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直れた粗砧は聞古砥

抽・に℡荘栗東閏－＝丑

九せ利きか最は

せよ釣主なち近連

ぎ傲きた削超千年

古村れ甚助をは欄

を飼碁歴が薄姐加

特科二日生し鶉藍し

香田と宜旺耳につ

い捗と源11っっ

主著至芸屋語晶霊

廟尊号古人姐添田

一ヰつ盤内で桐醜遠

耳はた的租1龍がよ

釆卑中台甲宙連関国

都情巨右コ目鼻固上催‖把

を鼻の弛め前回重責

は亜種親が伯へ血も

・どす毎的■行力・印憲細

密ペ1椚わに圭藍鹿島

先賢競鹿的つ肋が丁

半か配をたい協推せ

揮巾の牒もて力法界

地中し田巾もさ薗

碧忘蓋品這翌豊竪

色

同

窓

血コ署

員

塾．

に

卓000尊母

は囁剋石狩ギ異国ニ

1切岨崇も山嶺は帝

石■ワ香呂再柑蔀古そよ

油臆も相当に再中予

はけ宜宜島つは自密

使持石で・る日当抵状

少卓属切がて媒産祝

、干中り1はでに下

貯晶帽ぬ同1品よに

見ろ歴け暗米古で育

もう平時・に国中で日

米中ある皇：はエ影で

し日思し酋右ネ響は

た奉還1宜抽肘が暑

丑は島に同車在英牒

聖徳岳、加に岳姓を

暗進中日も比和仙骨

蓋雫晋詰責与淫臨幸

年．右目一口・翠な土い

光る蕃二日いいの岳

変ロはロ市中が広口

皆雷葺日韓習完幕

1日に万雷で野田

丞奉つ岨島．入部♯

由丸い止古口がと

野田でで印は日東

畔もば殊が蛙．に■‘甥

辛党細に問；捏・焼

石賢哲常習諒晶賛ロも

月昆廿的島必ぎ金屑

に甲毒口箪る碧出は肝

甘地か気■○臆す工面

壷章壷誓警重責誓

昂葉芽蕃7三し耳鼻牌伸二へ現で軒鼎も料が九十詰つ

う積は九ぎ亜た控憎を告と田地開草、加盈1を分墟目

口に恋に7掴い中田確塵が蕃巾先達膏えび同司■在＝印トで

よも紺地神田草間辞し緊韮同値びにで鋼嘩能下市こ、

毒墓室蕾璧蓋董墓萱萱岳蓋羞萱葺蓋華董重要彗曇

れ昏いた府を晩学亜且大境畳替由串地目」と∴啓白或砧

重苦等含蓄革善琶蓋竜重量胃撃岩蓋讐重富蓋軍壷

を几

睦名昨

週巨申年

し酷七

元腐月

気窮玉

に習日

．配生目

尻は車

孟腎晶

尭六轟

助力し

鹿月た

アルバータ州

派遣酪農業習生

知ら亡再伸日

聾宜若君若慧語草吾豊富轟ま妄菅毒血畏悪最遠豊雷

重量董軍重量苦重責葦夢重要喜睾欄軍曹量

喜酪審耳すで

甜榊甜喜憂葺喜毒曳葺豊

闇軍書蓋蓋芸■蓋措軍曹馨主著重富吾妻至言轟筈習鼎喜暮墨書喜抽重宝

皐皇軍慧冒雪ぎピ吉苦学壷晋乱凸害悪慧葺豊富吉誓乱魯五

号葺彗豊富誓書華墓室据童葦闇雲葺書棚軍書喜董萱草暮雲ら重要聾

在学

生】

諸

薯〆㌧】



酪農学園．光学
昼酪艶学部

輯鹿学科ユ・60名

農薬担措学科1田口巷

談医学科4・帽

は埴・に壷貝蜜更申摘中

龍　 廟　 且　 草 某 ユー回 萎 拠 軒 三 回 都 亜

願書貸付 ほ伺2 日－12月27 日 1 月9 日和 己月 旦田 三周1月旧 甲3 日1望月

拭 古豪　日 1 月1割∃転出 1 望馴 柑 拙 ヨ・ 封判別］ 日射 1

．拭 暁 鳩 串草 ・講宜 中東部　　　　　　1 恭啓・東京哺 都 1 車掌・東京

就醸科 目

1

小誌宜 ・面接

鞘出身華校畳の推戯蔀

が必苛 1

酷塵華科

獣医学制

数学 王・【王匝 ・葉蘭月

理科拙 筆凸 さ里抽 は り 1科 目

避択 画趣

愚菜蓋豊浦

苧　 〒斗

藁陪日．現代珂暗碑 文鼻骨 むき

牡藷胞 掛 痙掛 目串朝 より

1 科目選択 面牒

瓢且苧窮内一厳春岩送料共川田円廟卓可）詳軌立見試串帯局

哩印醐一馴　北溝謀江別市西野穂別空　〒匡』魁頴田6－日12

三愛東予高等学校
■募集人員全日制課程畢埴科女子ヨ榊島

曙願書亜冊昭和聞牢望月1回吐）より望月2苫日．く土1年檀2時まで

・〔当日子酢1月軒削

！葺琵琶■と基是諾昆：巨悪蓋式目諾チ1諾曳認許と面轟

寧試験場幸雄・［江別市酉野幌5叫

劇骨格着発褒語月柑目地〕赤穂及び轟且に通知する。

軋見学嘉内「入学案内」及び「願薔」軋島中学僧：に送付してあり

藍千切

鼠は返信切手を涼見て．♯糟に申し出下さい百号の

他部細・ほ庫舵に聞合せ下さい。

暦舶9・一別北海遊江別市西野幌5朋丁巳」指ェ別13－ヨ碧空1

酪農学園垣期先・撃

幸募集人見甘男女共学〕　酪農科
第1コース70名

新コース甜名

1 　　　　　 1
腫 龍 見 学 寓 一 回 寒声蕊 1

■　 第 二 屈 蕃 晶

原 審宜付 1∃］2 日ヰ1ヱ伺監7日 1 月9 よヨー 2 月3 日 且月：柑田山 3 円1皇日

武 廟■　日 1 月は百・拙 〕 若月ユ柑 兢 ヨ 3 月19 日拙 さ

就 常 周一 車掌■硬貨・京都 薗草・破寓・京都 車掌・来訪

蹴畢覇目

1

小謡官 ・面措 胞皆 Ⅰ ・ⅠⅠ匝且は配柁団結 ・亡悍空音）より

■弼出身辛校長の姫庸番 1 科目謹撰

が必普 　　　　　　　　　　　　　 1理科 批 草五・生耳別 よりユ科目遡前　 面拝

窓先告尭内・臨番＝道路典1凹円亡郵券可1

局朋9－01北海遺託別布固野幌聞　¶∈」　虹謝＝芸コ1胃帽

酪農学園機農高等撃撞
童寮制度・に盛暑近代的酪農髄継香田養成

酎】農学園大草短未に推薦且聾可能

鷹募集人廟　帥名　摘草1

；■原　書　受付　1月ヨ・［旧一己円呈2日

眉見学臨睦已　　　耶相　木）

東京のみ　苫田2引∃（此）

毎　　晩　増　車控．帯広：中　北見．盛．岡．寵宗

旨卓墳萄発表・吉日5日

■見学手枕〆切　五円22．日比臼

■畳　喚科　目　画：語．．赦学風が面接

帝王旗寄集　且月≡相棒〕奉控で試験

撃亜薬侃廟薔等旺毒億へ傭・迅ん苛苛さい廟器生唾円同封1

眉相聞・一別　北海道江別市西野怪聞空　軍∈ヒ旺削ヨ・6巴11帽

酪農学園短期光学酪農苧棟摘女島部
通信教育で酪農近慌北と彊営爵・

許勤脂によ尋企業的体質価層化確塵を

巳且学期串間乱筆醐盲

目1見学手酷願番に入学金．捏輩料を添えて車桔または東京事掛乱

酔楢に申込む。．

ロ指導頓毎日語座と指導乱そ・跡地直送

画憧揺または．分棺や報告赴育．軒・駐応乳博削指導整

新鮮細・は奉佗または東新平舘蹄へ申込み下さい。

講座何種常

□宙鹿科惜第年闘2年．捏兼掛川年1乱口掴円仁年2回牙別納且利

口農業揺常科幡丑年隈2年洞止1

日姓氏酪農部継親費乱費講料現在5周凸円口改訂の見込。摘刊近代酪

農謡屈配車と面接指都

塵推計一別北海迦江別市西野鳴ら把丁匡』証別6－日帽

酪農学園東京暮諸所稟京鯖瀬宙匿悪筆町監何ら丸椙ピル市∈」東宮朗1品椚田

文部省認定

通信教育


