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領家帯の変成糧粒砂岩の化学成分
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嬢滅1）の率成養レ聾嚢もほ1ま書党明つくし、，　鋸、一ド紅ぴべこる、気ろな

鉱イ1勿’1輝玲鱗　詳　こも脅・i致する。　“，『なわち，
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領撤，1筆の変成糧粒砂岩謬化学1戴分（片糠正人響大葦，－．疑華）
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　30欝麟

　　　　　　　驚1薮灘寮　　監のξ1職獲（翌〉蕪1分“懸状のもの§

　　　　　　　鳶3塁簿懸片羅襟
　　　　　　　鷺1琴購圧翼　 絡シン

　　　　　　　プし馨：分繕監織麟・1叢、些義総ノ｝難番・響は第：3疑の鞍
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肖様であるQ

　閥題の熱（）．欝胤1・濾登一轟．疑、し蜀　　　　　瓢，化学／或
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　たとメ1ぶ　第窯表の灘変成羅｝岩のうち，　N焦3濤は

N態ぐ）α．騒駕）と墨梅G（慧．熱、％）がもつとも少ないが，
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