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集演講學科糸糸翻

以は會概し廉つ　理現肪形が　 で～：

　　　　　　　　　　　　’前思を念てにて我を實殊態そ世あと　　s　　　　　　　　　　　　　　　
マ

のは農が市購之々把に向勺のれ上るが
維れ業盗場入等が握存の維に一゜出
濟なの本にしの商し在研濟闇II；i　來
機い分主販之企工得す究の逮に　 る

構゜野義賞等業業るるを存ひ碗　と
が特ま的しををともと爲在な肚　思
良にで維費オ；EI鞍唱のすすがい愈　 ふ

く我押濟用互むへとれも認゜の　
゜

目國しの以に人て言ば論め然経　資　　　　　　　　　1にに廣内上紬kゐはそ理らし濟　 本

付於め容の合はるるの的れ砦組　 主

くててと剰す繧所べもにるし織　義
の小、眺し飴る螢のきの決なごを　 的

で農、めてをこ昌上企でエしらの資　 経

あとて登作との業あ磯てば資本　 潴

る稻見場出に要はる展矛そ本主　組oするしせ依索圭゜劃盾れ主義　織
　　　　　　b嚴る場來んっ例と　策はを義的　の
密領合るとてへし　とな封的経　一
1に域そのす生ばて　しb象経濟　態
言にごでる産生資　てとと濟組　のへ就にあ゜を産本蒔考しと織解
ばい迄る這行乎主　殊へていの　読ぜてi資゜聞ひ段義　 的らi甕ふ肚　 を

　　　　1　　　も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カ

れは本而利かた的　研れ本一會　本
はヲ主し子くる維　 究る主般と　 講

ノ」・ンi義之地し勢濟　 を ゜義概い　 ・演

農バがに代て働の　爲寧的念ふ　の
にル普謝勢出力範　 すろ維内一　 端

於ド遍し賃來及疇こ特濟に般緒　Lmu－　　　　　　　　　 サ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 N

ての的我利上原に　と殊と多’概　
と

見所にk潤っ料騰　 こ的の少念　 す

ら謂手が等た等し　そ概關にを　 る

れ資を現k生をて　翼念係て以　所
る本仲にの塵出ゐ　 に形をもて　 以

の主し住網瀬來る　そ態考他呼　は
み義てむ關をるも　のの慮のん　之
な的ゐ維聯商丈の　指維し特で　が
ら経る濟せ晶けで　導濟つ殊ゐ　た
す濟’と批ると低あ原がN白勺るめ、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

＿置30一



1質本の麟維業獄養
i理原蝉指の共

窺　い殊如いれのじをなる於　ゐ商
っ禦こ的何ふを立去支いとて之る工
て情と研にて樹場る配と同示等の業
　　　　　N．見かで究し資つかこしい時現のでの
るくあをて本るらとてふにし小あ分　　　　　　　　　　　）にのる爲有主と特ははこそて農る野何如゜し利義と殊触ゐとれゐ！j・°に　　　N　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

れく　勲に的が的りるをはる商　 於

もで　に資維一一経にがも一も業　て　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　
e

純あ　甫本濟暦濟實更語面の手　
も．

粋る　 め主の實の際につにで工　 小

なに　 て義考際指的克て於な業　 商

資拘　　比に察的蝉で明ゐてく、等　　業
本ら　較慮をで璽なにる現そは　行主す　　的化奈あ理い質゜在れ蚕　　商
　N　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ

義從　 正し然りをや的さにと然　 或

的i來　 し得無且樹うにれ於關i資　は
経の　 いる硯っ，つに親ばて係本　 乎

濟農　粥かし効べ思れ量もを主　工　　　　　　　　　　　ゐの獄　 導とて・果き・はば的i資結義　 i業　、

立業　のb可的でれ如關本び的　は
場維基ふなではる上係主っ維依か濟　 準こるあな゜のに義S濟　 然

らの　 をともるく果歌立的特と　と
爲研　1護をのとそし態つ経殊無　 し

さ究　見討でいのてがて濟の關　 て

れの　 し究はふ特さ現一組原係　 か

て仕　得しなご性う存見織期に　く
ゐ方　 るついとにだすすがの昔　のる及　 もx°が適とるれ普下時　如
　　　　セやび　のぞ農齢つすがぱ遍にの　

く

ラそ　 なの鷲納たれ故i資的経ま　 に

での　 る経業さ特ばに本に螢x　し　　　　　　　　も　　　Mあ指　 こ螢でれ蘇資一主純さの　 て

る導　 と合ある的本律義粋れ経　 中

゜原は理る゜原主の経のて濟世
農理　言化な而則義概濟形ゐを　の
業の　ふにらしに的念が態乃純　悌
に樹’　ま向ばさ塞一・の勿のも脚　 を

　　　　　h就て　でつそ’れい般下論ものの　呈
い方　もてA1．rばて原に大ので姿　 し

てをな特はとそ則論勢であにて
＿131＿



集演講學科縣款
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最　　の把　　・　・く　濟非・ヤ濟に當養
もさ約握i資　　　を以に螢、ノの言面本
麗s束し本　　 褐下如利bヱ大ふの主
く今に二て主　　　る私何主・敷部な1｝冒義
行日從ゐ義　　 なのに義・授分ら題が
は我ひごる的　　 ら主し的・霞は嫉と獲
れk…か経　　b”X張て螢・賃需・資し展
て　の　通　と　濟　　　　　望　の　ぞ　作・霞　要・本　て　す

ゐ生りいと　一　外立れ継母充・主はれ
る活読へい　Pt　の場を濟、臼足・義資ぱ
　　　　　　　　　　　ゆもを明calふ　　 i幸を有で9の・的本す
の支し必需　　 ひ開効あ鉱原b経主る
嫉へてす葉　　　と陳にる9JUJ・濟義に
資・る置し嘆　　すす慮か乙㊧は的從
本・爲くも廣　　　るる化らの9螢・立っ
蜘のでさく　　もσせぜ所K利暢て
的・生あう君　　 の之しれ謂i多主・の鹿
生疎らでひ　　で“Cめに家・§養み業
雲：禦2盗響　雪署鴛蕎鵠：§野奮慧
法冠　やれ　　゜雌かて勢囎釜農然
霧叢淫碁　 憂姦季憲1：冨繁墨
る生　思る　　　るふそ濟説避の微
か産　は゜　　　批るの爲のを指す．
般方　れ而　　　 判こ維巳規本導る
そ法　 るし　　　　をと猫…臣定質原苫
れの　゜そ　　　與が磯蓄を的理い
で下　 それ　　　 へ最展iチ受内を・ふ
我で　れな　　　らも策爵け容考理
k行　でら　　　典愛を鼠てとへ論
はは　 そ寓　　　 依當講．tiゐしたが
現れ　の入　　　つなじ魯るてく域代て　概が　　　 て態併聾ヲゐなり
　　　　　　　　　　　ねのゐ　念正　　　以度せ故レるb立
経る　とし　　　てでて横キに゜つ
濟け　 特く　　　　自あi資井サ反結と
組れ　徴そ　　　己る本時ンし論し
織ど　との　　　σ）と主敬ダ、農をて
をも、　を’糊i　　　藻思義博1獄一も
才旨就　胃念　　　 をふ的、：1ご手業謄｛fX
し中　頭を　　　 啓゜維のヤ維先は

一童32＿



と1翼本の管維梁溺震養
瑚豊原i導脂の共レ

　つてゐ　行は　　　　　　　 i資・て

三て最る二：程自一　　　　　　 垂本bi資
着fJ；初゜茨に己養なろ二正二　の働⇔が木
はX投i資に投の本　意臼業こ欝ttl，iJ資重主
主る　じ木とげ∫舜家　昧i家者のに之本 き義
と利た家の入有的す用の資生t：家を的
し潤i資は組れす維　る生如本産俄的爲或
てを本投織るる濟　も産く家さつ生すは
商獲よ資のと生組の暫自的れてzaも資

窪家吉1憂奮磐撃匪壕提齢こ鶴毫羅
方経多のて・て場在　箪つ外品・商生｛濟
面濟く勢虞一機つ　7Sて1三と晶産そ組．
か主の働維建械て　　る嬬小峨の者の織
ら艘資力濟の器は　 商さ農別生が特と
i資た本と主生県必　 晶れのす産利徴稽
本るを生膿簾原す　 でる生ろな潤をし
嚢桑緩肇譲黎馨葉：雛麟讐莫碁

癬綻をtl纂陰差響1革鍛・齎こ漏繍4
徴目そ之利・あ賃と　 1：方向とく人く併
をでの等帥る勢の　商・法給名しの言し
述あよ・をち゜働二　 品・が臼付て勢ふて
べるり・生利’　渚階　とあ足け生働と～二
た゜多産潤’1と級　いる的ら産力との
も　　レ・的を　　をが　　ふカξ生れさ秘が紅
の　　部に獲　　紬相　　揚か随てれ商出織
で　分漕得　合封　　倉’rゐナこ品來の
あ　・・費す　・立　｝1認蠣擁TE

は　　でにれ　　生本　　商於の　Vtli蛋　　常
更　 あ依て　産家　 晶け手　費勢　に
一133－一一・・一一一



集liit薪隊曇馨禾斗練獄
9

を今　　　　 稻な取の　の夙そ商に生　現　資　　　　　釜　し　ら　り　貨　要　物・そ　れ　品　分・

塵殖ヒ本ぱ利efi〕てぬ入幣諾k・のは匿酷
す會主資・潤ち資ゐのれを資交・媒商之方v
るに義本・疸私本るでる支本換・介品を面b
限於的家・求有主゜あご出家とのと利か
彪9轟轟1濠理講・発1玄墾杏護幕孕lg

何大ははばれれ　義れ依va趣の換者れ
れ別大れ轡、Nが　的ばつ入を役に．のゑ
もす艦る利、価も　経そてり異目依手
必　る　右　゜主・人・つ　　　濟　の　敢　込　に　を　つ　に　既

すなの何轟主・色．が貨會むし果て渡に
螢ら如れ的・義・々　か幣的でてす行る陳
利にくも継かの　X所にゐゐもはのべ
を農で同濟・維’特　 る得生るるのれはた
絡業あ義と濟・響　特も、産人のでと何や
局工る語稚．と1：・　徴そさkであの時う
の業がでさロ筆蜀　をのれにあつ場でに

す業歩　蓮のな　ゐ所消に　 くは費、目　．
べのを　べ貨異　る得費一　商甲黙的
き三進　7・幣1：　たも、贅定　　品商てと
でつめ　や慣す　め総料の　 と品ふ．す
あとて　う値る　匹ての貨　商と方る
るなぞ　にlzに　別交一幣　 晶乙法資
゜るの　商着從　に換部を　と商に本
之゜内　品眼。’　之萱を乎　　の品於tt
等而容　のす色　を買自に　交とてに
のしを　生れ3．　交・の已入　換をで依
婁委馨瓢嘱総護鬼砦霧畿慧望

i義i白勺見　 眼とて　 繍いら域も、　　職に う さ　’

的商や　すさゐ　と訟内叉　 昔當しれ
経、PP、兇　れれ発　もばにそ　時つてる

　　　　　　　　　　　　　　＿134一



と質木の管経業懲養

理原導指の共lr・“一一・一・・一・…一

再のき観　た」結原る＿　らをる型
び爲及之　貨例ぴ料事般　’ば蓮か的　『
獲にび甕　幣へ付等業的　工成とな
得獲商本　 とばくの例公　業しいも
す得品家　同生る生へ式　は得への
るすかの　 じ綜こ産ばをo如らばは

とふへ本　再禺っ賃をす》P行ら在あ

量　に　轄　通　　　に　ご　塵　齎　と　が　　ワ　維　る　．は　璽

　　　　　　　　　　　　’Flなはるち　にしくこて本　マ　度會　る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　s

い初爲貨　於す形で商と　ル　の杜
こめに幣・てる態之口し　ク　下組　　　　　　　　　サm圭撃塁奮磐：糞箋重垂勇纂璽
　　　なしと商　てにに産た得　　　夙あ
るたい品　ゐ依す手るす　　　最る
゜貨ふへ　るつる段工る　　　もo
然幣この・　のて他と場や　　　良何　　　　　　　　　コ　　　　）る額と轄　で初の跨器之　　　 く故
後’と或化　 あめ商働械を　』　　、そさ
一135　一一
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集演講學禾Ψ糸糸霊£
る一　　　　　　　　　　　　

」P脚

　はのし決　　　　主そ　なれ靴のに
　自でてしそ　　釜義の前るは會行獲
　己あ働てれ　す絡〕的産掲ま彼的爲た
　のるくさな　るが現螢業のい等ににる
一　統゜のうら　もら實利帥公゜が色は貨
　一～二ででO　の背の経ち式　 か々意幣

　利資羅には　す給ちる投　圓而＊よ
　潤本き在最　・の利のじ　すしSCり
　を家なっ後　か原潤でた　る資がも
　獲をいてに　　1則とあG　た本眼多
　得刺゜はQ　 純のなるは　め主目い
　せ激か後が　粋作る゜後　の義とな
　を≒s甕乏農欝脊寄；擢髪詮
　し昏て瞥遣　1・けあGep　の濟ゐ肇
　養募蓬盆杏谷繭発籍峯ぎ殺熟嚢
　る投資にて　　ろの　初＋　墾を上2
　爲賛本第か　 剰市　の範　 鴛是の所
　詮霧案颪象羅2叢重攣／L，甕
　買ふ久閏れ　 値格　同つ　 ：る1 ｨ幣
　ふに的ので　 のが　一一・て　 とこめ額
　こi至な流絡　　み商　 で回　　しとにが
’とるる通燃　 が品　あ牧　てを買殖
　の゜循のす　 通の　りせ　之前ふへ

　遽本起幣へ　　構用　資め　　ね1萸爲柴
　に家ると冒ば　 成便　 本て　 ばそ犠そ

一136一



と質本の瞥維業翻養
ヨ哩原導指の共

概　　　　の攣　産　動當基　　獲てに
念　　　みり　ゃ　は初く　得そ探　　　　　　　　　N及　　　 をは　1こ　麟投交　確の用・
び　　　 探な　就　利下換　保打す
特　　・　るい　て　原し制　せ開る
性　　　　　に　゜　は　　則7C度　　んの手
に　　　　　過た　　本　　に貨の　　と關段

ぎ　寒芝嚢tr肇灘玄憲籍

烏　　でつ　難　配ゴ・に　のれ薔・
臓　　あて　”　さり…　手ての’

　　　ちの　　　い貨財　る業・管・繰
以　　貨如商　無ふ幣饅如嚢合・理・返
上幣く業す〕こEI］制上強理・方・へ
は　　　に生にる資とち度叙ち化v法・す
主　　　初産於魔本が利を論偏運・でこ
と　　 っ行けれの出潤前せ見動、あと
し　　 て程るが一來を提るともりに

Ell　な流の鑛　経態的　の野す

圃　　　　党は　し　れ多　　　段ゐ科’
的　　　　 ユニ　く　るく私　 とる學、
論　　　即業　脆　との有　見薩・的・
一137　一



集演高際學科縣翼

商商のふ筍　之上た　こ出はすて明
勇齢筆響膜篶奮器響之餐舞譲牽鑑
交ちのにき通品からば就い的らるへ
換自消費va形流Nう商てに立‘弍こfe
を分費ゑ在態通るや工瞳し場農とも
媒ににとるのの形う業繋てか業がの
介と依い゜特直・態にとva宣らも出で

結非己をれるは、得宅峡與膿糊れ否次
叢鑑霧讐濡盈矯奮1秀⊇裟拳嵩奮振
初債欲の工断的、で9本置濟る描吟そ
一値艶で零品の類と質い姿なせ味れ
鍔奮美碧養奮髭1コ馨乙覆島象菰轟

例をるXめへる芝形らる主そもら重
へ指使・でにの　゜と態異　゜義れのぬ要
ばし用・買買｝博　いをつ　的はでQ性
獄て慣、ふふ化　 ふ本て　 な資あi資を
勢奪管馨ま零逡誘碧謡奎1奎享
誓認曇毒1叢穣奮義講思講農
しれ壷る態9　をと言　と制去維業
　　　　　　　　　　　　　して故らてを及　とすへ　異度本濟に
ゐとれふとび　つるば　れの邦制就　　　　　　　　　ぬたのるこる貨　 てに商　る作農度き
　　　　　　　　　　　　　　　う者場もとに幣　ゐ反工　一用誰の彼
の合のの封か　 るし業　 部を就普と
　　　　　　　　｝手には意しら　の農は　糟全中遍同　　　　hに在自味之商　 で業既　 をく小的一1

そつ己はに品　 あはに　具冤農概範
れての買在へ　 る一一明　有れを念聴
とは生はつの　　゜っら　 しる個かに　）は貨産れて群　而のか　てこ別ら當
全幣しるは弊　 し個に　 ゐと的大嵌　　　　へくがたも買化　 て性し　るは或槻め
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と質本の醤繹梁鷲鋒

　　　　　　．N墨己て以の今う　で使
　　　　釜る者のゐて最一t（，農あ用
1瓢何螺蒸養鍵裟ゑ葵欝業甦：蒙2橿
しば人ゐく要を業欲か溝目が濟・かも、を
て磨もろに充揮1経豊う費的養的・く共異
纂難゜錫⊇饗【至榮髭撃種：寮叢写
のら貨　原原の需家特をの螢をきにる
殉れ幣　璽則ご要計徴充三んも流は他

獲t、幣　な己　則持我物も産維探る商
器V　hf，　以の　に増k叔の9濟つの岐
一ぜ゜ ﾇ　て家　　基進嫉例を之でてで例
Jん而求　置族　 いを農へ得をあゐ’あへ

t一

ﾆしす　きの　て圃業ばん製るるるば　　　　マ　　　　　　b　　　　　　　；　　　　　　　　　　－i　　oす我る’ ｷ濾　 そるは織と綜か所　 織
ろ々も　へ費　　の　こ　工物　し家　ら　以　　物’

こがの　て尋　存と業砂てにでは　が
・と直で　も本　在をの糖禰販あ後　残
と接lt　よ位　を目如暢を費るに　る

て貨に　ふれ　濟濟極購の取轡に　か
罰幣皆　経て　ででの入で得ポ關　ら
＿怨家　濟ゐ　 ああ日せ．なし的聯　 た

の魑計　虞る　るる的んく．たに．し　と
も求の　要方　　とととと牧と解て　 ぴ

のす爲　額面　規いすす得す読述　爾
震懲薦箏倉鷺謹蒸ゑ茎蒼需
7よとあ　「e眼　るとのとる此・見で　便
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集演講學科縣獄
ll－一一一一一一一一一一一一一・一一一一一一一・・一一

　　　田然工する然限らをる
現來力業ここ力り同期度慶在　　 るにのととに頻一・侍合業ば利
我　　 ゜支如はは制繁條すがのな行
k　　　 酉已く垂出約迅件る大経ら欝
の　　　　さ募く來さ速のこで濟槍の
維　　　るら不なれに下とあ的　結
濟　　　 る資’町いる繰にはる特　 果

1｝．　　　大働あへ多す墜困た大　 る

丞　　　でき発ぱいこ樋難と髄　貨
有　　　あに　養かとへでぴ右　幣
財　　　る麟又鐡戟にてあその　な
産　　　 かす農業人依はられ如　 家

制　　　 らこ業を爲つ費うをく　計
度　　　でと生資的てり゜資で　 の

　　　　　　　　　h　　　1と　　　 あは産本によ費i資本あ　 欝

敵　　　 る出の主循りっ本主る　
め

會　　，　°來結義環多て主義が　　に
的　　　 農ぬ果的行くは義的衙　 使

に　　　のしい螢謝潤る濟螢れ　 、

　　　　　　　　　　Lrm．　　　　　　　　　　　　　　　　　　も基　　　 特そ霊し酌を生はせは　 そ

く　　　殊のぞてを獲産慣ん商　 婚

交　　　　性生の翫加得流値とm　　利
換　　　 は薩動年へし通のし業　 行

制　　　 か結因にて得行増てと　 鴬

度　　　う果を何もる程殖も比　
そ

毒　黒箋高蟹竪彗1嘉聖熔？
基　　　 方本にそなあ生極業て　 の

本　　　面の分のくる産のの自　
と

と　　　か作析流そ゜と目如然　 は

紐　　　 こして繰増業をゐのを　別
織　　　と質翫返進は能る焚受’ぜ
の　　　が白商へす肉ふか展く　ね

一14⑭＿



と質本の轡維1業慧養

i哩原導指の共

　如顯に　　分経　るなれるに　種し
衆ミ潟伴　 類濟　とるでこはだの交
し何と軌　　す祉　 い現あと行が維換
てれな農　 る會　ふ代るをか農濟の
然もつ村　 この　特的か嚢な村はな
凄難誉窩　嘉震婆無痙畢吃答霧論
か自と給　　禺（t　有と斑る試に的愈

綴例票　蟹鹸裏議齢纂：
し物へ漸　 か的　ふ出溝換の給一く自・
夙でぱ次　　ら條　實來費経維自現足・
近あ織交　 lt件　相なの濟濟足在維・
きつ物換　　之か　と橋爲のを的で濟・
將た履経　等b．　關　め特見維は曾
憲為勢湾毒1涛撃な粂讐も蒙摂碁
てカミ如態　 以．！r・るる穀他そ螢に毒
が現きに　 前⊆　も部を人こま歴鵯

饗勢塞品醜12蕪奮tp寳論誓誓
内ど如肉　 存維・　注濟すに鴻網，し控
容交き、帥　 准濟・　意がる商費のてと
＿141．．＿H－－e

i喚煙ち　　　　　　に昂｝な品のイ］i葺忍手縮」t，

賞草縫も　　器慣嬰らを爲在めさで
買酒魔つ　為及〕す充ば生めせられ螢　　　　　　－－1　　　　　　　　　　bの類物と　認ぴヒる足そ塵のるれてま
甥ののも　め償・ル゜のれす生こてゐれ
象如商時　な用・プ　原をる漆とゐるて
商き漏代　け経’ラ　則しにのをる゜ゐ
品或化の　れ濟’ζ　にも在行群ve価rる
とはの推　lf費」：　支資つは過過しが
な1巴・膨簾撮　配本㌃れすぎて乏



集演講導ち科練慧」

族へ更爲しる本　　　　 の農らゐに
的唱にめもも位維　　 器存自Pさなll尊
姿書肇揚薯怨蒙叢黙繭奮薯ゑtk㌍
維れ的…次にあると　浦農利根段し而て
濟てに凋實る大い　の家四を百と　し絡
のゐは落現芝規へ　も戸年張姓も我ふ
変垂叢講玄霧笙羅蹉甕？c碁輩疑£
性情ををもを産蚤麗蓉ゐい業ら
潅墓響￥5”突雀鋳奮与熱ゑ毒紫婁蒸
信るに跨もて次想　る八作ら小い形
す゜細働思ゐ勢す　な三耕で農゜態私
るこ分にはる働夙　ら戸地あは何をは
ものし集れが本か　ば中廣る專故前敢　　　　　1　　　　　　　　　　　　　 コ　　　も

の種て約な而位Q　そミ狭゜らな提に
と見小なVOし的力　の入別　　自れと遠
云解農る゜」二な1　戸三に　家ばしき
A、はを小む叙るル　数七就　　勢我て將
こ直積農しの小受　は九ミ　カが推來
錨縫実讐㌻登書稟援鷺馬
禺接に煮農特簾込入をii￥9　櫨於ドつ
來に保櫨は異倒蛙 こ占の　gてすて
るす護頭資性k農　二めも　自農なk．
°べ桜す金を彼業　九芙・の　家民戟が
　て之べ調有等に　戸入・を　溝の今齢
　小がき遽すを於　でメい一　費中俄趨
　農　磯　可　に　る　駆　て　　實三’磨　　　の　心　か　如

　の展能困小つも　1：％’小　　爲的に何
　存。をさ難農てエ　ソいに農　 めi勢力、を
　綾助へなに勢業　Q’當と　の力S豫
　性域認る於働に　七’つ齎　生をる見
　をすめとて者於　一’て倣　塵占組す

　從のの不提陥如　゜し数　とも攣を
　ひ主で足需らく　　そ准　 しの革有
　て張あと必し蚕　 れ見　てはのつ
　家さ発のすむ本　 二る　ぞ小齎て

＿142＿・



と質木の管繹業i駿養1

理原導指の共

　　日の活よ全な　あk爲にEPの　無的維資゜分いとる蓮め経ちでさ
鐙・〕と濟料そ裂゜こ゜べに濟消あて
封・IIIす翠とこのそろ個た生肚費つ白
的’給る位しにもので別交塵會とた給
家・維経をてはの聞こ維換をが生か経

l濁現く゜働もが立生業る維佃ltc家
警立をし製し厘介分産が物濟別．今族
9ぜ認て綜て々在離と成i資が維！ヨの
εる識我工ゐ燭しは浩立は自濟一必
と一す々場るれで面費し之給た般要
聡つるはの゜たゐ給と生を経るにと

磯蒋講嚢轟£叢書裟嚢磐轟蛮憲
而7・e　的と等で菟か分とにて内、き資
し構　 と彼のあ　 ら離は仰表に距料
て成　 す等生る今一しそぐは於離は　　　　　　o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ヤ

こす　 る從産　日足たのやれて若殆
のろ　 象・業す之に飛純部うる螢はん
経揚　 事・者るに於びi陣相ににま分ど
濟金　　経・の所謝てに型をな至れ離総
形か　 濟’淘のしも展の異っりてはて

経：　し嘆等綜ほの互至於他あな準
醤1　冗全自工そで　ってのるか備とマ　　生く身場のは　　た既維　゜つす
のン　慶別のを不勿　のに濟併たる分社　 を個生見完論　 で擾のるGも
一143　一



．集演講學科牽糸霊鍵
、re　　　　　　　　　 ’，

題ななて維
とつる非螢鮫
直ても常のにする（i中　　　　　　離接來のに意於るts依間生Gesch1°ssene　　tt
のたがpm一義て　こら然的産　　H・uswi・t・ch・ftる

瓢謎麗詣乞総・・…m…h叢
も日の解に谷出給て型費　　　　　　と
灘嵩献斐1変繍あ1　　票
か　之　と　て　に　び・　　の織な分　　　　　　　　　　　　す
戦　等　し　ゐ　親維・　　部に認離　　　　　　　　　’れ

蝕にてるし螢・　相制めの　　　　　ば
に就そやみの　と約ろ経
はV・のう易概　　鋪さこ濟
箪て地でい念　土れと型
に詳歩あ言を　のてがか
養細，をる葉改　 中ゐ出胤
　に　 ゜とめ　問ろ來純　 p

i欠

の

如
く

で

獄　　確　　　　　　　　　　。。d。kti。。　　あ
経論立殊なて　的経h警　　　　　k

概る頃ゐせ　瓠隠　“Zd≒T・i！・ng”　　、
R…um・…

凱購：擁講耀・・・…b
すつん畢・そぬ　稲我費ti
るてで叉れ惰　融圓とろ　　b　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の

にゐ一一・ははi勢　倉のが交
必な暦経・鹸に　 し農或換
要い：多螢・密到　 て家程経
なし岐肇・に達　成維度濟
る亘に曾はし　れ汲抱響
限’ ﾂ解幕各発・轟蓬藻轟

のれさ算のこ　でuaうし　　．
度そ繹薯人　　濟・、，劃ヒ　　　Haushalt

に面や邑に業　 と分灌す
止のう魯依及　 も析組ぞ
め課に旦つび　rcす織の

一144一



と質本の瞥経業獄養

理原導指の其

穂さ求利利こそ　　　　　　　　て
しれをを純のれ先　　　　　　 書置
得る窮目濟場はす　て濟b．見別a，左〕き
　　　　ロざも極的で合二國　ゐ學輕方個経の経た
るののとあ企つ民　ろの轡等の螢如螢いこで目しる業の維　゜一學t：科・學く學と
とあ的な゜と佃濟　　部7S分學・は類曾思

　欲ntさ歳基其業　　で門　ので　塗
　望べれる礎一一…な　 あで　實・あ　魯
　のてな経にはる　　るあ　學・ろ　邑
　i”讐橋肇考講み馨1駐ち

　圓國私或獲で何　　の解　見で　就
　と民はる得あに　 ＿乏　方あ　い
　す経資経帥り、規　 部i：　（3）う　て

　る濟本濟ち其定　　門在　前が　は
　所學主的螢二さ　　でて　春S　見
　の上義職利はれ・　あも　はの　解　，
　農そ経能をi家・て　　る（1）　實見　 が

　獄れ濟を目計・ゐ　　と一4　樂解　 色

　業等た逮的即る　 いつ　後を　々
，経はる行とちか　 ふの　者探　に
　濟明商すす溝・を　 見科　はる　分
　はかエるる蜘窺　　解學　科と　れ
　之に業、と経絡つ　鴛製£
　を企にし濟濟・て　　分る　あも　る
　企業裂てepで見　　け所　る（i｝　が
　業と潤も、ちある　 らの　と夫　大
　と稔追螢螢発に　れ経　の々　慌
一・ P45一



集演言掻學科紐隷
『一一一一一一一　　　　　　　　　 」

　　要じ支・なし主あ生共読
如｛峯轟蟹陣纂螺馨葱誓要差もteめ・書

昏維哲非螢位・術るあれ貨者で反のにの小
窪轡除と又ほ゜るば物のあしで意財島
企維せのは維そと同及公つ綻あ志の愚
業濟ん關支・螢れ規氏び私て螢吃巻結太
と攣と係配・経で定に勤をAv経　行倉耶

鷺箋暴婁重塞藷窓馨讐善馨案盛霧讐
會f、eて概なを係所経を利き業業れには
に鱗巽念す財・をと濟斯を有概はアこ｛tlミ蚕
於利通をi逸務・示異學有目様念螢ろふ本
け経性規村軍・すりにす標での利内損に
ろ濟を定本位・所纒於る．とあ規経容盆關
人でもせ綿での螢け所する定瀦でのす
々あつん松あ経にるのるがはであ貢る
カころてと氏る螢封企組と斯橿あ互螺損
共とゐせ掻と維しi業織否學ねろ所意盒

獄癌tfJ馨畿膿竺発蟹叢轟諮簾

　　　　　　　　　　　　　　　　しめく　特あ馬帥か業れの授る岡と含と
　　　　　　　　　　　　oにな　色る場ちにはば必の　一tむさ
實い　をが敬企せ資企・要論此でうもt”！
買゜ @有後治業ん本業・とをのあ経の高
の例　し者氏でとには’す紹學奄潴で田
論薯蟻霞碧竃撃馨1ゑ奪喬鵜鴛

實敏　螢読絶と要離恥螢業て　f・・ゐ利
fte授　 利と螢・と索鵬位・よとも　指るの
利の　的同の・にとのでりは所　す゜駕

　　　　　　　　　　　　　，－146一



と質本の螢経業舐養
理原導指の共

　はら爵れせ類るるあ釜壷依れ利而てらが物総る経次
〕存是てのるゐれそ的欝と螢には用
高在槻ゐ意にるてのi資は思の維明し
田す之る思之かゐ生料維’ふ概螢か嘆
博る廣゜あにそる活の濟・°念概に以
士も義　 下謝れかに獲に・さも念企て
にのに　にしとら要得i邸．て國に業自
櫨で於　続Utも経す使隆國民就t’e已
巷あけ　車臓交薔る用す嘱維い辮
馨墓慈芸纂農燕欝養営購覆轟瀦
と荻螢　 るけ則濟i資すの・墨上べと値
lt義は　 Sる0）と料所で上のよ見な
囑に商　 事経下のののあ経見うる増
利於土　 業欝に概獲i計つ螢方゜立殖
叉け農　行は爲念得劃｛のL．　場ずは　る　何　　　動　企’さ　の　使　的　そ　概　維　　　で　ろ

牧経れ　 鰯業・れ相用行れ念螢　 あな

盒螢の　的に・て異を動はは維　　h直
竺は産　資卦ゐは爲iコ蓮濟　　接

馨書纂礎劣塔纂嬢覧慧雪呈　轟
とのて　用でてがつ因思面と　　濟
すみも　をあゐ指てにのかか　　の
る關叉　 爲つる導生経・下らら　　形
箪係螢　すて゜意す濟・に・規個　　式
一的利所ぞ志ると於定別でY　にを　　のの　　の所はてさに　　　あ
る成E　　計概　　下の菱ノ（れFa　　乙
意立的　　劃念　　に．有換類て討　　　と

と雲喜霧霧謂弩歪無塁家　蕊
ごあと　る業　にあ於にに便　　ろ
のるを　 と政　 爲るて要於宜　 ・が
　o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N－

牧　問　せ策　 さと人すけで　　之
＿147一



集演講學科縣霊置

か　 いるす　　’　上目・物る之
゜企　゜　か　る　舷　　　　§維　標・の　意　に　経

エ比業　 ら維に置説〕螢と・生思、つ螢し釜
の及　乏螢漆さか向はす・産にい経箪性
關び　 をが意れれ井生る・若依て濟にか
係経　 維大す7；て鹿産生・くつも墨臼賓
も螢　螢多べろゐ松維応はて一者然現
企の　維twき組h教濟恥勤指慮の力゜す
菱馨灘霧籍翼雛b籠魏墾蕪
馨莫霊孚筆瓢逢腰箋馨乳整竃讐暴
に艦　場ゐHる織纏限　　を他の維み術・
封以　 かるの゜騰螢ら軍欝人斯’麟なのN
す上　 らけ個　ととれ猫むの論概ら組・
るに　研れ人　lt強る経場爲を念究幽
見論　究ど主　統統の濟合め引些資で
方明　　すも義　一一がはのな用企金あ
がせ　 るボi脛　的的通溝翠るす業のる
異る　限論潴　意意読費猫とるの蓮と
る逓　　りの肚　思思と経維自な場坦if
麗甚薪諾健讐磐警婆tT’畠倉鍵
つあ　をた在矯て生あ爲か同鉱
てる　経るつ　的はゐ産hめうじ簡ろ
色カミ　螢養て　活れゑ維　なでく池゜
k而　 の獄に　動る　濟翻るあ國に而
にら　本業既　及各　とちとる．民關し
解ぱ　 質はに　ぴ個　に簡を゜i脛す・て
繹企　 的非屡　 物々　 分箪間所濟ろ同
さ；業　特螢述　的の　けには謂離方氏
れと　徴利べ　～1・縄　る言交維者酬き
る経　 と維た　産濟　こへ経、濟の潜h
£讐苫舞智嚢蕩宗羅激墾鷲毒裟

第倭家毫響讐讐象羅・響壷馨譲

　　　　　　　　　　　　　　　　o
　　　　　　　　　　　　　　＿翼48一



と質本の螢維業獄養
灘原導脂の共

業　　　　　　　　 に二有が場経るはを
をさ　　　　　 無は輩維合濟と認螢　　へ　　　　　　　　　　　　　

Il

i封て」曾所　 高に械・〕i脛歪立螢に：；lthいめfl，TLf

　　　　　　　　　　　　へi象養池府企田企に経螢ではは牧ふら絡三
と慧激畢業博業も轡はあ必蚕釜これ濟
し経選位と＄の比は猫るす呂業性とずと
て濟　と維　一院黎立とし概をに極解
輕は　 し瞥　都へ術のなも念目なつし
響既　てと　で告の個し常と標るて乏
問蓮易錆忠あ羅型乏に維と゜縷に
讐慧馨醤鶴£叢編婁叢≒暴盤叢
論通　に於　れるるで聯で念人只そせ
す軌　はて　に憲かあしはと類企れし
る儲　 企は　謝志らつてなはが業自め
場利　 業Sli　立遂ぞて経い必そを膿て
倉維　 と個　す行れ企螢とすの鶯0：）維　’
狭濟　 7Sq～　ろの臼業はbし生利中螢
義と　奄婁　も欝f「eと維ふも活維にを
に看　　Zf・　のめのの濟e一に濟意規
季讐雛繍豊業讐家碧孝轟労箏
免得　欝鱒灘・Fl言なるす働る
　な　（tし　゜iの認標は橋貨るら場
叉い　内・て　從そ働めとれ　物職き合
一か　部・盛　っれららす発即の維をに
両ら　組・産　く故昏れる　ち獲螢有kミ…
企螢　 織・箪　輝そなる生第維得にた螢
業利　で位　轡れもの簾真螢使就S・：利
はを　あと　経はすごで輩企の用い個を
廣tt・・」・　り、し　濟猫なあ位業作をて別目
義銀　企｝（　學立v6るでをは爲は経的
のと　業見　はの：°あ維なす之螢と
維せ　はる　個維i　る螢い組をたし
勢轟1躇羅襟義髪集講塑丞盗

・’

P・1念　あ螢　りy“の　こ位りる志一に
位は　ると　得纒臼、　の或得との部は
で養　 Gな　な濟動・　場はなす下で維
あ　獄　　　　　咳　　v8叉機・　　合　所　い　る　に　あ　瞥
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集演言臨學科練澱

で維的る充　　　　でカ1　て統資般る
あ濟に維足私　　 あ今企貨一本にと
唱るを結螢のは　　る我業物的的螢爲
゜見合な原既　　 とk及の意基利す
　よしる則に　　 いが経生思礎企論
　゜でこの断　　　ふ問螢産のに業に
　米ゐと下片　　こ題概を下立を反
　萎るをにlil勺　　とと念爲にち意欝
　捨馨五讐霞五雲量姦；r撃鋼巷農
　勿艦通れあ　　　はゐのの他獲て義
　論でりてる　　　れる如技人畳挾に
　養あ研ゐが　　 る鷲く術の螢義過
　獄る究るボ　　　゜業規上爲型にぎ
　養としも邦　　　 や定のめを使る
　畜い絡のの　　　螢す組な直用と
　桑k、へな農　　　　利れ織る接さ思
　樹こたる業　　　をtit膿と同れは
　欄と゜～二就　　　H例で自的てれ
　華も術と中　　　的へあ己とゐ為
　一一一維ほを小　　　とばるのす菟
　般瞼農蓮農i　　　し製と爲る　 而

　剛認家べは　　　 な縣bめ螢そし
　業識経た百　　　　い會ふな利れて
　等さ濟゜家　　　 組祠：概る経で現
　がれの而努　　　合は念と濟私在
　有て内し力　　　等維ををでは企
　機ゐ容てを　　　　嫉螢輿問あ一業
　的るは叉維　　　企をへはる鷹．と
　に研多そ螢　　　 業伸て一b：と企か
　按で腫れ経　　　なふ泄螢解業企
　排あ多は濟　　　 ら一き利』を業
　さる様螢の　　　ざつた叉維ば化
　れ゜で利中　　　 るのいは螢交と
　て例じ企心　　　　維立と維に換か
　螢へか業的　　　　螢派思濟封原君
　まばもな要　　　となふ性し則へ　れ我之ら素　　　 し企゜をての嫉
　て國等ざと　　　て業　 目虞下そ
　ゐのがるし　　　ので　標一にれ
　る農有翠需　　　存あ　とっ於は
　の嬢機な要　　　 在る　 しのて一
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と質本の管維業鷲養
理原導指の共r

は鷲泉を勢　 い小な｝雛経に白みる
貨繭を圖働さて農いし螢於艘をS農　　　　　　　　o幣の螢るをて貰を　 ℃上けを引種家
所市利組経かひ置そ検のる合離k維
得場経織螢うたいの討指養理しの濟
を的螢で樽いhて根し導獄化養業はよ生のあ成ふ゜も概て原業す獄務か
　　　　　　　bり産如るの前　そをも理のる粟をか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b

多をくと基提　 れ流そを地爲経一る
く爲資爲礎の　はれれ探位め螢括複
すす木すと下　當るは究はにとし難　　　　　　　　　　　1るとにこなに　然原之す頗はしての　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　1

活は求とし養　 に理をるる非てそ内　ゐ　　　　　　　　　　も

動所めが維獄　 養は包こ重常猫の客
を謂す出濟経　鷲岡揖と要に立研を　　ぬ意買主來性螢，　経一一・・し嫉の便的究も
味ふとやをの　螢とて洵役宜考のつ
し爲しう目概　の見ゐに割曲察封て侯めて゜標念　場てる機をでをi象ゐ
つに肉愛とと　合i差小宜占あ爲とる
て費家にしそ　に支農にめりすすが
　　　　　　　　　　　　　　　N以る勢自ての　もなと適て且もべ廣
てて働蒙獄同　當Vb全つゐ効強凄く　　　　　　　　o家ふに勢繭的　嵌　 くたる某ちで農
計周置働のと　 まそ別態が的無あ業
を的くを市を　るれ個度故で意ら経
維をこ維場規　べでのとにあ義う螢持達と麟的定　き抽根いそるで゜と
す成を椿生し　も敦本ふれとも乍稻
るす意成塵て　の的原べを思あ去す
はる昧のを見　なに珊き一ふり鯛る
勿爲し基爲る　る論ので慈゜得々場
論め交礎しな　ご究上あ一まなの【合N　　　　　　　　　　　　　｝

更に経と以ら　とすにる般たい業にに百濟すてば　 をる立゜ _一一し務は　　　　　N　　　　　　　も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N　　　　　　　’

積蒙性る家大　豫場っ尤薬面む例そ
極のをと計髄　 め食ともか本しへれ
的純目はのに　承そいi養ら郵ろばに
に牧標生維於　知のふ獄分小獄養包
之爺と廃持z　し封諜・業離農業獄括
を特しの増自　て象でをし維そ業せ
檜にて源進家　置には引て濟れのら
＿＿ P51＿＿



集演講i學科紙獄

的とeefi者｛動螢と自・在iPfk馨同tダ　 細進
勢辮把のvaす蛙家・つ象規氏1農にす
作しで概依る経勢・て的模のチ家詮る
経得ば念櫨も螢働・は基の農ヤ経明こ
濟らあがすの者it　1大準大家ヤ済すと
或れる能るで並質・維と小維ノのるを
はやがく場あに的・麟しを濟フ特で窮　　ぬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

非う二我合るそに・とて間に教殊あ極
　　　　　レ螢゜町國あとの分・小は題關授性らの
主か歩のるな家析・経大たすでにう眼義　s　未　實　も　さ　族　す・螢　別　ら　る　あ　就　　゜　日

　　　　め的る滞情小れのる・としし研つい　
と

　　　　　カ饗實耕に農3くみこをてめ究て夙　 し

作質地當の故がと分量るの私第　て経をを嵌概横肉に類的゜封の一4　ゐ
濟具耕る念井髄依す及そ象養に　る
とへ作とを時的つるびeは慧且　こ
稻たす思傷敬勢てに質で主経つ　　と
し小るふく博務究量的一と螢根　 を

て農自゜る士に明的の般しに木　 意

ゐ維作敢もは服さ標二にて關的　味
　　　　　7る濟慶ての主しれ準潜維小すに　 し

゜を南量でとそるをを螢農る克　 て

我學作的なしのも以畢規に考明　ゐ
k渚襲方いて螢のてげ模置察な　

る

　　　　　のは小面と自力でするのかはる　の　ひ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 N

日既作かな家をあるこ大れ専研　で
常に農らしi勢十ること小てら究あ言胃及小そ働分゜とがをゐ同を　 る

　　　　　　　　　つ　　　　　　　　　　　　　　　　 －　　　　　o・

馴頭小農のに利チは出決る．民爲
れに作の概依用ヤ愛來定がのさ　以　　　　　　　　　　　ヤて．於農範念つしヤ當やすご研れ下
ゐてが疇iをて得ノでうるの究た　こる．．・・小を廣維ベフな゜基小にる　の
　　　　　　　レ俗言農…起め螢きi教v・而準嚢負箪　 趣

稻し階定らを程i慶゜しに概ふ潜の
とた級すれな度に正小は念も璽　 溝

しゃにるてしの擦し農i種はのア　息
　　　　　，てう騰なゐ多農れきのk當でレ　を
はにすらる少場ば標場あ然あキ　ー盆・蒙もば゜賃をiJ；準合るにるサ　暦
段・族の天後勢経農はにカミ経゜ン　詳
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と質本の瞥経業麗養
迎鍾原導｝旨の垂寿

し象れがて家反i資ふ　　　　　　 百・

葛勢発皐蕩嵩gk沓芒嚢主9に琶族書響

牧eざれ農所るら重の　の宮嘱R
難箆暴撃霞発凄墓慧諺農
こ依てせ働借に之総を　義蕪交旨民
と存自ら者り自にて完　を＄．更冨家
＿＿ P53－一



集韮建講養｝善科糸糸盤
6凹一柵　『一『■一■幽一一一一一一「一一一一帽一＿＿＿」

・、　　　　　　、　　　　　　　　　自が
　　　　　　　　　　　　　　　　書家出
由給るれ　 かしな一て痛嬰　 鵬風維〕勢i來
に付程’にかして以チゐと素如ご自濟臼　力る
馨量鶴讐6歪属‡1髭霜ill蕃憲養審翁馨
しつ燈て如計そ聖ノの較倉・見痛力け力用あ

腰糠縫勝掛鰐跳翻雛曇す
総f、，はmp　ew慮勢尺族ふイ酬よへし度概促聖る
壷そそ欝欲す力度のこf・eLるても念すgeに
がののし望ろのと消・と以之な來自に動9案
」曾限人てのも利9au・がてi・・5る然主機is’族
畷賢鍛墨糠こ期｝諜あ墨郡釜欝
れ位　り　　が　あ　尚者位・発圭費経　でつ　心で　　貯　が
ばに盒i即欝るめの只　 親経濁あて理あ　おそ
禁董蔑蘇鍔1汐鶴警驚諺轟
鷲妻vg三衆茎書蒲1梨斐笙i｛1響3馨楚
無2？壽勢タ望竃量勾繍霊雪藁甚れ竺
婆驚附゜灘鼠齢葎語蕊満盛
てのて人の　準五働、叉よ自　が喜11は用心
來度來聞程　なが者、　（tっ己　勢ち家、しす
鷲h累馨望杢器1語嘉譲蟹援密1義語
震美写響望奮奮誘［霧鶴魯森華筆
ら評縄るね　カこと騨　も勢讐　度費欲’獲れ
暴導篁叢要藩虞雪鍵蒙叢肇華’寧環
勢尾盤景ら　13）勢ε　認猛カミ　rfのあ　るら
轡而蕩奨雰讐魅ぞ陶縫騰z6ピ墾
俄し働とら　職数比　つ働こ　働すさと存
つて量7よ勢　酬実efi　s自の　はるれにす
て彼のれ働　求同ち　指燈二　そにぱ麟盈
獲が限ばは　め一y－　ytのつ　れ從農充所
ナご印昇なそろとAし苦のにつ家の
　　　　　　　　　　　　　　　＿154一



と質本の螢纒業慧養
皿1三原導指の共

．一・一一一一一一一一一一一一

乃　土本断ら之根
至然±也を孜うカミ雪暖女口

生らや要k °誘か上　れそ等　とけ用収
産ば生すとさ導らの　るの三要なろの入
費人薩るしれに樹同　こ欲つすつ生大減
馨姦護蓬薦塞蓼ξ蟹1馨罧舞嫉
を從勲・鷹置なれそ麓鐸腸羅
封蘂に蓮す盆らなの　・度互経ら彪堺麺
磐器昊嬰を蕩暴篤垂瓢旨鶴饗玄
を奮葛護毒肇難髪譲董讐巽護h捻讐1彙
才比原禾Uと吝を螢ら糸纒　學れ主に　黒占、と界
判i哩用せん出のぬ勲　士ば張：於　にり勢
しののすで來要゜に　｝7Sして　於相働
て上爲尊はる求而當　 らつ匡　て等投
見にめらなだにる嵌　 ぬS自　巳し下
た立の自らけ合をる　 と圭家　むくの
いつ手家ぬ多致鷲も　 い獲勢　の見萱

霧欝竿龍tNJ芝護藷k製斐鷲1
維　の・べ　な　果　と　理経　そ　　　てに族　　是含，tE

螢指きるをすを瞥れ　 β制の　以がの
に導もべ一る畿の故　 然約溜　上趨勢
於にのき暦な見如そ　 的し費　のっ働
け任でこ大らすくの　 限家欲　勢てに
るじあとなぱる盗指　　曇族望　働來よ
費てるにら訂ご本導　 縄のの　投るつ
用來゜最し家との原　　螢『糸ll　下筆て
調た　善む勢億湿理　 含年持　にC獲
査か　をる働不用は　理聞」曾　塗あ得

す慰　 べめ用とき勢　 容のの　槻族貨
目維　 費にになを働　 殖緊晋　的維の
的濟　で多掛る置利・　定’張痛　に濟限
茎馨零萎条霧塗謬　欝肇翁暴揚
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　　　　　　　　　　　　集演講聖撃科縣獄
　　　　　　　　　　　『

　　　　　　　少イ濟及螢中てるんと
　　　　　無きナ上べ全約見のとし
利本利嵩程結〕とス生る艦七るですて　　　　　　　　ロ盤投盒調度某ll召　とと産勢に○にある利
告豪与著痢寛塑姦墾嘉饗撃1畜ゑ暮響
難窒堵讐・雛妾嘉讐纂zE合晋姦菟塞
眺百姻詔屯春L；：同るさんる％中vaかに
慧雛羅鷲？鷲莫欝簿馨業誘
一」と総゜年蓮静利Nゐ部のつを家覗て
臓す額今々び岡潤なる分役て爲的黙該
相れは全峡て愛をり、自自割ゐす維か業
當　ば　僅　國　損　貫知　　羅　そ　家　家　は　る　も　費　　ら　の
　つ　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　 も　　o

有＿か＿な當兵げれ螢勢約　 の打生有
利〇二戸生り厚た故働働六而嫉筑塵利
な％十當す大栃　とにがを0し桑・方費な
るの五uJろ燈木し有毬貨％て葉・法調る
産利圃「pこ約の　て利は幣前桑費・に査か
業飛と均と五四　もとか便後葉と基を否
とと7S制弍一卜縣ぞさく値に費弥き爲か
しす踊繭7S銭がのれのに及中働爲しを
㍊跡偏葉！’Ljて如評ん勢賃・・て見
め百ぎ1’Cしft家潤ゐく慣で働とれ得定
らwnなf、，て7、，的率る99計ゐ賃でた・た酸．
れとい巫も爆打太養用上るはあるる依
うす゜ Y総げ舞だ獄としと約つ養結つ
゜れ極す貨7こ方　僅業さて見三て鍛果て
　　　　　　　　　　　　　　を乍ばくる幣こ法少のれ得らO築のは以
壷二大と牧とにと利てられ％均生こて
養O雑假得L基VO潤ゐれるに的塵判豊経
蟹％把定額ないふをるた゜達の費何欝
維のに「fのつ’（こ離かも而しも調を方
濟別養も上て欝とぐらのしての査我針

儲爵芸誉馨嚢2禦；発雲／1段餐禦婁
局゜す十効五調ゐ極5農O養総分しに
蕃砦農讐慧毒葺ゑ勇奪羅誕難鴛哲£婁
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蓮聚舞管響梅慧嚢
．6一一■一幅一一一一一一一一一一一一一｝一一＿＿＿膚』

　　　る解て有今そに當人働
　　釜こk経利のの縮該と秘計（1）趨　〕　と　從　　螢　　で　　如　　實　　小　　企　　難　　ま　　算　家　あ　fe

桑く。本がつさあく質か業もたの計ろ維
『國　邦幽てれる繭に中は一農上上と特
反　慧來費るに債於止既つ家でさはt
別　絃る用の依のてかにのもはし申る
　　業゜打はる低はの存疑損たナこさ1：
　　の　鐸他と落家me在念をV、2れあ
　　羅　方に認甚計命のをすし譲齢
死醤奮塞響ぎ轟罎韮築重謁癖嘉
th、　1：　誤のれに持るなざ稻釜いれ．
％　目　用理るもにべきるしがの（tる　　畳　　　　 力」　rlfi　　°　才旬　　dtft　　き　　は　　を　　つ　　な　　と　　恰　

二二

　　し　らも表ら立で勿得Xい同も十　　　　も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う

　　培　牧あ面実たあ論まもと一経・五
　　　　盆る上そぬるでい之認で瞥¢il
　　妓・がで不の程があ　゜を定あ；llt許
　　墓碧電裂漿薯崔発爲整詫耀易

額　し　と本とのの逐を於ので　淵以
　，て　し事訴な牧年費て経あ　紡て
　　獄　て由へい盆増本粗螢る　績し
　　縣　計とらの性加寂當をに　愈て
　　類　上しれにがの的な績拘　批は
　　に　さてる他乏傾立る」行ら　の鹿
岬　關　れは～のし向場樵しす　株家
入　す　て養面農くにか績て減　式の
一　る　ゐ鷲に業なあら的ゐ・愈　を消
％　常、　る経於牧いる見企るは　数費
　　態’　に濟て9，i爲Mrる業事學　株欲

　　f、，　の規つ相らのれいい鑓　のt、
　　浮臨tt”懇嵩2蓋籔奮匠蕃宅雰
　　て　 』歩誤しに昨しi然eSl何奨　 にで
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集演講藁科縣蚕置
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か於と生膿るる　　　　　　’
Nてを藤の　゜と資

　　hるそさと性然を本　治明　　　　　（5）（3）
がのへに質る問主　四油　　　　　爾朝器
放｛質厩封がには議i　十三　　 關係的ほ鮮械
に値別す異養す的　年＋年次傭評上繭生
自がするる獄、杢螢　kO八明治38十17・41繭産i繰・
家牧る多多に，￥．its・1部利　±年〃39十12．85産額産
勢入こ働’從螢貨維　：よ”40＋18．07額　額，

鮪鹸鑛雛奎轍擬：馨；七

實の可す容家て勢　り至大正1　一一2・32に
は生能る多勢計イ動　〕暖る〃2－5．13基
生塵に～二・種力上者　大ご〃3＿14．69告
鍛誓鹸農鵜勢実〃・一・4・・囎
と果゜困に傭冥働　as年”5＋O・27的・
稻と從難分勢艘力　を圃”6十7・75．偏’
さ共つでれ働的は　7Sl：〃7＋10．63i差’
るにであ來EPに一　し於“8＋11．59　fe（6）（4M
螺昊繰趨2，蕪；、1：、1：馨1誉

撫潔舗識矯〃一・24騰歪
でと利はあとてと　正に”12　－9・50次鋤縣
なな用養り、非支し　十・比”13－7・30の額輸
くつの獄叉常出て　一し〃14＿2．69如　入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も

蛎蕪護駐腰昭和・＋・89毛三高
にはは勢との中精　三櫓”2÷2・°°あ0匿・
牧れ牟働経本に洲5　一加”3＋1！71吃96ご
入來度と螢質記的　不卒”4十7・53　　＝
．鍵甜糠魏勇1”5＋1°・°7％
ると決業くにれと　でく
こS卸務は」る筋　あゐ
とな勘の溝維の肉　るる
墾竜定勢費螢で的　゜は
正　 に｛動と主あな　　明
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と質本の螢経業獄養・

理原導指の共ら一一一旧一一『一一一一一一一一一一一

のらりれてつは服　　　　反之牧し
　　1從ぬ野る峡て家す之　　無しを入い事゜菓枇普数事る等盆務C：iた丈の゜
勢かの鎧通量にとの　勢か農考出源換
働く肥期規的服同溜　働らat”　へと泉言
をの増に模にす時息　報獲経方しです
明如管於の明るにを　邸得濟とてあれ
らく理て経確等疲具　なし儀申．生りぱ

塚欝製儲撃募葎暴蔽軽習珪蕩
すた配一にる業をつ’ら入家ら中現の
るるり、家一こ務爲て　くよ族ぬに在債
こ養そ勢般とにし見　゜りが゜羅一・値
と獄れ働農は有交る　渡総一　列般は
は維等を窮不機養に　蓬て年　 しに既　　　　　　　　ヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う出濟の育の可的羅養　學の聞　粗探述
來に合翻片能にi勢籏　さ維自　牧用の
な於間に手で参働を　 管己　入さ如

農のにこれ懲な從或　 費耕　とに物
事如從とる児ら事は　 さ作　い唐で
跨く、つは程のぬしそ　 れ其　’ふ家な
働所てな度飼か蒙の　　ナニ他　　打勢く
　　　　　　　　　　　　　　　もと謂溝くに育ら畜家　　資の　　算力牧　　　h　　　　　　　　　　　　も

の家費家過で逡飼族　 本農　方ま入
關寓欲畜ぎあ聞養は　　の業　　法での
係と望あなつ使野：杢　 恢的　はを源
に維をらいて用菓般　 復業　蚕貨泉

でとれ養忙にk螢勢　 ず二外　事評果
覆誓’窪魯窪奮堤畿廷翼讐饗老
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集演誌攣科縣識

で要れ濟が　でつなめ働すさ　のか　　　　，1あと等の實養あてく難のるれ樹でく
るさを完際獄るゐとい提原るほあし
゜れ滞成的経゜るもも供因肚更るて
　ぞな上に螢　 oその者た會に゜我
　　　1　0）く之はに　 之のがはる間自　 々

　　　　　　　　　　b　限遽とし於　等享あ老賃題家　は
　り捗關かて　の受る若銀の勢　肉
　にせ係く男　相す゜男問一働　家
　於し的明子　異る而女題つの1　勢
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　　　　　　　も　各る位の女　 蓋銀にの勢る質　 と

　自爲にも子　し額雇勢働勢を　雇
　のめ立のに　自に傭働時働敷　傭
　勢につで比　 家非勢の間問術　 螢

　働はてはし　螢常働量問題し　働　　も　　　　　　　　　　り

　は家ゐな一　働なのに題はて　と
　イ『族るV・般　 とる場於が決遠　 は

　機員他゜的　雇差合てボしべ　経
　的のの何に　傭等に一質てる　濟
　に勢業故よ　勢が於様上起な　 上

　共働務なり　働附℃で起らら　そ
　力ををれ多　とせはなりなば　の　　　　　　　　　も　　　　　　　　　　　　　　N　し適もばく　がら老い來い家　本　選材滞養結　品れ藩がる゜族　質　　　　　　　　b　　　　　　や　聞適な鷲果　質批男然べそ経　

を

　そ所く維に　上會女しきれ濟　全
　のの蓮螢劃　異問別勢徐はた　然
　便珊螢をし　つ題に働地家る　異
　値法し有貢　て上依貢が族養　に
　をにて利献　 ゐ相つ献な経慧　 し

　不慕行なす　 る當てにい馨経　 て

　導いからる　こ重たつかに濟　 ゐ

　等てねしや　 と要といらはに　
る

　に配ばむに　かなひてでかは　こ
　認置なる槻　らる働はあS近　と
　識すら爲念　生研ら相るる時　 を

　しるすにさ　 じ究き互O間喧　
三看

　難こ而はれ來醤に遜又題し取　　　　i　いとし家て　 る象は色自をく　 し

　かがて族ゐ　 もと相を家煮論　 得

　ら必そ経る　のな異認勢起議　 る

．－ P60～



と質本の螢経業獄養
理原導指の姜1辱

　出投而教る一　 で率　 のるあか灘蘂下し授か歩自あ上叢質やるる例
論且さて蛙ら鳶家るの業にう゜ベへ
かっれ勢家同護勢カミ比維重自要くば
くこ鷺働族質り働自較螢9家は支飼
の2勢賃経同てをX嘆調を勢一幼育
如評働銀螢量賃賃勢雇査置力家兇の
く債ののにの銀銀働傭研ミを族の如
でせ単範於勢評的の勢究そ合渾守く
ある位聴て働債評場働にの理然謹丹

拘比現経倒に艘す本にくを用一年勢
ら較は濟値依をe質は男二す團X働
交しさでをつ認と的賃子次ると之を
術得れは以て容のに銀八的をなに要
ほる得之てそす疋當の人に第り當す
從にるを表のるし彼上に見一一一・適るる
來過の見は貨とくまにi封る要材よ作

入呂lp、とる値職との・に子ぞすに老於
のζ．そをもをそとで現十のべ配幼て

教にいそたく便上゜て供性あつ之子
｝右さのy“異は繰　來十がるてをよ

的明槻下伽は的・読　れ敵の農のをを
堕し的は的・れにし　にすで家総有優
性てに猫支・易爲た　能るあ維牧利れ
とゐ評り出魂さ通　くとる濟盆とりの　発　儂　現、と　＿　れ　り　　　愛　い　゜　に　を　す　と

爲　す物・にチるで　當ふ　於多る爲
め　 る箪，過ヤこあ　すが　 てかがす《　　　～二　位・ぎ　ヤ　と　る　　　る．如　　　は　ら　如　場
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集演講學科縣獄

きる封本塵螢實燃於　業し｛主勢あ客
で生す投費にに料て自を之槻力つ槻
あ旋る下調於支輩多康しを的tc環皇勺
兎叢磐書奮署崇鷺婁／／1藪癌楼穣馨穰

　そ重i攣意のれ機本に字のとし費を
　あ要化義如る械を關印物して用容
　りなにあくも損必聯形的て螢をす
　交る因る若の耗要し式支のま樽と
　百動つも干で補とて的出みれ域難
　ら因ての資あ填す一にと意るす覧
　がで多で本る費る言牧共義養るか
　自も少あをか及と農支にあ獄もく
　らな影る要らびと家相粗る経のし
　にけ響とす経公は経償牧白螢でて
　賃れを力る螢租膏濟は入家にな得
　磐隻讐撃宝篶論窒握竃禦蕩議橋“を

　支そるるをと費侯け産ら塗めそ貨
　佛がここ捉し等たる業控敢むれ幣
　ぴ決ととへてのなi資で除てと故慣
　得定はのて総貨い本あす客意資値
　る的あ誤直牧幣゜のるる観圖本は
　が動る謬ち釜支例役とこ的す家既
　爲因とはにか出へ割のと貨る的述
　めでし既そら之ぱを宣を幣こ螢せ．
　のもてにれ控で購設告目慣と利る　手　な　も　指　を　除　あ　入　明　を　録　値　に　維　通

　段い㎡摘資さる肥し受んを娃螢り、
　充」5しし本る『料てけで以自に結
　兎叢棄㌃諾ぎ1こ黛票占lll碁欝釜欝

　き畢量尤経やる傭ねるか債にす家
　も寛はも螢勿経勢ばにら」無るの
　の百家自で論費働な至實費理生牧
　で家族家あでは賃らる際用が産入
　碧麓蕪翁重聖棄雛発告為習象舗姦
　とをのも麟゜と入該でな中゜査る
　見補存そ定養し桑繹あるに而をも
　ゑ孕音婁左馨轟輩麓k叢鶉薯象雲
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集演rl翫學科1練識

、ば的出局i勢て　 果て圓的　 こをが前，
な産費家働ゐ之と峡の打今と斯勢者
ら業と族のるのな圃勢算粗S要働の
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　働全で用家る経を勢圓」　すさ勢
　を然あ項計打濟生働の一’　るれ賃
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　費れ゜をを方特來盆損○　 航ゐを
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　し・い費一すしば樹るつと　位螢者
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　す獄計家方く　牧i資はさ　 ち六に
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　　　　　も　け本實ぱ肉ま　 るに六本　 獲牧○
　　　　し　れ家の結tt’（れ　 結於○家　 る盆圓
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の

鑓麗年　一　一一魏
矩・霊

　職q人

箋・藷

　　E、tLOOOo＿Oo二総
和　毒衰虎壼皇壷大妻…毫円額

　　　　　　　　　　　鶉
Il召　　干99？？？『⊃E）7円支
　　異呈究元翼λ冗苑三出
　　　　　　　　　　　自五　　　　　　　　　　　給
　　モ？　 9「？r　　 71il支

　　嬰金8全全δ88逡「皮　　逃蕊凸ゐル∴66毛％出
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慣

額

同

上

詣
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80　二＿羅　　 毫指費給
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孝

豊
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と質本の瞥縄業慧養

理原導指の其ev－一哺一静一儒一棚一一一一鴨一一暉9

徳所計雑
　奮要　　　　　’　選　　　 桑縣
＿　＿2し成箕弐2輿L　　 養
＝「勢指側旨債指側旨側旨慣書旨債　　園獄

にM　乞　弩　i董　彰　琶，麺　　 螢組
薗§　　、　　　　　　　　　　　　合
家は　　　　　　　　　　　　　 費聯
鑓董・§蓄盛§壽§墨§婁§隷蕃審
た養　　　　　　　　　　　　　　　）の

債家　 ㍗　マ　亦　丁　　望円支工　査
計名　三…≦…i三8窟耳…曲西lli葦き出　　　一

　　　　六　　　 四　　　　　 ＿総
　Pt　　　　　 くつ　　　 こコ　　　ニ　　　 －・－ @　　 ニ　　　 　

　戸全人§豊§美§鼻暮夷勇美含毫円額

　　　　　　　　　　　　　　絶　　　＿．　　　　　　　　　　　　i断
　　　最美口n飢婁口読・畜M
　　　　　　　　　　　　　　自　　　七　　　 菖　　　　　　　給
　　　學＿くヲ　 甲　 丁＿干　 る円支

　　　転ご8果凸三盆謡8勇空《出
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集演講學科縣i艘

攻自　雑繭　　 岡臼総畠　雑翼翻桑　　 官

　　　　　種　　　　　　　　　　　 費　一
皮家計　　　・夷　　計　室　　自
…用牧 @欝給羅給　種葉　憲
副牧　　　　牧　　　　獄　　 働

　　　　　別　入　　　　　　　　目　賃
㌶入　入代　　額率費費　裂代其費　　を
　　　　　　　　％　　　　　　　　　　　除
　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　、　　　　外
　　鼠　．VtL　　　　風　二　　　＿　　 せ

　老益＿ty　　　　　完含晃毫穴六簑　　 る

　自さ杢夫円春　 ；÷虫盛圭蓋自毛自円春　維

二丑　莞夏　　ノレ　．－　ノく
ま．　二　・　・円

元鹸全豊秋
　、　　　　、

　

畢七七5…ニーご夏
四．．．．．ニ　　　　ー　　　及

工　　晃葦証呆＝宝圭5秋1　給
＿ご㌧ �m恋る9「Vln　　薗

恐・苓寧円．　　　喫←y：』念ギ亦苧一tfT・1　　男唖五碁　鋸　　　　巽ii…答五四一畏　　出
発趨趨tF計　 湯泰翼岩会霊元s計　養

ヨ埴8i塁習円春
学琴？季　　奉霊琴E華四天　馨

犬禿　禿夏
．　　 り　　　　　　　

翌巽・1巽円秋

　　ビ　　　－ts

塁交o交’　ぬ　の　・　

晃巽琶実計

六一t＝＊一四〇〇毛春　 費St礁λ一beλ四ム　』荊

一　 八卜　欝∩　皿　 」晶　 〇　 四

M　盗夫畜幽幽皇自麦円秋M

　St　ニ　 ぷ　 urL　－　　　 ヨユ

　亦甲子一『ギ甲子円
杢盒δ蓋粛霊圏曇計

霊三1圭円春　　巽砦亟島杢垂高圭lq春
六寧　豊　　　　盗曇翌老瓢置三

四蚤　至要　　　一tZ鳳璽一＿　＝夏
呆毫1碧秋s　　盟自垂圭垂9美ガ秋
・　・　　．　　　　　　　ソ』yi凛冶一曙L六幅6

善究1《1【1計　　四画一二二画ゐ些よ・円導
苧軍　鼠　　　　鵠究全i莞＾三謁
・nt｝ @』　　ソ』轟　　　　o．E［z．穴ヲ己二〇δ翁計

S
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と質本の楼縄業慮養
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一八三徽生　壷垂圭盒劉春　た　炎圭ギ春
　　　　産　　　　　　　る
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七二謹鮎罷箋円均轟轟翫
一一一 ｪ一具出　　　　　　　及
旙強 Q璽茜叢三罫春墨茎翼籔春

主弐一雑　窪謹藁円均　更§嚢円計
画夫．藍％費

1翁絶費 甯ﾝ牧㌔絶益種§灘雛種
給封目・　普　　　　　　　　　　資　 毒美働引

品合別 d入輔顯別請麗常得贋
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杢r亦。繍葉　一ta　嵩三六　し　一＝垂

○　ご勢　 老茜三…G兇春
〇　 四
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豊妊圏計

s
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集演論i學科i繍謎霞
r一輌鴨一一一一一一一一一一一需一騨一一一陶嘲辱欄＿¶．．．．s

之　　　　　羅自絶　 勢剰lt公獄鋸桑　曾
等　は知の計各〕　　　　　　　　　　費）
維　除縣で鋒費京給蜀　　　　 課　 室　　 同

濟　か1・めよ目都　　言㌧璽r　　種　葉　一！．
調　れ於吃りに府支支　脚…1　諸　fsc　繭

績で塗巖の支縣　　　　　　　　　合
に　あ考密費出の　＿一　　　　　　　　 二

撫羅1鰐箋1亮垂糞語至罫春票
た　 家iこ都支法　　　　　　　　　　芭
桑　　勢於府出7te
園　　働飛のと比
費　　賃爾如な較　　 ＿

をな者く分す七二〇三四砦蒲灘麗奎81至き認奎交・夏
　　へ接計て前に

遍　　 テこ比上記潜・lt

裁繋キ鷲府　　府て編f、て　　一

峯1難纂蓑§蓋§き里離秋
総　　算試錐あ支　　　 ・

維　　なみなるtfl
費　　 もる行が祉
に　　行；o｝愛悉　　＿

肉　 る當のぞ標

は君゜努家に一
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と質本の瞥縄業獄養

理原導鮨の共．r－一一一一一一一一』

算の然當　　ふ鍔自・愛　　いを作はも、％
し・場る亭序域働給・知次ひ占料な現を
て・合に均にに賃率・縣に得め及い金占
見・に之∵牧達峰は・に養やて勢カミ自填
る・在に一支し約約・於獄うゐ働費給愛
と、つ反”五計て三六・て経　゜る賃目支知
前、てし圓算ゐOO・は螢　 ゜は別出縣
者・は蒙でのる％％・三の　 こ自にのに
V9　）面族あ結のをで四内　　の給は割在
・F・五me　b．果で占あ％容　事as小合つ
均・一・濟愛をあめる封を　實八作峰て
こ二・圓El勺矢ロー・る経や六1獄　 はOXi・｝：大嫉

杢：続郵楚寧゜難皇ill玄畿1巽讐、輿
圓・牧　を　於　る　　　の　思　と　に　　　経　九　代　O・五

後釜行てに　　重は〉・京　　螢O勢％・％
瀞をへはぜ　要れふ都　費％働卦に
舷・得ば損の　な．る關に　のに賃六・蓮
一一、た東釜當　る゜係於　大達の○・し
入、結都匝時　役更をで　部し三％・て
三・果府々京　割に示は　分て者とゐ
圓・をにで都　 を費し現　 がゐが見る
に、示於あ府　　占目て金　金る決て　゜
朴」てるva　酸別ゐ及　肥に定大全
箪：璽：量蔭撃密禦k黒髪婆盟嚢講
る・て・當り資　自、を之の’　配肥i素かの
こ，之・り　利　本　　　家、謝　等　支　　　を　料　な　ら　統

と・等・翠i釜家　勢、比を出　受代るむ計
いの・Oと的　 力、す綜割　 けはこiOg数
、な・自・九いの　はvる合合　て現と　宇
る・家、圓ふ打　 金、に大．に　 ゐ金が爾を
゜勢・の探算　　臓桑槻四　　る支想ほ知
　働・純算を　を、園』五　 こ幽定地る
　に・牧を行　通、費養％　 と葬iさ方に
　勤釜示へ　　じ、は慧封　　を六般に由
　す・をし礒　約、約経五　語．○且依な
　言牌碁裂吾躍筐舞21ヨ2婁
　　も　當・愛なは　％、％於で　ゐ七の一第
　を・知い上　 と飼けあ　 る、○申律な
　計・縣゜繭　い育るり　と％小でる
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集演講墨科懸濃

獄ト 髑G　 のし給　 らなだだをれた・
らも如若原た自現するけ゜物たに以．
さの何し因謝足下こ戒をだ語こ過上．
なでに人を策主経と告謎が’つとぎは
いな自bk十の義潴はを明数てNな只
こい螢・が分一を恐所與す字ゐ思い今
と゜1自・自にとff慌詮へるがるふ゜自
s從給・家理考ロの不るに何か゜然分
なつの勢解へ1渦可゜過をを打しの
る　て　経　働せ　る　ガ　中　能實　ぎ誰見算諸手一
゜陶楚やね゜ンにと際な明定形君許
む家化自ばだΣ投申にいすむ式はに
し勢を給ながしぜさ悼2るると之在
ろ働高物ら我てらねるとかこしにる
肥利訓質ぬ々ゐれば調言がとて依資
料用すや゜はるてな杢つ問が何つ料
ののる龍　何カミゐらやて題現れてに
如奨職眞　故之るぬ計ゐで實が資基
き鋤そ實　 には襲。算るあ的勝本い
に庵れの　か論獄　 をがるでれ家て於自は生　 Xに業　 如ど゜あて的蒙
て給畢産　 る機の　 何の撒るゐ打族
に物寛費　原宜不　 に命宇゜る算維
肥費すと　始に況　技題はヨかの濟
効利るし　 形i適を　 術は先ウと結的
劣用にて　態っ救　的数づ畢い果経
る塘i資評、　的た湘　 に字第1ふと費自進本債　の且す　克を一菰こ如打
給の家k　言っる　明漫に藪と何層筑
肥効的i養　葉指一　正然そ字よにの
料果生翻　 が導方　 確取れはり署一一
よ嚢蓬牧　重原策　に扱が誰もぎ方
り實費i益　要理’と　行ふ直明褥し法
職質のの　視のし　ふ入接すれ相及
肥的内源　 さ1Eて　 もkにるが違そ　　　　　　　も　　　　　　　

h

効に容泉　れ髄農　正に去！よbあの
大何にと．　るを村　し謝つ　り・る結
な等i墜し　 にユE關　 bして確實か：果
るの動な　至し係　結てゐか際をを
金貢をb　つく者　果はるにの麿例，
　　　　　　　　　　し肥献與な／t た把が　を貴とさ事取示　　　　　　　ヨををふら　 か握自　 齎重とう實さし
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と質本の螢経業叢養
麗原導指の共‘一一一一一一一一一一一一一一一一一一・一・一一一・一

　　　　　　るとこ事もをと　 業に梅
　　　　無゜をと實な現し現の蓮力
あろ主雇歯Y，　確がをく、實て實如9推
る能義傭鼻チ　信禺粉苦に大に上衆奨
嘉惹£叢凱玄欝笹醤牽謬象鍵智／1
竃府るが毒．・　が時て依と前も相集こ
薩賦轟整髪葉警老萎娑菟美宗
、影怨諜　・凌ぞすし誠表肩騨一
慰㍊嬬簗雪嚢葦搭／5薦毛書鑑
でノ゜ ﾝイ槻　 族Eととの提こ史ゐし果
はフ（2）しンに　経になま示・と的るて的
何1更土てガ就　濟依く、sし嫉堕がので
赦家地ゐまて　　的つ如残iた決性故肉あ
資族所れ5ダに　打て實さかしにの勢7？
本のが鷹亀色　筑養に，般らて因所自と
家消固そ；々　方獄内之と悩る産桑さ
的ee定れ建の　　法維容がてめとと的へ
羅農購毫馨集窺懸轟老響篇翌

探す蘭・Y」．Wlt　方のと決も者たを！！，の
用る畏於説読　　と畿に策のを一・得蓋で
しに家てなが　の展依をが救種ぬしあ
得伸族捲要7S　普のつ講そ舟㊧゜意発
nつの取約い　遍爲てすの所プ　識　　　　　　　　　もかて1痔がすで　化め総るこ以U　的惟o　　N

　維々行うも　をのてのとでバ　にふ
資瞥のltと、な　　提指の必になガ　　かに
本の大れ大V8　　唱導結要依いン　　叉農
家規いる騰　　し原果につとダ　 は獄
的模さか次An　てPEの喩て儒み　無業
維は．と気のヨ　巳を動り菱す手　意が
濟檜轡そ如ヵ　ま焚因は除る段　識疲
欝警紐，・　ぬ見をなさ゜と　的弊
霧緑灘『蕩葎鐸v8砦雪老髪提
1：の合資6　・！’ @でるす’私諜もも　農の
れです本（1）fii　あごるはでの無　’鷲極
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　　　　　　　　　　　集演講學科絃瀬
　　　　　　　　　　　　　　　　TJ9
す利種　 の育・

れで類藏がで我最
ばあのに普あ國後　　　　　濟て　るろ
左る飼何通り、のに　　　　の一既能と
のと育れで共翻私　　　　 一澄1：はす
如思法のあ二兇は　　　　　蔀と蓮すれ
くはが育るは飼自　　　　門な．べ甫ば
でれ最獄゜集・育家　　　　ナ・kア・揚蒙

幹農禁・警1鵜七　轟蒼灘
゜そく翼　で経の　　　　翻ば1…に濟

難欝華

　禦て飼　しか慧　　　　ゴ・し商にれ
　年ゐ育　てら法　　　 義て晶なぬ
　度る法　粗分と　　　 的の生い道
　にかで　放類の　　　　経關産か理
　於叉あ　育す關　　　 濟心並゜は
　けそる　はる係　　　 とにに　電
　るのか　一なを　　　　剃佐向　い　飼分を　般ら其　　　　定つ己　゜
　育野健　　にぱ髄　　　　tiてA三　（4）
　法は質　所天的　　　　し統産　農
　の如的　謂艦に　　　　む一f・・　民

慶るす　の二て　　　 あてが　姿
林かる　　別種見　　　　　るゐ㎡　 に

省爽に　　名とた　　　　　とるし　於
獄一先　のなV、　　　思縄こ　て
縣瞥立　如るの　　　　ふ濟の　肉局しつ　 く　゜で　　　　゜で二　給
のてて　信乃あ　　　　 あつ「維
統置規　 じちる　　　　　るの　濟
計く在　ら其゜　　　が2．｛のかこ如　れ一．　　　　　　鱗捷　み
らと何　ては　　　　　 桟な　に
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と貿本の麟維業翻養

理原導揃の共

　べ　　　　　　こで桑・桑

　あ一一・　す殊も所表゜粗酋如牧　戸　　飼
　る般戸飼實翼明飼放位く2墾L戸麩一　育
　なに　数育に特し育的を五割枚割戸　 法

　らi蔑　に全三’殊て戸－育占唱種　　　　　別
’ば小　芸讐士欄ゐ数獄めにA”数合数　養

　螢を二分及類で枚れ　る　R－－ts桑及
　纂学奪翫馨毫警擁謄妻≡麓茎育翌
　て最　掃飼ゐec置のZ一坐1卜獄　　　　　枚
　も大立育うに特間は桑・戸　　　　数　亦の　放戸゜就にに戸育・数　費　。。醐
　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　．－－．　　　　

　是効数数そいそ割数劃・に＿『＿醗芽
　を果　は八のての合及芽於究昊Σ茎育
　1禦を　「亭中数特上掃育、て
　曽磐妻身鴛至讐響妾塞1葛

嫉1欝1罹総i諜糞1交塞1
　讐嚢馨茜牽謄募勇茎暴票一
　技原あ内は和るは艦力第　嚢　＾全到
　術型　る％行五゜粗のに一旦聚風5芽
　を維　Gに燈年　放夫集位翼器糞蕗育桑
　そ渉弊　　蓮≧育度　　育k 約 を

　れ性　 し密に　の六な㌫
　にを　 て閉於　一六るめ　菖
　適事　 ゐ育て　戸六育播　S　異條
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集鞍忙講浜聾孝斗牽糸鑑謹
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と質本の櫻纒業獄養
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集演講學科練慧
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と質本の楼維業獄養
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集演講i學禾斗糸糸翻

　　　　　　い　て
にし大foTふ抽飼　　　　　　　羅
養ていしi人い育　っ粗條持く、1ゴしやW
ふ獄・なみさが私法　て放桑しうζ万fこ桑京
べは・る厚導て著見要　ゐ的育て繭事こ葉都
し　は・あ　飼哲i桑　し　を　諦　　る態geゐ質至　と　ge府

一9じ、やにはた補に　か度全吃とれがな加

　瀞てをめ弘k溜　・くりふ小で桑目百
　養・不おに録涜古　　後もこ養め法的貫
　に・作し作た給知　 者劉と獄るな浮ど
　す・すみ二るを　 新　　は桑に家゜初以り
　べ・る　桑　や　さ　そ　と　　　形育なの恰めての
　し・こぶ慰めれも　 式rleれそもと探大
　゜とそのては稻　 そ推ばれ獄桜加養
　桑・疑くたあ弘す　　の賞飼との共6識
　を・ひにめる化ぺ　　もし育塾心他れ家
　慰芒t搾誇聚ゑ　劉1甕鷲轟萎
　享：』計智賭霧縫ll鉾
　璽農塾詣菱皐藷　奪あ既階1認
　瀞手を道でよ’昔　　むはでく鷲di・lj　－tよ育
　LLI・・閣fo具あひ’時　　と前も，｝1法ep　・い慧
　に・ひしはる信に　　し暫よ養で育o法
　あ・陶み何゜州潮　 てにい慮あに私は　　　　s　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o
　た、を養の　 上つ　　も汕　家ろ俵は全
　へ・お・方た　　田て　’　さ蜥そとかる数芽
　イガ・し鹿そめ　　1獅一　　 うすれしへ以度育
　し・ま末長こ　　尻っ　　さる1：て違上そで
　も、すにつし　のの　・’tt・と拘の作にのあ
　手・諸｝多すら　 産才旨　 な形ら1酊等Pt丁飼る
　抜・道るへ　清導　　い式す目の曝壷力i
　油喚槻　胴旨　渦懸騰瓢
　Pgr’をあ　　傘針　　ふもる如やで親（1
　馨1毛肱肇藷多　覆象1濾皇鴇
　や・ま之具　 門用　 な臼・なてが・て見手
　う・すはを　　とし　　イf然ら維な而畢聞

一180一



と質本の瞥経業獄養
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集演講購科縣獄
一一一刷一一噛噌一｝一確帥一一一一一一胴』

　　　　　濟・育育本必も要さ的　やて　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　M
　　　　羅のすに質要容求れ生斯う貢
　　　なの〕一る就上と易をる産のな献
　各他け腕原種こい作すに充゜の如人し
　國動れ競始でとて業る知し：果特くkた
　の的ばべ産あにV・のがら得し徴研の長
　提寒なで業る置ふ完如れすてを究態野
　業るら7Sにとくな成きる百｛然其を度縣
　断勢駐け於さとらに作の磯り有進とに二

　に的　で風あとをりす共tc振はとi蓋i叫
　樹な　管螢るなお得るにしりないしば
　抗る　利利゜るしるこ絡て當くふ一れ
　t勢　の主　のま事と始甫てギも種た
　る作　欝義　です情はすめら工の皮る
　鴬の　め的　あなに甚るてれ的は肉こ

　；れ　め時　故與の　場果的備まt“、偶
　ては　のの　に（こでと合をなへざ　然
　よ・蕪　生職　私少あごに畿るてる　で
　り・術　薩人　 はしるろよi現雇ゐと　　な
　集で　 1屯の　 養も　゜がり　し傭るを　　V・
　．約あ　蓋間　獄手而幸時得勢も問　

゜

　的毫　し1：　業抜しひ聞べ働のは　 形

　雛齢竺諮1集姦馨£奮彦碁
　贈瓠　つなの勢越のつ・く　み
　暑籍窪嚢塾章圭窪毒奮潅家＄蓬
　幕9　産術　術’うをそ念こそ察機　ぶ
　・耕　　で上　繧飼飼のをとの知械　　今

一182一



と質本の螢縄業獄養
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　示ゐか　 一産て雰勢し　　　 農英

　あk嘆　源爾あのひを　　　　すに
　，ら経そ　泉翼ら私多得　 、　る攻
　う濟の　 をとうの．きる　　　 先拾
　か的命　成し゜拙をこ　　　 蓬し
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に自か牧　ばをさ又　べ微をく慰　　　　へ　　　　　　　　　　　　　　　 へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

依象N“釜五如主れは四き弱規も業三
つ勢分が　實と．る小　 でで定の維
て働るあそにしか農從ああしと濟か　　o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
決と　りれ實てと民つるつ他断を玉
定自さ而で際考いのてとてのぜ純る
さ給うしかを察ふ孜將、思も響寺ざ粋一
れ物してく示のこk來ふ叉i殊るの種る質てそし現封とと庶゜量概を資のo　へ
　之それてし照をし會　的念得本矛
俗はのか養得と槍ての　分のぬ主厨
流實計ら獄るし討齎進　 野存゜義の
的は上現維かてすら化　が在一的生打大‘ Z實濟をゐるしに　荻を涙螢起
鱗：牛術にの究るこた俘　小認の利せ
方自は維本明がと勢ふ　で容學維る
法家至螢質す故は作て　あせ徒濟事、
に二券多つにに承しに二政カミ艘i　つざはと由
蝶働て要適ば燭策如業　　てる養認は
れ利簡し合脚れ上何ぞ　 もも本定非
嘆用輩たせちな勿にれ　そ我主し資
之のでるる足い論惨自　のk義て本等威あ現維る゜必酷罷　實は維替主
自果る金費の結要にが　在現濟利義
給で゜支ので論で地戎　　を實組維的
部あ養田打あとあ主は　 認に織濟家
分ゑ慧を弊るするに小　軌存のの族
迄と経悉を゜れが金農　そ在一立経
がで欝く行　　ばぶ融及　　のせ般場濟
生あに擦へ　　如日資び　　限る概かEP
産　　つ　　於・　il余　　ば　　　　　イ可　　は　　オ9　　≡養　　　　・　り　　も　　念　　ら　　ち

費ててし養　な養家獄　にのの資盤　コ　　　N　　　ぬ

とそ最幾懲　る慧に業　於はみ本民
しのも何を　維経高が　てゴを勘勢
て有重の経　費螢利如　そし以走作
計利き純畳　　打の貸何　　の勢てを維
上性を牧し　箕現にに　磯力現爲濟
さは爲釜て　方歌等化　展關在した
般實すが幾　法及k身　策係肚たる
粗にもあ何　にびにす　をに會るべ
牧之のつの　 依本搾る　講於組にき
盆等はた粗　 れ質取か　 すて織基農
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ね　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ね

　ことつ申は甚の　 はあ傭～二螢　 i睦

最ののたし一敷繭近比る勢との右除
後態指゜得般き慣年較゜働あ場のさ
に度導自ぬ日牧での的養がる合純れ
証を原家゜給釜は世容獄資もに牧て
k以環勢養取のた界易純本そ於釜絡
がては働鷲得減と経で牧家れけはふ
農業かを業勢少ひ濟あ釜のはる實が
懲にX技が働で二恐るを立自がは故業就る術盤齎あゴ慌゜自場家如自に
暴ね蕪曽劉菱響蕊叢霧奮嵩養寡梨
てばが堪重失ひのは経働見の下働却
SCな必能要業て物養螢vaれ利資利つ
族ら然なな者日慣獄の謝ca用本用て
維ぬにらるは當下業最す利をにに不
濟乏生し地別勘落を後る潤補封封利
を信ん酸位と建をも峡報を助すすと
認すだ現をしに豫未と酬生するる虚
むるか金占て於幾曾のとむる利報飾
量゜為憲尊1竃与蓼昆畳6謹響齢蕊
h　れをゐと一も受をぱ生の看螢て
ふ　な努る比圓一難見從産｝徹働枇
て　 いめ關較そ圓に出業手手す牧會
も　がて係しこ五投す輩段段べ釜的l　　　　　　　も

悪斐笹吉姦く李某二霧霧墨竃壼集
のは白のすの饒゜、に働るぎのる現
自　農勢打し取の春依にのなでべさ
給　 塵自撃も得現秋つi酎といはきれ
自　業給は相者金をてす大もなもで
足経の一當は支挙解るいのいの來　　　　　　　　　　　　　o経　濟経暦の決出均決日にと　でた濟　　　の　螢　激　牧　し　が　し　さ　當　趣見　多　あ　゜

形　特方遊入て推てれををら少っ
態　　性針なを少定三る弊異れ資て
に　にをる牧く．さ圓と出にる本資
そ　鑑探もめなれそ・思すす゜を本
の　みるのた℃るこSSるる之要家
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　　　　　　　　　経力身春生活一ドふま
　　　　　　第　　 ・欝な徴關t必に主・x
rk四ミli「蓼霧轟姦蟹驚奮蓼轟
　　　　　　　　　　　　つ　　　

．

4耀示鉱§冨　　に゜必爾後籐すれ
殊チ愚皆§’°X　　有そ要相聞康るは
讐‡編器iぎ　lu盤奮孟幕隻き桑
、關ノす9雪，　8　　 鷹1ししへ場はは主すフる聾9　9　　化てむて経市能．義

鱗　轟1　讐諜握察藁謹奮黛
論ご @　喜　警　　 須業村農が物了1・iし

釜　1葺　磐癬芒暴蓉1謹癌
七　　器　i｛i　　怠性て濟ぬ例濟へ
巻　　 §　舞　　燕を商の゜へのる

　　　番1　募彊恕碧襟1磐髪
　　　B‘　Φ　　　゜し畿と資のはい
　　　ご　量　　　 ぞ展思本販密。
　　　母；　審　　　　れせふ主費に資
　　　ll’量　　　にし゜義重そ本
　　　薫　8　　　基めかへにの主　　　塞・　霞・　　　いぬsのは支義
　　　写　寧　　　 て有る寄生配て
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