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ーリラャギなさ小の森なき大



緑はにここ、が木なき大に庭のそ。るあが家に角一の街

。るいてれら守らかし射陽い暑、りあがしら暮たれわ覆に

。るあで家たれか描にめたの人るめ求をしら暮な素簡

、はれこ。るれ流が風なげし涼るけ抜り通を間の々木
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、ね訪を家なさ小のこ

をつとひつとひのしら暮

・・・・ばれみてし像想



　章一第

。るね訪を家む住に街





、なうよのや家れ隠、はで中の街

家たれま囲に屋小てしそ、に木と垣生





はチーロプアい長なうよるれわ誘

とるが曲を屋小、とっす

、く続がキッデとへ庭

。るあがチンベとルブーテの息休にこそ





さ広の庭のこ、たれま囲くよ地心





、が子椅とルブーテなさ小、はにこそ

。るあが池と木なき大、チンベはにキッデ

、スウハンデーガ、は屋小なさ小

さけ静のこ、の所場るくつが影すと落の木





、ばれあかつくいが所場居たっ入に気

とこういといよもてくなく広、は家

つとひが子椅、クッモンハるれゆに風





、景風るが広にキッデと庭中

、所台にばそのルブーテ卓食

、すご過とりたっゆ、めとまにトクパンコ

、らかルブーテ卓食





、は卓食と所場るす理調

。いよてっあに心中のしら暮

、想発の家なさ小、はれこ

、うこ招とへスウハンデーガに重丁

、は客来るれわ思とる困はでここ





すご過とりくっゆ、はチンベい長

、うろだるなと所場いよ地心





、るあが室寝てしプッテスし少らかチンベ

。るが上でプッラタへ屋部裏根屋らかチンベのこ

、棚本は背のチンベ





。るが広がみし楽のしら暮ばれ上へ屋部裏根屋

、とこく描い想を化変のしら暮、方しご過ので家





、か斎書かエリトアもとれそ室寝、屋部供子



庭

キッデ(庭表で道小なかやるゆ、む囲り取が々木をりわま

か所台。ぶ結を)ンデーガンチッキ/場し干濯洗(庭裏と)側

どたをチーロプアのでまンデーガンチッキらかキッデ、庭ら

。るきでがとこむし楽を庭ぐなつを外と内、ばれ

ンチッキアドトウア

、活生な軽身なうよるせ出ち持にキッデ、はルブーテ卓食

、ンチッキ外野なぱっり。うろくつも窯ンパ。るくつも場水に庭

。るが上来出がグンニイダのアドトウアのり作手



納収と室寝

。るあが棚納収い長てしにうよむ囲り取をりわまの室寝

。るあがーナーコのどほるめ読が本、き書を紙手に前の窓小

、く届が光いしさやの北、はらか窓のそ

、ずぎ過ち持を物。るきで納収んぶうゅじで棚のこ

。いよばけおをけだのもい良、び選くよ

うろ上に屋部裏根屋

。るなに斎書たしとっょちはここ、うろ上へ屋部裏根屋

。るあがさし楽の裏根屋でさ広な度適、いよもでエリトア

。うろだるなもに屋部るけゆてしを夫工てじ応にしら暮

。むし楽てしを夫工意創、は化変のしら暮の先年01

、ばけおでん選えさ分な要必を服衣たっ入に気



うそ耕を畑もとくさ小

いよばれあで素簡がしら暮



章二第

度一うも、とりくっゆ





・・・け開を扉、スンラトンエの下ラゴーパ

へ関玄なさ小、らかキッデ





てい置をチンベに影の木たっ育くき大





、でさ広のどほるめ飲が茶お

、スウハンデーガぶ結でキッデ





、りわま水てしそ、窓なき大、関玄なさ小





、む囲でチンベと所台をルブーテ卓食

。るえ見がンデーガンチッキ、はらか面洗・室浴





、室寝たれま囲にスーペス納収、てしプッテス





に心中をルブーテグンニイダ

、成構の室寝とりわま水





、係関置位の木と庭、体全地敷





、とく描てしに斎書と室寝を屋部裏根屋





、体全の屋部裏根屋



束約るえ植を木

!  うよて育、え植を木苗なさ小

てがや。るなに木なぱっり、ばれいてけ続り守見 

。うろだるれくてっくつを所場居いよ地心にりわまの家や庭

。うそ耕を畑もとくさ小、えとた。るみてえ考を家すら暮に共と木

簡がのものそしら暮、はにめたのそ、うよえ考を家なトスコーロ

。うと持をえ答な潔簡、いよばれあで素



節季、しら暮で所場なんど、つとひだたはとこるえ考

、かうろだいなはでとこういとかくゆてしご過を時うどで中の

、顔笑の人く歩を中の緑るれ揺がびれもこ、しかし

。るいてっ知がも誰はとこるえ迎を々日い暑にらさらかれこ



、うろだ何はとこな切大に家

、うそよはのるめ求もかも何に家

、むし楽を夫工意創のしら暮



章三第

、しジーメイをしら暮





下階のそと斎書の屋部裏根屋





プッラタてしそ、所台とグンニイダ





所面洗てしそプッテス、ルブーテ卓食

と場し干濯洗らか所面洗

、るえ見がンデーガンチッキ





。るえ考をれ流の風と影木、置位の木と家





、ンデーガンチッキ

、くなでりかば塀、は界境のと家燐

。るみてえ考てしとり切仕間の緑





、るえ考を棚納収の所台

。るす夫工にトクパンコを納収のりわま室寝





るが広がキッデに影木

にグンニイダ、は影のラゴーパ

。る送を風なかやわさ





、緑もに窓小の屋部裏根屋





。うょし成構でラゴーパとキッデてしそ、と家と木





、スーペス車駐の台一車

、てっ沿にスウハンデーガ

、チーロプア関玄に横のそ

。るれさチーロプアに然自とへラゴーパ





、に風なんこ、とる見らか路街てしか透を垣生

とへキッデらかグンニイダ

。るあが窓るれか開くき大





、うろだぶか浮とりきっくに壁外い白、が緑の々木





、いま佇な素簡、は家む住に街のこ



、はて全のとこたれか書にここ

。すまいていづ基に験経と践実たきてしら暮で家なさ小が達私

、え考とらなで街をしら暮な素簡、がすまいでん住に山里、は達私

。すでのたえ思とるすりきっはがりか掛手な切大、ていつに家としら暮

てっよにとこるすうそ　　。たしまみてし計設てしと家なトスコーロ

みずい島　      ・　       常好島

AMIS   IMUZI             AMIS   UBONISOY
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