
／4ク日傘和恵の各日今の印章ゑ基準ヒして、各ね塵司令！ヱ夢ける皆ぼ同  

一に昏苫田教好／∠ク巧今意軍ばヱク匂．／クク司令以降め熟l書‘／ク甘竃畠廟／≡’ニ  

一礼レ＜喧そ丸亀上j邑ウた．   

眉加の参l合ぼ事由ボナ一三“よリヤゝ侵し、水中内閃電感ケーさ・・ガや ＞炭く  

：習われa．   

珂一考観月今に£lナる何重lご良レ、て一式奉戴甘やが／合クー／ヲク 司令瀬上tご  

なれば勿藍臼今の磨レ1薦の嘲亭都南衷♂早かクた泉β切要より重い傾向lヱ  

あゐ．   

以上の顔各桁苓よりみルば詔患司令威／ム‘＝ヨー／ウク日頃叔玩い様lこ思喧  

れるガ患お各紫蘇だよる匡奨♂萄魚、奪或巧やと惧或無我ガ鑑拭熱の閏凄  

と之の町村草色痘求レなけ恥ぼ和恵を現象オあことば困種ヒ漕わ¢音感定  

求穎牒一応め碑何を白魚いかと漂わdtき。  l■  

／よ親耶の那賀改善に閲す臥所亀  

／．■耶車∂着色lヱクレlて  る 金 清 一  殿 内 正 音  

♯ 崎 金 ご   薄 氷l珂 飯  

ま え ガご：至  

扇正大j褒喫皇帝ぶる鹿ご艶虚しZ横領の給与乳腺零疋応じ秩培又ば廓入せ  

るこじ感電紆は払、‡昏弼紛Jこも軍港店場合が勾く、群舞二級鈴与lヱよ冷奴辱、も  

訝灸ヒ帆、／～ム）考唄化されZきた外、耶専め官尊ば－ぜずしも帯定すべ雪軋の  

董ばない．7J印章の曽喪ば給与額科功色素8ノ、並1こ季軌こよって額」ヒするも  

β杏あり・9ノ 米国一2おいぞ感ノグムク写I乙数寄敷虚業名水尭耶入リメ＞規や  

如鹿¢食品♂東埠ヒレて着色舞曲竣い親叩を雫婆レぞから珂誤ヒなり、各′  

州立大苧や農事就蜃帝ぞしlかlヱしぞ潟叩∂ル空Pノ司虐鼓り を准爵廿為卦】∠  

ゥ11こ新森さル∈い診．㌢〟ノ   

わが軌Zあいて鞄荘蚤．野卑IZ喫＝bが軋たれ為よ主ーヱなり、野頃d向上、  

訝琶由藍垂、済哲両者1ヱ胎撃昏こと∵否■あり、卵喫の妾宅敬一愛帯召、あ各闇雲  

の程ガ笹一宅あぁことば珂品柄声岡上のエからも東壁魯＝ヒ冬あゐ仏軍呵頃  

♂考色lヱクtlぞ給与顔料∂萌色ヒら吐為ニレ、アルファルファや－ル芭ビの  

取合割合を翠IZす笥函乳ヒ間尊者軽部β添加lヱよ為闇蟄♂着色lヱついぞ承試  

喫を臭施し尼。  

－／j2－   



獣顔珂1年．方琶．ゐよが試験の隆層  

盆ノ 一炊鼓舞・  

携篭試萄ぼ37 宝魯季ふJヒの当1着色牽レザポーン零3g2羽♂、中から2ガ  

：珂亀産額レ乙づ矢帝レ危，観野期間庄ヲク 箆／♪閂ブコ甘か£ラフ象ノ2司プク   

日（ムク召詞）としだ㍉  

才）供米飯卑の夜会執会  

席試射困■の乾金執金紋料／～ノ愚か皇帝／～古き¢虜りをあ∋。  

まず■コ∫矛謂¢喫試考lヱ黄色ヒら軋ろこし ふチ易アルファルファさ．一ル  

フ％¢一軒金♂ノ厚卓区顔札を／ク日間給与し．次のヱク日周嘘炎色ヒ立札ろ  

こレ、ア）レフア）レフアキール∂配合土恥こい奄い対照泣領奥を摩鳥レた，   

討輿の岬零度量目珂ヒレたが嚢卵率が若平鹿下したの茎 ノg ロ胃より虐、  

すま¢配合塗J合2♪〆 のら多／ユ多を去、す壷lヱし葬リブ％をタローコンプ  

し“′クスヒ した．  

栴／～／表 現試常数功離合執金  

′ヽ  

「区空フ ‘■■、－－－L  ．野牽区  対照区  ／   ヱ   ヲ   ¢ オ   占  

黄色ヒらも言こし   ff  テク   〝ク   古∂  

マ   ノ   1つ  

ノJ＼  度   9   gg  ∠∫   よぐ   ヱg  ノぜ   f  

d、  す   畠   
．2∠ク  

P  （／∋）  ／∫   ／2   ／∋   ／／ヲ  ′き  

〉鎗賭 ポ ぬか   4ム≠   タ．∠f  ま∠‘  ヲ．∠く  ．貪∠∫  子ムピ  フ、ムよ ミ占g  

タローコンプレ、ソクス  （クノ   ウ   ク   ク   ク   ク   ク  

ア）レファルーファー   2  

ガロスイルー〝ク殆タ％  之   ヱ   タ  ヱ′．ガ  ユ′ 老  の  他   ヱぺさ｛  2′．フ∫  ユ′討  ユ′対  別館    対  2′封  
割一   ／クク   ／クク  ／′クク  ／クク  ／クク  ／♪ク  ／”  ／クク  

C．P．   ／F．メ  
ノク∴少   （／9．きJ  ／㌻．3  ／鼠タ  ／乳タ  ／久7  ／ス∫  ／久ヲ  

T・D・／ノ．   ∂∠▼g  ム才∋ （∠メ．2）  ∠∠、ヱ  ∠〆、フ  メメ、2  ∂スタ  躍、α  ム臥タ  

患＿ 計のぬ⑳再読   

大望粕 ノ♂・留萄 ム． 展観カルシウム ＃．～  

弟ヱ煉醸オルシウム∂、ヲ． 命虚ク、ぜ 教書漁礁拗ククよ  

ビタキン凡D軸 ♂ク√  也、タキン針削。射け  

ー／j3－   



額ノ～2韓  僕洗顔各 辺 記 各親 告  

′′   ／」2   ／3  

〈∠∂   ヨク   ∠∠ク  

／ク   ．2ク   ノク  

㌘  ヲ  h i／β  g   f   ∠■  

田  ′ピ   ～  ／タ   ノヨ   ノ3  

ク、〟   タ、∠∫   人∠ぱ  ／占g   久∂f  ク、∠J  

ク   7   ク   ウ   ク   －7  

、ヲ  2   フ   ヱ   ヲ  

ヱ′ヱf  2／、討  コ／、封  コ′∋f  ヱ／、対  ヱ′封  

／クク   ／クク   ／クク   ／∂∂   ／クク   ／クク  

／久ヲ  ／ク、＿ヲ   ／ク．フ  ′ケゴ   ／ク．フ  ／ク、∂  

ム∫、ク  メ∂，P   よスP  ∠P、ヱ   占スク  ぷ己／  

車
 
マ
 
小
 
ふ
 
駿
 
 

色とち・も3こレ  

イ  亡  

環  

サ  産  

米 払分  鳴
 
 タb－コンプレヤクス  

アルファ】レフア ー  

加翔ルー〝′訊茅％  

孝   の ．他  

針   

ど．   P．   

T D．〃  

次ぎの斤甘閏広糞艶考をβ区I之分けZ／良から／j区∂飼兼・を蟹恥要、れ  

患与レた。   

虜′‘鼠∂転科成計照恕軌之間草書色剤方ロフィール／ク畠2Jβ－少∂－才一  

C〝乙虎多花♂JG 血道ぐ（お）一色朗紳”％ 包帯ノをフ例言〆蔽如した  

も♂そあてa。   

帯2区醍碍U、くオ密顔組乙かロワイール〝をタ動き 市弧レ、諮区亘鱒．び  

く．物g％ 閑却したもの杏あゐ・   

考牛区ば対家財封甲・小表のかわリ1こ策琶ヒらもるこしをヨク％敢合し、  

虜吉良は珂じ、く＃ク〆、帝∠監房∠ザ％能会したもの丞あゐ．   

洛ク区∂箭私由対綬餌村中，俊治米ぬかdか¢リIZごァルフアルアアや  

一）レを‘2％取合・し、弼1ト区盲‖司じく∫勿配・合したものそある。   

帝ヲ邑♂飯郷腱対県飼料ヤ、ノト痘勿大半をマイロ吉富き零えた．帯ル邑  

♂鈴掛成年区♂飯泉♂髄鴫衆ぬか勿か七〉リl亡アルファルファーを2％篭取合  

し 昇ノ／鹿虚言塩♂顔料ほ訝U、くアルヮアルファ〆ヱ％を盤台レ監も¢霞  

あ之＝   

涛ノヱ区¢舞嵐ぼ4奴♂顔料♂観梅帯ぬ玖∂かわリl∠ア）しファルファー  

を∴ヲ彪、房／き且感～区¢飯剋l乙珂U＼くJ％記金レたも♂杏あa。   

均嘩詞領魂．ぼ／．ヱ．ヨ．腹♂射格象阜・えな政一Z芝♂後♂経直をふぁた必12給  

与し夜飯料芭あ為■  

－／Jダー   



屠／～さ展 供諌；領稗一囁合執金  

ク．ヱ  u ク．ク   子   ′つ   ノ∂   ク．〈‘  ／クク   夢色ヒう ドLヨニレ  小 麦  這、す産  軌献物  畔ぬか  混合ぬか  喫∴均  乏の他  計  ≡＝ 詣 一  ¢〆  ／哲  
畠：遣の′勉一アマご埼フ、才 ●食塩∂、ヨ 頗磯カ）レゝウム倶ク 常務ク、2／  

歓蟄魚承勒玖クラ  ビタ＄＞バロ勧ク、クヲ ビタモンロ軸4ク三   

島：ノ甘／笥当り羅額ヱ明仁禽与  

C）灰竜競した雫邑ヒら叱ろこレ、ニア）レフアルファー、マイロ¢カロチン及が   

キセント フノ】レ♂金蟄  

礫試叙粗∂配合IZ同い女帝色ヒらもるこレ、アルファルファ一手ール、   

マイロ♂カロチさ及〃、キサゝトフ」1レの金華癖欝2哉め盈り芭あ苫．  

琴2泉 沢甑レた飯粒めカロテン及ガキサントフィール金量 J■＼  

音色ヒらもろこし  アルファJレフアー   マ イ 七っ   

金力ロチ＞倒夕〆   
ク、クJ∴子ぎ   ＃、ム／ク   ∂、♂／ク   

lキサゝトプリ】レ仰き％   ／、fク   ／ウ．ユク   ク、′／  

即ち、全カロチン劇ダ〆芭、奨色ヒら孔ろこレク、クdf葺 アルフ7ルファー   

牛島／ク マメロ∂、ク／ク モサントファバ1レ朝倉％空考色ヒらもぁこレ′g9   

アルファIレフア ー／サブク マイtコ。久ノ／軍あぁ・  

Aノ 就験封筒長かく給与顔料  

試契濁南ふよグ給与飯粒ぼ俣誠句碑の取合列島めところ才若手述べた基   

点l乙すあじ第三表の虚り空あぁ。  

第3泉 覿萄期間あよび給与額軋  

B顛常   C節句   D 廟 ■珂   

／ク胃22笥   ／／閂ノ t∃   ノソR2／日   ノヱ胃ム日  
胃  甘  ′－・ヲノ冒   2少日  ′、′ノ2月「≠‾日   ～ノ2日ヱク日  

（／∂ 日〕   （2β甘ノ   （／∫臼ノ   （／∫一言）   

弟′玖／／区十加つ勿ルル  

／勿き男  

堵／～／タ区  
俣就飼料  凛車斜料  射線餌格   街  

娼  
帯′2．々区十℡ロフィール／A  

ク．喜界ぎ％  

席占．屁感理解料  

月期詞由ノク閂2ヱ甘かあ3／∈ヲの／∂日何ぞ腰溶飼幾年を与えた、こβ  

額何の藍耶奉Iさクク〆さあった．   

8帯同宙／／巧／日分ら〟閂フ∂甘要さ¢フク 田河さ河欺阿帯食密・与した．  

－／J∫－   



領料の切替由子日商ビレごが寛ご．ヱ何ら好無季参り、かつ日照清市も凄か   

く昏った間借からか医耶が偲下レZき鱒∂ご僕戟笥抱β取合執各の喫ぞ應   

べたよらIZ対果領剋♂ふすき♂配合率2ク％ をふオ者／タ％ タロ＿コ「ゝプ   

レックスク％ヒレ色．こご禁何の産卵峯由よメ、ヲ％ 芭茅フた．  

C笥同日／ノ胃2／巧から／2声巨チ∈ほ上空勿／吉日輯ぞ俣試箆を′3区IZ   

区合し・ノ区朴畠ノJ区♂飯粒監禾々与えた。こ♂声帯∂藍郡毎扁平均彪   

多芭あった，  

p期間感、／．ユ∂ 垣♂飯粗金与え食塩d厨司閏当揚慣用句料を与え色。   

∠区白樺連鈎番をノク・〟区房〝、ノ／扱♂飼料1Zカロフィ ーIレ′∂、／彪矛％   

を添加し、ノブ、ノげ広東／フ、／ヲ区め餅泉t乙オロブパール／“＼ク、j明き％ を渾   

如した密猟を／g日南線与レ危，こβ舞岡♂東関奉感よ尻ク％軍あった。  

前者如何亀甲率¢ク〆以下β個蘇∂盤巷間由卵黄掛売かあ埼し、た．  r  

e）間賛∂測見方鹿  

町黄の詞J定ばロッゝユ恕♂芭j褐羨を閂いて副長レ、孝¢色j有♂判定感ヱ   

ス■ルヲス∂合竜1乙よクて符ゴ隠．   

以上めオ乾ぞ符り茫試験或樗宙Xめ盛りさ聴診．  

羞或験d告 果  

β）〃、伊対円♂卵常¢色蘭  

凡斯何誌JZ℡無用め開襟∂色弼ば最少～／の東リ空あ為・  

笥〃～／表  月、自薦やJ♂町草色淘   

如   向   月顛同   β 野  市   

鋭利吻り筍牒  ／∂1ヨ笥  クlヨ唱  ／∋日笥  ノ∠田宮  ノア日笥  ‘／ク甘琶  フ∂∈＝ヨ   

色 淘 表頒  ∠、㌢∋   玖／   ヲ、〈∠   ヲ、∂   ∋、ク   フ、タ   ヲ、ク  

標密封科を与えZ／少閑の生態耶ヱクケ針卵笥ば∠～クめ郎、詔り平 

将メ．タラ空あク位。 この色軌貞一塘l∠わが国の塵吊間の亀頭ヒ思う．  
′  

日新岡野ち対翠句料をぬ与した色漬富ク官署女ノ、長「日1∃三叉草∴′ぜ匂笥   

ヌ∂．／7t∃唱ヲ、β、／門筍ユタ．ヱク白筍まクヒなリ ノ古田笥かあ色密表層   

は一足レZ貝ク ヒ・毎った。  

こ⑳句碑の調号の熟度個数宙庚マフクナからコクナ象ラゝダムtヱ載素り   

詞億レた．  

βノ C如何◎印章色顔   

C封筒匡℡珂軌ヱおいど明哲の色函表膚ガヲ、クヒなクた侠就葛をβ区1Z   

宅＝ナZ、／区からノ∂医必歯科を廃与した私∂空あり・之♂痺喝扁ゑタ〝  

一／ぷ－   



ヱ勿盛＝ハ蚤あ為．  

萬年ィヱ泉  C簡南関契亀鶉  

C  斯  呵  

ク日lヨ  9日唱  ノノ日甘  ノラモ＝ヨ  ／¢■∈＝∃  一せ日日   

席  巻  

／   ヱ〃  g、∠  フ．ク  ∂、3  ∠、フ  ∠、¢  ㊥ヱ卯乙含〆   

ヱ   タ、フ  ∫、∠  メ、♂  ∠．．ヲ  ∂、ク  ∠．占  ㊧ ∋朗読ガ   

ヨ   ∂、・ヲ  ∂、才  ざ、タ  ♂、g  ♂、g  房．．タ  ㊥ 〈吻げ舛   

‘乙   よム  倶∠  ∫、♂  哀f  ゲ、ク  ∂、♂  G）フ♪〆   

f   ∫、ク  ∫、J  ∫．∫  ∫．∫  ∂、∂  ク．ク  ① 〃ク％   

J   舌、占  ∫、J  ぜ．占  β、¢  ∠、P  ∠．9  十 十ト   

ア   〆、よ  f．ヲ  よ、ク  e）二2舛   

矛   占，∋  〆．♂  ∠、ク  〆、ク  ム∂  ∂、∫  ㊦ ヲ％   

9   ．フ、ウ  フ、∠  フ、ヲ  まク  ブ、ク  フ．ア  ㊥ 如％   

′ク   古、f  g、g  g、∫  メ、ク  占、タ  ∠、∫  ①ヲクグ㊦フ〆   

／／   ゴ、¢  g、P  ∠、ク  ∂、ダ  メ、ク  ∠、占  ①年少〆 ㊦ヱ％   

／フ   ∂、ク  ∠、∫  ∠、ク  ∠、g  ク、ク  ア、ク  ①み多 ㊦ヲ％   

／、ヲ   ∠、ヲ  ∫、g  ∂，ヲ  ∠、ヱ  ク、ク   ク、ク  ①毎夕‥㊥∋牒   

／） 穏色勃：添加放   

／吐から言放め或渾が表すよら1ヱ、供米毒力ロワイ ーール ノββ添班l∠   

より、印常永着色さdLること官印らかをある。   

／区立一之ユ区さ瞳夕匂官よ～ムヒなり、／／巳唱咲俊房占～ク】ヱなった   

がフのタ〆節孤♂／置紆／才色層平均∂、4Z、月如何め腰詫卵IZぬレて者   

干澄しlよらろあ各．  

フ仰タ％滞加♂ヱ良き良 ノ¢日竃∂、ク、／よ日胃ム∠ぞ塵帝耶且券ど   

虎く、夕仇房％添加少ヨ放さ臼ク甘弓より矛～ヲ♂硬い色顔盈承レ、玖   

慮掃老衰庖二艶解し色。  

オ 費色ヒうもaこレ拉  

黄色ヒら軋3こし報晶∂〃．∫、∠区さ宙ヲ♪〆取合、の諾≠邑感〟日田壷   

乙、／吉日冒1Zムヒ象り盈南関より少レ薄く、タ∂β配合のg区岩威β白   

冒かあ∠～クとなU慮帝卵と秀ルビ同産喪の芭顔ヒ愈ク鬼．  

み アルファルファ一区  

アルファルファー堅庇う配合の偉各氏ユ％めク区dク日日g～ムヒ包り、   

′／計胃∫ろあったが、彦牒闇潤下し乞測定出家なく台クた。  

－／タフL   



ゴ頻繁∴やビガ矛区宙ア日日より∂ヒ魯り以危珂碍凛ぞ蕃り、頭帝耶より   

良男干熟し、敬語こあったから2％配合め傍合也扇帝卵功色顕官東さ竃い   

もめと二院定ニLlこし盲．  

軋〉 マ㌧仁口区  

マイ p〃ク多1配合∂ヲ区貫ぼ、苫兼向ヒ同じくフ～3空あり、倭函め   

噂加ぽぁらqしなかっ定。  

∫J葡色ヒら礼るこし、アルファルプアーβ併開腹着色とう軋ろこし．ア   

ルファルファルファー餅同の ル、／ノ、／2．メラ区についこd、頭色ヒら叱   

ろこレク♪多7Jレフアトレプアー2タ‘寵金♂／ク区豆／J巳田、ムヒ屯＝古   

以后∠～フと色クた赤池¢3区より店名手車く、弟／ノ 琶宙／／日官、   

∠となり、人き匂歌舞£～フヒ昏っ定。席ノ2区、／3汝再ア匂筍より∠   

ヒ屯り、／〟日t∃よリ ワヒ昏った■  巾   

み 着色執ヒ琶色ヒう軋ろ＝し．アルファルファーか叩幸β吐照  

卵尊者亀剖カロブイール／ク定番甘口レた区♂甲賀威、紫色ヒわ払aこレ  

表見感アルファルファルファー左記合し危喀♂碧dいヱ比牽しぞ∴ 兼‘喋亦  

かった叩奏そあった。  

前、痙南風史♂呵♂噌教広各区粛沓⊆＝Zダブ臥工産卵♂邑官ぎケをヲ  

ゝダムl∠素り、㌘ケ以下∂l夢金成仝痴測定レ色。  

C）p期間∂部費の哲萄  

p細詞虔C殉同∂堵ノ、ユ3区壷Iヱ残ム区ヒ帯〃、ノ／、ル、βⅨ1こっ（lこみ   

診● Z∂成績雇堵串～フ表♂東リ空あa．  

猪〃～ヲ衷 D帝国叩頭亀南  

若   

ノ  ∠、¢  

2  ∂、ク  ・遜闇漑・宗豆  

言  グ∂   

£  

ノβ  

／′  邑名 P日数  2日胃  ヲ⊆】1∃  計日日  ク日冒  ヲ甘1∃  ノノ臼習  ／夕日官  ノせ甘冒  儲               ∠、g ∂、2 ∠、♂  き．∂ ∠．ク ム、∂  久ク  ムヲ  ク、ク  ク∂  ∠、9   礁啓飼料       ク、β  ス♂  スク  J、ア  ク．ク  〝腹十㊥／側芽〆       久∂  久∂  ク、ク  スク  ∠、9  二…ニ冨㌶； 
／フ  ？∂  ∠、g  グ、ク  クク  ク、ク   

／さ  ク、ク  ス∂  ∠、g  ク、ク  グ∂  β汝十㊥4瑚％   

／ノ 局留削添m中止拓の摩周   

帯ノ、フ、ヲ区ぼC新閏l∠おい乙萄色削、カロフィー）レ／クを2、ヲ、¢劇♂β  

－／J才一   



添加レた領；払を当曙iβ将軍園私に拘啓たもの杏あさ。  

C眉＝司トニぉし1ぞ骨色とらも∂こ し．ア）レフアルファ ーを給与レた区に  

乱戦レて東あがかった芭j短冬あっ隆耶帝が2日間♂り池亀レ超し－、め、♂  

声同l三屋冶んど帝壁ヒなった．   

ぢ 草色ヒう払うこレ、アルファ〉レフアー鼠色伺剋l∠着色勃♂赦琶説Ⅲ  

笥ル〝区∂飼料にかロワイールル′倒才移 酵ガ、β区－∠♪・g甥タ％  

環加レた呵斡を与え・馬∠奴lす考藍ヒう軋診こレよク％配合の財界慶猥   

堤領軌こ代督し危∫区l∠つtlこ町革め琶務を測定レた箔寮I式、ク日唱よ  

リクヒなり之め伝頑．大帝、一軒U、債を弓怯希し色．  

4ノ喋米飯料中の全カロチン£、よが、キャシトフパ）レ金蔓   

供試レた黄色ヒらもるこレ、アルファーレフアー、マイロ♂カロチン、ギヤ  

ゝトフ■fル♂分節健より夫々の舞料♂金力ロテン、キサントフィ1レ♂合雪  

空賓奴オ診ヒ素よ勿適uをあa．  

蒸せ表 併読無札ヰの金力ロテンあよか守サ＞1フル各章（仰タ′有明り  

ヱ   区．  名  帝準奴  対照区   ／  ヲ   タ   よ   ∠   

全力ロこ声ゝ  ノク、♂  釈義℃1妄  ユク  之メ  フ、き   

キ廿＞トフパ）レ  ノ2j、ヲ  ；粗放コ 区  タスク  ∠貫∠  タチ∫   

計   ／タ∂、・ク  ．フ   、ヲ   タ   〈吟、ク  ∠∠、フ  ♂フ、∂   

区  名   7   P  ■  ア   ／∠7   ／／   ／．2   ／、ヲ  

全句ロニチン  女ヱ  ノヲ、P   ク．¢  〟し¢  ノウ、ク   ．ぜ、》  ／占、J  
等サゝトフノ）レ  労、¢  ∫ク，∠   年¢  符．∋  ／ム乙′  ／クク、∫  ／フフ、ヲ  

針   ¢クJ   ク／、¢   ゲ．P  チ久7  ／疋、／  ′ユタ．3  ／カ．9  
金ガロヂ＞・￥甘＞トフイ）レ¢計宅原車齢韓／∂タ、帝＆区笥料感∫∂．  

「軍∫区∠メ・甥∠区gヱ・欝ア庄クタ、諸声反ク／、帯夕区∫、笥／ク1区   

／クク・帝ソ／琶／〟・帯ノフ区／ブヨ．席ノ3堅ノブヲ、石あり、磨いZ～／み   

ら乗クーヲの現時♂間喫亀飯森箇ヒ大師噂覇ガ一哉レこいさ． 

一撃 、封  

玖土零封す診こ、萌色ヒさもヨこし、ア）レフアルファー、マイロ、耶努   

要邑動力ロブイール／∂を塵耶薄餌軌Z配合レ、乏♂闇萄♂色魔、之如才為診  

智を測定レた蕗果   

卵黄着色色素β少註し、句軌∠着色軌カロフィー）レ／∂を∋嘲β声添加す診   

こと一∠より垂常卵ヒ珂色軌ヱ白り・ノ～2俄房男添加す為ことl乙ょって菰   

野奨色顔が凝当訝啓三れaことが閉ら分ヒなっ笹．  

「／／グー－   



責た水洗礫l乙供屑レた譲牒＝乙う払Zこレ、あよび、アルファJレフア一首乳  

頭色乞う礼るこしモ≠ク％ノアルフア）レフアーさヨプるⅨ上取合甘為こと】ヱよ  

り塵常町費ヒ詞び色葡ヒ匂った．   

葛∵b・マメロほ〇いぞ豆〃ク〆取合しぞも耶萌色弱感何巷談尊王れ魯か  

つ7互。   

南本試験官頚木雀毎春試教藤森本覿最の衡清泉、甘茶科学領格協会∂淘   

頗財l・ヱより実施された～しめ牽ここJヱ厚く感軒♂象畳表レ鼓す。   

（本試験成績ばノアムヲ当し多戸＝∃層．万国魯魚学会ほ糸象J  

■各  巻  東  武  

ノ、額装・扱紆訝′賂所隻数  

～．風猟犬塚．窪田（最扱研ノ：日本万国象食管金額常襲宅  

タ、福Ⅶ．名倉  ：甘馬義癖字会閃牽叉亦 萌渡電旨  

¢．竃倉、腐乱野崎、帝ホ：8本署国教食草金葱液雪盲  

よ、声東．鈴木、（河物旛8．帝政名倉：仝  土  

∠．思猟大塚．湊Ⅶ（家名都り；  △  上  

ク・金原、．牽・亀（溺暗凄艶ノ：科挙飼料㊨与謝承輯碍塵黎  

牙＿ 斉藤重度  ：鼻∂緊熱ヒ頗村岡環（土逸ノ  

アクタ 磁彩恕賢襲  

／勤妙注射弓（／ク占βノ／■  

露和3ヲ尊ノ周2プレタ均  

／ク∠ク罫¢胃P．／（′ヲ∂クノ   

仝 上  レア∠♂J  

イ形／亨網戸7rノウ∠〃   

ルら、〟∠ （／ガタノ  

♪ルー＃㌧′′⊃f （／夕子メノ  

ヲ  ：熱学観照 一  レ∂⊥ワ、ル〃／／．勉g／．′％フ）  

／ク  ル⊥ク．〟∂タ．アユクコ（／タ占フJ  

／／ ル⊥7．〟わ／．タフク（／ラムフノ  

ー畳′）ル、E、R力感 ルム乙あ∽ゼと紺朗戎′ケ乙（彪攣蝕み亡んあっ〃乙Jろゆ℡才′  

♂賂空着色轟を煮すためIヱポ簡約卵男内儀空宣鱒年産草牢あ魯’■ニ  

患2）オロフイ＿ルル（耶頓着色軌ノ  

北野名：万一呼物一房一C血＆シ読榊〃・を／∂〆各市  

分子琶：Cヵ〟率ゲ ∂コ  
一■  

－′多クー・   




