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H⁚三笠ちち

教禁入智Jあ予つと勉が遊質朴豊富争﹂読莞ノ

事窟嘉拳豪富しに却り 皇八人の冒著者望んであっ撃をを知ってい苦笑

ろ戒
ん私ば頂が蟹生前に一幕ノ十卜・字ノタ﹂にお汁ノ
ヒ︑私†急讐立石して空の卑屈入な窄ものに警

いレ﹂

はい︑イ几なけよ︑凡てヰ㌔疲の数ヤ︑監項賓ば︺FO帯電

させ花柳っ僅からでイ‰ヶ毘′ソに響ヲカ確の解乳

乾すろ感じポ経書に暗拶置かナようとい■つ乾草γを

ンでンズだと思い責う︑ノ

．レ

ゾ

C賢か幹部賢け〃東雲人何ケすな ﹂﹁ノ一▼イノワープり′

寺号ぺ訪わ産も

ていろ〝恵″の存在を信じ︑そ牢hかブリ耳鼻直

わちまじめ指UFロ研究グルムノを均零しょうヒレ

︽間五︾

毒す〃写生です︑∴九拝ケめ草丁

雷のな致し軍廿わけノの1招から蟹サので誘㌢︑特にヶ

草す

ライオンの滞患氷∴∴﹂亘って曙望‡しすり璃介毒竜膵安今に苗造って
プ要っ′耳賓語忘丁屠ぺ㌧望のわた淳どフ啓
聖∴可芋に碍笥ご＝机てい寄倒釣りり足跡″の解畢生
吾せんか？

ジョ・・∴ノ■ウ／1与／ムスンは心宜の今野に入

ぁたた昔ナンマソ女だレ﹂愕苧
︽寧∵

克はゃれ三更碍しません︒彼lて

に深を発すろも玖しを匂と一項って

ました

フてレ茸

窮／私は〃酎㌫折ペ耶′〟がオリオン屋盈

㌢つ信じ草すか？

︽賓︾

から認i祭Tて ろと将星 ∋とんり季Åりに大き

言貰／ヘセがと−りあわなサれで示慶

彗示世琴の調登竜たちで

ての喫政を卑皇Jゼ吾ノとして各の偲に恐

尊号が︑正直に穫γ乃レ≡ろ︑二れ榛骨官乗東

乃鴫が＝霊叶草月班冬草に与えられつつ・折ろと嘉は

黎

につ

あろヒ恩

∵⁝∵・∴．怖
㌧を
︒フ
∵ 孔︹ノサたがっ7

巧か・ヰ亡狐イ註ん裾︑それ・闇碑

・

‖／

エ・㍑÷ヘラ・珂⊂ニい分野の知軍算ヱつ誉也んでした〝

寿1吾阜†正︑盲ヨ昭にキのよう㌢草を吐んさくす

†ユブパ＼J仇て

否？キわ空′尭誓・＼す∵へ薫撃苛ヒしてウィリア
ムて

．

∵﹂こ∴トワニとてすが︑布か

二て︑′∴∴享叶エノ〃〃︑空・澤ふ∴南峯．・︑封前号約接線亡

国ヱ迄∴l壬手∵いノ
r京王r．︑′

索

●

半ば︑彼蔓讐重量聞＝た；と
は才∵為貫︑ウキノ言草ルり私ぼ彼の議書を赤ま

てからすでに教各桁仁ってLlうと客 書且

は日常に護す否でレすフ：義盛の浅草暑が起っ

リキ㌻匪湘南り吾セノルでしちごあばその諸富かち

は鶉は全然象碕す孝一ヒはできません︒彼らの物菟

∪βAの会費たちは琴膚人の甲停船の免

炎間︑不∀

のただの一片をもあ暗合く砲じて弄り■ま甘んク

炎聞八・︾北村汽が主務レていろ卑官人絹努去れぽ

禁教聾藷︑富合易羞れてい若草〃ヤー
ントラ．″ヒl呼ばれろので義務と招じてい一i乱・誘な

︽密︾

見で

れば虚盲宕

Lて委デ葱

乏すかて

ねの息峯し写．アダムス孝が宗

否す予

象ろ大学官粥暫凋降して皆を叔興す雪巨に⊥相1て

そかに膚蕩ろ労盟ぎレて薄ク︑号そ大泉麿外か止ノ

C8欄でけ食費と家絶息ハ旦定の錫啓にか
この魔の愚かしい才易竿〝サゴントラそ
ケれ
とでい

の人口の殆どが死癒すると う二レしになって lイヱ乳

イま
品の孟Ll泉泉に地球の各激な傾斜軒髭ワ︑せ承
をはアダ′ムスキか乏しのことを同いた二ヒがあっ
すか？

︽客︾

ません︒詔はこ

まレた︒

ラインホールド・0■ン子︑︑・rト︑ハワ

ては？

彗星たけを指じ書残しかし無敵

すと︑進歩レた頚香色詔つ曽倭人で三見彰感然

かと危ぶむかもレれ護也んレ︑キの経度を礪

能在のでJ九碑りけ︑何仰がを季つとしていろので

げ指

測オ為か彰レれ計廿んが︑∵鍔ウy︶〝所々をそ薫育

脅のですから︑別に慶石
啓 と惇で手厚いれて耳

何匁︾ ヤダムズヰ惇白倉畠乳の見せ場テレパシ
ち之でけありノ窟せん︒お孝狛の聡のノ太につ ︽て

の人々がをれを目撃レて

たと卓絶レで

全霊Y串曇舌シフォ∴卜軽費が㌦旛の埠留舶を見

星の青葉仇っ

の弱象孝の賃生首ろ賭や鳩車芸て竃イヴ季夏ば孫可
閂蟹でエジプトへ麻布レた物藷ヒメンツ一軒のク土

いてあなたはどう憩い冒すか？韓にシュミットが

吾でに裡且得て薪に謂つてく飢たすぺてかゃ番えま
ード・ナンシー肘︑諺レてスタンフォード亮虜七↓

坤蘭∵亭︾

の兵を砲詑レてもら

桁扇はr前夫う望′り絹ヤ鬼殊を璃

＼つ原審は船常亭嘗級別ら者しEも孔て笠卑膚の汲

■
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−一て ノ 云 ÷ ㌔ ∵

ね雪とほど安←い＝とは苛孟んし︑痺に長＝

に号れば胚窟管し乏し才予告忍冬管姦

″を鶉堵に個援のあ各彰のだと希っ覿を註し才芸
て＝吉i且∵しかし票奉書垂号魯象嘗嵐
︽膚∀す本へ行ぎ産‖のですが︑客れに
符号ぅにはあ乏りに声望しJ先二の嘗によってテレ
珂許かりきすレ︑孟名望ってい長ん￠し
一 かレ鷲でき貫け擾真誓づ有そすレ︑

パシよの能オ矛靖子主に威妨レた八がい一寸首か7

︽各ゼ票却蕎碑芋は︑ゼ云藷でも覚書l㌃
パシーの能力をもづ／含＝毒せんけ単層の見炭たち

られろ董こ東研を受サ入北空之そ蒙し年

語義レ＝雫行音名牒どに発雷聖書しかサ

︑︑て笠ご親切重荷準︸ニ史〃の凄か去彪を莞

ゼ言意見敗をす至と桝参々とアダムえヰに
霧詔つ
望霧に偲けてきた賓花泉盈仁令りの
て＝ます禁名書寮〟宣てい姦智最
ヒつ＝ては︑号音契肇はむつかレくぼはてた
だ鍵習に誘たって忍耐菱蜃1とを屠マ盈某てす

霧考︑克たろの殆どは一重ぢの励に親電遺
て草
待ど
望苦よ︑ユ忘︑普㌃慧雷管︶
す宗でば首でレようかじ号レて滋たちは哲
︵ルトシ十の付藷︺

毛．ので警て地点報い一㌢す︵孝老崖音キ警ば監

努君錦めろ錫食︑蒜の鬼才知ら未登長するあ
のなた謝ら去っていった人ヱ車署享を
届稗すろよ呈碧か凄いで貧乏零し琴
学芸人ユにづいてはど・を頓腐レないで
に写り吉子しかしその二む透ち号ヒ秀え嘗
て葦
み冬
弟鳥諾し始めて︑嘉島しになかてた
どの褒化が姦遂に賢弟つつ奇書甥人何ぼ
なたは周東へ泉石つも玖でいま耳なl？

ば∵垂ぅのあ＝だに↓︑ほどの胡違はない早耳

︽荷一ロ︾

・
窮なた裾理解を貰とそ∵あなた仔噛むこ半ばあれ
ケぼもうグレよ

t．⁚りり ク

たい
ボ姥にた

回屠がで書乳で顔ろ︑スど述べて︑

七てぺづに逐警〝戎レませんで．レた︒あ

え見がら臼を送ってい苛つ考に︑ハ月二十ハ軍曹の

還で
属読
でア抑ぇス軒割ら初発に箸の回屠が啓也
とは︑薇市貝か知的でまじ折指奪人

レて窒わ折て碑離指数嫡をしかサて

否−

鞭

すり

×

㌔して私は役が完︑禁祭︶コノタクトアノで

キつに各折れ壬見み痩彼が凛焚の卑官親行萄放ち
ヒ今て︑隠体約にや傍線行宮しEとりっ亀じ・がど

な

のあいだ野望伸行に婆J

たので巧か7︑卑して彼

の捲艶を泉人たちは肇準レ一ましたか7

X

とを別に藷レてくれまン管⁝−履璃﹄

′X

撃の罪科て指折り

︒C汚A▲試

りで言渡キー万

竹吾す剃ら・︑．皆のつもjl夕㌧こ頒翁下丁

剋は飽もが苧久てあろように骨身の紬象を述ぺこれは﹁つの窟癖として嘱すたにすぎり
X

たに各︑指いのですから︑そ竺r乏ご朗究下コ配

X

﹁一．は︑C

ので野

う電線攣乙したのかもレれ急せん〝破けどれくの
ら存かで作りエアlら変二とでイ‰褒凱〟がを空

一夏をばっ壬りと却ってい彗ヰ㌔あ訳搾薇のけ

︑？して彰苦言サルれ綾ば義教蓋竿＝のよ

︶︵

射て︑そのなかに深のよ㌻な個所かあったか叛て
方ヒいう萄指たの愚弟に同格で慕︑レかレ何湧らか

が一滋

牒㌻言て露÷かレ碧の宣易

が企て得票り計急に質粥にあら貨物暑が伺

言せん︒〝無風頚クの覆のな訊では︑如何得る逆八
に何
布乾に．賓喝がレて看りますが︑■彪はそれにたい

＿

の内容嘉す雑し苧彰の乞

つでしたかイオトル詑軍
顎昆
〟く母宣招ど牽う烏孝れば診いレJいう賂

じがレ一等レたリブ謀り嘩け好漢で長堀に尊号たあ

㌢訂あ空音泉︑ゼの頭ば詔のUFOに

に聾した

の璃危な孝件のそ〜什計努々▲人で誘っ学之は

肇饗のよ﹁﹁です桝＼そのれ㌢か誉仰捨象管し﹁仁て
まし

喝す是希㌢わ誓言くて︵やで孝つでJ遊
破の琴嘗の閂翳に草贅退任季苛も刀呈孝見て

ては

UFロと偲穿とをごた漉せにレてズ劇作をやっての

慧イ㌔イス
けた人な介ぢヒ忍ば穿って・い乏東リこれl二つ

㍍∵考ろん俊郎腔濠牽賛両君車蔓轡質侶枚を

た二と替れ鼻終夜容密浸ろケと診

りl＼

紺

ろあプチ左裾︑最も首ぐ

たくちいで巧からー㌧しかレ︑孝の後肌を蚤凰は遠州ブリスぺーンの一︺イ・ラり′色ル

ラエル・ノーキンのヶ円盤日記んゆに発作撒の写各
泉項
′からの象解がいろ
乳て出で

今年が月末日牲てよこし妄管なかの次の／節で

ちろ犀才が変レ

凛実のUFOヒば要約指もの乙の区別ナケ少しゲつ知

苧ように指ってウィリアムズンにた

X

X

を象サて言℃たク方針心セれた卯ご箆その軍務

知ケ竺学つよ＜謬稗レて す八宗︑2虜翼牒指導

巧

っ・て竺イ㌃たク加うス仁者記と礪貌を菟壊して

く産も／象ばせ命の有がの〟盈エな眉薮

混乱

う警嘉拗︹てそ邑のは︑・碩はコンタクトマンでも
﹃過去に
筏んで彰侵く︑厚東藩花委UFOの分野仁
楓ケレEために︑UFOの尉骨解析死に封ど

乞引号数レたリレて︑ア㌻ムスキ側や及アダムス千
闇﹁額這解猟Lを士れてい孝弘ユも毎サれば人

−尊それ軋率郎雷ノつけでいて・レ孟詔別にレ駄
舟♂いずれからも相手にぺあ得け人詔であ巧らしけ

∫空白撃乞殆豊軍務レはレ吾
もヽス︼方・んソ肘

豆㌔二仇はたがルよ

︺
﹂U

例で宗希と屠い言残

えは誼代の最も﹁射すのれかゆ風L栄泰の二／に変

じて

酉容はともかく︑豆衷な宴変容掌れたのイ巧ケ

れど彰︑号れにたけレでuBAは√紫の鰊弛も√庁

芽二浪喜一レただ叶との二Lてすが．︑しか．しノ号の

烹た︑憩吸わキ亘えト教ば重とレてげウロの雷撃乞 の北東甘よニュ孝︑たゼ長の赦各と謂讃俊の切符
±畠とレ7い壬l新︑レかろにパゥ甘は個／へ魯にば

ヒ容つて

等号∵

サ

√エえに倉つた二レ琵なく︑埠狙ゆをし役の貰いた ネ薙もー暮れれ憬桝つた氏の放免は唐桑に痴た
毛のはその増徴に弄いてh甘レば﹁椚サの卯かわβ

しかレ﹁東伯どは切倒にもC古井綽拷ワ・事︑して

﹁親ら藷的に域って

も誓なってLl暮まセラやヶ﹁敦烹った蟹仇﹂乏
す毒は︷量れ覇射手lの薪を班て象号〃戯の茅召

惑う鳥いのも無確信万 のばLと った老笈持動に

脅から謝礼帝熊拭保どを

人クであろように怒れれ㌢彗塗レてウハリアムス

巧う

巧研﹂

とりフニヒよりも﹁破ぢ軒如何什休軍人物か﹂竺般

はあ香り忍ユイ産ん♂﹁破ら壁用をやって

■つ藷菩桝lりっゃヽれ祭ってゆく惑え克

ンが今そ狙を招ってい穏のですん■∴■憎んの山±な
〃凛覚クと

の守丁場ヤりガを﹁蟄乳吏をLと写りだ▼汁ナ且

愛染嵩ケも多少はよく知っ．て ろ〃もりの．塾や忽

脅光線でイぜ

ばしから﹁あ

一′1卜

り辛て
ゝ は﹁あんな娩に礁電

つばプラグ々仁／Lヒ寄っF′㌢︑疫凱

して灘判紛甘責学意肴オ／へを掛たっ

t僧兵に已

の．〃し

X

之遽毒物／今冬そ督は票殖若草ては
︑指︑り指いヒ匁は杷から腎て
X

″官選−︑琴密人″一き現された増野釈には変Lル

易の巷で議ご一 各港教禦宜樋豊後牽魯摺

1LC

た攻ろ欝碍の興が浮んで萎まま︵孝

ために或ケまゼ確約望憩ど う蜜疎かケ耽班写竺︶

て

ゼわ痴

とがで予習︑セん∴デル㌧フ︑イパイ身ロギき

覇者都争弓ので

もの厚いイかぼす破域ごれ．寄郎ゆ一礼に︑づ王ざ烹の

き孝礼譲写
プ÷禦ソ∵接レて些少は珍質を野草︺レ︑防禦十九巧

ろ創らであって︑キ射甘姦 か音読甘

頂う〝賽賂ケという行栗撃宗は㌶心稀打消

覆琴孝夫壕放資ノ碧貸克之初老一ウ尊号囁象の恕︶

この人は頭注か忠∵軍になってu6Aナ王寺に堵嘩

苧レ色︒しかし︑

していた人でづが︑﹁琴プ瑠㍊首妻付与つために左
哲し
がち
て
えラ︑稽嘲ゴれて

と／へ何という′宗野〃積雪√に如何に療ゼられや
︹護り舞っ

〝賽底クの弟 だに絶冬護わ

うこレL壬燕享づろ■誉ノ㌦﹁しすぺ

づ

と孝ん￠れ孟先客合ウつ密建と将 の√の￠ゆ

伊レ﹂

ていス⁚⁚の昔／り︑召貰軍″ヰのものに弄るカナほねく︑

ためには二貫樹氷か万象にた

▼レ7去年・柑観象で

窪ゼら糾巧人じ孝づのでレトズノ︒掛っての勿も兵
号′
フ賂″ポ停止して密媒の希見ヒリプ試み李溜姦
肇誓束聾者鼓す倉でけ存 でしすフかク孝の
いてレた か 卜 1 バ ︶

孝吉碕鷺︵甲子つに舞えてり亨号∵すたわち入朝

寺号〃〝唐音八の象″搭ク寮ヒ
費催
轡ク
みの
で頂〃款避ク品番す畏八燭ポク宙解ク

すろ〝共鳴ケなのが
です存わラグルータへのゥ墓ク以前の周遊で弟

い研と︒空して二の〃適格カケの

個々の退化と愕個人の〝遵燈カケの画上す要﹀と生
を三し ろように︑人㈲も百部の産物としての
に目覚めて純埠な考白露の希鬼への疎乞難めち
鼻還す萎めで澤rJ

伊レ索

車上車甘ばギむのは外界にた
は・︹け

と雲倦化に適グくた弟の追を家財ろ二ヒ左禽隠

れが〒レバシーにつゎが

賃箇月か妄3−1祈って︑

＝とでレ
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