚礁髄出身
茜色諒32お耳細身金筋症撮れ象拙身命重殺糾カ，微弱缶的安息地部隊。

そのうち宴細事四饗岬的‘奴）‘物納目上海豹（批P）公国〔戻長衛視嬉郭‘剛大

雨亀海猫鳴れ植田舶潮解脇朗協動弱駒的，儲膜帆1．番耗鋤席
奴も紬Ltが種的壷布田のき毎夜Ilう。
上妃鯛紹啓熱傷与．的膏血訪倒葦聞竃蛇と砲市街ひ慶事峰舘餓仏和術

も撮tI毎鶴的．宿る公使暗殺ま島部畠櫛乙は．〟購うじ種窮大日に房的臥のテロ風

物I二大的彩管も与花壇離れ房昭弘拉血日毎勃逸承．食膳租．安易種．金正
枝Om的．南か彊婦人箔久し嘲断絶雄網掬I雄二推す1諒lq3位・波動貌）

的忌密宮鮫檀知の暇駒が豹鍔00回の指標も励1的鯛　焚殺殺　害旧
的8・弼鞠的鰍焔鯛比的Iこ確寝せ．自在御節依当局翻暗殺も針色調I亀


