
等神情阻剰粧祥親章森性糎
季設趨慎鐸腎制対癌政甚繊彪跳図臓菖肘稀

錘腎橋脅消季橋挟教矯消稀狂蕉

等 神 情



食 設

さ 章森性糎州菅剰周芯酒呪樹 医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医 さ

2 焼性糎州牲塑膳寂 医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医 さ

し 菅剰親職 医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医 さ

じ 性糎薪冗 医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医 さ

す 等神情州笥像需琢枢 医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医 2

ず 性糎州逝焼城収節勺上 医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医 そ

せ 翠致食提点秀疹凄場千 医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医 そ

。 腫州都州疹凄場千 医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医 さご

そ 性糎州跳図職針 医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医 ささ

さご 性糎州敵石癌浸榛 医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医 ささ

規辱銭悼記

政甚宋殖州繊彪周状殊柔焼情州像酎



け さ け

さ 章森性糎菅剰周芯酒呪樹

肉爵渉綬修巌藻畜収爽壌尻州図章同叔統蹴勺巌設慎州紹湘叔増邪壌囚酬爵蝶醜灼周醤蹴
汁巌灼寿巌鐸腎取汁柔誰台州堕掃叔長柔惹需叔食城周巌錘腎さす消せ蕉周設趨慎鐸腎制対鞘
菅跳図拭爵錘腎2せ消し蕉しさ樵蹴綬叔薪族需殊柔丈族穣拭季丞周さご消冗迭称稀需手樹腎穣
手蹴手酒岸

設趨慎鐸腎制対鞘菅跳図拭綬修巌渉点秀鍾上浸楚席職周鞘手巌宋殖叔藤娠殊柔粧祥親需
手樹州穣詔灼従巌宋殖州樗粧需壌鐸樹州鼠穣同周選柔性糎季阻剰粧祥親章森性糎稀州菅剰
爵遜訊膳寂従汁巌焼情周杓遮樹酬巌錘腎させ消灼従さご消冗季乗薪す消癌丞薪す消稀周寿遮樹巌
鬼等神情設趨慎鐸腎制対阻剰粧祥親章森性糎亀叔巌錘腎2せ消周修巌鬼瑞2設等神情設趨慎
鐸腎制対阻剰粧祥親章森性糎季乗薪性糎稀亀叔菅剰手巌疹凄叔図酋樹酌蹴手酒岸

硝上巌政甚州繊彪周状手樹修巌政甚州宋祥醤繊周杓寂柔繊彪叔亞畜灼寿勢諏城周跳図手含
酬呪樹紬灼綬繊譲謝柔紹湘叔蝕笥殊柔惹需叔食城周巌錘腎2せ消。蕉周政甚州宋祥醤繊周杓
寂柔繊彪州跳図周状殊柔拭髪季衰錠鬼政甚繊彪跳図拭亀需遮邪岸稀爵巌錘腎し。消し蕉しさ樵
蹴綬叔薪族需殊柔丈族穣拭需手樹腎穣手蹴手酒岸

政甚繊彪跳図拭綬修巌設趨慎鐸腎制対鞘菅跳図拭需鐘馳周巌渉点秀鍾上浸楚席職周鞘手巌
阻剰粧祥親章森性糎州菅剰爵遜訊膳寂従汁巌焼情周杓遮樹酬巌錘腎2。消じ蕉叔詮薪需殊柔巌
政甚宋殖州繊彪跳図周状殊柔疹凄周寿遮樹州性糎叔菅剰殊柔惹需需収戎蹴手酒岸

政甚宋殖州繊彪叔跳図手樹遮錫症綬修巌政甚宋殖州貞娠州偵沼州衆灼巌樗粧需醤繊州審
粋季捷揮竣癌廠縮傷癌序廠晶潤稀州跳図醜脆甚州寸頒醤繊臭州値帳城収状其同酬創辛収辛
篤綬謝戎巌惹汁従周寿遮樹修巌政甚州繊彪需萩註収状選周謝柔巌壌鐸樹制対周杓遮樹酬棲
錫州諏綬楚醸手樹杓戎巌飾条州政甚繊彪跳図拭周逝授錫阻剰粧祥親章森性糎州菅剰周芯酒
呪樹修巌鬼政甚州繊彪亀需鬼壌鐸樹制対亀州2寿州帯諏叔統蹴勺巌硝職城収疹凄需手樹図
酋樹遮錫惹需爵巌勢辛灼寿地旋城綬謝柔需州椿諏灼従巌惹汁蹴綬州設趨慎鐸腎制対鞘菅跳
図拭周逝授錫阻剰粧祥親章森性糎周寿遮樹創辛収盛傴叔章遮巌橋寿州性糎叔臓菖手酒巌鬼等
神情阻剰粧祥親章森性糎季設趨慎鐸腎制対癌政甚繊彪跳図臓菖肘稀亀需手樹菅剰殊柔惹需
需手酒酬州綬殊岸

2 焼性糎州牲塑膳寂

惹州性糎修巌設趨慎鐸腎制対鞘菅跳図拭瑞さそ壮周逝授錫阻剰粧祥親章森性糎需政甚繊
彪跳図拭瑞さす壮周逝授錫阻剰粧祥親章森性糎州2寿叔臓菖手酒性糎需牲塑膳寂蹴殊岸

3 菅剰親職

設趨慎鐸腎制対鞘菅跳図拭点秀政甚繊彪跳図拭周逝授錫焼情州阻剰粧祥親修巌設州需杓
戎需手巌焼性糎州菅剰親職需手蹴殊岸

規阻剰粧祥親記
等神情称 等神情触湘触称 等神情色耐怠唇跡殖湘 等神情慎榛綜推跡殖 等神情速側称
等神情髄畝粧祥怠唇肖 等神情嘆責粧祥怠唇肖 等神情遅祥跡殖湘 等神情雪鐸跡殖湘

4 性糎薪冗

錘腎2。消じ蕉さ樵灼従錘腎し。消し蕉しさ樵蹴綬州さご消冗季設趨慎鐸腎制対鞘菅跳図拭周状
殊柔嬢裳修錘腎しせ消し蕉しさ樵蹴綬稀周杓遮樹巌焼性糎州図ｧ像酎同周操朱樹創辛収盛傴
叔章邪惹需需手巌性糎薪冗修設州需杓戎需手蹴殊岸

規瑞さ薪記 錘腎2。消じ蕉さ樵灼従錘腎しし消し蕉しさ樵蹴綬州す消冗
規瑞2薪記 錘腎しし消じ蕉さ樵灼従錘腎し。消し蕉しさ樵蹴綬州す消冗



け 2 け

す 等神情州笥像需琢枢

義設趨慎鐸腎制対状選蟻

ά 消寧3銑裳*さ焦穿州跳卓
焼情州消寧し銑裳焦穿州跳卓叔詳柔需巌寝職周涜酋柔消爽焦穿州繕菖修巌錘腎させ消州

さ2げす却灼従錘腎2ず消州ささげす却臭需さご消冗綬さげご唱縮晶署晴爽手樹遮柔州周鞘手巌矧消
焦穿州繕菖修巌2さげず却灼従2そげし却臭需せげせ唱縮晶署州生崇需収呪樹杓戎巌爽壌鉦寧尻爵
図夙綬遮柔像酎周謝戎蹴殊岸

ὰ 菖性阻問省醤漕 *2州跳卓
焼情州菖性阻問省醤漕州跳卓叔詳柔需巌錘腎させ消州さげさせ却灼従錘腎2ず消州さげ2。却臭

需ごげささ唱縮晶署症堂手樹杓戎巌勿就垂酔畝錘胴需鐘馳周跳卓手樹遮蹴殊爵巌寝渉錘胴
需鎗摩殊柔需巌錘腎2ず消綬修ごげさじ唱縮晶署錠条呪樹遮蹴殊岸

虐さ 消寧し銑裳眼消爽季さす黛塘追稀巌醤人消寧季さす棋ずじ黛稀巌矧消季ずす黛衰症稀
虐2 菖性阻問省醤漕眼硝焦州政甚爵硝醤州冗周醤週壌囚酬州翠周振芯殊柔翠致

さげ2ず 

さげじ2 

さげさす 

さげ2せ 
さげさせ 

さげ2。 

さげごご
さげごす
さげさご
さげさす
さげ2ご
さげ2す
さげしご
さげしす
さげじご
さげじす
さげすご

錘腎させ消 錘腎さ。消 錘腎さそ消 錘腎2ご消 錘腎2さ消 錘腎22消 錘腎2し消 錘腎2じ消 錘腎2す消 錘腎2ず消

季焦稀 菖性阻問省醤漕州跳卓

寝渉 垂酔畝 等神情

12.5 

12.3 

12.2 

12.1 

12.0 

11.9 

11.9 

11.8 

11.7 

11.5 

65.9 

65.3 

64.5 

63.8 

63.1 

62.6 

62.1 

61.2 

60.3 

59.2 

21.6 

22.4 

23.3 

24.1 

24.9 

25.5 

26.0 

27.0 

28.0 

29.3 

錘腎させ消

錘腎さ。消

錘腎さそ消

錘腎2ご消

錘腎2さ消

錘腎22消

錘腎2し消

錘腎2じ消

錘腎2す消

錘腎2ず消

等神情州消寧3銑裳焦穿州跳卓

消爽 醤人消寧 矧消



け し け

ǽ 惹汁蹴綬州翠致食提需炭腎像酎
惹汁蹴綬巌等神情設趨慎鐸腎制対阻剰粧祥親章森性糎季性糎薪冗眼錘腎させ消植棋錘

腎2ず消植稀周杓遮樹迅剰手酒翠致食提需炭腎像酎修設州需杓戎綬殊岸

妓翠致食提宜 脆甚宋殖州鐸吐廼祥疹隻漕眼す却

妓翠致食提宜 丈冗壬琵訊爵さ蕉しご丈冗叔中勺柔宋殖州繕菖眼し却衰場

妓翠致食提宜 消冗州消設腺置廼冏疹隻樵翠眼さ焦さす樵

等神情設趨慎鐸腎制対阻剰粧祥親章森性糎州性糎薪冗場綬修巌遮狩汁州消植周杓遮樹
酬食提州炭腎周修蒜戎蹴珠夙綬手酒岸

腫州酒酋巌錘腎2せ消植周常酒周菅剰手酒巌瑞2設等神情設趨慎鐸腎制対阻剰粧祥親章
森性糎季乗薪性糎稀綬修巌炊酌須酌鐘馳州翠致食提叔迅剰手巌疹凄叔豚須殊柔惹需需手
蹴手酒岸

ごげご ごげご 
さげ2 

ごげご ごげご 
さげ2 

ごげご 

じげし 

2げじ 2げず 

ごげご

2げご

じげご

ずげご

Hさせ Hさ。 Hさそ H2ご H2さ H22 H2し H2じ H2す H2ず

季却稀

じげす じげず じげす 
すげず 

ずげし すげそ ずげさ ずげせ せげご 
。げし 

ごげご

2げご

じげご

ずげご

。げご

さごげご

Hさせ Hさ。 Hさそ H2ご H2さ H22 H2し H2じ H2す H2ず

季却稀

さごげず ささげご さごげ。 さごげず さごげせ さごげそ ささげせ ささげず ささげし ささげず 

ごげご

すげご

さごげご

さすげご

Hさせ Hさ。 Hさそ H2ご H2さ H22 H2し H2じ H2す H2ず

季樵稀



け じ け

義政甚繊彪跳図状選蟻

焼情州政甚宋殖州繊彪周状殊柔像酎周寿遮樹修巌設州需杓戎綬殊岸季米撞修辱銭悼捜頻稀

ά 宋殖殿娠巣達睡達肖州脆政繕菖
訴張し消冗州宋殖殿娠巣達睡達肖州脆政繕菖周寿遮樹修巌遮狩汁酬脆甚爵政甚叔症条

呪樹遮蹴殊爵巌政甚州繕菖修生崇閥遂周謝戎蹴殊岸

ὰ 殿娠宋殖州脆政繕菖
訴張し消冗州殿娠宋殖州脆政繕菖周寿遮樹修巌遮狩汁酬脆甚爵政甚叔症条呪樹杓戎巌

政甚州繕菖修晴爽閥遂周謝戎蹴殊岸
政甚宋殖州繊彪叔跳図手樹遮錫症綬州障穿嬢裳需収柔政甚殿娠肖翠州生崇周遂寂巌宋

殖殿娠巣達州政甚睡達肖州憧収柔納症弱叔長柔創辛爵謝戎蹴殊岸

ǽ 錘胴豚須琵須消翠州脆政湛
錘腎2せ消じ蕉さ樵笥倉州倉避宋殖州錘胴豚須琵訊消翠周寿遮樹修巌脆甚宋殖爵政甚宋

殖十戎酬心2消冗称錫収呪樹遮蹴殊爵巌帳拝収湛爵醤朱樹遮柔像酎周修謝戎蹴珠夙岸

16烝7鏤

14烝8鏤

さご消 ささ消 さ2消 さし消 さじ消 さす消 さず消 させ消

季錘腎2せ消じ蕉さ樵笥倉稀脆甚 政甚

すしげ。%

すせげそ%

ずさげじ%

じずげ2%

じ2げさ%

し。げず%

ご% 2ご% じご% ずご% 。ご% さごご%

錘腎2す消植

錘腎2ず消植

錘腎2せ消植

脆甚 政甚

せ2げし%

せさげじ%

せごげさ%

2せげせ%

2。げず%

2そげそ%

ご% 2ご% じご% ずご% 。ご% さごご%

錘腎2す消植

錘腎2ず消植

錘腎2せ消植

脆甚 政甚



け す け

æ 宋殖硝焦芯酒戎州層蕉主需州丈冗壬琵訊州丈冗翠
錘腎2ず消植さ消冗州宋殖硝焦芯酒戎州層蕉主需州丈冗壬琵訊州丈冗翠周寿遮樹修巌遮

狩汁州蕉酬脆甚宋殖爵政甚宋殖叔症条呪樹遮蹴殊岸

ɔ 宋殖硝焦芯酒戎州硝蕉芯酒戎州丈冗壬琵訊州丈冗翠
訴張し消冗州宋殖硝焦芯酒戎州硝蕉芯酒戎州丈冗壬琵訊州丈冗翠周寿遮樹修巌さご丈冗

築植綬跳卓手樹遮蹴殊爵巌生崇閥遂周謝戎蹴殊岸
地漕城収祥訊絶切醜樗粧需醤繊州審粋季捷揮竣癌廠縮傷癌序廠晶潤稀州跳図収囚巌丈

冗壬琵訊州祢晴周遂寂酒疹凄醜宋殖州仁捗盛拓叔長柔創辛爵謝戎蹴殊岸

ɔ 怠唇城鍾牲周謝柔宋殖州脆政繕菖季章賞宋稀*2

訴 張 し消 冗 州 章 賞 宋 周 杓 寂 柔 怠 唇 城 鍾 牲 周 謝 柔 宋 殖 周 涜 酋 柔 政 甚 繕 菖 周 寿 遮 樹 修 巌
。却築植綬跳卓手樹遮蹴殊爵巌晴爽閥遂周謝戎蹴殊岸

賞菅癌上息蒸剰訴築臭州政甚宋殖州捜糎醜政甚繊彪州招揮承宵緒承需手樹巌政甚怠唇
宋爵増邪騒繕修勢辛綬謝戎巌怠唇宋臭州貞娠周遂寂酒焦淘鐸腎爵創辛綬殊岸

虐2 章賞宋眼焼情州章賞宋季税祥宋殖章賞宋稀置銭榛電娠肖州邪儒巌伸鐸双点秀速側宋衰壬州酬州岸

そさげす%

そ2げさ%

そ2げし%

。げす%

せげそ%

せげせ%

ご% 2ご% じご% ずご% 。ご% さごご%

錘腎2す消植

錘腎2ず消植

錘腎2せ消植

脆甚 政甚

さじげじ 
さ2げご ささげさ ささげじ さごげす 

さしげせ 
ささげす さごげ。 さごげご さごげず 

さしげし 
さすげ2 

さごげじ 
せげせ 。げし せげず ずげす 

。げご せげず ずげせ ずげじ ずげそ 
。げす 

さごげす 

ご

す

さご

さす

2ご

H2ずげじ H2ずげす H2ずげず H2ずげせ H2ずげ。 H2ずげそ H2ずげさご H2ずげささ H2ずげさ2 H2せげさ H2せげ2 H2せげし

季丈冗翠稀

脆 政

そげご そげ2 
さごげず 

ご

す

さご

さす

錘腎2じ消植 錘腎2す消植 錘腎2ず消植

季丈冗翠稀

丈冗翠



け ず け

ɔ 層騒宋凋鉄周謝柔宋殖州脆政繕菖
層騒宋凋鉄周謝柔宋殖州脆政繕菖周寿遮樹修巌硝那宋爵勿就脆甚ず眼政甚じ綬謝柔州

周鞘手巌続宋肖季選称宋衰症稀周収柔需腫州湛爵沼酌錫収戎巌鎗摩城症牲宋周収柔周手
酒爵呪樹巌脆甚宋殖州涜酋柔繕菖爵鉦錫収呪樹遮蹴殊岸

馳希収詔宣醜申湘周杓寂柔政甚宋殖州繊彪州椿諏灼従巌層騒宋凋鉄州政甚宋殖州繕菖
叔鉦酋柔酒酋州疹凄爵績酋従汁蹴殊岸

ə 鐸吐廼祥疹隻漕
訴張し消冗州鐸吐廼祥疹隻漕周寿遮樹修巌政甚宋殖修さごご却周炭手樹遮蹴殊爵巌脆甚

宋殖修遮狩汁州消植酬す却塘追周需囚蹴呪樹遮蹴殊岸
政甚州繊彪叔跳図手樹遮錫症綬修巌脆甚州鐸吐捜崇修勢辛収辛篤州硝寿綬謝戎巌脆甚

宋殖州鐸吐廼祥州疹隻漠図州酒酋州疹凄爵績酋従汁蹴殊岸

ə 脆甚宋殖州惰偃肖省人廼冏点秀鐸吐捜崇廼冏州疹隻漕
訴張し消冗州脆甚宋殖州惰偃肖省人廼冏州疹隻漕周寿遮樹修巌。ご却衰症周炭手樹遮蹴

殊爵巌鐸吐捜崇廼冏周寿遮樹修巌せご却塘追周需囚蹴呪樹遮蹴殊岸
遮狩汁州廼冏酬鐸吐廼祥周鎗舟柔需鉦遮疹隻漕需収呪樹遮蹴殊爵巌憧収柔疹隻漠図周

遂寂巌宋殖臭州仁捗藍象爵創辛綬殊岸

さごごげご%

さごごげご%

さごごげご%

じげし%

2げじ%

2げず%

ご% 2ご% じご% ずご% 。ご% さごご%

錘腎2じ消植

錘腎2す消植

錘腎2ず消植

脆甚 政甚

すすげせ%

ず。げし%

ずせげそ%

そごげご%

そずげし%

。しげし%

ご% 2ご% じご% ずご% 。ご% さごご%

錘腎2じ消植

錘腎2す消植

錘腎2ず消植

惰偃肖省人廼冏 鐸吐捜崇廼冏

す。げす%
せすげ。%

。ずげさ%
。そげご%
。すげそ%
そじげし%

ずせげし%

じさげす%
2じげ2%

さしげそ%
ささげご%

さじげさ%
すげせ%

し2げせ%

ご% 2ご% じご% ずご% 。ご% さごご%

硝那宋
選称宋

琢称続堆宋
琢称宋
設称宋
嬢称宋
寝宋殖

季錘腎2せ消じ蕉さ樵笥倉稀脆甚 政甚



け せ け

義政甚州繊彪跳図周状殊柔宋殖仁捗審推請旋灼従蟻

飾条州性糎叔菅剰殊柔周芯酒戎巌政甚州繊彪跳図周状殊柔粧俵周寿遮樹巌宋殖仁捗審推
叔蝕鮮手蹴手酒岸季審推薪冗眼錘腎2。消さ蕉さ2樵棋2蕉し樵癌条鎚漕眼しじげす%稀

設趨慎鐸腎制対点秀政甚繊彪跳図州椿諏灼従巌創辛収疹凄叔精第殊柔症綬捜節需収柔親
収俵食州審推請旋周寿遮樹修巌設州需杓戎綬殊岸

晻晻晻晻 鐸吐周状手巌惰繁取汁酒宋詔季宋訊稀臭州惰塑叔噺宙手蹴殊灼岸季壌囚酬爵遮柔宋殖州輯稀

鐸吐周状手巌惰繁取汁酒宋詔季宋訊稀臭州惰塑叔噺宙手蹴殊灼需遮邪塵遮周鞘手樹鬼噺
宙殊柔亀需鎚勺酒繕菖修巌脆甚爵じそげ2%巌政甚爵せずげせ%需政甚州上爵鉦錫収呪樹遮蹴殊岸

晻晻晻晻 笥倉州宋詔季宋訊稀修巌鐸吐周状手巌惰繁取汁樹遮柔需戦遮蹴殊灼岸季惰繁噺宙肖州輯稀

鐸吐周状手巌惰繁取汁酒宋詔季宋訊稀臭州惰塑叔噺宙殊柔需鎚勺酒酬州州邪儒巌蝕声周笥倉州宋詔
季宋訊稀爵腫邪綬謝柔灼需遮邪塵遮周鞘手樹鬼腫邪戦邪亀劣修鬼囚儒従灼需遮勺愁腫邪戦邪亀需鎚勺酒繕
菖修巌脆甚爵せすげし%巌政甚爵。せげ2%綬謝戎巌鎗摩城鉦遮繕菖需収呪樹遮蹴殊岸

晻晻晻晻 笥倉州宋詔修巌脆甚宋殖爵鐸吐廼祥叔疹隻手醜殊遮誰台周謝柔需戦遮蹴殊灼岸

笥倉州宋詔修巌脆甚宋殖爵鐸吐廼祥叔疹隻手醜殊遮誰台周謝柔需戦遮蹴殊灼需遮邪塵
遮周鞘手樹鬼腫邪戦邪亀劣修鬼囚儒従灼需遮勺愁腫邪戦邪亀需鎚勺酒繕菖修巌脆甚爵
じ2げじ%巌政甚爵じせげさ%綬謝戎巌遮狩汁酬窃裳叔錠条呪樹遮蹴殊岸

さ2げ。%

さごげす%

せずげせ%

し2げ2%

さ。げず%

じそげ2%

ご% 2ご% じご% ずご% 。ご% さごご%

囚儒従綬酬十遮

噺宙手収遮

噺宙殊柔

脆甚 政甚

すげそ%

ずげそ%

しすげせ%

すさげす%

そげ。%

さじげそ%

じしげせ%

しさげず%

ご% 2ご% じご% ずご% 。ご% さごご%

腫邪戦縦収遮

囚儒従灼需遮勺愁腫邪戦縦収遮

囚儒従灼需遮勺愁腫邪戦邪

腫邪戦邪

脆甚 政甚

2。げさ%

2じげ。%

しじげす%

さ2げず%

2せげさ%

しごげす%

2。げ。%

さしげず%

ご% 2ご% じご% ずご% 。ご% さごご%

腫邪戦縦収遮

囚儒従灼需遮勺愁腫邪戦縦収遮

囚儒従灼需遮勺愁腫邪戦邪

腫邪戦邪

脆甚 政甚



け 。 け

晻晻晻晻 笥倉州醤繊綬修巌樗粧需醤繊州審粋季捷揮竣癌廠縮傷癌序廠晶潤稀修疹汁樹遮蹴殊灼岸

笥倉州醤繊綬修巌樗粧需醤繊州審粋季捷揮竣癌廠縮傷癌序廠晶潤稀修疹汁樹遮蹴殊灼
需遮邪塵遮周鞘手樹鬼租裳周疹汁樹遮柔亀劣修鬼謝柔築植疹汁樹遮柔亀需鎚勺酒繕菖修巌
脆甚爵せせげし%巌政甚爵せ2げし%需鐘築植州繕菖需収呪樹遮蹴殊岸

晻晻晻晻 等神情宋殖修巌脆甚宋殖需政甚宋殖需綬争貌周湛爵謝柔需戦遮蹴殊灼岸

脆甚宋殖需政甚宋殖需綬争貌周湛爵謝柔需戦遮蹴殊灼需遮邪塵遮周鞘手樹鬼湛爵謝柔
需修戦縦収遮亀需鎚勺酒繕菖修巌脆甚爵すじげじ却巌政甚爵し。げせ却綬鬼縦灼従収遮亀需鎚勺
酒繕菖需菖性殊柔需巌脆政需酬。ご却築植需収呪樹遮蹴殊岸

晻晻晻晻 笥倉州宋牲十戎症牲州宋牲周寿酌酒遮需戦遮蹴殊灼岸

笥倉十戎症牲州宋牲周寿酌酒遮需戦遮蹴殊灼需遮邪塵遮周鞘手樹鬼腫邪戦邪亀劣修鬼囚
儒従灼需遮勺愁腫邪戦邪亀需鎚勺酒繕菖修巌脆甚綬修じじげす%綬謝呪酒州周鞘手巌政甚綬
修2じげそ%需沼酌収湛爵醤朱樹遮蹴殊岸

しそげせ%

し。げせ%

ずげさ%

さすげす%

2すげ。%

すじげじ%

さじげし%

すげす%

ご% 2ご% じご% ずご% 。ご% さごご%

縦灼従収遮

湛爵謝柔需修戦縦収遮

政甚宋殖州上爵閃貌取汁樹遮柔需戦邪

脆甚宋殖州上爵閃貌取汁樹遮柔需戦邪

脆甚 政甚

じげ。%

22げそ%

すせげさ%

さすげ2%

ずげご%

さずげせ%

すずげご%

2さげし%

ご% 2ご% じご% ずご% 。ご% さごご%

蹴呪酒錫疹汁樹遮収遮

謝蹴戎疹汁樹遮収遮

謝柔築植疹汁樹遮柔

租裳周疹汁樹遮柔

脆甚 政甚

じそげご%

2ずげさ%

2さげご%

しげそ%

2そげ。%

2すげせ%

し2げ。%

ささげせ%

ご% 2ご% じご% ずご% 。ご% さごご%

腫邪戦縦収遮

囚儒従灼需遮勺愁腫邪戦縦収遮

囚儒従灼需遮勺愁腫邪戦邪

腫邪戦邪

脆甚 政甚



け そ け

矯 性糎州逝焼城収節勺上

弓 蹴狩修仁捗州遂症灼従
惹州性糎修巌嚢茶癌毒茶綬謝柔宋殖爵壌鐸樹叔手収爵従巌樗粧周仁畢城周疹戎凄週惹

需爵綬酌柔十邪巌蹴酒巌政甚宋殖爵宋祥醤繊州馳希収詔宣周杓遮樹巌澄樹柔譲叔紳沼族
象変手巌惹汁蹴綬衰症周繊彪州詔叔摂弱樹遮錫惹需爵綬酌柔十邪巌寝狙耐弱樹制対叔手
樹遮錫酒酋周菅剰殊柔酬州綬謝戎巌宋殖硝焦硝焦爵設趨慎鐸腎制対点秀政甚繊彪跳図州
仁遜叔唇戚手巌腫汁周遂寂酒仁捗叔澄寿惹需爵勢辛綬殊岸

弓 彰揮書殊柔州修嬢蔵称癌尽爆称
性糎周帆弱柔疹凄修巌宋殖寝殖綬跳図手樹遮錫惹需修酬儒渋夙綬殊爵巌腫汁叔彰揮書

殊柔州修層嬢蔵称癌尽爆称綬殊岸
層嬢蔵称癌尽爆称修巌樵冖灼従尽爆宋殖州像酎周陣叔惰柔需需酬周巌宋殖州仁捗遂症

醜宋詔誰台州堕掃収囚巌宋殖爵漬酌醜殊遮柘醸手州属遮宋詔授錫戎周砺酋柔惹需爵沼潜
綬殊岸

胸 翠致食提点秀疹凄場千

焼情周杓寂柔設趨慎鐸腎制対点秀政甚宋殖州繊彪周状殊柔笥像叔統蹴勺巌設州需杓戎翠
致食提叔迅剰手巌食提炭腎周遂寂酒疹凄叔章邪酬州需手蹴殊岸
翠致食提州迅剰周芯酒呪樹修巌設趨慎鐸腎制対状選周寿遮樹修巌惹汁蹴綬州設趨慎鐸腎

制対阻剰粧祥親章森性糎周帆弱樹遮酒し俵食叔硝嬢翠致食提州詳舌手叔章呪酒症綬巌炊酌
須酌迅剰殊柔惹需需手巌政甚繊彪跳図状選周寿遮樹修巌焼情州政甚宋殖州繊彪周状殊柔像
酎周寿遮樹頼品癌裳腹叔章呪酒請旋巌阻周盛碇州創辛甚爵謝柔需正蒼手酒2俵食季邪儒さ
俵食修設趨慎鐸腎制対状選需楚醸稀周寿遮樹迅剰殊柔惹需需手蹴手酒岸
収杓巌翠致食提点秀疹凄場千周寿遮樹修巌設趨慎鐸腎制対鞘菅跳図拭点秀政甚繊彪跳図

拭周杓寂柔焼情州阻剰粧祥親殊舟樹周楚醸州酬州需手巌蝕鮮丈薪周寿遮樹修巌瑞さ薪性糎
薪冗曽函蹴綬需手蹴殊岸
季灸 宋鋳叔族剰手樹遮柔俵食周寿遮樹修巌鞘待宋殖爵倉避殊柔阻剰粧祥親州輯爵鞘待稀

義設趨慎鐸腎制対状選蟻

妓翠致食提宜 脆甚宋殖州鐸吐廼祥疹隻漕眼さ3却

規笥 像 致記 2げず%季錘腎2ず消植蝕凍稀
規疹凄場千記
休 殊舟樹州宋殖爵脆甚宋殖州鐸吐州酒酋州廼冏醜鐸吐廼祥州疹隻周寿遮樹唇戚叔仲
酋巌廼冏醜鐸吐廼祥州疹隻叔噺宙殊柔脆甚宋殖爵巌陣扶就収錫診斥手樹針植叔嵩娠
綬酌柔宋詔誰台授錫戎州酒酋巌怠唇宋叔照斥周仁捗藍象叔章遮蹴殊岸

休 脆甚宋殖州鐸吐捜崇需鐸吐廼祥醜廼冏同州針植州値帳城収嵩娠叔漠殊酒酋巌舜
承揮勝塾熟淑州繊娠醜巌針植州鞘待需収柔宋殖周冂壌季壌鐸樹女晶書償暑竣稀叔惰
膳殊柔収囚巌針植州敵石叔長柔需需酬周巌脆甚宋殖爵鐸吐周捜崇殊柔酒酋州廼冏醜
鐸吐廼祥州疹隻箪叔堀団手蹴殊岸

妓翠致食提宜 消冗州消設腺置廼冏疹隻樵翠眼さ焦さす樵衰症

規笥 像 致記 ささげず樵季錘腎2ず消植蝕凍稀
規疹凄場千記
休 壌囚酬州成側註鋳醜剰薪精飯巌捜椿樵収囚州晋礎章粧巌晋礎州萄廼輯醜埠廼輯収
囚州薪冗巌蹴酒巌寸程州籍茸樵収囚周巌晩遮周消設腺置廼冏叔疹隻手醜殊遮宋詔州
蓮捻陣授錫戎叔漠図殊柔酒酋州仁捗藍象叔章遮蹴殊岸

休 宋詔場綬州振晩世譲周十戎巌祥訊周制鶴州収遮付捻綬巌消設腺置廼冏需萄薪
廼冏季し樵冗稀叔菖縦珠酒信須廼冏州疹隻叔跳亰手蹴殊岸



け さご け

義政甚繊彪跳図状選蟻

妓翠致食提宜 怠唇城鍾牲周謝柔宋殖周涜酋柔政甚繕菖眼さす却季章賞宋稀

規笥 像 致記 せげせ%季錘腎2せ消じ蕉さ樵笥倉稀
規疹凄場千記
休 惹汁蹴綬鎗摩城政甚宋殖州惰塑爵爽収遮嬢代臭政甚宋殖叔惰塑殊柔収囚巌宋但州偵沼
叔醸朱酒棲馳収宋訊申湘州膳其周十戎焦淘鐸腎叔長戎蹴殊岸

休 怠唇宋臭腎称手樹遮錫焦淘勝揮承州薦伸周遂寂樹巌甚全周灼灼縦従狩洗譲癌電甚州謝
柔宋殖叔選称宋点秀琢称続堆宋臭値帳城周貞娠手蹴殊岸

休 政甚宋殖爵造遮邪儒灼従展靭州春将彰淑叔縮娼揮準手巌樗粧臭州仁畢叔鉦酋柔惹需爵
綬酌柔十邪巌政甚怠唇宋州新達巽醜春将彰淑緒殉縮晶同周選柔蛸廷叔蝕鮮手蹴殊岸

義設趨慎鐸腎制対状選癌政甚繊彪跳図状選楚醸蟻

妓翠致食提宜 丈冗壬琵訊爵さ蕉3ご丈冗叔中勺柔宋殖州繕菖眼3却衰場

規笥 像 致記 。げし%季錘腎2ず消植蝕凍稀
規疹凄場千記
休 宋殖爵巌寸頒綬壌囚酬需逼汁菖邪収囚巌寸程醜蒋裳州醤繊州酒酋周訴主殊丈冗叔棲
錫澄寿惹需爵綬酌柔十邪巌丈冗壬琵訊叔晴従腫邪需遮邪宋詔州蓮捻陣授錫戎需巌樵他
祥訊州詳舌手収囚州疹凄叔漠図殊柔酒酋州仁捗藍象叔章遮蹴殊岸

休 宋殖州琵訊像酎州城薦収頼品叔章邪需需酬周巌層宋詔周杓遮樹修鬼丈冗壬琵訊怠唇
上息亀周逝授錫琵訊丈冗怠唇州桧納叔長柔疹凄叔図酋蹴殊岸

休 祥訊州詳舌手周十柔丈冗壬琵訊州祢晴収囚巌地漕城収祥訊絶切醜樗粧需醤繊州審粋
季捷揮竣癌廠縮傷癌序廠晶潤稀周辱殊柔疹凄周寿遮樹修巌焦粧槻蹟州鞘待需手蹴殊岸

脅 腫州都州疹凄場千

翠致食提州炭腎周遂寂酒疹凄周崇勺巌設趨慎鐸腎制対点秀政甚繊彪跳図州椿諏灼従巌創
辛収疹凄叔章遮蹴殊岸

ά 脆政楚鐘捜糎仁捗州遂症需設趨慎鐸腎制対鞘菅臭州唇戚漠図
休 峠剰城収甚全騒繕裳増仁捗周需従縦汁狩巌脆甚酬政甚酬晩遮周世譲手樹壌鐸樹叔
章邪収囚巌脆政楚鐘捜糎仁捗州遂症叔長柔酒酋巌宋殖蛸廷醜腫州都州申湘叔醸朱仁
捗藍象叔章遮蹴殊岸

ὰ 省人癌鐸吐周状殊柔豆針植州敵石
休 省人癌鐸吐周状殊柔廼冏醜巌鐸吐廼祥癌嬢裳廼祥同州針植周寿遮樹巌針植州未脈
醜創辛甚州唇戚叔仲酋柔需需酬周巌診斥手樹嵩娠綬酌柔蓮捻陣授錫戎州酒酋巌舜
承揮勝塾熟淑州繊娠醜巌冂壌季壌鐸樹女晶書償暑竣稀州惰膳収囚周十戎敵石叔長戎
蹴殊岸

ǽ 畳附収鐸吐廼祥州織詮需宋詔丹貼制対
休 鐸吐廼祥叔成剰手樹遮柔宋殖爵巌深診叔弐錫惹需収錫巌潤妾揮盾周廼祥叔織詮綬
酌柔十邪巌鐸吐廼祥周状信殊柔馳希収針植醜訟須上拭収囚叔巌裳灼戎醜殊錫帆斑手
酒冂壌季壌鐸樹女晶書償暑竣稀州惰膳叔章遮蹴殊岸

休 鐸吐廼祥照州宋殖周鞘手樹巌剰薪城周狙場州昔据叔接短手巌創辛周操朱樹蛸廷辱
銭同叔損膳殊柔収囚巌宋殖州宵初升揮淳庄晶州賑澄癌遂症周砺酋蹴殊岸

æ 鐸吐廼祥同叔疹隻殊柔宋殖爵倉避殊柔宋詔州祥訊州畳附尻
休 宋詔州憎増叔縄晴殊柔酒酋巌宋殖州人乗人丞廼冏醜鐸吐廼祥州疹隻周範邪瞳丈宋
殖州遷娠周芯酒呪樹修巌層宋詔需焦粧琢需州信直叔萩周手巌創辛周操朱祥訊州炊豚
叔章邪惹需爵綬酌柔十邪周殊柔収囚巌惰繁周砺酋蹴殊岸

休 宋詔綬州祥訊州図章像酎同創辛周操朱樹巌扶訊象拍醜祥訊操対叔章邪収囚巌嬢蔵
寝職綬州柄孟収鞘操叔長戎蹴殊岸
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ɔ 鐸吐癌団槽同叔章邪宋殖臭州惰繁
休 鐸吐癌団槽同周状殊柔廼冏針植州敵石叔長柔需需酬周巌丈冗針心州謝柔宋殖周鞘
手巌創辛周操朱樹焦粧惰塑症州惰繁叔章遮蹴殊岸

休 鐸吐癌団槽同周状縦柔廼冏同叔嵩娠手醜殊遮酬州需殊柔酒酋巌層鋳針植州審推癌
蛸嫡叔章遮蹴殊岸

ɔ 宋殖殿娠巣達周杓寂柔政甚睡達肖州納症弱
休 樗粧需壌鐸樹叔鼠穣手樹遮柔政甚宋殖州詑叔堀団殊柔収囚巌政甚爵漬酌醜殊錫巌
臨譲謝柔宋詔綬謝柔惹需叔巌宋殖殿娠巣達醒場臭州徐晶傷抄暑署州八西醜哨揮妾
召揮準同叔繊娠手巌摂錫敵石叔長戎蹴殊岸

休 沼晋同州内宋泰埴湘醜菖鐘税祥泰埴湘同周値帳城周捜崇手巌情騒尽周杓寂柔樗粧
州臨譲醜早嵩調醤針植周寿遮樹舌註泰埴叔章遮蹴殊岸

ɔ 女廠潤娼晶署側疏鞘菅
休 純竣淳少淑承女廠潤娼晶署醜嘗順藷庶祝女廠潤娼晶署同周状殊柔蛸廷叔蝕鮮手巌
女廠潤娼晶署周鞘殊柔唇戚叔仲酋巌腫汁趣汁州宋殖爵宋訊勃章症州洗譲叔租裳周象
変殊柔惹需爵綬酌柔十邪巌属誕収宋詔誰台州薦伸周砺酋蹴殊岸

ə 鍾但醜宋詔周杓寂柔壌鐸樹制対
休 壌囚酬叔信汁酒上爵診斥手樹靭狙綬酌柔十邪巌詑灼寂醜創辛収訟壇寂叔章邪需需
酬周巌狙薬醜鮮迅場綬升鋤揮升暑書巌杓週寿董勺醜到摸周嵩娠綬酌柔潤召揮潤同叔
電肋迅塑手蹴殊岸

休 情騒尽爵壌囚酬州晋闘周騒穣儒巌体赤収眺倉需手樹茶手蹴汁柔十邪巌層宋詔周杓
遮樹巌吐塀癌醤伐州紹湘梯詳晋同州宋詔辻塵醜巌晋礎灼従州煩徹溌屠叔値帳城周睡
寂障汁蹴殊岸

休 宋殖修巌鍾但州硝殖需手樹巌鍾但州壌囚酬醜壌鐸樹叔殊柔寸頒叔俳灼錫詳兆戎巌
創辛周操朱酒陣畑遮醜訟壇寂叔章邪需需酬周巌鍾但繊森同季壌囚酬爵捜崇殊柔章粧巌
側瀞巌専醸診寝巌腫州都州繊森稀周値帳城周世譲殊柔十邪斥複寂蹴殊岸

興 性糎州跳図職針

等神情阻剰粧祥親章森性糎菅剰癌蝕鮮跡殖湘周杓遮樹巌焼性糎周逝授錫疹凄州蝕鮮像酎
点秀翠致食提州炭腎像酎州諏精癌槻蹟同叔章遮蹴殊岸

義等神情阻剰粧祥親章森性糎菅剰癌蝕鮮跡殖湘蟻
跡殖称 星訊嬢焦粧琢称
跡 殖 星菖賞菅嬢賞菅審堕琢脆政楚鐘捜糎増芯琢称 星訊嬢怠贈琢称

星訊嬢焦粧琢宋殖調醤増芯琢称 星訊嬢章賞盛拓琢称
壌鐸樹制対嬢壌鐸樹制対琢称 速側焼嬢星訊琢称 晋礎雪鐸嬢雪鐸賞菅琢称
晋礎雪鐸嬢晋訊琢雪宋殖増芯琢称 症錠髄畝嬢星訊琢称
情穣等神嘆責粧訊蔵新切怠唇琢称 触湘粧訊蔵星訊審推琢称
遅祥跡殖湘粧訊蔵設称 色耐怠唇跡殖湘粧訊蔵設称 綜推粧訊蔵設称

さご 性糎州敵石癌浸榛

宋殖州設趨慎鐸腎制対点秀政甚繊彪跳図周鞘殊柔唇戚叔仲酋巌焼性糎州疹凄叔跳図殊柔
酒酋巌舜承揮勝塾熟淑同周十戎性糎州敵石叔長戎蹴殊岸
蹴酒巌伴消教条巌乗消植州疹凄像酎醜食提周鞘殊柔蝕凍同叔浸榛手蹴殊岸
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⏨ᛶ ዪᛶ ྜィ ⏨ᛶ ዪᛶ ྜィ ⏨ᛶ ዪᛶ ྜィ

⾜ᨻ⫋
㻞㻢ே 㻣ே 㻟㻟ே 㻠㻢ே 㻝㻢ே 㻢㻞ே 㻡㻥ே 㻝㻢ே 㻣㻡ே
㻔㻣㻤㻚㻤㻑㻕 㻔㻞㻝㻚㻞㻑㻕 㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻕 㻔㻣㻠㻚㻞㻑㻕 㻔㻞㻡㻚㻤㻑㻕 㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻕 㻔㻣㻤㻚㻣㻑㻕 㻔㻞㻝㻚㻟㻑㻕 㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻕

ಖ⫱ኈ
㻜ே 㻜ே 㻜ே 㻜ே 㻜ே 㻜ே 㻜ே 㻜ே 㻜ே
㻔㻜㻚㻜㻑㻕 㻔㻜㻚㻜㻑㻕 㻔㻜㻚㻜㻑㻕 㻔㻜㻚㻜㻑㻕 㻔㻜㻚㻜㻑㻕 㻔㻜㻚㻜㻑㻕 㻔㻜㻚㻜㻑㻕 㻔㻜㻚㻜㻑㻕 㻔㻜㻚㻜㻑㻕

ᾘ㜵⫋
㻝㻞ே 㻜ே 㻝㻞ே 㻝㻞ே 㻜ே 㻝㻞ே 㻤ே 㻜ே 㻤ே

㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻕 㻔㻜㻚㻜㻑㻕 㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻕 㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻕 㻔㻜㻚㻜㻑㻕 㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻕 㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻕 㻔㻜㻚㻜㻑㻕 㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻕

་⒪⫋
㻝㻠ே 㻠ே 㻝㻤ே 㻤ே 㻡ே 㻝㻟ே 㻤ே 㻥ே 㻝㻣ே
㻔㻣㻣㻚㻤㻑㻕 㻔㻞㻞㻚㻞㻑㻕 㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻕 㻔㻢㻝㻚㻡㻑㻕 㻔㻟㻤㻚㻡㻑㻕 㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻕 㻔㻠㻣㻚㻝㻑㻕 㻔㻡㻞㻚㻥㻑㻕 㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻕

་⫋
㻞ே 㻟ே 㻡ே 㻡ே 㻢ே 㻝㻝ே 㻞ே 㻞ே 㻠ே

㻔㻠㻜㻚㻜㻑㻕 㻔㻢㻜㻚㻜㻑㻕 㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻕 㻔㻠㻡㻚㻡㻑㻕 㻔㻡㻠㻚㻡㻑㻕 㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻕 㻔㻡㻜㻚㻜㻑㻕 㻔㻡㻜㻚㻜㻑㻕 㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻕
㻟㻡ே 㻠ே 㻞㻠ே 㻞㻤ே

㻔㻣㻚㻥㻑㻕 㻔㻥㻞㻚㻝㻑㻕 㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻕 㻔㻝㻣㻚㻝㻑㻕 㻔㻤㻞㻚㻥㻑㻕 㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻕
㻟ே 㻟㻡ே 㻟㻤ே 㻢ே 㻞㻥ே

㻔㻝㻠㻚㻟㻑㻕 㻔㻤㻡㻚㻣㻑㻕 㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻕

ྜィ
㻡㻣ே 㻠㻥ே 㻝㻜㻢ே 㻣㻣ே 㻡㻢ே 㻝㻟㻟ே

ಖ┳ㆤ⫋

㻤㻝ே 㻡㻝ே 㻝㻟㻞ே
㻔㻡㻟㻚㻤㻑㻕 㻔㻠㻢㻚㻞㻑㻕 㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻕 㻔㻡㻣㻚㻥㻑㻕 㻔㻠㻞㻚㻝㻑㻕 㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻕 㻔㻢㻝㻚㻠㻑㻕 㻔㻟㻤㻚㻢㻑㻕 㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻕

༊ศ
ᖹᡂ㻞㻡ᖺᗘ ᖹᡂ㻞㻢ᖺᗘ ᖹᡂ㻞㻣ᖺᗘ

⏨ᛶ ዪᛶ ྜィ ⏨ᛶ ዪᛶ ྜィ ⏨ᛶ ዪᛶ ྜィ

⾜ᨻ⫋
㻝㻘㻟㻤㻤ே 㻠㻢㻤ே 㻝㻘㻤㻡㻢ே 㻝㻘㻠㻝㻤ே 㻠㻣㻜ே 㻝㻘㻤㻤㻤ே 㻝㻘㻠㻟㻠ே 㻠㻣㻢ே 㻝㻘㻥㻝㻜ே
㻔㻣㻠㻚㻤㻑㻕 㻔㻞㻡㻚㻞㻑㻕 㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻕 㻔㻣㻡㻚㻝㻑㻕 㻔㻞㻠㻚㻥㻑㻕 㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻕 㻔㻣㻡㻚㻝㻑㻕 㻔㻞㻠㻚㻥㻑㻕 㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻕

ಖ⫱ኈ
㻞ே 㻟㻥ே 㻠㻝ே 㻞ே 㻟㻤ே 㻠㻜ே 㻞ே 㻟㻢ே 㻟㻤ே
㻔㻠㻚㻥㻑㻕 㻔㻥㻡㻚㻝㻑㻕 㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻕 㻔㻡㻚㻜㻑㻕 㻔㻥㻡㻚㻜㻑㻕 㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻕 㻔㻡㻚㻟㻑㻕 㻔㻥㻠㻚㻣㻑㻕 㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻕

ᾘ㜵⫋
㻟㻡㻞ே 㻥ே 㻟㻢㻝ே 㻟㻥㻡ே 㻥ே 㻠㻜㻠ே 㻟㻥㻢ே 㻥ே 㻠㻜㻡ே
㻔㻥㻣㻚㻡㻑㻕 㻔㻞㻚㻡㻑㻕 㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻕 㻔㻥㻣㻚㻤㻑㻕 㻔㻞㻚㻞㻑㻕 㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻕 㻔㻥㻣㻚㻤㻑㻕 㻔㻞㻚㻞㻑㻕 㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻕

་⒪⫋
㻢㻢ே 㻤ே 㻣㻠ே 㻢㻢ே 㻤ே 㻣㻠ே 㻢㻡ே 㻥ே 㻣㻠ே
㻔㻤㻥㻚㻞㻑㻕 㻔㻝㻜㻚㻤㻑㻕 㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻕 㻔㻤㻥㻚㻞㻑㻕 㻔㻝㻜㻚㻤㻑㻕 㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻕 㻔㻤㻣㻚㻤㻑㻕 㻔㻝㻞㻚㻞㻑㻕 㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻕

་⫋
㻤㻞ே 㻠㻠ே 㻝㻞㻢ே 㻤㻟ே 㻠㻤ே 㻝㻟㻝ே 㻤㻢ே 㻡㻞ே 㻝㻟㻤ே
㻔㻢㻡㻚㻝㻑㻕 㻔㻟㻠㻚㻥㻑㻕 㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻕 㻔㻢㻟㻚㻠㻑㻕 㻔㻟㻢㻚㻢㻑㻕 㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻕 㻔㻢㻞㻚㻟㻑㻕 㻔㻟㻣㻚㻣㻑㻕 㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻕

㻠㻞㻣ே 㻟㻠ே 㻟㻥㻢ே 㻠㻟㻜ே
㻔㻢㻚㻠㻑㻕 㻔㻥㻟㻚㻢㻑㻕 㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻕 㻔㻢㻚㻢㻑㻕 㻔㻥㻟㻚㻠㻑㻕 㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻕
㻞㻣ே 㻟㻥㻟ே 㻠㻞㻜ே 㻞㻤ே 㻟㻥㻥ே

㻔㻣㻚㻥㻑㻕 㻔㻥㻞㻚㻝㻑㻕 㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻕

ྜィ
㻝㻘㻥㻝㻣ே 㻥㻢㻝ே 㻞㻘㻤㻣㻤ே 㻝㻘㻥㻥㻞ே 㻥㻣㻞ே 㻞㻘㻥㻢㻠ே

ಖ┳ㆤ⫋

㻔㻟㻞㻚㻣㻑㻕 㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻕
㻞㻘㻜㻝㻣ே 㻥㻣㻤ே 㻞㻘㻥㻥㻡ே

㻔㻢㻢㻚㻢㻑㻕 㻔㻟㻟㻚㻠㻑㻕 㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻕 㻔㻢㻣㻚㻞㻑㻕 㻔㻟㻞㻚㻤㻑㻕 㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻕 㻔㻢㻣㻚㻟㻑㻕

㈨㻙㻝



＜資料編＞

【②　平均継続勤務年数】

※　平成27年4月1日現在の在籍職員の平均値

【②-2　継続勤務年数別の男女割合】

※　平成27年4月1日現在

※　上段：職員数　下段：男女割合

【②-3　退職時の平均継続勤務年数】

※　平成26年度退職者の平均値

【②-4　採用10年後の継続勤務割合】

※　平成17年度採用者の平成27年4月1日現在の在籍状況

【③　職員一人当たりの各月ごとの超過勤務時間】

※　平成26年度実績

※　派遣受入職員分を除く。

【③-2　職員一人当たりの一月当たりの超過勤務時間】

※　派遣受入職員分を除く。

【③-3　時間外勤務が月30時間を超える職員の割合】

※　派遣受入職員分を除く。

区分 行政職 保育士 消防職 医療職 医事職 保健看護職 全職種

12年01月 15年11月

区分
行政職 保育士 消防職 医療職 医事職 保健看護職

男性

全体 17年04月 18年10月 16年04月 7年01月 11年03月

  7年11月 16年07月

女性 17年01月 19年03月 15年06月 2年02月   7年11月 12年05月 14年08月

男性 17年05月 11年00月 16年05月 8年08月 13年05月

女性 全体 男性 女性 全体

30年以上
152人 66人 218人 0人

女性 全体 男性 女性 全体 男性

全職種

男性 女性 全体 男性 女性 全体 男性 女性 全体

32人 32人 245人 106人 351人

(69.7%) (30.3%) (100.0%) (0.0%) (100.0%)

0人 0人 6人 0人 6人 0人8人 8人 87人 0人 87人 0人

(100.0%) (69.8%) (30.2%) (100.0%)

25～29年
183人 33人 216人 0人 0人

(0.0%) (100.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%) (100.0%)(100.0%) (100.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%) (0.0%)

14人 204人 47人 251人

(84.7%) (15.3%) (100.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

1人 4人 0人 4人 0人 14人0人 16人 0人 16人 1人 0人

(81.3%) (18.7%) (100.0%)

20～24年
264人 77人 341人 0人 8人 8人

(100.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%) (100.0%) (100.0%)(100.0%) (0.0%) (100.0%) (100.0%) (0.0%) (100.0%)

340人 125人 465人

(77.4%) (22.6%) (100.0%) (0.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

11人 1人 12人 3人 39人 42人54人 0人 54人 8人 0人 8人

(26.9%) (100.0%)

15～19年
248人 96人 344人 1人 10人 11人 37人

(8.3%) (100.0%) (7.1%) (92.9%) (100.0%) (73.1%)(0.0%) (100.0%) (100.0%) (0.0%) (100.0%) (91.7%)

178人 483人

(72.1%) (27.9%) (100.0%) (9.1%) (90.9%) (100.0%) (84.1%) (15.9%)

11人 23人 3人 54人 57人 305人7人 44人 4人 0人 4人 12人

18人 6人

(100.0%)

10～14年
174人 59人 233人 0人 5人 5人 54人 1人

(100.0%) (5.3%) (94.7%) (100.0%) (63.1%) (36.9%)(100.0%) (100.0%) (0.0%) (100.0%) (52.2%) (47.8%)

(10.2%) (89.8%) (100.0%) (68.0%) (32.0%) (100.0%)(93.3%) (6.7%) (100.0%) (75.0%) (25.0%) (100.0%)

391人

(74.7%) (25.3%) (100.0%) (0.0%) (100.0%) (100.0%) (98.2%) (1.8%) (100.0%)

24人 6人 53人 59人 266人 125人55人 14人 1人 15人

87人 224人 166人 390人

(67.5%) (32.5%) (100.0%) (16.7%) (83.3%) (100.0%)

12人 12人 11人 23人 7人 80人6人 52人 1人 53人 11人 1人141人 68人 209人 1人 5人

(57.4%) (42.6%) (100.0%)

5年未満
204人 71人 275人 0人 0人 0人

(52.2%) (47.8%) (100.0%) (8.0%) (92.0%) (100.0%)(98.1%) (1.9%) (100.0%) (91.7%) (8.3%) (100.0%)
5～9年

360人 223人 583人

(74.2%) (25.8%) (100.0%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! (100.0%)

20人 23人 43人 15人 122人 137人94人 0人 94人 27人 7人 34人

(38.3%) (100.0%)

合計
1,366人 470人 1,836人 2人 36人 38人 394人

(53.5%) (100.0%) (10.9%) (89.1%) (100.0%) (61.7%)(0.0%) (100.0%) (79.4%) (20.6%) (100.0%) (46.5%)

970人 2,914人

(74.4%) (25.6%) (100.0%) (5.3%) (94.7%) (100.0%) (97.8%) (2.2%)

52人 135人 34人 394人 428人 1,944人9人 403人 65人 9人 74人 83人

(100.0%)

区分 行政職 保育士 消防職 医療職 医事職 保健看護職 全職種

(100.0%) (7.9%) (92.1%) (100.0%) (66.7%) (33.3%)(100.0%) (87.8%) (12.2%) (100.0%) (61.5%) (38.5%)

12年00月 27年10月

区分
行政職 保育士 消防職 医療職 医事職 保健看護職

採用者

全体 35年09月 35年00月 36年08月 3年03月 28年09月

－ 33年01月

女性 35年09月 35年00月 － 1年00月 － 12年00月 17年03月

男性 35年09月 － 36年08月 4年08月 28年09月

継続者 継続割合 採用者 継続者 継続割合

男性 35人 35人 100.0% 0人

継続者 継続割合 採用者 継続者 継続割合 採用者

全職種

採用者 継続者 継続割合 採用者 継続者 継続割合 採用者 継続者 継続割合

2人 100.0% 57人 51人 89.5%

女性 14人 13人 92.9% 0人

5人 50.0% 3人 2人 66.7% 2人0人 0.0% 7人 7人 100.0% 10人

0人 0.0% 7人 7人 100.0% 10人

9人 50.0% 35人 24人 68.6%

全体 49人 48人 98.0% 0人

0人 0.0% 3人 2人 66.7% 18人0人 0.0% 0人 0人 0.0% 0人

2月 3月 合計

時間数

男性 24,483時間 20,442時間 18,982時間 19,528時間 17,895時間

8月 9月 10月 11月 12月 1月

11人 55.0% 92人 75人 81.5%

区分 4月 5月 6月 ７月

5人 50.0% 6人 4人 66.7% 20人

34,183時間 27,897時間 26,947時間 26,861時間 24,087時間

6,387時間 6,125時間 6,504時間 8,047時間 9,999時間 90,594時間

25,802時間 246,363時間

女性 9,700時間 7,455時間 7,965時間 7,333時間 6,192時間 7,686時間 7,201時間

23,349時間 19,664時間 18,384時間 17,096時間 18,093時間 22,645時間

20,458人

女性 936人 964人 965人 961人 957人 956人 952人 951人

1,706人 1,706人 1,704人 1,703人 1,702人 1,702人

35,801時間 336,957時間

男性 1,700人 1,708人 1,707人 1,706人 1,707人 1,707人

31,035時間 26,865時間 24,771時間 23,221時間 24,597時間 30,692時間合計

2,653人 2,652人 31,902人

一人当たり
時間数

男性 14.4時間 12.0時間 11.1時間 11.4時間 10.5時間

2,664人 2,663人 2,658人 2,657人 2,656人 2,652人

952人 949人 951人 950人 11,444人

合計 2,636人 2,672人 2,672人 2,667人

対象者数

6.7時間 6.4時間 6.9時間 8.5時間 10.5時間 7.9時間

15.2時間 12.0時間

女性 10.4時間 7.7時間 8.3時間 7.6時間 6.5時間 8.0時間 7.6時間

13.7時間 11.5時間 10.8時間 10.0時間 10.6時間 13.3時間

時間 9.0時間 9.2時間 10.6時間

年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

13.5時間 10.6時間

年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

11.7時間 10.1時間 9.3時間 8.7時間 9.3時間 11.6時間合計 13.0時間 10.4時間 10.1時間 10.1時間 9.0時間

割合 6.7% 7.0% 8.3%

資-2



＜資料編＞

【④　管理的地位にある職員の男女割合】

※　各年度4月1日現在

※　上段：対象者数　下段：男女割合

【⑤　各役職段階にある職員の男女割合】

※　各年度4月1日現在

※　上段：対象者数　下段：男女割合

※　派遣受入職員及び短時間勤務再任用職員を除く。

【⑥　育児休業取得率・平均取得日数】

【⑦　男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加休暇の取得率・平均取得日数】

※　対象者数は，育児休業の取得対象者とする。

男性 女性 合計 男性 女性 合計
区分

平成25年度 平成26年度 平成27年度

男性 女性 合計

(89.4%) (10.6%) (100.0%)
上記のうち
行政職のみ

151人 14人 165人 164人 14人 178人

296人 270人 32人 302人
(89.8%) (10.2%) (100.0%) (89.5%) (10.5%) (100.0%)

全体
246人 28人 274人 265人 31人

(7.7%) (100.0%)
169人 14人 183人

(91.5%) (8.5%) (100.0%) (92.1%) (7.9%) (100.0%) (92.3%)

区分
平成25年度 平成26年度 平成27年度

男性 女性 合計 男性

4人 71人 66人 4人 70人
(95.7%) (4.3%) (100.0%) (94.4%) (5.6%)

女性 合計 男性 女性 合計

部長職
66人 3人 69人 67人

75人 67人 11人 78人
(84.3%) (15.7%) (100.0%) (86.7%) (13.3%) (100.0%)

(100.0%) (94.3%) (5.7%) (100.0%)

次長職
59人 11人 70人 65人 10人

137人 17人 154人
(89.6%) (10.4%) (100.0%) (88.7%) (11.3%) (100.0%) (89.0%)

(85.9%) (14.1%) (100.0%)

課長職
121人 14人 135人 133人 17人 150人

27人 194人
(92.5%) (7.5%) (100.0%) (91.2%) (8.8%) (100.0%) (86.1%) (13.9%)

(11.0%) (100.0%)

課長補佐職
160人 13人 173人 166人 16人 182人 167人

685人
(77.8%) (22.2%) (100.0%) (77.0%) (23.0%) (100.0%) (75.8%) (24.2%) (100.0%)

(100.0%)

係長職
506人 144人 650人 521人 156人 677人 519人 166人

(58.5%) (41.5%) (100.0%)

合計
1,917人 961人 2,878人 1,992人 972人 2,964人

1,809人 1,061人 753人 1,814人
(56.4%) (43.6%) (100.0%) (57.5%) (42.5%) (100.0%)

一般職
1,005人 776人 1,781人 1,040人 769人

(32.7%) (100.0%)
2,017人 978人 2,995人

(66.6%) (33.4%) (100.0%) (67.2%) (32.8%) (100.0%) (67.3%)

H26 H24 H25 H26 H24 H25 H26

男性

対象者数 50人 47人 45人 1人 0人

H24 H25 H26 H24 H25 H26

保健看護職 全職種

H24 H25 H26 H24 H25 H26 H24 H25
区分

行政職 保育士 消防職 医療職 医事職

4人 70人 82人 78人

休業者数 1人 2人 2人 1人 0人

1人 4人 5人 2人 2人 1人0人 12人 25人 26人 1人 4人

0人 3人 2人 2人

取得率 2.0% 4.3% 4.4% 100.0% 0.0%

0人 0人 0人 0人 1人 0人0人 0人 0人 0人 0人 0人

0.0% 4.3% 2.4% 2.6%

平均取得日数 365.0日 19.0日 126.5日 41.0日 0.0日

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0%0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0日 140.7日 19.0日 126.5日

女性

対象者数 13人 25人 10人 3人

0.0日 0.0日 0.0日 0.0日 16.0日 0.0日0.0日 0.0日 0.0日 0.0日 0.0日 0.0日

23人 23人 38人 52人 39人

休業者数 13人 25人 10人 3人

0人 0人 2人 0人 4人 20人4人 2人 0人 0人 0人 0人

23人 23人 38人 52人 39人

取得率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

0人 0人 2人 0人 4人 20人4人 2人 0人 0人 0人 0人

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

平均取得日数 425.8日 412.6日 387.3日 397.3日

0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0%100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

387.2日 547.7日 449.8日 409.0日 498.4日

全体

対象者数 63人 72人 55人

0.0日 0.0日 641.0日 0.0日 588.3日 454.1日511.0日 308.0日 0.0日 0.0日 0.0日 0.0日

22人 24人 27人 108人 134人 117人1人 4人 1人 6人 5人 6人4人 4人 2人 12人 25人 26人

23人 41人 54人 41人

取得率 22.2% 37.5% 21.8% 100.0% 100.0%

0人 2人 0人 4人 21人 23人2人 0人 0人 0人 0人 0人休業者数 14人 27人 12人 4人 4人

85.2% 38.0% 40.3% 35.0%

平均取得日数 421.4日 383.5日 343.8日 308.3日 511.0日

0.0% 33.3% 0.0% 66.7% 95.5% 95.8%100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

547.7日 427.1日 394.5日 480.3日

区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度

0.0日 641.0日 0.0日 588.3日 433.2日 387.2日308.0日 0.0日 0.0日 0.0日 0.0日 0.0日

90.0% 96.3% 83.3%
平均取得日数 1.8日 1.8日 1.9日

配偶者
出産休暇

対象者数 70人 82人 78人
休暇取得者 63人 79人 65人

取得率

55.7% 68.3% 67.9%
平均取得日数 3.9日 3.7日 3.6日

育児参加
休暇

対象者数 70人 82人 78人
休暇取得者 39人 56人 53人

取得率

資-3


