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∧　　ル　　　　　　　　　　　　　　　　ー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一． 

■・■－＝－¶ �1 � � ��■－■、● �� ����′二■　● ��r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l 

■■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l �l �－．● � �� ��－　　　　　－　　　　　　　　■ ���� � �t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l 

■－t　　　　　　　　　　　　　　J　　■ �′二J　●　． �■－ � � �■ ��－ ��I �� � �l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l 

ーヽ1′ � �l � � �■ ��l ��l �� � �■ 

●．！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　暮　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　l 

∧山　　　　　　．．　　　　　　ll　l．ll．　　　11　．．t　t 

－・一■：－■■■→■－一 �1　　　　1 �■　　　一 �l　　　t ��．■■　　．■■ ��■一←■－－ ����‾－　l■■ ��．　　■■－　　■■■ 

■■■■■－■■－■■－ �▲　　　　l　　　　　t �▲　　　l　　l �▲　　　－　　－ ��▲　　　■「　　■1 ��．■■　　　l　　　　l ����▲　　　　l　　　l ��▲　　■■■「　　■■1 

l′Tヽ　　　　　　　ユ　　　■■■　　一■l �■■－　－　■－ �ユ　　　■■■　　▲■l �▲　　　▲il　　　　t ��．1　　　1■■　　一■ ��　トー �‾－　　L　　h■ ���ユ　　　▲■　　▲■l ��▲　L’．－．1■■ 

…▼　　　　　　　　　　t■一一 �ヽ　　　　　t　　　　　l �ヽ　　　1■1　　■■1 �■－■L・一－　一1 ��ヽ　　　　　I　　¶ ��■■1　－　「1－ ����】－　■－・一 ��ヽ　T⊥＿－．－ 

d　■■ 　タ ■l �■■■■ l �雷雷 l �▼－ ．■■ ��1■－ ■l ��－　－　「■‾‾ ����▼　　　　▼ ��Tt　－ 

一＿　　■l ����曾● ��／つ● 

▲1●　■l　　　　t �■■■　、 �－　　、 �■■　　． ��l ��■　一■■－■t ����t ��l 
▼■●　■■　　　　　t　　▲　　　▲ �■■t　　▲　　　　▲ �t　　▲　　　▲ �－－】 ��l　　　▲　　　▲ ��l　　l　　　　l ����1 ��t 

′　　1’　　　▲▲l　▲　　　▲ �l　▲　　　　　▲ �■－－1 �1　　　▲　　　▲ ��t■■　　ユ　　　▲ ��t　　　l　　　　　h■ ����rJ　● ��」■ヽ● 

▼　　　　ヽ　　　　　ヽ �t �一■　　ヽ �－　　ヽ ��l■lr　　t　　　　ヽ ��l■■　　－　　　■ ����l ��r 

、一一ノ　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　▼ ���� ��「 ��� � �� �� 

∧　　▲　　　′り　二　　　　　　　　　　　　　　　　　l 

■・■－■・■■－ �′■LJ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　t �� � ��l �I �■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t 

■一■■■－一－■■■■■■－－ �l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　l　　　一一、　　　　　　　　　　　　　－ ��■ �′■二■　● ��l　　　　　　　　l　　　　　　　　　　l �l �l　　　　　　　J■　　　　　　　－　　　　　　　　　■－ 

■一・一1－－■■－■－■ �l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■－　　　　　　　　　t　　　r　　　　　　　　　　　　　　　l　■ ��t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l � � �l　　　　　　　　l　　　　　　　　　　l �」■■　● �－　　　　　　　－　　　　　　－　　　　　　　　11 

111′ �l ��l � � � � �■■ 

山　　′、　　　　　　　df…・l　●　　　　　■　l　　　　■　▼ 

l　　．　　　l　　　　tI　　暮　－　　1． 

こ　－　　． �l　　　　　　　　　　t　．　　　■■■、． ��1　　　1 �l　　　l ��l　　　　l �■　　　二・・－・二・⊥＝ �l 

■1　　l’　　　▲　：　l　　▲ �▲　　　　l　　　■　　　　1　▲　　　■1　　▲ ��▲　　　　一■　　▲■l �▲　　　　l　　l ��▲　　　一■l　　　　l �l′ �　、　l　　　▲　　　▲ 

l【■ヽ　　　　　　　▲　　　▲■　　▲ �▲　　　■■　　　　▲　　　　　t　▲　　　▲■l　．1 ��▲　　l＿－1　　－1 �←－■　一－・t ��ユ　　　1■■1　　　－ �■■rl● �－■　　　ユ　　　．1 

ヽ1U　　　　　　ヽ　　■　つ■　　1 �ヽ　　．一■■■　　ヽ　　　　　l　ヽ　　　　1■1　　ヽ ��ヽ　　　「」1－　　－ �ヽ　　　　一■■　　一■ ��ヽ　　　　　　h■　　■■ �一一 �■■1　　　ヽ　　　1 

d　▼ 　一′才一 ．．l �▼　t■ 　df桝． 雷l＿ ��■1－－ ∴ �→■ ■」－ ��U l �号： ll �雷 

▲1●　l■　　　　l �■　　　　　　　　　　　　　■－ ��▼1′：■● �r ��l �■■　　　1　　　1 � 
▼■●　■■　　　－　　　▲　　　▲ �l　　　　▲　　　　．▲　　　　ll　　　　▲　　　▲ ��▼1　1 �l　　　　▲　　　▲ ��一疇　● �t　　一■　　　　l �l　　　▲　　　▲ 

′　　l■　　　　　t　　ユ　　　▲ �－　　▲■　　　　▲　　　　ll■■　　．1　　　▲・． ��こヽ・l �l　　　　ユ　　　ユ ��ヽJ■t �I　　－　　　▲■■ �l　　　▲　　　ユ 

l　　ヽ　　　　ヽ �l　　　　ヽ　　　　　ヽ　　　　　l　■■　　1　　　ヽ ��■■　一寸● �－　　　ヽ　　　　ヽ ��】 �．■■　　　●　　　▼ �一■　　　ヽ　　　　ヽ 

■・　　　l ��l　－ ���オ．／　　　T　　●　　T 



4

Andante

AN AFTERNOON SLEEP

AdamCarse

∧　■　　　　∩ 

㌫≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡蔓≡≡芦三三≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡三三三三≡≡≡＝＝＝＝芦≡≡芸≡≡三望≡≡≡≡≡≡羞喜喜喜喜】 ■ホー▼■－E－－‾■■■■■■■■■■■■■＝＝墓占＝⊆＝⊆＝⊆⊇⊇房　　　′　　　　　　　　　′ 　　　タ‾ 

．．．，二「．二、■よ　．雷，＿．雷＿雷． 
n●　■l　　J■　　1　　　　　－　　　1　　　　　■■ �t　　！　　－　　　　　　　　　　　　▲■ �－　　　　l■■　　　　l　　　　　■■ �－　　　1　　　　　－　　　　l　　　　　u 

▼■●　▲■　　－t！　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1 �1　　　　　1　　　　　－　　　　■■ �l　　　　　■■　　　　－　　　　■■ �l　　　　　　－　　　　　■■　　　　l　　　　　■■ 

′　　l’　　ti　　l　　　　　l　　　　　　　　　　　　l �■－■■－－1 �■→■－■－－■－ �l　　　　　t　　　　　l　　　　　　　　　　　■l■ヽ 

6　　　　　　　　　－ �l　　　　　l　　　　　t �■－－→－一 �l　　　　l　　　　l　　　　　　　　　　　ヽこy 

ブタ l �　　　　l 慶 �l �l　　　　　　　　　　　　U 

▲－●　▲■　　　血 � � � 

▼－　▲■　　‾t　　　J－ヽ■ �▲■‘－ �▲′－ �▲′　、 

′　　l’　　　■」　　　、′ �〉 �〉 �〉 

ー－　J一一 　　V �▲、 〉 �」′■、 〉 �一■へ 〉 

∧　▲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一－一・・・．　　　轟 ■■　一　　　　　　　　　　　　　　　　暮　ノ’■ ���1 

■　　こ■ 乙二コ＝芸⊆⊆岩石冨⊇冨＝⊆⊇⊆⊆⊆F≡⊇冨⊆⊆冨⊇冨冨⊆；；－－・－・・－■－ヨ巳ゴEE巴2 品電岩i占　　　；　　　－・・←－－・－－－－■■ ���′1′　　　　　　　　l　　　　　　　　　　l 　　　　　　　　　　■ 

∧　J　l 

－　　■l　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l �l　　　　　　　　　　l　　　　　　　t �－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l �l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　　　〈●　t 

■■　　l■　　　　一■　　　　　　l　　　　　　l　　　　　l �t　　　　　　　　　　　l　　　　　　l �l　　　　　　　　　　　　　l　　　l　l �l　　　　　　l　　　　l　　　　　　　　　　　　　■● 

■′Ft　　　　　　　－　　　　　　l　　　　　　　l　　　　－ �一■　　　　　　　　　　　一■　　　　L　l �l　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　H■■■ �t　　　　　　　l　　　　　l　　　　　　　t　　　　　／ 

ヽヽl′　　　　　　▼　　　　　　l　　　l⊥　l �n－←－■－■一■　一 �　J　　　　　　　　　　　　　J■　　　　Hl■ �■■　　　．●JJ　　　　　l　　l　l 

● ．．／つ �一　円■「 ′つ �ヽ■■　－l▼ 　） l止l」 �「．＿＿肝．‾叶 」」 

●　　　　　　　′：：J　　　　　　　　　　　　l■■ヽ �l　　　　　　　　　　　　′：J �－　　　　T1－　　　　　ヽ■■ �ヽ■■　　　　　　　　　　　　　　　－ 

●　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　r �■ノ　　　　　　　　　ー �Tl　　　　　　　　　　　　　l⊥ �一－　　　　　　－　　　　1▼■　　　　　　　■■ 

′　　l■　　　　t　　　　　　　　　　　　　　l �■　　　　　　　　　　q �′二ノ●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TL－ �■－←■－■－－■ 

l　　　　　　　　　　　　　l �l　　　　　　　　　　　　トr �l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tlt �■－←－－■■－ 

－t　　　t　　　　　　t　　　　　　l＼　し ���ll　　l 　　　　　一／ 

∧　▲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一‾‾■・．・、 ■・■－－　　　　　　　　　　　　■－■ ����■ 

F望≡≡≡≡三三；；≡≡≡≡≡≡≡≡≡＝≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡〒吾妻＝≡；：＝＝＝≡≡＝＝＝l 払痛＝＝≡＝≡≡＝＝＝≡芦≡＝＝rj≡≡≡≡三三三＝＝＝＝＝＝＝≡＝：芸；≡≡≡≡＝≡≡≡≡≡≡三≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡l 
t！V　■し＿＿ノ／　〝ll 　タ ．．．－＿」．よ．羊声雷－＿一声♭声 

丘ヽ●　■l　　1　　　　　　－　　　　1　　　　　　■■ �l　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　▲－ �l■■　　　　　　l　　　　　l　　　　　　l ��l　　　　　　l　　　　　　　l 

▼■●　■l　　l　　　　　l　　　　　　t　　　　　　l �1　　　　　1　　　　　　－　　　　1■■ �l　　　　　　　l　　　　　l　　　　　l ��l　　　　　　l　　　　　　　　l 

′　　　H　　　l　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　l �■－－■－■■■－■ �l �� 

l �l　　　　　　l　　　　　　l �1 �� 

狸 ■l �l �l　　　l ��▲■■t 

● � �I　　　　　　　　　　　　　　　Jてノ ��′：ノ　　　　　　　　　　　　　　r 

■■　、 �J　、 �　J ��■　　　　　　　　　　　　　一 

′　　l’　　　　、′ �〉 �■一■l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　J－ ��r：J � 

■　、 �〈 �一1　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　■■ ��l � 

V　　　　　　　　　V　　　　　　　　　＼　し ���l　」 �� 

（
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DANCE STEPS

C Major．Semitones：B－Cand E－F

Allegretto
AdamCarse

■堰＝雷．－■■工■■■－■■．－．．．．＿．－．＿．．．－．．．．－．－－＿．．．．．．「．．．＿－．＿丁．．．．．．－－．．．．．．＿ 

h　亨　＿　　　■　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　l・　　一・・　一　　　・・　　　　　　l 

㌍笥軍空＝当・－　　■‖　・・’▼H　t‾P　H 

＿＿＿一凸 

J■　＿　Jb �l �l �l　　　l �l �t　　　　　　　　　t　　　　I 

■1＿　　1■　　　▲　　　l　　▲　　　　l �▲　　　l　▲　　　l �．■　　　　t　　▲　　　　　l �▲　　　　t　　　　t　　　l �▲　　　　1　▲　　　　　1 �1　　▲　　　1　　　　1 

■一1－■→■■－■－■■■－ �←－←－－ �▲　　　　l　．1　　　　　1 �←－■■－－－一 �．1　　　一■　　▲　　　　　　l �l　　＿1　　r　」■■l　l⊥　l 
、l′　■－　　l　　一■　　ヽ　　＿　▲■ �■→－→■－・－ �ヽ　　　▲■　　ヽ　　　　　l �ヽ　　　■■1　－　　　1 �ヽ　　　－「　　ヽ　　．．■■ � �－　　　ヽ　　　¶　T1－ 

dタ亨♭亨 11 �亭　亭 �手鼻 l �重義雷 �書♭争 l �義　手¶義 

▲t●　Jb　　　　I　　　　　　　l �t �l　　　　　　J－ �■　一 �l �－　　　　　■ 

▼■●　－1■　　　l　▲　　u　l �▲■　　▲　　　　】 �l　　▲　　　r　　　　▲ �－　　▲　　　▲－　l �－　　▲　　　　l �■■　　　■　　　－　　　　■－ 

′　　　J乙　　　－　　▲　　Tlr：ノ �■■　　▲　　　一■ �■　■－－－1 �l　　　▲　　　■■　l �l　　　■1　　　′：■ �l　　　　▲　　l　　　　　■■r 

1■　　　　　　　ヽ　　Tt　＿ �＿′，　　　ヽ　　　ヽ－ �■ �‾l　　　ヽ　　　l　　l �■ �l　　　　ヽ　　　l　　　　l 

、一一一一．l　　、、－　／　　　　　　　　　　　l　　t　　　　I　　　　　　　　　　　　　I　l 

白　　　　　　　　　　　　　　　　∩　　　　　　■　　　　　　　〈　　　　　　　． 

色　－　　r　　　HJ　　　　－　．　　．＿　　＿．．ト一十　■　Fl．＿　＿　l 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H　l　■ 

■　t　l　I　　　　　一　一l　　　一　　　　一　■　■　　　■　I 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝≡一・・・・・．・・’ 

∧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　l　　　　． 

■・－　　　　　　　　一 �●　　　　l �■　　　　　　　　t �1　　　1 �l　　　l　　　　　t �l　　　　l　　　l 

■■■－■－■■－→■－－ �■　一－■－1 �▲　　　1■■　　　▲　　．■■ �▲　　　　　　k　l　　　l �▲　　　　　　l一－l　　　　　l �■－－一 

l′Tヽ　　　　▲■　　　　　t　　　l　　　　l �l　　　l　　　．■■　　　　l �▲　　　　　■－　　　ユ　　　■■ �▲　　L⊥－　　　▲▲l　　　l �▲　　　1⊥　　r　　Jl■　　1－　　1 �l　L■　l　　一｝l 

ヽユリ　　　　▼　　　　▲■　　－　　　　1 �l　　l　　　▼　　　一■■ �ヽ　　　　　　l　　ヽ　　　■■1 �ヽ　　　Tll■■　　　■「　　一■l �ヽ　　　Tl－　　■■l　rll■■ �一■■　　T1－　　　－■l 

山、＼チ＼J 　ノ′「ノー‾■■ヽ �■■LI●T 　＝＝＝＝＝＝＝一・・・ �－－ 　●　● ．．ノ｛、 �¶■■・宗■ 　● ll �TI■－1■ ＿一－．■一・一、11 �■¶■Lオ 　＝＝＝＝＝一・・・・ 一　一、 

▲t●　　　　　　　　　　－　　　　　　　　一■ �■ �■■　▲■i　　　　　　．〃 �1　　　　　　　　　1　　l �／′　　　　　　　－　　Tl－ �■▼　　　　　　　　　－　　　ヽ 

▼■●　　　　　l　　　t　　　　l　　　■■ �■　一■■■1■－「 �■■r　　　　　　　　l �l　　　　　　　　　l　　l �▲■ヽ　　　　　　　　l　　　Tll �■　　　　　　　　－　一 

′　　　　　　　t　　　l　　　　　t　　　l �■　　　　　1 �■－　　　　　　　　　一 �′：ノ　　　　　　　　　」■■　　■■ �トr　　　　　　　　　t　　　　　l �l　　　　■■　　　t　　　　t 

一■　　　I　　　一■　　　l �l �■　　　　　　　　　■ �一一　　　　　　　　－ �■■－■■■■■■－一 �■－■■■■－■ 

▼　　　▼　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、．r　　　　l　　　　　　　　　　　I　　l 

一 ■■　　　　　　　● �t 　　l �l �i � �■－ 

■■　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　l　　　　　　　l　　　　　■ �■　－→－■－■■一一 � �l　　　　　　　－　　　　　　－　　　　　　　■ �r－l �．－　　　　　　　－　　　　　　　■－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■－ 

■■－　　　　　　　　　　　　l　　　　　一■l　　　　　－　　　　　l �l　　　　　　　－ �l　　　　　　　■■l �■　－一－－－ �l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－ �l　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■】■ 

’－■1ノ　　　　　　　　　　　▲■l　　　　　▼　　　　　　　　　　　　　　　■ �1　　　　　　　　　　　　　　　　　　－ �▼　　　　　　　▲■■　　　　　　ヽ■■ �l　　　　　　　l　　　　　　　　　t �t �1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1－ 

●J　　　－　■　　　　l■　hf．、I’ 一 

■■ �l　　　l �1 �l　　　　　　　　l　　　　l �l　　　　　　　　　　l � 

■1＿　　　　　▲　　　　1　　▲　　　　l �▲　　　　l　　　l　　　l �▲　　　　l　　▲　　　　　1 �I　　　▲　　　　　t　　　　l �l　　　　l　　　l　　　　l �．　　▲　　　■－ 

■爪　　　　．1　　　　1　▲　　　　l �．i　　　　J■l　　　l　　　l �．1　　　　■■■l　　▲　　　　　　l �l　　　▲　　　一Jl＋l⊥　1 �一■l　　　　　　t　　　　l　　　　　t �l　」1 

ヽユリ　　　　l　　　J■■　　ヽ　　　　l �ヽ　　　　■■1　　－　　　　1 �ヽ　　　　■「　　　ヽ　　　＿　．■■l �－　　　1　　　－1　T⊥■■ �▼　　　　Jl■　　－　　　　　1 �l　　ヽ　　▼ 一　一・ l �事象雷 �書♭■ l �書　手¶奮 �＼J＼J rff． ／〔／′‾1 �・■L 1r 

▲t●　　　　　l　　　　　　－　　． �■　一 �l �－ �」■■　　　　　　　　　－ �l 

▼■●　　　　　l　　▲　　　■■　　　▲ �■■　　　■　　　▲■　　t �■　－1■■■←一 �■‾－、　　▲　　　－　　＿　」－ �■－■■■－－一 �－　　　l　　　　　　　▲ 

′　　　　　　－　　．1　　　1　　　　▲ �l　　　　▲　　　r　　l �■－W �■－－■－・－ �■－→－－←一 �■　－■－←－1 
ヽ－′　　　　ヽ　　　l　　　T �t　　　　　ヽ　　　l　　　l �l　　　　ヽ �t　　　　　ヽ　　　l　　　　　t �■■■　　　l　　　　一■　　　l �▲■■　　　　l　　ヽ 

t　l　　■　　　　　　　　＼、‾－l　▼　　▼　　　　　Ti 
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Lento

HOME THOUGHTS

AdamCarse

∧　　　　∩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ 

1－　1■　‾‾　　　　　　　　　■■－ ■■　　tJ ��� � �一－　　　　　　， � � �l �　＿l ■1 

■－　■　　　■　　　　　　　　l ヽヽtJ▲．■■　　▲－ ��� � �　t l ＝P �冥i茎＝≡こヱ＝r三＝；＝≡；≡…訳≡＝三三≡＝；； 　　　　　　　　　　　■一一 

打二六亮忘孟′／　　■く二三三一一ご 

l 
lr　▼雷　　　　－． ���l‾‾‾1　　　　　［　　　　　　　　l �1　　　　　　　　1 �l �ヽ �t　　　　l �t �Ⅰ 

′1＿　　●雷　　　　「　「 �� �■－一■－－－ �■　　　　　　　1 �l �■r　　　　l　　　l �■　　　　■ �l �1 

■一■－1■■－－－－一日■■■－一 ���一■l　　t　　l　l一■■ �■　　　　　　　■一 �′■：■　● �－　　　　l一一、I �▲■l　　　ヽl �u　l �し．1● 　　● 

ヽ11′＋▲■■　　一■　　1　1　1　1　1 ���－1　　1　l一■　▼ �rJ　　　　　　　■■ �′J　●－ �l　　一■l �．　1■　　′：二■ �1⊥′二■　● �l」′：．」 

d曹i雷i雷i ク 　ー ���■享三二乞 �＝＝＝＝芦・一　七＝＝＝ �P �書き 一‘＝＝＝＝ へ＿l �♭号音 P �¶1鼻● l �■竿で 

阜 �′ �曾■ ����しこ‾、＼ 
占．－ ▼ �●▼∫　l／rJh ldn■■■■1－：i ��　　　　l ′：7　　　1 �l　　t ■　　　－ �t l �ヽ　▲■、l ■lrl⊥11 �一′r J■ヽ● �　一 一■● �r■r　rノ ■　　一 

′　　■」　　－　　　1 ���Ⅰ �1 � �■l　　l　　T1－ �r �1■■rl �■ 

‘r　　　　－－　　　　　　　　l ���1 � � �l　　Tl �l �l �l 

卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　． 

∧ ∪■ 一■r �■　■ ��－　　　　　　　▲■■　　　　　　■ �＿へ　l ■　　■ �■■　　l �Jlll � �　　　　　　　　　■ l　　　　　　　　l 

■■－　　　■　　　　　　　　l ヽ11′ �一■l　　　　　　　　　　　　　　　　　　l ��■－一－■■一 l �t　　　　　　　　l �■▲－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　1 

山　　　　て、ン　　　　　　二二三三一・‘＝＝ ����　I ＝＝＝＝＝芦－－ �’一　髪．t⊆きき・ 　　　　l 　　　　ll 

∧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t　　l 

1■ � �l �　一 一■ �l 、l �■－■■■■■1 � �′　　l ll　t �l l �l　　　l 

．■1　「「　■■■▼■■■【 ■′Tt　lllt　tl �Ⅰ 一■」 �111 ■→－r一 �．11 ■■　h　　■1 �u　● �■－■■■－一 �－ �l　　　ll▲　l �－ �一■　一■ ▼　▼ 

ヽJl′　　　　一■　　l　　t　　l　l　　t �－ �■－－－ �■■伊　　　　　　－ �一ll● �■一 ■－－ ，■l－ �■ オ■L d l �l一■1⊥－ －▼¶■」 二㌢ � �－■■－ －－■－ 

む　●i雷i雷i �・■L �仁と �＝＝コー＋‘＝＝＝ �ヽ■r P ．■■ヽ● 

l �声 ��早　．1 ����l」 ′：■　▼ 
●　　　　　　t′　　．■ヽ �l ��l　　　　　　Tl＿－ �■－ �l　　　l　．tl■■ �〟　I－ 　　　F■ � � �－ 

●　l　r r－一－←一 �′：J　　l l ��l　　Tll 　　　　t �l l �Il■■L－ 　l■■■■ �n　l■ I　　▼l＼ �一■■ヽ r● � �■ 

l �Ⅰ ��1 � �l■Ⅰ �　　　■ l　l �■ t � �－ 

l �����l 

∧　　　　　　　　　＿＿－■ ■・－　　　　　　－－ ��l l �l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　　　■ �l 】 � � � � 

■■　　■ 1■■■　　▲■■　　■ ヽヽ1．1 ��■′■ �l　　　J■■ �■ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー � � �l■ －－亡＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝コ－ ．一－－－－－－「l 「lltl tt＿1－■l 毒竺プ －亡＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝3－ t l一■－■・■．L 11rJ－ T1－r Tll l 

d　jP　tL一一／　　　　■　　　　　　）　　　　　　　　タ　1－二／／ 

∧　　　　　　　　　　　　　rT「「　　　　　　　　　　　　　一 
】■　「．・．■■1「‾‾「T「 ■■－■■■■－■■■－■－■－l ��－lltl t　tl1－1 �［ ■－－←－■－－一－l �－　「l ltl1－ �l■J � 

l′Tt　　　　一■　　l一■　　l一■　　l ��t　　l　l」■■　　　　　－ �■－－－■←■→－－一 �l　　L　1　－　　1 �J　　　L　　　　－　　　　【　　　　■lll1 � 

＼1U　　　　t■　　　t　t■ �－■－一 �■　－←－　一 �t■　　l．■■　　l　l」■■ �r■－－■■－■■■－ ■Ll J■ヽ●‘‘ �rヽllll ㌢■i■i ア �■l 

＿d‾▼■▼■L▼↓ ダ ♭∠′■■も ��■L （ 一一一ヽ �▼■」▼■L■▼ ♭∫－も 

▲－●　‾l　I ▼－　l　l ��■r　　Fr I　l �l　　t l　l �b－●・ r �▲■ヽ・● ■－ �l■■ 

′　　　　l　　　　　　r：ノ ��■　　　　　　ン1 �■　　　　　　′一 �l �1 �l 

l ��1 �l �l t �l �l I 

l　　　　　　　　t　　　　　　　　　l 

∧ ■■「 � � � � �� � ��　　←－ 」－●　11 

l ′　　　l � � � � �� � ��■－ 

釘　㌔ノ　●’　　　U　曽　●＼J　y●r　　　　　タ　　　　等 

∧．．　　　　rrrr　．　　　　　　　　．　　　　ノー・、　⊥－　l 

ノ十一」　ト」 �．・．・．＿・．・．＿】llt ［　ll一■l �■－－■ ■■－■■■■■■ �　■　　－ lIl � �′ �　l 「＼l �－＿＿＿　「llt 「「ll1－ ��′：ニJ● ′：7● 

－ヽ　　　■■　　一■　　　　t �l　　l　　l　■■■　▼　－ �．■■■　　LL　l．L－　l■ �■■－－－ �一■　● ��「、】 �■－－■■■－■←！－■ Vt′－■■－ ‾d▼■ 11 �一■1．■■ 」■●▼ －－岩＝＝＝＝＝＝＝＝＝■・一 　事 �「－LLt⊥■■■l－11－ ▼粁－－リー1－ �一■l■■■1■■l j■－－＿ － �〒r〒 ��茅 �一■■ll一■▼、－■r 琶亮潤・ ■ 　　ノ 

l � 

▲ヽ●　　　　　　　　　　　▼1■■ �一■■l　　　　tl r　　　　■■l▲ �′：コ・● �－　　　■■　　l■■ �一■　● ��l �－－－　一 �l　ノ′ ヽ ▼－　　■　■　Tll �■　　　　　　　　：】一一 �l �－→－－一 �l・■「 ��l �l　1－、．　　　　　　　　　　レ 

′　　　　　■l　　▲　　l �l　　　　　　　　　　　　▼’t �l �l　　　　l　　　　l �l ��t �l　■■■　　　　　　　　　　　　　一Jrt 

t �－ �l �■　　　　　　　　一 �一■● ヽ■r ��苦■ �■■、一一■■■▲一一rl 貢・　戸・ 



ワ

AdamCarse

FREE FROM CARE

Major．Semitones：C♯－DandF＃－G

AJ　　「Yl．▲　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　．l．一｛ 

■・■■－■二一■■－■■－■－－■1→■－1 �l �l � �l　　　　　　　l　　　　　　　　t′　　　　　　－　　　　　　　　　　l 

■－　　　　　　l’　TI　　　J■■■　　　　　　　　l　　　　　　　　J■■ � �l　　　　　　　　　　■ � �■ 

■■l■■t　　　　　　　　Tl　　　　■　　　　　　　－　　　　　　　　▼■　　　　　　　　－　　　　　　　l �■→－■■■一－■一■ �■ �L■ �－　　　　　　▼　　　　　　－　　　　　　　▲　　　　　　　　　　　　l 

ヽこ」」′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 �■ � �■■■ �■ 

U　　　■げT　　　　　　■　－　　　　　　　　　＼J 

J． 
1■　■■11　1■　　　　l　　　　　　　　　l �■　　　　　　　　　－ �t　　　　　　　　　　　l　　　　l �t �■ 

′1　　日Tl　l■　　　　l　　　　　　　　　l �l　　　　　　　　　　l �l　　　　　　　　　　　L－－　l �l　　　　　　　　　　ll　　l �■　　　　　　　　　－ 

■　【■t　　　Tl　■　　　　l　　　　I　　　　l　　　　l �．■■l　　　　l　　　J■■　　　　　l �l　　　　l　　．■■l　　　、t �1　　　　1　　　　1　－　一■ �■■－■－－－■■■t 

ヽさU　　　　　　－■　　－　　　　1　　－　　　　1 �■■1　　　　1　　　コ■l　　　　l �－　．　　】　　　■■1　　　－ �l■l　　　l　　．■■l　H▼ �■■　　　　1　　－　　　　1 

d＋1し≠てj 　グ ■l �t≠＼≠ l �一 l �てJIモノ′ �し≠てj 

▲－■　■l　　　‘　　　　　　　　　　　　　　　1 �l �l �l �l 

■■q■＝椚■E」　　一　　　　　　　　一 �′：二J　　　　　　　　　　l �－　　　　　　　　　－ �■　　　　　　　　　■ �■■ヽ　　　　　　　　　　1 

′　　l’Tl　JL　　　ト■　　　　　　　　　　l �l　　　　　　　　　　　′：J �一　　　　　　　　　　一 �．t　　l　　　　　　　　　　】 �r　　　　　　　　　　一■■ 

Tl　■1■　　l　　　　　　　　　　′：ノ �l �一■ �■■一J　　　　　　　　　′：J �■　　　　　　　　　－ 

l　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　　　　T－　　　　　　　　　　　　t 

rJf．e dわ才L
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MINUET

AdamCarse

′　・ －　■■l▲　tJ �����　l ■－■■■■■←－　　　　　　　■ �－－■■■ヽ■l －ヽ■ ■■　■ ■■　－－ 1■ �二「＼．． l■　ヽ1 ■l � �■　　－　　■ 　　　　　　■ 

■・■－一－－■」－←■→－■■■■－→－－■■－■－ ■■■－－■■一■－：－－－－－－■－－■－－■－一－一 ←，り■■■■■■－■ご1－－－■－■－－－－■■■－一－二■■一 �����　l t　r．′● 

む　　　′）て●　てノ■　　■　’ ����� � � � �I　　I 

∧　山　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　1 �����l � � � � 

1■　＿■11⊥　▼∫　　ヽ　　　l ��L　　　　　　　　　l �ヽ　　　　　t　　　l ��t　　　　l　　　t �ヽ　　　　l　　　l �■ �ヽ　　　　　　　　　　　　　　▲ �■■■－一－■ 

■1　　　■’Tl　●■　　　■l　　　t　　　l ��■　　　I　　l � �■　　　＿■J　　　l �▲　　　l　　l �l■　　　　l　　l �▲　　　　l　　　t �■　　　　l　　l �■．　l　　　t　　　l 

■■Tt　　　TT　　■乙　　　■l　　　l　　l ��■l　　　　1　　－ �－　　　▼l　一■ ��▲　　　－　　　1 �■l　　一■　　▲■ �■－－－ �r】－■■－ �■l▲■　　一■　　一■ 

ヽヽlノ　　　　　　q■　　　t　　　－　　▲■ ��■　　　一 �■　　　一 ��■－　■ �　ト－・■ �－　－　■t �h■　l■■ �l■■1　　■■1　　－ → ザ ��卑ノ �■■」 ＼J ��てj �きき �王手 �讐1「 �響き壬 

● ■l　　　　　　　．■－ ��ノ′－‾、● �／一一‾■■－＼ ��　　　　（ �l ���l 

▲t●　■l　　　▼■　　　　　　　r　　－ ��′　　　　　　　　一－ �′：ノ ��▲■ヽ �t � �t �l　　　l　　　l 

▼■岬　■ll⊥　●■　　」■　　し■　l‾ ��■■ヽ　　　　　　　■■ �■　　　　　　　　一 ��r　　　　　　J－ �l �▲■ヽ‘● �l �l　　l　　l 

′　　l’Tl　　■乙　　　■■　　■■　　l ��■－　　　　　　t �■　　　　　　　■ ��■　　　　　　　－■ �′：ノ　● �r　　‾ �．1　1 �l　　一■l　l■■ 

Tl　▲■■　l、－′1　　　－ ��1　　　　　　　1 �■　　　　　　　一 ��■ � �l �■■■■J● �■ 

l　l �1　　　　－　　　　　　　　　1 ����l � �t �■　　　－ � 

∧　▲　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　一．．＿ll　　　r－、l　l　　＞　＞　＞　　　＞ 

■・－・一■■ ��■　　　　　　　　l � �l ��－　　　　　ヽ　l　　　　　　　l ���■　　　　　　　ヽl ��� �� 

■■　　　　t　t　tl ■■▼■■　Tlll－■ll■ ヽJL′ ��■■－←－■ ■　－ �一－　■　　一－ 　　　　　■ �′’J　● ��l　l ■　　　■ ���■■■－　－　■ ���■　　　　　　一 ��l 

U　　　　　　　、ノ▼　　　て＿／　　　　l　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Il　■ 

∧　止　　　　　　　　　　　　　　I　　　　l．　　　　l 

1■　　■■u　　　ヽ　　　　】 ��ヽ　　　　　　　　　l �ゝ　　　　　l　　　l �I �l �ゝ �l � �ヽ �l �l �l　　　l �l � �l　　　　　　　　　ヽ 

－t　　l■Tl　　　■　　　l　　l ��■■　　　　l　　　l �■　　　▲■■　　　1 �■　　　　l �l �－ �l � �■－ �l �l �l　　　　t �l � �1　　　　　　　1■ 

■■Tt　　　Tl　　　－　　　　l　　　I ��【1■■■■－　一一 �■■　　1■■1　　－Jl �▲　　　－ �l �－　　　一■ � � �－ �t �l �．■■l　　J■l �一■l � �■　　　　　　　　■ 

ヽさl′　　　　　　　　　　　　－　　■■■ ��l　　l �l　　¶ �－　■t � �←■一 � � �■　■－ �l■■ � �■■1　　－ �－1 �′：：■ � 

■ 　● 　● 一t　－ ��■ ノ－－－－■■’、・ �■■■・ ＼－ノ ／一一■■■■－＼ �し≠ ��壬 l ���王手 ���千号寧 ��彗 　▲ 

▲t●　■l　　　　　　　　r � �′　　　　　　　▲■ �′：J �■■ヽ ��】 ��� ���■　　　　　　　　　1 ��′　　　　●　　　ヽ　　l▲ 

▼■■　■■l⊥　　　■■　1－■ � �▲■ヽ　　　　　　　r �■　　　　　　　　一 �r　　　　　　」■ ��l ���▲■ヽ　● ���l �l �一■　　1■　　■r 

′　　l－Tl　　　■■　　■■ � �ほ　　　　　　一 �■　　　　　　　　一 �t　　　　　　　　　r ��′：．■　● ���r ���l �l �l　　　■　　■」　■」■■ 

l、一一T � �■　　　　　　　－ �l　　　　　　　　l �l　　　　　　　　l �� ���l ���一■l �【」 �l　　　l　　　　■　　ヽJl′ 

Il �l　　　　　　　l　　－　　　t　　　　　　　　l　　　　　T　■L　●　　■l　U 

∧▲　一h． ■・一一二■■－＝■－■■■■－■■■■■■■■－′■1－→■■■■■■■←■－コt＝■■■－■一■■－■■－→－■－■■一 一■■■■■一・■－■■←■■■■－■－工■■■－一－i－■■■■≡≡望望巳巳亡巳≡亡巳巳≡■■■■－■■■■■－■■←→■－←■■■【－1←←■■二－－■－－ ′▲．1－1■－－－■■■■■■－■■■－－－ii；　－一－－・－・■一一－一－■－■－■－－■t …一■－■■■－→■■■■－■■■■■■■■－■■■■－】■■■■■→■■■■－■■■－■■■一一－→－→－■■■■■■－■■■■－－－←－－■■－－・ �������　　l 　　　■ 　　　　t l■　－　■ 

山　　タ　　　　　　　　　　　　■　　　ノ　■　■　－　一　　掃．　I－ 

∧山　　　＿　十　　　　＿　　　　　♯＿　　　　　　　l　　　l　　　　　　　　　． 

1■　　■ltl　　　L　　　　■■　　l �■■●　　　　　　【　　■■ �ヽ　　　　▲■　Tll � �l　　ヽ　　　　ヽ �l　　　　　　　　ヽ �l　　　　　　　　L �■－■－← 

■1　　I’Tl　　　■　　　t　　　I �l　　　　　　　t　′l �■－→－－ �′ノ　● �l■■　■　　　1■ �L■　■　　　■ �‥　　t　　　▲　　　■ �lH　l　l　■l 

m‾　　Tl　　　▲　　　1 �■　　　　　　　－” �▲　　l　　　l �l �－　－　　　　■l �■　■－■rl■■r】 �■■▲■l　　▲　　　■－ �l■■　■■一■l　－．■■ 

ヽヽlJ �l　　　　　　　t　　l �l �l �－‘　－‾’ �r　一 �し．■l■1一■　、 �l■l■「　　Hコ■ 

d 　ダ ＜山 �暮 �岳 �l 含量 �材● ．一 �－ �り’●r rif． 一 �■・t’■■▼ ▲■」■▲ 

1■　■ll⊥　　　　　　　　　　t �t　　　　　∠ヽ● �l⊥　　　　】 �一■　　1■■　　　■■ �Ⅰ　　　　ヽ　　　　ヽ �．t　t　　　　　ヽ　　　　ヽ �l　　　　ヽ　　　　ヽ �■■　　　r　　　■■ 

■1　　日Tl　　　　　　．t　l �l　　　　▼■● �Tl－　　r：J �■■　　l　　　l �し■　　　■l　　　■ �■■l一■　　　■　　　■－ �－　　　■l　　l■ �■－－－ 
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