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p. 行 誤 正
4 -3 小領主 小領主さま
7 -2 書いたりいます 書いています

29 -8
35 -5
41 -1 ぬえに ゆえに
41 -1 知れの 彼の
45 -13 されが これが
46 5 表しす 表す
47 -10 6×100 6×10
47 -8 8×100 8×10
50 ĉinjŭe ĉinkŭe
50 (huit) (uit)

53
58 11 1917
58 -12 追えた 終えた
60 -9 にはまわたしは にはわたしは
61 -1 bien//o/n bien/o/n
63 -7 前地 前に
70 5 図書販売所 図書販売
70 11 いい感じの
70 14 前の この前の
70 14 前回
73 8 つけるはと つけると
74 3 父母 父
74 5 父母 父
75 5 言わなかった。 言う。
75 11 mil/ja"r/o/j mil/jar/o/j
75 -7 返す 返って
76 -8 エクイーリ エクイール
77 2 マルアヴァーラ マルアヴァーレ
77 8 もっと小規模で より劣る
88 3 センスがおずれた 感動がやってきた
89 5 葉っば 葉っぱ

89 -3 知らなかった。 知らない。

94 -2 まるで眠り込んでしまった

95 13 ことはない ことはないだろう
95 -13 王子の 王子である
99 5 エン・アフリーコ エン・スーダ・アフリーコ

99 -9

99 -8 発見する 発見せよ

-2016-11-27 2部のみ印刷のもの

　*行の「-」は、下からの行数

第10回 第12課

第11歩 第13課

イタリア語の5
フランス語の8
表の下2 79ページ 73ページ

1917年

上品な,趣味のよい

ちかごろ,最近

眠り込んでしまったかのよう
だった

もの見出す避難所がどこに
あるというんです?

ものはどこに避難所を見つ
けよというのか。
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100 9 数え 数
100 -9 見ながらせわしげに せわしげに見ながら
101 -9 selektotaj elektotaj
101 -7 selekt/ot/a/j elekt/ot/a/j

102 -9 あいつだ」と彼は言った

106 -3 それを深刻に そのために真剣に
107 -10 秘密の 見られない
109 -13 mul/te mult/e
101 -12 その時が いつかその時が
108 -7 行った 言った

112 -14

112 -12 になれば になるだろう
113 -11 ついて調べて ついて知って
113 -9 問い合わせをする 情報を得る
115 2 何を 自分が何を
115 11 わたしの わたしたちの
115 13 原語 言語
115 13 わたしに わたしたちに
116 9 頭を見せている 醜い頭を出している
117 13 秘密 なぞ
117 14 不思議 神秘、なぞ
117 12 場所が その場所が
117 -3 思い始めた ふっと思った
118 -11 愛人 恋人
118 -9 愛人 恋人

118 -7 娘が彼を見捨て日から

119 2 偉大なる あの偉大なる
119 8 年に 年初めに
120 2 その 自分たちの

自分だ」と彼は自分に言っ
た

言語が全世界でしっかりす
ればいいんだけど

言語は全世界でそれほど
確立していくだろう

彼の娘が彼を見捨てた日
から
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